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東電は４月 23 日、第一原発３号機の使用済み燃料プールにある 566 体の中から使用されていない

７体を原発敷地内の供用プール建屋に搬出したことを報告した。

この作業はメルトダウンやベント、原子炉格納

容器破損を起こした１～３号機では、はじめての

作業だった。

（資料１）燃料の長さ約 4.5 ㍍、重さ約 250 ㌔、

７体を水中で専用の金属容器に移し、専用トレー

ラーで供用プールに移動したという。この作業、

放射線量が高く 500 ㍍離れた場所から遠隔操作で

作業を行ったという。今後、２年で作業は終了す

るというがトラブルは避けられないともいう。

何故、これだけ慎重にならざるを得ないのか？

それは８年前の３月 14 日“使用済み燃料の恐

怖”を思い出して欲しい。

地震と津波、それからはじまる原子炉を冷却出

来ないためメルトダウン。水素爆発、ベント、格

納容器の破損。特に、1,535 体の満杯になってい

た４号機のプールの底が抜け大量の放射性物質が

漏れ出ると予想された。

これが近藤駿介原子力委員会委員長作成の「福

島第一原子力発電所の不測の事態シナリオ素描」

である。（資料２）のように第一原発の半径 170

㌔圏内、チェルノブイリ強制移住基準に相当する

250 ㌔圏内を汚染区域として首都圏内 3,000 万人

住民避難…、米国は日本の危機的状態を予測！

これほどの危機的状態にしたのが「使用済み燃

料」である。ゆめゆめ安心など出来ない。

地震と津波はいつ襲ってくるか分からない。

使用済み燃料 搬出 始まる！
過酷事故時、燃料プールの状況は危機的だった･･･

（資料１）燃料を輸送容器に入れトレーラーで運ぶ （資料２） 「…不測の事態シナリオ素描」
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４月９日、亡くなった妻のいとこが災害復興住宅で自死の状態で発見された。「震災関連死は他人事

でない！」と主張して来たことが現実となった。（資料３） 私的問題ではあるが、あえて取り上げた。

同日、午後、電話がかかってき

た。

「警察署ですが…突然電話して

…」の声に“ドキリ”と心臓が鳴

った。

「〇〇〇〇さんの親戚だそうで

すが…実は〇〇さんが災害復興住

宅で自死している状態で発見され

ました。ベットの脇にうつぶせで

倒れ睡眠薬を飲んでいたと思われ

ます。知り合いの方が電話しても

出ないから、おかしいと思い、管

理人と警察官が部屋に入り発見し

ました。現在、死体検案中ですが、

犯罪性はないと思われます。死体

の脇に走り書きがあり“もういい

”という字が書いてありました」

…。

警察官は「本人の確認と遺体の

引き取り、住宅、車それぞれの鍵

などを受け取って欲しい」という

ものだった。

本人の確認と遺体の受け取りは

了承したものの、私自身、当人と

血縁関係がないに等しいことか

ら、それ以外の引き取りは断った。

これ以降、「検死」が終わるま

で待たなければならない。

受け取った死体検案書は…。

・「直接の死因」は「急性心不全」

・「その原因」として「心房細動」

（注１）

・「死亡に関係したと思われる事

柄」は「市販の睡眠導入剤を多量

に飲んでいた」と記載されていた。

この３点の「死亡までの期間」は「不明」とな

っていた。

・「死亡理由」は「自殺」と記載

されていた。

「何故、自殺なのか？」という質

問に、警察官は“もういい”の走

り書きがあったからだという。

彼の家は、私の家から道路一本

挟んだ北側の「帰還困難区域」で、

今も「許可申請書」を出さなけれ

ば、入ることもできない区域であ

る。

1.11 大震災直後「家が壁と扉が

傾いたから入れない、手伝って欲

しい！」と連絡が入り、駆けつけ

た。一見したところ「とてもそん

な状態ではない」とさとした経緯

があった。

３月 12 日朝、避難したことを

確認し、以降８年間、一切音信不

通で自ら親類縁者の音信を絶って

きた人物であった。

つい最近「いわき市の災害復興

住宅に居るらしい」と、風の便り

が届き「そのうち行ってみよう」

と思った矢先の出来事であった。

空しさが募る。

彼は 64 歳だ。

これまで私自身、避難者の聞き

取り調査をしてきた関係上、彼の

避難生活と心理状態を分析してみ

ることにする。

この年齢で「避難生活」を送る

というとは“不安要素”は尽きる

ことはない。「今の収入（年金など）

でやりくり出来るのか？」、次は「貯蓄額で足り

るか？」である。

震災関連死 ５月1日現在 ２,２７３名

福島県民にとって他人事ではない！

（資料３）震災関連死を伝える新聞

（資料４） 生前がしのばれる
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「認知症、病気、ケガ、介護が必要になって来

たらどうするか？」。衰えていく体の変化…独り

身であれば「住宅に入るときに必要な保証人と同

様…入院すれば、それがが必要になる…」と次々

と不安が襲いかかってくる。

睡眠導入剤を飲まなければ眠れない日が続く。

特に、避難生活は家が狭く、同居していた家族

でも意見の違いが際立ち単身生活が増えている。

更に、事故前は「明日は田んぼの掘り起こし…

草取りをしなければ…あれをやろう！これをやろ

う！」とする日常が必ずあった。この日常の計画

が失せる。それは即ち、人間にとって生活する上

で不可欠な計画的日常が消失することを意味す

る。生きてきた習い性を失せることは“ふるさと

を失う”ことである。だから心房細動で急性心不

全になり、意識がもうろうとした中で「救急車呼

ばなければ…危ない」と思いつつも…“もういい

”と走り書きしたのではないかと想像する。

ここで「震災関連死」を報道されたアンケート
（注２）の現状から見てみたい。

（資料５）は 2011 年から 2019 年２月までの関

連死の推移である。

2011 年３月、大震災直後は３県とも急激に増

えたが、近年は宮城・岩手両県はほとんど増えな

いのに福島は８年経った今も増え続けている。

2018 年は宮城・岩手は年１人なのに対し、福島

だけは 45 人にのぼっている。

福島の死者数は今年５月１日現在で 2,273 人に

上った。ちなみに認定申請した人数だけでも 3,000

人を超えたという。

アンケートの対象となった区域の人口は震災直

後に約 12 万 5 千人だったから大変な数である。

「他人事でない」はお分かりいただけるだろうか！

（資料６）は同アンケートの死因である。

もっとも多かったのはで身体の抵抗力が弱くな

ると起きやすい「肺炎」が 28 ％、２番目は心筋

梗塞など「心疾患」20 ％、「脳血管疾患」８％、

「自殺」６％、感染症、悪性新生物と続く。

（資料７）は福島県の避難回数である。１～２

回は６％、３～４回は 22 ％、５～９回は 58 ％、10

回以上は 14 ％だったという。

既報 No205 でも取り上げたが「同関連死」と

は地震・津波などによる直接的な被害ではなく、

その後の避難生活での体調悪化や過労など間接的

な原因で死亡することを指す。「弔慰金支給法」

が定められ、申請者は直系親族に限られる。申請

する「経緯書」には、生前の体調の変化、何に悩

み、何を話したか、最後を迎えた状態など、同居

家族が時系列で詳細に書き、自治体に申請し医師

や弁護士が検討し認定を行うという。単身生活者

では申請することさえ困難であることを意味す

る。「同認定 2,273 人」とは様々な困難を乗り越

え受給した数字なのである。

（資料５）宮城・岩手両県は前年１人だが福島は 45 人だ

（資料６） 死因は体の抵抗力落ちる肺炎がトップだ

（資料７） 避難回数が最高 10 回以上、平均 6.7 回
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５月７日、原子力災害などで被ばくした患者の診療等を行なう基幹施設「高度被ばく医療センター」

が量子化学技術研究開発機構に設けられ発足した。初代センター長に就任したのが山下俊一氏だ。

山下氏は、情報 207 に掲載したとおり、東京電

力福島第一原子力発電所の事故直後、福島県の放

射線健康リスクが「深刻な可能性」との見解を持

ちながら「放射線の

影響はニコニコ笑っ

ている人にはきませ

ん」などと発言をし

ていた人物である。

事故後いち早く福

島県に入り「年間 100

ミリシーベルトでも

人体に影響はない」

「安定ヨウ素剤を服

用しなくても心配な

い」「どんど

ん 外 で 遊 ん

で良い」「水

素 爆 発 が あ

っ た が 原 子

炉 か ら 放 射

能 物 質 は 漏

れ て い ま せ

ん 。 日 本 の

技 術 力 は す

ご い で す 」

「甲状腺が

影響を受ける事は全くありません」などと発言を

続けた。

県民健康検討委員会ではチェルノブイリ原発事

故と福島の原発事故の違いを①被ばくが少ない

②発がんまでの期間が短い ③ 5 歳以下の子ども

がいない ④地域に差がないと、甲状腺検査の縮

小を示し被ばくのリスクを過小評価し続けてきた

張本人だ。

一方では 2009 年 3 月の日本臨床内科医会会誌

第 23 巻第 5 号に驚きの内容が示されている。「子

どもの甲状腺がんは 100 万人に 1 人といわれてい

る」「小児甲状腺がんは小さいがんでも局所リン

パ管に転移がある」「ハイリスクグループの検診

活動・早期発見と早期治療の必要」「20 歳未満の

人が過剰な被曝をすると 10 ～ 100mSv の間で発

ガンが起こるリスクは否定

できない」等と福島原発事

故前と後、福島県内と県外

での山下氏の様々な発言や

論文は二枚舌のように真逆

なことになっている。

事故から 8 年目、福島県

の最新の小児甲状腺がんの

実態は、第 34 回県民健康調

査（4 月 8 日）で悪性ないし悪

性疑いは集計外を含み 223

人、がん確定は

179 人と公表さ

れている。この

現状をどのよう

に捉えているの

か。山下氏はセ

ンター長就任あ

いさつで「高被

ばく医療と教育

・人材育成をし

っかりやる」と

言った「放射能

はニコニコ笑っている人には来ません」の教育を

されたのでは福島県民として堪ったものではな

い。福島県は世界最大の実験場だなどと発言をし

ていたという山下氏は「国の基準が 20mSv と出

された以上は日本政府の指示に従う」と言ったと

も聞く。みすみす子ども達を被ばくさせてしまっ

た事が現実であるにもかかわらず、「安全です」

と繰り返し、今も被ばくリスクの過小評価を改め

ようとしていない。

長期に渡り県民の健康を守るためには、科学的

な知見で医師として低線量の被曝を認識する立場

を取る専門家が求められる。

被ばく医療の司令塔「高度被ばく医療センター」発足
初代センター長に山下俊一氏 放射線健康被害から住民を守られるか！

千葉 親子

（資料８）放射能はニコニコ笑っている人には来ません？

（資料９）悪性ないし悪性疑いは223人、がん確定は179人となった
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環境省は除染作業で発生した汚染土、福島県内最大 2,200 万立方㍍、県外 33 万立方㍍の全量の最終

処分は、処分場確保などの観点から実現性が難しいとして「再生資材」と呼び名を変えてその大半を公

共事業に利用するという。重大な方針変更が国民に知らされないまま実行されようとしている。

5 月 13 日衆議院議員会館において超党派議員

連盟「原発ゼロの会」主催の「除染土壌の再利用

および最終処分をめぐる意見聴取会」が開催され

た。

環境省から概要の説明があり、応募した市民 10

名から意見表明がなされた。

その主な論点をまとめてみる。

① 再生資材等に利用出来るクリアランスレベル

は 事 故 前 は 100Bq/kg で あ っ た 。 事 故後 に

8,000Bq/kg とされたが二重基準で問題だ。

② 除染事業で発生した除染廃棄物は中間貯蔵施

設に集め 30 年後に県外に持ち出すことになって

いた。ここで「再生資源」と称して再拡散するこ

とは除染事業そのものを無意味にするものだ。

③ 道路等に使用した場合の耐用年数は 70 年と言

われている。8,000Bq/kg の汚染土を使うとクリア

ランスレベルの 100Bq/kg になるまで 170 年かか

る。「処分」には管理の方法および管理期間が設

定されていなければならないが再利用の期間がな

い。これは最終処分だ。

④ 特措法で 8,000Bq/kg 以下を普通ゴミとして処

分する施策は誤り。

⑤ 被ばく基準の緩和の動き、空間線量から個人

線量（ガラスバッチ）にすることで実際の６～７

割に下がる。

⑥ 市民・環境省の問題ではない。特措法・立法

府の問題だ。国会議員は責任を果たせ。

⑦ 除染を条件として住民に苦渋の決断をさせた。

国会議員・立法府の責任。公共事業というが長泥

の場合は民有地である。管理は個人だ。

⑧ 実証実験を公開せよ。結果ありきの実験。飯

舘は 75 ％が森林、高汚染森林土壌を残したまま

の方策は見直せ。森林を除染すると 866 万袋、

浜通り総量の 780 万袋を超える量がある。

⑨「汚染されたものはすべて東電に引き取らせる」

を基本にすべき。40 年廃炉＝デブリを取り出す

というだけで、すべて終了して更地ではない。100

年 200 年先を見込んだ総合的ビジョンが必要。

⑩ 野放図な対策地域内廃棄物再利用。H31 年 3

月時点で 226 万トンの処分完了。

⑪ 規制なき国直轄区域外の汚染物再利用。（クリ

ーンセンター、下水処理場など 3,000 ベクレル程度の

汚染物の再生利用がすすめられている。）

などなど、重要な問題点が多数指摘された。そ

して何よりこの重大な問題が国民の知らないとこ

ろで進んでいる。「トリチウム水問題」のように

公聴会を開催し広く国民の声を聞くべきである。

なお表明された意見の詳細は、「超党派議員連

盟 原発ゼロの会」の公式ブログの中から

「http://blog.livedoor.jp/gempatsu0/190513 除染土

壌の再利用および最終処分をめぐる意見聴取会

/4opinion.pdf」を、動画も全会議内容が録画され

ているので次のアドレスからごらん頂きたい。

https://www.youtube.com/watch?v=dhT9H9iNqE4

汚染された物はすべて東電に引き取らせよ 今中哲二氏

（資料１０）意見聴取会で１２名が意見表明した

だまし討ちの最終処分は許さない！
公聴会を開催し説明責任を果たせ ！ 斉藤章一

飯舘の苦境を解決する責任が国会議員にある 田中俊一氏
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５月 10 日、県内 10 脱原発市民団体による東電

交渉が開かれた。今回は「福島第一原発の収束、

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」（３月 18 日提出）で約２時間行われた。

１．燃料取り出し問題について

（諸団体）３号機の核燃料の取り出しについて現

状と見通しについて尋ねたい。

（東電）３号機の未使用燃料は 25 日に供用プー

ルに輸送した。７月以降 566 体を２年間で取り出

し、１号機は 25 年で完了。２号機は 24 年で完了

となっている。

（諸団体）１号機と２号機の工期の差は何か？

（東電）今は分からない。次回再回答する。

２．防潮堤建設について

（諸団体）防潮堤について説明されたい。

（東電）１号機～４号機の海側に造る。現在４号

機前にｱｳﾀｰﾗｲｽﾞ地震（津波地震ともいう。揺れは比較

的小さいが津波は巨大なもの）に対応するもの。8.5 ㍍

盤に１㍍かさ上げし 1.5 ㍍のＬ字形防潮堤を整備

して 11 ㍍にする。現在作業中である。

３．危険手当完全支給、賃金、救急医療、被ばく

管理など労働環境改善について

（東電）これまで労働環境と処遇改善取り組んで

きたが引き続き取り組んで行く。

（諸団体）福島労働局は法令違反が増えて廃炉作

業で 315 件で前年比 14.7 ﾎﾟｲﾝﾄ増、除染作業で 299

件で 17.2 ﾎﾟｲﾝﾄ増として行政監督した案件が増え

ているという。東電はもう一歩踏み込んで対応す

ることを求める。

（東電）個別企業に対応できない。元請企業や協

力企業に法令遵守講習会やアンケートを実施して

対応している。

（諸団体）それでは従来と変わりない。発注者が

責任を持って法令違反の事例に対処されたい。

（諸団体）外国人労働者の受入はどうか。

（東電）積極的な受入は考えていない。

（以上割愛報告まで）

５月 19 日、いわき市において「福島第一原発

の過労死を追及する会」の結成総会と「遺族を支

援する大集会」が開催された。

最初に狩野光昭フクシマ原発労働者相談ｾﾝﾀｰ代

表が主催者を代表し挨拶を行った。「これまで約

90 件の相談があり残業代など様々な問題を労基

署などに是正を求めてきた。この会は猪狩さんの

過労死問題は過酷で不誠実な態度をとり続ける東

電と宇徳、いわきオールの責任を追及するため結

成されたものである。遺族を支援し励まし完全勝

利まで闘い続けたい」と力強い挨拶を受けた。

ついで東京労働安全ｾﾝﾀｰの飯田勝康さんが労災

申請の取り組みと経過報告を行った。「今回の過

労死問題のポイントとなる出勤時間と移動時間、

122 時間の内容」を語ってくれた。

以下、様々な方々の提案と挨拶があった。

・裁判の経過報告 斉藤正俊・霜越優両弁護士

・特別報告 第一原発労働者の報告

・ご遺族の訴え

・過労死を追及する会結成の承認

最後に、平賀雄次郎全国一般中央執行委員長の

団結がんばろうで解散した。

２～３頁に私的問題も絡む「震災関連死５月１

日現在 2,273 名」の現状を報告した。特に、福島

県はこれらの問題を“死に慣れした”ように知ら

ぬふりを決め込んでいる。ところが「急性心筋梗

塞ワースト１で福島県が放った奇策」も報道され

た。次回はこれらの問題も取り上げてみたい。

再開後 47 回東電交渉

過労死・労働環境などを追及

編集 後記

「過労死の責任を追及する会」

遺族を支援し共に闘う集会を開催
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