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「原発なき日本！」は、2019 年がその端緒となる年になりそうである。

その理由の第一は、日本においても脱原発・再生可能エネルギーへの期待が高まっているかどうかの

民意である。ここで興味深いアンケート調査がある。全国を５地域に分けて 2017 年 12 月、15 ～ 79 歳

の男女 1,200 人に衆議院選挙後に訪問し、投票先と合わせて自民を筆頭に７政党支持者に、原発への態

度をたずねた。すると自民党に投票した人のうち再稼働に「絶対反対・やや反対」が合わせて 64.1 ％

であった。更に「東電福島第一原発は今も危険な状態が続いている」と答えた同支持者は 80.3 ％であ

った。この人々の絶対多数は原発に対する危機感を募らせていることだ。野党各党支持者は改めて言う

までもない。民意は政府や官僚の意向とは明らかに異なっている。（注１）

第二は、安倍政権が成長戦略の目玉とした原発輸出案件は「英国の計画の凍結」をはじめトルコ、ベ

トナム、リトアニア、米国、台湾など軒並み暗礁に乗り上げ頓挫していることである。これは 3.11 原

発事故後、安全対策の重視や世界の脱原発世論の高まりが背景にある。

第三は、国内にある原発 23 基と主な原子力関連 73 施設の廃止方針が示された。その結果、見積額は

約 12 兆 8 千億円、放射性廃棄物は 2,330 万㌧と気の遠くなるような数量であった。これは「必要最小

限」で超高額な「廃炉コスト・廃棄物」が国民負担として重くのしかかって来ることが予想される。

加えて、新設原発は皆無。大間と東海第二を抱える電源開発（株）日本原子力発電（株）の株価は低迷

し、このままでは大規模停電災害を招く元凶として「なすすべなく沈没していくだろう！」が投資家の

見解だという。このように輸出、増設、核燃サイクル、高速増殖炉も八方ふさがりで沈没間近である。

残るのは再稼働９基にストップをかけることだ。供給予備力が大余り状態にあるのに動かし続けている。

火山爆発、地震、津波、その他の自然災害が集中する日本列島に原発は以ての外である。

｢原発なき日本！」

2019年を端緒となる年にしよう！
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12 月 26 日、第 35 回公判では罪状の業務上過失致死罪（死亡

者 44 名、負傷者数 13 人）により３被告人に最大禁錮刑最高の５

年が求刑された。検察官役の弁護士が量刑にたいする意見陳述

した内容を伝えたい。

いよいよ歴史的裁判は最終局面を迎えたのだ。

［前 文］

・３人は被告人質問でお詫びして頭を下げたが事故の責任は全面否定し、部下に責任を転嫁しようとす

る供述ばかりで、原子力事業者経営層に属する態度とは思えないものであった。３人が漫然と第一原発

を運転継続することで、事故を引き起こし、多くの人々を死に至らしめ、負傷させ、関係する人々に塗

炭の苦しみ強いることになった。東京地検が本事件を不起訴にした判断は全くの誤りであった。

［事故の経過と概要］

・2011 年３月 11 日、東日本大震災が発生。福島第一原発１～３号機は外部電源を喪失。その後、海抜 15.7

㍍を超える大量の海水が浸水し、非常用発電機も喪失、炉心の冷却機能が失われた。

［被告３人の立場］

・東電の最高経営層として福島第一原発の安全を確保すべき義務と責任を負っていた。

［情報収集の義務］

・原発の「安全・保全」業務に関する具体的な情報を収集し、万が一事故が起きた場合には万全な対策

を講じる義務があった。その義務を果たしていれば津波は予見できた。

［長期評価の信頼性］

・東電の子会社は、政府の「地震調査研究推進本部」が公表した「三陸沖から房総沖にかけての地震活

動の長期評価」に基づき、福島第一原発の津波の最大値 10 ㍍以上になるとの試算を得ていた。推進本

部は将来発生しうる地震の発生確率や規模を想定しうる唯一の機関だ。そのため日本を代表する地震、

津波の専門家が多数関わっていて、科学的専門性があり津波対策に取り組むだけの信頼性があった。

［結果回避の義務］

・津波の来襲を予見できたのだから防潮堤の設置といった適切な措置を講じる義務があったのに義務を

尽くさなかった。また、津波がいつ来るか分からないので、安全性を第一に考えて、対策工事の完了ま

では原発の運転を停止する義務があった。

［３人の責任］

・３人はそれぞれの立場で誠実に情報を収集し、的確な判断をしていいれば津波を予見でき、しかるべ

き措置を講じることができた。武藤元副社長は 2008 年６月、勝又元会長は 2009 年２月、武黒元副社長

は 2009 年４月～５月頃には大津波の危険性を予見できた。

［情 状］

・過失犯で考慮されるのは①人の生命や身体への侵害の程度②被告の地位、立場、権限③怠った注意義

務の程度だ。本件はいずれも極めて大きく、３人の犯情は業務上過失致死罪の中でも極めて重い。避難

を余儀なくされ、長時にわたる過酷で悲惨な搬送状態の中で命を失われなればならなかった被害者の苦

しみ無念さは余りに大きい。３人は責任を回避し反省も何もない。情状酌量の余地は全くない。

第35回公判 東電強制起訴禁錮刑５年求刑

業務上過失致死罪の刑罰上限を求める！

（資料１） ３経営陣 2011年当時
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福島県は県内の放射能汚染を踏まえて、子どもたちの甲状腺の状態を把握し健康を長期に見守る事を

目的に、県民健康調査で甲状腺検査と甲状腺サポート事業（情報 204 号参照）を行なっている。

事故時、おおむね 18 歳以下の 38 万人の甲状腺

検査を県立医大に委託をしている。12 月 27 日の

第33回県民健康調査検討委員会では、9月末現在、

悪性ないし悪性疑いと診断された人が 6 月より 5

人増えて 207 人（うち１名は良性）と報告した。（集

計外 11 名を含

めると 217 人）

一方、18 歳

を過ぎると保

険診療となり

2 ～ 3 割が患

者負担になる

た め 2015 年

から甲状腺サ

ポート事業が

開始された。

その事業に対

し 12 月 13 日

の県議会委員

会で「医療給

付を受給した患者は何人か」との質問に、県は、233

人全員がんと答弁していたが、わずか２週間後の

第 33 回検討委員会で 77 人と訂正した。

甲状腺検査全体の把握もしていない事実、数字

も罹患率も、患者の集計や公表の仕方、医療費給

付の対象者の問題など一貫性のなさと実態把握の

ずさんさが明らかとなった。甲状腺検査、サポー

ト事業で、県、医大が連携のないままそれぞれに

事業を進めている縦割り行政の中で、原発事故に

伴う小児甲状腺がんの実態解明に程遠い現状であ

る。実数を知られたくない、隠したいのだと思わ

ざるを得ない。県立医大に委託している県民健康

調査の基本的な責任は福島県にある。原発事故に

よる放射能被害から県民を守り救済することの基

本を見失っているのではないか。甲状線がん検査

の情報とサポート事業から得ている情報をつき合

わせ、実態に即した支援をしていく事、正確なデ

ータを取り正しい記録を残す事が、被害に遭って

いる人たち、これから出てくるかもしれない人た

ちへの責任である。エビデンス（証拠・根拠）が

明確でないから因果関係がないと決め付ける事で

はなく、患者

の訴えの中に

真実を見つけ、

すべてが原発

事故によって

被ばくしたこ

とから始まっ

ている事をし

っかり捉え、

良識ある科学

者、医師、県

民と繋がり、

問題の共有に

努める事では

ないか。

混迷深める福島県の甲状腺問題
千葉 親子

県民健康調査の甲状腺検査の流れ

検査は A1、A2、B、C の 4 つに判定される

１次検査：超音波による画像検査

A1：判定＝結節、のう胞なし

A2：判定＝ 5mm の結節又は 20mm 以下の、のう胞

B：判定＝ 5.1mm 以上の結節又は 20.1mm 以上の

のう胞

C：判定＝直ちに２次検査を要する

A1・A ２判定は次回検査（2 年後）

B.C 判定は２次検査へ

２次検査：詳細超音波、血液、尿検査、医師が必要

とした場合は、穿刺吸引細胞診を行なう。悪性ない

し悪性疑いは経過観察となり健康保険診療となるた

め県民健康調査が経過を把握する事はなくなる

（資料 2） 甲状腺がん患者は２７２人では？
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前号につづき昨年 12 月 16 日に見てきた中間貯蔵施設と双葉町の現状について報告する。「帰還困難

地域」の双葉町中心街は事故時のままの死の街だった。広大な中間貯蔵施設は原発の墓場の暗い未来を

暗示していた。

双葉町など帰還困難地域に入る

には先ず楢葉町にある福島第２原

発で受付をしタイベックスーツな

どを受け取り着替えることから始

まる。そこから北上し双葉町市街

に入るとそこは原発事故以来手つ

かずの死の街が広がっていた。道

路のわきで空間放射線量を測ると

0.32µSv/h、地表面では 0.512µSv/h

であった（資料 3）。つづいて向か

ったのが双葉北小学校。校庭の隅

には乗用車や自転車が当時のまま

放置されていた。ここの線量は

1.732µSv/h と非常に高かった（資

料 4）。

次に向かったのが

上羽鳥にあるモニタ

リングポスト｡事故

後の停電で多くが事

故直後のデータが失

われた中で事故直後

から数日間の貴重な

データを記録してい

たもののひとつであ

る。 （最大値 3/12

14： 40

4600µSv/h）

とんでもな

い高線量で

あった（資

料 5）。

この先に

案内してくれ

た高崎さんの自宅があった。何度か野生動物に侵

入されたところがまた破られ入り込まれていた。

線量も雨どいの近くでは今だに 3.13µSv/h という

数字だった。また自宅前は広大な

除染のための仮置き場が建設中で

除染が始まれば真っ黒なフレコン

バックが山と積まれるのだ（資料 6）。

本題の中間貯蔵施設に向かう。

国道６号線から少し東に向かうと

無人となった立派な双葉町役場が建っている。前

号で紹介したように、この役場東の道路から東南

が太平洋まで、隣の大熊町にかけての土地が中間

貯蔵施設である。(平成 30 年度末累計 940ha) 大熊

町に向かって南下すると沢沿いに土壌貯蔵施設が

建設されていた（資料 7)。

大熊町の境まで行くと先は東電敷地で、そこに

は大量の伐採樹木が山積みに、汚染水タンク建設

のために伐採されたものか？その隣は「増設雑個

体廃棄物焼却施設」が建設中であった。広大な敷

地を覆う原発の墓場を見る思いだった。

「中間貯蔵施設」を見て思ったこと！その２

町全体が放射性廃棄物置き場 そのもの… 斉藤章一

（資料 6）仮設除染廃棄物貯蔵施設

（資料 3）事故時そのままの市街地

（資料 4）双葉北小学校

（資料 5）上羽鳥モニタリングポスト

（資料 7）谷を削って巨大な土壌貯蔵施設を建設中
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１月８日、今年はじめての東電交渉が行われた。今回は長時間労働による過労で死亡し、いわき労働

基準監督署から労災認定を受け、その後、要請書を出していた問題を中心に行われた。（既報 No203 関連）

交渉は以下の内容で行われた。

① 2018 年 11 月６日に提出した「福島第一原発事

故収束等にかかる労働者の過労死根絶を求める要

請書」に対する回答と質疑。

以下、質疑応答である。

・諸団体～ 2017 年 10 月 26 日に亡くなられてか

らの東電の記者会見の内容と遺族への対応は、事

故収束にあたる作業員への誠意が全く欠落してい

ることに怒りを覚える！遺族が高野病院（広野町）

から死亡診断書を受理をしたのが 19 時 30 分だっ

た。ところが、その２時間も前に記者会見が行わ

れ「病死」「労務管理上問題はなかった」「作業と

の因果関係はない」と回答している。これは事実

と、いちじるしく相違している。

・東電～文書回答の通りです。ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ問題であ

るからこれ以上の内容は差し控える。

・諸団体～当日の定例記者会見で増田尚宏・廃炉

ｶﾝﾊﾟﾆｰ代表（当時）が「当発電所で共に働くお一

人が亡くなられたことは、大変残念なことであり、

ご家族の皆様にお悔やみ申し上げる。本当に申し

訳ありませんでした」と述べている、遺族に対し

どう対応したか自宅に行き悔やみを述べたのか？

・東電～葬儀には伺ったが遺族に対しては直接お

会いしてはいない。

・諸団体～それは最も大切なことである。法律を

犯し死亡させたのは東電の責任ではないのか？も

う一度聞くが「病死」「労務管理上問題はなかっ

た」「作業との因果関係はない」「増田廃炉ｶﾝﾊﾟﾆｰ

代表発言」の４つは、労働監督署が示した判断と

異なり、また遺族対するお詫びがないのは社会常

識に欠ける。

・東電～無言

・諸団体～東電は、命に対する尊厳が欠け、働く

人に対する誠意が欠けている。このような状態で

は労働者を雇用し収束作業が出来るのか不安が高

まるばかりである。

原発廃炉収束作業で、はじめての過労死問題は

今後も引き続いて追及することになり３時間 30

分の交渉は終わった。

再開後４５回東電交渉

第一原発 初の過労死労働災害 東電の態度を追及！

（資料8） 交渉直前の東電広報担当者

脱原発 10 団体様

2019 年１月８日

東京電力 HD（株）復興推進室

ご要請いただいた件につき下記の回答をする。

（要旨） 記

１．過労死に認定された作業員の死亡時の状況を明ら

かにし、遺族に対し誠意ある対応をすること。

（回答）謹んでお悔やみ申し上げたい。休憩後、

現場に移動中に体調が急変されたものである。詳

細はﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの観点から回答を控えるものとする。

２．労働現場の総点検を実施して結果を公表し、作業

環境の改善、作業員の安全確保を進めること。

（回答）今回の事例を踏まえ第一原子力発電所の健

康相談窓口の活用等を呼びかけて行きたい。

３．過労死の根絶に向け、協力企業と一体になって法

令を遵守し、長時間労働を規制すること。

（回答）富岡労基署の協力の下、法令遵守講座年２回、

長時間労働の削減に向け引き続き元請企業と協力企業

への参加を呼びかけていきたい。労働時間管理につい

ては元請・協力企業において管理徹底してもらうこと

が基本である。また健康支援相談窓口の活用を呼びか

けて参りたい。 以上
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復興庁は 28 日、東日本大震災をきっかけに体

調を崩すなどして亡くなる「震災関連死」と認定

した人が 2018 年９月末時点

で 3,701 人と発表した。

年齢別では 66 歳以上の人

が 3,279 人と全体の役９割を

占めている。

都道府県別に見ると福島

県が 2,250 人と全体の６割に

のぼっている。復興庁は東

電福島第一原発事故により

「避難生活の長期化が影響

した」と見ているとしてい

る。

強調したいのは東電旧経

営陣裁判の死亡者 44 名を

死に至らしめ、13 名に負傷

を負わせた「業務上過失致死罪」だ。しかし、福

島県の場合は原発事故による避難生活の間で自死

したり、浪江町を中心に「津波のあと生存してい

るのでは…？」と思われても避難が優先し救助で

きなかった人たちが多数いた。その人たちを入れ

ると犠牲者は大変な数になることを忘れてはな

らない。

東電が第一原発で

増設する防潮堤につ

いて海抜 11 ㍍、全長

600 ㍍の規模にするこ

とを決めた。2019 年

上期に本体工事に着

手するという。（資料10）

原子炉建屋がある

海抜 8.5 ㍍の

海側に盛り土

をして、高さ

１㍍の土台を

造り、その上

に 1.5 ㍍の鉄

筋ｺﾝｸﾘｰﾄを設

置し全体で 11

㍍にするいう。

（資料11）これ

は将来起こる

可能性がある

北海道東部沖

に延びるﾌﾟﾚｰﾄ

境界「千島海溝」沿いで M（マグニチュウ－ド）8.8

程度以上の地震が 30 年以内の確率で７～ 40 ％と

する政府の「地震調査委員会」予測に対応したも

のだという。

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

「第６回第一原発の 40 年間の軌跡を辿る」は

次号に掲載します。

震災関連死

福島県は2,250人に…

第一原発

防潮堤、高さ11㍍を建設 ！

震災関連死とは

地震による建物倒壊、火災、津波などの死亡（直

接死）ではなく、間接的な原因による死亡のこと。

長引く避難所生活で体調を崩したことによる死

亡や持病の悪化、病院の機能停止による既往症の

悪化、ストレスや PTSD（心的外傷後ストレス障害）

による死亡、将来に絶望した自死などが該当する。

65 歳以上の高齢者が多数を占めている。

遺族の申請を受けた市町村等が医師、弁護士な

どを加え審査委員会を設け、震災との因果関係を

審査し「災害弔慰金支給法」に基づき家計を支え

る世帯主は 500 万円、それ以外は 250 万円を支給

する。

（資料10）防潮堤の位置

（資料11）千島海溝と津波の予測
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投票者もその他への投票者も過半数が拒否している」より
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（資料9）「震災関連死」

の数を示した新聞


