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どこから見ても住民の安全確保など望めない 

避難計画の下での 女川原発再稼働はあり得ない！ 

再度、司法の場でトコトン審理を！ 
         女川原発再稼働差止訴訟原告団・原伸雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[１]．何故、ふたたび、避難計画を争点に、

裁判を起こしたのか！  

  

5 月 28 日、私達石巻市民 17 名は東北電力

を相手に、女川原発 2 号機の再稼働を差止める

ため、仙台地裁に提訴しました。提訴後の記者

会見で、小野寺信一弁護団長は「実効性のない

避難計画が第三者の審議を受けないまま再稼

働に突き進むのは危険。裁判所の審理を」（『河

北新報』21.5.29）と今回の提訴の意義を端的

に述べています。  

 

 避難計画の実効性の有無を争点にした仮処

分裁判では、仙台地裁、高裁は「住民の被害の

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」として我々の

「知事や市長は、実効性のない避難計画の下で

の再稼働へ同意してはならない」との求めに対

し、実効性の有無については全く審理しないま

ま、「棄却」の決定を下してしまいました。  

 

 これに先立ち、原子力規制委員会は、女川原

発２号炉について 2020 年 2 月 26 日に審査

の終了を発表しましたが、そこでは深層防護第

5 層『避難計画』については全く審議しており

ません。  

またこの間、県議会はじめ立地自治体などに

おいて、再稼働問題が様々な角度から長期にわ

たって議論されて来ましたが、避難計画自体が

議題となり、その是非をめぐり集中的に審議さ

れ、採決に付されたことはありませんでした。 

 

行政の側では、避難計画についてその策定に

中核的役割を果たして来たのが、2013 年設置

の女川地域原子力防災協議会（以下、防災協議

会）とその作業部会です。この組織は数十回に

わたり会議を重ね、2020 年 6 月 17 日に計画

が「合理的」「具体的」であることを「確認」し

て、総理大臣が議長を務める国の原子力防災会

議に上げてやり、5 日後の 6 月 22 日にそこで

「了承」されました。この最終段階は、仮処分

裁判の真最中でした。村井知事は「これで避難

計画については国のお墨付きが得られた」と、

秋の「再稼働同意表明」に突っ走ることとなり

ました。  

この避難計画策定に中核的役割を果たした

防災協議会こそが「避難計画の実効性を仮装」

した組織ですが、我々が公開質問状を繰り返し

提出していた段階から指摘し、裁判の申立書で

論証した諸問題や、その後県が実施した『避難

経路阻害要因調査結果』などについても、全く

審議しないままに、避難計画は「合理的」「具体

的」との「確認」をしてしまっています。  

http://miyagi-kazenokai.com/
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この防災協議会は、内閣府が主催する行政機

関内の組織です。しかも石巻・女川始めＵＰＺ

自治体はオブザーバー扱いと言った代物です。

ですから、冒頭に引用した小野寺団長の言う

「第三者」では全くありません。こうしてみる

と、あの福島の大惨事を教訓に策定が義務づけ

られた避難計画は、責任ある第三者の審議を全

く経ていません。  

だからこそ、小野寺団長が、改めて「裁判所

の審理を」強く求めている所以です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[２]．避難計画は命を守る最後の砦！その

「仮装」を暴くのは、司法の役割！  

 

 村井知事まで「原発はゼロが望ましい」と言

いながら再稼働に同意し、原子力ムラとその代

弁者たちは、地球温暖化対策には原発が必要と

ばかりに、美浜の老朽原発の再稼働を容認し、

規制委員会は島根原発の審査終了を発表し、

次々と原発の再稼働を目論み、原発の新増設な

どまでも狙うなど、あの福島第一原発事故も、

水戸地裁の「避難計画の現状では東海第２原発

は稼働してはならない」との判決なども全くな

かったような振る舞いです。「脱原発と脱炭素

社会」の実現は、持続可能な地球のための人類

史的課題です。「地球温暖化対策のためには原

発が必要」論者には、「人類が到達している科学

に反する」ものとして断固として退け、強く非

難しなくてはなりません。そしてこうした世論

の醸成へ、私たちも大いに努力しなくてはなり

ません。 

 

 避難計画は、どの角度から見ても実効性が無

いことは明らかです。避難計画があること自体

が、避難する住民を窮地に追いやる可能性すら

有り得る代物です。そのことは、『訴状』におい

て余すところなく立証しています。  

 そもそも私たちが、３年前に避難計画に疑問

を抱いたきっかけは、自分たちで石巻市の示す

避難計画に基づき、指定された避難路を、自分

の居住地から「退域検査所」「受付ステーション」

「最終避難場所」まで実際に走ってみたことか

ら始まっています。その時の共通した感想は、

「交通渋滞や駐車場の問題などで何時間かか

っても最終避難所へたどり着けないのではな

いか」「まったくの机上プランでしかない」と言

うものでした、  

以来、再三にわたり、県・市当局や防災協議

会へ、時には内閣府へと質問を繰り返し、その

間には、情報公開請求を 60 回余も行うなどし

ましたが、一向に実効性が確保されたとの心証

も証拠も得られませんでした。一方、行政側は、

再稼働に向けた手続きを着々と進めており、こ

れを止めるには司法の力を借りる以外ないと

判断し、仮処分を申し立てましたが、残念なが

ら、司法も全く避難計画の実効性についての審

理を行わないまま、先に述べたように「訴える

べきは知事や市長ではなく、東北電力ではない

か」との趣旨の決定へ逃げて、肩透かしを食ら

ったことから、今回の東北電力を提訴すること

に至っています。  

それだけに、今回の訴訟での裁判所の責務は

極めて大きく、正に「住民の命と健康、故郷を

守る最後の砦」としての役割が課されています。 

 

我々が裁判所に期待するのは、『訴状』で指摘

している避難計画の９つの実効性の欠如につ

いて、１つ１つ、証拠書類をも吟味して、しっ

かりと検討を加えることです。  

そして、この計画策定過程で、防災協議会（作

業部会）が、これらについての審議を全くしな

いまま、「合理的」「具体的」と言って避難計画

の「確認」を「仮装」した実態を認定すること

です。  

そのことを通じて、裁判所が、われわれと同

様に、避難計画が住民の命も健康も守れない全

くの「仮装」であることを看破するならば、一

私企業のために多大な人員と財政を投じてこ

のような行政事務を行っていることへの大き

な疑問を抱かざるを得なくなるでしょう。  

 

この間の様々な経過の中で大変心配なのは、

計画策定の当事者の方々が、「ＵＰＺ20 万人の

一斉避難などと言う事態は起こらない」（住民

説明会での内閣府職員の発言）との前提で、「新

しい安全神話」の下で避難計画を作っていると

言わざるを得ないことです。  

原発事故の被害の広がりは、事故の規模、そ

の時の気象条件等により大きく左右されます

が、そのことは誰であっても予測は不可能です。 
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策定される避難計画は、最大限の人々の避難

を可能にするものでなくてはならないことか

らすると、最悪の事態に備えた計画でなくては

なりませんが、少なくとも東電福一事故の規模

には耐えられるものでなくてはならないこと

は、裁判所を始め本訴訟に関わる者のみならず、

国民の共通認識ではないでしょうか。内閣府は

じめ当局者たちの事故の規模の過小評価はと

んでもない誤りです。  

 

[３]．「避難計画に終わりはなく、今後も見

直されていくもの」との言い訳は許されな

い！  

 

 避難計画についての議論で、当局が最後に行

ってくるのが「訓練などを通じて見直しを図っ

ていく」と言うものです。また、仙台高裁の仮

処分決定でも、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

識を示しながら、「当局は今後訓練などを通じ

て改善を図っていく」と表明しているとして、

実効性のない計画を容認してしまっています。 

 一般論として、計画や事業を実行しながら見

直しを図ることは必要であり有効な手法です。 

 

 しかし、ことこの避難計画についてのこの間

の我々の到達した結論として、「石巻市の避難

計画は、検証以前の状態にあり、訓練などを通

じて見直しても、決して住民の命と健康を守る

機能は果たせるものではない」ことを、『訴状』

を通じて余すところなく論証しています。  

 仮処分ではそのことを「この計画は土台から

の設計ミスがある」と指摘しました。そのこと

は検査所の設置場所や数の問題に加えて「避難

受付ステーション」の設置の誤りなどに象徴的

です。準ＰＡＺの避難の円滑化のためにＵＰＺ

は「屋内退避」との方針も、全く非現実的です。

これらのことは県が行った避難経路阻害要因

調査結果でも裏付けられています。  

 

 こうした根本的問題への指摘にメスを入れ

ないままに、いくら「合理的」「具体的」計画と

言っても、それは計画の「仮装」を糊塗するこ

とにしかならず、避難訓練以前の問題です。  

 

 

 

 

 

 

 

[４]．今度こそ、裁判所に避難計画の実態を

明らかにさせるためご支援を！  

 

 〇第一回公判については、目下、裁判所にお

いて調整中ですが、10 月中・下旬が濃厚です。  

 〇多くの支援者による傍聴を期待して、弁護

団は一番大きな法廷を確保しました。  

 原子力ムラとその代弁者たちの活動が活発

化する中、また宮城では「知事が同意表明して

しまったではないか」との空気が広がる中、「女

川原発再稼働を許さない」闘いにとって、また

秋の知事選挙、総選挙を控えて、反転攻勢から

勝利に向かうための、極めて大事な裁判になっ

ています。  

 河北新報社が、先ごろ『揺れる司法』との特

集を組みました。いま、沖縄の辺野古裁判で、

負けはしましたが、最高裁で 2 対 3 だったこ

とが注目されています。原発の賠償裁判でも、

国や電力の責任を認める判決が主流となりつ

つあります。水戸地裁で原発運転差し止めの画

期的判決を出した前田英子裁判官の前任地は

仙台地裁だったとのことです。あの福一の原発

事故の衝撃は、間違いなく裁判官の心証にも大

きな影響を与えていることは確かです。  

 

 私たちの裁判でも、道理はこちら側にありま

す。「風の会」のお力添えを頂いて、普及版『訴

状』も出来ました。私たちは、これらを武器に

石巻での 8 月 1 日の「裁判報告会」を始め、多

くの皆さんのご支援を頂けるように全力で頑

張ります。  

 

 「勝つ秘訣は諦めないこと」は、沖縄の皆さ

んの辺野古新基地を許さない闘いの合言葉で

す。  

原発の闘いも全く同じです。ご一緒に再稼働

を止めるため頑張り抜きましよう！  

 

 

●女川原子力発電所運転差止請求事件  

『訴状』普及版（A4 判 70 頁） 

カンパ：300 円 

発行：女川原発再稼働差止訴訟原告団  

連絡先：庄司・松浦法律事務所  

TEL 0225-96-5131 

   FAX 0225-94-0474  

Ｅ-mail saikadouno@gmail.com 

※風の会でも取り扱っています。  

なお、風の会 HP に『訴状』掲載中  

 

mailto:saikadouno@gmail.com
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汚染廃棄物焼却を巡っての大崎からの報告 

住民らの平穏生活を確保するのは司法の役割 
大崎市 芳川良一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公判終了後、仙台市戦災復興記念館５階会議室で報告集会。30 名参加。】 

 

今回は、大崎住民訴訟第 12 回口頭弁論と

美里他 2 市町の 8,000Bq/kg 超えの汚染廃問

題を中心に報告いたします。  

 

みなさん、裁判における弁論更新というの

をご存知ですか。原告側弁護士が訴訟の経

緯・争点、社会的意義について新たな裁判官

にレクチャーをするんです。今年 4 月に人事

異動で仙台地裁の本訴訟担当の裁判長と裁判

官の一人が替りました。それで 6 月 14 日開

かれた第 12 回口頭弁論にて、新任の裁判

長、裁判官相手に弁論更新が実施されたわけ

です。法廷にスクリーンが持ち込まれ、映し

出されたパワーポイントをもとに、原告側弁

護士により本訴訟について経緯等の説明がな

されました。  

仙台弁護士会には伝統的に“仙台方式”と

言われるやり方があるらしく、てきぱきとや

りたがる新しく来た裁判官に、すこしドロ臭

くやるように「教育」するのだそうです。心

強いことです。伝統的な“仙台方式”が本訴

訟でも効果を発揮してくれるものと期待して

います。 

 

○大崎住民訴訟の弁論更新に感動。  

大崎住民訴訟は大きな意義を持った訴訟。  

 

さて、その弁論更新ですが、とてもよく纏

まった、練りに練られた、筋の通ったすばら

しいものでした。ことに、「本訴訟の意義」に

ついては日ごろもやもやしていたところをス

パーっと整理して表現していただいたので、

そのままその時の資料を転載しておきます。  

（資料は風の会ＨＰに掲載）  

 

➢ 住民が放射性物質による内部被ばくを受

け、それによる健康被害、あるいは健康

被害を受けるおそれを感じることで、安

心して生活する平穏生活権が侵害されて

いることの救済  

➢ 放射能汚染廃棄物の焼却処分の危険性を

知らしめ、隔離保管を広める  

➢ 福島第 1 原子力発電所事故の物証をなく

さない（放射性汚染廃棄物という証拠の

隠滅行為）  

➢ 女川原発他、原発再稼働問題を考える上

での事故リスクを認識させること  

 

どうです? わたくしはとても感動しまし

た。  

 

最初の平穏生活権侵害の救済、そして次の

焼却を止めて隔離保管、これは正に本訴訟で

訴えているストレートな内容です。これらを

勝ち取るべく争っているわけです。  

 

三番目の証拠隠滅行為、これなんです。国

の放射能処理が誤っていることを指摘してい

るわけです。これで本訴訟は全国的拡がりの

ある問題となるわけです。そして

8,000Bq/kg 以下の放射性汚染廃棄物の焼却

だけに限定された裁判という枠も飛び越えま

す。福島で行われた除染土の資源再生利用の

実証事業、同様に栃木県那須町、茨城県東海

村での実証事業が、そして宮城県でも始まろ

うとしている丸森の実証実験が、射程に入っ
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てきます。これらは正に証拠隠滅行為である

ことは明らかなのです。  

除染土の埋め戻しは、証拠隠滅でも非常に

質が悪い。多くの金を使って効果もはっきり

確認できない除染をし、仮置き場か仮仮置き

場かはともかくとして、いったん集約した除

染土を、それをまたまたあちこち埋め戻して

分散をする。そんなバカなことをしようとし

ているのです。除染という処理そのものの検

証もできなくし、あたかも何もなかったかの

ように隠してしまう。実証実験で安全であっ

たと評価されたら、たちまち除染土は全国

の、放射能汚染とあまり関係なかったところ

の土木事業に運び込まれることになるでしょ

う。そうなったら、日本列島すべてに放射能

が拡散されることになります。  

証拠隠滅のための焼却処分の差止めを求め

る本訴訟は、大崎にとどまらず、宮城県でも

なく全国的なものに、更にまた焼却だけでな

くすき込みや除染土の再生利用を放射能汚染

物質処理政策だとして国に追随する、件（く

だん）の県の対策を質す訴訟へと昇華するの

です。  

 

さて、四番目の事故リスク、これで本訴訟

はもっと幅が広がり、深みを増し、普遍的な

ものとなっていきます。国策は原発再稼働に

前のめりです。とうとうこの 6 月に老朽原発

である美浜原発 3 号機が再稼働してしまいま

した。40 年ルールのなし崩し的な無視です。

今後 60 年稼働が当たり前になってしまいま

す。  

いま政府で練られているエネルギー基本計

画の概要が少しずつ明らかになってきていま

す。2030 年には原発が 30 基稼働しない

と、そこで目標とされる比率 22%は達成でき

ないといわれてます。新設が難しくなってい

る中、再稼働を推進し、且つ老朽原発をも動

員しないと間に合わないということになりま

す。時代遅れのアナクロニズムです。  

 

2050 年カーボンゼロの掛け声のもと再エ

ネの比率を高めるというと聞こえはいいが、

多くのうさん臭さがあります。このエネルギ

ー政策は、原発を温存するためのいわば隠れ

蓑なのです。再エネ開発であればなんでもあ

りと、中央の大資本による環境破壊と生態系

破壊が進められようとしています。そのこと

はいまは取り上げないとして、その根幹には

原発温存政策があるということだけは確認し

ておきたいと思います。環境や生態系の破壊

が進み、原発は相変わらず大きな顔で稼働し

続ける、地方は相変わらず大都市の食い物に

される。そんなことがあっていいのだろう

か。これからこの国はいったいどうなる、ど

ういう方向に導こうとしているのか。そこに

は福島原発事故の教訓の欠片もない、さらに

いえば新型コロナ禍からの教訓もないので

す。原発の事故リスクを意識的に排除してい

るとしか思えないのです。  

 

いま、福島を中心に、各地で生業訴訟、賠

償訴訟が争われています。これら訴訟で司法

の考え方もすこしずつ変わって来てはいるも

のの、まだ判決のひとつひとつに一喜一憂の

状態です。つい最近、石巻の住民によって、

避難計画の実効性を問う、東北電力を相手取

っての女川原発の差止め訴訟が提訴されまし

た。避難計画も大きな原発リスクです。本訴

訟は、それら訴訟の根源とも言える放射能汚

染による健康被害を争う数少ない訴訟だと思

います。本訴訟に勝つことは、係争中の他の

訴訟への有力な支えになるものと思うので

す。  

意図的に消されようとしている原発の事故

リスクを地に足が着いた形で明らかにしてい

くことが、原発の再稼働の流れに太く大きな

楔を打つことになります。わたくしは、そう

いう意味で本訴訟は全国的にもっと重要視さ

れていい裁判闘争だと思うのです。  

 

パワーポイントによる説明の後、弁護団長

が「住民らの平穏生活を確保するのは司法の

役割である」と指摘し、適切な判断を裁判官

に求めました。すごいですね。またまた感動

しました。仙台地裁通い 12 回目にして、最

大の感激でした。  

 

さて、ここでこれからの裁判の予定を記し

ておきましょう。次回口頭弁論期日は 9 月

22 日午前 11:00 です。前回（6 月 14 日）

と同じく、前半 15 分間に口頭弁論、残り 45

分は進行協議となります。口頭弁論ではいよ

いよ内部被ばくの主張・立証が行われると聞

いています。原告以外の方の傍聴は最初の 15

分のみとなってしまいますが、本訴訟の意義

をご理解いただいて、是非傍聴をお願いした

いと思います。その後報告集会（ベルエア会

館）もあります。こちらはもちろんどなたで

も参加できます。  
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○宮城県知事と環境省に放射性汚染廃棄物

焼却の即刻中止を求める要望書を提出  

 

昨年年末に、美里町で焼却対象とされた放

射性汚染廃棄物から 8,000Bq/kg 超えのもの

が見つかりました。大崎広域組合東部クリー

ンセンターでの炉前検査でのことです。その

後なんと涌谷町、大崎市でも見つかりまし

た。焼却炉への持ち込みまでは、各自治体(市

や町)の役割になっています。これをうけ、各

市町はこの 8,000Bq/kg 超えの汚染廃棄物を

焼却対象から除外しました。除外するのは当

たりまえのことですが、改めてここで問いた

いのは、焼却対象から除外しただけで済む問

題か、ということです。  

8,000Bq/kg を基準にして強引に進められ

てきた放射性廃棄物の処理方法が、この一事

をもって瓦解したことにならないでしょう

か。8,000Bq/kg を基準に、8,000Bq/kg を

超えるものは国が、それ以下は自治体が、と

いうことが、放射性汚染廃棄物の処理のスキ

ームでした。宮城県知事は 8,000Bq/kg 以下

のものについては、「一斉焼却」などという物

騒な言葉まで持ち出し、ほとんど脅し的に自

治体に焼却を強要してきたわけです。それな

のに 8,000Bq/kg 以下と分別されたものの中

から、それを超えるものがあちこちで見つか

り、中には 13,000Bq/kg というものまで含

まれていたのです。如何に測定が杜撰であっ

たか、特措法の運用が如何にいい加減だった

か、ということになります。従来のクリアラ

ンスレベルを 80 倍に水増しした

8,000Bq/kg に対し疑義を申し立てても、環

境省や県、自治体により、現行法として特措

法がある、それに準拠している、と一蹴され

てきたわけです。法の権威・厳格な適用を強

調しながら、一方ではそんないい加減な運用

がなされているとなったら、たまったもので

はありません。  

 

8,000Bq/kg をめぐる環境省の認識のでた

らめさを示す好例があります。新聞に、本件

を巡って「いったん焼却対象になった廃棄物

に汚染濃度の偏りがあっても、家庭ゴミ等と

混ぜて焼く割合を調整すれば問題はない」と

いう環境省の担当者のコメントが載りまし

た。それなら 8,000Bq/kg などという区分も

いらないのではありませんか? これが環境省

の本音なのです（2021.4.8『河北新報』）。環

境省の関心はもはやここにあらず、ともかく

目の前から消し去ってしまえばそれでいい、

8,000Bq/kg は根拠のない単なる便宜上のも

のなんだ、と言っていることにならないでし

ょうか。不安におびえる市民を相手にすると

きは厳格さをちらつかせ、自分たちはいい加

減に処する。こんな処理がまかり通るなんて

あきれ果ててしまいます。焼却対象から除外

するだけで済ますのではなく、即刻本焼却の

中止を求めることにいたしました。  

 

大崎市、涌谷町、美里町は各々市や町と交

渉を重ねていますが、あらためて国や県へ

「放射能汚染廃棄物『一斉焼却』に反対する

宮城県民連絡会」から要望することにしまし

た。近々、県民連絡会から、環境省環境事務

所宛て、また宮城県知事宛に、要望書が提出

されます（※）。いずれ機会をみつけて報告を

したいと思っております。  （7.7.記）  

（※編集注）7 月 12 日、15 日にそれぞれ要

望書を提出。  
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仙台高裁 「子ども脱被ばく裁判」 控訴審 

正義と人間の尊厳をとり戻すたたかい 

 

「子ども脱被ばく裁判」は３月１日に一審

判決がありました。６年半に及ぶ裁判で弁護

団が行った立証について判決はいっさい答え

ず、ＩＣＲＰのいっていることを繰り返した

だけでした。  

 

この裁判の原告は、福島県内の小中学校の

子どもたちとその親です。子どもたちは１円

の賠償要求をするわけでなく、高線量が続く

福島県内に於いて、たった一つ安全な環境で

の教育を求めただけです。  

原告の親たちは、事故後の国や地方自治体

が行った法律無視、意図的な被ばく強要によ

って、無用の被ばくをさせられたことに対す

る慰謝料一律 10 万円を求めました。子ども

も親も最低限の人間の尊厳と権利を求めた裁

判です。 

 

 一つは内部被曝の問題です。原発事故によ

ってセシウム含有不溶性放射性微粒子が広範

囲に放出されていたことは、気象庁気象研究

所の足立光司氏らが発見したセシウムボール

をはじめ多くの研究者によって早くから明ら

かにされていましたが、裁判では原告の子ど

もたちの通学路の土壌を採取して放射性物質

を調査しました。すると放射性物質の 98‰が

水溶性でなく、セシウム含有不溶性放射性微

粒子として存在していることをつきとめたの

です。  

これまでＩＣＲＰは、体内に取り込んだ放

射性物質は水溶性なので短期間で体外に排出

されるため、内部被曝は考える必要がないと

してきました。しかし、今回明らかになった

不溶性の放射性物質は、体内に入ると体液や

血液に溶けず、数十年も体内に留まると予想

されるということです（九州大学宇都宮准教

授）。福島の子どもたちがこの放射能を日常的

に吸入し内部被曝し続けている実態が明らか

になったのです。  

 

 二つ目は、事故後に国と地方自治体が行っ

た法律無視や意図的な被ばくの強要です。事

故直後、県内を大量の放射性物質が覆ってい

るとき、国はＳＰＥＥＤＩや秘かに走らせた

モニタリングカーで高線量を把握しながら、

その数値を知らせず、メルトダウンしていた

ことも隠蔽し、無用の被ばくをさせた。  

また山下俊一氏（長崎大教授）を派遣し、

福島県立医大が準備していたヨウ素剤配布を

中止させ、服用していたなら避けることが出

来た甲伏腺被ばくを子どもたちに強要した。

高線量地域から逃げてきた人たちに対する除

染も、法律で決まっていたスクリーニング基

準値を投げ捨て約 8 倍に引き上げた。山下俊

一氏らは、全学校での講演、テレビ、ラジオ

で「福島の放射能は安全だ、笑っていれば放

射能は来ない、100 ミリシーベルト以下なら

心配ない」と大宣伝した。  

裁判は、このように国と地方自治体が国民

を被ばくから守るどころか真逆の披ばく強要

の数々を行ったことを明らかにしました。ま

た、学校の安全基準に「放射性物質」が入っ

ていないという決定的な法的欠陥があること

もわかりました。  

 

 なぜこのように非人道的なことがまかり通

っているのか。それは、日本が核兵器と原発

の推進国であることと、ＩＡＥＡやＩＣＲＰ

などグローバルな核兵器と原発推進勢力の存

在ぬきに語れません。  

「ＩＡＥＡはチェルノブイリ事故 10 年後

の 1996 年の会議で、今後は事故が起きても

逃がさず永久に汚染地域に住み続けさせると

決め、ＩＣＲＰが 2007 年勧告に具体化」（矢

ケ崎克馬「福島原発事故に猛威を振るう知ら

れざる核戦争」）、そのあと起きた福島原発事

故はこの「モデルケース」（「子ども脱被ばく

裁判」井戸弁護団長）にされた。  

自主避難者への援助も打ち切り、高線量下

の家に戻らせ、県内各地で開かれたＩＣＲＰ

主導のダイアログセミナーは、住み続け“放

射能共存文化”を身につけるように導いた。

このようにして、福島以外は１ミリシーベル

トの基準の日本で、福島の人々だけは 20 ミ

リシーベルト基準の高線量のなかに閉じこめ

た。  

モデルケースとされた福島の基準を許すな

ら、今後日本列島の原発のどこかで事故が発

生したとき、国は「逃がさず汚染地に住み続

けさせる」ことを福島以上にシステマチック

に強要するにちがいありません。世界の推進

勢力も、今後世界で発生する原発事故に福島

モデルを適用するでしょう。  

 

 現在、世界で小型原発の開発競争が盛んで

すが、日本でも自民党が、安倍元首相らが顧

問、稲田朋美氏が会長の「最新型原子カリプ

レース推進議員連盟」を立ちあげています。

先日発表された政府の「エネルギー計画骨子

案」には、リプレースの文字はないものの、

「安全性の確保を前提に、必要な規模を持続

的に活用する」と記載し、リプレースの余地
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を残しました｡すでに目立製作所が GE との合

弁会社で 2030 年北米で実用化の方向で開発

を進め、東芝、三菱重工などが続き、関西電

力も導入の検討を始めています。  

こうしたなかで仙台高裁での「子ども脱被

ばく裁判」第二審のたたかいはいっそう重要

になると思います。   （米倉美樹）  

（※編集注）第 1 回口頭弁論は、10 月 22 日

（金）14 時からです。ご支援を！  

 

 

 短信  美浜３や女川２再稼働で“元は取れる”？ 
 

運転開始 44 年超の関電・美浜３号機（運開

1976.12.1）が、国内初の運転期間延長（原則 40

年。最長延長 20 年）容認により 6.23 に再稼働。

ただし、テロ対策施設未完成により 10.23 停止

予定の４ヶ月限定の“アリバイ作り的再稼働”で

しかありません。 

 

しかも、関電は、同原発（82.6 万ｋＷ）の再稼

働で代替火力燃料費が抑えられ「月約 25 億円の

収 支 改 善 が 見 込 ま れ る と 試 算 す る 」 ＜

2021.6.24 岩手日報＞一方、新規制基準に対応

するための大規模な安全対策工事費用（おそらく

関電の全原発で）は「総額 1 兆 2 千億円を超える

見通し」＜同日報。原子力資料情報室『Handbook

原発のいま 2020』では、美浜 2167 億円、大飯

2528 億円、高浜 5455 億円、計１兆 150 億円

＞とのことですから、単純に考えて、４ヶ月 100

億円程度の（代替火力燃料費抑制による）収支改

善は上記総支出の「120 分の１」の“焼け石に水”

でしかなく、美浜分 2167 億円だけで考えても

「20 分の１」にしかなりません。 

 

仮に同原発がテロ対策施設完成後に「再々稼働」

したとしても、“元を取る＝投資額回収”には「1

兆 2 千億円÷25 億円／月＝480 ヶ月＝40 年

（連続運転）」かかることになり（関電は全７原発

の再稼働で回収可能と主張するでしょうが）、美浜

３（残り 16 年）に限定しても「2167 億円÷25

億円／月≒86 ヶ月＝７年２ヶ月」です。実際の

運転期間は、「定検」や想定外のトラブル停止で短

くなることが予想される一方（しかも短くなった

分は、改善額「ゼロ円」ではなく「月 25 億円の

収支悪化」となるため、テロ施設完成に 4 ヶ月以

上かかれば、今回の 4 ヶ月限定再稼働の収支改善

効果は完全に打ち消されます！）、これまでの投資

額には利息が加算され、しかもテロ対策施設の追

加工事費（＋利息）や、代替火力燃料費以外のこ

の 10 年間（や今後の停止期間）の原発維持費用

支出（＊後述の女川原発の金額参照）なども考慮

すれば、再稼働による収支改善などは“皮算用”

でしかないと思います。 

そして、上記考察を東北電力・女川２（82.5 万

ｋＷ、運開 1995.7.28）に単純に当てはめると、

再稼働で同様に‘月約 25 億円の収支改善’なら、

この間の安全対策工事費 3400 億円を回収する

には「3400 億円÷25 億円／月＝136 ヶ月＝

11 年 4 ヶ月」かかることになり、40 年原則で

の残 14 年（～2035）の女川２をほぼフル稼働

（定検以外には停止せず＝トラブル停止や地震停

止等は一切考慮せず）しなければ“元を取る”こ

とはできず（正確には、3400 億円は廃炉原発・

女川１の安全確保にも役立っているはずですが、

発電しない以上、女川１からは“元を取る”手段

は無し）、さらに、テロ対策費（不明：高額？）や

原子力発電費のこの 10 年の支出総額（当年度だ

けで 978 億 5400 万円⇒総額は１兆円前後？）

＜2021.6.14 脱原発東北電力株主の会「第 97

回 定 時 株 主 総 会 に 対 す る 質 問 書 」 №

8,9,16,17,20,21,(45),58③,64：風の会ＨＰに

掲載＞などをも考慮すれば、女川２の 20 年延長

運転や女川３の再稼働（プルサーマル）・テロ対策・

20 年延長なども必要となってくるものと思われ、

原発はますます“高くて危険なドロ沼的投資”で

しかないことは明らかです。 

＜2021.7.3 了＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 
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第 97 回東北電力定時株主総会に出席して 

対話と議論消え威圧的に終始、株主総会 

 

昨年は欠席したので、今年は何とか出席し

たいと事前準備に心がけていましたが、結局

ばたばたと決まりました。それに連れ合いが

長距離を心配し、運転ぐらいは援助できると

同行することになったのです。  

東北電力の定時株主総会（2021 年 6 月

25 日、会場は仙台市青葉区の電力本店大会議

室）である。前泊して出席した。  

 

今年は第 97 回。脱原発東北電力株主の会

から連絡があり、株主提案に賛成する手続き

をとっていました。会社通知によると今回の

提案株主は、総計 217 人、議決権の数

2,765 個（276,500 株）になっていまし

た。  

 

当日の午前 10 時前、件の総会会場に向か

うと、周囲には「会場はこちら」「入り口」

「（例年、株主に配った）お土産はありませ

ん」などの看板を持った総会スタッフがずら

り会場周辺を固め、いかにも何かありそうな

威圧的な雰囲気が漂う。そんな中だが恐る恐

るという感じで件の建物の入り口の列に並

び、新型コロナ対策の検温を経て手続きを済

ませ、電力社員と当日スタッフで混雑する中

を縫って薄暗い会場に入りました。  

 

独りがけのいすが間隔を空けて並び、正面

にはマスクシールドを身に付けた屈強なそう

な男性 3 人が、ひな壇を守るように並んでい

ます。まるで総会屋対策をまねたような物々

しい雰囲気。身構えたような男性スタッフの

群れ。  

東北電力の担当者によると、今年の参加株

主は 82 人、昨年よりも約 60 人少なく過去最

少という。かつてはおおむね 1000 人を超え

ていましたが、コロナ禍で少なくなったので

しょう。しかし、1 階の席が間隔を取ってだ

が、ほぼ埋まるくらいにはなった。  

 

程なく社長や会長ら役員がぞろぞろと入

場。女性役員の紹介や退任者の挨拶があった

後、議事に移り、議長役が「発言時間は 2 分

以内、質問は 2 問まで」と会場に向かい威圧

的に言い渡す。提案説明の中には、株主提案

の議決権数が賛成に比べはるかに少ない（事

実上、事前回答の結果、否決されている）と

いう件もあったのには驚いた。いかにも株主

提案に無駄な手続き・時間を費やしていると

いう物言いが言外に漂う。  

 

議事が始まる。脱原発株主の会を中心に質

問者が次々と手を挙げた。女川原発再稼動の

断念、原発事業からの撤退、相談役や顧問の

廃止、親会社（発電・販売）の 66 億円赤字

決算の結果責任などについて質疑が行われた

が、「考えていない」「検討する必要はな

い」などといずれも紋切り型の答弁に終始し

た。それでも会場から次々と手が挙がる。議

長が指名者をどうするか戸惑っていると、傍

に社員と思しき男性が付き添い、指示するシ

ーンがモニターに映し出される（おいおいー

それはないだろう。内幕がまる見え）。  

使命感も露わな議長の進行ぶりは、いかに

も威圧的で紋切り型。そばには会場に向かっ

て残り時間を刻むモニターが配置され、質問

者を威圧する。株主の会の質問には、114 項

目の事前質問書も提出されているのに、ほと

んど答えていないか、はぐらかしが目立っ

た。名取変電所の周囲で頭痛、めまいなどの

電磁波による被害発生の訴えにも「調査しな

い」と全否定、にべもなかった。  

一般の株主からも質問が続く中、会場内か

ら何人かが「議事進行」「議事進行」と連呼

する声が飛ぶ。私が感じた限り、かつてのよ

うな威圧的・暴力的なトーンと怒声は減退し

ていたが、それでも威圧的と表現するには十

分だった。  

 

しかし、居並ぶ役員らは、赤字決算に対し

ても悪びれる風もなく、一般株主に対しても

丁寧な会社事業の説明と理解を求めるという

姿勢ではなかった。女川原発に対しても、既

定方針どおり進めるという姿勢を露わにして

いた。あの福島原発の大惨禍を、原発事業者

の一員として少しも教訓化していないのだな

ということを、私は思い知らされたのであ

る。  

（新潟市・Ｇ）  

 

（※編集注）株主提案に対し、女川原発より

30 キロ圏内の美里町は「再稼働の地元同意を
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得た後も避難計画の実効性を高めてほしい」

と５件全てに賛成。一方、宮城県、石巻市、

南三陸町や自治体の中で一番の大株主仙台市

（約 520 万株）は、今年も昨年同様、株主提

案全てに反対した。脱原発仙台市民会議等 9

団体が 6 月 10 日に郡仙台市長宛に提出して

いた『女川原発の再稼働を断念し、原子力発

電から撤退することを求める「脱原発東北電

力株主の会」の株主提案に、仙台市が賛成す

ることを求める』要望書への回答は、総会当

日メールで送られてきたが、「（原発は）国

策として取組まれるもの」という理由で、自

らの判断を放棄し「反対した」と回答。残念

ながら、５つの株主提案議案は否決された

が、８号議案『相談役及び顧問等の廃止』は

26％の賛成があり、来年も同じ議案を再提案

できることに。今年の株主総会は「コロナ

禍」の中２時間６分、昨年同様来場しない株

主向けにウェブ中継が実施された。  

 （空）  

 

 

仙台市に株主提案賛成の要望を行って 

今こそ私達が未来を切り開く行動を！ 

 

脱原発仙台市民会議と秋保町石神町内会は 6

月 10 日、東北電力株主総会において、「脱原発株

主の会」の原子力発電からの撤退など 5 議案に賛

成するよう、仙台市に要望書を提出した。この要

望は毎年行われ、恒例行事となった感はあるが、

今年対応した市の顔ぶれはすっかり入れ替わり、

新たな気持ちで臨んだ。仙台市からは財政局、環

境局、危機管理局の課長が出席し、市民側からは

13 名と市議２名の参加があった。 

 

始めに脱原発仙台市民会議の広幡事務局長が

要望書を読み上げ、市の対応を質した。これに対

し、市からは「原発は国策」との相も変わらぬ回

答に、参加者からは「資金回収の目途のない日本

原子力発電に毎年 100 億円近い資金を投入しつ

づける事は許されるのか。」「親会社は地震被害の

特別損失があったとは言え、66 億円の赤字だっ

た。このような状況で、多額の資金が必要な原発

を再稼働する意味があるのか。」「女川原発に重大

事故が有った場合、仙台市の被ばくは免れない。

市民の安全は守られるのか。」「東北電力の発電・

売電部門はほとんど利益が出ていない。小売り売

電量は震災後一貫して減少が続いている。東北電

力管内は今後 10 年で 100 万人もの人口が減少

し、収益改善の見通しはない。それでも原発に固

執していて良いのか。」など、厳しい意見が相次い

だ。しかし市からは、これらについても「原発は

国策」と繰り返すばかりで、具体的な反論はなか

った。 

 

日本では、国策と名が付くと、行政でも企業で

も蛇ににらまれた蛙のように思考が停止して、身

動きが出来なくなるようだ。原子力事業を海外企

業に渡したくない国が株主総会に介入し、投資家

から強い非難を受けた東芝の株主総会では、役員

人事案が否決される異常事態に発展した。また、

原子力事業の頓挫で、収益の悪化した重電企業を

救済しようとした国の石炭火力海外輸出は、世界

中の非難により方針転換を余儀なくされた。 

 

以前は世界一の生産規模を誇った液晶は、国策

により一社に集約されたが、今では債務超過企業

に転落している。半導体も同じで、韓国、台湾、

米国との競争に敗れ、国策により統合されたが、

主要メーカとしての世界的地位は失ってしまった。

国にいたずらに身を委ねれば活力は失われ、体力

が衰えるのは世の理であろう。 

福島第一原発の沸騰型原子力発電を開発した

米国 GE は、今では世界有数の風力発電メーカに

なっている。再生可能エネルギーへの人や資金の

大規模な投資が世界中で進む中、日本企業は風力

発電から全て撤退した。太陽光発電パネルも同じ

で、シャープは海外企業に買収されてしまった。 

 

企業ばかりではない。補助金を目当てに原子力

発電や関連施設を誘致した自治体も、同じ運命を

辿るであろう。国は未だに核燃料サイクルの旗を

降ろしてはいないが、中核施設の再処理工場は

25 回も完成時期の延長を繰り返し、14.4 兆円も

の費用をかけながら未だに完成してない。仮に完

成しプルトニュウムから MOX 燃料が作り出され

たとしても、それがウラン燃料より安くなる事は

ないし、使用済み MOX 燃料の再処理は全く未知

の技術である。世界中どの国でも取り組んでいな

い核燃料サイクルは、夢の高速増殖炉と言われた

『もんじゅ』と同様に、既に破綻している事は明

確だ。原発は電気を生み出す発電所ではなく、人

類の手に負えない核のゴミを排出する悪魔の施設
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でしかなかったのだ。 

核燃料サイクルが破綻すれば、エネルギー自給

を謳う原発の存在意義は失われる。それでもなお

国策の原発を頼りにするのは、呆れるよりも哀れ

にさえ映る。行政が自らの将来を描く力を失った

のであれば、今こそ私達が未来を切り開く行動を

取らなければならない。 

 （太斎義明） 

●7 月 12 日にも再度、６月 25 日付けの仙台市

長の回答に関して、災害対応で参加できなかった

危機管理局課長を除き、財政局と環境局課長等と

懇談した。職員 5 名と市民 12 名が参加。対話の

継続を確認した。 （空） 

 

 

金曜昼脱原発スタンディング 

始めました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村井知事は昨年 11 月に、女川原発を再稼働さ

せると公言しました。全くとんでもないことで、

県民の大部分は反対しています。 

 

脱原発みやぎ金曜デモは 400 回を越え、脱原

発行動として定着していますが、なかなか夕方は

出られない方たちに呼び掛けられる行動はないか

と、ツユクサの会の松原さんと 2 人で、金曜昼

スタンディングを始めることを決めました。7 月

2 日から行っています。12 時から 13 時仙台

FORUS 前です。 

 

これまで 2 回行いましたが、なかなか好意的

な視線を感じます。「頑張ってください」「署名

はやってないの？」と声をかけられたりもしま

す。滑り出しは上々。 

まずは知事選が終わるまでやる予定ですので、

時間のある方はどうぞ、ご参加くださいね。横断

幕があるので、手ぶらでどうぞ。 

 

「原発いらないぞ！」の意思表示をしましょ

う！ 

（立石美穂） 

【編集雑記】 
 

●太陽光発電コスト最安に、30 年試算で原子力

を逆転。経済産業省は 7 月 12 日、2030 年時点

の各電源の発電コストの新たな試算を有識者会議

で示した。導入量の増加が見込まれる太陽光発電

が最安になり、前回 15 年に試算した際に最も安

い？とされた原子力は、東京電力福島第一原発事

故をきっかけに安全対策費が膨らんで１割程度上

昇。太陽光の発電コストが原子力を下回るとの試

算を同省が示したのは初めて。新たな１キロワッ

ト時の発電コストの試算は、原子力が 11 円台後

半、太陽光（事業用）が 8 円台前半～11 円台後

半、太陽光（住宅用）が 9 円台後半～14 円台前

半、陸上風力が 9 円台後半～17 円台前半、ＬＮ

Ｇ火力が 10 円台後半～14 円台前半、石炭火力

が 13 円台後半～22 円台前半。 

●10 年経った現在も、2011 年 3 月 11 日 19

時 3 分から「原子力緊急事態宣言」が発令中！！ 

●5 月 26 日、みやぎ NPO プラザ主催の「新型

コロナ対策オンライン講座～感染しない・させな

い市民活動のすすめ方～」、講師：浅間由美子さん

（NPO 法人みやぎ感染予防教育推進ネットワー

クきれいな手理事長）に参加した。まだまだ続く

コロナ禍での企画・運営の参考になった。約 50

名が参加。 

●会報『鳴り砂』の由来／踏みしめればキュウキ

ュウとこたえる“鳴砂”でおおわれた美しい浜を

人々は“鳴浜”と呼んだ。今この鳴浜に、女川原

発の建設・運転が強行された。原発の下で永遠に

声を奪われてしまった鳴砂の悲しいなき声が胸の

うちにひびきつづける。 

※宮城県立図書館の郷土資料室にて、「出版物」

及び『鳴り砂』全バックナンバー閲覧可能 

（空） 

 

●「川柳」「短歌」募集中 

 

「歩いたぞ 9 年かけて 400 回」 

 

「原子力 まだまだ続く 緊急事態」 

 

「放射能 10 年たっても まだそこに」 

 

「復興の バロメーターは 安心感」 

 

「村井知事 国のいいなり いつやめる」 

 

（三陸亭のりお） 



12 

 

【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 402 回＆第 403 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：7 月 23 日（金）仙台市元鍛冶丁公園 

脱原発みやぎ金曜デモ 400 回記念！ 

15 時集会、15 時 30 分デモ出発 

7 月 30 日（金）仙台市元鍛冶丁公園 

（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 

 

女川原発再稼働差止提訴報告会 

講演：小野寺信一弁護士（弁護団長） 

決意：原伸雄原告団長 

日時：８月 1 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分 

会場：石巻市防災センター2 階多目的ホール 

※リモート参加申込み先 

：Ｅ-mail saikadouno@gmail.com 

参加費無料 

主催：女川原発再稼働差止訴訟原告団 

連絡先 0225-96-5131 庄子・松浦法律事務所 

 

飛田晋秀写真展 『福島の記憶』 

日時：８月７日（土）13 時～17 時 

８月８日（日）9 時～17 時 

８月９日（月・祝）9 時～15 時 

会場：東京エレクトロンホール宮城 

（宮城県民会館）501 展示室 

《入場無料》 

ギャラリートーク 

飛田晋秀『福島の記憶』を語る 

８月９日（月・祝）14 時～ 601 大会議室 

主催：飛田晋秀写真展実行委員会 

【問合せ】090-8922-5418（立石） 

 

放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟 

第１３回公判 ９月２２日（水）11時～ 

 仙台地裁（終了後、進行協議、報告会予定） 

 

「子ども脱被ばく裁判」 控訴審 

第 1 回口頭弁論   仙台高裁 

１０月２２日（金）14 時～ 

◆「子ども脱被ばく裁判」の他にも、福島原発事

故で古里や生業を奪われた福島の方達が、国や東

京電力を相手取り、賠償などを求め裁判を提訴、

それぞれ地裁判決を受け、仙台高裁に控訴しまし

た。福島原発被害南相馬訴訟、「もとの生活を返せ」

いわき市民訴訟、「ふるさとを返せ」福島原発避難

者山木屋訴訟、ふるさと喪失・宮城訴訟のそれぞ

れの公判がありますが、早いものでは今秋から仙

台高裁で始まります。是非、注目と傍聴、支援を！ 

 

『六ヶ所ピースサイクル』 宮城県内を走行 

8 月 15 日（日）～17 日（火） 

主催：ピースサイクル 2021 全国ネットワーク 

◆今年で 36 年目となる「六ヶ所ピースサイクル」、

菅政権の「戦争する国、９条改憲ＮＯ！」や沖縄

の辺野古新基地建設許さない！の行動と連携、東

電福島第一原発の重大事故を直視し、すべての原

発の再稼働を断念させ、脱原発・エネルギー政策

の転換を求めて走ります。8 月 13 日の「東海第

二原発の再稼働中止！を求める」東海村行動をス

タートに、8 月 21 日青森県六ヶ所村役場まで走

り、23 日までの六ヶ所行動では「六ヶ所再処理

工場稼働ストップ！下北半島を核のゴミ捨て場に

するな！」を掲げて、日本原燃本社、六ヶ所村、

青森県への要請行動を行ないます。“模擬ドラム缶”

を付けた自転車部隊を見かけたら、応援を！ 

 （空） 
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