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「脱原発をめざす宮城県議の会」頑張っています！ 
 

昨年の 11 月の県議会選挙で選出された議員の

中から、脱原発を目指す議員 20 名で 12 月に「脱

原発をめざす宮城県議の会」が結成されました。

元美里町長の佐々木功悦さんが中心となり、超党

派で脱原発の一点で手をつなぎ共に活動しようと

いうもので、全国的にも初めてと言われています。 

宮城県では、東日本大震災で被災した女川原発

の再稼働について多くの県民が不安に思っていま

すし、3･11 後は魚やきのこ、山菜等の出荷停止

が続き、とくに県南では放射能の影響による子供

達の健康が心配されています。さらに、指定廃棄

物の最終処分場建設問題が水源地の汚染を招くと

不安を募らせていました。 

 

しかし県議会では、これまでそんな県民の抱え

る不安はまったく反映されていませんでした。原

子力安全対策課の入っている常任委員会「環境生

活農林水産委員会」を初めて傍聴した３年程前の

ことです。当時、常任委員会に反原発の立場でた

だ一人参加していた共産党の遠藤いく子議員が女

川原発の被災状況を述べている最中、自民党と思

しき委員は「そんなことはない！」「でたらめ言う

な！」とヤジを飛ばすばかりで、初めから話を聞

こうともしませんでした。遠藤議員は東北電力が

公表している事実に基づいて述べていたにもかか

わらず、それさえも知らないし、知ろうとさえし

ないことに、私は驚き、あきれ、怒りでいっぱい

になりました。 

「脱原発県議の会」結成後は、委員会の様子は

大きく様変わりしました。委員会には佐々木功悦

さん、加美町の高橋啓さん、共産党の中嶋廉さん、

社民党の熊谷義彦さんが参加し、また大和町の藤

倉さんなども含め、この一年で原発や放射能関連

の議事が活発に進行しています。常任委員会には

原子力安全対策課と共に農業水産委員会も入って

おり、福島原発事故による放射能の食品への影響

も議題に上がってきます。そのため放射能汚染問

題が大変分かり易く見えてきます。現在は、以前

みられた＜ヤジ＞も無く、むしろ、放射能被害の

深刻さを知る委員会になっているように見えます。 

 

「脱原発県議の会」では、原発や放射能の科学

的専門家を呼んで学習会もやっており、今年の夏

は長崎の原爆投下慰霊祭に参加するなど、議会外

での活動も活発に行っています。 

9 月 15 日、県の原子力安全対策課が主催して

いる「女川原発２号機の安全性検討会」を今後ど

のように進めるかについての参考とするために、

原子力資料情報室の山口幸夫さんを講師に勉強会

を行いました。山口さんは「新潟県原子力発電所 

 

 

風の会・公開学習会 vol.9 

♪ 廃炉に向けての基礎固め！ ♪ 

  女川原発申請書等を“ぶっ飛ばして”見ようぜ!！（RC ｻｸｾｼｮﾝ風？） 

日時□12 月 17 日（土）18 時 30 分～20 時 30 分  

会場□仙台市戦災復興記念館 4Ｆ研修室（青葉区大町二丁目 12 番 1 号）  

講師□石川徳春さん（仙台原子力問題研究グループ）       資料代□300 円  

主催□みやぎ脱原発・風の会 （問合せ 090-8819-9920／メール hag07314@nifty.ne.jp） 

 

 

http://miyagi-kazenokai.com/
mailto:hag07314@nifty.ne.jp


2 

 

の安全管理に関する技術委員会」のアドバイザー

もしておられます。その時、私もオブザーバーと

して参加したのですが、新潟の検討会は宮城県で

行っているものとはまったく違っていました。新

潟では、各専門に分かれた専門家数人で小委員会

を作り、そこで議論したことを全体会議でまた議

論する、ということでした。宮城県では国の規制

委員会がすでに検討した項目に沿って、東北電力

が出したものを検討会構成委員十人（※）が追認

し、ちょっと気づいたことを質問するだけで、県

は国の後追いでよいという認識でした。 

このような検討会の在り方については、これま

で何度も市民から疑問が出されてきましたが、検

討会そのものを開かないときの理由として、県は

「国の審査が進んでいないためこちらも開けない」

などと平気で言っていました。佐々木功悦議員は

10 月 21 日の環境生活農林水産委員会で「９月

８日の検討会を傍聴し、さらに新潟の検討会につ

いて勉強会をしたが、いまのような国の追認の検

討会でいいのか？独自の視点が必要なのでは」と

投げかけましたが、県は「新潟は中越沖地震の時

の事故をきっかけに設置した検討会で、宮城県と

は違います･･･国でしっかり審査していただく」と

聞く耳を持たない態度でした。 

しかしすでに、9 月 8 日の第 10回検討会では、

構成委員から東北電力の資料から外れた意見が初

めて出ていました。原子炉工学専門の岩崎委員が、

「国は女川原発が被災原発であることを認識して

審査をしているのかどうなのか？それを県として

確認してほしい」と述べたのです。その後、中嶋

議員が常任委員会で「岩崎委員が国の審査のあり

かたそのものに意見を述べたことは重たい」と県

の姿勢を追及したところ、県は「県としても同じ

認識であり、すでに要望してきている」という回

答をしています。こんな当たり前のことを確認さ

せるだけでも5年以上もかかったことは驚くべき

ことですが、「脱原発県議の会」が結成されていな

かったなら、ここまで来ることさえできなかった

のではと思わざるを得ません。 

そしてその原点を認めさせた9月8日の検討会

の最後に、県はこの検討会を２年延長すると発表

しました。これを機会に、検討会のあり方につい

て私たち市民も県議と一緒にさらに県を追及して

いきたいと思います。 

 

県議になりたての元加美町職員高橋啓さんが、

本会議で田代岳の指定廃棄物焼却炉建設について

の反対意見を述べた時の言葉―「私達はただ祖先

から受け継いだ自然を守り、田畑を耕し、静かに

生活をしていきたいだけなのです」―がとても印

象的で深く心に残りました。それに対する村井知

事の答えは「私もそのようには思うが、国の方針

が出ているので国の動きを見守りたい」というも

のでした。なんと情けない、心貧しい言葉でしょ

う。 

安全とは言えない「規制基準」にのっとって、

形ばかり「審査」のまな板にのせ、過酷事故寸前

だった女川原発を再稼働させることなど絶対に許

すわけにはいきません。再稼働阻止に向けて「脱

原発県議の会」の果たす役割はとても大きいと思

います。今後も県議会から目が離せません。 

（女川から未来を考える会 松原くに子） 

 

※（津波工学―今村文彦 原子炉工学―岩崎智

彦 制御工学―兼本茂 耐震工学－栗田哲 ヒュ

ーマンエラー―首藤由紀  機械工学―鈴木浩平 

放射科学―関根勉 原子炉機械工学―長谷川雅幸 

地震工学―源栄正人 原子力システム安全工学―

若林敏夫） 

 

 

「200回ダヨ！ 全員集合！！」 脱原発みやぎ金曜デモ 

 

朝 9 時から町内会の芋煮会の準備を始め、途中

1 時間ほど防災訓練が入り、昼近く 75 人ほどの

芋煮会が始まったのを見届けて、デモ会場の元鍛

冶丁公園に向かった。芋煮の準備をしていながら、

私の昼食はペットボトルのお茶 5 口だけだった。 

午後 1 時に公園に着いた。すでに合唱を披露す

る「宮城のうたごえ」の人たちが練習を開始して

いる。司会の葛西さん、虹乃さんと私の出番の簡

単な打ち合わせをした後は、腰を下ろして朝から

の疲れをとることに専念した。 

 

人が集まり始めた公園の様子を何枚かカメラに

収めたころ、集会は始まった。主催者挨拶は「脱

原発みやぎ金デモ」代表の西新太郎さん。金デモ

への応援、協力のお礼から挨拶は始まったが、

「200 回は誇りでもなんでもない」、「201 回、

202 回となんとしてでも続けていくのでよろし

く」などの言葉が続いた。たしかに、私たちは 200

回もデモを重ねたにもかかわらず原発を止められ

ず、むしろ 3・11 後に止まっていた原発の再稼 
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働を許してしまった。しかし、落胆もせずめげて

もいない。原発を止めるまで続けるしかない。だ

からこそ、次なる 201回、202 回が大事なのだ。 

集会の前半は「みんなの声を聞こう」と題して

各地からの報告や挨拶である。「女性ネットワー

クみやぎ」の須藤道子さんの発言。脱原発運動が

全国で行われ続けたことが新潟県知事選挙の奇跡

的な逆転劇を生み出した。これを宮城県知事選挙

につなげたい。続けていけば必ず道は開けると決

意と励ましの言葉で結ばれた。 

武山律夫さんは、女川町が復興のトップランナ

ーと言われながら人口が 37％も減る一方で外国

からの研修生という低賃金労働者の増加や復興に

名を借りた原発道路の建設などの問題に触れ、町

議選などを見据えて頑張りたいと話された。 

「女川原発再稼働に反対する東松島市民の会」

の山下司郎さんは、女川原発 30km 圏内の市民で

結成した「UPZ の会」では各首長へ「女川原発再

稼働を認めないように知事に要請すること」や「東

北電力と拒否権のある安全協定を結ぶこと」を申

し入れるなどの活動をしていると報告された。 

指定廃棄物問題の現場の加美町の浅野隆博さん

からのメッセージ（代読は布原啓史さん）。「町

民一丸の反対で処分場計画は頓挫している。この

運動に取り組むとき、金デモに参加して意思表示

することの意味を学んだ経験が役に立った。」と

のこと。 

山形の「幸せの脱原発ウォーキング」の石沢さ

んは、山形の 200 回目は来年の桜の季節頃なの

でぜひ参加をと呼びかけ、2700 人もの福島から

の避難者への支援を強めたいと話された。「塩釜

金発デモ」の木伏さんは、30 年は続けてやろう

と話し合っているが、その前になんとしても廃炉

までもっていきたいという決意を語られた。「盛

岡でもデモし隊」からは、5 年経っても放射能は

ダダ漏れ、故郷に帰れない人がまだたくさんいる

のだから脱原発デモは絶対にやめられない、とい

うメッセージ（馬内里美さんの代読）が寄せられ

た。 

「脱原発をめざす宮城県議の会」の中嶋廉さん

の挨拶では、県議の遊佐みゆきさん、福島かずえ

さん、鎌田さゆりさんも壇上に並ばれた。新潟県

知事選の勝利は地道に原発反対の声を上げ続けた

市民の勝利だという話から始まり、「女川原子力

発電所２号機の安全性に関わる検討会」では専門

家の「被災した女川原発を他の原発と同じ基準で

審査すべきではないと県は国に要請すべきだ」と

いう意見にも県が動かないことや、市町村会で村

井知事が打ち出した 8000 ㏃/㎏以下の廃棄物を

焼却処分する方針に、金デモのような市民の活動

と一体となって反対をしていきたい、と挨拶され

た。 

 

集会後半の「みんなで楽しもう」の部は、高橋

明さんの『鳥の歌』（パブロ･カザルス作曲）のチ

ェロ独奏で始まった。スペイン、カタロニア生ま

れのカザルスが 1971 年の国連総会での演奏に

際して「私の故郷では鳥はピース、ピースと鳴く」

と演説されたというエピソードも紹介された。 

「こんなコント劇場」のお二人は、コント「ふ

げんさんともんじゅさん」を披露された。二つの

原発を姉妹に見立て、解体作業中の「ふげん」が

いつまでもぐずぐずと続けている「もんじゅ」を

さっさと止めるよう叱咤するというストーリーを、

絶妙なやり取りで演じて、会場を沸かせた。 

ファンファーレが鳴って始まった「小野寺先生

のクイズでショータイム」では、私が考えた原発

や放射線に関する〇×式クイズに会場の全員が参

加して、最後に残った一人に賞品を差し上げると

いう趣向である。シーベルトとシューベルトの生

まれた国、最も危険な放射線の種類、などと続い

た 5 問目で、一人が勝ち残った。 
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クイズの優勝者の芳賀さんも参加している合唱

団「宮城のうたごえ」のコーラスが最後の出し物

である。一曲目は「青い空は」、二曲目は金デモ

の集会で何度か練習した「民衆の歌」である。戦

争法案反対の国会前抗議集会で高校生たちが「民

衆の歌」を歌ったことに因み、若者たちの思いを

歌った 3 番と 4 番を繰り返しときには、参加者の

歌声も一段と大きくなった。 

 

すべてのプログラムが終わってデモの準備が始

まった。最近は 40 人から 50 人のデモが続いて

いたが、今日は 210 人のデモである。聞きなれ

ているはずのコールが新鮮に聞こえる。コールに

答える声が鮮明なのは、人が多いせいだろうか、

いつもより平均年齢が下がって張りが出ている。 

二グループに分かれたデモは信号待ちで距離が

開くのだが、いつの間にか距離が縮まる。分かれ

ては近づきの繰り返しになった。朝から動き回っ

て疲れてもいたが、デモの先頭から最後部までを

何度か追って、200 枚越えの写真を撮った。210

人の被写体はとてもヴァリエーションがあって、

カメラを覗いているのがとても楽しい。 

 

デモの後には東北各地の金曜行動グループの交

流会が予定されていたが、疲れていたので参加は

見送った。昼食抜きなのに空腹はまったく感じな

い。一番町を抜け、西日が傾きかけている青葉山

に向かって歩いたのだが、疲れているはずなのに

心地よい。 

今日のような一日を「良日」とか「佳日」とい

うに違いない。いい疲れである。（小野寺秀也） 

 （ブログ「山行･水行･書筺」から抜粋） 

http://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/

diary/201610250000/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市に「放射性廃棄物を焼却するな」と申し入れ 

 

●仙台市は宮城県の一斉焼却に加担するな 

 11 月 3 日宮城県市町村長会議で宮城県村井知

事が 8000 ベクレルを下回った放射性廃棄物に

ついて県内で一斉に焼却処理したい旨提案し、12

月に市町村長会議を再招集して合意が得られれば

年明け以降試験焼却を始めるとしめくくりました。

そして放射能汚染物 520 トンを 2015 年に焼却

した実績のある奥山恵美子仙台市長がぶらさがり

会見で「試験焼却に限定して応じることを前提に

住民説明が可能かどうか検証したい」(読売新聞)

と、前向きな姿勢を表明しました。 

 

●放射能汚染物質を燃やすと飛散する 

 私たち脱原発仙台市民会議は昨年仙台市の

520 トンの汚染物質焼却時、独自に葛岡工場周囲

5 キロ圏内で空間放射線量測定を実施し、葛岡工

場風下地域で空間線量の高い地域を発見していま

す。放射能は焼却すれば拡散します。よって今回

も「焼却を受け入れるな」と 11 月 11 日仙台市

環境局総務課に申し入れを行いました。たまたま

前日毎日新聞社が取材に来て、当日記事を掲載し

てくれたので、マスコミ 2 社がカメラ取材をして

くれました。 

 

●汚染物質を抱える農家すら反対している 

 仙台市内での試験焼却および本焼却の受け入れ

をやめてほしいと、私たち参加者 11 名は仙台市

に訴えました。特に「栗原市や加美町の放射能に

汚染された稲わら・牧草を抱える市町の農家や住

民は焼却に反対している。大崎市は議会で反対決

議さえした。彼らはきちんとした管理のもとで放

射能の自然減を図ることを求めている。その為に

こそお金を使うべき。」と強調しました。 

 

●国の調査はずさんで、まとめ方が恣意的 

 国が実施した放射性廃棄物(指定および未指定)

の放射線量測定をもとに今回焼却が提案されてい

ますが、その調査の仕方とまとめ方がずさんです。

栗原市が国の調査に同行し同じ場所で測定してい

ますが、国が 8000 ベクレル以下と表明したもの

でも、栗原市の調査結果では 3 か所が 8000 ベ

クレルを越えています。また築館地区の 3 か所の

汚染物質 244 トンを 6400 ベクレルと国は公表

していますが、そのうちの 1 か所は 8300 ベク

レルと 8000 ベクレルを越えています。 

 

http://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/diary/201610250000/
http://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/diary/201610250000/
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●そもそも焼却しても減容化しない 

 放射性廃棄物を焼却しても、放射能自体は減り

ません。それに平成 27 年仙台市が放射性廃棄物

焼却を実施した時、8.5 トンの廃棄物を 1000 ト

ンの一般ゴミと混焼し焼却灰が 145 トンほど残

ると説明しています。減容化になりません。埋め

立て処分場に捨てられ、見えなくなるだけの話で

す。 

 

●焼却炉から放射能が拡散する 

 焼却炉のバグフィルターは、JIS 規格で 0.3μ

ｍ以上の粒子の捕捉しか保証していません。琉球

大名誉教授矢ケ崎克馬氏は、2015 年 4 月の大阪

ガレキ訴訟で「放射性セシウムは 60 ㌫程度の捕

捉」と説明しています。岩手県宮古市で焼却炉周

辺の放射線量測定を実施している医師岩見億丈氏

も、同様の見解です。昨年の焼却時健康被害が発

生し、仙台市青葉区貝ヶ森や泉区鶴が丘の住民が

他県に転居しています。仙台市は昨年の被害状況

を説明する責任があります。 

 

●輸送工程でも放射能が拡散する 

 焼却工程だけでなく、輸送工程でも放射能が拡

散します。いなわら汚染物質はロールから取り出

し、はだかのまま衛生車に載せられ焼却場に運ば

れます。よって管理地から焼却場に送られる間、

周辺道路に飛散します。ロールから取り出す時も

飛散します。 

 また焼却後の焼却灰の運搬時も飛散します。昨

年の説明会で「飛散しないか」と質問したところ、

市職員は「水をかけて湿らせる」と答えました。

衛生車には屋根はついていますが、すきまだらけ

です。焼却灰輸送中の飛散が心配です。 

 

●地元住民への事前説明があるのか 

 現在仙台市の焼却場は葛岡・松森・今泉の 3 か

所です。仙台市は昨年の焼却の時地元住民への事

前説明を行いませんでした。昨年同様事前の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈昨年の焼却状況〉 

もなく焼却を実施するなら、地方自治・民主主義

の破壊です。また埋め立て処分場は富谷市石積に

あります。富谷市は「仙台市および富谷市で発生

したごみの焼却灰」を埋め立てることを了解し、

他市町村の焼却灰が運ばれることは考えていない

はずです。富谷市民への説明も必要です。 

 しかも石積埋め立て処分場からの流水は仙台市

には向かわず、成田・鶴巣を通って吉田川に注ぎ

ます。富谷市民だけでなく、大和町・大郷町・大

崎市鹿島台・松島町にも影響しかねない問題です。

農産物の風評被害も心配です。 

 

●発生者責任「東京電力の責任」を問うべき 

 そして一番大事なことは発生者責任です。放射

能汚染物質を発生させた責任は「東京電力」にあ

ります。農林系の放射性廃棄物の処理を、被災市

町村が担うのはおかしな話です。「東京電力」の責

任で処理させるべきです。焼却処理に全額国の補

助金が使われると聞いていますが、私たちの税金

を使うことにも反対です。 

 

●本焼却実施にふれない仙台市がどうして 

試験焼却をするのか 

 そして最大の疑問が「本焼却実施にふれない仙

台市がどうして試験焼却をするのか」ということ

です。試験焼却は本焼却を実施する焼却場の安全

性を確認する工程です。角田市も来年 4 月以降放

射性廃棄物の本焼却をするとしていますが、「試験

運転で性能を検証した後に対処する」(河北)と市

長は説明しています。仙台市でなぜ試験焼却を実

施するのか市民に説明する責任があります。 

 

●11 月 29 日の意見交換会にご参加を 

 以上の反対理由をるる説明しました。そして最

後に私たちの質問に回答する場を持つよう要望し

ました。結果仙台市の回答は 11 月 29 日（火）

午後1時仙台市役所2階第２委員会室で行われま

す。この仙台市との意見交換会に多くの市民が参

加してくださることを期待します。 

 

●脱原発仙台市民会議に入会を 

 脱原発仙台市民会議は「仙台市の焼却ストップ」

のために住民運動の中核となって奮闘する決意で

す。入会金千円、年会費なし。会員にニュースや

企画案内を 2 か月に 1 回お届けします。是非市民

会議にご参加下さい。現在会員数 267 名。会議

は毎月最終月曜夜 6 時半、仙台市市民活動サポー

トセンター。〈連絡先〉仙台市泉区北中山 3 丁目

17‐12 広幡方 電話・FAX022-379-3777 

 メール hirohata3777@outlook.jp 

（脱原発仙台市民会議事務局長 広幡文(あやる)） 

mailto:hirohata3777@outlook.jp
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 最近の気になる動き 66   

▼▼ 汚染廃棄物対策は“セシウム濃縮回収”の視点で！ ▼▼ 
 

前号『気になる動き５７』の「栗原市実証実

験」の中で、作物が「800 Bq/kg 以下となるこ

とを示し」と書きましたが、『てとてと』の方か

ら指摘されたとおり食品“基準”は「100 Bq/kg

以下」です。ご指摘、ありがとうございました。 

 

この訂正のついでに、宮城県内の汚染廃棄物

問題について村井知事が一斉焼却案を提案した

１１月３日の市町村長会議「参考資料６」に記

載された「処理方法の評価」について、若干コ

メントしたいと思います。 

この問題を考える時に重要なのは、あくまで

も汚染物質本体である「放射性物質（現時点で

は放射性セシウム）」（の回収）で、付着先の植

物体等の減容・安定化ではないのではないでし

ょうか。セシウムが、本来閉じ込めておかれる

べき燃料棒中（濃縮状態）から環境中に飛び出

してきた（希釈拡散した）から問題が生じたの

で、原則的には、希釈拡散したセシウムを再び

回収濃縮して、燃料棒中に戻す（実際にはそれ

は無理ですので、高レベル廃棄物のようにガラ

ス固化体等に封入するなどして安定化する）こ

とを目指すべきだと思います。それを逆に、事

故後放出による「自然拡散・希釈」では“不十

分”だから、さらに「人為的に（こっそりと）

希釈・低濃度化」して‘環境中にばら撒く’こ

となど、決してすべきではありません。一時的

には拡散しても、自然・生態系の循環の中で、

局所的・中長期的に再び「濃縮」される可能性

が“半永久的に（セシウムが自然減衰するまで）”

残ります。 

そのため、同資料には８種類の「処理方法」

が記載されていますが、そのうち‘環境への希

釈・ばら撒き’でしかない「堆肥化、すき込み、

林地還元」は問題外です。 

「圧縮成型」は、原理的に重量は変わらずセ

シウムも保持したままのため「汚染濃度」は変

わらず、ただ体積を小さくでき、「減容」の点で

はもっとも単純で簡便な方法です。県は「デメ

リット」欄で「高密度になると単位体積当たり

の放射性物質の濃度が高くなる」としています

が、突然「単位体積当たり」という基準？を持

ち出すことは不適切で、現在の基準が「単位重

量当たり」なのですから、変なコメント（全て

の「減容」方法がそれに該当）は要りません。

ただし、（煎餅状になっても）植物体の分解など

の問題が残り、セシウムも濃縮されませんから、

保管場所を空けるための一時的対策にしかなり

ません。 

「エタノール生産・メタン発酵」は、植物体

分解による減容（＝セシウム濃縮）が期待でき

ますが、最終的にはセシウムを含む固体残渣（生

物汚泥）の脱水・焼却が必要で（そのエネルギ

ーは自己生産可能？）、技術的・設備的にも難し

いと思います。 

セシウムを濃縮回収するには、実験室で行な

うように、付着した稲わらや牧草などの水分を

蒸発させ植物体を燃やして大幅に「減容・減量」

すればいいわけで、その意味では水分除去が主

の「乾燥・圧縮、ペレット化」は、植物体の安

定化はできますが、濃縮は中途半端で、十分な

保管スペース（処分場）確保が必要です。「炭化・

熱分解」は、生じた「炭化物」を‘別なところ’

で燃やすこと（一般家庭などでの“有効”利用？）

を考えているとすれば、堆肥化等と同じ環境放

出（家庭灰として拡散）の一変種にしか過ぎま

せん。 

残る「焼却（溶融）」は、セシウムを「焼却灰」

として濃縮回収することが可能です。ただし、

一般家庭ごみ（不純物だらけ）との「混焼」は、

ゴミ処理場内で‘こっそり・大っぴらに’希釈

することに外ならず、それは 8000Bq/kg 以上の

稲わら・焼却灰等を汚染の少ないものと意図的

に混合・希釈して「基準値以下」に“偽装”す

ることと同じ発想です。そうではなく、不純物

の少ない植物体のまま「専焼炉」で徹底的に燃

焼・灰化して、生じた高レベルの焼却灰は、飛

散防止のためにセメントなどで固化した上で

（あるいは高温で自然にガラス化させ？）、“埋

め捨て”せず、厳重に保管（や東電へ返還）す

べきだと思います。ただし、燃焼時に（金属単

体や化合物の微粒子として）セシウムが飛散（汚

染拡散・希釈）する可能性があり、しかも家庭

ごみとの「混焼」では、各種不純物の影響で局

所的にセシウム化合物が気化し易い金属単体に

還元されるなどして、飛散の可能性がより高ま

ることが予想されます。そのため、専焼炉に高

性能のバグフィルターを設置するなど、セシウ

ムをできる限り濃縮回収する視点からの汚染廃

棄物対策を講ずべきだと思います。 

＜2016.11.13 記＞  

（仙台原子力問題研究グループＩ） 
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未来選択をかけた”核のゴミ”とのたたかい（第 2ラウンド）が始まりました 

報告「核廃棄物の後始末をどうするか」意見交換会 in 宮城・栗原 
放射能から子どもたちを守る栗原ネットワーク 佐藤 茂雄   

 

●開催の趣旨  

 

今日まで、福島第一原発の事故現場とその周

辺の状況がブラックボックス化されたままき

ています。このブラックボックスの解明こそが

「原発事故の基幹問題」であり、すべての問題

の未解決につながっています。事故責任追及・

原因究明の放棄が原発再稼働や原発輸出につ

ながっていること。収束にほど遠く危険で高濃

度（20mSv/年）の下での復興政策と帰還強要。

そして、被ばく労働・周辺への被ばくの拡大、

東電・国の責任を明確にしないでの、青天井に

膨れ上がる歯止めなき国民負担を目論んでい

ます。全国規模の核廃棄物の放置とさらなる拡

散計画などによる国民総被ばくも推進されて

きています。  

 

放射性指定廃棄物の管理・処分は、このブラ

ックボックスの解明＝「原発事故の基幹問題」

からはじめ、「核廃棄物の後始末をどうするか」

など根本からの総合的・全体的問題解決の中で

のみ、見出せると考え、当会の主催、原子力市

民委員会の協力で『「核廃棄物の後始末をどう

するか」意見交換会 in 宮城・栗原』を１１月１

２日午後、栗原市金成支所金成ほたるホールで

開催しました。  

 

●これまでの経過 

 

当会は、2014 年 9 月 13 日に原子力市民員

会の協力のもと、『「原発ゼロ社会への道」意見

交換会ｉｎ宮城・栗原』を開催し、指定廃棄物

問題を福島原発事故全体の問題の中で議論す

ることを開始しました。この第 1 回目の意見交

換会を経て、当会は、12 月「放射性廃棄物処

理問題―新たな被害者を出さないという一点

で協同し事態の打開策を」という提案、依頼と、

私達の行動  (議論 ) 呼びかけ  の３つからなる

提言を出しました。  

 

行動では、2014 年秋から始まった 3 カ所へ

の詳細調査をはねのける中、2014 年暮れには、

放射性廃棄物最終処分場建設に反対する宮城

県民連絡会が結成されました。その秋には、再

び、環境省による 3 カ所への詳細調査強行が試

みられました。10 月後半から 11 月にかけて

環境省は、20 日間連続で、加美町田代岳へ集

中しての詳細調査に入ろうとしました。しかし、

全町民の力を結集し（全県からの支援も）これ

を阻止。こうして 1 年前、住民・市民側が、田

代岳攻防戦に勝利し、11 月 19 日井上環境副

大臣が、村井知事を訪ね、年内の県内 3 候補地

の詳細調査断念を伝え、12 月  これを受けて

加美町長に加え、栗原市長、大和町長も候補地

返上言明し、事実上の「白紙撤回」状態となり

ました。  

 

2016 年、当会では、月例会の中で、出され

た原子力市民委員会の提言、放射能汚染防止法

（仮称）制定について、日本版チェルノブイリ

法（日本との違い、その必要性、など）を学習

し、「私たちの主張」（福島原発事故由来の核廃

棄物問題の真の解決方法）を確立してきました。 

その内容は、次のとおりです。  

 

 

国の責任で発生元の東電福島原発に引き

取らせ、そこで集中管理させること。  

それには、周辺住民の合意が必要です。さ

らに福島と日本全体の合意も必要です。（当

面は安全性を確保した県内分散管理を）  

これらのために  福島での帰還政策の強要

を止め、いのち・健康・暮らしを守る「人間

の復興」への大転換を図ること。  

そのため   

１、被災者の権利とフクシマと日本全体を守

る日本版「チェルノブイリ法」の制定を行う

こと。  

さらに  

２、悪法＝特措法を廃止し、人間と環境を守

る恒久的法整備＝「放射能汚染防止法」 (仮

称)の制定を行うこと。  
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●意見交換会では 

 

筒井哲郎さん（（プラント技術者の会）の報

告  「福島第一事故現場の現状と課題」では、

ブラックボックスになっている事故現場とそ

れへのずさんな対処の解説。提言「100 年以

上隔離保管後の後始末」「核廃棄物管理・処分

政策のあり方」の紹介。  

結論は、東電・国・福島県（と福島県内の自

治体）は、30～40 年で廃炉が完了するという

幻想の「廃炉ロードマップ」前提を止めること。

「後始末」にあたっては、優先事項として考え

るべきは、①環境への放射性物質放出を最小に

する。②被ばく労働量を最小にする。③「後始

末」作業の総費用（国民負担）を最小にする  で、

後始末は、100～200 年の時間をかけて放射

能の減衰を待ちながら行うべきとしました。  

 

満田夏花さん（国際環境 NGO FoEJapan

理事）の報告  「福島原発事故被害者と放射性

廃棄物から」では、事故後の土壌汚染の状況、

復興と帰還促進政策、住宅支援の打ち切り、子

どもたちの健康状態、8000 ベクレル／kg 以

下の故郷事業公共事業での再利用の動きなど

を解説。対策は、住宅支援、健診の拡充、避難

指示区域の解除・賠償の打ち切りの撤回など、

帰還政策と除染の全面的見直し。放射性物質汚

染特措法は、廃止し、環境基本法に基づき、抜

本的な「放射能汚染防止法」の制定をという方

向を示しました。  

 

 私の報告では、福島原発事故由来の核廃棄物

（核のゴミ）は、指定廃棄物、8000 ベクレル

/ｋｇ以下も、側溝汚泥、一般家庭・学校等・

農地・山林等で放置されている実態が十分につ

かめていません。チェルノブイリでは、事故後、

5 年後に 3 か国で被災地と被災者を規定し、健

康と権利を守る法体系ができています。しかし、

日本では、無法状態のまま。福島をはじめ、被

災者の棄民化が進行しています。再び、市民に

寄り添う、科学者・専門家にまず、安全の基準

提示を求めます。そして、「100 年以上隔離保

管後の後始末」を前提とした、全ての政策の再

立案を行うことを求めます。  

 

 それをもとに、私たち市民が、全県的・全国

的な連携をしながら、当面の課題を解決しつつ、

国民的な議論を、合意形成を。まず、自分の地

域、市町村で、そして、全県で、全国で、行っ

ていくことを「脱原発に先立つ、脱被ばく」を

明確にしつつ進めることを呼びかけます。今、

取り掛からなければ、手遅れになってしまいま

す。10 年、20 年、50 年、100 年、300 年

後（時間軸）を見据えた運動を、それが私たち

の未来選択ではないでしょうか。  

 

●今後の方向について 

 

意見交換では、村井宮城県知事が、東京電力

福島第１原発事故に伴う放射性物質で汚染さ

れた国の基準（１キログラム当たり 8000 ベク

レル）以下の廃棄物について、宮城県が県内の

焼却施設で一斉処理を進める方針を固め、11

月 3 日に市町村長会議を開催し、全首長に提案

していることが議論の中心になりました。混焼

させる場合、大量の一般ごみが必要で、すでに

一部焼却を行った仙台市に集中させる可能性

が高くなっています。主戦場を仙台などを中心

にしながら、全県の各自治体での攻防戦がこれ

から始まります。  

 

くしくもこの第 2 回目の栗原での意見交換

会に結集したのは、1 年前の田代岳攻防戦の主

役である加美町の中心メンバーに、そこへ全県

から応援参戦した多くの市民たちでした。今、

宮城県民連絡会の再開が準備され、12 月 11

日 14 時～  仙台弁護士会館で、全県一斉焼却

中止を要求する緊急講演会も計画されてきて

います。私は、全県（全国も）を巻き込む、未

来選択をかけた”核のゴミ”とのたたかいの第

2 ラウンドは、ここからスタートするのだとい

う確信を持ちました。  
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「あっという間に５年が過ぎた！初心を忘れずに」 

  

「2011 年 4 月 15 日 仙南の有機農業、自然

農、平飼い養鶏などの農家が中心になって初めて

話し合う機会を持ち、4 月下旬には県、農水省、

東京電力に『私たちの農地や農産物を測ってほし

い、測り続けるシステムを作ってほしい』という

要望書を提出。7 月に有志で測定室を立ち上げる

ことを決め、8 月には全国の方々にご支援をお願

い。10 月に大河原の蔵をお借りし、運営委員た

ちの手で改装、11 月 23 日に『みんなの放射線

測定室 てとてと』をオープンしました。」文字に

すればたった 200 字程度ですが、それはそれは

嵐のような日々でした。 

 

2012 年 1 月までは毎週日曜の夜に、日付が変

わるころまで運営委員会で喧々諤々の話し合い。

なにしろ、それぞれ強い思いがあって生きてきた

一匹狼の新規就農者（炭焼きも）の集まりゆえ、

話し合いにつぐ話し合い、ついには「もう一度話

し愛たいコーナー」まで作って「てとてと」を立

ち上げ、育ててきたのです。 

 

「手と手と、心と心をつないで生きていこうね」

という想いを込めて名付けた「てとてと」はこの

秋 5 周年を迎えました。 

 

「2～3 年したら測定料を払ってまで測る人は

いなくなるのでは？」というおおかたの予想を裏

切って、「AT1320A」と「EMF211」の 2 台の

測定器を使って 5 年経った 2016 年 1 月から 9

月の 9 か月間で 656 件もの測定をしました。野

菜や米の多くは「菜の花村」さんや「てととも会

員」になっている埼玉、栃木、福島、宮城の生産

者の方々。福島第一原発事故の放射能汚染で大き

なダメージを受けた「安全なものを求める方々が

販売先の生産者」にとって、「測ること」は農業を

続けていくための大きな力になってくれています。

また、自然豊かな仙南では庭先果樹もたわわに実

ります。あきらめていた梅や柿、ブルーベリー、

ゆず、栗・・・などを測って確認できた時の、再

び恵みをいただく喜びを取り戻せた瞬間に立ち会

えることは何よりうれしいことです。 

 

けれど、原発事故から 5 年半が過ぎ、「田畑の

農産物からはほとんど検出されなくなってきてい

る」、「空間線量が事故前と大差なくなってきてい

る、下がってきている」・・・から「もう大丈夫」、

という空気が流れていますが、本当にそうでしょ

うか。 

 

5 周年イベントの展示とミニ講座では、運営委

員の三田常義が「ホコリ」についての調査・研究

を、測定班の北村保が「仙南地域の現在の空間線

量と土の放射能濃度」についての調査・説明を行

いました。空間線量もさほど高くない地域の、し

かも事故当時から5年間閉め切っていた家の中の

ホコリの放射能濃度の高さには、多くの方が驚か

れたことでしょう。空間線量が格段に低くなって

いるはずの場所の土はまだこんなに汚染されてい

たのか・・・、と数値を突き付けられて愕然とさ

れた方もいらっしゃるでしょう。 

 

「健やかに楽しく、生き生きと生きていきたい

から・・・」こそ、危ないものは危ない、危ない

ことは危ないと、きちんとした情報をもとに発信

していける私たちでありたいと思っています。 

 

「てとてと」を支援し続けてくれている「はな

つちの会」の皆さんのおかげで沖縄の伊江島とつ

ながり、パレスチナ・オリーブオイルを通してパ

レスチナの人たちともささやかながらつながって

います。5 周年拡大てと市と「てとカフェ」、それ

を感じていただけましたか？ 

 

11 月 6 日の 5 周年イベントの一日、「てとて

と」をゆるやかに支えてくれている方々が来てく

ださって、愛と感謝に満ちた時間をともに過ごす

ことができました。 

 

さぁ、また 1 年、「だれでも測れる、あたりま

えに測れる、・・・お役に立ててぬくもりのある、

そんな拠点に」なれるよう、淡々と運営していき

たいと思っています。6 年目が始まった「てとて

と」を今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（みんなの放射線測定室「てとてと」 

北村みどり）  
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原子力ムラの“原理派”は…ボロボロの旗を掲げ続けている 

河合弘之弁護士の講演 「日本の原発の全貌」 を聞いて 

 

10 月 5 日、宮城県保険医協会主催の河合弁護

士の講演会に参加した。弁護士であり、様々な原

発差し止めや被害者訴訟に携わっておられる氏の

講演内容は、重厚で多岐に及んだ。ごく一部を紹

介し、感じたことを後述したい。 

 

他国では地震の起きる場所に原発を作っていな

い。日本は地震、津波の超大国だから巨大精密機

械である原発には世界一不適切な場所。3.11 原

発事故では風が主に海側へ吹いていた、４号機使

用済み核燃料プールに偶然水が入っていた、この

二つの幸運が無ければ、250 キロ圏内の東北、関

東の殆どがアウトだった。 

 

氏によると、核の「平和利用」が謳われ始まっ

た原子力発電。半世紀が過ぎようとしているこの

間、巨大利権の巣、原子力ムラの“原理派”は原

発を正当化する理由として、日本は資源小国であ

るから核燃料の再処理と高速増殖炉のサイクルに

よって永久にエネルギーを確保できるとしてきた

が、安全性確保の見込みが極めて難しい「もんじ

ゅ」の廃炉が正式決定される見込みとなっても、

ボロボロの旗を掲げ続けている。そもそも、世界

では高速増殖炉の成功例は多分一つも無い。 

 

現在の主流は“実利派”で、高速増殖炉もんじ

ゅの廃炉をほぼ決定しこそすれ、今ある原発だけ

ではなく、老巧原発も延長して再稼働を目論見、

使い切ろうとしているという。 

 

今年 4月の熊本地震など、今後 20～30年間、

地震多発期にさしかかった日本において、老巧原

発を稼働することによるリスクは大きい。もう一

度事故が起きた場合の被害は取り返しがつかず、

ダメージは計り知れない。 

 

新規制基準は世界最高水準と安倍首相は言うが、

大嘘で欠陥が多い。基準地震動（580 ガル）一つ

をとっても、設定が不合理である（想定地震動を

超える地震がこの 10 年間に 5 回あった）。 

 

どのような論争であってもスパッと言い返せる

ようにと、事故前から既に何十年も差止め訴訟に

取り組み、闘ってこられた河合氏の講演は、多岐

に及んだ。闘わなければ 120 基建てられ稼働さ

れていたであろうという氏は、自分たちの運動（力）

を過小評価せず、廃炉を目指す継続的な取組み、

そして何よりも自然エネルギー導入拡大による発

電システムの構造変革によって、必然的な結果と

しての原子力利用終焉を訴えておられた。 

 

私の関心事として、女川原発に関する訴訟がな

いことについて、又、「避難計画」の問題点につい

て、具体的に何をしたらよいのか、お話しを伺え

なかったのは残念だが、講演の最後に高らかに朗

唱された飯舘村民歌に、心を打たれずにはいられ

なかった。 

 

河合氏は人生の殆どをかけ、原発差し止め裁判

や講演、映画製作に頑張っておられる。私にも子

どもや孫たちがいるが、子どもたちにとってかけ

がえのない大自然を汚されてしまったことの悲し

み、苦しみが改めて思い出され、更なる原発事故

が繰り返されないようにと、女川原発などの廃炉

への思いを新たにした。 

（2016/11/09  文責 古積隆子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

●追悼 渡辺清さん 
 

いつはじめて渡辺さんとお会いしたのか思い出

すことができませんが、原発関係だけでなく、

「2.11 建国記念の日反対集会」などの平和集会

などでもいつも中心になって精力的に動いていた

ことが印象に残っています。 

震災後のはじめての「風の会・会員のつどい」

に 50 人もの方が参加してくれたのですが、そこ

に「カトリック正義と平和仙台協議会」の脱原発

の横断幕をもってきてくれました。そして、そこ

に描かれていた女の子の絵を指して、「めいっこの

子が書いたんだ」と喜んで見せてくれたことも忘

れられません。 

また、「女川原発の再稼働を許さない！みやぎア

クション」ができて何度目かの会議でした。首相

官邸前の金デモに触発されながらも、なかなか一

歩を踏み出せないなか、「やっぱり宮城でもやろ

う！」と檄をとばし皆の背中を押したのが渡辺さ

んでした。まさかそれから 200 回も続くとは思

いませんでしたが、渡辺さん抜きに私達の「脱原

発みやぎ金曜デモ」はありませんでした。 

そして毎回のように、金デモが終わるとサポセ

ンそばの某呑み屋に参集して、「泡少な目に」とい

つもビールを注文して、元気にこれからの運動の

こととかいろんなことを語っていたのも、金デモ

仲間にとってよい思い出です。 

残念ながら私自身は参加したことがありません

が、ホームレス支援（ＮＰＯ法人萌友）の活動も

続けられ、そのこともあって、10 月 26 日のカ

トリック元寺小路教会での追悼ミサ（洗礼名 ヨ

ハネ・マリア・ビアンネ）には、本当に多くの方

が参加されました。仙台市生まれ。2016 年 10

月 11 日死去。69 歳。 

小さい体で大きな仕事をやってこられた渡辺さ

ん、本当にありがとうございました。 

    （みやぎ脱原発・風の会 舘脇章宏） 

 

【編集雑記】 
●11月11日、安倍首相とモディ首相が、日本か

らインドへの原発輸出を可能とする日印原子力協

定に署名。11月16日、原子力規制委員会は運転

開始40年超えの関西電力美浜原発3号機の運転

延長を認可。関電は今後、老朽化対策工事に約

1650億円を投資、それだけのお金を掛けるのな

ら、最新鋭の高効率のガス発電所等が新設できる

のに、経営者失格だ。原子力ムラの懲りない人達

は本当に情けない。 

●「福島第一原発事故の検証なしに再稼働は議論

しない」として国や東京電力に厳しい姿勢で臨ん

だ泉田裕彦新潟知事が、新潟日報などの嫌がらせ

等で、知事選直前に突如不可解な出馬取りやめ。

急遽、「柏崎刈羽原発の再稼働は現状では認めぬ」

という医師の米山隆一氏が立候補し、市民・野党

共闘により、10月17日、自民・公明両党が推薦

する候補を6万票差で破り、初当選。 

●11月9日の東北電力相談役高橋宏明氏への、原

発大国のフランス政府からの勲章授与に対抗する

かのように、長年、女川原発廃炉を求め闘ってき

た、脱原発東北電力株主の会代表などを務める篠

原弘典さんが、『第28回多田謡子反権力人権賞』

を受賞されました（12月17日受賞発表会）。篠原

さんおめでとうございます！ （空） 
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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 205回＆第 206回＆第 207回 

＆第 208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□11 月 27 日（日）元鍛冶丁公園 

（14 時集合 14 時 30 分デモ出発） 

12 月 2 日（金）元鍛冶丁公園  

12 月 9 日（金）元鍛冶丁公園  

12 月 16 日（金）元鍛冶丁公園  

（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 

 

宮城保険医協会女性部第3回公開市民講座 

日時□11月27日（日） 

《第１部》10時30分～12時 公開授業 

「原発事故について考えてみよう」 

《第2部》13時30分～15時30分 講演会 

「風化が進む原発事故の記憶～チェル

ノブイリ30年、福島5年の現場報告」 

講師□木村真三さん 

（獨協医科大学准教授・放射線衛生学者） 

会場□エルパーク仙台セミナーホール 

（141ビル仙台三越定禅寺通館5階） 

〈参加費無料〉（定員180名） 

主催□宮城県保険医協会女性部 

FAX 022-265-0576 TEL 022-265-1667 

 

 

 

女性ネットみやぎ学習会 

「放射能の基礎から応用まで－ＱアンドＡ」 

講師□矢崎とも子医師（坂総合病院内科） 

日時□11 月 26 日（土）13 時 30 分 

会場□仙台市パルシティ 7Ｆ（仙台駅東口） 

〈参加費無料〉 TEL/FAX 022-215-3120 

 

今中哲二氏講演会 

『福島原発事故から５年 

－チェルノブイリと福島の放射能汚染を考える』 

日時□12 月 3 日（土）13 時 30 分～16 時 

場所□仙台市戦災復興記念館・記念ホール 

（仙台市青葉区大町 2 丁目 12-1） 

講師□今中哲二氏 

（元京都大学原子炉実験所助教） 

〈参加費無料〉 

主催□放射能問題支援対策室いずみ／ 

生活協同組合あいコープみやぎ 

TEL 0120-255-044（豊嶋）FAX 0120-849-324 

 

映画 『日本と原発４年後』 上映会 

（製作・監督 河合弘之） 

日時□12月10日（土）①10時30分～②14時～ 

会場□みやぎ生協加賀野店2階ﾎｰﾙ（登米市） 

〈前売り鑑賞券〉一般500円（当日600円） 

主催□女川原発ＵＰＺ住民の会 

問合せ□090-4315-3930（橋本） 

 

放射能汚染廃棄物の全県一斉焼却を考える 

＝緊急学習講演会 

講師□岩見億丈さん（医学博士） 

日時□12月11日（日）14時～ 

会場□仙台弁護士会館4階大ホール 

主催□実行委員会 
〈連絡先〉東日本大震災復旧・復興支援 

みやぎ県民センター TEL 022-399-6907 
あいコープみやぎ  TEL 022-284-7241 

 

「原発のない東北の復興を考える」 市民による女川原発の再稼働を問うシンポジウム 

日時□2017年1月29日（日）13時～16時30分             〈入場無料〉 

会場□仙台国際センター大ホール 

■基調講演 『「脱原発」成長論－分散ネットワーク型社会へ向けて』 

金子勝さん（慶応大学経済学部教授） 

■パネルディスカッション 

佐々木功悦氏（宮城県議会議員）／阿部美紀子氏（女川町議会議員） 

橋浦律子氏（紫波みらい研究所事務局長）〈ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ〉早川俊哉（河北新報論説委員） 

主催□脱原発をめざす宮城県議の会／ 

市民による女川原発の再稼働を問うシンポジウム実行委員会 

 TEL&FAX 022-373-7000（篠原） 

https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716

