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4 月 29 日浪江町の「帰還困難区域」にある十万山（国有林）で“山火事発生”のニュースが

飛び込んで来た。放射能の汚染地帯で火事が発生すると「何が問題なのか？」探ってみた。

「緊急事態宣言」は解除されていない！

3 月 31 日に避難解除をしたばかりの帰還

困難区域の山林からの出火だ。

林道の整備もされておらず草木の繁茂や倒

木などに加え、高線量が消火の行く手を阻ん

でいる。消防団、自衛隊の現場での消火活動

は通常の装備に防塵マスクや防護服を着用

し、マスクもはずせず水も飲めない過酷な作

業になっている。

空からの消火作業はヘリコプターからの散

水だ、大垣ダムなどから水を汲み６日間で 4

千トン以上散水した。地上消火は、急傾斜や

山林の中など消防車が入れなく水源がない所

へ、約 20 リットルの水の入った噴霧器（ジェ

ットシューター）を背負い山道を登り、火災現

場に行き手動で水を噴霧する、山道を 1 時間

以上歩くという。東電福島第一原発の事故で

は今も「緊急事態宣言」は解除されていない

事を忘れてはならない。

放射能の高濃度化と拡散の危険性が！

2014 年 2 月、ウクライナを訪問している。

消防署所長の話から「チェルノブイリでは

事故後、汚染地域での火災から放射能拡散を

防ぐための努力を積み上げてきた」「火事に

なると地上に堆積していた放射能物質が舞い

上がりたくさんの核種（セシウム、ストロンチウ

ム９０、プルトニウムなど）が遠くまで風に乗り

運ばれる」「それらを吸い込むと内部被曝を

してしまう」いま、まさに十万山の火災はそ

の様相を示している。

県は現場周辺のモニタリングポストに目立

った変化は無いというが、火災により気化し

た放射能物質が大気中に放出されプルーム

（放射能雲）となり漂い雨などで降下し、新た

なホットスポットをつくる事になる。

燃えた灰は更に濃縮され、雨などで沢に溜

まり、汚染水となって川を流れ海に流れ込む。

原発事故後も危機管理の脆弱さが目に付く。

「帰還困難区域」で山火事！！！
チェルノブイリの経験は･･･

（資料１）放射能の危険性のため消火が思うに任せず

（資料２） 人が入れない帰還困難区域の近傍だった

千葉
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４月 27 日、東京地方裁判所で第２回の口頭弁論が行われ、東電などから裁判を争う反論が行われた。

この裁判を前後して「支える会」の結成総会と「裁判報告集会」が開かれた。

膨大な被ばく労働の犠牲の掘り起こしを…

４月 26 日、裁判の前日「あらかぶさんを支え

る会結成総会」が都内で行われた。

最初に石丸（フクシマ原発労働者相談センター・

双葉地方原発反対同盟）が「福島原発のこれまでと、

裁判闘争の意義」について語った。特に「3.11 過

酷事故から６年、総被ばく線量は 1.715 人・ｼｰﾍﾞ

ﾙﾄを超え、被ばく延べ人数は 545.269 人になって

いる。その被ばく線量は容易ならざる事態になっ

ている。東電の要人が外国のメディアに廃炉の技

術がなく 200 年かかるかも知れないと語り、熟練

労働者の枯渇が始まっている」と報告した。

次いで、川本浩之さん（神奈川労災職業病センタ

ー）が「長尾さん被ばく労働裁判などの経験から」

を話された。12年前になるが東電は「多発性骨

ニホンザルの被ばく影響などあらゆる手段を

髄腫」そのものを否定し東京地裁も追認した。そ

して「疑わしきは賠償義務負わず」の彼らの主張

に敗れた。このてつを踏んではならないと語った。

その後、質疑応答とパネル討論を行った。

翌 27 日は東京地裁で第２回口頭弁論が行われ

た。今年２月２日に第１回口頭弁論が行われてい

るが、被告である東電らは全面的に争う姿勢を示

し、その反論も膨大なものとなり２ヶ月余りかけ

原告として反論することとした。傍聴者が多数の

ため抽選が行われ弁護団は「次回は大法廷で行っ

て欲しい」との要望を裁判官に要請し受け入れら

れた。裁判報告集会では「東電第一原発事故によ

る周辺生物への影響など」多くの論文がある。そ

れらあらゆる文献を駆使し反論することにした。

次回は７月 28 日である。多くの傍聴を望む。

（資料３）「支える会結成総会」で意義を語る川本浩之さん

福島第一原発被ばく労災（あらかぶさん裁判）

第２回口頭弁論 東電など反論を行う！

（資料５） 沿道の人に裁判の意義を訴える支援者

（資料４） あらかぶ裁判をアピールをする支援者

（資料６） 裁判報告集会で決意を新たにした参加者
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今年、４月までに帰還困難区域を除くすべての町村が避難解除をした。一般公衆追加被ばく線量が年

１ミリシーベルトであるにもかかわらず２０ミリシーベルトの高い基準値で住民の帰還を進めている。

被ばくから逃れ自主避難をした人への支援を打ち切り、避難解除の住民は、帰らない選択に放射能や生

活の不安も口にできない環境がつくられてきた。

浪江町山林火災！モニタリングポスト 「機器調整中」を何と見る

４月２９日から１２日

間続いた山林火災では、

住民の間で不安の声が上

がっていた。県は「健康

に影響ない」と発表して

きた。紀伊民報が「山火

事で汚染」と報じたこと

に、「風評被害を助長する」

などの批判が寄せられ「迷

惑をかけた」と陳謝に追

い込まれた。

しかし９日、県は「ダ

スト（大気浮遊じん）の

測定でこれまでの最大値

の４倍」の上昇があった

と発表した。

大変疑問に思われるデ

ーターがある。５月４日、

８日、11 ～ 12 日に山火

事で大気ダスト値が上昇

最大 29.06 ｍＢｑ／㎥

（Cs134、Cs137 合計）

を観測した。（資料７下の

図） 石熊公民館のモニ

タリングポストの値が「４

月３０日～５月１日・５

日～７日」が「機器調整

中」として欠損している。

（資料７上の図）－ P4 へ－

原発震災から６年、不安を口にできない息苦しさは！！

信頼関係なき帰還政策に課せられる自己責任

（資料７）福島県放射線監視室モニタリング情報より
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「機器の調整が必要と判

断される異常値が観測さ

れた」と推測するのが自

然ではないか。しかも西

風＝「石熊公民館」の方

向の時だ（資料８）。故

意の隠ぺいであるなら由

々しき問題である。何を

調整したのか開示が必要

だ。

汚染地域の火災は

フィルターなし焼却炉

資料９は富岡町で稼働

中の仮設焼却炉の焼却灰

のデータである。「主灰」

は焼却炉の下に落ちた灰

で、「飛灰」とは字のごと

く飛んでいった灰である。

放射能の大半を占めるセ

シウムは 680 ℃で気化し

てガスとなるので、その

大半は「飛灰」となって

飛んでしまう。（資料９の主灰と飛灰のデータを比べて欲しい、飛灰の方にセシウムが集まっている）

焼却炉では排煙を 200 ℃以下に冷却し添加剤などにより粒径を大きくして「バグフィルター」といわれ

る集塵袋によって 99.9 ％までセシウムを除去することになっている。富岡町などの焼却炉は住民の不

安を考慮し「バグフィルター」を２重に設置している。セシウムは 680 ℃を超えたら気化しガスとなっ

て拡散する。汚染地帯での火事はまさに「フィルターなしの焼却炉」にほかならない。

正しい情報が届かない、最大の風評被害は隠ぺい

原発の現状、環境汚染の問題、健康被害の実情など「影響が無い、心配ない」という情報に、個々の

不安を口にする事さえも風評被害、復興の妨げと言われかねず、被災者が被ばくの危険性は無いかのよ

うに日々の暮らしを送ることになるならば、これこそ後世に悔いを残すことになりかねない。徹底した

情報開示とともに汚染地帯の火災に対する特別な防災計画を作成し放射能の再拡散を防ぐことこそ急務

である。これ以上住民や消防士を危険に曝してはならない。

県民健康調査の甲状線がん検査では経過観察になった人が県民健康調査の枠から外れる仕組みがつ

くられていたことは、脱原発情報１８４号でお伝えした。健康被害に不安を持つ多くの県民にとっては

公表されない数字があった事は事実で、隠ぺいにほかならない。正しい実態が反映される制度に改善す

べきである。6 年目にして防災危機管理は多岐にわたってきている事を認識していかなくてはならない。

（千葉 斎藤）

（資料８）気象庁過去の風向 浪江町

（資料９）双葉郡富岡町仮設焼却炉
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今回は、第一原発の原子炉建屋やタービン建屋、防波堤の主要な建物の高さが海抜からどのくらいだ

ったのか？そして何故、東日本耐震災の直撃を受けメルトダウンに陥ったのかを見る。

（資料１０）は第一原発の敷地を高さによって色

分けしたものである。１～４号機の原子炉建屋な

ど主要なものは海抜10㍍盤にある。

同じく５～６号機の主要部分は海抜13㍍盤にあ

った。１～４号機より高い所にあったため辛うじ

て生き残り被害は免れた。

1～６号機の「海水ポンプ」「取水口」などは海

抜４㍍盤に設置されている。

問題の「防波堤」の高さは北側から海抜７㍍、

10㍍、5.5㍍。１～４号機の津波の直撃を防ぐ「東

防除堤」は海抜５㍍である。

（資料1１）は１

～４号機の「原

子炉建屋」と「タ

ービン建屋」が

建つ敷地の断面

図である。

全電源喪失し

た時の非常用

「ディーゼル発電機」と海水を汲み上げ循環して

熱を奪う「海水ポンプ」は海抜５㍍の高さにある。

ＧＥ社（ゼネラル・エレクトリック）の元技術者で

建設当時から第一原発の建設に関わった名嘉幸照

氏は著書「“福島原発”ある技術者の証言」でこ

う語っている。

「大きな津波が来襲すれば、第一原発は危うい。

一番の心配は、海水ポンプが『５円玉』のところ

にあることだ。５円玉とは海抜５㍍をさす、私た

ちの隠語。５㍍以上の津波がきたら、海水ポンプ

は間違いなく水没する。そして、確実に機能を失

う。」 こ

れ は 極 め

て 重 要 な

問 題 点 を

指 摘 し て

いる。

－ P6 へ－

（資料２）

（資料１０） 第一原発の免震重要棟は海抜 30 ㍍に、原子炉建屋は海抜１０㍍に、海水ポンプは海抜４㍍にあった

東電福島第一原発の現状 Ｎｏ９

（資料1１） １～４号機の原子炉建屋とタービン建屋の断面図
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名嘉幸照氏の証言に戻ろう。

「東日本大震災の前、津波対策として、東電は

３つのプランを

真剣に考えてい

たと思う、その

３つとは…。

①非常用ディ

ーゼル発電機の

高所への移動。

②ヤードの海

水ポンプの保護

及び補強（スペ

アモーターも含

む）

③１～４号機

と５・６号機

の非常用ディーゼル発電機の共有化であった。

①については、第一原発の所長だった池亀亮さ

んに、私の提言を話したというエピソードを前章

で書いた。津波に備え非常用

ディーゼル発電機を高いとこ

ろに置く方がいいというのは

東電の技術スタッフも認識し

ていたとおもう。

今回の原発事故で、もしＧ

Ｅに責任があるとすれば、基

本設計の時点で非常用ディー

ゼル発電機を地下に置くとい

う「エバスコ」の設計を採用したことだろう。

しかし、それに意を唱えず、危険を承知しなが

ら非常用ディーゼル発電機を高所に移す措置を講

じないまま長年、放置した点で、東電も責任を免

れない。

②の海水ポンプの補強は、更に重要だ。

海水ポンプは原子炉内を循環する冷却水から熱

を奪う海水をくみ上げる、大切な役割である。そ

れほど大切なポンプが、海抜５㍍の場所に、むき

出しであるというのは、リスクであった…（略）

実は今回の津波で、私が一番ショックを受けた

のは、海水ポンプが、すべて機能しなくなったこ

とだった。東電の技術幹部ももちろんこのリスク

を認識していただけにどうしてもっと早く手を打

てなかったのか、悔やまれてならない…」

（資料1２）は

津波が 120 ㍍の

排気筒の半分ま

で飛沫が上がっ

ている凄い映像

だ。

（資料1３）は排

気筒の根本部分

まで津波の濁流

が突き進んでき

た画像である。

15.5 ㍍の津波に

は為すすべがな

かった。

福島原発告訴団の海渡雄一弁護士の著書に「福

島原発事故の真実」にこう記されている。

「2008年6月10日、津波対策担当者は長期評価を

行い明治三陸沖地震型津波

を福島県沖海溝沿いに設定

した場合にＯ・Ｐ（注１）＋1

5.7㍍となる津波試算結果

を武藤栄副社長（当時）に

報告し…（略）Ｏ・Ｐ＋10

㍍の敷地上に約10㍍の防波

堤を設置する必要があると

説明しました。10㍍の高さ

にさらに10㍍ですから合計20㍍です。まさしく20

08年7月31日『いったん決めていたはずの津波対

策をやらない』と決めたのは武藤栄副社長の指示

だったのです」これが真実なのだ。

（資料1２） 押し寄せる津波の飛沫が120メートルの半分まで上がる

（資料1３） 排気筒の根本まで津波の濁流が
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