
GC おおさか ８月５日 

 

木村先生 

本日は８月５日です。では明日は何の日でしょうか。 

 

参加者（子ども） 

広島に原爆が落ちた日。学校で習ってるから。 

 

木村 

素晴らしい。そうです、広島に原子爆弾が落ちた日です。今から 76 年前のことです。君た

ちのおじいちゃんおばあちゃんたちも生まれていないかもしれない。生まれていても非常

に小さい頃だったと思います。 

福島で起きた原子力発電所の事故というのは広島や長崎に落ちた原子爆弾とどういう関係

があるのかは後で少しお話しします。 

 

教科書の方に移りますね。この教科書は福島県とは違うところに住んでいるきみたちへと

いうことで、福島で働いている学校の先生たち、特に小学校の先生たちがもっと福島のこ

とを知ってもらいたいと言っていたので作りました。 

さて、ここでクイズです。2011 年３月 11 日に起きた大きな地震によって福島県では原子力

発電所が壊れました。そこから放射性物質がたくさん出てきました。原子力発電所はいく

つ壊れたと思いますか。 

 

（しばらく間を置く） 

 

答えは４つです。４つも壊れてしまいました。大きく爆発したのは２つ、１号機と３号機

です。ちょっとだけ壊れたのが４号機。全く見た目は変わらないけどそこから大量の目に

見えない放射性物質が出てきたのが２号機。この４つが一度に壊れました。福島の人たち

はとても困りました。目に見えない放射性物質というのは壊れた４つの原子力発電所から

たくさん出ていきました。さて、これは福島県だけの問題でしょうか。それとも福島県の

周りの東北地方にも飛んでいったのかな？いやいや、東北地方以外にも東京や神奈川、千

葉まで放射性物質は飛んでいったのかな？もっと遠くへ、君たちが住んでいる大阪まで飛

んでいったのかな？いや、もっとかもしれない、日本全体？いやいや、外国まで飛んでい

った？さあどこまで飛んでいったかな？ 

 

参加者（子ども） 

名古屋！おばあちゃんのおうちまで！ 



木村 

名古屋も飛んでいっています。でも、もっと飛んでいっているんだ。 

 

参加者（子ども） 

世界中！ 

 

木村 

いいね！その通りなんだ。 

これは放射能汚染地図です。色がついている茶色のところはほとんど汚れていません。で

もゼロではない。韓国や中国、ロシア、日本の近くの国々へも放射性物質は飛んでいきま

した。原子力発電所が爆発したのは 2011 年 3 月 12 日です。この日から 3 日経ったとき、

アメリカの日本側に向いているカリフォルニア州では福島から飛んでいった放射性物質が

検出されたという報告があります。世界中に放射性物質が降り注ぐことになってしまいま

した。アメリカ科学アカデミーという科学者のグループがあります。科学者が科学的な証

拠を立てて調べてわかったことを伝える場所です。掲載された論文で福島の放射能は日本

全体に渡ったという話がある。日本全体が汚染されたのに福島だけが取り上げられている

現状はおかしいと思いませんか。何かと福島県、福島県と言われます。例えば、今回のオ

リンピックでも韓国の選手たちが「福島の、日本の食べ物は放射性物質に汚されているか

ら、危ないから食べません」と言っていた。でも、残念ながら韓国にもわずかばかりです

が飛散している。一度起きてしまったことは日本だけが悪いと考えるのではなく、みんな

が世界中で起きたこととして捉えて一緒になって考えていかねばならない。これが原発事

故のテーマでもある。みんなで考えていきましょう。 

他にもたくさんおかしなところがあります。例えば、いじめの問題。今日、参加してくれ

ている子どもたちには小学校高学年のおともだちが多いと聞いています。中学生やもっと

下の幼稚園、子ども園の子もいるでしょう。いじめは良くないというのは当然みんなわか

っていると思う。でもやっちゃうんだよね。なんでそんなことが起きるんだろう。それは

人と違ったこと、人とは違うことに遭った人たち、その人たちを自分たちとは違うと分け

てしまう。その分け方が良くない。そうやって人間はみんな一緒なのに住んでいるところ

やたまたま起きたことそれを経験したことをとっても悪いもののように言われてしまう。

これが福島の原子力発電所の事故では起きました。 

もう１つは、福島はどこの電力会社から電気をもらっているかということ。今回、事故が

起きたのは東京電力福島第一原子力発電所です。福島って東京？いやいや違うよね。福島

は東北です。東北といったら福島、宮城、 岩手、青森、秋田、山形の６つの県のことです。

僕たちはこの東京電力から電気を買っていない。じゃあ、どうして東京に原子力発電所が

なくて福島にあるのか。ここはとても難しい問題です。福島に住む僕は東北電力から電気

を買っています。でも東京電力が作っている発電所で事故が起きた。福島は原子力発電所



から出てきた体に悪い放射性物質で汚されてしまった。福島ばかりが問題として取り上げ

られる。「なぜ福島なの？福島だけじゃないのに。」というのが福島の人たちが抱える憤り

です。とってもとっても悔しい。自分たちは何も悪いことしてないのに、しかもその発電

所は東京の人たちの電気を作るために使うのに、そこが地震で壊れてそして全く関係のな

い福島の人たちが今もとても辛い思いをしている。悔しくて苦しいことが今も続いている。

なぜ東京電力は東京や千葉や埼玉や神奈川で原子力発電所を作らずに福島に作ったのか。

これと同じことが新潟県でも起きています。新潟県にあるのは柏崎刈羽原発。これも東京

電力です。ここには７つの原子力発電所があった。この７つの原子力発電所は世界中で最

も大きな発電所だと言われていたところです。これも東京やその周辺の人たちが使うため

の電気を作っていた。事故は東京電力が起こした。新潟や福島の人は全くもって関係のな

いところ。でも福島県が問題として取り上げられている。矢面に立たされている。これが

悪いところ。他にもある。もし夏休みの自由研究のテーマに考えるのであればもう少し色々

なところを一緒に考えてみましょう。1 人で難しかったらお父さんやお母さんにも手伝って

もらいましょう。一緒になって考えることはとても大切。まず君たちに知ってもらいたい

ことについては以上です。 

 

続いて、一体何が起きたのかについてです。この冊子を一緒に作ったのは柚木ミサト先生

というイラストレーターの方です。みんなのために考えて作ってくれました。さて、みな

さん一度お話ししましたが、2011 年 3 月 11 日、これは私たちが経験したことのない、君た

ちのおじいちゃんやおばあちゃん、ひいおじいちゃんやひいおばあちゃん、そのまたひい

ひいおじいちゃんやひいひいおばあちゃん、そういったたくさんのお年寄りたちもこれ以

上大きな地震は経験したことがない、遭ったことがないというほどとても大きな地震が起

きました。地震だけではありません。福島には大きな津波もやってきました。福島だけで

はなく宮城県や岩手県にもものすごく大きな津波がやってきました。四国や大阪にも津波

は来ました。ものすごく大きな津波が福島を襲い、そこにあった原子力発電所を壊してし

まいました。2011 年 3 月 11 日、マグニチュード９という大きな地震によって原子力発電所

が壊れました。その後発生した大きな津波によって原子力発電所も壊れてしまいました。3
月 12日に福島第一原子力発電所の１号機が大爆発した瞬間がこれ（スライドの右下）です。

これは世界で初めて原子力発電所が爆発した瞬間を映像として収めたものです。そこから

放出された放射性物質は目に見えない小さな粒です。これが大きな爆発と一緒に日本中に

広がった。このイラストはわかりやすくオレンジで示してありますが本当は目に見えませ

ん。私たちが住んでいる福島県の山々や川や海やそして私たちが住んでいる家々や小学校、

中学校、高校、保育所、幼稚園、子ども園、いろんなところを汚してしまいました。放射

性物質はどうして飛んできたのか。これは大きな爆発があったからです。まず 2011 年 3 月

12 日の 15 時 36 分に１号機が爆発しました。それから 2 日後の 3 月 14 日の 11 時 4 分に３

号機が爆発しました。この２つの大きな爆発でたくさんの放射性物質が流れてきました。



それ以外にも２号機から大量の放射性物質が流れ出ました。４号機は少量だったと言われ

ています。その放射性物質は空に広がった。3 月 14 日から 15 日にかけて少し雨や雪が降り

ました。その雨や雪は 16 日になると本降りになってたくさん降った。でもそれは目に見え

ない放射性物質です。みんな普通に生活していても何も怖さはわかりません。まるでコロ

ナと一緒です。コロナって隣にいてもわからないよね。匂いも無ければ味もない。そこに

いますよって色もついていない。それと全く一緒です。雨が降ったり雪が降ったりすると

それにくっついて地面をたくさん汚してしまいました。こうやって私たちが住んでいる福

島県は放射性物質という目に見えないものでたくさん汚れてしまいました。これは国立環

境研究所で作ったシミュレーション、イメージ動画です。これは福島第一原子力発電所か

ら出てきた放射性物質が風に乗って流れていく様子が表されています。最初は宮城県、北

の方に流れていきました。その後風向きが変わって東京の方に一気に流れていきました。

こうやって広範囲をどんどん汚していきました。3 月末にかけて日本全体や世界中に撒き散

らされました。だから福島だけの問題ではなく君たちが住んでいるこの大阪も汚れている。

汚れているけど汚れ方が違う。最も汚れているのが福島県、だから福島が特別視される。

でも汚れたのはみんな一緒。福島だけが悪いというのは違う。東京の人たちのために作っ

た電気をそれがたまたま福島にあってそれが壊れてしまった。 

 

さて、この放射性物質がみんなとどんな関係があるのか。木や草や家を汚してしまいまし

た。地面を汚してしまいました。放射線ってよく聞きますが、これは放射性物質から出て

くるものを指します。このイラストでいうと「ホウシャセンパンチ」のこと。これも目に

見えません。でも僕たちの体に悪さをする。一体どんな悪さをするのか。これはコロナと

違ってウィルスではありません。バイキンではありません。ウィルスやバイキンは僕たち

の体の中でどんどん仲間を増やしていきます。そうして、細胞という僕たちを作っている

小さなものを壊してしまいます。殺してしまうのです。でも放射線はそんなことしません。

私たちの体の中に放射性物質が入ったときに、放射線（ホウシャセンパンチ）は細胞に傷

をつける。傷をどんどんつける。１回や２回では全然問題ありません。でも何度もぶつか

ると、私たちの細胞の中にあるとても大事なもの、私たちの子どもたちや孫たちを作るた

めの遺伝子が傷つくこともあります。放射線（ホウシャセンパンチ）は目に見えないし、

ウィルスやバイキンのように体の中で増えることはないけれども、そこにとどまって悪さ

をし続ける。放射線（ホウシャセンパンチ）を出し続ける。だから私たちの体は危なくな

っていきます。この放射線に晒されると死んでしまったり病気になってしまったりするこ

とは分かっているけれど、少しだったら別に悪さをしません。例えば、君たちが体育の授

業で転んで足を怪我しました。足が折れているかもしれないと病院に行きました。病院に

行くとレントゲンを撮るよね。レントゲンというのは外からは見えない私たちの骨を映し

出してくれる写真です。これはなんと放射線を出しているのです。目に見えない放射線は

硬いものと柔らかいものを区別できます。硬いものほど黒く写ります。それで骨が折れて



いないかどうか診ることができる。体に悪さをする放射線だけど私たちのためにもなるん

だよね。いいこともします。広島や長崎に落とされた原子爆弾が作られたときに初めてこ

の放射線が出てきた。この放射線は人を殺す道具として使われてしまいました。でも科学

者たちは人を殺すためじゃなくて人のために使いたい。レントゲンだってそう。レントゲ

ンは今から 140 年くらい前に見つかったけどそれを使って病気や怪我を見つける、良いこ

とのために放射線を研究してきたのに、人殺しの道具を作ってしまった。でもなんとかし

て人のために使いたいと科学者は考えた。この放射性物質を使って電気を作ることができ

ないかと考えてできたのが原子力発電所。でもその原子力発電所も一回事故が起きてしま

ったらどうしようもなく大変なことが起きるという危険性を後回しにして作ってしまいま

した。科学者もそれを作ろうと言った政治家もみんなに責任がある。放射性物質や放射線

は目に見えない。まるで忍者かオバケみたいにどこにいるかわからない。どうやって気を

つけたら良いか。それは近寄ったり食べたりしないようにすること。汚れた土から育った

山菜やキノコには気をつけよう。福島でも畑で育った野菜やお米は 99.9%以上安全です。

でも山で採れる山菜やキノコはまだまだ放射性物質を含んでいます。それを食べてしまう

と体の中に放射性物質が入り込んでしまう。だから食べないでくださいね。（注釈：きちん

と放射線の量を測った上で安全であれば別ですよ） 

 

続いて、自分でできることはなにかを考えていきます。これは福島のお話です。だからみ

んなは見たことも聞いたこともないお話がたくさん出てきます。放射線が目に見えない。

でもそれを測る機械がある。福島では結構な数の人たちが持っています。僕はこの線量計

を 100 個以上持っています。色々な人たちに貸し出して自分たちの周りを調べてもらった

りどのくらい放射線を浴びているか調べてもらったりしています。僕はコロナが流行る前

までは日本とウクライナを行ったり来たりしていました。ウクライナという国は日本から

約 9,000km 離れた場所。そこでも今から 35 年前にとても大きな原子力発電所の事故があ

りました。その研究をするために僕は 20 年以上前からウクライナに行っていた。他にも大

学で授業をしてくださいと世界中から呼ばれます。イタリアやフランスに呼ばれることも

ありますし、そのほかの国に呼ばれることもあります。その移動中も線量計を持っていっ

てそこの地域で放射線はどのくらい出ているのか調べています。こうやっていつも測りな

がら放射線と一緒になって仕事をしています。君たちは見たこともないでしょう。福島に

はモニタリングポストという不思議なロボットのような機械があります。これは福島県の

小学校や中学校、高校、子ども園、幼稚園、保育所、公園に設置してあります。これはず

っと私たちを見守ってくれている、放射線量を測ってくれている機会です。どのくらい放

射線が出ているか誰でもわかるように置いてある。でも福島の人たちにとっては当たり前

になりすぎて何のためにあるのか忘れてしまっている。だからみんなに思い出してもらう

ために僕は授業をしている。放射性物質は最初、家や山を汚していきました。家の屋根に

たくさん降りました。だから雨が降るとその放射性物質は洗い流されて雨樋の出口にたく



さん溜まった、またその水が側溝に落ちて放射性物質が溜まった。草がたくさん生えてい

るところ、木がたくさん生えているところにも放射性物質がある。そこに住んでいると体

に悪い。時には病気になったり死んでしまったりする。そうならないようにお掃除をしま

した。福島の学校では除染と言って、表面の汚れたつちを剥ぎ取って袋に詰めて一箇所に

集めました。この袋が色々なところに置いてあった。福島にはこうした危険な場所が次々

に出てきました。今はこの袋を少しずつ運び出して原発事故があった近くに中間貯蔵施設

を作ってそこに危ないものは集めようとしている。福島も事故から 10 年経ってだいぶ安全

な場所になってきましたが、危ないところもまだまだある。同じ日本なのにとても気をつ

けなければならない。外で遊ぶこともできない場所があることを忘れないで。福島の子ど

もたちは何も悪さをしていないのにこんなに辛い思いをさせられているのはおかしいよね。

だからみんなは福島の人たちが汚いとか悪いとか思わないでください。東京やその周辺の

人たちが使う電気を作っていたところが爆発してたまたまそれが福島にあっただけ。辛い

思いをする人たちのために何ができるかも考えてほしい。 

 

僕が生まれたのは四国、仕事をしていたのは東京。だけど困った人たちがたくさんいる福

島に移って 10 年になりました。困った人たちのために何ができるか僕はひとつひとつ考え

ながら仕事をしています。私たちの体を守るためには調べることはとても大切。調べる方

法の１つにガラスバッジがあります。これは危ないところに近づいていないか住んでいな

いかを調べるために年に一度子どもたちにつけてもらっているものです。今ちょうどこの

ガラスバッジが返ってきて結果を分析しているところです。危ないところには家庭訪問し

て何が原因なのかどうしていくべきかおうちの方々と一緒に考えていきます。食べ物の中

に含まれた放射性物質は私たちの体を汚してしまいます。それはホールボディカウンター

といって体の中の放射線を測る機械でどのくらい体に放射性物質が溜まっているかを調べ

る。一昨日測定に来たおじさんたちはかなり高い数値が出ていました。そのおじさんたち

は一年前の秋に松茸を食べてしまった。食べた松茸に含まれていた放射線量が非常に高か

ったため、いまだに体に残ってしまっている。少しずつうんちやおしっこで流れていくけ

れど溜まっているものはすぐには消えていかない。何ヶ月も何年もかかって出ていく。お

じさんたちには毎月調べてもらっています。 

 

甲状腺検査を知っていますか。体の中には甲状腺という器官があります。この甲状腺では

甲状腺ホルモンというものを作ります。この甲状腺ホルモンは心臓の動きや気持ち、ドキ

ドキするとかをコントロールしている。福島の子どもたちは甲状腺検査をやることになっ

てしまいました。原子力発電所から出てきた放射性ヨウ素というとっても悪い物質が甲状

腺に溜まることが分かっているからです。そこに放射性物質が溜まるとガンなどの病気に

なる。放っておくと死ぬこともある。福島の子どもたちは甲状腺の検査をいまだにやって

いる。食べ物の検査ももちろんやっているけれど食べ物はもうほとんど大丈夫。山のもの



さえ食べなければ全く問題ありません。でも調べ続けることが大切。 

 

大阪には原子力発電所はありません。関空の側に熊取という町がありますが、そこには京

都大学原子炉実験所といって研究用の小さな原子力発電所があります（注釈：今は動かし

ていないようです）。それ以外はありません。でも近くの福井県にはたくさんある。大阪は

100km 圏内に入っています。もし事故が起きたら福島と同じような状況になる。だから万

が一同じようなことになった時には調べる、外から返った時には手洗いうがいをする、当

たり前のことだけどこれで私たちの体を守ることができる。マスクをすることでも守るこ

とができる。 

今、君たちは事故にあっていない。でも万が一起こるかもしれない。そういう世界に生き

ているということを忘れないで。今日聞いたことをしっかり覚えておいて、もし近くで事

故が起きてしまった時は自分たちで正しい行動が取れるように。これが大切。外で遊んで

汚れてもいい。だけど帰ったらシャワーを浴びる。たくさん寝て元気に生活する。そうす

れば放射性物質やコロナにも強い体になる。自分でできることはたくさんあるよ。これか

らもみんなで一緒になって考えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

質疑応答 

１）線量計は具体的にどんなときに使っているのですか。 

 

福島の場合、自分たちが住んでいる場所がどのくらい放射性物質で汚されているのかを調

べるために使っています。例えば、お母さんたちは子どもたちが遊んでいい場所を調べる

ためにも使っている。公園の汚れた土を剥がしていたとしても、雨や雪で流れてきて汚染

されているかもしれない。 

 

 

２）放射性物質は目に見えないとおっしゃっていましたが、顕微鏡で見ることはできるの

ですか。 

 

顕微鏡でも見えません。小中学校に置いてある普通の顕微鏡、光学顕微鏡というのは 1,300
〜1,500 倍が限界です。それでは見ることができません。電子顕微鏡になるとようやく見え

るかなという感じです。専門の機関などで使われているような装置でないと見ることがで



きないほど小さいです。 

 

３）電子顕微鏡で見える放射性物質はどんな形をしていますか。 

 

本当に小さな粒です。形はいびつであったり丸かったりいろんな形をしています。ホコリ

や小さな石ころと見分けがそんなにつかない。特別な形はしていません。 

放射線が目に見えない光を出す。その光はなんでも通り抜けてしまうとても強いもの。だ

から私たちの体もすり抜けてしまう。目に見えない光を利用しているのがレントゲンフィ

ルム。 

 

 

４）放射線はずっと消えないのですか。消滅することはなくずっとあるのですか。 

 

マグニチュード９というとても大きな地震とそれに伴って発生した津波で原子力発電所が

壊れてたくさんの放射性物質が出てきたことは先ほどお話ししました。この放射性物質の

寿命についてですが、もちろん寿命はあります。放射性物質はウィルスでもバイキンでも

ない。生き物じゃないんです。生き物じゃないのに寿命があるって不思議ですよね。乾電

池と同じです。乾電池をずっと使っているとだんだん使えなくなる。「あ、寿命がきた。」

って言いますよね。それと同じです。蛍光灯もそうです。ずっと使っているとついたり消

えたりし始めて最後には使えなくなる。我々は乾電池や蛍光灯に対して、生き物じゃない

のに寿命という言葉を使います。放射性物質にも同じように寿命という言葉が使えます。

では、放射性物質を昆虫に例えてみましょうか。セミの成虫の寿命ってどれくらいか分か

りますか？７日間、１週間ですよね。次にクワガタの寿命分かりますか？これはちょっと

難しいです。答えは 2 年です。クワガタは冬を越す。冬の間に他の虫たちは死んでしまう

けどクワガタは木の中や土の中に隠れてじっと眠って夏が来るのを待っている。続いて、

カブトムシはどのくらいでしょう。答えは半年くらいです。セミもクワガタもカブトムシ

も同じ昆虫だけど、いろんな種類がいてそれぞれ寿命が違う。放射性物質にもいろんな種

類がある。ヨウ素 131 はセミに似ていて８日間で寿命がきます。続いてセシウム 134 はク

ワガタに似ていて寿命は 2 年です。セシウム 134 には双子の兄弟がいます。顔も性格もそ

っくりです。でも寿命だけが違う。その寿命が違うのはセシウム 137。一体寿命はどのくら

いでしょう。なんと 30 年です。放射性物質の寿命は生き物の寿命とはちょっと違う。寿命

を迎えたらすぐに死ぬ（消える）わけではない。放射性物質の寿命は量が減って放射能が

半分になるまでの時間のことを言う。これは半減期と呼ばれます。これを考えついたのは

今から 100 年以上前のこと。ポーランド出身でフランスの人と結婚し研究拠点がフランス

にあった女性科学者。ノーベル賞ってみんな聞いたことがあるよね。ノーベル賞を世界で

最初に女性で受賞した科学者、キュリー夫人です。1903 年にノーベル物理学賞を受賞され



ています。ある放射性物質の重さを測っていくと不思議なことに重さが減っていきます。

どんなに閉じ込めても減っていく。不思議に思ったキュリー夫人は調べていくと、実は減

り方に特徴があることに気づきました。半分になる時間が同じだった。ヨウ素は８日間で

半分になる。セシウム 134 は 2 年で、セシウム 137 は 30 年で半分になる。だから全部なく

なるまでにはものすごく時間がかかる。 

2017 年に福島県にある新殿小学校で放射線出前授業をしたときの話です。5 年生の女の子

が「先生、モニタリングポストの数値が去年と変わっていないのはどうしてですか。」と質

問してくれました。減っていくはずなのにおかしいよね。でもこの答えを僕は知っていま

す。自然界ではキュリー夫人が発見したことを覆すような現象が起きている。減り方が変

わってしまっているのです。キュリー夫人が発見した物理学的半減期では説明できないこ

とが出てきた。2011 年 3 月 12 日、原子力発電所の事故が起きて、3 月 15 日に福島県は汚

染されたと言われています。目に見えない 放射性物質は山や木に降り注いで地面を汚して

しまいした。山には木がたくさんあったので葉っぱにも放射性物質がくっつきました。葉

っぱは秋になると地面に落ちます。その落ち葉は腐って土になる。その土は植物にとって

は栄養源。根っこから放射性物質を吸い込んでまた木に戻っていく。集められたものが、

地面に落ちてそれが腐って、また土から吸収される。これを何年も繰り返していくと山の

木は常に汚された状況になってしまう。 

では、放射性物質にはいつまで気をつけなければならないのか。この答えは私たちが生き

ている間ずっとです。セシウム 137 は 30 年経っても半分の量にしかならない。もし、君た

ちが小学校６年生の 12 歳だったらというお話をします。東日本大震災が起きたのは今から

10 年前。セシウム 137 はあと 20 年で半減期を迎えます。君たちが 32 歳になる頃、ようや

くセシウム 137 は半分になる。32 歳の君たちは結婚して子どもがいるかもしれない。その

子どもが君たちと同じように小学校に通っているかもしれないような頃、まだセシウム 137
は半分にしかならない。さらに 30 年経つとまた半分、4 分の１になる。君たちが 62 歳にな

る頃、君たちの孫が小学校に通っているかもしれない頃、セシウム 137 は 4 分の１にしか

ならない。君たちがおじいちゃんやおばあちゃんになる頃、まだ放射性物質は残っている。

とても怖くないかい。こんな中で生活していかなければならないのが今の福島です。さら

に 30 年、君たちが 92 歳になる頃、もう死んでいるかもしれない。ひ孫が小学校に通って

いるかもしれない。このとき、まだ 8 分の１のセシウム 137 が残っている。この説明はキ

ュリー夫人が見つけた物理学的半減期のお話です。だから生物的半減期だと減るまでにも

っと時間がかかってしまう。私たちが生きている間に解決しないこともある。これが放射

性物質の怖さです。 

 

 

 

 



 

 

５）レントゲンとかで見えるなら、特殊なメガネとかで将来的には放射線が見えるように

なることはあるのかな・・・そうしたら危ないところがみんなわかりやすい。みんなで気

をつけられる。 

 

これは現実的には難しいです。目に見えない放射線を蓄積させて画像化するカメラはあり

ます。10〜15 分ほど掛かってようやく画像が出てきます。メガネのようにリアルタイムで

見えるようになるというのは今の科学では不可能に近いです。 

 

 

６）原子力発電所で出た放射性物質はどうやって処分しているのですか。 

 

いいこと聞きますね。処分はできません。放射性物質を完全に消すことは不可能です。フ

ィンランドでは地中の中にずっと閉じ込めてその中で半減期を迎えて私たちが安全だと判

断するまで置いておくという方法をとっています。それは地下埋蔵施設と呼ばれます。こ

れを日本でやるのは少し難しい。フィンランドの地下埋蔵施設があるところは 500 万年地

層が動いていない。地震が起きない安全な場所だからできることなのです。日本は地震大

国です。だから地下埋蔵施設を作ることは不可能です。日本では地上に集めて「ここには

危ないものが置いてあります」と人を近づけないように監視し続けています。このままで

は何年経っても処分できない。大人たちは問題を後回しにして未来にツケを回している。

だからこの問題はみんなで考えていかなければならない。 

 

 

７）放射性物質を溜めている場所がいっぱいになったら大阪にも来るかもしれないという

話があったと思います。結局、放射性物質を日本中にばら撒くことになるのではないかと

嫌な気持ちだったのですが、それでも場所がなくなれば全国に要請せざるを得ないのでし

ょうか。 

 

受け入れざるを得ないのは事実です。でも壊れた原子力発電所にはもう二度と人は住めな

いのでそこに溜めておくこともできます。しかし、国としては「原子力発電所は安全だ」

と言いたい。だから福島だけが大変な思いをするのではなく全国で分け合おうとする。で

もこれはおかしい。おかしいと声を上げることが大切。この声を上げてもらうために、僕

はこうやって活動しています。みんなで考えることができる人が増えるといいなと思いま

す。 

 



 

 

 

８）放射性物質で汚れてしまったところに住んでいた人たちはどこに行ったの？ 

 

全国色々なところに散らばっていきました。もちろん大阪にもいます。海外に行った人も

います。住めなくなって移動した人と、自分たちの子どもに悪影響が出ないようにと考え

て自主的に移り住んだ人たちがいます。実際何人が移動したのかは分かっていません。お

そらく 4 万人くらいは故郷に戻ってきていないのではないかと言われています。でも自分

たちが生まれ育った場所がいいからと、原子力発電所の事故が起きた場所から近いところ

に住んでいる人も結構います。約 3 万人いると聞いております。 

 

 

《お願い》 

これは小学校中学年以上をメインに作ったお話です。ですので、本当の意味で正確に伝え

ていない点もあります。まずは、こどもたちに問題にきがついてもらえるような授業をし

ています。揚げ足を取る人も中にはいます。でも、目的が何なのかを考えてください。 

私は、将来にわたる放射能汚染の問題、差別のことなど、将来を担うこどもたちに、何を

すべきか考え、行動してもらえるようになればと思いこの授業をおこなっているのです。 


