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ご希望の方は毎月1回 
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。190888

授業時間の短縮、体育の制限……
被ばくした地域にある学校を訪ねて
旧ソ連（現・ウクライナ）のチェルノブイリ原発4号炉で爆発・火災事故が起きた

のは1986年4月26日のこと。その後、ウクライナでは1991年に「チェルノブイリ
法」が制定され、被ばくした地域を４つに区分しています。汚染が強く現在も立
ち入り禁止となっている30キロ圏内の「第1ゾーン」、年間被ばく線量5ｍSv以上
で、避難する義務がある「第2ゾーン」、1mSv以上で、移住の権利がある「第3
ゾーン」、そして0.5mSv以上で、妊婦や子どものいる世帯に移住の権利が認め
られる「第4ゾーン」です（表１）。　
東京電力原発事故を取材し続けるジャーナリストの白石草さんが「低線量汚

染地域の現状を知りたい」と訪問したウクライナの町・コロステンは、チェルノブ
イリ原発から160キロ離れた人口6万6千人の町。第3・第4ゾーンに指定され、
1991年以降に約2万人がこの町からの移住を選びました。住み続ける住民のう
ち約5万7千人がチェルノブイリ事故の被災者認定を受けているそうです。
「コロステンでは小学生から高校生までが通う学校を訪れました。汚染地域で
は子どもたちの健康状態が悪化したために、1997年の閣議決定によって授業
時間を5分短縮できることになりました。体育の授業も健康診断の結果をもとに４
つのグループにわけて実施しています。取材した学校では、通常の体育授業を
受けられる子どもは全校生徒の4分の1にも満たない程度。多くの子どもたちが
原因不明の疲れやすさや慢性疾患を抱えていました」と白石さん。
原発事故後に急増した甲状腺がんや白血病と異なり、2世代、3世代目に見ら

れる慢性疾患と事故との因果関係はわからないものの、家族や学校関係者の多
くが「以前より子どもたちの健康レベルが下がった」と実感していたと言います。
「ウクライナの中央市場では、現在もすべての食品で放射能測定検査が行わ
れ、測定されていない食品を取り締まる検査官もいます。私が自宅を訪問した15
歳の女の子の家庭では、生まれつき病気をもつ娘さんのためにお母さんがほとん
どの食品を手作りしていて、放射性物質だけでなく農薬や添加物もとらないよう
にしていました。毎年、放射線量の低い地域で休養を取る『保養』にも参加して
いると言います。医学的な証明はされていませんが、食事や生活習慣などできる
工夫を重ねながら、現実を受け入れて乗り越える人が多かったです」

原発事故を忘れることなく
次世代へ受け継いでいくこと
ウクライナでは法律によって、第3・第4ゾーンまで含むすべての汚染地域で住
民への無料の健康診断、医薬品の無償化、子どもたちの保養参加、汚染されて
いない給食の無償提供、年金の早期受け取りなど、財政難といわれるなかでも、
被災者に対する多様な支援を続けています。学校と医療機関が連携して、子ども
たちの病気を早期発見するための仕組みも作られています。
「健康診断や保養に国が力を入れているのは、深刻な病気になる前に予防や
検査にお金をかけたほうが最終的なコストが下がるという判断もあると思います。
ただ、日本に比べて、将来への投資という意味でも子どもたちの健康や福祉が非
常に重視されているのを感じました」
保養に関しても、事故前から自然豊かな地で長期休暇を取る伝統があったた

めに国内に青少年向けの施設が整っていて、子どもたちも毎年3週間程度の保
養への参加に積極的です。
「現地で出会った多くの人から、日本でも定期的な健康診断と保養は継続した
ほうが良い、と勧められました。ウクライナだけで原発事故の被災者と認定されて
いる人が220万人もいて、病気の有無にかかわらず社会全体で多くの人が被ば
くしたという共通認識があります。これは、放射能についての不安さえ口にしづら
い日本と違うところ。ウクライナは財政難で賠償金の支払い実績が低いなどの問
題はありますが、自分が被災者として認められていて、補償の権利をもっていると
いうことの安心感は大きいと思いました。」
国や自治体が中心に対策に取り組むウクライナと日本では状況が異なりますが、
検査された食品をバランスよく食べる、定期的に保養に出るなど、日本の私たちが
ウクライナのくらしから取り入れられる工夫もあります。
「自分のルールを決めて、放射性物質や添加物など避けられるものは避けつ
つ、生活習慣を整えてストレスをためないように、つまり免疫力を上げることを心
がけるウクライナの家族の取材は印象的でした。東京電力の原発事故から8年が
経ちましたが、ウクライナを見ていると20年、30年後も事故の記憶を薄れさせない
ことが大事です。次世代の子どもたちに知識や経験を受け継いでいくことが、今
何よりも必要だと感じています」

東京電力福島原発事故について、取材を続けている映像ジャーナリストの白石草さん。2013年
には、チェルノブイリ事故から28年目となるウクライナを訪問し、学校や医療機関、保養の様子
を取材しています。チェルノブイリ事故を経たウクライナの人びとのくらし、白石さんが実際に見
聞きした現地の子どもたちの様子から、私たちは何を学ぶことができるでしょうか。

特定非営利活動法人
OurPlanet-TV

（アワープラネット・ティービー）
代表理事

早稲田大学卒業後、テレビ局勤務などを経て、2001年10月
に非営利のインターネット放送局「OurPlanet-TV」を設立。
2005年にNPO法人化。2012年に放送ウーマン賞、JCJ賞、
2014年に科学ジャーナリスト大賞を受賞。著書に『メディア
をつくる――「小さな声」を伝えるために』、『ルポ　チェルノ
ブイリ28年目の子どもたち』など。
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石草さん

白石さんが取材で訪れたウクライナの小学校

（表１）チェルノブイリ法が定める放射線被ばく線量による地域区分

第2・3ゾーンの住民、そして第4ゾーンの妊婦や子どものいる世帯には移住の権利が認められ、
土壌汚染のモニタリングや住民の健康診断などが実施されている

（出典：『ルポ　チェルノブイリ28年目の子どもたち』P15（白石草／岩波ブックレット）

地域区分 年間被ばく線量 土壌汚染（セシウム137）

「特別規制・第1ゾーン」 30km圏内。事故直後から立ち入り禁止。

「避難義務・第2ゾーン」 5ｍSv以上 555,000Bq／㎡

「移住権利・第3ゾーン」 1ｍSv以上 185,000Bq／㎡

「放射線管理強化・第4ゾーン」 0.5ｍSv以上 37,000Bq／㎡

チェルノブイリ原発事故から33年

ウクライナの
くらしに
学ぶこと



放射能検査状況について
パルシステム自主検査の報告　

パルシステムの 
自主基準

（独自ガイドライン）と
検出限界について

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ
以下なら安全という「しきい値」がないので、基準以下で
あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

●�青果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目
については、供給前までには放射能検査を実施します。

●�水産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と
して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。

●�検査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・常温の
各加工品は年１回、冷凍食品は1年半に1回計測しています。

放射能検査の対象範囲について
農畜産物と
その加工品

北海道を除く東日本産
（新潟･ 長野･ 静岡以東の本州産）

水産物と
その加工品

日本沿岸･ 近海・一部の北太平洋・
淡水産水産物

検出限界値
検出限界（ヨウ素131、 

セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から

新基準に変更（単位Bq/kg）

乳幼児用食品 1

水、飲 料、牛 乳、乳 製品、米、
青 果 類、肉 類、卵、魚 介 類、 
その他食品

3

●�フルーツyumyumセットにセットさ
れている果物は、検出下限値1Bq/kg
で検査を行っています。

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。　
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

自主基準（独自ガイドライン）（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg） 国の規格基準

水、飲料茶、牛乳、乳幼児用食品 10
水、飲料茶 10
乳児用食品､ 牛乳 50

飲料、乳製品、米

一般食品 100
青果類（きのこ類除く）、肉類、卵、魚介類、
その他食品、きのこ類（しいたけ除く） 25

しいたけ 100

パルシステムでは、検出数値が正確な「ゲルマニウム半導体検出器」2
台を使用しています。食べられる部分だけを取り出し、細かく切るなど
下処理をして、測定容器にできるだけ詰め込み、外部の放射線の影響
を受けないように厚い鉛の容器で遮断して、精密な測定を行います。

測定方法について

●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。

●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

パルシステム
問合せセンター

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。

チェルノブイリ原発事故から28年目の
ウクライナを取材した「チェルノブイ
リ 28年目の子どもたち」。「１～低線量
被曝の現場から」では学校や医療機関な
ど、子どもたちの健康のために力を尽く
す行政や専門家たちにお話をうかがい
ました。学校や医療機関でどのように
健康診断を行い、保養につなげているの
か？ 日本にとって、参考になる取り組
みや日々のくらし、行政や専門家の声を
まとめています。（OurPlanet-TV）

ウクライナで実施されている
保養のシステムやきめこまや
かな健康診断などについて、よ
り具体的に取材しています。ウ
クライナでは、チェルノブイリ
事故から28年目の2013年現在
も「チェルノブイリ法」によっ
て、年間0.5ミリシーベルトを超
える地域の住民には、今も様々
な支援策が講じられています。

（OurPlanet-TV）

DVD
①

DVD
②

「チェルノブイリ
 28年目の子どもたち１
 ～低線量被曝の現場から」

「チェルノブイリ
 28年目の子どもたち2
 ～いのちと健康を守る現場から」

DVD「チェルノブイリ 28年目の子どもたち
1＆2・２枚組セット」（トールサイズ）
※5,000円（税込み）
上映権付・送料別途500円
製作：OurPlanet-TV

チェルノブイリ原発事故から28年目の2013年にウクライナを取材した「チェルノ
ブイリ 28年目の子どもたち」と、さらに1年後を取材した続編。日本にとって、参考
になる取り組みや日々のくらし、行政や専門家の声をまとめています。「上映権つ
き」ですので、地域やグループで上映会を開催するなど、自由にご活用できます。

〈 検査結果：2019年3月27日現在 〉 ※乳幼児用食品のみ検出下限値1Bq/kg、その他は検出下限値3Bq/kg。

青果 れんこん（6.4Bq/kg）から放射能が自主基準内で検出されました。

しいたけ 生しいたけ（5.3～22Bq/kg）と岩手県産乾しいたけ（5.1Bq/kg）から放
射能が自主基準内で検出されました。

他のきのこ類 2018年度は放射能の検出はありません。

米
2018年産米の検査は、28産地30検体の玄米で検査し、栃木こしひかり
（4.4Bq/kg）から放射能が自主基準内で検出されました。白米で再検査
したところ不検出でした。
※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。検出された栃木こしひかりは白米でのお届けとなります。

牛乳、肉、
卵

産地ごとに定期的に検査しており、今年度放射能は検出されていませ
ん。卵は今年度の検査をまだ行っていません。

魚介類 2018年度は放射能の検出はありません。

乳幼児用
食品

2018年度、検出下限値1Bq/kgで検査を行い、冷凍さつまいもス
ティック（1.2Bq/kg）から自主基準内で検出されました。2017年度産
直野菜チップス（さつまいも・にんじん）（1.2Bq/kg）から自主基準内
で検出されました。

その他食品 
〈お料理
セット〉

菌茸類については定期的に検査を行っており、しいたけ2件（4.3、
8.2Bq/kg）から自主基準内で検出されています。その他のお料理セッ
トで使用されています菌茸類（えのき茸、マッシュルーム、ぶなしめ
じ、まいたけ、きくらげ）からの検出はありません。

その他食品 
〈大豆
加工品〉

豆腐、納豆、味噌、醤油など大豆加工品は、原料で検査を行っているも
のと、製品で検査を行っているものとがありますが、放射能は検出さ
れていません。

その他
食品

2017年度、サプリメントのブルーベリー＆ルテイン（8.2Bq/kg）から自
主基準内で検出されましたが、2018年度は検出されませんでした。

〈 2018年度の検査数（カッコ内は検出件数） 〉 2019年3月27日現在　不検出率：98.8%

牛乳・乳製品 66

肉類・卵 12

魚介類 323

乳幼児用食品 322

青果 516

しいたけ 55

きのこ類 
（しいたけ除く） 69

米 30

（39）

飲料水・飲料 111

その他（加工）食品 2314

総計 3861
（45）

（3）

（1）

（1） （1）

チェルノブイリ 28年目の子どもたち １＆２もっと知りたい方に

オススメ！
DVD

DVD

＜予告編＞の視聴と、DVD販売はこちら

http://www.ourplanet-tv.org
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２枚組セット

内容（OurPlanet-TVより）

表紙登場
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※講演のご依頼は、ご相談に応じます。
（OurPlanet-TV）
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