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10 日、福島地裁の生業訴訟判決は２例目の千葉地裁訴訟で認めなかった「国と東電の責任」をハッ

キリと認定した。判決の重さを国と東電は認識し「原発なき日本」に踏み出すべきである。

政府の地震調査研究推進本部は「2002 年にマ

グニチュード（Ｍ）８クラスの地震・津波が 30

年以内に 20 ％程度の確率で発生する」と長期評

価を公表していた。

福島地裁は言う。

国には津波浸水予

測を計算をすべき

「予見義務」があり、

津波で全交流電源喪

失になると言う「予

見可能性」あった。

それを怠り事故を

発生させたと…。

国と東電は自分た

ちに責任がないと主

張している。

もしそれが許され

るのなら再び失敗を繰り返し、日本列島を人の住

めない地にしてしまう！

言うまでもないが、日本列島は４枚のプレート

の上にあり、毎時・毎分ギリギリと締め上げられ、

その結果、地下には亀裂が走り、活断層として有

史以来止まることを知らずに地震と津波を起こし

続けてきた。

国と東電は自らこの責任を認め謝罪し、速やか

に稼働している原発を全て止め“原発なき日本”

に踏み出すべきである。

東電福島第一原発過酷事故から６年７ヶ月、廃

炉・収束の困難さが浮き彫りになり「核と人類は

共存出来ない」が胸に迫ってくる。

「原子力損害賠償・支援機構の技術戦略プラン」

（2015 年４月）（注１）は「福島第一原発の事故は、

その規模、深刻さに

おいて世界に類を見

ないものであり、そ

の廃炉の対応技術

は、わが国において

蓄積されてきた軽水

炉の建設・運転・補

修・廃炉の知見の域

を大きく超えてい

る」と述べている。

現に「使用済み核

燃料」計 15.389 体は

運び出すことも出来ない。本号４～６頁に掲載し

た「高濃度汚染水」「高濃度汚泥」「解体排気筒」

も同様である。「汚染水対策の切り札」として国

費 345 億円を注ぎ込み「陸側遮水壁」を造ったが

効果は見えず、いずれ氷は消滅する運命にある。

そして働く人々の労働者被ばくが重くのしかか

り「労働者枯渇」の危険性はただ事ではない。

嘘とデタラメの限りを尽くし延命を図る安倍自

公政権を終わらせることことこそ、何をおいても

重要である。

生業（なりわい）訴訟 国と東電の責任を認める判決！

原発推進 安倍自公政権の退場を･･･

（資料１） 安倍自公政権を終わらせ「脱原発を…」
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９月 20 日、原発事故による放射能汚染で通行禁止になっていた国道１１４号線の川俣～浪江区間の

通行止めが解除となったことを受け、10 月 1 日私たちはこの区間の放射線空間線量測定及び検査用土

壌の採取を行いました。

調査は元の川俣町役場をスタート地点として国

道１１４号線を浪江町に向かって進み、山木屋地

区の通行禁止開始地点から約５ Km の間隔をおい

て測定を行いました。結果はグラフのように出発

地点の川俣町役場で 0.06µSv/h、一番高かった大

柿ダム付近で 4.79µSv/h（地上１ｍ）という高い

値でした。開通ゲートでは警備員の方が線量

1.64µSv/h という場所で交通整理をしていました。

ここの作業だけでも年間では３ｍ Sv を超える被

ばくです。沿線は侵入防止・防犯に住宅入り口

や枝道にバリケードが設置されており県警のパト

ロールも目立ちます。規制解除後も被ばく防止の

ためバイクや自転車、歩行者の通行規制は続いて

います。

資料６は福島県森林企画課が発表している県内

３６２ヶ所の平均線量率の変化を表したもので

す。7 年経過しても、森林は平均（居住制限区域

を除く）で 0.5µSv/h と高い値です。（放射線管理

区域の 0.6µSv/h と大差ない）事故から 7 年目の

現在、減衰曲線の傾斜は緩やかになり、30 年目

で現在の線量の約半分になります。今後も長期間

にわたり高線量が続くと見なければなりません。便利になるとはいえこのような高汚染地帯を一般車を

通行させることに疑問を感じざるを得ません。なお採取土壌の検査結果は次号で報告します。

７年経過後の今も高い空間線量率！
国道１１４号線通行禁止解除の区間を測定

文責 斉藤章一

（資料３）国道114号線通行止解除区間を

伝える９/20日福島民友新聞より

（資料４）空間線量測定、土壌採取する調査メンバー

（資料２）国道114号線 川俣～浪江区間の空間放射線量

（資料５）空間線量率の減衰曲線
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「県民健康調査」の成立と遂行の過程に現れた、国と県当局の原発事故・放射線被曝による県民の生

活と健康の危機に対する理解の浅薄さ。

―――経済主義の魔力にとりつかれた原子力依存症的対応―――

2011 年 3 月 11 日 福島原発事故より早や７年目も半分過ぎた時点での考察である。

原発事故後いち早く明確な方針を持って動き出

したのは、山下俊一(当時長崎大教授)ではなかっ

たか。

国際的な原子力推進グ

ループ(WHO.ICRP.IAEA

… etc)に属し、あらゆる

機会を原子力推進の新た

なる展開へと、世界中に

目を光らせる有力な活動

家の一人と思われる。

2011 年 5 月 1 日、福島

県副知事・内堀雅雄の指

示を受けた、地域医療課

・課長、馬場義文と共

に被曝医療の専門を標

榜する山下俊一氏は、福島県立医科大学での打ち

合わせに加わった。この席で山下氏は、以下の方

針を提案している。

① 「県民健康調査」の県への一本化 ②県民 200

万人の生涯にわたる健康管理 ③低線量被曝研究

の拠点化 ④予算を国に要求。

さらに専門家を集めた「検討会」の設置構想。

「検討会」のメンバーは、山下氏が根回しをする。

そして、2011 年 5 月 13 日「ふくしま健康調査検

討委員会準備会」が、同 5 月 27 日、第 1 回「県

民健康管理調査検討委員会」が開かれた。座長は

山下俊一、県が中心となり、県立医大が実際の検

討・調査を担当し、国の関係省庁や関係機関が、

側面から支援することとなった。山下氏は同年 7

月、福島県立医大副学

長に就任し、恒常的に

同会を推進することと

なった。この間の手際

の良さには驚かされ

る。国や県が関与する

機関の成立としては、

そのスムーズさに驚か

されるとともに、その

軽々しさには危うさと

疑問も禁じえない。県

当局の自主性・主体性

…自己主張は…？財政

的な面も含めて国との対立などに対して、どこま

で、…どのような主張がなされたのだろうか？…

華々しい表向きではあるが「県民健康調査」の

内実を示す規定は国(環境庁)の「放射線被曝によ

る健康不安対策事業」というものであり、国が原

発事故の責任を認めた上での“健康管理、傷害予

防(避難などを含めて)疾病など”に対する補償制

度への前提的措置として位置づけられたものでは

なく、単なる「不安対策」にすぎない。財政的に

も、単なる不安対策として国が事業費を計上し、

県で「県民健康管理基金」をつくり、実施してい

るものである。 （次号へつづく）

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１）

金沢市 川上 義孝(医師)

（資料６）YOUTUBE 問題発言を連発する山下教授

参考文献 （以下５回まで続く）

□1 福島原発事故「県民健康管理調査の闇」日野行介（岩波新書）

□2 脱原発・脱プルトニウム全国連絡協議会現地報告 福島県平和フォーラム2017年7月28日

□3 インタビュー「放射能安全神話」から子どもを守れ （「世界」2012,Dec,No837）

□4 「脱原発情報」2016,2,29 No172

□5 「世界」 2016,March,No879 尾松亮「チェルノヴイリ被災国」の知見は生かされているか。
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第一原発で今年４月から８回、高濃度汚染水と地下水（サブドレン）の逆転現象が起き「漏えいしたの

では」と地元新聞（資料７）が取り上げて来た。原子炉・タービン建屋に約 57.000 ﾄﾝが眠っているのだ。

「東電は今年４

月から原子炉建屋

周辺に設置するサ

ブドレンの水位が

建屋の汚染水より

も下回っているこ

とが判明。

原因を調べてみ

たところ測定水位

計の設定ミスだっ

たことが分かった

と言う。

この問題「それほど重要なのか？」である。

１．高濃度汚染水問題の発端とは…

第一原発１～４号機（5・６号機は事故時、停止して

いたので論じない）は阿武隈山系からの被圧水流（上

と下を不透水層にはさまれ圧力を受けている地下水で自噴

もある）も含め１日 1.000 ﾄﾝの複雑な地下水が流れ

る場所に第一原発は立地している。

原発建設当時から…①原子炉建屋・タービン建

屋等を地下水の浮力圧力から安定させる必要があ

った。②地下水流の圧力防止対策として近傍を取

り囲むように 42 本の井戸を掘削して来た。

それが（資料８）の 印のサブドレンである。

それが地震と津波によって破損し止まった。

全電源喪失、炉心溶融燃料（デブリ）は圧力容

器を溶かし、格納容器下部や下のコンクリート部

分で止まった。ここにデブリ冷却のため大量の注

水 が 行わ れ 事 故 直 後、 高 濃 度汚 染 水が 約

120.000m3 あった。一部処理の結果 2017 年８月

現在約 57.000m3 となっている。

２．高濃度汚染水を漏らさないためには…

「この汚染

水を閉じこめ

て置くために

は 何 が 必 要

か？」である。

（資料９）に

あるように地

下水位を建屋

内の汚染水よ

り高く保つこ

とが必要だと

言う。地下水位で汚染水を閉じこめる策だと言う

のだ。そのためにサブドレンの水位を常に計測し、

高い状態にしなければならない。

その水位計の設定ミスが発端だったのだ。

３．約 57.000m3 の放射性物質量とは？

東電のデータによると約 57.000m3 に相当する

放射性物質量とは「3 × E15 Bq」と読みとれる。

計算すると約 3.000 兆ﾍﾞｸﾚﾙと気の遠くなるよ

うな線量である。この量は第一原発事故放出量が

ｾｼｳﾑ 137 で 1.5 京ﾍﾞｸﾚﾙ（京は兆の１万倍・2011 年６月
けい

政府発表）とされているので、その１割程度が依

然として原子炉及びタービン建屋内に存在いるこ

とになる。この問題、これだけでは終わらない。

「ＡＬＰＳ（アルプス）で濾した放射性汚泥とフ
こ

イルターはどうなるのか？」である。

以下、５頁を見よう。

“地震・津波対策”急がれる理由？
高濃度汚染水 57.000 ﾄﾝが建屋にある！

（資料７）９月30日の地元紙

（資料８） 原発稼働時から地下水を汲み上げ続けてきた

（資料９） 漏らさない対策とは？
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事故直後、高濃度汚染水を処理して出来た高濃度汚泥を「地震・津波からどう守るのか？」を原子力

規制委員会から東電に再三再四言われて来た。その問題点を見てみよう。

高濃度汚泥とは処理装置 ALPS で 2011 年６～

９月まで高濃度汚染水約 76.000 ﾄﾝを濾して出来

たものを言う。

（資料１０）の貯槽に計 600m3 上澄み水と共に

海抜 10 ㍍の「プロセス主建屋」にある。

この「汚泥」とはとんでもない代物である。

62 種類の放射能を濾したもので分析結果を見

ると「～１× 1016 Bq」とある。

計算すると１京ﾍﾞｸﾚﾙだから高濃度汚染水の約

３倍の凄い量になる。これが地震・津波により海

に持ち出されたら世界的な海の汚染に繋がるから

だ。（今も汚染が広がっているが…）

東電は、当初漏えいのリスクや将来、放射性廃

棄物に変化することを考え、パイプによる輸送で

はなく専用の容器に分割して運ぶ方法に変更した

と言う。その場合、上澄液を乾燥させて量を少な

くする方式だという。その他の「リスク低減対策」

を整理するとこうなる。

１．そのまま固化にして貯槽に置き続けたら、抜

き出しは困難になる。

２．高線量のため目視が出来ず巡視が困難になる。

３．作業員の被ばく低減及び作業時間の確保のた

め除染が必要になり、更に被ばくする。

４．一時保管施設それ自体が放射性廃棄物になっ

てしまう。

（資料１１）は「プロセス主建屋」（資料１０）の

屋上周辺の線量である。

それを見ると「15mSv/ｈ～ 240mSv/ｈ」とそれ

ぞれ記されている。原発被ばく労働者の「年間被

ばく線量限度」を遙かに超える線量である。

ところがの高線量汚泥がすでに 25 ㍍以上の敷

地に保管されていたのだ。

（資料１２）が「汚泥廃液容器」約 1960 本が保管

され、高さ 1.9 ㍍、幅 1.5 ㍍の容器に入れ「吸着

塔一時保管施設」と名うって置かれていたのだ。

（2016 年８月東電交渉）

（資料１３）この施設の大きさは聞き忘れたが、

計算すればおおよそ分かるであろう。 放射性廃

棄物が次から次へと生み出されている。

次は３つ目の排気筒問題を見てみよう。

（資料10） プロセス主建屋にある高濃度汚泥

ＡＬＰＳ（アルプス）で濾した高濃度汚泥とは！
こ

（資料１１）プロセス主建屋（資料８）屋上の凄い線量だ

（資料１２）ALPS で処理された汚泥がこれだ

（資料１３） 保管容量は 736 基× 1.9 ㍍× 1.5 ㍍だ
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既報Ｎｏ 184 で「１・２号機排気筒で新たな破断が判明した」を取り上げている。「地震・津波対策

の進捗状況」で解体計画の概要が示されている。

（資料１４）

は、その１

・２号機の供

用排気筒であ

る。

近傍には原

子炉建屋があ

り周辺には高

濃度の汚染物

質がそこかし

こに置かれて

いる。そこに

排気筒が倒壊すれば大変な事態になることは論を

待たない。

解体工事計画は 2019 年度下期になっているが

最終的な時期は記されていないのが不思議だ。

「概要」はこうなっている。

１．排気筒下部は高線量であるが、排気筒の機能

は要していない。大型クレーンを使用し上から順

番に解体し耐震上の裕度を確保する。

２．線量は排気筒登頂部 120 ㍍は 0.2 ～ 0.5mSv/

ｈ、地上付近で 0.5 ～ 1.5mSv/ｈ程度である。排

気筒上部は無人化して解体工事を行う。

３．解体時、飛散防止対策（液体タンクで散水）遠

隔解体装置、解体部吊り上げ、筒身切断は遠隔で。

４．解体は地上から 45 ㍍で完了し基準地震動で

は倒壊にいたらないこと確認した。

５．破断カ所がある３・４機は含まれていない。

第一原発のこれらの対策は「放射線との闘い」

を強く印象つけるものとなっている。

この線量を思うと「命がけ」そのものであり、

これから何年費やすか分からない。それだけに「被

ばく労働者の枯渇」が危惧され

るのである。

放射性廃棄物は残り続けるだ

けでなく、デブリ冷却がある限

り増え続けるのも確かである。

編集 後記

No190 の２頁には通行禁止解

除した国道 114 号線の汚染状態

を調べに５人が入った。「原発事

故前の線量は 0.04 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ毎

時であったのが 120 倍の線量にな

っていることに唖然とした」と語っていた。３頁

は原発事故後の国と県当局の問題点を５回に分け

て連載することとした。４頁から６頁は１～４号

機に毎日 1.000 ﾄﾝの地下水が流れ込み高濃度汚染

水と汚泥が生み出される実態を見た。

ところが柏崎刈羽原発では毎日 3.000 ﾄﾝもの地

下水が流れ込んでいると言うのだ。

本情報の使命は福島県の今と東電第一原発の実

態を克明に取り上げる事にあると思っている。

（資料１４ ） １・２号機供用排気筒

１・２号機 排気筒解体計画がこれだ！

出典 文献
・（注１）政府が「東電福島第一原発廃止措置等に向けた中長期ロ

ードマップ」に技術的根拠を与え円滑・着実・実行を検討すること

目的としたプランを言う。

・（資料１）www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/gijidou/10.html

・（資料２、４）編集部 ・（資料３）福島民友・（資料５）福島県森
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（資料１５） 上から順に解体して行く


