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今年１０月２９日、第１１回甲状腺評価部会があった。２０１６年３月、中間取りまとめ以降、はじ

めて本格検査（検査２回目）の悪性ないし悪性疑いの発見率の結果が報告された。

報告された内容は、地

域別に見た発見率であ

る。色分けをした地図

（資料１）の通りだ。こ

の間、小児甲状線がん

と放射能の因果関係が

否定され続け、放射能

の影響とは考えにくい

とされてきたが、本格

検査（検査２回目）で

悪性ないし悪性疑い

は、受診者（人口１０万

人当たり）の発見率が

「①避難区域１３市町

村等５３．１人②中通

り２７．７人③浜通り

２１．６人④会津１４.４人」で、４ブロックの

差が鮮明になった。避難区域が最も多く、会津地

方が最も低くなっている。福島県民健康調査検討

委員会は事故後初めての中間とりまとめで、「通

常の有病率に比べてがん発見が多い」としながら

も、検討委員会の星座長は「①被ばくがチェルノ

ブイリより少ない。②被ばくから発がんまでの期

間が短い。③事故時５歳以下の子どもがいない。

④地域別差がない。」と放射能の影響は考えにく

いとした。

９月５日に開催された第 32 回県民健康調査検

討委員の報告で、集計外の１１名を含め、悪性又

は悪性疑いは 212 人、手術をしてがんと確定され

た人が 175 人となっている。通常、小児甲状腺が

んの発症は１００万人に対し１～２名と言われて

いるが、福島県の発症は２０～５０倍になってい

るのではないか。それも、プルーム（放射能雲）

の流れに沿って明らかに地域差として表れてい

る。放射能被ばくとの関係を否定し続ける事に無

理が生じていると言っても過言ではない。「因果

関係」とか「過剰診断」とか言っている間にも、

苦しみ悩みを深め心と身体に癒し難い傷を負って

いる若者、子どもがたくさんいる。国も県もその

事を認識し、福島県立医大以外の医療機関で実施

されている「手術症例」など、甲状腺がんの全体

を把握し、将来に向けた対策を早急に考えるべき

だ。生活支援、医療支援を確立し、すべての患者

に質の高い生活を保障することだ。

第１１回甲状腺評価部会で４地域差が明確に！！
千葉親子

（資料 ）子どもと女性を守れと国連人権理事会が勧告

（資料１） 地域別に見た「悪性・悪性疑い」の発見率
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昨年１１月国連の人権審査部会は日本政府に対して「原発被害者への支援」「政策への住民参加」「年

間１ミリシーベルトの尊守」「医療サービス」などを守るよう勧告していた。（資料２）

外務省は今年３月２９

日にその４項目を受け入

れた。しかし日本政府は、

住民の意見も聞かずに、

国際的にも認められてい

る一般公衆被ばく線量１

ミリシーベルトを、福島

県だけに２０ミリシーベ

ルトを課し、居住可能と

して保障や住宅の無償提

供を打ち切り、帰還政策

を行っている。（資料３）

福島県は、苦渋の選択

として２０ミリシーベル

トを受けいれた。

今年 10 月 26 日、国連

人権理事会は、福島原発

事故による放射線汚染地

域（資料４）への帰還基準

について「放射線量の高

い地域への子どもと女性

の帰還はやめるよう」「２

０ミリシーベルトでなく

１ミリシーベルト以下」

にするよう更なる勧告を

した。日本政府は「帰還

は強制しておらず放射線

量の基準は国際放射線防

護委員会の勧告に基づく」

と反論した。トゥジャク

特別報告者は国連の人権

理事会が勧告した１ミリ

シーベルト以下の基準を

考慮していないと批判を

した。２０ミリシーベル

トが異常な数値だという

事は誰でも分かっている

事だ。

原発で働く労働者の白

血病労災認定基準は年５

ミリシーベルト、レント

ゲン室など年間５．２ミ

リシーベルト以上被ばく

する場所は放射線管理区

域とされ１８歳未満の立

ち入りは禁止、飲食も寝

る事も禁止されている。

１９５０年代、医師で

あり疫学者であるアリス

・スチュアート博士は妊

娠中にＸ線を浴びると、

子供が癌にかかるリスク

が倍も高まることを発見

した。日本でも母子手帳

から妊婦検診でＸ線検査

の欄が無くなったのも胎

児への影響からである。

日本は国連の勧告に

「帰還は強制していない」

と個人の選択による自己

責任に転嫁しているとし

か言いようがない。

閾値（しきいち）がないと

いわれる放射線被曝に、

福島県民は長期にわたる

低線量被ばくのただ中に

置かれているということ

ではないか。この事を跳

ね返す力が私たちには必

要だ。国・県は、国連の

勧告を受け入れ即刻誠実

な対応をすべきだ。緊急

な対策と支援とその責任

所在の重要性が分かる。

（資料２）子どもと女性を守れと国連人権理事会が勧告

（資料４） 2017年4月1日現在の避難区域

放射線量の高い地域への子どもと女性の帰還はやめよ！

国連人権理事会が更なる勧告！！
千葉親子

（資料３）勧告に住民の自由意思と反論する日本代表
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前回まで、第一原発の「地質問題」を述べ「福島原子力発電所土木工事の概要（１）」で「…湿潤化

した場合、泥土化してゆるくくずれやすくなる」と記してある。この課題をもっと掘り下げてみたい。

東電の広報誌には必ずと言っていいくらい「地震に対し原発は揺れにくい構造…原子炉の建屋は地表

の土砂をすべて取り除いて、頑丈な岩盤の上に直接建設しています」（注 1）と書いてある。

この「頑丈な岩盤の上に…は本当なのか？」である。

第一原発のある相双丘陵地帯南部は（資料5）かつて常磐炭田地帯の一角に位置し、地質問題は他地域

よりも、よく解明されてきた地域である。それが「東電福島第一原発の地層を示す断面図」（資料 6）で、

右が「太平洋」、左が「双葉・立石逆断層帯」を指す。

（資料7）を見ると「層群名」は「多賀層群」と言う地層で、「最大層厚」

は「地下 300m」で「主要構成岩石」は「擬灰質泥岩」という地層である。

この「擬灰質泥岩」とは「噴火活動で出来た灰の中に砂粒が多量に存在

し、それが海底に堆積して圧力で固まったもの」を指すという。

だから東電が言う「頑丈な岩盤」とは縁もゆかりもないもので「湿潤化

した場合、泥土化してゆるくくずれやすくなる」地層である。

（資料７） 東電福島第一原発周辺地域の地質層を表したもの

双葉地方原発反対同盟 結成46周年、脱原発情報200号記念

第４回 第一原発４０年間の軌跡を辿る！

（資料６） 東電福島第一原発の地層を示す断面図

（資料５）双葉郡の位置
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10 月 19 日と 30 日東京地裁で開かれ３被告の被告人質問が行われた。今回は東電原子力部門の主軸

を担い、原子力立地本部の副本部長や本部長、更には副社長を歴任してきた武黒一郎被告。2002 年か

ら代表取締役社長、2008 年からは代表取締役会長を歴任した勝俣恒久被告が証言台に立った。

冒頭、武黒・勝俣被告とも、示

し合わせたように「深くおわび申

し上げます」と謝罪を述べた。

同 19 日の武黒一郎被告の被告

人質問から入ろう。16 日の武藤

被告人質問では 2008 年８月の武

黒氏への報告について詳細に「『高

い水位が出た』土木学会に検討を

依頼している。と説明すると、自

席で書類を読んでいた武黒さんは

『今度は津波か！』と言った」と

述べていた。これを武黒被告は「記

憶にない」と否定的な答えにとど

まった。

推測だが「今度は津波か！」の

意味は 2007 年、柏崎刈羽原発で

再稼働不能と思われる地震に遭遇

し「今度は津波か！」と経営陣に

とって大変な課題を押しつけられ

た思いからだったのだろう。にも

かかわらず“知らぬ存ぜぬ”のオ

ンパレードだった。

東電で永く経営のトップであっ

た勝俣被告は原発事故の 10 年前

から社長、会長を務めた人物で、

社内的には、鋭い眼光と切れ者だ

ったことから天皇と呼ばれていた

と言う。それ故に、津波のリスク

を何処まで把握しいたのか、大き

な注目が集まっていた。ところが

繰り返された言葉は「自分の立場

では一義的な責任や権限はない」

に終始し、津波対策を検討してい

た元幹部社員は検察の調べに対

し「2008 年２月の“御前会議”と

呼ばれる会議で政府の地震調査研

究推進本部の『長期評価」を津波

の想定に取り入れることで新たな

対策が必要になることを勝俣会長

らにも報告し了承されていた」（第 24

回公判）この会議の内容を弁護士か

ら問われると「記憶に全くありま

せん」更に、検察役の指定弁護士

から「元幹部は明確に説明供述し

ているが」と指摘されると「元幹

部の勘違いではないかと思う」と

述べた。

この“御前会議”の内容を３被

告とも「聞いていない」と全面否

定であった。

また、勝俣被告は「この時の部

長発言のトーンは非常に懐疑的に

聞こえた」「社内の原子力・立地

本部でしっかりやっていると考

え、安全対策に疑義を挟む状況で

はなかった」とも語った。

勝俣被告は「原子力に係る安全

面は一義的に原子力・立地本部で

すべて行うもので、責任はそこに

ある。しかも全般的に見て原子力

の責任を損なうことを知りながら

適正な処置をとらないと社長に責

任がある」と…。部下・部下に責

任があると臆面もなく語った。

企業の責任者とは高い報酬を得

ながら何のために存在するのか

…。未曾有の原発過酷事故を“無

責任”で終わらせてはならない。

第32～33回 東電旧経営陣 公判

武黒副社長・勝俣会長 すべて否定！

（資料8）東電では原発のスペシャ

リスト言われる人物であった

（資料9）「カミソリ勝俣」と言われ勝

俣三兄弟で名をはせていた…



- 5 -

東電第一原発で構内自動車整備作業に従事していた猪狩忠昭さん（当時 57 歳）が昨年 10 月 26 日、敷

地内で死亡したのは長時間労働による過労が原因として、いわき労基署は労災認定を出した。（資料10 ）

猪狩さんが労災認定され

る経過はこうだ。

2012 年３月にいわき市

内、自動車整備・レンタル

企業「いわきオール株式会

社」に入社した。以来、月

曜と土曜は会社業務。火曜

日～金曜日までの４日間は

朝４時 30 分に出社し、一

般道で第一原発に移動、事

務所に戻るのが夕方５時か

６時という生活が続いた。

遺族らの調査によると亡

くなる直前３ヶ月間の平均

残業時間は約 105 時間。亡

くなる半年前から１ヶ月当

たりでは最大 130 時間超、

平均で 110 時間に

達し「過労死ライ

ン」（右資料）に当た

るとして、いわき

労基署に労災申請

をしていたものだ

った。

猪狩さんは第一

原発の車両整備場

設置と同時に派遣

されて元請会社の

「宇徳」の指揮下

で点検と整備を担

当していた。

指揮命令は「宇

徳」によって行わ

れ、労働者派遣法

にも違反し労働者

を保護する義務も

怠っていたことになる。

（資料11）にあるように 2017

年１月から構内専用の全車

両を、それまでの 12 ヶ月

点検に加えて、24 ヶ月点検

も実施し 488 台から 791 台

に増加。

東電は「今後、構内の車

両整備士の確保が課題」と

していた。更に、2018 年９

月までに小型車 620 台、大

型車 189 台、計 809 台の全

車両の点検を完了するとい

う目標を設定されたのだ。

ところが…整備日数は１

日増えて週５日、整備士は

５人から１人減って４名と

なり作業量が激増し

たのである。第一原

発の車両整備は、車

両の放射能汚染が激

しく、全面マスク、

防護服の上にカバー

オールを着て車の下

に潜り込みエンジン

ルームに体を乗り入

れ、トイレもなく水

分も不補充と過酷極

まりない作業を強い

られていた。

このたびの労災認

定は猪狩さんの遺族

が「フクシマ原発労

働者相談センター」

に相談し勝ち取った

ものである。

東電福島第一原発で過労死認定

朝4時半出社 長時間移動 ﾄｲﾚ無し 過酷労働！

（資料10）１面トップに掲載された過労死認定

（資料11） 多くの車が行き交う第一原発の敷地

過労死ラインとは

厚生労働省が示す脳や心臓の疾病を労災認定する際の基準。時

間外労働が「発症前１ヶ月に 100 時間」または「発症前２～６ヶ

月にわたる期間で１ヶ月当たり 80 時間超」を目安の一つとして

いる。ただし、同省が残業上限とする月 45 時間を超え、残業時

間が長いほど、業務と発症の関連性が強まるとも規定され、この

基準を下回る労働時間でも過労死と認定される場合もある。
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11 月６日、東電交渉が行われ、冒頭５頁に掲載した第一原発構内の自動車整備工場で働いていた猪

狩忠昭さんの「福島第一原発事故収束作業等に係る労働者の過労死根絶を求める要請書」を提出した。

また、今回は継続していた①「トリチウム汚染

水の海洋放出をやめ、安全な保管を求める要請書」

②「東海第二原発の再稼働のための日本電源への

資金援助に反対し、福島第一原発事故被害者への

完全な損害賠償を求める要請書」への再々質問へ

の回答と質疑を行った。③「陸側遮水壁の電気代

と維持管理費」などの質問を行った。

最後に東京電力と国（原子力規制委員会）経産省

は「多核種除去装置 ALPS で唯一取りきれないト

リチウムは薄めて海に放出」を異口同音行ってき

た。しかし、現実はヨウ素 129 やルテニウム 106、

トリチウムの基準値超など 80 ％以上をタンクに

溜めてきた。今から４年前の 2014 年３月の第 19

回特定原子力施設監視・評価検討会でも東電社員

が「62 種類を取り去ると言ったうち 4 種類がま

だとれていない」と明確に話している。

「これは３者による隠ぺいではないのか？」と

厳しく指摘して終了した。

既報Ｎｏ 202 の１頁、右下から５行目「同市の

65 歳以上の人口は 2010 年 18,809 人であったのに

対し、2017 年は 18,452 人と若干減少している。」

は以下のように訂正しお詫び申し上げます。

「同市の 65 歳以上の人口は 2010 年１月１日時点

で 18,766 人であったのに対し、2017 年１月１日

では 18,819 人と若干増えている。」（注２）

原発問題を扱い取り上げていると「日本は法事国家

…民主的な国…」など到底言えない国に成り下がって

いると感じる。１頁の甲状腺がん問題や、２頁の「国

連人権委員会」の勧告も同様である。思春期の子ども

達の苦しみを思うと胸が締め付けられる思いである。

原発下請け労働者も同様で賃金未払いも行われれて

いた。悔しさがつのる！

再開後４４回 東電交渉
「廃炉・収束作業に係る労働者の過労死根絶を求める要請書」提出

出典 文献
・（資料１））ｱﾜﾌﾟﾗﾈｯﾄ

・（資料２）～（資料３）ANN ニュース
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・（資料５）福島第一福島原子力発電所サービスホール-広報誌

・（資料６）～（資料７）富岡町史第１巻
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・（資料 12）編集部

・（注１）福島第一福島原子力発電所サービスホール-広報誌
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（資料12）１０団体の佐藤世話人による要請書の手交

東京電力ホールデングス（株）

代表取締役社長 小早川 智明様

2018 年 11 月６日

福島第一原発事故収束作業等

に係る労働者の過労死根絶を

求める要請書
（要旨）

（５頁に同じ）

記

１．過労死に認定された作業員の死亡時の状況を

明らかにし、遺族に対し誠意ある対応をする

こと。

２．労働現場の総点検を実施して結果を公表し、

作業環境の改善、作業員の安全確保を進める

こと。

３．過労死の根絶に向け、協力企業と一体になっ

て法令を遵守し、長時間労働を規制すること。

以上
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