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既報 No206 で東電が実施した「第一原発２号機のデブリ接触」問題を取り上げた。それから２ヶ月、

NHK 報道では「デブリ本体は格納容器ではなく原子炉本体の方が可能性あり」と結論付けた。

（資料１）にあるように２号機のデブリは原子

炉内に 42 ㌧、格納容器に 195 ㌧存在すると推定

していた。ところが格納容器内の床のデブリは本

丸ではなく、そこにあるのは核燃料集合体を囲む

制御棒、チャンネルボックスなど様々な金属部分

であるとし「核燃料の周りにある金属類が主なも

の」と結論付けた。

格納容器内はなぜ金属ばかりが見つかるのか？

それは「温度」により溶け出す度合いが違うと

いうのだ。金属類は 1,500 度くらいでも溶け出す

が、核燃料は 2,500 度くらいでないと溶け出さな

いという。1,000 度近い開きがあるというのだ。

もう一つは「デブリに近づくと放射線が急上昇

する。しかし、今回の場合、それがなく格納容器

にはデブリは少ないかも知れない」という。

これまで 40 ～ 50 年ともいわれる廃炉作業。本

丸デブリ取り出しは（資料２）のペネ部分「横ア

クセス」としていた。ところが作業が極めて困難

な「原子炉内部」を解明し、その上で格納容器上

部の↓から取り出すことをしなければならない。

（資料３）のオペレーテングフロアという建屋の

最上階でメルトダウンした時の放射能が充満して

いる部分であり使用済み燃料プールもある。

この「デブリ取り出し⇒廃炉⇒解体３基」とい

う世界ではじめての作業が開始されようとしてい

る。その本丸の調査で壁に突き当たったことにな

る。第一原発から４㌔地点の大熊町新役場周辺が

避難解除され町民は帰還を促されている。

そんなところに「住民が戻っていいのか？」と

心底思う。

デブリの本体は原子炉の中にあった！
原子炉からの取り出しは振り出しに戻った

（資料１） 原子炉格納容器の内部の様子

デブリがここに多くあると想定していた

（資料２）それが建屋上のオペレーテングフロアからという

（資料３） オペレーテングフロアーは瓦礫の山だ
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富岡町は震災前人口 15.600 人に対し 922 人が帰還したが、わずか 6 ％弱に過ぎない。一方、第一原

発に働く労働者の数は帰還者の２倍ほどで、その人口が益々増えようとしている。その現状を探った。

まず、富岡町スポーツ交流セン

ターを中心とした放射線量から見

てみよう。

（資料４）はその周辺で野球場、体

育館、サッカー場、合宿センター

が集まる地域であった。

（資料５）の①は石丸宅である。

道路一本挟んだ北側は「帰還困

難区域」である。

母屋は解体した。

右側の建物が震災前「双葉地方

原発反対同盟」の事務所があった

ログハウスである。

そこの放射線量は「環境省・福

島地方環境事務所」から送付され

てきた 2019 年２月 25 日の【事後モニタリング結果報告書】を見ると。

地上 100 ㎝で「黄色マーク 11」は除染前は 4.26µSv/h で除染以降３回目 1.07 ～ 3.8µSv/h 以下で下落

率 74.9 ％下がっているとしている。

「緑マーク 12」は 0.94 ～ 1.0µSv/h で同じく３回目 75.6 ％低下している。

「黄色マーク 14」は 1.01 ～ 3.8µSv/h で３回目 75.6 ％低下しているとしている。

数字の差は風、雨、温度によっ

て計測差が出てくるらしい。

特に、道路を挟んだ向こう側が

除染しない「帰還困難区域」であ

ることから風・雨・雪・温度に差

が出るらしい。

ここの地点は２年前の７月１日

「帰還してもいい！」と解除され

た「居住制限区域」である。

事 故 前 の 空 間 線 量 率 は

0.04µSv/h だったから 27 倍から 95

倍である。

いま、石丸宅の周辺の帰還者は

高齢のご夫婦２人だけだ。

富岡町「帰還困難区域」直近の小浜地区は高い線量

事故前の27倍から95倍

（資料４） 「帰還困難区域」の小浜地区は８年経っても高い線量

（資料５） ここの線量はとても人の住める場所ではない

①石丸家（脱原発情報発行責任者）

②山林原野

③野球場近く

④人工芝のサッカー場
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同じく右下の「赤〇」は庭の木々が生い

茂り「原野」となるので「除染対象外」

だ。ところが前述の３カ所とほとんど変

わらない線量であつた。

改めて「除染とは何か？」と考えざる

を得ない。事故から８年、除染したとこ

ろと、しないところでは、ほとんど変わ

らない線量であるという事実を！

この地域はスポーツ施設の他に「雇用

促進住宅」６棟あったところだ。

ところが「福島イノベーション・コー

スト構想」は第一原発の廃炉、ロボット、

エネルギー等のプロジェクト地域として

急速に変わりつつある。

（資料６）の②地点は以前、山林原野だ

ったところに突如７階建ての「ホテル」

建った。

「雇用促進住宅」をリフォームしてカ

ラフルになっている。その他にも第一原

発の下請企業の宿舎が建ち並んでいる。

富岡町は第一原発の前線基地として大

きく変わりつつある。

しかし（資料７）③地点は野球場の近く

にあるモニタリングポストだが、線量計

は 0.259µSv/h になっていた。

このあたりは事故前の 0.04µSv/h だか

ら約７倍の高さだ。

（資料８）は④の人工芝のサッカー場で

あるが、広野町のＪヴィレッジが日曜日

でいっぱいのため、子ども達が 10 ㌔北

の富岡町の練習場に来ているのだ。

同町は「帰還困難区域」の他、「居住

制限区域」「避難指示解除準備区域」と

３分割された地域だった。

それが「帰還困難区域」以外は解除さ

れた。双葉、大熊両町にある「中間処理

施設」もすぐ近くの場所である。

そこに帰還を奨励し、前述の高い線量

の地で子ども達がサッカーをする姿に唖

然とするほかない。

（資料６） 山林原野だったところに突如建ったホテル

（資料７） モニタリングポストの線量は 0.259qSv/h

（資料８）Ｊヴィレッジからはみ出てサッカーをする子ども達
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東電福島第一原発事故により、双葉病院（大熊町）の入院患者 44 人

を避難中に死亡させ、自衛官ら 13 人にケガを追わせたとして「業務

上過失致死傷」の罪に問われ、無罪を主張。東電の勝又恒久元会長

（78 歳）ら３人。東京地裁で続いていた裁判で結審した。元会長ら

の検察審査会の議決で強制起訴された被告人は無罪が多いものの、

９月 19 日の判決では「事故の刑事責任を認定し、有罪とする可能性

は十分にある」と多くの弁護士が主張している。

その根拠となる成立要件を探ってみた。

「業務上過失致死傷」の罪が成立するためには判例では①事故が予見できた（予見可能性）②被害の

発生を防げた（結果回避可能性）③被害の発生を防ぐために必要な措置を講じる義務があったのに怠っ

た（結果回避義務違反）…の３つの立証が必要とされる。

東京地検は 2013 年９月「巨大津波は想定されていなかった」として判断し全員不起訴とした。

これに対し、東京第五検察審査会は① 2008 年に東電子会社が政府の地震調査研究推進本部の「長期

評価」に基づき、最大 15.7 ㍍の津波が想定されると試算、３人の被告は部下から試算結果の報告を順

次受けていた②この試算結果は原発に関わる者として絶対に無視できない③安全対策を検討している

間、運転を停止していれば事故を防げたとして①～③の立証は可能と判断。起訴相当の議決に続き、2015

年７月には３人を強制起訴とする議決をした。（２回議決）

検察官役の指定弁護士には刑事裁判の経験豊富な石田省三郎、神山啓史両弁護士ら５人が選出された。

関係者によると、指定弁護士は東京地検から引き継いだ証拠を精査すると共に補充捜査や第一原発の

見聞などを実施。法律家ではない検察審査員の判断は「極めて常識的で、正鵠（せいこく）を得たもの

であったのに対し、当初の不起訴処分の判断は全くの誤り」との結論に達したという。

３人は 2016 年２月に起訴され、東京地裁は 2017 年６月から約１年９ヶ月の公判で、東電社員や津波

の専門家ら計 21 人を証人尋問。事故当時、東電本店の原子力設備管理部長だった山下和彦氏の検察官

に対する供述調書（いわゆる山下調書）や社内文書・メールなどを証拠採用した。

指定弁護士は昨年 12 月の論告で、３人は「東電の最高経営層として第一原発の安全を確保すべき最

終的な義務と責任を負う。（部下から報告を受け）10 ㍍を超える津波来襲の可能性があることを知りな

がら）「何一つ対策をしなかった」と指摘した。

「論告求刑」では、武藤元副社長 2008 年６月、武黒元副社長は 2009 年４月～ 5 月頃、勝又元会長は

自ら出席した「御前会議」があった 2009 年２月、それぞれ最大 15.7 ㍍情報を得たとき、第一原発に 10

㍍を超える津波が襲来し、事故が起こる可能性を予見できたとしている。

指定弁護士は、更に「原発事故は万が一にも、絶対あってはならない事故」と位置づけ、安全に関す

る情報を積極的に取得し、それに基づいて万が一にも事故が起きないよう、万全の対策を講じる「情報

収集義務」が３人にあったが、いずれも怠ったと厳しく批判した。

多くの識者は「情報収集義務による試算結果を『絶対に無視できないもの』とする検察審議会の議決

から導かれた考え方で、『情報収集義務を認めれば』３人の無罪主張は崩れると見ている。

「業務上過失致死傷罪」の禁錮刑で最も重い５年を求刑した裁判が注目されるところである。

東電判決 勝又ら有罪の可能性は…

「情報収集義務」（最大津波15.7㍍）を裁判所が認めるか？

（資料９）裁判所に入る勝又被告(中央）
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新聞各社は 15 日に東電福島第一原発 3 号機の使用済み核燃料プールから核燃料の取り出しを開始し

たことを伝えた。この使用済核燃料こそ原発の息の根を止めることは周知の事実だ。

福島第一原発事故によ

って使用済核燃料が原発

の建屋内部にため込まれ

ていたこと、そして事故

時にはその存在が日本を

壊滅させるほどの危険性

をはらむことが白日の下

にさらされた。4 号機の

使用済燃料プールの冷却

に投入された自衛隊ヘリ

や東京消防庁のポンプ車

を日本中がかたずをのん

で見守ったことを思い起

こしてほしい。

問題はその危険な状況

が今も続いていることで

ある。事故によって大き

な損傷を受け、耐震性を

損なった原発建屋１～３

号機に残る大量の使用済

燃料（1 号機 392 体、2 号

機 615 体、3 号機 566 体）

は今でも最大級の危険要

因なのだ。マグニチュー

ド７を超える地震がすぐ

そこに迫っている。万一

冷却水を喪失する事態と

なれば日本中が再び恐怖

のただなかに放り込まれ

る喫緊の課題なのだ。原

子力災害緊急事態宣言が

いまだに解除できない一

因である。

（資料 11）は 30 年 11 月、

経産省が電力各社の社長を集め使用済核燃料問題

を検討した際の資料として出されたものである。

この資料を見ただけで原発の破綻は明らかだ。

貯蔵残容量は伊方原発

では 11 年、玄海・東

海第 2 はともに 3 年、

浜岡は 2 年である。今

になって国と電力各社

は対策にリラッキング

（注１）や乾式貯蔵を申

請中である。驚くべき

国と電力各社の怠慢で

ある。この状況を迎え

ることは、高速増殖炉

の事故や六ケ所村の核

燃再処理工場の度重な

る竣工延期を見れば核

燃サイクルの破綻は 10

数年前にはだれの目に

も明らかであった。誰

もがこの問題から逃げ

続けてきたというほか

はない。

最後の手段が乾式貯

蔵である。各原発と、

むつ中間貯蔵施設の

3,000 トンの乾式貯蔵

を申請中だ。（東電が 80

％、原電 20 ％）最終的

に 5,000 トンを見込ん

でいる。再処理が見通

せない現在でのこのよ

うな対策は青森県民と

の約束、すなわち「青

森を核のゴミ捨て場に

しない」を反故にする

ものに他ならない。

今福島では「除染廃棄物を再生資材」と言い換

えて福島を最終処分場にする計画が進行中であ

る。国と電力各社は自ら破滅の道を歩んでいる。

福島第一原発3号機核燃料搬出開始
使用済核燃料が原発を止める 斉藤章一

（資料10）トラブル続きの中核燃料取り出しがやっと始まった

（資料11） トイレは ２～３年であふれてしまう
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３月 25 日、福島他方裁判所いわき支部で第一原発の構内自動車整備作業で長時間労働により過労死

した猪狩忠昭さんの「安全配慮義務違反・損害賠償請求訴訟」の第１回口頭弁論が開かれた。

冒頭、裁判長は原告から陳述書の読み上げを求めた。

この後は、裁判の日程調整で終了した。

デブリ取り出しが「格納容器」中心から「原子炉」

に移行せざるを得なくなった。振り出しに戻ったこ

とになる。14 日、大熊町の役場開庁式に来た安倍首

相が「国の責任で…」と言った。東電の逃げ出しが

始まったか？

過労死労災認定後も救急医療体制などで隠ぺい

被告のいわきオール ・宇徳 ・東電の不誠実さ際だつ！

（資料12）全面マスクの姿、呼吸困難だ 歩く背中から疲労が伝わってくる 労働規則を無視した、いわきオール

福島地方裁判所いわき支部民事部 御中
2019年3月25日 原告

陳述書
昨年10月16日、夫の命日10日前に、労災認定の連絡を受けました。夫がなくなってからの一年間、沢山の方

々のご協力により数々の聞き取り調査などの結果、長時間労働が認められました。
しかし、調査活動から､亡くなった当日の状況に隠ぺいの疑惑があります。当時、元請の宇徳関係者及び同僚

整備士より、当日時系列で状況を聞いた内容と医師らのカルテの内容の相違や、警察の事情聴取に、現場にい
て関わっていた人全員が、何故事情聴取を受けなかったのかまだまだ不信があります。

夫の死亡原因が長時間労働だけてない事を明らかにするため、人命よりも利益を優先する企業に対して、真
実の追究と夫の名誉のため、今回提訴にいたりました。裁判所は、死亡当日の隠ぺいを裁判を通じて明らかに
してください。当日夫に携わった方全員の証言を求めます。また、労災事故を受けても尚、企業側は当初から
「認識が違う、コメントする立場にはない」などと、一貫して不誠実な対応を変えません。非人道的な発言、
対応は許せません。

夫の遺品の携帯に残された写真から、私たち家族が知り得なかった、日々の作業の過酷さや証拠となり得る
資料などが沢山ありました。しかし、あらゆる証拠を携帯に残して亡くなった夫は、本当は家族に話したかっ
た事や不測の事態を覚悟していたのではないか？「何かあれば頼むぞ」といっているように感じてなりません。

夫が亡くなってから、整備士、作業員同士の絆や、他社などの引き抜きの話を断っていたなどを耳にして、
夫は事故収束作業に携わることに誇りを持って、惜しげもなく技術を提供し働いていたことが想像できました。
今現在も4,000人以上の作業員の方が被ばくというリスクを負って働いております。命を削って働いています。

彼らが居なければ収束はありえません。
原発作業員の労働環境、賃金の改善、危険手当の完全支給、救急医療措置、放射線被ばく管理、安全確保、

健康管理、生活保障、雇用条件の是正そして、これまで尊い命を落とされた方々の再調査を強く望みます。
東京電力の記者会見では「作業との因果関係はない、労災と言ったものではない」との断言にたいしての撤

回と謝罪、死亡時刻の説明、究明措置の落ち度、事実内容の開示を求めます。何をしてもこの世に戻ってきま
せんが、夫の代わりに、真実を追究し無念を晴らすことが、何よりの供養になるものと思います。

うつくしま福島を原発事故で汚染し、故郷をなくした人々や、収束作業に携わる方々に誠意と敬意を持って
対応して下さい。
二度と過労死、事故死を起こさせないで下さい。

出典 文献
・（資料１）～・（資料３）NHK 報道スペシャル「廃炉への道」・東京電
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クスの配置間隔を狭くし収納容量を増やすこと
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