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福島第一原発事故を受けた県民健康管理調査の検討委員会は８月 20 日開かれ、前回

６月以降を含めると悪性、悪性疑いが計 43 人になったと発表した。会議で検査責任者

の鈴木真一教授は原発事故との関連にまたもや否定的見解を示した。

原発事故の影響を結論付けることは難しい

鈴木教授は「小児ガン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

てきたが、今回は 176882 人中 43 人

に大幅に増加している。（悪性疑い含め）

今回はアレクセイ・Ｖ・ヤブロ

コフ博士（注）の「チェルノブイリの

教訓を日本へ」の提言を引用して学

ぶこととする。

（質問）県では 18 歳までを対象に

甲状腺検査を実施し、受け

た子ども３人（のちに 12 人に

増加）が甲状腺がんと診断さ

れている。県は「チェルノ

ブイリ原発事故では被曝か

ら４～５年後に甲状腺ガン

が発生しており被曝の影響

は考えにくい」としている

が、どうお考えか？

（答え）確かに現時点では、

福島原発事故の影響と結論

付けるのは難しいでしょう。

その後も数値をとり続け、

その変化を調べれば、数年

後には原発事故との影響か

どうか分かるはずです。た

だし現時点でも、この甲状

腺がんの細胞を詳しく調べ

れば、放射線による影響なの

放射線の影響は検査で分かる

か、分かるはずです。放射線によ

る影響によるがん

は、通常、悪性で進行が早いとい

う特徴があります。

（質問）甲状腺検査について 20

歳までは２年ごと、それ以降は

５年ごとに行い、18 歳以下の県

民に限っています。

（答え）子どもの場合は２年ご

とではなく、毎年検査を行

う必要があります。 20 歳

～ 30 歳の大人の場合も３

～４年に１度受けるのが良

いでしょう。検査は甲状腺

を調べるだけでなく、血液

のがんも注意が必要です。

３～４年後には他のがんの

発症率が上昇するでしょ

う。それに備えるため全て

の住民の検査が必要です。

博士は「甲状腺がんの細

胞組織を詳しく調べれば放

射線の影響か分かる」とし

ている。何故、検討委員会

は検査をしないのか？

（注）アレクセイ・Ｖ・ヤブロコフ博士

・1933 年モスクワ生まれ、ロシア科学アカデミー評

議員、米芸術科学アカデミー名誉会員、核問題、農

業問題など著作多数。（出典）・福島民報 2013.8.21

・世界ＳＥＫＡＩ 2013.8

アレクセイ・Ｖ・

ヤブロコフ博士
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８月７日午後１時より約３時間半にわたり東京電力交渉を行った。今回は冒頭「福島第一原発による汚染水の漏えい・海洋流出及び労働者被曝に関する要請書」を提出し質問が行われた。さらに「５.１５公開

質問状」（第１回交渉前提出）への質疑・意見交換が行われた。

１．「要請書」により汚染水の漏えい・海洋流出

について。

〔質問〕海洋への流出は当初から予想されてい

たにもかかわらず対策がされてこなかった。原

子炉を囲む遮水壁は最初は鉄板で、現在計画さ

れている凍土遮水壁ではなかったはずだ。早急

な対策をしなかったのはコストの問題として受

けとめているが、何故このような事態になるま

で対処しなかったのか？

〔回答〕当時の工事は不可能だったとの説明が

されており、漏えいの事実についても公表され

る少し前に知った。

〔質問〕なぜ参議院選挙後の公表だったのか？

〔回答〕公表遅れの理由は、内部連絡の不手際

と言うことだ。また、汚染水の調査部署と土木

工事担当部署の連携がうまくいっていなかった。

データの共有がうまくできなかった。

〔質問〕依然として危機意識が低く、安全確保

に金をかけない企業体質が改善されていない。

本当に汚染水の漏えい・海洋流出を止め、今後

の廃炉過程の進行管理が可能なのか、極めて危

うい状況にある。

２．事故の原因及び責任について

〔回答〕今回の事故は、全電源喪失という過酷

な状況を招き、想定した津波の高さを上回る津

波の発生まで想定できず、事故の発生を防げな

かった。過酷事故の備えが設備面でも人的な面

でも不十分であった。防ぐべき事故を防げなか

った点を深く反省している。

〔質問〕様々な問題点がある中で福島第一原発

１～５号機まで GE 社製ＭＡＲＫ―１型の“実

験炉”に等しい原子炉を輸入したのが最大の問

題だ。１号機はターンキー方式（注）で、耐震設

計はもとより燃料被覆管破損、配管の応力腐食

割れ、低サイクル熱疲労、格納容器が狭いなど

が指摘されて来た。初代第一原発所長も「１号

機運転開始 30 年記念文集」の中で、そのひどさ

を語っているではないか？私たちの資料でも事

故がひっきりなしに報告されていた。（資料 3）

〔回答〕被覆管破損、応力腐食割れ、低サイク

ル熱疲労は事故の直接的原因ではない。

〔質問〕それでは第一原発１～５号機までＭＡ

ＲＫ―１型で格納容器が狭く、米国の技術者が

「欠陥品」と指摘してきた。第二原発の広報誌

でも格納容器を「約１.５倍大きくした」と認め

ているではないか？（資料４）

〔回答〕そう言う事実は認識していない。

〔質問〕それではベントによる放射能の放出に

ついて伺う。私たち一般住民に対し「原発は５

つの壁に守られている」（①ペレット②被覆管③原子炉

圧力容器④格納容器⑤建屋）さらに「止める・冷やす

・閉じこめる」が機能するから「どのような場

合でも放射性物質の危険性から人々の安全を守

ることが出来る」と東電と国は“安全神話”を

主張してきた。また「原子炉格納容器の大原則

は最高使用温度・使用圧力でも鉄板で確保され

格納容器に閉じこめ、外部に出さないから安全

で原発設計の大前提である」と専門家も言って

来た。「ベント機能がある」など一般住民は誰も

知らない。

〔回答〕一般の人は知らないと思う。

交渉が３時間を過ぎこの段階で打ち切った。

作業員に実施したアンケートの集約方法、農

地などの除染、自家消費野菜などへの賠償問題、

放射能汚染物の排出者責任（ゴルフ場の「無主物」問

題）第一原発５～６号、第二原発廃炉問題、３号

機の「湯気」が議論されたが割愛する。

放射能汚染水の漏えい・海洋流出・労働者被曝で要請書を提出

（資料１）「国をあげてあらゆる人的資源、施策を汚染対策に集中させる時」と主張 （資料２）福島第一原発１号機格納容器 （資料３）運転開始から事故続きの１号機

東京電力（株）代表執行社長 広瀬 直巳様 2013 年 8 月 7 日

汚染水の漏えい・海洋流出及び労働者被曝に関する要請書
2011 年３月の過酷事故は、未だ収束せず、大量の放射性物質を環境中に放出し、大気、水、大地、海洋を汚染

している。とりわけ高濃度汚染水の漏えい、海洋への流出は深刻な事態となっている。

溜まり続ける高濃度汚染水をめぐり、地下貯水槽の汚染水も以降、政府の廃炉対策推進会議に設置された汚染水

処理対策委員会が５月に出した報告書において、原子力規制委員会は「高濃度汚染水が滞留する海側トレンチ（作

業用トンネル）からの漏えいのリスクが高い」との見解を表明した。東京電力は参議院選挙まで流出を否定し続け、

海への流出、海洋への拡散を続けてきた。

原子力規制委員会は、汚染地下水が遮水壁を上回った可能性が高く、地表にあがってくる可能性を否定できず現

在は「緊急時」と指摘している。陸上にも漏れ出す状態になれば汚染水からの放射線により空間線量は上昇、作業

員の被曝が増え、大変困難な事態も想定される。

今、汚染対策が当面の重大問題であり、事業者は再稼働申請に奔走している場合ではない。国をあげてあらゆる

人的資源、施策を汚染水対策に集中させるべきである。

一方、事故から９ヶ月間の緊急作業時に働いた約２万人の作業員のうち、白血病の労災認定基準の「年５㍉ｼｰﾍﾞ

ﾙﾄ以上」の被曝を下請け作業員が約１万人となったことが、７月の東京電力集計で判明したと報道された。今後も

汚染水対策など被曝量の増加が想定され、原子力事業者が全体を把握し責任を担う体制の確立が急務である。

東京電力が利益最優先の企業体質から起こした過酷事故から２年５ヶ月、１５万人を超す住民がふるさとを追わ

れ避難を余儀なくされ、放射線の被曝の脅威と健康不安の中にあり、漁業者は甚大な打撃を被り生活と生業の危機

に瀕している。

改めて、下記の通り強く要請を行い、誠意ある回答を求めるものである。

記

１．原子力建屋の周辺に遮水壁を設視し地下水汚染と汚染水の漏えい、海洋流出を防止すること。

２．作業員の被曝管理データの一元管理、定期健康診断の実施、線量限度の作業員の仕事や賃金の補償など、原

子力事業者が全体を把握し国と協力して責任を担う体制を確立すること。

脱原発９団体

（注） ターンキー方式

・海外受注においてプラントの設計から建設に関わる

すべての役割を引き受け運転可能な状態で引き渡しを

行う受注方式を言う。

(資料４）格納容器の改良を語る第二原発広報誌
県教職員組合双葉支部公害研究会 1975.7.5 市川定夫氏講演録より
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第一原発 拡大し続ける放射能汚染水の今！
第一原発事故の放射能汚染水問題は際限なく続き、現在 30 万トンが

2015 年には 70 万トンになると言われている。事故から２年半、このま

までは廃炉収束計画も破綻しかねない事態に陥っている。その実態は！

①汚染水の元凶

事故前１～３号機には 1496 本の燃料集合体が入っていた。１本には

約 172 ㌔のウランが含まれ、約 257 ﾄﾝが事故によりドロドロに溶けデブ

リになって原子炉から格納容器に流れ落ち（溶融時 2800 度）高温と放射能

（72.9 ｼｰﾍﾞﾙﾄ）を出し続けている。これが汚染水の元凶である。（資料１）

②兎にも角にも冷やす！これが高濃度汚染水

兎にも角にも“冷却”が命のため、大熊町の坂下ダムから 370 ﾄﾝ／日

を投入する。さらに地下水 400 ﾄﾝ／日が流れ込み、破損した原子炉、格

納容器を経由し大量の高濃度汚染水となる。これらが地下に浸透しトレ

ンチ（作業用地下道） サブドレン（配水管）に溜まっている。この一部が

地下に海に流出している。

③多核種除去設備（ＡＬＰＳ）は故障続き

②を回収し４㌔㍍の配管などを通じ 62 種類の放射性物質を取ると言

われる多核種除去設備（ＡＬＰＳ）は故障で動かない。そのため 1000 ﾄﾝ

貯蔵できる鋼板製地上タンクに貯蔵している。（資料２）今回、漏れた

のがこの地上タンクからのものである。

④原子炉建屋を囲む凍土壁設置

高濃度汚染水の元凶である原子炉建屋を囲むように凍土遮水壁を計画

しているが、耐用年数は５年と言われ“付け焼き刃”の域を出ない。

⑤１～３号機の汚染地下水が直接海へ

政府は１日 300 ﾄﾝ汚染水が海へ流出しているとの試算を発表した。海

は世界に通じている“死の海”は日本だけの問題ではない。

被曝68周年原水禁福島大会開く 福島原発告訴団集会開かれる

７月 28 日、福島市におい原水爆禁止世界大会が開か ８月 4 日、いわき市内に 300 人が「事故

れ 1300 人の人たちが“核のない世界”を訴えた。 責任は絶対不問に出来ない」で結集した。

（資料 1）２号機の現在の様子

（資料 2）鋼板製地上タンクの漏れ

（資料３）1300 人が福島市内をデモ行進 （資料 4）集会後いわき市内をデモ行進


