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２０２０年７月２８日口頭弁論期日 
 
平成２６年(行ウ)第８号安全な場所で教育を受ける権利の確認請求事件等 
 

原告ら最終準備書面要旨 
 
【第１部 行政訴訟】 
 

１ 本件行政訴訟は、県内子ども原告らが通っている公立中学校施設の環境
に健康リスクがあるとして、県内子ども原告らが、設置者である被告基礎
自治体に対し、安全な地域の施設で教育することを求め、教育を受ける権
利があることの確認を求め、現在の教育施設での教育の差止めを求めるも
のである。 

２ 子ども達には、憲法第２６条が「教育を受ける権利」を保障しており、
国及び地方公共団体には義務教育の保障責任がある。この「保障」には「安
全な環境での義務教育の機会の保障」の趣旨が当然に含まれる。これを受
けて、教育基本法、学校教育法、学校保健安全法が学校における子どもた
ちの安全の確保を義務付け、その基準として「学校環境衛生基準」が定め
られている。義務教育の学校設置者は、子ども達に対し、ある法律関係に
入った当事者間において信義則上一般に認められる安全配慮義務を負って
いるが、学校設置者の子どもらに対する義務が憲法及び諸法令に基づく羈
束性の強い義務であることに鑑みると、その義務は、在学関係成立の中心
的義務である「安全確保義務」であり、その違反に対しては、子どもらは
損害賠償を請求できるに止まらず、学校設置者に対し、その履行を請求で
きると解するべきである。 

３ ところで、学校環境衛生基準には、様々な汚染物質について基準が定め
られているが、放射性物質についての基準は存在しない。しかし、放射性
物質が子どもらの健康を損なうものである以上、学校設置者には、学校環
境衛生基準制定の考え方に準じて合理的な安全確保に務める義務がある。
その場合、学校環境衛生基準が、基本的に環境基本法に基づいて環境省が
定める環境基準に則っていることに着目されなければならない。 

４ 放射性物質についての学校環境衛生基準が定められていないのは、長年
放射性物質を環境基本法下の規制から外してきたという国の施策が原因で
あると考えられる。しかし、福島原発事故の後、放射性物質も環境基本法
下の規制に組み込まれたのだから、国は、放射性物質についての環境基準
を定めなければならないのに、未だにそれを怠っている。 

５ そこで放射性物質についてのあるべき環境基準を検討する。これがその
ままあるべき学校環境衛生基準になるということができる。 

   放射性物質は人に対する健康影響について閾値がない。閾値がない有害
物質の環境基準は、「１０のマイナス５乗の生涯リスクレベル」という考え
方で定められている。一生その有害物質にさらされた場合の健康リスクが
１０万人に１人ということであり、これはＷＨＯや諸外国でも採用してい
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る国際基準である。 
この考え方を放射性物質に適用すれば、ＩＣＲＰの考え方に従えば、１

mSv の被ばくでがん死のリスクが０．００５％（すなわち１万人に０．５
人）増加するから、１０万人に１人となる生涯線量は２００μSv、寿命を
７０年とすると、年２．９μSv となる。このことは、一般公衆の被ばく限
度年１mSv がいかに高い基準であるかを示しているが、それはともかくと
して、学校設置者は、子ども達に対し、追加線量年２．９μSv を基準に安
全確保をしなければならないことになる。 

６ 以上の考察を踏まえ、結論を述べる。 
(1) 放射性物質が全国にバラまかれた現在の日本で、上記の追加線量年２．

９μSv 以下という基準を遵守することは現実的には不可能である。しか
し、このような法令の趣旨を踏まえれば、少なくとも、次の条件を満た
す環境の場合、受忍限度を超えて違法であり、子ども達には、安全確保
を求める権利として、安全な環境下での教育を受ける権利が発生し、被
告基礎自治体に対し、その履行を求めることができるというべきである。 
ア 追加実効線量が年１mSv を超えること 

   イ 放射性セシウムの土壌汚染濃度が４万 Bq/㎡を超えること 
ウ 子どもらの生活環境に、放射性管理区域でしか扱うことが許されて
いない１万 bq/kg を超える放射性同位元素が存在すること 

(2) 子どもらに「安全な環境下での教育を受ける権利」が発生する場合、
ここにいう「安全な環境」とは、上記受忍限度以下であればいいという
ものではない。子どもらは既に十分すぎる被ばくを続けてきているのだ
から、あるべき学校環境衛生基準を求めることは出来ないとしても、そ
れに代わる次の条件を満たす必要があると考える。 
ア 放射性セシウムによる土壌汚染濃度が１万 bq/㎡を上まわらない環
境 

イ 事故直後においてセシウム１３７の土壌汚染濃度が３万７０００
Bq/㎡を上まわらなかった環境 

ウ 追加実効線量が年０．３mSv を上まわらない環境 
７ 被ばくによる健康影響の多くは長い年月を経て現れる。福島原発事故を

起こしてしまった世代の責任として、子ども達を被ばくから少しでも守る
べきであり、行政が動かないのであれば、司法がその責任を果たすべきで
ある。 

 
 
【第２部 国賠訴訟】 
 

本件国賠訴訟は、被告国及び県が福島原発事故以前に違法な被ばく防護基準
を定め、事故後は、法令に定められた住民防護措置すら取らず、逆に科学に基
づかない安全宣伝を振りまくなどしたため、子ども達が無用な被ばくを強いら
れ、今後健康不安を抱えて生きていくことを余儀なくされたことから、その子
どもないし親が原告となって、被告国及び県に対し、精神的苦痛に対する慰謝
料の支払いを求めるものである。 
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第１章（違法行為） 

原告らが被告国及び県の違法行為と主張している内容について、順次説明
する。 
 

第１（情報隠蔽問題） 
情報隠蔽の問題については、被告国の主張に対する反論を中心に述べる。 

１ 被告国は、情報隠蔽の問題について、被告国の公務員は、SPEEDI 計算結
果やモニタリングで得られた情報を個別の国民に対し公表する職務上の義
務を負わない、また周辺市町村との間で情報共有しなかったことは、個別
の国民に情報提供する過程の問題に過ぎず、独立の請求原因とする意味が
ない、と主張している。 

２ 公務員の情報提供義務について 
原告らは、一般的な情報公開の義務を問うているわけではない。あくま

でも本件事故の具体的状況に即して、情報を公開して住民の避難と防護を
図るべきであったことを主張しているのである。プラントでは断続的に爆
発が起き、ベントによる意図的な放射性物質の放出も行われた。この状況
で住民の被ばくを最小限に抑えるためには、情報の公開は必須であった。 

本件事故当時、SPEEDI の有用性は高く評価されており、信頼性は具体的
に検証されていた。事故直前の 2 月 16 日開催の「SPEEDI 担当者連絡会議」
の資料がそれを裏付けている。また SPEEDI の予測が正確であったことは、
児玉龍彦氏の意見書や原子力研究開発機構・茅野政道氏の論文によって検
証済みである。 

被告国は、3 月 15 日からの風向きの変化を例に挙げて、SPEEDI は信頼性
に乏しい、と主張している。しかし、日本気象学会は、風向きの変化も考
慮して避難のタイミングを住民に知らせるべきであったと提言している。
SPEEDI に信頼性がない、情報公開は混乱を招くなどという国の反論は失当
である。 

３ 周辺市町村との情報共有について 
周辺市町村との情報共有が、単なる情報公開の過程に過ぎない、という

被告国の主張は、各自治体が住民の防護において果たす役割を無視してい
る。これは、浪江町民の悲劇をみればわかる。 
浪江町関係者らは、公的な場で次のように述べている。 

「私どもは、SPEEDI 情報を知らないまま、放射能が非常に高い津島地区
に三日間も避難をしていたわけでございます。その間、子供たちは、 校庭
で無防備な状態で元気に遊んでおりました。このことはまさに殺人的な行
為であろうかと思います。」 

「SPEEDI による情報をきちんと開示していれば、浪江町の多くの方々は、
北へわずかな距離を避難することにより、かかる初期被曝を防げていた可
能性が極めて高いものであります。」 

予測を前提としない避難によって重大な初期被ばくがもたらされたこ
とは児玉龍彦氏が意見書で指摘しているところである。情報の隠蔽が原告
らに無用な被ばくをもたらしたことについて、裁判所の適切な判断を求め
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る。 
 

第２（安定ヨウ素剤） 
  次に、被告国、県が子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させなかった違法に

ついて 述べる。 
１ 原子力安全委員会が防災指針において安定ヨウ素剤の投与指標を小児甲

状腺等価線量１００mSv と定めたのは違法である。 
(1) 安定ヨウ素剤の投与指標の決定は、医学専門的判断であり、行政に裁

量がある。しかし、裁量を逸脱すれば違法になる。 
(2) 事実経緯 

ア 日本では、小児甲状腺等価線量１００mSv と定められており、これ
が国際標準だった。 

イ １９９９年、WHO が成人については１００mSv を維持するが、１８歳
までの小児に対しては１０mSv に切り下げるというガイドラインを策
定した。 

ウ これに従って、小児について１０mS（ベルギー）、あるいは５０mSv
（アメリカ、ドイツ、オーストラリア）とする国が増えていた。 

エ 原子力安全委員会は、２００１年、「原子力施設等防災専門部会」に
「ヨウ素剤検討会」を設置し、山下俊一氏を座長に投与指標の検討を
させた。 

オ 「ヨウ素剤検討会」「原子力施設等防災専門部会」は、小児と成人の
指標を別にすると現場が混乱するとの理由で、統一指標で小児甲状腺
等価線量１００mSv という基準を維持するとの結論を出し、原子力安
全委員会は、その内容を防災指針に取り入れた。 

カ その後イギリスとフランスも５０mSv に切り下げ、福島原発事故当
時、１００mSv を維持している国はわずかであった。 

(3) WHO と「ヨウ素剤検討会」の違い 
    山下氏は、統一指標にする以上、弱者である小児の基準を成人にも適

用するべきと述べた。これは正当である。ところで、WHO と「ヨウ素剤
検討会」の結論の違いはどうして生じたか。どちらも小児が甲状腺がん
への罹患を免れるベネフィットと副作用のリスクのバランスをとるとい
う考え方をしている。ベネフィットについては、どちらもほぼ同じ数値
を採用している。異なったのはリスクである。WHO は、ポーランドで１
０００万人の子どもに副作用が生じなかったという経験に基づき、「１０
００万分の１」を採用し、ヨウ素剤検討会は、ポーランドで生じた成人
の軽度から中程度のリスク「１万分の６」を採用した。WHO の６０００
倍である。山下氏の建前とは異なり、日本では、成人の基準を小児に当
てはめたのである。更に、ウクライナで甲状腺等価線量１０mSv 以下の
低線量でも小児甲状腺がんが発症しているというトロンコ教授の論文も
無視した。この恣意的な判断は、行政の裁量を逸脱して違法であると評
価されるべきである。 

 
２ 防災指針の投与指標を前提としても、国及び県は、２号機の爆発が迫っ
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ていた３月１５日午前０時、あるいは、２号機から衝撃音が聞こえた同日
午前６時の時点で県内の子どもらへの安定ヨウ素剤の服用指示を出すべき
であり、出さなかったのは違法である。なお、福島県立医大では、３月１
６日には、「２０歳未満は絶対に服用するように。」「子どもを守るため，
対応マニュアルを作り，県内の薬局に配布したい。各薬局に相談するよう，
テレビのテロップに流す予定。」等の議論が行われていたことを指摘して
おく。 

 
３ 県は、国が指示をしない以上、県が独自に服用指示を出す理由はなかっ

たと主張するが、これは、県知事に独自に服用指示の権限を与えた福島県
地域防災計画の精神を踏みにじるものである。 

 
第３（学校再開問題） 
  次に学校再開の違法について述べる。 

１ 被告らが事故後，学校を再開したことによって子ども原告らは無用な被
ばくを余儀なくされた。その経緯は，次のとおりである。 

２ 県は，平成２３年３月２９日，県立高校の始業日について通知を発出し，
教育事務所を通じて，各市町村教育委員会の教育長にも従わせた。県全体
で統一して行わなければならない学校行政については，県の組織である教
育事務所を通じて調整を図ることになっている。その結果，避難指示・屋
内避難指示地区以外は，基本的に始業日が４月８日となった。つまり，学
校が再開することとなったのである。 

３ 県は，文科省に学校再開基準の設定を任せていたが，文科省が基準設定
をできていない３月２９日という早い時点で学校再開の判断をしていたこ
とになる。しかも，３月１５日には県下でも空間線量の急上昇が認められ
ていたにもかかわらず，県は，中通り及び会津では３月１６日，浜通りで
は同月２２日にそれぞれ県立高校の合格者発表を屋外で行った。 

４ 県が文科省による学校再開基準の設定を待たずに始業日を通知したこと，
空間線量の急上昇にもかかわらず，屋外での県立高校合格者発表を行った
ことは違法と言われざるを得ない。 

５ また国が４月１９日通知によって校舎，校庭等の利用判断について年２
０ｍＳｖまでの被ばくを容認したことも違法である。 
 まず，文科省は４月７日，原子力安全委員会に学校再開の基準について
助言を求めた。原子力安全委員会は，学校再開にあたっての判断基準は文
科省において示すべきこと及び公衆被ばく線量限度は年１mSv であること
を回答している。 
 また二日後の４月９日，文科省から４月１９日通知の叩き台を示された
原子力安全委員会は，内部被ばくについて情報が不足している中，何らか
の安全係数をかけるべきではないかと指摘するコメントを出した。文科省
は，このコメントを無視し，内部被ばくの影響は小さいとして空間線量だ
けで判断することを決めた。 
 最終的に，文科省は，原子力安全委員会に対し，４月１９日通知の案を
当日午後２時８分に示し，２時間足らずのうちに原子力安全委員会から「差
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し支えありません」とのコメントを引き出した。しかし，４月９日に４月
１９日通知の叩き台を示した後，４月１９日までの１０日間，文科省は，
原子力安全委員会に何の叩き台も示していない。文科省は，原子力安全委
員会に対して，お墨付きを求めただけというべきである。 
 

第４（集団避難） 
  次に被告らが、避難指示区域を除き、子どもたちを集団避難させなかった

違法について述べる。 
１ 防災指針が定めた避難基準、すなわち、「予測線量で，外部被ばくによる

実効線量が１０～５０mSv，又は内部被ばくによる等価線量が１００～５０
０mSv で屋内退避，外部被ばくによる実効線量が５０mSv 以上，又は内部被
ばくによる等価線量が５００mSv 以上でコンクリート建屋への屋内退避か
避難」という基準は、一般公衆の被ばく限度を年１mSv と定めた日本の各
種法律と符合せず、唯一の先行事例であったチェルノブイリ原発事故にお
いて定められたチェルノブイリ法に学ぶものでもなく、違法である。 

２ また、それを前提としても、３月１５日から県内各地の線量は跳ね上が
ったのだから、国及び県は、子ども達を速やかに避難させるべきであった。 

 
第５ 山下発言問題 
  山下俊一氏の発言内容の違法について述べる。 

１ 福島事故発生から１週間後の 3 月 19 日，山下俊一氏と面談した佐藤雄平
県知事は「県民がパニックにならないようにしてくれ」と要請し，パニッ
ク防止のために県民の被ばくリスクへの不安を除去する目的から，山下氏
を被告県の放射線健康管理アドバイザーとして迎え，福島県の現状は危険
でないことの啓蒙・宣伝活動を依頼した。 

山下氏は被告県の意向に沿って，クライシスコミュニケーションの名の
もと，放射能の健康被害に関する科学的知見に著しく反した放射能安全論
を県民に振りまき，原告ら県民に無用な被ばくを浴びせた。県民の被害感
情を理解しない軽率な発言をしばしば繰り返すことにより，原告ら県民の
原発被害者としての尊厳や心情を著しく傷つけた。被告県はこれらの言動
を放任したばかりか，５月には山下氏を県民健康調査検討委員会の座長に
据え，正しい救済を求める県民の感情を逆なでした。 

この山下発言を最も厳しく批判したのがほかならぬ山下氏本人の福島原
発事故前の発言である。山下氏は、事故前、チェルノブイリ事故で「半減
期の長いセシウム１３７などによる慢性持続性低線量被ばくの問題が危惧
される」「乳がんや肺がんの発生頻度増加が懸念される」、ＣＴ検査による
累積被ばくにおいて「２０歳未満の人たちで，過剰な放射線を被ばくする
と，１０～１００mSv の間で発がんが起こりうるというリスクを否定でき
ない」と発言したが、事故後に福島でこれを否定した。科学の普遍性・首
尾一貫性に照らせば、危機になったからといって科学的に求められた安全
基準や科学的知見を変えてはいけないのに、山下氏は自ら表明していた科
学的知見すら変更した。 

また、福島市講演の「毎時１００μSv」発言を被告県は「毎時１０μSv」
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の誤りだったと訂正弁解したが、この発言は前日のいわき市でもそのあと
の飯舘村でもくり返しており、当時のいわき市，福島市，飯舘村の空間線
量の値を踏まえて、避難の必要がないことを訴えるために山下氏の確信に
基づいた発言にほかならない。 

さらに福島市講演で、「１mSv の放射線を浴びると皆様方の細胞の遺伝子
の１個に傷が付きます」と発言したが、しかし山下氏は実効線量１mSv の
被ばくをうけると全身で３７兆個の遺伝子が損傷を受けることを知ってい
て、敢えて遺伝子の損傷の数を３７兆分の１に過小評価する発言を行った。
この３７兆分の１の過小評価を彼は証人尋問で認めた。 

 
２ 山下氏の科学的知見に著しく反した放射能安全論の発言に対し、被告県

は、「山下氏の講演の全体をみれば、その内容が、国際的に合意されている
科学的知見に基づき、放射線防護にかかる国際的基準に沿ったものである
ことが明らかであるのに、原告らは山下講演の一部分のみを捉えて、殊更
に発言の趣旨を曲解するもので、失当だ」と反論する。 

しかし、ここで重要なことは講演者である専門家の山下氏がどう考え、
どう発言したかではない、聞き手の一般市民が山下発言をどのように聞き、
どのように受け取ったかである。放射能の危険性について専門的知識を持
たない聴衆の一般市民にとって重要なことは、自分が知りたい問題に対す
る具体的な山下発言であって、山下講演の全体的な評価などではない。山
下講演の個々の発言中に「一つでも不合理な発言」を聞いた一般市民がそ
こから放射線健康リスクについて「不合理な結論」を引き出し、「すっかり
安心して」それまで抱いていた放射能に対する警戒心を解いてしまう恐れ
があったかどうかが問題なのである。 

 
３ これらの詳細は本書面中に述べた通りであり、以上から，山下発言は「県

民一人一人が被ばく問題について適切な選択をするために，県民に放射線
に対する正しい知識を伝える」という放射線健康リスク管理アドバイザー
としての本来の目的から著しく逸脱し，科学的見解を無視した安全論を振
りまき，福島県民とりわけ子どもたちに無用な被ばくを強いたもので、そ
の違法性は重大である。 

 
第２章（損害） 

 原告らが受けた損害については割愛するので、最終準備書面を熟読いただ
きたい。 

 
第３章（精神的苦痛の科学的根拠） 

 原告らが受けた精神的苦痛には科学的根拠があることについて述べる。 
１ 低線量被ばくについて 

(1) 被ばくは低線量であっても、線量に応じた健康リスクがある。これは
ＬＮＴモデルと言われ、ＩＣＲＰも採用している考え方である。また、
低線量であっても健康被害があることは、ＬＳＳ１４報はじめ、多くの
疫学調査結果が明らかにしている。 
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(2) 被告国は、【連名意見書】や【低線量被ばくのリスク管理に関するワ
ーキンググループ報告書】を根拠として、「100 ミリシーベルト以下の低
線量の放射線被ばくによる健康への影響は、実証されているわけではな
い。・・・放射線リスクにしきい値がないことについて，理論的，実験的
な裏付けがなされているものではない。」とするが、被告国の論理は、立
証すべきは LNT 仮説（しきい値が無いこと）であり、その証明責任は原
告にあるという点で失当である。 

(3) 「低線量放射線影響分科会」（以下「分科会」）作成の報告書「低線量
放射線リスクの科学的基盤―現状と課題―」（甲 B153【報告書】）では、
証明されるべきは LNT ではなく「しきい値の存在」であるということが
明確にされているだけでなく、帰無仮説として設定した LNT が棄却され
ないということが、明らかにされている。被告国及び【連名意見書】【低
線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書】は、この
ことについては沈黙しながら、「LNT 仮説が統計的に証明されていない」
ということだけを繰り返しているのである。 

(4) ICRP の【99 報告】（甲 B98「放射線関連がんリスクの低線量への外挿」）
は、「統計学上の問題を伴わないメカニズムの考察」を行い、「大半の臓
器や組織における発がんの線量反応における低線量しきい存在の主張は
支持されない」（【99 報告】103 頁下から 2 行～）とし、「LNT 理論は、放
射線防護という実務的な目的のためには最も思慮深いモデルであること
に変わりはない。」（【99 報告】105 頁末行）と結論した。この点について
は、「原告準備書面（37）」の第 3 において詳細に説明した。 

(5) 日本は平成 16 年、公衆被ばく線量限度実効線量 1mSv／年を内容とす
る 1990 年勧告を放射線防護の法体系に取り入れたが、2007 年勧告は日
本の法制度に取り入れていない。被告国は、日本の法制度に取り入れて
いない 2007 年勧告から参考レベルという都合の良い言葉を取り出し、健
康障害のリスクが発生している公衆（特に子どもたち）に対して、高線
量被ばくを甘受させ、住民らは高線量被ばくを事実上強制されていると
いう看過し難い結果をもたらしている。 

 
２ 内部被ばくについて、とりわけセシウム含有不溶性放射性微粒子につい

て 
 内部被ばくは身体の局所だけが不均一に被ばくするから、身体が均等に
被ばくする外部被ばくとは全く異なる危険がある。被告国は、被ばく量が
同じであれば外部被ばくも内部被ばくも健康リスクは同じであると主張す
るが、明らかに誤りである。 

内部被ばくの中でも最も深刻なのが不溶性微粒子による内部被爆である
ので、これについて述べる。。 
(1) 福島原発事故前、原発から放出される放射性セシウムは、水溶性で、

体内に入れば、血液や体液に溶けて数十日の半減期で体外に排出される
と考えられており、ICRPによる放射性セシウムの預託実効線量もそれを
前提に作られていた。 

(2) ところが、福島原発事故で放出された放射性セシウムの３割から４割
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が不溶性の微粒子の形態であることが判った。 
(3) また、水溶性の放射性セシウムは、土壌に吸着すると土壌粒子に取り

込まれて不溶性になってしまうことが確認された。 
(4) その結果、現在の福島県内外の土壌中の放射性セシウムは、９８％以

上が不溶性である。 
(5) 不溶性微粒子及びセシウムを取り込んだ土壌粒子は、風、自動車の通

行、土建作業、山火事等によって空中に再浮遊する。福島で生活してい
れば、呼吸とともにこれを体内の取り込む危険性が高い。 

(6) 数ミクロン以下の粒子は、肺まで侵入する可能性高い。肺に付着した
不溶性の粒子は容易に排出されない。生物学的半減期は数十年に及ぶだ
ろうという研究報告もある。 

(7) 不溶性粒子による不均一被ばくは不均一被ばくの最たるものである。
放射性セシウムは、わずか周囲２㎜程度の細胞に膨大なβ線を放出し続
ける。国立保健医療科学院のホームページによれば、１０ベクレルの不
溶性微粒子による吸収線量は、周囲２０ミクロンの範囲は毎時 1.2 ? 、
２００ミクロンから１㎜の範囲で毎時 0.1ｍ? （年８７６mSv）である。
直近の細胞は死亡するだろう。しかし、その周囲の細胞は、死亡せずが
ん化するリスクがある。１個のセシウム含有不溶性放射性微粒子を体内
に取り込んだだけでも、これによって癌を発症するリスクは軽視できな
いのである。 

(8) ICRP や政府側の立場の研究者も、セシウム含有不溶性放射性微粒子
については従来の内部被ばくのリスクモデルを適用できないことを認め
ている。リスクは未知数なのである。そのもたらず健康影響についての
研究がなされていることも耳にしない。福島原発事故発生初期、子ども
達に福島の大気を吸わせ、多量の被ばくをさせてしまった親たちの不安
は図り知れない。 

(9) なお、現在においても、福島県内外で生活する子どもたちに、セシウ
ム含有不溶性放射性微粒子のリスクは知らされておらず、子ども達は無
防備に生活している。このことは、安全な環境下での教育を求める行政
訴訟にも関連する問題である。コロナでは、マスクをしない人が自粛警
察によって攻撃されるが、福島ではマスクをすると、風評被害をあおる
と攻撃されたのである。 

 
第４章（原告らの不安の裏付けとなる事象） 
  原告らの不安には根拠がある。ここでは、福島県県民健康調査の経過観察

問題とチェルノブイリ原発事故の教訓を取り上げる。 
１ 経過観察問題  

経過観察問題とは、県民健康調査の甲状腺検査の二次検査で「経過観察」
とされた最大で 4957 人（202 年 3 月現在）の子どもから、その後甲状腺が
んが発見されても被告県がその症例数を公表しない情報隠蔽問題である。
本訴訟で、被告県は「経過観察中に発症した症例数は把握していない」の
一点張りである。だが、これは「新型コロナの感染者数を把握していない」
と言うにひとしい暴言である。本書面でも示した通り原告は縷々根拠をあ
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げて、「被告県には経過観察中に発症した症例数を把握する義務がある」こ
とを主張立証したにもかかわらず、被告県は「その根拠を示す必要はない」
と、本訴訟の最後まで、自身に義務がないことの根拠を明らかにしなかっ
た。しかし、この不誠実・不可解な態度は、むしろ被告県に「経過観察中
に発症した症例数はどんなことがあっても絶対明らかにしない」というや
むにやまれない事情が存在することを強力に推認させるものである。もし
福島原発事故による被ばくと小児甲状腺がんの関連性の有無について真に
確信があれば、被告県は、堂々と「経過観察中に発症した症例数」も含め
た真実の本件症例数を公表し、それに基づき疫学等の分析を行えばよい。
しかし、それをせず、わざわざ「経過観察中に発症した症例数」を抜いた
不正確な公表症例数に基づいて疫学調査を行っている。このような不正確
が明々白々の症例数に基づいて行われる分析は真っ当な検討に値しない空
理空論であり、予め決められた結論を引き出すために行った作為的な操作
と疑われても仕方ない。 

 
２ チェルノブイリ原発事故の教訓 

被告県の放射線健康リスク管理アドバイザー山下俊一氏は福島原発事故
前にこう述べた。《ポーランドは安定ヨウ素剤をすばやく飲ませたために、
小児甲状腺がんの発症はゼロです》。ポーランドの教訓を語った山下発言通
り、日本でも事故直後に子どもたちにすばやく安定ヨウ素剤を服用させて
いれば、《小児甲状腺がんの発症はゼロ》になった可能性がある。 

しかし、現実には６年間の累計で公表されているだけでも２７２人（年
間１００万人あたりで１１９人）に達した。問題はこの「多数の発症」の
原因である。チェルノブイリの経験から真摯に学ぶのであれば、チェルノ
ブイリ事故当時も、小児甲状腺がんの「多数の発症」の原因について「ス
クリーニングの効果」「潜伏期間が短すぎる」など異論が出されたものの、
最終的にチェルノブイリ事故の「被ばくの影響」と認められたという経緯
について福島もこれを教訓にして、「多数の発症」の原因の最有力の仮説と
して「原発事故の被ばくの影響」を考え、対策を立てるべきである。とこ
ろが、被告県の県民健康調査・検討委員会はチェルノブイリ事故と同じ議
論を蒸し返し、「多数の発症」の原因について「スクリーニングの効果」「潜
伏期間が短すぎる」或いはチェルノブイリ事故との相違点のみを強調して、
「被ばくの影響とは考えにくい」と否定的見解に固執してきた。しかし、
この態度はあたかも「福島原発事故が世界最初の原発事故である」という
前提に立つものであり、先行したチェルノブイリ事故という教訓を無視す
る非歴史的、非科学的、非論理的な態度である。先行したチェルノブイリ
事故という歴史的教訓と向き合うのであれば、チェルノブイリで認められ
た「小児甲状腺がんは被ばくの影響によるものである」をここ福島でも最
有力の仮説として前提にして事故直後は安定ヨウ素剤の服用、その後も無
用な被ばくを避けるために可能なあらゆる措置を講じるべきであった。 

原告らは本書面において、被告国及び県が、被告県の放射線健康リスク
管理アドバイザー山下俊一氏の福島原発事故前の《チェルノブイリの教訓
を過去のものとすることなく、「転ばぬ先の杖」としての守りの科学の重要
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性を普段から認識する必要がある。》発言に従い「チェルノブイリ原発事故
の経験から真摯に学び、教訓を引き出し必要な対策を立て被害拡大防止を
成し遂げた」のとはいかに正反対の態度を取ってきたかを具体的に明らか
にした。 

 
【第３部 結語】 
 
  最後に、原告らのこの裁判への根源的な問いかけを、述べておく。 
 

１ 子どもたちが安全に教育を受ける権利 
この請求は、放射能被ばくの生命・健康に及ぼす将来リスクを学校教育

との関係においてどのように評価し、具体的な政策措置として、現役世代
の我々が、将来世代の子どもたちの安全をどこまで保障すべきかを問うも
のである。憲法２６条は、子どもたちが、その能力に応じてひとしく教育
を受ける権利の重要性を宣言している。安全な教育環境は、学習という限
りない自己啓発の原点であり、これなくして子どもたちの未来はない。身
の丈などに制約されない安全な教育環境が絶対に必要である。 

現在の教育制度は、放射線以外の危険物に対し極めて厳格な安全規制を
課しているが、放射線被ばくについては、比較にならない緩慢なルールが
放置されている。 

リスクの評価・管理は、さまざまな観点からの正確で対等な情報と意見
の必要とされるが、放射能については、軍事力・経済力としての原子力に
与える分銅の差が神学的な対立を招いている。しかし、本件で求められて
いるリスク評価は、子どもたちが均しく安全な教育を受ける権利との関係
のものである。裁判所には、この権利に基軸をおいた観点からのリスク評
価のもとで、憲法や教育基本法等の諸法令が定める子どもの学習権の保障
の具体的方策の在るべき姿を示し、日本の司法が健在であることを示して
いただきたい。 

 
２ 無用な被ばくを受けることのない権利の侵害に対する慰謝料請求 

この請求は、被告国や福島県の被害住民への危険情報の提供のあり方、
危急時における為政者と為政者に自らの身の安全を託している市民との
リスクコミュケーションのあり方を問うものである。 
民主国家においては、被害住民はその身の安全のすべてを為政者に託し、

依存しているわけではないし、為政者も都合のよい情報だけを被害住民に
提供し、被害住民を思うままにコントロールできるという関係にあるわけ
ではない。ところが、被告国や県は、原発の安全性に対する執着から正確
なリスク情報を被害住民に提供せず、安心情報をばらまき、無用な被ばく
を回避する機会を失わせた。この特権的で無責任な秘密体質は、無反省な
まま、いまも、あらゆる場面において隠微に継続している。 
原告らは、単に被害の賠償を求めるものではない。民主国家における被

害住民として、危急時においても適正な情報を受け、主体的に被害の回避
をはかる権利、被害者としての尊厳の確認を求めているのであって、その
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ことは、毎回の弁論期日で、原告が、涙をこらえながら一様に訴えていた
ことである。 
低線量の放射線被ばく被害は未解明の部分が多く、それだけに不安は募

り、子どもに無用な被ばくを受けさせたことに対する保護者の自責の念は
強い。裁判所は、この点に十分配意された被告国や県の過失判断、原告ら
の損害認定をされることを切に期待する。 

以 上 
 

 


