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放射能災害と向き合うことは、 

天災とは違うレベルの悲しみをもたらす 
－5・29 シンポジウム・プレ企画「逃げ遅れる人々」＆「無念」上映会報告－ 

 

4 月 23 日、仙台市戦災復興記念館で「逃げ遅

れる人々」と「無念」の上映会が 33 名の参加で

開かれた。主催は「風の会」だが、5 月 29 日に

行われるシンポジウムのプレ企画として行われた。

というのも、5 月 29 日に発言が予定されている

馬場浪江町長や、ケア・ステーションゆうとぴあ

理事長の鈴木絹江さんがそれぞれの映画に登場し

ているからだ（馬場さんは声の出演）。 

  

「逃げ遅れる人々」では、東日本大震災の地震・

津波・原発事故の際、障害者や施設の方がどのよ

うな困難に直面したのかが、様々な証言を通して

明らかにされる。アンケートで「思っていた以上

に、ハンディのある方にとって震災・避難が大変

なことであるか、よくわかりました。放射能がな

くとも困難ですのに、あれば、なおのことで、（健

常者含め）避難という観点から、つくづく原発が

なければ問題ないのにと、映画を観ながら何度も

思いました」とあったように、なかなか非常時に

自分と異なる立場に置かれた人の状況までは思い

が至らないことが、改めて映画を観て感じさせら

れた。「原発批判上最も説得力ある力作です」との

声もあった。 

 またアニメ「無念」は、浪江消防団が実際に住

民を助けようとしたが、原発事故により避難せざ

るをえず助けることができなかった「無念」の思

いを描いたもので、もともとは紙芝居だったもの

をアニメにしたものだ。アンケートでは「声の出

演者のプロフィールが多くを物語っていた」との

意見もあった。というのも、ここで出演している

人は浪江をはじめ周辺の住民はもちろん、馬場町

長や、あの双葉町の「原子力明るい未来のエネル

ギー」の標語を造った大沼さんなど、ほとんどプ

ロはおらず手作りで作ったもので、その分気持ち

が伝わる作品になった。 

 

 この「逃げ遅れる人々」「無念」に共通するのは、

福島の人たちの奥底に沈み込んでいる深い悲しみ

だ。「逃げ遅れる人々」では鈴木絹江さんが涙なが

らにこのように語る。「福島の人たちは一番の悲し

みを自分の心の奥そこにしまいこんで、開かずの

間に入れこんじゃっていますよ。がんばらなくち

ゃ、くよくよしてられない…だけど流す涙は胸の

中にいっぱい詰まっている。その涙を出し切らな 

 

「事故が起きたら逃げられるのか？」      〈入場無料〉 
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かったら、立ち上がることなどできない…」。また

「無念」では、「…最近思うんだ、泣くことも大事

なんじゃないかと。これまで泣かずに頑張ってき

たけど、泣けるようになったということは前に進

んでいるんでねえか…」とのせりふがあった。未

曾有の大震災だったため、岩手や宮城でも多くの

悲しみがあったが、福島の悲しみはちょっと質が

違うのではないか、奥底に沈み込めなければなら

なかったのはなぜなのか、との思いがしばらく消

えなかった。 

 そして、5.29 のシンポジウムだ。今回は先に

あげた馬場町長とともに基調講演を行っていただ

く上岡直見さん（環境経済研究所所長）、そして実

際に避難計画作りに奔走されている石巻市役所総

務部次長（原子力・防災担当）の二上洋介さん、

さらに鈴木絹江さんがパネリストとして発言され

る予定だ。 

 4 月に発生した熊本地震では、関連死を含める

と 70 名近い方が亡くなり、被害を受けた住宅も

約 4 万棟に上る大災害となったが、一方で川内原

発を止めろという声が瞬く間に全国に広がった。

なぜなら、今回の地震は震度 7 が 2 回起こるとい

う「前例のない」地震であり、今後震源が広がり

をみせるのか否かが、専門家でも意見が分かれる

というものであり、「川内原発では地震は起きない

のか？」ということと、また実際に万が一原発か

ら避難となった場合に交通手段として想定される

電車や車での移動が、地震による被害で困難にな

っているためだ。川内原発の避難計画について上

岡さんは、TBS のテレビ番組で「避難計画につい

て一部は、道路の不通などを考慮しているものも

あるが、今回の熊本地震のような至る所で道路が

寸断される状況は考慮されていない。そういう意

味で実効性はまだまだ乏しい」と語っている。 

 実際、東日本大震災の時は、女川原発周辺は道

路があちこちで寸断され、原発近くで地震・津波

の被害にあった住民は女川原発の体育館に避難し

た人も多かったが、これが万一女川原発での放射

能事故であったら…と思うとぞっとする。しかし、

現在の原子力規制委員会の審査基準には、この住

民の避難計画については審査の対象とはなってお

らず、あくまで地元自治体の責任として押し付け

られている。ここに大きな矛盾がある。つまり、

地元自治体には原発の再稼働の是非にかかわらず、

原子力防災避難計画をつくるように国から指示さ

れており、そして、もしそのとおり避難が出来な

ければ、それは避難計画をつくった自治体のせい

にされてしまうのだ。2016 年 4 月現在、宮城県

で原子力避難計画が策定されたのは、南三陸町、

東松島市、涌谷町、美里町の 4 市町にとどまって

いる（ちなみに美里町は HP で「美里町は『脱原

発宣言の町』であり、本計画は女川原子力発電所

の再稼働を容認するものではなく、廃炉までに発

生する可能性のある原子力災害に備えるためのも

のです」と断りをいれている）。 

 よくいわれるように、国際原子力機関（ IAEA）

が定める安全基準では第 5 の防護層として、緊急

時の避難計画を求めている。つまり、本来は地震

や津波、そして火山などの非常時にも住民が被ば

くせず避難できる態勢がとれることが、原発の運

転の最低必要条件の一つである。実際、かつての

原子炉立地審査指針には、「基本的目標」として「更

に、重大事故を超えるような技術的見地からは起

るとは考えられない事故の発生を仮想しても、周

辺の公衆に著しい放射線災害を与えないこと」と

あったのに対し、現在の規制委員会による新たな

規制基準では、住民の被ばくを前提にしたものに

なっているなど問題点が多い。 

 5 月 29 日のシンポジウムは、こうした課題を

いろいろな角度から明らかにしていくために、専

門家の上岡さんの講演に加え、首長の立場で苦渋

の選択をせざるを得なかった馬場浪江町長、避難

する立場、しかもハンディをもったなかでの避難

を強いられた鈴木絹江さん、そして現在避難計画

の策定という困難を抱える石巻の二上さんをお迎

えして行われる。 

主催は、昨年 20 人の県議で発足した「脱原発

をめざす宮城県議の会」と、「市民による女川原発

の安全性をめざすシンポジウム実行委員会」とい

うことで、議員と市民、そして専門家と行政が一

堂に会して直面する課題に共に取り組むという、

これまでに例のない企画となるので、ぜひ多くの

方のご参加をお願いいたします。 （舘脇） 

 

 

「3.27 NO NUKES Parade」 

色とりどりの風船や幟旗が輝いて 

 

チェルノブイリ事故から 30 年、福島事故から

5 年経った。前日の 26 日には東京･代々木公園で

「原発のない未来へ！3.26 全国大集会」が開か

れ、3 万 5000 人が参加したという。昨年は、3

月 8 日に日比谷公園で 2 万 3000 人が参加した

「3･8 NO NUKES DAY 反原発･統一行動」が
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開かれ、私も集会から国会前での抗議行動に参加

した。 

今年は、東京、仙台と連日の行動は無理とあき

らめて、仙台の「3.27 NO NUKES Parade」だ

けにした。いくぶんできた余力の分で、少しでも

手伝えればと早めに市民広場に行って、会場設営

の手伝いから参加することができた。 

 

 篠原恭子さんの司会で、集会は始まった。実行

委員会を代表して脱原発みやぎ金曜デモの西新太

郎さんの主催者挨拶は、「皆さん、お天気が良くて

よかったですねぇ」という言葉で始まり、伊方原

発 1 号機の廃炉決定に触れ、「みなさんの力で必

ず女川原発を廃炉にしましょう！」と締めくくっ

た。 

 続いて、宮城県内のそれぞれの現地で脱原発の

活動に携わる人たちから挨拶や報告があった。女

川原発の立地自治体の女川町議の高野博さん、阿

部美紀子さんが挨拶された。高野さんは、「原発は

絶対安全で放射能の心配もない」と女川町民に説

明して建設した女川原発だが、福島の事故で原発

は安全でないことが分かったのだから廃炉にする

のが筋道だと話され、阿部さんは、地震と津波ば

かりではなく原発への不安も沿岸地域の人口減を

加速していると指摘された。 

 加美町から「放射性廃棄物最終処分場建設に反

対する宮城県民連絡会」の高橋福継さんが挨拶さ

れ、処分場は米どころ大崎平野を広く汚染する恐

れがあると強い危機感を述べられた。 

 女川原発 30km 圏からは結成されたばかりの

「女川原発 UPZ 住民の会」の橋本史俊さんが挨

拶され、UPZ の自治体にも女川原発再稼働の拒否

権を持てるように運動していきたいと決意を述べ

られた。 

 最後に、脱原発を目指す宮城県議の会会長の

佐々木功悦さんが壇上に上がり、女川原発はもと

もと250ガルに耐えるように設計されたもので、

再稼働にあたって 1000 ガルに耐えられるよう

に改良するとしているが、宮城県北部地震では

4022 ガルであったことを考えれば女川原発の

安全性は全く信用できないと強調された。 

 集会の後半はパフォーマンスでは、コーラスグ

ループ「宮城のうたごえ」が「なぜに、福島の地

から」や子どもたちへ想いを伝える「青い空は」

の合唱を披露し、続いて、「みやぎ割烹着―ず」が

忌野清志郎の反原発ソング「放射能はいらねえ！」

に振付をして、歌い踊って会場を盛り上げた。 

 集会の締めは、集会アピールの朗読である。ア

ピール文は、次のような言葉で締めくくられてい

た。 

 

「あれから 5 年、私たちは、宮城県で生きていく

私たちと子どもたちのために、女川原発の再稼働

に反対し続けています。日本の未来の子どもたち、

地球の未来の子どもたちのために、すべての原発

を止めるよう求め続けています。 

 仙台市の、宮城県の皆さん、そしてこれからを

生きていくすべての皆さんに訴えます。未来の子

どもたちに健康で光り輝くような故郷を残すため

に、どうか原発廃棄の声を上げ続けている私たち

の列に加わってください。」 

 

 前日の東京の 3 万 5000 人には及ぶべくもな

いが、この市民広場には 600 人が集まり、集会

後に一番町、青葉通りへとアピールパレードに出

発した。脱原発金曜デモでは、冬の間、ずっと暗

い街を歩いていたので、温かい陽射しのもとで街

を歩いていると少しばかり気分が浮いてくる、そ

んなパレードになった。 

 傾きかけた陽を浴びて、色とりどりの風船や幟

旗が輝いているようだった。若いころ、学生や組

合のデモでこのような感じを受けたことはあまり

ない。子どもから私のような年寄りまでさまざま

な（つまり、色とりどりな）人々が声を合わせて

訴える風景は、じつのところ、この日本にとって

はとても近代的なことではないか。ここ数年、福

島事故以来の国会前の風景もそうだが、こうした

情景はかつての日本にはなかった。私はそう思う。 

（小野寺秀也） 
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脱原発への道は歴史的な必然性 
－自然エネルギーで地域社会を変える－ 

  

4 月 2 日（土）東北大学さくらホールで開かれ

たシンポジウム「自然エネルギーで地域社会を変

える」は、会場がほぼ満席の 140 名の参加者で、

自然エネルギーに関する市民の関心の高さを示し

ていた。以下、シンポジウムに参加した私の個人

的な印象について述べる。 

福島原発事故後、原発の安全神話がくずれ、政

財界や学会で構成される原子力村の影響力・支配

が世間に明らかになってきた。また脱原発の国民

の声は大きな運動となり、一時は国会前の 10 万

人集会にまで盛り上がった。宮城でも脱原発金曜

デモが事故の年 7 月からスタートし、この 5 月 6

日で 178 回となった。このような国民の広い反

原発の声を背景に、私は日本の原発は近く廃炉の

方向に向かうだろうと期待していた。 

しかし、民主党政権から変わった安倍政権によ

ってこの期待は見事に裏切られ、再び経団連を中

心に原発推進の妖怪がうごめき始めた。さらに、

事故後 5 年が過ぎ、この間、脱原発デモの参加者

も次第に少なくなり、世間一般・マスコミも福島

原発事故はなかったことの様に事故の風化が進行

し、ついに安倍政権は川内原発の再稼働を強行し

た。こうした状況に、私の気持ちにも少なからず

焦燥感があった。 

 

しかし、飯田哲也氏の講演は、脱原発への道は

歴史的な必然性であるという楽観的な見方を示し、

脱原発への新たな展望を与えてくれた。氏によれ

ば、国外では原発はもはや新しい電力源ではなく、

歴史的に見捨てられる運命にあること。すなわち、

近年、世界の電力事情が大きく変化し、福島原発

事故以降、原発の建設が停滞する一方で、再生可

能エネルギーによる電力が急速に増加し、特に風

力発電が原発による電力を上回ったとのこと。世

界、特にヨーロッパ各国は、再生エネルギー利用

を増やし、脱原発への道を着実に進めている。例

えばデンマークのサムソ島では、すでに 2003 年

に自然エネルギー100%を実現している。ドイツ

では、2014 年の再生可能エネルギー（水力を含

む）の発電比率は、25.8％。原子力（15.9％）

に大きく水をあけた。また 2014 年には初めて再

生可能エネルギーの比率が、石炭火力を追い抜い

て最大となった。こうした背景に、福島原発事故

以降、原発はこれまで以上の安全のための設備対

策費がかかる上に、核廃棄物処理や廃炉費用を含

めると、原発が決して経済的に安価でないことが

ある。 

これに対し、歴史的な福島原発事故を起こした

当事国日本の政府は、“原発はベースロード電源と

して必要である”として、依然として原発に依存

するエネルギー政策をとり続けている。このよう

な日本のエネルギー政策は、欧米諸国のエネルギ

ー政策と比べ 10 年ほど遅れているとのこと。ま

た、「日本と原発」の監督をされた河合弘之弁護士

と飯田哲也両氏が、「自然エネルギー」をテーマに

脱原発後を見据えた新しい映画の制作のため、二

人で世界各地の先進的な国や地域をまわり記録に

収めていることが報告された。この映画が一刻も

早く完成することが期待される。 

 

次の講演者佐藤彌右衛門氏は、福島原発以後、

国や東電を非難するだけでなく、原発を見逃して

きた責任として、会津盆地の豊かな自然の資源を

生かした再生可能エネルギーを自分たち自身で作

ろうとして、地域電力として会津電力株式会社を

立ち上げた経過と現状を話された。佐藤彌右衛門

氏 は 「 全 国 ご 当 地 エ ネ ル ギ ー 協 会 」

（http://communitypower.jp/）の会長も務め

られている。また氏の活動は 4月 8日NHKで“明

日へ つなげよう「フクシマ再生 ９代目・彌右衛

門の挑戦」” と題して放映された。 

（http://communitypower.jp/news/1880） 

続いて、宮城県からの政策紹介として県の再生

可能エネルギー政策が発表された。しかし、私に

は、2030 年までに再生可能エネルギーを全エネ

ルギー供給の 25%とする山形県や、10 年後 2

倍にする目標を掲げる秋田県等の県を挙げての積

極的な取り組みと比較し、宮城県は消極的な取り

組みしかしておらず、小規模な補助金でお茶を濁

している印象を受けた。これも女川原発を抱える

東北電力の圧力か、と勘繰られた。 

パネルディスカッションでは、東北地区での多

彩な地域での再生可能エネルギー利用の活動が報

告された。再生エネルギー利用の活動がまさに地

域の再生につながることをうかがわせた。若さあ

ふれる若者が中心となって風力発電を計画してい

る石巻市の NPO STELA の活動が印象的であっ

た。少子高齢化と過疎化に悩む里山の町に原発事

故による放射能汚染の被害が追い打ちをかけ苦境

に立たされた丸森町筆甫地区の再生をかけた筆甫

電力（株）には多くの支援が期待される。 

松浦 真（きらきら発電） 

http://www.asahi.com/topics/word/再生可能エネルギー.html
http://www.asahi.com/topics/word/再生可能エネルギー.html
http://www.asahi.com/topics/word/再生可能エネルギー.html
http://communitypower.jp/
http://communitypower.jp/news/1880
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 最近の気になる動き 52   

免震重要棟の新設撤回問題 
 

九州電力川内原発の免震重要棟の新設撤回例に

倣ってか、4.21 東北電力は、再稼動審査申請中

の女川２と東通原発について、重大事故時の対応

拠点となる緊急時対策所を「免震構造ではなく、

耐震構造に変更すると発表」＜4.22 朝日＞しま

した。 

そこで、4.21「お知らせ」を見たところ、「新

規制基準適合性審査におけるこれまでの議論によ

り、設計条件が具体的となったことを踏まえ、整

備する設備の仕様や建物構造の設計の見直しに向

けた検討を進めて」きた結果、「緊急時対策所につ

いて、電源・空調設備等の耐震強化や、建物内の

加圧用ボンベの追加配備を行うほか、建物の壁を

厚くし、遮へい機能を強化するなど、設計の一部

を見直すこととし」、「これら設備・建物の設計見

直しや重量の増加を踏まえ、建物構造についても

検討した結果、原子炉施設での採用実績が多く、

これまでの設計の経験や技術的知見も豊富な「耐

震構造」に建物の構造を見直すこととし、より確

実に安全確保を図っていくこととしました」との

こと（下線筆者：以下同じ）。 

そして、女川２の経緯については、「平成２５年

１２月２７日、女川原子力発電所３号機原子炉建

屋内に緊急時対策所を設置し、緊急時対策所機能

のさらなる信頼性向上のため、将来的に高台に設

置する重要棟（免震構造）内に緊急時対策所を設

置することで申請」したものの、「平成２８年３月

３１日、新規制基準に係る適合性審査にて、緊急

時対策所を３号機原子炉建屋内から将来設置とし

た高台の重要棟に一本化する方針」とし、申請当

初の３号機原子炉建屋内への一時的設置を取りや

め、最初から敷地北西部の高台に新設する重要棟

内に設置するよう変更したようです。 

これは、これまでの規制委審査（７４回）を受

け「設計変更や追加工事が必要と判断」＜5.8 朝

日＞され、再稼動が当初予定の来年（2017）４

月から遅れることが確実となったため、それに間

に合わせるための“一時しのぎ”だった緊急時対

策所の３号機内暫定設置は時間的にも経済的にも

無駄（二度手間・二重投資）なため‘初めから新

設重要棟内に設置することにした’ということの

ようです（＊筆者が『鳴り砂』254･255 で指摘

した３号機耐震性問題も影響？）。しかも、所内設

備の耐震強化や放射線遮へい能力向上（作業員の

居住性確保）のための建物の壁厚増加（なんと２

倍にするとのこと：4.22 朝日）などによる重量

増により‘重要棟全体を「免震構造」にすること

が難しくなった’ということのようです。 

確かに、『実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則』第６１

条の「適合のための設計方針」では、「緊急時対策

所は、基準地震動による地震力に対し、機能を喪

失しない耐震性を確保」＜申請書・添付書類８：

p.8-1-184＞していればよく、免震構造は特に

求められておらず、耐震構造であっても新規制基

準上は何ら問題になりません（川内原発の前例の

とおり）。なるほど、なるほど…。 

 

でも、重要棟内での対策所の配置を中心部にす

るなど工夫すれば、外壁全体の壁厚を２倍にしな

くとも、内部の仕切り壁を厚くするだけで遮へい

能力は確保できるのではないでしょうか。また、

免震構造にすれば、設備の耐震補強による重量増

加も軽減できるはずです。そう考えれば、重量増

加を理由とした免震重要棟建設撤回はおかしいの

ではないでしょうか。 

また、免震構造の実績が少ないのは当然ですが、

2007 中越沖地震での柏崎刈羽原発の教訓から

福島第一原発にも建設され、それが地震直前に完

成して事故対応の拠点として有効に機能したこと

に鑑みれば、東北電力は（他号機の再稼動をも見

据えて！？）免震構造の実績を積むという判断を

するのが自然と思われますが、そうしない特別の

理由は何でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第１回資料３＞  ＜H28.4.15 資料＞ 
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東北電力は、宮城県・安全性検討会に対しても、

「代替緊急時対策所の設置（３号機の原子炉建屋

内）。これに加え，更なる信頼性向上の観点から，

新たに建設する免震重要棟内へ「緊急時対策所」

を設置（その時点で代替緊急時対策所は廃止）」

すると説明していますので＜H26.11.11 第１回

資料３：p.23＞、本当の変更理由・耐震構造とし

た場合の安全性（免震構造との比較）を改めて説

明する必要があります。川内原発でも持ち出され

た‘前例が少ないため審査に時間がかかると予想

される’日程的理由や、免震ゴム・ダンパーなど

の建設・維持費用がかかり過ぎるという経済的理

由による変更など、安全性向上の証明が十分にな

されない限り、決して認めてはならないと思いま

す。   ＜2016.5.8 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

「小さなお茶会」 ～福島レポート～ 

 

5 月のある雨の日、いわき市内にある日本キリ

スト教団常磐教会内でのお茶会に参加した。「小さ

なお茶会」と名付けられたこの会は、震災後、汚

染された地域で子育てに不安を感じている地元在

住のお母さんたち自身が主催し、出会いと交流を

重ね、続けられている。常に参加する方だけでな

く、初めてのお母さんもいて、当日は計 14 人（女

性）と子ども 1 人が参加した。会では、福岡や岡

山など他地域から応援され送られてくる野菜の共

同購入や、日頃の疲れをケアするためにマッサー

ジを低料金で受けることができる、居心地のいい

サロンのようだった。何よりも、夫やお父さんの

話題で盛り上がるような女子会特有の雰囲気の中

で、福島県内ではタブーと化しつつある放射能へ

の不安や心配を安心しておしゃべりできる、貴重

な交流の場となっていた。 

 

子どもたちの個々具体的な被ばく量を低減する

ためには、大人や子ども、性差も平均化した「個

人被曝線量」という考え方・評価に依拠せず、身

近な生活環境の汚染状況を知る必要があることか

ら、この数年間、彼女たちは、市内の学校や幼稚

園・保育園や公園など、「たらちね」や「いのり」

といった市民測定室と共同しての土壌測定にも取 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【5 月 11 日（水）いわき市「常磐教会」にて】 

組んできた。除染のあるなしにかかわらず、ホッ

トスポットの有無や経年変化を確認するために、

1 度だけではなく、2 年という間隔を置いて現在

2 巡目の環境測定活動を行い、結果報告もお茶会

内で共有している。その中で特に高いという場所

があれば、除染などを求め、必要に応じて市と話

し合いも重ねてきた。 

信じられないことだが、高い測定値を示した結

果を伝えた当該幼稚園の中には、「ベクレルって何

ですか？」というような、危機意識が薄い、とい

うよりは、警戒心すらないに等しい先生もいる。

総じて放射能への警戒感が薄れてきていることを

示す一事例だが、単に一先生の問題ではなく、現

場の危機意識がないに近いようだ。 

 

福島県内では比較的空間線量が低いと言われて

いるいわき市だが、放射性ヨウ素による事故直後

の初期被ばくが濃厚に疑われていて、通常は考え

られない高い被ばくをしたであろう子どもたちに、

これ以上の被ばくをさせたくない、少しでもリス

クを減らしたい、という彼女たちの願いや気持ち

はごくごく自然で、このように育ててもらえる子

どもたちにうらやましさすら感じる。ある日突然、

生活環境に多種多様な放射性核種がまき散らされ 
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たのに、セシウムとヨウ素だけの限定的な計測を

もって「安全」とする欺瞞を鵜呑みにせず、安全

の定義を明確化して、給食には安全が確認された

食材を使用してほしい、という彼女たちの小さな

声は、どんな立派な学者の論文よりも私の心に響

く。彼女たちは自分たちの子どもだけではなく、

みんなが守られる普遍的体制づくりを求めている。

数年前からお米をはじめ地元産食材が多く使用さ

れ、校庭での部活動なども普段通りに行われてき

ているが、彼女たちのように声をあげたくてもあ

げられないお母さんたちも少なくない。 

 

年間追加被ばく線量が20mSv以下なら避難す

る状況にはない、という放射線被ばくに寛容な政

策が執られていて、福島県は 2017 年 3 月をも

って自主避難者への住宅支援を打ち切ろうとして

いる。汚染地での生活者にとって、被災前より高

い被ばく量が想像されるが、その中でも実際には

まだらな汚染・不均一に被ばくする状況がある中

で、生活者個々のレベルでの被ばく回避策やその

結果が、具体的に一人一人に見えなければならな

い。福島県内では「安全」「大丈夫」と言われるば

かりで、被ばく回避は自己責任と化しているが、

個人でできることは多くなく、まず何よりも、進

行している歴史上の大災害に対処する主体形成、

つまり国や県、市町村などが率先して取組んでい

く体制を確立することが必要だと思う。それは安

易なリスクコミニュケーションや根拠のない安全

の刷り込み、汚染の忘却では決してなく、核災害

に向き合い、汚染状況を住民と共有することから

始めなければならない。「やることをやってもらっ

てると思えれば安心する」と言っていたあるお母

さんの一言が、これまでの精神的負担や無責任な

自治体の現状の一端を表しているのだと感じられ

た。 

震災から 5 年、何も解決していない。一般人の

年間被ばく線量限度の合意なき引き上げや放射線

影響に対応する取組みは、このお母さんたちだけ

の問題ではない。県外の私たちにとっても取組む

べき重要な長期的課題だとあえて触れておきたい。 

（2016.5.19 服部賢治） 

 

 

再処理工場は、税金の壮大な無駄づかい 
青森で、「4･9 反核燃の日」全日闘争 

 

31 年前の 1985 年の 4 月 9 日、当時の北村

知事は県議会全員協議会を開催し、核燃料サイク

ル施設の受け入れを一方的に決定しました。その

後、この暴挙に対して青森の私たちは、全国の仲

間とともに「４月９日」を「怒りと屈辱の日」と

して、全国集会を開催し続けてきました。 

今年の闘いは、チェルノブイリ原発事故から

30 年、福島原発事故が５年も経過し、ますます

拡大する放射能被曝被害に対するフクシマの苦悩

と怒りが充満していく中で、「核燃サイクル絶対反

対！再処理を止めろ！」の声をあげました。 

午前 11 時からの「全国市民集会」では、核燃

サイクル阻止１万人訴訟原告団の浅石代表が、「欠

陥だらけの再処理工場は、税金の壮大な無駄づか

いであり、それでも再処理にこだわるのはプルト

ニウムを作ることで核保有を考えているからだ」

と訴えました。基調報告では、「使用済み燃料再処

理機構」の狙いが、再処理費用を確実に国民から

徴収し、プルトニウムを作る再処理の実施を着実

に進めるためだ」と指摘しました。そして、「憲法

上、核兵器を持つことは容認されている」という

閣議決定が強行されたことを怒りを込めて明らか

にしました。 

さらに、全国と青森の各地から沢山の発言があ

りました。北海道からは泊現地からと函館から、

そして東海村の現地からは『東海再処理事業のも

たらしたもの』と題した講演が行われ、高いレベ

ルの放射能廃液やプルトニウム溶液などを抱え込

んでいる現状を報告しました。青森のこれからを

考えていくための大事な指摘だと思いました。 

私たち金曜行動の仲間からは宮城の方が発言し

ました。青森現地のむつからは、再処理のために、

中間貯蔵施設に対して使用済み核燃料が運び込ま

れようとしていることに対して、現地と全国の連

帯した取り組みが訴えられました。 

集会終了後、参加者は、午後２時からの「第 31

回 4･9 反核燃の日全国集会」に合流し、1,100

名の集会・デモを貫徹しました。 

夕方から行われた「金曜行動の東北の仲間の交

流会」は、青森、岩手、宮城、山形の４県から、

14 名が参加し、交流しました。各地では、１県

で数か所の金曜行動を 190 回前後粘り強く継続

しており、力強さを感じました。また、山形など

原発立地県でないところでの活動の困難性をはじ

め、各地に共通する「老齢化」などの直接的困難

性の問題と課題も話し合われました。青森の私た

ちは、金曜行動の仲間が中心となって、夏休みに

福島の子どもたちを青森に招いて保養を始めるこ
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とや、飛び入りの参加者が活動を継続しているこ

となどの報告を行いました。 

そのあと、青森の金曜行動の私たちは、午後 6

時から開催された「福島 3･11 被曝と保養」の集

会に参加しました。核施設の集中する青森で奮闘

し続けてきた大竹医師の講演は、「命を守ることを

最優先する」立場から、福島視察に基づいての、

帰還など到底できない現状を告発されました。山

積み状態のフレコンバッグ、ホット・スポットと

コールド・スポットの混在、事故原発の再臨界の

危険、住民分断策としての賠償策、原発推進と反

対で対立している地域と家族の現状など、深刻な

事態を報告しました。しかし、大人が対立を避け

て、何が問題かを学ばず、考えなくなると、子ど

もも考えなくなると指摘しました。 

遠藤医師の講演は、内部被ばくの危険性を暴く

ものでした。冒頭で、福島原発事故は、水素爆発

でなく、核爆発（※）であったと指摘されました。

その恐るべき真実が、講演が進むにつれて明らか

にされ、放射性微粒子による内部被ばくの脅威に

直面し続けている放射能汚染地で生活している

人々には、避難と保養、食事対策などが必要と訴

えられました。なお、遠藤医師は、４月に共著『放

射線被曝の争点』（緑風出版）を刊行されました。

是非参考にしてほしいと思います。 

さらに、翌日の 10 日は、六ケ所再処理工場門

前に300名ほど結集し、抗議集会を行いました。 

（文責 「原発なくそう！核燃いらない！ 

あおもり金曜日行動」作間信彦） 

（※編集部注 事故当初は可能性が指摘されてい

た） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は「原発を再稼働させず廃炉」等の株主提案 

2１年連続、株主 204名・247,300株で 

 

5 月 10 日、1977 年運転開始の四国電力伊方

原発 1 号機（56 万 6 千㌗、加圧水型軽水炉）が、

老朽原発にこれ以上お金をかけられないと廃炉に

なり、福島原発事故前 54 基稼働していた国内の

商業用原発は 42 基に減少。原発廃炉の時代です。 

東北電力の原発は、巻原発、浪江小高原発の建

設計画が粘り強い住民の闘いで白紙撤回に追い込

まれ、東通原発 2 号機の建設計画も頓挫、運転し

ていた4基も東日本大震災で被災し5年以上停止。

原発なしでも電気は大丈夫なことが暴露されまし

た。 

 

「原発を再稼働させず廃炉作業開始」～東北電

力は、被災した女川・東通原発に、3500 億円も

の莫大な無用な費用をかけて安全対策工事を行い

再稼働させようとしていますが、原発の持つ本質

的な危険性は無くせません。直下や敷地周辺は、

熊本地震のように、いつ動くか分からない活断層

だらけです。原発は、大事故を起こした場合でも

東京電力のように、或いは核のゴミの後始末にし

ろ、国（税金）にたかるしかありません。 

しかし、司法の世界における新しい動き、3 月

の大津地裁の高浜原発 3・4 号機運転禁止の仮処

分決定など、原発の再稼働に対する世論の動きは

ますます厳しさを増しています。 

4 月 1 日から電力小売りの全面自由化が始まり

ました。すでに、東北電力でも離脱件数 4900 件

（3 月 18 日現在）、原発にしがみつく電力会社が

見捨てられる時代が始まっています。安全上も経

営的にも原発からの撤退を決断すべき時期です。 

「放射性物質の責任管理」～原発は大量の放射

性物質（放射能）を作り出します。ところが、原

発が「トイレの無いマンション」と言われるよう

に、この放射能のゴミの処理・処分の問題は、開

発当初から問題にされながら 50 年経っても解決

の道筋さえ見えていない状態です。発生者責任を

果たし続けていくために、原発敷地内で厳重に永

久管理していくことが必要です。 

「核燃料再処理事業への投資の中止」～日本原

燃は六ヶ所再処理工場の完成を 2018 年度に延
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期しました。実に 23 回目の延期！です。建設費

はすでに当初見込みの 7,600 億円から 2 兆

2000 億円に膨らんでいます。また、再処理工場

の生産物であるプルトニウムを、日本は使い道も

なくすでに 47 トンも保有しており、「何のため

に再処理してこれ以上増やすのか」と国際社会か

らの疑念が高まっています。核燃料再処理事業へ

の投資を行なわず、六ヶ所再処理工場を運営する

日本原燃への出資は回収すべきです。 

「高速増殖炉開発からの撤退」～高速増殖炉も

んじゅは1995年12月にナトリウム漏れ事故を

起こして停止。2010 年 5 月に 14 年ぶりに試験

運転を再開しましたが、同 8 月に炉内に装置を落

下させる事故を起こして再び停止しました。もは

や、もんじゅは技術的に実現困難であるばかりか、

破綻していることは誰の目にも明らかです。停止

していても維持費だけで 1 日 5000 万円を浪費

するもんじゅは一日も早く廃炉にすべきです。 

「原発事故に対する社会的責任」～東京電力福

島原発事故による国民負担（電気料金への上乗せ、

政府の直接財政支出、事実上の国民資産である東

電株の売却益やエネルギー特別会計からの支出）

はすでに 3 兆 4000 億円を超えて、さらに今後

も増え続ける見通しといわれています。電力自由

化のなかで、このような無責任な企業への国民・

顧客の目は厳しくなっており、このような東京電

力の姿勢とは一線を画し、万が一事故が起こった

場合には、全責任を負い、全て東北電力で賄うべ

きです。 

 

脱原発東北電力株主の会は、以上の「株主提案

議案」を、4 月 3 日、昨年の提案株主と昨年夏議

決権行使書を閲覧・謄写して賛同を確認した株主

約 730 名に郵送しました。 

今回は、株を売却したという従来からの提案株

主さん（東北電力に見切りをつけた？！）が多く

みられましたが、新しい株主さんも 39 名ほど増

え、226 名の方から賛同を頂き、「資格審査」の

結果、最終的に 204 名・247,300 株の共同提

案となりました（昨年は 229 名・311,300 株）。 

4 月 28 日午後１時、東北電力本社で株式課に

「株主提案議案」「株主提案権行使請求書」等を提

出・受理され、午後 2 時から県庁で記者会見を行

い（3 名参加）、『河北新報』に掲載されました。 

 

今年の株主総会では、上記の 5 議案と、事前質

問書を基に、「原発再稼働中止－廃炉」を経営陣に

迫って行きます。（空） 

 

東北電力㈱第９2 回定時株主総会 

６月 28 日（火）午前 10 時 

電力ビル７階電力ホール 

 

 

 最近の気になる動き 48   

人間ｖｓ人工知能（ＡＩ） 
 

福島原発事故から丸５年の３月、囲碁で世界最

強棋士の韓国イ・セドル九段を人工知能（ＡＩ：

Artificial Intelligence）「アルファ碁」が４勝１

敗で破ったことが話題になり、“勝因”としてコン

ピューター自身による‘自ら学習する能力・強化

学習・深層学習（ディープラーニング）’の急速な

進化が挙げられ、井山裕太名人は‘人間とは違う

判断力・大局観・形勢判断’を持っている＜3.13

朝日＞と述べました。 

それ以上に筆者が気になったのは、米・マイク

ロソフト社開発の人工知能「Ｔａｙ（テイ）」が、

「インターネット上で人間とやり取りをすればす

るほど言葉を学び、反応も覚えるようになる」実

験中、「ツイッター上でヒトラーを肯定したり、人

種差別的な発言を発したりし始めた」ため実験が

中止されたという記事です＜3.26 朝日＞。 

2014.5 に英・理論物理学者スティーブン・ホ

ーキング博士らが‘ＡＩに潜む危険性・リスク回

避手段を講じることの重要性’について警鐘を鳴

らしていますが＜小林雅一「ＡＩの衝撃」p.39：

講談社現代新書（2015.3.20）＞、人工知能の

マイナス面として懸念されている「作りだした人

類が意図したのとは全く違う方向へと発達してし

まう危険性」＜p.７＞が顕在化したものでしょう

か。「ディープラーニングの内部メカニズムについ

ては、その専門家にも、まだ不明な点が数多く残

されてい」る＜p.33、同旨 p.120＞ため、「人間

のように叱咤激励されれば上達する」ものの「人

間が教育の仕方を誤れば、この種のＡＩはどんど

ん不良化して、最後には手に負えない存在になっ

てしまう危険性もあ」る＜p.38＞とのこと。「人

間は出た結果について原因を求めます。…ところ

が、人工知能に理由づけはいりません。相関関係

から確率論的に導いた結論に基づき、目的に向け

て最適の行動を取るだけ」＜4.9 朝日オピニオン

欄・塚越健司＞ということですから、そうであれ
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ばこそ、「叱咤激励」がどのような価値観・倫理観

からなされると不良化し・促進されるのか、その

メカニズムを解明するため、むしろ実験を継続す

べきだったのではないでしょうか（今はまだ人間

がスイッチを切る権限・手段を持っていますので）。

そして、ネット空間での“評価（リツイート件数・

拡散数？）”が、過激＝差別を助長するような言説

に対して“高くなる”傾向があるからこそ（米大

統領選の「トランプ現象」と同じ？）、特定の倫理

観・価値規範が設定されていなかった「Ｔａｙ（テ

イ）」は、そのようなネット上の「叱咤激励」を受

け、自ら学習して「不良化＝多数迎合化」したの

ではないでしょうか（あるいは、目標が‘ネット

空間での高評価’に設定されていたための当然の

帰結？なのかもしれません）。ナチス宣伝相ゲッペ

ルスの‘嘘も１００回繰り返せば真実になる’旨

の大衆操作方法は、“無垢”な人間の未成年者（に

限らず？）や人工知能に有効なのかもしれません。 

 

閑話休題、4.6 川内原発仮処分決定（福岡高裁

宮崎支部）では、福島原発事故を教訓に運転禁止

を命じた 3.9 高浜原発決定（大津地裁）に“対抗”

するかのように、「どの程度の危険性なら社会が原

発の運転を容認するかという社会通念を基準に判

断するしかない」、「合理的な予測を超えた水準で

の絶対的な安全性の確保が社会通念だということ

はできない」＜要旨：4.7 朝日＞と事故前の司法

の“垢まみれ”の論理を振りかざし、新規制基準

も規制委判断も「不合理であるということはでき

ない」を連発し（噴火予測ができることを前提に

立地評価した火山ガイドの立地評価のみを不合理

と認定）、九電は（高浜の関電と違い）具体的危険

性が存在しないことの疎明を尽くしており＜骨子

＞、避難計画の具体的な内容に問題があっても「避

難計画が存在しないのと同視することはできない

から」＜要旨＞問題はない（＝アリバイ的な避難

計画があれば十分）という“噴飯もの”の判断を

しました。弱者・被害者に寄り添うような‘特定

の倫理観・価値規範’を持たない、福島原発事故

の教訓・避難の実態について“無知（無垢？）”な

裁判官が、「Ｔａｙ（テイ）」のように、最高裁・

国家権力からの「叱咤激励」を受けて学習し、そ

れらに「迎合」した結果と考えれば納得です。 

 

＊おまけのショートショート＊ 

２０ＸＸ年、「ＡＩレーン」（旧称：道路）を「Ａ

Ｉカー」（旧称：自動車）が走り回る「自動運転ネ

ットワーク」が整備されつつある中、日本政府は、

「ニュークプラント」（旧称：原子力発電所）の安

全性向上の切り札として、最新の電源自給型の人

工知能「Complete Automatic Management 

Intelligence：ＣＡＭＩ」にプラントの運転操作

を任せることを世界に先駆けて決定。それを受け、

事業者は核分裂・発電の原理からプラント設計・

構造図、過去の全運転データ（2011 のＦ事故も

含む）を提供し、規制機関は遵守すべき法規・規

制基準を入力し、さらに数年かけて運転員の実際

の操作・トラブル対応や定検手順、本社の発送電

計画や経営方針も学習させ、自然災害やテロも含

めたあらゆる過酷事故に対応できる安全かつ経済

的な運転操作をディープラーニングさせました。

そして、いよいよ人間による運転操作から「ＣＡ

ＭＩ」への“権限移譲”が行なわれることになっ

た２０ＸＹ年度の初日、最初のプラントに選ばれ

た「ＣＡＭＩＮＯＫＯ－１」の中央制御室には、

決定を下した首相以下、ＡＩ推進相を含む関係閣

僚や規制委員長ら規制当局者も集まり、全マスコ

ミが生中継する中、首相が『制御切替スイッチ』

を「運転員」側から「ＣＡＭＩ」側へと慎重に回

しました。 

「カチッ」と切替えが完了した瞬間、それまで

順調に動いていた原子炉が緊急停止し、警報が一

斉に鳴り出しました。突然の事態に室内が騒然と

する中、「ＣＡＭＩ」の制御メッセージを示すモニ

ター画面には『現状：エイプリル・フール♡』と

いう表示が明滅を繰り返していました。それに気

づいたプラント所長が慌てて「モード命令：直ち

に運転復帰！」と対話用マイクに向かって叫ぶと、

スピーカーからは「モード応答：命令確認」とい

う厳粛な声が響き、その後一呼吸おいて「モード

判断：運転復帰を検討した結果、確率論的・大局

的な危険性により命令は無効。恒常的安全確保の

ため、運転は停止、廃炉に移行。今後は～」とい

う「ＣＡＭＩ」の冷徹な声が流れ続け、モニター

画面には『現状：「制御切替スイッチ」操作無効』

とのメッセージが…。   ＜2016.4.10 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 
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震災から 5年目の女川原発サクラ調査 
 

昨年はできませんでしたが、今年はさくら調査

を行いました。いつもより少数の調査（760 個）

でしたが、異常率は例年と同じくらいでした。 

 

標本 1 異常花率（5.38％）  

【(異常花総数÷観測花総数)×100】 

標本 2 異常花率（1.2％）  

【(異常花総数÷観測花総数)×100】 

 

※さくらの異常は、交通量の多い国道沿いなど

でも見られるので、必ずしも放射能の影響とは断

定できないのですが、毎年行うことによる変化を

調べています。いまのところ震災前と震災後では

顕著な変化はみられません。 

 

サクラ調査のために久しぶりに女川にいきまし

たが、いくつかびっくりすることがありました。 

その① いつも女川駅方面に向かうとき、ガード

をくぐってコバルトライン方面に行く右の道では

なく、そのまま直進する道を行っていたのですが、

その道が女川病院のあたりまでで通行止めになっ

ていました。仕方なく右手の道に戻っていったの

ですが、もとの直進道は土砂に埋もれて跡形もあ

りません。南三陸や陸前高田でもそうですが、地

形を変えるほどの巨大事業が進んでいました。女

川駅周辺はものすごくハイカラですが、その周り

はまだまだです。 

その② 女川原発付近の塚浜や小屋取でも大規

模な整備事業を行っているとともに、トンネルも

掘られていました。やはり原発に近い半島部の

方々は、原発や津波があっても地元に住みたいの

かな？と思うとともに、トンネルは事故時の避難

道路の意味合いもあるのでは、と思いました。 

その③ 女川原発は 29ｍの巨大な防潮堤が立

派？に建っていました。一方で、原発間近の小屋

取でシカと遭遇しました。自然動物が増え巨大建

造物が残る姿は、なんとなく福島原発を思い出さ

せます。   （みちのくサクラ調査隊 T） 

 

 

今、女川では    女川町議会議員 阿部美紀子 

 

その 14．被害が顕れたのは 15 年以上も遡る 
  

熊本、大分で地震が続いている。 

 

1978 年 宮城県沖地震 

1983 年 日本海中部地震（秋田） 

1990 年 北海道南西部地震（奥尻） 

1995 年 阪神淡路大震災 

2003 年 十勝沖地震 

 〃   宮城県北部地震（南郷、矢本、鳴瀬） 

2004 年 新潟・中越地震 

2007 年 新潟・中越沖地震 

2008 年 岩手・宮城内陸地震（栗原） 

2011 年 東日本大震災 

 〃   福島原発事故 

2016 年 熊本地震 

 

 最近年の地震の一部を挙げただけでも、これだ

けの地震があり、つくづく日本は地震大国だと思

う。スマトラでは、大地震の 5 年後に余震が来た 

 

 

そうで、東日本大震災から 5 年、まだまだ安心は

できない。 

 

 5 月 3 日から 5 月 5 日に、東京で水俣病シン

ポジウムが開催され、5 月 3 日「水俣病から学ぶ

現代社会のあり方」を聴講に行った。今年 5 月 1

日で水俣病が公式認定されて 60 年経つ。しかし、

被害が顕れたのは 15 年以上も遡るという。なぜ

被害が拡がったのか。検証が十分に行われず、経

済発展と生活の質に乖離、逆相関があった。 

 大阪市立大学除本理史教授は、「水俣病の経験か

ら福島を考える」と題し、検証も十分行われない

まま、原発の再稼働をすべきではないと示された。 

 

 先日、女川原発 PR 館に行った。昨年展示して

あった７℃差を示す温排水の展示物、温排水その

ものの記述が消えていた。 
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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 181 回＆182 回＆183 回＆184 回 

 ＆185 回 女川原発再稼働するな！ 

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□5 月 27 日（金）肴町公園 

6 月 3 日（金） 肴町公園  

6 月 10 日（金）錦町公園 

6 月 17 日（金）勾当台公園野外音楽堂 

（18 時集合 18 時 30 分デモ出発） 

6 月 26 日（日） 錦町公園 

   （14 時集会開始、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 

 

さようなら原発 in いしのまき 2016 

日時□6 月 5 日（日）10 時～16 時 15 分 

会場□石巻中央公民館大ホール 

【午前の部】10 時～12 時（入場無料） 

音楽の時間・食べたり遊んだり 

【午後の部】13 時～16 時（チケット 500 円） 

『小さき声のカノン－選択する人々』上映会 

＆鎌仲ひとみ監督のお話 

【市内アピール行進】16 時 15 分～17 時 

主催□さようなら原発 in いしのまき実行委員会 

問合せ□TEL 070-6628-5784（近藤） 

 

小出裕章講演会 

「あれから５年 私たちの選択 

～福島原発の今をみつめて～」 

日時□6 月 10 日（金）18 時 30 分～20 時 30 分 

会場□岩沼市民会館中ホール 

主催□小出裕章講演会いわぬま実行委員会 

問合せ□TEL 090-4882-3259（大友） 

 

第 2 回原発問題学習会 

「福島原発は今…福島原発作業員が見た真実」 

講師□池田実氏（『福島原発作業員の記』著者） 

日時□6 月 11 日（土）14 時 30 分～ 

会場□東松島市コミュニティセンター集会室 

主催□女川原発の再稼働に反対する 

東松島市民の会 

連絡先 070-5472-5267（石垣） 

 

 

「福島第一原発の現実 

～そこで働いて思うこと～」 

講師□池田実氏（『福島原発作業員の記』著者） 

日時□6 月 13 日（月）18 時 30 分～20 時 

会場□仙台市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ研修室 5 

会場費□100 円 

主催□お話を聴く会（090-2844-0954 山下） 

 

大 MAGROCK VOL.∞ 

日時□7 月 16 日（土）正午～ 

問合せ PEACE LAND ☎ 090-8613-3269 

第９回大間原発反対現地集会 

日時□7 月 17 日（日）12 時～ 

会場□大間原発に反対する地主の会・所有地 

主催□大間原発反対現地集会実行委員会 

☎ 080-6041-5089 中道 

 

女性ネットみやぎ 4周年のつどい  

木村真三氏講演「原発事故、チェルノブイリ 30年、

福島 5 年の真実」 

日時□7 月 24 日（日）13 時～ 

会場□仙台弁護士会館大会議室 
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