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４月６日、東電は福島第一原発１～２号機供用排気筒に新たな破断があったことを認めた。あわせて

「社外の方の指摘」とは、今年２月「東京新聞」が同排気筒の写真を掲載していたことが発端だった。

新聞社が指摘するまで分からなかったお粗末

この排気筒（資料１）は鉄骨構造で高さ 120 ㍍あ

る。この接合部 45 ㍍付近の斜材（V 字型）の１箇

所に破断箇所があることを発表した。

この排気筒問題は東電交渉では再三にわたり要

請してきたことに対し「点検の結果、初回点検時

に確認された変形や破断箇所（高さ 66 ㍍接合部支柱

破断５カ所、変形３カ所確認）以外には新たな破損は

確認されていない」と繰り返してきた。

ところがこの始末である。

近隣に放射性プルームが流れ出す危険性がある

運転開始から 47 年、浜風に晒され「3.11 大震

災」と「水素爆発」による劣化を考慮せず、施行

当時の数値で支柱破断の耐震評価をおこない

「3.11 大震災程度の最大加速度 600 ガルの地震動

でも健全性は保たれる」と強弁してきた。

排気筒の下には致死量を超える毎時 25 ｼｰﾍﾞﾙﾄ

の高線量地点があり、倒壊すれば放射性物質を含

んだダストが飛散し、近隣に放射性プルームが流

れ出す危険性が指摘されているのだ。

１～２号機 排気筒に新たな破断が判明！
地震・津波の直撃を受けたら･･･

（資料１） １～２号機供用排気と○が破断箇所
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第一原発の格納容器調査で致死量の 93 倍の 650 ｼｰﾍﾞﾙトが検出されなるど、デブリの実態をつかめな

いまま終わり、廃炉の見通しは更に遠のく気配となった。

（資料２）の調査は圧力容器を突き破り格納容器

に散らばったデブリの飛散状況とその実体解明だ

った。

推定によると１・

２号機とも圧力容器

には燃料は残ってお

らず格納容器のペデ

スタル部に落下した

と考えられている。

ペデスタルという

のは格納容器の底部

にある 2.6 ﾒｰﾄﾙのコ

ンクリート性の台座

部分を指す。

調査は棒状のロボ

ットをレールに乗せ

１㍍ほど進んだ所で

ノイズが発生し見え

づらくなった。

更に、進むと 530

ｼｰﾍﾞﾙﾄ／時とされる

地点の真下で、これ

まで最高の 650 ｼｰﾍﾞ

ﾙﾄ／時という線量が

計測された。致死量

の 93 倍もの凄まじ

い線量だった。

（資料３）は格納容

器の基礎部分の水中

画像の一枚である。

この落下物は何な

のか判断されていな

い。この物質がデブ

リの取り出しに影響

しないかどうかを調べる

事にしている。

調査活動による作業員の実際の線量率は、平均

0.18 ～ 0.37 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ／日で、最高は 0.87 ～ 1.66

㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ／日もあった。

連日 80 人の作業員が関わったとされ５㍉ｼｰﾍﾞﾙ

ﾄ／年（白血病労災認定

基準）を３～６日間で

超える高線量に当た

る労働であった。

この作業はロボッ

ト操作を誤ると、格

納容器の内部の放射

線が貫通部を通って

直撃する危険性が高

い作業であることが

分かった。

調査で東電は①格

納容器の線量率と温

度を測定できた②ペ

デスタルの内部を見

ることが出来た③自

走式堆積物除去ロボ

ットが機能したなど

成果があったと強調

している。

一方、デブリは高

線量の放射線に阻ま

れ、垣間見ることさ

え出来なかった現実

も直視しなければな

い。

特に、１～４号の

原子炉で、何がどよ

うになって膨大な放

射能放出事故につな

がったのかの、検証

こそ最大の課題であるこ

とを忘れてはならない。

（資料２） 第一原発の内部調査

（資料３） 格納容器の基礎部分の水中画像

デブリ解明出来ないままロボット調査終了！
最高の６５０シーベルト検出
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私たちは原発の現状を知るため福島へ

３月 17 日、いわき市で、双葉地方反対同盟代

表の石丸小四郎さんを講師に、「過酷事故からの 6

年の今」を聞いた。「原発をつくり、熱狂的に推

進し、その恩恵を受けた人が安全地帯にいて、何

の落ち度もない人々が、目に見えず、臭いもせず、

味もしない放射能により、故郷を追われ逃げ回ら

なければいけない不条理」「原発事故ほど理不尽

で差別的なものはない」という始めの言葉が、心

にずっしりと響いた。パワーポイントの映像を見

ながらの講演は分かり易い。タービン建屋内の高

濃度汚染水、遮水壁を海側や陸側に作っても失敗

し、地下水に混じり流れ出る汚染水は誰にも分ら

ない。汚染水タンクは増え続け、メルトダウンし

た原子炉内の調査のロボットは壊れ、デブリの量

や特性は不明。黒いフレコンバックに詰められた

除染廃棄物は野積みにされ、時間の経過と共に袋

が破れ放射能が漏れ出す。原発労働者の被曝量は

上昇し、働ける人はどんどん減少していく。これ

らの問題解決のための、見通しさえつかないとい

う現状に、驚き、怒り、ため息と共に講演を聞い

た。石丸さんは、「東電の旧経営陣の責任を追及

し続け、原発をなくすため、残りの生涯をかけた

い」と話された。

全国から５７００人を結集し

脱原発の思い新たに！！

１ 8 日、「2017 年原発のない福島を！ 県民大

集会」は、開成山陸上競技場（郡山市）で開催さ

れた。始めに震災で亡くなった人たちへの黙祷、

続いて県外と県内参加者のエール交換をして集会

は始まった。主催者からは、前日に前橋地裁で、

国と東電の双方に事故責任を認める画期的な判決

が出たとの挨拶。精神科医師香山リカさんの連帯

の挨拶では「福島からの電話相談では、うつ病で

悩んでいる人も多い」との報告、馬場有浪江町長、

アウシュビッツ平和記念博物館長小渕さん、だっ

ぺの会他、県民の訴えでは、「福島から脱原発の

実現、福島第二原発廃炉、原発の廃炉を完全に安

全に実施」「過去から学び、原発はいらないとい

う 1 点で繋がろう」「政治を人任せにせず、自分

たちの行動で」と力強い決意と訴えがあった。

一方で住民の意思を無視するが如く 3 月 28 日、

大阪高裁は「高浜原発再稼働を認める判決」を出

した。3 月 30 日には事故責任を認める画期的な

判決が出た前橋集団訴訟について、国と東電が「受

け入れ難い」として控訴した。

私たちは石丸さんたちに連帯して判決に惑わさ

れないで「脱原発の実現」まで闘うことに更なる

決意をした。

原発のない福島を学び、県民大集会に参加！！

「脱原発をめざす女たちの会」高木澄子

（資料４） ３・１８県民大集会

（資料４） ３・１８県民大集会
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一生見守るはずの検診に隠蔽は許されない

「県民健康調査」の目的に「東電の原発事故に

よる放射性物質の拡散や避難などを踏まえ県民の

被ばく線量の評価と県民の健康状態を把握し疾病

の予防、早期発見、早期治療につなげ、将来にわ

たる県民の健康の維持、増進を図ることとし福島

県が県立医大に委託している」とある。甲状腺が

んなど放射線被ばくによる病気の把握の役目を担

い、検診で一生を見守るということである。しか

し、原発事故から 6 年目にして、二次検査で甲状

線がんと診断

された患者以

外の 2500 人

以上の経過観

察となったグ

レーゾーンの

患者は、その

後、悪性腫瘍

と診断されて

も公表されな

いできた。脱

原発情報 182

号で「県が公

表した 184 名

以外にも福島

医大と協定を

していない医

療機関で診療

を受けている

人はがん発症人数に数えられていない」と警戒心

と危機感を書いたことが現実となった。医大は「二

次診療に移行されると医療保険診療となるので県

民健康調査では把握していない」、「県が決めたル

ールに従っている」と、県民の健康維持・疾病予

防、とは程遠い、数隠し責任逃れのような事を述

べている。疑いの眼で見れば公表しなくてもいい

「経過観察」という隠れ蓑のような仕組みが作ら

れていたのではないかと思うのは私だけだろう

か。

隠蔽か！事故時4歳の子どもの甲状線がん

昨年 3 月、県民健康調査の結果と評価の中間

取りまとめをした。チェルノブイリと比較し「事

故時 5 歳以下の子どもの発症の発見がない」と繰

り返し、放射線の影響とは考えにくいとしてきた。

昨年 9 月「3、11 甲状腺がん子供基金」の今回の

給付で当時 4 歳の子どもの申請があり 5 歳未満の

悪性腫瘍患者の存在が明らかになった。（当時 5

歳と合わせ 2 例目）それも県立医大での診療、手

術であり中間取りまとめ以前の症例であるにも係

わらず県民健康調査

検討委員会に報告さ

れなかった。放射能

との因果関係の議論

がされている重要な

最中に、隠蔽と受け

取られても釈明の余

地はなく許されるも

のではない。「県の

ルールに従って・・

・」との言い逃れは、

甲状線がんの当事者

や家族、県民の信頼

を損なうものであ

る。更に 4 月 14 日

の震災復興特別委員

会での山本太郎議員

の質問で「厚労省

指定の県内９病院

で 2011 年から 2015 年まで甲状腺がん手術者が

1082 件あった」ことがわかった。事実の公表が

求められる。

先日問題となった今村環境大臣の自主避難者

に対する自己責任発言も、空間線量 20 ミリシー

ベルトでの避難解除・帰還問題も甲状線がんの

過小評価工作行為も原発政策の根底にある同

じ病巣で起こっている事で今後も予断の許さ

ない課題として取り組まなくてはならない。

千葉

県民健康調査で公表されていない経過観察中の患者2,525人を除外

（資料５）経過観察 2,500 人のデータを除外
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４月 11 日、3.11 再開後 33 回目の東電交渉が行われた。最初に福島第一原発１・２号機供用排気筒に

新たな亀裂が見つかった問題に対する「要請書」を提出した。交渉内容はハイライトのみ掲載する。

１．１～２号機供用排気筒に亀裂が見つかった問

題に対する「要請書」の提出。

（諸団体）今回の発表から４日間経過しているが

評価結果は存在するのか？

（東電）2013 年８月～ 2016 年９月まで４回実施

していたが初回以外に新たな損傷はなかった。し

かし、４月６日、より近いタービン建屋の屋上か

ら望遠レンズで撮影の結果、新たな亀裂が確認さ

れたものである。評価結果は次回に答えたい。

２．アルプス７系統のハイスラッジタンク（高濃

度放射性廃棄物）は、今現在、何体あるのか？

（東電）3,566 体が保管されている。

３．第一原発構内作業で地震・津波及び労災事故

時の通報に PHS（無線による公衆通話）を配備して

欲しい。（携帯は持ち込み禁止）

（東電）協力企業には 700 台準備し、貸し出し数

は 450 台になっている。

（諸団体）私が働いていた班は 20 名程度だった

が班長も全く持参していなかった。安全上不可欠

な問題ではないか？

（東電）班長が持っている。申請があれば貸し出

している。作業上はやりにくいこともある。

（諸団体）現場の実態を調査してほしい。

４． ロッカーの問題でエコー委員会に申告した

ら「何故エコー委員会に出したのか」と上から注

意された、そんなことが有ってはならないはずだ。

（東電）分かりました。調査して善処する。

５．陸側遮水壁について

（諸団体）陸側遮水壁は理論上流入量をゼロにす

ると言うことではなかったのか？

（東電）理論上は流入はゼロにすることである。

しかし、実際は入ってくるので、それを出来るだ

け少なくしようとするものである。凍っている所、

漏れる所など色々ある。100 ％凍らせることが目

的ではない。

（諸団体）２月 16 日と 4 月６日の東電が発表し

た「陸側遮水壁の状況」は全く変わっていない。

そもそも鹿島建設と東電の当初の計画は「完全閉

合」だ。「理論上はそうだが、そうはならず流入

している」と言うのは破綻していることの証明だ。

遮水壁は失敗だったと認めるべきだ。

（東電）失敗ではない。

東京電力（株）

代表執行役社長 廣瀬 直巳様 2017 年４月 11 日

福島第一原発１・２号機の排気筒の亀裂

による倒壊防止と早期解体を求める要請書

（前文は１頁に掲載のため割愛）

記

１．福島第一原発１・２号機排気筒に新たな亀裂が指

摘されるまで、未確認だった点検体制の不備を改

善すること。

２．１～２号機の排気筒の新たな亀裂を踏まえ、倒壊

防止対策と解体時期を見直すこと。

３．１～２号機の排気筒の倒壊に伴う環境影響評価及

び新規制基準に伴う地震動での耐震評価を早急に

明らかにすること。

４．１～２号機の排気筒をはじめとする放射性廃棄物

飛散防止対策を徹底すること。 以上

福島県内脱原発諸団体

（資料６）東電渉外担当者に要請書を手渡す佐藤世話人

再開３３回目の東電交渉

排気筒の倒壊防止と対策を要請！
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今回は、第一原発と防波堤問題を取り上げてみた。

（資料７）は第一原発と「東波除堤」と「南防波

堤」「北防波堤」である。

「東波除堤」は運転当時１～４号機の取水口があ

った場所で、今は「海側遮水壁」780 ㍍がが張り

巡らされた突端に当たる部分にある。

東電の主張は「海側遮水壁と南防波堤と北防波

堤、更にシルトフェンス（海面から海底付近までポリ

エステルの幕を垂らしたもの）に囲まれ外洋へ汚染水

は流出ない」と言う。

しかし、そんなことはない。

（資料８）は「福島原子力発電所１号機建設工事

概要」である。（東京電力（株）福島原子力建設所 1966

年 12 月）、年月と共にボロボロにった。

そこに書かれているのは（資料９）の「透過堤

設計図」で 7.5 ﾄﾝの「巴形ブロック」が積み上げ

られたもので潮流（潮の満ち引き）や魚も自由にす

り抜けられ１日 50 ％、２日に１度入れ替わって

いるのだ。

１～４号機に流れ込む地下水は１日約１千㌧だ

と言う。だが、デブリをなめた地下水がどれほど

外洋に流れ出ているのか？

その実態は誰も知らない。

編集後記

今回の「Ｎｏ 184」は転居や身内の不幸が重な

り大幅に遅れてしまった。お詫び申し上げたい。

5 頁の東電交渉に参加して思うのは「第一原発

敷地境界外に影響を与えるリスク総点検」が東電

として分析しながらそれが非常に甘いことであ

る。１頁の「排気筒亀裂」もとより、第一原発が

事故でほとんどが「仮設施設」であるのにそれを

無視している点にある。「グラッと来たら！」ま

ず「ニュースを見て…」「風向きは…」「ガソリン

満タン…」が 3.11 の教訓である。
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東電福島第一原発の現状 Ｎｏ８

（資料７） 第一原発と防波堤

（資料８）福島原子力発電所１号機建設工事概要設計図

（資料９）工事概要に記載された防波堤透過鼓設計図


