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“スロースリップ”が起きている！

九州から東海の沿岸 700 ㌔にわたって広がる南海トラフ。（資料１）そこは日本列島が乗る「陸側プレート

（岩盤）」、その下に「海側プレート」が沈み込んでいる。プレート同士が強く密着した部分が「固着域」。こ

こは強い地震波（強震動）を発生させる領域である。最新の研究（注１）では、ゆっくりとずれ動く「スロース

リップ」（資料２）が起きていることが分かった。その固着部分には地震の原動力となる「ひずみ」が次第に

たまって行く。これが限界に達すると固着域がはがれて陸側のプレートが跳ね上がり巨大地震を発生させる。

この現象、ゆっくりと静かにずれ動くもので人が揺れを感じることはない。東日本大震災で認識が塗り替え

られた。マグニチュード（Ｍ）９の本震が起きる前触れのような同現象が起きている。メキシコでもチリで

も巨大地震の発生につながったという。同現象を発生させる最後の一押しによって、ひずみが限界に達する

と巨大地震が引き起こされるというのだ。

必ず来る“南海トラフ巨大地震”

今後 30 年間で 70 ～ 80 ％の確率で起きるとされる南海トラフ巨大地震。最大Ｍ９、最大震度７、激しい揺

れと 10 ㍍を超える津波。東京を中心に都市機能麻痺。地震後 20 年の長期的損失は 1,410 兆円。国の年間予

算の 10 倍を超える。東日本大震災より一桁大きい可能性があるという。専門家は「最悪の場合には、日本

が世界の最貧国に転落する危険性があるだろう！」と予測する。この大地震は…必ず、必ず起きる！

1000年ぶりの“大地変動の時代”に…

次のように主張する地震学者がいる。「東日本大震災を起こした巨大地震は今から 1100 年前の 869 年に東

北地方で起きた貞 観地震とよく似ている。それだけではなく、1960 年以降に日本列島で起きた地震や火山
じようがん

噴火の発生地域と規模が貞観地震が起きた９世紀とよく似ているのである。おそらく日本列島は約 1000 年

ぶりの大地変動時代に入ったと地球科学的にはみなすことができよう」
（注２）

貞観地震が起きた９年後には直

下型地震が関東南部で起き、その９年後には南海トラフ巨大地震が起きている。東日本大震災の 9 年後、そ

れは今年である。3.11 同震災を経験し、日本列島の現状を考えるとき”東京五輪”など到底考えられないこ

とである。

南海トラフ巨大地震の予兆か？

スロースリップ 迫りくる危機！

（資料１） 南海トラフ巨大地震 700 ㌔の震源域と固着域 （資料２） ゆっくりずれ動くスロースリップ
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12 月 23 日、13 時から県内脱原発諸団体による東電交渉が行われた。その要点を伝えることとする。

[1] １・２号機、排気筒解体について

（諸団体）前回までは、排気筒を４ブロックに分け

て解体し、もう一度立ち止まって精査してやりたい

と言う内容だった。今回は排気筒解体の現状につい

て報告をして欲しい。

（東電）排気筒の切断した

ところに噛み込んでしまう

事象が発生した。（資料３）

そこを引き抜こうとしたが、

噛み込みが強くて抜けなく

なった。その時点で 80 ％を

切断していた（資料４）残り

を人員が 100 ㍍まで上がり

手動カッターで切断。12 月

４日には終了した。同 16 日

に解体を再開し明年５月に

問題を洗い出し再度行うこととしている。

（諸団体）５ブロックはどのように行うのか？

（東電）基本は遠隔操作で行う。刃の噛み込みやす

い点を考え、切断を押し込みでやって行きたい。

（諸団体）解体は８月１日から始まり４ヶ月かかっ

ている。“無理に無理を重ね満身創痍”と言われて

いる。11 月 22 日、解体準備中の 14 時 40 分頃、遠

隔操作用のバスが動き出すトラブルがあった。エン

ジンをかけたら動き出した。ところがシフトはニュ

ートラルでサイドブレーキも効かな

かった。落下しないようハンドルを

左に切りようやく止まった。16 ㍍走

行したと言う。このバスは遠隔操作

するため 200 ㍍離れた場所にあり、35

㍍盤の頂上だった。建屋がある崖下

に転落しなかっただけでも良かった

といわねばならない。

（東電）バスが何故動いたのか理由

は分からない。運転席には鍵をかけ

て入れないようにしてある。車両の

関係はこの程度しか分からない…。

（諸団体）原因が分からないのに引き続き作業を続

けるということか？これは即・止めるべきだ！この

ままだと人身事故が起きる可能性が究めて高い。

第一原発で働いている人に聞いたら「遠隔操作が

出来なくなりゴンドラで登り、人力で作業するのは

非常事態そのもだ！シﾐュレーションしてるからと

いってやるのは愚の骨頂だ」と話していた。 更に、

ゴンドラで登ったのは燃料切れも有ったというでは

ないか。改めて強く言う。このままだと人身事故は

必ず起きる。“ヒヤリ・ハッ

ト”をなくすことが事故防止

の初歩的対応ではないか？

（東電）もう一度、手法を洗

い直して再開に漕ぎ着けた

い。

（諸団体）この一連の事故に

対し廃炉を監視する規制庁の

「特定原子力施設・検討評議

会」は「立ち止まって考える

べきだ！」と発言している。

ところが委員として出席して

いた大熊町商工会長が「止めないでやらせるべき

だ！」と発言している。地元企業の会員だからだろ

う。

（東電）そういうことが有ったことは知らなかった。

（諸団体）この連続する事故とトラブルの最大の問

題は設計図がないことだ。前回の交渉時「免震棟に

あるはずだ！」と答えていた。しかし、調べてみた

ら事務棟や免震棟にも設計図らしいものはなく過酷

事故時のベントなど緊急対応に大きな障害もたらし

たとされている。いい加減なことを言

うのは止めるべきだ！

（東電）今後、様々な問題を精査して

事故のないように配慮して行きたい。

（諸団体）この問題を考えるとき約 20

年前、安上がり合理化計画が持ち上が

った。その時、20 ～ 30 ％を最初からカ

ットするターゲットプライス制度とい

うものを持ち出した。これで元請数社

が「とても入札出来ない！」として退き、

東電の子会社が請け負った。そして、今

回のような事故トラブルが続いた経緯がある。その

時、要望書を出したのが…これだ！」（現物を出す）。

当時「そのような制度はない！」と否定されたこと

はなかった。今回のような事故トラブルが続いた経

緯がある。今回も同様のことが有るのではないか？

（東電）私も当時から第二原発にいたがそう言う

再開後 第 51 回 東電交渉

遠隔操作で排気筒解体方針が人力切断に変更！

（資料３）筒身上部と同下部にはさまったチップソー

（資料４） 赤い部分は解体済み

80 ％、青い部分は噛み込み部分
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制度があることは知らなかった。

（諸団体）この会社は技術力が無さ過ぎるのでは？

（東電）楢葉工業団地の中に施設があってシﾐュレ

ーションしている。遠隔操作は被ばくが大きいため

である。法令では年 50 ㍉ｼｰ

ﾍﾞﾙﾄ、５年 100 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄだ

が、私たちは年 20 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ

に抑えるようにしてある。

（諸団体）この他に様々な

問題がある。11 月 27 日、切

断作業中に筒身上下の切断

カ所に刃が噛み込み（80 ％

切断済み）抜けなくなって

しまったという。充電式電

動工具を持った作業員３人

がゴンドラ（鉄製かご）に

乗り、工具を持ち、搭乗機に乗り人力で切断作業に

当たった。（資料５）

記録によると 12 時 00 分～ 18 時 00 分、約６時間、

暗い中で行われた。この時季寒い中、強風を押して

の作業が行われた。約２時間半で 0.2 ㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ被ば

くしたとされている。こんな状況の中、無理に無理

を重ね作業をするとは考えられ

ない。何故そんなに急ぐのか？

このやり方は「カイゼン 10 の１」

から発生しているのではない

か？社員が総意で 10 分の１に経

費をカットし、余裕のない四苦

八苦の状況から出いると思う。

このままでは大きな事故が起き

るのでは…。（資料６）

（東電）暗い中と言うけれど照

明はあるし、数㍍の風ではスト

ップすることになっている。一

つひとつの対応は事故のないよ

うにしている。

（諸団体）考えて見たらいい！

100 ㍍上空で…暗く…風の中…

宙吊りになり…ライトを付けて

いると言っても過酷極まりない

作業であることに変わりはない。

何故こんなに急ぐのかその理由

を聞きたい！

（東電）さっきも話したようにシミュレーションを

行っているから大丈夫だ。

（諸団体）遠隔操作バスが原因不明で動き出した…

その原因も分からないま作業を続けるなどトンデモ

ナイことだ…即刻止めるべきだ！この作業は高線量

のため「遠隔操作」が基本だと、当初から言い続け

ていたではないか？

（東電）（意味不明な言葉

…）

（諸団体）これまでなら福

島県や町が出てきて「これ

はおかしい」となったが、

今は何もない！付け焼き刃

的に対応し、原因究明がな

いまま動かしている。①繰

り返し何故このような事象

が発生するのか？②切断を

カッターかレーザーでやる

べきでは…との提案があっ

という。何故カッターになったのか知りたい。

（東電）質問は良く分かったので検討し報告したい。

[2] 汚染水トリチウム問題について

（諸団体）まず最初に、高濃度汚染水は 12 月現在

どれ程なのか？

（東電）原子炉建屋、プロセス建屋合計で 12 月２

日現在で 31,900 ㌧である。

（諸団体）過酷事故前、東電が

排出したトリチウムは如何ほど

だったのか？

（東電）年 2.2 兆ﾍﾞｸﾚﾙ放出して

いた。

（諸団体）「アトムふくしま」福

島県広報誌では双葉郡内の（1997

年 12 月）トリチウムが「上水 50

ﾍﾞｸﾚﾙ」「海水で 40 ﾍﾞｸﾚﾙ」検出

されている。その時、全国の原

発 10 ㌔圏内では周産期死亡率が

激増したと記録されている。双

葉郡でも同様で 2000 年には全国

比 3.8 倍に増加していた。
（注 3）

国

の小委員会では溜まったトリチ

ウム汚染水 2,000 兆ﾍﾞｸﾚﾙを海洋

に放出すると計画している。冗

談ではない…とんてだもないこ

とだ！海洋放出、大気放出など

決してあってはならないこと

だ。 以上

次回２月 12 日（水）13 時～ いわき市平集会所

（資料６）実際にこのような作業が行われていた

（資料５）100㍍の上空にゴンドラに乗りロープで下りる
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昨年 11 月７日、第 40 回原子力規制委員会

は第一原発の廃炉を監視する現地検査官の小

林所長から現場の状況を聞いている。そこか

ら事故トラブルの多さ、「カイゼン」がもた

らす実態が生々しく報告された。（資料７）

「ライブ映像」を録音し、要約したものを

伝えたい。

第一原発 廃炉作業 現場！

カイゼンで人員削減 ピーク時の半分 現場から悲鳴！

（資料７）第 40 回原子力規制委員会と廃炉現場を語る小林所長

◇小林所長

・最近、現場で、私ども検査官が日々感じていること、気になっていることを報告したい。

・第１の問題として

・第一原発の敷地は非常に広く、そこで多くの人たちが作業をしているためトラブルが多発し顕在化して

いる。

・例えば、工事の仮置き場などの「表示」をキチンとしていない。配管の変更があっても図面と現場が違

うなど、私たちの指摘に従えない状況がある。現場にキチンと目が届いていない。

・発注の独特な呼び名に「機能発注」（企画書だけで発注する）と言うものがある。現場で目が行き届かないた

め、大きな問題になった「双葉線問題」（2019・7・25、９時 35 分、5・6 号機開閉所から発煙火災発生）と同じ実態

があった。それは現場確認せず、本来やるべきことをやっていないためだ。現場ではカミング状態（隠し事）

がある。

・これまで様々な水漏れ事故があった。配管の変更があっても図面と現場が違うことがあった。しっかり

と現場を見て、それを図面に反映する姿勢がない。検査官が巡視しそれを指摘するが、それへの対応の遅

れが目立つ。「火災対策」は遅れが目立ち対策が遅れる状況にある。

・現場は「変更管理」（変更した作業に伴うリスクを最小限に抑えること）というものがある。長い年月、様々な

変更が行われているが、それが図面に反映されていない。変更したことをしっかり管理することが出来な

い現れでもある。アルプス水処理設備で水漏れ事故も同様である。

・検査官が巡視し指摘事項をたくさん言うが、これへの対応の遅れが目立っている。例えば火災・可燃物

の置き方、消化器の管理について指摘するが、この対応が進まない。やってくれるが非常に遅い。遅いの

に、同じ所でまた起きる。これは一体何なのか？現場対応の遅れが目立つ。経年劣化への対策と電気通信

系への信頼性向上への遅れが目立つ。工事へのスピードアップがなかなか出来ていない。

・大雨への対策遅れもあった。特に「漏洩検知器」は漏洩でなくても頭上から雨が降ってきても鳴動する。

大雨の時 10 数件鳴動した。これが実際の漏洩かは分からず、夜中の豪雨の時、東電の当直社員は現場にリ

スクがあっても、そこに向かわなければならない。ハードの面でも同様である。東電社員には特に余裕が

ない。

・カタカナの「カイゼン」活動を東電が行っている。これは「無駄をなくしコスト削減」が課題である。

これに対する対応に東電社員はプレッシャーを感じている。グループマネージャークラスの人物に話を聞

いても「部下の指導、監督、自らの行動をふり返る余裕がない」という。一旦立ち止まってふり返る姿勢

ができず余裕がないという。このカイゼンに大きなプレッシャーとして感じているのではないかと思う。

・第２の問題として

・余裕のなさの原因として「放射線管理部門」でも同様である。８月末に「深堀対策」（深く掘り下げ対策を

とること）を聞いた。第一原発は非常に広く日々変化している。普通の現場ではない。実際に、リソース（資

源・資料・供給力）が足りない。しかし、それを言い出せない。それはコスト削減の命題があるからであ

るという。これは結果として余裕のない状況につながっている。これを私たちは非常に懸念している。

・特に「放射線管理」に対する「理解不足、不注意、不履行」がある。それを良く考えると「安全文化の

劣化」と言うヒューマンファクター（人的要因）ではないかと思っている。外部機関の評価を東電は受けて

いるが「安全文化」特に、職員とのコミュニケーションの不足がデータとして現れている。

・更に、懸念している問題は様々なトラブルがあった際、職員に聞くと「これは１２月までやる予定だっ

た」と言う。「これは何故出来なかったのか？」と聞くと「忙しかった」「他のセクションとの調整」で不

能という返事が返ってくる。立ち止まって優先順に従って対応することが出来ないことである。

・東電社員、協力企業も基本に立ち返り「確認・検査・自らの目で確認」の基本が出来なくなっている。
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以上のように、第一原発の廃炉

を監視する規制庁の現場トップが

大きな危機感を持って委員会に報

告しているのは注目に値する。

同氏は冒頭で「第一原発の敷地

は非常に広く、そこで多くの人た

ちが作業をしトラブルが多発し顕

在化している」と語っている。（資

料８）

敷地面積は約 350 万平方㍍。東

京ﾄﾞｰﾑの 75 倍の広さである。

廃炉作業従事者の事故後９年近

くのデータを見ると、ピーク時

2015 年３月、総人員約 12,300 人（東

電社員約 1,100 人・協力企業約 11,200

人）である。

2019 年 11 月末現在、それは約 6,900 人（東電社員

約 1,000 人・協力企業約 5,900 人）約 56 ％減少している。

中身は、東電社員の減少は 100 人程度だが協力企

業は 52 ％も減少している。半分に減っているのだ！

これはカイゼン（改善）人減らし合理化が進み「内

製化」が東電社員の上に重くのし掛かっていること

を示すものだ。その結果、現場に目が届かずトラブ

ルや事故が多発し、収拾がつかなくなっている実態

が垣間見える。現場から「資源・資産・供給力」が

消失し“余裕”は全くない現

状を示してしている。今から 20

年前の第一原発の状況に似て

いる。

東電社員全体で５千人削減。

「下請け労働者はご飯を食べ

ながら居眠りしている！」と

定期点検短縮の余波が下宿先

からも聞こえて来た。

職場は余裕が無く、いじめ

自殺が増え、実名入りの告発

文が警察署や労基署に投げ込

まれたものだった。過酷事故

以降、東電社員の退職は後を

絶たないはずである。それを

協力企業から派遣という形で補

充し辻褄を合わせをしている可能性がある。既報

No210 に記したが「安倍首相スーツ姿で第一原発視

察・復興・見栄えだけ優先させた罪！」と書いてい

る。メディア記者
（注 4）

が構内取材約２時間で 50.43 ﾏ

ｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ被ばくしたと書いている。都内なら約 0.1

ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄだから約 500 倍も被ばくする現場で働く

ことが、この先 10 ～ 30 年出来るだろうか？このま

までは「東電第一原発廃炉推進カンパニー」それ自

体が衰退・撤退する可能性が生まれている。

・現場の「不適合発生」と是正活動状況が遅れている。これは３日以内に報告し、30 日以内に計画を作る

ことが遅れている。２年前に指導した保安検査が 10 数件、遅れた経緯がある。これはダメだと言ったが治

っていない。これはいったい何なのか？事務の多忙ではないかと思う。これを良く検証する必要がある。

・次は、「内製化」（外部委託・発注・製造を自社で行いコスト削減がポイント）問題がある。この間 66 件あった。

出来るだけ東電職員がやろういうことである。これは合理化の一環だろうと思う。しかし、これは今まで協

力企業がやってきた「知識・経験」を東電がやろうとした時「品質管理」が問題になる。これを私たちがキ

チンと検証する必要があると思っている。

・カタカナの「カイゼン」活動をもう一度いいたい。実際あったことだが「カイゼンがあるために作業が進

まない」と言う現場からの声がある。これは当直関連の作業で「カイゼン」活動が有るため前に進めないと

言うのは何なのか？現場の声をしっかり掴んで行かなければならない。

・第３の問題として

・組織の改変の実効性についてである。来年４月からプロジェクト体制を強化して行こうとしている。その

場合、リソースをキチンと確保・配分して欲しと言うことである。責任体制の明確化、東電は多くの協力企

業から成り立っている。東電だけのプロジェクト体制ではなく、協力企業も一体でなければならないと思う。

・膨大なマニュアルも現場にある。品質向上効果についても同様である。プロジェクトというのは３つの要

素がある。「品質・コスト・スケジュール」の適正化である。第一原発の廃炉の品質が低下している。３号

炉の燃料取り出しもしかりである。それを東電も自覚している。品質の低下を補ってどう向上させるにはど

うすれば良いのか、それはプロジャクトの理想図を求め、それを見直す必要がある。

・東電は不測の事態に対応する現状を見直し、余裕を持つことである。それを実行する作業員はリーダーは

焦らず、余裕を持ち、立ち止まり、対処できることが大切である。プロジェクトの良いところは、それをフ

レキシブル（柔軟性）に…これはプロジェクトマネージャーの権限で出来る。所長や上司に「もの申す」こ

とが出来る。マネージャーに権限を持たせ独立してやることが大切である。

・以上、福島第一原発で日々感じていることを申し述べた。 以上

（資料８）命がけの仕事が増加する現場
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ＪＲ東日本は原発震災以来不通となっている富岡～浪江間を３月 14 日に運転再開を発表、これに

伴って避難指示が続いている富岡町（夜ノ森駅）・大熊町・双葉町の駅周辺を先行解除することを国・

福島県・各町が合意したが・・・

（資料９）は双葉町と大熊町の先行解除となる場

所の地図である。駅と駐車場と解除済みの地区を

結ぶ道路が先行解除となる。常磐線を利用するた

めの必要最小限のエリアである。

私たち編集部は 2018 年 12 月に双葉町、昨年８

月に大熊町を視察した。双葉町は中間貯蔵施設・

旧市街・特定復興再生拠点区域などをまわり、施

設の状況、空間線量などを調べてきた。全域が帰

還困難地域のため旧市街も震災時そのままの姿

で、除染もされず、私たちが測定した空間線量は

0.3 ～ 1.7 μ Sv/ｈほどに分布していた。私たちを

案内してくれた方の上羽鳥にある自宅は庭で 0.5

μ Sv/ｈ、裏庭では３μ Sv/ｈを超える場所さえ

あった。家屋の壁はイノシシの侵入で壊され、内

部をのぞくと滅茶滅茶に荒らされていた。以前に

も修理したところである。とても人が住めるとこ

ろではない。幹線道路脇には除染に向けて広大な

仮設貯蔵施設が建設中であった。

大熊町は旧町役場付近の道路のモニタリングポ

ストが 0.53 μ Sv/ｈを表示していた。放射線管理

区域と同等のレベルである。旧市街は双葉町と同

様、空間線量が高く震災時のまま廃墟と化してい

た。

市街地から西へしばらく山側に向かうと避難解

除された大川原地区で新役場庁舎が建ち居住区域

が整備されつつあった。地図を見てのとおり現在

の大熊町は人が住めるとしている地域はごくわず

かであり、旧市街・常磐線・国道６号線からも遠

く離れている。しかも事故原発の廃炉収束が見通

せておらず、放射性ガスの放出さえ続いているこ

の地域に住民の帰還を促すことは許せることでは

ない。

2018 年に実施された大熊・双葉両町の住民意

向調査によれば住民全体では「戻りたいと考えて

いる」人は大熊：12.5 ％、双葉：10.8 ％「まだ判

断がつかない」大熊：26.9 ％、双葉：25.6 ％「戻

らないと決めている」大熊：59.3 ％、双葉：61.5

％という状況である。住民は現実的判断をしてい

る。

[お詫び] No216 号表紙の発行年が 2016 年となっておりましたが

2019 年の誤りです。お詫びして訂正いたします。

放射能汚染で廃墟となった町に常磐線が通る！
斉藤章一

（資料９）8 年たっても厳しい大熊・双葉町の現状
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