
 

 

甲状腺がんと診断された患者さんや家族の方は、

大学や職場を辞めざるを得なくなった状況もあり、

当事者間の孤立や分断が起きていることや、一般診

療で病院に行ったら、甲状腺患者は県立医大の鈴木

教授の診療を受けるようにといわれ、診てもらえな

かった。セカンドオピニオンも受けづらいなどの現

状も聞かれます。初期被ばく線量の正確なデーター

も明らかにならない中、検討委員会の星北斗座長は 

①被ばく線量がチェルノブイリ事故より少ない 

②被曝から発がんまでの期間が１年～４年と短い 

③事故時５歳以下の発見がない ④地域別に差が

ないとし、「放射能の影響と言うには考えにくい」 

と説明を繰り返しました。専門家の間でさえ、原発

に由来する・しない、と意見が分かれ曖昧な中で、

がんと診断された方も被曝をした多くの県民も、悩

み苦しみを抱え５年目をとなり、不安は更に深まる

様相です。【資料２】のようにヨウ素は４７都道府県

に降り注いでいるのです。 

昨年７月に始まった県の甲状腺検査サポート事

業は「双葉地方原発反対同盟」を含む８団体が呼び 

 

 

 

かけ、全国署名や政府交渉を取り組み、繁雑な手続

きと、交付まで時間がかかり、窓口での立替払いや、

対象者への周知など残す課題も多いのですが、１月

末で申請対象者９１９人、うち１１２人が申請し、

１０１人が支給決定になりました。対象者に対し申

請される方が少ない現状が気になりますが、とりあ

えず経済支援が実現しました。 

しかし、その予算は環境省の「エネルギー対策特

別会計」などの一部で「診療情報を県民健康調査の

基礎資料とする」としています。原発事故の責任を

いまだ誰も取らず、安全神話を振りかざし、経済優

先の東電の企業責任を野放しにしている現状が、治

療費を医療保険から支払い、支援は環境省の予算と、

訳の分からないお金の流れを作っていると思いま

す。 

すべての問題の起因がここにあると思わずには

い ら れ ま せ

ん。 

チェルノブイ

リの５年目と

いわれるのが

福島の今年で

す。 
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2 月 15 日「第 22 回県民健康調査」検討委員会が開催されました。 

悪性ないし悪性疑いは、1 巡目（先行検査）で 116 人、2 巡目（本格検査）では 1 巡目で異

常のなかった人の中から、新たに 51 人が見つかり合計 166 人と報告されました（資料１） 
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放射能の影響による甲状線がんでないといい続けることができるのか！！ 

資料1

１巡目（先行検査） 367、685人 300、467人 　　 116人  100人

2011～2013年度 （81,7％）

2巡目（本格検査） 381、261人 236、595人 　　 　50人   16人

2014～2015年度 （62,1％）

        合計 　　166人  116人

(10万人あたり38,6人)

(10万人当たり21,6人)

　　　　　　　　　甲状腺がん疑い・確定　検査結果

2015/12/31
現在

調査対象者 受診者数
甲状腺がん
又は疑い

手術後確定

資料 2 



２月２５日午後１時から、福島原発事故後第

２５回目の東電交渉がいわき市平で開かれま

した。テーマは以下の通りであります。 

①「福島第一原発１・２号機の排気筒の亀裂に

よる倒壊防止を求める要請書」の提出と質疑。 

②被曝労働者の処遇改善、汚染水など、これま

での質疑への再々回答及び質疑。 

③賠償、ＡＤＲ（裁判外紛争解決手段）和解案

について東電の拒否問題。 

  特に、（資料１）の排気筒が倒壊すれば、排気

筒の下部に蓄積された放射性物質が飛散する

ばかりかメルトダウンが進んだ２号機の建屋

が一部でも破損することになれば、建屋内に滞

留している大量の放射性廃棄物がプルームと

して流れ出す危険性が指摘されています。 

 排気筒の亀裂問題は危険な状態が続いてお

り、早急に補強・解体が必要であると求めた。 

 東電は「初回点検２０１３年８月と比較して

２年後の９月の調査では新たな損傷はないし、

腐食は進んでいるが倒壊の危険はない」「次回、

検討の進捗状態について報告する。高線量なの

で解体時期など検討し次回、回答する」「排気筒

の底部では１０ｼｰﾍﾞﾙﾄ（７ｼｰﾍﾞﾙﾄで即死）だっ

たが今は２ｼｰﾍﾞﾙﾄだ」など楽観的な話をしてい

ます。 

（資料２）の３.１１東日本震災時「地震～軟弱

地盤～液状化～地盤崩壊～倒壊」し、最も恐れ

られていた全電源喪失事故（ステーション・ブ

ッラックアウト）に繋がったことを忘れてはな

らないはずであります。 

（資料２）全電源喪失と 

なった送電線倒壊現場 

 

特に１～４号機の 

建屋周辺は毎日１ 

千トン地下水が流 

れ込んでいます。 

 

（資料 1） 



 



未曾有の原発大震災から５年目となりますが、

いまだに事故は収束せず、私たち県民は、健康不

安、生活不安を強いられています。 

全く進まない廃炉作業、除染の大幅遅れと溜ま

り続ける放射能汚染廃棄物、止まらない原発への

地下水流入と膨大な汚染水、深刻な子どもたちの

甲状腺がん、原発労働者の被曝、１０万人もの避

難生活、農林水産業をはじめ県内産業と雇用、仕

事への不安などなど枚挙にいとまが無い状態で

す。 

原発震災は、人災そのものに他なりません。安

全性を全く無視し県民をないがしろにして建設

を強行、しかも４０年以上の老朽化炉を運転し続

けた結果の事故であり、いまだ責任を取ろうとし

ない政府・電力による廃炉作業・賠償・除染・溜

まり続ける廃棄物・甲状腺がん発症への責任逃れ、

立ち後れが今も私たち県民の健康と生活を不安

なものにしているのです。 

憲法が保障している人権・生活・居住・教育・

職業と仕事の自由・権利をことごとく踏みにじっ

ている、憲法違反・憲法破壊以外の何ものでもあ

りません。 

このような状況から一日も早く脱し、安心して

暮らす事のできる福島県を取り戻すためには、次

の二つの事を最重点にした県民運動を再強化す

ることが何よりも重要な時期に直面していると

いえます。 

第一に、２００万県民の総意である「第二原発廃

炉」を、速やかに実現し、原発に頼らない福島県

の復興・再建に踏み出すことです。いまだに政府・

東京電力は、第二原発廃炉を言明しておりません。

県民世論を無視し続けています。 

県内全原発の廃炉なくして事故収束作業も、県

土の除染も廃棄物の処分も、そして県民生活の再

建も。健康回復も、県土の除染も進むものではあ

りません。 

今こそ、県民一丸となって第二原発廃炉を強く求

める県民大衆運動を起すときです。（署名運動・議

会請願行動・国と電力への要求運動・宣伝・学習

活動等） 

第二に、中間処分場建設も県内除染も大きく立

ち遅れている要因は、原発再稼動ありき＝原発政

策推進の政府・電力の姿勢にあり、そのため県内

いたる所に山積み・野積みになっている放射性廃

棄物への不安・不満が高まっています。 

一日も早く、第二原発を廃炉にすること、「第二

原発敷地を中間処分場にし、速やかに県内すべて

の放射性廃棄物を政府・電力の責任で処分するこ

とです」このことによって宅地はもとより、田畑、

山林の除染も進むこと間違いなしです。 

富岡・双葉町に建設するという最終指定廃棄物

処分場は、既存の産廃処分場を国が買い上げ、た

だ単に、野積み・山積みするというとんでもない

処分方法であり、住民と県民の健康と生活をない

がしろにした暴挙の何ものでもありません。断じ

て認める事はできません。 

政府も、福島県も、富岡町、楢葉町も、速やか

に建設を取りやめるべきです。 

受け入れ決定を撤回すべきです。私たちは、こ

の事を強く求め、闘いを強めなくてはなりません。 

この事を容認すれば、何百年、何千年単位で、人

の住めない地域、自宅に戻る事が不可能な双葉郡

になってしまいます。 

最終指定廃棄物処分場建設を取りやめ、廃棄物

は第二原発敷地に持ち込み処分することが、極め

て現実的なことで、県民要求に沿うことではない

でしょうか。 

読者のみなさまの率直なご意見をお寄せくだ

さい。 

真鍋健一 



昨年２月６日「フクシマ原発労働者相談センタ

ー」が結成されました。 

この一年間を振り返り、被曝労働の実態に迫る

とともに、法に守られた制度制定が課題である事

を相談活動の中から見ることが出来ました。 

廃炉・除染作業の労働者は全国各地にまたがっ

ており、ほとんどが、下請け企業を退職された方

からの相談でした。多重下請け構造の中での賃金

不払いは、モグラ叩きの状況で、公契約法に準ず

る法律が必要となっています。 

不安定雇用に繋がる労働条件の改善が無い限

り、熟練労働者の定着は難しく、４０年かかると

いわれている廃炉作業は実現されず、福島の復興

の大前提が崩壊することになります。（狩野代表

挨拶より） 

相談内容を見ると、労働問題を越え、社会問題

となってきています。具体例をあげれば 

①労災事故が続き工事が休止となった待機時の

賃金は、補償されるのか 

②仕事を求めて来たが、住む所もない、アパート

や宿舎を追い出された。 

③三次下請除染労働者の宿泊所経営者からは、上

部会社から、宿泊費が支払われず従業員の賃金

４００万円の立替払いを余儀なくされた。 

など多肢にわたり、これらの事は、東電交渉や、

下請け企業交渉、労働基準監督署への相談を実施

し、解決を図ってきました。また労災職業病の相

談も受けてきました。 

このような労働相談の取り組みは社会的に意

義があり必要性を確信しました。 

                鈴木 裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フクシマ原発労働者相談センター 

設置場所  

いわき市内郷御厩町 4‐2 

 社民党いわき総支部内 

電話相談 

0246‐27‐8700   

平日のみ受付 受付時間 9:00～16:00 

http://www13.plala.or.jp/iwakisyamin/ 

   

未払い賃金・被曝不安・健康不安が明らかに 

多重下請け構造 ４次５次は当たり前 ７次下請けも存在 



皆々様 余寒に首をすくめる今日この頃です。 

さて、東京電力は、福島第一原発の過酷事故後

まもなく「炉心溶融（メルトダウン）を炉心損傷

と発表し続けたことは誤りであった」と今になっ

て認めました。 

今になって？については、柏崎刈羽原発の再稼

働に当たり「福島第一原発の検証と総括なくして

再稼働はあり得ない」の見解を崩していない新潟

県知事と技術委員会の要求にようやく答えたも

のです。 同委員会は「事故後５年もの間、公表

しなかったのは極めて遺憾だ。事故当時もメルト

ダウンの定義は組織的に共有されていたはずだ。

メルトダウンを隠ぺいし続けた背景や誰の指示

だったのかなど真実を明らかにして欲しい」と求

めていました。 

隠ぺいとは「自分の都合の悪い事実、データな

どを隠すこと」の意味合いを持ちます。東京電力

は、これに「嘘」と「過小評価」が加わります。 

この東京電力の「隠ぺい・嘘つき・過小評価」

には４０年間悩まされ続けました。これに「原発

１日止めれば１億円の欠損」のスローガンと「原

発を止めたがらない危険な体質」が結び付き過酷

事故へと結びつきました。 

１９７１年、第一原発１号機が運転を開始した

時、満足に動かず「実用炉」とはほど遠く「実験

炉」に等しいものでした。 

特に、燃料棒に穴が開く「ピンホール」が続発

し、環境にプルトニウム等の核種がばらまかれ、

建屋内では「放射能が降り積もる」と形容される

ほどでした。 

その当時、労働者が浴びた最大の総被曝線量は

年／８０人Ｓｖでした。（原子炉５基）過酷事故後

の２０１４年の第一原発廃炉・収束作業の、それ

は９２人Ｓｖですから、どれほど危険だったのか

お分かりいただけると思います。その時、東電は

「松葉作戦」と言う隠語を使い秘密裏に、運転を

継続しながら原因と対策を研究し続けていたの

です。 

「出稼ぎしなくて良くなった」と喜んでいだ農

民が次々と訳の分からない病気やガンで亡くな

り、地元では「原発はヤバイ！」の噂が急激に広

がったのです。この問題は、際限がなくこれ以上

は、またの機会に譲ります。 

それにしても、新潟県の泉田知事は福島第一原

発の「免震需要棟」建設にも多大な貢献をしてい

ます。２００７年の中越沖地震の時、柏崎刈羽原

発のホットラインがある建物が地震でゆがんで

ドアが開かず中に入れなくなったその機を逃さ

ず「免震重要棟を何が何でも造れ！」と迫り、柏

崎のみならず福島にも造る結果となったのです。

東電の清水政孝社長（当時）「あれ（免震棟）がな

かったら、と思うとぞっとする」と証言していま

す。（国会事故調委員会・第１８回委員会にて

2012.6.8） 

「福島の初期被曝」を葬り去ることに腐心する

“何処か”の知事と大違いです。 

                                  

２０１６年２月２９日 

双葉地方原発反対同盟 石丸小四郎 


