
上尾市の子ども達の放射線対策について
上尾市の子ども達が将来に亘り、健康で暮らすことができるように全力をあげての対策をお願い致し
ます

東京電力福島第一原子力発電所事故は地球規模で最大級のものであり、12月17日の野田総理による
収束宣言は名ばかり、海外では未だ収束せずの見方が多勢を極めております。福島第一原発からは依
然として大量の放射性物質が放出され続けています。
3500万人を抱える首都圏を汚染している今回の事故ではチェルノブイリの事故よりも被害者が甚大で
あるだろうと予測する専門家もいます。

水俣病に学べば、当初「母体に守られた胎児に影響はない」という説が支配的だった中、「みんな同
じ症状じゃないか」という当事者の母親たちの言葉をきっかけに医師らが研究し、胎盤を通じて中毒
になるということを立証しました。また国が裁判でその責任を認めるまでには実に50年の歳月を要し
ています。

果たして私たちが今、国の決定に従っていてわが子を守ることができるでしょうか。
将来に亘って健康を保障してもらえるのでしょうか。
いえ、もしわが子に健康被害が生じた時、金銭的な補償などは何の役にも立ちません。
５０年後に裁判に勝った所で失うものの方が遥かに大きいことは自明の理です。

残念ながら私たちは政府が国民を平気で騙すことを知っています。
３月１５日に埼玉県上空を大量の放射性物質を含んだ雲（プルーム）が覆った時、もしSPEEDIで屋
内退避をするようにと国が、学者が、メディアが知らせていれば、多くの母親は子どもを家の中に閉
じ込め決して外に出さなかったでしょう。
６月６日に私たちは初めて上尾市に要望書を提出致しました。その際、多くのお母さんたちが涙なが
らに訴えました。それはこうした憤り、自責の念から来る涙でありました。

後に細野豪志首相補佐官（当時）はSPEEDIを公開しなかったことについて「パニックが起こること
を懸念した」と発言しました。また「ただちに健康に影響はない」が流行語にもなった枝野幸男経産
相は、先の衆議院予算委員会において「“ただちに”は７回しか言っていない」「基準値越えのものを
１度か２度摂取した場合に限られる」という旨の説明をし直しました。

現在のような放射能に取り囲まれている状況において、 地方自治体がこのような政府の顔色を
伺ってばかりでは、その間に子ども達は病気になってしまいます。
そこで、私たち保護者は、市民、とりわけ子ども達、そして未来の子ども達を守る為に以下のことに
ついて上尾市に強く要望致します。
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1、市の基準値を毎時0.10マイクロシーベルト以下に引き下げて下さい。

上尾市の基準値毎時0.23マイクロシーベルトの計算式では、屋外の数値に0.4を乗じて計算されて
います。
屋外と屋内の測定値はさほど変わらないのが現状であり、事実に即していません。
また、市の計算では内部被ばく分が考慮されていません。
内部被ばくを認め、適切な数値を差し引いて値を求めて下さい。

東京大学物性研究所　押川正毅教授
「放射線被ばくの健康への影響は、明確な閾値（これ以下の被ばくであれば無害である
という値）は存在せず、被ばく線量に比例したリスクがあるという理解が標準的であ
り、国際放射線防護委員会（ICRP)勧告もそれに則ったものになっています。
このことから、被ばく量は合理的に達成可能な限りできるだけ低く（As Low As 
Reasonably Achievale=ALARA)することが原則とされています。
従っていかなる基準も、「これ以下は安全である」というものではあり得ず、「この程
度のリスクは甘受しよう」というものでしかありません。この様な判断は科学者や専門
家が勝手におこなうべきものではなく、最終的には主権者である国民、あるいは住民が
おこなうべきものです」

埼玉県の自然界からの放射線量は0.034μSv/hと考える。
（文部科学省委託事業資料よりhttp://hakarukun.go.jp/）
年にすると、0.034x24x365=298μSv/year

（年間0.5mSvを足して）0.798mSv/year　
市は1mSvを足しているが、内部被ばく分（0.5mSv）を差し引くべきである。

※実効線量は１年間につき１ミリシーベルトと法は規定する。ここで、実効線量とは外部被曝の実効線
量と内部被曝の実効線量を足したものである。チェルノブイリ原子力発電所の事故時には、旧ソ連にお
ける住民の外部被曝と内部被曝の比率は、１：１程度であるとの報告（ａ）がある。従って、外部被曝
の限度は１ｍＳｖの１／２である年間０．５ｍＳｖとするのが妥当である。

（ａ）Environmental Concequences of the Chernobyl Accident and Their Remediations:Twenty 
Years of Experience(Report of the UN Chernobyl Foram,Expert Group ”Environment”(EGE) 
(August 2005)
http://www.enup2.jp/newpage36.html

上尾市内に在住の守る会メンバーによる屋内の測定値（22カ所）を平均した所、屋内の平均は屋外の
平均の約８６％であった。
このことから屋内の値は屋外の値に0.86を乗じたものとする。（注：市は0.4 で試算） 
また、一年の上尾市の外部被ばく限度は一日あたり、 
798(μSv/year)÷365=2.19(μSv/day) 
屋外の基準１時間あたりをＸμSvとすると 屋外８時間、屋内16時間であることから、 
8X+0.86x16X=2.19
Ｘ=0.10
よって上尾市の一時間あたりの放射線量基準値は0.10μSvが妥当である。 

私たちはこう考えます。



２、除染が決定した箇所は、子どもが立ち入らないよう周知徹底をお願いします。

市の測定によって、除染が決定した箇所はロープを張るなど子どもが立ち入らないよう注意を促し
て下さい。また学校長から保護者へのお知らせも徹底するよう、教育委員会は働きかけを行って
下さい。

３、除染後の堆積物を保管する場所を作って下さい。

一義的には、汚染物質は東京電力に返却をするのが道理であると考えますが、その体制が整うま
では市で保管をする場所を設けて下さい。核物質は半減期が長いものだと数万年、数億年という
ものもあります。どこに埋めたかわからないのでは、後の子ども達の害となります。きちんとした
保管場所が必要です。

４、給食についての対策をお願いします。

１）使用する測定器は可能な限り検出限界値の低いものを採用して下さい。

今回上尾市が購入を予定している日立アロカメディカルCAN-OSP NAIは検出限界値がヨウ素
131、セシウム134、セシウム137とそれぞれ30Bq/kgであるので、セシウム合計で言えば最大で
58ベクレル含まれていても不検出となってしまいます。
（下図参照：定量下限値20Bq/kgの例）
高い検出限界値で測定しても子ども達の給食として、安心・安全が担保されているとは言えませ
ん。



２）サンプル検査での“すり抜け”を防ぐためゲルマニウム検出器による「給食まるごと検査」を平行して
行って下さい。

三次補正予算
食品のサンプル検査

新規提案
給食一食まるごと検査 Q&A

Q: 具体的方法は？

A: 給食まるごと数人分をミキサーにかけ、2Lのマリネリ容器
に詰め、ゲルマニウム検出器で１時間測定。 1Bq/kgのレベル
まで測る。 献立とともに毎日公表。

Q: 全国でやるのか？

A: 空間線量が高い福島でこそ、（特に子供の）内部被ばくの
検査が重要。まずは福島優先。検査機器・人員に余力があれ
ば全国でも実施。

Q: メリットは？

A: 実際に子供が何ベクレル摂取しているかを確認できる。ま
た、その地域の「日常食」及び「不検出(ND)」の食品の汚染
の実態を推測する最良の指標となる。

Q: 食べた後で汚染が分かっても手遅れというデメリットがあ
るのではないか？

A: 給食は材料が保存されているので原因はすぐに追求し、対
策できる。長い目で見れば必ず内部被ばく予防につながる。

Q: 事前のサンプル検査はやめるのか？

A: サンプル検査も行う。

Q: コストは？

A: 食材一品のサンプル検査と同じ。マリネリ検査は検査機関
が慣れているので（ コメの検査が終われば余力が生じる）検
査機関に外注するのが最良。

「給食一食まるごとセシウム検査」の提案
東京大学大学院理学系研究科 教授 早野龍五
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（森文科副大臣に 2011/9/21に提出，MEXT担当者に説明済み）
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３）ホームページや市報に掲載する際、単に「ND」「不検出」ではなく、正確かつ詳細に情報公開を行って
下さい。

「ND」「不検出」が「放射性物質を全く含んでいない状態」との誤認を招来しないためにも、例えば埼玉県
のホームページに記載される、以下のような注釈を加えるべきです。
《「検出せず」とは、検査機器で測定できる検出下限値未満であることを示す。【検出下限値】放射性ヨウ素
（２０ベクレル／kg）、放射性セシウム134（２０ベクレル／kg）、放射性セシウム137（２０ベクレル／
kg）》

4) 東京都武蔵野市の取り組みを参考に、同等の取り組みを上尾市でも行って下さい。

また札幌市も比較的厳しい基準値を設けています。
「札幌市教委は、検出限界の１キログラム当たり４ベクレル未満の食材しか給食に使わない考え。市教委管
理課栄養指導担当課は「使用頻度の高い食材を中心に検査する」としている」（12/15北海道新聞）

５）弁当・水筒持参を学校長は拒否しないよう教育委員会は対応を徹底して下さい。

学校により弁当・水筒を認める学校、認めない学校があります。検査体制が万全でない今、各学校バラバラの
対応ではなく一律に持参を認めるべきです。



上の図はセシウムを一度に摂取した場合と、毎日1ベクレル、および10ベクレルを1000日間摂取した場合
の体内残存量を表したグラフである。
チェルノブイリ原発事故において、セシウムの人体への影響に関する実証的な病理学研究を先駆的に行った
ことで知られる 医師・病理解剖学者のユーリ・バンダジェフスキー博士は次のように報告している。

つまり、10歳で体重15kgの子どもであれば、150Bqのセシウムを蓄積しただけで心臓疾患にかかる可能性
があり、300～450Bqのセシウムを蓄積しただけで不整脈になる可能性があり、750Bqのセシウムを蓄積し
ただけで命に関わるということである。

先のグラフに戻ると、１日１Bqを毎日摂取した場合は最終的に200Bq以内に収まっているが、１日10Bqを
毎日摂取した場合は1400を超えてしまう。

セシウム137体重１kgあたり
10Bq～　　 子どもの心臓の筋肉細胞に疾患を引き起こす可能性
20～30Bq　 不整脈が観察される
50～　　　  命に危険が及ぶ

長期にわたる低線量被ばく、内部被ばくのリスクとは

～給食検査の必要性について～

子ども達の食事は本来１日１Bq以下が望ましい。

そのために給食の検査体制を強化し、汚染された食材は使わないなどの
対策を講じるべきである。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%83%96%E3%82%A4%E3%83%AA%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%83%96%E3%82%A4%E3%83%AA%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85


                                                                     

▶（朝日新聞2011年12月8日）『日本の子供がセシウム137で
体重１キロあたり20～30ベクレルの内部被曝をしていると伝え
られましたが、この事態は大変に深刻です。特に子供の体に
入ったセシウムは、心臓に凝縮されて心筋や血管の障害につな
がるためです。１キロ当たり20～30ベクレルの放射能は、体外
にあれば大きな危険はありません。それが内部被曝で深刻なの
は、全身の平均値だからです。心筋細胞はほとんど分裂しない
ため放射能が蓄積しやすい。子供の心臓は全身平均の10倍以上
ということもあるのです』

▶（朝日新聞12月9日）『被曝の影響は、胎児や小さい子供に大きく出る。遺伝の影響で次世代に
現れる可能性もあります。』

▶（朝日新聞12月15日）『遠慮抜きにいわせてもらえば、日本の暫定規制値は大変に危険です』

▶（朝日新聞12月17日）『今後、放射能が土壌に浸透して野菜が吸収しやすくなる。内部被曝の
心配はこれからです』

バンダジェフスキーは突然死を含む被曝小児患者の病理解剖を行い、セシウム137の体内分布を調

査した。心臓をはじめとして、腎臓、肝臓、甲状腺・胸腺・副腎などの内分泌臓器に高いセシウム

137の集積と組織障害が認められた（内部被曝線量の全身平均の約10倍）。特に心筋細胞はほとん

ど分裂しないためにセシウム137が過剰に蓄積しやすく、心筋障害や不整脈などの心臓疾患を惹起

すると考えられる。　バンダジェフスキーは、セシウムにより人間や動物の体内に引き起こされる

病理学的変化をまとめて『放射性物質長期取り込み症候群＝Syndrome of long-living 

incorporated radioisotopes（SLIR）』と名付けた。SLIRは生体に放射性セシウムが取り込まれた

場合に生じ、その重症度は取り込まれたセシウムの量と時間で決まる。そして、その症候群は心臓

血管系・神経系・内分泌系・免疫系・生殖系・消化器系・尿排泄系・肝臓系における組織的・機能

的変異によって規定される代謝障害という形で表れる。SLIRを惹起する放射性セシウムの量は年

齢、性別、臓器の機能的状態により異なる。小児の臓器と臓器系統では、50Bq/kg以上の取りこみ

によって著明な病理学的変化が起きる。10Bq/kg程度の蓄積でも、特に心筋における代謝異常が起

きる。

ベラルーシで医療活動を行った菅谷昭長野県松本市長（外科医）は、バンダジェフスキーの論文を

読み、『ベラルーシにいる時に心臓血管系の病気が増えていることを不思議に思っていましたが、

この（バンダジェフスキー）論文で納得しました。解剖した結果ですから、非常に信頼性が高い。

がんもさることながら今後は福島の子どもたちの心臓が心配です』と発言した。（朝日新聞12月

10日）

バンダジェフスキー博士の最新コメント

バンダジェフスキー博士の業績

出典：http://ja.wikipedia.org/wiki/ユーリ・バンダジェフスキー
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武蔵野市教育委員会では、学校給食について、(1)6月から月に2回程度、今後使用する予定の食材を中心
に、1回につき10品目程度の放射能検査を実施、(2)10月からは、1給食施設につき月に1回、1食分の丸ごと
検査も併用しています。
産地についても安全なものの調達を心がけるほか、暫定基準値以下でも放射性セシウムが検出された場合
は、可能な範囲で産地を変更するなどの対応をとっています。

【セシウムが検出された食材についての措置】
給食食材の検査後、これまでに使用中止、産地変更を行った事例 

検査実施月 食品 産地 Cs-134,137の
合計(Bq/kg)

措置

6月 長ねぎ 茨城 7.2 他の産地のものを使用した。

8月 豚肉 茨城 6.3 納入業者を変更できなかった
ため中止できず。10月に再検
査し不検出を確認。

9月 豚肉 埼玉 2.2  産地を変更した。

10月 低温殺菌牛乳 群馬 7 使用を中止した。

11月 生しいたけ 群馬 13  他の産地のものを使用した。

11月 さつまいも 群馬 4.6  他の産地のものを使用した。

11月 舞茸 長野 115  栽培方法(※）を確認した上
で、検査済みの長野県の他の
生産者Aのものを使用した。

11月 なめこ 長野 17.1 同上
※生産者Aのきのこ栽培方法は、ハウス栽培であり、菌床のおがくずは震災前の秋田杉と、輸入物を使用し
ていることが分かり、安全と判断した。来春まではこの菌床を使用するとのことだが、それ以降については
不明なため、2月頃、菌床の産地等再度確認し検討する。

 

【使用中止基準について】
Q: 数ベクレルでも検出されたら使わない、以降産地変更するという取り組みをされていますね。

武蔵野市　: 国の暫定基準値では保護者が安心できない。長期にわたる低線量の被ばくには閾値がなく、で
きるだけ少ない方が良いと言われている。原発事故前も、低農薬や、遺伝子組み換えでないものなど、安全
性に配慮した給食の提供に努めてきたので、放射能についても安全を心がけたい。ただ、今後もずっとこれ
でやっていけるかはわからない。使えない食材が増えることで栄養バランスが悪くなるなどの問題が生じて
はいけない。いま検討されている国の指針が出た時点でまた再検討していく。

【検査品目の選定基準について】
Q: 検査品目を選ぶための基準を教えてください。

武蔵野市　: 放射能汚染マップや厚労省の検査結果、使用量、使用頻度、影響が大きいものなど、リスクの
高いものから検査を実施している。
 

『子ども達を放射能から守る会藤沢』調べ

東京都武蔵野市の取り組み



５、上尾市より明らかに放射線量が高い地区への校外活動を自粛して下さい。

１）放射線量の高い地域を避け、安全な地域を速やかに選定して下さい。（下図参照）

例えば日光市は、環境省により１２月１９日、国が費用を負担する「汚染状況重点調査地域」に
指定されました。
この様な場所に慣習だからといって、子ども達を連れて行くべきではありません。文部科学省
は、子どもが学校など校舎・校庭などで学び、遊ぶ際の被ばく限界値を年間１mSv以下に押さえ
るようにと方針を示しています。
日光市が安全宣言を出しているからと言って、それを鵜呑みにすることは教育的観点からも問題
があると考えられます。またα線核種、β線核種を計測せずに市が行き先を安全であると考える
のは早計です。

２）また、選定された行き先に旅行中、地震などの事由により福島第一原発が急変した場合、ど
のような対策がとられるのか、児童保護者に明確に説明して下さい。

３）もし行き先が変更できない場合は、その旨を保護者に説明し、参加・不参加を保護者の判断
において選択させてください。



６、震災瓦礫の受け入れは「断固拒否」をお願いします。

１）下図のマップからもわかる通り、上尾市はすでに焼却施設から、焼却することで濃縮された
核物質が相当飛散していると考えられます。たとえ受け入れる瓦礫の汚染度が低くても、蓄積され
れば高濃度になります。薄めて拡散すべきではありません。

上尾市3800Bq/kg

purple 紫　30,000-99,999　
red 赤　10,000-29,999
orange 橙　1,000-9,999
yellow 黄　100-999
green 緑　30-99
water 水　0-29
（飛灰 fly ash, Bq/kg）

群馬大学早川由起夫教授
16都県の一般廃棄物焼却施設における
焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果

２）安全宣言の前に、α線、β線核種の計測を。

すでに横浜、東京、所沢などで市民の測定によりストロンチウム90が検出されております。スト
ロンチウム90の半減期は約29年。ストロンチウム90は骨に沈着し、骨ガンや白血病の要因になり
ます。またβ壊変しイットリウム90になり膵臓に蓄積され膵ガンの要因となります。
このように、ガイガーカウンターなどで容易に測定できるセシウムなどのγ線核種とは違い、α線
核種、β線核種もこの上尾市に同じように飛散していることが容易に考えられますが、計測には
桁違いの時間、労力、費用を要します。
こうした放射性物質も計測せずに安易に安全宣言を出すべきではありません。
α線、β線核種の計測を含まない安全確認は安全を保証したことにはなりません。
また、同じくα線、β線を放出する核種で、ウラン238は半減期が44億年以上、プルトニウムは半
減期が2万3前年以上と、半減期が恐ろしく長い上に毒性は極めて強く、たとえ少量でも体内に取
り込むと内部被ばくによる健康被害の原因となります。

http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829.pdf


７、野外焼却、いわゆる「野焼き」行為の自粛を周知してください。

放射性物質を含んだ草を燃やす行為は、放射性物質を大気に放出する行為であり、草や作物に付
着及び吸収され、落ち着いている状態の放射性物質を煙と一緒に周辺に拡散するので非常に危険
です。放射性物質が空気中に漂うという状況は原発事故直後の環境を再現していると言えます。
上尾・子どもを放射線から守る会の調査によると、毎日同じ場所、同じ時間での測定値と野外焼
却開始後の数値を比べると平均で毎時0.1μSvほどの上昇が見られます。

また、岩手県では環境生活部資源循環推進課より各市町村長宛に以下の通達が出されています。
■野外焼却禁止等廃棄物の適正処理について、10月の不法投棄追放月間の活動と併せ住民に周知
■野外焼却禁止の例外規定とされた行為でも、苦情や生活環境上支障を与える場合は改善命令や
各種の行政指導の対象となる。放射性物質による汚染問題に関連し、放射性物質の再飛散を心配
する声が県にも多数寄せられていることから、焼却を控えるように周知
■一般廃棄物焼却施設の焼却灰から高濃度の放射性物質が確認されている原因として剪定枝（生
木）や雑草等が疑われている。一般廃棄物焼却施設で受け入制限している場合は、燃やさずに住民
に対し草木等を発生場所等に残置・保管等するよう周知。

上尾市内でも、野焼きによる放射性物質の拡散を心配する声が多数聞かれています。今後、野焼き
行為が頻繁に行われることが懸念されることから早急に自粛の周知をお願いします。

８、子ども達の健康調査をお願いします。

事故発生からすでに10ヶ月が経過しました。三月のフォールアウトによる外部被ばくに加え、呼
吸や世界的にも高すぎる暫定基準値の食品を摂取してきたことによる内部被ばくが懸念されます。
原発事故は収束の目処が立たず、放射性物質は拡散され今後は食品からの内部被ばくが益々深刻に
なって来ます。
子ども達の内部被ばくの状況を知ることは今後の放射線対策の重要な課題です。

上尾市でも、尿検査、甲状腺検査など必要な健康調査を早急に実施してください。
定期的に継続して行うことが、子ども達の健康被害を少しでも低減するために重要です。

「那須町が独自に健康被害対策」11月30日　下野新聞
福島第１原発事故による放射能被害対策として、那須町は来年１月か

ら、18歳以下の希望する町民を対象とした甲状腺エコー検査を実施する。

併せて未就学児・妊婦を対象とした尿検査、授乳中の女性を対象とした母

乳検査も始める。29日の定例記者会見で高久勝町長が明らかにした。県内

市町で放射能対策の本格的な健康検査に乗り出すのは初めて。



放射線防護の原則は福島の原子炉災害の後も軽んじられてはならない。 
放射線防護協会は問う： 
住民は、核エネルギー利用の結果として出る死者や病人を何人容認するつもりだろうか？ 

放射線防護においては、特定の措置を取らないで済ませたいが為に、あらゆる種類の汚染された食品やゴミ
を汚染されていないものと混ぜて「安全である」として通用させることを禁止する国際的な合意がありま
す。日本の官庁は現時点において、食品の範囲、また地震と津波の被災地から出た瓦礫の範囲で、この希釈
禁止に抵触しています。ドイツ放射線防護協会は、この「希釈政策」を停止するよう、緊急に勧告するもの
であります。さもなければ、日本の全国民が、忍び足で迫ってくる汚染という形で、第二のフクシマに晒さ
れることになるでしょう。空間的に明確な境界を定め、きちんと作られ監視された廃棄物置き場を作らない
と、防護は難しくなります。「混ぜて薄めた」食品についてもそれは同じことが言えます。現在のまま汚染
された物や食品を取り扱っていくと、国民の健康に害を及ぼすことになるでしょう。 

焼却や灰の海岸の埋め立てなどへの利用により、汚染物は日本の全県へ流通され始めていますが、放射線防
護の観点からすれば、これは惨禍であります。そうすることにより、ごみ焼却施設の煙突から、あるいは海
に廃棄された汚染灰から、材料に含まれている放射性核種は順当に環境へと運び出されてしまいます。放射
線防護協会は、この点に関する計画を中止することを、早急に勧告します。 

チェルノブイリ以降、ドイツでは数々の調査によって、胎児や幼児が放射線に対し、これまで考えられてい
た以上に大変感受性が強い、という事が示されています。チェルノブイリ以降のヨーロッパでは、乳児死亡
率、先天的奇形、女児の死産の領域で大変重要な変化が起こっています。つまり、低～中程度の線量で何十
万人もの幼児が影響を受けているのです。ドイツの原子力発電所周辺に住む幼児たちの癌・白血病の検査
も、ほんの少しの線量増加でさえ、子供たちの健康にダメージを与えることを強く示しています。放射線防
護協会は、少なくとも汚染地の妊婦や子供の居る家庭を、これまでの場合よりももっと遠くへ移住できるよ
う支援することを、早急に勧告します。協会としては、子供たちに20ミリシーベルト（年間）までの線量を
認めることを、悲劇的で間違った決定だと見ています。
日本で現在通用している食物中の放射線核種の暫定規制値は、商業や農業の損失を保護するものですが、し
かし国民の放射線被害については保護してくれないのです。この閾値は、著しい数の死に至る癌疾患、ある
いは死には至らない癌疾患が増え、その他にも多種多様な健康被害が起こるのを日本政府が受容しているこ
とを示している、と放射線防護協会は声を大にして指摘したい。いかなる政府もこのようなやり方で、国民
の健康を踏みにじってはならないのです。

放射線防護協会は、核エネルギー使用の利点と引き換えに、社会がどれほどの数の死者や病人を許容するつ
もりがあるのかと言うことについて、全国民の間で公の議論が不可欠と考えています。この論議は、日本だ
けに必要なものではありません。それ以外の原子力ロビーと政治の世界でも、その議論はこれまで阻止され
てきたのです。

放射線防護協会は、日本の市民の皆さんに懇望します。できる限りの専門知識を早急に身につけてくださ
い。皆さん、どうか食品の暫定規制値を大幅に下げるよう、そして食品検査を徹底させるように要求してく
ださい。既に日本の多くの都市に組織されている独立した検査機関を支援してください。放射線防護協会
は、日本の科学者たちに懇望します。どうか日本の市民の側に立ってください。そして、放射線とは何か、
それがどんなダメージ引き起こすかを、市民の皆さんに説明してください。

放射線防護協会・会長
Dr. セバスティアン・プフルークバイル

出典：http://d.hatena.ne.jp/eisberg/20111130/1322642242　　

放射線防護協会 　Dr. セバスティアン・プフルークバイル 
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