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この時季になると決して忘れられないこと…それは東日本大震災である！

2011 年３月 11 日 14 時 46 分 震源 三陸沖 Ｍ 9.0 最大震度７ 大津波富岡町沖 20 ㍍

・死者･行方不明者 全国 18,428 人（福島県 1,810 人・宮城県 10,760 人・岩手県 5,787 人・他県 71 人）

・関 連 死 全国 3,739 人（福島県 2,286 人 ・宮城県 928 人・岩手県 469 人・他県 56 人）

津波の直撃を受けた第一原発では、人類がかつ

て経験したことのない原子炉３基メルトダウン！

「東日本壊滅か…人

が住めなくなる可能性

…下手したら日本の国

もダメになるかもしれ

ない！」現場では驚愕

するような会話があっ

た。そして「原子力緊

急事態宣言」が発出さ

れ、今も解除されてい

ない。

これほどの過酷事故

でありながら政府は原

発から離脱するどころ

か一層執着し続けてい

る。

２月 27 日、原子力

規制委員会は（資料１）

の女川原発を原子炉等

を審査する新しい基準

に適合していることを

判断した。

3.11 で被災した原発

では日本原電東海第２

原発に次いで２基目

になる。次は再稼働の地元対応が焦点になる。

しかし、女川原発の主な安全対策は「基準地震

動」（最大 1,000 ガル）を踏まえて建屋・配管・送

電線網などの耐震工

事をしたと言う。

特に「基準津波」23.1

㍍を想定し、防潮堤

を海抜 29 ㍍にかさ上

げしたのが最大の売

りとなっている。

ところが東日本大

震災では岩手県宮古

市で巨大津波が最大

40 ㍍の高さまで駆け

上がったことが分か

って来た。

（資料２）は同田老

地区ある高さ 10 ㍍、

全長 2.4 ㌔㍍、２重の

堤防。日本版“万里

の長城”と呼ばれた

防潮堤が津波によっ

て破られた。防潮堤

が高ければ高いほど、

それを乗り越え、速

度を増し、破壊力を

増し、壊滅的な被害

をもたらすというのだ！

東日本大震災９年目

４０㍍の津波が生まれた現象は…！

（資料２） 岩手県宮古市田老で観測された 40 ㍍津波

（資料１） 東北電力女川２号機 売りは海抜 29 ㍍の防潮堤
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何故このような現象が起きたのか？

（資料３）は東日本大震災の時の宮城・岩手両

県の津波の高さを表したものである。

30 ㍍以上の巨大津波が集中したのは、「最大震

度７」の宮城県ではなく、震源から離れた宮古市

の一帯の「震度５強」だったという。何故、揺れ

は比較的小さいのに巨大津波が襲ったのか？

２つの可能性が浮かび上がって来た。

（資料４）の見て欲しい。

①陸側のプレートが跳ね上がって発生する、従来

から指摘された現象がその一つ。

②陸側の地盤が海側に押し出され…

・地震による揺れ、海底下の液状化、不安定な

斜面が相まって…。

③大規模な「海底

地滑り」が発生。

④その結果、海底

が上下に動き津波

が発生する。「海

底地滑りとは、海

底斜面上の堆積物

が重力によって滑

り落ちる自然現象

のことだという。

地震、波浪、堆

積・侵食過程など

が誘引として考

えられている。

「海底地滑り」は地盤が馬蹄形に崩れることが
ば て い け い

多いという。

この現象は 124 年前の明治三陸津波で起きたと

考えられている。この時、三陸地方の沿岸では「震

度３前後」の揺れにも関わらず 30 ㍍以上の巨大

津波が押し寄せたとさ

れ甚大な被害が出てい

る。

津波には個性がある

という。

ようするに地震の揺

れの強さと津波の大き

さは必ずしも比例しな

い。

「津波は引き潮から

始まる」という言い伝

えも今日まで引き継が

れている。しかし、そ

うばかりではないこと

も知らねばならない。過去の経験による思いこみ

が命を落とし、堅固な施設と思っていたけれど、

いとも簡単に打ち破られるということも忘れては

ならない。

（資料５）は「海底地滑り」の痕跡が多数見つ

かっている。太平洋と日本海の一部だけでも約

4,400 カ所もその現象があった。

日本列島には約 2,000 もの活断層が確認されて

いる。伏在断層を含めればどれだけあるか分から

ない。これに「海底地滑り」の痕跡である。

「自然を侮ってはならない！」これが東日本大

震災の教訓である。

第一原発には 10 ㍍盤に原子炉建屋６基。使用

済み燃料。1,000 ㌧のデブリ。排気筒３基。汚染

物質は数知れないことを忘れてはならない。

（資料３） 岩手県は揺れは低いのに津波は高かった

（資料４） 「海底地滑り」の現象地盤が馬蹄形に崩れる
ばていけい

（資料５）日本海の一部に約 4,400 もの地滑りの跡
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「日々の新聞」409 号（3 月 15 日）
（注１）

に下記の記事が掲載され、示唆に富むものなので了承を得て転載

した。

地元新聞から学ぶ！

「海洋投棄反対は変わらない」福島県漁連会長 野崎 哲さん
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3 月 4 日第 26 回子ども脱被ばく裁判が、福島地方裁判所で（資料６）前回裁判の鈴木眞一福島医大教

授の証人尋問（既報 218 号参照）に続き、山下俊一氏の証人尋問が行われた

あまりにも無責任な発言

で県民を騙し続けた事の責

任と罪は到底許されるもの

ではない。山下氏の発言で、

避難を留まった人もいるだ

ろう、家族で意見の対立も

有っただろう、補償問題に

つながらず困窮された方も

あるだろう、子どもを守り

きれなかったと、この裁判

を聞き新たな悩みに苦しむ

人があるだろう。尋問の終

わりに「言ってしまったこ

と、起きてしまったことは

覆水盆に返らず」とのたま

った態度に怒りと悲しみが

交差する。

山下俊一氏は、福島県放

射線健康リスク管理アドバ

イザーとして、2011 年 3 月

11 日の福島第一原発直後、3

月 18 日福島入り、翌日ア

ドバイザーに委嘱。福島県

立医科大副学長、福島「県

民健康管理調査」検討委員

会の座長に就任（13 年退任）

の先頭に立っている人物

だ。山下氏は、チェルノブ

イリ原発事故の被災地で

IAEA（国際原子力機関）のプ

ロジェクトに参加して調査し小児甲状腺がんなど

健康被害の多発を熟知していた。福島でも健康被

害の危険性が高いこと、当初から認識していたの

だ。直ちに子どもを含む住民の被曝を防ぐ対策に

全力投入する責任があった。

山下氏は 3 月 21 日、県庁内に設置されたオフ

サイトセンター（OFC）に行き「小児甲状腺被ば

くは深刻なレベルに達する可能性がある」と見解

を表明していた事が（2019 年 1 月東京新聞）明

らかになった。（資料 7）

それにもかかわらず、同日

の福島テルサでの講演で「放

射能はニコニコ笑っている人

には来ません」「100 ミリシー

ベルト以下は心配要りませ

ん」の発言をしている。原告

弁護士に問われ、「福島県内

の講演では、不安に寄り添う、

不安を増長させないという事

を意識した」と山下氏は答え

た。「言葉足らずの講演だっ

た、不快な思いをさせた方に

は申し訳ない誤解を招いたの

であれば申し訳ない」とお詫

びの釈明をした。その時、傍

聴席はどよめき、怒りのうな

り声となった。安全でないの

に安心しろというのは詐欺で

はないか。山下氏は福島県放

射線健康リスクアドバイザー

として福島に来た最初から過

小評価と安全・安心論で県民

を騙し嘘の講演をして来た。

確信犯と言わずなんと表現す

ればいいのか！！彼は被ばく

の過小評価と、安全論で福島

県民を騙す役割で来た事は、

自らの言葉で証明した。今更

安心のためとは一体何なので

しょう。科学者が、専門家が、偽りで安心させて、

無用の被曝をさせた責任は今更「間違いでした、

覆水盆に返らず」などと裁判で証言した言葉を絶

対許してはならない。医者、科学者としての論理

はどこにあるのか。山下俊一氏を福島の県民アド

バイザーとして呼んだのは誰なのか！一連の原発

対策、復興政策、原発事故の責任問題、補償問題

も甲状腺問題も山下氏の人事と深いつながりを感

じる。

山下俊一氏いまさら言葉足らずの講演だったとは！！
千葉親子

（資料６） 3 月 4 日福島地裁前抗議集会

（資料７）不要な被ばくを招いた責任は重い
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東京電力は３月 24 日トリチウム汚染水を海洋放出した場合の拡散予測を発表した。年間 22 兆ベクレ

ルを放出した場合と 100 兆ベクレル放出の２通りである。放射能汚染された居住制限区域が少しずつ解

除される中で新たに海岸が汚染されることになる。健康に影響ないからという言葉と共に・・・

（資料８）２月 10 日に経産

省の「多核種除去設備等処

理水の取り扱いに関する小

委員会」が出したトリチウ

ム汚染水の処理方法「実績

のある水蒸気放出及び海洋

放出が現実的な選択肢であ

る」との答申に基づいて東

電は早速、拡散予測を発表

しました。

それによると現在の海水

中濃度を超える範囲は、22

兆ベクレル／年の場合は南

北約３ Km、沖へ約 0.7Km、

100 兆ベクレル／年の場合

は南北約 30Km、沖へ約２

Km になるといいます。

トリチウムについては放

出するベータ線のエネル

ギー（最大 18.6KeV)がセシ

ウム 137（ 1176KeV)などの

他の放射性核種に比べて

小さいことから原発推進

の立場からは、皮膚さえ

貫通できないから安全な

どと宣伝されていますが、

その過小評価に警鐘を鳴

らしている科学者・専門家は少なくありません。

その理由は放射性のトリチウムが水素と化学的

・物理的性質が同じで、水素が酸素と結合し水

（HHO)となってこの水素（H）の 1 個がトリチウ

ム（T）に替わっても（HTO）水と同じようにふる

まうこと。人体は水を取り入れると 99 ％体内に

吸収し全身に分布すると考えられます。エネルギ

ーは小さくとも細胞内の遺伝子に水素として取り

込まれるとそこで全エネルギーを放出し遺伝子の

DNA を壊してしまいます。（内部被ばく）遺伝情報

が失われたり間違った情報が書き込まれた細胞が

生き残った場合にはガンなど

の病気や様々な障害が発生す

るのですから怖いのです。（既

報 214 号参照）

2003 年３月 10 日小柴昌俊氏

（ノーベル物理学者）と長谷川晃

氏（マックスウエル賞受賞者）は

連名で「国際核融合実験装置」

の誘致を見直すよう当時の総

理小泉純一郎宛てに嘆願書を

提出しました。その理由のひ

とつに「…燃料として装置の

中に蓄えられる 2Kg のトリチ

ウムはわずか 1 ㎎で致死量と

される猛毒で 200 万人の殺傷

能力があります。…」とその

危険性を訴えています。トリ

チウムは決して安全なもので

はないのです。許容濃度でも

遺伝子を切断するのです。

（資料９）は東京、千葉の降

水中のトリチウムの変化を表

したグラフです。大気圏内核

実験が盛んにおこなわれてい

た 1960 年代には現在の 100 倍

以上のトリチウムが降ってい

たことになります。その総量

は自然存在量の 200 倍といわれ現在でも 10 倍の

トリチウムが残っています。ベクレル数だけを見

ると低レベルのように感じるかもしれませんが、

これが全世界に雨とともに降り全生物に吸収され

るのですからその影響を考えるとゾッとします。

稼働中の原発でも軽水炉で 20 兆ベクレル／年、

加圧水型で 200 兆ベクレル／年、再処理施設に至

っては２京ベクレル／年にも達します。核保有国

の軍事施設からの放出は軍事機密です。世界中で

大量のトリチウムが大気に、海洋に、垂れ流され

それが日々私たちの頭上に降っているのです。

水の惑星をトリチウムで汚すな！！
斉藤章一

（資料 ）子ども脱被ばく弁護団報告集会

（資料８）トリチウム汚染水は地元沿岸に張り付く？

（資料９）東京、千葉での降水中のトリチウム濃度
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浪江町の三月定例町議会は 17 日、最終本会議

を開き、東電第一原発の放射性物質トリチウムを

含んだ汚染水を海洋放出に反対する決議案を全会

一致で可決した。

経産省が取り仕切る小委員会が１月末に海洋放

出の利点を強調する提言をしたが、それ以降同様

の決議を採択するのは県内で始めてだ。

決議では、町の基幹産業（請戸港）である漁業

の全面再開を目指す時期に海洋放出すればさらな

る風評被害の拡大につながると指摘。

その上で「過去に行われた公聴会の発言で大多

数を占めた陸上保管を継続し、その間にトリチウ

ムの除去技術などの開発を急ぐべきである」と要

求した。

政府はトリチウム汚染水の説明会を各町村議会

を中心に行っている。

それが下のものである。

■３月 10 日 広野町 公開

慎重を意見多数。理解を示す議員もいた。

■３月 12 日 浪江町 公開

放出反対意見相次ぐ。賛成意見なし。

■３月 13 日 南相馬市 非公開

反対意見多数、長期保管を求める声多し。

■３月 13 日 川内村 非公開

国が処分方法を示しそれから議論。

海洋放出を目指した説明であった。

全力をあげて阻止しなければならない！

東電福島第一原発で自動車整備士・猪狩忠行さ

んが過労死した事件での賃金未払い裁判が２月２

５日に裁判が行われました。

猪狩忠行さんが亡くなった当日、一緒に現場で

働いていたＭさんの証人尋問が行われました。

いわきオール(株)は猪狩さんの死が「長時間労

働による過労が原因」と労基署に認定され是正指

導を受けてもなお、「残業はなかった」「納品・

納車、ミーティング、防護服の着用に至るまでい

ずれも労働時間ではない」として残業代の適正な

支払いを拒否しています。

その姿勢は裁判の中でも変わりません。

Ｍさんの証人尋問は、原告弁護人、被告弁護人、

裁判官それぞれから行われ、いわきオール(株)の

主張を打ち崩す大事な局面となりました。

当日は12時半よりアピール行動（福島地方裁判

所いわき支部前）、報告集会（労働福祉会館）が行

われました。

証人尋問が終わり３月26日には「結審―判決」

となります。（26日結審し、原告勝訴しました。

これまでのご支援に感謝いたします。次号に続報）

過労死は決して許さない！
フクシマ原発労働者相談センター

秋葉 信夫

浪江町 海洋投棄に反対する決議
全会一致で可決！

（資料10） 浪江町役場

（資料11） 裁判所前のアピール行動
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