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安田 節子さんの講演会「放射能と食べもののはなし」に学ぶ 

安田節子さん（食政策センタービジョン 21 代表） 

［2012 年 1 月 26 日【木】松江（カラコロ工房地下金庫）］ 

                  

１「人類史上、未曾有の大事故＝福島第一原発」 

 安田さんの第 1 声です。人類は今から遡ること 26 年前の 1986 年 4 月 26 日チェルノブイ

リにて人類にとって最悪といわれた原発事故を経験しました。レベル7がこの事故の指標です。

それでも１ヶ月後には、石棺（コンクリートの閉鎖）により外部への拡散は防がれました。 

しかし、今回の福島では、１～４号機すべてが爆発。以来約 11 ヶ月経た現在、更なる危機的

状態が続いています。これは、「だだもれ状態」がなおも続き、１～４号機周辺では今も高濃度

の放射能汚染により作業員が近づけない状態が続いているだけでなく、2011 年 12 月 16 日

の時点で政府が「収束」宣言を行うという異常事態をも含みます。（注①）また、最新のニューヨ

ークタイムズでは、今日本は「冷温停止状態」であるとして、危ない状況を伝えています。（「冷

温停止」ではないという意味です。） 

・地質学者によれば、現在地震の活動期に入ったそうですが、世界中見渡してみて、地震プレー

ト上に原発がひしめきあって立てられているのは日本と台湾だけです。 

・原子炉－「Ｍark1」型は不良品です。（ＧＥ社） 

設計者（米国人）が不良品であることを 40 年前から告発していました。「地震により高い確率

での冷却機能不全が起こる」との警告を無視しての、起こるべくして起こった事故でした。ちな

みに、島根原発 1 号機もこの「Ｍark1」で型です。（福島第一原発の 1～4 号機はすべてこの

「Ｍark1」で型です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 農海産物及び加工食品原料の汚染について 

１）明治乳業粉ミルク step の case 

発端は Twitter の主婦たち。1000 人規模にふくれ上がり、1 人 1 万円出して測定器３台を

購入。３０ベクレルという高濃度汚染の実態が判明。この業者に訴えるも無視。次に共同通信に

訴えたところ、自社にて測定。３０ベクレルを検出。（注②）原因は北海道産原乳ではなく、埼玉

県春日部工場の外気が入ったためとのことです。 

２）大分産しいたけの case 

 原木のぬくぎ、ナラ材は福島県産であった。 

 ＊きのこなどの菌類は放射能を集める性質があるため、高濃度汚染となる。 

３）茨城県産干し芋 

 これも外気に触れます。 

 ＊ここでも、今現在「だだもれ状態であることを忘れてはいけません。」 

４）関西で、道路事故があり、転覆したトラックの原乳が東北産のものと判明。 

〔注①：当日福島原発では、毎時 800 兆ベクレルの放射能が噴出されていました。今日毎時 7000 ベクレル

と言われています。安田さんによると 1 号機はテントをかぶせただけで、1000 ベクレル/ｈ出し続けており

（1 月 6 日現在）3 号機はＭＯＸ燃料であったため、水素爆発ではなく、核爆発だった可能性も指摘されてい

るらしいです。となるとプルトニウム拡散の疑いがあります。そして、最も恐ろしいのは、4 号機です。核燃

料棒 2～3 機分がプールに保管されています。水で満たして冷やすだけの処置がなされていますが、ぐちゃぐ

ちゃの建屋です。現在仮小屋で覆う措置がとられようとしている状態です。2 月 11 日付朝日新聞に写真が掲

載されています。〕 
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＊すなわち工場が西日本でも現産地は東北、ということの一つの例です。（注③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 原発 2012 年 1 月 31 日現在４機のみ稼動中、すなわち 50 機は停止中。（2012 年 4 月には

全停止予定） 

 すなわち、電気は足りていることの証明。 

 原発には必ず火力発電が併設されている。（ダブル設置なのです。） 

では、一体あの計画、節電、停電はなんだったのか。信号停止、クーラー停止で、老人達が命を

落とした例があるが、これは犯罪ではないか。（注④） 

 

 

 

４ 原子力委員会、21 回の会議議事録なし。 

・事故の検証できず。事実の隠ぺい工作を行った犯罪。（注⑤） 

  

 

 

 

５ 電気料金について 

・総括原価方式・・・・原価×4.4％の利益を取ってＯＫというきまりがある。＊100 億だと 

4 億 4000 万円の収入。 

・日本の電気料金は世界一・・・諸企業が海外へと移出する理由のひとつ。（注⑥） 

 

 

 

 

 

 

６ 放射能と放射線について 

・セシウム 137：半減期 30 年、すべて消えるまで 300 年 

・プルトニウム 239：半減期 2 万 4000 年、すべて消えるまで 24 億年 

・ストロンチウム：半減期 29 年、すべて消えるまで 290 年 

現在、東京湾河口にホットスポットがあり、湾内生物のみならず、近郊に住む人々も長い期間放

射線を浴び続けることになる。どんどん河口へと汚染物質は蓄積されるのでピークは 2 年 2 ヵ

月後とのこと。（ＮＨＫ報道より）但し、年末年始放出される放射能が増加していることからピ

ークは更に早くくることが予想される。 

〔注②：中国では、「あれは偽物」ということで１件落着したという笑えない笑い話で終わった。2011 年

12 月 21 日の山陰中央新報では、食品中の放射性セシウム 137 の基準値が、牛乳・乳製品 200→50（ベ

クレル/kg）と変更された記事が出された。ドイツの放射線防護協会では、福島の事故を受けて「乳児、子ど

も、青少年に対して 4 ベクレル/kg 以下、成人は 8 ベクレル/kg 以下」を推奨するとのべています。〕 

〔注③：これは大変頭の痛い問題です。例えば、西日本の農産物の土壌、また鶏・豚肉の餌に東北の飼料が

混入した場合、私たち消費者には確かめようがありません。東北の稲藁がＪＡ雲南の牛に与えられたことで、

牛肉汚染が起こった例を忘れてはいけません。島根で売られている薪は福島県産とのこと。福島県という県

は、それほどまでに私達の生活ベースを支えてきたということです。〕 

〔注⑤：ＩＡＥＡ国際原子力機関もそうですが、原子力産業を構成している＝すなわち推進しているメンバ

ーたちが、自分達で規制するという仕組になっています。第 3 者の公平・中立な立場の人間が入らずに、作

る側と規制する側が一緒っていうのは一体どうなのでしょう。推進派は自らを規制できるのでしょうか。〕 

〔注⑥：なぜ、日本の電気が高いかといえば、まずは独占企業であるということ。日本中の送電線を東電

などが独占していることが諸悪の根源です。東電には 16 兆円の資産があると言われていますが、なぜ、

それらすべてを事故処理にあてないのでしょうか。「電気の自由化」に道を拓くためにも送電線が鍵です。

ＰＰＳの可能性として、各家庭が一つの集団として、まとまって加入する方法はないのか。検討してみよ

う。これは、液化天然ガス資源です。〕  

〔注④：突然「節電」を電力会社が言わなくなったのは、国民がまじめに節電に努めたため、儲けが少なく

なったのでは、と考えられないだろうか。〕 
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・福島を中心に降り注いだ放射線は地上に存在するすべてを汚染した。とりわけ全国に拡散する、

または拡散してしまった物の中からとりわけ以下のものを考えてみよう。 

がれき、土壌、稲藁、水、汚泥など 

がれき：東京、大阪、京都は受け入れを表明。東北各県も受け入れ、広島は考慮中。 

→福島二本松新築マンション、仮設住宅などがれきベースの建材で更なる被ばく拡大も。（注⑦） 

土壌：園芸用の土、堆肥となり全国へ 

稲藁：島根県の牛の餌→牛の糞尿→田畑の堆肥→農作物吸収→人体汚染 

土壌汚染→地下水・川→宍道湖→海へ 

水・汚泥：汚泥をコンクリートとミックスさせて各地へ→農産物吸収→全国へ拡散している。 

炭酸水、農産物、タバコの葉→人体汚染へ（注⑧） 

 
 
 
 
 
＊放射能は消えないし、無毒化するすべはない。 
・放射線被ばくには二種類ある。（外部被ばく、内部被ばく） 

 細胞間はエレクトロンボルトという非常に微弱な電子エネルギーでつながっているが、もしも

1 ミリシーベルトでも被ばくしたら、この電子エネルギーの何百万倍もの力で遺伝子を傷つけら

れるのです。（注⑨） 

・万が一事故が起きたら風向きに直角に逃げよ。肌を出してはいけない。メガネ、マスク、手袋、

長靴着用等。 

・ヨード・カリ剤は必ず飲むべきもの。福島では配布されず、何のために備えてあったのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 買い支え、風評被害について（焦点をそらし、焦点をぼかしてしまいます） 

１）40 歳以上は何を食べても大丈夫はウソ。 

２）農地で農業を続けさせてはいけない。汚染地域で農業をさせることは犯罪。 

３）損害賠償をすべて東電で支払うべき 

４）ＰＰＳ（power producer ＆ supplier）・・・liquefied natural gas（液化天然ガス）と

いう安い電力を普及させよう！ 

５）１けたレベル以上は市場に出さない運動を！（1 ベクレルでも安心とは限らない。） 

６）計測器による計測体制を敷くこと。(立川市を見習おう) 

７）汚染されていない関西以西の土地を皆の力で守ろう。 

８ ＴＰＰについて 

「放射能の汚染無し」で売ってくる→庶民殺到→水田が日本から消える→（注⑩） 

皆さん、ＴＰＰにより輸入される農産物には、実際は 

〔注⑦：ＤＶＤ化された「ホピの予言」（1986 年上映）では、すでに同じような例が報告されている。

ホピ、ナヴァホの先住民族達はウラン採鉱で被爆し、放射能で汚染されたコンクリートで家を建て更な

る二次被ばくを経験した。〕 

〔注⑧：東京湾と同じ原理が宍道湖で起こる。日本中で地形を分折し、早々にホットスポットをわりだ

し、広く国民へ知らしていくよう要求されるべきである。〕 

〔注⑨：特に脳と心臓を包む心筋に蓄積されることがチェルノブイリで明らかにされており、「チェル

ノブイリハート」と呼ばれている。3 月 31 日（土）スティックビル 5 階交流ホールにて上映会開催。

また、眼内レンズは再生されないことから白内障の多発がチェルノブイリ周辺でおきている。〕 

＊国際ルールでは、 
①放射性物質は拡散させてはいけない。 
②放射性物質は薄めてはいけない。 

その理由として、人類にとって原子力は管理不能かつ対処不能なものであるから。 
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１）遺伝子組み換え食品のオンパレード。 

２）ポストハーベストの容認で毒性倍化、複合汚染など起こる。 

３）これは国亡を意味します。 

 

 
 
                         （＊注①～⑩の注釈は編集者によるもの） 

≪結論≫ 

被ばく者たちの避難を認めること→人権を守ること→損害保証と安全性の確保！そのために

も難民たれ！そして私たちは難民支援。 

ＴＰＰ、放射能問題両者に共通していえるのは、人間と大地は切り離せないということ、すな

わち水田を守ることが、人間の命をまもることであり、命をまもるということは大地を守るこ

とと同じです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『わが子からはじまる食べものと放射能のはなし』 

著者：安田節子さん（食政策センタービジョン 21 代表） 

発行社：株式会社クレヨンハウス(2011 年 8 月 15 日発行） 

一家に一冊のおすすめです。とてもわかりやすいです。 

編集後記） 

 安田さんの講演は私達の「勇気」を引き出す十分な力がありました。 

一人でも多くの人達とシェアできればとの願いを込めて、急いで内容をまとめてみました。 

彼女が紹介して下さった話の中で、乳飲み子を抱えた母親達が、ツィッタ―上で出会って結束し、粉ミル

クの高濃度放射能汚染の実態をつき止め、共同で測定器を購入し、業者や新聞社に訴えを起こし、ついに

は業者自ら世間に公表せざるを得なくさせたという動きに、ひとつの光明をみた気がしました。 

 この出来事から、私達は様々に学んでいくことができますが、第一に政府・企業の発言を信じたり、ま

たは「いいなり」になっていたのでは、私達の命の保証は無いということです。 

今から 26 年前、日本政府はチェルノブイリ原発事故の際、何が起きているのか、放射能汚染の正確な情

報など全く国民に知らせようとはしませんでした。あの時、一橋大学の物理学の小さな実験室では測定器

の針が振り切れてしまい、（きのこ、よもぎ、ほうれん草、牛乳、新茶などチェルノブイリの黒い雨にあ

たった物、すべて）異常事態であったにもかかわらず、マスコミは全く報道しませんでしたから。ここに

至って、必要とされているのは、私達の知恵と勇気と協力です。私たち一人一人が問われています。次代

を担う子どもたちの命はだれが守るのですかと。（Ｋ.Ｉ） 

 

未曾有の大事故のあとこの事態に何をすべきなのか。不安や切迫感の中で、様々な思いを持っていまし

た。しかし、その思いを明言せず、実行せず、ただ日常生活をおくっているうちに少しずつ風化し、心の

中に埋もれてしまっていたのです。 

 安田節子さんは、この講演の中で、命を守る立場としては何をするべきなのか。何に着目し、どう行動

するべきか。また、日本の今の実態を話して下さいました。この講演で、私の中で埋もれていた思いが、

再び浮かび上がってきました。まだまだ、原発自体が危機的な状況にある上、がれきなど、様々な放射性

物質が日本中に拡散されようとしています。命は誰が、どうやって守るのか。私たち一人一人が、想像力

を最大限に発揮させ、明言し、話合い協力してゆかねばなりません。実行することこそが、この事態をか

えていくことの鍵だと感じました。（Ｍ.Ｙ） 

〔注⑩：地下水激減する、温暖化促進される（CO2 を吸収し、酸素を出す働きが激減する）、水害がおこ

る、水の浄化がされない、生態系が壊れる（カエル、ヘビ、トンボが育たず虫が増える！）など〕 


