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台風 19 号は東日本の広い範囲で大雨を降らせた。12 日、午前０時から 24 時間に記録されたデータ

を分析したところ堤防が決壊した阿武隈川、千曲川のほか群馬、栃木・福島、宮城県で 100 年に１度を

超える雨量だったという。昨年１年間の３分の１が一度に降ったという。

全国の死者は 20 日現在 80 名、行方不明者 11 人である。福島県の死者は最も多く 30 名、不明 1 名と

なっている。住宅全・半壊 257 棟。一部破損 219 棟。床上浸水 5,679 棟。床下浸水 1,063 棟となってい

る。（死者・行方不明者は 20 日現在、その他は同日 13 時現在）

いわき市は中心部に３本の川があり、それが溢れ決壊し、多くの住宅で全・半壊が起き、水道断水に

より 4 万戸ほどが不便な生活を余儀なくされている。命の水の確保が緊急の課題になっている。

更に、幹線道路の通行止めが国道だけでも 10 箇所。県道以下は把握できない状態にある。

また、農業被害も深刻で後継者不足も伴い再建断念する農家が多数にのぼっている。県内製造業は生

産停滞が懸念されている。商業も同様で一部復興需要以外は軒並み閑古鳥が鳴く状況にある。

台風の被害状況の把握を巡り県のシステムに障害が発生し３時間ごとの公表が出来なかった。この不

手際について内堀知事は欧州旅行から 14 日帰国した後「情報の収集が出来なかった」と言い訳してい

る。3.11 原発過酷事故時でも「初期被ばく防止」など、多くの批判があったのを忘れたのか！

台風１９号 死者80名 行方不明１１名

暮らしへの影響 日を追う事に深刻化！

（資料１）100年に一度の降雨量だという （資料２） 14日 被害の実態を伝える新聞各紙
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アルプス（ＡＬＰＳ）汚染水処理水問題は、大臣や大阪府知事、市長などの放出発言が相次ぎ、ます

ます混迷を深める情勢にある。そこで、この問題の本質となるものを探ってみることにする。

核燃料魂デブリを地下水が舐めて汚染水が生ま

れる。

東電は、汚染水対策

に重層的な９つの施設

を造り対策を取ってき

たのが（資料３）であ

る。

その切り札と言える

ものが（資料４）の「陸

側遮水壁」であった。

全長 1,500 ㍍、深さ

30 ㍍、45,000m3 の氷の壁で原子炉を囲んで「地

下水対策全体で建屋流入量をゼロにする」（「凍土

遮水壁の目的・設計方針・設計目標・

2013.11.15」）として 350 億円の税を使

い造った代物である。ところが、２

つの透水層によりサッパリ効果が表

れないことが分かってきた。

（資料５）は「原子炉建屋流入量

サブドレン水位の推移」で、縦軸が

「雨水・地下水流入量」、下軸は年月である。こ

れを見ると、2015 年１月当時は大雨が降った時

には高く、年月が経つと共に低下してきている。

今年８月は１日 120 ㌧程度と記されていた。

ところが、左の遮水

壁（資料３）の内側に

ある、サブドレンから

10 月１日は 551 ㌧、

７日までは 500 ㌧余り

の汚染水を汲み上げ、

告示濃度まで薄めて海

に放出していたのだ。

特に、大雨のはし

りが始まった９日に

は 885 ㌧にもなっていたのである。これを既報

No187（2017.7）に、更田原子力規制委員長代理（当

時）が「陸側遮水壁の効果あり」

と説明した東電に「嘘だ！これ

は…」と激怒する様子が会議映

像に写し出され掲載していた。

毎度の事ながら東電の嘘はす

ぐばれる。

前述した「建屋流入量はゼロ」

にすると大口をたたいた約束を守り、溜まり続け

る 115 万㌧の汚染水を長期陸上保管の道を探るべ

きである。

改めて言う！
「建屋流入量はゼロ」の約束は忘れたのか！

（資料３） 雨水・地下水対策として実施された９つの施設

（資料４） 陸側遮水壁

（資料５） 原子炉建屋流入量 サブドレン水位の推移
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２頁では「建屋流入量をゼロの約束を忘れたのか！」を指摘してきた。ここではアルプス処理

水の 80 ％は告示濃度（国の環境放出の基準レベル）を満たしておらず、二次処理（再処理しトリチウム告知濃度

以下）にしなければ、放出できない現状とトリチウムの危険性を考えてみる。

第一に、国・県・東電は「二次処理しなければ

放出できない」ことを第 72 回・特定原子力施設

監視・検討会（2018.9.7）の中で発言しているこ

とである。その内容は「2018 年度に行った 62 核

種の詳細分析の結果、９核種の他、不明核種であ

るカーボン 14、テクニ

チウム 99 が有意に検出

された。原因は吸着剤

の性能低下にあると判

断している。アルプス

処理水処分に当たり、

環境放出する場合は二

次処理を実施すること

としている」と発言し

ている。

更に、東電は「測定

人物、人材が枯渇し、

JAEA に応援を頼んで

も有効な対策が出来な

くなっている」と発言

している。

この経過をみるとア

ルプス処理水対策は事

実上破綻していると見

て取れる。何故かとい

うと前述したように「測

定人物、人材が枯渇、有

効対策が出来ない」ことを東電自体が嘆いている

ことに尽きる。

この会議には、県の係官も出席しているし、県

が発行している「廃炉を知る！廃炉に向けたプロ

セス」の中でも記述しているからである。

第二には、政府高官も含め、中身が良く分から

ないのにも関わらず“場外乱闘”に等しい発言を

していることである。

「思い切って放出する以外に選択肢はない」と

原田前環境相が発言すると、菅官房長官が「個人

的発言」とたしなめ、小泉現環境相が陳謝した。

更に、大阪市長、同府知事が「環境被害ないなら

大阪湾に…」と、維

新までもが同様の発

言をしている。何と

いう国なのだろう

か！」と心底思う。

最後に、前号で米

国の核施設でトリチ

ウムを扱う場合、防

護服の着る絵を出し

ている。

今回は（資料６）の

「原子炉廃止措置研

究開発センター（ふ

げん）」による、資料

のような防護服を直

用しなければならな

いと記している。

「0.7Bq ／ CC 以上

の場合に防護服を着

なければならない」

と読みとれる。トリ

チウム水は、吸入する

と水と同じ科学的性質を持っているので体内で普

通の水と入れ替わる。その際に、遺伝子ＤＮＡの

水素とトリチウムが入れ替わり、ﾍﾞｰﾀｰ線を照射

して遺伝子を破壊することになるので被害は甚大

である。

だから防護服を着るのだと…。

長期保管以外に道はないことを示している。

アルプス処理水問題は事実上破綻
「長期陸上保管」しか道はない！

（資料６） 原子炉廃止措置研究開発センターの防護服
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10 月 3 日福島県は 9 月県議会最終日に、原発事故による放射線被曝から逃れようと自主避難し東京

都内の国家公務員宿舎に入居している未契約入居者５名に宿舎明け渡しと明け渡しまでに要した賃料相

当額の支払いを求める訴えを提起しょうとする議案を議会に提出した。

原発事故で自主避難をした人に、民間賃貸し入

居者には家賃補助事業、国家公務員宿舎には「セ

ーフテイネット契約」が適用（いずれも所得条件

あり）された。県は、2016 年夏

に、17 年 3 月で無償提供打ち切

りと共に 2 年間の激変緩和措置

を施行する事を発表した。希望

者には 2 年間の期限付きで公務

員と同じ金額で入居できる契約

を避難者と結んだ。そこには「２

年後に退去しない場合は２倍の

損害金を請求する」という項目

が盛り込まれ、納得できず契約

に応じなかった。

病気や生活困窮による家賃の目途が立たず、未

契約になったなどの 5 世帯が、今回の提訴対象と

なった。5 世帯だけの問題でなく、2 年前に契約

を結んだが、今年 3 月末までに退去できなかった

50 ～ 60 世帯（4 月以降に退去世帯もある）の 2

倍請求という問題もあるのだ。

今回の議案 46 号～ 50 号は「応急仮設住宅供与

終了後の使用貸付住宅（国家公務員宿舎）の明け

渡し及び明け渡しまでに要した賃料相当額の支払

いを求めるため、訴えを提訴しようとするもので

ある」を議会に提起したものである。共産党以外

の各党（立憲民主党 1 名の退席）が賛成をした。

県は議決を受け年内にも提訴するとしている。

生活拠点課によると、「損害金は家賃の２倍（家

賃は部屋の大きさで決まる）2017 年（平成２９）

４月１日から明け渡しまでです」との事だ。賃料

は約 1 万～ 5 万円で 2 年分の金額は各世帯 50 万

円～ 200 万円にもなる。退去できずに入居のまま

であれば更に２倍の賃料が加算され続ける。国家

公務員宿舎は、国と県が契約をし、県が避難者に

使用料（家賃）を納付させている。原発事故から

８年７ヵ月避難生活の中、パートで働きながら何

とか生活している人、退去期限まで都営住宅に何

度も申し込んでいる人や、応募条件に合わない単

身者、避難生活での病気や通院の関係でほかに移

る事が困難な人、生活困窮の

人、身寄りのない人、子ども

の学校、進学の事など様々複

雑な事情を抱えながらも避難

者は、「やっと落着いて生活

できるようになったのに」と

簡単に退去、転居ができない

ぎりぎりの生活をしている。

内掘知事は常々「県民に寄

り添い」と発言するが、原発

事故に責任のある立場である

国も県も、避難者の実情を省みず、代替支援も不

充分なまま「契約」だとしながらも、被災県が被

災者を司法に訴え退去をせまる事は、憲法２５条

の生存権を犯すなにものでもないし、１３条の幸

福追求権を脅かす事に他ならない。県がここまで

被災県民に強硬姿勢をとろうとする背景に、2 年

間の期限設定は財務省の意向によって決まった事

が、情報公開で明らかになっている。２０２０年

オリンピック・パラリンピックまでに「原発事故

による復興は終わった」と世界にアピールしなく

てはならない日本政府は、福島県を公衆被ばく線

量２０ミリシーベルトに基準を置き、帰還政策を

進め、避難者に対する支援を打ち切り、切り捨て

原発避難者「ゼロ」政策を進めている。内掘知事

はこれに同調している。

内堀知事が苦渋の選択という事は被災県民に苦

渋を強いていることである。様々な思いのある中

で、自然災害と異なる原発事故によるものである

事を忘れてはならない。自主避難者について、私

たちの認識を問われる結果となっている。いかに

弱者を守る立場に立てるのか、闘う相手は誰なの

か・・・である。

福島県議会 宿舎明け渡し訴訟議案可決 ！！
千葉親子

（資料７ ）避難当事者と支援団体は家賃

２倍請求」を中止するよう国に要請した
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原発や使用済み核燃料再処理施設から世界中で大量に垂れ流されているトリチウムは、人体にどのよ

うな影響を与えるのか。トリチウムによる被ばくは無視出来るほど少ないのであろうか？。

（資料８）は東京・千

葉での降水中のトリチウ

ム濃度である。1960 年代

の核実験によって天然レ

ベルの 100 倍を超え、

1963 年の核実験禁止条約

以降減少し今日に至る

が、世界の原発や再処理

工場、軍事用核施設から

年々膨大な量のトリチウ

ムが放出されておりその

量は軍事関連施設を除

いても２京１２９兆ベ

クレルにもなる。（前号

世界のトリチウム排出

量参照）日本の六ヶ所

村再処理施設が本格稼

働すれば更に約２京ベ

クレルが加わることに

なる。宇宙線などによ

る自然発生量は年 7.2 京ベ

クレルと推定されているか

ら原発関連のトリチウムの排出量は地球環境に大

きな影響を与えているであろう。

さて、トリチウムはどれほど人体にとりこまれ

るであろうか？茨城大学理学部による論文「トリ

チウムの生物影響研究の最新の進歩」から見ると

トリチウム水蒸気を吸入した場合体内への吸収率

は 98.7 ～ 99.1 ％、平均 98.7 ％であるという。大

気中のトリチウムは水蒸気、水素ガス、炭化水素

の状態で存在する。吸収率が高いのは水蒸気（ト

リチウム水）であるが、最も危険なのは炭化水素

のような有機トリチウムである。論文中に日本の

食品中のトリチウム濃度と日本人のトリチウム濃

度の記述がある。

「日本人（京都市）の組織に含まれる自由水のト

リチウム濃度は、脳では 2.6Bq/ℓ、肺では 3.3Bq/ℓ、

肝臓では 3.3Bq/ℓ、腎臓では 6.1Bq/ℓ・・・食品・

水蒸気・飲料水などの摂取を加算した総トリチウ

ム 摂 取 量 は 1,588Bq ～

2,274Bq となる。・・・・

この数字を使って年間被

曝線量当量を求めると

0.000033 ～ 0.000048mSv

／年が求められた」とい

う。年間被ばく指針の

1mSv に比べるとかなり低

い。

（資料９）は放医研が 1976

年に発表した人間のリン

パ球をつかって染色分体

の切断数を研究したもの

である（低レベル・トリチ

ウムの遺伝的効果について）。

上の線は 3H －チミジン

というトリチウムが入っ

た化学物質とトリチウム

水で実験している。トリ

チウムは人間の遺伝子を

切断すること、現在の規制

基準では異常遺伝子の発生

につながる遺伝子分体の切断が自然発生の 2 倍に

達することが確かめられた。

注目点は 2 本のデータ共に高線量領域と低線量

領域で線の傾きが変っていることである。低線量

領域は傾斜が緩やかで、トリチウム濃度に対する

切断率が高いことを表している。しかもこの領域

は遺伝子分体の切断数が少ないため修復されるこ

とが増えるのだが、実はこの修復時に染色体異常

が発生すると指摘している。高濃度では修復が間

に合わず破棄されるが低線量域では修復によって

異常な遺伝子が生き残ってしまうのだ。このこと

はもう一つの問題を提起している。遺伝子レベル

の影響は低線量領域のほうが高い可能性である。

低線量被ばくにはまだよく分らないことが多

い。そんな中で内部被ばくを軽視した被ばく評価

に基づいて大量のトリチウムを環境に放出し続け

ることは許されることではない。

９９％体内に取り込まれるトリチウム水
斉藤章一

（資料８）東京、千葉での降水中トリチウム濃度

（資料９ ）トリチウムの影響は低線量ほど高い確率
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９月 24 日、東京地

裁 103 号大法廷で「福

島原発被ばく労災 損

害賠償裁判」(あらかぶ

さん裁判)の第 13 回口

頭弁論が開かれた。

原告および被告東

電、九州電力からそ

れぞれ準備書面が提出された。

東電の準備書面は、この間の原告主張に真向か

ら反論する内容だった。例えば、あらかぶさんが

発症した急性骨髄性白血病の要因について、喫煙

や飲酒によるリスクを述べ、放射線被ばくでの発

症リスク上昇が確認されているのは 200mSv 以上

の被ばくと述べた。

更に「原告の第 16 番染色体に異常が認められ

ることが、急性骨髄性白血病の原因が放射線被ば

くであることの根拠になる」という主張も「失当

（道理にあわないこと）である」とした。

結語として「本件作業中に原告が受けた放射線

被ばくによって、白血病の発症が招来された高度

の蓋然性（注１）があるとは評価できない」として、

白血病に関する労災認定基準については「必要最

小限度の医学性の担保のために３要件に限って検

討して労災認定の可否を判断するという政策的意

思決定を示すものであり、この認定基準は因果関

係の判断を尽くさないという点に特徴があり、か

かる労災認定基準を充足することをもって因果関

係の存在が基礎づけられるとする原告の主張は失

当である」と反論した。

今後の予定は 12 月４日午後２時から、次々回

は明年２月７日午後２時から、その後進行協議を

行うことが決まり閉廷した。

尚、傍聴者は約 70 人だった。

その後、参議院議員会館で「裁判報告集会」を

開き弁護団から「向こう側が全面展開で反論して

きているのでこちら側としてもキッチリ反論して

いきたい」と決意が表明された。

（資料11）左の記事には 2014 年就任以、年２～３

回のペースで海外出張に出掛け総額 4,000 万円を

使っていることが月刊誌に掲載された。

右の記事は、文部科学省が全国の幼・小・中・

高のうち「安全が確認されていないブロック塀が

ある学校の数」を公表したものである。

今回は北海道と東北だけ掲載したが、福島県は

155 件とダントツに多くなっている。

この調査は昨年６月大阪北部地震で小学校のブ

ロック塀が倒れ女児が亡くなったことを受け調査

が行われてきた。ひとたび地震があれば子ども達

が犠牲になりかねない極めて重大な問題である。

これらの問題を棚上げにして職員５～６人を引

き連れて海外出張…。福島県の財政状況から考え

ると異常というほかない。

東電３経営陣無罪判決に引き続き関西電力３億

2,000 万円の環流問題。自民党献金、パーテイ券問題

など開いた口が塞がらない今日この頃である。

あらかぶさん裁判

第13回口頭弁論開かれる！
あらかぶ裁判共同代表 池田 実

（資料１０） 同ロゴマーク

内堀知事
海外出張総額4,000万円

（資料１１） 左が海外出張 右が危険ブロック塀の記事

危険ブロック塀
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