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皆々様 急に秋らしい天気になりました。

「御嶽山の噴火、１人死亡、７人重体、７人行方不明」のニュースには驚か

されました。

日本列島とは何と災害の多い国でしょうか！

次から次へと休みなく災害を襲ってきます。特に、２０１１年３月の東日本

大震災以降、特にそのように思います。

「東日本震災以来、日本列島はリセットされた。」の言葉を良く聞かされま

す。「地震や災害が最初からやり直しが始まった。何が起きるか分からない！」

と言う意味でしょうか？

先月の挨拶状では、鹿児島県の川内原発を巡る情勢で「葉書戦術」をお願い

をしました。その一文を改めて掲載します。

「川内原発は“日本一危険”な原発といわれている。桜島のある姶良カルデ
あ い ら

ラから 100 ㌔圏内に位置しているため、噴火が起きたら火砕流が到達し破壊さ

れる危険性が指摘されている。九州電力は噴火の可能性は認めているのに、綿

密な火山対策と避難計画を打ち出していない。楽観的な想定で津波に飲まれた

ら東電第一原発と全く同じ状況なのだ。周辺の住民の多くが“再稼働が怖い”

と言う声が圧倒的である」と…あるジャーナリストの言葉を引用させていただ

きました。

御嶽山の噴火の様子をみますと「原発と噴火」がいかに危険なものであるか

が分かります。川内原発稼働阻止のため全力をあげましょう。

お送りしました脱原発情報にはトップに事故時に東電第一原発所長の「吉田

調書」を読んだ感想を述べました。何と言っても「東日本が壊滅と思った」が

強烈な言葉として胸に迫ってきます。「原発とはそういうものだ！それほど危

険なものだ…」と言うことを是非知って欲しいと願うばかりです。

お元気でお過ごし下さい。

２０１４年９月２８日

双葉地方原発反対同盟

石丸小四郎
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東電第一原発事故を調べた政府の事故調査・検証委員会による吉田昌郎元所長（資料１・故人）の聴取
ま さ お

結果書（吉田調書）の全容が明らかになった。10 ㌔圏内に住み避難者の一人として感想を述べたい。

「原発撤退命令違反」はどうでもいいこと

朝日新聞が 5 月 20 日の新聞に「原発撤退は所

長命令違反」と報じた記事は誤報であったとして

社長が謝罪した。しかし、あの記事は大した問題

ではない。最大の証言ポ

イントは「２号機は水が

入らない…格納容器がど

ろどろに溶けてチャイナ

シンドロームなる…放射

能が全部出て…イメージ

は東日本壊滅ですよ」が

最も国民に知って欲しい

ことである。

原発とはそう

いうものだと言

うことを知って

欲しいのである。

次に、東電も

国もシビア・ア

クシデントマニュ

アル（過酷事故対策手順書）と呼べるものはなく、過

酷事故の訓練もしていなかったことである。原子

力安全委員会、原子力安全・保安院、原子力安全

基盤機構（ＪＮＥＳ）など本来、東電をサポートす

るべき役割のセクションが知恵と技術もなかった

ことが明らかになったことである。

終わりには津波対策である。

「発電機を高所へ移転しないと！」を無視

政府事故調の質問者は、吉田氏に「女川原発で

は 869 年の貞観地震を考慮していた。第一原発で

はどうだったか？」と質問している。それに対し

て吉田氏はむきになって反論

している。「原子力ですから

費用対効果もあります。お金

を投資する時に根拠というも

のがないとですね。（略）何の

根拠もないところで対策は出

来ません」と答えている。

（資料２）のﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機

と海水ポンプの位置を見て欲

しい。第一原発

の原子炉基礎盤

は海抜ﾏｲﾅｽ 1.23

㍍に位置してい

る。そこにﾃﾞｨｰ

ｾﾞﾙ発電機が置

かれており津波

が来たら「ひたとまりもない」は、下請け労働者

から再三にわたって指摘していた。「ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電

機の高所への移動をはやくしないと…」であった。

「原発１日止めれば１億円の欠損」と公言し「原

発を止めたがらない」危険な体質が現場を支配し

ていたのだ。吉田所長は「実際には津波はこない」

として重要問題として認識された形跡はない。

吉田調書全容が判明
2011年3月14日「東日本壊滅と思った！」

（資料１）第一原発の現場で指揮をとる吉田所長

（資料２） 東電福島第一原発の断面図

注 1 「政府事故調中間報告より」
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９月２日、県内脱原発９団体は東京電力平送電所で再開後 13 回目の東電交渉を行った。冒頭「サブドレン汚染地下水の海洋放出計画の中止を求める要請書」（資料 1）を提出した。

その後、８月期の要請書の回答を受けた。

１．第一原発３号機のがれき撤去における放

射性物質の飛散について、汚染実態と原因と

対策を明らかにすること。

〔東電〕３号機のカバー撤去において放射性

物質を含むダストを飛散させてしまい大変申

し訳なく思う。飛散した理由は大型がれきの

下敷きになっていたダストが撤去作業によっ

て外気にさらされ飛散したものと判明した。

放出量は 1300 億～ 2600 億ﾍﾞｸﾚﾙで毎月の放

出量の最大３５倍の量に当たる。飛散防止剤

の濃度を上げ飛散防止をしている。

２．１号機の原子炉建屋のカバーを外すにあ

たり放射性物質の飛散防止について実効性の

ある対策を確立されたい。

〔東電〕飛散防止剤の散布量と頻度の増加、

散水、ダストを吸引する局所排風機の改善、

放射線物質濃度の監視強化をしている。

３．実効性のある飛散防止対策確立まで１号

機のがれき撤去を実施しないこと。

〔東電〕３号機でダストを飛散させた反省に

立ち、１号機のカバー解体作業に当たっては

関係者の皆さんに十分な説明を考えたい。

〔団体〕（資料２）の「2013年度双葉郡とい

わき市の大気浮游じん放射能測定結果（大気

採取機器を使い、大気中に浮游しているチリやホ

コリに含まれた放射性物質の量を調べる）」を見

て欲しい。双葉郡の各町村には毎日のように

放射能が降り注いでいる。いわき市では４月

18日から２日間、セシウム137が0.42ﾍﾞｸﾚﾙ／

時、降っていた。北は宮城県の丸森町まで降

り注いでいる。過酷事故から３年７ヶ月にな

るのにたまったものではない。「浜通りの人

はマスクが必要になっている」と言うべきだ。

〔東電〕申し訳なく思っている。

〔団体〕内部被ばくは「人間は環境化学物質

の83％を空気・肺から取り込み、食品からは

７％、飲料からは８％に過ぎない。一日に呼

吸する空気は約20㎏、食べ物や水の摂取量の

およそ10倍である」の調査結果がある。注2

〔東電〕無言

〔団体〕「原発から大量に出るトリチウム（三

重水素）は、ごく低濃度でも人間のリンパ球

に染色体異常を起こさせる」と４０年前の新

聞に出ている。「東電社員は飲料水にして飲

める」と言っていた。本当に飲めるのか？

〔東電〕「職員が飲めるのか？」についてだ

が保健所などの飲料水の基準があり、あえて

それを飲むというものではない。

〔団体〕第一原発の汚染水をバイパスからサ

ブドレン、最終的にタンクの汚染水も直接海

へ…と最初から考えていたのではないか？

〔東電〕最初からサブドレンを海へというこ

とは考えていなかった。指摘は甘んじて受け

たい。

〔団体〕2013年９月７日、安倍首相はオリン

ピック招致の記者会見で「汚染水による影響

は福島第一原発の港湾内の0.3Ｋ㎡の範囲内

で完全にブッロックされている」と発言。ア

ンダーコントロール（管理下に置かれている）とも

発言している。しかし、第一原発の港湾の防

波堤の構造（資料３）はブロックを積んだ「透

過堤」で汚染水は勿論だが魚もすり抜けが可

能な構造だ。中心に積んである捨石（１個100

㎏）もあり潮位の高い時は大きな魚でも巴型

ブロック（１個7.5ﾄﾝ）の間からスリ抜け可能だ。

したがって港湾内の汚染水も当然湾外に出て

おりアンダーコントロールではない。東電と

しては漏洩箇所を把握しているのか？

〔東電〕「汚染水が野放し状態になっている」

というふうには思っていない。

東電交渉 浜通りは放射性大気浮游じん（チリやホコリ）が降り注いでいる！

東京電力（株）代表執行役社長 広瀬直巳様 2014 年 9 月 2 日

サブドレン汚染地下水の海洋放出計画の中止を求める要請書

（前文略）

８月７日、東電と国による第一原発汚染水対策で、原子炉建屋・タービン建

屋周辺の地下水を汲み上げて地下水位を調整するサブドレン 43 本から高濃度

汚染水をトリチウムを除く放射性核種を除去して海洋放出する計画が明らかに

なった。以下の回答を求める。

記

１．サブドレン汲み上げ地下水の海洋放出計画を中止し、漁業者ばかりでなく

広く市民に開かれた説明会を開催すること。

２．地下水対策について、地質構造、地下水の流れ、地下水の収支、海洋汚染

などの事態を再評価し、あらゆる情報を公開すること。

３．実効性が疑問視されている原子炉建屋周辺の凍土遮水壁の中止、スラリー

固化体（再資源化技術）などの遮水壁の導入、汚染水のコンクリート固化の検

討など、抜本的な汚染水対策を確立すること。 以上

（資料１） 9団体要請書 （資料２）2013年度双葉郡といわき市の大気浮游じん放射能測定結果 （単位：㍉ﾍﾞｸﾚﾙ／ｍ
３ ）

（資料3） 第一原発の防波堤の断面図

東電交渉３頁続き



〔団体〕（資料４）は、東電が発表し

ている2011年の事故時以降の東電

第一原発１～３号機の放射線物質放

出量である。最近は概ね１千万ﾍﾞｸﾚ

ﾙ／時で１日にすると２億４千万ﾍﾞｸﾚﾙ

となっている。昨年８月がれき放出

時の飛散量を４分の1に下方修正し1

兆1200億ﾍﾞｸﾚﾙとしている。1兆は

1012乗だから、上の○印で数値発

表しなければならないはずだ。何

故、正直に放出量を発表しないのか？

〔東電〕調べて次回に報告したい。

次回交渉 10月７日午後１時

９月 24 日も深夜

２回地震が起き

た。（資料５）は９

月に入ってからの

主な地震である。

16 日の震源の

茨城県南部は「地

震の巣」と呼ばれ

る地震の発生頻発

地点で、過去にも

Ｍ６程度の揺れが

頻繁に観測されて

いる。

2011 年の東日本

大震災後には、さ

らに地震活動が活

発化した。

茨城県南部は首

都直下地震の想定

震源域の一つで今

回の地震は「プレ

ート境界型」とさ

れる地震の一種で首都直下で想定されているのと

同じ種類だ。

どちらも同一

だが、首都直下

地震の想定では

Ｍ７級とされて

おり、今回より

も大幅に大きく

なる。また、現

在の技術では地

震予知は困難で

気象庁は首都直

下地震との関

連性は「現時

点では何とも

言えない」と

している。

27 日の午前

11 時 53 分、長

野・岐阜県に

ある御嶽山（3067 ㍍）が突如噴火した。

1 人死亡、7 人重体、7 人が行方不明との

ニュースが流れている。日本列島は何と

自然災害の多い国か、ここに 50 基の原発がある。

（資料５） ９月に発生した地震
東日本大震災の影響と見られるもの

地震の発生した日時 震 央 地 名 ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 最大震度

２日午後４時32分 茨城県南部 Ｍ３.９ ３

３日午後４時24分 栃木県北部 Ｍ５.１ ５弱

３日午後10時16分 栃木県北部 Ｍ３.８ ３

４日午前５時34分 栃木県北部 Ｍ４.５ ４

４日午前５時36分 栃木県北部 Ｍ４.３ ３

10日午前10時９分 岩 手 県 沖 Ｍ４.９ ４

16日午後０時28分 茨城県南部 Ｍ５.６ ５弱

（資料２）・放射能ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報～原子力規制委員会（資料３）福島原子力発電所建設
概要１号機建設工事概要（注２）村上周三東京大学名誉教授（資料４）東電中長期対
策会議運営会議及び東電第一原発廃炉対策推進会議資料を原子力資料情報室で編集。

（資料４）福島第一原発１～３号機の大気への放射性物質放出量（ﾍﾞｸﾚﾙ／時）

東電の報告は信用できない！

このところ地震が頻発している！

北米国ﾌﾟﾚｰﾄに入り込んだフィリビン海ﾌﾟﾚｰﾄ

16日の震源の仕組み


