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四国電力伊方原発３号機（資料１）について、広島高裁が運転差し止めを命ずる仮処分決定を出した。

高裁で初めてである。政府・原子力規制庁は“自然を甘く見ている”その恐ろしさを知らない。（注１）

判決のポイントは、伊方原発から約 130 ㌔西に

阿蘇山がある。四国電力は「噴火で約 15 ㌢の火

山灰が降り積もる」と想定したが「過小評価」だ

と広島高裁は断じた。

日本は４枚のプレー

トの上にあり、世界で

も有数の「地震・火山

大国」である。

「日本は原発と共存

できるのか？」の問い

かけは意義深い。

今、一度考えてみよ

う！

未曾有の被害をもた

した東日本大震災は「ま

だ終わっていない」が

多くの地震科学者の見

解である。

終わるどころか、巨

大地震は日本の地下に

想定外の変動を今でも

残しているからであ

る。「地殻変動」と呼

んでいる地盤に対する大きなひずみが東日本大震

災の直後から日本各地で地震や噴火を引き起こし

てきた。例えば熊本地震や御嶽山噴火など記憶に
おんたけさん

残る災害が数多くあった。

日本の地盤は１千年ぶりの「大地変動の時代」

に入ってしまったと言う。

東日本大震災が引き金となった地盤が、その後、

起きた数々の災害原因に

なっていることを知るべ

きである。

（資料２）の「中央構造

線」とは九州から西日本

を横切る 500 ㌔以上を横

断する大断層体である。

佐多岬には伊方原発が

ある。

そこから西に「豊肥火
ほ う ひ

山地帯」地域があり、こ

こは地震と火山か連動す

る世界でも珍しい地域

だ。現に阿蘇山の他にも

九重山や鶴見岳など近年

噴火した活火山が複数有

り、24 時間態勢で常時監

視している。日本で巨大

噴火が起きるのは１万年

に１回程度と言う。

「だから大丈夫だ！」と思いがちである。しかし、1

万年は地球の誕生からすれば、ほんの“瞬き”程
まばたき

度である。自然を甘く見るのが政府の特徴である。

東日本大震災を見れば分かるはずだ。

広島高裁 伊方原発差し止め命令！
政府・規制庁は“自然を甘く見ている”

（資料２）「中央構造線」と「伊方原発」「豊肥火山地帯」

（資料１） 四国電力 伊方原発
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福島原発事故を考える(６)
総括的考察の前提「県民健康調査」の経過と問題点（その３）

金沢市 川上 義孝(医師)

「県民健康調査」は、成立と活動の初期から問題を露呈しており、山下座長の言動によるものも多い。そのいく

つかを拾い上げてみる。

①2011年5月1日、県立医大での初会合で山下座

長より提案された「第1項『県民健康調査』の県への一

本化」は、実際上は、18才未満の甲状腺検査は県立

医大(あるいは、県立医大の要求：検査結果を、本人

にも明らかにせず、県立医大

にのみ報告することを承認し

た医療機関)のみが行うという

県立医大独占・排他的状態

で運用する。また、２次検査

はすべて県立医大で行う。こ

れに反した場合は、「県民健

康調査」の対象としない。(結

果の公表もしない。)

②「２次検査を指示された

人で、県立医大で検査を受

ける割合が20%と少ないことを

県立医大は気にしていた。

県立医大としては自分たち

のところで、調査・資料を一元化させ、他に流出させ

たくないのです。…略…一元化したいというのは、他

の病院で診療をして、自分たちの想定していない何

らかの異常な結果が出てきては困るからなのでしょ

う。『放射能は安全だ』という神話が崩れることがあっ

てはならないのです。」

③山田真氏、2011年「子どもたちを放射能から守る

全国小児科医ネットワーク」を立ち上げる。福島市で

子どもたちの健康相談会を行う。「私と一緒に参加し

ている医師は毎回10人ぐらい。主に東京の医師です

が大阪や秋田などからも参加してくれます。福島市内

の医師も、当初は２人参加していましたが、今は、い

ません。地元の医師が参加するのは、とても難しいよ

うです。福島県の医療活動については、総て山下俊

一氏が副学長を務める福島医大が統括し、それぞれ

の医師・医療機関が勝手な行動をすることを押えて

いるのでしょう。医師会などもその方向で医師たちの

行動を抑制させているようです。」

④(2012年8月28日付、新聞インタビュー)「山下俊

一氏が新聞の取材に応えて

『日本という国が崩壊しないよ

うに導きたい。チェルノヴイリ事

故後、ウクライナでは、健康影

響を巡る訴訟が多発し、補償

費用が国家予算を圧迫した。

そうなった時の最終的な被害

者は国民だ』と述べています。

市民の健康よりも補償の方が

重要なのでしょう。補償を少な

くさせるために政治的な形で

健康調査が行われるのだと思

います。」

このように、「県民健康調

査」の成立から運用まで、山下氏の原発推進・原発

事故～放射能被害軽視の考えと行動が一体化して

いることが明らかに映し出されていると思う。山下氏の

原子力推進のすべては、事故と放射能被曝にあえぐ

県民の不安を、いかに誤魔化し、ねじ伏せるかという

ことに向けられているように見える。

福島県・県立医大・県医師会の主力勢力は、山下

氏の、そして国際原子力推進グループの主張・甘言

に籠絡されて、崩壊した原子炉を封じ込める術もなく

飛散し、地下水に混じり、海に廃棄され、山に林に堆

積する放射能の惨状に囲まれ、国と東電のなすがま

ま、云うがまま放射能安全神話の信奉者になり下がっ

てしまっているのだろうか。

（次号へつづく）

（資料３）「福島県は世界最大の実験場」

と発言した山下俊一氏
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１１月３０日県民健康調査検討委員会の甲状腺評価部会が開かれた。２巡目の甲状腺検査で、避難

区域の１３市町村と浜・中・会津の分析結果が報告された（資料４）分岐点といわれる福島県民健

康調査の経過を振り返る

２０１１年１０月に始まった県民健康調査は３

巡目となった。２０１６年３月「県民健康調査の

中間取りまとめ」が公表され「原発との因果関係

について現状評価は難しい」との認識を示した。

以降、検査縮小の動きが加速して来た。この動き

に抗議の声が上がり県に対し

多くの市民団体から「充実・

拡大」の要望書の提出が行わ

れた。

同年８月に県の小児医会が

「検査縮小」を福島県に提出

した。縮小の動きが明らかに

なったのは、第２４回県民健

康検討委員会での星座長の発

言だ。星座長は「甲状腺検査

の対象者縮小や検査方法の見

直しを視野に入れた議論を始

める」と方針を示した。

同年１２月、公益財団法人

日本財団（笹川陽平会長）主

催の国際専門家会議が開催さ

れた。同会議は「健康調査と

甲状腺検診は自主参加である

べき」との、提言書を内堀雅

雄福島県知事に手渡した。

知事は「大事な提言として受け止める」とそれを

受取った。知事は公衆被ばく線量が１ミリシーベ

ルトであるにもかかわらず、避難住民に対して、

福島県だけ２０ミリシーベルトへの帰還も受諾し

ている。これ以上の追加被曝をさせても、しても

ならないはずである。何度も指摘しているが、原

発事故以降深刻さを増しているのが健康被害だ。

多発としかいいようがない現状に、がん及びがん

疑いの子どもたちは前回より７人増えて１９４人

となっている。 経過観察となった子どもたちは

２７００人余ともいわれ、通常（保健）診療に移

行し県民健康調査対象から外れた以後にがんを発

症している例も聞かれる。再発やR1治療を受けて

いる患者もおり１９４人という患者数が何処まで

膨らんでいるのかさえ知らされていない現状だ。

しかし、国も県もスクリーニ

ング効果だ、過剰診断だ、潜在

がんを見つけている、などと言

葉を使いながら「被曝の影響は

考えにくい」と言い続けている。

この間、５歳以下の発症はない

とされていたが、２０１７年３

月に４歳児が発見された。通常

診療だったため発症者数から外

されていた。２０１７年１０月

には国際がん研究機構（ＩＲＡ

Ｃ）が甲状腺検査のあり方の検

討を開始するなど状況はめまぐ

るしく動いている。

岡山大学大学院津田敏秀教授

は「甲状線がんの発見はスクリ

ーニング効果のためといわれる

が１巡目の検査で全国の２０～

５０倍２巡目で１４～３９倍、

２年半くらいで急成長するがん

が８０％を占めている、今後もその増加は避けら

れない」と警告する。

福島県立医大の鈴木眞一教授は「甲状線がんの

子どもの９２％が、リンパ節外侵潤や肺・遠隔部

転移などで過剰診断はない」と、先の国際専門家

会議の中ではっきりと答えている。それでも「検

査の縮小」が叫ばれ画策されてきた。県民健康調

査検討委員会と甲状線がん検査は、現状か、縮小

か、新たな検査体制を構築するのか、分岐点とい

われる今、目がはなせない状況だ。

避難区域１３市町村に甲状線がん及び疑いの

割合が他の地域より上回る結果！！ 千葉親子

（資料４）避難区域 13 が他地域上回った
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地元紙（資料5）が「第一原発・雨水対策難航」を報じている。この問題を少し整理して取り上げてみ

た。

（資料６）は第一原発の汚染水対策の主な設備と取り組みである。

左上の地下水が流れる「透水層」は２層あり、第一原発の敷地

に１日／１千ﾄﾝ流れ込んでいる。１～４号機建屋には 400 ﾄﾝだ。

右端にある「Ｏ.Ｐ.35m 盤」（小名浜港湾平均海面を示す）「Ｏ.Ｐ.10

ｍ盤」「Ｏ.Ｐ.４ｍ盤」だから、第一原発の敷地は「急激な角度で

海に流れ込んでいる」と見るべきである。

「汚染水対策」には大きく分けて３つある。それが□に示した「対

策」である。ところが、この対策が難航そのものなのだ。

汚染水を取り除く対策

・「汚染水の浄化処理」アルプス７系統で 62 種類の放射能を処理

した後、タンクに入れる。

汚染水を漏らさない対策

・「ウエルポイント」Ｏ.Ｐ４㍍盤付近の汚染エリアの地下水を汲みあげて漏らさない。

・「海側遮水壁」第一原発の敷地から港湾内に流れる地下水をせき止めて漏らさない。

・「地下水ドレン」せき止められた海側遮水壁手前の地下水をくみ上げて漏らさない。

染源に水を近づけない対策

・「地下水バイパス」建屋から離れた「Ｏ.Ｐ.35 ㍍盤」で地下水をくみ上げ、建屋内の汚染源に地下水

を近づけない。水質が運用目標値未満であることを第三者が確認し海へ放出する。

・「サブドレン」建屋近傍で地下水をくみ上げ、建屋内の汚染源に地下水を近づけない。

・「陸側遮水壁」建屋を凍土方式の遮水壁で囲み、山側からの地下水を遮断し、建屋内の汚染源に地下

水を近づけない。

地元紙に「雨水対策は難航」と報道された！

本当のところ何が問題なのか？

（資料6） 汚染水対策の主な設備と取り組み

（資料5） 雨水対策難航とは？
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（資料７）は建屋とタービン建屋に地下水と汚染水が流れ込んだ図である。準備期間も含め４年で 345

億円をかけた汚染水の「切り札」である「海側遮水壁」は効果が出ないままである。

（資料８）は 2016 年と 2017 年の台風時の「累積降雨量」と「降雨に起因する汚染水発生量」である。

凄い量が流れ込んでいることが分かる。

（資料９） 建屋及びタービン建屋への地下水流入量、それに排出量の図である。

左縦軸は「降水量（ｍｍ／週）」で「青｜線」部分である。右縦軸は「一週間毎の日平均推移量（m3 ／

日）」である。

2016 年と 2017 年のピー

ク時は青色（灰色）で塗り

つぶしてある。完全凍結を

めざした「2017・8・22 陸

側遮水壁（第三段階）凍結開

始」後も１万７千ﾄﾝも流れ

込んでいたことが分かる。

前回の東電交渉時（既報

Ｎｏ 191）でも「凍土壁の内

側の地面はコンクリート

で舗装されておらず、地

中に染み込んだ雨水が内

側から湧き出てくるので

はないか？」と指摘した。

東電も「そうだろう！」

と答えていた。雨水対策

は難航どころではない。

廃炉は遅れるばかりだ。

累積降雨量 降雨に起因する汚染水発生量

2016. 8.19 ～ 10.27（70 日間） 548 mm 49,300 ㎥ （トン）

2017.10.20 ～ 11.16（28 日間） 357 mm 17,000 ㎥ （トン）

（資料７） 建屋とタービンに入り込んだ地下水

（資料８） 2016年と2017年の台風時の降雨量と降雨に起因する汚染水発生量

（資料９） 建屋及びタービン建屋への地下水・雨水流入量及び排出量
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厚労省は 13 日、東電第一原発事故の収束作業で放射線に被ばくし、発症した４０代の東電社員を労災

認定した。

この男性の「積算被

ばく線量」は 99 ㍉ｼｰﾍﾞ

ﾙﾄ（mSv）だと言う。

3.11 事故後から同年

12 月まで約 10 ヶ月間

の総被ばく線量は約

91mSv だったことに

なる。

大学、高校を卒業し

てから 20 数年の総被

ばく線量は８ mSv 程

度と言うことになる。

東電社員の被ばくは労働組合のアンケートで

（1972 年以降）「被ばくが嫌だから原発から転勤し

たい」がトップだったことから、低く抑えられて

きた。しかし事故時の「電源喪失冷却作業」に従

事した人物であるから、その格差に驚きを隠せな

い。

白血病の認定基準は左枠の通りである。

（資料11）は「放射線被ばくとがん発症との関

係」である。「自然発生率」は｢････｣の線である。

斜めに入った線は「放射線による増加分」である

から「原発に従事した放射線による白血病」と認

めるべきである。

ところが厚労省は「電離放射線障害の業務上外

に関する検討会」（非公開）でリスクファーター（危

険要素）を時間をかけてさんざん議論しながら「業

務と疾病との因果関係を個々の労働者ごとに認定

するのは容易でない」として「労災制度の趣旨に

鑑み、労働者への補修の観点から…労災として認

定する」としているのである。

この傾向は、子どもたちの「甲状腺がん」も同

様である。さまざまな理由をつけて「小児甲状腺

がんは原発との因果関係は認めにくい」と決めつ

けている。

明日 15 日は「あらかぶ裁判」（既報Ｎｏ 188 参照）

の第５回口頭弁論が行われる。何が何でも勝利に

繋げて行かなければならない。

（資料10）労災認定を伝える

新聞

白血病労災認定 3.11事故から４例目

出典 文献
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・（資料 11）厚生労働省「放射線被ばくと白血病の労災認定」（資料11） 放射線被ばくとがん発症との関係を示す図

①相当量（５ mSv ×従事年数）の電離放射線被ばく。

②被ばく開始後、少なくとも１年を超える期間を経た後

に発症。

編集後記

2017 年最後の「脱原発情報Ｎｏ 192」発行の直前に、広島高裁の「伊方原発差し止め命令」が出てホッ

としたのが正直な思いである。 同じ日、沖縄宜野湾市の市立普天間第二小学校の運動場にヘリコプター

の窓が落ちてきたニュースと同じ紙面だった。「良かったなー」との思いと「何だこれは！終戦後の占領

時代と同じじゃないか！」と怒り心頭の思いだった。

抗議に行った翁長知事に安倍首相は会いもせず副大臣が対応したと言う。多くの日本国民は「沖縄は仕

方がない」と思っているのだろうか？これは福島原発事故でも原子力政策にも通じるものである。


