
 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所長 大村 卓
たかし

 氏 

環境省は、福島県等における除染を推進し環境を

再生するための拠点として、平成 24 年１月 4 日福

島市内に「福島環境再生事務所」を開所しました。 

また、４月からは県内 5 ヶ所に福島環境再生事務

所の支所を設置し、放射能環境汚染対策の迅速化を

図っています。 

国の除染事業 

国の除染事業では、平成 23 年 11 月より効果的

な除染方法等の確立に向けた「除染実証モデル事業」

が内閣府により実施されました。続いて、平成 24

年 1 月から本格除染の拠点となるような施設等を対

象に、環境省により先行除染が開始されました。 

 

国の除染事業先行除染の様子 （楢葉町上繁岡地区森林） 

これらの結果を踏まえつつ、警戒区域や計画的避

難区域（除染特別地域）の各市町村で除染実施計画

の策定・除染事業発注を進めております。5 月には

田村市、楢葉町、６月には川内村、飯舘村で行う本

格除染の事業者公募を行っており、準備が整った田

村市では 7 月 25 日から本格除染事業が始まったと

ころです。また、各市町村の本格除染と並行して仮

置場に係る造成工事を予定しています。 

さらに、相双地方の人々にとってご丌便をかけて

いる交通の便を回復することは、喫緊の課題である

ことから、常磐自動車道の除染モデル実証事業を平

成 24 年 3 月から 7 月末まで行っています。様々な

道路状況、空間線量のうち 3 区間

において、できるだけ数多くの除

染方法により、表面汚染密度の低

減率を確認するとともに施行性や

廃棄物発生量を加味して空間線量

の低減率を確認し、本格除染に着

手してまいります。 

 

常磐自動車道盛土部分の除染モデル事業 

除染情報プラザの運営 

除染活動の本格化に伴い、市町村や町内会等から

その活動を支える各分野の専門家の派遣要請や、除

染ボランティアの需要が高まっています。特に専門

家の派遣については、放射線全般に関する講習会で

の講師、放射線量のモニタリングについての技術指

導、市町村委託の業者に対する作業方法や放射線被

ばくに係る留意事頄の説明等のニーズがあります。  

また、原子力学会や日本原子力研究開発機構等の

放射線や除染に関する専門家からは、除染活動を積

極的に支援する旨の申し出がなされています。そこ

で、環境省・福島県は、除染等に関する関連情報の

収集・発信を行う拠点として、国、福島県、原子力

学会や日本原子力研究開発機構等の関係団体、関係

機関等の連携を図る「除染情報プラザ」を平成 24

年 1 月に設置しました。6 月 30 日現在で専門家派
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遣依頼数 112 件、専門家派遣数 76 件、講習会参加

人数 4,275 人、プラザへの来場者数 2,525 人、相

談件数 649 件の実績があります。 

７月には、より広く県民の方が利用できる展示情

報施設として「除染情報プラザ」の閲覧スペース等

をリニューアルしました。県民のみなさまが除染に

関する情報収集や情報共有のできる拠点としてご利

用いただけるよう、放射線測定器の正しい測定方法

を体験出来るコーナーや福島県内各地で行われてい

る除染活動のトピックス紹介、大型 TV モニターに

よる最新の除染の進捗状況等の提示、タッチパネル

モニターを使った除染に関する Q&A 検索等の充実

を図っております。放射線の動きを見られる霧箱も

用意し、小学生などでも放射線のことを学んで頂く

ワークショップなどを開いております。県民の皆様

向けの放射線や除染に関する講座も実施し、除染に

ついての移動展示も各地で展開しております。 

 

除染情報プラザにおける霧箱での放射線観察 

避難された双葉郡の方々が一日でも早くふるさと

に帰還することができるよう、関係省庁との密接な

連携の下、産官学の総力を結集し、除染を進めてま

いりますので、関係自治体、住民、事業者の方々の

ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

新たに就任されました楢葉町副町長、浪江町副町長をご紹介します。 

【 楢葉町副町長 宍戸 陽介 氏 】 
７月１日付けで副町長を拝命いたしました、宍戸陽介と申します。 

双葉地方町村の皆さま、よろしくお願い申し上げます。 

私は平成４年に福島県職員に採用以来、相双地方振興局や企画調整課、行政経営課、 

市町村財政課などで、県内市町村の行財政運営や地域振興等に関わる仕事をさせていた 

だきました。 

現在、双葉地方は東日本大震災及び原子力災害からの復旧・復興に向けてそれぞれの 

町村が一体となった取り組みを進めています。 

緑があふれ、心落ち着くふるさとの再生がかなうよう、様々な課題に全身全霊を傾注し 

て参りますので、皆さまの格段のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

【 浪江町副町長 渡邉 文星 氏 】 
このたび、浪江町の第二副町長として国・県との渉外・政務を担当することになりました、 

渡邉文星です。 

昨年３月の東日本大震災と福島第一原子力発電所過酷事敀災害は、明治以来安穏と続いて 

きた双葉郡の町村体制に大きな打撃を不えてしまい、各町村の行政管内地域は「帰りたくて 

も帰れない」過酷な状況下に置かれております。私は副町長として、町民第一に考えて行動 

し、この苦しい現状を乗り越えるために、町長・先任副町長と協力し、スピード感をもって、 

町民の生活再建や復旧復興に取り組むことに全力で臨む覚悟です。 

我々は現在、未だかつて経験したことのない過酷な状況下におかれていますが、先人の失敗も成功も常に真

摯になってその検証を進めながら、地域住民と共に歩み続ける地方基礎自治体の存在意義を問い続ける必要が

あり、未来に向かう子や孫たちのために前進し続ける必要があると考えております。 

これからは、町村間の情報の共有化を図ることは大変重要なことであり、郡内皆さんと歩調を合わせながら 

地域の再興に努力する所存でありますので、よろしくお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

双葉地方広域市町村圏組合は、郡内８町村で構成しているごみ、し尿及び消防業務等を行っている一部 

事務組合であります。事務局をはじめ各事業所は警戒区域内のため、仮事務所等を設置し各事業に対応し 

ております。 

富岡町にありました事務局は、郡山市日和田町高倉字追越地内にある「県中浄化センター」に仮事務所を 

設置し、介護認定及び障がい程度区分認定審査会や廃棄物処理計画などの業務を行っております。 

 

【平成 23 年度実績】 

事 業 名 回 数 審査件数 摘 要 

介護認定審査会 ４９回 １，３８９件 ３会場 

障がい程度区分 

認定審査会 
４回 ６６件 １会場 

 

楢葉町と浪江町にありましたごみ処理施設につきましては、楢葉の南部衛生センターを昨年の７月に施設 

を稼働しまして、警戒区域外の広野町、川内村及び葛尾村の家庭系ごみを職員が収集運搬したものや、許可 

業者による事業系ごみの搬入により焼却等処理をしております。 

富岡町の沿岸部にありましたし尿処理施設は、施設が甚大な被害により稼働できないため、広野町、川内 

村及び葛尾村の一般家庭からのし尿等を職員や許可業者が収集運搬し、いわき市や石川地方環境施設組合に 

処理を委託しております。 

 

【平成 23 年度実績】 

区 分 処 理 量 

ごみ処理 ９８３ｔ 

し尿処理 １，６２６㎘  

 

消防業務については、震災直後から双葉郡民の生命と財産を守るため、消防本部並びに基幹消防署機能を 

川内村（コミュニティセンター）、広野町（ＪＦＡアカデミー柊荘）に変遷し、火災や救急活動、人命救助 

に従事して参りました。更に警戒区域等における大規模災害の発生に対処するため、消防・救急体制の確保 

を重点目標とし、予防消防及び警防業務に努めております。 

 

（１）監視カメラの設置（総務省からの支援） 

警戒区域内を２４時間体制で監視できるカメラを 

５台設置しました。 

（２）消防通信の発行や各種講習会の実施 

防火防災の意識の高揚や知識技術習得を図るため、 

消防通信を年３回配布するとともに、応急仮設住宅 

に訪問し講習会等を実施しております。 

 

【平成 23 年度実績】 

区 分 単 位 

火災発生状況 １０件 

救急出動状況 ２４１件 

一時立入支援人員 ２，３７４人 

 

 また、今後の復興支援や消防本部機能の本格復旧を図る 

ため、総務省消防庁の支援を受け、消防本部仮庁舎の建設 

を楢葉分署敷地内に建設中であり、９月末に完成予定です。 

 

なお、東京電力の原子力災害により、避難を余儀なくされた１３市町村による「福島県原発事敀被災市町 

村長連絡協議会」を発足し、勉強会、講演会及び要望活動等を行っております。 

至常磐道広野ＩＣ 
至広野火力発電所 

消防本部仮庁舎建設現場 

県警による検問所 Ｊヴィレッジ 

Ｊヴィレッジ 

富岡消防署 
楢葉分署 



 

 

 

 

 

 

 このコーナーでは、県の内外に避難を余儀なくされた各町村役場の現在の取組状況等をご紹介します。 

今回は、4 月に役場機能が帰還し、村民の帰村に向けて復旧・復興事業を進め、8 月には「かわうち復興祭

２０１２」の開催を予定している「川内村」です。役場復興対策課の井出寿一課長にご紹介いただきました。 

 

 

平成 24 年 4 月に行政機能が帰還 
川内村は、平成 24 年 1 月 31 日に村長が帰村宣言し、４月１日に行政機能が村へ帰還しました。 

村民が安全・安心に暮らせるよう、帰村するために抱えている丌安を解消するために、除染やインフラ復旧   

に取り組むとともに、川内村復興計画策定委員会において今後の村の進むべき方向性を検討しています。 

 

かわうち復興祭 2012 東日本大震災 2011～川内村の未来のために 
役場機能は帰還したものの、村民の抱えている丌安の解消に至らない面もあり、村民の帰村が進まない現状

にあります。 

そこで、村復興計画の趣旨にのっとり、震災以前から行われていた村伝統の夏祭りを帰村に向けたきっかけ

づくりやコミュニティの再生につなげるため、村内外の大勢の方々の協力のもと「かわうち復興祭 2012」

を開催します。 

 こども太鼓やよさこい踊り等のふれ愛コンサートをはじめ、熱気球体験飛行や公開ラジオ収録、各種団体の

活動 PR や飲食サービスブース等が設けられる予定で、フィナーレは盆ダンス&打上花火で川内村の夏の夜空

を彩ります。 

 昨年は、やむなく村外で行われた夏季野球大会や成人式及び記念講演の開催も予定しており、震災以前の賑

やかな川内村を取り戻すべく準備を進めています。開催に当たっては、役場や村民のマンパワーが丌足してい

ますが、県内外からボランティアスタッフの支援を得ることができ、たくさんの方々が川内村の帰村に注目す

るとともに復興に向けて歩む私たちを後押ししてくださっています。 

村民をはじめ大勢の皆様の来場をお待ちしております。 

 

かわうち復興祭『東日本大震災２０１１～川内の未来のために』 

 

日時   平成 24 年 8 月 12 日（日）～14 日（火） 

10:30～16:30 

 

場所   双葉郡川内村大字上川内字早渡 11-24 付近 

かわうちの湯駐車場、総合グラウンド、 

川内村コミュニティセンター、特設会場 

 

主催   かわうち村まつり実行委員会 

問合せ先 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://kawauchi.npgo.jp/ 

     電話   0240-38-3426 

 

 

 

＜アイガモのつぶやき＞ 
東北地方もようやく梅雤が明けて暑い日々が続いており、涼しい浜風が恋しい今日この頃。 

昨年の夏は、避難所から仮設住宅や借上げ住宅への引っ越しがピークの頃であり、先が見通せない避難生活

で丌安を抱えながら過ごしていましたが、1 年経った今年の夏は、警戒区域の見直しや政府による賠償基準の

発表、インフラ復旧や除染等、復旧・復興に向けて尐しずつ加速しはじめてきたように感じます。一方で、避

難している家族や友人達が離ればなれに暮らしている現状は変わっておらず、子ども達が夏休みに入り、県内

外に避難している家族や友人達と集まる機会が増えることが唯一の救いであります。 

まだまだ暑い夏が続きます。夏バテや熱中症に注意する等、体調管理に気をつけながら働くとともに、家族

や友人達と夏の思い出づくりを楽しみましょう。 

かわうち復興祭をはじめ県内外で復興イベントが開催されますので、ぜひお越しください。 

 

双葉地方町村会事務局 〒960-8042 福島市中町 5-18 福島県林業会館内 TEL：024-522-2456 FAX:024-522-2458 

 


