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発行 双葉地方原発反対同盟 責任者 石丸小四郎

970 － 8026 いわき市平童子町３－２の６ Ⅱ 903

TEL・FAX 0246-25-7737 携帯 090-4477-1641

Ｅ-mil：ishimaru19430106@gmail. com

８月 24 日、東電ホールディングスは「トモダチ作戦」に参加した米空母乗組員らが 50 億円（約 5.500

億円）の「医療基金」（注１）を求め提訴、サンディエゴ連邦地裁もそれを継続する判断を示した。（注２）

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が起こった直後、米軍は被災地での災害援助と復興支援を目的に活

動を開始した。一連の活動は「トモダチ作戦」と命名され２万人を超える兵士、200 機の航空機、24 隻

の艦艇が送り込まれた。その中に問題の空母（資料１）の「ロナルド・レーガン」がいた。

乗船していた兵士約 4843 人は韓国に向かう途中だったが、急きょ「三陸沖に行って支援活動を行え」

との指令を受け、同月 13 日段階で三陸沖に到着し 80 日間活動している。

ところが 11 日には → 第一原発の１号機がメ

ルトダウンしプルームが 流れて来た直下で、約

５時間、（資料２）の甲板作 業をしたほか、除染作

業で大量の被ばくを受け たと主張している。

この大量の放射性物質 の放出や、その時点で

の測定放射線量などの正 しい情報を、東電が意

図的に提供しなかった罪 を問うものであるとし

ている。当時、放射線量の放出を東電に問い合わせたが「危険性はない」「すべて制御下におかれてい

る」などの答えしか返ってこなかった。また、米国はもとより原子力空母であるがゆえに原発事故の線

量や現状を十分知りながら「兵士にはそれを知らせていなかった」とも主張している。

原告である兵士たちは「トモダチ作戦」参加後に多岐にわたる深刻な病状を発症し、特に２名が骨肉

腫と白血病で死亡したとしている。

「トモダチ作戦」の裏に隠された真実
米兵らの医療基金の継続 連邦地裁認める！

（資料１） 2011年３月12日、韓国に向けて移動中の空母「ロナルド・レーガン」急きょ三陸沖に向かう

（資料２）甲板作業で飲料水や食料など支援物資を積み込む
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（資料３）は第一原発から三陸沖へと広がった放

射性物質のシミュレーションである。

同 11 日 15 時 50 分、１号機のメルトダウンが

始まり格納容器の隙間から放出され広がった。

（旧）原子力安全・保安院は過酷事故で大気中

に放出された放射性物質の総量を 77 京（けい）ベ

クレル（京は兆の１万倍）と発表した。東電も３月

だけで 90 京ベクレルの試算結果を発表している。

（６年６ヶ月後の今も東電発表、毎時 12 万ﾍﾞｸﾚﾙ放出）

一方、識者は「福島の方がチェルノブイリより

２から４倍多い。チェルノブイリは 100 万㌔㍗１

基の爆発に対し、福島は４基、合計 281 万㌔㍗が

関与する爆発であった」としている。（注３）

放射性物質の３割は陸に、７割は海に広がった

とされている。

（資料４）は提訴した乗組員の症状を列記したも

のであるが、通常、若年成人に見られない多数の

症状が含まれている。２人が死亡し骨肉腫と白血

病だという。被ばく調査では乗務兵士中、呼吸器

疾患 931 人、消化器系疾患 722 人、泌尿器系疾患

247 人、妊娠出産関係疾患 191 人などであると言

う。米海軍の中には若い女性の水兵もたくさんい

た。また学費を稼ぐため軍隊で働き除隊後に大学

で勉強しよういう人も多数にもぼる。

（資料５）は３月の終わりに甲板上を掃除する兵

士の姿であるが防護服を着ている姿ではない。

また、換気の出口のところにベッドが配置され

ホットスポットで生活していたとされている。

また、原子力空母は海の水を脱塩して飲料水に

使うというが同 15 日に脱塩水を飲むことを止め

たという。

（資料６）は飲料水の供給を受ける気仙沼市唐桑

地区の住民であるが、この活動の状況を知る報道

は余り知られていなかった。

日本では甲状腺がんなど多数見つかっている

が、家族はなかなか声を上げることが出来ないで

いる。過酷事故の放射線障害はどこの国であって

も連帯し共に闘うことが求められている。

（資料５） ３月末に甲板を除染する乗組員

（資料３） 2011年３月13日・17時00分のシミュレーション

（資料６） 支援物資に感謝の思いを伝えている住民

（資料４）骨肉腫や白血病の２名の死と多岐にわたる症状
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（３）＜考察＞

①具体的な考察に入る前に明確にしておかなけれ

ばならないことは、国は、国策として原発を推進

してきたと言うことである。 今回の福島原発事

故を引き起こした元凶の一つであるにも拘らず、

その責任を認めないばかりか、被災した(極度の

不安を抱かせ)県民・国民に対して謝罪もせず、

「事故は国のかかわりの外にあった」という立場

に終始している。少なくとも国は原発事故、放射

能被曝災害に関して、自らの責任を明確にして謝

罪すべきである。事なかれ主義的な、対策や復興

の策動に対しては、県民・国民は、断固として拒

否し、闘わなければならない。

②本論である国際機関・IARC の介入の策動に対

する検討に入る。

原発事故による放射線被曝が原因となる疾病の

危険に対する、県民への行政的責任の遂行として

行われている「県民健康調査」の機能を県民から

奪うものである。

・「県民健康調査」は、県民への行政責任として

県民・対象者全員を対象にしてきた。

・「IARC の機関」は、個人に対する任意のもの

として(県民の)希望者を対象に調査しようとして

いる。

100 ％ともいうべき完全な機能・機構の転換で

ある。

＜転換を正当化する根拠＞

以下のように、政府・県当局は、主張を固めた

と思われる。

国策として推進してきた、福島原発事故による

健康障害(小児甲状腺がん)などに対して、福島第

１原発事故の場合は、チェルノヴィリ原発事故の

場合とは異なり、原発事故による放射能被曝が原

因であるとは言えない。

2016 年 3 月の検討委員会の「中間とりまとめ」

の意義は、福島第１原発事故の場合は、チェルノ

ヴイリ原発事故の場合と異なり、放射線被曝が、

小児甲状腺がんの原因でないことが証明されたと

いう、欺瞞を公式のものとすることにあったので

ある。

検討委員会の「中間とりまとめ」では、チェル

ノヴイリ原発事故と違い、福島原発事故では、事

故による放射能拡散は、小児甲状腺がんの原因で

はないと言い切った。福島原発事故の場合は、事

故により放散した放射線量が、チェルノヴイリに

比べて非常に少なく、被曝による放射線疾病の心

配はないという、壮大なる偽りを福島原発事故の

成果(原発推進者の立場)として、世界に誇示しよ

うというものである。

「中間とりまとめ」を直接の引き金として、国

際機関 IARC を権威主義的に巻き込み、行政機関

としての「県民健康調査」の役割を終わらせ、県

が放射線疾病問題から解放され、“東電と患者個

人”の問題へとすりかえる壮大なる策動の段階に

入ったと見るべきである。

「県民の不安をあおる」と、事あるごとに叫んで

「県民健康調査」の活動の強化を妨害してきた。

国と県当局と県立医大当局、そして県医師会の責

任は重大である。われわれは、県民と共に、放射

能被曝による、疾病の早期発見、早期治療、放射

能被曝障害の救援、支援の会を作り、運動を強め

るとともに、国と県のオリンピックを口実とした、

責任を放棄した、復興作業の推進に反対していか

なければならない。
次ページへつづく

福島原発事故を考える(第 5 号)

原発事故による放射線被曝と
甲状腺がん検査機関について

金沢市 川上 義孝(医師)
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新しい段階に入ったものと考え、今までの運動

の総括的検討と、新しい闘いの組織的な点検と活

動の方式の検討などが必要になってくると思われ

る。

（４）「県民健康調査」検討委員会「中間

とりまとめ」の問題

チェルノヴイリ原発事故の諸々の事実に対す

る、検討委員会の一面的把握、歪曲などを“日野

行介・尾松亮共著「フクシマ６年後、消されゆく

被害－歪められたチェルノヴイリ・データ」”を

参考にして、述べてみ

たい。（資料７）

「中間とりまとめ」

は例によって、チェル

ノヴイリ事故との違い

を主張することにより、

福島原発事故の場合、

小児甲状腺がんの原因

として放射能被曝を否

定している。しかし、

チェルノヴイリ原発事

故の場合は、ベラルー

シ、ウクライナ、ロシ

ア３国の広大な範囲に

及んでいる。検討委員

会が判断基準としてい

るデータの出所は明ら

かでないが、ベラルー

シのものに限られているようだ。

対象範囲が広大であるため採用したデータにより

大きな違いがあるという。

今回、日野・松尾両氏のデータは、「ロシア政府

報告書(2011 年刊行)」を踏まえたものである。

＜福島県によるチェルノヴイリ原発の甲

状腺がんについての説明＞

①増加の時期

チェルノヴイリは、４～５年後に甲状腺がんが

増える。

②年齢層

チェルノヴイリでは、事故時、５才以下の層に

甲状腺がんが多発

③被曝量

福島県では、被曝線量が、チェルノヴイリ被災

地に比べて、はるかに少ない。

＜ロシア政府による、甲状腺がんの評

価＞…(チェルノヴイリ原発事故は 1986 年)

①増加の時期

事故の翌年から、甲状腺がん増加(1987 年は、

169 件)(事故前：年平均 102

件) 1991 年頃より急増。２

年目から増加し、4 ～ 5 年後

から急増”

②年齢層

事故直後～数年：５才児

以下に甲状腺がんの増加は

ない。この年齢層に甲状腺

がんが、目立って増えるの

は、彼らが 10 才代後半にな

る。(事故から 5 年後位)簡

単に「事故時５才児以下に

多発」とは言えないのであ

る。

③被曝量

比較的低被曝の地域でも

甲状腺がん増加、児童の甲

状腺被曝量について、ロシ

ア全土をマップ化、500 キロメートル離れた、１

０ミリ・シーベルト以下の放射腺被曝地区でも、

甲状腺がん増加。

つまり、チェルノヴイリ原発事故の場合でも、

広大な被曝地の場所によっては、福島原発事故に

よる被曝線量と同じ範囲に属する場合も見られ、

甲状腺がんの発症年齢・時期などでも共通する場

合が多く両者共に放射能被曝にて甲状腺がんの原

因である可能性が強い。この点について、山下俊

一氏、鈴木眞一氏、星座長に見解を求めたが、無

回答であったという。

（資料７）チェルノヴイリの真実のデータ
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再開３６回目の東電交渉は 9 月 8 日に行われ、前回（７月１８日）提出の要請書の回答から始まった。

川村会長の海洋放出発言の撤回要請にも真意、趣旨は違うとの答弁に終始した。

要請１：福島第一原発事故のトリチウム汚染水の

海洋放出に関する川村会長発言を陳謝し撤回す

ること。

：回答１、海洋放出方針と判断した事実はない。

今後は国の多核種除去設備等処理水の取扱に関

する小委員会で議論を踏まえ事業者が最終判断

する。

諸団体：会長は「判断はしている」と言った。撤

回せよ。県民や漁業者への説明なく東電が最終

判断をするとしている回答だ！訂正を求める。

要請２：海洋放出の総量、管理基準、放出方法な

ど市民説明会をすること。

：回答２、福島県や地元自治体、各種団体の方に

対し「福島県廃炉安全監視協議会」「廃炉に関す

る安全確保県民会議」などで説明する。社会の

皆様には当社のホームページやマスコミの力を

借りていく。市民説明会は開かない。

諸団体：市民説明会開催を拒み続ける理由を示せ、

海洋放出問題を市民とどう向き合うのか？

諸団体：タンクの保管が切迫しているが？

東電：切迫は事実 2020 年までタンク・土地は確保

諸団体：タスクホースの海洋放出と同じシナリオ

か？

東電：決まっていない。

要請３：トリチウム汚染水の安全な保管について、

タンク保管や固形化保管等を検討し結果を説明す

ること。

：回答３、国の「多核種除去設備等処理水の取扱

に関する小委員会」で技術的な検討と風評被害

なども検討している。

諸団体溶接型タンクの耐用年数とセメント固化は。

東電：20 年ぐらいと思う。固化は体積が 3 倍に増

え劣化などで現実的でない。

９日に、第一原発の汚染水タンク解体中に３０

代男性が内部被曝をしたとの新聞報道があった。

東電交渉当日の朝の出来事だ。協力企業の３０代男性

が４号機原子炉建屋の３００メートル南西にある汚染

水タンクの解体をしていた。

作業後の検査で鼻腔に汚染が確認されたという。汚

染水の保管、海洋放出、タンクの劣化について交渉し

ていた最中の事である。原発事故からの時間の経過は

容赦なく、設備機器の劣化や消耗が故障につながる。

林立する無数の高線量の汚染水タンクの間を通り抜

けながらのタンク修理は自分の居場所さえわからなく

なると聞いた事がある。

今回の交渉で東電は、水が入っているのでタンク内

は大丈夫で外側は修繕をしていると答えた。

溜まり続ける汚染水を海に流せばなどと安易な発言

を許してはならない。

原発作業では被爆は余儀なくされるのだから、働く

人への安全対策と啓蒙は必須であろう。（資料９）

＊被ばく労働者の待遇改善に関する再回答： 入所時の放射線防護教育に関して、2015 年に「安全ルール 21 ヶ

条」を作成し個別配布をしている。2017 年改訂版 1 万 5 千部を作った。この冊子には被ばくに関する記載はなく、

被ばくの危険がともなう職場である事と防御について継続的な指導をする事を要請した。対策と啓蒙は必須であ

ろう。 次回交渉は １０月３１日（火）午後１時～

トリチウム汚染水の取扱民意抜きの状態で東電が最終判断か！
諸団体怒りの抗議 再開３６回東電交渉に参加して 千葉親子

（資料9）作業員が歩く福島第一原発H4タンクエリア

（資料8）東電交渉 右側が東電
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13 日、原子力規制委員会は柏崎刈羽原発６・７号機の再稼働を「東電が原発を運転する的確性があ

るかないか」を安全規定に盛り込ませ経産相が担保すると言う条件で認めた。茶番もいいところだ。

（資料９）を見てほしい！

言うまでもなく東電第一原発の残骸である。

１号機から３号機まで手の施しようにないデブ

リが手つかずのまま残されている。

約 320 万平方㍍

（東京ﾄﾞｰﾑ 68 個分）

の敷地に、捨て場

所がない放射性廃

棄物がギッシリと

詰まり日ごとに増

え続けている。

「東電第一原発

の現状を語り出し

た ら 切 り が な

い！」こんな会社

を国は 40 年間…

数々のごまかしと

嘘で塗りかため、

結果として過酷事故という犯罪を作り上げたこと

を決して忘れはしない。こんな会社に再稼働を認

めた安倍政権は「第一原発の二の舞にするつもり

か？」と言いたい。今なお未曾有の原発事故で多

くの苦しみを味わう国民がいるのに「電源の 20

～ 22 ％原発でまかなう」と豪語している。そし

て 21 兆５千億円の廃炉費用を国が担保し存続せ

しめ、株価だけは引き上げ、五輪まではと第一原

発の現状を世界に隠し通しているのだ。

事故の危険性は柏崎刈羽原発の地震と地盤を見

れば“福島の二の舞”を彷彿とさせずにはおかな

い。「重要免震棟」の耐震性が不足しているにも

かかわらず東電が原子力規制委員会に説明してい

なかったと言う「この事実を忘れたのか？」と言

いたい。新潟県は①事故原因の究明②放射能被ば

くが住民に与えた被害の実態③柏崎刈羽で事故が

起きた場合に安全に避難が出来るか？を検証する

と言う。この検証こそ全うである。

韓国も台湾も「脱原発」に舵を切った。「フラ

ンスも脱原発！」である。（注４）このニュースを聞

いて、17 年前フランスの原発事情を知るため田

舎町を回った一人として感銘深いものがある。

ドイツ他４カ国へ

余剰電力売って、

年 30 億 ユ ー ロ

（3.496 億 8 千万円）

を稼いできた。だ

が 2017 年厳冬で

事態は一変した。

電力需要に 7 割を

原発でまかなって

きたが、それが裏

目に出た。 58 基

原発の内 20 基が

不具合と定期点検

で止まった。 70

年代以降 40 年間「原発依存」が不具合を多発さ

せコストが高まり会計検査院が「脱原発しかない」

（安くて安全な原発は無理）と言い政府も決断した。

この画期的なニュースをなぜ日本のマスコミは

報道しないのか？

世界主要国は脱原発の流れである。

（資料10） 東電第一原発の現状 右端の天井が崩落しているのが１号機

柏崎刈羽原発 条件付き容認！

“福島の二の舞”にするつもりか？
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