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電話＆FAX 022－356-7092（須田） 

http://miyagi-kazenokai.com/  

《郵便振替口座》02220－3－49486 

会費●3000 円 賛同会費●1000 円／年 2-092 号（通巻 271 号）2018.1.20. 

 

「新たな県民運動」をつくりあげ、全県の力で 

女川原発 2号機の再稼働を止めよう！ 
 

東北電力は、今年 2018 年後半の女川原発 2

号機再稼働を目指し、3 千数百億円を投じて「安

全対策工事」を進めている。また、原子力規制委

員会での審査会合は、昨 12 月 26 日で 99 回を

数え、2018 年 5 月までに主要な論点の説明を終

えるとしている。審査は地震・津波分野の審査を

終えて、原子炉建屋の耐震性など設備分野の審査

やシビアアクシデント対策などを残すのみで、「終

盤を迎える」とされている。 

 

 一方、原子力規制委員会は 2017 年 10 月、東

電の柏崎刈羽原発に適合性審査の合格を出した。

これまで再稼働、または適合性審査を通った原発

はすべて加圧水型（PWR）であり、沸騰水型原発

（BWR）は初めてだ。また、日本原子力発電（原

電）は 11 月、2018 年 11 月に運転期限の 40

年を迎える東海第 2 原発について、原子力規制委

員会に運転延長を申請した。こうした動きは、同

じ BWR である女川にも影響を与え、実際、規制

委員会は BWR の審査を強化するため、これまで

の 2 チームから 3 チームに編成しなおし、女川に

も 専 門 の チ ー ム を 充 て る と し て い る

（2017.12.25『河北新報』）。 

 

 その一方で、村井宮城県知事は「原発再稼働は

国が決めること」「国からゴーサインが出ていない

中コメントできない。賛成か反対かを今述べるの

は拙速だ」と判断を避けながらも、実際には「審

査の合格が出ればそれを追認する」姿勢を滲ませ

ている。 

 

 そのような県知事の姿勢を反映してか、2014

年 11 月から開催されている宮城県の「女川原発

2 号機の安全性に関する検討会」は、当初は 1～

2 か月に 1 回開かれていたのが、最近では年に 2

～3 回しか開かれず（しかも「構成員」の欠席が

多い）、また当初「2 年」という限定だったのが延

長されたにもかかわらず、その過程をどう振り返

り、今後どのように議論を深めていくのかといっ

た「中間総括」も出されないという為体だった。

実際の会合では、東北電力のプレゼンを聴いて質

問を行なう、ということに終始し、この東北電力

の姿勢・対策で再稼働は可能なのかといった、県

民が真に求めている議論はなされていない。この

ままでは、県知事が再稼働に同意する口実を与え

るだけの「アリバイ機関」で終わってしまう可能

性が高くなっている。 

 

 このような動きに対抗して、原発や放射能問題

に関わる県内の市民団体・住民団体は、共同して

県当局や東北電力への公開質問・申し入れ・協議

を再三にわたって行ない、再稼働へ向けた動きを

批判してきた。また、深まらない「安全性検討会」

に代わるものとして、市民自ら 2015 年から「女

川原発の再稼働を問うシンポジウム」を開催し、

「被災原発を再稼働させてよいのか」「事故が起き 

 

「みやぎ脱原発・風の会2018会員のつどい」 
日時□2018 年２月４日（日）10 時～12 時 

会場□仙台市戦災復興記念館４階第３会議室 

（仙台市青葉区大町２－１２－１） 

内容□2018年の「風の会」運動方針と参加者の意見交換 など 
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たら逃げられるのか」「原発のない東北の復興をど

うするか」などの論点について問題提起をし、議

論を深めてきた。さらに、昨 10 月には「県民が

決める！女川原発再稼働の是非」としたシンポを、

引き続き「脱原発をめざす宮城県議の会」と共同

で開催した。 

 

 そして県内各地では、260 回を超えた「脱原発

みやぎ金曜デモ」や、署名活動、さらには福島事

故の被害や、再生可能エネルギーの拡大を訴える

講演会・映画会の開催など、地域に根差した草の

根の運動が粘り強く継続されている。 

そして、昨年 10 月には、長年女川原発反対運

動を闘ってきた多々良哲さんが、宮城県知事選に

立候補し、争点を避けようとする現職の村井知事

との一騎打ちで、真正面から堂々と再稼働反対を

訴え、前回の「反村井候補」の票を大きく上回る

18 万票を獲得した。 

これらの運動の基盤となっているのは、「女川原

発再稼働に 68％が反対」（「河北」）である県民世

論だ。いまや原発に反対する声は、一部の運動家

やいわゆる「革新系」に限らず、「保守層」も含め

たマジョリティーになっている。 

 

 しかし、だからといって、女川原発の再稼働が

そう簡単に断念されるわけでは決してない。事実、

福島事故以降、川内・高浜・伊方が、住民、市民、

そして周囲の自治体の反対・慎重の声にもかかわ

らず再稼働されてしまっている。この東北でも、

代々「東北経済連合会」の会長を務めているのが

東北電力会長であり、「東北原子力ムラ」の力はま

だまだ巨大である。 

 

 そうしたなか、この 2018 年はまさに正念場だ。

規制委員会が合格を出せば、最後の歯止めは「地

元同意」であり、私たち宮城県民に「女川原発再

稼働を許すか否か」が問われることになる。 

私たちはこれまでの共同の運動の積み重ねのう

えに、これまでより何倍も多くの県民に語りかけ、

「再稼働反対」の県民世論を大きく組織し、目に

見える力とし、地元自治体（とりわけ県知事）に

同意させない状況を作ることが求められている。

そのために、これまで積み重ねた運動の成果を集

大成し、新たなオールみやぎでの「県民運動」を

つくっていきたい。 

 

 具体的には、今後の「みやぎアクション」など

での議論を踏まえてになるが、いずれにしても、

これまでアプローチしてこなかった層にも積極的

に声かけをして、県民の頭ごなしに、ひとりひと

りが是か非か判断することなしにいつの間にか再

稼働が進められてしまうという事態を、避けなけ

ればならない。 

 東北電力は、姑息にも、原発の再稼働をにらん

で、再生可能エネルギーの送電線への接続を制限

している。そうした、脱原発という時代の流れへ

の「抵抗」をひとつひとつ打ち破り、「原子力に頼

らない東北の復興」を私たち自身の手でつくりだ

していこう。  （風の会事務局 舘脇） 

 

 

～風の会・公開学習会 「女川原発ハイロ（廃炉）へのイロハ」 に参加して～ 

「脱原発市民科学者への道」？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 16 日、仙台市市民活動サポートセンタ

ーにおいて、年末恒例の「風の会・公開学習会」

（vol.11）が行われました。題して「女川原発ハ

イロ（廃炉）へのイロハ」。講師は仙台原子力問題

研究グループの石川徳春さんで、「光のページェン

ト」で混み合うなか、およそ 30 人が参加しまし

た。 

 念入りに作成された資料では、イロハの「イ」

原子力発電の基礎、「ロ」原子力発電の仕組み、「ハ」

原発・女川 2 号機の安全確保の仕組みや構造、の
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3 つに分けて学習するものでしたが、講師がしっ

かり分かりやすく説明を心掛けた結果、「ロ」「ハ」

は駆け足になってしまったので、終了後は「ぜひ

「ロ」「ハ」をもう一度やってほしい」との声があ

りました。 

 さらに資料では、ところどころに「質問Ｑ」が

全部で 23 問ちりばめられたので、それを回答す

れば「合格？」という工夫もありました。さて、

その内容ですが、ここで全てを紹介はできないの

で、私が印象に残ったところを箇条書きに述べて

いきたいと思います。 

 

○イロハの「イ」原子力発電の基礎より 

・震災以前ですが、石巻での「プルサーマル発電」

に関する賛成・慎重の識者による説明会で、原子

力推進学者の奈良林直さんが「オクロ」を引き合

いにだして「だから放射能は怖くない」との話を

していた記憶があります。実際、調べてみると、

2014 年 1 月 24 日の佐賀県議会・原子力安全対

策等特別委員会で奈良林直さんは下記のように参

考人意見陳述をしているようです。「（オクロの天

然原子炉を引き合いに）「放射能が非常に強い環境

下でも生物は進化を遂げている」、「核分裂生成物

が 20 億年にわたって閉じ込められている」… 

 ここでいう「オクロの天然原子炉」というのは、

20 億年前、アフリカのガボン共和国にある天然

のウラン鉱床に地下水が入り込んで、「臨界」をお

こし数十万年も核分裂を繰り返して「稼働」した

天然の「原子炉」のことです。 

 学習会では、「Ｑ8 なぜオクロは「天然ウラ

ン・軽水減速」で、なぜ“稼働”したのでしょう」

「Ｑ9 オクロの天然原子炉は、同地域の「ウラ

ン鉱床・鉱石」の“不自然さ”から発見されまし

たが、その“不自然さ”とは何だったのでしょう

か？」「Ｑ12 「オクロの天然原子炉」が生み出

した高レベル放射性廃棄物・ＴＲＵ・放射化生成

物は、周辺の動・植物や人類の祖先に、どんな“悪

影響”を及ぼした？」と、このことに（しつこく？）

言及しています。 

 なぜこの「オクロの天然原子炉」にこだわった

かといえば、それが「臨界」「核分裂」の基本を教

えるものであると同時に、先の奈良林さんの「放

射能安全説」への反論として考えていかなければ

ならない、と講師が考えたからだと思いました。 

 

・「Ｑ13 半減期１０．８年の「クリプトン８５

（希ガス）」が、大気中で着実に増加していますが、

①いつ頃から大気中に出現？ ②初期（～1966

頃）の上昇の原因は？ ③その後（1966 頃～）

の上昇の原因は？」との質問も面白かったです。

以前、六ヶ所再処理工場の反対運動の際に「海に

空に放射能を流さないで」というのが皆の共通の

キャッチフレーズでしたが、それは「クリプトン

は空に、トリチウムが海に、そのまま垂れ流され

てしまう」というものでした（その計画は今も変

わっていませんが）。しかし、六ヶ所再処理工場が

本格稼働されていないにもかかわらず、すでにク

リプトンは世界中に増え続けていたとは！（しか

も半減期 10.年ちょっとと短いのに…）なぜでし

ょう？ 

 

○イロハの「ロ」原子力発電の仕組みより 

・「定期点検は、燃料交換のために必要で、原子炉

を停止させるので“ついでに機器の点検”も行う

に過ぎない」というのも、「なるほど」と思いまし

た。燃料として使用している「濃縮ウラン」は核

分裂をくりかえすため、3～4 年で「濃度」が天

然ウランに近い 1％程度になるため、全体の 1/3

～1/4を 13か月ごとに交換しなければならない

とのことです。 

・また、原子力災害でヨウ素剤が必要になるのは、

直前まで核分裂（臨界）をおこなっていた「稼働

中の原発」の事故に限る、ということも改めて思

い起こされました。なぜなら、放射性ヨウ素は半

減期が 8 日なので、「使用済核燃料」からは発生

しないからです。いま、原子力防災計画が各地で

検討され、「ヨウ素剤の配布」も重要な課題となっ

ていますが、稼働しなければ、仮に使用済核燃料

などでトラブルがあったとしても、ヨウ素剤の配

布は必要ありません（ただ、他の放射性物質が発

生するので、逃げなければならないことには変わ

りありませんが）。 

 

･‥などなど、分かっていたつもりのことでも、

「ああそうだった」と思いおこさせてくれたり、

また「ああそうだったのか！」と初めて知ったこ

となど、いろいろ勉強になりました。運動してい

くなかで、私たち一人一人が「市民科学者」にな

って、原発推進学者・御用学者に言いくるめられ

ないよう、こつこつ学習を続けていくことは、や

はり大切なことだと思います。その意味でも、ぜ

ひ石川さんには続きをお願いしたいです！ 

（たてわき） 

 

※ 奈良林さん批判は以下が参考になります

http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp/2014

-04-04 福岡核問題研究会による奈良林氏の

意見陳述批判 
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「脱原発をめざす宮城県議の会」 公開勉強会を開催 

「『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」 

どこまで安全ならば十分安全といえるか？ 

 

11月27日、「脱原発をめざす宮城県議の会（会

長 佐々木功悦）」は、舘野淳氏（元中央大学教授・

核燃料化学・原子力研究所出身）を講師に招き、

宮城県議会1階第一応接室で公開勉強会「『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」を開催した。県議20名と市民

8名、県原対課1名、記者3名と東北放送2名が参

加、熱心に聞き入り、県議から質問も多数出た。

以下に概要を示す。 

 

舘野氏は、まず、軽水炉型原発は、いったん冷

却機能を喪失すれば、熱制御のきわめて困難な「欠

陥商品」と指摘し、「シビアアクシデント（ＳＡ）

対策」を施しただけで本当に安全は確保できるの

か、と疑問を呈した。 

 

軽水炉は、全電源喪失や配管破断などで冷却機

能が喪失して熱暴走した際、炉心温度が 1000℃

を超えた時点で注水すれば、ジルコニウム－水反

応によってかえって発熱・昇温（ブレーキを踏む

とアクセルが働くように）。いったん熱暴走が始ま

れば、備えられた安全装置を用いて収束できる事

故＝設計基準事故の範囲を超え、すべての安全装

置が無効になり、人の手で収拾するより外に道が

ない事故、いわゆるシビアアクシデント（ＳＡ）

が発生、短時間に（最悪の場合数分で）炉心溶融

に至る（人の対応はきわめて困難）。 

 

新規制基準は、ＳＡ（設計基準を超える事故）

の発生を認め、その対策を要求している。しかし、

「ＳＡは起こらない」から「ＳＡは起こりうる」

という基本的認識の転換を伴った、高価な代償を

払ったうえでのことで、「ＳＡが起こりうることを

前提に原発の運転・存在を認める」という点に関

し、国民的・地域的合意はなされていない。この

ことが新基準の最大の問題点といえる。 

  

 ＳＡ対策として、代替注水車、電源車、送水車

等「可搬型」施設が多用されている。地震、津波、

暴風など自然災害時、緊急時にこれらの「可搬型」

施設がうまく稼働するのか。道路の破損など想定

して、検討を行なっているが、あくまで紙上の計

画に過ぎない。「代替循環冷却系」もＢＷＲの救世

主にはならない。 

 

 ベントにより、これまでの「止める、冷やす、

閉じ込める」が「止める、冷やす、放出する」と

なり、事故収束のために住民の犠牲が前提になる。

最悪の場合の放出放射性物質濃度、ベント実施と

自治体への合意・連絡の有無、ベント実施の判断、

フィルターの健全性（設計条件：最高使用圧力＝

2Pd（854Pa）、最高使用温度＝200℃、ベント

ガス流量＝10 ㎏/s、フィルタ装置内発熱量＝

370 ㎾）などの問題点を指摘。 

「耐圧強化ベント」はフィルターを通さず直接

放出。「フィルターベント」はスクラバー（水）と

ヨウ素吸着剤（銀ゼオライト）を通して放出。ベ

ントの経路により、ドライウェルベント（格納容

器直接）とウェットウェルベント（圧力抑制室か

らベント）があり、最も放射性物質を減らせるの

は、ウェットウェル＋フィルターベントの場合で、

エアロゾル除染係数（ＤＦ）は 1000 以上、無機

ヨウ素ＤＦで 500 以上、有機ヨウ素ＤＦが 50

以上。 

  

 水素爆発の可能性の軽視。水素ガスは、水の放

射線分解でも発生するが、炉内温度が 1000℃を

超えると、燃料被覆管や炉心構造物からのジルコ

ニウム－水反応で大量に発生。空気中の水素濃度

が４％を超えると水素爆発が起き、18.3％（12.5 

vol％の説も）を超えるとさらに強力な爆轟が発生

する。福島第一原発 1 号機（46 万㎾）の場合 900

㎏の水素がきわめて短時間に発生。1 気圧で約

100000 ㎥これは原子炉建屋 5 階体積の 50％

相当。ドライウェルの体積の約 3 倍。ＢＷＲでは

格納容器内はＰＷＲの 1/7 程度と狭いので、水素

爆発防止のため格納容器内に窒素を封入している。

ＢＷＲの適合性審査では、格納容器への窒素封入

を理由に、水素爆発の可能性を軽視しているよう

に見える。しかし、福島事故では 2 号機の圧力抑

制室付近で大爆発（格納容器内の爆発）が起き、

飯舘村方面の大規模放射能汚染につながった（こ

の爆発については、未解明な点が多い）。水素再結

合器は、処理能力は極めて小さく、短時間に多量

の水素が発生した時に、有効に作動するのか疑問。 

  

 溶融炉心コンクリート反応や水蒸気爆発の軽視。

3000℃を超える溶融炉心は、水と反応して水蒸

気爆発を起こす可能性がある。また、格納容器の

床のコンクリートと反応して、水素、一酸化炭素
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を発生する可能性がある。これを避けるためには、

一部欧米で義務付けられている「コアキャッチャ

ー」設置の必要性があるが、新規制基準では「既

存の原発を生かすことが前提」で要求されていな

い。 

 

 その他にも、ＢＷＲの水位計は、福島事故でも

機能を喪失したように、その構造に問題ありだが、

全面的変更を要求していない。老朽化原発の再稼

働を容認。確率論的リスク評価のメリット・デメ

リットを明らかにせずに使用。ブラウンズフェリ

ー原発であったように、ケーブル火災事故は、電

源喪失はもとより、情報の喪失など、きわめて深

刻な事態を招くのに、難燃性ケーブルでない旧式

ケーブルに関しては、難燃性塗料を塗ることを要

求しているが、すべてに十分に塗ることなど不可

能、これで大丈夫か。溢水問題、既存の建屋類を

完全に水密にすることができるのか、等々。 

さらに、避難問題を完全に欠落させ回避してい

る。 

 

 「どこまで安全ならば十分安全といえるか？」

という言葉がある。この意味で、既設の古い原発

を「安全な」施設へと改修するという試みは、「底

なし沼」に足を踏み入れることに似た作業ともい

える。ケーブルに難燃性塗料を塗るなどという対

応や、コアキャッチャー設置義務回避などがその

例。適合性審査は、このような（安全上の有効性

に疑問符が付く）作業・判断の無数の積み重ねで

ある。無数の「不安全・不安心」が底なし沼から

湧き上がってくるが、現実主義の立場から、技術

的・経済的に困難な問題を回避して、再稼働最優

先でことを運んでいる。経済的理由から新規原発

の建設はないものと考えるが、適合性審査を通っ

た原発が稼働している限り、福島事故級のシビア

アクシデントの再発は避けられない、と締めくく

った。 （空） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

世界農業遺産と放射性廃棄物の焼却 
－ 宮城県における放射性廃棄物問題について－ 

                 船形山のブナを守る会 芳川良一 

 

 2017 年 12 月 12 日に、『大崎耕土』が国際

食料農業機関（ＦＡＯ）により世界農業遺産に認

定されました。今回が二度目のトライで、前回

2014 年のときは申請条件となる農水省の承認

が得られず失敗しています。今回晴れて認定とい

うことで、日本では 9 例目となり、東北で初めて

だそうです。大崎市のホームページに『祝世界農

業遺産登録』と早々その日のうちに載りました。

なんと手回しのいいことでしょう。 

 世界農業遺産に登録された『大崎耕土』は、放

射性廃棄物処理に連帯責任を強いられている大崎

圏域と重なります。世界農業遺産推進協議会の正

会員は、大崎市、加美町、色麻町、美里町、涌谷

町の首長で、会長は大崎市長です。世界農業遺産

を目指しながら、片一方で放射能を拡散させる試

験焼却をしようとしている。先人たちの遺産を顕

彰するかたわら、未来には負の遺産を残そうとし

ている、おかしな話です。どう考えても、納得の

いかない話です。 

 そこで、大崎の一斉焼却に反対する実行委員会

名で、ＦＡＯに｢世界農業遺産で放射性廃棄物焼却

は不適切です」「申請を・・・退けることを希望」

するという内容の意見書（11 月 21 日付）を出

しました。そうしたところ数日後に、推進協議会

会長名で、意見書に対する抗議と取り下げ要求が

書面で返ってきました。そこには、「(世界農業遺

産と放射性廃棄物の焼却を)いたずらに関係づけ

て・・・多くの関係者の期待と努力を否定し、妨

害するものであり、・・・」とありました。 

 取り下げ要求に対しては、もちろんＮＯです。 

 市民団体の意見書に対するＦＡＯの反応は、「受

け取った、雑音から離れ厳正に審査した」、また

「ＦＡＯが審査対象となる提案元での意見の論争

に、直接関与することはできません」というもの

でした。逃げられたというか、はぐらかされた感

じがします。世界農業遺産の根幹に関わることに

ついて、そのような態度は許されるのでしょうか。

世界農業遺産の“権威”が、“価値”が疑われま
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す。これは「提案元での意見の論争」ではなく、

ＦＡＯが放射能問題をどう位置づけているかとい

うことなのです。推進協議会の真の意図はどこに

あるか（想像はつくものの）よく分かりませんが、

そんな意識レベルの低いＦＡＯの認定を得たとし

ても、どれだけの価値があるか疑わしいものです。

そもそも手続きが農水省絡みなので、放射能に対

する国際的な知見をもっての審査を期待するほう

が無理なのかもしれません。 

 いずれにしても、『大崎耕土』が世界農業遺産

となったわけですから、世界農業遺産の名に恥じ

ないように、拙速な放射性廃棄物処理で未来に禍

根を残さない施策を求め続けることは、決して意

味のない活動ではないと思えるのです。 

 

 ところで、宮城県は、自治体に於ける準備が整

わないことを理由に、年内の試験焼却実施を断念

しました。今度も‘自治体のせい’にしています。

自らの（県の）提案にムリがあるから先に進まな

いわけであって、それについては一切触れようと

はしないのです。いつも見られる構図です。 

 一斉焼却が破綻し、焼却以外の方法も認めるか

たちでの圏域内処理へと転換したわけですが、こ

の圏域内処理においても、県はまだ「一斉」に拘

り続けているのです。何故なのでしょうか。「一

斉」は足枷にもなりえますが、それなのに「一斉」

を唱え続けるのは、燃やす考えのある自治体の首

長に対する‘県の温かい思い遣り’なのでしょう

か。逆に言えば、思い遣りが必要なくらい大変な

ことなのだと、県も自治体も、うすうす感じ出し

たのかもしれません。 

 いま焼却の考えを持っている圏域は、大崎、仙

南、石巻、黒川の４圏域です。大崎では、最終処

分場周辺住民の反対が強く、住民説明会もままな

らない状況になっています。石巻では、数次の住

民説明会にもかかわらず、不安や反対の声は収ま

っていません。仙南では、つい先ごろ焼却反対の

市民集会が多数の市民の参集のもと行なわれまし

た。現時点での年内断念を、さらに先に向けての

断念へと繋げていかないといけません。それは決

して不可能なことではないと思います。 

 

 ところで、焼却という方法をとらない自治体は、

農林地還元を進めようとしています。栗原市、登

米市、加美町、色麻町などです。これは危険な流

れです。状況としては、焼却反対の声が大きくな

ればなるほど、埋める環境が整い、埋めやすくな

ります。この農林地還元も、焼却と同様に「放射

能の拡散」なのです。焼却はだめで、すきこみや

堆肥化はいい、ということではないのです。 

 環境省は、南相馬市や飯館村で、汚染物質の資

源化再利用の実証実験を行なっています。これは、

まさに埋めるやり方なのです。それを考えると、

焼却が本命ではなく、農林地還元こそ本命だった

のではないか、と思えてくるのです。住民の反対

で実施困難となることを予知しながら視線を焼却

にひきつけておいて、風当たりの弱まった農林地

還元をせっせと進めていく作戦なのではないか、

というのは考え過ぎでしょうか。 

 

 「一斉焼却反対」は、同時に「農林地還元を止

めること」でもあることを、強く意識していかな

いといけないと思っているところです。 

（2017 年 12 月 14 日記） 

 

 

 

放射能汚染廃棄物焼却反対「県南総決起集会」を開催 

 

昨年 12 月 2 日（土）、大河原町イベントホー

ル・オーガにて、汚染廃棄物試験焼却に反対する

県南総決起集会が開催された。県南地区はもとよ

り、県内の各地区から 120 名もの人々が、仙南

クリーンセンターでの焼却を阻止しようと集まり、

会場は人であふれ、会場の外にも椅子を用意する

程であった。又報道関係者も大勢取材に駆けつけ

てくれた。 

 集会は、主催者を代表して県南連絡協議会の長

谷川代表、宮城県民連絡会の中嶋共同代表の挨拶

で始まった。更に、駆け付けた先の宮城県知事選

候補（現県連絡会事務局長）多々良氏の挨拶も加

わった。続いて運動方針の提起、署名活動報告と

要請、各地区を代表しての決意表明、そして集会

決議文を採択し、最後は全員で焼却阻止を力強く

シュプレヒコールし、総決起集会は閉会となった。 

 その後は、会場前から大河原商店街を巡るデモ

行進へと移った。71 名が参加し、「焼却反対！」

「子どもと住民の健康を守れ！」などを訴えた。

大河原ではデモ行進を見るのは珍しく、住民は驚

きの顔で見守っていたが、手を振って応援してく

れる人も多く、大変心強い思いであった。白石川

にかかる尾形橋からは仙南クリーンセンターの煙

突が見え、それに向かって「放射能汚染廃棄物を
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燃やすな！」のシュプレヒコールをぶつけて、大

河原駅前にて解散となった。 

 

 さて、指定廃棄物や汚染廃棄物の処理方針がこ

れほど迷走し、遅れているのは、住民の根強い健

康不安と、粘り強い反対運動の成果である事は言

うまでもない。村井知事は次々と方針変更と期限

延長を余儀なくされている。そもそも 8000 ﾍﾞｸ

ﾚﾙ以下の放射能汚染廃棄物は、「特措法」では一般

廃棄物として‘各自治体が独自に処理’する事に

なっている。それを知事が県内の首長を招集して、

焼却を要請するなど、地方自治を冒とくするとん

でもない行為ではないか。 

 ここまで村井知事がこの問題に執着するのは、

国への点数稼ぎだけではないだろう。これを突破

口に、福島に有る膨大な放射能汚染物（指定廃棄

物を含む）と、原発の稼働で生じる低レベル放射

能汚染物、そして今後の廃炉作業で排出される放

射能汚染物を、順次各自治体の一般焼却炉で焼却

させるための先陣役を担わせようとしているので

はないだろうか。健康被害に加えて、電力会社の

経費負担までさせられるのは真っ平御免だ！ 

 

 しかしここに来て状況が急変した。年の瀬の

12 月 27 日、村井知事は大崎、石巻、黒川、仙

南の広域行政組合の代表である首長と会議を開き、

年明け2月から圏域毎に順次試験焼却を開始する

合意を取り付けてしまった。年末年始のあわただ

しい期間を利用して反対運動の盛り上がりを削ぐ、

姑息な手段と言わざるをえない。この放射能汚染

廃棄物の焼却問題は、いよいよ正念場を迎えたと

言える。反対運動をさらに拡大し、住民の力で是

非とも試験焼却を阻止して行かなければならない。 

（太斎義明） 

 

 

12.2 「さようなら原発 in いしのまき 2017」 集会報告 

地域の大人が何をしていかなければならないのか 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに、「さようなら原発 in いしのまき」集

会が開催されるに至った経緯を紹介します。 

「福島県民等は、3･11 の自然災害による苦し

みに加えて、この地震・津波が引き起こした原発

事故による、放射能災害によって更なる苦しみを

負う結果となりました。私たち地震列島住民がこ

の期にまずなすべきことは、このような人工災害

を引き起こした原子力推進政策やエネルギー政策

の誤りを直視し、根本から問い直すことではない

でしょうか。」との呼びかけに応え、県北を中心と

した県民の方々・グループが結集し、県外の皆様

にも協力参加いただいて、2012年3月25日（日）

に、女川原発の立地市である石巻市で第１回目の

「3･25 さよなら原発 in いしのまき」集会を開催

しました。 

以降、2013 年 4 月 28 日、2014 年 6 月 8

日、2015 年 7 月 25 日、2016 年 6 月 8 日と

毎年「さようなら原発 in いしのまき」集会を実施

してきました。 

6 回目となる今年は取り組みが遅れ、また例年

二部制で行っていましたが、音楽ライブやブース

出店をお願いする期間がなく、講演会に絞って

12 月 2 日に開催しました。 

 

講師は、『3.11 以後の子どもと健康』（岩波ブ

ックレット）で宮城県大崎市の養護教諭の取り組

みを紹介されていた大谷尚子さんにお願いし、講

演会のテーマも「3.11 以後の子どもと健康」と

しました。 

大谷さんは、講演の話題を5つ提起されました。

話題１では「改正」が問題となっている日本国憲

法と養護教諭の関係を、話題２では、原発に反対

していく理念として憲法の基本的人権と地方自治

の重要性をお話ししていただきました。話題３で

は、「国策」「（御用）専門家」に対峙し問題を明ら

かにしてきた養護教諭の活動として、「森永ヒ素ミ

ルク中毒事件」と「宝塚・斑状歯事件」が紹介さ

れました。話題４では低線量内部被曝と放射能汚

染ゴミの問題点を簡潔に説明され、話題５と６で

は、講演の副題「無責任な国を前に、地域の大人

と子どもで、なにができるのか！」に直接関連す

るお話を伺いました。 

まず子どもたち一人ひとりをよく観察し気づく
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こと。２つめに特別に検診の機会をつくること。

３つめにデータを集積し、比較し、気付くこと。

４つめに環境データを自ら測定・収集すること、

５つめに共に生活する中で伝えること。６つめに

「専門家」に対抗するためには、仲間の持ち味を

活かす輪をつくっていくこと。そして、地域の大

人と子どもたちが協働して、子どもから教えても

らいながら、子どもの現実をいち早く知る立場に

いる大人たちが研鑽していくことが大切であると、

まとめられていました。 

石巻では、放射能汚染廃棄物焼却処分問題が喫

緊の課題であり、地域の大人が何をしていかなけ

ればならないのかについて、実に示唆に富む講演

会でした。 

 

講演会終了後は、講演会を受けて、地域で何が

できるかを話し合う「パネルディスカッション」

を行いました。地元石巻で放射能に汚染された稲

わらの焼却処分に反対する住民の方、加美町で放

射性指定廃棄物最終処分場反対に取り組んでいる

住民の方、大崎市の元養護教諭の方、仙台で子ど

もの甲状腺検査と保養運動を行っている日本キリ

スト教団東北教区放射能問題支援対策室いずみの

方の計４名の皆さんに、今それぞれが取り組んで

いることについて話題を提供していただきました。 

特に、地元で稲わらの焼却処分反対運動に取り

組む難しさや悩みを伺い、改めて《脱原発社会（女

川原発の運転再開中止－廃炉－）を目指す人々の

輪（信頼関係の輪）を拡げる。》という集会の目的

を実現させていかなければという思いを、強く持

ちました。 

 

集会終了後、今年で４回目となる「市内アピー

ル行進」を行いました。夕刻間近で肌寒い中では

ありましたが、市内中心部を行進しながら、脱原

発・女川廃炉の思いを、力強く訴えて歩くことが

できました。 

 「さようなら原発 in いしのまき」の集会にご協

力いただいた皆さんに、感謝を申し上げます。今

後とも石巻の活動に、ご支援・ご協力をお願いし

ます。     （事務局 近藤武文） 

 

 

 宮城県原子力防災訓練 追っかけ記  

－福島から何も学んでいない現状が見えた－ 
 

 

宮城県沖地震により女川原発の炉心が損傷し放

射性物質が放出した想定で、11 月 23 日（祝）「原

子力防災訓練」が宮城県と原発から 30 ㎞圏の 7

市町が参加して行われましたが、石巻の仲間たち

とともに、涌谷町に用意された「退域検査ポイン

ト」から「追っかけ」と監視活動を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ガンマーポールによる放射線測定】 

 

 石巻市のＰＡＺ（予防的防護措置区域）の牡鹿

半島谷川浜の住民 13 名は、9 時 40 分、市が準

備したバスで指定の避難所（大崎市）へ移動開始。

1 時間半をかけて、隣町（涌谷町）の「涌谷地区

河川防災ステーション」に用意された「退域検査

ポイント」（宮城県が準備）に到着。バスと訓練参

加住民は、白い放射能防護服をまとった県職員に

よる放射能汚染検査を受け、汚染している住民は

その部位を紙で除染した後、「通過証」を受け取り、

大崎市内にある宮城県大崎合同庁舎に設置された

「避難所受付ステーション」に移動。到着時刻は

12 時で、出発から 2 時間 20 分を要しました。

訓練が行われた 11 月 23 日時点 
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で、石巻市は大崎市と原子力防災協定を結んでい

なかったため（12 月 1 日締結）、大崎市の施設が

使用できず宮城県の施設を使用せざるを得ないた

め県の合同庁舎に設置されたそうです。 

 

避難所では、宮城県の用意したＤＶＤ『放射線

の知識と教養』（放射線総合研究所監修）を鑑賞。

「原子力に対する偏った考えに惑わされることな

く、正しい理解が必要」というもの（内容が酷い）。 

最後に、石巻市の担当者から現在、「原子力防災

計画を実効性が伴うように作成中であること」「牡

鹿半島の住民は、ＰＡＺなので放射能放出前に避

難してもらうこと」などが説明されていました。 

参加住民からは、「あっては困ることだが、被曝

した場合はどうするのか」「バスは、今日のように

来るのか」「学校から子どもの引き渡しはどうなる

のか」などの質問があり、石巻市は、「被曝した場

合は、医療的処置をすることになるので別行動に」

「避難は、自力が基本。自家用車で避難してもら

うことになり、バスは、自力避難困難者用。ヘリ、

船などを利用できるように計画づくりをやってい

る。」「学校側で、子どもと逃げることを基本とし

て計画づくりをしている」と答えていました。 

 

計画では、20 万人以上の住民が県内 31 市町

村へ避難を余儀なくされます。これらの住民が一

斉に自力で避難した時の渋滞や風向き、避難所へ

の道順への不安など、考慮されていません。悪天

候時のヘリや船での対応は可能なのか、高齢者や

自力で避難できない人のためのバスと運転手が確

保できるのか等、住民の不安は大きい。福島から

何も学んでいない現状が見えた思いでした。 

因みに、女川町は、五部浦地区（ＰＡＺ）の大

石原浜、野々浜、高白浜からそれぞれ 2 人ずつ 6

人が参加して、栗原市の合同庁舎へ避難する訓練

が行われたそうです。 

（さようなら原発 in いしのまき実行委員 

 日野正美） 

 

 

「飯舘の今」を聴く会－分断されないことが大事！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 11 月 25 日、「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」主催の会が

エマオ（仙台市）で開かれ、40 名程の人が事故

6 年後の福島県飯舘村の環境中放射能測定値の報

告に耳を傾けました。 

 

2010 年から飯舘で生活をはじめられた講師

の伊藤延由さんは、自然に恵まれた飯舘村の豊か

な生活と事故後の村の様子を、放射性セシウムの

測定値に基づきお話されました。 

飯舘の原発事故前の土壌の放射性Ｃs137 濃度

は 20～30Bq/kg でしたが、事故後には６年後

の現在でも 44893Bq／kg を示すということ。

放射性物質の減衰は自然崩壊を待つしかなく、

300 年かけてようやく 39Bq/kg に、つまり飯

舘村が「事故前の状態」に戻るには 300 年かか

るとのこと。 

同じく伊藤さんが山口県上関町祝島で測定した

土 壌 は 、 同 町 公 園 10.12Bq/kg 、 海 岸

1.68Bq/kg、学校 1.71Bq/kg だったそうです。

祝島の数値を聞くと、ようやく以前と同じような

生活に戻ったものの、私たちは被ばくさせられた

のだと再認識する。他にも山菜（ワラビ

960Bq/kg、コゴミ 2301Bq/kg）やキノコ（松

茸 7865Bq/kg）などの数値（2017 年測定）を

示し、単純にはセシウム値が減衰していない現状

報告もありました。 

国では 20 ミリシーベルト/年以下の地域の帰

還政策を進め、飯舘村も一部を除き 2017 年 3

月避難指示解除となりました。（2017.12.1 現在

の帰還率 9.8%、1579 人）今年の春からは村の

学校が開校し、90 人の子供たちが村外から通学

するそうです。 

 

報告終了後、宮城県内の男性は「事故後血液の

がんを発症し同じような病気の人が増えている。

過去の原水爆実験の汚染の影響を受け、今回の事

故で発症した可能性がある、と医師から言われて

いる」と発言がありました。飯舘村出身の中年参

加者男性は「帰れないことは分かっているが、現
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地で頑張っている人たちもいる。除染が無駄だと

いうが、だったらどうすればいいんだ」と怒りの

声を上げ、帰ってしまいましたが、飯舘から避難

している女性が「帰還政策が進められているが、

汚染の実態も知ってほしい」と発言し、会場の涙

を誘う場面もありました。伊藤さんが「いろいろ

な意見があるのは当然、住民が理解し合い、分断

されないことが大事」と会を締めくくりました。 

 

避難を強いられ、もうすぐ原発事故から 7 年に

なるのに、村人たちの間で今でも混乱が続いてい

る。福島原発事故後を振り返ってみると、事故直

後のデータ隠し、被害を最小に食い止めるヨウ素

剤服用がなされなかった。その上、福島県だけで

も 159 人の甲状腺がん・疑いを含めると 194 人

の子どもたちが見つかっているが、事故との関係

は考えにくいとする。専門家による「100 ミリシ

ーベルト以下は影響がない（一生涯の被ばく量と

いう説明を省いている）」「風評被害」と、不安が

る母親たちをまるで放射線の影響を‘正しく’理

解できない人と思わせるような公費を投じたキャ

ンペーンで、封じ込めが続く。なんでこんなこと

を国や福島県は執拗にするのだろうか？ 問題を

うやむやにさせないためにも、伊藤さんには今後

も放射能計測を継続してほしいと願います。 

 

昨年暮れ、「保護司への感謝状文面修正」とい

う記事が目に止まった。 

「保護司への感謝状の文言に疑問を投げかける指

摘があったことを受けて、上川陽子法相は 22 日、

文面を修正したと明らかにした。亡くなった保護

司への感謝状を受けた妻が、「もう少し『あたたか

み』のある表現がないだろうか」」と朝日新聞に投

稿したのがきっかけ。「あなたは保護司として社会

奉仕の精神をもって犯罪者の改善更生と地域社会

の浄化に尽くされました」という文面だったが、

「犯罪者」を「罪を犯した人たち」に、「地域社会

の浄化」は「犯罪や非行のない明るい地域社会の

実現」に変更した。 

国は、私たち国民のことをその程度に思ってい

るのだろうと、悲しいけれど、妙に腑に落ちる。

もし原発事故が起きたら、こんな扱いをされ、多

く人たちが苦しむことは分かっているのに、それ

でも原発立地自治体は再稼働に同意するのでしょ

うか？ 

（佐藤千鶴子） 

 

 

福島原発損害賠償 「ふるさと喪失訴訟」 報告 
                 みやぎ原発賠償弁護団 鈴木 宏一 

 

１ 東京電力福島第一原発事故により、福島県か

ら宮城県方面に避難した方々が、２０１４年３

月に、被告東京電力および国に対し、避難に伴

う精神的苦痛に対する慰謝料として８４０万

円および「ふるさとを喪失」した精神的苦痛に

対する慰謝料として１人３０００万円の支払

いを求める訴訟を、仙台地方裁判所に提起した。

この裁判を原告・弁護団は「ふるさと喪失訴訟」

と呼んでいる。その後第二次、第三次、第四次

提訴が加わり、現在、原告団は、３４世帯８３

名になっている。 

 

２ 当原告団の主張の骨子は、以下のとおりであ

る。 

① 避難慰謝料 

住み慣れた地域を突如奪われ、平穏な日常

生活の利便と居住環境を全て失い、不慣れな

土地において送る避難生活の苦痛は、耐え難

いものである。 

 避難生活が継続・長期化するに従い、元の

生活に戻れない精神的苦痛、将来見通しが立

たない将来不安の苦痛は、軽減するどころか

日増しに増大していく。 

 自死するケースがいくつも報じられるよ

うに、原告の大半が避難生活の中で体調を崩

し、疾病を発症し、持病を悪化させている。 

 上記事実は、避難生活がいかに過酷なもの

であり、その精神的苦痛がいかに甚大なもの

であったかを如実に示すものである。 

 その慰謝料が交通事故入院初期の慰謝料

の判例基準を下らないことは明らかである。 

② ふるさと喪失慰謝料 

   原発事故は、自然環境、社会環境（家庭、

学校、職場、地域コミュニティー、行政サ

ービス、地域文化等）を破壊し、それまで

築き上げてきた個人の生活史を切断する。 

ふるさと（地域コミュニティー）という生

活基盤の破壊により生存基盤が破壊され、つ

いには個人の生命・身体を脅かされるに至る。 

また生活史の切断により夢、希望、生きが

いという個人の生きる原動力を奪われる。 

その精神的苦痛の甚大さは、家族・近親者
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を同時・一瞬に喪失した場合にも等しく、交

通事故の重度後遺症にも匹敵するものであ

る。 

 

３ 本件訴訟の争点は以下の二点である。 

①  原告らに対しては、被告東電からこれまで

に中間指針（原子力損害賠償紛争審査会制定）

に定められた月額１０万円という避難慰謝

料が支払われているが、この既払い金を超え

て上記二つの慰謝料がどこまで認められる

か。（損害論） 

②  被告東電に賠償責任があることは当然で

あるが、国に国家賠償法上の賠償責任がある

か。（国に津波による本件事故発生につき予

見可能性・結果回避可能性があったか）（責

任論） 

 

４ 本件訴訟は、これまでに１４回の弁論が開か

れ、上記損害論、責任論についての原告・被告

双方の主張が提出され、これから証人、原告本

人の尋問、現地進行協議による事実上の現地検

証など立証の段階に入る。仙台地裁のこれまで

の遅い訴訟進行状況からして、結審は来年にな

ると予想されている。 

 

５ 同様の訴訟は、福島、いわき、前橋、千葉、

東京など全国２５箇所で提訴されている。 

先行していた訴訟のうち前橋地裁（２０１７

年３月）千葉地裁（同年９月）、福島地裁（同年

１０月）の判決が既に出ている。 

ⅰ 前橋地裁の判決は、国の責任を認めたが、

避難指示区域（帰還困難区域、居住制限区域、

避難指示解除準備区域）居住の原告について

の避難慰謝料・ふるさと喪失慰謝料ついては、

被告東電から既に支払われた金額（中間指針

に定めた金額）を上回る損害をほとんど認め

なかった。 

ⅱ 千葉地裁の判決は、避難指示区域ごとに中

間指針に定めた金額を上回る避難慰謝料（６

０万円～３５０万円）、ふるさと喪失慰謝料

（５０万円～１０００万円）を認めたが、国

の責任を認めなかった。 

ⅲ 福島地裁の判決は、国の責任を認め、避難

指示区域外の原告に対して中間指針の定める

金額を上回る慰謝料を認めたが、避難指示区

域内の原告については、中間指針の定める金

額を上回る避難慰謝料、ふるさと喪失慰謝料

を認めなかった。 

 

６ 今後、本年３月にいわき、東京、京都におい

て判決が出る予定であるが、今後の訴訟の課題

は、ⅰ国の責任を確定的に認めさせること、ⅱ

避難指示区域内の原告につき中間指針の定める

慰謝料額を大幅に上回る金額を認めさせること、

である。 

福島第一原発事故を巡る裁判は、ⅰ刑事告訴

事件において東電の役員らを処罰すること（謝

れ）、ⅱ民事損害賠償訴訟においてその甚大な被

害に相当する賠償を支払わせること（償え）、ⅲ

原発運転差し止め訴訟において原発を廃止する

こと（今すぐ止めろ）、の三分野で闘われている。 

本件訴訟において東電、国の責任を認めさせ、

被害の実態に即した適切な賠償を支払わせるこ

とが、原発廃止につながることを再度確認して、

本件訴訟を進める覚悟である。 

皆様の本件訴訟に対するご支援をお願いし、

報告といたします。 （2018.1.10 記） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【訂正とお詫び】 

前号『鳴り砂』5 頁右側 14 行目以降に誤りが

ありました。訂正とお詫を致します。 

《誤》 高島さんは、･･〈略〉･･のに対し、「パロ

テス・ユテルス・クロトス・トロイの･･〈略〉･･

に反する。ユテルスは温度を･･〈略〉･･。→ 

《正》 高島さんは、･･〈略〉･･のに対し、「コテ

ルス・ファロー・クロトス・トロイの･･〈略〉･･

に反する。コテルスは温度を･･〈略〉･･。 

 



12 

 

【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 263 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 26 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 

 

学習交流会 映画『日本と再生 

～光と風のギガワット作戦』上映会 

日時□2 月 10 日（土） 

1 回目 10 時 10 分～ 

2 回目 13 時 10 分～ 

会場□栗原市市民活動支援センター 

資料代□500 円 

主催□放射能から子どもたちを守る 

栗原ネットワーク 

連絡先 TEL/FAX 0228-23-7707 本田 

 

第 5 回いのちの光 3.15 フクシマ 

～3.15 から 7 年 フクシマが背負ってきたもの 

伝えつづけるもの～ 

〈仙台プレ企画〉～講演会～ 

講師□小出裕章氏 

（元京都大学原子炉実験所助教） 

日時□3 月 10 日（土）14 時～16 時 

会場□仙台市・カトリック元寺小路教会大聖堂 

参加費□カンパ 

主催□「いのちの光 3.15 フクシマ」実行委員会 

〈問合せ〉080-9634-2587（栗村） 

後援□カトリック仙台教区 

協賛□日本カトリック正義と平和協議会 

カトリック正義と平和仙台協議会 

 

「NO NUKES PARADE 2018」 

日時□3 月 25 日（日）午後（未定） 

会場□仙台市内公園（未定） 

内容□オープニング／合唱など  

発言 女川現地から／各地から／ 

各政党から／福島からなど 

主催□実行委員会（よびかけ みやぎ金曜デモ、 

みやぎアクション、女性ネット） 

 

みやぎ脱原発・風の会 会計報告 

（2017 年１月１日～12 月 31 日） 

繰越金      681,787 円 

《収入》会 費   290,000 円 

カンパ   159,850 円 

      合 計   449,850 円 

《支出》印刷費    39,092 円 

通信費   111,896 円 

活動費   244,120 円 

その他    12,229 円 

      合 計   407,337 円 

《残金・繰越金》  724,300 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。 

■□2018 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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