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福島第一原発事故関連費用が 22.1 兆円に達すると東京電力と電気事業連合会は試算し、「電気の託送

料金」（注１）に転嫁し新電力契約者や電力消費者に負担を求めている。誰も責任をとらず、事故の解明も

なおざりに事故の負担さえ消費者・国民に転嫁しようというやり方には憤りを覚える。

事故処理費は東京電力と９電力会社の経営努力で賄え！
福島第一原発事故の処理費用は当初、11 兆円

と試算されていたが、その後、大幅に増加し合計

で 22.1 兆円と当初の２倍に膨れ上がっている。

（資料 1）は政府の 2013 年度の閣議決定内容で事

故処理・廃炉費 2 兆円を除く 9 兆円の資金援助を

決めている。

東電と電気事業連合会は増加した費

用の内 8.3 兆円を「電気の託送料金」

に転嫁しようとしている。

（資料２）は電力料金の構成図である。

「規制料金」とは発電・送電経費と電力

会社の利益が保証されている従来の電気

料金、自由料金は電力自由化に伴って電

力会社が独自に設定する料金である。

資料左は2016年7月の内訳だが、規制料

金２２．４円／Kwhと新電力料金２１．９円／

Kwhでは0.5円の価格差があるが、自由料

金では３．１円新電力が割高である。

さらに原発を持たない新電力に対して

託送料金に廃炉費用や損賠費用を上乗

せすれば新電力の競争力を低下させ、再

生可能エネルギーを選択しようとする消費

者にまで原発費用を負担させることにな

る。本来これらの費用は東京電力と９電力

会社の経営努力で賄うべきものでそれを

「託送料金」に転嫁して電力消費者から

コストとして回収するのは本末転倒で決して

許されるべきものではない。 斉藤章一

（資料１） 増加する第一原発事故処理費用

（資料２） 託送料金に事故処理費用を転化
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新潟県知事選挙の争点は「東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働」であった。安倍政権にとって「負けら

れない選挙であった」にもかかわらず民意は「再稼働反対」を訴える米山隆一氏を選んだ。鹿児島に続

いた勝利の意味は限りなく大きい。その背景となった意味を考える。

「新潟県知事選挙」脱原発の願い届く
背景には原子力政策の破綻！

新潟県民は原発は死活問題なのだ

「福島第一原発事故の検証なくして再稼働はあ

りえない。机上の避難計画では県民の安全は守れ

ない」泉田前知事が訴え

ていた県民の生命第一の

政策を新潟県民は選択し

たのだ。

過酷事故当時、第一原

発に置かれた「免震重要

棟」は新潟県中越地震後

に泉田知事が嫌がる東電

に「何としても造れ！」

と両原発に造らせたのが

震災の８か月前だった。

トップをして「免震重

要棟が無かったらと思う

ともゾッとする」と言わ

しめた施設である。福島

県民にとって泉田前知事

は命の恩人でもある。

また事故当初は福島県

から 9.600 名を超える避

難者を受け入れ、この数

は全国最大であった。

新潟県民は「原発事故

が起きたらどうなるの

か？」を熟知していたと

思う。雪の新潟で事故が起きたら逃げ場もなくと

思うと「ゾッ」としたであろう。新潟県民にとっ

て原発は死活問題そのものであり、政府の詭弁に

等しい言葉には惑わされる事はなかった。

ペテンに等しい原発政策は末路だ

「日本の原発は世界最高水準の安全対策」この

言葉が新たな“神話”として動き出している。

一つだけ言う。

西欧ではメルトダウン

・メルトスルー対策とし

て溶けた燃料を受け止め

るコアキャッチャーを設

けているが日本にはそれ

がない。

「原発は燃料費が安い」

と言う。原子力関係政府

予算は年４千億以上注ぎ

込まれ、過酷事故の後始

末や核のゴミの長期にわ

たる費用は天文学的数字

になり子どもたちへの莫

大な負の遺産となろう。

「核燃料サイクル」は

とうに破綻している。

もんじゅ廃炉はほぼ決

定し、六ヶ所再処理工場

は 23 回も延期になり、

全国の原発サイトに溜ま

り続ける使用済み核燃料

が約 1 万 7 千ﾄﾝプールに

あてもなく溜まっている。

何よりも「原発ゼロ」でも電気は足りている。

この問題はほんのサワリである。

日本の原子力政策はすでに破綻している。

安倍政権にとって命取りかねない問題である。

（資料３） 新潟知事選で米山氏当選

（資料４） 東電柏崎刈羽原発

（資料５） 九電川内原発
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前号（No178）で「福島原発建設への基本的な疑問」について投稿をした。原発建設の適性を欠いた

土地に、国策のもとに原発を作り推進してきた東電福島第一原発が、過酷事故を起こし、事故収束の目

途立たず、多くの健康被害も起している現実に目をむけ考えてみた。

東電福島第一原発問題を考える その２
〈放射線被ばくによる小児甲状腺がんについて －－－金沢市 医師 川上義孝さん 投稿〉

第 22 回「県民健康調査」検討委員会で星座長

は「チェルノヴイリ甲状腺がん」との違いを…。

①チェルノヴイリでは、4 ～ 5 歳に甲状腺がんが

増加した②事故

時 5 歳以下の層

に多発③被ばく

線量がチェルノ

ヴイリと比べて

はるかに少ない

④地域間の差が

ないと、4 つの

理由を挙げた。

（ 脱 原 発 情 報

No172 参照）

「チェルノヴイリ甲状腺がん」との原因が違う

と言う主張に対する検討をしてみた。

【その１】「福島では、増加までの期間が短い」と

いう①に対し、医師であり松本市長の菅谷昭氏は

「ベラルーシにおける小児甲状腺がんの発生状況

は、1986 年（事故の年）＝ 1 人、1987 年＝ 4 人、1988

年＝ 5 人、1995 年（10 年目）＝ 91 人、11 年間

に 508 人で 75 倍。ベラルーシ国内の高汚染地ゴ

メリ州 11 年間で 130 倍」と「これから 100 年放

射能と付き合うために」という著書に示している。

また、尾松亮氏の「ロシア政府報告書」によると、

「ロシア主要被災州（ブリャンクス、カルーガ、

トウーラ、オリヨール）における小児甲状腺がん

件数の推移は 1986 年の事故により被ばくし、2

年後より増加が見られ、91 年を過ぎるあたりか

ら増加している。ここからもわかるとおり『4 ～ 5

年後に甲状線がんが増えた』というのは正確でな

い。『2 年目から増加し 4 ～ 5 年後に大幅に増加

した』と言いなおすべきである。」と主張。

《私の考察》福島、チェルノヴイリ共に、事故後 2

年目頃より、小児甲状腺がんの増加が始まり、4

～ 5 年頃より大幅に増加するという、共通した経

過を取る可能性がある。福島では、これから先に

小児甲状腺がんの大幅な増加となる危険性があ

り、注意を要す

る。検診・管理

体制の充実・強

化に対する万全

の対策が必要。

【その２】福島

では「5歳以下の

層の発見がない」

という主張に対

し、尾松亮氏は、

「チェルノヴイ

リでは事故当時 5 歳以下の幼児に甲状線がんの多

発」という説明は、事故後 20 ～ 30 年というスパ

ンが正しい。

「ロシア政府報告」が被災地において、いくつ

かの年齢層ごとに年齢別グループをつくり、それ

ぞれ 10 万人当たりの甲状線がん件数を 1 年ごと

に示した図がある。それによると、事故当時０～ 5

歳の層に、明らかな増加が見られるのは 10 年経

過した後であり、子どもたちが 10 歳以上になる

1995 年頃からである。事故当時 15 ～ 19 歳のグ

ループになると事故直後に若干の増加があり、5

年後から目だって増えた、と述べている。福島県

においても第 23 回「県民健康調査」検討委員会

で初めて 5 歳以下の発症が報告されている。

《私の考察》福島においても 5 年経過して大幅増

加期に入る可能性があり、第 3 順目以降の小児甲

状線がん検診の充実が必要性こそあれ、検診を縮

小する事などは避けなくてはならない。県民の不

安を受け止めて万全の体制を取ることが大切であ

り緊急を要する。 （次号に続く）

（資料６） チェルノヴイリ原発事故に伴う甲状腺がん発生状況
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10 月８日、社民党県連合の「収束・廃炉・被ばく労働 WG」では喜多方市の押切川体育館で定例学

習会を開催した。岩下潔さんより山林が低線量で汚染されている現状を聞いた。

福島第一原発事故と原木シイタケ生産者の現状

「低線量汚染地域を考える会」共同代表 岩下潔さんの報告から

岩下潔さんは 2005 年（平成 17 年）に喜多方市

役所を 52 歳で早期退職し、原木シイタケ栽培を

始めて軌道に乗りかかった矢先の 2011 年の原発

事故により出荷制限に追い込まれた。（同年９月に

全農シイタケ事業所入札中止、500Bq ／ｋｇ超過多数

のため。同年 11 月喜多方産乾燥シイタケ基準越えに

より出荷自粛）

原木シイタケの出荷制限は東北、関東、静岡県

まで東日本全域に及んでい

た。山林が放射能汚染され

たため全国的に原木の調達

が困難になり生産者の高齢

化と相まって生産者は激減

してしまった。事故前、福

島県は阿武隈山系を中心に

全国の 5 ～ 6 割の原木を産

出していたが現在キノコ栽

培に使用できるのは西会津と南会津町の一部しか

ない。（原木の基準値は 50Bq ／ｋｇ以内）

2011 年 4 ～ 5 月にかけて県の要請でシイタケ

の緊急時モニタリング検査を実施その結果は…。

・第１回目 22Bq ／ｋｇ

･第２回目 17Bq ／ｋｇ

･第３回目 5.6Bq ／ｋｇ

というレベルで影響は少ないと考えていたところ

2 年目 3 年目と上がってきた。また 2012 年に山

形県上山市から購入した原木（測定値 ND）が何

故か 1 年後には 90Bq ／ｋｇを超え 2013 年の県

の検査結果ではすべてのほだ木が 50Bq ／ｋｇ以

上となってしまった。（原因は不明）

出荷制限になったシイタケだが、東電の損害賠

償は生産されたものが対象なので 2 年目以降は出

荷されないキノコを栽培するという生産者にとっ

ては大変悲しい事態となった。出荷できないシイ

タケは農協の倉庫に保管されたのだが、処分が遅

れ、腐食しはじめ喜多方市議会議員の長澤勝幸氏

を通じて市に処分を申し入れた。しかし、焼却さ

れたらしいと聞くが、どこで焼却されたかは明ら

かにされていない。ほだ木の処分も同様であった。

また 2011 年 11 月に林野庁から「調理加熱用の

薪および木炭の暫定基準値」が発表された。

･薪 ４０ Bq ／ｋｇ

･木炭 ２８０ Bq ／ｋｇ

これは食品の基準が 500Bq

／ｋｇの時の基準で、これが

今では 100Bq ／ｋｇになって

おり、この値に従って計算す

ると薪は８ Bq ／ｋｇとなっ

てこのような値の薪は存在し

ないと思われる。

なんとか出荷を再開したのは今年 9 月 1 日、6

年ぶりであった。

岩下さんは原発事故以来、事故前から原発の危

険性を言い続けてきた方や反対運動をされてきた

方々の講演会などに参加し、事故や放射能に対し

て間違った情報や隠された情報が数多いことに気

づき、学んだことを多くの市民の方々に伝え真実

を知ってもらいたいと「低線量汚染地域を考える

会」を結成し活動中である。

今、岩下さんが一番心配していることは「甲状

腺がんに代表される子どもの健康問題である。専

門家はいろいろな見解を出しているが原発事故は

終わっていないこと…私たちは被曝者でいつ健康

を壊すかわからないことを心にとめて他団体と連

携しながら活動している」と締めくくられ貴重な

提言として全員が受け止めた。（文責 斉藤 章一）

（資料 7） 原木シイタケ
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来春３月末に「居住制限区域を解除」の方針を政府は「１月に…」と言い始めた。その真意を探った。

（資料８）は避難地域１２市町村の地図である。

緑は「避難指示解除準備区域」、オレンジ色は

「居住制限区域」である。

（資料９）は第一原発から南７㌔「帰還困難区

域」の道路１本挟んだ北側に住む石丸宅である。

富岡町小浜地域で今年春、環境省福島環境再生

事務所の下請け（株）大林組富岡町ＪＶ工事事務

所から郵便が届いた。中には「除染作業の実施結

果の報告とお知らせ」（除染作業終了平成 28 年 2 月 23

日）とあった。

さらに、居住地の写真と除染範囲が書いてある。

赤線で囲まれた部分が除染範囲で「母屋・庭・

隠居部屋」にそれぞれ番号を打ってある。

生活圏そのものの南側の庭は除染対象には入っ

ていない。

（資料 10）は「測定地点・属性・表面汚染密度

・空間線量率」「上段：除染前」「下段；除染後」

の数値である。見ると「低減率」は 42 ％から 89

％。除染後の線量は「0.78 ﾏｲｸﾛ Sv」から「1.61 ﾏ

ｲｸﾛ Sv」の範囲で

ある。

（資料 11）は石丸宅

から 30 ㍍南にあ

る「富岡町内放射

線量・116 小浜住

宅団地内公園前」

では高い所で 3.44 ﾏ

ｲｸﾛ Sv もある。（除染後）

（資料 12）は南側の庭、除染なしで 4.20 ﾏｲｸﾛ Sv

もある。

隠居部屋の室内では１ﾏｲｸﾛ Sv であった。

総じて「人が生活できる場所ではない」が結論

だ。この「帰還政策」について識者（注２）は次の

ように語っている。「国は避難指示を解除するこ

とで原発事故が収束したとアピールしたいだけで

はないのか。本当は住民の帰還や生活再建ではな

く、日本の地図上から人の住めない避難区域をな

くす事が目的ではないかと思う」と語っている。

嘘の限りを尽くして原発を造り、事故を起こし

たあげくの「理不尽さ」に怒りを覚える。

「帰還政策」を加速させる狙いと理不尽さ！

（資料９）第一原発から 7 ㌔の
石丸宅

（資料８）避難指示区域の
状況

（資料 10） 環境省福島環境再生事務所・下請け（株）大林 JV の測定結果報告

（資料 11） 富岡町発行の 142 カ所の放射線量

（資料 12）除染無しの庭は 4.20 ﾏｲｸﾛＳｖ
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前回まで、第一原発の建設時、敷地に幾筋にも河川が流れ１～４号機建屋近傍には３本の川が流れて

いた。さらに湧水線２本を切断したため“泥田”のような状態で施工者は大いに悩まされたと書いた。

その結果、事故後は地下水が建屋近傍に１千トン／日も流れ込み「水・水・水」に翻弄され続けた。

「汚染水対策の 3 つの柱」に基づき①汚染源を

取り除く②汚染源に水を近づけない③汚染水を漏

らさない。…を実施しているが効果は上がってい

ない。左から順次説明する。

◆（資料 13）には記載はないが「地下水バイパス」

がある。汚染水を増やさないように建屋に流れ込

む地下水を汲み上げ汚染水が運用目標未満である

ことを確認したうえで海に流している。

◆「陸側遮水壁」は 1 ～ 4 号機建屋を囲むように

氷の壁を造り“氷の壁”で地下水流入を防止する。

◆「サブドレン」建屋の周りにある既存のくみ上

げ井戸。事故前まで建屋周辺に流れ込む地下水を

約１千ﾄﾝ／日、建屋の浮き上がり防止のため汲み

上げていた。東京都の「総武線地下鉄」が一例で

約１千 3 百トン／日、汲み上げていると言う。

◆「地下水ドレン」地下水をくみ上げることによ

り、原子炉建屋およびタービン建屋へ流入する地

下水を低減する役割を果たすと言われる。

◆「海側遮水壁」敷地から港湾内に流れている地

下水をせき止め 2012 年 4 月より海側遮水壁工事

着手。３年後の 10 月閉合終了した。鋼管矢板 594

本、全長約 780m の壁を造った。ところが間もな

く地下水の圧力で最大 20 ㌢海側に傾斜した。

◆写真の右上は「汚染水水位」が「地下水位」の

レベルを超えると漏れ出てしまうと言う。

東電福島第一原発の現状 Ｎｏ６

出 典 文 献
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