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業務上過失致死罪で強制起訴された東電旧経営陣３人の第 11 回公判が９日行われた。今回は政府の

地震調査推進本部で部会長を務め「福島県沖を含む三陸沖から房総沖にかけて 30 年以内に 20 ％の確率

で巨大地震が発生する」という「長期評価」を公表していた地震学者の島崎邦彦さんが証言に立った。

島崎証言は衝撃的であった。

2011 年 3 月 9 日に公表されるはずだった改訂

第２版は内閣府中央防災会議の「圧力」(何度も

「圧力」と証言)で４月に

延期された。

もし公表されていた

ら、3.11 震災の前日の３

月 10 日に報道されてい

たはず。10m を超える津

波が起こり、海岸から３

～４㎞の場所でも津波に

襲われる恐れがあるとい

う“衝撃的な警鐘”を読

んだばかりなら、念のた

めに高台に避難しよう

という人も大勢いたは

ず。「救えた命もあった」

と…「なんで４月に延

期することを了承した

のかと、自分を責めた」

と島崎証人は声を詰ま

らせた。

中央防災会議の委員

は「原発の審査」に関

わった御用学者が大勢

いて、科学的知見に反してまで難癖をつけてきた。

福島県沖は 400 年間大地震が起きていないので

「起きていないところは起きない」として対策を

否定した。

しかし「起きていないところはエネルギーを溜

めているところなので、今後、起こりうる情報を

持つ地域」が地震学の

常識。しかも中央防災

会議は、首都圏直下の

地震に関しては「起き

ていないところでも起

こる可能性がある」と

して対策をしていると

いうのだ！

首都圏では対策し、

福島は対策をしない！

対策しないために様々

に手を回していた！

これらの事実が島崎

証人の口から述べられ

たときに、福島も宮城

も岩手も、国や東電か

らナメられていたん

だ！

どうでもいい命だと

思われていたんだ。

いのちの軽視、到底

許せない！と強い憤り

を禁じ得なかった。

第11回 東電旧経営陣 公判

首都圏では対策し 福島は対策しない！
福島原発告訴団 人見 やよい

（資料１） 衝撃的な証言をした島崎邦彦さん

（資料２） 壊滅的な事態にいたった東電福島第一原発

内閣府中央防災会議とは、

内閣総理大臣を会長とし、防災担当大臣他全閣僚、指定公

共機関の長、学識経験者からなる会議を言う。防災基本計画

の作成や、防災に関する重要事項の審議等を行う。
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東電福島第一原発の汚染水が容易ならざる事態にいたっている。下の数字が汚染水を入れたタンク群

約８００基と、１～４号機建屋内を含めて合計107万 m3 も溜まっているのだ。（資料３）

汚染水４つの中身を見てみると…。

◇「建屋内の汚染水（1 ～４号機）」ではデブリを

舐め出た 62 種

類の放射能が１

京ﾍﾞｸﾚﾙ（１兆の

１万倍）もある。

57 万 m3 を今

後もＡＬＰＳで

処理する。

◇「ストロンチ

ウム 90 処理水」

とはＡＬＰＳで

再処理した後で

他の核種を除去するもので 19 万５千 m3 もあ

る。

◇「ＲＯ濃縮塩水（ストロンチウム・セシウムを含む濃

縮廃液）」タンクからガンマ線（γ線）を放出し、

放射性雲（スカイシャイン現象）を出すなど大きなリ

スクを抱える最悪の汚染水で９千 m3 もある。

◇「ＡＬＰＳで

処理したトリチ

ウム水」で、こ

れが８１万 m3

もある。トリチ

ウムはどうして

も、取り除けな

いため海洋投棄

を国と東電は狙

っている。

タンク１基に

１千 m3 ギッシリ入る。

「原発は海殺し」そのものであり、これの海洋

投棄を何としても阻止しなければならない。

今年以降の最大の課題である。

廃炉措置に向けたロードマップとは何か ③

建屋とタンクに約１０７万 m3 の汚染水！

（資料３） 左上が事故前の第一原発である 下が１～４号機の建屋と８００基のタンク群である

第一原発に溜まる汚染水の合計

◇ 建屋内の滞留水 ５７,０００ m3

◇ ストロンチウム９０の処理水 １９５,０００ m3

◇ ＲＯ濃縮塩水 ９,０００ m3

◇ ＡＬＰＳ処理水（トリチウム水）８１１,０００ m3

合 計 １,０７２,０００ m3 （㌧）
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雨水や地下水を原子炉建屋に入れない対策として国費約 350 億円を投じた「陸側遮水壁」も「効果

限定的」（資料４）となっている。その理由は何なのか探ってみた。

それは「自然を甘く見て

いる！」に尽きる。

第一原発に流れる地下水

源は阿武隈山系、南北約 170

㎞､東西約 50 ㎞からなる山

系で大滝根山（1,193m）を中

心とした高原状台地である。

年間補給量は約 40.8 億㌧

と考えられている。

原発周辺には保有水約

5,000 ㌧～１億㌧が常に海に

流れ出ている。

（詳細は既報Ｎｏ 175）

ここに（資料５）にある 40m

の断崖を削り海岸線を 130

ｍ埋め立てて原発を造っ

た。しかも（資料６）にある

300m を 40 度の角度で削

り、しかも地下ﾏｲﾅｽ 1.23m

に「基礎版」を造った。

だから２つ透水層は凄い

勢いで原発に流れ込む。

地下水自体が重力による

移動エネルギーを持ってい

るからである。凍土壁を造

ると、エネルギーが逃げ場

を求めて壁や周辺に水道
みずみち

を作る。そのエネルギーは

抑圧れた量に比例し流速を

早める性質がある。

（資料７）は「陸側遮水壁」

を地下から見たものであ

る。 壁の下部はコンクリ

ートではないため（赤腺）

そこから地下水が入り込ん

でいると見るべきである。

特に降雨時が凄い量であ

る。
（資料７）地下から「陸側遮水壁」見た予想図 壁の下はｺﾝｸﾘｰﾄではない

（資料６） 原子炉建屋は地下ﾏｲﾅｽ 1.23 ㍍の地下に 40 度の断崖を削って建てた

（資料４）凍土壁の実態 （資料５）第一原発の原子炉建屋は40㍍の断崖だつた

陸側凍土壁 効果は限定的の理由とは？
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〈２〉福島原発事故による放射性ヨウ素の空間放出線量と小児甲状腺への蓄積量が低いという主張は、

実測に裏付けられたものだろうか。

――〈福島原発事故による子どもの健康影響に関する社会の認識について〉の核心的問題――

小児甲状腺がん多発の原因についての論争は、現

在もつづいているが、原因が何であるかとは別に、

小児甲状腺がんについて論ずる時、誰もが確認しな

ければならない原則があると思う。

その第 1 は、〈小児甲状腺

がんの多発〉は、福島原発事

故の発生の後に襲いかかって

きた現象である。福島原発事

故がなければ、発生しなかっ

たものである。

第 2 は、甲状腺がんと診断

された人達、手術を受けた人

達、がん疑いで経過をみてい

る人達、そして、現時点で

は異常なしと診断された人

達。総ての人達が家族とも

ども、終わりのしれない苦

しみの中にある。原発がなけ

れば、ひとかけらの苦しみも

なかったはずだ。

第 3 は、将来、この苦しみ

を何人にたいしても再現させ

てはならない。そのためには

ただ一つ、原発を廃止、廃棄

するしかない。

そして、原発廃止＝非核物質

性電力社会は、拝金主義と核

兵器盲信の呪縛を振り払いさえすれば、充分に実現

の可能性を持っているのである。 この 3 点を前提

として確認しなければならない。

学術会議〈報告〉は、“福島原発事故による放射

性ヨウ素の放出量は、チェルノヴイリの１／１１と

著しく低い、したがって、甲状腺への蓄積も低く、

小児甲状腺がんの多発の原因とは考えられない。チ

ェルノヴイリの場合とはちがう”という。

さらに、小児甲状腺がんの特徴として、＜報告＞は、

“進行が遅く”、“死亡後の病理解剖で初めてみつけ

られる潜在がんが多い”、さらに“生命予後に影響

を及ぼさない微小甲状腺がんが多い”などを上げて

いる。それにも拘わらず、甲状腺がんの早期発見の

ためとして大規模な甲状腺検査を、長年にわたって

続けるのは、検査に対する本

人と家族の不安が深刻で、大

きな障害となっているのが問

題であると主張する。そして、

甲状腺検査の縮小と「県民健

康調査」への結果報告の変更

を目指すものと思われる。

福島原発事故では、放射性ヨ

ウ素の放出が少なく、甲状腺

への蓄積も少ないというの

は本当だろうか。放射性ヨ

ウ素（Ｉ 131）の半減期は、8

日間と、寿命が極めて短い

ため、Ｉ 131 放出直後から

測定を開始できなければ、

正確な測定はできないとい

う。国は事故以前に、放射

漏れの緊急事態に対して、

原発周辺に 23 ヶ所の無人観

測所「モニタリングポスト」

を設置、さらに、原子力防

災拠点として、大熊町にオ

フサイトセンターを置き、

放射性ヨウ素などの拡散を把握できる体制を整えて

いたという。しかし、いざ震災・原発事故に遭遇す

るや、モニタリングスポストは、殆んど電源が喪失

し、一部は津波に流されて測定不能となる。オフサ

イトセンターは、放射線に対する防護体制がとられ

ておらず、あきれかえるような失態を呈し、第 1 原

発 3 号機の爆発があった、3 月 14 日の夜には全職

員の撤退を余儀なくされるなど、放射性ヨウ素の放

出が最大となったとみられる 3 月 15 日前後の測定

データは、全く存在しないという。 つづく

福島原発事故を考える(９)

「日本学術会議」報告の検討 （その２）
金沢市 川上 義孝(医師)

（資料８）非常電源・通信・放射線防護など機能せず

ほとんど使えなかった安全神話の張子の虎＝司令塔・

福島県原子力災害対策センター（オフサイトセンター）

（資料９）事故から４日後の３月15日にオフサイトセ

ンターから全員撤退し福島県庁内に機能を移転した。
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「こんなひどい話があるのだろうか！」と思う出来事が、今年１月 25 日に報道された。（資料10） 驚

くことに４月９日、その末端の下請け企業が不正蓄財が原因で解雇問題が発生し「フクシマ原発労働者

相談センター」に相談に来ていたのだ。その顛末である。

国の除染事業を請け負う清水建設の下請け企業

の役員らが 43 億円もの役員報酬を得ていたこと

がＦＮＮの取材で分かった。この会社、作業員

に出勤扱いで危険手当も出し野球の応援をさせ

ていた。除染作業員 100 人が数日間、貸し切りバ

スで現地入りし、応援歌を歌い巨大な旗を振って

いたのだ。

この会社、下表の二次下請の「相双リテック」

で不正蓄財額は年間除染売上高額 105 億円中、利

益が 56 億円、役員報酬が 43 億円と言う法外なも

のだった。

元請の清水建設は「相双リテック」への業務発

注を停止した。そのため「解雇問題と超過勤務不

払い」問題が発生。四次下請のアムーブ社長が作

業員に「中間貯蔵施設の仕事がなくなった。待機

して欲しい」と命じた。そのため４月９日「フク

シマ原発労働者相談センター」を訪れ①１ヶ月の

解雇予告手当の支払い②超過勤務支払い③放射線

管理手帳の返還④待機中の賃金支払い（１日／

16,000 ×６割×日数）の４項目解決への支援要請を

受けた。最終的に４月 19 日、労働基準監督署の

仲介で解決することとなった。

この実態を見るにつけ日本は民主国家などとは

到底言いえない状態にある。

（資料10） 右が不正蓄財のなりたちと、国の税金電気料から支払われ、国民に充当させる仕組みだ

不正蓄財のほとんどを役員報酬に
四次下請 末端は解雇 相談センターに支援要請！

フクシマ原発労働者相談センター 鈴木 裕

大熊町中間貯蔵施設関連事業の請負関係

◇元 請 清水建設（株）＋ＪＶ（大規模な建設工事で複数の企業など協力して事業を請け負う形態のこと）

◇一次下請 （株）ミルックス（清水建設グメープ会社・機材などの提供など）

◇二次下請 相双リテック（いわき市：2012年創立）

◇三次下請 ＹＫリテック（いわき市：相双リテックの子会社）

◇四次下請 アムーブ（いわき市：警備・派遣会社）
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４月 16 日、東電交渉が行われた。下記の要望

書を提出した。

（資料 11）２月に提出した「トリチウム水放出発

言」問題も併せて追及した。

編集 後記

除染問題の不正蓄財問題を取り上げたが、驚愕する

ばかりの現実である。「情報誌 選択」の５月号には「大

手ゼネコン、リニア中央新幹線で刑事責任を問われて

いるが、その影響を全く受けない聖域が原発被害の福

島県にある。（略）福島中間貯蔵施設の総事業費１兆１

千億で談合」とある。原発問題に関わって半世紀、建

設当時から、これらの“うごめき”は常にあった。

今度は「事故廃炉・収束・除染」でも同様である。

そのトバッチリを受けるのは国民である。

追 悼
東井 怜さん

東井 怜さんは３月 21 日、春分の日にご逝去さ

れました。

心から哀悼と感謝の思いを伝えたいと思います。

東井さんに、はじめて会ったのは 1989 年（平成 1）

１月７日に起きた「東電福島第２原発３号機再循

環ポンプ破損事故」で福島県が騒然とした時でし

た。双葉郡内に借家し、原発に「賛成・反対」の

人物を問わず、静かに、熱く、理路整然と語りか

けていた姿が強烈な印象として残っています。

以降、林加奈子さんの県議選立候補など様々な

活動を提起されました。私どもの「第 1 回原子力

連続講座」の講師も引き受けていただき「講師プ

ロフィール」には「東電と共に脱原発をめざす会

：福島原発市民事故調査委員会、物理の教諭とし

て粘り強く集めた情報と培った理論は傾聴に値す

る」記していました。また 1996 年６月双葉郡内で

行われた「第１回原発立地地域フーラム：原子力

発電所等耐震安全性関する説明会」（科技庁・通産省

主催）では県内の脱原発グループを一つにまとめ、

事前学習しながら「国・東電・学者」を圧倒させ

たリーダーシップには敬服に致しました。

語れば数多く、日本の脱原発に与えた足跡は計り

知れないものがあります。

もっともっとご教示いただきたい方でした。

合 掌 石丸小四郎

（資料11）要請書を東電渉外責任者に読み上げる佐藤世話人

東電交渉 東海第二原発再稼働への

資金援助に反対し完全な損害賠償を求
める要望書を提出

東京電力ホールデングス（株） 2018 年４月 16 日

代表取締役社長 小早川 智明様

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

（要旨）

４月５日、貴社をはじめ共同出資している原子

力専用会社の日本原子力発電へ運転継続のための対

策費約 1,740 億円の資金援助を応じたと報告されて

いる。また原電は保有する原発を稼働していないた

め、６年間で約 7,690 億円を貴社をはじめ販売電力

量を４社から受け取っている。貴社はすでに持ち株

比率 54.69 ％と交付国債枠 13.5 兆円の資金援助を受

け、倒産企業に等しい。貴社は原発事故被害者に完

全な賠償するよう求めるものである。

記

１．東京電力は、日本原電・東海第二原発の再稼働

のための資金援助をしないこと。

２．東京電力は、日本原電への受電なき電力購入代

の支払いを停止すること。

３．東京電力は、原発事故被害者の求める損害賠償

請求に完全に応ずること。

脱原発福島 10 団体
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