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東電福島第一原発の敷地は３５０万平方㍍、東京ドーム約７７個分だ。ここに汚染水タンク１０００

基、約８９万ﾄﾝが溜まり続けている。容量は８９％に達している。このやっかいな問題を追ってみた。

東電の広瀬社長は５日の参院経済産業委員会

で、第一原発で増

え続けている汚染

水に対応するため、

従来の約２倍の２

０００トン近い容

量の地上タンクを

導入する方針を示

した。「タンク増設

が間に合わないの

では？」の指摘に

対し「２.０００ト

ン近い容量のものを造りスピードアップを図る」

と述べた。これまでのタンクの容量は最大１.０

００トン程度だったが、タン

クの大型化で汚染水の増加に

対応するという。

汚染水約８９万ﾄﾝをドラム

缶に換算すると約４５０万本

（容量の８９％）に相当する

という（注１）。

それを横に並べると、何と

２.７００ｷﾛにもなる。（ドラ

ム缶の直径０.６㍍）

鹿児島最南端「佐多岬」から北海道最北端「宗

谷岬」まで、直線距離にして約１.８８８ｷﾛ㍍で

あるから末恐ろしい量となっている。

放射性汚染水８９万ﾄﾝはどのくらいの量か！

汚染水対策は「入り口」で地下水の流入を防ぐ

「陸側遮水壁」が

機能しない状況に

ある。

一方、放射性汚

染水６２種類を除

去する多核種除去

装置「アルプス」

はトリチウム（半減

期約１２年）はどう

しても除去できな

い。国際原子力機

関（ＩＡＥＡ）は「人体への影響は限定的」とし

て海に流すべきとしている。投棄方法は①海洋放

出②水蒸気気化③電気分解

④セメント固化地下埋設⑤

パイプライン地下埋設の五

方法である。原子力規制委

員会の田中委員長も「海洋

放出」と主張している。

軽水炉の燃料中で生成さ

れたトリチウムの放出は「遺

伝障害、新生児死亡、小児

白血病」などの被害がカナダから報告されている。

「海洋放出」などもってのほかである。

何が何でも反対し続けよう。

トリチウムの海洋放出に反対し続けよう

（資料１） タンク１０００基にもなった放射性汚染水

（資料２）タンク増量してしのごうとしている
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甲状線がん検査３巡目を前に、検査の「過剰診

断」「潜在がんまで見つけている」と縮小見直し

案が浮上しているなか、第 24 回「県民健康調査

検討委」が開かれた。（資料３）

検討委員会委員からは現状のまま 10 年は続け

るべきとの意見が

多かった。

２０１１年から

始まった検査で、

「甲状線がん」ま

たは「がんの疑い」

と診断された子ど

もは１１５人。

２０１４年か

らの２巡目では５９人、今回新たに４人ががんと

診断され１７４人となつた。

県小児科医会（太神和弘会長）は、一般的発生を

上回る発生に県民に健康不安が発生しているとし

て「受けない選択も認めるべきだ」などと検査見

直しを求める要望書を 9 月 25 日県に提出した。

一方で、県民健康調査でがんが見つかった患者

の家族は「この

検査があったか

らこそ、がんの

早期発見につな

がり治療に結び

ついた」「縮小だ

けはしないで欲

しい」と拡充を

求める要望書を

提出している。（詳細は情報 177 号参照）

福島県は検査を推奨していたが、４月から始ま

った３巡目の保護者の同意書に「今後甲状腺検査

のお知らせが不要な方はチェックして下さい」と

いう、受けても受けなくても自由と受取られる項

目をあげている。福島の小児甲状線がんは誰が見

ても多発としか言いようがない状態である。

選択性になったら大人の健康に対する知識認識

の違いで、子どもの検診の機会が大きく異なって

くる事が考えられる。

子どもたちが「検査に行こう」といえる、環境

と教育こそが大事である。

原発事故との

因果関係の議論

も検証もせず、

疫学データが一

番必要なこの時

期に甲状腺検査

の縮小をしてし

まったら福島で

何が起こっている

のかわからなくなり「原発事故がなかった事」に

されてしまう。

最近特に検査縮小に向けた宣伝活動が進められ

国・県の意図する方向に仕向けられ、知らず知ら

ずに洗脳されていく政治的意図を感じざるを得な

い。がんと闘っている患者家族の苦しみを無駄に

してはならない。

９月９日「３ .

１１甲状腺がん子

ども基金」が設立

された。（資料 4）

がんと告知され

た子ども達と家族

の経済的支援、多

様で継続的な支

援を目的とし、

原発事故による健康影響の影響調査と法整備も視

野に入れ取り組みを期している。理事長に崎山比

早子氏（東電福島原発事故国会調査委員会元委員）が就

任し広く支援を呼びかけている。

「３.１１甲状線がん子ども基金」お問い合わせ

080-3757-0311info@311kikin.org

千葉 親子

（資料３）星北斗座長を中心に意見を述べる県民健康調査検討委員会の委員

（資料４） 壇上に上がった３.１１甲状線がん子ども基金の役員

第24回検討委員会

甲状線検査継続を求める意見が大勢！！
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三春町は原発から真西に 45 キロの所に位置し、

福島県 59 市町村のなかで唯一自治体の責任にお

いて放射線防護と住民の防護の観点から４０歳以

下の住民に対し安定ヨウ素剤服用を決定した。９

月定例議会で「ヨウ素剤配布、その後について」

を質した。

佐藤 弘議員

原発事故当時放射能物質が大量に落ちてくる前

に、時期を逸せず配布し飲むように指示したのは、

県内ただ一つの町それは三春町でした。私は日本

中に誇れる町だと思っています。甲状腺癌が増え

つつある中、ヨウ素剤を配布した町として今後三

春での甲状腺癌の発生があるとすれば、飲んだの

か、飲まなかったのか、追跡調査をすることが、

ヨウ素剤配布に責任を持つことだと思います。

町の見解を伺います。

坂本（旧姓工藤）副町長

福島第一原発事故が発生し、放射線の拡散状況

に関する情報提供が皆無の状況において、三春町

は放射線防護と住民の防護の観点から安定ヨウ素

剤を配布し、服用を促した経緯があります。

安定ヨウ素剤の服用が健康面での効果をもたら

したかどうかは判断できませんが、服用による副

作用が確認されなかったことは幸いな事と思って

おります。 放射線の影響について、子ども達の

甲状腺の状態を継続的に確認することを目的とし

て、県は平成２４年度から、事故当時１８歳未満

を対象に、県民健康調査甲状腺検査を１年おきに

実施しております。県が検査を実施しない年度は、

町が独自に小中学生を対象に、甲状腺検査を実施

しています。

平成２４年度、県民健康調査甲状腺検査の先行

検査が実施された際は、悪性腫瘍の疑いが１件確

認されましたが、その追跡調査につきましたは個

人情報であることを理由に公表してもらえない状

況です。しかし、町独自検査を含め４回の検査及

び今年２月発表の本格調査結果においては、三春

町での発生はゼロです。県は「現在のところ甲状

腺癌への放射線の影響は考えにくい。」との見解

ですが、町としては判らないことは判らないとい

うのが正しいと思っております。過剰診療の結果

によるものであるなどの意見が出始めていること

は、大いに懸念するところです。 現段階では、

完全に否定できるものはないことから、町は、今

後も県及び町の甲状腺検査を継続し、状況の把握

に努めて参ります。今後、甲状腺癌の方が三春町

において発生した場合、安定ヨウ素剤の服用につ

いて、個人情報の制約がありますが、出来る範囲

での調査はしたいと考えております。

佐藤 弘議員

４０歳以下の方に全戸配布をしたと言うことで

すが、大体何パーセント位の方が飲んだのかお答

え願います。

坂本副町長

町独自の小中学生の検査の問診の中にヨウ素剤

を飲みましたか、という項目がございます、その

集計で全体を通しますと６６％前後、約３分の２

の方が飲まれたというふうに回答しております。

以上

私は、集団で安定ヨウ素剤を服用した貴重な町

として、県内外の甲状腺の疫学調査に重要な役割

をもつと思うので、町も福島県もしっかりした調

査をすべきと思っています。

ヨウ素剤配布 その後について
三春町議会議員 佐藤 弘

（資料５） 三春町役場
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９月１４日、午後１時から４時まで東電交渉

行われた。最初、要請書を提出した。（下資料）

この他①アウターライズ地震について②台風に

よる降雨による汚染水の漏洩について、など質問

し意見を闘わせた。

２３日、政府は東

電福島第二原発につ

いて「原発再稼働申

請時に地元自治体の

同意を条件にする」

特例法の制定が検討

されていることが明

らかになった。

“福島第二原発廃炉

”は県民の大多数の

願いである。それが

実現しそうな情勢に

なってきている。

９日、東電福島第一原発の廃炉・収束作業に従

事し支払われる「危険手当」を中間搾取（ピンハ

ネ）したとして元作業員３９人が元請の東芝や下

請け業者、作業を発注した東電の計６社を相手取

り、未払い分６８６１万円の支払いを福島地裁い

わき支部に提訴した。

１日１万～２万円の危険手当が東芝らによって

中間搾取され、全く支払われなかったり５千円だ

ったりした時期があったと言う。

「危険手当」を巡っては「フクシマ原発労働者

支援センター」でも様々な闘いがあった。注目し

たい。

７日、原子力規制委員会は原発のテロ行為を防

ぐため、働く作業員の「身元調査制度」を導入す

ることになった。広島・長崎の放射線影響研究所

が行った原発労働者の「２万人健康調査」（３.１

１から同年１２月）で宛名不明として還付された

郵便物が５千件中、約４千件だったと言う。（注２）

（資料７）廃炉を伝える新聞

東電交渉開かれる

白血病労災認定に関する要請書提出

東京電力ホールディングス（株）

代表執行役社長 廣瀬 直巳様

東電福島第一原発事故・収束作業に

従事した作業員の白血病労災認定

に関する要請書

厚労省は８月１日、東電福島第一原発の廃炉・収束

作業に従事した５０代男性の白血病を業務上の認定を

した。過酷事故から５年５ヶ月、白血病の認定は２例

目となった。男性は事故直後の２０１１年４月から２

０１５年１月まで３年９ヶ月間、原発構内で機械の修

理作業に従事し、積算被曝線量は５４.４㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄで現

在は通院加療中である。事故後２件目の労災認定であ

り、以下の通り要請する。

記

１．事故後１１件の労災申請があり２件認定、外判定

３件、取り下げ１件、審査中５件であり、現状をど

う判断し対処するのか見解を示すこと。

２．被曝従事者を対象にした「緊急作業従事者の長期

健康管理制度」を拡充すると共に、健康被害への適

正な補償、救済措置を今後どう対処するのか明らか

にすること。

３．事故収束廃炉作業に従事する作業員の確保と育成

について、どのような計画と見通しを持っているの

か明らかにすること。 以上

脱原発１０団体

（資料６）東電渉外担当に要請書を手交する佐藤世話人

危険手当支払いを…

元作業員３９名 東芝など提訴

東電福島第二原発

廃炉の可能性が高まってきた！

原発労働者の身元調査

テロ対策として重視し導入される
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投 稿

東電福島第一原発問題を考える
＜福島原発建設への基本的な疑問＞

金沢市 医師 川上義孝

広大な阿武隈の原野に、必要性からとはいえ、東京ドーム７

７個分（350 平方㍍）に相当する広い海際の地域に、立地条件としては適性を欠いていると云わ

ざるを得ない土地に、国家事業として国の指導と支援のもとに、日本産業の基幹をなす東京電

力の経営として原子力発電所を作った。

しかし、東電福島第一発電所建設の出発点において、その直接の責任者というべき、佐伯正

治東電福島原子力発電所土木課長の「福島原子力発電所土木工事の概要」は驚くべきものであ

る。脱原発情報Ｎｏ１７６号によると『工事のうち原子力建屋、タービン建屋、廃棄物処理建

屋、コントロールエリア（総括部門）などの建設は、当社では全く経験が無いので、設計・施行

・据付・運転開始まで、原子炉はアメリカ・ゼネラル・エレクトリック社の責任において、タ

ーンキィ方式を採用したい』とある。「鍵を廻せばすぐに使える」という意味で、すぐに稼動で

きる状態で顧客に納品するシステムの事であるという。

企業の技術提携的取引においては、このような“マル投げ”依頼方式はあるだろうが、それ

にしても、自然環境破壊あるいは致死的な被害など重大な社会問題とならざるを得ない危険に

満ちた放射性物質を扱う施設の建設に対する姿勢だろうか。

巨大な電力を生み出す施設への期待に思慮が固まり、強烈なエネルギー発電施設における材

質の劣化、放射能の暴走など、負の側面の諸問題への配慮が著しく軽視され、超危険物の取扱

い施設であるにも拘らず、事故などに対する配慮が表向きのものになってしまい、実質的な方

策が後手にまわる習性となってしまっているのは何故か。

日常化している謝罪の御辞儀を、テレビ画面で見ながら想うのである。

東京電力社員や原発関係者、さらに国の原発関係責任者たちが、エネルギー生産現場ともい

うべき東電福島第一原発敷地内に居住し家族と日常生活をおくる事を原発建設・運用の必須の

条件として義務付けたならば、場所の決定から基礎工事、原発諸施設建屋などに対する安全性

への配慮は、著しく高まり、日本国内に、原発立地に適した地域などなくなってしまうのでは

あるまいか。

東電福島第一原発に関る山積しており、更に沸き出るが如き問題と失態、彼らがどれほど襟

を正して頭を下げようとも、その“責任と謝罪”が経済性の範ちゅうにある限りは、一歩も解

決はしない。

被害者は総て、その大小に限らず“命”にかかわり“生活”にかかわっているのである。

従って、彼ら経営責任者、国の責任者においても“己の命と生活”をもって、被害者の苦悩

に対するのでなければ《責任をとる》ことにはならないのである。

被災者は、それを求めて闘うのである。

（資料８）ＷＧ会場で右が川上義孝さん
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前回までの要点をたどると「原発の主要構造

物は GE 社の責任によるターンキィ方式を採用」

とある。従って、米国の中部、東部地方の地震・

津波はないが、猛烈なハリケーンを警戒する構造

であった。一例として（資料９）にあるように原

発の「基礎版」は海抜「－１.２３㍍」にしたの

である。更に「土木工事は地質・湧水・排水など

様々な困難に直面した」と記述している。

双葉郡の土壌は昔からいわき市に続く炭田地帯

で地質調査は綿密を極めた。その結果、地表から

４００㍍まで「多賀層群」という地層で「表土・

腐植土・粘土・シルト・砂・泥岩・砂質泥岩」で

ある。東電が広報で良く使う「原発は固い岩盤の

上に造られている」など嘘であった。しかも１～

４号機の主要部には３本の川が流れていた。

（資料１０）は「湧水が海抜２６.５㍍から約２.

３％の勾配で走っていた」と記述されている。

（資料１１）は主要部分で「②の４１.７２８立

方㍍は湧水が激しく難渋した」とある。

全体として「地質」は多賀層群に属し湿潤化し

た場合に泥土化し崩れやすくなる。「施行と実績」

では湧水が激しく難渋したとある。「排水対策」

では土木工事で排水は重要問題で大いに悩まされ

たとある。（資料１２）は海に向かって溝を深く掘

り湧水を流す「ウェルポイント工法」で重機の運

転には鋼鉄の覆工版を敷き工事を進めたとある。

東電福島第一原発の現状 Ｎｏ５
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・（注１）2016.9.7 毎日新聞・科学環境部
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・（資料２）東京電力フォールディングス（株）ＨＰ

・（資料７）2016.9.24 福島民報

・（資料９）国会事故調・参考資料・５５頁

・（資料１０）～（資料１２）福島原子力発電所土木工事の概要

～佐伯正治元東電福島原子力発電所土木課長～

（資料９） 〇は海抜よりマイナス１.２３㍍と言う意味で第一原発は海抜より低い位置に設置した

（資料１１） ②の 41728 立方㍍は特に難渋した

（資料１０） 赤線のように湧水が走っていた

（資料１２）海に向かって溝を掘るウェルポイント工法


