2020 年 10 月３日 第５回「原発と人権」交流集会 in ふくしま オンライン プレシンポジウム

10 年目の被災地の今
伊東達也（原発問題住民運動全国連絡センター筆頭代表委員・
原発事故被害いわき市民訴訟原告団団⾧）

１．被災者・被災地対策をめぐって
１）避難指示の出た 12 自治体のうち双葉町を除く 11 市町村に帰還宣言が出たが、戻る人は少な
く、居住率（帰還率は発表されていない）は 30.4％（別添資料①）である。
また、7 市町村にまたがって帰還困難区域（東京 23 区のほぼ半分の広さ）が残っており、約
2 万 2 千人（事故時は 2 万 5 千人いた）には、まる 9 年経っても帰還宣言は出ていない。
２）避難指示の出た 12 自治体全体で「ふるさとに戻っていない」人数に焦点を絞ってみると、
現在（2020 年 7 月）の段階で約 5 万 6,000 人おり、2011 年 3 月 11 日比では約 8 万 3,000 人
（別添資料①）である。この中には 3.11 後に亡くなった人も含んでいる。
福島県民全体ではいわゆる自主避難者のうちいまだ戻っていない人数を加えることになる
が、その人数は発表されていない。
いずれにしても、復興庁「県民の県外への避難状況」の 7 月 9 日現在の発表による 2 万 9,706
人に、県内避難者 7,555 人を加えても 3 万 7,251 人であり、避難のとらえ方の違いによるもの
としても、余りにも乖離は大きく、避難の実情からはかけ離れていると思わざるを得ない。
３）帰還宣言が出て戻った人は高齢者が多く、子どもは極端に少ない（別添資料②）
。その原因に
は放射能被ばくの不安や生活基盤（働く場、交通機関、商店、医療や介護など）が極めて不十
分な体制になっていることがある。
特に人口１万人を超していた浪江町は居住者が 1,428 人（居住率 8.４％）
、富岡町は 1,472 人
（同 11.7％）、大熊町 244 人（同 2.４％）であり、商店街も住宅地も取り壊しが進み、旧来の
姿は跡形もなくなっており、無惨の一言である。
４）諸産業はいまだ事故前に戻らず、180 万県民の多くは、放射能被ばくによる将来の不安をか
かえ、自ら律する生活を余儀なくされている。
中でも県民の生業の基礎となってきた農業、林業、漁業、観光業などは深い打撃を受け、9 年
経っても事故前の水準に戻っていないうえ、風評被害が続いている。

２．事故収束をめぐって…リスク・被害は現在も続いている
１）使用済み燃料のリスク
使用済み燃料は 20 年近く冷却が必要。万一冷却不可能になれば第二の大事故になる可能性
はゼロではない。その取り出し時期が何度も延期されている。取り出しても最終保管の見通し
は立っていない。
２）溶けた核燃料（デブリ）のリスク
桁違いの放射線を出すデブリは 880 トンと推定され、取り出し方法すら未定。たとえ取り出
しても保管の見通しは立っていない。
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３）施設の老朽化のリスク
各施設の傷みはひどく、安全を維持維持するために重要な格納容器の耐震補強が必要な施設
まで出ている。
４）汚染水増加のリスク
地下水流入抑止の切り札とされた凍土壁の効果は限定的で、依然として汚染水の増加が続い
ている。国は海洋放出しかないとしているが、県民の多数は強く反対している（別添資料）
。
５）放射性物質の拡散のリスク
大型ガレキ撤去作業などで、20 ㌔も離れた水田を汚染する事故などの発生が絶えない。
６）巨大地震・津波に万全を尽くさないリスク
東電が事故後、想定している検討用津波の最高の高さは 26.３ⅿとしているが、これに対す
る対策はとられていない。
７）低線量被ばくのリスク
18 歳未満の甲状腺検査の結果を例にとれば、いわき市では過半数を超す A2 判定者が出てい
る。問題なしとされていても、多くの両親、祖父母などに強い心配をもたらし、だれにも語れ
ない苦しみをもたらしている。事故発生を受けての検査であり、これらも低線量被ばくのもた
らした被害、リスクである。

３．２０２１年度以降の政府の「復興の基本方針」
政府は 2021 年度以降に向けた東日本大震災にかかわる「復興の基本方針」で
① 復興庁は 10 年間継続するが、復興予算（岩手・宮城・福島の 3 県が中心）は 2011 年度から
2020 年度までの約 32 兆円であったが、2021 年度以降は 5 年間で 1 兆円半ばとする。
② 原発事故被害の福島県では「イノベーション・コースト構想」を推進する。
③ 12 市町村の旧避難区域に設定された医療と介護保険の減免措置は見直しをする。
④ 帰還困難区域の除染は全体を除染しない、などを打ち出している。

４．イノベーション・コースト（国際研究産業都市）構想について
１）福島の復興計画は、2011 年８月に「福島県復興ビジョン」
（委員 12 名、座⾧鈴木浩・福島大
学名誉教授）が最初であった。ビジョンは、１．原子力に依存しない、安全・安心で持続的に
発展可能な社会づくり、２．ふくしまを愛し、心を寄せる全ての人々の力を結集した復興、３．
誇りあるふるさと再生の実現の 3 つの理念を掲げ、そのもとに 7 つの主要施策を打ち出した。
今、読み返しても住民に寄り添った内容が随所に出ているものであった。このビジョンがその
まま基本となって、2011 年 12 月に「福島復興計画（第 1 次）
」が作られ復興はスタートした。
しかし、2014 年に安倍政権が「イノベーション・コースト構想」を打ち出すと、復興計画の
中心がこの構想に移るようになった感がある。
２）イノベーション構想の対象地域は、避難指示の出た 12 自治体＋相馬市・新地町・いわき市
の 15 自治体として、この地域に新たな産業基盤を築く国策プロジェクトである。
新たな産業とは、①廃炉、②ロボット・ドローン、③エネルギー・環境・リサイクル、④農
林水産業、⑤医療関連、⑥航空宇宙の 6 分野である。
３）構想が作られるまでの主な経過は以下。
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2014 年 1 月、当時安倍政権の経産省副大臣・原子力現地災害対策本部⾧だった赤羽一嘉（公
明党）議員がアメリカのハンフオード・サイト*や災害対応ロボットの実証施設などを視察。
＊カナダと国境を接したワシントン州の乾燥地にある。第二次世界大戦中原子爆弾を作製するマン
ハッタン計画でプルトニウムの精製工場の設置場所となり一時 5 万人が働いた。戦後はソ連に対抗
するため拡張され 9 基の原子炉、3 基の処理施設などが設置された。その後徐々に活動を停止。現
在は米国最大級の核廃棄物・放射能汚染問題を抱える地となっている。

帰国後、赤羽副大臣は「福島・国際研究産業（イノベーション）都市研究会」
（福島県知事な
ど産学官 21 名）を立ち上げ、2014 年 6 月に報告書を発表。
2017 年 5 月、福島復興再生特別措置法（福島特措法）の改正の時に、イノベーション構想を
法律に盛りこんだ。
2019 年 12 月、復興庁・経済産業省・福島県の 3 者が「福島イノベーション・コースト構想
を基軸にした産業発展の青写真」を取りまとめた。
４）福島県のイノベ構想関連事業予算―大規模土木事業やベンチャー企業に傾く。
この 3 年間の主な事業費をみると、①ロボット・ドローンのテストフィールド関連 153 億
円、②アーカイブ施設 57 億円、③水素エネルギー関連７億円、④その他インフラ整備費とし
て道路関連 1,130 億円、小名浜港と相馬港整備 56 億円などの合計 2,501 億円で、予算額は土
木事業やベンチャー企業などに傾いたものになっている。
この 6 月には、国際教育研究拠点について、復興庁の有識者会議は政府への最終提言が出し
た。それによると、構想に参画する大学や研究機関、企業などを統括する「創造的復興の中核
拠点」を作り、…具体的には研究者や学生ら約 600 人が拠点で活動し、5000 人規模の雇用創
出をめざし、研究者やその家族を受け入れる「研究タウン」を建設するとした。
このような研究機関などの誘致は一般的には県民が反対するものでないが、移住者による新
しいまちづくりは、ふるさとを奪われた人から、自分たちが願う自然豊かで、濃密な関係を持
った地域社会での生活の復旧・復興が、一層後回しにされるのではないかとの複雑な声がある。

５．住民の願いにもとづいた真の復興を求めて
イノベ構想は原状回復は脇に置いて、原発（の科学・技術）がダメならロボットや無人航空機
や水素燃料などの新しい科学・技術に頼りながら新たな産業・新たな仕組み作りを目指すことが
中心になりつつある。この点では「ショック・ドクトリン」
、つまり大惨事を利用して新自由主義
路線（過剰な市場原理主義）を持ち込む「惨事便乗型」まちづくに近いとも言える。
復興は、被害者の声を基本に置き、被害の実相と向き合い、その克服を図っていくことが大切
だと考える。住民（福島県民）の多くが求め、望んでいることは、元の生活（暮らし）の復旧で
あり、その復興である。

６．原発事故の法的責任を求る裁判について
事故の法的責任を認めない国と東電に対して県民・国民が取り組んできた一つに、刑事罰裁判
と損害賠償の集団訴訟による約 30 件の民事裁判がある。これまで後者の裁判で地裁判決が出た
のは 17 件。うち、国も被告にしているのが 13 件で、国の責任を認めたのは 7 件に対し、昨年度
以降認めない判決が続いて 6 件となり、国の逆襲が強まっている感がある。
現在までに高裁判決が出たのは２件。そのうちの「いわき・避難者訴訟」について述べたい。
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東電だけを被告にし福島地裁いわき支部での判決は不当な判決であったが、仙台高裁で勝利判決
を勝ち取った。原告は東電に判決の受け入れを求めたが、東電は拒否し最高裁に上告した。
その申立理由書で東電は「かかる原判決を前例として残すことは、本件事故による甚大な数の
賠償事案に影響を及ぼすだけでなく、今後の不法行為法・損害賠償法体系全体にも禍根を残すも
のとなり、追加損害賠償が多発することも懸念される。そのため、…社会・経済的にも正常な司
法機能の維持のためにも必須なものであって、…最上級審として、法理論に適った統一的な判断
を示されるよう切に望むものである」と求めている。
同時に、申立理由書には異例の元最高裁判所判事による「意見書」を別添資料として提出して
いる。事実上、安倍政権と共闘を組む東電の徹底した被害者攻撃はとどまることがない。

７．二つの資料館について
東電の「廃炉資料館」
〇富岡町の旧第二原発 PR 館を改修して 2018 年 11 月にオープン。入場無料。写真一部・録音不
可。図録なし。
〇2 階に「反省と教訓」のコーナーがあり、音声で説明。その中に次のような言葉がある。
これだけの大事故を起してしまったいま、厳しい目で過去を振り返ってみると、津波に対して
有効な対策を検討する機会はありました。一つ目は、2002 年に国の地震調査研究推進本部が「三
陸沖北部から房総半島沖の日本海溝沿いのどこでも大地震が発生する可能性がある」との見解を
発表したとき。二つ目は、2004 年にスマトラ島沖地震で巨大津波が現実に発生したとき。三つ目
は、海外での津波が原子力発電所に浸水した被害事例を踏まえた政府主導の勉強会が開催された
とき。… 最後に 2008 年、津波波源を福島沖において試算を行い、最大で⒖7ⅿの津波との結果
が出たとき。この時は、試算の結果の信頼性についても議論し、技術的な妥当性が確認できない
として専門機関に審議を依頼したのですが、その検討中に 2011 年を迎えてしまいました。いく
つもあった機会を逃した理由の一つは、津波という不確かさが大きな自然災害に対して謙虚に向
き合う姿勢が不足していたことです。…私たちは、人智の限りを尽くした事前の備えによって防
ぐべき事故を、防ぐことが出来ませんでした。この事実に正面から向き合い、私たち東京電力は
真に反省いたします。
全国各地の裁判所で東電が主張していることとは、真逆なことを言っている。恐るべき二枚舌。
福島県の「東日本大震災・原子力災害伝承館」
〇2020 年 9 月、双葉町にオープン。総額 55 億円、建設費は 53 億円。管理・運営は福島イノベ
ーション・コースト構想推進機構。入場料 600 円。なぜか写真・録音ともに不可。図録なし。
〇資料 24 万点収集、うち 150 点を展示・解説、随所に動画映像あり。しかし、伝承すべき重要
な事実について意図的とも思えるほど記述が少ないことや欠落していることが多い。例えば、
安全神話がどのように作られたかの記述は少なく、被害の実相と県民の無念さや怒りの声の紹
介も少なく、国と東電の責任に関する説明はなし、原発立地に際しての住民の分断や反対運動
のあったことも説明なし、東電のメルトダウン隠しも言及なし、スピーディーの公表遅れの問
題もなし、などなどである。
〇語り部 9 人が配置されている。しかし、語り部が東電と国の批判は語れないことになってい
る？と報道されている。
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