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福島県は６月５日、第一原発事故発生当時に 18 歳以下だった子ども 17 万 5499 人分の甲状腺検査結

果を発表し、甲状腺ガンのこどもは 12 人、疑いは 15 人にのぼったことが県民健康管理調査の検討委員

会で報告された。今、福島は容易ならざる事態に直面している。

甲状腺ガン６千５百人に１人の割合

27 人の年齢は事故当時９～

18 歳、うち女性は 14 人。ガ

ンの直径は６～ 34 ㍉で平均

20 ㍉弱だった。全員、進行が

ゆっくりなタイプだった。

被曝線量の関係ははっきり

しないが、地域は 11 市町村で

原発を中心に北西方向に広が

っている。〔資料１〕

人数はそれぞれ福島市９人、

本宮市１人、伊達市２人、二

本松市４人、郡山市２人、田

村市２人、川俣町２人、南相

馬市２人、浪江町１人、富岡

町１人、川内村１人になってい

る。検査責任者である鈴木真一

県立医大教授が〔資料１〕「小児ガ

ンの発生頻度は低く百万人に１

～２人」（2012.5.5「日本医事新報」）

としてきた従来の見解より大幅

に高かったことになる。

しかも他の検討委員会の専門

家の見解は異口同音に「チェル

ノブイリ原発事故後、甲状腺ガ

ンが見つかったのは４～ 5 年後だったので放射線

検討委員会の専門家「政治的発言」に終始

の影響があるものとは思って

いない」としている。

これは、事故の重大性や国

や東京電力の責任などの社会

的背景を無視し、患者や住民

に寄り添う検討委員会の責任

を放棄する「政治的発言」と

言わざるを得ない。

甲状腺ガン 27 人の頻度は

１万人当たり 1.5 人。一般に

「百万人当たり 1 人～２人」

とされる小児甲状腺ガン罹患

率に比較すると 150 倍にのぼ

る。それでも「原発事故の影

響ではない」と断言できるの

か？今、重要なことは①放射

性ヨウ素が流れた全ての地域

（福島の周辺県を含めて）の子ど

も全員の甲状腺超音波検査の

実施②２年に１回でなく最低

１年に１度（ベラルーシは年２回）

③自治体任せでなく国の責任

で④被災者住民全員が自分の

地域で長期の健康診断を受け

られるよう運動を強めることである。

〔資料２〕超音波検査する鈴木教授（福島医大）

〔資料 1〕 〔2013.6.6 毎日〕
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40 年超運転に対する反対申入書」の提出が最後で第一原発の爆発により、予定していた３月 23 日の交渉が開催不能となっていた。この日、会場の東京電力平送電所に代表 11 名が参加した。

東京電力は福島本社復興推進室の林幹夫副室長ら７人が出席。まず９団体名で「福島第一原発事故の収束と廃炉、損害賠償に関する要請書」〔資料１〕を読み上げ提出した。〔資料２〕

（東北地方太平洋沖地震、津波の影響、敷地

形状）

〔質問〕①東北地方太平洋沖地震、津波によ

る非常用復水器の破損をはじめとする原子炉

機器配管への影響を明らかにされたい。

〔回答〕今回の直接的な原因は、１号機では

津波襲来によって早い段階で冷却手段を失っ

たことであり、２・３号機では津波による瓦

礫の散乱や１号機の水素爆発により作業環境

が悪化したため、高圧炉心注水から安定的に

冷却を継続する低圧炉心注水に移行できず、

最終的に全ての冷却手段を失ってしまった。

また、想定した津波の高さを上回る津波の

発生まで発想できず、事故の発生そのものを

防ぐことができなかった。このような津波想

定については結果的に甘さがあったと言わざ

るを得ず、津波に対する備えが不十分であっ

たことが事故の根本原因である。安全上、重

要機能を有する設備の計算値が評価基準値以

下であることも確認している。これらの設備

機能について地震の影響はないと考える。

〔質問〕東京電力は「想定していた津波の高

さ想定出来ず…」を根本原因としてあげてい

るがこれはウソだ。政府の事故調査・検証委

員会によると、東京電力は 2008 年にＭ 8.3 の

明治三陸地震（1896 年）規模の地震が福島県沖

で発生した場合、福島第一・第二原発に到達

する津波の高さを試算し、第一原発の取水口

付近で高さ 8.4 ～ 10.2 ㍍、１～４号機では

15.7 ㍍にまで遡上すると予測していた。

この結果を事故の４日前（2012.3.7）に保

安院に提出している。また貞観地震のような

約千年に一度の巨大地震を想定すべきだと何

度も指摘されてきた。過去の交渉で我々も非

常用発電機がタービン建屋の地下にあること

を指摘してきた。

〔回答〕そういう事実はない。私どもの内部

文書で事実があれば指摘して欲しい。（継続）

〔質問〕清水社長は内部で「ミスターコスト

カッター」と言われ修繕費や人件費を削減し

てきた。我々の知る限り「空調ダクト」に留

め金を付けて、地元４町にチラシをまいただ

けで地震津波対策は何もしていない。〔資料３〕

〔質問〕②福島第一原発は東日本大震災にお

いて海側に５㍍余りせり出したと聞く。地形

の隆起、陥没、地下水脈に変化が生じている

可能性が高いのではないか。〔資料４〕

〔回答〕地殻変動を正確に把握するためＳＡ

Ｒ解析（人工衛星による特殊なレーダー）により確認

した。敷地全体の平均で 0.66 ㍍（60 ㌢）の水

平な沈下が起こったと考えられる。（継続）

（原子炉格納容器の現状と対策）

〔質問〕③１～３号機がメルトスルーにいた

り原子炉格納容器までデブリが流れ落ちた。

格納容器の何処まで流れ落ち、沈み、形状や

温度分布はどうなっているか。

〔回答〕1 号機では大半が格納容器ペデスタ

ルに落下。２・３号機は一部炉心部に残留し

同ペデスタルに落下している。詳細は確認で

きないため不明である。水位、圧力、温度パ

ラメーターはＨＰに掲載している。（継続）

〔質問〕④デブリの格納容器からの取り出し

は人類がかつて経験したことのない高度な技

術と聞くが、そこまで到達しているのか。

〔回答〕デブリ取り出しの技術は遠隔除染技

術、総合的線量低減計画の策定、格納容器漏

洩箇所特定技術開発、格納容器補修技術開発

などによって取りまとめられている。（継続）

〔質問〕⑤廃炉収束技術は 30 ～ 40 年の年月

がかかると言われる。現状では被曝労働者の

枯渇と技術の伝承が危惧されている。事故前

に下請多重構造を利用して「企業舎弟」に依

存して来たツケが回ったのだ。被曝労働者数

が発表の３分の 1 で不足は明らかだ。

〔回答〕被曝問題は重要で伝承も鋭意努力し

ている。（継続）

〔質問〕⑥冷却水として使われた高濃度汚染

水は１日何トン投入され、漏れ出ているのは

何トンか、全量再処理されているのか。

〔回答〕５月 16 日時点で１号機から順に約

4.3m3 ／ h、約 5.6m3 ／ h、約 5.5m3 ／ h、こ

れに 24 倍すると１～３号機まで約 370m3 ／

h となる。冷却は循環ループで行つている。

以上、交渉は約３時間に及んだが「格納容

器が破損し、一部地下水脈に当たり直接海に

流れていないか」や「再臨界、再溶融の想定」

など７月４日（月）午後１時より、引き続き

交渉を行うことになった。

原発事故から２年３ヶ月ぶりに東京電力との交渉を再開！

〔資料１〕 ９団体の申入書前文 〔資料２〕申入書を読み上げ林副室長に提出 〔資料３〕東京電力が唯一地震対策をやった仕事 〔資料４〕地震時の地殻変動で5.3㍍動いた

（要旨） 2013年５月1５日

東京電力株式会社 廣瀬 直己 様

福島原発における事故対応と廃炉

賠償等に関する公開質問状

貴社は、わたしどもが20年来一貫して警告して

きた原子力発電所の安全確保を怠り、2011年３月1

1日、原子炉過酷事故を回避できず、原発震災を引

き起こしました。３月11日、マグニチュード9.0の

巨大地震と巨大津波による、福島第一原子力発電

所における外部電源及び非常用電源の喪失に伴う

冷却材喪失事故に対して、貴社の初期対応が失敗

した結果、炉心溶融、水素爆発が引き起こされ、

今なお未曾有の危機が続いています。(略）
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甲状腺検査結果
「原発事故とは関係ない」

去る５月 14 日に平田村にある平田中央病院で甲状腺検査を受けてきた。検査を受けたメンバーは西

尾、Ａさん（50 代女性）、Ｂさん（60 代男性）の３人。検査内容はホールボディカウンター（以下ＷＢＣ）甲

状腺、血液検査、検査時間は約２時間、その結果が５月３０日に出た。ＷＢＣによる内部被ばく検査結

果は３人共に「異常なし」の判定だった。しかし、甲状腺検査は三者三様の結果になった。私はＡ１判

定（結節・嚢胞は認められず）で三年後検査をと、ＢさんはＡ２判定で１年後検査と、ＣさんはＢ判定（結

節、嚢胞を認め）で、半年後保健診療を、更に医師との面談では「Ｂ判定は原発事故とは関係はなく遺伝

によるものと」断定するなど疑問の多い結果となった。何故甲状腺で、三者三様の結果が出るのか、何

故原発事故と関連はないと断定出来るのか疑問である。現在、県内で実施している 18 歳未満の甲状腺

検査でも２７名の皆さんが甲状腺ガンと「確定したか疑いがある」と言われているが、県民健康管理調

査の検討委員会は「チェルノブイリ事故でも甲状腺ガンが見つかったのは４～５年後、放射線の影響あ

るものとは思っていない」との見解である。この様に今でも福島県立医大の考え方や元県民健康アドバ

イザー山下氏の影響があるようだ。取りあえず皆さんにも時間に余裕のある方は是非検査をお勧めした

い。検査費用は無料である。 （西尾記）

原発があってはならない国 日本！
駿河湾から日向灘沖の海底に広が

る溝状の地形を「南海トラフ」と言

う。海側プレートが陸側プレートの

下に沈み込み、引きずり込まれた陸

側プレートが 100 ～ 150 年感覚で跳

ね上がるため、Ｍ（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ）８ク

ラスの巨大地震が繰り返し発生して

きた。東から東海、東南海、南海地

震の連動震源が想定されている。最

大級の地震が起きた場合、震度６～

７で 20 ㍍の津波が予想されている。

〔出典：赤色立体地図でみる日本の凸凹〕

日本の国土は地球のわずか 0.25 ％。だが世界で起きている地

震のうち約２割が日本で起きている。活断層、津波が来襲する

海岸、軟弱な地盤。つい２年前に起きた「未曾有の原発事故」

をすっかり忘却した人々が政治を動かし「原発再稼働・原発輸

出」に闇雲に走っている。自然を甘く見てはならない。

フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいる南海トラフ

〔2012.6.30 福島民友〕


