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新潟県は再稼働前に福島原発事故３つの検証①原発事故の原因②住民の健康影響③避難計画の実施を

行っている。“検証”を行うべきは福島県だ！年頭にあたりこの問題の決意を明らかにする。

（資料１）は本誌２０１２年 10 月発行 147 号。「この笑顔の陰に何が…広がる福島県への不信と疑惑！」

今からおよそ６年前、福島県の初期被ばく防止のでたらめさに業を煮やし取り上げたものである。

第一は、プルサーマル受入の３条件の一つ「耐震安全性」で「津波対策」を国や東電に迫る絶好の機

会を自ら逃した点である。「福島原発前年 失われたチャンス…担当副知事は内堀雅雄」だったとメディ

アは伝えている。（注１）第二は「18 歳以下１人に甲状腺がん見つかる」の 2012 年９月「県民健康調査・

第８回検討委員会」直前に秘密の準備会を開き「原発事故とガンの因果関係はない」と即座に否定した

点である。第三は「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム」（SPEEDI）のデータを消失させ県

民に無用な被曝をもさせた点である。更に、弘前大学の床次眞司教授が 2011 年 4 月、浪江町と南相馬

市の避難者を対象にヨウ素による初期被曝の線量検査を実施しているが、「不安をかき立てるからやめ

て欲しい」と県が求め 62 人で終わっていた点である。福島医大山下副学長が全国の甲状腺専門医へ「検

査は控えるように…」と通達を出した点。前後するが 2011 年３月 14 日水素爆発した時、東電本店へ電

話し「これから天候が変わり健康被害は心配ないとプレスに入れて欲しい…」と言い「リスキー（危険

が多い）過ぎる！」と拒否され、テレビ会議に収録されている点である。

これらの問題は枚挙に暇がない。今後ともこの問題は連載していきたい。

新潟県は福島事故を検証し再稼働の判断にしている

福島県こそ“第一原発事故”の検証を･･･

（資料１） 福島県の疑惑を伝えた脱原発情報 （2012 年 10 月）
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「県民健康調査」推進の当局を形成してきた主たるメンバーは、6年間に及ぶ彼らの努力の結果として、多発

を見せた、若年性甲状腺がんは、放射線被曝と無関係であると結論し、公表した。つまり、公式記録としては、原

発事故による放射能被曝障害として若年性甲状腺がんの多発は、生々しい現実として、歴史に刻み込むことを

消し取られてしまった。しかし、その理由・根拠は、非科学的・政治主義的誤謬として、生々しい歴史を作り上げ

ていくことだろう。

突然の爆発をもって発したチェルノヴイリ原発事故

に対して、放射能の安全性を頑なに主張するIAEA

(国際原子力機構)といえども、若年性甲状腺がんの

多発に対してだけは、放射能原因説を容認せざるを

得なかった。

しかし、国

際原子力推

進派にとって

は、原子力

の安全性に

世論的動揺

が 走 る こ と

は、あっては

ならず、放射

線被曝によ

る障害を一

切認めない

空気の再編

成が、最重

要課題とし

てあるので

ある。

そのための当面する重要課題は、福島原発事故に

際して、若年性甲状腺がんの多発の原因として放射

線被曝を絶対に認めないことにある。

そのためには、チェルノヴイリ事故の場合の、若年

性甲状腺がんの放射能原因の条件は、一面的且

つ、硬直したものとなってもやむを得ないのである。

（当然のことながら福島事故の放射線の状況も、部分的と

はいえ吟味したと推測する。）

こうしてできたチェルノヴイリにおける若年性甲状腺

がん発症の規定あるいは特徴を、

① 甲状腺がんは、事故から５年以降に発症

② 甲状腺がんは、事故時５才以下の幼児が主体

③ 被 曝 線 量

は、福島の場合

よりはるかに高

いと結論づけて

いる。

若年性甲状腺が

んの原因を、放

射能被曝と認め

るには、上の３点

が、（それのみ

が）確認されな

ければならない

として動じない。

チェルノヴイリ

原発事故に際

して、このように

規定してしまうこ

とには、当事国であるロシア、ウクライナからも反対す

る、あるいは、矛盾するデータが、示されているので

あるが、彼らは、それすらも認めようとしない。非科学

的、宗教的硬直さを感じる。

（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４）
金沢市 川上 義孝(医師)

（資料２）国際がん研究機関（IARC）の専門家と県民健康調査委員会メンバーとの意見

交換会（2018年1月11日）は川上医師が指摘した危惧を地で行くものだった
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原発事故から今年は８年目を迎える。この間、福島の子どもたちへの放射能教育は学校現場を中心に

地域や行政でも行われてきた。原発事故を経験した私たちが放射能に対する知識、認識、防護も含め次

世代を生きる子どもたちに何をどう伝えていくかはとても重要な事だ。

昨年８月「福島子どもの未

来を考える会」（郡山市）の長

尾トモ子氏を団長に県内の４

５人の中高生をベラルーシに

派遣をした。ミンクスのキャ

ンプ施設に宿泊しながらチェ

ルノブイリ原発事故後の復興

状況を学ぶ事のようだ。

10 月 15 日郡山市のホテルで

帰国報告会が開かれ傍聴して

きた。参加した中高生から次

々意見発表が行われその一部

の声を上げて見る。

「原発を完全に廃止せず火

力発電や再生可能エネルギー

をフル活用していくことだと

思います。」「国の財政的に考

えると原発は低コストなので

すが、その反面リス

クは非常に高いとい

う弱点がある。」「福島

は食品を毎回測定して

いるので日本で一番安

全だと思います。」「よ

く風評被害といって買

わない人がいます。し

かし、自然放射能をあ

びていない時はあり

ません。」「事故の被

害は大きいが、そのもの自体が悪いものとは思い

ません。」「放射能の影響を受けるより他の電力発

電に頼った方が環境にもいいと思います。」「原発

はない方がいいと思います。もし事故が起きてし

まったら汚染物を食うしかないと思うからです。」

「原発事故の被害は簡単に収束で

きません。恩恵もありますが、慎

重に考える必要があると思いま

す。」「私は、小学校の頃、関東の

方に避難しました。福島の環境も

大切ですが、国として日本を考え

た時、首都圏の上の方が大切だと

思ました。」「私は、原発はあった

方がいいと思います。今の日本に

原発をなくしたら都市部での交通

や営業などに影響があると思いま

す。」「電源の半分を占める原子力

発電だから、なくては困るという

産物の被害、ともに多くの被害を

聞き、放射能で深く影響を受ける。」

「原子力をなくしても電気は足り

ます。」「福島のような原発事故が

起きる前に原発をなくすべきだと

思います。」「原発や放射能

は悪いものではありませ

ん。」「原発が必要かと聞か

れます。わかりません、ど

ちらともいえないのが本音

です。」

若者らしい率直に感じた

ことを述べていたと思う

が、いま自らが直面してい

る、甲状線がんや避難、保

養の問題が語られずその

分、新たな安全神話に取り込まれるのではないか

と思わずにはいられなかった。どのような事前学

習をして行ったのかはわからないが、子どもたち

に再び「原発は明るい未来のエネルギー」などと

いう標語を書かせてはならない。

これでいいのか放射能教育
「福島子どもの未来を考える会」中・高生のベラルーシ派遣事業から 写真家 飛田 晋秀

（資料４）子ども達から家族を奪い学校を奪いふるさとを

奪った原発事故を未来に伝え続けるには・・・

（資料３）復興特別大使 事故は今も続いているが・・・
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１２月１２日（火）暴風雪で高速道も閉鎖されるような悪天候の中、社民党福島県連合・原発対策

委員会主催による福島環境創造センター視察・講演会が開催され県内から４０数名が参加しました。

この施設は田村郡三春

町に立地し交流館（コミ

ュタン福島）、本館、研究

棟に分かれ２０１６年７

月にオープンしたコミュ

タン福島には放射線につ

いて子供たちにもわかり

やすいような設備と映像

装置があり子供を中心に

多くの来場者があるよう

です。（当日も小学校生と

高校の生徒が見学をして

いました。）

シアターを備えており

２本の作品が上映されて

おりましたが「放射能の

話」では「放射線は宇宙

にたくさん飛び交ってい

る。私たちは太古の昔か

ら放射線に囲まれてきて

いるとしたうえで、放射

線について学ぶことは自

然との共生、人類の未来

を考える上で重要です。」

と結んでいます。本館、

研究棟の見学においても

原発事故後の環境の変化、

復興のための研究棟が主

流でありました。

このように原発事故に

ついての言及（東電の地震・津波対策、事故発生

時の対応、事故責任等）がほとんどなされておら

ず、まさに「放射線の新たな安全神話」を広める

拠点とも思えるほどでした。

午後からは後藤 忍氏（福島大学大学院共生シ

ステム理工学研究科 准教

授）による「チェリノブイリ

博物館と施設の展示の在り

方」についての講演会が開催

されました。

チェリノブイリ博物館とコ

ミュタン福島の展示・説明の

比較により基本的な考え、意

図するもの（コンセプト）など

について丁寧な説明がなされ

分かりやすい講演でした。

講演の最後に後藤氏よりま

とめとして ①チェリノブイ

リ博物館は、原発事故の被害

者の視点から事故の悲惨さや

教訓を伝え、「二度と原発事

故は起こしてはならない」と

いう思いを強くするような展

示の工夫、メッセージの発

信が行われている。②コミュ

タン福島は、原発事故の悲惨

さよりは、相対的に環境回復

や復興への歩みに重点を置い

て展示が構成され、子供たち

が楽しめるような展示の工夫

・メッセージの発信が行われ

ている。というチェルノブイ

リと福島の基本のコンセプト

の違いが見学後の印象の大き

な違いになっているとの指摘

がされました。

福島第一原発事故については事故の原因や責任

があいまいにされ、そんなことより復興が重要と

の風潮が強くなっている現状の中改めて考えさせ

られる一日でした。

新たな”安全神話”を広める拠点？
福島県環境創造センター視察・講演会 篠山義人

（資料６）チェルノブイリ博物館と福島コミュタン

ではコンセプトの違いが印象を全く違ったものに

（資料５）コミュタン福島を見学する参加者
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福島原発で収束作業に従事し、初めて白血病の労災認定を受けたあらかぶさんが、東電などを相手に

損害賠償を求めている裁判（あらかぶ裁判）は、2016 年 11 月の提訴から１年余が経ち、いよいよ核心に

入りつつある。

12 月 15 日東京地裁大法廷で行われた第５回口

頭弁論には、傍聴席をほぼ満杯にする 100 名近い

方々がかけつけた。

裁判では、被告である東

電と九電（玄海原発で被ばく）

から準備書面が提出された

が、その内容は原告の訴え

に全く耳を貸さず、全面的

に争う姿勢を鮮明にしたも

のだった。

例えば、「原告のような

請負業務従事者に対し、電

離則（電離放射線障害防

止規則）等に基づき直

接責任を負い、被ば

く線量の管理、個人

線量計や保護衣を着

用させる等の義務

を負うのは、雇用

する請負事業者で

ある」と責任転嫁

したうえで、「東

電は電力事業者と

して、当該事業者

に対する指導や援

助を行う立場にあ

る。原告の主張は

電離則等の法規則

を正しく理解しな

いものであり、失

当である」と居直

るのだ。

しかし、東電がこの書面を提出したのは何と裁

判の前日、これには裁判長も怒り心頭のようで「次

回からは書面は前週月曜までに提出するように」

とクギを指したほどだった。

今後の進行について「議論の土俵づくりに入っ

ていきたい」と述べ、来年以

降、いよいよ裁判は核心に入

っていくものと思われる。

何れも裁判１時間前より地

裁前街頭宣伝、裁判後に報告

集会開催の予定である。

裁判後、衆議院第１議員会

館で行った報告集会では、11

月２～４日にフランスパリで

行われた反核世界社会フォー

ラムで、あらかぶ裁判

支援が決議された報告

とともにフランスの原

発労働者の現状につい

ての報告があった。

次回２月 22 日の

報告集会には、先日

不当判決を受けた

「梅田裁判」弁護団

の池上遊弁護士を福

岡からお招きする予

定である。

費用も大変かさん

できできている

ことをお伝えした

い。主に北九州～東

京間の交通費宿泊費

等である。大変恐縮

ではあるが「あらか

ぶ裁判勝利署名」とともに重ねてのカンパのお願

いを申しあげたい。

〔ウェブサイトをご参照されたい〕

（ あらかぶさん被曝労災裁判で検索 ）

“あらかぶ裁判”いよいよ核心に！
あらかぶ裁判を支える会 共同代表 池田実

（資料７） 「陸側遮水壁」凍結バルブを開ける作業

（資料） あらかぶ裁判のロゴマーク

今後の裁判日程
・第６回口頭弁論

２月２２日 （木） 午後 ２時～
・第７回口頭弁論

４月１９日 （木） 午前１１時～
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12 月 22 日午前、県内の脱原発諸団体がいわき市で、事故後再開第 38 回東電交渉を行った。

最初に、ここのところ頻発している第一原発廃

炉作業中のトラブルに関する要請書を提出した。

11 月 20 日と同 27 日のトラブルについて東電

は想定される原因について報告している。

下が 27 日のトラブルの写真である。

１～３号機（４号機は運び出し終了）の使用済み燃料

プールには１号機からそれぞれ 392 体、615 体、

566 体の燃料がいまだ存在し発熱し続けている。

これが冷却できなくなったら最悪のシナリオに

なる。事故時、原子力委員会の委員長、近藤駿介

氏が「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオ

の素描」という文書を出している。その中には「強

制移転の区域（170 ㎞）と移転希望を認める区域（250

㎞）のシュミレーション」を出している。首都圏

の避難はどうなるのか？当時、内閣総理大臣だっ

た菅直人氏は「東電福島原発事故総理大臣として

考えたこと」の著書に「日本沈没が現実に」と書

いている。少し横にそれたが“使用済み燃料プー

ル”とはそんな代物である。

この後、交渉は「川村会長のトリチウム水海洋

放出発言の撤回と安全な保管を求める要請書」や

「東電社員の白血病労災認定問題」等を行い終了

した。

次回２月 16 日（金）13 時より 平送電所

編集後記

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

今年の第一の課題として「福島原発事故の対応

をめぐって福島県」の問題を取り上げてみたいと

思っている。様々な問題がありながらも内堀知事

の支持率（地元紙）を見ると 70 ％とある。

これをどう見たらよいのであろうか？

再開第３８回目の東電交渉

“頻発するトラブル”で要請書を提出！

出典 文献
・（注１）北国新聞 2015.10.26「福島原発事故前年失われれたチ

ャンス・見送られた津波評価」より

・（資料１）脱原発情報Ｎｏ 147 2012.10.28

・（資料 2）アワプラネット

・（資料 3）～（資料 4）福島民報

・（資料 5）～（資料 6）事務局

・（資料 7）東電ＨＤ（株）「陸側遮水壁第一フェーズ開始」より

・（資料 8）東電ＨＤ（株）３号機使用済み燃料プールについて

（資料８） 弁の近傍で塗装作業をしていた

東京電力ＨＤ（株）代表取締役社長 小早川智明様

2017 年 12 月 22 日

福島第一原発での放射性物質監視不能に

伴う運転上の制限逸脱及び使用済み燃料プ

ール冷却ポンプの停止に関する要請書
（要旨）

事故の収束作業中の第一原発で、放射線物質を監

視する格納容器ガス管理設備の放射線検出器や使用

済み燃料プールの循環冷却ポンプが停止するトラブ

ル等が続いている。

11 月 20 日には２号機、格納容器ガス管理設備で

誰かが誤って弁を閉めた人為ミスと思われる可能性

を示す現象が起きている。

同じく２７日には３号機、使用済み燃料ポンプ冷

却一次系ポンプが停止した。貴社は何らかの作業に

伴う接触により「閉」信号が発信されポンプが停止

したものと推定している。

過去にも人為ミスで様々な停止現象が起きており

保安管理上重要問題である。

記

１．原子炉格納容器ガス管理設備や使用済み燃料プ

ール循環冷却ポンプなど重要設備機器類の人為ミ

ス防止対策を明らかにすること。

２福島第一原発事故収束作業の全体における人為ミ

ス対策を見直すこと。

３.福島第一原発の廃止措置等に向けた中長期ロード

マップの進捗状況について説明すること。

福島県脱原発諸団体


