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11 月 22 日、福島県沖を震源とするＭ（マグニチュード）7.4 の地震と津波が起きた。改めて５年８ヶ月

前の恐怖を呼び起こされた。

“毒物の山”を含め１万５千体以上ある

東電福島第二原発３号機の使用済み燃料プール

が冷却機能停止し１時間半後

ようやく冷却を再開する事態

になった。

多くの人たちは 3.11 のよ

うに、また「原発が爆発する

のでは？」と思ったことであ

ろう。

（資料１）の左上にある使用

済み燃料プールには核燃料

2.544 体が保管されている。

しかも同原発１～４号機の３

号機だけが「冷却機能停止」

だったと言う。

何故、３号機だけ

「停止」したのかは

分かっていない。

（資料 2）の第一原

発４号機南後方にあ

る「共用プール建屋」

（使用済み燃料貯蔵）に

も水溜まりがあっ

た。地震で水面が揺

れあふれたとみられ

る。「共用プール」には 6.726 体存在し第一原発

全体で１万５千体を超える使用済み燃料があるの

だ。驚くべき毒物の山である。

Ｍ７以上の余震は７回･･･油断できない

本紙Ｎｏ 177・２頁（2016 年 8 月 27 日）で「アウ

ターライズ地震」の可能性を

示し論じている。

幸いなことに津波の大きさ

は 1.6 ㍍程度だったので原子

力規制委員会が危惧する「リ

スク源」（もたらされる影響）の

破壊・流失は免れた。

最も危惧されている同原発

１～４号機の建屋地下にある

計８万トン余りの高濃度汚染

水はそのままである。

高濃度汚染水の濃度は 3.11

過酷事故で放出され

た放射能 77 京ﾍﾞｸﾚﾙ

の 10 分の 1 が潜在し

ている。

５年８ヶ月過ぎた

今も本格的な防潮堤

はなく仮設防潮堤は

敷地南東部だけだ。

第一原発の廃炉推

進カンパニーの増田

尚宏最高責任者でさ

え「津波で汚染水が持ち出されることが最大のリ

スク」と語っている。Ｍ７以上の余震は７回を数

えている。決して油断してはならない。

（資料 2）敷地３２０万㎡、東京ドーム６８個分が放射性廃棄物の山

Ｍ７.４ ５年８ヶ月前の悪夢が･･･！

第二原発・核燃料プール冷却停止！

（資料１）東電福島第二原発の建屋と燃料プール
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福島県沖でＭ７.4 の余震が起きた 11 月 22 日、その８日前の 14 日未明、ニュージーランド南東でＭ 7.8

の地震が起き２人が死亡している。遡ること 2011 年２月 22 日、そこから 90 ㌔離れたクライストチャ

ーチ地震で 28 名の日本人留学生が死亡している。3.11 の 17 日前のことであった。

（資料３）は数枚ある世界のプレート境界を示し

た地図である。ニュージーランドと日本は 8.788

㎞離れていて余り関係ないよう思える。

しかし（資料４）にあるように太平洋プレートと

（資料５）にあるオーストラリアプレートと境界が

接し、太平洋プレートがオーストラリアプレート

に沈み込む方向で動いた「逆断層型」だと言う。

英国人の入植が進んだ 19 世紀半ばから被害記録

の残る地震は 20 回になると言う。その最も新しい

地震がクライストチャーチ地震で夢多き日本の若

者がいたため犠牲になった。

3.11 の痛恨なる犠牲と重なり、今も忘れること

が出来ない。 改めて思えば 3.11 の 17 日前のこと

であり、2016 年は８日前のことであった。

このニュースを聞いて「アレッ？」と思い「た

だ単なる偶然だろう！」とも考えてみた。

しかし、3.11 の死者・行方不明者は東北地方で

18.457 人、福島県のそれは 4.117 人、関連死は 2,092

人（2016.11.5 現在）忘れようとしても忘れられない。

日本から遠く離れ、南と北はめぐる季節は逆で

も太平洋プレートと地震列島という宿命から逃れ

ることは出来ない。素人ではあるが「関連性」を

探る思いを忘れてはならない。

オーストラリアプレートと太平洋プレートの

関連性はないのか？

（資料５） ニュージーランドで発生した地震

（資料３） 太平洋プレートを中心に世界のプレート （資料４）プレートがせめぎ合う日本列島
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汚染水対策の３つの柱の「汚染源に水を近づけない」「汚染水を取り除く」「汚染

水を漏らさない」のうち「陸側遮水壁」は切り札的存在であった。それがここに来

て“風前の灯火”になりつつある。2013 年 11 月 27 日が準備工事着手だから３年目、

凍結開始は今年３月末で８ヶ月経っている。その現状を追った。

11 月 21 日、東電は始めて経済産業省木野正登

廃炉・汚染水対策官と報道陣に陸側遮水壁の現場

を公開した。

（資料６）は現場で冷却液が流れる太いパイプ

から 1.5 ㍍離れた、幅２㍍、深さ 1.2 ㍍の穴だ。

表面温度はﾏｲﾅｽ１度、ハンマーでたたくとカン

カンと音が響き土は崩れなかった。木野対策官は

「この状態なら地下水を通すことはない」と悦に

入り説明したと言う。

（資料７）は陸側遮水

壁の海側（東部）６カ

所の一つ４号機のトレ

ンチ下部の■の凍結し

ていない部分を→で示

したものである。

この部分は地下水が

通りやすく６カ所は凍

結していない。

（資料８）は８月中旬以降の降雨の

影響により水位が著しく上昇し１日

当たり 200 ﾄﾝにのぼる。（変化無し）

東電の基本方針は「完全閉合を目

指す」である。それが「完全閉合な

ど一度も言っていない」と言い、11

月９日の交渉では「そんな事言って

ない」と否定し支離滅裂である。

更田規制委員は「陸側遮水壁に期待はしないか

ら建屋滞留水の対策を求める。資源エネ庁と東電

は重層的に陸側遮水壁をやりたいと言うから、随

分やり取りした。主役はサブドレーン（地下水を汲

み上げ汚染源に地下ずけない）だ！」と言い放った。

（資料９）この人物こそ「コントロールされてい

る」の国際公約をぶち上げ 345 億円も投入し「陸

側遮水壁」にこだわりダメにした人物なのだ。

「陸側凍土遮水壁」は“風前の灯火”

（資料６） 陸側遮水壁の凍結状況を説明する木野対策官

（資料７） 陸側遮水壁の海側（東部）部分６カ所は凍結していない

（資料８） 縦軸は降雨量を表す、水位が降雨とともに上昇する

（資料９）安倍発言の「コントロールされている」が元凶
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前号（NO179）では、チェルノブイリの甲状線がんと違うとする意見に対する検討と考察をした。今

回は「過剰診断」と「スクリーニング検査」について考えてみたい。

小児甲状腺がんの発生率は、世界的に 1 年間に 100 万人に１～２人と基準化されている。

チェルノブイリと同じ被ばくによることを認めまいとする「県民健康調査」検討委員会の態度は、冷

静さを失っている。福島県において、現時点では明らかな多発を示す範疇にある。

岡山大津田教授の文献を中心に考えてみた。①早期診断・早期治療＝成長の早いがんを早期に見つけ

臨床所見を呈するために除去。②スクリーニング効果＝成長の早いがんも遅いがんも臨床症状を呈する

前に発見⇒（早期治療）③過剰診断＝スクリーニングで異常としてチェックされ、その後の精密検査で

良性と判定されるものをみつけてしまうのはやむを得ないと考えるべきだ。④放射線被ばく＝がん化へ

の危険性がある状況においては、早期診断・早期治療の原則の重要性は一層高い。

《私の考察》

松本市長で甲状腺専門外科医の菅谷昭氏の文献によると事故後「菅谷市長から福島県知事に早くヨウ

素剤を飲ませるように伝えて下さい」と福島の方からメールがあり、福島県に問い合わせると「７０万

人分用意したが『飲め』との国からの指示を待っている。」というのです。一刻をあらそう非常事態の

時には、国の指示を待っている場合ではありません・・・」と示されていた。福島県当局の原発事故・

放射線被ばくに対する危機管理意識の低さ、放射線被ばくから県民の命と生活を守るべき責任感の薄さ

は、驚くばかりだ。第 24 回県民健康調査検討委員会報告での〈過剰診断、潜在がんまで見つけている〉

という縮小・見直し要求の理由付けになっている主張は、甚だしい無理解と曲解に満ちたものといわな

ければならない。

〈スクリーニング→異常→精検→良性〉の検査ルートを通る事は実に多い、だからと言ってこのルート

を〈潜在がんまで見つけている〉と批判されるのであれば現代医学におけるがん検診のルートと意義を否

定するものであり常識を逸脱している。ましてや医学関係者や行政当局者には、許されるべきものでな

い。現状に対する不安と不

満から〈検診が不安をあおる〉

とした言辞が聞かれること

もあるが、そのような声を

がん検診の縮小、見直しに

利用していく姿勢は、県民

のがんへの不安と恐怖から

の開放を願う気持ちに背を

向けるもので、策略的な行

為といわなければならない。

《まとめ》

小児甲状腺がんの多発は明らかだ。チェルノブイリの経験をふまえるならば、福島県も 5 年を経過し

たこれから先が危惧される。更なる顕著な監視及び早期発見・早期治療の体制充実強化に県民・県当局

・医療関係者の一体となった努力が望まれる。 更に、白血病・遺伝子的疾患など、放射線内部被ばく

による遅発的障がいへの管理・検査体制の強化の努力が期待されるのである。 （完）

東電福島第一原発問題を考える その３

放射線被ばくによる甲状腺がんについて
金沢市 医師 川上義孝さん 投稿
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11 月 9 日午後 1 時から東電交渉が行われた。始めに「汚染水海洋放出の中止、損害賠償と廃炉費用

の消費者負担に反対」する申し入れ書を提出した。その後 9 月 14 日提出の「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」への回答に対し質疑を行った。更に「外

国人労働者に対する偽装請負」など多岐にわたり問

題点を指摘した。交渉は３時間及んだ。

◆「第一原発で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」への回答

要請 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。

〔回答〕申請は雇い主または本人が行うものであり、

認定については厚生労働省が行っているため、協力

企業作業者の労災申請や認定について､当社はその

内容を知り得ずコメントする立場ではない。

〔質疑〕「当社は知り得ずコメントする立場ではな

い」は到底承服できない。〔次回へ継続〕

要請 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（注１）

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。

〔回答〕当社としては今後も引き続き、作業環境の

線量低減に取り組むとともに、作業者の被曝管理を

徹底してまいる所存である。

〔質疑〕2016 年３月～同 12 月まで東電 3.288 人、下

請け 16.305、合計 19.593 人が「高線量の現場」で働

いた経緯がある。回答は不十分だ。〔次回へ継続〕

要請 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。

〔回答〕１ヶ月間のうち１日でも従事登録されてい

る人数（協力企業者及び東電社員）は 2016 年６月～８

月の１ヶ月あたりの平均が約 12.700 人で業務に常時

従事した人数は１ヶ月、平均で約 9.700 人であり、

ある程度余裕のある。

〔質疑〕承服できない。〔次回へ継続〕

東電交渉開かれる
「汚染水海洋放出の中止、損害賠償と廃炉費用の消費者負担に反対」

する申し入れ書を提出

東京電力ホールデングス（株）

廣瀬 直巳様 2016 年 11 月 9 日

「汚染水海洋放出の中止、損害賠償と廃炉

費用の消費者負担に反対」する申し入れ書

（前文要旨）

貯蔵タンク総量 1.000 兆ﾍﾞｸﾚﾙのトリチウムの

海洋投棄は海洋汚染を拡大するものである。

よって到底承服できない。

記

1.トリチウム汚染水の海洋放出計画について、

放出、総量、管理基準、放出方法等を明らか

にすること。

2.トリチウム汚染水の海洋放出に関する環境ア

セスについて実施責任者が公開の場で説明す

ること。

3.トリチウム汚染水保管について、県漁連のタ

ンク保管や固化の要望を検討し結果を説明す

ること。

4..福島第一原発事故処理費用について、損害賠

償、事故炉処理、汚染水処理、除染処理、管

理など、これまで使った費用はどのようなも

のにいくら使ったのか明らかにすること。

5..福島第一原発事故処理費用について．今後の

費用は幾らかかるのか明らかにすること。

6..今後の費用負担は、それぞれ誰が負担するの

か明らかにすること。 以上

福島県内１０脱原発諸団体

（資料 10） 東電渉外責任者に手交する佐藤世話人

（資料 11）「海洋放出、諸費者負担」等の申し入れ書
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福島第一原発の事故の廃炉・収束作業で被ばくし、白血病になり労災認定された男性が、東電などに約

5.900 万円の損害賠償を求める訴えを起こした。（資料 12）は九州に住み悩むＡさん（42 歳）である。

3.11 過酷事故以降、廃炉・収束作業に従事し、

白血病に罹患し申請した従事者は 11 名いた。そ

の内、２件が認定、外判定３件、取り消し１件、

審理中５件」が報告されている。

Ａさんの労災認定までを辿るとこうなる。

◇ 2011 年 10 月～ 2013 年 12 月まで 27 ヶ月間、

東電福島第一原発、同第二、九電玄海原発で従事。

被曝線量の合計は 19.78 ㍉ Sv。原子炉建屋カバ

ーを覆う作業や建屋入口補強工事など行つた。第

一原発では鉛ベストを着る高線量域での作業だっ

たが鉛ベストが不足し着用せずに作業をした。

◇ 2014 年１月「急性白血病」と診断された。

◇「白血病では死ぬかも知れない」の不安が高ま

り労災申請した。幸い「労災認定」を受けた。

◇当時「幼稚園の子ら３人のランドセルを見られ

ないかも…」や将来への不安からうつ病になる。

◇特に、東電の「協力企業作業員の労災申請や認

定の状況は知り得ずコメントする立場ではない」

には頭に来た。「俺は捨て駒ではない！」東電は

「謝罪もなく許せない」から訴訟に踏み切った。

(資料 14）は 16 年前、東電はまがりなりにも謝

罪していた。 3.11 から今年 8 月までの廃炉・収

束作業の積算総被曝線量は 624.74 人・Sv と殺人

的線量だ。従事者数も東電社員延べ 74.756 人に

対し、下請け企業従事者は 470.513 人と６倍強だ。

被曝線量は東電社員の５倍被曝し、今年８月で

12 倍、最もひどかった 2015 年３月は 37 倍も被

曝している。これで「コメントする立場ではない

とは何ごとだ！」と言いたい。下請け従事者がい

なければ廃炉・収束は出来ないはずだ！

とんでもない会社である。

白血病労災認定の元原発従事者

東電に約5.900万円の損害賠償請求

出 典 文 献

・（注１）厚生労働省が事故直後の緊急作業者に対する長期

健康管理を定めた・（資料１）東電福島第二発電所広報部・

（資料 2）Newton2013.4・（資料 3）Newton2013.7・（資料 4）

Newton2013.7・（資料 5）情報速報ドットコム・（資料 6）東

京新聞 2016.11.22・（資料 7）東京電力ホールデングス（株）

ＨＰ・（資料 8）東京電力ホールデングス（株）ＨＰ・（資料 9）

ＮＨＫニュース・（資料 10）（資料 11）発行者（資料 12）

ＮＨＫニュース・（資料 13）脱原発情報 2000.11.1 No37
（資料 13）16 年前、謝罪する東電

（資料 12） 提訴を前に取材記者に心境を語るＡさん

16年前、東電は白血病労災認定され死亡

した下請け従事者に謝罪していた！ 今は･･･


