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3.11 事故から７年、県民の総意でもあった東電福島第二原発の“廃炉”を６月 14 日、東電社長が表

明した。それを聞いて「ホッとした！」が正直な気持ちである。

第一原発の着工が前年に始まった 1968 年（昭

和 43 年）１月、当時の木

村知事が年頭記者会見

で「富岡・浪江両地点

に東電第二原発４基誘

致！」「小高・浪江両地

点に東北電力原発２基

誘致！」を発表した。

突然、一方的に“誘

致”を発表された地権

者は激怒し「補償は一

時…土地は末代！」のｽ

ﾛｰｶﾞﾝのもと毛萱地区

（富岡町側地権者）33 戸

が古老を中心に「原発

反対期成同盟」を立ち

上げた。県は企業局長

が張り付き、山田町長

始め土建業者と有力者

の多くが「原発促進協

議会」「富岡町の明日を

開く会」などを結成し、

毛萱地区を孤立させる

戦術を取った。

全町の反対署名活動

の中心を担った私たち

は「署名は出来ない」

でなく「保留」が圧倒

的に多かったことを今も鮮明に覚えている。

原発反対期成同盟は 1970 年７月「土地収用法」

の３回目の学習会を開く直前に条件付き賛成者が

生まれ、大詰めを迎

える事になった。

最後まで闘った人物

もいたが終わりを余

儀なくされた。

（資料1）にあるよう

に同原発は敷地が異

様に狭く、炉心から

毛萱地区まで 700 ㍍

を切る状態だった。

（資料２）は町の中

心部から南を見れば

排気筒がすぐそこに

ニョキリと見えた。

とにかく第一・第

二原発 10 基とも事故

がひっきりなしに起き

た。特に 1989 年１月

１日の第二原発３号機

「再循環ポンプ破損事

故」は衝撃的であった。

「運転再開の是非を問

う住民投票」の町条例

制定運動も提起し闘っ

た。苦い思い出は尽き

ることはない。

原発が存在すれば必

ず「原発を動かそう！」とする人物が現れる。

“ホッとした”の思いはそこから生まれている。

東電福島第二原発ようやく廃炉へ！
長かった…しかし廃炉・収束作業は続く…

（資料２） 1982 年当時の富岡町中心部と排気筒

（資料1） 富岡町毛萱地区と東電福島第二原発の位置



- 2 -

「旧経営陣３人の事故を防がなかった」として強制起訴された裁判は 20 人を超える証人を法廷に呼

ぶ集中審理が行われている。今回は５月 29 日～６月 13 日まで５回の法廷のやり取りを伝えたい。

29 日の 12 回公判では前回に引

き続き元原子力規制委員の島崎邦

彦東大名誉教授（地震学）が証言。

（資料３）にある「東北太平洋岸

では何処でも大津波が起こる危険

性がある」との長期評価には「信

頼性がある」と改めて証言した。

同氏は、地震・津波に関する歴

史資料や近代の観測資料を考慮し

た上で、十分な科学的根拠があっ

たと証言した。

同 30 日の 13 回では元東大地震

研究所准教授の都司嘉宣氏が証言した。それによると明治より前の地震や津波について古文書や石碑の

記述をもとに調べた。「長期評価では福島県沖から三陸沖、房総沖にかけての領域で 30 年以内に 20 ％

の確率でＭ（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ）８クラスの巨大地震が発生する」と証言した。

その根拠には、過去 400 年の間に起きた３つの地震がある。

・1611 年に起きた「慶長三陸沖地震」は日本海溝（日本列島の太平洋側沖合いに連なる溝状の海底地形 6,000 ㍍以

上) 沿いの三陸沖が震源で、仙台藩の記録から 3,000 人の死者が出た大きな津波があった。当時の代官

が書いた「宮古由来記」という記録には「朝８時から 10 時くらいに最初の揺れがあり、その後も揺れ

たほか午後２時頃津波が来た」という記載があると説明した。

・1677 年の「延宝房総沖地震」は「岩沼やいわきだけでなく八丈島や名古屋まで津波が来たという記

録が残っている」と述べ、大きな津波を伴う地震と考えられるという見解を述べた。

・1896 年の「明治三陸沖地震」（資料４）は「日本海溝の三陸沖が震源とされ、揺れから 30 分経ってか

らあちこちで 20 ㍍前後、最大で 38

㍍の津波が押し寄せ２万 1,000 人が

亡くなる東日本大震災に匹敵するそ

れ以上の津波だった」と説明した。

６月１日の 14 回では歴史地震学

者がそろって「巨大地震の予測、根

拠に問題はなかった」と証言した。

更に、同 12 日～ 16 日の 15 ～ 17

回公判では「地震発生確率予測には

根拠がない」等、全電力会社から様

々な支援を受けてきた「土木学会」

のメンバーが証言したが特筆すべき

点はなかった。

大津波予測 必然性が大いにある！
第１２回～第１６回 東電旧経営陣 裁判

（資料３） 三陸沖北部から房総沖の海溝よりの長期評価

（資料４） 「明治三陸沖地震」で２万1,000人が死亡した被害状況
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国際廃炉研究開発機構（右下資料）は事故で溶け落ちた溶融燃料魂“デブリ”は燃料集合体や本材料、周

囲のコンクリートと一体となり重量が８８０㌧に膨れあがっていることが分かった。

2018 年３月の公式見解では「デブリの状況は

まだ把握できていない」であった。

（資料５）が原子炉建屋の内部調査で分かった状

況を示したものである。それによると「原子炉圧

力容器（PCV）の目視映像で放射線量と温度の情

報は分かった。

その環境は高

線量・高湿度と

過酷であり、暗

闇で蒸気や滞留

水が存在し視界

が制限されてい

る。「事故によ

る落下物や干渉

物がある可能性

が高い」として

「原子炉圧力容

器の調査を可能

にする技術を開

発 す る 必 要 あ

る」としている。

特に「原子炉

圧力容器内部は

構造が複雑で線

量が極めて高く

2017 年 ２ 月 の

東 電 の 調 査 で

630Sv/h と発表

したが追加調査

で 210Sv/h 訂正

された。しかし、

更に訂正され 70 ～ 80Sv/h となったのである。

（2017.7.27.IRID と東電共同発表）

それでも致死量の 10 倍以上である。

溶け落ちた燃料が原子炉圧力容器に止まらず格

納容器まで入り込んでいる。

デブリを取り出すためには格納容器に水をため

たり水をかけ流す必要がある。だから格納容器か

らの漏水を可能な限り防ぐ必要があると言う。

しかし、原子炉格納容器は 3.11 の地震と爆発

により破損や亀

裂が多数あり、

補修や止水は極

めて困難が予想

される。

雨水や地下水

が格納容器に押

し寄せる中、そ

れを止めると言

う“二律背反”

の作業が求めら

れている。

前原子力規制

委員長の田中俊

一氏は「耳かき

で削り取るほど

のサンプル調査

なら出来るだろ

うが、ガレキと

混ざった膨大な

デブリを取り出

せる訳がない」

とｲﾝﾀﾋﾞｭｰで語っ

ている。（注１）

廃炉・収束は、

ようやく、とば

口に立つたばかりである。

「デブリの実態は垣間見ただけ！」
国際廃炉研究開発機構（IRID）が発表

（資料５）原子炉格納容器内のデブリの内部調査と調査ロボットの様子

国際廃炉研究開発機構（ＩＲＩＤ）とは
東電福島第一原発の廃炉・収束に関する役割分担で

燃料デブリや使用済み燃料取り出し準備、放射性廃棄

物の研究開発を行う部門を言う。
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2011 年 3 月 11 日、原発事故は恐ろしい事態と

なった。大熊町は全町が強制避難となり、私と息

子達は 14 日避難をした。我が家の家族の一員で

あった愛犬ポチは、一緒に連れていく事ができず

3 ヵ月後の 6 月、初めての一時帰宅に連れてくる

事ができましたが、2015

年 6 月に亡くなってしま

いました。火葬にしてお

いたポチの遺骨を「いわ

き放射能市民測定室たら

ちね」に検査を依頼しま

した。 その結果、ポチ

の骨からストロンチウム

90 が 3.39Bq/K（乾）検出

されたのです。明らかに

原発事故によるものだと

考えられます。やっぱり

・・・との思いでした。

ポチと猫 3 匹をなぜ置い

て来たのかと悔やんでな

りません。私達が大熊町

の家を去る時、自宅の前の坂道の上に彼らは横一

列に並び追いかけもせず見送っているかのようで

した。不思議な光景でした。３月に強制避難をさ

せられてから自宅に帰る事は禁止されていました

が、時々ポチ達に餌さや水をあげる為に帰ってい

ました。しかし田村市の体育館を出て会津若松に

行かされてからはなかなか行けず、震災後初めて

許された一時帰宅に、家の近辺にポチがいるので

はと「ポチ！ポチ！」と大声で呼びました。ポチ

は私の声に気づき走って来ました。ポチは私と娘

が着ていた白い防護服に躊躇したみたいですがす

ぐ分かり近寄って来ました。一時帰宅で見つかり

保護してから、真っ直ぐ福島市の保健所に連れて

いかれました。あの当時見つけられたペットの犬

や猫は皆一度保健所に連れて行かれ検査をさせら

れました。それからそれぞれの家族に引き取られ

ていきました。「心臓がかなり弱っています」と

言われ愕然としました。なんで一緒に連れて避難

をしなかったのかと、後悔の思いで一杯です。避

難生活は田村市の体育館から会津若松市のホテル

や旅館に移動し、仮設住宅が整備される８月迄ポ

チは夫の従妹に預けていました。ポチは心臓が悪

いと言われたので家の中で大事に飼われていまし

た。迎えに行った時はな

かなか来たがらず、息子

が抱っこをしてあげると

甘えて車に乗りました。

会津若松市にある仮設住

宅に私はポチと一緒に住

んでいました。震災後入

院をしていた夫が退院を

するという事で、ポチを

家の中で飼うのは無理に

なり外で飼う事にしまし

た。会津若松市に来てか

ら心臓の薬などを飲ませ

ていました。しかし医師

に「癌が出来て体が弱っ

て来ています」と言われ、

ポチは散歩を禁止されました。大熊町にいた時は

家の裏山を息子と駆け巡り元気な犬でした。それ

がだんだん痩せ元気が無くなって行きます。ポチ

は息子が大好きでした。元気が出るように車に乗

せ関東にいる息子の所へ連れて行きました。息子

達の顔を見ると喜び、別れる時は本当に寂しそう

でした。ポチの最後は痛み止めの注射をしたり、

薬を飲ませたりしましたが、痛みでもがき苦しみ

ながら亡くなりました。犬の年で８歳でした。ポ

チは明らかに原発事故によって殺されました。ポ

チばかりでは無く、あの時私達を見送ってくれた

猫３匹も亡くなりました。犬や猫の命も家畜や野

生動物も人の命と同じく尊いものです。私は多く

の方々に、ポチの骨から出たストロンチウム 90

からわかる様に、原発事故による放射能被曝は多

くの人々や動物達の命、自然を奪っている事を知

って頂きたいと思いました。

避難が遅れた愛犬ポチの骨から
ストロンチウム90が検出！！

大熊町議会議員 木幡ますみ

（資料６）一緒に避難できなかった愛犬ポチと

ストロンチウム検査データ（たらちね）
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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。

－前号よりつづき－

さらに、国がＳＰＥＥＤＩによる放射性ヨウ素被

ばくの危険性を公表したのは、事故から２週間位た

った、３月２３日であるという。そして同じく、事

故後２週間位後、福島県飯舘村・川俣町・いわき市

の子ども計 1,080 人に対して行われた測定検査は、

通常、甲状腺被ばくの測定に用

いられる甲状腺モニターではな

く、簡易測定器であった。その

ため、ヨウ素１３１などの放射

性核種を特定して測定すること

が出来ず、単に極端な強い被ば

くを受けた子どもはいないかを

見極めるだけのものだった。

100mSv を超える被ばくをした子

供はみつからず、４月３日の会

見で、枝野幸男官房長官が「危

険な水準に達しているお子さん

はいらっしゃらない。」と云い切

る根拠となったものだというこ

とだ。後に同地区に対して、ヨ

ウ素１３１の甲状腺への蓄積

を正確に測定するべく原子力

委員会が原子力対策本部に求めたが実現しなかった

という。拒否した対策本部の理由は、問題があると

感じるが、省略する。

さらに原発事故の直後に甲状腺被ばく調査したの

は、弘前大学の庄次眞司教授によるものである。福

島県浪江町津島地区の住民 62 名に甲状腺スペクト

ロメータによる測定検査を行った。62 名中 46 名か

ら甲状腺にヨウ素 131 の蓄積を確認した。さらに検

査を拡大しようとしていた矢先、福島県地域医療課

から“県民の不安を煽るので検査を中止してほしい

”と電話で要請され、中断を余儀なくされたという。

以上のように、短い半減期のヨウ素 131 の甲状腺

への蓄積の実測による確認は、殆んど全くなされて

いなかったというのが現実のようだ。一方、チェル

ノヴイリでは事故後、人々の甲状腺測定が行われ甲

状腺被ばく線量の把握が行われているという。

参考文献②参照

ヨウ素 131 の空間放出量や甲状腺への蓄積の実測

が有効性を持ちうる程には行なわれなかったという

現実をどのようにとらえてのことか、チェルノヴイ

リ事故の場合との比較の上で推定した概算なるもの

を持ち出し、福島事故の場合ヨ

ウ素 131 の被ばく線量は低く甲

状腺がんの誘発の原因とはなり

得ないと結論する。ＵＮＳＣＥ

ＡＲという国際的権威のお墨付

きさえいただけば、このような

非科学的暴挙も、すんなりと可

能になってしまうということだ

ろうか。

福島原発事故をめぐって、原

子力を推進する国際的権威とな

っている諸機関の本性が顕かに

なったといってよい。そして、

恐らく、日本における原発擁護

の立場をとる者が多数を占める

と思われる日本学術会議の中

枢部を討論もされないで、素

通りのように、この〈報告〉は、日本学術会議報告

として承認されたものと思う。日本の学術部門の総

元締めの暗たんたる姿をみているようだ。

翻って、ドイツ下院議員の公的機関「学術サービ

ス部」の中立性と科学性をもった重厚さには、目を

見張る。敬意と反省と恥じ入る気持ちを持って、こ

の項を終わりたい。 完

福島原発事故を考える(９)

「日本学術会議」報告の検討 （その３）
金沢市 川上 義孝(医師)

（資料７）ヨウ素は福島市といわき方面に流れた

参考文献

①「現段階でリスク評価に結論は出せない」

「世界」2015.4 No867 ふくもとまさお

ドイツ議会調査部が国連報告に投げかけた

疑問

②「埋もれた初期被曝を追え」 池座雅之、石

原大使、松丸慶太 「世界」2013.4 No842

NHK「ETV 特集 」取材班



- 6 -

５月 23 日、東電交渉が行われ下記の要請書を

手交し前回の東海原発に関する意見交換をした。

脱原発社会へ向けた政策を提案するシンクタン

ク「原子力市民委員会」（東京）は今月６日、福島

市で会見した。そこで東電福島第一原発で増え続

けるトリチウム（三重水素）をいれる大型タンクを

原発構内に設け 100 年以上保管するよう声明を発

表した。

（資料９）原発内のトリチウム 100 万㌧を国家

石油備蓄基地で使っている 10 万㌧タンクを 11

基（建設費 330 億円）を建設し 123 年間保管すれ

ば放射性濃度は千分の１に減衰し、事故前に原

発から放出していた年間最小値を下回る。建設

場所は７・８号建設予定地で可能と提言した。

再開後・第４１回東電交渉

トリチウムの海洋放出をやめ
安全な保管を求める要請書提出

東京電力ホールデングス（株） 2018 年５月 23 日

代表取締役社長 小早川 智明様

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

（要旨）

経済産業省は福島第一原発事故のトリチウム汚染

水について汚染水処理対策委員会トリチウムタスク

フォースでは「希釈後海洋放出が最も短期間低コス

トの処分方法」として協議を進めている。

今年７月に広く国民の声を聞く意見表明会（意見を

事前に公募・意見は聞き置くだけ）を開くとしている。

いわき市長は「風評被害を考慮した処分方法

を専門的見地から検討して欲しい」と伝え、海

洋投棄以外の方法から検討して欲しいと述べて

いる。

トリチウム海洋放出は絶対やめるべきで第一

原発サイト内か中間処理施設に陸上保管を強く

求め、下記の項目に速やかに回答すること。

記

１．福島第一原発事故のトリチウム汚染水の海洋放

出は実施しないこと。

２．トリチウム汚染水の処理について、市民説明会

を実施すること。

３．トリチウム汚染水の安全な保管について、タン

ク保管や固化保管など安全な陸上保管を進める

こと。

脱原発福島 10 団体

（資料８） 要請書を読み上げる佐藤世話人
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規制委員会が今年３月モニタリングポスト撤去

方針を決めてから（情報 196 号に掲載）社民党は

市町村議会に陳情・請願等を通し撤去中止の働き

かけをしている。国は希望すれば説明会を開き、「異

論がなければ撤去」「継続を要望すれば考慮する」

としている。すでに西郷村では 4 月に説明会は終

わり村内の 27 台すべて撤去で進んでいるという。

この 25 日には只見町、7 月 16 日は喜多方市が説

明会を予定され、現在 17 市町村でも要望している

そうだ。説明＝了承では無い。必要とする人々が

いる事を忘れてはならない。原発事故は終わって

いないのだ。

「トリチウム水１００年間保管を！」

脱原発シンクタンク
原子力市民委員会が提言

（資料９）1 ０万㌧入る大型タンクの実例


