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熊本の強烈な地震活動は 
“原発停止せよ”の自然からの警告！ 

                                 

                         

       

             

 

 

 

 

 

 去る４月６日、福岡高裁宮崎支部は住民が求めていた「川内原発１・２号の再稼働差し止め」の申し立

てを棄却した。それから８日余り、熊本を襲ったＭ６・５～７・３の強烈な地震の関わりを探った。 

 

「九州には強い地震は

起きない」の判断か？  

 

 裁判は第一に川内原発

を襲う可能性のある地震

動に耐えられるか。 

第二に周辺の火山の噴

火の影響に耐えられる

か。第三に実効性ある避

難計画がないことは住民

の人格権（生存に不可欠なも

の）の侵害ではないか、

の三点だった。 

 裁判の中で、九州電力

は「九州地方では地震動

が小さくなる地域的特性

がある」と主張していた。

結果して裁判所もそれを

認めた。  

しかし、東日本大震災

のような海溝型の地震は

150 年から 300 年に一度

起こる。熊本地震は内陸

直下型で 1000 年から数

10 万年の周期で発生す

ると言う。周期が余りに

長く、人が住んでいなか

った時代だから記録もない。 

 九州の人は言う「地震の経験がない」と…。 

日本に原発を造れる

場所があるのか？  

  

〔資料１〕は「日本列島

周辺の活断層の分布と原

発の位置」である。  

これらを見てもわざわ

ざ海溝型地震や活断層断

層を何ら想定しないまま

原発を建てたのではない

かと思わざるを得ないカ

所にある。 

 プレートテクトニクス

理論（地表を覆う地球全体の

岩盤の動き）が確立した６

０年代中頃に各地に原発

が計画され造られたから

である。 

 だから 〔資料２〕にあ

るように、日本最大の断

層帯である「中央構造線」

上に、２基の川内原発、

３基の伊方原発があるの

だ。 

 電力と原子力規制委員

会、裁判所、政府は「そ

れでも安全」と主張し続

ける。このままでは東電福島第一原発の二の舞は

免れないといわなければならない。 

 〔資料１〕 日本列島周辺の活断層の分布図と原発の位置 

 〔資料 2〕  日本列島最大の断層「中央構造線」 
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 ３.１１原発複合災害から５年、東電福島第一原

発からまき散らされた大量の放射性物質を浴び続

ける福島県。その現実を伝える２つの記事と映像

を紹介する。 

〔資料３〕は「森林の河川水流における放射性セ

シウムの動き」である。（朝日新聞） 

 山・森林から流出、河口から海へと流れ、放射

能は移動するだけで決してなくならないことを伝

えている。 

 右下の「生態系の主な調査報告」では大熊町な

どのモミの木（放射線医学総合研究所）、川俣町や飯

舘村のアブラムシ類（北海道大学）、その他、ニホ

ンザル、ヤマメ、ウグイス､トウホクサンショウウ

オなど放射能汚染が確実に広がっていること伝え

ている。 

  地図は放射能が北西方向に流れ、双葉郡の２村

４町（広野・楢葉両町を除く）、飯舘村、田村市、南

相馬市の一部も含まれる広大な無人地帯を出現さ

せていることを示している。 

〔資料４〕は「原発事故～５年目の記録・被曝の

森・無人の町はいま～」である。（ＮＨＫスペシャル） 

 イノシシは人を極端に恐れると言う。それが「通

行制限中」の看板のある中を徘徊している。 

 この二つの記事と映像は主張する部分が共通し

ている。 

 浪江町津島地区を中心にした山間部は今でも毎

時１００ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄを超える地域が存在し、その

名を「スーパーホットスポット」と呼ぶと言う。 

〔資料５〕は外来種のアライグマである。見かけ

によらずどう猛で急激に増殖していると言う。 

屋根裏をねぐらにして糞尿するから家の中に入る

と「獣の臭いがして、とても住めない」と住民は

動物に追い出された苦渋を語る。 

 南相馬市の小高区から双葉郡は南北約１００キ

ロ余り、阿武隈山系から太平洋まで約１５キロ強。 

この狭い地を営々と耕し続けてきた農民が農地を

放棄したまま追い立てられるように去った集落。

里山が原野と森にのみ込まれる。 

３.１１から５年 蝕まれる福島の自然 

 〔資料３〕    蝕まれる福島の森      

〔資料４〕      人を恐れないイノシシ   

 〔資料５〕  人家の屋根裏で繁殖するアライグマ    
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〔資料６〕の映像、動・植物を放射線に反応す

る特殊フイルムで撮影すると黒く反応する。 

原発事故直後、樹皮に付着した放射性物質が残

っているのだ。樹皮だけでなく杉や檜も黒く変

色し、セシウムなどが栄養分と共に根などから

新たに取り込み蓄積しているのだ。 

〔資料７〕はマムシも黒く変色している。 

〔資料８〕はツバメの尾羽根の長さの不揃いな

奇形が多く見られるという。 

〔資料９〕はイノシシの糞も真っ黒である。 

 前述したスーパーホットスポットに設置され

た監視カメラに汚染した草を食するイノシシの

姿が多数見られた。 

 これは放射能の汚染地帯に住む動・植物は植

物連鎖を通して日々放射性物質に汚染されてい

ることを示すものである。 

 番組では福島大学の特任教授が「福島ではチ

ェルノブイリと同じ現象が見られる」と語って

いる。 

 この番組を見た後、浪江町からいわき市に避

難している人物に故郷の現状を聞いてみた。 

 その話を聞き愕然とした。 

 「一時帰宅して自宅に入ろうとしたら猛烈な勢

いでイノシシが数匹家の中から飛びして来た。

恐る恐る家に入ったら、何と寝室のベッドがね

ぐらになっていた。家に帰ることが嫌になるが、

帰らないわけには行かない。家に入るときには

大きな声を出し、獣がいないか確認して家に入

る」と話していた。更に「イノシシの成獣の牙

は、昔からカミソリと言われ“猟犬も腹を割か

れるから吠えない”と言うほどだ」と話してく

れた。 

 人口７万人、面積８６６平方㌔の双葉郡。そ

れに避難地域を入れれば世界に例のない無人地

帯が広がっていることになる。そこには生態系の

激変も含めて「原発事故がいかに取り返しのつか

ない災禍をもたらしたのか」改めて考えさせられ

た。狭く地震と津波が襲来する日本列島。ここに

まだ５０基余りの原発があり、それを動かし続け

ようとする政府がいる。異常と言うほかない。 

 〔資料７〕          マムシ 

〔資料８〕   奇形が疑われる浪江山間部のツバメ 

  〔資料９〕  イノシシの糞 

 〔資料６〕   ネズミの死体も植物も黒く変色している 

石丸小四郎 
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昨年の 11 月、３名の東電福島第一原発・収束作業員 

から、不当に控除された経費を取り返したいという相

談を受けました。 

彼らを直接雇用していた４次下請けの｢サンエーク

リーナー｣（以下・サンエー）は、法人格を有しておらず

本来なら収束作業には入れないのですが、３次下請け

の「双葉上下水道管理」（以下・双葉）は、偽造の雇用契

約書を作成して直接彼らを雇っていると偽装しまし

た。彼らの賃金｢１５.５００円／1 人 1 日｣の支払いは、

双葉が直接東邦銀行の個人口座に振り込み、サンエー

のピンハネ分は｢４.５００円／1 人 1 日｣として、別途

双葉がサンエーに協力金として渡していました。 

 サンエーは協力金の存在を隠し「双葉からのお金は銀

行に振り込まれる分しか無い」と従業員を欺し、現場

へ送迎した交通費などの経費として｢２.５００円／1

人 1 日｣をさらに取り立てていました。 

この取り立て方は、従業員の通帳をサンエーが預か

りサンエーが賃金を引き出し、経費分を引いた残りを

従業員に渡すということでした。３人は、昨年の１０

月に３次の双葉と話しているうちに、別途協力金の存

在を知りました。 

 双葉は、賃金は丸々従業員に渡っていると思ってい

ました。３人は経費分の取り立ては不当だと思い、返

還要求をしてサンエーと話し合いましたが、らちがあ

かず組合に相談に来たのでした。 

組合は、まず労働基準監督署に労働基準法の賃金の

直接全額払いの原則に反すると申し立てました。 

 監督官は｢実態としての雇用主がどこにあろうが、監

督署は賃金の支払い実態で判断する。個人口座へ賃金

を振り込んでいる双葉が雇用主となる。サンエーの行

為は労働基準監督署の関知することではない｣と門前

払いされました。 

 組合は、東邦銀行にも本人以外の人間が口座から引

き落とすのに、本人確認はしないのかと申し入れまし

た。東邦銀行は「銀行は本人確認をする義務を負って

いない。内規で１００万円以上の引き落としは確認す

るとになっているが義務ではない。1 人の人間が複数

の口座からいっぺんにお金を引き落とすという怪しい

行為をしていても確認する義務はない。通帳を他人に

渡すことなど想定していない」と門前払いされました。 

組合は、サンエーと双葉に対して、連帯して不当・

違法に控除された経費分｢２、５００円／1 人 1 日｣を

返還するよう団体交渉を要求しました。 

双葉とサンエーの対応は真逆でした。 

双葉は、偽とは言いながら雇用契約主として直接賃

金の支払いをするため銀行の個人口座への振り込み

と、公にできないピンハネ分を協力金として渡してい

たことを認め、サンエーの行為は詐欺に当たることも

認めました。 

 その上でサンエーを指導しながら組合との妥協点を

探るつもりでした。 

サンエーは、「雇い主はあくまでも双葉であり、経

費の控除は事前の了解をもらっている。通帳を預かっ

て賃金の引き出しをしたことや、雇い主でもないのに

経費を徴収して現場への送迎をしたことが違法である

というのなら、どこへでも訴えてくれ。金は払わない」

と居直りました。 

組合は、膠着するサンエーとの交渉から、双葉に重

点を移し、元請責任を果たすよう要求して交渉を行い

ました。 

その結果、双葉は、元請責任として経費の立て替え

返却を決断し、３名に支払いました。 

 双葉は同時にサンエーとの請負契約を解消し、サン

エーは収束作業から排除されました。                                           

                   以上                 

 サンエークリーナー経費返還要求の経過 
       

 自由労働組合 桂 武 

    

不当控除経費を 

返せ！！ 

フクシマ原発労働者相談センター      
http://www13.plala.or.jp/iwakisyamin/  Meil: genpatusoudan@gmail.com  Tel: 0246-73-8118  Fax: 0246-54-1789                             
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 原発事故から６年目に入り、メデァの情報も極端

に減っている。 

 しかし、第一原発の現状は溶融した燃料魂デブ

リが何処にあるか不明なことや、押し寄せる地下

水、今後も際限なく増えるであろう放射能廃棄物 

などで廃炉への道筋は全く見えない状況にある。 

 何回かに分けて、この第一原発の実態と苦悩を

報告する。 

 〔資料１０〕は「地下水の流れ込みと汚染水の流

れ」である。 

①地下水が１日１千トン建屋周辺に流れ込む。 

②１～４号機の建屋とタービン建屋に地下水の

流れ込む量は１日約４００ﾄﾝである。 

③原子炉の溶融魂デブリ冷却のため１日約４０

０ﾄﾝ注入する。 

④１日約８００トンくみ出して処理装置へ。 

⑤およそ１日約３００トンが地下水として海に 

 も流れ込む。 

 これが福島第一原発の実態で、変化なく続き、 

 

 

 

これに翻弄され続けて来たのだ。 

 勿論、梅雨時や台風時の雨の多いときなど多少

の増減はある。 

 事故前、原子炉建屋周辺に「サブドレン」と言

う井戸を掘り、そこから１千ﾄﾝ近く汲み上げて、

建屋やタービン建屋の浮き上がりを抑えていた。 

それが事故で故障し、地下水を汲み上げられない

ため地下水として海に流れ込んでいた。 

 東電はようやく「サブドレン」を復旧させ、建

屋に入る前に汲み上げる「地下水バイパス」の井

戸を造り、４月末で１１３回、放出量１５３６ﾄﾝ

を海に放出している。護岸に全長７８０㍍、配管

６００本を打ち込み「海側遮水壁」を造ったが、

これも地下水の圧力に負け、海側に２０㌢傾斜す

る事態になっている。 

 この地下水の量と圧力は次回以降とする。 

 

                石丸小四郎 

 

 東電福島第一原発の現状 No1 

〔資料１０〕 東電福島第一原発の元凶となる地下水の流れ 
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 １３時００分から開始され要請文を手交した

後、これまでの積み残しの案件を取り上げた。 

① 東京電力は地下水バイパス、サブドレンでト

リチウムをこれまでに 900 億ベクレル海に放

出している。これを直ちに中止すべきである。 

② ３月１７日提出の「炉心溶融マニュアルの隠

ぺいと炉心溶融の公表遅れに抗議し、責任を

求める要請書」に対する問題。 

③ 福島第一原発１・２号機の排気棟の亀裂によ

る倒壊防止を求める要請書に対する問題。 

④ 「第一原発でこれからも避難が必要な事故が

起こり得るのか？」説明して欲しい。 

⑤ 新潟県内で柏崎刈羽原発のＰＲ活動でテレビ

放送を行っている問題。 

⑥ 福島第一原発では１日１千トンの地下水が流

入し汚染水生まれ５年間費やしてきた。柏崎

刈羽の地下水は１日３千ﾄﾝ流入しているとい

う。福島の３倍だ。海洋汚染と血税を浪費し

ている。「福島の二の舞になりかねない柏崎

刈羽原発は廃炉にすべきである」を申し入れ

た。 １６時３０分終了した。 

 （注）４月２７日 福島県漁連 

    トリチウム放出を認めず！ 

  福島県漁連は、汚染水の浄化後に残るトリチウ

ムについて、海洋放出を認めない方針を改めて確

認。県漁連は汚染水対策の地下水バイパスやサブ

トレン計画を容認する際、海洋放出は認めないこ

とを表明している。 

 

        （出典 参考資料） 

〔資料１，２〕 日本周辺の活断層の分布図と原発の位置     

http://imart.co.jp/katu-dansou-japan.html 

       赤 色 立 体 地 図 で み る 日 本 の 凸 凹 （ 技 術 評     

論社） 

〔資料３〕 朝日新聞２０１５.１１.１ 

〔資料４～９〕 ２０１６.３.６ ＮＨＫスペシャル「被曝

の森」原発事故５年目の記録 

〔資料１０〕第 31 回原子力災害対策本（2013.8.7） 

〔資料１１ 〕東電交渉５月１９日       

                                                   

以上 

 

  〔資料９〕   要請書を読み上げる佐藤世話人 

 東京電力（株）             2016 年 5 月 19 日 

 代表執行役員 廣瀬 直美様 

    いのちよりカネは許さない！  

 トリチウム汚染水の 

   海洋放出中止を求める要請書  

（要旨） 

 ４月 14 日、経済産業省の汚染水対策委員会は東

京電力福島第一原発に貯蔵されているトリチウム

汚染水の処分方法について、海に流すことが最も

短期間で低コスト処分であることを発表した。 

 東京電力社長は４月 27 日「海洋放出」を進めよ

うとしている。 

 漁業者は「海洋放出をすれば福島の漁業は死ん

でしまう」と反対を表明した。（注） 

 東京電力のトリチウム放出はコストを優先させ

国民の命と健康をないがしろにするものである。  

よって下記により要請し速やかな回答を求める。                

            記 

1．トリチウム汚染水の海洋放出計画は中止し、 

広く市民説明会を開催すること。 

2．トリチウム汚染水の海洋放出に関する環境アセ

スと総量規制を実施すること。 

3．トリチウム汚染水は、固化など安全な方法で保

管し恒久的対策を確立すること。 

                 以上 

東電交渉 再開第 27回 

 トリチウム汚染水の海洋放出中止を求め要請書提出 


