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遠野市原発放射線影響対策本部からのお知らせ 
 

【発表の要旨】 

  放射線影響対策について、これまでの取組み状況をお知らせします。 

 

【発表の内容】 

１ 東京電力に対する損害賠償請求（第二次）について  

・６月 20 日、岩手県庁において、福島第一原発事故による放射線影響対策に要した経

費の第二次損害賠償請求を東京電力に請求（出席自治体＝岩手県、盛岡市、花巻市、

一関市、奥州市、一戸町、岩泉町、平泉町、野田村、当市） 

・当市は、放射線測定器や測定に係る経費として、約 100 万円を請求 

・東京電力との交渉は非公開で行われ、市内農家から寄せられている不安の声や被害の

大きさなど具体的な状況を説明しながら、東京電力の対応の遅さを指摘 

・１月に請求した第一次損害賠償に対しての回答がないことや、賠償請求から支払いま

での工程の明確化について回答を求めたが、「上半期には考えをお示ししたい」とい

うだけで、明確な回答は得られなかった 

・三次請求は９月頃の予定 

 

２ 風評被害の防止と放射線量低減に関する要望行動について  

・岩手県市長会として、岩手県知事に対し「風評被害の防止と放射線量低減に関する要

望書」を５月 29 日提出 
 

[要望内容] 

・放射性物質濃度の検査体制の強化や農林水産物の生産環境の安全性の確保などの取り組み

を強化するとともに、安全・安心な農林水産物を生産していることを消費者に積極的にＰ

Ｒし、風評被害防止対策について万全の措置を講じること 

・県内全域の除染対策を早急に進めるなど、放射線量低減に向けた取り組みを迅速かつ効率

的・効果的に実施すること。特に、汚染状況重点調査地域の本格的な除染に向けて、中間

貯蔵施設の設置について、国に対し強く要望すること 

 

３ 原木栽培シイタケの信頼回復・生産継続に向けた取組みについて  

県事業で実施している生産物等の検査は予定より遅れており、この検査を待っていて

は次期植菌が間に合わなくなる恐れがあることから、対応が急がれるものに限り市独自

の対策を順次講じていくこととしました。 

  [ポイント] 

  ・県が行う全件検査は予定どおり実施 

・風評被害、出荷できなかったことの損害賠償請求は、生産者において行う（殆どの生産者は

ＪＡ・森林組合に請求事務を委託する予定） 

  ・処分する汚染ホダ木は、その数量と処分方法を決め、市で対処する 

・東京電力の補償対象外となる基準値以下のホダ木の処理費や原木供給・種駒購入への補助な

どは市で対応を検討する 
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４ 牧草地除染作業に係る農家への説明について  

 (1) 遠野テレビによる周知活動 

  ①目的 

牧草の暫定許容値（ 100 ベクレル、酪農搾乳牛 50 ベクレル）を超過した牧草地を

除染するにあたり、被害対策及び生産基盤の再生に向けた取り組みについて紹介し、

畜産農家の不安を解消するために放送。 

  ②番組制作 

   株式会社 遠野テレビ 

  ③製作費 

   約 30 万円（税込） 

  ④放送期間及び内容 
放送日 放送内容 出演者 

６月12日（火） ・生育牧草の処理 ・牧草検査 市農林畜産部畜産振興課 

主事 八重樫 正久 

６月14日（木） ・畦畔の雑草の処理 ・個別所得補償制度 市農林畜産部農業振興課 

課長 多田 登 

６月19日（火） ・除染作業の自力施工 ・播種について 県遠野農林振興センター 

主査 内山 貴啓 

６月21日（木） ・牧草の代替粗飼料 ・廃用牛 ＪＡ遠野地域営農センター 

放射性物質被害対策室 立花 利夫 

６月26日（火） ・公共牧場 ・市外への預託 市畜産振興公社・放牧部 

業務係長 菊池 秀樹 

６月28日（木） ・機械導入 ・除染作業の施工単価 市農林畜産部畜産振興課 

主事 佐藤 秀晃 

７月３日（火） ・その他全般 市農林畜産部畜産振興課 

主事 八重樫 正久 

  ⑤今後の取組 

   制作した番組をＤＶＤ化し、市内畜産農家への貸出及び配布を検討中。 
 

(2) 除染の自力施工説明会 

 ①目的 

除染が必要となった牧草地を自力で除染する農家に対し、作業工程、作業手順等を

周知するため実施。 

  ②実施概要 

   出席数  297 世帯（対象世帯数 498 世帯・出席率 59.6％） 
日時 時間 対象地区 会場 出席数 

６月21日 

（木） 

10:00～12:00 青笹・上郷 青笹地区センター 80世帯 

14:00～15:00 遠野・松崎・綾織 市福祉センター 70世帯 

18:00～19:30 附馬牛 附馬牛地区センター 53世帯 

６月22日 

（金） 

14:00～15:45 小友・宮守 小友地区センター 38世帯 

18:00～19:30 土淵 土淵地区センター 56世帯 

合   計 297世帯 

③今後の取組 
時期 取組内容 

６月下旬 作業班の編成及び割当作業 

 資材及び牧草種の確保 

７月上旬 除染作業スタート 
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５ 放射性物質濃度測定検査結果  

 (1) 販売用農作物等測定結果 

５月 16 日（水）から６月 18 日（月）までに実施した市内の農作物の放射性物質の

測定検査結果をお知らせします。 
品目 測定日 検体採取場所 検査結果 

フキ ５月16日 土淵町栃内 丌検出 
タラノメ ５月18日 上郷町来内 25ベクレル 

ワラビ 
５月17日 宮守町宮守 丌検出 
５月24日 附馬牛町大出 丌検出 

シドケ 
５月16日 上郷町細越 丌検出 
５月21日 附馬牛町大萩 丌検出 

タマネギ ６月12日 宮守町鱒沢 丌検出 
キャベツ ６月18日 宮守町達曽部 丌検出 

    ※一般食品の放射性セシウム規制値は１㎏当たり 100 ベクレル以下 

(2) 自家消費用農作物等測定結果 

６月４日（月）から６月 26 日（火）までに実施した市内の自家用農作物等の放射性

物質の測定検査結果をお知らせします。 
品目 測定日 検体採取場所 検査結果 

フキ 
６月４日 東舘町 丌検出 
６月８日 宮守町下宮守43地割 丌検出 
６月11日 上郷町平野原 丌検出 

米 ６月５日 上郷町平野原 丌検出 
小麦 ６月８日 小友町40地割 丌検出 
山菜 ６月８日 上郷町平倉 丌検出 
ホウレンソウ ６月８日 宮守町下宮守40地割 丌検出 
ワラビ ６月13日 新穀町 丌検出 
豆 ６月14日 松崎町白岩 丌検出 
レタス ６月18日 東舘町 丌検出 
ウルイ ６月18日 東舘町 丌検出 
ハツカダイコン ６月19日 青笹保育園 丌検出 

沢水 
６月５日 遠野町 丌検出 
６月22日 小友町22地割 丌検出 
６月25日 土淵町栃内 14ベクレル（専門機関での再検査中） 

井戸水 

６月４日 上郷町板沢 丌検出 
６月５日 早瀬町、小友町40地割 丌検出 
６月６日 穀町、宮守町達曽部 丌検出 
６月７日 六日町、稲荷穴 丌検出 
６月８日 上郷町佐比内 丌検出 
６月11日 東上組町、綾織町上綾織 丌検出 
６月12日 小友町14地割・22地割、宮守町寺沢 丌検出 
６月13日 小友町14地割 丌検出 
６月26日 附馬牛町東禅寺 丌検出 

    ※水の放射性セシウム規制値は１㎏当たり 10 ベクレル以下 

 

６ 放射線測定器の市民への貸出サービス開始  

 (1) 貸出開始日  平成 24 年７月２日（月）～ 

(2) 貸出料  無料 

(3) 貸出期間  

 

 

 

(4) 貸出方法 

①最寄りの地区センターもしくは環境課に電話で貸出状況を確認し、予約をしてくだ

さい。 

②予約をした地区センターもしくは環境課に出向き、申請書を提出してください。申

請の際は、身分証明書が必要です。 

③取扱い方法を確認し、測定器を借り受けてください。 

④返却時に測定した場所と日時、測定値の報告をお願いします。  

平  日 

午前 09:00～12:00 

 

午後 13:00～16:00 

１日 09:00～16:00 

土・日曜 金曜16:00～月曜09:00 

祝 祭 日 前日16:00～翌日09:00 
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(5) 貸出場所・台数 
貸出場所 住所 電話番号 貸出台数 

遠野地区センター 新町1-10 62-4411 １台 

綾織地区センター 綾織町下綾織字且の鼻26 62-2838 １台 

小友地区センター 小友町16-105-1 68-2001 １台 

附馬牛地区センター 附馬牛町下附馬牛11-40-1 64-2001 １台 

松崎地区センター 松崎町白岩字薬研淵1-3 62-2885 １台 

土淵地区センター 土淵町土淵6-5-3 62-2837 １台 

青笹地区センター 青笹町青笹13-1-8 62-2836 １台 

上郷地区センター 上郷町板沢11-5-4 65-2022 １台 

宮守地区センター 宮守町下宮守32-133-1 67-3133 ３台 

環境課 六日町1-22(遠野地区合同庁舎 ３階) 62-2111 ４台 

 

 

経営企画部企画財政担当 (阿部) 

  電話 0198-62-2111 （内線 221） 

担当 


