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南相馬市で昨年収穫した米から国の基準値（100 ﾍﾞｸﾚﾙ／㎏）を超える放射性セシウムが検出された問題

で農水省と東電は「第一原発のがれき撤去作業で生じた粉塵である」とはじてめて公表した。

昨年８月19日の大量がれき撤去が原因

問題は昨年８月 19 日

にさかのぼる。第一原

発３号機の大量のがれ

き撤去作業が行われ、

放射線物質を含んだ粉

塵が飛散し、作業員２

人も頭部から１平方㌢

当たり 13 ﾍﾞｸﾚﾙの放射

性物質が検出される被

曝事故が発生してい

た。また双葉町郡山に

設置したﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

の値も一時的に上昇し

ていた。（資料１）今月 14 日、農

水省は「南相馬市の 25 年産の

米のセシウム基準値超は東電の

がれき処理の粉塵の可能性があ

る」と稲穂のｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄ画

像と共に説明した。（資料２）

一方、京都大学の小泉昭夫教

授（環境衛生学）のチームも「福

島第一原発から北西に約 48 ㌔

離れた相馬市まで粉塵が飛散し

セシウムが検出されていた」と

公表していた。（資料 3）

農水省は今年１月から原子力

人間にも取り込まれるどうしてくれるのだ！

規制庁に相談し、同庁

は今年３月東電に原発の

作業で放射性物質を外部

に拡散させないよう指導

を強化していた。

第一原発３号機はプル

サーマル実施炉でＭＯＸ

燃料が使われメルトダウ

ンしている。昨年８月 18

日と 23 日に５階部分で

湯気が出て測った結果

2170 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄと凄まじい

線量だった。

労働者は「１号機のように建屋

を覆うカバーが必要だが数百億円

かかり安全には金をかけない東電

だから無理だろう」と語っていた。

東電によると、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ空

間放射線量の上昇度合いと気象デ

ータを基に放出量を試算した結

果、１時間当たり 1000 億～１兆ﾍﾞ

ｸﾚﾙで放出時間は計４時間と推定

４兆ﾍﾞｸﾚﾙだという。粉塵は稲ば

かりでなくあらゆるものに付着す

る。当然のことながら人間も吸い

込む。たまったものではない。

（資料２）ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ・ﾌﾟﾚｰﾄ画像による稲穂の写真

（資料３）原発から48㌔も飛散

（資料１） 去年の８月20日の新聞記事に出ていた

(出典）ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾌﾟﾚｰﾄ画像とは、最初に受け

た放射線のイメージを正確に記憶し写真フィル

ムに映し出す画像センサーを言う。
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スマトラ沖大地震は７年後にＭ８.６の余震

このところ東日本大震災の余震が続いている。

Ｍ７程度のものが起きたの

は昨年 10 月のＭ 7.1 だ。

そして 12 日の震度４だ。

気象庁では 2004 年のイン

ドネシア・スマトラ沖大地震

（Ｍ９ .１）でも本震から７年

後に大きな余震（Ｍ８ .６）が

起きたことを挙げ「余震が収

まったわけではない。引き続

き警戒を…」と呼びかけてい

る。余震前の同９日、原子力

規制委員会は、第１原発の

地震や津波対策に本格的に乗

り出すことにしていた。

しかし、決め手はなく、中

には「はらはらして見ている

だけ」と発言する委員もいる。

それらの発言を追ってみた。

田中俊一委員長は「第１原

発で何を優先すべきか明示し

て欲しい」更田委員は「津波

対策では建物や設備に水が入

らないようにするのが現実的

対応だ」島崎邦彦委員長代理

は「はらはらして見守っているのが実情で、なる

べくは実施してもらいたい」、県原子力担当者は

「これまで応急処置で対応してきたが、今更とい

う印象。廃炉作業を安定的かつ着実に進めるため

には対策が必要不可欠なので積極的に取り組んで

欲しい」と嘆くばかりである。

液状化により地下にある汚染水が噴出か

第１原発の建屋は今さら言うまでもなく“ボロ

ボロ”の状態で、原発の「新基

準並み」の基準地震動の最大

加速度 600 ガルや津波の高さ

14 ㍍を設定しているが、これ

をまともに信じる人は誰もい

ない。大きな余震が来れば大

変なことになる。危惧される

べき問題点を挙げるとすれば

次のようになる。

①１～３号機の格納容器の

水位は 2.8 ㍍、30 ㌢、６㍍と

破損箇所と水位の位置がはじ

めて確認された。しかし格納

容器の損傷でデブリを冷やせ

なくなる事態もあり得る②第

１原発の使用済み燃料の総量

は 13.560 体にのぼる。プール

は建屋の上部にあり倒壊すれ

ば冷却不能になる。７月８日

と 11 日には５号機と６号機で

冷却配管の不具合のため２日

間冷却出来ないトラブルが発

生している③１～４号機の地

下から海に延びるトレンチに

高濃度の汚染水があり大量流出の恐れがある④建

屋の地下は放射能の“沼”状態で余震があれば液

状化し汚染水が噴出する可能性がある⑤４本の排

気筒は根本付近で 25 ｼｰﾍﾞﾙﾄ／毎時にもなりグズ

グズ状態で倒壊の危険性がある（資料２）。

原子力規制委員会は「処置なし」の体である。

（資料１） 余震の震源を示す図

（資料２）高さ120㍍の排気筒は倒壊寸前だ

第１原発はどこもかしこもボロボロ

余震に警戒を怠るな！
７月 12 日、午前４時 22 分ごろ震度４を観測する地震があった。（資料１）いわき市の東約 140 ㌔で

深さ約 10 ㌔、地震の規模を示すＭ（マグニチュード）は 6.8 と推定され東日本大震災の余震と見られる。

（出典）2013.8.2・2014.7.14 朝日・ＮＨＫ福島
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地下水汚染の拡大と汚染水海洋投棄を中止せよ！
６月 25 日、交渉再開後第 11 回目の東電交渉が行

われた。今回は５月 21 日、第一原発地下水バイパ

スを県民の声を無視して実施したが、逆に地下水汚

染が拡大していることに抗議し、汚染水の海洋流出

防止を求める要望書を提出した。（資料１）

1.福島第一原発の地盤は軟岩中の軟岩である。

〔団体〕これまで多くの時間を割いて第一原発の泥

田のような軟弱な地盤を

説明してきた。今回は

その締めくくりとして

「地表弾性波探査」（人工

地震をおこし地震波の第一波

の伝播速度によって硬岩、軟

岩を表す指標）で説明した

い（資料２）。双葉郡の第

三紀層の「基礎岩盤」

は速度が１.６～１.９㎞

／ S である。軟岩は秒

速３㎞までであるから、

第一原発は軟岩にも該

当しない軟らかい地層

であることが分かるは

ずだ（資料３）。硬岩は３

～４.５㎞／ S 以上であ

る。

〔東電〕回答なし。（東電

の提出した資料の中にも同様

記述があった）

東京電力交渉

2014 年 6 月 25 日

東京電力（株）代表執行社長 広瀬直巳様

地下水汚染の拡大に抗議し

汚染水の海洋流出防止を求める要請書
（要旨）

世界三大漁場である常磐沖の豊かな海は、福島県

民、日本国民の宝である。我々は地下水の汚染拡大

に抗議すると共に、汚染水の海洋流出防止に全力を

あげることを求め、下記の通り要請するので、誠意

ある回答を求める。

１．放射能汚染水の漏えい防止と地下水汚染の拡大

防止策を早急に確立すること。

２．地下水バイパスは、トリチウム濃度が運用目標

値を超える観測井戸のくみ上げを停止し、汚染

地下水の海洋放出を中止すること。

３．汚染水のコンクリート固化、凍土壁によらぬ遮

水壁の設置、溶融炉心の空冷化計画の策定を実

現すること。 以上

（資料１） 提出した要請書

（資料２） 地表弾性波探査結果

（資料３）第１原発の原子炉建屋鉛直方向、地表断面、基礎板、解放基盤面の高さ

東電福島第二原発3.4号機申請書

（出典）1996.6.15 原発立地地域ﾌｫｰ

ﾗﾑ「原子力発電所等耐震安全性・

国会事故調査委員会参考資料
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東電の報告は信用できない…昔からそうだ！

第一原発に設置されている計測系は事故を受けて、多くの機器が故障を発生させている。現在観測さ

れている値も正確であるかどうかは保証されていない。東電の評価によれば今なお毎時 1000 万ﾍﾞｸﾚﾙの

放射性物質が大気中に放出され続けている（資料１）。24 時間では２億４千万ﾍﾞｸﾚﾙである。

2013 年の８月を見て欲しい。がれき撤去作業が行われ放射線物質を含んだ粉塵が飛散し、稲から検

出されたものがセシウム総排出量で、最大４兆ベクレルと試算しながら公表しなかった。湯気として放

出された 2170 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄも含まれていないはずである。東電の放射能物質飛散の歴史は常に隠ぺいと過

小評価であった。40 年前から続いた被覆管のピンホールなどの破損事故、ｱﾙﾌｧｰ核種放出事故、27 年間

放出し続けたトリチウム事故など枚挙に暇がない。東電の発表は信用できない。

広野町の屋内で333日で1.2135㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ
広野町字苗代替地区は広野町の役場前の通りである。

そこの家のタンスに入れて置いた放射線量積算計が 333

日で 1.2135 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄの値を示していたことが分かった。

屋内でしかもタンスの中の線量がこれである。

「東電福島第一原発事故に伴う住民の健康管理のあり

方に関する専門家会議・第８回会議」の参考人意見陳述

が７月 16 日にあった。その中で、ベラルーシの甲状腺が

んの子どもを長く見続けてきた松本市の菅谷市長が２年

前にベラルーシを再訪した際のエピソードを写真つきで

紹介している。「年間１㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄを下回る低線量汚染地域

でも、免疫機能の低下や造血器傷害や周産期異常がある。また子ども達は疲れやすく、授業時間が短縮

されたりクラブ活動でも途中休憩が必要になっている（略）」と報告している。私達は、もう一度「放

射線にはしきい値（境目となる値）はない」を自覚しなければならない。

（資料３） 333日で1.2135㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ

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

政府・東電中長期対策会議運営会議及び東電福島第一原発廃炉対策推進協議会／事務局会議、廃炉・汚染水対策チーム会
合／事務局会議に提出された資料により作成（ただし、排気口や建屋カバーの隙間からの漏えい分を評価したものであり、
地下水などへの漏洩分を加味したものではない）また“東電評価”は計測カ所以外からの漏洩を考慮したもの。

（出典）原子力資料情報室Ｎｏ 481


