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東電、旧経営陣３人が事故を防げなかったとして検察審査会により強制的に起訴された裁判。これま

で 21 名の証人尋問と被告人質問が終わった。最終局面に入り死亡した 44 名の被害者の遺族が意見を述

べた。

11 月 14 日、東京地裁で行われた審理では、最

初に第一原発から南西４㌔地点にある「双葉病院」

と同系列の老人介護

施設「ドーベル双葉」

に入院していた両親

を亡くした女性が法

廷に立ちつらい胸の

内を語った。（資料１）

「原発事故がなけ

れば両親を亡くすこ

とはありませんでし

た。私は運良く助か

りましたが、両親が

どんな思いで死んで

いったのかと考える

と、胸が潰される思

いです」

「仮に結果が同じ

でも東電が津波対策

をキチンとしていた

ら被害者の気持ちは

違います。津波を甘

く見ていたとしか思

えないのです」

「何らかの対策を

取り同じ太平洋側に

ある宮城県の女川原発や茨城県の東海第二原発の

ように防潮堤や、敷地を高いところに造っていた

ら事故を防げたかと思うと許せません」と語った。

続いて「ドーベル双葉」に入院していて、祖父

と祖母を亡くした孫の男性が法廷に立った。

そして「東電はそ

もそも津波対策をす

る 意 識 が あ っ た の

か？何度もチャンス

があったのに…津波

は防げたと思う。刑

事責任を取ってもら

わないと、後々の教

訓にならない」と強

く語った。

双葉病院で母親を亡

くした女性は「警察

から連絡を受けて遺

体を見た時にミイラ

のような遺体だった」

と語った。（資料２）

更に「このたびの

裁判の経過を見てい

ると被告は『部下に

すべて任せているか

ら私の責任はない！』

と言っている」素直

に「全責任は我々上

層部にある」と認め

ることを願っている。更に、私の母親は心不全で

はなく、東電に殺されたと思っていると胸の内を

語った。 （２頁へ続く）

第34回 東電旧経営陣 公判

原発さえなければ･･･遺族 厳正な処罰求める！

（資料1）両親を亡くした女性が被告３人と裁判長に訴えた

（資料２）体育館で暖房施設、医療施設なしの状態のまま
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この公判で２回目の「被害立証」により福島原

発事故被害で最も悲惨な事例の一つといえる「双

葉病院事件」の全容が多角的に明らかになった。

それは以下のような状態であった。

①亡くなった方々は認知症などの精神的疾患はあ

っても、深刻な身体疾患はなかったのが大半で、

中には統合失調症の 43 歳の方もいた。

②遺族の大半は事故により避難を余儀なくされた

方たちで頻繁に病院を訪問され、入所者も事故の

直前まで元気にしている状況が紹介された。

③入所者は、一般搬送できず高線量のため搬送作

業が中断され、避難が５つのグループに分かれる

状態を余儀なくされ、ケアも出来なかった。

④第一原発から南西４㌔地点で毎時 800 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞ

ﾙﾄまで上昇し、現地に戻ることが出来ずスタッフ

と入所者がバラバラにされてしまった。

⑤高線量のため警察の手により「強制避難」で院

長とケアマネの人たちが一時避難し 15 日は全ス

タッフが存在しない状況におちいった。

⑥スクーリング検査（右下記載）のため長時間のバ

スの移動となり、脱水症状と低栄養状態となった。

更に、原発事故でいずれの病院も超満員で高等学

校の体育館やふれあいセンターのような医療対応

不能な施設に収容された。

以上のような状態が続き「避難、混乱、医療

ケアも不全状態」となり、起訴状に記載されてい

るように 44 名の命が失われる結果となった。

この時を振り返って同病院の看護部長は、いわ

き開成病院で一時避難のケアに当たっていた時の

様子をこう語っている。

「14 日夜に体育館に向かいました。その理由は

患者さんの顔が良く分かる私が、現場に向かった

方が素早い対応ができる」と考えたからです。患

者を乗せたバスが高校に到着したとき「バスの中

は異臭がすごく、座ったまま顔が蒼白になって明

らかに亡くなっている人がいた。座席の下に丸ま

って落ちている人もいてとても衝撃的だった。自

分が担当していた患者さんも亡くなっていた」そ

の時のバスの中では３名の方が亡くなっているこ

とを確認しましたと…。（資料３）

その後、夜中の３時半まで看護にあたったが医

療器具もなく、会津若松市から来た災害対応医療

チーム（DMAT）に引継ぎ、いわき開成病院に戻

ったと話した。

これだけではない。原発事故により避難生活の

中でストレスが大きな要因となった自死や災害関

連死が 2018 年 11 月 16 日までの累計で福島県だ

けの総数 2,259 人にのぼっている。（注１）

東電ホールデングス広瀬直巳副会長は３日、ロ

ンドンで公演し「津波の高さの予測は明らかに低

すぎた」「非常用電源も高い場所に設置すべきだ

った」高所への移動設置についても「非常に難し

いわけではなく事故前に設置することが出来たは

ずだ」と語っている。（注２）（資料４）

（資料４） ロンドンで公演する広瀬直巳副会長

スクーリング検査とは
東電福島第一原発の事故を受け、放射性物質が衣

類などに付着していないか調べる福島県の同検査は

19 万人（県民 10 万人に１人）に上った。検査場所は県

内保健福祉事務所か、同事務所が指定した場所で受

ける義務がある。受けないと他の場所に移動できな

い。

（資料３） バスの移動も長時間を余儀なくされた

東電副会長ロンドンで公演

原発事故 津波予測の甘さ！
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今回の見直しを受け 12 月 13 日の県議会福祉公安委員会で古市三久議員（いわき選出）が受給

状況を質問し、県民健康調査でこれまで公表して来た人数をサポート事業で給付した人数が上

回っており、小児甲状腺がん患者の大幅増加を予想させる事態となっている事が分かった。

福島県は「3.11 第一原発事故」を受け、同

年 10 月から甲状腺検査を実施してきた。

その対象は、事故時 18 歳未満と 2012 年４

月１日まで生まれた１万人を含め、３８万人

となっている。

そして 2013 年 10 月１日から県内すべての

市町村において 18 歳以下の医療費を無料化

にした。しかし 18 歳を過ぎると「保険診療」

となるため医療費の２～３割が個人負担とな

る。そのため 2015 年７月「甲状腺サポート

事業」（右下記載）が始まった。

甲状腺検査を受けて甲状腺のしこり等（結

節性病変と言う）があり、診療を受けることに

なった個人の医療費の助成をするものだ。

この制度には当初より、様々な制約があっ

た。事故時、同じ福島県にいながら、事業の

枠外の患者はサポートを受けられなかった。

当初、事業の対象になるには「甲状腺検査

の２次検査（２回）を受けて悪性又は悪性疑

いと診断され治療を受けていること」「県が

指定した２次検査実施医療機関を受診してい

る事」等が条件であった。

このたびの事業見直しにより「事故当時、

福島県に居住し一度でも甲状腺検査を受けて

いれば受給対象、県外避難等で検査を受けて

いない人も柔軟対応」「県の指定医療でない

他の医療機関での診療も受給対象」となった。

多くの団体や個人が県への要望や働きかけ

を行い実現したものだ。

患者の中には再発、転移、ｱｲｿﾄｰﾌﾟ治療等

で検査や通院に、経済的にも大変な苦労をし

ている人たちがいる。更に、煩雑な事務手続

きが緩和されれば、より「甲状腺サポート事

業」も理解されるだろう。事業の受給者には、

18 歳以下と避難区域、生活保護など公的制

度により医療費の自己負担がない人は含まれ

ていない。これらの条件を踏まえ、検討委員

会公表の 212 人（集計外含む）とサポート事業

の 233 人を合わせて「特定非営利法人アワプラ

ネット TV」の試算では少なくても 272 人と

推計し、これまでの公表されてきた患者数を

大幅に上回る事態になっている。

更に、同県議は「小児甲状線がんは 100 万

人に１～２人といわれているが 38 万人に対

しどのようになっているか」と質したところ

県民健康調査課の鈴木陽一課長は「38 万人

に対し 0.05 ％、100 万人に対し 50 人」と答

え、「情報の付き合わせは考えていない」と

も答弁している。

詳細を調査し、実態を明らかにする姿勢が

全く感じられない。隠され集計されていない

患者がどの位いるのか不明であり、福島県の

小児甲状線がんは異常な状態にある。

医療費給付の２３３人全員が甲状線がん患者と判明

福島県民健康調査 甲状腺サポート事業見直し 支援対象を拡大！
千葉 親子

福島県健康調査甲状腺検査サポート事業

福島県は東電第一原発事故に伴い、事故時概ね18歳

以下の県民を対象に「甲状腺検査」を実施している。

この事業は、18歳を越えると保険診療扱いになるため、経

過観察や治療が必要となった方は医療費の負担が生じる。こ

の経済的負担に支援を行なうとともに、保険診療の情報を県

民健康調査の基礎資料として県民の健康維持、増進を図る

事を目的としている。
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第４回までは「福島原子力発電所土木工事の概要（１）」中「発電所敷地造成工事の概要」の「地質

問題」を取り上げたが、今回は「湧水問題」（地下水が自然に地表に現れたもの）を見てみたい。

（資料５）は第一原発１号機の「平面図および

施工基面図」である。

ここは発電所の中枢

部そのものを示したも

のである。

防波堤を造る前に赤

色の１号機の敷地を掘

削し、西方約 18 ｷﾛﾒｰﾄﾙ

の原石山から岩質の堅

牢なものを敷き詰めた

と言う。その前に「掘

削工事」と「排水対策」

が行われた時に、こう

書かれている。

「約 340 万立方㍍部

は湧水が激しく難渋し

た」そして「土木工事

にとって最も重要な問

題は排水処理である。

当所ではこの問題に大

いに悩まされた」と書か

れている。

そ れ は 何 故

か？

（資料６）は「湧

水線図」である。

その中の赤線

で 表 し た 部 分

「EL ＋ 26.5」

EL とは標高を示

すもので 26.5 ㍍

付近から湧水が

生じ「ＥＬ＋ 14.5」約 2.3 ％のこう配で海岸に向

かって図のように走っていたと書かれている。

そして湧水対策として「ウエルポイント工法」

を採用したとある。

これは土木工事の地

盤改良工事方法の一つ

である。集水管を張り

巡らし（約 100 ～ 200

本）ポンプによって揚

水し水位を下げる工事

を行った…しかし最後

は自然低下を待つのが

得策と考えた…とあ

る。

今、第一原発は「汚

染水」が最大の問題と

して７年９ヶ月、多く

の対策を取ってきた

が、それを抑えること

が出来ずにいる。これ

は半世紀前の 1766 年

当時、土木工事段階か

ら悩まされ続けてき

たものである。

日本の原発建設

の適地か否か（地

盤・地質・天地災害

・その他）は論外

にして建設されて

きた来たことを知

らねばならない。

一例だが、柏崎刈

羽原発の「地下流

入量は３千㌧／

日」と東電交渉でその場の責任者が語っていた事

実を忘れてはならない。（第一原発の３倍）

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５回 第一原発４０年間の軌跡を辿る！

（資料５） 第一原発１号炉 平面図 施工基面図

（資料６） 第一原発の湧水線
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12 月 16 日、「中間貯蔵施設」16 万平方㌔を見てきた。全域が「帰還困難区域」の双葉町内から入っ

たが、大熊・双葉両町の半分を占める施設の現実は“驚愕”と言うほかない現状であった。（資料７）

下の（資料８）を見て欲しい。

上の区画された所が「第一原発」で、下が「中

間貯蔵施設」である。

地図と現場を見れば実感するが、両者を統合し

たのが「中間貯蔵施設」であることが分かる。

ようするに原発事故の放射性廃棄物の“一大集

積場”と言うほか言葉もない現状であった。

そして「30 年後には他に移す！」と欺まんに

等しいことを言い、着々と既成事実を作り上げて

いるのだ。今回はその中に建設される環境省の放

射性廃棄物などを減容化処理する「仮設焼却施設

・仮設灰処理施設」（資料９・10）約 2,500 億円の

建設現場を見てきた。

双葉町全域を見たところ、そこかしこに廃棄物

置き場があり、町全体が「貯蔵施設」そのものと

言う感じであった。 （次回続く）

「中間貯蔵施設」を見て思ったこと！
町全体が放射性廃棄物置き場 そのもの…

（資料８） 「凄い巨大な施設…」と表現するしかない

（資料７） 大熊・双葉両町の約半分を占める

（資料９）「仮設焼却・仮設灰処理施設」の完成予想図

（資料10） 着々と進む両施設の現場



- 6 -

11 月 14 日、第 10 回口頭

弁論では、原告側から「準

備書面」と「事実の整理」

に対する意見。被告側から

「準備書面」が提出された。

裁判長からは次回１月 23 日第 11 回の口頭弁論

で双方の主張が出そろうことになる。３月予定進

行協議で論点整理を行うなど、今後の日程提案が

あり終了した。大法廷は約 100 人を超える傍聴者

で溢れた。

午後３時から参議院議員会館で開かれた報告集

会でも約 80 人がかけつけ会場はほぼ満席となっ

た。今回のテーマは、原告側からの反論が始まっ

たこともあり「あらかぶ裁判」の経過と争点につ

いて弁護団から報告を受けた。

木下弁護士から、裁判の経過と原告側の主張内

容、今後の課題について報告。原告の行動に基づ

く被ばく量の推定に関して、あらかぶさんの元請

け会社だった「塩浜工業」から、被ばく線量の記

録書面が送付されたことが報告された。

次いで、本日提出した原告書証の内容に関して、

「放射線被ばくと高度の蓋然性」「低線量被ばく
がいぜんせい

と白血病の因果関係」について説明、大橋弁護士

から「低線量被ばくリスク増加の立証」について、

提出した立体ボードのグラフを使っての説明を受

け質疑応答を行った。最後に原告あらかぶさんが

「一生懸命がんばりますのでよろしくお願いしま

す」とあいさつ、満場の拍手を浴びた。なお、報

告集会中、会場の手配をしていただいた福島みず

ほ参議院議員から連帯のあいさつを受けた。

12 月 10 日、第一原発の事故直後から収束作

業に従事していた 50 歳代の男性従事者が「甲状

腺がん」を発症し、厚労省は業務との因果関係を

認め労災認定した事がわかった。

この男性は 1993 年から各地の原発で保全業務

をしていたが、2011 年３月の事故直後から第一

原発構内での収束作業にあたっていた。

昨年６月に「甲状腺がん」と診断され労災申請

をしていた。同疾病では 100 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ以上の被ば

く線量が目安の一つとされていたが、事故直後か

ら約 100 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄに達していたと言う。

第一原発では事故直後から５人の作業員が白血

病やその他のがんを併発し５人が労災認定されて

いる。肺ガンやその他のがん、過労死など労災認

定されない人たちは数知れない現状である。

12 月 14 日、沖縄辺野古への土砂投入が強行さ

れた！“民意黙殺”この怒りをどうしたら良いの

だろうか？土砂投入は沖縄県民はもとより全国の

世論調査でも「反対」は６０％を超えている。原

発再稼働も同様である。何としても安倍政権を倒

さねばならない。

あらかぶ裁判

第10回口頭弁論開かれる
あらかぶさんを支える共同代表 池田 実

（資料11） 事後集会で挨拶する福島みずほ参議院議員

第一原発事故 収束作業

５０代 従事者 甲状腺がん

労 災 認 定

（資料12） 事故直後から過酷な現場で働く従事者
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