
  

福島の真実がついに公文書 
(高裁判決)に書き込まれる。 
4 月 24 日、仙台高裁判決は「福

島の子どもは危ない。避難す

るしか手段はない」と認定。 
判決は一斉に世界中に報道。 
世界中が注目する中、日本政

府は今すぐ国の宝＝子どもた

ちの避難を実行に移せ！ 
 

ワシントン・ポスト 

 
 

ニューヨーク・タイムズ 

 
 

 

ＲＴニュース 
（ＢＢＣについで世界で観られているロシアのＴＶ局） 

 
ガーディアン（イギリス） 

ＦＯＸニュース 

 



  

4．24 仙台高裁判決の画期性 
「ふくしま集団疎開裁判」は本年４月２４日に仙台高裁で

判決。結論は申立て却下でした。しかし、私たちの主張通

り、判決文で次のことが認定されました。 

 
①．低線量被ばくにより子どもたちの生命・健康
に由々しい事態の進行が懸念される。 
②．除染技術の未開発、仮置場問題の未解決等に
より除染は十分な成果が得られていない。 
③．被ばくの危険を回避するためには、安全な他
の地域に避難するしか手段がない。 
④．「集団疎開」が子どもたちの被ばくの危険を回
避する１つの抜本的方策として教育行政上考慮す
べき選択肢である。 
 
申立てから１年 10 ヶ月。原告と国内外の市民と良心的

科学者・医師の協力により、初めて国の公文書の中に「福

島の子どもたちは危ない。安全な場所に避難するしか手段

はない」と真実を書き込ませることができました。それは

一大ニュースとして、日本を除いた世界中にいっせいに報

じられました（ＮＹタイムズ、ワシントンポスト、ＡＢＣ

ニュース、ＦＯＸニュース、ガーディアン、ＲＴニュース

‥‥）。 
もともと原発事故は天災ではなく、人災です。人災の典

型である交通事故で加害者が被害者を救護する義務を負

うように、原発事故で日本政府は被害者を救護する義務を

負います。その被害者のうち最優先で救護されるのは子ど

もと妊産婦です。その子どもの命と健康が危ないと認定さ

れた以上、日本政府がこれに対応する責任があるのは当然

です。日本政府が判決の事実認定にどう対応するのか、世

界は今、固唾を飲んで見守っています。 

 

真実の力：私たちの予見通りに事態が進行 

では、仙台高裁は私たちの申立てを斥けながら、なぜこ

れと真っ向から矛盾する「不都合な真実」を認定したので

しょうか。 
チェルノブイリでソ連政府がそうだったように、福島原

発事故に対し日本政府が取った三大政策の１つ「事故を小

さく見せる」ためには、子どもたちの集団避難は最大のタ

ブーです。話題にすらしてはいけない。それほどの重圧が

仙台高裁にかけられていたのに対し、私たちはこれをはね

のけるまでに多数の市民の支持を集めるに至りませんで

した。 
にもかかわらず、仙台高裁が「不都合な真実」を判決に

書き込んだのは、真実が重圧をはねのけるほどの力を発揮

して発現したからです。その中心は、これから福島で発生

する子どもたちの健康被害を予見した良心的科学者・医師

たちの意見書でした。 
ただし、目の前の光景は３．１１以前と別に変わらない

ように、低線量被ばくによる健康被害の真実は私たちには

直接見えません。それを見るためには特別な「メガネ」が

必要です。それが「チェルノブイリ事故との対比」という

「メガネ」でした。この「メガネ」を使って私たちは、福

島の子どもたちの健康被害を次々と予見しました。そして

その予見はその後の進行の中で徐々に証明され、真実の力

が発揮されました。その結果、仙台高裁の判決文に「不都

合な真実」を書かせる力を持つに至ったのです。 
 

(1)、矢ヶ崎意見書 
2011 年 9 月、矢ヶ崎克馬琉球大名誉教授は、甲状腺疾

病のデータがまだ何もない時点でいち早く、前月末に公表

された土壌汚染データを元に、郡山市と汚染レベルが同程

度のウクライナの或る地域に着目し、チェルノブイリ事故

後その地域で発生した異常な甲状腺の疾病が今後、郡山で

発生すると予見し、「この異常な甲状腺被害を予想しなが

ら、子どもを被ばく環境に置くことは許されない」と集団

避難の即刻実施を訴えました（その後、現実は矢ヶ崎氏の

予見通りに進行中）。 
 

(2)、松井意見書 
2011 年 10 月、松井英介医師は、健康被害のデータがまだ

何もない時点で、矢ヶ崎意見書と同様に土壌汚染データを

元に、郡山市と汚染レベルが同程度のチェルノブイリの地

区に着目し、チェルノブイリ事故後その地域で発生した異

常な健康被害（先天障害、悪性腫瘍、糖尿病、白内障、心

臓病など）が今後、郡山で発生すると予見しました（その

後、データは大部分未公表とはいえ、現実は松井氏の予見

通りに進行中）。 
 
(3)、矢ヶ崎意見書(４) 

2012 年１月 26 日、福島県は甲状腺検査結果を初めて公表

「チェルノブイリ原発事故では、事故５年後頃から甲状腺

がんになる子供が増えた。（二次検査を受ける 26 人につ

いて）いずれもしこりは良性と思われ、安心している」と

述べました。これに対し、矢ヶ崎克馬氏は、ベラルーシの

データを取り上げ、事故の翌年から小児甲状腺がんが倍増

している事実を指摘して福島でも同様に甲状腺がんの発

生を警告しました。また、被ばくした子どもの甲状腺に大

量の放射性セシウムが蓄積した事実を明らかにしたパン

ダジェフスキー博士の論文を紹介し、改めて被ばく防護の

ための集団避難と万全の検査体制の確立を訴えました（８

ヶ月後に、二次検査 38 名の中からがん１名確定し、予見

は的中）。 
 
(4)、松崎意見書（５） 

2013 年２月 13 日、福島県は甲状腺検査結果で、がん「３



  

名確定、７名濃厚」を発表しました。松崎道幸医師は、こ

のデータを、チェルノブイリで福島と同じ方法で実施され

た甲状腺検診データと対比し、事故後２年未満の福島の甲

状腺がんの発生率はすでに事故後５～７年目のチェルノ

ブイリの高汚染地域と同じであり、今後、激増する恐れが

あると予見し、速やかかつ真摯に移住、避難等の抜本的対

策の必要を強調しました（４ヵ月後に、がん「１２名確定、

１５名濃厚」と３倍近く激増し、予見は的中）。 
 

今、私たちが目をむける必要があるのは、

裁判所が認定した「子どもたちの生命・健康に由々
しい事態の進行が懸念」の具体的な内容 
 
低線量被ばくにおける健康被害の真実は「チェルノブイリ

事故との対比」というメガネを使って初めてクリアにイメ

ージできるようになります。そこで見えてきた健康被害の

真実のうち、特に重要なことを書き出します。 
①．甲状腺がんだけではない！被ばくにより様々な健康被

害が発生すること 
こう言ったのは 1995 年からベラルーシで５年半、小児

甲状腺がんの手術等のボランティアを行なった菅谷昭松

本市長です（近著「原発事故と甲状腺がん」第３章）。小

児甲状腺がんが国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が原発事故と

の因果関係を認めた唯一の病気であるため、福島県の検査

もこれに集中し、マスコミもこれしか報道しませんが、そ

れは完全な「目くらまし」です。これから発生する重要な

病気である心筋梗塞や脳梗塞など心臓や血管の病気、その

他様々な病気から目を背けてしまうからです。ウクライナ

でも報告された全ての病気に目を向ける必要があります。 
 

②．様々な健康被害の発生頻度は、チェルノブイリの高汚

染地域で発生した健康被害と同じかそれを上回る可能性

があること 
甲状腺がんの発生頻度はそれ以外の様々な疾病の発生

頻度を予想する上での目じるしになります。もし福島とチ

ェルノブイリの２つの地区の甲状腺がんの発生頻度が同

じなら汚染（被ばく）の程度も同じと推測できます。その

結果、福島でこれから発生する様々な疾病の発生頻度はチ

ェルノブイリのその地区で既に発生した様々な疾病の発

生頻度と同じであると推測できるからです。 
先ほどの松崎意見書(５)によれば、福島の子どもたちの

様々な健康被害の発生頻度は、チェルノブイリの高汚染地

域で発生した健康被害と同じかそれを上回る可能性があ

るのです。 
 

③．「免疫力の低下、慢性疲労症候群、めまい、睡魔、記

憶喪失、集中力の喪失」などの危険信号 
いま、福島の多くの子どもたちを「だるい、眠い、ふ

らふらする、風邪を引きやすい、風邪が治りにくい、体力

が落ちた、学力が落ちた」といった奇妙な現象が襲ってい

ると言われます。これに対して、「最も悪いのは放射能を

怖がる精神的ストレスだ」と一笑に付すのが国際原子力機

関（ＩＡＥＡ）です。しかし、チェルノブイリでも同様の

症状が発生しましたが、原因は「心の持ちよう」ではなく、

胸腺のホルモン量の大幅減少（免疫力の低下）、脳の器官

的変化（慢性疲労症候群）、中枢神経系の損傷（めまい、

睡魔）、血液や血管などの損傷・異常等で脳への血流が悪

化（記憶喪失、集中力の喪失）が原因である可能性が指摘

されています。これらの損傷をもたらした可能性の第一は

――放射線による被ばくです。その場合には、この現象は、

今後、ガンや感染症、精神神経疾患、認識障害や身体的疾

患になる「前ぶれ」を意味します。子どもたちはイエロー

カードを発信しています。レッドカードが出る前に、今こ

こで、抜本的な対策＝脱被ばく＝避難を真剣に考える必要

があります。 
 

④．世代を経るごとに悪化する先天障害 
仙台高裁判決は「不都合な真実」の１つとして、「チェ

ルノブイリ原発事故による健康障害調査データから郡山

市で今後発症するであろう種々の健康障害(晩発性障害 )
の予測として、先天障害の増加」を紹介しました。先天障

害の原因は放射線による遺伝子の損傷によるものですが、

ここで重要なことは研究者たちを驚かせた次の発見――

遺伝子の損傷は、親から子、子から孫へと世代を経るごと

に、その程度がより重くなっていくという、「遺伝子の不

安定」という問題です（野ネズミの実験で遺伝子の変異の

出現総数が通常の百倍以上に達することがあることが判

明。ミッシェル・フェルネックス バーゼル大学名誉教授

「福島の失われた時間」）。仮に被ばくした本人に健康被害

が出なくても将来生れるその子どもの代で遺伝子の損傷

が悪化して先天性畸形や健康障害が発生する可能性があ

ること、仮にその子どもに異常が出なくても、次の孫の代

になって初めて先天性畸形や健康障害が発生する可能性

があります。原発事故の最大の犠牲者はまず子どもであり

将来にわたりこれからもずっと子どもです。未来が奪われ

た「悲劇の連鎖」を断ち切る必要があります。そのために

は、今すぐ、抜本的な対策＝脱被ばく＝避難を真剣に考え

る必要があるのです。 
 

今、国は何をなすべきか――ただ１つ、己

の最低限の義務を果たせ 

低線量被ばくにより子どもたちの生命・健康に由々しい

事態の進行が懸念されるとき、国は何をなずべきか。今す

ぐ、救護義務を果たし、子どもたちを安全な場所に避難さ

せることです。その上で、避難先で、懸念される様々な健



  

康被害について十分な検査と必要な治療を実施すべきで

す。もし日本政府がこの最低限の救護義務を実行しないと

き、それは命の危険にさらされている子どもたちを見殺し

にする残忍無比な犯罪行為として、国際法上「人道に対す

る罪」の犯罪者として国際刑事裁判所で裁きを受けること

になります。 

今、私たち市民に求められていること――

集団避難という市民型公共事業への参加 

次に、私たち市民は何をすべきでしょうか。福島の高校

生の間では「もう、俺たち国から棄てられちゃったんだよ

ね」という会話が珍しくないという。だとしたら、棄てる

神あれば拾う神もいることを、私たち自らが示す必要があ

ります。それが市民の手で作る避難プロジェクトです。も

ともと子どもと妊産婦の集団避難は、21 世紀最大の公共

事業です。それは様々な分野から多くの市民の熱心な参加

なしには成り立たない市民型公共事業です。その中身も、

被ばくの危険から解放されるだけでなく、避難先での人々

や自然との新たな出会いを通じて、人と自然と共に生きる

社会を学び、この意味でも命をよみがえらせる避難プロジ

ェクトにすることが肝心です。それが真の復興の第一歩で

はないでしょうか。政府の集団避難政策と市民が担う避難

プロジェクトは集団避難を実施する両輪の輪です。どちら

が欠けても不完全です。いま、この避難プロジェクトの立

ち上げに向け、一人でも多くの市民が関心を寄せ、参加い

ただくことを願ってやみません。 

 

判決を知った著名人の感想 

あの震災の時。 
 
あの原子力発電所が水素爆発を起こして、放射性物質が

ばら撒かれてしまった、絶望的瞬間を目の当たりにして、

何よりも真っ先に頭をよぎったのは、後世の日本の国の担

い手であり、ボクたちの尊い宝物である、東日本の子ども

たちに対する、深い懺悔の気持ちでした。 
 
絶対起きないと言われていた、絶対にあってはならない

事故を起こしてしまった。 
 
日々の忙しさにかまけて見過ごしてきた、我々大人がそ

の責任からは決して逃れられないならば、せめて今、子ど

もたちに出来る全てのことで、償わせてもらいたい。 
 
この国は今、そんな子どもたちをなおざりに、他の何を

大事にし、何を守ろうとしているのか。 
 

すでに取り返しのつかない過ちを犯している、罪深い

我々大人たちは、もう二度と、子どもたちを裏切ってはな

らないのです。 
 

 ちば てつや 

 

判決を知った市民の感想 

 
過去は変えられない、けれども未来は変えられる。 
未来を変える最大の力、それは私たち一人一人が夢、願い

を持ち続けること。 
人間の命と暮しと地球環境を守りたい。この夢は放射能汚

染したからといって捨てることはできない。 
この先たとえ何百年かかろうとも「福島」のこの夢の実現

に向かって歩み出したい。 
その歩みでまっさきに必要なのは――除染でも経済復興

でもない。今すぐ、放射能に最も敏感な子どもたちを安全

な場所に避難させること。 

 
ところが、そんなことをしたら、ウクライナみたいに経済

が悪化し、破綻すると言う人がいる。 
それはあべこべだ。ウクライナみたいに、５年も避難させ

なかったから、その間ずっと被ばくして健康被害が激増し

て、病人だらけになった結果、経済がどんどん悪化したの

だ。 
また、福島からの人口流出を食い止めることが最大の課題

だ、いったん子どもたちを避難させたら戻ってこない、福

島は崩壊すると信じている人がいる。 
いったい子どもたちは人質なのですか。子どもたちはそん

なに信頼されていないのですか。命がけで子どもたちを安

全な場所に避難して命を救った事実をすぐ忘れてしまう

忘恩な連中だと思われているのですか。 
 
菅谷松本市長は放射線災害が従来の自然災害と全くちが

うことを強調する。計り知れない大惨事であり、復興・再

生にも従来の自然災害の常識が通用しないことを理解す

る必要があると言う。その通りだ。 
同時に、放射線災害は天災ともちがう。人間の科学技術が

もたらした人災・事故であり、交通事故ですら認められて

いる加害者が被害者を救護する義務を負う。そのうち子ど

もと妊産婦は最優先に救護されるべき最も傷つきやすい

存在、大切な存在で、彼らこそ本来、真っ先に救護される

べき犠牲者なのです。 
 
未来は変えられる。私たち一人一人が正しい認識と正義に

立った願いを持ち続け、つながって声を上げ続ける限り。

 
 

 


