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発行●みやぎ脱原発・風の会 

〈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 

電話＆FAX 022－３５６－７０９２（須田） 

http://miyagi-kazenokai.com/  

《郵便振替口座》02220－3－49486 

会費●3000 円 賛同会費●1000 円／年 
2-107 号（通巻 286 号）2020.7.20. 

 

村井知事の再稼働同意を許さない県民の声を結集しよう！ 

この秋が最大のヤマ場に 
 

宮城県内でも新型コロナウィルス感染者が累計

132 人（7 月 18 日現在）に達するなど、まだま

だ感染状況が落ち着いたとはいえない中にもかか

わらず、宮城県は 6 月 26 日、突然「女川原子力

発電所に関する住民説明会」の開催を発表した。

これによると住民説明会は、8 月 1 日から 19 日

まで、女川・石巻など 7 カ所で行うとしている。 

 また、それに先立ち 7 月 29 日には、おそらく

最後になるであろう安全性検討会の開催が予定さ

れているが、なんと時間はたった 45 分としてお

り、まさに「形だけ」の〝修了式〟になる可能性

が高い。 

 一方、7 月 6 日には、石巻市民 19 人が訴えて

いた「同意差し止め」の仮処分について、仙台地

裁が却下の決定をだした。債権者（原告）は 10 日

に即時抗告を行ったが、この決定が再稼働を進め

ようとする村井知事の後押しになることは明らか

だ。 

 これらの動きから、村井知事はこの 9 月県議会

に、再稼働の同意案件を諮り、一気呵成に「同意」

にもっていく可能性が高くなっている。この夏か

ら秋が女川2号機の再稼働を止めるか否かの最大

のヤマ場となる。 

 『河北新報』の世論調査でも 6 割以上の県民が

再稼働に反対しているという世論・住民の声を、

いかにして再稼働を止める具体的な力に転化でき

るかどうか、今まさに、私たちにとって喫緊の課

題である。署名や集会も含め、この夏・秋、村井

知事のもくろみを突き崩す闘いを、総力を挙げて

取り組んでいこう！ 

 

●女川町議会・石巻市議会で、再稼働反対の

請願の審議始まる 

 

現在、女川町議会と石巻市議会で、それぞれ再

稼働反対の「請願」と、賛成の「陳情」が審議さ

れている。石巻では 6 月 10 日、市議会の総務企

画委員会で審査があり、趣旨説明で賛同団体を代

表して加賀剛さんが「市民の命と生活を守るため

に石巻市民の代表である市議会がしっかり議論し

て、この石巻から国、県の姿勢を変えていってい

ただきたい」と 20 分に渡り熱弁をふるった。そ 

  

講談師・神田香織さんが語る「はだしのゲン」から「311」まで 

－私の歩いてきた道－ 
講師：神田香織さん（講談師）／ 蟻塚亮二さん（医師） 

日時：９月６日（日）14 時～16 時 

会場：エルパーク仙台 6F ギャラリーホール  参加費：1000 円 

（仙台市青葉区一番町四丁目 11-1） 

主催：さようなら原発みやぎ県民大集会実行委員会 

※参加希望者は、会場の人数制限があるため、事前申し込みを 

   E-mail hag07314@nifty.ne.jp 電話 090-8819-9920（館脇）（18 時以降） 
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の後委員の議論をへて、全委員一致で「継続審議」、

「連合審査会で審議」が確認された。 

 

 また、6 月 29 日には女川町議会の原発対策特

別委員会で審議があった。これまでと異なり公開

となったこの委員会で、大崎市の住民が提出した

請願の趣旨説明を元鹿島台町長の鹿野文永さんが

行い、推進派の議員も静かに耳を傾けた。また、

「原発の危険から住民の生命と財産を守る会」の

高野博事務局長は「広域避難計画は具体的、合理

的と言えない。福島事故の経験からいっても、こ

の計画では被ばくを避けることはできない」と訴

えた。 

 

●「作戦会議」を経て、公開質問状の提出・

回答・申入れの連続行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 月 14 日、県内で脱原発運動をしている団体、

および「脱原発をめざす宮城県議の会」が参加し、

今後の再稼働を止めるための運動をどう進めてい

くのかをテーマにした「作戦会議」を開催した。

コロナ禍のため、会場に実際に参加したのは 30

人余りだったが、リモートで約 20 人が参加し、

双方向で意見を交換しあった。 

 そして、6 月 22 日、政府の原子力防災会議が

避難計画を了承したのを受け、県内 25 団体が県

に公開質問状を提出した。またこれとは別に内閣

府にも公開質問状を送付した。県への質問書では、

県が5月に公表した試算を避難計画に盛り込まな

かったことを問題としたうえで、その試算の条件

に、「トイレ利用や食料補給の所要時間」や「移動

車両の運転手の睡眠時間」などを考慮しなかった

理由など、具体的に 26 項目にわたって質問した。 

 それに対し、7 月 3 日に回答が届いたが、まっ

たく唖然とするものだった。なんと県は「係争中

につき、回答を差し控えさせていただきます」と、

たった一言で門前払いしたのだ。 

一方、内閣府の回答には、「国（内閣府及び関係

省庁）及び地方公共団体等は、地域原子力防災協

議会において、避難計画を含むその地域の「緊急

時対応」が、原子力災害対策指針等に照らし、具

体的かつ合理的なものであることを確認している」

とあったが、これは「原子力災害対策指針等」に

は適合しているが、それ以上ではない、つまり避

難計画に有効性があるかどうかは問わない、とも

読み取れるものだった。 

これを受け、「みやぎアクション」などが 7 月

8 日には記者会見、そして 7 月 15 日には宮城県

へ「安全性検討会に係る要望書」「住民説明会に

係る質問書」を提出と、連続的な行動を行い、県

や国がごまかしたままで見切り発車的に再稼働プ

ロセスを進めようとすることに、あくまで抗議と

是正の訴えを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「却下決定」は、「過酷事故」のみならず、

現実の再稼働プロセスを無視している 

 

 こうした中での 7 月 6 日の仙台地裁の却下の

決定は、地元住民の仮処分にかけた思いに全く応

えないばかりでなく、現実の再稼働プロセスを無

視した空論になっている。この決定の問題点につ

いては、『鳴り砂』今号にある原団長の思いのこも

った文章を読んで頂きたいが、ここで一つ指摘し

たいのは、この決定の中にある次の箇所だ。「…本

件了解等（＝知事の同意）は、いずれも、原子炉

の再稼働の要件として法定されている手続ではな

く、（中略）これ自体によって、東北電力又は政府

に対して本件２号機の再稼働を積極的に求める性

質のものとは解されない。…本件了解等自体をも

って、本件２号機の再稼働をさせ、これに伴って

放射性物質放出事故を発生させる具体的危険性が

ある行為と評価することはできない。」（決定文

26 ページより抜粋 下線引用者） 

 いうまでもなく、安全協定（に基づく知事の同

意）は、国の原子力規制委員会の審査とは全く異

なる視点、すなわち地方自治・民主主義の観点か

ら再稼働の是非を判断するためにある。したがっ

て、「本件了解等」がされたら、この決定の文章と

は全く逆に、「東北電力又は政府に対して本件２号

機の再稼働を積極的に求める」ことになるのは誰

が見ても明らかではないか。また、「放射性物質放

出事故」の可能性があるから「避難計画」を策定

する義務があるのであり、その「具体的危険性」

を示さなければ却下というのでは、まるで福島事

故以前の考え方ではないか。債権者（原告）は、
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この空疎な決定にめげず、即時抗告して、今後も

一歩も引かず争う覚悟だ。わたしたちも全力で支

援していこう。 

 

●住民説明会は延期すべきだ 

 

 6 月 22 日、安倍首相が議長を務めた国の原子

力防災会議が開かれ、女川地域原子力防災協議会

が取りまとめた避難計画が了承された。「感染症対

策が初めて盛り込まれた」との触れ込みで「避難

にあたっては密集を避け、極力分散を図るなど、

被ばく防護措置と感染防止対策の両立も図ってい

きます」といつものように中身はないのに表向き

には自信たっぷりの安倍首相だったが、実際には

「両立」は不可能だ。なぜなら、放射能対策は基

本的に「密封」しなければならず、また「密集」

を避けるためにはこれまでの計画を大きく上回る

数の避難所が必要になるからだ。 

 しかし、この了承に「我が意を得た」村井知事

は、「防災対策については一定のところまで達した

とみていいと思う。大きな節目を迎えた」として、

すぐさま行動に移った。それが住民説明会の開催

決定である。 

 だが、ちょっと待ってほしい。住民説明会には、

規制委員会や内閣府の担当者が東京から参加し、

住民との質疑応答に直接応答することが必須だ。

決してリモートで済ませることができる軽いもの

ではない。だが、いまや東京は「第２波」ともい

えるような感染状況にある。女川の住民からも「多

くの住民が集まる場に東京から参加となれば、コ

ロナが町に持込まれ蔓延するのではないかと不安

がある」との声が聞こえる。実際、石巻では女性

2 人が首都圏に行ったあと感染した例があり（経

路は不明だが）、これまで感染者ゼロの女川町民に

とっては怖くて住民説明会への参加をためらうこ

とも大いに考えられる。 

 東北電力は女川２号機の安全対策工事の完了を

2022 年度まで延期している。そうであるならば、

無理にこの8月にどうしても住民説明会を行わな

ければならない理由は全くない。唯一考えられる

のは、9 月（遅くても 12 月）の県議会で同意案

件を「片付けて」しまおうと目論む『村井知事の

算段』だけだ。「決めるときは決める」といって、

これまで数多くの反対意見を事実上無視してきた

村井知事が‘このタイミングで’と「決めた」の

が、この夏になったというに過ぎない。 

 従って、住民説明会は少なくともコロナの状況

が全国的に収まるまで延期すべきである。また、

コロナ感染を理由に同意手続きを簡略化すべきで

はないことは言うまでもない。 

 さらにいえば、今回発表された住民説明会の開

催要綱には問題が多い。なぜ説明者に県が入って

いないのか。県は避難計画の「阻害要因調査」結

果を内閣府（地域防災協議会）へ報告していない

が、「事故発生時に最終避難所までたどり着けるの

か？」は住民の最大の不安事である。これに答え

ない説明会に意味があるのか？ また、なぜ登米

や美里などＵＰＺで説明会が行われない市町があ

るのか？ なぜ事前申込した上、さらに運転免許

証など本人確認が要るのか？ なぜ録音できない

のか？ など問題だらけである。 

 ただ、以上のような問題点を県にぶつけつつも、

万が一開催強行となれば、この説明会で私たちの

主張と疑問を大いに訴えることは最低限必要であ

る。 

 福島原発事故を経験した私たちは、ひとたび過

酷事故が起きれば、女川や石巻だけでなく、場合

によっては仙台を含め、宮城県内全域が避難せざ

るをえない可能性があることを知った。しかしな

がら、事故前と変わらず、女川や石巻だけが「地

元」だというような姿勢を一貫として取り続けて

いる旧態依然とした県の対応は不当であり、県民

すべてが当事者であるこの同意案件は、誰でも参

加、意見を述べることができ、合意形成がなされ

る機会が保障されなければならない。決して一部

の住民だけで決められることがあってはならない

し、また、その参加住民たちが事故後の責任を負

えるものでもないことは、フクシマを見るまでも

なく明らかだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●9 月決戦に向け陣形をつくっていこう！ 

  

 このように村井知事がこの秋にも「同意」する

可能性が高まるなか、私たちも早急に陣形をつく

る必要がある。まずは、現在展開されている請願

署名をさらに広げていこう！ また、9 月 6 日に

延期して開催されようとしている「神田香織さん

講演会」を成功させよう！ そして 9 月末に計画

されている「さようなら原発みやぎ県民大集会」

を数千人の結集でかちとろう！ 

 村井知事のみならず、県議会議員や市町村長・

議会にも、私たちの「原発ノー 再稼働は許され

ない」という決意を見せつけよう！ 

  （事務局 舘脇）  
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女川原発再稼働同意差止仮処分命令申立、仙台地裁「肩透かし」決定 

激励のメールに涙が滲み･･･ 
仙台高裁での抗告審で必ず勝つ！引き続くご支援を！ 

 

重大局面を迎えている女川原発の再稼働を許さ

ない闘いへ、裁判闘争を通じて貢献したかったの

ですが、残念ながら、未だに「安全神話」にどっ

ぷり浸かったような「決定」が 7 月 6 日に仙台地

裁でなされ、落胆はしましたが、債権者と弁護団

は、10 日に仙台高裁へ「即時抗告」をしました。 

今回の決定には「肩透かし」を食らった感がぬ

ぐえず、これからが本番の決意で臨みます。私は、

内心、勝てるかもしれないと思っていただけに、

激励のメールに涙が滲み、6 日の夜は一睡もでき

ませんでした。この間の審尋の都度、自宅周辺の

100 軒余に報告を続けてきましたが、明日の朝は

何と報告したらいいか考えていましたが、浮かぶ

のは激励してくれていたみなさんの「なんで？」

の声です。そこで夜中に、「決定」文について次の

ようなチラシを作りました。 

 

【却下理由の概略】債権者（申立人）の主張は、

生命・身体の侵害の危険性は、原発において放射

性物質放出事故が発生することが前提だから、避

難計画の不備により人格権侵害の具体的危険性が

存在すると認められるためには、原発において事

故が発生する具体的危険性があることを証明する

必要がある・・。この点の証明がなされない以上、

避難計画の不備を言うだけでは、債権者らの生命、

身体が侵害される証明にはならない。（自明のこと

を強調し、全く論点をそらしています。高裁でト

コトン闘い、再稼働を止めるため皆さんとともに

頑張り抜きます） 

 

7 月 7 日の朝 2 時過ぎ、折角だから自分も今朝

配達当番になっている新聞へも折り込もうと思い

立ち、いつも使っている１枚 5 円でコピーできる

コンビニで 500 枚印刷。新聞は 3 時過ぎでない

と着かないので、そのまま配達事務所前で車内で

仮眠。事務所の人が出勤して起こしてくれて、一

緒に折り込みをしてもらい、3 時半配達開始。自

分の担当は 30 部足らずですが、普通の時で約 2

時間、今日は何時間かかることかと走り始めまし

たが、全く睡魔に襲われず、7 時頃には隣組の

100 軒分を含めて完了しました。 

町内の、いつも 5 時半頃から従業員が集まり始

める左官業の社長は、私と弁護団長が写った新聞

をコピーして壁に貼り出して、出勤してくる人ご

とに、壁の新聞を指さして「負けちゃったけど勝

負はこれからだっチュから！」と解説。別の所で

は「夕べ、テレビを見て、悔しくて悔しくて」と

泣き出さんばかりに手を握って来るご夫人。「一緒

に頑張るから」「どんなに悔しがっているかと思っ

て」などのメール。どうしても涙が滲んできてし

まう中、返信や報告しなくてはならない所へのメ

ールや電話の応対などしている内に正午が過ぎま

したが、全く睡魔はさしません。 

 

悔しさからの異常な興奮状態だったのだと思い

ますが、この悔しさには根拠があります。一つに

は、避難計画の実効性の認否を拒否し、あれこれ

の理窟を並べて即却下を求める相手に対して、こ

ちらは 49 回にわたる情報公開請求による開示文

書で裏付けられた「申立書」、9 次に及ぶ「準備書

面」で避難計画に実効性が無いことを論証し尽く

し、審尋は 7 ヶ月 6 回に亘ったこと。また、5 月

27 日の第 5 回審尋では、相手方が「コロナも解

除の見通しとなったので、6 月には同意に向けて

日程を決めて動きたい」と表明したことに、即座

に当方の弁護団長が「ならば、県が同意に動いて

からでは仮処分決定の意味がない。こちらとして

は今日、結審して決定の準備に入ってもらっても

いい」と述べたのに対して、裁判長は一瞬考えた

後「休廷」を宣して、3 人の裁判官による合議に

入る一幕もありました。 

こうした流れが、「これは行けるかもしれない」

と私に思わせたのだと思います。裁判長も「休廷」

を宣した 5 月 27 日の第 5 回審尋の頃は、こちら

に軍配を上げなくては？の念もありながら、6 月

16 日第 6 回審尋で最終審尋、その後 6 月 22 日

には国の原子力防災会議で避難計画が「了承」さ

れる中で、悩み抜いた末に、歴史に残るようなお

粗末な「決定」を書いてしまったのではないかと、

私は推測せざるを得ません。 

 

即時抗告に当たっての私たちのコメントでは、

「この決定で裁判所が私たちに求めている事故発

生の危険性の証明は、東電福島第一原発事故の後

に、自治体に避難計画の策定を義務付けた立法事

実によって証明されている」旨を述べています。

上記のチラシに書きながら「裁判所は一体なにを

言ってるんだ」とモヤモヤ感で一杯でしたが、こ

のように整理してみると、こういうことなんだと

得心が行きます。そして悩んだ末にこんな歴史に
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残るような「珍決定」を書いてしまった裁判官は、

これを突き付けられたらどんなに恥ずかしい思い

をするだろうと、可哀相にさえなって来ます。 

私たちの指摘するように「まったく無益で県民

を危険にさらす避難計画」を容認するが如きこの

「珍決定」を、このままにする訳にはいきません。

「抗告審」は更に短期間であり、原判決を覆すこ

とは難しいと一般に考えられていますが、伊方原

発裁判で「一審での却下」を広島高裁で逆転した

ように、私たちも、「脱原発をめざす宮城県議の会」

を持つ宮城の「被災原発を絶対再稼働させない」

との決意のもと、11 万人の県民投票条例制定要

求署名を集めた実績を持つ県民の運動と連帯し、

必ず勝利するため頑張り抜きます。 

（女川原発の避難計画を考える会 原伸雄） 

 

 

石巻市長は、女川原発の再稼働に同意するな！ 

 

○石巻市長に不同意を求める要請書 

5 月 15 日、石巻市長に「女川原発２号機の再

稼働に同意しないように求める要請書」を石巻市

内の 14 の住民団体や市民団体で提出しました。 

コロナ禍で出席者を制限されたなか、市民団体

代表 6 人と 2 人の市議会議員の同席の中、副市長

に要請書を手交し、意見表明と市の回答を求めま

した。 

菅原副市長は、「緊急時対応など現時点では、女

川地域原子力防災協議会で避難計画が確認された

ているが、原子力防災会議で了承されていない。

また、宮城県が設置した安全性検討会でもまだ結

論は出ていない。同意差止め訴訟も争われている

ことから、国がどの様な判断をするのかそれら状

況を見た上で市民の意見を聞き判断する。」と回答

しました。 

市民団体代表からは、福島原発事故対応と安全

対策の不備、避難計画が実効性に欠けていること、

国の政策が誤っていたら正していくのが自治体の

姿勢であること、子どもを放射能から守るためエ

コー検査活動をしている仲間からは、現在も庭の

土や家のホコリからも放射性セシウムが出ている

こと、事故が起きたら生活できないことが福島事

故で証明されたこと、立地自治体の住民は被ばく

してもやむを得ないとする姿勢ではなく、世論調

査（河北新報社）6 割の県民が再稼働に反対して

いることを踏まえ、自治体住民の命の問題として

再稼働について判断すべきだという意見を石巻市

に投げつけました。 

 

○石巻市議会に請願書を提出 

5 月 28 日には、石巻市議会に「女川原発２号

機の再稼働に同意しないように求める請願書」と

「東北電力女川原発二号機の再稼働に同意しない

ことを求める意見書（案）」を石巻市内の 15 の市

民団体名で提出しました。市民団体代表者 9 名、

紹介議員 3 名出席のもと、提出しました。 

市民団体の趣旨説明後、議長からは、「重要な項

目なのでしっかり審査する。総務企画か防災委員

会、もしくは合同審査会として審査することにな

るが、6 月 1 日の議運で決める。」「ただし、コロ

ナ禍で宮城県の安全性検討会の結論も出ていない

し、経産省からの説明もない。裁判の決定もない

なかで、それらのことを確認しながら審議するが、

いずれにしても時間がかかると思う。」と表明しま

した。 

紹介議員からは、「東北電力が工事を 2 年先送

りと発表したことや「宮城県の阻害要因調査で避

難計画に実効性がないことが明らかになっても村

井知事は前のめりだ。市議会の審議はそのことも

踏まえて審議をお願いしたい。」と要請しました。 

同意差止訴訟を争っている債権者からは、同意

差止め審尋の報告と住民の命と生活を守るために

市議会の英断をお願いしたいと申し述べ、行動を

終えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総務企画委員会では、「総合防災特別委員会」

との合同審査を提案 

6 月 10 日、石巻市議会の総務企画委員会で、

「女川原発２号機の再稼働に同意しないことを求

める請願書」と「女川原発２号機の再稼働に関す

る意見書を求める陳情書」についての審査があり

ました。 

賛同団体の代表が 20 分にわたり、請願書の趣

旨説明を行いました。「市民の命と生活を守るため

に石巻市民の代表である市議会がしっかり議論し
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て、この石巻から国、県の姿勢を変えていってい

ただきたい。」と切り出し、女川原発の立地場所は

世界でも一番危険なところであること、福島第一

原発事故が「広範囲での地域社会を崩壊」させた

ことや「一次産業の崩壊、自然の破壊」、「避難す

ることで被ばくを拡大させたこと」、そして事故の

責任を未だ誰もとっていないことを強調し、原発

からの転換（再生エネ）を求めました。さらに、

3 月の河北新報の世論調査の結果を示して、多く

の県民が原発再稼働に不安を持っていること、同

意の判断も住民投票などを通して市民一人一人の

意向を確認すべきであることを改めて訴えました。 

趣旨説明を受けて、委員長から石巻市からの意

見を求められた総務部長は、「国のエネルギー方針

もあり、指摘された意見については、認識してい

る。住民の安全、安心を基本に、議員の意見を聞

きながら総合的に判断していく。」といつもながら

の答弁でした。 

 委員からの質問では、東北電力出身の市議から

「住民投票について話があったが、請願書にはな

い。住民投票を求める請願なのか。再生エネと原

発の二者択一か。安定供給やバックアップはどう

考えるのか」と質問があり、「住民投票は私的な考

えで、議会で議論を尽くしてほしいということ。

再エネに切り替えていくことが必要であること。

バックアップは、エリアごとのシェア、融通して

いけば十分間に合う」と説明しました。 

 委員間討論に移り、宮城県の安全性検討会のま

とめがどうなっているのか、住民説明会の開催は

どうなっているのかを石巻市当局に質問、「どちら

も把握していない」という答弁があり、各委員か

ら「これらのデータをもらって論議すべきであり、

国策と危惧すべき問題などじっくり検討すべき

だ。」「石巻市の将来を左右する問題であり、住民

説明会などを見据えて継続審議として、市民の安

全、安心に関することもあり、総合防災対策特別

委員会と連合審査会にして審議すべきだ」「陳情書

も出ているので、慎重な審議が必要である。」「た

だ審議するのではなく、期限を決めて行っていく

べきだ。9 月を目途に短期で結論を出していくべ

きだ。」との意見が出て、全委員一致で「継続審議」、

「連合審査会で審議」が確認されました。 

その後、休憩を挟んで、陳情書の趣旨説明と審

議が行われ、牡鹿稲井商工会の斎藤会長が趣旨説

明し「女川商工会と 4 月に会議を持ち、規制委員

会から合格が出たので安全確保と経済状況を鑑み、

安全第一で、地元の同意を得て進めてほしい。」と

説明しました。 

 委員から「石巻商工会議所などの動きはないの

か」の質問に、石巻市当局は承知していないと答

弁していました。「経済効果の問題もあり、連合審

査会で継続審議にしていくべきだ」という意見も

あり、陳情書も「継続審議」「連合審査会で審議」

となりました。 

 6 月 19 日で閉会した市議会は、「請願書」と

「陳情書」の扱いについて、閉会中審査も含めて

状況をみながら審議することになりました。 

 

請願書を提出した市民団体は、請願趣旨を石巻

市民に伝え、ともに「同意するな」との声を上げ

てもらうために、「女川原発再稼働ストップ石巻行

動」として、6 月 4 日から 6 月 19 日の市議会閉

会まで、「女川原発の再稼働を止めよう！」と書か

れた横断幕を掲げ、早朝の辻立ち（スタンディン

グ）とマイク宣伝、宣伝カーを使って市内情宣行

動、6000 枚の戸別チラシ入れを行ってきました。

また、紹介議員が行なった女川原発再稼働に対す

る一般質問を傍聴するなど、活動を進めてきまし

た。今後も市議会での審議と合わせて活動を進め

て行くことにしています。 

（さようなら原発㏌石巻実行委員会 日野正美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原発こそ、人間が人間らしく生きるための“阻害要因”ですから 
女川原発２号機再稼動を止めよう！～女川原発ＵＰＺ住民の会から～ 

 

○女川原発 UPZ 住民の会の始まりと活動 

2016 年 3 月 12 日に登米市、東松島市、涌谷

町、美里町、南三陸町の原発再稼働に反対する住

民の会が集まって、「女川原発 UPZ 住民の会」発

足記念の総会を開きました。前年 4 月、2 市 3 町

の首長が東北電力と結んだ「安全協定」、知事と交

わした「覚書」の内容が、首長の主体性も住民の

意思も尊重しない残念なものだったからです。協
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定書や覚書に拒否権を盛り込ませることが当面の

目的でした。女川原発 3 号機とその周辺の視察、

『日本と原発 4 年後』の映画会、学習会や UPZ

首長への申し入れも行ってきました。 

 

○2019 年度の取り組み 

１．避難計画の検証 

小野寺信一弁護士（石巻の「女川原発再稼働同

意差止め訴訟」を支えている）の講演で、県のガ

イドラインに基づいて作成された石巻市の広域避

難計画がいかに実効性に欠けるものか再確認。こ

れをはずみに地区ごとに住民や行政と避難につい

て確かめる計画でした。東松島は以前から行政区

ごとに住民と学習会をコツコツと続けており、全

行政区終了。美里は町の防災管財課と避難計画の

検討会を 11 月と 2 月に行いました。他の 3 地区

は詳細な計画に目を通すところまでやりました。 

２．自治体への申し入れ 

UPZ 首長会の代表幹事である登米市長の回答

は、「再稼働は国が判断すべきもの」「同意につい

ては立地自治体と県が総合的に判断すると県から

聞いている」と、当事者意識の非常に薄いもので、

他の 3 地区も同様でした。ただ、美里町だけは「町

も議会も脱原発を宣言しており再稼働を容赦しな

い姿勢で一貫している」と答えています。 

女川町長、石巻市長も「総合的判断」という文

言を使い、「住民が被ばくせず安全に避難できる計

画ができるまで同意するな」に対しては、両者と

もまともな回答をしませんでした。 

 

○今年度の活動 

１．多くの住民の皆さんに女川原発再稼働の情報

を提供し考えてもらう。 

まずやれることは署名活動です。8 月の定例会

に集約します。先に立てた「講演会とアピール行

進」の計画は「コロナ」の状況を見て進めたいと

思います。 

２．行政との交渉 

これまでの申し入れで分かる通り、ほとんどの

首長が知事べったりです。それでもなお、住民を

守る姿勢を質すため5地区がそれぞれの首長に働

きかけます。 

３．住民説明会への参加 

問題はあるものの、何も言わない、何もしない

のでは何も生まれません。知事と東北電力に申し

入れた項目を参考にして発言の準備をすることに

しました。 

 

○終わりに 

4800 万円かけて外注した「原子力災害時避難

経路阻害要因調査」、PAZ 内の 1113 人がスムー

ズに逃げるための阻害要因は、「指示に基づかない

UPZ の避難者」だと断じています。人々がそれぞ

れの条件を抱えながら必死で逃げる、その時の

様々な困難を無視したまとめ方に身震いしました。

どんなに「啓蒙」しようとしても、みんなとっと

と逃げますよ。原発こそ、人間が人間らしく生き

るための“阻害要因”ですから。 

（女川原発 UPZ 住民の会 代表 勝又治子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大崎汚染廃棄物本焼却と女川原発２号機再稼働を許さない 
鹿野さんの請願趣旨説明～立場の違いを超えて敬意と感動をもって聴き入った 

 

大崎市は、いよいよ 7 月 15 日から放射性廃

棄物の本焼却を始めると発表しました。新型コロ

ナの影響で準備が整わず見通しがたたないと言っ

ておきながら、意表をついた、フェイントを食ら

わされたような発表でした。しかも、あたかも住

民の合意の手続きを経たかの如く言ってますが、

それは欺瞞だらけで、アリバイだけを積み重ねた

見せかけにすぎません。実に小賢しいやり方で

す。住民訴訟は新型コロナウィルス感染防止で中

断していますが、終わったわけではありません。

放射能が漏れてるか否かが争われているにもかか

わらず、判決を待たずしての強引な挙行です。住

民からの質問に対し都合が悪くなると「係争中に

つき答えられない」を連発し、とどのつまりは司

法を無視する。司法は行政に舐められているので

しょうか。 



8 

 

一方、7 月に入り、県は女川原発 2 号機の再稼

働に向けての手続きに俄かに動き出しました。ど

うやら9月には地元同意の決着をつけようとして

いるかのように思えます。東北電力は安全対策工

事完了にあと二年はかかり再稼働は 2022 年度

になると言ってる中、急ぐ必要もない手続きを畳

掛けるように進めようとしています。立地自治体、

30km 圏内住民への説明会を駆け足で開催し、安

全性検討会（県）も 7 月末までに幕引きをしよう

と、実に慌ただしい。新型コロナの第二波到来が

云々される中、急ぐ必要がどこにあるのか。あた

かもショックドクトリン、コロナ感染の混乱に乗

じ今のうちにやっつけてしまおうという下心が透

けて見える気がします。そういえば惨事便乗は知

事の得意技でした。そんな状況下で行われた大崎

地域が女川町議会へ提出した再稼働に同意しない

ことを求める請願の趣旨説明と、これから行おう

としている大崎市長への再稼働反対意思表明を求

める要請行動について報告をしておきたいと思い

ます。初めに本焼却について述べます。 

 

● 本焼却が始まる 

6 月 16 日に大崎市議会の議員全員協議会を傍

聴し唖然としました。いずれ本焼却が始まると思

っていたが、7 月 15 日からとは予想もつかなか

った。大崎地域広域行政事務組合に属する美里町・

涌谷町が 11 月に焼却開始すると発表していまし

たから、早くても同じタイミングか或いは新たな

前処理施設建設のため少し遅れるものと思ってい

ました。ところが、新たな施設建設前は可動式の

施設を使って焼却可能になるのだとか。よく知恵

が回ったものです。 

本焼却の計画とは、大崎市、美里町、涌谷町に

ある 400～8,000 ㏃/㎏の農林系放射能汚染廃

棄物 3,590 ㌧を 7 年間かけて焼却（混焼）しよ

うというもの。焼却施設は大崎地域内の 3 焼却施

設で実施し、焼却灰は全て市内三本木の最終処分

場に埋設する。最終処分場は無蓋である。 

本焼却開始の論拠は、「試験焼却は予定通り基準

値内無事終了」なのです。基準値そのものを問い

質しているのに、それには全く触れずに結論を導

き出しているのです。しかも、大崎住民訴訟は継

続中であり、とくに放射能が漏れてるか否かが最

大の争点になっているのです。 

試験焼却開始の時は住民説明会を開いたものの、

本焼却開始にあたっては一度も開かれてないので

す。コロナ便乗といえなくもありません。市は、

3 月に既に予算が通っているので、本焼却実施は

決定事項であり、依って説明会は不要という論法

です。手続き的にはそういうことになるのだろう

が、ともかく強引です。焼却施設や最終処分場周

辺住民へは協議会を設置して十分説明します、し

かし協議会は焼却の是非を論ずる場ではない、と

言い切ります。 

一市二町の焼却の法的根拠は、環境省の「特措

法」です。特措法では、8,000 ㏃/㎏以下は一般

廃棄物と同様に処理できるとされてます。汚染や

被ばくに対する住民の不安に対しては、すべて特

措法を持ち出します。しかし特措法は特措法なの

です。緊急事態時の法律であって、恒久法ではな

いということです。判断の基準を特措法に依拠し

てほんとにいいのでしょうか。これから 7 年もの

間特措法が法として生き続けるかどうかさえ分か

りません。そう考えていくと、大崎市には市民の

安心・安全を守るという姿勢があるのかはなはだ

疑問になってきます。すべて国や県に追随する姿

勢は大いに問題があります。そこにあるのは責任

の回避だけで、地方自治の本旨はかけらもありま

せん。さらに住民との合意形成というもっとも大

事なことができてないということです。合意形成

に失敗しているというか、あるいは恣意的にしよ

うとしてないのかもしれません。ご承知のように、

地方自治法の本旨は団体自治と住民自治だといわ

れます。前者は団体自治で、後者は住民自治にな

ります。そういうことでは、我々の相手している

大崎市は、両方とも失格と言えます。残念ながら。 

 

これから本焼却開始の 7 月 15 日に向けて、中

止に持ち込むにはどうしたらいいかを考えながら、

抗議集会、中止申し入れ書（6/29）についての市

との話し合い、焼却施設前での抗議行動などで、

中止を訴え続けようとしてます。本焼却が始まっ

たとしてもそこで運動を終えるのではなく、長期

的視野のもとに運動構築をしていかなければなら

ないとあらためて考えています。 

 

● 女川町議会で鹿野さんが請願趣旨説明 

6 月 29 日、女川町議会原発対策特別委員会で

鹿野文永さんが大崎地域請願 11 団体を代表して

請願「女川原子力発電所二号機の再稼働に反対す

る請願書」の趣旨説明を行いました。補助者とし

て同席したわたくしには趣旨説明というより名演

説と思えた素晴らしいものでした。 

当日は、二つの反対請願の趣旨説明と、二つの

推進を求める陳情書の読み上げが行われました。

陳情書は議会事務局が読み上げるだけで説明はあ

りませんでした。二つのうちのもう一つの請願は

女川町民による実効性のない避難計画下での再稼

働に反対するものです。会議室の椅子は報道に提

供され、傍聴者は俄かつくりで廊下に配置された

椅子に座っての傍聴です。仙台から駆けつけてく

れた方々を含め 14 人ほどが、廊下でこれも俄か
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設置のスピーカー越しに傍聴したわけです。鹿野

さんが説明を終えて廊下の俄作りの傍聴席に戻っ

たとき、廊下に大きな拍手が響き渡りました。 

 鹿島台町長を長年務めた鹿野さんは女川町議会

に敬意を持って迎えられ、それ故にいつもの議会

とは違った風を巻き起こしたものと思っています。

翌日、ＴＶや新聞で報じられたことからいっても

たいへんセンセーショナルだったことが感じられ

ます。 

 

鹿野さんの説明は、atomic for peace（原発導

入の歴史）から始まり、三つの神話の崩壊、再稼

働の是非は議会制民主主義の限界をこえる（住民

投票によるのが望ましい）などを説いたうえで、

原発を廃止してエネルギー転換を図るべしと結び

ました。町議会議員は立場の違いを超えて敬意と

感動をもって聴き入ったものと確信しています。

ことに鹿野さんの個人的な回顧談、3.11 原発事

故を機に反原発に転じたが、町長時代はそうでは

なかったと悔いを持って話されたところは、議員

のみなさんの心に残ったに違いありません。 

大崎の市民団体による女川町への請願は、大崎

市が 2013 年に「東北電力女川原力発電所の再稼

働を許さず、廃炉にすることを要請する意見書を、

国会及び関係する国・県の機関に提出することを

求める請願」を議決していることの延長線上にあ

るとの説明もなされました。 

 

ところで、一つの珍事（と思えること）があり

ました。このことも付け加えておきたいと思いま

す。女川町議会の原発特別委員会は議長を除く議

員全員で構成されているのですが、委員会に議長

席があり、発言もするのです。そしてあろうこと

か、請願の紹介議員が質問を求めたところ、議長

がそれを制してしまったのです。紹介議員が質問

をするのは「やらせ」になる、紹介議員は全て知

っているはずなのだから止めろ、と言うのです。

驚きました。何の権限があってそこにいて、かつ

運営に口を挟むのか。委員会は一時休憩となり、

結局紹介議員の質問は無視され再開されました。

議会の運営は自治体に任されており、自治体の自

由なのでしょうが、とても奇異な感じがしたもの

です。ＴＶや新聞はそのことに触れませんでした

が、ＴＢＣだけは議長を除く全員で構成された委

員会と敢えて言っておりましたので、記者の感じ

た思いが込められていたのかもしれません。 

 

● 大崎市長への要請書 

冒頭述べたように、再稼働に向けての動きが活

発化している中、大崎市長宛に再稼働に反対の意

思表示を求める要請書を提出しようではないかと

いう意見があり、ただいま準備を進めています。

女川町への請願の時と同じように各団体に呼びか

け、複数団体で出そうとしています。時期は 7 月

月内を目指しています。 

準備中の「女川原発二号機の再稼働に反対の意

見表明を求める要請書」の中から、趣旨の一部を

コピーしておきます。 

「さて、今年 2 月、東北電力女川原発第二号機

が原子力規制委員会の新規制基準に基づく安全審

査に合格となりました。再稼働へのこれからの手

順といたしましては、地元同意が求められていま

す。地元同意は県と立地自治体によるものですが、

県知事は地元同意に当たり、立地自治体（女川町、

石巻市）に加え、ＵＰＺ自治体、そして県内の市

町村長の意見も広く聴取すると言ってます。貴職

（大崎市長）は、宮城県市長会の会長を務めるな

ど県内市町村長間では指導的な立場にあり、発言

はたいへん影響力があるものと認識いたしており

ます。そこで、知事の県内市町村長からの意見聴

取にあたり、はっきりと東北電力女川原発第二号

機の再稼働に反対の意見表明をしていただきたく、

要請いたすものであります。」 

ちょっと持ち上げすぎでしょうか。 

要請書ではちょっと弱いと思われるかもしれま

せん。しかし大崎には前述の 2013 年の議会決議

があります。いま請願を出したら、その決議がひ

っくり返る危険性があります。そういう事情があ

って要請書に止めているわけです。 

（2020 年 7 月 10 日記） 

（船形山のブナを守る会 芳川良一） 
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短時間で切り上げようとする魂胆が見え見え・・・ 

今年の東北電力株主総会は「コロナ禍」の中ジャスト２時間 

 

去る 6 月 25 日（木）、東北電力第 96 回定時

株主総会が例年の電力ホールから本店会議室へ会

場を変更し開催された。新型コロナウイルスの感

染拡大防止ということで、会場受付にはビニール

製のパーティションが設置され、検温を実施し、

マスク着用など物々しい雰囲気の中での開催とな

った。以前は千数百名の参加があったが、年々減

少し昨年は約 700 名、今年は新聞報道によると

141 名とのことである。参加者数は少なかったが、

女川原発 2 号機の再稼働問題もあり、マスコミの

関心は高く、TV カメラの列は多かった。今年初

めて、株主を対象に「株主総会インターネット視

聴」が行なわれた（「金品不正受給問題」の関西電

力でも）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会は、事業の経過及び成果の概要と称する内

容のナレーションで始まり、販売電力量が 0.3％

減、経常利益 999 億円で純利益が 630 億円であ

り、実態としては厳しい状況であると強調してい

た。続いて樋口新社長から、毎年繰り返し述べて

いることであるが、企業グループを取り巻く環境

は、電力自由化による競争の激化、東北・新潟地

区は人口減少が最も著しい地区であること、上越

火力１号機の 23 年操業開始、風力発電 200 万

KW の開発を進めている等の説明があった。その

後会社側提案の 6 議案の説明を行った。しかし、

いずれも事前配布の招集通知をご覧くださいと述

べるだけであり、新型コロナウイルスの感染拡大

防止をうたい文句に、短時間で切り上げようとす

る魂胆が見え見えであった。 

 

続いて株主提案の説明になり、まず冒頭に会社

側提案の説明についての不備不足を株主の会が叱

責することから始まった。 

株主の会の提案は以下の通りであるが、いずれ

も否決された。 

1．当社は原子力発電を行わないと定款変更する。 

2．女川原発２号機の設置変更許可を辞退し、申請

中の東通原発の申請を取り下げ、提出予定の女

川３号機の原子炉設置変更許可申請は断念する。 

３．女川原発１号機の廃炉に当たって、放射性廃

棄物の発生者責任を果たすため、具体的かつ実

効性のある処分計画の早急な策定、公表をする。 

４．実効性のある避難計画の策定と避難訓練の実

施によって住民の被ばくを防ぐことを、原子力

発電事業者としての最重要課題とし、その実効

性が担保されない限り、原発を稼働させない。 

５．当会社は女川２号機再稼働の是非を問う県民

投票の実施を県に求め、投票の結果に示された

県民の意思に従う。 

６．当社以外の原発事業者への支援の禁止という

ことで、日本原電の東海第二原発への毎年 100

億円の無償提供を行わない。また、原発関連事業

での自治体への寄付行為を禁止する。 

 

その後一括質疑ということで、まず株主の会か

らの事前質問に対する一括回答があったが、116

の質問に僅か 8 分の回答であり、どの質問に対す

る回答なのか全く不明の内容であった。 

続いて、株主からの質問を受けた。秋田県の株

主からは、「秋田には火力発電所が集中している。

県の医師会でガンの発生率を調査したところ、全

国と比較して秋田県は高い。その中で火力発電所

の集中している能代が突出して高い。火力発電所

との因果関係があるのではないか」という質問が

あった。 

 

株主の会からは、女川 2 号機の安全対策工事が

2 年延びたにも拘らず、工事費用が 3400 億円の

まま変わらないのは納得いかない。「特定重大事故

対応施設」は本当に 5 年で建設できるのか、費用

はいくらか。原発を維持することで、当社の負担

は増すばかりではないか。原発を含めて火力、水

力、風力と当社の発電所計画は満載であるが、電

力需給をきちんと予測しているのか等の質問が出

されたが、明快な説明はないまま終わった。 

今年の総会はコロナ禍ということで2時間と例

年より短めであったが、これを東北電力株主総会

のスタンダードにしてはならないと強く思った。 

 （脱原発東北電力株主の会 Ｍ．Ｕ） 

 



11 

 

（※編集注）株主提案に対し、女川原発より 30

キロ圏内の美里町は「福島の事故を忘れてはなら

ない」と６件に賛成。「卒原発」を掲げる山形県は

6 件に白票を投じた。福島県は棄権し、南相馬市

は 6 件に賛否を示さず。一方、宮城県、石巻市、

登米市、南三陸町や自治体の中で一番の大株主仙

台市（約 520 万株）は、今年も昨年同様、株主提

案全てに反対した。脱原発仙台市民会議が 6 月

11 日に郡仙台市長宛に提出していた「東北電力

株主総会における仙台市の議決権行使に対する要

請書」への回答は、総会当日メールで送られてき

たが、「（原発は）国策として取組まれるもの」と

いう理由で、自らの判断を放棄し「反対した」と

回答。 （空） 

 

 

東北電力株主総会における仙台市の議決権行使に関する意見交換会 

コロナ禍の中、どうやって避難するか 

 

脱原発仙台市民会議は、今年も秋保町石神町内

会と共同して仙台市に対し、「東北電力株主総会に

おける仙台市の議決権行使に関する要望書」を 6

月 11 日（木）提出し、株主総会当日に脱原発株

主の会提案に賛成するよう要請しました。そして

7 月 8 日（水）に回答説明および意見交換を行い

ました。要望書提出・回答説明に、小山・猪股・

高村市議 3 名が同席してくれました。市民会議 6

名＋石神 1 名が参加。 

 6 月 11 日の要望書提出日には、市民会議メン

バーが「事故が起きたら住民の暮らしが壊される。

自治体株主として、住民の側に立って努力してほ

しい。」「再稼働に賛成するメリット、反対するデ

メリットを回答書で具体的に示してほしい。」「コ

ロナ禍の中、どうやって避難するか心配だ。」等の

意見を述べました。そして回答説明会の設定を要

望し、特にコロナ禍での避難計画の見直しの行程

の説明を求めました。7 月 8 日の説明会の内容は

以下の通りです。 

 

○議決権行使について 

仙台市（財政課長）は「定款に規定することは

適当でない」との従来の判断を説明。 

石神町内会大場氏は「討議の経過過程を明らか

にしてもらったが、この経過からすると事務方の

事前検討が主たる内容となると判断される。新た

な提案を仙台市がするには、どんな条件が必要か

そちらからの提案を期待したい。」と発言。市民会

議広幡は「国のエネルギー政策に対し、仙台市は

2012 年にほかの自治体と共同して意見をあげ

た。22％を原発で確保するとする国の政策は実行

不可能。実行不可能な政策を掲げるのではなく、

持続可能な社会を形成していくためのエネルギー

政策に転換するよう、再度国に働きかけてほしい。」

と発言。 

 

○防災計画について 

仙台市（防災計画課長）が最初に説明。「6 月 29

日県の危機管理室がコロナを前提とする水害等の

避難計画についてのガイドラインを作成した。6

月 30 日時点で確認したところ、これから原発防

災の避難計画についてのコロナ対策ガイドライン

を作成するとのこと。県が作成したら、避難元の

ＵＰＺ自治体が避難計画の変更に着手する。その

変更を受けて、避難受け入れ側の仙台市が市とし

ての対応変更の有無を検討する。」 

市民会議・広幡、「8 月 1 日から 19 日まで、

宮城県は政府の担当者を招き、現地 7 か所で住民

説明会を開催する。今の説明では、その住民説明

会に『原発防災避難計画のコロナ版』は間に合わ

ないと思われるが、どうか？ コロナ対策を想定

した避難計画なしに住民説明会開催は、あまりに

も住民を無視したやり方と思われる。」 

 なおこの時、猪股市議が情報をくれました。6 月

29 日に宮城県議の岸田清実氏が「原子力安全対

策課」をヒアリング。「県のガイドラインを作成す

るより、国の指針変更を直接反映する方が、作業

が早い」と指摘したところ、「（ガイドラインの）

改定の必要があるかないかについて、今年度検討

したいと思っている」との回答で、県が本当にガ

イドラインを作成するかどうかあやしいとのこと。 

 そこで「本当に宮城県は作成する意思があるか」

と仙台市に再質問したところ、「6 月 30 日に確認

した時作成すると答えているので、それを信用し

ている」との回答でした。そこで「いつまで作成

するのか」と質問すると、「そこまでは聞いていな

い」との回答。 

 

 以上、7 月 8 日の交渉の概略です。結果、8 月

の住民説明会は「コロナ対策」の具体化なしに開

催されることになりそうです。 

（広幡 文） 
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●坂下康子さんを偲んで 

東日本大震災－福島第一原発事故前から風の会

会員で、「脱原発をめざす宮城県議の会」の坂下康

子さんが、5 月 19 日、永眠されました。61 歳。

法名「浄政院康寧慈妙大姉」。謹んでお悔やみ申し

上げます。 

 出身が同じ石巻市でご近所という親しみや、私

も仙台市宮城野区に住んでいたことがあり、彼女

が 1991 年の県議選で社会党から出馬し初当選

した後も、何度か選挙に関わってきました。連続

8 期は東北の女性県議で最多、後続の女性議員へ

道を切り開いて来ました。彼女は、県議の会メン

バー7 名で「再生可能・自然エネルギー先進国の

現状に関する調査団」として、2018 年 9 月 4

日～12 日、フィンランドの核廃棄物最終処分場

「オンカロ」を始め、オーストリア、ドイツの 3

カ国を行政視察、12 月 12 日の報告会では「ラ

イン・フンスリュック郡視察報告」の中で熱心に

“ご当地エネルギー”の話をされました。その

夜、お願いしたら快く、自宅前でバタバタと沢山

の「調査団報告書」等を分けてくれた、ちょっと

お茶目な、宮城弁が似合う姐さんでした。 

 （空） 

 

【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 369回＆第 370回  

女川原発の再稼働を止める！ 

福島原発事故を忘れない！ 子供を守れ！ 

汚染はいらない！脱原発みやぎ金曜デモ 

In仙台   （略称：脱原発みやぎ金曜デモ） 

日時：7 月 24 日（金）元鍛冶丁公園 

7 月 31 日（金）元鍛冶丁公園 

（18 時 15 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） 

〈連絡先〉070-5092-1701（西） 

e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com 

ブログ：http://miyaginonuke.blog.fc2.com/ 

twitter:@miyagi_no_nuke 

 

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 101 号法廷 

8 月 11 日（火）14 時～ 判決言い渡し 

・全国初の田辺証人による運転操作・手順書問

題の指摘に対し、どのような判断がなされるの

かにもご注目を！ 

 

●請願署名にご協力を！ 
前回同封した「女川原発の再稼働をしないよう

に求める請願署名」に、早速多くの方から続々返

送が届いています。誠にありがとうございます。

署名は当面 9 月議会まで継続しております。もし

不足であればご連絡いただければ郵送いたします。

よろしくお願いいたします。 

 

【編集雑記】 
●2 月末から新型コロナウイルス感染症流行の影

響で中止していた「脱原発みやぎ金曜デモ」が、

6 月 12 日無事再開。当面は「シュプレヒコール」

を行なわない、録音したメッセージを流す、距離

をとる、マスク着用等の感染症対策をしつつ、女

川原発再稼働反対の意志を内に秘めた静かなデモ

でアピールすることに！ （空） 
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