
1 

 

『鳴り砂』2-110 号 別冊 2021 年 1 月 20 日 

 

【女川原発アラカルト】 
 

【１１月】 

22 日（日） みんなの放射線測定室「てとて

と」9 周年イベント、記録集『3.11 みんなの

きろく みやぎのきろく』出版報告会、大河

原町中央公民館。 

23 日（祝） 女川原発再稼働を許さない！み

やぎアクション、平和ビル前で街頭宣伝。1

時間でチラシ 400 枚をほぼ撒き切る。約 25

名参加。 

24 日（火） 仙台弁護士会、東北電力・経産

省・宮城県に、女川原発 2 号機再稼働反対と

原子力事業からの撤退を求める声明を発表。 

26 日（木） 地球温暖化問題に取組む学生団

体「Fridays for future Sendai Japan」、

村井知事に対し再稼働同意の撤回を求める申

入れ。 

27 日（金） 環境を守る住民の会、亀山石巻

市長に液体バイオマス発電所の建設計画中止

を求める要望書を提出。 

28 日（土） さよなら原発 in いしのまき実行

委員会、蟻塚亮二さん講演会「原発事故避難

者の心の傷を考える」講師：蟻塚亮二氏（精

神科医師）、石巻市中央公民館大ホール。120

名参加。 

29 日（日） みやぎアクション、オンライン会

議。16 名参加。 

バリアフリー上映会『飯舘村に帰る』＆ト

ーク、せんだいメディアテーク７F。 

30 日（月） 「女川原発再稼働ストップ！みや

ぎ女性議員有志の会」、遠藤副知事に「地元同

意」の撤回を申入れ。 

東北電力、女川原発 2 号機の「工事計

画」の 3 回目となる補正書、約 17,000 頁の

添付書類を原子力規制委員会に提出。 

「第 154 回女川原子力発電所環境保全監視

協議会」、石巻グランドホテル 2 階鳳凰。市民

4 名傍聴。 

【１２月】 

1 日（火） 女川原発の避難計画を考える会／

みやぎ脱原発・風の会／さよなら柏崎刈羽原

発プロジェクト／エナガの会／避難計画を案

ずる関西連絡会／玄海原発プルサーマルと全

基をみんなで止める裁判の会／川内原発 30

キロ圏住民ネットワーク／国際環境 NGO FoE 

Japan／原子力規制を監視する市民の会、「原

発避難計画を考える院内集会＆政府交渉」、参

議院議員会館Ｂ107。テーマ：コロナ対策及び

屋内退避問題。相手方：内閣府原子力防災・

原子力規制庁。リアル来場者 30 名（宮城から

原さんが参加）、オンラインで 50 名参加。 

東北電力、女川町の全戸と石巻市の一部世

帯約 3800 戸を対象に「こんにちは訪問」を開

始。23 日まで。女川原発所員が、2 号機再稼

働「地元同意」手続き完了後初、戸別に状況

説明。 

6 日（日） みやぎ地域・市民電力連絡会年会、

第 1 部：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）、

第 2 部：県・市の再生可能エネルギー施策紹

介、第 3 部：活動報告、仙台市市民活動サポ

ートセンター6 階セミナーホール。61 名参加。 

「Hope and Action の会」、女川原発再稼働

Q&A オンライン無料トークライプ～2021 年宮

城県知事選挙へ向けて～VoL.l、講師/多々良

哲さん（みやぎアクション世話人）、ゲスト/

佐藤清吾さん（宮城県漁協石巻十三浜支所長、

女川原発再稼働の地元同意の差し止めを求め

る仮処分原告メンバー）。 

9 日（水） 東北エネルギー懇談会、仙台市内で

講演会。講師の山本隆三常葉大教授、政府エ

ネルギー基本計画目標達成のためには「原発

33 基全てを 60 年運転」が必要と発言。 

10 日（木） 東北電力、県・女川町・石巻市な

らびに登米市・東松島市・涌谷町・美里町・

南三陸町に 11 月分の女川原発 2・3 号機の「定

期事業者検査」の状況報告。 

12 日（土） みやぎ脱原発・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」

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）、仙台市中小企業活

性化センター（アエル 6 階）セミナーホール

（2）Ｂ。約 40 名参加。 

13 日（日） 女川原発の避難計画を考える

会、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、報

告：原伸雄さん、石巻市防災センター２階多

目的ホール。70 名参加。 

17 日（木） 秋保地区住民団体「メガソーラー

建設に反対する会」、郡和子仙台市長に 9,330
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人分の署名簿を提出。 

19 日（土） みやぎアクション、オンライン会

議。13 名参加。 

20 日（日） 日本基督教団東北教区放射能問題

支援対策室いずみ、「第 73 回こども甲状腺エ

コー検査 in かくだ」、角田市市民センター。

検診医/溝口由美子医師（光が丘スペルマン病

院小児科・仙台市）。32 名が受診。 

23 日（水） 「Fridays for future Sendai 

Japan」、【女川原発再稼働反対アクション】。

フェースブックのコメント：私たちは再稼働

の一連の流れや今回の県の対応に非常に危機

感を抱いています。一番感じるのは民主主義

が非常に矮小化されていることです。note に

書きましたが、非常に多くの人が女川原発の

再稼働に対して反対の声をあげています。そ

れにも関わらず、東北電力と県は再稼働に向

け粛々と進んで言っています。もっと多くの

人が声をあげなければ社会・環境を守ること

はできません。 

https://www.facebook.com/fffsendai/ 

24 日（木） 村井知事、地元住民・避難住民の

苦しみも聞くこともなく、過酷事故を起し廃

炉になった福島第一原発構内だけをアリバイ

的に 2 時間弱の初視察。 

25 日（金） 「脱原発をめざす首長会議」、三

上元世話人（前静岡県湖西市長）や佐藤和雄

事務局長（元東京都小金井市長）等が宮城県

庁を訪れ、「女川原発 2 号機再稼働に対する

宮城県知事の同意表明の撤回を求める」申し

入れ。佐々木功悦県議が仲介し、県側は遠藤

副知事、伊藤原対課長が対応。県内の脱原発

首長会議会員の鹿野文永元鹿島台町長、佐藤

仁一県議（元岩出山町長）、遊佐美由紀県議、

首長九条の会の川井貞一会長（元白石市長）

はじめ、県内の 5 人の元首長さんたちも同席。

村井知事の「乗り物食べ物」発言を取り上げ

（申入書にも入っていますが）、「こんな認

識で同意してよいのか」と弾じました。三上

さんは静岡でも県民投票運動があったことに

触れ、「2 年も時間があるのだから県民投票

をやるべきだ」と発言。【申し入れ書は次頁

参照】 

【2021 年１月】 

12 日（火） 村井知事、定例記者会見で、新

型コロナ感染拡大を理由に、2 月上旬に国と

合同で予定する原子力防災訓練の延期を国に

要請したと、公表。 

13 日（水） 原発問題住民運動宮城県連絡セ

ンター、原発ゼロ法案を求める街頭署名活

動、平和ビル前。 

  東北電力、女川原発の土木工事で働く協力

企業の従業員2名が、新型コロナウイルスに

感染したと発表。14日にも1名確認。 

14 日（木） 東北電力、県・女川町・石巻市な

らびに登米市・東松島市・涌谷町・美里町・

南三陸町に 12 月分の女川原発 2・3 号機の「定

期事業者検査」の状況報告。2 号機、原子炉再

循環系配管溶接部におけるひびの発生に対す

る予防保全として、高周波誘導加熱応力改善

法による応力腐食割れ対策を実施、施工状況

を確認するため、溶接継手部について超音波

探傷検査を実施中。同じく、第 6 回定期事業

者検査で確認された炉心シュラウドのひびに

ついて、タイロッド工法により補修し、現在

のひびの状況等を確認するため、外観検査お

よび超音波探傷検査を実施、検査結果の評価

中。 

15 日（金） 県と東北電力、原子力防災訓練の

事前演習を、美里町南郷体育館で実施、手順

を確認。約 100 人が参加、自治体職員や県議

等 11 人が見学。 

  小泉進次郎原子力防災担当相、記者会見で、

国側参加者を 200 人から 80 人に減らし、感

染対策の上、2 月の訓練を実施すると表明。 

16（土） Hope and Action の会（事務局 木村）、

女川原発再稼働 Q＆A オンライン無料トー

クライブ～2021 年 宮城県知事選挙へ向けて 

Vol.２～、講師／多々良哲さん（みやぎアク

ション世話人）、ゲスト／遊佐美由紀さん（NHK

仙台放送局リポーター・キャスターを経て、

宮城県議会議員（現在 7 期目/立憲民主党、家

族相談士、保護司、保育士。「女川原発再稼働

ストップ！みやぎ女性議員有志の会」呼びか

け人）。 

  「川渡風力発電」、大崎市鳴子公民館で、大

規模風力発電計画の説明会。景観が変わり観

光への影響を懸念する声。約 20 名参加。 

（空） 
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 資料  

東北電力女川原発２号機の再稼働に対する 

宮城県知事の同意表明の撤回を求めます（申し入れ） 
 

宮城県知事 村井嘉浩さま 

 

東北電力女川原発２号機（宮城県女川町､石巻市）の再稼働をめぐり、村井知事は 11 月 11 日、

須田善明女川町長､亀山紘石巻市長と会談し､終了後の記者会見で､２号機の再稼働に同意すると表

明しました｡その際､こう述べています。 

 

 ｢原発がある以上､事故が起きる可能性は､私はあると思います。しかし､事故があったからダメだ

ということであれば､すべての乗り物も、すべての食べものもですね､それによって事故が起こった 

過去経験があるでしょうから､それを否定することになってしまう｣ 

 

 私たちはこれまで､女川原発２号機を含むすべての原発の再稼働について､実効性ある避難計画が

策定され、確認されることが最低限の条件であることを指摘してきました｡もとより、自治体が住

民の避難計画を策定しなければならない事業が社会に存在していることが間違っていると言わざる

を得ません｡ただ、百歩も千歩も譲って、避難計画の策定の必要性を認めたとしても、それが実効

性あることが確認されてはじめて原発稼働の条件の一つが整うのです。 

 

 原発事故の可能性を認めるのであれば、実効性のある避難計画が策定され、確認されなければな

らないのは当然です。避難道路を整備する必要がありながらも、着手どころか予算もつけていない

状況で、原発事故の可能性に言及しつつ、再稼働に同意表明することが、はたして有権者、住民の

負託をうけた県知事として妥当な行為なのでしょうか。また、いったん過酷事故を起こせば壊滅的

で長期的被害をもたらす原発と、自動車による交通事故を同列に論じてよいのでしょうか。 

 

 ここで思い起こさなければならないのは、東日本大震災の津波で児童・教職員計 84 人が犠牲に

なった宮城県石巻市立大川小学校（閉校）の悲劇がなぜ起きたか、です。最高裁第 1 小法廷は昨年

10 月、石巻市と県の上告を棄却。事前防災の不備による責任を初めて認め、石巻市と宮城県に約

14 億円の賠償命令が確定しました。この最高裁決定の意味するところを、宮城県知事として真摯

に受け止めるならば、実効性ある避難計画がないことを承知で再稼働に同意できるでしょうか。 

 

 加えて、大阪地裁は 12 月 4 日、関西電力大飯原発３号機、４号機に対する設置許可を取り消す

判決を出しました。新規制基準に適合しているかどうかの原子力規制委員会の判断の過程に「看過

しがたい過誤、欠落がある」と結論づけ、設置許可処分は「違法である」と認めたのです。女川原

発についても再稼働の前提条件に大きな疑問符が突きつけられたと言わざるを得ません。 

 

 自治体の首長の最大の使命は、言うまでもなく住民の生命と平穏な暮らしを守ることです。村井

知事におかれては、女川町長、石巻市長とともに、もういちどこの使命に照らして、再稼働の同意

表明を撤回されるよう再考を求めます。 

 

2020 年 12 月 25 日 

        脱原発をめざす首長会議 

世話人 松下玲子   東京都武蔵野市長 

平尾道雄    滋賀県米原市長 

     桜井勝延  前福島県南相馬市長 

     村上達也   前茨城県東海村長 

   加藤憲一 前神奈川県小田原市長 

     三上元    前静岡県湖西市長 

事務局長 佐藤和雄  元東京都小金井市長 

 

TEL:03-6851-9791,FAX:03-3363-7562 

 

tel:03-6851-9791,FAX
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●脱原発みやぎ金曜デモ 
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 

https://twitter.com/miyagi_no_nuke 

http://twipla.jp/events/27716 

主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西） 

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

 

【１１月】 

20 日（金） 第 284 回「金曜デモ」、元鍛冶丁

公園から 20 名の市民が参加。 

27 日（金） 第 285 回「金曜デモ」、仙台市中

心部の一番町アーケードを、女川原発再稼働

やめよう！と、元鍛冶丁公園から 30 名の市民

が参加。 

【１２月】 

4日（金） 第386回「金曜デモ」、寒さも本格

化しつつあるなか、「3密」を回避するため間

隔をあけて行進、元鍛冶丁公園から30名の市

民が参加。 

11日（金） 第387回「金曜デモ」、女川原発再

稼働やめよう！と、元鍛冶丁公園から25名の

市民が参加。 

18 日（金） 「金曜デモ」、新型コロナ感染症の

拡大と降雪の影響を考慮し、中止。 

25 日（金） 「金曜デモ」、宮城県内で新型コロ

ナ感染症の流行拡大が続いているため、中止。 

【１月】 

8 日（金） 「金曜デモ」、宮城県内で新型コロ

ナ感染症の流行拡大が続いているため、中止。 

15 日（金） 「金曜デモ」、宮城県内で新型コロ

ナ感染症の流行拡大が続いているため、中止。 

 

 

●汚染廃棄物「焼却」を 

めぐる動き 
 

【１１月】 

28日（土） 加美町、汚染牧草のすき込み処理

を進めるため、放射性物質の勉強会を開催。

町民約65名が参加。 

 【１２月】 

2日（水） 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、仙台地裁。「大崎住

民訴訟の公正な審議と判決を求める署名」

2006筆を「支援する会」が仙台地裁に提出。終

了後、仙台市戦災復興記念館2階ホールで報

告会、40名参加。 

20 日（日） 大崎住民訴訟を支援する会、「焼却

炉の排ガス測定法を学ぶ」学習会を開催。 

 【2021 年１月】 

（空） 

 

【編集雑記】 

●昨年 12 月 15 日、経済産業省と国土交通省、

報告書「洋上風力産業ビジョン」をまとめ、2040

年の洋上風力の発電能力を最大 4500 万㌔㍗（原

発 45 基分）とする目標を決めた。11 月 24 日、

川崎重工業、1969 年に参入した原子力事業から

の撤退・売却を発表。今後は成長の見込める水

素エネルギー関連事業に注力する。原子力事業

離れが加速し始めた。 

●『「想定外」の科学～核・原発・放射性物質濃

縮批判』川村信治著（A5 版定価 1,000 円＋税 

能登印刷出版部 076-233-2550）を最近読んだ。

著者は、「人類が知っていることは、科学的であ

ろうとなかろうとほんのわずかのことだ。しか

し、核・原発・放射性物質濃縮が人や生物や地

球にとって決定的な毒性を持ち、安全ではあり

えないものだということは確証されている。そ

れを使えるという仮説があったとしたら、それ

は反証された。「想定排除」で遂行するこの事業

に対して、私たちは危険性の「全排除」を要求

する。その要求をもって、これが不可能である

ことを断ずる権利を国民は持っている。」と述べ

る。今年も、全原発の廃絶を願い頑張ります！

なお、著書は、図書館にリクエストして読むこ

とができます。 

（空） 
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