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「原発・放射能の汚染から 

子供、家族をどう守るか」  

11月 20日（日）13時 30分～16時 30分、酒井根近隣センターで、 

「原発問題を考える地域のつどい」第３弾として、大妻女子大名誉教授・ 

日本科学者会議の池上幸江さんの講演会をちばコープ柏平和の会と共

同で開催しました。当日は、45人の方々が参加。 

具体的に千葉県・柏市の状況、放射能の影響への対策を取り上げた 

内容で、素晴らしい講演会でした。 

池上幸江さんの話 (要旨) 

放射能の影響への対策  

日常、放射能の影響への留意・対策になると思われる内容を   

ピックアップして記載しました。 

11月8日現在の情報に基づいているので、今後放射性物

質の新たな拡散や汚染があれば、状況は変化します。 

千葉県での当面の対応 

飲用水 

 ★成人についてはとくに問題はない。  

 ★現状では乳児、幼児、学童に対する危険性は低い。 

牛乳・乳製品 

 ★安全な地域で生産されたものを利用する。    

野菜・果物 

出荷制限のあるもの以外は大きな問題はないが、気になる

場合は 

 ★野菜や果物はよく洗う。とくに葉物野菜は注意が必要。 

 ★結球野菜などは外側の葉は捨てる。果物は皮をむく。 

 ★野菜は生ではなく、できるだけ水を使った加熱調理が望

ましい。 

 ★根菜やいも類については、現在問題ないと思われるが、

今後情報を収集して判断する。 

 ★生産地や野菜・果物の種類を多様なものとする。 

魚介類、海藻類 

 ★現在淡水魚の汚染が問題であるが、今後は海洋汚染

が広がると海藻類への影響の可能性もある。 

牛肉 

  

便秘を起こさない食生活 

① 便秘をしない食事は、栄養バランスがとれているかど  

うかのよいバロメーター。 

② 便秘予防には食物繊維をしっかり取ることかが重要。 
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ヨウ素の体内分布と役割
　　　ヨウ素を含む生体成分：人体に含まれるヨウ素の７０－８０％は甲状腺に
　　　　　　　　　甲状腺ホルモンとして存在
　　　甲状腺ホルモン：トリヨードチロニン（Ｔ３）、チロキシン（Ｔ４）

　　　甲状腺ホルモンの作用：全身エネルギー代謝、物質代謝、生殖、成長、
　　　　　　　発達等の生理的プロセスを調節、とくに胎児では脳、末梢組織
　　　　　　　骨格などの発達と成長を促す
　　　ヨウ素の必要量（食事摂取基準）

　　　　　　　（μｇ/日）　

　　年齢 　推奨量 　目安量

０－５月 １００

６－１１月 １３０

１－２歳 　　５０

３－５歳 　　６０

６－７歳 　　７５

８－９歳 　　９０

１０－１１歳 　１１０

１２－１４歳 　１３０

１５－１７歳 　１４０

１８歳以上 　１３０

妊婦（付加量） 　１１０

授乳婦（付加量） 　１４０

乳児、胎児、妊婦ではヨウ素の
必要性が高く、食品などから摂
取したヨウ素が甲状腺に集まり
やすい

放射性物質の調理による除去

　食品 　　調理・加工 　　除去率　％

ホウレンソウ 　水洗い 　　　８９

レタス　 　水洗い 　　４２～６６　　

キュウリ 　酢漬け 　　　８４．７

にんじん 　生、皮むき 　　　５５　

１３７Ｃｓの濃度変化(Bq/kg)

　食　　品 　調理・加工 　除去率　％

いちご 水すすぎ    　　３６

ブロッコリー 水洗い 　　　９５

はるたまねぎ 水洗い 　　　６４以上

レタス 水洗い 　　３６～５０　

１３４Csの濃度変化（Bq/kg)

★検査状況をみて、判断する。 

http://kashiwananbu9jyo.aikotoba.jp/
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　産地 　　　　　出荷停止されている品目 　解除された品目（例）

福島県

原乳
ホウレンソウ、コマツナ、キャベツなど
ブロッコリー、カリフラワー, カブなど（いず
れも一部地域：避難指示地域など）
原木しいたけ、たけのこ､さそてつ（こごみ）､
うめ､ゆず､野生ｷﾉｺ､ヤマメ､ウグイ、アユ、原木
ナメコ（以上一部地域）
牛肉とイカナゴ（全域）

原乳（一部地域）
各種野菜（一部地域）
原木しいたけ（一部地域）

宮城県 牛肉

岩手県 牛肉

茨城県
茶、原木しいたけ（いずれも一部地域） 原乳、かき菜、パセリ

（県全域）、ホウレンソウ

栃木県 茶、原木しいたけ（いずれも一部地域）、牛肉 かき菜、ホウレンソウ

群馬県 茶（一部地域） ホウレンソウ、かき菜

千葉県 茶、原木しいたけ（いずれも一部地域）

神奈川
県

茶（一部地域）

最近の食品の出荷制限の動向１１月８日

③ 食物繊維の給源は野菜、果物をしっかり食べることと、

麦飯がお勧め。 

④ 食物繊維は食物の消化残渣をすばやく体外に排泄す

るので、放射性物質の体外排泄も多くなる。 

野菜・果物の効能  

果物とか野菜にはカリウムというのが沢山含まれている。

このカリウムはセシウムと似ているが、カリウムを沢山取っ

ているとセシウムの吸収が悪くなる。 

① 野菜や果物には抗酸化成分が多く含まれ、核酸の酸

化を防ぐ効果あり 

 ② 野菜や果物を多く摂取している人々は、がんの発症率 

  や死亡率が低い。 

③ 野菜や果物を多く摂取している人々では全体的な健康

状態がよい 

 ④ 野菜や果物に多いカリウムはセシウムの吸収・排泄な

どを高める 

健康的な食生活は放射線の影響を防御する 

 チェルノブイル原発事敀でもヨウ素欠乏が甲状腺がんの

発症を高めた  

「良質なヨウ素（海藻などに多く含まれる）を沢山取っていれ

ば、放射性ヨウ素の吸収が抑制される

 

最初の頃、福島、茨城、群馬、栃木の農産物が汚染されており、千葉のものも旭市辺りから出たものも引っかかりました。 

各県で出荷制限されているもの ： 原木シイタケ

（戸外のもの）、牛肉、イカナゴ、コゴミ、タケノコ、茶

もあちこちで引っ掛かって、出荷制限に加わってき

ています。（キノコ類は、放射性のセシウムを集めや

すい性質があります。小さいお子さんには暫らく気を

付けた方が良いと思います。） 

・福島県で、ウメ、ユズ、野生のキノコ、原木ナメコ、

ヤマメ、ウグイ、アユなどの川魚の類、なども追加さ

れています。千葉県のお茶やシイタケが、一部地

域ですけど引っかかっていますから、気を付けた方

が良いでしょう。 

 出荷停止が解除されたもの ： ホウレンソウ、カキ

ナ、パセリ、原乳なども、一部地域を除いて、段々と大丈夫というふうになって来ています。海の水産物に関してもイカナゴ以

外にもそれぞれ測られて、引っかかっているものはありません。一番最近の状況ですけど、福島のコメがどうなるかがちょっと

問題です。 

千葉県の食品について ：旭市を中心に多古町など海の方に近いところの農産物（3 月 22 日採取）が引っかかっていました

が、今では旭市のものも、殆ど検出されていません。5月 26日の千葉県の食品汚染状況は、カタクチイワシ（12.8 Bｑ）、ヒラ

メ（5.9 Bｑ）で少し出ていましたが、500Bｑが規制値ですから、食べて特に問題がある汚染の状況ではないと思います。千葉

県が 8 月に調査していますが、数値が出たものもありますが、規

制値よりかなり低くなっています。その他 129 種調べていますが

いずれも「検出せず」（ＮＤ）となっています。 

魚類は、海水汚染はっきりしません、今後気を付けて、データを

見た方がよいでしょう。 

柏市内の農産物 : 柏市ホームページ（11 月の分）を見ますと、

果物類（キューイ、柿など）に、一寸出て来ていますが健康に影

響があるというものではありません。食べる時、良く洗う、皮をむく、

ことで殆ど除くことが出来ます。他にも色々測られていますが、

全部「検出せず」です。市内の農産物について、「規制値（500 

Bｑ）を超えた事例は無い」と書いてありました 

千葉県内販売の食品汚染状況（５）
8月23～31日に千葉県内で販売され、放射能が検出されなかった

　　　　　産　　地 　　　　食品

千葉県 牛肉

銚子港、鋸南町、勝浦町 スルメイカ(2)､ごまさば､かつお

北海道､群馬県､茨城県､
群馬県､岩手県､福島県､
栃木県､青森県､千葉県､
長野県､新潟県

ニンジン､タマネギ､ジャガイモ､
ナス､ピーマン､キャベツ(2)､
キュウリ(2)､ナガネギ､コマツナ
モヤシ(2)､チンゲンサイ､ホウレ
ンソウ(2)､エノキ(2)､シメジ､
エリンギ､ナシ

千葉県､茨城県 豚肉(もも肉:2)､豚肉(肩ﾛｰｽ：2)

岩手県､茨城県､千葉県 鶏肉(もも:3)､鶏肉(むね:3)

食品の放射能汚染の実態
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水道の水：最初、4月 3日頃、

放射線が出ました。が、5 月に

入ると殆ど出ていません。この後も引き続いて出ていません。この状

態だったらペットボトルの水より、水道の水の方が安心して飲めるので

はないかと私は思っています。ちなみに水道の水は塩素消毒もして

ありますから、殺菌するほどの効果は無いですが、浸けて置けばある

程度雑菌を減らしてくれますから、水道の水は、私はむしろお勧めだ

と思っています。 

母乳：4月（千葉市の方で 2.3 Bｑ検出）と 5月に、少人数ですが、測

られていて、千葉県の人の母乳からは微量と ND(検出せず)でした。

しかし、赤ちゃんに一番影響があるのはヨウ素なんです。ヨウ素の半

減期が 8日ですから、もっと早くこういう結果が得られれば良かった。 

大気中の放射能： 定点観測だけでは意味がないというので、文科

省がヘリコプターを飛ばして広範囲を測った。計算で地上１メートル

のところの数値が出されて、新聞報道のものを、地図に表しました。 

×印の所が原発です。赤いところ黄色いところは勿論、濃いですが、

薄いブルーのところも汚染の酷いところです。どうも気流と雨の両方

で二つの流れが出来た。原発から真っ直ぐ南東へ流れたもの（①）と

海上を南下し南西に茨城から千葉県北西部（東葛地域）へ流れたもの（②）があるらしいんです。①は３月の 14、5日、②は

もうちょっと後。千葉は②ですね。柏とか松戸など、この辺がホットスポットになったというのが、良く分かると思います。房総に

も飛んでいて複雑なんですね。国は年間 1 ミリシ－ベルト以下にしなさいと言っていますから、東葛地域は超えると計算され

ています。ですから柏、松戸、流山などは何らかの手を打たなければならない所になっているんではないかと私は思います。

（＊国は年間１ミリシーベルトと大地からの自然放射線量の合計数値を示している）野田市が 0.19 マイクロシーベルト、柏市

0.23、市原市が 0.23、で除染をしていくということです。 

 

ベクレルというのは、核種からどれだけ放射線が出ているか示すもので、シーベルトというのは

ベクレルに実効線量係数というのを掛けて、体にどれだけ影響があるかを表します。 

ヨウ素は子供の甲状腺に来ます：セシウムは全身に来ます。甲状

腺ホルモンには 2 種類あって、全身のエネルギー代謝や物質代

謝をコントロールするホルモンです。子供は生殖、成長、発達。そ

れから胎児では脳、抹消組織、骨栺をつくるのも、この甲状腺ホ

ルモンが大事な働きをしています。福島で原発が爆発した時、小

さい子供たちにヨウ素を与えておくというのが仕様書にはあったん

だそうですが与えられなかった。良いヨウ素を取り込んでおけば、

放射性ヨウ素は甲状腺には入り難くなるのです。そうすると赤ちゃ

んの甲状腺ガンをある程度予防することになる。しかし、東葛地

域でヨウ素を飲ませておく必要があったとは考え難い。 

その他のガン：今の所あまりはっきりしませんが、恐らくこれらも増

えているのではないかと思います。放射線を浴びたからといって、

必ず自分がガンになるという事はありません。今の所 0.05％ぐらい

だと言われています。1万人いたら 5人ぐらいが発症するということです。   （終） 

 

[参加者の主な意見・質問] 

・小学生の子のお母さん：行政に関心のない人も市への働きかけに参加するなど、柏の人はもっと深刻に、放射能問題を捉 

水、母乳、大気の放射能汚染

放射線の健康影響

放射線被爆と体への影響（低線量被爆）

１００

　５０

　１０

　　６．９

　　５．０

　　２．４
　　
　　１．５

　　１．０

５年間の職業被爆の線量限度

１年間の職業被爆の線量限度

がんによる死亡の確率を０．０５％増加させる線量

１回の胸部ＣＴスキャンによる医療被爆線量

妊娠可能な女性の１年間における職業被爆の線量限度

１年間に自然環境から受ける被爆線量（世界平均）

１年間に自然環境から受ける被爆線量(日本平均）

１年間の人工放射線源からの公衆被爆の線量限度

ｍＳＶ
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《お話の項目》：①食品・水の放射能規制 ②食品の放射能汚染の実態 ③水、母乳、大気の放射能汚染  

④放射腺の健康影響 ⑤放射能の影響への対策 ⑥原発から考える  でした。 

＊「まとめ」は、話の趣旨のため、話の流れに沿わない「まとめ」になっています。 

後日先生の承諾を頂いた上で、ブックレットにまとめたいと考えています。 （まとめ文責：事務局） 

 

  

えるべきだ。 

・市議の話：若いお母さんたちの取り組みから柏市も重い腰をあげ、前向きに取り組みつつある。線量計測要請が根土を 

中心に 2143申し込まれた。 

・柏市特別放射能対策室に問い合わせた人：除染の実施、柏市は 0.23。高いところから順次除染作業を実施すると言っ 

いたが。「柏市は良くやっている」という対応だった。「私有地の除染は自分でやれ」など、本当に良くやっているのか？ 

・小学校 1 年生のお子さんのお母さん：友人の子供さんが 7 月に尿検査をした所セシウム 134 と 137 が 0.4ベクレル出て

しまった。呼吸でも内部被曝するんではないか？ 

・除染した水が東京湾へ流れ込んで、東京湾内の魚介類に影響はないのか 

・お茶はちゃんと検査を受けているかどうか、小さいお子さんがいる家では当面避けた方が・・・ 

・子供たちが外遊びが出来ないことの影響がいろいろ出ている。どういう状況になれば外で遊べるのか？ 

・2、30年後に出た障害が今回の原発によるものなのかどうか、今のうちに被害認定書を発行すべきでは？ 

 

 

              

 

 

 

 

2012 憲法集会  

・来年も 5月 5日アニュゼ柏で開催されます。 

・講師は池田香代子さん（ドイツ文学、児童文学、『世界がもし 100 

人の村だったら』の作者） 

・当会から実行委員会事務局に高橋徹也さんと山田実さんが参加、

催行の細部を検討します。600名の賛同者を集めることを目標。 

 

「成人式おめでとう！！ ビラ配布」 

・柏市主催の「2012新成人を祝う集会」2012年 1月９日、柏市文化

会館で行われます。 

・新成人に対し、お祝いと平和のメッセージを届けるビラの配布を予定

しています。 

・参加できる人は、1月９日 11時 30分、文化会館前へお集まりくださ

い。 

             

次回の例会は、3月下旬を予定しています。 

大震災・原発大事敀発生から、満1年を迎えます。被災された方々、

放射能から避難されている方々のご苦労に思いを寄せ、「3回の原発

を考えるつどい」（講演会）を通して、もう一度、私たちが考えるべきこと、

私たちに出来ることなど、1年をふり返るつどいにしたいと思います。 

会場の確保が出来次第、テーマなどを決め、皆様にお知らせします。 

 

 

  2012年1月１9日１７時から増尾駅そばの「庄屋」で、大震災・原発大事敀発生・放射能で明け暮れた1年間から 

9条の会が果たすべき役割など話し合いましょう。 会費は2500円程度。 申し込みは世話人へお願いします。 

おしらせ・ニュース 
「九条の会」全国交流集会について(報告) 

 
「九条の会」全国交流集会が 11月 19日、東京・

日本教育会館で行われました。全国の元気な熱

気あふれる報告が相次ぎました。 

大江さん：原発＝核抑止力と主張する人がい

る。福島で起きていることを最小限に！ 

澤地さん：憲法を守ることは原発への意思表示

につながる。今、日本の世直しを！ 

奥平さん：国会で憲法審査会発足させ、「今を

逃したらダメ」と改憲へピッチを上げている。 

などの挨拶がありました。また、6 月の例会

でお話し頂いた原発避難者・中里範忠さんか

らも避難者の気持ちをつなぐ活動している

ことの報告もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新年会」やりますよ！！！ 

山田 実 

お知らせ

ーい 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%8C%E3%82%82%E3%81%97100%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%9D%91%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%8C%E3%82%82%E3%81%97100%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%9D%91%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89

