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主催：NPOきらきら発電・市民共同発電所	
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期日：2017年6月17日	



今日の話題	
1.	終わりのない事故現場の危険性	

2．放射線傷害の標的	

　	身体の設計図DNAとその合成	

3．低線量被ばくによる発がん　そのメカニズム	

4．福島における甲状腺がんの多発　	

5．低線量被ばくによる発がん	

	　疫学調査による証明	

6.	年間20mSv帰還政策の無謀	

7.	食品汚染と内部被ばく	

8．無視され続けている被ばくによる非がん性疾患	

9．未来に希望をつなぐために　これからの課題	



福島安全宣言CM 
「心の除染」編 



正しい放射線の知識の普及による心のケア 

福島は安全です 

放射線による健康被害もありません 

100mSv以下は安全が前提	

政府による	
「福島安全宣言」を！	



座長：榊原安英（日本原子力開発機構）	

放射線の正しい知識を普及する会（SAMURAI)　2015年3月24日	
　大会長：有馬朗人　　プログラム委員長：高田純	

科学報告　	
福島低線量放射線の科学認識と20km圏内の復興	



福島第一原発構内見取り図�
凍土遮水壁	

共用プール	

2011年6月当時4方に	
ベントナイト遮水壁を	
作る計画	
1000億円→東電却下	
	
　タンク1000基	



毎日約300トンの汚染水が増加	
タンクは溶接されるべき所をボルトで留められているため	
壊れやすく漏洩しやすい。	
溶接型に置き換え中だが間に合わない。　海へ放出？	

TEPCO	

総量100万トンを超えた	



赤旗2015年2月20日	

直径：3ｍ	
高さ：120ｍ	
周囲の汚染：	
最大25,000mSv/時	
（十数分で致死量）	
内部も周囲以上に	
汚染されている。	
	
	
支柱に複数の破談	
変形、さび	
	地上66ｍと40ｍ	

排気筒	



66ｍ地点鋼材接合部2カ所で破断を確認	 2013年10月31日 点検	



福島第一の原子炉、建屋地下、	
汚染水タンク等にある放射能の推定総量	

7.1ｘ1020ベクレル	

ベクレル：1秒間に崩壊する放射能量	

東電発表による放出放射能の総量	

9x1017ベクレル	

福島原発事故現場に残された放射能量は	
事故時放出された量の約800倍	
　（広島原爆の13万4千発分の死の灰）	

（日本原子力開発機構）	

（国会事故調）	



危険がいっぱいな事故現場からはできるだけ	
住民を遠ざけておくことが政府のなすべきこと	

しかし、実際は	
大金を費やし除染と称して環境破壊	

それでも1mSv/年にはならない	

2014年11月　飯舘村　今中哲二撮影	

限度線量を20mSvに	
引き上げ住民を戻す政策	



効果不明の	
除染に約2兆円	
作業着、簡易マスク	
線量計無し	
除染作業従事者	
2016年3月迄に	
延べ1000万人	

東電敷地内の	
作業者	



除染廃棄物：640万立方メートル	
費用：数兆円 	

メタンガス発生？	





1個の受精卵から	
分裂、増殖、分化する	

　　　成人	

60兆個の細胞	

　　受精卵	
（多能、万能）	 皮膚	

胃腸	

肝臓	



核：直径8μｍ	

ミトコンドリア	
	
	

核膜	

細胞膜	核小体	

細胞骨格	

ゴルジ装置	

リソゾーム	

直径10〜20 μｍ	

小胞体	

DNA

細胞	



DNAの二重ラセン構造	

DNA:	32億塩基対	 遺伝子：約22,000個	
　（全DNAの1.5%）	（全長：	2ｍ）	

A:アデニン、T:チミン	
G:グアニン、C:シトシン	





DNAの複製	

A:アデニン、T:チミン	
G:グアニン、C:シトシン	

DNAの塩基	

鋳型になる鎖	

G	 T	

C	 A	

T	

G	

A	

T	 T	

A	 A	 C	 G	 G	 T	 C	

C	

C	
新しい	鎖	



S鎖	

S’鎖	

鋳型のS鎖	

鋳型のS’鎖	

新しいS’鎖	

新しいS鎖	
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エックス線やガンマ線は	
1ミリグレイ=1ミリシーベルト	

1ミリシーベルト	 5ミリシーベルト	



化学結合のエネルギー（5〜7eV）	

水素結合	

診断用エックス線の	
エネルギー：100,000eV	

2nm	 二本鎖切断	

一本鎖切断	

Int. J. Rad. Biol.
Doodhead DT, 
1994

『Molecular Biology of THE CELL』より一部改変	

低線量被ばく	



DNA損傷の修復：一本鎖切断	

間違いを起こしにくい修復	

放射線	

C

C	

紫外線	

『細胞の分子生物学』より一部改変	
24



間違えた修復→変異 
再結合・・塩基喪失 

相同組み替え
による修復 

放射線 

相同染色体 二本鎖切断 

間違いなしの修復 

二本鎖切断の運命 

発がん

修復不能 

正常 老化・アポトーシス 25



二
本
鎖
切
断
数
／
細
胞
	

線量（Gy）	
Rothkamm K. Lobrich M
PNAS 100, 2003 より 

二本鎖切断
35／細胞／Gy	

26

シャーレの中に培養した	
人の線維芽細胞を	
使用して実験	

7Gy	

致死量：245/細胞	



DNAに自然発生する損傷と放射線による損傷を混同	

二本鎖切断 

複雑損傷で修復するときに	
間違いを起こしやすい。	
35個/細胞/1000mSv	
人の致死量7000mSv	

　245個/細胞/7000mSv	

放射線によるDNA損傷	

高村昇	
長崎大学教授	環境省発行	

除染情報プラザで配布	



放射線の危険性は蓄積する	

変異は細胞にたまって行く	

x	

x	 x	
x	

細胞	

遺伝子	

変異	

変異	

傷の治し間違い	

核	

発がん	

新たな被ばく	

被ばく	



発がんに関する科学的共通認識	

DNAの損傷	

修復ミス	

突然変異	
遺伝的不安定性	

突然変異の蓄積	

発がん	

	
放射線は1本通っても	
　DNA複雑損傷を	
　起こす可能性あり	
	
　	
		発がんに結びつく	
可能性	





放射性ヨウ素	

吸入や	
食事など	 放射性ヨウ素は肺、消化管から取り込まれ	

吸収量の10〜30％が甲状腺へ集積する	

肺から吸収	

吸収された放射性ヨウ素の	
泌尿器系からの排泄	

吸収された放射性ヨウ素の	
消化管からの排泄	

消化管から吸収	

尿（大部分は尿から排泄）	
便（2〜3％）	

放射性ヨウ素の吸収と甲状腺への蓄積	



ヨウ素剤の効果と配布基準・場所	

●ヨウ素剤はいつ飲むのが効果的？	
　放射性ヨウ素が取り込まれる	
			24時間前から同時 	 				　		93％	阻止	

　	2時間後では　　　　　　	80％	阻止	

　	8時間以降 	 	 											40％	阻止	
　24時間後	 	 	 												7％	阻止	
●配布基準	
　等価線量が50mSvになると予測されたとき	
　（大気中に放射性ヨウ素が2,100ベクレル／ｍ3	
　　の時24時間その空気を吸い続ければ50mSvになる）	
	

●現在決められている配布場所	
　原発から5km圏内は家庭配布　避難所　　	



安定ヨウ素剤が服用されなかった原因	

●オフサイトセンターが機能しなかった。	
　避難区域内（5km)、	複数個あるべきだった。	
●住民に安定ヨウ素剤についての情報を	
　伝えておらず、各戸配布もされていなかった。	
●防災訓練時にヨウ素剤配布訓練はしなかった。	
●原子力安全委員会の服用指示が	
　オフサイトセンター、市町村長に届かなかった。	
●福島県知事が服用指示を出さなかった。	
●市町村長は副作用を恐れた。	
●配布量が1回分のみだった。	



福島県民健康調査甲状腺検査結果	
一巡目検査	
（2011〜2014年）	

二巡目検査	
（2014〜2016年）	

三巡目検査	
（2016〜2017年）	

計	

悪性ないし
悪性疑い	

　　116人	
（2016年3月迄）	

　　71人	
（2016年12月迄）　	
一巡目検査結果	
A1:33人、A2:32人、B:5人	
一巡目検査未受診：1人	

4人	
（2017年3月迄）	

191人	

男女比	
事故時年齢	
(平均)		

　39：77（1：2）	
			6才〜18才	
		（14.9±2.6才)	

　　32：39（1：1.22)	
　　5才〜18才	
					(12.6±3.2才)	

2：2（1）	
8才〜13才	
（10.3±2.1）	

手術結果	 102人	
乳頭がん：100人	
低分化がん：1人	
良性結節：1人	

　49人	
乳頭がん：48人	
その他の甲状腺がん：1
人	

2人	
乳頭がん：2人	

がん
確定：	
153人	

腫瘍サイズ	 5.1〜45.0mm	
(13.9±7.8mm)	

5.3〜35.6mm	
(11.0±5.6mm)	

8.7〜17.7mm	
（13.4±3.4mm	

男女比：通常1：3〜1：7	
●国立がんセンター統計：0才〜19才では多くて：3人/100万人/年	
●一巡目検査：受診者300,476人当たり115人（発症率にして数十倍の多発）	
●二巡目検査,受診者270,431人当たり69人（途中）、三巡目検査、受診者121,496中4人　　　	



甲状腺がんの手術例（125例）	
国際専門家会議（2016年9月）鈴木眞一	

術後診断	

術式	 全摘出4例、片葉摘出121例	

男女比	 1.8（男性44例、女性81例）	

再発	 数例	

リンパ節転移	 97例（77.6%）	
甲状腺外浸潤	 49例（39.2%）	

甲状腺がんは予後が良い　→　放置していても良いと言うわけではない。	
スクリーニング効果　→　数十倍の多発は説明できない	
　　　　　　　　　　　　　　　　二巡目の多発をどう説明するのか	
　　　　　　　　　　　　　　　　男女比が時間を追うごとに1に近づいているのは何故？	
過剰診断との見解：転移、浸潤、再発などがある現状をどのように説明するのか？	
これを放置しても良いと言えるのか？	



小児甲状腺がん−チェルノブイリと福島	

甲
状
腺

手
術
数	

事故時の年齢	

甲
状
腺

診
断

れ

数	

福島	チェルノブイリ	

Takamura	N	他　The	Lancet	Aug.	2016		



小児甲状腺がん−チェルノブイリと福島	

甲
状
腺

手
術
数	

事故時の年齢	

甲
状
腺

診
断

れ

数	

福島	チェルノブイリ	

Takamura	N	他　The	Lancet	Aug.	2016		

2年半	
4年間	
5年間	
5年間	
4年間	
	



甲状腺腫瘍の診療ガイドラインQ&A	

推奨グレードA：放射線被曝（被曝時年齢19才以下、大量）は	
　　　　　　　　　　明らかなリスクファクターである。	
推奨グレードA：一部の甲状腺癌には遺伝が関係する。	
推奨グレードB：体重の増加はリスクファクターである。	
　　　　　これ以外に科学的に立証されたリスクファクターは、	
　　　　　今のところ存在しない。	

甲状腺癌のリスクファクターには	
どのようなものが存在するか？　	

推奨グレード	
A：質の高いエビデンスがあり、診療で使用・実践するすることを強く勧める。	
B:		質は高くないがエビデンスがあり、診療で使用・実践するすることを強く勧める。	
C1:		エビデンスは少ないが、診療で使用・実践するすることを強く勧める。	
D：　無効性あるいは害を示すエビデンスがあり、診療で利用・実践しないことを	
　　強く勧める。	

日本甲状腺学会雑誌　Vol	1,	2010	



Cardis	E.　他　J	NaVonal	Cancer	Inst.	97,	724,	2005		

131I被ばくによる小児甲状腺がんリスク 	

甲状線線量（Gy)	

甲
状
腺

相
対

（
）
	

ERR直線二次モデル	

ERR直線モデル＜2Gy	
ERR直線モデル＜1Gy	

①	

①	
②	

②	

③	

③	



3・11甲状腺がん子ども基金	
支給対象者	

事故当時19才以下で放射性プルームが	
通過した、秋田、岩手宮城、山形、秋田、	
新潟、栃木、群馬、茨城、千葉、東京、	
埼玉、神奈川、静岡、山梨、長野の	
1都15県に居住していた人で25才以下で	
甲状腺がんと診断された人。	
		
一律10万円を支給。	
アイソトープ治療が必要な方には	
10万円追加。	
	



手のひらサポート給付状況	

県
名	

福島	 宮
城	

群
馬	

茨
城	

千
葉	

埼
玉	

神
奈
川	

東
京	

長
野	

新
潟	

秋
田	

岩
手	
	

静
岡	

山
梨	

　計	

合
計	
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（5＊）	

3	 　1	 　1	 　1	 　3	 　 4	 　3	 　2	 　1	 　1	 1	 1	 1	 　81	

（5＊）は県民健康調査以外での発見数	

2017年3月迄4回支給の内訳	

がん発見の契機：福島県内　県民健康調査　53名	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　県民健康調査以外（独自検診や自覚症状による検診）　5名	
　　　　　　　　　　　福島県外　独自受診や自覚症状による受診　18名　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治体による検診　　　　　　　　　　　1名	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学受験や入社時検診　　　　　　 　4名	
男女別人数：男性30名　女性36名（福島県内28：30，県外7：16）	
事故時年齢：福島県内　4〜18才（平均13.5才）	
　　　　　　　 　福島県外		4〜19才（平均15.1才）	
再発：福島県内5例	
アイソトープ治療者：10例（福島県内2例、県外8例）	



事故当時4才児の発がんが発覚	
−県民健康調査甲状腺検査の問題点浮上−	

県
民
健
康
調
査

甲
状
腺
検
査	

　
　
　

一
次
検
査	

　

細
胞
診	

経過観察	
（通常診療）	

悪性ないし	
悪性疑い	

県民健康調査課によると経過観察に移行する基準は不明	
少なくとも県は関与していない。	

県立医大が決めたのか？	

A1,A2判定	

次
回
検
査	

B	
C	
判
定	

検
討
委
員
会

報
告	

発

数
？	（2017年3月：2523人）	

　
　

二
次
検
査	

？	

？	

？	

？	

調査概要にある経路	

調査概要にない経路	

？	 基準・数共に不明	
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『なすびのギモン』　環境省発行	

本当ですか？	
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原子力発電と放射線	

●「原子力の安全性とはつまるところ	
　　放射線の安全性に他ならない。」	
●「現状を放置しておくと人々が	
　	僅かな放射線を恐れて、	
　	原子力の需要が進まず、	
　	エネルギー問題の観点から	
　	日本の前途が危うくなるおそれがある。」	

放射線教育フォーラム成果報告書	
2002年度『今重要性が増す放射線教育』	
2003年度『一段と重要性が増した放射線教育』　	

NPO法人放射線教育フォーラム　理事会　事務局長　松浦辰雄	



・電事連がＩＣＲＰ委員を含む放射線専門家、	

　原子力安全委員会に規制を緩めるよう働きか	

　けを行い、成功している。	

　「2007年勧告等に電力の主張が全て反映された」	

	

•  電気事業者連合（電事連）が放射線影響協会を通
じ、長年にわたりＩＣＲＰ委員の国際会議出席旅
費を負担してきている。	

被ばくに関する規制当局への働きかけ	

国会事故調報告書	5.2.3	　電事連資料より	



・東電、武藤副社長：「悪い研究者に乗っ取られ	
　　て悪い方向に向かわないように、研究の動向	
　　を監視しておくこと。」	
・非がん性影響についても過度に厳しい放射線	
　　防護要求とならないよう研究を進める	
　　必要がある。 
・放射線影響が蓄積しないことがわかれば、	
　　大幅な規制緩和が期待できる。　　	

電事連が研究分野を監視	

国会事故調報告書	5.2.3	電事連資料より	

電気事業者や当局が放射線リスク評価や	
研究分野に多大な影響力を駆使している	



原爆被爆者の生涯追跡調査 
第14報より�

100mSv以下の被ばく者が75％	

原爆被爆者追跡集団：86,611人	
対照群：爆心地から3km〜10km圏内	

追跡期間：1950年から2003年まで	

	　(Ozasa K.et al. Rad. Res.177, 229, 2012)		



 

　原爆被爆者の固形がん死の過剰相対リスク	
	（過剰相対リスク:対照群よりどれだけリスクが多いか）	

	(Ozasa K. et al. Rad. Res.177, 229, 2012 に加筆)		

LNT

しきい値を想定するとして最適なのはゼロ線量	

しきい値なし直線モデル	



Mathews	JD	et	al.	BMJ	346,	2013	

ＣＴ検査による発がんリスクの増加（オーストラリア）	

　　　　ＣＴ検査回数	
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680,211人のＣＴ被検者の内3,150人発がん
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1990年と2000年に国勢調査で
19才未満の子ども2,093,660人を
2008年まで追跡調査

白血病、脳腫瘍は1mSvで4％増加
全がんは1ｍSvで3％増加	

Spycher BD et al. 
Environ Health Perspect. Feb 23, 2015	



自然放射線、医療被ばくによるがん死、がん罹患率の上昇 	 	

（15才未満）	



100mSv以下でがん死率が増加した報告 	   	
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線量率（時間当たりの線量）	
高線量率：原爆被爆者のように一度に全量を浴びる場合	
低線量率、遷延ばく：福島での被ばくのように少しずつ時間をかけて浴びる場合	
	
DDREFをいくつにするか：同じ線量でも線量率の違いでリスクは変わるのか	
　　　　　　　　　　　　　　　 変わるとすればどのくらい変わるのか	

線量・線量率効果係数（DDREF)	

																国際機関	 　　             　DDREF	

国際放射線防護委員会（ICRP）	 2：線量あたりのリスクは低線量率では高線量率の1/2	

WHO、UNSCEAR、	
欧州放射線防護委員会（ECRR)	

1：リスクは線量率に関係しない	

米国科学アカデミー　BEIR		
委員会	

1.5：線量あたりのリスクは低線量率では高線量率の
1/1.5	

上で紹介した疫学調査は原爆被爆者寿命調査を除き全て低線量率被ばく	
総合するとリスクは線量率に関係しないか低線量率の方がむしろ高線量率よりも	
高いという結果でありDDREF：2を支持するものはなかった。	
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   -低線量率の方がリスクが高い可能性もある-	
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合理的に達成できる限り低く	
As Low As Reasonably Achievable（ALARAの原則）	

 

放射線傷害	 社会的コスト	

放射線傷害＋社会的コスト	

放射線防護レベル　→	

講演するICRP委員長　ゴンザレス氏　「放射線防護の最適化」	
国際専門家会議：放射線と健康リスク～世界の英知を結集して福島を考える〜　2011年9月	



年令,性別放射線感受性	

7倍	

帰還政策では妊婦、乳幼児まで	
年間20mSvの所に帰す。	

20mSv被ばく	
がん死数/10万人	

BEIR	VII	より、　DDREF:1.5	を使用　『国会事故調報告書』（2012年）	





小佐古内閣参謀参与の抗議辞任	

年間20mSvを乳児、幼児、小学生に	
求めることは学問上の見地からのみ
ならず・・・	
強く抗議するとともに再度の見直しを
求めます。	

20mSvというのはとんでもなく高い量ですよ。	
原子力発電所で働く人84000人の	
平均は1.5mSv、20ｍSvを超える人は	
去年は確か誰もいなかった。	
自分の子どもをそういう目に	
遭わせるというのは私は	
絶対にいやです。	
	

2011年5月3日	



原子力規制委員会原子力規制庁委託調査報告書	

低線量放射線による人体への影響に関する疫学調査	

（第Ｖ期調査　2010年度〜2014年度）	

　65.4%の労働者の平均累積線量：0.7mSv　	
　累積線量20mSv以下：83%		

放射線作業従事者の累積線量の分布	

13．8	

（第I期調査　1990年度〜1994年度）	



平常状態の区域	

避難区域	

平常状態では容認できない被ばくがある区域	

年間20mSv	

年間1mSv	

あるべき政策（ICRPの介入）	現政府の帰還政策	

ICRPの放射線防護体系のどこにも現在の被ばく線量よりも	
高くするような政策は見当たらない。	

現政府が進める帰還政策の不条理	

除染	



国側連名意見書（17名連名）	
●　佐々木康人（元放医研理事長、他）　　　　　　　　　元ICRP主委員会委員	
•  遠藤敬吾（京都医療科学大学学長、他）	
•  長瀧重信（長崎大学名誉教授、他）	
•  甲斐倫明（大分県立看護科学大学教授）　　　　　　ICRP委員	
•  宮川清（東京大学大学院医学系研究科教授）	
•  井上優介（北里大学医学部教授）	
●			柴田義貞（長崎大学客員教授、他）	
•  鈴木元（国際医療福祉大学クリニック教授）	
•  中川恵一（東京大学准教授）	
•  杉村和朗（神戸大学理事・副学長、）	
•  小西淳乙（京都大学名誉教授、他）	
•  草間朋子（東京医療保健大学副学長、他）	
•  山下俊一（長崎大学理事・副学長、他）	
●			酒井一夫（東京医療保健大学教授、他）　　　　　　　ICRP委員	
•  柴田徳思（元東京大学原子核研究所、他）	
•  稲葉次郎（元放医研研究総務官、他）　　　　　　　　元ICRP委員	
•  嶋昭紘（東京大学名誉教授、他）	
（●　 証人）	



原発事故損害賠償訴訟における	
国側17名連名意見書（京都地裁）	

•  福島原発事故以後、わが国では、国際機関で合意されて
いる低線量放射線影響の科学的常識から外れて、低線量
放射線影響のリスクが大きいと見なすごく一部の「専門
家」の影響で、必要以上に被ばくを怖れ、不安に駆られて
いる人々が大勢でたことは、今こそ推進すべき福島の復
興を阻害する不幸な事態である。「崎山意見書」で主張さ
れている内容の多くは、正に不必要に低線量被ばくを危
険視するもので、良識ある専門家には受け入れられない
ものである。	

•  我が国の訴訟において、国際的に合意の得られている範
囲を超えて、低線量放射線の被ばくに健康影響があると
の判断がなされることがあれば、福島の復興が遅れ、コ
ミュニティーの再建に大きな影響を及ぼす。これは被災住
民の希望に反することである。加えて、健康影響に関する
国民の不安感が益々増大し、患者の診療に不可欠な医療
放射線の利用に対してまで不安感が広まり、（中略）社会
の多方面にわたり多大な悪影響を及ぼされることになる。
（後略）	







　環境省の発行したPRパンフ 

高村昇長崎大学教授	

除染情報プラザ、ホームページで宣伝	







放射線による非がん性疾患の誘発	
　　広島・長崎原爆被爆者生涯調査線量に比例して増加	

　　　　　心臓血管系、呼吸器系、消化器系、泌尿器系	

心
臓
疾
患

死
亡

過
剰
相
対

�

心臓疾患による死亡と線量の関係	

腸管線量（GY)　			　Shimizu Y. et al. BMJ 2010 
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3�
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6�

事故処理者（1986−87）における非がん性疾患の罹患率	
　　　　　　　（2008年調査、22年後）	

消化器系疾患(35.8%)	

神経・感覚器疾患(16.2%)	

循環器系疾患(20.2%)	

内分泌系疾患(6.1%)	

骨格筋系疾患(13.2%)	

その他の疾患(12.5%)	

ウクライナ医学アカデミー・放射線医学研究センターのデータ	



被ばく者に多発する非がん性疾患とその特徴	
消化器系：慢性胃腸炎、胃潰瘍、肝炎、肝硬変,	
										出生時形態異状、	
内分泌系：甲状腺機能障害、Ｉ型糖尿病、性ホルモン異常、	
　　　　　不妊症	
神経・感覚器系：てんかん、頭痛、自律神経障害、	
　　　　　学習障害	
泌尿、生殖器：腎障害、性成熟の遅れ、精子数の減少、	
　　　　　流産	
免疫系：骨髄、リンパ系細胞障害による細胞性、液性免疫	
　　　　　障害、感染症の増加、チェルノブイリエイズ	
循環器系疾患：心筋梗塞、脳梗塞	

特徴	
　　同時に4種類から5種類の疾病にかかる	
	
老化の促進（実際の年齢よりも10から15才老化）	

『チェルノブイリ被害の全貌』岩波書店	
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『就学前児童のための	
放射線生態学』	
　放射線防護の基本と	
健康的なライフスタイル	
I.A.Komarova,	2007	
(教育者用教材)	(抜粋)	

目的：就学前の子どもたちに初歩的な放射線環境の
概念を形成すること 	
　就学前の子どもの放射線環境教育プログラムは、	
放射線とその影響についての初歩的な知識を習得し、
放射線防護についての実用的なスキルを身につけさ
せ、自分の健康と個人的な衛生習慣および汚染地域
で暮らす際の振る舞いの文化といったものに気を配る
ことを考慮している。就学前の子どもたちに、生まれた
土地の環境問題、すなわち放射線の危険があるとい
う条件での生活の特別な方法について、初歩的な概
念を形成する。	
	
基本的知識：放射線、放射線バックグラウンド、放射
線被ばく、放射性核種、放射線防護、汚染地域、線量
計、健康、身体、健康な人、健康な生き方、身体活動 	
その他	
放射線防護：就学前の子どもには、核爆発が起こると、
すべての生物（人間、動物、植物、生体内の細胞）に
とって危険な物質の崩壊が生じるということを、必ず説
明しなければならない。放射線から自分自身と環境を
保護する基本的な方法を説明する。線量計やその他
の個人用保護具について理解させる。 	
　　　　　　　　　　　原文：ロシア語、仮訳：吉田由布子 	



ベラルーシにおける放射線教育に学ぶ	

放射線女王と手下の放射性物質	 赤カブ	

木になっている果物	

森のキノコ	

きれいな果物	

料理したキノコ	



政府は核エネルギー利用促進のために	
政府に従順な研究者を利用して	

原発・放射線のリスクを過小評価する	

科学的根拠に基づいて、個人個人が判断力をつける	

民主的で原発のない社会を築くのは最終的には個人の力	

核災害はひとたび起きると生業を根こそぎ奪ってしまう。	
しかもその持続時間は人の寿命をはるかに超える。	

政府及びそれに追随する専門家	 だまされないために	



さよなら原発　代々木公園　2012年7月16日	
hbp://sayonara-nukes.org	

一人一人は微力でも、集まって社会を変えよう！！ 


