
モニタリングポストは

私たちの権利

モニタリングポストの継続配置を

求める市民の会・片岡輝美

第50回被ばく学習会



文部科学省

2011年11月から
リアルタイム線量測定システムの

設置を開始
｢きめ細かい放射線量の測定を｣

行うため

2012年2月21日から

放射線量観測マップを公開
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福島県内の放射線監視体制
リアルタイム線量測定システム

2974台

可搬型モニタリングポスト 576台

水準ポスト 12台

監視ポスト 39台
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リアルタイム線量測定システム

の撤去が意味すること

福島原発核事故被害の

『見えない化･見せない化』

パターナリズムの支配

市民の権利の剥奪
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2016年2月10日

原子力規制委員会

｢原発事故から5年経過｡

モニタリングの取り組みの

整理と見直しを」
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原子力規制庁

｢避難指示･解除区域の一部を

除き､多くの地点で充分に

低いレベル。時間的変動も小さく

安定している｣
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原子力規制委員会

｢避難指示･解除区域の市町村を

中心に継続する方針｣を決定

2016年2月10日
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2015年12月

会津若松市内9箇所で

モニタリングポストの撤去

2016年1月
地域住民の要望で説明会を開催

1台の撤去を阻止
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福島民報 2016年2月11日

原子力規制委員会 見直し方針を決定
2016年2月10日
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2017年12月
原子力規制委員会は

福島県及び県内市町村へ意見照会
を実施

撤去は時期尚早

汚染土の搬出はまだ始まっていない

住民は､まだ不安を持っている

震災時の住民の不信感を助長する

国の責任において継続を！
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県や自治体の意見に対する
規制庁の説明

県民が正しく理解し無用な不安を

抱かせないためにも、

効果的な情報発信を行い、

丁寧な説明に努めます。
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県や自治体の意見に対する
規制庁の説明

撤去順の変更等について
要望があれば､

市町村ごとに個別協議します｡
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県や自治体の意見に対する
規制庁の説明

福島第一原発の監視は

水準・監視ポストや

可搬型モニタリングポスト体制を

適切に維持することで

十分な体制が取られています。
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2018年3月20日

継続を求める県･自治体の

意見を無視して

撤去計画の方針を発表
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リアルタイム線量測定システム見直しについて
2018年3月23日

15



撤去の理由
放射線量が低く安定している
機器の耐久年数が来ている

2020年度末､復興庁の廃止に伴い､

予算が終了する
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日々の安全を
目視できる唯一の情報

『知る権利』

継続か撤去かの判断は
私たちにある

『決定する権利』

2018年4月

モニタリングポストの継続配置を
求める市民の会 発足
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モニタリングポストの継続配置を求める

第1回原子力規制庁 交渉

2018年4月16日
参議院議員会館にて
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県内自治体への要請行動が続く
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会津若松市長に継続配置を要請
2018年5月14日

画像:民の声新聞､他 21



2018年6月から県内各地で

『リアルタイム線量測定システム見直し』

住民説明会が開催
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15市町村 18会場で住民説明会を開催

モニタリングポストの継続配置を求める市民の会作成 27



メディア報道
継続配置を求める市民の声
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各市町村議会

継続や計画中止を求める

意見書の提出が続いた｡

福島民報 2018年7月14日32



第2回原子力規制庁 交渉
2018年7月20日 参議院議員会館
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規制庁の説明

•リアルタイム線量計はセシウムに特化しているが

、我々が残そうとしている可搬型は他の核種にも

対応している。

•住民説明会は反対したい人たちが参加している。

•撤去に賛成な人はわざわざ来ない。

•復興予算が2020年度末で切れることは確実。

•新たな予算獲得には合理的な説明が必要。

•ある程度は整理させていただきたい。
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規制庁の説明

•気になる人は､ハンディタイプ線量計で自由に

測ってほしい。

•万が一の時は、モニタリングポストを見に行か

ないでほしい。

•我々が適切な指示を出すので屋内退避。勝手に

逃げないでほしい。

•原発周辺には可搬型ポスト･監視ポストなどが

あり、何かかあった時には対応できる。

•放射線量はインターネットで常時確認できる。
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市民の会の訴え
 緊急事態宣言発令中なのに、撤去はありえない。

 線量は依然として高いままだ。

 山は除染していない｡山菜など出荷制限もかかっている。

 原子炉は安定していない。

 廃炉作業、除染作業、焼却作業が続く現状では、何か起

こるかわからない。

 リアルタイム線量計は目に見える唯一の判断材料。

 福島で暮らす以上、いざという時、線量がすぐにわかる

ことが重要。

 ネットで確認しろといわれても、インターネット環境に

ない人もいるし、非常時は停電もありうる。
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市民の会の訴え
 ハンディタイプ線量計を借りに行くのは負担が大きい。

 緊急時には無理。

 復興予算が終わるなら、新たな予算を確保すべき。

 廃炉までの継続配置は、原発を推進している国の責任。

 事故後SPEEDIの情報は隠蔽された。

 事故が起こっても再稼働させる国を信用できるはずがない。

 国への不信感は拭えない。自分で確かめたい。

 撤去の基準は0・23μ㏜/h以下。「これぐらいなら大丈夫」

と､初期被曝を余儀なくされた私たちに更なる追加被曝を強い

るのは酷い。

 住民説明会の申し込み制は威圧的で申し込みづらいやり方だ

った。
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規制庁の発言

廃炉作業に伴う危険性について

・万が一の事故の可能性はあり、起こることを

想定している。

・建屋の外に放射能が漏れる可能性もあると

認識しているが、あれ(原発事故当時)ほどの

事態にはならない。

・避難指示区域外は避難の必要はない。

・一時移転しなければいけないレベルは

20μSv/h。
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規制庁の発言

継続のための維持費について
・規制庁におけるモニタリングポストの目的は監視。

・監視以外の目的、安心のためなどの理由で継続を

求めるなら、維持費は県や自治体で負担していた

だくことも必要。

・国は一定の責任を持つが全てというと無理がある。

・自治体との協力なしには成り立たないと

ご理解いただきたい。

原則として
予算は合理的に使わないといけない。
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規制庁の発言

自分の目で確認したいという意見について

・不測の事態が起きても無用な被曝を避けるため

モニタリングポストを見に行かないで。

・自分で判断しないで。

・今度こそは正しい情報を伝え、我々が適切な

指示を出すので勝手に逃げないで。

・屋内退避をして。

全国的に
避難計画必要なしの根拠となる発言
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福島民友 2018年8月24日

住民の声が2019年度予算を獲得！
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422018年9月11日 NHKはまなかあいづ調べ



県市議会議長会も継続を要望
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2018年11月5日
「リアルタイム線量測定システムの

継続配置」を含む国･県への要望事項可決

福島民報 2018年11月6日



442018年11月13日現在 市民の会のまとめ



第3回原子力規制庁交渉 2018年12月7日
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第3回規制庁申し入れの要請事項

46

１，リアルタイム線量測定システムは、

国の責任において廃炉まで継続させること

２，継続のために必要な予算は

国の責任において確保すること

３，被曝防護における格差が生じないように

自治体との協議には必ず県を交えること

４，専門家の意見を聞く際には、

市民の会推薦の専門家も交えること

５，見直し案方針を強行せず、

今後も県・自治体・市民の会との協議を続けること



第3回原子力規制庁交渉まとめ
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•住民説明会の目的が「撤去の不安を払拭する
ために丁寧に説明する」から「住民の声を聴
く」に変わっていった。

•18回の住民説明会を開催しても住民の不安を
払拭することができなかったことを認めた。

•MPの意味や役割が規制庁と住民では異なっ
ていることを認めた。

市民の声の高まりによる成果



第3回原子力規制庁交渉まとめ
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科学者の立場にある斉藤参与から

「20mSV/yは絶対的な数値ではなく

不確実性を伴う。

あくまでも目安である」

との見解を引き出せた｡



第3回原子力規制庁交渉まとめ
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•廃炉作業に伴う危険性はあると認識してい

るとの発言があった。

•継続配置、または撤去の決定権は住民側に

あることを確認させた。

•規制庁3名の｢住民の意見を反映させていく

｣との個人的見解を引き出せた。
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浮上した問題点･危惧すべき点 その１

•復興庁後継組織の方向性が出される2019年3月に、

「2020年度以降の見直し案」も決定することが示唆

された。

→市民の会として最も阻止したい最悪の流れ

→金子恵美議員の発言

復興庁の後継組織論と福島県民の訴えを

どのように受けとめるかは別問題とすべき。

しかし今も､議論が保留になっている？
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•一時移転の基準｢20μSＶ/h｣や原子力災害

指針防護措置目的｢20mSV/y｣に対する規

制庁の見解はとても楽観的。

•これ以上の追加被ばくを受容できないとす

る住民の見解とかなり乖離している。

浮上した問題点・危惧すべき点 その2

福島原発核事故から学ばない国の姿



2018年7月20日 第2回規制庁交渉

･「緊急時にはMPを見に行かないでほしい。

勝手に避難しないで欲しい｣

浮上した問題点・危惧すべき点 その3

2018年10月17日

・更田委員長｢1週間で被ばく100mSV目安｣

2018年9月26日

・東海第2原発、正式合格

30キロ圏内に約96万人

被ばく防護に反する発言
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福島民報 2018年9月27日

市民約96万人の避難は不可能
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福島民報 2018年10月18日 毎日新聞 2018年10月17日
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国が考える福島原発核事故被害とは？

国民に被ばく防護をさせない国

不可能な住民の避難を､｢する必要

がない｣にすり替えているのでは？

住民は｢避難｣をしたから､

死亡したと考えているのでは？
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安定ヨウ素剤の配布と避難は

合わせて検討されているのか

原子力規制委員会

｢安定ヨウ素剤の服用に関する検討｣

2018年12月
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｢MP設置の決定権は

事業主である規制委員会にある｣

浮上した問題点・危惧すべき点 その4

住民の声は届けたが、

規制委員会の決定が覆ることにはならなかった

との言い訳に使われる？
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復興庁の後継組織に向けて…
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さらに広がる撤去反対の声

朝日新聞 2019年2月28日 59



福島原発核事故から9年目
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何度も､民の権利を奪う国

劣化し続ける国

何度も､いのちと尊厳を
踏みにじる国



情報の共有の場を設ける。

各地の市民の会と連携する。

自治体レベルでの取り組みを継続する。

福島県に具体的な提案・協議を継続する。

引き続き市民の声を高めていくために…

2020年度以降の予算について
国会議員との協議する｡
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お茶会＆報告会の開催

地域での情報共有

規制委員会への
プレッシャー

住民の繋がり
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2019年2月21日

会津若松 お茶会＆報告会
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パルシステム東京｢わいわい号｣4月号掲載 64



これからも…

原子力規制委員会に

決定権は住民側にあることを

訴え続けていく

県議会･参議院議員選挙

立候補者との対話
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子どもの未来と権利を守るために

モニタリングポストの継続配置を！

モニタリングポストの継続配置を求める市民の会
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