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「双葉地方原発反対同盟」結成 46 周年、同機関誌「脱原発情報」200 号の記念集会を開催すること

になった。

呼びかけ人

・古市 三久 双葉地方原発反対同盟 初代事務局長

福島県議会議員

・石丸小四郎 双葉地方原発反対同盟代表

双葉地方原発反対同盟 結成46周年
機関誌 脱原発情報２００号記念集会開催！

（資料１） 1972 年８月反対同盟結成時作成の旗

「双葉地方原発反対同盟」46周年

同機関誌「脱原発情報」200号

記念集会
・日 時 2018 年７月 25 日（水）～

１４時 00 分～１ 8 時 00 分

・場 所 かんぽの宿いわき（いわき市）

TEL 0246（39）2670

・内 容

Ⅰ..問題提起 石丸小四郎

・東電福島第一原発と過去・現在・未来

Ⅱ.写真展及び情報類展示

Ⅲ.討論 それぞれの思い出、何をめざし運動

に参加したのか！

Ⅳ.うたごえ指導 小島 力

18 時 00 分 夕食交流

２６日 朝食後 解散

「原発反対」の旗は東電福島第一原発１号機が運転を開始した翌年の８月、双葉地方原発反対同盟

結成時に、その思いを込めてあつらえたものである。「美しい郷土を守ろう」との願いが書いてある。

結成大会では次のような議論があった。「～敗北から新たな発展に向けて～」「…（略）この双葉郡

を世界最大の原発集中地にしてしまい、いずれは住民が逃げ出さねばならなくなるのは目に見えてい

る。そこまで相手の思うがままにさせてしまったのは何か？」それから 39 年、2011 年３月、未曾有

の原発事故に遭遇してしまったのである。それを思うとき“悔恨の情”誠に深いものがある。

今改めて思う。米国ＧＥ社（ゼネラル・エレクトリック）のターン・キー方式（設計・施工すべて同社製、鍵を

廻せば即使えるの意味）で輸入され 1971 年３月の運転開始以来、故障の連続で「出力制限・スクラム」が

続発した。「実験炉を研究しながら運転」そのままの状態であった。特に、深刻だったのが「燃料棒ピ

ンホール現象」であった。この事故はモロに放射能が建屋・環境にばらまかれ「放射能が降り積もる！」

の表現が生まれ、私たちは「ぼっこれアメ車！」と揶揄していた。そして敷地 40 ㍍切り崩し、基礎版

を海抜より低くして地震津波の直撃を受けたのである。日本の原子力政策を見ていると「とにかく自

然を甘く見すぎている！」である。今「世界一の安全規制」を新たな安全神話にし、原発を再稼働さ

せている。このままでは第一原発事故の“二の舞”が起きかねないとみている。

一日もはやく「原発なき日本を目指さなければならない」が 46 年経っての決意である。
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反原発闘争 昔日 一コマ 一コマ！

1974 年７月 原発反対闘争 1973 年４月トランス搬送阻止闘争

1973 年 4 月 トランス搬送阻止闘争

富岡町で仲間の送別会 皆若かった！

1974 年７月９日 反原発闘争

1974 年７月９日 反原発闘争
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福島大学環境放射線研究所の青山道夫教授は日本原子力学会（下資料）で東電福島第一原発の汚染水で

あるセシウム 137 が、今も約２０億ﾍﾞｸﾚﾙ／日、外洋に漏れていると発表していた。

３月 28 日、共同通信の

発表によると「濃度は原

発の南約８㌔の富岡町沿

岸で海水１㍑あたり 0.02

ﾍﾞｸﾚﾙ程度漏れ出ている」

と言う。

原発事故直後の 2013 年

の１日 300 億ﾍﾞｸﾚﾙからは

大幅に減ったが、流出は

依然として続いていると

いう。同教授は海水中の

セシウムとトリチウムの

分析から「汚染水源は溶

融した核燃料を冷却した

水で、建屋から海につな

がる流出経路があると推

定している」としている。

これより先の去年７月

13 日、東電は「魚介類の

核種分析結果・福島第一

原子力発電所 20 ㎞圏内海

域・魚介類のＳ r － 90（ス

トロンチウム）測定結果」を

発表している。

それによると同原発か

ら 20 ㌔圏内で 2017 年１

月 28 日採取した（資料２）

のクロダイから以下の

ような核種が検出され

たという。

（資料３）のセシウム 134・137 が合計で 50.2 ﾍﾞ

ｸﾚﾙ／㎏。ストロンチウム 90 が 1 ～２回目でそれ

ぞれ 27 から 30 ベクレル／㎏だったという。

その他にもキツネメバル、シロメバル、カスザ

メからも検出され、最高はカスザメで 69.7 ﾍﾞｸﾚﾙ

／㎏だったという。

採取地点は（資料４）の

楢葉町木戸川沖合２㎞付

近となっている。

特に、第一原発の港湾

内のクロイソはセシウム

134・137 の合計は 1,160

ﾍﾞｸﾚﾙ／㎏と驚くような線

量である。

この状態を東電は相も

変わず「このクロダイは

全長 50.6 ㌢、重量 2.24 ㌔

㌘であることから震災前

より生息していた可能性

が高いと推察される」ま

た「海水中のストロンチ

ウムの濃度は低下してお

り、今後成長する魚類の

ストロンチウム濃度がこ

のクロダイのように高く

なる可能性は考えにくい

と推察している」更に「第

一原発港湾内への魚類の

出入りを防止する意味で

2013 年 2 月より港湾口

へ刺し網を設置するなど

港湾魚類対策を実施して

いる」としている。

青山教授は「流出経路が

ある」と言っているが、以

下、その問題を東電の資料から考えてみることに

する。

第一原発から約２０億ﾍﾞｸﾚﾙ／日 流出！
クロダイからストロンチウム90検出

日本原子力学会とは
原子力平和利用に関する学術・技術の進歩をはか

り，原子力開発発展に寄与することを目的として 1959
年設立された社団法人。

（資料２） クロダイ

（資料３）セシウムとストロンチウムの値

（資料４） クロダイが採取された場所

Bq//Kg
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（資料５）は第一原発の港湾内近傍（１）（３）

（４）の３カ所と同（２）の沖合（15 ㌔）の海

水の濃度モニタリング状況示したものである。

そのグラフを見るとセシウム 137 が 0.05 ﾍﾞｸﾚﾙ

／ L 検出されている。

15 ㌔も沖合から検出されているのだ。

これを見ると既報 No195 の６頁にある「汚染

水増加！決め手なしであせり生む現場」「汚染水

を取り除く・近づけない・漏らさないの３対策・

９項目が効果を上げていない」が良く分かる。

特に、同 No197 の３頁「凍土壁 効果は限定的

の理由とは？」「地下から見た『陸側遮水壁』を

見る」にあるように同遮水壁の地下にはコンクリ

ートを流し込んでいない。そのため砂地（第一原

発の地層は富岡層）だから汚染水は漏れ出て地下

水に押し流されて沖合で広がり検出されるとみて

いる。

ストロンチウム 90 は検出されていないし、青

山教授が言う“流出経路”は示していないが地下

水に含まれ流れ出ているとみている。

ここでストロンチウム 90 の生体に対する影響

を考えてみたい。

ストロンチウム 90 は、半減期が 28.8 年でベー

タ崩壊を起こしてイットリウム 90 に変わる。

体内に入ると、骨の中のカルシウムと置き換わ

って体内に蓄積し長期間にわたって放射線を出し

続ける。このため大変危険である。しかし、原発

事故で放出される量はセシウム 137 と比較すると

少ない。

少ないと言っても第一原発の事故後、大量の

ストロンチウム 90 が敷地内に置かれている。

生体に対する影響は骨に蓄積されることで生物

学的半減期が長くなるため（長年、体内にとどまる）

ベータ線を放出する放射性物質のなかでも人体に

対する危険が大きいとされている。

内部被曝については、骨や歯ばかりでなく、骨

髄にも結合し白血病を起こす可能性もある。

次は「東電は放射能の外洋流出は考えにくい」

と常に主張しているが、本当なのかである？

日本列島と双葉郡の地下水問題を見てみたい。

第一原発15㎞沖合から放射性物質検出
「流出経路」の可能性あり！

（資料５） 東電福島第一原発の港湾近傍と 1 ㌔沖合地点
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（資料６）は「赤色立体地図」（注１） で見るとゆ

がみ、裂け、傷ついた日本列島の姿が見えてくる。

日本列島は４枚のプレートが交錯し、ぶつかり

合う世界でもめずらしい位置にある。なかでも日

本列島の太平洋側に南北に沈み込む水深 9,000 ㍍

以上の青い窪みの日本海溝がある。日本列島は山

間部から海側の青い部分の低地に向かって地下水

が海に向かって流れ落ちる姿が想像できる。

（資料７）阿武隈山系は南北約 170 ㌔、東西 50

㌔で最高峰は大滝根山（1,193 ㍍）が分水嶺とな

り 10 基の原発に、海にと流れ込んでいる。

（資料８）ここは「高原状台地」で最高の水源

地であり双葉郡にはダムが５つもある。

補給量は年間約 40.8 億㌧と言われている。

第一原発周辺には１億㌧の地下水が流れ込んで

いる。

事故前まで原発周辺のサブドレン（１～４号機

他７施設の地下水による浮き上がり防止のための汲み

上げる井戸）から１日最大流入量は約 1,800 ㌧。

平均で約 1,400 ㌧を汲み上げていたのである。（事

故で故障、その後修復）

これほど大量の地下水を「陸側遮水壁」長さ 30

㍍、同じ長さの「海側遮水壁」でさえぎる事など

不可能と言うほかはない。その地下水は汚染水を

含んだまま、30 ㍍の下を下部透水層によって外

洋に流れ広がっていると見ている。

「陸側遮水壁 同海側遮水壁」の
下を通りぬけ外洋へ広がる！

（資料６）「赤色立体地図」から見た東日本の地表 （資料７）双葉郡の最高峰大滝根山が分水嶺となり流れ落ちる

（資料８）阿武隈山地の地下水が福島第一原発に流れ込む予想図
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東電旧経営陣３人が福島第一原発の事故を防げなかったとして、検察審査会の議決により強制起訴さ

れた裁判で、20 人を証人として法廷に呼ぶ集中審理が行われた。第 17 回～第 20 回まで伝えたい。

７月 11 日の第 20 回公判では東電の社内で、巨

大津波を想定して沖合の防潮堤の建設を検討して

いた社員が証人とし

て出廷した。

この社員は、原発

に巨大な津波が押し

寄せる可能性がある

とする社内の想定を

受けて、防潮堤のお

おまかな行程や費用

を検討した結果、事

故の３年前に完成ま

でおよそ４年かかり、

費用は数百億円にの

ぼると試算したと証

言した。

その内容は、第一

原発の沖合に 1.5 ㌔

から２㌔の防潮堤を

作ると概算して導き

出した数字だという。

その上で、深さ１

㍍の場所に長さ１㍍

の壁を造るのに 100

万円かかるとされる

防潮堤の建設費をもとに大まかな目安を試算した

と証言した。

「沖合防潮堤は何故進まなかったか？」につい

て、社員はその検討の結果を武藤元副社長に報告

したが「沖合に防潮堤を建設すると、遮られた津

波が近隣の地域に影響をもたらすことも懸念され

る」としてなのか、その後は具体的対策としては

進まなかったと証言した。

６月 15 日、20 日と７月６日の第 17 回～ 19 回

公判が行われた。

第 17 回の公判では、国の安全審査に関わった

原子力工学の専門家が証言した。

それによると「事故前には電力各社の想定を超

える高さの津波が来

ることは思いいたら

なかった。しかし、

実際に事故が起きた

ことを踏まえると対

策は不十分だった」

と証言した。

第 18 回公判では

東電の津波対策の実

務を担当する社員が

事故の９年前、国の

機関が福島県沖でも

巨大な津波を伴う地

震が起きる可能性を

示していたことにつ

いて「国の見解を取

り入れずに安全審査

が認められるのは難

しいと思っていた」

と証言した。証言を

聞いていると専門家

や社員が「原子力と

いう超危険なものを

扱っている」という責任と自覚が全くないことに

驚かされた。

ブログ「石丸日記」から PDF ダウンロード可

東電社員「防潮堤建設に数百億円と元副社長」に報告

第１７回～第２０回 東電旧経営陣 裁判
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・（注１）植物や人工物がない本来の地形、噴火や地震の生々し

い爪痕を見ることが出来る。

・（２頁写真集）提供・西山栄氏、石丸小四郎

（資料９） 第 20 回の東電３旧経営陣裁判の法廷

（資料10） 東電子会社が作成した防潮堤予想図


