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要  望  書 

福島第一原発のトリチウム等を含む処理汚染水を海洋放出しないこと 
 

経済産業大臣 萩生田光一様 

東京電力ホールディングス（株）社長 小早川智明様 

 

 昨年 4 月に政府は、福島第一原発の多核種除去設備（ＡＬＰＳ）で処理した水を、全量海に放

出すると決定した。その後、準備が着々と進められている。東京電力は昨年 12 月に海洋放出のた

めの認可申請を原子力規制委員会に提出し、規制委は 3 月中には審査書案をまとめてパブコメを

実施し、認可しようとしている。地元福島県及び大熊町と双葉町の了解を得て、東電は 6 月頃に

は設備の建設に取りかかり、来年 4 月頃に放出を開始しようとしている。 

処理汚染水中にはトリチウムが約 860 兆ベクレル(2020.1 時点)、その他セシウムやストロンチ

ウム、ヨウ素 129、プルトニウム、カドミウム等が大量に含まれている。これを約 32 年間かけて、

日常的に放出する計画だが、海水で薄めても、事故で生じた放射性物質を放出することになる。 

 これに対し地元福島県漁連は、海洋放出に一貫して強く反対している。福島県内自治体や住民

からも反対や懸念の声があげられている。全国の市民はもとより、中国、韓国、台湾、オースト

ラリア、アメリカ等の市民社会からも批判と憂慮が表明されている。漁業者は生きる糧である海

を守り、生協団体等は食の安全を守り、人々は海でつながる豊かな自然を守りたいと切望してい

る。これらの声を真摯に受け止めるべきだ。私たちは以下の理由から、海洋放出に断固反対する。 

 

⚫ 処理汚染水の海洋放出は、2015 年に福島県漁連に対して行った経産省と東電の文書回答を反

故にするものだ。経産省は「（丁寧な説明等の）プロセスや関係者の理解なしには、いかなる

処分も行いません」（8 月 24 日）と回答し、東電はさらに「いかなる処分も行わず、多核種

除去設備で処理した水は発電所構内のタンクに貯留いたします」と回答している。 
 

⚫ まずは、県漁連との約束を守り、タンクに貯留するためにタンクの増設、石油備蓄に使う大

型タンクでの安定的保管、モルタル固化による陸上処分を行うべき。 
 

⚫ 東電は自ら、トリチウムの分離技術を公募している。分離技術の実用化を優先すべき。 
 

⚫ 長期的・抜本的な遮水対策を行い、地下水の流入等を防ぐ措置をとるべき。 
 

⚫ 東電の「評価報告書」では、放射能の年々の蓄積は考慮されておらず、影響を過小評価して

いる。たとえばヨウ素 129 は、海藻の濃縮率が１万倍で半減期が 1570 万年なので、毎年の放

出分が海藻に濃縮蓄積され、それを食べる魚などにも年々蓄積されていく。そのような食べ

物が食卓に上る影響を評価していない。 
 

⚫ 海洋放出を進める理由として、「廃炉」を進めるためという大義名分が謳われている。しかし

実際には燃料デブリの取出し等は進んでいないばかりか、事故を起こした福島第一原発は「特

定原子力施設」であり「廃炉」の法的規定さえない。法律に基づくこともなく、「廃炉」のた

めと称して海洋放出を正当化することは許されない。 

 

要  望  事  項 

１．福島県漁連への約束を守り、豊かな海を守るため処理汚染水の海洋放出は行わないこと。 

 

2022 年 3 月 29 日 呼びかけ４団体：これ以上海を汚すな！市民会議／避難計画を案ずる関西連絡 

国際環境 NGO FoE Japan／原子力規制を監視する市民の会 

         賛同：２２５団体（次頁に団体名） 
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「避難の権利」を求める全国避難者の会/ ベクレルフリー北海道/ 高レベル放射性廃棄物施設

誘致反対稚内市民の会/ 脱原発をめざす北電株主の会/ 福島原発刑事裁判支援団/ 核廃棄物施

設誘致に反対する道北連絡協議会/ 核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団/ 三陸の海を放射能か

ら守る岩手の会/ 一般財団法人ペットの里/ 放射能から子どもたちを守る栗原ネットワーク / 

女川原発の避難計画を考える会/ みどり宮城/ 放射能から子どもを守る ふるかわ連絡会/ み

やぎ脱原発・風の会/ 日本キリスト教団東北教区放射能問題支援対策室いずみ/ いのちを考え

る福島と鹿児島の会/ 脱原発の日実行委員会福島/ 原発事故被害者団体連絡会/ 風下の会 福

島/ 小高山 同慶寺/ 市民立法「チェルノブイリ法日本版」をつくる郡山の会（しゃがの会） / 

子ども脱被ばく裁判の会/ 会津放射能情報センター/ 原子力防災を考える会＠茨城/ 茨城県労

働組合総連合（茨城労連）/ 常総生活協同組合/ 茨城県平和委員会/ さよなら原発いばらきネ

ットワーク/ 放射線被ばくを学習する会/ 未来の福島こども基金/ ポレポレ佐倉/ エナガの

会/ I 女性会議/ NPO 法人エコロジー夢企画/ さよなら原発品川アクション/ ちくりん舎

（NPO 法人市民放射能監視センター）/ ふぇみん婦人民主クラブ/ 汚染水放出に反対する北区

の会/ 原発事故を考える町田市民の会/ 国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン/ 脱原発 

まちだ/ 東京・生活者ネットワーク/ 日本山妙法寺/ 福島老朽原発を考える会（フクロウの会）

/ 平和をつくり出す宗教者ネット/ 緑の党グリーンズジャパン/ 高木学校/ 市民研（NPO 法

人市民科学研究室）/ 脱原発かわさき市民/ 相模原市基地反対平和委員会/ NoNukes! 野にゆ

く会/ フクシマを忘れない会/ 福島原発かながわ訴訟原告団/ ピースカフェちがさき/ 福島

原発事故 10 年企画実行委員会/ チームみつばち/ NPO 法人気候危機対策ネットワーク/ プル

トニウムフリーコミニケーション神奈川/ かながわ平和憲法を守る会/ 福島原発かながわ訴訟

を支援する会/ 厚木革新懇/ 脱原発市民会議かながわ/ 福島の親子とともに・平塚/ 原発反対

刈羽村を守る会/ さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト/ 志賀原発を廃炉に！訴訟原告団/ さ

よなら！志賀原発ネットワーク/ （株）森と暮らすどんぐり倶楽部/ ふるさとを守る高浜・お

おいの会/ 福井から原発を止める裁判の会/ 原発問題住民運動福井・嶺南センター/ 安全なふ

る里を大切にする会（若狭町）/ 原子力発電に反対する福井県民会議/ 伊那谷いのちがだいじ！

連絡会/ 放射能のゴミはいらない！市民ネット・岐阜/ 平和・人権・環境を守る岐阜県市民の

声/ さよなら原発・ぎふ/ 浜岡原発の広域避難を考える静岡県東部の会/ 浜岡原発を考える静

岡ネットワーク/ 浜岡原発を考える袋井の会/ いわた動物愛護協議会 わんハート/ 支援交流

『虹っ子』/ うちっちも安定ヨウ素剤配るっち / 公平な放射線教育を考える会@しずおか/ 

AGIL 動物との共生の会/ Hamaumi-浜松の海を守る会/ やめまい！原発・浜松/ 未来につな

げる・東海ネット 市民放射能測定センター/ 核のごみキャンペーン・中部/ エントロピー学会

名古屋懇談会/ 白玉星草と八丁トンボを守る島田湿地の会/ だらっと憲法カフェ/ 原発おこと

わり三重の会/ ひこね子どもと明日を守る会 / 原発を知る滋賀連絡会/ 湖北原発ゼロの会/ 

脱原発・滋賀☆アクション/ 脱原発をめざす東びわこ市民の会/ 避難計画を考える滋賀の会/ 

びわ湖バドミントンスクール/ 日本熊森協会 滋賀県支部/ ばいばい原発 守ろう命とびわ湖高

島連絡会/ 原発問題に向き合う女性ネットワーク/ 彦根・愛知・犬上原発のない社会をつくる

会/ 新日本婦人の会滋賀県本部原発を考えるチーム/ 原発を考えるびわ湖の会/ 湖南生活と健

康を守る会/ アジェンダ・プロジェクト/ ３．１１ゆいネット京田辺/ NPO 法人 使い捨て時

代を考える会/ グリーン･アクション/ 京都・水と緑をまもる連絡会/ 原発なしで暮らしたい宮
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津の会/ 市民環境研究所/ 七番めの星/ 生活協同組合コープ自然派京都/ 丹波自由学校/ 原

発なしで暮らしたい丹波の会/ 反戦老人クラブ・京都/ 京都・市民放射能測定所/ くらしを見

つめる会/ （株）よつ葉ホームデリバリー京滋/ 市民のひろば/ 子どもたちに未来をわたした

い・大阪の会/ 地球救出アクション 97/ ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン/ リブ・

イン・ピース☆９＋２５/ 災害避難者の人権ネットワーク/ 子どもたちに未来を渡したい・カ

ワセミの会/ 生活協同組合コープ自然派おおさか/ 脱原発へ！関電株主行動の会/ 美浜・大

飯・高浜原発に反対する大阪の会/ 東日本大震災避難者の会 Thanks ＆ Dream (略称：サンド

リ)/ 核のごみキャンペーン関西/ おおい原発止めよう裁判の会/ 毎月 26 日ランチタイムに関

電前に集まる女たち/ 安全食品連絡会/ さよならウラン連絡会/ さいなら原発尼崎住民の会/ 

さよなら原発神戸アクション/ 脱原発あかし・たこの会/ 日本消費者連盟関西グループ/ 生活

協同組合コープ自然派兵庫/ 原発の危険性を考える宝塚の会/ 奈良脱原発ネットワーク/ さよ

なら原発なら県ネット/ さよなら原発北葛の会/ エネルギーのいまを考える会/ 子供たちの未

来と被ばくを考える会/ 脱原発わかやま/ 平和と憲法を守りたい市民の声/ 風力発電の被害を

考える会・わかやま/ 原発がこわい女たちの会/ ヒーリングプレイス/ きみの雑技団/ えねみ

ら・とっとり（エネルギーの未来を考える会）/ 鳥取県高等学校教職員組合東部支部/ 鳥取県

立高等学校教職員組合/ 反核平和の火リレー鳥取県実行委員会/ さよなら島根原発ネットワー

ク/ 中国電力・島根原子力発電所 3 号機の運転を止めさせる訴訟の会/ 青谷原発設置反対の会/ 

青谷反原発共有地の会/ 原発ゼロをめざす島根の会/ 環瀬戸内海会議/ 原発はごめんだヒロシ

マ市民の会/ 上関原発止めよう！広島ネットワーク/ 原発いらん！山口ネットワーク/ 山口被

爆二世の会/ いのち・未来うべ/ 憲法を活かす市民の会・やまぐち/ ＡＷＣ山口/ 全国一般労

働組合全国協議会 山口連帯労働組合/ 原発さよなら四国ネットワーク/ 生活協同組合コープ

自然派しこく/ 脱原発アクション in 香川/ 瀬戸内海の自然環境と生物資源を愛する会/ 放射

能を憂慮する松山市民の会/ 伊方から原発をなくす会/ 伊方原発をとめる会/ 市民の広場/ 

グリーン市民ネットワーク高知/ はちきん脱原発/ ウインドファーム/ さよなら玄海原発の

会・久留米/ 東区から玄海原発の廃炉を考える会/ 福岡地区合同労働組合/ 北九州から脱原発

社会を考える会/ ＰＰ２１ふくおか自由学校運営委員会/ 戦争と原発のない社会をめざす福岡

市民の会/ 原発止めよう！九電本店前ひろば/ 福島原発事故被害救済九州訴訟原告団/ 今を生

きる会/ 原発知っちょる会/ 福岡で福島を考える会/ 風ふくおかの会/ たんぽぽとりで/ 怒

髪天を衝く会/ 脱原発！いとしまネットワーク/ 市民ネットワーク福岡/ 玄海原発プルサーマ

ルと全基をみんなで止める裁判の会/ 玄海原発の廃炉問題を考える会/ 玄海原発反対からつ事

務所/ 原発を考える鳥栖の会/ さよなら原発！佐賀連絡会/ 原発なしで暮らしたい・長崎の会/ 

脱原発電力労働者九州連絡会議/ 熊本・原発を止めたい女たちの会/ 3.11 から学ぶ会・熊本/ 原

発再稼働を許さない山都町民の会/ あしたの命を考える会/ 「さよならげんぱつ」ステッカー

の会/ まなぶ農園/ 川内原発建設反対連絡協議会/ 川内つゆくさ会/ 被ばく医療を考える会

かごしま/ 与那国島の明るい未来を願うイソバの会/ スイス アジサイの会/ Sayonara Nukes 

Berlin/ ドルトムント独日協会/ イチモクの会＠ドイツ・シュトゥットガルト/ 日仏アソシエ

ーション Asuka/ 遠くの隣人 3.11(Nos Voisins Lointaine 3.11)/ モントリオール KIZUNA/ 

よそものネット フランス 

 


