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「第 10 回女川原発２号機の安全性に関する検討会」を傍聴して 

――もっと本質的な議論を―― 
 

9 月 8 日、「第 10 回女川原発 2 号機の安全性

に関する検討会」を、傍聴してきました。前回は、

5 月 26 日ですから、久しぶりでした。傍聴者は、

宮城県議会議員の佐々木功悦さん、中嶋簾さん、

遊佐美由紀さん含め 10 名でした。マスコミは、

女性記者が２名でした。（次の日『河北新報』に、

記事が載りました。）「構成員」（後記参照）は、

10 名中 2 名が欠席でした。 

 

●検討内容は「新規性基準適合性審査」に関して

の「外部火災」と「モニタリング設備等」でした。 

・東北電力から「モニタリング設備等」について 

モニタリングポストの配置や放射線計測装置、

気象観測設備の説明を受けた。「構成員」から、

モニタリング設備が、可搬型 3 台、アルファー線

用 2 台、電離箱 3 台、小型船舶 2 台とあるが、

その数で何ができるのか、少ないのではないか？

と、疑問を呈されて、後で、所持しているのは、

40 から 400 台等と訂正していた。（なお、モニ

タリングポストの配置図が、白ヌリで隠されてい

たが、おかしいと思った。） 

・測ったデータを使って、放射能の流れを予測に

使っているのか、モニター情報をどう処理し活用

するかを分かる仕組みを出さないと、何のために

測っているのか分からない等の問題点が話された。

（しかし、議論の深まりはなかった。今後の課題

である。）  

●外部火災について 

・航空機落下による火災について、最悪の状態を

考えているのか？ミサイルや建屋内のテロは？の

質問では、一瞬会場が氷ついたように感じた。座

長が、テロ対策は未だ説明を受けていないので、

後日に議論するとした。（大事な問題は、議論す

べきと思った。） 

 

●報告として 

・新規制基準適合性審査の状況について、Ｈ27

年8月から柏崎刈羽中心の為一時中断していたが、

Ｈ28 年 3 月に審査再開し、79 回開催された事

が報告された。「構成員」から、適合性審査では、

被災した女川原発の審査がどの様にされているか

（柏崎の審査と同じで良いのですか？）を、宮城

県から、規制庁へ聞いて欲しいとの要望があった。

（しかし、これにどう対応するかの県の回答はな

かった。） 

・女川原発で続いているトラブルについての報告

（復帰ボタンを押さない為の警報発生、タッチパ

ネルに問題があっての火災情報の誤発信、ヒュー

マンエラーへの対策）があった。「構成員」から

は、警報発信は、全体を見直す必要あり、対応が

空まわり、レベルが落ちている、過密労働、コス

トカットはないのか等の厳しい意見があいついだ。 

●「検討会」の期限 10/15 以降については、議

論が終わっていないので、継続する予定で、決定

したら（「構成員」へ）連絡するとの事。 

16 時 20 分頃終了。 

 

●全体を通して感じた事 

・県民の安全を守るには、何が大事で優先順位が

何なのかが伝わってこない。規制委員会の審査を

待つまでもなく議論出来るものがあるはずなのに、

検討会を開いて来なかった。今回は、大変貴重な

意見も出ているので、自主性を持った会議の運営

をしてほしい。 

・「女川原発 2 号機の安全性に関する検討会」と

「構成員」という言葉の軽さの問題がある。「委

員会」でもなく「委員」でもない。権限も軽い。

話を聞くだけという感じである。マスコミも「宮

城県有識者検討会」などと間違ってしまう。 

・さし当り、10 月以降は、「構成員」を追加す

る必要がある。原子炉に詳しい方、地震に詳しい

方（地震工学ではない）等。 

 

http://miyagi-kazenokai.com/
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・原子力等災害時の防災、避難の問題も議題とし

て取り上げるべき。 

（2016.9.10.記）  兵藤則雄 

 

（追記）「女川原子力発電所 2 号機の安全性に関

する検討会」（第 10 回の資料もあります。） 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/ke

ntoukai.html 

 

 

このキャンセルは運命だと思い 
風の会・公開学習会 VOL.8「原子力の い・ろ・は」に参加 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日（8 月 27 日）、風の会が主催する公開学習

会「原子力の い・ろ・は」に参加してまいりま

した。本当はこの日私は、山形県にある農家レス

トラン宅で農作業のお手伝いをする予定だったの

ですが、相手様の都合で急遽農作業がキャンセル

になり山形県へ行けなくなりました。このキャン

セルは運命だと思い、興味のあったこの学習会に

参加をさせてもらいました。 

講師の小野寺秀也さんは、脱原発みやぎ金曜デ

モでカメラマンをされております。私もその金デ

モ（通称）にはほぼ毎回参加しておりますので、

小野寺さんの事は知っておりました。毎回軽快な

動きでカメラマンをされています。またそこで、

東北大学大学院理学研究科物理学専攻の元教授で

工学博士だという事も聞いておりまして、デモ前

のフリートークの時間帯では、原発の事、原子力

や放射線や放射能、ベクレルやシーベルト等の専

門的な内容を私たちに分かりやすく説明されてい

るのを何度かお聴きした事があります。 

 

当日、仙台市市民活動サポートセンターに 18

時 10 分頃到着。事前に頂いていたチラシには「い

まさら聞けない原発・放射能のことを金デモカメ

ラマンが「やさしく解説します！」と宣伝されて

いたのですが、当日受付で頂いた資料の表紙を見

て驚愕…。メスバウアー分光の原理？核壊変？と

いう文字が載っており、「なんのこっちゃ」「やさ

しくないやん」と思いながら席に着きましたが、

あっという間に時間が過ぎ、21 時前に公開学習

会終了。90 分超を小野寺さんが講義され、残っ

た時間で質疑応答でした。 

専門過ぎるお話は分からないところもありまし

たが、全体的には難しい内容のお話をわかりやす

く説明してくださったので、ある程度私の頭でも

理解する事ができました（本当か？）。また講義の

内容が、私の得ている原発問題の情報と一致する

ところもあり、その情報の確認もできたので良か

ったです。 

頭に残っている講義内容を箇条書きに 

・放射性物質のうち、規制の対象はセシウムだけ。

ストロンチウム、トリチウム等は、測定していな

い（トリチウムは環境に出ると手がつけられない）。 

・外部被ばくよりも、内部被ばくの方が問題。政

府は内部被ばく問題についてはほとんど触れない。 

・福島県の浜通り、福島市内は放射線管理区域に

なる。 

・ICRP（国際放射線防護委員会）は原発を推進す

る人達。 

・原発推進派は「閾値モデル」を信仰するが最近

の研究で、「総線量が 1mSv 増えるごとに 4％ガ

ンにかかるリスクが増える」と結論。閾値モデル

の破たん。少量でも放射線は危険。 

・食品の放射能基準、国は 100 ベクレル/㎏と主

張しているが、低線量被ばくでも線量に比例して

晩発性障害は発生するので、科学的に安全な基準

値というものはない。ただし考慮されているのは

セシウムだけでウラニウムやプルトニウムやスト

ロンチウムなど、内部被ばくが重大になる核種は

考慮されていない。 

・放射能は老人に影響がないというのは完全な誤

解。若い人ほど影響が大きいのは事実（小学生は

お年の人より 3 倍影響）。生きている限り細胞分

裂はおきているので、放射線のリスクは確実に存

在。 

・見捨てられた初期被ばく。ヨウ素剤服用のため

のスクリーニング基準値の引き上げ。 

・ICRP 声明「福島原発事故」放射線源の管理下

…公衆の年間被ばく量 1～20mSv。日本政府は

最悪の 20mSv を選択(結局は権力を握る側の都

合で決まる）。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kentoukai.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kentoukai.html
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・「原子力緊急事態宣言」が今でも解除されていな

い。解除されていない状況を逆手にとって、

20mSv 以下で住民の帰還を促している日本政府。 

 

日本政府のやっている事はデタラメばかり。今

回の講義でもそれがよくわかりました。権力を持

っている側の都合でのやりたい放題。このままで

は福島第一原発事故は、永遠に収束しない…。 

原発反対・脱原発の思いを持っている方達で、

こういった学習会等を通じて様々な情報を共有す

る事が大切だと思います。共有する事によって活

動の継続をより強固なものにできると信じていま

す。ありがとうございました。 

（古田努） 

 

 

ブログ『山行・水行・書筺 （小野寺秀也）』http://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/ 

ドイツと日本は真逆の道を進み始めた 

 

昨日の学習会は、ジャン=リュック･ナンシーの

次のような言葉で話を締めくくったのだが、予定

時間をだいぶオーバーしてしまったので話しそび

れてしまったことがある。 

 

アウシュヴィッツとヒロシマのいずれも、それ

までめざされてきた一切の目的とはもはや通約不

可能な目的のために技術的合理性を作動させるに

いたったのだ。というのも、こうした目的は、単

に非人間的な破壊ばかりではなく 、完全に絶滅と

いう尺度にあわせて考案され計算された破壊をも

必然的なものとして統合したからである。（原文

を部分的に省略している） 

 

人類は、ソフトウエアとしての人種殲滅のナチ

ズムという思想と人類殲滅のハードウエアとして

の原水爆（そして原発）を手にしてしまった（思

想的･技術的合理性を作動させてしまった）、とい

う意味のことを話したが、その後に付け加えたか

ったのは次のようなことだ。 

 ナチズムの国、ドイツではいまや徹底的にナチ

ズム批判をしている。ホロコーストはなかったな

どという妄言は犯罪として訴追される。加えて、

フクシマ以後、ドイツは原発の廃棄へ舵を切った。

つまり、人類殲滅に繋がるソフトもハードも敢然

と放棄する道を選んだのである。 

 ところが、わが日本はどうだろう。南京虐殺は

なかった、慰安婦の強制連行はなかった、侵略な

どしていないなどと歴史を歪曲して、戦争を遂行

した戦犯を靖国神社に奉じて閣僚が参拝までして

いる。その上、フクシマの悲惨にもかかわらず原

発を再稼働させたうえ、「プルトニウムは抑止力

になる」だとか「憲法は核兵器所有を禁じていな

い」などと口走る始末である。 

 ドイツと日本は真逆の道を進み始めた。その日

本で、原発に反対する意思表示をすること、反対

しつづけることには、単にどんな技術的手段で発

電するか、どういうふうにエネルギー問題を解決

するかなどというレベルをはるかに超えた意味が

ある。ジャン=リュック･ナンシーが言おうとして

いるのはそういうことではないか。 

 原発に反対することは、人類殲滅へ向かう歴史

に抗うことに繋がる。日本の政治ばかりではなく、

世界の政治へ向かう重要な道筋のはじめに「脱原

発デモ」は位置している。 

 大げさでもなんでもなく、私はそう付け加えた

かったのである。 

 

デモのコールも少しずつ変化する。先週あたり

からこんなコールも加わった。 

「女川原発、トラブルつづき！」 

「運転資格は、な･い・よ！」 

故障続きは女川原発ばかりではない。伊方原発

もトラブル続きである。長い間休止していた原発

を動かすのは無理があると主張する専門家もいる。 

 電力会社は原発にしがみつくことが経営上必要

だと考えているらしいが、しがみつく分だけ将来

の負債が極端に増加するとしか私には思えないの

だが………。 

 いや、電力会社が原発にしがみついているので

はないのかもしれない。原発が電力会社に取り憑

いているのかもしれない。あたかも「滅びの亡霊」

のように。 

 もしかして、私たちは脱原発デモで電力会社の

お祓いをしているのか。 

 

●『山行・水行・書筺 （小野寺秀也）』「仙台散歩：

8 月 28 日脱原発みやぎ日曜デモ－原発は技術的

合理性を作動させた人類殲滅の道具である」より

抜粋 

http://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/diar

y/201608280000/ 

http://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/
http://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/diary/201608280000/
http://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/diary/201608280000/
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福島県における甲状腺検査の行方 

 

福島県で実施されている甲状腺検査をめぐって

大きく揺れている。 

 

●福島県「県民健康調査」 

1986 年のチェルノブイリ原発事故後、事故由

来の放射線被ばくを原因とする小児甲状腺がん多

発が確認されていたため、東京電力福島第一原発

事故の放射線影響による健康への不安が極限まで

高まり、2011 年 10 月にはじまった福島県によ

る甲状腺検査。震災当時 18 才以下の子どもを対

象とした大規模な集団検診が網羅的に実施されて

きた。福島県内の子どものみに対象範囲が限られ、

事故後、福島県内に転入し現在も居住していたり、

2012 年 4 月 2 日以降に出生した子どもは対象

外であること。大人は除外されていること、（当初

より改善している部分があるものの機械的な検査

のため）受診者や保護者に対するフォローが不十

分なことなど、無視することができない大きな課

題があり、さらには、免疫機能や血液異常など、

放射線被ばくによる影響が疑われる甲状腺がん以

外の非がん性疾患についての調査がなされていな

いなど、長期的、且つ包括的な実態調査が望まし

いことを考えると十分ではないと思われるが、ま

がりなりにも県という公的機関が主体となって

30 万人以上の子どもを対象に生涯フォローする

ことも視野に、これまで前例のない規模での甲状

腺検査が実施されてきた。 

 この 5 年間、「先行検査」「本格検査」が既に実

施され、現在は 3 巡目にあたる「本格検査」が今

年の 5 月 1 日から開始された。1 巡目の先行検査

で約 36 万人、2 巡目の本格検査では約 38 万人

が対象とされ、それぞれ約 30 万人強、27 万人

弱が検査を受け、あわせて 172 名の子どもが小

児甲状腺がん、又はがん疑いと確認された（2016

年 3 月 31 日現在）。ここに至っても、福島県「県

民健康調査」検討委員会（以下、検討委員会）で

は「中間とりまとめ」（※１）において放射線影響

とは考えにくい、としているものの、精緻なスク

リーニング検査による推定数を上回る甲状腺がん

の“多発”という事態については認めている。当

初、放射線影響は考えにくい、と明確に発言して

いた委員が「（放射線被ばくとの因果関係は未解明

であると前置きした上で）懸念を考慮する必要が

ある。」と 9 月 14 日の検討委員会第 24 回会合

の中で現検査体制の長期的維持や検診の重要性に

触れているなど、個々の委員の発言には表現やニ

ュアンスの変化も見られるようになってきた。自

覚症状があって初めて医療機関を受診し、がんと

診断・登録されるという甲状腺がん罹患数（※２）

と単純に比較できないことは理解できるものの、

既に 131 名もの手術を受けた子どもたち、要治

療の子どもたちの実数はただならない気配を感じ

させる。 

 

●甲状腺検査体制「見直し」をめぐる動き 

私は医療従事者や専門家ではないが、仮に放射

線影響によるものかどうか、という判断は留保し

たとしても、小児甲状腺がん多発という事象が発

生・確認された今、この事態に対処すること、つ

まり、一次検査である甲状腺のスクリーニング検

査や、要経過観察者・要治療者という二次検査以

降の該当者それぞれに必要な検査機会や情報・治

療提供の体制構築はしっかり整備していく必要が

あるのだと考える。臨床現場にいる方からなおさ

ら、目の前の患者さんへのメンタル面のケアや病

態対応に傾力していくのが当たり前だと思う。だ

が、現実はそうではない。 

 去る 8 月 8 日、地元有力紙である福島民友に、

今後の検査の方向性について、甲状腺検査対象者

縮小や検査方法の見直しを視野に入れた議論に着

手すると報じられ、検討委員会座長である星北斗

氏と福島県小児科医会会長の太神和廣氏の見解が

大きく掲載された。「検査を受けない選択肢も尊重

し、現在の検査体制を縮小すべき」という内容だ。

ざっくり要約すると、この事故による健康（甲状

腺）への放射線影響は考えられない→もともとあ

った潜在がんを見つけている可能性が高い→甲状

腺がんは患者に悪影響を及ぼさない場合が多い→

従って、手術しなくてもよいのに手術している（＝

過剰治療の恐れがある）というものだ。さらには、

検査を受けること自体が受診者の不利益になり得

る、たとえ甲状腺がんであったとしても予後のよ

いがんだから心配ない、といった飛躍的な声も聞

こえてくる。甲状腺がんと診断された当事者や家

族、さらには事故以降、放射能が降り注いだ汚染

地域に居住している者としては、知見披露だけな

らともかく、リスクがないと断定できないのに、

手術や検査を受けなくてもいい、検査のデメリッ

トがあり、検査を受けない選択肢を尊重すべき、

などと主張されることに唐突さや大きな違和感を

感じずにはいられないが、同月 25 日に太神氏な

ど同小児科医会は福島県に検査体制見直し＝規模

縮小を要望した（※３）。 

この動きに対して、福島県内の住民をはじめ賛
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同する国内外団体、また、事故後の県民健康調査

でがんと診断された子どもたちの保護者などで構

成されている「311 甲状腺がん家族の会」は縮小

ではなく、現体制の継続や検査受診率の向上に傾

重すること、さらには検査範囲の拡大などを求め

て、福島県や関係機関に要望している。（※４①②） 

 

●ハイリスク群の存在 

触れておかなければならないと思うのは、96

例の手術をした福島県立医大の鈴木眞一教授が術

前診断で 3 例は非手術経過観察も勧めたが本人

の希望で手術したとされるが、術後病理診断の結

果、リンパ節転移、甲状腺外浸潤、遠隔転移のな

いものは 8 例にとどまり、残り 9 割の事例につい

ては、その時点で手術が必要だった、と報告して

いる（※５）。また、2016 年 8 月 1 日発行「科

学 Vol.86 No.8」（岩波書店）において、白石草

氏の取材で紹介されているように、現在見つかっ

ている子どもたちの中には従来の甲状腺がんのモ

ノサシに当てはまらない進行の速い事例があるこ

とをレポートしている。つまり、病態の進行が遅

く、悪さをしない、という範疇を越えるハイリス

クな事例を確認したため、手術しなければならな

かったケースが圧倒的に多いのである。 

 

●対岸の火事とせず、ともにこの現状を 

打開していくこと 

検査があるから不安だ、がんと診断されるかも

しれないという不安やストレスを否定はしないが、

そもそも避けて通れないと思うのは、生涯に及ぶ

放射線被ばくのリスクがないことを根源的に実証

しなければならないほど放射能で汚染された地域

に「避難する状況にはない」と散々被ばくさせら

れ、幼児も妊婦も含めて何十万人もの人々が居住

し続けている以上、健康への不安を取り除くには

明確な根拠が必要なのだと思う。その柱のひとつ

が継続・定期的な甲状腺検査であると私は思う。

本来は事故を引き起こした東電の責任だと考える

が、それに代わり行政が公的な事業として行うこ

とは望ましいのだと思う。また、放射線影響に対

するケア・備えという原点から検査が始まったの

だから、検査によって付随的に起きる事象を冷静

に対処・検討し、必要な検診・医療体制の整備や

情報共有、支援取組みの拡充こそが望ましい。そ

のために必要なのは何よりも、私たち自身がどの

ような価値観をもって生きていくのかという基本

的な姿勢や選択なのだと思う。 

いうまでもないだろうが、事故前、原発につい

て、政治家や官僚、国や電力会社、有識者、司法、

ほとんどのマスコミは絶対安全だと言い切ってい

たか追認していた。しかし、原発事故が起き、10

万人近くもの人々が5年以上も避難生活を続けて

いるのに、誰一人責任をとろうとしない。この原

発事故に関して、いわゆる最も責任があると思わ

れる人々や組織は、自ら責任をとらないだろう。

実際にそれは大多数の人々が反対しているのに原

発再稼働されたことが雄弁に証明している。原発

の運転や事故でまき散らされた放射線影響をめぐ

り、他者の健康や生命を脅かすような危険性があ

るにもかかわらず、住民でも当事者でもない者た

ちが「安全だ、心配ない、これぐらいなら大丈夫」

と言い続けていることに対して、現在、同じよう

なことが繰り返されてはいないだろうか？もし、

そうであると捉えるのなら、自発的に責任をとろ

うとしない者たちが運営しているこの環境を変え

ていくのは私たち自身しかない。甲状腺検査をめ

ぐる縮小への動きを傍観するのか、そうでないの

か。私は福島県民だけに限定された問題ではない

と考えている。福島県民はもとより、子どもたち

の健康や未来は私たち自身が見守り、関与できる

仕組みの構築を他人任せにせず自ら考えていく方

が増えてくれることを、私は心から願う。 

 

最後に、宮城県内で唯一、公的な甲状腺検査が

行われている丸森町についての結果にも触れてお

きたい。震災当時 18 才以下の町内在住者を主な

対象とし、希望者のみに行う検査が 2015 年 7

月から 2016 年 4 月にかけ実施された。受検対

象者 2323 人に対し、希望者は 1686 人で検査

受診者は 1564 人だった。基準は福島判定とは異

なるものの、1564 人中 11 名が要精密検査と判

定され、11 名中 10 名が医療機関で二次検査を

受診し、悪性のがん 1 名（施術済み）、がん疑い

1 名という結果が報告された（2016 年 6 月 2

日現在）。 

（2016.09.16. 服部賢治） 

 

（※１）2016 年 3 月「県民健康調査における中

間取りまとめ」 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/

attachment/158522.pdf  

（※２）国立がん研究センター がん登録・統計 

http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/s

ummary.html  

（※３）2016 年度 第 51 回福島県小児科医会

総会声明全文 

http://fukushima-ped.jp/archives/147.htm

l 

（※４①）「子どもたちの健康と未来を守るプロ

ジェクト」HP より 

県民健康調査・甲状腺検査に関しての要望書を

提出しました（2016 年 9 月 1 日投稿） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/158522.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/158522.pdf
http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html
http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html
http://fukushima-ped.jp/archives/147.html
http://fukushima-ped.jp/archives/147.html
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http://kodomo-kenkotomirai.blogspot.jp/2

016/09/blog-post_2.html  

（※４②）「311 甲状腺がん家族の会」福島県へ

の要望書（2016 年 8 月 23 日提出） 

http://311kazoku.jimdo.com/政策提言-要望

/20160823 県知事への要望/  

（※５）2015 年 8 月 31 日「手術の適応症例に

ついて」 

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

/attachment/129308.pdf  

 

 

私は東北電力をやめました！！ 
脱原発は実現可能？ あなたの脱原発の本気度は？ 

 

今月の電気料金を知らせるメールが届いた。8

月請求は「3,986 円」（30Ａ契約 7 月 165ｋ

Ｗ）、先月はと思って探してみると「4,431 円」

（6 月 180ｋＷ）であった。私は、5 月に東北電

力から「HTB エナジー」に変えました。このよう

な安い金額は遠い記憶に霞んで見える遠い昔の数

字です。 

  

3.11 以降、福島でドイツの緑の党の人にあっ

た。彼は、「ドイツでも、原発で作る電力は最も

安く、価格からみれば脱原発は選択の対象にはな

らなかった」。けれども「世界に誇る技術力を持

つ日本で原発の過酷事故が起こり、多くのドイツ

人は原発稼働にショックを覚え、脱原発に舵を切

った」という。 

 また、大陸続きで生活するドイツ人には「安全

はタダではない、コストがかかる」という思想が

あるという。これも脱原発を押し上げた要因だと

いう。 

 福島事故後、安全神話の崩壊を目の当たりにし

て、いろいろな人が「私は騙されていた」と言い

出し、一方では「だまされた人にも責任がある」

という意見も飛び出した。そして、「原発は無い

ほうがいい」と考える人が 70％に膨れ上がった。

しかし、選挙では原発推進を主張する政権が盤石

の力を誇示し続けている。この動きは止まりそう

もなく、次から次へと原発は再稼働し続けようと

している。 

 

 前述のように、私は東北電力から離れた。電力

の小売全面自由化はすべての人に、原発で作られ

る電力から離れ、原発事故時に加害者にならない

ところに自分を置くことができる選択の自由を与

えることになった。 

 「原発はいらない」と考える 70％の国民が９

電力から離れることになれば、圧倒的多数の家庭

が莫大な電気を消費（＝料金を負担）することに

よって、産業用に使用される電気料を安くしてい

るのが今の電力会社の仕組みだから、電力料金の

体系に大きな変化が起こり、電力会社は原発運転

を再考することになるのではないだろうか？ 

 

 東北電力の電気料金に比べると、新電力はどこ

を選んでも今より安くなる。新電力が電気を手に

入れる方法は自社発電所を持つとか、太陽光発電

から買い取るとか、あるいは既設の電力会社から

買い取るなどいろいろある。そして安くする方法

として、ほかの商品と抱き合わせにするなどの方

法も取られている。私が選んだ「HTB エナジー」

は旅行会社の「ＨＩＳ」が親会社で、抱き合わせ

もなければ、既設の電力会社から電気を買うこと

もない、放射能とは無関係の会社です。 

電気供給先を変えるには、わずかな煩わしさを

我慢しなければならないし、「原発いらない」と

いう本気度が試されることにもなる。だから、脱

原発を心から望むのであれば、９電力から離れ、

原発汚染の加害者の立場を捨て去る選択をするべ

きだと考える。僅かの煩わしさのために「脱原発

の心を曇らせる」ことはしてはいけない。 

 手続きのわずかな煩わしさとは「東北電力の検

針票を前に置き」パソコンかスマートホンで

「HTB エナジー」を呼び出し、画面の指示に従い、

10 分くらいで必要事項を打ち込むことです。 

東北電力との手続きはすべて HTB エナジーが

行います。HTB エナジーからのメールが「電力切

り替えの日」を知らせてくるのを待つだけです。

これであなたは「脱原発本気度 100％」を宣言し

たということになります。 

（青柳充） 

 

【編集注】※新電力は、「自然エネルギー供給をめ

ざすパワーシフトな電力会社」の紹介サイト

http://power-shift.org/choice/ で、「Looop

（ループでんき）」「じぶん電力」「生活クラブエナ

ジー」「パルシステム電力」「須賀川瓦斯」等が紹

介されています。まだ準備中のところもあるので、

みなさんご自分で調べてご検討下さい。 

http://kodomo-kenkotomirai.blogspot.jp/2016/09/blog-post_2.html
http://kodomo-kenkotomirai.blogspot.jp/2016/09/blog-post_2.html
http://311kazoku.jimdo.com/政策提言-要望/20160823県知事への要望/
http://311kazoku.jimdo.com/政策提言-要望/20160823県知事への要望/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/129308.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/129308.pdf
http://power-shift.org/choice/
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本当にそれで避難が実践できるのでしょうか 
 －－仙台市の原発防災計画について―― 

 

脱原発仙台市民会議で、8 月 29 日、花木則彰

仙台市議会議員を講師に招き、「仙台市の原発防災

計画」について学習会を開きました。参加者は 16

名でした。 

 

●策定の義務を負わないのに策定する積極性 

 仙台市は平成 26 年 4 月仙台市地域防災計画・

原子力災害対策編を策定しています。市は女川原

発 30 キロ圏内ではありません。したがって防災

計画策定の義務を負っていません。それでも策定

したという積極性を、私たち市民は評価していい

と考えます。そして原発から 50 キロ以上離れて

いる仙台市で、プルームの襲来による被ばくの危

険性を考えています。さらに原発単体事故ではな

く、複合災害を想定しています。また安定ヨウ素

剤の配備・運用も課題に掲げています。 

 

●屋内退避を実効性あるものにすべし 

 仙台市の原子力防災計画の基本は「屋内退避」

です。屋内でプルームをやり過ごそうという計画

です。仙台市の場合指定避難所は小中学校です。

東日本大震災の時のような体育館避難では、気密

性を保つことは困難です。したがって気密性を保

てる教室等での退避が必要になります。 

 また子どもや妊産婦を優先して避難させること

が必要です。さらに屋内退避させる以上、安定ヨ

ウ素剤の配布と服用の具体化が求められます。も

ちろん退避期間中の飲料水や食料の確保も課題に

なります。 

 

●原子力規制委員会は指針の改悪繰り返す 

 仙台市が原子力防災計画を策定したあと、政府

の原子力規制委員会は原子力災害対策指針を3回

も改悪しています。安定ヨウ素剤活用の義務を 5

キロ圏内(ＰАＺ)に限定したり、放射能汚染予測

から「気象条件」「地形条件」をはずしたりしまし

た。一番ひどいのがスピーディの活用を止め、実

測主義を取るとした点です。スピーディの活用中

止についてはその後多くの批判が出て、自治体の

判断で活用できる道が開かれましたが、予算は縮

小されました。 

 ところで仙台市に女川からプルームが流れてく

る場合、途中は海で実測する場所はありません。

したがって女川原発周辺の実測値を常に公開させ

ておくことが必要です。 

 

●ＵＰＺから仙台市に 6 万 4 千人が避難 

 宮城県は平成 26 年 12 月「原子力災害避難計

画作成ガイドライン」を県内自治体(市町村)に示

し、石巻市 3 万 9 千人、東松島市 2 万 5 千人を

仙台市が受け入れるよう提案しました。この提案

に基づき仙台市が両市に示した広域避難候補施設

が「市民センター・児童館・文化センター・公立

体育館・高校体育館」で、1 坪 2 人収容で 63,823

人収容可能としています。これに対し、東松島市

は今年 8 月避難計画を策定し、太白区・泉区に避

難すると公表しています。 

 避難先での食料・飲料水の確保は避難元が行う

こととされ、また避難先の運営も避難元の自治体

が責任を負うことになっています。本当にそれで

避難が実践できるのでしょうか、心配です。 

 

 そもそも公立の企業でもない一私的企業の発電

施設の稼働のために、どうして防災計画が必要な

のか私には理解できません。発電だけなら、水力・

風力・火力・太陽光・地熱などで十分です。住民

に害を及ぼし、避難までさせる企業活動を認める

考え方そのものに、ついてゆけません。それでも

ついていこうとする人がおられるので、その歪み

を正していく努力を続けなければなりません。実

際疲れる話ですが、ともに無理のないよう、活動

を継続してゆきましょう。 

 脱原発仙台市民会議事務局 広幡 文(あやる) 
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女性ネットみやぎ４周年のつどい 木村真三氏講演会 

「原発事故、チェルノブイリ 30年、福島 5年の真実」 

 

7 月 24 日、「女性ネットみやぎ４周年のつどい」

に参加しました。会場の仙台弁護士会館は椅子を

追加で出すほどの超満員となる中、最初に脱原発

みやぎ金曜デモの会の西新太郎さん、女川原発

UPZ 住民の会の勝又治子さん、大崎健康福祉友の

会加美支部の鎌内あつ子さんの 3 人の方から、そ

れぞれの地域に根差した粘り強い活動の報告があ

りました。 

そしていよいよ「原発事故、チェルノブイリ 30

年、福島 5 年の真実」と題した木村真三さん（独

協医大准教授／放射線衛生学）の講演が始まりま

した。木村さんの講演はいつも以上に熱がこもり、

チェルノブイリや福島の現実が迫ってくる迫真の

内容でした。 

 

木村さんは今年、チェルノブイリ立ち入り禁止

区域に住む「サマショール」と呼ばれる自主帰還

者の老人たちを訪ねたそうです。原発から 10～

27km のオバチチ村の村民 681 人はソ連政府に

より強制移住させられましたが、移住先の生活に

なじめなかった約 120 人が自主帰還（当時は不

法滞在者という立場）しました。その多くは老衰

などでこの世を去り、現在はたった 4 人になって

いるというのです。 

そのうちの一人、マリア・ペトロブナさんは 88

歳の一人暮らし。外は雪で閉ざされ零下 10℃を

下回る中、誰も来る予定のなかった聖誕祭に、突

然訪れた木村さん達を「嬉しい」と涙を流して、

手料理を振る舞ってくれたそうです。30km ゾー

ン内は今も厳重に管理された閉鎖空間、ほとんど

自給自足で、人と会うことさえ無い暮らしなので

す。 

医療、福祉、介護、交通、買い物などのインフ

ラが崩壊したチェルノブイリの現状は、「30 年後

の福島」にも起こる問題を示唆しています。 

 

例えば、福島県楢葉町（人口約 7300 人）では

ほぼ全域に出されていた避難指示が 2015 年 9

月に解除されて一年になりますが、町に戻った町

民は一割に満たない約 680 人。そのうち 65 歳

以上が 53％を占め、原発事故前の 28％から倍増

したというのです。 

今年に入ってからも、葛尾村、南相馬市と避難

指示解除が続いており、政府は 2017 年 3 月ま

でに帰還困難区域以外のすべての避難指示を解除

する方針です。そればかりか、この 8 月に政府は

「2022 年をめどに帰還困難区域の一部の避難

指示を解除する」方針を発表しました。いったい

「本当に住民が暮らせる町が復興するのか？」だ

れもが疑問に思う中で、避難指示が解除された地

域から順番に、住民への「東電からの賠償と政府

の生活支援の打ち切り」だけはしっかり進められ

ているのです。 

 

次に木村さんは震災関連死のデータを掲げ、宮

城や岩手では 2012 年 9 月時点で震災関連死者

数が頭打ちとなったが、福島は逆にそれ以降の関

連死が増加していることを示しました。特に震

災・原発事故が原因とみられる自殺者は、岩手 34

人、宮城 40 人に対して、福島は 80 人と大きく

上回り（いずれも 2015 年 11 月時点）、14 年

15 人、15 年 19 人（11 月末まで）と依然高い

数値を示しています。しかもこの数字に県外避難

者は入っておらず、「潜在的な避難者の数はもっと

多い」というのです。原発事故による放射能被害

を被った福島のかかえる困難は、地震・津波など

の自然災害の被災地の困難とは根本的に異なるこ

とを物語っています。 

 

木村さんは二本松市に居住し、二本松市内の小

学校で放射能から身を守るための出前授業を続け

るなど、福島に寄り添った活動を続けておられま

す。そのような場所から、「復興とは災害や戦争で

被害を受けた地域がもとの生活状態に戻ることを

言うが、それでは原発事故からの復興とは何か？ 

どういう状態をいうのか？ 帰還は復興なのか？」

と問い続けておられるのだと思いました。 

「福島原発事故で日本は福島と福島以外に分断

された」と言った人がいましたが、私たちはこの

分断をていねいに結び直し、福島の「復興」とは

何か？を共に考え、共に行動していくこと。これ

から何十年にもわたって、福島の「復興」を日本

社会全体の問題として見据え、引き受けていくこ

とが問われていると感じました。 （堀野公子） 
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にっこりデモで、現地の人と気持ち通わせよう！ 
～大ＭＡＧＲＯＣＫ vol.9 ＆ 大間原発反対現地集会 に参加して 

 

今年も仙台から車をとばして大間にいってきま

した。今回は大阪から連れ合いの友人が２人初参

加しました。２人ともとても意義深い旅になった

ようです。 

 今回はステージが一新。丸太でしっかりした土

台を作り、巨大なドーム型のステージが遠方から

の参加者を迎えました。以下、順不同で感じたこ

とを述べていきたいと思います。 

 

① ロックフェスと現地集会の組み合わせは

大間の夏の風物詩として定着した。 

 いつも主催のＹＡＭさんや武藤さんがいうので

すが、この大ＭＡＧＲＯＣＫに出演するアーティ

ストはノーギャラ・ノー交通費です。にもかかわ

らず、アーティストが足りなくて困ることは全く

ありません。今回も 14 組が出演しました。個人

的にはわが宮城が誇る（！？）「（旧）石巻市役所」

前に住んでいた「ちだ原人」を久しぶりに聴けた

のがよかった。また、東京の脱原発集会ではよく

出没する（？）「ゼロノミクマ」がきちんとキーボ

ードを演奏していたのにもビックリです。このフ

ェスの参加者は若い人（特に小さな子ども連れ）

が中心ですが、その人たちが、現地反対集会にも

合流し、デモでは先頭でにぎやかに楽器をつかっ

て盛り上げてくれるので、今課題になっている脱

原発運動の高齢化問題（もちろん仙台でも）の一

つの解決策のモデルになっていると思うくらい、

世代を超えた集会・デモが実現できているなあと

感じます。 

 

② 大間原発の建設は進捗率 40％弱のまま

だが、周辺工事は進められている様子。 

 東日本大震災以降、この 5 年は工事はほとんど

進んでいないといわれますが、実際に現地にいっ

てみると、この 1 年で巨大な土砂を覆うシートの

位置が明らかに高くなっていました。原発の本体

工事には着手できないものの、周辺工事は行われ

ているようです。それにしても、南側から改めて

見ると原発敷地のすぐそばに民家がいくつもあり

ます。女川では原発と集落は一応入江を挟んでい

ますが、大間ではすぐ裾野にある感じです。大間

の町役場も 5ｋｍ圏内ではないかと思うくらい近

く、万が一の場合はまず町役場の機能移転が求め

られるのではないかと思うほどです（オフサイト

センターはさすがにもう少し遠くで考えているよ

うですが）。大間でも福島事故の際の避難の経験を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有する必要があるのではないかと思いました。 

 

③ 現地の住民は敵ではないので、デモはに

こやかに 

 集会などで呼びかけられたのは、「現地の人たち

は、よそからきているということで、警戒心もあ

るし、こわいと思っているかもしれない。でも、

話しかけてみると反応してくれる。原発に賛成で

も反対でも、まずは心を開いてもらうために、自

分たちは敵ではないということを示していこう。

住民の人を見たら、にこやかに手を振ろう」とい

うことでした。そして実際のデモのときに、窓越

しや玄関先でおそるおそるこちらをうかがってい

るおばさんや子どもたちにみんなで笑って手をふ

ると、わりと多くの人が手を振りかえしてくれま

した。中には拍手をする人も！ 東京や仙台で行

うようなデモを、こうした現地で、しかも反対派

がなかなか表に出てきにくい（小さい町なので、

いろんなしがらみもあるでしょう）ところで同じ

ように行ってはマズイ、むしろどうコミュニケー

ションをとっていけばいいのかを考えて「味方」

につける工夫がいるんだな、ということを感じま

した。電力会社などはそれを基本的には「カネ」

の力で行っていますが、こちらはカネでなく、「環

境も生活も放射能に支配されたくない」という思

いの共有化を様々な形で図っていかなければなり

ません。でも、少しずつその思いが、水面下で伝

わっている感じがしました。 

 

④ 北海道の人たちは強力です。 

 今回も函館からフェリーで多くの方が参加しま

した。ご承知のように、函館は市民に続き、「函館

市」が自治体として大間原発の差止訴訟を行って

います（全国初）。裁判自体は遅々としてなかなか
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進んでいないようですが（自治体に原告適格があ

るかどうか、という段階）、何人かの市議会議員さ

んも発言し、本当に函館は行政と住民が一体とな

っているんだな、との印象をうけ、はて、これは

どこかで感じた印象だなと思ったら、そう、指定

廃棄物処分場問題で揺れた加美町でした。今のと

ころという留保付ですが、見事加美町は国や県の

思惑を打ち破りました。自治体のトップが本気に

なって住民と組めば、けっこう国や県を追い詰め

ることができることを加美は示してくれたので、

ぜひ函館がそうなってほしいし、僕らも応援して

いきたいと思いました。また、北海道は「泊原発」

の申請がＰＷＲということもあって進んでおり、

その取組をしている方々も参加していました。大

間はそういう意味では、北海道と東北を結ぶ結節

点ともいえると思います。 

 

⑤ 伊方や若狭、福島からも参加。全国のつ

ながりを 

 今回は再稼働が目前ということで、はるばる伊

方からも参加され緊急アピールを提起されました。

また、若狭では「アメーバデモ」として、3～10

人の小人数で一軒一軒まわるという取組など、本

当に地道な地に足のついた取組が紹介されました。

さらに福島からは大熊町議の木幡さんが生々しい

現地のお話をされました。 

 このように各地から大間に集ったというのは今

回が初めて？ではないかと思います。中道さんは

じめ関係者の努力によるものと思いますが、私た

ちも見習っていきたいと思いました。 

 

 今回は翌日時間があったので、久しぶりに六ヶ

所の「花とハーブの里」の菊川さんを訪問しまし

たが、びっくりしたのはそこでも近くに風車がで

きていたことです。六ヶ所村は「次世代エネルギ

ーパーク」として、「核燃サイクルだけではない

ぞ！ 風力や太陽光にも力をいれているんだぞ！」

と懸命にアピールしたがっているようですが、そ

のような巨大施設の乱立が、東北の村に似つかわ

しくない、住民とかけ離れたふわふわした感じが

したのは僕だけでしょうか？ 

 

大ＭＡＧＲＯＣＫ ＆ 大間原発反対現地集会 

も来年は 10 回目。それまでに原発計画が無くな

り、巨大なモニュメントとして、原子炉の代わり

に実物大の巨大マグロが展示される新しい観光名

所になっていればいいなと夢想するこの頃です。 

（去年秋、竜飛岬にもいってきた、旅行好きのＴ） 

  

 

「日本のエネルギーを考える―地域の未来をどう拓くのか」 

“蜃気楼”で原発を温存しようとしている 

 

8月6日（土）、女川町議会議員有志（阿部美紀

子・阿部律子・高野博）主催の長谷川公一さん（東

北大学教授）講演会「日本のエネルギーを考える

―地域の未来をどう拓くのか」が、女川駅前に整

備された、真新しい女川町まちなか交流館ホール

で開催された。最初100席用意された会場に、女

川町民をはじめ県内各地から続々と市民が駆けつ

け、最終的には約150名が参加した。 

 

長谷川さんの話は、エネルギー源の選択は、未

来をどのように選択するかという問題であり、単

なる電力供給の問題にとどまらないとし、エネル

ギー問題を考える視点は、4 つの E、安定的供給

（energy）、適正な価格（economy）、環境への

影響（environment）、倫理・人の道（ethics）

と 3 つの L、命と健康を守る（Life）、地域重視

（Locality）、低炭素社会（Low Carbon）が必

要。特に、福島原発事故直後に、メルケル首相の

指示でつくられた「安全なエネルギー供給のため

の倫理委員会」（原子力問題の専門家は含まず、政

治家、自然科学者、社会科学者、哲学者、カトリ

ックとプロテスタントの代表、産業界代表の 15

名の委員で構成され、2021 年末までのドイツの

全原子炉の閉鎖などを答申）にふれ、原発の利用

の是非は、技術的・経済的評価に先立つ、社会の

価値判断に基づくべきで、持続可能性と、自然に

対する責任、また将来世代に対する責任という３

つの「倫理的な視点」を重視すべきと強調した。 

また、ドイツはフランスの原発に依存というの

は誤解で、すでに電力の 30％を再生可能エネル

ギーで供給（2015 年）しており、オランダやオ

ーストリア等に電力を輸出しているとも述べた。 

かたや日本の 2030 年度の電力需要と電源構

成は、過大な需要予測と原発・石炭火力依存であ

り、2010年～15年のＧＤＰの伸びは年率 0.7％

で、人口 6.5～10.9％減の見通しにもかかわらず、

年率 1.7％の経済成長が続き、21.8％も電力需要

が伸びることを前提としたあり得ない想定で、“蜃

気楼”で原発を温存しようとしている。 

女川原発の再稼働は誰のために必要なのか？原
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発立地で成功した町はないのに、県・地元自治体

は、電源三法交付金・雇用効果を期待してのもの。

電力会社にとっては、（減価償却前の）既設の原発

を稼働させたいことと、化石燃料の焚き減らし効

果のため。原発メーカーの東芝は、米英のお荷物

だった加圧水型炉プラントメーカーのＷＨ（ウエ

スティング・ハウス社）を高値で買収し「粉飾決

算」に追い込まれた。安倍政権は、その救済と原

子力産業保護、潜在的な核抑止力の温存のためか、

あたかも福島事故を忘れさせようとするかのよう

な「早期帰還・棄民」政策、なし崩し的な再稼働

推進・原発輸出路線に邁進している。 

しかし、今年始まった電力小売り全面自由化や

来年のガス小売り全面自由化は、欧米では 1990

年代からで、日本は 20 数年遅れだが、変わるき

っかけになり、原発依存率の低い電力会社ほど脱

原発は容易であるとも述べた。 

最後に、「ぐずぐずしているわけにはいかない。

私の長い道のりには終わりがないのだから」ネル

ソン・マンデラ『自由への長い道』（1995 年）

で講演を締めくくった。 

 

今回は早めに女川に着き、久々に女川原発に行

くことにした。震災の津波で壊滅的な被害を受け

た町の中心部は盛り土工事のため、ごった返して

いた。何度も原発反対のチラシまきをした清水地

区の奥には作業員宿舎が建ち並んでいる。原発近

くの塚浜では家族連れの海水浴客もきており、小

屋取では嵩上げ工事が進み高台には新しい民家も。

女川原発を脇に置いたかのように、町の復興が進

んでいた。 

『原発あっかんべー』の看板を確認しながら、

PR 館に行くと、パンフレット『そのとき女川は

－東日本大震災に耐えた原子力発電所』が置いて

あり、“女川の成功は「奇跡」ではない”との内容

が。しかし、外部電源 5 回線のうち 4 回線を失い

1 回線のみ生き残り、町内には 18 ㍍を超す津波

が押し寄せたが、原発には 13 ㍍の津波、“紙一重”

のわずか 80 ㎝で助かった女川原発。そして今、

海抜約 29 ㍍の防潮堤で要塞化。震災前に 6600

ヶ所の耐震工事を自主的に実施したと言うが、こ

れまで何度も基準地震動を超える地震に襲われ、

そのたびに耐震補強を余儀なくされた女川原発。

住民の避難を受け入れたのが美談のように描かれ

ているが、牡鹿半島の道路が何十ヶ所も寸断され、

避難しようにも行き場なかった結果でしかない。

幸い「奇跡」的にもフクシマのようにはならなか

ったが、一歩間違えば、住民に犠牲をしいる結果

になっていた。 

そして今、「性能のいい電源車と（注水）ポンプ

を買えばいいだけ」の「世界最低水準」の「新規

制基準」で、60 キロ圏に約 200 万人が住んでい

る女川原発の再稼働が目論まれている。『フクシマ

事故の教訓～まず最悪のシナリオを想定せよ！』

と『倫理・人の道』を考えながら、女川を後にし

た。   （空） 

 

 

今、女川では    女川町議会議員 阿部美紀子 

 

その 16．他人事ではなく… 

  

川内原発が再稼働され、東北電力も 2017 年の

女川原発再稼働を目標にしている。 

 そこで、各地の自治体は避難計画の策定を急い

でおり、女川では、栗原市への避難が考えられて

いる。 

 しかし、これらの避難計画は本当に実効性のあ

るものだろうか。まず、5 ㎞圏内の住民が避難す

る。次に 10 ㎞圏の住民が、30 ㎞圏の住民が、

と段階を追って避難する。果たして、このように

秩序正しく、整然と避難できるのか。また、バス

の確保はできるのか。日常業務に従事しているバ

スの他に、空きバスは、運転手は…。机上の空論

という他はない。 

 

 今夏、8 月 8 日～9 日の台風で、石巻市寄磯の

防波堤が壊れ、8 月 30 日の台風で女川町竹浦の

岸壁が崩れた。これらはみな、震災後に復旧した

ばかりのものである。 

 原発にこのようなことは許されない。避難計画

を考えれば考える程、それだけの対策をとらねば

ならない原発の危険性を証明している。 

 

 台風の時、北半球では風向きが反時計回り、つ

まり、牡鹿半島の先端の原発から、女川、石巻、

東松島、仙台と仙台湾に沿って風が流れる。 

 

このような時、原発事故が起きたら…。 

 

他人事ではなく、全ての地域が当事者である。 
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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 197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□9 月 25 日（日）肴町公園 

（14 時集合 14 時 30 分デモ出発） 

●脱原発みやぎ金曜デモ 200回ダヨ！全員集合 

日時□10 月 23 日（日）14 時集会 15 時デモ 

会場□元鍛冶丁公園 

（仙台市青葉区国分町 2-9-13） 

・各地からのスピーチ、歌、踊りなど 

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 

 

～3.11 震災 5年企画～公開講演 

『日本の原発問題を俯瞰する 

〜特に放射線健康被害について』 

日時□10 月 5 日（水）19 時〜21 時 

会場□仙台弁護士会館 4 階    参加無料 

講師□河合弘之氏（さくら共同法律事務所所長、

映画「日本と原発」監督） 

主催□宮城県保険医協会 公害環境対策部 

問合せ□TEL 022-265-1667 FAX 022-265-0576 

 

「核廃棄物の後始末をどうするか」 

意見交換会㏌宮城・栗原 

『100 年以上隔離保管後の「後始末」』 

＆『核廃棄物管理・処分政策のあり方』 

報告者□筒井哲郎さん、満田夏花さん他 

【意見交換】指定廃棄物処理・管理問題など 

日程□11 月 12 日（土）13 時（12 時半開場） 

会場□栗原市金成支所金成ほたるホール 

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 

協力□原子力市民委員会 

問合せ□TEL･FAX 0228-22-7412 佐藤 

 

『放射線を浴びたＸ年後２』 自主上映会 

日時□11 月 12 日（土）15 時頃 

会場□桜井薬局セントラルホール  入場無料 

（仙台市青葉区中央 2-5-10 桜井薬局ビル 3F） 

主催□放射能問題支援対策室いずみ 

問合せ□ 022-796-5272（平日 9 時～17 時） 

かまちゃんの映画と対話の会 

『小さき声のカノンー選択する人々』上映 

＆鎌仲ひとみ監督トーク 

日時□11 月 20 日（日）13 時 15 分～16 時 40 分 

（受付 13 時 5 分～／開場 13 時 20 分） 

会場□仙台メディアテーク 7 階 

スタジオシアター（仙台市青葉区春日町 2-1） 

入場料□前売り 1000 円 / 当日 1200 円 

（小学生以下無料）＊託児はございません。 

定員 180 名（満席の際は当日券は販売しません） 

主催□ｉ－くさのねプロジェクト 

共催□ぶんぶんフィルムズ 

問合せ□TEL 03-6379-3938 
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