
今今後後のの予予定定 

9 月下旬から、第 2 回地区協議会を開催し、より具体的な復興まちづくりについて議論を進める予定です。 

 

 

 

 

 

これらのようなことについて、ご意見がある方は、お近くの協議会の方々にお伝えください。なお、地区

協議会の会長は、岩角行政区は金谷雄一さん、野川行政区は東海林憲一さんが選任されました。他行政区の

会長については、決定次第、本紙面においてご報告いたします。 

また、今回開催した「放射能勉強会」については、「少人数制でやってほしい」「もっと多くの人に聞いて

ほしい」などの意見をいただきました。今後も開催できるように調整中です。 

学学生生記記者者のの感感想想 
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住民の皆さんと話し合う 
「「地地区区協協議議会会」」がスタートしました。

8 月 25 日（日）三春町交流館「まほら」において、「第１回地区協議会（合同会議）」を開催しました。55

名の地区協議会構成員の方に出席いただきました。 

会議では、「人材育成や所得向上もめ

ざすべきだ」「若い人の意見を取り入れ

てほしい」「葛尾村に戻りたいという機

運を作ってほしい」「公共交通につい

て、本気になってほしい」「帰還したい

のは高齢者が中心になる。そのための

まちづくりを」「みんなの声をきちんと

挙げて、これからの葛尾村をつくって

いく気持ちが大切だ」といった前向き

な議論が行われました。また、「今後ど

うするのか、具体性がないと議論でき

ない」などといったご指摘もいただき

ました。 

今後、より具体的な検討をするため、

この「地区協議会」において、「住まい・

絆づくり」「安全・安心づくり」「産業

再生・活力づくり」などに関する議論

を進めます。 

各地区の課題や要望は協議会の方々

から伺いますが、協議会以外の方々も、

日頃の意見や要望を協議会の方々にお

伝えいただければと思います。活発な

議論に向けてご協力よろしくお願いし

ます。 

委委員員長長ののココメメンントト 

         

１１  

  村村全全体体のの復復興興やや活活性性化化にに向向けけてて必必要要なな取取組組みみはは？？  

  早早期期帰帰還還やや村村のの魅魅力力づづくくりりにに有有効効ななモモデデルル的的なな取取組組みみはは？？  

  地地域域（（住住民民・・企企業業））でで主主体体的的にに取取組組んんででいいききたたいいここととはは？？  

  そそのの他他、、村村民民のの帰帰還還にに必必要要なな取取組組みみやや要要望望はは？？  
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今回葛尾村で行われた会議に参加させていただきましたが、みな

さんの復興に対する強い思いを痛感しました。私は正直、会議が始

まるまでは、みなさんからの意見はそれほど出ないのではないかと

思っていましたが、多くの意見が出たことに本当に驚きました。さ

らに意見の衝突などもありましたが、それほどまでに真剣に考えて

いるからこそ生まれるのだと思いました。 

また、地区協議会後に行われた懇親会では、一人ひとりの方とお

話しさせていただき、近くで細かい要望や意見を聞くことが出来ま

した。これからも、葛尾村の復興に微力ながらもお手伝いできれば

と思っております。

今回、勉強会に参加し、私自身放射能について以前より理解

が深まったと感じました。また、協議会では今後の葛尾村につ

いての話し合いが活発に行われていたように思います。 

私が特に印象に残ったのが懇親会です。全員の方々と話をす

ることは出来ませんでしたが、皆さんの葛尾村に対する思いや

復興への意気込みが聞けて良かったです。 

私も微力ではありますが葛尾村の復興に全力で取り組んで

いきたいと考えています。 

葛尾村のみなさんには、「「被被害害者者」」かからら「「復復興興者者」」へへのの意意識識転転換換ををおお
願願いいいいたたししまますす。。国や行政が行うのを待つのではなく、自自ららででアアイイデディィ
アアをを出出ししててどどううすすれればば葛葛尾尾村村がが復復旧旧・・復復興興すするるののかか、、村村全全体体でで一一緒緒にに考考
ええてていいくく必必要要ががあありりまますす。。  
いきなり意見を求められても難しいとは思いますので、必要であるな

らば勉強会の開催や、参考になるアイディアを提案いたします。それら
を行ったうえで、多種多様な意見を隅々まで吸い上げ、検討していきた
いと考えております。 

この復興には長い時間と皆さんの力が必要となると思います。難題に
ぶつかることもあるとは思いますが、 

「「ああききららめめずずにに進進めめるる」」ここととをを心心にに留留めめてて復復興興ししてていいききままししょょうう。。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村全体を対象とする

住宅・公共施設・産

業等のテーマ別の議

論（分科会で検討）

も併行して進めてい

きます。 

■ 地区協議会による検討のイメージ 

・

 （仮）葛尾村再生戦略プラン（H25:中間案 H26:最終案） 

住民主体の施策立案 復旧・復興事業立案 

公営住宅の整備など 

公共施設・道路整備など 

産業再生・企業誘致など 

住まい・絆づくり 

安全・安心づくり 

産業再生・活力づくり 

地区協議会 （ブロック別協議会、分科会） 

復興委員会 

■ 地区協議会の構成のイメージ 

分科会
（ﾃｰﾏＡ）

分科会
（ﾃｰﾏ B）

分科会
（ﾃｰﾏ C）
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放放射射能能にに関関すするる住住民民勉勉強強会会をを開開催催ししままししたた。。 

8 月 25 日（日）14 時から三春町交流館「まほら」

において、葛尾村の全村民を対象とした「放射能

に関する住民勉強会」を開催しました。講師とし

て東京工業大学グローバル原子力安全・セキュリ

ティ・エージェント教育院 特任准教授の大場恭子

先生をお招きし、「“これから”を検討するために 

必要な知識～放射線や放射能を正しく怖がる～」と題

し講演いただきました。会場には 123 名の方が来場さ

れました。 

来場者からは「もっとたくさんの人に聞いてほしか

った」「これからも勉強会を開催してほしい」といっ

た意見が寄せられました。 

講講演演ののポポイインントト 

 

 

 

 

大大場場先先生生ののメメッッセセーージジ 

 

 

 

 

参参加加者者のの意意見見･･感感想想かからら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学学生生記記者者かかららのの補補足足説説明明  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放放射射能能はは私私たたちちのの身身近近にに存存在在ししてていいまますす。。  
 わたしたちは、普段から宇宙線や大地や空気中、食
べ物に含まれる放射性物質により、被ばくしていま
す。被ばく量は生活様式や住んでいる場所などで異
なりますが、日本人の平均被ばく量は 1 年間に
2.4mSv（ミリシーベルト）です。 

 私たちは意識していなかっただけで、ずっと被ばくし
てきています。事故によってはじめて被ばくしたわけ
ではありません。食べ物にも微量ながら放射性物質
（カリウム等）が含まれており、私たちは日々それら
を口にしてきました。体の中に放射性物質があるのは
普通のことなのです。（注：カリウムは健康を保つた
めに取ることに必要な成分です） 

ふだん不安に思っ

ている方が来てい

ないのが残念に思

いました。 

知らないことで怖がっていた

ことも、分かりやすく聞くこ

とができました。 

この機会に先生との

交流を図れれば良い

と思います。 

子供たちへの影響を心配

するのであれば、若い人

たちの参加がもっとあっ

てもよいと思う。 

とてもわかりやす

かった。また来てく

ださい。 

1

宇宙から

大地から大地から

空気から空気から

食べ物から食べ物から

外部被ばく 内部被ばく

大人は 100mSv 以上を浴びるとガンになりやすいといわれてい

ますが、今回は放射能とガンについての補足説明をします。 

日本人の死亡原因としてガンがあります。ガンで亡くなる人は、

200 人の人がいた場合 60 人です。そこで、100mSv 被ばくする

と、ガンで亡くなる可能性のある人は 1 人増えて 61 人になります。

この値の放射能を浴びても、全員が必ず被害を受けるというわ
けではありません。ガンになる人が 60 人から 61 人になる可能

性があるということです。ここで注意したいのは、誰がなるかはわ
からないということです。 

このように、放射能について正しい知識を身につけることが復興へ

の第一歩であると思います。 

☆ 住民勉強会の講演概要を「まちづくりニュース号外」として同封していますのでご確認ください。

実は放射線は身の回りに普段から飛び交っているもので、私たち

は常に被ばくしながら生きてきました。見えない放射線はなんだか

恐ろしいですが、測ることができることも放射線の特徴です。 

葛尾村に帰村なさった時もぜひ放射線量を測り、その数値につい

て考えてみてください。また、もし線量が局所的に高いところがあ

れば、できるだけ近づかない、長くとどまらないなどの対応をする

だけで、実際にみなさん自身の受ける線量を変えることができます。 

健康を害するものは被ばくだけではありません。帰村を考えると

きに、放射線のリスク、それ以外のリスク、葛尾村の良さはなにか、

自然や生き物と共生した暮らし、そのすばらしさも一緒に忘れず考

えていただきたいなと思います。 

「「放放射射能能をを浴浴びびるる」」＝＝「「危危険険」」ででははあありりまませせんん。。  
 長年の丁寧な研究の成果により、100mSv よりも多い被ばくをすると、被ばく線量に応じてガンに
なり易さが増えていくことがわかっていますが、逆に 100mSv 未満では、被ばく線量とガンになり
易さの関係はわかっていません。現代の日本人は、約 30％がガンで死亡していますが、ガンにな
る原因は食事、タバコ、お酒、遺伝、ウイルス、大気汚染などいろいろな原因が挙げられます。 

 ガンになりたくないと考えるのであれば、被ばく（放射線量）だけなく、タバコやお酒、痩せす
ぎ、太りすぎ、野菜不足・・・といったことにも気をつけることが大切です。被ばく＝危険では
なく、自分の線量はどれくらい危険なのかな？と考えてみていただけるとよいかと思います。 

 今回の事故による被ばくが実際にみなさんの健康に悪影響を及ぼすかどうかは、みなさんがもとも
と持っていらっしゃる防護機能の範囲内かどうかということになります。 

放放射射能能のの危危険険性性をを正正ししくく理理解解しし判判断断すするるここととがが大大切切でですす。。  
 放射性物質もいくつか種類があり、福島の事故では、「ヨウ素」や「セシウム」を主とする放射性
物質が拡散しました。ヨウ素は 8 日で半減しますが、セシウム 134 は 2 年、137 は 30 年で半減し
ていきます。セシウム 137 は現在も多く存在しており、被ばく影響を考える対象の主物質です。 

 チェルノブイリ事故と福島事故では、同じ“事故”でもその状況や飛び散った物質およびその量な
ど違いがあります。そのため、チェルノブイリ事故後に起こったことが福島でそのまま起きるわけ
ではありません。危機感を煽る報道などに接すると不安になってしまいますが、そうしたときこそ
1 人 1 人が冷静に考えなくてはいけません。 

 放射線を浴びたくない時の対策は、「距離を離れる」「できるだけ時間を短くする」「遮蔽する」が
基本となります。除染作業も、この考えに基づいており、散らばっている放射性物質を一か所に集
めて、遮蔽して管理するという作業を行っているのです。 


