
1 1

市民研ニュース　Vol.20 2015 年 1 月 10 日発行

People's Institute of EnvironmentPeople's Institute of Environment

市民研 news20

京
都
大
学

出町柳駅

河原町駅

今出川通

御陰通

里
の
前

叡山電車

四条通阪急京都線阪急京都線

京
阪
本
線

鴨 

川

賀
茂
川

高
野
川

鴨 

川

賀
茂
川

高
野
川

河
原
町
通

東
大
路
通

八
坂
神
社

元田中駅

百
万
遍

市民環境研究所
（石川ビル）

川
端
通

【年会費（１口）】
■正会員（１口以上）
　個人：5,000 円、学生：2,500 円
　団体：20,000 円 
■賛助会員（３口以上）
　個人：1,000 円、団体：10,000 円

NPO 法人　市民環境研究所
〒 606-8227　京都市左京区田中里ノ前 21　石川ビル 305
Tel & Fax　075-711-4832
[E-mail] pie@zpost.plala.or.jp
http://www13.plala.or.jp/npo-pie/index.html

師走の街を選挙カーが走り回り、市民研でもその掛
け声がよく聞こえた。この左京区と隣の東山区と山科
区の 3 区が京都第 2 選挙区である。

共産党・民主党・自民党の候補 3 人で争われた選挙
は民主党候補の当選で終わった。窓越しに聞こえたそ
れぞれの主張でもっとも分かりやすかったのが、自民
党の候補者のものである。彼がどのような経歴である
かは全く知らないが、曰く「政権与党の候補者・私を

当選させ、こ
の選挙区に経
済活性を持っ
て き ま し ょ
う」と。実に
明瞭である。
マスコミの事
前予測で自民
党の圧勝が伝
えられたころからはますますこのフレーズだけを叫び続
けていた。政権与党に刃向かうなら、利権はこの選挙区
に廻って来ないぞと叫び続けていた。

実に率直と評価してあげねばならないと思うほどであ
り、原発も秘密保護法も集団的自衛権もすべて語られな
い選挙が終わった。彼は落選したが、安倍政権は絶対多
数を得た。これがこの候補者だけではなく、この国の主
流なのだろう。　　　　　　　　（写真はイメージです）

この国は
これからどこへ
行くのだろう

石田紀郎

この事務所を開設し、個人的な事
務所としてひとまず走り出したのは
2003 年 4 月のことである。多くの
方の支援で NPO 法人の資格を取得
し、会員制度も確立し、関西にいる
人ばかりではなく、以前のつながり
を大事にしてくださる遠方の人にも
会員になっていただいた。

そのような方々には、この事務所
そのものを利用していただく機会は
少ないが、情報の共有と運動の連帯
ができればと願っての毎日であり、
毎年 6 月の総会やその後の記念講
演会などに遠路を来洛いただいた会
員の皆さんに感謝である。

今年の総会は、本ニュースレター
に講演内容を寄稿いただいた中地重
晴さんに、世間でいう「美味しん坊」

騒動がいかに非科学的な言論弾圧で
あったかを話していただいた。フク
シマの放射能被爆児童に鼻血が多発
していることを題材にした漫画に向
かって、政府関係者が虚偽であると
攻撃した騒動である。まさに言論弾
圧の典型的動きであった。

昨年の本誌の巻頭文で、公害現場
の４つの死を、アラル海消滅を例に
あげて書いた。自然環境が死に、生
き物が死んでいき、その環境と調和
して成立していた地域社会が死に、
最後に公害そのものの存在を世間が
忘れ去る死と書いた。

フクシマはまさにその過程をたど
っている。形ばかりの除染という作
業をして、局所的に放射能汚染を除
去し、その部分だけで「科学的に測

定」して、放射能は許容水準になっ
たから、住民は帰還しろと言う。政
府はもとより、マスメディアまでが、

「帰還をためらう住民たち」と見出
しを付けて、故郷に戻らないのは住
民の責任であるかのように喧伝して
いる。

関西にいると、フクシマのニュー
スを見る機会は激減した。そして、
人々はフクシマを忘れ去り、最後の
死へと導いている。そのまとめがこ
の 12 月の解散であり、総選挙であ
った。戦後最低の投票率で戦後最低
の内閣を誕生させ、ますますフクシ
マの忘却に走るこの社会に対して、
市民環境研究所はどのように闘うの
かの議論を深めていきたい。

どうか会員の方々からの情報提供
と運動提案をお願いする。

石田紀郎（市民環境研究所代表理事）
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『藻谷浩介さん、経済成長が
なければ僕たちは幸せになれ
ないのでしょうか？』

藻谷浩介・山崎亮著（学芸出版社）
『デフレの正体』『里山資本主義』

の著者、藻谷浩介さんとコミュニテ
ィデザイナーというユニークな仕事
をされている山崎亮さんの対談本。

「日々お感じではありませんか。皆
が口にする、いかにももっともらし
い総論が、どうも自分が身の丈で感
じる現実とはずれているということ
を」という藻谷さんのまえがきで始
まるこの本には、経済的には決して
成長しているように見えない地域で
幸せそうに暮らす人々の姿がいくつ

か紹介され、それぞれについて検証
されている。また、日本が本当に貧
乏になっているのかを数字で見るパ
ートでは、日本の国際収支の推移な
どを示しながら「今の日本は、数字上、
お金は稼いで貯めていても有効な使
い方ができておらず、ただ貯め込ん
で不安に怯えているようなものだ」と
語る。

山崎さんのあとがきでは「『電力が
不足すると経済成長は鈍化する。そ
れは困るから原子力発電所を再稼働
しよう』こうした思考から抜け出す
必要がある。…遅きに失するとはい
え、もう一度暮らしの実感から各人
の幸せについて真剣に考えるべきだ
ろうし、それを実現するための新し
い『常識』を掲げて行動すべきだろう」
と記されている。全く同感である。

「経済再生、この道しかない」と
信じている方々に読んでもらい、お
たずねしたい。「高度経済成長時代、
バブル時代、バブル崩壊…、そして今、
あなた自身の幸せと経済の関係は比
例しているのでしょうか？」と。

小丸和恵（arumonde 暮らしを楽しむ会）
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あの総選挙の意味

会員のみなさんに感謝

フクシマを忘れさせようとする
社会と、どう闘うか
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トが必要であると思われた。
主観的健康観は双葉町で悪く、

精神神経学的症状も双葉町・丸森
町で悪くなっており、精神的なサ
ポートも必要であると思われた。
これら症状や疾病の増加が、原子
力発電所の事故による避難生活又
は放射線被ばくによって起きたも
のだと考えられた。

2014 年 5 月に漫画「美味しんぼ」
で、鼻血の問題だけがクローズア
ップされてしまい、双葉町住民の
健康悪化を真剣に考える機会が封
じ込められてしまったことは残念
である。

また、宮城県丸森町は、福島県
境に接しており、福島原発事故に
よる放射能汚染地域であり、住民
には、放射能汚染脳汚染に関する
ストレスがかかっており、双葉町
民と同様の健康被害が出てきたと
考えられた。

　
　

国は、強制的に避難させた半径
20km の警戒区域と計画的避難区
域については、線量によって、避

難指示解除準備区域、居住制限区
域、帰還困難区域の 3 か所に分け、
年間５ミリシーベルト以下を目安
に、住民の帰還をめざすとしてい
るが、本来、そのレベルは放射線
管理区域に相当し、飲食や 18 歳以
下の労働の禁止、個人積算線量計
による被ばく管理が義務付けられ
ている。子どもが生活することな
ど考えてはいけないレベルである。

除染作業は、汚染土壌の中間貯
蔵施設の建設にめどが立たず、思
うように進んでいない。山や森を

除染することは到底できず、長期
にわたって高濃度の放射能汚染は
残り続ける。セシウムの半減期か
ら 100 分の 1 になるのには 300
年はかかる。

我々が生きている間に、汚染地
域を一般人にあたえられた年間 1
ミリシーベルトの被ばくに抑える
ことは困難である。高濃度汚染地
域については、帰還を断念し、東
京電力にきちんと補償させるとい
う決断をする時期に来たと考えて
いる。

2015 年 1 月 10 日発行市民研ニュース　Vol.20

福島第一原発事故による深刻な
放射能汚染について、国が情報を
ださないので、市民向けに公表す
る必要がある。事故直後から、放
射 能 測 定 器 の 整 備 に 着 手 し た。
2011 年 5 月には、筆者が代表を
務める有害化学物質削減ネットワ
ークの事務所（東京都江東区）で、
市民向けの放射能汚染測定を開始
した。開始直後に、神奈川県小田
原のお茶の葉から高濃度の汚染を
確認した。以来、主に、関東近辺
の有機農業生産者からの依頼測定
を実施してきた。また、その後、
全国各地で市民測定所が開設され、
精度よく測定するための技術的な
支援、標準線源の提供や学習会の
開催などを行ってきた。

2012 年 5 月には、SAFLAN（福
島の子供たちを放射能から守る法
律家ネットワーク）からの相談で、
双葉町に内部被ばくを測定するホ
ールボディーカウンターを寄贈す
ることに関わった。双葉町は井戸
川町長 ( 当時 ) の判断で、避難所や
町役場の機能を埼玉県加須市に移
したため、福島県からの支援が他
の双葉郡内の町村ほど届かない傾
向にあったので、町独自で内部被

ばくの検査機器を保有せず、適切
な支援だったと考えている。

それ以降、放射線による健康問
題のアドバイザーとして、双葉町
に協力してきた。岡山大学大学院
生命科学研究科の津田敏秀氏、頼
藤貴志氏、広島大学医学部の鹿嶋
小緒里氏と共同で、双葉町の町民
の健康状態を把握するための疫学
調査を実施した。

調査の目的は、福島第一原子力
発電所事故により、避難住民の中
に健康影響への不安が募っている。
福島県では、福島県立医科大学を
中心として、県民健康管理調査が
行われてきたが、様々な問題点が
指摘されている。今回の調査では、
県民健康管理調査ではカバーされ
ていないと思われる様々な症状や
疾患の罹患を把握すること、比較
対照地域の設定をしっかりと行う
ことを通して、どのような健康状
態が被ばくや避難生活によるもの
かを評価・検証することを目的に
調査を行った。

福島県双葉町、宮城県丸森町筆
甫地区、滋賀県長浜市木之本町の 3
か所を調査対象地域とし、事故後 1
年半が経過した 2012 年 11 月に質
問票調査を行った。木之本町の住
民を基準とし、双葉町や丸森町の
住民の健康状態を、性別・年齢・
喫煙・放射性業務従事経験の有無・
福島第一原子力発電所での  業経験
の有無を調整したうえで、比較検

討した。
主観的健康観に関しては、調査

時点で、木之本町に比べて、双葉
町で有意に悪く、逆に丸森町では
有意に良かった。さらに、調査当
時の体の具合の悪い所に関しては、
様々な症状で双葉町の症状の割合
が高くなっていた。双葉町、丸森
町両地区で、木之本町よりも有意
に多かったのは、体がだるい、頭痛、
めまい、目のかすみ、鼻血、吐き気、
疲れやすいなどの症状であり、鼻
血に関して両地区とも高いオッズ
比を示した。

3.11 以降発症した病気も双葉町
では多く（肥満、うつ病やその他
のこころの病気、パーキンソン病、
その他の神経の病気、耳の病気、
急性鼻咽頭炎、胃・十二指腸の病気、
その他の消化器の病気、その他の
皮膚の病気、閉経期又は閉経後障
害、貧血・血液）、両地区とも木之
本町より多かったのは、その他の
消化器系の病気であった。治療中
の病気も、糖尿病、目の病気、高
血圧症、歯の病気、肩こりなどの
病気において双葉町で多かった。
更に、神経精神的症状を訴える住
民が、木之本町に比べ、丸森町・
双葉町において多く見られた。

今回の健康調査の結果に関して、
震災後１年半を経過した時点で双
葉町住民には様々な自覚症状が多
くあり、疾患の多発が認められ、
治療中の疾患も多く医療的サポー
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無駄で無意味な除染をあきらめ、
深刻な放射能汚染と向き合う社会を

中地　重晴(熊本学園大学)

2014 年 6 月 21 日に開催した市民環境研究所定期総会後の記念講演会には、
約 100 名が参加。福島原発事故後の健康問題について調査した中地重晴さ
んが深刻な被害状況を報告した。

「福島とつながる京都の会」は、
2013 年 5 月にウィングス京都で

「写真展 飯舘村」京都展を開催いた
しました。この京都展は、原発事故
を日本全体の問題として考えてもら
うきっかけになればと思い、企画・
開催したもので、飯舘村で酪農を営
んできた長谷川健一さんが原発事故
発生直後から村の風景や住民の生活
を撮った１万点を超える写真から
50 点をまとめ、展示したものです。

このたび、飯舘村写真展実行委員
会は長谷川健一さんがその後も撮り

ためた写真を中心に内容を一新した
「写真展　飯舘村 Part Ⅱ」を開催
することとしました。内容は、事故
から３年が経過して、本格的な除染
が始まった村の様子や避難生活の日
常、新たに始まろうとしている補償
問題（ADR）の動き、新しい生活
への萌芽などを長谷川さんならでは
の観察で捉えた写真です。

そこで、福島とつながる京都の会
としても、福島原発事故の重大さを
理解し、全村避難を余儀なくされた
飯舘村村民の苦しみ・悲しみ・怒り
に寄り添い、忘れないために「写真
展　飯舘村 Part Ⅱ」京都展を下記
のとおり、企画・開催します。

なお、「写真展 Part Ⅱ」の開催中、
映画「飯舘村　私の記録」を毎日、
１回上映します。

　記

１　日時 　2015年3月4日（水）
〜15日（日）正午から午後7時まで
（最終日は、午後６時まで）
（休廊日は、9日、10日）
映画「飯舘村　私の記録」
毎日午後3時から
２　場　所
町家 Gallery cafe 龍
京都市北区紫野下石龍町3-5
（075-555-5615）
３　料　金　入場無料
４　主催名
福島とつながる京都の会
５　連絡先
NPO法人　市民環境研究所
京 都 市 左 京 区 田 中 里 ノ 前 町 2 1
（075-711-4832）

2014 年度総会■記念講演

Tウォッチの放射能汚染への
取組み

[写真展]
「飯舘村 Part Ⅱ」

のお知らせ

双葉町への支援

高濃度汚染地域の
放棄の決断を
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「バイバイ原発３. ７きょうと」
[ 名称 ] バイバイ原発３. ７きょうと
[ 日時 ] ２０１５年３月７日（土）
　午後１時３０分開会、午後２時４５分終了、　デモ出発
[ 主催 ] バイバイ原発きょうと実行委員会　
[ メイン講師 ] 小出裕章
[ スピーチ ]
１　鈴木絹江（ＮＰＯ法人ケアステーションゆうとぴあ理
事長）
２　松田正（「福井から原発を止める裁判の会」原告団事務
局長）

あまりにも大きな犠牲があっての
ことだったが、ようやく、あたりま
えのこととして「脱原発」が語られ
る可能性がみえてきた。しかし、「脱
原発」に向って乗り越えなければな
らない課題は山ほどある。圧倒的な
科学技術の時代に私たちは生きてい
るが、私たちとはまるで関わりのな
いところで開発実用化されるさまざ
まな科学技術の便利さを、なかば自
動的に買い求めるだけの存在になっ
ているかのようだ。わが身を振返れ
ば、科学技術のなりたちについて、
じつは、何の知識も権限もないでは
ないか。

発言権あるいは異議申し立ての権
利を行使できるのが「市民」である
とすれば、この状態では、私には「市
民」の実質が伴っていないことにな
る。これほど多くの巨大な原子炉が
建ちならび、とうとう起きてしまっ
た現実の大惨事を目のあたりにして
も、「安全神話」を増殖させた原子
力の専門家たちをただ糾弾するしか
できないのでは、やはり何か大きな
ものが欠けていると思わないわけに
はいかない。なによりも、原子力の
ような大切な問題を専門家まかせに
してきたという、おそるべき無責任
さが私たちの側になかっただろう
か？ 
「原子力自主講座」はこの反省か

らはじまった勉強会で、原則的に毎
週一度、2014 年 2 月以来は市民環
境研究所にメンバーがあつまり、課
題についての報告・議論をしながら
進んでいる。目標は膨大な専門知識
を抱え込むことではなく、あくまで
も自分自身で考え意見をもち、問題
を専門家まかせにしない市民に近づ
くことにあり、「講座」といいなが

ら特定の講師がいるわけではない。
もちろん、汚染の広がってしまっ

た地域の状況からも、新たに設けら
れた原子力規制委員会などの政府組
織の動きからも目をはなせない。私
たちに際限なく大きな課題をつきつ
ける、進行中のこれら現実の事柄に
ついては、勉強会メンバーで役割分
担をし、それぞれが簡潔なコメント
を出しあうことで、毎回の情報共有
をするようにしてきた。しかし、こ
れだけでは結局ものごとの表層をと
らえることに終始してしまいかねな
い。だからこそ、多少時間がかかっ
ても、より深いところで問題をとら
えられるよう勉強会をはじめたので
もある。

その眼目は、こういった今起こり
つつあることを専門家ではない私た
ちが理解するための自前の枠組の獲
得であり、今日の原子力産業社会の
なりたちを、あらためて跡づけるこ
とにある。それをひとことで言えば、
原子力の歴史を勉強するということ
になる。実際この一年は「放射能」
の発見者キュリー夫人の伝記を読む
ことからはじめ、今さらながらと言
うしかないが、気づき確かめられて
いくことがあった。そのじつに単純
明瞭なひとつの例を紹介しておこ
う。
「原子力」とは原子核の分裂から

得られるエネルギーのことだ。人間
が獲得した科学的知識によって、そ
れ以上には細かく分けられないはず
の原子を人為的に分裂させ、火薬爆
発のような化学的結合によるものと
は千万桁も違う大きなエネルギーを
発生させることを指している。その

「原子力」の最初の実用目的は、広島・
長崎における想像を超える破壊と大

量虐殺だった。
日本での最初の商業用原子力発電

が実現したのは、広島・長崎から約
20 年後、出力 16 万 kW の東海発
電所だったが、より実質的な「平和
利用」の開始を表すのが、敦賀原発
からの電気を大阪の万博会場に送っ
た 1970 年のイベントだったとすれ
ば、それは広島・長崎から 25 年後
のことになる。技術輸入によらない
国産原発が稼働するようになるに
は、さらに数年が必要だった。「平和」
利用のため、いったい何にこれほど
の時間がかかったのだろうか。

わずか 100 万分の 1 秒のうちに
起こる原爆の核分裂連鎖反応の速度
を 20 時間以上にも遅くし、しかも
その連鎖反応の状態を数か月間以上
も維持しつづけるという、ある意味
では精妙な技術の開発、そして超高
エネルギーの過酷な物理状況に耐え
られる装置の開発が必要だったこと
は言うまでもない。が、それ以前の
問題として、原子力技術は核兵器へ
の転用を厳しく規制する国際的管理
の下に置かれており、けっして自由
化された科学技術の世界ではなかっ
たのだ。

かつてニールス・ボーアは、アメ
リカ中をそのための工場にするなら
ば原爆製造は可能だと計算した。そ
のとおりにしてアメリカは極秘のう
ちに 4 年で原爆をつくった。日本
も同様に厳しい規制のもと、みっち
り半世紀のあいだ、私たちの多くは
知る機会がないまま、国中をそのた
めの工場に着々と造りかえ原子力発
電を進めてきた。「脱原発」は、そ
こに発生した膨大な既得権益の放棄
を意味することにほかならない。

原子力自主講座報告 原子力何でも相談室報告

問題を専門家任せにしない
中尾ハジメ(市民環境研究所会員)

次世代のために必要な知識を身につける
島田真理子(市民環境研究所会員)

チェルノブイリ・フクシマ京都の集い」
[ 日時 ]2015 年 3 月 29 日（日）午後２時〜４時３０分
[ 場所 ] 京都アスニー３Ｆ第８研修室（丸太町七本松西入
[ メインテーマ ] チェルノブイリを忘れず、フクシマ問題を
訴える／高浜３・４号炉再稼働反対
[ 内容 ] 講演　「原発事故から４年が経って」武藤類子さん

（福島原発告訴団団長）／映画「チェルノブイリ・クライシ
ス」1986 年ソビエト映画
[ 参加費 ]1000 円
[ 主催 ] チェルノブイリ・フクシマ京都実行委員会
[ 共催 ] 福島原発告訴団関西支部
[ 連絡先 ]075-465-2451（佐伯）

お知らせ

　《毎月 0 の付く日（10・20・30 日）
の午後 1 時 30 分から市民研究所で
相談室を開設しました。ただし、土
曜日、日曜日に当たった場合は開き
ません。》
　今年（2014 年）4 月末に市民研
ブログ上で上記の告知をし、5 月か
ら河野益近さんを講師に迎えて相談
会がはじまりました。
　 参 加 ご 希 望 の 方 は 075-711-
4832 まで連絡を。不在の場合は連
絡先を録音しておいてください。』
講師の出張時などは休みになるた
め、2014 年 12 月 20 日現在、計
14 回の相談会（勉強会）を行いま
した。テーマはほぼ以下の通りです。
第１回　 基準となる線量率計の読

みに対する各線量率計の変動幅　
第２回　 汚染した場所に住まざる

をえない子どもの尿の測定をする
理由　

第３回　 系列核種以外で自然界に
存在する放射性核種　

第４回 　放射能・放射線・被曝に
関する用語と単位　

第５回　 各地の放射能汚染測定結
果　

第６回　 原発事故の生物への影響
をチョウで調査する（資料・科学）

第７回　 東京の放射能汚染測定結
果　

第８回　 核分裂とは
第９回　 福島第一原発事故による

放射能汚染
第10回  通常計測される放射性物

質について
第11回　高速道路（いわきー新潟）

パーキングの汚染状況
第12回　米の全量検査その信頼性

について
＊

　参加者は毎回５〜 10 名ほどで、
学生から年輩者まで、専門も職業も
様々です。
　相談（学習）内容は、放射能の基
本的なこと、例えば単位の意味や放
射性物質の種類についてなど（基本
的なことの理解がなかなかできませ
ん）、講師自ら測定に行かれた実測
データに基づいた話、福島第一原発
やその周辺の状況の深刻さ（県や国
の施策は帰還・復興であるが、帰還
するにはあまりにも蓄積された土壌
などの汚染線量が高い）、福島県だ
けではなく東京を含む関東の汚染事
情、さらには福島事故以前の核によ
る汚染の歴史から学ぶこと（日本に
もまだ核実験時代からの汚染が残っ

ている）など、あらゆる角度から捉
えた放射能です。
　正直、現実を知ることは、時に残
酷で辛いこともあります。ですが、
このような相談会で知ることでし
か、現状はわかりにくいです。知ら
ない方が幸せかもしれないと思うこ
ともあるけれど、参加者と共有しな
がら学び、また共有できる存在があ
ることが、これからこの問題と長い
付き合いをしていく上では意味があ
るように思います。ひとりだけでは
とても辛いです。
　次世代、その次の世代が、今以上
に汚染された環境に置かれないため
に、避けられるものを避けるために、
自ら選択して生活をするためには、
そして次世代に引き継ぐためには、
知識を身につけるしかないと思いま
す。
　日本はますます「本当のこと」を
伝えない残念な国になっていくよう
に思えます。このような相談会に参
加できることに心から感謝していま
す。来年もまた相談会が継続されて、
できれば、子育て中のお母さんや、
これから子どもを産む若い世代の方
にも参加してもらえるようになるこ
とを願います。


