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１月 31 日、経産省が取り仕切る「多核種除去設備等処理水の取扱に関する小委員会」が「希釈して海洋

放出・加熱蒸発させ大気放出」の２案を大筋で了承、政府へ提言した。肝心要の問題のみ指摘したい！

① 2018 年８月、富岡町・郡山市・東京の３公聴会で指摘された「トリチウム以外の核種が含まれている…

海洋放出などトンデモナイ！」と参加者が怒り大荒れに荒れたことをご存知であろう。ところがである…

東電交渉（第 51 回・2019.12.23）でも「処理水を二次処理しなければ海洋放出は出来ない」と語っている。

②これを海洋投棄するのであれば「これはペ

テン以外の何物でもない。福島核災害は核公

害問題であり、足尾鉱毒事件以降、かつて日

本において無数に生じてきた公害事件と照合

すると典型的な悪質公害物質排出未遂事件と

言ってよい」。（注１）

更に、日本政府は 1993 年３月 30 日、「低レ

ベル放射性廃棄物の海洋投棄については、関

係国の懸念を無視しては行わない」と閣議決

定している。

加えて、原子力委員会は同年 11 月２日に「海洋投棄を選択肢にしない」と決定している。

③何よりも（資料２）の五輪誘致演説で「港湾内で完全にブロック…」と大見得を切ったのは誰なのか！

④メディア含めて「…生物への濃縮は考えられない」という。しかし（資料３）～（資料５）のようにトリチ

ウムを扱うプロはエアラインスーツと全面マスク（第一原発）姿である。

アルプス汚染水に75％…

トリチウム以外の放射性核種が含まれている！

・（資料１） アルプス汚染水には 75 ％を超えるトリチウム以外の主要７核種（セシウム Cs-134・同-137、コバ

ルト Co-60、アンチモン Sb-125、ルテニウム Ru-106、ストロンチウム Sr-90、ヨウ素 I-129）そればかりではなく２

核種（カーボン C-14、テクニチウム Tc-99）が含まれている。しかも当時から全く改善していないのだ！

（資料２）世界に大見得… （資料３）米ｻﾊﾞﾝﾅ・ﾘﾊﾞｰ核工場… （資料４）「ふげん」では… （資料５）第一原発では…

（資料１） 主要７核種の他２核種まで含まれているのだ
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２月 12 日、再開後第 52 回目の東電交渉が行われた。今回は東電に対する質問事項を文書で提示し、更に

映像（PowerPoint）を写し出し問題点を指摘することにした。

（諸団体）今回から「質問事項」を文書にしてきた

ので、これにより回答願いたい。

（１）１・２機排気筒解体作業遅れの原因と対策

（東電）下の（資料６）を見てほしい。

29 頁ある。概要を説明すると…

□ 10 月 27 日、着手、筒身約 85 ％、支柱材４本、

斜材８本の切断完了。

□ 11 月 27 日、切断装置（チップソー）噛み込みの

ため作業中断。

□噛み込み回収が困難になり 12 月３～４日、作業

員が搭乗設備で昇筒しグラインダーを用いて切断

した。

□４ブロック解体作業中「電線管プラグ落下」「搭

乗解体装置フレーム破損」「挿入ガイド落下」「遠

隔操作車両不具合」一時、作業中断。

□現在６ブロックの解体に向け作業準備中。

（諸団体）全体を通じて、一度立ち止まり、点検し、

やり直す必要があったのではないか。昨年８月から

始まり 12 月まで５ヶ月間事故・不具合と故障の連

続だった。何故そんなに急ぐのか？地震による排気

筒倒壊を恐れているのか？何ガル（加速度）まで耐

えられるのか？

（東電）急いではいない。600 ガルまで耐えられる

と評価している。3.11 震災当時の揺れに耐えること

になっている。

（諸団体）前回も話したが 11 月 30 日～ 12 月１日、14

時頃、下から見れば搭乗機で 100 ㍍上昇し、最大瞬

間風速 9.5 ㍍/s の中で作業し、考えられない作業で

ある！

（東電）万一に備えて準備していた作業である。

（諸団体）２日間で４班、延べ 11 名、一斑当たり

約１～５時間（搭乗設備吊り上げから地上戻りまで）

最大被ばく線量 0.52 ㍉Ｓ v ／人（500 ﾏｲｸﾛＳ v ／人）

だったという。100 ㍍上空で最大風速 9.5 ㍍/ｓとす

れば相当の揺れだったはずだ。（資料７）

（東電）切断カ所は 75 ％切った部分だった。85 ％

になると機械で降ろすことが出来なくなる。だから

切断カ所にくさびを打つて噛み込みを防止し計画通

り実施することが出来た。

（諸団体）「切断は遠隔操作！」が原則なのに、そ

再開後 第52回目 東電交渉

カイゼン・過去の自殺問題 東電社員苦悩！

〔東電への質問事項〕
（１）福島第一原発における相次ぐトラブル・事故

について

ア、2018 年中、３号機の核燃料取り出し装置のトラ

ブルが頻発した原因と対策

イ、2019 年 11 月、６号機で新燃料の燃料棒が損傷

事故を起こした原因と対策

ウ、１・２機排気筒解体作業遅れの原因と対策

エ、排気筒汚染水の土壌流出の原因と対策

オ、台風 19 号等による雨水の建屋への大規模浸水に

より 10 月は汚染水が 8,000 ㌧増加の原因と対策

カ、2020 年１月以降の２号機ﾀｰﾋﾞﾝ建屋北東ｴﾘｱにお

けるｻﾌﾞﾄﾞﾚﾝ運転制限の逸脱の原因と対策

（２）東電の人員及び資金投入の在り方について

ア、相次ぐﾄﾗﾌﾞﾙ・事故を巡り、原子力規制委員会が

「カイゼン活動」がコスト削減であり、人員及び

資金が投入されていないと指摘しており、労災事

故など作業員の労働環境の悪化の原因の一つとな

っていることの改善策

（３）タンク貯蔵汚染水の海洋放出について

ア、経済産業省の ARPS 小委員会の報告書について

「海洋放出」「水蒸気放出」の２つを「現実的選択

肢」として、海洋放出は国内の原発で実績がある

から「より確実に実施できる」として、陸上保管

を求める漁業者や海洋放出反対する県民世論の声

を無視していることの東京電力の評価

イ、今後の対応について、東電のとしての対応方針

ウ、汚染水貯蔵管理及び処理費用について、これま

での費用と財源 以上

（資料６）「１／２号機…解体工事を振り返って」の文書

（資料７） 100㍍上空を下から見ればケシ粒のようだ…
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れを投げ捨て、訓練はしていると言うが…目もくら

む 100 ㍍上空で…最大風速 9.5 ㍍、大きく振れ動く

中…震える寒気、被ばく線量 0.52 ㍉Ｓ v も被ばく

させ、労働基準監督署もストップさせるような過酷

極まりない作業を実施するのは何故なのか？これほ

ど急ぐのは何故か？

（東電）排気筒本体の腐食が進んでいること。１号

建のガレキ撤去のため１～２号の排気筒がその真横

にあり、安全を高めるため筒身を半分にしたいと考

えていたからである。排気筒本体が半分で

あれば耐える確率も高いし、倒壊しても害

を及ぼさないと考えるからである。3.11 地

震と同等の耐震評価なので大丈夫だと判断

した。

（諸団体）オリンピックの

前に片づけたいという考

えなのか？

（東電）それはない。

（諸団体）オリンピックの

時は作業を休むという話

題が出ているが…どう

か？

（東電）詳細までは決ま

っていない。

（諸団体）遠隔操作車

両がフット・サイドブレ

ーキ、クラッチは効かずエンジ

ンを停止させようやく止まっ

た。この問題を改めて聞きた

い。

（東電）（資料８）にあるよう

に遠隔操作車両停止位置から

動き停止した。何故、動いた

のかは分かっていない。

（諸団体）車検をとってある

のか？

（東電）車検は取っていない。

だから構外には持ち出せない

と聞いている。

（諸団体）ナンバープレートが

見える…外すべきだ。

（東電）この点については次

回に回答したい。

（２）東電の人員及び資金投

入の在り方「カイゼン」問題

について

（諸団体）昨年 11 月７日、第 40 回原子力規制委員

会において第一原発の廃炉を監視する現地検査官・

小林所長が現場の生々しい現状、特に「カイゼン」

がもたらす東電社員が余裕のない働き方を報告して

いる。その「ライブ映像」を録音し主要な課題だけ

を情報に書いている。非常に重要なものなので読み

上げるので聞いて欲しい。

［既報 No217・３～４頁、約 10 分間、読み上げる］

これをどう判断するのか？

（東電）この映像は見ていない。しかし、それらの

発言の指摘は理解できるものである。

（諸団体）2006 年６月に「東電福島第二原発で社

員自殺未遂！上司のイジメ原因」の告発文書が富岡

町の警察署、労基署、役場、その

他の官庁の玄関前に配布される事

態があった。その現物がこれだ…

（資料９）黒塗り部分は削除だ。ﾆｭ

ｰｽに掲載した場合ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ問題が

あるから、私が消した！読

み上げるから聞いて欲しい

「…〇〇 53 歳は自宅におい

て自殺しているところを家

人が発見。直ちに救急車で

いわき市の病院に搬入…処

置が早く命に別状はなかっ

た…。・原因は上司のイジメ

GM（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ）のｲｼﾞﾒ

…言葉の暴力、威圧など内

面を傷つけ苦しめ自殺まで

追い込んだ。・過酷労働をさ

せられた 時間外労働は副長職だっ

たため事前通告されることが少な

く、時間管理は本人がしていた。

GM からの過度の仕事・指示伝達

により平日深夜・休祭日出勤は当

たり前の状態。先日も愛娘の結婚

式の前日（土曜日）まで仕事に従

事していたケースも確認している」

これが告発文書の中身だ。この問

題を含めて、東電交渉で当時の勝

又恒久社長に 19 項目の「申入書」

を提出している。その中身は次回

提出するが１兆１千億円の設備投

資抑制、社員５千人削減と大変な

合理化が第一原発にも及んだ。我

々が心配しているのは、20 年前の

第一原発の現状と瓜二つだからで

ある。

（東電）黙して語らず…今後社員

を 70 ～ 90 人配転させる構想を持っている。

（諸団体）時間がない。次回に具体的な質問する。

〔紙面の都合上、以下割愛する〕

次回 ４月８日（水）いわき市

（資料９）2006年６月に配布された告発文

（資料８） 車両停止場所と移動した場所
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２月１４日福島地裁で開かれた「第２５回子ども脱被ばく裁判」で鈴木眞一福島医大教授が医大以外で行

った甲状腺がん手術が県民健康調査に報告されていないなど「新たな集計外」を証言した。

この裁判は、「被ばくの

心配のない環境で教育を

受ける権利」「原発事故後、

被曝を避ける措置を怠り

無用な被曝をさせた責任」

を追及し 2014 年 8 月 29

日福島地方裁判所に提訴、

この度、第２５回口頭弁

論が開かれた。小児甲状

腺がん患者・家族と共に

活動して来た者として、

子ども脱被ばく裁判はま

さに、小児甲状腺

問題である事から

裁判の傍聴を続け

てきた。

今回の裁判は、

福島県内で原発事

故後多くの小児甲

状腺がんを執刀し

ている鈴木眞一教

授の証人尋問であ

った。裁判後の弁

護団報告集会（資

料 10 ）で嘘、隠蔽

が明らかになっ

た事が報告され

た。原告弁護側は、何を目指すのかを 4 点に絞った。

①鈴木氏が手術をした 180 名のケースは過剰診断、

過剰治療でないこと。②県民健康調査で小児甲状腺

がんの多数の発見はスクリーニング効果で、がんの

多発で無いとする鈴木氏の不合理性を裁判所に認識

させること。③経過観察の子どもたちの予後を把握

せず総数を明らかにしない点。④被ばくと甲状腺が

んの因果関係を否定していること。①について鈴木

氏は、自分が執刀した全てのケースにおいて手術が

必要だった事と、県民健康調査はいまのまま継続す

べきと明言した。同様に、福島県立医大が主催し 2

月 2 日に開催した「国際シンポジウム」でも、鈴木

氏は 2018 年 12 月までに執刀した 180 例の症例を発

表している。県の公表より 19 例多いとした上で、

このうち 11 例が再発している事も明らかにし、「過

剰診断といえるような低リスク症例はなかった」と

強調している。②について原告弁護は「福島の子ど

もは全国の 1.4 ％だ、福島で行わ

れた 180 例が適切だとするなら

ば全国ではその 70 倍の 1 万 2000

人を超える子どもに手術が必要

となるはずだ」と指摘「被ばく

の影響で無ければ全国の子ども

たちを救うために内分泌甲状腺

外科学会理事長としてあなたは

対策を講じるべきではないか」

と迫った。鈴木氏は言葉に詰ま

りながら反論をしたが、鈴木氏

本人は、全国にそんな数の小児甲

状腺がん患者が

いるとは思って

いない事、福島

で多発している

事を分かってい

ると、裁判所に

感じてもらえた

と思うし傍聴席

にも伝わった。

③鈴木氏はいわ

きの労災病院や

会津中央病院で

も甲状腺の摘出

手術をしている

こと、その症例

は県民健康調査の件数に入っていないことも証言し

た。第 37 回検討委員会で、悪性又は悪性疑いを 237

人（資料 11）と報告している。「それ以外に甲状腺が

んに罹患した子どもの人数がどれだけ隠されている

のか、「考えると恐くなってきた」という弁護団の

報告に、闇はいよいよ深くなった事を実感した。④

鈴木氏は、複数の考え方が示されている問題につい

て一つの考えに固執しているに過ぎないこと。何よ

りも、悪性又は悪性疑いの総数が明らかにされてい

ない現状に、被ばくとの因果関係について適切な判

断が出来るはずがないこと、それらの事を浮き彫り

にした裁判だった。 原発事故から 9 年が過ぎ復興

オリンピックによる見せかけ復興と新型コロナウイ

ルス感染拡大に世界は大揺れ。国の対応に原発事故

からの嘘、隠蔽、住民置去りの復興政策を重ねてき

た福島の今に、更にコロナ感染拡大を重ね見る 10

年目となった。

小児甲状腺がん～県民健康調査の暗い闇～
千葉親子

（資料10 ）子ども脱被ばく弁護団報告集会

（資料11 ）2 月 13 日の検討委員会公表人数 このほかに何人いるのか
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２月 19 日四国電力は伊方原子力発電所 3 号機（愛媛県伊方町）の運転差し止めを命じた 1 月の広島高裁

の仮処分決定を不服として、同高裁に異議と仮処分の執行停止を申し立てた。

伊方原発 3 号機は 2017

年 12 月に広島高裁が期

限付き運転差し止めの仮

処分を決定、しかし 2018

年 9 月には広島高裁の別

の裁判長が決定を取り消

し運転を認めたため翌 10

月に再稼働した。そして

今年 1 月 17 日、再び広

島高裁が運転を認めない

とする仮処分を決定した

のだ。

その理由は「原発から

２キロ以内とされる活断

層の調査が不十分で原子

力規制委員会の判断に誤

りや欠落があった。また熊本県の阿蘇山で噴火が起

きた場合の火山灰などの影響が過小評価されてい

る。」というものであった。

（資料 12 ）のように伊方原発の立地は日本最大の

中央構造線の直近で佐田岬半島の付け根にある。そ

してこの半島を居住域とする伊方町は原発から

30Km の圏内にすっぽりと収まってしまう。半島内

を縦断する道路は「メロディーライン」で有名な半

島の稜線を通る国道 197 号線と西側海岸線をくねく

ねと通る道路幅の狭い県道 255 号線の 2 本だ。

伊方町では 2011 年の福島原発事故の後に緻密な

避難計画を策定した。（平成 29 年 1 月）陸路避難、三

崎港からの船舶による避難、公共施設駐車場や学校

校庭からのヘリなど航空機による避難、それができ

ない場合の屋内退避などなど。

しかし、問題はこれらの避難が災害時に計画通り

に実施できるかという問題だ。福島の事故では周辺

自治体でさえ「東電からの情報が伝わらず、国や県

からの指示も把握できず TV の報道が頼りだった」

と首長達が怒りの声を上げている。避難を始めると

大渋滞が発生し双葉町では約 55km 先の川俣町に避

難するのに通常 1 時間 30 分あれば十分なところ 5

～ 6 時間もかかっている。この間に高濃度の放射性

プルームが避難方向に流れていたのだ。その濃度は

1 時期 4,610 μ Sv/h（4.61mSv/h)にも達していたこと

が後にモニタリングポストのデータから明らかにな

っている。（脱原発情報 206 号）わずか 1 時間で、原発

労働者が白血病になった場合労災認定される５mSv

に達するレベルだ。

伊方町の場合、半島の付

け根に原発があるので陸路

避難の場合は多くの人は原

発に向かって避難すること

になるが、放射能が国道 197

号線を汚染する前に脱出で

きるかが問題だ。9,000 名

の町民が 197 号線に集中す

ることになるのだ。九州方

面に避難する場合は三崎港

から船で避難することにな

るが、港が使用できるかど

うかは分らない。（地震・

津波が伴う場合は難しい）

また、病院や施設の入院

患者は更に過酷な避難を強いられる。福島第一の事

故では寝たきりの患者が大型バスで避難する中で座

席の下に潜り込むように落ちて亡くなったり、何度

も移動を繰り返し医療設備ではない、体育館などに

収容されたりして多くの人が命を落とした。（NHK

ドキュメンタリー「緊急被ばく医療の闘い～誰が命を救う

のか」）

何より重大な問題は再稼働の判定にあたって住民

の安全な避難が自治体に丸投げされていることで

す。原子力規制委員会は設備さえ基準を満たせば避

難の可否にかかわらず再稼働を認める。そのためこ

れまで新規制基準に合格したとして伊方原発 3 号機

を含め 5 原発 9 基が再稼働した。これほど人命を軽

視する政府があるだろうか。

裁判所はこの 1 点のみでも再稼働を差し止めるべ

きであろう。

2011 年以降は日本でも過酷事故は起きるという

前提に立たなければならない。事故が起きてしまっ

た後のことは考えない選択はないのです。なぜ国は

考えることを避けたのか、それは福島第一原発の事

故によってその被害の甚大さ、悲惨さが明らかにさ

れ、更に原子力災害に対する人間の無力が白日の下

にさらされたからに他ならない。事故が導く結論は

原発全基廃炉以外ないのである。

既報 217 号で指摘したが、南海トラフ巨大地震が

今後 30 年以内に 70 ～ 80 ％の確率で起きると警告

されている。最大マグニチュード 9、最大震度 7、更に 10

ｍを超える津波が予想されている。時間はないのだ。

福島の経験を生かさない原発再稼働は日本を滅ぼす！

伊方原発を運転させるな！ 斉藤章一

（資料12）原発が中央構造線の直近に 袋小路の伊方町
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地震、津波、台風など大災害が起きると、必ず被災者を狙った憎むべき犯罪が深く静かに進行し始める。

「3.11 大震災」の時もそうであった。思い出すのも嫌だが、この問題を取り上げて見たい！

私の自宅は双葉郡富岡町にある。

この町の資産家 80 歳代の男性が、子息の説得に

一切耳を塞ぎ、今・話題の“ジャパンライフ”の商

品を買い込み契約し億単位の損害を被っていること

が分かった。

そ の 手 口 は 全 国

2,000 人余り配置され

ている妙齢な女性ｱｼｽﾀ

ﾝﾄ・ｾｰﾙｽがｻｰﾋﾞｽの限

りを尽くすという。

肩をもんだり痒いと

ころに手が届くような

手練手管を使い、身内

の意見にも耳を貸さな

くなるという。

弁護団の推計による

と、東北各県の契約者

数 2018 年末現在、福

島が 600 人と最多。山

形の 266 人、秋田 219 人、宮城 175

人、岩手 183 人、青森 50 人だという。

うち１億円以上の出資者は 80 人程度

いる模様。

福島県は「原発事故賠償金狙いだ

ろう！」と言われている。

県内の支店は６市（福島、郡山、会

津若松、二本松、いわき、南相馬）に事

務所を開設展開。多くの顧客を集め

ていたと見られる。特に、闇雲に当

るのではなく町内に配置された人物

（協力者）が“資産家”とおぼしき人

物に絞って当たるという。

その時、抜群な効果をもたらしたのが（資料 13 ）

の「桜を見る会招待状」だという。

「安倍晋三内閣総理大臣から山口会長に『桜を見

る会』の招待状が届きました！」末尾には「山口会

長は出張のご予定があるため、参加できません！」

と結んである。

これもペテン師面目躍如たるもので「出張のため

参加できない…」は山口会長… 70 年代から都内で

は超有名人で、政・財界・ﾏｽｺﾐでは知らぬ人物がい

ないという。だから欠席したのだろう！

安倍首相は山口との関係を問われ「一対一のよう

な形で…会ったことはない」と関係を否定。

これがミソだった！ 1984 年父親安倍晋太郎外務

大臣（当時）秘書官として渡米したとき山口も同行

し、家族での親交があった疑いが浮上している。

被害総額は計 2,000 億円、契約者は 7,000 人と言

われている。

津波から身を守らね

ば…と財布と体一つで

逃げた被災者…。「避

難しても２～３日で戻

ってこられる！」と急

ぎバスに乗った人々…

地震・津波で壊滅的

影響を受け生存してい

たのに…放射能被災の

ため救助できなかった

犠牲者も多くいた。

町も集落も未曾有の

津波被害で人っ子一人

いない！

その時…それを目ざ

とく悟ったペテン師、犯罪者がいた！

東北３県でＡＴＭ窃盗 56 件６億 8,400

万円。空き巣、家庭金庫強奪、遺体引

き剥がし窃盗（お金・貴金属・時計）…あ

りとあらゆる窃盗事件が横行した。

ジャパンライフの手口は、この犯罪

と大して違いがないであろう！

このペテン師に「招待所…」という

形で手を貸したのは誰だったのか？現

政権のトップ安倍内閣総理大臣であ

る！森友・加計学園と同様、疑惑がも

たれるたびに、うそ、ごまかし、言い

訳、うやむや、圧力で生き延び…更に、

公職選挙法違反事件、IR 事業に絡む汚職事件、ま

さに集団犯罪そのそものの様相ではないか…そして

「憲法改正だ！」という。開いた口が塞がらない！

ジャパンライフは…
東北の被災地 災害弔慰金 補償金を狙っていた！

（資料 13 ） ペテン師に手を貸す総理大臣とは世も末である

（資料 14 ）絶頂期の安倍総理
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