
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

大阪市大阪市大阪市大阪市はははは 11111111 月月月月 29292929・・・・30303030 日日日日のののの２２２２日間日間日間日間、、、、周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民のののの不安不安不安不安のののの声声声声にもにもにもにも答答答答えないままえないままえないままえないまま、、、、震災が

れきの試験焼却をををを強行強行強行強行しましたしましたしましたしました。。。。    

そしてそのそしてそのそしてそのそしてその両日両日両日両日、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫からからからから京都京都京都京都、、、、さらにはさらにはさらにはさらには香川香川香川香川をもをもをもをも含含含含むむむむ関西一円関西一円関西一円関西一円でででで急激急激急激急激なななな大気汚染大気汚染大気汚染大気汚染がががが    

観測観測観測観測されされされされたのですたのですたのですたのです。。。。    

以下以下以下以下のののの図図図図はははは、、、、環境省環境省環境省環境省、、、、国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所のののの公表公表公表公表しているしているしているしている「「「「大気汚染物質広域監視大気汚染物質広域監視大気汚染物質広域監視大気汚染物質広域監視シスシスシスシス    

テム・そらまめくんテム・そらまめくんテム・そらまめくんテム・そらまめくん」」」」よりよりよりより、、、、微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質(PM2.5)(PM2.5)(PM2.5)(PM2.5)のののの観測観測観測観測データですデータですデータですデータです。。。。    

PM2.5PM2.5PM2.5PM2.5 とはとはとはとは直径百万分直径百万分直径百万分直径百万分のののの 2.52.52.52.5 メートルメートルメートルメートル以下以下以下以下のののの微粒子微粒子微粒子微粒子のことでのことでのことでのことで、、、、毒性毒性毒性毒性がががが強強強強くくくく、、、、母親母親母親母親がががが高高高高    

濃度濃度濃度濃度のののの PM2.5PM2.5PM2.5PM2.5 にさらされるとにさらされるとにさらされるとにさらされると、、、、生生生生まれてくるまれてくるまれてくるまれてくる赤赤赤赤ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの先天異常先天異常先天異常先天異常がががが増増増増えるえるえるえることがことがことがことが海外海外海外海外    

ではではではでは指摘指摘指摘指摘されていますされていますされていますされています。。。。またまたまたまた環境中環境中環境中環境中のののの PM2.5PM2.5PM2.5PM2.5 がががが増加増加増加増加するとするとするとすると、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる病気病気病気病気でででで    
死亡率死亡率死亡率死亡率がががが増増増増えるえるえるえる事事事事もももも分分分分かっていますかっていますかっていますかっています。。。。    

そしてそしてそしてそしてさらにさらにさらにさらに、、、、今回今回今回今回ののののこのこのこのこの PM2.5PM2.5PM2.5PM2.5 にはにはにはには放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質がががが付着付着付着付着しているしているしているしている可能性可能性可能性可能性がががが    

十分考十分考十分考十分考えられえられえられえられるるるるのでのでのでのですすすす。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

↑↑↑↑上上上上のグラフはのグラフはのグラフはのグラフは、、、、大阪市内大阪市内大阪市内大阪市内のグラフですがのグラフですがのグラフですがのグラフですが、、、、29.3029.3029.3029.30 日日日日

はははは環境基準の数倍ものものものものPM2.5PM2.5PM2.5PM2.5がががが観測観測観測観測されていますされていますされていますされています。。。。    

ここここのののの２２２２日間日間日間日間、、、、濃度濃度濃度濃度のののの差差差差はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、大阪大阪大阪大阪をををを中心中心中心中心にににに    関関関関

西西西西ののののほぼほぼほぼほぼ全全全全てのてのてのての測定局測定局測定局測定局でででで同形状同形状同形状同形状のグラフのグラフのグラフのグラフをををを示示示示していましていましていましていま

すすすす。。。。    

→→→→環境省環境省環境省環境省のののの「「「「そらまそらまそらまそらまめくんめくんめくんめくん」」」」ではではではでは、、、、各観測局各観測局各観測局各観測局のののの測定値測定値測定値測定値

がががが濃度濃度濃度濃度ごとごとごとごとにににに色色色色分分分分けしてけしてけしてけして示示示示されていますされていますされていますされています。。。。    
通常通常通常通常はははは、、、、各局各局各局各局ともともともとも青青青青～～～～緑緑緑緑でほぼでほぼでほぼでほぼ環境基準値内環境基準値内環境基準値内環境基準値内にににになってなってなってなって

いるのですがいるのですがいるのですがいるのですが、、、、試験焼却試験焼却試験焼却試験焼却のののの行行行行われたわれたわれたわれた 2222 日間日間日間日間はははは、、、、    

一斉一斉一斉一斉にににに黄色黄色黄色黄色～～～～オレンジオレンジオレンジオレンジ～～～～赤赤赤赤になりになりになりになり、、、、大阪府内は、

ほぼ真っ赤のののの状態状態状態状態でしたでしたでしたでした。。。。まさにまさにまさにまさに、、、、乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児、、、、妊婦妊婦妊婦妊婦なななな

どどどどはははは特特特特にににに    避難避難避難避難すべきだったとすべきだったとすべきだったとすべきだったと言言言言えまえまえまえますすすす。。。。    
    

またまたまたまた、、、、濃度濃度濃度濃度のののの著著著著しいしいしいしい上昇上昇上昇上昇はははは、、、、PM2.5PM2.5PM2.5PM2.5 だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、二二二二

酸化酸化酸化酸化イオウやイオウやイオウやイオウや一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素などなどなどなど、、、、他他他他にもにもにもにも様々様々様々様々なななな有害有害有害有害

化学物質化学物質化学物質化学物質がががが同様同様同様同様にににに観測観測観測観測されていますされていますされていますされています。。。。    

        

 
11111111時時時時からからからから13131313時時時時にににに
かけてかけてかけてかけて、、、、最大最大最大最大 66666666
μμμμｇｇｇｇをををを観測観測観測観測。。。。    

微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質微小粒子状物質(PM2.5)(PM2.5)(PM2.5)(PM2.5)とはとはとはとは    
2.52.52.52.5μμμμｍｍｍｍ以下以下以下以下のののの特特特特にににに細細細細かなかなかなかな粒子粒子粒子粒子のののの事事事事でででで、、、、疫疫疫疫

学及学及学及学及びびびび毒性学毒性学毒性学毒性学のののの数多数多数多数多くのくのくのくの科学的知見科学的知見科学的知見科学的知見からからからから、、、、

呼吸器疾患呼吸器疾患呼吸器疾患呼吸器疾患、、、、循環器疾患及循環器疾患及循環器疾患及循環器疾患及びびびび肺肺肺肺がんのがんのがんのがんの疾患疾患疾患疾患

にににに関関関関してしてしてして総体総体総体総体としてとしてとしてとして人々人々人々人々のののの健康健康健康健康にににに一定一定一定一定のののの

影響影響影響影響をををを与与与与えていることがえていることがえていることがえていることが示示示示されていますされていますされていますされています。。。。    

    

環境基準環境基準環境基準環境基準はははは、、、、1111 年平均値年平均値年平均値年平均値がががが 11115555μμμμg/mg/mg/mg/m3333以下以下以下以下でででで

ありありありあり、、、、かつかつかつかつ、、、、1111 日平均値日平均値日平均値日平均値がががが 35353535μμμμg/mg/mg/mg/m3333以下以下以下以下でででで

あることあることあることあること。（。（。（。（H21.9.9H21.9.9H21.9.9H21.9.9 告示告示告示告示））））となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

大阪市東成区大阪市東成区大阪市東成区大阪市東成区    
 



左左左左のののの表表表表はははは、、、、環境省環境省環境省環境省のののの発表発表発表発表しているしているしているしている、、、、

岩手県岩手県岩手県岩手県のののの家庭家庭家庭家庭ゴミをゴミをゴミをゴミを焼却焼却焼却焼却しているしているしているしている    

一般焼却炉一般焼却炉一般焼却炉一般焼却炉からからからから検出検出検出検出されたセシウムされたセシウムされたセシウムされたセシウム
ですですですです。。。。    

「「「「合計合計合計合計」」」」のののの欄欄欄欄をををを見見見見てくださいてくださいてくださいてください。。。。落落落落ちちちち葉葉葉葉
などをなどをなどをなどを含含含含むむむむ家庭家庭家庭家庭ゴミにもゴミにもゴミにもゴミにも    セシウムはセシウムはセシウムはセシウムは

含含含含まれているというまれているというまれているというまれているという証拠証拠証拠証拠ですですですです。。。。 

とととところがころがころがころが、、、、大阪市環境局大阪市環境局大阪市環境局大阪市環境局はははは、、、、このこのこのこの原因原因原因原因はははは「「「「黄砂黄砂黄砂黄砂」」」」やややや「「「「気象条件気象条件気象条件気象条件」」」」などのなどのなどのなどの影響影響影響影響としてとしてとしてとして、、、、「「「「試験試験試験試験焼却焼却焼却焼却とはとはとはとは全全全全くくくく関係関係関係関係なななな

いいいい」」」」というというというという考考考考えをえをえをえを示示示示しましたしましたしましたしました。。。。けけけけれどれどれどれど、、、、気象庁気象庁気象庁気象庁のホームページのホームページのホームページのホームページからからからから当日当日当日当日のののの黄砂観測黄砂観測黄砂観測黄砂観測をををを見見見見るるるる限限限限りりりり、、、、両日両日両日両日ともともともとも日本日本日本日本でででで

黄砂黄砂黄砂黄砂はははは観測観測観測観測されていませんされていませんされていませんされていません。。。。何何何何よりよりよりより、、、、今今今今はははは黄砂黄砂黄砂黄砂のののの季節季節季節季節ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。    

またまたまたまた、、、、気象条件気象条件気象条件気象条件によってによってによってによって起起起起こるとするにはあまりにデータがこるとするにはあまりにデータがこるとするにはあまりにデータがこるとするにはあまりにデータが不十分不十分不十分不十分でででで乱暴乱暴乱暴乱暴ですですですです。。。。これだけこれだけこれだけこれだけ焼却焼却焼却焼却のののの日時日時日時日時とととと見事見事見事見事にリにリにリにリ

ンクしていてンクしていてンクしていてンクしていて、「、「、「、「関係関係関係関係ないないないない」」」」というというというという方方方方がががが    明明明明らかにらかにらかにらかに無理無理無理無理があがあがあがあるのではないでしょうかるのではないでしょうかるのではないでしょうかるのではないでしょうか。。。。    
    

今回今回今回今回のののの試験焼却試験焼却試験焼却試験焼却はははは、、、、一般一般一般一般ゴミゴミゴミゴミ 444400000000 トンにトンにトンにトンに対対対対してがれきをしてがれきをしてがれきをしてがれきを 100100100100 トントントントン混混混混ぜぜぜぜ、、、、２２２２日間日間日間日間かけてかけてかけてかけて焼却焼却焼却焼却しましたしましたしましたしました。。。。    

けれどけれどけれどけれど、、、、2222 月月月月からからからから予定予定予定予定されているされているされているされている本焼却本焼却本焼却本焼却がががが始始始始まればまればまればまれば、、、、1111 日日日日にににに 100100100100 トンのトンのトンのトンの割合割合割合割合でででで約約約約 13131313 ヶヶヶヶ月間月間月間月間ほぼほぼほぼほぼ毎毎毎毎

日日日日燃燃燃燃やしやしやしやし続続続続けることになりますけることになりますけることになりますけることになります。。。。    

もしもしもしもし、、、、このこのこのこの莫大莫大莫大莫大なななな大気汚染大気汚染大気汚染大気汚染のののの原因原因原因原因がががが焼却焼却焼却焼却にあるとすればにあるとすればにあるとすればにあるとすれば、、、、大阪大阪大阪大阪をををを中心中心中心中心とするとするとするとする関西関西関西関西へのへのへのへの影響影響影響影響はははは計計計計りりりり知知知知れませんれませんれませんれません。。。。恐恐恐恐

ろしいろしいろしいろしい結果結果結果結果になることはになることはになることはになることは、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが容易容易容易容易にににに想像想像想像想像できるのではないでしょうかできるのではないでしょうかできるのではないでしょうかできるのではないでしょうか。。。。    

    

    

    

    

震災震災震災震災のあとのあとのあとのあと、、、、汚染牛肉汚染牛肉汚染牛肉汚染牛肉がががが問題問題問題問題になったになったになったになった時時時時、、、、餌餌餌餌となったとなったとなったとなった岩手岩手岩手岩手県県県県の稲わらから、セシウムが最大の稲わらから、セシウムが最大の稲わらから、セシウムが最大の稲わらから、セシウムが最大でででで    

1111 万万万万 3000300030003000 ベクレルベクレルベクレルベクレル/Kg/Kg/Kg/Kg 検出検出検出検出されたのはされたのはされたのはされたのは有名有名有名有名ですですですですねねねね。。。。    
    

一般廃棄物焼却施設一般廃棄物焼却施設一般廃棄物焼却施設一般廃棄物焼却施設におけるにおけるにおけるにおける焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰のののの放射性放射性放射性放射性セシウムセシウムセシウムセシウム濃度測定結果一覧濃度測定結果一覧濃度測定結果一覧濃度測定結果一覧（（（（岩手県岩手県岩手県岩手県））））    

※※※※    平成平成平成平成 23232323 年年年年８８８８月月月月 24242424 日日日日までにまでにまでにまでに、、、、環境省環境省環境省環境省にににに報告報告報告報告されたされたされたされた一般廃棄物焼却施設一般廃棄物焼却施設一般廃棄物焼却施設一般廃棄物焼却施設におけるにおけるにおけるにおける焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰のののの放射性放射性放射性放射性セシウムセシウムセシウムセシウム濃度濃度濃度濃度のののの測定結果測定結果測定結果測定結果    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

市町村等名 測定施設名 測定日 測定内容 

測定結果測定結果測定結果測定結果【【【【ベクレルベクレルベクレルベクレル/Kg/Kg/Kg/Kg】】】】    

合計合計合計合計    

ｾｼｳﾑｾｼｳﾑｾｼｳﾑｾｼｳﾑ 134134134134    ｾｼｳﾑｾｼｳﾑｾｼｳﾑｾｼｳﾑ 137137137137    

盛岡市 

盛岡市クリーンセンタ

ー 

７月５日 飛灰 460 520 980980980980    

７月５日 主灰 55 57 112112112112    

八幡平市 

八幡平市清掃センタ

ー 

８月５日 飛灰 140 180 320320320320    

８月５日 主灰 22 29 51515151    

雫 石 ・ 滝 沢

環境組合 

雫石・滝沢環境組合

清掃センター 

７月４日 溶融飛灰 800 880 1680168016801680    

７月４日 溶融スラグ 18 19 37373737    

７月４日 溶融メタル 不検出 不検出 不検出不検出不検出不検出    

岩 手 ・ 玉 山

環境組合 

岩手・玉山環境組合

ごみ焼却施設 

７月１５日 飛灰 870 1000 1870187018701870    

７月 1 日 主灰 86 76 162162162162    

葛巻町 葛巻清掃センター 

７月 1 日 飛灰 130 93 223223223223    

７月 1 日 焼却灰 26 30 56565656    

盛 岡 ・ 紫 波

地区環境施

設組合 

盛岡・紫波地区環境

施設組合ごみ焼却

施設 

７月８日 飛灰 400 430 830830830830    

７月８日 飛灰 440 490 999930303030    

７月８日 飛灰 320 380 700700700700    

７月８日 スラグ・メタル 不検出 不検出 不検出不検出不検出不検出    

７月８日 スラグ・メタル 11 不検出 11111111    

花巻市 花巻市清掃センター 

７月 1 日 飛灰 310 360 670670670670    

７月 1 日 主灰 45 60 105105105105    

７月 1 日 主灰 41 52 93939393    

遠野市 

遠野市清養園クリー

ンセンター 

７月１５日 飛灰 503 575 1078107810781078    

７月１５日 主灰 60 68 128128128128    

北上市 北上市清掃事業所 

６月３０日 飛灰 650 730 1380138013801380    

６月３０日 主灰 91 86 177177177177    

奥州金ケ崎

行政事務組

合 

胆江地区衛生センタ

ー 

６月３０日 飛灰 3800 4200 8000800080008000    

６月３０日 主灰 680 760 1440144014401440    

７月５日 飛灰 4000 4600 8600860086008600    

７月５日 主灰 740 830 1570157015701570    

７月９日 飛灰 4800 5300 10100101001010010100    

７月１３日 飛灰 4900 5600 10500105001050010500    

７月１３日 主灰 600 650 1250125012501250    

８月８日 飛灰 4000 4600 8600860086008600    

８月８日 主灰 550 590 1140114011401140    

一関地区広

域行政組合 

一関清掃センター 

７月５日 飛灰 12000 14000 26000260002600026000    

７月５日 主灰 750 890 1640164016401640    

７月２２日 飛灰 14000 16000 30000300003000030000    

７月２２日 主灰 690 860 1550155015501550    

大東清掃センター ７月６日 飛灰 1800 1900 3700370037003700    

岩手沿岸南

部広域環境

組合 

岩手沿岸南部クリー

ンセンター 

７月５日 飛灰 519 609 1128112811281128    

７月５日 スラグ 

15 15 30303030    

宮古地区広

域行政組合 

宮古清掃センター 

７月２１日 飛灰 110 130 240240240240    

７月２１日 主灰 24 16 40404040    

久慈広域連

合 

久慈広域連合久慈

地区ごみ焼却場 

６月３０日 飛灰 267 337 604604604604    

６月３０日 主灰 11 20 31313131    

 

 

 ところで･･･ 

例えば 100 ベクレルって 

高いの？低いの？ 

そもそも、１００ベクレル／kg 以上の

ものは黄色いドラム缶に入れて厳重

に管理されていました。↓ 

 

ドラム缶で管理される 100 ベクレル 
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岩手岩手岩手岩手県県県県ののののがれきがれきがれきがれきもももも残念ながら汚染されてい残念ながら汚染されてい残念ながら汚染されてい残念ながら汚染されていまままます。す。す。す。    

そしてガレキはそしてガレキはそしてガレキはそしてガレキは均等均等均等均等にににに汚染汚染汚染汚染されているわけではありませんされているわけではありませんされているわけではありませんされているわけではありません。。。。まだらにまだらにまだらにまだらに、、、、

しかもしかもしかもしかも低濃度低濃度低濃度低濃度からからからから高濃度高濃度高濃度高濃度までまでまでまで部分部分部分部分やややや材質材質材質材質によってによってによってによって汚染度汚染度汚染度汚染度がががが全全全全くくくく違違違違うのうのうのうの

ですですですです。。。。    

にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府のののの行行行行ったったったった放射能汚染濃度放射能汚染濃度放射能汚染濃度放射能汚染濃度ののののサンプル検査はははは、、、、総総総総
量量量量にににに対対対対してしてしてしてわずかわずかわずかわずか 1111％％％％にもにもにもにも満満満満たないたないたないたない量量量量だというのですだというのですだというのですだというのです。。。。それでそれでそれでそれで一体一体一体一体どこどこどこどこ

までまでまでまで    汚染度汚染度汚染度汚染度をををを正確正確正確正確にににに測定測定測定測定できているとできているとできているとできていると言言言言えるのでしょうかえるのでしょうかえるのでしょうかえるのでしょうか。。。。本当本当本当本当にににに「「「「安安安安

全全全全ながれきながれきながれきながれき」」」」とととと言言言言えるのでしょうかえるのでしょうかえるのでしょうかえるのでしょうか。。。。    

    

そしてそしてそしてそして、、、、汚染の心配は、放射能だけではありません。汚染の心配は、放射能だけではありません。汚染の心配は、放射能だけではありません。汚染の心配は、放射能だけではありません。    

津波津波津波津波によりによりによりにより発生発生発生発生したがれきしたがれきしたがれきしたがれきはははは、、、、家屋家屋家屋家屋やややや施設施設施設施設、、、、化学工場化学工場化学工場化学工場などからなどからなどからなどから大量大量大量大量にににに発発発発

生生生生したしたしたした、、、、ヒ素、六価クロム、ヒ素、六価クロム、ヒ素、六価クロム、ヒ素、六価クロム、PCBPCBPCBPCB、水銀、水銀、水銀、水銀などのなどのなどのなどの有害化学物質有害化学物質有害化学物質有害化学物質によるによるによるによる、、、、

複合汚染複合汚染複合汚染複合汚染がががが心配心配心配心配されていますされていますされていますされています。。。。これらはこれらはこれらはこれらは本来一般焼却場本来一般焼却場本来一般焼却場本来一般焼却場でのでのでのでの処理処理処理処理はははは認認認認    

められていませんめられていませんめられていませんめられていません。。。。    

そしてそしてそしてそしてアスベストアスベストアスベストアスベストにににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、試験焼却前試験焼却前試験焼却前試験焼却前のののの測定結果測定結果測定結果測定結果でででで    総繊維数総繊維数総繊維数総繊維数がががが１１１１本本本本／／／／リットルをリットルをリットルをリットルを超超超超えていたにもかかわらえていたにもかかわらえていたにもかかわらえていたにもかかわら

ずずずず、、、、電子顕微鏡電子顕微鏡電子顕微鏡電子顕微鏡によるによるによるによる    アスベストアスベストアスベストアスベスト繊維繊維繊維繊維確認確認確認確認のののの検査検査検査検査結果結果結果結果をををを待待待待たずにたずにたずにたずに焼却焼却焼却焼却をををを強行強行強行強行するなどするなどするなどするなど、、、、安全性安全性安全性安全性をををを重視重視重視重視しているしているしているしている
とはとはとはとは全全全全くくくく思思思思えないえないえないえない進進進進めめめめ方方方方ですですですです。。。。    

    

    

    

    
    

騙騙騙騙されてはいけませんされてはいけませんされてはいけませんされてはいけません((((＞＞＞＞____＜＜＜＜))))    このこのこのこの測定方法測定方法測定方法測定方法はははは、、、、言言言言いいいい方方方方はははは悪悪悪悪いですいですいですいです

がががが、、、、インチキですインチキですインチキですインチキです。。。。空間線量計では放射性物質濃度は測れませ

ん。空間線量空間線量空間線量空間線量をををを測測測測ってもってもってもっても、、、、全全全全くくくく意味意味意味意味ががががないのですないのですないのですないのです。。。。    

    

↓↓↓↓下下下下のののの表表表表はははは、、、、国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所国立環境研究所がががが作成作成作成作成したしたしたした「「「「廃棄物等廃棄物等廃棄物等廃棄物等のののの放射能調査放射能調査放射能調査放射能調査・・・・

測定法暫定測定法暫定測定法暫定測定法暫定マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル」」」」にににに掲載掲載掲載掲載されてされてされてされているものでいるものでいるものでいるものですすすす。。。。    

たとえたとえたとえたとえばばばば、、、、ガレキがガレキがガレキがガレキが    5050505000000000 ベクレルベクレルベクレルベクレル/Kg/Kg/Kg/Kg というというというという高濃度高濃度高濃度高濃度にににに汚染汚染汚染汚染されていされていされていされてい

たとしてもたとしてもたとしてもたとしても、、、、50505050 センチセンチセンチセンチ離離離離れればれればれればれれば線量線量線量線量はわずかはわずかはわずかはわずか 0.0040.0040.0040.004 マイクロマイクロマイクロマイクロシーベシーベシーベシーベ
ルトしかルトしかルトしかルトしか変化変化変化変化しませんしませんしませんしません。。。。    

線量計線量計線量計線量計ではではではでは汚染汚染汚染汚染をををを見見見見つけることはつけることはつけることはつけることは出来出来出来出来ないのですないのですないのですないのです。。。。例例例例えるならえるならえるならえるなら                                                                    

それはそれはそれはそれは私私私私たちたちたちたち人間人間人間人間がががが、、、、匂匂匂匂いをいをいをいを嗅嗅嗅嗅いでいでいでいで遺留品捜査遺留品捜査遺留品捜査遺留品捜査をするようなものですをするようなものですをするようなものですをするようなものです。。。。    
 

    

 

 

 

 

 

 

    

危険性危険性危険性危険性でででで考考考考えなければいけないのはえなければいけないのはえなければいけないのはえなければいけないのは、、、、浴浴浴浴びるびるびるびる量量量量ではなくではなくではなくではなく体体体体のののの中中中中にににに入入入入るるるる量量量量ですですですです。。。。体体体体のののの中中中中からからからから受受受受けるけるけるける放射能放射能放射能放射能のののの影響影響影響影響（（（（内内内内

部被曝部被曝部被曝部被曝））））はははは外外外外からからからから浴浴浴浴びるびるびるびる影響影響影響影響（（（（外部被曝外部被曝外部被曝外部被曝））））よりよりよりより遥遥遥遥かにかにかにかに大大大大きいときいときいときいと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

焼却焼却焼却焼却すればすればすればすれば、、、、排気排気排気排気やややや排水排水排水排水によってによってによってによって、、、、体体体体にににに入入入入りやすいりやすいりやすいりやすい形形形形になってになってになってになって環境中環境中環境中環境中にににに放出放出放出放出されるのですされるのですされるのですされるのです。。。。    

けれどけれどけれどけれど今回今回今回今回のののの「「「「国国国国のののの広広広広域処理域処理域処理域処理のののの計画計画計画計画」」」」ででででもももも「「「「大阪大阪大阪大阪のののの指指指指針針針針」」」」ででででもももも、、、、このこのこのこの低線量内部被曝低線量内部被曝低線量内部被曝低線量内部被曝のののの危険性危険性危険性危険性をををを著著著著しくしくしくしく過小評価過小評価過小評価過小評価
ししししてててていますいますいますいます。。。。    

    

    

試料の放射能 100,000(Bq/kg) 5,000(Bq/kg)5,000(Bq/kg)5,000(Bq/kg)5,000(Bq/kg)    

試料中心位置からの距離 6(cm) 50(cm) 100(cm) 6(cm) 50(cm)50(cm)50(cm)50(cm)    100(cm) 

セシウム 134 5.82 0.08 0.02 0.29 0.0040.0040.0040.004    0.0010 

セシウム 137 2.16 0.03 0.01 0.11 0.002 0.0004 

ヨウ素 1.52 0.02 0.01 0.08 0.001 0.0003 

←←←←このこのこのこの地図地図地図地図はははは、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省がががが掲載掲載掲載掲載しているしているしているしている、、、、平成平成平成平成 23232323 年年年年 3333 月月月月 12121212 日日日日からからからから 5555 月月月月 1111

日日日日までのまでのまでのまでの、、、、セシウムセシウムセシウムセシウム 137137137137 のののの積算沈着量予測積算沈着量予測積算沈着量予測積算沈着量予測ですですですです。。。。    

これらをこれらをこれらをこれらを見見見見てもてもてもても分分分分かるとおりかるとおりかるとおりかるとおり、、、、    

(µSv/h) 
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焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉からからからから出出出出るるるる排気排気排気排気ガスはガスはガスはガスは通常通常通常通常、、、、ダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン対策対策対策対策のためのためのためのためにににに、、、、バグフバグフバグフバグフ

ィルターィルターィルターィルターというというというという「「「「掃除機掃除機掃除機掃除機にににに付付付付いているいているいているいているフィルターのようなものフィルターのようなものフィルターのようなものフィルターのようなもの」」」」をををを通通通通

してからしてからしてからしてから外外外外にににに出出出出されますされますされますされます。。。。    

環境省環境省環境省環境省はははは、、、、このバグフィルターをこのバグフィルターをこのバグフィルターをこのバグフィルターを通通通通せばセシウムをせばセシウムをせばセシウムをせばセシウムを 99.999.999.999.9％％％％除去除去除去除去できるできるできるできる

のでのでのでので大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だとだとだとだと言言言言っているのですっているのですっているのですっているのです。。。。    
････････････けれどけれどけれどけれど、、、、バグフィルターをバグフィルターをバグフィルターをバグフィルターを製造製造製造製造しているしているしているしている会社会社会社会社 10101010 社全社全社全社全てにてにてにてに聞聞聞聞いてもいてもいてもいても

「「「「バグフィルターでセシウムがバグフィルターでセシウムがバグフィルターでセシウムがバグフィルターでセシウムが取取取取れるれるれるれる」」」」とととと答答答答えたえたえたえた会社会社会社会社はははは 1111 社社社社もありまもありまもありまもありま

せんでしたせんでしたせんでしたせんでした。。。。    

環境省環境省環境省環境省でででではははは、、、、焼却時焼却時焼却時焼却時にににに高温高温高温高温でででで気体気体気体気体になったセシウムもになったセシウムもになったセシウムもになったセシウムも、、、、フィルターをフィルターをフィルターをフィルターを

通通通通すすすす前前前前にににに 200200200200 度度度度までまでまでまで温度温度温度温度をををを下下下下げるのでげるのでげるのでげるので全全全全てててて固体固体固体固体になるとになるとになるとになると仮定仮定仮定仮定していましていましていましていま

すすすす。。。。けれどけれどけれどけれど実際実際実際実際ににににはははは、、、、一部一部一部一部はガスはガスはガスはガス状状状状ののののまままままままま残残残残っているとっているとっているとっていると考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    
    

ガスやガスやガスやガスや気体気体気体気体はバグフィルターをはバグフィルターをはバグフィルターをはバグフィルターを簡単簡単簡単簡単にににに通通通通りりりり

抜抜抜抜けますけますけますけます。。。。パンツでおならがパンツでおならがパンツでおならがパンツでおならが防防防防げないのとげないのとげないのとげないのと全全全全くくくく同同同同じじじじ原理原理原理原理ですですですです。。。。    

事実事実事実事実、、、、島田市島田市島田市島田市のののの試験焼却試験焼却試験焼却試験焼却ではではではでは、、、、6666 割程度割程度割程度割程度しかしかしかしか取取取取れていなかったことがれていなかったことがれていなかったことがれていなかったことが分分分分かっていますかっていますかっていますかっています。。。。    
    
    

    

    
    

おおおお気持気持気持気持ちはよくわかりますちはよくわかりますちはよくわかりますちはよくわかります。。。。けれどけれどけれどけれど、、、、実実実実ははははがれきのがれきのがれきのがれきの受受受受けけけけ入入入入れはれはれはれは「「「「支援支援支援支援」」」」にはなりませんにはなりませんにはなりませんにはなりません。。。。    

当初当初当初当初 2300230023002300 万万万万トンとトンとトンとトンと発表発表発表発表されていたガレキはされていたガレキはされていたガレキはされていたガレキは、、、、修正修正修正修正をををを重重重重ねねねね、、、、大幅大幅大幅大幅にににに減少減少減少減少していますしていますしていますしています。。。。広域処理分広域処理分広域処理分広域処理分もももも 4444 割割割割ににににまでまでまでまで下下下下

降修正降修正降修正降修正されされされされ、、、、現地現地現地現地でででで十分処理十分処理十分処理十分処理できできできできるるるる量量量量になっていになっていになっていになっているるるるのですのですのですのです。。。。    

にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、どうしてどうしてどうしてどうしてこんなにこんなにこんなにこんなに広域処理広域処理広域処理広域処理にこだわるのでしょうにこだわるのでしょうにこだわるのでしょうにこだわるのでしょう？？？？？？？？    実実実実ははははそこにはそこにはそこにはそこには様々様々様々様々なななな思惑思惑思惑思惑があるのですがあるのですがあるのですがあるのです。。。。    

①利権①利権①利権①利権    

    

    

    
    

    

このようにこのようにこのようにこのように、、、、おおおお金金金金のののの額額額額やややや動動動動きからきからきからきから明明明明らかにらかにらかにらかに利権利権利権利権なのがよくわかりますなのがよくわかりますなのがよくわかりますなのがよくわかります。。。。北九州北九州北九州北九州やややや大阪大阪大阪大阪もももも、、、、安全性安全性安全性安全性やややや必要性必要性必要性必要性よりもよりもよりもよりも

利権利権利権利権のためにのためにのためにのために    何何何何としてでもとしてでもとしてでもとしてでも推推推推しししし進進進進めめめめようとしているようとしているようとしているようとしている姿勢姿勢姿勢姿勢ががががよくよくよくよく見見見見えますえますえますえます。。。。    

しかもしかもしかもしかも既既既既にににに環境省環境省環境省環境省はははは、、、、広域処理広域処理広域処理広域処理をををを進進進進めるためのめるためのめるためのめるための広告費広告費広告費広告費としてとしてとしてとして 40404040 億円以上億円以上億円以上億円以上ものものものもの復興予算復興予算復興予算復興予算をををを使使使使っていっていっていっていまままますすすす。。。。    

一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの国民国民国民国民がががが、、、、早早早早くこのくこのくこのくこの事事事事にににに気付気付気付気付かなければかなければかなければかなければ、、、、被災地被災地被災地被災地のののの支援支援支援支援どころかどころかどころかどころか、、、、莫大莫大莫大莫大なななな輸送費輸送費輸送費輸送費をかけをかけをかけをかけ、、、、本本本本

来来来来被災地被災地被災地被災地にににに使使使使えるえるえるえるはずのはずのはずのはずの復興予算復興予算復興予算復興予算をををを奪奪奪奪ってしまうってしまうってしまうってしまうことになことになことになことになるのでるのでるのでるのですすすす。。。。    
    

②②②②原子力をこれからも進めていきたい原子力をこれからも進めていきたい原子力をこれからも進めていきたい原子力をこれからも進めていきたい    

これまでこれまでこれまでこれまで原子力原子力原子力原子力をををを推進推進推進推進してしてしてして来来来来たたたた大手企業大手企業大手企業大手企業、、、、メディアメディアメディアメディア、、、、政府政府政府政府、、、、電力会社電力会社電力会社電力会社などのなどのなどのなどの「「「「原子力原子力原子力原子力ムラムラムラムラ」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、

あれだけのあれだけのあれだけのあれだけの過酷過酷過酷過酷事故事故事故事故をををを起起起起こしこしこしこし、、、、「「「「原発安全神話原発安全神話原発安全神話原発安全神話」」」」がががが完全完全完全完全にににに崩壊崩壊崩壊崩壊したしたしたした今今今今ででででさえさえさえさえもももも、、、、まだまだまだまだ原子力原子力原子力原子力利権利権利権利権にしがみつきにしがみつきにしがみつきにしがみつき、、、、
原発原発原発原発をををを推進推進推進推進していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。そのそのそのそのためにはためにはためにはためには、、、、放射能放射能放射能放射能がががが危険危険危険危険であるとであるとであるとであると知知知知られてはられてはられてはられては困困困困るるるるためためためため、、、、放射能放射能放射能放射能もももも

ガレキもガレキもガレキもガレキも安全安全安全安全だというだというだというだという「「「「放射能安全神話放射能安全神話放射能安全神話放射能安全神話」」」」をををを作作作作ろうとろうとろうとろうと必死必死必死必死なのですなのですなのですなのです。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、私私私私たちがガレキをたちがガレキをたちがガレキをたちがガレキを受受受受けけけけ入入入入れるということはれるということはれるということはれるということは、、、、放射能放射能放射能放射能をををを「「「「安全安全安全安全」」」」とととと認認認認めてしまうことにもなりめてしまうことにもなりめてしまうことにもなりめてしまうことにもなり、、、、今今今今もなおもなおもなおもなお

続続続続けられているけられているけられているけられている被災地被災地被災地被災地でのでのでのでの危険危険危険危険なななな焼却焼却焼却焼却をもをもをもをも認認認認めてしまうことになりますめてしまうことになりますめてしまうことになりますめてしまうことになります。。。。    
    

③③③③これから大量に出てくるであろうこれから大量に出てくるであろうこれから大量に出てくるであろうこれから大量に出てくるであろう    核核核核廃棄物の廃棄物の廃棄物の廃棄物の「最終処分場」の確保「最終処分場」の確保「最終処分場」の確保「最終処分場」の確保に向けてに向けてに向けてに向けて    

今後今後今後今後、、、、寿命寿命寿命寿命をををを迎迎迎迎ええええ廃炉廃炉廃炉廃炉になるになるになるになる原発原発原発原発ももももどんどんどんどんどんどんどんどん出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。するとするとするとすると膨大膨大膨大膨大なななな量量量量のののの「「「「放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物放射性廃棄物」」」」がががが生生生生まれますがまれますがまれますがまれますが、、、、

まだまだまだまだ日本日本日本日本にはにはにはには最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場となってくれるとなってくれるとなってくれるとなってくれる所所所所はありませんはありませんはありませんはありません。。。。今回今回今回今回のののの広域処理広域処理広域処理広域処理でそのでそのでそのでその筋道筋道筋道筋道をつけているのをつけているのをつけているのをつけているのではないかではないかではないかではないか

というというというという見方見方見方見方もありますもありますもありますもあります。。。。    
    

④今後出てくるであろう健康被害の対処に向けて④今後出てくるであろう健康被害の対処に向けて④今後出てくるであろう健康被害の対処に向けて④今後出てくるであろう健康被害の対処に向けて    

今後今後今後今後、、、、福島福島福島福島をををを中心中心中心中心にににに放射能放射能放射能放射能によるによるによるによる健康被害健康被害健康被害健康被害がががが出始出始出始出始めためためためた時時時時、、、、必必必必ずずずず非汚染地域非汚染地域非汚染地域非汚染地域とのとのとのとの比較比較比較比較データがデータがデータがデータが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。比比比比

較対象較対象較対象較対象となるであろうとなるであろうとなるであろうとなるであろう西日本西日本西日本西日本にもにもにもにも汚染汚染汚染汚染をををを拡散拡散拡散拡散させることによってさせることによってさせることによってさせることによって、、、、健康被害健康被害健康被害健康被害のののの差差差差をををを小小小小さくさくさくさくするするするする狙狙狙狙いがあるといういがあるといういがあるといういがあるという

見方見方見方見方もありますもありますもありますもあります。。。。    
    

恐恐恐恐ろしいですねろしいですねろしいですねろしいですね。。。。みんなのみんなのみんなのみんなの「「「「被災地被災地被災地被災地のののの人人人人たちをたちをたちをたちを少少少少しでもしでもしでもしでも助助助助けたいけたいけたいけたい」」」」とととと思思思思うううう優優優優しいしいしいしい気持気持気持気持ちをちをちをちを利用利用利用利用ししししてててて、、、、「「「「絆絆絆絆」」」」やややや「「「「痛痛痛痛

みをみをみをみを分分分分かちかちかちかち合合合合おうおうおうおう」」」」などなどなどなどとととといういういういう言葉言葉言葉言葉とともにとともにとともにとともに誘導誘導誘導誘導していますがしていますがしていますがしていますが、、、、裏裏裏裏ではこんなではこんなではこんなではこんな恐恐恐恐ろしいことをろしいことをろしいことをろしいことを考考考考えているえているえているえている人人人人たちたちたちたち

がががが本当本当本当本当にいるのですにいるのですにいるのですにいるのです。。。。嘘嘘嘘嘘のようなのようなのようなのような、、、、またまたまたまた、、、、嘘嘘嘘嘘であってほしいであってほしいであってほしいであってほしい話話話話ですですですです。。。。    

筒型の布が、たくさんカーテン状に吊るされて

います。(箕面市 HP より参照) 

環境省が、ガレキ

処理に 1 兆円の復

興予算を確保し、全

額国が負担すること

になった。 

「がれき」を処理すれば、国

から貰える補助金は１トン当

たり２万円から１０万円（遠隔

地の場合）。さらにゴミ処理

施設整備の補助金までつい

てくるので「がれき」が「お宝」

に化けた。 

総量が減っても環境省は１兆

円の復興予算を手放さなか

った。 

復興予算を余らせたくない環

境省は、処理単価が安い被

災地周辺ではなく遠隔地で

広域処理したくて仕方がない 

少しでも「お宝」（補助

金）の分け前が欲しい

北九州や大阪などの

自治体は、今でも「が

れき」を受け入れたく

て仕方がない。 

だ か ら 大 阪 は

がれき受入で、

５０億円（受託

収入）の予算を

組んでいる。 

が
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正 
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放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質はははは、、、、希釈希釈希釈希釈せずせずせずせず、、、、拡散拡散拡散拡散させずさせずさせずさせず、、、、焼却焼却焼却焼却せずせずせずせず、、、、

一箇所一箇所一箇所一箇所にににに集集集集めてめてめてめて封封封封じじじじ込込込込めめめめ、、、、よりよりよりより安全安全安全安全にににに管理管理管理管理しししし、、、、処理処理処理処理

することがすることがすることがすることが大原則大原則大原則大原則ですですですです。。。。多多多多くのくのくのくの学者学者学者学者のののの先生方先生方先生方先生方がががが広域広域広域広域
処理処理処理処理のののの代替案代替案代替案代替案をををを提案提案提案提案してしてしてして下下下下さっていますさっていますさっていますさっています。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、    
    

☆☆☆☆津波津波津波津波記念公園記念公園記念公園記念公園((((→→→→検索検索検索検索))))        

東北大学臨床教授東北大学臨床教授東北大学臨床教授東北大学臨床教授でででで、、、、呼吸器科医師呼吸器科医師呼吸器科医師呼吸器科医師でもあるでもあるでもあるでもある岡山博岡山博岡山博岡山博

先生先生先生先生のののの提案提案提案提案ですですですです。。。。    

「「「「ごみとしてごみとしてごみとしてごみとしてだけだけだけだけ考考考考えずえずえずえず、、、、津波津波津波津波でででで亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった人人人人たちたちたちたち

のののの遺品遺品遺品遺品としてとしてとしてとして、、、、全全全全てててて集集集集めてめてめてめて丘丘丘丘にににに築築築築きききき、、、、慰霊慰霊慰霊慰霊とととと津波避津波避津波避津波避

難所難所難所難所をををを兼兼兼兼ねたねたねたねた津波記念津波記念津波記念津波記念のののの大古墳大古墳大古墳大古墳、、、、『『『『記念公園記念公園記念公園記念公園』』』』としとしとしとし
てててて整備整備整備整備することがすることがすることがすることが良良良良いいいい。。。。焼却焼却焼却焼却やややや広域処分広域処分広域処分広域処分よりずっとよりずっとよりずっとよりずっと早早早早くくくく、、、、安安安安くくくく、、、、安全安全安全安全

にににに、、、、全全全全てのてのてのての大量大量大量大量のののの瓦礫瓦礫瓦礫瓦礫をををを処分処分処分処分できるできるできるできる。。。。」」」」    
    

☆☆☆☆命命命命をををを守守守守るるるる森森森森のののの防潮堤防潮堤防潮堤防潮堤((((→→→→検索検索検索検索))))((((右図参照右図参照右図参照右図参照))))    

横浜国立大学名誉教授横浜国立大学名誉教授横浜国立大学名誉教授横浜国立大学名誉教授でででで、、、、世界的世界的世界的世界的なななな植物生態学者植物生態学者植物生態学者植物生態学者のののの宮脇昭先生宮脇昭先生宮脇昭先生宮脇昭先生のののの提案提案提案提案

ですですですです。。。。「「「「ガレキにガレキにガレキにガレキに土土土土とゼオライトをとゼオライトをとゼオライトをとゼオライトを混混混混ぜぜぜぜ、、、、掘掘掘掘ったったったった穴穴穴穴にににに鉛鉛鉛鉛ややややコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート

でででで五重五重五重五重のののの防護壁防護壁防護壁防護壁をををを作作作作ってってってって埋埋埋埋めめめめ、、、、土土土土をををを盛盛盛盛りりりり、、、、そこにそこにそこにそこに日本古来日本古来日本古来日本古来のののの深根性深根性深根性深根性でででで
直根性直根性直根性直根性のののの常緑広葉樹常緑広葉樹常緑広葉樹常緑広葉樹をををを密集密集密集密集させてさせてさせてさせて植植植植ええええ、、、、森森森森をををを作作作作るるるる。。。。そのそのそのその森森森森はははは 10101010～～～～20202020 年年年年

でででで立派立派立派立派なななな生態系生態系生態系生態系をなすをなすをなすをなす森森森森となりとなりとなりとなり、、、、人々人々人々人々やややや町町町町をををを津波津波津波津波からからからから守守守守ってくれるってくれるってくれるってくれる防防防防

潮堤潮堤潮堤潮堤になるになるになるになる。。。。」」」」    

宮城県宮城県宮城県宮城県議会議会議会議会ではこのではこのではこのではこの案案案案がががが全会一致全会一致全会一致全会一致でででで可決可決可決可決されていますされていますされていますされています。。。。    
    

防防防防潮堤潮堤潮堤潮堤やややや公園公園公園公園にしたにしたにしたにした場合場合場合場合、、、、今処理今処理今処理今処理しきれていないしきれていないしきれていないしきれていないガレキをガレキをガレキをガレキを全全全全てててて使使使使ってもまだまだってもまだまだってもまだまだってもまだまだ足足足足りないりないりないりないというというというという報道報道報道報道もありましもありましもありましもありまし

たたたた。。。。    

これこれこれこれららららはははは    ほんのほんのほんのほんの一例一例一例一例でででで、、、、まだまだまだまだ「「「「これがこれがこれがこれが正解正解正解正解」」」」というものはというものはというものはというものはありませんがありませんがありませんがありませんが、、、、これからこれからこれからこれから世界中世界中世界中世界中のののの学者学者学者学者をををを始始始始めとめとめとめとしてしてしてして

多多多多くのくのくのくの人々人々人々人々がががが知恵知恵知恵知恵をををを絞絞絞絞ってってってって考考考考えていかなえていかなえていかなえていかなければければければければいけないいけないいけないいけない問題問題問題問題ですですですです。。。。    

    

                                                                                                                        国国国国のののの掲掲掲掲げるげるげるげる「「「「放射能安全神話放射能安全神話放射能安全神話放射能安全神話」」」」のののの中中中中でででで、、、、食品食品食品食品へのへのへのへの影響影響影響影響はははは特特特特にににに重大重大重大重大    

なものですなものですなものですなものです。。。。    
人工放射能人工放射能人工放射能人工放射能はははは自然放射能自然放射能自然放射能自然放射能とととと違違違違ってってってって、、、、体内体内体内体内にににに入入入入るとるとるとると特定特定特定特定のののの臓器臓器臓器臓器にににに集中集中集中集中しししし

てててて蓄積蓄積蓄積蓄積されていくことがされていくことがされていくことがされていくことが分分分分かっていまかっていまかっていまかっていますすすす。。。。    
    

医師医師医師医師・・・・病理解剖学者病理解剖学者病理解剖学者病理解剖学者であるバンダジェフスキーであるバンダジェフスキーであるバンダジェフスキーであるバンダジェフスキー博士博士博士博士はははは、、、、1986198619861986 年年年年のチのチのチのチ

ェルノブイリェルノブイリェルノブイリェルノブイリ原発事故以来原発事故以来原発事故以来原発事故以来、、、、セシウムセシウムセシウムセシウム 137137137137 のののの人体人体人体人体へのへのへのへの影響影響影響影響をををを明明明明らかにらかにらかにらかに
するためにするためにするためにするために、、、、被曝被曝被曝被曝してしてしてして死亡死亡死亡死亡したしたしたした患者患者患者患者のののの病理解剖病理解剖病理解剖病理解剖とととと臓器別臓器別臓器別臓器別のののの放射線測定放射線測定放射線測定放射線測定

やややや、、、、放射放射放射放射能汚染地域住民能汚染地域住民能汚染地域住民能汚染地域住民のののの大規模大規模大規模大規模なななな健康調査健康調査健康調査健康調査、、、、汚染食料汚染食料汚染食料汚染食料をををを用用用用いたいたいたいた動物動物動物動物

飼育実験飼育実験飼育実験飼育実験などのなどのなどのなどの研究研究研究研究にににに取取取取りりりり組組組組んでこられましたんでこられましたんでこられましたんでこられました。。。。    

    

そのそのそのその結果結果結果結果、、、、セシウムセシウムセシウムセシウム 137137137137 がががが体重体重体重体重 1Kg1Kg1Kg1Kg につきにつきにつきにつき、、、、たったたったたったたった 10101010 ベクレルベクレルベクレルベクレル蓄積蓄積蓄積蓄積

するだけでするだけでするだけでするだけで、、、、心筋心筋心筋心筋におけるにおけるにおけるにおける代謝異常代謝異常代謝異常代謝異常がががが起起起起きることをつきとめたのですきることをつきとめたのですきることをつきとめたのですきることをつきとめたのです。。。。    

それをそれをそれをそれを基基基基にににに計算計算計算計算するとするとするとすると、、、、体重体重体重体重 20202020 キロのキロのキロのキロの子子子子どもがどもがどもがどもが、、、、毎日毎日毎日毎日わずかわずかわずかわずか 1.271.271.271.27

ベクレベクレベクレベクレルルルル食食食食べべべべ続続続続けるだけでもけるだけでもけるだけでもけるだけでも、、、、約約約約 600600600600 日日日日でででで    そのそのそのその約半数約半数約半数約半数にににに心心心心電図異電図異電図異電図異

常常常常がががが出出出出るるるるなどなどなどなど、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの健康異常健康異常健康異常健康異常がががが起起起起こるというこるというこるというこるという計算計算計算計算になりますになりますになりますになります。。。。    

    

←←←←右側右側右側右側のののの数数数数字字字字がががが、、、、今今今今のののの    
日本日本日本日本のののの食品基準値食品基準値食品基準値食品基準値でででで    

すすすす。。。。    

思思思思いいいい出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

さっきさっきさっきさっき黄色黄色黄色黄色いドラムいドラムいドラムいドラム    

缶缶缶缶にににに詰詰詰詰められていためられていためられていためられていた    
物物物物もももも 100Bq100Bq100Bq100Bq でしたねでしたねでしたねでしたね。。。。    
    

今今今今のののの日本日本日本日本ではではではでは、、、、とてもとてもとてもとても悲悲悲悲しいことですがしいことですがしいことですがしいことですが、、、、子子子子どもやどもやどもやどもや家族家族家族家族のののの健康健康健康健康はははは    

自分達自分達自分達自分達でででで守守守守らなければらなければらなければらなければ守守守守れないということですれないということですれないということですれないということです。。。。    

学校給食学校給食学校給食学校給食やややや学食学食学食学食、、、、病院食病院食病院食病院食などもなどもなどもなども含含含含めめめめ、、、、国民国民国民国民からからからから改善改善改善改善のののの声声声声をををを上上上上げてげてげてげて    
いくしかありませんいくしかありませんいくしかありませんいくしかありません。。。。    

5 

☆☆☆☆青山氏青山氏青山氏青山氏････池田氏池田氏池田氏池田氏
らららら提案提案提案提案「「「「防波堤防波堤防波堤防波堤
型型型型のがれきのがれきのがれきのがれき処処処処
理理理理のののの概念図概念図概念図概念図」」」」    



    

有有有有害物質害物質害物質害物質をををを含含含含むがれきむがれきむがれきむがれき 100100100100 トンのトンのトンのトンの試験焼却試験焼却試験焼却試験焼却がががが行行行行われわれわれわれたのはたのはたのはたのは、、、、子子子子どもどもどもども達達達達のののの大好大好大好大好きなきなきなきなＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ

のののの近近近近くにあるくにあるくにあるくにある、、、、舞洲清掃工場舞洲清掃工場舞洲清掃工場舞洲清掃工場ですですですです。。。。    
    

すでにすでにすでにすでに本本本本焼却焼却焼却焼却のののの始始始始まっているまっているまっているまっている北九州北九州北九州北九州

ではではではでは、、、、鼻血鼻血鼻血鼻血、、、、じんましんじんましんじんましんじんましん、、、、目目目目のののの症状症状症状症状、、、、

鼻水鼻水鼻水鼻水、、、、喉喉喉喉のののの痛痛痛痛みみみみ、、、、咳咳咳咳、、、、アトピーのアトピーのアトピーのアトピーの悪化悪化悪化悪化、、、、

嘔吐嘔吐嘔吐嘔吐、、、、発熱発熱発熱発熱などのなどのなどのなどの多岐多岐多岐多岐にわたるにわたるにわたるにわたる健康被健康被健康被健康被

害害害害がががが多多多多くくくく報告報告報告報告されていますされていますされていますされています。。。。    
    

がれきをがれきをがれきをがれきを燃燃燃燃やすとやすとやすとやすと、、、、有害物質有害物質有害物質有害物質がががが    マスマスマスマス

クではクではクではクでは防防防防げないげないげないげない細細細細かいかいかいかい粒子粒子粒子粒子となりとなりとなりとなり、、、、よよよよ

りりりり遠遠遠遠くへとくへとくへとくへと運運運運ばればればればれ、、、、体内体内体内体内にににに取取取取りりりり込込込込まれまれまれまれ

やすくなりますやすくなりますやすくなりますやすくなります。。。。    
    

本焼却本焼却本焼却本焼却がががが始始始始まるとまるとまるとまると、、、、外出外出外出外出はははは控控控控ええええなけれなけれなけれなけれ

ばいけませんばいけませんばいけませんばいけません。。。。洗濯物洗濯物洗濯物洗濯物、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん布団布団布団布団

もももも外外外外にはにはにはには干干干干せませんせませんせませんせません。。。。    

水水水水のののの汚染汚染汚染汚染がががが心配心配心配心配されされされされ、、、、水道水水道水水道水水道水からからからからミネミネミネミネ

ラルウォーターラルウォーターラルウォーターラルウォーターにににに切切切切りりりり替替替替えなければえなければえなければえなければ
いけないいけないいけないいけないかもしれまかもしれまかもしれまかもしれませんせんせんせん。。。。    

サッカーサッカーサッカーサッカーやややや野球野球野球野球などなどなどなど、、、、戸外戸外戸外戸外のスポーツはのスポーツはのスポーツはのスポーツは呼吸呼吸呼吸呼吸からのからのからのからの被被被被ばくがばくがばくがばくが多多多多くなるくなるくなるくなるのでのでのでので、、、、子子子子どもどもどもども達達達達のののの外外外外でのでのでのでの活動活動活動活動もももも不安不安不安不安ですねですねですねですね。。。。    

関東関東関東関東やややや東北東北東北東北からからからから保養保養保養保養にににに来来来来たたたた子供子供子供子供たちがおたちがおたちがおたちがお母母母母さんにさんにさんにさんに「「「「このこのこのこの葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ触触触触ってもいいってもいいってもいいってもいい？」「？」「？」「？」「このおこのおこのおこのお砂砂砂砂でででで遊遊遊遊んでもいいんでもいいんでもいいんでもいい？」？」？」？」

とととと聞聞聞聞くのをごくのをごくのをごくのをご存知存知存知存知でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。特特特特にににに小小小小さいさいさいさい子子子子どもどもどもども達達達達ににににとってとってとってとってはははは、、、、外外外外でででで自由自由自由自由にににに遊遊遊遊べないべないべないべないというというというという    とてもとてもとてもとても耐耐耐耐ええええ難難難難いいいい環環環環

境境境境にににに、、、、大阪大阪大阪大阪もなってしまうかもしれませんもなってしまうかもしれませんもなってしまうかもしれませんもなってしまうかもしれません。。。。    
    

放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質はははは    一度一度一度一度持持持持ちちちち込込込込まれるとまれるとまれるとまれると、、、、半減期半減期半減期半減期 30303030 年年年年からからからから何万年何万年何万年何万年とととと消消消消えることなくそのえることなくそのえることなくそのえることなくその土地土地土地土地でででで循環循環循環循環しましましましますすすす。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの

生活生活生活生活のののの中中中中にににに入入入入ってってってってくるのでくるのでくるのでくるのですすすす。。。。    

今今今今もももも汚染地汚染地汚染地汚染地でででで必必必必死死死死にににに暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている人人人人たちやたちやたちやたちや、、、、次世代次世代次世代次世代のののの子子子子どもどもどもども達達達達のののの為為為為にもにもにもにも、、、、食料庫食料庫食料庫食料庫でありでありでありであり、、、、保養地保養地保養地保養地ででででももももあるあるあるある「「「「きれきれきれきれ

いでいでいでいで安心安心安心安心なななな土地土地土地土地」」」」というというというという貴重貴重貴重貴重なななな資源資源資源資源をををを守守守守りたいですねりたいですねりたいですねりたいですね。。。。    
    

    

    

思思思思いいいい切切切切ってってってって電話電話電話電話をしてみましょうをしてみましょうをしてみましょうをしてみましょう。「。「。「。「ガレキのガレキのガレキのガレキの焼却焼却焼却焼却のことですがのことですがのことですがのことですが、、、、反対反対反対反対ですですですです！！！！やめてくださいやめてくださいやめてくださいやめてください！」！」！」！」これだけでこれだけでこれだけでこれだけで十十十十

分分分分ですですですです。。。。それでもそれでもそれでもそれでも恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい方方方方はははは、、、、はがきをはがきをはがきをはがきを送送送送るるるる、、、、メールをメールをメールをメールを投稿投稿投稿投稿するなどするなどするなどするなど、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく意思意思意思意思をををを伝伝伝伝えましょうえましょうえましょうえましょう。。。。    
本当本当本当本当にににに効果効果効果効果があるのかがあるのかがあるのかがあるのか？？？？とととと思思思思われるかもしれませんがわれるかもしれませんがわれるかもしれませんがわれるかもしれませんが、、、、必必必必ずずずず効果効果効果効果はありますはありますはありますはあります。。。。黙黙黙黙っていることはっていることはっていることはっていることは認認認認めることですめることですめることですめることです。。。。    

●●●●大阪府本庁大阪府本庁大阪府本庁大阪府本庁（（（（代表代表代表代表））））            06060606----6941694169416941----0351035103510351    

●●●●咲洲庁舎咲洲庁舎咲洲庁舎咲洲庁舎（（（（代表代表代表代表））））                06060606----6941694169416941----0351035103510351            ●●●●資源循環課資源循環課資源循環課資源循環課    06060606----6210621062106210----9568956895689568    

●●●●大阪市役所大阪市役所大阪市役所大阪市役所（（（（代表代表代表代表））））            06060606----6208620862086208----8181818181818181        ●●●●環境局環境局環境局環境局            06060606----6630663066306630----3284328432843284            

●●●●環境局施設管理課環境局施設管理課環境局施設管理課環境局施設管理課    06060606----6630663066306630----3361336133613361    

大阪市の意見箱に意見しよう！             

今、大阪市には沢山の意見や陳情書が寄せられています。あなたの声を届けましょう。 

●●●●大阪市市民大阪市市民大阪市市民大阪市市民のののの声声声声：：：：06060606----6208620862086208----8000800080008000    

また、市は市役所内や、市役所内、梅田、なんば、天王寺の大阪市サービスカウンターに、意見箱意見箱意見箱意見箱を設置して

います。意見の提出は、大阪市大阪市大阪市大阪市ホームページホームページホームページホームページからも行えます。 

意見を出し、回答を求めた場合、市は 2 週間以内に回答をすることに、なっています。 

    

焼却をキケンだと思ったら、まず反対の意思を伝えましょう。意見はカウントされています。焼却をキケンだと思ったら、まず反対の意思を伝えましょう。意見はカウントされています。焼却をキケンだと思ったら、まず反対の意思を伝えましょう。意見はカウントされています。焼却をキケンだと思ったら、まず反対の意思を伝えましょう。意見はカウントされています。    

 

発行元：関西関西関西関西＊＊＊＊母母母母とととと科学科学科学科学者者者者のののの会会会会（http://kawanishikodomo.blogspot.jp/） 

命を守りたいと願う、母親の心を持つ全ての人と科学者が一緒になってがれきの焼却に反対しています。 

メールマガジン『『『『はちどりはちどりはちどりはちどり通信通信通信通信』』』』放射能に関する様々な情報を不定期にお届けしています。 

（登録希望の方はこちらまで→ hachidori_8@yahoo.co.jp） 

【【【【おすすめサイトおすすめサイトおすすめサイトおすすめサイト＆＆＆＆動画動画動画動画】】】】    
・『デイリーモーション 20120516 どうする震災がれき第三弾』→検索 VOICE「マル調」より。島田市の試験焼却について(12 分) 

・『YouTube 2012.3.14 放送 ABC 朝日放送「キャスト」』→検索 キャストより。まともな事を言っています。(12 分) 

・『You Tube 今、一度考える災害がれき広域処理 青山貞一』→検索 青木貞一氏（環境総合研究所顧問）の講演。（60分）          

・SAVE ♥ CHILD 子供を守ろう（食品関連）  http://savechild.net/ 食品の測定結果などの情報が豊富に出ています。 

・院長の独り言  http://onodekita.sblo.jp/ 以前福島原発で働いていた医師、小野先生のブログです。講演の動画なども。 

最後最後最後最後にににに。。。。    


