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私の知事選 「彼だからはっきり言えた！」 
堀野公子   

 

今回の宮城県知事選に立候補したのは私の

連れ合いです。「村井さんの無投票当選はあり

得ない」とずっと言っていましたが、まさか本

人が立候補するなんて！  一番、驚いたのは私

ではないかと思います。でも周りの方々からの

反響に、私はまたまたびっくりしました。心か

ら投票したいと思う人がいる選挙なんて初め

て、立候補してくれてありがとう、その勇気に

感激した、そんな声をたくさんいただきました。

最初は驚き戸惑っていた私の気持ちも、皆さん

の声に背中を押されて応援に変わっていきま

した。  

 

私が彼と出会ったのは二十歳のころです。大

学でエコロジー研究会というサークルを作っ

て大学の敷地で無農薬野菜を作り、女川原発の

建設反対の運動も熱心に取り組んでいました。

あいコープみやぎで仕事をするようになって

からも、作る人と食べる人の顔の見える関係を

繋ぐこと、環境を守ること、そのためには原発

に反対する。私が出会った頃から考えは一貫し

ているのです。  

今回の選挙を通じて皆さんにお話ししてき

たことも、根底にあるものは同じだと思います。

中でも原発反対、女川原発の再稼働を止める。

これは政党に属する政治家ではない彼だから

はっきり言えたことだと思います。  

 

 選挙戦には負けましたが、今回の選挙で私が

一番良かったなと思っていることは、彼がずっ

と思い続けている反原発を、自分の言葉で直接

皆さんに訴えられたことや、新聞やテレビでも

女川原発の再稼働を争点に取り上げてくれた

こと、そして多くの皆さんが彼を支持して下さ

って、それぞれの場所でいろいろなやり方で応

援してくださったことです。  

 子ども達に迷惑をかけないように、これから

も原発がなくなるまで反対運動に取り組んで

いくことと思います。皆さん、これからもよろ

しくお願いします。ありがとうございました。 

 

【編集注】多々良哲さん（女川原発の再稼働を

許さない！みやぎアクション世話人）は、「女

川原発再稼働の是非を問う県民投票の実施」を

公約に、10 月 5 日告示の宮城県知事選に無所

属で立候補し、10 月 22 日、18 万 4776 票

を獲得し健闘しました。本当にご苦労様でした。 

 

 

みやぎ脱原発・風の会 公開学習会 vol.11 

♫ わからないのよ どこに向かっているのか ♫ 

女川原発 ハイロ（廃炉）へのイロハ 
講師□石川徳春さん（仙台原子力問題研究グループ） 

日時□12 月 16 日（土）18 時 30 分～20 時 30 分        資料代□300 円 

会場□仙台市市民活動サポートセンター6 階セミナーホール（青葉区一番町 4-1-3） 

主催□みやぎ脱原発・風の会 （問合せ 090-8819-9920／メール hag07314@nifty.ne.jp） 
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「本当は 3 層しかない多重防護」「水素爆発」「水蒸気爆発」「ミサイル落下の可能性」 

～問題だらけの女川原発の姿が明らかに 
―10.7 シンポジウム「県民が決める！女川原発再稼働の是非」― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 7 日、仙台市福祉プラザふれあいホール

で、シンポジウム「県民が決める！女川原発再稼

働の是非～原発技術者が語る女川原発再稼働の問

題～」が開催された（「脱原発をめざす宮城県議の

会」と「女川原発の再稼働を許さない！みやぎア

クション」の共催）。この日はあいにくの雨模様だ

ったが、会場いっぱいの 300 人が参加した。 

 このシンポジウムは、来年にも再稼働の動きが

ある女川原発について、技術的にどのような問題

があるのかを、田中三彦さん（元国会事故調査委

員会委員）と後藤政志さん（元原子炉格納容器設

計者）という日本を代表する専門家から明らかに

してもらった上で、同時に行われている宮城県知

事選と連動しながら、県民一人一人が自分事とし

て考えていくことを目指して開催された。しかも

お二人とも9月5日に東北電力に対して公開質問

書を提出し、その回答を待つ中での開催というこ

とで、まさに当事者意識をもって臨んでいただい

た。 

 

 司会はゆさみゆき県議、「県議の会」会長の佐々

木功悦県議が開会挨拶し、シンポジウムが始まっ

た。今回は「みやぎアクション」世話人の篠原さ

んがコーディネーターを務めた。パネリストのお

二人と長年の親交がある篠原さんならではのリー

ドで、田中さん・後藤さんもリラックスして、こ

れまでの歩み、特に原発メーカーに入りながら、

なぜ、そしていつ頃脱原発に転じたのか、そして

お二人がどのように知り合ったのかをざっくばら

んに語り、参加者も興味深く耳を傾けた。 

 

 はじめに、田中三彦さんから「東北電力はフク

シマから何を学んで『女川原発再稼働』なのか？」

「われわれはフクシマから何を学ばねばならない

か」の大きく二つのテーマをお話し頂いた。 

 田中さんは、現在も委員をつとめている新潟県

の技術委員会の話から切り出す。「そこでまさに福

島から何を学んだのだということを問題にしてい

るわけです。泉田前知事も米山現知事も福島の事

故の原因とかプロセス、対応の仕方に関して究明

が進まない限り、柏崎刈羽原発の再稼働は認めな

いと。ですから、適合性審査が原子力規制委員会

でパスしたとしても、地元の理解が得られるかど

うかは、4 年から 5 年かかるというふうにおっし

ゃっています。多分それが女川原発の再稼働にそ

のプロセスが抜けているんじゃないかというふう

に僕は思うわけです」。 

 

そして第一のテーマ「東北電力はフクシマから

何を学んで『女川原発再稼働』なのか？」として

2 点をあげる。①「国と電力は国民と地域住民を

騙し続けてきた」ということ。ここで東北電力を

含めた電事連に対し、「まず反省してもらわなきゃ

ならないことがある。それは国と電力が国民と地

域の住民の方々を騙し続けたという、その事実で

す」、つまり「日本の原発は五重の壁と多重防護で

守られています。だから大事故は起きません」と

言っていたが、事故は起きた。また「多重防護と

は、文字通り何重にも安全対策がなされているこ

とを意味します」というのも大ウソだった。実際

は「3 層」しかなくて、3.11 でこれを超えてし

まった。5 層以上の深層防護が世界の常識なのだ。

また、②「電力と国を不可分に結びつける魔の『規

制の虜』」の具体例として、2006 年に原子力委

員会が決定した「新耐震設計審査基準」に対しバ

ックチェックを求めていたはずが、いつの間にか

「中間報告書」でいいとなってしまったことや、

まさに福島原発で問題となっている「津波の想定」

についても、国が大目にみていた点を指摘した。 

 

 また、第二のテーマ「われわれはフクシマから

何を学ばねばならないか」として、①新規制基準

によって「適合性」が認められても、原発の安全

性が保証されたわけではない、ということを指摘

する。規制委員会の田中元委員長は、「基準の適合

性は見ていますけれども、安全だということは私

は申し上げていません」と一貫して言っているの

に、安倍首相は「世界で最も厳しいレベルの規制

基準に適合。だから原発は安全です」などと言っ

て、食い違いがある。「審査を通ったら事故が起き

ないというんじゃなくて、起こったらどうするか
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について一杯書いている。仮設のポンプだとか消

防自動車とか一杯備えているというのは、その証

拠です。事故が起きることを前提にしている。こ

こを間違わないようにしてください」。そして、②

「“名ばかり”の第 5 層。そのとき国が逃げ惑う

民を積極的に救うことはない」、つまり現在の法律

では、避難計画の策定は国の責務とされていない、

地方で考えてくださいとなっているということだ。 

最後に「こんな不安を一杯抱えて、揚げ句の果

ては捨てる場所もない、そういう原発を擁護する

理由なんてどこにもないです」ときっぱり言い切

って講演を締めくくった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に後藤政志さんのお話だ。本題に入る前に、

東芝出身の後藤さんは、なぜ東芝がダメになった

のかについて語った。①ここ 30 年来、全くアメ

リカで原発を造ってきていないので、ウエスチン

グハウスでは原発を設計したことがない人が設計

し、造ったことがない人が造っていること、②ア

メリカが“原発ルネッサンス”と称して 2000 年

代に入ってから始めたことに経産省が受けてこれ

に各メーカーが乗っていったのだが、他の会社は

慎重だったのに東芝が一番手を挙げたこと、つま

りリスクを理解しない経産省（国）が絡んでいた、

この2点を理解しておく必要があるということだ

った。 

そして本題に入り、「今日の私の話は、①水素爆

発②水蒸気爆発③フィルターベントと、大きく見

ると 3 つあります」としていたが、話は多岐にわ

たった。 

 

まず地震の影響について。地震に襲われたプラ

ントの剛性（硬さ）が変化することにより、固有

振動数も変わることを指摘する。特に女川原発は

何度も基準地震動を超える地震を受けているので、

設計時の固有振動数がずれている可能性があり、

配管も想定してたところとは別のところが影響を

受ける可能性があるが、それを東北電力は理解し

ているのか、「これは耐震設計の根本問題に関わる」

と鋭く突きつけた。 

 

そして水素対策不足について指摘した。その処

理装置を新しく設置するという計画に対し、「1 台

あたり水素の処理能力は 0.5kgで20台近くなの

で合計 1 時間で 10kg くらい処理できる。それは

フランジからの漏えい量を 10%と見ているから。

でもその値になる保証なんて何らないです。なぜ

かというと、過酷事故のときの水素の出る量は

500kg から 900kg 近くと推測されるんです。

実際、福島でも相当出ている。そんなに大量に出

ているものをこれで処理できると言っていること

自身がおかしいんです。これはもともと過酷事故、

炉心溶融を起こしていない状態での処理の能力だ

と私は思う」「多分炉心溶融を起こした後、日本の

今の BWR の原発はみんな次々と水素爆発を起こ

すだろうと私は推測しているんです。なぜかとい

うと、きちんとした対策になっていないから」と

対策の甘さを喝破した。 

 

 次に水蒸気爆発について。海外では水を直接あ

てずに、溶融物を冷やすことのできる「コアキャ

ッチャー」を設置しているところもあるのに対し、

国内では加圧水型に続き、沸騰水型の女川でも溶

融物の下に水をはって冷やすことを検討している。

しかしそれが妥当かどうか調べるにしても電力会

社が具体的なデータを出さないので、本当に大丈

夫かどうか検討しようがないという。「これで万一

事故を起こしたときはどういう責任を取れるんで

すか。犯罪ですよ」。 

 

 さらに、後藤さんは「ミサイル落下」について

も言及する。「この場合は事故と全く逆なんです。

通常の事故は炉心がやられて、徐々に拡大してい

って、格納容器が最後にやられる。でも、ミサイ

ルとか航空機のときは、全く逆。先に格納容器が

やられておいて炉心溶融したときには、もう最悪

という言葉が、本当に恐ろしくて私は言いたくな

い。そのままずっと出続けるんだから、それで何

とかしろよっていっても何もできない」。他ならぬ

格納容器を設計した後藤さんの言葉なので、その

真実味に会場も静まりかえった。 

 

 そして最後に、「もし原発を稼働するというので

あれば、嫌な人に放射能を一粒たりとも与えては

いけないと理論的には思います。安全というのは

その人にとって許容できないリスクがないことで

す。だから、それは主観的です。原発の事情を詳

しく知ったうえで、選択しない人に迷惑をかけて

はいけないという原則で原発政策というのを考え

ると、やっぱり成立しないというのが私の意見で

す」と締めくくった。 

 その後、お二人がお互いに意見を交換したり、
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また休憩後には会場からの質問に答えることを通

じて、参加者はより理解を深めていった。 

 

 また、このシンポジウムでは「原発の『経済神

話』を問う―女川町のケース」と題して、東北学

院大学経済学部教授の半田正樹さんから、女川町

が原発によって豊かになっているのか、また原発

に依存しない町をどう構想するのかについて、中

間報告という形で報告を頂いた。 

 

そして、シンポ終了の直前、サプライズとして

宮城県知事選に立候補した多々良哲さんが忙しい

選挙戦の合間をぬって駆けつけ、挨拶にたった。

「『女川原発再稼働の是非』、これがまさに今回の

県知事選の争点だと私は思っています」「村井知事

はこれを一貫して争点ではないと。女川原発再稼

働は国が決めることだと。まだ国が審査中だから、

知事として判断を示すのは時期尚早だと。私はこ

れを絶対逃がしませんから」と力強く語り、「県民

投票は無責任だ」という村井知事に対し「無責任

なのは、女川原発の再稼働の是非について国任せ

にして、県知事としての判断を示さない村井知事、

あなたのほうだ。私は、宮城県民の命と健康を守

る知事の責任として、女川原発の再稼働には同意

いたしません。これが私の最大の選挙公約です。

女川原発の再稼働をしっかり止めたうえで、県民

に十分な判断材料を示して、県民の意思として女

川原発を廃炉の方向へ持っていく。ここまで私は

知事の責任としてやりたいと思っています」。会場

からは惜しみない応援の拍手が送られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、「県議の会」副会長の中嶋廉県議が閉会

の挨拶にたち、3 度目となった県議と市民との共

催の集会は成功裏に閉会した。アンケートでも「技

術的な観点からの原発の危険性について知ること

ができた。元原発の設計に携わっていた方の話を

生で聞くことができて面白かった」等の感想が寄

せられた。 

 （みやぎアクション 舘脇） 

 

 

田中三彦さんと後藤政志さんの公開質問に東北電力が回答 

東北電力は福島事故から何を学んだか 
福島以前と変わらない！反省しているのか！ 

 

10 月 31 日、女川原発の再稼働を許さない！

みやぎアクション（代表  鈴木宏一）の「女川

原発再稼働に関する公開質問１、２」（9 月 5

日提出）に対し、東北電力がやっと回答した。

当日は、田中三彦さん（元国会事故調査委員会

委員）と後藤政志さん（元原子炉格納容器設計

者）、高島武雄さん（水蒸気爆発の研究者）に

来ていただき、「県議の会」4 名、市民 19 名

が参加。電力側からは進行役広報・地域交流部

（エネルギー広報）井畑直久課長と回答者火力

原子力本部・原子力部山田俊吾課長等 6 名、他

に補助者 3 名が出席。『河北新報』記者 1 名が

取材。交渉は、午後 2 時半から 5 時まで 2 時

間半、本社近くのＴＫＰ仙台西口ビジネスセン

ターのカンファレンスルーム３Ａで行なわれ

た。  

 

まず、「東日本大震災と福島第一原発事故に

関して～東北電力は福島事故から何を学んだ

か」との田中さんの質問に、電力は「重大事故

は起こりうる、そういう認識で、安全対策を向

上させている」と回答。  

これに対し、田中さんは「原発は事故を起こ

すまで安全」「多重防護（深層防護）は従来3層

まで、3･11後の今も4層まで。『5層構造』は

原子力規制委員会も使っていないので公的文

書に出てこないが、5層の住民の避難計画がで

きていない。」「現場がないとできないため、シ

ビアアクシデント用のシミュレーター訓練施

設はない。」「『緊急時対策本部』で原発所長が

本部長では駄目。ベテランがリーダーになりサ

ポートすべき。故吉田所長は専門がメンテナン

スで運転知識がなかった。」「女川は『被災原発』、

配管変形はなかったのか。サポートのコンスタ
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ントハンガーの変形・ズレ等は、今回起きなか

ったのか。データは公表されているのか。東電

は公開しているが、不具合の数値と写真は、デ

ータを見ることはできるのか。」「“後遺症”の

評価を本気でやっていない。」と、厳しく追及。  

後藤さんも、「重大事故時、運転員らの『全

員撤退』がないと考えている。とどまりながら

緊急時対策室で対処するというが、いろいろな

事故対策をしたからといって実行可能なのか。

矛盾している。」と指摘。  

 

次に、後藤さんの9項目の質問「女川原発２

号機の耐震設計および重大事故対策に関して

～１．東北地方太平洋沖地震および余震等によ

り損傷した部位の詳細確認  ２．耐震設計に対

する確認 ３．設計基準事故時の条件と重大事

故時の条件の違いについて  ４．重大事故時の

格納容器の限界挙動について  ５．水素爆発対

策について ６．中性子束振動に及ぼす地震に

よる原子炉水のスロッシングについて  ７．重

大事故時の評価について―水蒸気爆発に関し

て  ８．確率論的リスク評価（PRA）について  

９．情報公開について」の大半に対し、電力は

「何々しているが、原子力規制委員会で審査中

なので、有効性や妥当性の回答は控える」と、

各施設の性能などに関する明確な回答を避け

た。  

 

後藤さんは、「ＢＷＲ型原発の水素爆発対策

不十分。能力が足りない。」「タービン軸受の損

傷、建物の剛性低下が問題。（固有振動数など

の）設計値がシフトする。」「格納容器を目視で

点検というが、気になる。精度を実測すべき。」

「設計条件と過酷事故条件のダブルスタンダ

ードは問題。」「建物の剛性低下に関して、3.11

地震モデル、複雑で組み合わせが難しい。不確

実性があり、割り切りでやるのは、耐震設計の

立場から言えばとんでもな  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い。」「アクシデントマネージメントのマニュア

ルはあるのか。いつからか。」「重大事故時、計

測器が大事。作動監視装置の主要仕様の計測範

囲はなぜ10％以下なのか。0～100までカバー

すべきで、なんで切るのか。根本を疑う。」「ス

ロッシング（液面揺動）と中性子束振動（出力

振動）、起こりにくいと言っているが、蓋然性

の話をするな。」「安全性の考え方、『多重・多

層防護』は幻想と認識されているのか。確率的

安全（いつか起こる。一ヶ所でも故障したら駄

目）より確定的安全（一ヶ所でも故障したらブ

レーキがかかる）が大事」と追及。  

 

高島さんは、「ヨーロッパや韓国の大規模な

実験で、水蒸気爆発が起きるのは極めて低いと

確認している」と電力が回答したのに対し、「コ

テルス・ファロー・クロトス・トロイの４つの

実験で、トロイは自発的に爆発、起こってない

というのは事実に反する。コテルスは温度を測

っていないので実験とはいえない。クロトスは

直径95ﾐﾘのパイプに90㍑の水しか入っていな

い小規模な実験。起こらないのはあたりまえで、

参考にならない。元の文献をよく読んでチェッ

クして下さい。」と、厳しく批判。さらに、「圧

力波の取り扱い、鉄筋が入っているから大丈

夫？は疑問」「シミュレーション条件が変われ

ば値は変わる。安全確認できない。情報を出し

てもらわないと。」と指摘。  

 

田中さんは、「過酷事故シナリオは何パター

ン考えているのか。シビアアクシデントまでの

時間は何分、20分～30分？」「シビアアクシデ

ント時、トップヘッドのシール機能、インコア

モニタハウジング圧力漏れなどを検討してい

るのか。」「プロセスの未解明問題を含め、福島

事故の分析をしているのか。情報公開すべきと

思うが、透明性が必要だと思う。」「女川原発Ｐ

Ｒパンフ、福島以前と変わらない。反省してい

るのか。震災時（道路が寸断され）地元の人が

閉じ込められ、（たまたま）女川原発の体育館

が避難所になったが、結果オーライだっただけ

で、原発は安全施設ではない。怖いと思うネガ

ティブな側面も子どもたちにチャンと教える

べき。」と、批判した。  

 

東北電力からの回答は「10.7シンポジウム」

の前にもらう予定だったが、結局、知事選後ま

でずれ込んでしまった。しかし、今回、こちら

側の推す有識者がガチンコで交渉する、という

新しい形ができた。内容的には、田中さんの「マ

ークⅠ改良型のメリットはなにか。メンテナン
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ス、作業性だけ？  シビアアクシデント対策と

の関係は。」の追及に、女川原発の型をマーク

Ⅰ（1号機）からマークⅠ改良型（2・3号機）

にしたのかの歴史的経緯が分かっていない担

当者は、シドロモドロの回答でたじたじだった。

「質が落ちているのではないか」と心配の声も。 

東北電力は、11月14日の規制委適合性審査

96回目会合で、今後の審査対応のスケジュー

ル案を示し、来年3月までに主要な論点の説明

を終える見通しを示している。規制委審査では、

「基準地震動1000ガル」、「基準津波23ｍ以下」

ということが「概ね妥当」という形でヤマをこ

したようにいわれているが、やはり後藤さんも

指摘したように、「剛性低下」など“被災原発”

としての女川原発の耐久性の問題が今後大き

な課題となると思われる。今回の不十分だった

回答を吟味し、今後も、東北電力と粘り強く交

渉を重ねる必要性を感じた。  （空）  

 

 

 原発問題の“ミニミニ？”解説 もどき  

Ω 未だ『未解明』な「水蒸気爆発」 Ω 
 

「10.7 シンポ」で後藤さんが、東北電力

「10.31 回答の場」で後藤さんや高島さんが

問題とした「水蒸気爆発」について、“ミニミ

ニ解説もどき”をしてみます。 

まず、溶融炉心が圧力容器の底から（圧力

容器を支える円筒状の）ペデスタル部に落下

する場合【下図①】、現行の方針では（女川２

でも）予め水を張っておき、その中に溶融炉

心を落下させ冷却することになっています。

これは、溶融炉心とペデスタルのコンクリー

トが直接接触して大量の水蒸気や水素・二酸

化炭素などの非凝縮性ガスが発生し格納容器

の圧力が急上昇する「溶融炉心－コンクリー

ト相互作用（ＭＣＣＩ）」や、コンクリート侵

食による格納容器構造材の支持機能喪失など

を防ぐためです。 

そこで代わりに問題となるのが、溶融炉心

と水の接触による「溶融炉心－冷却材相互作

用（ＦＣＩ）」で、「液体の水」による物理的

衝撃を伴う「水蒸気爆発」【下図右下のグレー

囲み】と、「気体としての水蒸気」の大量発生・

圧力急上昇である「圧力スパイク」【下図②】

があります。例えれば、前者はプールに（平

面的に）飛び込んで胸や腹を‘バシャッ’と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打ったときの衝撃で、後者はエアクッション

に飛び込んで‘バフッ’と受け止められたと

きの感覚、という違いでしょうか。前者の“痛

み＝ダメージ”は大き過ぎるためか、ＢＷＲ
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“先行審査”が終了した柏崎刈羽（ＫＫ）６・

７では、「水蒸気爆発」は「可能性は極めて低

い（全員が飛び込み上手？）」と無視され、「圧

力スパイク」のみが考慮されています＜

17.9.27ＫＫ6･7 審査書案：575 枚目＞。 

 

その点は規制委も一応問題視したようです

が、「大規模実験」の結果“実機では考えにく

い”とする東電の主張を認め、了承していま

す＜同：577 枚目＞。その点を問題視したの

が、「回答の場」の高島さんで、東電や東北電

力が引用する実験は参考にはならないと批判

しています＜別稿参照＞。 

 

 

 

それを裏付けるように、＜別稿：気になる

動き７４＞で「飛翔体（ミサイル？）」解析を

募集した規制委は、10.19 には「沸騰水型軽

水炉（以下「ＢＷＲ」という。）におけるプ

ール水を有する鉄筋コンクリート製（以下「Ｒ

Ｃ」という。）ペデスタルを対象として、水

蒸気爆発により発生した圧力源に対して、コ

ンクリート及び鉄筋が示す動的応答を評価す

る。また、同体系において、水蒸気爆発によ

り発生する水撃力による圧力容器等への影響

について評価する」解析を募集して

いました。右図の通りＭＡＲＫ－

Ⅱ・同改良型の格納容器を想定しての解析の

ようですが（女川２はＭＡＲＫ－Ⅰ改良型）、

要するに「水蒸気爆発により発生する水撃力

による圧力容器等への影響」は、未だ正確に

解明されていない＝安全確認されていない、

ということだと思います。 

以上、少しは「シンポ・回答の場」の議論

が分かりやすくなったら幸いです。 

＜2017.11.12 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

第 13 回女川原子力発電所２号機

の安全性に関する検討会---傍聴報

告 

―地震学者がいな

いので、話が、かみ

合わない― 
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2017 年 11 月 1 日に、「第 13 回女川原子

力発電所２号機の安全性に関する検討会」が開

催されました。前回は、6月 8日でしたから久々

のというか、宮城県の手抜きの検討会です。傍

聴者７名と報道関係者 3～4？社、カメラ１台

（みやぎテレビ）でした。みやぎテレビは、最

後に座長にインタビューしていました。議題は、

「新規制基準適合性審査申請」の「基準地震動」

と、「基準津波」についてでした。  

印象に残った点だけ報告します。（資料は、

そのうち下記の宮城県原子力安全対策課 HP に

アップされます。) 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gent

ai/kentoukai.html 

 

1. 資料２（基準地震動関連） 71～72 ペー

ジについて  

・基準地震動策定について、応答スペクトルに

Ss―D1（プレート間地震の応答スペクトル手

法による基準地震動）の継続時間を考慮するも

のと、しないものがあるので、つながるような

ストーリーが必要。（源栄さん）  

2. 資料２（同上） 27～30、71～72 ペー

ジについて  

・「3.11 の地震シミュレーションの各領域の

寄与（30 ページ）」について、地震は、どこ

がスタートでどこに伝搬しているのか。他から

割れて、他へ伝わることは、どう考慮している

か。観測結果をもとに基準地震動を決めるのは

問題でないか。（岩崎さん）･･･（回答が、う

まくできていない）。  

・「応答スペクトル手法による基準地震動（71

ページ）」の長周期の所が合わないのは、再現

できてないという事でないか。裕度をもってフ

ラットにしたとのことだが、その理由を、宮城

県から、国へ聞いて欲しい。72 ページで、M8.3

にした根拠は？（岩崎さん）･･･（東北電力の

回答は、しどろもどろである。県は国へ確認し、

この検討会へ報告するとの事。）  

・なんか今回は、特に話がかみ合わない。最大

の原因は、地震学者（地震工学ではない）がい

ないし、ある程度知見のある津波の専門家が遅

刻していること。岩崎さんも津波の議論の時は、

いなくなっている。東北電力も、説明がうまく

出来ず、力量不足である。こんな、安全性検討

会では、やはりだめですね。  

（2017.11.8. 兵藤則雄）  

 

「今こそ原発の廃止を」 講演とパネルディスカッション 
西仙台教会 庄子 都     

 

10 月 15 日、仙台市カトリック元寺小路教

会において「今こそ原発の廃止を－くらしの安

心と安全を考えよう」の講演会がありました。

原田雅樹氏（清泉女子大学教授）による、原子

核の歴史と戦争にまつわる核惨禍の講演を伺

い、講師を含めた 4 人が参加した第 2 部のパ

ネルディスカッションでは、「宗派は違えども

原発反対の精神は変わらない」と、仏教の梅森

寛誠氏（日蓮宗法運寺住職）やクリスチャンが

意見発表しました。「放射能問題支援対策室い

ずみ」の服部賢治さんは甲状腺検査の報告を通

して原発についての問題提起をされました。以

下は、パネラーの一人として意見発表した私の

要約です。 

 

未だ 5 万 5 千人の福島県民が原発事故によ

る避難を余儀なくされていますが、福島地裁の

原発関連判決では、原告団は「生業（なりわい）

を返せ、地域を返せ」と訴えました。しかし、

政府のエネルギー基本政策では、2030 年まで

に 22％を原子力発電で賄うと言っていて、老

朽原発も延長する傾向ですが、国の方針にそっ

て、東京電力は原発再稼働を再建の柱としてい

るし、東北電力も女川原発・青森の東通原発の

再稼働を目指す方針を強調しています。両原発

の防潮堤を含めた安全工事費は 3 千数百億円

にのぼるそうです。  

しかし、再稼働の是非は、国や電力会社では

なく、市民社会が判断すべきではないでしょう

か。負の遺産を一日も早く元に戻すには廃炉し

かありません。原子力発電は、はるか未来の子

孫に、全ての負債を押し付けることになること

を忘れてはならないと切に思います。  

 使用済み核燃料、いわゆる“核のゴミ”は、

一旦イギリス・フランスに委託処理し、ウラ

ン・プルトニウムを取り出したあとの残りカス

が高レベル放射性廃棄物と言われ、極めて毒性

の高い放射能の塊（死の灰）です。それをガラ

スで固めて（ガラス固化体）地下に埋めるわけ

ですが、地上に廃棄物の受け入れ施設を作って、

300～1000ｍの深い縦穴を掘り、その底に更

に横穴を掘ってそこに埋めてしまうのです（地

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kentoukai.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kentoukai.html
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層処分）。  

地元自治体が調査を受け入れたら 20 億円支

払うと経産省が提示しても、地元は無害化する

まで 100 万年もこの放射能とつき合って行か

ねばならないだろうと言われています。  

低レベル放射性廃棄物（廃炉作業の施設解体

で生じる原子炉内の構造物や圧力容器等）でさ

え、地中に埋めて 300 年も監視し続けなけれ

ばならないとのこと。  

 日本は地震国、世界で起きる地震の 10 数％

が日本で起きている現状の中で、使用済み核燃

料のまま中間貯蔵施設で保管し続けることに

なります。膨大な量の死の灰の処分は、地層処

分を含め、どのような方法をとっても、将来の

世代に負担を負わせることは避けられないの

です。一方的な説明だけで、金と引き換えに過

疎地に押しつけるというようなことをしては

いけないと思います。  

 六ヶ所村の再処理工場は、安全性・経済性と

あらゆる意味で有害無益な施設と言われなが

ら、建設費も 2 兆 9 千億円まで膨らんでいま

す。核燃料サイクル計画によってプルトニウム

を再利用しようとした高速増殖炉「もんじゅ」

には、１兆円も投資しているにも拘わらず、事

故・故障続きで廃炉の見込みです。日本国内外

に溜まったプルトニウムは 47 トン、長崎型の

原爆 7000 発分にあたります。原子力協定によ

り多量のプルトニウムを保持してはならない

ので、青森に新設する大間原発で何とか使おう

としています。  

 このような途方もない作業にかかるエネル

ギーは、原発で得たエネルギーをはるかに上回

ってしまうでしょう。私達は持ってはならない

ものを手にしてしまったのです。  

 未来につながる子どもらの為にも、全ての原

発を廃炉に！  そして私達はエネルギー消費

を抑える暮らしに努めましょう。電力源の自給

率は僅か 6％しかありません。再生エネルギー

の開発を進めながら、電気エネルギーに過度に

依存しなくても、満ち足りた社会を作っていく

ように、一人一人が証する機会が与えられてい

るのではないでしょうか。  

 信仰を守る者として、こういう辛苦の中にこ

そ神様はそばにおられ、私達と共に泣き、私達

を慰め、やさしく力強く励まして下さっている

ことを覚えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任せていいのけ？ あかんちゃう？ 
第 28 回福島県「県民健康調査」検討委員会―傍聴報告 

 

10 月 23 日（月）、総選挙の翌日、しかも台

風 21 号が接近する大荒れの中で行われた表記

会合を傍聴した。猛暑と予想されていたのに涼

夏だったり、晩秋に台風が連続襲来したり、「お

前が国難」と公然と批判される疑惑だらけの某

政権が「信託」される、という訳のわからない

時勢と符合するかのように、原発事故による健

康影響を調査・検討・評価する福島県が設置し

た有識者会議のかじ取りも大きく転回し、船は

早くも港へ帰港しようとしている。問題性が高

い内容に絞って報告し、今後について若干の見

通しを共有したい。  

 

◆再選出された検討委員・評価部会員の  

顔ぶれ（＊１の 5 ページ、⑦－2 ページ）  

 

第 27 回から今回にかけ 2 年の任期切れのた

め、委員改選が行われた。2 月 20 日に開催さ

れた前々回の第 26 回において、評価部会員の

改選については「現行委員の継続が基本線」と

県から示されていたものの、フタを開けてみる

とそうではなかった。大幅な委員入替が行われ、

清水一雄氏、春日文子氏がなぜか評価部会員に

再任されなかった。とりわけ評価部会長であっ

たものの、「長では意見が言えない」とし、一

委員として発言したい、と意向表明していた甲

状腺外科医のスペシャリスト・清水一雄氏です

ら除外されていた。しかし、甲状腺スクリーニ

ング検査の必要性について疑問を公言してい

る新委員の髙野徹氏は唯一、検討委員であり、
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且つ、評価部会員も兼任している。なぜ髙野氏

は例外で、なぜ清水一雄氏は兼任できないのか。

説明は一切なかった。  

 

◆会議終了間際、星座長が評価部会の  

運営体制変更を突然提案、変更へ  

 

2016 年 5 月から 3 巡目の検査が福島県内

各地で行われている。2011 年秋から 2014

年にかけ行われ、116 人の子どもが甲状腺が

ん、悪性疑いと診断された 1 巡目の検査結果に

ついての暫定的な評価は 2015 年 5 月に確認

された。＝「放射線影響とは考えにくい」（＊

２）  

それ以降、2014～2015 年度に実施された

2 巡目の検査結果についての評価はこの間評価

部会自体すら開催されず、棚ざらしにされてい

た。1 巡目で特に問題ないとされた A 判定の

65 人が 2 巡目検査で甲状腺がん、悪性疑いと

診断されている（全体では 71 人）。何の異常

も見られなかった子どもが約 2 年後に甲状腺

がんになっていた、というのである。1 人や 2

人なら見落としの可能性もあるかもしれない。

しかし、65 人全員が見落とし、ということは

何重もの確認が行われているので考えにくい。

しらみつぶしに精度の高い検査をしたから眠

っているがんまで見つけてしまった、というス

クリーニング効果説で 1 巡目の 116 人は説明

したとしても、この仮説で２年の間に新たに甲

状腺がん・悪性疑いだと 65 人の子どもが発生

した 2 巡目結果については、検討委員会および

評価部会の従来見解では説明できず、放射線被

ばくの影響を排除せず丁寧に検討・議論しなけ

ればならない。  

ところが、非公開も含めて、より密室的な形

で検討し結論を出す体制変更が提案された。加

えて、提案手法も不適切だ。議題に記されず、

資料も一切なく、理解を深めたり、検討する時

間のないことがわかっていながら、会議終了間

際に唐突に提案された。時間がなければ次回に

持ち越す、という判断があってもよいかと思う

が、星座長は進行を急いだ。およそ、構成員に

よる検討、意見交換、合意というプロセスを軽

視し、立場性を最大限利用した星座長の独断的

運営が目につくことが多い。原発事故との因果

関係をはじめ、コアな事項を検討・評価する評

価部会運営のあり方は検討委員会の存立基盤

そのものに直結する重要な体制変更であるに

もかかわらず、議論は行われなかった（という

より意図的に避けられた）。  

あえて繰り返すが、‶2 巡目の評価″は福島

県の甲状腺検査体制を今後どうするのか、決定

的で最大の分岐点となるだろう。そのプロセス

を誰もが納得できるように徹底的な情報公開、

議論をもって進めるのではなく、姑息な方法で

体制変更を行い、秘密会議にしようとする現行

の流れに、大きな危うさを覚える。  

 

【福島県「県民健康調査」における  

甲状腺がん又は悪性疑いの子ども  】  

［単位：人］  全体の合計では 194 人  

 

◆甲状腺がん患者の全体把握ではなく、  

限定的な調査を提案・実行  

 

甲状腺の一次・二次検査を受けていながら、

経過観察中などに病変し甲状腺がんに罹患し

た方々の実数が、全体報告に加算されず、報告

されていなかった。問題発覚後の最初の会合で

ある第 27 回において、委員間の活発な意見交

換・議論が行われ（＊３・42 頁～47 頁）、上

記該当者の把握を行うべきというコンセンサ

スが形成された。しかし、である。資料８（＊

１の⑧－１）のとおり、極めて限定的な調査方

法の提案がなされた。  

 

◆座長・県や医大にあしらわれている  

検討委員会の軽さ  

 

「これまでの形式での報告では論文も書け

やしない」「信頼性に欠ける調査になってしま

う」という委員の発言があったにもかかわらず、

議論や合意を無視し、全体把握ではなく、ごく

一部の調査を行うという。ちゃちな提案、そし

て、何の質疑も行われないこと自体、前回議論、

ひいてはこの会議体は一体何なのかと首をか

しげたくなるが、終盤の短時間しか残されてい

ない時間帯での検討自体に無理もあろうかと

感じた。前段の体制変更とあわせて、重要な議

事を最終盤に後回しにするなど、不可解な議事

運営が行われているし、無批判に繰り返されて

いる。  

1巡目, 

116 

2巡目, 

71 

3巡目, 

7 
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重要かつ必要なデータがもたらされない調

査をだらだらと行って、不確かな数値をベース

に議論・検討し、一体何を福島県民や私たちに

還元するというのか。公費で前例のない大規模

な健康調査が行われているのに、最重要で関心

の高い情報（成果）を得られない、という、根

本的に間違っている制度設計がなされ、問題発

覚後の対応も、県や検討委員会による主体的な

問題解決の姿勢に乏しいもので、理解しがたい

ことが続いている。  

 

◆東日本における潜在的な  

小児甲状腺がん患者の存在可能性  

 

甲状腺がんの子どもを支援している「3･11

甲状腺がん子ども基金」によると、福島県内に

おいても、県民健康調査ではなく自主的な検診  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小児甲状腺がん患者への療養費給付者数  

（ 合 計 100 名 ）

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2

173 

2017.10.4. アワープラネット TV 提供】  

などで甲状腺がんだと診断されたケースが、複

数人確認されている。宮城県内に限っても 3 人、

そして、丸森町の調査で確認された 2 人が、甲

状腺がん、悪性疑いであることが公表されてい

る。未知数ではあるものの、行政が公的に把

握・公表している以上に甲状腺がんの子どもた

ちが存在していることが、もはや現実である。 

 

◆正念場  

 

福島県内において、小児甲状腺がんの多発状

況は残念なことではあるが、公的調査による可

視化のために、対象者への医療・経済的支援枠

組みなどを整備することが、一定できている。

しかし、福島県内外を問わず、原発事故による

子どもたちへの健康影響を案ずる住民の立場

からみると、現時点での検討委員会での検討を

傍聴する限り、長期的な健康調査実施や機会提

供拡大という公的制度・枠組みという点で、逆

行するかのように、どんどん後退・縮小しつつ

ある。東日本全域で小児甲状腺がんが確認され

はじめている今、晩発性の低線量被ばくによる

健康影響に備えるためには、公的な健康調査が

欠かせない。当事者性の乏しい「専門家」や事

なかれ行政に任せきりにせず、自主的に学び、

私たち自身が関心をもって注視していかざる

をえない。  

福島市内のホテルで開催されたこの会合に

は 60 名程度の市民・住民が傍聴参加した。原

発事故による健康影響を確認していく数少な

い公的議論を見届けたい。嫌でも放射能と向き

合い続けなければならない汚染地域での戦い

は先が長い。これからが正念場である。  

（2017.11.15. 服部  賢治）  

  

（＊１）第 28 回配布資料一括  

https://www.pref.fukushima.lg.jp/upload

ed/attachment/240821.pdf 

（＊２）2015 年 5 月 18 日  甲状腺検査に関

する中間取りまとめ  

https://www.pref.fukushima.lg.jp/upload

ed/attachment/174220.pdf 

（＊３）2017 年 6 月 5 日  第 27 回検討委

員会他議事録  

https://www.pref.fukushima.lg.jp/upload

ed/attachment/227150.pdf  

（参照）アワープラネット TV による取材報告

「福島の小児甲状腺がん 194 人に〜手術は

154 例」  

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2

176  

【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 255回～第 259 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 

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2173
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2173
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/240821.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/240821.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/174220.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/174220.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/227150.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/227150.pdf
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2176
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2176
https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
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日時□11 月 24 日（金）元鍛冶丁公園 

12 月 1 日（金） 元鍛冶丁公園 

12 月 8 日（金） 元鍛冶丁公園 

12 月 15 日（金）元鍛冶丁公園 

12 月 22 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 

 

『飯舘の今』を聴く会 

講師□伊藤延由さん 

日時□11 月 25 日（土）14 時～ 

会場□エマオ 3 階（仙台市青葉区錦町 1-13-6） 

〈入場無料〉 

主催□日本キリスト教団東北教区 

放射能問題支援対策室いずみ 

TEL 022-796-5272 

E-mail izumi@tohoku.uccj.jp 

 

公開勉強会 「安全対策」は、機能する保証が 

ない 女川原発の原子力規制委適合性審査 

講師□舘野淳氏（元中央大学教授 

・核燃料化学・原子力研究所出身） 

日時□11月27日（月）15時30分～17時 

会場□宮城県議会棟1階第一応接室 

〈参加自由〉 

主催□脱原発をめざす宮城県議の会 

 

さようなら原発 in いしのまき 2017 

日時□12 月 2 日（土）13 時～16 時 30 分 

会場□石巻中央公民館大ホール 

【第Ⅰ部 講演会】 13 時～〈資料代 500 円〉 

「3.11 後の子どもの健康」－無責任な国を前に、

地域の大人と子どもで、なにができるか！－ 

講師□大谷尚子さん 

（養護実践研究センター代表） 

【第Ⅱ部 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ】 14 時 10 分～ 

【第Ⅲ部 市内パレード】 15 時 40 分～ 

主催□さようなら原発 in いしのまき実行委員会 

問合せ□TEL/FAX 0225-94-1041（近藤） 

●『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』 

『市民による女川原発の再稼働を問う 

シンポジウム報告集』   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） 

 2016 年 5 月 29 日開催『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 報告集』～基調講演「福島原

発事故そのとき浪江町民は」馬場有浪江町長／「原

発避難計画の実効性を問う」上岡直見氏（環境経

済研究所代表）。中嶋廉県議「女川原発事故時の放

射能拡散シミュレーション」報告。パネリスト／

鈴木絹江さん（福島県 NPO 法人ケアステーショ

ンゆうとぴあ理事長）／二上洋介さん（石巻市総

務部次長）。 

2017 年 1 月 29 日開催『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

シンポジウム報告集』～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）。パネリスト／佐々木

功悦県議／阿部美紀子女川町議／橋浦律子氏（紫

波みらい研究所事務局長）。 

1 冊カンパ５００円。「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】 

●私の知事選「彼だからはっきり言えた！」 

………1 

●問題だらけの女川原発の姿が明らかに……2 

●東北電力は福島事故から何を学んだか……4 

●未だ『未解明』な「水蒸気爆発」 ………6 

●地震学者がいないので、 

話が、かみ合わない       ………8 

●今こそ原発の廃止を       ………8 

●任せていいのけ？あかんちゃう？ ………9 

●インフォメーション       ………12 

 

【別冊もくじ】 

●規制委：対テロ安全解析？    ………1 

●ＮＨＫ『メルトダウン』取材班に脱帽！…2 

●女川原発アラカルト         ………4 

●脱原発みやぎ金曜デモ        ………7 

●汚染廃棄物「試験焼却」をめぐる動き……8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


