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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 2-111 号（通巻 290 号）2021.3.20. 

 

福島第一原発事故から 10年 原発のない社会へ 

私たちが学んだことをどう生かすかが問われている 
 

「未曾有の災害」といわれた 3.11 から 10 年

たった。しかし考えてみると、これまで三陸では

明治・昭和・チリ地震と、この 130 年だけでも４

回も大きな津波の被害を受けている。そうした中

で、3.11 とこれまでの津波被害の違いは、一つは

その被害地域の広さと、もう一つは原発事故を伴

ったことだ。 

 復興したかどうかを尋ねるマスコミの調査では、

岩手・宮城に比べ、福島の回答が明らかに低くな

っている（例 1：共同通信の住民アンケート 古

里の復興を順調だと考える人 宮城 80％、岩手

66％、福島 30％。例 2：河北新報の首長アンケ

ート「復興度」を「90％以上」と考える割合が全

体の約６割に対し、福島県では過半数が「30～

70％」と回答） 

 福島第一原発事故が空間的にのみならず、時間

的にも影響を与え続けていることを、私たちは改

めて胸に刻まなくてはいけない。 

 しかし、これは「たまたま」で、「原発は必要不

可欠なエネルギー」だとする論調がまたぞろ出始

めている。村井知事の言葉を再度確認しよう。「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」。これは言い換えれば、「人類の発展のた

めに、事故の犠牲はやむを得ない」ということだ。 

 

私たちが考えなくてはいけないのは、「科学技術

の革新」が、常に「人類の発展」あるいは「人類

の幸福」をもたらしてきたのか否か、ということ

だ。あるいは、「リスクとベネフィットのバランス」

とよくいうけれども、リスクを一部の人間（地域）

に負わせて、多数はベネフィットを享受すること

が、「人類の発展」と言えるのか、ということであ

る。リスクと引き換えに、国や電力会社は地域の

規模に不釣り合いなおカネをばらまき、そのおこ

ぼれで地域経済を支えている現状がある。しかし、

そうした構造が一瞬で崩れ、リスクの大きさ、続

く苦しさ・悲しさに立ちつくさざるを得ないとい

うことが、原発事故から私たちが学んだことでは

ないだろうか。 

 

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）13 時 30 分～集会 14 時～アピール行進 

会場：仙台市錦町公園（NHK 前） 

※お隣の方と間隔を取って並び、マスクを着けてのご参加を。 

主催：さようなら原発みやぎ実行委員会 

〈連絡先〉090-8819-9920（舘脇） E-mail:hag07314@nifty.ne.jp 

 

●女川原発再稼働を止める３大イベントへの賛同のお願い！ 

賛同金 個人/一口 １０００円  団体/一口 ３０００円 

〈振込先〉郵便振替口座 ０２２８０－２－１３５３５４ 

口座名  女川原発再稼働を許さないみやぎアクション 

 

http://miyagi-kazenokai.com/
mailto:hag07314@nifty.ne.jp
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原発を拒否した自治体が日本中にある一方で、

女川のようにいったん原発を受け入れてしまうと、

なかなかそれを止めることは地域としては難しい

現実があることは確かだが、原発のもつリスクの

大きさに思考を停止してはならない。「巨額の安全

対策工事」や「避難計画の策定義務」は、リスク

の大きさを如実に示すものではあれ、決してリス

クをなくすものではないのである。 

 福島原発の廃炉作業は 40 年かかるとされてい

る。廃炉のために懸命に頑張っている方には頭の

下がる思いだが、スケジュール通りにいかないこ

とは誰の目にも明らかである。残念ながら、周辺

自治体はその間、放射能と絶えず向き合っていか

なければならない。この長きにわたる心理的・社

会的・経済的負担をもたらすリスクは、原子力発

電特有のものであることは何度強調しても強調し

すぎることはない（もちろん、汚染水も含めて）。 

 

 現在、「さようなら原発みやぎ実行委員会」が〝

ちょっとまって！女川原発再稼働〟と題したチラ

シを全県配布する計画がスタートしている。これ

は昨年の村井知事の「同意」に対し、「果たして被

災地で再び原発が動くことがあっていいの？」と

いう声がある一方、「もう再稼働は決まったので

は？」と受け止める人もいることを受けてのもの

だ。県内に広く存在する再稼働に疑問をいだく県

民の世論を今一度掘り起こし、「再稼働同意プロセ

スは民意を無視した不当なもので、安全性も避難

計画もまったく解決されていない」という事実を

粘り強く訴えるために、すべての県民が目にする

よう、チラシをどしどし配布しよう。 

さらに 3 月 27 日の集会・デモや、4 月 18 日

のシンポジウムを通じて、ふるさとを台無しにす

る原発からの脱却を、多くの人との絆で作り上げ

ていこう。3.11 から 10 年。福島に寄り添い、放

射能の脅威を感じる必要のない「人類の高み」を

目指して。 

（事務局 舘脇） 

 

 

原発事故 10 年～『子ども脱被ばく裁判』福島地裁判決 

小さな声にこそ耳を傾け･･･。 
 

3 月に入ってからの報道によると、2 月 13 日

の福島県沖を震源とする地震以降、福島第一原発

１号機では格納容器内の水位低下が続いている。

格納容器底部から1ｍ90㎝ほどあった水位が70

㎝から１ｍほども下がっていて、注水量を増やす

という。「フクシマ」は 10 年経った今も“原子力

緊急事態宣言”下にあり、溶融燃料露出による放

射性物質の再拡散を意識せざるをえない重大案件

であろう。ところが、続々と避難区域を縮小し、

避難者を帰還させ、まるでリスクがないかのよう

に誇大な「復興」プロパガンダを見聞きするばか

り。東京オリンピックの聖火リレーを事故サイト

の立地町内で実施することは、その最たるものだ

と思う。 

 東日本壊滅の最悪シナリオすらあった福島原発

事故。しかし、３・11 前、危険や原発事故は絶対

ないとされた。今はどうか。被ばくリスクなんて

現状では考えられない、子どもたちやＡＹＡ世代

（若い人達）の甲状腺がん多発も放射能とは関係

ない、と盛んに繰り返される。本当にそう言い切

れるだろうか。何より、最も被ばく影響を受ける

汚染地域在住者や避難者のコンセンサスが丁寧に

形成されているとは全く思えない。 

福島県内に限らず、放射能汚染による健康影響

に不安を持つ住民・保護者の立場からすれば、自

分がおかしいのではないか、と思うほどの「放射

能安全」キャンペーンや刷り込みの情報洪水で身

動きできず、周りから浮いたり、神経質だと見ら

れないよう、住民間の分断の中で息を殺すように

過ごしてきた 10 年だったのではないだろうか。

一般的には、針に糸を通すようによほど注意しな

い限り、小さな声は搔き消され、聞こえてこない。 

 

●子どもの未来を閉ざす不当判決 
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3 月 1 日、『子ども脱被ばく裁判』判決（※）が

福島地裁であった。原発事故後、強制避難区域外、

放射線管理区域に相当する地域で子どもたちを教

育することは、事故前とは比較にならない被ばく

リスクが存在し、将来的な健康影響が懸念される

ことから、福島県内在住の親子が原告となり、子

どもたちには１ｍSv/年を下回る安全な環境下で

の教育を行うよう求めていた（国賠訴訟含む）。原

発事故をめぐる裁判の多くが事故発生の責任を問

う中、事故後の行政対応を糾す裁判の判決は初め

てで、注目を集め、メディアや傍聴・支援者など

100 名以上が判決の瞬間を見守った。 

しかし、たった 1～２分ほどの判決（結語）言

い渡しだけで、遠藤東路裁判長は逃げるように立

ち去ったという。私見だが、‶司法の自死″と見做

さざるをえない不当判決であり、原告親子や弁護

団の主張は退けられた。判決後の地裁前では「福

島の裁判所が福島の子どもたちを守らないでどう

するんだ！」という悲痛な叫びが発せられた。 

 

裁判では、原告側弁護団から、不溶性放射性微

粒子（セシウムボール）の存在が示され、今も日

常生活の中で、再浮遊等による恒常的な吸引リス

クが懸念されること。不溶性のため排出されず、

体内沈着した場合の局所的な内部被ばくはＩＣＲ

Ｐ（国際放射線防護委員会）などの従来の被ばく

評価では考慮されておらず、生涯に及ぶ健康リス

クは計り知れない、等の最新知見が証拠提示され

ていた。しかし、判決は、リスクがある可能性は

否定しなかったが、未知のリスクについての慎重

な検討や、そもそも、長期的な観点からの低線量

被ばくのリスク、つまり、予防原則に従った放射

線防護という立ち位置には立っていなかった。事

故由来の被ばくに晒され続けている子どもたちへ

の健康影響をどのように軽減、なくしていくか、

という普遍的な問いが込められているのに、国内

法ではなく、原子力推進のために設定されただけ

にすぎないＩＣＲＰの物差しをわざわざ持込んで、

国や福島県等にお墨付きを与えた。つまるところ、

原子力マフィアとも呼ばれる国際的権威に全面的

に依拠しただけだった。なんだか時代が逆行して

はいないか。 

 

●被害者の分断や不可視化から 

一億総被ばく社会へ 

 

この裁判は、人工核分裂生成物（死の灰）から

社会がどのように子どもたちや住民を守るのかを

問う、日本や世界の人々にとっても密接なかかわ

りを持つ‶私たちの裁判″だと思う。にもかかわら

ず「福島の問題」として不可視化されてきた。福

島地裁判決は全国で報道されていただろうか。 

いま宮城県では、女川原発事故等により放射性

物質の放流出が起きても、ほとんどの住民を「避

難させない避難計画」（＝被ばく計画）が検討され

ている。放射性廃棄物（8000 ㏃/㎏以下）の一般

ゴミとの混焼、汚染物の全国ばらまき。食品中の

放射性物質基準緩和への動き。汚染土壌を利用し

た商品作物栽培。汚染水の環境放出など。国は、

福島以外でも、人為的被ばくを減らすのではなく、

これまで以上に受忍させようとしており、まさに

現在進行形、誰にでも降りかかる可能性がある問

題なのである。原発事故から 10 年、放射能汚染

や「福島の問題」を風化させ、隅っこに追いやる

のではなく、私たち、この社会全体の問題として

受けとめ、みんなで取組んでいくことを再確認す

ることが必要ではないだろうか。放射能は有害か

つ長期間存在し続けるもので、思い出や区切りに

して葬り去ることなど決してできない。 

 

●私たちの裁判、闘いとして 

 

私たちは、搔き消されようとしている小さな声

にこそ耳を傾け、聞こうとする努力をもっとして

いかなければならないと思う。 

一審判決後、子ども脱被ばく裁判の原告・弁護

団は控訴した。二審では仙台高裁を取り囲むぐら

いの規模で取組んでいきましょう。みなさまのご

支援をどうかよろしくお願いいたします。 

＜2021.3.8. 記＞ 

 （放射能問題支援対策室いずみ 服部賢治） 

 

※参照サイト 

１.子ども脱被ばく裁判の会（リンク・同弁護団） 

http://datsuhibaku.blogspot.com/ 

２．アワープラネット TV 配信記事 

http://www.ourplanet-

tv.org/?q=node/2549 

http://datsuhibaku.blogspot.com/
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2549
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2549
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―『3.11 みんなのきろく みやぎのきろく』発行によせて― 

私たちの手で、未来を選びとるために 

 

○経験を共有する 

 

 昨年 11 月、「震災から 10 年」を前に、宮城県

南の仲間たちで原発事故後に動き出した市民の記

録集を発行しました。それまで原発や放射能の知

識を特別持っていたわけではない私たちが、原発

事故にどう向き合おうとしてきたのか。その経験

を、広く共有することを第一の目的としたもので

す。 

 東電福島原発事故後、宮城県は東北電力㈱の協

力で県南６地点での空間線量の測定を 3 月 14 日

に開始、深刻な汚染が予測される福島県境近くの

測定は約３週間遅れとなりました。放射性降下物

の測定も、3 月 17 日以降計測不能となり、約１

年間のデータが不在です。極めて限定的、消極的

な実態把握のまま、事故当初から「県内全域が安

全」と繰り返されたことが、県南に暮らす私たち

の不安を増幅させました。国による航空機モニタ

リングでも、県北も含めた県内全域の汚染状況が

明らかになったのは、第 5 次結果が公表された 7

月 20 日になってからです。県北でおきた汚染稲

わら問題は、県境を超えて放射性物質が拡散され

るという原発事故被害の広域性への危機感が、国

や県において極めて薄かったことを物語っていま

す。 

この記録集では、「Ⅰ.概要」に国や県が公表して

きた客観的データ、「Ⅲ.資料」に市民が提出した要

望書などを収録しています。そして中心となる「Ⅱ .

市民の記録」では、各地で市民が取り組んだ自主

測定や自治体への要請活動、放射能測定室活動、

健康調査活動等を紹介しています。これらの記録

を通して、市民がなぜ自ら動かざるを得なかった

のか、地域を超えてその経験を共有できるようま

とめました。 

 

○3.11 後の経験から、私たちが学んだこと 

 

原発事故が起きるまでごく普通に暮らしてきた

私たちは、この間の経験から多くのことを学びま

した。まず第一に、あらためて言うまでもなく、

放射性物質は自治体の境界を超えるということで

す。県南でも丸森町内の福島県境に近いところは

福島原発から約 50 ㌔。原発事故の 2 週間後、政

府が最悪のシナリオとして 250 ㌔圏内の住民避

難を検討していたことが後に明らかにされたよう

に、被害の程度や汚染の影響が及ぶ範囲は偶発的

で、人間が制御できるものではありません。しか

も放射性物質は、同心円状に拡散されるのではな

く、風向きや降雨の有無、谷筋などの地形によっ

てまだらに拡散し沈着するため、避難は困難を極

めます。往々にして予測できたはずのデータや肝

心な情報はすぐには開示されず、あとから汚染実

態が分かることも、浮き彫りになりました。 

２つ目には、複合災害となった時、計画通りに

人員や資源が投入されることは難しく、目に見え

ない放射性物質への対応は後手に回るということ

です。被ばく基準は大幅に引き上げられ、その結

果、緊急時の名のもとに、平時よりも高い被ばく

リスクを受忍させられるのは、結局住民です。 

そして３つ目は、想定されていないこと（ある

いは想定せずにいたこと）が起きた時、法的根拠

や国の指針の不存在等を理由に、国と県と自治体

間での責任回避が繰り広げられるということです。

しかも事故を招いた加害者側が「被害」を認定す

るという、かつての公害問題同様の構図におかれ

るため、被害として認められない被害が、社会に

置き去りにされていくことになります。 

あれから 10 年、福島原発事故によって、宮城

県でも、避難を余儀なくされたり、生業をあきら

めたり、健康影響への不安を今も抱える方がいる

ということを、あらためて思い起こしておく必要

があります。 
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○原発事故の経験が踏まえられているか 

 

しかしながら、こうした経験などなかったかの

ように、県知事は女川原発再稼動への「同意」を

表明しました。原発事故の教訓を、そして今なお

続く「国策」のもとの被害を、どう捉えているの

でしょうか。 

原発事故後、宮城県は一貫して「国の責任」を

主張し、県としての積極的な対応を回避してきま

した。その検証がないまま、ふたたび「国策」を

掲げて再稼動への道を選ぶなら、もし事故が起き

たとき、おそらくまた「国の責任」を繰り返すこ

とになるでしょう。その時、私たちや子どもたち

の、いのちと健康を、誰が守ってくれるのでしょ

うか。  

たとえ綿密な避難計画が練られたとしても、そ

の計画通りに事が運ばないことをも想定したうえ

で、原発をどうするのかを、何度も 3.11 の経験

に立ち戻って議論することが、私たちがなすべき

ことのはずです。避難計画の実効性が、計画段階

においても疑わしいなど、言語道断です。とりわ

け事故が起きたときにリスクを負う市民が、その

選択にどう関与したのか、十分な合意形成が図ら

れたのかという手続きの正当性は、今後も厳しく

問われ検証されるべきでしょう。 

この記録集が、3.11 後に何かおかしいと感じ

始めた市民どうし、そして震災前から原発のない

社会を目指して運動を重ねてこられた方々とが、

これからの社会をともに考えていくための橋渡し

になれたら、と願わずにはいられません。市民社

会の底力が、試されているように思います。 

（鴫原敦子） 

「3.11 みんなのきろくみやぎのきろく」 

Facebook： 

https://www.facebook.com/miyaginokiroku

/ 

 

 

「小さき花 市民の放射能測定室（仙台）」の思い 

皆さん、どうか助けてください！ 

 

●「小さき花」のはじまりのはじまり 

 

今も僕たちは霧の中を歩いている。みんながせ

っかく持っている自由意思、それを生かして自分

自身が判断するためにはデータが必要。市民測定

室の使命は判断材料のデータをみんなに見てもら

うこと、「小さき花 市民の放射能測定室（仙

台）」はそんな思いから始まりました。 

それともう一つ。 

自分は犯罪者になりたくなーい。何十年かあと

に、やっぱりこの健康被害はあの時、「小さき

花」の野菜を食べたからだ、なんてことになって

ほしくない、食べ物を扱っている人には責任があ

る、そんな思いもあった。 

農薬は認可されていて人体に影響はないと言わ

れているのに、なぜか認定制度ができて有機農業

ができた、放射線だって同じ。 

2011 年はそういう風潮がなかった、大丈夫

だから売りなさい。僕には、どうぞ犯罪者になっ

てください、と言っているように聞こえた。その

年は野菜の配達を止めた。 

 

●「小さき花 市民の放射能測定室 

（仙台）」の深刻な悩み 

 

インターネットを知らない、できない、発信で

きない。 

発信できてないので当たり前なのに、一生懸命

やっているのになんでみんなにわかってもらえな

いのだろう、と言う錯覚に陥る。 

 

＜2011 年から現在までの活動内容＞ 

 

・2011 年からの測定データは 1 万件にも及

ぶ。 

・みんなのデータサイトの土壌調査に先行して、

データサイトとは違う比重(平方メートルあた

りのベクレルマップが作れる)のわかるサンプ

リングによる土壌を測定。 

・10 年目の同じ所でのサンプリングの変化も調

べてみたい。 

・なぜ東京ばかりに測定室が集中するのか、本当

に必要なところに測定器を置こう、と自費で宮

城県気仙沼、仙台市泉区に測定器を置く。 

・土壌からのセシウムの再浮遊、果たしてガラス

で固化したホットパーティクルは飛んでいるの

か、エアサンプラによるサンプル採取。 

・2012 年からのきのこの放射能を正確に測る

ための乾燥による定点測定 5000 ベクレル

https://www.facebook.com/miyaginokiroku/
https://www.facebook.com/miyaginokiroku/
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/kg が 8 年間で 20,000 ベクレル/kg と 4 倍

に増加。 

・山菜・きのこの植生による放射線量の違い、明

らかに針葉樹と広葉樹の林では違う。 

・牡蠣の放射性銀がヨウ化ナトリウム測定器では

セシウムと測定されるため、1 ベクレル以下ま

でちゃんと測れるゲルマニウム半導体測定器の

導入。 

・ゲルマニウム半導体測定器でしかできない水、

尿中放射能測定の無料測定の開始。尿中放射能

測定を東北で行っているのは「小さき花」だ

け。 

 

＜「小さき花」データの信頼性と実績＞ 

 

・京都大学、東京大学、九州大学、独協大学、先

生の指導、協力、相談によるゲルマニウム半導

体測定器の校正及びお墨付き 

・2 度のニューヨークタイムスの電子版への掲載 

・イスラエルのドキュメンタリー 

・タイ国放送局取材 

・鎌仲ひとみ監督による取材映像化 

・生協、オルターの測定 

 

＜そして現在、福島隣県、東北、「小さき花」に

必要なもの＞ 

 

・10 年目を迎え、どうしてもデータを残すため

に、本当に必要な福島隣県に尿中放射能測定も

できるゲルマニウム半導体測定器の維持 

・ヨウ化ナトリウム測定器の無料のクロスチェッ  

ク 

・1 万件に及ぶデータの開示 

・データを発信するためのホームページの完成 

・データ保存のための IT 機器の整備と管理  

・データアップ、ウェブ発信 

・会計、事務 

などの人員がいなく、助けが必要です。 

 

現在「小さき花」は 2011 年からの経費、人

件費も払えていない状態が続いています。液体窒

素代だけで年間 50 万円ほどかかり、電気代など

を含め年間 100 万円ほどの維持費が必要になり

ます。このままでの測定室の維持は無理です。 

測定が本当に必要な福島隣県に、拠点となるゲ

ルマニウム半導体測定器による測定室を、どうし

ても、どうしても、残こさなければなりません。 

皆さん、どうか助けてください。 

 

●「小さき花」の切実な思い。 

 

みんなが判断できるようデータを公開したい。

それができる人を探しています。そう言い続けて

10 年。データアップまであともう少しのところ

まで行ったのに、やってくれていた人が病気にな

り、中断してしまった。みんなに本当に申し訳な

いとしか言えません。 

これはとにかくお金をかけてでもやらなきゃい

けないと思う。どなたか、3 機種の測定器の

CVS ファイル.RLT ファイルのデータ(約

10,000 件)を一般の人にもわかるように公開で

きるようにしていただける方を探しています。そ

の他のデータ保存やデータの再解析なども必要で

す。よろしくお願いいたします。 

 

●土壌調査データが整理されてデータベース

ができれば、こんなこともできる 

 

2011 年「小さき花」の悩みは、有史以来化学

物質の入ったことのない地で有機農業を始めたの

に、果たしてこの地で農業ができるのだろうか、

でした。それは農家みんなの悩みでした。 

悩むよりまずは土壌を測ってみよう、そうすれ

ば作物が作れない土地なのか、土を入れ替えれば

できるのか、そのままでも大丈夫なのか解る。そ

んな思いから「小さ花」は 2012 年から土壌調査

を始めました。 

そのうち農家のためだけではなく、子供たちの

ためにも遊ぶ公園の土も測ろうと、仙台市にも許

可を得て、公園も測り始めました。その数は数百

にも及びます。多分 2〜300 カ所サンプリングし

たと思います。「小さき花」のデータベースができ

てデータが整理されれば、仙台の平方メートル当

たりのベクレルマップも作れ、実質的なセシウム

の降下量が見られます。 

 

●おしっこ検査の無料放射能測定 

 

2011 年の国連人権理事会で、健康調査が不十

分、甲状腺検査だけに限らず尿や血液の検査も含

め調査すべき、と勧告が出されました。その後甲

状腺検査の必要性が認識され、他県に行かなけれ

ば検査ができなかった甲状腺検査が、民間支援に

より各地でなされるようになりました。 

それに引き換え、尿の検査尿中放射能測定は、

ゲルマニウム半導体測定器のような高性能な測定

器が必要なうえ、時間がかかり、放射能測定会社

に頼めば数万円もする高価な測定で、とても一般

の人が依頼できるものではありませんでした。測

定したと言う話は聞いたことがありません。「小さ

き花」はなんとかしたい、何とかしなければ、と

言う気持ちでいっぱいでした。強い思いは実現し
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ます。 

ゲルマニウム半導体測定器の導入により尿測定

で子供たちの被ばくを知ることができるようにな

り、2016 年より尿中放射能測定を始めました。

被曝軽減のためにデータを役立ててもらおうと無

料の尿中放射能測定を始め、現在も継続しており

ます。 

現在の測定件数は 53 検体です。尿中放射能測

定からは現在の被ばく量が分かります。 

皆さんが健康で命を全うされますように。「小さ

き花」は心から願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゲルマニウム半導体測定器】 

 

●灰の測定結果、賠償してもらえないの？ 

 

宮城県では、2011 年、12 年は、ストーブの

灰は、屋根をかけて雨がかからないようにした薪

でも、セシウムが 10,000Bq/kg をざらに超え

た。プルームとして狭い隙間まで入り込んだのだ。 

特に高かった灰は、田舎のおばあちゃんたちが、

風呂釜の灰、焚きつけとして細い枝をいっぱい使

ったからだ。放射性プルームは、飛んできて、木

の皮や枝、葉っぱなどに付着した。 

つまり太い木より細い枝、特に杉などの葉は、

フィルターのようなもので、表面積が多いので、

より多くの放射性物質をくっつけた。また薪の樹

種によっても変わっていた。重さと、プルームが

ついた樹皮表面積なので、密度が濃い重い雑木よ

り杉、杉より中が空洞の竹の方が、キログラム当

たりのセシウム濃度が高くなる傾向がある。 

現在でも薪の灰から 2000Bq/kg 近くのセシ

ウム 137 が検出される。震災当時は、セシウム

134 を含めれば、その半減期を考えると、

4000Bq/kg 近くあったと言う結果になる。私た

ちは、持続可能な無限な森林エネルギーをと言う

ことで、ほとんど薪や自家製の炭を使って生活し

ていた。 

山で生きる私達の生活にとって、薪や炭が使え

ないことは、生きるか死ぬかの問題。電気炬燵を

買って灯油ストーブを買って、灯油の風呂釜を買

って、氷点下の家の中、ぷるぷると震え生活した。

東電からは補償ももらえず。誰か、うちの 30 ヘ

クタールの山の立木や薪、ホダ木、現在でも販売

することができないキノコや山菜の損害賠償のこ

とをできる人、いないかな？ そうすれば「小さ

き花 市民の放射能測定室」に使えて、継続は安

泰なんだけどなぁ。現在も 2010、11 年に伐採

した薪が、山のよう積み重ねられている。はー、

ため息が出るばかり。 

（Facebook 頁より抜粋、一部編集で加除訂正） 

 

★追記 石森君はずいぶんお金持っているんだね

と思われがちだが、「小さき花」はありあまるお金

から運営しているわけではありません。年間 100

万円以下で生活している、開拓農民、百姓です。 

 

※カンパよろしくお願いします！ 

 

【ゆうちょ銀行】店名八一八（ハチイチハチ） 

 店番 818 口座番号（普）25981917 

「小さき花 市民の放射能測定室（仙台）」 

チイサキハナ シミンノホウシャノウソクテイ

シツ（センダイ） 

 

ブログ https://ameblo.jp/foreston39/ 

Facebook 

https://www.facebook.com/chiisakihana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ameblo.jp/foreston39/
https://www.facebook.com/chiisakihana
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大崎からの報告―大崎住民訴訟の論点は次のステップへ！ 
県内の気になること２件も･･･       船形山のブナを守る会 芳川良一 

 

年明けからこの二か月間の大崎における農

林系汚染廃棄物焼却を巡る動きについて報告

いたします。  

その前に、放射能関係で気になることが 2 件

ありました。まずはそれについて記しておきた

いと思います。ひとつは丸森の除染土の埋立の

実証事業について、もうひとつは美里町で汚染

廃棄物混焼前の測定で 8,000Bq/kg 超えが出

た件です。＜※農林系放射性汚染廃棄物とは

8,000Bq/kg 以下のものを云い、8,000Bq を

超えるものは指定廃棄物と分類されています。

＞  

 

丸森の除染土の埋立実証事業は、環境省環境

再生・資源循環局が昨年 12 月に発表しました。

令和 3 年度から実施ということです。事業内容

は那須町、東海村といっしょです。＜※福島県

を除く関東・東北 7 県に 33 万㎥保管されてお

り、宮城県には 1 万㎥保管されていると言われ

ています。＞  

いよいよ東北で、宮城県で始まるかという思

いです。環境省の除染土再生利用は、福島県の

南相馬市、飯館村、二本松市で実施されました。

南相馬市では高速道路拡幅工事の盛土に使用

されました。飯館村では農地の造成で植物の栽

培が試みられました。二本松市では農道の盛土

にということでしたが、これは住民の反対で中

止になっています。とても恐ろしいことです。

南相馬市の実証事業のように道路や堤防、公園

の造成工事などの公共土木事業に除染土が用

いられるようになったら、大変なことになりま

す。全国どこででも再生資源として利用される

ことになるということです。いままで福島第一

原発事故による放射能汚染が比較的軽微だっ

たところにも放射能が持ち込まれることにな

ります。日本列島全土に放射能を拡散すること

になり、あらたな被ばくをつくりだす元になり

ます。自然災害が頻発、激甚化が叫ばれている

昨今、盛土が流出することは想定しておかなけ

ればいけません。  

丸森の実証事業は、那須と東海といっしょだ

と説明されています。福島県を取り囲む栃木県

で、茨城県で、そしてとうとう宮城県で実施と

いうことになります。放射能の不可視化（見え

ない化）、放射能への感覚を麻痺されることを

企んでいるとしか思えません。丸森の実証事業

にはもっと関心を向け、問い質していかないと

いけないと思っています。大崎が取り組んでい

る汚染廃棄物焼却問題も、根というか発想はい

っしょなのです。原発依存、原発の再稼働が極

めて難しくなっているなかでの姑息な企てで

す。  

 

次に、大崎地域の美里町でのできごとです。

大崎地域の焼却場の一つに涌谷にある東部ク

リーンセンターがあります。もちろんここでも

放射性廃棄物が一般ゴミとともに燃やされて

います（混焼といいます）。ここには焼却炉のと

なりで混焼のための前処理作業が行われてい

ます。裁断、袋詰めなどが作業の内容になるわ

けですが、そこに持ち込まれた美里町の汚染廃

棄 物 に 、 本 来 あ っ て は な ら な い は ず の

8,000Bq を超えたものが見つかりました。

8,000Bq を超えたものは指定廃棄物といって

国が管理すべきカテゴリーになります。＜※

18.38 ㌧計測した中に 1.56 ㌧の 8,000Bq を

超えたものが見つかっています（美里町広報誌

2 月号）。＞  

これが混在していたということはたいへん

大きな問題です。いかに国や県や自治体の管理

が杜撰であるか、ということなのです。国民、

県民、町民の被ばくの危険を無視しているとい

うことにならないでしょうか。放射性廃棄物の

管理は無責任そのものなのです。国や県、自治

体で責任の所在をうやむやにし、挙句はそのつ

けを保管農家に押し付けているのです。国も県

も、そして町も、原発事故時の初動に大きなあ

やまりがありました。そのときの不作為は厳し

く断罪されてしかるべき、とわたくしは思って

います。  

汚染廃棄物が発生したのが明らかになった

ときに、公有地に集約する義務があったのです。

その不作為を糊塗するために、責任を不明瞭に

しているとしか思えないのです。このことは台

風 19 号のとき鹿島台で汚染廃棄物が流出した

ときに強く感じさせられました。県に聞けばそ

れは市に聞け、市に聞けば県に委託しているの

で県に、廃棄物の所有権は発生元の農家にある

ので云々と、管理責任、所有権がうやむやなの

です。これでは放射性廃棄物について正しく対

処などできるわけがありません。  
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さて、表題に移りたいと思います。大崎の放

射性廃棄物を巡る動きの報告です。  

 

【大崎住民訴訟】  

●原告団報告集会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 17 日に大崎市で原告団の集会が持たれ

ました。裁判の経過の報告とこれからの争点に

ついてです。弁護団から草場弁護士と松浦弁護

士が来られ、詳しく説明していただきました。

参加者はコロナにもかかわらず、60 名ほどに

もなりました。裁判は傍聴を繰り返してもなか

なか分かりづらく、やはり節目節目にこうした

報告会が必要になります。報告をされる弁護士

にはたいへん煩わしいことだと思いますが、裁

判は法廷外の闘いも重要といわれてます。原告

のみんながしっかり現状を認識していかない

と闘いきれるものではないのでしょう。  

裁判官の指導で「漏れているのかいないのか

はっきりさせる必要がある、その方法は?」と

いう議論になっていますが、原告側は、公定法

のモディファイ、リネン法、コールドトラップ

法の採用を推していく、という説明でした。公

定法は被告側の提示している方法ですが、これ

に改良を加えるべき（採取時間の延長、精度の

高い測定器使用）というのが原告側の主張です。

リネン法とコールドトラップは市民（原告）の

発案によるものです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●裁判進行協議  

 

 2 月 24 日は仙台地裁で進行協議が行われて

います。これは非公開で、わたくしは参加して

おりませんでしたので、議事録で確認するしか

方法がありませんが、おおむね報告集会での筋

書きどおりに展開したようです。裁判官の提案

で専門家も出席することになってましたが、被

告側にはその専門家らしき方がいたのかどう

かはっきりせず、少なくとも発言は一言も無か

ったと聞いております。被告側は原告団の提示

する測定法には危険が伴うとか、県の許可が要

るとか、あいかわらず逃げの一手だったようで

す。なお原告側は、三人の技術者が出席し、裁

判官へのプレゼンテーションを行っておりま

す。  

 

●第 11 回大崎住民訴訟口頭弁論  

 

 3 月 10 日に予定されていますが、本稿掲載

の『鳴り砂』が発行されるのは公判後になると

思います。放射能検出方法が固まって、論点は

いよいよ次のステップである内部被ばく・平穏

生活権への移行（橋渡し）がなされているもの

と思います。口頭弁論終了後、仙台市戦災復興

記念館にて、いつものごとく弁護団による報告

会（解説）が予定されています。  

 

【大崎耕土を放射能汚染させない  

連絡会総会】  

 

大崎耕土を放射能汚染させない連絡会の第 3

回総会を 2 月 23 日に開催しました。コロナ感

染防止のため記念講演は中止し、第 2 年度の総

括と、第 3 年度の活動方針について議論し、確

認をしました。参加者はそれでも 26 名になり

ました。  

連絡会は現在 9 団体で構成されています。活

動の基盤は大分整ってきておりますが、もう少

し加盟団体を増やして、運動の横の拡がりが求

められているところに差し掛かっていると思

います。  

第 3 年度では、汚染廃焼却阻止を女川原発再

稼働阻止にもっと関連付けた運動にしていき

たいとの確認がなされました。再稼働の問題を

闘うことなくして最終的に汚染廃焼却も阻止

しきれないということです。もちろん住民訴訟

に勝つことも大事なことです。住民訴訟支援も

大きな柱になります。今年の知事選、来年の大

崎市長選挙も取り組まないといけません。地方

自治醸成の意味で、地域住民による地域のため

の学習会なども話し合われました。具体的肉付

けはこれからのことになります。  
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 さて、『鳴り砂』編集ご担当の方から、≪原発

事故後 10 年を振り返って≫についても書けと

いうご指示がありましたので、ちょっとだけ触

れて本稿を閉じたいと思います。  

 

≪原発事故後 10 年を振り返って≫  

 

わたくしは 2010 年 3 月に定年退職をし、

生まれ故郷の大崎市三本木に戻ってきました。

戻って一年も経たないうちに『3.11』の洗礼を

受けたわけです。したがって震災・原発事故の

時間的経過とわたくしの田舎生活はほぼほぼ

重なるわけです。≪原発事故後 10 年を振り返

って≫は、そのままわたくしの退職後人生を振

り返ることになります。そういう意味で自分の

人生 10 年の括りともなります。  

原発事故を契機に長いこと封印していた反

原発思想がムクムクと頭を持ち上げたといっ

てもいいでしょう。みやぎ脱原発・風の会の存

在を知り、まっさきに入会し、みやぎアクショ

ンにも参加するようになりました。そうしてい

るうちに、大崎では放射能汚染問題が顕在化し、

そちらでウロチョロしだすようになりました。

指定廃棄物の田代岳から始まり、いまは大崎の

汚染廃に取り組んでいます。とはいっても、放

射能についての専門的知識があるわけでもな

く、地域でこれといった力があるわけでもあり

ません。所詮素人の頑張りです。とるに足りな

いことかもしれません。自分に引き付けてこの

10 年を括ったらそういうことになります。そ

ういうことになりますが、原発・放射能問題に

塗りつぶされた 10 年であったかもしれません。 

この 10 年、出会いも別れも、原発・放射能

がらみが多かった。いろんな人がいたし、いろ

んな人がいなくなった。10 年の括りで思い返

すと、そういう懐かしい思いです。そんななか

でとくに強烈だったのは佐々木力先生との出

会いです。きっかけは先生の著書『反原子力の

自然哲学』を読んだことにありました。これも

原発がらみです。残念なことに昨年末に急逝さ

れてしまいました。長年夢にみ、準備もしてき

た東北自然保護のつどいでの講演『東北から発

信する 21 世紀の自然哲学』も、コロナで一年

延期、そして先生の死去ということで、とうと

う実現することがなくなってしまいました。  

さて、10 年の括りということで考え出して、

それの愚かしいことに気付きました。わたくし

の人生の 10 年、それは括りに当てはまるかも

しれないが、放射能を考えたらどうなんだろう

と。Cs137 の半減期は 30 年、生物に害を及

ばさないところまで減衰するには、100 年、

200 年とかかる。そんななかで、10 年の括り

がどんな意味を持ち得るのだろうか。10 年の

括りを持ち出すことなく、もっと長い視点で、

事故でまき散らされた放射能にどう対処すべ

きなのかを（放射能を処理するなどという思い

あがった考えではないことをことわっておか

ないといけませんが）真剣に考えないといけな

いのではなかろうか、そう思う次第です。  

（’21.3.03 記）  

 

 

列島は汚染列島になる！ 闇に消える汚染浄水汚泥！ 
放射能から岩沼を守る会 代表 小川栄造 

 

東京電力福島第一原発事故から 10 年間、阿武

隈川浄水過程で発生した浄水汚泥（放射性指定廃

棄物 458 トン）は、いよいよどこに行くやら、列

島のどこかに葬られることになった。断じて許さ

ない！ 

 

1．無害化して土木資材に再利用？ 

 

あの原発事故から 10 年間、岩沼市玉崎水道事

業所に保管されてきた上記の汚染浄水汚泥。とこ

ろが、昨年 12 月 23 日、8000Bq/kg 以下にな

ったとして指定廃棄物の指定は解除されることに

なった。458 トン、袋の数は 330 を超す。岩沼

市議会での市の答弁は、「無害化して、土木資材と

して再利用する」という模範解答だ。 

細切れにして、混ぜても、放射能は変わらない。

それなのに、どこで、誰がどう処理するかも市民 
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には公開されていない。5000Bq/kg の放射性廃

棄物が、地球のどこか闇に消えることは許せない。

奮起して行動を開始した。 

12 月 9 日、岩沼市議会一般質問の中で、日本

共産党渡辺ふさ子議員が質疑を行った。市の回答

は「無害化し、土木資材として再利用する」「詳し

いことは、事業者の特定になるから公表できない」

とのことだった。 

 

2．情報公開で決裁文書を見る 

 

そこで、情報公開により、環境省との調整に係

る文書、処理することの決裁文書等、この処分方

針に至った経緯を市民に明らかにするよう、本年

1 月 6 日、岩沼市に行政文書の開示を求めた。1

月 18 日、市から行政文書部分開示決定通知書を

受け取った。残念なことに、黒塗りが大部分の開

示内容だった。 

それも参考にしながら、2 月 1 日、岩沼市長へ

要望書、ならびに市議会議長へ陳情書を提出した。

市長からは 2 月 24 日に回答あり。内容を見たが、

不十分なため、再度 3 月 3 日要望書を提出し、い

ままでやりとりが進んでいる。しかし、岩沼市議

会は、3 月 9 日、スンナリと通してしまった。4

月からは、どこかに運ばれる作業が始まる。 

 

3．市の回答 

 

岩沼市の水道水は、阿武隈川と七ケ宿ダムとの

両方から取水し作っている。10 年前の 2011 年

3 月、東電福島第一原発事故にともない、阿武隈

川から取水した水を浄水する過程で、浄水汚泥、

8000 ㏃/kg 以上の指定廃棄物、458 トンが出

来た。現在まで、10 年間、玉埼浄水場内に保管し

てきた。 

市からの回答は、まったく問題はないとの内容。

地元からの要望があり、台風被害で浄水場近くの

阿武隈川堤防が決壊する恐れとかを挙げ、「無害化」

は棚あげして、循環型社会とか土木資材に利用す

るとか、国からの補助金 2 億円は適切に処理され

たとか。まさに、10 年前のマイナスの遺産は、プ

ラスの遺産として処理されようとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．血税で、国民の命と健康を破壊する 

 

国から補助金として令和 2 年度は 3000 万円、

令和 3 年度は 2 億円をもらうが、誰がどんな風に

汚染汚泥を処理するのか、市民・国民に明らかに

されないまま、議会を通り、予算執行されるのは、

財政民主主義にも反する。 

事故前は 100Bq/kg を超えれば厳重保管だっ

たのに、8000 ㏃/kg 以下になったとしても、依

然として 5000Bq/kg 程度の放射性廃棄物が、市

民に明らかにされないまま処理されることに、大

きな危惧を覚える。 

4 月から順次、浄水汚泥の袋は、1 年間かけて

どこかへ運ばれて葬られる。国民の血税が使われ、

それが人知れず国民の命と健康を破壊していくこ

とは、断じて許せない。 

 

 

脱原発仙台市民会議 1 月 26日仙台市交渉 

仙台市は避難するほどの被害を想定出来ない？ 

 

1 月 26 日、仙台市（防災計画課・街作り政策

課）と、女川原発再稼働ならびに避難計画につい

ての交渉を行いました。コロナ感染で事前の参加

確認をしていませんでしたが、地元承認が出た中

で、怒りを感じている市民が多いようで、市民側

は 13 名が参加。当日「市民の部屋」にいた全く

知らない人が「それなら私も参加したい」と飛び

入り参加しました。旧社民党、現在の立憲民主党

の猪股議員（太白区）も参加してくださいました。 

 

 今回の申し入れの柱は「市町村長会議で仙台市

長は再稼働に反対してほしい」という内容です。

そのため、冒頭から多くの参加者が「何故仙台市

長は再稼働反対を言わないのか」と、仙台市職員

に詰め寄りましたが、仙台市長は私たちの要望を

無視した形になりました。 

 国のエネルギー政策（原発 20％）に物申すべ

しとの要望に対しては、「毎年政令指定都市の集団

で意見を上げている。昨年 7 月には再エネを

2030 年目標で 45％以上にすべきと提案。これ
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らの提案活動がカーボンゼロ宣言につながったと

受け止めている」という回答が、街づくり政策課

からありました。 

 避難計画については、「避難時の受付ステーショ

ンに関するガイドラインが 12 月に県から提案さ

れたこと、本年には市町村の担当者を集めて意見

交換する場を持つことが提案されている。」という

回答がありました。これら２点は、昨年 8 月の私

たちの申し入れ内容だったので、私たちの申し入

れ活動が効果をあげている、と受けとめました。

そこで、県のガイドラインを私たちにも公開する

ことを要望しました。 

 避難計画の前提となる「事故の被害の範囲の想

定」については、「仙台市は避難するほどの被害を

想定出来ない」とする仙台市の立場を批判し、そ

の根拠が何か私たちに示すことを求め、市職員も

それを了解しました。 

 防災計画課長は、震災後ずっと総務省からの出

向（キャリア）でしたが、昨年から地元仙台市の

職員に変わったので、話し合いがしやすくなり、

また宮城県や仙台市の行政の取り組みをしっかり

説明してくれるようになったので、交渉もしやす

くなった印象があります。約束された資料も２月

中に届き、現在分析中です。次回の会報で報告で

きればと考えています。 

 ということで引き続き仙台市に申し入れる活動

を継続していきます。なお、今回飛び入り参加し

た方は、今後も参加したいとおっしゃってくれま

した。 

（脱原発仙台市民会議事務局 広幡 文） 

 

 

「第 155 回女川原子力発電所環境保全監視協議会」傍聴記 

---非常時に、バックアップは大丈夫か？--- 

 

2021 年 2 月 19 日に「第 155 回女川原子力

発電所環境保全監視協議会」を傍聴してきました。

簡単に気になった所だけを報告します。 

傍聴は、私と電力関係？２名のみで、マスコミ

はゼロでした。 

 

・学識経験者の欠席者は、須賀さん、寺沢さんで

した。遠藤信哉県副知事が議長で進行。いつもの

通り「放射能測定結果」と「温排水調査結果」が

報告され確認された。 

・女川２号機の「工事計画認可申請」の補正が、

9/30、11/30 に続き、2/19 に４回目が提出さ

れた。2/20 の河北新報にも記事が掲載された。 

・女川原発協力企業従業員７名がコロナに感染し

たことが報告された。 

・原子力規制委員会の「検査結果」が公表され、

指摘事項はなかった。（これは 2/10付けなので、

2/13 の地震の影響の検討結果の追加公表がある

と思われる。） 

・2021.2.13 地震の設備点検結果について報告

があり、次の５点が報告された。（2.13.23：08

に宮城県内で最大震度 6 強の地震。女川原発では

137 ガルとのこと。小さい？） 

（東北電力のＨＰにも概要が報告されているが、

今回はより詳しい説明があった。）ＨＰ↓ 

地震発生による女川原子力発電所の設備点検結果

について| 東北電力 (tohoku-epco.co.jp) 

① 主変圧器内の絶縁油が揺すられ圧力低減弁

が作動。 

② 3 号機タービン建屋のブローアウトパネル

（建屋内の圧力を開放する設備）が開いた。 

③ 2,3 号機の放水口モニタが、取水ポンプ停

止で欠測となる。14 日の午前 4 時に復旧。 

④ 震災後緊急用に設置した大容量電源装置 1

台で故障の警報（データ伝送の不良） 

⑤ 3 号機での除塵機（冷却用海水の塵かいを

取り除く装置）の電源が入らず。（電磁接触

器の損傷） 

遠藤副知事が、ブローアウトパネルが開いたこ

と、除塵機の電源が入らないことは、地震時の設

計上どうだったのかと質問した。電力の回答は、

ブローアウトパネルについては、地震での考慮は

していない（と言ったようでした）。3.11 でも開

いた。除塵機の電源が入らないことについても、

地震での考慮はしていない（と言ったようでした）。

最悪の場合手動で行うとのこと。 

会議での議論があまり深まらなかったので、終

了後、電力の方に個人的に質問すると、「大容量

電源装置」は働かなくても他にも非常用電源はあ

る。法的にはなくてよいもの、とのこと。ブロー

アウトパネルが開いたままですよねと言うと、養

生していますとのこと。 

（大事な時に、放水口モニタも欠測するし、非常

時に本当に大丈夫か、なんか頼りないバックアッ

プである。） 

・岩崎俊樹委員から 30km 以遠の避難計画をも

っと検討するようにという要望があった。（以前

にも要望したようである。） 

https://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/1218943_2549.html
https://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/1218943_2549.html


13 

 

 

・次回は、5/26 仙台で開催。 

いつも議事録が遅いので、早くしてほしいもの

だ。 

 

●上記の報告を書いた後、2021.3.12 東北電力

ＨＰの 13 ページから詳しい説明があったので、

下記をご参照下さい。 

別紙 (tohoku-epco.co.jp) 

（2021.3.13 記 兵藤則雄） 

 

 

 最近の気になる動き 87   

女川原発停止後１０年、技術会・協議会の検討課題！ 
 

宮城県の「女川原子力発電所環境調査測定

技術会」（技術会）の環境放射能測定結果につ

いて、『鳴り砂№265』で福島原発事故後約５

年の測定値（139 回技術会）を見て気付いた

点を述べましたが、事故後約 10 年ということ

で、2021.2.9「155 回技術会」資料（令和２

（2020）年度第３四半期：資料－１（環境放

射能）、資料－２（温排水）。2021.2.19「155

回環境保全監視協議会」資料も同じ）を検証

したいと思います。 

 

まず、資料－１（環境放射能）の各グラフ

に示されている「平成２年度から福島第一原

発事故前までの最大値」（H2～H22 最大値）に

ついて、前稿（鳴り砂 265）の説明を一部修正

します。 

前稿では、「H2～H22 最大値」を、1986(S61)

チェルノブイリ事故の影響がなくなったもの

と仮定し、「核実験＋女川原発からの H2～H22

の日常放出分」としましたが、図-2-16 の降

下物の測定値を見る限り、チェル事故の影響・

変動が「H2～11」に見られますので、その点

は注意する必要があります。ですから、より

変動が小さく絶対値も低い「H12～22」の最大

値（図-2-17 に示された「0.20Bq/㎡」より低

い）を採用した方が、県の測定目的である「女

川原発からの異常放出」の検出感度・精度が

向上するものと思われます。また、「女川原発

からの日常放出分」について、H2～H22 の間

の「何らかの原因による過剰（異常？）放出

分」が最大値に反映されている可能性がある

ことにも注意が必要です。すなわち、測定値

が同最大値以下であったとしても、“通常通り

＝異常なし”と安易に判断することはできず、

同最大値を示した時よりは少なかったものの、

“通常ではない＝異常”な過剰放出があった

という可能性は残ります。 

 

もうひとつ、前稿では、福島原発事故(H23)

後の「女川原発由来」放射能を「≒０（ほぼ

ゼロ）」と仮定しましたが、事故後に稼働＝発

電（核分裂）していなくても、それまでに（核

分裂や放射化で）発生した大量の放射能が原

子炉内外に蓄積しており、再稼働準備・安全

対策工事に係る原子炉内外の除染作業（およ

び昨 2020 年夏に始まった１号機廃炉作業）に

伴う放射能放出を無視できないと思いますの

で、撤回します。ちなみに、2019.8.5 の 150

回技術会・資料－３の 95 頁「（４）放射性廃

棄物の管理状況（平成 30 年度）」によれば、

女川２・３のいずれからも液体廃棄物（洗濯

廃液の処理水）として「トリチウム（Ｈ－３）」

が放出されていました（２号機：1.3×10９Ｂ

q／年、３号機：2.3×10７Ｂq／年。ここで、

１号機からの放出は「ゼロ」でなく、洗濯廃

液処理設備が１・２共用で、２号機放水路か

ら処理水が排出されたため、１号機分が不明

なだけ）。ただし、脚注で、設置許可上は「1.11

×10１３Ｂq／年」で被ばく評価がなされてい

るとして、約１万分の１に過ぎないことを強

調していました（年間管理目標値は、脚注に

は記載がありませんが、その約 100 分の１と

思われます）。 

 

また、155 回資料－１・87 頁では「保安規

定で定める放出管理の基準値」は「7.4×10１

２Ｂq／年」と変更されていましたが、この値

の低減は主に１号機廃炉に伴うものと推察さ

れますが（同時に３号機の再稼働をも見据え

たもの？）、１号機（廃炉作業＋使用済燃料プ

ールの継続的冷却）からのトリチウム（や他

の放射能）の放出が「ゼロ」ではないことに

留意する必要があります。その点に関し、155

回資料－２・26 頁で、昨(2020)年 10～11 月

の１号機（廃炉作業開始後）の温排水放出量

が「１㎥／sec.（秒）：水温上昇 0.7～1.1℃」、

２号機では「３㎥／sec.：0.5～0.8℃」、３号

機では「３㎥／sec.：0.3～0.5℃」だったこ

https://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/test/__icsFiles/afieldfile/2021/03/12/210312c.pdf
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とが示され、定格熱出力一定運転時の温排水

（１号機 39㎥／sec.、２・３号機 60㎥／sec.）

より流量は減少しているものの、2017.4.1 時

点でのプール貯蔵核燃料の発熱量（全崩壊熱）

は「１号機で 165kW（定格熱出力 159.3 万 kW

の廃熱分 106.9 万 kW の約 0.015％）、３号機

で 234kW（定格 243.6 万 kW の廃熱分 161.1 万

kW の約 0.015％）」＜2019.11.19 審査資料

1.0.16『ファイル 6-18』20 枚目参考図１：鳴

り砂 283 掲載＞とされているように、（２号機

分も含め）貯蔵核燃料の冷却のために一定の

温排水放出は必要不可欠で、それに便乗し、

除染作業で発生した汚染水や洗濯排水等の放

出も継続されることは明らかです。 

 

さて、H23 以降の現在の測定値は、「核実験

＋福島原発事故＋女川原発の再稼働準備に伴

う放出分」と考えられ、「H2～H22 の女川原発

の日常放出分（定検作業時を含む）」と「H23

以降の女川原発の再稼働準備に伴う放出分」

とに‘大きな違いはない’と仮定すれば（ま

た間違っている可能性もありますが…）、「H2

～H22 最大値」以上であっても、きちんとし

た減衰傾向が見られるなら、「福島原発事故の

影響」と判断できます（それに紛れる程度の

放射能が（意図せず／故意に？）女川原発か

ら放出されている可能性はありますが）。 

 

一方、注意を要するのは、前稿でも強調し

た逆のケース、すなわち「最近（H23 以降）の

測定値」が「H2～H22 最大値」を下回るケース

です（図-2-20 精米の Cs-137、図-2-24 松葉

の Cs-137、図-2-26 アイナメの Cs-137、図-

2-28海水の Cs-137、図-2-30アラメの Cs-137、

図-2-31 ムラサキイガイの Cs-137、図-2-32

陸土の Sr-90、図-2-33 アラメの Sr-90、図-

2-34 陸水の H-3 など）。それらは、‘女川原発

の長年の稼働＝日常放出（過剰放出を含む）’

が、福島原発事故の影響を上回るほどの汚染

を前々から周辺環境にもたらしていた！とい

う事実もしくは可能性を、改めて示すもので

す。ただし、前述のとおり「H2～H22 最大値」

ではチェル事故影響が十分に無くなっておら

ず、「H12～H22 最大値」などを判断基準とし

て採用すれば、最近の測定値がすでに後者を

上回っている可能性がありますが、その点は

技術会・協議会できちんと検討してもらいた

いと思います。いずれにしても、女川原発の

もたらした過去の汚染の実態をきちんと解

明・把握し、今後の新規汚染の監視に活かす

ことが大切だと思います。 

 

また、現在の測定体制が、女川原発の再稼

働・廃炉作業に伴う「異常放出」を十分・確

実に検出できるのかどうかも、改めて検討す

べきと思います。すなわち、従前は３機の運

転が前提（２号機６０㎥／sec.＋１号機３９

㎥／sec.＋３号機６０㎥／sec.）でしたが、

今後は（２号機が再稼働した場合）１機だけ

の運転で、温排水放出量も少なくなるため（２

号機６０㎥／sec.＋１号機１㎥／sec.＋３号

機３㎥／sec.）、そのことを考慮する必要があ

ると思います。 

さらに、今後福島第一原発からの大量のト

リチウム放出（処分とは名ばかりの、単なる

希釈・たれ流し。六ヶ所再処理工場や各原発

からの日常的たれ流しを正当化するためにも、

国は早期に強行したい意向で、「安全性」を強

調し「風評被害」だけが問題と焦点ズラシ）

が考えられることから、その影響の有無を正

確に検出できる測定体制の構築・判断基準の

策定も急務だと思います（この問題に限って

村井知事も現在は一応反対姿勢のようですの

で、予算は付くのでは？）。 

 

＜毎回資料提供をいただいている「風の会」

のメンバー各位に深謝いたします。＞ 

＜2021.2.25 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 
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●山下司郎さんを偲んで 「して、言って、させて、褒めて…」 
 

2021 年 2 月

20 日、山下司郎さ

んが逝った。享年

74 歳。折しも東電

福島第一原発事故

から 10 年という

年に。 

全逓石巻支部青

年部長だった山下

さんとの出会いは、

1973 年頃で、石

巻地区労青婦部活

動を通してであった。 

当時、女川原発の建設を巡る動きは、女川・雄

勝漁協の漁民の反対運動が盛り上がり、女川海岸

広場での「女川原発設置反対 女川・雄勝・牡鹿

三町期成同盟会」主催の総決起集会には毎回

2000～3000 人の漁民・町民・県民・労働者が

集まっていて、私たちも労働組合の「動員」で参

加していた。   

原発建設反対運動の高揚で、東北電力が着工延

期を何度もせざるを得ない状況であったが、その

後東北電力の札束攻勢をはじめ宮城県と一体とな

った漁協上層部への懐柔策動で切り崩されていっ

た。そのような中で 78 年 6 月の女川漁協臨時総

会で「漁業権放棄」が可決されるに至ったのであ

るが、反対派漁民との会場前での座り込みなど、

闘いの先頭に山下さんはいつもいたことを思い出

す。 

三町期成同盟会が行動力を失っていく中で、「女

川原発反対同盟活動者会議」が結成され、一方で

町民組織「女川原発反対町民会議」が結成され、

運動の中心になっていった。私たちも「阿部麟」

（阿部宗悦さん宅）で開催された「活動者会議」

に毎回参加させてもらい、今後の闘いの進め方や

準備に向けた討論を深夜まで行ったり、原発建設

が進み「核燃料搬入」の時には、横須賀の燃料加

工工場前で監視している仲間からの連絡を受け、

宮城県内に入ってきた輸送トラックを迎え撃つ監

視活動をしたり、女川町民・漁民・石巻市民が原

告となった女川原発建設差止め訴訟では、原告団

の闘いをわがこととして、山下さんは全力で担っ

てきた。 

2011 年 3 月 11 日、福島第一原発事故後

は、「さようなら原発 in いしのまき」実行委員

として毎年の石巻集会開催の中心となり、さらに

は、2014 年の「女川から未来を考える集い」

をはじめ、地域の脱原発運動の中心的存在とし

て、献身的な活動を展開されてきた。また、山下

さんは、放射性指定廃棄物最終処分場建設に向け

た環境省による現地調査を拒む、加美町の現地住

民とともに、連日その闘いに通っていました。 

とりわけ、居住地の東松島市では「女川原発の

再稼働に反対する東松島市民の会」を立ち上げ、

自ら代表をして、市民の脱原発への機運づくりに

奔走、「東松島市の避難計画」の地域別学習会や県

内の脱原発の仲間を講師に学習会活動を精力的に

展開して、さらには、「市民の会」と他の UPZ 市

町の脱原発住民組織を繋げる「女川原発 UPZ 住

民の会」を発足させる役割を担ったことの運動的

功績は大きかったと思う。 

山下さんは、「して（やって）みせて、言って聞

かせて、させて（やらせて）みて、褒めてやらね

ば、人は育たぬ。」とよく話していたと知人から聞

かされた。 

総評労働運動が解体され、労働戦線の右翼的再

編の中で、山下さんは全逓と決別し、独立組合に

参加して、「当たり前の労働運動」を目指して現在

まで活動してきた。山下さんのこれまでの活動が、

女川原発に関わる運動も含めて、自らが動いてみ

せて、労働者や市民に話して聞かせて、その上で

実戦に参加させて、活動する仲間や組織を作って

いくというものであり、彼の運動に対する姿勢を

今、振り返って気づかされる。 

まじめで、ガチンコで、労働者や弱い立場の方々

にやさしい人だった。今に及んでは、ご冥福を祈

るだけである。 

（さようなら原発㏌いしのまき実行委員 

 日野正美） 

※山下さんは、長年、風の会会員としても、私た

ちの活動を支えて下さいました。ご冥福をお祈り

いたします。 （空） 

 
●2002 年 1 月 13 日「女川原発反対同盟新年旗

開き」女川町鷲の神第一集会所で（写真左上） 
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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 393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：3 月 27 日（土）仙台市錦町公園 

（13 時 30 分集会、14 時デモ出発） 

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 

 

あいコープみやぎ オンライン講座 

鎌仲ひとみ監督に聞く！ 

安定ヨウ素剤って何？ 

～備えよう。大切な人を守るために～ 

日時：３月２５日（木）10 時～12 時 

場所：ＺＯＯＭ利用（定員制限なし） 

参加費：無料 

・ZOOM 視聴 URL は前日までにメールで送付 

http:www.mamma.coop/event/index.php  

問合せ：あいコープみやぎ（担当 豊嶋） 

℡ 0120-255－044（月～木 9 時～17 時） 

 

シンポジウム 福島原発事故から 10年 

「構造的欠陥を抱えた女川原発を 

再稼働させて良いのか」 

－二人の原子炉設計技術者の証言－ 

「福島原発事故の検証から見えて来た 

女川原発の構造的欠陥」 

田中三彦さん（元新潟県技術委員会委員） 

「過酷事故対策に関する新規制基準の 

何が無理なのか」 

後藤政志さん 

（原子炉格納容器設計元東芝技術者） 

日時：４月１８日（日）13 時～15 時 40 分 

会場：仙台市シルバーセンター7 階第一研修室 

（定員 171 人） 

主催：さようなら原発みやぎ実行委員会 

後援：脱原発をめざす宮城県議の会／女川原発

再稼働ストップ！みやぎ女性議員有志の会 

〈連絡先〉090-8819-9920（館脇） 

 E-mail:hag07314@nifty.ne.jp 

 

 

 

 

大崎住民訴訟を支援する会 第２回総会 

日時：４月２４日（土）１３時３０分～  

会場：仙台弁護士会館  

《記念講演》      １４時～１６時 

『放射線の人体影響の真実を知る』 

 講師：西尾正道氏 

(独)国立病院機構北海道がんセンター名誉院長 

〈参加費無料〉 

※宮城の空と大地で、放射能汚染を繰り返して

はいけない、その思いを込めて集まろう！ 

※リモート参加可能 

〈申し込み〉 hirohata3777@outlook.jp 

 

●「川柳」「短歌」募集中 

 

「ふくしまと ともにすすもう 原発ゼロ」 

 

（三陸亭のりお） 
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