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1 

 

 

 

「3･11 東日本大震災・原発事故」から 9 年が経

過した 2020 年 3 月 14 日、ダイヤ改正に合わせ

て常磐線が全線開通となりました。復旧に向けて、

不通区間であった富岡－浪江間（20.8Ｋｍ）は駅周

辺を中心に徹底的な除染を行うことで、「帰還困難

区域」を解除し、同区間を乗務する原ノ町運輸区へ

の強制的な転勤などの対策が実施されました。 

私たち労働組合は、ＪＲ東日本会社に常磐線全

線開通に関する申し入れ」を提出し、団体交渉を行

いましたが、労使議論は対立のまま、合意なき一方

実施された状態で、現在に至っています。そのよう

な中で、同区間を担当する乗務員は低線量被ばく

の不安を抱えながら、日夜、使命感を持って安全

最優先で乗務しています。また、車両検査や清掃、

設備系統で働く仲間も同様です。あらためて、乗務

員や車両および線路、電気などメンテナンス業務を担う働く皆さんに敬意を表します。 

原子力事故・災害後、初めて公共交通機関が運転再開する中で、労働組合としての検証と政策提言となりま

す。本来、鉄道業は「安全」と「健康」の両輪を回すことで、公共交通機関としての役割を果たすべきですが、一

方の「健康」については、私たちの声は受け止められず要望は置き去りにされ、働く仲間や家族の不安は一向

に改善されていないのが現実です。それは、内部被ばくの議論が一切されていないことや、格納容器から放出

された放射性物質は、Ｘ線などで使用される管理された放射線とは全く異なるものであるからです。 

そこで、私たち日本輸送サービス労働組合連合会（略称「JTSU」）は、加盟単組であるＪＲ東日本輸送サービ

ス労働組合中央本部および同水戸地方本部と連携し、「常磐線全線復旧に伴う総合労働政策」を練り上げ、労

使間では団体交渉の「再申し入れ」を行うと同時に、連帯する議員の皆さんや市民団体の協力を得ながら議論

を深め、地域での「シンポジウム」の開催や関係省庁などへの要請行動を検討しているところです。 

現在、私たちが練り上げている「総合労働政策」は、現場第一線で働く仲間たちの声を基本として構成されて

いますが、決して、乗務やメンテナンス業務の不安から常磐線全線開通に反対するという短絡的なものではあり

ません。総合的な視点で、日本の「エネルギー政策」の転換に伴うまちづくり及び環境や交通体系の整備、そし

て、働く仲間の雇用や労働条件の向上、「安全」と「健康」の両立など、「SDGs」 の精神にも学びながら提言し

ていくことを考えています。具体的には、国・政府の「原発政策」の転換による福島県に設置した「福島復興再生

特別措置法の一部を改正する法律」や「福島イノベーション・コースト構想」など完成が目指される一方で、働く

仲間が「低線量被ばく」によって健康が害され、結果、家族が犠牲になることは許されません。したがって、リスク

マネジメントを重視し、当面、国や企業の開発構想の完成までの期間中、線量計の整備や労働者の健康状態

や医療体制の検証などを通じて、「総合労働政策」を練り上げていきます。そして、この取り組みは、「原発政策」

から「廃炉ビジネス」や「新たなエネルギー」政策に伴い、労働者がいかなる存在であるかなど、労働組合として

初めての検証と政策提言となります。 

 したがって、地域で働き、生活している多くの皆さんや労働組合、市民団体の方々に協力を要請し、皆さん

の多くの声を反映させる形で「総合労働政策」を提言し、会社だけではなく地域社会にも発信して、「新しい運動

のあり方」を考察しながら労働組合が地域社会の中で信頼関係が構築できるように奮闘していくものです。 

 

 

Ⅰ．はじめに 
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国と企業による「原発政策」からの転換や「福島復興再生」に関して  

1 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律（要旨） 

 帰還困難区域の復興・再生に向けた環境整備、被災事業者の生業の復興・再生を担う組織の体制強化、浜

通り地域の新たな産業基盤の構築、福島県産農林水産物等の風評払拭等に必要な措置を講ずる 

（１） 特定復興再生拠点区域の復興及び推進するための計画制度の創設 

① 認定計画に従って除染や廃棄物の処理を国が実施（費用は国の負担） 

② 道路の新設等のインフラ事業の国による事業代行 

③ 被災事業者の事業再開や新規事業者の立地促進に必要な設備投資等に係わる課税の特例 

④ 全面買収方式により新市街地を整備する「一団地の復興再生拠点整備制度」の適用 

（２） 官民合同チームの体制強化 

（３） 「福島イノベーション・コースト構想」推進の法定化 

（４） 風評払拭への対応 

※ 閣議決定：平成 29年 2月 10日、施行期日：5月 19日 

 

 

2 特定復興再生拠点区域と常磐線の全線復旧に関して 

ＪＲ東日本の社内誌『ＪＲひがし 2020年 3月号』によると「富岡駅～浪江駅間の

約21㎞は帰還困難区域に指定されているが、常磐線の用地については、富岡・

大熊・双葉の各町『特定復興再生拠点区域』における先行解除の範囲に含まれ

ることになった」とされています。 

全線開通した常磐線は一部解除になった「帰還困難区域」を運行し、「避難指

示区域」での実作業を伴うのであり、乗務員や作業従事者は、放射能汚染区間

へ立ち入ることで、低線量被ばくすることから働く労働者の不安解消とその対応

策が必要となります。具体的には、積算線量の管理と健康管理の指針やアフタ

ーケアなど様々な視点から対策を検討していかなければなりません。 

特定復興再生拠点区域とは、福島復興再生特別措置法が平成 29 年 5 月に

改定された際に新設されたものであり、第５条の福島復興再生基本方針として追加され、同 17条の定義に基づ

き定められています。第 17 条では「福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、特定復

興再生拠点区域（特定避難指示の解除により住民の帰還を目指す）の復興及び再生を推進するための計画を

作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる（条文一部抜粋）」とされ「当該区域の地形、交通の利便

性その他の自然的社会的条件からみて、帰還する住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる区域と

して適切であると認められること」等の要件が定められています。 
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3 福島復興再生特措法と鉄道六法との関連性 

特定復興再生拠点区域は福島復興再生特措法によって定められています

が、鉄道に関する法令を幅広く体系的に編集した『令和元年版鉄道六法』（国

交省鉄道局監修）には福島復興再生特措法は収録されていません。 

福島復興再生特措法では第 17条 3項等に「東日本大震災復興特別区域法

を準用する」と記載されており、東日本大震災復興特別区域法は鉄道六法に収

録されています。このことから、福島復興再生特措法の特定復興再生拠点区域

に関わる記述は見当たらないが、東日本大震災復興特別区域法の第 72 条の

2 項では「特定復興整備事業については、環境影響評価法の規定は、適用し

ない」と定めているので、危険区域での作業を行うに当たっての法的制約を緩

和するための関連性は見ることができます。しかし、常磐線の用地だけは帰還困難区域から先行解除されたも

のの、実質的には帰還困難区域を通過していることから、極めて特殊な環境で運転される鉄道であり、東日本

大震災復興特別区域法も福島復興再生特措法のどちらの法律も、今回運転再開した常磐線に関わる記述が

無いことが問題です。 

常磐線の運転再開を可能とした福島復興再生特措法が鉄道六法に収録されていないことや、常磐線がかか

える特殊な環境等が関係法令に記述が見当たらないことから、鉄道の法体系との関連性や問題点についても

検証が必要です。 

 

 

4 「福島イノベーション・コースト構想」について 

福島復興再生特措法の第 5条の基本方針には「新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与す

る取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的

な事項」が定められ、この条文に基づいて『福島イノベーション・コースト構想』が進められています。 

福島イノベーション・コースト構想推進機構が掲げる主な取り組みとしては「産業集積・ビジネスマッチング」

「教育・人材育成」「交流人口の拡大」「情報発信」等が掲げられています。また拠点設備として、福島ロボットテ

ストフィールドや東日本大震災・原子力災害アーカイブ施設の建設が進め

られています。東日本大震災・原子力災害アーカイブ施設は双葉駅が最寄

り駅となり、国内外からの旅行者を呼び込む看板的な施設となる可能性が

あります。 

福島イノベーション・コースト構想における常磐線が果たす役割は重要で

あるにも関わらず、経営側から一切説明がなく現在に至っています。 

JTSU として交通労働者と利用者の安全・健康を守りながら、同時に駅の

あり方や列車のあり方、そして浜通りの交通政策についても政策を練り上げ

ていくことが必要です。風評被害の払拭や交流人口増加の項目を掲げる

福島復興再生特措法の理念を踏まえ、福島の復興再生の実現の過程で新

たな雇用や労働生産価値の創出等の長期的視点をもって、鉄道や駅を中

心とする未来に向けての総合政策づくりを推し進めていきます。 
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5 福島復興再生特別措置法に基づく私たちの考え方 

常磐線の運転再開を実現させた福島復興

再生特措法は、常磐線の利用者や運行に携

わる労働者の生命と健康を守るために効力を

発揮されるべきだと考えます。例えば第 2 条

（基本理念）5 項では「原子力災害からの福島

の復興及び再生に関する施策が講ぜられるに

当たっては、放射性物質による汚染の状況及

び人の健康への影響、原子力災害からの福

島の復興及び再生の状況等に関する正確な

情報の提供に特に留意されなければならな

い」と定めています。福島復興再生基本方針

の第 4 項には「放射線による健康上の不安の

解消その他、安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために政府が着実に実施すべき施策に関する基

本的な事項」を定めるとし、第 57 条で「国は、原子力発電所の事故により放出された放射性物質による汚染の

おそれに起因する健康上の不安を解消するため、低線量被ばくによる放射線の人体への影響その他放射線に

関する国民の理解を深めるための広報活動、教育活動その他の必要な措置を講ずるものとする」と定めていま

す。にも拘らず、会社は運転再開にあたりこれらの法律に基づき放射線量の問題があり、議論することを避けて

しまっています。運転再開区間は、線路以外の大部分が帰還困難区域であり、駅や線路内は一定の基準を満

たすものの放射線量は高い数値を示していることから被ばくによる健康被害が懸念され、さらに駅間で停車した

場合など異常時に対策が不十分であると指摘されています。 

運転再開区間の作業に従事するにあたり特定線量下業務事業者特別教育の受講やガラスバッジの着用が

義務付けられていることからも危険な業務であることは言うまでもありません。しかし、会社は実施ありき姿勢で、

現場労働者の不安を解消する前に運転再開を迎えてしまい、今なお多くの労働者が不安をかかえたまま業務

を遂行しています。 

これらの現実から福島復興再生特措法で掲げた国の方針が事業者に伝わっていないこと課題が浮き彫りとな

りました。このことからも、福島復興再生特措法に照らして現行の問題点を解消し、特措法が掲げた理念を実現

するための政策を提言することが必要です。その上で、原発政策の転換を認識し、働く者の健康を最優先とし、

労働者政策を提言するものです。 
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基本政策1-A【安全労働政策】 1-B【健康労働政策】  

1-A・1-B-1 放射能汚染区間で業務する各系統組合員の問題意識 

（１） 乗務員 

 異常時における線路内下車による影響度合い、防護服の配備、乗務時間（当該線区）の制限（指針）お

よび管理の徹底を示すべき 

 運転従事への合意形成の必要性を訴えるものの、現状は一方実施 

 異常時における長時間停車への不安 

 （イノシシ対策として）イノシシキャッチャー（原ノ町駅に配備）を導入するとなっているが、降車して対策

していいのか 

 救済バスであるバス会社（浜通り交通）が、どのくらいの時間で到着するのかはわからないし、どこから来

るのか分からないし、現場の社員も知らない（示されていない）が、29人乗りのバスがＵターンできるスペ

ースは確保されている 

 教育は「何かあったらバスが来るから」としか言われていない 

 開通前（訓練運転に入る前）に 30分の超勤で指導助役が映像を流して質問を受ける形式（「線見」の時

のようなビデオ） 

 特定線量下…3H（受けていない人）除染電離則…受講すれば年間 20 ミリシーベルトの作業環境に入

れる 

 バス専用道路は大野～双葉駅の上り線のみで、他は一般道を使用する 

 乗務員訓練時の異常時対応フローはあるが、営業運転時のフローはないのではないか 

 軌陸車購入しているが訓練はされていない。 

 避難用出入口と工事用出入口の 2 か所あるが、乗務員と工務職場相互の認識があっていないため、ど

の出入口をどう使うかがはっきりできていない 

 大野～双葉駅間は乗務員無線難聴区間。通じない場合は業務用携帯電話を使用する 

 原ノ町～竜田駅間がアナログ無線区間（9年間不通だったから工事できなかった？） 

 通信途絶した場合を考慮するとデジタル化工事が必要ではないか 

 教育と異常時対応に課題。開通前提で対策が後追い（後追いにもなっていない）現場で質問して IC録

音するべき 

 大野～双葉間、それ以外の場所の運転可能時と止まった時の対応、教育訓練のあり方（どんな教育が

必要か？） 

 避難路、津波・河川増水のＳ区間のポケットマニュアル、線路図が古い（Ｊヴィレッジの記載ない）、富岡

～夜ノ森駅は帰宅困難区域でないためフェンスがなく野生動物が多発する 

 茨城県、福島県、宮城県は「広域避難計画」ができていないため、会社としても原子力災害が発生した

時の避難場所、避難方法が検討されていない 

 避難経路は、ペーパー（ビジュアル）で受けたが何らイメージ湧かず不安は未だ解消されていないため、

実際に乗って・見て・実施(誘導)しての訓練を求める 

 大野〜双葉間の側道は実際に使えるのか疑問。夜は、灯はなく真っ暗で案内掲示板など一切がない 

 CS会議で、避難経路や誘導・避難方を聞くも職場では答えてもらえず、未だに支社の回答待ち 

 転入者に対しての訓練はなかったし、富岡〜浪江間運転再開に関しての教育は誰も受けていない 

 2/6 に水戸支社管内の地区で、合同訓練会があり一部社員のみ長時間停車による降車・誘導訓練が

行なわれた。また、サ品室長の言質にもあったが、全て手探りで場当たり的な会社姿勢に他ならない。

Ⅱ．総合労働政策検討 
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一部社員にできるなら、全員に対してやって欲しい 

 大野〜夜ノ森間 2カ所のゲートが破損しており、まもなく動物の侵入があるだろう 

 異音感知（動物衝撃）の事象の後の取り扱いとして、乗務員自らが対応をしなくてはいけないのかを問

題視すべき 

 現在目撃数は減っているが、忌避罪忌避装置の効果の検証も必要 

 

【開催した主な意見交換等】 

 団体交渉の報告を受けての常磐線全線開通に関する意見交換会（2020年 3月 20日） 

 原ノ町組合員との意見交換会及び現地踏査行動について（2020年 4月 1日、2日） 

 

（２） 車両メンテナンス 

 通常の検査でもマスクは使用していない 

 仮に線量計を持たせるとなると怖がって仕事をやらなくなる可能性はあるが、どのくらいあびたかわから

ないようでは不安 

 通常はパンタグラフの点検検査は目視ですが、パン点検台やパンタセンサーがあるところは目視でいい

が、ないところ（田町）は上がって目視する 

 車両的に言えば、パンタは通常目視 

 E531 系（原ノ町～品川）、E657 系（仙台～品川）が運用されているが、屋根にある空調空気口（新鮮外

気）のフィルターと台車下に吹き込む放射性物質が問題 

 走るホットスポットになる可能性があるのではないか 

 フィルター清掃時の線量も、3.11の新幹線の時のように問題がある 

 会社がたとえ放射線量の検査をしたとしても、風の強い日など天候によっても異なる 

 ＪＥＴＳ内では、①デジタル積算線量計を持たせる（見える化）、②放射線量の作業環境測定の要求、③

ガイドライン作成 を求めていきたい 

 仕業検査だけの問題ではないのではないか。 

 ＪＥＴＳで意見を出しても本体に逆らって JETS会社本体で何かをやることはできなし、声を出せないが声

を出さなければ現状は変えられない 

 話題になっていない 

 水戸はどうなっているのか、MTSは本体社員が始業検査を行っているはずだ、試運転の始業検査で当

然放射線量の検査をしているはずだ、開通までに情報を公開すべきだ 

 JETS の安全衛生委員会は、本体助役とＪＥＴＳ管理者、会社幹部とで「何か問題がありますか」程度の

連絡会になっている。機能していないのではないか 

 放射線を帯びた車両の清掃・点検等により労働者が被ばくする可能性が高まる（乗務員・車両清掃（清

掃関連企業含む）・車両保守 ・部品メーカー など） 

 車両保守に関連する部品の線量測定及び関連企業（パーツのオーバーホールなど行う場合）への周

知が必要 

【水戸地本提起】 
1. 富岡〜浪江間の高線量区間における異常時（災害）などで、更に高線量となった場面において乗務員発

動のもと、指令連絡し指示を受けその場に停止もしくは退行できる取り扱いを構築していきたい。また、指
令や駅、当直にもブザー音等で知らせるシステムを構築し、双方向から災害により急激に高線量となった
危険地帯に「直ちに停止する・進入しない・退行する」を具現化してきいきたい。 
＊急上昇した数値の基準値設定 
＊空間線量の見える化(車上、当直、指令) 

 
2. 地本・職場連携した検証運動として、Ｄシャトル(ガラスバッヂ)を身につけ、通勤(車・電車)〜仕事〜通勤

の日別時間別の被曝線量を、行動記録を取りながら行って行きたい。対象は、乗務員組合員 
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 パンタグラフの放射線物資付着による車両への堆積（車両下部だけでなく屋根等にも）が懸案 

 ストレーナーを気吹く作業での放射線物質の付着（フィルターではキャッチできない） 

 検査をやらない訳ではなく、「安全であるならば検査をする」「安全で安心して作業をするために対策を

求める」としているが、一向に会社は対策および安全である根拠を示そうとはしない 

 モーターのストレーナー、空調関係、勝田車セでの二次被ばくの恐れ、線量の計測が必要 

 異常時の取り扱い教育を受けたが、開通区間の変更点のみ。車両故障時などの対応が発生すれば、

いわき派出 2名が派遣される。大きな故障になれば本所からの派遣もありうる 

 フィルターの粉塵の線量計則を求めたが、会社は「除染されている区間を走っているから大丈夫」という

だけ。架線、パンタグラフのカーボンが屋根上に付着している可能性あるので、計測機器を使っての測

定は必要 

 東京総合車両センター田町派出（JETS・仕業検査）でも議論を始めている 

 元京都大学・小出助教のアドバイスを受けてもいいのでは？（どこを測るか） 

 乗客へのアンケート実施（シール投票など）も検討してはどうか 

 

【開催した主な意見交換等】 

 東京総合車両センター・田町派出 JETS との意見交換内容（2020年 3月 6日） 

 団体交渉の報告を受けての常磐線全線開通に関する意見交換会（2020年 3月 20日） 

 

（３） 駅・営業 

 会社は「Smart Station for EXPRESS」として、「話せる券売機」 「簡易 Suica」「どこトレ」を整備 したが、 

人でなければできない対応があり、特に「異常時における避難誘導」 が課題 

 会社の「常磐線全線開通」が前のめりで実施されたため、高線量区間における車両故障および異常時

の対応が、何ら具体的になっていない現実が明らかになった 

 異常時に夜ノ森駅に行くのは、すべて帰還困難区域が解除になっていないので、放射能汚染が不安 

 異常時の際に大野駅～浪江駅近くのは除染したとは言え、周りは高線量（区域外のため）なので不安で、

ホットスポットもどこにあるかわからない。特に雨の日などは周りから流れてくる可能性もあるので不安が

ある（原ノ町駅） 

 

（４） 施設・電気（線路保守） 

 現場に入る制限を、異常時を含め設ける必要があるのでは 

 現場に入るときに服装（防護服等）夏季・冬季などの時季による変動があるのか 

 作業実態に合わせた線量の変化（徒歩・粉塵が舞う中での作業など）するのでは 

 汚染された車両が来ることになると、地上設備（架線やレール回り設備など）に影響が出て、保守する労

働者への影響もあるのではないか 

 12 月上旬に各技セ・メセで除染の状況、線量、メンテナンスの仕方（一般区間と同じ）、巡回、列車巡視

の回数も変更なしの説明があった 

 2週間後に特定線量化業務への意思確認（富岡～浪江駅間に立ち入ること、特殊健康診断、除染等特

別教育の確認） 

 今回は立ち入りたくないとしても強制的に教育させられた 

 行きたくない人は配慮するとなってしまっている 

 ガラスバッチで基準値超えた人は立ち入れなくなる。これまで復旧工事に携わってきているので意識が

薄れているのが現状 

 会社は「意思確認」にこだわっている 
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 いわき転勤の前にやるのが筋。行けばいかざるを得ない。線路以外での作業（倒木など）。イノシシキャ

ッチャー使用後の対処等も決まっていない 

 「ＭＭＵ」が放射線対策になるのかがわからない 

 積算線量計、空間線量計、モニタリングポストで新たなホットスポットを把握できるのか？ 

 会社にモノ言うためにはこれ以外の測定機器を活用すべきではないか。 

 南相馬市で貸し出している「Ｄシャトル」の活用 

 検証運動で活用できる線量計の購入 

 

【開催した主な意見交換等】 

 団体交渉の報告を受けての常磐線全線開通に関する意見交換会（2020年 3月 20日） 

 

（５） 車両清掃 

 常磐線から UT などの乗り入れにより品川をはじめ多くの箇所へ運用されるため、JETS 田町派出での

仕業検査による放射線物質付着に伴う二次被ばくの恐れ 

 

（６） その他 

① 「一般の声」の方々 

 乗車するだけで被ばくしてしまう恐れ 

 改めて原発のあり方を見直す必要があるのではないか 

 会社として何も対策をしない可能性が高い 

 以前、元京都大学・小出教授が「第一原発から離れた福島駅ですら、新幹線を止めるレベル数値」と話

していた。本当であるならば常磐線全線開通させられる数値ではない（入る場所ではない）。自然界の１

００倍の数値であるから 

 

 

1-A・1-B-2 「安全・健康労働政策」共通する主な政策の実現に向けて 

（１） 「危険区域」という概念や認識を明確に示すこと 

① 危険区域への認識 

 被ばくに対する医学的な閾値（基準）の設定 

 これ以上の業務はできないなど業務禁止するための積算線量計などの配備と徹底した管理 

 測定した結果閾値以上の労働者は今後その箇所での業務に従事できなくなる 

 年齢制限での業務 

 時間制限を設けた線路保守や乗務時間の制限 

 鉄道業に携わる労働者への合意形成が必要 

 放射能に対する教育、リスクを伴う理解 

 専門的な知識を持つための教育  

 行わないとリスクなど含め理解できないのではないか？ 

 帰還困難区域解除区間箇所に勤務を行った労働者の追跡を実施 

電離放射線障害防止規則 第七章 作業環境測定（第五十三条－第五十五条） 参照 
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（２） 「放射線業務従事者」との違いを明確にすること 

 放射線従事者との違いを明確にする 

 一般公衆の被ばく限度 年間 1mSv 

 放射線業務従事者の被ばく限度年間 50mSvかつ５年間 100mSv 

 乗務員及び線路保守等社員は「放射線業務従事者」に当たるのか（定義を明確にする必要がある） 

 放射線業務従事者はどのような健康管理を行っているか 

 

（３） 特定線量下業務事業者特別教育 

 放射能を取り扱って利益を受ける人が受けるべき教育であるにも関わらず、2 時間半受講してしまうと、

放射線業務従事者と同等な被ばく限度になってしまう。（以下検討）さらに、除染等業務特別教育があ

り、一日受講すると除染に関わる業務に従事できてしまう  

 

 

 

  

 

【特定線量下業務とは】 

除染特別地域等内にあって、事故由来放射性物質による平均空間線量率が 2.5μSv/h（マイクロシーベル

ト毎時）を超える場所で事業者が行う、除染などの業務以外の業務 

 被ばく線量の上限は、5 年で 100mSv、かつ、1 年で 50mSv 

※ 女性（妊娠する可能性がないと診断された方を除く）は、3 か月間で 5mSv  

※ 妊娠中の女性は、その期間で 腹部の等価線量で 2mSv 

 
【特定線量下業務の主な内容】 

 事業者から３か月ごとに線量の記録が交付 

 特別教育は、学科 2 時間 30 分 

 その日に行う作業については、①どんな作業を、どのくらいの時間行うのか、②作業場所には、どのくらいの

放射線量があるかを管理者に確認 

 特定線量下業務中は、必ず管理者の指示に従う 

 基本原則として、（１）労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努める、（２）被ばく

低減を優先し、あらかじめ、作業場所における除染等の措置が実施されるように努め、空間線量率（2.5μSv/h

以下）のもとで作業に就かせる 

 離職するときには、必ず、 「被ばく線量記録の写し」を受け取る 
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0.15 0.21 

0.30 0.27 

0.62 1.28 

0.12 1.38 

0.08 0.15 

常磐線の線量（μ㏜/h） 

 

常磐自動車道 

の線量 

（μ㏜/h） 
P14掲載 

データ数値 

車内 

3/14 

 0.57 

NEXCO東日本 HP 

4/9 

 1.15 

 2.43 

 0.51 

 0.51 

2011年 6月 10日 

大熊町大野 

7.90 

2012年 4月 1日 

富岡第一小学校 

2.05 

2013年 12月 27日 

高津戸多目的集会所 

3.41 

2013年 12月 27日 

双葉駅北側駐車場 

1.76 

福島県放射能測定マップ参照 

日にちは測定器を設置した日 
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【主要な駅の避難指示解除区域などの状況】 

 

双葉駅：双葉駅東側一帯と鉄道施設区域と町北東部の避難指示解除準備区域、及び二か所を結ぶ町道 

 

 

大野駅：大野駅周辺と県立大野病院、駅と大川原地区を結ぶ町道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜ノ森駅：夜ノ森駅と駅前駐車場と、避難指示解除済区域を結ぶ県道及び町道 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 避難指示が解除されていない箇所へは、封鎖されている 
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（４） 積算線量計などの計測器携帯は必須（自動アラームなどの機能付きなどが付加された計測器）と徹底した

管理と人事運用を行うこと 

 積算線量計などの計測器携帯は必須条件 

 自動アラームなどの機能付き などが付加された計測器（箇所・用途に応じた各種測定器） 

 定期的な現地測定（季節・天候による変動も含めて） 

 JR 本体と同じ事業場内で発生した事象は、グループ会社であっても、JR の作業環境責任が発生

する 

 NGOや民間団体での測定結果を参考にもする 

 作業環境測定士により線量測定を実施（安全衛生委員会などで主張し測らせる） 

 関係法令に則った管理・測定・会社への責任 

 列車運用追跡や放射線物質を扱う機器等の把握など ISO的な品質管理 

 しっかり把握しなければいたるところで放射線物質をまき散らすことになる 

 部外団体との連携強化及びデータ活用 

 国際環境NGO FoE Japan  

常磐線の問題に強く関心 

線路内における線量数値を参考に 

 認定NPO法人 ふくしま 30年プロジェクト 

現在も土壌や空間線量のデータを掲載 

 みんなのデータサイト 

全国の市民放射能測定室の食品・土壌データを検索・表示できるサイト 

 地域住民（開通区間付近の住民）などからアンケートを取得 

個人で線量測定などしている法人などのつながりがある方など地域の意見を発信 

 

（５） 乗務員・乗客の安全と健康を第一に考えるために、線量計の計測に基づき、列車の運行を中止する措置

を講ずること 
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JTSU E 申第４号 「東日本大震災の影響により運転を見合わせていた「常磐線 富岡駅～浪江駅間の運転再開」に関する申し入れ」 

（１） 東日本大震災の影響による帰還困難区域の一部避難指示解除決定に伴う常磐線全線運転再開において

は、組合員・利用者の安全や健康の確保ならびに不安解消が図られるように組合員・社員の声に耳を傾け

た業務運営を行うとともに、 安全・健康の確保に万全を尽くすこと。（2項） 

 

 

 

 

 

JTSU-E 水地申第 2 号「2020 年 3 月ダイヤ改正」及び「常磐線富岡駅から浪江駅間の運転 再開

（常磐線全線運転再開）に関する申し入れ  

（１） 「2020 年 3 月ダイヤ改正」実施日に合わせ常磐線全線再開を決定した経緯と、その判断に 至った根拠

を明らかにすること。（2項） 

 

 

 

 

 

 

（組合） 高線量区間における業務に不安を抱えている組合員が多数いる。会社としてどのように具体的に 

線量を把握し、どのように不安を軽減していくのか？ 

（会社） 夏季の復旧工事では空間線量が 2.08μ㏜/hであり、問題なかった。今後は現場長とのコミュニ

ケーションや希望者への血液検査、内部被ばく検査、ガラスバッジを付けての外部被ばくの把握を

行っていく。 

（組合） 将来の健康被害について組合員は不安がある。高線量区間を安全と言える根拠は？ 

（会社） 2月 28日に内閣府が示した数値では富岡～浪江間での試運転車内で 0.32μ㏜ /h であっ

た。 レントゲンで浴びる量は 60μ ㏜ /h であり、 1/180 である。 2. 5 が基準なので特段問題

ない。 

（組合） 組合員が乗務した際には 4.4μ㏜/h という高い数値も出ている！ 

（会社） 気候や風向きで数値に違いが出る。 会社としては一部的なものと考える。 

（組合） 高線量区間を原ノ町運輸区のみが担当するが、どのような判断で担当線区が決まったのか？ 

（会社） 水戸支社で調整して決めている。 

【会社回答】 

全線運転再開に向けて、今後も準備を進めていく。 

【会社回答】 

常磐線富岡～浪江間については、帰宅困難区域の一部において、避難解除が解除される期日が決定し

たことから 2020年 3月 14日に運転を再開することとした。 

（組合） 事故がなければ一般公衆は年間 1m㏜と示されている。今回事故があったから一定の地域では

復興するまで年間 20m㏜が示されてきた。これを長期的にいつまでに１m㏜に近づけるという考え

方がなければおかしい。それで社員を守ると言えるのかという議論は社内でなかったのか。 

（会社） 20m㏜と言うのは、その区域内で作業される方の年間限度。会社も現場に連絡文書を出してきた

が、業務上の被ばく線量は１m㏜以下と言ってきた。 

（組合） これから運転再開するが、各々ガラスバッヂを持ち、年間の被ばく線量は１m㏜に抑えていくとい

うことか。 

（会社） そうだ。 

（組合） 目標値を超えてしまった場合には、どうするのか。 

（会社） あくまでも目標。方や、作業する人は 20m㏜というのもある。だから作業を辞めさせるとか乗せな

いという決まりはない。 
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（２） 常磐線の全線運転再開にあたり、富岡～浪江間の最新の放射線量を明らかにするとともに特定復興再生

拠点区域内の一部地域先行解除箇所の放射線量を明らかにすること。（3項） 

 

 

 

 

 

 

 

【会社回答】 

富岡～浪江間の放射線量については別紙のとおりである。 

（会社）2019 年 6 月に測定した。これが最新のデータである。現在、運輸職場の当直でモニタリングポ

ストの数値がリアルタイムで見れる。 

（組合）運転再開が復興という視点もあるならば、お客さまに安心して利用いただけるように、支社や本社

の HP にも出せば良いのではないか。 

（会社）それは、１つのツールとして検討段階には入っていないが、主張として受け止める。 

（組合）今後も敷地内の線量を測る考えはあるのか。 

（会社）今後も測ります。  

 

（組合）災害が発生した時に即座に行動するといった指標がない。逃げるにしても、歩む方向がよいのか

というのもある。現場では判断できない。地震も予想がつかない。これが現実。示せるものはある

か。 

（会社）現時点で、ない。茨城県もそうだが福島県も広域計画をつくるとなっている。まだ作成されていな

い。 

（組合）現場の教育訓練では、避難に関わるマニュアルはあるのか。  

（会社） 「ここから出てください」という避難経路はある。  

 

（組合）モニタリングポストで出る高い数値をリアルタイムで知る手段はあるのか。 

（会社）ない。指令室で把握できる。指令もずっと見ているわけではないからすぐには気づかない。  

  

（組合）再開して（イノシシとの衝撃）がどの程度発生し、どの程度の処理（現場対応）が発生してくるの

か。どの程度放射線を抱えているのもある。考えると手が出しにくい。  

（会社）設備部の車両でイノシシキャッチャーがあり導入する考えだ。  

（組合）高線量被ばくは不明でも自然動物であるからこそ処理にあたるのは危険だと考える。現場の判断

でいいか。  

（会社）危険があるということを言ってもらえれば、行けとはならない。  
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交渉の最後に JTSU-E水戸地本から水戸支社に対して 3点の問題提起 

① 「この数値以上が出たら」警報が鳴る“警報システム”を設置すべき 

② 警報機が鳴ったらその区間に“列車を入れない・停めない・入っている場合には速やかに出る”措置をとる

こと 

③ 原ノ町・いわき運輸区の点呼第二設置されているモニターの数値に異常を見つけた場合の連絡体制と列

車を止める措置をとること 

 

 

1-A-3 線路上に入る場合の「服装（防護服）」の着用について 

 線路内に降りるとき、又は施設・電気系統が当該区間に入るときには、防護服を配備させ管理を徹底

させる（その場合、管理する俗人の資格等は必要か？） 

 対放射能用制服（防護服）の開発と配備（現在使用されているもの） 

 

 

1-A-4 「危険区域」における異常時対応について 

（１） 異常時訓練の実施について（検討） 

 すべての人に避難訓練を実施すべき 

 ２月の避難訓練は一部のみが実施し、テレビ局が来てアリバイ作りがされている。それ以降何もやって

いない （支社はこちらの要請を持ち帰っているが、未だに回答がない） 

 

（２） 「危険区域」に長時間列車を停止させないためのマニュアル整備について 

① 風規制対応について 

 JR 東日本では、富岡～浪江間は早目規制区間のため、風速 20 ㎧以上は速度 25 ㎞/h 以下、風速

25㎧以上は運転中止（そのほかの区間についても、速度規制や運転中止も実施している） 

 富岡～浪江間の風規制区間は、富岡～夜ノ森間(1,272m)、夜ノ森～大野間(597m)、大野～双葉館

(751m)の 3か所 

 風による架線へのビニール等の付着や看板等の飛来物による支障も考えられる 

 風速計の配備 

② 雨規制対応 

 豪雨や落雷、濃霧や雪害等での減速運転や運転見合わせなどによる駅間の停車がある 

③ 火災対応 

 沿線で火災が発生する場合が稀にある 

 線路脇（帰還困難区域）の草木が燃えた場合、放射能汚染されたものが燃えたときにできる飛灰（木

材等を燃やしたときにできる細かい個体の粒子）の放射能は 100 倍に濃縮されることから、火災により

空気中に巻き散らかされたこの飛灰を吸い込むことにより内部被曝になる危険性が高まる 

 線路付近で火災が発生したことにより、線路設備や走行する列車に燃え移る等の危険がある場合、火

災が消化されるまで列車が駅又は駅間での長時間停車がある 

 チェルノブイリ原発事故（34 年前の 4 月 26 日）後、放射能で汚染された立ち入り禁止区域で森林火

災が発生したが、34 年間、木々と土の中に溜まっていた放射性物質が煙とともに立ち昇り、火災が発

生してからウクライナだけでなくノルウェーでもセシウム 137 がわずかに増えた。当局は健康に影響は

ないと強調するが、人々はこれを信じるしかない現状ではないか 
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（３） 長時間におよび線路上に降りる、車両故障や人身事故、踏切事故等の対応について 

 上記の異常時対応により駅間に列車が停

止した場合、乗務員及び乗客は高放射線

量区間に居続けることになる。乗務員は事

象により列車から降車し、車両点検等の実

施を余儀なくされる。右表は通常時の目安

であり、富岡～浪江間では、より時間が経

過することが考えられる 

 JR 東日本と JTSU-E との団体交渉で会社は「動物との

衝突に伴う処置を乗務員は対応しないこととする」と回

答しているが、救済を送る場合、今回解除された道路

は一部であり駅間に停車している列車まで到着するの

はかなりの時間を要する。また、バスで救済する際の救

済バス専用道路は大野～双葉間のみで他箇所は線路

わきの一般道路を使用するためより時間が経過する 

 乗客の体調不良等による救急車手配では、富岡～浪

江間のすべての駅は無人駅であり、駅員不在で対応の

遅れが懸念される 

 富岡～浪江間を走行する普通列車（E531 系）は常時

換気により外

気を車内に取

り入れ、一部

の窓は開閉し

ているため車内に外気が入り込むため、車内とはいえ放射

性物質を取り込んでしまう危険性もある。また、駅においても高線量箇所のため放射性物資を取り込

んでいる状況にある 

 駅間の長時間停車による避難場所に指定されているのが、双葉～浪江間にある現在使用していない

踏切だが、向こう 3年間は除染が予定されていなく高線量箇所なため被ばくしてしまう 

 

（４） 動物等衝撃対応について 

 福島第一原発事故から約 9 年経過し、帰還困難区域に人間が立

ち入ることが無かったため、野生動物が多く生息し、線路に侵入し

ている 

 帰還困難区域が解除された富岡～浪江間の線路脇には動物侵入

防止用の柵（右写真）が設けられているが、踏切等柵が無い箇所

（柵の設置できない区間もある）から侵入してしまうため防げていな

い。 

 柵内に侵入してしまうと、逃げ場がないため動物は列車に当た

るしかない 

 列車と衝撃した際は、これまでＪＲ敷地内で埋没処埋没処（モル

タル・コンクリート吹付を実施していたが、高線量のため困難であることから「イノシシキャッチャー」

（右写真）が出動する（原ノ町駅留置） 

【事象による停車時間】 
踏切事故・・・・・・約 10分～状況により数時間 
野生動物・・・・・・約 20分～車両状況により数時間 
地震・・・・・・・・・・数時間（線路点検の実施） 
風規制・・・・・・・・数分～数時間（予測困難） 
人身事故・・・・・・約 45分～2時間以上（状況により） 
車内警報装置・・約 15分～数時間（事象により） 
防護無線受信・・数分～数時間（事象により） 
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 猪の危険性は多線区でも同様だが、群れで行動しているため不用

意に近づくとほかの猪が突進し襲撃される恐れもある。また、猪の

走る速度は 45km/h と言われており、車と同様の衝撃である。ま

た、猪などの野生動物が汚染されている可能性が高いため、列車

と衝撃した亡骸に触れると被ばくしてしまう危険もある 

 

（５） 車内不審者・不審物の対応について 

 車内の異常時に乗務員に知らせるための車内警報装置が各車両に設けられ、扱われると地形を考慮

（橋梁、トンネル等を回避）し、列車を停止させている。乗客の体調不良が主な原因で誤扱いや悪戯も

ある 

 

（６） その他 

 富岡～浪江間には 13 か所（内 3 か所は未使用）の踏切があり、しゃ断桿折損も含めた設備故障や、

公衆立入や悪戯等による踏切支障報知装置の動作も多々発生している 

 常磐線の人身事故は、中央線に次ぐ多さ（10年間で 298件 年平均 30件）であり、どこでも発生する

可能性がある。また、人身事故の 60%は自殺であり、現在の不安定な状況から今後も発生する 

 防護無線の発報により、近隣の列車を停止させるためいつ、どこで停車するかわからない不安もある 

 車両や設備故障、線路への置石も含めた悪戯なども懸案事項 

 

1-A-5 事故・事象の原因究明活動について 

 危険区間を早く抜けたいとの意識から「ヒューマンエラー」を発生させる可能性が高いこと 

 危険区間を早く抜けたいとの意識から「危険と感じても列車を止められない」可能性が高いこと 

 危険区間に止まりたくない意識から「正しい報告」ができない職場風土がつくられてしまう可能性があること 

 事故原因については、組織事故の視点から、会社が全ての責任を負うこと 

 夜ノ森〜富岡駅間で列車と猪（イノシシ）と衝撃した事象 

（１）発生日時：2020年 5月 1日（金）18時 12分 

（２）発生場所：夜ノ森－富岡間（249.1K付近） 

（３）関係列車：684M 

（４）概況 

夜ノ森駅を発車し、82Km/h で走行中、前方に猪 4頭が線路脇を前方に向かって走っているのを認め、

非常ブレーキ扱い中にその内の 2頭が線路内に入り、衝突、緊急停車した。指令より前面と ATS車上子及

び高さ調整弁棒を確認するように指示があった。車掌と打ち合わせを行い、猪は、1頭は海側の線路から離

れたところで立ち上がろうとしている。もう 1 頭は最後部車両中間の海側に横たわっていると連絡があった。 

 運転士は、車両から降車して前面と車上子の異常がないことを指令に報告した。指令から運転台に戻り、待

機するように指示あった。車掌には、指令から猪の状況確認及びタブレットで写真を撮影し送信するよう依頼

があり、車掌はタブレットで 2 枚送信した。その後、指令から車掌に「車両を小移動させることができるか」を聞

いてきた。車掌は「車両の下にあり、半身しか見えないので移動の可否の判断はできない」と報告した。 

 指令は「撤去させることは可能か」再度聞いてきた。運転士は指令とのやりとりを聞いている途中で、最後部

車両に移動した。運転士と車掌は、後方の猪の動きが弱くなっていることと他の 2頭がいないことを確認し、

運転士と車掌二人で降車して、猪の状況を確認した中で移動させることが可能と判断して 2人で線路脇に引

き出した。最後部運転台に戻り、撤去完了した旨を報告し、その他異常なし。運転士は運転台に戻り現場約

30分の停車、運転再開した。 

（５）労使間の取り決め（団体交渉確認事項） 

線路に降りたとき空間線量が 1μSV/h 以上の時は、その旨を報告して確認作業はせず運転台に戻る。 
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 今回の空間線量は 0.2μSV/h以下、なお、指令と放射線量に関するやりとりはしていない 

 今回は、イノシシキャッチャーは出動していない 

 イノシシキャッチャーが導入され、実際に使用した実績はない。使用上の取扱いが不十分であり、現状

では使用できない。過去１回使用を試みたが、危険で使用できないと判断し、引き返したことがある。

（理由は、オンレール上の吊り上げでは架線との高さ離れ等の関係で危険であり、ユニック車のブーム

を旋回することに検討が必要となっている）。また、イノシシキャッチャーを使用して、猪を捕獲した後の

対応方が不明確である。（専門処理場で処理してもらうのか、敷地内に埋葬するのか明確に決まってい

ない） 

 

 

1-A-6 「東日本大震災」を教訓とした防災・減災の取組みについて 

（１） 現地踏査活動の再開 

① 2020年 3月 14日 （ダイヤ改正当日） 

 常磐線富岡～浪江間の運転再開）に現地踏査を実施し放射線量の

測定を実施した結果を示す。（JTSU-E 東京 品川支部） 

 測定方法：車両の窓側に測定器を設置なので参考程度 

 

 

【放射線量（空間線量）について】 

※測定器自体の誤差２０％ 

※ただ単に車両の窓枠に測定器をおいただけ。 

※正確な測定方法は地表の上１ｍの場所で３０秒～２分静止 

駅名 相馬 原ノ町 浪江 双葉 大野 富岡※1 広野 いわき 湯本 

数値(μSv) ０．０５ ０．０８ ０．１５ ０．３０ ０．６２ ０．０８ ０．０６ ０．０７ ０．０７ 

駅名 泉 勿来 高萩 日立 常陸多賀 大甕 勝田 水戸  

数値(μSv) ※０．０５ ０．０８ ０．０６ ０．０７ ※０．０５ ※０．０５ ０．０５ ０．０８  

駅名 上野 東京 品川  赤羽 大宮 仙台※2   

数値(μSv) ０．０８ ０．０６ ※０．０５  ０．０８ ０．０５ ０．０９   

※1 富岡駅ホーム設置のモニタリングポストでは０．０７μＳｖ 

※2 仙台は新幹線ホーム待合室 

※印 測定下限より下 

 

② 2020年 4月 1日、2日（原ノ町運輸区との意見交換後の現地踏査） 

単位 

μSv 

モニタリング 

ポスト 

車掌停目 

周辺 下り 上り 

5B 10B 5B 10B 

双葉駅 0.086 0.107 0.109 0.166 0.191 中田交差点西ゲート 
0.48～0.58 

(1.9〜2.2) 

大野駅 0.312 0.505 0.683 1.076 1.005 

東口 0.370 

西口 0.739 

町設置モニタリングポスト 0.346 

避難経路（駅から 50m付近） 1.200 

※ 大野駅避難所は役場になるが、二つ目の信号がある箇所まで徒歩でしか行けないため実質避難できない 
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（２） ハザードマップの作製 

① 地震の現状 

JR東日本では、40 カイン（震度 6弱相当及びM6）以上の

地震の検知で列車を緊急停止させており、日本では毎年

1,000回を超える地震が発生し2018年は震度1以上で2,179

回、震度 5以上で 11回、震度 4以上だと 78回に及ぶ 

 

② 富岡駅の津波避難の検証 

地震の際の津波により、富岡～浪江間も東日本大震災時に津波被害に逢い、富岡駅は駅舎が流されて

おり、現在も津波浸水区間にある。また、富岡駅は海岸線から 420m と距離が無く、双葉～浪江間は海岸線

から約 2,500m と離れているものの、避難するときには帰還困難区域の高線量区間を通るか、遠回り（それで

も高線量区間）になるため、運転再開区間における津波避難の検証が重要である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浪江

常磐

富岡駅 
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上記の地図は富岡町防災マップの津波マップである。富岡駅からの避難経路は駅南西方向の国道 6号線方

面に矢印が伸びており、その先には西原集会所がある。富岡駅よりも夜ノ森駅方を見ると、県道 163号線と国道

6 号線の交点を境とし、国道 6 号線よりも海側であれば南方向へ、山側であれば西方向へと避難方向が示され、

富岡町が示した避難経路の根拠は現地に行って地形を見ればよくわかる。 

 下記の図は水戸支社が作成した富岡駅に掲出された津波避難経路である。 

水戸支社は津波避難場

所を『文化交流センター 

学びの森』としている。駅

から 2キロ以上離れ、徒歩

30分としている。富岡町の

津波マップと見比べて気

づいた点を列記する。 

 富岡町と水戸支社で避難する方向や経路が異なり、富岡町は浸水区域外に直近で行けるルートを示し

ているが、水戸支社はわざわざ遠回りしている 

 津波は富岡川を遡上することが想定され、東日本大震災でも国道 6 号線のあたりまで浸水している。水

戸支社のマップでは 6 号線より一つ山側の橋を渡るようにしているが、そもそもあえて危険な川を渡る必

要があるのか 

 津波避難は速やかに高いところへ避難することが重要で、広域避難場所や避難所といった場所や施設

に捉われてはいけない。水戸支社の避難マップはこの鉄則を無視している 

富岡町と水戸支社で津波避難経路が異なっていること自体大問題である。さらに富岡駅は 3 月 14 日から無

人化されてしまったため、富岡駅に居合わせた乗客は自らの判断で避難しなくてはならなくなる。水戸支社の図

のとおりに避難して命を落としたら誰が責任を取るのであろうか。さらに前述したが、富岡町の津波マップは現地

の地形を考えて、最適なルートをしめてしている。一方で水戸支社は本当に現地を見て指定したと言えるのだろ

うか。現地では復興工事が行われ、町が変化している。町の変化に合わせて避難マップの更新がなされている

のかも疑問である。上の写真は夜ノ森方から富岡駅を映したものである。駅舎の南に建設途中の橋が見える。

駅よりも高い地点に架橋されていることから緊急避難に使えそうに見える。運転再開時には完成していると水戸

支社は認識を示していたが、未だ建設中である。 

 このように、津波対策については不十分どころか誤っていると指摘せざるを得ない状況であるため、現地踏査

を実施し、ハザードマップを作成することが必要である。富岡駅の避難マップは最低でも富岡町の津波マップと

一致させたものに変えなくてはならない。同時に、乗務員のタブレットに収録された避難マップも検証し、改善し

ていくことが必要である。その他 

 防災の視点を加味した運用の検討 

 防災の視点（同じ箇所で再び地震等が発生した場合の対策） 

 

（３） 地域と共につくりだす 

① 2007年（震災前）には、「原子力明るい未来のエネルギー」と表示した看板を設置していた 

 

  
大野駅（大熊町） 双葉駅（双葉町） 
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 浪江駅：駅内「町の情報館」の活用 

 現在町の情報館には「簡単ご利用ガイド」などが置かれ、活用は皆無であるため、各駅から乗車する

乗客に対するリスク周知や、異常時案内、避難誘導など必要な情報が取得できる設備環境を整える

必要性がある。また、無人駅であるため駅の

巡回は行うと思うが、駅の状況を踏まえ回数

は減少することから、デジタルサイネージや

遠隔で対話ができる web を活用した設備を

導入し、JR 東日本と地域も含めた駅利用者

との情報交換として活用していく 

 最低限の駅からの巡回等は行い、対面で行

えることとのすみわけを行う 

 

（４） 地域との合同訓練の実施 

 上記（３）を踏まえ、駅前での訓練や、駅から避難するときの経路や誘導などの訓練の実施 

 

（５） その他 

 原発事故は東日本大震災により甚大な被害を齎したことは明白であるが、富岡駅から約 2km しかな

い距離に福島第二原発がある。また、福島第一原発での廃炉作業も難航し、汚染水も増加し自然災

害により更なる放射能汚染の影響が懸念される 

 

1-A-7 気象災害への対応について 

近年、温暖化の影響で気象災害は激甚化の傾向を見せて

いる。台風でなくとも局地的かつ短時間の豪雨で災害が発生

していることから実効性ある対応策の策定が急務である。 

台風などの暴風を伴う気象災害では、暴風や飛来物、そし

て倒木などにより架線や電化柱等の鉄道施設が直接被害は

下より、風や雨が他の場所から放射性物質を運んでくることに

より放射線量が増加することが懸念される。 

 首都圏では昨年の台風上陸時の運転再開をめぐって、確認列車を走らせ、確認列車の乗務員が支障物を撤

去する事態が発生している。いずれにしても点検を行うに当たって、線路上に降りることが考えられることから、

被ばくを最小限に抑える対策が必要である。 

 さらに保線社員による徒歩巡回はより被ばくの危険性が高まることから、作業員の被ばくを最小限に抑える対

策を講じることが重要である。放射線を遮蔽するシステムを搭載した新たな設備の開発などを推し進めていくこと

も必要である。 

 

1-A-8 新型肺炎（コロナウイルス COVID-19）感染症を参考にした対応について 

（１）  新型コロナウイルスによる現段階の対応 

 新型コロナウイルスの対応として、全社員へのマスク配付や自宅待機などを実施

しているが、支社・地区・現場での対応に差異があるため、統一した対応が必要 

 保安要員について、考え方が異なり、交代制勤務や、出勤者を制限しているが、

感染防止を最優先とし、必要最低限の出勤者のみ確保し感染拡大防止等に努めていく 
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（２） 「新型インフルエンザ等対策業務計画」の見直し 

 平成 26 年 4 月に JR 東日本から発出された「新型インフルエンザ等対策業務計画」について、認知さ

れていない現実を踏まえ、BCP（事業継続計画）と合わせ、各系統や各職場で対応に乖離が生じてい

るため、感染拡大防止や罹患者を減らすなどを目的とし、見直しを図る必要がある 

 「新型インフルエンザ等対策の実施体制（第 2 章） 関係機関との連携（第 2 節）」「新型インフルエンザ

等対策に関する事項（第 3 章）」については、国は下より医療従事機関など明確にし、「緊急事態宣言」

発出以降（又はそれと同様）、減便など幅広く世間に理解を得ながら実施していく必要もある 

 「その他（第 4章） 新型インフルエンザ等発生に関する教育及び訓練の実施（第 1節）」では「平素から

正しい知識を習得し、社員等へ周知に努め、的確な新型インフルエンザ等対策業務の実施が可能とな

るように訓練の実施に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する新型インフルエンザ等対策業務

についての訓練とその他訓練とを有機的に連携させるように配慮するものとする」に記載があるように、

具体的に関係機関を示し、議論内容や現場に即した訓練の実施が必要である 

 

（３） 新型コロナウイルス（COVID-19）を参考にした対策 

 防塵機能（放射性物質を抑えるもの）を有したマスクや防護服の配備を行い、線路内に出る時に着用す

る 

 訓練等を安全な箇所で実施し、異常時対応へのリスク回避を行う 

 線量が高い場合、通勤等にも支障する場合は、自宅待機などの「免除」を実施し健康被害を最小限に

抑える。なお、通勤等に支障がない場合、出勤する事務所にて従事するが、建物に関して放射性物質

の混入を抑制する機能を有した改修等を行う 

 

 

1-A-9 自動運転をはじめとした AI の活用などにより、働く者が「危険区域」で 長時間業務に

つかない対策について 

 基本的な当該区間での作業はAIなど現在センシング技術を活用したモニタリングシステムにて、デー

タ等取得し判断させ、現地立入などを最小限に抑える（この技術は当該区間以外でも使用できる） 

 メンテナンスフリー設備への設備投資（現状は現場のマンパワーに頼っている部分が多く、抜本的な

改革が必要） 

 異常時等における下車しない方法の検討（AI・IoT も活用） 

 ドローンやロボットを使用したカメラ等による現場確認 

 簡易的に取り換えが可能な設備への更新（予算を投じる） 
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1-B-3 低線量被ばくについて ～各系統組合員がどこで、どのように被ばくする可能性が高いの

か。また、どこに線量計（モニタリングポストなど）が必要か～ 

（１） 共通の視点 

 各系統によるガイドラインの設定 

 放射線量の公表のあり方（リスクマネジメント） 

 現在常磐線運転再開区間の駅には空間線量

の表示がされているが、判断基準を示す資料等

が無いため、利用者は何も指針がない状態で

乗車することになる。また、線量計の付近に避

難経路が示されているが、説明書きが無いため

何の避難経路か不明である 

 高速道路の常磐道を管理する NEXCO 東日本では、PA など

HP に線量の記載をしている。JR 東日本としても HP に掲載す

ることは可能である 

 各駅（双葉駅）に設置された案内ディスプレイには無人駅化を意

識されたものだが、放射線量の注意事項や緊急時の

避難情報などを表示させれば、利用者に対する情報

提供になる 

 JR 四国でも見られる、現在（2020 年 4 月）日本全国

で蔓延している、新型コロナウイルスに関する対策の

取組を YouTubeに情報を掲載しているが、このような

手法を用いての方法もある 

 高線量区間のため、複線であるが上り線を「避難保守用道

路」に整備し、異常時（車両故障や人身事故等）に、救済バ

ス（浜通り交通）を走らせるが、詳細な説明や教育ができてい

なく、移動に時間がかかることもあり、一般道路もすべてが通

行できるわけではないため、課題がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難経路 

空間線量値 
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 大野～双葉間で一番線量が高い箇所は「夫沢トンネルの手前

であり、会社も高線量区間であることは認識していたため、「遮

蔽壁」の設置の検討や線量等の測定を実施していたが、廃案

になり現在は何も設置さ

れていない 

 夫沢トンネルの上部の線

量が未だに 11μSvある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 乗務員の視点 

 通常の乗務における区間への立入及び異常時における線路内立

入 

 モニタリングポストは広野～磐城太田間の各駅と各駅間に設置され

ており、富岡～浪江間も同様にモニタリングポストが設置されてい

る。各設置個所の空間線量は右図（スマートフォンにより閲覧）のよ

うにパソコンなどで閲覧できる。原ノ町運輸区・いわき運輸区の乗務

員には、パソコン等で閲覧できることを定期訓練等により伝達され

ているが、駅間のどこに設置されているのか知らない乗務員がほと

んどであり、モニタリングポストの形すら知らない乗務員も多い 

 富岡～浪江間の各駅間は 4～6 ㎞あるが、モニタリングポストは各

駅間に1箇所しか設置されていないため、ホットスポット等局地的に

空間線量が高い箇所があっても把握することが難しく知らずに被ば

くをしてしまう恐れがある 
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（３） 車両メンテナンスの視点 

 車両改修を実施し、被ばくしない車両の開発（乗務員・乗客の保護） 

 車両運用の追跡 

 車両の対被ばく用装備（装甲の強化など） 

 ストレーナーの放射線量の数値の測定と開示（安全衛生委員会で要求） 

 作業環境の改善（大型吸い込み機械などの改修や管理） 

 放射線物質の大気への放出抑制 

 車両保守に携わる労働者（直轄・JETS・清掃）への放射能測定の実施 

 関連する保護具の配備と同様に労働者追跡を行い、徹底した健康管理の実施 

 

（４） 駅・営業職場の視点 

① 常磐線富岡～浪江間（2020年 3月 10日までに帰還困難区域から解除）の現状 

駅 震災前 解除後（現在） 管理駅 
販売機 

締切 故障対応 

富岡 JR直轄 

全て 

有人 

全て 

被管理駅 

全て 

無人 

いわき 

全て 

警備会社 

警備会社 
夜ノ森 簡易委託 

大野 業務委託 

原ノ町 

インターフォン（水戸） 

但し、翌日までかかる

場合はメカトロ 

双葉 業務委託 

浪江 JR直轄 

※ 簡易委託・・・JR としては「無人」扱いだが、自治体が駅員を配置 

※ 業務委託・・・グループ会社 

 

 共通課題として 

 異常時で駅間に長時間停車になった場合、救済バス手配を行うが、駅員が 1名添乗しなければな

らず、駅員が手配できないと救済に行けない。また、富岡～浪江間は使用道路が限られているた

め、添乗する駅員に土地勘がない（バスも必ずしもあるとは限らない）と相当な遅れや到着できない

恐れもある 

 

 富岡駅・夜ノ森駅について 

 管理駅のいわき駅は、設備確認等の定期巡回と異常時対応（CTC 故障による駅扱い時には転換

不能など）を行う 

 管理駅のいわき駅から富岡駅まで 8駅あり異常時でも、即時対応が困難 

 いわき駅は「いわき～原ノ町間の駅の状況」の駅（次ページ表 参照）を含め 10 駅管理しているた

め、異常時は地区指導センターからの応援もあるが、対応できていない。また、異常時対応だけで

なく、除草や雪害時の融雪剤散布も行うため、後手に回り異常時を発生させてしまう恐れもある 

 巡回は月に 1,2回行けるかという状況であり、回数や巡回の俗人は決まっていない（助役回答） 

 運転再開された区間で車内急病人が発生した場合、いわき駅では教育・周知がされていない 
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 大野～浪江間について 

 管理駅の原ノ町駅が行うことは、着札回収と異常

時の遠隔放送であり、清掃はMTSが行う 

 券売機故障に伴う、金銭の取り扱いはが発生した

ときは、未定 

 管理駅の原ノ町駅から浪江駅まで 3 駅あり、どれ

も無人駅である。また、他にも 11駅を抱えている 

 着札回収は半月に 1回行けるかどうかの業務量 

 夕方以降は出札と当務しか居ないため、異常時

は休日等の在宅者を呼び出ざるを得ない 

 

② 緊急停止時や、乗客の体調不良などにより、駅への停車

や機外停車による救済対応 

 

（５） 施設・電気を中心とする保守の視点 

 線路点検等（異常時対応も含む）による線路内立入 

 系統や作業実態に合わせた線量の変化（工事内容

により大きく変化する） 

 土木・保線・配電・信号・通信 ⇒ 徒歩が基本（レ

ールレベル） 

 電車線 ⇒ 架線が基本（レールレベルより高い

箇所） 

 機械・建築・変電 ⇒ レール近傍 

 故障時の復旧等において、被ばくの懸念から迅速な

復旧ができる設備への設備投資 

 簡単に交換が可能で試験は別の場所でも可能 

 季節や天候による線量の変更（雨天時は線量が高くなる） 

 夫沢トンネル上部の架線に草等がからまるため除草しなければならない 

 架線に付着した飛来物や撤去した樹木は、放射性廃棄物として特別に処理しなければならない 

 

（６） バスの視点 

 乗客等の救済時に専用道路を走行するとき 

 

（７） 車両清掃の視点 

 車両保守に携わる労働者（直轄・JETS・清掃）への放射能測定の実施 

 

（８） 乗客の視点 

 環境状態の情報開示 

 デジタル線量計など見やすい表示によるリアルタイムに線量を明示し、乗客に対するリスクを示す 

 富岡～浪江間の空間線量は上記「（２）乗務員の視点」のように閲覧することは可能であるが、ＪＲ東日

本は「公開しない」と言っているため、利用者が閲覧することはできない。そのため旅行開始前に空間

線量を知ることができず、判断材料がない中で知らずに被ばくをしてしまう恐れがある。 

【いわき～原ノ町間の駅の状況】 

 

駅 管理形態 
管理

駅 

管理駅 

からの 

距離(km) 

いわき 管理駅 － － 

草野 

無人 

いわき 

5.4 

四ツ倉 9.8 

久ノ浜 14.6 

末続 18.2 

広野 業務委託 23.0 

Jヴィレッジ 

無人 

 

木戸 28.4 

竜田 31.5 

富岡 38.4 

夜ノ森 43.6 

大野 

原ノ町 

29.0 

双葉 23.2 

浪江 18.3 

桃内 13.4 

小高 9.4 

磐城太田 4.5 

原ノ町 管理駅 － － 
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（９） その他 

 脱原発（反原発）への世論への訴え 

 危険有害業務に従事する場合、36協定にも関連（例：1日 2時間までの超勤制限など） 

 放射能汚染による被ばく、人体への影響 

 健康被害 母体保護の視点（将来子を産むなど 女性への配慮が必要） 

 被ばく者健康手帳の様な医療費支援などの検討 

 過去に発生した原発事故の状況を踏まえた、線量

閾値や労働者把握のトレース 

 小出 裕章氏（元京都大学原子炉実験所助教）ら有

識者からの助言などを踏まえ医学的観点も加味し対

策の合否をしてもらう 

 健康経営（ホワイト 500）に向けた労働者保護 

 国（厚労省・国交省 など）への要請行動 

 「放射線管理手帳（仮称）」の様なものを作成し、放

射線業務に関わる労働者を管理していく 

 

 

1-B-4 低線量被ばくに対する「医学的視点」からの問題意識（基準値の明確化） 

（１） 「低線量被ばく」に関する認識と対策 

内部被ばくも含めた低線量被ばくの問題は、広島に投下された原子爆弾による被害予測の仮説に基づいた

確定的な基準があるものの、人体の安全基準を示す明確なデータは存在しない。よって今回の福島における原

子力災害が、世界で初めての低線量被ばくの検証となること踏まえ、確定的な考え方ではなく、ウイルス感染や

アスベストによる悪性腫瘍の発生と類似した炎症や遺伝子に損傷を受けた際の修復過程で起こる確率的問題と

し、そこで行う事業を行う事業者に対して、半永久的な労働者に開かれた放射線管理体制を求めなければなら

ない。 

 

（２） 各種測定器の取り扱い 

① ガラスバッジ 

放射線を照射すると発光する性質を持つようになる、特殊なガラス素材を使用

した、一種の線量計。個人が受けた積算の放射線量を計ることができる。なお、

ガラスバッジが受けた放射線量を計測するには、専門の装置が必要となる。しか

し、0.1msv単位で管理するため変動には適さず、0.1msvを超えないと測定でき

ないなどの懸案事項もある。 

 

② 積算線量計 

一定期間内の放射線の総量。熱ルミネッセンス線量計 

（熱蛍光線量計）または蛍光ガラス線量計を用いて測定する。 

【被ばく者健康手帳】 
1945年（昭和 20 

年）の原子爆弾投下 
により被ばくした人に 
対して「原子爆弾被 
爆者に対する援護に 
関する法律」（通称 
「被ばく者援護法」） 
に基づき交付される 
手帳。所定の用件を 
満たした者は、医療 
費などの支援を受け 
ることが出来る。 
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③ ホールボディカウンター 

体内に存在する放射性物質を体外から計測する装置。全身カウンターやヒューマンカ

ウンタなどとも呼称される。また、福島県での健康診断で内部被ばく検査を実施している

病院が多い。 

 

④ 個人線量計 

 アクティブ型 

直接指示値が読み取れるもので、主に電子式個人線量計を指す。電子式個人線量計は、主に検出器には

半導体検出器を使用している。市販の電子式個人線量計の電源は電池で主に一次電池が多く使用されている。

表示器に測定値が表示されているため、現在の被ばく線量が一目で読み取れる。また、警報機能を持ったもの

もあり、あらかじめ設定された積算線量値を超えると警報音で知らせることがきる。 

 パッシブ型 

パッシブ形の個人線量計はある一定期間の積算線量を測定するのに使用され  

る。また、その場で積算線量を読み取ることはできない。パッシブ形の線量計は電

池交換が不要、小型・軽量で、1 ヶ月間または 3 ヶ月間の積算線量の記録に適し

た線量計である。 

 

⑤ D-シャトル 

小型軽量で、各個人が携帯して必要に応じて表示

器で記録を見ることができ、1 年以上（約 1 年間の連

続使用・線量記録が可能）動作し、ユーザーの電池

交換が不要。また、1 ヶ月毎、１日毎、 1 時間毎のト

レンドの表示が可能で、環境測定にも対応する十分

な精度（ 0.1 μ Sv から測定）がある。 

 

  

⑥ その他 

 線量の測定方法 
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（３） 内部被ばくについて 

内部被ばくに関する人体への影響は諸説存在するが、例えば放射線セシウムを原因とする発がんにつ

いて、人体の影響の有無に関する実証データは存在しない。しかしながら例えばチェルノブイリ原発事故

の低線量被ばくの子どもへの影響や内部被ばくのリスク評価についての論文は多く出されており、子供の

セシウム 137 の臓器別分布については、甲状腺や筋肉は成人の 3 倍、他の臓器は 2 倍することや、低濃

度セシウム内部被ばくは膀胱がんの発生を増加させるという報告もあり、様々議論はある。新型コロナウイ

ルス感染症の警戒解除基準と同じように、検証中の基準で単に「問題ない」「安全」という判断は出来ない

現状を再認識し、内部被ばくの実証データの累積中であることを踏まえそこで働く業務従事者に対して、高

線量下での自然災害も想定した放射線についての高度な教育と全業務従事者に対する訓練の徹底が重

要となる。 

 

（４） 健康診断について 

 当該区間に一度でも従事した場合

は、アスベスト（石綿）と同様に、一生

涯管理しホールボディカウンターなど

の特殊な健康診断の項目を追加する 

 

 

 

1-B-5 低線量被ばくに対する「法的視点」からの問題意識 

（１） 電離放射線障害防止規則 

① 線量の測定  第 8条  

事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に

従事する労働者および管理区域に一時的に

立ち入る労働者の管理区域内において受ける

外部被ばくによる線量および内部被ばくによる

線量を測定しなければならない。 

２ 前項の規定による外部被ばくによる線量

の測定は、一センチメートル線量当量、及び七

十マイクロメートル線量当量（中性子線につい

ては、一センチメートル線量当量）について行

うものとする。ただし、次項の規定により、同項第三号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行う測定は、

七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。 

３ 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着さ

せて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放

射線測定器によつて測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によつてその

値を求めることができる。 

  一  男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあつては胸部、その他の女性にあつては腹部 

二  頭・頚(けい)部、胸・上腕部及び腹・大腿(たい)部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位

(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断

された女性にあつては胸部・上腕部、その他の女性にあっては腹・大腿(たい)部である場合を除く。) 

  三  最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頚(けい)部、胸・上腕部及び腹・大腿(たい)部以外 

【石綿に関する健康管理手帳】 
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業

務のうち、一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方
は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に
申請し審査を経た上で、健康管理手帳が交付されます。 
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、

定められた項目による健康診断を決まった時期に年 2 回（じん
肺の健康管理手帳については年 1回）無料で受けることがで
きます。 
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② 作業環境測定を行うべき作業場  第 53条  （第七章 作業環境測定） 

  令第二十一条第六号の厚生労働省令で定

める作業場は、次のとおりとする。 

  一  放射線業務を行う作業場のうち管理区

域に該当する部分 

  二  放射性物質取扱作業室 

  二の二  事故由来廃棄物等取扱施設 

  三  令別表第二第七号に掲げる業務を行う     

作業場 

 

 

 

 

【作業環境測定を行うべき作業場（労働安全衛生法施行令第 21条） 抜粋】 

作業環境測定を行うべき作業場 法令による測定方法など 

作業場の種類 

（労働安全衛生法施行令第 21条） 
関係規則 測定の種類 測定頻度 

記録保

存年数 

６ 
放射線業務を

行う作業場 

放射線業務を行う管理

区域 
電離則 54条 

・外部放射線による線量

当量率 
1月以内ごと 5 

放射性物質取扱作業室 

電離則 55条 
・空気中の放射性物質の

濃度 
1月以内ごと 5 坑内の核燃料物質の採

掘の業務を行う作業場 

 

③ 線量当量率等 第 54条  

 事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内（放射線装置を固定して使用する場合において使

用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備してい

る機器を使用するときは、六月以内）ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射

線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。 

  一  測定日時 

  二  測定方法 

  三  測定器の種類、型式及び性能 

  四  測定箇所 

  五  測定条件 

  六  測定結果 

  七  測定を実施した者の氏名 

  八  測定結果に基づいて実施した措置の概要 

２  前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の 

規定にかかわらず、計算により算出することができる。 

３  第一項の測定又は前項の計算は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について 

行うものとする。ただし、前条第一号の管理区域のうち、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメー

トル線量当量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル

線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当 
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  量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。 

４  事業者は、第一項の測定又は第二項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、 

管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。 

 

④ 放射性物質の濃度の測定 第 55条  

 事業者は、第五十三条第二号から第三号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃

度を一月以内ごとに一回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前条第一項各号に掲げる事項

を記録し、これを五年間保存しなければならない。 

 

（２） 医療法施行規則 第 30条 18-2 

  2.前項の実効線量および等価線量は、外部放射線に被ばくすること（以下「外部被ばく」という。）による線量

および人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること（以下「内部被ばく」という。）による

線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなけれ

ばならない。 

一 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性

子線については、一センチメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放

射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することが

できる。 

二 外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない

旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあつては腹部)につ

いて測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。

以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ば

くする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあつては腹部及び大たい部)以外であ

るときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以

外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。 

三 第一号の規定にかかわらず、前号ただし書により体幹部以外の部位について測定する場合は、七十マ

イクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すれば足りること。 

四 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。 

五 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはそ

の都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位

元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一

回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時

から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。 

 

（３） 労働安全衛生法 

① 事業者の講ずべき措置等 第 22条 

 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 

二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 

四 排気、排液又は残さい物による健康障害 
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② 技術上の指針等の公表等 第 28条 

 厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ず

べき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとす

る。 

２ 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するもの 

とする。 

３ 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学 

物質に 

よる労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。 

一 第五十七条の四第四項の規定による勧告又は第五十七条の五第一項の規定による指示に係る化学 

物質 

二 前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれ 

のあるもの 

 

（４） その他 

① 環境影響評価（環境アセスメント） 

 大規模公共事業など環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業について、その事業（公共事業のみなら

ず民間事業者によるものも含む。）を実施する事業者自らが環境への影響を予測評価し、その結果に基づい

て事業を回避し、または事業の内容をより環境に配慮したものとしていく環境アセスメントについての手続きを

定めた法律である。  

1981年に環境影響評価法案として国会に提出されたが、1983年に廃案となる。1984年に「環境影響評価

の実施について」が閣議決定された。 1993 年に制定された環境基本法において環境アセスメントの実施が

位置づけられ、1997年 6月に環境影響評価法が成立した。  

2011 年（平成 23 年）の改正により、事業実施段階前の戦略的環境アセスメント (SEA;Strategic 

Environment Assessment)として、「配慮書」手続きが導入された。  

アセス法ともいい、道路、河川工事、鉄道、埋立て、発電所等の後述する 13棟類の事業が対象とされる。 

 

 

JTSU E 申第４号 「東日本大震災の影響により運転を見合わせていた「常磐線 富岡駅～浪江駅間の運転再開」に関する申し入れ」 

（１） 常磐線富岡駅～浪江駅間について、放射線量の把握および軽減に向けての具体的取り組みを示すこと。

また、駅や鉄道沿線に設置しているモニタリングポストを増設し、乗務員詰所や駅等で常時確認できるモニ

ターを設置すること。（4項） 

 

 

 

 

 

【確認事項】 

 国が線路内の土壌調査を行い、「安全」と言える 

 そのため、モニタリングポストの増設はしない。モニターを設置する考えはない 

【会社回答】 

放射線量については、当社用地内の全域にわたって除染を実施した結果、国の避難指示解除レベルを

大きく下回るレベルまで低下しており、今後も全線運転再開に向けて準備を進めていく。 
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（２） 組合員・社員の被ばく線量の管理方法と列車、車両に付着する放射線量の把握、二次被ばくに対する管

理方法を具体的に示すこと。なお、放射能による健康被害に不安を抱えていることからも、異常時通常時を

問わず、放射線環境下の業務における対応マニュアルの整備、母体保護の観点からの女性業務従事者

への対応等、 安全衛生管理体制および作業環境の充実をはじめ対策を講じること。（3項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（組合） ガラスバッジを配布しているが不十分である。積算数値は本人が知る権利であり、線量計を持た

せるべきだ。そのことで不安解消にも繋がる。人体にどのような影響が出るのか分からない。 

（会社） 50 m㏜以上の数値が出るものでない。貴側より線量計を持たせたいとの意見は聞いたが、モニ

タリングポストを設置している。不安解消は必要であるが、年間換算で 50m㏜に収まっているの

で、今はガラスバッジで対応している。 

（組合） 社員教育も不十分でないのか？異常時や動物衝突などの二次被ばくの リスク管理方法を具体

的に示してもらいたい。 

（会社） 水戸支社がマニュアルを用いて教育をしていると聞いている。異常時は指令に連絡する。指令は

駅や駅間にあるモニタリングポストの数値を把握している。 

（組合） 高線量区間を通ることで車両に付着した放射能によりフィルター清掃や洗浄水などで二次被ばく

するおそれがある。 

（会社） 車両については問題ない。これまでの作業に変更はない。通常どおり作業を行っていく。 

（組合） NEXCO東日本は道路上の線量をホームページで公表している。同様に線区の線量を利用者

に公表すべきだ。 

（会社） ・・・（回答せず）。 

【会社回答】 

放射線量については、当社用地内の全域にわたって除染を実施した結果、国の避難指示解除レベルを

大きく下回るレベルまで低下しており、さらに社員が安心して業務を遂行できるよう、ガラスバッジを携帯する

ことにより、追加被ばく線量がないことの管理を行っていく考えである。 
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基本政策2 雇用･賃金･手当･各種共済･福利厚生等の向上  

2-1 「休養制度」の確立について 

（１） 体調を崩した場合についても休める制度の確立 

 原ノ町運輸区や施設・電気関係職場などの帰還困難区域内に従事している労働者に対し、体調不良

を訴える場合は、新型コロナウイルスで行っている「免除」など行い、検査を行うなど柔軟な対応を構

築する 

 危険区域に従事する労働者に対し、年休とは別に休養を目的とした有給休暇を設ける 

 

2-2 「特殊勤務手当」の支給と制度の確立について 

 当該箇所に従事する労働者への待遇改善 

 割増賃金・手当などの拡充 

 

2-3 要員問題について 

（１） 長時間労働させない、短時間勤務の検討 

 乗務時間制限（指針やガイドラインなど）の設定及び管理の徹底（生涯にわたり管理をしていく） 

 1回の乗務で何時間（又は何 km）までとか 細かく設定する 

 

（２） インターバル制度 

 一度当該区間で乗務・線路保守等行った場合、数週間又は数か月間は当該区間で従事できないイ

ンターバル制度を導入する（働き方改革にある「勤務間インターバル」制度では一定時間以上） 

 

2-4 通勤問題について 

 

 

2-5 転勤問題について 

（１） 兼務対応 

① 転勤（兼務、在勤地指定） 

 線量による上限値付近の労働者は、今後その箇所での業務に従事できない 

 他支社への異動や、他支社からの強制配転による補充（どこに居ても異動の可能性がある） 

 労働者に対する合意形成を踏まえ、リスクの説明をしたうえでの社員運用の確立 

 健康被害への配慮を重視した運用 

 

（２） 乗務員の行路の検討 

 原ノ町運輸区に帰ってこなくてもいい行路の作成 

 

 

2-6 ジョブローテーション施策について 
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JTSU E 申第４号 「東日本大震災の影響により運転を見合わせていた「常磐線 富岡駅～浪江駅間の運転再開」に関する申し入れ」 

（１） 常磐線全線開通後の輸送力、収入等のご利用状況および地域復興の見通しについての考えを示すこと。

（1項） 

 

 

 

 

 

 

（２） 常磐線富岡駅～浪江駅間において業務にあたった組合員・社員については、特殊勤務手当を支給するこ

と。（6項） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

（組合）  帰還困難区域の一部避難解除で「特定復興再生拠点区域」になったが、常磐線と駅前ロータリー

など 0.3％のみである。解除は一部地域で開通しても原発事故は終息していない！ 

（会社）  解除は一部の地域ではあるが、それに伴い全線開通している。終息していないという認識はある。

9年経過したが、大野エリアで高線量区間があることは認識している。社員の健康管理が重要だ。 

（組合） 開通によって地域と常磐線の先行き、地域復興について会社としてどのように考えているのか？ 

（会社）  収入の見込みについては考えていない。地域復興も大事だが、開通後の中で見極めていくが、送

客も重要。地元自治体と協議し進めていく。列車を走らせることで流動は変わる。仙台～いわき間の

再開でビジネス客は戻る。今後状況を見極めていく。 

【確認事項】 

 特殊な作業に当たらないので支給しないが、帰宅困難区域・居住制限区域・避難解除準備区域・各機 

関指定区域で従事する社員が対象とした「特別措置」を設ける 

【会社回答】 

常磐線（富岡駅～浪江駅間）の運転再開については、普通列車及び特急「ひたち」を運転し、利便性を

向上させていく。地域の復興については、関係自治体等と連携して進めるものと認識している。 

【会社回答】 

常磐線富岡駅～浪江駅間の当社敷地については、除染が完了し、避難指示も解除されていることから、

特殊勤務手当を支給する考えはない。 
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基本政策3 社会保障･年金･医療･介護の充実  

3-1 国による社会保障とこれからの社会保障のあり方について 

（１） 国による社会保障 

 金銭的人的保障・将来にわたる生活保障（保険的なイメージ？） 

 優先的な医療保障の充実や介護の必要に応じた補助金制度の拡充など 

 放射線業務従事者との比較や同等な扱い（同等だが、放射線業務従事者にはしない） 

 国への要請と社会への情報開示、議員への協力要請などを行い、必要であれば法改正を行い対策

に関する予算の助成を求める 

 リスクを知った上での鉄道利用 

 治療や医学的バックアップ体制の構築・拡充 

 健康診断の拡充及び人間ドック等の無償実施 など 

 治療～完治までのアフターケアの充実 

 2020年 3月 4日、5日に、記者会見を開催し、常磐線全線開通に伴い、高線量区間を走行するため

健康被害への不安を訴えた（東京新聞 3月 5日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 労働災害補償について 

（１） 労働災害に適用することを求める 

（２） 労働災害補償制度について 

（３） 労働災害と損害賠償 

 

3-3 休業補償について 
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基本政策４ 交通労働政策  

4-1 憲法と交通政策基本法の遵守 

交通政策基本法は第 2 条・第 3 条において交通が国

民の生活や地域・社会・経済等の発展に重要な役割を

持っていることを明記し、その基本姿勢に基づいて交通

政策を推し進めていくとしています。基本的人権を定め

た憲法と交通政策基本法をあわせて考えると、法が国民

の『交通権』を保証していると言えます。そして、国民は、

徒歩・自転車・自動車・鉄道車両・船舶・航空機等の交通

手段を選択し、人やモノを移動させています。常磐線にまつわる交通労働政策を練り上げていく上で、交通政

策基本法の条文からも検証していくことが必要です。   

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災により福島第一原子力発電所で事故が発生し、国は原子力災害特別措

置法・第 15 条に基づき『原子力緊急事態宣言』を発出し、対象地域に避難指示が出されました。その後、除染

などの復興作業が行われ避難指示が解除された地域も増えてきましたが、震災から 9年が経った今日において

も原子力緊急事態宣言は解除されていません。国道 6 号線の一部区間ならびに周辺道路では徒歩による移動

が禁止されています。 

このことからも常磐線がかかえる環境が極めて特殊であり、線路や駅は制限を解除されたとはいえ、原子力緊

急事態下の区間を運行していることを忘れてはなりません。交通において「安全」は重要な課題であり、その施

策は交通政策基本法・第 7 条ならびに交通安全対策基本法によって法的に定められています。（両法律は鉄

道六法に収録されている）交通における国民の生命・身体を保護する観点からも、法律に基づき利用者ならび

に運行に携わる労働者の安全確保がなされなくてはなりません。交通政策基本法は、将来にわたって交通の機

能が十分に発揮されるよう、各交通手段ならびに行政や事業者の連携、まちづくり、観光、環境負担の提言等、

交通にまつわる総合的な事柄を定めています。福島復興再生特措法ならびに福島イノベーション・コースト構想

により浜通りの復旧・復興が進められていきますが、交通・まちづくり・環境といった総合的な課題に対しても、同

法も活用しながら検証をつみあげていきます。そして職場と地域と連携し、長期的な視点を持って、常磐線の総

合交通政策をつくりあげていかなくてはなりません。 

 

 

 4-2 運休や減便ダイヤの必要性について 

 線量の多い時の計画運休の策定 

 危険な箇所への停車を行わない運用 

 車両運用を広範囲にしないための汚染地域限定とした運用にさせる 

 やむを得ず運用する場合の列車追跡と放射線量の定期的な測定 

 放射線物質などの影響で、労働者への健康被害等が発生することで、事業が継続できなくなる可能

性もあるため、事業継続計画（BCP）の策定 

 

 

【交通権】 

交通権は、移動に関する権利、交通手段選択の

自由、交通に関する情報へのアクセス権などを広く

含む概念として提唱されている権利 

 

【移動権】 

国民の移動する権利である「移動権」を保障する 
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4-3 バスを中心とする代替輸送について 

（１） 全線開通前のバス代行 

 国道 6号線が自由通行となる 2014年 9

月 15 日の 3 日前に JR 水戸支社は南相

馬市よりバスの運行に関する要望を受け、

「浜通りの復興に向けた JR 常磐線復旧促

進協議会（当時副社長深澤も同席）」が開

催され、方針が決まった。その後、JR 水戸

支社として「復興の一助」の交通手段とし

て、代行バスを 2015 年 1 月 31 日から不

通区間である竜田～原ノ町間を 1 日 2 往

復のみいわき市「浜通り交通」に業務委託

を行い、運行を開始され、最終的には富

岡～浪江間を 1日上下 11本運行し、ダイヤ改正前日に終了した。 

 

（２） バス運行時の異常時対応 

① 交通事故等による長時間停車の対応を浜通り交通が実施 

② 高線量時に着用するため、タイベックススーツ及びマスクをバス

車内へ搭載 

 

（３） 利用者への情報提供 

① 原発に異常が発生した場合 

 バスと水戸指令との連絡方法及び避難場所の開示 

② 放射線量に関して 

 空間線量（走行区間）をモニターで開示 

 バス乗車中の累積積算被ばく線量の開示 

 利用者に対し「同意書（帰還困難区域の走行するための）」の承諾と末尾にアンケート記入がある 

 

（４） 救済バスの運行 

 ダイヤ改正後、浜通り交通は、大野～双葉間に避難補修用道路を走行する「救済バス」として運行している 
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4-4 「まちづくり」について 

（１） 福島イノベーション・コースト構想 

福島イノベーション・コースト構

想では、福島県浜通り地域に新た

な産業基盤の構築を掲げ「廃炉研

究」「ロボット」「エネルギー」「農林

水産」「環境・リサイクル」「大学研

究／教育・人材育成」等の取り組

みが推し進められている。また、東

日本大震災・原子力災害アーカイ

ブ施設が今夏に完成予定である。 

 これらの取り組みにより、国内外

から多くの人が浜通り地域を訪れることとなり、都心や仙台方面から浜通り地域へのアクセスを担うのが常磐線で

ある。鉄道からバス・タクシーを乗り継いで、または徒歩で目的地を目指すこととなるが、交通結節点の駅の役割

が重要となってくる。 

 福島イノベーション・コースト構想で復興再生の拠点として期待がかかる富岡・大熊・双葉の各町の駅について、

復興や街づくりにあわせて、地域や社会の声を踏まえて段階的に駅の機能を整え発展させていくことが必要で

ある。つまり、常磐線の駅や列車についてもイノベーションさせていくための提言を検討し、実践していかなけれ

ばならない。 

 

 

【各駅の主な取り組みと概要】 

富岡駅 廃炉国際共同研究センターの最寄り駅 

夜ノ森駅 富岡町にある桜の名所の最寄り駅、国際交流と地域交流実現の場 

大野駅  

双葉駅 東日本大震災・原子力災害アーカイブ施設の最寄り駅  

（広島・長崎・福島の 3つのコース ダークツーリズムへの評価は賛否あり） 

歴史から出発し未来へ向かう SDGsの入口へ 

浪江駅 福島ロボットテスト・フィールド 

  

 各駅の機能発展に伴い、駅員やコンシェルジュの配置など新たな雇用の創出 

 人でしかできないサービスを模索し、新たな労働生産価値の創出 

 これらの取り組みから定住・交流・関係人口を創出 

 福島復興再生特措法は福島復興であり、浜通りから会津まで全てにつなげる 

 常磐線から只見線へ 再先端技術を堪能した後は豊かな自然が広がる奥会津へ 

 原発事故による風評被害を払拭し、鉄道の利活用を通じた福島県の活性化を実現 

 



40 

 

 
 

（２） その他 

 

 

 

 

 

JTSU E 申第４号 「東日本大震災の影響により運転を見合わせていた「常磐線 富岡駅～浪江駅間の運転再開」に関する申し入れ」 

（１） 常磐線全線開通に携わるすべての組合員・社員および家族に対する安心感、利用者に対して不安なく安

心してご利用いただくために、今後運転再開する一部区間に高線量箇所が確認できていることから、測定 

した沿線の空間線量および走行する車内の空間線量のデータ開示を行うとともに、行政および関係機関 

と協力のもとリスクコミュニケーションの体制を確立すること。（5項） 

 

 

 

 

 

 

 

【確認事項】 

 放射線量が大きく下回ったことから運転再開を決めたので、実施する考えはない 

 開通区間の除染作業が完了していることが前提なので、被ばくする放射線数値は検討していない 

【会社回答】 

全線運転再開に向けて、今後も準備を進めていく。 
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（２） 運転再開区間の大野駅、双葉駅及び広野駅、富岡駅、浪江駅に整備される「Smart Stationfor EXPRESS」

における効果と想定される課題を具体的に示すこと。また、導入実施以降、速やかに検証 を行い、課題に

ついては労使の議論を経て改善を図ること。（7項） 

 

 

 

 

 

 

（３） 今後の常磐線 の運行等については「交通基本権」による地域の活力を引き出す交通網の充実を図 る「移

動権」の保障としての観点からも地域住民の足としての鉄路の役割を果たしていくこと。（8項） 

 

 

 

 

 

  

【確認事項】 

 運転再開を機に無人駅化する考えである。復興・復旧だからといって人がいる駅に戻す考えはない 

【確認事項】 

 今回の運転再開で終わりではなく、地域・自治体の声を聞き、利用しやすい鉄道に努める 

【会社回答】 

話せる指定席券売機、多機能券売機等の機器を設置し、オペレーターとの会話によりお客さまサポートを

行えるよう整備することで、安心してご利用いただける駅を目指している。なお、具体的な提起があれば、真

摯に対応していく考えである。 

【会社回答】 

全線運転再開に向けて、今後も準備を進めていく。 
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基本政策５ 環境労働政策 

5-1 放射能 

（１） 安全基準 

 ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会） 

 一般の人々の健康を守るための基準である公衆被ばくの線量限度 1年間 １ ｍＳＶ（ミリシーベルト） 

 

（２） 特定線量下業務 

平成 23 年 3 月 11 日に発生し

た東日本大震災に伴う東京電力福

島第一原子力発電所の事故により放

出された放射性物質に汚染された除

染等業務に従事する労働者の放射

線による健康障害を防止するための

ガイドライン（特定線量下業務テキス

ト第３版より） 

 

① 線量記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 線量記録の保存 

 保存期間 30年 

 当該記録を 5 年保存した後、または特定線量下業務従事者に係る記録を特定線量下業務従事者が離

職した後においては、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すことができる。 

 

③ 線量記録の通知 

 事業者は、線量記録について、労働者に通知しなければならない。  

 

④ 事業廃止の場合の、線量記録の引き渡し 

 事業者は、その事業を廃止しようとする場合、それまでの線量データが散逸するおそれがあるため、線

量記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡さなければならない。  

 男性又は妊娠する可能性 がないと診断された女性の実効線量  

 3月ごと、1年ごと及び 5年ごとの合計 （5年間において、実効線量が１年間につき 20mSvを超えた

ことのない者にあっては、3月ごと及び１年ごとの合計）  

 女性（妊娠する可能性が ないと診断されたものを 除く。）の実効線量  

 1 月ごと、3 月ごと及び１年ごとの合計 （1 月間に受ける実効線量が 1.7mSv を超えるおそれのない

者にあっては、3月ごと及び１年ごとの合計） 

※ 平均空間線量率 2.5μＳＶ／ｈを超えるの作業場 
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⑤ 労働者が退職する場合の記録の交付 

 事業者は、特定線量下業務に従事した労働者が離職する、または事業を 廃止するときは、①の記録の

写しを労働者に交付しなければなりません。なお、有期契約労働者又は派遣労働者を使用する場合に

は、放射線管理 を適切に行うため、以下の事項に留意する。   

 3 月未満の期間を定めた労働契約又は派遣契約による労働者を使用する場合には、被ばく線量の

算定は、1 ヶ月ごとに行い、記録すること 

 契約期間の満了時には、当該契約期間中に受けた実効線量を合計して被ばく線量を算定して記録

し、その記録の写しを当該特定線量下業務従 事者に交付すること  

 

⑥ 健康診断 

 労働安全衛生法においては、労働者に対して、雇い入れた時、その後は１年以内に１回健康診断を実

施することが義務付けられている。特定線量下業務に当たる場合には、必ず受診するようにする。なお、

期間の定めのある労働契約又は派遣契約を締結した労働者又は派遣労働者に対しても、健康状態の

把握の必要があることから、雇い入れ時に健康診断を実施すること。 

 

（３） 原子力被災者生活支援チームからの「JR常磐線（富岡駅～浪江駅間）の線量調査結果について」 

令和 2年 2月 28日、内閣府原子力被災者生活支

援チーム（経済産業省）が「JR 常磐線（富岡駅～浪江

駅間）の線量調査結果について」において、『富岡駅

～浪江駅間を 1 往復する際に乗客が受ける被ばく線

量は、約 0.32μSv であった。この値は、日常生活で

受ける放射線レベルと比較すると、集団検診における

胸部 X 線撮影の被ばく量（1 回当たり 60μSV）の役

180分の 1である。』結果を示したが、あくまでも 1往復における考え方であり、常に乗車する乗務員や乗客はこ

の数値以上の被ばく線量を受けることになる。 

 

5-2 除染 

 除染の実施 

 産業廃棄物なのか、国が管理させるのか、土壌等の永久保管および管理の徹底（PCB と同様） 

 原発事故で広がった放射性物質を取り除く除染を巡り、環境省は除染をしたあとに雨水などで放

射性物質が集まって放射線量が上がった地点があった場合、同じ場所を再び除染する「再除染」

を行う方針を明らかにした。 

 会社は団体交渉で「除染はしない」と明言している 

 

5-3 持続可能なエネルギー政策 

（１） 「原発政策」からの転換 

 中間貯蔵施設（福島第一原発周辺の大熊町、双葉町） 

 

 

 

【原子力被災者生活支援チーム】 

東日本大震災の被災者の生活支援の事務を担う地

方公共団体のみでは対応できないことから、被災者生

活支援チームにおいて、被災地への物資輸送・燃料供

給、被災者・避難者の受入対策など、地震・津波による

被災者に対する生活支援に関する府省をまたがる課題

について取り組んでいる。 
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（２） 「再生可能エネルギー」への転換 

① 太陽光（メガソーラー）発電（富岡町） 

 

② 風力発電（楢葉町） 

  

③ 地熱発電 

 

④ 水力発電 

 

⑤ バイオマス発電（大熊町） 

  

⑥ 水素エネルギー開発（浪江町） 
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総合労働政策 【（3S）政策･制度･生活充実】 

総合労働政策（中間報告）の考え方 

１．鉄道業における放射能管理にあたり、労働者の健康管理や健康診断に関わる諸課題について 

原子力災害は、核燃料から放出された放射性物質から出される放射線という「特殊災害」であることを基本に、

国・政府は様々なガイドラインや安全基準を整備しています。しかし、その安全基準は、労働者個々の持続的な

健康を保障するものではなく、放射線調査である定点調査は、局所的な高線量箇所を含めた調査とは決して言

えません。よって、原子力災害による核燃料から放出されたセシウム、ストロンチウム、プルトニウムの放射性物

質の放射線量のみで、人体における影響や責任を明確に現すことはできないことからも、数値のみで「安全」と

位置付けることなく、そこで働く労働者の安全と安心を追求し、リスクと向き合うことが、真の「リスクコミュニケーシ

ョン」と考えます。 

  私たちは、「環境影響調査法」「環境アセスメント」の考え方を基準に、労働者の健康維持と健康管理のあり方

を検証していきます。 

 

（１） 低線量被ばくへの検証 

（２） 内部被ばくへの検証 

（３） 放射線量データ管理について 

（４） 健康診断について 

（５） 安全衛生委員会での議論内容について 

（６） 労災認定について 

（７） 「ＪＴＳＵ安全衛生手帳（仮称）」の作成 

（８） 検証交渉について 

 

 

２．安全問題について 

常磐線が全線開通し、高放射線量下である「帰還困難区域」を運行していますが、すでに野生動物との衝撃

など異常時対応が多く発生しています。また、今後、台風や強風などの気象災害や地震などの地質災害などが

想定されます。 

  したがって、安全運行に関わる諸問題について、職場から原因究明や検証運動を継続して取り組みを強化

します。 

 

（１） 野生動物との衝撃など異常時対応の検証を行います。 

（２） 台風や強風、地震などの自然災害に対する安全議論や検証を行います。 

（３） 安全に関わる諸問題について原因究明や検証運動を継続して取り組みます。 
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3．新たなエネルギー政策に伴う諸課題について 

いまだに、事故収束作業が続く福島第一原発では原子炉建屋への地下水流失を防ぐために大量の電気が

使用されています。また、放射能汚染による高線量のため、「帰宅困難区域」が解除されない福島第一原発周

辺には除染による大量の汚染土を積み置きする中間貯蔵施設が建設されています。原子力事故により、地域は

帰還できないばかりか、収束に向けて膨大な電気を消費するために、原子力に替わる新たな電力・電源が必要

とされています。 

  今、「原発政策」から実効性ある「再生可能エネルギー」へ転換するために、太陽光（メガソーラー）や風水力

発電をはじめとしてバイオマスや水素エネルギーなどの新たなエネルギー開発をスタートしました。このような計

画の実現に向けて、常磐線全線開通を皮切りに復興とまちづくりが始まりました。 

  私たちは、地域復興に向けた「原発政策」から「再生可能エネルギー」への転換を検証していきます。 

（１） 各エネルギー政策の進捗状況や雇用拡大などの検証 

（２） 常磐線沿線のイノベーション 

（３） 「帰還困難区域」への帰還状況の検証 

 

  以上の検証項目を職場、地方本部、中央本部と連携して、職場と地域から取り組むこととします。 

  したがって、これまでの各政策を基本に「総合労働政策（中間報告）」として取りまとめました。今後、検証を行

い、検証期間を「福島イノベーション・コースト構想」が完成するおおよそ２年後とし、その結果をふまえて精査・

検討し「総合労働政策（最終報告）」として取りまとめていきます。 

 

 以上 
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【参考資料】 

 

原子力災害は、核燃料から放出された放射性物質から出される放射線という「特殊災害」であることを基本と

し、国・政府は様々なガイドラインや安全基準を整備している。しかし、その安全基準は、労働者個々の持続的

な健康を保障するものではなく、各省庁の放射線調査である定点調査は、局所的な高線量箇所を含めた調査

とは決して言えない。 

 よって、原子力災害による核燃料から放出されたセシウム、ストロンチウム、プルトニウムの放射性物質の放射

線量のみでは、人体における影響や責任を明確に現すことはできないことからも、数値のみで「安全」と位置付

けることなく、そこで働く労働者の安全と安心を追求し、リスクと向き合うことが、真の「リスクコミュニケーション」と

考える。 

※ 参考 環境影響調査法・環境アセスメントの考え方を基準にその検証方法を考える 

 

（１） 車輛整備労働者の作業場の線量も含め環境への影響も考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査項目の選定及び調査手法】  

① 調査項目（調査すべき情報の種類）は、空間線量率や放射能濃度の状況に加え、予測及び評価を行う

上で必要となる項目や環境保全措置を検討する上で必要となる項目を選定する 

② 調査手法は、放射性物質汚染対処特措法に基づく空間線量率の調査手法が参考となる。ただし、環境

保全措置の検討に必要となる場合には、必要に応じ放射能濃度も調査する。調査方法としては以下のよ

うなものが参考となる 

 

【空間線量率】 空間線量率の測定は、以下のような方法が参考となる。  

 放射性物質汚染対処特措法の施行規則第 43 条で定められた方法（以下参照） （参考） 第四十三

条 法第三十四条第一項の規定による調査測定は、次に定めるところにより行うものとする。 

一 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況については、放射線の量によるものとすること。  

二 放射線の量の測定は、測定した値が正確に検出される放射線測定器を用いて行うこと。 

三 放射線の量の測定は、地表五十センチメートルから一メートルの高さで行うこと。   

四 毎年一回以上定期に放射線測定器の較正を行うこと。  

 

③ 調査地点の考え方と調査地域 

 調査地点の考え方として、事業特性（表土掘削の位置等）及び地域特性（住宅の配置、子どもが利る

施設（学校、公園等）、利水地点、水域の利用状況等）の現状や将来計画を踏まえて、事業の実施に

より影響を及ぼすおそれがある地点を含む範囲とすることが望ましい 

 調査地域は、拡散・流出防止措置を講じる必要がある工事等を行う事業実施区域及び影響を受ける

おそれがある地点を基本とし、事後調査において、事業実施区域周辺の空間線量率や放射能濃度

の変化を把握するために必要となる地点とすることが望ましい 



48 

 

 

④  調査期間 【時期の考え方】 

空間線量率や放射能濃度の調査に当たっては、豪雨等の自然現象により放射性物質を含む土壌の流

出入が生じ、その前後で空間線量率や放射能濃度が変化する等の変動が想定される場合には、必要に

応じて季節別や月別等の変化を確認することが望ましい。現況の変動の範囲を把握しておくことは、工事

中の事後調査等において、自然現象による変動の範囲内にあるか否かを検討するための重要な情報とな

り得る。 なお、現況の空間線量率や放射能濃度がほとんど変動しないと想定される場合には、代表的な時

期に 1 回程度の調査とすることも考えられるが、事後調査において現況調査結果と比較する場合には、上

記の観点について慎重に検討する必要がある。 なお、独立行政法人日本原子力研究開発機構によれば、

積雪が 2～5cm あると 9%空間線量率 が低減するとの報告があり、積雪がある場合、放射線の遮へい効果

により、空間線量率が低い 値となるおそれがあるため、積雪の影響がない時期に行うことが望ましい。 

 

（２） 乗務員労働者の検証方法 

① 基本的な考え方 

 ガラスバッチでは、リアルタイムな線量が把握できず、災害時など刻々と変わる状況の把握と対応が

出来ないので、アクティブ型積算線量計で記録すことが望ましい。また、放射線障害の性質より原爆

手帳のような将来にわたって管理できる体制の整備を目指す。 

 

② 測定データの扱い 

 「労働者の放射線による健康障害を防止するためのガイドライン」特定線量下業務テキストに沿った

放射線量記録データの扱いが望ましい。 
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【変更履歴】 

20200301  第 1回戦略会議を開催し、本会議をベースに作成 すみだリバーサイドホール 

20200313  戦略ミーティング     労連事務所 

20200314  現地踏査 

20200325   第 2回戦略会議を開催    赤羽会館第 4集会室 

Ver1.0 第 2回戦略会議を踏まえ、追加修正 

20200405  現地踏査 

20200406   第 3回執行委員会 Ver1.0配付   参議院会館 101号室 

20200408 Ver1.1 第 3回戦略会議を開催し、追加修正   赤羽会館第 1集会室 

20200409 Ver1.2 第 3回戦略会議及び各種資料を踏まえ、追加修正 

20200415 Ver1.3 戦略ミーティングを開催し、追加修正   労連事務所 

20200417   戦略ミーティングを開催し、追加修正   労連事務所 

20200423 Ver1.4 第 4回戦略会議の追加・修正   北とぴあ 808会議室 

20200510 Ver1.5 水戸地本との意見交換会 

20200513        追加修正 

20200516  第 5回戦略会議     労連事務所 

20200523 Ver1.6 第 5回戦略会議の追加・修正 

20200530  第 6回戦略会議     労連事務所 

20200614  第 7回戦略会議（完成版へ）   東上野区民館 

 

 

 


