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2016年に女川・東通原発を動かそうという東北電力 

今 2015年は流れをつかむ正念場の年 
 

東北電力の海輪誠社長は年頭1月5日の仕事

始めで、女川原発と東通原発について「適合性

審査は入り口段階。再稼働への道のりはいまだ

不透明な状況が続いている」と述べる一方、女

川原発について「安全対策工事は着実に進んで

いる。地域に丁寧に説明し、再稼働への理解に

つなげたい」と発言し、あくまで 2016 年の再

稼働に突き進もうとしている。 

 また、安倍首相は原発の再稼働について、他

の論点とあわせ「我々が政権公約の中において

お約束していたことはしっかりと実行していか

なければならないと考えています」と年頭の記

者会見で改めて表明している。 

 

 東京電力福島第一原発事故からまだ4年もた

っておらず、また、2013 年 9 月 15 日に大飯

原発 4 号炉が定検停止して 1 年 4 か月にもわ

たって稼働原発ゼロでありながら、さらに、こ

れまで盛んにいわれてきた「電力不足」が実際

には起こっていないにもかかわらず、政府・自

民党や経済界を中心として原発再稼働の声が高

まりつつある。 

 

今年 2015 年は、東北電力の狙い通り 2016

年の再稼働への道ができてしまうのか、あるい

はそれを阻む別の流れを引き寄せることができ

るのか、まさに正念場の年だ。わたしたちはこ

の間の成果を引き継ぎつつ、なんとか流れをこ

ちらに掴む取組みを重層的に展開していかなけ

ればならない。ターニングポイントとなる場面

では集中し、県内に広く存在する再稼働ストッ

プの声を実際の政策に反映させるための努力に

全力をあげよう。 

 

今年、ポイントになりそうな点は、以下であ

ると考えられる。（順不同） 

①原子力規制委員会での女川2号機の適合性審

査 

②宮城県の女川 2 号機の安全性検討会（有識者

会議） 

③30ｋｍ圏内（ＵＰＺ）自治体などの防災計

画・避難計画 

④30ｋｍ圏内（ＵＰＺ）自治体の再稼働同意権

限 

⑤女川・石巻での住民・議会の意向 

⑥県内の再稼働反対の世論（放射能汚染・指定

廃棄物の問題も含め） 

  

ごく簡単にそれぞれ見ていくと、①は、すで

に昨年 1 年間で 19 回の審査が行われ、特に 8

月～11 月の 4 か月で 14 回と、毎週のように

会合が重ねられてきた。その内容についてここ

で具体的に述べることはできないが、現段階で

は耐震やフィルター付ベントなど個別の項目に

ついて規制委員会を納得させる段階までには至

っていないようだ。しかし、川内原発に続き高 

 

「みやぎ脱原発・風の会 

2015会員のつどい」に参加を 
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浜原発でもＯＫを出した規制委員会が、今後Ｂ

ＷＲにも本腰を入れる可能性が高く、その場合、

浜岡・柏崎と並んで女川の審査が加速されるこ

とは十分考えられる。東北電力と規制委員会と

のやりとりから何を問題にするべきかを読み取

り、如何にして弱点をつくことができるのかが

カギとなる。 

 

 ②は、昨年「みやぎアクション」などによる

波状的な申し入れに押される形で宮城県は「女

川原発 2 号機の安全性に関する検討会」を設置

したものの、県民の追及をかわしながら再稼働

を容認するための「アリバイ委員会」にとどめ

ようという意図が垣間見えている。一方で、県

民やマスコミなどを意識してか、プルサーマル

の時よりは議論しようとするポーズはある。私

たちとしては、これをポーズにとどめさせず、

議論の過程で女川原発が再稼働に不適格である

ことを示させる必要がある。そのために、「議論

を尽くしたが、安全性に問題があるとはいえな

い」「規制委員会の審査で問題はない」などの結

論にもっていこうとする一部（全部？）委員の

狙いを砕き、傍聴や申し入れなどを通じて議論

をアイマイにさせないことが求められている。

（いつまで続けるかも不明確であることも含

め） 

 

 ③④だが、まさに福島原発事故で大きな被害

にあった浪江や飯館などに示されているように、

一度大事故が起こったら長期間にわたって避難

せざるを得ない地域にとって、再稼働は町の存

続を揺るがす大きな懸案であることが大前提で

ある。特に避難計画は県も当然絡んでくるので、

「実効性のある計画なしに再稼働を認めるべき

ではない」ということは、何度でも訴える必要

がある（特に規制委員会の安全審査ではこの点

は抜けているので）。また、ＵＰＺの再稼働同意

についても、石巻市・仙台市の両市長も言及し

ていることや、全国ＵＰＺ160 自治体を対象に

した共同通信のアンケートでも、同意を求める

範囲を「立地自治体のみ」29 自治体に対し、

「30ｋ圏内自治体」42 自治体と上回っている

ことから言っても、何とか形にしていかなけれ

ばならない。（東北電力は昨年の公開質問への回

答で、終始アイマイだった。） 

 

 ⑤は、昨 8.10 の女川の集いの成功と、女川

町議有志のアンケートに対する住民からの回答

で再稼働反対が多数という結果を受け、また未

だ震災からの復興途上にある両地域への支援も

含め、関わりを強化していかなければならない。

地元の要請があった場合、いつでも馳せ参じる

体制を維持し、また地元の住民の声に真摯に耳

を傾けていくことが求められている。 

 

 そして⑥だが、子どもの被ばくを心配する親

御さんや、また農産物の汚染に苦しむ第一次産

業などの従事者など、福島原発事故の被害は終

わってはいない。「こども・被災者支援法」がほ

とんど機能していない中で、私たち自身がこの

被害と引き続き向き合うと共に、その中から湧

き出ている「原発が諸悪の根源だ」との声を、

政府、東北電力、そしてその言いなりの宮城県

に対する大きな力＝歯止めとすべく、目に見え

る形で示していかねばならない。そのために、

県内のあらゆる人・団体と接触し、意見交換を

し、結びつきを強めていこう。 

 

 「みやぎ金曜デモ」は昨年 100 回を迎え、

今年も毎週のようにデモを行おうとしている。

わたしたちが、①デモをするとともに、あちこ

ちの集会に参加し、顔をつなげ、また逆にこち

らの企画が顔をつなぐ機会となること、②県や

東北電力に申し入れをし、先方の思惑を変えさ

せること、③それらの積み重ねと皆の知恵で再

稼働ストップの流れをつくること、を目指して

この 1 年頑張っていこう！  

（事務局長 舘脇） 
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「女川原発２号機の安全性に関する検討会」について  

県知事に７項目の申し入れ 

 

第 2 回「女川原発の安全性に関する検討会」

を前に「女川原発の再稼動を許さない！2014

みやぎアクション」等 11 団体で県知事に７項

目の申入れをし、12 月 19 日に話し合いが持

たれた。申し入れ側から 23 名と県議会議員の

方 3 名が参加、県からは阿部原子力安全対策課

長他数名が出席した。 

 

主な話し合いの事項は以下。 

（ ）内の⇒以下が県の回答。 

・検討会は委員（正確には構成員）の自由闊達

な議論を求めたが、開催案内によれば、「（1）

検討会における論点について」「（2）論点に

対する東北電力からの説明」とあり、電力か

らの説明を聞く会になっているのでないか。

委員の意見は集約したのか。（⇒集約し項目毎

にまとめて委員と電力へ知らせている。） 

・何故電力へ知らせるのか。（⇒安全協定の事前

協議への回答の為、電力に聞く。） 

・委員で討論してから聞けば良い。自主性なし。 

・「県民の命と財産を守る」には幅広く検討せよ。

30km 圏内の自治体も加えた検討会とすべ

き（⇒今回は協定内自治体で）。避難計画につ

いては、委員から出されたら、検討するのか。

（⇒すると回答した。） 

・ベント装置を付ける事は住民が放射能を浴び

るので、避難計画が有効かどうか検討会で対

応すべき。 

・「プルサーマルの時の検討会議」と同じ６名が

委員になり、何故我々が推薦した方は入らな

かったのか。（⇒専門性、女川原発に詳しい方

を順に選定した結果だ。） 

・我々の推薦した方を排除したわけではないの

か。（⇒そうだ。）今後追加してくれ。 

・委員が東北電力等と利益相反がないかどうか。

３人の委員が民間から同金額を受けているの

で、県として詳細調査して欲しいと資料を渡

した。 

・インターネットによる映像配信をせよ。出来

ないならば我々がやるが、と述べたら…。 

 ここでびっくり回答！！（⇒報道に、次回か

ら録画取りは冒頭のみと要請中。企業の秘密が

出ると困るから、との事。）傍聴者からは大ブー

イング。 

 

びっくり仰天の宮城県との話し合いになった

が、年明けにまた話し合いは続けますと申し入

れて、１時間ほどで終了した。 

 （2015.1.3.記 兵藤則雄） 

 

●第２回女川原発２号機の 

安全性に関する検討会が開催 

 

「第2回女川原子力発電所２号機の安全性に

関する検討会」が 12 月 24 日に開かれた。傍

聴席 15 に対して 17 名が参加した。マスコミ

が数十人と多数来ていたが、今回からは、マス

コミ・傍聴者に対して、事業者の情報防御のた

め、カメラ・録画（録音はＯＫ）は冒頭の「検

討会における論点」までとなった。結果として

は、そんな大事な情報は出なかった。公開した

くなかっただけ、と思われた。こんな所から秘

密社会になっていく。 

 

・佐野環境・生活部長が挨拶し、「委員（正確に

は構成員）からの質問・意見を事務局で論点整

理した。この会議で論点を確認する事。そして

電力から説明を受け、検討に入る。」との説明あ

り。 

次いで東北電力・原子力部から、12 月 22

日に女川原子力規制事務所から女川２号機の

「設備健全性の不適合管理」が指摘された件で、

説明があった。委員からは今後詳しい説明をす

るよう要望あり。 

事務局が論点の整理をした。 

検討会の資料は下記にあります。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/

kentoukai.html 

http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/atta

chment/287753.pdf 

 

1.地震後の設備健全性確認 （1）震災時にお

ける被害と対応状況、（2）健全性確認の手法、

（3）点検記録、（4）地震後の設備健全性確認

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kentoukai.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kentoukai.html
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/287753.pdf
http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/287753.pdf
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の妥当性  

2.新規制基準適合性審査申請 （1）安全性向

上に向けた取り組みの基本的な考え方、（2）自

然現象への対応、（3）内部溢水対策、（4）外部

電源対策、（5）重大事故対策、（6）テロ対策  

3.その他 （1）原子力防災への取り組み、（2）

情報公開（全部で 82 の小項目） 

それから、「事務局が提案する論点」として

（1）新たな基準地震動について、（2）格納容

器フィルターベント設備について、（3）炉心溶

融対策について を追加した。 

委員から、事務局が提案した新たな基準地震

動については、あらためて東北電力から説明を

求めるのか？と質問あり。規制委員会の指摘事

項に対して電力から説明してもらうと回答。（傍

聴者から 「電力からだけではだめだ」の声。） 

・検討会での論点は、提案された項目について

東北電力が資料準備可能なものから検討・確認

する。論点・質問の追加変更はある。事務局提

案の「基準地震動」等は、国が行っている説明

を求める事もあると決定。 

 

これ以降は「撮影禁止」となった。 

 

・東北電力からの論点・質問への説明と、委員

からの質問・意見は主に以下の通り。 

（ ）内の➡以下が電力の回答。 

（1）震災時の被害と対応 

・津波の記録結果、最大値 13ｍ、引き波時に

測定レンジ超過で２分間の欠測あり（最深値

－6ｍ）。 

・津波の周期はおおむね 50 分、地形による顕

著な増幅はなし。 

委員から：常時観測用潮位計は何故欠測したの

か。女川地形の津波固有周期は何分か。周期

９分の解析が必要。津波痕跡高の場所はどこ

か。ｎ値（地点数）も大切。津波対策の多様

化、多重化（1～5 重）は深層防護とは違う。

（➡表現を直す。）防潮堤は 29ｍにしたが、

バックアップ津波潮位計は「＋20ｍ」でよい

のか。（➡対応出きる様にする。）地図の津波

浸水高地点と建屋内海水流入の写真との整

合性は？（➡建屋内の海水ポンプの床のフタ

から浸水した。）建屋内も含めどこまで津波

の水が来たのか、そして対策は？取水口に津

波による砂の堆積はなかったのか。（➡な

し。） 

（2）電力よりソフト面の対応 

・1 号機のタービン建屋発煙に対し、消火。2

号機の原子炉付属棟浸水に対し、排水。 

委員から：事故時対応の動画は残ってないのか。

女川町役場が被災してから新しい場所へ移

動するまでの情報連絡の方法はどうだった

のか。排水する場合の放射能測定はどうした

か。統合防災ネットワークについて詳しく。

津波訓練の外部評価が必要。外部事業者・メ

ーカーなどとの連絡は重要なので、丁寧な説

明が必要。 

 

・電力より竜巻影響評価について説明 

・原子力規制庁によるガイドにより、半径

180km 以内の太平洋側海岸線に沿った海

側・陸側それぞれ 5km の範囲を検討。52 年

間のデータで最大風速は 69ｍ/ｓ。 

委員から：今の設計で何ｍ/ｓまで耐えられる

のか。飛来物に対してはどうか。Ｆ3（風速

70ｍ/ｓ以上）が発生したらバックフィット

するのか。（➡規制委員会審査会合で資料出

してから説明する。）52 年間のデータで良い

のか。 

 

若林座長：本日は資料 4-1 まで説明した。質

問・指摘あれば事務局まで。あとは次回以降。 

委員から：82 項目を出し事務局で整理して頂

いたが、東北電力としての論点整理というか

82 項目等をどう捉えたのか知りたい。丁寧

に説明すればここで議論しなくても納得し

て頂けるのもあるのではないか。大事なのは、

委員会としても電力としても、今後の方針を

充分議論し提案をすることもあるという事。

82 項目をつぶしていくという事でいいのか

疑問。新しい問題も出るかも知れないので、

その辺を出して戴きたい。個別に検討すれば

済むものと、関連していて総合的に議論する

事もあるので、説明上の方針・論点整理を考

えながら説明して欲しい。 

 

若林座長：事務局と東北電力で相談し、提案し、

我々もそれで良いとなればそう進める。 

 

東北電力の説明会になってしまいそうで、検

討会としてどう進めるかの主体的な議論が必

要であると思った。 

最後に事務局から、H27.1.16.に女川原発の

視察を行う提案があり、了承された。次回の検

討会は 2～3 月に開催との事である。 

（2015.1.8.記 兵藤則雄） 
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『風の会・公開学習会 vol.5』に参加して思ったこと 

“美談”ではなく“醜聞”では 
 

「原発事故  吉田調書は語る／再稼働考え

る視点に／仙台できょう公開学習会」という

見出しがついて、今回の公開学習会を紹介す

る記事が開催当日の「河北新報」に掲載され

ました。記事の効果で「参加者が会場からあ

ふれるかも」という危惧（期待）もありまし

たが、会場がほぼ満席となる 38 名の参加者

でした。 

 当日配布した資料と、スクリーンで紹介し

た「吉田調書」の抜粋は下記で紹介されてい

ます。講師の石川徳春さんの強調したい箇所

はマーカーがひかれていますので、ぜひご覧

ください。 

 

http://miyagi-kazenokai.com/archives/

2971 

 

 講師の石川さんは反核燃集会などで顔を合

わせていたので、20 年以上前から存じてい

たのですが、まとまったお話を聞くのは今回

が初めて。私事ですが、仕事の関係で昨年 9

月から半年ほど仙台に勤務することになり、

今回の機会が得られました。震災に遭遇した

のは都内、停電にならなかった職場でネット

を覗き込むことと、「朝日新聞」の記事から福

島第一原発事故の推移を頭に刷り込んで「問

題意識」をつくってきたので、今回のテーマ

はある意味待ち望んでいたものでした。今回

の学習会の内容とはズレますが、私のもって

いた「問題意識」のうち 2 つを述べさせてく

ださい。 

 

 まず、吉田所長が陣頭指揮をとった免震重

要棟のこと。福島第一と第二での運用開始は、

3.11 のわずか８か月前の 2010 年 7 月です。

2007 年 7 月 16 日に発生した新潟県中越沖

地震により柏崎刈羽原発本館の対策室扉が揺

れで開閉不能となり、新潟県は東京電力に「免

震重要棟」の設置を求めました。柏崎刈羽は

2010 年１月に、福島第二は 2010 年 7 月

に運用開始。東京電力が新潟県の求めに応じ

たことではじめて、吉田所長や運転員、作業

員が福島第一に残ることができ、“可能な対

応”を行えたと考えています。言い方を変え

れば、地元住民や自治体の不信感や監視の目

がなければ、いつでもどこでも大事故につな

がるということです。吉田調書では触れられ

ていない点かと思いますが、福島第一原発事

故を考える前提としてとらえています。なお、

女川原発での免震重要棟の設置は 2016 年

度中とされています。  

 

 評論家の櫻井よしこが理事長をする「国家

基本問題研究所」は 2011 年 10 月に「朝日

新聞」はじめ各紙に「選ぶべきは脱原発では

ありません」という意見広告を掲載しました。

この広告で「震源地により近かった東北電力

女川原発が生き残ったように、日本の原発技

術は優秀だった」と主張しています。2 つめ

がこのことについての問題意識です。女川原

発は技術者の強い提案によって、貞観地震級

の津波を想定して主要施設を高い標高に建て

たことを指しています。『電力と震災 東北「復

興」電力物語』（町田徹著、日経 BP 社刊）な

どに書かれている“美談”です。東日本大震

災によって女川町では 10,051 名のうち

871 名の死者・行方不明者があり、その率は

8.67%と他県を含めた被災市町村で最悪の

値です。宮城県内では 4.80%の南三陸町が

女川町に続きます。これらの事実をまとめれ

ば「東北電力は貞観地震級の地震と津波を想

定していながら、住民を見殺しにした」とい

うことでしょう。“美談”ではなく、東北電力

にとっては“醜聞”のはずだと考えてきまし

た。 

 

 学習会での石川さんのお話や質疑から離れ

てしまいましたが、「河北新報」でも見出しに

した私の「再稼働を考える視点」のうちの 2

つをつづりました。実は学習会開催中、石川

さんのお話と資料を追うのが精いっぱい。ま

た講座直前に山梨県に住む知人から送っても

らった「リニア中央新幹線建設認可の取り消

しを求める異議申立書」についてアピールす

るチャンスはないかとそわそわしていました。

おかげさまで異議申し立てには全国から

5,058 名が参加。異議申立書は起工式前日の

12 月 16 日に提出されました。本紙面を借

りて報告させていただきます。  

（千葉県柏市  松丸健二）  
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女川原発の“偶然”と“必然” 

 

３月１４～１８日仙台市で開催される『国連

防災世界会議』で東北電力は、女川原発見学ツ

アーを企画し、女川原発が‘東日本大震災にも

耐えた’ことをアピールし、２号機再稼動の追

い風・イメージ作りに利用しようという腹積も

りのようです。 

でも、女川原発は、２号機は“幸い”定検明

け起動開始（14:00）直後の地震（14:46）で、

「外部電源」も５回線中１回線が“たまたま”

無事で、「津波」も東北電力の設計力・技術力・

運転管理能力などとは無関係の“いくつもの幸

運”によって主要敷地面には到達せず、福島第

一原発事故のような状況には至らなかっただけ

です。 

 

『鳴り砂 244 気になる動き６』で

述べましたが、女川原発は 3.11 地震

で敷地が約 1m 沈下（ 14.8m⇒

13.8m ）したものの、津波高が

「13.0m」に留まり（平常潮位より

+0.5m 状態で＝満潮時ならさらに

+0.5m の「13.5m」だったはず）、“幸

い”浸水を免れました。また、津波の

遡上高でみても、敷地前面で「13.8m」

の“ギリギリ”でしたので、満潮時だ

ったら「14.3m 以上」遡上して敷地

内へ流入したはずですから、敷地高が

十分に安全なものでなかったことは明

らかです＜図の出典：H23.10.5 保安

院資料＞。 

さらに、津波の発生域・重なり合い・

反射などの具合によっては、もっと高

い津波が襲来した可能性もあったはず

です。すなわち、3.11 津波（観測波

形 13.0m）が‘襲来し得た最大の津

波’ではなく、例えば 40 枚断層モデ

ル（3.11 地震がそのようなメカニズ

ムで発生した可能性も十分にある）か

ら得られた「計算波形」＜出典：同＞
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のように「津波高 15m」（当然、遡上高はそれ

以上）となった可能性が十分にあったことは明

らかです。ところが東北電力は“高さ合わせ”

に没頭し、パラメーターをいじくりまわし（シ

ロウト考えでも、断層すべり量を小さくすれば

発生する津波高が低くなるのは当然と思われま

すが）、断層の最大すべり量をなんと「20m」

と小さくした波源モデルで 3.11 津波を「良好

に再現」できた（津波高を 15m から 12.5m

に低下できた）と自慢しています。一般に

「50m」と考えられている 3.11 断層すべり量

と大きく異なる「20m」モデルで、一体どこが

「良好に再現」なのでしょうか。プトレマイオ

ス「天動説」の“周転円”的工夫で見かけの現

象を一時的に再現しても、それでは「地動説＝

3.11 地震・津波の真実」に近づくことは不可

能です。 

そして、福島第一の敷地高 10m が「地質状

況、復水器冷却水の揚水に必要な動力費、土工

費、及び高波・津波に対する安全性を勘案して」

＜国会事故調 p.83＞決められたのと同様に、

女川原発敷地高は、『鳴り砂 248“ミニミニ”

解説２』で指摘したように、１号機建設当時の

東北電力副社長が‘万一を警戒’して 14.8m

を主張したからではなく、敷地造成時の整地コ

スト（原子炉建屋を岩盤上に設置するための掘

削工事や、切土・盛土の量）が低く抑えられ、

かつ冷却用海水の揚程も小さくなる（ポンプの

設置・運転コストが低）という経済的理由・判

断で“たまたま”決められたことは明らかです。

＜政府事故調・中間報告 p.406＞にも、裏付け

の記載がありました。 

このように女川原発は、3.11 では‘あらゆ

る運が味方’して“結果的に無事”だっただけ

で、決して東北電力の技術力等によって“耐え

た”のではありません。 

 

その“運の強さ”を誇示するため、『世界会議』
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中に「女川原発見学ツアー」（陸前高田市の「奇

跡の一本松」見学とセットならさらにご利益？）

を開催するのかもしれませんが、参加した世界

の防災関係者が「２号機再稼動」の動きを知れ

ばどう思うでしょうか。3.11 で奇跡的に“命

拾い”したのに、性懲りもなく「ロシアンルー

レット」を繰り返そうとする東北電力の愚行に、

「奇跡の女川原発参り」が“興冷め”となるこ

とは確実です。それとも東北電力は、ツアーの

最後に、‘危険物の除去’という『防災の基本原

則』に則って「女川原発の即時廃炉」を高らか

に宣言し、世界中から集まった防災関係者・マ

スコミを“アッ”と言わせ、『防災世界会議』を

大成功に導こうとしているのでしょうか！？。 

 

一方、原発の再稼動は、“運が悪ければ”過酷

事故やテロなどによる防災・避難につながりま

すが、それだけでなく、稼動中には“運良く”

事故やテロに遭わなかったとしても、必然的・

確実に（運の良し悪しと無関係に）、行き場のな

い使用済み核燃料・プルトニウム・（平常時の放

出放射能を含む）各種放射性廃棄物を増加させ、

原子炉周辺の機器配管等の放射化・汚染（や老

朽化・劣化）を進行させ、定検・廃炉作業（や

日常的保守管理作業）をより一層困難・危険な

ものとし、被ばく労働者を増加させるなど、様々

な“負の遺産”をもたらします（おまけに 3.11

時点で既に大量発生・蓄積している“負の遺産”

の解決策もありません）。 

2014 年は全国で‘原発ゼロの夏’を乗り切

り、東北電力に至っては 3.11 以降ほぼ４年も

‘原発なし’で過ごしています。そのおかげで、

（福島第一原発を除き）この間“負の遺産”の

発生・増大を最小に留めることができたことは、

「1000 年後の未来」にも誇れるのではないで

しょうか。女川原発（２号機再稼動）による“負

の遺産”を無責任に後世に押し付けるだけの東

北電力に、津波で一人も命を失わないよう

「1000 年後の未来」のために活動している女

川・宮城をはじめとする被災地の子供たちと同

席する資格などありません。 

 ＜了＞  ＜2014.12.28 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 

「いずみ」の甲状腺エコー検査活動についての報告 

 

【改訂とお詫び】 

甲状腺エコー検査の複数回受診者と初回受診者を一緒に集計表示したため、前号でお伝えした検

査結果表内の数値に改訂が必要なことが分かりました。初回受診者の判定結果だけを集計した数値

を、追加分を含めて改めてお伝えいたします。関係者や読者のみなさま、大変失礼いたしました。 

2015.1.12 放射能問題支援対策室いずみ 服部賢治  

 

2013 年 12 月 8 日から 2014 年 12 月 7 日の期間における甲状腺検査判定結果 

（いずれも宮城県内：2011 年 3 月 11 日当時 18 才以下の子ども対象：初回受診者のみ） 

 ①�  

12/8 

② 

3/30 

③ 

5/18 

④ 

7/6 

⑤ 

8/31 

⑥ 

9/21 

⑦ 

10/26 

⑧ 

11/16 

⑨ 

12/7 
9 回計 

Ａ1 22 37 14 11 24 27 17 14 11 177 55% 

Ａ2 12 10 16 11 24 6 24 6 31 140 43% 

Ｂ 1 0 2 1 0 0 3 0 0 7 2% 

Ｃ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

  35人  47人  32人  23人  48人  33人  44人 20人 42人 324 人  

 

判定基準（福島判定） 

Ａ1：結節やのう胞を認めないもの 

Ａ2：5mm 以下の結節、20mm 以下ののう胞を認めたもの 

Ｂ：5.1mm 以上の結節、20.1mm 以上ののう胞を認めたもの 

Ｃ：直ちに二次検査を要する 
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原発事故被害者の救済を求める第二期署名にご協力を！ 
「原発事故被害者の住宅・健康・保養支援の立法化と完全賠償の実現を求める請願署名」 

 

東京電力福島第一原発事故から、3 年 10 ケ

月が過ぎました。しかし、まだ事故は収束して

いません。被ばくによる被害を最小限にとどめ

ようと、全国各地で様々な活動に取り組まれて

いる皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。私

たち大人が、償いきれないような原発事故を招

きました。子ども達にリスクを負わせてしまい

ました。原発事故により自主避難した人は、福

島県のみならず私の身近にもいます。原発事故

で人生が変わってしまった人々は、数えられな

いほどいらしゃいます。分断されてしまった地

域や人々の話を聞けば、心穏やかでいられるは

ずがありません。私は、日々流れる原発放射能

関連ニュースを聞き流さずにいようと心掛けま

した。折しも 2014 年末、紅白歌合戦に福島原

発関連を思い出させるシーンは登場しませんで

した。私は分断・忘却を乗り越えてひとりでも

多くの人と出会って繋がっていきたいと思いま

す。 

 

「原発事故子ども・被災者支援法」（以下、子

ども支援法）が、国会の全会派共同提案・全会

一致で成立したのは 2012 年 6 月 12 日のこ

とでした。この法律は、放射能物質による放射

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）という認識に

立った上で、支援対象地域における居住、他の

地域への移動及び移動前の地域への帰還につい

ての選択を自らの意思によって行うことができ

るよう、被災者がそのいずれの選択をした場合

であっても適切に支援する（第２条第２項）と

定めています。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

る画期的な法律でした。しかし、法の成立から

１年以上も放置したあげく、復興庁が 2013 年

8 月に突如発表した「基本方針案」は既存施策

の寄せ集めに過ぎず、法の理念からは程遠いも

のでした。 

 

宮城県には、汚染状況重点調査地域がありま

す。「原発事故由来の放射性物質による汚染状況

を重点的に調査・測定することが必要な地域」

として国が指定した地域で、平均放射線量が毎

時 0.23 マイクロシーベルト以上の地域です。

2012 年 7 月宮城県では、県内 92 団体の協力

で、宮城県議会に「子どもたちと妊産婦を放射

能から守るための体制の確立を求める請願書」

が提出され、全会一致で採択されました。この

請願に対して宮城県は「国の支援法の施策が決

まっていない」として、子どもと妊産婦の健康

調査などの施策を実施しようとしませんでした。

私は、子ども支援法へ期待と望みをかけていま

した。しかしながら、2013 年 8 月に子ども支

援法の基本方針案が出されると、福島県外の地

域は支援対象の地域から外されました。福島県

33 市町村以外の健康問題は、専門家会議を設

置して議論することとなり、2013 年 11 月か

ら環境省「東京電力福島第一原発事故に伴う住

民の健康管理のあり方に関する専門家会議」（以

下、専門家会議）が、長瀧重信長崎大名誉教授

を座長として開催されました。2014 年 12 月

に専門家会議がまとめた「中間とりまとめ」が

出されましたが、福島県外における甲状腺検査

の必要性を否定して、がん以外の疾患について

も否定しています。被ばく量が、福島県外は絶

対に低いと言い切れるのでしょうか。本気で子

どもを守る気があるとは思えません。私は、子

ども支援法を後ろ盾にして宮城県に動いてほし

いと思い、専門家会議の様子と中間とりまとめ

案に注目してきました。しかし、被害を小さく

したいとしか思えない議論に、愕然としました。

私たちが国の保障をあてにできないとしたら、

国は原発事故を起こした責任をどのようにとる

つもりなのでしょうか。 

  

 福島県内外のいずれにおいても、原発事故被

害者は未だに救済されていません。「福島県外で

も検診をしてほしい」「住宅提供が打ち切られて

しまう」「子ども達を保養させたい」「原発事故

の賠償・ADR が進まない」など問題は山積み

です。そこで、原発事故被害者の救済を求める

全国運動では、第二期署名「原発事故被害者の

住宅・健康・保養支援の立法化と完全賠償の実

現を求める請願署名」を始めました。皆様とと

もに輪を広げていきたいと思っています。ご協

力をどうぞよろしくお願い致します。 

 （鈴木智子） 
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加美町水源保全 

条例制定！ 
 

指定廃棄物最終処分場建設 

をめぐって 

 

2014.7.25 環境省主催の市町村長会議 

  石原環境大臣が来仙。知事が３人の首長を指

名。「受け入れるべき」の発言は無し。石原大

臣は村井知事に調整を依頼して帰京する。 

   榴ヶ岡公園.メルパルク周囲で抗議行動 

8.1（金） 村井知事、加美町に「詳細調査」

の受け入れ要請のため来町   人垣作戦 

８.20（水） 井上環境副大臣・知事「詳細調査」

要請のため来町   人垣作戦 

９.17（水） 小里環境副大臣・福山政務官が、

現地視察   町から質問書提出・人垣作戦 

10. 2（木） 小里環境副大臣、質問書に対する

回答のため来町    人垣作戦  

10/８・９・16 ３日間、現地調査（地質等）

が無断で実施される 

10.15（水） 環境省が８Ｐの冊子を無断で、

加美町の約 8000 世帯に配る   猪股加

美町長は、塩谷栃木県見形町長と同行し環境

省に抗議文を持参する 

 

10.23（木） 10/24 にボーリング調査を実

施する旨、環境省が電話・ファックスで予告 

10.24（金）  環境省・業者が現地に入る 

10.25（土） 一日３回ほど住民と押し問答 

10.27（月） を繰り返す 

現地住民および町内外から助っ人が

集結し抗議文を読み上げる 

 

 8.5、猪股町長が記者会見し、「詳細調査」の

受け入れ拒否を表明して以来、二度、質問書を

提出し環境省の回答を文書で求めてきた。町長

の求める「誠意ある回答」とはほど遠く、子ど

もだましのような内容が含まれている。（いつか

公表したい） 

 結果として住民等による現地、田代岳におけ

る抗議行動が、環境省の「詳細調査」を中断さ

せるに至ったのだと思う。 

当時、すでに木枯らしが吹きすさみ、朝方は

時雨模様が続いていた。 

11.14（金） 積雪のため、町道は、全面通行

止めとなる 

 

11.26（水） 加美町水資源保全条例（案）が

提示される。下図にあるように、県は鳴瀬川水

道水源特定保全地域として、当該地域を 2010

年２月に指定している。それに今回は二ツ石ダ

ムとキタエ沼周辺 137 ㎢を含めて指定したも

の。 

12.12（金） 定例議会で加美町水資源保全条

例案が審議される。 

 審議の中心は、最終処分場建設の白紙撤回の

実効力足りえるのかであった。 

 第４条 事業者、第１６条中止命令に関連して

（上位にある？）県や国も町に許可申請を出す

のか。さらには県や国に中止命令が出せるのか

等々で、国有地に町の条例で網をかけるのは不

可能では、といったお上意識が色濃い発言が相

次いだ。それについては、最近の傾向として「う

わのせ条例」が認められつつあり、環境を守る

という観点に立てば、より強い表現の条項・条

文・条例は可能である旨の答弁があった。 

最終的に 12 対 7 で可決、制定の運びとなっ

た。       ≪文責 伊藤 由子≫ 
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建設中止しかない！ 

－放射能を含む指定廃棄物 

最終処分場を考えるシンポジウム 

日時□１月 25 日（日）13 時～17 時 

会場□仙台市弁護士会館 4 階大ホール 

【第１部】３候補地は適地ではない 

・３候補地の地質、地滑りの問題点 

大槻憲四郎（東北大学、地質学） 

・なぜ「最終処分場」なのか 

井原聰（日本科学者会議常任幹事、技術論） 

・生存権、幸福追求権を侵害する建設計画 

青木正芳（弁護士、仙台中央法律事務所） 

【第２部】処分場の被害と影響を考える 

・ビデオ発言 除本理史 

（大阪市立大学、経済学） 

・聞き取り調査レポートの発表と発言 

・参加者からの発言 

・主催者から県民のみなさまへのアピール 

＜主催＞1・25 シンポジウム実行委員会 

●呼びかけ団体 加美町・放射性廃棄物最終処

分場建設に断固反対する会 

連絡先＝加美よつば農協 ☎0229‐63-3768 

【お知らせ】 

上記企画は 12 月開催予定でしたが、主催者の都

合により 1 月に延期となりました 

 

 

宮城県保険医協会  

第６回公害環境対策・会員学習会 

指定廃棄物最終処分場問題について考える  

「新たな被害者を出さないために」 

 

講師□猪股洋文氏（加美町長） 

日時□2月25日（水）19時～20時30分 

会場□ハーネル仙台・2階松島A  

会員およびテーマに関心のある方はどなたでも

ご参加いただけます。 

参加費無料  

【申込・問合せ】 宮城県保険医協会 事務局  

TEL：022-265-1667 FAX：022-265-0576  

E-mail：miyagi-hok@doc-net.or.jp  

HP：http://miyagi-hok.org 

 

 

 

 

 

みやぎ脱原発・風の会 会計報告 

（2014 年１月１日～12 月 31 日） 

繰越金      530,253 円 

《収入》会 費   253,000 円 

カンパ   102,700 円 

      合 計   355,700 円 

《支出》印刷費    36,484 円 

通信費   102,286 円 

活動費   178,490 円 

その他    10,606 円 

      合 計   327,866 円 

《残金・繰越金》  558,087 円 

 

福島原発事故を受けて、昨年も多額の会費・

カンパが寄せられています。ありがとうござい

ます。そのお気持ちに応えられるよう、今年も

活動を続けて行きたいと思います。 

 

■□2015 年会費振込みのお願い□■ 

《郵便振替口座》02220－3－49486 

《口座名》みやぎ脱原発・風の会 

会  費●3000 円／年 

賛同会費●1000 円／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:miyagi-hok@doc-net.or.jp


12 

【インフォメーション】 

[詳細はそれぞれの主催者に確認して下さい] 

 

第 119回＆第 120回 

大飯を止めろ！女川再稼働するな！ 

子供を守れ！汚染はいらない！みやぎ金曜デモ 

In仙台   （略称：脱原発みやぎ金曜デモ） 

https://twitter.com/miyagi_no_nuke 

http://twipla.jp/events/27716 

日時□1 月 23 日（金）勾当台公園野外音楽堂 

1 月 30 日(金) 勾当台公園野外音楽堂 

（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-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com 

 

今こそ原発の安全性を問う 

ー原発設計技術者が真実を語る 

講師□後藤政志さん 

（元東芝社員、女川原発３号機などを設計） 

日時□2 月 21 日（土）14 時 30 分～16 時 

会場□宮城県保険医協会研修ルーム 

（仙台市青葉区本町 2-1-29 ホンマビル 4 階） 

参加無料（どなたでも参加可。要申込み。） 

申込みは、下記の宮城県保険医協会事務局まで。 

電話 022-265-1667 FAX022-265-0576 

kaz-szk@doc-net.or.jp 

 

国連防災世界会議 パブリック・フォーラム 

「原子力防災と自治体の役割～その教訓と課題」 

日時□3 月 14 日（土）17 時 30 分～19 時 30 分 

（開場 17 時 15 分） 

会場□TKP ガーデンシティ仙台勾当台 ホール 5 

（仙台市青葉区国分町 3-6-1 ） 

登壇者□馬場有（福島県浪江町長） 

村上達也（前茨城県東海村長） 

上岡直見（環境経済研究所代表） 

アンドレ・ヴェルモレル 

（前フランス・ビドン町長）ほか 

主催□脱原発をめざす首長会議 

TEL 03-6851-9791 FAX 03-3363-7562 

E-mail:mayors@npfree.jp 

 

 

 

 

 

「福島原発事故を忘れない 

   女川原発の再稼働を許さない！ 

ふるさとを放射能から守ろう♡！ 

3.21 みやぎアクション」 

日時□3 月 21 日（土・祝） （雨天決行） 

会場□仙台市内（未定） 

12 時～ブース開店 13 時～第一部 ライブ 

14 時～第二部 集会 15 時～デモ出発 

◎ブース出展（休憩コーナー、ファミリーコー

ナーなど各団体によるブース） 

◎第一部 ライブ＆パフォーマンス 

 出演者「制服向上委員会＋橋本美香」、 

「みやぎかっぽーぎーず」他 

◎第二部 集会 

佐藤和良さん（福島原発告訴団）他 

主催□女川原発の再稼働を許さない！ 

2015 みやぎアクション（代表鈴木宏一弁護士） 

電話＆FAX 022-373-7000（篠原） 

hag07314@nifty.ne.jp（舘脇） 

○賛同人・賛同団体大募集！ 

 個人 一口 1000 円 団体 一口 3000 円 

郵便振替口座 ０２２８０－２－１３５３５４ 

口座名      女川原発再稼働を許さない 

みやぎアクション 
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