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9 月 15 日、「女川原発の再稼働を許さない！み

やぎアクション」等 38 団体は、7 月の女川原発

「硫化水素労災事故」に関し、原子力規制委員会

に下記の申入れ書と添付資料を共同提出した。14

時から参議院会館地下 1 階 103 会議室で行なわ

れた原子力規制庁交渉には、篠原さんと多々良さ

ん、風の会 2 名、オンライン参加で 13 名、紹介

議員の石垣のり子参議院議員が同席、規制庁から

原子力規制部検査グループ実用炉監視部門と審査

部門の管理官補佐 2 名が出席した。質疑では、「有

毒ガスガイドに硫化水素は含まれているのか？柏

崎刈羽原発では含まれていたが」との問いに、「定

義に書かれている」「除外していない」。「今行なっ

ている工事認可審査とは別なのか」に、「有毒ガス

をバックフィットに追加、経過措置は 3 年」「再

稼働までに原子炉設置許可申請を出す」「もう一回

審査を受けなければならない」「共用するなら基準

を充たせばよい」。労働基準監督署の労災事故原因

調査が出た段階で「日常検査で確認する」等が明

らかになったが、指摘事項に対する文書回答を求

め、交渉を終えた。 

 なお、「硫化水素労災事故」の解説や添付資料、

共同提出団体名等は、今号「別冊」及び風の会Ｈ

Ｐに掲載していますので、ご覧下さい。（空） 

 

原子力規制委員会委員長  更田豊志 殿              ２０２１年９月１５日 

東北電力女川原発２号機の原子炉施設設置変更許可の 

適合性審査のやり直しを求めます 
 

７月１２日、東北電力女川原子力発電所２号機

の制御建屋内において、硫化水素を吸い込んだこ

とにより、協力企業作業員に７名の体調不良者が

発生するという重大事故が起きました。 

「…本事象は、１号機廃棄物処理建屋において、

洗濯廃液を貯留するタンク内の硫化水素の発生を

抑制するため、空気注入による攪拌作業を行って

いたところ、硫化水素がタンクに接続される配管

を通じて２号機の制御建屋内に流れ込み、当該作

業員が吸い込んだことによるものと推定しており

ますが、詳細については現在調査中です。なお、

本事象は発電所の安全性に影響を与えるものでは 

 

ＳＴＯＰ！女川原発再稼働 さようなら原発 宮城県民大集会 
◆福島原発事故を忘れない！ ◆「被災原発」を再稼働させてはならない！ 

◆避難計画には実効性がない！ ◆女川原発再稼働を止める知事を選ぼう！ 

日時：９月２６日（日）14 時～集会 14 時 20 分～アピール行進 

会場：仙台市勾当台公園市民の広場 

※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。 
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ありません。今後、原因を究明のうえ、再発防止

に努めてまいります」（7.13 東北電力プレスリリ

ースより）。 

その後、８月末現在に至るまで、東北電力から

この事故の原因と再発防止策は発表されていませ

ん。 

原子炉設置変更許可が出され再稼働へ向けて作

業中の２号機と、廃止措置計画認可が出され廃炉

作業中の１号機が繋がっていることによると見ら

れる今回の人身事故に、地元住民の中には、規制

委の審査そのものへの信頼が揺らぐとの声も上が

っています。 

私たちは、この事故に表れた問題は、基準への

適合性に関わる重大な問題であり、審査をやり直

すべきと考えます。以下、その理由を述べます。 

 

１、 １・２号機間の「ランドリドレン処理系を共用」しているという 

構造的欠陥が事故の根本原因であること 

 

今回の事故は、新規制基準による適合性審査で

合格とされた２号機の最重要施設の一つである

「制御建屋」が、廃炉が決まった１号機の「廃棄

物処理建屋」と直接「配管」により結ばれていて、

いわば号機をまたいだ『毒ガス通気経路』の存在

が明らかになったというもので、原子炉施設の安

全上も、さらにはテロ対策上も、重大な問題です。 

２号機増設に係る『女川原子力発電所原子炉設

置変更許可申請書』には、１・２号機間で「ラン

ドリドレン処理系関連設備」を共用する旨の記載

があります（本文：「ト（ロ）（１）ｃ、（ハ）（１）

ａ」、第２１図、第２２図、添付書類８：「１０．

３．４（３）、１０．４．４（１）」、第１０．３－

１表、第１０．４－１表、第１０．３－１図、第

１０．４－１図、等）。すなわち、２号機制御建屋

からのランドリドレン「排水配管」が、１号機廃

棄物処理建屋「地下１階」の洗濯廃液貯留タンク

に自然流下するよう２号機建設時に敷設されたた

め、７月１２日の事故では、同タンク内の硫化水

素発生（＝嫌気状態を好む硫酸還元菌の働き）を

抑えるため「空気注入による攪拌作業」を行なっ

た際、同タンク上部の気相部に蓄積・液相部に溶

け込んでいた硫化水素が、液相部に注入された大

量の空気により押し出され、排水配管を逆流し、

２号機制御建屋の排水口から流出したと推察され

ています（8.12 東北電力プレスリリースの添付

図参照）。つまり、この「共用」こそが今回の労災

事故の根本原因で、１号機廃棄物処理建屋から２

号機制御建屋に通じる『毒ガス経路』が放置され

ていることが明らかになったのです。 

このことは、設置許可基準規則１２条７項「重

要安全施設以外の安全施設について、二以上の発

電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続

する場合には、発電用原子炉施設の安全性が損な

われないものであること」に適合しない状態にあ

ることは明らかで、そのための適合性審査が改め

て必要だと考えます。 

なお、東北電力は、この労災事故の対策として、

労基署からの指摘等に藉口して、空気注入時の作

業手順の問題（マニュアルの改訂や漠然とした「組

織風土」）などでお茶を濁そうとする可能性があり

ますが、「ランドリドレン処理系」共用の廃止と、

それに伴う２号機ランドリドレン処理系の新設

（廃棄物処理系全体の設計・諸設備の配置見直し）

以外にないことは明らかです。 

 

２、『有毒ガス防護に係る影響評価ガイド』の硫化水素欠落と、 

同ガイドを無視した適合性審査は問題 

 

貴 委 員 会 の 女 川 原 発 ２ 号 機 の 審 査 書

（2020.2.26）における全 13 の参照ガイドリス

ト＜p.2-3＞には、「原子炉制御室及び緊急時制御

室の運転員については、対象発生源の有無に関わ

らず、有毒ガスに対する防護を求める」ことを定

めた『有毒ガス防護に係る影響評価ガイド』

（H29.4 制定）が含まれておらず、このことは審

査における重大な欠陥です。また、東北電力も、

同ガイド制定後の敷地内外の貯蔵・輸送化学物質

についての調査で、硫化水素は取り上げていませ

ん（2018.5.10「女川２・有毒ガス防護について」

p.6-8,10-12）。これは、同ガイドが、そもそも

生物学的に施設内で発生することが十分に予想さ

れる「硫化水素」を対象としていない（欠落して

いる）ためと思われます。 

今回、実際に硫化水素により７名もの作業員が

被害をうける（濃度が高かったら、死亡もあり得

た）という重大事故が起きたことに鑑みれば、同

ガイド自体の内容の見直しが必要です。 

 

以上の理由により、貴委員会が、設置許可基準

規則１２条７項および（見直し後の）同ガイドに

基づき、東北電力女川原発２号機の適合性審査を

やり直すことを求めます。 
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女川原発再稼働差止訴訟原告団、訴訟報告会を開催 

避難だけの問題ではなく、戻れるふるさとも失うかもしれない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県民世論を大きくして、 

再稼働を止めよう！ 

女川原発再稼働差止訴訟原告団が、訴訟報告会

を 8 月 1 日、石巻市防災センターで開催しまし

た。 

原伸雄原告団長からは、東北電力を相手取り、

石巻市民 17 名が女川原発の再稼働差止訴訟を提

起したことを参加者に報告し、「この間の全国の原

発賠償訴訟は国と電力事業者の責任を認める流れ

が出来つつあるが、県や市は、住民の原発に対す

る不安や再稼働は嫌だという思いが届いていない

のか、相反する判断をしてきている。大半の住民

は再稼働には反対であることは明らかである。裁

判所にその気持ちを届け、「諦めていないこと」と

いう県民世論を大きくして、裁判で再稼働を止め

る勝利判決を勝ち取りたい」との決意が表明され

ました。 

 

○避難だけではなく、 

戻れるふるさとを失わせる原発事故 

弁護団長の小野寺信一弁護士より、「提訴内容と

今後の展望」について講演がありました。はじめ

に、「避難計画に実効性がなく逃げられないのは明

らかだが、仮に逃げられたとしても、福島のよう

にふるさとに戻れない避難はあり得ない。避難だ

けの問題ではなく、戻れるふるさとも失うかもし

れないことも含めて、裁判のなかで主張していく

ために、補充立証していきたい。」と語り、浪江町

津島原発訴訟の控訴審にも自ら弁護団に加わり、

闘っていくことが報告されました。 

 

○深層防護の第 5 層は、原発に不可欠 

さらに、「深層防護」を焦点とした裁判になると

解説。安全を守るために用意されたいくつかの防

壁（第 1 層から第 5 層の深層防護）は、「各々の

防壁は独立して機能することを求めているもので、

他のレベルに依存してはならないもの」であるこ

と、第 5 防護レベル（放射性物質が放出された時

の住民避難計画）は「絶対的安全性が確保できな

い原発には不可欠である」と話されました。 

続いて、原告らが一昨年から争ってきた「再稼

働差止仮処分申立」について、1 審の仙台地裁で

は、申立人に放射性物質放出による具体的危険性

の主張・立証を求めたこと、第 2 審では、「地元

同意が抗告人（石巻市民）らの生命と身体の危険

性を直接生じさせると評価できない」と棄却決定

したことを、厳しく批判しました。 

仮処分訴訟において、認否を拒否し、審議すら

しなかった宮城県と石巻市の避難計画に実効性が

ないことを 9 点に渡って指摘し、とりわけ、交通

渋滞で 30 ㎞圏内から脱出すらできず避難所まで

たどり着けないこと、バスの確保ができないこと、

オフサイトセンターが機能しないことなどを指摘

し、避難計画の杜撰さをことごとく暴く内容を解

説しました。 

 

○危険な存在を問う裁判に！ 

     水戸判決の全国展開を！ 

続いて、特別ゲストとして東海第二原発の運転

差止めを勝ち取った東海第二原発運転差し止め訴

訟団共同代表の大石光伸さんから、水戸地裁判決

の解説と報告を頂きました。判決は、①原発は、

放射性物質を発生させ、被害を与える可能性を内

在している。➁原発は、対策を一つでも失敗すれ

ば、過酷事故につながる。③いくら規制、対策し

ても、福島原発事故は起きた。という「前提事実」

のもとに、第五層の判断を示したと解説。女川裁

判を含めて、全国での裁判がこのような危険な存

在を問う闘いにしていこう、と話されました。 

 

○裁判の勝敗は、県民世論 

連帯の挨拶で、女川原発再稼働を許さない！み

やぎアクション世話人の多々良さんは、「避難計画

を争点にしたこの裁判は、住民、県民の身近な問

題であり、支持する。17 人だけの闘いではなく

県民の闘いにすること、勝敗は県民世論で決まる。

共に闘おう」と訴えました。 

報告会の最後に、40 年前に女川原発建設・運転

差止め訴訟を闘い抜いた元原告の阿部美紀子女川

町議からの、当時の裁判資金の残金を女川原発再

稼働差止訴訟原告団に寄付する「受け渡しセレモ

ニー」で、報告会を締めました。リモート参加を

含めて 70 名を超える参加でした。 

（女川原発再稼働差止訴訟原告団 日野正美） 
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みやぎ金曜デモ 400 回によせて 

－デモができないなら、国民は主権者ではない－ 

 

2012 年７月から始まった「みやぎ金曜デモ」

が、足かけ９年となったこの７月で 400 回に達

した。７月２３日には「400 回記念デモ」が元鍛

冶丁公園で開催され、いつもの倍の約 70 人が参

加した。 

勿論、この金曜デモの目的が女川原発の再稼働

を止め、原発をなくすことである以上、まだ道は

半ばだが、まずはここまで歩き続けてこれたこと

を、これまで参加・協力して頂いたみなさんに感

謝したい。その上で、「みやぎ金曜デモ」の意味・

意義について考えてみたい。 

そのために、2011 年９月に新宿で行われた

「9.11 原発やめろデモ」に参加した哲学者の柄

谷行人氏のスピーチを抜粋する。「デモをすること

によって社会を変えることは、確実にできる。な

ぜなら、デモをすることによって、日本の社会は、

人がデモをする社会に変わるからです」「たとえば、

福島原発事故のようなことがドイツやイタリアで

起こればどうなるか、あるいは、韓国で起これば

どうなるか。巨大なデモが国中に起こるでしょう。

それに比べれば、日本のデモは異様なほど小さい。

しかし、それでも、デモが起こったということは

救いです」「デモは主権者である国民にとっての権

利です。デモができないなら、国民は主権者では

ない、といってもいい」「確かに、デモ以外にも手

段があります。そもそも選挙がある。その他、さ

まざまな手段がある。しかし、デモが根本的です。

デモがあるかぎり、その他の方法も有効である。

デモがなければ、それらは機能しません」「われわ

れが忘れようとしても、また実際に忘れても、原

発のほうが執拗に残る。それがいつまでも続きま

す。原発が恐ろしいのはそのことです…だから、

私はこう信じています。第一に、反原発運動は長

く続くということ、です。第二に、それは原発に

とどまらず、日本の社会を根本的に変える力とな

るだろう、ということです」 

それから 10 年の間、日本社会は「根本的に変

わった」のか？といえば、なかなか返答が難しい

のが現実であることは否めない。原発推進勢力で

ある自公政権が続き、宮城県でも村井知事が女川

原発再稼働に同意するまでに至ってしまっている。 

それでは「みやぎ金曜デモ」は意味がなかった

のか？といえば、決してそうではないと考える。

それは、柄谷氏のいう「人がデモをする社会」に、

確かに変わっているのではないかと思うからだ。

原発問題に限らず、最近では「オリンピックの有

観客」問題や、あるいは「フラワーデモ」や「気

候変動問題」への行動、など、これまでとは違っ

て政党・政治勢力が主導する運動というよりは、

市民が思い立って行動するケースが増えているよ

うに思える。これは一方でＳＮＳなどのツールも

役だっているのは間違いないが、「デモ（スタンデ

ィングなども含めて）をしてもいいんだ」という

風潮を作り出してきたことに、毎週行ってきた金

曜デモ（みやぎに限らず全国で）も一役買ってい

るのではないかと思う。 

柄谷氏が「デモができないなら、国民は主権者

ではない」とまで言い切る根拠もここにあるので

はないかと思う。まさに今、香港では、この命題

と正面から向き合わざるを得ない状況になってし

まった。またミャンマー（ビルマ）、ベラルーシな

どでは、デモが文字通り命がけになっている。し

かし、そこまでして訴えることが社会を変える一

里塚であることを、デモ参加者は誰に教わるまで

もなく体現しているのだ。私たちの「金曜デモ」

はもちろん命がけではなく、警官に棒で殴られる

危険も（今のところ）ないが、この「空間」を維

持することが社会を変える（＝民主主義を守る）

大事な手段であることは、多かれ少なかれ参加者

は実感していて、だからこそ息長く続いているの

だと思う。 

また、「反原発運動は長く続く」という柄谷氏の

発言も、少なくともこの 10 年については当ては

まる。もちろん、震災以前から反原発運動はあり、

特に建設当時での攻防はものすごい熱気だっただ

ろう。残念ながら今はそのような熱気があるとは

言えないものの、福島事故の衝撃と「再生可能エ

ネルギー」の普及により、「脱原発」の世論はいま

や多数派を維持し続けている。だが、世論が多数

だからといって、原発が自然になくなるかと言え

ば決してそうではない。常に推進勢力とのせめぎ

合いがあり、だからこそ「事故を忘れさせようと

する」動きにクサビを刺す行動として、小さいな

がらも金曜デモは果たしてきたのではないかと思

う。 

しかし実のところをいえば、代表の西さんが、

警察へのデモ申請から区役所公園課との折衝、毎

回の準備および後片付け、そして集会の司会と、

表から裏まで動いてくれているので、毎週行うこ

とができているのが実際のところだ。その活躍に

は頭が下がる思いだ。この金曜デモをこれからも

持続可能にするためには、スタッフの拡充は避け
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て通れないだろう。幸いなことに、参加者は３０

人程度と多くはないものの、入れ替わり立ち替わ

りでその規模は維持しているので、運営さえでき

れば今後も金曜デモは続いていけると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月２３日、オリンピック開会式当日の 400回

記念デモでは、まずは阿部文明さんの集会開始前

ライブから始まり、本人の作詞作曲の歌が披露さ

れた。阿部さんは金デモの常連の一人で、NPO き

らきら発電･市民共同発電所の会員でもある。 

午後 3 時になり、主催者代表の西新太郎さんの

挨拶で集会は始まり、続いて阿部さんが岡林信康

の「友よ」を歌う。そして原伸雄さん、池澤美月

さん、大内真理さんの発言と続いた。 

原さんは、「女川原発再稼働差止め訴訟」の原告

団長である。その経緯と現在の訴訟の予定などに

ついて話された。池澤美月さんは「Fridays For 

Future Sendai」という気候変動の問題に取り組

む学生を主体とした環境団体に所属する学生で、

環境正義の観点から脱原発にも取り組んでいて、

金デモにも何度か参加している。熱く「脱原発」

を訴え行動する若者に、会場には共感の輪が広が

った。大内真理さんは、「脱原発をめざす宮城県議

の会」の一員で、「女川原発再稼働ストップ！ み

やぎ女性議員有志の会」の会員でもあって、その

活動などについて話された。震災当時は１歳だっ

たという大内さんのお子さんも小学校６年となっ

たとのことだが、そうした子どもを守ろうとする

姿は、議員になった今、ますます頼もしく感じる。 

集会の締めは、伊藤美智子さんと佐々木玲子さ

んの「こんなコント劇団」による寸劇である。そ

れぞれが新型転換炉「ふげん」と高速増殖原型炉

「もんじゅ」に扮して、コミカルに演じて喝采を

受けた。お二人は 200 回記念デモのときにもコ

ントを披露したが、それから月日がたち「もんじ

ゅ」は廃炉が決まったものの、一向に作業は進ん

でいない。 

70 人のデモは、いつもの一番町を、しかしいつ

もとは違って軽快なジャンベの音に乗って、元気

に歩いた。 （金デモスタッフ 舘脇） 

 

 

「第 157 回女川原子力発電所環境調査測定技術会」傍聴記 

―地震でブローアウトパネルが開いても発電所の安全性への影響はない？？― 

 

2021 年 8 月 4 日に「第 157 回女川原子力発電

所環境調査測定技術会」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 H さん、S さん、電力関係 1 名のみ

で、マスコミはゼロした。（今回は、来てほしかっ

た！） 

・佐藤達哉会長（宮城県復興・危機管理部長）が議

長で、いつもの通り「放射能測定結果」と「温排水

調査結果」が報告され評価し了承された。 

・当日の資料は、後日宮城県のＨＰへ掲載されるは

ず（但し、遅いです）。 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o-

kyogikaigijyutukaikentokai.html 宮城県  協議

会・技術会・監視検討会 会議資料・議事録 

 

●１号機で、2021.6/4 以降（特に 6/9，7/2）に

放水口モニタが異常に上昇したが、それは、検討の

結果「海水系のポンプ停止したため、天然放射性物

質を多く含む淡水層の影響」とのこと（資料-１ 

P11、参考資料-4 参照）。海水系のポンプが停止

すると、検出器付近の下層まで淡水層（天然放射能

を多量に含む）が下がり、計数率上昇。又、ポンプ

が動きだすと、比重の小さい原発からの放出水（淡

水に近いろ過水や温度が高くなった海水）が流入し、

上記淡水層がかき乱されて検出器下層に付近に達し、

一時的に計数率がかなり上昇（6/9，7/2）。148

回（2019 年）、134 回（2016 年）技術会でも

同様のこと報告あり。下記参照。 

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attach

ment/729757.pdf  女川原子力発電所 1 号機 

放水口モニター係数率上昇事象について 

 

・計数値上昇の原因を即座に理解するのは困難なよ

うで、関根委員からは、「前回も改善を申したが、

これでは、バックグラウンドのモニタリングが出来

ない。」と強烈な批判があった。（2016 年から改

善なしだ。） 

・岩崎委員からは、液体廃棄物が漏れていないと確

認できてないのではないか（と言ったように聞こえ

た）。１号機は廃炉に伴う廃棄物のモニタリングが

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o-kyogikaigijyutukaikentokai.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o-kyogikaigijyutukaikentokai.html
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/729757.pdf
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/729757.pdf
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出来ていない。宮城県の方で廃炉に伴うモニタリン

グを考えてくれと要望。県は検討するとのこと。 

・有働委員からは、資料４の説明は、カクド（確実

度のことか？）が分からない。 

・白崎委員からは、資料４の説明は、定性的ではな

くもっと定量的な説明をと注文。 

（ここまで、おおよそ 1 時間 30 分ほど時間経過し

た。珍しいです。） 

 

●温排水調査結果や令和２年度の放射能調査結果は、

30 分ほどですんなり評価、了承。 

●報告事項 「女川原子力発電所の状況について」 

・岩崎委員の「2 月の地震でブローアウトパネルが

開いたのは問題ではないか」趣旨の質問に対して、

東北電力は、「タービン建屋のブローアウトパネル

なので、地震で開かなくなるのが問題で、開くのは

安全性への影響はない」趣旨の発言をしたため、岩

崎委員が激怒発言。使用済み燃料プールへの多数の

ボルトの落下を含め、東北電力の「能力が疑われる」

とまで発言。（ブローアウトパネルとは、建屋破壊

防止のための設備で、建屋内を減圧するためパネル

が開くが、放射能も出すことがある。） 

●山崎委員から、硫化水素漏れによる７名の体調不

良者発生（7／12）について、原因究明し、何らか

のまとめを報告するか（と言ったように聞こえた。）

質問。東北電力は、報告すると回答した。（と聞こ

えた。）・・・（正確な議事録が、早く見たいです。） 

 硫化水素問題は、１号機廃棄物処理建屋から２号

機の制御建屋へ毒物が流れ込んだというテロも含む

深刻な問題と思われるが、会議の時間がだいぶ経過

した為もあってか、ほとんど議論が深まらなかった。

「技術会」の性格の限界でもある。「女川原発危機

対策検討会」などの新たな組織が必要だ。 

●有働委員から、ボルト落下（複数回）、硫化水素

流入等々、アクシデントが発生した場合、それぞれ

について記録はあるのかと質問。（個々のアクシデ

ントの記録を取り、原因を探り、対応することが、

うまくいってないのではないか、との言外の意味を

感じた。）東北電力は、やっていると回答。 

●宮城県原子力安全対策課の公式ツイッター @n-

info-miyagi 運用が、7/16 から始まった。 

 

〇本年 4 月から原子力安全対策課が宮城県復興・危

機管理部に移ったせいか、議論が少しは真剣になっ

たかなと感じられた。（過剰の期待はできないが・・・） 

（2021.8.5.記 兵藤則雄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第 157 回女川原子力発電所環境保全監視協議会」傍聴記 

―女川原発トラブル続き「協議会」は対応出来るのか？― 

 

2021 年 8 月 27 日に「第 157 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、S さん、電力関係 1 名のみで、マ

スコミはゼロした。委員は、35 名中 28 名出席。 

●会議の最初に、東北電力から、「本日（8/27）11

時頃、女川原発の焼却炉建屋で白煙が出て、石巻広

域消防へ通報。消防は火災ではないと判断。今後原

因調査する。」と報告があった。その内容が東北電

力のＨPに出ています。 

女川原子力発電所焼却炉建屋における火災報知器の

動作について| 東北電力 (tohoku-epco.co.jp) 

 

・遠藤信哉宮城県副知事が議長で、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。 

・当日の資料は、後日宮城県のＨＰへ掲載されるは

ず。（但し、遅いです。） 

協議会・技術会・監視検討会 会議資料・議事録 - 

宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp) 

https://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/1221535_2549.html
https://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/1221535_2549.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o-kyogikaigijyutukaikentokai.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o-kyogikaigijyutukaikentokai.html
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● 「技術会」でも報告された「１号機で、2021．

6/4 以降（特に 6/9，7/2）に放水口モニタが異常

に上昇した」件が話題になった。（参考資料-２）須

田女川町長が、過去にも同様の事があったのか？と

質問。東北電力が過去にもあったと回答すると、納

得した様子（突っ込み不足？）。長谷川さんが、県

民にきめ細かい説明が必要と求めると、東北電力は、

今後上昇が起こらないような対策を検討すると回答。

（技術会であったような議論の深まりはなかった。

上昇の原因がすぐには特定できず、本当の非常時に

対応が遅れると思った。） 

●令和２年度環境放射能調査結果（資料-３）につい

て、大澤さん（？）からは廃棄物管理状況（P38）

について質問あり、長谷川さんからは１号機の廃棄

物はどうなるのかとの質問あり。東北電力は、１号

機の廃棄物処分方法は、他の電力も関係する問題な

ので、まだ決まっていない、と回答した。（最終的

には、女川原発跡地に廃棄物を置くことになる心配

あり。） 

●女川原発の状況（資料－4） 

・女川１号機の廃止措置工程は第一段階である。

（P5 別紙１参照。主な内容が記載） 

・３回の地震（2021.2/13，3/20，5/1）による

トラブルの対応報告（Ｐ６～10）があったが、特に

質問はなかった（技術会ではあれほど激論だったの

に・・・。宮城県のＨＰにも議事録がまだ出ていな

いし、伝わっていないのかな？？）。ブローアウト

パネルについては、補足内容が P7,Ｐ10 に記載あ

り。 

●硫化水素発生による７名の体調不良者発生につい

て「原因調査を進め、労働基準監督署の指導を踏ま

え、再発防止対策を検討する．」と東北電力が説明。

長谷川さんは、今まで起こらなかったのがなぜ起こ

ったのか、いつ頃を目安に対策を報告するのかと質

問。東北電力は、次回の協議会まで努力すると回答。 

（なお、体調不良者の発生した図≪資料-4，別紙３

≫が技術会の図と左右反転しているので、東北電力

の方に確認したら、協議会の図が正しいとのこと。） 

●放射線透過試験の際、隔離処置を怠り放射線モニ

タが作動した件について、森山さん（？）が、隔離

しなかったのはだれ？と確認すると、東北電力は、

運転担当側が見落としたと回答。（作業力量の劣化

か？） 

●スピーディの活用について（資料-5） 

・以前に岩崎俊樹さんから要望のあったスピーディ

の活用について報告があった。岩崎さんが「上手に

使えば、有効なので、今後どう使うか決めて欲しい。」

と要望したが、「計算結果は使用しない」「必要に

応じて利用」との国との関係もあり、活用について

引き続き検討するのでアドバイスをよろしく、と県

から言われていた。（結局は、使えないのかもね・・・。） 

 

●次回は、11 月 26 日（金）午前、石巻にて開催予

定。（なお、技術会は、11 月 12 日（金）仙台にて

開催予定。） 

・昨日から 9/12 まで、宮城県に新型コロナの緊急

事態宣言が出された。 

 （2021.8.28.記）兵藤則雄 

 

 

たかが電気を起こすのに、危険極まりない“核”を使う必要はない 
東北電力よ、一刻も早く脱原発に転換すべきだ 

 

8 月 4 日夕方、2 時間程、東北電力本店ビル1 階

会議室で、脱原発東北電力株主の会 7 名と、東北電

力からは総務部、電力システム部、原子力部、土木

建築部、経理部、グループ戦略部門の課長・副長等

を含め 22 名が参加して、「説明の場」が開催された。 

まず、法務課長が、6 月 25 日に開催された東北

電力定時株主総会に株主の会が提出した 114 項目

の「事前質問書」に対し、一項目ずつ個別に回答を

読み上げた。（※なお、録音をデータ起しし、『事前

質問と回答』を編集し、風の会ＨＰに掲載中です。

興味のある方はご覧下さい。） 

そのあとの質疑で分かったことは。 

女川原発２号機の安全対策工事に関し、「工事工程

は予定と大きくは外れていない。防潮堤地盤改良工

事はまだ終わっていない。工事計画認可時に工事詳

細が固まる。」とのことだが、「安全対策工事完了

2022 年度中」は、ギリギリの 2023 年 3 月末を

目標にしていることが判明した。 

女川１の廃炉に関し、「廃炉廃棄物のうち放射能レ

ベルが比較的低い L３の放射性廃棄物はトレンチ処

分の予定、掘って埋める、ビニールで囲む、ピット

処分（コンクリート製）ではない。女川原発の敷地

内処分、具体的には決まっていない。敷地内は色々

な工事が重なっているため、詳細を調査中。」と、原

子力部放射線管理の女性の課長さんが説明。それに

対し、「廃炉廃棄物の処理・処分は地域住民に直接影

響を与える計画なので、女川原発の敷地も含め、も

し女川町内で処分されるとすれば、町議会や住民に
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決定前に説明する必要がある」と、「廃炉に関する住

民説明会」を重ねて要望した。 

「2 月の最大震度 6 強の地震時に、責任者の若林

所長は女川原発に駆付けたのか」の問いに、「緊急時

対応の体制を構築している」と答えたが、「非常時に

責任者がいないのは重大ではないか」と再度の問い

に、長い沈黙のあと「不在だったと認識している」

と回答した。 

昨年、発電部門の「総括原価方式」はすでに廃止

されていると思っていたのだが、「規制部門は存続、

制度は廃止する方向」との回答には驚いてしまった。 

ところで、「名取変電所電磁波健康被害調査をして

ほしい」との要望に、「因果関係を示す証拠はない、

関連性は認められない」と、住民の「被害が出てい

るんです、命に寄り添ってください」との悲痛な声

を無視した若い社員の態度は残念だった。 

 

 8 月 11 日夕方、脱原発全国株主運動交流会がオ

ンラインで開催され、脱原発をめざす北電株主の会、

脱原発東電株主運動、脱原発中電株主といっしょに

やろう会、北陸電力と共に脱原発をすすめる株主の

会、脱原発へ！関電株主行動の会、脱原発へ！中電

株主行動の会、未来を考える脱原発四電株主会、九

電・消費者・株主の会と、北は北海道、南は九州か

ら 13 名が参加した。今年は、東北電力と東京電力、

中部電力の株主総会が WEB 中継されたことや、関

西電力では大阪市代理人の河合弁護士が株主提案の

趣旨説明を 30 分間行なった事など、“楽しい”報告

が各地からあり、WEB 総会の是非や議決権行使書

閲覧の件などの情報交換が行なわれた。 

 

 8 月 12 日のお盆休みには、毎年恒例の議決権行

使書の閲覧作業を、本店会議室で 3 名で行なった。

今年、株主提案議案の「相談役及び顧問等の廃止」

が 26％の賛同を得たのだが、閲覧すると、個人株主

だけではなく、ファンドなどの法人株主の賛同が大

きかったことが分かった。また、福島第一原発事故

を経験した福島県内の株主自治体が、脱原発の株主

提案に反対するのではなく「棄権」していたことも

判明。大株主の仙台市も、株主提案に反対ばかりせ

ず、考えてほしいものだ。 

親会社の東北電力（発電・販売）は、“金食い虫”

原発に偏った経営を行なってきたため、昨年度の決

算は赤字に転落した。震災以降 10 年間、発電もし

ない自社原発の維持費に毎年約 1,000 億円ずつ、

累計 9,694 億円を支出。また、お金がない・発電も

しない原発専業会社・日本原電へ毎年 100 億円近

くを支払い続け、債務保証を今年度 117 億円と 44

億円も増額。2020 年度までの女川・東通原発（震

災時の緊急工事費含む）の安全対策工事費の累計は

2,860 億円、女川２の安全対策工事費は 3,400 億

円の予定だが、これから、東通や女川３の安全対策

工事費、新たに建設されるテロ対策施設（特定重大

事故等対処施設）に各々数千億円の費用が掛かり、

さらに廃炉費用や核のゴミの処分費は無限･･･。

2016 年の電力小売り全面自由化以降、販売電力量

シェアの 14.1％を新電力に奪われ、人口減少で売

上増も期待できない東北電力は、いつまで放漫経営

を続けるのか。 

「太陽光発電コスト最安に、30 年試算で原子力

を逆転」と、７月、経済産業省もついに太陽光の発

電コストが原子力を下回ることを初めて認めた。 

 たかが電気を起こすのに、危険極まりない“核”

を使う必要はない。 

東北電力よ、一刻も早く脱原発に転換すべきだ。 

（脱原発東北電力株主の会 須田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,000Bq/kg 以下でも放射性汚染廃棄物は燃やしてはならない 
大崎市 芳川良一 

 

大崎、美里、涌谷で、本来 8,000Bq/kg 以下であ

るべき焼却対象汚染廃棄物の中から、8,000Bq/kg

を超えるものが見つかった件についての『鳴り砂』

2-113 号（2021.7.20）に続く report です。 

 この件で、「放射能汚染廃棄物『一斉焼却』に反対

する宮城県民連絡会」（以下「県民連絡会」）は、環
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境省と宮城県知事に即刻汚染廃の焼却中止を求める

要望をいたしました。環境省は、ガイドライン通り

なのでなんら問題ないと言い、県は、国のガイドラ

インは正しいの一点張りでした。 

環境省や県への要望を踏まえ、或いは同時並行的

に、美里、涌谷、大崎で、市民団体が各々の市町と

交渉を持ちました。各市町は、8,000Bq/kg 超えに

ついては燃やさないと言明していますが、我われの

要求はそれにとどまることなく、これを機に、汚染

廃の焼却そのものを中止させることにあります。 

環境省と県の対応はとても承服できるものではな

く、県民連絡会は、再度、環境省と県に交渉の申入

れをしようと準備を進めています。ことに県に対し

ては、問題に直面し当惑する自治体側に立った対応

と、さらに焼却による追加被ばくの不安を抱える県

民の立場に立った対応を、強く求めていくことにし

ています。 

注) 通常 8,000Bq/kg 以下の農林系放射性汚染

廃棄物を「汚染廃」と言っています。ここでも同様

な言い方をします。なお、汚染廃は宮城県内に

36,623 ㌧あります（‘17年 6 月公表）。放射性物

質汚染対処特措法では、その処理責任は市町村にあ

ると規定されています。 

 

なお、8,000Bq/kg 超えの指定廃棄物、未指定廃

棄物、8,000Bq/kg 以下の汚染廃を巡る県の動きを

少しみておきます。県知事は「8,000Bq/kg 以下の

汚染廃棄物は、一部自治体を除いて処理に着手して

いる。ほぼ終了と言っても過言ではない」と言い、

市町村会で 8,000Bq/kg 以下の処理方針未定の自

治体に処理を急ぐようネジを巻き、いったん頓挫し

た指定廃棄物処理についての議論再開をしようとし

ました（’21.4）。この手法は『一斉焼却』を思い出

させるやりかたです。しかし、さすがに指定廃棄物

を保有する自治体から時期尚早の指摘があり、断念

しました（’21.05）。 

ところが大崎市市長が、宮城県市長会会長と言う

立場からか或いは知事への忖度からか、知事の発言

を蒸し返すように、方針未定の自治体の汚染廃処理

促進、指定廃棄物処理の議論再開を発信しています

（’21.08）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●環境省と宮城県知事にただちに汚染廃棄物

焼却処分の中止を求める 

➢ 環境省は特措法のガイドライン通りの測

定を正当化 

7 月 12 日、東北地方環境事務所の課長補佐・専

門官を相手に、4 月 8 日の『河北新報』に載った環

境省のコメント「いったん焼却対象になった廃棄物

に汚染濃度に偏りがあっても、家庭ごみなどと混ぜ

て焼く割合を調整すれば問題ない」を追及しました。

市民感覚とあまりにもかけ離れています。この発言

はどなたかと問うと、課長補佐が悪びれることもな

く「私です」と答えました。そして、特措法とガイ

ドラインにもとづく Sampling方法を淡々と説明す

るわけです。同じ条件下とみなされる汚染物のロー

ルを集めて一山・一ロットと見做し、その中の（稲

わらの場合）10 カ所以上のロールから sample を

採集し、かき混ぜて計測をする。その結果をもって

8,000Bq/kg を超えているか否かの判定をする、と

いうものです。これでは 8,000Bq/kg を超えるロ

ールが出てきたとしてもおかしくありません。現に

美里町では、8,000Bq/kg 以下とされたロットの中

から 13,000Bq/kg のロールが見つかりました。特

措法のガイドラインに準拠していることをもって正

当性を主張するなら、如何に特措法がいい加減な法

であるか、ということです。我われは、ガイドライ

ンがどうであろうが、8,000Bq/kg 以下と区分され

たものからそれ以上のものが出たことを問題にして

いるのです。ただちに汚染廃の焼却を中止すべきで

す。 

 

➢ 宮城県は「8,000Bq/kg 超えは国が、

8,000Bq/kg 以下は市町村」の一点張り 

7 月 15 日、宮城県環境生活部放射性汚染物対策

室を訪問し、室長他 3 名と交渉。室長は「国のガイ

ドラインは正しい。そこで 8,000Bq/kg 以上が出

ても問題にならない」「8,000Bq/kg 超えは国が、

8,000Bq/kg 以下は各自治体が処理」と発言、まる

で県は関係ありませんよと言わんばかり。地方自治

法に定める県が本来果たすべき補完機能など、発言

の中から少しも伺うことができません。そもそも宮

城県知事が「一斉焼却」を唱え、強引に進めた結果、

仙南地域と大崎地域がそれに乗り、焼却に走った経

緯だったわけです。関係ないとは言えた義理ではあ

りません。 

 

●大崎市は 8,000Bq/kg 超えは燃やさないと

言明。美里町も涌谷町も燃やさないと。 

県民連絡会の要望活動と前後して、7 月 12 日 は

涌谷町で、7 月 19 日は美里町で、各々町長と市民

団体の懇談会が行われています。両町とも

8,000Bq/kg を超えたものについては燃やさない

と明言しています。ただ、涌谷町は、汚染廃の焼却

処理は止めないとも言っています。 
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7 月 20 日、大崎の連絡会は大崎市市民協働推進

部放射能汚染対策室を訪問し、室長と室長補佐と情

報交流をしました。環境省も県も「大崎市などがロ

ールごとの測定をしているのは、ガイドラインから

外れていると言っている」という情報を提供したと

ころ、「県がなにを言っても、ロールごとの測定は継

続する。8,000Bq/kg 超えの廃棄物は市民との約束

があるので燃やさない」との回答でした。市民、施

設周辺住民と直接接する市としての最低限の譲れな

い線を画したように思います（市といっても大崎市

長ではありません）。国や県と、自治体を分断するこ

と。そのうえで市民団体と自治体とがいっしょに考

えるという取り組み方、すなわち我われ（市民団体）

はあなた方の敵ではないんだ、どうしたら市民を守

れるか一緒に考えようではないか、という環境醸成

に、汚染廃中止の可能性が開けるのかもしれません。 

 

●再度環境省と宮城県に申し入れ 

➢ 環境省のガイドラインは現場で破綻して

いる 

8,000Bq/kg という基準値で指定廃棄物或いは

未指定廃棄物と一般廃棄物の処理区分がなされてき

ましたが、その中に（一旦区分されものの中に）

8,000Bq/kg 以上・以下が混在しているということ

はどういうことなのか。現場の自治体で焼却前にロ

ールごとの測定を行わざるを得ないということはど

ういうことなのか。もはやガイドラインは、現場で

破綻している、ということです。環境省への再度の

申入れに当たっては、そこを論点にしていきたいと

思っています。試験焼却や本焼却の説明会において、

いつも環境省と県がべったり同席していながら、未

だかつて一度もガイドラインに基づく Samplingや

計測方法についての説明がなされず、この度の

8,000Bq/kg 超え発覚で初めて知らされたわけで

す。ここには国民不在の環境省の姿勢がみてとれる

のではないでしょうか。国民をバカにしています。 

 

➢ 県は自治体の側に立つべき 

 「8,000Bq/kg 超えは国が、8,000Bq/kg 以下

は自治体が処理」と、県は我関せずというような涼

しい顔をしています。しかしそうしてはいられない

はずです。なぜなら、汚染廃の焼却は、知事の『一

斉焼却』という強引な脅しで始まったわけなのだか

らです。焼却場や最終処分場の周辺住民は、日々追

加被ばくに怯えているわけです。裁判も行われてい

ます。裁判では、追加被ばくの証拠が次々に提示さ

れています。国のガイドラインの不備で

8,000Bq/kg 超えが出た以上、県は即刻焼却中止に

向かって動き出すべきではないのでしょうか。県の

目線が間違った方向を向いています。つねに国の方

だけをみて、肝心の県民に寄り添うことをしません。 

 大崎市の場合、汚染稲わらについて、県が保管し

大崎市が処理を担っているといいます。おまけに、

所有は発生源（？）の農家。責任の所在が実に曖昧

にされています。保管場所・保管量を問い質しても、

保管は県なので答えられない、廃棄物処理法では市

町村の管轄になるので答えられないと、何度も繰り

返されてきました。どうも責任逃れのための巧妙な

仕組みを作り出したようです。この仕組みを暴くこ

とも必要なのではないでしょうか。 

 再申入れにあたっては、以上を主張したいと考え

ています。 

 

●大崎住民訴訟 

せっかく紙面を分けていただいたので、大崎住民

訴訟についても簡単に言及しておきたいと思います。 

➢ 第13回口頭弁論は9月22日（水）ＡＭ11:00

～になります 

この度も初めの 15 分だけ口頭弁論に充てられ、

残り 45 分は進行協議となります。進行協議は非公

開につき原告以外の傍聴者には退室していただくと

いうことになるでしょう。 

口頭弁論期日ではいよいよ内部被ばく及び平穏生

活権侵害の主張立証が行われる予定です。さらに原

告の生の声、陳述書の提出も行われるはずです。 

排ガス検査は進行協議期日で行うことになります。

被告は排ガス検査をなんとか逃れようとしています

が、原告は（裁判所も）この期日をもって排ガス検

査に決着（やるかやらないかですが、原告はもちろ

んやるという方向で）をつけようとしています。よ

って一区切りというか、ひとつの山場となります。 

12:00 からは裁判所近くのベルエア会館にて報

告会が行われます。こちらは進行協議に入れなかっ

た傍聴者の方々も入れます。 

 

➢ 尿検査でリネン吸着法の裏付け 

施設周辺住民の尿検査が行われています。3 か所

の焼却施設で延べ 120 人を対象にした大掛かりな

検査です。西部クリーンセンター（岩出山・池月）

が先行して進められていますが、顕著な結果が出て

きています。煙突の風下に住んでいる方々の尿から

高い数値が検出され、それはまさにリネン吸着法の

結果と符合したカタチになっています。中央クリー

ンセンター、東部クリーンセンターと順次検査が進

められますが、同様の傾向が示されるものと期待さ

れます。まだ裁判における扱いは決まっておりませ

んが、リネン吸着法の結果と共に、煙突から放射能

が漏れていることの確たる証拠となり得るでしょう。 

 

➢ 傍聴を通しての支援を 

 コロナ感染に歯止めがかかりません。宮城県もと

うとう「緊急事態宣言」都道府県入りしてしまいま
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した。公判期日は緊急事態宣言解除予定日後になり

ますが、新型コロナの流行は先の見通しが利きませ

ん。そんな状況下ですが、住民訴訟は傍聴による支

援が大切と言われています。傍聴にあたってはどう

ぞ十分な感染防止対策をお願いします。 

  （8.29 記） 

 

 

飛田晋秀写真展「福島の記憶」を終えて 

－原発問題の根っこの深さを知る機会に－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月から実行委員会を立ち上げて準備をしてき

た飛田晋秀さんの写真展「福島の記憶」は、8 月

7 日、8 日、9 日の 3 日間を無事に終えること

ができました。『鳴り砂』にもチラシを同封して

いただき、ありがとうございました。おかげさま

で、今までになく、いろんな方々にご来場いただ

くことができたと思います。 

入場者は写真展約 300 名、講演会 72 名と、

コロナ感染状況が悪い中でしたが、大勢のみなさ

んに来ていただきました。来場者は、ふだん金デ

モや市民活動の場でお会いする方はもちろんです

が、これまであまりご縁がなかった方も多かった

です。それは街頭チラシまきを事前に 3 回、ま

た当日、毎日会場前で撒いたチラシの効果が大き

かったと思います。仙台七夕まつり期間でもあ

り、チラシを受け取った方がその足で立ち寄って

くれるケースが多かったです。地下鉄の駅にポス

ターを貼ってもらったり、復興住宅にチラシのポ

スティングをしたことも効果がありました。 

事前にご協力をお願いした高校の写真部の顧問

をしている先生が、ちょうど高校写真部の大会と

重なっているので、声をかけてくださり、高校生

も 20 名ほど来てくれました。その時は飛田さん

ご本人も会場にいて、高校生たちに写真の説明を

するなど、良い交流を持つことができました。 

福島出身の方もたくさん来てくれました。中に

は、今は取り壊されてなくなった実家が写ってい

る、という方もいて、ご一緒に来ていた富岡の高

校の同級生と盛り上がっていました。親戚にも見

せたい、と写真集を買っていってくれました。 

写真展を見た方の感想は、「放射線の量に驚い

た」「震災、原発事故から時間がたってもひどい

状況なのにびっくりした。知らなかった。」「貴

重な経験ができた」「映像はたまに見る機会があ

るが、写真だとじっくり見れて良かった」「原発

反対」など、様々でしたが、衝撃を受けた方が多

かったと思います。そして「企画してくれて、あ

りがとう」とアンケートに書いてくれた方もたく

さんいて、良かったと思いました。 

講演は、今回展示できなかった写真をスクリー

ンに写しながら解説したり、写真を撮った時の状

況を話したりで、原発がいかに危ないものである

かを感じさせてくれる内容だったと思います。ふ

だん入れないような高線量のところへタイベック

を着て入るのですが、そこで除染作業をしている

人が軽装だったり、見ていて恐ろしいと思うこと

もあったと聞きました。 

講演の後の質疑応答では、飯舘出身の方から

「常磐線が開通したのを悪く言うのか？沿線に帰

ってきた人たちは喜んでいる。その声を聞いたの

か？飯舘には住むな、というが、文化の伝承が途

絶えてしまう。」などなど、悲痛な意見がありま

した。私たちも、ご参加のみなさんも、ドキッと

したと思いますし、別の方からは「今、ここでそ

れを言っても仕方がない」という意見もありまし

た。飛田さんの写真とお話は 10 年たってもまだ

放射能の被害はたくさん残っていて、原発とは、

そのように恐ろしいものだ、ということを伝えて

くれました。そしてまた復興のために地元を取り

戻すために頑張っている人がいる、という事実は

たしかにあるし、意見した方はそれを言いたかっ

たのだと思います。お互いに対立するのではな

く、悪いのは原発政策を進めてきた国であり、東

電である、ということだと思います。ご本人も

「東京一極集中が悪いのだ」と最後におっしゃい

ました。この議論は、ハラハラもしましたが、原

発問題の根っこの深さを知る機会になったと思い

ます。 

この後、飛田晋秀写真展は県南や県北の各地で

行う計画です。コロナ感染の状況でまだ日程は決

まっていませんが、また、お近くの方々にはぜひ

ご参加いただきたいので、決まりましたら宣伝さ

せてくださいね。よろしくお願いいたします。 

 （立石） 
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六ヶ所ピースサイクル２０２１報告～東海村から六カ所まで完走 

今年は、東北電力に「再稼働を断念せよ」と要請 

 

27 年目となる「六ヶ所ピースサイクル」は、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、“模擬ドラム缶”を付けた自転車部

隊が、8 月 13 日「東海第二原発の再稼働中止！

を求める」東海村行動からスタートしました。 

当初、参加する人が集まらないのではと頭を悩

ましていたのですが、蓋を開けると、5 年連続で

弘前から参加の竹浪さんご夫婦、神奈川ピースの

佐藤さん、東京ピースの広瀬さんと藤本さん、櫻

井さん（沖縄・長崎ピースの常連）が参加してく

れました。 

今年の成果は、初めて参加した人が友人に紹介

し、輪が広がったことです。櫻井さんの紹介で寺

嶋さんが、さらに友人の今野さんには車でのサポ

ートばかりでなく、ビデオ撮影までしていただき

ました。一昨年の仙台交流会で知り合った西さん

（仙台の金曜行動を 400 回も組織しています）

も、仙台市から石巻市まで共に自転車で走ってく

れました。来年もお願いし、宮城の参加者も期待

したいところです。 

今年は、運悪く異常気象ともいえる長雨の予想

が当たり、太陽が少し射したのは盛岡市から八戸

市の間だけで、涼しいと言うより寒いくらいの日

が続き、例年暑さに苦しんだことが嘘のように感

じられました。 

助かったことは、無理をお願いして藤本さんに

伴走車を出していただいたこと。やはり伴走車が

有ると、長距離を走る場合精神的にも楽になりま

すし、体力的にも衰えが感じられるようになった

私には欠かせない代物になりました。 

 

今年、仙台で 8 月 15 日（日）夕方、休日にも

関わらず東北電力が私たちの要請を受け入れてく

れて、本店玄関前ですが、「再稼働を断念せよ」「牡

鹿地区の人々は原発に向かって避難しなくてはな

らないこと、高齢者や病人や弱者の遺棄になりか

ねない」避難計画の不備を訴える要請を行うこと

ができたことです。さらに、原発に反対する仙台

の人達との交流会だけでなく、今まで日程的に無

理だった女川原発（村井知事が同意し再稼働を予

定している）に行く予定を立て、再稼働阻止ネッ

トの沼倉さんに骨を折っていただき、16 日夕方、

女川町まちなか交流館で阿部美紀子女川町議や

「女川原発再稼働差止訴訟原告団」の方々と交流

を持てたことは良かったと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東北電力本店前】 

 

8 月 20 日夜、関根浜「浜の家」で青森の方達

と合流し、21 日、東京電力東通原発建設事務所

と東北電力東通原発への要請行動に立ち会い、六

ヶ所村役場で到着集会、23 日には「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！」と、六ヶ所村、日本原燃本社、青森

県庁への要請行動を行ないました。コロナ禍でし

たが、日本原燃だけはそれなりの対応でした。 

残念ながら、大間原発敷地内で頑張っておられ

る熊谷厚子さん（あさこハウス）とは、8 月の豪

雨で国道 279 号の橋が流失したこともあり、ま

た、むつ中間貯蔵に反対している栗橋さん等とは

コロナ対応で病院体制が脆弱な為、今年も交流す

ることができない等、初めて参加された方たちに

全てを紹介することができなかったことが悔やま

れます。来年こそコロナが収束し、安心して参加

できる六ヶ所ピースサイクルになることを願って

います。 

六ヶ所フィルドワークや三沢市の山田さんを講

師に勉強会をしましたが、一晩ですべてを理解す

ることは難しいと思います。ただ、言えることは、

まさに六ヶ所は正念場になっています。再処理工

場の現状は 25 回も竣工が延期されていますが、

来年上四半期に本格操業が予定されています。福

島原発の汚染水（トリチウムだけでなく多くの核

種が含まれている）海洋放出が問題になっていま

すが、再処理工場が操業されると、その何十倍の

トリチウムが大気や海に放出されます。海外の再

処理工場では、以前から、放射能汚染や子供たち

を中心に白血病や多くの病に苦しんでいることな

どが報告されています。「もんじゅ」が廃炉となり、

国策である核燃サイクルは破綻しています。原発

は安全保障の問題だという戦争好きな保守勢力に、
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今回の総選挙で民意を表して行きましょう。 

「原発も再処理工場もいらない」多くの反原発

諸団体と連携して、運動の強化を進めよう。 

（ピースサイクル全国ネットワーク 橋本輝之） 

 

〈すごいおっちゃんたちと、 

西の石巻紀行〉 
 

 もう 3 年前になる。わたくし西が、あのすごい

おっちゃんたちと最初に会ったのは。 

 「みやぎ金曜デモの会」代表という因果な役職

に就いているので、仕方なく（…許されよ）出た

歓迎会で「ピースサイクル」の皆さんに仙台でお

会いした。首都圏から自転車で北上しつつ脱原発

を訴えているのだという。しかも、皆さん“意気

盛んおじさん”で、背中には核廃棄物を模したイ

ミテーションのドラム缶を背負っている。「すげえ、

このクールなおっちゃんたちはっ！」。惚れたぜ、

旦那衆。 

 その「ピースサイクル」が、今年も来仙するの

だという。これは、ぜひ一緒に走りたい。という

ことで、8 月 16 日月曜日朝、仙台から一路女川

目指して走り出した皆さんに混ぜていただいた。

3 年前は人に背負われていたイミテーションドラ

ム缶は、本物とほぼ同じ大きさにバージョンアッ

プ、自転車がけん引するキャリアに載っている。

これが目立たないわけがない。道すがらや休憩中

に道行く人たちから声援が飛ぶ。握手を求める人

も。「宮城の皆さんは好意的だ」とはご一行の声。

不思議に罵声は飛ばない（そういえば一人だけい

たなあ、クソジジイが）。 

 お昼過ぎに石巻着。今日はこれから女川で地元

の皆さんと交流会をするとのことだった（女川原

発への申し入れはだめになったのだそうだ）。石巻

でご一行と別れて、名残を惜しみつつ、西は仙台

に戻った。あの元気なおっちゃんたちの旅路に幸

あれ。 

 …白状する。西にはもう一つ目的があった。今

夏自転車を買い替えたので、その慣熟走行。いや

ぁ新車最高! やっぱり畳と自転車は新しいに限る

な（私は独り者なので、それ以外のモノのことは

よくわからないや）。   （西） 

 

【『鳴り砂』読者から】 
・8/21 私の地元で、控訴審に向けての学習会を

開きます。主だった方にお配りし、米倉さんの素

晴らしい記事（前号『鳴り砂』）をコピーしたい

と思います。 

『鳴り砂』は、何十年も前に、小出さんが（夫

の）水戸について書いてくださった文があり、大

切にしていますが、こんな形で今も引き継がれて

いることに感銘を受けます。 

女川原発を阻止しなければなりません。 

そちらも暑いことでしょう。お大事になさって

ください。 

私も少し気が重いですが、午後発って、広島に

向かいます。 

3.11 以来通い始めた 8.6、今年は「黒い雨判

決」の後なので、皆さんと遅すぎた勝利を祝って

きたいと思います。 

（水戸喜世子 

・子ども脱被ばく裁判の会共同代表） 

 

・お世話になっております。いつも『鳴り砂』の

配信、大変お疲れ様です。 

東北電力の株主総会でも司法の判断でも厳しい

状況が続きますが、不屈にたたかい抜いている皆

さんに敬意を表します。 

東北電力の株主総会は注目し、私も 100 株の

みですが購入して、株主提案への賛成をしまし

た。 

結果はもちろん残念ですが、皆様の活動を通じ

まして、私の意思を反映できましたことに感謝を

申し上げます。 

残念なのは郡仙台市政の態度です。郡市政は４

年間で前進しているようにみえていますが、根本

課題での前進があまり見られません。皆様のこう

した運動がたいへん重要と感じております。 

私は福祉施設勤務ですが、避難計画の一部に組

み込まれています。原発近隣の施設からの避難者

を受け入れることです。毎年避難予定施設からの

「ＦＡＸ送信による訓練」があります。ＦＡＸ送

信訓練は避難訓練ではありません。何のことはあ

りません、「今から○名行きます」というだけで

す。 

しかし津波や地震のさいには地域からの避難者

の受け入れも必要であり、原発近隣施設からの避

難者受け入れは、全く現実的ではないと思ってい

ます。人手不足が常態化する福祉施設が入居者全

員を避難させる力があるか・・・。福島原発の避

難では、高齢者が避難の最中にどんどん亡くなっ

ていったこともあります。現実的に不可能なこと

を「必要だからやれ」というのも、ノルマ社会を

象徴している印象も受けます。 

長文となりましたが、ニュースを拝見しての感

想と私のお話をさせていただきました。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

（一読者から） 

 



14 

 

【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 405 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：9 月 26 日（日）仙台市勾当台公園 

（14 時集会、14 時 20 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 

 

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】12時～ベルエア会館（裁判所近く） 

 

宮城県保険医協会 第 8 回公開市民講座 

原発事故から 10 年 

～福島第一原発の作業員を追い続けて～ 

日時：９月２６日（日）10 時～12 時 

講師：片山夏子氏（東京新聞福島特別支局記者） 

ＺＯＯＭによるＷＥＢ視聴（定員 100 名） 

（宮城県保険医協会ＨＰから申込み） 

主催：宮城県保険医協会女性部 

問合せ：事務局 022-265-1667 

 

「ふるさと喪失・宮城」控訴審 

仙台高裁 第１回口頭弁論と進行協議 

１０月６日（水）14 時～ 

 

「子ども脱被ばく裁判」一審報告会 in Sendai 

日時：１０月１０日（日）14 時～16 時 

会場：仙台市市民活動サポートセンター 

６Ｆセミナーホール（参加費無料） 

お話し：今野寿美雄さん、井戸謙一弁護士 

主催：子ども脱被ばく裁判の会 

連絡先・Zoom 参加申込み： 

メール kodomo2015-info@oregano.ocn.ne.jp 

 

「子ども脱被ばく裁判」控訴審 

仙台高裁 第１回口頭弁論  

１０月２２日（金）14時～ 

12時 元鍛冶丁公園集合 12時15分市内デモ出発 

13時 高裁前集合 13時30分 傍聴券配布・抽選 

14時 開廷 

15時30分 記者会見・報告集会（弁護士会館） 

女川原発再稼働差止訴訟 

第１回口頭弁論期日 １１月８日（月）15時～ 

仙台地裁101号法廷 

14時30分 仙台地裁前三角公園集合 

16時～【報告会】仙台弁護士会館4階 

女川原発再稼働差止訴訟原告団 

〈連絡先〉090-7932-4291（日野） 

【裁判支援カンパ】 

郵便振替口座 ０２２５０－６－１１８５６４ 

口座名義 門間 弘（原告団会計） 

※通信欄へ「再稼働差止訴訟カンパ」と記入を 

 

ドキュメンタリー映画上映会 

「核の大地－プルトニウム物語」 

日時：１１月２０日（土）13 時 30 分～ 

会場：東北教区センター「エマオ」３Ｆホール 

（青葉区錦町 1-13‐6） 

（参加費無料） 

主催：放射能問題支援対策室いずみ 

連絡先：０２２ｰ７９６ｰ５２７２ 
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