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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 
2-109 号（通巻 288 号）2020.11.20. 

 

―村井知事の「シナリオ」ありきの独断政治を許さないー 

女川 2号機再稼働の「同意」に県民から抗議の嵐 

県民は同意していない！ 
 

11 月 18 日、県庁で村井知事は樋口康二郎東北

電社長に事前了解の回答文書を手渡し、さらに同日

夕方、経済産業省で梶山弘志経産相に面会し、再稼

働への同意を伝達した。これで再稼働に必要な地元

同意の手続きが完了したことになる。私たちは、県

民の意見を無視した同意表明に、断固として抗議す

る。 

村井知事は一貫して「賛成・反対について私はい

うべきではない」としてきたが、その言葉とは全く

裏腹に、規制委員会の審議が大詰めを迎えていた昨

年の時点から、必ず今年中に「同意」をだすとの「シ

ナリオ」をつくり、議会や市町村長を巻き込んで進

めてきた。そこには、再稼働に不安や疑問をもつ県

民世論は、実際には全く眼中になかったのである。

そのような知事の姿勢に対し、これまでになく県民

の怒りが高まっている。 

東北電力は 2 号機の安全対策工事が 2022 年ま

でかかるとしている。私たちは知事への怒りを決し

て忘れることなく、この 2年の間に県民運動を盛り

立て、今度こそ知事や東北電力の「シナリオ」を潰

すような闘いを作り上げていこうではないか。 

 

○「請願者の意見表明」も認めない 

県議会ってなに？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真：9月 23日 請願書提出】 

9月 7日の女川町議会に続き、9月 24日石巻市

議会でも「再稼働を求める請願」が賛成多数で採択

され、切迫感高まる中で開催された 9 月 26 日の

「女川原発再稼働を止めよう！ 宮城県民大集会」に

は 800 人が参加した（詳細は本号沼倉さん報告参

照）。その集会決議で「私たちは、県議会が県民の思

いを受けとめて徹底審議を尽くすことを求め、脱原

発をめざす県議の会と固く連携して、この請願書の 
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「事故があっても逃げられない！？ 屋内退避の被ばくリスクを考える」 
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採択を求めていきます」とあったように、主戦場は

宮城県議会、そして市町村長会議に移った。 

9 月 23 日、県内 53 団体が「再稼働中止を求め

る」請願書を９月県議会に提出したのに対し、締め

切りギリギリの 10 月 7 日に女川町商工会の 1 団

体が「推進」請願を提出。この議会で賛成・反対の

意見がじっくり討議されるものと誰しもが思った。

私たち反対請願者側としても、請願者の意見陳述内

容や推薦する参考人の人選など、準備を進めていた。 

しかし、実際には「コロナ対策」を理由に傍聴者

を 178 席中なんと 18 席に制限した上、参考人は

おろか、請願当事者すら陳述することも認めない、

という横暴な議会運営に県議会与党は走ったのであ

る。その結果 10 月 13 日に環境福祉委員会が 10

分弱の審議で再稼働推進の請願を 6対 3で採択（反

対請願を 3対 6で不採択）し、続く 22日の本会議

で賛成請願が 35 対 19 で可決（反対請願が 19 対

35で否決、棄権 2）された。 

そして、11 月 9 日には県内市町村長会議が開か

れ、「三者会談に一任」と無理矢理まとめた上で、間

髪入れず 2日後の 11日に三者会談を行って、知事

の「同意表明」へと至ったのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真：10月 23日 請願共同提出 53団体、県知事

宛「女川原発２号機再稼働への『地元同意』判断に

係る要望書」提出】 

 

○「原発は国策」を貫き県民世論を無視した 

村井知事と県議会 

 

 市民が情報公開請求を行って開示された情報によ

れば、宮城県は今年 1月 16日の段階で、今年 3月

31 日までを委託期間として「女川町生涯学習セン

ターほか 6カ所」で住民説明会を行うためのイベン

ト業者を指名競争入札で決定していたことが明らか

になった。実際には新型コロナの影響のため開催は

延期されたものの、8 月、当初「予定通り」7 カ所

で強行した。 

 また、「河北新報」によれば、「（容認は）やむを得

ないだろう」と周囲にほのめかしていた村井知事を

「忖度」し、県議会の自民会派は委員会人事で環境

福祉委員会に議長経験者などを送り込むなどの体制

を固め、「これで再稼働容認は固まった」とベテラン

が解説したという（「河北」10.24）。 

 つまり、私たち再稼働に反対する市民や、反対ま

では言えないけれども、避難計画はどう見ても不十

分で、このまま再稼働に進むことに不安を感じる市

民の声は、実態は「はなっから無視」だったのであ

る。これでは、一体何のために地方議会や地方自治

があるのか？ 

 私たちは今一度、問い返さなくてはならない。今

の村井県政のあり方は、表面上は「ソフト」に見え

ても（村井知事は「同意」するまで決して正面切っ

て「推進」とは言わなかった）、その実態は「独断専

行」であり、「議論を通じて政策の是非を判断してい

く」という民主主義の基本からかけ離れているもの

であり、「普通の県政ではない」ことを。 

 他県の例を見てみよう。現在、新潟県では「原子

力発電所の安全管理に関する技術委員会」や「原子

力災害時の避難方法に関する検証委員会」で時間を

かけて議論している。 

 茨城県では新たな事実が分かった。茨城県でも「県

民投票条例」の直接請求運動が行われ今年 6月議会

で否決されたのだが、その際の茨城県知事の意見書

によれば、「安全性の検証と、実効性ある避難計画の

策定、県民への情報提供をしたうえで、県民や、避

難計画を策定する市町村、県議会の意見を伺いなが

ら判断することとしている」としている。実際、避

難計画では、コロナ対策も含め、まだ端緒についた

ばかりだという。新潟県の柏崎刈羽原発も茨城県の

東海第２原発も、女川２よりずっと前に「合格」が

でているが、いまだに「地元同意」のメドはたって

いない。いろいろ問題はあろうが、議論を重ねたり、

住民との合意形成を図ろうとする姿が垣間見れる。 

 これに対して宮城県がなんと「異常」なことか。

県内はもとより、「生業を返せ、地域を返せ！」福島

原発訴訟原告団・弁護団が村井知事の同意表明に抗

議声明を発表するなど、県外からも「あまりにひど

い」との声が伝わってくる。 

 

○県民を騙したに等しい記者会見での発言 

－原発事故と交通事故は同じなのか？！ 

 

 さらに市民の顰蹙を買ったのが、三者会談後の村

井知事の発言だ。「私は再稼働は必要だと考えている。

原発がある以上、事故が起こる可能性はある。事故

があったからダメとなると、すべての乗り物を否定

することになる。技術革新をして人類は発展してき

た。福島の事故を教訓として、さらに高みを目指す。」

（「朝日」11.12） 

 もしこの発言を「同意」前に行っていたら、紛糾

して、すんなり「同意」まで至らなかったかもしれ

ない。それほどの問題発言だ。 
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 まず、住民説明会でも議会でも、何より原発の「安

全性」を問題にしてきた。「世界一厳しい基準」だか

ら大丈夫だ、と国や推進派の議員は繰り返してきた。

賛成している人（住民・議員・市町村長問わず）で

も、「国が安全といっているから、事故は起きないは

ずだ」として条件付きで賛成しているにすぎない。

にもかかわらず、「原発がある以上、事故が起こる可

能性はある」と、「同意」した途端に言い放ってしま

うのは、まさに県民を騙していたに等しいものであ

る。 

 さらに問題なのは、「事故があったからダメとなる

と、すべての乗り物を否定することになる」という

発言だ。その核心は「社会の技術革新には犠牲がつ

きものだ。その犠牲をのりこえて社会が発展する」

というものだが、そこには科学技術に対する人権や

倫理の視点が全く欠けている。広大な地域が放射能

に汚染され、10 万人以上が故郷（ふるさと）を追わ

れ、10 年経っても帰れない土地があり、「汚染水」

を放出するかどうかが問われるような、あまりに甚

大な犠牲をもたらす原子力発電が、他の科学技術（乗

り物）と同等視できるのか。 

今の時代は、核分裂の応用が核兵器（そして原発）

を生み、また遺伝子技術がクローン人間を生み出す

ような現代科学技術（さらにＡＩなど）が、本当に

人類を幸福にしているのかどうかが、生存権・人格

権といった人権の観点や、環境倫理や生命倫理の観

点から、改めて検討されているのである。 

村井知事にとって「福島原発事故」は、「原発をや

めるのではなく、より高度化した原発の開発へ進む

契機」でしかないのだろうが、果たしてそれが社会

的に受容される考えなのかどうか、まさにそのこと

を「同意」前にじっくりと議論すべきだったのだ。 

  

○徹底して闘いぬいたレガシーを 

今後に生かそう！ 

 

 こうした軽薄な科学技術信仰に基づく「結論あり

き」の村井県政に抗い、市民と議員は様々な形で村

井知事の「シナリオ」を崩すべく闘ってきた。残念

ながら「同意」表明はなされたものの、この間の取

り組みは今後につながるものだ。 

 まず、県議会への請願団体は、53 団体にのぼっ

た。これまでの要望行動に比べ倍以上の団体、しか

も県内各地・各層からの参加が実現し、いかに多く

の県民が再稼働に反対しているかを示すことができ

た。 

 さらに、市町村長会議に向けて、連日県庁前での

スタンディングに 10～20人の市民が参加、会議当

日の 11 月 9 日には会場の「江陽グランドホテル」

前でのスタンディングに 50 人が参加して、市町村

長を激励した。11 日の三者会談が行われた石巻の

合同庁舎にも 40人が集まり、「同意するな！」と訴

えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真：11月 11日 石巻合同庁舎前抗議行動】 

 

 一方、市町村長会議に向けては、各住民団体など

が地元の市町村長宛に、「村井知事は女川原発 2 号

機再稼働への拙速な「地元同意」判断を行なうべき

ではないという意見を表明してほしい」との要望行

動を行った。把握しているだけでも、石巻、東松島、

美里、栗原、岩沼、多賀城、塩竃、富谷、仙台、大

崎、利府などの住民団体がそれぞれの市町村長に要

望書をだしたほか、あいコープみやぎなど様々な市

民団体が要望書を提出した（「風の会」も要望書をＦ

ＡＸ）。また、仙台市や石巻市などの住民団体により、

「避難計画の不備」を、避難する側・受け入れる側

双方の市に申し入れるという行動も行われた。 

 市町村長会議では、美里町長や加美町長、色麻町

長が明確に「反対」し、他の首長も避難計画の問題

を指摘するなど、村井知事の「シナリオ」通りにこ

とが進まず、「事務局が慌て（「朝日」11.13）」る局

面を生み出した背景には、こうした住民・市民の声

が少なからずあったのではないか。 

 これらの他にも、私たち市民は、議会や県知事に

対し、随時タイムリーに要望や記者会見を行って意

見を表明し続けた。さらに 10 月 22 日の県議会本

会議での反対請願否決の際も、直後に県議と市民の

合同集会を議会内で行うなど、決して諦めずになお

も議員と市民が一体となって再稼働を止める決意を

共有した。 

 さらにこの間の動きで特筆すべきは、女性の力だ。

9 月 27 日に発足した「女川原発再稼働ストップ！

みやぎ女性議員有志の会」は、この間精力的に県内

市町村長への申入れなどをはじめ、活発な取組みを

行っている。「女性ネット」などの団体・個人も、連

日、街頭での署名活動・スタンディングを行ってき

た。何よりも、反対請願の筆頭 3団体代表はすべて

女性だ。 

次は東北電力との攻防が中心になると思うが、こ

の間培ってきた団結力を糧に、老若男女・都市郡部・

県内外ともに、再稼働を止める闘いを粘り強く進め

ていこう。 

 （事務局 舘脇） 
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 最近の気になる動き 85   

“子供たち＝1000年先の未来”より“お金＝おこぼれ” 
 

2020.8.19 女川町議会原発対策特別委員会は、

女川原発への物品納入業者らでつくる女川商工事

業協同組合などからの「地域経済への波及効果が

期待される」との理由による再稼働賛成陳情４件

を、陳情者の出席・説明も求めず、賛成７：反対

３で採択（反対請願は賛成３：反対７で不採択）。

その際の町議の賛成意見は、「木村公雄：生きてい

くためには絶対に働く場所、お金が必要だ。再稼

働を認めないと、働き口と経済が成り立たなくな

る。」、「鈴木良徳：人口減少、水産物の水揚げ減少

で事業者は厳しい。再稼働で生まれる効果が、町

の発展につながる期待が大きい。」、「隅田翔：女川

２、３号機の合計出力は県内で消費される電力量

の７割に相当する。暮らしを守る上で、安定供給

する必要がある。」、（議決には参加しなかった）「宮

元潔委員長：女川は人口が少ないので、経済が活

発化するように各委員が判断したと思う／コロナ

禍で商店の売り上げも半減している。（原発が）動

くことで経済活動が始まる。」などとのこと＜

2020.8.20朝日：以下も朝日＞。 

その後も、女川町や石巻市では、「女川町議会運

営委員会：２号機が再稼働することにより生まれ

る数多くの波及効果が、町の中長期的な発展並び

に地域経済の活性化に繋がるなどの期待が大き

い。」＜9.12＞、「石巻市議賛成意見：原発がない

と石巻と女川は衰退をたどる。」＜9.16＞、「石巻

市議：エネルギーの安全確保は国防、外交と並ぶ

国の専管事項だ。」＜9.18＞、「高橋伸二県議：原

子力規制委員会が合格を出したことを重く受け止

め」＜9.24＞、「菊地恵一県議：原子力発電は電力

を安定供給でき、温室効果ガスの排出を抑えられ

ることや、再生可能エネルギーは発電が自然条件

に限られる点を指摘」＜10.2＞などの賛成意見が

出されているようです。それらを受け、「村井知事：

東北地方で電力の安定供給に大きな役割を果たし、

女川町や石巻圏の経済発展、自治体財政に貢献し

てきた」とのことで、年内同意する公算＜10.2＞。 

しかし、上記の再稼働期待論＝原発推進キャン

ペーンはいずれも抽象論・観念論でしかなく＜後

述＞、しかも全て福島原発事故前から“言い古さ

れた・使い回しされた”ものばかりです。3.11か

ら９年以上女川原発が稼働していなくても宮城県

や東北地方の電力供給に支障はなく、一方、数か

月で終わる「定検」とはケタ違いの９年以上の超

長期に及ぶ「安全対策工事」が続けられ、ある意

味通常の稼働時以上に工事費・修繕費が支出され

続けているのに＜後述＞「（原発が）動くことで経

済活動が始まる」としか考えられないのは、現実

を見ない“貧弱な発想”でしかなく、超長期の「安

全対策工事」が続いていても「地元の経済復興」

が進んでいないのは、他の要因によるところが大

きい（大企業への還流や人口減少など）と考える

べきで、それを全て‘原発が稼働していないせい’

にするのは実に安直で、本当に呆れてしまいます。 

 

2020.6.25 東北電力第 96 回株主総会における

「脱原発東北電力株主の会」による質疑で、①女

川２（＋防潮堤等の共用施設）の安全対策工事費

が、特定重大事故等対処施設の工事費を含まず、

約 3400 億円（質問８、２５）、②女川原発と東通

原発の 2011－2019 年工事費累計は約 2460 億円

（同９）、③原子力発電費は 2011－2019年の総額

で 8716 億円、2018 年度は 961 億 100 万円、2019

年度は 1009億 8600万円（同８１）、などが判明し

ています。 

すると、①を工事延期の 2022年までの 12年間

で割れば、年平均 280 億円です。②の実績は、単

純に基数割で「女川：東通＝３：１」とすれば（出

力比なら「２：１」で、女川の比率・金額は低下

します）、「女川：東通＝1845億円：615億円＝205

億円／年：68億円／年」となります。すると、①

と比較すれば、女川ではさらに今後３年間で、差

額 3400－1845＝1555 億円を３年で割った、年 520

億円（②の実績 205億円の２倍以上）の支出が見

込まれることになります。でも、①にしても②に

しても、その大半は大手建設会社や東芝関連企業

に吸い上げられるだけで、地元女川町や石巻市の

企業に発注される工事金額は“微々たるもの（お

こぼれ）”と思われ、しかもこれらの“恩恵”は、

再稼働前の今後３年間だけの期間限定で、また、

実際に女川２が再稼働しなくても、（東北電力にと

っては無駄な投資となりますが）‘再稼働に向けて

安全対策を講じる’というタテマエ上は支出せざ

るを得ないものですが、「再稼働後の地元経済の活

性化」とは一切無関係です。 

一方、再稼働後の地元経済に密接に関わると思

われる「原子力発電費」は、年平均 1000億円とし

て、②同様に女川：東通＝３：１とすれば、女川：

東通＝750億円／年：250億円／年となります。で

も、そのうち地元経済関係の費目は給与や消耗品

費や修繕費（定期検査費用）などと思われますが

（間接的には市町への固定資産税も）、前者では女
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川町や石巻市に居住する従業員（の飲食費その他

の生活費）分に限定され（本社勤務者や地元外居

住家族への送金分・貯蓄分などは無関係）、後二者

では（３年間の安全対策工事費と同じく）大企業

の“おこぼれ”しか地元に還流しないことは明ら

かです。＜＊この点は、『原発のない女川へ』（2019

社会評論社）の著者（田中史郎・菊地登志子・半

田正樹の各氏）のどなかたに詳しく分析してもら

いたいと思います。＞ 

また、女川２が、仮に“世界最高水準の安全性”

が確保されたのなら、‘地元を潤す’主力のはずの

「修繕費（のおこぼれ）」は福島原発事故前と比べ

て著しく減少するはずですから、事故前の“甘い

夢”の再来を望んでも無理です。それとも、再稼

働賛成派は、地元経済活性化のため、老朽化に伴

う故障・トラブルが福島原発事故前同様に多発す

ることを期待している（安全性向上を信じていな

い？）のでしょうか。 

しかも、再稼働賛成派の期待とは裏腹に、東北

電力は、定検回数の削減（定検間隔の長期化）・定

検期間の短縮を目論んでおり（筆者は「燃料交換・

燃焼度」の点から実現不能と考えますが）、一営利

企業として当然ですが「修繕費」の大幅減縮を図

ろうとしています。原発を再稼働させ膨大な先行

投資費用を回収したい東北電力にとっては、再稼

働賛成派が一方的・勝手に地元還流（おこぼれ）

を期待していることに対し、それが‘事実誤認・

過剰な期待’でしかないことを敢えて指摘せず（沈

黙は金！？）、再稼働の是非を地元の判断に委ねて

いるかのように傍観するのは当然です。地元の強

い要請を受け‘再稼働に応じてあげて’、その後に

地元経済が活性化しなくても、復興の遅れ・人口

減少・高齢化・漁業不振、さらにコロナ禍不況の

長期化など、弁解理由には事欠かないはずですか

ら、東北電力は再稼働に尽力した誰にも詫びる必

要はなく、自身の利潤追求をすればいいだけです

（場合によっては「地元への寄付（のバラマキ）」

が必要かもしれませんが、お安いものです）。 

 

そもそも地元自治体（首長・議会）がなすべき

ことは、「阿部美紀子女川町議：放射性廃棄物の問

題などの視点が欠けている。」＜8.20＞との指摘の

とおり、特に「1000 年後の未来」のために津波を

語り継ごうとしている（将来を担う）地元の子供

たち・若者たちに、原発は事故を起こさなくても

せいぜい「数十年」しか稼働せず、地元経済を（お

こぼれでしか）潤さない一方で、廃炉後には「数

万年以上」も厳重管理が必要な放射性廃棄物を（女

川に？）大量に残すという事実を明らかにして、

女川２の再稼働が「1000 年後の未来」を見据えた

「町の発展につながる」のか、議論・判断しても

らう（その声に耳を傾ける）ことではないでしょ

うか。 

＜2020.10.5記＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪追記≫県議会「請願採択」 

の“誤った判断” 
 

2020.10.22宮城県議会は、女川町商工会からの

女川２再稼働への早期理解表明を求める請願を、

賛成３５：反対１９：棄権２で採択（反対請願は

賛成少数で不採択）＜2020.10.23朝日：以下も朝

日＞。その際、同請願の紹介議員の１人である

「佐々木幸士氏（自民）は『原子力発電は安定的

に電力を供給できるベースロード電源。当面は原

発の稼働が必要だ。』と指摘。国のエネルギー政策

上の必要性や、復興の途上にある地元の女川町や

石巻市の思いに寄り添う責任があるとして賛成の

考えを表明」＜同＞。また、『自民党・県民会議』

の１人は「…だが、原発は国策なので『賛成』の

結論しかない。」と漏らしたとのこと＜10.24＞。 

このように、「県議会と市町村長の考えを県民の

総意として政府に伝える」＜10.14＞とか「県議会

と市町村長の意見を最重視する」＜10.23＞と村井

知事が述べた県議会が、両請願者の出席・説明も

求めず、最初から『国策だから』と“審議・議論

放棄”するのは、‘安全性は国が確認済み’として

同様に『原発は国策』と考えていると思われる村

井知事による再稼働同意の“露払い・お膳立て”

でしかないものと思われます。 

さて、本稿（気になる動き８５）では、女川２

再稼働は東北電力の一経済活動・利潤追求手段（無

駄な経費は削減）でしかなく、女川町の再稼働賛

成派の「地元活性化などの期待」が“的外れ・実

現不能”でしかないことを明らかにしましたが、

本追記では、紹介県議（や今後の村井知事？）の

国におもねった「再稼働推進・容認」が同じく“的

外れ”でしかないことを、10.7請願書に基づき明
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らかにしたいと思います。 

 

請願理由には、言い古された「我が国・日本・

国」レベルの‘原発は①ベースロード電源、②準

国産エネルギー・国富の海外流出、③温暖化対策

の柱’などの枕詞（まくらことば）の文言と、「本

町・町内・当町」レベルの‘厳しい経済環境、原

発停止による売上減少、復興需要減退’を打開す

る「中長期的発展並びに地域経済活性化」や「多

くの波及効果」への期待が、何らの脈絡・関連性

もなく羅列されています。 

まず、前者の枕詞ですが、原発が真に「①ベー

スロード電源」だったなら、2011震災後から約９

年も深刻な電力不足等が生じていないことを、ど

う説明するのでしょうか。原発の発電電力量は

2010年で 2882.3億 kWh、火力 5232.7億 kWh で、

原発「０kWh」の 2014 年は火力 7177.6億 kWh＜原

子力市民年鑑 2018-2020：309頁＞ですから、火力

の焚き増しだけで補ったわけではないと思われま

す。再生可能エネルギーが一部を代替したなら、

それをベースロード電源として位置付けるべきで、

「変動性」を問題にするなら、それを「平準化」

する電源設備（火力・揚水水力・蓄電など）とセ

ットで、ベースロード電源と見做せばいいのです。

しかも、社会全体がコロナ禍で過去の慣習からの

脱却を模索している現在、原発＝ベースロード電

源“幻想”を持ち出すのは時代錯誤で、国はむし

ろ再生可能エネルギーの「変動性」に合わせた“地

球・地域にやさしい”エネルギー消費・ライフス

タイルを提案すべきです。 

原発＝「②準国産エネルギー」論もまた、過去

の遺物でしかない「再処理・プルトニウム利用（増

殖）路線＝核燃料サイクル路線」を前提としたも

ので、現実には六ヶ所再処理工場は単なる使用済

核燃料の一時貯蔵庫でしかなく、再処理で回収

されるプルトニウム（＋ウラン）の有効な使い

道（高速増殖炉・プルサーマル）もほとんどな

く、「準国産エネルギー」論は既に破綻していま

す。また、初期の原発購入や１００％海外から

のウラン購入、海外の高速増殖炉開発・再処理

委託などに費やした（60 年前から続く）「国富

の海外流出」には全く言及せず、震災後（９年）

の火力の焚き増しによる燃料（石油・石炭・天

然ガス）購入だけを「国富の海外流出」とする

のは、公平ではありません。むしろ、「完全国産

エネルギー」である再生可能エネルギーの開発

や平準化に「国富」を投入するよう求め、女川・

石巻地域に積極的に誘致すれば、「国富」が地元

経済を活性化することは明らかです。 

原発＝「③温暖化対策の柱」論についても、

震災後９年間も“折れたまま”にしておくなら、

もはや「柱」という位置付けはふさわしくありま

せん。それに関連して、県議会請願採択を伝えた

同じ＜10.23 朝日＞に、面白い記事「温室ガス実

質ゼロ 問われる本気度」が載っていました。本

文では、「再生エネ同様に発電時にＣＯ２を出さな

い原発」と“正しく”記載していましたが、それ

以上に注目すべきは「環境省の資料を改変」した

グラフ【下図】で、「温暖化対策の柱」の原発約５

０基が稼働していた震災前 2009年から 2013 年に

かけて‘ＣＯ２排出量は増加’し、「柱（原発）」が

失われ「国富の海外流出」と引き換えの化石燃料

を「火力発電所」で大幅に焚き増ししたはずの

2014 年以降（データのある 2018 年まで）は‘排

出量が着実に減少’しています。つまり、原発の

稼働は‘ＣＯ２削減’に寄与せず（仮にあったとし

ても、他の要因に簡単に打ち消されてしまう程度

の寄与でしかなく）、「温暖化対策」上は 2014 年以

降のように「原発なし」を続けるべき、というこ

とです。 

宮城県議会は、このような国のデータに基づき、

むしろ「温暖化対策・ＣＯ２削減」のため‘女川２

を稼働させないこと’を決議すべきだったのです。

村井知事も「日本が地球温暖化問題に果たす役割」

を重視するなら、県議会の“誤った判断”に従う

ことなく（尻拭いして）、「不同意」判断するしか

ありません。 

 

更に、請願書では、原発停止による「原子力発

電関係者の往来の減少等」が「売上減少」をもた

らしたという“誤った分析”がなされていますが、

本稿の繰り返しになりますが、震災後９年以上も

‘原発停止に起因した’大規模な安全対策工事・

防潮堤建設工事などにより「関係者の往来」が絶

えず続いてきた中でさえ「売上減少」した状況を、

2013 年 
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再稼働後の定検作業（従前は１３ヶ月運転後の４

～５ヶ月間）だけの「短期往来」で解消できるは

ずはありません。むしろ、女川１の廃炉作業の方

が「１年中の作業」を「数十年に亘って」期待で

きますので、再稼働ではなく２・３号機の廃炉を

求めた方が、かつての１～３号機建設時（断続的）

をも上回る‘数十年にも及ぶ間断のない「往来」

＝地元経済活性化’に繋がるのではないでしょう

か。＜ただし、それもまた東北電力の経費削減（や

数十年の間の経営破綻？）により“期待外れ”に

終わる可能性が高いと思われますが…。＞ 

＜2020.10.28記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

【※編集の都合上、≪追々記：村井知事らの“ト

ランプ流？弁明”≫は、本号別冊（風の会ＨＰに

も）に掲載。続けて、是非お読み下さい。】 

 

 

女川原発の再稼働を止めよう！宮城県民大集会に８００名以上参加 

9.26‘杜の都’仙台で脱原発の声高らかにこだまする 

15 万 7724 筆の「請願署名」、県議会に提出！ 知事は再稼働に同意するな！ 

                    集会報告－再稼働阻止全国ネット 沼倉 潤 

 

【女川町議会、石巻市議会再稼働容認も 

４回目の再稼働延期表明 

－女川２号機の再稼働は 2023 年以降】 

  

台風崩れの低気圧で前日は大荒れの天候も回復

した、9 月 26 日(土)、仙台市錦町公園で「女川原

発の再稼働を止めよう！宮城県民大集会」が開催

されました。 

 東北電力は 2013 年 12 月に 2 号機の再稼働

申請を規制委員会に申請。女川原発は東日本大震

災時に 13ｍの津波に襲われ、原発周辺の地盤は

1ｍほど沈下し、外部電源 5回線中 4回線が停止、

1 号機の電源盤火災も発生するなど、過酷事故寸

前の状況にあった被災原発です。2 号機原子炉建

屋の壁に 1130 か所の傷が発見されたにも関わ

らず、今年 2 月、規制委は、「新規制基準に適合

している」ことを了承し、これを受けた女川町議

会は 9 月 7 日、石巻市議会は 9 月 24 日に再稼

働を求める陳情を採択。両議会は事実上の再稼働

容認を示しました。 

 一方で東北電力は、安全対策工事に 3400 億円

（特重施設建設費除く）かかり、工期についても

当初計画より 2 年遅れの 2022 年度中の完成と

発表。高さ 29ｍの防潮堤の地盤改良問題などが

生じ、再稼働の時期は早くて 2023 年以降と言わ

れています。 

また、8 月に入ってからは住民説明会が開催さ

れていますが、UPZ 住民には屋内退避を原則とす

る問題だらけの避難計画が示され、多くの住民か

ら疑問と不安の声が上がっています。県民世論調

査や「再稼働の是非を問う住民投票条例」の制定

を求めた署名活動で示された再稼働反対の民意が

大きくなる中で、再稼働推進勢力は早々と議会で

の容認決議を取り付け、再稼働反対の声を封じる

暴挙をもくろんでいるといえます。 

こうした中で、9 月 23 日の県議会開会日程に

合わせ、県民大集会が開催されました。津波によ

る犠牲者数が 4000 人近くに上る石巻出身の私

にとっても久振りの帰郷で前日に石巻に宿泊。な

じみの食堂で世間話をする中で街の様子を知るこ

とができました。町並みは見かけ上はきれいにな

り、津波の傷跡は見当たりませんでしたが、明ら

かに原発関連の工事関係者の姿が目立ち、後から

分ったのですが、今年 7 月から開始された 1 号機

の廃炉作業関連の工事従事者も多いとのことでし

た。 

 

〇労働組合も、生協も、市民も、若者も 

子供も、みんなで参加した仙台集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集会は、午後 13 時 30 分開始。会場には色鮮

やかなのぼり旗がはためき、東京の集会とは違い、

国労、教組、全国一般、電通労組、民医連などの

労組参加が多いのに驚きました。生協や市民団体

からの参加者は、思い思いのアピールグッズを持

ち寄り、横断幕にも手作りのかわいいイラストが

プリントされていました。中央ステージは、9.6 お

おさか集会を参考にトラック荷台に設置されてい

ました。全国各地で開催される集会が互いにつな
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がり、再稼働反対の輪が広がっている表れでしょ

うか。 

 

《主催者挨拶》 

 発言時間はコロナ対策上 30 分でしたが、登壇

者 4 名の発言はわかりやすく、参加者一人一人に

行動を促し、活力を与えるものでした。主催者か

らは篠原弘典さん (みやぎアクション世話人 )が

「原発事故から 10 年、29500 人の避難者、県

外にも 7500 人の人が苦しい生活を強いられて

いる。そういうことを見て見ぬふりして国策だか

らと言って再稼働を強引に進めていることは許せ

ない。民意は再稼働反対。今日の集会を機に、23

日から始まった県議会で知事を追及し、世論にも

訴え再稼働に向かう流れを変えていこう。」と挨拶

されました。 

《女川から》 

 女川町からは町議会議員の阿部美紀子さんが

「町議会 12 名中、3 名が再稼働反対、8 名が賛

成だったが、大崎地区 8 団体と加美郡 3 団体、そ

れに町民 530 名の署名を携えて反対の請願を提

出。賛成理由は、商工会などの団体で、原発はベ

ースロード電源で CO2 を排出せず温暖化を防止

する。地域経済に必要との 3 つの主張。住民説明

会では「安全を最優先する。できるだけ原発を低

減する。」ことが示されていた。廃棄物問題が解決

されていない。避難した後どうなるか、故郷に戻

れない。持続する社会を目指すなら、故郷から逃

げる訓練はおかしい。逃げなくともよい町、社会、

故郷を目指しましょう。」と発言。 

《石巻から》 

 石巻の原伸雄さん（女川原発の避難計画を考え

る会代表）は「議会での容認は慚愧の思いだが、

希望をつなぐ行動がある。傍聴席からおかしいと

の怒りの声が上がった。本会議では危険な再稼働

を無批判に容認する議会であってはならないとの

発言。議会と市民の意識に大きな乖離があるが、

攻防戦は始まったばかり。20 名の脱原発県議団

と共に私たちも議会に足を運ぼう。「市長と知事に

避難計画の同意差し止め仮処分」仙台高裁の決定

は出ていない。政治の世界では国策という妖怪が

徘徊し、安全神話がふりまかれている。再生エネ

ルギーを推進し原発ゼロ社会をめざそう。」と力強

くアピールしました。 

 「脱原発をめざす宮城県議の会」から佐々木功

悦会長の発言もあり、最後に集会決議を採択しデ

モ行進が始まりました。 

《決議文》－フェイスブック検索願います。 

＊女川原発再稼働を許さない みやぎアクショ

ン - Posts | Facebook 

https://www.facebook.com/pg/Stop.onaga

wagenpatu/posts/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工夫されたデモ、子供も若者も参加 

 アピールグッズは楽しいイラスト入り】 

デモの準備には、仙台で毎週開催され、375 回

になる「脱原発みやぎ金曜デモ」の経験が生かさ

れ、いたるところで市民にアピールする工夫がな

されていました。コロナ対策では、横に 2 列、雨

傘の距離をとるようアナウンスされ、宣伝カーと

トラメガからは、事前にメモリーに入力されたコ

ールが流されました。何よりもよかったのは車の

侵入できない広いアーケード街でデモができたこ

とです。通行人との垣根が取れ、子供のイラスト

をぶら下げたプラカードがやさしく脱原発を語り

かけていました。 

 

【デモ終了後、公園で交流会】 

 約 1 時間のデモを終え、解散地点の公園で、原

発いらない福島の女たちのお二人、東京からの参

加で、会場で一緒になったツイキャスの A さんも

加わり、宮城の方との交流会が行われました。 

 初めて会うメンバー同士の交流会でしたが、多

くの課題と問題が次々と報告されました。発言者

の原さんからは、女川町議会の中で、保守系 3 名

の議員が「事故が起きたらどう逃げるのか不安だ。

避難計画がきちんとするまで同意すべきではない」

とし、反対派と歩調を合わせる動きを見せ、コロ

ナで断念した小泉講演会にも積極的にかかわる姿

勢を示していました。報道では反対は少数との印

象記事が見受けられますが、女川町での署名数も

比率から言って県内の自治体の中でも一番多く、

小泉講演会が実現していたら、流れは大きく変わ

っていたとの地元からの報告がありました。 

 また、東海第二原発再稼働についても、避難の

問題についてもっと相互に交流し、屋内退避につ

いて問題ありを突き付ける必要あり。東北電力か

ら日本原電への資金支援についても、東北電力の

株主総会で追及した、質問書の回答―「東北電力

は、19 年度末現在、73 億円の債務保証を実施し

ているが、22 年末までに約 240 億円、23 年以

降約 240 億円の債務保証を行うことが報道され

https://www.facebook.com/Stop.onagawagenpatu/posts
https://www.facebook.com/Stop.onagawagenpatu/posts
https://www.facebook.com/Stop.onagawagenpatu/posts
https://www.facebook.com/Stop.onagawagenpatu/posts
https://www.facebook.com/pg/Stop.onagawagenpatu/posts/
https://www.facebook.com/pg/Stop.onagawagenpatu/posts/
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ているが当社としては決議していない」と詳細な

記載がある報告書を提供していただきました。 

＊「みやぎ脱原発・風の会」ＨＰ収録、脱原発東

北電力株主の会『第 96 回定時株主総会への事前

質問書と電力回答』で検索。 

 

【当日の集会、デモの様子は下記のアドレスから

見られます】 

https://twitcasting.tv/keitarou1212/movie

/642750469 

 

 

女川原発再稼働同意差し止め仮処分裁判を終えて思うこと 
―再稼働を止める運動の今後など－  女川原発の避難計画を考える会 原 伸雄 

 

女川原発再稼動同意差止め仮処分裁判に当たって

は、大きなご支援を頂いてまいりましたが、本年７

月の仙台地裁の棄却決定を経て、10 月 23 日に再

び仙台高裁より「同意差止め棄却」の決定となりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○内容は、原審決定とは相当異なる高裁決定 

 

誠に残念な結果ではありましたが、内容は、原審

（仙台地裁）決定とは相当異なるものでした。 

先ず何より原審決定は「放射性物質放出事故が発

生する具体的危険性があることについて債権者らに

主張疎明する責任がある」として、棄却の第一の理

由に挙げていましたが、これは、避難計画の策定が

福島事故の教訓から地方自治体へ義務付けられたと

いう立法事実を無視したもので、流石に高裁ではこ

の原審決定の維持は出来ず、一言も言及することが

出来ませんでした。私はこの原審決定を受けた時「裁

判所は未だに安全神話の中にある」とコメントしま

したが、裁判所として誠に恥ずかしい決定を出した

ものだと驚きましたが、今回の高裁決定で削除され

たことは、裁判所の名誉のためにも良かったとの感

想を抱きました。 

 

○私達の主張の正しさを認めさせた 

 

また高裁決定では、私たちが最大の争点として主

張してきた「避難計画の実効性」について「現状で

はなお相当の課題が残されている」との認識を示し

ました。これは相手方が裁判を通じて避難計画の実

効性の認否をとうとうしなかった中で、私達の主張

の正しさを認めさせたものとして評価できると考え

ます。しかしこのような認識を示しながら、今まで

の努力で何故避難計画の実効性を確保できなかった

のか、その後の努力によって避難計画の実効性が確

保されるのかに踏み込まないまま、相手方は「防災

訓練等を通じて避難計画の実効性を高めていくべく

不断の努力を傾注していく」と主張しているとして、

「相当な課題が残されている避難計画の現状を」容

認するものとなっており、この点は矛盾しており納

得できません。 

 

○裁判所には常識が通じない 

 

そして、これが原審決定を維持し、今回の決定で

も核心部分となっており、だからこそ、どうしても

納得できないのが、「住民に生ずる生命、身体の被害

の危険は、あくまで東北電力が原発を再稼働するこ

とを直接の原因として生ずる危険であって、抗告人

らが差止めを求める宮城県や石巻市の行為（同意）

を直接の原因として生ずる危険ではない」「『事前了

解』『理解の表明』は２号機を再稼働させる東北電力

の行為と同視出来るものではない」と言う裁判所の

判断です。これは、私達はもとより県民の誰から見

ても、また同意しようとしている知事や市長にとっ

ても、こんな法解釈が成り立つのかと驚きを覚える

のではないでしょうか。この法理に立てば、確かに

知事らが同意しても、電力がスイッチを押さなけれ

ば原発は稼動しない、と言う意味では成り立つかも

しれませんが、逆に言えば、知事らによる「地元同

意」が無くとも東北電力は原発の再稼働が可能、と

も受け取れることにもなって仕舞います。これだけ

原発の再稼働問題における「地元同意」が社会的大

問題となっている中で、この法理が成り立つとすれ

ば、裁判所には常識が通じないのかとの誹りを、「立

法趣旨」を無視した原審決定と同様の批判を繰り返

さざるを得ません。そもそも事の起こりは、「安全協

定」に基づき、東北電力が、再稼働への了解を県と

立地自治体に求めていることから始まっていること

https://twitcasting.tv/keitarou1212/movie/642750469
https://twitcasting.tv/keitarou1212/movie/642750469
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ではありませんか。 

 

○『時間軸の問題』を指摘 

 

ただし、もう一点高裁決定で私が注目しているの

は、棄却決定理由の中で、「抗告人らに生ずる著しい

損害又は急迫の危険を避けるために必要とする『と

き』にあたらない」とか「避難計画の実効性が不十

分であると言う観点から再稼働の直接の原因ではな

いこれらの行為（同意の表明）を差止めほどの必要

性は、【直ちに】認められるものではない」として、

『時間軸の問題』を指摘しており、ここからは、仮

処分申し立て以降に発表された東北電力による「安

全工事完了の２年延長」を背景に、「仮処分をもって

差し止めるほどの急迫の危険は認められない」と読

み取れます。ならば、成り立たない法理で無理をし

て「差止めの棄却」決定ではなく「裁判の中止」と

すべきだったのではないかと思います。同時に、こ

うした時間軸の指摘は、「知事は２年の余裕がある中

で、何故こんなに同意の手続きを急ぐのか」という

多くの県民の疑問にも通じる点でもあり、その範囲

では理解できます。 

 

○裁判官の見識・人格・勇気 

 

こうしてみると、裁判所の法理は一般には理解し

辛い点が多く、納得できない点が多々あることが、

この裁判以外のあれこれの報道を通じても感じさせ

られます。 

こうなると、どうしても裁判所、裁判官論が頭を

過ぎります。 

この裁判を始めてから、地方裁判所で原発の稼働

差止め判決を出した後に退職された弁護士（元裁判

官）のお話を聞く機会がありました。裁判所の仕組

みが、官僚の世界と同様に、立身出世のために忖度

がまかり通っていることは誰もが認めるところであ

り、裁判を闘った多くの方々が、またそれを見守る

多くの国民が、しばしば目の当たりにすることです。 

そこで、現職の時、原発の稼働を差し止めた裁判

官に、「不利益を被ることを承知で何故差し止めした

のか」と率直にお聞きしたところ、お一人は、「チェ

ルノブイリ原発事故に衝撃を受け勉強していた。そ

の後、自分に原発裁判が回されて来た。覚悟が問わ

れた」とのことでした。もうお一方は、「福島事故の

ことが大きかった」と言っていました。 

正に裁判官の見識・人格・勇気に関わることなん

だと実感しましたが、そして話が進むうちに、見識・

勇気のある裁判官が少ない中で良い判決を得るため

には「数打つ外ないんだ」「条件があったらバンバン

裁判を起すことだ」とのある弁護士の話や、別の弁

護士の「司法試験には理・数が無いから、話がそっ

ちの方に行くと弁護士も大変なんだ」との言葉に、

なる程と頷かされたりしました。 

アメリカの大統領選挙の直前に最高裁判事の選任

が話題になりましたが、アメリカのような政権と裁

判所の関係と、日本のように外見上は公正中立なが

ら忖度が支配する司法制度と、どちらがいいのかな

どと、少々的外れな思考に陥ったりもします。 

 

○裁判所が世間離れしている 

 

民主化はあらゆる面で求められていますが、仮処

分では決定の申し渡しは法廷ではなく文書でなされ

ますが、今回一審の時に経験したことですが、「事前

に連絡を」と求めていたにも関わらず、当日の午後

になって弁護団長の事務所へ「決定を出したから受

け取りに来るように」と連絡が入り、団長がたまた

ま在事務所だったから良かったものの、事務所では

私を探すのに大慌てだったとのことでした。随分乱

暴なことをするものだと思いましたが、高裁の時は

３日前に連絡が入り改善されましたが、弁護団長は、

地裁の時の経験から、死刑の執行も当日の朝に突如

連絡があることから、「毎日、死刑囚の気持ちだった」

と述懐していました。こんなところも裁判所が世間

離れしていると感じさせられ、民主化の必要を感じ

ました。 

これとは別ですが、そもそも仮処分裁判は、時間

的余裕のない時に早く審理を進めるためのもので、

徹底した書類中心の審理で、双方が提出する書類を

裁判官が読み込み、「審尋」と呼ばれる法廷が開かれ、

双方へ疑問点を質す形で進められます。傍聴もマス

コミの取材も認められず、今回の場合はコロナ禍も

あり、最初の１～２回を除き、17人の申立人（債権

者）の中で私だけしか出廷できませんでした。そん

な中で、弁護団の尽力で、私は２回の陳述の機会を

得ました。私は大学は法曹界を目指し法学部に入学

しましたが、故あって中途退学したためにこうした

基礎的知識も無く、80 才近くなって仮処分のこと

も実地に学びました。 

 

〇最高裁断念し･･･新たな法的手段を検討中 

 

全く納得できる決定ではなく、今後については最

高裁への特別抗告の道もありましたが、憲法解釈の

点では実効性のない避難計画が人格権の侵害にあた

ることは十分に争えるものの、少なくとも半年から

一年かかる最高裁の決定が出る前に知事の態度表明

がなされれば訴えの利益自体がなくなってしまうこ

と、もう一つ裁判所の判例に反する時にも最高裁へ

「許可抗告」が出来るそうですが、避難計画を争点

とした判例がまだないことから、最高裁への抗告は

断念し、別の法的手段が無いか、弁護団において検
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討をして貰っているところです。 

いろいろ制約はあるものの、原発の再稼働を止め

るための法廷闘争には、論理を深める上でも、世論

の継続・発展の上でも、大きな意義があることが確

認できましたので、女川原発の場合再稼働までの２

年の間に、個人的には「同意の取り消し」仮処分申

し立てなど出来ないものかとの考えが頭を過ぎった

りしているところです。 

 

○最も身近で切実な避難計画を 

引き続き争点に 

 

原発（再）稼働差止めの訴訟は、全国で 60 件近

く闘われていますが、四国の伊方原発が広島高裁で

火山の影響と言うことで止められている以外、敗訴

が続いています。そうした中で、わが弁護団が再稼

働を止める「新たな登坂ルート」として「避難計画」

へ着目し、福島の事故を受けて「災害対策基本法」

「原子力災害特措法」に位置付けられた地方自治体

の長の責任を問う全国で初めての裁判だっただけに、

この結果は残念でなりませんが、全国の法廷闘争の

現状から、ここまで情報を収集して論理を構築して

きて、そして原子力規制委員会や国などの行政の動

向のなかで、現実には再稼働が避けられない事態の

中では、住民にとって最も身近で切実な避難計画を

引き続き争点にしていくことが重要ではないかと考

えています。 

同時に法廷外では、「避難計画を考える会」として、

頑張っている脱原発の諸団体の一員として、市民、

県民への働きかけを続けたいと思っています。その

手始めに、11 月 28 日には、福島で原発被災者の

心の傷と向き合い臨床・研究をされている精神科医・

蟻塚亮二氏を迎えて、「福島はいま！」と題した講演

会に取り組んでいます。 

続いて 12 月 13 日には、避難計画の大前提とな

っている「屋内退避で大丈夫か」と警鐘を鳴らして

いる阪上武氏による講演会を主催することにしてい

ます。 

  

〇残念だったコロナ禍の直撃を受けた 

女川町議会 

 

今年もあと一か月余りとなりましたが、振り返っ

て残念でならないのが、すっかり準備も整って 3月

28 日に小泉純一郎元総理を迎えて女川町で行うこ

とになっていた講演会が、コロナ禍のために中止せ

ざるを得なくなったことです。「…たら、…れば」は

言うべきではありませんが、これが開催されていた

ら、流れは変わっていたのではないかと思われてな

りません。 

何せこの講演会の実行委員会の共同代表として、

定数 12（採決に加わらない議長を除けば 11人）

の内の現職の女川町議６人が加わり、実行委員会が

発足していたのですから。女川町議会には、私たち

の裁判の趣旨（避難計画の実効性の確保が出来るま

で再稼働に同意すべきでない）と同一の請願が出さ

れており、これが一つの契機となり、50余年の議

員歴を持つ大物議員がこの６人の代表に座っていた

のです。そしてその事務局には引退したばかりの原

発闘争一筋の元議員がいて、総元締めの役割を果た

していたのです。私も実行委員会で席を同じくする

中で親しくなり、裁判についても語り合うようにな

っていました。そうした中でのコロナ禍での中止、

そうこうしているうちに仙台地裁の決定。これが大

きかったかもしれませんが、講演会が実現していた

ら、高裁決定までひっぱれたかもしれません。 

彼は、もう一本の原発再稼働を本格的に論じた請

願への反対討論に立ち、某紙のインタビューに「物

言わない時代になってしまった。今回は静かすぎる

ほど、淡々と採決まで進み、隔世の感がある」と述

べ、私にも「最後まで一緒に出来なかったが、これ

からも付き合っていこう」と電話があり複雑な気持

ちでしたが、こんなこともあって、小泉講演会が実

現していたらどうだったろう？との思いをいまだに

引きずっています。何らかの形で今後に生かさなく

ては、と思います。 

 

○原発ゼロの社会をめざす 

 

いずれにしても 2021年は、圧倒的な県民の願い

に反して、原発再稼働の行政的手続きは終わって、

延長された安全工事の進行を監視しながら、どの角

度から見ても危険で未来の無い原発の再稼働を止め、

原発ゼロの社会をめざす世論と運動が益々発展して

いく年となるでしょう。そんな中、来年は総選挙の

年です。秋には県知事選挙があり、その前に４月に

は石巻市長選挙、夏には仙台市長選挙があり、来年

は民意を示す絶好の機会の‘選挙の年’です。県議

会に「脱原発をめざす宮城県議の会」を持つのは宮

城県民の誇りです。この機会を生かさなくてはなり

ません。大阪の都構想をめぐる住民投票やアメリカ

の大統領選挙を目の当たりにしてきただけに、お一

人お一人の投票行動の大切さへの理解は、広範な国

民の中で広く深く広がっているのではないでしょう

か。 

脱原発の闘いで広がった草の根の声や運動も、市

民と野党の共闘の一翼を担うものとして、「原発の再

稼動の是非は住民投票条例で」の世論を広げながら、

これら選挙戦の勝利へ少しでも役立たせたいもので

す。 

（2020 年 11月記） 
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岩沼での「原発ゼロ・戦争させない岩沼歩きたい」活動の紹介 

拙速な「地元同意」判断をするべきではない！！ 
                 放射能から岩沼を守る会 代表 小川 栄造 

 

１． 発足から今日までの経緯 

2011 年 3 月 11 日の東京電力福島第一原子

力発電所事故の惨事に心をいため、2 度と繰り返

してはならないという想いで、2012 年初め、市

民有志で「放射能から岩沼を守る会」を立ち上げ

ました。以来、毎月1回の定例会を行うとともに、

都度、学習、測定、映画会等を開催し、市民に情

宣活動をしてきました。 

政治的な街頭宣伝活動については、2014 年春

から、全国の金曜行動に合わせて、毎月 1 回「原

発ゼロ・戦争させない岩沼歩きたい」として、「原

発いらない、再稼働するな」のシュプレヒコール

を挙げて、アピール活動を行いました。この 10

月で 78 回目となります。10 月からは、戦争法

を廃止する 19 日行動を開始し、「歩きたい」と

19 日行動を一緒に活動することとなりました。

署名活動とスタンディングの活動です。 

【写真は岩沼駅前にて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北電力女川原子力発電所2号機の再稼働に関

する具体的活動としては、2019 年の県民投票条

例を求める直接請求署名運動で、署名集約先とし

て活動し、岩沼市では 1975 筆（有権者の６％）

集まり、再稼働に対する市民の関心の高さを感じ

ました。2020 年 8 月、再稼働の問題が目前に迫

る中、岩沼市議会への働きかけ、菊地市長との懇

談、要望書提出等の活動を開始しました。 

 

２． 岩沼市議会への働きかけ、菊地岩沼市長へ

の要請 

まず、岩沼市議会への働きかけは、8 月 25 日

付で、「東北電力女川原子力発電所 2 号機再稼働

に同意しない意見の提出を求める陳情書」を市議

会議長あて提出しました。この陳情を受けて、8 月

25 日付で意見書「東北電力女川原子力発電所 2

号機再稼働に同意しないことを求める意見書」（提

出者 渡辺ふさ子市会議員、布田恵美市会議員）

が提出されました。市議会でも、女川原発再稼働

について議論してほしいという私たちの想いをぶ

つけました。 

市議会での討議は、9 月 9 日、一般質問の時、

女川原発再稼働について、渡辺ふさ子市議が行い

ました。議会の最終日、9 月 23 日に意見書審議

があり、討議の結果、賛成 4：反対 13 で、残念

ながら意見書は否決されました。賛成議員は、日

本共産党 1 名、立憲民主党 1 名、無所属 2 名。 

続いて、菊地啓夫岩沼市長への働きかけを行い

ました。7 月 29 日、市長とのまちづくり懇談会

を開催し、当方は 8 名参加、女川原発再稼働の件

で懇談しました。その結果を踏まえ、あらためて

文書で、要望書を提出することにしました。8 月

20 日、「東北電力女川原発２号機の再稼働に同意

しないように要請する要望書」を菊地市長あて提

出しました。その要望書では、「村井知事が市町村

会議などで、首長の意見聴取された場合、岩沼市

は岩沼市民の安全性の検証なしに、女川原発再稼

働を容認する立場にはないことを伝えていただく」

ことをお願いしました。  

9 月 23 日付で、上記の要望書に対する回答が

市長からありましたが、期待していたものではあ

りませんでした。回答は、「国のエネルギー政策に

対しては、具体的に市の意見を求められているわ

けでなく、また、専門的知識がないなかで発言す

ることは適切でないため現段階においては回答は

差し控える。原子力災害時における広域避難計画

については、避難に必要な物資は、東松島市で確

保することにしているので、ご指摘の件は、協定

を締結している東松島市及び避難受け入れ調整を

行う宮城県に伝える」という内容でした。 

次いで、10 月末、市長宛に、再度、11 月 9 日

開催予定の東北電力女川原発２号機再稼働問題に

関する市町村長会議に係る要望書を提出しました。 

要望の趣旨は以下の通り。 

「私たちは、女川原発 2 号機の再稼働にはまだ

数多くの課題や懸案が残されており、今この時期

に拙速な「地元同意」判断をするべきではないと

考えております。近々開催される市町村長会議に

おいては、女川原発 2 号機再稼働の「地元同意」

判断は、１．仙南地域での住民説明会の開催、２．

広域避難計画の実効性の担保、３．避難者受け入

れ体制の整備等を行ってからにして欲しい旨の意

見を表明してくださるよう要望いたします。」 
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大崎住民訴訟の報告・第９回口頭弁論期日について 

排ガス検査方法が１つの山場！ 
弁護団 弁護士 松浦健太郎 

 

2020年 9 月 23日（水）14 時から、仙台地方

裁判所にて、大崎住民訴訟の第９回口頭弁論期日が

開催されましたので、同期日で行われた審理につい

てご報告いたします。 

前回の口頭弁論は本年4月28日に予定されてお

りましたが、コロナ禍により延期となっていました。

その後、弁護団からの要請により、今後の裁判の進

行について話合う進行協議期日が本年 7月22日に

あり、本日約半年ぶりの口頭弁論期日を迎えました。 

 

【原告ら準備書面１１についての意見陳述】 

 

 原告ら代理人弁護士松浦から、「原告ら準備書面１

１」の要約について意見陳述を行いました。 

まず初めに、裁判所が、本件試験焼却施設からの

放射性セシウム排出が「零か否か」という求釈明を

行ったのに対し、被告は、「ゼロであることの証明」

が科学的に不可能であるという証明論を持ちだして

裁判所の釈明をはぐらかしていることを指摘しまし

た。その上で、まず被告が証拠提出している環境省

の放射性濃度測定のガイドラインによれば、放射性

セシウム測定の手法は、放射性セシウムが「ゼロか

否か」の判定ではなく、測定者が測定目的に合致し

た「検出限界値」を設定して、これを超える放射性

セシウムの濃度を測定しようとするものであり、測

定単位は㏃/㎥であること等を指摘しました。 

次に、被告は、常々、本件廃棄物焼却施設の排ガ

ス測定の結果放射性セシウムは検出現限界未満（Ｎ

Ｄ）であったと主張し、排ガス測定結果（乙５、乙

６）を証拠として引用されており、ＮＤであること

が、放射性セシウムを排出していないかのように装

われていることを指摘しました。原告が従前から指

摘するとおり、検出限界値なるものは放射性セシウ

ム排出がゼロであることを意味するものではなく、

排ガス採取の時間と量の増減によって、検出限界値

を下げたり上げたりすることができるものなのであ

ること、すなわち、微量の放射性セシウムの濃度を

測定することに測定目的を設定するならば、検査対

象の排ガスの収集の時間と量を増やせば、検出限界

値が下がり、微量でも放射性セシウムの濃度を測定

することができる。反対に微量の放射性セシウムを

検出したくないときは、排ガスの収集の時間と量を

減らせばＮＤとなるのです。 

また、主張立証責任のあり方について、原発差止

訴訟における判例や裁判例を引用し、被告たる行政

側に原発の安全性に関する資料等が保管されており、

さらに安全性判断に科学的知見も必要となる点で、

原発差止訴訟との共通性を指摘し、主張立証責任を

同判例等と同じように軽減ないし事実上転換すべき

案件であることをも指摘しました。この点について

は、裁判長から、原告らがあげた判例である伊方原

発稼働差止に関する訴訟の判決（最高裁判所平成 4

年 10 月 29 日判決）の趣旨が妥当するという踏み

込んだ発言もありました。 

 

【排ガス検査について】 

 

 今回の期日では、原告側から、２度目となる「進

行に関する意見書」を提出し（令和 2 年 7 月 1 日

付）、本件試験焼却施設での排ガス検査、具体的には

コールドトラップ法（南部正光先生推奨）、リネン吸

着法（青木一政先生推奨）の２つの方法による排ガ

ス検査を求めました。これに対し、被告側は、この

ような検査方法による危険性を指摘してきましたの

で、原告代理人から、危険性とは具体的にいかなる

危険性か、危険性判断に当たって具体的な数値計算

等の調査を行ったのかを求釈明しました。これに対

し、被告代理人は、原告が出してきた情報だけでは

計算できない、危険性判断は科学者との協議により

行ったと回答し、正面からの回答を避けました。 

裁判所もこの点については関心を持ったようで、

次回期日前に、かかる事項について改めて書面で求

釈明をし、被告がそれに対して回答するか、すると

して回答内容を検討するということになりました。 

 

【次回の予定】 

 

原告らが上記３記載のとおりの求釈明を書面で行

い（10月 14 日まで）、それに対して被告が回答を

出し（原告の求釈明申立提出から１ヶ月以内）、それ

らを元に、次回口頭弁論期日において、さらに排ガ

ス検査方法について協議することとなりました。こ

の排ガス検査の論点は本訴訟の前半あるいは中盤の

山です。ここで本件試験焼却施設による放射性セシ

ウム拡散の事実を証明し、その後、内部被ばくのお

それや平穏生活権を侵害していることの主張立証を

補充できれば、勝訴も見えてきます。 

次回口頭弁論期日は、12月 2日（水）14時～仙

台地方裁判所で開催されます。次回もこれまで同様、

それ以上の傍聴・支援をお願いいたします。 
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「女川原発再稼働ストップ！宮城女性議員有志の会」発足 

議会と住民の意向との乖離に危機感 

 

●女性議員行動開始 

－知事にアピール文提出 

 

女川原発再稼働をストップさせたいと宮城県内

の超党派の女性地方議員有志 62 名（元職を含む）

が集まり、9 月 27 日に「女川原発再稼働ストッ

プ！宮城女性議員有志の会」を発足させました。

その 10 日前には同会の呼びかけ人６人が記者会

見に臨んでいます。 

石巻市や女川町では再稼働を求める陳情や請願

が相次ぎ、それぞれの議会では再稼働反対の請願

が不採択になるなど、住民の意向とは乖離した状

況が続いていることに危機感を抱き、10月 12日

には宮城県知事に同会設立集会で採択したアピー

ル文を提出しました。 

さらに、ＵＰＺ市町村にとどまらず 10/30 に

女川町・石巻市、11/2 気仙沼市・南三陸町・東

松島市、11/4 登米市・栗原市・涌谷町・美里町、

11/5 色麻町・大衡村・加美町、11/6 岩沼市・

名取市を、有志の会が訪問しました。11/9 に予

定されている市町村長会議で、2022 年に予定さ

れている女川原発の再稼働をストップさせるため、

住民の声（女川原発再稼容認の県議会不支持

72％、2 号機再稼働反対 63％、どちらかと言え

ば反対 11％：女川原発再稼働アンケート

KAHOKU.CO.JP）を届けるべく発言してほしい

など、要望してきました。今後、住民との意見交

換会やシンポジュウム、女川原発視察や東北電力

との協議などを計画しています。 

ちなみに、この有志の会の母体「みやぎ女性議

員のつどい」は、1999 年に次のような申し合わ

せをしています。「宮城県内の女性議員もしくは

OB を対象とした会とし、お互いに関心のある問

題での情報交換や交流、研修、一致点にもとづく

共同行動をおこなう」。これまでの主な活動として

は東北大震災後に、防災会議委員など意思決定の

場に女性の参画を求める行動・「宮城県観光 PR 動

画」の配信中止を求める行動・「旧優生保護法」下

における強制不妊手術問題についての研修、申し

入れなどを行なってきています。 

（加美町議 伊藤由子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●原発はいらないよね、フツーに 

 

女性議員が集まったからといって、すぐに事態

が進展するわけではない。でもなぜか、女性議員

で集まろうという呼びかけは、ワクワク感があっ

た。なぜだろう。 

 2018 年、女川原発再稼働の是非を問う住民

投票に向けた署名運動。ふだんの生活で、女川原

発というワードが会話に出てくるなんてありえな

いから、みんな原発のことどう考えているのかな

あ、署名してもらえるかなあ、と思いながらあち

こち回ったら、思いがけずたくさんの人が署名し

てくれた。そう。福島の原発事故で、みな怖さを

思い知ったのだ。原発はいらないよね、フツー

に。 

そのフツーの人の感じていることが、政治の世

界にはなぜか反映されていない。それを何とかし

なくちゃ。そういう思いを持つ人が、女性議員に

は多いんじゃないかという気がしていた。だか

ら、女性議員の集まりに顔を出せば、いろんな人

と出会える！というノリで、女性議員の会に参加

した。 

最初の取り組みが、11 月 9 日の市町村長会議

の前に、それぞれの自治体の長に、住民の思いを

届けてもらうよう要請する行動。色麻町、大衡

村、加美町の女性議員は、三人いっしょに行動し

ようと相談していたら、仙台や大崎からも助太刀

があり、七人という人数になって、迫力満点。色

麻のライスフィールドというレストランで腹ごし

らえをし、元気に出発した。 

三町村を回ったあとのみんなの感想。「いや

〜、それぞれ個性あるよね〜」。「女川原発再稼

働に関する市町村長へのアンケート」というのが
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あったけど、その新聞記事からは全くわからない

それぞれの思いや、政治的なスタンス、戦略な

ど、三首長に続けて会ったからこそ、私たちは深

く感じるものがあった。そして、お互いに顔を見

ながら話をすることは、本当に大事なことだと、

改めて確信した。いろいろな収穫と、これからへ

の希望をお土産に、とっぷりと暮れた夕方に解

散。 

最後に。女どうし、同じ釜の飯を食うのは、や

っぱりすてきだ！ 

（色麻町 大内直子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、女川では    女川町議会議員 阿部美紀子 

 

その 20．新しい廃炉時代を・・・ 

  

私が原発反対闘争に身を投じたのは大学に入っ

てからですから、もう 50 年になります。私が中

学か高校の時、私の父が（タマタマ？）傍聴に行

った 1967 年 9 月 30 日の女川町議会で、全会

一致で原発の誘致決議が採択されました。その頃、

40 になるかならないかだった父は、これは大変

だと、女川はもとより、当時石巻とまだ合併して

いなかった雄勝町、牡鹿町をまわり、自分よりも

10 も 20 も年上の方達を説得し、「女川原子力発

電所設置反対三町期成同盟会」が組織され、1970

年 10 月 23 日、第一回漁民総決起集会が開催さ

れました。誘致決議された時点で建設予定地はほ

ぼ買収が終わっていて、女川では、三重県芦浜、

新潟県巻町と異なり、「土地を売らない」という闘

い方はできませんでした。 

力及ばず原発は建てられ、今年 10 月に 40 歳

になる娘が一歳の時、娘も原告に加え、建設差し

止め訴訟もしましたが、これも敗訴です。 

震災後、当時原発反対に熱心に取り組み闘った

大須、水浜、寄磯、泊浜を歩くと、ほとんどの人

が、あの時闘って胸を張って生きられる、と言い

ます。その中で一人、あんなに闘ったのに阻止で

きなかったと、無力感を今でも引きずっている人

もいます。 

 

私は、つくる活動に学ぼうと、今日参加してい

る白内さん、森さんが活動している「蔵王のブナ

と水を守る会」に混ぜてもらい、創る運動を学ん

できました。種から苗木をつくり、蔵王の荒地を

立派な森にした活動で、機会があったらみなさん

もご覧になって下さい。私が種から育てた樹もあ

るかもしれません。 

今、女川では、NPO 法人おながわ市民共同発電

所（松本さんが会長、私、前町議木村征郎さん、

高野博さん、推進の陳情を出した商工会の会長も

参加）2 機の太陽光発電があり、今年度から 15

人の大学生・専門学校生に、年間 2 万円ですが返

済義務のない奨学金を出すことができました。 

原発を阻止する闘いには、つくる運動も、側面

なのか後方なのかは判らないですが、必ず援護射

撃となります。電力の社員の中にも、原発に疑問

を感じている人が少なからずいます。そうした多

くの取り組みが、ひいては原発の経済性を土台か

ら覆すことになります。 

環境省は、17 日、「ゼロカーボン、再生エネル

ギー」導入の自治体・企業に財政支援方針を固め

ました。9 月 16 日現在、153 自治体が「ゼロカ

ーボン宣言」しているといいます。 

皆さんも、地方自治体が行政の中で取り組むよ

う積極的に働きかけ、そして原発の再稼働を止め、

新しい廃炉時代を築きましょう。 

（2020 年 9 月 27 日「女川原発再稼働ストッ

プ！みやぎ女性議員有志の会」結成集会での発言） 
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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 385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！みやぎ金曜デモ 

In仙台   （略称：脱原発みやぎ金曜デモ） 

日時：11 月 27 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 

 

蟻塚亮二さん講演会 「福島はいま！ 

原発事故避難者の『心の傷、トラウマ』を考える」 

講師：蟻塚亮二氏（精神科医師） 

日時：１１月２８日（土）14 時～16 時 

会場：石巻市中央公民館大ホール〈入場無料〉 

主催：さよなら原発 in いしのまき実行委員会 

〈連絡先〉070-2025-8823（近藤） 

 

放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟 

第１０回公判 １２月２日（水）14時～ 

仙台地裁（終了後、弁護士会館で報告会予定） 

 

みやぎ地域・市民電力連絡会年会 基調講演 

「コロナ禍からの世界のグリーン・リカバリー事情」 

講師：明日香壽川氏 

（東北大学東北アジア研究センター教授） 

日時：１２月６日（日）13 時 30 分～16 時 

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 〈参加費無料〉 

主催：みやぎ地域・市民電力連絡会 

〈事務局〉℡ 022-746-3226（松浦） 

 

阪上武さん石巻講演会 

「屋内退避の被ばくリスクを考える」 

講師：阪上武さん 

（原子力規制を監視する市民の会） 

報告：原伸雄さん 

（女川原発の避難計画を考える会代表）  

日時：１２月１３日（日）13 時 30 分～ 

会場：石巻市防災センター２階多目的ホール 

〈参加費無料〉 

主催：女川原発の避難計画を考える会 

〈連絡先〉0225-96-5131 庄司・松浦法律事務所 

 

【編集雑記】 
●9 月 27 日『河北新報』、「世界全体の再生可能

エネルギーによる発電量が昨年、初めて原発を上

回ったとする報告書をフランス、日本、英国など

の国際チームがまとめた。太陽光や風力が急増す

る一方、原発は先進国で廃炉の動きが相次ぐなど

停滞が目立ち、前年をやや上回る水準にとどまっ

た。チームのマイクル・シュナイダー氏は「原発

の発電コストは高く、世界のエネルギー市場で競

争力を完全に失っている」と指摘。…前年比で風

力が 12.6％、太陽光が 24.3％と大幅な伸び…発

電コストも原発の 15.5 ｾﾝﾄ（約 16 円）/㌗時に

対し、太陽光や風力は 4 ｾﾝﾄ程度とはるかに安く

…」と報道。世の中の状況を見ない村井知事や自

公議員等の「見識」が嘆かわしい。 

●脱原発東北電力株主の会、この度、30 年間の

『東北電力株主総会・株主提案議案一覧表』と『株

主の会事前質問と東北電力回答』を整理・編集し、

風の会ＨＰに掲載しました。是非ご覧下さい。初

めて参加した 1990 年の株主総会に、原発に関す

る計 283 項目の質問を提出したところ、当時の

取締役は、「原子力に関するご質問は、本日の会議

の目的事項と直接の関わりが薄うございますので」

と、殆ど無回答でしたが、今、原発は東北電力の

経営の‘お荷物’になり、彼らを追い詰めていま

す。 （空） 
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