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「青果食品惣菜スーパー「Saiya」ブログ」と「隣三条市

の南相馬市の方々のブログ」も許可、追加しました。 

前記事への返コメをかねて前記事への返コメをかねて前記事への返コメをかねて前記事への返コメをかねて    

えび父さんの日記 2011/03/31 21:07 

http://ebi.tou3.com/Entry/34/ 

前記事へコメントを下さった東京人さん、山形人さん

ありがとうございます。 

初めにお断りしておきますが、私は放射能や放射線の

専門家ではありません 

原発にて従事してきた一作業員という立場に変わりは

ありません 

ただ、原発にて十数年従事してきて、普通の人よりも

知識を持っているだけですし 

東電を擁護したり、原発を推進する気もありません。 

ただ、自分のわかる範囲で少しでも皆さんの不安を取

り除ければと記事を書いているだけです。 

まず、東京人さんの一番疑問に感じているであろう、

本当に放射能は大丈夫なのかですが今、日本が基準にし

ている放射能の値は報道でもやってますが、国際基準の

半分以下の値に設定されております。 

この数字には賛否両論あるようですが、ここでは割愛

して、実際にどうなのって事を書きたいと思います。 

今、基準といわれている３００ベクレルという単位の放

射能を１年間継続して摂取した時に内部被爆による放射

線量は３．３ミリシーベルトほどになるようです。 

この数字は、日本人が通常生活している上で浴びてい

る自然放射線２．５ミリシーベルトよりも少し多いです

が、合わせると年間被爆量は約６ミリシーベルトになり

ます。 

この６ミリシーベルトは、中米メキシコに住んでいる

人が１年間に浴びる自然放射線１０ミリシーベルトより

も少ない数字になります。 

実際、メキシコに住んでいらっしゃる方がこの放射線

により、何らかの影響が出たという話は一切無いと認識

しています。 

つまり、今、騒いでいる放射能、放射線は人体にまっ

たくといって良いほど影響がないと思って頂けると思い

ます。 

また、放射能は尿によって排泄されやすく、半減期も

あるのでセシウムなどは半減期は長いですが 今、主に検

出されている放射性ヨウ素は８日で半分になります。 

時間軸に対し、反比例していくので８日、１６日、２

４日と過ぎていくうちに、影響は皆無になっていきます。 

また、東京人さんがおっしゃってるサンプルはチェル

ノブイリだけではという意見がありましたがサンプルと

しては、広島、長崎に落とされた原爆の影響から始まり、

アメリカでの事故、チェルノブイリ、JCO 臨界事故過去

に何回も行われた核実験を元に、国際的に検証してきた

ものですので、国際基準以下の数字であれば人体に影響

は無いというのが国際的な見解になっているようです。 

実際、JCO臨界事故の時は、私も原発に従事しており、

色々な情報を得ましたがはっきり言って JCO 臨界事故

のときの方が関東への放射能被害はあったはずです。 

ただ、その時は誰も気にしてないだけ、実際には今よ

りも危険な状態になっていたであろうに政府に上手く丸

め込まれたとでも言いますか、局地的な事故であり大き

く取り上げられなかった事も一因かもしれません 

また、先の被爆量の話に戻りますが、今の基準値を１

年間継続して摂取した場合の数字よりも原発に従事して

いる作業員は多くの被爆をしています。 

その数字を具体的に挙げると、国の規定で年間５０ミ

リシーベルトかつ５年で１００ミリシーベルトと規定さ

れてます。 

一般的に作業員の被爆量の管理は、年５０ではなく、

５年１００、つまり年２０ミリシーベルトで管理してま

すが実際に従事してる人は作業内容によって変わるので、

一概には言えませんが年間１５～１６ミリシーベルトの

被爆を数年、数十年続けて受けている人もたくさん居ま

す。 

その中で、放射線による影響で体に影響をきたしたと

の話は一切出ていません。 

私自身、十数年原発に従事してきて、通算では２００

ミリシーベルトを超える被爆をしてると思いますが体に

変調をきたしているという事がまったくありません 

以上が、私が今の数値なら気にする必要が無いと訴え

ている根拠になります。 

 

また、野菜等も、完全に汚染されている物を食べてくだ

南相馬ブログ新聞 
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さいと言っているわけではありません。 

風評被害にさらされているだけの野菜は安全なので食

べて欲しいと訴えているだけです。 

福島産だから放射能が心配だとおっしゃるなら、洗っ

てもらえれば微量でも付着している放射能は流れます。 

極端な話、完全に汚染されている野菜でも水で洗い流

すだけで基準値以下になる野菜がほとんどなんですよ 

それを、福島産だから、茨城産だから、ほうれん草は危

険だから食べちゃダメとかこれらは完全な風評被害では

ないんでしょうか？山形人さんも懸念されてますが、風

評被害は人災なんです。 

生産している農家の人の苦悩、被災地でありながら、

生活の糧を得るために頑張って作ってる人が居るんです。 

その方達は、今後どうやって生活していけば良いのかも

のすごく悩んでいます。 

はっきり言って、関東圏でも水道水に放射能が検出さ

れた時点で、そのエリアにて栽培してる野菜も大なり小

なり汚染しているんですよ。基準値という言葉に隠され

ているだけで、実際は汚染してるんです。 

海洋汚染の問題もですが、今原発で問題になっている水

を全て流した場合どうなるかですが海の水量を考えたら、

希釈されて基準値を大幅に下回る値になる事でしょう。 

ただ、国も東電も歯切れの悪い言い方しかしないから混

乱するんですよね。。。 

この辺は、自分の力ではどうする事も出来ないので、

今後もわかる範囲で情報を発信していくつもりです。 

 

それと、自衛隊等による物資の現場への空輸ですが、

現状かなり難しいと思います。 

原発周辺は空気も汚染されているので、そのヘリも汚

染されてしまい汚染の拡大に繋がる危険があります。 

現状としては、陸路での輸送以外方法が無いのが現実

です。 

以上で、東京人さんへの返コメとさせて頂きますが、

他に疑問点、ここはわからない等ありましたらコメ入れ

て下さい。 

わかる限りで御返答いたします。 

次に、山形人さんのコメでも言われてますが現在起き

ている風評被害は、明らかに人災であり、一部の心無い

人が引き起こした災害だと思います。 

実際、福島県いわき市において震災前に製造された缶

詰ですら店頭から除かれ、挙句に取引のキャンセルまで

出ているんです。 

どう考えても放射能の混入などありえないのに、福島

ってだけではじかれる現実が正常なんでしょうか？ 

山形人さんもおっしゃってますが、過剰に反応せず、冷

静に行動して下さい。 

国が基準値を超えたから出荷停止にしたものは市場に

は出てないんです。 

市場に出ている物は危険の無い物ですから、安心して

食べて下さい。 

どうしても不安なようなら、水洗いをしてから食べて

頂ければ大丈夫ですから・・・ 

被災地以外の方の協力無しには東北の復興は無いと思

ってますから、みなさん協力して下さい。 

山形人さんが訴えてくださっているようにこの状況は

日本中で冷静に力を合わせて行かないと乗り越えられま

せん みんなで力を合わせましょう！  

 

長文、乱文お許し下さい。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

有り難し、恩返し有り難し、恩返し有り難し、恩返し有り難し、恩返し            

ありがとうありがとうありがとうありがとう 被災者になって学んだこと、考えたことなどを毎日か

いていきます。 大変だけどありがとうを忘れないでいよう。 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10845808376.html  

2011 年 03 月30 日(水) 13 時16 分41 秒 

こんにちは、キャナです。 

最近、辛口ブログが多いですね・・・・。 

本当にすみませんっ！ 

今日は新潟の方々とのエピソード？を書かせていただき

ます。 

 

昨日、リフレッシュサービスということで希望者は旅館

にいってきました。 

私はよもやま館にいってきました。 

ご飯もおいしくて久しぶりに暖かいご飯やお味噌汁をい

ただきました。 

浴衣も着れて、踊りも見ることができました。 

「すばらしい」の一言です。 

旅館の方々も優しく、本当に有り難かったです。 

神社があると聞いたので歩いていきました。 

名前は高龍神社。 

しかし、歩いている途中で雨が・・・・。 

仕方がないので近道をしようと雪がいっぱいのところを

歩こうとしたとき。 

近くのお店のおばあさんがお店から出てきて、 

「観光の方？」 

「南相馬からきました」 

すると、おばあさんの目からうっすらと涙が。 

「大変だったでしょう・・・。今も大変なはず。私たち

のときも大変だったもの。原発もあるし・・・」 

私の手を握っていってくださいました。 

「これどうぞ」 
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飴をくださいました。 

傘も貸してくださいました。 

外は本当に寒かったけど、あったかかったです。 

 

それから傘を差してあるいていると。 

「すみません」 

と旅館の方が。 

傘を持って走ってきてくれたようでした。 

新潟の方は優しい。 

そして朝に旅館の方と話したとき。 

「ここも地震のときに一部が壊れてしまって。だからも

う、やめようといっていたときに近所、お得意様がきて

やめないでくれとわざわざ来ていってくださって・・・。

だったらやってみようかなっていって建て直したんで

す」 

感動しました。 

 

いろんな人と話してみると必ず出てくる言葉があります。 

「地震のときはお世話になったから今度は私たちが恩返

しをする番」 

新潟の人は本当にいい人たちばっかりです。 

福島も新潟の方々を見習ってほしいです。 

新潟にはまだ地震の跡がまだあるそうです。 

復興までかなり時間もかかりました。 

ほとんどの家が全壊や半壊。 

南相馬でも被害はたくさんあるけど、ないところはたく

さんあります。 

とくに街中。 

新潟の方々は助け合って生きてこのすばらしい町をまた

作り上げました。 

福島ももっと助け合い、復興まで顔晴って（がんばって）

いけばもっといいとおもう。 

それに福島県がはっきりしないので新潟の方が仕切って

くださっているそう。 

『福島』は正直、かなり頼りない。 

だから、被害の大きいところにすんでいた、私たちがし

っかり生きていかなければいけないと思います。 

もちろん、恩が返せるように。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

サイヤ社長のブログサイヤ社長のブログサイヤ社長のブログサイヤ社長のブログ    

福島県南相馬市で青果食品惣菜スーパー「Saiya」を経営していま

す。  新鮮な話題をお届け！  2011-03-30 18:23:32  

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/a8c49ecc14a641fcc4400a

23aa6c9dea 

今日も沢山の商品が入ってきました。有難いことです。

昼過ぎでしたが納豆、豆腐、牛乳など和日配、洋日配商

品も少しずつですが入荷しました。全日食チェーンに加

盟していてよかったです。東北支社のみなさんが必死に

頑張っています。しかし、残念ながらヤマザキパンが本

社の意向とやらで、配達出来ないとの連絡がきました。

でも、途中まで来てこれるとのことで、中継することに

しました。でも２日間来てくれたおかげでお客さんに喜

ばれたのは間違いありません。なんとかならないのか

な？屋内退避の解除。今、心配なのは、お金の両替です。

千円札。１００円玉など両替できる金融機関が営業して

いません。かろうじて地元のあぶくま信金に頼んだり、

隣町の郵便局で少し両替できましたが、今後が心配です。

またゴミ（生ごみ、段ボール）が溜まっていましたが、

段ボールは地元の高良さんが取りに来ていただきました。

生ごみはクリーンセンターに捨てることができました。

いつも来ていた業者の人が避難しているので、どうしよ

うか悩んでいましたが、満載になっていましたが、助か

りました。頼んでみるものですね、皆さん協力してくれ

てます。今、手伝っていてくれている人たちも疲労がた

まってきています。お昼の交代もままならず昼食も食べ

られず、頑張ってくるていますが。４月３日の日曜日は

休息日にするために休業しようと思っています。まだま

だ戦いは続きますみなさん応援してください。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

三条市立鱈田保育所のみなさんへ三条市立鱈田保育所のみなさんへ三条市立鱈田保育所のみなさんへ三条市立鱈田保育所のみなさんへ    

負けてらんにぇ負けてらんにぇ負けてらんにぇ負けてらんにぇ    ！！！！    みんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺ    ！！！！！！！！        南相馬

市から新潟県三条市へ集団避難した者たちの現地報告です。 

 2011-03-30 19:08:06  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/53ab9742953

3c310746d0231f8099726 

 

かわいくて やさしくて きれいなよせがきありがと

う ・・・ ね。 

うれしいです。 

げんきがでます。 

わたしたちは がんばりますよ。 

いつか みなさんとおあいしたいですね。 
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あれからあれからあれからあれから 21212121 日・・・。日・・・。日・・・。日・・・。    

相双ゆたどさ  ゆったりが、どっさり。 ～ふくしま相双～ 

 (2011.03.31 03:11) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2595.html 

 

ご無沙汰しております。どっさりん子です。 

 

この度は、大地震により、被災に見舞われた多くの皆様

にお見舞い申し上げるとともに、災害で亡くなられた

方々のご冥福をお祈りいたします。 

あの大地震・大津波から21 日が経ちました。 

あの時の光景が嘘のようです。 

地震があったときは必死で、日が経つにつれて被害の大

きさが・・・。 

先日どっさりん子は南相馬市から宮城県まだ車を走らせ

ました。 

テレビでは見ていた光景が、いざ自分の目で見てみると

胸が痛くなり、涙が止まりませんでした。 

秋には黄金の稲穂をなびかせていた、田んぼには船や車、

家屋などなど・・・・・・・。 

ビニールハウスはめちゃめちゃ、半壊・全壊のお家、脱

線した電車、畑だったはずなのに水が引かない畑・・・・

今まで見たことのない景色が。 

私が知っている光景ではありません。 

国道６号線も地震・津波による影響で所々段差が出来て

おり、中には陥没も・・・そして、瓦礫が道路の横に・・・。 

 

国道6号線からは海は見ることが出来なかったのに、今

では海が綺麗に見えます。 

あんなに穏やかな海が、脅威を持って襲ってきたのかと

思うと、苦しくなります。 

 

現在屋内退避区域の南相馬市原町区では、負けずと頑張

っている人が居ます。 

県・市役所を初めとする皆さん、お店を再開する店主さ

ん、医療の方々、地元をなんとかしようとボランティア

の方々。 

どっさりん子が思うのは、『相双ビューロー』を通じて知

り合った方々の顔が一人一人浮かびます。 

 

この困難を乗り越えて、また笑顔で皆さんに会いたいで

す。 

今は苦しくて、先が見えませんが、相双魂でこの困難を 

乗り越えましょう～～。 

 

最後に、南相馬市原町区で制限されていました、１歳未

満の乳児に対して水道水の引用を控えるよう通達があり

ましたが、3月30日「南相馬市役所」より、基準値を大

きく下回ったので、規制を解除するとの事です。 

 

乳児やお子さんを持つお母さんは心配でしたよね！ 

これで安心です。 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

【南相馬市役所情報】【南相馬市役所情報】【南相馬市役所情報】【南相馬市役所情報】    （掲載許可済）    

●転出手続きについて●転出手続きについて●転出手続きについて●転出手続きについて    

 本来、市町村をこえての住民異動については、転出地

市区町村役場より「転出証明書」の交付をうけて、転入

地市区町村役場へ転入手続きをする必要がありますが、

総務省自治行政局より、被災地域の住民においては転出

証明書無しでも転入手続き行なってもよい旨の通知があ

りました。 

 南相馬市で転出届ができる方は転出証明書を交付いた

しますが、南相馬市で転出届ができない方は、転入地市

区町村役場の住民登録担当窓口へご相談いただきますよ

うお願いします。 

 ただし、一時的な避難で、状況が落ち着いたら南相馬

市に戻る予定の方は住民票を異動する必要はありません。 

  【市民課】 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

■小澤さんより小澤さんより小澤さんより小澤さんより「「「「長野県飯田長野県飯田長野県飯田長野県飯田市内外市内外市内外市内外の南相馬市民情報」の南相馬市民情報」の南相馬市民情報」の南相馬市民情報」    

○飯田市三日市場に住む鈴木一意さん（南相馬市出身）

の呼びかけで、三和観光農園の伊藤光孝さん（南相馬市

出身）と久保田農園、常盤観光農園の１４０本のりんご

ジュースにメッセージを（三日市場中部の子ども会の親

子）書いてプレゼントした。 

○南信州広域連合で南相馬市の被災者の皆様を受け入れ

ています。 飯田市では、風越山山麓研修センター２７

人、天竜峡温泉交流館３０人。医療法人瀧川会仙永堂医

院１６人。豊丘村 地域保養憩いの家１７人。下條村 村

営住宅５人。泰阜村 左京の宿９人。松川町 松川教員

住宅 ５人。計１１０人に方が避難されています。 

■編集編集編集編集より「新潟県長岡市内の南相馬情報」より「新潟県長岡市内の南相馬情報」より「新潟県長岡市内の南相馬情報」より「新潟県長岡市内の南相馬情報」    

今日の長岡は晴れ、近所散策や買い物にはよいです。避

難所の長岡市南部体育館の直ぐ近く（歩いて数分）には

スーパー・ホームセンター・コインランドリー・理美容

院等が揃っています。    


