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3.11 東日本大震災から８年目に入った。「原子力緊急事態宣言」（注１）は今だ解除されておらず、東電

第一原発は 1,000 ㌧を超えるデブリ、112 万㌧の汚染水 948 基のタンク群等に埋め尽くされている。

そして、先月 26 日、国の「地震調査研究推進

本部」（地震本部）は「今後 30 年以内の地震発生確

率」（2019 年１月１日時点）を発表した。

（資料１）の切迫度ランクは 30 年以内に発生

する「確率」で、その値は３％未満が「ほぼ０・

Ⅰ」、26 ％未満は「やや高い・Ⅱ」、26 ％以上は

「高い・Ⅲ」の３段階に分ける。評価できない場

合は「不明」である。

福島県沖から茨城県沖 M ７～ 7.5 程度、ラン

クは最も確率が高いⅢとなった。

一方、東日本大震災と同じ M ９程度の超巨大

地震が今後 30 年以内に起きる確率は「ほぼ０」

で据え置かれた。

特に、強調したいのは青森県東方沖から房総沖

の海溝近くで断層がゆっくりとずれて陸での揺れ

は小さくても大津波が押し寄せる「津波地震」

（1896 年明治三陸沖地震、）は 30 ％程度で 2011 年

版と同様となった。

更に、千島海溝の地震津波は要警戒だという。

既報 No205 でも取り上げたが第一原発では津

波対策がリスク源として重視され１～４号機の海

側を覆うように防潮堤が計画されている。しかし、

海水面から 8.5 ㍍の所に３～４㍍では 12.5 ㍍だ。

東電が警戒する「検討用津波」（ｱｳﾀｰﾗｲｽﾞ地震）は

26.3 ㍍である。この高さでは防止できない。

前述のデブリに加えて、使用済み核燃量約

13,000 体、アルプスの吸着剤やドロドロの二次廃

棄物は凄い高線量である。これがいたるところに

ある敷地だ。とにかく油断は禁物である。

3.11東日本大震災から８年･･･

東北沖 Ｍ７級「９０％」の確率！

（資料１） 海溝型地震の長期評価
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環境省は 3.11 の事故後、除染事業の実施を決め、約 3 兆円をつぎ込んだ。除染によって出た除染廃棄

物は中間貯蔵施設に 30 年間保管し、後に県外の最終処分施設に持ち出すことを約束していたが・・・

昨年 12 月、環境省は南相馬

市議会全員協議会で、除染土

を常磐自動車道の拡幅工事の

盛り土に使うことを説明し

た。除染土の再利用は本誌 206

号でも掲載したように、飯舘

村の長泥地区、二本松市など

でも提案され、長泥地区では

工事が進んでいる。

環境省は福島県に対し「30

年後県外持ち出し」を約束し

たはずだ。今になって彼らは

「除染土」を「再生資材」と

言い換えることによって中間

貯蔵すべき除染土の 99 ％を

再利用すると言う。驚くべき

欺瞞である。

（資料３）除染事業にはすで

に 3 兆円もの税金が投

入されている。（いずれ

東電に支払わせることにな

っているが電気料金として

国民が負担）国は中間貯

蔵施設の設置にあたっ

て福島県及び県内市町

村長に対しその基本的

考え方を説明した。

（資料４）ところが 2016

年になって「除去土壌

等の再利用に係る放射

線影響に関する安全性評

価検討ワーキンググルー

プ」なるものを立ち上げ、

除染土壌を「再生資材」

と言い換え 8000Bq/kg 以

下の汚染土を（福島県内で）

再生活用すると言い出し

実証実験を始めた。

しかしこの事業は「減

容・再生利用」などと言

っているが、中間貯蔵施

設の基本を著しく逸脱す

るものである。

（資料２）にあるように対

象汚染土の 99 ％を県内に

埋めてしまおうという

計画に他ならないから

だ。国や環境省は改め

て福島県及び市町村長

に「汚染土 99 ％の県内

最終処分の可否」を聞

かなければならない。30

年後、「持ち出すべき除

染廃棄物のほとんどは

再生利用され福島の地

に 最 終 処 分 さ れ ま し

た。」などと言うことは

許されない。

さらに不可解なのは、

中間貯蔵施設用地の地

権者との土地借用契約

書問題だ。地権者は、

環境省に対して「30 年

後の返還」を契約書

に明文化するように

求めてきた。これは

何度も言っているよ

うにこの事業の基本

であったはずだ。そ

れが今日に至っても

合意に至っていない

と言うから驚く。最

初から「30 年後の返

還はできません。」と

いうのだろうか。

長泥の区長の鴫原さ

んは汚染土壌の受け入

れについて「除染する

面積は 3ha から 140ha

に増えたが、この選択

が悪いことは分かって

いる。しかし今この事

業を受け入れなければ

先祖代々守ってきたこ

の地域と集落はなくな

ってしまう。」と苦しい

胸の内を話していた。

被災者の傷に塩を塗

る様な国の施策を私た

ちは決して許さない。

環境省、30年後持ち出しの約束を反故に！
３兆円の除染事業の後に除染廃棄物再拡散の愚挙

斉藤章一

（資料２）汚染土の 99 ％が県内各地に再拡散

（資料３）国と合意したのはこの条件だ

（資料４）再生資材と名前を変えて 8000Bq/kg まで最終処分

2011 年 10 月 国の中間貯蔵施設の基本的考え方

◆施設の確保及び維持管理は国が行う

◆仮置場の本格搬入開始から 3 年程度（2015 年 1

月）を目途として施設の供用を開始するよう政府

として最大限の努力を行う

◆福島県内の土壌・廃棄物のみを貯蔵対象とする

◆中間貯蔵開始後 30 年以内に、福島県外で最終処

分を完了する
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原発事故直後、（資料５）「放射能の影響は、実はニコニコ笑っている人には来ません。クヨクヨして

いる人に来ます」と山下俊一長崎大学教授の講演会（２０１１年３月２１日午後２時～福島テルサ）で

の発言に多くの人が抗議をした。

山下俊一氏は 2011

年３月 19 日に福島

県の放射線健康リス

ク管理アドバイザー

として委託をされ着

任した（現福島医大

副学長）。更に驚く

べき事に、講演会で

発言した同じ日の午

前中、県庁内に設置

されたオフサイトセ

ンターで被災状況の

把握や対応策の検討

を進めていたときの

放射線医学総合研究

所職員の記録に「山

下先生も小児の甲状

腺被ばくは深刻なレ

ベルに達する可能性

があり、それを防ぐ

ための早急な対策が

必要」と記載されて

いた事が情報開示

（東京新聞）で明ら

かになった。

山下氏はアドバイザーとして県民に放射線と健

康に関する正しい知識を住民に提供する役職であ

る。深刻な可能性の見解を示しながら、県民には

甲状腺被ばくの危険性を伝えず「ニコニコ発言」

をしていた事になる。また、県立医大の文書開示

（東京新聞）でニコニコ発言の前日、県立医大内

部会議の議事録概要に「県民への広報、情報発信

について」山下氏の名前があがり「心配ない旨話

をしていただく」とあったという。山下氏が「心

配ない旨・・・」の発言を繰り返してきた事が原

発対策の今起きている様々な隠蔽と過小評価、実

態隠し、甲状腺がんの現状を明らかしない状態を

作っているとしたら、許しがたい犯罪行為である。

甲状腺検査は、原発事故により甲状腺がんの増加

が危惧されること

から始まった。発

見された患者を県

民健康調査と甲状

腺サポート事業の

公表されているデ

ーターを重ねて見

ると少なく見ても

２８０人以上が甲

状腺がん患者の可

能性であると見て

も過言ではないと

いう。その突合せ

を県に問うと、そ

れぞれの組織と仕

組みが違うとして

実態解明をするつ

もりは無いと拒否

をした。小児甲状

腺がんの患者の実

数を隠す事に躍起

になっているとし

か思われない。

福島県は実態を

把握していないの

か、公表できないほどの状況に至っているのか、

県民に寄り添うとしながら、疑惑を深めている。

原発事故でどれだけの被曝を余儀なくされている

か分かっていない現状に、正しいデーターの解析

なくして、子どもたちの未来に向けた予防も対策

も出来ない。

原発事故から８年が過ぎ、原発の収束の目途は

立たず、公衆被ばく線量年間１ミリシーベルトが

福島県だけが緊急事態で引き上げられた年間２０

ミリシーベルトのままで避難解除とされた。事故

前の２０倍である。２０ミリシーベルトは、事故

時は避難の対象となり、その後は避難解除の基準

となり、いま被害を認めるのか否か極めて重要な

数字となっている。

「深刻な可能性」の見解を持ちながら「ニコニコ」発言

その裏に何がある！！
千葉親子

（資料 ）誤った放射線防護を広めた山下氏

（資料５）非科学的な発言は子ども達の不要な被ばくを増大させた
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東電第一原発事故をめぐり業務上過失致死罪で強制起訴された旧経営陣３人の公判は 12 日行われた。

2017 年６月 30 日から１年８ヶ月を経て結審した。判決の期日は９月 19 日に指定された。

業務上過失致死罪の成立には「巨大津

波の予見と回避ができたか…」という立

証が必要だという。そのため検察官役の

指定弁護士は 21 名の証人を登場させた。

特に、「御前会議」で東電地震対策セ

ンター長は「長期評価を採用し津波予測

と対策が了承された」と主張。ところが

御前会議の後で「対策を保留し土木学会

に検討をさせる」という指示がされたの

を「保留は予想しなかったので力が抜け

た」と証言した。

また、判決で重視すべきは東北電力女

川原発と東海第二原発は「防潮堤」の設

置や「建屋水密化」を実施して津波から

逃れることが出来た。

この“比較”の違いは重大である。

私たちでさえ（資料６）既報 No117

（2010.3.27）と（資料７）No120（2010.6.27）

等で事故前から警鐘を鳴らしてきた。

2010 年３月 13 日と 14 日、福島県沖で２

日連続して M5.7 ～ 6.6 規模の地震が発

生していたこと…そのため海洋プレート

で発生する地震を警戒し 1677 年 11 月 7

日 M7.5 の地震で楢葉町の脇ガ浜村が海

中に没したことが史実で語り継がれてい

ることを記している。 また「貞観地震」

を例に挙げ同規模の地震津波を警戒すべ

きだ…としていた。

裁判を通して地震津波を東電旧経営陣

３人は「我関せず」「津波の可能性は分

からない」の感覚が我々には理解できな

い。

超危険な原発を所有する経営者として

長期評価を最大限重視すべぎあるし、莫

大な被害額に加え、２千人を超す関連死

など重罪そのものである。

彼らを決して許しはしない。

３７回公判 東電旧経営陣の裁判結審

判決は９月19日 厳正な判決を求める！

（資料６）3.11 の前年に福島沖地震２日連続を不安視

（資料７） 「貞観地震」再発の危険性を不安視
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再開後 46 回の東電交渉が 18 日、いわき市で開催され、福島第一原発事故の収束、労働環境の改善、

同第二原発の廃炉、日本電源への資金援助中止、事故被害者への賠償を求める要請書を提出した。

要請書を読み上げる前に東電から要望があ

ると言うことだった。

東電～前回の中で我々広報部の写真が雑誌に

掲載されている。写真についてダメであるこ

とを申し伝える。

諸団体～「申し伝える」とは何事か？それは

東電内部の上下関係の中で使われる言葉で、

それを外部の団体に使うとは、上から目線で

到底容認できない。福島県民、被害者に対す

る言葉とは到底思えない。写真は何故ダメな

のか…改めて聞きたい？

東電～写真は個人を特定されることを恐れて

いる。憎しみの対象になった事例が過去にあ

った。

諸団体～それは分かった。

東電～「申し伝える」は適当な表現でなかっ

た。

諸団体～これは、東電の広報のあり方、姿勢、

報道など多岐に渡る。これから伝える「要望

書」の内容、特に「事故被害者への賠償問題」

など東電に対する県民の視線は厳しいもので

あることを理解すべきだ。

東電～発言はお詫びして取り消したい。

（ここまで１時間半のやりとりがあり１１月６日提出し

た要望書「労働者過労死労災認定」問題に入った）

諸団体～死亡した猪狩忠昭さんが「救急医療

室」に運び込まれた時、スクーリングで手間

取り対応が遅くなったという話を聞いた。

東電～確認し次回で答えたい。

諸団体～前社長は「誠に申し訳なかった」と

謝罪している。ところが「遺族とのやり取り

については回答を控える。適切に対応してい

る」と答えている。適切とはどういうことな

のか？東電、宇徳、いわきオールは直接謝罪

したのか？

東電～無言（次回に回答）

この後、現場の問題など３時間の交渉だっ

た。

再開後４６回東電交渉
第一原発事故の収束、労働環境改善など要請書を提出！

（資料８） 要請書を手交する佐藤世話人

東京電力 HD（株）

代表執行役社長 小早川智明様

（要旨） 2019 年 3 月 18 日

福島第一原発事故の収束、労働環境の改善、同第二

原発の廃炉、日本電源への資金援助中止、事故被害者

への賠償を求める要請書

東日本大震災、第一原発の事故から８年が経った。福

島県民の告訴により業務上過失致死罪傷罪で強制起訴し

た３被告を検察役指定弁護士が上限の禁錮５年を求刑し

た。国民は厳正な判決を願っている。

一方、第一原発事故は収束せず原子力緊急事態宣言も

解除されていない。日本海溝沿いの長期評価も大幅に変

更されたが、放射性物質が大量に放出され続け、使用済

み燃料やタンク群は増やされ続け、腐食倒壊の危険があ

る排気筒はそのままである。

賠償を進める原子力損害紛争解決センターの和解案も

東電は拒否され続けている一方で東海第二原発の工事費

1900 億円の融資、債務保証は直ちに止めること。

以下すみやかな回答を求める。

記

１．防波堤建設や燃料取り出しを確実に実施すること。

２．トリチウムの海洋放出を止め陸上の恒久対策を示せ。

３．危険手当の完全支給、労働環境改善を図ること。

４．福島第二原発の廃炉を決定しその行程を示せ。

５．日本電源東海第二発電所への資金援助を止めること。

福島県脱原発１０団体
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福島県は 2017 年３月末「自主避難者」約１万２千世帯への住宅の無償提供を打ち切っている。これ

は原発事故被害県でありながら「いじめ」に等しい仕打ちであった。

「自主避難」とは一般的な避難とことさらに区

別されている。保障の内容も大きく異なり 2017

年３月、自主避難者への住宅補償提供を打ち切っ

た際「激変緩和措置」の一環として継続して来た

国家公務員宿舎への入居も今年３月打ち切りにな

る。国と県は「指示がないのに勝手に逃げるな」

として、当時の今村復興大臣が「本人の責任」と

言い放ち「避難する必要もないのに勝手な過剰反

応で避難した者」と重ねて批判していた。

しかし、風水害の避難を報道でみると 2014 年

８月の「広島土砂災害」（死者 77 人）、2018 年７月

の西日本豪雨（死者 246 人）においても「避難勧告

が課題…逃げ遅れによる被害が拡大」となってい

る。避難指示が出る前に「身の危険を感じたら出

来るだけ早く避難所へ…」と市町村も広報してい

る。これも「自主避難」である。

誰の指示もないうちから自主的に身の安全を図

る行動をすることの重要性は、特に強調されてい

る。

“津波てんでんこ”は津波の被害を何度も受け

てきた三陸地方沿岸部の人びとの危機管理の知恵

で、津波から逃れるには自分の命は自分で守ると

いう意味だ。これも「自主避難」である。

だから自らの判断で避難したことを、なぜ否定

されなければならないのか…避難の根拠は被ばく

を避けることである。

原発事故で家や生業を奪われた上、理不尽な扱

いを受けた国や東電、原発を誘致した福島県にも

大きな責任がある。

東京都では 2017 年３月「激変緩和措置」の前

に避難者アンケートを実施している。

（資料９）は自主避難者の月収である。

月収 10 万円以下の世帯が 22 ％、20 万円以下

の世帯が過半数に上っている。

しかも国と福島県は避難者の実態把握調査も頑

なに拒否をしている。行政の冷たい対応に不安と

焦燥を募らせている。

2019 年２月 20 日発行Ｎｏ 206、以下のカ所に

文字欠落がありました。

「御前会議（勝又被告が出る会議）で武藤被告…」を

「御前会議（勝又被告が出る会議）の後で武藤被告…」

訂正してお詫び申し上げます。

東電第一原発事故の「対応費用」が総額 81 兆

円という試算を民間シンクタンク「日本経済研究

センター」が試算したという新聞記事を見ました。

国の一般会計総額に匹敵する額です。唖然として

言葉も無しです。

自主避難は当然の行動だ！
国・福島県に原発事故避難者の実態把握を…

出典 文献
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