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放射性物質トリチウムを含んだ汚染水の海洋放出処分を巡り、県内の市町村議会で「反対意見書」が

議決されている。（資料１）のように、海に囲まれた海洋・水産国日本…汚染水は阻止以外に道はない！

３月と 6 月の定例議会で、意見書を採択し

た議会は、19 日現在、浪江町以下 13 市町村

となっている。

左の、三春町の意見書を見れば福島県民の

「海洋放出反対！」の決意が伝わってくる。

三春町の佐藤弘議長は閉会後の記者会見で

「被災地の議会として主張すべきことは主張

していかなければならない！」と述べている。

これまで行われた 15 市町村での「処分水

を巡る政府説明会」も議員の発言は「海洋放

出反対、風評対策が不十分、長期保管の選択

肢を…」が全体を支配している。

先に行われた６都県の 134 漁協アンケート

でも（注１）90 ％が「海洋放出反対」、85 ％が

「他県でも意見聴取を行うべき」としている。

宮城県漁協が実施した、村井知事へ反対の

意向を伝えたところ、同知事は「県民の代表

として、こうした声を国に伝えていくことは

重要だ」と応じたという。

何もしない内堀知事は、これをどう見る！

福島県内市町村議会

海洋放出反対 議決 相次ぐ！

（要旨）

多核種除去設備等処理水の水蒸気放出

及び海洋放出に反対する意見書

経済産業省・処理水の取扱に関す小委員会が「水蒸気及

び海洋放出」が現実的選択肢とする報告書を公表した。

福島県の有権者を対象に実施した世論調査で 57 ％が「処理水

を薄めて海に流すこと」に反対している。

現在タンクに貯蔵されている処理水の約７割で、トリチウム

以外の６２種類の放射性物質が告示濃度限度を上回っており、海

洋放出が実施されることとなれば、ふるさとの復興・風評被害か

らの脱却に向けて取り組んできた福島県民の努力が振り出しに戻

ってしまう。漁業関係者をはじめ農業、林業、観光業はもちろん

私たちの暮らし、そのものへの影響が及ぶ事は避けられない。

よって、処理水の水蒸気放出及び海洋放出をすることは、原発

事故によって大きな被害を受けた福島県民が新たな被害を受ける

ものであり容認できないため、処理水の陸上保管を求めるととも

に、水蒸気放出及び海洋放出に強く反対するものである。

令和２年６月 10 日

内閣総理大臣 安倍 晋三殿

三春町議会議長 佐 藤 弘

（資料１） 塩屋崎灯台から見た…かけがえのない海



- 2 -

3.11 大震災と原発過酷事故から９年３ヶ月…「震災関連死」が後を絶たない。その状況を探ってみた。

2019 年、全国で 3,739 人。福島県は 2,286 人、

全国比 61 ％ダントツである。特に、昨年だけで 34

人増加している。

今なお、避難者は約４万人。

帰還しても１人暮らしが多

く、同居人がいないと死亡した

場合に申請のための「根拠資料」

も出せないまま厚いベールに包

まれている。

４月と５月に報道（資料２）

があった。「２人の遺体…」「孤

独死、死後数ヶ月…」とある。

そこで浪江町に行ってみた。

同町は 2017 年３月、避難指

示が一部解除され、町内の居住

人口は 1,238 人。震災前の６％

程度である。町並みは閑散と

して、パトカーだけがやたら目

に入る町になっていた。

遺体が発見された家は、町の中心部、役場から

150 ㍍西側、住居解体の空き地が目立つ。

アパートのほとんどは

空き部屋だった。

ここで「報道内容」

を見てみよう。「双葉警

察署に『親子２人を最

近見かけない』との通

報が入った。その親子

は 87 歳の父親と 58 歳

の長女だという。その

日のうちに親族と署員

が自宅に行き遺体を発

見。父親は１階で横た

わり、長女は２階で見つかった。遺体は腐敗が進

んで、死後数ヶ月か…内側から鍵がかかり、室内

は荒らさた形跡はなく、着衣の乱れはない。犯罪

性はないと判断し司法解剖で死亡原因を調査する

という」これが経過である。

（資料３）が自宅である。玄関先に回ってみる

と、小ぎれいな様相であった。火のない焼香台が

置かれ、知り合いが花を手向けた

であろう。

周囲を歩いていたら 70 歳後半

の女性を見かけた。伺ってみた。

「２人は福島市に避難し、昨年

春に帰還して来たようです。近所

付き合いもなく、ほとんど見かけ

ることもなかったけれど、半年く

らい前、長女と道路上で会いまし

た。『お父さんどうしてる？』と

聞いたら『デイサービスに行って

いる。お金もかかる！』と話して

いました。２階に明かりが灯った

ので、呼び鈴を鳴らしたけれど返

事がありませんでした。それ以外、

異変には気づかなかったです」と

話してくれた。

南相馬市の「孤独死」も同様で「しばらく姿が

みえない」とのことで、死後数ヶ月経っていた。

いずれも司法解剖さ

れ持病や死亡に至る経

緯はおおよそ分かるで

あろう。

このように「震災関

連死」としてカウントさ

れない犠牲者は後を絶

たない。

この現象は、双葉郡

の廃炉現場周辺の共通

した現状である。

帰還したが、その多く

は高齢者。しかも一人暮らしや夫婦だから、一方

が倒れれば途端に生活が滞る。町からはにぎわい

も失せ、農作業や生活圏を共にした集落は破壊さ

れた。日々、日常生活の苦難が押し寄せ、引きこ

もることになる。

震 災 関 連 死

2019年 宮城 岩手は２人なのに福島県は３４人

（資料３） 何事もなく 人が 玄関から出てくるような…

（資料２） 父娘が遺体発見された
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（資料４）は復興庁の「東日本大震災における

震災関連死」に「避難指示」が出された 13 市町

村の人口（2011 年 3 月）と関連死の割合を示したも

のである。最も多

い順から見てみる

と、川内村から始

まり、双葉郡６町

２村が続き２桁台

が続いていること

が分かる。特に、

（資料５）の「ビッ

クパレット郡山」

に、富岡・川内両

町村民 2,900 人が

避難し、最大６ヶ

月間の避難生活を強

いられたのだ。その

ことが 30 人に 1 人

もの犠牲に繋がった

可能性があるとみて

いる。

右の表の「関連死

の原因」として市町

村から報告された事

例を見て欲しい。

この施設で６ヶ月

間、避難生活を送っ

たある人物（男性 70

歳）はこう語る。

「退職間近で比較

的若かったから耐え

られた！避難所の朝

は早い…５時…パッ

…と、やたらまぶし

い電 気 が 点く …洗

面、トイレ…食事も

すべて並んで順番を

待つ…トイレは汚れ

が酷い…高齢者、障

害者など様々であったから…ほとんどの人は“す

ぐ帰れる”と思い、何の準備もなく避難バスに乗

った。薄い布団にゴツゴツした床…今思うと“三

密状態”だった。４月にはノロウイルスが発生！

暑い時期だったら、爆発的な発生だったろう…い

つ帰れるか、希望もなく、とにかく、何もするこ

とがないから 1 日が長い…盗難も多かった…極限

状態だった！」このような避難生活が耐えられな

く、全国に散らばっ

ていったものと考え

られる。

ある町のように会

津若松市にホテルを

確保した自治体もあ

った。それでも２桁

台である。

今、コロナウイルス

禍に隠れ「原発事故

は終わった！」「いつ

まで関連死など…」

と聞こえてくるよう

である。復興庁は年

間の「関連死」の現

状だけは HP に掲載

はしている。

しかし、福島県庁

は「我関せず！」の

おもむきで 2014 年当

時の古ぼけた資料だ

けである。

昨年４月、大熊町

新庁舎開所式があっ

た。（既報 No216）

安倍首相と内堀知

事が得意満面の笑顔

でスタッフ一同に赤い

ジャンパーを着せ、そ

の背中に「ふりむく

ひまがあったらまえ

にすすめ」の文字が

目に浮かぶ！

昨年、私の従兄弟

が復興住宅で自死し

ている。（既報 No209）その事例も１人暮らしで書類

作成が出来なかった。「震災関連死」は厚いベー

ルにつつまれ推移する可能性が極め高い課題であ

る。

関連死の原因として市町村から報告された事例（注２）

①病院の機能停止（転院を含む）による既往症の悪化（11％）

・発災後病院に取り残され仮死状態となった。

・震災で負傷し、治療が十分でない中、退院を余儀なくされた。

・震災・原発事故のため、予定していた治療が行えなかった。

②避難所等への移動中の肉体・精神的疲労（２４％）

・発生後、数時間置き去りになり、一時意識レベル低下。

・厳しい状況下で長時間移動し、体力が低下した。

・度重なる移動により体調が悪化した。

・移動中に必要な処置が行われず衰弱した。

③避難所等における生活の肉体・精神的疲労（４５％）

・夏に避難先の暑さ等で体調を崩した。

・冬に避難先の寒さで引きこもりがちになった。

・避難所では寒く、食糧も不足していた。

・家に帰りたがり、精神的に落ち込み、体調を崩した。

・避難生活、将来の見通しが立たないこと等ストレスを募らせた。

・避難生活先の度重なる移動で体調が悪化した。

・慣れない避難生活をし、体調が悪化した。

・部屋から出ない生活になり、体調が悪化した。

・体調が悪化し、徐々に衰弱していった。

・気落ちし、やることがなくタバコの本数が増えた。

・体調不良のため病気の治療ができなかった。

・度重なる移動によるストレスから飲酒も多くなり体調を崩した。

④原発事故による肉体・精神的疲労（２％）

・原子力発電所の状況を見ると徐々に元気がなくなった。

⑤その他（５％）

・親しい人の不幸によりショックを受けた。

・一時帰宅の時、長時間の受付等で体力が低下し体調を崩す避

難により検査が遅れた。

（資料４）川内村は 30 人に１人 （資料５) 三密状態の避難所
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コロナ禍で開催が延びていた、福島県民健康調査検討委員会、及び甲状腺評価部会が、相次ぎ開催さ

れた。コロナ禍を鑑みオンライン会議で実施、一般傍聴はできなかった。甲状腺問題の取材を続けてい

る「アワプラネットＴＶ」の、取材報道から、甲状腺問題の置かれている現状をみて見る事にする。

5 月 25 日、第 38 回検

討委員会開催され、昨

年 12 月までに新たな甲

状腺がん患者は 3 巡目 2

人、4 巡目 3 人の計 5 人

で、甲状腺がん患者は

191 人となった。

第 15 回甲状腺評価部

会（6 月 15 日）が開催

され今年 3 月までの 3 巡

目検査の最終結果が公

表され新たに１人が、がんと診断され、同じく 3

月末までの、節目検査の結果も公表され 3 人が、

がんと診断された。これま

で、穿刺細胞診で甲状腺が

んの疑いがある患者は 241

人（うち 1 人は良性）。手

術を受け甲状腺がんと確定

した患者は 195 人（資料６）

となった。「多数の甲状腺

がんが見つかるのはスクリ

ーニング効果である」と主

張する県立医大や、県民健

康調査検討委員会に反し

て、患者は増えている。

今回の評価部会に、県立

医大県民健康調査支援部門長大平哲也教授が、甲

状腺がんの関連を分析し、「内部被ばくと甲状腺

がん 2 巡目の解析と論文」を発表し「被ばく影響

なし」という結論をだした。今回出版された論文

は、昨年、部会に提出された資料と、解析内容が

大幅に異なっている事が判明。本来、評価部会の

解析と論文が同じくなるはずの論文が違うものに

なっていた。委員の祖父江友孝大阪大学教授は部

会席上で「部会で示された解析結果と論文が異な

る事をはじめて知った」と苦言を呈した。さらに

（資料７）は 5 月 6 日の地元紙に掲載された記事

だ。国際医療福祉大のチームが、原発事故で避難

指示が出た７市町村の、1 歳時の甲状腺被ばく線

量は、1.2 ～ 15 ミリシー

ベルトにとどまるとの

研究結果を示し、 2013

年にＵＮＳＣＥＡＲが

報告した 15 ～ 83 ミリシ

ーベルトより大幅に低

くなったと英科学誌電

子版に発表した。この

研究チームの代表は、

甲状腺評価部会の部長

鈴木元教授だ。ここでは、

避難中の行動を聞き取った県の問診表を元に 7 市

町村の避難経路や屋内退避等を考慮し被ばく線量

を推計している。最も高

かったのが避難開始が遅

れ北へ避難したグループ

でプルームが複数回通過

していた。一方、原発立

地で 12 日には避難開始、

プルームを通過しなかっ

たグループと会津地方や、

県外へ避難したグループ

の推計量は低いという。

小児甲状腺がんの発症も

この傾向にある事は周知

の事実だ。真実の被ばく

線量は明らかにしないまま被ばく 10 年を迎える

来年、ＵＮＳＣＥＡＲ 10 年報告書（既報 212 号

参照）に、福島原発事故を過小評価し、健康被害

を及ぼす影響に無いと位置づけ、公衆被ばく線量

年間 1 ミリシーベルトを、10 ミリシーベルトへ

緩和した勧告へ反映するための布石とし、影響な

しと結論付けをしていると見る。「検査をしない」

「データーをとらない」「記録を残さない」など、

嘘・隠蔽の体質は、本当の被ばく線量、汚染状況、

甲状腺がん患者や疑いのある人々の実態が明らか

にされないでいるのが現状だ。だれも責任を取ら

ず自己責任に仕向ける、こんな事が許されるはず

は無い。

被ばく影響なしと結論付けたいのだ！！
千葉 親子

（資料６ ） 25歳節目検査で新たに3人ががんと診断

（資料７）避難開始が遅れ北へ逃れたグループの被ばく
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「アルプス処理水の処分は海洋放出が安全で現実的だ」などと、これまでの市民、地元住民、関係団

体の「長期陸上保管」を望む圧倒的な声を無視し、政府はコロナウイルス非常事態宣言を悪用して、ご

く限られた団体・関係者の意見聴取を強行している。しかし福島県内の市町村は海洋放出反対の声を上

げ始めている。

本号トップで紹介したように

県内の自治体は続々と「海洋放

出反対」を議会で議決している。

除染土を再利用と称し県内再拡

散を目論見、安上がりと言って

は汚染水を海に垂れ流す政府。

被災地福島の大地と海と環境を

これ以上汚すなとの叫びだ。

（資料８）は既号で掲載した東電

HD が発表したアルプス処理水放

出時の拡散シミュレーションで

ある。汚染水は浪江町から楢葉

町の沿岸をおおい、やがて豊か

な漁場である福島の海を汚染

水の海にしてしまうのは火を見るより明らかだ。

年に 100 兆ベクレル放出した場合でも終了まで

10 年かかるという。

しかし、廃炉の中長期ロードマップによれば廃

炉終了は 30 ～ 40 年後

としている。燃料デブ

リの取り出しは全く見

とおしが立っていない。

つまり海洋放出は何十

年続くかわからない。

その間にトリチウムと

ともにセシウムやスト

ロンチウム、ヨウ素な

ど数十種類の核種が福

島沿岸に垂れ流され続

けるのである。いかに

安全を喧伝しても誰も

信じる事はできないだ

ろうし、風評被害など

というレベルを超えて

魚類の「居住制限区域」が出現するだろう。

（資料９）怖いのは魚だけではない。北海道がん

センター名誉所長である西尾正

道氏は世界の原発の正常運転時

のトリチウム放出によるものと

疑われている健康被害の報告を

紹介している。その中で最も有

名な報告としてドイツとカナダ

からの報告を上げている。（ここ

から引用）「ドイツでは 1992 年と

1998 年の 2 度行われた KiKK 調

査が有名です。 この調査はドイ

ツの原子力発電所周辺のがんと

白血病の増加に関する調査です。

その結果は、原子力施設周辺 5km

以内の 5 歳以下の子供には明ら

かに影響があり、白血病の相対危険度が 5km 以

遠に比べて 2.19、ほかの固形がん発病の相対危険

度は 1.61 と報告され、原発からの距離が遠くな

ると発病率は下がったという結果です。カナダの

CANDU 原子炉では

稼働後しばらくし

て住民が実感とし

て健康被害が随分

増えていると騒ぎ

出しました。調査

した結果やはり健

康被害が増加して

いました。カナダ

・ピッカリング重

水原子炉周辺都市

では小児白血病や

新生児死亡率が増

加し、またダウン

症候群が 80%も増

加していました。」

（ここまで引用）生命をはぐくむ水、海、を汚し、

子ども達の未来を壊すな。

生命の海をトリチウム汚染水の海にするな！
沿岸漁業を壊滅させ、子ども達の命を脅かすアルプス処理水の海洋放出は許さない

斉藤 章一

（資料８）豊かな漁場は汚染水のたまり場に

（資料９） トリチウムは乳幼児や子どもたちの命を奪っている
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東電の感染者は柏崎刈羽原発や本店で 22 名となっている。そのため第一原発では作業を縮小し、約

300 件を 70 件に第二原発では約 50 件を 10 件に減少している。要請に対する回答は以下の通りである。

〔東電の回答〕

１．について 感染予防として、マスクの着用、

検温、サーモグラフィーによる検温、手洗、消毒

の励行。不要不急の外出をできる限り控える。帰

宅日から２週間の経過観察（在宅待機）の実施を

行う。

２．について 安全かつ着実に廃炉作業を実施

するためにも、感染予防対策に万全を期す所存

である。

３．について ５月 26 日、現在、罹患者の発

生は存在しない。

４．について 感染の疑いが生じた場合には、

同センターの指示に従い確実に対応することと

している。

５．について 社員及び協力企業にマスク着用

を要請し、未着用者の入場を断りマスクの着用

を依頼している。

６．について 37.5 ℃以上体温がある人は存在

していない。

７．について ３密回避の観点から、時差作業

や休憩所の分散化、対面喫食禁止、手洗いマス

ク着用を義務化を行っている。

８．について 構内感染が疑われる作業員が発

生した場合、ＥＲの医師判断を必要とするもの

である。

９．について 業務に起因して感染したもので

あると認められた場合には、労災保険給付の対

象となることから、感染状況を踏まえ情報提供

をしていく所存である。

以上

尚、東電の回答は５月 29 日に行われたもの

である。

東京電力ＨＤへ

新型コロナウイルス感染防止対策と労災に対する要請
フクシマ原発労働者相談センター

東京電力ＨＤ（株）様 2020 年 5 月 11 日
フクシマ労働者支援センター

代表 狩野 光昭

新型コロナウイルス感染防止対策と

労働安全衛生及び労災に対する要請
下記の項目について検討をはかり感染防止を強化する

ことを要請する。

記

１．第一原発の廃炉作業において、新型コロナウイルス

感染症（新コロナ感染症）防止のために全力で取組む責

任があることを表明し、協力企業を含めた構内の安全

衛生管理体制を強化すること。

２．新コロナ感染拡大を未然に防止するために、廃炉工

程を見直し、作業を縮小すること。

３．第一原発において最新の時点で、社員及び協力企業

作業員に新コロナ感染症の罹患者の発生状況について

明らかにすること。

４．地元関係機関と協力し、作業員がPCR検査を直ちに

受けられる検査態勢及び入院、隔離、療養できる医療

体制を整備すること。

５．事業所と第一原発への移動間、休憩施設内、免震重

要棟内での保護具（マスク）の着用を義務化しているが

点検体制の内容について明らかにすること。

６．出社前検温を義務化しているが、４月中において 37.5

℃以上の人数を明らかにすること。

７．作業現場、免震重要棟、休憩施設等で、東電が行っ

ている感染防止のための「三密」（密閉・密集・密接）回

避、消毒、換気、等の具体的な取組み内容を明らかに

すること。

８．構内で感染が疑われる作業員が発生したときのERの

対応を明らかにすること。

９．業務や通勤に起因して発症した新コロナ感染症につ

いては労災請求の対象となること。協力企業及び作業

員に周知徹底すること。 以上
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