
1 

１．福島第１原発の放射能汚染水問題に関する主な出来事の推移 

 地下水や海水・海底が放射能で汚染されてしまうと、その影響範囲は極めて大きく、

汚染状況も長く続いていく。放射能の環境放出が深刻な事態を生んでいるにもかかわ

らず、加害者・東京電力や事故責任者・国は、汚染水管理についても愚かで短視眼的

な「手抜き」「経費節約」「無責任放置」などを行って「泥沼状態」に陥り、今日に至

っては次から次へと汚染水が問題を発生させる「モグラたたき」状態となっている。

それに対する彼らの対応は「隠ぺい」と「嘘八百」「インチキ説明」だった。  

 

２０１１．３ 東日本大震災、福島第１原発過酷事故  

２０１１．３ 厚生労働省が飲食品の残留放射能に関する暫定規制値を設定（放射性

ストロンチウムは放射性セシウムの１割と断定）  

２０１１．４ ２号機海側トレンチの高濃度汚染水が海に流出しているのを発見 

２０１１．４ 高濃度汚染水を入れるタンクを用意するため、同じタンクに入ってい

た低濃度汚染水を海に放出（漁業者をはじめ各方面から厳しい批判） 

２０１１．４ 小出裕章京都大学原子炉実験所助教が福島第１原発の事故原子炉の冷

却水が水面下の岸壁から海に浸み出している可能性ありと警告  

２０１１．４ 福島第 1 原発の南沿岸海域で獲れたコウナゴから高濃度の放射性セシ

ウムを検出（14,400Ｂｑ／kg）  

２０１１．５ 文部科学省が宮城県から千葉県までの沿岸域の海底土の放射性セシウ

ムの測定を開始  

２０１１．６ 馬渕澄夫首相補佐官（民主）が検討していた「鉛直バリア（ベントナ

イト・スラリーウオール）方式」が退けられ、同氏は首相補佐官を解

任される 

      （以降、まともな汚染水対策が取られることなく今日に至る：海水面下の

岸壁などから汚染水のジャジャ漏れ状態が続いていたと推測される）  

２０１１．６ 汚染水処理システムの運用を開始（トラブル続き）  

２０１１．７ 福島第１原発の南沖合で獲れたアイナメから高濃度の放射性セシウム

を検出（3,000Ｂｑ／kg）  

２０１１．９ 大金をはたいて購入した仏アレバ社の浄水装置が正常に機能せず、結

局廃棄処分、東芝が多核種除去装置（ＡＬＰＳ）を開発へ  

２０１１．９ 福島第１原発の汚染水問題について「国が前面に立って根本的解決を図

る」と決定し、経産省は国費を投入して行なう汚染水対策を実際に実施

する事業者の公募要領を発表（10 月に鹿島建設・東電のＪＶが受注）  

２０１２．２ 福島県広野町沖合で獲れたスズキから高濃度の放射性セシウムを検出

（2,110Ｂｑ／kg）  

２０１２．４ 厚生労働省が飲食品の残留放射能に関する暫定規制値を見直し（放射
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性ストロンチウムの考え方変わらず、独自の規制値は設定せず）  

２０１２．６ 相馬双葉漁協が魚種・水域限定し試験操業開始（その後いわき市漁協も）  

２０１３．３ 福島第 1 原発港湾内のアイナメから 74 万Ｂｑの放射性セシウム検出  

２０１３．４ ビニルシートを張っただけの地下貯水槽(池)から放射性物質に汚染さ

れた水が漏れ出し大騒ぎとなる 

２０１３．７ 参議院選挙の翌日に東京電力が汚染水の海への漏出を認める 

２０１３．８ 汚染水貯留タンクから高濃度汚染水が 300 トン漏れ出す（全ベータ核

種で 2 億Ｂｑ／㍑、その他核種も含む、危険な放射性ストロンチウム

90 だけで 30 兆Ｂｑ＝広島原爆の約半分、3.11 福島第一原発事故の放

出量の約１／５） 

２０１３．９ 政府「汚染水問題に関する基本方針」を発表（汚染水対策というより

はオリンピック招致対策）（具体的内容は後述） 

２０１３．９ 安倍晋三首相が福島第一原発は完全にｺﾝﾄﾛｰﾙされ、放射能汚染水は原

発港湾内に閉じ込められているという「嘘」をついてｵﾘﾝﾋﾟｯｸを招致  

２０１３．９ 福島県の相馬双葉漁協が魚種を限定して試験操業を再開  

２０１３．９ 台風 18 号が福島第 1 原発を襲う：タンクエリアの漏洩防止用の堰が満

杯になり、高濃度汚染水が約 300 トン漏れ出して海へ流出 

２０１３．10 タンクエリアで放射性物質を含む雨水約４トンがあふれ出す  

２０１３．10 柏崎刈羽原発の防潮堤工事が周辺部分を含め全て終了（総工費 3 千億円超） 

２０１４．１ ２号機海側の観測用井戸で 310 万Ｂｑ／㍑のｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ他ﾍﾞｰﾀ核種検出  

２０１４．２ 東電が 2013.8 に採取した地下水の放射性ストロンチウムが実際には

500 万Ｂｑ／㍑だったのに、全ベータ核種で 90 万Ｂｑ／㍑と公表して

いたことが発覚（放射性ストロンチウムを含む全ベータ核種では

1,000 万Ｂｑ／㍑だったと推定される） 

２０１４．２ 2013.8 に汚染水貯留タンクから漏れた汚染水 300 トンの全ベータ核種は、

当時発表の 10 倍の値だったことが判明（⇒  20 億Ｂｑ／㍑、全ベータ核

種トータルで 600 億Ｂｑ、放射性ストロンチウムはその約半分）  

２０１４．２ 2 号機海側の観測用井戸で 13 万Ｂｑ／㍑の放射性セシウム検出  

２０１４．２ 緊急対応と称して、2013 年 4 月の汚染水漏れ以降、使用禁止とされてい

た地下貯水槽を修理もしないまま再び使用するよう原子力「寄生」委員

会が東電に対して助言  

２０１４．２ 東電が貯蔵タンクの汚染水を 2014 年度中に全て浄化は困難と試算  

２０１４．２ 汚染水を送るタンクを間違って満杯に近いタンクに送ったために汚染水

がタンク上部から漏れ出す事故が発生、漏水量は約 100 トン、全ベータ

核種で約 2 億 4 千万Ｂｑ／㍑（合計 24 兆Ｂｑ） 

２０１４．３ ２月の汚染水漏れの再発防止策がさっそく守られない状態が発覚  
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２．汚染水の発生源 

 １日に約 1,000 トンの地下水が福島第 1 原発敷地に流入してくる。  

 このうち原子炉建屋への流入が約 400 トン  

 残り約 600 トンのうち約 300 トンがトレンチ内の高濃度汚染水に触れて海へ流出  

 残り約 300 トンは行方不明  ⇒  貯留タンクへ行く分を除き、大半はいずれ海へ流出   

1 日に約 800 トンの汚染水を取り込み、そのうち約 400 トンを塩分除去、放射性セ

シウム、トリチウム以外のその他放射性物質を除去して溶融した炉心核燃料冷却

用に原子炉建屋に戻す（水を掛ける）、残り約 400 トンが貯留タンクへ  

 このままいくと、毎日 400 トンの余剰汚染水が発生し、貯水タンク（１基 1,000 ト

ン）が 2 日半で１つずつ増えていく計算になる。  

 2014 年 2 月 18 日時点で汚染水の量は約 52 万トン、タンクの数で約 1,000 基  

 

＜汚染発生の根源は溶融炉心＞ 

 問題の根源は、１～3 号機を中心に、いまだに膨大な熱を発している溶融燃料の塊

が、その存在状態も不明のまま３つの原子炉内に現存していること自体にある。

これらは数十年にわたって崩壊熱を出し続ける。その間、冷却をつづけなければ

いけない。  

 あたかも地下水の流入による汚染水の増大が根本問題であるように問題を設定し、

対策をねっている。すべて対症療法でしかない。  

（湯浅一郎「天然の恵みの場・世界三大漁場はいかに汚染されたか」『世界臨時増刊  イ

チエフ・クライシス』 (岩波書店  2014.1) より）  

  

３．汚染水の浄化装置 

 放射性セシウム   放射性セシウム除去装置（サリー）  

 放射性セシウム以外 多核種除去装置（ＡＬＰＳ）（トリチウム以外の６２種を除去） 

 

 炉心の核燃料を冷却した水なので、放射能に猛烈に汚染されている  

 ＡＬＰＳはトリチウム（三重水素：ベータ核種）が除去できない他、昨今、トリチ

ウム以外の４つの核種で検出限界値以下まで下げられない事態が判明。  

 除去した後に残る猛烈な放射能汚染物（付着物）の管理が重大問題  

 

４．放射能汚染水が漏れ出す２つのルート 

● 炉心冷却水が建屋地下へ 

溶融した炉心核燃料を冷却するための水が、穴のあいた圧力容器・格納容器から漏れ

出し、原子炉建屋・タービン建屋の地下に入り、更に地下トレンチ（電線その他を格

納する溝）にまで漏れ出して滞留し、そこからコンクリートの割れ目や隙間などから
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地下に漏れ出している  ⇒  地下水は海水面下の岸壁から海へ浸み出す（港湾内とは限

らない）。（2011 年 3 月以降、このルートの汚染水の海への流出はずっと続いている） 

 

● 貯水タンク（及び貯水槽） 

建屋地下の汚染水をくみ出して貯めているタンク（あるいは貯留池）がお粗末で、そ

こから汚染水が漏れたりあふれたりして、主として地上を通って海に汚染水が流れ出

る（地下に浸みこめば、上記と同じ経路で海へ）。汚染水は湾内へ出ているもの以外に、

福島第１原発の北と南に、湾外へ直接汚染水が流れ出る放出口があり、そこから湾外

へも汚染水が流出している。（このルートの汚染水の流出は 2013 年になってから目立

つようになってきた）  

 

＜地下水位の問題＞ 

 もともと福島第 1 原発の敷地は小川が流れていた場所で地下水が豊富、事故前はサ

ブドレイン（地下水抜き取り井戸）で 850～1,200 トンの地下水をくみ上げてい

たが、事故後はそれが機能しなくなった。（地下水が建屋地下へ大量に流入）  

  

 下記の 2 つはいずれも悩ましく、一種のアポリア状態である。  

 建屋地下の汚染水の水位＜建屋周辺の地下水の水位  

であれば、汚染水は拡散しにくいが、逆に地下水が大量に流入してくる。  

 建屋地下の汚染水の水位＞建屋周辺の地下水の水位  

であれば、周辺から地下水は流入しにくいが、逆に汚染水が周辺へ大量流出する。  

  

５．海への放射性物質の５つの流出ルート 

（１）福島第１原発敷地地下から海水面下の岸壁よりにじみ出る。  

（２）福島第１原発の南北に敷地から直接港湾外へ汚染水を排出する放出口あり（貯水

タンクから漏れ出た汚染水や雨水に溶けた放射性物質が敷地内を流れ日々海へ流出）  

（３）福島第１原発敷地地下の砂岩層（沖合 12ｋｍまで続く）を経由して福島県沖に地

下をたどって流出し、海底で湧水（わき水）する。  

（４）東日本全域、特に山林などに降った放射性物質が河川を通じて海へ流出（水＋泥・

土）（河口付近の汽水域は危険＝潮干狩りや釣り・海藻採取・漁業などは禁止すべき） 

（５）大気中に放出された放射性物質が海に降下（環境放出量の約 80％）（事故直後は

大量に降下、しかし、今でも福島第１原発からは大気中に大量の放射性物質が拡散中、

東電発表の 1 日当たり 1,000 万Ｂｑは信用できず）  

 

６．海の汚染状況 

（１）東電の試算では、毎日の汚染水の海洋放出量は、放射性セシウムで 40～200 億Ｂ
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ｑ、放射性ストロンチウムで 30～100 億Ｂｑ、年間を通じて何十兆Ｂｑの量  

 

（２）福島第 1 原発事故直後の汚染水流出は１～10 京Ｂｑのレベルで、現状の１万倍以

上にも達していた。  

 

（３）福島県から茨城県の沖合は、北から来る親潮（冷水）と南から来る黒潮（温水）

が交わる「潮目」で世界有数の好漁場。「潮目」は季節によって南北に 100ｋｍ以上動

く。福島県・宮城県沖で汚染された冷水の親潮が、温水の黒潮の下に潜り込むため、

福島県・宮城県沖では海の表層部分の方が汚染度が高く、茨城県・千葉県沖では海の

深層部分の方が汚染度が高いという傾向が見られる。  

 

（４）海水の汚染は事故直後に比べると拡散されて薄まってしまっている（当たり前）。

しかし、海底土や海洋生物の方はそうでもない。生物は食物連鎖による放射性物質の

濃縮・蓄積があり、放射性セシウム以外の放射性核種についても懸念が高まっている。  

 

（５）濃度が薄くても海水に何カ月間も汚染が検出されるということは、その間、ずっ

と福島第 1 原発から放射性物質が海に放出されていることを意味していて深刻な事態  

 

＜海水の放射性セシウム 137 汚染状況：2011 年 5 月＞ 

北海道泊沖   2.5～3.5Ｂｑ／ｍ3 

青森県東通沖  2.5～5.0Ｂｑ／ｍ3 

青森県六ケ所沖 3.0～7.0Ｂｑ／ｍ3 

静岡県浜岡沖  3.0～5.0Ｂｑ／ｍ3 

福島第 1 原発沖 300～1,400Ｂｑ／ｍ3 

福島第２原発沖 500～900Ｂｑ／ｍ3 

茨城県東海村沖 6～130Ｂｑ／ｍ3 

宮城県女川沖  25～45Ｂｑ／ｍ3 

（福島第 1 原発事故前の平常時は１～２Ｂｑ／ｍ3 程度）  

（こんな数値は初めて見る：報道されずに隠されていた可能性が高い）  

 

＜海底土の放射性セシウム 137 汚染：2011 年 5 月～2013 年 1 月＞ 

福島第 1 原発沖合 30ｋｍ 110～320Ｂｑ／乾重量 1kg 

茨城県大洗町沖合     19～520Ｂｑ／乾重量 1kg（最高値は 2011 年 9 月）  

茨城県北茨木市沖合    12～310Ｂｑ／乾重量 1kg（最高値は 2011 年 12 月）  

宮城県女川沖        5～  11Ｂｑ／乾重量 1kg 

宮城県仙台湾入口付近    200～490Ｂｑ／乾重量 1kg（最高値は 2011 年 9 月）  
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（こんな数値は初めて見る：報道されずに隠されていた可能性が高い）  

 

（湯浅一郎「天然の恵みの場・世界三大漁場はいかに汚染されたか」『世界臨時増刊  イ

チエフ・クライシス』 (岩波書店  2014.1) より）  

 

７．汚染水問題発生の原因は東京電力が対策費用をケチったこと 

（１）東京電力は、2011 年 6~7 月に馬渕澄夫首相補佐官らが打ち出した「鉛直バリア（ベ

ントナイト・スラリーウオール）方式」による遮水壁建設という汚染水対策をいやが

り、政治力を使って馬渕澄夫首相補佐官らを更迭し、同方式の導入を拒否したと言わ

れている。（この方式だと建設に約 1,000 億円程度の費用がかかるため、東京電力経営

陣は債務超過転落の危険性を強く懸念したらしい）＝経営維持のため汚染水対策を半

ば放棄したことが今日の汚染水問題の本源  

 

（２）貯水タンクにしても貯水槽にしても、高濃度で危険な放射能を貯留するための施

設だというのに、その建設費用をケチり、その場しのぎのお粗末なものを使ったため、

結果的に「汚染水漏れトラブル」と現場作業員の大量被ばくをもたらしている。  

●  貯水池の造り方が出鱈目で、たちまち汚染水漏水（費用をケチった）  

●  高濃度汚染水が漏れないよう溶接型のタンクとすべきところを、低コストのボルト

で締めるフランジ型を使ったために汚染水が漏水（費用をケチった）  

 ●  汚染水貯留タンクを満タンぎりぎりまで使う「瀬戸際運用」を現場に強要していた

他、汚染水漏れにつながるトラブル防止のための管理対策を手抜きしていたために、

アラームが常態化するなど、無理な運営が危険をもたらしていた。  

 

（３）多重下請け構造・ピンはね常態化・暴力団介入のあまりにひどい現場労務管理、

放射線被曝防護対策のいい加減・お粗末、低賃金・劣悪労働条件、過酷で整備されな

い３Ｋ職場としての現場、原発や放射能について全くの素人が職場教育なしに激務の

負荷、現場指導者減少  ⇒  当たり前のことができなくなっている＝次々と低レベルの

信じがたいトラブルが発生し、現場での放射能汚染と無用の被曝が増大  

 

（全ベータ核種で約 2 億 4 千万Ｂｑ／㍑が 100 トン漏れた件で判明している東電のずさ

んな対応）（2014.2.27 付東京新聞より、カッコ書きは田中一郎が記入） 

＜１＞弁を１年近く開けっ放し（弁管理のずさんの恒常化）  

＜２＞弁に誤操作防止のカギを付けず（弁管理のずさんの常態化）  

＜３＞警報が鳴ってもタンクの中身を確認せず（警報の常態化）  

＜４＞タンクに水漏れ検知の警報装置付けず（汚染水事故未然防止対策の手抜き）  

＜５＞本来の移送先の水位に注意払わず（現場管理のずさん）  
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（４）漏れ出た汚染水から高濃度の放射性ストロンチウムが検出されていたにもかかわ

らず、全ベータ核種の検査結果数値との整合性がつかないなどとして長期間公表しな

かったことが発覚。原子力「寄生」委員会より全ベータ核種の数値の方がおかしいと

指摘され、あわてて公表（東電の不都合隠しの体質変わらず）  

 

（５）汚染水漏れで困ること  

 放射性物質の海への流出により海洋と生物が汚染され漁業ができなくなり国際問題化

する（福島第 1 原発から海へ放出された放射性物質は、太平洋を東～北に向かい、

アラスカからアメリカ西海岸に達するとともに、他方では、赤道から南下して南太

平洋やインド洋まで拡散していくことが予想されている）。  

 福島第 1 原発の現場が汚染され、作業員の被爆がひどくなる、ひどいと近づけない。  

 

８．政府の汚染水処理対策 

（１）政府の汚染水処理対応体制  

 安倍晋三首相をＴＯＰにする「原子力災害対策本部」  

（その下に）茂木敏充経済産業相を議長とする「福島第 1 原発廃炉対策推進会議」  

（さらに）大西有三京都大学名誉教授委員長の「汚染水処理対策委員会」  

 

まず、ド素人の政治家が仕切る会議や委員会等は、そもそも対応能力がない。にもか

かわらず上記以外にも、経済産業省、原子力「寄生」委員会・「寄生」庁、自民党、福島

県庁などが同じような対策組織を設置し、対策の執行責任を含む汚染対策の権限と責任

をあいまいにしたまま「小田原評定」を続けているのが実態。それでいて、具体的な現

場での対応・対策は、結局は当事者能力を喪失している東電に丸投げされ、場当たり対

応が続いていて、事態の改善が図られている様子は皆無と言っていい状態である。無能

と無責任が混在状態でのさばっている。  

 

ひどいのは 2013 年 10 月以降に福島第 1 原発敷地内の井戸から採取した地下水の全ベ

ータ核種の検査数値が急上昇したにも関わらず、長い期間「汚染水処理対策委員会」を

開催しない、開催しても検討議題にもしない等、汚染状況の隠ぺいに走っている様子も

うかがえる（「美浜の会」ＨＰ参照）。下記にも申し上げるように、この汚染水を含む福

島第 1 原発への対応体制を何とかしないと、事態はどんどん悪くなっていく一方である。 

 

（２）「汚染水問題に関する基本方針」（原子力災害対策本部・原子力防災会議）  

 政府は 2013 年 9 月 3 日に原子力災害対策本部・原子力防災会議合同会議を開催し、

下記内容の「汚染水問題に関する基本方針」を決定・発表、政府が責任を持って汚染水
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に対処する姿勢を示した。しかし、これで汚染水問題が解決するとは思えない。  

 

第一に、汚染源を取り除く 

（原子炉建屋地下等のトレンチ内に滞留する高濃度汚染水を除去し、また国費でより高

性能の多核種除去装置（ＡＬＰＳ）を整備する：150 億円） 

第二に、地下水を汚染源に近づけない  

（福島第 1 原発建屋を囲む凍土方式の遮水壁を設置：320 億円） 

第三に、汚染水を漏らさない 

（水ガラスによる壁の設置や、海側遮水壁の設置などを多重的に行う） 

第四に、貯水タンクの取り換え 

（フランジ型タンク（ボルト締め）を溶接型タンクに取り換える他、貯水タンクの管理

体制を強化する） 

（湯浅一郎「天然の恵みの場・世界三大漁場はいかに汚染されたか」『世界臨時増刊  イ

チエフ・クライシス』 (岩波書店  2014.1) より）  

 

９．東京電力が現在取組んでいること（○△×の評価は田中一郎） 

●建屋と地下トレンチとの接続部を塞ぐ（汚染水漏れ防止）  

  △～× 汚染水が漏れている箇所はトレンチだけではない  

●地下トレンチに流入する汚染水を止めてトレンチ内汚染水を回収  

  △～× 汚染水の流入を止められないかもしれない  

●海側遮水壁（鉄製）建設工事  

  △   遮水壁（鉄製）を作るのなら、建屋四方をぐるっと囲まないことには、水

は遮水壁を回り込んで海へ出ていくことになるだろう。  

●水ガラス壁（薬液注入）  

  △   汚染地下水除去のため汚染領域を囲んで、その中の汚染水をくみ上げて除

去する。水位のコントロールが難しく、急に上昇して汚染水が意図せずし

て海へ流出したりしている。  

●凍土壁新設により地下水流入をシャットアウト  

  △～× これだけ巨大（総延長 1,400ｍ）でかつ長期に使う遮水用凍土壁は実績が

なく、３年前の馬渕首相補佐官以下で検討された対策チームでは退けられ

ている。また電源が何らかの理由で切れた場合には凍土が消えることにな

り地下水が一気に流入してくること、電源をいつまでも維持しなければい

けないため出口がないこと、などが問題（凍土壁の業者である鹿島建設を

儲けさせるだけ？）  

●海底の泥を固めて、その中の放射性物質が拡散しないようにする  

  △～○ やった分の効果はあると思われるが、新たに海に流入する分に対しては同
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じように泥を固めていく必要があり、いたちごっことなる可能性  

●福島第 1 原発敷地の地表面をアスファルトで覆い、雨水の地下への浸透を防ぎ、汚染

水の量的拡大を防ぐ（フェーシング）  

  △   原子力「寄生」委員会の許可が出るかどうか（表面をアスファルトで固め

てしまうとホット・スポットが固定化されるため、「寄生」委は除染を先に

やれと指示している様子  

●「地下水バイパス」＝流入する手前で地下水を汲み上げて海に捨てる  

  ×   手前で組み上げた地下水が汚染されている可能性大（汚染水検査がごまか

されて、汚染水なのに海へ放出されていくことになる）  

●汚染水貯留タンクのフランジ型（ボルト締め）から溶接型への取り換え  

  △   最初から溶接型にしておけばよかっただけの話。取り換えの進捗が遅い  

●汚染水貯留タンクの増設  

  △   敷地が狭い・余裕がなくなってきた、などという前に、①縦に巨大なタン

クにして空間利用を拡大、②基礎工事をきちんとして耐震性を持たせるこ

と、③福島第 1 原発の周辺を購入し、かつ福島第 2 原発の敷地も使うこと  

●新型ＡＬＰＳの導入・増設  

  △   ＡＬＰＳの性能には疑義がある。トリチウム以外でも４核種について、検

出限界値以下にはならないらしい  

●トリチウム汚染水の海洋投棄を国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の勧告を利用し、また御

用学者や原子力「寄生」委員会・「寄生」庁などを使ってトリチウム水の安全性（危

険性）を粉飾させ、タイミングを見計らって一気に海へ捨てる  

  ××× 絶対にトリチウム水を海に投棄させてはならない。海が死んでしまう。  

      ゼロベクレルが第３者検証されない限り絶対にダメ。  

 

10．福島第１原発の汚染水対策として本来なすべきこと 

（１）汚染水対策を含む福島第１原発の事故後対策措置のための体制づくり（大前提１） 

 当事者能力を喪失している東京電力を会社更生法にかけ、株主や大口債権者・社債権

者（金融機関等）などに応分の負担をさせた上で、脱原発の健全な会社として再生さ

せる。そして、汚染水対策を含む福島第１原発への対策をオールジャパン・オールワ

ールドで対応できる体制を整え、公開原則の下で執行責任と権限を明確化させ、現場

重視・現場作業員重視（安定雇用・賃金や労働条件・職場環境の抜本改善・被曝最小

化・職務安全等）の方針で臨む（原子力ムラ・放射線ムラだけでやらない）。  

 

（２）完全脱原発：福島第２原発や柏崎刈羽原発、計画段階の東通原発や完成したむつ

市の放射性廃棄物中間貯蔵施設等、全ての原発・核燃料事業部門を廃止（大前提２）  
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（３）福島第１原発の事故後対策・措置、及び被害者への賠償・補償・再建支援、汚染

地域の除染を更生新会社の最優先課題とし、電力部門については送配電部門を分離独

立させるなど、新しい電力供給体制を、まず東京電力で実現する（大前提３）  

    

（４）現在実施している凍土壁構築の外側に、もう一つ、地下水流入を防ぐために馬渕

澄夫首相補佐官（民主）が検討していた「鉛直バリア（ベントナイトスラリーウオー

ル）方式」の恒久型遮水壁を建設する。更に必要ならば、地下水制御のため原子炉建

屋をとり囲む水路（堀）を掘削  

 

（５）水を使わない炉心冷却方法の開発（水を少なくする、空冷、鉛などの粉等）  

 

（６）福島第１原発敷地内のがれき撤去と徹底除染、及びかなり広い範囲での福島第１

原発敷地内外・周辺地域の自然環境モニタリング（微生物を含む野生生物、野生植物

など、生物への放射線被曝モニタリングを強化する）。  

  現状では、福島第 1 原発から離れた海域の海水の放射性セシウム濃度だけをわざと

らしく計測して「安全安心キャンペーン」に使うという姑息なまねを繰り返している。

海水は潮流の関係で常に新しいものと入れ替わっており、濃度が薄いのは当たり前、

何の安心にもつながらない。海水だけでなく、海底の土・泥・砂・岩なども計測せよ。  

 また、モニタリングについては、①体制を充実させ、②利益相反を排除して（隠ぺい・

歪曲の可能性）、③中長期的に、④もっと福島第 1 原発周辺を重点的に（南北の港湾

外への放出口付近など）、実施する必要がある。  

 

（７）飲食品の安全対策  

 非常に危険な放射性ストロンチウムのみならず、放射性セシウムやその他のガンマ核

種、プルトニウムやウランなどのアルファ核種が人間の体内に入った場合の挙動と、

その危険性についてはよくわかっていない。また、とにかく「個体差」（人によって

影響が大きく違う）が大きく、慎重にも慎重な対応が必要不可欠である。  

（例：放射性ストロンチウムは骨や歯に濃縮・蓄積・滞留するだけでなく、体内のカル

シウムと入れ替わり、様々な健康被害をもたらす可能性あり、生物学的半減期も長く、

人体内に入ると容易には体外に出てこない）  

 

●  試験操業の中止と被害者への賠償・補償、移転を含む経営再建支援  

●  放射線管理区域指定基準を超える汚染地域での全ての食料生産・産業活動の停止・禁止  

●  放射性ストロンチウムなど、放射性セシウム以外の放射性核種について、新たに厳し

い規制値を設けるとともに、2012 年 4 月に見直された飲食の残留放射能規制値を更

に厳しい方向で見直し（外部被曝も含めて年間１ｍSv 以内の被爆となるように）  
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●  放射能感受性の高い年齢層（胎児・妊婦、幼児・子ども、若者）への万全の措置  

●  食品の検査体制の抜本改善（測定機器・要員の大幅拡充、対象サンプル数も大幅に増

やす＝サンプル数の絶対量だけでなく対象食品種類も増やす（様々な野菜・果実・魚

介類などを検査する、検査する対象種を絞るな）、放射性セシウム以外の検査：アル

ファ核種（プルトニウム、ウラン）、ベータ核種（放射性ストロンチウム）、セシウム

以外のガンマ核種（放射性銀 110ｍ、アンチモン 125、コバルト 60 他）  

●  汚染物の不正流通や産地偽装等の根絶（悪質違反業者への経済罰を重課する）  

 

（８）汚染水貯留タンクの設置場所は、①福島第１原発敷地周辺の国有化（買上価格は

再取得可能価格を基本に正当な価格）、②福島第２原発敷地。また、新設する汚染水

用貯水タンクは設置敷地の耐震化（敷地深層までのくい打ち他）を図った上で「大型

化」し空間利用を拡大  

 

（９）福島第１原発現場での労務管理の適正化、多重下請け・請負の禁止、現場作業員

の賃金・労働条件改善・地位安定化、職場環境改善、放射線防護の徹底他  

（10）１～３号機の使用済み核燃料の安全対策・対応を急ぐ  

 

（11）防潮堤の建設（柏崎刈羽原発の防潮堤を福島第１原発へ移転できないのか）。現状

のまま、再び大津波が福島第 1 原発を襲えば、大量の汚染水を貯留したタンクごと海

にさらわれてしまう可能性が高い。柏崎刈羽原発よりも福島第 1 原発にこそ、頑丈な

防潮堤が必要である。また、貯留タンクや再使用し始めた地下貯水槽の耐震性はどう

なっているのか。手抜き・安上がり工事で造られたこれらの対症療法的施設は基本的

にすべて取り替える必要があるのではないか。  

以 上  

（別添１）青山道夫 気象研究所主任研究官の提言 

（別添２）深刻化する福島第一原発の汚染水（美浜の会：2014 年 2 月 19 日） 

（別添３）深刻な海洋汚染を引き起こす汚染水漏えい･流出事故（美浜の会：2013 年 9 月） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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