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第一原発１～２号機供用排気筒は過酷事故以来、早期の解体撤去が各方面から叫ばれていた。既報

No184、同 190 でも取り上げて来た。ところが解体に向け最終的な排気筒最頂部にクレーンを近づけた

ら高さが足りないことが判明した。「初歩的ミスが多すぎる」の声があがっているので探った。

排気筒の解体は（資料１）にあるように地上高

120 ㍍を同 59 ㍍の部分を上から順に遠隔操作で

（資料２）切断する計画であったという。

特に、（資料３）にあるように過酷事故時、圧

力容器の破損を防ぐため放射性ガスを放出するベ

ントが行われた。その結果、排気筒の直下には致

死線量７ｼｰﾍﾞﾙﾄの約 3.6 倍、毎時 25 ｼｰﾍﾞﾙﾄの高

線量地点があった。倒壊すれば放射性ダクトが飛

散し、敷地はもとより周辺に飛散し大変な事態に

なり、地震・津波のリスク源として各方面から早

期着工と事故防止が叫ばれてきた経緯があった。

また大型クレーンは通常は解体工事発注企業に

クレーン会社から貸与するシステムとなってい

た。ところが現地は放射能で汚染され、東電が買

い取り、それを発注企業に貸与するシステムで約

３㍍のクレーンの差異を確認しないまま貸与した

のが原因であったというのだ。

このようなミスは前号Ｎｏ 210 でも取り上げた

「第一原発“カイゼン”一人歩き…一律 コスト

削減 10 分の１へ！」で下請け企業への発注値引

き、東電が経験不足の中で自ら行うことの“稚拙

”が大きく影響している可能性があると見ている。

発注先は地元大熊町の地元企業で「大々的に地

元企業の活躍！」を取り上げられてきた。

特に解体機器吊り上げ、飛散防止対策（液体タン

ク散水）筒身切断はすべて遠隔操作…が売りだっ

た。この難工事「直前の単純ミス…」だけで終わ

って欲しいと切に思う。

１～２号機 排気筒の解体工事

直前に大型クレーンの高さ不足が原因で頓挫！

（資料１）左が排気筒全景 右が解体の範囲を指す

（資料２）３㍍高さが不足した大型クレーン

（資料３） 2011年3月12日ベントが行われた１号機
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既報Ｎｏ 208 でも取り上げたが原発過酷事故により「帰還困難区域」以外の避難は解除され、帰還

が促されている。これまで免除されていた固定資産税が 2019 年から課税が始まった。

土地の固定資産税は地下公示価格を踏まえた

評価額に税率 1.4 ％を掛けて計算される。

現在は、税額に２分の１に減額課税されて送

られてきた。

固定資産税・納税通知書を見ると納税義務者

は、固定資産税の価格（評価額）に不服がある場

合、納税通知書の交付を受けた日から３ヶ月以

内に申し立てが出来る」となっている。

そこで「富岡町・固定資産税評価審査委員会

宮本皓一町長」に審査を申し立てることにした。

【審査の理由として】

１．当初、2004 年建築した住宅に住むつもりでいたが、環境省が 2018 年 12 月 24 日に測定した高さ

１㍍の放射線量は「1.0 μ Sv ／ h から 3.8 μ Sv ／ h」の状態にあり住む事を断念した。

事故前の公衆の被ばく限度、年間１ mSv（国際放射線防護委員会）を超えるものである。また、「放射線

被ばく管理区域」の 0.6 μ Sv ／ h を６倍（3.8 μ Sv ／ h）も超えるものとなっている。

また、私の土地・家屋は「帰還困難区域」の道路一本挟んだ場所にあり、気候条件により同区域から

運ばれてくる放射能の影響で、人が居住できる条件にはほど遠いのが現実である。

したがって地目・宅地の変更及び土地としても価格はないに等しい条件であることに鑑み、固定資産

評価額の審査の再考を求めるものである。

２．富岡町で税金を支払いながら、避難先でも税金を払う不合理性

富岡町は「帰還困難区域」を除き解除されている。私は、避難生活が長引き、避難先にとどまり、集

合住宅を購入し、いわき市に固定資産税の納付を行っている。これにより富岡町の宅地は必要のない物

件に変わり、税負担だけには耐えなければならない。これは私のみならず、多くの町民が抱えている課

題である。加害者責任である東京電力及び国が原発事故に伴う「財物賠償」は行ったけれど、「不動産

価値減少分」は責任をとっていないことの表れでもある。

３．避難区域の線引きに対する不合理性について

富岡町の避難区域（帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域）は３つの区域に分割する条件を受

け入れ、避難区域の線引きは各自治体の判断により各行政区単位に峻別された。当然の事ながら放射能

の流れは各行政区で遮られるものではなく、線引き自体が誤りであったと、見るべきである。 以上

これだけではない。報道によると 2022 年度から固定資産税が大幅に増額される。原発事故後、住宅

を解体し更地にしても、以前の住宅並みに減額する特例が 21 年度末で終わるためで、税額は６倍に上

がる恐れがあると報じられている。

このように原発避難者に“不合理 理不尽”が次々に襲ってくることになる。

原発避難者 固定資産税の減額終了へ！

（資料４） 固定資産税対する不服申立



- 3 -

支援団体が福島県と

意見交換、要望書提出

６月３日に開催された甲状腺評価部会（前号

No210 参照）で「放射線被ばくと関連なし」とし

た部会まとめ（案）が、７月８日第３５回県民健

康調査検討委員会に提出されると知り、１８日、

小児甲状腺がん患者や家族で作る団体の「甲状腺

がん支援グループあじさいの会（以下あじさい

会）」は、「甲状腺検査や検査の改定案」などにつ

いて現状と乖離した報告書になるのではないかと

の危機感から、県庁を訪れ要望書を手渡した。

当日は、「あじさいの会」世話人代表で内科医

の牛山元美さん、同事務局長の千葉親子、患者本

人、がん患者をもつ家族の 4 人。県民健康調査課

の菅野達也課長ら県の担当者と約 1 時間にわたり

意見交換をした。患者本人が県と意見交換をする

のは初めてのことだ。

県民健康調査でがんが見つかり手術した女性は

「被ばくに関連なしとの結論付けは時期尚早」と

指摘し「初期被ばくのデータは分かっていない個

別線量の把握を」と要望し、甲状腺検査の「お知

らせ」は検査のデメリットを強調していると厳し

く批判した。女性は「私自身のがんは小さかった

が、気管に近く肺転移の可能性があった。1 年で

1cm も腫瘍が増大した」と自身の経験を述べ「被

ばくによる甲状腺がんは進むのが早い可能性もあ

る」、「他の人も早く見つかってよかったと思って

いる」と検査縮小と同意書の「お知らせ不要」と

する欄が設けられた事に異議を唱えた。

これに対し菅野課長は「検査の目的は不安の解

消」と説明。千葉事務局長は「長きにわたり県民

の健康を守るという目的もある」と反論した。

女性も「原発と健康影響の因果関係を調べるた

めに、県民に協力してもらえるようにお願いする

のが県の仕事ではないか」と強調し、8 項目にわ

たる要望書を手渡し、各検討委員にも郵送して理

解を求めた。

7月8日、異論相次ぎ大荒れの

第35回県民健康調査検討委員会！！

甲状腺評価部会の報告書をめぐり、臨床心理士

の成井香苗委員は「研究デザイン変更は理解でき

ない」、「避難区域が高いのが実感だ」、「当事者団

体からも要望書が上がっている」福大の富田哲委

員も「この結果は腑に落ちない法的に見ても強引

だ」、「被ばくと関係がないと断定できるのか」春

日委員や甲状腺外科医の清水委員からは「そもそ

も統計的に成り立つのか」、「UNSCEAR を持ち込

む必要があったのか」、「認められない」と猛反発

があった。

一方、長崎の高村昇委員や広島大学の稲葉俊哉

委員からは「新たなデータが出たのだからデザイ

ンを変更するのはやむを得ない」、「素晴らしい報

告」、「研究者が分析した結果高くない事がわかっ

た」と絶賛。意見が飛び交う中、星座長は修正文

の座長一任を提案。委員から修正文の確認を取る

よう意見が出た。

今回公表された悪性、悪性疑いが 6 人増えて

218 人。手術を受けがんと確定した人も 5 人増え

て 173 人と報告した。6 人の中には、3 巡目に事

故当時 5 歳と 6 歳児、4 巡目で事故当時 4 歳児が

含まれている。経過観察で集計外となった患者で

事故当時 4 歳児がいる事は判明していたが、検討

委員会で事故当時 4 歳児が公表されたのは初めて

である。

事故から 8 年 4 ヶ月、目に余る原発事故の過小

評価と隠蔽。復興の陰に置去りにされる被災者。

福島県が原発事故による放射能被ばくに遭ったと

言う事実を踏まえれば、専門家が甲状腺がんと被

ばくの因果関係を延々と論じている事より、病を

余儀なくされ苦しんでいる多くの患者の救済にむ

け、政治的判断を真剣に考えて行く事が重要では

ないか。

因果関係は必ずその結果についてくる。

当事者の声届かぬ「甲状腺本格検査
（2巡目）結果報告」に怒り！！ 文責 千葉親子
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３月 18 日に提出した「福島第一原発の事故・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」の再回答に対するやり取りを行った。

１．使用済み燃料取り出しについて

（諸団体）１～２号機の取り出しの工期の違いは

何か？

（東電）１号機は 392 体、２号機は 612 体である。

１号機は 2023 年～ 2025 年終了。２号機は 2023

年～ 2024 年度に終了である。２号機は本数は多

いが燃料の破損が少ないことから、このような差

になっている。

（諸団体）今日、ニュースで３号機の燃料運び出

しに、新たな不具合が見つかったと報道していた。

分かっているのなら教えて欲しい。

（東電）心配をかけて申し訳ない。不具合による

遅れはないと思っている。

（諸団体）それは違うのではないか？３号機の燃

料取り出しに当たり、去年の５月から今年４月ま

での１年間で 27 件の事故や不具合が発生してい

る。これは異常な出来事ではないか。

４月 15 日に行われた第 70 回・特定原子力施設

監視・評価検討会においても、この問題が議論さ

れ、特に、ケーブルの間に数本の異物が入り込み

炭化した…信号を入れる前に起動した…とか、常

識的なレベルをはるかに超えて、安易な誤りや品

質の劣化が起きている。

そして「燃料取り出しプロジェクト活動」の中

にトヨタ方式の“カイゼン”が持ち込まれ「一律

コスト削減 10 分の１へ」が行われている。

東電の「廃炉・収束」に、このような手法が馴

染むのか疑問に思っている。

（東電）長期間の廃炉には「無駄を省き効率化」

という問題は避けて通れない。問題は「コスト削

減」が全面に出るのではなく、いかに無駄を省き

効率化できるかだと思っている。

（諸団体）言うこことやることが違ってくるのが

一般的だ。問題は過去の教訓からいかに学ぶかで

ある。今から 23 年前の 1996 年（平成８年）に始ま

った電力自由化を理由に「東電大合理化計画」が

行われた。その中で私たちは「申入書」（2006 年）

を提出しいる。

その原文があるので一部を記述する。

「1996 年に始まった電力自由化を理由に１兆

１千億円の設備投資抑制、有利子負債 10 兆円の

圧縮、修繕比２千億円の削減、社員５千人の削減

など利益最優先の政策を実施してきた。

その結果、2006 年には３千 600 億円の過去最

高の経常利益を計上している。（略）

現場では経費節減のため定期検査の短縮、競争

入札制度の導入、自社子会社の応札によって、地

元協力企業の売り上げがピーク時の 30 ％まで減

少し、次々と倒産の憂き目にあった経緯がある」

…と記されている。

その時、最も過酷な思いしたのが東電社員だっ

た。中でも「東電社員自殺未遂！上司のイジメが

原因」の実名入りの告発文書が出回り、更に、若

い社員の自殺も多発する状態だった。

（東電）電力自由化は避けて通れない課題であっ

たことを理解して欲しい。自殺が多かったことは

分からないし認識していない。

（諸団体）“カイゼン”が行われていることは明

らかなのか？

（東電）そうです。

（諸団体）次回まで、その中身を出して欲しい。

２．防潮堤の建設企業名と事業費の開示について

（東電）この問題は開示できない。

（諸団体）東電は国家管理に等しい状況にあり税

も投入されている。それを国民に公開できないの

は納得できない。（継続）

この他、「ﾄﾘﾁｳﾑ保管」「第二原発廃炉」問題な

どは割愛する。

◇次回 ９月 11 日、13 時 00 分より 以上

東電交渉
カイゼン（一律コスト削減１０分の１へ）問題で追及！
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前回の双葉町につづいて福島の写真家飛田晋秀さん、地元前田さん、石丸さん、斉藤の 4 人で大熊町

を訪れた。汚染土の搬入が進む中間貯蔵施設周辺、旧市街、新たな居住地区として整備が進められる大

川原地区などである。

（資料５）今年から除染廃棄物の本格搬入が始まり

日々 2,000 台を超える大型ダンプトラックが大量の

汚染土を運び込んでいる。現在の搬入予定は 1,400

万立方メートルである。除染廃棄物は 2,200 万立方

メートルと言われているので（環境省）まだまだ

足りないことになるが、前号でも指摘したように

汚染土を選別して 8,000Bq/kg 以下は「再生資材」

として道路など公共事業に使う方針を出している。

2 兆円もの経費と、タイベックスーツを着て高線

量の中を除染作業に頑張った労働者の苦労を無に

し、福島県を汚染土の最終処分場にしようという

驚くべき計画が進められている。

（資料６）原発温排水を利用した栽培漁業として宣

伝された養殖施設も今は無残な姿をさらしている。

ここは今でも放射線量が高く、設置されていたモ

ニタリングポストの値は 4.420 μ Sv ／ h を示してい

た。

（資料７）大熊町旧市街は今も手つかずのまま 8

年前の姿である。居住制限区域のためだ。車もそ

のままにタイヤはパンクしてつぶれ、雑草に覆わ

れていた。（資料８）は大川原地区に新築された役

場庁舎。町はここを再生拠点として住宅や商業施

設を建設中だ。

（資料５）延々と並んでいる大型ダンプトラックの列

（資料６）かつては原発温排水利用の栽培漁業としてヒ

ラメなどが養殖されていたが巨大な廃屋と化した。

（資料7）8年前と変わらぬ姿の旧町街は雑草に覆われていた （資料８）再生拠点、大河原地区の新役場庁舎

8年前と変わらぬ姿ー大熊町旧町街を見る
一日2000台のダンプトラックが汚染土を運び込む町

文責 斉藤章一
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７月９日、東

京地裁 103 号大

法廷で、福島原

発被ばく労災

損害賠償裁判（あ

らかぶ裁判）の第

12 回口頭弁論

が開かれた。

前回の裁判は１月だったので実に半年ぶりの法

廷となった。

この間、原告と被告（東電・九電）との間で数回

にわたる進行協議が持たれたが、立証の段階には

至らず、再び口頭弁論を開くこととなった。

被告側は「100 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下の被ばくでは健康

影響は起こらない」「原告の白血病は放射線業務

が原因ではない」と繰り返し、責任を認めようと

はしていない。

今回、原告側は第 14 準備書面を提出、あらか

ぶさんの白血病発症の起因となった「16 番染色

体の異常」について、ブラジルの「ゴイアイア被

ばく事故」（1987 年）の被害者調査を示し、16 番

染色体の異常頻度が他の１、４、12 番染色体よ

りも２～８倍も高く、放射線によって 16 番染色

体が切断を起こしやすい傾向があり、原告の白血

病の原因が放射線被ばく労働に起因することが強

く推察されると主張した。

この日の口頭弁論では双方の準備書面の提出を

受け、今後の進行について協議、次回 9 月 24 日

の次に、12 月 4 日に 14 回口頭弁論を開き総論主

張を年内に終わらせ、来年から いよいよ各論、

立証に入ることを確認した。

・第 13 回口頭弁論 9 月 24 日 13 時 30 分

・第 14 回口頭弁論 12 月４日 14 時 00 分

いずれも東京地裁１０３号法廷で行われる。

福島原発刑事訴訟支援団と河合弘之監督映画

「日本と原発」の K プロジェクトが、短編映画

『東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故』を制作、

公開した２６分間の短編である。

福島第一原発事故の刑事裁判の判決が 9 月 19

日に下される。

被告人である東電元経営幹部３名が事故の原

因である巨大津波を予見し、津波対策工事を計画

していながら、経営悪化を恐れて対策自体を握り

つぶした大罪を司法は、いかに判断するのか、世

界からも注目されている。

闇に葬られかけた津波対策計画の動かぬ証拠

の数々を解析し、いかなる経緯で対策が握りつぶ

されたのかを描きだした。

時系列で、証拠となるべき様々な資料、証言が

「これでもか！これでもか！」と並べ立てられる。

是非、見ていただきたい！

◇福島原発刑事訴訟支援団

https://shien-dan.org/

◇河合弘之監督映画サイト

http://www.nihontogenpatsu.com/

東電交渉も再開後 48 回目になる。この中で気

になることがあった。人事異動で新たに担当者が

８人から半減し４人になった。“人手不足”なの

か？それとも“広報担当切り捨て”なのか…大い

に気になる東電交渉であった。

あらかぶ裁判

第12回口頭弁論開かれる！

あらかぶ裁判共同体表 池田実

編集 後記

（資料９）あらかぶ株裁判ロゴマーク

短編映画

『東電刑事裁判動かぬ証拠』完成！

（資料10）いわき市高校体育館に収容された双葉病院の入院患者


