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チェルノブイリからフクシマを考える

2012年 1月

郡山市・二本松市・本宮市・大玉村

チェルノブイリ視察レポート

チェルノブイリ原発事故が現地にどのような被害をも
たらしたのか、昨年 10 月初旬に衆議院議院運営委員会
の超党派メンバーでウクライナ共和国に視察に行ってき
ました。
チェルノブイリでは事故後 25 年が経過し、様々な経
験が蓄積されています。福島原発の収束、福島の再生に
向けてチェルノブイリの教訓を活用すべきであり、ウク
ライナと日本の間で原子力事故対処に向けての協力、交
流関係を深める必要があります。今回は実質 2 日しか滞
在できない日程でしたが、福島県の将来、今後の対策を
考える上で、示唆に富む成果を得ることができました。
フクシマとチェルノブイリを比べる中から浮かんできた
ことをご報告致します。

ま

ず、チェルノブイリ事故は、福島で起きた全電
源喪失による炉心溶融事故とは違い、原子炉が
核暴走し、爆発によって核燃料が広い範囲に飛
び散ったという点があります。このため、この事故は日
本で受け止められているより遙かに広範囲にわたり、か
つ深刻な実態があり、今日でもまだ被害が続いていると
言うことです。甲状腺ガン、小児ガン、遺伝的な病気、
新生児の先天的障害の増加などですが、医学的な統計が
得られておらず、国際機関の報告より、実数はもっと多
いといわれています。長期の被曝の影響とも考えられま
すが、私は、60 万人動員されたとも言われる事故処理
作業員がいて、かなり高い線量の放射線を浴びたことに
よる影響が大きいのではないかと思います。
一方、福島事故においては、県土に深刻な汚染がある
ものの、チェルノブイリに比べその面積は狭いといえま
す。しかし、事故はいまだに収束しておらず、放射線の
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自然の減衰や除染を考慮しても、低線量被ばくがしばら
く続くことになります。国際放射線防護委員会の基準
以下ではあるものの、この基準自体が甘いとして、健
康への影響を危惧する学者も少なくありません。今後、
長期にわたって、健康への影響が出てこないか厳しく
監視する必要があります。
チェルノブイリの現地での意見交換で、食品の基準に
ついての議論がありました。ウクライナでの飲料水の
セシウムの基準値は、1 リットルあたり 2 ベクレルなの
に対し、日本の暫定基準では 200 ベクレルになってい
ることを説明したところ、「そんな値はあり得ない。そ
れは 1 立方メートル（1000 リットル）あたり 200 ベク
レルの間違いではないのですか」と聞き返されました。
このこともあって、皆様ご存じの通りですが、4 月 1 日
から適用される日本の新たな基準値ではようやく飲料
水が 10 ベクレルとなったところです。

平成 23 年度第 3 次補正予算が成立しました。東日本大震災・原子力災害から
の本格的な復興予算として、真に復興に資する施策が盛り込まれました。最近

12 兆 1025 億円

立地補助金、雇用対策、
住宅関係など
年金臨時財源の補填

台風 12 号など災害対策費

財

11 兆 5500 億円
187 億円
1648 億円

B 型肝炎関係経費

3210 億円

480 億円

税外収入
東日本大震災復旧・
復興予備費の減額
税外収入など

■ 福島県関連の個別事業の内容
福島県における医療関連拠点整備

県立医大を中心に医薬品等の研究拠点を整備する。
最先端のがん治療拠点を構築するため、BNCT（ホ
ウ素中性子捕捉療法）の開発・実証を行う。

◎ チェルノブイリ原発事故
1986 年 4 月 26 日、ウクライナの首都キエフ市北方約
110 キロにあるチェルノブイリ原発において４号炉が爆
発、192 トンの核燃料のうち 4％が大気中に放出され、
広島型原爆 500 発分の放射能が広がった。これにより
ウクライナでは肥沃な農地、森林を含む 5 万平方キロ
メートルの国土が放射能によって汚染され失われた。事
故の原因としては、原子炉の設計上の問題と人的ミスの
双方が挙げられている。

復興関係

道路や港湾の復旧
学校施設の復旧
中小企業の事業再建融資等

8706 億円
1127 億円
6530 億円

原子力関係
除染・汚染廃棄物処理
放射線治療の国際的医療センター等
原子力損害賠償仮払金

2459 億円
687 億円
264 億円

全国防災対策など

2 兆 4631 億円
2 兆 4897 億円

事故があったチェルノブイリ原発、４号炉入口付近

第 3 次補正予算の主な事業
12 兆 1025 億円

源

復興債
税外収入
歳出削減

867 億円
2343 億円

480 億円

再生可能エネルギーの導入支援・研究開発拠点の整備

被災地において、スマートコミュニティの構築、太
陽光発電や浮体式洋上風力発電の開発・実証、産業
技術総合研究所等の研究開発拠点の整備を行う。
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ご挨拶 再生の種をまこう！

の過度な円高の影響による産業の空洞化への対応にも配慮しています。財源は
復興債の発行等により確保し、その返済は計画的に行われることにしています。

平成 23 年度第 3 次補正予算の概要
財政需要

原子炉から 30 キロのチェックポイント。ここからは許
可がないと人や車は入れません。

今

年の大きな課題として、福島県民の健康管理、
将来にわたる医療への十分なアクセスなどを
盛り込んだ福島県再生特措法を制定しなけれ
ばなりません。ウクライナには、事故による被災者の認
定や、社会保障に関して規定した法律があります。こ
のウクライナ法を翻訳しましたが、こうしたものを参
考に、福島県民が安心できる体制を構築しなければな
りません。しっかりした法律さえできていれば、将来、
仮にどの政党が政権を握ろうとも、法律に沿って十分
な対策ができます。また、将来への不安を取り除くた
めにも、日本一健康な福島県をめざし、「福島を全国で
がん死亡率がもっとも低い県にする」。今年は、そのた
めに全力をあげる決意です。

第 3 次補正予算成立
東日本大震災関係経費
11 兆 7335 億円
災害救助関係経費
941 億円
災害廃棄物処理事業費
3860 億円
公共事業の追加
1 兆 4734 億円
災害関連融資関係経費
6716 億円
地方交付税交付金
1 兆 6635 億円
東日本大震災復興交付金
1 兆 5612 億円
原子力災害復興関係経費
3558 億円
全国防災対策費
5752 億円

衆議院議員

学校施設の耐震化・防災機能の強化
産業空洞化を防ぐ立地補助金
雇用創造事業など
災害復興住宅融資、エコポイントなど
自立・分散化エネルギー供給等に拠る
エコタウン化事業

2051 億円
5000 億円
3780 億円
3112 億円
840 億円

盛土造成地が滑動・崩落した地区のための事業制度

「造成宅地滑動崩落緊急対策事業」を創設し、周辺
公共施設（道路・下水道等）を含む盛土造成地全
体に滑動崩落防止の緊急対策工事を実施する。

太田和美が９月の臨時国会から議院
運営委員会の議事進行係に就任いた
しました。本会議の際「議長ーー」
と発言を求め、動議を提出すること
が役割とされています。過去の議事
進行係には後に内閣総理大臣となっ
た方もいて、この係は大物政治家へ
の登竜門ともいわれています。

新しい年を迎えました。
東日本大震災により被災された皆様に改めて、
心からお見舞いを申し上げます。また、東京電
力福島第 1 原発の事故を受け、避難を余儀なく
されている皆様、健康への不安を抱えられて過
ごされている皆様のご苦労を思うと、心が痛み
ます。
事故のあと、避難所で段ボールを敷いて生活
を送っているおばあさんとの忘れられない会話
があります。私が、「何か足りないものはありま
せんか」と尋ねますと、おばあさんは手を合わせ、
「みんなよぐしてくれっから何もない、ありがと
ね」と言いました。続けて、「こうなることはわ
かっていたんだ、出稼ぎでもいいから、んなもん、
つくんねばよがったね」と、「ただただ、帰りた
い、もう帰りたい」の一言です。私自身、返す
言葉が見つかりませんでした。
そして、私の事務所には、多くのお母さんか
らの電話やメールが殺到していました。泣きな
がら電話をかけてくる若いお母さん。
「本当のことを教えてください、子どもがここ
に住んでいてよいのでしょうか。」「学校の放射
線の基準を下げてください。」「一刻も早く除染
をしてほしい。」「同じ女性である太田さんだか
らきっとわかってくれる、期待している。」
私はそういう方々の思いを胸にきざみ、将来
に責任が持てる世代の政治家としてこれからも

行動していく決意です。
政治の役割として、たとえ何兆円かかっても
除染を徹底的に行うこと、東電と国で十分な賠
償を行うことは当然です。また、今年の大きな
課題として、福島県再生のための特措法を制定
し、県民の健康管理に手厚いフォローを長期に
わたって行うこと、様々な優遇策で産業振興を
行うことも、当然のことです。
しかし、それだけではなく、世界に衝撃を与
えた「フクシマ」を教訓に、原子力エネルギー
に頼らず、しかも温室効果ガスを増やさない新
しいエネルギー政策、そして新しい産業と技術、
エネルギーをできるだけ自給自足する暮らし方
を、日本は国を挙げて世界に発信する義務があ
ると思うのです。
現在、政府のエネルギー環境会議で新しいエ
ネルギー基本計画についての検討が始まってい
ますが、私は可能な限り早期に、できれば今後
10 年ぐらいで、完全に全部の原発を止めてしま
うことが必要だと考えています。そのためには、
一にも二にも、代替の再生可能エネルギーを拡
充させる必要があります。その立場から私は政
府の予算編成に対し働きかけをしてきました。
昨年 12 月にまとまった平成 24 年度予算案は、
私からすればまだ不十分ではありますが、昨年
11 月の 3 次補正と合わせて見ると、再生可能
エネルギーの拡大へ最低限の一歩を踏み出すこ

とができたと考えています。そして、福島県が
日本の再生可能エネルギー開発の中心になるこ
とで、県民の雇用や経済への波及効果につなが
ることに期待しています。
3 次補正予算と合わせると再生可能エネル
ギー関連は、その中心となる経産省分で、昨年
当初予算 1000 億円から 3000 億円へと 3 倍に
増えました。その中では、産官学の連携により
再生可能エネルギーの研究開発拠点を福島県内
に整備し、世界一の洋上浮体式風力発電所の実
証事業を福島県内で行うことになりました。ま
た、太陽光発電には、固定価格買い取り制度に
よる支援と合わせ、70 〜 80 万戸分の予算補助
を確保したほか、被災地における再生可能エネ
ルギー導入補助事業も盛り込みました。環境省
分では、再生可能エネルギー導入推進事業とし
て、福島県分約 160 億円が用意され、県内約
500 カ所の学校や公民館など公共施設中心に導
入される予定です。
福島の復興は、既成にとらわれること無く、
我が国のエネルギー政策の道筋を立てるととも
に、今後の日本全体のモデルとすべきだと思い
ます。
子どもたちの明るい未来につなげるために、
福島の再生に全力を注いでいくことを誓い、新
年のごあいさつといたします。
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エネルギーを自給するロハスの家 1 号

総ガラス張りのロハスの家 2 号

脱原発・人類と地球が共存できるまちづくり
大震災の際は、電気、水道、ガスの供給が止まるという事態を経験しま
した。こうしたライフラインの大部分を自給可能にしたロハスタウンを福
島県につくりたいという動きが始まっています。
ロハスとは Lifestyles Of Health and Sustainability の略で、世界規模
での人口増や資源の枯渇を背景に、地球環境保護と健康な生活を最優先し、
人類と地球が共栄共存できる持続可能なライフスタイルのことです。
このような発想にたち、私は、原発事故避難者の方々の復興住宅を、既
存のコミュニティーをできるだけ守れるよう配慮した形で整備する必要が
あると思います。そしてこれを「ロハス・コミュニティータウン」と名付
けたいと思います。

雨水を利用し、実用に近づいたロハスの家 3 号

ロハス ･ コミュニティータウンには全戸に大型の太陽光パネルを設置す
る、風力・小水力発電設備を設ける、地中熱を冷暖房に利用する、食品残渣
などのバイオ資源を発酵・分解してバイオガス発電をする、雨水を浄化して
風呂やトイレに使用するなど、ロハスの考え方をあちこちに組み込んでいく
のです。
県内の自治体、中小企業と力を合わせながら、新しい技術、新しい産業、
新しい雇用を作りあげ、再生可能エネルギーの先駆的モデルタウンとして世
界から注目される。そのとき、はじめて、福島県の復興がなったと言えるの
ではないかと思います。それぞれの地域ががんばって、結果として福島県全
体が底上げされる。そんなまちづくりを私も応援していきたいと思います。

農と食の安心、早期の除染なくして福島の再生なし！

ふくしま再生へ
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現在、福島県は、地震、津波、原発と三重苦に見舞われて
おります。今もなお見えない放射線の恐怖におびえ、その苦
しみ、不安は筆舌に尽くしがたいものがあります。
今まで 40 年間にわたり、福島県は東京の皆さんの電力を
支えてまいりました。人間が制御できないものを取り入れて
しまった代償は余りにも大きいということを今痛感しており
ます。結果論ではありますが、これまでの日本の原発は、安
全性を犠牲にし、経済優先で推進してきたと言われても仕方
がありません。研究者の間で指摘されていたにもかかわらず、
過大投資を避け、十分な地震、津波対策をとってこなかった。
そして、国の検査体制が十分に機能していなかったと言わざ
るを得ません。想定外という責任逃れは許されません。東京
電力などの電力会社だけではなく、政治家、そして、民主党
も含め、これまでの原子力政策を進めてきたすべての政権の
責任が問われてくるのだというふうに私は思います。
国策として進めてきた結果は、国が最終的に責任をとらな
ければなりません。最大限の補償を迅速に行い、また、全国
の原発の安全対策にまず最優先に取り組んだ上で、設置から
四十年たった老朽原発から運転を停止し、新規増設は行わな
い、原発は過渡的エネルギーと位置づけ、エネルギー政策を

セシウム検出問題で
福島県産牛肉の全頭検査を

4/27 決算行政監視委員会

7/25 復興特別委員会で鹿野農水大臣に質問

4/15 環境委員会
エネルギー政策の転換について、積算放射線量と
学校教育について
4/27 決算行政監視委員会
原発事故収束の工程表、学校での線量基準について
5/20 科学技術・イノベーション推進特別委員会
低線量被曝とホルミシス効果の科学性について
7/25 東日本大震災復興特別委員会
セシウムが検出された肉牛の検査について、原子
力被害応急対策基金について
8/23 環境委員会
除染計画について、放射性廃棄物の処理について
主な国会委員会質問から抜粋

主

国会での質問から

エネルギー政策を根本から見直し
自然エネルギーの最大限の活用を

4/15 環境委員会

民

まず、7 月 8 日から 9 日にかけて、福島県の南相馬市産の
肉用牛 11 頭から暫定基準値を超える放射性セシウムが検出
された問題でございます。
現在、福島県の牛肉は出荷が停止されておりますが、先週
末に郡山市の肉牛の飼育農家でお話を聞いてまいりました。
その農家の方からお話を聞きますと、そろそろ出荷しようと
思っていた牛もいて、出荷できなくなってしまったことに
よって、これから維持によってえさ代もかかる、そして、出
荷できたとしても、一頭 30 万円くらいの価格の下落で、え
さ代にしかならないというようなお話がございました。消費
者に安全、安心を証明するためには全頭検査しかないという
ことを強くお願いされました。
ところが、私も調べさせていただきましたけれども、全頭
検査というのが非常に難しいというふうに感じました。昨日、
郡山にあります農業総合センターに行ってまいりました。こ
こには、放射性物質の検査器が 4 台あります。検査能力は 1
日に 80 検体だそうです。9 月上旬には 10 台にふやす予定
があるということでございますが、検査しなければならない
のは牛肉ばかりではなく、今出荷時期を迎えている福島県の
桃のことや、今までも測定を続けてきた野菜、そしてこれか
ら収穫を迎える米などもあります。

根本から見直し、安全第一を考えた自然エネルギーの最大限
の活用を進めるべきだ、私はそう考えております。
私の地元福島は、智恵子抄がうたった「ほんとの空」があ
るところです。毎朝、空を眺めると、雲一つないきれいな空
が広がっています。原子力のことなんて本当にうそみたいで
す。しかし、ふるさとの空も、ふるさとの土も、海までもが
汚されてしまいました。環境委員会に身を置く一人として、
私はこのふるさとを守りたい、そういう思いから質問させて
いただきたいと思います。……
これ以上の原発をふやすことは無理です。そして、火力に
頼れば CO2 はふえ続けます。だから、お金と人とそして知
恵を総動員して、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス発
電、研究投資をあらゆるところに投入して代替エネルギーを
ふやすしかない、私はそう思っております。ドイツができる
なら日本もできるはずだと思います。
そして、これらの新産業を福島の復興の原動力にしていき
たい、私はそう考えています。今、大変な分岐点であります。
こういうときだからこそ政治家がしっかりとその方向性を示
すべきだということをお伝えしたいと思います。

主

安心して子育てができる福島、日本一健康な福島に
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取り戻そう！ ふるさとの未来
地元での活動をご報告します。

震災直後、高速道路も新幹線も使えないときから各自治体や避難所をまわり、
皆さんの声を受け止めてまいりました。国会開会中も毎週地元に戻って各地をまわらせていただいています。
活動の一部を写真でご紹介します。

ほんとの空がある
ふくしま再生へ

3.11 以降の福島
各地での活動
3/28 郡山市熱海町の高玉鉱山崩落などの被
害状況を聴取

4/4 被災地での障がい者支援についてオフィ
スあいえるの皆さんと意見交換

3/27 郡山高校の体育館に避難されている大熊
町の皆さんを訪問。情報が少なくて困っている
とのことで、避難所にテレビ設置の協力を約束。
4/9 福島県農業士会のみなさんと意見交換

4/11 カゴメ那須工場に県産トマトの契約に
ついて申し入れ

7/25
復興特別委員会質問から

そこで、牛の全頭検査に関して、シンチレーション式のサー
ベイメーターによる測定が検討されているとお聞きしており
ますが、簡易測定の可能性についてはいかがお考えなのか。
実証検査をしていただくなどして一定のお墨つきをいただき
たく思っております。消費者の安全、安心を取り戻し、価格
の下落を抑える上でも、全頭検査に向けた国の体制の整備を
強くお願いするものでございます。
また、セシウムが出た牛に関しては国の方で買い取るとい
うお話がございますが、セシウムが出なかったとしても、汚
染わらを食べた疑いのある肉について、これがこれから市場
に出てしまったときに、価格の暴落、そういうようなことも
皆さんすごく懸念されておりました。全頭買い上げという要
望も県からも上がっております。
これから秋の収穫を迎えて、またそのときの稲わらはどうす
ればいいんだという質問が、週末、地元でたくさん聞かれま
した。土壌からセシウムを吸ってしまって、玄米には一割程
度しか移行しなかったとしても、その稲の部分にたくさんセ
シウムがたまってしまうんじゃないか、そのときの処分をど
うしたらいいのかという御質問もたくさん来ましたので、国
としての方針を明確に示していただきたいと思っておりま
す。

国が除染を徹底的にやっていく
というメッセージが必要
原子力事故から、早いもので 5 カ月がたちました。5 カ月
間が過ぎたというのに、事態がよくなるどころか、福島県を
出ていく若い人そして子供たちというのが後を絶ちません。
先日の新聞でも、私立幼稚園 2 千人転園。現在の福島県の特
に中通りから多くの子供たちが、子育てできる環境なのかと
いうことで県を後にしてしまうということでございます。
今、私が改めて思うのが、まざまざと、やはり除染の必要
性、これを強く思っているところでございます。
原子力災害対策本部で除染の基本方針というのがやっと 8
月中に取りまとめができるとお聞きしております。原子力安
全委員会が 8 月 4 日に答申をしたものがあるんですけれど
も、福島第一原発事故における緊急防護措置の解除に関する
考え方についてということで、年間 1 ミリシーベルト以下を
目指して、合理的に達成可能な限り低減する努力がなされる
ことという考えが示されております。こうした経過を踏まえ
ても、私は、当然、今策定中であります基本方針において、

4/15
環境委員会質問から

民

8/23
環境委員会質問から

年間積算線量で 1 ミリシーベルト以上の地域を対象に、1 ミ
リシーベルト以下にするよう目指して除染に取り組んでい
く、そういった考え方でまとめられるべきだと思っておりま
す。
やはり、除染ということで、ゼロにすることは無理だとい
うふうには思うんですけれども、本来であれば浴びる必要の
ないものでございますので、本当にできる限り低く抑える努
力、これを国が前面に立って総力を挙げてやっているんだ、
このメッセージが必要なんだと思っております。やはり、福
島県を出ていくお母さんたちが、ずっとこのままの線量だと
いうふうに思っている方たちが多いんですね。でも、実際今
あるのはセシウム 137 と 134、それには半減期 2 年のもの
から 30 年のものがあります。ですから、自然減だけで 6 年
後には 3 割になるとか、それプラスアルファ、国が本当に除
染というものを徹底的にやっていくというメッセージが必要
なんだと思っております。

4/4 南相馬市をお見舞いのため訪問
し、桜井市長と面談

4/18 JA みちのく安達、斉藤組合長
と意見交換

6/18 民主党福島県連による伊達市石田地区意
見交換会

4/23 名古屋大学教授、東京大学大
学院教授らによる土壌調査に協力

8/6 細野豪志内閣府特命担当大臣と
郡山市の桃農家へ

10/18 野田首相の
富田幼稚園視察に同行

4/9 郡山北工業高校の避難所でフランス料理炊
きだしのお手伝い。久しぶりに温かいごちそう
を食べられたと皆さんに喜んでいただきました。

9/10 森ゆうこ文部科学副大臣と安達中学校現地調査

5/21 牧草へ放射線問題などについて酪農家、
畜産家の皆様からお話をうかがいました。牧草
の使用自粛で費用負担も大変に。

4/16 二本松市上川崎地区緊急懇談会

6/19 大平地区の未来を考える会集会 7/30 あだち地域畜産危機突破緊急
集会
お母さんたちから要望を聞く

8/10 大玉村原発災害危機突破緊急
大会

6/19 郡山市の酒蓋公園周辺などで放射線測
定。側溝付近や刈った草を集積した場所で特に
高い放射線が計測されました。
8/28 東日本大震災・原発放射能被 9/2 原子力損害賠償の完全実施を
害対策二本松市民総決起大会
求める福島県総決起大会

10/16 東京電力福島原発放射能被害
から市民を守る総決起大会・本宮市

11/27 東日本大震災復興市民総決起
大会・郡山市

各地の集会で地元の皆様の声を受け止めています。
放射能問題への取り組みを報告し、皆様のご要望をうけとめるため、各地で「太田かずみと語る会」などの集会を開
催しています。あなたの町にもかけつけます。開催ご希望の方はお気軽に事務所までご連絡ください。

7/24 伊達市役所除染プロジェクトの民家除染
実証現場でコンクリートの上を高圧洗浄機で洗
い流す作業などを視察しました。

3.11 以降、放射能対策と復興への要請に全力で応えてきました。

原発事故による風評被害を含めた農業などの補償問題、学校での放射線量に関する問題などさまざまな項目について県内各自治体や市民の皆様からご要望をいただき、
太田かずみも各大臣への要請活動などを通して、ともにその解決・実現に向かって奔走してまいりました。今後も地域の皆様の声を国政へ届けてまいります。

3/23 二本松市長・大玉村長ら細川厚労
大臣に支援・補償要請

3/25 JA グループ福島からの要請

4/20 大畠国交大臣に高速道路無料化を
要望

4/27 安達地方市町村会、高木文部科
学大臣に要請

10/16 福島県市長会と意見交換会

5/21 民主党安達支部拡大役員会

6/25 岩代田沢地区集会

5/22 木幡後援会集会

7/16 二本松市交流センター集会

5/28 二本松市連合後援会役員会

7/24 岩代成田地区集会

8/20 本宮市白沢の原木しいたけ農家を訪問。
その後出荷制限は解除されたが買い手がつかず、
収穫したしいたけを捨てる日が続く。

