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４月 14 日、第一原発の１～３号機を見下ろす 100 ㍍ほど離れた海抜 35 ㍍余りの高台から安倍首相が

スーツ姿で説明を受ける様子がメディアで報じられた。（資料１）

そこはマスクや防護服に身を固めることなく許

されるのは、バスの車内と視察用の高台だけであ

る。わずか６分ほどの

駆け足で早々に立ち去

ったという。高台の線

量は 100 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ超

と高く、長居するのは

許されない場所だった。

その姿が可能になった

のは「フェシング」と

言う、全面をモルタル

で覆い、雨水が地下に

浸透することを抑え、

放射能も低く抑えられ

ているからだとい

う。廃炉・収束作

業のメインである

核燃料魂デブリは

１千㌧あまり炉心

に残ったままだ。

３号機の使用済

み燃料運び出しも

線量が高く、 500

㍍も離れた場所か

らの遠隔操作で、

今年２月から始ま

りすでに 27 件の不

具合と故障が連続し

て発生している。

安倍首相は 2013 年東京オリンピック招致演説

でアンダーコントロール「汚染水は福島第一原発

の 0.3 平方㎞の港湾内に完全にブロックされてい

る」と発言した。

（資料２）を見て欲し

い、この演説を基に短

期間で「陸側遮水壁」

を設置した国と東電だ

ったが「すだれのよう

な凍土壁」（当時・更田原

子力規制委員・現委員長）と

言わしめた失敗作だっ

た。110 万㌧のタンク群

を見みれば明らかであ

る。更に、同凍土壁の

地下はコンクリートで

はなく砂地だから

汚染水は地下水と

混ざり海に流れて

いるのは明白であ

る。

東電の資料（注１）

にも 15 ㌔㍍沖合で

セシウム 137 同 134

が記録されている。

これだけではな

い！安倍首相は復

興の見栄えだけを

宣伝し、国民の多

くをその気にさせる

“罪”は愚かとしか言いようがない。「カッコ付

だけして、安全をアピールするのはいい加減にし

ろ！」と言いたい。

安倍首相スーツ姿で第一原発を視察

復興 見栄えだけ優先させた“罪”！

（資料１）スーツ姿で安全だけアピールする安倍首相

（資料２） 汚染水対策の一つである陸側遮水壁
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第一原発３号機で使用済み燃料 514 体、未使用燃料 52 体、計 566 体の運び出し訓練が行われ、去る

４月ようやく使用していない燃料７体の運び出しが終わったところだった。ところがこの過程で様々な

問題が起きていたのだ。

本来の計画であれば、2018 年秋から取り出し

を行う予定であった。ところが（資料１）のよう

に同年５月から 27 件もの事故が発生していた。

（資料２）の格納容器をつり下げる肝心要のクレ

ーンが故障し

た。

８月には燃

料取扱機のケ

ーブルが雨水

で腐食し警報

が鳴った。

ケーブルに

異 物 が あ っ

た。昨年５月から今年４月中旬まで、これほど不

具合と事故が発生するとは驚きである。

（資料３）の特定原子力施設監視・評価検討会

の第 70 回会合（4 月 14 日）（注１）の重要部分のみ掲

載するので見て欲しい。

東電～・ピン間の異物に電流が流れて発熱し異物

が炭化している状態だった。

・工場で制作した制御ケーブルが敷設後に絶縁抵

抗測定が未実施だったことが分かった。

・絶縁抵抗不良のあった箇所ついてケーブルコネ

クタの交換を実施した。

・機動信号を入れる前にポンプが起動するという

異常を確認した。

・数本の異物は髪の毛の可能性がある。

規制庁～東電は東芝に対して十分チェックが出来

ているのか？今回のケーブルの不具合というのは

一般産業品を購入しても絶縁不良が発生するなど

考えられない。こんな複数同時に発生するのはお

よそ考えられない。

クオリティ（品質）が劣化していると思う。どん

なチェックをしているのか？

東電～工場制作と現場制作のところの差だと思

う。注意の払い方が我々として少し足りなかった

と思っている。

規制庁～工場だから現場だからは理由にならな

い。常識的なレベルの製品・施工が仕上がってい

ない。いずれにしてもチェックが十分でなかった

と言うことでいいのか？

東電～見直し、反省しているところだ。

規制庁～昨年の５月から、これほど不具合が発生

している。特にケーブル関係が非常に多く、しか

も非常にイージーミス（安易な誤り）で多い。何か

背景に問題があるのではないか？きちんとした予

算措置が取られているのか聞きたい！

東電～予算措置というのはどういうことか？

規制庁～例えばトラブルがあったとき必要な資源

を投入したか！資材を投入したか！予算措置もせ

ず現場に負担をかけている。そういうことがなか

ったのかである。

東電～そういうことは一度もない。そんなこと考

えたらトラブルがあっても対応できない。

規制庁～気になるのは「燃料の取り出しが無事終

第一原発“カイゼン”一人歩き･･･

一律 コスト削減 １０分の１へ！

（資料１）今年２月からの３号機不具合の一覧

（資料２）肝心要のｹｰﾌﾞﾙが故障

（資料３）特定原子力施設監視・評価検討会
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了した」との報告を受けたが、その後、ハンドリ

ングマシンが不具合を起こしていると…。どこま

でが誰の責任で…何かモメテているんじゃない

か？と思ってしまう。

東電～全体としてリスクを管理する必要があり福

島第一の現場でどうしてこうなっているのか今

後、改善する必要がある。

規制庁～今、起きている現実を目の当たりにして、

一体何が起きているのか、何かおかしいんじゃな

いのか？予算措置と言ったが、まさかお金をけち

っているのかと思うわけだ。なぜ制作とか検査に

あたって、その中身に精通した人間を派遣するこ

とを考えなかったのか？お金をけちっているから

ではないのか…いろんな事が後手後手になってい

る。東電として品質管理体制に問題があるんじゃ

ないかと思うのは当然である。

東芝～大変ご迷惑、心配をかけて申し訳ない。我

々がふだん使っている物とちょつと違う構造にな

っていた。リスクを完全に抽出できないことに反

省している。

規制庁～「燃料取り出しプロジェクト活動」の中

にカタカナで“カイゼン”（右）という「一律コス

ト削減・10 分の１へ」の運動が行われている。

第一の現場でカイゼンという片仮名のものがなじ

むのか…、原子力の安全に対して悪い影響がない

のか…、今回の３号機に限らず品質劣化をどうと

らえるのか…、現場はオペレーターも含めて凄く

プレッシャーを感じているようだが、そこの点が

どうなっているのか教えて欲しい。（資料４～７）

東電～カイゼンというのはコストを下げるのが目

的ではなく無駄を省きたいということである。10

人が高線量の現場にいたが必要な人数は３人だっ

たこともある。プロジェクトの管理のあり方を向

上させたい。

規制庁～規制庁第一の所長だが、省いた無駄を３

号機に再配分するなどはその通りである。

規制庁も過酷事故を反省して「いい所を突いて

いる」と思ったけれど、最後は所長がカイゼン活

動を了承している。今後この“人減らし政策”が

廃炉・収束の現場に強力に進められて来るだろ

う。過去の例から考えると、競争入札により、請

け負い単価の切り下げ、下請け協力企業の再編を

含め淘汰が行われるであろう。容易ならざる事態

である。

（資料５）新燃料ガレキ撤去時 （資料６）ガレキ撤去作業１ （資料７）ガレキ撤去作業２

（資料４） 遠隔操作で訓練するオペレーター

カイゼンとは

徹底的に無駄を省くトヨタ生産方式の考え方。
作業時間を縮めたり、工具に改良を加えたり、全
員参加で取り組む。日本の製造業の強さの源泉と
言われている。トヨタの QC は全従業員約４万人
を８人前後でグループ化し展開する。QC サークル
活動はカイゼンを支える手法で欧米でも普及が進
む。労働者の立場から見れば“究極の合理化”で
徹底的な安上がり政策に直結する。
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6 月 3 日、第 13 回甲状腺評価部会が開かれ（資料８）本格検査 2 巡目（2014 年~15 年度）の報告書

が提出された。

一巡目（2011 年~2014

年）の中間報告ではチェ

ルノブイリと福島の原発

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、チェルノブイ

リとの違いを示してき

た。 ２巡目の報告で甲

状腺がんと放射線被ばく

は関連なしと重ねて結論

づけたことになる。

甲状腺がん発見と被ば

く線量の予備的解析では

「線量として暫定的に原

子放射線の影響に関する

国 連 科 学 委 員 会

（UNSCEAR）で公表され

た年齢別・市町村別の内

部被曝を考慮した推計甲

状腺吸収線量を用いた。

がん発見率に明らかな関

連は見られなかった」と

した。UNSCAR の報告書

をもとにまとめた報告書

といえる。男女比が１：

１（臨床的には１：６）であることも、1 巡目の

検査で、116 人が見つかり「30 ～ 40 年後に見つ

かるがんを見つけている」といいながら、2 巡目

で新たに 71 人が見つかっている事の説明もなく、

民間団体の調査で 5 歳以下の子どもの発見が報告

され更に今年 1 月双葉町に住んでいた 11 歳の少

女が 100 ミリシーベルトの被ばくがあった事がわ

かった。この事をどのように説明するのか。地域

的な被ばく線量と外部被ばく、呼吸による被ばく、

食べ物や経口被ばくなど、個々人の被ばくと初期

被ばくの評価もなされていない。これらの事は一

つずつ根拠が覆されて来ている。公表結果に至る

議論は部会で一度も議論されていないと聞くから

驚きだ。解析結果について問

われると、疫学専門の祖父江

友孝委員（大阪大教授）は、

「欠落しているデータもある」

と指摘し報告の出来は 60 点

と評価した。また片野耕太委

員（国立がん医療センター）

は 50 点と答えた。福島県が

自ら実態調査をし解析し、対

策に当たるべき事が福島県立

医大に委託をしまる投げ状態

にある事が未完成状態の報告

書となったのではないか。東

電福島第一原発事故に関する

UNSCAR の報告では、①大気

中に放出された放射性物質の

総量はチェルノブイリ事故の

推定放出量の 10%~20%。②実

測でなく、推計を用いた上で

年齢層・地域・被ばく期間の

推計。③心理的・精神的な影

響が最も重要。甲状腺がん・

白血病・乳がん発生率が、自

然発生率と識別可能なレベル

で今後増加する事は予想され

ない。などと日本政府に報告

されている。国・県が原発事

故の「被ばく影響がほとんどない」と繰り返し主

張している事が国連科学委員会に依拠して来た事

であることがよくわかる。UNSCEAR の福島原発

事故の報告に対し「科学的でない」「信頼性は非

常に低い」という専門家の告発が相次いでいる。

福島が置かれている現状に対し、国連人権理事会

は「線量の高い地域の子どもと女性の帰還はやめ

よ」「1 ミリシーベルトの遵守」など日本政府に

対し再三勧告している。それでも県は、甲状腺検

査の縮小を目論んでいる。いま福島県では甲状腺

がんの低年齢での発症、再発、転移がおきている、

県は行政としての責任がある。オリンピックに浮

かれている余裕は無い。

２巡目報告でも甲状腺がんと放射線被ばく

関連なしと公表 千葉 親子

（資料８）報告書の仕上がりは評価 60%、点数 50 点

（資料９）６月１日民報 甲状腺評価部会は 3 日

これでいいのか開催前の報道にみる

結論ありきの報告書！
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5 月 13 日の超党派議員連盟「原発ゼロの会」は「除染土壌の再利用および最終処分をめぐる意見聴

取会」を開催し、5 月 30 日環境省にたいし「福島県内外の汚染土壌に関する環境省による説明・公聴

会を求める要請書」を手交した。

要請書の手交後、さきの意見聴取会の最後に原

発ゼロの会事務局長（阿部知子）が求めた以下の

５点について各担当者から回答があり質疑が行わ

れた。紙面の関係上、一部を紹介する。

①再利用可能基準に 100Bq ／ kg と 8,000Bq ／ kg

の 2 重基準があるのはどういうことか。

Ａ：100ベクレル／kgは事故以前の放射性物

質に関する規制から除外される基準、8,000

ベクレル／kgは特措法で利用先を限定、主体

が明らかで、適切な管理方法で遮蔽、記録を

残す。前提が違う。年0.01ミリシーベルトを

みたすので安全。

Ｑ：100ベクレル／kgもパーフェクトな基準

ではないとされる。公共の管理の意味は？

Ａ：長い年月を要する、民間だと管理が及ば

ない。どう管理していくのか、都道府県など

役割を分担する。

②集中管理原則に反する放射性物質拡散につ

いて

指摘：自然災害を含め、実証事業を称して取

りまとめて集中管理したものを再利用すれば

新たな汚染源になりえる。

Ａ：モニタリングをして影響を把握したい。

たとえ流出したとしても追加被ばく線量は影

響がないレベル。

Ｑ：追加被ばくをさせられるいわれはない。

8,000ベクレル／kgは完全管理の前提だがあ

り得ない。追加被ばく線量は影響ないと言う

のは問題。再生利用が県外の最終処理を可能

にするわけでもない。

①再利用土壌の流出事故が起きた場合の対応

Ａ：2016年に基本的考え方を示したが集中管

理に反しているとは考えていない。

Ｑ：再利用は拡散である。「拡散の上、再利

用する」と言うなら分かるが、「安全な再利

用」という名で拡散させているのではないか。

④森林汚染をどうするのか

Ａ：除染している。住民に近い森林で。広域

的に（汚染）土壌が出るので自治体と連携し

て里山再生する。

⑤ガラスバッジによる線量の過小評価の指摘

について

Ａ：所管外であるため十分な答えではないか

もしれない。正面からのみとらえるものだと

の指摘は承知。内閣府の支援チームが所管。

以上が質疑である。

環境省の回答は除染土の安全な最終処分の

責任を放棄するものだ。公聴会を開催し、被

災住民に犠牲を強いるまやかしの「再生利用」

を撤回せよ。

（資料13）南相馬市原町区で発生した常磐道側面の崩落

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 ！ その２ 斉藤章一

（資料１2）東電や国は除染土の最終処分に責任を持て
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「原子力規制委員会」は５月 29 日、第一原発

の事故を受け設置された「リアイルタイム線量測

定システムの配置」見直しについて、「避難区域 12

市町村以外にある約 2,400 台を 2020 年度まで撤

去する方針」を変更したと述べた。

武山原子力規制庁監視情報課長は経過説明の中

で、次のように報告した。

①廃炉作業が終わっていないのに時期尚早である

との声が強い②目で見て確認できるモニタリング

ポストは唯一の科学的判断材料である③住民の不

安は取り除けていない④原発事故後の対応から市

民は国や規制委員会への不信がある。

等々の意見が述べられ、そのような状況を鑑み

同委員会として当面は存続という方針を示した。

これは昨年６月から県内 15 市町村で開かれた

住民説明会での反対の圧倒的な声。いわき、会津

若松、喜多方、白河等 11 市町村議会が「設置継

続、撤去反対を求める意見書」を同委員会に提出

した声に押された「存続方針」だと判断している。

しかし、更田同委員長は「撤去方針や見解はい

まだ変わっていない」が「実行は見合わせる」と

いうことだった。財源については「維持できるよ

う求めていく」と話した。更に「これは技術的な

ことや科学的な状況という問題ではなく、心の問

題で短時間でどうにかなる問題ではない」とも発

言している。

市民のパワーを今後もしっかりと発展させ「廃

炉・収束」まで共に頑張りたいものである。

「原発の廃炉に関する安全確保福島県民会議」
（注３）は５月 14 日、福島市で会議が開かれ、放射

性物質トリチウムを含んだ汚染水について出席者

から、より慎重な議論により合意形成を求める意

見が多く出された。

出席者からは「現状

をしっかりした管理、

慎重な議論、国民が納

得できる結論を国は出

すべきだ」や「トリチ

ウム汚染水に他の放射

性物質が含まれている

ことで社会的議論が破

綻した。地元をはじめ

国内外の人に理解して

もらえる道筋を考える

べきだ」など反対や慎

重意見が多く出され

た会だった。

安倍首相が第一原発、敷地、高台にスーツ姿で

現れ６分間説明を聞き早々に退去したという。「廃

炉・収束」を真剣に考えるなら、マスクや防護服

を着て、現状や課題を聞くのが本来の姿だ。毎度

の事ながら“カッコ付け”だけが見え見えである。

モニタリングポスト

住民の力で“当面存続”になった！

出典 文献
・（注１）「東電福島第一原子力発電所の現状と周辺環境に与える影

響について・放射線管理の状況（1 ／ 3）」東京電力ＨＤ（株）

・（注２）国（原子力規制委員会）は重大事故を起こした東電福島第

一原発を初めて「特定原子力施設」に指定した。事業者に対し、法

的に廃炉作業の安全確保策などを盛り込んだ実施計画の提出や変更

を命令できる。これまで 71 回の「特定原子力施設監視・評議検討

会」開催してきた。

・（注３）避難 13 市町村の住民及び各種団体の代表者等で構

成し廃炉に 向けた取組状況等を確認し県民の目線で意見や

各層から意見を聞く会として結成された。

・（資料 1）東京電力ＨＤ（株）報道配付資料・（資料 2）

Nutom2016.4 に編集部加筆・（資料 3~4）東京電力ＨＤ（株）（資料 5）

規制庁ＨＰ・（資料 6~9）東京電力ＨＤ（株）・（資料 10）NHK2019.6.3

・（資料 11）福島民放 2019.6.1・（資料 12）朝日新聞 2019.5.15・（資

料 13）除去土壌の再生利用実証事業に反対する市民の会・（資料 14）

編集部・（資料 15）東京電力ＨＤ（株）

編集 後記

（資料14） いわき市役所前のモニタリングポスト

（資料15）タンク群の狭間で

放射性物質トリチウム処分

40人から慎重な意見が多く出された！


