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６．放射能汚染の問題について考えよう
専門家さえも想定しえなかった巨大地震が平成 23 年 3 月 11 日午後 2
時 46 分、東日本の太平洋沿岸部を襲った。この地震に誘発された大津波
はこれまで安全で安心と信じられていた原子力発電施設を襲い、東京電
力福島第一原子力発電所の心臓部である炉心を溶融するという過酷事故
を引き起こしてしまいました。
この時の相次ぐ水素爆発事故でこれまであまり聞き慣れなかったヨウ
素、セシウム、ストロンチウムなどという放射能をもつ物質が東日本か
ら北関東一円にばら撒かれました。この放射性物質に汚染されたのは私
たちの住環境だけでなく日常生活に欠かすことのできない空気や水、さ
らに食材にまで及びました。
今回の事故により放射性物質の汚染除去にはじまりその保管場所や貯
蔵方法、食品の安全基準の見直しや食材産地の出荷規制などの深刻な問
題が次々と現れてきました。それに伴い経済的損失や不買運動による風
評被害が影のように、いまだに新聞、テレビ、雑誌、フェースブックな
どで報道されています。
そこで現在ここ仙台市内の東北福祉大学で学生生活を送っているあな
たに次のような質問がなされたら、あなたはどう答えますか。

１ 仙台市内の“放射能汚染どのくらい気になります
か？”
この質問に答えてくれた仙台市内の人の声を聞いてみると（参考までに）、
１） 放射能について学生や大人でも知らない人が多くいるので、もっと分り易
く誰にでも（小学生でも）分るように言ってほしい。
２） 新聞やテレビ、雑誌などの情報がたくさんあるが、結局何が本当のことか
分らないような気がする。
３） 安心はしてないが、そんなに気にしていたら何も食べられなくなる。
４）海外旅行で飛行機が高いところを飛ぶともっと被曝すると聞く。
５）発育盛りの子供がいるので、何を信じて良いのか分らないので、先ず”
距離”を信じて、どうしても安心な所（鹿児島、四国、関西地方の産地）
の農水産物を選んでしまう。
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『学びとの出会い』

６）生産者の事を思うと心が痛いが、やはり近海物は申し訳ないが避けてしまう。
７）いろいろな規制基準値を示されてもどう判断してよいか分らない。
８）低線量の被ばくでも人体に影響があると言う話を聞くが医学的、科学
的に基づいた答えが欲しい。

ここで一番気になるのは身近な不安として人体に及ぼす放射性物質の
影響と、日々の生活の基本となる食生活への安全性でしょう。
このように不気味な放射能やよく分からない放射性物質あるいは放射
線などと言う言葉を耳にするだけで不安や恐怖といった居心地の悪さを
感じる人がいるとすればそれは、あなただけの責任ではありません。
これまでの義務教育の学習現場では、三十年近くも放射線教育が一切
行われておりませんでした。あなたがたはこれらについての正しい知識
に触れる機会が無かったと言う事だけです。
この原発事故災害を契機に放射能に対する世の中の危機管理（リスク
マネジメント）への関心が急速に高まり、平成 24 年度から中学校でも放
射能教育が再開されることになりました。
そこで、いまこそきちんと放射能と放射線、放射性物質の基本を知っ
て放射能汚染、放射線被ばくから身を護る知恵をつけ、さらに風評被害
防止などの方法を学ぶ良い機会にしましょう注１）。

２

放射能の基礎知識

〔１〕放射線、放射能、放射線物質はどう違うか
放射線の代表的なものにＸ（エックス）線があります。人間ドックで
よく胸のレントゲン写真を撮る時に、また旅行で空港のセキュリティー
チェックにも使われる放射線で身体や品物をよく透過する力を持ったエ
ネルギーの高い光線に似たもので他に、アルファー線、ベータ線、ガン

注１）放射能の理解
放射能（radioactivity）と
いう言葉を生み出したキ
ュリー夫人（1903 年ノー
ベル物理学賞）は“人生
において恐れを抱くべき
ものは存在しません。す
べてはただ理解すべきも
のです。 そしていまは
よりよく理解すべき時で
す、恐れることが少なく
なるように”と言ってい
ます。

マ線、中性子線等があります。これらの放射線は種類によって物を通り
抜ける力が違いますのでそれぞれの異なる物質で遮ることが出来ます。
この放射線を出す能力を「放射能」注２）といい、この能力を持つように
なった物質のことを「放射性物質」といいます。一般に「放射能漏れ」
とは「放射性物質の漏れ」のことで放射線を出す物質が原子力施設から
外部に漏れ出すことです。
ここで放射線と放射能の違いを理解して、放射線には遮蔽体を用いて
その被ばく被害の防護を、放射能を持つ物質にはその除去（除染）に心
がけることが大切です。

〔２〕放射能の単位「シーベルト」と「ベクレル」はどう違うのか
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注２）放射能
放射能とは放射性物質が
放射線を出す現象をまた
は性質のことを表しま
す。放射性物質(核種)が一
秒間に何個（アルファー
線・ベータ線等の放射線
を出して）他の元素に変
化するのか、その能率を
表すのがもともとの定義
でしたが、一般社会では
放射能は放射線を出す物
質として報道されていま
す。

全ての物質は、原子が集まって出来ています。その中心には原子核が
あり、その回りを電子が回ってまわっています。
放射線は、ある特定のエネルギーが高い励起状態の原子核が別の低い
エネルギーの原子核に変化（崩壊）する際に放出されます。
放射線能の強さを測る単位を「Bq:ベクレル」といい、放射性物質の中
の原子核が一秒間に一回放射線を出して他の原子核に変われば「1Bq（ベ
クレル）の放射能がある」と言うことになります。大切なことは毎秒の
値なので現在測定した時点での状況を表していること。放出される放射
線の種類やエネルギーについての情報は持っていないので、放射線の人
体に与える効果や受ける被害の程度を推測することが出ませんので同じ
Bq(ベクレル)数値でも、人に与える影響が異なります。
このため、人が放射線を受けた時の影響の強さを示す共通の単位とし
て「Sv(シーベルト）」という単位を設けて人への影響を統一的に表せる
ようにしました。Sv（シーベルト）の数値が同じであれば、人体に与え
る影響が同じということになります注３)。
Bq(ベクレル)から Sv(シーベルト)へは、放射性物質の種類ごとに示さ
れた変換係数(実効線量係数:mSv/Bq)を使って換算します注４）。

〔３〕放射性物質の半減期とはどういうものか
放射性物質は、自然界に永遠に残るものではありません。放射性物質
は放射線を放出して 別の原子核に変化(崩壊)して、最終的には放射性物
質ではなくなります。

〔４〕「物理的半減期」と「生物学的半減期」はどう違うのか
放射能の強さは放射性物質に特有の一定時間が経つとその半分の強さ
になります。つまり、元の放射性物質の原子核の個数が全体の半分に減
少するまでの時間は種類によって違い、例えばヨウ素 131 の場合は約 8
日、セシウム 137 は約 30 年かかり、炭素 14 は 5730 年、カリウム 40 は
13 億年、ウランは 45 億年もかかり、これが｢物理学的半減期｣です。
現在でも報道され問題となっている代表的な放射性物質の半減期を考
えてみよう。
１）放射性ヨウ素（131）について
原発事故当時一番騒がれていた放射性ヨウ素の半減期が 8 日ですので、
例えば事故の時大気中に飛散した 100 万個のヨウ素（131）の原子は 8 日
過ぎると 50 万個に、さらに８日過ぎると 25 万個に次々と減少して半年
（150 日）以上も経った時点には元の 50 万分の 1 以下になり、2 年半も
経過した現在ではほとんど検出されなくなり今後同じような汚染事故が
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注３）Sv（シーベルト）
1Sv(1 シーベルト)は大き
な被ばく量のため実測さ
れる値に近い単位にする
ため、千分の一シーベル
トを 1mSv(ミリシーベル
ト)と呼び年間被ばく量に
使い、さらに小さい被ば
く量を表すために百万分
の一シーベルトを 1μ
Sv(μシーベルト)の単位
で一時間当たりの計測で
使われる。
シーベルトは放射線防護
の研究で功績のあったロ
マノフ・シーベルト(スウ
ェーデンの物理学者：
1896～1966 年)にちなん
だ名前。
注 4）変換係数
この係数を実効線量係数
といい、放射性物質の種
類（核種）や影響を受け
る人の年齢、摂取経路ご
とに示されています。
国際放射線防護委員会
（ICRP）によって示され
た、成人、経口摂取の場
合の実効線量係数。
ベクレルは放射線を発見
した科学者アンリ・ベク
レル(フランスの物理学
者：1852 唐 908 年)にち
なんだ名前。
実効線量係数：例えば経
口摂取の場合にはセシウ
ム 134 でｈｚ1.9×10 マ
イナス 5 乗、
セシウム 137
では 1.3×10 マイナス 5
乗となります。

起きない限り、また事故当時原発の近くに滞在しない限り考えなくても
よいことになります。
２）放射性セシウム(137)について
問題はいまだに新聞・テレビに掲載されている注意すべき放射性物質
がセシウム 137 という物質です注５）。これは半減期が 30 年ですから(30
年で半分、60 年たっても元の 4 分の 1 残ってる)私たちの子孫の時代で
も警戒が必要です。放射性セシウムは元素としてセシウムと同じ化学的
性質を持つので、ナトリウムやカリウムと同じく体内に取り込まれます。
したがって現在私たちが放射線量として計測されるものは放射性セシウ
ム 137 由来の放射線だけを考えれば良いことになり、その線量が新聞、
テレビで報道さているのです。
一方、水や食品等と一緒に体内に取り込まれた放射性物質は、体内で
一部血液に入り、呼気や汗、あるいは便や尿等の排泄により体外に出さ
れ、このような過程により体内の放射性物質が半分に減少するまでの滞
在時間を｢生物学的半減期｣と呼んでいます。
生物学的半減期はヨウ素では乳幼児でおよそ 11 日、5 歳児で 23 日、
30 歳では 70 日、50 歳では約 90 日かかります。したがって、物理的半減
期が 30 年と長いセシウム 137 が体内に取り込まれた場合でも、あなたが
た若い学生の場合には約 2 カ月ごとにその半分は体外へ排出されること
になります。

３

放射能の人体への影響

〔１〕 放射線は人体にどんな影響を与えるのですか
私たちは原子力発電所の事故とは全く関係なく、地球ができた時から
大地や宇宙に存在している放射線を受けておりこの自然界からの放射線
を自然放射線といいます。
この自然放射線により受ける線量は、世界平均で年間約 2.4mSv(ミリ
シーベルト)、日本の平均値は最近食物中のポロニウム 210 などを取り入
れて再評価した結果は約 2.1mSv(ミリシーベルト)となりました。
放射線を受けると、そのエネルギーにより細胞の中の DNA(遺伝子)
の一部に損傷を受けますが、生物は DNA の損傷を修復する仕組みを持
っていて、ほとんどの細胞は元に戻ります。修復されない細胞のほとん
どが細胞死して健康な細胞に入れ替わるため、私たちは常に放射線を受
けているにも関わらず、普段の生活では健康に影響を特別に意識するこ
となく生活できていることになります。
4

注 5）セシウム
放射性物質としてのセシ
ウムは主に 11 種類あり、
セシウム 134、セシウム
137 は原子炉内の核分裂
によって生成される人工
放射性物質で物理的半減
期はそれぞれ約 2 年と約
30 年で、今はこの放射性
物質によって汚染が問題
となっています。

しかし、一度に大量の放射線を受けると、細胞死が多くなり、造血
器官、生殖腺、腸管、皮膚等の組織に急性の障害が起き健康障害が生じ
ます。追加で受ける放射線量が減る（低線量被ばく）と健康被害が起こ
る割合が下がり、他の要因による影響に隠れてしまうほど低いレベルで
は、放射線による健康への影響を見つけ出すことが難しくなります注６）。
どれだけの放射線を今外部から被ばくしているかを見積もるためには
その場所の放射線強度の測定が必要で、空間線量率測定と呼ばれていま
す。アルファ-線やベータ線は空気や衣服などである程度遮蔽されてしま
うため測定対象はガンマ線だけとなります。この空間線量が 1 時間当た
りの実効線量として(μSv/時)毎時マイクロシーベルトの単位で新聞など
で報道されています。

〔２〕「外部被ばく」と「内部被ばく」はどう違うのか
身体の外にある放射性物質から放出された放射線を受けるのが体外被
ばく、即ち「外部被ばく」でこの外部被ばくは、放射性物質から離れて
しまえば被ばく量は急速に減ります。これに対して、放射性物質を含む
空気、水、食物などを体内に取り込んでしまい、その放射性物質から放
出された放射線を受けるのが体内被ばく、即ち「内部被ばく」です。
体内に取り込まれる主な経路は①飲食で口から（経口摂取）
、②空気と
一緒に（吸入摂取）、③皮膚から（経皮吸収）、④傷口（創傷侵入）があ
り、この内部被ばくは放射性物質が体内にあるため、その物質が体外に
排出されるまで被ばくが続きます。
私たちは、自然放射線や人工放射線（病気の診断や治療に用いられる
エックス線等）によって日常生活の中でも放射線を受け被ばくしており
ます。
放射線量（シーベルト）が同じであれば、身の回りの自然放射線であ
れ人工放射線であれ、また原子力発電所から放出された放射性物質から
の放射線でも人体への影響は同じになります。
福島第一原子力発電所の事故以前には、普段どれくらい被ばくしてい
たのかを見積もってみると、外部被ばくが約 0.6mSv、放射性物質を空気
と一緒に吸い込む(吸入摂取)ことによる内部被ばくが約 0.5mSv、食物と
一緒に口から取り込むことにより (経口摂取)による内部被ばくが約
1.0mSv、総量として凡そ 2.1mSv となります。
私たちは利便性のある放射線検査や治療の場合には積極的あるいは不
本意でも受診することもある。その医療検査として例えばＣＴ検査を一
回受けると約 2.3mSv となり年間の被ばく量に相当し、その他の集団検
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注 6）健康影響の例
放射線と他のがん要因と
の比較：
喫煙：1,000mSv 以上
肥満：200 mSv 以上
受動禁煙：mSv 以上
野菜不足：100 mSv 以上

診や歯科Ｘ線を受けた場合の被ばく線量は年間の約 2 倍にも相当します。
これまでの人類の文明とか 20 世紀の科学技術の発展に関わらず、年間
2.4mSv の被ばくがあること、国内や世界の住むところによって年間 1～
2mSv は変動していることを知って気になる被ばく量の大きさの“目安”
になると思います。
そのため宮城県内では、福島第一原子力発電所事故により追加で受け
る線量を国際許容参考レベルの最低値の年間 1mSv（ミリシーベルト）以
下に抑える除染作業を進めています。
目に見えず、臭いもせず、触っても感じることも出来ない放射性物質
の存在や放射線の量は物理現象を利用したガイガーカウンターやシンチ
レーションカウンター等で計測します。これを資料に基準値や規制値を
発表しますがその数値に至るまでの算出がいかなる経緯でできているか
を理解しておく必要があります。
【算出例－１】
宮城県内の原発事故以前の空間放射線量の最大値は 0.0513μSv/h(マ
イクロシーベルト/時)でしたこれを年間の被ばく線量に換算すると；
(0.0513μSv/h)×(24 時間)×(365 日)≒449μSv/h
≒0.45mSv/y(ミリシーベルト/年)
となります。
【算出例―２】
国の汚染地区の目標値である年間（容認参考値）被ばく線量 1mSv/y（1
ミリシーベルト/年）を時間当たりに換算すると、
(1mSv/h)÷365 日÷24 時間≒0.114μSv/h
となります。ここで外出時間は 1 日平均 12 時間（放射線量の多い場所
に外出していると想定）として、この 2 倍の被ばく値≒0.23μSv/h(毎時
マイクロシーベルト)でも許容できるとした値です。この基準値を超えて
いる汚染地区は早急に除染を施すようになっています。
【例題】
あなたが日々勉学している大学のキャンパス内のどれだけの放射線を
外部から被ばくしているか知っていますか！
ヒントは大学キャンパス内の放射線量は大学のホームページ With You
2014 重要なお知らせ【東北福祉大学

放射線モニタタリングマップ公

開】として災害対策本部で計測結果が毎月掲載されていますので、毎月
定期的に学内の空間線量を確認しての経時変化を見守りましょう。
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４

食品の放射性物質に関する規則

〔１〕食品中の放射性物質の基準値はどのように決められたのか
食品安全委員会は食品健康影響評価として内部被ばくによる影響の可
能性が見出されて来るのが、生涯における自然放射線や医療被ばく等か
ら受ける放射線を除いた分の追加の累積の実効線量がおおよそ 100mSv
以上と見積もっているので、100mSv 未満の健康被害については、他の
要因の様々な影響とはっきり区別出来ないとして現行の基準値は、食品
から受ける放射線量が年間 1mSv を超えない様にと設定されています注７）。

日常の食生活で摂取している放射性物質
平成 23 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け
て、厚生労働省は同年 3 月 17 日、食品の安全性を確保するための緊急時
対応として、原子力安全委員会が定めていた暫定基準値を定めました。
その後、さらに食品の許容安全基準を確保するために放射性物質を含
む食品からの被ばく線量を年間 5mSv から年間 1mSv に引き下げこれを
新たな基準値として、平成 24 年 4 月 1 日から採用されています。
特別な配慮が必要とされる飲料水、牛乳、乳幼児食品は区分を設け、
それ以外の食品を一般食品として全体を 4 区分に分けています。

食品 1ｋｇに含まれる放射性セシウム量の暫定基準値と基準（上限）値
食品群(改正前)

暫 定 基 準 値 食品群(改正後施行)

基 準 値

｢緊急時対応｣

（Bq/kg）

現行

（Bq/kg）

飲料水

200

飲料水(2 リットル/日)

牛乳・乳製品

200

牛乳

野菜類

500

乳幼児食品

(全て国産品)

10
50
50

ベビーフード、乳幼児
向け飲料、乳幼児調整
粉乳等 (全て国産品)
穀類

500

肉・卵。魚

500

一般食品(50％国産品)

100

その他

この基準値は、食品から追加的に受ける放射線量の総量が年間１mSv
を超えないように設定されたものです。
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注７）食品と放射能
（消費者庁平成 25 年度 9
月 2 日第 8 版）
この値は国際的な食品の
規格を定めるコーデック
ス委員会（世界保健機関
ＷＨＯと国連食糧農業機
関ＦＡＯの合同機関」が
国際放射線防護委員会の
見解を取り込み定め、こ
れ以上の放射線防護対策
をする必要がないとされ
ている値です。

先ず、飲料水は全ての人が毎日摂取するもので他の品で代替が出来ず、
その摂取量も大きくＷＨＯ（世界保健機構）が飲料水中の放射性物質の
参考値レベルの上限値である 10Bq(ベクレル)/kg とし、毎日 2 リットル
を摂取して、この飲料水から追加的に受ける放射線量は年間約
0.1mSv(ミリシーベルト)となります。
このため、食品から追加的に受ける放射線量の総量は年間 1mSv(ミリ
シーベルト)を超えないようにするには、飲料水以外の食品（牛乳、乳児
用食品、加工食品を含む一般食品）から追加的に受ける年間の放射線量
が約 0.9mSv（ミリシーベルト）を超えないように割振らなくてはなりま
せん。
年齢区分（13 歳から 18 歳男子）の食品摂取量と放射線物質の健康に
あたえる影響を考慮し、更に流通食品の 50％（食料自給率等を考慮）が
そのレベルの放射性汚染物質を含んでいると想定して算出されました。
さらに、1 歳未満の乳児が食べる「乳幼児食品」と子どもの摂取量が極
端に多い「牛乳」は小児への配慮、そしてほとんどが国産である実態か
ら一般食品の半分の 50Bq(ベクレル)/kg となっています。
ここで毎日摂取している食物からの放射線の影響がどの程度のものか
を考えてみると、食物に含まれる自然由来の放射線物質としての放射線
カリウム（Ｋ40）や放射線炭素（Ｃ14）等があります。
カリウムは人体の必須元素として体内に取り込まれて存在しており、
そのうちの一定割合(約 0.01％)が放射線を出すカリウムで、人はその放
射線を自然由来の被ばくとして受け続けております。
例 え ば 、 体 重 60 ㎏ の 日 本 人 の 体 内 に は 、 食 物 な ど を 通 し て 約
4,000Bq(ベクレル)の放射性カリウム、炭素 14 は約 3,600Bq（ベクレル）
が存在し、普段の生活で体内に取り入れている放射性物質の総量は一人
当たり凡そ 8,000 Bq(ベクレル)に達しています。
私たちが毎日食べている食品から、実際どのくらいの放射性セシウム
を取り込んでいるのか実態を調べることはこれまでの汚染対策の効果
を検証するためだけでなく、私たちの一層の安全と安心のために必要で
あります。
これらの調査結果によれば、1 年間で食品中の放射性セシウムから受ける
線量は、これまでの除染対策などで食品衛生法の基準上限値（１mSv/年）
の 1％（0.01mSv/年）未満を下回っていると報告されています。
低線量線の放射線が人体にどう影響するかは専門家の間でも大きく意
見が分かれ、100mSv(シーベルト)以下なら影響がないと言う人、どれほ
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ど低くても良く無いと言う人がいるのが現状です。
福島第一原発事故後、低線量放射線の危険性を主張するのが正しくて、
心配しなくても良いとは今は言いにくいが、放射線の影響を心配するあ
まり、ストレスが増えて免疫力が低下したり、野菜や果物など抗酸化食
や乳酸菌食を食べなかったりしてした方が、癌のリスクを高めることに
ならないように注意すべきと思います。
ここで、放射性セシウムによる外部被ばく並びに内部被ばくをここま
で抑え込むことができているのは多くの農水林生産者や流通業者のこれ
まで経験のしたことのない必死な努力のお蔭であることに感謝したい。
【例題】
食品や飲料水に含まれる放射性物質に関する規制はどうようなものです
か。
１） 水道水の安全性について、毎日飲む水道水に含まれる放射性物質の
「管理目標」とはどのようなものですかまた水道水についてきちんと
検査が行われているのですか調査してみましょう。
ヒント：水道施設の汚濁管理目標値として、飲料水の基準値と同じ放
射性セシウムと定められています。
２）加工した食品はどのように扱われているのですか調査してみましょう。
一般的なお茶は、飲む状態で飲料水の基準値 10Bq(ベクレル)/㎏を適
用します、ただし、抹茶は粉末の状態一般食品の基準値 100Bq(ベク
レル)を適用します。

５

おわりのはじめ

福島第一原発事故の教訓は自然現象から発生した巨大地震と大津波は
天災、原発事故後の対応は安全神話にもとづく人災と考えられます。原
発事故が起こってしまった状況では、想定外と諦めるのでなく、放射性
物質の取り扱いとその保存・貯蔵の仕方、汚染物質の除去方法、放射線
からの防護の仕方に関する研究や調査の結果｢分かっていること｣と、ま
だ｢分からないこと｣をしっかりと見分けて、自分なりの判断の根拠を確
立するよい契機です。
事故により飛散した放射性物質からの放射線は時間を経ても、すべて
なくすことが出来ませんので私たちは 2011 年３月 11 日の原発事故から
目をそむけ風化させないように、国や他人に任せず原子力発電の当否も
考慮したエネルギー問題や放射能汚染について考え続けなければなりま
せん。
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世界中の人々が注目を持って見守っている原発事故の放射性物質との
とてつもなく長い戦いがいま始まったばかりです。
これまでのそしてこれからの関係者の努力に報いるためにも、以下の
ような状況をこれからも見守っていく必要があります。

〔１〕放射線の監視体制はどうなっているのか
宮城県では 2012 年 3 月までに 40 基の空間放射線量計測器(モニタリ
ングポスト)を各市町村に追加で設置、リアルタイムで監視を始め、これ
らの結果の情報は【放射能情報サイトみやぎ】注８）で公開され過去のデ
ータも見ることができますので常に関心を持って見守っていきましょう。

〔２〕県内ではどのように除染が進められているか
放射性物質による環境汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やか
に低減させるために【放射線物質汚染対処特措法】が平成 24 年 1 月 1

注８）
【放射能情報サイト
みやぎ】
http://www.r-info-miyagi
.jp/m/(スマートフォン対
応)
市町村ごとの放射線。放
射能の測定結果、水道
水・農林水産物等の放射
性物質測定結果等

日に全面施行され、年間追加被ばく線量として国際基準(1mSv から
20mSv ミリシーベルトまで許容範囲)最低の 1mSv(ミリシーベルト)以下
をめざしています。
宮城県内では 9 市町(石巻市、白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大
河原町、丸森町、亘理町、山元町)が汚染状況重点調査地区の指定を受け
て、学校、幼稚園、保育所や公園などの子供の生活空間を優先的に除染
が進められています。

〔３〕県内の放射線量では発がんリスクがあるのか
公衆衛生学屋原子力物理等の専門家で組織する｢宮城県健康影響に関
する有識者会議｣の報告（平成 24 年 2 月）では、県内で比較的線量が高
いとされている福島県境地区における年間被ばく線量は 5 ミリシーベル
ト程度と推定され科学的、医学的観点からは健康への影響は他のがんリ
スク要因と比べても少なく健康調査の必要性は無いと報告されています
が、放射線被ばくの気になる人の検討材料としての継続的検診が望まれ
ます。
2011 年 3 月の福島第一原子力発電所事故はレベル 7（最悪レベル）
。
同じレベル 7 の事故には 1986 年 4 月のチェルノブイリ原子力発電所事故
がある。放射性物質は世界中を汚染し、日本でも確認された。当時は作業
員・救助隊員の 31 人の死亡だったが、その後、被爆による癌死亡者は 9,000
人（2005 年国際共同調査）
、事故処理従事者 85 万人中 5 万 5,000 人が既に
死亡、作業員の 87%が病気に罹患（2000 年追悼式典発表）
、周辺住民の幼
児・小児などの甲状腺癌や奇形児の発生率が高いことも知られている。被
爆による長期的な影響がみられ、苦しみが今も続いている。
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