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七mから未来を考えるつe:い

加藤登紀子
トーJ?&ライ?. wJ'lh

小出稽章
開催手での経緯として今･これbtら

(1)地元を歩きました

｢女川から未来を考えるつとい｣実行委員長の阿

部美紀子さんは､ 1988年女川原発建設当時住民運動

の先頭に立ってこられた故阿部宗悦氏(女川原発建

設差し止め訴訟原告団長)の長女ですo　長年家族<'

るみで原発反対闘争を担ってきました.震災の201 1

年1 1月､仮設住宅から原発反対を訴えて女川町議会

議員に当選しました｡美紀子さんはかねてより｢町

を再建するのに原発こそが足かせになる｡震災で原

発が止まっている等こそ､原発依存から脱却する絶

好のチャンス｣と訴え､一人で手書きのチラシを

作っては仮設をはじめ女川町内に配って回っていま

した｡かつて｢女川原発反対同盟｣で共に闘った仲

間の多くは高齢であったり津波の犠牲になってお

り､共に活動してくれる仲間はとても少なかったの

でした｡

そんな美紀子さんの活動を支えていきたいと思う

有志が､近隣の市や町から集まるようになりまし

た｡ 2012年3月に女川原発見学会(26名参加)香

しました｡それ以降有志が美紀子さんと一緒に女川

町･石巻市雄勝町､またあるときは石巻市旧牡鹿

町･石巻市内の仮設住宅､または被災を免れた家々

を訪問し､その都度地元の万のお話をじっくり聞か

せてもらうようになりました｡女川原発再稼働反対

書名も集ま

りました｡

(2) r原

発はいらな

い｣という

地元の声･その表現の機会

活動を通して分かったことは､ほとんどの住民が

｢原矧まいらない｣と思っていることでした｡もし

女川原発で事故があったら自分たちはとこにも逃げ

ることはできず､見殺しにされると思っている人と

たくさん出会いました｡原発で働いている人の中に

さえ再稼働反対の書名をしてくださる人がいまし

た. ｢そんなに原発が安全なら､なして一番電気を

使う東京さ作んねぇで､おらほさ持って<んだ?｣

そんな怒りの声を何度聞かされたことでしょうo

｢こんな大津波にあって､もう原発は再稼働できる

わけがない｣と思い込んでいる人も少なくありませ

んでしたo

東京や仙台で原発反対集会が催されます｡けれど

も､被災地･原発地元の人が参加することは日々の

生活で精一杯で簡単には叶いません｡ ｢原発反対｣

の意思表示や行動する機会も余裕もなかなかありま

せんo　マスコミでは女川原発のことは報道されるこ



とも少なく､全国の人たちから忘

れ去られようとしていないか危倶することが増えて

います｡そんな中､粟北電力は女川原発の再稼働の

準備を看々と進め､ 2013年12月末再稼働申請をし

ました｡私たちは女川の人々の切実な声を表現する

機会を作らなければならないと思いましたo

(3)　女川の未来をみんなで考える

｢一人でも多くの人が女)=こ来て女川の現状を

知ってほしい｡女川の人たちのことを忘れていない

ことを示してほしいo　女川で多くの人が集まる原発

反対のイベントをやりたい｣美紀子さんは訴え続け

ています｡私たらは､美紀子さんの思いを具体化

し､閉塞した今日に突破口を開きたいと思いまし

た｡そこで､たくさんの人が集まって元気をもらえ

るように加藤登紀子さんに女川に来ていただこうと

思いましたo　小出予告等さんの講演会を一緒にするこ

とで､原発の実態を女川の皆さんに知ってほしいと

思いました｡さらに､地元の人たちが自分たらの思

いを語りあう機会も作りたいと思いました｡女J州こ

関心を持つ人たちが全回から集まることは､女川の

人たちを元気づけることでしょう｡原発マネーから

脱却し豊かな自然の恵みの中でこそ女川の未来があ

るというピジョンは､新たな展望となるでしょう｡

私たらはそう考えるのです｡

女川は､復興の途上ですo　たくさんの人の支援と

協力がなくてはなりません｡ ｢女川から未来を考え

るつとい～加藤登紀子トーク&ライフwTth小出裕

幸｣にたくさんの人が集い､そこから可能性が拡が

ることを私たらは期待しています｡ぜひあなたも一

緒に､女川の未来を築いていきましょう｡

( ｢女川から未来を考えるつとい) HPより)

(4)追肥　｢女川から未来を考えるつとい-加#

登紀子トーク&ライフwithlJt出梅+｣は.驚くほど

の反響を呼んでいます｡これまでに後援､賛同をい

ただいた団体は別紙のとおりです｡県内はもちろん

のこと沖縄を含め全国から参加したいとの連絡が

入っています｡仙台の仲間は大聖バスを3台も

チャーターしてくれました｡ミヤコーパスは開演､

終演の時間に合わせて石巻から会環までの臨時便を

出してくれることになっています｡女川地元の物産

展も併設することになりました｡

rJAJla. tMt義い●t/■うJを合言葉に集

まる人々の輪が､平和で豊かな明日への道につなが

ることを信じて･ ･ ･

(あらいまりこ)

く&ZLbZI件>

石巻市手交胃委員芸､朝El新聞社仙台

総局.毎E]新聞社仙台支局､河北新

報社､石巻かほ<､石巻E]日新閲､

(株)大崎タイムス.三陸新絹社､

ミヤギテレビ. TBC東北放送.仙台

放送

ラジオ石巻FM764. (公財)みや

nいしのまき実行委員会､止めよう

原発･止めよう核燃料サイクルI女

川戻発lt9元連結会､許な1 ｢日の

丸･君が代｣強制　止めようl安倍

LE2椅の改憲･黙再破壊　全因ネット

ウ-ク(仮称･準備会).仙台市退

職者芸､仙台水道退職者協議会､高

橋徳′台商店.宮城県適職教職員協喜晃

ぎ･頂損と<らし･ネットウーク.　　会,気仙沼本岩地区平和労組会孟乱

生活協同#B合あいコ-プみやぎ　　　　黒川地区平和労利〕会Eji.社会民主党

(*同EZl休)

(201475現EE　87団体)

末地の芸.船形山のフナを守る芸､

カトリック正舞と平和仙台協EZS会.

みやぎアクション.みやぎ脱原発･

風の芸,原発いらない宮城ツユクtT

の会､爺の行進､スペ-ス21､

(育)粟野商店､プチの大通り.

フェアトレード&エコショップオゾ

ン.三陸の海を放射能から守る岩手

の会､社会民主党宮城県連合､アン

プリン株式会社､さようなら原発I

石等総支弧　キタコプシ､にんじん

食堂うずまさ･京都､塩釜地区平和

運動推進労働泉8合会議,石巷地区平

和労組会鼠　石巻地方邑事等平和セン

タ-.林退会宮城県連柑会.豊島文

化社､特定非営利活動法人　墓の

会､林退会古川支那､株式芸社　ア

プアス岩男書正センター､あい⊃-プ共

生会､さようなら和昭刈羽原発プロ

ジェクト.干菓高教絹市川支部

｢ひょうたん島研究会｣.名取の甥

境を守る会､仙台市職員労働相合､

社民党仙台支部運合.林退会気仙沼

支部.宮城交通労働組合石巻支那.

盈鉄労絹hlJ台総合車両所支吉B組立分

会､国鉄労組仙台総合車両所支喜口台

車分会､匡鉄労長引山台総合車両所支

gB車体分会､国広労相仙台総合車両

所支部運転分芸､生活協同組合あい

コ-プふくしま,全会本山労働素月

合. (到長尾設備､石巻･子ともの

健康と未来を守る会.鉄道退職吉の

芸　仙北支部､すべての原発今す<'

なくそう1全国会読みやぎ.工蜜藍

学会. J P労組両三種支吉臥　青森地

方林野関連退職者の会　中断EEl支

弧　塩釜地方護憲平和センター､宮

城県教職員組合､ 1女性会議宮城県

本別､有限芸社みやぎ保健企画､喜主

君平和センタ-登米地区芸EjL　登米

地区平和労組会議､電通労組､脱原

発とうかい塾､全水道石巻地方広域

水道企業団労働組合.フ女性会議宮

城県大崎支部､社会民主党遠EEI支

郡､宮城交通労働組合　高齢者･退

職音の会,こともの国　在のフ-さ

ん保胃匿. ｢君が代｣処分反対I山

EBさんを支える志欄市民の会.女川

原発の再稼働を許さない石巻地l或の

会､石巻地区広Ⅰ或FSE員労働組合.ち

巻市職員労働組合.仙台市教職員組

合､ 1女性会議　気仙沼支部､宮城

県社会福祉協議会労働某B合､ l畠墓市

職員労働組合.仙台itI交通局退職者

会.仙昌市職員労働組合. R-DA

N.宮城高校歎胃ネットウ-クユニ

オン､那政合同労働伯合､ i山台石け

んを広める会. Eg労小牛EEl運輸区分

会.仙台市交通労働組合. lくさの

ねプロジ=クト､ tヶ宿町同員組

合.宮城県保険医協会.

<1円や人>

(201475現在193名)
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2014年6月8Ej (日)に石巻中央公民絶大ホールにて開

催された｢さようなら原発in石巻｣に参加した｡この集

会に参加するのは､昨年に引き続き2匡旧である｡当日

はあいにくの雨｡午前の部があと30分程度で終わる頃に

到毒したら､駐車場では雨カッパを着用したスタッフ

が､笑顔で誘導してくださったo受付を経て大ホールに

入ると､実行委員の規容子さんから手渡されたT)かめ

スープをいただく｡地元産のわかめが美味しい!昨年と

同じく､実行委員会の皆さんのパワーや想いが存分に発

揮された｢手作り感｣溢れる集会だなあと感じる｡

午後からは､石丸小四郎さんからニュースなどで報じ

られない福島の実情の報告後､ ｢ 『さようなら原発iT一

千万人署名市民の会｣呼びかけ人の鎌EE)禁さんの講演o

そして､大間原発建設用地内でただ一人､自分の土地を

守り続けている小笠原厚子さんと鎌EB患さんの対談で

あった｡

鎌EBさんは､ ｢原発立地自治体はたくさんの交付金が

交付されてお金の中毒になっているとの声を聞くが､最

初からそうだったわけではない｡どこの原発建設予定地

でも激しい反対運動が起きていたものの､札束を積まれ

一人二人と歯が欠けるように運動から抜けて､運動が切

り崩されたのだ.ところが､厚子さんのお母様の熊谷あ

さ子さんは､ 『畑と海さえあれば生活していける』と､

電源開発(樵)の社長か土下座をして頼んでも､ 1億円

のお金を積まれても､土地を売らなかった｡ ｣と厚子さ

んを紹介した｡その土地に立つのか｢あさこはうす｣で

ある｡厚子さんは2006年にあさ子さんが亡くなった後に

｢あさこはうす｣を受け継ぎ､こ自宅のある函館を行き

来しているそうだ.すでに大間原発の建設が始まってい

5　曹　cShL,ど

るため､その用地に囲まれた｢あさこはうす｣への道

は､両側がフェンスで囲われ､フェンスの上には有刺鉄

線が設置されている｡私は昨年6月の大MAGROCKの際

にその道を通る機会があったか､入口には監視員が常駐

してかなりの威圧感を感じた｡厚子さんは､毎因どんな

思いで｢あさこはうす｣を行き来していらっしゃるこ

とだろう｡この道路を通る回数が少なくなれば､もうこ

の道路はいらないじゃないかと､この道路が封鎖される

ことを厚子さんはとても懸念して､郵便屋さんに毎日来

てもらって､いつも道把を通ってもらえるように『あさ

こはうす郵便』を作ったそうだ.厚子さんは全国ときに

は海外からも送られる『あさこはうす郵便』のメッセー

ジに励まされると話していらっしゃった｡私はあさ子さ

ん､厚子さんファミリーの勇気をたたえるとともに､あ

さこはうすに手紙を書いて､ファミリーを応援しよう!

と思った.最後に鎌EBさんから､ 1人の地権者が土地を

売らなかったことで､大間原発は原子炉の場所が変更と

なり､工事は遅れて現在でも核燃料は持ち込まれていな

いた｡全国から厚子さんを応援しようと結ばれたo

この集会で｢手作り感｣を最も感じたのか､午後の部終

了後に行われた市内アピール行進だったQ　今年から新た

に始まったアピール行進のコールには正直､最初は鷲

いo　女性の｢原発やんだ～｣のゆつr=りと柔らかい声

に､ ｢えっ｣と思ったのは私だけではないだろう｡

｢おらほさやんだ～｣ ｢どこさもやんだ～｣ ｢放射能の

ごみはいらねえ～｣ ｢加美にもいらねえ-｣ ｢大和にも

いらねえ.-｣ ｢栗原にもいらねえ～｣ ｢石巻にはうめえ

もんがいっペえだ～｣ ｢海の幸も山の幸もいっペえだ

-｣ I-楽器(鳴り物)とともに1時間ほど歩いて､石

巻駅近くの終点に到達した頃には雨はかなりの降りに

なっていたが､ゲストを含め約100名の

人たちと行進を終えて､私は温かい気

持ちになっていた｡

(里山海子)



｢女川 侏IJﾘ,ﾈﾜH�):ﾘ,僵ﾙ��+x.度,(,ﾂ�理由｣ 

とひとつの希望 ��

6月1日.弁喜蔓士会館にて､ ｢女川原発の設計者がお話します-女川原発の再稼働に反対する7つの理由｣と題して､

渡辺叙比さんの講演会が開催され､ 150名の参加かありました｡

渡辺さんはかつて東芝の原子力部に勤務し､福島第一原発､女川原発､浜岡原発などの基本設計に携わった､原子

力工学･危機管理学を専門とする=ンジ二アです.チ=ルノブイリ原発事故､そして福島原発事故を経験する中で､

明確に脱原発の立場に立ち､原発の危険性について発言し講演活動等を続けておられます.

女川原発は再稼働してはならない｣として､渡辺さ

んが示した｢深層防護の立場からの7つの理由｣は次

のとおりでした｡

1 ､ 10万年以上の管理が必要な使用済み核燃料が

増え続ける

2､ひとたび大事故が起こったときの被害が余り

にも膨大

3､発電システムに原子力は必須ではない(再生

可能エネルギーで代替可能)

4､女川原発はMorkI改良型であり､原子力格納

容器に基本的な問題がある

5､ ｢複合災害による原発震災｣ ｢火山の巨大噴

火｣等への対処はできない

6､女川原発近くの活断層の存在の検証が必要

7､自治体の避難計画は｢実行性が伴わない､機

能しない計画｣

技術者の立場から渡辺さんが特に強調されたのは､女川

原発が原子炉格納容器に設計上の重大な弱点があると指摘

されている沸托水型炉(BWR) M(⊃rk I型であり､しかも

福島第一原発も同じMqrk I型であり､福島原発事故のプ

ロセスの解明無しに女川原発再稼働などあり得ないという

指摘です｡ Mork I型の弱点とされる圧力抑制室における

スロッシング(地震動等により水面が激しく波打つ現象)

による圧力抑制機能の喪失など､津波到来前の地震の時点

で大事故に至る引き金がすでに引かれていた可能性があり

ます｡そうだとすれば､新規制基準や全国の原発で進めら

れている過酷事故対策の前提そのものが崩れ去るのです｡

4

さらに渡辺さんは､地震+津波そして原発事故に同時に

見舞われる｢原発震災｣の中で､次々難う予期せぬ事矧こ

適切に対処することは至難であり､ましてや､日本におい

ては必ず想定しなければならない｢巨大火山噴火｣に対処

することは不可能である｡ ｢人間がどんな手段を講じて

ち"自然の脅威"は必ずその間隙を突く｣と指摘しました｡

原発の現場を知る技術者のロから発せられるこれらの言

葉はリアルで重みがあり､宮城県がこれから作ろうとして

いる｢女)川票発安全性検討会議｣には､大学で原子力や放

射線の研究をしている学者ばかりでなく､渡辺さんのよう

な原発のリアJL'を知っている技術者が加わらねばならない

と強く感じられたのでした｡

技術者として｢7つの理由｣を述べた上で､最後に渡辺

さんは､技術者としての立場を超えて､ ｢女川原発の永久

停止が､現在を生きている立地自治体と宮城県民に､そし

てその子とも達に■■明るい未来と多くの夢と希望-■をもたら

す｣という話をされました｡まず電源≡法交付金に替わる

｢廃炉交付金｣の創設.廃炉ビジネスによる雇用の創出･

地元経済活性化､送電インフラを活用した原発以外の発電

システムまたは新エネルギー開発拠点化等々､ ｢原発の永

久停止｣こそが地域と若者に夢をもたらすというのです｡

私たち力にれから脱原発社会へ歩みを進めていく上で必

ず突き当たる問題､乗り越えなければならない｢地元住民

の暮らしと経済｣という問題に正面から取り組み､ひとつ

の展望を示した提言は､私たらに希望を与えるものでし

た｡ ｢女川原発の廃炉こそ女川の希望だ｣一私たちはこう

唱えながら､まずは8.10女川へ結集しましょうD

(多々良　哲)



｢音域県庁子7)発電所の電全性

･隼　　の認諾慧悪食J

2014 6 9.宮城県村井知事に対して｢宮城県原子力発電

所の安全性に関する検討委員会｣の設置に関する申入れ

を2014みやぎアクション他7匝日本15名で行った｡

趣旨は　県独自で女川原発の安全性､設備健全性を検

討する｢検討委員会｣を設置する事であり､委員には原

発に慎重､批判的な専門家も入れ　委員同士の活発な意

見交換をし､県民に公開することである｡

前もって申し入れ書は送ってあったので　阿部勝彦宮

城県原子力安全対策課長からコメントを出してもらっ

た｡ 2月県議会でも述べてあるが､どのような方法､手

法か†あるか検討させてまEきたい｡いつの段階かここでは

まだ言えないとの事｡

3月県議会での本木環境生活部長の発言｢どういう形

で進めるかは検討する｡先行他県を早急に調べたいo検

討委員会を設置するのであれば､国と同じにやっても意

味が無いので差別化する｡アリバイ作りでない実効性あ

るものにしたい｡ ｣は今でも生きているのか　に対し

て､阿部課長は　それを含めた上で話をしたと回害｡

人選は　リストアップの検討を開始したところだが､

遅れている理由として国の女川原発の適合性審査が進ん

でいないので判断のしょうが無いと発言したのに対し､

同時進行でやれるじゃないかと参加者から反論｡

課長が退室した後も残った原子力安全対策課の方と話

し合い続行｡

･再稼動すれば　使用済み燃料が増えるので　社会

･女川原発の耐震安全性､設備健全性を検討するのに

は　どんなメンバーにしたら良いかを良く考え

敬 て欲しい｡

々
の

･5月27日の｢協議会｣での　東北電力の発

言から､ 1号機は圧力容器のフタを未だ開け

ていないとの事｡即ち中がどうなっているの

.-か未だに分かっていない.規制委員会の結論

息を待っているのでなく､県として東北電力

見
∫

に1号炉の中がどうなっているのかもつと詳

しく相告させ公開させる必要がある｡その

-■ためにも県独自の検討委員会が必要だ｡

耳 ｢大飯原発の運転をしてはならない｣との判

を.:::∵･:､

傭
lナ

る
姿
勢
香

県としてどう対応するか　検討し

(特に検討していない様だ｡ )

･女川原発付近は　3.11の地震で1m沈下､ 5.4

m乗へ移動したo　これが原発に影響あるのかど

うか　又　活断層の判断を県としても独自にする

べきではないのか｡

･検討会議は県､女川町､石巻市だけでなく

30Km圏内の自治体も含めるべき｡

最後に　事故を教訓に県の原子力行政を反省

し　我々の意見にも耳を傾ける姿勢をとって

-　欲しい事を述べ､約1時間の申し入れを終了
-　した.

的､倫理的にも許せるのか検討して欲しい事もある｡

･アメリカでは､重大事故で住民避難が出来ない場

合､原発は稼動できない.日本では､避難が可能かどう　　編集部注

かは　再稼動の条件に入っていないが　県知事は住民の

安全を守る義務がある｡同時進行で検討してよい.

･人選については､原子炉の現場のことを良く知って

いる人他数名を紹介して伝えた｡

･プルサーマルの時は､　初めから筋書きが決まって

いた｡　同じ様な考えの委員での｢安全性検討会議｣の

様なものはだめである.色々な立1易の人や　原発の現場

のことを　よく知っている人を入れるべきだo

(2014q6｡28｡記　兵藤　則雄)

その後､ 6月23E]の宮城県議会で､村井知事が独自の

｢安全性検討会｣の設置を秋ころ(10月?)にも設置す

ることを明らかにした｡原子炉工学や放射化学､金属材

料､建築､地震､津波､地質などの専門家を想定してい

るとのこと｡しかし､どのような人選や運営になるの

か､防災や経済性なども含まれるのかなど､まだまだ不

透明なところは多く､引き続き声を上げる必要があるQ



去る6月28日(木) (去年と同じ日付) ､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､ 85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-部などを記し

た『棄北から初めての脱原発電力会社宣言を』とい

うビラを総会参Z]D者中心に会場前で配った｡今年は

ビラのデザインの協力をしていただく人がいて､よ

り見やすいものができだと思うC

総会は､ 3時間弱の長さで去年よりは幾分短か

かったが､会社側の議案がたまたま少なめだったた

めか?　出席者数は年々

少　しずつ減っているよう

で.なんだか席に余裕が

あった｡

まず事業報告｡原発につ

る巨大変電所の必要性への疑問と電磁波の危険性を

指摘する地元の方のものであった.これに対する取

締役会の答えは､ ｢安全基準をクリアしている｣等

と繰り返すのみで具体性も説得力もなかった｡

他の株主からの質問も､福島並みの事故が東北電

力の原発で起こった場合の対策や､原発再稼働には

納得いかない､脱原発を目指すべきなど､取締役会

の方針に批判的な内容が大部分だったが､取締役会

は去年同様聞く耳を持たない｡

私たらの株主提案は､ ①脱原発会社宣言､ ②電力

需要が3-5割減少する1 5-35年後を見据えた将来計

東北電力

株主総会に参加して

いて.女川原発では1000ガルを超　　　　　　える

地震動は起きず(これまでの580ガルという数値を

引き上げたものの､岩手宮城内陸地震で最大の場所

では4000ガル以上など､はるかに大きな地震があり

得る) ､東通原発には原子力規制委員会も指摘する

活断層はないとして､原発の再稼働をコリ押しする

方針だ｡これで｢安全性向上｣するというのだか=ら

あきれる｡一方､料金値上げなどにより利益を出し

たことから､震災後見送られてきた株主配当がわず

かながら復活したB棟主としてはありがたいが､電

気料金を上げ過ぎて消費者に不利益を与えたのでは

ないか｡また､原発がすべて停止した状態で利益が

出たのだから､即刻原発を廃止すべきだ｡

次に恒例により事前質問に対する一括回害があっ

た｡事前質問の中には､宗大電力の予想が過大であ

ることをグラフ入りで指摘したものや､福島第一原

発内部の状況が高放射線量で確認できないのにどう

して事故対策ができるのかといったものもあった

か､ほとんど無視された｡

会場からの質問の最初は､名取市に計画されてい

画の策定､ ③事業に関する

情報公開の3つ.事前

に株を持つ自治体へも賛成

するよう働きかけをしてい

た｡どれも｢90%を超え

る反対｣による否決で､法

律の規定から3年間は同じ

提案ができない｡ただ､去年に引き続き青森市と宮

城県美里町が賛成して下さった(-部賛成を含

ち) o　また､会場で私たちの提案に賛成の挙手をす

る人は増えているように感じた｡

以前よりだいぶ静かにはなったが､私たらの仲間の

発言の妨害のためだけのヤジがかなりあった｡提案

株主の1人が｢都議会みたいだ｣と小声でつぶやく

一幕も｡議長である取締役会長は､最初に｢発言は

短く簡潔に｣と言うが､発言を妨害するヤジを戒め

る事前注意はしない｡

何年も前と比べれば､脱原発の提案について､自

治体の一部が賛成したり､報道機関が大きく取り上

げてくれたりするなど､大きく変わってきた面もあ

る｡時代の流れ､そして継続した取り組みの成果で

もあろうか｡

それにしても､会社側が自負する通り9電力会社

随一の再生可能エネルギー比率を誇るにもかかわら

ず､相変わらず原発にしがみついて離れようとしな

い経営者や大株主たらは､脱原発をめざす社会から

何とかけ離れていることか｡　　(河野正義)



｣空嘉=｢
5月24白､仙台青葉荘教会で行われた｢宮城県子ど

もの被ばく線量調査研究～中間報告･宮城県子供の被

ばく線量調査研究でわかったこと～｣に参加した｡講

師は､震災後-貫して放射線量測定の必要性を訴え計

測してきた東北大学大学院薬学研究科ラジオアイソ

トープ研究教育センターの吉田浩子さん｡主催は日本

キリスト教団東北教区放射能問題支援対策室いずみ｡

周知のように､ 2012年7月6日｢子ともたらと妊産

婦を放射能から守るための体制の確立を求める請願

書｣が宮城県議会において全会-致で採択されてから

2年がたつにもかかわらず､いまだ全県的な調査は行

われていない｡加えて､福島も含め､ ｢風評被害?

や､いらぬ心配?を避けるため､できるだけ調べない

ほうがいい｣という姿勢が隠し切れない｡

しかし､これまで日本はもちろん､世界的にみて

も経験したことのない末曽有の原子力災害である今回

の事故が子ともたらに何をもたらすのか､実際に調査

してみなければ何も分からないことははっきりしてい

るのではないか｡広島･長崎の原爆の被害調査が非常

に限られた範囲にととまり､救済も不十分だったこと

を考えると､結果がどうなるかはともかく､まずは調

査することが先決であることは論を侯たない｡

それをここ宮城県で実践している数少ない研究者

である吉EEIさんのお話は､中間報告という位置つけで

はあるものの､どのような調査結果になっているのか

興味深く聞いた｡

吉田さんが丸森町･白石市･大河原町･角田市

で､児童や先生にインライトバッジ(個人線量計)を

装毒してもらい回収するという方法での調査の結果

は､農村部･都市部とも､放射線の半減期以上に若干

の減衰がみられ､除染の効果があったのではないか､

ただ､ 2013年の段階でも追加線量が1 mSvを超す群が

残存している､というものだった｡

また､実際には屋外よりも屋内に滞在している時

間が長いため.被ばく線量は外よりも屋内の空間線量

と相関を示すとのことだった｡ちなみに､家の中でも

場所によって線量が異なり､特に瓦の汚染は除染して

もなかなか落ちないこともあるので､屋根の汚染が大

きい住家では被ばく線量への寄与が予想されるとのこ

と｡

また､内部被ばくと外部被ばくだが､コープ福島

の隠膳方式による調査によれば､ 1年間食べても放射

性セシウムの実効線量は0.04mSv/年に留まるとのこ

となので､ Sの規制を守る限りどちらかといえば外部

被ばくに注意が必要とのことだった｡

そこで､外部被ばくの低減対策としては(特に避

難指示区域などの線量の高い地域)

･同じ家でも､部屋によって空間線量の差がある(裏

手に土ののり面がある家では､その部屋は高くなる

･同じ部屋でも､窓に近いところは高い　などの違い

があるので､遮蔽シート･遮蔽ドアの使用や､部屋内

の掃除の励行が効果的とのことだった｡

以上がおおまかな吉田さんのお話だったが､意外

だったのは｢内部被ばくより外部被ばくに注意｣とい

うことと､ ｢除染の効果はある程度ある｣ということ

だった｡

また､現在､腰の重い行政に代わり民間で甲状腺の

調査が進められているので､もし可能であれば､吉EEI

さんの調査とリンクしていくと､さらに実態の解明に

つながるのではないかと思った｡いずれにしろ､なか

なか個人ではできない調査を続けていることに感謝す

るとともに､ぜひ今後も継続して､いろいろな角度か

ら放射線のもたらす健康被害の実態について深めて頂

きたいと感じた｡

(たてわき)



原発問題の"ミニミご　解説　く5〉

r吉田調書｣の非公開と原発再稼動

<5.20朝日>は1面トップ(特タネ)で､ ｢政府

事故調｣が福島第-原発･吉田昌郎所長(当時)か

ら約29時間(休憩を含む)もの聞き取りをした｢吉

田調書｣を入手したことを報じ､その後も連日のよ

うに､新たに判明した事実･事故対応の問題点や､

他の関係者の証言と比較しての検証<6.1->を掲

載しています｡

内容の検証は今後の｢一般公開｣を待つことにし

て､本稿では､吉田調書の｢非公開問題｣ (筆者は

認識していませんでした)について考えたいと思い

ます｡

｢事故対応を検証し､今後の安全対策にいかす一

級の歴史的資料｣である同調書は｢内閣官房に保管

され｣ ､政府事故言局報告は｢一部を紹介するだけ

で､多くの重要な事実を公表しなかった｣というこ

とで､ ｢国は原発再稼動を急ぐ前に､政府事故調が

集めた資料をすべて公表し､ 『福島の教訓i)を安全

対策や避難計画にいかすべき｣という同紙の主張<

1面>は､極めて当然のことだと思います｡畑村洋

太郎･元政府事故調委員長は｢外に出すべきものは

報告書にみんな入れたつもりだ｡報告書に載せたこ

と以外は口外しないのが約束だ｣と述べ< 2面>､

管(スカ`)義偉官房長官は｢吉田氏から非開示を求

める上申書が提出され｣. ｢事故があった時に対応

する人には職員立会いの下で開示｣していると20田

の記者会見で述べたようですかく5.21 >､田中俊一

原子力規制委委員長は｢読んでいない｡知らない｣

と19日に答えたとのこと<同:テレビニュースで

は､ ｢個々の調書を読んでいる時間はない｣旨発言

していました>｡

その後､田本維新の合･橋下徹共同代表が全面公

開を求め<5.22>､自民党の部会からも閲覧要求が

出たためかしく5.23､ 24>､菅長官は遺族や本人から

の開示要求などの｢条件付きで､公開に応じる考え

を明らかにし｣ました<同>｡さらに､菅直人元首

相も公開を求め<5.28>､一方､政府関係者では原

子力規制庁の職員2人だけが閲覧し､その報告が新

規制基準に反映されているので､田中委員長自身は

閲覧する考えがないことを改めて示したようです

<5.29>｡

当然のことながら､事故の再発防止には､発生し

た事故の徹底的な原因究明･教訓化が不可欠です｡

福島原発事故では､津波対策.電源確保対策､炉心

熔融･格納容器ベント･水素爆発などのシビアアク

シデント対策の不備が顕著だったため､ …再稼動申

請･適合性審査…に向けて､多くの安全設備(ハー

ド面)の新増設･補強がなされたり､保安規定･手

順書(ソフト面)の見直しがなされたりしていま

す｡

しかし､ハード面もソフト面も両者一体で有矧こ

機能しなければ､最善の(あるいは最悪に至らない

次善の)事故対応･真の安全確保は不可能で､その

点で1-3号機の東電(運転員･技術書)の事故時の

対応(ソフト面)は重要な教訓であり､とりわけそ

の中心にいた岩田所長の証言はまさに｢一級の歴史

的資料｣だと思います｡

､も
そして､政府事古文調の｢非公表規(H23.7.8 :末

尾添付) ｣は､ ｢関係者の権利･利益又は公共の利

益を害するおそれ｣に配慮していますが､事故経緯

解明のための聴取内容に個人のプライバシーが問題

となる証言内容などほとんどないはずですから､非

開示部分は限定されるはずで､それ以外の大半を公

開すれば済む話です｡また､ "あの看EEI所長''が､



事故解明よりも｢自分の刑事責任追及｣を恐れて

非公開を求めたとは思われません(筆者の"かいか

ISl'りHでしょうか) ｡　<*6.7追記参照>

女川2号機の再稼動申請(2013.12.27)添付書類

5には､技術者に対する教育訓練について｢他の原

発事故･故障経験も十分に周知｣と記載されていま

すが､吉田調書(や運転員全員の調書)が未公開の

現状では､福島原発事故の特に運転手順･ソフト面

での｢経験｣を､東北電力が社員技術者に｢十分に

周知｣できているはずはありません(=虚偽記

載) B一万､審査する側の規制妻も､原子カムラの

一員として原発を推進してきた規制庁職員2名の"チ

ラ見･つまみ食い的M報告に基づき作成しただけの

『新規制基準』で､改正原子炉等規制法･第四十三

条の三の六｢三　その書に重大事故-の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行す

るに足りる技補柑勺能力があること｣を､ H適確川に

判断できるはずがありません｡

岩田調書の公開がなされないままの原発再稼働な

ど､ …時期尚早Mです｡

<2014.a.1記ILLr台原子力問題研究グループl >

【6.7追記】　その後も政府は自民党議員にも吉EEI調

書閲覧を認めず<6.4>､一方､東電株主代表訴訟原

告(代理人海渡雄-弁護士)や福島原発告訴団(武

藤類子団長)は772人分の調書を政府に開示請求し､

非開示なら即行政訴訟の方針を打ち出しました

<6.5,i.6>B

今回の非開示問題は､政府事故調が終盤の会合で

公開ルールを決めずに終了したことがIl元凶Mのよ

うですが､会合で｢人類の共有財産として事故の検

証･評価のための調査研究に活用すべき｣と提案し

た元委員の吉岡斉･九大教授が｢政治家や幹部公務

員の調書については『公人なので公開を拒む理由は

ない』 ｣と指摘するとおり<6.6>､公人の行動･証

言にはプライバシーの入り込む余地はないはずです

(刑事責任追及の可能性は残りますが､調書を利用

しようとする側も､ `■トカゲのしっぼ切り"的に現

場で事故対応に当たった運転員に刑事責任をかぶせ

てオシマイにすることのないよう､注意する必要が

あると思います) ｡聴取を受けた当時の民主党政権

の閣僚の大半は公開を容認<6.6>している中で､誰

が聴取を受けたかさえ秘密<6.6>にされていること

自体､異常です｡また､準公人である吉田氏が公開

時に"心配"した記憶違いなとは｢他の証言と照ら

せば明らかになる｣もので､ ｢政府が集めた情報

は､国民の財産｣くる.占社説>として､事故の真相解

明のため徹底的に"利用し尽くす=べきです｡それ

なしに福島原発事故の教訓化･再稼動など､口にす

べきではありません｡ (完)

※ 1 0P掲載の文書

｢非公開とする必要のある肇料･情報の取り扱い等に

ついて｣を挿入

【6.29追記】　6.27内閣官房は､政府事故調証言者

に対して本人の意向調査を始め､同意分は年内に

ホームページで公開することを決めた一万､吉田調

書は本人の非開示上申があるとして開示しないとの

こと<6.28朝E]>｡ 6.26東電株主総会では､吉田氏

が乗電内で語った内容を明らかにすべきという株主

からの要求に対し､広瀬直己東電社長が｢他の人と

食い違うところもある｣と拒否したとのこと<6.27

朝日>｡そもそも証言者の個々の立場や置かれた状

況により事実認識が｢食い違う｣からこそ､様々な

調書を多面的に検証することで初めて福島原発事故

の真相･全体像に迫ることができるのに､食い違い

を口実に拒否するのは､真相究明=原発再稼働に先

立つ再発防止策策定に対する明らかな妨害行為であ

り､安全性向上の確認作業の放棄です｡ (了)



原発同者のミ=ミニ解鋭く5 )

非公表とする必要のある資料･情報の取扱い等について

平成23年7月8日

東京電力福島原子力発電所における

事故調査･検証委員会申合せ

1 (1)東京電力福島原子力発電所における事故調査･検証委員会(以下｢当委員会｣と

いう｡)の委員及び技術顧問(以下｢委員等｣という｡)は,当委員会による調査･

検証の過程で知り得た秘密は,その任務の終了等により委員等でなくなった後も含

め,外部に漏らさない｡

(2)調査･検証の過程で入手した資料･情報は,事務局に確実に保管させるなどして

適切に管理する｡

2 (1)当委員会が資料･情報の提供を受けるに際し,相手方から資料･情報を非公表と

するよう求められた場合は,公表することにより関係者(提供者以外の者を含む｡

以下同じ｡)の権利･利益又は公共の利益を害するおそれがあるなど非公表とすべき

具体的な理由を確認し,当委員会が合理的な理由があると認める場合は,非公表の

取扱いとする｡

(2)上記(1)以外の資料･情報についても,関係者の権利･利益又は公共の利益を

害するおそれがあるなど当委員会が非公表とすべき合理的な理由があると認めるも

のについては,非公表の取扱いとする｡

(3)上記(1)及び(2)において,急を要する場合は,委員長において非公表の取

扱いとするかどうかを決めることができる｡

(4)非公表の取扱いとした資料･情報については,中間報告や最終報告の記載におい

.てもその趣旨に十分配慮する｡

3　当委員会による資料･情報の提供要請に対し,非公表とすべき合理的な理由がないと

認められるにも関わらず,相手方が非公表の取扱いに固執して資料･情報の提供に応じ

ない場合は,相手方の対応について公表するなどの適切な措置をとる｡
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｢はだしのケン｣上映会のご案内- ｢r31:しのケン｣上映会のこ案内一｢はだしのケン｣上映会のこ案内- ｢r3たしのケン｣上映会のこ案内-

鞄払
一未来へ架橋し手LJ;ラ

rJさだしのゲン｣を-

今年も灼けつくような夏がやってきます｡この季

節になると､いつも大切なことを見過ごしてるよう

な気持ちに囚われますC　それは母の命E]を､多忙を

理由に忘れていた､といったようなクローズドなレ

ベルのことではなく､私は何者であるのか､母の人

生とは何だったのか､個という範囲を超えた累々と

した時間の営み､自らの記憶をたどるだけでは届か

ない､自分のルーツ､ジクリーパズルのパーツが欠

けて散逸したように感じるからです｡

海からの東風が皿んだ仙台､どこまでもマリンブ

ルーの晴れた空を見上げると.ふと思うのですBあ

の田の広島もこんな雲ひとつないまっ青な空だった

のだろうと｡

知らない者同士が傷つけ､殺し合うこと､何十､

何百万人もの移しい死力唱常であったあの戦争｡

一億総玉砕と連呼された総力戦が終わる夏｡

1945年8月6日午前8時15分､ B29爆撃機工ノラゲ

イから投下された原子爆弾｢リトルボーイ｣は広島

上空で爆裂しました｡

｢太陽が落ちた｣

この瞬間から､まもなく14万人の人々が絶命しま

した｡生き延びた人々も､黒い雨などの放射性降下

物や残留放射能による急性被曝障害や後遺症､いつ

起きるとも知れぬ晩発性障害への不安との日々を運

命つけられました｡

あまりに巨さすざるからでしょうか｡私にはわか

りませんでした｡ 2011年3月11日､東京電力福島第

一原発事故により県境を軽く越えた広範囲に原子炉

格納容器内の死の灰が私たらの頭上に降り注ぐまで

は｡ピカが光るのを私は見てはいないけれど､被曝

せざるを得ない事態に陥ってはじめて､ヒロシマや

ナガサキ､核実験場にされた南太平洋の島々やセミ

パラチンスク､チェルノフイリなど､核使用による

惨禍カウクシマと同一線上にあることを｡

69年前のヒロシマ･ナガサキどころか､ 3.11です

ら風化させられようとしている床ずれしたような

ベッ9lJLだ重い時間が流れました｡ ｢人間を返

せ｣という被爆者の叫びを額面どおりに受け止める

ことは難しいかもしれませんが､ 3.1 1により町が壊

滅し､故郷が汚染され喪った体験を目の当たりにし

て､私たち大人が次代の子ともたらに手渡したいも

のは何なのか､と強く感じています｡

ヒロシマ･ナガサキの生存者による宮城県原爆被

害者の会(はぎの会)主催｢はだしのゲン｣上映会

が行われます.学校現場などで｢はだしのゲン｣が

子どもたらから遠ざけられようとしています｡被爆

者の方が生涯を賭けて伝えようとしていること､夏

休みの子ともたらに絵本を読み聞かせてあげるよう

に触れることができる時間はもうあまりないかもし

れません｡

前売りチケット預かっています｡必要な万はお声
がけ下さい｡

(服部賢治　金曜デモで会えます)
･X･デモにこれない万はたてわきまで(090-881 9-9920)

『はだしのケン』上映会 

日時8月20日(水) 

①10:30-②13:00-③ー5:30-④18:30- 

会場仙台市福祉プラザ2Fふれあいホール 

(地下鉄五偶駅下車) 

前売券一般1000円当日券一般1500円 

小中高校生る00円(小学生未満無料) 

主催宮城県原爆被害者の会はぎの会 

問合せ090-7326-5885(木村さん) 

｢はだしのケン｣上映芸のこ案内- ｢はだしのケン｣上映会のこ案内- rはだしのケン｣上映会のご案内- ｢はだしのケン｣上映会のこ案内一rはだしのケン｣
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6) 1t/7才I/I-/a./- I

●女川からの未来を考えるつとい加藤登紀子トー

ク&ライフwilh小出裕十
･日時:8/10　･開演14　00　･10∝)円

･場所:女川町総合体育館
･主催:女川から未来を考えるつとい実行委員会

◆7月22日(火) 19時

● r民間版スピーディーの警合一もしも女川原発で

事故が起きたらJ
･日時7/22(火) 19:oo ･参加費　無料

･会場　宮城県保険医協会　研修ルーム

(仙台本町ホンマビル4F　地下鉄広瀬通釈から徒歩1分18時

半以降入室の方は022-265-1667まで電話してください)
･講師　中嶋廉氏

原発問題住民運動宮城県連絡センター事務局次長)
･主催　宮城県保険医協会　公害環境対策部

022-265- 1667

◆7月～8月の金呼･日時デモ
(変更する可能性がありますので､直前にプロクでこ確認

ください)
･ 7/18(金)勾当台公園野外古楽堂1830集会開始

1 9:00デモ出発

･ 7/27旧)元鍛治丁公園14:00集合開始

14:30デモ　出発
･8/I (合)錦町公園18:30集会開始

1 9:00デモ出発

▼8/8　はお休み
･8/15 (金)蹄町公園18:30集会開始

1 9:00デモ出発

･ 8/24 (日) 100匡l妃念J　勾当台公q野外音義堂

1 3:00JE会用姶1 5:00デモ出発

･ 8/29 (金)元鍛,台丁公囲18:30集会開始

1 9:00デモ出発

●脱原発ひまわりネット学習会
｢福島の教育行政と子とも達が吐かれている現状｣
･日時:7/29 ･4:00　･参加費　無料

･会場　仙台弁護士会館4F大会議室

･講師:湯本雅典氏

｢大飯原発差止訴訟判決解説｣　甫守一樹弁吾妻士
･間合:脱原発ひまわりネット事務局　022-2占7-8228

【編集後記】
『鳴り砂』担当の須EE]さんが､仕事中のお怪我で療養中ですo

71号は忌避､ピンチヒッターが作業をしました｡不慣れな編集

作業に四書ハ苦です｡どうぞ､お許しくださいますように!

編集長の一目でも早いご回復祈念しています｡　(ま)
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