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 「脱被ばく」「脱原発」の旗を掲げて、 

C-ラボの測定は続きます！ 

C-ラボ所長 大沼章子 
 

福島第一原発事故から 8 年が経過しました。 

C-ラボは 2011 年 7 月末から測定を開始していま

す。以来、主に食品の依頼検査を受けつつ、2012

年には、「岩手の子ども達を放射能から守る会」と

協働で取り組んだ岩手県内 316 か所の土壌測定を

担いました。この調査をお手本に 2014 年から 3 年

間、全国 30 数か所の市民放射能測定所の集まりで

C-ラボも参画するみんなのデータサイトの「東日

本土壌ベクレル測定プロジェクト」に取り組みま

した。昨秋、その土壌汚染濃度をマップ化して解

説を加え、アトラス（地図帳）として出版しまし

た。「読み解き集」です。是非、多くの皆さんに手

元に置いていただき、福島事故によって拡散した

放射能汚染の実態を知っていただきたいです。  

 

福島県災害対策本部「東北地方太平洋沖地震に

よる被害状況速報（2019 年 4 月 5 日）」によると、

県内避難 7,235 人、県外避難 32,476 人、避難先不

明 13 人、合計 39,724 人です。復興庁の示す「東

日本大震災における避難者数（2019 年 1 月 10 日）」

は 52,731 人です。しかしこの統計に含まれない大

量の避難者隣がいます。例えば福島県は、復興公

営住宅に入った人や住宅提供が打ち切られた人は

避難者から除きました。そのため、自主避難者の

住宅提供打ち切りを機に、避難者数は全国で 2017

年 3 月から 7 月の 4 ヵ月間で約 3 万人減り、8 万

9751 人とされました。これほどの核大惨事が起き

たにもかかわらず、この国は、まだ原発を推進（現

在、再稼働 9 基、設置変更許可 6 基、新規制基準

審査中 12 基、未申請 9 基、廃炉決定済・検討中 24

基）しています。 

 

名古屋地裁で何度か、愛知・岐阜原発避難者訴

訟の裁判を傍聴させていただきました。原告避難

者の方は、事故直後の情報の無い恐怖と困惑など

臨場感あふれる（涙なしには聞けない）訴えをな

さっていました。これに対して、被告東電と国の

弁護士の追及は、事故による加害責任を棚に上げ

て、「別途家庭事情があったのだ」とか、「政府も

新聞も大丈夫だと言っていたでしょう、なのに、

何故、避難したのか？」など、非情且つ無知極ま

りないものでした（2019 年 3 月 12 日結審、8 月頃

判決予定）。裁判の証拠として C-ラボの土壌測定

結果も使っていただき、マップ集の勉強会を避難

者の方々に開いていただくなど、今後も避難者の

方々との交流を深めていきたいと思います。  

 

また、昨秋 C-ラボ 7 周年報告会の折に、黒川祥

子さんから福島県伊達市の皆さんの様子を伺いま

した。その縁あって、この 3 月に伊達市の民家に

伺い、自らホットスポットファインダーによる家

屋や畑周辺の空間線量率の測定をしていただきま

した。また、伊達市の除染問題やガラスバッジ問

題に早くから取り組んでいらした女性とそのこと

を議会で追及された議員さんにもお会いすること

が出来ました。個別住宅への「特定避難勧奨地点」

伊達市役所はホットスポット除染のみのＣエリアにあ

る。芝生 1ｍ高：0.23 μSv/ｈ（左横はモニタリングポ

ストでデータの表示がなく、国への無線送付のみとか） 
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の設定による隣同士の分断の理不尽さは、かつて

ニュースを耳にした違和感などとは全く比べる

ことの出来ない計り知れない酷さがあり、その体

験を語ろうにも言葉にできない人間の闇のよう

なものを感じました。避難も除染もなく、たとえ

除染があったとしても年間 5 mSv に留まり、年間

1 mSv とする公衆の線量限度は無視されていまし

た。伊達市の放射能対策課は「0.23 μSv/h は除

染基準ではない。国も認める伊達市の除染基準は

1cm 表面線量率で 3.0 μSv/h だ」と断言してい

ました。この 4 月 10 日には大熊町に設定された

居住制限区域・避難指示解除準備区域（大川原・

中屋敷地区）が解除されるニュースが流れていま

す。国は、2020 年オリンピックに向かって、なし

崩し的に更なる放射線被ばくを国民に強いてい

るのです。「測定」を続けることによって、「脱被

ばく」「脱原発」の旗を掲げ続ける必要がありま

す。C-ラボの測定活動に、皆さんのご支援・ご意

見をお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

C-ラボ 7 周年報告会記念講演 2018．11・18 

～原子力推進派の実験都市における 7 年～ 

「心の除染」が意味するもの    

黒川祥子さん講演録抄 

 以下は、名古屋 YWCA で行われた記念講演の書き起しを基に、ご本人の了解を得て、半分ほど

にまとめ直したものです。（文責；安藤直彦、田中保子） 

（黒川祥子さん） 

        

原発事故が起きて 

福島県伊達市は飯館村の北にあります。伊達市

の市民にとって福島原発は遠くて全く実感できな

いところでした。爆発当日、市民は何も知らず、

ライフラインが断絶し、全く情報が届かず、爆発

したことを風の噂で聞いてもまさかここまでは来

る訳はないと思っていました。 

福島市、伊達市が汚染されたのは 3 月 15 日。翌

16 日は県立高校の合格発表の日で、自分が受験し

た高校に行き、みんなマスクもせず校庭で合格発

表を見ていました。3月23日は小学校の卒業式で、

親たちは校庭に出していいのかと思いながら、車

で送って行ったりしていました。福島県でこの時

期に小学校の卒業式をやったのはたった 2 市だけ。

最初から子供を守ることは一切されておらず、放

射能で汚染されたということは市民に全く知らさ

れることなく時間が過ぎていきました。 

伊達市は平成の合併で 5 つの町が合併して出来

ました。その中で汚染がひどかったのは、南の方

の飯館村と隣接する霊山町（りょうぜん）と月舘

町でした。霊山町の公民館は 3 月末で毎時 7µ ㏜

あり、飯館村とほとんど変わらない線量。飯館村

の全村避難が完了するのは 5 月。住民はそれまで

高線量地域ということも知らされずに放っておか

れましたが、伊達市の霊山町も同じでした。 

 2011 年の 6 月から伊達市は原子力推進機関、と

りわけ ICRP の指標のもとに放射能対策をする町

（福島県地図） 

伊達市 
国見町 

●福島第一 

原子力発電所 
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になっていきました。後に原子力規制庁長官にな

った田中俊一氏が 7 月 1 日には伊達市のアドバイ

ザーに就任しています。田中氏は事故直後に飯館

村に入り ICRP の除染の実験をやりましたが、飯

館村は除染どころでなく全村避難だということで

出番は無くなり、そのついでに伊達市に行きまし

た。伊達市の仁志田市長が田中氏と同じ東大出身

で、さらに小学校の時に住んでいた、という縁も

あり町の中枢に関わっていったのです。 

 自分のふるさとが汚染され、故郷の山々が前と

違ってしまったという事と、原発を続けたい人に

とって都合のいい実験をする場所になったという

事は信じられない思いです。その意味で出来たの

がこの一冊の本、「『心の除染』という虚構」です。

ここに伊達市の 6 年間の記録が書いてあります。 

 

特定避難勧奨地点 

2011 年 4 月 12 日に福島県が避難地域以外、現

在人の住んでいるところの小・中・高校の放射線

を測ったところ、一番高いのが伊達市霊山町の小

国小学校でした。ゴールデンウイーク中に伊達市

は小国小学校と近隣の富成小学校の表土除去を行

っており、これによって、小国小は地表から１cm 

で空間線量が毎時 6.76 µ ㏜から 0.79 に下がり、

富成小は毎時 5.24 μ ㏜から 0.61 に下がった、

と市長は広報誌で発表。けれども 6 月に入ってか

ら、伊達市の南部と南相馬市に年間 20 mSv を超

えたところがあることがわかりました。20 mSv を

超えれば避難基準です。国は、飯館村のように計

画的避難・全村避難ではなく戸別指定にしたいと

打診して来ました。6 月 10 日に小国地区公民館で

おこなわれた説明会には区長、町会長、高齢者の

みで、子育て世代は一人も入れませんでした。市

長曰く、「こんなに良い制度は無い、隣の飯館村の

ように避避しなくても個人の意思で自由に決めら

れるのです」と。それはいい,としゃんしゃんで決

められそうになりましたが、地区の元市議が、子

育て中の親の意見をきいてからにして下さい、ま

ずアンケートを取って下さい、と言いました。そ

れは了承されたのですが、ついにアンケートは一

度も行われず、次の日から測定が始まりました。 

電気事業連合会が測定して玄関と玄関先１m の

たった 2 箇所、地表から 50 cm と 1 m で測定し、

毎時 3.27 µ ㏜以上あれば避難対象となりました。

国は子供と妊婦の避難を強く促すことを市に求め

ました。そこで伊達市が避難の対象とした子供と

いうのは「小学生以下」。私の中学の同級生が小国

にいて、3 人の子供がいます。事故の時は下の子

が小学６年生、あと中学生、高校生でした。少し

でも線量を下げようと毎日水を撒き、壁にも水を

撒いていたので、玄関は 2.8 µ ㏜/h に下がってい

ました。けれど、ちょっと離れると 4 μ㏜/ｈと

かあったのです。でもそこは測ってもらえず、避

難対象にはなりませんでした。 

6 月 30 日に勧奨地点が決まりました。小国小学

校の 57 人の内、21 人の家が避難指定になりまし

た。指定になった子達は小国のまあまあ低い地点、

梁川とかに疎開させて、日中はジャンボタクシー

とかバスで学校へ通う。地点に指定されると、免

税など色々優遇措置があります。家電が貰えたり、

慰謝料として、東電から月に一人 10 万円が家族

全員に出る。地域はあっという間に分断されまし

た。同じ畑で耕していてあちらは固定資産税が免

除され、こちらは税金を払う。同じ小学校のママ

友で一緒に子供の検査に行った時に、あちらは払

わなくてもいい、自分は医療費を払わされた。う

ちの子は守られなくてもいい子なのだ、という身

をきるような悔しさ。事故当時中学生だった子供

が、11 月にホールボディーカウンター の結果、

Cs-134 が 1400 Bq/kg、Cs-137 が 2000 Bq/kg 出ま

した。あまりにも高いので再検査が必要となり、

南相馬市立の総合病院に行ったら、一言「被曝し

ています。」と言われた。その時の心情たるや！彼

女は大泣きしました。再検査された子は大丈夫だ

から、と避難が認められず残されたのになぜ？ 医

者から言われたのは、子供は放射能が出ていくの

が早いので安全な食べ物を食べさせなさいという

こと。彼女は自給自足に近かったのですが、それ

以後はコメも汚染の心配のない遠方の物にし、野

菜も買うようにしました。１ヶ月後はこのくらい

なら大丈夫という位になりましたが、ここからわ

かったのは子供を守るのではなく、伊達市から子

供を逃がさない、子供を小国においておくこと。

これが特定避難勧奨地点という地域を分断する制
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度が作られた理由です。 

 又、ある市会議員の話ですが、4 月の小国の汚

染度は、米軍のモニタリングでは飯館と違わなか

ったのが、2 ヶ月後に測ったら 2 段階くらい下が

っていました。しかし 10 月に測ったら、又汚染度

が戻っていました。何故か？ 小国は福島県庁から

7 km しか離れていません。小国を計画的避難区域

にしたら福島市もしないといけない。そうなった

らとんでもない費用がかかることになる。小国は

県庁を守るために犠牲にされたと言う事です。 

 一方、同じ国の制度でありながら、南相馬では

中学•高校生までキチンと守られていました。南相

馬は「子供」を 18 歳以下として、大人と一緒の基

準、毎時 3.2 µ ㏜ではいけない、子供の基準は 2.02 

µ ㏜とされました。南相馬市の特定避難勧奨地点

解除は2014年の12月。小国はすでにその2年前、

2012 年 12 月 14 日に、まだ除染も全部済んでいな

いのに解除されました。伊達市は国にとっても優

等生でした。 

 

除染の話         
除染という言葉が

一般的でなかった頃、

伊達市長は 2011 年 7 月の段階で、市内全域を除

染すると宣言しました。（後に田中俊一氏の方針で、

伊達市に 2011 年 11 月に放射線健康管理対策プロ

ジェクトチームと放射能除染対策チームが作られ

ました。）国が除染を始めるのは 8 月ですが、伊達

市はそれよりも早く除染を始めたのです。富成小

学校全部の除染を田中氏の指導で、ボランテイア

と PTA を使って除染。校庭から全部高圧洗浄機で

洗い、プールもゼオライトを使ってやりました。

富成小学校は、2011 年の夏に福島県でプール授業

をやった貴重な学校になりました。又、6 月段階

で伊達市長は学校給食に地産地消を始めています。

福島の農家の皆さんを守りましょう、と。なんで

子供をつかうのか？ お母さんたちはお弁当を持

たせて、牛乳も飲ませないようにして子供を守る

ほかありませんでした。 

除染を始めることを宣言したと同時にガラス

バッジ個人線量計が子供全員に配られました。外

部被曝を考えてくれているかのように思えました

が、つけても何も分からない。田中氏と同じ、安

全フォーラムのメンバーである、千代田テクノル

に 3 ヶ月に 1 回送ると、訳の分からないデータが

出て、安全ですという答えが返ってきました。 

9 月からは、勧奨地点が設定された小国地区で

は大人にも配られました。10 月に伊達市は除染基

本計画を独自に出しています。（国の除染ガイドラ

インは 12 月）。その方針は ICRP が提唱する「合理

的に達成可能な限り被曝を軽減する」ための除染。

合理的とは何なのでしょう。市民が被曝しないよ

うに十分注意する、とはちょっと違う「除染」が

すでにここに盛り込まれていました。これが伊達

市の戦略的除染といわれるものです。 

2011 年の 12 月、政府主催のワーキングセミナ

ーに、除染先進都市の首長として伊達市長と、田

中俊一氏が呼ばれています。ここで田中氏は、除

染の目標は当面、追加被曝年間線量 5 mSv を目指

したらどうか、と言っています。時間あたりの空

間線量は１µ ㏜から 1.3 µ ㏜で大丈夫。年間 20 

mSv を超えても生活習慣を変えれば大丈夫。喫煙、

飲酒をやめればいい、と。（2018 年 12 月 21 日に

国が出した方針は、時間あたり 0.23 µ ㏜を超え

たところはすべて面的除染） 

伊達市は 2012 年を除染元年だと位置付けまし

た。そして除染は線量の高低によって違う方法を

とるべきとして、Ａ•Ｂ•Ｃの３つの地域に分け、

Ａエリアは特定避難勧奨地点の存在する地域、Ｂ

エリアはＡ以外で比較的高い地域、そしてＣエリ

アは年間 5 mSv くらいのところと分けられました。

この時点で、伊達市民はＡ、Ｂ、Ｃの順番で除染

されると誰もが思っていました。 

（伊達市の除染区分） 
伊達市役所 
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2012年 7月から壮大な実験が伊達市で行われま

した。市民全員 5 万人にガラスバッジを１年間装

着させてデータをとることにしたのです。これは

チェルノブイリでもやっていない、世界で始めて

の実験でした。（なぜならチェルノブイリでは避難

させているから）ガラスバッジは放射線従事者の

放射能被曝を測定するもので、前方に放射線源が

あるという前提。福島のように全方向から飛んで

くる場合、後ろから来るのは身体に遮蔽されるの

で 6 割くらいと言われます。これはメーカーも市

議会で認めています。さらに、子供の使用は想定

されていないのに子供にも付けさせています。 

1 年経つとガラスバッジの結果が出ましたが、

データを平均化、高いところを切り捨てる形にな

っていました。それでＣエリアは年間 5 mSv なの

で除染する必要はない、ミニホットスポット除染

のみと言う事になりました。地表で 3 µ ㏜/h ある

ところを、Ａ4 紙 1 枚くらいの広さで除染して新

しい土を入れます。2.8 µ ㏜/h の所はやらない、

雨樋は 4 µ ㏜/h あるのに「地表」ではないからや

らない。Ｂでは空間線量が 0.6 μ㏜/h のところ

は除染するのに、Ｃエリアの家は 0.6 あってもや

ってもらえない。「放射線防護」の考えのもとに除

染しないのは、ほとんどがＣエリア。梁川もＣエ

リアだから 7 割以上市街地だけど除染されていま

せん。けれども環境省のデータでは伊達市は除染

が終わっていることになっています。 

除染交付金 

除染交付金については不可解な動きがありま

した。伊達市は 2013 年 6 月にＣエリアのために、

64 億円必要だと県に請求して認められました。し

かし実際は 8 億円で済ませています。どういう事

だったのでしょうか。2014 年 2 月に市長選があり

ましたが、その前頃からＣエリアからすごく不満

が出ていました。雨樋など何もやらない。ホット

スポット除染のみ。隣の国見町や福島市は全戸、

屋根や樋も 0.23 以上は全部やる。遅かったけど

全部やっています。それで市長は選挙対策のため

か，Ｃエリアも除染して復興加速と言い始めまし

た。ところが市長選が終わった後でお金を返して

しまい、結局除染はされなかったのです。 

心の除染 

この頃から「心の除染」という伊達市長の名言が

出てきます。「不満があるなら、ミニホットスポッ

トのフォローアップ除染をしましょう。心の除染

を目指して納得のいく除染をすることがフォロー

アップの除染である」。国が言うフォローアップは

一度除染したところをもう一度するのですが、Ｃ

エリアは面的除染がなされていないにもかかわら

ずフォローアップというのです。市長は「Ｃエリ

アは除染の必要がないのに、全面除染しないと安

心できないという声がある。そういう方々のため

に心の除染を目指します。」と説明。つまり、土

では無く、心を除染するという訳です。Ａエリア

やＢエリアは土の除染をしていてそこで畑もでき

る。Ｃエリアは何もしていないが、しょうがない

から、そこの畑で作った作物を食べざるを得ない

のです。 

伊達市の除染担当者で、除染プリンスと称され

た半澤隆宏氏は全国各地で次の様に講演。「サイエ

ンスとメンタルのはざま。かたくなな抵抗があり、

説明会 100 回でも誤解が解けない。全体を見てい

る行政 vs 自分の家だけの住民」。 

田中俊一氏のあとに、2013 年から多田順一郎氏

（放射線フォーラムのメンバー）が、伊達市のア

ドバイザーになりました。伊達市の市報に書いた

コラムには、「山菜はたべてダメですか？ 内部被

曝を恐れてせっかくの自然の恵みを諦めてしまう

のは山の神様に申し訳ない。」「おばあちゃんの野

菜を食べよう。」「内部被曝を心配させる情報が溢

れ出し、責任ある立場の人がきちんと対応してこ

なかったために今でも影響を受けている。」などの

言葉が並びました。 

 又、伊達市長は IAEA に招かれて、ウイーンで講

演しています。曰く「ガラスバッジのデータから、 

時間当たり 0.23 µ ㏜ではなく、その 3 倍でも大

（2018.11.18. 名古屋 YWCA にて） 
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丈夫と言う事が分かった。伊達市は『戦略的除染』

をして、当初の見積もりより低い金額で出来た。」 

 ＢエリアとかＣエリアとか言っても行政の線

引きにすぎません。実際には、Ｃエリアに住む、

ある小学 4 年生の女の子は、甲状腺にハチの巣状

に嚢胞が出来ました。それでも原因は「遺伝」で

あろう、とされてしまっているのです。 

 

復興庁「放射線のホント」 

伊達市の「放射線教育読本（多田順一郎監修）」

では、「伊達市に住んでいる人たちは一生住み続

けても放射性物質でガンが増えることはないで

しょう」と断言し、「放射線の内部被曝はたいし

たことではなく、食べても大丈夫だ」と子どもに

教えています。 

獨協医科大学の木村真三氏が放射線アドバイ

ザーになっている、二本松市の放射線読本では

「放射線は病気になりやすいことが分かってい

る。しかし、どのくらい少しならいいか分かって

ない。分からない時はみんなでできるだけ気をつ

けよう。」と書かれています。こういうことをき

ちんと子供に教えるべきだと思います。 

又、伊達市の全市民対象のガラスバッジのデー

タは、福島県立医大の宮崎誠氏と東大の早野竜五

氏が分析して論文になりました。「宮崎・早野論

文」と言われるもので、実際に浴びているのは空

間線量の 15%だと言い出しました。屋内の遮蔽は

0.6 がけを 0.2 でいいとも。この論文は科学的に

も数学的にも、さらに手法としても、誤りのある

論文ですが、一般に数字が一人歩きしています。 

そのうち伊達市だけで行われていた事が、平成

29 年 12 月に復興庁が出した「風評払拭リスクコ

ミュニケーション強化戦略」で全国的になりまし

た。曰く、「原発事故によって外部被曝•内部被曝

とも健康に影響の及ぶ数値ではない」「遺伝的影

響はない」「100〜200 mSv の被曝は野菜不足か、

塩分の過剰摂取程度のリスクにすぎない」「福島

県の 放射線量は大幅に減っており、全国の主要

都市と変わらない。」云々。 

子供向けには「放射能のホント」という小冊子

も発行され、「放射線の影響は無い。影響がある

という表現は全て風評だ」と説明。（ダウンロー

ドできます）基本方針は「知ってもらう」、「来て

もらう」、「食べてもらう」こと。復興庁のリスク

コミュニケーションで罪深いのは子供を使って

いることです。PTA を通して全国に広めようとし

ています。子供に教育し、現在進行形の福島県に

どんどん修学旅行等に連れてこようとし、福島県

の食品を全国で食べてもらおうとしています。伊

達市の「実験の成功」を利用して、東京オリンピ

ックまでに福島原発事故は無かったことにしよ

うとし、そのために子供を使っているのです。 

この国はせめて子供だけは守ってくれるので

はなかったのでしょうか？ 

これは国家を挙げて虐待をしている証明だと

思います。 

詳しくは★黒川祥子•著書「『心の除染』という虚構」（発行：集英社インターナショナル）

★動画配信（www.youtube.com/watch?v=urlU1iSXirw ）をご覧ください 

 

 

C-ラボトピックス        2018.11.16《ベルギーからの訪問》 

ベルギーのルーヴェン大学博士課程に在籍しているヨーク・ケーネンスさんが来所されました。とても

日本語が上手な若い女性です。ベルギーの原子力研究所と日本の大学研究者が市民の

原子力災害への関わり方について共同研究をしていて、福島原発事故後日本の市民放

射能測定室がどのように誕生し、活動をしているか、調査するため「みんなのデータ

サイト（MDS）」に取材。Ｃ-ラボの話も聞きたいとのことでした。スタッフ４名と懇

談。18 日の C-ラボ 7 周年報告会、及びその後の懇親会にも参加して頂きました。        

今年 2 月末には、大沼章子が MDS を代表してベルギーに渡り、「ベルギーと日本の

市民科学」についてワークショップに参加しました。 
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あの事故の後…                        伊藤廣昭 

                       原発事故損害賠償請求訴訟・愛知岐阜の原告団共同代表。 

南相馬市小高区の出身。事故の 2 年前まで福島第一原発で働く。 

震災後、避難指示で故郷を後にして、現在は妻と名古屋に仮住まい。 

 

水密化 

少し前になりますが、NHK の朝の番組で東京電

力柏崎刈羽原発の工事風景が映されていました。

映像は水密化と呼ばれる、津波対策の工事の様子

でした。（水密化とは水圧に対して水が漏れ出な

い状態にする事です。）これを見ていて思い出し

たのは、私たちの裁判を追いかけるようにして

2017 年 6 月 30 日に始まった東電の当時のトップ

３を被告とする刑事裁判です。 

第一原発が立地していた大熊町の双葉病院と

その関連施設に入院入所さ

れていた方達が第一原発で

の爆発事故により避

難せざるを得ず、その

移動途中で 44 名の

方々が亡くなられま

した。裁判はその責任

を問うものでありま

す。 

この裁判の第 2 回

目の口頭弁論の 2018

年 1 月 26 日には当時

の東電の役職では原子力設備管理部長代理とい

うポストの東京電力社員（事故後は東電の事故調

査報告書の作成業務を担当）が原告被告双方の証

人として出廷していました。この口頭弁論は水密

化を焦点の一つとして質問が続き、被告人側の弁

護士が証人である東電社員に対して、水密化を行

っていれば事故は防げたか？という質問に対し、

証人は YES と応えていました。今、東電は新潟の

柏崎刈羽原発の再稼働に向けての津波対策とし

て、各所の水密化工事が原発事故を抑え込むこと

が出来る最善策であるとの考え方で工事を進め

ているようです。でも本当に津波による電源喪失

だけが爆発事故の原因なのでしょうか？スロッ

シング現象（振動した場合に、原子炉内の液体の表

面が大きくうねる現象）などによる配管破断など

は検証しなくて良いと言えるのでしょうか？ 

千葉地裁での判決は、「現在、新潟で行われて

いるような水密化対策を行っていたとしても事

故は防げたとは言えないのでそれを根拠として

責任は問えない。」というような判決内容だった

と思います。 

非常用電源については、ずっと疑問に感じてい

たことがありました。それは D/G と呼ばれ

（Diesel-Generator の略）、原則各号機に 2 基ず

つ設置されていたと記憶しています。設置場所

はタービン地下になります。東京電力福島第一

原子力発電所の 1 号機は

アメリカの GE 社製のも

のであり、アメリカでは

最大の自然災害である

ハリケーンからの災禍

を免れるために、D/G は

地下に埋設されていま

した。その設計思想のま

まに第一原発に設置さ

れた、と聞いていました

（一時は地上に設置することも考えていたよう

です）。しかしアメリカと日本の自然災害には質

的違いがあります。地震・津波・火山噴火等の災

害が頻発する日本の自然条件を十全に確認検討

しないままに、アメリカに丸投げして押し進めた

原発設置計画にこそ、この事故を起こした根本原

因があったものと思います。そしてその責任も問

われなければならないものだと思います。なぜこ

れまでの差し止め訴訟などの場でこれらを問い

質そうとしなかったのでしょう？先程の千葉地

裁の判決では地震により想定される被害への対

策を優先し、津波対策を後回しにしたからといっ

て対処策定しなかったことでの責任は問えない、

津波対策としての防潮壁等を設置しても、事故は

津波以前に配管破断の可

能性も（国会事故調） 
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防げなかった可能性があるから責任を問えない、

というものでした。この判決内容は絶対的安全性

が求められているはずの原発に対して、起こり得

る被害の深刻さをあまりにも軽視し、単なる交通

事故と同レベルにまで貶めた判断であると言え

ます。国も東電も日本の原発で爆発事故など起こ

るはずはないとの思い上がった慢心が招いた結

果であります。 

 

事故の重大性 

放射線をめぐってはリスクと便益（risk＆

benefit）を考えて、レントゲン検査等による被

曝は病根発見等で効果を認められています。 

原発では 1959 年 ICRP が ALAP（As Low As 

Practicable；実行可能な限り低く）という概念

から、不必要な被曝は全て避けるように勧告して

いました。ところが、1977 年の勧告で

ALARA(As Low As Reasonably Achievable；す

べての被曝は、経済的・社会的要因を考慮し合理

的に達成可能な限り低く抑えるべきである)とい

う、原発と共存する考え方が持ち込まれました。

しかし、これらはあくまでも経済的合理性という

立ち位置から従事者にどの程度被曝させられる

かという線引きを求め、経済効果と人の生命を秤

にかけたものでしかありません。 

撒き散らされた放射性物質による影響は地域

も職業も年齢も関係なく日本に住む人たちをゆ

っくりと滅して行くであろうことは間違いあり

ません。国はもうこのことには気付いているはず

です。 

先述の東京地裁での刑事裁判や東海第二原発

差止訴訟で活躍されている河合弘之弁護士が、平

成 29 年 11 月 11 日号の「判例時報」の中で原発

事故の重大性を論述されています。曰く『今の日

本の社会問題、政治問題、経済問題の中で一番大

事な問題は、実は原発問題である。それは大げさ

だという人がいるかもしれないが、事実だ。なぜ

ならば、原発の重大事故は、全ての社会的基礎を

覆すからだ。福島原発事故の最中に当時の原子力

規制委員会の委員長近藤駿介氏が菅直人首相（当

時）に提出した「福島第一原子力発電所の不測事

態シナリオの素描」（通称「最悪シナリオ」）は事

故が最悪の経過をたどれば、半径250ｋｍ圏内（首

都圏を含む東日本全体）が退避区域になると警告

した。それは国が亡びるのに等しい被害だ。そう

なれば、全ての経済活動は停止し、日常生活は根

底から覆される。治安の維持、貧困の格差是正、

介護等の福祉、雇用拡大、教育、待機児童の解消、

文化・芸術の振興などどころではなくなる。行政

の機能は麻痺する。司法さえ機能しなくなる。裁

判官も放射能から逃げなければならないからだ。

全ての社会、政治、経済問題は原発事故によって

吹き飛ばされてしまうのである。原発重大事故を

起こさないことは全ての社会、政治、経済問題の

基礎なのである。だからこそその原発重大事故を

起こさせないために提起される原発差し止め訴

訟は重要なのである。国の存立基盤に関わるのだ

から、全ての裁判の中で原発訴訟が一番重要だと

言うのは決して大げさな言い分ではない。』 

彼の言う原発事故により日常生活のすべてが

覆される状況体験を私たちはしてきました。私の

住んでいた南相馬市は3月17日に行政体として、

全市民にギブアップ宣言を発しました。地震と津

波で住宅が流失倒壊し、電気・ガス・上下水道が

止まった上、その後の原発の爆発により放射性物

質がまき散らされたことで、支援の手が差し伸べ

られず、食料品・医薬品・ガソリン等の必要物資

が途絶しました。時間が経つほどにゆっくりと殺

されていくような恐怖感が迫ってきました。生き

延びる術、避難する手段がなくなりつつあったの

です。 

 

除染と今 

日にちは覚えていませんが、私が所有する農

地の除染完了報告書が手元に届きました。 

しかし、除染を完了して汚染レベルを下げたはず
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の地域に農業用水として引き込もうとしている

水は、南隣の浪江町の一番汚染が激しいエリアを

流れ下って来た川の水です。それを再び流し込も

うというのです。その川には私たちの町に向けて

の灌漑用水路が接続したダムがあります。ダムの

湖底にはあの爆発で放出された放射性物質が沈

殿堆積しています。そこからの水を取水しようと

しているのです。聞けば、降り注いだ放射性物質

は既に湖底に沈着固定しているので再び流れ出

ることはないというのです。到底承服できるもの

ではありません。当然問い質しました。そんな所

からの水で育った作物を誰が買ってくれると言

えますか？私の質問に対して送られて来た言い

訳の資料には、このことについてはひと言も触れ

られていませんでした。台風のような大水出水の

際も放水はコントロールできるので汚染した水

が流出することはないとも言うのです。しかし、

昨年の 7 月 6 日の大雨の際、岐阜県の下呂市、関

市はじめ各地で川からの溢水による被害が出て

います。これらの事実からしてもあの川の通る

山々の斜面から流れ出す土壌中に放射性物質が

全く含まれていないと言えるのでしょうか？ダ

ムの湖底に溜まった放射性汚泥が攪拌されない

と言えますか？ 

飯舘村の長泥地区では村の各所に集積されて

いた除染土壌の詰まったフレコンバッグを集め、

再び開封し園芸用作物を育てるという実証実験

が昨年の秋から始められているようです。この地

区を流れる比曽川の水は東隣の南相馬市原町区

の高の倉ダムに注ぎ込みます。そしてダムからの

水は新田川と名前を変え避難されてきた人々も

居を求め住み始めた原町区の田畑の用水源にな

ります。 

直近の事で言えば、私の町を通る高速道の拡幅

工事では汚染土壌をその基盤材に使おうとして

いるとも聞いています。汚染の再拡散です。帰還

を促しながらも、もう一方の手はその帰還先の生

活環境を再び汚そうとしています。農業の息を止

め、漁業の命を絶つ。これが復興という名の下で

行われている実際の姿です。 

この国は国策として原発を造り、国策として国

民を切り捨てる。 

原発とは故郷を捨てよと言う程に重要なもの

なのでしょうか？ 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

C-ラボと私 

C-ラボスタッフ 市野清志 

 

私の学時代は 1970 年代でコンピュータと電子

関係、原子力産業は花形であった。核エネルギー

については発電あるいは物理の授業で学んだ。 

1977 年工業高校教員となり、生徒に水力、汽力と

原子力発電が日本のエネルギーの根幹を支える

もので、地熱、太陽電池、風力発電である再生エ

ネルギーは産声をあげたころであると教えた。た

だ、太陽電池はアポロ宇宙船や人工衛星で使用さ

れており、近い将来実用化されると思った。電球

は 2019 年に国内で生産が打ち切られ、消費エネ

ルギーが約１／１０のＬＥＤによる照明に変わ

るとは思わなかった。 

主だった原子力発電の事故は 1979 年 3 月アメ

リカ合衆国のスリーマイル原子力発電所のメル

トダウンで高温の核燃料が地殻を溶かし、地球の

中心を通り越して反対側の中国まで溶け出す、中

国シンドロームが市井では囁かれた。1986 年 4 月

26 日に旧ソ連邦のチェルノブイリ原子力発電所

の４号炉の低出力試験からの原子炉の暴走によ

り核爆発。大量の放射性物質が地表に降下し、ウ

クライナ、ベラルーシとポーランド、ドイツ、フ

ィンランド、スウェーデン等多くのヨーロッパの

国を汚染した。 

この、チェルノブイリ原子力発電所の事故は私

に大きな転換となった。学校では必ず、核分裂か

ら生じる放射線が生物の遺伝子を破壊すること
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を生徒に教えるようになった。また、日本各地の

原子力発電を支える電力会社社員以外の作業員

が被曝して死亡する事故が可成りの数に及ぶが、

マスコミや大手の新聞社も表だって取り上げな

い、ことが分かってきた。 

 2010 年 8 月ウクライナの旅行でチェルノブイ

リ原子力発電所の見学ツアーに運良く行くこと

ができた。メルトダウンした核燃料を冷却させる

ために地下に冷凍機を設置する炭鉱夫や飛散し

たウラン燃料の回収に軍人などの多くの若人が

かり出され作業する映像を観た。その後、彼らは

被曝により病気、或いは死亡したと説明された。

発電所構内では 0.1μＳv/ｈの所を線量計で確認

しながら周遊した。しかし、炉を覆うコンクリー

トが破損していて風の向きにより 300 μＳ/ｈを超

える時もあり、ガイドはその時は「直ぐ、バスに

乗れ！」と大声で叫んだ。帰りには各人はホール

ボディーカウンタによる被曝量の測定をし、また

我々の乗車した車は洗浄されて管理区域を出た。 

2011 年 3 月の福島第一原発爆発事故の放送を

観たときは体が震え上がった。同僚が海外情報に

詳しく、インターネットでドイツ気象庁から放射

能を含んだ福島第一原発からの雲の動きを予測

した、解りやすい動画を観た。有料チェンネルで

も放送していると教えてもらった。貧富の差が情

報格差に、命の格差になると思った。日本のテレ

ビがこの予測を 3 月 12 日に放送しなかった事に

本当に失望した。枝野幸男官房長官の「直ちに人

体や健康に影響を及ぼす数値ではない」の発言に

日本政府は国民の命を命と思わないと思った。 

日本を信じられなくなったので、私の、廻り

がどの程度被曝しているのか、信頼できると思

う放射線量計を購入。ある程度核種判別できる

機種、ＣｓＩシンチレーション搭載のＴＣ－１

００を購入。感度が悪いため次にＰＭ１４０１

Ｋ－１を購入。ＧＰＳ付のため 1 台で重宝して

いる。2017 年 3 月友人夫妻と福島県の現況調査

に出かけ、福島県双葉郡大熊町の国道６号線と

常磐自動車道を走行中、車内で中性子をカウン

トした所があった。ただし、日本の他の地域で

この測定器は中性子をカウントしたことは無

い。政府の、中性子についての発表件数は非常

に少ない。毎年、時期を決めて東日本の放射線

の動向を自分の目で確かめるように努力してい

る。 

      ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

大沼淳一、章子夫妻には震災直後から豊橋、新

城の講演で放射線の話を聞かせて頂きました。そ

の後、一人で調べていても放射線の事は難しく

て、自分の進歩が感じられず、2 年前に C-ラボに

電話を掛け、Syo～ko さんカフェ、AN ちゃんカ

フェ  、サイエンスカフェに出席させて頂きまし

た。C-ラボでは、ボランティアで多くの方が実際

に測定し、本の頒布、各地での講演、資料の整理・

作成を自主的にされていることに驚きを感じま

した。 

 私も少しでも放射線の事を正しく理解して、こ

れからの若い人々の命を守ることの助けになれ

ばと思います。皆様方に会えたことを感謝してい

ます。

 

 

 

種子法廃止豆知識    ～AN ちゃんカフェより～ 

大豆などの種子市場を民間に開放するのが表向きの狙い。 

ただ、その裏で世界の主な種子会社が農薬会社の支配下に入り、 

農薬、そして遺伝子組換え作物とセットで日本に売り込む道を開いた 

ことに問題がある。 

具体的には、「モンサント社」（バイエルに吸収）などが特定の遺伝子 

組換え作物に耐性のあるラウンドアップと一緒に日本への売り込み 

を図っている。 
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 市民放射能測定所が描いた汚染地図（帳）                     

 

～市民科学の到達点としての「図説・17 都県放射能測定マップ＋読み解き集」～ 

                            

                             大沼淳一 

 

昨年１１月末に刊行した「図説・１７都県放射

能測定マップ+読み解き集」が売れています。おそ

るおそる 3000 冊を印刷したのですが、数週間で

足りなくなって 2 刷 3000 冊を発注しました。年

が明けるとそれも足りなくなってきて 3 刷 5000

冊を追加しました。3 月中旬には 4 刷 5000 冊が到

着しました。東京と福島（30 年プロジェクト）の

みんなのデータサイト（ＭＤＳ）事務局、埼玉県

の森の測定室、東林間測定室、はかーる・さっぽ

ろ、そしてＣラボが本の保管場所となり、そこか

ら注文に応じて発送作業が行われてきました。最

初の頃は 1 冊ずつの注文に対して全て郵送で対応

していたので目の回るような忙しさでした。現在

では、地方小出版流通センターおよびアマゾンで

の取り扱いが始まり、一度に大量の本を送る作業

へと移行しつつあります。アマゾンランキングで

は、放射線放射能部門で 1 位、科学書部門で 10 数

番、全体でも 100 位以内という健闘ぶりです。上

京した折にのぞいてみた八重洲ブックセンターや

丸善書店では平積みで置かれていました。図書館

からの注文も入りはじめています。 

 本の刊行にあたって挑戦したクラウドファンデ

ィングで、目標の 250 万円を大きく上回って 600

万円超のお金が集まったこと、東京新聞が大きく

取り上げてくれたり、朝日新聞の書評欄に掲載さ

れたことがこの流れを呼びこんだようです。現在

までに、女性自身、ビッグイシュー、週刊金曜日、

夕刊フジなどが次々と大きな記事を書いてくれて

います。週刊現代の取材も予定されています。ま

た、文化放送で長時間のインタビューが放送され

ました。 

 

 これまでにオリンピック反対運動や愛知万博反

対運動、ため池保存運動などで何冊かの本の刊行

に関わってきましたが、こんな経験は初めてです。

政府や原子力ムラが福島原発事故に伴う甚大な放

射能汚染をなかったことにしようとして様々な圧

力をかけてきています。放射線被曝による健康被

害を心配すると風評被害をあおるとしてバッシン

グを受けるという陰鬱な空気が支配しています。

どんなに悲惨なことでもあっという間に風化させ

てしまう国民性もあります。しかし、多くの人々

は本当のことを知りたいと思い続けているという

ことが証明されたのだと思います。 

  

「読み解き集」の読み解き会が始まりました。

名古屋 YWCA で 2 月 17 日に行ったのを皮切りとし

て、2 月 28 日に岡山市、3 月に入って新潟市、愛

知県被災者支援センター、仙台市、大崎市（宮城

県）などで開催されました。今後は、全国各地で

行っていきたいと思っています。Ｃラボとしては、

サンプリング講習会でお世話になった栃木県、岩

手県、静岡県などの複数都市での開催を計画して

いきたいと思っています。「あがのラボ」の村上さ

んは、新潟の避難者損害賠償訴訟弁護団へのレク

チャーを行っています。避難者のみなさんを支え、

東電と政府に対する闘いの武器ともなっていると

いうことです。 

 

 思えば「読み解き集」に至る道筋の出発点は、

Ｃラボが市民グループ「セイブチャイルドいわて」

との協働事業で行った岩手全県 316 地点の土壌放

射能汚染調査でした。この時設計した土壌サンプ

リング方法が、「東日本土壌ベクレルプロジェクト」

3400 余地点調査に引き継がれたのでした。Ｃラボ

が製作した基準玄米キットと En 数検定による精

度管理が、MDS 参加測定所の測定精度の確保を支

えました。 

 土壌調査の成果はとりあえず全国マップや県別

マップとして印刷され、MDS の WEB サイトで公開
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されました。それが今回の「読み解き集」刊行に

つながったのには理由がありました。2013 年の夏、

ドイツの物理学者セバスチャン・プフルークバイ

ル夫妻とともにチェルノブイリ原発調査をした折

に、ベラルーシの市民団体からいただいたベラル

ーシ政府とロシア政府の各々のチェルノブイリ省

共同制作の土壌汚染アトラスを見た時は衝撃でし

た。汚染マップではなく、厚さが 3 センチほども

ある大判の分厚い地図帳なのです。見開きで州ご

との汚染地図が事故直後から 70 年後まで 10 年毎

に 8 葉ずつ印刷されています。汚染度はチェルノ

ブイリ法にもとづく汚染ゾーニングと整合したカ

ラーで染め分けられています。住民はこれを見れ

ば、いつになったら故郷に帰還できるのか、ある

いは、70 年後でさえも帰還できないのかを知るこ

とが出来るようになっているのでした。このアト

ラスには到底及ばないものの、なんとかマップで

はなくアトラスに近いものを刊行したいとの思い

がずっとあったのです。 

 2018 年春からアトラス編集作業が始まりまし

た。パソコンの前に釘漬けの毎日が続き、山登り

の回数に影響が出るほどでした。そして 11 月下

旬、ようやく「図説・17 都県放射能汚染マップ+

読み解き集」が完成しました。A4 版総カラー200

頁の豪華本（？）です。ウクライナのアトラスと

は較べるべくもありませんが、とりあえずの市民

科学の到達点として喜んでよい出来だと思ってい

ます。 

  

福島原発事故が起きて約 8 年が経過しています。

この間日本政府がやったことといえば、汚染地域

からの住民避難を減らすための各種基準の改悪で

した。原子炉等規制法に定められたクリアランス

ルール（100Bq/kg 超の隔離と管理義務）を原発事

故由来汚染物に限って 8000Bq/kg 以下を普通ゴミ

として扱うというダブルスタンダードが押し付け

られています。一般人の年間被曝限度（1mSv）が

20mSv に引き上げられたまま、避難者への帰還を

強制する圧力が強められています。チェルノブイ

リ法とは天地に差です。この不条理、不法状態に

抗い、反撃していくための客観データを掲げてい

くのが市民放射能測定所の歴史的な役割だと思い

ます。依頼測定検体数が激減して継続や経営が難

しくなっている測定所も少なくはありませんが、

せめてセシウム－137 の半減期である 30 年間は、

市民科学の旗を掲げて頑張っていきたいと思いま

す。多くのみなさんの継続的な関心と支援をお願

いします。 

 

 

※ 「図説・17 都県放射能汚染マップ+読み解き

集」（税込 2500 円）はみんなのデータサイトに直

接ご注文いただいても良いですが、「地方小出版流

通センター」を通じて各地の書店やアマゾンにも

配本されているので、書店などにご注文いただい

ても買えます。名古屋では、早くから今池のウニ

タ書店に置いていただいています。各地の図書館

にリクエストカードを出していただければ、購入

される可能性が高くなっています。スマホやＰＣ

をお持ちの方は、「みんなのデータサイト」を検索

してみてください。汚染マップの全ての測定地点

をクリックすれば、その地点の地点名と放射能濃

度を知ることが出来ます。 
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C-ラボトピックス      

2019.2.2《木村真三さんのお話を聞く》 

NHKETV 特集「ネットワークでつくる放射能汚染地図

～原発事故から 2 ヶ月」に登場した放射線衛生学の専

門家の木村真三さんが名古屋大学で行われた学会に参

加するため名古屋にこられました。我が所長は福島の

現状を聞きたいとお話を依頼、快く引き受けて下さり

即日実現。Ｃラボのメンバーは 1５名ほど集まり、木村

さんの、小学生むけの「放射線出前授業」等のお話を

聞くことができました。この出前授業は 2018 年には 86

教室を実現し、受講した子供たちが大人の放射能問題

への関心を呼び起こしているとの事です。  

Ｃラボには変わったミーハーなボランテイアがいま

す。その K は木村さんの素晴らしい活動に感激し、帰り

際に握手と携帯にサインをもらっていました・・・（H） 

 

C-ラボカフェのご案内  お気軽にご参加下さい！   

☕Sho～ko さんカフェ  大沼章子（第１水曜日 13：30～）

 復興庁が出した「放射線のホント」の内容を精査しました。他にベルギーでのワークショップ報告。 

☕ＡＮちゃんカフェ   安藤直彦（第 3 水曜日 13：30～） 

  マスコミで話題になったテーマについてみんなで話し合いました。「水道民営化」、「種子法」など。 

☕サイエンスカフェ   大沼淳一 (月の最終火曜日 13：30～) 

  放射能測定マップ・読み解き集の解説をしました。 

 

＜C-ラボへの寄付とボランティアのお願い＞ 
C-ラボは皆さまのご寄付とボランテイアで運営されています。よろしくお願いします 

 
銀行からは：（ゆうちょ銀行）店名二一八  （預金種目）普通 (口座番号) 5484719 

 

（口座名）未来につなげる・東海ネット市民放射能測定センター 
 

＜あとがき＞ 

原発事故損害賠償請求訴訟・愛知岐阜の裁判が 3 月 12 日に結審を迎えました。名古屋地方裁判所には支援者が

多数駆け付け、100 席近い傍聴席は抽選になりました。桃崎剛裁判官に原告たちの思いは通じたのでしょうか？ 

8 月にどのような判決が下されるにせよ、この先、まだまだ長い道のりが続いています。私達も根気強く応援をし

ていきたいと思います。 

C-ラボとしての食品市場調査、ホットスポットファインダーを使っての、ホームセンターで売られている土の

調査、及び MDS のタケノコ調査が始まっています。順次、報告レポートを掲載していく予定です。 （T） 

 

 未来につなげる・東海ネット 市民放射能測定センター  

住   所：  〒467-0058 名古屋市瑞穂区関取町 146 

電 話・FAX :  052-836-3116    
E-mail :     tnet_sokutei@xg7.so-net.ne.jp 

開 所 日： 毎週水・木・金 11：00～16：00（祝祭日はお休み） 

 

     （C-ラボの会議室にて）  


