
 

（様式１－３） 

富岡町再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成 27年 2月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 1 事業名 放射線内部被ばく検査等健康調査事業 事業番号 （3）-11-1 

交付団体 富岡町 事業実施主体（直接/間接） 富岡町 

総交付対象事業費 ２，０７７（千円） 全体事業費 ７，９９０（千円） 

再生加速化に関する目標 

 避難中の健康管理を充実させることにより、帰還までの離散を防ぐ。 

事業概要 

 町民の放射線内部被ばくの影響に対する健康被害対策、不安解消及び健康管理を目的として、健康調査

を実施、継続する。 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してくださ

い 

当面の事業概要 

＜平成 27年度＞ 

○事業期間：平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

○事業内容：ホールボディカウンター（ＷＢＣ）による放射線内部被ばく検査の委託業務の実施 

○費用：２，０７７千円 

○事業実施体制 

 内部被ばく検査：（医）伸裕会 渡辺クリニック（南相馬市）、馬場医院（広野町）及び福島赤十字病院

（福島市）については委託（単価）契約により実施 

         公益財団法人 震災復興支援放射能対策研究所（平田村）及び財団法人ときわ会 

 いわき泌尿器科（いわき市）については包括的協定により実施 

 検査受付関連資料送付業務：富岡町役場 郡山事務所 健康福祉課で実施 

 

地域の再生加速化との関係 

ホールボディカウンターによる内部被ばく検査を行うことで健康面の不安を解消すると共に、線量管理を

継続して行うことで長期に渡る避難生活の健康不安を和らげる事が出来る。 

 

関連する事業の概要 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

富岡町再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 2 事業名 放射線測定装置整備事業（見せる化事業） 事業番号 (3)-11-2 

交付団体 富岡町 事業実施主体（直接/間接） 富岡町 

総交付対象事業費 ３，９９６（千円） 全体事業費 １３，９８６（千円） 

再生加速化に関する目標 

空間放射線量について、復興に必要と思慮される場所を経時的に判断・特定し、可搬式の特性を活かし

ながら、きめ細やかに見やすく放射線量のデータを開示することにより、町民と自治体の情報共有と更な

る信頼関係の構築を行い、生活拠点の整備促進と健康不安の払拭に寄与する。 

 

事業概要 

大型表示版を持つ可搬式の放射線モニタリング機器を用いて、代表的な除染現場のモニタリングを行な

い、町民にその効果（町の再生状況）を見せ、健康不安の払拭に寄与する。また、復興工事等における再

利用資材置場等の放射線量をモニタリングし、資材流用への理解を図りスムーズな復興工事に寄与する。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 27年度＞ 

大型表示版付き可搬式モニタリング機器  ２セット（表示部＋測定部）の購入と上記事業概要に基づ

く運用    3,996千円 

 

地域の再生加速化との関係 

 避難指示解除準備区域と居住制限区域における生活拠点整備事業の加速化と、避難指示解除後の健康不

安の払拭。 

 

関連する事業の概要 

 除染事業、災害復旧工事等 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

富岡町再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成 27年 2月時点 

 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 3 事業名 町民放射線被ばく健康管理事業 事業番号 （3）-11-3 

交付団体 富岡町 事業実施主体（直接/間接） 富岡町 

総交付対象事業費 ２７，５２３（千円） 全体事業費 ５１１，５５５（千円） 

再生加速化に関する目標 

 町民の健康管理を充実させるため、放射線よる被ばく管理及び各種健康健診の一体管理を行い、健康不

安の解消に努める。 

事業概要 

 町民の放射線被ばく線量を管理し、健康被害対策、不安解消及び健康管理を目的として、個人積算線量

計による放射線被ばく量の管理及び各種健康健診の一体管理を行う。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してくださ

い 

 富岡町災害復興計画(第一次)において、「5 健康福祉の再生・充実において」の中で本事業を推進する内容を位置

づけている。 

当面の事業概要 

＜平成 27年度＞ 

○事業期間：平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日(毎年度実施) 

○事業内容：放射線による影響を把握するため個人積算線量計の貸与及び前年度貸与分の報告書作成。 

      出生・転入(婚姻等)により、新たに町民となった者への健康手帳を交付する。 

○費用：２７，５２３千円 

 

 

地域の再生加速化との関係 

町民の健康面の不安を解消すると共に、線量管理及び健康状態の把握を継続して行うことで長期に渡る

避難生活の健康不安を和らげる事が出来る。 

 

関連する事業の概要 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

 

（様式１－３） 

富岡町再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成 27年 2月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 5 事業名 放射線不安解消のための農地土壌調査事業 事業番号 （3）-11-5 

交付団体 富岡町 事業実施主体（直接/間接） 富岡町 

総交付対象事業費 14,267（千円） 全体事業費 14,267（千円） 

再生加速化に関する目標 

 除染後における農地に含まれた放射性物質含有量を科学的調査し、その結果により安全性を証明するこ

とで、生産者はもとより消費者にも農作物への安心感を与える。 

事業概要 

町内の除染後農地 100 ヶ所で、1 点につき、0～5 ㎝、5～10 ㎝、10～15 ㎝の土壌を採取し、各層土壌を

混合した上で、ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体式核種分析装置により、放射性物質含有量を調査する。 

当面の事業概要 

＜平成 27年度＞ 

○事業期間  平成 27年 5月～平成 28年 2月 

○事業内容  委託事業による除染後農地土壌調査 

○費用    14,267千円 

＜平成 28年度＞ 

○基本的に、平成 27年度同様に実施予定 

地域の再生加速化との関係 

本調査を継続して実施し、情報把握及び発信することで、住民の農作物に対する不安払拭や安心感を与

えることができる。 

関連する事業の概要 

 富岡町災害復興計画（第一次）において、「農地・山林等の放射線量調査及び除染」を明記 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式１－３） 

福島県（富岡町））再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成 27年 2月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 6 事業名 環境放射線モニタリング事業 事業番号 (3)-11-6 

交付団体 富岡町 事業実施主体（直接/間接） 富岡町 

総交付対象事業費 188,743（千円） 全体事業費 188,743（千円） 

再生加速化に関する目標 

ガンマカメラ(放射線可視化装置)を用いて、主に住宅集積地の除染後の線量測定を行い、除染の効果を

見せることにより、町民の健康不安を払拭するとともに、帰還意識の高揚に大きく寄与する。 

事業概要 

ガンマカメラ（放射線可視化装置）を用いた環境放射線モニタリングについての業務委託を行う。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 27年度＞ 

○ ガンマカメラ測定業務委託 188,743千円 

○ 対象件数：2,900戸 

＜平成 28年度＞ 

継続した測定を実施していく。 

地域の再生加速化との関係 

 除染効果の可視化や放射線リスクに関する正確な情報発信など、町民の健康不安の払拭や帰還意識の高

揚に寄与する。 

関連する事業の概要 

 除染事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式１－３） 

福島県（富岡町）再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成 27年 2月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 7 事業名 放射線測定装置整備事業(車載測定事業) 事業番号 (3)-11-7 

交付団体 富岡町 事業実施主体（直接/間接） 富岡町 

総交付対象事業費 3,024（千円） 全体事業費 3,024（千円） 

再生加速化に関する目標 

除染後のデータを富岡町内で短期間・同条件のもと測定・マップ化し、きめ細やかな情報発信をするこ

とで、生活空間の整備促進、町民の健康不安を払拭し、帰還意識の高揚に大きく寄与する。 

事業概要 

富岡町所有の公用車に車載式空間線量測定システムを搭載し、町内の国道・県道・町道などを走行する

ことで空間線量を測定する。測定したデータは除染効果の検証に用いるとともに、マップ化し富岡町ホー

ムページ・フェイスブックなどで公開する。 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 27年度＞ 

 ○車載計測システム、データ処理用タブレット等 購入  3,024千円 

＜平成 28年度＞ 

○継続した測定・公開を実施する。 

地域の再生加速化との関係 

住民に富岡町全域の空間線量の変化を情報発信し、健康不安の払拭及び帰還意識の高揚に寄与する。 

関連する事業の概要 

除染事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


