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そこで、これまでの検査でフォローが必要と判断

要性は変わらないので、来年以降の再開を見据え

され、高校を卒業して社会に出る子どもや若い職員

て、超音波診断装置(エコー検査機)の精度を保つ必

（事故当時 18歳以下で県民健康調査の対象者）

要があります。皆様のご支援により甲状腺検査の継

に、施設に近い検査場所を探して指定病院での検査

続ができます。改めて皆様からのご支援をお願いい

予約をして同行したり、検査会場と時期を案内した

たします。
（写真は今年度の保守点検風景）

り、NPO法人いわき放射能市民測定室-たらちねでの検査に同行して継続しています。このように検
診を受けられない間に、症状が進行することを最小
限にできるように努力をしています。
甲状腺検査ができなくても検査機器は継続的に保
守契約を結ぶ必要があります。ニュースレター19
号（2019年12月）P3でご紹介したとおり検査機
器の保守点検費用がかかってしまい、継続をどうし
ようか？と悩んでいるところです。甲状腺検査の必

5．子どもの未来を守るためのFACTBOOK311を発刊します
2021年3月で東日本大震災、それに続く東京電

時の施設長、いわき育英舎の現施設長から、直接、

力福島第1発電所事故から10年経ちました。事故

またZOOMにて聞き取りをしてまとめています。

直後には次々と爆発する原子力発電所から放出され

(写真は青葉学園たんぽぽ館でのインタビュー風景)

る放射性物質、それによる放射線量の高い環境から

実は3年前から暖めていた企画でしたが、NPO

どうやって遠ざかるか、特に物流が止まり食糧の搬

設立10周年の記録として、2022年1月20日に、

入が不可能となりガソリンが不足する中で切迫した

「子どもの未来を守るためのFACT BOOK 3.11

状況になっていました。さらに物流が再開しても人

―福島県の児童養護施設の被災経験－」と題して発

体に健康被害をもたらす高い放射線量から、いかに

刊できることになります。A5版冊子の出版の他、

防護するか、外部被ばく・内部被ばくの問題などに

ホームページにも公開する予定です。

直面しました。福島の子どもの中でも、行政に措置
されていながら、事故直後は行政の被災による機能
不全から、置き去りにされていた児童養護施設がど
のように被災し、避難、被曝防護したのかを、今だ
からこそ振り返り、伝承すべき事をまとめることに
しました。今年6月から青葉学園と福島愛育園の当

6．廃炉作業中に増え続ける処理水問題はどうなっているのか
政府は今年4月13日に福島第1原発から発生した
処理水を、2年後に海洋放出することを決定しまし

ニュースレター21号(2020年12月)ｐ5の廃炉の
進捗の報告でお伝えしたとおりです。

た。処理水と呼んでいますが、放射線除去装置（以

東京電力は2023年春頃の海洋放出を目指して、

下ALPS）で処理した水であるトリチウム水だけが

海底トンネルを掘るための調査を11月27日から始

タンクの中で保管されているわけではないことは

めています。まず磁気センサーで堀削地点の海底に
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障害物がないかを確認し、12月上旬からトンネル
障害物がないかを確認し、12月上旬からトンネル
の位置を決めるために海底の岩盤をボーリング調査
の位置を決めるために海底の岩盤をボーリング調査
しています。海底トンネルの建設ルートに沿って原
しています。海底トンネルの建設ルートに沿って原
発から沖合約400メートル、約700メートル、放
発から沖合約400メートル、約700メートル、放
出口の約１キロの３地点の海底を10～30メートル
出口の約１キロの３地点の海底を10～30メートル
ほど掘削して地質を調べる予定です。地上側では、
ほど掘削して地質を調べる予定です。地上側では、
放出前の処理水が基準を満たしているかを確認する
放出前の処理水が基準を満たしているかを確認する
ための施設を造るので深さ18ｍの穴を掘ります。
ための施設を造るので深さ18ｍの穴を掘ります。
これらの調査は、当初９月に始める予定でした。東
これらの調査は、当初９月に始める予定でした。東

（図：東京新聞 2021年11月26日より）
2021年11月26日より）
（図：東京新聞

京電力と政府による地元関係者への説明が難航して
京電力と政府による地元関係者への説明が難航して
おり、政府方針の決定から７カ月たった今も、東京
おり、政府方針の決定から７カ月たった今も、東京

にはならない海底調査や準備工事を先行して実施し
にはならない海底調査や準備工事を先行して実施し

電力は設備計画を原子力規制委員会に申請できてい
電力は設備計画を原子力規制委員会に申請できてい

て、関係者への説明を続けていく方向性のようです
て、関係者への説明を続けていく方向性のようです

ないために工事に着手できません。設備計画の対象
ないために工事に着手できません。設備計画の対象

が、海底トンネル建設開始時期は未定です。
が、海底トンネル建設開始時期は未定です。

7．会費納入、寄付・未使用切手などのご寄付を頂いた皆様（敬称略
（敬称略
7．会費納入、寄付・未使用切手などのご寄付を頂いた皆様
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順不同）
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