
（梶谷） 

皆さんこんにちは、放射性物質と健康を考えるシンポジウムのパネルディスカッションに入り

たいと思います。本日のディスカッションに際してのパネラーですけれども、先ほど基調講演を

やっていただきました自治医大の菊池先生。消費者庁の金田先生。それから日光市長の斎藤市長。

それからＮＰＯ法人の手塚先生。手塚先生につきましては簡単に自己紹介をお願いいたします。 

 

（手塚） 

手塚郁夫です。みなさんよろしくお願いいたします。不登校の子供とか、学校に通うことがち

ょっとつらくなった子供たちの生活や学習をサポートするためのＮＰＯなんとなくのにわをや

ってます。ちょっと昔物理をやっていたという関係で、このシンポジウムに推薦されたと思って

います。 

今回の原子力発電所の事故は、非常に大量な、制御ができない放射能が環境に放出されてしま

ったということで、非常に大規模な環境汚染だと思います。また、今まで我々が経験したことの

ない事故だということで、今までと同じと考えていていいのかなという気持ちがあります。 

自分への影響はもちろんですが、子どもたちは大丈夫なのかなと心配している日光市民として 

 参加させていただきました。 

 

（梶谷） 

  ありがとうございました。最後に、私今日司会を仰せつかりました、上都賀郡市医師会の 

 梶谷と申します。 

  今回の、放射能汚染につてですが、私今年の夏休みにフランスのモンブランという山に登って 

 きました。地元の山岳ガイドからどこから来たのかと言われ、福島のとなりか、放射能汚染は大

丈夫なのかと、はるかに離れたフランスでも風評被害になっています。 

  市民の皆様からの事前質問が多くでています。私も日光に住んでいて、アウトドアが好きなの

で、キャンプしたり、渓流釣りしたり、子どもも育てましたし、市民と同じ目線で気になること

はあります。ですから、ここに出されている事前質問は納得できるものが多いのですけれど、 

 事前質問ひとつひとつに対応していきますと時間的に無理ですし、論点もまとまりませんので、 

 私のほうでコーディネートさせていただき、大きく三つにくくりました。 

  まず最初に、放射性物質と環境、あるいは放射線医学的なことに関わることをくくりました。 

 たとえば、セシウムの他の物質は大丈夫なのか、先ほどの基調講演で答えは出ていますが、こう

いった諸々の質問に対して、菊地先生、改めてご説明いただけるとありがたいと思います。    

 

（菊地） 

  まず、日光市はメッシュ枠で細かく線量をだしていますが、この会場で自ら放射線を測定した 

 経験のある方、ブルーの紙を上げてください。かなりいらっしゃいますね。では、今上げた中で 

 自分でマイ線量計を持っている方、上げてください。20 人くらいいますね。線量計もいろいろ 

 ありまして、数値がでるものや最近は携帯電話でも測れるようになっていて、いろいろなタイプ 

 がありますが、今セシウムを測るという点からいくと、Ni シンチレーションを使った測定器が 

 かなり感度は高いです。あとはＧＭタイプの測定機はβ線も入ります。校正という点でいくと 

 きちっと校正された線量計が正しいもですけれど、多くのマイ線量計は校正機関で校正されて 



 いないと思います。なぜかと言うと、１校正 4 万円かかりますのでかなり高いです。ですから 

 今お持ちのものは、目安としてこの場所はあの場所より高いといことはわかりますが、その数値 

 を信じて、私のところは０．２マイクロ、こちらが０．３、０．４で、ここに何時間いたらどう 

ということをいう。ホームページなどを見ていると、怖いという意味で測っていると、低い数値

より高い数値を信じるんです。これが心理なんですね。ですから、やはり県とか市で、または、

国で出しているホームページで出している数値は、校正された値ですから、そちらを基準にして

自分の家の庭や周辺はどうかを見ていただきたいと思います。ただ皆様方はベクレルもシーベル

トもびっくりするくらいよく知っている、小学校のお子さんも知っている、というのがある意味 

かなしい現状かと思います。 

 

（梶谷） 

  一般的に、売られている数万円のウクライナ製の線量計は、どのくらいの性能、精度はどうな

のでしょうか。校正が可能なのでしょうか。 

 

（菊地） 

  校正する以前の問題です。私から見るとおもちゃみたいなものです。5 倍くらいちがいます。 

 私の線量計は 35 万円くらいして、校正費に 4 万円かけています。ある小学校に行って、先生か

らうちはこの線量計使っていますと、数値を見てみたら２倍違いました。正しい線量を測ってい

ただきたいと思います。 

 

（梶谷） 

  対策室にある機械は、30 万くらいの機械ですか。 

 

（日光市） 

  簡易なものを貸し出しています。 

 

（手塚） 

  ちょっとコメントしたいのですが、レベルの低いものも、高性能のものと校正すれば、一緒に 

測ってどのくらい差があるのか確認すれば、使えるのではないでしょうか。 

 

（菊地） 

  比較校正というかたちではできますけれど、エネルギーによって多少ちがいますので、セシウ

ムだけの校正までやればある程度使えますが、そこに違うもののエネルギーが入ってくると、エ

ネルギー校正が必要です。 

 

（手塚） 

  β線まで測ると多めにでるとか問題があるでしょうから、それを指導していただければいいと 

 思います。あまり安いもので、3 千円～5 千円程度のものもありますが、それで 1000 本であち

こち測るのと、50 万円のものを持って歩いて測るのとでは、どちらが私たちが使いやすいかと

いうと、私は安いものでいいと思っていますがどうでしょうか。  



（菊地） 

  そこは、状況によって違います。今現在、日光市がとても危険な状態で、ここにいられるか 

 どうかを皆で知ろうというのであれば、皆が全員持つ、今福島のお子さんたち 15 万人が個人線

量計をつけています。これは個人個人の線量を測るためです。ですがだんだん線量が下がってく

れば、代表的な推計で対応できるということですから、危険な状態の時には、多くのデータが 

 必要でしょうけれど、落ち着いてきた状態になったら、精度の高いデータを提供したほうがいい 

 ので、比較状況によって使い方は違ってきます。 

 

（手塚） 

  それは対策室とかで先生のアドバイスをもらって対応してほしいと思います。 

  私が前にやっていた高エネルギー物理の関係でも、データの取り方は精度を高くすると時間が

かかってしまいますので、最適化というものは必要だと思います。 

 

（梶谷） 

  次に、多く寄せられているのが、食の安全というものです。内部被ばく、日光の食物を飲み食

いしても大丈夫か、給食、天然氷などについての質問もありましたが、これについて、金田先生 

 コメントをお願いします。 

 

（金田）  

先ほど厚生省の発表をお見せしましたが、今基準値を超えるようなものが出ているのは、野生

のきのこ、野生の動植物、川魚を含めてでして、店で売っている食材、牛乳、肉、海の魚、は適

宜出荷制限がかかっており、野菜にいたっては今空からセシウムが降ってくるという状態ではな

いので、それは食べても安全という状態です。ですので、日光で普通に売られているものを食べ

ることは、まったく問題ございません。売っているものでも、確かに 5 ベクレルとか 10 ベクレ

ルとかでるものもありますが、それをどれだけ食べれば追加被ばく線量の限度と考えられている

1 ミリシーベルトに達するかというと、何百キロ、何千キロというオーダーで食べないとそこま

でいかないといことですので、ごくわずかな放射性セシウムが含まれているものを避けて、栄養

が偏ってしまうほうが、健康に対するリスクになってしまうのではないかと考えます。天然氷に

ついては、湧き水なのか沢水なのかによりますが、湧き水であればセシウムは地下に浸透すると

いう性質があまりないので、問題ないと思います。沢水であれば山からのセシウムが入る可能性 

 はありますが、検査したものを食べることが大切だと思います。 

 

（梶谷） 

  日光の天然氷を楽しみにしている方は多いと思いますが、日光市では水質検査はしているので 

 しょうか。 

 

（斎藤市長） 

  市で検査はしていませんが、製氷業者に確認をしましたところ、水質の検査をしており、数値  

 も問題ないことを確認しておりますので、安心して食べてください。 

 



（梶谷） 

  給食についてはどうなんでしょうか。 

 

（斎藤市長） 

  学校、保育園がありますが、食品衛生法の基準を満たした安全なものを当然使用しているわけ

ですが、それについて市独自に検査を実施しております。昨年の 12 月から開始いたしまして、 

 場所は大谷川公園の日光ブランド情報発信センターで、毎週次の週に使用する予定の食材を持ち

込みまして、検査を行っています。それから陰膳方式による検査も実施いたしております。給食

食材の主に野菜関係は二つのルートから入ってきておりますけれど、この二つのルートで学校、 

 保育園、二つのグループに分けて、それぞれのグループから４検体を抽出して、毎週検査を行っ

ております。これは民間の検査機関に委託して行っております。その結果についてはホームペー

ジで公開しておりますが、放射性ヨウ素 131、放射性セシウム 134、137 の検出はありません。 

 

（梶谷） 

  ありがとうございました。次の項目に移ります。3 番目にくくるものとしては、健康の調査に 

 ついてですが、これも複数の方から事前質問が寄せられておりまして、子どもの甲状腺エコーの

こと、血液検査のことなどだされております。これに関しましては、放射線医療に関わっている

医師が地元におりませんので、個々に対して応える訳にはいきませんが、地域医療をやっている

者の立場として、例えば、放射線と発がんということで言えば、有名なのは乳がん、甲状腺がん、

慢性骨髄性白血病についてなどですが、これらの疾患は乳がん以外は地域別の発生頻度というの

が出ていない。そんなに発生頻度が高くないので、日光地区で年間どれくらい出ていたのか、 

 将来どうなるのかという基礎データがないわけです。栃木県にはがん登録事業というものがあり

ますので、私たち臨床医はがんを診断した場合は、がんセンターに届けております。それを栃木

県がデータ保存しておりますので、やろうと思えば地域別のがん登録した、甲状腺がんや慢性骨

髄性白血病のようなレアな病気も、過去の統計を穿り返してきちんとした年間発症率を出すこと

ができます。これに関しては、今から準備をしはじめて、どこにアクセスすればデータが手に入

るのか、日光地区の乳がん、甲状腺がん、慢性骨髄性白血病の年間発症率をこれからモニターし

ていくことが重要だと思います。 

  今日の基調講演をお聞きして思いましたが、私たち医者は、何か原因があって発がん率が増え

ることを、過剰発がんと言います。例えばピロリ菌がいると胃がんが増えるのは過剰発がんです

が、今両先生のお話を伺いますと、現時点では福島における過剰発がんというのは、理論上はあ

りえるのでしょうけれど、なかなかそれを確知することは難しいレベルのパーセンテージだとい 

 うお話です。ただ皆さん個人個人で生活条件は違いますし、このようなかたちで社会で騒がれて

いる以上は、まったく持って右から左に葬り去ることはできない。ですので、せめて甲状腺エコ

ーとか、普段の採血検査で白血球のカウントをするのかどうか、乳がん健診の頻度を上げるかど

うか、これは予算のこともあり、誰がその経費を負担するのかいう問題もありますが、このへん

のメリット、デメリット、コストパフォーマンスを考える、有識者会議のようなものを、例えば 

 チェルノブイリの研究をされている医学者を招聘するとか、菊地先生に来ていただくとか、その

ようなかたちでの有識者会議を提言したいと思います。これは、上都賀郡市医師会の意見という

よりは私からの意見です。 



  除染関係の質問も多かったのですが、あとで市長からお話をいただきます。 

  次に、手塚先生から市民代表者としての、ご発言をお願いいたします。 

 

（手塚） 

  今の、健診というのは、是非データをきちんととっておくという観点から必要なことだと思い

ます。単に皆さん不安だから安心していただくためにやるということも必要だと思います。   

先ほどの菊地先生のプレゼンテーションの中で、自分の世代なので気になるのですが、体内の 

 放射線セシウム量が５００ベクレルくらいあったというと、地上にあったセシウム量はどのくら

いだったのでしょう。今はそれより多いのではないでしょうか。そうすると体内のセシウム量が 

 少ないとういのはおかいのではないでしょうか。 

 

（菊地） 

  大気圏での核実験によって、地球全体が汚染してしまった。どこもかしこも、セシウム、スト

ロンチウムがありました。今回の場合は、福島というところから出てきたものですから、たまた

ま汚染地区になったところと、そうではない地区があった。栃木県でも、下野の場合は土壌でキ

ログラムあたり 50 から 100 ベクレルくらいです。埼玉もだいたい同じです。でも日光の場合は、

キログラムあたり 500 ベクレルくらいのところもあります。その分布がちがいます。その当時は

全部が汚染していました。内部被ばくは食べ物から入ってきます。その当時はすべての海産物も

汚染されていました。今私たちが食べているものは、半分以上は国外のもので、さらに国内のも

のは、汚染されているものは流通していないので、今現在のセシウムの環境レベルは、当時の核

実験の状況とは、まったく違う状況です。ただ、昔は全部地球上が汚染されていた、その中で、

私たちは生きてきて、日本人の場合はピークとして 500 ベクレルくらいのものがありました。 

 

（手塚） 

  食事のことですが、地域の山で採れたものとか、自家菜園のものとかを放射能測定室にもって

いくと、測ってくれます。５月から８回お願いしました。大変親切に対応していただきました。 

 まだ少し周知が不足しているように思います。ミョウガはどうかとか聞かれてわからなかったの

で、がんばってミョウガを１キロ取ってもっていきました。53.1 ベクレルでした。出荷制限基準

よりは低いですが、せいぜい食べるのは 100ｇも食べないし、食べても体に入るのは、１ベクレ

ルくらいだから大丈夫かと考えますが、その判断をするのにこのデータが必要です。場所によっ

ては、100 ベクレルを超えているところもあるようです。その場所その場所で放射能の汚染は、 

 場所によって 100 ベクレル上がり下がりがあると言われているようですから、地域で測定する 

 という文化を作らないといけないのではないかと思います。それを是非、対策室にお願いしたい 

 ことです。もうひとつは測定データはどうなっているのでしょうか。今回起こっていることは、 

 歴史的なことで、50 年、100 年後に今の我々は何をしていたのかと評価される可能性もあるわけ

です。そういう歴史の評価に耐えるというか、そういう結果を残しておくということを日光市に

お願いしたいと思います。 

 

 

 



（金田） 

  まず、地域で条件が同じならば同じくらいの値になるということは考えられますので、是非お

願いとして、何地区の何を測った値というものを公表していただければ、だいたい目安としてわ

かりますので、情報を共有していただければと思います。 

 

（手塚） 

  測定体制について箇条書きでいいますと、ひとつは精度をもう少し上げてほしい。測定機を増

やして、窓口を増やしてほしい。依頼の方法ですが、測りたいという人がアクセスしやすい方法

を考えてほしい。調理方法とかで線量が減ることがわかる実践的なデータをホームページに出す

とかすると役に立つと思います。実践的な放射線を減らす方法の研究などもお願いしたいと思い

ます。そしてそのデータを保存しておき、市民に公開してほしいと思います。 

  それからもうひとつ、土の中のセシウム量を測りたいのですが、今測定室では計れないので、

その辺がどうにかならないのかなと思います。 

 

（梶谷） 

  土の測定については、菊地先生、金田先生何かコメントありますでしょうか。 

 

（菊地） 

  土は福島県のサイトを中心に約 2400 サンプル測っています。セシウムの場合は、表層約 3 セ

ンチに 9 割ですから、表層 5ｃｍの土を取って測定しています。セシウム、ストロンチウムを測

っていますが、だいたい埼玉県ですと１ｋｇあたり、20 から 80 ベクレルでした。日光市は 300 

 から 500 くらいのところもあります。簡単に測れますが、ミョウガの場合は根に集まります。 

 昨年 3 月、4 月は直接沈着でしたが、球根から吸い上げるのですが、落とし穴は、お茶の葉もそ

うでしたが、根からではなく、転流といいまして古い葉から新芽に移ってしまった、これは柚子

とか梅とかは木や葉に残っているので、その転流に十分注意しなければなりません。お茶につい

ては、農家の方が古い葉を全部切り落としています。木については、木の幹を洗っています。 

 

  私が日光市で懸念しているのは、日光は森林が多いのですが、この森林にいっぱいセシウムが

あります。これとどう付き合うか。今は葉に付いていますが、杉の葉は 3 年後に森に落ちます。 

 森に落ちた枯葉には、セシウム、ストロンチウムが残っていますから、森の中の還流というのが 

 しばらく残ります。セシウム 134 と 137 は 3 年で 2 分の 1 になります。10 年で 10 分の 1 にな

りなりますが、そのあとは、セシウム 134 はなくなりますが、137 が残りますので、10 年以降

はずっと横ばいになります。日光市に住むとき、このセシウムとどう付き合うか、ほんとに 100

ベクレル 10 ベクレル 1 ベクレルを怖い、危険と思うか。もっと食品として重要なのは、感染、

カビの生えたもの、O１５７のほうが遥かに怖いものですが、今私たちは、放射能ベクレルだけ 

 聞くとドキドキして、不安になるのは当たり前ですが、これをどうこの数年の間に、自分の中に 

 放射線と放射能のことを自分で消化していかないといけないと思います。放射能だけが危険なの

ではなく、もっと危険なものは世の中にいっぱいあります。食についても発ガン性のものもいっ

ぱいあります。ゼンマイ、ワラビは発ガン物質です、放射能がなくても発ガン物質です。でも、 

 微量だからいいんです。灰汁を抜いているから食べられます。灰汁を抜かなかったら死んでしま



います。毒きのこでも毎年死んでいます。そういう意味では、トータルの食品ということを考え

る、でも今まだ放射能で１００％不安ですけれども、それが少しずつ時間が経つと、たぶん、本

当に危険なものは何か、子どもの将来にとって本当に大切なものは何か、ということをこれから

年数をかけて、たぶん市民と行政とが協力したディスカッションができる、これが日光で生活す

る重要な要素だと思っています。 

 

（金田） 

土と野菜の関係ですが、土に放射性セシウムを含んでいる、そこから根から吸う、そして葉に

いくというのは、実は、あまり考えられないと経験的にわかっています。問題は、土の中にずっ

とあるようなもの、きのこでいうとクリタケのようなもの、ミョウガ、大根のようなものにどれ

だけ残るかということは、まだ明確になっていません。クリタケのようなものは確かに高い値が

出ましたが、葉っぱに移るということは、あまり考えなくていいと思います。土の中にあり続け

るものについては、引き続き注意して測定する必要があると思います。 

 

（梶谷） 

土壌の測定というのは、できるそうですし意味もありそうです。あとはデータの共有化という

ことですが、斎藤市長から是非コメントをお願いします。あわせて、除染についての意見が多か

ったので、放射線を測定したデータの共有化、土壌の測定、市内各施設あるいは個人住宅の除染 

 について市長のコメントをお願いしたいと思います。 

 

（斎藤市長） 

  日光市の除染でありますが、5 月発行の広報と一緒に、「日光市除染実施計画を策定しました」 

 という冊子を全戸に配布させていただいておりますので、見ていただいた方は既にご案内のこと

であります。先ほど挨拶の中で少し申し上げましたけれど、基本的には、保育園・幼稚園、小学

校・中学校、これを第一義的に優先して実施する。それとお子さんたちが集まる場所、例えば、 

 公園であるとか、公共施設であるとか、そういうところを優先して実施します。それと、１８歳 

 以下のお子さんのいる家庭で、時間あたり０．２３マイクロシーベルト以上の地域については、 

 市が除染を行います。また、時間あたり０．２３マイクロシーベルト未満の地域については、市

が道具をお貸しして、除染を行っていただくことを市として考えております。国の基準は、時間 

 あたり０．２３マイクロシーベルトで、これは先生の講演でその理由のお話がありましたけれど、

国はそこを基準としています。これは、０．２３マイクロシーベルト以上は国はお金をだします

ということです。０．２３マイクロシーベルト未満の場合には、国はお金を出しません。でも、 

 日光市においては、それに関係なく、保育園・幼稚園、小学校・中学校等については、市が行う

ということで、小中学校については、ほぼ夏休み中に終了、保育園・幼稚園についてはこれから

実施をするということで、基本的にそのようなことで除染を実施していきます。 

 

（梶谷） 

  あとは、データの共有化も是非ご検討をお願いします。 

手塚先生どうぞ。 

 



（手塚） 

  今回のシンポジウムは何のためにやるのかなと考えていたのですが、日光市と日光市民は何を 

 すればいいのかを考えるきっかけになればいいのかなと思います。これは、放射能対策室にお願 

 いなんですが、先ほど線量計の話がでましたけれど、今、線量計を貸し出していますが、市民が 

 アクセスしやすい仕組みを考えてほしいと思います。また、放射能測定器を充実させてほしい。 

 線量計に関する知識や測定データを扱うためのリテラシーというものを、市民に教えてくれるよ

うな会をやってほしいと思います。そしてそうやって測定したデータを生活の中で生かす実践例

というか、例えばこういった加工をすれば放射能は減りますよとか、そういうものを蓄積して市

民に広めていく。専門家のアドバイスと市民の議論で、ここまでならいいが、ここまではいやだ

というリスク判断ですね、例えば先ほど０．５％がんになる確率が増すことがどうか、それは統

計的にナンセンスだというお話がありましたが、個人的にはやはりいやなわけです。気持ち悪い

ということがあります。それはあなたが確率をわかっていないと言われればそれまでですが、確

率を皆がわかっていたら、宝くじは売れないですよね。そのような気もしますので、気持ちとし

て、やはりそういったリスクをどう受け止めるかとういのは、なかなか難しいと思いますが、 

 そういった話をざっくばらんにして、最適のところにもっていくという考え方が必要なのでは 

 ないかと思います。 

先ほど福島で公民館とか学習センターがセンターになっているとおっしゃいましたけれど、ど

のくらいの人口で何箇所くらいありますか。 

 

（金田） 

正確な数はちょっと今覚えていないですけども、人口３０万人くらいの福島市に１７の公民館、

学習センターがあって、そこにすべてあってそれ以外にも市の出張所的なところにほとんど置い

てあるということで、福島市内だけで４０何台か５０何台くらいの放射能の測定器、食品を計る

機器を置いている体制をとっています。福島だからというのはあるかもしれないですけど、やっ

ぱり市民からの要望に応えていったらそこまでいきましたという話しでしたね。 

 

（手塚） 

1 つは今、学校のイジメ問題がありますが、また学校かという話しになっちゃうんですけど、

学校の理科室っていうのも１つの答えとして有りうると思うし、そういうところが地域のセンタ

ーになって心配するっていうのは心配しすぎだよって否定しないで、安心だよっていうのも押し

付けないで、みんなで協力して測定してデータを記録して、それで１人１人が安心だと思えるよ

うな日光を作っていくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。そうすることによってデ

ータもちゃんと蓄積されていくし、それこそ５０年後１００年後の批判にも耐えることを僕らや

ったっていうに後で思えればいいんじゃないかなと思います。それで僕の発言は終わります。 

 

（梶谷） 

ありがとうございました。ちょっと時間過ぎていますけれどもせっかくの機会ですので市民の

方から１名だけもし質問があれば。 

 

 



（参加市民） 

質問の１つは土壌について、そこに目がいかないという点があるんじゃないかと思います。私

が土壌を計りました。で、うちの近所でまわりの土ですけども、那須の希望の砦に出しましたら、

２００００ベクレルを超えました。日光市に連絡しましたところ、すぐ飛んできました。私の場

合は、表面だけをさらって取ったら２００００ベクレル、マニュアルがあるということで５箇所

を１０センチくらいのものを採って、それをかき回してやったら２０００ベクレルと。日光市の

ほうでは２０００ベクレルだったよという連絡を受けました。そして２０００ベクレルだと多い

んじゃないかと言いましたら８０００ベクレルまで大丈夫なんで、８０００ベクレルを超えた場

合は処分ができないけど、２０００ベクレル位でしたら埋められますよという話しです。ところ

が表面だけを取ったものを２００００ベクレルの土っていうのは何キロもあるんですけどそれ

はどうしたらいいんでしょうかねと。今思ってる訳なんですけど。 

爆発しましてその後、航空写真で日光市撮りましたよね。地表には単位として３万ベクレルと

か１０万ベクレル、２０万ベクレルということで色分けして発表されていると思うんです。ペン 

キを塗ったように我々のまわりはまんべんなくセシウムが降りてるわけです。そういうことでそ

れが風に舞って口に入れば内部被ばくとなりますし、食べ物からも内部被ばくに繋がると思うの

ですけども、やはり地表の表面には１平米に何万ベクレルっていうものがあるということは発表

されてるものであり、私たちはそこにもう少し考えて風が吹くときはマスクをしたほううがいい

んじゃないかというような、それくらいの注意をする必要があるような気がするんですよ。そう

いう指導なんかも学校やなんかも必要だと思いますし、そういう土壌の状態があるわけですか 

ら、土壌を計るとか土壌についての我々はそこらの被ばくをどう防ぐかということについても、

市やそれぞれの関係者も良く考えて対策を練っていただきたい。 

ですから私の経験からして菊池先生とは桁が違う認識をしております。以上です。 

 

（梶谷） 

今の用件に対して何かコメントはございますでしょうか？ 

 

（手塚） 

数万ベクレルっていうのは１平方メートルあたりですよね。それはそれだけの放射能を有して

るんじゃないかと思うんですけど菊池先生どうですか。 

 

（菊池） 

今はいろんな評価があってキロ平方メートルあたり。あとはキログラムあたり、私が言ったの

は、あれはキログラムあたり何ベクレルということでやってます。なぜかというと、根っこから

吸収するときにまたは今回稲の今回すべて栃木県の稲作については問題なかったですけど、５０

００ベクレル／キログラムを超えるような水田では、もう水田しちゃいけないよっていうのは昨

年もう決めたんです。ですからそこでどのくらい根っこから稲に移るかと言うんで、普通は１％

から２％ですけども、あの時には５％、まあ１０％ということで５０００ベクレルと決めた訳で

すので、食物として生産されるときに、土の濃度はどのくらいかということで濃度でやってます。

ですから濃度と表面では違います。それはですね、表面を表層だけ集めた場合と今、５センチの

ミックスでやっています。なぜかとういと、５センチくらいのところに葉ものが出ますので、表



層５センチくらいをとってそれで評価しています。そうしないと基準点がわからなくなるんです

ね。表面だけ集めてもほとんどないところを集めたり、あるところだけ集めたりするので、土壌

分析っていうのは現在、表層から５センチのものをいくつかのところを採ってそれをミックスし

て計る。これが今標準的な方法です。それですと私の街はだいたい１００ベクレル。今、埼玉県

は５０から６０ベクレル。ですからそれは地域によって違います。当然福島の場合、１００００

というところもあります。今、除染地区の場合はその位です。 

 

（梶谷） 

ちょっと話しがズレますけど、粉塵による吸気の内部被ばくというのは現時点ではあまり考え

なくてもいいんじゃないかと私は思うんですけどどうでしょう。 

 

（菊池） 

今でもマスクされて心配する人もいるんですけども、埃がたつと舞い上がってそれを吸うって

言うのは、キログラムあたり、たとえば２０００ベクレルあってもどのくらい粉塵が肺に入って

くるというとミリグラムなんです。ですからそうすると１ベクレルか２ベクレルが肺に入るとい

う訳ですから肺に入ってくる量が煙がたつ、または舞い上がる量っていうのは非常に微量ですの

で、この地区ですとそこに今は私は敢えてこの暑いときにマスクをして外で遊ぶ必要はないと指

導しています。 

 

（手塚） 

やっぱ場所によってすごく高低があるんでそれをきめ細かく調べるっていうのはやっぱりホ

ントにそこにいる地域の人がやらないとダメなのかなと思うんですね。でも僕らそういう手立て

を１人１人が知ってる訳じゃない。そういう部分は是非行政のほうでこう積極的にこうやるんだ

よっていうのを専門家を通して教えていただいて、そういうネットワークを広げていくという作

業がこれから必要なんだと思うんですけど皆さんどうでしょう。 

 

（梶谷） 

もうちょっと時間ですので今のをもちまして締めていきたいと思います。何か先生コメントご

ざいますか。 

 

（金田） 

一言だけ。除染の取り組み。基準値を守る。これを組み合わせてなんとか対処していくという

ことに尽きると思います。そのための１番の手立てとして、大切なのは行政と市民の皆様が共同

する、それを国が支援していくという、いろんな取り組みの組み合わせだというふうに思ってお

ります。 

 

（菊池） 

たぶん日光市の場合は栃木県の中でも高いところです。ですからそういうところで今こうやっ

て住んでいる方々はやはり長期間的なスタンスでこの福島から飛んできた放射性物質と向き合

ってどう楽しく、楽しくというレベルにいかないとやっていけません。ですから今福島ではどう



やっているかというと、みんなでエンジョイしよう、みんなで畑を作ろう、みんなで音楽をしよ

う、みんなでどこかに遊びに行こう。放射能だけでずーっといくと、どんどんどんどん病気にな

っちゃいます。ですから今、文科省でも音楽会を福島でやります。要するにそういうことでもな

いと人間というのは放射能では死なないけれど、違うものでは死にます。そこを考えて私は長い

つきあい、向き合っていくということが必要でその知恵を住民の方々と行政の方々、いろんな

方々と知恵を出し合って生きていく。すばらしい日光ですのでここを大切にしていただきたいと

思います。 

 

（手塚） 

一言だけ。子供が通学路の交通量が多くて速度違反の車がいっぱい走っているっていうのを見

てね、心配するのは当然なんですね。それを警備してる人がいたとして、それを見て不安を煽る

って人はいないと思うんですよ。警備してるから安心だという。その警備する姿を見て安心を感

じるっていうのが大事なことだと思うんで、むしろ多くの人が自分の周囲を測ってアプローチし

てくっていうのがその安心に繋がるっていう、そういう環境を作り上げることがこれから大事な

んじゃないかなと思います。市長に期待します。 

 

（斎藤市長） 

私のほうからお礼を兼ねて最後に話させていただきますけども、放射性物質と健康という大変

な大きな課題を今回取り上げた訳でありますけども、これまでの先生方から出されておりますが、

やはり行政、日光市役所が中心となって市民の皆様、専門家の皆様方、行政だけではできません。

やはりこれは共同作業だと私は思っています。そういう中から日光市が放射能対策をやっていき

たいと思っておりますし、今日の朝日新聞の天声人語に、ちょっと読んだ方おられると思います

が少しご紹介しますと、大震災のあと使いづらくなった言葉。絶対安全、想定外、これは使いづ

らくなったと。もはや前者は何の保障にもならないし後者は言い訳の用を足さない。そんなこと

が書いてありました。今、備えあれば憂いなしではなくて、備えあれば憂いあり。そういう気持

ちでやりなさい。ずーっと後ろのほうに最悪を覚悟して最善を尽くす。これが危機管理の基本だ

と。そんな気持ちでこの日光市の危機管理をしっかりとやらせていただきたいと思います。あり

がとうございました。 

 

～ 終 ～ 


