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｢技術会｣ ､ ｢協議会｣の傍聴報告とその問題点

宮城県でも原発問題を議論できる専門組織の構築を! l

5月8日に｢女川原子力発電所環境放射能測定

技術会｣ (以下｢技術会｣ )が開かれた｡

この会議は年4回(2,5,8,1 1月)開催される｡

ここでは環境放射能と温排水の測定結果の評価と

取りまとめが主な討議事項である｡報告事項とし

て女川原発の現在の状況が説明されるので貴重な

機会でもある｡今回の報告で気になった事を以下

に述べる｡

女川原発原子炉建屋ベント装置が201 3.3.29.

に完成した｡これは炉心損傷等のシビアアクシデ

ントが発生した場合に､水素爆発で建物の破壊を

を避けるため､フィルターなしで水素と共に放射

能も出す装置でした｡いったいどれ位の放射能の

値を放出する想定なのかと東北電力の万に聞いて

みたが､計算していないということだ｡安全上重

要な基本機能の一つである｢閉じ込める｣の放棄

である｡なお､乗北電力のHPによれば原子炉格納

容器の｢フィルター付きベント装置｣は､原発の

新規制基準対象だが　女川2, 3号機で2015年

度中の完成予定である｡何故か1号機のことは触

れていない｡もしかして廃炉も考えているのか?

5月29日には｢女川原子力発電所環境保全監

視協議会｣ (以下｢協議会｣ )が開かれた｡これ

も｢技術会｣と同じ月に開催される｡ ｢技術会｣

からの報告を受け原発の周辺環境に対する影響評

価の有無を確認することが主な仕事であるC　そこ

で気になった事を述べる｡

津波対策として　女川原発防潮堤のかさ上げに

ついて報告されたo　これは原発の新規制基準対象

事項である｡防潮堤に達する津波の最大遡上高さ

を23mとした｡それを基に防潮堤の高さを29m

にするという｡今回の3.1 1津波の高さは13m

で､敷地の高さ13.8m (1mの地盤沈下を考慮後

の高さ)で80cmしか余裕が無かっだ｡満潮時で

あれば敷地高を超えたかもしれない｡前EiI2月の

｢協議会｣で配布された東北電力の｢発電所だよ

り1月号｣では､防潮堤の高さが17mであったが

今回は29mへ変更である｡何故そうなったのか等

詳しく知りたいと思い､東北電力の方に詳しい資

料を見せて欲しいと要望したが､現在は内部資料

なので公開できないとのこと｡新規制基準決定後

国に報告後に公開すると言っているが､工事を開

始している(201 3.5.29開始201 8.3完了予定)

のにそれを公開できないというのは､自信がない

からなのだろうかと思ってしまう｡

女川原発の敷地での基準地震動は､ 250-375
--580刀ルと変遷している.津波の予想高さも､

9.1--23mと変わっている｡今までの地震や津波

対策は後手後手であったので､今後も繰り返すの

ではないかと不安である｡

毎回傍聴して感じる事は､この｢技術会｣や｢協

議会｣は､放射能と温排水の測定結果を評価する

ことが中心議題であるので組織的に不備である｡

シビアアクシデント対策を議論できる専門家が参

加していない｡原子炉建屋のベント装置について

も､放射能放出のことが話題に出てこない｡防潮

堤についても､想定地震のことが議論にならない｡

津波の想定を変えても黙って聞いている｡地震や

津波の専門家も参加していないので､東北電力の

言いなりである｡そのうち女川原発の再稼動や廃

炉が問昆引こなってくると思うが､新潟県のさまざ

まな委員会( ｢新潟県原子力発電所の安全管理に

関する技術委員会｣ ､ ｢地震､地質､地盤に関す

る小委員会｣ ､ ｢設備健全性､耐震安全性に関す

る小委員会｣

httD://wwvv.Dref.niigata.1g. め/genshiryoku/)

などを参考にして､宮城県でも新しく女川原発の

安全性の問題や経済性､必要性までも含んだ県民

のための原発問題の議論をする専門的な組織を作

る必要があると思う｡ (2013.7.1　兵藤則雄)



東北電力と｢ともに､前へ｣
東北大学特任教授　杉山丞
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【はじめに】

7月13日の朝日新聞社説｢原発政策､自

民党は『現実』を見よ｣に､凡そ以下のこと

が書かれていました｡

｢『原発は安くて安定した電源』との説明は､

電力不足や電気料金が心配な人々へのアピール

なのだろうが､もはや色あせた言い回しだ｡ .

原発は使用済み燃料や放射性廃棄物について､

処分の方法や場所のめども立っていない｡これ

ら先送りしたコストや事故の際の損害賠償を考

えれば､原発の経済的な優位性はすでに崩れて

立上るo

『安定』神話も幻だ｡放射能汚染の恐ろしさ

や電力会社の隠蔽体質を目の当たりにして､日

本人は原発の運転に極めて慎重になった｡今後

は小さなトラブルにも徹底検証を求めていくだ

ろう｡

原発は長期にわたり停止しかねない｡ 1基の

不具合をきっかけに全基を止めて再点検､とい

う事例も増える｡諸外国に比べてただでさえ低
い原発の稼働率は､さらに下がる｡原発はます

ます不安定な電源になった｡｣

将来を見据えた正論ですが､やはり､ ｢原発や

めたら電気料金が跳ね上がるのでは?｣とか､
｢電力会社が倒産してしまうのでは?｣と心配

されている万が多いのも事実なのではないでし

ょうか｡

そこで､ここでは乗北電力を対象に､
･原発の維持コストはどのくらいか?

･それを廃炉にすると年間経費はどれほど削

減されるのか?
･一方で原発再稼働によりどれほど削減され

るのか?
･ ｢原発を維持し続けて再稼働を待つケース｣

と｢原発を廃炉にしたケース｣とでは､ど

ちらが経済的なのか?
といったことを明らかにしてみたいと思います｡

【原発の維持コスト】

まず､東北電力の､発電していない自社原発

に対する維持コストは､昨年度の有価証券報告

書によると凡そ｢922億円｣で､同じく発電ゼ

ロの東電および日本原電の原発を維持するため

_ I-　-　-　-　-　-　-　■■

の支援コスト(基本料金)は､値上げ申請書類

によると凡そ｢320億円｣と記されています｡

この他に､原発専用の超高圧線網の維持費や
一般管理費なども費やされていますが､まずは

それを含めなくとも､上記合計の｢1,242億円｣

という､発電ゼロの原発を維持する為の支出さ

え無ければ､東北電力の昨年度の経常収支は､

932　億円の赤字が解消されるだけでなく､

300億円以上の黒字決算になっていたという

ことが分ります｡

【原発廃炉によるコスト削減】

｢上記の原発維持費を､今からゼロにするこ

とは難しいですが､原発を廃炉にすることによ

って､ 1,000億円ほどの年間経費削減が可能｣

と､河北新報の持論時論に投稿(5/26)した

ところ､東北電力の広報部長より｢原子力発電

所の維持費は､既にある設備を維持管理するた

めの費用であり､運転の有無にかかわらず発生

する費用である-原発の維持費は稼働状況によ

って変わりませんので､安全性の確保された原

発は､廃炉を選択するのではなく､再稼働する

ことにより-｣という､運転停止状態と廃炉を

混同した､非論理的な反論(6/5)を頂きまし

たので､下記の内容の再投稿(6/12)をしま

した｡

｢昨年度の経費では､ 『廃炉』とすることで､

105億円の修繕費､ 111億円の業務委託費､

54億円の固定資産税､ 379億円の減価償却費

などを合計した年間720億円ほどと､他社の

原発維持費280億円を加えた1 ,000億円を削

減できたと考えられます｡この他にも､専用高

圧線の維持費や-般管理費まで含めれば､宣孟土

で1.100Jl.200億円ほど力哨り減可能です.こ

れについて､もし『情報が正しく伝わっていな

いことによる誤解』だとすれば､ぜひこの機会

に､原発廃炉による年間経費の削減可能額を

(24年度の実績ベースで)正確に提示してい

ただきたいものです｡｣

しかし､これに対する回答もしくは再反論は､

残念ながら今日現在までありません｡

【原発再稼働によるコスト削減】

原発再稼働により削減可能なコストを計算す



るには､｢削減される火力燃料費と増加する原発

運転費の差額単価｣と｢原発で安定して発電可

能な発電量｣の設定が必要となります｡

東北電力の値上げ申請書によると､火力発電

の平均燃料費は､平成25-27年度で1 kW時

当たり8.8円と予測されています｡一万､原発

再稼働により増えるウラン燃料費やバックエン

ド費､修繕費等がおよそ32円(平成20年度

と24年度の有価証券報告書記載の原発発電コ

ストの差額より)ですので､差し引き｢5.6円｣

が､原発再稼働により削減される､ 1kW時当

たりのコストとなります｡

出力は､全ての原発が再稼働するとして
327.4万kW｡稼働率は､震災前6年間の東北

電力自社原発の平均で62%です力で､冒頭の朝

日社説にもあるように､今後は稼働率が低下す

ると予想されることと､老朽化も進むため､安

全側で60%を採用すると､年間発電量は｢172

億kW時｣となります｡

この発電量に5.6円をかけると､削減可能な

年間経費｢963億円｣が算出されます｡これに

加えて､東電や原電の原発からも予定通りに(年

間23億kW時)購入できたとしても､ 129億

円の加算で､総合計は｢1.092億円｣と､ ｢廃

炉により削減可能な額=1.100-1,200億円｣

に届きません｡

【両者の比較】

｢廃炉により削減可能な額｣については､当

面削減できないとした人件費や一般管理費が次

第に減っていくとともに､大災害に対する保険

である機構負担金も不要となるため､数年後に

は｢1300億円｣ほどの削減が可能となり､差

は開いていくばかりです｡

しかも､追加安全対策費の約1 ,820億円と､

停止期間中(およそ5年)の原発維持費を足し

合わせた､およそ｢7,000億円｣の経費を削減

することにも繋がります(未使用分は5,000

億円ほど)｡

以上より､ ｢原発の再稼働を待ち続ける選択

肢｣にコスト面での優位性が存在しないという

ことが明らかになりM｡つまり､

早く廃炉とすることが､電気料金を最も安く抑
える選択肢だということです｡

【廃炉に伴う特別損失】

廃炉とすることによって､廃炉に備えた引当

金不足と原発施設の残債である除去損の合計が､

東北電力ではおよそ｢4,818億円｣の特別損失
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に相当すると計算されています｡

これをどのように処理すべきかは現在経産省

にて検討中ですが､仮に｢10年程度の分割に

して電気料金で回収する｣ということになった

場合でも､上記｢追加安全対策費と原発維持費
の未使用分　=5,000億円｣を充てればおつり

が来ます｡

逆に言えば､廃炉の決断を一日先延ばしにす

るだけで､およそ3億円の電気料金が毎日無駄

に消えているということです｡私達に選択の余

地があるならば､この死に金を､ ｢廃炉｣に向け

て有効に使いたいものです｡

【おわりに】

アメリカのサンオノプレ原発が廃炉となるこ

とが､ 6月7日に決まりました｡再稼働まで1

年以上かかるトラブルの発生により､補修費用

や人員を他の発電所に廻したほうが効率的だと

判断した結果だと報道されています｡つまり､

わずか1 -2年の停止に対して､ ｢発電ゼロの原

発を修理しながら維持し続けることは効率的で

はない｣と判断したということです｡

東北電力においても､最低であと3年以上停

止することが確実な女川原発などに対する正し

い経営判断は､もう明らかです｡

あとは､勇気を持って｢廃炉｣を選択するこ

とによって､原発事故のリスクが一掃され､将

来世代への負の遺産である放射性廃棄物の発生

も抑えられ､ ｢安心して暮らせる｣という､お

金に換えられない大きなメリットが得られます｡

これこそが､原発事故の被災地となった電力会

社にとって､被災市民と｢ともに､前へ｣踏み

出すための､最優先事項なのではないでしょう

か｡

●6月9日(日)､風の会公開学習会｢原発廃炉

で電気料金の値上げは止まる｣を､杉山丞さん

を講師に開催｡ 29名参加｡
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聞<耳を持たt3い東北電力

今年13 3時間71分の株主総会

去る6月26日(水)､他の電力会社と同時

に東北電力株主総会が開かれた｡

私たち脱原発東北電力株主の会は､ 88項目

の事前質問と3つの株主提案を用意して参加し

た｡

開会前に､私たらの提案や質問の一部などを

記した､ 『｢原子力発電所の廃止｣と｢再生可能

エネルギーの活用｣を求める株主提案に賛成し

て下さい』というビラを総会参加者中心に､会

場の電力ビル前で1000校配った｡

総会は､約900人が出席して午前10時に

始まり､ 3時間17分後に終了した｡私たらの

方は16人くらいで臨んだ｡あとは私の私見で

書かせていただく｡

まず事業報告などがあった｡震災による経営
の厳しさの中で配当は当分なし､原発の再稼働

を推し進める､電気料金値上げ､等々の内容｡

民主党政権がエネルギー政策を脱原発の方向に

したのは一時の気の迷いとでもいうような調子｡

事前質問に対する一括回害は､いつもながら

回答になっていないものが多い｡

あきれた回害の一例｡ ｢(原発)再稼働による

収支の改善と廃炉による影響について､ (中田各)

廃炉とする考えはなく､廃炉による影響などは

算定しておりません｡｣廃炉した場合の計算もせ

ず､どうして再稼働が廃炉より経済的に有利と

断定できるのか?でたらめも甚だしい｡

会場からの質問では､私たち以外の株主から

も､原発再稼働には納得いかないなど取締役会

の方針に批判的な質問か相次ぎ､福島県など近

隣在住の万からは悲痛な訴えがあったが､取締

役会は聞く耳を持たなかった｡ I

私たらの株主提案は､ ① ｢震災原発｣である

女川原発の廃止､ ②敷地内に活断層がある索道

原発の廃止､ ③再生可能エネルギー活用のため

の送電網全回一本化の3つ｡どれも否決で､賛

成率は株数にして4′-5%｡ただ､青森市と宮

城県美里町が賛成して下さったほか､明確に反

対せず棄権した自治体もあり､少しは波風が立
ったということか｡
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以前よりだいぶ減ったとはいえ愚劣で卑怯な

ヤジもかなりあった｡私はこのヤジと会社側の

威圧的態度に反応して激高してしまい､猛省し
ている｡この時は｢原子力規制委員会が東通原

発の断層は活断層とほぼ断定したが､それによ

り再稼働できなければどうするのか｣との質問
に､取締役会が｢当社は活断層ではないと判断

しており､仮定の話には答えない｣というよう

な回答をしていた｡

公開学習会｢原発廃炉で､電気料金の値上げ

は止まる｣でお話しして下さった杉山先生は異

体的数字を挙げて冷静に質問しておられた｡し
かしこれにも取締役会はまともに害えようとし

なかった｡

｢ベストミックス｣などと言いながら､実質

原発ばかりに頼って対案にも耳を貸さない硬直
した経営は､さらに破滅的な大事故が起きて田

本全体が死の土地になり栗てるまで変わらない

のだろうか｡

(2013.7.17　河野正義)



｢子ども.被災者支援法｣に一刻もはやく魂を入れる! 
～放射能被害から子どもたちを守るふくしま集団疎開裁判報告会に参加して 

6月17日､仙台市市民活動サポートセンター

で行われた｢ふくしま集団疎開裁判報告合一集団

疎開裁判の今後と原発事故子ども･被災者支援法
-｣に参加した｡

折しも､ ｢子ども･被災者生活支援法｣の具体的

な支援策を定める基本方針の取りまとめを担当し

ていた水野靖久･復興庁参事官のツイッター問題

が発覚したばかりだったが(今年3月7日の集会

で取りまとめ状況を説明｡翌8日に｢今Ejは懸案

が一つ解決｡正確に言うと､白黒つけずに暖昧な

ままにしておくことに関係者が同意｣と､課題の

先送りを喜ぶ内容をツイ-トなど)､まさに水野個

人のみならず､復興庁全体のやる気のなさがこの

ツイートに示されていたoこうした状況を打破し､
ノ裁判での成果と限界を引き継いで､ここ宮城で何

をしてい<べきなのかをめぐって報告と議論が行

われた｡主催は｢ふくしま集団疎開裁判･仙台ア

クション｣｡

JLLI合高裁の判決については､前号｢ふくしま集

団疎開裁判第二審4･24の『肩透かし』決定｣

(小浜耕治さん)で報告済だが､この日の報告会

でも弁護団の柳原敏夫さんから､判決文に｢郡山

市の子どもは低線量被ばくにより生命･健康に

由々しい事態の進行が懸念される｣｢除染は十分な

成果は得られていない｣ ｢『集団疎開』が子どもた

らの被ばくの危険を回避する1つの抜本的万策と

して教育行政上考慮すべき選択肢である｣と記載

される｢異例の事実認定の見直し｣がなぜ起こっ

たのか?について見解が述べられた｡そこには､

社会的な裁判の行方を左右する3つのカニ真実の

力(チェルノブイリの実例)､正義の力(特に国連

人権委員会など世界からの声)､市民の力(良心的

な裁判官ほど孤独なので､多数の市民の支持が不

可欠)が作用したのではないか､とのことだった｡

また柳原さんは､国の責任による集団避難の実

現の突破口を作り出す取組みとして､ ｢山村留学｣

を手本とし､自然豊かな過疎地の学校にグループ

ことに避難し寮生活をおくる｢緊急･集団避難プ

ロジェクト｣を提案した｡この案のポイントは

｢個々ではなく､グループで｣ ｢家族くるみではな

く､子どものみ｣というところで､これなら親が

離職する必要はなく､また｢自分だけ避難したら

友だらを裏切ってしまう｣という後ろめたさもな

くなるので､行政が動かない現状ではベストなプ

ランではないか､とのお話だった｡

報告会では他にも､安心安全プロジェクトの吉

田邦博さんより｢ふくしまの子ともたら･現地か

らの声｣､篠原さんから｢原発事故子とも･被災者

支援法を生かす宮城の取り組み｣がそれぞれ報告

された｡そのうち篠原さんから､ ｢子とも･被災者

支援法の支援地域･施策･予算を具体化して､せ

っかく超党派でつくりあげたこの法律に魂をいれ

なければならない｣ ｢宮城にも2300.-2500人

くらいの福島からの避難者がいるが､民間では『手

のひらに太陽の家プロジェクト』や『ふくしまほ

っこりカフェ』などの取り組みはある｡また､自

治体を巻き込まなければならない｣との話があっ

た｡また､フロアデスカッシヨンでは､ ｢信頼でき

る医者へのアプローチも必要ではないか｣などの

意見もだされた｡

すでに12人の甲状腺ガンが発生するなど､今

後ますます深刻化してい<であろう現実に対して､

まだまだ追いついていない現状を改めて痛感しつ

つ､声を上げ続けていかないと､事故も放射能被

害も避難者も｢ないもの･終わったもの｣として

扱われてしまうのであきらめずに言い続けていく

とともに､いか1こ避難者に寄り添っていけるかを

常に考えていかなければならないと感じた｡

(だてわき)
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l 『除染作業』の費用対効果(a-t3士).- ��

【放射線量｢4割減少｣の規制妻解釈】

6.6朝日に､福島第一原発事故の全避難区

域で｢放射線量4割減少｣という記事があり

ました｡ 6.5規制委発表によれば､ 2011年

11月と13年3月の空間放射線量の航空機

測定データを比較すると､｢A:帰還困難区域｣

では毎時｢14.5｣マイク0シーへ+ルトから｢8.5｣

(59%)に､ ｢B :居住制限区域｣では｢5.7｣

から｢3.4｣ (60%)に､ ｢C :避難指示解除

準備区域｣では｢2.0｣から｢1.1｣ (55%)

に､ ｢D:計画的避難区域｣では｢2.7｣から

｢1.5｣ (56%)に､ 1年4ケ月間に平均で

｢4割減少｣ <%数値は筆者が加筆>｡理由

は｢時間がたって放射能が減ったうえ､国宝

海に流されるなどしたため｣とのこと｡

そこで､このような放射線量の減少がどの

ような意味を持つのか､ 『鳴り砂　No.242

(2-063)』別冊5頁の(字が細かすぎて､

おそらく誰も見なかったと思われますが! )

｢検証計算｣と同じエクセル計算で､ (懲りず

に)検証してみました｡その結果は-0

【放射線量減少に占める除染の効果】

まず､大規模な放射能放出･汚染が2011

年3月15田に生じだとすれば､半減期の短

いヨウ素131,132,133やテルル132は同

年8-9月までに物理的に減衰(消滅)するた

め､航空機測定ではセシウム134,137由来

の放射線のみが計測されたと考えられます｡

そこで､それら2核種の時間経過による物

理的減衰を計算すると､ ｢25%｣が自然に減

坐することが分かります.すると､ (ほとんど

除染されていない･手付かずの) A･ B区域

での残り｢15%｣の減少は､雨･雪･風･自

然の覆土などによって生じたものと思われ､

規制要の説明と符合します｡さすが規制委!
-川とそれでオシマイにしてはいけません｡

%データをよく見ると､ C ･ D区域ではさ

らに｢5%｣の減少が生じていることが分か

ります｡それら区域では住民帰還に向けての

6

除染作業が精力的に進められていることを考

え合わせれば､その｢5%｣が"除染の効果…

となるのではないでしょうか｡

【『除染作業』の費用対効果】

でも､ 『除染作業』は､国も自治体も膨大な

予算(税金)を投入し､原発建設でも儲けた

｢大手ゼネコン｣に請け負わせることで"原

子カムラの結束(金回し)''を維持し､下請け･

孫請け段階でのピンハネ･暴力団関与･労働

者被曝隠しなどの　…原発維持に不可欠なM　差

別構造を温存しながら進められているのに､

その効果がたったの｢5%｣では､ "焼け石に

水"ならぬ"盗人に追い銭"ではないでしょ

うかく後述も参照>｡

｢原発避難とダムの立ち退き｣で､前者は

約700万円､後者は約2000万円という

補償額の大きな差について､｢東電はもとより

園も県も市町村も『戻る』といい続けている｡

戻れるめどが見えなくても､家が荒れ果てて

も､ 『戻る』が前提である限り､低い補償しか

出ない｡ -『もう戻れないと言ってくれ』｡最

近､避難者からはそんな悲鳴も出始めてい

る｡｣<5.9朝日:プロメテウスの農　家が買

えない　5>という福島の深刻な状況を考え

れば､集団疎開･集落移転などを回が決断す

ることが必要です｡しかし､原発の維持･再

稼動のため福島原発事故の被害を小さく見せ

たい国･安倍政権は､それらの"傍白(はた

め)が悪いこと"は何一つ行ないたくないの

です｡そのため､ほとんど効果のないことを

詔書哉しながら､ 『除染作業』に無駄金を使い続

けているのです｡その分を疎開･移転や原発

被災者の援助･健康調査などに回した方が､

よほど費用対効果があるはずです｡

【放射線量｢4割減少｣でも

『もう戻れない』】

さらに､ 2013年3月のA区域の測定値

(8.5)は､ 2014年6月26田の値に相当



することから､雨などによって1年3ケ月H未

来へ進んだ"ことになりますが､地表表面に

落ちた放射能が…初期の雨･雪"などで洗い

流され､残りは地表(深部?)に沈岩したと

すれば､鳳捷地象も生じることは期
待できません｡すると､あとは物理的減衰を

待つのみで､ 2021年3月で上記8.5の半

分(4.2)になるはずのものが､ 1年3ケ月

前の2019年12月に…達成日され､さらに

政府の除染目標｢年間20ミリシーへpルト｣ (本来な

ら｢1ミI)シーへ小ルト｣とすべき!)に相応する｢毎

時3.8マイクロシーへサルト｣にまで物理的に減少する

のは2023年6月17日(事故後22年3

ケ月)ですから､それが2022年3月(事

故後21年)に"早まった"ところで､避難

者にとっては『もう戻れない』のと同じだと

思います｡放射線量｢4割減少｣で『戻れる』

幻想を振りまいたり､東電の｢低い補償｣を

正当化することなく､ ｢ダム立退き｣と同程度

の住宅再取得価格補償がなされるよう､『もう

戻れない』という科学的事実を提示すること

が､規制要には求められているのではないで

しょうか｡

また､ C ･ D区域で見られた｢45%減少｣

は2014年11月11日の物理的減衰に相当

し､ 1年8ケ月の短縮となります力で､すると

人為的除染分｢5%｣は"5ケ月短縮の効果"

しかないことになり､さらに除染を繰り返し

ても(除梁の効率もその都度低下することか

ら)せいぜい数ヶ月～1年程度の…未来の先

取り効果"しか期待できず､その意味からも

本当に費用対効果があるかは疑問です(ホッ

トスポット低減には役立っていると思います

が)｡　<2013.6.8>

(仙台原子力問題研究グループl )
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;　　広大に汚染された大地の除染は不可能日　　;

:一人と原発は共存できないことを除染作業から確信- ;
-q I I L I I I L I I I L I I q q I I I J Ill J　+LI

みなさん初めまして!　あの東日本大震災か

ら､ 2年4ケ月が経ちました｡そして大阪から

この宮城の地に来て､ 1年7ケ月経ちました｡

仙台､石巻､気仙沼で､被災家屋の解体工事に

携わり､今年の4月から福島の相馬市山上地区

で､除染作業にも携わるようになりました｡

作業の内容としては､個人居宅の家周りの､

庭､通路の放射能汚染土を､ 3cmぐらいすき

取り､汚染土を1 t袋に詰め､庭は山砂､通路

は砕石を敷きならして､完了｡保護具は､ N95

以上のマスクをして､ゴム長靴を履き､ゴム手

袋を着用して作業しています｡

僕がこの作業に従事して思ったことは､福島

第一原発事故は､収束どころか､毎日悪化して

いる実態を､大手マスメディアの情報よりも感

じる事ができます｡それはなぜかというと､線

量計を3週間借りて測った結果､相馬市山上で

8時間で5〟S>被曝､つまり1日あたりに換

算して､ 15〟S>被曝しています｡ 1 t袋の汚

染土からは2LLS>/h放射線が出ています｡ 3

週間で実際に100LLS>近く被曝しました｡

このような汚染状況にあるにもかかわらず､

福島の万たらは作業員である僕たちに､とても

親切で暖かく迎えていただき､逆にこちらが元

-　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　●　■　■　■　■　■　■

■●■■■■●■■■■　■　■t■●■■■■■■■■■■■■

気をもらっています｡いつも作業をしながら､

いまだに1 5万人の人々がふるさとに帰れない

苦悩を抱えているにもかかわらず､ずさんで､

行き当たりばったりの作業で､真の問題解決に

なっているのだろうか､と考えさせられていま

す｡全国の50基の原発再稼動を強行しようと

している政府や電力会社の手伝いをさせられ､

大手ゼネコンが僕たらの労働報酬をピンハネし､

空前の利益をあげている現実に､白々怒りを感

じています｡

僕が福島で体験し学んで､確信できた事は､

事故が起きれば原因は解明できず､広大に汚染

された大地の除梁は不可能､だということです｡

そして増え続ける1日400tもの汚染水､それ

が地下水に漏れ出ている実態など､つまり人と

原矧ま共存できないことが､この事故で証明さ

れたのではないでしょうか｡僕はこの現実を前

に､福島の人たちにできることはないかと思い､

毎週金曜日､｢脱原発みやぎ金曜デモ｣に参加し､

怒りと被災地の苦悩の声をあげています｡

毎日放射能に汚染され続けている福島とその

近隣県の市町村のためにも､大手マスメディア

がこの事故を風化させ再稼動させるように画策

させないためにも､すべての原発が廃炉になる

まで声をあげ続けます｡ (K)

■　■　■ ll　■　■ ll　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　●　●　■　■　■　■　■　■　■■

原発の在ってふまわしいところt3んて馴1--　　　:
■                                                                                                   ■

:　　　　　--どうしてもt3<てlさい什t3いところもtjい　:
■
■　■　■　■　■　■　■　●　●　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　●

去る2013年6月15日′-16日｡青森の下

北郡大間町で開催された､反核ロックフェス大

MAGROCK(オオマクロック)に行ってきた｡

初めて同フェスが行われたのが2008年､大間

原発着工の年で､それから毎年開催されており､

今年が6回目だという｡

会場近くには下北半島･大間崎があり､ ｢ここ

は本州最北の地｣という石碑も立ち､訪れる観

光客も多いようだった｡磯の香り､カモメの並

ぶ岩場､商店は店先にタコやホタテなどがいい

8
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香りでこちらを誘う｡もちろん大間のマグロを

モチーフにした商品も外せない｡ここも海のま

らなのだと嬉しくなる｡自然と気仙沼の漁港と

重ねながら､景色を見て歩いた｡本州最北端の

地には私をわく才つくさせる､そんな魅力があっ

た｡とはいえ､少し経つと思い出す｡疑問が､

私の胸に"ざらり…　と残った｡どうしてこんな

場所に原発をつくろうとしているのだろうか?
･｡大間崎の曇り空は､害えてはくれなか

った｡



■■

●同じく｢大間原発敷地｣隣接･一坪共有地で､ 6

月16　日(日)に開催された第6回大間原発反対

現地集会(実行委員会主催)には､青森､北海

道等全国各地から500名が参加｡】

建設中の大間原発もよく見えるところに､大
MAGROCK会場はあった｡ステージ横には｢こ

ちらのステージ音響は太陽光発電で発音してい

ます｣と書かれたボードと発電機が｡振り返れ

ば両日ともお天道様も微笑んで､よい発電日和､

フェス日和だった｡さまざまなアーティストと､

それを聴く人たちとで､会場は心地良い一体感

に包まれた｡

二日目には｢あさこはうす｣に行き､小笠原

厚子さんにお会いすることができた｡厚子さん

は私たらに笑顔で､気丈に振舞ってくださり､

お家の中や畑を見せてくれた｡ ｢あさこはうす｣

は原子炉設置予定地の白と鼻の先｡この目も大

きなクレーンがログハウスの直ぐ後ろにそびえ
立つ｡厚子さんのお話を聞きながら､亡くなら

れた熊谷あさこさんはどんな方だったのかなと

想像した｡ 30年以上原発の設置に反対してき

た厚子さんのお母さん｡彼女たらの存在が､引

き継がれた意思が､今もこの場所で大きな勢力
から大間を守ろうと結びついている｡それを肌

で感じ､私たらも微力でも支えあわなくてはと

感じた｡いま､初めて｢あさこはうす｣に手紙

を書いている｡

来年は原発の建設中止が決まって､第一回の

祝い集会となった大MAGROCKにまた集える

ように､と願う｡　　(おおこし)

●電源開発のフェンスに囲まれた道路を通り､
｢あさこはうす｣へ

今.せIllで捗　　女川町議会議員阿部美紀子

との2.理lさ私たちに有LJ

7月14田9時､石巻駅に集合｡

本吉､涌谷､古川､石巻､仙台､女川と各地

から集まった精鋭が10名｡

この日は､女川原発反対三町期成同盟会とし

て女川と共に闘った､今は石巻市と合併した旧

雄勝町でのチラシ配り｡水浜､名振､船越､大

須まで行ってきました｡

水浜では､集会所で待っていて下さり､震災

当日の映像を見､お話を聞くことができました｡

お世話になりました｡
｢女川より先に雄勝が原発に反対した｣とか､

若いご夫婦から｢私たらも原発反対です｡頑張
って下さい｣との激励を受けました｡

大須では､丁度ウニの口開けの日で､獲れた

9

てのウニをご馳走になり､皆満足顔｡

私にとっても収穫だったのは､水浜と大須で

親戚という人に声を掛けられ､思いがけない親

戚名乗りをし､今後の活動に地盤ができたこと
でした｡

ただ､チラシ配りをして知ったこと｡電力が

月に一度､仮設を訪問しているという事実｡懐

柔は彼らのお手の物です｡再稼働に向けて､形

振り構わず動いてくるでしょう｡

しかし､理は私たらに有り｡

地道な､真実を伝える活動こそが､今必要で

あり､廃炉へ導くものと思います｡

今回､お世話になった雄勝の皆様､ありがと

うございました｡また会いに行きます｡

(201 3.7.1 5.)



[イン7ォ〆-ション】

ドキュ〆ンタり一映画
r放射綾を浴びたX年後｣上嶋会

日時□7月27日(土)

①rlO:30②13:40③15:30④18:00 (各83分)

(｢映画　日本国憲法｣特別上映12:00-13二20)

会場口せんだいメディアテーク7F

スタジオシアター

参加費ロー般1000円(当日1300円)

高校生　500円　中学生以下無料

主催ロ｢テロにも戦争にもNOを!｣の会

連絡先　090-7936-3437須藤

aFやま脱原宅n一　宇ビュー記念

No Nukes daY in Sendai

日時□7月28日(日) 11時～16時

会場口仙台市勾当台公園野外音楽堂

【Live出演者】 11時～13時30分
/

高橋明(チェロ)･大前雅信(ダンス)･

西村茂樹(敬) ･岡崎秀明(津軽三味線) ･

苫米地サトロ(歌)･稲垣達也(ピアノ)

【ブース】ツユクサの会･i-くさのねプロジェ

クト･カエルノワ･角田市民放射能測定室･

脱原発ポスター展

【脱原発カー】ボディーに､ YAMさんデザイ

ンのシールをみんなでペタペタ貼ります!

お子さん大歓迎!

主催□No Nukes day in Sendai実行委員会

く問合せ)みやぎ脱原発カープロジェクト代表

葛西090-375712111 wara114@gmai l. corn

第49Ja&宗50Ja

&第57回&第52回&第53虐l

大館を止05ろt女川再稼働する等t

子供を守れE汚重た桝l弓削l ∫ aFや誉金曜宇モ

Ln仙台　(鴫称:脱原発みや吉金曜宇モ)

https ://twitter. com/miyagi_no_nuke

httD://twiDla. iD/events/27716

日時□7月28日(日)勾当台公園野外音楽堂

(昼14時小集会15時デモ出発　日曜デモ)

8月2日(金)錦町公園

8月9日(金)元鍛冶町公園

8月25日(日)　錦町公園

(昼14時集合15時デモ出発　日曜デモ)

8月30日(金)　錦町公園

金曜夜は18時集合18時30分デモ出発

主催□みやぎ金曜デモの会(代表　西)

(090-8819-9920　電話は20時～22時まで)

e-mai I :miyagi, no, nuke@gnlai A. com

10

原発事故で死亡者lさゼE)?

いいえ.ゼE)なのは逮捕者です.1

強制調査捗さだか.I.I
～告訴受理bt弓7年を迎えて～

日時ロ8月4日(日) 13時

会場□いわき市文化センター1階大ホール

ゲストスピーチ:広瀬隆さん

弁護団スピーチ:河合･保田･海渡弁護士

告訴人スピーチ:福島県民から

講談:神田香織さん
ミニコンサート:李政美さん

資料代□500円

主催□福島原発告訴団

[編集雑記】

●6月18日夜､東北電力の｢説明の場｣で､脱

原発東北電力株主の会提出の88項目の事前質問

に対する個別国害を聞き､ 36名の40代･50代

の課長･副長等と討論を行いましたが､彼らが在

職中に現実化する原発廃炉について､ "思考停止"

の為なのか､コスト計算等の回答は､残念ながら

聞くことはできませんでした｡ (空)

;　　　　　【もくじ】

: ●宮城県でも原発問題を議論できる

!専門組織の構築を! !

:●東北電力と｢ともに､前へ｣

: ●聞く耳を持たない東北電力

:● ｢子とも･被災者支援法｣に

王　一刻もはやく魂を入れる!　　---5 :

王● 『除染作業』の費用対効果(のなさ) ! ･･････6 ≡

: ●広大に汚染された大地の除染は不可能!　E

:　　　　　　　　　　　　　--8 :

:●原発の在ってふさわしいところなんてない:

:　　　　　　　　　　　　---8　3

!●今､女川では　　　　　　　････9 :

;●インフォメーション･編集雑記　----･10 :
I I

l                                    I

:　　【別冊もくじ】　　;

: ●事故から何も学ばない政府事故調学者らの.

: ｢核心｣ならぬ｢核進｣　　　･･1 :

:● "スジ-の通った.･･原子力規詰り委員会!　Z
l                                    l

転≡書芸去り芸喜芸芋､二書
:●事故解明よりも算盤勘定!　.･-･15 :

:● …些細"な出来事?　　　　････9 :

L●女川原発アラカルト　　　　---･11 !

…

.
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