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【例会場】福島市上町 4-30
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2021年 8 月 5 日

【例会日】木曜日 12：30
【事務所】福島市万世町 2-5 福島銀行本店内 9F
【TEL】024-536-1010【FAX】024-536-1011

http://www.f-rotary.com
【mail】f-rotary@guitar.ocn.ne.jp
info@f-rotary.com

幹 事 報 告

会 長 あ い さ つ
2021-22 年度会長

坪井

大雄

2021-22 年度幹事

本日のゲストスピーカーは、経産省
資源エネルギー庁の木野正登様です。
廃炉・汚染水の対策と聞くとどうし
てもネガティブなイメージを持ってし
まいます。しかし、風評被害を出さないためにも、本
日のスピーチ拝聴を機に、正確な情報・正しい知識
でもってその問題を捉え、自分の言葉で正しく伝え
ていくことができる様にしていきたいと思います。
また、今月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です。
入会希望者等の情報がありましたら会員増強委員会
までお知らせください。
連日、猛暑日が続いています。コロナ禍のおり、残
念ながら夜間例会も企画できず「とりあえず生ビー
ル」とはいきませんが、連日のオリンピック日本選手
団の活躍のニュースから力をもらって「コロナ禍の
夏」を乗り切っていきたいと思います。

本日のプログラム

2021-22 年度

Rotary Club of Fukushima WEEKLY REPORT

第5 回例会

vol.

国際ロータリー第 2530 地区

金子與志人

●次週、福島 RC の例会は祝日の週の
ため休会になります。
● 8/7（土）午後 2 時より米山記念奨
学会カウンセラー研修会が Zoom にて開催されま
す。当クラブからは加藤義朋会員が出席されます。
●事務局は 8/7 日（土）から 8/16 日（月）まで夏季休
暇となります。メールでの対応は可能ですのでよろ
しくお願いいたします。
● 8 月ロータリーレートは１ドル 110 円となります
のでお知らせいたします。

五阿弥宏安会員ご紹介

ゲストスピーチ

国歌斉唱

経済産業省資源エネルギー庁 廃炉・汚染水対策官

木野 正登 様

8 月誕生お祝い

ロータリーソング「奉仕の理想」
ソングリーダー

茂田士郎 会員

右近 八郎 会員

芳見 弘一 会員

八巻 恵一 会員

反後 太郎 会員

菅野 晴隆 会員

岡田 敏明 会員

｢四つのテスト｣ 唱和
職業奉仕委員会

今井理基夫 会員

古俣 猛 副委員長

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

前年度ガバナーより 会員増強功績クラブ表彰
五阿弥宏安 直前会長
右近八郎 ガバナーノミニーより

経済産業省資源エネルギー庁
廃炉 ･ 汚染水対策官
木野正登 様

各委員会報告

■例会小委員会ニコニコBOX 担当
箱岩 偉 小委員長
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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ゲストスピーチ
経済産業省資源エネルギー庁
廃炉・汚染水対策官

木野 正登 様

木野さんは 1968 年東京生まれ、東京大学工学部を卒業
の後、通産省（今の経産省）入省、東日本大震災発生時に
福島のオフサイトセンターに派遣され、以来今日まで福島
で勤務されています。当時は広報班長としてプレス対応に
も追われました。東京からのさまざまな情報をご自分の言
葉で日々伝えるご苦労を経験されたそうです。説明に出向
いた漁協では罵声を浴びまくる役割もなさったそうです。
避難指示解除にあたっての住民説明会では、住民から
「お前たち政府の人間は説明が終わったら東京に帰ってい
くんだろ、私たちは一生ここに住むんだ。家族連れてこっ
ちに住んでみろ」と言われ、
「それもそうだな、私一人くら
いは福島に残ろう」という気持ちになり、以来福島で廃炉・
汚染水の対策を担っておられます。何よりも福島が気に
入ったからという理由もあるそうです。
「原発と被災地を
見て福島を正しく理解して頂きたい」との一念で、今は個
人的に手作りの「被災地ツアー」の企画をライフワークと
されています。
（講師紹介 五阿弥宏安 直前会長）
私は 2011 年 3 月 20 日に福島に派遣されて以来、11 年目
の福島暮らしになります。私は生涯、福島に住むつもりで
おりまして、省の人事にはそのように希望を伝えていま
す。今日は、今ニュースで報道されている原発の処理水や
トリチウムについて、我々の責任でもあるのですが、いま
だ多くの方々が理解されていない中でお声がけいただき
ましたので、分かりやすくご説明申し上げたいと思ってお
ります。
■ ALPS 処理水とは？
ご承知の通り、第一原発は炉心溶融を起こして、格納容
器の中にウラン燃料が溶けた状態にあります。この燃料は
熱をずっと発し続けますので、冷やすために水を 24 時間
365 日掛け続けなければなりません。ただ、この水は回収
して冷やしてまた注入し循環させるので、この水だけであ
れば汚染水は増えません。
ところが第一原発は爆発して屋根が吹き飛びました。ま
た地下からは地下水が流れ込んでしまっている状況です。
この雨水や地下水が余計な水となって、燃料デブリを冷や
す水と混ざって汚染水になるのです。デブリを冷やした水
はデブリに直接触れるので多くの放射性物質が水に溶け
込みます。そうすれば雨水や地下水も当然汚染水になるの
です。そしてこうした余計な水が今一日 140 トンずつ増え
ています。これをポンプで汲み上げて、多核種除去設備、
通称 ALPS の機械を通して放射性物質を除去します。ただ
しトリチウムという放射性物質は取れませんが、他の大半
の放射性物質を除去した ALPS 処理水という形にして、タ
ンクに貯蔵しています。このタンクは今 1,000 基以上第一
原発の構内にあります。第一原発の敷地は 350 万平米（東
京ディズニーリゾート 3.5 個分）という非常に広大な広さ
がありますが、この 1,000 基のタンク群がかなりの面積を
占めてきております。処理水は一日 140 トンずつ増えてい
きますので、いずれ第一原発の敷地を圧迫していくことに
なります。一方、廃炉を進めていくということで原子炉建
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屋の中から使用済み燃料を取り出したり、溶け落ちた燃料
を取り出すという作業をやっていくので、これらを敷地内
に保管する建物も建てなければなりません。そうした建物
が建てられなくなってしまう、つまり廃炉が進められなく
なってしまうことになるのです。したがって、政府として
はこの ALPS 処理水を安全な方法で海洋放出するという
決定をこの 4 月にさせていただきました。
■トリチウムとは？
水素の仲間です。水素とは原子核に陽子が 1 個というも
のですが、そこに中性子が 2 つくっついた水素の同位体と
いうものです。性質は水素とほぼ一緒なのです。水は H2O
という分子記号で表されますが、H がトリチウムに変わっ
ている状態、これがトリチウム水なのです。つまり水素が
トリチウムに置換されたトリチウム水という水の状態で
存在するのです。これは地球上で自然に出来てしまう物質
です。
地球は、宇宙から放射線が常に降り注いでいますが、こ
の放射線が空気中の酸素や窒素に衝突して原子核が分裂
してトリチウムが出来てしまいますので自然界でもたく
さん存在します。雨水、海水、水道水など、どこの水でも
トリチウム水が含まれています。水道水でも 1ℓあたり 1
ベクレルという極めて少ない単位で存在します。日本に降
る雨でいえば、年間 220 兆ベクレルという単位でトリチウ
ム水が雨水の中に入っています。ベクレルとは大変小さな
単位で人体への影響とは違う単位なので、トリチウムが何
兆あっても人体への影響はなく、非常に弱い放射線しか出
しません。
皆さんが原発事故で良く耳にされたセシウムとは、非常
に強いガンマー線という放射線を出しますので、人体へ
の影響は大きいものですが、トリチウムが出す放射線は
それと違う、すごく弱い放射線です。空気中を 1cm も進み
ませんし、紙 1 枚で遮ることのできる威力しかない放射線
で皮膚も通りません。したがって被曝の影響はほとんどあ
りません。飲んでしまえばある程度人体への影響はありま
すが、セシウムに比べて数百分の一というぐらいの威力で
す。トリチウム水という形で存在すると申しましたが、要
は水、放射線を出す水なのです。したがって、どこか特定
の部位に蓄積されることもありませんし、尿とともに排泄
されてしまいます。トリチウムを含んだ水を飲んでも大体
10 日ほどで人体から出て行ってしまうぐらいのものです。
トリチウム水と普通の水を分離することが出来ないの
か、と言われていますが、水と放射線を出す水が混ざり
あった状態なので水と水を分離することはすごく難しい
のです。食塩水であれば、煮立てて水を蒸発させれば食塩
が残るように、化学的性質が違うものは分離がしやすいの
トリチウムとは︖
l ⽔素の仲間。⾬⽔、海⽔、⽔道⽔、私たちの⾝体や⾃然界にも広く存在。
l ごく弱い放射線を発するが、紙１枚で防げる程度。体内に⼊っても蓄積されることはなく、⽔
と⼀緒に排出される。
l トリチウムは⽔素と性質が似ているため、⽔からトリチウムのみを除去することは⾮常に難しい。

水道水
～ 1ベクレル/L

雨（日本）

人体

220兆 ベクレル/年

数 十 ベクレル
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ですが、水と水、化学的性質がほぼ一緒のものなので分離
がしにくいのです。このトリチウムの基本的性質というも
のをご理解いただければ良いと思います。
■なぜ、ため続けることができずに処分が必要なの？
現在、1,000 基を越えている ALPS 処理水のタンクの貯
蔵量が約 126 万トンです。この量は東京ドーム（体積 125
万トン）1 杯分にあたります。タンク全体の容量が 137 万
トンですので差引 10 万トンになります。
一方、一日 140 トン、年間にすると 5 ～ 6 万トンの処理
水が増えていきます。そうすれば約 2 年後、2023 年の春頃
にいっぱいになってしまう、という計算です。残りもう 2
年弱ということになります。ご参考までに、タンクに貯蔵
されているトリチウムの総量は約 780 兆ベクレルですが、
トリチウム水の総量はわずか 15 グラムです。東京ドーム
一杯分の中に 15 グラムしか存在していないのです。大体
目薬 1 個分弱くらいでしょうか。これぐらいの微量しかな
いのですが、やはり放射性物質ということで今は保管をし
ているわけです。
■福島第一原発の敷地の利用
第一原発の敷地の利用について、タンクエリアが相当な
面積を占めています。他に広く空いている土地があります
が、この場所は廃棄物の保管など用途が決まっています。
いずれはこのタンクエリアに使用済み核燃料や燃料デブ
リを取りだしたものを保管する建物も建てなければなり
ません。そうしたわけで、どうしてもタンクを処分してい
かねば、廃炉が進まなくなるのです。
■ ALPS 処理水の海洋放出の影響は？
多くの方はやはり ALPS 処理水を海に流して本当に大
丈夫なの？人体に影響はないの？と思っておられます。日
本人の場合、自然界から年間に 2.1mSv という放射線を浴
びています。シーベルトとは人体への影響の強さを表す単
位です。この放射線は、宇宙から、大地から、また空気中
から受けるほか、食品では、皆さんが食べる食べ物の中に
はカリウム 40 という放射性物質が入っています。米、野
菜、果物など、植物に必須の元素で必ず入っています。し
たがって食品を食べる以上、人間は食品から被曝をする
ことになります。2.1mSv の半分は食品から摂取されます。
こうして身の回りから放射線を受けているわけです。で
は、この処理水を海洋放出処分した場合の処理水からの
人体への影響ですが、図にありますように年間で 10 万分
の 1 なのです。0.0000018mSv という極めて低い放射線の影
響しか受けないのです。これは第一原発の ALPS 処理水を
使って計算をしています。
ALPS 処理水の中には、取り除けないトリチウムのほか
に、若干の放射性物質が入っていますが、それらを含めて
計算しても 10 万分の 1 ということです。この計算方法です
が、非常に安全側の評価をしています。ALPS 処理水を放
水した場所の水を毎日 2ℓずつ飲み続けます、かつ ALPS
処理水を飲んだ魚や触れた海藻を食べる、そうした内部
被曝もすべて含んだ値でも 10 万分の 1 なのです。放水口
からの水を毎日 2ℓずつ飲み続ける人はまずいないのです
が、放射線の被曝評価というのは極めて極端な評価をする
ものですから、ありえないくらいの安全サイドの評価する
のですが、それでも 10 万分の 1 ですから、普通に生活して
おられる方にとってはもっと低い影響になるわけです。こ
うしたことを多くの方に理解していただく必要があると
思います。
■トリチウムの年間処分量 ～国内外の例～
世界各国には原子力施設が多くありますが、原子力施設
が稼働すればその全てでトリチウムは出来ます。よって世

界全ての国でトリチウム水は処分をしています。再処理施
設では桁違いのトリチウムを放出しています。もちろん福
島第一原発も事故前はトリチウム水を放出していました
し、お隣の韓国も中国も当然原発が動けばトリチウム水が
放出されています。
■風評影響への対策は？
我々は 4 月に政府方針を決定しました。海洋処分という
ことで、やはり漁業関係者からの反発は非常に大きいもの
があります。漁業以外の関係者の不安も相当あります。そ
のご意見は、ALPS 処理水の安全というよりは風評被害へ
の懸念が極めて強いです。
漁業者の方にはもう何十回、何百回と説明しています
が、漁業者に言わせれば ALPS 処理水の安全性を俺達に説
明するんじゃなくて、全国民、また海外の消費者にちゃん
と説明してくれ、ということです。要は、自分たちが取っ
た魚が買ってもらえなくなるのは、消費者の考えだから、
消費者に理解させるのが、あなた方（政府）の仕事でしょ、
と言います。当然その通りです。
今、国の方で風評被害を起こさせないように、どういう
対策をしていくかという報告書を取りまとめていまして、
今月中に皆さんにお示し出来ると思います。
大きな柱は３つ、①風評影響を起こさないための取り組
み 科学的安全性を多くの方々に説明し、理解をしてもら
う。IAEA も協力の意向を示しており、IAEA の安全性の
評価も始まっています。それからモニタリングをしっかり
やること、第三者が評価することをしっかりやっていきま
す。②風評影響を乗り越えるための取り組み 経済的対策
として、魚に限らず農林水産物も含めての福島県産品の販
路の開拓や販売促進です。①②の対策をしっかりやってい
きますが、③それでも風評被害が生じてしまった時のセー
フティネット 被災者に寄り添う丁寧な賠償を実施する。
この３本柱を今具体的な対策を含めて取りまとめ中で
す。その他、情報発信や生産・流通・消費対策など。
結びに、身の回りの放射線被ばくについて、私たちは自
然界からも放射線を浴びていますし、医療被ばくもありま
す。飛行機に乗れば放射線の影響を受けます。このように
身の回りには放射性物質がありますし、放射線の影響はあ
ります。こうした事実を理解していただくことも大事です
が、多くの方々に福島第一原発に来ていただいて、現状を
しっかり目で見て頂いただくことも重要と考えます。その
際には ALPS 処理水もご覧いただけます。
ロータリークラブの皆さんも第一原発にお越しいただ
ければご案内させていただきます。今後とも処理水と廃炉
の状況を少しでも多くの方に理解していただくべく、さま
ざまな形で努力して参りますので引き続きよろしくお願
い申し上げます。
（文責 情報小委員会）
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8 月誕生お祝い

私のひとこと
有限会社 小原材木店

小原 孝嗣 会員

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
■ 8 月 26 日（木）
ゲストスピーチ

12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」

■ 9 月 2 日（木）
新会員スピーチ

12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」

福島県障がい者スポーツ協会 書記

農林中央金庫福島支店 支店長

セミナー報告

おめでとうございます

今年 2 月に叔父が逝去しまし
た。叔父は、1960 年のローマオリンピックに、ボクシ
ングライトウエルター級に出場し 2 回戦敗退でした。
福島市出身者では最初のオリンピアンだと思います。
コロナ禍で近親者のみの葬儀でしたが、棺に当時
の日の丸の入った選手団ジャケット、鮮血の跡が残
るトランクス、今では考えられない粗末なボクシン
ググローブなど思い出の詰まった品々を納めまし
た。本人しか知り得ない努力と苦労の証であったろ
うと思います。
私にとっても、当時の貴重なオリンピックアイテ
ムを手に取ることができ叔父との最後の別れを惜し
みました。生オリンピック観戦したかった！残念。

今井理基夫 会員 昭和 22 年 8 月 12 日
右近 八郎 会員 昭和 28 年 8 月 23 日
芳見 弘一 会員 昭和 32 年 8 月 17 日
八巻 恵一 会員 昭和 34 年 8 月 14 日
反後 太郎 会員 昭和 39 年 8 月 21 日
菅野 晴隆 会員 昭和 41 年 8 月 7 日
岡田 敏明 会員 昭和 42 年 8 月 14 日

増子恵美 様

前年度ガバナーより

会員増強功績クラブ表彰

加藤弘樹 会員

ロータリー財団委員会 右近八郎 委員長
※ 9 月誕生祝い

■ 9 月 9 日（木）理事会承認休会
■ 9 月 16 日（木）
新会員スピーチ

12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」

廣山祐治 会員
坂本壮敏 会員
クラブ研修リーダーセミナー報告     古俣 猛 会員
廣山メンタルクリニック

院長

右近八郎 ガバナーノミニー
から
五阿弥宏安 直前会長へ
表彰伝達

SMBC日興証券㈱福島支店 支店長

※ 9 月号「友」紹介

■ 9 月 23 日（木） 祝日のため休会

ニコニコBOX報告

［報告］ 箱岩 偉 小委員長

○内池 浩 会員
酷暑御見舞い申上げます。
○小原 敏 会員
皆様にご支援ご声援いただいている男子バスケ部は、全
国の大舞台で今回ベスト 8 に残ったチームと 2 回戦でわずか
1 点差で惜敗しましたが、福島の若者の底力を充分全国へア

本日の投入額 39件

○幡 研一 会員
毎日大変暑い日が続きます。水分を充分にとりましょう。
○芳見 弘一 会員
誕生祝いありがとうございます。
○坪井 大雄 会員
木野対策官、ご講演ありがとうございます。

ピールできました。
○五阿弥 宏安 会員
木野さんのゲストスピーチを楽しみにしています。今日は

也／小野悦也／加藤義朋／金子與志人／加納武志／管野裕一

北海道より沖縄が涼しいようです。北海道の人が沖縄に避暑

／古俣 猛／相良元章／佐藤英典／佐藤良智／白岩康夫／菅沼

に行く時代になるかもしれません。

裕／鈴木朋恵／高田博樹／田沼紀美子／反後太郎／丹治正博

○中川 俊哉 会員

／中川宏生／二階堂宏樹／箱岩 偉／藤井 守／村上守人／森岡

コロナに負けず、熱中症に負けず、酷暑を乗り切りましょう！
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○他に／伊藤雄治／浦部 博／大槻美恵子／岡田敏明／荻野誠
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幸江／八代大輔／薮 政勝／八巻恵一／吉田大樹／渡辺泰子

