
まだまだ、進行中の放射能汚染ではありますが、
　
「まとめ」が出来ましたので、ぜひ一読ください。

この放射能汚染は、私の予想をはるかに超えて
　
凄まじいものです。「東日本では生活できない！」
　
が、この二年間調べ続けたことの答えです。
　
　もう、おかしな考え方、おかしな方向にしか進ん

でいないこの国には期待などせずに、一人ひとり

が早く行動することを祈っています。

　それは、この国を根底から良いほうに変える大き

な力となるでしょう。ギャアギャア騒がず、静かに

黙って、汚染地域からパラパラと逃げ出すのです。

　「そんなことは出来ない」と、国民をコントロールし

ていると思っている連中は考えているでしょうから。

2013年 3月 16日



※少し前の放射線量地図ですが、

　今回の報告にまとめた、土のベクレル測定した地点を
　　赤●で、線量計測地点を青●で表示しました。
　　報告の参考にしてください。
　　なお、この地図の色がついていない所が
　　安全地帯というわけではありません。

■■メールで定期報告できない方々へのメールで定期報告できない方々への

まとめ報告まとめ報告です。です。



群馬県・桐生市で土の採取が出来なかったので太田桐生ICの少し手前にあった太田緑地公園に寄って
土を採ってきました。その測定グラフです。
福島原発から放出された放射能から出る放射線がハッキリと測定されています。
緑色の部分が問題にしている放射線域です。左の山(ピーク)からセシウム134、セシウム137、そしてまた、
セシウム134、ちょっと離れていちばん右が自然放射線のカリウム40です。過去の核実験やチェルノ
ブイリのセシウム134はもう消えてしまったので、それとわかります。
　空間線量は桐生市街地とだいたい同じ約0.1μSv/hrあたりです。
この太田緑地公園の土はセシウム合算で約 365 Bq/kg(ベクレル・パー・キログラム)あります。
ありますと言われても困ると思うので、この数字がどういう意味を持つのか今わかっていることから説明
します。チェルノブイリ原発事故で放射線からの影響を少しでも減らすために保養している子供たちが
います。それこそあらゆる地域で行われているそうですが、そういう地域で健康であるといわれている子供
の割合はたったの3%だそうです。その地域を福島原発事故の日本に当ててみると埼玉県程度の汚染だ
そうなのです。土の汚染から言うと 200～350 Bq/kg 程度です。だから、
桐生に子供が住み続けると非常に高い割合で病気になる可能性があると言える数字になります。
そういう意味から下のグラフをご覧ください。

セシウム134,137,カリウム40の
各ベクレル数値です

このグレーの部分が測定した品物(土)の
放射線グラフです

このブルーの部分はベクレルを計算するための比較用で
何も無い状態で測った放射線グラフです(バックグラウンド)

福島原発放出のセシウムは３兄弟といわれる三つの山が
出来るのが特徴です。セシウム134はこの領域に大きく
二箇所出るのも目安になります。

天然放射線のカリウム40です。
半減期が大変長く、人間が
出てくるずうっと前からあります。

セシウム134

セシウム137

■群馬県・太田緑地公園の土はセシウム合算で約 365 Bq/kg■

はじめの説明からグラフを眺めた感想はどんなものでしょうか？
少し強引ですが、ベクレルについて説明します。例えば356 Bq/kg という値は去年の食べても問題ないと
いった政府の食品基準値 500 Bq/kg をかなり下回っています。(現在この基準値は 100 Bq/kg となって
いますが)その時点ではこの 356 Bq/kg は食べてしまいました。セシウムというのは大変危険な放射能と
ハッキリしているので、ゼロが良いのは言うまでもありません。
356 という数字は 1秒間に 356 発の放射線が出ているという意味です。食べた瞬間にその人の細胞、
遺伝子などは 356 発分破壊されます。
１分間では 356(Bq) × 60(秒) = 21,360 回になります。
１時間ではその60倍で 1,281,600 回、なんと約 128 万回です。
いくら人間に修復力があるといっても、いままでほぼゼロだった衝撃がとてつもない回数繰り返されるように
なるのです。



科学的な物言いでわかりにくいと思われる方にはこう考えてもらったらどうでしょうか。
356 円だれかに借りたとします。それはものすごい悪徳高利貸しです。
356円借りた１秒後は356円です。
しかし、わずか60秒の１分後には 21,360 円になります。
そして、ほんの１時間後にはなんと、 128 万円借りたことになってしまう・・・というようなことなのです。
精神的にもとんでもないことだと思われるし、「ただちに影響が無かった」り、「大丈夫」なはずが無いのは
考えなくてもわかってもらえることと思います。
ですから、ベクレルという単位については大きな数字はもちろんですが、
小さい数字でも問題は大変大きいのです。
できるかぎり、限りなくゼロが基本です。
今知りうる限りでは、ドイツの食品基準値の子供 4 Bq/kg 大人 8 Bq/kg がいちばん小さい現実的な数字の
ようです。
ベクレルという数字はこのように考えていけば良いと思われます。
　
つぎに栃木県の壬生PA(みぶ･パーキングエリア)の土です。

セシウム合算で約 635 Bq/kg あります。
発表されているいろいろな放射能汚染地図から汚染の少ない地域とされている辺りですが、実際は群馬県
桐生市より高いベクレル値になっています。空間線量はどちらも 0.1 μSv/hr(マイクロ・シーベルト・パー・
アワー)前後と大きな違いはありません。
土を採取したり、空間線量を計測しているときに見回していた辺りの感じは、原発事故が起こって
「今はこの周りにも放射能がいっぱい降り積もっているのだ」と考えることが出来ないようなのんびりした
雰囲気でした。いわき市の自宅付近は原発から「 40 km 程度しか離れていない激しく汚染された地域」と
いう意識で常に緊張しているため、その感じはたいへん違和感のあるものだったのをおぼえています。
実際にこの測定値を確認して、もし、あの付近で生活している人たちもあのとき感じていたような思いで
過ごしているとしたら、とんでもないことが進行していくのだろうなと
思いました。
だって、ウチの庭の土の汚染は600 数十ベクレルとたいして変わらない数値なのです。

■栃木県・壬生PAの土はセシウム合算で約 635 Bq/kg■



さらに福島県に戻る方向へ進んで、茨城県・笠間PAの土のグラフです。

セシウム合算で、1,420 Bq/kg あります。
これら測定用に採取してきた土は、雨どいの下などの特に汚染されていると思われるものでは
ありません。出来るだけ障害となるものの無い普通の場所のものです。
空間線量は、0.23 μSv/hr と、やや高めになりましたが考えていたより多かったので少し驚きました。
車窓から見る風景は、筑波山から続く緩やかな起伏にソバの花が咲く畑の多い土地でしたが、
そのソバ粉は何の規制も受けずに出荷され、食べられてしまったに違いありません。

地表面は、0.3 μSv/hr を
超えてしまいます。
※簡易測定器のガイガーカウンターではなく、
　ヨウ化ナトリウム・シンチレーション(NaI)を
　使用した高感度計測サーベイメーターを
　使っています。

■茨城県・笠間PAの土はセシウム合算で約 1,420 Bq/kg■



■茨城県・中郷PAの土はセシウム合算で約 1,335 Bq/kg■

福島県との県境に近い、茨城県･中郷(なかごう)PAの土です。
セシウム合算で、1,335 Bq/kg あります。
ここらあたりは、福島第一原子力発電所から東京に向かう線上に位置する場所に当ります。
福島第一原発　→　いわき市　→　日立市　→　つくば市　→　東京　というルートです。
これは高濃度の放射性物質が通ったと言われているルートで、
それを裏付けるように高いベクレル値を計測しています。

　それでも、福島原発が爆発したのだから、福島県いわき市の汚染は凄いだろうと言われるので、
ウチの土壌計測値もお伝えいたします。
　いわき市は大変広く、常磐線いわき駅のある中心部は全体的に見て、太平洋の海よりにあります。
平(たいら)と呼ばれるその地区のすぐそばの好間町に仕事場があります。そこから、北西に進む国道49号
線を山間部へ30kmほど走ると実家(本部？)にしている山のウチがあります。福島第一原発から見ると、
どちらも40km程度の距離の同心円上に位置しています。
それの地図をパッと見ると、原発があまりに近くて、いずれにしても、もうダメだなと思えます。
　
いえ、実際にいろいろ測定してみて、また、チェルノブイリ事故の信頼できると判断した資料などを
参考にして、一生懸命考えて、出した答えも「ダメだな」でした。
　
　とにかく「福島県は汚染されている」のだから、自分たちはその福島県にいるのだから、
放射能汚染からどうすればいいのか、なにをどうしたらいいのか、そればかりを考えてきました。
　今回の報告を書くために集まる情報は、いわき市の高い放射能の中にだけいた自分たちの保養にも
なるだろうと考えて、「ついでに」集めたものです。しかし、今はそうではないと強く感じています。
　
　あまりにも多く出るベクレル数は、事実ですから、「すごい」としか言いようがありません。
どうぞみなさん、しろうとがやった仕事だからなどと一蹴することなく、ぜひ、自分で調べて
真剣に考えてみてください。「大丈夫」という言葉を聞きたい気持ちはわかります。
しかし、簡単にそう発言する人たちは、あなたに対して決して責任をとることはありません。
あの太平洋戦争の総括もせずにやってきたツケが、いまハッキリと表れているからです。



■いわき市三和町のウチの畑の土はセシウム合算で約 576 Bq/kg■
ボウボウに生えた雑草を抜いたのですこし少ないのかもしれません。700 Bq/kg あたりが正確な数字だと思っています。

■いわき市好間町の土はセシウム合算で約 1,646 Bq/kg■

同じ市内でも、これだけ違います。三和町(山のほう)のウチの敷地でも、木の下は高いです。
また、仕事場の好間町は、高濃度の放射能雲が東京に向かった、その線上に位置します。



そして、これは、表土を3～5cm取り除いたその下の土のグラフです。(「除染」をやってみました。)
ベクレル数が、だいぶ下がっています。約 90 Bq/kg なので、今の政府が言っている食品基準値
(100 Bq/kg)よりも、少ないです。

■いわき市三和町の畑の表土を剥いだ土はセシウム合算で約 89 Bq/kg■

■それ↑を耕した土はセシウム合算で約 17 Bq/kg■
測定値には合算で17Bq/kgと出ましたが、グラフを見ると
セシウム137のピークは大変小さく、セシウム134だけ多く出るとは思えず、
天然核種のビスマスが大きく計測されているように見えます。
だとすると、実際は一桁かもしれません。

ここの山が小さくなったのが
わかるでしょうか。



なんと、大変な努力をして耕した土は、静岡県や長野県辺りよりも遠い場所のベクレル数に
なったのです(セシウムだけで見たら・・・です)。だから、生活できるかもと、期待しました。
　ちなみに、ウチの周りの、「農協が」とか、「国が大丈夫って言ったから」といって、
そのまま耕してしまった畑や、田んぼ(知りうる限りほとんどの)は、180 Bq/kg 前後の値でした。

以上、2012年 9月 20日に集めた資料からの報告でした。

続いて、2013年 2月 1日の資料からの報告です。
　今回は、埼玉県草加市に向かうため、東京方面に走りました。
前回の測定で関東平野に入ってからは、高速道路の路面を剥がして線量を下げる工事があちこち
であったため(名目は災害復旧になっていた)、空間線量は 0.1 μSv/hr を下回って0.07～0.09辺りを
差していました。ときどき、剥がしてない古い路面が現れるとパッと線量が上がったので、そうとわ
かったのです。
　それにしても、「低いね」というのが最初の感想で、線量の低い所へ行きたいとおもっていたので
しょう。体感的にも少し楽だったような気がしたのをおぼえています。
今回、友部JCT(茨城県)より先に行くことは、保養にもなるかなと考えていました。
　
　しかし、結果から言うと、ひどい汚染が関東平野を覆っていることを実感させられました。
4ヶ月程度前の前回に0.1を切っていた所は、今回それを下回ることは無く、むしろ、それよりも高い
0.11～0.16 μSv/hr を示しました。
　そこから、数値はどんどん高くなる傾向になって、緊張したのを覚えています。
測定器は車の中では、少し遮蔽されて外で測るときより低く表示します。
それなのに、場所によっては、0.4 μSv/hr を超えてしまう所さえありました。少なくとも、ウチの周りの
場所で、そんな数値は見たことがありません。
　
　新しくした路面の放射線量が上昇するというのは、経験的に理解しています。
ウチの畑の土で何となく感じていたのですが、新たに計測したときに少しですが、
増えていたのです。秋になってそれは、ハッキリしたように思います。
落ち葉が放射能を運んでくるのでした。どこのものと言わず、落ち葉から数十ベクレル検出したので
す。たぶん、風で運ばれてくるすべてのものは放射性物質を含んでいるのでしょう。
(実際、水に濡らした布を外に干して測定したら数ベクレル検出しました。)
　ある一部分だけきれいにしても、やがては同じ濃度に戻ってしまう。
それも、思っている以上に早い時間でです。

美野里(茨城県)SAの辺り 0.26 μSv/hr。
水戸辺りからはこんな線量です。



守谷(茨城県)SAの土のある所で測定しています。0.4 μSv/hrを超えます。
広い空間で測って、こんな高い数値はウチの周りでも、なかなかありません。
　

チェルノブイリ原発事故での立ち入り禁止区域空間線量は、たしか、0.23 μSv/hr です。
　
非常に汚染されている福島県に住んでいる私のやらなければいけないことは、
できるだけ被曝を少なくするために早く結論を出すこと。
まわりのいろいろなことに騙されずに、住み続けられるのか、避難するのか、
自分で考え、自分で判断すること。
できるだけ早く、早く。
事故から今まで、それだけに集中してきました。福島はひどい汚染なのだから・・・
しかし、関東圏は感覚的に言えば、もっと汚染されていたのです。
　
「福島県」といえば、「汚染されている」という宣伝に乗せられていた。
ウチから少し離れればマシだろうとも思い望んでいたのでしょう。だから、
実際に首都圏の汚染を知ってショックでした。
測定器の出す数値を見て、鳥肌が立つような衝撃を受けているこの車の外では、
何事も無いように往来するたくさんの人々がいます。
ここの放射能汚染は、福島と変わらないのに・・・。
　
今回のことで、東日本はダメだという結論を出しました。
これから、できるだけ安全な土地のある場所を探さなければなりません。
早く探さなければいけません。
この国にそんな所はあるでしょうか。
そして、
また始めから生活を作り直すことができるでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年2月18日



■とりあえず、いまの時点での　まとめまとめ
　

●福島原子力発電所事故は、最大規模のレベル７。
　
●事故から２年たつのに、まだ大量に放射能を撒き散らしている。
　

●2011年3月11日から、いまだに原子力緊急事態宣言継続中。
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・　これだけでも、凄い事だと思いますが　・・・・・・・・・・

生活関連では、

●水・・・水道水からはセシウムが微量に検出され続けています。白血病の主であるストロンチウムは、
　　　　　　どうなのか良くわかりませんが、小出助教の言う「セシウムの１０００分の１くらい」を信頼して
　　　　　　とりあえずは、セシウムだけに注意でしょうか。しかし、海に流出しているものは、一対一の
　　　　　　割合だそうなので、東北太平洋側の海産物はもうダメでしょう。

●野菜・・・ウチで購入したものでは、セシウムを検出したものはありません。
　　　　　　　東北から関東、静岡辺りのものは買ったことが無いのでわかりませんが、
　　　　　　　近所の畑で作られた野菜は、ハッキリと検出されたものがいまのところありません。
　　　　　　　　ハーブ、香草類は、あやしいものが多いです。とくに、シソの葉はダメでした。

●キノコ・山菜・・・ほとんどダメです。ウチのほだ木で出来るシイタケからはだんだん減ってきましたが、
　　　　　　　　　　　それでもハッキリ検出します。

●魚･肉・・・事故以来買っていません。外国産は買っています。
　　　　　　　タラから出たという話は、インターネット上で聞いています。
　　　　　　　肉もチラホラ検出ということを最近聞いてます。
　　　　　　　牛乳も買わないのでわかりませんが、ときどきケーキを作るときに買う生クリームからは、
　　　　　　　いままで検出していません。原料が牛乳のクリープからもありません。

　　　問題は、身の回りにあるすべてのホコリです。

外に置いてあるもののすべての汚れから放射能が検出されています。
網戸の汚れなど、凄まじい汚染です。もちろん、掃除機のゴミパックからもすごいです。
床を水ぶきした雑巾などからも検出します。そこを歩いた靴下、スリッパ、靴の中敷まで汚染されています。
自転車のホコリ汚れはすごいです。車のバッテリーを替えたときに辺りを拭いたボロキレからも出ました。
いままでのように、ホコリを見つけて「フゥーーー」なんて吹き落とすことは絶対出来ません。

「除染」なんて一時的に取り除いたところで、また風に乗って飛んでくるのでダメなんです。

空気にも風の強いときにはいっぱい含まれて飛んでくるでしょう。
そんなときは、せめてマスクくらいしてください。しないよりはマシだと思います。

この報告を読んでも、みなさんは自分で計測したわけではないからピンとこないかもしれません。
反感を持たれるほうが大きいでしょうか。
いままで長い間、あらゆることを各種報道や政府、そして専門家、有識者というものに
いわゆる「洗脳」され続けていたのだから仕方ありません。
でも、実際はこうだったのです。
東北、関東全域から、いろいろな病気の報告が聞かれます。
みなさんは、どうでしょうか？

現在進行形で進んでいる放射能汚染は、「もう過去のもの」という報道とは裏腹に、測定体制がある程度整ってか
らに比べてもひどくなっているように思えます。
「放射能からは逃げるしかないのだ。」といわれていた言葉が、いまは実感として捉えることが出来ます。
原子力発電所の中よりも汚染されている現状にいても、
「これくらいなら大丈夫」、「あそこよりは低いから」と言い訳ばかり。
こんな言葉を聞いています。

「絶望が足りない。だから、ほんのわずかな希望にすがり付こうとするのだ。」


	ページ 1
	ページ 2
	ページ 3
	ページ 4
	ページ 5
	ページ 6
	ページ 7
	ページ 8
	ページ 9
	ページ 10
	ページ 11

