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第4回 福島現地調査
福島の食の安全と安心
「野馬土」(右)
屋根の上に太陽光パネル

米の放射線量測定器(下)

食品の放射線量測定器(右)

目

次

第4回フクシマ現地調査・福島の食の安全と安心
放射性物質汚染から農業を守る取り組み...............................................2
福島の食の安全と安心
放射線量は測って測ってはかりまくれ!...........................................5
第４０回公害総行動の準備すすむ
歴史的な節目にふさわしい総行動へ.................................................8
DVD『地球温暖化をとめて２ 未来につなげ! 』....................................9
COP21に代表団を.................................................................................................10
JNEP情報 .....................................................................................................................11
1

JNEP 公害・地球環境問題懇談会

第4回フクシマ現地調査
福島の食の安全安心と再生可能エネルギーをテーマに
2015年3月14(土),15日(日)フクシマ現地調査実
行委員会主催により、第4回フクシマ現地調査がお
こなわれました。参加者は年金者組合、私たちの
環境サミット、福島原発かながわ訴訟を支援する
会など40名(現地メンバーを含む)。
14日、池袋を立った一行は午後には、福島市あ
づま総合体育館で行われた福島県民大集会に参加
し、そのあと相馬市のコミュニティカフェ「野馬
土」(のまど)までの道中、八田純人さんと三浦広
志さんのお話をうかがった。「野馬土」では、米
や野菜の放射能測定装置の見学をし、漁民の岡本
さんからお話をお聞きした。

夜は福島・生業訴訟原告団(南相馬市在住)の被害
者との交流を行った。
15日には南相馬市から小高地区などの農民連に
よる太陽光発電パネルを三浦広志さんの案内で見
学した。さらに浪江町請戸小学校を見学、昨年10
月に開通した国道6号線を南下し、大熊町、双葉町
を通過。福島第二原発を遠望。佐藤三男さんの案
内で富岡駅周辺の見学、楢葉町宝鏡寺にてご住職
の早川篤雄さんのお話しを伺った。その後いわき
市にて渡辺博之市議と原発労働者のSさんのお話し
をお聞きし、一路池袋へ。

放射性物質汚染から農業を守る取り組み
一般社団法人 農民連食品分析センター所長 八田純人

八田純人さん
農民連の食品分析センターは、放射性汚染物質、
残留農薬、遺伝子組換え作物の検査などをおこ
なっている。皆さんの生活に近い立場に立って検
査をするのがモットー。
日本は1996年にWTO国際協定に加盟をした。こ
の時に輸入食品が大量に日本に入ってくるので、
何かしらの歯止めになるような分析施設が必要と
なり、農民連が中心となってこの検査センターを
募金で作りあげた。募金で設立されたこの規模の
施設は、世界にも5つあるかないか。市民運動と
農民運動で作り上げたという実績でいっても世界
的に例のない施設。
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ただ実情はきびしい。昨年も500万円を超える大
幅な赤字。営利目的ではなく、いかに皆さんや農
民の生活が豊かになるかという視点で分析業務を
やっている。今回、福島原発事故がおきてから放
射性汚染物質の検査をはじめた。募金活動に支援
をいただき、現在では測定機器を4台配備して、
調査、研究、農産品の安全性の確認に役立ててい
る。
2011.3.11の地震を発端にして、致命的な引き
金を引いたのが3.14の3号炉爆発。茶色い煙があ
がるのを見て、これはもうあとには戻れないとこ
ろにいるという印象をもった。私たちはそれまで
放射能検査には取り組んでいなかったが、かつて
それらと向き合う機会や、機器導入に踏み切ろう
とかと悩んだ出来事があった。検査部門を構築し
ていたらと悔やまれたが、その出来事は私たちの
活動に教訓を残した。私たちが開所したのが1996
年。3年後の1999年、東海村JCO臨界事故があった。
この事故は外に汚染物質はほとんど漏れていな
かったのに、茨城県全体の農産物が売れなくなっ
た。
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つまり放射能がかかわる事故がひとたび起これば
放射性物質が漏れようが漏れまいが、その地域の
食糧生産能力を確実に奪うことが出来るというこ
とだった。今回の事故も確実にそうなると思った。
3.12には放射能検査部門の立ち上げを決意した。
しかし、この時感じたのは「無力」ということ。
これまで私たちは高度な分析装置がなければでき
ない様な検査であっても、知識を集め、古い試験
法や簡易試験法を発掘し、検査結果を届け、解決
に努めてきた。
だが、放射性物質汚染だけは、検査装置がなけれ
ばどうにもできない。安全とか安心とか、「食べ
てもいいよ」というお墨付きをだせない。そもそ
も汚染の存在すら確認できない。
私たちは中国から入ってくる農産物の残留農薬
汚染を指摘して法律の改正までさせた。
放射性物質はこれらと全然違う。
3月12日から募金活動と機械購入のために各所に
問い合わせてみても、まず、即金であることとか
警察と消防と自衛隊が優先。汚染状況の簡単な把
握すらできない。
3月19日にジャーナリストの植田武智さんから
TCS-161を借用して放射能測定を始めた。3月22日
に日大、野口邦和先生からTCS-172,TCS-146を借
用、CPS測定が可能になった。農民連事務所にい
た三浦広志さん(小高から東京に逃げていた)と再
会。衣類の簡易検査をした。高いレベルを検出。
このころテレビでは「大丈夫ですよ」と言ってい
たのには違和感を感じた。
3月23日に日大、野口邦和さんから鉛ブロックを
借用。簡易測定環境がそろう。食品検査環境が整
い、本当に嬉しかった。
3月24日に千葉県のホウレンソウ畑で放射性ヨウ
素換算10000 Bq/kg相当を検出
4月4日茨城県北部の産直センターから届く野菜各
種に基準値超過が疑われるレベルの汚染を確認。
4月15日フランス労働組合CGT(原発関係の労働者
もいる)から募金をもらった。Ge半導体各種分析
装置の手配を打診。フランスではお金で支援する
より物でという風習がある。
8月12日にAloka社製食品汚染測定器CAN-OSP-NAI
納品。本格的な放射線汚染の検査に入った。簡易
測定器では放射性カリウムも一緒に測ってしまう
が、これで放射性セシウムとの見極めが可能に
なった。

9月3日大東大の山口由二先生と浪江町津島(空間線
量が普通に測っても毎時10μSくらいある)の森林
汚染と日本蜜蜂、スズメバチの巣や蜂蜜の汚染調
査をした。
9月16日Canberra社製Inspector1000型システム導
入
10月7日Aloka社製食品汚染測定器CAN-OSP-NAIを福
島県農民連に配備。
12月13日Aloka社製食品汚染測定器CAN-OSP-NAIを
追加
2012年3月27日Ge半導体検出器配備。精密分析開始。
右も左もわからない状態からの検査のスタート
ではあるが、農民や消費者の立場に立った検査を
すすめてきた。汚染がどこにあるのか、隠すので
なく、実体を把握することが大事。農地がどれく
らい汚染されているかということをマップ化しよ
うという活動も始めている。GPSを内蔵している測
定器を使って、どこがどれくらい汚染されている
か、そこに汚染があることを知るということが汚
染を防ぐことの最大の手段になる。
いままでは空間線量のマップをみて汚染がどこ
にあるかを判断していたが、最近は農業資材の移
動によって汚染が持ち込まれる可能性もわかって
きた。汚染された農業資材を畑に入れてしまうと、
汚染されていなかった畑も汚染されてしまう。こ
れもちゃんと把握できるような仕組みを作ってお
かないといけない。震災直後に作られた空間線量
マップだけではわからない。もっときめ細かく検
査して結果をマップ化していく活動が必要。
具体的に今の汚染の状況は。
2011年から2014年にどのくらいの検査をおこ
なったかというと、2011年に2810件、2012年に
3524件2013年が2122件2014年1631件の検査を行っ
た。
年々検査数が減っていく。風化と東電の対応が原
因。今東電は検査費用を賠償しない。出荷制限に
よって、賠償する地域と賠償しない地域が分れて
いる。例えば農家が、「放射能測定しないで出荷
するのは、罪の意識がある」そう思い、測定した
ら、放射能は検出されなかった、もしくは基準値
は越えなかったとする。この検査費用を東電に請
求すると、「あなたの経営的都合で勝手にやった
んでしょう。だから検査費用は賠償できませ
ん。」といって出さない。
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かといって、もし基準値以上検出したとすると
「わかりました」といって検査費用を払うんです
よ。やらないとわからないのに、やったら「あん
たの都合でしょう」と。ほとんどの地域で検査を
しても検査費用が出してもらえないという状況が
続いている。
検査はお金がかかるもの。私達の施設は残留農
薬検査もしている。これは結構なお金がかかる。
でも検査すればその野菜を買う人が「ああ、農薬
検査済みなら安心ですね」といって、プレミアム
を付けて高く買ってくれる。
でも、放射線検査はそうじゃない。やっても、
「それが当たり前」といわれ、その費用は単に農
家の負担になるだけ。
だから東電の言うような「あんたの経営上のメ
リットを得るために検査をやっているんだから」
というところの、どこにメリットがあるといえる
のか。放射性物質検査は農家の自己負担になる時
代になっている。積極的に検査をやってもらえな
い背景。その結果検査数が減っていくという状況
になっている。
東電を含む日本の電力会社が、ここ十年間どの
くらいもうけたかをまとめた日本大学の先生が作
成した資料がある。東電は、震災が起きた2011年
度は7584億円の赤字。ところが2013年度、つまり
震災から2年後には3989億円の黒字となっている。
この金額はここ10年間の当期純利益のなかで一番
儲けたことになる金額。不等とは思えない賠償金
の支払いを渋ったりするのに、一方では過去10年
間で最高の利益を上げている。これで被災地の方
を向いているのかと聞かれれば「向いています
よ」というのには私は納得できない。ちなみにほ
かの電力会社のほとんどが赤字です。2013年の決
算で黒字になっているのは東京電力と東北電力、
北陸電力それに沖縄。なぜ沖縄が黒字かというと
原発をもっていない。
農作物の検査7000件超えたデータのうち皆さん
の関心が高いお米についてのデータを報告します。
Ge半導体検出器という一番厳しい測出器で測定し
た結果です。
2011年から2014年までのデータ。このデータには、
福島のデータは含んでおらず、関東近県と東北の
米だけのもの。そのほぼ99%は10 Bq/kg以下の米
が流通している結果。試験に用いるのは主に玄米。
精米するとほぼ半分に減る。汚染は低レベルにあ
り、安全に食べられる時期にきていることを実感
している。
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科学者は「大丈夫だよ」という。しかし、安全と
安心は違うと思う。安全だから食べろというのと
安心して食べられるというのは違うと思う。たと
えば新築ピカピカで、まだだれも使ってないトイ
レにお肉を落としたとします。
それを拾い、新鮮なうちにおいしく調理したもの
食べろ、といわれても、多くの人は食べる気には
ならないでしょう。このお肉、私を含む科学者の
科学的視点から言えば、安全なお肉だと言える。
健康被害は起きないはず。でも、そういうことで
はない。健康被害はゼロでも食べたくないという
気持ちもまた大切にしたい。またそういう食文化
を日本は大切にしてきたはず。
お米の放射性セシウムのデータがある。これは
本邦初公開のもの。’11年産のお米673検体のほ
とんどが20 Bq/kg未満のお米であったことが分
かった。中には異常に高くて164 Bq/kgというの
がありましたが、おおむね20 Bq/kg未満でした。
この時の基準値はまだ500 Bq/kgですから軽くク
リアー、今は100 Bq/kgです。今は100 Bq/kgを超
える米はもうない。
福島にも試験室を設けた。福島の試験室立ち上
げは大変だった。試験室の放射線量が高すぎる。
測定器に鉛の遮蔽体があるから大丈夫だと思って
いたが、そうではなかった。測定器に何も入れて
ないのに、放射性セシウムが検出される。びっく
りした。遮蔽体を貫通して放射線セシウムのγ線
が入ってきちゃうんですね。低レベル測定が難し
い環境。福島の汚染状況を改めて思い知らされた
スタートだった。
放射能汚染は福島だけでなく、たとえば東京の
ある場所(板橋の大学の屋上緑化された場所)で捕
まえたダンゴ虫からは1462 Bq/kgが検出された。
スズメバチ類の巣外皮に含まれる放射性Csは南相
馬市で10979 Bq/kg、飯館村で590510 Bq/kg、千
葉県流山市で13160 Bq/kgが検出された。東京の
江東区でも400 Bq/kgを超える巣があった。福島
と東京は地続きですから、福島だけが放射性物質
で汚染されたわけではありません。
食品に関する研究もやっていて、大豆はよくセ
シウムを吸うとか、同じような土壌汚染がある地
域でも作物を変えればうまく作れるということも
ある。実際加工した時どういう風にセシウムが移
行するか池袋のお豆腐屋さんの力をかりて大豆製
品のセシウムを測った。蜜蜂が集めてくる蜂蜜が
どんなデータになるか。
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福島の高レベル汚染地から私の職場の屋上までし
らべた。
私たちの施設は、農民や消費者の皆さんのお役
にたつというのが一番の役割だと自負しているが、
震災から4年間、検査をこなすだけで精いっぱい
だった。集めたこのデータを還元できる場面を作
れない状況にあった。今回、公開する機会を与え
ていただいてよかったと思う。
空間線量と作物の汚染関係はおおむね一致する。
作物によって吸いやすいものと吸いにくいものが
ある。山菜の類は吸いやすい。コシアブラは興味
深いデータがある。スタッフが全国からあつめた
データを見ると、空間線量の低いところでも、高
い放射性セシウムを含むコシアブラが見つかった。
事故以前から汚染があったところもあるのかもし
れない。
農業資材は400ベクレルを超えないものを使用す
るようにというのが農林水産省の基準。これはあ
くまで流通にのるものだけ。農家の中には自分の
山の物を持ってきて使用している場合がある。
「俺は何年も、山の葉っぱを持ってきて肥料にし
ているんだ、これからもそうしたいんだ」という
人の依頼を受けて測定したところ400Bq/kgを超え
ていたことがあった。

その方は畑に自作の肥料をいられないことになっ
た。この方のように検査に持ってきてくれればわ
かり、その後の対策がとれるんですが、知らずに
山のものを採って資材化すると、畑に放射性セシ
ウムを供給することになりかねない。
土とかぎらず食品など含め放射性汚染物質の検
査ですが、うちの会員さんと一般の方では料金が
分れています。どの機械を使うかでも違います。
うちの会員さんでしたらGe半導体検出器を使って
7500円、一般の方で15000円から17000円(東京電力
が出す賠償額が17000円というのがついこの間まで
はあったから、しっかり賠償してもらいましょう
ということで17000円にしている。) 最近この検
査の状態も厳しくなっている。ほかで安く検査す
るところがでてきている。安い方の検査だとうち
の会員さんで4000円。分析装置の値段はGe半導体
検出器は2300万円、その下の機械は460万円と400
万円、お豆腐屋さんの器械が360万円。
ベラルーシのように自治体や公民館など、消費
者などが検査できる場所はあるべきだと思う。本
人が安心するためには当然のサービス。日本の考
え方は出荷するところで安全だと言ったら、もう
他は検査しなくていいという考え方ですが、末端
で検査することで安心が得られるなら都合の悪い
ことはないはず。

福島の食の安全と安心

放射線量は測って測ってはかりまくれ!
浜通り農民連／「生業」原告団

三浦広志さん

放射線から逃れて
3月22日に八田さんが「三浦さん、測ってあげ
ましょう」と言って放射線測定器を私の上着にあ
てがったら、三回くらい針が振り切れた。

三浦広志

「これ15000ベクレルくらいに相当しますよ」と言
われたときは結構ショックでしたね。3月12日か
ら放射線から逃げて、13日の朝、相馬のアリーナ
避難所に到着。そこは暖房もあって畳もあった。
でも、夕方4時になったら「ここは相馬市民の避
難所だから南相馬市民は出ていってください」と
いわれた。後で聞いたら「相馬市民と放射性物質
かもしれない南相馬市民を一緒の避難所に置くわ
けにはいかない」という市長の判断だったという
ことです。
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南相馬市民は八年前に廃校になった相馬女子高
校に集められた。コンクリートにブルーシート一
枚で暖房もない。足立区から来た毛布は山のよう
にあったのに後から来る人に配慮と称して夜7時ま
で配らないと言われた。自分たちで勝手にその時
にいた人に一人あたり三枚ずつ配ったけれども背
中が痛くなるくらい寒い。それで毛布が入ってい
たダンボールを敷き詰めて、その上に毛布を敷い
て寝た。暖かかった。
水はない。トイレは仮設トイレが3基だけ。隣の
体育館は遺体安置所だった。すごく臭かった。遺
体安置所に限りなく近い避難所に隔離された。
相馬市まで避難をする間風向きを考えて避難した
ので線量はそんなに高くないはず。16日の晩に伊
達市の親戚に避難した。あとから聞いたらそこの
線量が高かった。お米は農家だからあったけれど
おかずがなかった。スーパーはどこも閉まってい
た。やむなく山に入ってコシアブラとフキノトウ
を採ってきて食べた。すごーくおいしかった。た
ぶんあの時です、服に15,000ベクレルの汚染がつ
いたのは。
小高の我が家は今はもう0.08μSv(マイクロシー
ベルト)くらいでセシウム濃度もすごく低いんです
が、3月30日に家のクローゼットにかけてあった服
を八田さんに測ってもらったら30,000ベクレルく
らいだった。福島市方向に逃げた浪江町民はもっ
ともっと高い被ばくをしていると思うが、誰も
測っていないのでわからない。
いま僕らは『生業裁判』をやっていますが、これ
は将来問題が起きたときのため東電と国の責任を
今確定しておくためにやっている。
私たちは事実を使って、それを利用して福島県
のよりよい環境を整えていく、そしてまだ残って
いる危ないところなどの情報の発信をしていく。
包み隠さず、福島県内、県外、全世界に発信をし
ていくことを心掛けているつもりです。
米と農産物の放射線量測定
農事組合法人 浜通り農産物供給センターでは
お米の全袋検査もしている。NPO法人「野馬土※」
では野菜や果物の個別の線量も測っている。測っ
て、測って、測りぬくという体制を県にも働きか
けてとらせている。福島県は消費者のところで測
るために6つの大手スーパーの売り場にだけ置くと
いうことを提案した。「そんなことじゃ、直売所
や地域の小売店で物が売れなくなっちゃうでしょ。
希望するところの調査をしてそこに設置して」と。
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すると部長は「予算がありません」私は「予算は
付けるものです。必要なものは必要なんだから、
その分はどんなことをしても勝ち取って付けてく
ださい。」とりあえず福島では言わないとだめで
す。言ったもの勝ちです。福島県全域に測定所を
置く予算はつきました。
いまお米の全袋検査をしていますが、検査機器
代と基本的な人件費は県が国からもらった復興の
ための基金で賄っています。お米を集荷する資金
とか運営費は、東電から30kg袋一袋当たり441円
の賠償金を県が勝ち取っています。そのうちの
200円は生産者や集荷業者などの検査所に米を運
び入れる人に渡し、残った241円で検査所を運営
しています。福島県産のおコメはもれなく測れま
す。
米、野菜の放射線量はコントロールできるか
事故後初めてお米を作った24年には、1170万袋
測って100ベクレルの基準を超えたのが71検体あ
りました。山あいの田んぼで線量が高い。藁を取
り除いてカリウムが不足している田んぼはカリウ
ムとまちがつてセシウムを取り込むことがわかっ
た。それで、福島県の田んぼにはすべて20キロか
ら60キロ、線量に応じてカリウムを撒きます。そ
の結果次の年には28検体が100ベクレルを超えた。
そのうちの27検体は南相馬の原町区の太田地区と
いうところで生産したコメにでた。穂の出る時期
に第一原発3号機のガレキを除くときに埃が舞っ
て稲の上から降ったということがわかった。その
地域の米は100ベクレル越えなくても東京電力が
全部買い上げて焼却処分した。残り1袋、純粋に
100ベクレルを超えた1検体は、福島市のものでカ
リウムを撒いてなかったそうだ。野菜や果物につ
いても、県が最初にその時期のキャベツならキャ
ベツ、梨なら梨を調べてOKなものを二重チェック
して売っている。自分たちが危ないものを食べた
くないという考えでやっている。
震災以前は安全安心な米を食べたいというお客
さんに、無農薬米を高く売っていた。そういうお
客さんは今、福島の米というだけでダメだという。
安全安心ではないから。福島のお米は、外食産業
など安いところに行く卸業者がすべて安い値段で
買っていく。福島のコシヒカリなどは品質がいい
けれど安く買えるからブレンド米のベースにする。
非常に重宝されている。
日本中、世界中多かれ少なかれ汚染されている。
でも、測っていないから、安心です。
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農民連のコメは放射線量を測っているが、基本
的に宮城や栃木、茨城県などでは「日本政府が安
全だというから安全だ。風評被害を助長するので
測定はしないでください。測定しても公表しない
でください」という。ですから特別に熱心な農協
以外はほとんどどこもサンプル以外は測っていな
い。
消費者庁で陰膳調査というのをやっている。モ
ニターの人がたとえば4人家族の家で5食分作って1
食分は放射能測定に回す。この方法で東北と北海
道と関東全県の調査をしたところ、一番放射性物
質が少なかったのが北海道で次は福島だった。関
東のすべての県の人は福島よりも内部被ばくを受
けているというデータがでた。なぜか、測ってい
ないからでしょう。福島県産の食品は米も野菜も
果物もきのこも山菜もみんな測っています。きの
こや山菜などは高いです。でも、野菜、畑や田ん
ぼで作っているものはほとんどコントロールされ
ています。だからこれは食べます。山菜は食べな
い。イノシシの肉は食べない。
測っているものは安全、知らない物は安心?
経産省と交渉するときいつも相手は「福島県だ
け賠償します」とか言うので「放射性物質は福島
県の県境なんて知らないでしょう」と言うんです
よ。海に流れている汚染水見てください。福島県
だけですか、流れてるの。23年の爆発した時、東
京湾の汚染は4年から5年後にピークを迎えると発
表されました。みなさん、今東京湾の汚染の話な
んか聞いたことありますか。汚染されているはず
ですよ。関東のすべての川から汚染物質は流れて
います。福島県の中通りの汚染物質はどこへ行く
か。阿武隈川を通じて、全部洗い流して宮城県に
行くんです。でも宮城県は安全なんです。測らな
いから。
これが現実です。福島県は可哀想だなってみな
さん来てくれたのかも知れませんが、可哀想なの
は知らない人たちです。
生協では放射線量を測っていますよね。測って
いるものは安心して食べられます。測っていない
ものは安心できませんよね。
日本中汚染されたんだもの。水俣にも行ったし、
他の県にも講演に行ったけど線量計持っていきま
すから、どこもあのときは高かったんです。水俣
で0.12μSv/ｈ大阪では0.17μSv/hだったんです。
東京なんか足立区や荒川区は0.4μSv/h軽く超えて
いました。国会議事堂脇では0.28μSv/h、避難先
の小金井の私のアパートでは0.12μSv/hでした。

場所によって全然違います。それが雨や風で集め
られてホットスポットになりますよね。そこで採
れたもの、そこにいる人たちは汚染されるわけで
すよね。
100ベクレルが安全だとか危険とか閾値とか言い
ますが、そんなのは私は気にしていません。なぜ
かというと輸入農産物の放射性物質の基準値は370
ベクレルなんです。うちは餌米を作っていました。
これを買ってもらう予定だったのに、「福島の米
は今年は勘弁してください。輸入品の基準は370ベ
クレルだから福島産はそんなに高くないと思うよ。
でも風評被害で会社で扱うほかの米も売れなく
なったら困るから」って断られた。
爆発したんだから、370ではまずいと国が決めたの
が500ベクレル。チェルノブイリとかベラルーシュ
では20とか30なのに500は高すぎるということでた
だ単に1/5にしたのが100ベクレルです。
福島だけが危険なのか 東電・各省庁交渉で見え
たもの
私達は常に経産省・農水省・環境省など政府や
東電と交渉しています。議員会館で各省庁と東電
本店をずらっと並べて交渉します。それは片方の
省庁が言い逃れをした時にもう一方の省庁にその
言葉を確認するため逃れられないような交渉をし
ています。
私は3月24日に農水省交渉に参加、農水省の方も
目をまっかにして「三浦さん大変でしたね」とい
う。だから「南相馬に一緒に行ってこれからの復
興の計画を立ててください。」とお願いしました。
その時の農水省の役人の言葉は忘れられません。
「私達国家公務員は福島のような危険な場所には
行ってはいけないことになっているんです。」
「ふざけんなよ。だったら福島県民に避難命令出
したんですか」200万人以上いた福島県民のうち
160万人はまだ残っていた。「逃げ出したのは40～
50万人、残りはみんな県内に残っているんです
よ。」
行政は農地、農家の被爆をどうするのか
厚生労働省では年間1mSv以上のところに労働者
を働かせてはならないことになっています。農水
省は言います。福島県民は年間20 mSvまでOKなん
です。福島は爆発したところだから。空間線量2.5
μSvまでは、土地も10,000ベクレルまでは全然問
題ないんです。福島は。
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農水省に誰がそんなことを決めたんですかって聞
いたら、厚生労働省だというんです。厚生労働省
は、国際基準だと言い、「いや、そんな基準は知
りません」というんです、経済産業省は。
農家の被ばくを管理する省庁はないんです。各
省庁に確認をしたら、厚生労働省は労働者が被ば
くをしないように規制はあるけれど、農家は労働
者じゃないですよね。
環境省は除染の担当者はいるけど農家の被ばくの
担当者はいません。農林水産省は賠償の担当者は
いるけど被ばくの担当者はいません。23年の4月
からずっと農地を細かく測ってくれとお願いして
るけど、絶対やらない。測って線量が高いのが
判ったら何か対処しないといけないから。何もで
きない、したくないので絶対しない。
最初は「財務省からお金がこないんです。」っ
て言っていました。次は「福島県の土地を測った
ら風評被害を助長することになります。」ふざけ
んなよ。「福島県でいまさらなにを助長するんで
すか」って聞いたら無言です。なぜ、福島県の
20km圏内の復興が進まないかというとそこにすべ
てがある。
米はつくるぞ
私、農事組合法人の代表理事をしていますから、
組合員から「米、種まいていいのか、苗植えてい
いのか」と電話がかかってくる。「逃げないの
か」と聞くと「逃げない、相馬にいるんだ」とい
うから「だったら米作ってくれ。米は全部俺が売
るからどんどん作ってくれ」

そうしないと元気に生きられなくなっちゃう。気
持ちが放射能に負けちゃう。原発から20km圏内以
外は田んぼがどんどん復活している。東京にいる
と福島で農業なんてやっている人は誰もいないん
じゃないかと思われるかもしれませんが、全然普
通の生活です。
※「野馬土」を相馬地方に住む人の心のよりどこ
ろに
「野馬土」は20年の12月に立ち上げたNPO法人
です。僕らは農民連という団体と事業体として農
事組合法人浜通り農産物供給センターの二つでい
ままでずっときました。基本的には地域を復興さ
せないと福島、相馬地方、浜通りは立て直せない。
だから世界各地からの支援を受けて、地域の再興
のためにNPO法人を立ち上げて、私その代表も
やっています。
屋根にはソーラーパネルがのっています。約
50kw。組合員の土地や屋根に併せて500ｋｗ以上。
お米の全袋検査の器械で放射能検査、直売場、福
島県外の食材も販売しています。カフェもありま
す。カフェをコミニュテイ・スペースとして、今
まで住んでいたところを奪われた人たちが新しい
コミュニティを作っていかなけりゃならない。こ
こに来れば、原発、放射能の話、立て直しの話が
できる。だからそういうことがしゃべれる場が必
要です。そういうことで立ち上げた。ここはそう
いう空間です。

福島の現地案内と再生可能エネルギー、原発労働者に関係する記事は5月号に掲載されます。

■第４０回公害総行動の準備すすむ

歴史的な節目にふさわしい総行動へ
公害・地球懇事務局長 清水 瀞
（１）戦後７０年の今年、公害総行動は４０回
目の歴史的な節目をむかえています。
３・１１から四年を経たいまも福島原発事故は
収束できず、１２万余の人々が避難生活を強い
られ、被害は深刻化・長期化しています。

8

また地球温暖化の進行はかつてない異常気象の被
害をひき起こし、破滅的な危機を警告しています。
福島原発被害の痛苦の反省・教訓をふまえ、原発
に頼らないエネルギー政策に転換し、原発ゼロと
積極的な温暖化対策を求めることが公害総行動の
重要な課題となっています。
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フクシマをくり返すな！原発再稼働は許さない！
ミナマタ・大気汚染・アスベストなどすべての公
害被害者を救済し、公害を根絶せよ！最大の環境
破壊・人権侵害となる「戦争する国づくり」はや
めろ！と要求する第４０回公害総行動の準備がす
すんでいます。
（２）昨年１２月の「箱根合宿」、年明け１月９
日の「第１回実行委員会」「公害団体合同旗開
き」を経て３月２７日に「第２回実行委員会」が
開かれ、準備状況報告・行動要綱・要求交渉など
最終段階の意思統一がされました。
６月３日（水）～４日（木）の行動日程は例年の
とおり七つの行動が基本となります。
■６／３ ①環境大臣交渉（代表委員を先頭に２
０名の代表、被害者代表の訴えはフクシマ・ミナ
マタ）を皮切りに、②霞ヶ関昼デモ ③各省庁交
渉＝福島原発被害の全面賠償要求に関する東京電
力・政府交渉 ④総決起集会（日比谷公会堂）

■６／４ ⑤早朝宣伝行動（霞ヶ関各省・経団
連・チッソ・官邸・東京電力等）
⑥東京電力前抗議行動＝原発ゼロ・ストップ温
暖化・エネルギー政策転換に関する政府各省・経
団連・電事連交渉 ⑦霞ヶ関（環境省前）のまと
め行動で二日間の総行動を終了します。（３）節
目の第４０回総行動では、記念企画として次の取
り組みをおこなっています。
■全国キャラバン――「公害は終わっていない。
闘い続けている」のＤＶＤ上映・訴えは九州・四
国各県で驚きと共感を広げました。５月は東日本
各県にバトンタッチされます。
■総決起集会――現在の日比谷公会堂で最後の集
会（2016年以後改修工事で暫く休館）となります。
映像で４０年を振り返る企画をメインに「構成・
シナリオ」を検討しています。
■４０周年記念誌――３０年の記念誌に続きこの
１０年間をふまえ、「今後の公害総行動を展望し
て」の年内発刊を準備しています。

DVD『地球温暖化をとめて２ 未来につなげ! 』
３月１５日、待ちに待ったDVD、3000本が私た
ちのもとに納品されました。さっそく宣伝し、こ
れまでに普及したのは約400本です。DVDをご覧に
なった方から感想が寄せられ始めました。一部、
紹介します。

今回制作したDVDに出演している気象研究者の増
田善信さんは、お一人で70本のDVDを購入し、普及
活動をしています。以下は、DVD普及のために増田
さんが知人・友人の皆さんに送られたメッセージ
です。
友人・知人のみなさん

専門家レベルの話を市民にもわかりやすいレベ
ルで展開してくれていて、私たちにもわかりやす
かった。地球の野太い声が印象的だったし、プー
吉とチビの二つの人形が意図的に緩衝的役割を
担っていたと思います。グラフも多用されていた
ことで、より科学的裏付けがなされていると感じ
られて良かった。（T大学大学院生）
早速DVDをお送りくださり、ありがとうござい
ます。高校生の娘、中学生の息子と一緒に見まし
た。息子には少し難しかったようですが、人形が
可愛くて評判が良かったです。これから仲間や知
り合いにも購入を勧めたいと思います。

元気象研究所に勤めていた増田善信です。私も
出演しているDVD『地球温暖化をとめて２ 未来に
つなげ！』の宣伝・普及にご協力をお願いするた
めに手紙を差し上げました。
このDVDは「公害・地球環境問題懇談会（JNEP）
（略称：公害地球懇）」が３月１５日に製作した
もので、明日香壽川東北大学教授、伊藤達也原発
問題住民運動全国連絡センター・筆頭代表と私増
田善信が出演しています。内容は・・・
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先ず昨夏の広島の土石流の被害など、異常気象
による被害が激増している映像が流れた後、私が
「異常気象には集中豪雨や竜巻など狭い範囲の激
しい気象現象と、異常な高温や低温など同じよう
な異常な気候が１０日以上も続く現象の二つがあ
る」ことを述べます。以後、明日香さんと私がこ
もごもIPCC(2013)の内容を語り、温室効果ガス、
特に二酸化炭素を削減することが至上命令である
ことを示します。明快な温暖化懐疑論批判も他に
類例はないと思います。
「元の生活をかえせ原発事故被害いわき市民訴
訟」の原告団長の伊東達也さんが、原発の非人道
性を告発しているのも圧巻で、このDVDを見れば
「温暖化防止のために原発を」などという暴論が
出る幕はなくなるでしょう。
最後に、電力会社と大企業がわが国の温室効果
ガスの半分を排出していることを告発した後、明
日香さんが「温暖化防止は“正義”の闘いだ」と
述べます。この発言は、今後の温暖化防止を求め
る市民運動の合言葉になるのではないかと思いま
す。

プロローグとエピローグの地球の「声」の飯塚
昭三さんは宮崎駿のアニメの声優をなさった方で
あり、舞台回しの人形は人形劇団プークの福江美
子さん、日野まりさんが演じています。
そこでお願いです。
同封のDVDは贈呈します。これをご視聴になっ
た上で、もし宣伝・普及に値すると思われたら、
同封のチラシをご活用くださって、宣伝・普及に
ご協力いただけないでしょうか。よろしくお願い
します。
なお、このDVDで私が述べている「異常気象は
２種類ある」ということをはじめて主張したのは
私で、拙著『地球温暖化を理解するための 異常
気象学入門』（日刊工業新聞社、２０１０年）で
発表したものです。
もしこの本をご希望であれば、下記に電話し「著
者の増田から紹介された」と言っていただければ、
２割引きで（本体価格１９００円の８かけ１５２
０円∔税）で頒布してくれます。ご利用ください。
日刊工業新聞社 書籍編集
部部長 鈴木徹
電話０３―５６４４－７４９３

COP21に代表団を派遣
2015年11月30日から12月14日まで、COP21(国連気候変動枠組条約締約国会議)がフ
ランスのパリで開催されます。公害・地球懇は2009年末にデンマークのコペンハー
ゲンで開催されたCOP15に21名の代表団を派遣しました。この派遣を機に、「私たち
の環境サミット」所属の青年たちは昨年のCOP20まで毎年代表団を派遣してきました。
COP21は地球温暖化防止のため、2020年以降の温室効果ガス排出削減計画を先進国
や開発途上国を含めて合意しようとする重要な国際会議です。私たちは福島原発事
故の経験から「核と人類は共存できない」ということを学びました。COP21に集まる
世界中の人たちに、この重要な教訓を発信しなければなりません。
遅れている日本の温室効果ガス削減目標を大幅に引き上げるために、私たちに課
せられた課題は大きいといえます。国民世論を盛り上げるため、公害・地球懇はDVD
を作成し普及するとともに、「原発ゼロと温暖化対策の着実な実行を求める」国会
請願署名を推進しています。
代表団の旅程は2015年11月27日から12月5日までの9日間です。12名程度の派遣を考
えていますが、詳細は次号でお知らせします。担当は常任幹事の橋本です。
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JNEP情報（2015年3月）
経済産業省審議会のエネルギーミックス
経済産業省の総合資源エネルギー調査会で、エ
ネルギーミックスの議論が進められている。いま
のところ事務局資料の数字では省エネは2012年比
約1割強、自然エネルギーは太陽光と風力につい
ては数字を出さず、水力・バイオマス・地熱は
2010年電力量の1割強（現状比微増）としている。
その上で自然エネルギーは不安定でバックアップ
の火力が必要だと、諸外国の自然エネルギー優先
の電力運営を踏まえない議論を行っている。
また、石炭火力推進の観点で、新型石炭火力は
旧型石炭火力に比べればCO2は少ない（注：但し
最新型LNG火力の2倍）、日本の石炭火力を世界に
広めるとCO２を15億トン削減が可能と事務局資料
で発表した。しかし今後の発電所の新設または更
新で天然ガス火力や自然エネルギー発電でなく石
炭火力を選べば、石炭の中で効率が多少いいもの
を選んでも世界で約50億トンを2050年まで排出し
続ける（旧型・浪費型施設をつくり、将来出し続
ける排出のことを「ロックイン」）ことで世界の
温暖化対策を台無しにし、途上国の人々や将来世
代を気候変動の猛威に巻き込むことが懸念される。
今後、日本では省エネと自然エネルギーは余
り大きく見込めないので石炭と原子力が必要で温
暖化対策も少ししかできないとして、エネルギー
ミックスの審議会の結果が、温暖化対策の審議会
（経済産業省の産業構造審議会と環境省の中央環
境審議会）にそのまま提案されて、原発も見込ん
だ低い目標が決められることが懸念される。
石炭火発増設計画、温暖化対策・公害対策に逆行
NGOの気候ネットワークは、石炭火発の新設計
画が43基2120万kWもあり、全て稼働すればCO2が1
億2700万トン排出（1990年排出量の10%に相当）
となる。これだけで日本政府の目標「2050年80%
削減」（環境基本計画）の削減後排出つまり1990
年排出量の20%の半分を占めてしまうと指摘した。
既存石炭火発も大きな排出があり、効率の悪い火
発も多い。

新設・運転継続は温暖化対策に決定的に逆行し、
大気汚染でも大きな問題がある、米国などではイ
ンターネットで発電所ごとの汚染物質の毎時排出
量が情報公開されるのに、日本では情報も公開さ
れていない。
自民党原子力政策・需給問題等調査会は原発・石
炭等大型電源維持
自民党原子力政策・需給問題等調査会は、ベー
スロード電源を2030年6割と提言した。一方、自
民党の環境・温暖化対策調査会は、温室効果ガス
を2030年に2005年比30%削減（1990年比24%削減）
案を事務局が提示したが、反対意見が出て結論は
出ていない。
ベースロード電源6割は、原発と石炭（および
水力地熱、水力地熱は約10%）を念頭に、自然エ
ネルギーを電力運用の中心にするより、大型電源
を中心にする従来路線を継続し、これは原発の復
活と解される。
関西電力が入っている関経連も、2030年ベース
ロード電源60%、原発比率25%超を求め、自然エネ
ルギーは不安定でコストも高く、増やすとしても
20%以下にすべきとしている。
「原発25%」といっても原子力規制委員会が認
めたものでも周辺自治体・住民が合意したわけで
はなく、40年廃炉とすれば2030年には半分程度し
か残らない。25%方針には原発新設と老朽原発の
延命が想定される。経済産業省の外郭団体である
日本エネルギー経済研究所の原発25%(2030年)の
試算では、原発を60年運転した上で数基新設する
ことが想定されている。
NGOが2030年40-50%削減提案
研究者も日本で大幅削減可能と指摘
環境NGOでつくるCANジャパンは、2030年の温室
効果ガス排出を1990年比40〜50%削減する提案を
発表した。45%削減の場合、省エネ35%、自然エネ
割合は全体割合で30%、電気に占める割合では45%
が必要だとしている。
明日香教授ら研究者は、日本の対策研究をレ
ビューし報告した。それによると2030年に40%以
上の削減が可能とする研究も複数あり、生産量や
GDP想定より対策の差の方がはるかに大きいこと
が明らかになった。
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欧州諸国・米国・ロシアが削減目標提出
今年11月末〜12月に開催の気候変動枠組条約パ
リ会議(COP21)は世界の温暖化対策の合意をめざ
す。先進国では3月末までにEU、スイス、ノル
ウェー、米国、ロシアが目標を提出した。スイス
は温室効果ガス排出量を2030年50%削減(90年比)、
EUとノルウェーは40%削減(同)、ロシアは25〜30%
削減(同)、アメリカは11月の米中合意通りで2025
年に26〜28%削減(2005年比。1990年比では14〜
16%。なお、COP15後に2030年に2005年比42%削減、
1990年比では34%削減を提案)である。新興国のメ
キシコも2030年に対策がない場合に比較して40%
削減するとしている。
日本は国内削減対策の議論が遅れ、かつ数字も
低くなっている。

政府に対し要請行動
４月９日、公害・地球懇と全国公害総行動実行委
員会は、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣
あてに、「脱原発・エネルギーシフトで温暖化対
策抜本強化の目標を求める要求書を提出し要請を
行った。参加者は、全労連の川村さん、農民連の
満川さん、千葉青空連絡会の清水和作さん、総行
動実行委員会事務局の大越さんと橋本。
応対したのは、経済産業省環境政策課、資源エネ
ルギー庁総合政策課と環境省地球大気局総務課。
１時間の要請行動であったが、2030年の温室効果
ガス40～50％削減や石炭火発の中止、原発に依存
しない再生可能エネルギーの普及を強く求めた。

公害・地球懇
活動日誌
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1日(日) ◇実行委員会（東京公害患者と家族の会・東京あおぞら連絡会・青空の会）
主催「環境・交通・まちづくり市民フォーラム２０１５」（プラザエフ）
6日(金) ◇フクシマ現地調査実行委員会主催
「福島原発被害者を励まし、第４回フクシマ現地調査・第４０回公害総行動
の成功をめざす首都圏交流のつどい」（文京区民センター）
8日(日) ◇東京公害患者と家族の会・東京大気公害裁判原告団合同総会
◇反原発統一行動（日比谷公会堂～国会包囲行動）
9日(月) ◇東京あおぞら連絡会常任理事会
10日(火)◇環境・公害セミナー打合せ
◇ＪＮＥＰ第１０回常任幹事会
14日(土)～15日(日)
◇ 原発のない福島を！３・１４県民大集会と結ぶ
「第４回フクシマ現地調査」
17日(火)～18日(水)
◇第40回公害総行動第二次統一オルグ
18日(水)◇福島原発被害「かながわ訴訟」口頭弁論
20日(金)◇福島原発被害「千葉訴訟」口頭弁論／原告・家族との交流会
21日(土)◇風の会Part24集会
22日(日)◇安倍政権ＮＯ大集会・大行動（日比谷野外音楽堂～国会）
24日(火)◇福島原発被害「生業訴訟」口頭弁論
27日(金)◇第40回公害総行動・第２回実行委員会
28日(土)～29日(日)
◇公害弁連総会シンポジウム（飯坂温泉）・福島現地調査
31日(火)◇東京あおぞら連絡会理事会
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