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子どもたちと地球の未来のために 

アース･エコ 

メールマガジン No.6-7 

2015 年 7 月 7 日(小暑) 

特定非営利活動法人 

アース・エコ事務局 発行 
 

アース・エコ会員の皆様と、日頃からアース・エコの活動にご理解、ご支

援をいただいている会員外の皆様にアース・エコの活動をお知らせするた

め、月 2 回、メールマガジンをお届けしています。 

ひまわり 7 号の後継衛星ひまわり 8 号は、昨年 10 月の打ち上げ後、正式

運用に向けて気象庁は準備してきましたが、本日午前 11 時から正式運用に

入りました。南海上の 3 つの台風も高精細カラー画像で鮮明に見られますの

で気象庁ホームページからご覧ください。→ http://www.jma.go.jp/jp/gms/  

福島研修旅行報告 ～4 年数ヶ月経った今～ 

昨年の岩手に引き続き、今年も東北被災地の視察旅

行を実施しました。今回は福島第一原発事故で避難生

活を余儀なくさせられている地区の現状を視察する旅で

す。テレビや新聞などの報道で多少は認識しているつも

りでしたが、余りにもかけ離れた現実を目にし、改めて

被災地の復興が遅れている事を実感しました。 

コースは、復興のシンボルとして報道されているスパ

リゾートハワイアンズ（いわき市）に 1 泊し、翌日レンタカ

ーで国道 6 号線を各所で放射線量測定しながら北上し

ました。 

最初に訪れた「浜風商店街」では、津波で店を失った

11 軒が小学校の敷地内で細々と商売を行っていまし

た。店の人に聞くと、元いた場所で店を開くのにあと 2年

近くかかるそうです。 

次に、原発復興の拠点であるＪヴィレッジにも寄って

みました。更に、福島第二原発を遠くからでも見ようと、

近づきましたがかなり手前で検問に引っ掛かり、原発を

確認できずに引返しました。このあたりから除染の終わ 

っていない脇道はバリケードで封鎖されていました。 

帰還困難地区に入ると各家や店舗の出入口はバリケ

ードで封鎖され出入りができません。まさに、あの時の

まま時計が止まったままです。6 号線に交差する道路も

ことごとく封鎖されていました。6 号線は 20m 奥まで除

染されていますが、それ以外はまだ除染が終わってい

ません。 

第一原発に最も近い地点では、線量計が警報を発す

るくらい高い値を表示していました。各所で測定した細

かい数値については別途報告があります。 

最後に、南相馬の NPO 団体が運営している放射線

測定センターで、南相馬、浪江町の現状を聞いてきまし

た。4 年数か月経った今でも、除染の済んでいない地域

は、まだかなり高い線量であることが確認できました。 

今回の視察旅行で感じたことは、我々が認識してい

た被災地の現状が、余りにも現実と違っていたことで

す。『見ると聞くでは大違い』を実感しました。  ［壁谷］ 

福島県内の“帰還困難区域”を通って！福島県内の“帰還困難区域”を通って！福島県内の“帰還困難区域”を通って！福島県内の“帰還困難区域”を通って！  

昨年、岩手県の三陸地方への研修旅行に参加し、実

際に津波による震災の後を見て思い、また今回（6 月 24

日）福島県の原子力発電の震災事故による汚染地帯の

帰還困難区域を車で実際に走行し、その現実に思いを

はせた。今回は、いわき市より車で国道 6 号線を相馬市

に向けて北上し、被害を受けた現状を見る為だ。 

最初に海岸近くで津波の被害の遭った人達が久之浜

第一小学校の敷地の一部を借り、11 店舗で商売をして

いる「浜風商店街」に立ち寄より、展示してあった被害の 

写真展を見たり、そこの人達の話を聞いたりした。 

次に車を被害にあった東電第二原発の方に進める。

車の中では線量計を手に取り、走行中の放射能の影響

度合いを測る者もいた。時々「線量 0.15μSv/h」と読み

上げる声が車内に響く。途中 J ヴィレッジ（原発事故後、

東電の作業等の対策本部）に立ち寄り、そこで外部に

設置された放射能測定器の測定値を見る。表示は

0.193μSv/h を示していた。国道に戻り、第二原発へと

車を進める。暫く走ると右手に折れる原発に通じる道が 
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現れそちらに進む。この先検問所がありとの表示があっ

たが、引き返し覚悟で更に進む。案の定検問がありそ

れより先に行かれない。運転者の免許証を検査され、U

ターンさせられた。戻る途中、道路脇に車を止め、線量

を測定した。遠くに原発の一部である煙突のような物が

木々の上に飛び出しているのが見える。建物は森で見

えない。ここはまだ線量は少ない。 

車はまた国道に戻り、北上を続けた。国道沿いでは

斜面の汚染除去の作業が数か所で見られた。皆マスク

しての作業だ。事故後 4 年経ってもまだ除染処理が続

く。国道から外れた土地はどうなのだろう。気が付くと車

は「帰還困難区域」に入っていた。そう言えば先ほどか

ら道路沿いの民家や店舗、事業所は建っているものの

人影はなく、その周りは草で覆われたり、雨戸は朽ちて

いたり。また、国道より脇道という脇道はブロックされて

入れないか、関係者しか通行ができない状態であった。

そう言えば、国道を通る車は乗用車やトラックばかりで、

自転車やバイクは走っていない。歩行も制限されている

ようだ。時々警察の車と行きちがう。警戒しているのだ。

又、信号機は日中でも黄色の点滅となっている。国道の

脇から入ってくる車は稀なのだ。 

突然、車内の線量計からけたたましい音が鳴った。そ 

して「2.58」と読み上げる声がした。第一原発に近くなっ

たからか、それからも「4.58」「5.38」と警報音と共に読

み挙げられる。その度に皆の気持ちを緊張させる。右手

に海岸に向かう電線が鉄塔と共に見える。第一原発の

方向だが建物は見えない。車は走る。まだ「帰還制限区

域」だ。まだ線量計から音が出る。「早くこの区域を出た

い」と内心思った。皆の思いも同じだったのではないか。 

何キロくらい続いたのだろうか。いつの間にか「帰還

困難区域」から出ていた。内心、ほっとした自分がいた。 

車は浪江町へと入っていった。そこは TV 番組「鉄腕

ダッシュ」でお馴染みの「ダッシュ村」として放送されたと

ころで、今はどうなっているのだろうか? 後で知るが、浪

江町は線量が下がっているといっても今でも一番放射

能の被害がひどいとのこと。 

コンビニが開いていたのでそこで休憩する。なんでも

作業関係者のためのようで午後 3 時には閉店とのこと。

裏手には浪江町役場が建ち、その前の道路は規制され

遠くはるかまで人の気配はない。 

今回の視察を得て TV、新聞等の報道を経て知ることと

実際に現地に赴きそれを体験することの違いがいかに

大きいかを痛感した旅だった。行かれなかった方に少し

でも何かを感じとっていただけたらと思う。    ［長澤］ 

 

浜風商店街 

http://hisanohama-shops.com/ 

 

Jヴィレッジに設置された 

線量計の表示 

 

浪江町のコンビニ 

午後 3 時に閉店する 

被災地における現在の放射線量被災地における現在の放射線量被災地における現在の放射線量被災地における現在の放射線量  

いわき市内郷駅近くのレンタカー店からスタート、国道 6 号線を北上し

た。スタート地点から浜風商店街付近までは線量は 0.15 程度と低かった。

現在閉鎖中の J ヴィレッジに立寄り測定。0.25 と僅かながら上がった。ここ

には固定の線量計が設置されており 0.198 と表示されていた。草むらに入

り測定したら 0.40 と更に高い線量が確認された。 

次に福島第二原発に向かったが発電所の 200～300m 手前に警察の検

問所があり、U ターンを強いられた。検問所では 0.30、付近の道路沿いで

0.66 と線量が明らかに上がってきた。 

更に 6 号線を北上すると「帰還困難区域」に入った。間もなくして、線量計

からピーッと警報音が鳴ったので、良く見ると線量は 1.47 に上がっていた。

第一原発に近づくにつれ警報音が鳴りっ放し、線量は 2.68～4.58 と上がる 

調査期日調査期日調査期日調査期日 2015 年 6 月 24 日（水） 

調査場所調査場所調査場所調査場所 主にいわき市内～相馬

市の国道 6 号線沿いおよび国道

115 号線の一部 

使用測定器使用測定器使用測定器使用測定器 ロシア製放射線測定

器 RADEX RD1503（線量計は標

準規格がなく絶対値は機種により若

干異なる） 

測定方法測定方法測定方法測定方法 空間線量は地上約 1m、

物質の場合は対象物から約 10cm 

の位置で測定。文中単位は μSv/h 
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ばかりで、恐怖感から年甲斐もなくドキドキしてしまった。第一原発に最も近

い 6 号線沿いで停車し車外で測定したら 5.38 と今回の最高値を記録した。

「帰還困難区域」の 6 号線沿いに見えるのは、ひと気の無い民家や店舗、こ

れらの入口や脇道を閉鎖する数多くのバリケード、沢山の黒い除染袋、人

影といえばマスクした除染作業者と警官だけという寒気のする景観を目の

当たりにして、改めて原発事故の恐ろしさを思い知らされた。 

約 14km の「帰還困難区域」を過ぎてから最初のコンビニ（ローソン浪江

町役場前）で測定したが、流石に良く除染されているらしく 0.11 とかなり低

かった。 

昼食後、南相馬の放射能測定センターに立寄った。ここの線量は 0.18。

同センターで測定した南相馬と浪江町の放射線量率マップを見せて頂い

た。その後、かしまの一本松に移動、線量はここでも 0.18 と低かった。一本

松の近くに黒い除染袋があったのでそれに近づけて測定してみたが、空間

線量とほぼ同じであり袋の遮蔽効果はあるようだ。但し、除染袋は耐用年

数が 3～5 年、最近では袋を突き破って新芽が出るなど問題があるらしい。 

これで線量測定は終わりかと思っていたら、福島市に向かう国道 115 号

線の阿武隈高地の峠で 0.35、下りの谷間で 0.46 を記録した。SPEEDI 予

測の方向であること、谷間で堆積し易い等から、第一原発から60kmも離れ

たところにも未だ汚染の爪痕が残っているものと考えられる。    ［鈴木］ 

アース・エコホームページに詳細を掲載していますのでご覧ください。 

http://www.npo-earth-eco.com/activities/report201507.pdf 

 

 

封鎖された店舗と 

「帰還困難地域」の看板 

 

 

除染袋を測定する筆者(右) 

放射能測定センター・南相馬放射能測定センター・南相馬放射能測定センター・南相馬放射能測定センター・南相馬 「とどけ鳥」「とどけ鳥」「とどけ鳥」「とどけ鳥」  

南相馬市原の町区にある放射能測定センター・南相馬を訪問し、お話を

聞かせて頂きました。 

本センターは名古屋でチエルノブイリ原発事故の救援活動をされている

神谷さん達が、2011 年 10 月から福島に入り、2012 年に正式に開所されま

した。当初は線量計を揃える事もままならず大変苦労されたとの事ですが、

少ない人数で南相馬市の放射線量分布を 500m メッシュでマップ化したり、

市民から持ち込まれる野菜等の食品、飲料水、土壌の放射線量測定を無

料で提供する活動を続けています。現在では市民からの信頼も高まり、南

相馬市が市内 9 か所に開設している自家消費野菜等の検査窓口の取扱件

数と比較しても、ここ一か所でその半数に匹敵する依頼件数に応じている

そうです。マップ化も当初は南相馬市のみでしたが2013年からは浪江町の

依頼も受けマップ化を行っています。測定スタッフとして 100 名近い市内外

のボランティアの方が参加し、年 2 回のマップ化を実施しています。同時に

市民の方への啓発活動も熱心にされており、ご活躍に敬服いたしました。 

このようなマップ化や食品等の測定を継続的に行うことで、地域毎、食品

等の種別毎の強度分布や変化を的確に把握できるので、これらに継続的

な疫学調査を組み合わせれば、今後の健康問題等に対する対策を考える

上での貴重な基礎資料ともなり、国際的にも貴重な情報を提供できる事に

なるのではと感じました。その意味で、綿密な疫学調査を継続的に行う事が

必要と思いました。 

また、マップ化から得られた放射線量分布と SPEEDI の予測結果はほぼ 

 

 

 

 

 

放射能測定センター・南相馬の 

神谷さん(左)から説明を聞く 

 

 

放射能測定センター・南相馬「とどけ

鳥」ホームページ 

http://sokutei-minamisoma.org/ 

南相馬市放射線量率マップもこのサ

イトで閲覧できます。 
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一致しており、発災時に SPEEDI の結果をもっと早く利用すれば、より的確

に住民の方の避難が可能であった事を再認識できました。原子力規制員会

は平成 26 年 10 月 8 日に発表した SPEEDI の運用についての中で、福島

の事故の教訓として原子力事故発災時に、いつどの程度の放出があるか

を把握する事、気象予測の不確かさを排除できない事を理由に SPEEDI の

結果を使用するのは被曝リスクを高めかねないとして、「緊急時における一

時避難や一時避難等の防御措置に SPEEDI の計算結果は使用しない」と

しています。しかし、実測データとの整合性を勘案すれば SPEEDI の結果

は尊重されるべきものではないでしょうか。緊急時に、より確度の高いこと

が実証されている予測手法は存在するのでしょうか? 

我々が活動している地球温暖化に関しても「二酸化炭素増加主因設」と

同時に「二酸化炭素の増加は温暖化の結果であり原因ではないとする説」

等の諸説があり、どの説が正しいとは断言できません。しかし、大多数と言

えないまでも非常に多くの科学者が観測結果や研究結果に基づき二酸化

炭素の増加が主因である可能背が極めて高いと主張しており、矢張りこの

説の可能性を尊重して行動する必要があると思います。 

原発事故また、それに伴う健康被害や二酸化炭素の増加による地球温

暖化等は実際には発生しない可能性もありますが、一度起これば取り返し

のつかない事ともなりかねないので、「予防原則」の概念に則って、これらの

問題に対応して行くべきだと信じています。               ［岩澤］ 

 

 

地元新聞には放射線量測定値が 

今でも毎日掲載されている。 

（福島民友新聞より） 

「身の毛もよだつ」「身の毛もよだつ」「身の毛もよだつ」「身の毛もよだつ」 20km圏内国道圏内国道圏内国道圏内国道 6号線号線号線号線  

まだ梅雨に入らない福島国道 6 号線。好天気で道筋に咲くアジサイを眺

めて少し陽気な気持ちで北上したが、原発作業の宿泊地、サッカートレーニ

ングセンター「J‐ビレッジ」を過ぎ第二原発で立ち入りを禁止されたころから

雰囲気は変わった。よく見ると建物はあるもののひと気がないのだ。完全に

避難区域(20km圏内)に入ったのだ。 

北上を続けると線量計は警報音が鳴り始め、車を止めて測定すると

4μSv/h 超えている。自宅の 40 倍だ。ゆっくり周囲を見るとすべてが空き家

になっており、不気味だ。 

頭にがつーんと来て「身の毛がよだつ」とはこのことだろう。「頭が白くなる」

「鳥肌が立つ」という言葉もあるが、私には「身の毛がよだつ」がぴったりだ。 

シニアだから今回の視察は問題ないと楽観していたが現地となるとそう

いうわけにいかない。身体が火照るともに冷や汗。何分いただろう。20km

圏内の楢葉・富岡・大熊・双葉を経て浪江の端まで通り抜ける。 

これは「人為災害」(人災)なのだ。第一原発が取り除かれるまで安心して

住むことが出来ない。 

各地で原発再起動の話があるがこの様子を見たことがあるのか。ぜひこ

の雰囲気を味わってもらいたい。                      ［児玉］ 

 

 

国道 6 号線沿いの無人の店舗 

 

4μSv/h を超える線量計の値 

 福島研修旅行の翌週、広島に行く機会があり、平和記

念資料館を訪れました。事故と戦争とを同列に論ずるこ

とはできませんが、人々が不安を感じつつも社会がじわ

じわと危険な方向に進み、やがて取り返しのつかないカ

タストロフィを迎え、多くの人々から日常が奪われた後に 

なってから「なぜあの時もっと強く反対しなかったのか」と

悔やむ・・・。そんな歴史は繰り返してはならないと思いま

す。今また社会が危険な方向に進み始めているように感

じます。大きく見れば地球環境も同様です。じわじわと進

む変化を敏感にとらえ、行動したいと思います。 ［桑原］ 
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これからの活動予定 

◇ 7 月 15 日(水) 横浜市環境教育出前講座 1 日目、横浜市栄区内の小 

学校 

◇ 7 月 18 日(土) 新橋上子供会、新橋上自治会館 

◇ 7 月 25 日(土) 緑区エコ講座、長津田地区センター 

◇ 7 月 29 日(水) 夏休み環境学校、相模原市立大野南公民館 

◇ 8 月 4 日(火) 横浜市環境教育出前講座、横浜市港北区内の小学校 

◇ 9 月 2 日(水) 横浜市環境教育出前講座 2 日目、横浜市栄区内の小学 

 校 

◇ 9 月 14 日(月) 横浜市環境教育出前講座、横浜市戸塚区内の小学校 

◇ 9 月 29 日(火) 横浜市環境教育出前講座1 日目、横浜市緑区内の小学 

 校 

上記は計画が確定していないものを含みます。詳しくは事務局にお問合

せください。 earth.eco.jimukyoku@gmail.com 

7 月 8 日(水) 13:30-16:30 

かながわ県民センター705 会議室 

会員の皆さんのご参加をお待ちし

ています。 

◇ ◆ ◇ 

会員外の皆さんも、例会・勉強会

やほとんどの活動を見学することが

できます。ご希望の方は事務局まで

ご連絡ください。 

 

地球温暖化やボランティア活動に関心のある方 

私たちと一緒に活動しませんか? 

アース・エコの活動に参加してみませんか。例会・勉

強会の見学も歓迎します。事前にメールでお問い合わ

せください。 ⇒ info@npo-earth-eco.com 

会員募集中！ 

私たちの活動は皆さまからの 

ご寄附で支えられています。 

アース・エコへの寄附は「よこはま夢ファンド」にお申

し込みください。インターネットまたは郵送・ファクス・Ｅメ

ールでお申込みの際に、支援したい団体に「アース・エ

コ」をご指定ください。税の優遇措置が受けられます。 

詳しくは http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/ 

アース・エコは地球温暖化防止活動に取り組むボランティア団体です。 

ホームページ http://www.npo-earth-eco.com 

お問い合わせ、お申込み、メルマガ配信希望・配信中止のご連絡はこちらまで info@npo-earth-eco.com 

  


