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6 月 5 日、福島県は甲状腺ガン 12 人、疑い 15 人、計 27 人であることを発表し県民に大きな衝撃を

与えた。半減期が 8 日と短いため、福島第一原発事故で放出された放射性ヨウ素 131 の拡散が詳しく分

からなかっただけに、地図上の再現は甲状腺ガン解明の足がかりの一つになる可能性がある。

ヨウ素129の半減期1570万年から推計

7 月 1 日に公表したのは

学習院大と東京大学のグル

ープで、第一原発事故から

放出されたヨウ素 131 によ

る土壌汚染の様子を詳しく

再現して地図にまとめたも

のである。

甲状腺ガンを発症させる

ヨウ素 131 は半減期が８日

と短いため、事故後数ヶ月

で分析が難しくなる。

事故時に同時に放出され

たとみられるヨウ素 129 は

半減期が 1570 万年と長い

ため高度な手法を使えば分析

が可能だ。

それに目を付け、原発から

半径 80 ㌔圏内約 400 カ所の土

壌中のヨウ素 129 の実測値か

らヨウ素 131 の量を割出し、

従来の公表値と合わせ約 800

カ所について 2011 年 6 月 14

日時点の地図を作った。

地図によると、汚染が高い

地点は原発の北西と南に延び、

半径 20 ㌔圏内でも北の方角で

も満遍なく広がっている。

米エネルギー省のモニタリングから

土壌から直接には被曝線

量は分からないが「被曝線

量を評価する基礎データに

なる」としている。

もう一つのグループは、

その汚染マップを米国エネ

ルギー省（ＤＯＥ）との共同

研究の成果として公表した

日本原子力研究開発機構で

ある。

これは事故の約３週間後

に米エネルギー省が航空機

モニタリングした上空の放

射線物質の値から地上での

量を新手法で推定したものであ

る。推定結果をまとめた分布図

によれば、4 月 3 日時点で沈着

量が 1 平方㍍当たり 300 万ﾍﾞｸﾚ

ﾙ以上の地域は北西方向に広が

っているが、南方向にも一部延

びていることが分かった。

今回の解析結果が、これまで

少なかったヨウ素 131 の“面”

的な広がりを明らかにしたこと

から事故の評価に役立つことが

期待されている。ヨウ素 131 の

初期被曝が浮かびあがったことは朗報である。

〔朝日新聞ＨＰ〕

事故後断水で給水を受けるいわき市民
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７月４日、午後１時から東電交渉の第２回目が開催された。今回は第１回目の宿題（回答できず次回に持ち越した課題）と 15 項目以降「原子炉及び使用済み燃料問題」に対する回答と質疑討論が行

われた。東電側は林幹夫福島復興推進室長他７名が参加し〔資料１〕、脱原発団体は２０名が参加した。その主要部分を報告する。

（前回・宿題）

〔質問〕①東電は 2008 年、Ｍ 8.3 の明治三

陸沖地震（1896 年）規模の地震が福島県沖で発

生した場合、原発に到達する津波の高さを第

一原発取水口付近で高さ 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、

事故の４日前の 2011 年３月７日、三年遅れ

て保安院に報告している。これが事実とすれ

ば深刻かつ重大な犯罪である。

〔回答〕指摘されたことは事実である。2011

年３月７に保安院に報告している。

〔質問〕そればかりではない。東電では内部

的に犯罪に等しいことが行われていた。2011

年 12 月 26 日に公表された政府事故調中間報

告書〔資料２〕でも社内の対策検討の経緯が詳

しく説明されている。読み上げてみる。

事故収束作業で英雄視されている人物がコ

レであり犯罪そのものである。

〔回答〕無言

〔質問〕前回の回答で「安全上重要な機能を

有する主要な設備の耐震性評価の計算値が、

すべて評価基準以下であることを確認したこ

とから、これらの設備機能は地震の影響はな

いと考えている」しているが１～４号機の中

に入り原子炉格納容器の内部を見て、その回

答を出しているのか？

〔回答〕内部は線量が高く入れない。

〔質問〕嘘が多すぎる。ここに国会事故調の

報告書がある。その中の「第２部：事故の進

展と未解明問題の検証」を 100 頁にわたり記

している。その中で「重要な点に置いて解明

されないことが多い。その理由の一つは、こ

の先何年も立ち入ってつぶさに調査、検討す

ることができない原子炉格納容器にあるから

である」としている。「福島事故の検証が先

…」と批判する新潟県知事の怒りがよく分か

る。第一５・６号機、第二原発と柏崎刈羽原

発を即時廃炉にすべきだ。 以上

東電の犯罪 津波最大15.7㍍を試算 数百億円の費用でボッ！

〔資料１〕 質問に答える東電関係者 〔資料２〕 政府事故調中間・最終報告書 〔資料３〕原子力管理部長だった吉田昌郎氏 〔資料４〕 第一原発の防波堤を軽々と超える津波

東電は 2002 年２月、土木学会が新たな津

波評価技術をまとめたのを建設時に 3.1 ㍍

だった福島第一の津波の想定を 5.7 ㍍まで

引き上げ、６号機の非常用ディーゼル発電

機冷却系海水ポンプの電動機のかさ上げな

どを実施した。ところが、その後も、専門

家の間から大きな津波についての可能性が

指摘されるようになり、2002 年７月には地

震調査研究推進本部が過去記録のなかった

福島県沖を含め、三陸沖北部から房総半島

沖の海溝よりの領域内でも津波地震が発生

しうるとの見解を発表した。

869 年に東北地方沿岸を襲った巨大津波

「貞観津波」などの研究結果も出てきた。

東電は三陸沖の波源モデルをもとに津波

を試算し、最大で 15.7 ㍍の津波が起こりう

ることの試算を出した。これを受けて 2008

年６月ごろには社内検討会が開かれ、当時、

原子力・立地副本部長だった武藤栄と、原

子力設備管理部長だった吉田昌郎（事故当時

・第一原発所長）が、防波堤を設置すれば、数

百億円の費用と４年かかる見込みであると

いう説明を担当者から受けながら、防波堤

を造ると、原発を守るために周辺集落を犠

性にするこになりかねないため、社会的に

受け入れられないとの発言をした。武藤と

吉田は「実際には津波は来ない」と考えな

がらも、念のため、土木学会に津波の再評

価を依頼。土木学会が 2012 年 10 月にこの

検討結果を出すことを踏まえ、東電は必要

となりうる対策工事を内々に検討するた

め、2010 年８月に「福島地点津波対策ワー

クング」を立ち上げた。このなかで、海水

ポンプの電動機の水密化やポンプを収納す

る建物の設置、発電所内の防波堤の設置な

どの提案が出たという。ただ、こうした対

策工事は、土木学会で余程の結果が出ない

限り、必要ないという判断もあり、当時原

子力・立地副本部長だった小森明生には報

告されておらず、政府事故調報告書では、

津波問題について「東電の重要な問題とし

て認識されていた形跡はうかがわれない」

としている。

（「政府事故調中間報告」より抜粋・まとめ、敬称略）

アンダーラインは編集者 次回交渉８月５～ 7 日のいずれか。
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広野町除染作業完了 総額６４億円！
今日は広野町の除染問題についてお知らせしたい。

右の資料は情報公開で役場から取り寄せたもので、

発注者が広野町で受注者は清水建設東北支店の「除染

作業業務委託契約書」である。履行期間は平成 24 年２

月 16 日から平成 25 年３月 15 日まで、業務委託料が何

と総額 64 億５千 7 百 5 拾万円である。

何か立派な建物を作るのではなく“放射能の除染”

そのものに 64 億もの血税がつぎ込まれることにまず驚

く。広野町は 3.11 事故前、世帯数 1889 戸、人口 5185

人だった。今は散り散りになり帰ってきた人は 1048 人、

世帯数 551 人である。（2013 年 6 月 30 日現在）

面積は 5839 平方㌔㍍、東西 13 ㌔、南北 7 ㌔で、お

よそ東京ドーム 125 個分と考えると分かりやすい。

ところが除染は山林原野は含まれず 64 億円は宅地と

農地だけである。この契約書には「除染作業業務の内

容」が記入されていない。もしかしたら、除染の細か

な仕様は「除染特別区域における除染など工事暫定算

定基準書」「企画競争説明書」（平成 24 年 5 月：環境省・復興庁）の薄っぺらのも

のを見ろと言うことか？除染の下請け会社を含め 38 社、総勢４千人の触れ

込みで町内至るところにプレハブがある。

町民は「空間線量を 0.23 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下、年間１㍉ｼｰﾍﾞﾙﾄ」とすると、町

と清水建設から口頭で言われ「そうだろうなー」と思っていた。

ところが除染は完了したが広野町には「0.4 ～ 0.9 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ」のところが

いっぱいある。まホットスポットは除染の対象になっていない。

宅地内も「風や雨で元の木阿弥に帰ってしまう」と皆嘆いている。しか

し、今年５月、石原環境相は「今のところ再除染は認めていない」と非公

式に説明している。誰のための何のための除染なのか？ （古）

原発から１５㌔南で高線量物質見つかる！
東電は７月２日、第一原発の南 15 キロにある楢葉町で高い放

射線量をもつ破片状の物質が見つかったと発表した。東電は原

発事故による汚染物質である可能性が高いと見て調べている。

物質は写真左の「茶色の破片」（長さ約３㌢、幅約 1.5 ㌢、厚

さ 0.5 ㌢）で楢葉町の河口付近で見つかった。線量は毎時 105 ﾏｲ

ｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ。この付近では高い放射線を出す物質が計４つ見つか

っている。明らかに目にも見える物質だから注目されているが、

水素爆発などで約 31 種類の“凶悪度”の高い放射能が大量に放

出されていることを片時も忘れてはならない。

広野町と清水建設の除染作業業務委託契約書

（2013.6.16 朝日）

（2013.7.3 福島民報）


