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　みなさん。岸田政権は「国が前面に立って」
原発再稼働と新増設、建て替えまでもやると
原発への暴走を開始しました。原子力規制委
員会は「定期検査の期間は運転期間に入らな
い」などという暴論に続き、「原則40年、最
長60年」を解体し「運転延長は政策判断」と
して規制委員会の責任を放棄しようとして
います。原子炉等規制法43条の3の32（運
転の期間等）の「四十年とする」「満了に際
し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回
に限り延長することができる」という法律を
も踏み破る暴挙です。岸田は福島原発事故を
なかったことにするな！　NPT会議の演説
では「原子力の平和利用」という言葉を出し
た。これは広島・長崎の被爆者をだまして原
発を推進した言葉であり、福島原発事故によ
って「二度とだまされるか」と多くの人が怒
りを向けた言葉でないか！
　電力逼迫を演出し、放射能汚染水の海洋投
棄を進め、子どもたちへの放射線安全教育ま
で行い、福島原発事故の加害者である東電の
原発まで再稼働へ、すべてに「国が前面に立
って」進めようというのです。最高裁では立
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て続けに「国の責任なし」の判決。ここまで「国が
前面に立って」いる姿が見えないのか！
　福島の被曝の実態と苦しみを否定することは、
広島・長崎の被爆者の苦しみをなかったことに
することと同じです。沖縄はじめ全国に核配備を
進める政策の根幹に福島圧殺があります。
　安倍元首相の国葬は国威発揚どころか怒りと
抗議に包まれ、改憲への道筋は生まれず、岸田首
相は失意の内にあると報じられています。11・6
労働者集会（東京日比谷）に集まり、労働組合を
先頭に怒りのデモで岸田政権を倒そう。原発再稼
働と汚染水海洋投棄を阻止しましょう。

安倍元首相の国葬が行われる日本武道館にたくさんの
デモ隊が押し寄せ抗議（ 9月 27日・東京九段下）



　9月７日に開かれた３・11子ども甲状腺が
ん裁判の第2回口頭弁論において、高校３年
生の原告が意見陳述を行いました。抜粋して
掲載します。次回の口頭弁論は11月9日、
次々回は1月25日です（事務局）。

　原発事故が起きたのは、私が幼稚園の年長
組の時でした。家で昼寝をしていたとき、大
きな地震がおそってきました。車であわてて
避難することになった時、私は、ここにはも
う戻って来れないかもしれないと思いました。
　避難先の「スクリーニング」場となってい
る病院で、家の場所を答えたら、履いている
クツを脱がされ、放射線量を計測されました。
対等な人として見られていないような、疎外
されているような感じがしました。このとき
の経験がトラウマとなり、他の人に避難して
きたことを隠すようになりました。

　中学校１年生の時に、学校で甲状腺エコー
検査がありました。診察してもらった時、エ
コーを見ている医者と看護師が私のエコーを
見て何か話をしていました。エコーの機器を、
何度もなんども甲状腺の部分に押しあてて診
ていたので、不安な気持ちでいっぱいでした。
　穿刺細胞診の検査のことはよく覚えていま

す。針を刺される前に、紙に名前を書いたお
ぼえがあります。その時に、一気に涙がぼろ
ぼろでてきました。怖かったです。目に入っ
てきたのは、細くて長い針でした。あまりに
も激痛で動いてしまって、２回も刺されまし
た。なにか深いものにグサッと刺さった感覚
がして、気持ち悪かったし、痛かったです。
どうして自分がこんなに痛い思いをしなくて
はならないのだろうと思いました。
　その後、私はがんなのだと分かりました。
「ガンなんだ。そっか。入院するとなると勉
強遅れてしまうな。」と考えていたと思いま
す。穿刺をしてからは、色々とふっきれたの
か、その頃から、なんだか自分が少し変わっ
てしまったかもしれません。

　１回目の手術は、なにより手術後が辛かっ
た。絶対安静の次の日、１日ぶりに食事が出
ましたが、ものを飲み込むとき、手術したと
ころがあまりに痛くて、涙がぽろぽろ出まし
た。15分くらい頑張って食べてたのに、おか
ゆが2cmくらいしか減っていなくて悲しくな
りました。これからどうなっていくのか、手
術後は、手術前と同じ生活を送ることができ
るのか。これからの不安で、眠れない日もあ
りました。

　がんの再発が分かったのは去年のちょうど
今頃です。２回目のがんの告知は、驚くこと
もなく、ただ残念に感じました。
　２回目の手術は甲状腺がんを全て摘出し、
かつリンパ腺まで摘出したので、摘出した右
側の肩が上がりにくくなり、抜糸をした後は、

子ども甲状腺がん裁判　第２回口頭弁論　２人目の原告が現状を告発

「将来の夢もはっきりしないうちに全て変わった」
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首の右半分の感覚がなくなりびっくりしまし
た。いまはだいぶ感覚は戻ってきましたが、
触るとなんともいえない鈍い気持ちの悪い感
触です。たまに、つっぱるときがあってとて
も辛いです。

　アイソトープ治療も受けることになりまし
た。薬は、重い蓋のついた、ガラスの厳重な
容器に入れられて管理されていたので、飲む
のが怖かったです。配膳の時に、ついテーブ
ルの近くに寄って行ってしまったことがあり
ました。すると、看護師に「近づかないで!」
と言われたので、自分が人との距離をとらな
くてはならない状態になってしまったことを
感じて、暗い気持ちになりました。
　薬を服用した翌日の夕方、のどの周りが腫
れて、熱くなり、少し呼吸がしづらくなりま
した。のどの腫れはどんどん悪化していった
ので不安でした。何回もナースコールで訴え
ているうちに、担当の先生が診にきてくれる
ことになりました。本当はまだ距離を保たな
くてはいけないのに、触診をしてくれた時は、
申し訳なさを感じました。
　３時くらいに線量を計ったら、53マイクロ
シーベルトありました。30以下になると退院
できると教えてもらいました。翌日は、朝起
きたら声が異様なほどかすれていました。線
量を測定し、31.2マイクロシーベルトでした。
予定通り翌日には、退院ができることが決ま
りました。午後にもう一回線量を測定したと
ころ、24まで下がっていました。
　のどの腫れは意外とひどく、薬を飲んでア
イスノンで冷やしていました。声もかすれて
いて、一時は声を出すのがつらいほどでした
が、徐々にだせるようになっていきました。
これは薬の副作用なので仕方がないそうです。
もう二度とこの治療は受けたくありません。

　過酷なアイソトープ治療を受けた直後の5
月 26日、この裁判の１回目の口頭弁論があっ
たので、体調面の不安もありましたが、裁判
を傍聴するために、上京しました。私は小学
校に入る前に原発事故に遭い、以来11年間、
小さなアパートで避難生活を続けています。
そして13歳でがんになり、17歳で２度目の
手術を受けました。自分の考え方や性格、将
来の夢も、まだはっきりしないうちに、全て
が変わってしまいました。
　だから私は、将来自分が何をしたいのかよ
く分かりません。ただ、経済的に安定した生
活を送れる公務員になりたいと考えています。
恋愛も、結婚も、出産も、私とは縁のないも
のだと思っています。私にとって高校生活は、
青春を楽しむというよりは、安定した将来の
ため、大学進学のために学校推薦をもらうた
めの場です。友だちとの関わりも、深いつき
あいは面倒なので、距離を置いています。そ
れでも、時々、勉強に対するプレッシャーや、
将来への不安で、眠れないことがあります。
　とくに、金銭面での不安が一番大きいです。
18歳になって医療保険にも加入できなかった
場合、これからの医療費はどうなるのか。病
気が悪化した時の生活はどうすればいいのか。
半永久的に薬を飲まなくてはならないし、
ずっと今後も定期的な受診をしなくてはなら
ないと思うと、なんとも言えない不安があり
ます。この
裁判で、将
来、私が安
心して生活
できる補償
を認めてほ
しいです。
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 　去る 8 月 27 日に、福島県二本松市におい
て「『原発事故の実像』と汚染水海洋放出に
ついて」と題する講演交流会が開催されまし
た。主催は全国農民会議福島支部、講師は飯
舘村の伊藤延由さんにおいでいただきました。

　講演では、スライドを使って飯舘村はじめ
とした「原発事故の実像」がはっきりと示さ
れました。山菜、特にキノコは多くの放射性
物質を集めてしまい、いまだに数百ベクレル
から数万ベクレルのものもあること。土壌汚
染は、除染した後でも数百ベクレルあり未除
染の場所からの雨水によって日々汚染される
こと。放射線の影響は子々孫々であることな
ど詳しく数字で示され、大変わかりやすく説
得力のあるものでした。

◆「事故なかったことにさせない」

　参加者からは「酪農しているが当時は牛乳
捨てた。水道が止まって牛に水やれなくて川
から汲んで与えたらすぐに放射能出て大騒ぎ
になった」と。「放射能を無くするようなも
のは無いのか」という質問には「残念ながら
放射能を無くするようなものは無い。」

　講演後の交流会でも、「ネギには放射能は
出なかった。しかし、ほうれん草はものすご
く出てトラック何台分も捨てた。今日の話を
聞いて、原発のない平和な社会が大切だと
思った」（有機農家）、「ちゃんと調べれば
わかるのに、調べないことで原発事故は無
かった事にする空気が作られている。避難か
ら帰還するのが当たり前とさせられているが、
ちゃんと現実を発信するのは大切だと思った。
やっぱり原発は無くそうと思った」（和牛繁
殖農家）など時間が足りないと感じさせられ
ました。皆言いたいことがいっぱいあるのに

発言の場がなかった、大切な発言の場を作る
ことが出来たのだと思います。

　このような声を全国で広げ力強い闘う団結
を作り出すことが、汚染水海洋放出を止め、
戦争国家づくりを止め、侵略戦争に突き進も
うとする岸田政権を打倒し、人間が人間らし
く生きられる社会をつくる力になるのだと確
信します。ともに頑張って闘いましょう。

　伊藤延由さんは「声をかけていただければ
全国どこへでも行きます」と言ってくれていま
す。ぜひ、全国各地の企画でフクシマの現実
を知っていただけたらと思います。（NAZEN
ふくしま　吾妻）

※伊藤延由さんを取り上げた「月刊むすぶ　
№616」(ロシナンテ社刊)の中では「測定する
と放射能が見えてきま
す」と、詳細なデータ
と図で放射能の何たる
かという事と現状が報
告されています。ぜひ
手に取って参考にして
いただきたいと思いま
す。ご注文は吾妻
(090-9638-7549)まで。
800円（送料別）です。

「原発事故の実像」と汚染水海洋放出
 　　　　　　　　飯舘村 伊藤延由さんが講演



 　ウクライナ戦争が長期化する中、戦闘に絡
んで原発が原爆になる恐れが強まっている。
核兵器が実際に使われる不安も高まっている。
原水爆は無差別・大量虐殺の許されない兵器
であり、しかも放射線被曝による長期・致死
性の健康被害を引き起こす。この後者の点に
ついて、アメリカ政府は内部被曝の存在を認
めないばかりか、“上空での核爆発には放射能
汚染はない”という大嘘を公式見解として、い
つでも核兵器を使おうとしてきた。 
●「広島の廃墟に放射線なし」 
　まず、７月９日の高橋博子さんの「被ばく
の戦後史」と題した講演に学びたい。 
　1945 年９月５日の米紙『デイリー・エクス
プレス』には、「広島では30日後も未知なる
理由によって亡くなり続けている」「原爆
病」との記事が載った。これに対抗して９月
12 日付けの『ニューヨーク・タイムズ』に、
原爆開発のマンハッタン計画の副責任者であ
るＴ・Ｆ・ファラレルが、「広島の廃墟に放
射線なし」という見出しで、「残留放射線は
ない」と主張した。 
　核爆発して１分間に発生する放射線が初期
放射線、１分たった後に出てくる放射線が残
留放射線と呼ばれる。“あとあとまで残る放射
線”とイメージしそうだが、違う。残留放射線
には、地面にある物質が放射線を出す物質に
誘導される誘導放射線と、雨・チリ・ホコリ
に放射性物質が付着して降下する放射性降下
物とがある。米国公式見解は、残留放射線を
全否定するものだ。 
　1948 年末には、元マンハッタン計画医学部
門責任者スタッフォード・ウォレンが露骨に
言っている。「日本の２つの都市で起こった
ような、上空での原爆の爆発は、爆風によっ
て破壊し、爆風やガンマ線・中性子線の放射
によって殺傷する。危険な核分裂物質は亜成
層圏にまで上昇し、そこに吹く風によって薄
められ消散させられる。都市は危険な物質に

汚染されるわけではなく、すぐに再居住して
もさしつかえない」 
●本音は「放射線戦争の兵器として」 
　1950 年に米原子力委員会、国防省、ロスア
ラモス科学研究所の共著の本、『原子兵器の
効果』が出ている。「放射能による危険は特
殊な事情の下においてだけ起こりうる。高空
あるいは可成り高い空中で爆発する時にこの
危険は本質的に起こらない」「日本での原子
爆発後、核分裂生成物や原子爆弾に用いた材
料に由来する放射能による障害または疾病は
少しも見られなかった」「地中爆発や水中爆
発では、残留放射能による危険は重大になる。
放射性物質を放射線戦争の兵器として用いた
場合と同様の状態が起こり得るであろう」 
　米国は広島・長崎の調査で残留放射線を検
出しており（証言あり）、ネバダ実験場など
の核実験によって放射線被曝した米兵士は約
25 万人に上る。しかし、これらが明らかにな
ると残留放射線による内部被曝という核の残
虐性・非人間性があからさまになるため、残
留放射線はないという大嘘に固執してきた。 
　ビキニ環礁での水爆実験による「死の灰」
が問題になった時も、“水爆だから”とごまか
した。1954 年 10 月末の米原子力委員会によ
る「死の灰」に関する聴聞会では、「小型原
子兵器（原爆のこと）の爆発による非常に細
かい核分裂性物質も風にのって拡散し地上に
浸透するが、この放射性粒子は半減期が非常
に短く、その放射性は急速に減少するため危
険はすぐになくなる」(豊崎博光『マーシャル
諸島 核の世紀　1914－2004（上）』日本図
書センター) 
　米政府がこのような嘘にこだわり続けてき
たのは、核をいつでも使うためである。「黒
い雨」裁判の広島高裁判決は、残留放射線に
よる内部被曝を認めた画期的なものだ。これ
を生かして、すべての核と原発をなくす運動
を強めよう。（事務局） 

「上空での核爆発は放射性降下物なく、放射能による危険はない」

  核使用のために内部被曝を隠蔽する米政府
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東電が再回答　悪質なごまかしを露呈

杉並区議会で復興庁チラシ回収を要求！

第7号　2022年10月

署名数

国内1755筆

国外567筆
　放射能汚染水の海洋投棄に関する再質問（９月１日送付）に対
し、東電は９月28日付で回答書を送付してきました。何点か批判
します。全文はブログをご参照下さい。(nazen.blog.jp➡➡➡)

①「トリチウムは、他の放射性物質と比べて人体
への影響は低い」は悪質なごまかし
　東電は回答の中で、「他の放射性物質と比べて」の　東電は回答の中で、「他の放射性物質と比べて」の
真意についてセシウム137のガンマ線（約667keV︓
eVはエネルギーの大きさの単位、keVは1000eV）、
ストロンチウム90のベータ線（約546keV）などと比
べてトリチウムのベータ線は「非常に弱く（最大
19keV、平均5.7keV）」などと回答しています。しか
し細胞やDNAを構成する分子の化学結合のエネルギー
は0.1eV（水素結合など）～4eV（共有結合など）しは0.1eV（水素結合など）～4eV（共有結合など）し
かなく、「非常に弱い」トリチウムのベータ線ですら
細胞の分子結合の1000～5万倍のエネルギーをぶつけ
ていることになります。「非常に弱い」どころか人体
には猛毒であり、これは悪質なごまかしです。
　また、疫学的なトリチウムの健康被害の報告を「科
学的ではない」と言い放つ根拠について、東電は回答
できませんでした。
 「健康被害の責任は東電にあるか」にも回答せず。
②「ALPS処理水」のトリチウム濃度も回答せず

　水道水に含まれるトリチウムと汚染水のトリチウム
を同等に扱う態度に対し、濃度が違うことを質問して
いましたが、汚染水のトリチウム濃度について再回答
でも「1,500Bq/l未満」に希釈することのみを繰り返
し答えず。
　さらに、トリチウム単体のみならず、有機結合物と　さらに、トリチウム単体のみならず、有機結合物と
なったトリチウムについても生物濃縮はしないと強弁
しました。東電はあたかもトリチウムは水と同様に排
出されやすく生体半減期は短いから人体への影響は少
ないとしてきましたが、有機化合物の生体蓄積を無視
しているということです。
③漁業関係者への約束もごまかし
　汚染水放出用のトンネル着工について、福島県、双　汚染水放出用のトンネル着工について、福島県、双
葉町・大熊町の了解を得ながら漁業関係者の了解を得
なかったことについて、「2015年の漁業関係者の皆
さまとの約束を遵守する」とごまかしています。しか
しながら、実際の放出についても了解を取らないのか
という質問に対しても「説明を尽くしてまいる所存」
としか回答しませんでした。

※2022/10/11現在の集約数です

　 区 任 初の 例 会で を める中、

ほらぐち 並区 が 20 の一 問に ち、

『 副 』と、「トリチウムは 全」と

える『 チラシ』の問 を具体 に え　

「回収するべき」と 及しました。 一 問の

全 はほらぐちともこHPに ➡➡➡
　これに し、 務 、 が、　これに し、 務 、 が、

「チラシを回収する えはない」と 。「原

事 、 した子どもがいじめを受ける問 も

きた、二 とこのようないじめが こらないよ

う について 学 で しい を めるべ

き」と、チラシの内 を し、子どもたちに

任 嫁するような しがたい内 だった。

　さらに、ほらぐち区 の「 子ども　さらに、ほらぐち区 の「 子ども

がん 判に する区 の 」の 問に して、

境 が「 の による

については、今 司 の場において

事 係が1 も く らかになる

ことを っている」と した。

　子ども がん 判の「事

係が らかになる」ということは、「 児係が らかになる」ということは、「 児

がんなどの は原 事 の で

はない」としている 副 、「

は 全」としている チラシが、ど

ちらも なウソであることを するも

のではないのか

　今 とも 会での 及を するととも　今 とも 会での 及を するととも

に、各地の 場や地域・ で「子ど

もたちにウソを えるな 」の副 ・チ

ラシ回収へ向けた 動が です。

➡
ほらぐちともこ
一般質問全文
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◆柏崎刈羽、23年７月再稼働の目標
　東電の小早川智明社長は16日、23年４月　東電の小早川智明社長は16日、23年４月
以降の電気料金の算定基準に、柏崎刈羽原
発７号機の再稼働を織り込むと明らかにし
た。同原発では「テロ対策」の不備が相次
ぎ、原子力規制委員会の命令により運転で
きない状態にある。社長は「規制のプロセ
スを軽視するつもりはない」とするが、事
実上、23年７月という再稼働の目標時期を実上、23年７月という再稼働の目標時期を
示した。また、７号機の安全対策工事が未
完了だった問題で、新たに未完了箇所が13
か所見つかった。  （９月17日　朝日など）

◆六ケ所再処理工場、26回延期
　岸田文雄首相が原発の新増設など原子力　岸田文雄首相が原発の新増設など原子力
政策の見直しを表明する中、核燃料サイク
ルをめぐる計画の先送りが相次いでいる。
日本原燃は９月７日、青森県六ケ所村の使
用済み核燃料再処理工場の完成時期を22年
９月から、24年後半に変更すると県と町に
報告した。1993年に着工し、当初は97年に
完成するはずだった。ところがトラブルが完成するはずだった。ところがトラブルが
相次ぎ、完成の延期は今回で26回目。しか
も、次の完成目標時期を示すことができず
迷走ぶりが際立った。   （10月1日　毎日）
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◆規制委、原発「最長60年」削除へ
　政府が検討している原発の運転期間の延　政府が検討している原発の運転期間の延
長について、原子力規制委員会の山中伸介
委員長は、現行の「原則40年、最長20年
延長できる」という規定が原子炉等規制法
から削除されることを容認した。規制委は,
経産省とのわずか１時間ほどの会合で認め
た。リスクの高い老朽原発がなし崩し的に
動き続ける事態につながる。政府は福島第動き続ける事態につながる。政府は福島第
一原発事故を踏まえた現行規定の見直しを
本格化させ、60年を超える長期運転へ大き
く政策転換する。      （10月６日　東京）

◆東海再処理施設、廃液固化を停止
　日本原子力研究開発機構は、廃止措置中　日本原子力研究開発機構は、廃止措置中
の東海再処理施設で、高レベル放射性廃液
をガラスで固める作業（ガラス固化）を停
止したと発表した。同施設は使用済み核燃
料をリサイクルする日本初の再処理工場。
機器トラブルなどで中断と再開を繰り返し
ており、来春までに完成させる予定の新た
なガラス溶融炉の前倒し使用も検討する。なガラス溶融炉の前倒し使用も検討する。
機構は28年までにガラス固化の作業を終え
る方針だが、880本を予定するガラス固化
体の進捗は４割程度。（10月６日　日経）

◆検知できぬ線量計で処理水安全と
　東電が福島第一原発の視察者に、放射性　東電が福島第一原発の視察者に、放射性
物質のトリチウムが検知できない上に、セ
シウムも高濃度でないと反応しない線量計
を使い、処理水の安全性を強調する宣伝を
繰り返していることが分かった。視察ツア
ーでは、放出基準の約15倍のトリチウムを
含む処理水入りのビンにガンマ線のみを検
出する線量計を当てて反応のない様子を示出する線量計を当てて反応のない様子を示
す。20年７月から約1300団体・１万5000
人に見せている。「海洋放出に向けた印象
操作」との批判。        (10月３日　東京）

◆自主避難者に284万円支払い命令
　福島第一原発事故で自主避難し、無償提　福島第一原発事故で自主避難し、無償提
供期間の終了後も茨城県つくば市の国家公
務員宿舎に入居していた女性に対し、福島
県が未払い賃料などを求めた訴訟の判決で,
福島地裁は29日、請求通り約284万円の支
払いを命じた。女性は無償期間が終了した
17年４月からは月額約５万5000円で最長２
年間利用できる契約を結んだが、支払わな年間利用できる契約を結んだが、支払わな
いで20年３月に退去していた。「築40年以
上で解体予定の建物の賃料としては高過ぎ
る」と訴えている。    （９月29日　時事）




