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「放射能はこりごり」の思いを 

女川原発再稼働を止める闘いにつなげていこう！！ 
 

2016 年 12 月末現在、全国で稼働されてい

る原発は川内原発 1 号・2 号（2 号は定期点検

中）と伊方 3 号の 3 基にとどまり、政府・電

力会社の原発推進の目論みを踏みとどめてい

る。これは、いまや多数派になった「脱原発」

の世論と、それを背景にした様々な形の脱原発

運動の成果だ。ここ宮城でも、東北電力の狙い

であった「女川原発 2 号機 2017 年 4 月再稼

働」は吹っ飛び、再稼働を「いつまでに」とい

う期限を設定することができない状況だ。今年

私たちは様々な「原発いらない」「放射能の被

害はこりごり」という声を集め、大きくして、

女川 2 号機再稼働ストップの流れをより太い

ものにしていきたい。  

 

●宮城で巻き起こる「放射能こりごり」の声 

 

 東電福島原発事故によりまき散らされた放

射能による影響は、事故から 6 年になろうとす

る今でも色濃く残り続けている。福島での子ど

もの甲状腺ガンはその疑いを含め 180 人を超

え原発事故の影響の可能性が疑われているが、

ここ宮城でも丸森で 2 人の子どもの甲状腺ガ

ン（疑い含め）が見つかっている。また、2016

年 12 月現在で、いまだに原木シイタケやこし

あぶら、野生キノコなどが県内の一部で国から

出荷制限指示がかけられている。そして、8000

Ｂｑ/ｋｇ超えの「指定廃棄物」のみならず、

8000Ｂｑ以下の放射性汚染廃棄物（稲わら・

牧草・たい肥・ほだ木等）が多くの農家を苦し

めている。  

 そして、あろうことか村井宮城県知事は、昨

年 11 月突如この 8000Ｂｑ以下の汚染廃棄物

を県内で一斉焼却するという方針を市町村長

会議で打ち出した。これは 8000Ｂｑ超えの

「指定廃棄物」を県内で焼却処分するという環

境省・県の住民無視の政策が、加美の町ぐるみ

の反対闘争などで頓挫したことへの巻き返し

に他ならない。が、住民無視の「トップダウン」

の相変わらずの姿勢に対し、今回もまた多くの

疑念の声が巻き起こり、結局 12 月末「一斉焼

却」の方針は半年先送りになった。  

  

「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） 

 

http://miyagi-kazenokai.com/
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「堆肥化」や「すきこみ」などの方法がとり

ざたされており、それはまた「焼却」に劣らな

い問題を抱えているが（環境に拡散するという

点）、いずれにしても明らかになったのは、放

射能に対する「嫌悪感」が広範に存在している

現実である。その理由が先にのべた福島事故か

ら 6 年たっても消えない放射能の影響である

ことは言を待たないが、その一方で数多くのア

クション（シンポジウム・講演会・学習会・デ

モ・街頭情宣・署名活動など）での積み重ねが、

「放射能はこりごりだ」という思いを血肉化さ

せてきたこともまた事実である。今年もその流

れを絶やすことなく、様々な取り組みに全力で

とりくもう！  

 

●1.29「市民による女川原発シンポジウム」 

の成功を！ 

 

 そうした中で 1 月 29 日のシンポジウムは、

過去 2 回（第 1 回女川原発の安全性、第 2 回

原子力防災・避難計画）を引き継ぎつつ、「東

北復興と原発」そして「地域経済と原発」をテ

ーマにして開催されようとしている。  

いまだに 4 万人が仮設にいる中で、防潮堤建

設や巨大土木事業（除染も含め）に偏っている

感のある復興政策。国はあくまで大資本が儲か

るような巨大プロジェクトを優先させようと

しているが、その象徴なのがこの原発である

（ちなみに、鹿島は原発建設でも除染でも大儲

けしている）。そうした中央の大資本の投資や

国の補助金に頼るのではなく、住民を主体とし

た自立した地域社会・経済をどのように展望し

ていくのか。これは、もちろん原発立地である

と同時に震災で大きな被害をうけた女川町・石

巻市の課題であると同時に、すでに人口減少・

過疎化の波が押し寄せる東北全体の課題でも

ある。  

「アベノミクス」の行き詰まりを待つまでも

なく、従来の「経済成長路線」が困難であるに

もかかわらず「東京一極集中」の流れが止まら

ないなかで、地方とりわけ東北はどのように未

来を描いていけばいいのか、それを「原発依存

からの脱却」ということを足掛かりにしながら

皆で考えていこうというのが、今回のシンポジ

ウムの大きな目的である。「原発はダメなこと

はわかった。でも、原発なしでどう食っていけ

ばいいの？」という声にどうこたえていけばい

いか、ぜひこのシンポジウムを通じて議論を深

めていきたい。  

 

 

●２号機再稼働ストップから廃炉への道を 

 

 その上で、東北電力が「2017 年 4 月以降」

としている女川 2 号機の再稼働を断念させる

流れを今年つくっていきたい。  

 

 県議会議員 20 人で結成された「脱原発をめ

ざす宮城県議の会」は、上記のシンポジウムの

主催になるだけではなく、数度の独自の学習会

を行い、議会で積極的に質問し、さらには市民

の県当局への公開質問への回答の場に多くの

議員が同席するという形で、ますます積極的に

活動を行っている。この県議の動きと連携し、

議会の内外で再稼働ストップの動きを強めて

いきたい。  

 

 また、県が設置した「安全性検討会」が昨年

10 月に 2 年の延長が決まったが、せっかくの

議論も東北電力の説明の場（しかも国の規制委

員会での説明の繰り返し）にしかなっていない。

この 2 年間の総括もなかなかでてこない体た

らくである。村井知事は何度も「この検討会は

再稼働と関係ない」との発言を繰り返している

が、少なくとも仮にこの検討会で「安全性に問

題はない」との結論がでれば、2 号機の再稼働

に大きな道を開くことは火を見るよりも明ら

かである。「委員」もそのことは理解している

かのように、時に厳しい意見を東北電力に投げ

かけるようになっているので、そうした意見を

県当局がうやむやにしないように引き続き監

視していくことが今年も必要だ。  

 

 今年は国も「使用済核廃棄物処分場」の候補

地へむけて一歩踏み出すことが想定される。事

故があってもなくても発生する使用済核燃料

をどうするか、昨年 12 月の「もんじゅ」の廃

炉で破たんした核燃サイクル政策の結果、使用

済核燃料は行き場を失っている。そのなかで、

これ以上目先の利害のために原発を動かすこ

とは、将来世代への負債や「処分地」への押し

付けという意味で倫理に反している。  

2 号機の再稼働を止め、さらに女川原発ので

きるだけ早い廃炉に向け、今年も様々な人たち

と手を結びながら、一つ一つ歩を進めていこ

う！  

（みやぎ脱原発・風の会  舘脇章宏）  

 

 

 



3 

 

汚染廃棄物「一斉焼却」問題－県内各地で怒りの行動！！ 

一旦棚上げ！ 先送りに！  

あらためて疑問になるのが、「県は何故急ぐ？」 
船形山のブナを守る会 芳川良一 

 

昨年、宮城県では指定廃棄物最終処分場建設

計画を住民の力で事実上の白紙撤回にさせま

した。環境省に抗した住民パワーの勝利です。

それに続いて起こった「一斉焼却」問題。今度

は環境省を後ろ盾にした県との闘いです。12

月 27 日に開かれた宮城県の市町村長会議で県

知事は同意を得られず、その「一斉焼却」を一

旦棚上げとせざるを得ませんでした。一部首長

が反対したため全員一致とならずに、先送りを

余儀なくされたのです。反対した首長の勇気あ

る行動をおおいに讃えたいものですが、その背

景に住民の声の沸きあがりがあり、自治体の議

会の取り組みがあったことを見逃してはいけ

ません。住民の反対の声、それに突き動かされ

た議会、そして首長たちを動揺と躊躇に追い込

んだことが、知事提案の掛け声を突き崩したの

です。来年２月から一斉に試験焼却に取り組む

という予定が、半年以内に再度市町村長会議で

可否を問う（諮る）ということになったのです。

とりあえずという留保付きながら、これも住民

の運動の勝利と言えると思うのです。  

 

 11 月 3 日の市町村長会議で、36 千トンも

の 8,000Bq 以下の汚染物質を県内一斉に焼却

してしまおう、そのための試験焼却を実施しよ

うという知事によるむちゃくちゃな提案がな

されました。自分のところで焼却できない自治

体は他の余力のある自治体に委託し、余力のあ

る所はそれを引き受けないといけないという

のです。費用は半分は国が、残りも最終的に交

付税で負担するからやれ、というその提案たる

や、市町村長に共同責任、連帯責任を臭わし、

強圧的でさえあります。知事からは「どこか一

か所でも反対すれば実施できない」、「ごね得は

許さない」と、脅迫以外の何物でもない発言も

ありました。  

 それで注目されたのは各市町村長の考えで

す。既に混焼して焼却能力に余裕のある仙台市

長と、廃棄物を多く抱える大崎市長が賛成の態

度を示しました。仙南２市（角田、白石）７町

で作る仙南広域行政も市町村長会議に先立ち

試験焼却の受け入れを決めました。  

仙台市と大崎市の市民団体がいち早く立ち

上がり、集会を開き、行政への意見交換会の申

し入れ、意見交換会の実現に奔走しました。そ

して「あいコープ」などの呼び掛けで全県的な

署名活動も開始されました。  

（※編集注  12 月 26 日、県知事宛の「放

射能汚染廃棄物のいっせい焼却方針の再考を

求める緊急署名」第一次分として 2,553 筆を

提出。）  

 各市町村では、「十分なる説明」の名のもと、

住民説明会、議会での報告・質問と慌ただしい

動きが展開されました。しかし、私の知る限り

では、県と行政の思惑とは異なり、意見交換会、

住民説明会で出されたのは、住民の怒りと不安

と疑念に満ちた発言、反対意見だけで、賛成の

意見が一つもないという有様でした。  

 そんな中で迎えたのが 12 月 27 日の市町村

長会議だったわけです。  

 

 「一斉焼却」は様々な問題を孕みます。ここ

で私なりに整理をしておきます。  

 現在の核物理学では放射性廃棄物は処理不

可能とされています。処理をしてはいけないも

のならそれなりの扱い、即ち厳重な安全保管を

し、自然に減衰するのを待つしかないのです。

これが基本になると思います。  

 科学的、技術的な問題があります。焼却によ

って放射能は消えないのです。むしろ生活ごみ

で薄めて燃やすことにより、生成する灰は増え

ます。拡散以外のなにものでもありません。焼

却炉の排気ガスについても、環境省が力説する

バグフィルターでセシウムを 99.9％捕捉でき

るというのも定説になりきらない仮説のひと

つのようです。最終処分場に至っては、浸出水

の安全をどうやって担保するんだろうか。埋め

立てした灰の飛散をどう防ぐのでしょうか。  

 地方自治的にも問題がある。市町村長会議に

は決定権限がないにもかかわらず、「一斉」に

方針を確認するという知事のやり方が、地方自

治制度的の理念に反するともいわれてます。  
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 また責任論からも、異論があると思われます。

「一斉焼却」問題に直面させられているのは、

原発事故の謂わば被災者なのです。被災者にさ

らに犠牲を強いろうとしているのです。倫理規

範的には処理不可能なものの処理、そして住民

を巻き添えにした実験、これが許されていいも

のでしょうか。  

 行政手続き的にも問題あり、です。住民説明

会は形だけ、ただ開催すればいいという、とて

も民意を汲み取るものとは程遠い形式化した

ものに堕しています。  

 もろもろ問題含みの施策であることはお分

かりいただけたと思います。  

 

 さてここで、私が暮らす大崎市について少し

述べます。12 月 27 日の市町村長会議で大崎

市の市長は、「一斉焼却が最良の方法。焼却に

伴う課題解決と十分な説明を」と賛意を示し、

会議終了後のインタビューで「焼却抜きで、こ

の問題の解決はできない」と言ったとも報じら

れています。大崎市には市議会での放射性廃棄

物の安全保管を求める請願・決議があり、また

大崎広域行政組合では意見書で焼却しないよ

うに求めています（2016 年 1 月～3 月）。市

内各施設周辺で実施された説明会には焼却施

設（二ヶ所）で 30 人、60 人、最終処分場で

は 100 人と多くの住民が参加しました。そこ

には市長が出席し、直接厳しい住民の意見に耳

を傾けていたはずです。最終処分場周辺の水利

組合は市町村長会議に先立つ 25 日に役員会で

反対を決めました。にもかかわらず上記の発言

がなされたとは、なんとも信じられない気持ち

でいます。議会を軽視し、住民をないがしろに

しているとしかいいようがありません。住民と

してなんとも残念な気持ちです。今後大崎市の

市民団体として、市長に何故「一斉焼却が最良

の方法」と判断するのか、説明を求めていくこ

とになるでしょう。  

 

 こうした中、棚上げ、先送りに気を抜くこと

なく「一斉焼却」阻止活動を続けていかざるを

得ないのであり、地域単位での孤立した取り組

みではなく、ことに首長が賛意を表している市

町、仙台市（最終処分場を持つ富谷市も含め）、

大崎市、仙南（角田市、大河原）の市民団体の

連携が必要になってくると思われるのです。  

 27 日の市町村長会議で知事は「一斉焼却」

が合意を得られなかったことからあらためて

「堆肥化やすき込み」の奨励をしています。こ

れも安易に実施されてしまってはとても危険

なことだと思うのです。やはりこれらも拡散に

繋がりかねません。きめ細かな実験と検証がな

されなくてはならないでしょう。  

 

 あらためて疑問になるのが、「県は何故急

ぐ？」ということです。  

 

（2016 年 12 月 31 日記）  

 

 

どうして仙台で焼却？！ 
脱原発仙台市民会議事務局長 広幡文（あやる）  

 

●放射性廃棄物一斉焼却には  

不安がいっぱい  

  

宮城県は昨年末 12 月 27 日の市町村長会議

で「放射性廃棄物の一斉焼却」開始を決定でき

ず、多くの市民がほっとした気持ちで新年を迎

えていることと思います。ですが焼却は延期さ

れただけで、今年 6 月までに市町村長会議を開

き、一斉焼却を決定したいと宮城県知事は発言

しています。  

 

●焼却対象 3 万 6 千トンは  

指定廃棄物の 10 倍 

  

「8000 ベクレル以下の放射性廃棄物の一

斉焼却」方針に県内各地から不安の声があがっ

ています。今回焼却対象となる汚染物質は 3 万

6 千トン。加美町など最終処分場候補地で燃や

すはずだった指定廃棄物(3 千 4 百トン)の 10

倍を超える量です。この量の多さが、不安の源

です。1 日 30 トン焼却と見積もっても、3 万

6 千トンの汚染物質すべてが焼却されるまで４

年を要します。大変長い期間を要します。  

 

●バグフィルタ 99％捕捉神話は崩壊  

  

宮城県環境生活部循環型社会推進課の廃棄

物対策専門監が 12 月 13 日多賀城市議会全員
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協議会で「バグフィルタで 99.99％セシウムを

捕捉できる」と説明しましたが、「福島県鮫川

村の実証実験では 25％の放射性セシウムが消

えている。それでも 99％捕捉すると言えるの

か」と質問され、「安全性について持ち帰り検

討したい」と答えざるを得ませんでした。バグ

フィルタ 99％捕捉神話はもう崩壊しています。 

 

●宮城県提案の安全基準は原子炉施設基準  

  

宮城県が提案している焼却安全基準計算式

(排ガスや放流水に含まれる放射性セシウム濃

度)について、仙台市環境局総務課長が 12 月

21 日仙台市民との意見交換会の場で「特措

法・福島事故以前に法律で定められた基準」と

説明。福島事故以前に放射性セシウムが存在す

る場所は原子炉施設しかありません。子供たち

が遊び暮らす場所に原子炉施設基準を採用す

ることは許されません。しかも原子炉施設基準

を焼却場基準にするのであれば、バグフィルタ

ではなく、HEPA フィルタを備え付けなければ

なりません。しかも安全基準計算式に現在のセ

シウム 134・137 の割合(16：84)をあては

めると、排ガス 28 ベクレル／㎥  、放流水 82

ベクレル／ℓまで、安全とされるのです。とて

も許される数字ではありません。  

 

●排ガス 420 万㏃、 

放流水 1312 万㏃を許容 

  

排ガス 28 ベクレル、放流水 (浸出水)82 ベク

レルという最高基準値を、仙台市の焼却場 (今

泉・葛岡・松森の 3 か所)と富谷市石積の埋立

処分場にあてはめてみます。排ガスは焼却場 1

か所につき 1 日最低 5 万㎥  放出されます。す

なわち 15 万×28 ベクレル＝マックス 420 万

ベクレル、仙台の空に放出してよいという基準

です。さらに放流水 (石積処分場の浸出水＝処理

水)は 1 日平均 160 トン、よって最高 160×

1000ℓ×82＝1312 万ベクレルを南蒲生浄

化センターから仙台湾に毎日放出していいと

いうことです。しかも試験焼却は半年間、本焼

却が４年間続くのです。  

 

●排ガス放出の 420 万ベクレルは  

総量の 27％ 

  

今回焼却対象となる放射性廃棄物の総放射

能量は 3 万 6 千トン×平均値 518 ベクレル＝

186 億 48 百万ベクレル。排ガス 1 日 420 万

ベクレルの安全基準で 4 年間焼却(1 年 300 日

稼働)すると、50 億 4 千万ベクレル放出されま

す。よってこの安全基準は、放射能量の 27％

となります。安全基準そのものがバグフィルタ

99％捕捉説を否定しています。  

 

●浸出水が出てくるまで半年間を要す  

  

今回の試験焼却期間は半年間。モニタリング

も半年間。しかし昨年 12 月 19 日の施設見学

で、石積埋立処分場の管理者は「雨水が浸出水

となって出てくるまで半年ほどかかる」と説明。

半年たってやっと水が浸み出てくるのですか

ら、半年のモニタリングでは影響が測定できま

せん。1 年以上モニタリングする必要がありま

す。  

 

●だまっていても 60 年後  

130 ベクレル以下に下がる  

  

セシウム 134 の半減期は 2 年、セシウム

137 の半減期は 30 年。焼却対象の放射性廃棄

物の平均値は 518 ベクレルですから、放って

おいても 60 年後 130 ベクレル以下に下がり

ます。その後林地還元しても、問題ありません。

とりあえず保管場所をきちんと確保するだけ

で十分なのです。  

 

●1 月 15 日学習交流会、  

1 月 27 日松森焼却場見学会  

  

脱原発仙台市民会議は「一斉焼却反対」をか

かげ、仙台市環境局と 11 月 29 日、12 月 21

日に 2 度の交渉を行いました。1 回目  94 名、

2 回目  100 名の市民が参加し、多くの市民が

焼却に反対であることを市長に示しました。今

後は、「①反対チラシ 1 万枚作り、焼却場周辺

に配布する、②県内の反対団体の連絡組織結成

を急ぐ、③さらに問題を掘り下げるため、学習

会や見学会を繰り広げる」ことにしています。 

 具体的には 1 月 15 日午後 1 時半仙台市市民

活動サポートセンター (広瀬通り)で、大槻憲四

郎先生・中嶋廉県議を講師に「学習交流会」を

開催します。また 1 月 27 日(金)午後 1 時半、

泉区松森焼却場見学会を行います。多くの市民

の参加を期待します。  

  脱原発仙台市民会議のブログ  

  http://datugenpatu3777.jimdo.com/ 

 

http://datugenpatu3777.jimdo.com/
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汚染廃棄物の全県一斉焼却をやめさせよう！ 

――焼却炉をくぐり抜ける放射能―― 
放射能から子どもたちを守る栗原ネットワーク 事務局長 本田敏夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 11 日（日）仙台弁護士会館で開催さ

れた今回の緊急学習講演会「焼却炉をくぐり抜

ける放射能」(講師：岩見億丈氏）には、「放射

能から子どもたちを守る栗原ネットワーク」か

ら佐藤茂雄、本田敏夫の 2 名が参加しました。

また栗原市議の小野久一議員も参加しました。 

 

栗原市ではクリーンセンター、最終処分場周

辺の３行政区の住民を対象とした住民説明会

を 12 月 7 日（水）9 日（金）に開催しました。

栗原市の主催とはなっていますが、宮城県、環

境省が主導するものでした。あくまでも 8000

ベクレル／kg 以下は安全であることの宣伝に

終始しました。栗原ネットワークでは、市民団

体連絡会とともに 12 月 9 日に栗原市長に「放

射能汚染廃棄物の全県一斉焼却に反対し、問題

解決を全住民合意のもとに促進することを求

める」緊急の申し入れをしました。  

 

このような状況の中で緊急に講演会を開催

していただき感謝しています。講師の岩見億丈

氏は講演会の進め方について冒頭に話され、飽

きさせない工夫をしてくれました。  

まず、憲法の 3 原則について触れました。「主

権在民」「基本的人権の尊重」「平和主義」です。

そのいずれからも原発建設、再稼働、海外輸出

は許せないと話されました。今までの議論では

安全性から否定的な議論がされていたので新

鮮でした。 

次に、自分がどのように放射性廃棄物にかか

わったかを話されました。2011 年の福島第一

原発事故に伴う放射性物質の飛散から守るた

めにどうすればと考えることにしました。スタ

ートは私たちと同じなのにとても高い次元ま

で考察することができたことに驚きました。必

要なことは調べれば何とかなるといいますが、

そうはいきません。  

放射性物質のことについても細かく調べら

れていました。岩手県では放射能汚染物質を焼

却処分しています。宮古市でも行われたそうで

す。クリーンセンターのデータを解析しての論

文の作成までの経緯など興味深く聞きました。

バグフィルターの 99.9％除去の結果を出した

専門家に質問して、測定法がでたらめであるこ

とも認めさせました。岩手県遠野市のクリーン

センターの主灰、飛灰について計算し、7 割し

か除去できないことを突き止めました。さらに、

クリーンセンター周辺の汚染分布まで測定し、

除去率がおおむね妥当であると結論付けまし

た。念には念を入れての論法で感心させられま

した。論文の手法について、仮説検定は認めら

れず、信頼区間を明確にするベイズ統計学に基

づくものが大切であるというものでした。岩見

先生の論文をダウンロードしましたが、まだ読

み切っていません。  

 

今回の講演会は私にとって難しいものでし

たが、放射能汚染廃棄物の一斉焼却にはとても

問題があることだけはわかりました。住民説明

会で環境省はバグフィルターで 99.9％除去で

きるというが、物質収支による検証では多くて

も 70％です。環境モニタリングについては、

不十分なところがあるので、24 時間の連続モ

ニタリングが必要であることも提案されまし

た。放射能に関しては、技術も健康影響も分か

らないこと、研究途上のことが多すぎます。（放

射性物質の危険性の研究も妨害されている。）

予防原則に立って慎重に取り扱わなければ（地

域から地球環境、未来世代へ）取り返しがつか

なくなります。人体実験などするな！というこ

とだと思います。  

県民全体を味方につけて村井知事の全県一

斉焼却処分をあきらめさせるよう運動を展開
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していきたいと思います。  

 

今回の放射能汚染廃棄物の管理・処分問題は

東京電力と国の責任が問われるべきで、国民の

安全を保障するために臨時につくられた特措

法を廃止し、汚染防止法、支援法などの法整備

も並行して進めていかなければいけないと思

います。特措法にある 8000 ベクレル／kg の

基準があたかも安全基準としてまかり通るよ

うなことがあってはいけません。講演の中であ

りました堤未果さんの『政府は必ず嘘をつく』

という本の通りです。政府や安倍首相は信用で

きません。 

また、3 万 6 千トンという大量にある放射能

汚染廃棄物の処分に関する提案もしていかな

ければなりません。汚染物質の近くに住んでい

る住民がいることも忘れてはなりません。環境

省でも焼却処分のみにこだわっているわけで

はありません。村井知事が突然一斉焼却を打ち

出したところに問題もあります。12 月 27 日

の市町村長会議では、一斉焼却の可否が、一先

ず半年延期となりました。まずは、一斉焼却反

対の署名運動を成功させなくてはなりません。

また、知事への申し入れも続けていければと考

えています。ともに頑張りましょう。  

 

 

 

『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』 今中哲二氏講演会 

日本も放射能汚染と向き合う時代に 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 12 月 3 日、原子力の問題点に向き合っ

て 47 年のキャリアを持つ京都大学原子炉実験

所の今中哲二さんの講演会が、「放射能問題支

援対策室いずみ」と「生活協同組合あいコープ

みやぎ」の共催で開催されました。  

 チェルノブイリ原発事故を振り返りつつ、今

中さんは、福島原発事故によって「日本も放射

能汚染と向き合う時代になった」という認識の

もと、汚染地域に暮らす以上「ある程度の被曝

は避けられない」けれども、でき得る限り「余

計な被曝はしないほうがいい」。結局私たちは

どこまでの被曝をがまんするのか？一般的な

答えはないが、「子どもは感受性が高く、将来

がある。子どもの被曝はできるだけ少なくすべ

きである」と話されました。そして、チェルノ

ブイリ原発事故後、毎年甲状腺ガン患者数が増

え続けた「晩発性放射線障害」を教訓にして、

子どもの将来のために定期的に健康診断を行

い、健康状態を把握することが大切と力説され

ました。  

 

続いて、福島原発事故以来、今日まで継続し

て子どもの尿検査や食品検査に取組んできた

お二方より、詳細な検査結果をもとにした分析

と問題提起をいただきました。  

「角田市民放射能測定室」池田匡優さんから

は、子どもを対象にした尿検査結果が報告され

ました。検出データの中でも数値が比較的高い

人に共通して言えることは、食材の原産地や調

達先を「気にしていない」と答えた人が多い点

です。  

「小さき花  市民の放射能測定室」石森秀彦

さんからは、お米や樹木、とりわけ針葉樹と広

葉樹の下の土壌検査の比較や広範な土壌メッ

シュ調査結果が示され、いまだ明確でない放射

能の挙動について様々な課題と仮説が提示さ

れました。  

報告されたお二方とも、放射能に閾値はなく、

生活者の生きる権利とそのために知ること選

べることの大切さを強調されました。地道な検

査活動を積み上げてこられただけに、言葉の重

みと説得力があり、頭の下がる思いでした。  

 

その後の質疑応答の時間では、村井宮城県知
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事が原発事故に伴い発生した 8000Bq/kg 以

下の放射能汚染廃棄物を一般ゴミと混ぜ焼却

処分する方針を打ち出したことについて質問

があり、今中さんは「放射能を扱う専門家の見

解として、放射能を環境に拡散する処分方法は

間違っている」とはっきり回答され、会場から

拍手が沸き起こりました。  

人も食べ物も検査を続け自分で判断できる

材料を積み上げていくこと、子どもたちの将来

のために声を上げていくべきことを、会場一杯

の約 200 名の参加者で確認することが出来ま

した。  

（あいコープみやぎ  大滝満雄）  

 

 

 

「脱原発全国株主運動交流会」の報告 

 

11 月 27 日、名古屋 YWCA で、久々に「脱

原発全国株主運動交流会」が開催され、9 電力

「脱原発をめざす北電株主の会」「脱原発東北

電力株主の会」「脱原発・東電株主運動」「脱原

発！中電株主といっしょにやろう会」「北陸電

力と共に脱原発をすすめる株主の会」「脱原発

へ！関電株主行動の会」「脱原発へ！中電株主

行動の会」「未来を考える脱原発四電株主会」

「九電消費者株主の会」から 16 名が参加した。 

 

 脱原発株主運動は、1980 年代はじめから一

足先に運動を始めていた「九電消費者株主の会」

の平井孝治さんが、1988 年に、全国の脱原発

グループへ株主運動への参加を呼び掛け、マニ

ュアルを発表したことが切っ掛けとなり、全国

各地に拡がった。  

脱原発東北電力株主の会は、1990 年の第

66 回株主総会に初参加し、総会運営のあまり

のひどさに驚き「株主総会取消訴訟」を提訴。

1992 年「青森・宮城・福島３県の県議会議長

を取締役に据える慣例をやめること」を求める

株主提案（77 名株主 45,400 株）を行ったが、

議案の賛否数が開示されなかったことに憤り

「株主総会議決権確認訴訟」。1996 年には

102 名株主 68,400 株で脱原発株主提案、以

後は毎年提案し、2008 年には 487 名株主

603,400 株に。しかし、2009 年の「株券電

子化」で手続きが煩雑化し、 247 名株主

321,500 株に半減したが、2016 年も 204

名株主 247,300 株で脱原発株主提案を行って

きた。毎回の提案は、取締役会の反対で総会で

は否決されたが、「青森・宮城・福島３県の県

議会議長経験者を取締役に据える慣例をやめ

ること」「新潟県巻原発建設計画の白紙撤回」

「自然エネルギーを推進するためグリーン電

気料金制度の導入」「取締役会のスリム化」「役

員報酬の開示」「役員退職慰労金制度の廃止」

「議案ごとの賛否数の開示」「浪江・小高原発

計画の白紙撤回」等は、いずれも後で実現した。 

 

2014 年から 9 電力全てで脱原発株主提案

が実現し、株主運動の交流会３回目の今年、9

電力すべてが揃う画期的な集会となった。交流

会では、各株主の会から報告・質疑応答が行な

われた。  

各電力会社はできるだけ短時間で株主総会

を終えようとし、ひとり 3 分までの制限時間を

設けたり、質問は 2 問までと制限したり。東電

では再質問が全く認められず、同じ人が発言を

許可されることもないとのことだったが、再質

問を認め、同じ人が何度でも発言できるところ

も。中国電力では、総会直後に担当者との反省

会を開催していて、要望書には常に文書で回答

してくるとのこと。関西電力では大阪市、京都

府、神戸市が大株主として株主提案や意見表明

をしていて、大阪市は提案を 10 件提出し、代

理人の河合弁護士が趣旨説明と称して 30 分の

大演説を続けているとのこと。  

東北電力では、総会の後に「説明の場」を設

定し、各担当部の課長や副長など 40 数名が、

肩書きも氏名も表示して株主の会のメンバー

と 2 時間程度懇談すると報告すると、株主への

リスペクトが感じられると羨ましがられた。  

 

これまでは、連名で、ほふり機構が発足した

際に財務省や金融庁に掛け合ったり、日本証券

業協会に要望書を提出してきたが、9 電力の株

主運動・株主提案体制が揃ったこともあり、今

後はメーリングリストでより密に連絡を取り

合うこと、またの再会を確認し、交流会は終了

した。後の懇親会では「各電力の対応が参考に

なった」などの声があがり、盛り上がった。  

 （脱原発東北電力株主の会  Ｓ）  
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検討会はますます“迷走”し、しまいには“漂流”？！ 

 

宮城県は 2014 年 10 月に「女川原発 2 号

機の安全性に関する検討会」（以下、検討会と

いう）を、2 年間という期間を定めて設置しま

した。それから 2 年間、検討会は 10 回に渡っ

て開催されましたが、その議論は遅々として進

まず深まってもいません。2016 年 10 月、県

は「検討会の設置期間を 2 年間延長する」こと

を公表しました。  

私たちは、これまで 2 年間すべての検討会を

傍聴し、その資料を検討し、それらに基づいて

県当局（原子力安全対策課）への申し入れや意

見交換を重ねてきました。その検討会がさらに

2 年間延長されるという節目に当たり、今後の

検討会のあり方について、12 項目の公開質問

状を県当局へ提出しました。  

そして 2016 年 12 月 15 日、私たちの公開

質問状への県当局からの「回答の場」が設定さ

れました。原対課からは阿部課長以下 5 名、脱

原発をめざす県議の会から県議 17 名、市民は

12 名の参加でした。今回は文書回答が無く、

阿部課長が口頭で一括回答した後、様々な意見

交換を行いました。回答の大筋は従来の答弁や

文書からはみ出ないように注意した型通りの

ものでしたが、その中にもいくつか新しい見解

や事実が引き出され、次につながるやり取りと

なりました。以下、3 つの論点に絞って報告し

ます。  

 

一つ目に、県当局が事あるごとに繰り返す

「検討会は国の保安検査の状況や審査会合の

審査状況を踏まえて議論する」という“決まり

文句”には「明文化したものはない」という言

質を引き出したことです。そして検討会の所掌

事務は「女川原発 2 号機の安全性に関する事項」

であると、極めて幅広く検討範囲が定められて

いることを再確認させたことです。  

つまり、県当局があたかも検討会の規定であ

るかのように「国の審査状況を踏まえて」と繰

り返してきたことには根拠がないことがハッ

キリしました。にもかかわらずこの日もこの

“決まり文句”を乱発し、県当局が国の後追い

姿勢を強めている（それが今回の期間延長の理

由にもなっている）ことが多くの参加者から批

判されました。国の審査の後追いではなく、各

検討会委員の専門的見地と問題意識に基づい

て、県独自に女川原発の安全性確認を進めるよ

う、今後も追及していかねばなりません。  

 

二つ目に、検討会での岩崎智彦委員の「被災

プラントとしての審査はどうなされているの

か」という意見を県は国にどのように伝えたの

かについて、「原子力発電関係団体協議会（原

発立地県を構成員とする団体）の要請書に盛り

込んで、代表幹事である福井県の部長から政府

に手渡した」だけという事実が判明しました。

この要請書は全 14 ページに及ぶものですが、

岩崎意見に関連すると思われる記述はたった

の 2 行だけです。県当局は極めておざなりでア

リバイ的な対応しかしていないことが暴露さ

れました。私たちは勿論ですが、岩崎委員もこ

れで納得するとは到底思えません。「女川原発

は被災プラントである」という事実を踏まえた

審査を、国はもちろん県検討会においてもしっ

かり行なうよう監視していかねばなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

三つ目に、「2 年間延長するのであれば、こ

れまで 2 年間の検討会の中間総括を出すべき

だ」ということに対しては、「中間総括の予定

はないが、これまでの委員の意見を整理するこ

とは必要であると認識しており、次回検討会に

報告する」という回答がありました。これに対

して、県議の方々からも「次回に出す“まとめ”

で検討会の今後のプログラム、スケジュールも

含めてきちんと示してください」、「このままで

は国の審査が終われば県の検討も終わってし

まう。県としての独自の安全性検討を進める見

通しを出すべきだ」という鋭い指摘が相次ぎま

した。県当局が次回検討会に出す“まとめ”の

ハードルがグッと上がりました。おおいに注目

しましょう。  

 

全体として、県が国の後追い姿勢を強めたこ

とで、検討会を設置した意味・検討会の役割が

はっきりしなくなってきており、県当局の説明

がどんどん苦しくなっていると感じました。こ

のままでは検討会はますます“迷走”し、しま

いには“漂流”することになりかねません。今

回たくさんの材料が引き出されましたので、引

き続き監視と追及を強めていきましょう。  

（みやぎアクション世話人  多々良哲）  

 

 

 

風の会・公開学習会 vol.9 報告 

♪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？）   

 

 

 

12 月 17 日、仙台市戦災復興記念館で、風

の会・公開学習会 vol.9 が行われ、28 人が参

加しました。講師はおなじみの石川徳春さん

（仙台原子力問題研究グループ）。前半はクイ

ズ形式での進め方もあり、工夫がされているな

あと思いましたが、特に後半は豊富な内容をか

なり「ぶっ飛ばし」てお話しされたので、なか

なか消化不良もあったかと思います。以下、か

いつまんで記憶に残ったところを報告します

（なお、当日の動画や資料は風の会のＨＰに掲

載されています）。  

 

①非常用復水器（ＩＣ）が機能しなかった福島

第一原発 1 号機で、保有量が半分以下になるの

は、計算上で 3 時間との

こと。東電はこのことが分

かっていながらメルトダ

ウンの可能性を事故直後

は公表していなかったの

か、疑問に残る。  

 

②冷却装置の「高圧注水」

や、低圧注水や除熱ができ

るように圧力容器の圧力

を下げる「減圧」の電源は

「直流電源」なので、事故後の「全交流電源喪

失時」でも関係なく作動する。  

 

③福島事故では、2 号機が、交流電源に加えて

直流電源も喪失したが、3 号機は直流電源は維

持した。しかし、なぜか 3 号機の方が先にメル

トダウンしてしまった。この謎はいまだに解明

されていない。  

 

④原発の変更許可の法律は、「核原料物質、核

燃料燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」 

⇒「核原料物質、核燃料燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律施行令」および「実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則」で定めら

れている。  
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⑤福島第一原発での設置許可申請での図面と、

実際に事故後に東電が使った図では、ＩＣへの

配管接続が異なっており、このことは保安院も

気付いたが、なんと「設置許可申請書の添付書

類の記載であり、許可事項には該当せず、法令

に抵触するものではない」とおとがめなしにな

っている。これでは、設置許可申請は意味がな

い（あとからどんどん変更してもＯＫ）という

ことになってしまうのではないか？？  

 

⑥女川原発には地震でできたと思われるクラ

ック（ひび割れ）がある。2 号機の３階ＲＣ壁

には、無数のひび割れがあったことの調査結果

が発表されている。また、原子炉建屋での点検

調査で、残留ひび割れの平均は 0.19ｍｍとな

り、日本建築学会が示している維持管理基準の

「0.2ｍｍ未満」を満足する、としているが、

実際には 0.25ｍｍ以上のひび割れも多く発生

しており、最大で 0.6ｍｍのものもある。  

 

⑦ただ、このひび割れについては、法令で統一

した基準がなく、東北電力は規制委委員会との

面談で「0.1ｍｍ以上」を補修対象にすること

を説明している一方で、北陸電力志賀原発では

「0.3ｍｍ」を目安として補修することとして

いる。法令の不備か？  

 

⑧頻発する女川原発でのトラブルは、その多く

が設備と点検の意味を考えて行えば防げるは

ずのもので、その原因に「異常・おかしさ」に

疑問をもたない作業員（東北電力社員・協力会

社社員問わず）の質が問題、と喝破。そこを問

題としない限りは、いくら「気を引き締めるよ

うに」と号令をかけても同じことを繰り返すの

は必至。このままでは、大きな事故につながり

かねない。 

 

…などなどで、以上は学習会の中味のほんの一

部です。確かに難しいところがありますが、東

北電力や規制委員会と渡り合うには、やはり私

たちも日々精進していかなければなりません。

みなさん、ともに深めていきましょう！  

 

「その答えは～風の会と～一緒に考えよう

～♪♪」 

（清志郎の１ファン）  

 

 

 

 

「みやぎ脱原発・風の会

2017会員のつどい」 
日時□2017 年 2 月 26 日（日）14 時～16 時 

会場□仙台市シルバーセンター和室 

（青葉区花京院1丁目3番2号） 

内容□2017年の「風の会」運動方針と 

参加者の意見交換 など 

 

みやぎ脱原発・風の会 会計報告 

（2016 年１月１日～12 月 31 日） 

繰越金      670,274 円 

《収入》会 費   311,280 円 

カンパ    63,052 円 

      合 計   374,332 円 

《支出》印刷費    38,694 円 

通信費   121,630 円 

活動費   189,140 円 

その他    13,355 円 

      合 計   362,819 円 

《残金・繰越金》  681,787 円 

 

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。 

■□2017 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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【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 212 回＆第 213 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□1 月 20 日（金）勾当台公園野外音楽堂 

1 月 27 日（金）勾当台公園野外音楽堂 

（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 

 

放射能汚染物焼却問題「松森焼却場見学会」 

（仙台市泉区松森字城前 135） 

日時□1 月 27 日（金）13 時 30 分～ 

主催□脱原発仙台市民会議 

TEL&FAX 022-379-3777（広幡） 

 

「第28回多田謡子反権力人権賞」受賞記念  

篠原弘典氏講演会と受賞祝賀会  

「女川原発反対運動の不屈の半世紀  

－そして原発のない女川へ向けて」 

日時□2 月 19 日（日）16 時 20 分開場 

   16 時 50 分～篠原弘典氏講演会 

「原発の町とされた女川」 

   18 時 20 分～受賞祝賀会 

会場□情報・産業プラザ セミナールーム 2 

（仙台駅前アエル 6 階） 

参加費□2,000 円 

（講演会のみの方は 500 円） 

〈参加申込〉FAX 022-284-6973 

メール tatara@mamma.coop 

締切り 2 月 15 日（水） 

●呼びかけ人 

岡崎トミ子（元参議院議員）・鈴木宏一（女川

原発の再稼働を許さない！みやぎアクション

代表／弁護士）・阿部美紀子（女川から未来を

考える会代表／女川町議会議員）・布田秀治

（放射能問題支援対策室いずみ運営委員長／

牧師）・多々良哲（女川原発の再稼働を許さな

い！みやぎアクション世話人） 

〈問合せ〉多々良（080-1673-8391 

 tatara@mamma.coop） 

 

 

 

●「市民による女川原発の安全性を問う 

シンポジウム part２報告集」 好評発売中 

（市民による女川原発を問うシンポジウム  

実行委員会  編集・発行）  

  

昨 2016 年 5 月 29 日に開催された「事故が

おきたら逃げられるの？  市民による女川原発

の安全性を問うシンポジウム part2 発言・パ

ネルデスカッション報告集」が好評発売中です。

1 冊カンパ５００円です。  

「風の会」でも取扱いしておりますので、ご

希望の方はご連絡ください。なお、１０冊以上

の場合は送料はこちらで負担いたします。  

 

 

 

【もくじ】  

●「放射能はこりごり」の思いを  
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