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６日、午前３時８分頃ごろ北海道胆振地方を震源とする地震が発生し厚真町で震度７、道内各地で強
い ぶ り あ つ ま

い揺れに襲われた。（資料1）停止中の泊原発３基も外部電源を喪失、約９時間半にわたり非常電源で使

用済み燃料を冷却し続けたという。京都大学の鎌田浩毅教授の「防災の鉄則」を学んでみたい思う。

…現在の日本列島は９世紀（西暦 801 年から同 900 年までの 100 年間を指す）の状況と酷似している。当時東

北沖で巨大地震が起きた９年後に関東南部で直下型地震、さらにその９年後に南海トラフで巨大地震が

発生した。これを 21 世紀に当てはめると、東日本大震災が起きた 2011 年の９年後に当たる 2020 年に

首都圏の近郊で直下地震が起き、さらに９年後の 29 年過ぎに南海トラフ巨大地震が起きることになる。

もちろん、この通りに地震が起きるわけではないが、こうした状況下で東京五輪が開催されることを

私は警戒している。東京五輪では多数の外国人が訪れるが、地震になれていない彼らは確実に「災害弱

者」となる。（略）…東日本大震災で不安定になった地盤の状態がいまだ回復していない。Ｍ９という巨

大地震の発生によって日本列島は東西方向へ５㍍ほど引き離された。そのゆがみを解消しょうとして今

後 10 年は内陸の直下型地震がやまないだろう。日本列島は東日本大震災の発生以降「大地変動の時代」

に入った。日本地震学会も認めるように何月何日に地震が起きるという「予知」は不可能だ。よって「過

去は未来を解く鍵」という地球科学の基本的考え方に従って､本稿の「予測」活用して欲しい。

北海道 震度７ 土砂崩れ死者40名！
直下地震への備えはあるか…

（資料1） 地震後の厚真町 あちこちで山肌が崩れ土砂が道路や建物を覆う 火山灰が降り積もった場所だったと言う
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第 24 回公判が５日東京地裁で開かれた。（資料２）今回は東電の中越沖地震対策の山下和彦元センタ

ー長が東京地検に供述していた「検察官面前調書」（参考人の供述を記録した書面）が２時間読み上げられた。

地検に供述した山下センター長の供述内容はお

およそこうなっている。

第１に… 2008 年３月、

東電は津波評価結果が

10 ㍍以下だった場合「対

策工事」を行うことを武

藤元副社長らが出席する

「常務会議」で方針が決

定していたという。

第２に… 2006 年９月、

当時の原子力安全委員会

が、原発の「耐震設計審

査指針」を改訂した。

そこで、新たに地震に

伴って発生する津波につ

いても盛り込まれ、新指

針に照らした耐震安全性

を評価・報告する「耐震

バックチェック」が必要

になった。

第 ３ に … と こ ろ が

2007 年７月 16 日、中越

沖地震が発生。こ

れによって柏崎刈

羽原発（資料３）で

使用済み燃料プー

ルから放射性物質

を含む水が漏れ地

下の排水タンクに

流れ込み、オイル

漏れにより火災事

故が発生。更に、

地震による大きな

揺れと地盤沈下で

原発補修に巨額な経費がかかることになる。

第４に東電は青森県東通原発２基を電調審注 1

に申請しており、その中で地震本部の「長期評価」

を取り入れていた。それ

を今度は第一原発の「耐

震バックチェック」に取

り入れないと「ダブルス

タンダード」（二重基準・二

枚舌・ご都合主義）になり「第

一原発の稼働停止もあり

得る。これは会社の大き

な損失になる」の焦りが

増幅していたのだ。

第５に…土木グループ

が計画した「防潮堤」に

は数百億円と４年の工期

が重くのしかかる。

（資料４）を見て欲しい

「この折れ線グラフの中

に真実が見えてくる」（既

報Ｎｏ 187）で指摘してい

る。1996 年有利子負債残

高 10.5 兆円、販売電力料

５兆円の２倍超え

は倒産企業に等し

い…以来 10 年よう

やく７兆円まで徹

底したリストラで

減らしたのに 2007

年から２年連続赤

字に転じた。注 2

「今後、更に経費

が膨らむ…」武藤

副社長の時間稼ぎ

「外部有識者に頼

もう！」の卓袱台返しはこの時、決定したのだ。

（資料２） 第２４回公判の直前の写真

（資料４） この折れ線グラフの中に真実が見えてくる

第２４回 東電旧経営陣 公判

驚愕の調書読み上げに傍聴席どよめき！

（資料３） 新潟県柏崎刈羽７基遠望



- 3 -

第２回目は「40 ㍍の断崖を削り…何を見たか！」である。「福島原子力発電所土木工事の概要（１）」

を書いた、佐伯正治東電（株）福島原子力発電所土木課長（資料５）の論文から見てみたい。

（資料７）にある第一原発１号機が設置される

前の話である。

発電所建設工事のうち原子炉建屋、タービン

建屋、廃棄物処理建屋およびコントロールエリ

アなど主要な建物は当社は未経験であるのでＧ

Ｅ社の責任で完成するターキン方式とした。（略）

「発電所の敷地は１号機分として必要なスペ

ース 170m ～ 200m であり敷地基礎面の高さは基

礎の地質状況、高さの違いによる復水器冷却水

の揚水に必要な動力費、土木費および台風時の

高波および津波に対しても十分安

全な高さを総合勘案し「ＯＰ（小

名浜ポイント海抜）＋ 10m（EL（標高）

＋ 9.273）と決定した」とある。

（資料６）を見て欲しい！

断崖を削ったところが「ＯＰ 10m」

とあるが、原子炉の「基礎版」が

「－ 1.32 ㍍」となっているのであ

る。ここが問題なのだ！

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２回 第一原発４０年間の軌跡を辿る！

（資料５）福島原子力発電所の概要を知る人物は何を思う

（資料７） 東電福島第一原発１号機を設置し、海岸線を 170 ㍍削り、約 40 ㍍の断崖を削ったことが分かる

（資料６） 「発電所一般平面図および施工基礎面」に赤線を加えたもの
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多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する説明・公聴会が 8 月 30 日の富岡町をスタートに郡山市、

東京の 3 箇所で開催され、意見表明者からは原子力規制委員会の更田委員長の「薄めて海洋放出するの

が経済的で現実的」などの発言を問題とし、大型タンク等に保管すべきという意見が大勢を占めた。

（電気事業連合会のホームページより）

「 ＜原子力発電所周辺の環境を守る＞

原子力発電所の運転中には極微量の放射性物質

が環境に放出されます。この放出された放射性物

質による線量は、法令に定められた限度を超えな

いことはもちろん、合理的

に達成可能な限り低くする

よう管理しています。」

（公聴会の説明資料）

「事故前は、放出管理目

標値：年間 22 兆ベクレ

ル、規制濃度基準：６万

ベクレル／リットル以下、

で海洋への希釈放出を実

施。（福島第一原発）」、「全

国の原子力発電所からは…

・トリチウムを含む水が

40 年以上にわたって排出

されているが…・健康への

影響は確認されていない。」

（資料８）毎年約 400 兆ベ

クレルもの放射性物質を海

洋投棄しながら極微量だといい、健康への影響が

確認されていないから海に捨てろという更田規制

委員長。六ヶ所村の核燃料再処理が動き出せば毎

年、気体で 1900 兆ベクレル、液体で海洋投棄が

なんと 1 京 8 千兆ベクレルにもなる。（再処理事

業指定申請書）大事故並みの数字に背筋が冷たく

なる。

ICRP の電離放射線防護の基準は政治的だ

莫大な放射性物質が捨てられている理由は単純

だ。トリチウムは各施設の運転により大量に発生

する上、水と分離するためには莫大な費用がかか

り原子力産業は成り立たないからだ。

日米の合同検証調査で広島・長崎の被ばくリス

クが従来の値より 2 倍であることがわかった。

しかし、ICRP は低線量の被爆リスクは従来の

ままとした。1970 年代から 1990 年半ばまで基準

作りに関わったチャールズ・マインホールド氏

（資料９）は NHK の取材に「科学的な根拠があっ

たわけではない、事業者や政府機関からの要請に

より政治的に決められたも

のだ。ICRP はそもそ政治

的判断をするための組織で

ある。」と言い切っている。

トリチウムの危険性は人

体にとって水と同じでほ

とんど体内に吸収され、

トリチウムが水素として

DNA にも取り込まれるこ

とだ。遺伝子のデータは

アデニン・グアニン・シ

トシン・チミンの 4 つの

部品の組み合わせで、こ

の部品は水素によって繋

がっている。トリチウ

ムが誤って水素の代わ

りにに取り込まれると、

放射線によって周辺の原子を壊して DNA の鎖を

切るばかりか、自身も壊れてヘリウムに変わって

しまうため水素結合を壊し DNA が切れてしまう

のである。トリチウムはエネルギーが小さいから

安全というのは外部被ばくに言えることで内部ば

くの場合は大変危険なものとなる。

周辺に 3 つの原発が集中する米国イリノイ州

では子供たちに深刻な問題が起きていた。（NHK「追

跡！真相ファイル」「低線量被ばく 揺らぐ国際基準」）

トリチウムの汚染は基準値を下回っていたが、

小児がんが約 2 倍に増えており、全体では過去 20

年間、全住民 1200 万人の疾病記録を検証したと

ころ、原発周辺の地域だけが脳腫瘍や白血病が 30

％以上も増加していたのだ。

（資料８）全国の原発から膨大なトリチウムを海洋投棄

海に捨てていいのかトリチウム
多核種除去設備等処理水（トリチウム等）の取り扱いに関する説明・公聴会

（資料９）ＩＣＲＰの基準づくりに携わった
チャールズ・マインホールド氏
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8 月 27 日、公正な「県民健康調査」を実

現する会（代表小池光一氏）は福島県医大が「県

民健康調査」事業費を使って直接事業とは関

係のない大規模な機器を購入していたとして

福島県監査委員に対し住民監査請求を申し立

てた。「県民健康調査」は原

発事故後福島の子どもたちの

健康を長期的に見守るため

2011 年 10 月から行なわれて

いる。予算は経済産業省エネ

ルギー庁が約 750 億、東電が

250 億円を拠出し約 1000 億円

の「福島県民健康基金」によ

り実施され、基本調査と 4 つ

（健康診査・甲状腺検査・妊産婦

検診・心の健康調査）の詳細調

査が行なわれている。今回の

申し立てや情報公開で明

らかになった事は、県立

医大に導入された設備

「自動検体保存システム」

についてである。甲状線

がんの二次検査では血液

検査を行なっている。そ

の血液をマイナス 80 度

で長期保存するシステム

で、2016 年～ 17 年度に

２億５千万円を支出している。30 年間で約 70

万件の保存を扱いその血液試料を国内外の研

究者に分与するという。機器購入とその様な

活用のされ方の説明は対外的にも当事者にも

周知・説明していなかったという。小池代表

は「70 万件も集める必要があるのか、何か

の研究のために子ども達の試料を集めていな

いか」疑問をもち、購入を許可した福島県知

事に対し費用の返還を求めた。

星北斗座長公然と「秘密会」示唆

密室化の兆し！

第３２回県民健康調査検討委員会（9 月 5

日）が開催され集計外の 11 名を含め、悪性

・悪性疑いは 212 人となった。星氏は「手術

症例など個人情報に触れる

ものもある、非公開で議論

する機会を設けては」と述

べ、公然と「秘密会」を示

唆した。これに対し環境省

の梅田珠美委員は「甲状線

がんの把握について全体像

がなかなか見えてこない事

が気になっている、出来な

いのではなく把握するには

どうすれば良いのか工夫し

て頂きたい」とのべた。2012

年、検討委員会は公

開であるにもかかわ

らず、委員会の前に

非公開で議論の方向

を打ち合わせていた

「秘密会」が発覚し、

体制の刷新が図られ

てきた経緯もある。

行政や専門家が様々

な理由をつけ正しい

情報を示さないと余計に不透明さが増し不信

や疑心暗鬼が深まる。福島県はこれらをどの

ように受け、そして答えていくのか県民は注

視している。復興という国家予算は福島県も

各自治体にも巨額なお金が投入されている。

国民の貴重な税金が正しく運用されなけれ

ば、健康不安を余儀なくされた福島県民のま

して子ども達の未来は保障されない。

（資料10）県民健康調査資金の流用では？

県民健康調査

甲状腺検査の公平を求め住民監査請求！！

（資料11）甲状腺がん集計外11名を含め212人～福島県
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９月 13 日、14 時

から東京地裁 103

号法廷で、「福島原

発被ばく労災損害

賠償裁判」（あらかぶ

裁判）の第９回の口

頭弁論が開かれた。

13 時から地裁前

で前段集会を開催し北九州ユニオンと東京全労協

から挨拶を受ける。

13 時 30 分から傍聴券交付開始後 58 人と定数

となったため抽選無しとなった。

14 時から弁論開始。裁判長から、提出された

被告側書面の確認後「これで全てですね」との問

いに、東電代理人は「補充で、相当因果関係なら

びに原賠法の関係で専門家から白血病、放射線に

関する意見、文献を出したい方向で考えている」

と発言。予定では次回（11 月 14 日）から原告側の反

論となるが被告側補充書面として次回提出を考え

ていると。裁判長から原告側に「先に示した『前

提事実』についての意見提出はまだか」との質問

に、原告側は「次回までに提出したい」と述べる。

最後に裁判長から「今後の進行について人証

の関係もあると思うので進行協議を入れたい」と

提案。３月 13 日 15 時から被告・原告代理人と裁

判官による「進行協議」を行うことを確認した。

約 10 分の口頭弁論、傍聴は前回より増えてお

よそ 85 人だった。

終了後、衆議院議員会館で報告集会を開催。

木下弁護士から今日の内容について「これで被

告側から総論が出たことになる。法廷では書面の

提出を確認するだけで、何をやっているのかわか

らない面があると思うが、次々回とこちら側の反

論と意見陳述を行いながら争点を明らかにできる

ようしたい」と述べた。

質疑討論の後、川本浩之さん（よこはまシティユニオ

ン）を講師に「岩佐訴訟、長尾訴訟から何を学び、

どう闘うか」と題したミニ学習会を行い報告集会

を終了した。

４日、厚生労

働省は 3.11 東電

第一原発事故後

収束作業などに

従事した 50 代の

男性について、

発症した「肺ガ

ン」を放射線被

ばくとして労災

認定したと発表

した。

原発事故後の

労災申請は 15 例

で認定は５名と

なった。（資料 12）

「肺ガン」は始

めてである。こ

れまでの４例は白血病３件、甲状腺ガンが１例と

なっている。下請け会社の従業員であった。1980

年６月から全国の原発の放射線業務に従事し約

121mSv（㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ）被ばくし、事故後の第一原発

のそれは約 74mSv で、合計約 195mSv であった

と言う。これまでの“認定”の中では最高の被ば

く線量であった。

事故後の認定事例は 1 例目 19.8mSv、54.4mSv、

149.6mSv、99mSv と軒並み高線量被ばくとなっ

ている。2011 年 3 月～ 2018 年 5 月までの第一原

発の総被ばく従事者は 711,784 人（述べ人数）総被

ばく線量は 689.01 人・mSv である。

今後、どれほどの人たちが各種がんに罹患する

か恐ろしい限りである。

あらかぶ裁判

第９回口頭弁論報告開かれる
あらかぶさんを支える共同代表 池田 実
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・（資料 12）福島民報 2018.9.5・（注１）電源開発調整審議

会・（注２）平成 22 年・数値で見る東京電力

3.11事故後５例目の労災認定

肺ガンは始めての認定！

（資料 12）労災認定を伝える新聞


