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事故収束のメド立たず

③-㊤
第 3 回定例会一般質問 Ⅵ
杉森議員は第 3 回定例会で、福島第
一原発事故と東海第 2 原発について一
般質問した。今号はその㊤を掲載する。

凍土壁は役立たず

2011 年に起きた福島第一原発事故の
収束は全くめどが立っていません。8
月 15 日付毎日新聞によれば、1 号機～
4 号機の周囲の土を凍らせて壁を築き、
地下水の流出入を遮断する「凍土遮水
壁」は、まったく役に立っていません。既に
1.5 ㎞の 99％以上を凍らせ、残りは 7ｍだけ
だが、完成しても汚染水発生が劇的に減るこ
とは考えにくいという。もともと凍土壁の有
一つは、2013 年の秋に東京オリンピック誘
効性については疑問の声が大きかったにもか
致の山場を控え、安倍首相がＩＯＣ総会での
かわらず、なぜ強行したのか。
招致演説で「フクシマについて、お案じの向
きには、私から保証をいたします。状況は、
統御されています。」英語で「アンダーコント
ロール」であると嘘を平然と述べたわけです
が、そのため、国が前面に出て汚染水対策に
えん罪で獄中 29 年、再審無罪
当たっていることを国際的にアピールする狙
桜井昌司さんのお話を聞く
いがあったといいます。

安倍首相が大ウソ

布川事件とは、1967
年、茨城県利根町で起
きた殺人事件で、警察
は地元の桜井昌司さん
と杉山卓夫さんを別件
逮捕し、自白強要した。

日時
会場

11 月 4 日（土）13 時半開演
土浦亀城プラザ

資料代 500 円（学生無料）
主催 狭山事件と人権を考える茨城の会
連絡先 090-3094-7326（坂本）

税金 343 億円のムダ遣い
そしてもう一つ、東電という民間企業の事
故の後処理に、税金をつぎ込めば、国民の反
発を招きかねないが、
「過去に例のないチャレ
ンジング（挑戦的な）技術の凍土壁なら国費
を出せるという事情があった」といいます。
こうして、345 億円もの税金がムダに使われ
たのです。さらに維持するために毎年 10 数億
円のムダな費用がかかり、維持管理に携わる
作業員の被ばく量も多いといいます。
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廃炉費用は２１．５兆円
経産省は福島第一原発の廃炉には 30～40
年を必要とし、最新の発表ではその費用を 21
兆 5000 億円と見積もっています。この額は 3
年前の見積もりの 2 倍に達し、今後さらに膨
らんでいくことでしょう。

牛久市も大きな被害
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り、支払いを受けた額は 3,337 万 4,7 94 円で、
わずか 6.3％に過ぎず、4 億 9,952 万 8,053 円
もの額が未だに支払われておりません。
このうち当市の請求金額は 1 億 3.604 万
3,254 円、支払いを受けた額は 1,351 万 5,153
円で 9.9％、1 億 2,252 万 8,101 円の未払い金
が生じています。

牛久市も 1 億円以上未収

当市のこれまでの放射能対策経費は、2011
年度から 2015 年度までの 5 ヶ年で、3 億 9,188
福島第一原発事故は、放射能汚染と風評被
害によって牛久市に多大な被害を与えました。 万 3,715 円にのぼっており、財源の内訳をみ
ると、放射線量低減対策特別緊急事業費補前
そこで牛久市は、東海第 2 原発の再稼働に関
金など国・県からの補助金が 2 億 1,900 万
し、龍ヶ崎市、稲敷市、阿見町、美浦村、利
根町と共に 6 市町村で、牛久市を会長に「稲
1,313 円、復興特別交付金が 3,683 万 9,148
敷地区 6 市町村放射能対策協議会」を結成し、 円、これらを差し引いた 1 億 3,604 万 3,254
円を東京電力に賠償請求していますが、うち
県知事に対して「原子力安全協定における重
9 割を超える 1 億 2,252 万 8,101 円が、先程
大な問題については、30 ㎞圏外の市町村につ
話した通り未払いとなっています。
いても、情報提供と意見表明の機会を設ける
6 市町村協議会として、昨年度まで 5 回に
こと」を主張しました。これは牛久市民の生
渡り行ってきました東京電力に対する損害賠
命と財産を守る立場の牛久市にとって、大変
重要な主張であり、当然の主張でもあります。 償請求ですが、構成市町村の請求額の取りま
とめが整い次第、通算 6 度目となる損害賠償
請求を今年 10 月に行う予定で準備を進めてい
ます。
この「30 ㎞圏外の市町村についても、情報
当市の今年度の請求額は、およそ 1,000 万
提供と意見表明の機会を設けること」につい
円となる見込みで、これまでの未払い金と合
ては、その後どのような動きをしているので
わせると、およそ 1 億 3,200 万円となり、そ
しょうか。
の大半を人件費が占めています。東京電力は、
人件費に対する賠償は行わないと主張してい
また、東電に対する損害賠償は 6 市町村で
ますが、福島第一原発の事故から 6 年余り経
共同で進めるとのことです。東電は被災者に
過した現在においても事故は終息しておらず、
対する損害賠償・補償に誠意を示さず、安倍
放射線量率測定や給食食材測定などのモニタ
政権は凍土壁やスーパー堤防などムダな公共
リング調査を継続せざるを得ない状況にある
事業に走り、大手ゼネコンに税金をつぎ込ん
ため、放射能対策が継続する限り人件費の負
でいます。東電に対する損害賠償請求は厳し
担がなくなることはありません。
い態度で臨まねばなりません。この間の請求
協議会としては、放射能対策に係る経費に
と賠償の経緯と今後の方針について説明して
ついて、原因者である東京電力に対して損害
ください。
賠償請求を継続し、併せて、東京電力が賠償
【環境経済部次長の答弁】
請求に応じない人件費をはじめとする未払い
環境経済部次長の答弁】稲敷地区 6 市町
村放射能対策協議会では、2012 年度から 2016
金について、損害賠償請求権の消滅時効となる
年度まで 5 回に渡り、東京電力に対して損害
2021 年までに、原子力損害賠償紛争解決セン
賠償請求を行っております。構成市町村全体
ターヘ和解の申し入れをすべく、方向性を協議
の請求金額は、5 億 3,290 万 2,847 円にのぼ
していきます。

30 ㎞圏外の牛久市も主張を

東電に対し損賠請求厳しく

