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r糖辞した原発｣の再稼働準備を進める事業者に対して

r穂辞した県｣乃lr静牡｣するって一体何なのbt

-宮城県へ｢女川原発に関する申し入れ｣ -

過酷事故紙一重の事態に陥った女川原発は､そ

れ自体｢被災した原発｣であり､本来再稼働など

はあり得ないところですが｡東北電力は｢2016

年度以降｣の再稼働を明言し､本年6月には､フ

ィルター付きベントの設置工事に書手しました｡

宮城県もまた､福島原発事故による深刻な放射

能被害を受けた｢被災した県｣と言えます｡原発

への不安や不信は一般県民の間にも高まってきて

います｡県民の安全を守る立場にある自治体は､

どうあらねばならないのでしょうか｡瞭発事故前

と変わらない､ということは到底許されないはず

です｡

私たらは､みやぎ脱原発･風の会をはじめとす

る9団体で､ 10月25 E]､申し入れ書を宮城県

へ提出しました｡申し入れ事項は､ 1. ｢安全協定｣

に基づく事前協議の即時実施､ 2.女川原発の安

全性を検討する｢第三者技術委員会｣の設置､の

2点｡

当日は､こちら側の9名に対し､県側は阿部勝

彦原子力対策課長以下3名が応対しました｡今回

は､まずは上記の対応を要求する書面を提出し当

方の意志を示すことに主眼を置き､直接回答を求

める形はとらず､ 30分程度の時間配分で臨むこ

とに｡そこで当日は､阿部課長から､ 2点の申し

入れ事項について｢コメント｣を受けて簡単なや

り取りを行うことに止めました｡さて､その｢コ

メント｣を見ていきましょう｡

1.｢事業者が自分でリスクを冒して工事をしてい

る｣

東北電力がフィルター付きベントの設置工事

(以下ベント工事)に毒手したことについて､阿

部課長はこのように評しました｡｢認められるかは

不明｣と｡つまり､最終的には国の基準に合って

いるか審査を受けることになるが､認められない

ケースもあるわけで､現段階では企業の判断で進

めている状態だ､と｡また､これからの運用の中

で改めて協議が行われることになる(従って今は

直ちに事前協議を行う段階ではない)､と｡

そもそもベント工事は､過酷事故の際に放射能

を意園的に放出する設備であり､放出しないとす

るこれまでの前提の枠組みから大きく転換するこ

とを意味します｡当然､住民への了解や避難指揮

等､特に自治休に於いては､極めて重大な行政判

断が迫られることになります.女川原発に関する
｢安全協定｣ 12条には､施設等の新増設や変更

の際に事業者が自治体に対して事前協議を行い了

解を得る旨が定められていますo　ベント=事がこ

れに該当しないという理屈を捜すのはかなり困難

です｡

ところで､そうした無理を通させているのは実

は国で､新規制基準でベント設置を義務付けなが

ら､工事先行を黙認し､原子炉等規制法の変更許



可申請等は再稼働申請時に一括して､という指導

を行っているようです｡申し入れの席上で､阿部

課長は｢申請が必要なものという扱いではない｣

と述べました｡が､そうした扱いに異議を呈して

いくようでなければ､原子力安全対策課の名が泣

く､ということになるでしょう｡

2. ｢第三者技術委員会を設置する必要があると判

断すれば検討する｣

阿部課長によれば､それは今ではない(今検討

はしていない)､というわけです｡こちらは｢今で

しょ! ｣の言葉が頭をよぎりましたが｡そもそも､

申請内容を鑑みて判断､と言うのではあまりに主

体性がなさ過ぎます｡その段階で検討して間に合

う､という程度の認識で(委員の姿勢や力iにも

よりますが)どれだけチェック機能を備えること

ができるでしょうか｡結局､事業者の報告を追記

するだけで終わってしまう(電力会社の｢虜｣に

なる)懸念も払拭できません｡

申し入れ書に述べた通り､女川原発を対象にし

た既存の｢技術会｣や｢協議会｣では､環境放射

能や温排水のモニタリングに関する事項が中心で､

原発の安全性を議論･検討するための虜ではあり

ません｡そうした｢不備｣は以前から指摘してき

ましたが､福島の事故を経た今､その必要性は劇

的に増してきた､と言わなければなりません｡本

気で県民の安全を思うのであれば､今から具体的

に検討しなければならないはずですが｡

さて､今回の申し入れは､多分に新潟県の取り

組みを意講だしたものではあります｡新潟県は､中

越沖地震で柏崎刈羽原発が被災したことを受けて､

県独自の｢安全管理に関する技術委員会｣を設置

し､設備や耐票面､また地震･地質･地盤に関し

て､それぞれに小委員会を構成して､批判的な学

者も入って議論をしています｡

昨年講演いただいたEEI中三彦氏(元国会事故調

委員)はそれらを踏まえ､被災した女川原発にも

上記の｢新潟県柏崎原発方式｣を取り入れて､そ

の席上でボルト一本のデータまで全部出させて審

査検討すべし､と語りました｡原発の設計現場に

いた技術者の発言は極めて重いと言わなければな

りません｡

宮城県知事は､女川原発の再稼働の議論に関し

て｢園が判断する問題｣という認識のようです｡

確かに現行制度ではそれが基本だとしても､同時

に｢安全協定｣等を通じて立地自治体が大きく関

わる形もとっています｡特に福島事故以降は防災

面も含め後者の役割が格段に増した､と捉えるべ

きでしょう｡実際に私たらは､その｢国の判断｣

が過ったり隠されたりする結果､住民の生命や健

康が脅かされる､という痛い経験をしています｡

その上でなお､立地自治体が｢国の判断｣を待っ

て､という旧態依然の態度をとり続けるのならば､

それは｢住民の安全を守る立場｣の放棄を意味す

ることになるでしょう｡

今回の申し入れは､各項目で施策提起を行いつ

つも､原発立地自治休の基本を問うものでもあり

ます｡ 10月25日の申し入れの応答は､あくま

で阿部課長の｢コメント｣ (もちろん県を代表する

立場で)という段階とはいえ､大いに疑問の残る

ものと言えます｡今後宮城県にはさらに内部で再

考し､自治体の名に恥じることのない判断を行う

ことを願い､そのための市民の働きかけを継続的

に行うべきこともまた痛感しているところです｡

(梅森寛誠)
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:強い決意を･信念をもって語る佐々木･美里町長に感動欄:"核廃棄物の最終処理をめぐる間鹿が解決されない中での女川原発の再稼働は､
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11月9E]､仙台弁護士会館において｢原子力

に依存しない社会をめざして～福島原発事故を教

訓に～｣と題した集会が開催された｡主催は｢女

川原発の再稼働を許さない! 2013みやぎアク

ション｣.

集会の目玉は､恭災後､町をあげて｢脱原発｣

に取り組んでいる美里町の佐々木功悦町長｡｢これ

まではこの事の講演はお断りしてきたのですが
-｣といいながらも､ 1時間の講演は､会場を理

め尽くした170名の聴衆に深い感銘を与えるも

のだった｡

佐々木町長はまず､自らの原点としてかつて師

事した故･大石武一氏(元環境庁長官･農林大臣)

の｢政治は､人の命を何よりも大事にすること｣

という言葉から話を切り出した｡この思いが一貫

して町長の行動指針になっている｡また､町長は

｢E]本非核宣言自治体協議会｣の主要メンバーと



して東北各地を回り､ ｢非核平和都市宣言｣の実施

依頼や協議会への加入を呼びかけ､福島･青森を

のぞく4県の全ての市町村で｢非核平和都市宣言｣

率100%を達成させている｡

しかし､一方で原発については東電福島原発事

故ではじめてその問題を知ることになり､｢安全神

話を信じていた自分の無知I51りに責任の一端を感

じ｣だと率直に語ったが､佐々木町長のすごいと

ころは､その反省から原発･放射能について深く

学び､一気珂成に町政を大転換させたことだ｡そ

の日から見ると､日本政府はこの事故からまった

く学んでおらず､ ｢経済を康先させ､あろうことか

地禁固トルコへ原発を輸出するなど､倫理にもと

る｣と強い口調で政府を批判した｡これだけはっ

きりと政府の原発政策を批判する現役の首長を私

ははじめて目の当たりにした｡
一方､美里町は｢原子力に依存しない｣町に向

けてすでに動きを開始し､原発の旗を降ろさない

東北電力依存からの脱却のためP PS (特定規模

電気事業者)との契約を結IS言などの行動をおこし

ているC　とともに､ ｢UPZ関係自治休首長会議｣

を他のU P Z自治体に呼び掛けて今年7月に設立

し､東北電力との安全協定と原子力災害に備えた

広域避難計画の策定をEI指している｡特に､安全

協定は女川町･石巻市と同様の内容を求めている

が､東北電力はもとより宮城県さえも難色をしめ

す始末であり､ ｢県は腰力唱lけている｣と佐々木町

長は痛烈に批判した｡

佐々木町長のお話を聞いて感じたのは､｢これこ

そ真の政治家｣だということである｡原発につい

て安全神話に毒されていたと率直に述べるにとと

まらず､そこからの大転換を町政のみならず周辺

にもよぴかけ実現していく実行力｡そしてその根

底にある｢政治はお金=経済ではなく､生命･暮

らし･精神的充足感を優先させるもの｣という信

念=哲学｡まさに､ポスト福島事故の現在､何よ

りも為政者に求められている資質を佐々木町長に

見たのは自分だけではないだろう｡

集会は後半で県内各地からの発言を受けた｡陶

芸家で角田市民放射能測定室代表の池田匡優さん

は､自ら測った放射能のデータや様々な資料を使

って､仙南の汚染の状況を説明した｡とくに印象

的だったのは､かなり気をつけてこられたという

山元町のお母さんの手記で､息子さんが甲状腺に

も血液にも異常があったという報告だ｡｢こんなに

気をつけていても異常がでるのであれば､他のお

子さんは果たして大丈夫なのか?と心配です｣と

池田さんは語った｡

また県北･栗原からは市議会議員の高橋勝男さ

んが登壇した｡栗原をはじめ登米など農村地域で

深刻なことは､放射能で汚染された稲わら･牧草･

ほだ木の処理のメドかただないことだ｡栗原市で

は稲わらについては市内5か所で保管､また牧

草･ほだ木については､ 8000Bqを超えないよ

うに一般ごみと混合して市の焼却炉で焼却し市で

処分するというのが宮城県の方針だが､栗原市は

逆に､市ではなく園が対応すべきということで､

焼却せず農家保管になっているとのこと｡震災ガ

レ辛は問題を残しつつなくなったが､この汚染稲

わらや牧草は､いまだに農家や地域にとって深刻

な影を落としているということを改めて感じた｡

発言の最後にみやぎ原発損害陪便弁護団事務局長

の斉藤睡男弁護士が事故による損害賠償について

報告と相談の呼びかけがあった｡

｢みやぎアクション｣としては.今回が昨年11

月の田中≡彦さんの講演､今年3月の屋外集会･

デモと､佐藤栄佐久前福島県知事の講演につつく

企画であり､これまでの枠を超えたつながりが生

まれて一定の成功をおさめたと思うo　この成果を

引き継ぎ､女川原発の再稼働を止めるさらに広範

なネットワークをつくっていきたい｡

(世話人　舘脇幸宏)



10月12日｢原発事故子ども･被災者支援法宮城フォーラム｣を開催

原発事故被害者の救･.Sを求めて長期的Cj取LJ組みを共にt

2012年6月21日｢原発事故子とも･被災者

支援法｣ (以下､支援法)が国会の全会一致で成立

しました｡この法律は､放射性物質による放射線

が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に

解明されていない(第1条)という認諾宅に立った

上で､その地にととまる､避難する､帰還するな

ど､様々な立場の被災者の自己決定を尊重し､そ

れぞれの｢被曝を避ける権利｣を認め支援するこ

とをうだった画期的な法律でした｡しかし成立か

ら一年以上も放置したあげ<､ 8月末に突如､復

興庁が発表した｢基本方針案｣は支援対象地域を

きわめて狭く限定した上､既存施策を貼り合わせ

ただけの内容で､法の趣旨とは程遠いものでした｡

そこで私たらは､ 10月12日に｢原発事故子

とも･被災者支援法宮城フォーラム｣開催を準備

しました｡しかしなんと､その前日10月11日

に､政府は内容の乏しい支援法基本方針を閣議決

定したのです｡閣議決定への抗議集会という意味

合いも持つ中で､フォーラムは100名という予

想以上の参加者で開催されました｡

フォーラムでは､吉峯真毅さん(SAFLAN弁

護士)､吉津武志さん(丸森町筆甫地区振興連絡協

議会事務局長)､満EEI夏花さん(国際環境NGO

Fo巨 Japan)を迎えてお話を伺いました｡

吉峯さんは､ ｢支援法の日的､基本理念､成立過

程､基本方針案とその問題点､支援対象地域の考

え方､時効問題｣等について話されました｡私が

驚いたのは､アナンドク0-バー国連特別報告に

ついてです｡2013年5月27田アナンドクロー

バーは､支援法の中身が実行されていないことを

懸念して｢支援対象地域を明確に定めること｣ ｢年

間1msvを超える地域を支援対象地域に含める

こと｣｢施策決定のプロセスに住民を関与させるこ

と｣ ｢1msvを超える地域の住人に健康調査｣ ｢健

康調査の範囲拡大､情報へのアクセス｣等を勧告

したのに対し､日本政府は｢事実誤認がある｣ ｢法

的根拠はない｣と反論を発表し､そのうえ反論文

のみにE]本語訳を付けたというのです｡

吉津さんは､丸森町筆甫地区の3･11以降の

暮らしや取組みについてお話くださいました｡福

島県にくい込む形に位置する筆甫地区は､福島と

変わらない汚染があったにもかかわらず国も県も

測定をせず､住民が放射能に向き合う事すら困難

な状況を作り出しました｡放射能に関わるタブー､

不安をあおるな､取り組めば風評を呼び自分の首

を絞めるという声､宮城県では放射能は大丈夫だ

から掻くなという圧力もあったそうです｡吉津さ

んは､ ｢支援法が恵後の頼みの網ですが､国は守っ

てくれない｡｣ ｢放射能汚染は､ 1次被災です.国

と県が原発事故被害を認めてくれないのは､ 2次

被災です｡｣ ｢被災は続いています｡地域一丸とな

って訴えていく｣と話されました｡

清田さんからは､支援法基本方針の問題点とし

て｢支援対象地域を線iの数値基準を示さないま

ま33市町村に限定｣｢被災者の意見聴取を行うこ

となく政府主導で策定｣ ｢福島県外での健康調査､

医療井減免措壷は先送り｣ ｢既存施策の踏襲､新規

施策はほとんどなし｣等があげられました｡政府

や県は､いったいどこを向いているのでしょうか｡

そして瀬田さんは今後の取組みについて､ ｢支援

法基本方針の見直しはできます｡支援法は法律と

して強いのですから､文面通りの施策をやれるよ

うに頑張っていきましょう｡制度的に政府､被災

者､支援者との常設の協議機関を実現できればと

思います｡より長期的な取組みとなります｡｣と話

されました｡宮城フォーラム実行委員会では､ ｢原

発事故被害者の救済を求める全国運動｣と連携し､

県内での請願署名運動を盛り上げていきたいと思

っています｡ 10月30日現在で2252筆が集ま

りました｡こ協力ありがとうございます｡今後も

諦めずに皆さんと共に活動していきたいと思いま

す｡よろしくお願いします｡

(支援法宮城フォーラム実行委員会　鈴木智子)
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大崎市の中心地は､女川原発から50kmの位置

にあります(最短地は34km)｡その大崎市におい

て､女川原発の再稼働反対･廃炉を求め､市民因

体が2つの取り組みを行っています｡
-つは､市長に対し｢大崎市地域防災計画(顔

子力災害対策編)に対する要望書｣の提出｡

二つは､市議会に対し｢女川原発に再稼働を許

さず､廃炉する意見書を国･県等の関係機関に提

出することを求める請願書｣の提出です｡

これを取り組んだのは､ ｢ふるかわ平和のつと

い｣ ｢放射能から子どもを守るふるかわ連絡会｣

｢女川原発の廃炉を求める鹿島台の会｣及び｢船

形山のフナを守る会｣の4団体です｡団体の結成

趣旨と歴史の違いがあっても､ ｢反原発｣の一点で
一致した初めての取り組みです｡

◆地域防災計画に､ ｢女川原発の再稼働を容認する

ものでない｣との文言を

一つ白の｢大崎市地域防災計画(原子力災害対

策編)｣は､原子力規制委員会が定める｢緊急時防

護措置を準備する区域(UPZ)｣には含まれない

大崎市が､万が一に備え策定するもので､女川原

発の再稼働を前提とした内容になっています｡

これに対し､私たらは｢女川原発の再稼働を容

認するものではなく､完全に廃炉に至るまでに発

生する可能性がある原子力災害に備えるものであ

る｣との文言を加えることを要望しました｡

この文言は､隣の美里町が､国等から示された

｢ひな形計画｣に､計画の性格を明確にするため

町の方針を示したものです｡大崎市においても､

市民の生命と生活の安全･安心を確保するために､

同様に位置付けるべきと要望したものです｡

結果は､計画を決定する市防災会議(東北電力

を含む､各界各層の代表者約60人で構成)の場

で､ ｢再稼働を前提とした計画ではない｣ ｢今後､

国から3 0kmを超えた地域での計画作成の方針が

示される可能性等があるので､継続的に検討して

いく必要がある｣との提案説明があったものの､

文言がはいらないままの計画が全会一致で決定さ

れましたC

私たらの要望は叶いませんでしたが､市議会が

女川原発の再稼働反対の意見書を否決している中

で､当初の計画案では想定していない態度表明を

余儀なくしたものとして､要望書提出の意義は大

きいものがありました｡

◆女川原発に関する請願-常任委員会で全会一致

の採択

二つ目の女川原発に関する請願は､ 9月議会に

提出したものです｡

前述しましたように､大崎市議会は昨年1 2月

議会において､議員提出の女川原発の再稼働反対

の意見書を否決しています｡したがいまして､議

員発議の意見書ではなく､市民側から､大崎市地

域防災計画と一体の取り組みとして提出したもの

です｡

私たらは､単に請願提出に伴う聴取に止まらず､

市議会議員全員に2匝Iに渡り､乗E]本大黒災にお

ける女川原発の被害状況や原発の危険性等を訴え

る｢メッセージ文｣を郵送したり､ 4人の医師が

語る｢内部被ばくを生き抜く｣の上映会を開催す

るなど､広範な取り組みを展開し､請願採択を目

指しました.

請願は､付託された産業常任委員会で､既に請

願書と市の担当部署からの聴取と､福島県飯館村

の視察を実施し､さらに原子力規制庁からの説明

を受けるなど､様々な角度から慎重審査を行いま

した｡

その結果､全会一致で採択されました｡同種の

意見書が否決されており､採択は微妙と思われて

いただけに､嬉しい｢想定外｣です｡いわば"住

民自治"として画期的なことです｡

産業常任委員会では､次のような発言がありま

した｡

■福島県飯館村の村長の話･｢人間の手に負えな

い｣を聞いて､これまでは産業政策(電力の安

定供給や電力料金値上げによる影響等)で考え

てきたが､誰もいない地域を見て､原発は廃炉

にすべきと思った｡

■原子力規制庁･女川規制事務所長からの説明

で､ ｢世界基準の新規制基準を満たしても絶対

安全とは言えない｣ことを聞き､安全確保に不

安を持った｡

■この地域が福島のようになりたくない(なっ

てはタメだ)｡

全会一致での採択の背景には､未だに福島原発

事故が収束せず深刻さを深めていること､福島県

飯館村の視察で直接に現場を見たこと､東京電力



等の不適切な対応､小泉元首相に象徴されるよう

に､ ｢容認｣から｢廃炉｣に大きく世論が変化して

いること､等の要因があったと思われます｡

今後は､ 1 2月議会への報告を経て､市議会と

しての議決することになりますが､ ｢どんでん返

し｣にならないように取り組んで行きます｡

原発の再稼働を容認した議員が､一転して､再

稼働どころか廃炉を求める請願に賛成した事実を

目の当たりにして､｢福島原発事故を風化させては

ならない｣という取組みを自ら実践することの重

要性を認識しながら､より多くの団体･市f引こ呼

びかけ､粘り強く様々な運動を展開して行く考え

です｡

■記　2013年11月14日

｢ふるかわ平和のつとい｣

代表世話人　佐藤昭一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

可視化された着手の脱原発運動　　　　　:
■

脱原発★盛岡でもデモし隊　穴田光宏　　■
■■■■■■■■■■■■■■■●■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■●■●■■

官邸前抗議が最大の盛り上がりを見せていた昨

年の夏､小さな子供を持つお母さんの｢盛岡でも

何かしたいね｣という一言から､脱原発盛岡金曜

デモは始まりましたo　それ以来､年末年始もデモ

を続け､既に65回を数え､現在も毎週金曜日に

継続中です｡

2年前のあの大黒災以前は､岩手県内で脱原発

運動はほとんど人目に付くことはありませんでし

た｡確かに｢三陸の海を守る岩手の会｣の皆さん

などが､青森県六ヶ所村の再処理工場反対運動に

地道にかつ懸命に運動されていたことは間違いあ

りません｡特に放射能に汚染された排水の海への

放出は特に懸念され､海を生活の糧にしている沿

岸部での関心の度合いはそれなりに高いものがあ

りました｡しかし岩手県内全域で多くの人々に知

れ渡り､反対運動が各地で自発的に起きていくと

ころまでは残念ながら至っていませんでした｡と

りわけ内陸部を中心に街で再処理反対､原発反対

を見ることはほとんどありませんでしたo　もちろ

んそれは岩手県内に原発が無いという事情もあっ

たでしょう｡

しかしあの日を境に大きく状況は変わります｡

もちろん震災直後は沿岸部の想像を絶する被害に

立ち尽くし､多くの人がそこに日を向けました｡

しかし少し落ち着き始めたころから､だんだんと

放射能汚染の状況が人々の前に浮き上がってきま

す｡とりわけ岩手県南部の深刻な汚染状況が人々

によって伝えられ､一万で国による岩手県内の肉

牛の出荷停止指示が出され､県内全域に放射能の

恐怖が実感として広がります｡畜産農家や椎茸農

家などが深刻な被害に悩まされ､また食を通じ多

くの人々に不安と動揺を与えます｡岩手県内では

未だに薪ストーブを使っている家も多く､また書

になれば山菜､秋になればキノコと､自然と共に

暮らしていた生活が放射能によって根底から破壊

されました｡

そのような事態を受け､岩手県内でも多くの

人々が原発の危険性を認識し立ち上がります｡事

故から2年半以上が過ぎた現在も､岩手県内三か

所(奥州､宮古､盛岡)で定期的な脱原発デモが

続いています｡しかもこれらは政党や労働組合な

ど同-団体によるものではなく､地域の人々が自

主的に立ち上げ､続けているものです｡今まで街

中でなかなか見えなかった脱原発運動が可視化さ

れる､かつてない状況です｡県内三か所のデモも

スタート時こそ別々だったものの､その後相互に

参加するなど交流や情報交換をするようになりま

した｡また県外の方も岩手のデモに参加してくれ

るなど､県外とのつながりも広がり､東北各地で

脱原発デモ･脱原発行動をしている人々が集まっ

た東北脱原発連絡会も結成されました｡ 9月には

岩手で2回目の会議を開催し､会議後みんなで盛

岡市内をデモしました｡沿道の多くの人が手を振

ってくれるなど､非常に反響が良く､可視化する

ことの意味を再認識したデモでもありました｡

最初に書いたよう岩手県内に原発はありません｡

でも私たらが使っている乗北電力は青森に東通原

発､そして宮城には女川原発を持っています｡私

たらが使ってきた電気の一部は間違いなくそこで

発電されていました｡東京の電気が福島の原発で

作られていたように､岩手の電気も青森や宮城の

原発で作られていました｡私たち岩手県民も青森

や宮城の人々と手をつなぎながら､そして未だ福

島原発の被害に苦しむ福島県民をはじめとする多

<の人々と手をつなぎながら､脱原発･再稼働反

対の闘いをこれからも進めていきたいと思います｡
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カトIJツク正義と平和仙台協議会スタディ-ツア-

～福島南相島市dt高区から青森大問返の3日間～

台風が九州方面に上陸した9月14日､新幹線

福島駅に総勢34名が､遠くは名古屋､神奈川､

福島､仙台から参加下さいました｡バスの案内役

を受け持って下さった飯館のジャージー牛牧場主

片平芳夫さんは､おだやかな説明をなさるのです

か､事のあまりにも想像を超える出来事に胸痛く､

つらい車中です｡

国道115線沿いに､除染土入りの黒い袋(1

トン入り1袋10万円)の野積みされている仮置

き場が､石･左と目に入ります｡この除染井用が

5兆1300億円で､大成建設に丸投げされました｡

片平さんの牧場3000坪の表土4cmをはぎ取る

と､ 4000個の除染土入り黒パックが生じ､それ

を仮置き場に3年間放置｡ 1郡の腐葉土ができる

のに100年かかる｡ 4cmすなわち400年分の豊

かな土をはぎ取られ､残った土ではたしてよい牧

草ができるのか､心もとない｡この片平さん宅の

除染費用は1億5000万円｡この費用があったら､

他の牧草地に移転出来たかも--｡のつぶやきに､
一同ため息｡

霊山にある片平さんのミルクスタンドで途中下

車し､おいしいソフトクリームを味わっていると､

以前の牧革で育てたミルクとは味がまったく違っ

て､こんな味ではなかった｡今は輸入飼料ですと､

寂しそうでした.つい先田除染が終わった所の線

土はO.5〟Sv/hという高い数字が表われ､え､ど

んな除染だったのかなあと､疑ってしまいます｡

人の姿が見えない小高区入りC　人影のない小高

駅の構内には､高校生が留め置いたままの自転車

が､待つ人もなく並んでいるのか印象的です｡津

波流失した建物､自転車もそのまま､日中は立ち

入り出来るが､ライフラインが未開通のまま｡

4時の福島駅発八戸行き新幹線に乗るために､

急ぎ飯館を目指しましたo　パス中で､ ll.00､

10.57の数値に日を等われ､しばし沈黙でした｡

翌日､ハ戸から総勢55名で､六ヶ所､大間迄

の案内は『原発ドリーム』著者の北原耕也さんの

案内でスタ-トです｡ハ-プ園の菊川慶子さんの

静かな形での六ヶ所核燃再処理反対の生命の道を

感じ､大間あさこハウスの小笠原厚子さんのお元

気な"願いは必ず届く"の声に､希望と勇気をい

ただきました｡

中間に位置する東通原発に寄る｡新東通村の公

共建築の格調高い殿堂を-目皆様にご覧入れたい

という北原さんのおかげで､立ち寄ることも出来

なかった場所､電源交付金で造られた建物を､じ

つくり拝見致しました｡今は稼働停止の状況です

が､活断層の問題が浮上する中､この村の存続を

思う時､心が折れてしまいます｡

台風の近づくハ戸の16田は､福島からの声､

八戸からの声として2名の発言を受け､参加者全

員で3日間を振り返るワークショップを開催｡ 5

つのグループのまとめを八戸教会の派遣ミサで､

祈りとして捧げることができました｡

紹介しましょう｡ 1G　人間は限界を自覚し､

地に足をつけ､互いに学び合い命の大切さを伝え

ることができますように. 2G　福島から青森の

旅は暗闇､先にある命の光に向かい､一人一人が

｢もう一つ命の道標｣となれますように｡ 3G　自

然災害を通して人的被害に気付かされた今､多く

の人と連帯して､平和な社会建設のために力を与

えて下さい｡ 4G　命を優先することが明確に示

された､原発の現実を心に止め､知り伝え､苦し

む人々に寄り添う事ができますように｡ 5G　国

策である巨大な原発を止めるため､私たち一人一

人が大地に根をはって､希望と勇気を持って､働

く事ができますように｡　(文責　芳賀ヒロ子)

2013年9月14日(土) (以下､単位はLLSv/h)

8:00　仙台元寺小路教会広場　　　　　　0.05

JJ　　　　　芝　　　　　　　　0.16

1 0:00福島駅西口広場　　　0.22-夫波O.84

1 1:00伊達市霊LLIシ●ヤーシ◆ -牧場アイスクリーム店0.54

(1週間前除染済)

国道1 1 5号線バスの中　　　　0.417

1 2:00南相馬道の駅　　　　　　　　　　0.108

原町ZIトリック教会t二クリn'木○スト(幼稚園庭)

0.201.-0.21 0

小高(塚原)　　　　　　　　　0.118

小高駅(バス中　除染終了地)

0.1 08.-0.1 33

13:00国道1 2号一一399号･-1 1 5号

原町区(パス中)　　　　　　　0.288

飯飯村(バス中)　　　　　　1 1.00

パス移動中　1 0.52　　9.57

川俣町(バス中)　　　　　　　　0.166

渡利トンネル(バス中)　　　　0.23

1 5:30福島駅広場　　　　　　　　　　　0.24

2013年9月1 5日(日)

八戸塩町

むつ市

0.034

0.017
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連歌･鳥の歌コンサート～鎮魂そして未来の命のために

手だ見め未来の命のため.今自分にで壱魯こtをLJ=う

｢さようなら原発inいしのまき｣の反省会をし

た6月､ウクライナ出身のナタ-シャ･クジーさ

んが津波被災地でのコンサートを希望しているら

しいという話になりましたD　期日を9/29､主催

く石巻･子どもの健康と未来を守る会)としまし

た｡コンサートタイトルは《連歌･鳥の歌コンサ
ート-鎮魂そして未来の命のために》｡どれくらい

の人が来てくれるだろう｡呼べるだろうか｡呼ぼ

う｡どこでどんなふうに呼びかけようか.

気持ちよい風の吹く9/29｡予想を上岡る340

名のお客さん｡ナタ-シャさんの語りに､涙する

方がたくさんいました｡ナターシャさんが6歳の

時､チェルノブイリ原発で事故があったんです｡

転々と避難する日々o　落ち着いたナタ-シャさん

の言葉は､心の中にすーっと入っていくのでした｡

石巻とウクライナを重ねました｡透き通るナタ-

シャさんの歌声｡ピアノの井上鑑さんに合わせて､

舞うATSUSHIさん｡地元の言葉･歌で会場をあ

ったかくした渋谷修治さん｡アンコールの｢ふる

さと｣は会場みんなで歌いました｡

≪コンサートパンフレットより≫

● 『はじめに』

石巻･子どもの健康と未来を守る会(阿部)

乗E]本大栗災により､私たらの生活は大きく変

わりました｡突然大切な人を亡くし､住む場所を

失うC　目の前に広がる信じがたい惨状-誰もが予

想だにしなかったことが､あの日起きました｡

『石巻･子どもの健康と未来を守る会』は福島

■■■■■●●■■■■●■■■■■■■■■■■■■■1

莱-原発の事故により放出された放射性物質が､

子どもの将来や健康にどう影響を及ぼすかを案じ

て集まった母親の会です｡最大の犠牲者を出した

この石巻で､あの時も今も､私たらは子育ての真

っ最中です｡子どもを守るため､まだ見ぬ未来の

命のため､今自分にできることをしよう､この共

通の思いが出会うきっかけとなりました｡

大喪災から2年半が過ぎましたが､被災地には､

住宅､教育環境､鉄道の復旧､産業､また不安や

孤立など､問題がまだまだたくさんありますC　何

度も心が折れそうになりましたが､それでも前を

向いて歩こうと心を青い立たせた時､私たちはラ

ジオやテレビから流れる音楽に癒され､どれだけ

力をもらったか分かりません｡少しの希望がある

限り､音楽は消えることはない､そう強く確信し

ました｡

そのような中､連歌･鳥の歌プロジェクトより

｢被災地に音楽を届けたい｣とお話があり､それ

を受け､この石巻でコンサートを開催できる運び

となりましたことは､大変嬉しいことであります｡

多くのものを失い､慣れ親しんだ街並みも変わっ

てしまったけれども､私たらにはふるさとが残り

ました｡ナタ-シャ･クジーさんのふるさとはチ

ェルノブイリ頗発事故により土の中に埋められ､

今は地図から消えてしまいました.戻りたくても

戻れない･-､福島も同じです｡ふるさとを失って

しまった方の悲しみは計り知れません｡今､こう

してふるさとでコンサートを聞けることは､本当

はとっても幸せなことなんだと感じます｡

本日会場に来てくださった皆様が､菖楽に癒さ

れ､元気をもらい､未来へ希望の陽がさすことを

私たちは信じております｡どうぞこゆっくりとお

楽しみ下さい｡

● 『｢連歌･鳥の歌｣石巻コンサートへの思い』

原子力発電を考える石巻市民の会(日下郁郎)

3･ 11から2年半が経ちました｡石巻市内で

病院や学校･文化会館などの解体が進む中､ 66

歳になる私が今気がかりでならないことの一つは､

平和者法を持つE]本がまた戦争をする国になって

しまうのではないかということです｡石巻での｢連

歌･鳥の歌｣コンサート開催の話を聞いたとき､

是非実現したいものだと思いました｡禁災と福島

原発事故で絶望的境地の時､インターネットでナ

タ-シャ･クジーさんの歌と井上鑑さんのピアノ



のデュエット｢鳥の歌｣を聴き､そして井上頼豊

さんがチェロで弾く｢烏の歌｣を聴いたときには､

心の奥までしみ渡り癒されました｡

私たらは､ 1986年4月旧ソ連で起きたチェ

ルノフイリ原発事故後は､県内各地の人々と共に､

この事故で強く放射能汚染されたベラルーシ共和

国コメリ州の子ともたちを宮城に保葦に招く､子

供たらの故郷に医療物資を届ける､等の活動に取

り組んできました(1990年代半ば)｡

きょうは､来場者のみなさんとともに井上鑑さ

んの演奏とナタ-シャ･グジーさんの歌を楽しみ

たいです｡そして､この演奏会を通して､日本国

憲法にしっかりと目を向けなおし､また原発災害

がもたらすものについても日本社会の現状を問い

直したいものです｡

危険に囲まれ､連続ピンチの日々にあっても､

仲間がいれば大丈夫｡ 《連歌･鳥の歌コンサ-卜～

最近の気になる動き13

鎮魂そして未来の命のために》を経て､私たらは

新たな勇気を得たように思っています｡これから

も､大らかに和やかに賑やかりこ軽やかに､歩んで

いきましょう｡　(つらやさとし)土屋聡

(｢さようなら原発inいしのまき｣実行委員)

石巻･子どもの健康と未来を守る会プロク

http://amebToJ p/ish inomaki-kds/

コンサートちらし

http://tanosh iroyama.com /tan osh iro_帆 bWc

/201 30929ishinornaki†enka l加f

ワークショップちらし

http:/ /tanosh iroyama.com /tanosh iro_pu bl ic

/ishinomaki81 7.pdf

連歌鳥の歌サボ-タ一によるUVEレポ-ト

httD:/ /rengabirdsongsjnfo/reDOrt 1 30929.

b主ロ!

JJt鼻元雑種の`遵嘩壬の博Lr?

小泉純一郎元総理の｢原発ゼロ｣発言が広く注

目を集めています(1 1.12午後には｢原発即ゼロ｣

とまで明言しています:夜のニュース)｡その根本

的な理由は､原発が生み出す(高レベル)放射性

廃棄物の処分見通しが全くないことのようです｡
｢トイレなきマンション｣と言われ続けてきた原

発の致命的欠陥に､かつて政権中枢にいた人間が

ようやく気ついた･目覚めた､ということでしょ

うか｡

昨年(2012) 9月11日､日本学術会議は､

高レベル放射性廃棄物を｢総i規制｣し､いつで

も廃棄物を取り出せるような一時的保管施設を作

ることを原子力委員会に提言しました

(2012.9.1 2朝日)｡

また､アメリカ･オハマ政権は､ 2010年にネ

バダ州やッカマウンテンでの使用済み核燃料の最

終処分場計画を白紙撤回した代わりに､ ｢100年

程度集中的に管理する中間貯蔵施設｣を2021年

に試験的に稼働させる予定とのことですが､それ

でさえ場所の選定には｢難航が予想される｣との

ことで(2013.1.14朝日)､世界中で最終処分の

不可能性が明らかになっています｡

さらに､脱原発先進国ドイツで､ ｢地下の岩塩層

にいったん封じ込めた(*中値レベルの)放射性

廃棄物を再び取り出すという前例のない作業が始

まっている｡長期間安全と考えられていた地層に

地下水が浸入していることが判明し､政府が全i

の回収を決めたからだ｣という報道がありました

(2013.8.25朝日: *は筆書加筆)｡その記事の

中で､廃棄から30年以上経った現在､岩塩やコ

ンクリートで封じた保管部屋がどういう状態かは

全く不明で､ ｢地下の空間は地殻変動の圧力で動き

続けており-1匡旧のボーリング(*掘削)は狙

っていた部屋に届かなかった｣とのこと(同)｡地

某国もほとんどなく地殻が安定しているとされ､

地下水の心配がないとされた岩塩層でさえこのよ

うな問題が生じていることを考えるなら､地震多

発園で地殻変動も活発で地下水も豊富な日本では､

放射性廃棄物の｢埋め捨て｣など危険極まりない

もので､未来世代にとんでもない｢負の遺産｣を

押しつけるものでしかないことは明らかです｡

その意味では､処分見通しの立たない放射性廃

棄物をこれ以上生じさせないため､｢原発即ゼロ=

即廃炉｣は未来世代に対する現在世代の責務です

から､ようやく``悟り"を開いた小泉元総理を､

(遅過ぎると非難したくもなりますが) "遅咲き･

大器晩成?"の新人として､大いに歓迎しだいと

思います.　<2013.1 1.12記>

(仙台原子力問題研究グループl )



JJtまくても.私13私にで亘るこtを

HaTiDORi代表　工藤瑞穂

｢僕は福島に希望を持てなくなってしまいまし

た｡とってもとっても､ <やしいです｡｣ 2011

年の6月､友人が子供のために故郷である福島を

離れるときに書いたプロクの一文｡これを見たと

きの胸の痛みが､私の活動の始まりでした｡ ｢私は

何か大切なことを見過ごしてきたのではないだろ

うか｣そう思って原発･放射能関係の講演会に参

加するようになり､放射能の危険性を学び福島の

皆さんのために何か行動をしたいと思うようにな

ったのですか､いつもその場には私と同じ20代､

30代の若者がほとんどいないということに気つ

きました｡

｢もっと若い人たちにも原発や放射能について

知り､自分たらの未来に関わる大切なこととして

捉えてもらうためには､興味を持ってもらえるよ

うな仕掛けが必要だ｣と思い､音楽ライフやタン

ス､アーティストによる作品展示などを行う芸術

の場と､エネルギーについての学びと対話の場を

融合したイベント｢HaTiDORi｣を2012年3

月より企画し始めました｡

いざ始めてみるとたくさんの若者が集まってく

れ､ ｢ずっと放射能のことが不安だったけど､友達

にも家族にも言えなかった｣｢周りの人に原発の話

をするとおかしい目で見られる｡でもあきらめず

伝え続ける勇気を今日もらった｡｣など､今までロ

にすることができなかったという思いを話してく

れました｡そして20代から60代までの参加者

が集まり､講師の話に耳を傾け､輪になって｢原

発について私はこういう風に思う｣｢私たらは無駄

なエネルギーの使い方をしていないだろうか?｣

など世代を越えて話し合う光景を見て､よりよい

未来をつくるにはこのような｢対話｣がとても大

切だと私は思ったのです｡

今年9月29日には､仙台市の新寺にある徳泉

寺で｢寺フェス! ! !｣を開催しました｡｢子とも

からおじいちゃんおばあちゃんまで､音楽とアー

トに囲まれて東北の未来を語りあう寺フェ

ス日!｣というコンセプトのもと､たくさんの

被災地復興や福島支援に携わるみなさんに参加し

ていただきました｡来場者は600名あまり､テ

レビや新聞､ラジオなどのたくさんの取材があり

ました｡会場内は幅広い世代が集い､終始笑顔と

笑い声に溢れる素晴らしい一日となりました｡お

寺の本堂では､福島県二本松市の真行寺住職であ

り､除染活動や食物の放射能測定をしている
｢TEAM二本松｣代表の佐々木道範さんのお話を

お伺いしました｡宮城に暮らしているだけでは見

えない､｢それでも放射能とともにここで生きてい

くんだ｣と決めた福島のみなさんの生活や苦悩を

お話しして下さり､会場では涙を流して聞いてい

る方もいらっしゃいました｡

そして｢週末母子保套プロジ=クト　らいさな

たぴJapan｣の虹乃未稀子さんには､ちいたび合

宿の様子や末稀子さんの想い､ ｢工ネシフみやぎ｣

の浦井彰さんには田本の電気使用状況や自然エネ

ルギーのお話をしていただきました｡

お寺の境内では､ ｢カエルノウ｣さんによるブー

ス出店､ ｢小ささ花｣の石森さんの情報展示､ ｢工

ネシフみやぎ｣さんによる太陽光パネルやバイオ

ライトの展示･ソーラークッカーを使っての料理

実演などもありました｡

たくさんの来場者のみなさんにエネルギーや放

射能について考えてもらうことができて､本当に

よかったと思いますo　これから原発のない社会を

つくるためには､無関心だった人､今まで一歩踏

み出すことができなかった人たち､特に若者をど

んどん巻き込んでいくことが必要だと思います｡

そのためには､原発や放射能の危険性や反対の意

思を訴える場所だけでなく､どんな意見であれ交

換し共有し合う｢対話の甥｣が必要だと思います.

そして今でも放射能への不安を抱えて暮らして

いる人がたくさんいること､これを見て見ぬふり

をするのではなく､少しでも近くに感じてもらい

たい｡ HaTiDORiのコンセプトは｢小さくても､

私は私にできることを｣｡たくさんの人にエネルギ
ーについて考えるきっかけをつくり､自分にでき

る行動を促すことができるよう､これからも仲間

たらと力を合わせて頑張っていきたいと思います｡

10



今.せJJtでlさ　　女川帽会雑魚阿部美紀子

箸の4.あい塔屋発だの.いちね.いちね

ついに泊浜(旧牡鹿町)に行ってきました｡

11月4日､ 9時､石巻駅集合｡

この日は､朝方雨模様で､チラシ配りには心配

がありましたか､幸い雨も上がり､総勢10名で

出発｡

泊は､女川からいっても､鮎川からいっても､

奥まった場所にある､小さな小さな集落です｡ 40

年前､私たち女川原発反対同盟と一緒に､女州原

発反対三町期成同盟として､最後まで闘い続けた

浜です｡

今回は､これまでとは違い､念願だった｢女川

原発反対同盟｣のチラシを作っていきました｡見

出しは｢原発に依存しない　新しい社会を切り拓

こう!｣｡

2-3人1組で配り､最初に出会った若い人で

は反応が薄く､人の気配もあまりなく､少し心配

な出だしでした｡しかし､浜の小高い場所に腰を

おろし磯を眺めていた91歳のおじさんに出会っ

てからは､ ｢女川の阿部麟｣と我が家のことも知

っており､ ｢近くで節削り(鰹節の加工)していた｣

と話が弾みました｡

そうこうしているうちに､チラシを見たと､わ

ざわざ出てきて､ ｢私たちも､白い割烹着ば着て､

女川までデモさいったんだよ｡父ちゃんは65で

亡くなったけど､いっつもみんな家さ集まって会

議したんだよ｡あれ､あの人も一生懸命頑張った

んだがら､話聞いでみらいん｡ Jと熱心に当時の

ことや､原発はいらない､というお話をしてくれ

た女性もいました｡

そのお話を聞きに行ったお宅では､女川の出島

出身という奥さんが､ ｢宗悦さんらとデモしたんだ｡

海上デモだの､ 1時間以上もかり1て女川に行った

んだよ｡あいな原発だの､いらね､いらね｡ ｣さ

らに､ ｢今､父ちゃん呼ぶがら｣と体の不自由な旦

那さんを呼んで､署名をしてくれました｡私も､

そのお父さんのお顔とお名前には覚えがありまし

た｡一緒に写真に写ってきました｡

11

別の1組は､お話が弾んで1軒しかいけなかっ

たけど､機動隊とつかみ合ったことなど､いろい

ろなことが開けたそうです｡

泊浜の人々にとって､原発反対は今も色鮮やか

であり､昔の武勇伝は､誇りなのだと思います｡

この後､泊浜に建設中のメガソーラーを道路沿

いに見学しました｡ 3000世帯分の電気が賄える

そうです｡

泊浜の思いや声に出せない人々､全ての思いを

形に現せる取り組みが必要と感じた1日でした｡

勇気をくれた泊の皆さん､ありがとうございま

した｡

′巧

-′う､′乙'句



(イン7ォ〆-ション】
第45&幕別l&幕bl&冨山l昌

夫齢止的l脅JJI再轄鴨す輔J

子供脚l汚鰍lら桝I ∫ arやざ金『宇モ
bl仙台　(嶋樽:駄摩蕎3.憎金Jt予モ)

httt)S://twitter. com/miyagi no nuke

http://twipla. jD/events/27716

日時□11月23日(祝･土)肴町公園

(14時集合14時30分デモ出発　昼デモ)

12月6日(金)肴町公園

12月13日(金)元鍛治公園

(金曜夜は18時集合18時30分デモ出発)

12月22日(日)未定

(昼14時集合14時30分デモ出発　日曜デモ)

【11月29日(金)と12月27日(金)はお休み)

主催ロみやぎ金曜デモの会(代表　酉)

(090-8819-9920　電話は20時～22時まで)

e-mi l :miyagi.no. nuke@印ai I.com

ド牛ユメンタl卜噸
r罷▲六ヶ所未来への伝書J血合上嶋会

(監督/島田恵･しまだけい2013年日本105分)

httT) ://ww. rokkashomirai. com

日時□①11月22日(金) 18:45-21:00

②11月23日(土) 10:00-12:30

会場口仙台市戦災復興紀念鋸4F

研修室(定点62人)

(仙台市青葉区大町2-1 2-1)

料金□800円(要申込み)

(定見に達しない場合､当日券1000円で発売)

申込み･お問い合わせ

ウェブでの申込み｢こくち-ず｣

http: //kokucheese. com/event/ i ndex/121 950/

メール　yrakanesanriku@yahoo. co. jp

TEL 090-881919920　FAX O221302-3284

AD榊　r構虎の村に生を与人々J
日時ロ11月27日(水) ～12月1日(日)

(9時30分～21時30分　最終日は16時まで)

会場ロエルパーク仙台　展示ギャラリー

(三越定禅寺通り館5F)　<無料>

主催□わかめの会

(三陸･宮城の海を放射能から守る仙台の会)
h土工p: //LntAmnet/

日日中三謬士ん脚線好揮発亮中

『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8日発行　500円

構漬会

｢こともたちの甲状■線量からJLえて壱たこt｣

講師口西尾　正道先生

(独立行政法人国立病院機構

北海道がんセンター名誉院長)

日時□2013年12月8日(日) 15:00-17:00

場所□日本基督教団仙台青葉荘教会
(仙台市青葉区錦町1-13-48

東北教区センターエマオとなり)

入場料□無料(申込不要)

お問い合せロ日本基督教団東北教区

放射能問題支援対策室いずみ

TEL/FAX 022-796-5272

Email izumi@tohoku. uccj. jp

URL http://tohoku. uccj. jp/izumi/

一員の会　公用学習会vol.I-

r楕AJF畿事故の青畳

～ 7号鴨鯵投打ミスだった7 -∫

計師口石川徳春さん

(仙台原子力同原研究グループ)

日時012月14日(土) 18:15-20:15

場所口仙台市市民活動サポートセンター

研修室5

参加費0300円

主催田みやぎ脱原発･風の会
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