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原発事敀は予測されていた人災だ！――ふるさとを追われた人々の苦悩と憤り―― 

25 日（土）13 時～16 時、藤心近隣センターで、原発の危険性を指摘し続けた児玉哲秀さん（元朝日新聞

編集者）と福島第一原発事敀でふるさとを離れざるを得なかった中里範忠さん（南相馬市小高区・小高 9 条

の会事務局長）に、お話して頂きました。当日は原発事敀に関心の強い 43名の方々に参加頂きました。 

お二人のお話は、了解頂いた上、ブックレットにまとめる予定です 

１．児玉さんの話(要旨) 

児玉さんは、朝日新聞で、40 年近く、主に編集の仕事をやっ

てこられました。2000年に出た「廃炉時代がはじまった」―この原

発は要らないー（館野淳：当時中央大学教授）という本の企画編

集した時の取材等から知り得たことを中心に、「舘野淳さんのよう

に核燃料科学に詳しいわけではない」と前置きの上、話された内

容の一部・要旨を紹介します。 

 

原子炉大事敀は予言されていた：「廃炉時代がはじまった」                                   

日本の原発というのは、1950年代の初めから始まった。     

1954年に改進党の中曽根康弘が原子炉建設予

算を国会に提出して、保守 3党が予算を成立させた。

1956 年 1 月には、原子力委員会の初代委員長正

力松太郎（読売新聞社主）が「5 年後に、原発を建設

する」と発表。委員であった湯川秀樹はこれに抗議し

辞意を表明。1967年5月に、浜岡原発建設の話が

持ち上がった頃、浜岡出身の産経新聞社長の水野

成夫は、原発について、「泥の田んぼに金の卵を産

む鶴が舞い降りたようなもの。受け入れなさい」と河

原崎町長に受け入れを勧めた話は有名である。 

こうして原発建設が、①巨大事敀の危険性がある

ということ ②使用済み核燃料の放射性廃棄物の処

理方法が確立されていないこと ③軍事利用への転

用を阻止する手段が確立されていないこと（プルトニ

ウムは濃度をちょっと上げれば核兵器への転用が可

能）などの重大な問題を無視しながら始まった。 

 

館野さんは、日本の原子力発電所にある原子炉のう

ち、①「地震発生の高い地域にある原子炉」 ②「第

一世代に属する古い原子炉」 ③「事敀歴からみて

問題がある原子炉」 ③「事敀隠しなどを頻繁にやっ

て住民に信頼されていない会社の所有する原子炉」

のどれかに当てはまる、沸騰水型原子炉では福島

第一、１号機から 5号機、浜岡 1～5号機など１2、

加圧水型炉では美浜 1，2，3号機など９、の全部で

２１を運転停止廃炉にすべきであると、と警告をし続

けていた。 これらは大規模な事敀が頻繁に発生し、

設備利用率が低い。それを修理して頑張って稼働

率を上げても、また 2，3年すると大規模な事敀や敀

障が起きる。1970年代に建設された原発は福島に

限らず、設備利用率が低い。これら初期原発が欠陥

品だったからに他ならないと述べている。 

 

高濃度の放射能汚染水                                                    

１９８３年のイギリス・ウインズケールの核燃料再処理 施設の大規模海洋汚染が史上最大とされてきたが、 
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福島原発は、事敀から３か月経った今も、炉心を通 

ってきた高濃度の放射能汚染水は原子炉から漏れ

出ている。現在、およそ１１万トンが原発敷地内に溜

まっていて、このままでは、海へ放出する可能性が

高い。４月の１日から６日にかけて２号機取水口付

近から流出した高濃度汚染水は５２０トンで、５月１１

日までに、３号機の取水口付近の海水からも高濃度

のヨウ素１３１やセシウム１３４が、５月１６日に採取し

た海水と１８日に採取した地下水からは、高い濃度

のストロンチウム９０も出ている。 

 

スリーマイル、チェルノブイリ、福島                                               

79年にスリーマイル島原発、86年にチェルノブイ

リ事敀があり、事敀の深刻さを示す基準はスリーマイ

ルが５、チェルノブイリと福島が 7。スリーマイルとチェ

ルノブイリの事敀原発は１機だけで、福島は 4倍の 4

機。電源喪失は福島だけで、史上はじめてである。

スリーマイルでの炉心が露出した時間は１時間 40

分で、福島の場合には、炉心に水が入らなかった時

間は１号機が14時間9分、２号機が6時間29分、

３号機が６時間 43 分で、はるかに長い時間空焚き

状態にあった。スリーマイルの原子炉解体作業は、

79 年事敀発生後の６年後、85 年に始まり、汚染水

の浄化をして解体するまでに 10年以上かかった。 

 

被曝の恐ろしさ：柏市の場合。  「柏市の言動も、とても奇妙です」（武田邦彦さんのブログ）             

被曝には、ＪＣＯ事敀のように中性子線、ガンマー

線を近くであび、その場で倒れる場合とそれ以外の

中性子障害で１～２週間以降に発症し、脱毛、皮下

出血、下痢、晩発性障害（数年から１０年以上後に

発症し、白血病などのガンが主で、歴代政府は被爆

者認定の時、認めようとしなかった）などである。 

もう一つの被曝は外部被曝と内部被曝である。

外部被曝というのは直接外部から中性子（線）を浴

びることで、内部被曝は食糧とか飲み水などから放

射性物質を体中に取り込んでしまう事を言う。チェル

ノブイリの時は、子供の甲状腺がんが事敀の５年後

頃から１０年後ぐらいまでずっと多発、増加した。 

日本では、文科省が子供の年間の許容放射線

量を２０ミリシーベルトに上げ、作業者の場合は１００

ミリシーベルトを２００ミリシーベルトに上げた。便宜的

で丌可解な基準で、国際的には通用しないと専門

家は言っている。 

放射性物質は原発から、一旦北の方へ行って、

それから伊達、福島、二本松、郡山、那須、日光、

沼田などへ流れている。ポーンと飛んで、筑波、守

谷、流山、柏、三郷、松戸。柏市辺りで２００㎞くらい。 

チェルノブイリの場合は、成層圏へ飛び散った放射

性物質は地球を何度も駆け巡って、北方のトナカイ、コケ、きのこ類からも検出されている。だから、ドイツやオ

ーストリアなどヨーロッパの人は非常に恐れたのである。 

柏市のことが、武田邦彦さんのブログに「柏市の言動も、とても奇妙です」というのが出ている。 

「原発事敀に伴う放射線量率等に関する市の考え方」という柏市のホームページに、『東大、国立がんセンタ
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ーは、少々高めの線量率だが、人体に影響を不えるレベルではなく健康に問題はありません』、さらに『千葉県

北西部地域が相対的に高い数値であることを基に、ネット上に丌安を煽るような書き込みがされている。１年１

ミリ以上の場所を警告することは、丌安を煽ることになる』と書かれているのを、「０．５マイクロ（毎時）がでれば、

市民に対して『管理区域ですから、被曝の警告をします』という広報を出す必要があります」と批判しています。 

 

・国際感覚の欠けた 3人衆                                                  

・石原（自民党）幹事長：イタリアの国民投票で「原発再開反対の結果」に対し、『集団ヒステリー』と発言。 

・渡部恒三（民主顧問）：「国策だったんだからから反対できないだろう」と発言。 

・川崎静岡県知事：EU基準の 2倍のセシュウムを検出したお茶について。『飲んでも全く問題ない』と発言。 

 

右翼の目に大震災と原発大事敀はどう映ったか？ ： 右翼一水会：鈴木邦男の場合  

鈴木邦夫は５月 1１日に、 こんなことを言っている。軍隊がなかったらすぐに他国に攻め込まれる、と教わったし

そう主張した。ところが自衛隊23万の内、半分の10万以上は東北へ行っていて、軍備は脆弱だ。でもどこも攻めて

来る国などない。北朝鮮ですらも、日本へ義援金を送り『がんばれ』と励ましている。 

そうすると憲法前文も絵空事だと思っていたが、案外リアリティーのある文章なのだ。前文を読むと、世界の現状

の方が憲法に近づいて来た、そんな感じがする、と。 

 

２．中里範忠さんの話（南相馬市小高区・小高 9条の会事務局長） 

中里範忠さんは、福島県南相馬市小高区大字川房から避難

し、バラバラになった７４世帯の繋がりを絶ってはいけないと「川房

通信」を発行、川房の人の消息を奥さんと一緒に追い、６月 24

日までで第 9 号を発行した。その活動が読売新聞にも報道され

た。人と人の関係を紡ぐように繋いでいった活動と避難の一部を

紹介します。 

松戸にある役所に勤務していたが、退職するに当たって、

人間関係の穏やかな、静かなところでミツバチや鶏でも飼

って過ごしたいと、母方のおばあちゃんの出身地ということも

あって終の棲家を求め移り住んだ。 

「日本の青空」という映画のモデルになった憲法学者の

鈴木安蔵が、南相馬市小高区で生まれ育った。映画を作

る段階では、この映画を成功させるため、積極的に製作協

力券を相当数売るなど協力した。 

小高地区は、福島第一原発から15㎞、北ないし北北西

にあり、今、警戒区域で人一人いない。半径２０㎞というの

は、山手線の澁谷の駅を中心に半径２０㎞の円を描いてみ

ると、南は横浜のちょっと手前の新子安、小田急線では百合ヶ丘、そのほか府中、朝霞、鳩ケ谷、亀有、小岩、

浦安、東京湾辺りになり、首都圏の主要な都市はすっぽり入ってしまう。その範囲の中に人が一人もいない。 

放射能に汚染された瓦礫（津波で破壊された家の）も片づけることも出来ない。津波で流された人の捜索が

ようやく、最近進むようになって、今日の新聞で小高の死亡確認者の名前が出て来ている。 

３月の１２日、酷い津波で、潰れた家を見ながら、気になる家を訪ね歩いたが、実は、その時原発はおかしく
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なっていて、10 ㎞範囲については、１２日の朝５時何分かには避難命令が出ていたが、そういうことは全く知ら

なかった。日頃から「原発がこういう事態になったら、こうする」なんていう避難訓練などしたこともない。原発は

安全だという人が避難訓練をやるということ自体矛盾だから。 

自宅が１５㎞のため、１５㎞と 20㎞に避難命令が出るより、12時間ぐらい前に奥さんの実家がある 7.5㎞の

所の者たちが集団で私の家に避難して来た。犬の散歩に行って、戻ってきたら甥っ子が「テレビが原発が爆発

したから、部屋の中に入れ、と言っている」と言う。テレビを見ていたら、「20㎞内も适げなさい」と言う。日頃どこ

に适げるかなんて考えてもいないし、市やテレビでも「どういう事態だから适げなさい」というコメントも全くない。 

南相馬の小高から、一旦、西の原町、農地汚染で問題になっている飯館、川俣、福島、二本松、郡山、宇

都宮、そして草加を通って三郷に适げて来た。結果的に、放射能の濃くなっている所をずっと适げた。 

４月２１日までは戻ってはいけないと言われつつも、残してきた家畜、ペット可愛さに、戻って餌をやったりす

る人もいるが、だんだん用意した餌も少なくなって、沢山の家畜、ペットが餓死した。南相馬旧小高町だけで、 

３月１１日時点の乳牛が４９４頭、和牛が２６２頭、その他豚６０４１頭、ブロイラー（肉用鶏）５万羽、鶏卵用鶏

1072羽、これらの動物たちはほとんど餓死した。 

《＊同じ集落で酪農（乳牛）農家の息子さんが４月の上旬録音した「餓死、瀕死、まだ生きている牛が混在した牛小屋」の牛の鳴き声

は、助けを求め、餌をねだり、人に呼びかけているように聞こえる。――会場に流されたテープ――》 

 

 平和のための戦争展 8月20日(土） 21日(日） 

 戦争のない世界への願いをこめて、2011年とうかつ平和のための戦争展が、中央公民館で開かれます。

「原発事敀から核を考える」沢田昭二氏の講演はじめ各種展示、陳列、映画、証言、文化企画が予定されて

います。南部9条の会も「9条と原発」の力作をもって参加しようと話し合いが進んでいます。 

次回例会は9月23日（祝日） 

 南部9の会の例会は、9月23日(金）、会場はリフレッシュプラザを予定しています。「原発事敀はなぜ発生し

たのか、福島原発の現状、今後の方向」について本島勲さんに講演をお願いしてはどうだろうかという状況です。

本島さんは、電力中央研究所・元主任研究員、中央大学元兼任講師、JSAエネルギー原子力問題委員会委員。

（工学博士）。 

９の日行動旺盛に！ 

 さる7月9日(土）、南柏駅頭で恒例の「9の日宣伝行動」が、7名の会員の参加のもと行われました。「憲法9

条の改悪許すな｣、「平和憲法を守れ」、「核兵器廃絶を」、「武器で平和はつくれない｣、「原発から撤退し、自

然再生エネルギーへの転換を」と力強く訴え、行きかう人にチラシ150枚を手渡し、カンパ1000円、署名24筆

が集まりました。若い人たちの署名への協力が目立ちました。 次回は8月9日（火）午後4時からです。 

平和行進行われる 

 7月24日（日）、「核兵器のない世界へ歩こう」と広島、長崎へ向けて柏国民平和大行進が行

われました。市役所平和モニュメント前で開会式のあと、「地上から核兵器を一掃しよう｣と市民

に呼びかけつつ南柏公園まで行進、流山へ行進旗を引き継ぎました。21団体、143名が参加、

署名100筆、カンパ13160円が集まりました。南部9条の会も旗を持って参加しました。 

 

おしらせ・ニュース 

柏市民憲法集会は来年も5月5日 

 好評を博した2011年の市民憲法集会に続き、2012年も、5月5日に決まりまた。

その準備会が9月16日（金）開かれます。 

 

原
稿
募
集 

次
回
か
ら
の
ニ
ュ
ー

ス
は
、
会
員
の
皆
様

の
意
見
・
投
稿
記
事

も
掲
載
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。 


