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避難指示区域の変遷

出典：福島県「避難区域の変遷について」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/cat01-more.html

避難指示区域の変遷

出典：福島県「避難区域の変遷について」
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/cat01-more.html
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はじめに
東日本大震災および東京電力福島第一原発事故から 10年が経過しました。亡くなった多くの方々

に改めて哀悼の意をささげ、今も続く原発事故の被害の大きさ、多くの被害者の方々の苦悩に想いを
はせたいと思います。
あの日まで、多くの人たちは、原発を所与のものとして受け入れ、無意識に原発の電気を使ってき
たのではないでしょうか。福島や新潟の原発で発電された電気が福島ではなく、首都圏で使われてい
ること、原発が経済的に弱い立場の地域に押し付けられてきたこと、原発を動かすために多くの作業
員が被ばくを強いられていること、その理不尽さと非人道性を、私たちの多くは認識していませんで
した。
しかし、原発が爆発した衝撃的な映像がテレビで流れたあの日以来、状況は一変しました。私たち
は、多くのことを学びました。原発がとてつもなく危険であり、ひとたび事故が起これば、広い範囲
に放射性物質が降り注ぎ、10年以上も人が住めないほど土地が汚染されてしまうことを。10万人以
上の人たちが避難を強いられ、いまなお、多くの人たちが避難していることを。生業、いきがい、隣
近所との交流、何気ない日々の会話、山菜やきのこ、川魚を採り、分ち合う楽しみ、家族で囲む食卓
…こうしたことを含めたふるさとの形が失われてしまうことを。
政府は市民の声に耳をふさぎ、一般人に適用される被ばく限度の 20倍もの値を避難・帰還の基準

としました。多くの人たちが賠償のあてもなく避難を強いられました。放射能汚染や被ばくは実際に
生じた「被害」であったのにもかかわらず、「被害」とは認められず、「風評被害」として矮小化され
てきました。加害・被害の構造はゆがめられ、政府や東電という実際の加害者がいるのにもかかわら
ず、その責任は問われないままです。

「家にはやっぱり子どもたちがいてよ、子ども達と一緒に山に行ってよ、そんで山の物を採ったり
よ、いろいろ教えたりそれが当たり前だったから。そんな事、いまは何にもできないから」と飯舘村
に帰還した元酪農家の長谷川健一さんは話してくれました。「若いものたちがいないので、（60代の）
オレが青年団長だよ」。

原発事故の被害を矮小化しよう、なかったことにしよう、「見えない化」しようという流れは強く、
それに抗うことは容易なことではありません。
それでも、私たちは原発事故の被害を「見える化」し、それを多くの人々に伝えていくことはとて
も重要なことだと考えています。
この冊子が、福島の今とエネルギーの未来を考える一助になれば幸いです。

2021年 3月 11日
国際環境 NGO FoE Japan

満田夏花、吉田明子、深草亜悠美、矢野恵理子、松本光
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絶望と失望、希望の日々。 
そして前へ

武藤類子.
（三春町在住）

風に舞う雪を見ると、吹き付ける吹雪の中を
原発から少しでも遠くへ離れようと西へ逃れた
あの日を思い出します。原発事故から 10年、
長くもあり、あっという間でもあった時間を、
私は振り返る間もなく夢中で生きてきたように
感じます。原発事故被害者の 10年はそれぞれ
だと思いますが、確かに言えることは、事故が
なければまったく違った 10年を皆さんが生き
ただろうということです。私にとっても人生の
ステージが突然変わってしまいました。しかし、
事故後の人生を意味のないものには絶対にした
くはありませんでした。
事故への驚愕、現実に起きてしまったことへ
の絶望、何かが変わるかもしれないという小さ
な期待、次々に起きる真実の隠蔽や事故の矮小
化に感じる失望、頑張って活動しても変わって
いかないがっかり感、でも仲間と一緒にまた気
を取り直しできることを考える、その繰り返し
だったと思いますが、精いっぱい生きてきたと
思っています。
原発事故の被害とは、事故前には想像できな
かったさまざまな実相があり、こんなことも起
きるのかと驚きの連続でもありました。10年
たって、放射性の汚染水が海に流されようとし
ています。せっかく集められた汚染土が農地に

埋められそこに野菜を植える実験がされていま
す。除染なしの避難解除がされようとしていま
す。子どもたちの甲状腺検査を縮小しようとす
る動きがあります。2、3号機の原子炉の蓋の
部分が極めて高濃度に汚染されていたことが
10年たってようやく分かりました。廃炉のロー
ドマップはできていても、廃炉の最終形はまだ
何も決まっていないということも分かってきま
した。原発事故を後世に伝えることを責務とし
た伝承館で語り部への発言規制がなされ、莫大
な復興予算を投じながらもすでに大きな赤字を
抱えた医療器具開発センターや撤退が決まった
洋上風力発電所があるなど、被害者が心から望
む復興は、一体どこにあるのかと思います。
原発事故からの道は、11年後も 12年後も続
きます。ひょっとしたら 100年後も。そして、
これからの時代には、気候変動や激甚災害、コ
ロナのような新しい疫病など今までよりもっと
大きな困難が加わってくると私は思います。原
発事故を経験した私たちは、その教訓を賢く活
かし、生き延びるために、あらゆる生命の住処
である地球の環境を少しでも保つために、起き
た一つの一つのことを理解し、何を大切に生き
るかを考え、その方法を具体的に探っていかな
くてはなりません。力を合わせて歩んでいきま

双葉町の帰還困難区域の家々の入り口には、持ち
主も許可なく立ち入ることを禁じるゲートが今も
設置されている（提供：武藤類子さん）

特集

3・11 から続く道
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しょう。
私自身は、まず今年中には開かれると思われ
る東電刑事裁判控訴審を全力で闘っていきたい
です。 ■

意識変革の 10年 
社会が変わることを 
望むより、 
自分が変わること

宍戸慈.
（北海道子育て世代.
会議共同代表／.

女性のためのライフ.
スタイル活動家）

気づけば 10年、あっという間でした。福島
県郡山市で、地域誌の編集者とコミュニティ
FMのパーソナリティをしていた 2011年 3月、
東日本大震災と東京電力福島第一原発事故が起
きました。決死の覚悟で、ラジオ局で寝ずに生
放送をしました。避難所の取材などで、原発近
くから避難してきた人への差別を目撃しまし
た。原発や放射能の問題と向き合ったとき、「い
つか元気な赤ちゃんを産みたい」という気持ち
が溢れてきました。放射能について勉強すれば
するほど、「ここにはいられない」という思い
が強くなり、単身北海道に移住しました。独身
者での「自主避難」には、経済的なサポートも
精神的な支えもありませんでした。とても心細
かったのを、今も鮮明に覚えています。それで
も、「一人ひとりが自分の未来を選択すること
でしか、新しい世界はつくれない」と考え、自
分に言い聞かせていました。
その後結婚し、無事に出産もして、二児の母
となりました。大好きな故郷・福島のような、
自然豊かな環境を求め、札幌から車で３時間半

ほどの小さな田舎町、島牧村（しままきむら）
に居を構えました。大自然の中で、子どもたち
を遊ばせながら仲間とお米を育てたり、古い家
を直したりして穏やかに暮らしていました。
激震が走ったのは去年、2020年の夏の出来
事です。私が暮らす島牧村のお隣、寿都町（すっ
つちょう）が高レベル放射性廃棄物の最終処分
場受け入れのための文献調査に応募しました。
頭では「原発や放射能の問題は、地球上にいる
限り、生きている限り逃れられる問題ではない」
と分かっていたつもりでした。それでも、福島
の原発事故から時間が経ち、日々の穏やかな暮
らしの中で、少しずつ原発や放射能への意識が
薄れつつあったと思います。そこに「やっぱり
逃れられない」という現実を突きつけられた思
いでした。
大急ぎで、地元の仲間たちと「北海道子育て
世代会議」を立ち上げました。コンセプトは、「分
断ではなく、調和。対立ではなく、対話。正誤
ではなく、選択。持続可能な社会を未来ある子
どもたちへ」としました。要望書や公開質問状
を通して町長との対話を試みましたが、対話は
すれ違いのままで、私たちの願いは聞き入れら
れず、寿都町は放射性廃棄物受け入れのための
文献調査に正式に応募しました。私たちにとっ
ては、納得のいかない結果でした。
でも、私たちは諦めません。風に立ち向かっ
ていくのも、それを追い風にして未来への力に
変えるのも、私たち次第だと信じています。否
定や反発ではなく、新しい選択を示すことで持
続可能な社会をつくりたいと考えています。
そんな想いで、2020年 11月、すべてを自
然エネルギーで運営する音楽イベント「寿都自
然エネルギーフェス・風を感じて」を開催しま
した。名だたるアーティストが集まり、北海道
の小さな町、寿都町から世界に配信しました。
YouTubeの再生回数は約 7,000回、およそ 50
万円の寄付が集まりました。

10年で何が変わったでしょうか？　法律や
原発の数など、ハードはあまり変わっていない
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かもしれません。でも、私の意識は確実に変わ
りました。人々の意識も変わりつつあるという
実感もあります。きっと、核エネルギーの問題
は私たちが死ぬまで続いていくでしょう。しか
し、私は世界と日本はこれから愛と平和のエネ
ルギーへとシフトしていくと確信しています。
この 10年の時は私に「社会が変わることを

望むより、自分が変わることが重要であること」
を教えてくれました。ノーではなく、イエスを
積み重ねていこうと考えるようになり、望む世
界は自分たちで作っていこうと決意させてくれ
ました。未来を作るのは、私たち一人一人の小
さな選択です。ともに、選択していきたいと思
います、原子力に頼ることのない、これからの
暮らしを。 ■

原発事故を通じて実感した 
陽光を浴び、土に触れ、 
四季の移ろいを 
味わうことの大切さ

３児の母.
（福島から避難し、帰還）

震災当時、3歳と 6か月になる 2人の娘と夫
と福島で暮らしていました。

2011年 5月に新潟県湯沢町に 3か月自主避
難した後、山形県山形市で 4年半暮らしました。
その間に長男を授かり、福島に帰還して 5年
になります。
震災当時、食料の買い出しなどで、外で行列
に何回か並んだことがあります。3歳の長女は
祖父に預けましたが、6か月の次女はとても泣
くので、抱っこひもで抱っこして並びました。
今はとても後悔しています。泣いても祖父に嫌
な顔をされても、置いていけば良かったと。
私はあまり情報収集が得意ではなく、原発の
爆発の後もテレビのいうことを信じていまし
た。放射能は確かに心配なのだけれど、そんな
酷いことになって欲しくないという願望がバイ
アスをかけたのだと思います。
本当は避難したくて、誰かに背中を押してほ
しくて、新聞やテレビで “避難” の体験や情報
を食い入るように見ていました。でも、子育て
を 1人でやりきれる自信がなかった。自分の
キャパシティを超えると精神的に不安定になる
と自覚していたので、それが怖かったのも理由
の一つです。

3月から 4月にかけての 2か月間は窓を開け
ず、必要な時以外は外にも出ず生活していまし
た。外はとても良い気候でも、窓を開けられな
い、風を感じられない、洗濯物を外に干せない、
外で遊べない、水も食べるものも信じられない、
それはとてもとても苦しいことでした。

暮らしと未来を共にする仲間たちと
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４月の末にママ友に新潟県湯沢町の自主避難
者の受入れのことを教えてもらい、避難を決め
ました。

避難先での生活
特に大変だったのは、子どもの体調不良です。
山形への引越し翌日に次女が高熱を出して、ス
マホで小児科を探した時と、長男が夕方怪我を
して救急病院に連れていき帰ってきた夜に、次
女が胃腸炎で下痢・嘔吐を始めた時は辛くて泣
きました。
でも、外で過ごせることがうれしくて、楽し
かった思い出が多くて、大変な時は大変すぎて、
あまり覚えていません。
避難先では、なるべく外で遊ぶ、自然と触れ
合うことを大切にしていました。福島ではでき
なかった外遊びへの渇望があったのでしょう、
特に初めの年は極寒の公園で遊んでいるのは福
島から来た家族ばかりなんてこともよくありま
した。
夫と会えるのは月に１～２回で、子どもと日常

的に接する大人が私だけという事が子どもに与
える影響が、とても不安でした。故郷を離れた
ことは「転勤族ならよくあることだから」と、ワ
ンオペ育児（パートナーなしでのひとりでの育
児）は「単身赴任の家庭ならそういうものだから」
と思い、避難生活を楽しむようにしていました。
今思えば、大変な自分を認めたら辛すぎるから、
必死だった、頑張っていたんだなぁと思います。
行政やボランティアの方々などたくさんのサ
ポートがあり、また夫や双方の両親が私の決断
を認め支えてくれたことで、避難を続けること
ができました。本当に感謝しています。

福島への帰還
震災から５年、育休が終わるタイミングで福
島に帰還することを決めました。
長女の通学路の放射線量を測ってもらい、避
ける場所を子どもと一緒に確認しました。
被ばくを防ぐため、食品の産地を気にし、風

の強い日には洗濯物の外干しは避け、なるべく
保養に出かけるなどを、特に初めのうちは心が
けて生活しました。
次女と長男は、「青空保育たけのこ」という
保育園に入園しました。「たけのこ」はなるべ
く自然の中で過ごすため、隣県の米沢市に毎日
片道１時間通って自然の中で保育をしている保
育園です。子どもたちが被ばくの心配なく目一
杯遊びこんで日々を過ごせていることは、福島
で日々神経をすり減らしていた私に安心感を与
えてくれました。
そこでは、自然と触れたい、身体に良いもの
を食べさせたい、無用な被ばくを避けたいとい
う思いを共有できる保護者が多く在籍していま
す。月に１度の保護者会は福島での生活の悩み
を話したり、米沢で食材を調達したり、私も自
然の中に身を置いて深呼吸できる場でした。そ
して今後ずっと繋がっていきたい大切な出会い
がたくさんありました。
私は「たけのこ」の存在に救われていました
が、福島では、放射能について同じ価値観を共
有しざっくばらんに話ができる場所はほとんど
ありません。保養は、低線量被ばくから少しの
間離れられるだけでなく、離れられた安心感を
与えてくれます。

FoE Japan主催のぽかぽかプロジェクトは、
「静かにしなさいとは言わない」、「子どもに叱
るのではなく伝える」をモットーに、誰をも認
め合うとてもとても温かい保養です。保護者の

自然に触れ合う保養の重要さ（福島ぽかぽかプロ
ジェクトにて）
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夜の集まりでは、情報共有をしたり、日々の悩
みや辛さを吐き出すことができ（でも無理強い
は決してしなくて）、救いになっています。
震災で私は、風を感じ、陽光を浴び、土に触
れ、四季の移ろいを味わう、そんな自然ととも
にある事を、地面に根を張って生きていると感
じている事を、とても大切に思っていると実感
しました。けれども今、土に風に禍々しいもの
が含まれていないか先ずは一旦疑います。この
土地を自然を心の底から愛し信じることはでき
ない。それがとても辛く苦しいです。
けれども、震災がなければ出会えなかった、
たくさんの人との出会いや差し伸べられた手に
は感謝してもしきれません。次は私がお返しを
しなければ、そう思っています。

震災から 10年を経て
長男が卒園し「たけのこ」を離れたこの１
年、子どもたちの外遊びは減り、私は安心して
誰かと話す場を失いました。昨年ほど保養に出
たかった年はありません。けれども、コロナ禍
で保養の機会が失われました。そして震災から
10年を区切りに急速に風化が進んでしまうの
ではと危惧しています。放射性物質は目に見え
ずとも存在しています。保養がこれからも続い
てほしいと切に願います。
コロナ禍の中、経済を優先させるため、子ど
もたちの学ぶ権利や遊びや友人とのかかわりか
ら社会性を学ぶ機会はないがしろにされまし
た。憤りと諦めと、でも失業して家庭が崩壊し
ては大変、持病のある家族が感染しては大変と
いう思いがないまぜになります。

10年前を思い出します。震災当時、自然に触
れない五感を使わない子どもの心身の成長が心
配だったように、今回の子どもへの影響が心配
です。10年前は福島の子どもたちへ沢山の手を
差し伸べてもらえましたが、今回は地球上のほ
ぼ全ての子どもたちが犠牲になっています。
大人たちは何を守り、何をすべきなのか、考
え続けています。 ■

終わらない事故と 
被害の果てしなさを 
噛みしめて

大賀あや子.
（大熊町～会津若松市
～新潟県阿賀野市）

2011年、私は福島県大熊町で小農を営み、
ときどき脱原発ネットワーク等の活動に参加
し「ハイロアクション～福島原発 40年とわた
したちの未来」という新たな取り組みに希望を
持っていました。福島原発は次々 40年超えに
なり、老朽化やデータ隠しやトラブル続発への
不安感も増す中、廃炉時代の地域社会を考え始
めようという呼びかけでした。

3月 11日の大震災本震の時には、長い揺れ
に耐えながら、女川原発・福島原発・六ケ所再
処理工場等が無事であってほしいと祈り続けて
いました。ライフラインが途絶し、原発事故の
情報が入ったのは原子力災害対策特措法 10条
通報／特定事象通報より 5時間も後で、私は
その間、念のための避難を周りの人たちに呼び
かけたくても実行できませんでした。そして過
酷事故が現実のものとなり、家、仕事、馴染ん
だ生活、人の繋がりの多くを失いました。
関東に一時避難中は、原発事故の拡大を恐
れ、散り散りになった地域の人びとを案じなが
ら、ハイロアクション等の仲間達と連絡を取り
合い、避難区域の拡大や被ばく防護、避難支援
の施策を求める活動に走り出しました。
避難先は大熊町役場と住民多数が避難した会
津若松市内の 2次避難所（後に借上げ住宅）に
移し、大熊町の人たちとは再会、交流ができま
した。
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特集：3・11 から続く道

内面的には、1年目は起きている間じゅう
3.11前の双葉郡と現在を心が行き来し、2年目
ごろからは避難指示区域内のニュースや番組を
見ると 3.11以前と混ざって夢に現れ、目覚め
てからずっと反すうしてしまう感じでした。3
年目の秋には心身症が現れて辛くなり、土壌汚
染が数 Bq/kg（Cs合算）程度で、夫が転勤し
てくるまで二重生活しやすそうな新潟平野に再
避難しました。
毎月 11日には、原発避難で弔いに伺えなかっ
た津波被災の友人や、これまでに故郷へ帰れな
いまま亡くなった友人知人たちを偲び、原発関
連死や事故現場作業等で亡くなったすべての
方々、そして被害・被ばくを受けた、受けてい
るすべての方々を想い、終わらない事故と被害
の果てしなさを噛みしめています。

2012年には、食品の放射性物質の基準値引
き下げや、原発事故子ども・被災者支援法の成
立があり、人びとの声が届いていくと期待を持
ちました。
しかしその後、福島県内外で年々進められた
避難指示解除、仮設と借上げ住宅の打ち切り、
曖昧なままで数えられていない人もたくさんい
る避難者数集計、縮小論の出ている甲状腺検査
やモニタリングポスト配置、除染土壌の「再利
用」や「埋立て処分」と難問が続いています。
避難指示区域の線引きによる賠償と支援事業の
格差も辛いものです。被害を比べることはでき
ない、福島県民 200万通り、岩手宮城や関東
の人たちふくめて数千万通りの被害だ、あきら

めず発言しようと考え、新潟県内の避難者支援
や「避難の権利」を求める全国避難者の会に参
画もしてきました。
精神医学専門家の「原発避難者の精神的苦痛
は過去のどの災害よりも高い」「未来が見えな
くて『仮の人生』が続くとPTSDが多発する」「先
の見えない感覚の持続⇒フラッシュフォワー
ド」といった指摘があり、支援者としても私自
身についても思い当たることばかりです。
被災地に暮らす人も避難先に暮らす人も、一

人も取り残さず、住居や健康の不安なく暮らせ
る施策を、この人災を発生させた国の責任で行
うことを、百年～数百年と続く原発事故の影響
の中で決して諦めてはならないと思っています。
ところで新潟では、福島原発事故の原因者で
ある東京電力が、柏崎刈羽原発について 2015
年からテレビで CMを再開し、2020年から再
稼働への動きを強めています。この冬の豪雪や
不祥事の連発も相まって、3.11前の状況を思
い出させられています。
私たちは、この 10年の苦しみを誰にも繰り

返させたくない、さらなる被害・被ばくを防ぎ
たいという願いを伝え続けます。
終わりに、視察等で避難指示解除区域等に入
る方には、放射能汚染に対して実行可能な最大
限の防護と持ち出し防止を行なうことも、ご自
身とすべての人々のためにお願いしたいと思い
ます。 ■2020 年、初めて大熊町に一時帰宅

2005 年秋、大熊のイノハナ茸。二度と得られぬ
山の恵み
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事故発生から 10年、 
そしてこれからの 10年

中手聖一.
（福島から北海道に.

避難）

コロナ禍の今、もし対策のリーダーが「感染
など気にせず今まで通りの生活をしましょう。
大いに外出してニコニコ暮らしましょう。それ
が正しく怖がることです」と言ったなら…。け
れど現実に同様のことが起こっていたのが原発
事故直後の福島県だった。県の放射線健康リス
ク管理アドバイザーに就任した山下俊一（長崎
大）たちによって、2011年 3月 20日から始
められた安全宣伝キャンペーンである。
それまで家族や身近な仲間たちの被ばく低減
だけに奔走していた私が、県内の親たちに呼び
かけ市民グループを立ち上げて、福島の子ども
たちを放射能から守る活動を皆と開始したのは
この安全キャンペーンに対抗するためだった。
文科省・子ども 20ミリシーベルト通知の撤回、
除染、避難と保養、子ども・被災者支援法の制定、
山下らの福島から追放など活動は多岐にわたっ
た。僅かの成果もあった。そして 2012年 7月、
私は北海道に移住した。
福島原発事故発生から 10年が経ち、改めて
現状を見つめると、本質的に何も解決していな
いことに、この国が何も変わっていないことに
失望（あるいは絶望）しそうになってしまう。
放射能汚染を防止すること、事故の解明と収束、
被害者救済、健康被害の最小化、反差別など、
やらねばならないことは山積してるのにもかか
わらず、不都合な課題からは目を逸らし真剣に
取り組もうとしない。そして、避難解除と帰還、

再稼働、汚染水放出、原発輸出、オリンピック
と、復興・経済を錦の御旗のように振りかざし、
またもや破滅への道のアクセルを踏み込んでい
る。ついには私の新たな故郷の北海道内で、欲
望のツケを田舎に押し付ける高レベル廃棄物処
分場の文献調査が始められてしまった。
しかし、「熱も冷め疲れたようだ。福島事故
など誰も忘れ、無かったことのようにできるだ
ろう」とほくそ笑んでいる人たちよ、今度はそ
うはいかない。確かに 10年が経てば、事故や
放射能を意識することは少なくなる。暮らしも
変わり、それぞれ新たな自分の人生を歩んでい
る人たちも増えてきた。それで「忘れた・元に
戻った」と思ったら見当違いだ。
震災、原発爆発、放射能襲来、防護と避難の
葛藤、その中で心に刻んだ思いは 10年で消え
ようもない。そして被害は今も続いている。被
ばくか貧困かを悩み続けている避難者の仲間が
いる、新たな生活の中で原発事故の今を伝えて
いる仲間がいる、裁判で闘っている仲間がいる、
真に寄り添って支援を続けている仲間がいる。
それだけではない。福島原発事故を “自分事”
と自覚した無数の仲間たちがいる。事故当時は
幼児だった青年たちが、自ら意思を持とうと耳
を傾けてくれる。
私は信じている。彼らの意思が集合して、誤っ
た過去を贖罪し、破滅へ向かうこの国を正して
いくことを。そのビジョンを描いていくのが、
これからの 10年になる。人の命は限りがあり、
これからの 10年は私には大事な年月のはず。
どう生きるか、何をすべきか、共に考え行動し
ていきたい。 ■
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どう伝える？　原発事故の教訓
—後藤　忍（福島大学准教授）

1　後藤忍 (2018)「福島の教訓をどう伝えるか」『世界』第 906号 , 135-143

はじめに

2011年 3月に起きた東日本大震災および東
京電力福島第一原子力発電所の事故（以降、福
島第一原発事故）からまもなく 10年になりま
す。福島県内では、東日本大震災・福島第一原
発事故の事実と教訓を伝えようとする様々な取
り組みがあります。公的な教材を使用した学校
教育や、メモリアル博物館としての展示施設の
整備、市民による語り部活動や記録集の作成な
どがあり、主な事例の特徴や課題については後
藤 (2018)1でも指摘しました。その後も、2018
年 3月には復興庁から「放射線のホント」が、
同年 9月に文部科学省から「放射線副読本」の
改訂版が発行されました。2020年 9月には福
島県が「東日本大震災・原子力災害伝承館」を
双葉町にオープンさせました。公的な教材や展
示施設の役割は大きく、福島第一原発事故の事
実と教訓に関する情報がしっかりと記録・継承
されることが望ましい一方で、現段階では、残
念ながらそのような情報が十分に記述されてい
るとは言えません。
教訓について、水俣病の問題解決に尽力され
た原田正純先生が「教訓とは失敗したことを発
信すること」だと仰っていました。福島第一原
発事故に関する公的な教材や展示施設では、そ
れができていません。むしろ重要な教訓や失敗
が消し去られていっている状況です。「見えな
い化」、「不可視化」です。
一方、市民のなかには、FoE Japanのように、
政府などが進める「不可視化」に抗い、被害や
教訓を「見える化」しようとする動きもありま
す。市民側から、公的な教材や展示施設に対し

て改善を働きかけたり、福島第一原発事故に関
する事実・教訓を記録し継承する活動は重要で
あると言えます。
福島第一原発の廃炉作業はまだ緒に就いたば
かりですし、原発事故の被害は現在も続いてい
ます。福島第一原発事故に関する記憶の風化を
促すものとして懸念された、東京オリンピック・
パラリンピックは、新型コロナウイルス感染症
の世界的流行（パンデミック）により、延期と
なりました。福島第一原発事故から 10年とな
る今、改めて、「どう伝える？　原発事故の教訓」
という問いについて考えてみたいと思います。
本稿では、2020年 9月にオープンした「東
日本大震災・原子力災害伝承館」の展示内容の
特徴を筆者なりに指摘した上で、福島第一原発
事故の事実と教訓のうち、どのようなものが洩
れ落ちているのか、それを伝えていくためには
どうすればよいのかについて、筆者の考えを述
べたいと思います。

「東日本大震災・原子力災害伝承館」の
概要

東日本大震災・原子力災害伝承館（以下、伝
承館）は福島県が双葉町に整備した施設で、費
用の約 53憶円は、国の予算で賄われています。
東京オリンピックに合わせ 2020年夏のオープ
ンを予定していましたが、新型コロナウイルス
感染症の影響により、2020年 9月に延期され
ました。福島イノベーション・コースト構想の
一環として整備され、運営も公益財団法人福島
イノベーション・コースト構想推進機構が担っ
ています。
教訓を伝える施設が、復興を主目的とする構

特別寄稿
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想のもとに整備されるのは、出発点がおかしい
ように思います。その位置づけでは、「原発事
故を真摯に反省して教訓を記録・継承する」と
いうよりも、「原発事故からどう立ち上がった
か」という、ある意味サクセス・ストーリーを
伝える「復興寄り」の展示になってしまうから
です。
初代館長には長崎大学の高村昇氏が就任しま
した。高村氏の館長就任には、専門分野や放射
線被ばくによる健康影響に関する立場などの観
点から批判もあります 2。
伝承館の基本理念として、原子力災害と復興
の記録や教訓の「未来への継承・世界との共有」、
福島にしかない原子力災害の経験や教訓を生か
す「防災・減災」、福島に心を寄せる人々や団
体と連携し、地域コミュニティや文化・伝統の
再生、復興を担う人材の育成等による「復興の
加速化への寄与」の 3つを掲げています。1つ
目の、原子力災害と復興の記録や教訓の「未来
への継承・世界との共有」は、本稿のテーマか
らも重要な点ですが、教訓が展示においてどの
程度記録・継承されているか、検証が求められ
ます。そして、3つ目の「復興の加速化への寄与」
には、復興が明示的に位置づけられていること
を確認できます。
展示の構成は、「プロローグ（導入シアター）」、

2　後藤忍・筒井哲郎「原発事故の教訓と被災者へのいたわりとは　―福島に新設される「伝承館」について―」（原
子力市民委員会ブログ） http://blog.ccnejapan.com/?p=1032

「災害の始まり」、「原子力発電所事故直後の対
応」、「県民の想い」、「長期化する原子力災害の
影響」、「復興への挑戦」の大きく 6つとなっ
ています。原発事故以降の内容は明示的に入っ
ていますが、事故前に福島県が原発の推進に関
わってきた経緯や責任についての説明は十分な
ものとはなっていません。
そもそも、福島県は、新潟県と異なり、原発
事故に関する独自の検証委員会を設置していま
せん。そのため、原発事故の原因や教訓の総括
ができていないことから、教訓も発信できない、
という構図を指摘できます。また、独自の検証
委員会がないとしても、ある程度オーソライズ
されている政府事故調や国会事故調の報告書な
どの論拠を参照すれば、教訓を拾えるはずです
が、展示からはそのような真摯な反省的考察は
感じられません。

具体的な展示の特徴

伝承館には、約 170点の実物展示資料や、
説明パネル、映像展示などがあります。ここで
は、伝承館の具体的な展示物の特徴を例示しま
す。

（1）福島県が実施してきた原子力広報・教育
の事例に関する展示
反省的考察という点では、福島県が福島第一
原発事故前に原発を推進してきた経緯について
も記録し、展示することが求められます。この
点について、伝承館には、いくつかの実物展示
が見られます。福島県の原子力広報誌である「ア
トムふくしま」や、文部科学省と経済産業省資
源エネルギー庁が共同で開催していた「原子力
ポスターコンクール」の入賞作品などです。こ
のような実物展示が実現したのは望ましいと思
います。
ただし、例えば「アトムふくしま」で実際に

原子力災害伝承館の外観（双葉町）（2020 年 10
月筆者撮影）
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原発の安全性についてどのような広報をしてい
たのか、安全神話を広めていなかったのか、と
いった反省的考察に基づく説明はありません。
行政計画としても、事故前の福島県の総合計画
で「地域振興の手段として原発を位置づけてい
た」と読みとれる文章があり、事故後に慌てて
2011年度に一部、2012年度に全体を改定した
という経緯もありましたが、そのような展示は
ありません。

（2）元の地盤高、原発の敷地高、津波の高さ
に関する展示
「元の地盤高、原発の敷地高、津波の高さ」
に関する展示も、筆者がこれまで繰り返し必要
性を指摘してきた点です。元の地盤を大きく
削って原発の敷地高を低くしたこと、津波の高
さ予測が甘かったことが大きな教訓と考えるか
らです。しかし、伝承館には福島第一原発の模
型展示はありますが、建設の経緯や高さを説明
する展示はありません。
もともと 30mを超える海岸段丘だったとこ

ろを、20m以上削って、海面から 10m の敷地
に原発を建てました。そこに高さ 13～ 15m程
度の津波が来たので、原発は耐えられませんで

した。また、裁判で争われているように、東京
電力の子会社は 2008年に 15.7mの津波の予測
をしていたことが分かっていますし、福島県の
2007年の予測は 5mだったなど、事実として
指摘できる高さの数字がいろいろあります。判
決が確定していなくても、これらの高さは事実
として展示にできることです。福島第一原発事
故の教訓を国内外で役立ててもらうなら、この
ような情報も展示することが必要と考えます。

（3）「原子力推進看板」の展示
福島第一原発事故前の、原子力に対する認
識を如実に物語る、「原子力明るい未来のエネ
ルギー」との標語が書かれた大型看板（幅約
16m、高さ約 7m）が双葉町にありました。標
語の提案者である大沼勇治さん（当時、小学
校 6年生）などが、教訓を伝える象徴的なも
のとして、看板の実物を伝承館に展示するよう
に働きかけてきました。しかし、福島県は「看
板が大き過ぎる」といった理由で積極的には検
討せず、伝承館では実物ではなく大型写真グラ
フィックで掲出されました。
その後、2021年 1月になって、実物を展示
する方針に変更されました。市民などからの要

請を反映して、原子力推進
看板の実物を展示する方針
を決めたのは良かったと思
います。ただし、アーカイ
ブ施設自身の取り組みの記
録として考えれば、展示の
検討の経緯も検証および記
録されるべきと考えます。
本来ならば、建物の設計段
階から実物の展示を真摯に
検討すべきでした。そうし
ていれば、より効果的な設
置方法や建物のデザインに
も反映可能だったはずで
す。例えば、アウシュヴィッ
ツ強制収容所の「Arbeit 「原子力明るい未来のエネルギー」　大沼勇治さん提供
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macht frei」3の看板のように、原発推進看板を
入口側に設置することも可能であったと考えら
れます。原子力推進看板は、1階のテラスで展
示される方針とのことですが、伝承館の展示エ
リアは（将来の）津波の被害を避けるために 2
階に配置されたことを踏まえて考えると、後づ
け感が否めません。

（4）緊急時迅速放射能影響予測ネットワーク
システム（SPEEDI）に関する展示

SPEEDIについて、説明パネルが設置された
ことはよかったと思います。しかし、福島県
が SPEEDIの情報を eメールで得ていながら、
実際に避難に活用しなかったことについての
説明は十分ではありません。一方、2014年に
原子力規制員会が示した、「緊急時における避
難や一次移転等の防護措置の判断にあたって、
SPEEDIによる計算結果は使用しないとの見解
を示しました」といった説明については、かな
りの行数を使って記述しています。

（5）安定ヨウ素剤の展示
安定ヨウ素剤について、実物が展示されたこ
とはよかったと思います。ただし、その説明が
不十分です。安定ヨウ素剤に関する大きな教訓
は、政府事故調と国会事故調の報告書が共に指
摘している通り、福島県から「適切な配布や服
用の指示がなされなかった」という点です。に
もかかわらず、説明文は「大気中の放射性ヨウ
素濃度の条件により服用します。甲状腺への放
射性ヨウ素の影響を低減する効果があります。」
と、まるで他人ごとのような記述のみとなって
います。原発事故当時どう使われたのか、どの
ように失敗したのかということは、情報として
まったく記録されていません。これはとても象
徴的な例だと思います。

3　「働けば自由になる」⸺ナチス政権がユダヤ人を収容する強制収容所の門に書いたスローガンとして知られる。

（6）震災関連死の展示
福島県での震災関連死は直接死よりも多く
なっています。伝承館では、震災関連死につい
て、2,286人という数字の記載はありますが、
「どのような亡くなり方をされたのか」という
不条理の死についての説明はありません。この
点、例えばウクライナ国立チェルノブイリ博物
館では、福島第一原発事故を扱った展示スペー
スで、震災関連死のご遺族が遺影を持って仏壇
の前に座っている写真が展示されています。そ
ういった展示が、ウクライナのチェルノブイリ
博物館まで行けば見られますが、福島県では伝
承館でも福島県環境創造センター交流棟「コ
ミュタン福島」でも見ることができないという
のはなぜなのでしょうか。
市民の力で整備した、白河市にある原発災害
情報センターには、自殺された方が壁にチョー
クで書き残した、有名な「原発さえなければ」
という言葉が書かれた壁の実物があります。反
省的考察を促すには、そういった不条理の「人
の死」の実情を伝える展示が求められると思い
ます。

「原発さえなければ」と記された壁（2016 年 11
月原発災害情報センターにて筆者撮影）
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今後どのように原発事故の教訓を 
伝えるか

（1）伝承館の展示の改善
今後、伝承館の展示を改善していくには、原
発事故の教訓、つまり「失敗したこと」や「不
都合な真実」についての説明パネルや実物の展
示を増やしていくべきであると考えます。国会
事故調や政府事故調の報告書など、ある程度
オーソライズされた報告書からも教訓について
参照できますし、本来であれば、新潟県のよう
に、独自の検証委員会を設置して福島県の教訓
を導き出し、展示に反映すべきと言えます。
伝承館の担当者の方は、「来館者に震災と原
発事故を『自分ごと化』してほしい」旨を説明
していますが、原発事故の教訓について、当事
者である県が「自分ごと化」できていないよう
に感じられます。範を示す意味でも、福島県が
自らの責任を「自分ごと化」して反省し、記録・
展示することが必要と考えます。
水俣病に関する水俣市立水俣病資料館には、
市長の謝罪の言葉がかなり大きく展示されてい
ます。「水俣病で犠牲になられた方々に対し、
充分な対策を取り得なかったことを、誠に申し
訳なく思います」などの言葉です。このような、
真摯な反省的考察に関する展示をすることによ
り、長期的に見て、人々からの信頼を得ること
ができると思います。  
また、「幅がある事象」に関する展示では、
最悪のことには触れるべき、説明すべきだと考
えます。それは、人の場合であれば「死」です
し、原発事故については「想定しうる最悪の事
態」です。福島第一原発事故では放射性物質
が太平洋側に 8割くらい流れていったのでこ
の程度の汚染で済んだという「不幸中の幸い」
だった側面もありますし、当時の原子力委員会
の近藤駿介氏が「最悪で 3000万人を避難させ
なければいけない」というシナリオを出してい
たことなど、事実として展示できることはあり
ます。人の死や最悪の事態について説明するこ

とで、「二度と原発事故を起こしてはならない」
とのメッセージを来館者に伝えることができる
でしょう。これは、原発事故に関するメモリア
ル博物館に求められる最も重要な役割と言えま
す。

（2）市民ができること
市民には、原発事故の教訓の「不可視化」に
抗い、「見える化」していく役割が期待されます。
公的な施設や教材の役割は大きいので、少しで
もよいものにするための働きかけが求められま
す。今はまだ、福島第一原発事故をリアルタイ
ムに経験して、いろんな教訓を認識している人
が多くいます。でも、歴史がくだれば「知らな
い人」も増えていきます。原発事故の重要な教
訓を漏れ落とさずに将来にわたって伝えていく
ためにも、政府や自治体などに働きかけるとと
もに、実現できないものについては、自分たち
の手で記録・継承していくことが求められます。
その際、ドイツなどで広がっている「記憶の
文化」から学ぶべき点は多いと思います。ドイ
ツでも、戦後しばらくは沈黙の時代がありまし
たが、ホロコーストの事実と向き合い、記録し
ていく動きが広がりました。日本の場合、被害
に向き合わない、責任を取らない、「忘却の文化」
が続いています。「忘却の文化」から「記憶の
文化」への転換を、市民の力で実現していきま
しょう。 ■
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原発作業員の現実
—片山　夏子（東京新聞記者）

「ＧＯ！」
東京電力福島第一原発で、下請け作業員の男
性は、鉛板 20キロを背負い、合図とともに 1
号機原子炉建屋の急階段を、通常のビル 6階の
高さまで駆け上がった。2011年夏、事故から
4カ月余がたった頃だった。風を通さない防護
服を 2枚重ね、顔全体を覆う全面マスクの重
装備。高線量で線量計が鳴りっぱなしで、全面
マスクで息苦しい中「早く終われ、早く終われ」
と心の中で呟き続けた。
福島第一原発事故の取材を始めたのは、東日
本大震災の翌日から。東京での国や東京電力の
記者会見が最初の取材だった。記者会見では、
作業の進捗状況はわかるが、作業員の様子まで
は見えてこなかった。原子炉建屋が次々と水素
爆発し、現場や周辺の放射線量が刻々と上がっ
ていく中で、“爆心地” にいる作業員はどうし
ているのか。次に爆発が起きたら、生きて帰れ
るのか。どのくらい被ばくをしているのか。そ
んなことを考えながら、記者会見を聞いていた。
実際に、作業員の人たちに会って取材をしたの
は、5カ月後の 11年 8月から。当時、作業員
の宿泊先が集まっていた福島県いわき市で声を
掛けた。
実際に聞いてみないと、分からないことだら
けだった。事故直後、1日 40万円で作業員を
募集しているという報道もあったが、1日数万
円をきちんともらっている人もいるものの、安
い人だと 1日 8,000円や 6,000円の人も。危険
手当が付いているはずだったが、当時は「そん
なの見たことない」という作業員も少なくな
かった。

「福島のために何かしたい」 
「自分の技術が役に立つなら」
福島第一原発には、全国各地から作業員が集
まっていた。そこで働く動機は様々だった。地
方から来た作業員は、福島のために役に立ちた
いと原発での仕事を自分で探した。彼は「死ぬ
かもしれない」と覚悟して、福島に来る前に故
郷の思い出深い所を巡ってから来た。他にも「福
島のために何かしたい」「自分の技術が役に立
つなら」とたくさんの作業員が県外から駆けつ
けた。地元作業員は「1日も早く故郷に戻りた
い」「ここで家族と暮らすために働く」「福島に
住む自分たちが頑張るしかない」などと話した。
事故前から原発で働くベテラン作業員は「原発
で働いて来た責任がある。廃炉まで働きたい」
と固い表情で語った。
危険な場所に行かないでと、家族に泣いて止
められた人も。逆に、息子に「パパ闘ってきて」
と言われた地元作業員もいた。事故直後、上司
に呼ばれたが、怖くて福島第一原発に来られな
かった作業員もいた。現場まで来て、帰ってし
まった人も。だがどの作業員も、決して逃げた
人を責めなかった。「誰だって怖かった。逃げ
たい気持ちは分かる」。地元の下請け会社の社
長はそう言った。

爆発後の 3号機原子炉建屋の外観.
出典：東京電力ホールディングス

特別寄稿
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過酷な現場で

原発事故が起きた時、そこにいた人たちに何
が起きたのか。1人 1人の顔が見えるようにし
たいと思った。作業員が 1人称で語る形で連
載「ふくしま作業員日誌」を始めたのは、初め
て実際に作業員に会ってから 1週間後だった。
問題はこの頃すでに、作業員に対して取材を受
けるなという箝口令が敷かれていたこと。取材
は、作業員の宿泊先から離れた居酒屋の個室な
どで分からないようにし、記事にする時は、取
材先が特定されないように細心の注意を払っ
た。危険を顧みず命懸けで働く作業員から、仕
事を奪うことだけはしてはいけないと思った。
作業は過酷だった。地方から来た作業員は、
水素爆発で滅茶苦茶になった３号機を初めて見
た時「怖くて震えた」と語った。全面マスクは、
外から放射性物質が入ってくるのを防ぐため密
閉する。汗が落ちてきて目に染みてもぬぐえな
い。次第にあごの部分に溜まり、口の中に入っ
てくる。防護服といっても、放射性物質の付着
は防ぐけれど、放射線を通すので被ばくする。
事故直後は、線量計も行き渡らない中で作業を
していた。
防護服に全面マスクでの作業で、夏は熱中症
との闘いだった。作業を始めると、あっという
間にバケツで水を被ったかのように全身汗まみ
れになる。溶接をする人はさらに上に防燃服を
着るため、まさに “灼熱地獄” に。作業中は水
も飲めず、熱中症で意識を失えば命に関わっ
た。そんな中で具合が悪くなって作業を中断す
れば、周りに迷惑がかかると、作業員はぎりぎ
りまで働いていた。
高線量下での作業は、さらに厳しかった。移
動中も被ばくするため、現場までも全速力で走
る。水素爆発した 3号機の周りの囲いを造る
作業では、移動時間を抜くと作業ができるのは
実質 5分程度。被ばくを低減するための 15～
17キロのタングステンベストを着て、壁を駆
け上って、ボルトを一本か二本しめて戻り、次々

人が入れ替わる人海戦術が行われていた。「ダッ
シュして、一つでも多くのボルトをしめようと
必死だった」とある作業員は語った。

被ばく線量隠し

原発作業員は、通常時で被ばく線量の上限が
「１年で 50ミリシーベルト」「５年で 100ミリ
シーベルト」と定められている。これを超える
と、他の原発でも働けなくなる。作業員たちは
いつも、自分の残りの被ばく線量を数えるよう
にして働いていた。残りの被ばく線量がなくな
れば現場を離れなくてはならない。大きな会社
であれば、他の現場に回すことができるが、小
さな会社ではそれは難しく、解雇せざるを得な
いことも。若い地元作業員は原発事故後、率先
して高線量の場所で作業をした。「目の前の作
業を何とかしなくてはと必死だった。被ばくを
振り返る余裕はなかった」と後日振り返った。
だが被ばく線量が高くなったり会社が競争入札
で仕事を取れなかったりしたことから、会社を
解雇されてしまう。
そんな状況下で、仕事を失うことを恐れた一
部の作業員が、線量計の上に鉛カバーを掛けた
り、線量計を現場に持っていかなかったりする
被ばく線量隠しが起きた。

「事故収束宣言」「アンダーコントロール」
しかし現場では…

2011年 12月 16日、当時の政府は「事故そ
のものは収束に至った」と事故収束宣言を出す。
溶けた核燃料（デブリ）は毎日大量の汚染水を
生みながら、ようやく冷却され、放射性物質の
拡散も止まっていない状態。高線量の原子炉建
屋は人が入れるような状態になっておらず、デ
ブリの取り出しは全く目処がついていなかっ
た。作業員からは「言っている意味が分からな
い」「安定とは程遠い」「事故収束なんてありえ
ない」などと電話が掛かってきた。そして、こ
の宣言を境に現場は「通常になった」とされ、
危険手当や日当が下がったり、宿泊代が出なく

特別寄稿：原発作業員の現実
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なったりするなど労働環境が悪化していく。
被ばく線量が上限に近づき技術者やベテラン
が去り、作業が長時間化し、現場作業員の疲
労や被ばく線量が増えるという悪循環も起き
た。そして、事故当初、突貫工事で造った施設
や溶接をしていないタンクが悲鳴を上げ始め
る。2013年にタンクからの大量の汚染水漏れ
があって間もなく、東京五輪招致で「（汚染水
の影響は）アンダーコントロール」と当時の首
相が世界に宣言。現場は、汚染水処理やタンク
パトロール、汚染水を減らすための工事などで
とにかく急げ、急げと急がされていた。その状
況下で、被ばくする現場で許される 10時間を
超える長時間労働が起こる。中には、トイレに
も行かせてもらえないという現場もあった。
「工期に間に合わせなければならない。とに
かく急げと言われ、みんな疲労している。人手
不足で休みも少ない。けがも増えているし、建
設ではやってはいけない上下作業も、現場に
よっては行われている。これではいつか大きな
事故が起きる」というベテラン作業員の懸念は
現実になっていく。それは、14～ 15年にかけ
ての死傷事故多発につながっていった。
高線量下の作業でのロボットなどの遠隔操作
でも、必ず人の手が必要になる。原子炉建屋内
の格納容器内の調査をするにも、ロボットを挿
入するための貫通孔を開けたり、ロボットをそ
の入り口まで持っていったりするのは作業員。
そこにロボットが持って行けるように、現場を
鉛板で囲むなどして線量を下げるのも、作業員
がするしかなかった。溶接をしていないタンク
の解体作業でも、最後に汚染水を処理した水を
抜くのは、機械では取り切れず、防護服にかっ
ぱ、さらにウェットスーツのような全身を包む
ゴムのつなぎを着て、作業員がタンクの中に
入って手作業で集めなければならなかった。重
装備のため、動くだけでも大変な上、暗いタン
クの中での作業で、とても長時間はできなかっ
た。「どんな作業でも必ず最後は人の手が必要
になる」と説明してくれた地元のベテラン作業

員の言葉を取材の中で何度も思い返した。
ただ、厳しい現場で働く中でも、作業員たち
は明るかった。仲間にいたずらをしたり、恋を
したり、日常生活の中には笑いがたくさんあっ
た。故郷を愛し、家族を思い、仕事がどうなる
か将来を心配したり、悩んだりしながらも、日々
楽しい話を聞かせてくれた。過酷な作業だけで
なく、そんな生き生きした姿を伝えたいと思っ
た。

目途のたたない廃炉

事故から 10年がたつ。事故直後に最大の問
題だった核燃料の冷却は安定し、日々生じる汚
染水の量も減った。敷地全体の放射線量は事故
直後に比べて格段に下がった。一方で、核燃料
取り出しに向け、重装備での高線量下の作業が
続く。溜まり続けるタンクに保管した汚染水を
処理した水の処分方法など課題も多い。2021
年中に 2号機から始まる予定だったデブリの取
り出し作業は、新型コロナ感染拡大の影響を受
け、昨年末延期が発表された。最も調査が進む
2号機でも、デブリの一部が確認されただけで、
その全容は分かっていない。1～ 3号機のデブ
リは推計約 880トンとも言われ、取り出せた
としてもその保管先が問題になる。廃炉の目処
は今もたたない。
そして今も、原発作業員ががんなどの病気に
なっても、労災以外の補償は何もない。燃料取
り出しに向け、高線量下の作業が増える中、作
業員の被ばく線量上限との闘いは厳しくなって
おり、作業員が福島第一原発で安定して働き続
けることを難しくしている。それでも「福島の
ために」「イチエフ（福島第一原発）の作業に
関わり続けたい」という作業員たちによって、
現場の作業は支えられている。
すでに世代交代も始まっている。この先何十
年後になるか、終わりの見えない廃炉作業を考
え、今ここで作業員の補償の見直しや、安心し
て働き続ける雇用条件を整えなければ、廃炉は
ままならない。 ■
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実は高い原発の電気
—松久保　肇（NPO法人原子力資料情報室）

東電福島第一原発事故後、日本の多くの市民
は原発のない社会を望むようになりました。一
方、国は原発を必要な電源だとしており、電力
会社も巨額の工事費を投じて、原発の改修を
行っています。どうして、そこまでして原発を
動かしたいのでしょう。国はその理由として①
発電コストが低廉で安定的、②準国産エネル
ギー源、③運転時には温室効果ガスの排出がな
い、という 3点を挙げています。これは原発
でないとできないことなのでしょうか。
原発の燃料となるウランは国内では採掘でき
ず、主にオーストラリアやカナダ、ナミビア、
ニジェールなど海外からの輸入に頼っていま
す。一方で、ウランは少ない量でも多くの発電
ができるので、国内にたくさん保管しておけま
す。そういう特性から国は「準国産」だと称し
ています。しかし、太陽光や風力、水力などの
再生可能エネルギーは純粋に国産のエネルギー
ですから、そういう意味では原発よりも優れて
います。また温室効果ガスの排出量も、原発と　

再生可能エネルギーでは同等程度と推計されて
います。

政府の試算をもとに計算してみると…

では低廉で安定的というのはどうでしょう
か。
日本でよく使われているのは、2015年に経

済産業省の審議会が発表した発電コスト試算で
す。この試算では、たとえば 2014年に発電所
を建設して一定期間運転した場合の建設費や燃
料費、運転維持費などを、運転期間の総発電量
で割って kWhあたりの単価を算出しています。
そこで、同じ方法をつかって、2019年時点の
石炭、LNG、原発の単価を計算してみました。
すると、確かに 2014年時点では、原発が一
番安い電源でしたが、2019年には、天然ガス
（LNG）火力が一番安い電源になっていました。
2014年には LNG価格が高騰していましたが
その後値下がり、一方原子力は安全対策工事費
などがかさんだ結果です。

また、政府の 2014年時
点の試算では原発の建設コ
ストを 4,400億円としてい
ましたが、海外では 1兆円
以上になっています。それ
を反映すると、原発の発電
単価はさらに高くなります
（図１）。
日本では再生可能エネル
ギー普及のために 2012年、
再生可能エネルギーで発電
した電気を一定期間にわた
り固定価格で買い取る制度
（FIT制度）が導入されまし
た。当初の買取価格は高額

特別寄稿

図 1　原発・石炭・LNGの発電単価の推移
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でしたが、みるみる下がり、今では、太陽光で
は石炭火力とそん色ない水準です（図２）。
日本では、まだ再エネの発電コストは原発よ
り高いとされていますが、米国では、この数字
は逆転し、太陽光、風力の発電コストが原発よ
りも安くなっているのです（図３）。

維持費だけで 10兆円以上

一般に、工業製品は生産量が増えれば、その
分、経験を積んで効率化が進み、結果、生産コ
ストが下がっていきます（いわゆる経験効果）。
太陽光や風力発電のコストが飛躍的に下がった
のはこの経験効果によるものです。しかし原発
ではこれが機能していません。世界中で、600
基以上の原発が建設されてきましたが、この間、
建設コストは上がってきました。これは、原発
が持つ特性のためです。建設に数千億円、場合
によっては 1兆円かかることもあるため、そ
うそう建設することができません。またひとた
び事故が発生すれば、きわめて危険なため、安
全対策を施す必要がありました。そのたびにコ
ストは上がったのです。
ところで、福島第一原発事故後、日本の多く

の原発が停止したままですが、それでも原発に
は維持費がかかります。そこで福島第一原発事
故後の原発維持費は総額いくらだったのかを電
力会社の公表資料から分析してみました。する
と、2011～ 19年度の原発維持費は総額 15.37
兆円だったことがわかりました。そのうち、数
社は所有する原発が再稼働しています。そこで、
原発が全く動かなかった間の原発維持費だけ
を抜き出してみると 10.44兆円かかっていまし
た。東京電力などの旧一般電気事業者から切り
替えていない消費者は、何も生み出さなかった
原子力の維持コストを 10兆円以上負担させら
れていたことになります。ちなみに、2011～
19年度に全国でかかった原発維持費と全国の
原発の発電電力量からこの間の原発の発電単価
を計算すると、53.1円 /kWhになります。

10兆円あれば何ができたでしょうか。昨年、
新型コロナウィルス対策として全国民に一律
10万円の特別定額給付金が配られましたが、
これには約 12.9兆円かかりました。電気代の
上昇要因のひとつとして挙げられている FIT
制度ですが、電気料金に含まれる FIT賦課金
の 2012～ 2019年度総額は約 11兆円でした。

図 3　米国の発電コストの推移図 2　太陽光・風力の FIT 買取価格の推移
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特別寄稿：実は高い原発の電気

原発を廃炉にしても、廃炉費用もかかり、維
持費もすべてがなくなるわけではありません。
しかし、長期にわたって何も生み出さない原発
に、これほど巨額のコストが投じられている現
状はやはり異常です。
国や電力会社にとっては、再稼働にこれほど
のお金と時間がかかるのは想定外だったのかも
しれません。ですが、なぜ国や電力会社の読み
違いに付き合わされなければならないのでしょ
うか。原発はコスト高な電源です。ほかの電源
もあり、資源も限られる中で、あえて過酷事故
というリスクをとって選択する電源ではないの
です。 ■

原発事故の費用と負担～ツケは国民へ

福島第一原発事故の廃炉・汚染水処理、賠償、除染、中間貯蔵施設建設などにかかる費用は、
2016 年 12 月に発表された政府試算では、21.5 兆円となり、それ以前の試算の 11 兆円から倍増し
た。このうち、廃炉・汚染水にかかる額が 8 兆円、賠償が 7.9 兆円、除染・中間貯蔵施設にかかる
費用が 5.6 兆円となっている。この試算は、デブリや大量に発生する放射性廃棄物をどのように処
理するのかなど決まっていない不確かなものだ。民間の研究機関、日本経済研究センターの試算で
は、事故処理費用は 35 ～ 81 兆円となっている。

原発事故の賠償費用を負担するのは、原子力損害賠償法（以下原賠法）上、原子力事業者、す
なわち東電となっている。原賠法では、「原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置を講
じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない」と定めているが、その額はわずか 1,200 億円だ。
福島第一原発事故における賠償はこの 100 倍にものぼっ
ているのにもかかわらず、2018 年の原賠法の見直しの際、
この額は据え置かれた。

政府は、東電の破たんを避けるため、2011 年、「原子力
損害賠償・廃炉等支援機構」を設立し、交付国債、政府保
証による融資、電力事業者からの負担金などを東電に支払
う仕組みをつくった。支援機構を通じて交付された賠償資
金のうち、最終的に東電が負担するのは 25.5 ～ 45.1% に
過ぎず、残りは何らかの形で国民負担になる。また、賠償
の一部を託送料金として、今後 40 年にもわたり、国民か
ら徴収できる仕組みも作られた。

原発事故の費用を国民が肩代わりするという仕組みを政
府がつくることにより、本来責任を負うべき原子力事業者、
経営者、株主、銀行が責任を免れるという悪しき前例をつ
くることとなった。（満田夏花／ FoE Japan）

図４　電力各社の原発維持費推移
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汚染土、覆土なし、.
農地利用実証事業

原発事故後に除染で出た汚染土を農地造成に
再生利用する実証試験で、環境省が従来の方針
を転換し、汚染土に覆土しないまま作物を植え
たり、品種を野菜などに拡大したりする計画を
まとめた。非公開の会議で試験内容を検討して
きた同省の姿勢を批判する声があがっている。
環境省は「除去土壌を盛り土に再利用する場
合、土砂やコンクリートで 50センチ以上の高
さで覆えば、通行人や周辺住民の追加被ばくは
年 10 μ Sv以下に抑えられる」と説明してきた。
汚染土を全国の公共事業に再利用する方針に関
しては、放射性物質の拡散につながることから
反対する声も多い。（関連：p.48）

六ケ所再処理工場、審査合格.
事故やトラブルは考慮されず

2020年 7月 29日、原子力規制委員会が、
六ケ所村の使用済み燃料再処理工場の審査書案
を了承した。この再処理工場は、全国の原発か
ら集めた使用済み核燃料を切断し、硝酸で溶か
したうえで、プルトニウムとウランを回収する
施設。人が近づけないような高レベルの放射性
廃液を出す。フル稼働すれば、年 7トンのプ
ルトニウムが生じる。しかし、すでにもんじゅ
は廃炉が決まり、核燃料サイクルは破綻してい
る。
再処理工場のアクティブ試験（試運転）では
事故やトラブルが続出。中には高レベル廃液が
149リットルも漏洩するという事故もあった。
また、白金属類がかたまり、廃液やガラスがう

まく流下せずに、詰まりが発生し、ガラス固化
に失敗している。こうしたプルトニウム問題、
相次ぐトラブルやガラス固化失敗については、
審査では考慮されなかった。
同年 8月には、再処理工場の完成時期がさ
らに遅れることも報じられた。完成時期が延期
されるのは、今回で 25回目。建設は 1993年
に開始され、当初は 1997年の完成をめざして
いた。
建設費も当初の約 7,600億円から 2.9兆円に

膨張。再処理の総事業費は 13兆 9,400億円。
各電力会社から「再処理機構」を経由し日本原
燃に流れている。（関連：p.50）

電力容量市場、再エネ新電力から.
見直しを求める声

4年後の発電容量 (kW)を確保するための電
力容量市場の制度が 2020年に始まり、初め
てのオークション結果が公表された。9月 14
日に公表された容量市場オークション結果は、
kWあたり 14,137円と非常に高い価格となり、
新電力各社に大きな衝撃を与えた。
電力容量市場の費用は全ての小売電気事業者
や送配電事業者が負担する。そのため、大きな
発電容量を持つ大手電力会社に有利で、ほとん
ど発電所を持たない新電力にとっては不利な設
計となっている。さらに、容量市場で回収する
ことが想定されているのは初期投資などの固定
費だが、日本の大半の発電所の初期投資費用な
どはすでにこれまでの電気代に算入されてお
り、容量市場への支払いが電力料金に転嫁され
れば、消費者は二重に費用を払うことになる。
こういった状況をめぐり、新電力からも見直し
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2020-21年.重大ニュース

を求める声も上がっている 1。
このままでは大手電力による寡占がますます
すすみ、原発や石炭火力などの大型電源への依
存が強まる一方で、再生可能エネルギー導入や
省エネが阻害されることが懸念される。（関連：
p.54）

日立製作所の英ウィルヴァ.
原発事業から完全撤退

2020年9月16日、日立製作所は、英国・ウェー
ルズで計画していたウィルヴァ原発事業から撤
退すると発表した。総事業費が膨張し、投資パー
トナーが見つからず、英国内における原発の発
電単価あたりのコストが巨額で、事業リスクが
大きいと判断したとみられる。すでに 2019年
に計画凍結を発表していたが、状況は変わらな
かった。
建設が計画されていたアングルシー島の地元
の住民団体 PAWB（People Against Wylfa B、
ウィルヴァ B原発に反対する人々）は、事業
がアングルシー島の豊かな自然や文化を破壊す
るとして長年粘り強い反対活動を続けてきた。

PAWBのスポークスパーソンのロブ・イド
リース氏は、以下のようにコメントした。「日
立の事業からの完全撤退を歓迎する。原子力は
コストもリスクも大きく、放射性廃棄物の処理
方法も確立されていない」「この事業に反対し
連帯を示してくれた日本の仲間や、福島原発事
故により困難に直面している方々に尊敬と感謝
を示したい。もうこれ以上原発事故で苦しむ人
を生み出すべきではない」。
さらに 2021年 1月には現地事業者で日立の

完全子会社であるホライズン・ニュークリア・
パワーが、英国政府に申請していた開発許可

1　グリーンピープルズパワーほか「容量市場の見直しと運用のあり方 及び 2020 年度メインオークション結果に関
する要望」https://www.greenpeople.co.jp/wp-content/uploads/2020/10/yoryo-shijo_request.pdf　（2020年 9月 28
日）

2　朝日新聞「再生エネ、国内総発電量の 23%に」（2020年 9月 25日）

（DCO）についても、申請を取り下げるとし、
他の事業者が事業を引き継ぐことも困難になっ
たとみられる。（関連：p.63）

再エネ、電力供給の 23％に.
2030 年目標に並ぶ

国際エネルギー機関（IEA）によれば、日本
の再エネの割合が、2020年上半期、電力供給
の 23％にのぼっていることがわかった。朝日
新聞が報じた 2。政府は 2030年の電源構成にお
ける再エネ比率の目標を 22～ 24%としてい
たが、これをすでに達成したことになる。
現在、エネルギー基本計画の見直しの議論が
進められているが、2030年目標における再エ
ネの割合を一層高めることが求められる。（関
連：p.58）

「生業訴訟」控訴審で原告勝訴.
仙台高裁、国の姿勢を厳しく批判

福島第一原発事故の被害者である福島県お
よび近隣県の住民約 3,600人が国と東電を訴え
た、いわゆる「生業訴訟」の控訴審で、仙台高
裁は 2020年 9月 30日、国と東電の責任を認
める判決を出した。一審判決から賠償総額が約
2倍に上積みされ、対象も拡大した。
原告は、国・東電の責任を追及するとともに、
事故当時の居住地の地域環境（空間線量）を事
故前の水準に戻すこと（原状回復）及び損害賠
償を求めていた。
判決では、政府機関が公表した地震予測「長
期評価」の信頼性を認定し、これに基づく試算
をすれば遅くとも 2002年末の時点で敷地を超
える津波の到来を予見できたとした。また、国
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は津波による重大事故の危険性を 2006年に認
識したと指摘。国の姿勢を「不誠実ともいえる
東電の報告を唯々諾々と受け入れることとなっ
たものであり、規制当局に期待される役割を果
たさなかった」と厳しく批判。
一審では事故に対する国の責任が東電の半分
にとどまるとしたのに対し、控訴審では国は東
電と同等に損害全体に責任を負うべきと結論付
けた。

菅首相、温室効果ガスの排出を.
「2050 年に実質ゼロ」

菅義偉首相は、2020年 10月 26日の所信表
明演説で、「2050年までに温室効果ガスの排出
量を実質ゼロにする」と宣言した。また、「省
エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最
大限導入するとともに、安全最優先で原子力政
策を進めることで、安定的なエネルギー供給を
確立する。長年続けてきた石炭火力発電に対す
る政策を抜本的に転換する」とした。宣言を受
け、同年 12月に経済産業省は「2050年カー
ボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を
発表。原発については、「可能な限り依存度は
低減しつつも、引き続き最大限活用」とし、従
来通り再稼働や次世代原発の開発を戦略に盛り
込んだ。（関連：p.60）。

賠償費用と廃炉円滑化負担金の.
託送料金への上乗せ始まる

福島第一原発事故の賠償費用と各地の原発
の廃炉円滑化負担金の託送料金への上乗せが
2020年 10月から始まった。 本来、東京電力
や他の原子力事業者が負担すべき費用を、事故
被害者、将来世代や再エネ電気を選択した人も
含めた消費者が負担するという仕組みとなる。
賠償に関しては、福島第一原発事故前に確保
されておくべきであった賠償への備えの不足
分の一部として、2.4兆円が、2020年以降託

送料金で回収されることになった。年間約 600
億円程度が、40年間にわたって回収される。
また、原発の廃炉費用に関しては、円滑な廃
炉を促す環境を整備する観点から、2013年に
廃炉に伴って一時的に生じる費用の分割計上を
可能とした。この分は小売規制料金により費用
回収が認められていたが、2020年以降は託送
料金で回収することとなった。
この制度は、①東京電力の経営陣、株主、債
権者の責任が問われず、責任を広く将来にわ
たって国民負担とするモラルハザード、②原発
の事故処理・廃炉費用が莫大であるのにもかか
わらず、これが原発の費用として認識されない
⸺など大きな問題点をはらみ、今後に禍根を
残すこととなる。（関連：p.54）

北海道寿都町、神恵内村.
核のごみ文献調査受け入れ

原子力発電所の使用済み核燃料の再処理の過
程で発生する高レベル放射性廃棄物（いわゆる
“核のごみ”）の最終処分場をめぐって、2020
年 10月、北海道の寿都（すっつ）町と神恵内（か
もえない）村が文献調査を受け入れると発表し
た。
政府は、高レベル放射性廃棄物の最終処分場
の候補地選定を進めていたが難航し、ようやく
2017年 7月、調査対象になる地域をおおまか
に示した「科学的特性マップ」を公表した。最
終処分場選定までには 3段階の調査があり、文
献調査は最初の調査にあたる。その後、ボーリ
ング調査などをする「概要調査」、最後に精密
調査を行う。文献調査受け入れにより、2町村
はそれぞれ 2年で最大計 20億円の交付金を得
る。
北海道は「北海道における特定放射性廃棄物
に関する条例」（いわゆる “核抜き条例”）を定
め、「特定放射性廃棄物の持込みは慎重に対処
すべきであり、受け入れ難い」としており、北
海道知事もこの条例を踏襲すべきという見解を



25福島の今とエネルギーの未来　2021

2020-21年.重大ニュース

示している。
住民らは疑問や不安の声をあげており、町の
交付金依存が高まるのではないかという声もあ
る 3。また、補助金交付により文献調査を受け入
れさせる国のやり方を、「金で頬をはたくよう
なやり方だ」という批判もある。
「原発はトイレなきマンション」とも揶揄さ
れる核のごみの問題。最終処分地の選定には十
分な情報公開や地元との十分な議論を経た上で
の意思決定が欠かせない。また、解決不可能な
核のごみをこれ以上増やさないため、国はまず
脱原発の方針を決めるべきである。

処理汚染水、.
海洋放出に「反対」55％

福島第一原発でたまり続ける処理汚染水につ
いて、朝日新聞が 2020年 11～ 12月に実施し
た世論調査で、「汚染された水から大半の放射
性物質を取り除き、国の基準値以下に薄めた処
理水を海に流す」ことへの賛否を尋ねたところ、
「反対」が 55％にのぼった。「賛成」は 32%に
とどまった 4。
処理汚染水の海洋放出に関しては、漁業者を
はじめ、幅広い層の反対がある。福島の県漁連
は、「海洋放出には断固反対であり、タンク等
による厳重な陸上保管を求める」との意見を表
明。隣接する宮城県、茨城県の漁連も放出に反
対を表明し、全漁連も「断固として反対」とし
ている。2018年に開催された説明公聴会では、
意見を表明した 44人中 42人が反対。福島県
では 59市町村のうち 41市町村議会が、海洋
放出へ反対もしくは慎重な意見書や決議を可決
した（2020年 11月時点）。

3　NHK 「きれいごとでは…　文献調査受け入れの背景」https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2020/10/1015.html　
（2020年 10月 15日）

4　朝日新聞デジタル「福島原発の処理水、海洋へ放出「反対」55%　世論調査」 
https://digital.asahi.com/articles/ASP135S0CNDJUZPS001.html　（2021年 1月 3日）

5　朝日新聞デジタル「原電、原因調査やり直しへ　敦賀 2号機資料書き換え問題」 
https://digital.asahi.com/articles/ASNDH6QL6NDHULBJ00L.html　（2020年 12月 15日）

政府は当初、2020年夏までには処理汚染水
の処分方法を決定するとしていたが、年内まで
には決定、2021年 1月の通常国会開会までに
は決定、と延期し続け、いまだに見通しが示さ
れていない（2021年 2月現在）。（関連：p.44）

日本原電に規制委が異例の.
立ち入り検査.
敦賀原発の資料書き換え問題で

2020年 12月、原子力規制委員会は日本原
電本店の立ち入り検査を行なった。審査中の敦
賀原発に関するデータで複数の書き換えが見つ
かったためだ。原発敷地内の地盤や断層に関す
る文書で、調査会社のデータに基づき日本原電
がつくったものだが、80カ所で書き換えが見
つかっている。12月の検査では、書き換えの
経緯や背景を解明できなかったため、社内調査
をやり直すことに原電が合意した。原電は年明
けに調査計画を作成し、規制委に示すことに
なっている。原発の審査段階で発覚した問題を
受け、事業者に立ち入り検査をするのは規制委
発足後初めてだという 5。

福島「帰還困難区域」.
除染なしでも避難指示解除の.
仕組み導入へ

政府は、「帰還困難区域」のうち、地元自治
体から強い意向があり、住民の日常的な生活が
ないことを前提に、除染なしで避難指示を解除
できる仕組みを導入することを決定した。
避難指示区域は 2014年以降、次々に解除さ
れている。従来政府は、①年間 20mSvを下回
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ることが確実であること、②インフラなどの復
旧、③県、市町村、住民との十分な協議を解除
の要件としてきたが、これまでの解除のプロセ
スにおいても住民らとの十分な協議が行われて
いるとは言い難い現状がある。
今回の変更では、自治体などが、地表をアス
ファルトで覆う、線量計を貸し出すなどの被ば
く対策を実施することを要件にした。また、地
元自治体による避難指示解除後の具体的な土地
利用計画や要望があり、解除後に人の居住が想
定されていないことが前提となる 6。
除染を必要とする従来の解除方式と新方式の
どちらを選ぶかは自治体に任されることになっ
ており、飯舘村以外の自治体は除染を前提とし
た避難指示の解除を求めている 7。

大阪地裁判決.
「大飯原発３・４号機.
設置許可は違法」

 2020年 12月 4日、関西電力大飯原発 3・4
号機をめぐり、福井県や関西の住民が国に対し
て原子炉設置許可の取り消しを求めた訴訟につ
いて、大阪地裁は住民側の訴えを認め、国に設
置許可の取り消しを命じる判決を出した。国は
これを不服として控訴した。
裁判では、想定される最大の地震の揺れ「基
準地震動」が争点となった。基準地震動は、耐
震性を評価する際の前提となる。関電は大飯原
発 3・4号機の基準地震動を、福島事故前より
も引き上げて 856ガル（ガルは加速度の単位）
と算定し、原子力規制委員会はこれを了承した。
原告側は、基準地震動の算定の際に使う数式
は、あくまで海外で起きた 53の地震データの
平均にすぎず、平均からはずれた「ばらつき」

6　朝日新聞デジタル「除染なしでも「避難指示」解除可に　政府、地元要望受け」 
https://www.asahi.com/articles/ASNDT6JDGNDGULFA008.html　（2020年 12月 25日）

7　NHK 「福島「帰還困難区域」除染なしでも避難指示解除の仕組み導入へ」 
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201225/k10012784681000.html　（2020年 12月 25日）

が評価されていないことを指摘。原子力規制委
員会の審査ガイドにおいても、「ばらつき」は
考慮しなければならないと記されている。こ
の「ばらつき」を評価した場合、基準地震動は
1,150ガル以上になると主張した。大阪地裁判
決は、原告側の主張を認め、地震の算定につい
て「看過しがたい過誤、欠落がある」とした。
原子力規制委員会は、「データの不確かさ」
を考慮して保守性を保つことにより、「ばらつ
き」は考慮しているとしたが、審査ガイドは、「不
確かさ」と「ばらつき」両方を考慮しなければ
ならないとしている。
原子力規制委員会による審査を問題とし、原
発の設置許可を取り消す司法判断は初めてとな
る。今後、全国の原発の再稼働に影響を与える
可能性がある。

事故当時 0歳、2歳の女の子.
甲状腺がんと診断

2021年 1月 15日に開催された福島県の「県
民健康調査」検討委員会で、事故当時 0歳お

出典：福井新聞「揺らぐ規制委の信頼　大飯訴訟の衝撃」（2020
年 12 月 8 日）
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よび 2歳の女の子が甲状腺がんと診断された
ことが報告された。検査時の年齢はそれぞれ 9
歳と 11歳 8。
福島県は県民健康調査の一環として、原発
事故当時 18歳以下だった県民を対象に甲状腺
のエコー検査を実施しており、4巡目までの検
査で 252人が甲状腺がんないし疑いがあると
診断されている。203人が甲状腺手術を受け、
202人が甲状腺がんと確定した。

1巡目における甲状腺がん検査の評価とし
て、検討委員会は「地域がん登録で把握されて
いる甲状腺がんの罹患統計などから推計される
有病率に比べて、数十倍高い」などとしている
ものの、チェルノブイリ原発事故と比して被ば
く量が少ない、年齢が比較的高いなどを理由に、
事故が原因とは考えづらいとしていた。2巡目
に関しても、「甲状腺がんと放射線被ばくの間
の関連は認められない」としている。（関連：
p.35）

新潟県検証委・生活分科会報告.
「避難の影響は極めて深刻、.
回復は難しい」

新潟県は、原発の安全性や原発事故の影響に
関する県独自の検証を行っているが、この一環
として、福島第一原発事故が住民の生活にもた
らした避難などの影響について検証する生活分
科会が報告書を取りまとめ、2021年 1月 21日、
花角知事に提出した。
報告書では、避難者の実態を検証したうえで、

「長引く避難生活に加え、様々な『喪失』や『分断』
が生じており、震災前の社会生活や人間関係な
どを取り戻すことは容易ではない」「避難者は、
仕事や生きがい、人間関係の喪失などの点で多
くの犠牲を払っている。母子避難をした場合の

8　Our Planet TV 「原発事故時０歳と２歳が甲状腺がん～福島県の健康調査」 
http://www.ourplanet-tv.org/　（2021年 1月 14日）

9　共同通信「福島の避難者数に 3万人の差　県と市町村の集計ばらばら」（2021年 1月 30日）

孤立感や移動に伴う苦痛、心身の不調等もある。
しかし、各世帯はそれぞれ合理的な決断の結果
として避難行動をとったのであり、その選択を
十分に理解することが必要である」などとして
いる。また、避難元地域から切り離された「ふ
るさとの喪失／はく奪」が深刻な被害をもたら
しているとも指摘。避難していない場合に関し
ても、「放射能による健康被害への不安がリス
ク対処行動をもたらし、生活の質を低下させて
いる」としている。
分科会の座長の松井克浩新潟大教授は、報告
書の内容を県民が広く共有できるよう、周知に
力を入れるよう求めた。
新潟県では、「福島第一原発の事故原因の検
証」、「原発事故が健康と生活に及ぼす影響の検
証」、「原発事故が起こった場合の安全な避難方
法の検証」の「3つの検証」を進めており、結
果を踏まえて、東電柏崎刈羽原発の再稼働につ
いての検討を行うとしている。今後、再稼働の
議論が本格化するのに先立ち、再稼働を進めた
い知事と、再稼働に慎重な委員たちの間での綱
引きが生じている状況がある。（関連：p.32）

避難者数３万人もの差

東日本大震災と原発事故による避難者数につ
いて、福島県が現在約 3万 6,000人としてい
るのに対し、県内の各自治体の避難者数を足し
合わせると少なくとも 6万 7,000人超に上り、
3万人以上の開きがあることを共同通信が報じ
た 9。福島県が公表した数は、県内の復興公営住
宅に入居した人が含まれていないなど、もれが
あることが以前より指摘されていた。（関連：
p.32）
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2011年 3月 11日に発生した東日本大震災と
それに続く東電福島第一原発事故から 10年が
経過した。しかし、まだ事故は継続している。
被害は多岐にわたり複雑だ。広範囲にわたる放
射能汚染により、自然のめぐみとともにあった
人々の暮らしは失われ、様変わりしてしまった
地域も多い。
原発事故は多くのものを奪った。「生業」、「生
きがい」、「友人と過ごすかけがえのない時間」、
「平穏な日常」…。家族やコミュニティが分断
され、健康や人生に対する不安が生じ、「復興」
「オリンピック」のかけ声のもとに、放射能汚
染の実態や、健康被害や不安を口にだせない空
気が醸成されている。
ここでは、原発事故当時の状況を、とくに避
難政策を中心に振り返る。

事故の進展と避難指示

原発事故が起こった 2011年 3月 11日の夜、
20時 50分に 1号機の半径 3kmの住民に避難
命令が出された。翌 12日 15時 36分、1号炉
建屋が水素爆発。同日の 18時 25分、20km圏
内の住民に対して避難指示が出され、14日 11
時には 3号機建屋が水素爆発。3月 15日には
2号機の格納容器が破損、また 4号機が水素爆
発を起こした。
この日、放射性物質を大量に含んだ放射性雲

（プルーム）が広い範囲に流れた。プルームは
飯舘村や伊達市、福島市、郡山市の上空を通過
し、雨や雪により降下した放射性物質が土に沈
着。長く続く汚染をもたらした。
各地の放射線量はこれにより急上昇した。原
発から 60km離れた福島市ではこの日の夕方、
最大で毎時 24マイクロシーベルトが観測され
た。これは、福島原発事故後に新設された原子

力規制委員会が策定した「原子力災害対策指針」
で、「一週間以内に一時移転を実施」とされる
レベル（毎時 20マイクロシーベルト）を上回
るレベルだ。
にもかかわらず、福島市、伊達市、二本松市、
郡山市といった福島県中通り地域に避難指示が
出されることはなかった。

4月 22日、政府は、20km圏内を「警戒区域」
に、おおよそ 30km圏内を「緊急時避難準備区
域」に、飯舘村、川俣町の一部、南相馬市の一
部、葛尾村など年間 20ミリシーベルトに達す
る可能性のある地域を「計画的避難区域」に指
定した。

「年 20ミリシーベルト」撤回を求めて

3月下旬から 4月上旬には、福島市の父母た
ちが線量計を使って学校の測定を行い、大半の
学校の校庭が放射線管理区域以上の値を示して
いることを明らかにした。放射線管理区域とは、
原発や病院の施設・研究所など、訓練された職
業人しか立ち入りが許されない区域である。
父母らは始業式を遅らせることを要求した
が、これは聞き入れられず始業式が実施された。
その後、学校の利用目安として年 20ミリシー
ベルトが文部科学省から各教育委員会に通知さ

20 ミリシーベルト基準の撤回を求める市民たち

東電福島第一原発事故を振り返る
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れた。
年 20ミリシーベルトは、公衆の被ばく限度

として国際的に勧告されている年 1ミリシーベ
ルトの 20倍であり、また放射線管理区域の年
5ミリシーベルトをはるかに上回る。このこと
から、社会的な批判の声が高まった。

5月 23日、怒った父母たちや市民らが文部
科学省を取り囲み、年 20ミリシーベルト基準
の撤回を迫った。メディアがこれを大きく報道
し、世論が高まった結果、文部科学省は、「長
期的には 1ミリシーベルトを目指す」と通知
を出した。

「避難の権利」確立を求めて

子どもや家族を守るため、賠償も支援もなく
避難を決断した区域外避難者は少なくない。中
には、経済的事情、仕事、家族の事情のため、
避難したくても避難できない人もいた（図）。
FoE Japanは避難指示区域外からの避難者（い
わゆる自主避難者）の賠償を求め、各地で、「避
難の権利」を求める集会を開催した。また、避
難者の声を集め、政府の審議会に届けた（右囲
み）。また福島での汚染状況調査やアンケート

調査を実施した（図）。
これらの運動が実り、避難者の審議会での発
言が実現した。避難者を援護する世論の高まり
を背景にして、2011年 12月、区域外避難者の
「避難の合理性」が認められ、限定的かつ少額
ではあるが、賠償が実現した。
また、福島市内のとりわけ線量が高かった地
域の住民とともに、調査や学習会を行い、避難
を選択した人に賠償を認める区域として「選択
的避難区域」の設定を求め、政府に働きかけた
が、実現しなかった。 ■

図　避難を妨げている理由は？

避難者たちの声より
・ 小さな山を一つ越えると、避難区域です。
そんな場所に小さい子どもを住ませるこ
とはできません。親として子どもを守る
のは当然です。避難したくて、避難して
いるわけではありません。どれほど悩ん
で避難したか。また災害が起こる可能性、
何かあった時子どもを守れるかどうかな
ど、本当に悩みぬき避難しました。

• どうか私たち「自主避難者」と呼ばれる
者が、断腸の思いで選んだやり方を、愛
する人たちを守る正当な方法であること
を理解して下さい。私たちは福島を捨て
たのではありません。守るべき人を守り
たいだけです。

• 線量が高い。家の中で 1 μ Sv／時を越
えます。そんな環境に子どもを住まわせ
ていいのかと不安です。
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東電福島第一原発事故の直後、政府は同心円
状に避難指示を拡大し、事故翌日の 2011年 3
月 12日夕方には 20km圏内に避難指示を出し
た。同年 4月 22日、政府は、年間積算線量が
20ミリシーベルトになることが予想される飯
舘村などの地域を「計画的避難区域」に指定。
また、同年 6月および 12月、福島県伊達市霊
山町や南相馬市原町区など、世帯ごとに「特定
避難勧奨地点」を指定した。しかし、年 20ミ
リシーベルトは、公衆の被ばく限度を年 1ミリ
シーベルトとした国際勧告の 20倍、また医療
従事者や原発作業員など訓練された職業人のみ
が立ち入ることができる放射線管理区域の基準
（年間約 5ミリシーベルト）を大きく上回る値

であったため、強い批判の声があがった。
避難指示区域は 2014年以降、次々に解除さ
れていった。政府は、①年間 20ミリシーベル
トを下回ることが確実であること、②インフラ
などの復旧、③県、市町村、住民との十分な協
議－－を解除の要件としたが、住民との協議が
十分なされたとは到底言えない。

避難指示区域の解除

2017年 3月 31日および 4月 1日、川俣町
山木屋地区、富岡町、浪江町、飯舘村の避難指
示解除準備区域、居住制限区域が解除となり、
2019年 4月に大熊町の避難指示解除準備区域、
居住制限区域が解除となった。事故直後に 11

避難指示の解除と帰還
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市町村約 8万 1千人に出されていた避難指示
は、対象区域の７割以上が解除となった。

 2020年 3月には帰還困難区域の常磐線双葉
駅（双葉町）、大野駅（大熊町）、夜ノ森駅（富
岡町）の周辺が解除された。
しかし、相次いで避難指示が解除されても、
帰還はなかなか進まないのが現状だ。若い世代
が帰還せず、高齢者の 1～ 2人世帯が点在す
る地域が多くなっている。

失われたふるさとの形

避難指示区域の解除前に、復興庁や関連自治
体が避難区域の住民を対象に実施した、帰還に
関する意向調査によれば、自治体によるばらつ
きもあるが、避難区域内の多くの住民が「戻ら
ない」と回答している。たとえば、双葉町で
は「戻らないと決めている」と回答した住民は
62.1％で、「戻りたいと考えている（将来的な
希望も含む）」と回答している住民 10.8％を大
きく上回った。また、年代別でみると 30歳代
に加え、70歳代において、「戻らないと決めて
いる」と回答した割合が高くなっている。

2017年 4月 1日に居住制限区域と避難指示
が解除された富岡町の場合、避難指示を解除し
てから 3年近く経過した 2020年 12月、富岡
町の解除地域の居住率は約 13％。転入者も含
まれているので実際の帰還率はそれ以下だ。高
齢者がぽつんぽつんと住み、あとは作業員や東
電・関連企業関係者が暮らす。
「近所では次々に家が取り壊されている。も
ともとのコミュニティの形は跡形もない。これ
が本当に “復興” なのか」と富岡町に帰還した
91歳の男性は語る 1。

政府は、2021年度、原発の周辺 12市町村
へ移住する人に最大 200万円の支援金を出す
方針を固めた 2。避難者への支援は容赦なく打ち

1　2018年 2月および 2019年 2月に実施した聴き取りによる。
2　読売新聞オンライン「福島に家族で移住なら 200万円支給…原発周辺 12市町村対象に支援金」（2020年 12月 13日）

切り、被ばく防護政策はうやむやのまま、金に
ものをいわせて、人の移住を無理に促進して「復
興のカタチ」を演出するともとれる方針だ。
避難指示区域の設定、再編、解除の方針は、
実際は経済産業省が決めている。原発推進を
行ってきたいわば「加害者」が、「被害者」の
生活を大きく左右する方針を決めたことにな
る。避難指示や解除といった方針に、住民の意
向を反映するための枠組みが必要である。 ■

「避難指示解除は違法！」.
～国を訴えた南相馬の住民たち

2014 年 12 月、政府は、福島県南相馬
市原町区など避難指示に準じるとして世帯
ごとに指定された避難勧奨地点について、
年間 20 ミリシーベルトを下回ることが確
実になったとしてすべて解除し、その後、
支援や賠償を打ち切りました。説明会では、
反対が相次いだのですが、そうした声は無
視されてしまいました。

2015 年 4 月、南相馬市の住民 808 名が、
解除は違法として国を相手取り提訴をしま
した。FoE Japan では、「支援の会」を立
ち上げ、原告の支援を継続しています。
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守られなかった「避難の権利」

原発事故後、原子力災害対策本部によって決
定された避難指示区域は、年 20mSvという高
い基準（p.30参照）をもとに設定されたもので、
住民の意見が反映されたとは言い難い。チェル
ノブイリ原発事故後制定された「チェルノブイ
リ法」のように、住民が居住し続けるか避難す
るかを選択できる区域は設定されなかった。政
府の避難指示区域外からも、多くの避難者が賠
償のあてもないまま「自主」避難を強いられた。
福島市・伊達市・二本松市・郡山市などの中通
りでは、避難指示区域と同等の汚染レベルに達
していた場所もあった。経済的な理由、家族の
事情などで、避難したくても避難できない人た
ちもいた。

2012年、「原発事故子ども・被災者支援法」
が全会一致で成立した。同法は「放射性物質に
よる放射線が人の健康に及ぼす危険について科
学的に十分解明されていない」（第一条）こと、
国の「これまで原子力政策を推進してきたこと
に伴う社会的な責任」（第三条）について明記
した。これを踏まえ、「居住」「避難」「帰還」
の選択を被災者が自らの意思で行うことができ
るよう、医療、移動、移動先における住宅の確
保、就業、保養などを国が支援するとした。「放
射線量が年 20mSvを下回っているが一定の基
準以上である地域」を支援対象地域とした（第
八条第一項）。
しかし、同法に基づく被災者支援は実際はわ
ずかなものだった。

1　福島県生活拠点課　2017年 4月資料。なお、新潟県の「福島第一原発事故による避難生活への影響に関する検証」
（2021年 1月）でも同様の結果となっている。

相次いで打ち切られた住宅支援

原発事故による避難者の多くが、災害救助法
に基づく借上住宅制度（みなし仮設）を利用し
て生活をしてきた。2017年 3月、この制度に
基づく政府指示の避難区域以外の避難者（いわ
ゆる自主的避難者）約 2万 6,000人への住宅提
供が打ち切られた。それでも、福島県外では区
域外避難者の 8割近くの人たちが避難継続を
選択した 1。しかし、わずかに続いてきた低所得
者向けの家賃支援も 2019年 3月に打ち切られ
た。
また、すでに避難指示が解除された川俣町、
川内村、南相馬市小高区、葛尾村、飯舘村の帰
還困難区域以外などからの避難者への住宅提供
が 2019年 3月に打ち切られ、2020年 3月に
は、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村の帰還困
難区域からの避難者向けの住宅提供が打ち切ら
れた。

新型コロナウイルス感染症が追い打ち

区域外避難者は、子どもや家族を守るため、
賠償も支援もなく避難を決断した人が多い。
2011年 12月、ようやく認められた賠償も一律
少額で、避難に伴う経費をカバーするには程遠
い額であった。孤立し、困窮化しているケース
も多い。中には、高齢者、障がい者を抱えてい
る人や、シングルマザーで頼る人がいないとい
う人もいる。避難後の離婚も多い。
関西学院大学災害復興制度研究所の研究グ
ループが、原発事故による避難者を対象として

避難者たちの現状
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2020年に実施した調査 2では、避難により、臨
時雇用、パート、アルバイト、無職の割合が増
加した。この傾向は、区域外避難者において一
層顕著である。避難により、単身世帯もしくは
子どものみと同居するようになったケースが増
加している。離婚が増加し、母子避難者が増
えている。離婚をした母子避難者の年収は 100
万円未満、100～ 200万円未満が大幅に増え、
困窮化が進んでいることがうかがえる（図）。
同調査は、避難者の困窮に、新型コロナウイ
ルス感染症が一層の追い打ちをかけている状
況も明らかにした。区域外避難者の約 6割が、
コロナの影響が「大変ある」「少しある」と回
答している。月収が 10万円以上減少したとい
う回答が 20％を占め、仕事を失ったという人
も 11.4％いた。回答者の中には、「避難元の家

2　関西学院大学災害復興制度研究所避難疎開研究会「原発事故で避難された方々にかかわる全国調査」（概要）最新
版（2020年 11月）

3　東京都「平成 29年 3月末に応急仮設住宅の供与が終了となった福島県からの避難者に対するアンケート調査の結
果について」（2017年10月11日）。2017年3月末までに応急仮設住宅の供与が終了となった福島県からの避難者（平
成 28年 4月 1日時点で都が提供する応急仮設住宅に居住していた 629世帯）のうち、応急仮設住宅を退去した世
帯で郵送が可能な世帯、570世帯が対象。回答数は 172件（回答率：30.2％）

4　第２回新潟県原子力発電所事故による健康と生活への影響に関する検証委員会「生活分科会」（2017年 12月 23
日開催）資料。新潟県内の避難者および新潟県内に避難したことがあり現在は他県で生活している 1,174 世帯お
よび世帯主以外の大人 192人中高生 122人へのアンケート調査。

から『反対を押し切って避難したのだから、給
付金の権利はない』と言われた」ケース、「世
帯主が受け取っているので渡してもらえていな
い」といったケースもあった。
東京都は、2017年 3月に住宅提供が終了と
なった区域外避難者向けにアンケートを実施
した 3。その結果、月収が 10万円以下の世帯が
22％に、20万円以下の世帯が過半数に上り、
東京への避難者の経済的困窮が明らかになって
きている。また、日常的に連絡・相談できる相
手が「誰もいない」とした回答が都内避難者の
16.5％にのぼっている。
新潟県が実施する原発事故による避難生活へ
の影響に関する検証の一環では、避難により、
正規雇用や自営業者・家族従事者が減少し、パー
ト・アルバイトを含む非正規や無職が増加した
ことが明らかになっている 4。
検証委員会では、2021年 1月に報告書を発
表し、避難者の実態を検証したうえで、「長引
く避難生活に加え、様々な『喪失』や『分断』
が生じており、震災前の社会生活や人間関係な
どを取り戻すことは容易ではない」「避難者は、
仕事や生きがい、人間関係の喪失などの点で多
くの犠牲を払っている。母子避難をした場合の
孤立感や移動に伴う苦痛、心身の不調等もある。
しかし、各世帯はそれぞれ合理的な決断の結果
として避難行動をとったのであり、その選択を
十分に理解することが必要である」などとして
いる。また、避難元地域から切り離された「ふ
るさとの喪失／はく奪」が深刻な被害をもたら
しているとも指摘。避難していない場合に関し

離婚をした母子避難者の.
震災前後の収入の変化

出典：関西学院大学災害復興制度研究避難疎開研究会
「原発事故で避難された方々にかかわる全国調査」（概要）最

新版（2020 年 11 月）
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ても、「放射能による健康被害への不安がリス
ク対処行動をもたらし、生活の質を低下させて
いる」としている。
支援からこぼれおちる避難者は困窮し、追い
つめられた状況に置かれている。
原子力政策を推進してきた国の責任として、
避難者たちが置かれている状況を把握し、避難
者救済のための法・制度・実行体制を整えるこ
とが求められている。 ■

避難者が置かれている状況

「避難の権利」確立を求めて

FoE Japan は、区域外の避難者の賠償の権利
を求め、避難者の声を可視化する運動に取り組
みました。2012 年の「子ども・被災者支援法」
成立後は、同法が骨抜きになるのを防ぐために、
当事者の声を反映させていくための仕組みづく
りなどを提言しました。さらに避難者への住宅
提供の打ち切りの撤回を求め、多くの当事者、
支援者とともに請願署名に取り組みました。

2016 年 7 月には、「避難の協同センター」が
設立され、避難者への相談業務や自治体の連携、
政府への提言などに取り組んでいます。

原発事故避難者への住宅提供継続を求める記者会
見
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ふくしまミエルカプロジェクト――15の証言を世界に発信
事故による痛みや苦しみ、事故により失われたもの、事故により負わされたもの、それでも立

ち上がろうとする人たち…。 FoE Japan は、原発事故被害の「見える化プロジェクト」の一環と
して、こうした人たちのインタビュー映像を制作し、公開しました。

【福島の漁師たち】12分 31 秒

「やっぱ生業として継いだんだからよぉ、ずーと続い
でもらいたいよ。海を守るのはやっぱり漁業者だべよ」
と語ってくれたのは、福島県新地町で漁師を続けてい
る小野春雄さん。

福島第一原発事故により、福島の漁業は大きな打撃
をうけました。一時期は漁獲制限がかかり、漁業にで
ることもできませんでした。その後、漁業者たちは、
独自に放射能測定を行うなど、信頼を回復する努力を積み重ねてきました。その矢先に…。

【福島県浪江町から避難した今野寿美雄さん】4分 56 秒

「一番聞きたくない言葉だね。絆とか復興なんていう
のは。そんな軽く言う話じゃない。復興って、一旦元
に戻ってから、さらに再び立ち上がることでしょ。元
に戻らないのに、そこから立ち上がることなんて復興
なんてありえない。」

福島第一原発からおよそ 10km の自宅の前で話す今
野さん。

思い出のつまったご自宅も、残念ながら解体する予定だといいます。
「子どもにとんでもない負の遺産を残したくないからね。」

【長谷川健一さん（福島県飯舘村村民、元酪農家）】7分 14 秒

「原発はすべてのものを奪った。昔は子どもたちが
おり、子どもたちと一緒に山にいって、山菜をとって、
いろいろと教えたものだ。そんなことは今は何もでき
ない。山菜もたべられない。」と指摘する長谷川さん。

「結局我々みたいな放射能被災地っていうのは邪魔だ
から日本では早く無くしたい、忘れさせたいっていう
考えで進んでいる。まず国のお金で箱モノをどんどん
作って、それでもうどんどん復興が進んでいるっていうことにしようとしている。」

 
以下からご覧ください。
https://311mieruka .jp/info/category/testimonial/



36

福島県では、県民健康調査の一環として、事
故当時 18歳以下だった人たちに対して定期的
に甲状腺検査を行っているが、このうち甲状腺
がんまたは疑いと診断された人の数は 252人、
うち手術してがんと確定したのは 202人にの
ぼる（2021年1月15日までの福島県発表資料）。
このほかに、福島県立医科大学では少なくとも
19人が手術・治療を受けている（2020年 2月
現在）。これは、県民健康調査で経過観察が必
要だとされた人が、その後甲状腺がんと診断さ
れた場合、県民健康調査の合計数には含まれて
いないためだ。また、県民健康調査の甲状腺検
査を受けた人で、甲状腺のしこり等（結節性病
変）がある患者向けのサポート事業の対象者は
257人（2018年 12月時点）と発表されている
が、その詳細はよくわかっていない。
いずれにせよ、発表されている数から漏れて
いる患者が少なからずいる。また、手術所見に
ついても断片的にしか明らかにされていない
が、リンパ節転移、甲状腺外浸潤が生じている
患者が多く、遠隔転移している患者もいる。

事故当時５歳以下も甲状腺がんと診断

福島県県民健康調査検討委員会では、一巡目
の結果について「罹患統計などから推定される
有病数に比べて数十倍のオーダーで多い」とす
る一方で、「事故の影響は考えづらい」とした。
理由としては、①チェルノブイリ原発事故と
比べて、被ばく量が少ないこと、②事故当時 5
歳以下からの発見はないこと、③地域の発見率
に大きな差がないことを挙げている。
このうち、②については、その後、実は事
故当時 5歳以下の子どもも甲状腺がんと診断

されていたことが判明（事故時 5歳児および 4
歳児）。2021年 1月には事故当時 0歳および 2
歳の女の子が甲状腺がんと診断されたことが発
表された。③については、後述のように二巡目
では、地域間の差が生じていた。①についても、
放射性ヨウ素による内部被ばくの測定は行われ
ていないため、比較はできない。
二巡目を対象とした取りまとめでは、以下の
見解を示した。
・ 地域がん登録で把握されている甲状腺がんの
罹患統計などから推計される有病率に比べ
て、依然として数十倍高い。

・ 地域別の悪性ないし悪性疑いの発見率につい
て、性、年齢等を考慮せずに単純に比較した
場合に、避難区域等 13市町村、中通り、浜
通り、会津地方の順に高かった。

・ 原子放射線の影響に関する国連科学委員会
（UNSCEAR）で公表された推計甲状腺吸収
線量を用いた結果、線量と甲状腺がん発見率
に明らかな関連はみられなかった。
データ分析手法に詳しい慶應義塾大学商学部
の濱岡豊教授は、「性別については、地域間で
差は無いため、調整しても結果は変わらない。
年齢については、避難区域等 13市町村が検査
時期は最も早いため ､検査時年齢は若くなる ｡
年齢で調整を行えば ､より地域差は大きくなる
だろう」とし、地域間分析における差を、「性、
年齢等の違いによるもの」とすることを誤りと
している。また、UNSCEAR線量を用いた分
析手法についても、「分析対象を分割すること
により、検定力の低下を生じさせている」と指
摘する。
また、男性：女性は１：1～２で、通常の甲

甲状腺がんの多発
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状腺がん（男：女＝１：7～ 8）と比較したとき、
男性の割合が高くなっている 1こと、甲状腺が
んと診断された人たちの外部被ばく線量が比較
的高いことなど、事故との関係を疑わせる要因
もある。

リンパ節転移、甲状腺外浸潤、再発も

当初は、甲状腺がんが多く見出されているの
は、「スクリーニング効果」2によるものとされ
てきた。しかし、一巡目の数十倍の多発はスク
リーニング効果だけでは説明ができない上、わ
ずか２年後に実施された二巡目検査で 71人も
の甲状腺がん・疑いが見出されたことも説明が
つかない。
一部の専門家たちは「過剰診断論」を唱えて
いる。「過剰診断」とは「生命予後を脅かした
り症状をもたらしたりしないようながんの診
断」をさす。しかし、実際には、福島県立医大
は、微小ながんやリスクが低いがんは経過観察
にまわしている。執刀にあたった福島県立医科
大学の鈴木眞一教授は、180例の甲状腺がんに
ついて、72%がリンパ節転移、47％でまわり

1　野口病院、伊藤病院、隈病院における若年性の甲状腺がんの性差は、男性：女性が１：7.7。2020年 3月 2日福島
県立医大による国際シンポジウム、神奈川県予防医学協会吉田明氏発表資料より。なお、チェルノブイリ原発事
故後の甲状腺がんも、通常の甲状腺がんに比して、男性の割合が高かった。

2　一斉に検査を行うことにより、潜在的に持っている病気が発見されるため、自覚症状があってから診察をうけて
病気と診断されるよりも多く病気がみつかる効果。

3　2020年 2月 3日開催「第２回 放射線医学県民健康管理センター国際シンポジウム」

の組織への広がり（浸潤）が見られたとして、
いずれも手術が必要な症例であったとする 3。な
お、鈴木教授によれば、6％で再発が生じ、再
手術している。

民間による支援

「３・11甲状腺がん子ども基金」（代表：崎
山比早子氏）は、2016年 12月から、東日本
の１都 15県に在住し、事故当時 18歳以下で
事故後甲状腺がんを発症した患者たちへの療養
費給付事業を始めた。2020年 10月末までに
170人（福島県内 110人、県外 60人）に療養
費を給付した。県外では大規模な甲状腺検査は
行われていないため、がんが進行した段階で見
つかっている例が多いという。同基金の崎山代
表は、「一部の委員から学校での検査をやめる
べきという意見が出されたが、基金が行ったア
ンケート結果をみても、当事者はむしろ検査の
拡大・充実を望んでいる。検診は早期発見・早
期治療が成功しているとみるべきだ」とコメン
トしている。 ■

対象者数、受診者数 甲状腺がん.
又は疑い

手術後.
確定

１巡目検査（2011 ～ 2013） 対象：367,649 人　受診者 300,473 人（受診率 81 .7%） 116 101

２巡目（2014 ～ 2015） 対象：381,244 人　受診者 270,540 人（受診率 71 .0％） 71 54

３巡目（2016 ～ 2017） 対象：336,670 人　受診者：217,921 人（受診率 64 .7%） 31 27

４巡目（2018 ～） 対象：294,240 人　受診者：181,005.人（受診率：61 .5%） 27 16

25 歳節目検診 対象：66,637 人　受診者：5,578 人（受診率：8 .4%） 7 4

合計 252 202

甲状腺がんの人たちの数（福島県内、事故当時 18歳以下）

出典：2021 年 1 月 15 日までの福島県発表資料をもとに作成
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福島第一原発事故以後、様々な団体が、一時
的に放射能汚染が少ない地域に子どもたちを受
け入れる「保養」に取り組んできた。放射能汚
染や被ばくの影響に不安を抱えて暮らす人たち
の選択肢として、「保養」は 10年経った今もニー
ズが高い。
原発事故後、放射能や被ばくの影響について
率直に語り合うことができない空気があり、そ
の状況自体が父母たちの大きなストレスとなっ
ていた。保養プログラムは、子どもたちに思いっ
きり野外で遊んでもらうことに加え、参加者が
リラックスして、ふだん語れない不安や疑問に
ついて、他の親子と語り合い、共有する場を提
供してきた。原発事故は、それだけ大きな心理
的ダメージを多くの人々に負わせたのにもかか
わらず、調査やケアも十分でない 1。

2020年は、新型コロナウイルス感染症の影
響で、多くの団体が保養の中止を余儀なくされ
た。

FoE Japanでは、保養プロジェクトを通して
つながっている福島の父母に対して、コロナ禍
での想いについての声を集めたところ、2020
年のコロナ禍での休校措置、外出自粛、マスク
着用などにより、10年前の原発事故直後の辛
さと苦しさ、不安をフラッシュバックしてしま
う状況をうかがわせる声が多くよせられた。ま
た、原発事故の直後には、放射能のリスクにも
かかわらず、学校は休校にならなかったなど、
コロナ禍での対応との違いに対する疑問の声も
あった。コロナ禍で保養に参加できない中、保
養の必要性を訴える声もあった。

1　どこまでが原発事故に伴う影響であるかについては明らかではないが、福島県の児童相談所での虐待相談件数は
10年間に 9.04倍（全国平均は 3.44倍）、20歳未満自殺者数は全国 1位となっている。

保養参加者の声より
・ いつまで続くかわからない自粛生活。子ど
もたちの時間は大人が感じる時間よりとて
も長いと思います。当たり前に出来た生活
を制限させられ、見えないウイルスに、不
安な日々を過ごさなくてはいけない。原発
事故があったあの日から、同じように見え
ない放射能に怯え、マスク生活で、外遊び
や食べ物を制限しながら、過ごしてきまし
た。今コロナ禍、全世界のみなさんがつら
い思いをしていると思います。福島の私た
ちは 10年間そんな中にいるんです。

・ 手を洗う、マスクをする、不要に出歩かな
い…放射能の舞う中、福島で暮らしてい
た 10年前の私たちと重なります。しかし、
あの時、外出制限もなく学校もそれぞれの
判断、避難するも各自の判断。今回の政府
の政策を見ていても、わからない事ばかり
です。そして戻せない過去を哀しく思い、
虚しくなります。

・ コロナ禍で保養の機会が失われました。震
災から 10年を区切りに急速に風化が進ん
でしまうのではと危惧しています。放射性
物質は目に見えずとも存在しています。保
養はこれからも必要だと切実に思います。

・ 新型コロナウイルスで学校が休校になりま
した。どうしてあの日、2011年 4月、福
島の学校は休校しなかったのでしょうか。
今でも悔しいです。

・ 新型コロナウイルスのことで、原発事故の
ことは、国民の関心がなくなってきている
ような気がします。福島のお母さんたちが、
今も苦しんで悩んでいることを忘れないで
欲しいです。

保養の取り組みから～コロナ禍の中で
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チェルノブイリ原発事故後ベラルーシ、ウク
ライナの汚染地域では、18歳までの子どもた
ちが年 3週間、非汚染地域における保養に参加
する制度が、国家の予算により維持されてきた。
一方、日本では、保養に対するニーズは高いの
にもかかわらず、国・福島県が保養の必要性を
認めておらず、民間の市民団体が保養を担って
いる。

各地の保養団体は、経済的にも人的にも疲弊
してきており、コロナ禍でなくても、縮小や中
止も余儀なくされている。保養を被ばく低減の
具体的な施策の一つとして、国の政策に位置付
ける必要性が高まっている。  ■

少人数で開催された「福島ぽかぽかプロジェクト」による保養　2021 年 1月

「福島ぽかぽかプロジェクト」2020 年度の状況

FoE Japan では、2012 年以降、福島の親子のための保養「福島ぽかぽかプロジェクト」を定期
的に続けてきました。しかし、2020 年は、コロナ禍のため、予定していた 3 月味噌づくり、水俣
長崎学習旅行、ドイツ若者交流ワークショップ、ゴールデンウィークの猪苗代での保養プログラム
などを中止にせざるをえませんでした。

7 月末、子どもたちに野外活動が不足していること、お母さんたちが、精神的にも追い詰められ
ている状況であるため、少人数での保養を再開し、2020 年 7 月～ 2021 年 1 月まで、9 回のプロ
グラムを開催。スタッフは全員 PCR 検査を受け、県外スタッフと参加者で、使用する洗面所・ト
イレ・テーブル・車・キッチン作業を分けるなど、可能な限り安全対策を講じて開催しました。
保養プロジェクトの参加者からの声

コロナ感染者数が日々最多更新となっている中での開催は、スタッフも、参加家族も、とって
も複雑で、各家庭で協議し、考えることがたくさんありました。だからこそ、慎重に開催してくだ
さったスタッフのご尽力にはとても頭が下がります。心から感謝です。
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2012年 9月に、原子力安全保安院と原子力
安全委員会が廃止され、新たな規制組織として
原子力規制委員会が発足した。規制委員会は、
原子力防災の基礎となる原子力災害対策指針
（以下、指針）の策定を急速に進めた。
旧防災指針の中で原子力発電所の半径約 8～

10kmとされていた防災対策の重点対策の目安
（EPZ）は廃止され、代わりに PAZ（5km圏）、
UPZ（30km圏）の概念が採用された。UPZ
に含まれる原発 30km圏内の自治体は、指針に
基づき、広域避難計画を含む原子力防災計画を
策定することになった。
図 1　PAZ と UPZ

しかし残念ながら、原子力災害対策指針もそ
れに基づき策定されている各地の避難計画も、
福島第一原発事故における教訓を踏まえたもの

でもなく、住民を被ばくから守るものにもなっ
ていない。

実効性を担保できない

避難計画は、原発が冷却機能を失い、放射性
物質がもれだすような重大な事故の際、住民を
守る最後の砦となるはずのものだ。それにもか
かわらず、実効性ある避難計画が、原発の運転
の際の法律上の要件となっておらず、また第三
者がその実効性を審査するような仕組みがな
い。本来であれば、事業者が再稼働のための原
子炉設置変更許可を申請する際、原子力規制委
員会が審査する対象に避難計画も含まれるべき
であろう。
現状は、原子力規制委員会は、指針をつくる
だけであり、実際に避難計画をつくる作業は
30km圏内の自治体に丸投げ状態である。結果
として、後述する原子力災害対策指針の矛盾や
非現実性のしわよせは自治体に行き、自治体と
しては、なんとか辻褄合わせの避難計画をつく
らざるをえない状況となっている。

複合災害に対応できない

現在の指針や避難計画では、地震・津波・台
風、大雪などの自然災害と原子力災害とが同時
に生じる「複合災害」に対応できない。
わかりやすいのが、屋内退避に過度に依存し
た内容となっている点だ。5km圏外において
は空間線量率が相当高くならないうちは屋内退
避ということになっている。また、5km圏内
であっても避難により健康リスクが高まる要援
護者については屋内退避することになってい
る。しかし、地震により家屋が倒壊するケース、
もしくは繰り返し襲う余震で屋内退避が危険な
ケース、津波・台風・浸水などにおそわれ、そ

原発避難計画の問題点
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もそも屋内退避ができないケースなども容易に
想像がつく。さらに避難経路が海岸沿いにある、
船で逃げる計画となっているものもあるが、悪
天候で使えなくなる可能性も考えうる。

避難計画策定の範囲

避難計画を策定しなければならないとされて
いるのは、原発 30km圏内の自治体だ。しかし、
この範囲設定は妥当だろうか。たとえば、福島
第一原発事故において、全村避難となった飯
舘村は、もっとも原発から離れた場所で 45km
程度。50km以上離れた福島市においても、1
週間以内に避難とされている毎時 20マイクロ
シーベルトを上回る空間線量率を観測してい
る。このことは 30km圏外であっても、避難は
ありうることを示している。
福島第一原発事故後のプルーム（放射性物質
を含んだ大気の塊）の流れは風向きや地形に
よって変化し、東日本の広い範囲に影響を与え
ている。放射性物質の影響は「距離」だけでは
なく、原発事故の規模や風向き、地形に強く依
存する。それにもかかわらず、30km圏で線引
きをしてしまっているのは、大きな問題だ。
原子力災害対策指針が策定された当初は、プ
ルーム通過時の防護措置を講じる区域（PPA）
について、今後検討するということになってい
たが、いつの間にか立ち消えになってしまった。

高すぎる避難の基準

原発事故が進展し、「全交流電源の喪失」「非
常用炉心冷却装置による注水不能」といった状
況に至った場合でも、避難するのは PAZ（5km
圏内）の住民のみで、UPZ（5～ 30km）の住
民は基本的に屋内退避となる。UPZの住民が
避難するのは、毎時 500マイクロシーベルト
（OIL1）以上になった場合（即時避難）、もし
くは毎時 20マイクロシーベルト（OIL2）以上
になった状態が続いた場合（一週間以内に一時

1　原子力規制委員会（2019年 7月 3日 改正）「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」

移転）である。
しかし、これらの基準は高すぎる。OIL1に
ついては２時間で、平常時の公衆の被ばく限度
とされている年 1ミリシーベルトに達してし
まうという高いレベルの基準である。
福島第一原発事故の際は、事故の翌日の 3月

12日の夕方には 20km圏内には避難指示が出
されていた。もし、この OIL1、OIL2が当時
適用されていたら、迅速な避難指示は出されな
かっただろう。
ぐんぐんと線量が上昇しているような状況下
で、住民に屋内退避をさせ、高い線量になって
から避難をさせるというのは、住民を被ばくか
ら守るという観点からは決して適切ではないだ
ろう。

安定ヨウ素剤の配布・服用をめぐる問題

原発事故によって放出される放射性ヨウ素
は、吸い込みなどにより体内に吸収されると甲
状腺に集まり、甲状腺がんなどを引き起こす。
これを防護するには、安定ヨウ素剤の服用が効
果的である。重要なのは服用のタイミングであ
るが、原子力規制委員会のマニュアルでは、被
ばく前 24時間から被ばく後 2時間までの間に
服用することにより、放射性ヨウ素の甲状腺へ
の集積の 90％以上を抑制することができると
している 1。
しかし、現在、安定ヨウ素剤は PAZ（5km
圏内）では事前配布されるものの、UPZでは
避難経路に近接した公共施設に備蓄し、避難の
途中で自治体職員などが住民に配布し、原子力
規制委員会の服用指示のもとに服用が行われる
こととなっている。
前述のように UPZの住民は、毎時 500マイ
クロシーベルト以上のときに即時避難などとさ
れ、かなりの高線量の中を避難することとなる。
「被ばく前の服用」は不可能であるし、避難の
混乱の中で、住民が確実に受け取れるのか、そ
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の際、必要な確認や説明が行えるのかどうかは
疑わしい。
また、安定ヨウ素剤を配布する年齢について
も議論がある。福島第一原発事故以前は 40歳
以上の者の効果は薄いとして配布は必要なしと
されていた。しかし、原子力安全委員会被ばく
医療分科会において、広島・長崎、チェルノブ
イリでは 40歳以上であっても甲状腺がん発症
リスクが有意に上昇する研究があることが報告
され 2、この「40歳制限」はいったん外された。
2019年 7月のマニュアル改訂の際、当初草案
では「40歳以上の者は安定ヨウ素剤を服用す
る必要性はない」と記載された。しかし、根拠
として引用されていた文献の表現が変えられて
いたことなどに関して、市民団体が指摘 3。パブ
リック・コメントを経て、マニュアルの最終的

2　広島大学 原爆放射線医科学研究所 細井 義夫（2011年 1月 12日）「被ばく時年齢が 40歳以上の場合の 甲状腺癌
のリスクについて」原子力安全委員会 被ばく医療分科会

3　WHO2017年ガイドラインでは「小児、青年、妊娠・授乳中の婦人は安定ヨウ素剤の投与が有益である可能性が
最も高いが、 40 歳以上の人ではその有益性は低くなる可能性がある」と記載されていたのにもかかわらず、「40 
歳以上の者への安定ヨウ素剤の服用効果はほとんど期待できない」と誤って引用されていた。避難計画を案ずる
関西連絡会、原子力規制を監視する市民の会などの市民団体が指摘。

4　原子力規制庁 放射線防護企画課（2020年 3月）「原子力災害発生時の防護措置―放射線防護対策が講じられた施
設等への屋内退避―について［暫定版］」

な改定では、「40歳以上の者は安定ヨウ素剤を
服用する必要性は低い」という記載に変更され
た。

屋内退避では内部被ばくを防げない

政府は「屋内退避が安全への第１歩」とし、
避難よりも屋内退避に力を入れ、被ばくを防げ
ると宣伝している（図 2）。
しかし、内閣府原子力防災担当と原子力機構
が 2021年 3月に発表した屋内退避についての
試算 4では、通常の家屋の屋内退避では内部被
ばくを防ぐことができないことを示唆してい
る。
この試算では、「屋内退避による被ばく線量
の低減効果を評価した結果、「陽圧化」した鉄
筋コンクリート造建屋に屋内退避することに

図 2　政府広報チラシ
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よって、9割以上低減できる」としている。陽
圧化とは、フィルタを設置した吸入装置を使っ
て建屋の内部に空気を送り込み、建屋内の圧力
を高めて放射性物質の侵入を低減するもの。1
施設で 2億円かかるといわれている。
しかし、屋外滞在時の内部被ばく線量を１と
した場合、陽圧化の工事を行わない通常の家屋
では、気密性が高い家屋であっても、約 3割
減の 0.67にとどまる。すなわち、屋内退避で
は、3割程度しか低減効果がないということに
なる。 ■

図 3　内部被ばくの低減評価

出典：原子力規制庁 放射線防護企画課（2020 年 3 月）「原子
力災害発生時の防護措置―放射線防護対策が講じられた施設
等への屋内退避―について［暫定版］」に加筆

茨城県や水戸市に要望書を提出.
～東海第二原発の広域避難計画
めぐり

FoE Japan で は、2020 年 10 月 お よ び
11 月、茨城県の市民グループ「原子力防
災を考える会＠茨城」や「原子力規制を監
視する市民の会」とともに、東海第二原発
の広域避難計画をめぐり、茨城県や水戸市
に対して要望書を提出し、意見交換を行い
ました。

要望書では、感染症が流行する状況で
の広域避難を可能にするには、検査所や避
難所、避難車両などで密集を避けるための
追加的な措置が必要だと指摘。こうした観
点で計画を見直し、実効性が確認されるま
では、再稼働に向けた議論をしないことを
求めました。

茨城県の担当者は、現在の避難計画が
感染症に対応していないことを認め、今後、
必要な見直しを進めた上で、市民の意見を
しっかりときいていきたいとしました。

水戸市では、高橋市長が要望書を受け
取り、「コロナ禍で新たな課題が出ている」
とした上で、「市民から避難計画にマルを
もらえなければ、私としては再稼働を認め
るわけにはいかない」との認識を示しまし
た。

水戸市の高橋市長に要望書を手渡す「原子
力防災を考える会＠茨城」の美沢道子代表
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福島第一原発の敷地で増え続ける処理汚染水
について、政府は 2020年夏にも、海洋放出の
方針を決定するとみられていた。しかし、漁業
関係者をはじめ、多方面から反対の声があがり、
2021年 1月現在、処分方法に関して、未だ決
定されていない。東電はタンク増設に向けた検
討を行っている。
問題となっている処理汚染水とは、燃料デブ
リの冷却水と原子炉建屋およびタービン建屋内
に流入した地下水が混ざり合うことで発生した
汚染水を多核種除去装置（ALPS）などで処理
し、タンクに貯蔵している水を指す（図）。タ
ンクはすでに 1,000基を超え、貯蔵されている
処理汚染水は 120万m3以上となった。
トリチウムの総量は推定約 860兆 Bq。また、

約 8割の水で、トリチウム以外の 62の放射線
核種の告示濃度比総和 1が１を超えている 2。東
電は海洋放出する場合は二次処理を行い、基準
以下にするとしている。しかし、現在、タンク

1　告示比総和は各核種濃度の告示濃度限度に対する割合を足し合わせたもの。排出基準として１未満でなければな
らない。

2　2019年 11月 18日東電発表資料
3　上澤千尋（2013年 5月）「福島第一原発のトリチウム汚染水」科学
4　全漁連プレスリリース「福島第一原発事故に伴う汚染水の海洋放出に断固反対する特別決議」（2020年 6月 23日）

の中に存在する放射性物質の総量は示されてい
ない。

2020年 2月、汚染水の取り扱いについて検
討を行っていた ALPS小委員会が報告書を発
表し「海洋や大気への放出が現実的な選択肢」
とした。
経済産業省は、トリチウムは世界各地の原発
で放出されている、健康に影響はほとんどない、
という趣旨の説明をしている。トリチウムをめ
ぐっては、放射線のエネルギー量はたいへん低
いものの、有機結合型のトリチウムが細胞に取
り込まれた時の影響、DNAを構成する水素と
置き換わりヘリウムに壊変したときに DNAが
破損する影響などが指摘されている 3。

漁業者の反対

福島県漁業協同組合連合会（県漁連）は、「海
洋放出には断固反対であり、タンク等による厳
重な陸上保管を求める」と、繰り返し反対を表

明。隣接する宮城県、茨城県の漁連も
放出に反対を表明した。全国漁業協同
組合連合会は6月23日、通常総会にて、
汚染水に関し「海洋放出に断固反対す
る」との特別決議を全会一致で採択し
た 4。さらに、10月 15日には、梶山経
産大臣、小泉環境大臣らを訪問し、海
洋放出反対の要請書を手渡した。
地元の漁業者は、事故直後から東電
による汚染水の意図的、非意図的な放
出に煮え湯を飲まされてきた。東電が

ALPS 処理汚染水の海洋放出
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汚染水の漏洩を後から発表したこともある。そ
うした経緯もあり、県漁連が地下水バイパスや
サブドレン（原発近傍の井戸）からの水の海洋
放出について了承せざるを得なかったときに、
ALPS処理汚染水に関しては、東電に「関係者
の理解なしには処分をしない」と約束させた。
今回、もし東電が海洋放出を行えば、約束違反
となる。

国民の声はきかれたのか

反対しているのは漁業者だけではない。福島
県では 59市町村のうち 41市町村議会が、海
洋放出へ反対もしくは慎重な意見書や決議を可
決した。
反対の声は海外にも広がった。2020年 5月

13日には、台湾の 23の環境 NGOが、汚染水
の海洋放出は、放射性物質の海洋投棄を禁じて
いるロンドン条約の趣旨に反するとして、経済
産業省に意見書を提出。このほか、韓国、フィ
リピン、イギリス、オーストリア、オーストラ
リア、アメリカの NGOも反対の意見を経産省
に提出した。

6月 9日には、4名の国連特別報告者が連名
で声明を発表し、「日本政府が重要な議論のた
めの時間あるいは機会を提供せずに」、コロナ
禍の中で処理汚染水を海洋放出する決定を急ぐ
ことに懸念を表明した。
小委員会報告書が出る 1年半ほど前、まだ小

委員会での議論が道半ばであった頃、経産省は、
小委員会事務局主催という形式で 2018年 8月
30日、31日に福島県の富岡町、郡山市、東京
都千代田区で「説明・公聴会」を開催した。公
聴会では、公募で選ばれた意見陳述人が意見を
述べたが、44人中、42人が明確に海洋放出に
反対。多くの人がトリチウムの環境中への放出
の危険性を指摘し、タンクで長期陸上保管すべ
きと述べた。この模様は大きく報じられた。

5　TBSニュース「原発の汚染処理水、“国民意見” は「放出反対」が７割」（2020年 10月 16日）

小委員会が報告書を取りまとめて以降、経産
省はその内容に関する公の場での説明会や公聴
会などは一切実施していない。その代わりに、
2020年 4月以降、福島県の自治体や、自らが
選んだ産業団体や自治体の代表からの「御意見
を伺う場」を、現在までに福島や東京で、計 7
回開催した。新型コロナウイルスの感染拡大が
生じている時期であり、傍聴をいれず、テレビ
会議を駆使した会合で、関係各省の副大臣が出
席する中、自治体の首長や各団体の代表が一人
ずつ、意見を言い、質疑もほとんど行われない、
という極めて儀式的な会合であった。
発言をした 44人中、43人は男性。日本社会

ではこれらの団体の長が比較的高齢の男性で占
められていることが原因であろう、結果的に、
女性や若者の声はきかれなかった。
こうした形式的な意見聴取の場でさえ、福島
県漁連のみならず、福島県森林組合連合会、福
島県農業協同組合中央会も海洋放出、大気放出
に反対の意見を述べた。すなわち、地元の一次
産業の団体が、いずれも反対したことになる。
一般からの意見は、「書面で受け付ける」と
したのみであった。いわゆるパブコメ（一般か
らの意見募集）だ。集まったパブコメ総数は
4,011件。JNNの開示請求により、そのうち
の 1割ほどが開示されたが、7割以上が、放出
に反対する意見や陸上保管を求める意見であっ
た 5。経産省は、パブコメの内容およびそれに対
する回答は、処分方針決定と同時に発表すると
している。本来、意見を寄せた人たちと双方向
のやりとりをした上で、方針決定を行うべきで
はないのか。

無視された代替案

プラント技術者も多く参加する民間のシンク
タンク「原子力市民委員会」の技術部会は、「大
型タンク貯留案」、「モルタル固化案」を提案し、
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経済産業省に提出した 6。
このうち、大型タンク貯留案は、ドーム型屋
根、水封ベント付きの 10万 m3の大型タンク
を建設するというもの。7・8号機予定地、土
捨場、敷地後背地等から、地元の了解を得て
選択することを提案。800m× 800mの敷地に
20基のタンクを建設し、既存タンクも順次大
型に置き換えることで、新たに発生する汚染水
約 48年分の貯留が可能になる。大型タンクは
石油備蓄などに使われており、多くの実績をも
つ。また、ドーム型を採用すれば雨水混入の心
配はない。大型タンクの提案には、防液堤の設
置も含まれている。

アメリカのサバンナリバー核施設で、.
モルタル固化処分された汚染水
出典：Savannah River Remediation LLC (SRR)

 「モルタル固化案」は、アメリカのサバンナ
リバー核施設の汚染水処分でも用いられた手法
で、汚染水をセメントと砂でモルタル化し、半
地下の状態で保管するというもの。モルタル化
により、放射性物質の海洋流出リスクを遮断で
きる。ただし、セメントや砂を混ぜるため、容
積効率は約４分の１となる。「それでも 800ｍ
× 800ｍの敷地があれば、約 18年分の汚染水
をモルタル化して保管できます」と、同案のと
りまとめ作業を行った原子力市民委員会の川井
康郎氏（元プラント技術者）は説明する。

6　原子力市民委員会（2019年 10月 3日）「ALPS 処理水取扱いへの見解」
7　第 16回　多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会　資料４
8　河北新報「福島第１処理水　タンク敷地に空き１年分　東電、活用示さず『設置完了』」（2020年 12月 18日付）

敷地は本当に足りないのか

土捨場となっている敷地の北側の利用、福島
第一原発の敷地を拡張できるのではないかなど
の意見も出されている。敷地拡大については、
経済産業省は地元への理解を得るのが難しいと
して否定的である 7。最近になって、以前使われ
ていた旧型の空タンクが置かれている場所がま
だ使えるスペースであることが報道され 8、東電
は現在、このスペースを使ったタンクの増設を
検討している。

「東京で使う電気のために…」

朝日新聞および福島放送が 2020年 2月下旬
に行った世論調査によれば、福島県の有権者の
うち、処理水を薄めて海に流すことに 57％が
「反対」と答えた。また、福島県の地元紙であ
る福島民報は、「本県沖や本県上空が最初、あ
るいは本県のみが実施場所とされるのは、さら
なる風評につながり、絶対に許されず、認めら
れない」（2019年 12月 27日）としている。

FoE Japanは、この件に関して福島県いわき
市の小名浜港や新地町の漁港を訪問し、漁業者
の方々からのお話をきくことができた。彼らの
抱いている危機感は強い。共通したのは、原発
事故による打撃からようやく立ち直ろうとして
いる最中、これ以上、放射性物質を海に流され
てしまうことへの拒否感、長期にわたる影響へ
の不安、たびたび反対の声をあげているのにも
かかわらず、その声が聞かれないことへの怒り
と不信だ。
「東京で消費する電気をつくるための原発が
事故をおこし、それによって漁業がいためつけ
られている。汚染水が安全だというのならば、
東京で流せばよい」。そういう声も複数あった。
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さらに、「これは漁業者たちだけの問題ではな
い。日本全体の問題だ」という声もきかれた。

意思決定前にやらねばならぬこと

放射性物質は、集中管理が原則であり、環境
中に拡散させるべきではない。処理汚染水を海
洋に放出すべきではなく、大型タンクによる陸
上保管案、モルタル固化案、敷地拡張案などを
早急に検討すべきである。
政府は、意思決定の前に、まだやらねばなら
ぬことが山積している。まず、政府および東電
は、現在タンクにためられている水に含まれる
放射性物質の核種とそれぞれの総量を示すべき
である。また、代替案および放出した場合のリ
スクを検討し、その結果を示すべきである。さ
らに、誰もが参加し、意見が言える場で、政府・
東電からの説明および質疑も含めた形での説明
会、公聴会を行うべきであろう。 ■

新地町釣り師浜漁港にて

漁業者の声を可視化し、発信

「そもそも ALPS 処理汚染水って何？」
「何がふくまれているの？」「トリチウムっ

て安全なの？」「本当に海に流すしかない
の？」――FoE Japan ではそんな疑問の
数々に答えるために、わかりやすい Q&A
を作成し、広く配布しました。また、他の
市民団体とともに、いわき市や郡山市で学
習会を開催しました。

2020 年 2 月には、いわき市の小名浜漁
港、新地町の釣り師浜漁港で、漁業者のお
話しをきき、12 分の映像（「福島の漁師た
ち」）を作成。

また、議員会館にて、いわきの漁業者を
お招きし、「漁業者のお話しをきく会」を
開催。経済産業省や国会議員に漁業者の生
の声を伝えました。

さらに、5 月には、岩手、宮城、福島、
茨城、千葉、東京の６都県の漁協を対象に
したアンケートを実施し、福島県以外の漁
業関係者も処理汚染水の海洋放出に反対し
ている実態を明らかにしました。また、オ
ンラインで５回の連続パブコメ・セミナー
を開催し、多くの人たちにパブコメの提出
を呼びかけました。

映像「福島の漁師たち」　
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環境省「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利
用技術開発戦略検討会」は、2016年初頭、福
島県内の除染で発生した汚染土 1,400万m3の
うち、8,000Bq1/kg以下のものを全国の公共
事業や農地造成に利用できる方針を策定した。
2020年 4月から省令を施行する予定であった
が、「引き続き検討中」ということでまだ施行
されていない。
一方で、飯舘村長泥地区では、農地造成に汚
染土を再利用する実証事業が進み、野菜づくり
も行われている。小泉環境大臣も大臣室に放射
性濃度 5,100Bq/kgの汚染土を入れた鉢植えを
置き、安全性をアピールする熱の入れようだ 2。
除染廃棄物は、福島第一原発周囲に建設した
中間貯蔵施設で最長 30年間保管し、その後、
県外に運んで最終処分する計画となっている。
除染による汚染土再利用の方針は、最終処分量
を減らすために策定された。

1　1秒間に 1回放射線を出す能力が 1Bq（ベクレル）。同じ放射性物質なら、その物質の量と放射能は比例するので、
ベクレルで表される数値の大きさは、放射性物質の量を表していると考えることができる。

2　時事ドットコム「除染土を大臣室鉢植えに　風評払拭で―小泉環境相」（2020年 3月 6日）

従来、原子炉等規制法に基づく規則において、
セシウム換算で 100Bq/kg以上のものは、「放
射性廃棄物」として原発敷地内で管理してきた。
今回の環境省方針は、この 80倍のレベルのも
のを公共事業や農地に使うことを容認すること
になる。
環境省が作成中の「手引き」では、用途の例
として、道路・防潮堤・海岸防災林・土地造成・
水面埋め立て・農地などがあげられている。盛
土材、充填材などとして使い、用途に応じて放
射能濃度の限度、覆土の厚さなどが定められて
いる。
しかし、遮水構造になっている管理型の処分
場であっても、周辺に汚染が浸出し、問題にな
ることが多い。公共事業で使う場合は、遮水構
造にするわけではなく、ましてや、河川の氾濫、
地震や津波などの災害時には、崩落や流出など
が生じるおそれがある。

. 除染によって発生した汚染土の再利用

除染で発生した汚染土を再利用
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汚染土を道路の盛り土として使った場合、セ
シウム 134・137が 100Bq/kgまで減衰するの
に 170年かかる。一方、盛り土の耐用年数は
70年とされており、その後、資材として使わ
れた汚染土がどうなるかは不明である。

各地で市民が反対

環境省は、福島県二本松市で汚染土を農道の
路床材として使う実証事業を行う予定であった
が、二本松の市民たちは、①地元地区のごく一
部しか参加していない中で説明会が開催され、
「地元了解」ということにされてしまった、②
仮置き場から運びだすという約束だったのに、
農道で使えば最終処分になりかねない、③放射
性物質の拡散が懸念されるなどをあげ、これに
反対した。
計画では、約 200mの農道を掘削し、近くの

仮置き場に積まれた汚染土 500袋を、袋から
出して路床材として埋め、 50cm程度の覆土を
行うこととなっていた。2018年 2月には、地
元の市民団体が環境省に対して白紙撤回を求め
る要請書を提出。反対の声に押され、6月になっ
て、環境省が実質撤回の意向を示した。
南相馬市では、南相馬市小高区の常磐自動車
道の拡幅工事で再利用する計画が進められよう
としている。2019年 2月 1日、地元住民によ
り「反対する会」が結成された。地元の小高区
羽倉行政区の区長は「汚染土は、当初３～５年
で仮置き場から中間貯蔵施設に運ぶという約束
だった。実証というが、一度使ったら永久に置
かれる懸念がある」として反対している。

飯舘村長泥地区で進む農地への再利用 
～覆土なし、野菜づくりも

飯舘村長泥地区では農地造成に汚染土を使う
実証事業が進行中だ。村内の汚染土 3万袋を長
泥行政地区に設置されたストックヤードに運び
込み、必要量を再資源化施設において破袋、異
物除去、放射能濃度分別を行い、5,000Bq/kg
以下のものを使って、比曽川沿いの農地の嵩上

げ材として使っている。当初は 50cmの覆土を
行った上で、園芸作物、資源作物を栽培すると
していたが、トマトやキュウリ、カブなども栽
培した。また、覆土なしでの栽培もおこなった。
野菜の放射性セシウム濃度は 0.1～ 2.3Bq/kg
だった。
実証事業としての農地造成は 0.1haだが、こ
のあと、より拡大したエリア（34ha）内で農
地造成を行う計画。これらは、飯舘村「特定復
興拠点区域復興再生計画」の一部として実施さ
れる。

抜け穴だらけの「省令」－引き続き検討

環境省は、2020年 1月になって、汚染土を
公共事業等で再利用できるようにするため、放
射性物質汚染対処特措法の施行規則を改正す
る「省令案」の概要を一般からの意見公募（パ
ブコメ）にかけた。パブコメの結果を踏まえ、
2020年 4月 1日から省令を施行する予定だっ
たが、その後「引き続き検討を要する」という
ことになり、2021年 1月現在、施行はされて
いない。
パブコメにかけられた省令案は、汚染土の用
途制限、放射能濃度限度、被覆、管理期限、情
報公開など具体的な制限や責任が盛り込まれて
いなかった。これがこのまま施行された場合、
高濃度の放射性物質を含む汚染土が、住民の知
らない間に再利用され、ずさんな管理により汚
染土が拡散してもその責任をだれも負わないと
いうことになりかねない。
大量に発生した汚染土をどう処分すべきかに
ついては開かれた議論が必要である。環境省は
全国で説明会や公聴会を開催した上で方針を決
定すべきだろう。 ■
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青森県六ケ所村で、1993年から再処理工場
の建設が進められている。原発で発生する使用
済み核燃料を集め、ウランとプルトニウムを取
り出す。事業者は日本原燃だ。

2020年 7月 29日、原子力規制委員会が審
査書案を了承し、事業許可を出した。再処理の
過程では、使用済み核燃料を切断し、硝酸で溶
かしたうえで、プルトニウムとウランを回収す
る。この工程で人が近づけないような高レベル
の放射性廃液が発生する。
放射性廃液をガラス原料とまぜ、ガラス固化
体にして処理をすることになっているが、ガラ
ス固化体は強い放射線を発し、製造直後の表面
温度は 200℃を超える。このため、専用の貯蔵
施設で 30～ 50年間冷却し、その後、搬出し
て 300m以深の地層中に処分されることになっ
ている。しかし、最終処分地については、候補
地すら決まっていない状況である。

25回もの竣工延期、高レベル廃液もれ、
ガラス固化失敗

六ケ所再処理工場は 1993年に建設が開始さ
れ、1997年に完成する予定であったが、25回
も完成が延期している。当初約 7,600億円だっ
た建設費は、4倍の約 2兆 9千億円に膨れあがっ
た。ランニングコストや廃止措置を含めた事業
総額は約 13.9兆円にものぼる。これは私たち
の電気料金から支払われる。

2006年度～ 2008年度にかけて実施された
試運転（アクティブ試験）では事故やトラブル
が続出した。中には高レベル廃液が 149L（リッ
トル）も漏洩するという事故もあった。また、
ガラス固化の過程で白金属類がかたまり、廃液
やガラスがうまく流下せずに、詰まりが発生し、
ガラス固化に失敗している。さらに、攪拌棒が

まがって取り出せなくなったり、天井のレンガ
が落ちたりするなどのトラブルも生じた。
結局のところ、ガラス固化には失敗し、現在
も高レベル廃液がそのまま残っている危険な状
況が続いている。こうした相次ぐトラブルやガ
ラス固化失敗については、審査では考慮されな
かった。

六ケ所再処理工場ガラス溶融炉のトラブル

大量の放射能を環境中に放出、 
しかし濃度規制はない
再処理工場が稼働すれば、大気中や海洋に大
量の放射性物質を放出することとなる。日本原
燃が公表している月別放出状況によれば、アク
ティブ試験中の 2007年 10月のトリチウム放
出実績は、平均濃度が約 9,000万 Bq/Lであっ
た。これは、原子力発電所に適用される告示濃
度限度 6万 Bq/Lの 1,500倍に該当する。
原子力発電所から放出される水に含まれる放

六ケ所再処理工場と核燃料サイクル
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射性物質については、原子炉規制法に基づき、
核種ごとに告示濃度限度が設けられ、総和が１
を超えてはならないとされている。しかし、こ
れは再処理施設から海洋中に放出される排水に
は適用されない。つまり、原発と同じ濃度規制
をかければ、再処理施設が動かせないほど、大
量の放射性物質を排出してしまう施設である。

行先のない使用済みMOX燃料

再処理で取り出したウラン、プルトニウムか
らはMOX燃料（プルトニウムとウランの混
合燃料）をつくり、一部の原発で使用する計画
となっている。しかし現段階ではMOX燃料
は国内ではつくれない。
また、MOX燃料が使える原発は、玄海原発

3号機など 5基だけである。プルトニウムの余
剰を増やさず、MOX燃料を使いきるには「16
～ 18基」必要と言われている。さらに、使用
済みMOX燃料を処分するための施設もない。
通常の使用済ウラン燃料であっても、乾式貯
蔵所に移すためには燃料プールで 15年間冷却
する必要がある。使用済みMOX燃料は、熱
量が高く、移動できる状態の発熱量まで下がる
には 100年以上かかる。

核燃料サイクルの破綻と 
プルトニウム保有

プルトニウムの余剰を持っていることは、核
兵器への転用の可能性があるため、国際社会、
とりわけアメリカから厳しい目を向けられる。
日本の保有量は約 46トン。これは中国が軍事
用に持っているとされる量の 10倍以上で、核
兵器の数に換算すると数千発分に相当する 1。
原発推進の前提として進められてきた「核燃
料サイクル」はすでに破綻している。中核を担
うはずであった高速増殖炉「もんじゅ」（福井
県敦賀市）の失敗が致命的であった。
「もんじゅ」は、プルトニウムを消費すると

1　The Asahi Shinbun Globe+ “日本のプルトニウム大量保有、世界が疑問視している” （2019年 9月 7日）

同時に、消費した以上のプルトニウムを生み出
す「夢の原子炉」とされた。しかし、相次ぐ事
故や不祥事で、稼働可能であった 20年超の期
間中、稼働できたのはわずか 250日。1995年
にはナトリウム漏れ事故と火災事故が発生し、
その後、情報隠蔽も発覚。ようやく試験運転再
開にこぎつけたわずか約 3カ月後の 2010年 8
月 16日、炉内中継装置の落下事故が発生し、
ふたたび停止。2016年 12月に廃炉が決まった。
一度も定格出力することはなかった。
この「もんじゅ」には１兆円を超す国費が投
入された。廃炉には 3,750億円かかると見積も
られている。
大きな矛盾とリスクをかかえつつ、政府は再
処理政策を推進し続けている。そのツケを払う
のは私たち国民および将来世代だ。 ■

破たんした核燃料サイクル
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9基が再稼働するが…

福島第一原発事故前に原発は 54基あった。
事故後、東京電力・東北電力が有する原発は
すべて停止し、東日本では「原発ゼロ」の状況
がすでに 10年間継続している。

2012年 9月に原子力規制委員会が発足。
2013年 7月に新規制基準が制定され、電力会
社は、原発を再稼働させる場合、新規制基準に
基づく原子力規制委員会の審査を受けることと
なった。2013年 9月関西電力の大飯原発 3・4
号機が停止して以来、ほぼ 2年間、全国の原
発が停止し、原発ゼロの期間が続いた。2021
年 2月 10日現在、規制基準に合格し、再稼働
した原発は、川内原発 3・4号機、玄海原発 3・
4号機、伊方原発 3号機、大飯原発 3・4号機、
高浜原発 3・4号機の 9基。
このうち、2021年 2月 10日現在、実際に

稼働している原発はわずか 4基だ。
いったん再稼働した川内原発、高浜原発の 4

基は、テロ対策施設（特定重大事故等対処施設）1

の建設の遅れにより、2020年には停止に追い
込まれた（その後、川内原発は再稼働）。定期
点検中の伊方原発 3号機は、広島高裁による
運転差し止め判断で、定期点検が終わっても運
転再開できない。また、12月 4日、関西電力
大飯原発 3・4号機をめぐり、住民が原子炉設
置許可の取り消しを求めた訴訟について、大阪
地裁は住民側の訴えを認め、国に設置許可の取

1　テロ対策施設は新規制基準に含まれており、本来であれば再稼働前に建設されるべきものであるが、「工事計画認
可後 5年以内に設置すること」と猶予されていた。

2　大飯原発 1～ 2号機は廃炉が決定。3号機は配管に傷が見つかり、再稼働の時期は見通せていない。大飯原発 4号
機は 2021年 1月 15日に再稼働。

3　ISEP（2020年 4月 10日）「2019年（暦年）の自然エネルギー電力の割合（速報）」 
https://www.isep.or.jp/archives/library/12541

り消しを命じる判決を出した。国は控訴し、判
決は確定していないため、ただちに大飯原発の
運転が止まるわけではないが 2、今後、全国の原
発に波及する可能性がある。

2019年および 2020年は新たに再稼働した
原発はゼロ。事故前に 3割程度あった原発の
総発電に占める割合は、2019年には約 6.5％
となった 3。

柏崎刈羽原発～問われた東電の「適格性」

東電柏崎刈羽原発（新潟県）の 6・7号機では、
再稼働のための安全対策費が 1兆 1,690億円と
ふくれあがった。同原発に関しては、新潟県が、
「福島第一原発の事故原因」、「原発事故が健康
と生活に及ぼす影響」、「安全な避難方法」の 3
つの検証を行っているところだ。新潟県は、こ
れが終わらない限り、再稼働に向けた議論は行
わないとしている。
一方で、柏崎刈羽原発の審査に当たっては、
東電の原発を運転する「適格性」が問われた。
原子力規制委員会は、「廃炉への覚悟」「リスク
低減の継続的努力」などを社長名の文書で回答
させ、また、保安規定にも書き込ませた。しか
し、東電は住民への賠償を払い渋り、ADR（原
子力賠償紛争解決センター）から提案された和
解案を拒否し続けている。保安規定に実態のな
い精神論を書き込ませて合格させる原子力規制
委員会の姿勢は疑問だ。

2021年 2月、東電の柏崎刈羽原発所員が原

原発の稼働状況 
東日本では「原発ゼロ」続く
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発中央制御室に、別の所員の IDカードを用い
て不正な方法で入室したことが発覚。原子力規
制庁がこの報告を受けていながら 4カ月も事実
を明るみに出さなかった。東電のみならず、規
制庁、規制委員会の姿勢も問われている。

被災した女川原発 2号機が合格 
～早々に県知事が再稼働に「同意」

東北電力女川原発 2号機（宮城県）は、
2020年 2月に原子力規制委員会の設置変更許
可が出た。また、同年 10月に立地自治体であ
る女川町・石巻市の議会と宮城県議会が、11
月に宮城県の村井知事が再稼働に同意した。今
後、工事計画認可、保安規定認可などの手続き
があるが、東北電力は 2022年の稼働を目指し
ている。
女川原発は東日本大震災当時、高さ約 13メー

トルの津波や激しい揺れに襲われた。5回線あ
る外部電源のうち 1回線が生き残り、かろう
じて外部電源が保たれた。損傷を受けた施設や
機器も多い。原子炉建屋の耐震壁に 1,130箇所
のひび割れが確認された。
県内では再稼働反対の世論が根強い。2017

年 8月、河北新報が行った世論調査では、女
川原発 2号機の再稼働について「反対」「ど
ちらかといえば反対」を合わせた反対意見は
68.6％に上った。2019年 2月、「女川原発再稼
働の是非をみんなで決める県民投票を実現する
会」は、再稼働の賛否を問う県民投票条例の制
定を求める署名約 11万筆を県議会に提出した
が、同年 3月に否決されたという経緯がある。
立地自治体および県知事が、早々に再稼働に
合意をしたことにより、根強い再稼働反対の声
が宙に浮いた形となった。 ■
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2015年から 5年間にわたって進められてき
た電力システム改革。実際に何がどう変わり、
どのような影響があったのだろうか。再生可能
エネルギー（以下、再エネ）中心社会に向けて、
歩みを進められているのだろうか。
現実には、大手電力による支配体制はほぼそ
のまま維持されたり、また、改革の趣旨に逆行
して原発や石炭火力発電が支援される制度が新
たにつくられたりと、問題が多い。一方で、再
エネの拡大など変化も起こっている。

電力システム改革の現状

電力システム改革は、原発事故後の需給ひっ
迫や電気代上昇を背景として 2013年に決まっ
た政策で、「電力の安定供給の確保」、「電気料
金上昇の抑制」、そして「需要家の選択肢の拡
大と事業者へのビジネスチャンスの創出」が主
な目的とされた。そのために、大手電力会社の
地域独占・垂直統合を解いていくことが意図さ
れ、2015年から 2020年にかけて 3段階に分
けて進められた。

1 段階目が 2015 年の「電
力 広 域 的 運 営 推 進 機 関
（OCCTO）」の設立で、それま
で大手電力会社がそれぞれのエ
リアごとに行っていた需給調整
について、エリアを超えて全国
で需要と供給の計画をとりまと
め、調整をしていくというもの
である。電気事業にかかわるす
べての発電会社、送配電会社、
小売会社が OCCTOに登録し、
計画を提出することとなった。
2012年 7月の関西電力大飯原
発の再稼働の際にはその理由と

して「関電エリアで需給ひっ迫のおそれ」が叫
ばれた。しかし、実際には、隣接エリアなどか
らの融通を行えば、大飯原発の再稼働がなくて
も需給調整は可能だった。

2段階目が 2016年の小売全面自由化である。
部分的な小売の自由化は 2000年の特別高圧部
門、2005年の高圧部門から始まっていたが、
新電力の参入はまだ少なくシェアも 5％程度に
とどまっていた。2016年に低圧部門（一般家
庭や小規模事業所など）も含め全面自由化され
たことにより、新電力の参入は加速し、激しい
競争が繰り広げられるようになった。5年近く
経つ 2020年 11月現在、新電力のシェアは約
20％となっている。
最終段階が、2020年までに実施された送配
電部門の法的分離（子会社化）である。本来、
大手電力会社の解体を意図するのであれば、必
要なのは所有権分離（完全な分離）である。と
ころが、子会社化にとどまり、また発電部門と
送配電部門の分離は十分に行われなかったこと

電力システム改革の３段階

どこまで進んだ？ 
電力システム改革と電力自由化
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で、システム改革で意図された公平で自由な競
争には程遠い状況となっている。

原発と石炭火力を温存し、 
大手電力に有利な制度

電力システム改革が進むと、競争原理が働き、
よりコストの安い発電方法が選択されていくは
ずである。卸電力市場では、燃料費のかからな
い再エネの電気から売れることになり、燃料費
の高い化石燃料（特に天然ガス）の電気は売れ
にくくなる。
石炭火力は、世界の流れに反して日本国内で
は新設が進んだ。しかし、パリ協定をはじめと
した脱炭素化の国際的な要請に押され、日本で
も今後は停止や廃止を余儀なくされ、座礁資産
となっていくだろう。
原子力については、地域独占・総括原価方式
の料金規制による投資回収保証、つまり広く薄
くすべての消費者から費用を回収して支えると
いう前提が崩された。原発は、使用済み核燃料
の再処理や原発事故の賠償費用の支払いなど、
莫大な費用がかかる。市場原理にまかせれば、
淘汰されてしまう。一方で、国としては、「原

子力は気候変動対策の切り札であり重要なベー
スロード電源」としているため、電力システム
改革による競争環境下においても原子力を守る
ための制度を整備していこうということになっ
た。

2016年 9月から 2017年 2月まで開催され
た「電力システム改革貫徹のための政策小委員
会（貫徹委員会）」で、その具体的な議論が行
われた。しかし、その内容は名前とは反対に、
いかに旧来の電力会社や電源の体制を維持する
かというものであった。
その一つが、2017年に決まった福島第一原

発事故の賠償費用や各地の原発の廃炉費用の一
部を託送料金で回収しようという制度である。
本来、東京電力が支払うべき賠償を、原発事故
の被害者、原発の電力を選択していない消費者
や将来世代に至るまで負担させるもので、大き
な反対の声が上がったが、2020年 10月から
実施された。 

2019年から 2020年にかけて導入された新
たな電力市場も、同様に貫徹委員会で決まった
支援策である。原発や石炭火力を優先的にあつ
かう「ベースロード市場」の導入、原発や大型

容量市場のしくみ

出典：e シフト「STOP ！原発・石炭火力を温存する新たな電力市場」
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水力発電など火力発電以外を「非化石電源」と
して 1、「非化石価値」を電気と切り離して売買
する「非化石価値取引市場」、そして 4年後の
発電容量を確保するという名目の「容量市場」
である。容量市場は、将来（4年後）の設備容
量（kW）価値に対してお金が支払われるもの
であり、そのお金は小売電気事業者から回収さ
れる。大手電力は、小売部門で支払いはあって
も、古い大規模発電所を多く所有する発電部門
では収入を確保できる。他方、大規模発電所を
持たない再エネ新電力は、支払う一方である 2。
これらの市場により、すでに投資回収が済ん
だはずの古い原子力や石炭火力、大型水力の発
電所に「維持費・設備更新費」としてさらにお
金が流れることとなった。これら古い発電所は
ほとんどを大手電力会社が所有しているため、
大手電力の寡占をますます強化し、電力自由化

1　エネルギー供給構造高度化法（2010年）による。
2　2020年度の最初の入札では、最高価格がつき、制度の不平等が露呈している。再エネ新電力各社は、横のつなが
りを作って制度設計の見直しを求めている。参考：eシフトリーフレット「どうする？容量市場」 
http://e-shift.org/?p=3958　

3　パワーシフト・キャンペーンほか「自治体の電力調達の状況に関する調査（2019）」 
http://power-shift.org/jichitai_report2019/

にも再エネへの移行にも逆行することとなって
いる。

大手電力と再エネ新電力の状況

2016年の小売全面自由化を契機に、多くの
新電力が小売事業に参入した。（2021年 2月現
在約 700社）。大手電力会社は危機感を持ち、
大幅値引きによる巻き返しが目立っている。そ
の結果、再エネ供給を目指す新電力も、契約を
取り戻されたり、ぎりぎりまで価格を抑えるた
めに経営が圧迫されたりして、例外なく脅威に
さらされている。特に地域の老舗企業や大企業、
自治体の公共施設の契約などで、2018～ 2019
年度にかけて大手電力会社による巻き返しが顕
著にみられた 3。
容量市場の支払いが始まるのは 2024年度か
らだ。その大きな負担がある中で再エネ新電力

大手電力による独占の仕組み

出典：e シフト「STOP ！原発・石炭火力を温存する新たな電力市場」
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が生き残っていけるのか、地域でのエネルギー
調達や供給をどう進めていけるのか。2021年
冬の電力市場価格高騰の打撃をどう乗り越える
のか。これからの数年が正念場である。

再生可能エネルギー社会は実現できるか

電力システム改革といっても、実際には目的
に逆行する政策がとられ、抜本的な体制変更に
は至っていない現状を見てきたが、今後の改革
とエネルギーシフトはどのように実現できるの
だろうか。
まず、省エネを大幅に進めて再エネ社会を実
現するという大きな方針が欠かせない。そのた
めに 2021年に進行中のエネルギー基本計画や
地球温暖化対策計画の見直しにあたり、省エネ
や再エネに逆行する制度は見直しを求めていか
なければならない。
加えて、再エネの導入を阻害してきたしくみ
の改革も必要である。
再エネを優先利用して出力抑制をなくすこ
と 4、送電線利用ルールを見直して再エネの接続
を妨げないこと 5、再エネを送電線に接続する際
の高額な工事負担金を見直すことなどが必要で
ある。あわせて、持続可能で地域に根差し、地
域に利益がまわるかたちでの再エネを進めてい
かなければならない。私たち自身が、市民とし
て消費者として意思表示し、危機的な状況に直
面する再エネ新電力を支えていくことが重要で
ある。 ■

4　九州電力エリアなどで、電力供給が電力需要を上回る時期に火力や原発を優先して再エネを出力抑制する状況も
みられる。

5　2017年度より「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」にて改善に向けた議論が進行
中である。

市民の力でパワーシフト

FoE Japan が 事 務 局 を つ と め 複 数 の
NGO で立ち上げたパワーシフト・キャン
ペーンでは、持続可能で地域にねざした再
エネを重視する電力会社を現在 30 社以上
紹介し、切り替えをうながしています。

電気の物理的な流れは変わりませんが、
電気をどこから買ってくるのか、また利益
がどう使われるのかが違ってきます。生協
系の電力会社、自治体が出資や関与する自
治体新電力、再エネや地域にフォーカス
する電力会社などが多数出てきています。
NGO や福祉、地域活動への支援など、ユ
ニークな取り組みもみられます。再エネを
選ぶ企業や事業所を増やしていくことも重
要です。哲学やビジョン、想いにあふれる
方々とのつながりは、キャンペーンの醍醐
味です。

詳しくは：https://power-shift.org
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エネルギー基本計画は、2002年に制定され
たエネルギー政策基本法第 12条の規定に基づ
き、政府が策定するエネルギー需給の方針を示
す計画である。少なくとも 3年ごとに検討を
加えることとなっており、2003年 10月に第 1
次計画、2007年 3月に第 2次計画、2010年 6
月に第 3次計画、2014年 4月に第 4次計画、
2018年 7月に第 5次計画が策定されている。
原子力政策、気候変動政策、核燃料政策など関
連する政策も含めて、エネルギー関連政策すべ
てのベースとなっている。

第 6次エネルギー基本計画へ 
―2021年の議論

2020年 10月 13日から、第 6次エネルギー
基本計画に向けた議論がスタートした。議論開
始から間もない 10月 26日、菅首相は所信表
明演説で「2050年にカーボンニュートラルを
目指す」ことを宣言した。具体的な方策や、そ
の経過点である 2030年の温室効果ガス削減目

1　たとえば最近では 2020年 11月 4日、衆議院予算委員会における菅首相の発言など。
2　原子力文化財団「2019年度　原子力に関する世論調査」ほか
3　https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/

標と電源構成（いわゆるエネルギーミックス）
をどうするのかが、今回の見直しの焦点となっ
ている。以下、政府の議論の問題点を見ていく。
（１）市民参加の欠如
エネルギー基本計画を審議しているのは資源
エネルギー庁に設置されている総合資源エネル
ギー調査会基本政策分科会（以下、分科会）で
ある。委員構成は、2013年や 2017年の見直
しの際と同様、産業界に関係する委員や原発を
推進してきた学識者が多数を占める。政府は、
現在のエネルギー基本計画において「原発は重
要なベースロード電源」とし、2030年の電源
構成に占める原発の割合を 20～ 22%として
いる（図）。一方で「原発の新増設については
現時点では想定していない」ともしている 1。

分科会では複数の委員から「新増設について
明記すべき」「40年を超えた延長運転も進める
べき」という意見が強く出された。原発に否定
的な世論 2と乖離した議論が行われている。分

科会のウェブサイト 3上に「意見箱」
は設置されたものの、公聴会の実施
など、市民の意見を聴取しそれを反
映しようとする姿勢はほとんど見ら
れない。
（２）福島第一原発事故被害の過小評
価
分科会の資料の「原子力災害から
の福島復興」のページでは、「構内の
放射線量大幅減」「廃炉に向けた作業
は着実に進捗」「帰還困難区域を除く

電源構成（現在および 2030 年度目標）

出典：資源エネルギー庁資料

どうなる？　エネルギー基本計画
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すべての地域の避難指示を解除済」「基幹環境
整備の進展」など、復興の強調が目立つ。先行
きの見えない ALPS処理汚染水の問題（p.44
参照）や、燃料デブリの取り出しなどは「残さ
れた課題への対応」として書かれるにとどまる。
新潟県で取り組まれているような、避難者の生
活実態や生業の喪失を含む原発事故被害の全容
の検証もいまだに行われていない。
（３）発電コストの検証が古いまま
原子力については、「安全対策費用や事故費
用、核燃料サイクル費用が増額してもなお低廉」
とされているが、その根拠はいまだに 2015年
の「コスト検証ワーキンググループ」報告書の
ままだ。このとき、原発の建設費用は 4,400億
円としていたが、現在、建設費用ははねあがり、
1兆円超にも達している。これらを踏まえて計
算しなおせば、原子力発電のコストは 17.6円
以上となり、太陽光電力の入札価格を上回ると
いう試算もある 4。再生可能エネルギーの発電コ
ストは国際的にも大きく低下し、石炭火力につ
いてはすでに国際的にも廃止の必要性が高まっ
ている。
（４）「資源が乏しい我が国」の認識
「資源の乏しい我が国」という表現を繰り返
している。これは化石燃料やウランに限定した
古い考え方であり、日本に広く賦存する再エネ
のポテンシャルを考慮に入れていない。一方で、
ウランは全量輸入しているにもかかわらず、原
子力を「準国産エネルギー」として重視する姿
勢も変わらない。
（５）不確実・高リスクな技術に依存した「カー
ボンニュートラル」

2021年 2月現在の議論では、2050年に再生
可能エネルギーは 50～ 60％が参考値として示
され、それ以外は原子力と石炭火力も含めた火
力発電を使い続ける方向だ。火力発電からの
CO2排出を相殺するために、二酸化炭素回収

4　大島堅一氏（龍谷大学教授）の 2018年試算による。東京新聞「＜原発のない国へ　基本政策を問う＞（１）英原
発 高コスト浮き彫り」（2018年 7月 14日）朝刊

貯留・利用（CCUS）や水素やアンモニアの発
電への利用が大きく議論されているが、コスト
面でも、立地などの実現可能性や環境影響の面
などでも多くの課題があり、現実性は極めて低
い。
（６）ビジョンの欠如、「これまでの体制」維持

2050年に関する議論が行われているものの、
CO2排出の面だけでなく、社会全体としてど
のような方向性を目指していくのかのビジョン
については、ほとんど語られず、エネルギーや
電力の大量消費を前提とした既存の産業や技術
をいかに守るかという観点での議論となってい
る。 ■

エネルギー政策に市民の声を

e シフトや CAN Japan のほか、若者団
体などと一緒に、2020 年 12 月にエネル
ギー基本計画見直しに声を上げるキャン
ペーン「あと 4 年、未来を守れるのは今」
をスタートさせました。若者や、原発事故
や気候危機の当事者などの声を様々なかた
ちで伝えるとともに、署名や経産省への意
見提出などを呼びかけています。

若い世代が SNS を活用したりデザイン
やアイディアを出すなど、これまでにない
動きとなっています。

詳細は：http://ato4nen.com/
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近年、日本に住む私たちも気候変動の影響を
肌で感じる機会が増加している。毎年のように
記録的豪雨や高温に見舞われ、たくさんの命が
失われている。気候変動はもはや未来の話でも、
遠い国の話でもなくなっている。
産業革命期以降、地球の平均気温は約 1℃上
昇した。日本の平均気温もこの 100年ほどで、
約 1.2℃上昇している。サンゴの白化、熱波や
威力をます台風による農産物への被害、一部で
は極端な大雪が降る一方で、他のところでは降
雪量が減りスキー場がオープンできないなど、
私たちの生活・食・文化・経済活動、様々な面
で気候変動の影響が現れている。2018年、西
日本を中心に広い範囲で発生した豪雨（平成
30年 7月豪雨）や 2019年の台風第 19号など、
気候変動が被害激化の一因となっていることを
気象庁も発表している 1。
気候変動の影響を抑えるべく、国際社会は長
年気候変動対策に関する国際的な枠組みを議論
してきた。2015年の国連気候変動枠組条約締
約国会議（COP21）で、パリ協定が採択され、
気温の上昇を 1.5℃に抑える努力を追求するこ
と、そのために途上国含むすべての国が温室効
果ガスの削減に取り組むことが定められた。

2018年 10月に IPCC（気候変動に関する政
府間パネル）がまとめた「1.5℃特別報告書」
によれば、1.5℃目標達成のためには、温室効

1　気象庁「特集　激甚化する豪雨災害から命と暮らしを守るために」（2020年 6月） 
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/hakusho/2020/index1.html

2　たとえば、森林破壊を伴うメガソーラー事業、海外から大量の燃料を輸入するバイオマス発電事業、自然破壊を伴
う堤防事業など。2015年に採択された気候変動対策に関する国際的な枠組み「パリ協定」でも、気候変動対策の
際には、人権、健康についての権利、先住民族、地域社会や、世代間の衡平を尊重・考慮すべきと明記されている。

3　原子力委員会「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」（1994年）に原子力発電が温暖化対策として有効
であると明記されている。同長期計画は 1956年から 2000年までに計 9回策定されたが、温暖化に言及されたのは、
1994年のものがはじめて。

果ガス排出を 2030年までに 2010年比で 45％
以上削減し、2050年までに実質ゼロにする必
要がある。
日本でも 2020年 10月、菅首相が「2050年

までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロに
する」という目標を掲げた。菅首相は、原発は
温室効果ガスの排出が他の電源に比べて少ない
ことから、脱炭素化の選択肢に含めることを認
める発言をしており、同年 12月に発表された
経産省の 2050年カーボンニュートラルに伴う
グリーン成長戦略にも、安全性を確保しつつ原
発を活用すると明記されている。
気候変動対策として進められる政策や事業の
中には、環境破壊や人権侵害などを引き起こす
事業、もしくは本質的に気候変動対策にならな
いものが少なからず含まれている 2。原発はその
最たるものである。危険で処理方法すら決まっ
ていない放射性廃棄物を生み出すこと（p.50
参照）、被ばく労働を伴うこと、発電に伴うコ
ストが高いことなどだけを考えても、原発は気
候変動対策としては不適切である。

原発推進は温室効果ガス削減に 
つながるのか？

日本では 1960年代から原発が推進されてき
たが 3、原発が増加の一途をたどった約 50年間、
日本の温室効果ガスは増加の一途をたどってき

原発は気候変動対策になるのか？
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た。原発は「大規模集中型の電力多消費社会」
を維持し、再エネや省エネの促進のための対策
を妨げてきたとも考えられる。原発がほとんど
稼働していない 2014年以降、日本の温室効果
ガス排出量は減少傾向にある。
また、原発のリスクやコストが甚大であるこ
とは世界的に認識されている。このため、京都
議定書の元に成立したクリーン開発メカニズム
（CDM）4の制度の中で原発を使うことは認めら
れなかった。
原発を気候変動対策に位置付けている国も多
くはない。2020年現在、原発を利用している
国は 31か国 5だが、そのうち、ドイツや韓国、
台湾、スペインなどは、脱原発方針を有してい
るか、または新設計画がないため、いずれは原
発がゼロになる。世界的に見ても、原発は減少

4　先進国が途上国で技術支援等を行い、温室効果ガス排出削減に貢献した分を支援元の国の削減分の一部に充当す
ることができるという制度。

5　IAEA PRISのデータを元にカウント。台湾含む。2020年、これまで原発がなかったベラルーシと UAEで新たな
原発が稼働を開始し、2021年にも商業運転が始まると見込まれている。

6　World Nuclear Industry Report 2020によると、2020年現在、世界の稼働可能な原発の 408基のうち、半分以上
が稼働してから 30年を経過している。2割以上は 40年を超える。

7　“Nuclear Power feeling the heat” Foresight （2019年 8月 7日）  
https://www.climateforesight.eu/energy/nuclear-power-feeling-the-heat/

傾向にあり、世界の発電に占める原発の割合は
大幅に減ると予測される 6。

気候変動に脆弱な原発

原発は冷却に大量の水を使うため、世界の原
発の多くは海岸線や河川近くに建設されている。
そのため、熱波による冷却水不足、海面上昇や
大型台風・サイクロンによる浸水リスクが指摘さ
れており、実際これらにより原発の停止を強い
られるケースが出てきている。例えば、2019年、
フランスでは高温により原発のための冷却水が
確保できず、運転を停止。フランスでは少なく
とも 2003年、2006年、2015年、2018年にも
同じ理由で原発が停止した 7。また、原発はひとた
び事故や災害、なんらかのトラブルで停止すれ
ば、広範囲にわたり電力供給に影響を及ぼすと

いう脆弱性を有してい
る。

リスクが大きく経済
性も失われている原発
に投資を続けるのでは
なく、電力需要の削減
や、小規模分散型の再
エネを調整しながら
使っていく技術に投資
を行うべきではないだ
ろうか。 ■

電源別電力量と発電部門 CO2 排出量

出典：以下のデータをもとに原子力資料情報室作成
電力量：経済産業省『令和元年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書 2020）』の発受電
電力量。ただし、2009 年度までは「電源開発の概要」及び「電力供給計画の概要」、2010 年度以
降は「総合エネルギー統計」に依拠。
CO2 排出量：日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット編『エネルギー・経済統計要覧』の各年
度版
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世界の発電に占める原子力の割合が今後「自
然減少」することが指摘されている。毎年世
界の原子力産業について包括的なレポート
「World Nuclear Industry Status Report （原子力
産業ステータスレポート、WNISR）1」を発行し
ているマイケル・シュナイダー氏は、2019年
のレポートで、世界が「自然に脱原発に向かっ
ている」と表現。これは一体どういった状況を
指しているのだろうか。シュナイダー氏らによ
る 2020年版レポート等を元に、世界の原発事
情や、日本の原発輸出政策について見ていきた
い。

世界の原子力産業に関する状況

2020年 7月現在、WNISR2020年版レポー
トによると世界 31カ国に 408基の稼働可能な
原発が存在する 2。2002年にピークの 438基を
数えてから減少傾向が続いている。世界の発電
量に占める原発の割合は、1996年に 17.5%を
記録しているが、2019年は約 10%であった。
また、米国、フランス、中国、ロシア、韓国の
5カ国の原発による発電だけで、世界の原発に
よる発電量全体の 7割を占めている。
特筆すべきは、これら 408基の原発の平均
稼働年数が 30年を超えているということだ。
270基が 31年以上稼働しており、うち 81基
は 41年を超える老朽原発だ。シュナイダー氏

1　Schneider et al, (2020)  “World Nuclear Industry Status Report 2020”  
https://www.worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2020-.html

2　その後アラブ首長国連邦、ベラルーシで初の原発が稼働し商業運転間近と伝えられている。またWNISRでは長
期閉鎖している原発を 408基の中にカウントしていない。

3　World Nuclear News “Further delay in commissioning of Finnish EPR” （2020年 8月 28日） 
https://world-nuclear-news.org/Articles/Further-delay-in-commissioning-of-Finnish-EPR

4　原子力産業新聞「フィンランド TVOの株主、オルキルオト 3号機の完成に向け 4億ユーロの追加融資に同意」 
（2020年 12月 18日） https://www.jaif.or.jp/journal/oversea/5817.html

らは、現在の原発新設の数を 2倍以上に増や
さない限り、現状の原発の発電容量を維持する
のは不可能と試算している。
現在、世界で建設が進められている新規原発
事業は約 50あり、そのうち 30以上に 1年以
上の遅延が見られている。中には 10年単位で
遅延するプロジェクトもある。例えばフィン
ランドのオルキルオト第三原発は 2005年に建
設を開始し、2009年に稼働開始予定であった
が、2021年 3月現在も遅延し続けている。最
新の遅延の理由としては、技術的な問題の発覚、
スペアパーツ不足などがあげられている 3。ま
た、遅延に伴い生じたコストの増加については
TVO（フィンランド産業電力）と事業を請け
負う仏・アレバと独・シーメンスの企業連合の
間で訴訟にも発展し、後者が TVOに対し追加
コストや賠償など約 4億 5000ユーロ（約 600
億円）に当たる額を支払うことになっている 4。
廃炉については、これまでに建設された原発
のうち 189基がすでに閉鎖しているが、うち
完全に廃炉されたものは 20基であり、廃炉に
かかる時間は平均 20年、長いもので約 40年
だった。

相次いで破綻する原発輸出

国際的に再生可能エネルギーが急速に拡大
し、原発から撤退する国が相次いでいる一方

原発をめぐる世界の動き
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で、日本は原発再稼働や新型炉の開発を続けて
いる。また、2011年の原発事故後も、国策と
して原発輸出を推進してきた。
輸出に関してはアラブ首長国連邦（UAE）、

トルコ、インド、ベトナムなどに対し、トップ
セールスが繰り広げられた。しかし、国税をつ
ぎ込み、オールジャパンで進めた原発輸出は、
コストの増大や相手国の国民の反対などから相
次いで破綻。原発はリスクの高いビジネスであ
ることを示した。
最近の例では、日立製作所による英国ウェー
ルズへの原発輸出は、採算がとれないこと、ビ
ジネス・パートナーが見つからなかったことな
どにより撤退を余儀なくされた。
この事業では、日立の完全子会社ホライズン・
ニュークリア・パワー社が、ウェールズ北部の
アングルシー島に原発を２基建設する予定で
あったが、2019年 1月、日立製作所の臨時取
締役会で事業の凍結が決定された。日立はかね

てから、①必要な許認可の取得、②採算性の確
保、③事業への出資比率を下げ日立本社の連結
決算から外すこと⸺の３つを事業継続の条件
として掲げていた。今回、凍結が決定されたの
はこれらの条件が整わなかったためである。そ
の一年後の 2020年には事業からの完全撤退を
決定した。
本事業を巡っては、事業費３兆円という巨額
のコストを誰が負担するのかという点が大きな
問題であった。当初、英国政府や日本の政府系
機関などが事業に直接出資し、政府保証のつい
た融資を行う計画が報道されていた。日立製作
所の中西宏明会長は「両政府のコミットメント
がなければ、事業は進められない」と述べ、政
府の支援を要請している。しかしこれは、一民
間企業だけでは負えないリスクを政府が肩代わ
りし、最終的には日英両国の国民に転嫁するこ
とにほかならない。
また、事業の採算性を確保するため、日立製

世界の原発の稼働数と閉鎖数の推移　1954 年から 2019 年

出典：世界原子力産業状況レポート 2019 年版（34 ページ）
https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2020-v2_hr.pdf
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作所は英国側に高価な買取価格を求めていた。
電力市場価格はおよそ 40～ 50ポンド /MWh
で推移。一方、英国で現在建設中の別の原発か
らの電力買取価格は 92.5ポンド /MWhで、そ
の 2倍近い価格であった。日立製作所の求め
る価格も電力の市場価格の約 2倍と予想され
たことで、英国民の批判の声も大きかった。

世界で進む脱原発

福島第一原発事故以降、原発衰退の流れは決
定的になったと言ってもいいだろう。前述のよ
うに原発新設のスピードは遅く、リスクが大き
く採算の取れない原発から撤退を決める国も増
えた。
ヨーロッパでは、オーストリアやイタリアの
ように国民投票で原発を禁止した国、ドイツの
ように脱原発を政策決定している国がある。最
も原発市場が活発と言われているのがアジア地
域であるが、計画の遅延や撤回、脱原発などが
相次ぐ。

2016年 11月、日本の原発輸出相手国であっ
たベトナムが原発計画を白紙撤回し 5、2017年
1月には台湾が脱原発を決定した。ただし、そ
の後台湾では住民投票で、脱原発の撤回という
民意が示された。韓国も、ムン・ジェイン大統
領のもと、脱原発方針を決定 6。インドネシアは
原発計画を凍結中で、早くても 2050年までは
計画を進めないとしている。タイもマレーシ
アも原発計画を延期している。シンガポール
は 2012年に原発を選択肢から外した。中国は

5　ベトナムの原発輸出について詳しくは　https://311mieruka.jp/info/report/abandoning/
6　詳しくは FoE Japan報告書「韓国・脱原発を求める人々の力」（2018年 2月）  

http://www.foejapan.org/energy/world/180206.html
7　World Nuclear Association “Nuclear Power in China” （2021年 2月 15日閲覧） 

https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/china-nuclear-power.aspx
8　AFPBB「エジプト初の原発建設、ロシアと契約締結 2026年までに稼働開始へ」 （2017年 12月 12日） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3155044
9　WNISR p113
10　Lazard, “LAZARD'S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS ― VERSION 14.0” （2020年 10月） 

https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf

2020年までに原発の発電容量を 58GWまで拡
大するとしていたが、2021年現在 49GWと計
画は遅れている 7。
原発新設に関心を持つ国々もあるのは事実だ
が、順調に進んでいるとは言い難い。エジプト
やヨルダンはロシアの支援を受け、原発新設計
画を進めている。エジプトは 4基の原発の建
設を計画しているが、建設コストは 300億米
ドル、日本円にして 3兆円を超えると試算さ
れており、その大半がロシアへの債務となる 8。
ヨルダンは実施可能性調査（フィージビリティ
スタディ）を行ったがその後、コストがネック
となり原発建設に進めていない 9。
再生可能エネルギーのコストは明確に減少し
ている一方、原発のコストは上昇している。金
融コンサルタントのラザードが行っている調査
によれば、原発の発電コスト（均等化発電原
価、LCOE）は過去 10年で 33％上昇し、風力
は 70％減少している 10（国内の原発のコストに
ついては p.19参照）。

小型炉は未来の原子力か？

日本政府は小型炉、高速炉や高温炉などいわ
ゆる「次世代原子炉」の研究開発を推進しよう
としている。英国でもコストが小さいとされる
小型原子炉（SMR）の研究・導入が進められ
ており、前述のヨルダンも大型よりコストが抑
えられるとされる小型炉の導入に関心を示して
いる。しかし、小型炉は「未来の原子力」にな
りえるのだろうか。
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小型炉も高速炉も、コンセプトとして新しい
ものではなくすでに数十年におよび研究が進め
られている。しかし、技術的困難さやコストの
問題から放棄された計画が多く、実証化の目処
は立っていない。さらに政府は、小型原子炉は
民間主導でコストが安いことを魅力の一つとし
ているが、実際には補助金漬けのプロジェクト
ばかりだという 11。
既存の原発が抱える放射性廃棄物、事故やテ
ロリスク、被ばくなどの問題を根本的に解決す
る技術であるわけではなく、これに多くの公的
資金や税金を投じるべきかは大いに疑問だ。 ■

11　松久保肇「縮小する原発産業　小型原子炉は未来の原発か？」（2020年 11月 11日） 
https://www.foejapan.org/energy/fukushima/pdf/20201111_matsukubo_jp.pdf

世界的にみた発電費用 *の推移
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脱原発とエネルギーシフトをめざして 
～ FoE Japan の活動
FoE Japan は、地球規模での環境問題に取り組む国際環境 NGOです。
地球上のすべての生命（人、民族、生物、自然）が互いに共生し、尊厳をもって生きる
ことができる、平和で持続可能な社会を目指し、気候変動とエネルギー、原発と福島支援、
森林と生物多様性、開発と環境などの分野で活動しています。

被害者とともに

2011年の原発事故直後、学校の校庭の利用
基準として文部科学省が「20ミリシーベルト
基準」を打ち出しました。FoE Japanは福島の
父母たちとともに、この撤回を求める運動に取
り組みました（p.28）。
また、政府の定めた避難指示区域外からの避
難者に正当な賠償を求める運動（p.29）や、避
難指示区域外であっても放射能汚染が深刻な地
域を「選択的避難区域」として位置づけ、避難
を選択した場合でも居住継続を選択した場合で

も、賠償や支援を保証することを求める運動
（p.29）、「原発事故子ども・被災者支援法」（p.32）
の制定やその実施を求める運動を行いました。
残念ながら、被害者に対する正当な賠償や支
援は進まず、本書で紹介したように、避難者の
中には生活困窮に直面している人たちも多いの
が現実です。こうした避難者の支援を行うため
に、さまざまな人たちが参画して 2016年 7月
に設立されたのが「避難の協同センター」です。

2019年には、ともすると隠されてしまいが
ちな原発事故の被害を見つめ直し、被害の実態
を国内外に発信していくため、「ふくしまミエ
ルカプロジェクト」を立ち上げました。人々
の声をインタビュー映像にまとめ、日本語の
みならず、英語、フランス語、中国語（繁体
字・簡体字）、韓国語、ドイツ語、スペイン語
の 7言語に翻訳して世界に発信しています。
また、本書でも紹介している原発事故被害や
エネルギーに関するデータをわかりやすくビ
ジュアル化し、特設サイトから発信しています。
（https://311mieruka.jp/）

避難者に正当な賠償を求め、スタンディング

放射能汚染の測定 「避難の協同センター」総会にて
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「福島ぽかぽかプロジェクト」.
～環境学習や父母の語らいの場にも

2012年 1月から、福島の親子を対象に「福
島ぽかぽかプロジェクト」という週末保養プロ
グラムを行っています。子どもたちが野外での
びのびと遊び、父母が語り合い、エネルギー
講座、地元の医師などによる勉強会、味噌づ
くりなど、学びや体験の場にもなっています。
2019年度には、猪苗代で 9回開催しました。
当初参加していた子どもたちが成長し、ボラ
ンティアとして活躍しています。2016年には、
高校生たちがドイツやベラルーシの若者たちと
の交流事業に参加しました。また、小学校高学
年、中高生向けに大学生が先生になったエネル
ギー講座を開催したりしています。
保養プロジェクトに参加してくれているお母
さんたちが原発事故後の自分の心境や体験を話
すようになってきたのも大きな成果です。
広島、鹿児島、長崎、大分で、保養に参加し
ているお母さんによる講演会が実現しました。

今後、長崎や水俣へのスタディ・ツアーを予
定しています（p.39参照）。

パワーシフト・キャンペーン

原発からの電気はもういやだ、自然エネル
ギーを選びたい⸺そうした声は今や少数では
ありません。FoE Japanは、消費者や企業、団
体が、電気を選択することを通じて社会を変え
ていくことを後押しするために、他の環境団体
などと協働し、「パワーシフト・キャンペーン」
を推進しています。
パワーシフト・キャンペーンでは、「電源構
成などの情報開示をしている」「再生可能エネ
ルギーを中心として電源調達をしている」「原
子力発電や石炭火力発電は使わない」などの視
点から、電力会社を紹介しています。（https://
power-shift.org）

2019年度には、朝日新聞、一橋大学自然資
源経済論プロジェクト、環境エネルギー政策研
究所とともに、自治体向けのアンケート調査を
実施し、多くの自治体がいったんは新電力を契
約したものの大手電力に回帰している実態を明
らかにしました。2020年度には、東京都内の
大学向けの調査を実施しました。また、パワー
シフトの意義や具体的なパワーシフトの方法に
ついて伝えていく人を増やしていくために「市
民アンバサダー講座」を開催しました。

高校生たちが海外に出発！ パワーシフト・キャンペーン

野外で思いっきり遊ぶ子どもたち
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原発輸出を止める

原発輸出を止めるため、原発輸出に関する税
金の使い方や、国際協力銀行（JBIC）・日本貿
易保険（NEXI）による公的融資・付保の監視、
各国の市民社会と連携、調査・情報発信、国会
議員への情報提供などを行っています。
ベトナムへの原発輸出に関しては、2011年
および 2016年、建設予定地であるニントゥア
ン省で調査を実施。また、事前調査という名目
で、経済産業省の補助金や委託費として多額の
国税が日本原電に支払われていたのにもかかわ
らず、報告書が公開されていないことについて
明らかにし、問題提起を行いました。2016年
10月には、ベトナムの国会議員や原子力関係
者を対象とした国際セミナーに出席し、福島原
発事故の被害について訴えました。
日立が進めてきたイギリス・ウェールズに

おけるウィルヴァ原発建設計画に関しては、
2017年 11月および、2018年 10月に現地調
査を実施。2018年 5月には、現地の脱原発市
民団体 PAWBのメンバーを日本に招き、各地
での講演会、経済産業省などの省庁や、日立本
社、融資するとみられていた国際協力銀行など
に申し入れや署名提出をおこない、メディアに
大きく取り上げられました。

ご寄付募集中！

郵便局から 郵便振替口：００１３０－２－６８０２６
 口座名： FoE Japan

銀行から 城南信用金庫
 高円寺支店
 普通３５８４３４
 エフ・オー・イー・ジャパン

 ※振り込み後、「脱原発・福島支援への寄付」などとご連絡ください。

問い合わせ先 国際環境 NGO FoE Japan
 URL: www.foejapan.org
 TEL:  03-6909-5983
 FAX:  03-6909-5986
 E-mail: info@foejapan.org

日立本社前にて
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