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再稼働阻止に向けて、まだまだやるべきことがある 
～規制委員会による女川２号機の審査が最終段階に、でも問題は山積～ 

 

9 月 2 日の『電気新聞』（電力会社の業界紙）

の記事によれば、原子力規制委員会は 8 月 30 日

に開いた審査会合（女川２号機に関しては 173

回目）で、女川原発2号機の適合性審査について、

地震・津波側の議論を終え、総仕上げの審査会合

をあと１回開くが、石渡明委員は「今後議論すべ

き論点はなくなった」と総括したと報じた。 

 さらに、9 月 19 日、東北電力は原子炉設置変

更許可申請の補正書を規制委員会へ提出し、適合

性審査は「最終段階に入った」（『朝日』9.20）と

している。 

 東北電力はこれまで審査での説明の終了を6回

にわたって延期しており、規制庁が審査書案を作

成するに当たって確認事項が生じれば、さらにま

た延期の可能性もあるが（※注）、近いうちの審査

終了があると思われる。 

※注 

http://www.tohoku-epco.co.jp/electr/g

enshi/safety/topics/o_examsitu_date.ht

ml 

 

 仮に「合格」が出されたとしても、それで即再

稼働というわけではない。実際、これまで「合格」

が出された柏崎刈羽や、40 年超の運転が認めら

れた東海第 2 なども、再稼働のメドはたっていな

い。私たちは臆することなく、再稼働の阻止、そ

して女川1号機に続く2号機の廃炉を目指して歩

みを進めていきたい。 

 

○今後の流れ 地元同意が大きな焦点に 

  

規制委員会が「適合性審査報告書案」（「合格証」）

を公表したのち、パブリックコメントを 1 か月間

求め、それに対する回答を付して最終の「報告書」

が作成され、資源・エネルギー長官に提出される。

それを受けて長官が事業者に許可を出すとともに、

知事を訪問し地元同意手続きを求める、というの

がこれまで行われてきた流れである。 

 問題はこのあとだ。いわゆる「地元同意」をど

う取りつけるかである。地元同意のステップとし

ては、・規制委員会による住民説明会 ・現在行わ

れている宮城県安全性検討会のまとめ？ ・県と

立地自治体（女川町・石巻市）の首長（および議

会）の意向表明 が最低限必要である。 

 さらに、・ＵＰＺ自治体の首長（さらに議会）の

意向も重要になってくるが、問題は住民の声が十

分反映される仕組みがないことだ。だからこそ先

の「県民投票」を求める署名が 11 万筆も集まっ

たのだ。 

 

○いまこそ「被災の実態解明」を！ 

  

これまで何度もいってきたように、女川原発は

「被災原発」であり、大きなダメージを受けてい

る。とくに目立つのはタービンの破損、および建

屋の剛性の低下だ。2 号機と 3 号機のタービンの

動翼および中間軸受台などに顕著な損傷が発生し

た。タービンは原子炉がある建屋ではないので、

安全審査としては重要性が低いようだが、破断す

れば、放射能を含む高温高圧の水蒸気がタービン

建屋に充満することになる。東北電力のレポート

によれば、「（タービンの）復旧に当たっては、建

設工事に匹敵する大規模な工事検討および工事期

間を要した」（平成 26 年 4 月）とのことだが、

その耐震性について審査で十分検討されたとはい

えない。また、女川２号機は震災後、建屋の耐震

壁に多数のひびが見つかり、地震への剛性（変形

しにくさ）が最大 70％低下している。東北電力

はこれまで過去の地震や乾燥収縮しやすいコンク

リートを使ったため、ひび割れが進んだが、建物

の耐力は鉄筋で保たれているとしている。しかし、

次の地震でひび割れが更に進み放射能を閉じ込め

 

http://miyagi-kazenokai.com/
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る機能が想定を下回ることも予想されるのではな

いか。この他にも被害があるはずだが、東北電力

は「軽微」として情報を十分に公開していない。

震災直後の写真も不十分だし、各機器、計器、配

管等が何カ所で交換されたのかも分からない。改

めて被災の全容の開示を求めよう。 

 

○「審査合格」でも安心はできない 

  

また、「世界一厳しい」（政府が勝手にいってい

るだけだが）新たな「規制基準」自体に甘いとこ

ろがある。その際たるものは、審査に「避難計画

の妥当性」が入っていないところだ。なぜ入って

いないのか？ それは、もしこれも審査にいれた

ら、日本の原発はどれも稼働できないからだ。女

川原発でいえば、30ｋｍ圏内の 21 万人を安全に

避難させるのが本来の避難だが、そもそも「まず

は 5ｋｍ圏内の避難優先で、5ｋｍ以上離れたと

ころは、避難せず屋内で待ってて下さい」「牡鹿半

島の女川原発より先のほうも、屋内退避して下さ

い」というもので、これではいくらフィルターベ

ントを使っても被ばく必至ではないだろうか？ 

さらに、石巻市や東松島市から避難者を受け入れ

る予定の仙台市は、「地震・津波と原発事故の多重

災害は想定していない」というのだ。仮に避難が

できたとしても、その後の生活再建・地域の再生

にとって、放射能被害が大きな阻害要因になるこ

とは、福島事故を見れば明らかだ。 

 また、フィルター付ベントを始め、これまでに

なかった様々な安全対策が 3000 億円以上かけ

て講じられているが、果たしてそれらを現場で十

分に使いこなせるのかが大きな疑問である。福島

原発事故も、津波の被害以降の「手順書の選択」

が問題とされるなど、現場の混乱（および本社の

対応）が被害を拡大させた。安全対策はハード面

だけでなく、ソフト面も重要であるが、規制基準

ではそこまでは判断できない。 

 その他にも規制基準では、耐震設計について一

部だけをＳクラスとし、その他はＣクラス以下と

するなど、「電力会社ががんばれば、なんとか合格

できる」範囲にとどまっていて、「放射能被害が起

こらない」ということを担保するものではない（だ

からこそ、繰り返し「安全だとは申し上げていな

い」と表明している）。審査に「合格」しても、決

して安心はできない。 

 

○安全性検討会での「委員」の疑問は 

晴れたのか？ 

 

 一方、この間の遅れをとり戻すかのように精力

的に取組まれている「宮城県安全性検討会」だが、

東北電力の膨大な資料の説明に、委員はなんとか

理解し批評を加えようとしているが、十分かみ合

っているとは言えない。しかし、その中で時たま

委員が「これはどうなのか」と疑問を呈するが、

東北電力は通り一遍の説明をしてお茶を濁す、と

いうことが続いている。たとえば、委員が「もし

防潮堤が壊れた場合はどうするのか」と聞いたと

ころ、「壊れることは想定していない」との答えだ

った。しかし、一方で「津波が防潮堤をこえてき

た場合」は一応想定しているので、壊れる場合も

想定してもよさそうなものである。「放水砲で効果

はあるのか？」との疑問についても有効な答えが

なかった。「確率で判断すべきではない」との意見

も実質無視された形だ。こうして、委員が時折疑

問を呈しても、東北電力は答える範囲でしか答え

ず、検討会自体はスケジュールを消化する、とい

うのが現実である。これに対する根本的な対策は、

まずは東北電力抜きで会議を行うこと、そして検

討会の委員と市民の懇談・意見交換の場を設ける

ことである。いまからでも遅くないのでぜひ実現

してほしい。 

 

○再び県議会で「県民投票」条例の 

質疑・採択を！ 

 

 この 10 月には宮城県議会議員選挙が行われる。

先に述べたように、住民・県民の意志を十分に反

映される仕組みがないなか、「県民投票」は有効な

手段だ。にもかかわらず、その機会を奪った議員

を交替させるチャンスだ。 

 私たちとしては、まずは女川原発の再稼働に反

対する議員を、そして反対しないにしても、県民

投票に賛成する議員が議会の過半数になることを

望む。宮城県民の思いで女川原発再稼働を止める

ために、みなさんと共にがんばっていきたい。 

（風の会事務局 舘脇） 

 

●決める会 報告集 

『11万署名は語り続ける』 

発行のお知らせ 

 

女川原発再稼働の是非を問う県民投票条例制定

を求める県民投票運動 報告集『11 万署名は語り

続ける』（A4 版 79 頁）が出来ました。 

「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」ＨＰで公開中です。 

HP：https://minnadekimeru.jp/ 
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第 18 回女川原子力発電所 2 号機の安全性に関する検討会（傍聴報告） 

・・・早く議事録が見たい・・・ 

 

2019 年 8 月 2 日（金）9：30 から「第 18

回女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討

会」が開催されました。傍聴者は、中嶋県議含む

6人と、報道関係者 4名でした。翌日河北新報に、

記事が載りました。 

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/

201908/20190803_11050.html 

委員の欠席者は、午前中は、今村さん長谷川さ

ん、午後は、栗田さんでした。議題は「新規制基

準適合性審査申請」の「重大事故対策（放射性物

質の拡散抑制等）（炉心損傷防止）」、「津波（耐津

波設計方針等）」でした。資料は下記の宮城県原子

力安全対策課 HP にアップされる予定です。 

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

kentoukai.html 

印象に残った点だけ報告します。 

 

１．資料-２「重大事故対策（重大事故等対処

設備）」について 

放射性物質の拡散抑制等について、話された。 

・兼本さん・・・色々と新設の設備が加わってい

るが、せっかく付けたのに使えないとなると困る

と懸念表明。 

・岩崎さん・・・Ｐ31 放水砲で、大気への放射

性物質の拡散抑制とあるが、性能評価を書くべき

と抗議しながらの意見。 

・若林さん・・・Ｐ66～68 炉心損傷、格納容

器破損、使用済み燃料プール燃料損傷が、重なっ

て起きた場合は、大丈夫かとの懸念。 

 

２．参考資料  岩崎委員からの指摘で、女

川原発が地震の影響を受けたプラントとして

国は、どう審査し評価したかの回答について 

建屋のひび割れによる初期剛性の低下等を踏ま

え、耐震補強しての耐震評価の方針の下で、建屋・

機器配管系の耐震評価を現在審査中。原子炉設置

変更許可後、安全性検討会で、国の担当者による

説明が可能との事（令和元年 7 月 8 日） 

岩崎委員はあっさり了解していた。（こんな薄

っぺらな内容でいいのかな？住民への説明会は

「なし」もありなのか？） 

 

２．資料-4「津波（耐津波設計方針）」につ

いて 

・首藤さん・・・P21～ 防波堤が壊れた場合に、

他の対策で防止するとはならないのか？に対して、

電力の回答は、防潮堤の高さを超えた場合につい

ての対策を説明し、答えになっていない。 

・関根さん…Ｐ56～57 防潮堤を作ってから土

台を改良地盤で変える事の矛盾を指摘。 

 

●今回は特に話している内容が聞き取りにくかっ

た。早く議事録を公表して欲しい。第 17 回（6

月 7 日）の議事録は、未だである。14：55 頃に

終了した。 

（2019.8.6.記 兵藤則雄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19 回女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会（傍聴報告） 

・・・フィルターベントは原発周辺の人々を犠牲にすること・・・  

 

2019 年 8 月 30 日 10 時から「第 19 回女川

原子力発電所２号機の安全性に関する検討会」が

開催されました。傍聴者は、中嶋県議含む4人と、

報道関係者 3 名でした。翌日河北新報に、記事が

載りました。 

委員の欠席者は、今村さん、首藤さん、鈴木さ

んでした（意見が聞きたかった。残念！）。議題

は「新規制基準適合性審査申請」の「重大事故対

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201908/20190803_11050.html
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201908/20190803_11050.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kentoukai.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kentoukai.html
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策（格納容器破損防止）」、「事故対応の基盤整備（制

御室、緊急時対策所）」でした。資料は下記の宮城

県原子力安全対策課 HP にアップされる予定です。 

 

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

kentoukai.html 

印象に残った点だけ報告します。 

 

●大森克之宮城県環境生活部長があいさつの中で、

原子力規制委員会から東北電力が 8 月 21 日に女

川原発３号機放射線モニタが台数不足で「保安規

定違反の判定」を受けた事や、8 月 28 日には、

女川原発２号機の燃料プールの冷却ポンプが停止

した事で、遺憾の意を示された。又 9 月 2 日には

立ち入り調査をする事の報告があった。 

 

１．資料-２ 「重大事故対策（格納容器破損

防止）」について 

・岩崎さん・・・（Ｐ15～）有効性評価解析コー

ドの不確かさが規制委員会と電力共にかなりある

ので、具体的に合っていることを示して欲し

い。・・・電力は後で提示すると回答。 

（Ｐ18）格納容器破損に至る現象で、福島の知

見が生かされ評価が妥当であると表現できないか、

検討して欲しい。・・・電力は表現を補強すると回

答。（福島事故の炉心の状況が、よく分かっていな

いのに、安全宣伝をせよということか？）  

・関根さん・・・（Ｐ12、13、22、23 など）

前提、根拠、過程が分からず、最後に何を言って

いるのか良くわからないので、分かりやすく表現

して欲しい。・・・電力は再度表現を検討すると回

答。（多量の情報をはしょって説明している様であ

る。） 

・栗田さん・・・（Ｐ58） 水蒸気爆発は繰り返し

起こらないのか。・・・電力は、「100％溶融炉心

が落ちて水蒸気爆発が起こったとしたらこの位の

○○（聞こえなかった）で、大規模な水蒸気爆発

は起こる可能性は十分に低いので影響はない。」と

回答。 

・源栄さん・・・巨大地震が起こった場合は、何

回も繰り返し地震が来る。その余震の考慮はどう

なっているか。・・・電力はどう考えるべきかを検

討させてほしいと回答。 

・兼本さん・・・（Ｐ2，3）炉心損傷と炉心溶融

の言葉の整理をして欲しい・・・電力は整理する

と回答。 

・岩崎さん・・・（Ｐ65～66）フィルターベント

で、圧力計が調子悪い場合はどうするか。・・・電

力は温度など他の具体的パラメーターから推定す

ることを後に説明する、と回答。 

・関根さん・・・（Ｐ65～66）フィルターベント

を最後に手動でやるのに、現場に行けるのか。・・・

電力は遠隔で操作すると回答。 

 ・（Ｐ50）判断基準 100ＴＢｑの根拠は。・・・・

電力は、福島事故時の放出量は 15,000ＴＢｑな

ので、基準はその 100 分の 1 程度で、海外でも

採用されていると回答。栗田さんから、環境への

影響がどれくらいかという表現の方が良いので

は？とあり、今後も電力が説明するとなった。 

・電力から・・・（Ｐ61）従来なかったドライウ

ェル床付近に温度計を付けたことが報告された。

（そこは溶融物で壊れないのか？） 

 

２．資料―3,4「事故対応の基盤整備（制御

室、緊急時対策所）」について 

・電力が、制御室・緊急時対策所の被ばく評価の

説明をした。 

・源栄さん・・・いちばん厳しいのは、風がなく

地表を這うような拡散の時だ。そういう評価をし

ているか。・・・電力は、制御室関係は放出源が

高い所にある（36ｍ、80ｍ）し、年間の気象条

件の厳しい所の大きい方から 3％を採用し、さら

に２倍し、「拡散しない」としていると回答。（理

解が、難しい。緊急時対策所への放出源も、原子

炉建屋 0ｍ。） 

・岩崎さん・・・フィルターベントを使う事で放

射性物質を減少させるのは明らかなので、迷って

遅れることがないように、積極的に使うような事

故対策をとる方法を考えていただきたい。・・・

電力は貴重な意見として受けると答えた。（緊急

事態では、原発に近い所は犠牲になっても仕方な

いという事の様である。自治体への連絡が、うま

くいくのか疑問である。）15：27 に終了。 

 

●今回の「事故対策」はかなり専門的で、委員の

方々も理解に苦しんでいる様であり、また安全性

を宣伝するような意見も見られた。 

（2019.9.2.記 兵藤則雄） 

 

 

「第 20回女川原子力発電所２号機の 

安全性に関する検討会」 

日時□10 月 11 日（金）9 時 30 分～16 時 30 分 

会場□ホテル白萩 ２階 錦の間Ｂ 

（仙台市青葉区錦町 2 丁目 2-19） 

議題□各論点の説明、検討ほか／東日本大震災

後の施設の健全性について（炉内点検、

確認手法、設備被害及び点検・評価結果）

／新規制基準適合性審査申請について 

（地震－耐震設計方針） 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kentoukai.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kentoukai.html
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改めて 「福島原発事故はＩＣの継続作動で防げた！」 
 

昨年３．１１のパンフ出版後、より多くの補

強考察を行なってきましたが、その中での“弱

み”だったＩＣ（非常用復水器）継続作動によ

る事故軽減の可能性について、追加の裏付けが

ありました。 

筆者は、東電が事故後一貫して主張し続けて

いる「温度降下率を遵守するため、地震後に自

動起動したＩＣ２系統を手動で停止した」とい

う“言い訳”は、『保安規定』に原子炉スクラム

時は「運転上の制限（温度降下率）は適用され

ない（＝遵守不要）」と明記されている事実から、

“完全に論破”したものと思っています。そし

て、実際の運転員のＩＣ１系統の３度の手動操

作時（津波前）の全てで、温度降下率（５５℃

／時）はまったく遵守されていない実態も示し

ました。不思議なのは、上記の東電の“（手動停

止の）言い訳”に異を唱えない誰一人として、

「（その直後の手動操作時に）温度降下率が遵守」

されたのかどうかを検証もせず、問題視してい

ません。それは、「でも、津波で全電源喪失し、

ＩＣもＨＰＣＩ（高圧注水系）も機能喪失した

のだから、地震直後の運転員のＩＣ操作の不適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切性など、もはやどうでもいい＝問題外」とい

う“思考停止”に、多くの専門家が陥っている

からなのではないでしょうか。 

でも、原子力資料情報室・上澤千尋氏から提

供された福島第一原発安全審査時の「第７２部

会資料」には、ＩＣの強力な冷却力で津波前ま

で炉心を十分に継続冷却・減圧ができていたら、

事故を軽減もしくは大事故に至らせずに収束で

きた可能性が高いことが示されています。ただ

し、その解析は、原子炉停止直後（崩壊熱が大

きい時点）から作動し始め、冷却に使用するＩ

Ｃタンク水の水温も１００℃を想定するなどの

厳しい条件下でなされており、実際の福島事故

時とは違っています。それを補うのが、事故当

時の条件を前提とした「ＪＮＥＳ解析」で、Ｉ

Ｃ２系統が自動起動後にそのまま作動し続けた

ら（図の点線）、津波前までに約１ＭＰａ（１７

５℃）付近まで減圧冷却できたことがわかりま

す。 

でも、特に津波襲来時までの外挿（点線）の

正しさが気になっていました。 

そうしたところ、先日、ＩＣの継続作動によ

る減圧・冷却を推定できる文献［１］を見つけ

ました。使用された解析モデルで地震後の自動

起動後から手動停止までの原子炉圧力変動は再

現できているため、その解析はほぼ正しいと思

われますが、それにＪＮＥＳ同様の外挿を行な

うと、地震発生の１４時４６分から約２０００

秒（≒３４分）後の１５時２０分頃までに、や

はり約１ＭＰａ（１７５℃）付近まで減圧・冷

却できることが分かります（ある意味“当然”

ですが）。 

従って、ＩＣを自動起動後に継続作動させて

いれば、津波襲来までに、原子炉を「冷温停止」

に導くＳＨＣ（停止時冷却系）を起動させるこ

とができた＝十分に炉心冷却・減圧できたこと

は、もはや“証明済み”で、その低圧・低温状

態に一度到達すれば、津波後の事故対応に決定

的な余裕をもたらしたことは確実です。そして

それは、『保安規定』でも認められた異常発生時

（スクラム時）の適正な運転方法だったのです。 

しかも＜何度も繰り返しますが＞、ＩＣを継

続作動させていれば、津波前に「ブタの鼻」か

ら轟音と共に大量の真っ白なＩＣベント蒸気が

激しく噴出することから、誰もが「目と耳で」

ＩＣの作動を正確に確認でき、津波（またはＳ

ＨＣ作動）によるＩＣ停止（モヤモヤ蒸気のみ）

を誰もが正しく認識できたはずで、早期の代替 
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策・炉心冷却確保に移行できたはずですが、実

際には誰も津波後のＩＣ停止を認識せず、漫然

と“様子見”して、早期の事故拡大・炉心溶融

を招き、翌日の水素爆発で２・３号機の事故対

応にも決定的な悪影響を及ぼし、３機の共倒れ

（＋４号機の水素爆発）を招いたのです。 

＊文献［１］ 玉井秀定ら「ＴＲＡＣ－Ｂ

Ｆ１を用いた福島第一原発１号機の事故に

おける非常用復水器の影響に関する検討」日

本原子力学会和文論文誌，

Vol.11,No.1,p.8-12（2012） 

＜2019.8.4 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループ Ｉ） 

 

＜9.23 追記＞ 

●規制委の「福島原発事故調査再開」に 

期待すること！ 

 

原子力規制委員会は９月４日「福島原発事故

調査を再開」することを表明し、９月１１日に

具体的な進め方を決定。 

9.5 朝日によれば、「当時、運転員らが機能を

十分に理解していなかったと指摘されている」

１号機の「非常用復水器ＩＣ」についても、敦

賀１と比較しながら「事故前の訓練方法なども

調べる」とあったため、大いに期待しましたが、

9.4 規制委文書を見てみたらそのような記述が

なく“ガッカリ”。でも、9.11 文書の検討事項に

は「１号機非常用復水器の動作条件、操作手順

及び運転員への教育内容」とありましたので、

一安心（ただし、メンバーを見て不安を覚えま

したが…）。 

筆者は、東電の事故中間報告を見て、津波後

に（唯一の炉心冷却設備だった！）ＩＣの作動

確認を、運転員・現地対策本部・東京本店のす

べての関係者がある意味“なおざりにしていた”

ことに驚き、それに先立つ地震直後（～津波前）

の「温度降下率遵守」名目でのＩＣ２系統の手

動停止（事故時に最も優先されるべき「冷却（水

位保持はＩＣでは心配なし）」を故意に中断）な

どの“常識外れ”の運転操作にも違和感を覚え、

その後（原子力資料情報室・上澤さんから送ら

れた）「保安規定（７７条３項）」で適用外（遵

守不要）とされていることを見つけました。 

ここ１～２年の間には、津波前・手動停止後

の３度の１系統手動操作時に「温度降下率」は

遵守されていないことを明らかにし、運転開始

以来の定検時に「保安規定（４１条２項）」で定

められた機能検査（模擬信号で作動することを

確認）を「単なる弁の開閉確認」で済ませてき

た（しかも４３条２項の格納容器隔離弁として

の機能検査と意図的に混同させる報告？）こと、

そのため運転員・現地・本店の誰もＩＣの作動

経験がなく、作動すれば轟音と大量の水蒸気の

雲で誰でも“耳や目で”認識できたはずの津波

後のＩＣ不作動（湯気程度）を見逃し続け、炉

心の冷却確保が最優先になされず、早期の炉心

溶融・水素爆発を招いた（その結果、２・３号

機の共倒れも引き起こした！）、ということがわ

かりました。 

また、その過程で、事故の約１年前に「地震・

津波手順書（事象手順書ＡＯＰ）」が新たに整備

されていたのに、誤記（１号機にない設備の運

転操作指示など）が放置されていた事実から、

少なくとも同手順書の訓練が（定検というチャ

ンスがありながら）なされていなかった可能性

が高いことも明らかにしました。 

その一方で、今でも限られた情報しか公開さ

れておらず、例えば通常操作の手順書は一切公

開されていないため、ＩＣ操作の適否を通常操

作の手順書上詳細に検討することはできておら

ず、また、定検でのＩＣ機能検査の詳細な規定・

手順（隔離弁検査等の区別・異同も含め）も分

からず、敦賀１との使用・検査・訓練などの詳

細な比較検討もできず、多くの点で“歯がゆさ・

2000 秒 
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不十分さ”を感じてきました。 

ある意味で‘事故（の悪化・共倒れ）を防げ

た可能性のある！’、重要性を持った１号機ＩＣ

の運転操作の適否・機能検査の実態・手順書訓

練の実態などについて、さらなる資料を公開し

た上で、徹底的に解明してほしいと思います。  

＜了＞ 

 

 

25 年目の“ピースサイクル六ヶ所行動”無事終了できました 

自転車を漕ぐ人冥利 

 

25 年目の“ピースサイクル 2019 六ヶ所行動”

（8 月 24 日～26 日）、無事終了できました。ご

協力いただきましたみなさまに心から感謝申し上

げます。 

 

＜ピースサイクル全国ネットワークの歴史＞ 

 

1986 年大阪の郵政労働者 7 名の「自分たちの

力で広島の原水禁世界大会へ行こう。労働組合が

右傾化することで平和への取り組みが無くなる」

との思いから始まりました。広島・長崎の被害か

ら、かつて日本が行った侵略戦争の加害責任の反

省と、平和を愛する人々との連帯を求める旅でも

あります。 

広島・長崎へ向かう中で各地域の人たちとの交

流や、市町村へ平和行政の充実を求める運動や、

各原発や事業者事務所などへの要請行動を行って

います。広島・長崎だけでなく、青森・六カ所村

の核燃施設問題には新しい核との闘いとして取り

組んでいます。 

 

＜仙台の仲間と交流会を持てた喜び＞ 

 

8 月 18 日の仙台交流会では、須田さん、梅森

さんはじめ、お忙しい中お集まりくださりありが

とうございます。昔、労働運動でお世話になった

中野さん（全金本山）にもお会いでき、感激しま

した。仙台でも金曜行動が取り組まれていること

を、全国で長い闘いを共有できていることのひと

つとして各地にも知らせていきたいと思います。 

以前、梅森さんのお寺でお世話になり、交流会

を開いてから何年経ったでしょうか？（私の頭髪

がふさふさしていました。須田さんはもっとスマ

ート体型だったような気がします。）毎年、今年こ

そは今年こそはと思いながら果たせなかった交流

を、果たすことができました。 

その中で、実は私は知らなかったことでしたが、

「女川原発再稼働の是非を問う県民投票条例制定

を求める県民投票」の取り組み。結果は自民・公

明の反対で否決されたとのことですが、今回の参

議院選石垣さんの勝利は、そうした取り組みがあ

ってこそ成り得たものと思います。今、私が住む

横浜市で「カジノはいらない、林市政を変えよう」

との動きがあります。私も微力ではありますが協

力し、その力をバネに衆議院選で統一候補を擁立

し、改憲させない勢力を作っていきたいと思いま

す。 

 

＜道行く人からの応援が＞ 

 

大河原町ではお孫さんにアイスを買っての帰り、

私たちを見て「頑張って、福島の人たちは大変な

のよ」とアイスをごちそうしてくれたり、道の駅

やコンビニで休憩していたら話しかけてきた男の

人たち、車の中から手を振ってくれた人たち、邪

魔だというクラクションではなく、明らかに応援

のクラクションを鳴らしてくれるトラックの運転

手さん、岩手・花泉の駅で合ったお孫さん連れの

おばーちゃんが「“私も安倍政治を許さない”のワ

ッペンをつけているのよ。私たち世代が声を出さ

ないとね」と話が弾んだこと、などの応援が、ペ

ダルを漕ぐ私たちに勇気と力を与えてくれます。

これは自転車を漕ぐ人冥利に尽きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜25 年という歳月の重みを実感しながら＞ 

  

ピースサイクル運動が始まってから今年で 34 年

目、“六ヶ所ピースサイクル”が始まってから 25

年です。8 月 16 日、茨城県・東海村での東海村

役場・日本原電訪問、地元村議との交流会等の東
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海村行動から、六ヶ所ピースサイクルはスタート

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海村から六ヶ所までの9日間を完走した仲間

は2名でしたが、途中から参加した弘前から2名、

仕事でやむなく帰京された方 1 名でした。 

 24 日の午後１時過ぎに六ヶ所役場前に到着し

た仲間は 20 名ほどです。22 日、23 日には、函

館、弘前、首都圏から参加された仲間たちと走り、

大間原発、大間町、むつ市、中間貯蔵施設、東通

原発への申し入れ行動を行ない、六ケ所役場に到

着しました。簡単な到着集会を開催し、日本原燃

の再処理工場前で、「再処理工場の本格稼働は止め

ろ！」との抗議行動を行ないました。 

 

＜原子力半島化した下北半島を再び 

北上して交流会＞ 

 

24 日、到着集会が終了し、函館、弘前、首都

圏それぞれの仲間が散会した後、私以下 5 名は毎

年宿泊する「花とハーブの里・牛小屋」で夕食、

その後、核燃料サイクル阻止１万人訴訟原告団事

務局長の山田清彦さんから「青森県原子力半島の

問題点（結局は、核のゴミの集積場と化すしかな

い？）」という危機的な状況の指摘を聞き、交流会

を開催しました。 

 25 日は終日、下北半島を北上して交流・見学

会。午前は、むつ市で活動する「核の『中間貯蔵

施設』はいらない！下北の会」との交流会。中間

貯蔵施設が最終処分場となる危険性が指摘され

ました。毎年交流会を重ねて、互いに励まし合い

ながら、各地域での市民への周知の重要性を確認

しました。 

 午後には、大間町の大間原発の敷地内で土地を

売らないで頑張っている「あさこはうす」の小笠

原厚子さんとの交流会。今年は 3 組の市民が草刈

りやお菓子作りにきていました。厚子さんが入れ

てくれたコーヒーと仲間の方が作ってくれたケー

キをいただき、真っ青な空を仰ぎ見ながら１年間

の重みを聞く。冬場、海から吹きつける吹雪の中

での生活等を考えると気の遠くなるような忍耐の

継続、ただただ「もう少しがんばろうね」と励ま

し合うことばかりでした。 

 最後は、今回初めて訪問した大間町の「会津斗

南藩資料館」で、館長の木村重忠さんから斗南藩

の歴史を聞く機会を得ることができました。以前、

千葉県・松戸で安倍政権のバック・日本会議の正

体を学び、明治維新を再評価する学習会を開催、

新聞で大間町の資料館のことを知り、尋ねたいと

思っていました。薩長両藩に最も勇敢に闘った会

津藩、敗北と同時に藩の解体と作物ができない本

州の北の果て、むつ・大間等に強制移住させられ、

斗南藩として1年9ヶ月で廃藩された武士たちの

その後の生き方を聞きました。 

 

＜緊張する六ヶ所役場、日本原燃本社、 

青森県庁要請行動＞ 

 

 26 日は、9 時から１時間六ヶ所役場、10 時

30 分から１時間日本原燃本社、14 時 30 分から

30 分青森県庁で、事前に提出していた 10 数項

目の質問についての質疑をおこないました。 

 先ず 3 ヶ所の要請行動を通じて感じたことは、

安倍政権への「忖度」が、ここでも同じように作

動していた事でした。六ヶ所役場や青森県は安全

協定の当事者にも拘らず、質問の回答で何処でも

「日本原電からは」を繰り返し、主体的な意思が

全くなくて、査察等が十分に行われておらず、日

本原燃におまかせであったことです。 

日本原燃は、竣工の 3 年間延長について、技術

者不足でフランスからの技術者の受け入れやフラ

ンスへの社員の派遣などを行なわなければならな

い状況に追いこまれていること。高レベル廃液の

ガラス固化体への移行に失敗しながらも「ガラス

固化の技術は確立している」と強調。使用済み燃

料は、全量再処理することになっていながら、六

カ所には運び込むことが出来ずに、各電力会社は

自社内で「乾式貯蔵」等をしている始末。乾式貯

蔵等されている使用済み燃料は、全て六ヶ所の再

処理工場に搬入されるのかと聞いても、コメント

できないと拒否。高レベル核廃棄物の最終処分地

への搬出は、30 年から 50 年後には搬出すると

の約束がされており、国から青森県は「最終処分

地にはしない」と確約を得ているというだけで、

主体的な働きかけは見られない。避難計画につい

ても、住民の安全な長期にわたる避難計画の策定

はほとんど困難で、形式的な取り組みでごまかし

ている。ひとたび過酷事故がおきれば、住民は棄

民されることが明らかで、「3.11」の教訓が生か

されていないと訴えました。 

 

＜25 年間の成果は？＞ 
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今回で 25 年間、3 ヶ所への訪問をしてきまし

たが、何が成果として確認できるのか。１つは、

3 年前からやっと事前回答をしてもらい、当日は

すぐに質疑ができるようになったこと。ほとんど

の市民団体がこうした取り組みができない中で実

現できていることは、貴重であると評価したいと

思います。 

2 つは、避難計画がアキレス腱であり、もっと

地元住民との連携で避難計画の不充分性を明らか

にしていくことが重要なことだと判りだしたこと。 

3 つは、「3.11」以降、脱原発の重要性につい

て気付く市民は多くなったが、核燃料サイクル・

再処理工場の中止を求める声と連携されておらず、

圧倒的に少ないこと。3 ヶ所宛のピースメッセー

ジをお願いしてきたが、脱原発は判るが、核燃料

サイクル・再処理工場の中止については判らない

という声が多数であることに気付いたこと。 

4 つは、再処理しないで直接処分をするために

は、国だけでなく私たち核燃料サイクル・再処理

工場の中止を訴える市民たちも、この問題に正面

から向き合わなければならないこと。 

5 つは、こうした現状の中で、この運動の担い

手が高齢化して継続できるのかどうか、大きな課

題となっていること。 

来年、同じような取り組みができるかどうか不

安ですが、継続していく覚悟を持って、若い世代

につなげることを真剣に考えたいと思います。 

（ピースサイクル全国ネットワーク 橋本 輝之） 

 

 

諦めず、ぶれずに… 毎週“塩釜金曜原発 NO 行動”300 回に！！ 

 

2 市 3 町（多賀城市、塩釜市、利府町、松島町、

七ヶ浜町）の仲間が集う金曜デモ（通称“金ぱつ

デモ”）が、先日 8 月 9 日に「３００回」になり

ました。“金ぱつデモ”第１回は、2013 年 9 月

13 日でした。JR 仙石線下馬駅前に夕方 5 時半

に集合し 15 分間のアピール集会、5 時 45 分デ

モ行進出発。国道 45 線を松島方面に下り、途中

集会場所に戻る形で、民家が密集している住宅道

路を行進し、下馬駅に 6 時 15 分位に戻る 30 分

コースです。今回は 52 名が参加、普段は平均 17

名の参加です。 

区切りでもあったので、多くの参加者にツイー

トの形で感想を上げてもらったなかで、特に毎回

参加されている市会議員さんの感想が印象的でし

たので、紹介させて頂きます。 

 “東北大震災”少し前に多賀城市議になられた

Ｔさん。福島原発事故が頭を離れず、議会の度に

様々な角度から原発問題を取り上げて、市長と論

戦してこられた。常に「原発は国の基幹エネルギ

ーだ」として聞く耳を持たなかった市長が、多賀

城市民の県民投票運動を見聞きして今期のＴさん

からの「新聞社の原発アンケートにどう答えます

か？」との議会質問に、初めて「どちらかと言え

ば、原発より自然エネルギーの方が良いと思う」

と答えたのです。諦めず、ぶれずに脱原発議論を

発信し続けたＴさんの努力が、ようやくその答弁

を導き出すまできたのです。 

 自分が“原発 NO 運動”に関わり、機関紙『鳴

り砂』に出会って 2 年。今こうして皆さんに地域

の活動を報告出来るのがめちゃ嬉しいです。 

 （木伏） 

山形金曜デモ 300回記念行動 

 

 ご無沙汰しております。猛暑がやっと過ぎて、

金曜デモもやりやすくなってきました。参加人

数は減少気味ですが頑張っています。そのデモ

も 300 回記念行動を迎えるまでになってしまい

ました。 

 

日時□10 月 20 日（日） 

会場□山形市第２公園（十日町 4-1-11 付近） 

13 時 15 分～集会 14 時デモ出発 

〈交流会〉15 時 20 分～山形まなび館交流ルー

ム２（「未来のエネルギーを考える会」で借用） 

〈問合せ〉事務局 石沢光博 ☏090-2844-8020 

メール ishizawamitsuhiro @gmail.com  

 

 

●訃報 
風の会会員の小野寺哲さんが、7 月 3 日、永眠

されました。享年 93 歳。小野寺さんは、旧満州

で敗戦後、2 年間シベリアに抑留され、生き延び

て帰仙。その体験から、「平和を守る戦中派の会」

を結成し、戦争反対の運動を貫いてきました。 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

なお、12 月 1 日（日）15 時から「小野寺哲

さんをしのぶ会」が開催されます。会場：仙台市

市民活動サポートセンター6 階セミナーホール。

主催：百万人署名運動・宮城県連絡会。（空） 
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いま大崎住民訴訟は 

一地域の闘いの枠を超えるものに 

 

差止め仮処分の抗告は仙台高裁により不当にも

却下されました。 

住民訴訟は継続中で、第６回公判を迎えようと

しています。 

仙台高裁の不当な抗告却下のあと、司法に対す

る落胆と諦念めいた雰囲気のなか、裁判への関心

の希薄化が懸念されます。 

大崎市と大崎広域行政事務組合(広域組合)は我

が意を得たりとして、年内にも本焼却を開始しよ

うと準備に余念がありません。 

そんな中での動きについて、簡単に report し

たいと思います。 

 

○差止め仮処分即時抗告と住民訴訟 

 

あまりにも仙台地裁の決定が杜撰なものだった

だけに、仙台高裁では逆転勝訴を期待しました。

ところが、7 月 19 日に出された高裁の決定は、

抗告を棄却する、とするものでした。その決定を

受けて広域組合は、さっそく 7 月 22 日から 26

日に試験焼却第 6 クールを行いました。まずは、

司法の独立性を疑わざるをえません。 

仮処分申立・抗告での争点は、“覚書違反”と“平

穏生活権”でした。高裁決定ではいずれも第一審

決定を支持しただけでなく、さらにそれを補強す

るような強引なものでした。平穏生活権の立証責

任を抗告人側(住民)に求めるなど、とても信じら

れないことです。およそ公平であるべき司法への

期待をおおいに裏切るものです。社会通念や過去

の公害裁判の歴史に照らしても、到底承服できる

ものではありませんでした。 

今後は、仙台地裁で継続中の住民訴訟に焦点が

移っていきます。弁護団によれば、原告側の主張

は出そろい、次回は被告の反論が示されることに

なっているとのことです。次回第 6 回公判に是非

足を運んでいただき、傍聴人であの 102 号法廷

を埋め尽くしたいと願っています。 

 

○大崎住民訴訟を支援する会発足 

 

 県レベルでの支援団体の立ち上げが決まりまし

た。 

大崎住民訴訟は一地域の闘いという制約を帯び

ていたと思います。しかし、汚染廃棄物問題は一

地域の枠に押し込められるような問題ではないの

です。全県民の問題であり、またさらに全国民の

問題でもあるわけなのです。福島第一原発事故で

広範囲にばらまかれた放射能の処理についての政

府の方針の誤りを、またそれを受けての県の姿勢

を、問い質していかないと解決はしません。汚染

廃棄物焼却は、汚染土の公共工事での再生利用、

指定廃棄物最終処分場建設などと密接に繋がって

いるというか、それらの延長線上にあるわけなの

です。大崎での訴訟はそのような位置づけにある

ことを再認識する必要があります。 

そこでまず県レベルでの支援体制ができ始めた

ことは、おおいに期待したいところであります。

「支援する会」の発足は、大崎住民訴訟を、一地

域の闘いの枠を超えるものに昇華させてくれる力

となっていくものと思います。 

そして、全県レベルからさらに全国レベルで展

開することのきっかけとなるに違いありません。 

皆さん、是非結成集会に参集することを呼びか

けたいと思います。 

 

○原告団の組織強化と活動 

 

原告団は住民訴訟を闘い抜くための組織強化を

取り組み始めています。役員体制の補強・強化で

す。副団長を複数化し、事務局を大幅に増員して

いくことを考えています。 

そうしたなかで、まずは住民運動を盛り上げて

いこうとしています。施設周辺住民に対し裁判の

経過報告集会・意見交換会を開催していきます。

まず、焼却施設の一つがある岩出山と最終処分場

のある三本木で開催し、順次残りの焼却施設のあ

る古川、涌谷へと広げていく段取りです。 

広域組合の副管理者（加美・色麻・美里・涌谷

の 4 町長）に、直接働きかけることも考えていま

す。 

八方手を尽くした宣伝活動を展開し、地元での

裁判への関心を喚起することが、前述の支援団体

の結成に応えることにもなります。 

（船形山のブナを守る会 芳川良一） 

 

〈今後の予定〉 

10 月 2 日（水） 午前 10:30～11:00 

 仙台地裁 102 法廷 住民訴訟第 6 回公判 

10 月 12 日（土） 午後 1:30～ 

  「大崎住民訴訟を支援する会」結成集会 

仙台弁護士会館  
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脱原発県議の会３名 

オンカロ（放射性廃棄物処理施設）など欧州視察を報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

『脱原発をめざす宮城県議の会』所属の県会議

員 7 名は、昨年 9 月にフィンランド・オーストリ

ア・ドイツ 3 国を再生可能エネルギー先進国の現

状および原発の特定放射性廃物処理場の行政施設

を行いました。その中の 3 名、菅間進さん・坂下

康子さん・岸田清実さんが、8 月 17 日午後の夏

のエネシフカフェ（主催：エネシフみやぎ）で視

察の報告を行いました。以下、3 氏の報告で特に

印象に残った箇所を紹介します。 

 

○フィンランドの核最終処分場オンカロを 

見学(見学料 1 人 23 万５千円は自己負担) 

 フィンランドは化石燃料をロシアから輸入して

いる国で、エネルギー自立をめざし原発推進を国

政としています。そのフィンランドで、原発２社

の負担(政府の予算措置なし)で 3500億円をかけ

て核の最終処分場をオルキルオト・オンカロに建

設中です。フィンランドは地震のない国で、しか

も固い岩盤地層に処分場が作られているのが特徴

です。使用開始は 2024 年の予定。 

 

○1978 年国民投票で脱原発を決めた 

オーストリア 

 1978 年オーストリアは新設された原発の稼

働直前に国民投票を行い、原発稼働中止を決定。

以後再生可能エネルギーの取り組みを進めていま

す。その中心が木質バイオマスで、熱利用に 85％、

発電に 15％利用されています。政府は 2017 年

に 2030 年までに電力消費を再生可能エネルギ

ー100％とする目標を掲げました。2017 年時点

ですでに 30％が再生可能エネルギーです。 

 

○ドイツは地域電源をベースロードとする 

考え方 

 ドイツのライン・フンスリュック郡を見学。仙

台市の 1.2 倍の広さに人口 10 万人が住む郡で、

137 の自治体で構成されています。地域電力の自

立をめざし、2007年の 27％を 2012 年 100％

にし、2017 年には 300％を達成しています。

主力は風力(建設地は公有地)ですが、民間家庭の

太陽光も 16％を占めます。また自治体が地域エ

ネルギー公社を立ち上げ、一般家庭対象に熱供給

を行い、石油消費を減らしています。 

 

○エネルギーの自立を進め、地球温暖化と 

難民増加を阻止したいと熱く語る 

 ライン・フンスリュック郡気候保全マネージャ

ーのウーレ氏は次のように熱く語ります。 

「まずエネルギーの自立が地域の活性化につなが

る。地域の中で金が回るからだ。しかも地球温暖

化ストップの切り札にもなる。地球温暖化に伴う

難民の増加を防げる。このような再生可能エネル

ギーの特徴をしっかりと訴えていけば、住民は喜

んで受け入れてくれる。」 

（報告 きらきら発電事務局 広幡 文） 

 

 

8･17「女川から未来をひらく夏の文化祭」に参加して 

原発近くの海岸では複雑な思いを… 

 

今回の「女川 夏の文化祭」には、2005 年～

2009 年の卒・入学式で「君が代」斉唱時に、６

回の不起立をして処分を受け続けた根津公子さん

と、『河原井さん・根津さんらの「君が代」解雇を

させない会』の会員 2 名で参加しました。 

私たちが「女川 夏の文化祭」に参加しようと思

ったのは、させない会の集会で講演してもらった

浴田由紀子さんからチラシをもらい、誘われたか

らです。私は十数年前、サンマの出荷前の時期に

女川を訪れ、女川の人々の素朴さ、趣のある女川

の町並みに好印象を持ち「また訪ねたい」との思

いを抱いていました。そして、2011 年 3 月 11

日の東北の大地震で、リアス式海岸の女川の町は

ひとたまりもなく壊滅したのを知り、“あの女川の

町が“と衝撃を受けました。そんな思いを持ち続

けていたとき「女川 夏の文化祭」への参加の誘い
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でした。 

 

16 日の夜行高速バスに乗り、翌朝 6 時に石巻

駅にたどり着き、レンタカーを借り、まずは石巻

の海岸を訪ねました。海岸線は巨大な高さ 5.4ｍ

の防潮堤で覆われ、海岸はどこにも見えません。

防潮堤の上に登り周りを見渡すと、防潮堤を挟み、

かたや海、かたや工場地帯、異様な光景が広がっ

ていました。 

9 時半ごろ、やっと会場の「女川町まちなか交

流館」に到着しました。あの女川の町並みはどこ

に行ってしまったのか！ 十数年前とは全く様変

わりした町の様子に驚かされました。 

 

文化祭のオープニングは竹浦獅子振り。子供た

ちの歌声、男の威勢のいい踊りに魅せられました。 

13：30 から神田香織さんの講談『福島の祈り 

ある母子避難の声』。福島県出身の神田さんからは、

福島原発事故により故郷が壊滅された悔しさ、悲

しさ、許せない思いが、強く伝わってきました。 

15：30 から上映された『伝言料理』。内容は

代表の阿部みきこさんの娘さんたちがおばあちゃ

んの作っていたサンマの昆布巻きを試行錯誤して

作り、受け継いでいくというものでした。「おばあ

ちゃんがサンマの昆布巻きを作っているときその

味付けを盗もうとしたけど、ちょっとよそ見をし

た瞬間に味付けは終わってしまった」。そこから娘

さんたちの味付けの試行錯誤が始まる。「砂糖こん

なもんじゃない。みりんもこのぐらいかな。醤油

は？」かなり大雑把。おいおいもう少し丁寧にや

ったらと突っ込みたくなるくらいでした。でも受

け継がれていく家庭料理なんてそんなものでしょ

うか。 

 

翌 18 日、「講談師・神田香織さんと行く女川原

発見学ツアー」の前に女川の町を車で回ってみま

した。高台に建つ女川中学校の構内に入ると、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年 3 月の卒業生による石碑が建っていま

した。この石碑に次のような碑文が書かれていま

した。 

 

“東日本大震災で多くの人の尊い命が失われ

ました。地震後に起きた大津波によってふるさと

は飲み込まれ、かけがえのないたくさんの宝物が

奪われた。 

「これから生まれてくる人たちに、あの悲しみ、

あの苦しみをあわせたくない!!」その願いで、「千

年後の命を守る」ため対策案として、①非常時に

助け合うため普段から絆を強くする。 ②高台に

町を作り避難路も整備する。 ③震災の記録を後

世に残す。を合言葉に私たちはこの碑を建てまし

た。 

ここは津波の到達した地点なので絶対に移動

させないでください。もし大きな地震が来たらこ

の石碑より上に逃げてください。逃げない人がい

ても無理矢理にでも連れ出してください。家に戻

ろうとしている人がいれば絶対に引き止めてく

ださい。笑顔あふれる町になっていることを祈り、

そして信じています。” 

 

阿部みきこさんは、今回の地震・津波の教訓に

ついて下記の様に語っていました。 

「女川町は今までに何回も地震による津波の被

害にあっている。自然の力に逆らっても勝てない

のです。どんなに高い防潮堤を作っても必ず乗り

越えられます。そこで、まず海岸道路を防潮堤と

同じ高さ 5.4 メートルにかさ上げし、町の住居、

施設をその上の高台に築く。さらにまた、上に高

台を作る。高台への道路も整備していく。津波が

来たらまず上に逃げる。“逃げる”が女川の合言葉

です。これが今回の地震津波で得た教訓です」。中

学生の思いは確実に女川町の建て直しに生かされ

ていると感じました。 

女川原発ツアーでは、女川原発立地の岩盤が地

表に近かったため、岩盤に杭を打ち込まず、安易

に海面から 13.8ｍに原発は建てられたことを知

りました。今回の地震津波は 13ｍの高さに達し、

原発建屋の 80ｃｍ下まで迫りながらも、原発が

何とか破壊を免れたのは全くの偶然だったのです。

言葉を失います。震災当時、女川原発の体育館が

避難場所になり、わざわざ 3 ヶ月も住民を生活さ

せ続けたそうです。その結果、世界原子力発電事

業者協会から表彰されたといいます。何というお

ぞましいことでしょうか。原発近くの海岸では海

水浴を楽しむ多くの人々を見かけました。複雑な

思いを持ちました。原発再稼働は決して許しては

いけないと強く思ったツアーでした。 
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（佐藤茂美） 

●好評発売中 ―――――― 
『原発のない女川へ 

―地域循環型の町づくり』 

篠原弘典・半田正樹／編著 9月10日発行 

Ａ５判並製・240頁 定価＝本体2400円＋税 

 

第１章 原発の「安全神話」はいかにして作られ

たか 

Ⅰ．福島原発が示したこと…小出裕章 

Ⅱ．女川原発の現状と今後…石川徳春 

第２章 原発の「経済神話」 

Ⅰ．原発立地自治体の財政と経済…田中史郎 

Ⅱ．女川原発と町経済・町財政…菊地登志子 

第３章 原発の「地域社会分断」作用 

Ⅰ．原発が地域を破壊する…西尾 漠 

Ⅱ．女川の漁民は原発建設計画にどのように抵

抗したのか…篠原弘典 

Ⅲ．原発立地を跳ね返した地域─地元住民の感

性と論理…半田正樹 

第４章 地域循環型社会をめざして 

地域循環型社会として自立する女川…半田正樹 

 

「東日本大震災」の災禍からいちはやく再起し、

「復興のトッ プランナー」として耳目を集めてき

た女川町。次は、原発のない町づくりの「トップ

ランナー」をめざす。ゴールは、地域循環型社会

としての自立！ 

 

発行・社会評論社 注文はメール 

book@shahyo.com FAX 03-3818-2808 

【本の産直販売案内】領価2400円 

（税・送料は出版社負担） 

 

●株主の会「資料集」発行 
脱原発東北電力株主の会がまとめた、資料集

『2019 年 6 月 26 日「第 95 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』（A4 版 36 頁）ができました。 

風の会ＨＰで公開中です。 

なお、印刷した冊子をご希望の方は、下記宛に、

メール・ＦＡＸ等でご連絡下さい。 

送料無料で贈呈します。 

〈連絡先〉〒980-0811 

仙台市青葉区一番町 4－1－3 

仙台市市民活動サポートセンター内 LC No.76 

        みやぎ脱原発・風の会 

電話＆FAX 022－356-7092（須田） 

hag07314@nifty.ne.jp 

 

 

東京電力旧経営陣３被告に無罪判決 

-誰も責任を取らない！- 
 

ご通行中の皆さんこんばんは！私たちは脱原発

みやぎ金曜デモです。 

昨日 9 月 19 日に、原発事故の刑事責任を問う裁

判の判決が下されました。 

東電旧経営陣の３被告とも無罪という、驚くべき

判決です。 

検察官役の指定弁護士は、「国の原子力行政に忖

度（そんたく）した判決だ」と批判しました。 

 

 一体、こんな判決が下されていいのでしょうか？ 

 史上最悪の原子力災害を起こし、多くの人々を死

に追いやっても、また、数多くの人々の故郷を奪っ

ても、誰も責任を取らない。日本社会の無責任・無

道徳体制を追認する最低の判決です！ 

 

 一方、判決では、「津波について、想定できるあ

らゆる可能性を考慮し、必要な措置を講じることが

義務づけられれば、原発の運転はおよそ不可能にな

る」とも述べています。 

 これは全くその通りです。 

 逆にいえば、運転している原発には完全な安全性

は求められていないのです！ 

 そうである以上、原発の運転を止めることこそ

が、完全な安全性につながるんだということを、こ

れからも粘り強く訴え続けていきましょう！ 

 

（9 月 20 日、「脱原発みやぎ金曜デモ」で読み上

げたメッセージより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:book@shahyo.com
mailto:hag07314@nifty.ne.jp
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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 343回 福島原発事故を 

忘れない！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 29 日（日）肴町公園 

（15 時集会、15 時 20 分デモ出発） 

10 月 4 日（金）勾当台公園野外音楽堂 

10 月 11 日（金）肴町公園 

10 月 18 日（金）錦町公園 

（18 時 10 分集会、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 

 

≪仙台高裁での、今後の裁判期日≫ 

公正な判決を求める共同署名 

（いわき＆生業）に協力を！ 

☆「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟 

控訴審第１陣（8 時 15 分片平三角公園集合） 

第 7 回公判 9 月 27 日（金）10 時～ 

「原告本人尋問」6 名 

第 8 回公判 12 月 3 日（火） 

 

☆『ふるさとを返せ』福島原発避難者訴訟 

控訴審第 8 回公判 

 11 月 12 日（火）結審・最終弁論予定 

 

みやぎ福島原発損害賠償請求訴訟 

（ふるさと喪失訴訟）  仙台地裁 

第 29 回公判 10 月 15 日（火）11 時～ 

第 30 回公判 12 月 17 日（火）10 時 30 分～ 

 

放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟 

第６回公判 10月2日（水）10時30分～11時 

仙台地裁102号法廷 

 

「大崎住民訴訟を支援する会」結成集会 

「市民が検証する放射能汚染」 

講師□青木一政氏（ちくりん舎） 

日時□10 月 12 日（土）13 時 30 分～ 

会場□仙台弁護士会館 4 階 

参加費□500 円 

〈事務局〉電話 070-2010-3777 

FAX 022-379-3777 

メール Hirohata3777@outlook.jp 

エネルギーの地産・地消をめざして 

みやぎの市民共同発電所と県の再エネ施策 

日時□10 月 13 日（日）13 時～15 時 30 分 

会場□仙台市市民活動サポートセンター6F 

（仙台市青葉区一番町 4-1-3） 

第 1 部 みやぎの市民共同発電所の報告 

第 2 部 地域電力と自治体政策 

主催□エネシフみやぎ 

きらきら発電・市民共同発電所 

共催□おながわ・市民共同発電所／あいコープ

みやぎ／ひっぽ電力株式会社／ 

みやぎ地域エネルギー合同会社 

〈連絡先〉022-746-3224 松浦 

 

白石草氏仙台講演会 

ビデオジャーナリストレポート 市民による検証 

～チェルノブイリ 33年・フクシマ 8 年 

日時□11 月 30 日（土）13 時 30 分～16 時 

会場□仙台市市民活動サポートセンターB1F 

市民活動シアター 

〈参加費無料〉 

主催□放射能問題支援対策室いずみ 

〈問合せ〉022-796-5272 いずみ 

E-mail izumi@tohoku.uccj.jp 

 

 

 

【もくじ】 
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