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｢原子力に依存しない社会を目指して｣ ～福島原発事故を教訓に～

新たt3 ｢住民運動｣としてのせIIl原発再稼働反対運動を.I

来たる11月9日､仙台弁護士会館にて､女川

原発の再稼働を許さない! 2013みやぎアクシ

ョン秋のつどいを｢原子力に依存しない社会を目

指して～福島原発事故を教訓に～｣と題して開催

します｡今回のメイン講演は宮城県美里町の佐々

木功悦町長にお願いしました｡

美里町は2011年9月､町と議会の共催で｢

平和を考えるつといin美里｣を開催し､多くの町

民の参加で｢脱原発宣言｣を採択｡美里町役場本

庁舎にはその宣言文｢原子力に依存しない社会を

!人類と核は共存できない核廃絶と脱原発へ｣

の横断幕が堂々と掲げられています｡

また昨秋､国が示した新たな原子力災害対策指

針によって防災対策重点区域(UPZ)が原発から

半径30km匿=こ拡大され､宮城県では新たに棄松

島市､登米市､南三陸町､美里町､涌谷町が地域

防災計画を策定すべき｢女川原発の地元｣という

ことになりました｡

美里町で30km圏に掛かるのは-行政区のみ

ですが､町は全町民2万5千人の避難計画を策定

o　そして美里町地域防災計画の総則｢計画目的｣

に｢女川原発の再稼働を容認するものではなく今

後､完全に廃炉となるまでに発生する可能性のあ

る原子力災害に備える｣と明記したのです｡

このような素晴らしい町政を､町議会や町民を

とりまとめて推進しておられるのが､佐々木町長

です｡

さらにこの7月には､佐々木町長のリーダーシ

ップで､ 5市町による｢UPZ関係自治体首長会

議｣が設置され､女川原発の事故に備えた広域避

難計画策定や東北電力との安全協定締結などを協

議していくこととなりました｡

このUPZ首長会議の動きは重要です｡何故な

らば､それが女川再稼働を止める具体的な力(拠

点､砦)になり得るからです｡

数年後､東北電力が女川原発再稼働の動きを本

格的に強めてきたとき､国(規制妻)も県も歯止

めにはならないでしょう｡そのとき｢原発の地元

は30km圏UPZだ｣とした向こう側の定義を逆

手に取って､ UPZの首長がまとまって再稼働に

反対の態度を取れば､事実上､東北電力は再稼働

できません｡さらにUPZ首長会議はそれを｢事

実上｣ではなく､はっきり｢協定｣として取り交

わすよう東北電力に要求しようとしています｡

つまり､私たち宮城県民が東北電力や推進派と

の攻防に勝ち､女川原発再稼働をくい止める具体

的な戦略を考えたとき､ UPZ (首長会議)は極め

て重要な戦略拠点なのです｡

私たらは､県民全体で大きな輪を作り､この｢

戦略拠点｣を守り抜き､盛り立てていかねばなり
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ません(東北電力は間違いなく激烈な攻撃を仕

掛けてきますから)｡それは具体的には､原発の地

元UPZの住民と､私たち脱原発派市民はもちろ

ん､放射能の被害を受け立ち向かっている県内の

農業者･漁業者､子供を持つ父母など､ ｢原発いら

ない｣と思っている幅広い県民をつなげて､つな

げていくことです｡今回の秋のつどいの獲得Ej標

は正にここにあります｡

脱原発を願う人々は､昨年暮の衆院選そして今

夏の参院選の結果に呆然とし､落胆しました｡日

本という社会にかけられた呪いはそんなに簡単に

角引丁るものではなかった｡しかしこの程度で諦め

るわけにはいかない｡私たちは改めて｢地元｣ ｢現

地｣と連帯して､局地戦･持久戦を闘う準備に入

りましょう｡

脱原発を願う県民の総力を｢現地｣に結集し､

新たな｢住民運動｣ ｢現地闘争｣としての女川原発

再稼働反対運動の陣形を構築し､東北電力と推進

派を迎え撃ち､そして撃退しましょう!

(みやぎアクション世話人　多々良哲)
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風の会･公開学習会>01.2｢活断層ってなあに?
一乗通原発を例として-｣が､ 9月8日に布原啓

史さん(東北大学理学部地学科卒､地質調査会社

勤務)を講師にお迎えして35名の参加で開催さ

れました｡そこで話されたことを､報告します｡

まず初めに､日本列島の成り立ちについて､

2200万年前はEj本はアジア大陸の一部だった.

2200-1 500万年前にかけて日本海が拡大し､

地溝が形成され､そこに砂や泥が堆積し､ 800万

年前以降に隆起して日本列島が形成されたことが

話された｡

次に活断層のことが話され､定義としては｢き

わめて近い時代(第四紀(約260万年前以降) ､

狭義には第四紀後期ないしさらに狭い時代をさす

ことあり)まで地殻変動を繰り返した断層であり､

今後も活動する可能性の大きな断層｣である｡原

発立地での活断層の定義は､旧指針(昭和53年

から)では｢5万年前以降｣であったが､新指針

(平成18年から)では｢12-13万年前以降｣

となった｡

下北半島では1 2万年前以降20-40m隆起し､

海岸段丘の地形が出来ている(海岸段丘は陸地が

隆起し海水面が下がり出来る) ｡東通原発敷地に

は日本海拡大期の泊層分布域に上位の蒲野沢層が

半地溝から地溝状に分布している｡この2つの層

の境にF-3､ ド-9断層等がある｡これらの断層を

被覆する第四系に､活断層の変位等の証拠｢変状｣

が見られている｡

東通原発敷地内の断層について､旧保安院での

耐震パックチェックと原子力規制委員会からの指

摘で､ F-3やF-9などが活断層かどうかを現在

も東北電力は調査中である.東北電力は｢地盤中

の粘土が､地下水の上昇に伴って水分を含み膨張

したもの(地層膨張説) ｣として､活断層ではな

いと主張している｡しかし現在､原子力規制委員

会の有識者会合では､地層膨張説を否定している｡

地層膨張説は｢珍説｣という意見もある｡

次に活断層評価の問題点が話されました｡活断

層の長さからマグニチュードを出す松EBの経験式

は､ M7.0′-7.3では実際より過小評価になる観

測事実があった｡短い断層でも大きな地震が発生

していた｡よって新規制基準では､短い活断層に

ついては重力異常や地下構造などを考慮して活断

層の長さを設定する必要があるとのことである｡

しかし未だ異体的な手法は出来ていない｡

会場からは｢いずれ田本列島はどうなるのか｣

｢気象庁マグニチュードとモーメントマグニチュ
ードの違いは｣ ｢活断層が数千年単位で動くこと

についての疑問｣ ｢3.1 1以降の正断層と逆断層

の起こるメカニズムは｣ ｢原発立地では活断層を

なぜ12-13万年前からとしたのか｣など大変難

しい質問や意見が出され､議論し､有意義な講演

会となりました｡

(2013.9.ll.記)　兵藤　則雄

活断層､活断層の可能性のある折居
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-いわきでの告訴団集会と富岡視察報告- ��

当初8月4 [引こいわき市で開催された福島原発

告訴団の集会と翌日の冨岡町への視察の報告の筈

でしたが､原稿の締切りに間に合うかのように9

月9日に不起訴処分の連絡が有りました｡実は告

訴状が受理されて一周年ということで8月1日に

福島地検の前で抗議行動を行った際にも､『不起訴

になるのでは』という話が出ているとは伺ってお

りましたが､オリンピック招致に成功したこの時

期を選んだのは､参議院選挙の翌日の｢汚染水の

発表｣と同じ発想のように思えてきます｡

今回の不起訴処分に無念さを覚えながらも､集

会を振り返ってみましょう. 『強制捜査はまだか!!

告訴受理から一年を迎えて』というタイトルで､

福島県内から告訴団が用意したバスに乗り合わせ

ていらしだ方など､福島県内外から約300人の

万が集まりました｡集会の間､私は会場の後方で

本やCDなどの販売のお手伝いをいたしました｡

広瀬隆さんの講演では一時帰宅者しか入ること

の許されない場所での取材報告をされ､体を張っ

ての広瀬さんの挑戦は事態の深刻さに説得力を与

え､とりわけ民家や田畑の有る広大な地域が人の

住めない異常な光景となってしまった現実に､原

発事故の責任追及への強い思いを再認識いたしま

した｡
一方､河合弁護士が歌われた飯館村の村民歌や

神EE]香織さんの語りの一説には思わず目頭が熱く

なったり､李政美さんの歌には手拍子をしたりと

多彩な内容で､本来なら落ち込んでしまいそうな

状況なのですが､皆さんがお互いに前向きな気持

ちを鼓舞しあうなど同じ思いの連帯感を確認出来

たような集会でした｡

海渡弁護士は不起訴処分の場合には検察審査会
への申し立てに持ち込むことを話され､保田弁護

士は今まで数々の訴訟で戦ってこられた経験を踏

まえて､決して諦めることなく巨大な相手に対時

する意気込みを訴えられました.

集会の後は会場からいわき駅までデモ行進を行

い､私も告訴団の旗を持って参加しました｡日曜

の夕方だというのに駅前付近は閑散としており､

信号待ちの方が我々を眺めているだけでした｡

宿泊先のミーティングでは告訴人の陳述書を集

めた8月末に発刊予定のブックレットの議題の他

に､保田弁護士より地検に暑中見舞いを出そうと

の提案が有りました｡強制捜査や起訴に繋がる可

能性を信じて､そのために出来ることを模索し実

践していこうという思いがあったように思います｡

翌日はマイクロバスに乗って線量計の数値に一

喜一憂しながらも､広野町･楢葉町へと入ってい

きました｡佐藤和良いわき市議の説明に耳を傾け

つつ窓の外の世字引こ目をやれば､除染作業のトラ

ックが行き交う他には､草原のようなかつての田

畑の中に囲まれた日中だけ帰宅が許されている住

宅､駐車場のコンクリートの割れ目から雑草が伸

びている店舗､除染した士を入れた黒い袋が山積

みされた一角などが､ 8月の太陽を浴びて静かに

横たわっていました｡

パスは富岡駅前に到着し､バスから降りて測っ

てみると『ここは意外と線量が低い』との説明通

り線量計は0.356〟S>/hでした｡ 2年半が経っ

ても津波の傷跡が放置されている時間が止まった

ままの街並みに立って､ふと瓦傑撤去が進んでい

る女川町を思い出しておりました｡

パスが双葉教育会館の前まで来ると『帰還囲難

区域につき通行証がない車両は通行できません』

という立て看板が有りました｡ここが我々一行の

折り返しの地点です｡他の人の後について私もパ

スを降りて測ってみると2.114〟S>/h有りまし

た.

最後に案内頂いたのは『たららね』という市民

測定室で､福島県内のお医者さんは見学には来て

も協力は無く､甲状腺検診は県外の先生方のボラ

ンティアに支えられているとのことでした｡佐藤

市議は多くの万に富岡町の視察に来てほしいとお

っしゃっていました｡

ところで福島地検の皆様には福島県民の白線で

告訴に対応して下さると期待をしておりましたが､

残念なことに福島地検は告訴を東京地検に移送し､

東京地検はそれを受けて不起訴の決定をしたそう

です｡ (S)
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福島に射十朋党原発運動

201 0年8月6日､佐藤現福島県知事はプル

サーマルを｢安全が確立されている｣として受け

入れを表明し､福島第1原発の事故時には､三春

町の｢ヨウ素剤使用｣に対して､使用中止を求め

た｡ ｢原発安全神話｣の上に立つ選択であった.

安全神話は｢万一の時の対策｣を完全に切り捨

てていた｡そこで､放射能拡散に驚博した福島県

が最初に取り組んだのは｢専門家に知見を求めな

ければならない｣として､専門家の派遣を｢長崎

大学･広島大学｣に依頼することであった｡反応

は早く､さっそ<長崎大学等は｢山下俊一氏｣等

を派遣し､福島県は｢パニックに県民が陥らない

ように話をしてほしい｣と考え､ 3月17日には

同氏に｢アドバイザーへの就任｣を求めた｡同氏

はチェルノブイリ原発事故を調査し､かつて甲状

腺がんが放射能によって引き起こされていたとい

う報告をしていたにもかかわらず､事故後には異

なる見解を述べ続け､福島県各所での｢山下講演

｣は多くの非難を浴びるものとなった｡

チェルノブイリ原発事故の放射能汚染を受けて

いるウクライナ共和国の示すデータは､被曝放射

線量が明確にされていないなどの理由で､ IAEA

は放射線被害とは認めていないし､日本ではビキ

ニ環礁で被ばくし死亡した第5福竜丸の乗組員も

放射能による死亡とはされていない｡

福島原発事故からすでに2年を経て､どうなっ

ているのか明らかにされていないが､汚染水の流

出はさらに悪化し､被曝の健康への影響が今後ど

のようになるのか､避難した人もしない人とも､

今後の人生を考え途方に暮れている｡

自民党は､昨年の衆院選勝利後､原発のある県

の県会議長を集めた｡福島県議会議長は｢地獄を

見た､原発の再稼働はあり得ない｣と言い､原発

再稼働が喜義題に上るや退席した｡福島県は東京電

力の株主総会で｢脱原発提案｣に賛成し､福島県

最近の気になる動き11

知事は､ ｢原発事故が収拾していない｡再稼働はあ

り得ない｣と原発再稼働の動きをけん制･批判し

ている｡ 『原発安全神話の呪縛』は福島県でようや

く消え去る兆しを見せてきている｡

福島県の変化の裏には､県民の粘り強い脱原発

を求める行動がある｡プルサーマル導入に反対し

て福島県に意見を言い続けている｢沈黙のアピー

ル｣という行動が｢フクシマWA･WA･WAの

会｣を中心に毎月取り組まれ､ 2013年9月6田

で93回になっている｡

福島県にとっての最大の課題は｢福島県の復興

と再建｣であって､その中に原発被害が入り込ん

でいる｡黙っていれば県は国の意向を受け､ ｢復興
･再建｣のために原発被害問題を片隅に押しやる｡

自主避難者に対して多くの自治体が便宜を囲って

いるが､国は便宜をやめさせることによって福島

への帰還を加速しようとするし､放射線障害を過

小評価することで帰還を加速させようとしている｡

福島の｢復興･再建｣のためには県民をできるだ

け多く帰還させる必要があるからだ｡そうしなけ

れば｢市の中に町がある｣二重自治体構造は解消

されないからだ｡

唯-の被爆国でもあるEj本は､核の傘を求め被

爆の恐怖を隠すために､ ｢核の平和利用･原発｣を

推進してきた｡福島は今､復興を前にして｢被曝

を過小化し原発の復権をもくろむ国と､放射能被

害の不安を抱く県民｣との問で､綱引き状態にな

っている｡

福島県政に携わる人々は､被曝家族を抱え､自

らも被ばく者としての人生を余儀なくさせられて

いる｡ここに､意見を言い続けて脱原発を実現し

うる大きなカギがあるのではないかと思われる｡

｢沈黙のアピール｣を通してどのような意見を

反映させようとしているのかは､

｢プロクふくしまWAWAWAの会

http://wawawa 1 2 1 0.blog.fc2,com/｣

を参照してください｡  (青柳)

7号機原子炉連座巾Iトの解体‥廃炉作業即大原則』

福島原発敷地内の様子で､事故直後とその後と

で大きく変化したものとして､皆様は何を思い浮

かべるでしょうか｡津波や水素爆発に伴い散乱し

た多数のがれき類が撤去されたことは当然として､

最近話題のところ狭しと林立する｢汚染水貯蔵タ

ンク群｣を挙げる方は"つう…で､素人目には1

号機の白っぽい｢原子炉建屋カバー｣を真っ先に

4

思い浮かべるのではないでしょうか｡事故直後の

しばらくの問､ 4つ並んだ原子炉建屋のうら1 ･

3 ･ 4号機の3つの原子炉建屋の上部が､同じよ

うに水素爆発によって吹き飛んだままの無惨な姿

をさらしていましたが､ 2011.10に1号機だけ

がカバーで覆われ､(チェルノブイリの石棺のよう

に) …違和感Mをかもし出すようになりました｡で



も､ 『放射能の飛散抑制』という名目<*>だった

にもかかわらず､同じ状態の3号機では現在に至

るもカバーが設置されず(4号機La:最近設置)､筆

者はずっと不思議に思っていましたが､今も理由

は分かりません｡ <* :国会事故調の田中三彦さ

んが1号機の内部調査を東電に申し入れた際､｢カ

バーで内部が真っ暗｣という言い訳(しかし実際

には真っ赤なウリと判明)にも"活用…されまし

たか･･｡ >

さて､この間､ 3号機最上階の使用済み燃料プ
ール周辺では､カバー設置という『放射能の飛散

抑制』対策がなされないまま､鉄骨をプールに落

とすなどのトラブルを起こしながらも｢かれき撤

去作業｣が続けられ､同様に4号機では､最上階

が丸見えなのをいいことに､報道陣のカメラの前

で"=れ見よがし"に新燃料集合体を巨大クレー

ンでプールから取り出す『がれき撤去記念?』の

パフォーマンス(作業員は集合体表面の水を雑巾

で拭いていました)も行なわれました｡

ところが､今年8月中旬に(汚染の少ない)負

震重要棟にいた社員･作業員の身体汚染が明らか

になった問題で､東電によれば｢3号機建屋上部

のかれき撤去作業によって飛散した放射性物質が

原因の可能性が高い｣､ ｢免震重要棟前でパス待ち
-の際､風が3号機側から吹いていた｣とのこと

ですから<8.30朝日>､これまでの｢がれき撤

去作業｣中ずっと放射性物質を原発周辺に撒き散

らし続けていたことは明らかで､さらに､作業を

していなくとも､台風などの強風時には放射性物

質がより遠方にも飛散していた可能性のあること

が分かります｡その意味では､改めて3 ･ 4号機

でのカバー不設置の理由(おそらく経済的理由で

しょうが)が問われなければなりません.

ところが､逆に東電は､今年6.28に『1号機

のカバー解体計画』を公表しています<規制委:

特定原子力施設監視･評価検討会(第13回)資

料2>｡理由は､廃炉へ向けた作業を加速するた

めガレキ撤去に邪魔< * >なカバーの解体が必要

というもので､｢1 -4号機の廃止措置等に向けた

中長期ロードマップ｣でもガレキ撤去に先立つカ

バーの解体は｢全プラン芸道｣(下線筆者)と述べ､
"手順通り"ということで解体を正当化していま

す｡でも､ 2･ 3 ･4号機では設置すらしていな

いのに､ ｢共通｣もなにもないと思います｡さらに

付言すれば､ 3.8東電｢燃料デブリ取り出しに向

けた中長期プロセスについて｣ <同検討会(第6

回)資料3>では､ ｢3号機プロセス｣で設置もし

ていないカバー撤去工事が2016年度以降に計

画され(p.6)､ ｢1, 2号機プロセス｣ではカバ

ー解体は201 6年以降とされている一万で(p.7)､

ガレキ撤去ロボットや除染装置を2013年度に

3号機から1号機へ移動(使い回し-経費節減)

することになっていますので(p.10)､ 3号機で

現在行なっている｢カバーなしでのかれき撤去作

業｣を引き継<'ためには"1号機カバーが邪魔M

だということのようです｡ <*カバー内での作業

は｢燃料プールへのガレキ落下リスクの回避が困

難｣などと弁解していますカモ､前述の通りカバー

なしでの3号機作業でもガレキ落下は起きていま

す｡さらに､カバーより大きなコンテナ設置(そ

の後にカバー撤去)は時間がかかる=燃料取出し

が5年以上遅れると脅迫していますが､単に…お

金がかかる…という言い訳に過ぎないことは明ら

かです. >

さらに､ 1号機カバーを解体しても全体の放射

能放出への｢影響は少ない｣と評価していますが､

その理由が､ 3号機の実績(敷地境界線量の基準

値以下の～0.01mS>/y)と同程度の放出になる

だけだから…問題なし"というのでは､呆れる以

外にありません｡ 3弓機のカバーなしでの作業が

上記の身体汚染をもたらした事実や､カバー設置

後に1号機の放出放射能が1/100に減少した実

績<資料2>に鑑みれば､それを…元に戻す=現

状の100倍に増やす"ことは許されるものでは

ありません｡そして､ 3弓･機での(1号機の100

倍もの放出を行なっている) ｢カバーなし作業｣の

継続こそ､汚染水放出･漏洩問題同様に､改めて

問題視しなければなりません｡

廃炉に向けての作業は､ 2011.12事故収束宣

言用に…でっち上げた…机上のスケジュール(工

程表)に基づいて進めるべきでなく､｢汚染水問題｣

への対応も含めて､これ以上の汚染･被害をもた

らさないこと･放射能放出を最小限に抑えること

を『大原則』に計画･実施すべきです｡

<2013.9.1　仙台原子力問題研究グループl >
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: 6･30琉球大学名誉教授の矢ケ崎克馬先生のお話し会in仙台　　　　　　　　　:

;加害者の立場の宅全論に. r･?Yを言う軌といえる市民科学者に.. :
■
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｢琉球大学名誉教授の矢ケ崎克馬先生のお話し

会in仙台｣が6月30日に行われました｡参加

者40人くらいで前半1時間先生のお話しの後､

後半1時間は活発な質疑応害の時間になりました｡

矢ケ崎先生は､大学で物性物理の基礎研究をし

ておられますが､放射能に関しては､市民科学者

として自分で勉強してこられたとのお話がありま

した.沖縄の鳥島に劣化ウラン弾が撃ち込まれ､
｢放射能ではない｣と言う米軍に反論したこと､

奥様が広島の被爆者1世(胎内被爆)だったこと､

その奥様が昨年突然大量の吐血の後､お亡くなり

になられたこと､そのようなことが重なり､内部

被曝についての研究や警告に使命感が感じられま

した｡

先生のお話の中から､箇条書きで簡単にお伝え

しますと･ ･ ･

･放射能が体内に取り込まれると､とくにα線､

β線によって細胞が傷つけられ､その細胞の修

復が正常に行われない.これが晩発性のガンに

つながる｡
･ l CRPは民間回体｡被曝について単純化･平

均化した見解を示している｡加害者の立場の科

学であるo
･ 1 986年に行われたベラルーシでの130人

の解剖(パンダジェフスキー氏)によると､あ

らゆる臓器にセシウム1 37が蓄積されてい

る｡一番多く蓄積されていたのは甲状腺｡ヨウ

素がなくなったからといって､安全ではない｡

子供は大人の2倍の蓄積量｡
･チェルノブイリ法について･ ･ ･移住権利は空

間線量で1-3ミリS>/年｡チェルノブイリの

市民が声を上げたことによってチェルノブイリ

法が策定された｡
･仙台市の汚染は現在およそ0. 5mS>/年｡ベ

ラルーシのミンクスと同程度の汚染｡(ベラルー

シでは1 972年～1 985年の小児甲状腺ガ

ンが2人だったが､事故後1986年から

2000年に87名)
･今もなお､福島原発から1時間あたり1 000

万ベクレルの放射能が出続けている｡しかも､

海への放出量はカウントされていない｡
･基本的人権を守る戦いをしないと被害になりっ

ぱなしになる｡どんなことをすべきか｡

①　食糧汚染基準を見直すべき｡現在田本では

1 00Bq/kgの基準｡

ドイツ放射線防護令では大人8Bq/kg子供

4Bq/kg｡であるが､検出限界を1 Bq/kgを

すすめるo

②　測定結果の明示

③　住民の集団移住

④　西日本での食糧大増産
･モニタリングポストの周りは除染され､金網で

囲まれ､鉄板の上に測定器が置かれており､周

りからの放射線を防ぐ形になっており､ほぼ2

倍の値が正しい｡
･甲状腺検査で山梨県､長崎県､青森県でも56.

6%の万が甲状腺にのう胞などがあった｡福島

県の検査結果(41. 2%)よりも高いので､

放射能の影響ではないと秘密会議で決めてしま

った｡ノルウェーの気象情報によると2011年

4月7日､放射性ブルームは日本全体を覆った｡

お話合で､一番矢ケ崎さん力巧垂調していたのは､

｢現在､加害者の立場から安全論が広まっている

が､市民が学習し『うそを言うな』と言える市民

パワーが必要｣だということです｡ ｢一緒に市民科

学者になって､自分たらで考えて､一緒に頑張っ

ていきましょう｣と言われました｡

(かものはし君)
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]　　　早いところ止めたいんですけど･ ･ ･

L
西　新太郎(｢みやぎ金曜デモの会｣代表)

I----■-■■■■■■--■---■■■■■ll--■■一----■l-

昨年7月20日に始まった｢脱原発みやぎ金曜

デモ｣ですが､今年夏に1周年を迎えました｡こ

れもひとえに参加者の皆様の熱意､そしてスタッ

フ諸氏の頑張りの賜物です｡これからも女川原発､

そして全国の原発の廃炉を勝ち取るまで頑張って

いかねばなりません｡

実は､デモが続くこと自体は全く嬉しいことで

はありません｡皆様ご存知の通り､福島第一原発

の大事故を経ても日本政府や電力会社といった
｢原子カムラ｣の連中はなお原発に固執し､園民

の安全安心をないがしろにした政策をとり続けて

います｡それに対する抗議の意思を込めたデモを

1年も続けなければならなかったことに､強い憤

り､怒りを感じています｡

でも､へこんでいるわけにはいきません｡ ｢原子

カムラ｣が姿勢を変えないのなら､私たらも退く

訳にいきません｡毎回約100人の参加者がデモ

に参加してくださいます｡確かに人数こそ減りま

したが､参加者の熱い気持ちは全く冷めていない

ことを毎回肌で感じています｡｢原発なんか要らな

いよ｣と訴え続け､同じ気持ちを持つ人々が加わ

れるよう､これからも続けていくつもりですので､

皆様のご参加ご支援をよろしくお願いします｡

ところで､ 7月からデモに力強い応援が加わり

ました｡ ｢脱原発カー｣です｡スタッフK氏が東奔

西走して､おそらく日本で初めてという｢脱原発

を専門に訴える宣伝力-｣をデビューさせました｡

毎回デモ隊の先頭で頑張っていますので､まだご

覧になっていない方はぜひ見にいらしてください｡

また､脱原発デモは東北各地で行われています｡

各地のデモを緩やかにつないで新しい力を生み出

そうと､ 6月から連絡会という形でミーティング

を始めました｡つながりの中から何が生まれるか､

乞うご期待｡

それではまた､デモでお会いしましょう｡

今.せMで.a:　女川町議会議員阿部美紀子

菅の3. 2年半という時間

9月1 7日､女川陸上競技場跡地に建設中の災

害公営住宅200戸の募集が始まりました｡ 1 0

月半ばには､高台移転の3 1戸の募集も始まりま

す｡ 2年半という時間は､地球の歴史約60億年

を100メートルにたとえると､ 2万分の1ミリ

にも満たないけれども､今の現実を生きる私たら

には､あの3月1 1日に卒業式を翌日に控えてい

た中学3年生がもう高校3年生｡あと半年もすれ

ば就職や進学に巣立って行くという時間です｡

女川の自立再建の計画戸数が520戸､それに

対して希望戸数が251戸｡半分以下です｡私の

近所だった人々も稲井や鹿又等石巻方面に､さら

には前谷地､美里町へと出て行きつつあります｡

数日前､ある仮設住宅の知り合いと話したとこ

ろ｢この仮設からもポッリポッリと出ていった｡

宅地造成が違いのも原因だが､福島の事があっか

ら､みな頭に原発が引っかかって､なんばでも遠

くさ行ぐべと思ってんのさ｣ということでした｡

｢だから私は原発の再稼働をさせないよう頑張っ

ているんだよ｣と言うと､とてもうれしそうな顔

をしてくれました｡

ナタ-シャさんのコンサートのチラシを精力的

に配っている荒井さん達が､石巻市の大橋の仮設

住宅でチラシを配った時のこと｡女川に対する批

判･不満がいっぱい出たそうです｡ ｢女川は原発賛

成したけど､私たらは恩恵を受けていない｣｢女川

に原発反対に行ったとき､石を投げられた｣等な

ど｡でもこれは､潜在的な"原発いらないMとい

う意思表示ですよね｡

このような声を拾い集めていることが､再稼働

させない廃炉への道だと思います｡

(201 3.9.20.)
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大館を止めろt女川再埠働するぢJ

子供を守れl汚染はいち例日みや書金確守モ
Jn仙台　(略称:脱庶掛VI壱金確守モ)

https://twitter. com/mivagi no_nuke

http://twiDla. iD/events/27716

日時□9月29日(日)元鍛冶丁公園

(昼14時集合14時30分デモ出発　日曜デモ)

10月4日(金)勾当台公園野外音楽堂

10月11日(金)東北大学片平キャンパス北門

10月18日(金)錦町公園

(金曜夜は18時集合18時30分デモ出発)

10月27(日)錦町公園

(昼14時集合14時30分デモ出発　日曜デモ)

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-mi J :miyagi. no. nuke@gmai I.com

学習と*流のつとい
～放射能汚染と向き合う私たちのくらし～

日時02013年10月5日(土) 13:30-16:00

会場□仙台弁護士会館4階大会議室

○講演｢福島原発事故は終わらない｣

多々良哲さん(あいコープみやぎ)

○報告｢丸森に暮らして｣熊谷敬子さん(丸森･

未地の会)､ ｢子どもたちの日々を守る｣

山田泉さん(カエルノワ)

資料代□300円

主催ロ｢子どもたちを放射能汚染から守り､

原発から自然エネルギーへの転換をめざす

女性ネットワークみやぎ｣ TEL 022-215-3120

r庁希事故子とも･裾顎看貫捷法

宮城フォー弓ム｣

日時□10月12日(土) 15:30-18:00

会場ロエルソーラ仙台　大研修室

発言者口満田夏花氏(国際環境NGO FoEJapan)

吉峯真毅氏(SAFLAN弁護士)

宮城県丸森町の町民(交渉中)

瀬戸大作氏(パルシステム連合会)

参加費□500円

主催□原発事故子ども･被災者支援法

宮城フォーラム実行委員会

協力□原発事故被害者の救済を求める全国運動

実行委員会

原発事故子どもt被災者支援法市民会議

間合先口E-mail tomoko-S@mamma. coop (鈴木)

曾080-1673-8391 (多々良)

連歌･点の歌コンサート

鎮魂として未来の命のた助に

日時□9月29日(日)開場13:30開演14:00

会場口石巻中央公民館大ホール

出演ロナターシャ.グジー(歌･バンドrj-ラ)

井上鑑(ピアノ)

チケットロ大人1000円小中学生500円

主催口石巻･子どもの健康と未来を守る会

(090-2987-4002)

<事弼局bt弓の=揮告>

風の会代表･篠原弘典さんが､このたび代表を辞さ

れるとともに退会されました｡現在は､新たな立場か

ら､女川原発再稼動阻止に向けた宮城県内の広範な運

動の構築や､福島原発事故被害に苦しむ人たちへの支

援を中心に､活動を継続･展開されておられます｡こ

れまでの長年にわたるこ貢献に深く感謝するとともに､

今後も共に歩み続けてゆきたいと思います｡

なお､当会は､当面は代表を置かず､事務局メンバ
ーで役割分担しながら体制を整えている最中です｡皆

様にはこ迷惑･こ不便をおかけすることが多々あると

存じますが､会員の皆様､こ協力頂いている皆様と力

をあわせて運動を発展させていきたいと考えておりま

す｡今後ともこ支援･ご協力よろしくお願い致します｡

l---------Ill--------ll--I----LILY

l　　　　　　【もくじ】　　　　　　j

王●新たな｢住民運動｣としての　　　　i

王　女川原発再稼働反対運動を!  .･･･.･･-1 :

; ●棄北電力の地層膨張説は｢珍説｣ ･---2

: ●この被害の責任はどこにあるの?

:なぜ不起訴?!

: ●福島における脱原発運動

i ● 1号機原子炉建屋カバーの解体

3

4

廃炉作業の『大原則』　　　　　　--4

i ●加害者の立場の安全論に､ ｢ウリを言うな｣

:といえる市民科学者に!　　---･6

●早いところ止めたいんですけど　･-･････7

i●今､女川では　　　　　　　　　　---7

:●インフォメーション　　　　　･-8

【別冊もくじ】
●自然界のポロニウム被曝と福島原発由来の

iセシウム被曝は同じ?        ･･1

書:慧霊芸二芸書芸写憲.:宇諾芸,?,….. -2･-3
l　___ ～ .I. _　　　　__ . .__　　=　　11_　　　　-　l

:●原子力学会の"素人顔負け'の墜茎! -4 I1
L●女J順発アラカルト　　　　　-･･-･5　Z

田中三彦さん講演録

『福島原発事故の実態と女川原発再稼働の問題点

(カラーA4判40頁) 10月中旬発行予定!

8


