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去る７月 25 日、いわき市において「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

号の記念集会が開催され、事故によりばらばらにされた組織の再建と脱原発の闘いの強化を誓った。

今集会は 石丸小四郎

双葉地方原発反対同盟代

表と古市三久初代事務局

長（現福島県議会議員）

が呼びかけ人となって原

発反対同盟の構成員を中

心に約 50 名の方々に参

加していただいた。

古市さんからは当時の

日本社会党が「核の平和

利用」から「反原発」へ

と方針転換し原発反対同

盟結成に至る 1972 年前

後の経過や、その後の

（故）岩本忠夫元県議を

中心とした闘いからプル

サーマル導入に抵抗した

佐藤栄佐久知事と「知事

抹殺」（注１）、そして原発

事故に至る運動の歴史が

話された。

つづいて石丸代表から

年代を追っての原発反対

闘争の歴史と、事故原発

の現状と問題点の提起が

された。（P ２～ P ３参照）

参加者からは①事故に

よる損害額が最終的にど

れほどの金額になるか、

②事故収束作業に携わっ

た方からの過酷な労働現

場の状況、③狩野光昭い

わき市議会議員から原発

労働問題相談センターに

寄せられた案件と活動報

告、④放射性廃棄物の仮

置き場などによって変わ

りゆく被災地と将来の見

えない東電・国の対策、

⑤加害者である東電が決

める枠内で進められる賠

償問題、などの質問・報

告がされ、原発の事故収

束・廃炉の問題があらゆ

る面で行き詰まっている

こと、労働者や被災者が

人間として扱われていな

いこと、事故から７年経

過しても問題解決の道筋

が全く見えない現状など

が明らかにされた。

その後に開催された懇

親会では、事故後のそれ

ぞれの体験や避難状況、

反原発の闘いとの関わ

り、今後の運動のあり方

などについて話が尽きる

ことなく夜の更けるまで

交流し、脱原発実現を誓

った。

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

脱原発の決意新たに50名集う！！

（資料１） 挨拶する初代事務局長 古市三久氏

（資料２） 原発反対同盟の歴史を報告する石丸代表

（資料３） 200 号記念集会に参加した皆さん
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双葉地方原発反対同盟結成 46 周年と脱原発情報 200 号の記念集会にあたり、表記の「福島第一原発

の過去・現在・未来 」を報告した。これまでの反対運動の中で記録として残すべき事柄が多数あった。

それを本紙を借りて辿ってみることにする。

1956 年以降 始まる日本の原発建設の軌跡
・1956 年（S31） 「日本原子力産業会議」が発足、原子力の平和利用を目的に「原子力の調

査・研究・情報交換・意見調整に推進…」を行う国家プロジェクトとして発

足した。

・1960 年（S35） 福島県は「日本原子力産業会議」に加盟、双葉・大熊地点が適地と確認する。

・1961 年（S36） 東京電力が大熊・双葉両町に土地調査、土地取得の手配の動きを始める。

・1962 年（S37） 大熊・双葉両町に「原子力発電というものがやってくる！」と言う話題を

耳にするようになる。「原子力発電とはなにか？」の学習の動き始まる。

同年 大熊・双葉両町「原発誘致」を決議する。

・1965 年（S40） 福島県開発公社は買収に着手して土地約 29 万坪を東電に引き渡す。（資料４）

日本の原子力政策の流れは 1954 年（S29）中曽根康弘氏らにより、原子力研究開発予算が国会に提出

されたことが、その起点とされている。この時の予算 2 億 3500 万円は、ウラン 235 にちなんだもので

あったと言う。日本の原発の歴史とは、この程度の話からはじまっていたのである。

1956 年（S31）頃から始まる双葉郡の第一原発建設当時を知る人はほとんどいなくなってきた。そこ

で（故）岩本忠夫氏（双葉地方原発反対同盟初代代表）の論文から読み解いてみることにする。

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１回 第一原発40年間の軌跡を辿る！

（資料４） 第一原発の立地地点、大熊・双葉両町にまたがる旧陸軍航空基地跡と民有地
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「昭和37年（1962 年）秋が深まる頃から…双葉地方に原発という得体の知らない物の話が持ち上がっ

たのは…」から始まっている。日本は戦後復興から高度成長へ…「国は膨れあがる電力事情を原発で…」

と舵を切っていた。国と電力、福島県当局は「原発建設が知れたらめんどう！」として秘密裏な動きに

終始し既成事実を積み上げる方式へと動き始めていた。

1963 年頃の時点では原発所要面積は 96 万坪とされ、買収交渉は 旧陸軍航空基地跡 34 万坪は東電が

直接国土計画興業から取得。一般民有地は福島県開発公社が実務を担い２回わたって残る敷地を東電に

引き渡したとある。福島県の歴史を紐解いてみると「水力から原発へ…」と一時期（佐藤栄佐久元知事時代)

を除き「原発推進」に突っ走ってきた。県民の現状と未来を考える時…その罪は極めて重い。

次号は「大熊・双葉両町の海岸線断崖を 40 ㍍削り…何を見たのか！」と題して、佐伯正治東電（株）

福島原子力発電所土木課長「福島原子力発電所土木工事の概要（１）（２）」を取り上げたい。地下水に

翻弄されｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ 90 など、とてつもない核廃棄物を次代に委ねなければならない“罪”を取り上げたい。

反原発のたたかいを省みて 岩本 忠夫

～反対同盟の誕生と闘いの困難さ～

昭和37年秋が深まる頃、大熊町に原子力発電所というものがやってくるという話しを耳

にするようになった。双葉地方に原発という得体の知らない物の話が持ち上がったのはこれがはじ

めてである。しかし、福島県当局はすでに昭和35年に原子力産業会議に加盟して、ひそかに原発誘

致の準備を進めており、知らないのは一般住民だけということであったらしい。

原発立地の適地として白羽の矢が立ったのは旧陸軍飛行場後地に堤康次郎氏所有の塩田会社に変

身していたが、原発予定地の大半は国土計画株式会社（堤社長）の手中にあったため、用地の買収も

それほどの手間はかからなかったのである。

それにもまして、そもそも原発という代物がどのようなものか皆目見当もつかない、ほとんどの

人達が本当のことを知らなかったのである。同39年ころ県当局と東京電力は口を揃えてクリーンエ

ネルギーをうたいあげ原発をつくれば地域の発展は間違いなく、税金もタダになり、住民の暮らし

は良くなる等々、良いことづくめの宣伝が住民の興味を引くことは当然だったのである。

そもそも双葉郡は、とりたてて名を挙げる企業の配置もなく農業を中心に漁業林業などで生計を

たてる農村地域であった。県の分配所得も最下位のクラスにあり後進地域といわれる存在であった。

それだけに双葉郡内の町村は後進地域からの脱却を目指していた矢先の原発だけに、全て原発に

期待したのである。

かくして双葉地方の原発は自治体の異常なまでの期待と援護のもとに同41年についに着工された

のである。当時、社会党中央も原発についての方針もなく、政策審議会に出向いても回答は曖昧、

地権者が反対ならば反対しても良い、賛成ならばそれでもよしと言う程度の態度で、結局のところ

地域における我々自身の態度で、我々自身の判断で対応せざるを得なかったのである。

数名の社会党の議員で東海原発の話を聞いたり、現地を視察したり、早稲田大学の藤本教授の話

を聞くに及んで原発の危険性を知るに至り、以来少数派の原発疑問グループが行動を開始したので

ある。しかし、その行動は地域住民に、その影響を与えるまでにはいかず、まったく説得力を欠く

動きに終始していたのである。（略）
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甲状線がん又は疑いは２０９人、がんと確定した患者は１６２人から１７３人となった。

７月８日の評価部会で、甲状腺検査の集計外の

症例が多く在るのでは無いかとの民間団体の指摘

で、福島県立医大は調査を行った。県立医大で甲

状線がん手術を受けた人で（調査期間は２０１１

年１０月～２０１７年６月）内訳は、①検診とは

無関係に自覚症状があり医大で受診した患者が３

人、②一次検診Ｂ判定で、

二次検査を経由しない患

者が１人、③二次検査で

経過観察と診断された患

者が７人（７人の内、穿

刺細胞診をせず手術の患

者が５人、２人が細胞診

でがん又は悪性疑いの診

断であった。 ここでの

集計漏れはあくまでも県

立医大の患者で、他県や

指定病院以外での症例は

入っていない。県で把握

できていないとする患者

の実態と追跡調査の責任

は国と県にある。

一方で、地域差は無い

と言っている専門家もあ

るが、今回の調査で患者

の地域が、①避難地域１

３市町村：４人、②中通

り：４人、③浜通り：３人、④会津地方：０とな

っている。本来は自治体別の公表があってしかる

べきでここから見ても地域差から目をそらすわけ

には行かない現状だ。

議事の２つ目は、甲状腺のスクリーニングを今

後も継続するのかの議論を巡って、高野徹委員と

吉田明委員が資料を提出し議論をした。高野委員

は「超音波検査を受けることで健康上の利益があ

るという証拠はない」また「１０代でがんと診断

されれば社会的・経済的不利益が多い」「超音波

検査が将来がん死を起こしたりしないがんを診断

してしまう」などと報告した。高野氏の発言は、

福島の甲状腺がんをなぜ検査をしているのか、原

子炉の爆発により大量の放射性物質が環境にばら

撒かれている事や、鈴木眞一教授が症例は医療倫

理に添っていると報告し

ていることなどには触れ

ず、放射線被ばくの過小

評価と新たな安全神話の

推進役を担っているとし

か思われない。

一方、吉田委員は、若

年者の甲状線がん症例の

３つの論文を報告した。

甲状線がん専門病院で治

療実績の高い、野口病院

（大分県）、隈病院（兵

庫県）、伊藤病院（東京

都）が２０歳以下の１０

０人超の患者の予後につ

いて１０年～３０年程度

遡って調査したものであ

る。いずれの論文も、手

術前にリンパ管や皮膜浸

潤があるものは再発しや

すいとしている。吉田委

員は、甲状線がんの手術は進行がんよりも小さい

がんのほうが、圧倒的に手術合併症の低いものと

なり、したがって術後のＱＯＬ（生活の質）を良

好に保つためには甲状線がんにおいても「早期発

見・早期治療」の原則は生きているとし、放射線

の影響の有無が結論付けられるまで現在の検査は

続行されるべきであると指摘した。事故から７年

半、内部被ばくの晩発障がいの怖さをこれから知

る事になるのだろうか！！

第１０回甲状腺評価部会

集計外症例調査で明らかになった集計漏れ１１人！！

文責 千葉親子

（資料５） 記者会見する評価部会委員

（資料６） 甲状腺がん１１名の集計漏れ
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東京地方裁判所で開かれた第 23 回審理（７月 27 日）では福島第一原発と同じ太平洋側の茨城県で東海

第二原発を持つ日本原子力発電（以下：日本発電）で津波対策を統括する元社員が証人として呼ばれた。

東日本大震災の９年前「地震調査研究推進本部」

が出した「長期評価」と呼ばれる見解を対策に取

り入れるべきかどうか！これは太平洋側に原発を

持つ電力会社にとって重

要な共通課題であった。

東電旧経営陣被告（資

料７）は、原発に巨大津

波が押し寄せることを知

りながら、何ら対策を取

らなかった。

一方、東海第二原発を

持つ日本発電の元社員の

証言は、東電との津波対

策の違いを浮き彫りにさせるものとなった。

元社員によると津波対策の検討を始めたきっか

けは 2007 年（H19）に茨城県が公表した「津波評

価」だった。（資料８）

これは、当時の東海第二原発の津波対策の想定

を上回るものだった。

そこで日本発電は、原子炉の冷却に必要な海水

ポンプを囲む壁のかさ上

げや原子炉建屋の扉への

防水対策を進めていたと

いう。

日本発電は対外的には

「地震調査研究推進本部」

が出した「長期評価」に

ついて、とりいれないこ

ととしていたが、津波対

策は検討した通り進めて

いたという。その理由を

検察官役から問われると「今回は取り入れなかっ

たが、取り入れないでいいとなったわけではない。

その後の対策は引き続き進めていく」という方針

は変更なかったと証言した。（今で言う、電力会社の

忖度か？）

実際に、日本発電は津波の想定を引き上げ、海

水ポンプを守る壁のかさ上げをすることにより、

東日本大震災の津波の被害をうけたものの、原子

炉の冷却は維持され福島

第一原発のような過酷事

故は免れたのである。

23 回の審理を通じて、

自らの主張を擁護する土

木学会に検討を依頼し、

時間稼ぎをして対策を怠

った東電。

一方、茨城県の想定

を元に「長期評価」の

見解を取り入れ、出来る対策を進めていた日本発

電。同じ太平洋側に面した原発で、津波への対応

の違いが浮き彫りになった審理であった。今後の

審理にどのような影響があるのか注目される。

前後するが第 22 回（25 日）では検察官役が裁判

官に「津波や事故の痕跡を見なければ証言内容の

理解と評価はできない」福島第一原発の現場に出

向いて検証するよう求

めた。

また第 21 回（24 日）

審理では東電グループ

子会社「東電設計」で

津波が襲う「確率」を

計算する社員の審理が

行われた。

今回、明らかになっ

たことがある。

茨城県と福島県の津

波に対する想定評価の違いである。前者は津波対

策の想定を上回ることを強力に求めた。しかし、

後者は事故の前年、国策プルサーマルを優先し「津

波評価などは含まない！」事で了承した点である。
（注２）

（資料７）東電旧経営陣 左から勝俣、武黒、武藤３被告

第２１回～第２３回 東電旧経営陣 裁判

同じ太平洋側原発なのにこの違いは何だ！

（資料８） 2007 年を上回る津波評価対策を求めいた
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東電福島第二原発は過酷事故から７年３ヶ月後の６月“廃炉方針”がようやく決まった。富岡町から

同原発を改めて眺めた。凄い！巨大さであった。

東電福島第一原発１号機が着工されたのが 1967 年（S42）であった。その翌年の１月、知事年頭記者

会見で木村知事が「楢葉・富岡両町に東電第二原発誘致」（浪江・小高原発も同時）を電撃発表した。考え

てみれば当時は随分乱暴な話であった。ところが住民の夢は「町は発展する！」だった。それから半世

紀…。双葉郡は人が住めない…帰れない…地域になった。今度は「いわき・広野・楢葉・川内にかかる

神楽山周辺の山並みを切り崩し、風力発電最大 23 基を建てる」と言う。福島県とは「自分で使いもし

ない電力で…」県民を苦しめ、追い出し、破壊し続けていることを忘れてはならない。

編集 後記

双葉地方原発反対同盟 46 周年、脱原発情報 200 号

記念集会は 50 名の人たちが集い、青春を燃焼させ

た思い出を語った。感謝あるのみである。そして「次

代を託する人の輩出…！」を決意した一日だった。

出典 文献
・（資料１）・（資料２）・（資料３）編集部

・（資料４）東電 HD ・（資料５）編集部

・（資料６）福島民報

・（資料７）NHK ニュース WEB

・（資料８）茨城県 ・（資料９、10、11）編集部）

・（注１）佐藤栄佐久著 平凡社

・（注２）2015.10.26 北国新聞

富岡町から東電福島第二原発を見る！

（資料９）第二原発から 1.5 ㎞ 北側地点から見た環境省・富岡町仮設処理施設と４号炉

（資料 10） 富岡町農協会館１㎞ 西側からみた同排気筒 （資料 11） 第二原発 2. ㎞北側の中心部から見た同排気筒


