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話したいこともろもろ（栗原裕司） 
                          放射線被ばくを学習する会 

2018.12.15（土）＠文京区/男女平等 

原発事故 

長期性・重大性・政治性 

「罪の大きさ」「怖ろしさ」1 

            ・国が引いた線（避難区域）の外側は「被害なし」 

      ・自分で考え納得・理解することが大切 

  ・私自身の捉え方はまだまだ甘いと思っています 

・・・当事者感、受け止め方、理解度、学習 

 

テーマ（12/2「原子力市民委員会」2の議論も参考に） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１．「放射能」（汚染問題や健康影響・被害）について語りにくく、話しにくいの

は？  

２．放射能被害を個人事（健康影響で感受性の違い、それぞれの人生の物語）と

して捉える。 

３．国（行政）との向き合い方・・主権者という意識。 

４．偏った科学、偏った科学者（医学者）たち 

５．関心を持ち続ける 

６．当「放射線被ばくを学習する会」で学習（参加）する意義 

７．私がよくわかっていないこと 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

                                                   
1 ９団体検討会（12/6）での S さん（いわき市）の発言 
2 UPLAN（20181202 ）第 22 回「原子力市民委員会」映像参照～原発事故被災における「語られぬも

の」を可視化する―心身ストレス、ジェンダー、優生思想と分断 
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１．「放射能」（汚染問題や健康影響・被害）について語りにくい、話しにくい。 

 ・「私も当事者（被ばくした）」と思えば話せるのでは（『終の住処 

を奪われて』監督のお話）。 

 

〇家族や友人にどれくらい話せていますか？ 

 ・家族（長女）とフクイチ事故由来の放射能汚染（食物、土壌、他）について話せていな

い。 

 ・何でも話せる元同僚には被ばくの問題についてよく話しているが、話題にできない相手

も多く存在する・・「難しい」「深刻な」話？？ 

 

〇逆に、それほど話しにくくない話題は 

（１） 喫煙とがん（肺がん、胃がん、食道がんなど） 

（２） 食品添加物（保存料、着色料）と発がん性 

（３） 杉花粉と花粉症 

（４） ピロリ菌と胃がん 

（５） PM2.5 大気汚染と喘息 

（６） 風疹流行と胎児への影響 

 

〇なぜ話しにくいのか？ 

（１）「風評被害」「復興」の同調圧力・・福島県庁「復興」PR、復興庁『放射線のホント』 

・早野龍吾の「産む」には却って冷酷さを感じる。しかし 

・地元産業（農業、観光）は実害は隠したい（商売上）。 

自身の弱みは表に出さないのは自然か。 

（２）ただし、語りにくさは同調圧力（風評被害、復興）によるものだけなのか。 

「放射能」にまとわりついた忌み嫌われるイメージ（がん、遺伝、病気）

によって自制・自重する心理が働くのでは？すなわち嫌な話題だから避ける？ 

（３）安全論の流布によって形成されている世間との乖離・・「もう安全」「時間が経 

った」 

（４）世間（周囲）の「神経質な人」「変わった人」という先入観、レッテル貼り。 

     女性（お母さん、嫁）の語りにくさ 

（５）汚染地の人（農業従事者、観光従事者～旅館、土産物、バス会社）への遠慮、気遣い 
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・「風評被害」論によって害について話すことをけん制させられている。 

（６）水俣病（新潟水俣病含む）における差別、補償金問題 

 

２．放射能被害を個人事（健康影響感受性の違い、それぞれの人生）の問題とし

て捉える。 

 ・成 元哲（そん うぉんちょる中京大）「福島子ども健康プロジェクト」・・中通りでの継続

的アンケート調査から見えてきたもの3 

 ・アンケートで得られた調査結果や生の声のみデータとして使う。 

 

３．国（行政）との向き合い方・・日本人に足りない主権者意識。 

  現在の政治・行政全体が、産業界、米国（軍）のため。 

  利権で動いている政治家、官僚。 

  ・「政府を批判してよい」ということを初めて知ったという大学新入生あり（宇都宮大・

清水准教授4）…私自身もかつてそれに近い感覚がありました。 

  ・国とは？・・ 

① 本来、国・行政機関は利害関係者の争訟の行司役の立場に立つべきでは？ 

→事件争訟の「当事者」に成り下がっている政府。 

・当事者レベル以下…今村復興大臣発言「裁判でも何でもやればいい」 

「自己責任（自己判断）でしょ」 

② 経産省はニッポン資本主義の体現者・牽引者であり産業界の利害当事者＝

代弁者。イノチ（健康）軽視・カネ（経済成長）重視。 

③ 原子力規制庁（環境省傘下）は人的にも経産省官僚組織の支配下に

あって、根本は日本の核企業（東電・三菱・日立など）の利益擁護。 

④ 「放射線審議会」こそ被曝限度の年間１㍉シーベルトを率先して守

らせる委員会であるべき・・実態は無批判な「被ばく容認派」の医学者が招

集されている。 

  ・あるいは UNSCEAR や ICRP、IAEA、WHO、OECD などの国際機関とは？ 

OECD、IAEA などは核産業の利益代弁者では。 

 

 

                                                   
3 UPLAN（20181202 ）映像参照（原子力市民委員会） 
4 同上 
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４．科学、科学者（医学者） 

  ・科学者（ムラ住人）と民衆の乖離…一般の人は科学的に安全といわれても 

「放射能」は怖い。 

   ・故長瀧重信、山下俊一、祖父江友孝、高村昇、中川恵一、越智小枝、渋谷健司や福

島医大教授陣らの背後にある闇（過小評価圧力の淵源は？？）。 

 

５．関心を持ち続ける 

  ・本能的に放射能を怖がる感性が必要では。 

  ・関心持続のベースは「怒り」→原子力ムラ（政治家、官僚、電気事業者、放射線関連

企業、研究者、医学者、技術者） 

  ・マスコミ報道によって「福島安全」が刷り込まれてしまっている（それとなく

福島に関するニュースに触れて）～「地域の祭り」「農村の田植え、稲刈り」「観光地

の様子」「食（地酒）」などに関するものを日常的に見せられて）・・自衛隊の広報手

法と同じ。 

・事故当事者（避難者、福島在住者）のお話を聞く機会（裁判、集会、

書物）を得て聞き続ける・・まだまだわからないことが多い。現地

の人の気持ちは想像力が足りなければ住んでみないとわからな

い？？ 

・世界の「核被害」のルポなどを読む…前田哲男『棄民の群島―ミクロネシア被爆

民の記録』（1979 年） 

 

６．当「放射線被ばくを学習する会」に参加して 

 ・「運動のインフラ」…スローガン叫びに終始せずにいられる。基本的知識があれば議

論もできるし意見も言える。 

 ・レベルの高い知見、意見に接することができる。 

 ・エビデンスに基づいた議論。 

・批判の切り口が提供される（中西準子、野口邦和、「しあわせ」～松本春野） 

・政府/専門家会議等への参加、傍聴経験・・①環境省「福島福島第一原発事故に伴う住民

の健康管理のあり方に関する専門家会議」、②厚労省「原発作業員被ばく限度引き上げ

の検討会」 ③放射線審議会、④原子力規制委員会 

 ・福島県県民健康調査の議論経過、論点、批判点についての確かな情報。 

 ・市民研究会や学術研究イベント情報が紹介されるので参加でき学習できる。 
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７．私がよくわかっていないこと、わかるべきこと 

  ・放射性物質の挙動（①自然界・・山林、河川、農地、海洋 ②体内・・滞

留・排出） 

  ・外部被ばく、および内部被ばく（影響評価）…医学者、科学者の言いぶり 

がよくわからない。 

  ・自然放射線と人工放射線の違い（人体影響など） 

  ・土壌汚染と空間線量（相関、扱いの軽重） 

  ・国の避難区域/線引き（設定）の意味・・線の外側は「被害なし」という

一方的な‘決め’→国（政府=経産省）は中立のふりをしているが利害当

事者では！ 

  ・福島県内での放射能影響健康影響（甲状腺がん以外の） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

↓                ↓                ↓ 

「ふくしま大交流会フェスタ 2018」（12.9）に参加して 

 福島県職員、一般来場者と話しました 

 ・・政府リスコミの成功例 

１． ４０代男性（郡山市在住、小学生、２才児の親）「環境再生プラザ（除染）」ブー

ス担当 

① 甲状腺検査について 

「‘強制検査’だった１回目は受けさせたが、２回目以降は受けさせていない」 

「他県（４県検査のことか？）と比べて（甲状腺がんの）発生率が特別高いと

は思わないので」「周り（職場、近所？）の家はほとんど同じ考えだと思う」 

当方の質問「４、５年後にもしお子さんが甲状腺がんになったらどう思うか」 

に対しては 

「放射能由来だとは思わない（から後悔しない）」 

② （反被ばく）運動を行っている人たちへの意見 

「批判的な意見をどんどん出してもらいたい」（「そうしないと政府がきちんとや

ってくれないから」 

「でも、意見を押し付けないで欲しい」（「科学的見解はいろいろあって」も

「決断してそこに住んでいるのだから」） 

「４，５年１０年後に（健康影響で）なにも起こらなかったら責任取ってくれる

のか」この発言には当方、予防原則の話をした。 
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「毎日（放射能のことを）考えていると疲れるのであまり考えないように

している」 

③ 「科学者にはきちんと説明してほしかった」→小佐古東大教授「２０ミリ」涙の

辞任会見。 

 

２． 東京都在住の IT 関係４０代男性（中学生の子あり）～一般来場者 

① 「リスクとなるのは放射能だけではない～たばこ、交通事故、他多数」 

（「お子さんの健康や将来が気にならないか？」との質問にも「リスクが多く

あるのだからそのなかで放射能ばかり考えても仕方ない」→当方は「放射能は

わずかな量でも危ない！」と強調。 

② 「福島県の空間線量はだいぶ下がっている」これに対しては福島市渡利の土

壌汚染状況（本年 3 月測定で３９１万 Bｑ/㎡）の事実を伝えた。 

③ 「これまでも 1950～60 年代には太平洋上で大気圏核実験が数多く行われ放

射能が降り注いでいる」ので「福島原発事故による放射能だけ考えても意味がな

い。」 

④ 「政府（安倍政権）にはいろいろやることがあって、原発問題（廃炉？健康被害？）

はワンオブゼムなのでは」…ここまで権力・行政に取り込まれてしまっているの

かと嘆息。 

 ３．「廃炉」ブースの県職員（４０代男女） 

   ①男性職員「いろいろ意見があることは十分承知しています」 

②女性職員「ここ（ブース）は議論する場ではありませんので、違う場所でお願いし

ます」 

 ４．「こみゅたん」ブースの説明員（３０代女性） 

  ・誤った説明「被ばくによる健康影響＝がんの発生（０．５％増加）は１００ｍSｖを

一時（いちじ、いっとき）に浴びたときの影響です」と来場者に説明していたので「１

００ミリは累積線量ですよ」と問いただすと「よくわかる人に確認させてください」。

…当女性職員は「こみゅたん福島」で運営を委託されている組織の職員で受付や案内

を担当とのこと。 

   

※私の感想 

１．県関係者（職員、協力組織員）は当然だが「公式見解」を述べ批判的意見に対しては

「いろいろな意見があっていい」「そのようなご意見があることは承知している」とか

わします。ただ話して感じたのは‘腹の中’（本音）でも「公式見解」に‘洗脳’

された考えを抱いているように思います。‘洗脳’（教育、思い込まされる、意見言

えない？）の例として大学後輩の県庁退職者の発言を想い出す（「福島には原発による

被害なし」）。 
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２．上記 IT 関連業務男性の話を聞いての感想は、多くの人は、マスコミ報道や政府

広報によってかなり‘洗脳’されてしまっていると思いました（政府広報＝リスコ

ミは一定程度成功している！）。 

３．地方自治体が国の失政の尻ぬぐい＆お先棒を担がされて（担いで）いる。 

 …県職員の前向きな使命感すら感じた。 

↑（ここまで）           ↑                  ↑ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◎福島原発事故７年超経過後のニッポンの状況 

１．現状 

（１） 政府、マスコミによる「放射能安全論」「福島/復興イメージ」の流布 

① リスクコミュニケーション会議（100 回） 

② 「安全」「復興」を刷り込むニュース、報道（農業、観光） 

（２） 時間経過し、関心低下。 

（３） マスコミがほとんど報道しない（圧倒的に少ない）・・避難者

の実態、甲状腺がんなどの健康被害実態等、告発記事などがほとんどない

（土壌汚染、焼却場、指定廃棄物の再利用問題など）。 

（４） 裁判 

 

〇私自身の現状（みなさんはいかがですか？） 

（１） 事故直後に味わった恐怖感は時間とともに薄れている。 

（２） 食品、農水産物の汚染についての注意感覚もやや薄れつつ・揺れつつあ

る。 

※食品規制値 100Bｑ/kg に慣らされている？（事故前の数値と比べ

るべきなのに） 

① 福島から避難している方のお話を伺うと今でも料理で水道水は使わずペット

ボトルの水を使っているとのことですが、私の家での調理（炊飯、味噌汁） 

では水道水を使用（浄水場は埼玉県三郷市）。 

② 野菜類はスーパー（イオン、西友など）で妻が調達（妻は無頓着）。 

・産地は茨城県（レタス、白菜、ネギ）、栃木県（ネギ、白菜、キャベツ）群馬 
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県（キュウリ、白菜）千葉県、埼玉県（キュウリ、ナス、ネギ）、高知県（ナ 

ス）、宮崎県（キュウリ）など 

・コンニャク、タケノコ、キノコはほとんど食べなくなった。 

・果物（柿、柚子、栗）などは産地を確認。事故前よく食べていた栗なども汚 

染が気になって食べなくなった。 

③ 水産物は野菜よりも気を使っている。 

・食べる量・種類は事故前よりもだいぶ減っている。 

・ただし最近はやや注意感度が低くなりつつある（ワカメ、マグロ、回 

転寿司のネタ） 

・現在も敬遠している魚介類・・タラ、ヒラメ、タコ、川魚 

（３） 私自身よくわかっていないこと、分かるべきこと 

・指定廃棄物処分（試験開始、公共工事で処分）…マスコミ（テレビ、新聞） 

でほとんど取り上げない。 

・がれき焼却（福島県内の仮焼却施設） 

 

※原発事故と私 

〇病気に対する感性 

 ・病気、健康について心配症…中学時代（結核）、医療被曝（毎年の X 線撮影、CT 撮影）、

電磁波影響（高圧電線、携帯電話） 

 

〇社会問題への関心 

１０代（1970 年初頭）・大学浪人中『朝日ジャーナル』購読、大阪万博へ行かず。 

２０代（1970 年代） ・公害問題で茨城鹿島コンビナート住友金属見学（大学民法ゼミ） 

・松下竜一（『豊前環境権裁判』－豊前火力発電所建設反対運動、「草

の根通信」、『暗闇の思想を』『砦に拠る』『風成の女たち』） 

           ・宇井純（東大自主講座「公害原論」）に参加、テープ起こし手伝い。 

講師（丸木画伯夫妻、野坂昭如、） 

・足尾銅山・谷中村跡地見学ツアー参加 

・『四日市・死の海と闘う』（田尻宗昭 1972 岩波新書） 

・『複合汚染』（有吉佐和子 1975） 

・『ぼくの町に原子力船がきた』（中村亮嗣 1977 岩波新書） 

３０代（1980 年代） ・郡司篤孝（食品添加物）…西荻窪・自然食「ほびっと村」学習会 

・太田竜の日本みどりの連合・党…自然食、自然農法、東洋医学 

・高木仁三郎の活動、著書 

・野本三吉（横浜ドヤ街・寿町） 

・チェルノブイリ原発事故体験・・輸入食品規制～粉ミルク含有「乳
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糖」に関してアジア諸国で規制基準が一番厳しかったのがタイ国。 

・伊方原発「出力調整実験」全国的規模の反対運動（1988）…四国電

力に電話で抗議。 

・『まだまにあうのなら』（甘蔗珠恵子 1987） 

 

〇2011福島第一原発事故 

 イ．この事故をどう捉えたか 

  ・形容の言葉として「人類史上」あるいは「世界史的」な重大過酷事故と捉えた。

新約聖書『ヨハネの黙示録』中の「苦よもぎ」。 

  ・身内で「殺人事件」が起きたような衝撃を受けた。 

ロ．３号機爆発映像を観て恐怖感。「終わった」感。 

ハ．事故直後のテレビ解説に釘付けとなりそのころは不安が大きく知識もなかったので

だいぶ参考にした（NHK～関村直人東大教授・水野倫之解説委員、日テレ～諸葛宗男東

大教授、他）。 

ハ．事故直後からインターネットで風向きを調べ、自宅や実家のプルーム到来状況を予測。 

二．事故収束に関して広瀬隆さんや後藤政志さんのお話に釘付け（ネット映像）。 

ホ．埼玉県の HP の放射能単位桁数を意見投稿して修正してもらった。 

へ．３月１４日（月）１５日（火）は首都圏で JR が全線不通で‘自宅待機’・・外出に伴

う被ばくが避けられた。 

ト．同日、長女が仕事で外出するのを制止できず（当人の知識不足）。 

チ．３月２１日（月・祝）午前は埼玉県南部大雨（プルーム含む）・・このときカッパは

着ていたが５～１０分屋外作業（呼吸もためらわれた）。 

リ．福島現地の事故直後の混乱が記憶に残る（テレビ、ラジオ、ネット）。 

  （１）南相馬市・・救援なし（「取り残された」市長、クリーニング業女性経営者の

訴え） 

  （２）いわき市・・流通トラックも乗り入れを控え市内で物資（生鮮食品ほか）も不

足。 

ヌ．事故後の NHK/ETV 特集映像・・数十本自宅テレビに録画されている（再視聴したい

が故障中）。 

  ・記憶に残る映像 

（１） 飯舘村の農家の後継ぎ青年・・家の前に広がる農地を見つめながら「割に合

わなねーなぁ」 

（２） 飯舘村農家の主婦・・裏を流れる川の川魚が泳ぐ光景を指さして「こんなに

泳いでんだよー。獲って食べたんだよー」 

（３） 養鶏場（鶏舎）の光景・・おろおろする養鶏業の男性。 

（４） 酪農家の主婦が涙ながらに飼っている牛をトラックに載せて避難させる光景。 
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（５） 福島市の女子高生と長崎被爆者老人との交流・・私学高校側は手紙受け取り

や面会を拒否。 

（６） 阿武隈川に放射性物質が流れ込み集積する光景。 

（７） 福島市渡利の中学校校長が校庭の汚染について語る。 

 ル．『プロメテウスの罠』（朝日新聞連載） 

ヲ．小出裕章さんの６０歳以上だったら福島の農業を支援すべし「食べて支援」に

動かされて近所のスーパーで福島産の桃を購入。 

ワ．東北のがれき受け入れ問題（福岡県、大阪府、東京都などが受け入れ）に関してよ

く理解できていなかった。 

 

〇文化人、有名人の発言 

 ・勝間和代…事故直後の発言「原発事故では一人も死者が出ていない」。 

     避難に伴う関連死も「事故（による）死」と捉えるべき！ 

・北野武…坂本龍一の「脱原発宣言」を揶揄（「楽器で大量の電気を使ってる」）。 

・村上龍…「東京の汚染はだいぶ低い（データで自ら確認）」（YOUTUBE 映像） 

 

〇事故後、私のエピソード 

2011 年 5 月・・埼玉県在住ですが、実家のある栃木県（南部）まで出かけられませんで

した（福島原発方向の北方向へは恐怖感で行けなかった）。 

2011 年 7 月・・[原発＝原爆]という想いで広島原爆ドーム・記念館を初めて訪れた。途中

急遽思い立って山口県祝島（上関原発立地現地の向かい側）を訪れ反対運

動の中心にいる青年を尋ね話を聞こうとしたが不在。帰りのフェリーで

は福島から避難している母子の何組かと乗り合わせる（祝島の反対運動

団体に招待されての帰路）。原発立地予定地は祝島港の海を挟んで３キロ

向かい側。柳井港と結ぶフェリーは立地予定地近くを通過し自分の目で

見た。 

2012 年 5 月・・がん手術。術後 CT 撮影多数回（44 歳以降の「医療被曝=CT 撮影」累積

線量が心配）。 

2012 年 7 月・・官邸前デモに初めて参加（野田首相・政権への再稼働反対デモ）・・数万

人集まる！普通の OL が勤め帰りに参加（現在、デモ参加など意思表示す

る人がだいぶ減っていますが、再稼働反対意見の割合は高いと思います）。 

2013 年 12 月・・当学習会に初めて参加（テーマ「放射線なんでも学習会」）。 

2014 年 5 月・・学習会の「企画検討会」に初参加…学習会の場よりも勉強になっていま

す。 


