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発行●みやぎ脱原発・風の会 

〈連絡先〉〒980-0811 

仙台市青葉区一番町 4－1－3 

仙台市市民活動サポートセンター内 LC No.76 

電話＆FAX 022－３５６－７０９２（須田） 

http://miyagi-kazenokai.com/  

《郵便振替口座》02220－3－49486 

会費●3000 円 賛同会費●1000 円／年 
2-075 号（通巻 254 号）2015.3.20. 

 

福島、県北、県南、女川をつなぐ思いを共有して 
～3.21 みやぎアクションに 1000 人～ 

 

震災と原発事故から４年、「福島原発事故を忘れ

ない」「女川原発の再稼働を許さない」そして「ふ

るさとを放射能から守ろう！」を合言葉に、3.21

みやぎアクションが仙台市勾当台公園市民広場で

開催され、およそ 1000 人の市民で賑わった。主

催は 2015 みやぎアクションで、共催団体には

13 団体が名前を連ねた。また、賛同団体・個人

はあわせて 200 を超え、広範な支援・協力のも

とでこの企画が実現された。今回は福島はもとよ

り、県北の加美、そして県南の大河原、そして女

川現地から発言（アピール）を受け、県内の脱原

発の広がりを感じさせる催しとなった。 

 

心地よい春の日差しの中、12 時には全 22 ブ

ースが開店した。栗原・加美の共同のブースでは

指定廃棄物の問題を訴え、「希望の牧場」では赤牛

のオブジェが人をひきつけている。一方で、福島

からの避難者の方による手作りコーナーも人気だ。 

 

13 時には第１部がスタート。今回も八面六臂

の活躍の葛西さんと、制服向上委員会会長の橋本

美香さんの司会で、まずは「みやぎ☆割烹着～ず」

だ。故忌野清志郎の「ラブミーテンダー」の替え

歌にのせた元気な踊りに、一気に会場が盛り上が

る。次にメインゲストの制服向上委員会が登場。

女子中高校生4人と美香さんのステージが繰り広

げられ、おなじみの「ダ、ダ、脱原発！」で会場

は最高潮になる。ステージの合間にはチクリと安

倍政権への批判のコメントも。 

第 1 部の最後は、今回初めて行った「コスプレ

パフォーマンス」だ。7 団体ほどがエントリーし、

最優秀の「橋本美香」賞には栗原から参加の「田

中正造」さんが選ばれた。 

 

第 2 部に移り、司会は色麻町の大内直子さんに

バトンタッチ。主催者あいさつにたった鈴木宏一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さんは、「女川原発差止弁護団もこの秋に仙台地裁

に訴えを提起します」と宣言。「女川原発を廃炉に

するまで共にがんばりましょう」と締めくくった。   

 

続いて､福島からいわき市議の佐藤和良さんの

スピーチだ。福島原発告訴団副団長で、原発事故

被害者の救済を求める全国運動の共同代表でもあ

る佐藤さんは、「被害者団体が大同団結して闘って

いかなければ、原発事故などなかったかのように

政府に揉み消されてしまう」「原発の再稼働の動き

がありますが、この福島の悲惨な現実をこれ以上

全国につくりだしてはいけない」「保安院内部のや

りとりが公開され、国が実は津波対策をやらなか

ったことがはっきりしてきたなかで、第２次の告

訴・告発をやることにして今募集しています」。さ

らに、「今は賠償の問題をとっても、加害者天国、

被害者地獄です。住宅の問題、また福島だけでな

く全国の健康調査の実施のための署名も行ってい

ます。戦争立法ばかりやっている安倍政権に被害

者完全救済の声をあげていきましょう」と、力強

く訴えた。 

 

次に、女川町の 3 名の町議のメッセージが代読

された。「女川原発再稼働についての町民アンケー
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トに取り組み、その結果、再稼働反対が６割で賛

成は２割に過ぎなかった。福島原発事故の重大さ

が、確実に原発立地町住民の意識を変えている」

とのメッセージに会場も勇気づけられる。 

 

さらに、加美町・放射性廃棄物最終処分場建設

に断固反対する会の伊藤幹子さんが、「断固反対」

の横断幕を体に巻きつけて登壇する。「農家です。

これまでべクレルも何も知らなかったのですが、

この 1 年間一生懸命勉強して、これは人間にとっ

て大変なものだと分かりました」「一番言いたいの

は、私たちは政治家を選ぶときに、あまりにもあ

いまいな基準で選んでしまってきたことが大きな

問題だということです」「命は金では買えません。

若い人たちにこの問題を解決して残すのが、私た

ちの責任であり、ひとりひとりが考えていかねば」

と全身で訴えた伊藤さんに、会場からの共感が広

がった。 

  

続いてみんなの放射能測定室「てとてと」の杉

山仁子さんが活動内容を報告する。放射能は人間

の体ばかりではなく、人間関係や心まで傷つけて

いるが、「てとてとはいつでも、だれでも、測定で

き、また話ができる心のよりどころ、ハブの役割

としてこれからも続けていきたい」としっかりと

語ってくれた。 

 

 第２部の終りに、「世界市民のみなさん！ 誰か

の犠牲を前提にしたシステムではなく、かけがえ

のないふるさとでともに生きていける未来を築き

ましょう！ 放射能からふるさとを守るためにと

もに歩んでいきましょう！」との集会宣言が採択

された。 

 

コールの練習後、「希望の牧場･ふくしま」の吉

沢正己さんが力強くアピールをし、デモに並んだ

参加者も耳をそばだてる。そして、制服向上委員

会を先頭に、思い思いのプラカードや旗をもって、

元気に一番町をデモ行進した。 （舘脇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「女川原発２号機の安全性に関する検討会」について  

県知事へ再申し入れ 

 

上記の件について、「女川原発の再稼動を許さな

い！2015 みやぎアクション」含め 11 団体で、

宮城県知事宛に 2015.2.20.に「女川原発２号機

の安全性に関する検討会」の構成や会議の進め方

等に対して、再度申し入れをした。参加者は 14

名＋県議 2 名とマスコミ 4～5 名、県からは阿部

原子力安全対策課長他数名の方が対応した。 

 前もって８項目の申し入れ書を仮提出していた

ので、阿部課長から回答してもらった。 

（ ）内の⇒以下が県の回答。 

 

１、 渡辺敦雄氏による「考察」（注）を含めて、

安全性に関する論点を系統的網羅的に挙げ、検討

会に取り入れてください。 

（⇒渡辺敦雄氏「考察」と「科学」論文について

は委員（正確には構成員）に提示する。今回の申

し入れ書を手渡すかどうかは検討する。） 

（注）「女川原子力発電所 2 号機の安全性に関す

る検討会論点一覧への考察」渡辺敦雄  

参考資料 「水素爆発をもたらしたものは何か－

MarkⅠ型原子炉格納容器の圧力抑制室に関する

水力学的動荷重問題」渡辺敦雄（岩波書店「科学」

Dec.2011 Vol.81 No.12） 

２、 事務局により第 3 回検討会へ提出された「第

2 回検討会で出された意見への対応」19 項目の

具体的な内容について詳しく説明してください。 

（⇒今回整理した論点は 19 項目に限らず追加項

目もあり得る。） 

３、 各回の検討会の度毎に、検討された論点に

ついての検討会としての見解・判断を、県民に解

るように示してください。 

（⇒今回で終了したわけではない。） 

４、 検討会の議事録の中に東北電力による説明

も記録として残してください。 
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（⇒東北電力や国などの説明部分も前にさかのぼ

って出すように対応する。） 

５、 「女川原発２号機の設備点検に 4188 件の

不備があった」事件を最優先で取り上げ、検討会

の中で東北電力を徹底追及し、事実を明らかにし

てください。 

（⇒国の保安検査を見極めてから対応する。なお

この事は「検討会」の使命ではないと発言したが

…、反論すると「委員の話し合いによる」と回答。） 

６、 住民の避難計画・避難訓練の問題を、重大

事故対策の重要項目として取り上げ、検討会にお

いて検討してください。 

（⇒委員の意見がどういう想定か確かめてから、

対応する。） 

７、 3 人の委員に同一金額（1,050,000 円）の

受託研究費が数年に渡って一般企業（黒塗りによ

り企業名不明）から支払われている件について、

調査結果を明らかにしてください。 

（⇒未回答委員がいるので調査中だが、回答者に

ついては、国の規制委員会と同等基準はクリアー

している。）…＜しかし 委員からの自己申告は、

口頭による確認とのことであるが、基準に沿った 

文書による申告をさせるべきである。）尚、基準と

は下記参照。＞ 

 

・「原子力規制委員会が、電気事業者等に対する原

子力安全規制等に関する決定を行うに当たり、参

考として、外部有識者から意見を聴くにあたって

の透明性・中立性を確保するための要件等につい

て」（改定 平成 25 年 3 月 27 日 原規技発第

130325001 号 原子力規制委員会決定） 

http://urx.nu/iQcn 

８、 報道機関を含めたカメラやビデオの撮影の

制限をやめて、会議の公開性・透明性を確保し、

県民が信頼できる検討会にしてください。 

（⇒東北電力から 取り扱い注意でとお願いされ

たがこれは、県が自主的に考えた事である。予算

の事もあるが検討する。） 

また、次回の検討会３月中は無理で、来年度は

今年度の倍の回数との事。 

 

今回の申し入れでは、渡辺さんの論文提示、議

事録、ビデオ撮影等前向きの回答もあり、少しは

県も対応しているようだ。但し具体化するまで油

断は禁物。   （2015.3.7.記 兵藤則雄） 

 

 

 

宮城県原子力防災訓練を実施 

「実効性ある避難計画とは？」 

 

●大震災後初めて３０キロ圏自治体が 

参加する原子力防災訓練 

 

 県は昨年 12 月 2 日、いわゆる 30 ㌔圏（ＰＡ

Ｚ・ＵＰＺ）の広域避難に関するガイドラインを

公表した。 

【図１】宮城県のガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ㌔圏内７市町（女川町、石巻市、登米市、

東松島市、涌谷町、美里町、南三陸町）21 万人

が対象となり、各自治体は県のガイドラインを参

考にして年度内の計画策定を求められている。 

 ガイドラインでは「21 万人分の避難場所を、

宮城県内の 30 ㌔圏外に全員分確保」することが

ポイントの一つとなっている。そんなことが可能

なのか。ガイドラインや避難計画が本当に役に立

つのか。住民たちは不安をつのらせてきた。 

 避難訓練（主催は県と７市町）には国や自衛隊

をはじめ約 60 機関 2 万人の参加だという。しか

し、実際に７市町から移動して避難訓練に参加し

たのはごく限られた住民だ。「自宅待機」とされた

住民たちはどうなのか、さらに 2 万人はどこでど

のように動いているのか？ 

 この訓練がどのように実施されるのか、見てみ

ようと思った。 

 

●「実効性」はまったく疑わしい 

～実際の訓練を見て  

http://urx.nu/iQcn
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 今回の訓練は、東日本大震災以降、県内では事

実上初めての原子力防災訓練であり、30 ㌔圏自

治体がそろって参加した。 

 午前 9 時 40 分頃、私たちは石巻市雄勝町で待

機。女川町からの避難者を乗せた車両が通過する

はずだが、確認できない。 

 10 時 45 分過ぎ、石巻市の防災公報は「３号

機は事故収束に向かっており、屋内退避訓練を終

了する」と放送した。石巻市内での屋内退避指示

は約 15 分間だが、市の事前公報によってどれほ

どの規模の住民が行動したのだろうか。状況が把

握できないまま時間が過ぎた（◎注１）。 

 そこで、女川からの「避難者搬送車」はすでに

通過したのだろうと判断し、30 ㌔圏外退避拠点

の登米市総合体育館に向かった。 

 体育館には女川町、石巻市、東松島町の住民が

到着していて、ほかに津山町や南三陸町からの避

難マイクロバスも駐車していた。 

 会場では訓練が始まっていた（＊写真）。屋外で

は白くて簡易な防護服らしきものを着た自衛隊員

が 30 人ほどで作業しており、避難に使用したバ

スの放射線量測定と洗浄を行っていた。地面には

ビニールシートを張っていたが、洗浄に使用した

水はそのまま流れていた。 

 体育館は防護所と避難所に区分されていた。同

じような白い服を着た関係者が20人から30人、

避難者への対応を行っていた。「スクリーニング」、

簡易除染、安定ヨウ素剤の服用方法の説明などだ

った。 

 内部被曝の恐れのある人は屋外に駐車している

ＪＡＥＡ（日本原子力研究開発機構）の移動式全

身カウンタ車により測定が実施される手はずとな

っていた。 

 そうした光景を前にして、3.11 の体験を思い

起こしていた。現実となればこんな整然とした状

況にはならないだろう。安定ヨウ素剤服用にして

も手続きだけで大混乱だろう。 

 「実効性ある原子力防災訓練」はあるか？ 現

実は程遠いし、ますます疑問に思う。住民は避難

計画を必要としている。国と県は市町村に丸投げ

して責任を負わない。そして市町村は、無理だと

思っているはずだ。実際、計画策定は大幅に遅れ

るだろうと予測されている。 

 

（◎注１） 

 石巻市の防災公報は当日に「屋内退避訓練」を

実施すると予告していた。訓練は「市内全域」、当

日は防災無線、緊急エリアメール、広報車などの

公報により、「自宅への屋内退避（建物内へ避難）」

を行う。今回は学校施設は退避場所とはしない。

退避した段階でこの訓練は終了となる、というも

のだった。これが「実効性ある避難訓練」かと思

うと同時に、実際、どれほどの住民が動いたのだ

ろうかと疑問に思った。 

 ちなみに、石巻市内に残っていた仲間によれば、

防災公報の時刻と内容は次のようなものだった

（「訓練」である旨の告知などは省く）。 

○8 時 30 分 「女川原子力発電所３号機で事故

発生」「現在、所内すべての原子炉は停止してお

り、東北電力で復旧作業を進めている」 

○9 時 40 分 「３号機で発生した事故は、内閣

総理大臣から原子炉緊急事態宣言が出された」 

○10 時 27 分 「３号機の事故により屋内退避

指示がだされた」「住民の皆さんは屋内に退避」

「今後の情報に充分注意を」 

○10時 45分 「事故は収束に向かっている」「こ

れをもって、屋内退避訓練を終了」 

○11 時 55 分 「３号機で発生した事態は収束

した」「これをもって、訓練の一切を終了する」 

 

●「避難計画策定」は困難 

 

 訓練は日常生活への支障を考慮して計画される

必要があるとしても、実際に見て疑問や違和感を

強く感じた。 

 事故想定がそもそもリアルではない。宮城県の

ガイドラインは「複合災害を念頭とした防災対策」

としているが、今回の訓練想定には「津波」がな

い（◎注２）。東日本大震災と福島第一原発事故を

経験したうえでの原子力防災訓練に「津波」がな

いのだ。沿岸部住民が不安を抱き、実効性がある

のかと問うのは当然だ。 

 県は「ガイドラインのポイント」で「人命確保

を最優先（よりリスクが高い局面（津波等）での

対応を予め検討）」としている。沿岸部の自治体は

どのように対応するのか。 

 避難計画の策定について、2011 年以降、多く

の点が指摘されてきた。その論点を参考にしなが

ら、列記してみる（反原発全国連絡会発行『避難

計画の実効性を問う／再稼動なんてあり得な

い！』をぜひご覧ください）。 
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【図２】原子力規制委員会策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．避難指示 

 複合災害では原子力防災の指示はどの時点で出

されるのか。地震と津波と原発事故の関係、その

間の時系列的な対応と指揮系統（とくに津波が襲

えば交通網が遮断され、孤立が想定される地域）。

→ＵＰＺ圏は放射線レベルが高くならないと避難

指示が出ない計画だ。 

２．避難の手段 

 21 万人を避難させる交通手段。自家用車の扱

い、「公共交通」と自家用車の関係。バスなどの車

両と運転手をはじめ輸送労働者を同時に大量に確

保する態勢、運転手を被曝から守る対策と法的な

位置づけ。 

３．避難経路 

 地震・津波は道路網を破壊する。しかも、女川

原発からの避難に際して、代替道路がない地域が

多数ある。東日本大震災時、女川町から石巻に向

かう国道は地盤沈下と津波冠水で寸断された。同

じく雄勝地区へ向かう国道では崖崩れが多数発生

した。また今回の訓練に参加した石巻市半島部の

住民（牡鹿半島寄磯地区の漁業者）は「寄磯から

の避難はまず原発方面に向かわなければならず、

車での避難は考えにくい」とコメントしている。 

４．避難集合場所 

 複合災害下において、想定される避難集合場所

が物理的にまた人員配備の点で、はたして利用可

能か。 

５．避難先 

 県の指針（ガイドライン）によれば、避難元の

自治体は受入先の自治体と個別に協議して協定を

締結しなければならない。県の指針では受入先は

すべて県内の自治体だ。他県の自治体が対象とな

れば当然、協議や協定に宮城県が責任をもつこと

になろう。そのために県内に限定したのではない

かという指摘もある。 

 県は「受入側自治体が被災した際にも、（県内）

全市町村で受入をカバーする仕組みを構築」と明

記し、さらに（被害が甚大で、県内では対応でき

ない場合は隣県でカバー）と付記している。福島

で起きたことと正面から向きあっていない。あの

とき、避難は県外に広がっていったのであって、

県内に限定するほうが非現実的だ。 

 女川原発から同心円的に 30

㌔圏を設定することも、放出さ

れた放射性物質が同心円的に

拡散していないという事実を

反映していない。上空の風の向

きと強さによって、30 ㌔をは

るかにこえる地域にまで広が

った。それが「指定廃棄物」問

題となって宮城県民にも重く

のしかかっている。 

６．避難弱者への配慮 

 この点も福島第一原発事故、とくに福島県浜通

りの病院や介護施設などの避難状況を思い起こす

必要がある。大熊町の双葉病院では長距離避難時

に 50 名もの患者たちが死亡する悲劇となった。 

 今回の訓練でも、女川町、石巻市、東松島市な

どの小中学校や保育園など約2万2千人の学校単

位での屋内避難が注目された。東松島市のある小

学校では、校内放送と資料を使って放射線の怖さ

などを学んだと報道されている。屋内避難で安全

だと子どもたちや学校現場で誤解されないだろう

か。屋内避難によって「時間が過ぎるのを待つ」

という発想になり、事態を軽く見ることにつなが

らないか。 

 

●「避難計画」に国と電力会社は責任をもて！ 

 

 避難元の各自治体は今回の訓練を踏まえて避難

計画を策定する。県は「実効性をともなった避難

計画を策定できるように支援する」という。 

 県の想定する広域避難は、女川町 7200 人、石

巻市 15 万 2000 人、登米市 1 万 600 人、東松

島市 3 万 6700 人、涌谷町 800 人、美里町 100

人、南三陸町 2300 人だ。とくに石巻市は受入れ

先自治体が県内全域にわたっており、広域合併に

よる行政機能の低下が避難と復旧に大きく影響し

たと指摘されてきたことを考えれば、きわめて困

難だろう。 

 原子力防災の避難計画策定には多くの抜け穴が

ある。川内原発再稼動をめぐって鹿児島県知事は、

10 ㌔までは（計画を）つくるが「30 ㌔までの避

難計画は現実的ではない」、作ろうと思ったら「空

想的なものは作れるが、ワーク（機能）しない」

と言い切り、再稼動にゴーサインを出した。＜計

画は機能するのか、これで住民が守れるのか＞と

いうことではなくて、再稼動のための＜作文＞な

のだ。 

 現在、政権は原発再稼動を進めている。そして

宮城県知事は震災以降、「原発は国策」と言い続け

てきた。７市町の中からは、自治体が避難計画を

策定することは女川原発再稼動を前提とするもの
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ではない、という声が上げられてきた。当然の主

張だ。 

 住民の生命・財産を守るという自治体の基本的

な任務を遂行させるために、避難計画の問題点を

指摘し、あらゆる機会を通じて対策を求めよう。

不十分な計画しか策定できないのであれば、自治

体は女川原発の再稼動に反対する以外にないと強

く要求しよう。 

 2015 年、東北電力と宮城県知事の言動をいっ

そう注視しよう（2 月 15 日記 東松島市在住Ｙ）。 

 

（◎注２）参考：訓練にあたっての「想定」 

１．宮城県沖にて地震が発生し、定格熱出力運転

中の女川原子力発電所３号機が自動停止するも外

部電源を喪失、その後、機器故障に伴い非常用発

電機も停止し、施設敷地緊急事態（原災法第 10

条相当）となる。 

２．これを受け、それまで警戒体制をとっていた

県は、県庁に災害対策本部を、オフサイトセンタ

ーに県災害対策現地本部を設置する。また、関係

市町は、それぞれの庁舎内に災害対策本部を設置

する。 

３．非常用発電機の停止（全交流電源喪失）から

30 分経過後全面緊急事態となり、原災法第 15

条に基づき内閣総理大臣から原子力緊急事態宣言

が発出される。 

４．オフサイトセンターにおいては、原子力災害

合同対策協議会（合対協）が設置され、県は、国

及び関係市町等関係機関と連携して、緊急時モニ

タリングや住民避難（ＰＡＺ）等の各種応急対策

を実施する。 

５．その後、環境中へ放射性物質が放出されるが、

外部電源の復旧により放出が収束するも、ＵＰＺ

の一部地域で放射線量の高い地域（20μSv/h 以

上）があり、住民の一時移転を実施する。 

＊宮城県「平成 26 年度原子力防災訓練について

（原子力安全対策課）」より抜粋 

 

 

 

☆短信☆ 女川２再稼動のハードル ３号機問題  
 

＜2.28 朝日＞の記事を読んでいて、“ハッ！”

としました。 

これを“隠し球”にしておいて（東北電力が今

から対策するのを防ぐために）、再稼動が現実味を

帯びた直前に明らかにすべきかとも数日間迷いま

したが、電力自身が気付いたり、情報を公開する

ことで新たな問題点が見えてくる可能性もありま

すので（“隠し球”となるほどの重要性がない可能

性もあり）、書くことにします。 

 

問題の記事は、九電・川内原発１号機再稼動が

早くても「夏以降」となる見通しを報じたもので、

“ハッ！”としたのは「今後、一部の設備を共用

する２号機の認可も得なければならず」、「１、２

号機で共用する設備もあり、１号機だけ再稼動す

るにも２号機の工事計画の認可が必要。」という部

分です。 

 

一方、東北電力は、県第１回検討会「資料３」

の参考②「新規制基準で求められる主な対策」＜

p.23＞記載のとおり、重大事故等に対処するため

の「緊急時対策所」として、再稼動を急ぐため、

新設する「免震重要棟」が完成するまでは「代替

緊急時対策所（３号機の原子炉建屋内）」を使用す

る、としています（原子炉設置変更許可申請書・

添付書類８の12.10項＜p.8-12-13＞も同旨記

載）。 

でも、川内原発の例に倣えば、２号機中央制御

室が地震津波その他自然災害やテロ等で使用不能

となった場合にも「代替対策所」が使用できるよ

うに、３号機の原子炉建屋（代替対策所だけでな

く、出入口からそこに至るまでの通路・階段等の

天井・床・壁）や、さらに言えば２号機建屋から

３号機建屋までの移動経路についても、健全性・

安全性が確保されなければならない、すなわち３

号機は２号機以上に（免震重要棟レベルの）耐自

然災害性や耐テロ性等がなければならない、とい

うことになるのではないでしょうか。そのため、

現在２号機について審査されている新規制基準に

よる見直し・地震後健全性確認と同レベルの審査

（工事計画の認可も含む）が３号機でも同時並行

でなされなければ、少なくとも「緊急時対策所」

基準を２号機が満たすことはできないのではない

でしょうか（他にも共用施設があれば同様です）。 

 

規制委や県検討会でも、「３号機の代替緊急時対

策所問題」（２号機再稼動を急ぐあまりの大失策と

なるか？）が“時間をかけて”十分に審議・検討

されるよう、注視する必要があると思います。 

＜2015.3.8 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 
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指定廃棄物最終処分場を考えるシンポジウムに参加して 

「建設中止しかない」 

 

2015 年 1 月 25 日、指定廃棄物最終処分場を

考えるシンポジウムが弁護士会館で開催されまし

た。当日は座席が足りないほどの人で溢れ、報道

のカメラが立ち並ぶ中始まりました。先生方のご

説明はとてもわかりやすく、処分場が孕む問題点

が浮き彫りになりました。私が理解できたのはお

話の一部に過ぎませんが、印象に残った箇所と当

日の会場からのご意見を皆様にご報告いたします。 

 

第一部〔３候補地はいずれも適地ではない〕は、

大槻憲四郎東北大学名誉教授・井原聡同名誉教

授・青木正芳弁護士の３氏が、環境省や県の市町

村長会の配布資料などから、それぞれの専門分野

から見た問題点についてお話し下さいました。 

最初にご登壇の大槻憲四郎先生は、「地すべりは

いつ起きるか予測つかないが、いつかは必ず起き

る」と研究者としての警告を発せられました。環

境省が選定した３候補地の地質・地すべりについ

て、候補地とグーグル地図を重ね合わせた説明で

は、過去の地震で起きた地すべりの状況から、候

補地の不安定さ、下流域が汚染される危険性が素

人の私にも一目で分かりました。最終処分場は「漏

れることを前提とし、不測の事態にすぐに対処で

きることが必要」そのためにも建設場所を選ばな

ければならない。地元とのトラブル回避目的で３

候補地は国有地を選んだと思われるが、「山奥は人

目につかず地すべりの危険性が高く処分場建設に

は不適地、海に近い丘陵地は地質が安定している」

と述べられ、会場の「福島第一原発の敷地は条件

を満たしていますか？」の質問に肯定のご返答で

した。 

 

井原聡先生は主に放射性物質汚染対処特措法・

処分場問題点について話されました。 

特措法によって、最終処分場の対象は 10 万㏃

～８千㏃/㎏以上になっているため、それ以下の放

射性汚染物質は一般ごみ同様の処理が可能となり、

汚染が薄く拡散してしまう。また焼却場で減量す

る際「バグフィルターでセシウムは 100％除去」

と環境省は説明していますが、「セシウムは焼却時

の温度や様々な条件で挙動が変わり、まだ十分解

明されていない。実験室でうまくいったデータを

そのまま鵜呑みにはできない。この特措法（2011

年８月成立）は３年で見直すことになっているの

で、早急に見直す必要がある。」と話されました。

井原先生も「100 年先まで安全が断言できるほど

現代の科学や技術は完全ではない以上、新しい知

見や技術で対応できる保管管理が必要」だと強調

されました。 

 両先生は処分場建設にあたって環境省や、市町

村長会議で提示した資料などを見ると、他県と処

分場建設地の基準が異なっている、候補地選定に

使用した地図が古いなど、十分検討したのか疑問

が残る。再稼働を急ぐあまり最初に結論ありきだ

ったのではないか、との疑念も提示されました。

会場からも「候補地の調査を受け入れると決めた

市町村長会議で、本当に各首長の意見が反映され

たのか」など、会議の進め方を疑問視する意見も

ありました。 

 

〔第二部〕では、県内の稲わらの保存状況、千葉・

山形など他県の取り組みの報告や、各県でともに

取り組んでいこうという積極的な意見も出ました。

栃木県塩屋町からは、塩谷町長が「（被災地の生活

保障を確保したうえで）経済性、安全性の面から

も第一原発敷地内での保管が合理的」と発言した

ことに対し、町役場に236件の電話があったが、

抗議 58 件・賛成 178 件と賛成意見が多かった

こと。また福島の人でも、放射性廃棄物を分けて

処分してくれてもうれしくはない。故郷に帰れな

い以上、今後の生活が成り立つよう制度を整えて

ほしい」という声もあるとの紹介がありました。

最後に、アメリカから帰ってきたばかりという女

性ジャーナリストが、「国民の分断、議論をしない

こと」は世界中で起きている現象だと発言されま

した。 

  

今回のシンポジウムは加美町さんはじめ周囲の

市町村の皆さんの、「自分たちの故郷を守ろう」と

立ち上がった活気に溢れていました。特に加美町

は町長さんが処分場計画撤回の先頭に立っておら

れ、町民の皆さんが一つにまとまり同じ目標に向

かってともに学び、生き生きとがんばっているお

姿に感動さえ覚えました。首長さんの「町民を守

る」という姿勢が皆さんに安心感を与えているこ

とが、こちらにも伝わってきたのです。 

そんな皆さんの姿を目の当たりにしているうち

に、今の行政の在り方、国や県の姿勢に大きな疑

問を感じました。第一部で「最終処分場を考える

には、使用済み核燃料の処理も含めた基本的な議

論と社会的合意が必要であり、原則として安全が

最優先である」という日本学術会議の提言の紹介
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もありました。今回の福島第一原発事故を契機に、

基本からみんなで議論していれば、時間はかかっ

ても合理的な道筋が描けるはずです。原発事故に

よって、生産者は土地や農産物が汚染されたうえ

に、処分場問題でさらに人々を無用な混乱に巻き

込んでいます。なぜいつも場当たり的な手段ばか

り選ぶのでしょうか？処分場建設に関しては5億

円補助追加と表明していますが、些末な計画をお

金でごまかすつもりでしょうか？あるいはこのや

り方が国の常套手段なのでしょうか？ 

最終処分場について、科学的裏付けのある理由

で、加美町は処分場建設反対と環境省に申し入れ

ていますが、国は特措法で放射性汚染物が発生し

た各県で処理することが決まっていること、県市

町村長会で３町の調査受け入れが決まったという

理由で、３年たっても特措法を見直していません。

汚染稲わらなどを保管している地元も困っていま

す。 

この間の県の対応も疑問です。まるで生産者の

要望を封じ込めるが如く、住民の安全や生活を守

ることより、国の方針を市町村に遵守させること

にこだわっているように映ります。いったい県知

事は何のために存在しているのでしょうか？ 

 

今回のシンポジウムは地元の皆さんの思いを直

接知るいい機会になりました。これからも皆さん

の熱い思いをいろんな場で主張し、最終処分場の

問題を知らせてほしいと思います。この問題を自

分のことに置き換えて、「行政はいざというときに

自分たちを守ってくれるのか」という事を多くの

人が考え、行動する機会になればと願います。 

（佐藤千鶴子） 

 

 

「焼却炉」より「牛の胃袋」へ 
―汚染牧草の処理、利府町方式を先例とさせてはならない― 

 

2014 年 12 月 19 日（金）『河北新報』に「基

準値以下の放射性廃棄物、利府で焼却処理開始 

県内初 農家保管の牧草 30 トン」の記事を読み、

気になっていた。やっと今年、1 月 14 日（水）

午前中 1 時間程、利府町役場に行き、聞き取り調

査を行った。 

 畜産関係ということで、利府町地域整備課産業

経済班主幹 O 氏よりお話を伺ったが、町民で聞き

に行ったのは私が初めてのようで、O 氏は緊張し

ていた。 

汚染牧草保管場所は利府町東後山の牧場で、牛

の飼料にするために仙台市の自衛隊霞の目飛行場

で刈り取った牧草約 30 トン、ロール約 100 体。

町による簡易測定で平均値 388.41 ㏃/㎏。 

昨年 11 月 25 日から、毎週月～金曜日午前・

午後 2 回、１ロール約 300 ㎏×２回／日×50

週予定で約 30 トンの汚染牧草を、利府町加瀬焼

却場に 2t トラックで（運転手は防護マスクだけ

付け）運搬し、ごみピット内で一般ごみと混合・

撹拌し焼却。焼却灰は毎日、利府町森郷一般廃棄

物最終処分場へ運搬し埋め立て処分。 

宮城東部衛生処理組合の HP に、主灰（シュバ

イ・下にたまったカス）、飛灰（ヒバイ・粉じん）、

排ガス（フィルター）の測定値を公表。週に 1 回、

町の負担で 5 回＋東部組合の負担で 4 回の計 9

回の測定予定で、11/25～1/13 までに町３＋東

部２計 5 回測定したが、風向き・風速は調べてい

ない。 

一昨年 6 月（H25 年 6 月）に、県酪農組合か

ら相談があり、協議の末、「放射性物質汚染廃棄物

処理事業補助金（農林業系廃棄物の処理加速化事

業）（全体 240 万円、事業者（町）1／2、国（環

境省）1／2）」を活用し、利府町が 120 万円を

負担し焼却事業を開始。 

これらの説明後に、「なぜ焼却処分の先陣をきっ

たのか？利府町長が宮城県町村会会長だから

か？」と質問したところ、返答はなかった。 

 

2 月 18 日（水）午後、泉病院友の会環境委員

会が主催した「宮城東部衛生処理組合の利府町加

瀬焼却場・森郷埋め立て処分場見学会」に飛び入

りで参加した。16 名が参加し、熱心な質疑が行

われた。 

組合参事（兼）局長補佐の柳明氏が説明。組合

は、多賀城市、七ヶ浜町、利府町、松島町で構成。

焼却施設 3・4 号機は 90 トン×2 機／日で 24

時間、年 270 日稼働。 

汚染牧草の焼却は、利府町から依頼があり、組

合の課長らで協議し、1 市 3 町で協議（正式議

題？）し実施。焼却費は、利府町が負担。 

 提供された資料によれば、H26 年 11 月 25 日

から H27 年 2 月 13 日までに、95 台（ロール）

28,590 ㎏の牧草（径 1.5ｍ）を搬入。利府町が

12/2,12/11,1/6,1/23,2/2、組合が 11/27, 

12/19,1/15,2/9 其々Cs-134、Cs137 を測

定。飛灰のセシウム合計濃度は平均値で 83～
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730 ㏃/㎏。排ガス中の濃度は検出限界値未満

（0.50～0.71 ㏃/㎥）。焼却施設・埋立地周辺で

の空間放射線量測定（1/14,1/19,1/26,2/2,2/ 

9,2/16 組合測定）結果は、0.04～0.07μ㏜/h。 

[参考] 福島原発事故後の H23 年 9 月、飛灰のセ

シウム合計濃度は平均値で 4250 ㏃/㎏あったが、

森郷一般廃棄物最終処分場に埋め立て処分？ 

 

セシウムは 650℃で気化しバグフィルターで

100％除去するのは不可能で、焼却すれば放射能

が攪散する。それに比較的水に溶けやすいセシウ

ムを自然の雨水が溜まる埋め立て地に処分するの

も問題がある。 

 昨年 6 月、被曝した牛を飼っている「希望の牧

場・ふくしま」代表吉沢正已さんが、貴重な飼料

の確保と汚染牧草を一時保管する農家の不安を取

り除くために、宮城県に汚染牧草の受け入れを申

し出ている。また、汚染牧草を減量化する方法は

他にもある。 

これから、県内でも 8000 ㏃/㎏以下の汚染牧

草の処理が行われようとしている。利府町方式を

先例とさせてはならない。（空） 

 

 

<大丈夫なんです―鹿児島訪問記 1> 
  

2015 年 1 月 23 日。 

 翌日の川内原発再稼働に反対する全国金曜集会

デモ交流会に出席せよと郷里鹿児島に派遣されて

いた私は、鹿児島市随一の繁華街、天文館通でチ

ラシを撒いていた。もちろん、川内原発再稼働反

対を訴えるチラシである。 

事情があって1月上旬から鹿児島入りしていた

私だったが、金曜日になると身体がムズムズする

のを押さえられず、かごしま反原連の皆さんの街

頭宣伝に“乱入”してチラシまきに混ぜてもらっ

ていた（鹿児島の皆様、本当にありがとうござい

ました）。 

街頭で街行く人に語りかけながらチラシを渡し

ていたわけだが、「オレ、原発に賛成なんで」とい

う若者と、こんな言葉を交わしたのであった。 

 西「え、賛成なんですか？ 今原発は１基も動

いてないんですが、それでも電気は足りているん

ですよ」 

 若者「でも、もし石油や天然ガスが入ってこな

くなったら、電気止まっちゃうんじゃないです

か？」 

 西「輸入が止まるような事があると思います？ 

いや、実は自然エネルギーでの発電で賄えるんで

すよ。原発なんかなくても」 

 若者「……」 

若者がチラシを受け取ってくれたその時、信号が

変わった。彼はチラシを持って横断歩道を渡って

行ってしまった。彼は読んでくれただろうか。 

―そんな会話を交わしながら、私は約半月前、仙

台の金曜デモの集会での光景を思い出していた。 

 2014 年 12 月 21 日。2014 年最後のデモ前

集会の最後で、「しつも～ん！」といって手を挙げ

た方があった。会場が繁華街に近い元鍛治町公園

だったので、通りがかりの一般の方が興味を持っ

て集会の様子を聞いておられたらしい。原発賛成

派が悪意を持って集会の邪魔をしに…という感じ

には見えなかった。 

 30 代ビジネスマンと思しき彼の質問は概ねこ

う。「原発が無くても電気は大丈夫なんですか？」 

デモ出発前のあわただしい時間帯で、デモスタッ

フではなく宮城の脱原発の重鎮Ｓ氏がお相手をし

てくださった。デモ終了後にＳ氏に伺ったところ、

電気は足りるという氏の言葉に最後は納得して去

って行かれた、とのことだった。 

 ひと月の間に日本列島の北と南で同じような質

問に 2 回も出くわすとは。帰り道、鹿児島市営バ

スに揺られながら、考えてみた。 

筆者やこの記事をお読みの貴方のように、脱原

発が当たり前になっている人にとっては「原発な

くても電気は足りる」ことも、また「原発が無く

ても在来エネルギーで賄える」ことも、さらには

「原発の電気は実は高い」ことも、改めて口にす

る必要もないほど「当然」である。しかし、世間

の人々、事故から３年余り経ってフクシマを忘れ

かけている人々にとっては、くどいほど何度も説

明し訴え続けていかねばならないことなのだ。困

ったことに、東北電力、九州電力など原発の再稼

働をたくらむ「原子力ムラ」の連中は、財力とこ

れまでの電気販売実績とに厭かせて「原発ないと

ダメなんですよ」という「広報」「宣伝」をこれか

らも仕掛けてくるだろう(東北電力が以前全契約

者に配布した特別版ニュースのこと、覚えてます

か？)。 

 私たちは、だまされてはならない。そして、こ

れからも世間の人々に、訴え続けていかなければ

ならない。「原発は危険です」「原発の再稼働は絶

対に認めてはなりません」「原発なくても電気の供

給は大丈夫です」「クリーンな自然由来エネルギー

への早期転換を」と。 

（11 Mar. 2015 from 西 新太郎） 
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個人化され、内面化された事故の記憶と被害のかたちの噴出 
原発事故にともなう健康被害を考えるために－菅谷昭氏講演会開催 

 

3 月 15 日の岩沼市民会館。会場は 410 名あ

まりの人の熱気にあふれました。主催は、みんな

の放射線測定室「てとてと」メンバーと、そこを

通じて顔見知りになった宮城県南在住の子育て世

代の有志らによる実行委員会（代表 神所美穂）、

後援には宮城県南の３市９町の自治体などが名を

連ねての開催となりました。 

 

 私たちがこの講演会開催に託した思いは、福島

県以外にも広がる放射線被害に向き合うこと。過

去の経験に学ぶこと。そして垣根をこえて語り合

うこと。 

 

 菅谷昭先生は、チェルノブイリ原発事故後５年

目から現地に入られ、1996 年から 2001 年ま

での５年間ベラルーシ共和国に滞在。首都ミンス

クやゴメリ州のがんセンターに勤務し、甲状腺検

査や手術などの医療活動にあたられました。

2004 年には松本市長に就任。福島原発事故後は、

「まつもと子供留学」として福島の子供達の受け

入れ・支援をされてきています。 

 

講演のタイトルは「原発事故にともなう健康被

害の長期的課題－チェルノブイリ原発事故後の支

援活動から－」。菅谷先生はまず、チェルノブイリ

原発事故後の低濃度汚染地域における健康被害の

現状についてお話しされました。事故後 29 年に

なる今なお健康被害は収束しておらず、甲状腺が

ん以外にも免疫機能の低下や周産期異常、その他

貧血や集中力欠如、アレルギー疾患などといった

健康被害が見られること。そして汚染地域居住の

子供（６歳～17 歳）に対し、国による年２回の

定期検診と毎年１カ月の保養の実施、18 歳以上

の住民に対しても年１回の検診が継続的に実施さ

れ、これらにかかる費用は全て国家負担で賄われ

ていることが述べられました。 

 

そのうえで、東電福島原発事故以後の現状に対

し、長期的・持続的低線量被ばくの健康への影響

について、甲状腺がんはもとより、非がん性の健

康障害への対応策の検討も求められること。福島

県はもちろんのこと、その周辺に広がる汚染地域

においても、検診などの対応を国策として行って

いく必要があること。チェルノブイリの経験の中

には、放射能汚染と健康被害の因果関係が証明さ

れていないものもあるが、事実としてあることを

まず認識し、福島の事故後の対応にも生かされる

べきであることが述べられました。 

 

 後半 30 分は、休憩中に回収された質問用紙の

中から多数寄せられた質問への回答をいただきま

した。例えば「低汚染地域の具体的な汚染状況」

「チェルノブイリでの汚染物質の処理について」

「甲状腺検査で見られるのう胞、結節の違い」「鼻

血論争について」「福島での健康管理調査結果をど

う見るか」「自治体にはどのように検診等を要望し

ていったらよいか」等々、参加者の関心の高さが

うかがえます。 

 

そして最後に、４年前の原発事故後いまだ制御

しきれていない状況にあるにもかかわらず「風化」

が始まっている日本の現状を省みつつ、「世界から

みたら日本は加害者。この問題は日本全体で考え

ていかなくてはならない」ことをあらためて述べ

られました。 

 

メディアで取り上げられることも少なくなり、

時々報道される汚染水問題にもかなり鈍感になり

つつある日本の現状は、まさに「風化」の真った

だ中にあります。 

 

とはいえ、10 分の休憩時間ではとても読み切

れなかった 120 枚もの質問用紙を読み返してい

てふと思います。おそらく事故の記憶と被害のか

たちは、個人化され、内面化されてしまっている

のではないか、と。だからこそこのような場で、

普段は聞こえてこない声がこれだけ噴出するので

は、と。 

 

震災から４年がたちました。放射能汚染は、県

境に関係なく宮城などの福島近隣県および関東に

も広がっています。 

 

3.11 がつきつけたこの問題を、終わったこと

にしない。分かったことにしない。 

 

私たちはチェルノブイリの経験から謙虚に学び、

立場の違いをこえて共に考え、将来世代のいのち

に対する責任ある行動をとることが、今あらため

て求められているように思います。 

（菅谷昭氏講演会みやぎ実行委員 鴫原敦子） 
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今、女川では    女川町議会議員 阿部美紀子 

 

その 8．一番の防災は原発のないこと 

 

今年は１月に風邪をひき、体調を崩し、１月、

２月が、アッという間に過ぎてしまいました。 

 

1 月 27 日に、県原子力防災訓練があり、その

様子を見てきました。原発から 5 ㌔圏内の２つの

地域から、区長に頼まれた 10 数人の参加だけで

した。皆は車で逃げ、逃げ遅れた人を町で用意し

たバスで拾い、30 ㌔圏外の登米市に行くという

設定でしたが、皆、どこへ向かうのかも知らず、

服装も観劇でもするような軽装で、参加者以外の

人は何も知らないというものでした。参加者の１

人は「逃げろと言われても、地上と上空では風向

きも違うから、どっちへ逃げたらいいのか判らな

い」と言っていました。全く実効性も現実味もな

い訓練で、一番の防災は原発のないことだと思い

ます。 

 

3 月 14 日から 18 日まで、仙台で国連防災世

界会議が催され、いくつかのシンポジウム会場に

チラシを撒いてきました。17 日の女川原発視察

のスタディツアーでは、原発ゲート前で、「ＮＯ 

ＮＵＫＥＳ」と大きく書いた横断幕を掲げ、12

人で抗議行動をしました。 

 

私は、15 日に「水の循環から学ぶ防災対策」

のシンポジウムで、震災時の体験を発表。大規模

な緊急貯水槽が全く役に立たず、地域住民が守り

伝えてきた沢水が役に立ったことを報告し、さら

に、造成後の植林の必要性、放射能で水源・環境

を汚すことはできない、原発はいらない、と訴え

ました。 

 

3 月 21 日には、女川までＪＲ石巻線が再開通

します。少しずつ変化が顕われてきます。 

それにも増して、原発廃炉に向かっていかねば

なりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.2.1 風の会「会員のつどい」報告 

『なんだかもどかしい』 
                         

運動方針の検討や参加者の意見交換のために行

われたこの日の「会員のつどい」には 18 名が参

加した。厳冬のこの時期、ともすれば冬眠してぬ

くぬくしていたくなりがち。炬燵に入って、ミカ

ンの皮を剥いて、ストレートのウイスキーで一杯、

いい気持ちでいたい。 

だけど、地元の同意も、避難計画も形にすらな

っていないのに、川内原発の再稼働手続きが進め

られている。再稼働賛成！というデモなんて「3・

11」前にも、後にも見たことはない。70 年前の

焦土と化した敗戦経験や、そしてあの 4 年前の

「3・11」を経てさえも、望んではいないことが

いつの間にか立ち現われてくるという、日本とい

う国に蔓延したこのどうしようもない病を前にし

て、どんな治療法があるのか、治癒の見込みはあ

るのか、あるとしたらどんな態勢で挑むのか、参

加者なら誰でも発言する機会が保障されているこ

のミーティングは、毎年エンドレスだ。 

みーんな言いたいこといっぱいあるんだもん。

みーんな女川原発再稼働を止めさせたい、廃炉に

してほしい、という願いを超えた信念をもってる

んだもん。会の方針確認や個々の意見表明だけで

終始しがちだけど、この場での発言が、織り機で

編まれた色鮮やかな紡糸のようになったら、とい

う可能性をいつも感じるこの「つどい」はお気に

入りの企画のひとつだ。 

みーんな原発いらない！という抱え切れないほ

どの気持ちを持ち寄り、この日もやっぱり時間が

足りず、くすぶってしまったけれど。あー、もど

かしい。 （2015.03.23 服部賢治） 
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【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 126回＆第 127回＆第 128回 

＆第 129回＆第 130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□3 月 29 日（日）錦町公園 

（日曜は 14 時集合 14 時 30 分デモ出発） 

4 月 3 日（金）勾当台公園野外音楽堂 

4 月 10 日（金）勾当台公園野外音楽堂 

4 月 17 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） 

4 月 26 日（日）勾当台公園野外音楽堂 

（日曜は 14 時集合 14 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 

 

講演会「放射能汚染地図の 

“これまで”と“これから”」 

講師□木村真三さん 

（放射線衛生学者・獨協医科大学准教授） 

日時□4 月 25 日（土）13:30～16:30 

会場□仙台市市民活動サポートセンター 

6F セミナーホール 

参加費無料 

主催□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 

 

女性ネットみやぎ ３周年のつどい 

講演 武藤類子さん 

（福島原発告訴団団長） 

「福島は今―原発事故は何をもたらし、 

何を奪うのか―」 

日時□5 月 10 日（日）13:30～16:00 

会場□仙台弁護士会館 4 階ホール 

参加費□300 円 

主催□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/FAX 022-215-3120 

 

 

 

 

ドキュメンタリー映画 「日本と原発」上映会 

日時□5 月 24 日（日）①10:00～②13:40～ 

会場□せんだいメディアテーク 

７階シアターホール 

（仙台市青葉区春日町２－１） 

料金□1000 円（前売り・予約はありません） 

主催□5･24「日本と原発」をみんなで観る 

仙台の会 

協賛□脱原発をめざす女たちの会 

連絡先 5-24eigakai@excite.co.jp 

090-3145-1099（斎藤） 

 

■□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 
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