
帰還政策・原発再稼働へぬきと
目見原発・原被瞭運動奄めぐる

最近の情勢と展望 ’

講演概要

1.帰還政策との関連で徳島事故の放出放射能による

健康被害ゼ口論を検討する→避難者約10万人を年
間20～50mSv地域に帰還させると、最新の放射線

科学の見地から見て、いったい何が起こるか？

2.現在進んでいる再稼働の倍加した危険性を検証す
る→川内、高浜の再稼働時の妓術的トラブルが示
す原発の設備保守の実状とはどのようなものか？

3.脱原発への展望を考えてみる→自然エネルギーを

基礎とした電力技術革命が進展する中で、脱原発

の展望はどこにあるか？

市民放射能測定所
設立4周年

おめでとうございます

またこのような重要な機会に

お招きいただき非常に光栄です

子供を手段とした帰還政策の強要→

2011年4月の出来事を想起してみよう

．現在、政府・福島県・各自治休当局は、 小中

学校生徒を含めて、乳幼児・子供・青年、さら

には妊婦や若いカップルなどを帰還させよう

と宣伝している／「国道清掃」「聖火リレーJ…
．マスコミは、被曝の危険性がゼ口であるかに

宣伝し、帰還し復興に努力する若者を賞賛し

ている（NHK、読売、サンケイ系などマスコミ）

．今こそ民主党政権下の2011年4月に起こった

出来事を再び想起する必要がある

皆さまに議論していただいた内容が本に

・渡辺悦司、遠藤順子、山田
耕作著『放射線被鳴の争点

一一福島原発事故の鍵廠
被害は無いのか』緑風出版

（定価3240円、ネットはアマ

ゾン以外で）

・市民測定所の皆さま、いろ
いろE重論・質問・意見をいた
だき、ご協力ありがとうござ
いました。

・内容の紹介をしながらテー
マについて考えていきたいと
考えます（要旨を配布）。

小佐古内閣参与・東大教授（当時）の涙

はどうなったのか？

．民主党菅政権下で内閣参

与であった小佐古東大教
授（原子力工学）は、

20mSvの汚染地域に小中

学生を含めて帰還させる

政策に反対して、参与を

辞任。涙の記者会見で『ヒ

ユーマニズムに反する」と

帰還政策を批判した
(2011年4月30日）。



小佐古氏は原子力工学の専門家（原発推進派）とし
て重要な発言をしている→辞任会見を見てみよう

・・・今回、福島ザ.＼の小学校等の校庭利用の級品店単が《，・，filJ20cnSvの被場
を部憾として導出、 V'i導され、 j'ij,11年3,611Sv[ 1f・.lflJ33mSv ：引用者］と決
定され、文郎科学省からJi!'!述が出されている．これらの学校では、 i目常
の俊業を1rおうkしているわけで、その状1創立、通千;i；の放射線防議議準
に近いもの （iド問1皿Sv、特殊な例でも年Htt6mSv）でi!I!則すべきで、
［視{I:は］軍事戒j明ではあるにしても、 [ICRPの］緊急時 （2、3Hある
いはせいぜいし 2週間くらい）に巡川すべき数値をこのl時期に使用する
のは、 全くのHlli.輩いであります． 目・回年lill20mSv近い被ぱくをする人は、
約B万4千人の原子)J強電所の／／.（射線業務従事者でも、極めて少ないので
す．この数値を乳児、幼児、小学生に求めることは、主till！上の見地から
のみならず、初、のヒュー7 ニズムからしても受け入れがたいものです四
年間10皿Svの数値も、ウヲン鉱，，，の残土処分喝の中の梢土 上でも中々見
ることのできない数値ーで｛せいぜい年間数mSvです） 、この数r,i＜年間
20mSv）の1:1:刈t・J:j耳震であるべきであります．
小中校怖の校低の利用法憎に対して、この旬、11020mSvの数値の使仰に

は岨1<I左前するとともに、 何度の孔直しを求めます．

最高108万ベクレル／m2=140mSv/yに相当

皇盈
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60校中24校（4害lj)では、空間線量で年間

20mSvに相当する16万Bq/m2を超えていた

アメリカの医師団体も日本政府に対し

懸念を表明した
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アメリカの『社会的責任のための内科医」（ノーベル平和賞受賞団

体）は、 20mSvに子供を帰還させれば2年間で100人に1人の子供

にがんが発生する（20年間では10人に1人）。「安全とは考えられ

ずJ「良心に反するunconscionableJと警告した→福島の住民の反

対行動でlmSvの『目標」は確認、 20mSvの『基準」はそのまま

(1：）同jJ'i6号線の消抑ポヲ
ンティア所助には多くの中高
生が是主力flした．子l!もI主マスタ
も着)IIしていない． (2015ft' 

10月1011)

現在に戻ると福島県の各学校における土

壌汚染『週刊女性自身』今年3月22日号
－，＝扇面持帽を拘覗丙明圃‘ ド ー冒－ ・・ - . E ‘ 

調査した福島県の小中学

校60校のうち8容lの48校で

国の『放射線管理区域』

(4万Bq/m2）の基準を越え

る土ill汚染が観測された。

放射線管理区成では、

・一般人の立ち入り禁止

e1a歳未満の就労禁止

・10時間以上の就労禁止

・飲食の禁止

・防護服の着用
福島では乳幼児－子供や妊

婦を含めて人々が普通に

生活させられている。 ’ 

安倍首相の記者会見での
外国人記者に対する回答

・健康に対する問題は、今までも、現在も、こ

れからも全くないということははっきりと申し

上げておきたいと思います。

2013年9月7日オリンピック東京招致決定時の内外記者

会見。首相官邸のホームページにあります
http：／／•、糊w.kanteo.,oJp/Jp/96 _obe / stl>lem ,ol/ 20 1 3/090 7 a ,genl ;ne. no,g・i.html



帰還政策の大前提＝政府の健康被害ゼ口
論→現在の理論闘争の最大の争点

・ 環境省の『東京電力縞鳥第一原チ力発電所事故にffう住民の健康管’
理四あり方に関する専門家会f＆』の『＇I'll日取りまとめ』 (2014'P: 
12月221cj)

『今般の卓般による住民の故礁の線盆にj監みるとJ ｛つまり被爆線
量がlOOmSvlこ満たないので） 「福助県及び福砧近隣県においてj

『がんR官邸中に統計的有意援をもって変化が険Illできる可能i1，は低

f放射線被腸lこより遺伝ft影慢のi由加が織別されるとは （－;I!)されな

『不妊、D/i児への膨容のほか、 心血管疾！ll、1'.11句隙を合む確定的影

轡が今後明加することは予想されないJ

その他に影響は特定されていない→健康被害は全くない・ゼロだと

いう見解

『わ泊、らないJ fはっきりしない」 『明ら持、て’なし、』もぜ口論

ゼ口論押しつけ＝被曝ファシズム
． r健康被害があるJという見解＝『風評Jという攻量産／『美味し

んIま」（鼻血）への攻撃／朝日「報道ステーション」（小児甲状
腺がん）への攻撃と古館氏降級／『月刊宝島』の休刊／『Days

Japan』「線量高い」への『福島をおとしめるJとの攻撃（現在
進行中）／放射線の健康被害を指摘する研究者の解雇

・福島県健康調査委：子供の甲状腺がんの「多発』は認める
が、放射線との関連は『考えにくいJとして認めない

・避鎚者のti助切り捨てれ7年3月での住宅緩助の打ち切りな
どllこよる（20～50mSv/y地減への）帰還の事実上の強要

・原発約50基の再稼働計画（2030年度電源構成案）の策定・
始動→約20年（10年）に1回の福島クラス事故確率を想定

・他にも露骨なデマによる政治（デマゴギー）の推進司安倍首
相『アンダー・コントロールJI経産省『原発は｛事故があって
も）最も安価な電源』／丸川環境細「1mSv基準根拠ないJ

責任をとるべき専門家会議委員の名簿

明石真君（代理｝ 般射線医学総合研究所理事
同剖正文 福島県立医科大学総悟m,1学長
荒井保明 国立がん研究セン聖一 理事‘中央病院長．鰍射線路断判長
石川広己 日本医師会常任理事
遺蹟啓吾 京都医痕科学大学学長
大久保一郎 筑:Ii'大学医学医療系保健医僚政積分野教侵
奪回文子 薬品食品m生研究所安全情報部長
佐々木l軍人 目寓病院腫窃セン世ー特別願悶
宍戸文男 福島県立医科大学医学制肢射線医学講座教綬
清水ー雌 日本医制大学名誉教綬
鈴木元 国際医疲福祉大学ヲリニッヲ院長
祖父江主宰 大阪大学大学院医学系研究科頃噴医学教1畳
長湖盟慣｛鹿畳）長崎大学名誉教陵
中村附司 東北大学名誉教段
丹羽太貰 福島県立医科大学理事長付特命教授
伴 1重彦 東京医震保健大学東が丘肴腹学部教侵
本間俊充 目本原子力研究開発機構安全研究セン合一長

環I寛省ホームベージhl切：／／w帆 v.env z。jp/chemVrtun/canf/ canl01-info.hflnl 

「広島は原爆から見事に復興した、福島も
復興できるはず」という復興宣伝の危険性

．福島事故の放出放射能量が広島原爆とは桁違い

• Cs137換算で福島原発事故は広島原爆の約600発

分の放射能をばらまく（世界的観測網に依拠した推

計、政府の過小評価された推計でも168発分）

・放出規模がまったく遣うので、同じように考えて行

動するのは、 自殺的危険（実は広島でも避難が必

要だった、当時は無知だが今は既知のこと）

健康被害ゼ口論の基本的特徴

．「放射線防護jという理念そのものの否定／事散が

起こっても被害は『予想されない」のだから、人々を

放射線から「防護Jする必要はない、という考え方

• ICRP、BEIRなど＝放射線防護のための機関＋原

発推進のために放射線被鳴を人々に受忍させる道

具→現在政府はその「防護』の理念さえ否定

• 2段階 の課題 ①ICRPなどの放射線防護モデルを

利用→『被害はゼロではないJ「かなりの被害が予

j則される』ことを示す ②ICRPなどのモデル＝大き

な過小評価、を明らかにする→このままでは大量死

と大規模な健康被害が出るほかないごとを警告

・ネパダ核実験場との比較
徳島原発事故は、Cs137換算

で、アメリカのネパダ核実験織で
の大気中核爆発の全出力（2.5メ
ガトン）の約4倍（9.6メガトン）の
放射能をばらまいている（政府の
過小評価された推計でも同等以
上）写真・兵士を使った人体実験

1ネバターJ豆長T二五五
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