
フォーラム ２-2
原発事故

原発は過去、様々な事故を経験してきた。我が国は世界でも唯⼀
の原爆の被爆国であ流。放射能被曝被害の深刻さについては誰よ
りも知っているはずの⽇本が、本質的には同じとされる原⼦⼒発
電を最もたやすく受容してきた。福島第⼀原⼦⼒発電所の爆発事
故は広範囲に汚染し、10年経過した現在でも廃炉の⾒通しも⽴っ
ていない。それにもかかわらず、原発の再稼働を計画している。



世界１０大核事故
No 国 発電所、施設 発⽣年 過酷度レベル

１ 旧ソ連 チェルノブイリ原発事故 1986 ７

２ ⽇本 東電福島第⼀原⼦⼒発電所 2011 ７

３ カナダ チョークリバー発電所事故 1952 ５

４ アメリカ スリーマイル島発電所事故 1979 ５

５ ロシア キシュテム ウラル核惨事 ６

６ フランス サン・ローラン・デ・ゾー原⼦⼒発電所事故 ４

７ スペイン サラゴサ放射線治療器事故 1990

８ ブラジル ゴイマニア被曝事故 1987 ５

９ ⽇本 東海村JCO臨界事故 1999 ４

10 イギリス ウインズケール原⼦炉⽕災事故 1957 ５



事故の過酷度レベル分類



チェルノブイリ原発事故

事故後、０．２８μSv/ｈ以上の放射線量の村が全て廃村に
なっている。
事故の7年後、あまりに多くの子ども達が甲状腺癌やリンパ
癌にかかり、村が閉鎖された。
チェルノブイリから１８０ｋｍ圏内の殆どの村が消えた。



過去の原発事故

廃村となった２１６の村々の表示板
ウクライナとベラルーシの国境にあ
る

汚染の為、廃村となった村々
の名前が表示されている。

以前の住人が訪れて昔をし
のぶ。

チェルノブイリ原発事故（1986年）



チェルノブイリ原発事故から30年、福島原発事故から5年：ウクライナの ...
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事故直後のチェルノブイリ原発4号炉



チェルノブイリ原発4号機のカバー

鋼鉄製 2万9千トン

幅257ｍ、高さ110ｍ 2015年10月完了

ＷＥＢ：Ｌｉｖｅｄｏｏｒ ｂｌｏｇ 「とある原発の溶融貫通」 より



東京電力福島第一原子力発電所爆発事故

１号機：46万kw
3⽉12⽇ ⽔素爆発

２号機：78.4万kw
3⽉14⽇ 炉⼼溶融開始

３号機： 78.4万kw
3⽉14⽇ ⽔素爆発

４号機： 78.4万kw 
定期検査停⽌中
3⽉15⽇
２、3号機の影響で⽔素爆発

５、6号機
定期検査停⽌中





東電福島第一原発事故発生の経緯

巨大地震の発生
（２０１１．３．１１，１４：４６）

＃１～＃３自動停止 所内電源喪失

送配電設備・受電
設備の損傷

外部電源喪失

巨大津波の到来と
発電所浸水、
機器水没

非常電源喪失

原子炉冷却
機能喪失

炉心温度上
昇、燃料棒
溶融

水素の発生
濃度上昇

水素爆発

地震によって発生した事象
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⽇本の東京電⼒・東北電⼒・中部電⼒・北陸
電⼒・中国電⼒が採⽤しているGE（ゼネラル
・エレクトリック）製MARK‐Ⅰ型原発の格
納容器に⽋点があることがアメリカ本国で認
識されていることなどは周知されていなかっ
た。そして、⽇本では原発の耐震設計はされ
ていても、津波に耐えうる設計は⼗分でなか
った。

出典：Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E9%9B%BB%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E9%83%A8%E9%9B%BB%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E9%99%B8%E9%9B%BB%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%9B%BB%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF


〈3⽉12⽇（⼟）〉
福島第⼀原発の事故
で、福島県⼤熊町の
町⺠らは同県⽥村市
へと避難した＝１２
⽇午前８時３６分、
⽥村市



放射性ヨウ素拡散推計図新

  
アルバム一覧

原発隣接地帯から：　脱原発を考えるブログ ログイン



２０１１年３月 東電福島第一原発事故
５年後の影響 福島の現状

2016年3月 飯舘村
のフレコンバックの山
10,306,900袋
（2015/12/31）

中間貯蔵施設用地
１％

フレコンパックの中から生え
た草が袋を破ってゆく。フレ
コンパックに浸み込んだ雨
水は汚染物質を周囲に垂れ
流してゆく。

2021年9⽉



除染によって生じたフレコンバックの山 仮置き所



原発は私たちに何をもたらしたか
１．経済的側面
・立地自治体への交付金
・核燃料サイクルへの投資（15兆円）と破綻
・福島第一原発事故と地域破壊 事故処理、汚染対策、廃炉、賠償＞１６兆円

２．政治的側面
・プルトニウム大量（47トン、原爆6000発分）保有による国際不安定
・使用済核燃料処分と管理の負の遺産
・「安全神話」の崩壊
・事故発生時対策の不備顕在化

3．文化的側面
・事故による地域破壊
・被曝による健康被害

4．倫理的側面
・神が創造し、良しとした世界の破壊
・いのちの尊厳の軽視

・社会構造的差別
・最も大切な「安全管理」の後世代への負の遺産
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ウクライナとの政策の違い

この違いは何を意味しているのか？

注意：2013年７⽉に作成されたも
の

０.２μSv/h以上： 移住権利
ゾーン

０.１μSv/h以上： 移住義務ゾー
ン

⽇本の被曝限度 ２０mSv/y（＝２.28μSv/h)
⽇本ではこの値以下は移住しても良いとしてい
る。
ウクライナでは移住の権利として与えられてい
るものが与えられず、帰還政策が進められてい
る。



東⽇本⼤震災と東京電⼒福島第
⼀原発事故に伴う県内外への避難
者数は７⽉現在、37299⼈で、最
も多かった2012（平成24）年時に
⽐べ127566⼈減少した。仮設住宅
への⼊居者は前年同期⽐で172⼈
減った。災害公営住宅への⼊居が
進み、仮設住宅への⼊居者は⼤幅
に減っている。ただ、避難者が抱
える課題は個別化、複雑化してお
り、⼀⼈⼀⼈の実情に応じた住居
確保⽀援や帰還に向けた環境整備
が課題となっている。

福島⺠報 2020/09/13 19:19
【震災 原発事故9年6カ⽉】避難
者数37299⼈ 仮設⼊居は12⼈
2012年の０.03％



廃炉作業の現状と今後の見通し廃炉に向けた「中長期ロードマップ」

中長期ロードマップ
「東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中

長期ロードマップ」（中長期ロードマップ）は、福島第一原子力発電所の廃炉を進め
ていく上で、基本的な考え方や主要な目標工程等を政府が定めたものです。2019年
12月に5回目の改訂が行われました。

廃炉の完了時期 2041年～51年

2019年3号機

2021年内
最初の号機の
取り出し開始

(2号機から着手)

主な工程の目標時期

使用済燃料
の取り出し

燃料デブリ
の取り出し

汚染水対策

廃棄物対策

汚染水
発生量

150㎥/日程度に抑制→2020年内
100㎥/日以下に抑制→2025年内

処理・処分に関する
技術的見通し
→ 2021年度頃

取
り
出
し

開
始
時
期

使用済燃料の取り出し

格納容器内調査

陸側遮水壁
（凍土遮水壁）

固体廃棄物貯蔵庫建設

中長期ロードマップってどうやって作られているの？

廃炉作業の実施には、技術的な戦略が必要となります。そのため、廃炉の技術的な
検討を行う「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」が2015年から毎年「福島第一原子力
発電所の廃炉のための技術戦略プラン」を取りまとめています。201９年の「技術戦
略プラン」で提案された内容等を踏まえ中長期ロードマップの改訂（案）が作成され、
2019年12月に廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議において、第5回目の改訂が了承され
ました。

2号機

1号機

2024～26年度

2027～28年度

ガレキ等の屋外一時保管解消
→ 2028年度内

2020年度内完了

滞留水
処理完了

原子炉建屋滞留水を2020年末
の半分程度に低減
→2022年度～2024年度

5,6号機

2
0
3
1
年
内
完
了1～3号機の進捗を考慮し着手



10年後の福島・浜通り 社会学者開沼博さん（北海道新聞 2021年4⽉17⽇）

福島は、ますます問題が複雑化し、⾒えにくい、分かり
にくい、伝えにくい場所になっている。
10年間、福島を取材した記者の実感を伝えるとバッサリ
と⾔われた。
「⾒えないのは⾒ようとする意思が⾜りないから。分か
らないのは判ろうとしないから。単純化するのではなく
、しっかり頭を使って福島のことを伝えてほしい。」

福島第１原発の廃炉は、国や東電の説明でもまだ２０〜
３０年かかる。私たちはこれからもずっと⾒続けること
ができるだろうか。



「福島浜通りの震災・原発⽂学フォーラム」（2021年4⽉3⽇福島いわき市）での
ドリアン助川、桐野夏⽣、吉⽥千亞 ３⽒によるフォーラムの中から。

助川：コロナ禍になってからメディアはコロナしか報じず、まるで福島の
置かれている状況も解決したかの様です。コロナ禍と3・11の距離感
を、どう感じながらどこに向かっていけば良いのでしょうか。

桐野：コロナによって分断と差別が強まったと⾔われますが、私にとって
は原発事故の⽅が本質が糊塗されており、憂うべきことです。この
国の病変が現れたんじゃないか。

吉⽥：桐野さんは以前、「感情というのは真実だ」と発⾔されましたが、
原発事故もそうだと思う。被災した友⼈の「（コロナ禍で）もしか
したら東京の⼈は私たちの気持ちを分かってくれたんじゃないか」
というひと⾔に、はっとさせられることがある。



← 気候マーチ、デビューしました！ 日本にもあった違法伐採！！　波紋拡がる

宮崎県の盗伐事件（3） →

ALPS汚染水「モルタル固化による陸上保
管案」を新たに提案――原子力市民委員会
投稿日: 2019年10月5日 投稿者: Friends of the Earth Japan (FoE Japan)

学識経験者、技術者、NGOなどから構成される「原子力市民委員会」は、10月3

日、ALPS処理汚染水の陸上保管案として、新たにモルタル固化案を提案し、経産

省、環境省、原子力規制委員会に提出しました。

＞ http://www.ccnejapan.com/?p=10445

ようやくはじまった陸上保管案をめぐる議論

原子力市民委員会は、かねてより、ALPS処理汚染水を海中放出すべきではないとい

う立場から、石油備蓄などで実績のある大型タンクを使った保管案を提案していまし

た。

昨年8月、経済産業省ALPS小委員会が実施した公聴会では、漁業関係者も含めた多

くの参加者から「陸上長期保管を行うべき」という意見が表明されました。これを受

けて山本 一良委員長は、陸上保管案も一つのオプションとして検討することを約束。

今年８月9日の第13回委員会で、ようやく陸上における長期保管の議論が遡上にのぼ

りました。

（原子力市民委員会　2019年10月3日記者会見資料　 川井康郎さん作成）

しかし、東京電力は、大型タンク保管案について「１基あたり設置に３年かかる」

「敷地利用効率は現在のタンクと大差ない」「浮屋根式は雨水混入の恐れがある」

「破損したときの漏洩量が大きい」として否定しました。

10月3日の記者会見で、原子力市民委員会規制部会の川井康郎さんはこれに対して、

「大型タンクの設置は1.5～２年」「敷地利用効率は向上する」「雨水混入がないドー

ム型を採用すればよい」「大型タンクは石油備蓄で実績があり堅牢。もちろん防液堤

は必要」と反論しました。

モルタル固化案のメリット・デメリット

今回、原子力市民委員会が新たに提案したモルタル固化案は、汚染水をセメント、砂

とともにモルタル固化し、コンクリートタンクの中に流し込んで半地下で保管すると

いうものです。川井さんは、米国のサバンナリバー施設での実績を紹介。

（原子力市民委員会　2019年10月3日記者会見資料　 川井康郎さん作成）

利点としては、放射性物質を環境中に放出しないで済むこと、既存技術の適用である

こと、欠点としては、容積効率が低いこと、発熱による水分の蒸発があげられるとの

ことです。

その場所が永久処分地になるということで、もちろん地元の合意が必要となります。

本当に敷地は足りないのか？

現在、マスコミは繰り返し、「2022年夏までに敷地が足りなくなる」と報道してい

ますが、これは本当でしょうか？ 9月27日、ALPS小委員会に東電が説明した資料を

みると、使用済燃料や燃料デブリの一時保管施設として約81,000m2であるとしてい

ます。

（第14回多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会　資料３）

また、2020年代前半に分析用施設や燃料デブリ取り出しのモックアップ施設、敷材

保管、研究施設などに用地が必要だとしています。

（第14回多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会　資料３）

しかし、燃料デブリの取り出しは果たして現実的かつ必要でしょうか？

高い放射能に阻まれて燃料デブリの場所、形状すらわからない燃料デブリ。無理して

取り出せば作業員に大量の被ばくを強いることになるでしょう。

原子力市民委員会では、「技術リスク、巨額コスト、被ばく労働を避けるためにも

『デブリは取り出さない』という選択肢を真剣に検討すべきである」として、「 100

年以上隔離保管後の後始末」を提案しています。

また、研究施設などの建設は、敷地内である必要があるのでしょうか？

さらに、経産省のALPS小委員会では、委員から「現在、土捨て場として利用されて

いる場所の使用を検討すべきではないか」「敷地を拡張すべきではないか」などの意

見が出されています。いずれも、経産省事務局からは、「困難」と回答しています

が、本当に不可能なのか、真剣に検討した形跡はありません。

経産省は、原子力市民委員会が提案している陸上保管案を、ALPS小委員会、もしく

は新たに委員会を設置して、早急に検討すべきでしょう。

（満田夏花）

※共同通信、河北新報に取り上げられました。

▶河北新報「福島第１原発の処理水、モルタル固化を　有識者団体が提案」

▶処理水は長期保管や固化処分を　市民団体、海洋放出反対の提言

※関連記事

▼汚染水長期保管の真摯な議論に水をさすきわめて無責任な環境相の発言

http://www.foejapan.org/energy/library/190911.html

▼汚染水の公聴会大もめ～海洋放出に反対意見次々

https://foejapan.wordpress.com/2018/09/03/0903/

▼ALPS処理水、トリチウム以外核種の残留～「説明・公聴会」の前提は崩れた

http://www.foejapan.org/energy/library/180829.html

共有:

Twitter Facebook

カテゴリー: お知らせ パーマリンク

WordPress.com Blog.

ホーム FoE Japanとは

aniary - Sponsored

ミニマルなデザインのショルダーバッ
グ

購入する

aniary - Sponsored

ミニマルなデザインのショルダーバッ
グ

購入する

aniary - Sponsored

ミニマルなデザインのショルダーバッ
グ

詳しくはこちら

aniary - Sponsored

ミニマルなデザインのショルダーバッ
グ

詳しくはこちら

! "

 いいね
最初の「いいね」をつけてみませんか。

関連

置き去りとなったALPS処理汚
染水長期陸上保管の選択肢

福島第一　増設ALPS（多核種
除去装置）でヨウ素129の基準
超え60回以上　除去水処分の説
明・公聴会の前提は崩れた

汚染水の公聴会大もめ～海洋放
出に反対意見次々
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58分

本日4／16 18:30～首相官邸前にてア
クション。
ともに声を上げましょ
う！#StandWithMyanmar 

「#ミャンマー国軍の資金源を断て」
連続アクション：日本の政府機関・
企業への要請・アピールを行ないま
す（4月13～19日）　via 
@FoEJapan 
foejapan.org/aid/doc/210413…
  

 

 FoE Japanさんがリツイート
しました

「ミャンマー国軍の資金源を断て」
連続アクション：日本の政府機関・
企業への要請・アピールを行ないま
す（4月13～19日）ツイッター等で
の拡散協力お願いします！ 官邸前は
16日（金）18:30～　via 
@FoEJapan 
foejapan.org/aid/doc/210413…
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#ミャンマー国軍の資金源を断て の連続アク
ション。
本日は、ミャンマーのティラワ経済特区に出
資している、三菱商事、住友商事、丸紅、お
よびYコンプレックスに出資している東京建
物に要請書をお渡ししました。
ティラワ経済特区にはJICAも出資。
配当金や土地のリース料が国軍に流れる可能
性もあります。
ミャンマー・ティラワ経済特区は、ODAを使
い日本の官民をあげて進められてきました。
「ミャンマーの経済発展につながり、民主化
を支援することになる」とされましたが、そ
の過程では住民の強制立ち退きも。...
もっと見る
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6,922 いいね！
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UF6をUO2に転換するプラントとして設計された
燃料⽣産⼯場原料
3~5% 235U
東京から130km 

東海村JCO臨界事故

作業者
⼤内さん 17 Sv (多臓器不全により死亡した)
篠原さん 10 Sv (多臓器不全により死亡した) 
横川豊さん 3 Sv 
プラントの近辺
0.5 ~ 4.5 mSv/h 
被曝者総数:667名 (as of 2000)
※公衆に対する線量限度は年あたり1mSv 





事故の内容
１９９９年９⽉３０⽇、茨城県東海村の核燃料加⼯会社ジェー
・シー・オー（ＪＣＯ）東海事業所で、濃縮ウラン溶液を本来
の⽤途と異なる「沈殿槽」に⼤量投⼊したところ臨界が発⽣。
作業員３⼈が⼤量被ばくし、うち２⼈が死亡した。原⼦⼒施設
の事故による急性放射線障害で犠牲者が出たのは国内初。臨界
は２０時間持続し、救助に当たった消防隊員や周辺住⺠ら６６
７⼈が被ばくした。刑事裁判ではＪＣＯと所⻑や現場責任者ら
６⼈の有罪が２００３年に確定。被害者に計約１５４億円の賠
償⾦を⽀払った。



被曝者（⼤内さん）の状況

1999年9⽉30⽇ 核燃料加⼯施設 JCOで起こった事故
従業員 ⼤内久さん（当時３５歳）、全⾝に被爆し、東⼤病院にて治療するも、８３⽇間の闘病の
末死亡。



フォーラム２ ： 「核のゴミ」と「原発事故」
① 「核のゴミ」の存在をどう思うか
② 「核のゴミ」の処分⽅法についてどう思うか
③ 「核のゴミ」処分地をどのように選定するのが良いのか

④ 原発事故は防げると思うか。
⑤ 原発の安全性を確保することは可能か
⑥ 原発は事故がなくても⽴地地域では被曝することをどう思うか


