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避難者の皆様へ
message from minnanote

Message

Take Free

2020 February

Event   Info みんなの手主催のイベントや事業のお知らせです。

睡蓮鉢のメダカも元気に動いているのを見ると、
昨年よりも暖かいのがわかります。暖冬の冬。過ご
しやすいですが、寒い冬が恋しくなりますね。企画
している雪遊びツアーもいつも違う感じで実施し
ますのでぜひご参加ください。

「雪遊び」＆「雄琴温泉」＆「滋賀の南部を巡る」避難者交流バスツアー
2月の交流ツアー

　　　　　　　京都駅　8時出発　→
オプション１ ローブウエイで天空のリゾート地「びわ湖テラス」へ。雪遊び
オプション２　琵琶湖博物館→三井寺（西国三十三霊場の札所で文化財国
宝１０件、重要文化財４２件を集めた名所）→石山寺（「源氏物語」紫式部
ゆかりの寺）→ラコリーナ近江八幡（スイーツ工場＆カフェ＆農場＆フード
ガレージなどある自然と人の複合施設）
→雄琴温泉→京都駅　20時解散

スケジュール

司法書士　林 一平

夏は海、冬は山。「ふるさとで暮らすに暮らす」とモットーに避難移住先で
の交流会を行っています。夏は海水浴、秋は芋煮会、そして冬といったら
やっぱり雪山。今年も一緒に雪山を楽しみましょう。
今年は、京都から近いびわ湖バレイでの雪遊びを楽しみます。びわ湖バレイ
はロープウェイで頂上まで登り琵琶湖が見渡せるベストロケーションスポッ
トです。雪遊びの後は雄琴温泉でのんびりまったり。
雪遊びをされない方には、滋賀の南部を廻るオプションを企画しました。
冬でも外に出て交流して楽しい時間を一緒に過ごしてませんか。

今回の夕食会は、自分でわっぱを作ったり、ココロとカラダを整えるワーク
ショップを行います。全ワークショップとも子どもさんも参加できます。楽し
くて美味しいひと時を共に過ごしましょう。
日　時  
内　容

参加費

2020年 2月 29日（土）17時～
オリジナルわっぱ飯作り（好きな具材で自分わっぱを作りましょ
う！希望者！）ワークショップ　私マップ作り（自分の今を知り未
来を設定する）カラダのねじれや歪み直しワーク（簡単に自分でカ
ラダの捻れや歪みを解消する術を伝授）ADR相談（予約制）他
1,000 円

今年度最後の夕食交流会

日　時  
内　容

2020年 3月 14日（土）予定
古都京都のミニツアー：ミュージアム訪問＆歴史探索＆温泉入浴など
詳細はHP（2月初旬）もしくは次号のお知らせで

今年度最後の交流バスツアー

　原発ＡＤＲ（原子力損害賠償紛争解決センターに和解
仲介手続き）とは、東京電力福島第１原子力発電所の事
故（以下、原発事故）によって受けた損害の賠償を請求す
るための方法の一つです。避難等による実費損害は、原
発ADRを利用することが有効的です。
　東京電力からの直接請求をもらったからそれ以上はも
らえないと諦めている。自主避難で東京電力からの直接
請求の対象にならなかっら仕方がないと考えている。そ
んなことは、ないでしょうか？原発ADRは各地でおこな
れている裁判とは違い、裁判所へ行くなどの負担もなく、
比較的容易に行えます。
　原発事故当初は、原発ADRは、東京電力からの直接請
求との関係や活用できる事案の範囲が分かりにくく、あ
まり活用されていませんでした。しかし、数年が経過し、
多くの事例が積み重なってきたことから、有効に活用で
きることが分かっています。東京電力のHPにも和解事例
が公開されていますが、どんな人にとってメリットがある
のかを少し、解説します。
　今、最も有効と思われるのは、自主的避難対象区域と
いわれる強制避難区域以外の福島県内などのからの避
難者です。避難による家財道具の購入費などの実費や二
重生活に基づく生活費増加分（月３万円程度）、避難雑
費（子ども一人あたり１万円～２万円）が一定の時期（平成
２７年頃）まで支払いをされています。これらの金額は原
発ADRの申し立てをすれば、ほぼ確実にもらえる状況に
あります。また、二重生活者が面会のための交通費や避
難にり病状が悪化した際の治療費、一時的な就労が不
能になった際の就労不能損害などが認められている事
例があります。
自主的避難対象区域ではない、強制避難区域からの
避難者でも、避難に関する費用が東京電力への直接請

求を超える費用がかかっている場合や高齢者、障がい者
を抱える家庭で特別や事情を有する場合など、東京電力
からすでに費用をもらっていても特別な事情を抱える
ケースでは、直接請求との差額分が認められています。
　原発ADRの欠点としては、個別の事情によって判断が
されますので、人によって認められる内容や金額が異な
る事、これまでかかった費用を一定程度証明（裁判とは
違い最低限の資料でOKです。）する必要があることで
す。また、精神的損害に関する慰謝料の請求や福島県外
からの避難者から請求は、原発ADRでも損害が認めら
れることが非常に厳しいです。（自己で自宅の除染を行っ
た場合の費用など一部認められてケースもあります。）

　原発ADRの事は、以外に知られておらず、申立てがす
すんでいないのが現状です。何もしなければ、本来もらえ
るはずの金額をもらえず損をしてしまいます。上記につい
ては、一部紹介したに過ぎません。ご相談等には随時対応
しておりますので、原発ADRの利用を考えてみて下さい。
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活用しよう原発ADR

2020年2月8日（土）日　程 無料（ランチ代は各自負担）参加費
7時50分　京都駅　出発8時集　合 20時解　散

交流会の
お申し込み

参加者名・人数・電話番号・メールアドレスを記載の上、
みんなの手までお申し込みください。
(minnanote123@gmail.com/070-5656-5621)

事務所所在地　愛知県春日井市中央台６－７－１
２００８年司法書士登録。東日本大震災発生直後より
被災地での法律相談支援を行う。また、愛知県被災者支
援センターと協力し、愛知県に避難した方々への支援
も継続している。災害時には、避難所での法律相談を行
うなどの活動をし、現地の司法書士が相談活動を行う
際の体制づくりも随時行っている。NPO法人レス
キューストックヤード幹事も務める。

プロフィール

 Column!!

交流会にてADR相談窓口を設置いたします。(予約制)

2/29(土)



　テーブルには、サツマイモのサラダ、福島の郷土料
理のひきな炒り、青豆数の子、たくあんが並び、お餅と
一緒に美味しくいただきました。
　餅をいただいた後は、浪江から現在は二本松に避難さ
れている原田さんのお話を伺いました。原田さんは長年
続いた時計屋の主人でした。震災後、避難区域になった
故郷を離れ、避難生活を強いられ、現在は二本松に居を
移し時計店を続けています。
同時にあちこちに散らばっ
た浪江の避難者の世話をし
続けています。その原田さん
から震災当時の話や避難生
活について、現在の浪江の状
況や今後のビジョンについ
て伺いました。
　外では、竹馬遊び、竹とん
ぼ、室内では、ふくしまオー
ガニックコットンプロジェクトに関わっている藤原さ
んの指導のもとで、綿取り体験、綿人形作りもしました。
　最後に、参加者全員で今年の抱負を語り合いまし
た。二本松在住の85歳の大内さんは、「JICAを通じて
訪れる外国人とのふれあいを大切にしながら世界に
つながっていきたい」と。綿を育て糸にして服を作る
藤原さんは、今後、「羊を育てて自家製ウールを使った
ものづくりもしてみたい」と。そして、他の参加者から
は、健康で暮らすことや就活など、様々な抱負が語ら
れました。中には、「「つながろうツアー」になるべく参
加すること」と言ってくださる参加者の方もおられま
した（主催者としては嬉しい限りです。ありがとうご
ざいます）。
　恒例となりつつある菅野さんの農家民宿で過ごす
お正月。年の初めに、福島県に居住する地元の人や参
加者同士の絆を深め、今年の抱負や夢を語り合うこと
がそれぞれのために意味のあることだと思います。こ
れから一年、私達がどこにいようとも、ふるさと「福
島」が私達の心の羅針盤になりきっと「今」をそして
「これから」を指し示してくれることでしょう。
　それぞれの住む場所で幸多い年を送ることができ
るようにそしてこのつながりがこれからも続きま
すようにと、心から祈りながら別れました。また
来年も皆で会えますように。

Repor tWorkshops

レギュラーワークショップ きのわでは定期的なワークショップや、楽しいイベント、交流会を企画しています。
お友達もお誘い合わせのうえ、ふるってご参加ください。

 

大人英語
（中上級）

キッズ英語

ベビーマッサージ
篠笛カ

美肌第2 第 2
第 2

鍼灸マッサージ予約 朝ヨーガ不定期

楽ちん抱っこ第3 大人の食育第3
グルーデコ第4
キッズ英語毎週
（低学年クラス）

毎週

毎週

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 日曜日MON
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ベビーマッサージ第４

、
大人英語
（入門 初中級）

毎週

鍼灸マッサージ＆相談（避難者限定）
福島県出身鍼灸マッサージ師による全身
マッサージ。お一人30分のセッション。
日時：毎週水曜日  15:00～17:00
予約要／参加費:無料／講師:松岡善雄

朝ヨーガ
インドの伝統的なヨーガを伝授。呼吸を
意識し、無理なく身体を動かします。
シニアの方にもオススメ！
日時：2月23日(日)　9:30～11:00
(日付はお問い合わせください)
予約要／参加費:無料／講師:松岡善雄

ふわふわベビーマッサージ教室
ベビマを通じてお子様もママもリラックス！
親子の絆作りにも役立ちます。
日時：第２金曜日・第４金曜日
10:30～13:30
参加費：1000 円（オイル代、アート写真
メールでプレゼント込）
講師：こもざわとえみ、せとあつこ
（ローリタッチケア協会認定講師）

キッズ英語クラス
英語で自己表現できる力を身につける指導
をしています。
小学校低学年クラス
日時：毎週火曜日 15:45～16:45
受講料：(月4回)毎週木曜日
15:30～16:30
月額5,000 円（月4 回）
小学生高学年クラス
日時：毎週木曜日 16:30～18:00 
(フォニックス＆英語学習)
受講費：月謝 6,500円

篠笛カフェ
講師が吹き方を丁寧に指導しますので、どなた
でもお気軽に参加できます。
笛レンタルあり（事前予約要）
日時：
第2日曜日 10:00～11:00
定員: 先着5名
参加費：500 円  講師：川崎安弥子

楽ちん抱っこと楽しいおんぶ
素手抱っこやベビーウェアリング体験、紐
の調整など楽チンなコツを伝授します。
日時：第3火曜日
9:30～11:00
参加費：1000 円 
定員：5名
講師：山田今日子

   　 幸せ美肌になるレッスン
自分を知り、自分にあった美肌作りを目指します。
日時：第２火曜日９:30～11:00　事前予約要
参加費：1,500円（避難者の方価格）
講師：咲田桃枝（インスピリットメイク）

New 
Workshop

   　快適片づけ
自分に合った片付けの仕方を知り、快適
な暮らし作りのサポート
(不定期) 希望の日程をアレンジ
参加費：無料
講師：中村ちあき（Yua色住環デザイン）

New 
Workshop

楽しく身につく大人の英語クラス
レベルに合わせて、
英語・英会話を指
導しています。英
語好きの仲間作
りもできます。
入門クラス
日時：第１・２・３月曜16:20～17:20
初中級クラス
日時：第１・２・３月曜日15:00～16:10
中上級クラス
日時：毎週木曜日 9:30～10:45
参加費：1,000円
講師：西山祐子

（低学年クラス）

   　大人の食育講座
日時：2月21日(金) 10:00～11:30
内容：
3.11 もうすぐ9年変わらず伝えること-防災レシピ
緊急時でも作れるご飯やおかずの作り方をお教
えします！！どんな災害時に
も乗り越えるために今から備
えましょう！
参加費：無料
講師：布施元子さん
　　 （食育アドバイザー）
要予約
お申し込み締め切り：2月18日(火)

食育講座報告
12月に味噌作りに挑戦しました。簡単に味
噌が作れました。味噌ができるのが楽しみで
す。毎年味噌作りしたいですね

New 
Workshop
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活動報告「懐かしいふる里　～東和町の農家で過ごすお正月」

　2020年1月4日、私たちは、東和町の有機農家の菅
野正寿さんの運営する農家民宿「遊雲の里ファーム」
にお邪魔しました。福島駅からバスで約1時間。里山と
田園風景が広がり、懐かしさがこみ上げてきます。東
和町で過ごすお正月は今年で3年目。民宿からいつも
のように変わらぬ菅野さんが出迎えてくれて、まる
で、我が家に帰ってきたようでした。

　到着後、庭に出て、
餅つきをしました。3
歳の子どもから85歳
の年配者まで、県外・
県内居住者、避難者・
支援者、全員が餅をつ
くのがルール。小さい
杵、大きな杵、回数も、
自分の力に合わせて
選び、みんなで力を合
わせて、もち米を餅に
します。合いの手を入

れるのは、地元の草鞋職人の85歳の大内三郎さん。「よ
いしょ」「上手」「腰が入っている」など、掛け声をかけ
ながら、あっという間に、餅の出来上がり。
　つきたての餅は、水
をつけて手早く丸め
ます。丸めて、餡子、
青畑きな粉、納豆とか
らめ、具たくさんのす
まし汁の中に餅を入
れてお雑煮に。



Repor tRepor t

活動報告「いわきからオーガニックコットンで福島を元気に！」
～市民参加型の農業再生プロジェクトについて伺う

ていました。
　農園の管理者の福島さんや織り手の永山さんの自
己紹介の後、ランチ交流会になりました。ランチは、無
農薬で育てられた野菜で作られたおかずでした。ソー
スカツも美味でした。
心からのおもてなし
に感動を覚えました。

綿摘みに挑戦
　腹ごしらえの後は、
畑に出て綿摘みに挑
戦。まず、綿の綿摘みのやり方をまず習いました。それ
から、ペアになり、中身のつまった実を探します。9月
から収穫できるコットン。寒さのためか実も縮こま
るってるように見えました。その中からコットンを丁
寧に取り出しました。その作業も慣れて来ると見つけ
るのも採取り出すのも早くなりました。
　寒い中の作業なので途中、暖かい小屋で休憩を取り
ながら、綿摘みを続けました。次第におもしろくなり、
ボランティアさんと共にあっという間に畑の綿を採

り切ることができま
した。それを集めて、
種を取り出し、コッ
トンボールから糸を
紡ぎます。
　たくさん採れたよ
うに見えたコットン

もそこから製品になると量が足りないため、製品のタ
オルは外国製のオーガニックコットンと合わせて作り
ます。出来上がったタオルはふかふかでいつも使いた
くなる肌触りでした。他にも名刺入れやハンカチ、コッ
トン人形など魅力的な製品が販売されていました。

コットンプロジェクトへの思い
　手を休めている間に、吉田さんのプロジェクトに対
する思いを聞くことができました。
　「口に入れない食物だから、風評被害を避けられる
ので育てていると思うのです。そして、NDだから自信
を持って、これまで続けてこられたのです。ここでは、
もう（放射能のことは）言えなくなっている空気があ

　2019年12月27日　私たちは、いわき市で活動され
ているNPO法人ザピープルの「ふくしまオーガニック
コットンプロジェクト」の拠点、四倉にあるコットン
畑を訪れました。私たちの訪問に合わせて法人代表の

吉田さん、その畑を管理
している福島さんや織り
手の永山さん、そして作
業ボランティアの方々が
集まり、交流することが
できました。

「ふくしまオーガニックコットンプロジェクト」とは
　このプロジェクトは2012年春に始動。農家の後継
者不足で農地を手放す人が増えていた中、震災が起こ
り、風評被害から農業を断念する生産者が多くなり、
その傾向に拍車がかかりました。そこで、「食用ではな
く、塩害にも強い綿を有機栽培で育て、収穫される
コットンを製品化・販売する一連の取り組みを通じ
て、地域に活気と仕事を生み出すこと」を目的にこの
プロジェクトが始まりました。「福島から新しい農業
と繊維産業を作り出す」という目標も掲げました。
　１万坪の遊休農地・耕作放棄地を管理しているの
は、移住してきた60歳まではサラリーマンの福島さん
71歳。次の世代に農業を残すことが大切と感じ、農業
を営んでいます。きれいな環境の中で、有機農業と
オーガニックコットン作りを通じて、これからの子ども
たちを守り、この広い農園がいわきの人が楽しめる場
になればと願いながら、この場所を守ってきました。

持続可能なデザインを取り入れた拠点
　到着後、まず、私たちは、吉田さんからその場所の説
明を受けました。持続可能なデザインを取り入れ、プロ
ジェクトの基地は独立電源を用いて、中には薪ストー
ブを設置していること。トイレはバイオトイレ。ビニー
ルハウスは自分たちで作成。外には、露天風呂もあり、
空を眺めながら気持ちよく入浴できそうでした。そし
て１万坪の畑。そこで作られている農作物は全て有機
栽培。もちろんコットンもオーガニック。だから生
産者にも消費者にも安全。このプロジェクトに
関わっている皆が誇りを持って作物を育て
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ります。農業を続けている
のも、もう何も問題のない
ことのように、どちらかと
いうと復興、復興とそちら
にばかりに偏ってしまう空
気感があるのです。でも、混
乱した状況の中で、農家の
人たちが悩んでいることを
忘れてはいけないと思うの
です。」

　「―この福島から環境をいじめないことーつまり、
化学肥料、殺虫剤や遺伝子組み換えのタネを使わない
ことー。私たちは、震災で学んだ学びを伝えていきた
いと思うのです。そして、ここから未来を、望む形にし
ていきたいのです。」
　流暢に流れるように言い放つ吉田さんの言葉は優
しいけれど、とても力強くて、心にストレートに響き
ました。この地で地元に根付いた活動をされてきたか
らこそ生まれた郷土愛、そして、自然や多くの立場の
違う人に対する慈しみを感じざるを得ませんでした。

ここはみんなのつながる場
　「原発事故の後に、いわき市内で住むことになった
人は、最初、いわきの住民と仲良くなれなかったんで
す。そこで、どうしたら仲良くなれるかを考えたので
す。原発避難者の方が高齢の方々が多く、府営住宅に
住むようになり孤立化が進んでいました。おじいちゃ
んたちはこもってしまって出て来ない。でも農作業は
出て来る。富岡の人が一緒に年間を通じて農作業する
ことでつながれたのです。5年続いているんですよ。お
じいちゃんたちにもこの農園にとってもプラスに
なっているんです。」
　「そして、ここには、避難者の方や住民だけでなく、
他の地域から来るボランティアの方も来るのです。
（今日は神奈川から）。ここでは、接点がない人同士が
つながれるようになっている。つまり私たちがしてい
るのは“つながり作り”なんですよね」と。
　遊休農地・耕作放棄地の有効活用、福島から始まる
新しい農業、環境に優しい循環型のライフスタイル、
そして、震災の避難・移住者と地域住民のつながり作
りや地域を超えたネットワーク作り。。。このプロジェ
クトの実績のスケール感にただ驚くばかり。

台風19号の被災者支援も
　吉田さんの団体ってどのような団体なのでしょう。
活動は震災前に遡ります。古着リサイクルやフードバ
ンク海外支援活動からスタートし、震災後に、コット
ンプロジェクトが開始。そして、2019年10月に襲っ
た台風19号でもその力を発揮。「夏井川のエリアで再
度避難された方で被災されている人もいる。そんな人
たちに力になれたら」そんな思いで、被災者支援にも
関わり、古着の提供や床上浸水の被災者へ支援物資提
供や救援などの活動も行なってきました。
　参加された避難・移住者の中には、吉田さんの活動
や台風の被災者支援に興味がある方もおられ、私たち
は、一緒にできることを考え、できることを協力する
ことにしてつながろうツアーを終えました。

大切なのは、、
　「２度目の災害が来ると思っていなかったかもしれ
ないけど、その時に、役立つのは、やはり人とのつなが
り」と吉田さん。吉田さんのお話の中でよく出て来た
「つながりのおかげ」という言葉。何かを成し遂げる時
に人の協力がいかに大切なのかを学びました。
　「また手伝いに来てください」と福島さん。これが最
後ではなく、スタート。「また来ます」と返す避難者の
方もおられ、ふるさと福島との絆がまた深くなったこ
とが嬉しく思いました。
　コットンボールを探しにまた伺いたいです。今度
は、草取りや土作りの時期にも伺えたら。いわきへの
思いも強くなりました。

皆様へお願い
　みんなの手では、台風被災者に向けた支援品（別紙
参照）の他に、古着も募集しています。送料はみんなの
手で負担いたしますのでご協力いただける方は、ま
ず、みんなの手までご一報ください。



経歴 東京生まれ。東京大学工学部原子力工学科
卒業。同大学大学院工学系研究科原子力工学専
門課程博士課程修了工学博士。「放射線管理に
おけるPersonnel Monitoringに伴う不確定さ
の確率論的評価に関する研究」。立命館大学経
済学部教授。「核実験停止を求める国際科学者
フォーラム」に招待される。京都造形芸術大学非
常勤講師として平和学を担当。
現在 立命館大学定年退任、名誉教授。

「安斎育郎先生」のプロフィール
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今さらながら「放射能」と「放射線」は違う

　毎月一度のペースで実行している「福島プロジェク
ト調査」は、2019年12月16日＝18日の調査・相談・学
習活動で68回目を迎えました。今回の調査では、福島
市渡利の「さくら保育園」の要請で、園の直ぐそばの殿
上山散歩ルートの放射線環境を改めて測定しました。
実は殿上山にはこれまでも何度も調査に入っている
のですが、保護者や保育者の間に、昨年10月の台風19
～21号の大雨によって放射線環境に何らかの不都合
な変化が起こっていないか懸念があるというので、改
めて調べることになったものです。
　測定結果に対する「福島プロジェクト：の評価は以
下の通りです。

「福島プロジェクト・チーム」が2019年1月24
日に測定した時と比較して、平均線量率はむ
しろ少し低下しているように観察され、2019
年10月の台風19号～21号の大雨による汚染
土流出などに起因する環境放射線の影響は認
められなかった。
　現在の汚染のほぼ95％はセシウム137であ
り、その半減期は30年と長いので、前回の測
定から11カ月の間には約2％程度しか減衰し
ない。残りの5％を占めるセシウム134は半減
期が2年余と短いので、11カ月の間に約27％
減衰する。したがって、全体として放射性セシ
ウムに起因する放射線のレベルは11カ月の
間に理論上は約4％程度減衰するはずだが、今
回の観測によると、11か月前の平均値（0.25
マイクロシーベルト/時）と今回の平均値
（0.23マイクロシーベルト/時）の減衰率は約
8％で、セシウム137の自然減衰率よりも大き
い。もちろん、11か月前と今回とでは厳密に
同一のポイントを測定している訳ではないの
で、0.25と0.23の信憑性にはやや問題がある
が、少なくとも2019年10月の雨台風の影響
で殿上山の放射線環境が有意に悪化したよう
なことはないと思われる。

　福島の農業復興を考える場合、生産物の汚染の問題
には目が行きますが、生産者の被曝の問題がおろそか
にされてはなりません。私たち「福島プロジェクト」
は、消費者の安全・安心に加えて、生産者の安全・安心
の問題にも目配せしていきたいと考えています。

　不安があったら専門家の協力を得て調べてみる─
この精神はとても大切です。読者の皆さんも何か不安
があればそのままにせず、「福島プロジェクト」を含め
て放射線の専門集団に相談して下さい。私のメール・ア
ドレスはjsanzai@yahoo.co.jpです。

　2020年1月17日は、6,434人の犠牲者を出した阪神
淡路大震災から25年目でした。私が勤務する立命館大
学国際平和ミュージアムの名誉館長室の机に「阪神淡
路大震災25年」と書いた被災写真付きのカードを置
き、福島県双葉郡浪江町で生産されたエゴマから絞っ
た油を使った燈明に火を灯し、追悼の心を表しました。
　前号でも紹介しましたように、「福島プロジェクト」
は浪江町のエゴマ農家をサポートする活動に取り組
んでいます。浪江の畑の土には少し放射能が残ってい
ますが、そこで生産されるエゴマには放射能は検出さ
れません。それが「バーミキュライト」と呼ばれる福島
の土の成分の極めて高いセシウム吸着性能によるも
のであることを説明し、前号ではそれを私流に、「福島
の土はえらいなあ」と表現しました。

安斎育郎先生の「放射線防護学コラム」

2019年12月の第68回福島調査

福島産のエゴマ油燈明

　エゴマには放射能が検出されない以上、浪江産のエ
ゴマ産品に放射線防護学的な由々しい問題はないの
ですが、それは消費者の目から見た場合の話です。
　畑の土に汚染が残っているとすれば、そこで農作業に
従事する農民は被曝するのではないか─放射線防護学
の専門家としてはそれが気になります。自分たちの生業
（なりわい）のために、そして、地域の復興のために懸命に
努力している農民たちが、安全に生産に従事できないと
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さあ、どうする？

エ
ゴ
マ
油
燈
明

すれば、それは見過ごしてはならない問題です。
　改めて説明しますが、「放射能」というのは「放射線を
出す能力（性質）」のことです。「放射線」は「放射能を
もった物質から放出されてくる“線”」のことですが、こ
こで“線”というのは「可視光線」「エックス線」「ガンマ
線」「電子線」「ベータ線」「アルファ線」「中性子線」「陽子
線」のようなものの総称で、微細なつぶつぶ（粒子）が空
中や物質中を飛んでいるもののことです。「微細なつぶ
つぶ」には光子とか電子とか陽子とか中性子とかアル
ファ粒子とかベータ粒子とか、いろいろあります。つぶ
つぶの種類によって放射線の種類が決まります。
　「放射能」と「放射線」の関係は、「懐中電灯」と「光」の
関係と言ってもいいでしょう。「懐中電灯は光を出す能
力を持っている」という関係なので、「懐中電灯＝放射
能」、「光＝放射線」という関係です。
さて、エゴマ畑の土に放射能が残っているというこ

とは、畑という農作業環境の空間には土から放出され
る放射線が飛び交っているということです。当然、そこ
で身をかがめて草引きや収穫作業のような労働に長時
間従事すれば、それ相応の放射線被曝にさらされます。
　前々回に取り上げたように、被曝を防ぐための原則
は、①除染、②遮蔽、③距離、④時間、の４つです。だから
一番いいのは①の「畑の土を除染すること」（汚染して
いる土を除去して、汚染していない土を入れること）で
すが、広大な福島の田畑の土を除染することは事実上
出来ないでしょうし、自治体は財政上の問題もあって
実施する現実的条件を欠いています。②の「遮蔽」は畑
と体の間に遮蔽物を置くことですが、現実的には「放射
線防護服」（生殖腺や骨髄などの被曝を減らすために、

能作業服の要所要所に膜状の金属のような素材を仕
込んだもの）を工夫することになるでしょう。現在これ
はあまり検討されていないので、農作業の実態に応じ
て最も有効な「遮蔽効果付き能作業服」を開発する必要
があります。③の「汚染から距離をとる」というのは農
作業では無理でしょうね。放射能が残っている畑こそ
が仕事の現場なのですから、そこから逃げるわけには
いきません。④の「時間」は作業を効率的に進めて、無駄
な被曝を避けるということですが、当然そのように心
がけなければなりません。一人の作業者に被曝が集中
することを防ぐ意味では、人海戦術で多くの作業者を
投入して短時間で作業を終えるのは一案ですが、不慣
れな作業者の投入によってグループ全体の被曝が増
える恐れがあることも考慮しなければなりません。１
人が10浴びるのと、10人が1ずつ浴びるのでは、合計
はともに10で、その集団から発生する癌などのリスク
は同等だと考えられています。不慣れな労働力を投入
した結果、集団全体の被曝が15とか20に増えたので
は、放射線防護学的には問題です。
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