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東電福島第１原発でたまり続ける放射性物質トリチウムを含む処理水に関し、政府は、県内の自治体

・漁業林業関係者らを対象に「意見聴取会」を 6 日の福島市内に続き、13 日富岡町でも開かれた。

内堀知事ら自治体代表者と。商業・漁業関係者

ら、計 10 名が意見を述べた。

まず、最初に内

堀知事が「風評対

策がしっかり出来

るか不安な人が多

い。トリチウムは

自然界でも生成さ

れ、雨水や水道水

等にも含まれる。

放射線に対する知

識、県産品に対す

る放射線物質に対

する現状が十分に周知されて

いない」など相変わらずの主

張だった。

小井戸県ホテル生活衛生同

業組合理事長は「海洋放出を

選択するのが最も損失が少な

い。加害行為による損失は補

償すべき」と発言。

渡辺県商工会議所連合会長

は「原発事故の当事者である

国と東電が最後まで責任を持

つ覚悟を…」と語った。

秋元県森林組合連合会長は「処理水を大気や海

洋放出することは反対だ」と主張。

野崎県漁連会長は「本県の漁業者は震災後、地

元で土着しながら生活を再建することを第一に考

えており海洋放出には反対である。海洋には県境

がない…全漁業者の意見、思いを聞いてほしい」

と語った。

次いで小椋県町

村会長（北塩原村

長）は「処理水が

安全ならば県外で

も処分を検討すべ

きだ」立谷相馬市

長は「処理水の取

扱次第で風評被害

は 更 に 大 き く な

る」門馬南相馬

市長は「時間を要すること

からタンクの増設を…」大

堀新地町長は「いずれの方

法も風評被害が今以上に問

題になる」

それにしても情けないの

が内堀知事だ！地元知事で

ありながら“反対”の言葉

さえない！茨城県の大井川

知事は県内沿海 10 漁協連合

会が「処理水を海洋放出し

ないよう求める要請書」に対し「（海洋放出）は全

く容認できない！」と内閣府に白紙撤回するよう

求めている。13 日には富岡町でも開かれた。

超党派議員連盟「原発ゼロの会」は緊急事態宣

言が解除されるまですべての中止を求めている。

コロナウイルス禍の最中

「トリチウム 意見を聞く会」を開催…？

（資料１） 地元 福島県知事とは思えない発言を続ける内堀知事

（資料２） 放流に反対した漁協・森林組合長
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東電第一原発の建設時の現状を見るにつけ“自然を甘く見て…原発を造り続けた”そのツケが

モロに回ってきたことを感じさせるものがある。その歴史をふり返って見た。

第一原発の過酷

事故の現状は、日

本のみならず世界

から注目されて来

た。特に、海洋の流

れには国境がない

から当然である。

（資料３）を見て欲

しい。2013年８月に

政府が開いた「第3

1回原子力災害対

策本部～第一原発

の汚染水問題への対策

～」である。

その冒頭には◇１～

４号機の海側地盤から

高濃度に汚染された地

下水が検出された。◇

汚染水が海に流出して

いることを受けて緊急

対策、抜本的対策を重

点的に実施…と記され

ている。

左下の「地下水の現

状」では「１～４号機には、

1,000㌧/日の地下水流入があり、約400㌧が建屋に

流入。残り600㌧の一部はトレンチ内の汚染源に触れ

て、汚染水として

海に放出され

る状況」とある。

この本部長は

安倍首相で「汚

染水問題に対応

すべき喫緊の課

題。東電のみに

任せるのではなく

国として対策を講

ずる必要がある」

と懸念を表明して

いた。

そのため（資料４）「汚染

水対策三原則」として定

めた、「１．汚染源を取り

除く２.汚染源に水を近づ

けない３．汚染水を漏らさ

ない」、にもとづく９つの

対策をとった。

原発事故の後始末費

22兆円。うち廃炉費８兆

円、その多くをこの対策

に使ったが「地下水を防

ぐ こ と が 出 来 な か っ

た！」それは“自然を甘く見過ぎた結果”にほかなら

ない！

第一原発 汚染水問題
自然を甘く見過ぎた！ 歴史そのもの…

第一原発・汚染水の現状（2020 年４月８日現在・東電発表）

・トリチウムを含む汚染水 約１２０万立法㍍

・トリチウム水 約２,０６９兆ﾍﾞｸﾚﾙ
（タンク内 860 兆・建屋残留水 1,209 兆ﾍﾞｸﾚﾙ）

・タンク群 ９７９基

・今後発生続ける汚染水 １７０立法㍍／日

（資料３）2013年 経済産業省が発出した汚染水問題への対策

（資料４） 鳥瞰図から見える主要な５つの汚染水対策
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水対策のプロは「水対策不能」と語る。（注１）

「東電のこれまでの汚染水対

策は何故ダメだったのか…原因

は地下水が何処から来て、どこ

に流れていくのか、具体的な認

識が欠如している」…と語る。

（資料５）は「敷地全体に入

る地下水は約 5,000 万～１億㌧/

日と推定され、常に海に流れて

いる」「事故前はサブド

レン（地下水を汲み上げる

井戸）から汲み上げない

と建屋が浮き上がり傾い

てしまう。

確かに、汲み上げ量は

最大 1,724 ㌧ /日、平均

1,344 ㌧ /日の実績を示し

ている。（注２）降雨に対し

ても敏感である。そして

「東電の流入量の試算は根拠

のないもの…」と語っている。

ここで、建設時の「湧水問

題」に立ち返ってみる。

（資料６）は１号機の進捗率 30

％程度のもので、左側に３基

が並ぶことになる。40 ㍍の断

崖を削り O・P10（海抜・小名

浜ポイント）に 10 ㍍盤を造っ

た。更に、沖合 130 ㍍を埋め

立て４㍍盤を造った。

（資料７）は「発電所一般平

面図および施行基面図」（注３）

である。

赤い線は「約 33 万

立方㍍部は湧水が激し

く難渋した」そして「土

木工事にとって最も重

要な問題は廃水処理で

ある。当発電所ではこ

の問題に大いに悩まさ

れた」とある。

それは何故か？

（資料８）は「湧水線図」

である。その中の赤線「Ｅ

Ｌ＋ 26.5」とは標高 26.5 ㍍

を示す。そこから湧水が生

じ「ＥＬ＋ 14.5」標高 14.5

㍍へ約 2.3 ％のこう配で海

岸に向かって湧水が走って

いた。

東電広報は常に「原

発は固い岩盤の上に

造られている」は大

嘘である。

「…地質は砂質シ

ルトで湿潤化した場

合、泥土化してゆる

く崩れやすくなる…」

と造成工事の段階か

ら「地質・掘削工法」

に 詳 し く 書 か れ て い る の

だ！

ようするに原発建設の「適

地か否か！」の検討は論外

で建設されて来たのだ。

東電交渉で、これを指摘

したところ「福島は少ない

柏 崎 刈 羽 原 発 の 流 入 量 は

3,000 ㌧/日」と答えたのだ。

これには驚いた！

前述したが本部長の安倍

首相は五輪招致演説で「汚

染水による影響は港湾内で

完全にブロックされている」

と語り誘致に成功した。

ところが「防潮堤標

準断面図」には巴型ブ

ロックで魚が自由に通

り抜ける代物なのだ。

一国の首相がウソの

限りを尽くし…更に「海

洋放出」まで企ててい

る の だ … 聞 い て 呆 れ

る！

（資料６） １～ 4 号機の建屋周辺には複数の川があった

（資料７）発電所一般平面図および施行基面図

（資料８） 第一原発の湧水線図

（資料５） 第一原発の押し寄せる地下水
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４月 21 日東北から北海道の沖にある日本海溝

・千島海峡沿いを震源とした津波の想定を内閣府

有識者会議（注４）が公表した。

（資料９）のように津波の高さを見ると大震災

クラスそのものである。

（資料10）の双葉町は北側の国道６号まで押し

寄せると試算。

その下（南）に位置する第一原発。ここは１～

４号炉建屋がある 10 ㍍盤では最大 3.3 ㍍浸水す

ると試算。流れ込んだ海水が建屋地下の汚染水と

混ざって流出。浸水で設備全体に被害が出ると試

算している。

（資料11）は第一原発１～６号機周辺の放射性

物質の所在状況を示した「リスクマップ」である。

高くそびえる黄色の□四角柱５本は１～６号炉

の原子炉建屋「使用済み燃料」を示す。

放射能は「10 京ﾍﾞｸﾚﾙ以上」と書かれている。

原子炉建屋周辺には、驚くべき放射能がそこか

しこに膨大に置かれているのを示すものだ。

今、第一原発では、高さ 11 ㍍、全長約 600 ㍍

の防潮堤を建設中である。

今年９月までに完成を目指し

ている。その程度の防潮堤で

はどうにもならない事を示し

ている。

この防潮堤を更にかさ上げ

するのか！

課題は誠に多い。

日本・千島海溝 巨大津波 30㍍！内閣府想定

〔想定の骨子〕

・30 年以内に地震発生の確率：60 ％

・最大規模はＭ（マグニュード）９クラス（3.11 東日

本大震災と同程度）

・最大クラスの津波発生が切迫

・津波の高さは北海道えりも町で 30 ㍍弱、宮

古市 30 ㍍近い、南相馬市 19.0 ㍍、双葉町 13.7

㍍、大熊町 14.1 ㍍、いわき市 7.7 ㍍

（資料９） 沿岸各地の津波の高さ

（資料１０） 双葉町の津波浸水状況と第一原発

（資料１１） 第一原発 10 ㍍盤にある放射性物質の所在状況
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矢ヶ崎克馬琉球大学名誉教授は内部被ばくを過小評価する ICRP や IAEA など放射線防護にかかわる

国際的枠組みを、べーバーストック博士が言った「密猟者と猟場管理人が同一人物の群れ」をひいて批

判している。彼らには許しがたい防護哲学の天地逆転がある…教授の市民講座から内部被ばくを紐解く。

（資料12）は内部被ばくを過小評価する「ICRPモデルの虚

構」である。α線は体内では40マイクロメートルしか進めない

がこの間に10万個の原子をイオン化する（分子の分断）。α

線が飛んだ範囲の被ばく量を計算すると2.3 ×10 Gyだ－３

がこれをICRPモデルの臓器１Kgに平均にあたる条件で計算

すると0.7 ×10 Gy、と約30憶分の１の値になってしまうの-12

である。（Gyは吸収線量。これに臓器ごとの感受性による加

重係数を掛けるとSvになる）

（資料13）ではこのα線によって分断された遺伝子の状態を

表している。ガンマー線による分断は密度が低い）バラバラ

の傷となり完全な修復も可能である。

しかしα線やベータ線のように飛距離は短くとも高密度に

傷がついた遺伝子はDNAの2重らせんが2本とも切れてしま

うため異常再結合が多数発生してしまう。高線量下では遺伝

子の異常結合によって生じた異常細胞は「自死」するものが

多く発生するが、低線量下ではこの異常細胞が生き残って

ガンを発生させたり臓器の機能不全となって諸疾病を引き起

こすのだ。その経過は①身体組織の原子の電子を吹き飛ば

す （電離）②原子と原子の結びつきが破壊される（分子切

断）、DNAやあらゆる組織が傷つけられる＜＝＞免疫力で修

復。修復できない場合＝＞諸疾病（酸化ストレス症候群）機

能不全（組織的影響）・ガン（確率的影響）＝＞不健康・死

亡。

（資料14）今日の放射線被ばくの基礎データは広島・長

崎の原爆によるものである。アメリカは悲惨で非人道的原爆を

正当化して国際的批判を逃れる必要があった。そのため原爆

による影響は熱線・爆風による破壊と直射放射線による障害

にとどめ、内部被ばくや被ばく後遺症をないものとしたのであ

る。悪名高いABCC（原爆障害調査委員会）の流れの中にIC

RPがある。 ICRP「2007年勧告」大量被ばく強制を体系化＝

＞フクシマに適用／虚為を基にした棄民政策、住民犠牲の

大実験。IAEAは「チェルノブイリの事故から10年」の1996年

「住民は毎日の放射線リスクを受け入れる用意がある」「介入

という範疇で規制される古典的放射線防護は複雑な社会的

問題を解決するためには不十分である。住民が永久的に汚

染された地域に住みつづけることを前提に心理学的な状況

にも責任を持つ新しい枠組みを作り上げなければならない」。まるで被ばく強制委員会だ。

トリチウムの海洋投棄を許すな！
内部被ばくを過小評価するIAEA・ICRP 斉藤章一

（資料12）ICRPモデルでは被ばく線量は数十億分の１に

（資料14）ICRPの予算は各国の原子力推進機関から

（資料13） 内部被ばくは異常結合をつくる
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４月８日、いわき市平で県内脱原発 10 団体による事故再開後 53 回目となる東電交渉が行われた。

まず最初に２月 12 日提出の質問事項から行わ

れた。下が質問事項である。

（東電）イ、について…核燃料交換機の不具合の

発生は文書にある通りだ。14 件（文書配布）特に

海外発注品で品質管理で問題があった。昨年から

119 体運び出し共用プールに移動した。現在は 447

体が建屋プールに残っている。

ウ、について…ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰであり、手順書への記

載と訓練を実施している。現在、作業再開はして

いない。予定では本年５月まで 23 ﾌﾞﾛｯｸまで解体

する計画である。

（２）について…４月１日から組織改編を実施し

東京から 80 名程度異動、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑを編成して

対応する。ｾｸｼｮﾅﾘｽﾞﾑ（組織の割拠主義）が働いて

横の連絡がなかったことを反省している。

（諸団体）約 20 年前にも「カイゼン」があり、

現場は非常に苦労した経過がある。今回も同様で

ある。社員 1,100 人中、何人退職しているのか？

（東電）分からない…答えられない。

（諸団体）前回質問した 20 年前の自死問題をど

う反省し生かすのか？このままでは社員が現場か

らどんどん離れる（退職）可能性が高い。リソー

ス（資源、資産、供給源）をキチンと確保する事が

大切である。改めて要求する。

（東電）自死問題は判然としない。理解を…。

（諸団体）ｺﾛﾅｳｲﾙｽ問題に対する対策は？

（東電）今回移動した社員は別の会議室で隔離し

た状態で仕事をしている。重要度の高い部署は「寮

・移動・食事」別にした対策を取っている。出張

はせずテレビ会議で実施中。ﾏﾆｭｱﾙは有るが今日

は持ってきていない。（３）について…。

（諸団体）経産省と東電は３月に福島県沖への海

洋放出を既定事実としているが本当か？

（東電）東電としてはそう言うつもりはない。

（諸団体）本店、松本氏が「ﾄﾘﾁｳﾑ全体で 2,069

兆ﾍﾞｸﾚﾙ」と言っている。それはタンク内 860 兆ﾍﾞ

ｸﾚﾙ、建屋内残留水 1,209 兆ﾍﾞｸﾚﾙの合計 2,069 兆ﾍﾞ

ｸﾚﾙを放出する腹づもりがあるのではないか？

（東電）国は「意見を聞く会」など、いろいろ…？？

（訳の分からない発言が続く…激しいやり取り…）

以上、２時間の交渉時間だったが紙面の都合上

省略する。

次回交渉 ６月 22 日（月）13 時 00 分～

東電交渉 再開後５３回

トリチウム 2,069 兆ﾍﾞｸﾚﾙ 海洋放出の腹づもりか！

〔２月 12 日 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

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」はコスト削減であり、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
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