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- 7. I 7捗私たち素北にとっこ決して記念E)ぢe:で拝啓く､今も続く現実です一

一原発を棺働ませJ=うtする鞍治寮こぞ.危険分子で惨桝lでLJ:うか-

r3.7b NO NUKES atやgJ 1500名の参加で開催.I

3月16日(日)午後､仙台市錦町公園におい

て｢NO NUKES　みやぎ｣が開催され､集会に

1500名､アピール行進に1200名が参加しま

した｡主催は｢女川原発の再稼働を許さない!

2014みやぎアクション｣｡

この日は19もの団体がプ-スを出展し､中身

も映画･ライフの宣伝､再生可能エネルギーの可

能性､放射能被害の実態や被害者･被災者への支

援､女川原発で事故が起こったときのシミュレー

ション､放射能被害に負けずがんばっている生産

者など､いろいろなテーマの団体が参加して､こ

れまでになくバラエティ豊かなブース展示になり

ました｡

雨がちらつき始める中､ライフパフォーマンス

で幕を開けました｡トップバッターは和太鼓｢幻

想｣｡白石で結成されたという男女ユニットの演奏

は､本当に迫力がありました｡次にTOMOKOさ

んと合唱隊の歌声｡以前テレビでも見ましたが､

正直もっとじっくり聞きたいと思いました｡そし

て最後に　zodiac nova,pop一machine&

contemporary system｡チラシも作ってくれ

たYAM (セム)さんとTAK-CHANG (タク)さん

の2人組のテンポのよい曲に､思わずみんな傘を

上げ下げして弾みました｡

そしていよいよ第2部です｡黙とう､主催者の

鈴木宏一弁護士のあいさつを受け､特別ゲストの

お二人から発言を受けました｡ (以下発言要旨)

武藤類子さん(福島原発告訴団団長) ｢切実な声

は無視され､燥小化され､必要な救済は行われま

せん｡ ･･･人々は疲れ果て､諦め､もの言わぬ民に

されていきます｡ 3.11は私たち乗北にとって､

決して記念日などではなく､今も続く現実です｡

『忘れたい』と『忘れるものか』のせめぎ合いの

中で､私たちは何度でも､理不尽な被害に会った



被害者であることを思い起こさなくてはなりませ

ん｡ひとたび現実から白をそむけたら､上辺だけ

の復興に踊らされ､秘密保護法という剛思しをさ

れ､不当なリスクを受け入れ､黙っていくという

道へと誘われていくのです｡いま福島で行われて

いるこの人権侵害は､長く東北に対して行われた

差別と搾取の歴史の続きだと思っています｡ ･･･私

たち一人一人の背負っていかなくてはならない荷

物が途方もなく重く､道のりがどんなに苛酷であ

っても､目をそらさずに支え合い､軽やかに､ほ

からかに､生き延びていきましょう｡｣

佐々木功悦さん(前美里町町長) ｢東北電力の万

がしょっちゅう私のところにきて話をしますが､

女川原発を早く稼働しなければならないというの

が見え隠れしています｡私はいつもそんな東北電

力の社員さんに､稼働したいというならば､使用

済核燃料(核のごみ)をどう処分するんですか?

明確に示してくださいというと､沈黙です｡ただ
一人､地下深く掘って埋めれば問題は解決します

という社員がいました｡しかし､今､県内でも指

定廃棄物をどうするかが問題になっているときに

その何倍もの高濃度の廃棄物をどこに処分しよう

とするんですか?　とうてい考えられません｡さ

らにこれを積み重ねる原発再稼働には絶対反対で

す｡｣ ｢昨年の暮れ､ある著名な政治家が､ 『町長さ

ん､脱原発をこれ以上進めようとするならば､危

険分子とみなされますよ』と言われた｡私はなに

よりも､人の命を､住民の命と財産を守ることが､

政治家の第-の使命であると思っております｡そ

こからいって､原発を差止めようとするのか危険

分子なんでしょうか?　私からいえば､この原発

を推進して稼働させようとする政治家こそ､危険

分子ではないでしょう力＼?｣

お二人の重い､しかし確回たる発言に､会場か

らは｢思いは-緒だよ｣という拍手が送られまし

た｡

カンパアピールの後､協賛5団体から発言を受

け､最後に集会宣言を採択してアピール行進に移

りました｡YAMさんとTAKさんと子とも達を先

頭に､長蛇の列が仙台の目抜き通りで､元気よく
｢原発いらない!｣｢再稼働反対!｣と訴え､沿道

には手を振ってくれる人やこぶしを振り上げてく

れる人もいて､すごく街ゆく人との共感を感じら

れる行進だったと思います｡
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また､翌日17日(局)午前には東北電力本社

で､集会参加者を代表して､集会宣言を直接東北

電力に申し入れる行動を24名の参加で行いまし

た｡同時に､｢女川原発の再稼働に関する公開質問｣

等を提出しました｡

粟北電力広報･地域交流部の相沢利之課長は､
｢みなさんからの厳しい声は届いている｣といい

ながらも､これまでの在り方への反省の弁は明確

ではなかったように思います｡まずは公開質問に

対しどのような回答をするのか注視するとともに､

再稼働ありき､の姿勢をなんとか踏みとどめさせ

る方策をみんなで探っていきたいと思います｡

全国でも県内でも､再稼働反対は多数派です｡

その力の一端を感じさせた今回の3.16の企画で

したが､この成果を踏まえ､さらに前進させてい

きましょう｡　(たてわき)

｢-----■----■-■----------■--

:　指定廃棄物最終処分朋定讐監禁慧馴良_ ≡
I----I----------I-I---I---I-

去る1月20日に環境省は､他県に先駆けて宮

城県の指定廃棄物最終処分場候補地として､栗原

市(深山意)､加美町(EEl代岳)､大和町(下原)

の3市町を指定してさました｡これから一箇所に

絞込みが行われようとしています｡
｢栗駒の自然を守る会(会長　菅原次男)｣と｢仙

台のブナ林と､水･自然を守る会(会長　杉山茂

班)｣､ ｢船形山のフナを守る会(代表世話人　小関

俊夫)｣の環境3匡日本は連名で､ 3市町のいずれに

も設置されることがないよう､ 3市町に対し設置

受け入れ拒否の要望書を手渡し､環境省並びに宮

城県に対しては3市町の指定撤回の要望書を提出

いたしました｡

日時と提出先は下記のことくです｡県､国の括

弧内は応接した部署になります｡

2月20日　栗原市　佐藤勇市長

栗原市　石川正運市議会議長

2月21日　大和町　浅野元町長

大和町　大須賀啓町議会議長

加美町　猪股洋文町長

加美町　下山孝雄町議会議長

3月6日　　宮城県　村井嘉浩知事

(環境生活部循環型社会推進課)

宮城県　安藤俊威県議会議長

(議会事務局)

環境省　石原伸晃大臣

(東北地方環境事務所　指定廃棄物チーム)

3市町においては､既に首長､議会ともに強く

反対の意向を示しており､また農協等の団体､市

民活動団体も連絡会等を結成したりし､反対運動

が活発化しています｡そうした状況下ですので､

わた<したちの3市町への要望は､いわば応援の

エールと受け止めていただけたようで､おおいに

歓迎されたと思っています｡

ただ､ 3市町とわたくしたら環境3匡日本は立つ

位置が若干異なっていると思われます｡わたくし

たらの要望は､ 3市町のいずれであっても困る､

3市町ともに断匿)拒絶してほしい､というもので

す｡おしくらまんじゆうの果てに､どっか一箇所



に押し付けられてはいけないのです｡ 3市町が揃

ってきっぱり拒否することによってのみ､国と県

にこの最終処分場問題が内包することがらについ

て再考を促すことが可能になると思われます｡そ

のためには3市町が共同歩調をとることも必要か

もしれません｡

最終処分場問昆引まいろんな問題を学んでいます｡

今回の指定された場所は､いわば過疎地です｡過

疎地に最終処分場を押し付けるというのは､原発

建設と同じ考え方ではないでしょうか｡これまで

の原発行政の反省がなされたようには思えません｡

また､環境省は､発生した場所で最終処分と言っ

てますが､一見もっともな言い方にも聞こえます

が､発生した場所は事故を起こした原発なのでは

ないでしょうか｡ 3市町民も含め､わたくしたら

は少なからず放射能の被害を受けてますo　そこへ

もってきて､さらに危険な設備を設置しろとはど

ういうことなんでしょうか｡原発事故の責任をう

やむやにしてしまっています｡事故を起こした東

京電力､原発を推進してきた園の責任､これがは

っきりと見てとれるような解決をしてもらわない

と納得がいきません｡責任という意味では､先ほ

どの過疎地に絡んできますが､消費地の責任もあ

ると思うんです｡大都市は大量に電気を消費して

きました｡いわば原発の消極的容認ということで

しょうが､その責任だってあると思います｡そう

いったことを不問にしなから､通信簿のように項

E]ことに点数つけをし､処分場の候補地を決める､

そんなやり方でいいんでしょうか｡点数だって悪

意的につけられてるかもしれません｡県内には大

量の汚染された稲藁や牧草がイ反置きされたままに

なっています｡早急に処置されなければならない

のも事実ですo Lかしだからといって拙速であっ

てはいけません｡

環境面で言えば､最終処分場とセットになって

設置される焼却炉の問題もあります｡放射能を含

んだ煤煙が風向きによってどこに飛んで行くかわ

からない｡山菜やキノコ探りもできなくなってい

るのに､さらに放射能を上塗りすることになるか

もしれません｡ LLIや川の動植物に遺伝子異常が現

れ､豊かな生態系が崩壊することも危倶されます｡

構造物の管理もしかりです｡これから出てくる

他県の処理場も含め複数個所を､それも山奥深い

ところになるんでしょうが､誰が責任持って管理

していくんでしょうか｡放射能が減衰するのに数

十年はかかるといわれています｡コンクリートの

割れはないか､漏れはないか､ほんとどうやって

管理していくんでしょう｡やはり､分散させるこ

となく､集中して､東京電力と国がしっかりお守

りしていくべきではないでしょうか｡

わた<したらは､いずれの候補地ともに､農業

用水､生活用水の重要な水源であり､巨大な水系

に繋がっているということを最大の理EEIに挙げ反

対していますが､なかなか解害がでそうにないこ

の難しい最終処分場問題について考えることが､

脱原発､女川の再稼動阻止に繋がっていくものと

思っています｡さしあたりは､ 3市町各々で展開

中の反対署名活動に協力しつつ､次のステップを

考えていきます｡

さて､ 3月6日の県と環境省の対応ですが､な

かば予想できたこととは言え､かなりがっかりし

てきました｡県は複雑な問題だと一見悩ましそう

なそぶりでしたが､ ｢国の指針に従い｣と言うだけ

で､県民の安全を考えた積極的な姿勢は見れませ

んでした｡

また､環境省は､ ｢発生したところで最終処分｣

の一点張りでしたC　発生したところは､ここじゃ

ないでしょう､などということは一顧だにしませ

ん｡
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●指定廃棄物最終処分場

を助<･る勤王

【1月】20　E] (月)　環境省､仙台市で開催し

た35市町村長会議で宮城の指定廃棄物(放射

性セシウム8000Bq/Kg超)最終処分場建設

候補地として､栗原市(深山獄)､大手□町(下原)､

加美町(田代岳)の国有地を正式提示｡

21日(火)　井上信治環境副大臣､ 3市町に地

質などの詳細調査への協力要請｡加美町は拒否､

大和町は保留､栗原市は条件次第｡

栗原地区平和労組会議､佐藤栗原市長に建設

反対を求める要請書を提出｡

22日(水)　栗原市議会､特別委員会を設置.

24　日(金)　大和町議会全員協議会､反対意見

書提出を確認｡

25　日(土)　大和町｢岩田地域振興協議会｣反

対方針を決定.

27　日(局)　加美よっぱ農協(色麻町)と鳴瀬

吉田漁協(加美町)､加美町と同町議会に反対要

請書を提出｡

加美町議会､候補地からの除外を求める意見

書を全会一致で可決し､特別委員会を設置｡

30　日(木)　｢放射能から子どもたちを守る栗

原ネットワーク｣ 13名､佐藤栗原市長に､白

紙撤回を求める要望書を提出｡

31日(金)　加美町区長会､建設反対の署名活

動を確認｡

【2月】 1田(土)　大和町｢吉田地域振興協議

会｣､建設反対署名運動展開を全会一致で決定｡

3日(月)　栗原市農業委員会､佐藤栗原市長と

市議会議長に建設反対決議文を提出.

大和町区長会と町環境衛生組合連合会､浅野

大和町長に建設反対の要望書提出｡

4日(火)　大和町議会､建設反対の意見書を全

会一致で可決し､特別委員会を設置｡

栗つこ農協､建設反対の要請書を佐藤栗原市

長と市議会議長に提出｡
｢放射性廃棄物最終処分場問題を考える地

域住民の会｣､候補地撤回と調査受け入れ拒否

を求める842人分の署名と申し入れ書を､佐

藤栗原市長と市議会議長に提出｡

7日(金)　加美町議会､調査特別委員会を設置.

12　田(水)　栗原市議会､建設反対の意見書を

全会一致で可決し､調査特別委員会を設置｡

13　日(木)　栗原市議会､建設反対の意見書を

県に提出｡

17　田(局)　｢女川原発の廃炉を求める大崎連

結会｣､ 13項目の質問と要望書を大崎市に提出.

大和町沢渡地区住民､候補地撤回を求める

130人分の署名と要望書を､浅野大和町長と町

議会議長に提出｡

18　日(火)　大衡村議会全員協議会､大和町下

原地区への建設に反対する意見書提出を確認｡

大和町｢吉日地土或振興協議会｣､建設反対を

求める1483人分の署名簿と要望書を､浅野大

和町長と町議会議長に提出｡

19　Ej (水)　大郷町議会全員協議会､大和町下

原地区への建設に反対する意見書提出を確認｡

20　日(木)　県農協中央会､衆議院会館で､県

関連国会議員9人に､候補地選定白紙撤回を求

める要望書を提出｡

大和町議会調査特別委員会の初会合を開催｡

23日(日)　栗原市､市民向け講演会｢地形･

地質学からみた栗駒山と深山獄の災害特性｣講

師宮城豊彦東北学院大教授(自然地理学)を､

栗駒みちのく伝創館で開催｡市民435人参加0

27日(木)　大和町｢落合地区地域振興協議会｣､

建設反対の要望書を､浅野大和町長と町議会議

長に提出｡

【3月】4田(火)　加美町｢宮崎西部地区コミ

ュニティ推進協議会｣､建設反対を求める548

人分の署名簿と要請書を､猪俣加美町長に提出｡

7日(金)　富谷町議会全員協議会､大和町下原

地区への建設に反対する意見書提出を確認｡

19E] (水)　栗原市､ ｢環境放射線等対策くりは

ら市民会議｣を築館ふるさとセンターで開催｡

(空)
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^頬の轟btしまを再認証

福島市大波在住の小池光一です｡

福島第一原発から約60キ田離れたここ大波で

は､2011年3月12日からの原発爆発の影響を

受け､福島市発表の約2倍の放射線蔓を記録しま

した｡ピーク時は46fJSV/h程度と思われます｡

避難を優先させるべきではないかという意見は

省みられることはありませんでした｡

とにかく除染という形が先行することとなり､
一軒当たり100万円以上かけて除染しました｡

しかし､室内は10%下がった程度です｡環境省

が試算した低減率も､ 10%でした｡

我家を例にとりますと､現在も､室内の線量は､
一番低い場所で､ 0.2〟SV/h､窓際では､ 0.7〟

S>/h程度です｡

小学校周辺を1億円以上かけて除染しましたが､

今年の生徒は､ 6年生一人､来年からは､休校が

決まりました｡

永続的な循環型有機農業をするため､大波でも

山里に位置する現在地に引っ越し､ 1.6ヘクター

ルの土地を耕してきましたが､今もって1.5-2

〟S>/hと線量が高く､セシウム134の半減期

により､半分以下に低下こそしましたが､農作業

の出来る状態ではありません｡

核燃料サイクル原告団活動や､福島原発の廃炉､

プルサーマル問題などの活動を続けてきて､原発

事故に出会い､人類の愚かしさを再認識している

ところです｡とにかく出来ることを一つずつやる

ことしかないだろうと改めて思う白々です｡

今､東京電力と､ 1.5ケ月に1匝l程度の割合で

交渉の場を持ち､汚染水間違頁や､労働者被曝､損

害賠償などについての意見を交わす場に出席して

います｡参加可能ですので､連絡下さい｡

(2014年3月17日記)

rT.28原発事故被害者の救済を求める国会請再行動｣に参加して 

pを膏 倩H+2�■ 畑+ﾘ�ｲ�

原発事故･子供被災者支援法をめ<るこの2年

弱は､北の地の私たちがゆるりと雪解けを得たね

ば来ぬ春を待ち焦がれるように､ジリジリした状

況が続いています｡非汚染地へ避難する､留まっ

て居住する､故郷へ帰る等の､それぞれの自己決

定を尊重することや､放射線被曝による健康被害

を予防的に防止することが､支援法の成立当初の

理念でしたが､それとはかけ離れた復興庁の｢基

本方針｣が発表された昨夏以降､ (3年で打ち切ら

れる可能性があった､東京電力に対する被害者の

損害賠償請求権こそ10年に延長されましたが､)

自主避難者や避難を続けたい万たらにとっての支

援は､著しく乏しくなってしまい､状況は悪化し

ています｡

昨年11月の第一次請願に続き､ 1月28田の

第二次請願行動に参加しました｡会場である衆議

院第一議員会館には初めていきましたが､近隣の

駅から既に辻立ちの警察官が通行人よりも多く､

当会館も限られた苦しか入館できない状況で､何

重ものセキュリティーに守られた堅牢な要塞･温

室のようなこの場所に､私たち市井の叫びや坤き

声など聞こえるのだろうか､と思わざるをえませ

んでした｡再稼働を推進するためや賠償を減らす

ために､被害が少なく見積もられてはなりません

し､既に発生した被害､そして今後生じる可能性

がある被害については､きちんと救済されなけれ

ばなりません｡

私たらは､衣料品売り場のマネキンやり力ちゃ

んのような毒せ換え人形ではありません｡まして

や､研究や調査の単なる素材でもありません｡東

京電力福島第一原発事故によって､2011年3月

11田以降､甚しく放射能汚染された福島･宮城



での善らしを余儀なくされ､将来において生涯に

及ぶ健康被害が起きる可能性を否定できない以上､

たとえ低線量であろうとも､望まない被曝を誰か

らも強いられることは容認できません｡

この度の署名提出では､みやぎフォーラムで呼

びかけ集めた2,914筆を含め､合計197,617

筆の署名を国会議員の方々に直接届けることがで

きました｡署名活動へのこ協力ありがとうござい

ました.今後は支援法の在り方が国会でどう議論

されるのかに焦点が移りますが､これまで､そし

て今後も-定の被曝を避けられない以上､子ども

をはじめとする被災者救援のため､この支援法の

在り方に注視するとともに､被曝による影響に備

えるために､より多くの万々と結びついていきた

いと思います｡

チェルノブイリ原発事故で非汚染地帯への避難

を認められた周辺汚染地域に､日本では何十､何

百万人もの人々が善らし続けています｡

1986年のチェルノブイリ原発事故後､年間被

曝線量が1 mS>以上の地域住民に移住権利があ

ることを旧ソ連政府は認めました｡しかしながら

今､日本政府の｢方針｣による支援対象地域は極

めて限定的で､園や福島県による帰還偏重政策､

年間20mS>までの被曝を受忍しなければなら

ない現状によって､自主避難者は難民化していま

す｡白石市や角EEI市､丸森町など､福島県内と同

程度の事故由来の放射能汚染が確認されている地

士或や､ ｢汚染特別地域｣および｢汚染状況重点調査

地域｣とされた栗原市などを含めた県内9市町に

おいても､市町村や県などの枠組みを超えた公的

な健康調査･子どもの甲状腺検査すらないことに

象徴されるように､宮城においては､健康被害へ

の対策が醸成すらされないため､被害当事者自ら

が主体となっている福島県内をはじめとする請願

行動への取り組みは､極めて重要だと感じます.

昨年4月の｢ふくしま集団疎開裁判｣の仙台高

裁判決においては､中長期にわたる低線量被曝に

よって晩発性障害の恐れがあることが認められま

した.そして(疑いを含めて)甲状腺がんが75

人という県民健康管理調査も出ています｡

事故直後の4月､ 3.8mS>/hの高線量下､福

島市内のある学校は例年通りに再開されましたが､

どうしてもサッカーの部活動をしたい生徒に対し

ては､頬の同意書を提出させましたB　また福島で

は､今まで起きたことのない子供の身体への異変

が単にストレスだと片つけられ､強制避難地域な

ど無人となった地では人間以外の家畜や動物は殺

処分されています｡福島県内の各地で秘密裏に建

設された焼却場では､放射性廃棄物焼却によって

ガス化した放射性物質や飛灰が大気中に再拡散･

循環され､作業員への多くの被曝を強いながら､

限界のある除染しかなされていません｡

広い乗北の地に根を下ろした人々は､この豊か

な大地や海から生命をいただいて生きてきた.こ

れからもそれは変わらないし､その生命を生み育

む人々を私は護りたい｡人工的なるもののほとん

どが瓦解した｢3･11｣後の田々､それはそのま

ま被災した人々の根底的な優しさや強さに触れる

E]々でもありましたo　他の誰かを蹴落としてでも

儲けるではなくて､自ら生産した米や野菜､果物

などが汚染され､販売することに罪悪感や痛みを

感じ､やむを得ず廃棄しなければならなかった農

業者らのような､この地で養われた崇高な心とと

もに､明日の東北を築いていきたい.

<201 4.3.1 5>

(原発事故･子とも被災者支援法みやぎ

フォーラム実行委員　服部賢5台)
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昨年より仙台市全域において､市当局の指導で､

各地区連合町内会(全市113団体)を単位とし

て､地震に伴う避難所運営マニュアル策定が進ん

でいる.私の住む秋保町では､ 3.11で秋保温泉

地区を除いて避難所は開設されなかった｡今回の

教訓を踏まえれば､マニュアルに止まらず地震災

害を含めて地域での防災対策が求められる｡私共､

当地区の方針として話し合ったのは以下の項E]で

ある｡

【地震災害編】　当地区は広域かつ名取川渓谷に

多数の沢があるため､橋で集落が繋がっている｡

基本的に避難所は集落ことになる｡道路通行可

能となれば指定避難所(学校)に集合する｡避

難所運営マニュアルは毎年内容確認し､定期的

に訓練実施する｡

【風水害等災害編】近年の気象の二極化に伴い､

これまで経験した事のない異常気象が発生して

いる.市当局の防災計画を見なから､これまで

以上の十二分な対策検討をする｡豪雪災害時に

おける道路交通確保のため､市当局は独自に対

策本部を設置し､幹線道路を重点的に除雪する

ことが求められる｡

【原子力災害編】　原子力災害は人災と呼ばれ､

最大の防災は原発廃止である｡ 3,11で被災し

た女川原発等の原因究明とその対策が求められ

る｡市当局の防災計画を見なから対策検討する｡

【その他の災害編】　秋保町内における事例から

林野火災､航空事故､送電事故等が予測され､

市当局の防災計画を見なから対策検討する｡｢災

害においては住民の命を守ることが町内会の使

命です｣と説明し異論はほとんど出なかったが､

こく一部には意見があり､まだ議論が残る｡

3.1 1の教訓を踏まえて､仙台市域においては､

市当局の地域防災計画を叩き台として､町内会･

市民･企業の議論力ほだ必要である｡尚､昨年11

月末に当地区主催で市職員を呼んで､住民･学校

関係者･市議ら約30名の参加で風水害等災害及

び原子力災害の説明と質疑が行われ､説明会後に

市当局に意見書を提出した｡詳細な意見と回害は､

市のホームページに掲載されている｡来年3月に

は国連防災世界会議(仙台)が開催され､市民Eg)

■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■~
∴

野暮に強い地域づ<L Jを　　:
仙台市連合町内会長会･会員　大場拓俊　:
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体へのブース展示会が予定されているため､積極

的出展が検討される｡

(2014.3.1 1記)

※当地区の｢意見書｣への市当局の回害より､原

子力災害編のみ一部抜粋

( ｢nlJ合市地域防災計画(中間案)パブリックコ

メント実施結果｣より)

httDS.:/ / v州VVV.City.sendai,め/ syou bou/ bousai

/ciikibousai/Dublickomment/DabTick201 3/i

ken.pdf

l､新潟県泉田知事は､東電原発事故の原因がわ

からない中で､住民の避難一つとっても住民の

安全が担保されていない中で､柏崎刈羽原発再

稼働はさせないと主張している｡その様な考え

で女川原発についても仙台市も同じ様に立つべ

きである｡

2､自然災害は止めようがないが､原発災害は人

災であり原子炉設置約70年歴史の中で大きな

事故がスリーマイル島事故､チエリノブイリ事

故､福島事故がありリスクの危険度は大津波被

害以上だ｡原発の再稼動は止める様に東北電力

(秩)に伝えるべきである｡

(1､ 2への回害)原子力発電所の安全対策に関し

ては､福島第一原子力発電所の事故の教訓や海

外の規制の動向を踏まえて､これまでの安全対

策をさらに強化したほか､新たに過酷事故対策

や地震や津波に対する性能の強化を図ることと

して平成2 5年7月に新規制基準が施行されま

した｡これを踏まえて原子力規制委員会が審査

することとしておりますので､原発再稼働につ

きましては､その審査の動向を注視するととも

に､市民の皆様の安全･安心が確保されること

を第-とし､エネルギーの安定供給､市民生活

や経済活動への影響等様々な観点から総合的に

判断すべきものと考えております｡

3､今回の福島原発事故による園の情報隠しが有

り､これからの原発事故の際には､特定秘密保

護法により､より一層原発事故の情鴇が出なく

なる可能性がある｡仙台市で情報の多重化を掲

げるのであれば直接情報収集すべきである｡

4､原発事故の際､本当に情報が出て来るのか.

8



(3､ 4への回答) ｢第2章第1節情報収集と連

絡体制( P38 ) ｣にも記載しておりますとお

り.棄北電力(樵)との間で締結した｢東北電

力女川原子力発電所における事故等の通報連絡

等に関する協定(平成25年6月6日締結) ｣に

基づき女J川頁発において事故等が発生した場合

には東北電力より本市に通報連絡がなされます｡

この協定に基づき通報連絡が円滑に実施さ

れるよう､東北電力との相互の連携を強化して

まいります｡

5､秋保町に住んでいて今でも福島原発から放射

能が漏れており､風の強い日の風向きによって

士蝶が舞い上がり放射線量が高くなる｡外部被

曝より内部被曝は数倍危険と言われており､仙

台市でしっかり測定して欲しい｡

(5への回答)現在､本市においては､市内の学

校や保育所など､過去の測定結果や地土或バラン

スを考慮して選定した63箇所においてそれぞ

れ週1回､また各区役所･総合支所では毎日(土

日祝日を除く) ､継続的に測定を実施しており

ます｡測定結果は､いずれも0.23JISv/h (0.23

JISv/h未満であれば､国際放射線防護委員会

が勧告した自然放射線や医療による放射線を除

いた一般人の通常時被ばく基準値の1 mSv/年

を下回る)を超える放射線量は観測されており

ません｡

6､秋保町では今でも薪を使って善らしを続けて

おる家庭もあります｡薪の焼却灰は食品に比べ

て非常に高い数値を出すので仙台市で焼却灰の

検査を実施して欲しい.

(6への回答)薪の焼却灰については､環境省が

検査を実施し､宮城県南部の状況を公表してお

り､本市に隣接する村田町や川崎町などの調査

結果は.放射能は検出されたものの､保管の措

置をすべき8000Bq/ kgを下回っておりますの

で､本市内の薪の焼却灰については,家庭ごみ

として収集することとしております｡万が一原

子力施設において事故が発生した場合の対応に

ついては､今後､計画の中で検討してまいりま

す｡

7､市民の知識菖及と言うが今EiIの原発事故では､

安易に近くの大学の教授を講師として迎えてい

る｡原発事故による被曝の影響は原子力のメリ

ットの先生､デメリットの先生では評価が分か

れ偏った知識普及は問題がある｡ J少なくとも両

者を立てて講演等を開くべきだ｡

(了への回答) ｢第2章第9節知識普及･啓発､

防災訓練( P70 ) ｣にも記載しておりますよ

うに､知識喜及･啓発にあたっては､福島第一

原発の事故の教訓や科学的根拠に基づいた知識

を用いることが重要と考えております｡今後こ

意見も参考に,市民への知識普及･啓発に取り

組んでまいります｡

8､地震の度に町内会役員は､住民の命を守るた

めに非常にストレスを感じるが､原発事故で避

難したいと個人的に思っても住民の命を守るた

め､そこに止まり職務遂行しなければならない

のか｡

(8への回害)国の指針や分析結果から,本市の

市民が至急の避難を必要とする事態に至る可能

性は高くない机　事故の規模や気象条件によっ

て屋内退避や計画的避難が必要となる場合もあ

りうるものと想定しております｡その場合には,

市民を放射性物質から防護するため,必要な防

護対策を講ずることとし,そのためにも適切な

情報提供を実施していくこととしておりますの

で,それらの情報を参考にしていただきたいと

考えております｡



原発問題の三二三二解説く3 〉ペースJ)-ド電源

安倍政権は2.25に新たなエネルギー基本計画

の政府案を決め､原発を｢重要なペースロード電

源｣と位置付け､原発再稼動の方針を明確にしま

した｡これは､｢昨年末の経済産業省案で原発は『基

盤となる重要なベース電源』だった｡それを政府

案では『重要なベースロード電源』という技術的

な用語を使って推進姿勢を強調しないよう脱原発

派に配慮｣ <2.27朝日>したものだそうです.

｢ベースロード電源｣とは､変動する電力需要

(負荷-0-ド)のうち､日単位(昼夜)でほと

んど変動しない基底部分(ベースロード)を担う

電源のことで､一般には低コストで一定出力で長

期間運転し続ける水力･地熱･石炭火力などの発

電方式を指します｡一万､時間帯による中程度の

電力重要変動は､出力調整が可能なガス火力(中

コスト:ミドル電源)が担い､さらに短時間･瞬

間的な変動は､こまめな出力調整が可能な石油火

刀(高コスト:ピーク電源)が担います｡このよ

うに､技術的な出力調整のし易さ(制‡卸性)と燃

料コスト(経済性)を考慮して様々な電源を組み

合わせ(ベースロード･ミドル･ピーク)､時々刻々

の電力需要変動に対処します｡

原発は､安倍政権が言うまでもなく､これまで

も電力会社が､ ｢ベースロード電源｣に最適で､原

発を含めた電源構成が｢ペストミックス｣だと宣

伝してきました｡水力･地熱などは､原理的に出

力をこまめに調整･変動させることが困難で､逆

に｢一定出力･長期間運転｣に適した低コスト電

源(のんびり牛)です｡それに対して原発は､ ｢低

コスト｣の欺輔性はここでは言及しませんが､一

瞬で出力が急変する核分裂(だから核爆弾が作れ

る)が物理的原理のため､出力の急変(核暴走)

を人為的に制御してなんとか一定出力を維持して

いるに過ぎず(量塾墨)､出力調整･変動が危険だ

という技術的欠陥ゆえに｢一定出力･長期間運転｣

するしかないので､他の｢ベースロード電源｣と

同列に論じることはできません｡また､電力会社

は､再生可能エネルギー(風力や太陽光)が自然

条件により出力変動することを理由に全量買取を

拒んだりしていますが､それらを｢ベースロード

電源｣と位置付け､中程度(ミドル)の変動分=

不足分は他の発電方式で補うことも技術的には可

能と思われますから､結局はコスト面も含めた電

源構成の`考え方･覚悟'の問題だと思います｡

では､原発を｢ペースロード電源｣と位置付け

るような`考え方･覚悟'も許されるのでしょう

か｡いいえ､それは全くタメです｡これまでも原

発は､稼働率向上の名の下に(-経済性優先)､稼

働率低下の"元凶-'である長期の運転停止が必要

な｢定期検査(本来は核燃料交換のため)｣を短縮

するため､運転中に検査する｢供用期間中検査( l

S I )｣を増やしたり停止前から定検準備をしたり

して､労働者被曝や検査ミスによる事故発生の危

険性を高めたり(20048.9美浜3 ･蒸気噴出事

故(5人死亡･ 6人重火傷)は停止前準備中)､定

検間隔-稼働期間を延長(現行13ケ月から最長

24　ケ月連続運転)するため､高燃焼度燃料(長

く燃えるようウラン235の濃縮度を高めた燃料)

を導入するなどの=危険側への技術向上"が図ら

れてきました(『鳴り砂』No202､213､217､228.

230参照)｡また､日常的にも､異常信号が発信

されてもすぐには原子炉を停止させず(止めると

1田1億円の損失とも言われるため)､｢監視強化｣

と称して異常を放置･様子見する"運転管理"〟

常態化し､事故の拡大･深刻化を招いています

(1989.1.6福島二3 ･水中軸受リンク脱落･再

循環ポンプ破損事故が典型)｡

従って､原発を｢重要なベースロード電源｣と

位置付ければ､単なる｢再稼動容認｣に留まらず､

何よりも｢運転継続｣が優先･正当化されること

から､全体的には定検期間短縮(検査手抜き) ･長

期連続運転(劣化放置)･燃料の高燃焼度化(制御

性の悪化)や､日常的には異常を放置する危険な

運転管理が容認･推奨されることは確実で､事故

の危険性の増大が懸念されます.

しかも､太陽光なら半E]､風力なら数日～1週

間程度､水力でも渇水期の1ケ月程度､全く発電

できない時間が"不確実"にあることが考えられ

ますが､原発は､ "確実"に定検で3-4ケ月間､

事故隠しや同型炉事故や311大震災などで数ヶ

月～ 1年以上停止する可能性のある｢不安定電源｣

であることが実証済みですので､その意味でも｢ベ
ースロード電源｣が務まるはずはありません｡

<2014.3.5記>

(仙台原子力問題研究グループl )
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今.女川で捗　　女川町議会議員阿部美紀子

との5.ガレ車の中心でr原発廃炉｣を叫びたい

もう早いもので乗E]本大震災から3年日｡ガレ

手は片付いたけれども､町の様子は殺風景なまま｡
元は､ここに家があった､町があった､というこ

とを忘れそうになるC

町の7割が流失し､平地である津波浸水域は非
居住区域となったため､ LLIを削って高台造成をし

なければならず､区画整理事業等で家はもちろん､
何も建てられない｡そんなこんなで住民の流出が
多く､ 2月3日の新聞によると､女川町では､個

別再建の80%が女川町外へ転出､人口減少率は
25% (これは住民基本台帳によるもので､実際に

は40%を超えるのではないか)8

町外､仙台方面へ自立再建した知人は､その転
出理由の一つに原発の存在を挙げ､｢何千万円もか

けて､借金までして再建するのに､原発のあると
ころからはなんばでも遠い方が良い｣と言う｡

このような状況の中､女)川東発2号機の安全審

査申請が行なわれた｡それでも､女川では不思議
なくらい原発が話題にならない.ある水産業音は､
｢復興や事業再建の話をしていて､原発に話が及

ISt'と､そこで話が止まってしまう｣と話す｡彼も､

声の出せない漁師や住民､みんな原発に賛成なわ
けではなく､原発が危険なことは百も承知｡しか
し"令"住む場所がない､仕事が軌道に乗らない

現実を抱え､脱原発を行動するだけの余裕がない､
生活を立て直すだけで精一杯｡

その事情がわかるだけに､私は､町を再建する
のに､原発こそが足かせになるのではないか､今
が原発依存から脱却する絶好のチャンスと訴え続
けており､女川町だけではなく､かつて女川原発
反対三町期成同盟として共に闘った旧牡鹿町･旧
雄勝町にも､チラシを配っては原発の廃炉を訴え､
彼らの代弁者として発言していきたい､と思う｡

宮城県内陸部では､農産物の被害が大きく､放
射性物質を含む｢指定廃棄物｣を抱え､処分揚が
問題となっている｡最終処分場候補地に選ばれた
栗原市､加美町､大和町では､処分場反対の声が
上がっている｡

こうした事実を見るだけでも､広範な森や大地
が汚染されたということで､福島原発の問題が何
一つ解決されておらず､いかに原発が始末に負え

ない代物であるかが判る｡

更にUPZ (女川原発から30km囲)となる美
里町､大崎市では､女川原発の再稼働に反対する
決議や意見書の採択がなされ､女川原発を取り巻
く原発廃炉の動きは､大きく裾野を拡げつつある｡

私は､震災直後から､ ｢世界の中心で愛｣ではな

く､ ｢ガレ羊の中心で原発廃炉｣を叫びたい､女川

から原発廃炉の想いを届けたいと思ってきた｡で
もそれは､人材､場所､施設､ないない尽くしで

とても難しく､苛立ちばかりがつのった｡

そんなとき､有り難いことに､大崎､涌谷､仙台､

多賀城､各地の仲間が協力を申し出てくれ､ ｢女川

から未来を考える会｣として､今夏8月､加藤登

紀子さんコンサート&小出裕章さん講演会を計画｡
間もなく町の半分が造成工事に入り､通行規制さ
れるため､駐車場も何もない｡使える施設は総合
体育館のみ｡やっと､ 8月10日の日程の確保が

できた｡

女川の夏を､反原発の熱気で､熱い夏にしてい
きたいと思う.

(『スペース21』第80号2014年2月より

加筆掲載)

｢ ☆J l tbtら未来を考えるつとい｣

h藤登紀子トーク&ライ7 Vrjlh JJt出柑隼

日時ロ8月10日(日) 14時～17時

会場D女川町総合体育館(1000人)

チケット1000円

主催□女川から未来を考える会
(代表　阿部美紀子)

問合せ090-1 10716894荒井

スタ177･協賛･織捷募集中t
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『20 I4会員の集いJ報告

『みやぎ脱原発･風の会　2014会員の集い』

が､ 2月2日(日) 10時から､仙台市戦災復興

記念館5階和室で開催され､風の会の会員さんや

会報『鳴り砂』の読者の方々にもお集まりいただ

きました(参加者22名)｡

田頃､会報『鳴り砂』 (隔月発行)やHP上で情

報発信していますが､会員さん同士顔を合わせて

の交流も大切な集いです｡ 2013年の活動鴇告や

会計報告を行い､そして2014年の活動方針(案)

として､風の会事務局から下記の4項目を提案し

ました｡

1､ ｢女川原発2号機の再稼働を止め､廃炉を

めざす｣運動がメイン

2､ ｢福島原発事故による被災者の支援｣

3､原発･放射能問題について啓発広報活動

4､会報『鳴り砂』､ ｢HP｣の活用

活動方針を確認後は､ご参加の皆さんの自己紹

介を兼ねながら､取り組んでいることや日頃感じ

ていることなど､時間の許す限り､発言していた

だきました｡被曝をどのように捉えたらいいのだ

ろうか?　福島では健康診断の結果が本人にも知

らされない.廃棄物へのスタンスは･.･?　美里町

の地域防災計画(原子力災害対策)作成に関して

の議会の活用､等などB　夫々が抱えている問題の

共有ができだと思います｡ 2014年も､集いでの

こ意見やこ提案を活かして､学習会等の企画を進

めていきたいと思います｡

2011年3･11後､福島原発事故後､風の会

への会員増･カンパ増という形で寄せられている､

みなさんの思いの発露にお応えできるよう､今年

も活動して行きたいと思います.　(ま)

[イン?ォ〆-ション】

第80&第8I白色第82&第83Ja&第84J串

大館を止的tセJIL再稼働する等t

子供を守れJ汚鰍l弓削1 I 31憎金曜予モ

h仙台　(略称;脱原掛やg金曜苛モ)

https : //twitter. com/mivaRi_no_nuke

http://twipla. jp/events/27716

日時□3月28日(金)勾当台公園野外音楽堂

4月4日(金)勾当台公園野外音楽堂

4月11日(金)勾当台公園野外音楽堂

4月18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)

4月27日(日)昼デモ　会場･時間未定

主催田みやぎ金曜デモの会(代表　西)

(090-8819-9920　電話は20時～22時まで)

el恨IJ:miyagl nO.nuke@gmall com
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一風の会　公用学習会voJ.4-

r放射能t私.医師として的LJ師として

～原爆から原毛へ｣

講師□水戸部秀利さん(医師)

日時ロ4月19日(土) 18:30-20:30

場所□仙台市民会館第一会議室
カンパロ300円

主催□みやぎ脱原発･風の会

r士J;う6ら原発ir)いしのさき　20 74j

日時□6月8日(日)州10.00-PM4:00

会場□石巻中央公民館大ホール

●午前の部　AMIO:00-PH12:30　出店･音楽会

(入場無料)

●午後の部　PM1■00-PM3:30　講演会

講師口鎌田慧さん(｢さようなら原発
一千万署名市民の会｣呼びかけ人)

小笠原厚子さん　(チケット代500円)

●市内アピール行進　PM3:40-PM4:40

主催□さようなら原発inいしのまき

実行委員会
(問い合せ) TEL/FAXO225-94-1041 (近藤)

l編集雑言己】

●立教大学共生社会研究センターに､ 『鳴り砂』全

署を等PL曽しています｡その縁で､同大学院史学専

攻の∪君が､女川原発反対運動の歴史を卒業論文

にまとめ､今回来仙し､交流をもつことになりま

した｡ (空)
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