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「女川原発再稼働の是非を問う県民投票条例の制定を求める」 

10月からの直接請求署名運動に全力を挙げよう！ 
 

 皆さん、「女川原発再稼働」問題がいよいよ

正念場を迎えます。東北電力は「2019 年 1 月ま

でに原子力規制委員会でのすべての説明を終えた

い」と発表し、河北新報は 8 月 27 日の一面トッ

プで「女川再稼働審査大詰め」「来春『合格』の可

能性」と報じました。 

 国の合格が出れば、再稼働までの残る手続きは

「地元同意」だけです。しかし 2015 年以降、原

発が再稼働されてきた他県の経過を見れば、事実

上、県知事の意向が大きく働く中で、再稼働への

「了解」が出されてしまっています。 

 一方、宮城県民の世論は、民意はどうでしょう

か？ 3.11 以降 7 年間、河北新報などの報道機

関が何度も世論調査を行ってきましたが、一貫し

て宮城県民の 6 割以上、約 7 割が「女川原発再稼

働反対」であり、この数字はこの7年間風化せず、

落ちることが無いのです。 

 しかしこのまま進めば、このような県民世論は

顧みられることなく、県民の意見が聞かれる機会

はなく、県知事の意向が大きく働き、「宮城県とし

て女川原発再稼働に同意する」ことになってしま

う。それは宮城県民として許せません。 

 女川原発再稼働へ向けた動きに対抗して、県

民世論を形にし、力に変えるための「女川原発再

稼働の是非を問う県民投票」を実現する。そのた

めに「県民投票条例の制定を求める住民直接請求

運動」を提起し、「みんなで決める会」を立ち上げ

て、この春から準備を進めてきました。 

 住民直接請求を成立させるには、県内有権者の

50 分の 1（約 4 万筆）の「法定署名」を 2 カ月

間で集めなければなりません。この間は、全県 39

市区町村で「受任者」（署名集め協力者）を募るこ

とに全力を挙げてきました。各市区町村で学習

会・説明会を開催し、市区町村ごとの連絡会や実

行委員会が立ち上がりました。また、労組、生協、

平和団体、女性団体、医療団体などの諸団体でも

学習会活動が取り組まれ、この運動が組織の中に

浸透してきました。 

 9 月に入って、法定数をクリアする目途も立ち

つつあり、条例案の策定等の準備も整いましたの

で、予定どおり 10～11 月の 2 カ月間を署名期

間と設定し、10 月 2 日から署名運動をスタート

したいと考えています。 

 住民直接請求運動そしてその先の住民投票

運動は、何を目指しているのでしょうか？ この

ことについて、上田道明さんという研究者が次の

ように言っています。 

「日本では基本的に住民投票は法制化されていな

い。しかし、その法制化されていないものが 90

年代以降、住民投票条例案の直接請求というかた

ちで盛んに住民から求められるようになっている。

背景には、民意との乖離が疑われる政策に対して、

これという統制手段がないことがある。そのため

の最後の手段として住民投票が求められているの

である」 

 つまり住民が住民投票を求めるのには、「代表制

度の統制」という動機があるというのです。この

見方は本質をついていると思います。 

 私たちが住民直接請求運動を通じて目指す

のは、まず県民の主権者意識を掘り起こすこと。

おまかせ民主主義をやめて（それがこんな社会を

招いたのだから！）、大事なことは自分たちで考え

て自分たちで決める民主主義を、宮城県に育てる

ことです。その民主主義の力の結集を、直接請求

署名の筆数として表すことです。 

 このような主権者である県民の意識の高まりは、
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その代表である議会との緊張関係をもたらします。

議会が民意との乖離が著しい政策を通すのであれ

ば、住民直接請求そしてその先の県民投票によっ

て、それを「統制」しようというのですから。 

これについて上田氏は、「住民投票運動は、住民

投票を議会に取って代わらせようとしているので

はなく、住民投票を不要とするような議会のあり

方を求めているものと理解できる。」とも述べてい

ます。つまり私たちは、この運動を通じて、議会

と県民との関係をより緊密に、豊かなものにする

ことを目指している、と言うことが出来ます。言

わば、県民と議会との間に信頼関係と緊張関係を、

表裏一体のものとして育てていくということです。 

そのためにはまず、県知事と議会に対する大き

な力として、法定数 4 万筆を 2 倍 3 倍上回る署

名数が絶体に必要です。皆さん、10 月からの署

名運動に全力を挙げましょう！ 

（みんなで決める会・代表 多々良哲） 

 

●カンパのご協力を！ 

郵便振替口座 名義：みんなで決める会 

口座番号：０２２５０－４－１４２６５３ 

 

女川原発再稼働の是非をみんなで決める 

県民投票を実現する会（みんなで決める会） 

〒980-0804 仙台市青葉区大町 2 丁目 5-10 

      御譜代町ビル 306 号室 

電話 022-724-7627 FAX 022-215-3120 

メール：kenmingakimeru@gmail.com 

HP：http://minnadekimeru.jp/ 

Twitter:みんなで決める会 

（@ minnade_kimeru） 

Facebook：https://www.facebook.com/ 

女川原発再稼働の是非をみんなで決める 

県民投票を実現する会 

 

「原発」県民投票条例の制定を求める 

直接請求署名運動 若林区キックオフ集会 

講師□多々良哲氏（みんなで決める会代表） 

日時□10 月 5 日（金）18 時 30 分～ 

会場□仙台市若林区中央市民センター 

別棟第 3 会議室 

〈参加費無料〉 

主催□オールわかばやしの会 

〈連絡先〉022-234-0141 賀屋 

 

 

「第 15 回女川原子力発電所 2 号機の安全性に関する検討会」の議事録を読んで 

言いっぱなし、「それではだめでしょう」 

とはならないところが中途半端 

 

 なかなか検討会の傍聴にはいけないので、HP

で公開されている議事録を読んでみましたので、

以下述べたいと思います。 

・3 つの批判のレベルについて 

 整理すると、3 つあります。①規制委員会での

審査基準そのものへの批判 ②検討会での検討基

準への批判 ③検討会での議論内容への批判。 

 

 その中で、①規制委員会での審査基準そのもの

への批判として。今回「確率論的リスク評価

（PRA）」に基づいた評価結果を東北電力が行っ

ているわけですが、結局のところ、それは「何 100

万年～何 1000 万年に１回」の津波（29ｍある

いは 33.9ｍ）だから、この対策で OK、という

ものです。しかし、果たしてこの「確率論的リス

ク評価」が有効なのかどうかは、確立されたもの

ではないのではないでしょうか？ 東北電力はこ

の「確率論的リスク評価」に基づき、基準地震動

を 1000 ガル、基準津波を 29ｍとし、規制委員

会の「お墨付き」をもらっているのですが、それ

を超える可能性は常に存在するわけです。 

 

 たとえば、福島原発事故をもたらした巨大津波

について、東電の幹部が強制起訴され責任を問わ

れているわけですが、それについて「検討会」の

メンバーでもある今村文彦教授は、報道機関の質

問に対して「当時、この津波を予測することは難

しい」旨の話しをしています（実際には 13m 程

度の津波の予測はあったのですが）。また、地震に

関していえば、この９月５日におこった北海道胆

振地震での震源地の最大加速度は 1500 ガルを

超えるとされています（速報値）。この巨大地震を

もたらした活断層は 30ｋｍ以上の深さで、これ

まで見つかっていないものでした。 

 

 あの大飯原発の差止判決では、「具体的危険性が

万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当

然だ」として、関電が想定した 700 ガルの地震

対策では不十分としていましたが、それは規制委

員会での審査基準である「確率論的リスク評価」
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そのものへの批判ともうけとることができます。 

 また、その「評価レベル」として、「レベル 1PRA」

から「レベル 3PRA」まであるわけですが、規制

基準としては「レベル 1.5PRA」という中途半端

なもので、レベル 3PRA の「公衆、環境への影響」

までは行わなくてもいい、ということになってい

ます。そこで、プラント（特に格納容器）への影

響評価は行うものの、原発敷地外への放射能の影

響については今回は審査の対象外になっていると

いうのです。実際、今回の「検討会」での資料に

は「事故時のプルーム」は 10 時間を想定してい

ましたが、それは原発内での話であり、それが環

境にどのように影響を与えるかは議論されません

でした（もしかして他の機会で行うのかもしれま

せんが）。また、実際、ところどころで東北電力は

「その事故シナリオは PRA では想定していない

ので…」と言い訳する場面がありました。 

 

 今回の 15 回検討会でも、基準津波の設定に関

しての長谷川委員の「何か素朴な感覚として気に

なります」との指摘に対し、東北電力は「ある一

定の、ある仮定をおいて、考え得る限りの中で、

原子力学会に出されている、あるいは土木学会で

出されているロジックツリーで考えた結果ではこ

ういう結果だったということであります」と答え

ています。これが正直なところだと思います。 

 規制委員会での審査はけっこう専門的で、細か

いところまでつっこんでいるようにも見えますが、

その基準は思ったより限定的であることが散見さ

れました。 

 

②検討会での検討基準への批判としては、なによ

りも上記のような限定的な規制委員会の審査基準

を超えないことです。これは何度も市民側から指

摘されていることですが、検討会での議論の進め

方が、東北電力が規制委員会で審査したものを、

そのまま検討会で説明し、それについて質疑を行

うというやり方に基本的に終始しているからです。

これでは、先にのべたように、規制委員会での審

査基準に問題があっても、それを超える議論がで

きないのは明らかです。新潟県では、「福島第一原

発の事故原因の検証」、「原発事故が健康と生活に

及ぼす影響の検証」、「万一原発事故が起こった場

合の安全な避難方法の検証」のためそれぞれ委員

会を設置し、実際にその成果として、東電のメル

トダウン隠しを暴いたのです（ちなみに、知事が

変わってどうなるのかなと思っていたら、４月１

日付けで検証委員会のトップに、原発に批判的な

池内了さんが就任しました。新潟県すごい！）。 

 

 県民が知りたいのは、「女川原発は何度も基準地

震動を超えた地震にあっているが、プラントは大

丈夫なのか」「もし事故が起こった場合、冷却シス

テム含め、安全に収束できるのか、また作業員は

手順書にそって適切に対応するのか」「どれくらい

の放射能被害が起きるのか」「しっかり避難できる

のか」「使用済核燃料は今度どうなるのか」など多

岐に渡りますが、実際に検討会で話し合われてい

ることは、その一部に過ぎません。この検討会が

女川原発２号機の再稼働に繫がるものであること

は明らかなので、検討会では規制委員会での審査

内容に限定した東北電力の説明に限定せずに、議

論のテーブルを広くしてほしいと思います。 

 

③この第 15 回検討会での議論内容から、以下感

じたことです。 

・「緊急時対策所」の設置に関して、対策要員の被

ばく評価が、実効線量が 7 日間で約 0.7ｍSV と

いうことでしたが、その根拠（計算プロセス）が

不明であることに、長谷川委員が「具体的にどう

いうことを考えてこうなんだということを言わな

いと、これじゃブラックボックスで、これでいい

と言われても、ちょっと我々委員としては納得で

きないというのが正直な話であります」と指摘し

たのはその通り（イメージ図のみ）。仮定の数値は

かなり幅があることが想定される。 

 

・これは①でいった基準そのものの問題ですが、

「想定する放射性物質の放出量等は福島第一原発

事故と同等とすること」としていますが、逆にい

えば、それ以上の放出には「緊急時対策所」は対

応できないということ。せっかく岩崎委員が「チ

ェルノブイリ級（の放射性物質の放出）には対応

できるのか」旨の質問をしたのに、ちょっとごま

かされた感が。 

 

・事故時の物資補給について、コバルトラインな

ど3つのルートを東北電力は想定しているとして

いますが、それが 3 つとも地震などによって使用

できない場合はどうするのか？ また、協力会社

と協力協定を結んでいるとしていますが、果たし

て事故を起こした女川原発に向けて、被ばく覚悟

で資材を運搬できるのか（させていいのか？）。 

 

・緊急時対策所を「免震」にするか。「耐震」にす

るかで、鈴木委員が「私自身は十分には納得でき

ません…やっぱり免震からここで言う耐震に構造

変更したというのは、思想的にも、ただ単なるコ

スト変更というよりも考え方の精神が変わってき

てしまうんですね」として、「耐震にした場合、機

器への影響があるのではないか」と突っ込んで批

判したかと思ったら、東北電力が「それは（規制
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委員会の）審査会合のほうで資料をだして説明さ

せてもらっています」との話に、「わかりました」

としてあっさり引き下がってしまったのは残念。

あとから長谷川委員が突っ込み、鈴木委員も資料

が欲しいと言っていましたが・・・。 

 

・津波の評価のところで、今村委員が「砂移動と

いうのは実は取水口を塞ぐとともに排水口もまた

塞いでしまうという影響がある」との指摘に対し、

東北電力は「この海底砂移動については、ＰＲＡ

上は入っておりません。というのも、基準津波に

対して砂が取水口を塞がないことを確認している

ということと、あとは堆積してもポンプの吸い込

みのところに至らない点を確認した」と回答した

のに対し、今村委員は「今対応できるかもしれま

せんけれども、将来的にはわからないので、やっ

ぱり最初から（評価から）外すということは理解

できないと思います」と納得していないのに、話

がそれきりで終わっています。 

 

・先の①でも指摘したが、事故シナリオの同定で、

鈴木委員が「どういう構造的消耗をどう想定して、

それがどういう流れに乗ってどのような機能の損

失に至るかというところのシナリオがちょっと読

めない」との指摘に対し、東北電力は「ＰＲＡで、

ここの損傷モードは考えていないというのが現実」

として、概略の事故シナリオは創っても、その対

策は限定されていることを明らかに！ でも、結

局鈴木委員は「その辺はやっぱり適宜アピールさ

せていただく。この表からはちょっと読めなかっ

たものですから。以上です」として、なんかうや

むやで終わってしまった感。 

 

・PRA の「起因事象発生頻度は国内 BWR 運転実

績」を使用、という点に対し、長谷川委員の「そ

れは国内全ての BWR か？」との質問に、東北電

力は「国内ＢＷＲということで、炉型によらない

ＡＢＷＲとかＢＷＲ５とかＢＷＲ４というところ

で分類はしておらず、一緒にして計算した結果を

使っております」と答えているが、それでは新型

も旧型も一緒にした評価なので、果たして BWR

改良型である女川2号機に当てはまるかどうか不

明。なのに、質問しっぱなしで終わっている。 

 

・火山の影響については、東北電力は「今ある知

見を全部集めて一番大きく影響があるだろうと思

われるのが鳴子カルデラだと考えており、そこが

噴火する時にどれぐらいの火山灰が降るかという

のは、数値シミュレーションをしていまして、15

センチ積もるのではないかという結論は出ており

ます。ただ、確率論的な手法は確立していないの

で、今後そういう知見を収集しつつ、それができ

るようになったらまたやってみたいというふうに

思っています」といっているので、そこは少なく

ともやってもらいたい。ただ、15 センチも積も

ったら、フィルター詰まりや、電源車など車両の

通行不可などの影響が大きいのではないかと思い

ますが… 

 

・使用済燃料プールの水が喪失した場合、8 時間

で水温が 100℃になり蒸発が始まるが、13 時間

までには注水を開始できるという東北電力の説明

に対し、今村委員が「13 時間で注水できるとい

う根拠がやはり重要かなと思います」と指摘した

のに対し、「ホースを引くためにアクセスのルート

の確保の時間ですとか、実際のホースの敷設の時

間というのを当然見積もった上で設定している時

間ですので、根拠のある数字ということになって

おります」としているが、色々なトラブルを想定

しているのかどうか不明。 

 

 以上、思いついたところを挙げてみましたが、

全体的にいえば、それなりに委員は指摘はするも

のの、言いっぱなしというか、東北電力の答えを

うけて、「それではだめでしょう」とはならないと

ころが中途半端な印象を受けます。委員には、納

得できないところは「それは納得できない」とし

っかり答えてほしいと思います。でなければ、「再

稼働に道を開いてしまった」と評価されてしまう

ことは間違いありません。 

 （たてわき） 
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8.25「放射能ゴミの焼却・汚染のバラマキを止めるために」青木一政さん講演会 

ばら撒かれる放射能汚染！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当会（放射能汚染廃棄物の焼却処分に反対する

石巻地域の会）主催の「放射能ゴミの焼却・汚染

のバラマキを止めるために」の講演会を 8 月 25

日、石巻市北村の遊楽館で、石巻地域や県内各地

から 50 名が参加し開きました。冒頭挨拶に立っ

た松浦代表は「試験焼却を中止し、隔離保管する

よう求めてきた。市の検討は浅く、議論は尽され

ていない。今日の講演会で勉強し、引き続き中止

を求めて取り組んでいく。」と表明しました。 

 

講演では青木一政さん（市民放射能監視センタ

ー「ちくりん舎」副理事長）が１時間半にわたり

福島での現状を調査結果も交えて説明。 

環境省は、放射性廃棄物を減らすため燃やせる

ものは燃やすという方針で、8000 ㏃以上でも燃

やそうとしている。放射性廃棄物は 99.9％除去

されるということはなく、細かい微粒子は空中に

浮遊し滞留する。吸い込めば肺の奥まで侵入し被

曝し続けることになる。大気中のホコリの放射能

を測る器機はあるが、微粒子まで測るのは難しい

面があり、「リネン吸着法」で測定できることが実

証された。市民団体などでも活用できるので是非

検討してほしい。管理処分場と聞こえはいいが、

敷いてあるシートは必ず破れ放射能が漏れだす。

放射能汚染は「隠ぺい」から「ばらまき」へと移

ってきている、と講演を終えました。 

 

質問では青木さんの話が分かりやすかったのか、

７名の方々から質問が出されました。低線量被曝

や放射能測定について、森林火災の際の放射能濃

度など、多方面に渡るものとなりました。石巻市

主催の放射線に関する講演会も承知の様で、質問

に答える形で批判を展開しました。最後に仙台市

葛岡焼却場での試験焼却の際、健康被害にあった

「ふるさと黒川の会」釈秋月さんから特別報告が

ありました。（石巻地域の会 Ｍ・Ｋ） 

 

●セシウムを捉える「リネン（麻布）吸着法」 

って？ 

モニタリングポストでは焼却場から漏れ出すセ

シウムは捕捉できません。 

「ちくりん舎」は、煙突から漏れ出すセシウム

を麻布で捕捉する「リネン吸着法」を考案しまし

た。煙突の風下地点数か所にリネンを貼り、約 2

週間、大気中の粉塵とともにセシウムをキャッチ

するというもの。リネン布に吸着した放射能をゲ

ルマニウム半導体検出器で計測します。 

福島第一原発事故で広範囲に放射能汚染された

浪江町で起きた山火事での調査で、確実にセシウ

ムを捉えました。 

99.9％バグフィルターで捕捉できるという環

境省の主張は信用に値しませんし、破綻していま

す。0.1％漏れ出しても、その中に含まれる微粒

子を吸い込んで肺の奥底に入り込む等の、内部被

ばくの危険性が指摘されています。危険な焼却は

回避すべきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【風下にリネンを貼りだし粉塵を捉える】 
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みんなが“しあわせ”になる再生可能エネルギー 

 

8 月 26 日（日）、『街中（まちなか）でつくる

エネルギー「原自連会長・城南信用金庫顧問 吉

原毅さんのお話を聞く会」～みんながしあわせに

なるための地域循環経済を目指して』という講演

会を開催しました。雨の中、60 名の皆様にご参

加頂き、感謝申し上げます。 

 プログラムは、〈第一部〉DVD 上映『日本と原

発４年後』『日本と再生』のダイジェスト版を鑑賞

。〈第二部〉原自連会長・城南信用金庫顧問吉原毅

さんの講演会でした。 

 

 吉原さんは、1955 年生まれ。1977 年慶応義

塾大学経済学部卒業後、城南信用金庫入職。1992

年理事・企画部長に就任。懸賞金付き定期預金な

どの新商品開発などに従事。2010 年 11 月理事

長就任。2015 年 6 月に退任し相談役に。2017

年 6 月から顧問をされています。 

また、東日本大震災以降、被災地支援を精力的

に行うと同時に、原発に頼らない安心できる社会

を目指して「脱原発」を宣言。2017 年４月に全

国組織「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟（原

自連）」を創設、会長に就任されています。金融機

関で「脱原発宣言」をした会社は、城南信金だけ

です。原発ムラと呼ばれる原発関連の組織構造が

明らかになる中で、城南信金の脱原発宣言は、脱

原発社会を願う人々に、光と希望を与えました。 

 

講演会では、地域を守り、地域の方々の幸せの

ために「原発に頼らない安心した社会へ」の取り

組みが、次々と語られました。原自連では、「原発

ゼロ・自然エネルギー基本法案」を策定し 2018

年に発表されました。 

城南信金では、自然エネルギーの普及を金融面

からも積極的に支援し、2015 年から 2017 年

の3年間での自然エネルギー関連の融資実行累積

金額は、57 億円を超えています。具体的に地方

財政の切り札・地方創生の切り札としての「ソー

ラーシェアリング」が紹介されました。 

また、城南信金では、事業活動で使用する電力

を 100％再生可能エネルギーで調達することを

目標に掲げる企業が参加する、国際イニシアティ

ブ「RE１００」に国内企業では初めて加盟しまし

た。これらの取り組みのきっかけとなったのは、

福島第一原発事故です。核開発の歴史を紐解き、

キューリー夫人をロスチャイルド家が支援してい

たこと。企業が、原爆を金儲けのために持ち掛け

て、広島・長崎で実証したことも話されました。 

お金に関する話題も多く、知識と経験に基づく

話に参加者も熱心に聞き入っていました。お金は、

エゴイズムの塊で、独り占めできる道具であるか

ら、数字での管理が先行するのは良くないと「成

果主義の間違い」を指摘。行動経済学という考え

方があり、「人々の喜びは、お金が第一ではない。

第一にありがとうという言葉と気持ち。第二にお

菓子。第三にお金の順番に喜びがある」とのこと。

吉原さんは、「ハートや志をもって」と参加者への

意識改革を促されました。 

 

今回の主催は、吉原毅さんのお話を聞く会実行

委員会です。私たちは、７年前に起きた福島第一

原発事故を経験し、これを契機に原発に頼らず再

生可能エネルギーが普及し、地域循環型社会に転

換することを願ってきました。丸森町のひっぽ電

力のように「地域住民の力を結集した再生可能エ

ネルギー発電会社」を設立するようになり、徐々

に社会の方向転換が進んでいるように思います。 

実行委員のメンバーは、仙台の街中で暮らして

います。仙台の地元企業の皆さんと都心部の住民

が手を携えて「再生可能エネルギーを利用したコ

ミュニティビジネス」を生み出し、雇用と経済効

果で地元の潤いを取り戻し、人々の繋がりが活気

づくことを夢見ています。これらの取り組みは、

誰もが安心して暮らせるまちづくりにもつながる

と思います。吉原さんの講演を通して、賛同する

方々と一歩踏みだすきっかけにしたいと思い、講

演会を企画しました。 

今回の講演に際して、ご尽力ご協力をいただき

ました皆様に、心より感謝を申し上げます。今後

ともどうぞよろしくお願い致します。ありがとう

ございました。 

（吉原毅さんのお話を聞く会実行委員長 

 鈴木智子） 
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東海第二原発再稼働 ＳＴＯＰ！！  

20年運転延長を止めよう！ 
 

 9月1日、茨城県水戸市駿優教育会館音楽ホール

で開かれた「東海第二原発再稼働ＳＴＯＰ！！茨

城県大集会」は、立ち見が出るほどで、主催者の

予想を超える約1000人の参加者。内容もとても

良く、11月27日の日本原電・東海第二原発40年

運転終了日が3ヶ月弱に迫った重大な日を前に、

「20年運転延長を止めよう！」と、熱気ある大集

会と賑やかな市内デモは盛り上がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県からの避難者や賛同人の元日本医師会長

ら10人の挨拶と訴えがあったが、印象深かったの

は「福島からの訴え」という桜井勝延前南相馬市

市長の発言。ふるさと地域を守ってきた保守政治

家の自負と、原発事故の責任を取らない政治権力

と電力会社への怒りが、ひしひしと伝わる胸を打

つ内容でした。 

「７年半前の福島第一原発大事故で、日本のマ

スコミは南相馬市へ誰も来ず、“見捨てられた民”

“見捨てられた市”になった。」「（放射性）トリチ

ウムが安全と言うならば、大消費地である東京湾

へ放出せよ！」「日本の保守は米国から押しつけら

れた原発にＮＯを言え！（米国に押しつけられた

憲法ＮＯという保守の人々を思い出した）」「南相

馬市は『原発いらない市』宣言をした！」等々、

自らの体験に基づいて７年前の福島第一原発事故

のこと、日本の原発政策を痛烈に批判された。「市

長だった時の発言よりもずっと、良かった」これ

は聞いていた人々の実感。 

 

また、東海村で複数の医療介護施設を運営され

ている社会福祉法人淑特会理事長の伏屋淑子さん

の発言。「入院患者の中には、寝たきりの方や、機

械につながれた状態で生活されている方もいる、

万が一の時には避難などできない。その旨の『同

意書』を、当事者や家族からもらっている。また、

万が一の時には、職員にはすべて帰ってもらう。」

と問題提起、「さっさと廃炉にしろ！！」「日本原

電あきらめろ！！」等の“過激な”看板を施設の

壁に設置しているとのこと。 

 

脱原発弁護団全国連絡会共同代表の河合弘之弁

護士は、「重大事故は国を滅ぼす」「使用済み燃料

の始末がつかない」「地震学は、見ることもできな

い、実験ができない、データが少ない、未熟ない

いかげんな学問」「東海第二は、①“年寄り”原発 

②東京まで100㌔、30㌔圏内に96万人が住む超

人口過密な首都圏原発 ③近隣に東海再処理工場

等の危険な原子力施設 ④日本原電は、国有化同

然の東電から資金援助をうける貧乏・へっぽこ会

社」と述べ、「原発事故を絶対起こさせてはいけな

い！止めるしかない！」と。 

 

その後開かれた「再稼働阻止全国ネットワーク」

第 22 回全国相談会も、約 60 名が参加、内容の

濃い集まりとなった。 

夜、宿泊先ホテルの会議室での第 1 部は、『東

海第二原発を巡る動き』の報告。まず、柳田真さ

んから、経緯と「とめよう！東海第二原発首都圏

連絡会」の活動や「日本原電にハガキを出そう！」

の提起。杉並区議会議員のけしば誠一さんから「反

原発自治体議員・市民連盟」の取組み。水戸市の

玉造順一さんから「立地・周辺自治体６市村との

新安全協定の意義（追記・再稼働意見権限 15 市

町村に拡大）－１自治体でも反対なら再稼働でき

ない！」「44 市町村議会のうち水戸市議会等 28

議会が再稼働反対等の意見書を採択」。つくばみら

い市議会議員の野口修さんから「老朽・被災原発

の問題点～難燃性電気ケーブルへの交換は全長

1400 ㎞の内わずか 15％他」。東海村議会議員阿

部功志さんから「広域避難計画をめぐって～避難

は不可能、①避難計画 ②避難生活計画 ③帰還

計画 ④帰還後の補償の4条件がセットでなけれ

ば無意味、そもそも“なんで住民が避難しなけれ

ばならないのか！憲法違反！”」。「東海第 2 原発

の再稼働を止める会」の披田信一郎さんから「東
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海原発差止裁判闘争の現状」。「経産省前テントひ

ろば」の木村雅英さんから「原子力規制委員会と

の闘い」の各報告がなされ、質疑が行なわれた。

最後に、「さよなら島根原発ネットワーク」の芦原

康江さんから「新規の島根原発 3 号機の適合性審

査申請をめぐる動き」の報告がなされた。 

 

翌日午前中、県民文化センター分館集会室での

第 2 部は、「なくそう原発・核燃あおもりネット

ワーク」の中道雅史さん、「原発いらない福島の女

たち」の黒田節子さん、「浜岡原発を考える静岡ネ

ットワーク」の鈴木卓馬さん、志賀原発反対の「命

のネットワーク」の田中さん、「若狭の原発を考え

る会」の木原さん、「脱原発アクション in 香川」

の名出真一さん、「玄海原発プルサーマルと全基を

みんなで止める裁判の会」の石丸初美さん、「スト

ップ川内原発！3.11 鹿児島実行委員会」の杉原

洋さんから、それぞれ原発立地からの最新現地報

告がなされた。私も「女川原発の再稼働を問う県

民投票条例」の制定を求める直接請求運動など、

宮城の活動を報告した。 

各地の闘いから、原発を止めるための“ヒント”

を貰いながら、熱心な討議が行なわれ、散会した。 

（空） 

 

 

－『原子力行政を問い直す宗教者の会』で全国集会と現地行動－ 

９月、伊方原発に臨んで 

 

『原子力行政を問い直す宗教者の会』で初めて

の四国の全国集会は 9 月 10 日～12 日、松山の

メイン会場での３つの講演に加え、伊方原発現地

抗議行動と交流会、さらには愛媛県庁申し入れ、

と充実した日程で開催された。私は、申し入れ文

案作成の過程で、同原発がこの国の原発全般に通

じるシンボリックな位置付けをもつことを思った。

現地初訪問では、それらが一つ一つ確認させられ

た。 

 

｢その立地段階から､目的を隠した土地取得､住

民への金や分断工作を経て､海を奪い､強引に建設

が進められた｣（申し入れ文）のは、伊方に限らず

多くの原発立地に共通する事実だが。故斉間満氏

の『原発の来た町 原発はこうして建てられた 伊

方原発の 30 年』（2002 年初版）は生々しさと

迫真性に富む。氏が 70 年代半ばにローカル紙を

立ち上げて原発の実態と本質を書き残し伝えたも

のだ。一部連載された『週刊金曜日』で同書を読

み込み、その魂魄を胸に刻んで現地入りした。 

福島事故の毎月 11 日に原発ゲート前で座り込

み行動が続けられているという。今回はそれに合

流する形で、会独自の申し入れを四国電力に対し

て行い、（視覚的にも）彩りを添えることにはなっ

たか。昼前の強い日差しの中、伊方原発を巡る反

対運動（88 年の｢出力調整｣反対等）や熾烈な住

民弾圧（見せしめ不当逮捕･起訴事件の数々）､事

業者の裏工作等の歴史に思いを馳せつつ、眼前に

披露される『竜王様のお告げ～伊方原発反対の歌』

に聴き入った（伊方原発敷地には ｢竜王様｣を祀っ

た社があったという）。｢海を崇めよ 地を讃えよ｣ 

１・２号機が廃炉となり、四国の原発ゼロが視

野に入った今、３号機の再稼働を阻止する闘いは

司法に対しても熱を帯びる。最も早い段階で設置

取り消し訴訟に打って出たのもここだが、今福島

事故後の情況を憂慮する隣県住民によって、伊方

を囲む形で複数の差し止め仮処分が提起されてい

る（昨年 12 月には､広島高裁で９月末期限付き差

し止め決定が出された）。正念場ではある。  

そうした憂慮の一端は、現地に足を踏み入れる

ことによってなお共有できる。長い槍の刃の佐田

岬半島の根元に位置する伊方原発は、その立地環

境上、有事の住民避難は絶望的だ。私は、女川原

発周辺の道路が「３・11」の際寸断され、近隣住

民が原発サイトに避難するしかなかった実態を述

べたが、ここではよりリアルだ。半島の背骨を国

道が１本伸び、そこから各集落へ細くクネクネし

た道を降りる構造だ（実際散策して体感した）。海

に生き、海上交通が陸路に優先した往時を偲ばせ

るものではあるが、震災津波時に孤立を余儀なく

されることはあまりに明らかだ。ゲートからは海

に沈み込む（如きの）原発建屋を見下ろす光景だ。

加えて地元の人の説明では、緑色の崩れ易い岩石

質の土壌の上に建つ、とか（石を拾い砕け方を確

かめた）。 

実際、専門家の見立てでも、原発敷地至近に存

する中央構造線が巨大な活断層である可能性が高

いことが指摘される。2016 年の熊本地震は、主

因となる活断層（中央構造線につながる）や阿蘇

山の噴火活動からも、伊方原発の苛酷事故をリア

ルに思い起こさせるものとなった。近い将来必ず

起きる南海トラフ地震もその影響が心配される。 

これらの懸念は、翌日の県庁交渉の際にもぶつ

けてみたが。「建屋敷地の高さは 10ｍあり、中央
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構造線津波の８.２ｍ、南海トラフ津波の２.５ｍ評

価には耐えられる」と事業者の代弁説明をする。

前日の現地行動がＴＶニュース放映（観ていない

が）された影響か、15 名前後の訪問に、県は原

子力安全対策課長他の応対で丁重ぶりは見せたが、

内容的には、福島事故や熊本地震は無きが如きの

ノーテンキ答弁であった。ここで苛酷事故が起こ

れば、風向きからもこの国の終焉を意味する事態

になるのだが。 

人間の愚かさと傲慢さの極みに｢竜王様｣の忍耐

力（ご守護）はどこまで保たてるだろうか｡ 

（梅森寛誠） 

 

 

『ふるさと喪失訴訟』で田辺文也氏の『証人尋問』 

全国初の「手順書問題」証言！ 

 

8 月 28 日（火）、現在仙台地裁で審理されてい

る「みやぎ福島原発損害賠償請求訴訟（ふるさと

喪失訴訟）」で、元日本原子力研究開発機構上級研

究主席で社会技術システム安全研究所主宰の田辺

文也氏の『証人尋問』が行なわれた。101 号法廷

には、傍聴席から見て左側に原告と原告弁護団が、

右側には被告側（東電・国）の弁護士・検察官が

着席し、傍聴席では東電社員 4 名、記者 2 名、そ

して田中三彦さん等県内外の市民約 30 名が傍聴

した。 

 

主な証言内容は、田辺氏が雑誌『世界』（岩波書

店）の連載「解題『吉田調書』」で明らかにしたい

わゆる「手順書問題」で、東京電力福島第一原発

で津波襲来・電源喪失後に「事故時運転操作手順

書（運転マニュアル）」、その中でも特に「徴候ベ

ース手順書」を適切に参照もしくは準じた事故対

応・運転操作を行なっていたら、少なくとも２・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号機の事故の悪化・炉心溶融・大量の放射性物

質の放出という事態は防げた、というものです。 

田辺氏への『主尋問』は、弁護士さんとの掛け

合いも良く、『提示書証』をパワーポイントにより

スクリーンに示しながら、東電や国の責任をテン

ポ良く具体的に指摘していった。 

 

福島第一原発でも、事故発生に備えて、あらか

じめ３種類の手順書が準備されていた。想定され

た異常事象や事故に対応するための「事象ベース

手順書」、原因が不明な場合にも原子炉の徴候・状

態に応じて対応をガイドする「徴候ベース手順書」、

さらに事故が拡大し炉心が損傷した際に参照する

「シビアアクシデント手順書」。 

「徴候ベース手順書」は、多重故障にも対応可

能なものであり、原子炉の状態に応じて、事故を

起こしている原因が何であれ、事故収束のための

共通課題である炉心冷却などに向けた操作手順を

示すもの。その大きな特徴は操作手順をフローチ

ャートで示している点。徴候ベースを超える事態

に至った場合には、「シビアアクシデント手順書」

が用意されている。 

 

３号機については、3 月 12 日の朝には格納容

器の圧力が高くなったので、「徴候ベース手順書」

を参照すべき状況となった。「徴候ベース手順書」

に従えば、原子炉圧力容器を「急速減圧」して代

替注水を実施するという手順がガイドされる。12

日の午前 11 時 13 分に作業員がディーゼル駆動

の消火ポンプを起動させていて、減圧のために必

要なＳＲＶ（主蒸気逃がし安全弁）を開くのに必

要となるバッテリーも残っていた。12 日の 20

時半の段階で水位不明の状況になるが、この時点

でもまだディーゼル駆動のポンプは使えるし、Ｓ

ＲＶの開操作については、翌日に行ったような、

自家用車のバッテリーを利用する方法もこの段階

ではありえた。即ち３号機に関しては減圧して注

水することが可能だった。 
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２号機については、3 月 11 日の津波直後に水

位不明となったが、「徴候ベース手順書」の水位不

明の項を参照していれば、代替注水系を用いるた

めにＳＲＶを開くという手順が指示され、そのた

めに必要な代替バッテリーを集める指示がより早

くできた可能性があった。そうすれば後の困難さ

はかなり低減された。13 日の夕方には、消防車

のポンプで代替注水が可能になり、乗用車のバッ

テリーを集めたことでＳＲＶを開くことも可能と

なっていたので、実際に注水可能であったと思わ

れる。圧力抑制室の水温が得られた時点で、「徴候

ベース手順書」を参照して急速減圧という手順に

入ることもできた。 

 

２号機、３号機が炉心溶融に至ってしまったの

は、原子炉を減圧して低圧注水に切り替えるタイ

ミングが遅れたことが原因。これは、手順書の指

し示している手順の意味が理解されておらず、「徴

候ベース手順書」を参照せず、先の見通しを持た

ない、その場しのぎの場当り的な対処を行ってし

まったため。また、格納容器ベントについての誤

解もあった。東電テレビ会議記録（3 月 13 日 6

時 3 分頃）を見ると、吉田所長が、格納容器ベン

トで原子炉圧力の減圧が可能と誤解しているよう

な発言をしている。吉田所長はその誤解をもとに、

本来の優先順位を間違えて、誤って格納容器ベン

トを優先した。それによって貴重なマンパワーと

時間を浪費し、切り替えに失敗してしまった。 

 

なぜ各号機の当直や吉田所長は手順書を使わな

かったのか。東電の事故調査報告書などによると、

吉田所長は「全交流電源が喪失した時点でこれは

シビアアクシデント事象に該当し得ると判断して

おりますので、いちいちこういうような手順書間

の移行の議論というのは、私の頭の中では飛んで

いますね」と話している。吉田所長は、シビアア

クシデントに該当し得ると判断したと述べている

が、震災前、日本では深刻な事故は起こりえない

と考えられたため、「シビアアクシデント手順書」

からも逸脱した対応を行っていた。 

吉田所長が手順書の移行を考えなかったことは、

原子炉等規制法に抵触する可能性があり、加えて、

原発を運用する上での教育訓練体制に問題があっ

たことも示唆している。 

 

 各地で同様の訴訟が争われていますが、「手順書

問題」を正面から取り上げたのはこの仙台地裁の

訴訟が初めてです。田辺氏の理路整然とした証

言・新たな観点から、改めて福島原発事故におけ

る東電や国の責任が明らかになりました。 （空） 

 

※「みやぎ福島原発損害賠償請求訴訟（ふるさと

喪失訴訟）」の詳しい内容は、風の会ＨＰ『鳴り砂』

2018 年 1 月号の記事を参照して下さい。 

 

みやぎ福島原発損害賠償請求訴訟 

（ふるさと喪失訴訟） 

田辺文也証人 『反対尋問』 

（社会技術システム安全研究所主宰、 

元日本原子力研究開発機構上級研究主席） 

9 月 25 日（火）13 時 30 分～ 

仙台地裁 102 号法廷 

 

 

女川から未来をひらくこと 
土屋聡（「女川から未来をひらく夏の文化祭」実行委員会） 

 

１ まだ出会っていない人と繋がる 

ということ 

 出会いを紡ぐことを、急いでいる。女川原発再

稼働を止めるための日程にはかかわりなく。その

後のことを思い、私は焦っている。原発が、ここ

にある。地球を人類を破壊する物質が、ここにあ

る。その存在を危惧する人は広がっている。けれ

ども、まだまだ繋がっていない。出会えていない。

そして、原発の存在について警笛を鳴らす私たち

は年老いるばかりだ。 

 

２ 誰に何を語り継ぐか 

 廃炉を決定してから、人類はどのようにして安

堵を手にすることができるか。科学的・工学的に

正解はあるのか。誰がそれを担うか。自然災害と 
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原子力災害の歴史と教訓は、どのように伝えられ

るのか。たとえば、女川原発反対同盟の闘いの歴

史を誰がどのように語り継ぐのか。 

 福島第一原発の事故によって、原発の危険を確

かめてしまった私たち。事故以前よりも、きっと

「私たち」は広い。けれども、依然として原発は

存在し、原発に依存する者たちは、諦めるよう諦

めるよう「私たち」を揺さぶる。攻撃する。原発

ができるときを知っている私たち、原発事故で被

曝した私たち。数百年後の子孫に危険物を残した

まま、私たちは無言で死ぬのだろうか。無言で死

ぬことをしないならば、何を残すことができるか。

何をどのように継ぐのか。 

 

３ 子どもとの関係を考え直したい  

 「子どもを守れ」というシュプレヒコールに、

大間原発反対集会で異議を唱えた私。白髪のシニ

アたちには守り切れない。「子どもと守れ」と私は

言いたい。子どもは保護する客体ではない。共に

歩む同士。私は、大マグロックに参加する子ども

たちと繋がり合っていきたいと心から思う。それ

は、大間だけではない。女川でも、ありとあらゆ

るところで。子どもを中心にして、そのまわりに

広がる人と人の繋がり。囁きや思いつき、小さな

エピソードと昔話。闘いは、指導する何者かが決

めるのではなく、たくさんの人の言葉や行動で、

形となる。「子ども」はすぐにたくましき青年にな

る。子どもはいつまでも子どもではない。白髪の

私は、そこに希望を見いだしている。 

 

４ はじめて会ったのに、友だち  

 「女川から未来をひらく夏の文化祭」

（2018.8.18.女川町まちなか交流館）には、た

くさんの人が集った。「おだやかな革命」（渡辺智

史監督）上映会とトークでは、私たちに何ができ

るかが話題になった。貝原浩「風しもの村」原画

展では、チェルノブイリで被曝しながら「風しも」

で暮らす人の暮らしを、たくさんの人が注視した。

女川町民舞連の皆さんの歌と踊りに湧いた。森文

子さんのコミックショーに笑い、パントマイムに

心静かにたくさんのことを自らの胸に刻んだ。フ

リースクールゆえんの演奏と絵本読み聞かせ、あ

んだんてカノンとBlueの演奏に、心をふんわりさ

せた。石川明さんの手回しオルガンはたくさんの

人に囲まれた。いわきから駆けつけてくれた古川

さんの糸鋸ワークショップ、工作もお絵描きも、

たくさんの人でにぎわい、幸せが部屋からはみ出

していた。なべ布団の静かな針運び、そしてカレ

ーの香り。たくさんの店舗に感謝。写真展も折り

紙コーナーも、人が人と出会い、ずいぶん前から

の知り合いのように自然な空気だっ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。出演者もワークショップ担当者も、当日サポ

ートするために遠くから参加してくれた仲間たち

もみな「またやりましょうね」と言っていた。た

くさん話し、笑い、惜しみながら手を振った。 

 竹浦の獅子振りでも、エイサー石巻の演舞でも、

子どもが中心にいた。あの子どもたちは、きっと

体のどこかに集いを記憶させることだろう。子ど

ものまわりには、温かな拍手。支える大人のたく

ましさがあった。私は、その若者たちに未来を託

したいと感じた。 

 

５ ここに未来の種があることを信じ、 

責任をもちたい  

 女川から未来をひらく。未来はひらかれ続ける。

ひらき続ける私たち。ここに未来の種があること

を信じ、責任をもちたい。 

 来年の話がもう上がっている。期待されること

は嬉しいことだ。ぜひあなたも、来年の「女川か

ら未来をひらく夏の文化祭」をどんな希望に満ち

た日にするか、一緒に準備してほしい。知らない

誰かと繋がり合うアクションを、一緒にわくわく

と形にしていってほしい。 

tsuchiya_sat@mac.com   

https://www.facebook.com/satoshi. 

tsuchiya.714 

 

●菊池節子さんを偲んで 
9 月 18 日、突然の訃報でした。みやぎアクシ

ョンなどが取り組んで来た集会や講演会・シンポ

ジウムなどで、受付などの役割で力を発揮してく

ださった菊池節子さんが永眠されました。本当に

菊池さんはよく気が付く方で、自ら率先して動い

てくれて、いつも助けられたことが思い出されま

す。また、脱原発運動のみならず、農業などの取

り組みにも積極的に関わってこられ、今の世の中

でいかに生きていくのかを真剣に考え、取り組ん

でこられました。まだまだやりたいことが沢山あ

ったのではと、とても残念です。節子さんの思い

を私たちは引き継いでいきます。法名は「釈玉節」

とのことでした。   （舘脇） 

https://www.facebook.com/satoshi
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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 296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 30 日（日）元鍛冶丁公園 

（14 時 30 分集合、15 時デモ出発） 

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 

 

「生業を返せ、地域を返せ！」 

福島生業訴訟控訴審 初公判 

日時□10 月 1 日（月） 

11 時 30 分 錦町公園「決起集会」 

12 時 西公園へデモ行進 

14 時 仙台高裁「裁判傍聴」 

原告意見陳述・弁論など 

（同時に）14 時 仙台弁護士会館「法廷外集会」 

      模擬法廷など 

17 時 仙台弁護士会館 

「記者会見＆報告集会」 

●原告団・弁護団 URL: 

http://www.nariwaisoshou.jp/ 

〈問合せ〉あぶくま法律事務所 

TEL 024-534-5151 

 

「内部被ばくを考える」 

～福島原発事故後の健康管理のあり方について 

講師□西尾正道医師 

（国立病院機構北海道がんセンター名誉院長） 

日時□10 月 21 日（日）14 時～17 時 

（開場：13 時 30 分） 

会場□エルパーク仙台 5F セミナーホール 

（仙台市青葉区一番町 4 丁目 11-1） 

〈入場無料・予約不要〉 

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 

共催□宮城県民主医療機関連合会／日本キリス

ト教団東北教区宣教部委員会／生活協同

組合あいコープみやぎ／日本カトリック

医師会仙台支部 

〈問合せ〉☎ 022-796-5272（いずみ事務局） 

      E-mail izumi@tohoku.uccj.jp 

 

 

朗読劇 「線量計が鳴る」 

―俳優 中村敦夫が書き下ろし、演じる 

元原発技術者の独白― 

日時□11 月 7 日（水）18 時 30 分開演 

会場□宮城野区文化センターパトナシアター 

（仙台市宮城野区五輪 2-12-70） 

前売り券/2000 円 当日券/2500 円 

中高生/1000 円 小学生以下無料 

主催□朗読劇「線量計が鳴る」仙台実行委員会 

〈問合せ〉080-9639-2691（服部） 

 

【編集雑記】 
●脱原発東北電力株主の会、「2018 年 6 月 27

日『第 94 回東北電力定時株主総会への事前質問

書』と東北電力の一括回答及び事後回答」を作成。

電力自由化であがく東北電力に、「東日本大震災の

3 年前の 2008 年 3 月、女川原発の敷地が水没

する高さ 22.79 ㍍の津波想定していた問題」や

「震災後 7 年間、発電していない日本原子力発電

東海第二原発から、『他社購入電力料』という名目

で、毎年 100 億円もの巨額のお金を“寄付”し

ている問題」、「変電所や送電線などの電力設備か

ら生じる電磁界の被ばくに苦しむ名取変電所周辺

住民の問題」等々追及。詳しくは、風の会ＨＰを

ご覧下さい。 （空） 
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