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女川原発２号機の再稼働を止める県民運動を！ 

‘パンドラの箱’を開けた村井知事 
 

昨年、多くの県民の意思を無視して、村井宮城

県知事が女川原発２号機再稼働の「同意表明」を

行ったことは、まさに県政に残る汚点となった。

これで再稼働が決まったと感じている向きもある

かもしれないが、決してそうではない。本 2021

年は、村井知事の「同意プロセス」の不当性・無

効を全県に訴えるなかで、再稼働の問題を焙り出

していこう。「原発のない女川・東北」への道筋を

つける一年にしていこう。 

 

◎村井知事の何が問題だったのか？ 

 

 昨 12 月 12 日に行われた「風の会・公開学習

会」で、講師の阪上武さんは、東海第 2 原発の再

稼働プロセスに関して、茨城県の例をとりあげ、

「東海村に加え UPZ の中の水戸市など 5 市に事

実上の同意権を持たせている」「県としては、①安

全性の検証、実効性ある避難計画の策定→②県民

の皆様に再稼働について考えていただく情報を提

供→③県民、避難計画を策定する市町村、県議会

の意見を伺う→④知事が再稼働の是非について判

断」するとした方針を紹介した。現在はそのどの

段階かといえば、①の段階で、しかも「実効性あ

る避難計画」のために、避難先の確保はもとより、

複合災害およびコロナ対策をふまえた「第２避難

先の確保および対策」を進めている段階だという。

そして、「実効性」についてはあくまで県民が決め

るのだという（聞き方は未定）。 

 これを踏まえ阪上さんは「宮城県はずいぶん違

うな、問題あるなと感じている」と思わず言葉に

している。「村井知事は、内閣府が承認したんだか

ら緊急時避難計画の実効性は検証されたと言って

いるが、それはウソだと思います。シミュレーシ

ョンも含めて、最終的には住民が納得できてはじ

めて判断が下される」「そういう意味でも宮城県知

事の対応は非常に問題がある」と言い切っている。 

 阪上さんは、12 月 1 日の参議院で行われた政

府交渉も取り仕切るなど、全国の状況に詳しいが、

その阪上さんをして「非常に問題がある」と名指

しされたのが我が村井知事なのだ。 

 

 実際、避難計画の問題は、先の市町村長会議で

も、多くの首長が不安を口にしている。「本町の４

カ所の避難所に石巻市の約 1,700 人の避難住民

を受けることとしております。当時の混乱を思い

起こすと、万が一、女川原子力発電所で事故が起

きた場合、円滑に避難者を受けいれられることが

できるかは不安を感じるところであります」（村上

蔵王町長）、「石巻市さんから、町内２箇所におい

ておおよそ 500 人の避難者を受け入れることに

なっております。…避難所確保を含めて、原子力

災害時のコロナ対策について、どのように考えて

いるのか…それから…受け入れ避難所は、通常の

自然災害の使用する場所でもございまして、どう

しても受け入れ側の負担が生じるほか、地域の避

難住民、また観光客を受け入れる地元住民は不安

を感じる…」（櫻井松島町長）、「安全性が実際に向

上したのか、どの程度なのか、十分理解されてな

いのが現状だと思います。県におかれましても、

先ほど説明会を地元でやっているとお話がありま

したが、原子力の安全性について、県民に対し事

業者から説明をするなどの機会を多くですね。持

っていただいて、県民の安全に対する理解が深ま

るよう取り組みをしっかりと進めていただければ 

 

〈「風の会 会員のつどい」延期のお知らせ〉 ※例年 1・2 月に行なっていた
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…」（大沼村田町長）、「石巻市さん、東松島市さん

から受け入れる立場にあります。この受け入れ側

の意見としては、やはりいくつも気になるところ

がございます」（郡仙台市長）。 

 報道では、相澤美里町長、猪股加美町長、早坂

色麻町長が明確に反対したことがクローズアップ

されているが、実は他の首長、特にＵＰＺから避

難者を受け入れる自治体も「本当に大丈夫か？」

と感じていることが図らずも明らかになった。当

事者がどう避難者を受け入れたらいいのか分から

ないという、避難計画の実効性のなさがここに端

的に示されている。村井知事が「重視している」

とした「市町村長の理解」さえも、実は得られて

いないのである。まして県民の理解などは言うま

でもない。 

 

◎今後の規制委審査の行方 

 

 原子力規制委員会の適合性審査のうち、「原子炉

設置変更」については昨年の 2 月 26 日に許可

（合格）がおりたが、残り「工事計画」と「保安

規定変更」についてはこれからとなる。 

 「工事計画」認可申請について東北電力は、21

年2月と3月に2回の補正書を規制委に提出し、

予定していた全ての書類の提出を終える、として

いる。その上で、新型コロナウィルス感染拡大の

影響で解析が遅れ、補正書の提出がずれ込んでい

ることから、補正書の内容については 21 年 6 月

から変更し、9 月までに説明を完了する考えだ。

「2022 年度を見込む安全対策工事の完了時期

に影響はない。工程の調整で対応できると考えて

いる」としている。（12 月 9 日「河北」「日経」）。 

 これまでの補正全体では膨大な資料が提出され、

今後さらにこれに積み重なると思われるが、問題

はその中身の限界である。 

 何より、女川 2 号機は福島原発と同様 BWR（沸

騰水型）の古い型であるマークⅠ改良型であるこ

とからは、どんなに最良の工事をしても逃れられ

ない。「マークⅠが欠陥を抱えているとの米国での

指摘は当時から知られていました。格納容器全体

の容積が小さいため、炉心部を冷却できなくなっ

て、圧力容器内の蒸気が格納容器に抜けると格納

容器がすぐに蒸気でパンパンになってしまう。最

悪の場合は格納容器が破裂してしまう心配があり

ました」（田中三彦さん 2011.3.28 週刊朝日）。 

 また、最新の田中さんの分析では、福島第一原

発１号機の放射能の漏れは、圧力容器（原子炉）

のふたであるフランジのボルトが緩み、ガスが噴

出したことによるのではないかの指摘がされてい

る。「もしこのような現象が起きれば、原子炉圧力

容器を包含している格納容器が、それもとくに原

子炉圧力容器主フランジ部の近傍にある「格納容

器トップフランジ」と呼ばれる部位が一気に加熱

損傷を起こし、大量の放射性物質が外部（原子炉

建屋最上階）に放出される可能性がある」（「科学」

2020 年 12 月号）。これは福島 1-1 と同様マー

クⅠである女川2号機にもまさに当てはまる重要

な指摘だが、知る限り東北電力はこのことを検討

していない。 

 さらに、昨年 12 月 4 日の大飯原発設置許可取

り消し判決で全国的に問題になっている「基準地

震動」の「ばらつき」についても、改めて検討す

べきではないか。ただ、女川での審査は必ずしも

大飯原発の審査方法とは同じとはいえないので慎

重な検討が必要だが、特に女川原発は何度も基準

地震動を超えた地震に見舞われており、はたして

現在の「1000 ガル」という基準が妥当なのか、

また東日本大震災はじめ、これまでの大地震でダ

メージを受けた「被災原発」が、今の耐震補強工

事で本当に大丈夫なのかという不安は、決して拭

い去ることはできない。 

 また、大飯原発の判決が示したものは、「規制委

員会の審査」そのものへの疑問である。原告が丹

念に「審査ガイド」と現実の審査を比べて、その

矛盾を指摘したことがこの判決をもたらした最大

の理由だが、裏をかえせば、ある意味審査に「合

格」することが前提で、「活断層がある」などの明

確な理由がない限り「不合格」にはならないのが

現実だ。したがって、「審査に合格」＝「事故を起

さない安全な原発」というわけでは決してない。

審査を通ってもリスクは必ずあるのだ。 

 

◎パブコメ回答に見る 

「工事計画」許可での課題 

 

 昨年 2 月の「原子炉設置変更許可」に先立ち、

パブコメが募集され回答が公表されたが、多くは

「工事計画」へ先延ばしするものだった。以下、

その一部を抜粋する。 

 

・「ひび割れなどの検査は施設すべて行ったの

か？」との問いに対しては、「ひび割れの発生量が

多い原子炉建屋を代表として、ひび割れの調査結

果を確認しています。原子炉建屋以外の既設建屋

については、工事計画の審査において確認します」

としている。 

・「設置変更許可の審査においては、防潮堤下部を

地盤改良することで敷地から海への地下水の流下

がせきとめられるため、地下水位が地表付近まで

上昇する可能性があることから、耐震性を含め適

切に信頼性を確保した地下水位低下設備により一

定の範囲に保持した地下水位に基づいて、地震時
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の敷地の液状化及び沈下を評価する方針とするこ

とを確認しています」「改良地盤の物性値について

は、申請者が所定の物性値が確保されていること

を施工時に確認する方針であることを確認してい

ます。詳細については、工事計画の審査において

確認します」としている。 

・「設置許可基準規則では、原子炉格納容器の破損

を防止するために、希ガスを含む放射性物質の放

出を伴わない代替循環冷却系の設置を求めており、

代替循環冷却系は格納容器圧力逃がし装置に優先

して使用することとしています。このため、格納

容器ベントを行う可能性は極めて低いと考えます

が、仮に行った場合の評価として、放射性物質の

異常な水準の放出を防止するという観点から、原

子力発電所の近隣の住民が長期避難を余儀なくさ

れる可能性がある放射性物質の放出を制限するた

め、… Cs137 の放出量を基に評価し、100TBq 

を下回っていることを確認することとしています」

としている。 

 他にもあるが、以上の課題や、昨年宮城県に申

入れた内容などが今後「工事計画」認可で焦点に

なると思われるので、その不十分性をついていき

たい。 

 

◎再稼働を止める県民運動を！ 

 

 村井知事の「同意」表明後、「女川原発再稼働ス

トップ！みやぎ女性議員有志の会」の他、FFFS

（Fridays For Future Sendai）の若者や、「脱原

発をめざす首長会議」などが知事あてに同意の撤

回を求める行動を行っている。また東京やドイツ

のマスコミが、「東日本大震災の震源の近くで原発

を動かすのか？」と驚きを込めて取材を進めてい

るとの話も聞く。まさに村井知事の行動は、原発

とともに生きるのか否か、東日本大震災後の地域

（女川・宮城・東北）をどう創り上げていくのか、

という課題を突き付ける‘パンドラの箱’を開け

るものになった。 

 「グリーンリカバリー」という言葉も生まれて

いるように、コロナの克服も含め、私たちは 20

世紀型の経済成長に基づく大量生産・大量消費社

会からの転換の時代の真っ只中にいる。そういっ

た視点をもちながら、女川原発 2 号機の再稼働を

止める運動を、さらに多くの県民・仲間とともに

創り上げていこう。今年は宮城県知事選を始め、

重要な選挙が目白押しだ。それらの機会をとらま

えて原発 NO を訴えていこう。 （事務局 舘脇） 

 

風の会公開学習会 vol.16「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」 

たった一つしかない命や暮らしをどう守れるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、息子が 2 歳半の時に東日本大震災と原発

事故を経験し、それをきっかけに脱原発活動に

細々と関わりを持ってきました。当時「どうか神

様、事故終息の為に尽力されている方々をお守り

ください」と祈りながら事態を注視していたこと、

息子をどう守ったらよいのかという思いは、忘れ

ることができません。女川原発再稼働に向けた動

きが加速する中、国や宮城県が避難計画について

どのように考えているのか改めて知りたいと思い、

学習会に参加しました。 

原伸雄さんが女川原発再稼働差し止め訴訟の活

動の中で、自ら避難経路を走って検証されたり、

60 回もの開示請求をされるなど、これまで粘り

強い活動を続けて下さっている事に感謝の思いを

抱きました。しかし行政は黒塗りの文書を返し、

中には「文書不存在」として適切な議論が行われ

ていない事を示すような対応だったそうです。ま

た、避難計画策定に対し様々な助言が寄せられて

いたにも関わらず、それが生かされていない事も

言及されていました。市民に対し必要な情報開示

もされず、建設的な助言に対しても反応しないと

は、あまりにも誠意のない対応だと感じました。 

 

 阪上さんのお話では、国は新規制基準の審査ガ

イドには「（基準地震動を求める）経験式は平均値

としての地震規模を与えるものであることから、

経験式が有するばらつきも考慮されている必要が

ある」という文言を入れたにも関わらず、それを
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審査の時に考慮せず、過小評価している恐れがあ

る事を大飯原発差し止め訴訟で指摘されたのち、

「審査ガイドはあくまでも補助的なもの」と言い

出し、ガイドそのものを改変しようとしている事

を伺いました。 

また、2020 年 3 月に出された内閣府の報告書

では「陽圧化装置があれば 99%被曝を回避でき

る」としていますが、これは①設置に 2 億円ほど

かかる陽圧化装置があること、②鉄筋の建物であ

るという意味で一般の住宅とはかけ離れた高気密

の建物でなければならないという事、を前提にし

たものでした。また、「（そういう設備のない建物

でも）3 割程度は被曝を軽減できる」という報告

も併記されていたものの、これは北海道や北東北

の比較的新しい住宅での気密性基準を元に計算さ

れた数字で、温かい地域や古い建物などではもっ

と気密性が下がる事は考慮されていないそうです。

原子力災害は地震・津波を伴う複合災害となる恐

れもあり、その際には住宅の気密性はもっと下が

ることが予想できます。その事は連想しなかった

のだろうか、と疑問に思いました。  

昨年内閣府から出されたコロナ禍での原子力防

災時の防護措置に関する文書では、避難所におい

て人と人との間隔を保つこと等が書かれており、

各自治体でもそれに基づいて避難者の受け入れを

する事が求められています。しかし、複合災害と

なった場合は、間隔を保つことができない事が予

想されています。また、換気についても「換気を

行わないのが基本、ただし放射性物質の放出に注

意しながら 30分に 1 回程度換気をする」とあり、

リアリティのない指示となっている事に呆れまし

た。ごく一部の方はシェルターのような施設に安

全に避難できるのかもしれません。ただ、東日本

大震災当日の事を思い返すと、津波被害を受けて

いない所ですら情報は少なく、交通も遮断されて

おり、速やかに避難ができるとは思えません。ま

た事故後は SPEEDI を使ったシミュレーション

は利用しない事になっている為、ますます手探り

での避難になります。 

 

私たちが知りたいのは、大切な人の、たった一

つしかない命や暮らしをどう守れるかで、こんな

にも多くのリスクを負いながら原発に頼るのは、

合理的とは思えません。欺瞞や矛盾を抱えた避難

計画作りや安全対策に追われる現場の方々も、苦

慮されているのではないかと想像します。そもそ

も電気が必要なのも、私たちが穏やかに暮らすた

め。村井知事には、勇気をもって、真に県民の今

とこれからを守る選択をしてほしいと願います。 

※なお、あいコープでは、安定ヨウ素剤の配布会

活動を、3 月を目処に始める予定です。 

（生活協同組合あいコープみやぎ理事 

 後藤咲子） 

 

 

阪上武さん石巻講演会！新たな段階での運動に大きな力！ 

避難計画の実効性の確保はますます大問題に… 

 

 

 

 

 

 

 

風の会のご配慮で実現した「女川原発の避難計

画を考える会」主催の昨年 12 月 13 日の「屋内

退避を考える」と題した阪上武さんの講演会は、

この冬一番の寒さの中を 70 名が参加し、「このま

まの避難計画では女川原発の再稼働を許すわけに

はいかない」との決意を固め合う場となりました。 

 

阪上さんは、講演の冒頭で、12 月 4 日の大阪

地裁の大飯原発 3，4 号機の設置変更許可取り消

しについて、「争点であった基準地震動の問題につ

いて、規制委員会の判断の誤りを指摘したもので、

東電福島第一原発事故後初の判決」としてその画

期的意義を強調し、その中心点を解説しました。

私としては 12 月 1 日の政府交渉の時、原告団の

方々から「相当に国を追い詰めた裁判が出来た。

期待して見守って下さい」とのお話を聞いていた

だけに、8 年半にわたる原告団・弁護団等の頑張

りが偲ばれ、喜びもひとしおでした。 

 

続いて阪上さんは、「屋内退避」問題に話を進め、

この問題を重視し始めた契機を説明。宮城県の住

民説明会を取材し、内閣府がＵＰＺ内住民に「屋

内退避」を強いていることに疑問を持った東京新

聞の榊原崇仁記者が、同じ内閣府が「原子力災害

発生時の防護措置―放射線防護対策が講じられた

施設等への屋内退避―について（暫定版）」を既に

2020年 3月に纏めていたことを同紙の 8月 30

日付で記事にしていることを紹介しました。 
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阪上さんは、この内閣府の文書には「気密性の

高い家屋であっても内部被ばくの低減効果は

33％にとどまる」ことが、グラフとともに明記さ

れていることに注意を喚起しました。 

この件についての 12 月 1 日の政府交渉での、

内閣府の「今検討中」とか「まだ暫定版で確定版

は 4 月頃になる」との弁明に触れながら、内閣府

は「通常の家屋でも、壁などを通るとき放射能は

吸着され、低減効果はもっと高まる」等の見解を

示して「屋内退避でも大丈夫」との見解を出そう

としているのではないかと警戒感を示し、今後の

動向を注視してゆかなくてはならない、と強調し

ました。 

避難計画の大問題として阪上さんは、新型コロ

ナウイルス対策を取り上げ、この間の 11 月の福

井県での内閣府も参加した避難所設営訓練の体験

などから、「避難スペースは一人4平方メートル、

通路の間隔は 2 メートル」必要なことを確認して

おり、これを全国基準にしなくてはならない、と

強調。これに従えば、避難所の面積の倍増、避難

用バスの台数の倍増など、避難自治体も受け入れ

自治体も大変なことになり、実効性の確保はます

ます大問題に直面するとの感を抱きました。（12

月 1 日政府交渉は日野正美さんの報告参照） 

 

阪上さんのお話に先立ち、私からは、仮処分裁

判の特徴について報告しました。 

私は、裁判は残念な結果であったが、避難計画

についての県民の関心を高めることが出来たこと、

県政の内幕を知ることが出来たことなど、裁判を

闘って良かったことを強調しました。 

裁判を通じて 60 回の情報公開請求をする中で、

石巻市の避難計画策定前の平成 28 年 3 月、国交

省から「渋滞問題、避難途上の食料や水、ガソリ

ン問題について」助言を受けていながら全く無視

して計画策定に及んだことが、県知事に対する職

員の「復命書」によって明らかになったこと、我々

の質問状に「検討中」との回答ばかりであること

からその経緯について情報開示を求めると「文書

不存在」との回答。これは文書に残すべき検討を

していないことを示すものであり、計画の策定が

県民の疑問に答えることが出来ない、県民不在の

まま進められたことを示すものとなりました。 

もう一つ私からは、裁判では相手を相当に追い

詰めたものの、裁判所も「国策」に屈したことを

報告しました。5 月 27 日の第 5 回審尋の時、裁

判長が「東北電力が安全工事の２年延長を発表し

ていること、県は避難経路阻害要因調査を 5 月

22 日に公表したこと」を取り上げ、相手方代理

人に対して「これをどう受け止めているか、延長

の間に計画の実効性を高めるのか」と質問。これ

に対して相手方は「2 年延長とは関わりなく計画

の不断の見直しをやって行く、それに調査結果を

反映してゆく。6 月県議会後に住民説明会などの

日程も入れてゆく」と述べたため、当方の小野寺

弁護団長がすかさず「県の姿勢がそうであるなら、

我々としては、今日で裁判を打ち切り裁判所の決

定を出して貰ってもいい。同時に阻害要因調査結

果についての準備書面を出して実効性の欠如を主

張することも出来る」と主張。ここで一瞬間をお

いて、裁判長は「裁判官による合議をしたい」と

10 分余の「休廷」となりました。再開後、裁判長

は「さらにもう一度法廷を開きたい」と 6 月 15

日の県議会開会に合わせて、6 月 16 日に第 6 回

審尋を開くことになりました。裁判長が相手方代

理人の発言に不信感を抱いたことはその場にいて

歴然としており「これは 6 月県議会での知事の態

度表明前に「同意してはならない」との決定を出

す可能性が高まったのではないか」との期待が高

まりました。 

ところが、その動向を察知してか、国は緊急時

対応・避難計画の総理大臣を議長とする原子力防

災会議の手続きをいきなりスピードを上げて、コ

ロナ対策も盛り込んだ計画を急遽テレビ会議で 6

月 17 日女川地域防災会議で確認し、6 月 22 日

には国の原子力防災会議をこれまたテレビ会議を

開いて了承してしまいました。法廷は予定通り 6

月 16 日開かれたものの、即閉廷し、決定を出す

準備に入ることになり、7 月 6 日に「申し立て却

下」となりました。 

この 5 月、6 月の一連の流れは極めて不可解で

あり、「避難計画の実効性」を争点にした裁判であ

りながら、仙台地裁では第 5 回審尋の経過があり

ながら、それには全く触れない決定が下されるこ

ととなって仕舞いました。これは、「避難計画の実

効性を判断する立場にない」との狡猾な村井知事

の言葉に乗じて、再稼働を急ぐ国が知事の意をく

んで、避難計画の実効性にお墨付きを与えたもの

と言わざるを得ません。裁判所は、一時は独自の

判断を試みようとしたものの、結局この「国策」

の勢いに圧倒されてしまったのではないでしょう

か。悔しい限りですが、最高裁への上告は断念し

て、新たな法的手段についての可能性を弁護団に

おいて検討して頂いているところです。こんなこ

とを中心に報告しました。 

 

最後に、閉会の挨拶に立った松浦健太郎弁護士

は、阪上さんの講演などを参考に、「考える会」と

して、法廷闘争を含めて再稼働を止めるためにみ

なさんと一緒に頑張る決意を表明して、閉会しま

した。 

（女川原発の避難計画を考える会代表 原伸雄） 
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広域避難計画で、院内集会＆政府交渉 
感染症対策で十分な避難スペースは確保できるのか！ 

屋内避難で内部被曝は避けられない！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女川原発 2 号機の再稼働同意、東海第二原発、

柏崎刈羽原発の再稼働に向けた動き、関西では

40 年を超えた老朽原発が来年早々にも再稼働さ

れる状況のなかで、12 月 1 日、原発の広域避難

計画に関した院内集会と対政府交渉が参議院議員

会館で開催され、女川原発再稼働同意を容認した

宮城県石巻市から「女川原発の避難計画を考える

会」の原伸雄代表をはじめ、新潟県の避難検証委

員会の委員である大河陽子弁護士、松戸市議の岡

本優子さん、FoE Japan 事務局長の満田夏花さ

んら約 30 名が参加し、全国から 50 名がリモー

ト参加しました。 

 

＜院内集会＞ 
○避難スペースは確保できるのか！ 

 

 政府交渉（内閣府、規制庁）の前に開催された

院内集会では、新型コロナ感染症対策や屋内退避

問題について、「原子力規制を監視する市民の会」

の阪上武さんから解説があり、コロナ対策での「避

難所スペース確保」について、内閣府の原子力防

災担当の示した考え方（避難所、避難車両等にお

ける感染者とそれ以外の者との分離と距離の確保）

では、人と人の間隔は 2ｍとしていること、福井

県エリアでは、一人当たり 4 ㎡、一家族間の通路

間隔を 2m としてテープで区画すること、茨城県

では、現状では一人 2 ㎡（畳一枚）であり、コロ

ナ対策は検討中であること、東海原発の避難先で

ある千葉県東葛地域の柏市・松戸市では、自市の

避難で 4 ㎡ないし 2 ㎡としているが、それを 6～

8 ㎡に拡げることを検討していること、などが報

告されました。 

 それを受けて関西と福井から、内閣府と福井県

のガイドラインでは、避難所におけるスペースは

一人 4 ㎡、通路幅は 2m であること、コロナ禍で

避難所は足りないことを自治体が認めていること、

美浜町住民（人口 9300 人）は、大飯原発のある

おおい町（人口 8,100 名）に避難すること、8 月

に実施された避難訓練では、30 名の避難者に対

しバス４台（感染疑い者用 1 台、濃厚接触者用 1

台、その他の人用 2 台）、400 名収容の体育館が

避難場所に指定されていたことなど、感染症対策

と原発防災は両立しないことが防災訓練からも明

らかになった、と報告がありました。 

 岡本松戸市議からは、水戸市と避難先の千葉県

東葛地域との受け入れ調整について報告があり、

避難スペース一人当たり4㎡に統一されたが千葉

県から修正依頼があり 2 ㎡になったこと、今後、

6～8 ㎡にすることや受け入れ側の感染症対策、

複合災害への対応などを求めていくことが報告さ

れました。他にも、佐賀県玄海町や広島、鹿児島

からも報告がありました。 

  

○屋内退避で内部被曝は防げない！ 

 

 次に、屋内退避問題について、阪上さんから、

内閣府が作成した「放射線防護対策が講じられた

施設等への屋内退避について」（以下、「内閣府等

の報告」）の解説があり、その中で「陽圧化した RC

造（コンクリート建屋）に屋内退避することで被

ばくを 9 割程度低減できる」としていること。一

方で、陽圧化されていない建屋の場合、北海道、

青森、秋田、岩手に適用される次世代エネルギー

住宅基準（相当隙間面積 2.0）をクリアする高気

密の条件であっても、3 割程度しか低減効果がな

いことが「内閣府等の報告」で明らかにされてい

ることを捉え、「比較的古い木造住宅では気密性が

低く、内部被曝の低減はほとんど期待されない」

と解説されました。 

 新潟県の避難検証委員会の委員をしている大河

陽子弁護士からも、委員会での内閣府の説明で、

陽圧化対象の建物は 1300 ㎡の建物（公民館程度）

であり、自然換気で木造の建屋では 5 割程度の低

減効果があるが、一般の木造家屋は 2～3 割程度

の低減しかなく、効果はないように感じたこと、

現在はこの件について委員会として意見をまとめ

ている、と報告がありました。また、コロナ感染

症については、内閣府から、「基本的な考え方（換

気をしない）」に基づいて、「屋内退避した時の被

ばくのリスク」と「しないときのリスク」、それと
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「感染症での致死率 3％」を比較して対処方針を

考えている、と説明があったとして、致死率 3％

を上回る「被ばくリスク」をどの程度に設定して

いるのか内閣府に質問しているが未だ回答がない、

と報告されました。 

 

○女川原発再稼働の地元同意に抗議の報告 

 

 石巻市から参加した「女川原発の避難計画を考

える会」の原さんからは、実効性に欠ける避難計

画のもとで宮城県知事と石巻市長が女川原発再稼

働に同意することを差止める仮処分訴訟の闘いの

報告、村井宮城県知事が「県民の総意」を装い地

元同意を表明したことに抗議し、コロナ対策や「屋

内避難における内部被曝」を新たな争点に据えて、

今後も再稼働を止めるために闘いを継続していく

と、決意が述べられました。 

 

＜政府交渉＞ 
○避難スペースと屋内避難で 

 

政府交渉では、避難所のスペースについて追及

した結果、内閣府原子力防災担当で福井県の担当

者が、避難所のスペースは一人当たりおおよそ 4

㎡、避難所の数は従来の二倍程度必要になると答

え、全国的にそうすると明言しました。これは再

稼働を止める大きな材料となると、参加した皆さ

んは話していました。 

 94 万人の避難先が求められる東海第二原発を

抱える茨城県では、現状の 2 ㎡を増やすつもりが

ないようなので、感染症拡大を防ぐためにも、早

急な対応を求めたところです。 

 避難するバス内や避難所での換気について、内

閣府のガイドラインでは、「基本は放射能対策で換

気はしないが、コロナ対策で 30 分に一回程度換

気する」という矛盾した対応を求めています。バ

スの換気対策について追及すると、内閣府からは、

「事故の発生状況やプルームについて災害対策本

部が把握してバスに連絡し、バスに乗っている線

量計を持った職員が判断する」と実効性に欠ける

回答があり、不可能だとの参加者から批判の声が

挙がりました。 

屋内退避による内部被ばくの低減効果について、

陽圧化装置を付けない限り低減は3割程度しかな

いとした内閣府の報告への質問に対して、内閣府

の回答は、「この報告は暫定で、確定版を作成中で

あり、沈着効果（家屋等への）などが考慮されれ

ば低減効果が上がる可能性がある」などと、無責

任な回答がありました。 

参加者は、「気密性が低い家屋では低減効果が低

く、これまでの前提が崩れたのだから、指針の改

定を含めて、屋内退避について抜本的な見直しを

図るべきだ」、「内閣府等の報告」に添付されてい

るパンフレットについては、「陽圧化装置がなくて

も家に居さえすれば安全だとの誤解を生むものに

なっており、回収すべきだ」と追及して、回答を

求めました。 

現在の避難計画において、感染症対策、屋内退

避問題を取ってみても、避難は極めて困難である

ことが明らかになりました。再稼働を止めていく

闘いとして全国各地で問題化し、取り組んでいく

ことが求められています。 

＜女川原発の避難計画を考える会 日野正美＞ 

 

 

大崎住民訴訟は排ガス測定法が中心議論に 
大崎住民訴訟を支援する会 事務局 広幡 文 

 

放射能汚染廃棄物焼却に反対する大崎住民訴訟

第 10 回期日が 12 月 2 日に行われ、焼却炉から

出る排ガスの放射性セシウム測定法に関する審議

が行われました。9 月 23 日の第 9 回期日で裁判

長から「公定法での検査を原告側も了解できない

か」といった趣旨の提案があり、それに対して原

告弁護団は公定法の弱点を指摘しつつ、公定法を

改善する余地があれば検討する旨回答し、また原

告側が用意しているコールドトラップ法の実施も

求めました。被告・原告双方の推薦する科学者が

同席する非公開での進行協議（2月 24日 14時）

と第 11 回期日（3 月 10 日 16 時）では、これ

らの検査法についてさらに煮詰めた論議がされる

予定です。 

 こうした事態に至り、大崎住民訴訟を支援する

会は 12 月 20 日弁護団と共催で、「焼却炉の排ガ

ス測定法学習会」を開催しました。内容は別紙ニ

ュースに掲載しました。弁護団は学習会をふまえ、

「公定法を改善した検査法」と「コールドトラッ

プ法」の両方の検査を要求していく予定です。公

定法の改善点として、①排ガスの吸引時間を長く

する、②ゲルマニウム検知器の感度を 20％から

50％に引き上げる、③ゲルマニウム検知器での測

定時間を 48 時間とする、などを考えています。 
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大崎住民訴訟を支援する会で学習会開催 

～公定法の不備を徹底究明～ 
 

2020 年 12 月 20 日、大崎住民訴訟を支援す

る会主催で、「焼却炉の排ガス測定法を学ぶ」学習

会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●福一焼却炉では 1 割の漏れを公表、 

稲わらのセシウムは水に溶けにくい 

  

はじめに報告に立った住民訴訟を支援する会副

会長の吉田洋一氏は 2 題報告。2015 年より稼働

中の福島第一敷地内にある放射能汚染物質焼却炉

のバグフィルターは放射性セシウムを9割しか捕

捉できないために、ヘパフィルターを通して 99，

97％の捕捉率をなんとか確保している実態を、東

京電力が発表している資料をもとに報告しました。 

 また南部正光氏と 2 人で行った「放射能汚染廃

棄物の溶出試験報告」がなされ、稲わらに付着す

る放射性セシウムが1割程度しか水に溶けない事

実を確認したとのこと。この結果は神奈川県ちく

りん舎の検査結果にも共通すると、青木一政氏も

指摘。南部正光氏は「水に溶けやすいセシウムは

既に溶け出し、溶けにくい物が残ったと考えられ

る。溶けにくい理由は、メルトダウンの結果、温

度が 1 千度以上に達し、セシウムがシリカ化（陶

磁化）したためだろう」と指摘。 

 

●インピンジャー方式では捕捉できない 

  

以上の結果から、環境省が示す排ガス測定法（公

定法）である水をくぐらせる「インピンジャー方

式」は、そもそもセシウムが水に溶けないため、

意味のない測定法であると言えます。しかも吉田

氏はこの日「サブミクロン粒子に対するミゼット

インピンジャーの捕集性能」という当時の労働省

と日本たばこ産業が共同で研究した論文を紹介し、

「0.6μｍ以下のサブミクロン粒子の捕集率は

40％程度」と指摘されていることを強調しました。 

 

●コールドトラップ法でセシウムを捕えよう 

  

次に報告にたった南部正光氏は「コールドトラ

ップ法」を解説。0.3μｍ以下の細かい粒子となっ

ている放射性セシウムはバグフィルターを通過し

やすい。しかも小さい粒子ほど放射性数値が高い。

バグフィルターの目を抜けたこの小さい粒子を水

とくっつけ、雪の結晶にしたあと凝集して捕える

方法を今設計中とのこと。機械を製作する費用は

300～400 万円とのこと。 

 弁護団は裁判を通じて、コールドトラップ法の

実施を求めていく方針でいます。裁判所がこの方

式を認めたら、多くの市民に資金のご協力をお願

いすることになります。 

 

●環境省推薦の公定法では mBq／㎥単位の

セシウムは計測できない 

  

最後に報告に立ったちくりん舎(神奈川県)の青

木一政氏は、大崎広域組合が提出した「放射性物

質測定結果報告書」をもとに公定法を批判しまし

た。 

 青木氏は、そもそも報告書が示す検出下限値が

0.13Bq/㎥（＝130mBq/㎥）であることがいけ

ないと指摘します。環境省の大迫氏論文に記され

る福島県内の焼却炉の出口付近の粒子の重量濃度

図面から得られる 0.3μm 以上の放射線量は 

 

図＝コールドトラップ法のイメージ 

  原理はスキー場の降雪機と同じ（急激な断熱膨張による冷却） 



9 

 

1.62mBq/㎥で、「mBq/㎥」単位の下限値を持つ

必要があると強調。 

 

●測定対象物の量や測定実数記録もない 

  

さらに測定対象となるろ紙やドレン水の重量記

載がないうえに、測定実測値も記載していないと

強調します。記載された数値の単位は「Bq/㎥」。

ゲルマニウム測定器が示す数値は「Bq/㎏」。だか

ら実測値が記されていないということになります。 

 

 

●ろ紙のかさ上げをせず、補正値も示されない 

  

放射線量を測定する場合、容器いっぱいに対象

物を詰め込むことで正確な数値を導き出すことが

可能になります。容器に空（あき）がある場合は

検出された数値を補正することが必要になります。

使用されている容器は 5 ㎝の高さがあり、それに

たった 0.6 ㎝のろ紙しか詰めていませんので、結

果、補正が必要ですが、その補正値さえ記録され

ていません。 

（『大崎住民訴訟を支援する会ニュース』第 8 号 

2021 年 1 月より ※一部編集者校正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１２・６「みやぎ地域・市民電力連絡会 年会」に参加して 

命か経済かではなく、命も経済も 

 

きらきら発電・水戸部理事長の開会あいさつ「コ

ロナパンデミック。その背景を考えると人類の歩

んできた乱開発と温暖化、過密と過疎、格差と貧

困、生産と消費と配分、エネルギー政策など、経

済社会の在り方の根底が問われています」。ポスト

コロナ時代の「復興」を意味するのがグリーンリ

カバリー（GR）。「被災地宮城県でのもう一つのリ

カバリーは、残念ながら石炭火力発電や女川原発

再稼働に向かう流れとなり、とてもグリーンの「復

興」ではない」と批判。若者たちが巻き起こす気

候ムーブメントへの期待も語りました。 

 

ろ紙の詰め高は 0.6㎝、

容器 5㎝の 1割程度 

吸引時間は 4時間 

検出下限は 

0.13Ｂｑ／㎥ 

ドレン水のゲルマ測定

時間は 33.3分間 

吸引量は３㎥ 

吸引速度 13ℓ／分 

ろ
紙
の
ゲ
ル
マ
測
定
は 

十
六
・
六
分
間 

ゲルマの測定 

効率は 20％ 

測定ろ紙の重量・ドレ

ン水の重量記載なし 

測定値(Ｂｑ／㎏)も記

載なし 

補正値が示されなけ

ればならない 
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東北大学・明日香教授の講演 は「コロナ禍から

の世界のグリーンリカバリー」 

産業革命以降の温度上昇 2℃以内に抑えるには

二酸化炭素排出量の年 2.7%削減が必要であり、

1.5℃以内に抑えるには 2030 年までに年間

7.6%削減のスピードがなくてはならない。そう

でなければ、2050 年にカーボンニュートラルに

ならない。 

 

しかし、先進国はその手前の 2040 年にはカー

ボンニュートラルに到達しなければならない。「気

候正義」「気候平等」の見地に立てば、先進国には

温暖化の歴史的な責任があり、また技術と経済力

があるからだ。グレタさんはスウェーデン政府に

年間 15%下げろと主張。(実現するまで学校に行

かない、と)・・2040 年の先進国カーボンニュー

トラル到達にはそれが必要。日本の場合、気候危

機が叫ばれているにもかかわらず 1990 年から

排出量は増大し続け、2013 年から 2～3%減っ

ているだけ。(これも日本政府の政策努力というよ

りは、製造業の衰退、観光・サービス業などへの

産業転換が背景だと推察します。) これらの経緯

を見れば、スガ首相の 2050 年カーボンニュート

ラル「宣言」はそれほど先進的とは受け取れない

し、そもそもロードマップもなく具体策に乏しい。 

 

「命か経済かではなく、命も経済も、である」

と明日香教授は強調。「二酸化炭素削減は雇用拡大」

とセットのもの、と語った。雇用推進のためにも

グリーンエネルギーへの転換を訴え。それらを

IEA のなどの資料で統計的に示す。化石燃料・原

発は環境に悪いし雇用も増えず、見捨てられる技

術だ。米国では民主党バイデンやサンダースら中

心にグリーンニューディール政策を競っている、

とのお話。 

 

グリーンリカバリーもしくはグリーンニューデ

ィールの政策のキーワードとは。 

★雇用拡大 ★「経済成長」 ★温室効果ガス

のリバウンド回避 ★レジリエンス（サプライチ

ェーン確保の意味も） ★大気汚染（回避）。 

エネルギー転換でどれだけ雇用につながるのか。

例えば省エネ化の断熱工事、EV（電気自動車）乗

り換えなどがあると。米国のバイデンは、2035

年電力部門でのカーボンニュートラルを目指すら

しい。韓国の先進的頑張りの紹介もあり、国家百

年の計「コリアン・ニューディール」⇒雇用転換・

デジタルニューデール・グリーンニューディール

の三本柱。(スガ政権はそれを真似たようだ。) 中

国は、経済成長目標を避けて 2060 年カーボンニ

ュートラル目指す。原発は継続なのか？ 

 

現在の日本政府の目標は 2030 年までに、二酸

化炭素 1990 年比で 18%減の計画にとどまる。

EU などは 60%減だ。明日香教授は同比 50%削

減の政策提言を野党を通じてしているとか。化石

燃料代（産油国などへの支払い）年間 20 兆円を

国内のグリーン経済投資へ転換、雇用は逃げずに

増えるはず。たとえば発電、製鉄、製油、セメン

ト、化学と紙の六大産業が 15 万を雇用し全産業

CO2 の六割か七割を排出しているという。原発 5

万人を合わせてザックリ 20 万人の雇用を、省エ

ネ・再エネ投資の拡大で「雇用転換可能＆CO2 削

減」と明日香教授。 

 

会場からの質問あり。「グリーンリカバリーは経

済成長と相入れるのか」と。確かに重要な問いだ。

ふつう経済成長とは国内総生産＝GDP 成長のこ

とであり、社会的総付加価値の増大のことである。

また付加価値の増大は市場経済の拡大と同義であ

るのは言うまでもない。つまりは、これまでと変

わらぬ大量消費社会の推進であるが、「グリーン化

した大量消費社会」というものは想像しにくい。

「グリーン化」と「市場経済」は共存できないの

ではないかとの疑念がうずく。他方では脱経済成

長が大失業や貧困を意味するとばかりは言えない

のではないか。そうした視野も広めたいと思う。

明日香教授は、「経済成長と書いたが、必ずしも

GDP のことではなく、豊かさという意味だ。脱成

長という議論もある」と述べるにとどまった。今

後深められるべき問題だ。とにかく大いに好奇心

を刺激される講演であった。 

明日香教授への質問や資料問い合わせは→東北

大学 東北アジア研究センター (tohoku.ac.jp) 

 

また、市民電力四団体の活動報告がありました。

四団体のご紹介ができず、すみません。ひっぽ電

力による地域循環型経済の試みなど、先進的事例

にぜひご注目ください。 

（きらきら発電会員 阿部文明） 
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エネルギー転換と自然破壊 ～森林の破壊はそのまま地球の破壊～ 

船形山のブナを守る会 芳川良一 

 

船形山のブナを守る会は 9 月～11 月にかけて、

県と色麻町・加美町に対し、風力発電開発事業の

見直しの要請をしました。えぇっと思う方がいら

っしゃると思いますが、大崎地域を中心に計画が

進められている大規模風力発電事業が、広範囲な

森林伐採、自然破壊をともない、気候変動により

激甚化・多発化している水害や土砂災害にますま

す拍車をかけることに、危機感を持ったからです。 

今回は、脱原発と代替エネルギーとしての再生

可能エネルギー、再生可能エネルギー開発と森林

伐採・自然破壊について、考えてみたいと思いま

す。 

もとより、エネルギー問題の専門家でもなく、

地方経済の専門家でもありませんので、的を射た

話が展開できるかどうかわかりませんが、大筋は

そんなにズレることはないと思います。 

 

○原子力発電はもはや時代遅れ、 

これからは再生可能エネルギー 

 

女川原発2号機の再稼働の地元同意は強引に進

められました。この強引さに県民の多くは疑問を

持ったはずです。強引でなければ同意に達しない

ということ自体、もはや原発再稼働はムリ筋だと

いうことではないでしょうか。日本のエネルギー

政策はアナクロニズム、世界の潮流に乗り遅れて

います。 

原発再稼働のため地球温暖化をもたらす悪の根

源として引き合いにだされた化石燃料火力発電は、

原発再稼働の正当化に利用されなくても、大量の

温室効果ガス CO2 排出で、地球温暖化、気候変

動の大きな原因であることは、もはや議論の余地

がないところです。大気汚染を避けるためにも、

早急に転換が図られなければなりません。 

原発、火力の転換先はどこか。それは水力であ

り、風力であり、太陽光であり、潮力・波力の自

然エネルギーなのです。自然のエネルギーはどこ

にでもあり、誰でも恩恵に与れ、しかもタダなの

です。そして無尽蔵なのです。 

 

○再生可能エネルギーの可能性 

 

再生可能エネルギーには、原料のコスト面や

CO2非排出のほかにも、魅力的な可能性を秘めて

います。 

原子力や火力は、国家と電力事業者、産業界が

牛耳る集中メインフレーム型です。そこに利権が

はびこり、利権がエネルギー政策の柔軟性を奪い、

これから先の方向性を過たせます。それは、原子

力ムラが象徴的に示しています。 

 注目すべきは、再生可能エネルギーは、エネル

ギーの地域分散ネットワーク型の可能性を持って

いることです。地域住民のための地域住民による

エネルギーの供給と消費が可能になるのです。発

電事業で得られた収益は、自治体に或いは地域住

民に還元もできます。さらに、地域分散になれば、

過疎地が電気を供給し、大都会は消費するという、

差別構造や地域格差も解消できます。 

 そして発電事業を通し、真の意味での民主主義

が確立し、新しいコミュニティー社会の成立を導

いてくれます。 

 

○再生可能エネルギーは自然破壊をともなう 

  

しかし、再生可能エネルギーはいいことづくめ

ではありません。 

再生可能エネルギー発電開発には、多かれ少な

かれ森林伐採や自然破壊がともなう場合があるこ

とも事実です。現在森林となっている土地への新

たな太陽光発電設置には森林伐採と整地（切土・

盛土）が必要となり、同様に風力発電にはさらに

大規模な森林伐採や整地、取付け道路や点検のた

めの道の整備が必要となります。 

森林伐採は水害を招き、土砂災害を惹き起こし、

水源涵養林に手を付けたらたちまち水系破壊、水

質汚濁の元凶ともなります。原発をなくし CO2

排出を削減するためにそれぐらいガマンしろ、と

は言えない問題です。地球はすでに破滅に向かい、

人類滅亡の危機も叫ばれています。森林の破壊は

そのまま地球の破壊なのです。いま世界中が苦し

んでいる新型コロナウィルス流行も、もとはとい

えば森林破壊に起因します。 

 

○負の側面の打開はできるのか 

 

では、どうすればいいのか、ということになり

ます。 

森林伐採・自然破壊に結び付くのは、大規模発

電事業開発だということです。メガソーラー、風

力発電の事業者の多くは、グローバル企業・資本

であり、大手の中央資本なのです。企業の論理で

開発が進めば、もはや歯止めがかかりません。環
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境影響評価が終わり工事に着手してしまえば、あ

とは尽きることなき利益追求あるのみです。発電

事業者には電力会社も名を連ねている場合があり

ます。国策で原発は進めるものの、彼らはもはや

原発に見切りをつけているのかもしれません。と

もあれ、自然再生エネルギーも大手企業中心に開

発が進むようだと、エネルギーの中央集権的収奪

構造は永遠に変わらない、ということになります。

資本による人と資源の搾取は続きます。 

太陽光や、水、空気、風、波、といった自然現

象は、地域に与えられた恵みです。地域に住む人々

がその恩恵に与り、始めて意味をなします。言っ

てしまえば、よそ者である資本に受け渡してはい

けない財産なのです。資本を排除し、地域がそう

した資源を活用し、ネットワークで繋がり合う工

夫こそが考え得る真っ当な道筋ではないでしょう

か。地域が、地域の住民が、発電事業開発を行う

としたら、生存のために不可欠な森林や沢・川を

むやみやたらに破壊することはありません。そこ

は、住民の議論と合意のうえでの最小限の開発、

ということになるはずです。わたくしはそう思い

ます。 

発電事業開発を大手企業に手渡さず、大手企業

から奪い返す、それが処方箋です。グリーンニュ

ーディール、SDGs、グリーンリカバリーなどい

ろいろ言われていますが、住民が主導権を握らな

いかぎり抜本的解決にはならないと思います。 

 

○宮城県北・大崎地域における 

開発計画の現状 

 

大崎地域において次に記すような開発計画が明

らかになりました。一昨年の台風 19 号の惨状の

記憶や恐怖がまだ生々しいころだっただけに、計

画された事業対象区域のあまりの広さ（森林伐採

をともなう）に驚き、危機感を抱いたわけです。

森林の伐採は自然の森の保水力（森林は緑のダム）

を奪ってしまい、水害の頻発と大規模化に繋がり

ます。わたくしは台風 19 号の時、すぐ近くを流

れる鳴瀬川の氾濫・決壊を恐れ、川向の中学校に

避難しました（避難指示）。鳴瀬川の上流域が風力

発電開発事業対象区域に多く含まれています。 

 

・六角牧場     栗原市・大崎市        20 基 

・大崎鳥屋山    大崎市・加美町        19 基 

・宮城西部     加美町            30 基 

・宮城山形北部 大崎市・加美町・尾花沢市・最上町 90 基 

・宮城山形北部Ⅱ  大崎市・加美町          5 基 

・宮城加美     加美町            14 基 

・ウインドファーム八森山  色麻町・加美町    20 基 

・大和       大和町（升沢・吉田・種沢）  20 基 

 

全部足したら 198 基、大和は計画基数が確保

できないとして（自然公園と水源涵養保安林にか

かるため）事業者が撤退を表明したので、生きて

いるのは 178 基です。ちょっと想像してみてく

ださい。船形山から、あるいは薬莱山山頂から周

りを見渡したら、高さ 200m にも及ぶ風車のオ

ンパレードです。事業対象面積は 7,000ha を超

えます。7,000ha とはいったいどれほどの広さ

か。東京ドーム何個分という比べ方もあるかもし

れません（1,489 個分に相当）。 

 風力発電事業において県がゾーニングマップな

るものを作成しているのはご存じでしょうか。開

発に適している場所を示し、誘致を図ろうとして

いるものです。県は自らかけがえのない県土を切

り売りしようとしているわけです。 

県、色麻町、加美町への要請行動を通して、環

境影響評価において水害の視点が抜け落ちている

ことに気付きました（県）。また立地自治体は事業

者に対して直接もの申す立場にはなく、県を介さ

ないと話ができないということも分かりました

（加美町、色麻町）。環境影響評価において立地自

治体を評価の当事者としていないということは、

ひいては住民をないがしろにしているということ

です。 

なお、大崎市へは 1 月 20 日に要望書を手渡す

予定になっています。 

 

○新たな動き 

 

多くの風力発電開発事業の立地自治体である加

美町は、かたわら「かみでん発電公社」を興し、

電気の地産地消に取り組んでいます。2020 年に

収益の一部を加美町に寄付しました。寄付金は高

齢者福祉や公園遊具に充てられたそうです。少な

くともそこには利益至上の臭いはしません。営農

ソーラーも手掛けているとのことです。「かみでん

発電公社」は、まさにエネルギーの地域分散、地

域循環経済の先駆のひとつではないでしょうか。 

仙台市が先ごろ市環境影響評価条例の施行規則

を見直す方針を示しました。太陽光に「森林地域」

要件を新設し、対象となる森林地域を厳格化

（20ha→1ha）しました。太陽光発電の環境アセ

スに森林要件を設けるのは、全国の自治体で初め

てだそうです。ただ、風力発電は対象に入ってい

ません。 

山形県では、出羽三山風力反対を機に、規制条

例の検討が始まりました。鶴岡市は、風力施設ガ

イドラインを改定し、設置を認めない「制限区域」

を新設しました。 

大崎市が「大崎市自然環境等と再生可能エネル
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ギー発電設備設置事業との調和に関する条例」制

定に動き出したようです。しかし、風力発電事業

は、上に観たように、計画がめじろ押しです。遅

きに失している感があります。形だけの条例にな

らないよう、或いは条例が災いして住民の意見反

映の足かせにならないよう、注視していかないと

いけません。 

 

○地球消滅? 

 

いずれにしても、地域や自治体による起業に期

待し、かたわら自治体による規制でもって企業暴

走を最小限に食い止める、地域並びに住民の意見

を十分に反映させるべく住民が声を上げる、そう

いった地道な運動が必要になるものと思います。 

住民を守るため、人類の存続のため、地球滅亡

に至らしめないために。 

国のエネルギー政策は欺瞞に満ちています。エ

ネルギー転換は、原発温存、再稼働だけでなく新

設さえもが前提となっています。脱炭素化も原子

力ムラの延長で、或いは新たな利権集団を生み出

す方向で進められようとしています。ドラスティ

ックな変革を射程に、息の長い、しかし緊急性を

見失うことのない壮大なパースペクティブをもっ

て、この問題に処す必要が求められているのが現

在ではないでしょうか。 （2021.1.1 記） 

 

 昨年 12 月初めに、『反原子力の自然哲学』（未

来社）を著し、『高木仁三郎 反原子力文選』（未

来社）を編した科学史家・科学哲学者の佐々木力

氏が急逝されました。高校の後輩として親しくお

付き合いさせていただいていただけに残念でなり

ません。こころより哀悼の意を表し、お知らせい

たします。 

 
 

「さようなら原発 in いしのまき 2020」蟻塚亮二さん講演会 

「まっいいか」と軽く決断するのがいい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女川原発 2 号機の再稼働が女川町議会、石巻市

議会に続いて宮城県議会でも容認され、11 月 11

日には、村井知事が「県民の総意」を装い地元同

意を表明しました。再稼働は、2 年後の 2022 年

度以降とされています。再稼働阻止の世論を盛り

上げるためにも、福島原発事故後の現状を広く伝

えることが必要です。 

そこで、3 年振りの「さようなら原発 in いしの

まき 2020」集会として「福島原発事故避難者の

心の傷を考える」と題した「蟻塚亮二さん講演会」

を、11 月 28 日に石巻中央公民館においてコロ

ナ禍の中でしたが、120 名の参加で開催しました。 

講演に先立ち、実行委員会の斎藤さんから、大

間原発の敷地内で土地を売らず反対運動を続けて

いる「あさこハウス」の現状報告と支援アピール

があり、石巻市西部の須江地区に建設予定の「液

体バイオマス発電所建設に反対する」保護者の会

の我妻さんからは、反対運動への理解と支援のア

ピールがありました。 

＜人災は、天災より痛みが強い＞ 

 

蟻塚さんは、「福島の震災は、地震・津波という

自然災害と、原発事故という人為的災害（人災）

との複合した災害であり、人災は、感情や思想、

補償金や謝罪や誠実さを加害者に求めることにな

るので、解決には自然災害よりもはるかに時間が

かかり、加害者に対する怒りや恨みという感情反

応を伴うので、天災よりも痛みが強い。」「『国策・

民営企業』という原発の構図が責任（事故収束宣

言は政府、賠償は東電）の所在をあいまいにし、

誰よりも責任を感じて『ウツ』になるべき東電が

『ウツ』にならないで、被害を受けた住民が苦悩

して『ウツ』になっているのが、福島の原発事故

の基本構造だ。」と指摘しました。 

 

＜「国内発の難民」の苦痛は、 

戦争トラウマ並み＞ 

 

帰る土地と生業とを失った人々は、いわれない

差別を受け、国から見捨てられ、健康不安を持つ

「国内発の難民」だとし、生きていくには、転職、

出稼ぎ、除染作業員くらいしか道はなく、中高年

が迫られる転職とは、「再適応ではなく破滅と絶望

でしかない」と語り、原発避難者の精神的苦痛は、

過去の日本のどの災害よりも高く、「戦争トラウマ

並み」だと強調されました。 
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 更に、福島の震災は、物理的被害だけではなく、

夫婦間、同僚や上司間、親戚、世代間対立など対

人関係を破壊すること、避難生活を繰り返すこと

によるメンタルヘルスの破壊、難民の PTSD は、

一般人の 8 倍高いこと、沖縄では戦争体験の辛さ

を吐き出すことができるようになったが、福島で

は「がんばろう 福島」に反するとか、風評被害に

なると、原発被害の苦しさを吐き出せない状況が

続いていること話されました。 

 

＜SOS の能力、悲しむ能力、 

を大切に生きる意志＞ 

 

原発、震災トラウマを乗り越えるためには、

「SOS の能力、『悲しむ能力＝泣いてもいいんだ』

ということ、語れる相手の存在、今を大切に生き

る意志が必要だ」と。 

生きるとは「どこに置かれても生きる事。本当

の自分を生きることだ」と語り、被災地で被災さ

れた方から教わったこととして、悩み込んだ挙句

には「まっいいか」と軽く決断するのがいい、決

断は軽く、トラウマに勝ためのコツはあきらめな

いこと、未来は「なりゆきまかせ」、と最後に話さ

れた。フロアからもいろいろな質問と意見が出て、

充実した講演会になりました。 

この現状を見て見ぬふりをして、隣県の原発避

難者に寄り添うのではなく、原発事故を交通事故

や食中毒と比較する暴言を吐き、原発の再稼働同

意を表明した村井宮城県知事は、県民の命と生活

を守る首長として失格です。「県民の総意」という

嘘を流言しての同意表明の姿勢も許せません。今

後、様々な取り組みで再稼働を止めるために奮闘

していきたいと思います。 

（さようなら原発 in いしのまき実行委員 

   日野正美） 

 

＜参考：集会賛同呼びかけより抜粋＞ 

 

福島第一原発事故後、放射能汚染されたふるさ

とから避難せざるを得なかった人々の生活支援、

増え続ける汚染土や汚染水の処理の問題、使用済

み核燃料の管理と処理、廃炉作業の困難さ等々問

題が山積しています。福島の現状を省みることも

なく住民説明会での住民の危惧や不安に応える議

論もなく、短時間で採決を強行したことは暴挙と

しか言いようがありません。 

再稼働賛成意見の経済活動への期待は、震災前

の交付金目当てに原発立地を進めてきた体質と変

わりはありません。また避難計画についても、震

災前は「住民が避難するような原発事故は起きな

い」という安全神話に立ったもので、当然実効性

などありませんでした。 

今回、示された避難計画も、国自ら住民説明会

で「今後はさらなるその実効性の向上に向けた取

り組みを進めていければというふうに考えており

ます。再稼働にかかわらず、この原子力防災の取

り組みを引き続き強化、拡充していきたいという

ふうに思っております。」などと悠長な他人事のよ

うな発言で避難計画を語っていました。全く切迫

感がなく、福島原発では事故が起きたが女川原発

は大丈夫だという安全神話に基づいて避難計画を

立てているとしか思えません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやぎ脱原発・風の会 会計報告 

（2020 年１月１日～12 月 31 日） 

繰越金      644,184 円 

《収入》会 費   299,360 円 

カンパ   217,860 円 

      合 計   517,220 円 

《支出》印刷費    59,592 円 

通信費   177,790 円 

活動費   239,100 円 

その他    20,038 円 

      合 計   496,520 円 

《残金・繰越金》  664,884 円 

 

昨年も多額の会費・カンパが寄せられていま

す。ありがとうございます。そのお気持ちに応

えられるよう、今年も活動を続けて行きたいと

思います。 

 

■□2021 年会費振込みのお願い□■ 

《郵便振替口座》02220－3－49486 

《口座名》みやぎ脱原発・風の会 

会  費●3000 円／年 

 賛同会費●1000 円／年 
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今、女川では    女川町議会議員 阿部美紀子 

 

その 21．痛みを感ずるならば・・・ 

 

11 月 18 日、村井嘉浩・宮城県知事は梶山弘

志・経済産業相に対し、女川原発２号機再稼働に

同意する旨伝えました。 

 ９月の女川町議会での、女川原発２号機の再稼

働に反対する２件の請願否決、再稼働の推進を求

める陳情４件の採択、さらに９月石巻市議会、10

月宮城県議会が再稼働容認を表明、11 月２日、

UPZ 内５市町でつくる「UPZ 関係自治体首長会

議」が開かれ、「避難計画の実効性担保では一致し

たものの、再稼働についてはそれぞれ意見が違い

意見書としてまとめるのは難しい」と意見集約は

できませんでした。11 月９日には、宮城県内全

自治体の首長の意見を聞く市町村長会議が開催さ

れ、全 35 市町村長が参加、予定時間１時間を約

１時間延長したといいますが、そもそも、予定時

間１時間とは議論する気もなかったのではないか

と思わざるを得ません。結局、村井知事が、須田

善明・女川町長、亀山紘・石巻市長との三者協議

に一任することを提案。11 月 11 日、石巻市合

同庁舎で行われた三者会談での結論で、女川原発

２号機の再稼働について、「地元同意」を正式に表

明したことになります。 

 11 月 2 日から 11 月 11 日の 10 日間の流れ

からは、如何に御膳立てのできたものだったか、

如何に議論がされなかったのか、封じられたのか

が明らかに見えてきます。新聞記事によると、三

者会談後の記者会見で、村井知事は「事故があっ

たから（原発が）ダメであれば、全ての乗り物も

食べ物も事故が起きた経験から否定される。福島

の事故を教訓として、技術革新を目指すべきだ」

と述べています。比較の理論がオカシイのではあ

りませんか。三者会談の会場になった合同庁舎に

は、私も抗議行動に行きましたが、石巻市長は、

私たちが旗や横断幕、プラカードなどを掲げてい

た正門を素通りして裏の通用門から入り、更に正

面玄関からではなく裏口から会場に向かいました。 

 こうした再稼働推進に対し、立ち向かう新たな

取り組みも生まれています。９月、超党派による

「女川原発再稼働ストップ！みやぎ女性議員有志

の会」（11 月末現在、現議員・元議員含め 62 人

が参加）が発足し、９月 27 日には設立集会を行

いました。10 月 12 日の宮城県への「再稼働ス

トップ！」の要請を皮切りに、10 月 30 日の女

川町・石巻市を始めとして 11 月９日まで全 35

市町村への「再稼働ストップ！」の申し入れ、11

月 30 日には「再稼働同意の撤回」を求めて再度

宮城県への申し入れを行い、精力的に活動してい

ます。12 月７日にも女川原発現地視察が行われ、

それを踏まえた東北電力との質疑応答も予定され

ています。 

 今年 10 月 23 日、「女川原子力発電所設置反対

女川・雄勝・牡鹿三町期成同盟会」が主催した、

第１回漁民総決起大会が開催されて 50 年目を迎

えました。その数年前、傍聴に行った議会で、「原

発誘致決議」が満場一致で決議されたときから、

父の反原発、原発阻止闘争は始まりました。そこ

から、父は女川はもとより、雄勝町や牡鹿町を歩

き、自分よりも 10 歳も 20 歳も年上の方たちを

説得し、女川原発反対期成同盟は誕生しました。

若い頃より福島と縁のあった父は、福島原発以後、

「宗ちゃんが言った通りになったなあ」と言われ

る度、「こんな福島は見たくなかった」、「こんな福

島にしたくなかった」と応えていました。 

 震災を経験し、福島原発事故を経験した私たち

は、福島の人々の苦しみを共有できるはずです。

その痛みを感ずるならば、乗り物や食べ物に例え

ることなどありません。 

 女川における再稼働推進の陳情の論点は、１．

地球温暖化抑制のための二酸化炭素削減、２．地

域経済の活性化です。１については、温排水や 10

万年も管理しなければならない放射性廃棄物の視

点が何も語られていない。菅内閣のゼロカーボン

政策も、原発推進のための口実ではないのか、確

かめる必要があります。2 については、必ず廃炉

を迎える原発、その時をどのように考えているの

か。事故が起これば、地域活性化どころか、故郷

に帰ることさえ危うくなります。 

 SDGｓ、持続可能な社会や地域を目指すという

のに、女川では避難訓練、故郷から逃げる訓練を

しなければなりません。避難計画の実効性にかか

わらず、原発とは「避難訓練を伴わなければなら

ない程危険なものである」ということを、改めて

知っていただきたい。 

 FFF 仙台の若者たちが、「何もしなければ将来

に責任が持てない」と宮城県知事に原発の再稼働

「地元同意」撤回を求めたと新聞に載っていまし

た。私たちは「国が決めること」だとか「地元同

意」などと責任を押しつけ合うことなく、未来世

代の子どもたちに危険を先送りしてはいけません。

子どもたちに安全な未来を手渡せるよう、原発の

再稼働は断じて許されません。 

 全ての原発を廃炉に。 

（「スペース２１」第 121 号より転載） 
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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] 

 

核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会 

公開講演会  『核兵器と原発』 

～日本が抱える「核」のジレンマ 

－政府はなぜ核と原発に固執するのか－ 

講師：鈴木達治郎氏（長崎大学核兵器廃絶研究

センター副センター長・教授） 

日時：２月２７日（土）14 時 30 分～16 時 30 分 

開催：ＺＯＯＭによるオンライン講演会 

申込み先：メール miyagi-hok@doc-net.or.jp 

件名「2/27 講演会申込み」 

本文「名前」「電話番号」 

※詳しくは「宮城県保険医協会」ＨＰ参照 

主催：核戦争を防止する宮城医師 

・歯科医師の会 

TEL 022-265-1667 FAX 022-265-0576 

 

放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟 

第１１回公判 ３月１０日（水）16時～ 

 仙台地裁（終了後、報告会予定） 

 

第 8回いのちの光 3.15 フクシマ 

「3.15から 10年 

フクシマが背負ってきたもの伝えつづけるもの」 

－現地の声－「福島の現状について」 

～飯館から見え、考えてきたこと～ 

講師：伊藤延由さん 

写真パネル展示・販売－写真家：飛田晋秀さん 

「福島の記憶 3.11 で止まった町」 

日時：３月１３日（土）14 時～ 

会場：カトリック元寺小路教会大聖堂 

【インターネット配信、下記アドレスへ】 

 https://youtu.be/IWsg1OuFhWE 

主催：「いのちの光 3.15 フクシマ」実行委員会 

問合せ：TEL 090-2022-4007（木元） 

Mail：inochinohikari315@yahoo.co.jp  

後援：カトリック仙台教区 

協賛：日本カトリック正義と平和協議会 

／カトリック正義と平和仙台協議会 

 

「ＳＴＯＰ！女川原発再稼働 

 さようなら原発 宮城県民大集会」 

日時：３月２７日（土）午後 

会場：仙台市錦町公園 

集会＆アピール行進 

主催：さようなら原発みやぎ県民大集会実行委 

〈連絡先〉090-8819-9920（館脇） 

 E-mail:hag07314@nifty.ne.jp 

●脱原発みやぎ金曜デモ 

新型コロナ感染症の流行拡大が続いているた

め、1 月予定の「金曜デモ」は全て取り止めま

す。今後の予定は未定ですが、可能な限り早期

の再開を模索します。「うつさず、うつされず」

を心がけて穏やかに気力体力を蓄えましょう。

なお、再開できると判断した場合、ブログやＳ

ＮＳ、口コミなどで情報をお伝えいたします。

最新情報をブログ等でご確認ください。 

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 

 

●「川柳」「短歌」募集中 

「経産省前テント村」の年賀状に触発されて、

川柳と短歌を考えてみました。皆さまからも、

投稿していただくとうれしいです。 

（三陸亭のりお） 

 

「女川の 初日の出に誓う 原発ゼロ」 

 

「震災の 傷跡かかえ はや 10 年 

 福島の未来 東北の未来」 
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