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７月 31 日、東京電力福島第一原発事故を巡り、東京第５検察審査会は「業務上過失致死傷」の疑い

で告発され、東京地検が不起訴としていた勝俣恒久元会長ら３幹部について「起訴相当」と議決した。

「重要な点は知らなかった」は言い逃れ

検察審査会は「津

波の発生を具体的

に言い当てること

は不可能にしても、

原発事業者として、

津波の襲来を想定

して対応を取る必

要があった」と指

摘した。

これを受け、東

京地検は再審査し

た上で「起訴か不

起訴か」を改めて

判断する。

地検が再び不起

訴としたとしても

検察審査会が２度

目の審査で再び

「起訴すべき」と

議決すれば、検察

官役に指定された弁護士が強制起訴することがで

きることになる。ふり返ってみると 2013 年９月、

当時の東電幹部 10 人を含む計 42 人全員を東京地

検は不起訴処分にした。これに対し「福島原発告

訴団」は同年 10 月、勝俣元会長ら６人に絞って

審査会に審査を申し立てていた。

原発震災関連死１７３９人の怨念を聞け

政府の事故調査

・検証委員会の調

査によると「2008

年にＭ 8.3 の明治

三陸地震規模の地

震が福島県沖で発

生した場合に福島

第一・同第二に到

達する津波の高さ

を試算した結果、

第一原発取水口付

近で 高さ 8.4 ～

10.2 ㍍、1 ～４号

機で 15.7.㍍まで

遡上すると予測。

この結果を事故の

４日前の 2011 年

３月７日に３年遅

れで保安院へ提出

していた。

検察審査会は「各被疑者らの責任」で勝俣恒久

は「重要な点については知らなかったと供述して

いるが、資料を見る限り、そのまま信用すること

は出来ない」として「起訴相当」との決議に至っ

たものである。原発震災関連死 1739 人（2014 年 7 月

31 日現在）の“怨念を知れ”である。

勝俣恒久元会長 武藤 栄元副社長 武黒一郎元副社長

2011年3月11日 津波が押し寄せた瞬間 120ﾒｰﾙﾄの排気筒の半分まで飛沫が

〔出典〕・ＮＨＫニュース・東京電力
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７月 29 日、13 時から再開後第 12 回の東電交

渉が行われた。冒頭、緊急要請として「福島第一

原発のがれき撤去による放射性物質の飛散防止を

求める要請書」を提出した。

７月 14 日、農林水産省が、昨年８月に東電第

一原発３号機で実施した大型がれき撤去で放射性

物質が飛散し、南相馬市の水田を汚染したため、

今年３月に、東電に対して再発防止策を求めてい

た問題である。東電は１号機の原子炉建屋を覆う

カバーをはずし、建屋上部のがれきを撤去する計

画を進めており、東電が対策をするとしている作

業時の散水、ちりを吸引する局所排風機、防風シ

ートの効果は不透明で、現状では飛散防止対策が

不十分であることから緊急に、第一原発の放射性

廃棄物の飛散防止を求める要請行動を行ったもの

である。

東京電力株式会社 代表執行役社長

廣瀬 直己 様 2014 年 7 月 29 日

福島第一原発のがれき撤去による放射性物質の飛散防止を求める要請書

7 月 14 日、農林水産省は、昨年８月に東京電力福島第一原発３号機で実施した大型がれき撤去で放

射性物質が飛散し、南相馬市の水田を汚染した問題で、今年３月に、東京電力に対して再発防止対策

を求めていたことを明らかにした。農林水産省の説明では、南相馬市の避難区域外の水田 14 カ所と 20

㌔圏の避難区域内 5 カ所で昨年収穫された米から１ kg 当たり 100 ﾍﾞｸﾚﾙの基準値を超えるセシウムが

検出され、８月中旬に出始めた稲穂に付着していた。

農林水産省は、稲の汚染の原因について、水田からの距離や当時の風向きを考えると、がれき撤去

の際に３号機付近から舞い上がった物質が付着した可能性があると判断し、今年３月、東京電力に対

し、今後の解体作業などで、放射性物質が飛散しないよう要請したとされている。

また、昨年 8 月 19 日、第一原発３号機のがれき撤去作業中に、放射性物質の粉じんが飛散して、

別の場所にいた作業員２人が被曝、頭部から最大１平方㍍当たり 13 ﾍﾞｸﾚﾙが検出されていた。

これに対し、東京電力は、放射性セシウムの総放出量を、事故後の福島第一原発から放出している

放射性セシウムの 1 日の量の１万倍以上に上る最大４兆ベクレルと試算したが、これを４月に農林水

産省に伝え、６月に福島県にも情報提供したものの公表はせず、南相馬市にも情報を伝えていなかっ

た。現在、東京電力は１号機の原子炉建屋を覆うカバーを外し、建屋上部のがれきを撤去する計画を

進めている。しかし、原子力規制委員会も「飛散防止を十分にしなければ１号機の工事は着手できな

い」としており、東京電力が対策とする作業時の散水、ちりを吸引する局所排風機、防風シートの導

入などの効果は不透明で、現状では飛散抑制対策が不十分であることから、下記の通り要請を行い、

回答を求めるものである。

記

１、福島第一原発３号機でのがれき撤去による放射性物質の飛散について、汚染実態および原因と対

策を明らかにすること。

２、福島第一原発１号機の原子炉建屋カバーを外し、建屋上部のがれきを撤去する計画に伴う放射性

物質の飛散防止について、実効性のある十分な対策を確立すること。

３、実効性のある十分な放射性物質の飛散防止対策を確立するまで、１号機のがれき撤去計画を実施

しないこと。 以上

飛散防止まで がれき撤去計画を実施するな！

東電交渉
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「５つの壁に守られている」は今はない！

東電のどうにもなら

ない体質がまた明ら

かになった。南相馬

市で 2013 年秋に収

穫したコメから基準

値（１㌔当たり 100 ﾍﾞ

ｸﾚﾙ）を超えるセシウ

ムが検出され、その

原因が福島第一原発

内のがれき撤去作業

原因であることが明

らかになった。

更に、第一原発か

ら飛散した粉塵が

2011 年 12 月から計

７回、60 ㌔も離れ

た宮城県丸森町まで

飛んいたことが東京

大学や京都大学など

の調査で分かった。

また、2013 年度「福

島県内の大気浮游じ

ん環境放射能測定結

果」によると大熊・

双葉・富岡・楢葉町

は年間、毎日のよう

に大気浮游じんが降

り注いでおり広野町

で４月と６月中に４

日間、川内村では５

月と７月３日間、い

わき市平では４月に２日間となっている。ちなみ

に単位がミリベクレル／ｍ 3 程度だからと安心は

出来ない。内部被曝は「呼吸が飲食の 10 倍」で

あり到底おろそかに出来ないからである。

カバー取り外しで放射性物質は２倍飛散

水素爆発で建屋

が崩壊した第一原

発１号機の空間放

射線量は最大で

4700 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ（4.7

Ｓｖ）で人が入れ

る場所ではなく、

放射性物質の飛散

をおそれ 2011 年

10 月建屋カバー

を設置したと言う

のが触れ込みだっ

た。しかし、それ

だけではなく５階

の使用済み燃料を

運び出すためカメ

ラを取り付けたバ

ルーンを上げ使用済

み燃料の取り出し

方法を調査してい

たのだ。それだけ

汚染が激しく人が

入れないところな

のだ。カバー取り

出しは 2012 年 10

月に計画したが、

それが延び延びに

なり、今年８月に

がれき撤去を理由

にカバーの取り外

しが始まるという。

解体は屋根の６枚のパネルを外し、側面にある 18

枚のパネルも外すという。解体後、防風シートを

取り付けるが建屋カバーの取り外しで周辺の放射

性物質は２倍になるという。

東電福島第一原発１号機建屋に設置されているカバー

これまで７回あまり飛散 富岡町大気浮游じん測定結果

60㌔余りの先の住宅地に粉塵が飛散

今度は１号機カバー取り外し！

単位 ミリﾍﾞｸﾚﾙ／ｍ3

上空から見た第一原発１号機

〔出典〕2014..7.31 朝日新聞・メルトダウン、サンデー毎日・福島県

大気浮游じん環境放射能測定結果・東京電力・村上周三、東京大学名

誉教授
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県「事故の影響とは考えにくい」と判断

東電第一原発事故発生時に、18 歳以下だった 37

万人を対象に実施した福島県の甲状線検査で、

2014 年６月末までに受診した約 30 万人のうち、

甲状腺がんやがんの疑いがあると診断された人は

104 人になった。

８月 24 日福島市で開かれた「県民健康調査検

討委員会」で県内をほぼ一巡した検査結果を報告

した。検査を受けた子どもの内、がんの疑いを含

めた地域別の発症割合は「子どもの甲状腺がん発

症割合」の通りで、原発周辺の 13 市町村は 0.034

％で、原発周辺を除いた浜通り（いわき市・相馬

市・新地町）は 0.035 ％、中通りは 0.036 ％と地域

差は見られなかった。原発から遠い会津地方では

0.028 ％とやや低めだったが福島医大は「二次検

査を終えた子どもが他の地域にくらべ少ないた

除染業者 313 社のうち 186 社（全体の 59.4 ％）

に何らかの法令違反があったこが分かった。

①正確な被曝線量を測定していない②防塵マス

クを装着していないなど安全と衛生に関する違反

では 175 件があった。内部被ばく測定の時間を賃

金が支払われていない等の労働基準法違反が 160

件であった。法令違反は去年と比べ減少ぜす高い

状態にある。

め」と説明し、検査完了後はさらに差が縮まると

の考えを示唆している。検討委の星北斗座長は「甲

状腺がんの発症割合に地域差がないことから、現

時点では原発事故との因果関係は考えにくい」と

の従来通りの見解を示した。

上の資料のように甲状腺がんの罹患の原因とさ

れるヨウ素 131 が会津を除く地域に満遍なく降り

注ぎ、疑いを含めると 10 万人当たり 30 人以上の

割合でがんが見つかった計算になる。

どうにも納得しかねる調査結果である。

福島労働局では「除染は新しい事業で法令への

理解も進んでいないケースもあるので、引き続き

監督指導を徹底したい」と語っている。

労働団体の調べによると「労働組合に入るな」

などの法令違反が目に付き悪質さが増してきてい

ると語っている。

子どもの甲状腺がん発症割合（疑いも含む） 土壌の分析による１平方㍍あたりのヨウ素131の沈着量

福島県の子ども３０万人調査

甲状腺がん 疑いを含め１０４人になる！

福島労働局が除染業者３１３社の事業所を立ち入り検査！

東電交渉 ９月２日（火曜日）

14 時～ 16 時まで

東京電力平送電所（いわき市平谷川瀬中山町 53）〔出典〕2014.8.25 福島民報・学習院・東大グループ


