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現在も原子力緊急事態宣言中 

被災地・避難者支援の測定承ります！ 

大沼章子 

 

東電福島第一原発事故から 8年半、2019 年 10

月 5日の朝日新聞「サイエンス on Saturday」

は、原発廃炉ロボットの紹介記事の中で、デブ

リと見られる物の確認が最も進んでいるのは 2

号機で、3号機は格納容器の底から 6 m 以上の

高さまで水があるため、潜水ロボットを開発し

てそれらしきものを発見したという。一方、1号

機ではまだ原子炉容器中央部の真下にロボッ

トを潜り込ませることができず、未確認だとい

う。なるほど、政府が事故直後に発した原子力

災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態

宣言が継続されているのは当然です。安定的に

廃炉作業に進むにはまだまだ様子見段階です。

それにもかかわらず、年間 20 mSv の緊急事態

下の地域に避難住民を帰還させる政策、及び、

それを促すために 2017 年 3 月から避難者への

住宅補助の打ち切りも強行されています。これ

らの非人道的な施策は、決して容認できません。 

 

こうした状況の中、8 月 2 日名古屋地裁にお

いて愛知岐阜避難者訴訟の判決文が桃崎剛裁

判長によって読み上げられました。傍聴席で、

おかしいおかしいと思いながら耳を凝らしま

したが、次第に全身が凍てつきました。判決は、

住民無視・軽視の施策を進める政府の定めた法

に従って処理されており、国も東電も責任無し。

原賠法の範囲で適正処理されなかった部分に

ついてのみ、東電に追加補償を認めさせるもの

でした。予防原則や日本国憲法に基づく人権判

断は皆無でした。司法の独立はどこに行ってし

まったのでしょうか。この国は、全くの忖度社

会に落ち込んでいます。 

 

さて、Sv(シーベルト)の話です。ICRP（国際

放射線防護委員会）は、2007 年勧告で、緊急時

被ばく状況では、年間 20-100mSv の範囲の参考

レベルを示しました。政府は福島事故を受けて

低い方の値の年間 20 mSv を採用し、その後な

し崩し的に、現存（事故収束後の復旧期）の参

考レベル年間 1-20 mSv の高い方の値を採用し

たとして、現在に至っています。しかし、チェ

ルノブイリ事故の場合は、5 年後のチェルノブ

イリ法にて、年間 5 mSv を居住の上限としてい

ます。また、ICRP は、公衆の年間線量限度につ

いて、1977 年勧告で 5 mSv、1990 年勧告で 1 mSv

を示しました。日本の国内法には、公衆の年間

線量限度を 1 mSv とすると明記したものは

ありません。ただ、原子炉関係法令において、

原発敷地境界線における実効線量を定めた

規則等で年間 1 mSv としている事例はあり

ます。さらに、ICRP は、1985 年勧告で考慮

する必要のない線量を年間 10 μSv として

います。また、低線量放射線による健康影響

について、LNT（しきい値無し直線）モデルを

支持しています。要するに、発がんリスクは、

どんなに線量が低くなっても発がんのリス

クはありますが、線量が低ければ低いほどそ

のリスクも低いというものです。したがって、
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放射線防護における公衆の実効線量の数値の

変遷をたどれば、避難者の皆さんが帰る場所は、

自ずと年間線量 20 mSv ではなく、5 mSv ない

し、できる限り現行の公衆の年間線量限度 1 

mSv とすべきことは明白です。 

今も事故の責任を誰もとっていません。せめて、

避難者の皆さんには、戻る・戻らないの選択の

自由と、いずれの選択であっても公的支援がな

されるべきです。 

最近の C-ラボは、めっきり依頼検査が減り

ましたが、その分独自の市場調査や避難者・

被災地支援調査等を適宜実施しています。気

になる食品や気になる場所の土壌の測定に取

り組むことによって、それら試料の汚染状況

を知り、合せて、測定技術の習熟や維持にも

役立てています。「測定」を基本としながら、

今後も脱原発社会を目指します。ご支援よろ

しくお願いします。

 

福島の事故を海外のメディアはどう見ているか 

鋭い視点で見た海外の報告を要約して紹介する。 

           （記事は昨年のものだが状況は全く変わっていない） 2019.9 文責安藤直彦 

                            

2018.3.16 英・ガーディアン紙より 

福島は高レベル放射性廃棄物の捨て場になる運命にあるのか？ 

事故から7年日本政府は再生復興の約束をしているが、この地域は未だ混迷の中にある。 

ピーター・ウィン・キルビー（オックスフォード大学） 

福島原発事故後7年を経過したが、依然として数

百平方キロメートルは人間が近寄れない深刻な放

射能汚染が続いている（訳注：帰還困難区域は

330 km2）。筆者には日本政府の希望的観測とは

裏腹に、この地域が最も危険な核廃棄物の貯蔵場

所にされようとしているかに見える。日本にはほ

ぼ17,000トンの使用済み核燃料があり、地震多発

国にもかかわらず、その大部分は危うい地上プー

ルに置かれている。 

日本の官僚は福島の短中期的な将来について楽

観的なメッセージを強調しつつ、経済的な復興政

策とともに、避難者に対して「修復された（訳

注：除染された？）」故郷への帰還を奨励してい

る。しかし、被害が少なかった地域でさえ、帰還

率はまだわずか15%に過ぎない。避難対象地域お

よび周辺の再活性化事業として、福島県は帰還が

はかどらない地域でハイテクを中心にしたイノベ

ーションコースト構想を打ち出した。この開発は

主にロボット実験関連の産業クラスターを目指し

ている(https://www.fipo.or.jp/robot/)。 

この実験場では大惨事のシミュレーションと同

時にほかの目的にも使えるロボットを開発しよう

としている。実験場や周辺の高放射線量率エリア

は、様々な条件のもとでの危険なドローンテスト

のための場所として役立つだろう。人口密度の高

い日本の他の場所では達成困難または不可能な実

験である。計画地域は海岸に沿って約13km南に

隔離されたテスト地域とリンクしている。もちろ

ん、ロボットは人間と違って高レベルの放射線に

影響されない。これらの構想は住民の側から見れ

ば「首都東京」による故郷の継続的植民地化計画

である。 

何年間かの除染事業で宅地、公園、農地、路肩

および校庭などから放射能汚染された土壌を除去

した。そこで発生した1600万立方メートルの放射

能汚染土壌は避難指示区域と周辺の仮置場（訳

注：および仮仮置場）に貯蔵されており、中間貯

蔵施設へ移されるのを待っている。しかし、中間

貯蔵施設予定地の約半分（訳注：2019年時点で

30％）は未だに借地契約さえ行われていない。政

府は中間貯蔵施設に持ち込まれた汚染物と除染土

壌を30年後に福島外に移動させると約束した。 

国内にはおよそ17,000トンの高度に放射性を持

つ使用済み燃料棒がある。福島第一原発の周りの



4 
 

地域をそれらの貯蔵所に変換するアイデアを政治

家が公言するにはまだまだ時間がかかる。政府官

僚は高レベル核廃棄物の貯蔵について、典型的な

日本の政治戦略である「先送り」を続けてきた。

日本の官僚は国民の危険な事や物に対する認識を

計算づくでマネジメントする巧みなやり方に長け

ている。議論の時間をゆっくりと変化させ、最も

危険な物質を最も悲劇的な虐待を受けた地域に貯

蔵するという嫌悪すべき計画が日本人の繊細さに

徐々になじむのを待つのである。避難指示地域の

中では、2011年以来このような計画に対して抵抗

する住民はわずかである。 

福島は何十年もの間、軽んじられ、だまされ続

けてきた。福島第一原発が発電した電力はリスク

を負った福島では使えず、首都圏に送られた。

2011年のメルトダウン事故以来、福島は大きな重

荷を負わされてきた。このままでは福島の人々は

今後少なくとも数十年にわたって負担を負わさ

れ、汚名を着せられ続けることになるだろう。 

（https://www.theguardian.com/profile/peter-

wynn-kirby）

 

 

「図説・17 都県放射能測定マップ+読み解き集」 

J C J 賞 受 賞！      2019.8.17 

 

ＭＤＳ（みんなのデータサイト）に参加している

各地の市民放射能測定所が協力して出版した、「図

説・17 都県放射能測定マップ+読み解き集」が日本

ジャーナリスト会議（ＪＣＪ）賞を受賞しました。 

日本ジャーナリスト会議は、

1955 年に「第二次世界大戦に

協力してしまったジャーナリ

ズムの反省の上に立ち、再びペ

ンを、カメラを、マイクを戦争

のために取らない、という決

意」のもとに設立されました。

毎年、優れた言論・報道活動を行った団体・個

人に賞が贈られています。今回の様に市民運動

に贈られることは異例のことで、大手のマスコミ

ではなく、市民 4000 人が力を合わせて、政府がや

らない調査を行い、福島原発事故の土壌汚染を明

らかにし可視化したことが評価されました。また、

調べたこと、本にしたいことをありのまま出版す

るために自分たちで出版社を立ち上げたことも

大きな要素だったようです。JCJ のブログによれ

ば、「市民による市民の調査が結実した貴重な特

筆すべき成果。我々が見習うべき調査報道の在り

方を示すもの」と選考委員のメンバーが絶賛した

とのことです。 

JCJ 大賞は東京新聞の「税を追う」キャンペー

ン。他に JCJ 賞としては秋田魁新聞、山形放送、

NHK・ETV 特集が選ばれています。 

授賞式は 8 月 17 日(土)、午後 1 時から東京の

日本プレスセンターホールで行われました。MDS

事務局長の小山貴弓さんがスピーチ。ふくしま 30

年プロジェクトの阿部浩美さん、あがの市民放射

線測定室の村上直行さん、事務局の中村奈保子さ

んらと共に、C-ラボからは大沼淳一・章子夫妻が

出席し、トロフィーと賞状を受け取りました。前

川喜平・元文部科学事務次官の記念講演もあり、

会場は 500 人の聴衆で埋まりました。 

(JCJ 賞トロフィー) 
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再生可能エネルギーの現況と今後の展望 

大沼淳一 

 

再生可能エネルギーの躍進は目覚ましいものが

あります。世界の流れに大きく立ち遅れていた日本

も、福島原発事故の衝撃を受けてFIT制度（高額優

先買取制度）が導入され、太陽光エネルギーに関し

ては世界に肩を並べるところまで伸びてきました。

設置容量は 1 位中国で、ドイツをわずかに抜いて 2

位です。その太陽光発電所が集中した九州電力管内

では、2016 年 5 月 14 日（晴天）の昼間の全需要の

66％が太陽光発電でまかなわれました（図1）。 

すぐには止められない川内原発や石炭火力からの

電力があったので、太陽光発電の電気が余ってしま

いましたが、揚水発電所を動かし、お隣の中国電力

に売って調整しました。揚水発電所はもともと出力

調整が効かない原発の電気が夜間に余るために、そ

れを貯めておくために建設された一種の蓄電池で

す。それが再生可能エネルギーの調整にも役立った

わけです。電力会社間の電気の融通をするための送

電線を連系線と言いますが、変動の激しい電気の需

要と供給のバランスをとるためには、補強が必要で

す。さらに、スマートグリッドというコンピュータ

ーシステムの進化が広い範囲での需要と供給のバ

ランスをとっています。こういうシステムが国土全

体を結べば、細長い日本列島では各種の再生可能エ

ネルギーのフル利用が出来るようになります。どこ

かが好天気で太陽光発電がフルに電気を作ってい

る時、別の場所では悪天候で太陽光発電がうまく動

きませんが、そこでは風が吹いて風力発電の電気が

出来るでしょう。雨が降れば小規模水力発電が活躍

できます。 

 九州電力は 2018 年に玄海原発を再稼働させまし

た。このために、太陽光発電がフルに発電を始める

と、調整しきれなくなって、太陽光発電所に対して

出力制限、稼働制限が通告される事態となっていま

す。福島原発事故から8年も経過しているのに、経

産省が連系線の強化や周波数変換所の増強などの

施策をさぼっていたからです。また、各電力会社は

送電線に余裕があるにもかかわらず、原発再稼働に

備えて再生可能エネルギーの送電を拒むという事

図 1 九州電力管内における 2016 年 5月 4日の需給状況の概念図 

出所：九州電力(2016) 「再エネの導入状況と至近の需給状況について 
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態も多発しています。ドイツで再生可能エネルギー

が優先されて、その電気を送電会社が拒んではいけ

ないことになっているのとは対照的です。せっかく

電力システム改革が行われて発送電分離がされた

はずだったのですが、発電会社と送電会社はもとも

との電力会社がホールディングスという持ち株会

社となって従前と同じようにどちらも支配してい

るからです。ドイツのように、発電会社、送電会社、

配電会社を完全に分離するべきなのです。 

 ここまで読んでいただくと、再生可能エネルギー

は変動が激しいがゆえに質が悪い電気だと悪口を

言う人がいますが、その欠点が克服されつつあるこ

とがわかるでしょう。逆に、原発や石炭火力はベー

スロード電源などと呼ばれて、安定した良質な電気

であるかのように宣伝されていますが、需要の変動

に対応できない融通の利かない電気です。地震など

があれば大型であるためにブラックアウト（大規模

停電）の引き金を引く可能性もあります。北海道の

厚真石炭火力がその実例を作りました。原発の場合

は、突然の停止に備えてバックアップ電源としての

火力発電所が沢山建設されています。予備電源であ

るために、普段の稼働率が低くなり、発電コストを

計算すると高くなります。この予備火力の高い発電

コストと比べて原発の発電コストの低さが強調さ

れていたのですが、実は原発のために発電コストが

高くなっていたのです。同じように、揚水発電所は

原発の付属施設として建設されたにもかかわらず、

水力発電として発電単価が計算されていたのです。 

 太陽光発電のFIT価格があまりにも高すぎたとい

う反省とソーラーパネルの価格低下から、一気に

FIT 買取価格が半額またはそれ以下に下がりました。

しかし、パネルの価格がそれ以上に低下しているの

で発電単価はとても低くなり、世界平均では1kwあ

たり 10 円を切りました。一方、原発の発電単価が

福島事故によってほんとは高かったことが明らか

になり、大島堅一さんの計算によれば 1kw あたり

17.6 円です。設置費用もドイツでは 1kw あたり 25

万円まで下がっています。家庭用標準容量が4kwと

すると、100 万円になります。日本もずいぶん下が

ってきましたが、1kwあたり40万円くらいです。内

訳を見ると、設置費用が高いようです。 

風力発電については、日本はずいぶん遅れをとっ

ています。図２を見れば、世界の風力発電容量のう

ち中国が断然 1 位、2 位がアメリカ、3 位がドイツ

です。日本は低迷グループ（右側のグラフ）の中で

もさらに下位の方（首位中国の約60分の 1）だとい

うことがわかります。国内の風力発電メーカーも不

振です。国内に設置される風力発電機の70％は海外

図2 各国の風力発電設備容量（2017年） 
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メーカーのものです。かつてはカリフォルニアのウ

ィンドファームに100基を超える発電機が回ってい

た三菱重工が陸上風力分野から撤退してしまいま

した。日本のメーカーは、世界シェアトップ 15 に

一社も入っていません。 

では、世界2位まで上昇した太陽光発電では、国

産パネルメーカーはどうなっているでしょうか。な

んと、パネル出荷量世界シェアトップ 10 には一社

も入っていません（2018年）。2005年ごろまでは日

本のパネル生産量は世界一でした。2005年のメーカ

ー別世界シェアランキングで、シャープが1位、京

セラ 3位、サンヨー4位、三菱電機 5位だったので

す。福島原発事故が起きるまで、日本政府は原発に

莫大な国費を投入し続け、再生可能エネルギーに普

及に冷淡だったので、せっかく世界シェア1位だっ

た太陽光パネルメーカーや風力発電メーカーが力

を失ってきたのです。 

 世界の再生可能エネルギーによる総発電量は、原

発を抜きました。実は水力発電を加えれば、原発が

始まった 1965 年ごろから再生可能エネルギーは一

度も原発の発電量に負けたことが無かったのです。

現在では、約2倍となり、原発がこれ以上伸びると

は思えないし二酸化炭素を排出する火力発電にも

ブレーキがかかるので、世界の電気は再生可能エネ

ルギーへの依存率をますます高めていくでしょう。

しかし、風力発電による低周波公害やメガソーラー

による土地の乱開発や景観破壊などが問題になっ

ています。再生可能エネルギーの時代になったから

と言って、エネルギー浪費型の文明をそのまま続け

るべきではありません。図3に示したのは、気温と

電気消費量の相関図です。福島原発事故以前の2010

年と事故後の 2014 年、2015 年を比較すると、暑く

てもクーラーのスイッチを入れない、あるいは室温

設定を低くし過ぎないという習慣がついてきたこ

とが顕著に表れ、約20％も消費量が下がっているの

です。懲りない日本人も、さすがに重大事故の衝撃

でライフスタイルの見直しが起きているようです。 

 

 
図 3 電気使用量と平均気温の関係（経産省関東経済産業局資料） 
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原発事故損害賠償請求訴訟愛知・岐阜 

一審の判決を受けて 

８月２日、名古屋地方裁判所において「原発事故損害賠償請求訴訟愛知・岐阜」一審の判決が下されました。

どのように裁判が進んでいったのか、又今後の展開等について当事者のお二人に文章を寄せて頂きました。 

  

この裁判のあらまし   渡辺優子 

 

【訴訟の成り立ち】 

事故後暫くして、事故を起こした東京電力に対

して国が仲裁する形の原子力損害賠償紛争解決セ

ンター（原発ＡＤＲ）を利用した損害賠償請求を

支援する弁護士らが、訴訟の原告を募集し始めま

した。福島県の会津地方を除く、中通りと浜通り

の避難者を中心に原告が集められ、2013年 6月に

国と東京電力に対する損害賠償請求訴訟として提

訴され、最終的には42世帯 128人の原告が訴訟に

参加しました。 

内容は、原発事故により避難を強いられ、精神

的苦痛を受けたというもので、国と東電に原告１

人あたり1000万円の慰謝料、総額約14億 4000万

円の損害賠償を求めていました。 

【一審の結果】 

2019年 8月 2日名古屋地裁判決で、桃崎剛裁判

長は東電の責任は一部しか認めず原告109人に計

約9680万円の支払いを命じ、国に賠償責任はない

としました。 

全国各地には同種の避難者による集団訴訟があ

り、それまでに出た地裁判決は９件。そのうち６

件が国の責任を認めており、司法の場で国の責任

が定着したかとの期待がありましたが、今回の判

決は国の責任を認めないとした千葉地裁（一陣、

二陣）に続く3件目となり、悪い流れを作ってし

まいました。 

東電の賠償が認められたと言っても、原発ＡＤ

Ｒの指針と概ね変わらない程度で前進はありませ

んでした。原子力損害賠償法により東電の過失の

有無に関わらず賠償責任を負うという形で、一部

支払いを命じただけに過ぎません。原子力損害賠

償法を乗り越えたいという原告の思いは叶わなか

ったのです。 

万が一にも事故を起こしませんと国策民営で進

めた原発が事故を起こしたにも関わらず、国の責

任も認めず、住民の安全よりも経済的合理性や電

力の安定供給を優先させた判決文でした。 

【新たな形での控訴へ】 

一審で疲れ切って、体調を崩す人もいる中で、

控訴に踏み切ることは簡単ではありませんでした

が、「なんのために裁判やったのか」という思い

で再び立ち上がり、2019年 8月 16日に控訴する事

にしました。 

一審の判決文には、シビアアクシデント対策に

ついて主張立証されていないとまで書かれていま

す。珍しい判決で、原告側の足りていない部分が

指摘されていました。一部の原告は、名古屋高裁

では一審の延長ではなく、自分たちの主張を出し

切りたいと思いました。なんのために闘うのか自

問自答した末、世の中を変えるために裁判をやっ

ているのだから、苦痛を味わった慰謝料だけでな

く、被曝させた罪を認めさせ、被曝を避ける権利

を確立させ、脱原発に繋げたいとの強い思いを抱

きました。新しく「だまっちゃおれん訴訟原告

団」（愛称）を立ち上げたのです。 

世の中に影響を与える裁判にするため、賛同し

てくれる弁護士を探し控訴審からやり直す。これ

には大変な労力や精神力や金銭的な負担が伴いま

事故後、千葉県松戸市から愛知県へ“ 自主避難“。 

一審の原告に加わることは出来なかったが、原告団を 

様々な形で支え続けている。（編註） 

（判決後、名古屋地裁前にて） 
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す。それでも、一審ですり減るまで闘ってきた原

告たちは、また新たな挑戦の道を選ぶことになり

ました。 

皆さん、どうか原告たちと共に闘って下さい。私

達と一緒に傍聴席を埋めて下さい。周りの方に広め

てください。みなさんと一緒に名古屋高裁で脱原発

に繋がる勝利を勝ち取りましょう。 

 

原告の想い   岡本早苗      

 

 

 

避難者交流会で知り合った弁護士の方から原発

ADRの話を持ち掛けられ進めていくうちに、「現在

出している証拠をそのまま裁判で使えるので精神

的苦痛の部分を裁判で訴えてはどうか？」との提

案がありました。また世間から誹謗中傷を受ける

のではないか、何をどう訴えたら良いのか、と不

安もありましたが、ただ一つ“原発事故により被

害を受けた全ての人が救われるべきだ”その想い

だけで一歩を踏み出しました。 

はじめは説明会で弁護団のお話を聞いてもよく

分からなかったのですが、他の原告の話を聞くう

ち裁判への想いを強くしていきました。後半にな

ってくると、知る権利を侵害され、どのような状

況で被曝させられたかを問う為に、出したい証拠

や弁護団に書いてもらいたい書面がたくさん出て

きました。主張を取り入れてもらえるように弁護

団にお願いしてきましたが、他の地域の同種裁判

で出せているものすら採用されず、そもそも裁判

の論点が原告の想いとは違うところにあったこと

がわかってきました。苦しく辛く、何度も何度も

涙を流しながらの一審での戦いでした。弁護団と

のやりとりが苦痛になり、判決直前には動悸や体

の震えで弁護団を前にして事務的な手続きのこと

しか聞けなくなり、裁判が原告の要望どおり補強

されたかどうかは何一つ聞けませんでした。この

弁護団と私達原告団は信頼関係がきちんと培われ

てきたのか。この裁判に携わる意味って何だろ

う。もうこの裁判に関わりたくない、と追い詰め

られていきました。 

判決の日時が近づいてくると全国の原告団の

方々や支援者の方々の温かい声が聞こえてきて、

何とか元気を取り戻していきました。また弁護団

へ、判決の日はこうして欲しい、ああして欲しい

と要望を色々と伝えましたが、やはりできないこ

との方が多く、支えて下さった皆様に申し訳ない

気持ちで当日を迎えました。 

8月 2日。6年という長きに渡り戦ってきた裁判

の一審が終結。結果は大変不当なもので国の責任

は認められず、東京電力の責任も原賠法の枠組

み、中間指針通りの認容額。弁護団とのやり取り

に疲れ切って、もう裁判をやめようと思っていた

私ですが、原発事故は国に責任ない、とされたま

まで ”本当にそれでいいの？”と自問自答しまし

た。判決の記者会見で、全国の裁判についての説

明ができない弁護団を見て、私達の戦い方が間違

っていたと思いました。次なる手を打たなけれ

ば！泣いてなんかいられない！と、支援者の皆さ

んや弁護士のお一人、メデイアの方にこれまでの

事を全て打ち明け、何とか力を貸してほしいと強

く訴えました。 

 “二度と原発事故が起きない世の中にしていきた

い！同じ想いを誰にもして欲しくない！被曝の被

害は避難した人や裁判やっている人だけではな

い、放射性物質が拡散され、フォールアウトした

地域に住む人達を全員救済出来るような政策を打

ち出すための一歩にしたい！”との思いを同じく

する方々と、新たに「だまっちゃおれん原発事故

人権侵害訴訟・愛知岐阜」を結成することができ

ました。 

裁判の中のこともよくわかっていなかった私

は、訴える内容や削る部分のジャッジは弁護団が

やるものだと思い込んでいて、ダメだと言われれ

ばそうかと諦めてきました。しかし控訴審の期間

はとても短く、自分たちが訴えたい事はもうここ

でしか出すことはできない、ならば出来るだけの

事をやっていきたいと日々原告同士や弁護士と連

福島県・伊達市で被災。事故時は妊娠中の身で、４人の子供を抱えな

がら愛知県に“自主避難”。 

「原発事故損害請求訴訟愛知・岐阜」（一審）の原告団共同代表を経て、

控訴審で新原告団を立ち上げる。（編註） 
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絡を取り合い、新たな情報や根拠になる情報を集

めています。 

控訴審では国策民営だった原子力発電所の事故

原因はもとより、被曝の害について言及し、被曝

の危険から避難せざるを得なかった事には国の責

任が当然あるべきだと強く訴えてまいります。 

・最後に：原告は皆、避難をしながらの生活で、 

生きるのに精一杯です。裁判に掛かる費用の負担

は肩に重くのしかかってきます。この裁判の意義

をご理解頂ける皆様には、どうかご協力・ご支援

を宜しくお願いします。

 

 

 

韓国与党「共に民主党」国会議員による放射能汚染地図事件 

「原発が重大事故を起こしたのに東京オリンピッ

クは大丈夫なのか？」という疑念は世界中にくすぶっ

ている。とりわけ日本との関係が徴用工賠償訴訟判決

と日本政府の報復措置などで険悪になっている韓国で

は、アイドルの日本公演で放射能汚染を心配するファ

ンが引き止めるというようなことが起きている。そし

て、「共に民主党」チェ議員が記者会見で、放射能汚染

地図を示しながら、野球とソフトボールが行われる福

島はもとより、東京でさえも汚染は深刻だと述べた。

問題はこの地図なのである。みんなのデータサイト

（MDS）の汚染地図をもとにして独自に制作したとして

いるが、似ても似つかない。例えばあずま球場の放射

能濃度はMDSのデータの100倍以上になっている。 

 これに対して嫌韓ムードをあおる日本のTV各局が、

ネトウヨみたいな評論家やタレントを集めて韓国けし

からんの大合唱をしている。一方MDSは冷静に、チェ

議員宛の質問状を送り、汚染地図の制作過程やMDS地

図のどのデータを引用したのかを聞いているが返事は

まだ届いていない。 

 韓国では環境派の弁護士や在韓日本人などがこの問

題に注目し、日本の放射能汚染の実態に関する正確な

情報を集めてシンポジウムを行う準備を始めている。

開催されれば、MDS からも報告者を送ることになるだ

ろう。これを契機に「読み解き集」の韓国語訳出版の

話も出ている。（大沼） 

 

 

 

夏 休 み 親 子 カ フ ェ 

竹田亮子 
恒例となった、夏休み親子カフェが 7月 23 日にＣ-ラボで開催されました。 

参加者は 10 人のお母さん達と、2歳から中学生までの子供たち 15人。 

川遊びの“ガサガサ”指導と勉強会の講師は大沼淳一でした。 

以下は参加者の竹田亮子さんのレポートです。 

 

前日の大雨。お天気と川の増水を心配していまし

たが、見事に晴れ、10 組の親子が参加してくれまし

た。待ち時間には、庭でセミの抜け殻、羽化したば

かりのクマゼミ等採取。準備が整った後、川へ向か

＜原告団へのご支援金は、下記口座へお願い致します。＞ 

ゆうちょ銀行 【記号】12060  【番号】21759191 

【口座名】「だまっちゃおれん原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜原告団」 

他銀行からお振込みの場合は 

        【店名】ニ０八  【店番】208  【預金種目】普通預金  【口座番号】2175919 
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います。 

天白川は少し増水していて、流れが早いと魚が流

されてしまうそうでガサガサ体験は思いのほか難

しかったです。最終的には水切り大会に。大沼夫妻

も張り切って参加していました。カニ、他にも小さ

なエビやヨシノボリという魚を捕獲しました。 

お昼近くになってＣ-ラボに帰り着替え、お弁当の

後は大沼さんの講義です。今年のテーマは、「図説 17

都県放射能測定マップ＋読み解き集」をテキストに

した、放射能汚染について。こちらの本はアマゾン

の科学書部門で 1 位となり、一時は、ベストセラー

になっていたそうです。 

内容は、いつもの楽しい雑談を交えながらの講義。

30 の市民測定所が、同じ基準で測定して、データを

合わせ、本を出すまでの道のり。 

チェルノブイリ法では、国が予算を組んで、土壌測

定をして、地図を作成し、立ち入り禁止区域や避難

区域、それぞれの補償や保障もしっかりとされてい

るのに対して、日本では、県によって保障があった

り無かったり、栃木県の那須町など、福島と同じよ

うに土壌汚染が酷い場所でも、国の保障がない地域

もあるということ。 

食品への放射能汚染の話では、事故から 8 年。セ

シウム 134 は半減期 2 年で 1/16。野菜の数値も随

分落ち着いてきているけれど、野生のキノコやベリ

ー類の数値は、依然として高いということ。 

また、畑の野菜は土壌の数値が 2000 Bq/Kg でも野

菜に移行しないのは、畑の野菜には肥料が施される

ために土の中のミネラルを栄養とする必要がない

のではないか、という考察。これは、有機、無農薬

とは関係無いそうです。事実を知るということ、そ

の大切さを改めて感じました。 

参加者の方の感想は、事故から 8 年で気持ちが緩

んでいたけれど、また、引き締まりました、という

方が多かったです。また、大丈夫なものと、そうで

ないものを知ることができて安心しました。という

声も。 

皆さんとご一緒できたことが本当に嬉しく、楽し

い 1 日となりました。講義の間、C ラボのスタッフ

さん達には、子ども達のやりたい事につきあって、

虫捕りや、公園に連れて行ってもらったり、と、子

ども達も楽しかった様子。本当にありがとうござい

ました。 

 
～～～～～～～～～参加したお母さん達から～～～～～～～～～～ 

★大人の目が多数あるのも、川慣れされているガ

イドさんとご一緒できるのも心強く、初心者も安心し

て遊べました。 

100 年、200 年のレベルで付き合っていくことにな

る放射能問題。じっくり踏み込んで専門的な説明を聴

くことができる場は少なくて貴重な勉強会です。 

まずは 10 年後ピーク気をつけます。2 時間では足り

なくて、大人だけで 4、5 時間聴きたいですね（笑）

（Y.T さん） 

★前日から心配していたお天気も良くなって、子

ども達がとても楽しみにしていたガサガサも出来て良

かったです。カゲロウやヨシノボリ、カニやエビも捕

まえて、水切り？も盛り上がり大満足な子ども達でし

た。 

C ラボの皆さんに子どもを見ていて頂けて、安心し

て勉強できるのもこの親子勉強会の素晴らしいところ

だと思います。放射能のこと、あと 2 年で 10 年。気

を抜いて放射能を体内にたくさん取り入れてしまわな

いよう改めて気を引き締めて行こうと思いました。毎

年とても勉強になります。本を夜、ゆっくり読みたい

と思います。 (M.S さん) 

★都会の大きな川に入るのは私も子どもたちも初

（天白川での“ガサガサ”） 
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めてで、私もワクワクして、楽しむことができまし

た。あんな大雨の後でも小さな生き物が残っていて、

改めて自然の強さを感じました。 

勉強会のお話にもあったように、私もそろそろい

いかな…という気持ちになってきていたので、こん

な時こそあの時の気持ちを思い出して引き締めて行き

たいと思いました。(H.H さん) 

★川遊びは詳しい方と一緒でなければと思い、な

かなか普段息子に体験させてあげられていなかったの

で、昨日はとても良い機会を頂きました。 

午後は、深いご経験と知識から解説して下さる講

義内容に、気持ちを新たにしました。体内に取り込ま

れた放射能の、事故後 10 年の山、心に刺さりまし

た。チェルノブイリや歴史上の数々の事例を、私たち

は学びとさせて頂くことで未来につなげていく、その

流れの中にいるんだなあと思いました。（R.T さん） 

 

 

C-ラボ特設カフェ                            2019 年 10 月 9 日 

 ゲノム編集を考える   ～河田昌東さんを招いて～ 

分子生物学者で、チェルノブイリ救援・中部の理事でもある河田昌東さんをC-ラボカフェに 

お招きして、今盛んに開発が進んでいるゲノム編集について勉強会を開きました。 

《 河田先生のお話まとめ 》

ゲノムとは生物の細胞に含まれている DNA とほぼ同

じ意味、そして特定の遺伝子の塩基配列を削除したり

書き換えたり「編集する」技術のことをゲノム編集という。 

削除部位を見つけるためのガイド RNA と DNA 分解

酵素（＝ハサミ）の複合体である CRISPER-Cas9 シス

テムを利用して短期間、低コストで商品化が可能にな

ったことで急速に開発が進んでいる。しかし編集が成

功した細胞を見分けるためのマーカー遺伝子が抗生

物質耐性遺伝子の場合、腸内細菌を抗生物質耐性に

するなど様々な危険性が指摘されている。また、目的

位置以外を削除してしまうアウトターゲットが起きて重大

な結果となることが危惧されている。 

EU では遺伝子組み換え食品と同様に規制すべきだ

としているが、日本では厚労省が今年３月、従来の遺

伝子組み換えのような特段の安全審査をしないことを

決めた。 

また消費者庁は今年６月の販売に際し「ゲノム編集

食品」の表示は義務ではなく任意の届け出でいいとし

ている。我々消費者は遺伝子組み換えの表示があるた

め選択できるが、安全審査も表示もない「ゲノム編集食

品」を知らずに買って食べることになってしまう。そうな

らないように規制を強化し表示を義務化するように市民

レベルで進めていくべきである。私たちの「知る権利」

を守らねばならない。（藤本） 

 

 

 

 

東北援農体験            金 広美

初めての東北です。大沼章子さんにお願いして、

郡山市逢瀬町の“中村さんち”に同行させてもらい

ました。 

 私は 2000 年初めから昨年まで韓国に滞在してい

ましたが、2011 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震

が起きたまさにあの日、私は一時帰国で日進市の自

宅にいました。長く、大きな揺れが尋常ではないと

すぐに直感しましたが、やがてこの国を襲う甚大な

被害と、筆舌に尽くしがたい恐怖と悲劇をその時ど

うして予測できたでしょうか。すぐさま私がテレビ

をつけると、東北関東一帯の地震速報が目の前に飛

び込んできました。その後、繰り返し流される津波

の映像をみて、あまりの出来事に放心した私は、数

日間はテレビの前から離れることが出来ませんで
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（ビニールハウス内での作業） 

した。ところが、それから刻一刻と迫る福島第一原

発事故を目の当たりにしたとき、チェルノブイリ原

発事故を再現する人間の愚かさに怒りが湧き上が

ってきたのを覚えています。 

それからすでに 8 年が経ちました。震災後、一度

は被災地を訪れたいという思いをなかなか実現で

きずにいましたが、“中村さんち”の援農と周辺の放

射能測定をかねた毎年恒例の行事に、ここぞとばか

りに飛びつきました。特に援農と聞いただけで、そ

わそわする私です。他に特別なことを考えたわけで

はないです。東北の風景を見、東北の人々と会い、

言葉を交わしたいという思いが私の東北行きを決

めました。 

6 月 8 日、C-ラボの章子さんと F さん、そして私

の 3 人は朝 7 時半に車で名古屋を出発し、夕方中村

家に到着しました。横長の大きなお宅は、広い玄関

を入ると正面に囲炉裏があり、また高い天井は今流

行の古民家と言うのでしょうか、東北の農家民泊の

初日はとても新鮮でした。あいにく連日の曇り空、

雨が降ったり止んだりで、農作業の手伝いがおもう

ようにはかどりません。外の作業は諦めて、主にハ

ウス内での作業をします。中村家のお母さん、喜代

さんから指示を受けると、章子さんが私達に声を掛

けながらビニールシートや苗箱の片付け、堆肥撒き

と、作業に暇がありません。久しぶりに気分良い汗

を流しま

した。ま

た時折、

目を遠く

に向ける

と、周囲

の広々と

続く田畑

の風景は

心地よい開放感があり、少々の疲れは忘れてしまい

ます。 

ここに来て分かった事ですが（私だけ）、ご主人の

中村和夫さんが一昨年急逝されたとの事。現在はお

連れ合いの喜代さんとご長男の直己さんと二人で、

広大な農地を管理しなければならないようです。以

前は野菜担当の喜代さんも仕事が増えて野菜の方

に手が回らなくなっているようで、主の心配をよそ

に、トウモロコシや大豆畑の草たちが勢いよく育っ

ていました。 

作業でお腹が空くと、三度の食事も楽しみの一つ。

盛り沢山のおかずを前に、何から食べようかと迷う

ほど。スナップエンドウや淡竹も美味しく、中村家

の味をしっかり堪能することが出来ました。滞在す

る間、秋田に嫁いだ娘さんや、郡山の短大に通うた

め居候している孫の若菜さんもいて、農家の楽しい

団らんに心和むひと時を過ごしました。しかし一方

で夕方にある、NHK 福島の天気予報の後に表示さ

れる県内各地の放射能線量数値は、遠く離れた名古

屋では忘れられる放射能の存在が、この地方では生

活の中で可視化されていることに改めて気づかさ

れました。 

章子さんは震災の後すぐに被災地に通い中村家

の援農と放射能測定を続けていると聞きます。今回

も到着するなり、中村家の建物の周りを細かく測定

し始めました。私が実際の放射能測定を見るのは初

めてです。神経が全てそこに注がれているのが分か

ります。名古屋から福島まで通う事だけでも大変な

のに、毎年欠かさず測定をやり続ける章子さんの姿

に、彼女の強い意志を感じないではいられませんで

した。 

次の日の午後には浄土松公園に皆で出かけ、放射

能が反応しそうな箇所を選び、測定しながら廻りま

した。私も空間線量計を手に持って測定に参加して

みました。ピピっと反応する度に、私の体も一緒に

反応しているような気分になります。以前見た一人

朗読劇「線量計が鳴る」が思い出されます。約２時

間かけ公園を一周し、最後はモニタリングポストに

到着。数値は 0.114 µ ㏜/h 。ここにも原発事故の産

物がありました。 

（測定値をモニタリングポストと比較） 
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私は 3 泊 4 日の短い滞在で、援農は名ばかりにな

ってしまいました。また章子さんの放射能測定に最

後まで同行できず残念でしたが、又機会をつくって

東北に出かけてみたいと思います。3 月 11 日、そし

てその後を記憶し、未来を考えるためにも。 

 

 2019 東北支援－援農と放射能測定   
大沼章子 

 
● 日程；2019 年 6 月 8 日（土）～16 日（日）  

援農先：福島県郡山市内有機農家（中村宅） 

● 参加者：全日１名、2 日間 3 名、4 日間 1 名、

5 日間 1 名、総計 24 人日 
● 援農作業：水稲育苗箱の片付け、ハウス作業（ビ

ニール苗田の片付け、畝作り、施肥、トマト・ナス

など夏野菜の植え付け 
● 空間線量率測定： 

サーベイメータ（ALOKA TCS-172B） 
―援農先およびその近隣で、除染前後も含めた経年

推移の確認。 
ホットスポットファインダー（日本遮蔽技研 HSF）―

郡山市内及び福島市内の主に公共の場所を歩行にて測

定。 

● 試料採取と放射性セシウム測定：定点観測植物

（前庭のフキ、山畑のワラビ）とその生育土壌、そ

の他米・大根・玉ネギ・スナックエンドウ・ウメ・

淡竹・土壌などを採取。NaI 核種分析装置（CAN-
OSP-NaI）にて測定。 
● 測定結果概要：図1にサーベイメータによる空

間線量率の測定結果の2019 年 6月版を示しまし

た。この地域の除染は、除染基準の0.23 μSv/時

（1 m高）以下になるように、2015年の秋から16

年春にかけて実施されました。昨年と同様に1m高

測定場所の約10％は、まだ0.23 μSv/時を超えて

います。除染後も雨水によって放射性セシウムが

運ばれて来るからです。雨樋下も含めて雨水のた

まりやすい場所にはまだまだ注意が必要です。 

特に、山からの傾斜のある農道脇にはホットスポ

ットが出来やすく、最大値は1 m高で 0.67 μSv/

時、5 cm 高で2.0 μSv/時でした（図2）。 

HSF による測定は、空間線量率の低下傾向もあり、

主にホットスポットを探索するために主に 5 cm 高

で実施し、要所で 1 m 高の数値も確認しました。 
東京オリンピック会場となる福島市のあずま総合

公園（図 3）も測りました。測定場所によらず、ど

こにも共通するホットスポットは、建物の屋根から

雨水が落ちる場所やその下の付近で、床面タイルが

はがれた所や敷石が乱れて土壌が露出しているよ

うな場所です。図 3 の場合は東屋の下にあり、1 m
高 0.10 μSv/時、5 cm 高 0.28 μSv/時でした。ま

た、郡山市内でも開成山公園近辺は比較的汚染の大

きかった地域ですが、開成山大神宮の大屋根からの

雨水の落ちる場所は、1 m 高 0.32 μSv/時、5 cm 高

1.15 μSv/時でした（その他の HSF マップは HP

に掲載中）。 
米・野菜等の放射性セシウム濃度は、検出下限値

（0.9～1.7 Bq/kg）未満でした。唯一、淡竹は 3.1 

Bq/kg を示し、生育土壌（0-5 cm）は 360 Bq/kg で

した。淡竹の土壌からの移行係数を求めると 0.0086
となり、ワラビやフキより 1 桁は移行係数が大きい

ことが分かりました。タケの場合は、地下茎で長年

生育しますから、福島事故時に地下茎を含むタケ本

体に入り込んだ放射性セシウムが、経根吸収もされ

ながら竹藪の中で循環しているのかもしれません

（詳細データは HP に掲載中）。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
● 最後に  中村家に逗留するのは 7 年目。往き

は女性 3 人の車旅。第二東名・圏央道・東北道を乗

り継ぐ予定が、話に夢中になって首都高に突っ込ん

でしまう。お上りさん的緊張感の中、無事東北道に

乗り継いだ時には、さすがにホッとしました。今年

は水田への水の供給が遅れて、我らの到着前日にや

っと田植えが終わった模様。和夫さんが逝って 2 年

目。残った喜代さんの作業範囲は広く、以前からの
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分担である畑地以外の水田やハウス作業にまで及

びます。それでも、今春から同居する大学生のお孫

さんや、今や中村家の大黒柱の息子さんファミリー

との日常や、朝な夕な神道祖霊舎の中の和夫さんへ

の語りかけが支えでしょう。私も、放射能の話も含

めて毎夜話し相手となり、時々は野菜作りのコツも

教わりました。援農は、田植えが終わった直後でも

あり、ハウスの仕事が中心で雨天決行。測定では、

すでに放射性セシウムが事故当初の放出量の 0.44
に物理的な減衰をしており、除染の効果もあって、

雨水の流入するところを除いては、同等又は低下傾

向にあることを確認しました。ここ数年、問題視し

てきた農道のホットスポットについては、次回、原

因究明調査を実施する予定です。 
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島薗進氏プロフィール： 

上智大学大学院教授 実践宗教学研究科教授 

著書： つくられた放射線「安全」論（2013 年） 

原発と放射線被ばくの科学と倫理（2019 年） 

他多数 

Ｃ-ラボ 8 周年報告会のお知らせ 

 

記念講演「つくられた放射線『安全』論」 

講師  島薗 進氏（しまぞのすすむ） 

日 時  2019 年 12月 8日（日）13：30～16：20 

場 所  日本特殊陶業市民会館・３F第１会議室 

資料代  500 円（被災者、高校生以下無料） 

13：30～13：35  開会挨拶 

13：35～14：10  Ｃラボ活動報告 

14：10～15：40  島薗氏講演 

15：50～16：20  質疑応答 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ☕ Sho～koさんカフェ  大沼章子 （第１水曜日 13：30～） 

文科省が出した「放射線副読本」を精査しました。問題点を HP に掲載する為検討中。 

☕ 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す。「日本はなぜ原発がなくならな

いか」「入管法」「地球温暖化と原発」など。 

☕ サイエンスカフェ   大沼淳一 (第 4 水曜日 13：30～) 

放射能測定マップ・読み解き集の解説をしました。 

 

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    
開 所 日： 毎週水・木・金 11：00～16：00（祝祭日休み） 

E-mail  :  tnet_sokutei@xg7.so-net.ne.jp 
Website  :  https://tokainet.wordpress.com/hsc/ 

Ｃ-ラボカフェのご案内 

「図説17都県放射能測定マップ＋読み解き集」好評発売中！ 2500 円 

 
Ｃ-ラボでも取り扱っております。送料等ご相談に応じます。お問合せ下さい。 

☎052-836-3116 

＜あとがき＞ 

通産省は来年度、ゼロエミッション計画で原発補助金とも言える制度を実施するとか。安全神話は崩れたはずな

のに、未だ原発は日本のエネルギー政策の基本とされています。事故に対する国の責任も裁判で問われず、放射能

に汚染された土壌の上で子供たちが遊ぶことも問題なしとされてしまう現状。今、勇気をもって裁判を戦っている

避難者の方々は明日の私達です。子供達の未来を守るために、共に声を上げ続けていきたいと思います。（T） 

＜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 


