
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 11 月 23 日（月・祝）12：30～16：15  

 仙台市情報・産業プラザ・多目的ホール（仙台駅前アエル 5 階） 
 

12：30 開会 

     女川原発再稼働問題の経過報告（シンポジウム実行委員会 篠原弘典さん） 

     女川原発の 3.11 被災状況報告（女川町議会議員 高野博さん） 

13：10 パネリストからの発言 

          後藤政志さん（原子炉格納容器設計者、元東芝） 

          小倉志郎さん（原子力プラント技術者、元東芝） 

          井野博満さん（東京大学名誉教授、金属材料学） 

コーディネーター：菅波完氏さん（高木仁三郎基金事務局） 

15：00 会場も交えたディスカッション 

16：15 閉会 

 

青木正芳（弁護士）、大内秀明（東北大学名誉教授）、鹿野文永（元鹿島台町長）、 

川井貞一（前白石市長）、佐々木功悦（前美里町長）、庄司捷彦（弁護士）、 

鈴木宏一（弁護士・みやぎアクション代表）、長谷川公一（東北大学大学院教授）、 

山田いずみ（弁護士・女性ネットみやぎ共同代表） 

 

 主催：市民による女川原発の安全性を問うシンポジウム実行委員会 

TEL&FAX: 022-373-7000（篠原） E-mail: hag07314@nifty.ne.jp（舘脇） 

共催：原子力市民委員会 



後藤 政志 (ごとう まさし) さん 

工学博士。1989 年、東芝に入社。原子炉格納容器の圧力と温度に対する強度設計を研究。十数年

にわたり原子炉格納容器の設計を手がける。福島第一原発事故の翌日、田中三彦氏らとともに記者

会見し、炉心溶融の危険性をいち早く指摘した。以来、原子炉格納容器設計者の観点から福島第一

原発事故の分析を行っている。 

小倉 志郎 (おぐら しろう) さん 

日本原子力事業（後に東芝に吸収合併）に入社し、35 年間一貫して原発の開発・建設・運転に携

わり、2002 年 3 月定年退職。3.11 以降、原発の基本的な構造や本質的危険性についての講演会な

どを精力的に行っている。また紙芝居「ちいさなせかいのおはなし」をつくり、各地で上演を行う。 

井野 博満 (いの ひろみつ) さん 

東京大学名誉教授。「柏崎刈羽原発の閉鎖を訴える科学者・技術者の会」代表。原子力市民委員会

の第 4 部会・原子力規制部会の部会長を務める。専門は金属材料学。原子力発電の安全性に疑問を

抱き、圧力容器の中性子照射脆化（ぜいか）等について研究。東海第二原発、柏崎刈羽原発の裁判

で証言。 

菅波 完 (すげなみ たもつ) さん 

高木仁三郎市民科学基金、柏崎刈羽原発の閉鎖を訴える科学者・技術者の会、有明海漁民・市民ネ

ットワーク、ラムサール・ネットワーク日本など、NPO や市民グループの事務局を務める。 

 

 <実行委員会構成団体> 

女川から未来を考える会／女川原発の危険から住民の生命と財産を守る会／女川原発の再稼働を

許さない石巻地域の会／女川原発の廃炉を求める大崎連絡会／原発問題住民運動宮城県連絡セン

ター／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／「さようなら原発 in いしのまき」実行委員会／自由法曹団宮城県支部／生活協同

組合あいコープみやぎ／脱原発仙台市民会議／脱原発ひまわりネット／止めようプルサーマル！

止めよう核燃料サイクル！女川原発地元連絡会／東日本大震災復旧復興支援みやぎ県民センター

／船形山のブナを守る会／放射能から子どもたちを守る栗原ネットワーク／宮城県護憲平和セン

ター 

※ 今後の情報については...「女川原発の再稼働を許さない！みやぎアクション」で検索し、ブログ、フェイスブック、ツイッターのフォローを！ 

 

政府の原子力委員会・原子力規制委員会に対抗して、脱原発社会建設のための具体的道筋につい

て政策提言する専門的組織。いわば「脱原発政策のための独立民間シンクタンク」。2014 年に「原

発ゼロ社会への道 ─ 市民がつくる脱原子力政策大綱」を発表した。 



【団体】 

放射能から子供たちを守る栗原ネットワーク、船形山のブナを守る会、郵政合同労働組合、みやぎ

脱原発・風の会、社民党宮城県連合、名取変電所と健康を考える会、カトリック正義と平和仙台協

議会、女川から未来を考える会、女川原発の廃炉を求める会、全金本山労働組合、脱原発ひまわり

ネット、塩釜地方護憲平和センター、自由法曹団宮城県支部、みやぎ県南医療生活協同組合、石巻

市職員労働組合、石巻地区広域行政事務組合職員労働組合、黒川護憲平和センター、特定非営利活

動法人麦の会、宮城県生活協同組合連合会、I 女性会議宮城県支部、原発のない未来を地域から創

る会、あいコープみやぎ、東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター、女性ネットみやぎ、

放射能から岩沼を守る会、宮城県保険医協会、宮城全労協、宮城交通労組高退協、三陸の海を放射

能から守る岩手の会、原発いらない・宮城ツユクサの会、脱原発仙台市民会議、宮城県護憲平和セ

ンター、仙台地方平和労組会議、食･緑・水を創る宮城県民会議、宮城県高齢者問題懇談会、宮城

県平和運動推進労働組合会議、I 女性会議気仙沼支部、新日本婦人の会宮城県本部、原発の危険か

ら住民の生命と財産を守る会、自治労宮城県本部、宮城県国家公務員労働組合共闘会議、みんなの

放射能測定室「てとてと」、宮城合同労組、電通労組宮城支部、婦人民主クラブ宮城県支部協議会、

女川原発の廃炉を求める大崎連絡会、（有）長尾設備、泉病院友の会、やまがた幸せの脱原発ウォ

ーキング、原発問題を考える登米市民の会、みやぎ金曜デモの会、繭の会、宮城県高等学校・障害

児学校教職員組合、原発問題住民運動宮城県連絡センター、東北労働金庫労働組合宮城県支部、「さ

ようなら原発 in いしのまき」実行委員会、放射能問題支援対策室いずみ 

 

【個人】（敬称略） 

高橋洋子、須田剛、中野七郎、河野正義、山崎順平、浅野けい子、手嶋邦衛、小関俊夫、早坂修、

芳川良一、青沼健、多々良哲、千田嘉三、篠原弘典、谷関恭子、山下司郎、鈴木智子、兵藤則雄、

松原くに子、石川徳春、辻春男、服部賢治、佐藤幸恵、鈴木政喜、舘脇章宏、成田一紘、佐藤ちと、

前田千代、桑島崇史、高桑順一・高桑久子、大場義宏、青柳充、大場拓俊、原田禎忠、芳賀ヒロ子、

岡野哲也、清水信義、猪俣暁子、伊藤由子、山田幹夫、布原啓史、小野寺秀也、加納真喜子、今野

ゆう子、前野忠夫・恭子、斉藤俊子、西澤晴代、本田まり子、岩渕康治、須江達雄、大内秀明、佐

藤継雄、高木静香、太斎義明、鈴木幸信、今野裕美子、遠田裕美、佐藤隆、佐藤庸子、苫米地サト

ロ、末永治子、北村斉子、橘美登里、中野郁子、松浦真、根岸誠、伊藤由子、菊地節子、宇佐美良

秀、大友佳代子、馬内里美、堀野公子、小林弘志、斎藤春美、西新太郎、本田永久子、佐藤功、金

田基、宇根岡實、岸本祐治、佐藤行夫、杉本みえ子、横山寛勝、本田耕一、川名直子、高橋喜一、

菊池正、菊池よし、芳賀芳昭、三浦智美、髙橋道郎、渡会正彦、堀越裕子、荒井良子、須藤英允、

日野正美、森田眞理、小川 昌義、本田敏夫、佐藤清之助、酒井由布子、柳田真、沼倉潤、小山美

知子、斉藤睦男、原信雄、石川雅之、池田朋子、渡辺恵美子、鈴木邦雄、古川さつき、斉藤みや子、

荒井まり子、小野瀬裕義、鈴木邦雄、他匿名 16 名 

 

（2015.11.19 現在） 
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［序章］なぜ原発ゼロ社会を目指すべきなのか　
　……原子力発電事業は、過酷事故を起こした場合の被害規模が大き過ぎ、復旧も長期にわたり不

可能である。そして過酷事故は現実に起こったし、将来も再発しうる。それを続けることは

倫理的に許されない。法律に基づいて原発を廃止する。

［第 1 章］福島原発事故の被害の全貌と「人間の復興」 
　1．原子力災害からの復興にあたっては、

… … （1）……「被ばくを避ける権利」をふくむ「健康への権利」を基本的人権として最大限尊重す

ること

… … （2）リスクを過小評価せず予防原則に立つこと

　　…（3）意思決定プロセスへの当事者参加を保障すること

… … を基本原則とする。これらの基本原則を一貫させることが「人間の復興」につながる。

　2．……原発事故子ども・被災者支援法が掲げる「個人の選択を尊重し支援する」という理念を、

新しく策定する〈原子力災害復興基本法〉の理念として取り入れ、同基本法のもとに関

係法令を整理し、被害救済と復興のための長期施策に一貫性を持たせる。

　3．……健康被害の未然防止のための医療保健支援、子どもの定期的な保養や移動教室の制度を

整備・拡充する。各種健康調査および検診のデータ等を一元的に管理するために、常設の

健康支援センターを国の責任で設置する。このセンターの運営にあたっては、専門家に加

えて多様な市民（原発事故影響地域の住民を含む）の参画を前提とした第三者委員会を

設け、科学的かつ倫理的な検討のもとに推進する。

　4．……避難者の生活再建支援の方向性を「早期帰還」に一元化すべきでない。避難指示の解除

にあたっては、住民の意見を最大限尊重し、拙速な解除はしない。避難者の帰還は、追

加被ばく線量が年間1ミリシーベルトを下回った後に実施され、その場合でも、帰還する

か留まるかを避難者がみずから判断できるよう、政府は賠償および生活支援を保障する。

［第 2 章］福島第一原発事故炉の実態と「後始末」をめぐる問題　

　1．……東京電力の破綻処理を行った上で、政府の「原子力損害賠償支援機構」と東京電力の「廃

炉カンパニー」を一体化して〈福島第一原発処理公社〉を設立し、福島第一原発の廃炉

業務を一元的に推進する。

脱原子力政策大綱の要旨
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　2．……福島第一原発の収束と廃炉作業に関わる雇用体制、労務政策、被ばく管理を、〈福島第一

原発処理公社〉のもとに、根本から改革する。

　3．……福島第一原発1 ～ 3号機の溶融炉心（デブリ）の空冷化を実現することにより、汚染水問

題の抜本的な解決を図り、また、リスクが大きく、多大な被ばく労働をともなう冠水方式

によるデブリ取り出し計画は凍結する。

［第３章］放射性廃棄物の処理・処分　

　1．……核燃料サイクル開発事業（再処理、高速増殖炉、ウラン濃縮の開発事業）を廃止する。

核燃料再処理と高速増殖炉は、巨額の損失をもたらす無用の事業であり、機微核技術と

して核不拡散・核セキュリティに関わる重大な難点を含んでいる。

　2．……原子力発電に関連して生じる全ての核物質を廃棄物と見なし、賢明な管理・処分を進める。

再処理廃液ガラス固化体、使用済み核燃料、プルトニウム、回収ウラン、劣化ウラン、ウ

ラン残土、核施設から排出される他の中低レベル放射性物質、使用済み核施設、福島第

一原発の施設、事故で飛散した放射性物質などが、全て廃棄物であることは明らかである。

天然ウランおよび濃縮ウランは経済的価値を有するので、その取引を禁ずるには立法措置

と財産権補償が必要になる。不要・不急の核施設解体・撤去は行わない。厳重な管理体

制のもとで放射能が減衰するまで十分な時間を置いて見守る。

　3．……新たな政府系機関として、〈 日本原子力廃止措置機関……Japan…Nuclear…Decommissioning…

Authority（JNDA）〉を設置し、核廃棄物の管理・処分を一元的に実施する。原発の廃止

によって発生する放射性廃棄物の量は厖大で、管理・処分のための期間も超長期に及ぶ。

それゆえ、政府による一元的な廃棄物管理・処分が必要である。ただし民間事業者の財

務上の責任を免除するものではない。なお、福島第一原発については〈福島第一原発処理

公社〉による「放射能汚染封じ込め作業」が一段落してから、〈JNDA〉に引き渡す。

　4．……核廃棄物の管理・処分施設は、日本国内に設置せざるを得ないが、設置場所については、

可能な限り厳しい安全確保の実現と「負担の公正・公平化」の原則に立って国民的協議

を行った上で決定する。

［第４章］原発再稼働を容認できない技術的根拠　

　1．……新規制基準のもとでの原発再稼働は、以下の理由で行うべきでない。

… … （1）住民の被ばくを防ぐ絶対的な条件である「立地審査指針」を無視している

… … （2）原発は、地震・津波に耐えられない。「残余のリスク」がある

… … （3）基本設計の見直しがされておらず、過酷事故は防げない

… … （4）原発過酷事故を想定した地域防災計画に実効性がない
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　2．……上記理由から、原発立地を認めた地元合意は白紙に戻し、少なくとも原発30km圏内の

全ての自治体との間で、原子力安全協定を締結するための協議を開始する。

　3．……現在、各電力会社が、新規制基準適合性審査の結果を待たずに進めている過酷事故対策

工事は、直ちに中止する。それらは必要性および妥当性が確認されていない設備投資であ

り、電気料金に転嫁されるべきではない。

［第 5 章］原発ゼロ社会への行程　

　1．……福島原発事故を発生させた国と東京電力との責任を明確にし、東京電力の破綻処理を進

める。また、国の事故発生、原子力開発の責任に基づき、完全賠償、「人間の復興」事業

の推進、脱原発社会への移行を進める。

　2．……原発ゼロ社会を実現するために〈脱原子力基本法〉を、エネルギー利用のあり方を持続可

能なものに転換するために〈エネルギー転換基本法〉を制定する。また、原発ゼロ社会の

実現に向けて、原子力開発を進めてきた組織を廃止する一方で、〈脱原子力庁〉を設置する。

　3．……日本政府は原発輸出を進めるための全ての政策を中止する。過酷事故は大地震・大津波

の多発地帯である日本だけでなく、世界のどこでも起こりうる。危険施設を輸出すること

は許されない。官民一体のトップセールス、ベトナムやトルコに関する海外調査事業、政

府系金融機関による巨額の融資や保険の提供は認められない。

［終章］「原子力複合体」主導の政策決定システムの欠陥と民主的政策の実現への道　

　……「原発ゼロ社会を実現する行程」に日本社会が進んでいくために、民意を反映する議会構成の

実現、市民運動と公論形成の活発化、国会の政策形成機能の強化、自治体の独自の政策的取

り組み、独立性のあるシンクタンクの形成、批判性のあるメディアと情報公開、という諸課

題について、それぞれに積極的な取り組みを推進する。

以　上
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