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東北電7)の姑息*}rせM 2号糠｣電全書宜に抗し.

県内一丸tt}って再稼働ストvyTZの陣形を構築しJ=うJ

暮れも押し迫った昨年(2013年) 12月27

日､棄北電力は､女川原子力発電所2号機につい

て新規制基準への適合性審査申請を行ない､前日

の12月26日には､宮城県ならびに女川町､石

巻市へ｢女川原子力発電所周辺の安全確保に関す

る協定書(安全協定)｣に基づく事前協議の申し入

れを行いました｡

私たらは東北電力のこのような唐突で姑息な申

請に強い憤りを感じざるを得ません｡このような

動きが報道された時点で､乗北電力はHP上で｢こ

れは当社が発表したものではなく､現時点で異体

的な申請内容･時期は決定しておりません｣ (12

月19日)と発表していたにもかかわらず､それ

から10日もせずに安全審査の申請をするという

のは､住民･県民をだましうらにしたも同然では

ないでしょうか｡安倍総理の靖国参拝と同様､世

の中が萎れのパタバタしているときに"どさくさ

に紛れてやってしまえ"という魂胆がみえみえで､

｢従業員一人ひとり机　事業活動の基盤は社会と

の信頼にあることを強く自覚し.企業倫理･法令

遵守に対するしっかりした認識･知識を持ち,揺

るぎない倫理感をもって,業務を遂行していきま

す｣との｢東北電力企業行動指針｣が泣くという

ものです(これまでもそうかもしれません力T)｡

そして､その事前協議の申し入れを粛々と受け

入れる自治体も自治体です｡宮城県の本木隆環境

生活部長は｢匡lの審査状況も踏まえて慎重に判断

したい｣ (河北新報) ｢協議に応じたことがイコー

ル再稼働を認めたことにはならない｣ (朝日新聞)

と事前協議の申し入れに答えたとのことですが､

新潟県や島根県などでは､県が独自に安全性の検

討を行ったり､専門家組織による会合や議会での

議論をへて､協議に応じているのです｡ ｢県独自に

安全性などを判断するため､第三者を含めた検討

委員会の設置も検討する｣ (朝日)との報道もあり

ますが､その検討委員会が､まさに福島原発事故

をうけた宮城県の｢有識者会議｣のように人選に

偏りがあり"始めから結論ありぎ'のものであっ

ては意味をなしません｡人選や､市民に開かれた

あり方などで､意味のあるものでなければなりま

せん｡

そのような中で新年を迎えざるを得なくなりま

したが､まさに今年はこの2号機の再稼働に向け

た動きとの闘いが運動の中心になると思います｡
｢風の会｣は､昨年末のこの慌ただしい動きに対

し､緊急行動として､宮城県知事に12月24日

付｢女川原発に関する緊急申し入れ｣､東北電力に

12月28日付｢緊急要請文｣を提出しましたが､

これを受けつつ､できるだけ広範な陣形で東北電

力と宮城県に迫っていきたいと考えます｡

昨年も､街頭では｢みやぎ金曜デモ｣がほぼ毎

週デモを行い､すでに68回を数えるまでになり

ました｡ 12月6日には｢特定秘密保護法案反対｣

の方々との共催で500人の参加を得､また12

月22日の130名など3回続けて100名を超

す参加を得るなど､その勢いは衰えていません｡

rarやぎ艶摩畿･員の金

2074会Aのつ亡い]に参加を

日時ロ2014年2月2日(日) 10時～12時

会場□戦災復興記念館･弁も
(仙台市青集区大町二丁目1 2番1号)

内容□2014年の｢風の会｣運動方針と

参加者の意見交換　など



また､ 11月9日の｢みやぎアクション｣主催

の｢原子力に依存しない社会をめざして～福島原

発事故を教訓として.-｣では､佐々木功悦美里町

長が力強く脱原発の決意を語り､それがきっかけ

で村井知事との｢論争｣が起きるほどのインパク

トを県政に与えました｡

さらに12月17 E]には大崎市議会で｢東北電

力女川原子力発電所の再稼働を許さず､廃炉にす

ることを要請する意見書｣が賛成多数で可決され

ました｡これまでも美里町を始め､名取､岩沼､

涌谷､乗松島の各議会で｢再稼働を行書つないこと

を求める決議｣をあ(1ていましたが､今回は｢廃

炉を要請する｣ということでさらに一歩踏み込ん

だ決議となっています｡

しかし､東北電力は､ ｢原発復権｣をめざす政権

や紹済界などの強力な｢原子カムラ｣をバックに､

あらゆる手を使って(頻繁に女JIL原発見学会を行

って｢lAEAにもお墨付きをもらってます｣と宣
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伝する､メディアを使う= ｢地球温暖化対策に必

要です! ｣とか､宮城県からの天下りを受け入れ

る､自治体に｢寄付｣をする､政治献金をするetc
･･･)原発の再稼働に執念を燃やしています｡

まずは､この東北電力､そして宮城県へ､直接

働きかけることを始めていかなければなりません｡

そして､ 3月16日の｢みやぎアクション｣主催

の集会･デモを､再稼働に-歩踏み込んだ東北電

力への抗議の企画として､大結集で実現したいと

思います｡

これらの動きを､原発の再稼働に反対する･不

安に思っている県内全ての万々の参加･賛同･協

力で進めていきましょう!　｢みやぎ脱原発･風

の会｣はその触媒になり､今年も全力で｢原子力

に頼らない社会｣を目指して頑張っていきますの

で､よろしくお願いいたしますo

(事務局長　南脇幸宏)

女川原発に対する大崎市での取り組み報告
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昨年12月17日､多くの市民が匪唾を飲んで

傍聴する中､大崎市議会は｢東北<力女川原発の

再稼働を許さず､廃炉にすることを要請する意見

書｣を賛成多数(賛成20名､反対1 3名)で可

決しました｡

これJま､ ｢ふるかわ平和のつとい｣ ｢放射能か

ら子どもを守るふるかわ連絡会｣及び｢船形山の

フナを守る会｣の､ 3つの市民団体が提出した請

願の採択を受け(詳細は､ 『鳴り砂』 11月20

日号5ページ) ､その請願趣旨を踏まえた意見書

です｡すでに首相と衆議院･参議院議長､程済産

業大臣等の関係大臣､原子力規制委員長及び宮城

県知事宛に送達されました｡

意見書可決の過程では､福島県飯舘村等の視察

など､請願を審査した産業常任委員長(請願を全

会一致で採択したが､個人的には廃炉等に反対)

の辞任劇や､東北電力からの｢圧力｣に屈せず､

市民の安全･安心の確保の観点から､勇気と英断

を持って敢然と議決に臨んだ議員の姿がありまし

た｡

【意見書可決の意義】

県内で7番目となった大崎市議会での意見書可

決の意義は(廃炉を求めたのは初めて) ､次のよ

うに女川原発廃炉に向けた取組として重いものが

あると考えています｡

1. 1年前の大崎市議会は議員提案の同種意見書

を否決したが､今回は市民団体からの請願提出

を受けて､飯能村等の視察や原子力規制委員会

からの説明等を含めた多角的な審査を行い､改

めて原発の危険性等を認識した議決であるこ

と｡

2,原発推進の考えを持つ議員が､飯能村等の視

察等を通じて､原発事故の悲惨さや危険性を目

の当たりにして､化石燃料が排出するC02や

電力料金値上げによる経済的影響の懸念と､棄

北電力から全議員に発出されたr当社の見解｣

(請願の一言一句に対し､具体的に反論した文

書)などの｢圧力｣に屈せず､それらを払拭し､

原発不要の考えに変わったことは､今後の｢脱

原発･反原発｣の運動の参考になること｡

3,意見書を可決した1 2月議会には､ ｢厳格な

安全基準に適合を確認した原発の再稼働を求

め､原発の比率を1 5%｣ (ベストミックス)



とする意見書案の提出が予定されていたが､請

願採択を受けて取り下げたこと｡

しかも､この意見書案の賛成者には､結果的

に請願と意見書に賛成した二人の議員が名を

連ねており､私たちの請願が提出されていなけ

れば､真逆の意思決定があったと思うと､冶や

汗が出るもの｡

4.女川原発2号機の安全審査申請直前に､緊急

時防護措置区域(UPZ)や再稼働の同意権を

持つ自治体以外(大崎市の位置や人口等の条件

を含め)から､ ｢再稼働を許さず､廃炉を求め

る意見書｣が可決されたことは､その時期と合

わせ､原発事故が及ぼす影響を深刻に考慮する

ことを余儀なくさせたこと｡

5.意見書可決の原因を作った市民団体の請願は､

市民は投票日だけの｢有権者｣ではなく､請願

提出に至る諸活動(放射線測定･講演会･上映

会等)と合わせて日常的に｢主権者｣であるこ

とを､市民と議員が再認識したこと｡

【連携した活動を行い､女川原発の廃炉を】

多くの市民の想いと合致する意見書を､単なる
｢紙切れ｣に終わらせるのではなく､実効性ある

ものにするため､ 12月26日に東北電力と大崎

市長に対し､ ｢意見書の趣旨を､命と健康･安全･

安心を願う市民の心からの叫びとして真筆に受け

止め､女川原発を廃炉にし(大崎市の新規方針と

して決定し) ､再生可能な自然エネルギーへの転

換決断｣等の要望書を提出しました｡

また､請願を提出した3匡l体に､ ｢女川原発の

廃炉を求める会(鹿島台) ｣と｢放射能汚染から

子どもを守る岩出山の会｣を加えた5回体が､各

団体の発足趣旨･目的等を尊重し合い､ ｢脱原発･

反原発｣の共通点で､緩やかな｢連絡会｣的な運

動体として(名称は､ ｢女川帝発の廃炉を求める

大崎連絡会｣ ) ､今後も連携した活動を行うこと

を確認しました.

一方､福島第一原発の事故収束の見通しが立た

ない状況で､原発を｢基礎となる重要なベース電

源｣と位置つけた新エネルギー政策決定の方向や､

2016年度以降の再稼働に向けて女川原発2号

機の安全審査申請が行われるなど､なし崩し的な

原発回帰に対し､ ｢子供･孫など後世に負の遺産

を残したくない｡我々で造ったものは､我々の世

代で廃炉にするのか責任だ｣との思いで､この意

見書可決をスタート台に､県内の薗体等とも連携

して運動を強めていく決意を固め合いました｡
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■　一風の会　公開学習会voI.3- r福島原発事故の背景-1号機は設計ミスだった?～｣　■
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12月14日土曜日午後6時｡雪が舞う街は買

い物､光のページェント､そして忘年会や早めの

クリスマスパーティを楽しもうと言う人達で賑や

かでした｡

こんな夜に原発の学習会を開催して､一体どれ

だけの人があつまるのやら?　その私の心配は杷

菱でした｡

サボセン5階の会議室には仙台原子力問題研究

グループの石川さんの｢福島原発事故の背景｣と

題された話を聞く為に次々と人が集まり始め､会

場は満員状態でした｡石川人気と福島原発事故の

真相を知りたいと願う人が如何に多いかが良く解

る雰囲気が､会場にみなぎっていました｡

冒頭で石川さんは｢今田は話の途中でクイズが

あり､最後には私から皆さんへの質問もありま

す｡｣と言うのです｡聴衆の集中を高めるための彼

■
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の作戦と思い､私も真剣に話を聞かなくてはと考

えました｡

石川さんは市民科学書として､福島事故発生後

多方面から事故を検証していることが良く解りま

した｡まるでパズルを解くように発電用原子炉の

設置､運転等の法規制や運転等に関する法規を読

み込み､設計図を眺め続けており､その上で福島

の原子炉の持つ特性を私たちに説明してくれまし

た｡それは､福島の原発群は最初から危うい構造

で作られ運転されていたことです｡つまり､仮に

あの地震と津波が起こらなくても､福島の原発群

のパイプや機器は事故を誘発し易い構造だったこ

とです｡全ては現代の私たらが神のことく信仰し

ている経済効率の為だったのです｡

人が設計し､審査し､建設し､検査し､運転し

て点検する原発｡私たらが作り出す物に完壁な物

などありません｡原発は一度事故を起こせば取り

返しがつかない｡だからそれでも運転するのであ



れば決して事故の起きない完壁な物であって欲し

い｡と言う｢願い｣が私たちの心の中にあると思

います｡しかし願いは願いに留まり続け実現不可

能です｡

そして､事故は起こりました｡少しだけ想像力

を働かせれば､事故後の混乱の中で､最上級に適

切な処理など出来る訳が無いこともまた事実だっ

たと思います｡

石川さんの話は更に恐ろしいシナリオが私たら

を待っていると告げているようでした｡

国と電力会社の関心は今止まっている各地の療

発の再稼働なのは明らかです｡福島事故を教訓に

すると言いながら､国と電力会社が事故から得た

教訓は､私たらを欺く為の法規制の改訂による御

都合主義的な原発の設備の正当化に遵進すると言

うことのようでした｡

そして､それに拍車をかけるのか｢秘密保護法｣

と言うことになるのだそうです｡『ウ2rJJ-さんを

探せ』の如く地道に情報公開や図書館に足を運ん

での療発問題の検証作業を不可能にするのか秘密

保護法なのだと石川さんは話しました｡

石川さんの性格の良く現れた原発の細部の構造

に亘る話は正直なところ私には費圧しすぎ､｢私には

木は巧く見えないから森だけ兄とこうかな｡｣など

とも考えました｡

質疑応答では､私以外の質問者の皆さんの原発

に対する博識にも驚かされました｡最後に石川さ

んは｢福島事故の確実な検証は難しいのではない

か?｣と話しました｡福島事故の問題について深

く真筆に向き合ってきたからこそ言えるアイロニ

カルな結論のような気かしました｡石川さんには

次回は福島原発事故と女川原発の関連性について

の話を聞かせて欲しいと思いましたC

(斉藤久美子)

原発同額の三二三二解説く7 〉地震

●2013. ll. 28東北電力社長の

｢基準地震動1000ガルへの引上げ｣表明

原発の地震に対する安全性の検証は､大きく三

段階に分けられます｡

①影響を及ぼす巨大地震をきちんと想定してい

るのか(地震想定)､ ②その地震で原発はどれくら

い揺すられるのか(基準地農動Ssの策定)､ ③揺

れによって建物や設備･機器･配管などは壊れな

いのか(耐震評価)､という点で評価されます｡ (さ

らに｢新規制基準｣では､ ④地盤の変形･変位に

よる影響の大きさに鑑み､原発の重要施設直下に

活断層が存在することを認めていません｡乗通原

発を含む多くの原発で問題となっている敷地直下

の活断層の有無は､主にこの点に関わっています｡

敷地近傍･周辺の活断層の有無･分岐は､主に(か･

②に関わります｡)

女川原発の場合､具体的には､ (分では､歴史地

震(明治三陸地寮､昭和三陸地震､貞観地震)や､

震源を特定したプレート間(プレ-ト境界)地震･

海洋プレート内(スラブ内)地震･内陸地殻内(直

下型)地震や､震源を特定しない地震､などを想

定しています｡ ②では､それら地震によって原発

が揺すられる貴大の基準地震動(解放基盤表面に

おける｢はぎとり波｣)を策定･選定します｡短周

期地震動が強いという宮城県沖プレート聞地震の

特徴や女川原発周辺の地盤特性は､この点に反映

されますD ③では､基準地震動で揺さぶられた時

の発生応力を解析モデルで計算し､それが建物･

機器等の設計上(補強後)の耐力(終局強度)以

下であること= `安全機能を喪失しないこど　を

確認します｡

乗北電力は､ 2005.8.16宮城県沖地寮後､新

耐震指針の基準地需動Ssとして連動を考慮した

想定宮城県沖地震(M小/8.2)による最大580ガ

ルを基に耐震健全性評価(パックチェック)を行

なってきましたが(ただし｢中間報告｣とまり)､

今後は①201 13.1 1本零や4.7余賓と同等ある

いはそれら以上の巨大地震を想定することになり､

それを先取りする形で②上記の｢基準地震動Ss
=1000ガルへの引上げ｣が表明されたものと思

われます.これは　2005　地震を踏まえて

2008-2009年に行なわれた建物･機器等の自

主的補強や201 1年以降なされている補強の結

果､発生応力の低下や耐力の向上などが図られ､

特に最短周期地事動の値<* >を1000ガルヘ

引上げても(それにより1000ガルを超える基準

地需動･時刻歴波形が作成される)､主要な梯器･

配管等の固有周期は暴短周期領域からは外れてい

るため､影響は少ないことを3.11以降の自主的

解析で確認済みのため､東北電力は安心して"安

全宣伝''を行ったのかもしれません｡



でも､ ①･②起こりうる最大の地震･地需動を

想定しているのか､とりわけ3.11以降地域全体

の主応力場が変化(圧縮から引張りへ)した現在､

活断層･内陸地殻内地震を正しく想定できている

のか､ ③解析モデルは実態を反映しているのか

(3.1 1地震動の観測値と整合しているのか)､さ

らには実際の施工･補強に不偏･見落とし･ミス

等がないのかなどを､検証する必要があります｡

<*　地震の波は､ ｢カタガタ｣揺らす短周期の

波や､｢ユーラユーラ｣揺らす長周期の波など､様々

な周期の波(横波･縦波)が､様々な強さで､重

なり合っています｡一万､揺らされる物体は､一

般に､硬くガッチリしたもの･短いもの(コンク

リート造家屋)は｢回有周期｣が短く､柔らかく

フニヤフ二ヤしたもの･長いもの(木造家屋･超

高層ビル)は｢匡l青周期｣が長くなっています｡

地震波の成分周期と物体の｢匡l有周期｣とが一致･

同調し､その状態が一定時間続けば､ (フランコを
一定の調子でこくと大きく揺れるように)物体に

生じる揺れ=発生応力が大きくなって､物体が壊

れたりします｡また､重力980ガルと同等の縦

揺れ(直下地震では横揺れ)が作用すれば､物体

が浮き上がり摩擦力が消失するため､被害が大き

くなります｡ >　　　<2013.12.23記>

(仙台原子力問題研究グループl )
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2014.1.13追記:昨年12.27の女川2再稼動

の申請書(規制委ホームページで公開)には､

201 1.3.1 1地震を踏まえた結実､基準地震動Ss

が1000ガル(水平方向: Ss-2H)想定とな

ったことが示されていました<申請書のp.92設

計用応答スペクトル､ p.95時刻歴波形>｡そし

て､添付書類8では､建物･構造物は｢終局耐力

に対して妥当な安全余裕をもたせ｣､機器･配管系

は｢破断延性限字引こ十分な余裕を有し･-機能に影

響を及ぼすことがない｣ようにするとの"設計方

針"が記載されています<添付書類8の

p.8.1-20-21および第1.3-2表>｡ 2007宮

城県沖地震後や3.1 1後の耐需補強でそれらを満

たしたからこそ今回の申請となったと思われます

が(今後公開予定の｢工事計画認可申請書｣を検

討する必要あり)､別稿記載のとおり､魂の入って

いない『仏』で本当に"安全確保(祈餌?)"がで

きるのでしょうか｡ (了)

1】 剪� ��

】 ���� � �� � 

第4回　設計用模擬地震波Ss-2H, Ss-2Vの加速度時刻歴波形
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三二三二解鋭く2〉津波

●真北t力ご自慢?の｢高さ29m防潮堤J

地震津波は､海底の地震断層が上下方向にずれ

動いた際(横ずれの場合はほとんど発生しません)､

その断層の真上にある海水が上下方向に動かされ

て発生します｡
一般に､地震断層長さの1万分の1がズレの大

きさと言われ､例えばM (モーメントマグニチュ
ード) 6.0では震源断層長さ10km ･幅5km ･

ズレの圭1m､ M7.0では長さ30km･幅

15km･ズレ3m､ M8.0では長さ100km･幅

50km･ズレ10mとされ< 『鳴り砂216』参照:

佃為成｢地震予知の最新科学｣ (サイエンス･アイ

新書) 2007>､ズレの角度が斜め450　ならズ

当初の敷地高さの決定経緯

レの量の0.7倍(√2分の1 )が海水を上下動さ

せます｡そのため､ M6.0以下の海洋地震では｢津

波注意報｣はほとんど出されません｡

東北電力はこれまで(201 1.3.1 1以前)､女川

原発周辺での津波高は3m程度と想定し､敷地高

14.8mで…十分な余裕"があると豪語してきま

したが､ 3.1 1東北地方太平洋沖地震では約13m

の津波が押し寄せ､一方､敷地は…予想外"に約

1m地盤沈下して13.8mとなったため､僅か

0.8mの差で､辛くも福島原発のような津波浸

水･重大事故を免れました｡

学誰経験者による社内委員会(昭和43年～)

･1896年明治三陸津波, 1933年昭和三陸津波等の津波‡己録

･869年貞概津波, lらl 1年慶長津波なども考慮(文献調査)

･想定津波3m程度

J二二._

幸員会の専門的な意見を曲まえて敷地高さを1 4. 8mに決定

新知見に対する対応

1号横の営業運転開始以降も,その時々の知見を随時収集し

ながら,津波に対する安全性を確認

○女川2号棲設置許可申請時[昭和62年4月】
･想定津波見直し(3m程度-91 1m) ⇒ 9･ 7rnまで法面保護(31③書冊)

･貞概津波の影響訴壬(地真調査)

iI>

敷地(14. 8m)の安全性確牡

参考土木学会手法による津波評価試算値(約十13. 6m)[平成14年2月】

<H25.3.29棄北電力の報告書より>

ちなみに､当時の東北電力副社長が万一を警戒して敷地高14.8mを主張したとの"美談･うわ

さ話"もあるようですが､おそらく実態としては､敷地造成時の整地コスト(原子炉建屋を岩盤上

に設置するための掘削工事や､切土･盛土の量)が低く抑えられ､かつ各種の冷却用海水の揚程(揺

水･ポンプアップする高さ)も小さくなるということで､ "たまたま"設定されただけ､と筆者は推

測します< 『鳴り砂244』気になる動き6参照>.

さて､ 12.27女川2再稼動申請では､近地津波(明治三陸地震津波､昭和三陸地寮津波､貞観地

震津渡)や遠地津波(チリ地震津波)などを検討し､ 3.11津波が既往暴大として､その波源(津

波を発生させる地震断層)を4種類のモデルで解析し､波源の位置や破壊開始点･走行･すべり量

などを変化させた結果､波源は3.1 1地震と同じ位置の海溝型(フレート間)地震による津波が最

6



潮時の平均高さ1.43mを考慮して､最高水位
｢23.1m｣という値を提示しています(最低水位

は､ 2号機取水口前面で､解析による最大水位降

下量-10.86mに干潮平均-0.14mを考慮して､

｢-ll.0m｣ :添付書類6の第6.7-1表)｡また､

｢23.1m｣の超過確率は1年当たり10~4 (即ち

1万年に一度)とのことです<添付書類6の

p.6-6-25および第6-8-1園(2) >｡

その上で､津波(基準津波による遡上波)が到

達しない敷地に重要な施設･設備を設置すること

が基本でありながら､それが"不可能''(今さら原

発敷地の嵩上げはできない! )なため､防潮堤等

の施設･設備の設置で代替させることとし､約

15m高さの防潮堤(敷地高13.8m(3.11直後:

その後は継続的に隆起とされています)を加算し

て､高さ｢約29m｣に)を設置することにした

のです<添付書類8のp.8-1卜41 >｡

育

でも､ ｢30m｣の超過確率は年2×10~5 (≒

5万年に一度)ですから<添付書類6の第6-8-1

図(2)>､地震の活断層は12-13万年前以降の

活動性を検討することから考えれば､ 5万年に一

度の津波も十分に起こり得ると考え､対策を講ず

る必要があるのではないでしょうか｡また､ 『鳴り

砂244』 ｢気になる動き6｣で指摘した海水ポン

プ室の上部開放部や地下トレンチなどの"津渡の

抜け道"の存在も､徹底的に洗い出す必要があり

ます｡さらに､台風30号がフィリピンにもたら

した最大約6-7mの高潮(*添付書類8の｢想

定される自然現象｣ pp.8-1 -53-56では考慮さ

れていません)を考慮すれば､ ｢台風の巨大化｣が

指摘されている昨今､ ｢23.1m｣に6m余裕?香

見込んだ｢29m防潮堤｣でも安全とは言えない

と思いますo　　<2014.1.13記>

(仙台原子力問題研究グループl )
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宮城県原子力センターの再建､女川暫定オフサイトセンター移設について

長町一利府断層が動いたら?

3.11震災(2011年)で.女川町にあった宮

城県原子力センター､国のオフサイトセンター(緊

急時麻急対策拠点施設) (注1 )が全壊した｡その

再建について､宮城県の種々の会議で報告がされ

ていた｡

●環境放射能監視検討会　(H25.10.23)

原子力センターは震災直後は県庁内の仮庁舎で

継続し､ H24,4.1にIEl消防学校(仙台市安善寺)

に移転し､保健環境センター敷地内(仙台市幸町)

に再建予定である(H27年4月運用開始予定)C

オフサイトセンターは､暫定オフサイトセンター

としてH24年1月から仙台市苦竹(産総研)で

運用されているo新暫定オフサイトセンターは旧

消防学校(仙台市安養寺)にH26年度内運用開

始予定である｡

委員から､原子力センターは女川原発に近いと

ころが良いのではと言う意見が出て､検討中との

こと｡オフサイトセンターは暴終的には女川町へ

設置予定｡

●女川原子力発g所環境調査測定技術会

(H25.1 1.7)

上記｢検討会｣と同様のことが報告された｡

●女川原子力発電所環境保全監視協譲合

(H25.1 1.20)

同様のことが報告されたが､女川や石巻の委員

から､ ｢原子力センターは地元女川や､石巻に建設

して欲しかった｡｣ ｢地元の意見を聞いて欲しい｡｣

｢石巻の意見を開かずに新オフサイトセンター

を女川町に設置するのはおかしい｡｣等､かなり不

満の意見が出された｡県の進め方の問題点が吹き

出た感じだった｡

なお別件ですが､ 10.23の｢検討会｣で新暫定

オフサイトセンター建物の耐震性が話題になった｡

原子力センター予定地(幸町)も気になったので､

会議終了後原子力センターの方に､長町一利府断層

が動いた場合の耐震設計をしているのかと聞いた

ところ､後日｢原子力センターの設計においては.

断層の評価は法的な要求がないため行っておりま

せんが,建築基準法等の関係法令に基つき,概ね

零度6弱以上の耐震強度を持たせています.｣との

返事が来た｡仙台市のハザードマップ(注2)に

よれば　原子力センター予定地の地震による想定

零度は｢震度6強｣となり｢概ね震度6弱以上｣

の耐震強度では不十分と思われる.なお､宮城県

の広域防災拠点(注3)が仙台駅の東側に建設予

定である｡これも､長町一利府断層が動いた場合に､

拠点としての機能が失われるのではないかと危倶

する｡ (2013.12.29記　兵藤則雄)

(注1)原子力災害発生時には､国､自治体､原

子力事業者による事故拡大防止のための応急対

策､住民の安全確保策など､さまざまな緊急対

策をする所｡

(注2)仙台市地震ハザードマップ･長町一利府断

層+宮城野区

httD:/ /www.city.sendai.jD/jutaku/___ _ icsFi

les/afieldfile/201 1 /01 /26/nagamachirif

u_JureyaSuSa_m i. Ddf#search=

(注3)宮城県の広域防災拠点計画概要

http:/ /ww.pref.miyagLj D/u ploaded/1 ife/

229231 _308299 misc.pdf
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わかめの会は｢福島六ヶ所未来への伝言｣上

映会の翌週11月278.-12月1日に､工ルパ
ーク仙台の展示ギャラリーで島田恵さんの写真展

を開いた｡私は一応スタッフなのにたいしたこと

は出来なかったので､チラシを作りながら感じた

ことを=･｡

あまり写真がそろわず限られた中に印象的な1

校があった｡バッチやが3人､温泉の帰りだった

か踊りながら写っている｡ひょうきんな雰囲気は

なんだか沖縄のオバアみたい｡冶静に考えれば変

だけど､ ｢青森｣ ｢下北｣のイメージと違ったので

気になったのかも(いけないね固定篭貝念)｡青森の

パッチヤだって明るいんだよね｡いいよなあ､こ

の感じ｡みんな見てくれだかな｡

でも｢核燃の村に生きる人々｣というタイトル

の写真展だもの､チラシのメインにはちょっと-｡

で､核燃の反対運動に立ち上がったカッチヤの写

真を選んだ｡厳しい表情が強い意志を感じさせる｡

六ヶ所でも激しい反対運動があった｡時間が経っ

て世間的には風化しつつあるからこそ､このこと

を伝えたいと島臼さんは言う｡ ｢賛成派､反対派で

は割り切れない｡最初は違う人々と考えていたが､

村に10年住んでみてどちらも同じ村人だと分か

った｣という言葉が重い｡

島田さんが通い､移り住んだ1980年代後半～

2000年頃の核燃政策に揺れ動く六ヶ所村｡そこ

に生きる人々の姿を300人ほどの来訪者に見て

もらった｡　　(斎藤春美)

(パッチヤはおばあちゃん､カッチヤはお母ちゃ

んの意味です)

12月8日　西尾正道氏講演会｢こどもたちの甲状腺検査から見えてきたことJ開催

仙台で初めての集FL甲状腺エコー積査

｢こともたらの甲状腺検査から見えてきたこ

と｣と題して､北海道がんセンターの名誉院長で

ある西尾正道先生の講演会が12月8日午後3時

から､日本キリスト教団東北教区放射能問題対策

室いずみの主催のもと仙台青葉荘教会で開かれま

した｡

講演会に先立って午前9時より講演会会場近く

の一室で52名の方々の甲状腺エコー検査が実施

されました｡

仙台での集団甲状腺エコー検査は初めてであり､

希望者は相当数に上りましたが､検査休制の制約

もあって希望者の先着順とし､検者は西尾先生と

他2名の医師により行われましたC　福島において

は甲状腺がんがかなりの頻度でみつかっており､

宮城でもと心配しておりましたが､幸いにも､当

日のエコー検査ではがんが疑われる所見を持たれ

た方はいませんでした｡

のう胞については高頻度で見つかりましたが､

成長期には多く認められる所見の一つであり､心

配することはないと西尾先生は説明していました｡

結節が認められた方も数名いましたが､ 1名の方

については専門医への紹介､その他の方は定期検

査を勧められていました｡

福島県のエコー検査との大きな違いは､検査結



菓(エコー画像)を受診者に渡すことにより､本

人の経時的変化を本人自身が確認できることにあ

ります｡

子どもの健康を気遣う親御さんたらにとって､

検診により安心が得られ､笑顔で帰路に若く様子

が印象的でした｡仙台においても甲状腺検査の希

望者はかなりの数にのぼると思われますし､定期

的な検査も必要である万もいらっしゃることを勘

案すると､今後とも継続的な検査体制を維持する

必要があると考えられます｡

午後3時から会場を移して講演会が開催されま

した｡西尾先生は冒頭で日本の放射線医学はその

教育内容がICRP (国際放射線防護委員会)の基

準に則してをされ､ ICRPとJAEA (国際原子力機

関)とが癒着し､放射線防護体系は原子力政策の

ために作られた､非科学的な物語であると切り捨

てました｡

講演は放射線の基礎的知識から始まり､放射線

の人体への影響､低線量被曝での発がんリスク､

チ=ルノブイIJの健康被害について､内部被曝の

問題､さらには福島避難基準及び福島県の甲状腺

検査の問題点等､非常に多岐にわたり､難解な内

容を解かりやすく説明していただきました｡

ホールボディカウンターにしてもガンマ線しか

計測できないこと､個人線量計(ガラスバッヂ)

にしても体の正面からのガンマ線しか計測できず､

被曝壬が過小に評価されることなど､納得の内容

でした｡

午前中の甲状腺検査から､午後5時までの講演

と長時間にも拘らず､終始パイ91Jティー溢れる

西尾先生でした｡紙上を借りて感謝いたします｡

(M.∪)
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東北脱原発連絡会｢福島視察バスツアーJに参加して

放射能被害の恐ろし士t^問の愚か士を教えられた

昨年の12月15日､福島の現状を知ろうと､

乗北脱原発連絡会(東北各地で金曜デモなどの行

動を行っている人たちのネットワーク)主催の｢福

島視察バスツアー｣に参加しました｡視察地は南

相馬をはじめ､飯館村､常磐線沿線の小高地区な

どでした｡

最初に訪れたのは､飯館村｡バスで村に入ると

車窓からは森や林が見え､家屋が点在するのか確

認できました｡あまりにも静かで穏やかだったの

で､本当にここがあの悲劇の村､飯館村なのかと

錯覚してしまうほどでした｡でも､森をぬけ､一

面に広がる田畑が見え始めると､その様相は一変

しました｡そこには､黒々として枯れてひからぴ

た無数のセイタカアワダチソウが生え､かつて実

り豊かな風景だった時とは程遠い光景が広がりは

じめました｡荒れた田んぼの向こうには除染作業

用の厳つい重機が立ち並び､遠くには作業をして

いる様子がみえました｡案内の万によると､手入

れがされない臼んばには､夏の闇に生命力の強い

セイタカアワダチソウが生え､冬になると立ち枯

れた雑学はそのまま残り､翌年には再び生えると

いうのです｡

本来なら､豊かな実りを与えてくれるはずだっ

たEEI畑がこのような無残な姿をさらしたままで放

置されているのをみて､私たち日本人は原発事故

を境になんと取り返しのつかないことをしてしま

ったのだろうかと､胸が痛みました｡無人の村は

とてもひっそりとしていて､今にも､ありとあら

ゆる生き物たらの悲痛な叫び声が聞こえてきそう

な気かしました｡途中､火の見櫓の前にあるモニ

タリングポストをみると､毎時0.82ミリシーベ

ルトという高い数値を示していました｡

次に訪れたのは南相馬市の小高地区にある常磐



緑の小高駅です｡この駅は2011年3月11 E]の

原発事故を境に､放射線量が高いため閉鎖を余儀

なくされ､まるで時間が止まっているかのようで

したo　駅の横の自転車置き場には､あの日､持ち

主が置いて行ったままの自転車が残され､今現在

も静かに主人の帰りを待っているかのようにみえ

ました｡整然と並んだ自転車をみていると､放射

能被害の恐ろしさと人間の愚かさを改めて教えら

れたような気かしました｡

最後に訪れたのは､福島原発から15kmに位置

する南相馬市の小沢という地区です｡線量は毎時

0.2ミリシーベルトですが除染は進んでおらず､

この辺は､津波の後も水がしばらく引かなかった

そうです｡その証拠に現場に放置されていた車の

表面にはタニシのような無数の小さな貝が張り付

いているのかみられました｡この地区には末だ津

波で流された車や被害にあったままの姿の家屋が

多く残され､震災当時と何も変わっていないこと

がわかりました｡

こうしてみると､被災地とひとくらにいっても

福島のように二重苦､三重苦のところも多くあり､

災害の度合いにより被害の大きさがまるで違うこ

とを私たらは知ることが大切だなと､つくづく思

いました｡

南相馬市では､これまでに7万人の人口が6万

人に減り､壮年層が仕事を求めて新潟や栃木に戸

籍や住所を移して移動､その数は昨年の4月だけ

で400人に昇り､今も人口の流出が続いている

そうです｡

途中､パスの車窓からは､除染作業で集められ

た汚染土や枯葉が入った大きな黒い袋が､中間貯

蔵所､最終処分甥も決まらないまま､あちこちの

仮置き場に置かれているのが気になりました｡

今回のツアーに参加して感じたのは､福島の被

害について少しだけ理解していたつもりだった自

分が､本当は何もわかっていなかったということ｡

集災から3年たった今でも､福島の各地で､原発

事故を境に不自由な生活を余儀なくされている

人々が数多くいること､そしてそうした人達の心

の痛みをこれからも忘れずにいたいなと再確認さ

せてくれる､いい旅だったと思いました｡

(R.K)

今.せMで捗　　女川帽会議見阿部美紀子

箸の5. ☆Mでも汚点だらけの東北電力

あけましておめでとうございます

今年もよろしくお願い致します

新年早々､ 『河北新報』の一面に｢浪江･小高の

汚点｣という見出しで､浪江･小高原発の用地買

収に纏わる記事が掲載されました｡

しかし､浪江･小高にかかわらず､女川でも同

様のことは行われました.

4 0年程前､まだ用地買収が完了していない頃､

原発予定敷地内に女川原発反対三町期成同盟会の

幹部の土地があり､私たらはその土地を取得しよ

うと働きかけました｡ところが､合意ができるか

に思えたのに､当時支援活動で一緒に闘っていた

東北大の学生達を"浅間山荘の暴力学生"と誹譲･

中傷する輩がおり､その人は｢村八分｣になりか

け､結局､電力に土地を売り､反対闘争から離脱

していったのです｡

漁協臨時総会の委任状の買収など､数えれば限

りないほど汚点だらけです｡笑い話のようですが､

東北電力の補償金が出た時､ ｢反対運動をしたおか

げで､補償金が釣り上がった｣と､我が家にお礼

に来た人もいます｡

昔話はこれ位にして､昨年､東北電力は. 2号

機の安全審査申請を行いました｡政府はトルコや

エジプトに原発を売り込もうと躍起です｡

福島が何一つ解決していないのに､恥ずかしく

ないのでしょうか｡

女川では､ 3月末､ 200戸の災害･公営住宅が

完成し､その後､各所で造成工事が始まります｡

慌しい､忙しい年になります｡

忙しさに白を清まされないように､眉に唾をつ

けながら､再稼働を封じる活動をしていきたいと

思います｡

今年も､ご指導のほどを｡

ll
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大鶴を止的l七日需瞥義す各等l

子供を守れl汚帥lら桝I ∫ aTやe:金齢モ
h曲台　(鴨輔:騰JF紛憎金脈モ)

httDS://twitter. com/mivaJZi no nuke

http://twipla. jD/events/27716

日時□1月26日(日)勾当台公園野外音楽堂

(昼デモ14時集合14時30分デモ出発)

1月31日(金)勾当台公園野外音楽堂

(金曜夜は18時集合18時30分デモ出発)

主催ロ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-mai l :miyagi. no. nuke@gTnai l. conl

rNO NLJKES alやぎJ

一幕鞘ね1ち3年･橿農事発雷故を忘れ等い～

日時□2014年3月16日(日)

会場□錦町公園(仙台市雷葉区本町2-21)

13時　く第一部　ライブパフォーマンス〉
･ゲスト出演者　高橋朋子　～ザマナイ～他

14時　く第二部　野外集会〉
･特別ゲスト　武藤類子さん　他

15時　アピール行進出発

(錦町公園～一章町～青葉通流れ解散予定)

※ブース出展(13時-15時)

【主催】女川原発の再稼働を許さない!

2014みやぎアクション

(代表　鈴木宏一)

(元女川原発差止訴訟弁護団･元仙台弁護士会

会長･日本弁護士連合会副会長)

httD: //dkazeT10ka i. b log. fc2. com/

【お問い合せ】 lh&fax 022-37317000 (篠原)

naH hagO7314@nifty.ne. iD(舘脇)

◎賛同EZl体･個人大募集!
･個人1口1,000円　･団体1口　3,000円

郵便振替口座: 02280-2-135354

口座名:女川原発再稼働を許さない

みやぎアクション

(賛同された方はプログで公表するとともに､

当日の配布資料に記載させていただきます｡

匿名希望の方はその旨お知らせください)

摩発句等い未来をめざしてalん噂で農事ううt

匝中三彦さん繍鋼線好辞発布やl

『福島原発事故の実態と女川原発再稼働の問題句

(カラーA4判40頁) 10月8E]発行　500円

みやぎ騰JF畿･Aの会会計韓告

(2013年1月1日～12月31日)

繰越金　　　　　　514,513円

《収入》会　費　　　447,600円

カンパ　　　153.030円

合　計　　　600,630円

《支出》印刷費　　　58,621円

通信費　　110,690円

活動費　　　365,260円

その他　　　　50,319円

合　計　　　584,890円

《残金･繰越金》　　530,253円

福島原発事故を受けて､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｡

■□2014年会費振込みのお願いロ■

《郵便振替口座》 0222013-49486

《口座名》みやぎ脱原発･風の会
会　　費●3000円/年

賛同会費●1000円/辛
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