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－ 原発は戦争やテロに対して無防備であり、「潜在的核兵器」になりうる － 

ロシアのウクライナ軍事侵攻と原発攻撃に抗議し、 

改めて女川原発再稼働 NOの大きな声を！！ 
 

2 月 24 日、ロシア軍がウクライナに軍事侵攻

して以来、民間人を含む双方の死傷者や、ウクラ

イナから国外へ避難する人が増え続けている。私

たちは、この戦争に強く反対し、速やかな停戦と

ロシア軍の撤退を強く求める。 

ロシア軍はチェルノブイリ原発を 2 月 24 日に

掌握したが、3 月 9 日には電源供給が途絶えた

（その後、ベラルーシから電源供給）とのこと。

一方、3 月 4 日には、ウクライナ最大のザポリー

ジャ原発が攻撃を受けるという衝撃的なニュース

が世界中を震撼させた。さらにロシア軍は南ウク

ライナ原発の制圧も狙って進軍しているとの情報

もある。 

ウクライナは電力供給の半分以上を原子力に依

存し、戦争中でも１５基中８基の原発を稼働させ

ている（3 月 9 日現在）。攻撃や事故により原発

が制御不能になれば、チェルノブイリ原発事故や

福島第一原発事故の被害を大きく上回る事態に至

る可能性もある。テロや戦争が起こってしまえば、

原発の安全性などひとたまりもない。 

 

原子力規制委員会の更田豊志委員長は 3 月 9

日の衆院経済産業委員会で、日本国内の原発がミ

サイル攻撃を受けた場合、「放射性物質がまき散ら

されることが懸念される。現在の設備で避けられ

るとは考えていない」との見解を示した。国内の

原発を巡り、政府はテロ対策を進めているとは説

明してきたが、軍事的な攻撃に対する危険性は明

言してこなかった。更田委員長は「２国間の紛争

による武力攻撃を審査などで想定していない」と

説明。原発が占拠されれば「コントロール全体を

握られる。その後はどんな事態も避けられない」

と指摘した。 

実際、他の原発同様、女川原発２号機の審査で

も、新規制基準に定められた深層防護の「第４層 

重大事故の影響を緩和する」の中に、「故意の航空

機衝突等への対処」がアメリカの 9.11 後の対策

を参考にして審査されている。しかし、その中身

は基本的に 5 年の猶予がある「特重施設の設置」

でしかない。テロなどが５年間起きない保証がな

いことはもちろんだが、それ以前に、更田委員長

がいうように「ミサイル」などの武器や、「原発の

占拠」は「想定外」なのだ。 

 

ロシアのタス通信などは「ウクライナはチェル

ノブイリ原発で放射性物質を拡散する爆弾、いわ

ゆる「汚い爆弾（ダーティーボム）」を開発してい

る」と報じ、その真偽は全く不明（根拠が示され
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ていない）だが、「原発への攻撃」も含め、ここか

ら言えることは、原発は放射能を拡散させる「武

器」になりうる潜在的な装置だということだ。も

ちろんこれは「核爆発」を伴う原爆などの「核兵

器」とは異なるものの、生命と暮らしにとって脅

威を与えるものであることは間違いない。 

 

私たちは、女川原発の再稼働について、「県民の

意思を無視したもの」というプロセスの非民主性

や、「安全が確保されていない」ことによる事故の

可能性と避難の困難さを訴えてきたが、それに加

え、「安全保障面」での危険性を問題にしなければ

ならない。「潜在的核兵器」とは共存できない。 

 今回の戦争で、図らずも天然ガスや石油などを

他国に依存することのリスクや、原発などの巨大

発電所に頼るリスクも明らかになった。進めるべ

きは、（環境破壊に十分留意した）分散された再生

可能エネルギーによる発電の推進であるとともに、

岸田首相も 3 月 3 日の記者会見で「これまで以上

の省エネに取り組み、石油やガスの使用を、少し

でも減らす努力をすることが大切だ」と述べたよ

うに、企業など社会全体で電力需要を削減するこ

とである。 

 必要のない、危険な原子力発電所はいらない。

3 月 26 日の「STOP！女川原発再稼働 さような

ら原発 宮城県民集会」に結集し、あと１年といわ

れる女川原発２号機の再稼働の動きにあくまで反

対の意思を示していこう。 

 （事務局 舘脇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女川原発 2号機の硫化水素流出事故を踏まえた審査を！ 
――原子力規制委員会へ要請行動―― 

 

2 月 14 日、宮城県内の市民団体の代表が国会

の参議院会館へ出向き、原子力規制委員会に対す

る要請書の提出を行ないました。東北電力が有毒

ガス防護に係る許可申請を行ったことを受けて、

昨年7月の硫化水素流出事故を踏まえた審査を行

うよう、規制委員会に求めたものです。 

 

●要請行動に至る経過 

 

 昨年 12 月 16 日、東北電力は女川原発 2 号機

の「有毒ガス防護に係る」原子炉設置変更許可申

請書を原子力規制委員会に提出しました。女川原

発 2 号機への原子炉設置変更許可（いわゆる再稼

働への「合格」）はすでに出されている（2020 年

2 月）わけですが、その審査の最中に新規制基準

に「有毒ガス防護に係る」規則が追加されたので、

東北電力が女川原発2号機を再稼働させるために

は、その部分について追加申請し許可を得る必要

があったわけです。 

 そして、ちょうどそのタイミングで、当の女川

原発 2 号機で硫化水素流出事故（昨年 7 月 12

日）が発生しました。「有毒ガス防護に係る」許可

申請なのだから、当然この事故の原因究明と再発

防止対策が盛り込まれていると思いきや、なんと

東北電力は申請書の中でこの事故に一言も触れず”

完全スルー”しようとしたのです。7 名もの作業

員が中毒症状で病院搬送された重大事故が、有毒

ガス防護審査の中で無視されるなどということは

あり得ないことです。 

県内の 42 の市民団体がこの点で一致し、規制

委員会に「東北電力女川原発２号機の有毒ガス防

護に係る原子炉設置変更許可申請に対して、硫化

水素漏洩事故を踏まえた審査を行うことを求めま

す」という要請を行うことにしました。 

 

●石垣のりこ参議院議員の仲介で 

 

要請行動に当たっては、宮城選挙区選出の石垣

のりこ参議院議員に全面的にご協力いただきまし

た。原子力規制庁との間を仲介してくださり、2 月

14 日午後 1 時から参議院会館 B101 会議室で

要請の場が設定されました。オミクロン株感染が

拡大していた時期でもあり、市民団体からのリア

ル参加は篠原弘典さんと私・多々良の2名に絞り、

他の団体メンバーは Zoom を通してのリモート

参加（十数名）となりました。石垣のりこ議員も

もちろん参加してくださいましたし、石垣議員が

東北選出の野党系国会議員､原発問題に関心の深
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い国会議員に声をかけてくださったので、阿部知

子議員の事務所からのリモート参加などもありま

した。さらに『河北新報』の記者が会場を訪れて

取材し、記事を書いてくれました。 

原子力規制庁側は 2 名の職員（水野大氏、佐藤

裕史氏）が対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●規制庁への要請書提出と意見交換の中で 

 

最初に市民団体側から規制庁へ要請書を手渡し

た上、1 時間余りの意見交換を行いました。様々

なやり取りがありましたが、その中で規制庁側か

ら次のような発言を引き出しました。 

第一に、規制庁は日常的に原発を監視する「原

子力規制検査」を行なっていますが、その検査で

硫化水素事故をどう評価したのかという点です。

これについては、「昨年 7 月の硫化水素事故は原

子力安全に係る『指摘事項』とはしない。労働安

全に係る事案と評価するが、7 名もの体調不良者

を出した事態は重くみており、『保安規定違反』と

判断した。」という回答がありました。「原子力安

全には関わらない」という点には大いに異論があ

りますが、さすがに「お咎めなし」とすることは

出来ず、「保安規定違反」というそれなりに重たい

評価をしたことが見て取れました。 

第二に、東北電力の許可申請を受けた審査の中

で硫化水素事故をしっかり取り上げてほしいとの

要請に対してです。規制庁側は、最初は「審査は

始まったばかりで何も言えない」と言い逃れよう

としたのですが、やり取りの中で、今年 1 月 27

日に規制庁が行った事業者ヒアリングに東北電力

が（許可申請を出した時点では硫化水素事故をス

ルーしていたにもかかわらず）硫化水素事故につ

いての報告資料を出してきたこと、それを受けて

規制庁側から「硫化水素の流出事象を踏まえ有毒

ガス防護の妥当性を整理して説明すること」と申

し渡したことを認めました。つまり結果的には、

今後の審査の中で硫化水素事故が取り上げられる

ことを認めたということです。今後どれだけ突っ

込んだ審査が行われるか注視していく必要があり

ます。 

 

●今回の要請行動の意義について 

 

このたび実際に国会まで出向いて､国会議員の

仲介で､原子力規制庁に直接、原発立地県の市民の

声を届けたことは､｢この硫化水素事故を検査・審

査の中でまったく取り上げないわけにはいかな

い｣との流れを作ったと考えられ、東北電力の思惑

通りに進ませなかったことには意義があったと考

えます。 

 ｢原子力安全に実質的な影響はない｣との規制

庁の言い分に対し､｢決してそうではない｣と何度

も念を押し､また｢東北電力の硫化水素発生過程の

分析はあくまで『推定』であり､これが事実かどう

かを確認する必要がある｣と迫ったこと､また｢硫

化水素の濃度｣など定量的なデータを東北電力が

出さないことを問題視する指摘等にも意義があっ

たと考えます。 

最後に今回の要請行動をセッティングしてくだ

さった石垣のりこ参議院議員とその事務所スタッ

フ（特に藍原寛子秘書）に深く感謝申し上げます。

私たちが女川原発を巡る問題で国と交渉する際の、

心強いパイプが出来たことも大きな収穫でした。 

（多々良哲・みやぎアクション世話人） 

 

 

 最近の気になる動き 96-1  

“隠ぺい技巧”駆使の事故説明で規制委は納得する？ 
 

＜7.12事故説明(別紙11)の“隠ぺい技巧” 

：下線は全て筆者＞ 

 

前号『気になる動き９５』のとおり、東北電

力は昨年12月16日付で女川２の有毒ガス防護に

係る「原子炉設置変更許可申請」（毒ガス申請）

を行ない、その後、規制委に資料を提出し

（12.24＋1.18会合、1.12＋1.27面談：2.11

現在）、12.24資料３（と1.27資料１）別紙11

「１号炉廃棄物処理建屋から２号炉制御建屋への

硫化水素の流出事象について」（187-195枚

目）で、7.12事故の公式説明を行なっていま

す。 

その中でまず注目すべきは、事故後の各種公
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表文書や11.5最終報告・協定文書で示してきた

「２号炉制御建屋への硫化水素流入（逆流）」と

いう視点を覆し、上記表題に見られるとおり、

「１号炉」のランドリ系沈降分離槽（当該タン

ク）で空気注入作業時に硫化水素が発生し、たま

たま（配管の隔離ミスなどで）「２号炉に流出」

したと、あくまでも‘１号炉で起きた事象’と印

象付けようとしている点です。同じく、原因究明

や再発防止策も、１号炉の当該タンクの問題かの

ように記述しています。 

その最大の狙いは、ランドリドレン処理系の

「１・２号機共用」に伴う「接続配管」が逆流の

根本原因であることを隠ぺいし、「共用の解消・

接続配管の撤去」（＝２号炉への処理設備の新

設）を規制委に再発防止策として求められる（気

付かれる）ことを回避するためです。そして、そ

の方針の下、「共用」という単語は、「ランドリ

ドレン処理系（１号及び２号炉共用）」（p.11-

1）という一ヶ所だけです。接続配管（毒ガス経

路・テロ経路）の存在に至っては、「当該タンク

に接続されている配管から他のタンクや配管を通

じて２号炉…へ流出」(p.11-1)とか「それらの

（他の）タンクへの排水配管等を介して」

（p.11-4：カッコ書き筆者）というように曖昧

に表現し、『図６』では１・２号炉間を直接結ぶ

接続配管に「隔離弁」を明記し（隔離可能を強

調）、さらに『建屋配置の平面図』を縮小掲載

し、「１・２号機共用であり、２号機制御建屋と

は配管で繋がっている」＜最終報告＞とか「両建

屋は、排水配管により繋がっている」＜協定文書

＞などの「平面図の注記」を記載せずに済むよう

にしています。 

東北電力の文書作成者は、このような“隠ぺ

い技巧”で規制委の目を「共用・接続配管」から

逸らすことができると思っているのかもしれませ

んが、いずれ“化けの皮”が剥がれる（規制委に

剥がされる）のは確実です。【と思って原稿を書

いていたら、2.16規制検査報告書で規制委・規

制庁は“騙された”ようで、ガッカリです。】 

 

＜１号炉への硫化水素逆流可能性“隠し”＞ 

 

別紙11は、規制委向けの説明ということで

か、運転員らの健康被害可能性・症状に係る重要

情報である「労災関係」については詳しく記載せ

ず、一方で、『図１』の「洗濯廃液等の処理の概

要」【この図がもっと早く示されていれば、筆者

の12.11公開学習会の資料作成が楽だったのに

…】などは、それなりに詳しく説明されていま

す。 

図には、②「凝集沈殿槽」（底部）から凝集

沈殿操作後の沈殿物が⑤「ランドリ系沈降分離

槽」（当該タンク）に移送され、⑤底部のスラッ

ジは「遠心脱水」され焼却されることが示されて

います【別稿参照】。ただし、①「ランドリドレ

ンタンク」に流入する「洗濯廃液等」は１号炉・

２号炉由来であることが隠されています【後

述】。 

それと比較して『図６』を見ると、硫化水素

は、⑤当該タンク⇒②凝集沈殿槽⇒①ランドリド

レンタンクではなく、⑤当該タンク⇒①ランドリ

ドレンタンク経由で２号炉へ逆流したことが示さ

れます（②凝集沈殿槽への流出＝赤矢印は示され

ていませんが【加筆】、理由の説明はなし。単な

る赤矢印の記載忘れか、意図的不記載か？）。 

これは、洗濯廃液等（液体）やスラッジ（固

形分）の主要移送経路（①：地下２階⇒②：地上

２階⇒⑤：地下２階）と、気体が流通しうる（硫

化水素が逆流した）「オーバーフローライン」と

が異なるためかもしれませんが、配管敷設の便を

考慮すると、２号炉廃液が、①に流入した後、ポ

ンプアップが必要な地上２階②凝集沈殿槽を経由 

 

当該タンク 
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していない（設置許可違反？）可能性もあるので

はないでしょうか。 

また、『図１』でも『図６』でも、①「ラン

ドリドレンタンク」に１号炉からの洗濯廃液流入

が明示されていないのは、１号炉（制御建屋内）

洗濯室への硫化水素の逆流可能性を規制委に察

知・追及されないための“隠ぺい工作”であるこ

とは明らかです（２号炉への硫化水素逆流の説明

なので‘余計な情報は省いた’と弁解？）。この

１号炉への硫化水素逆流可能性は、筆者が指摘し

続けてきた検証課題で、⑤当該タンクが本来１号

炉の設備であることに鑑みれば、誰が見ても疑問

に感じると思いますが、東北電力は徹底してこの

問題を無視し、別紙11で１号炉を焦点化させた

（ズラした）にもかかわらず１号炉への逆流可能

性について全く言及しないのは、不自然です。 

＜7.12事故と毒ガス防護＞ 

 

さて、肝心の7.12事故と規制要求（毒ガスガ

イド）との関係については、「１．はじめに」

で、硫化水素がガイドに定める「有毒化学物質に

該当する」から「当該タンクから硫化水素が流出

した原因を踏まえ、当該の事象と有毒ガス防護に

係る規制要求との関係について整理した」

（p.11-1）としながらも、ガイドの定める「固

定源」とは有毒化学物質そのものの貯蔵施設・保

管容器のことで、当該タンクは硫化水素を「保管

しているものではな」く、硫化水素は「処理の過

程で発生するもの」だから、当該タンクは「ガイ

ドに定める固定源には該当しない」と、まさに詭

弁を弄した「整理」・解釈を示しています

（p.11-9）。 

赤矢印なし 
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前号の繰り返しになりますが、各種ガイドは

「規則や規則の解釈のように規制要求を示すもの

ではな」く、「審査に当たっては、審査ガイドの

内容に囚われることなく、審査官自らの科学的、

技術的、合理的な判断に基づくことが重要」＜

2021.6.16「審査ガイドの位置付け」＞で、

「審査ガイドに示す手法によらない手法であって

も、技術的根拠があれば基準適合性を確認するこ

とができる」＜同上＞とされています。7.12事

故のような毒ガス発生・流出を想定していない

“ガイドの不備”に乗じ、現行規制要求を満たし

ている・問題なしと主張することは、同事故を教

訓に‘安全性のさらなる向上を主体的に図るべ

き’原子力事業者にあるまじき態度と言わざるを

得ません。 

 

＜外気に放出された硫化水素も 

“問題なし”？＞ 

 

また、「ガイドに基づき」酸素ボンベ等の配

備や通信連絡体制等の整備をすることにより、予

期せぬ有毒ガス発生に対しても「運転員・初動要

員を防護することができる」とし（p.11-9）、

さらに、制御建屋内に硫化水素が逆流したとして

も、(1)中央制御室の換気空調系は独立しており

「外気を直接取り込む設計」で、(2)中央制御室

に「当該タンクと接続された配管はない」から、

「制御建屋内の硫化水素が中央制御室に影響を与

えることはない」と結論付けています（p.11-

9）。 

でも、そうまで言うのなら、(1)については、

当該タンクから大量・高濃度・無処理で換気空調

系から放出された硫化水素が、２号炉中央制御室

換気用の「外気」としては流入しない、もしくは

流入時には十分に希釈されることを、毒ガス申請

に用いた「漏えい時の放出率の評価結果」の手法

を使用するなどして、定量的に証明すべきです。 

 

＜テロ以上に危険な東北電力の 

秘密主義体質＞ 

 

 (2)については、制御建屋には共用が続く限

り接続配管が存在し続け、「運転員・初動要員」

らが制御建屋入口を使用する限り、隔離弁・注入

ポンプ・排気ポンプの異常・動作不良等により

“予期せず”逆流した硫化水素を“無防備状態”

で吸入する可能性はあります。でもご安心を！ 

東北電力は「硫化水素濃度計の設置」（計測・表

示のみで警報なし？）を行なっていますので＜協

定文書7頁の再発防止対策(3)その他b＞、それを

規制委にキチンと説明すればいいのです。にもか

かわらずそれをしないのは、設置場所の適否や、

測定値が基準を超えた場合・警報が出た場合の対

応手順の整備などを規制委から指摘・要求された

り、費用をかけたくない廃炉作業中の１号機制御

建屋への濃度計設置等も求められることを避ける

ためでしょうか。 

また、同じく＜協定文書3,7頁＞記載の「排水

桝（ファンネル）の封水確認」（＝配管の臭気逆

流防止策）を再発防止策として記載しなかったの

は（p.11-7,8）、規制委に知られると、当該タ

ンクや①ランドリドレンタンクなど硫化水素が通

過したタンク類に接続している‘全ての配管の封

水確認’を求められ、秘密にしておきたい？１号

炉制御建屋からの流入配管（＝硫化水素の逆流可

能性）を追加報告せざるを得ないため、敢えて隠

し通す方針なのでしょうか（＜最終報告＞本文に

記載なし。別紙４に記載）。 

このように、規制委に対しても、全ての情報

を提示しようとしない東北電力の秘密主義体質

は、原子力安全を根本的に脅かす「テロ」以上に

危険なものだと思います。 

なお、中央制御室への硫化水素の直接流入は

なくても、制御建屋への接続配管がある限り、予

期せぬ「テロ行為」によって低密度の有毒ガス

（一酸化炭素）・無酸素気体（純度の高い水素・

ヘリウム等）が制御建屋に送り込まれれば、上方

に移行し、中央制御室にまで到達してしまう可能

性は十分に考えられるのです。 
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＜規制検査報告：さすが規制委 

・なんだ規制委＞ 

 

 さて、上記の別紙11批判【および別稿の科学

的検証】を書いていた途中で、2022.2.16付

「原子力規制検査報告書（R3-3）」が公表され

ました。 

「2021年7月12日、発生抑制効果を増加さ

せるために攪拌運転の空気圧を従来の２倍に設定

して撹拌運転したところ、ＬＤ沈降分離槽から圧

縮空気と共に排出された硫化水素が、換気空調系

の排気量を上回り、ＬＤ沈降分離槽と間接的に接

続されている１，２号機の床ドレン配管を通じて

Ｃ／Ｂ管理区域入退域更衣室及び女子更衣室に流

出し、作業をしていた７名が硫化水素によって被

災」＜事象の説明：「ＬＤ」はランドリドレン＞

とか、「Ｃ／Ｂ環境への硫化水素流出防止策を講

じていたものの、作業計画を変更する際に、攪拌

の圧縮空気圧力を２倍にすることで硫化水素がＣ

／Ｂ内に流出する可能性とその影響が十分考慮さ

れておらず、計画が適切でなかった」＜指摘事項

の重要度評価等：「Ｃ／Ｂ」は制御建屋＞と述

べ、注入空気圧を２倍にしたのに排気量設定が不

十分だったミスが原因と“正しく指摘”してお

り、‘さすが規制委！’です。でも、『硫化水素

の大量蓄積・排出理論』を直接“否定”しなかっ

たのは、東北電力・電中研に“気を遣った”、あ

るいは『理論』は原因究明・再発防止に役に立た

ないからどうでもいい（否定する価値すらない）

と無視した、それとも『理論』の非科学性を指摘

するだけの基礎知識を持っていなかった、のいず

れにせよ、残念です。 

 その一方で、「ＬＤ沈降分離槽と間接的に接続

されている１，２号機の床ドレン配管を通じて」

＜説明＞と述べ、ランドリドレン配管（１・２号

機共用）と床ドレン配管（各号機で独立処理：別

紙11のp.11-1参照）を“取り違えている”の

は、‘なんだ規制委？’です【もしも本当に２号

機床ドレンが１号機ＬＤ沈降分離槽に行くなら、

設置許可上の大問題です】。そのようなレベルだ

から、「ランドリドレン処理系の共用・接続配

管」の重要度・深刻度を評価すらできないので

す。 

また、＜重要度評価等＞では、単に「Ｃ／Ｂ

環境」「Ｃ／Ｂ内」と‘号機を特定しない表記’

がなされていますが、講じられていた「硫化水素

流出防止策」が、ＬＤ沈降分離槽と洗濯廃液配管

が最初からつながっている「１号機Ｃ／Ｂ」への

流出防止を想定してのものだったのか、「共用・

接続配管」を踏まえて「２号機Ｃ／Ｂ」への流出

を考慮していたのかは、非常に重要な問題です。

前者なら、今回の事故時に１号機への流出可能性

（筆者は繰り返し問題視）を東北電力が一切検討

しないことのおかしさ（何らかの不都合を隠ぺ

い？）が証明されますし、後者なら、「共用・接

続配管」を通じた２号機への硫化水素流出可能性

（共用に伴う安全性への悪影響）を東北電力が以

前から認識・放置していたことになり、先般の再

稼動審査時に共用問題を正しく規制委に説明しな

かった、ということになります。いずれにして

も、号機表記を曖昧にしたのは、意図的にせよ、

認識不足にせよ、‘なんだ規制委！’です。 

 

＜硫化水素発生の認識と対策＞ 

 

同報告で注目すべきは、「詳細票（不適合処

置）A 女 180098 １号ランドリドレンタンク

室の硫化水素発生（2018/06/19）」、「女川

１号ＬＤ沈降分離槽空気攪拌運転およびデータ採

取作業 作業計画書（改２）（平成30年12

月）」、「女川１号ＬＤ系硫化水素発生抑制対策

の試験結果について（令和元年８月21日）」を

確認し＜p.4＞、「女川原子力発電所１号機廃棄

物処理建屋のＬＤ沈降分離槽内で硫化水素が自然

発生することが、2018 年６月発生の不適合

「１号ランドリードレンタンク室の硫化水素発

生」の原因・対策にて知られていた」＜事象の説

明＞ことです。そのため、「2018 年６月に硫

化水素発生が確認され、その対策を講じた実績が

あり」＜指摘事項等の概要＞、「ＬＤ沈降分離槽

での硫化水素発生抑制のために圧縮空気系による

攪拌運転を 2019 年１月以降定期的（１週間に

１回30 分間）に実施していたが、2020 年９

月以降徐々に攪拌運転による硫化水素発生抑制効

果が低下してきていた」＜事象の説明＞とのこと

です。筆者は、東北電力の＜最終報告・協定文書

＞を見て、事故日の少し前（２～３週間前とか

5・6月頃）から徐々に曝気効果が低下し始めた

ため、その改善策として高圧注入がなされたと

‘一連の流れ’を理解した上で、短期間での効果

低下の原因・不自然さに疑問を感じていました

が、効果低下が2019.1の曝気開始後２年も経た

ない頃＝約２年前から生じていたとのことですの

で、その点は納得しました。 

その事実から推察すれば、曝気効果低下を長

期間放置しておいて、たまたま事故前に上澄み中

の硫化水素濃度が設定基準を超えたか何かしたた

め、曝気効果を高めるには供給空気量を増やせば

いい＝高圧注入すればいい、と思いついたのでは

ないでしょうか【筆者なら、スラッジの撹拌と溶

存酸素のスラッジ内拡散を確保するため、特に

『理論』のようにスラッジが固化して流動性を失
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っている（空気の通り道から拡散するしかない）

と考えるのなら、長時間・高頻度注入を行ないま

す】。そして、これまでの曝気作業では問題が生

じなかったため、“いつも通り”接続配管の隔離

弁閉止もせず、高圧注入を行なったものと思われ

ます。でも、これまで２号機への流出がなかった

のは、前述の「ファンネル封水の臭気拡散防止＝

逆流防止機能」の貢献大と思われます（事故時に

は封水量減で逆流：封水量が十分だったら、換気

系の排気量不足でも、逆流しなかった可能性あ

り）。それが災いして、高圧注入を思いついた

「１号機担当」の電力社員（や作業手順作成者）

は、そもそも当該タンクから「２号機」への接続

配管があることを全く認識していなかったのでは

ないでしょうか。 

それらを具体的に検証もせず、規制委は、

「2018年６月に硫化水素発生が認知され、その

対策を講じた実績があり、本件事象の発生は合理

的に予測可能であり、予防する措置を講ずること

は可能」＜重要度評価等＞としています。でも、

従前の１号機の硫化水素発生と空気注入対策か

ら、高圧注入時に‘排気量不足と封水不足を「予

防する措置」を講じなければ、２号機へ逆流す

る’と「合理的に予測」することなどそもそも不

可能で、事故原因を「廃棄物処理設備の不適切な

運転管理」＜規制措置＞と矮小化し、「共用・接

続配管」という設置許可上の事故原因への言及を

回避したのです。 

このような東北電力・規制委一体となった安易

な“幕引き”を許してはなりません。 

 ＜2022.3.1 了＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

≪3.4追伸：追加批判は後日≫ 

 

 東北電力批判に注力しているうちに、なんと

3.3開催の1032回審査会合で「規制委は『大き

な論点はない』と大筋で了承した」＜3.4河北＞

とのこと。資料1－2の別紙11を見ると、微妙な

訂正・加筆がなされ、さらに“非科学的説明”

（p.11-8のc③）が追加されたことに驚きまし

た。東北電力の“厚顔無恥さ”にはほとほと感心

しますし、別紙11の非科学性・非化学性を見破

れない規制委にも改めて呆れます。 

 

 

調査嘱託決定と進行協議期日の報告 

女川原発再稼働差止訴訟弁護団 弁護士 松浦健太郎 

 

＜調査嘱託決定＞ 

 

原告側から、裁判所に、避難計画の実効性につ

いての具体的な検討事項について、宮城県、石巻

市、内閣府の 3 者に対し、同検討事項について裁

判所から質問等をする調査嘱託を申し立てていま

した。 

 これに対し、裁判所は、本年 2 月 16 日、宮城

県についての一定の事項（被告：東北電力から検

査場所に派遣される約 600 名の要員の役割・連

絡方法・到着までの時間等）についてのみ、調査

嘱託申立を認める決定をしました。この決定に対

する回答は、本年 5 月 18 日頃に提出される予定

です。 

一方、他の申立については、既に原告側からの

情報公開請求書によって回答を得ていること等を

理由に認めませんでした。 

 このような原発差止訴訟において、避難計画の

実効性に関する事項についての調査嘱託申立に対

して、それを認める決定をしたことは全国的にみ

ても前例のないことで、裁判所が避難計画の実効

性について判断する可能性が見えてきたといえま

す。また、宮城県は、石巻市の避難計画策定に深

く関与している点でいわば避難計画の責任者と言

えますが、このような宮城県を訴訟に組み入れる

ことができた点でも評価に値すると考えます。 

 一方、石巻市、内閣府、宮城県のうち上記決定

事項以外の事項については調査嘱託が認められま

せんでしたが、いずれも、すでに情報公開請求に

おいて回答を得ている（未回答を含む）もので、

この却下部分が本訴訟の進行や結果に悪影響を及

ぼすことはないと考えられます。 

上記のとおり、この調査嘱託決定により出てく

る宮城県の回答を踏まえて、原告側としては、退

域時検査場所が機能しないこと等の主張立証を補

充し、避難計画の実行性がないことをより明らか

なものとするつもりでいます。 

 

＜進行協議期日について＞ 

 

去る 2 月 21 日（月）14 時から、仙台地方裁

判所において進行協議期日が開催され、今後の進

行をいかにするかについて協議されました。 

 原告としては、訴状提出段階で主張立証の大筋
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を終えているという立場で、早期の結審を求めま

した。再稼働前に１審判決を得ておくためです。

それに対し、被告は、避難計画の実効性について

の反論はしないと言いつつ、最終準備書面は書く

と言い、その期限を延ばそうとし、結審を遅らせ

ていると考えざるを得ないような対応でした。 

 このように同期日において協議された結果、お

およそ以下のとおりの流れで裁判が進むことが話

し合われました。 

⑴ ２０２２年３月末日まで 

３月１８日の宮城県の情報公開請求への回答

を踏まえての原告の主張補充 

⑵ ２０２２年５月末日まで 

５月１８日頃に予定されている調査嘱託決定

への回答を踏まえての原告の主張 補充 

⑶ ２０２２年６月８日（水）１１時～ 

第３回口頭弁論期日 

原告の⑴⑵の主張立証の確認等 

⑷ ２０２２年８月末日まで 

 被告が上記原告の主張への反論書面を提出 

（最終準備書面） 

⑸ ２０２２年９月の２週間程度 

 被告最終準備書面への反論の検討 

⑹ ２０２２年９月２１日（水）１１時～ 

第４回口頭弁論期日 

 原告側最終の意見陳述を行うことを検討 

 

進行協議期日は非公開の手続ということで、支

援者のみなさまには傍聴いただけず、さらに記者

会見も参加いただくことができませんでした。本

訴訟は残すところ、あと２回の口頭弁論期日とな

りましたが、次回からは公開の手続となりますの

で、再び多くの傍聴をお願いいたします。 

 

女川原発再稼働差止訴訟 

第３回口頭弁論 仙台地裁101号法廷 

６月８日（水）11時～ 

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 

 

 

住民不在の原子力避難訓練 

 

＜再稼働ありきの村井宮城県知事＞ 

 

宮城県は、今年度の原子力防災訓練を国の原子

力総合防災訓練と一体で、2 月 10 日から 12 日

の３日間にかけて、新型コロナ感染拡大の最中、

住民不参加のなかで強行実施しました。 

村井宮城県知事は、東北各県が蔓延防止重点措

置適用を政府に申請するなかで、他県より多くの

感染者がカウントされているにもかかわらず「大

きい効果は得られない」と、この防災訓練を年度

内にどうしても開催したという思いからか、宮城

県議会の実施延期要請も無視して強行したのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【避難退域時検査所】 

この訓練の「目的」は、「関係機関の防災体制や

相互連携の実効性確認」「計画、マニュアル等の手

順確認と住民の理解促進、課題の抽出」としてい

ます。 

「想定」は、「三陸沖で地震発生（女川町、石巻

市で震度６）、大津波警報発表」、原発は、緊急停

止、外部電源喪失、原子炉注水機能喪失で「全面

緊急事態」となり、「炉心が損傷して、放射性物質

が外部放出」される事態となって「一時移転が必

要になった」、というものでした。 

 

＜複合災害を無視した訓練＞ 

 

三日間監視活動をして、感じたことを記載して

みます。 

一日目は、現地対策本部が置かれるオフサイト

センターを見学。テレビ会議システムで、国（官

邸、内閣府、規制委員会）、宮城県や関係市町と接

続し、各種会議の準備がされていました。内閣府

職員の説明では、現地対策本部は、あくまでも宮

城県災害対策本部のサポート役で、｢オフサイトセ

ンターは放射性物質が放出してからの対応｣とあ

くまでも県が主体だそうですが、責任の投げ合い
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にならないか、連携が本当にできるのか、疑問で

した。 

二日目はＰＡＺ・準ＰＡＺからの自家用車・バ

スを使った住民避難訓練。離島や半島からの空路・

海路での避難訓練も実施されましたが、女川町・

石巻市の職員が住民役で避難と、「住民不在」の訓

練でした。海上保安庁・海上自衛隊・陸上自衛隊

などが動員されていて、橋が崩落した場所の仮設

架橋作業などが実施されていましたが、地震後の

津波を想定していたのに、海路で避難など、現実

的でない訓練も目につきました。複合災害を「想

定」した訓練であるはずなのに、行程をこなす内

容でしかないようです。避難者を乗せた自衛隊の

艦船が接岸するのに 30 分くらい掛かり、そこか

ら降り立ったのは二人の市職員で、住民の理解促

進にはほど遠いものです。 

 

＜目的からも逸脱した訓練＞ 

 

三日目は、ＵＰＺの避難訓練。住民不参加のな

か市職員が代役で車両約 30 台が動員され、宮城

県知事と石巻市長らがバス三台に乗車して、一時

集合場所の渡波中学校から涌谷町に設置された

｢避難退域時検査所｣で被ばく検査をして、大崎市

合同庁舎に設置の｢避難受付ステーション｣へ向か

う動きを見学。どちらも入口の受付で渋滞でした。

20 万人の住民が県内 31 自治体へ避難する計画

なのに、このような訓練で「課題を抽出」できる

わけがありません。参加した自治体職員も「どの

ような課題があるのかわからないことが課題だ」

と話していた、と報道されていました。 

最後に避難所の保健福祉プラザでの避難スペー

スを見学。感染症対策で倍のスペースが求められ

ているがどうするのか？知事は、住民不参加の今

日の訓練について記者からの質問に、検査場入口

などでの渋滞を認めつつ、住民参加の訓練は｢来年

度実施する。検証して今後の対応を考える｣と返答

していました。 

 

＜住民不在、住民無視の避難計画＞ 

 

「住民の理解促進」が目的の避難訓練が「住民

不在」で実施して、円滑な対応や避難の課題が検

証されるのでしょうか。国、県、自治体の連携の

確認がとれれば良いという姿勢は、まさに、「自治

体の指示に従え！」という住民不在・住民無視の

対応でしかありません。 

手順を確認するのが目的として、強行されたが

実効性が欠けていることをさらけ出しただけでは

ないのかと思います。 

 他の地域の様子は、マスコミの報道でしか確認

とれませんが、「受入れ先」自治体の参加が大崎市

だけということでは、国と一体となった宮城県の

訓練としてはお粗末なものでしかないと思います。 

また、石巻市からはエリアメール等で「屋内避

難」指示が出されましたが、ネット環境のない住

民は防災無線が聞き取れず、どの程度住民がこの

訓練に参加したのか疑問が残るものでした。 

山口壮原子力防災担当相は、記者会見で「避難

計画の実効性は十分確かめられた。車両の滞りな

どは細部にわたることだ」などと述べ、住民参加

の訓練は必要ないとまで言っていました。その姿

勢も「住民不在でもいい」ということが伝わって

きました。このような責任者のもとでの避難では、

実効性が担保されることはないと感じました。 

女川原発再稼働差止訴訟原告団は、山口大臣の

発言のデタラメさを明らかにするため、内閣府に

対して「原子力総合防災訓練の結果を踏まえ，宮

城県，石巻市，女川町の広域避難計画の実効性の

有無を検討・確認したことが記載された文書」の

開示を求める「情報公開請求」を申請しました。

裁判でもこの発言のデタラメさを追及していきま

す。 

（日野正美） 

 

 

「第 159 回女川原子力発電所環境保全監視協議会」傍聴記 

― 東北電力への不満がまたも噴出！！ やはり新たな検討会議が必要 ― 

 

2022 年 2 月 18 日に「第 159 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。

時間を間違えて、数分遅刻して、遠藤副知事の挨

拶は途中から聞いた。挨拶は議事録には載らない

ので、残念！ 

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 3 名？だった。マスコミは途中から

1 名？でした。 

●新しく遠藤副知事が会長、長谷川さんが副会長

に選任された。（前年同様） 

●遠藤副知事が議長で、いつもの通り「放射能測

定結果」と「温排水調査結果」が報告、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。（遅いです。） 
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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) 

また、以前に求められていた「原発稼働時と、

停止時の海水温度の比較」が、スライドのみで紹

介された。当然ながら、稼働時は、放水口付近は

温度上昇。「不明卵出現状況について」も、冬場

に特徴が同じものが多く、不明卵が多いことが紹

介され、質問した須田女川町長も納得。（不明卵

とは、海水中の卵を顕微鏡で観察するが、同定で

きないものは不明卵とする。） 

 

資料-３について 

●P2 2022.1.16 「女川原子力発電所核物質

防護事案（立入）」について、「深刻度評価 Ⅳ」

と評価。 

 内容は、2021.10.12 に協力会社作業員が他人

の ID カードで周辺防護区域まで入り、防護区域入

域前で判明したとの事で、警備員の人定も不十分

だった。（東京電力柏崎刈羽でも同様の事態があ

り、昨年２月の協議会でも話題になったが、つい

に女川原発でも起こった。） 

なお、東北電力ＨＰに資料同様の報告あり。↓ 

当社原子力発電所の原子力規制検査における２０

２１年度第３四半期評価結果（核物質防護関係）

について｜東北電力 (tohoku-epco.co.jp) 

 

なお、硫化水素による被災事故（2021.7.12 

P11 参照））は、「深刻度評価 Ⅳ（通知なし）」

と評価（P2）。 

・須田女川町長から、深刻度評価 Ⅳの（通知な

し）と（あり）はどう違うのか、と質問あり、東

北電力は、P12 に記載の通り、（なし）は深刻度

が低いという、そっけない回答。須田町長は「わ

からない人には分かりやすく説明するのが大事で

はないか」と東北電力の体質を批判し、ちょっと

怒った感じでした。 

●P4 2021.12.16 に、２号機の「有毒ガス防

護に係る原子炉設置変更許可申請」を原子力規制

委員会に提出。中央制御室の有毒ガス防護に係る

記載を追加。 

●P4 2022.1.5 ２号機特定重大事故対処施設

の設置変更許可申請（テロ対策）について、宮城

県、女川町、石巻市に協定書の事前協議申し入れ。 

●P2  2021.12.7 モニタリングポスト計測値

の伝送異常。誤って作業員がプラグを外した為。

今後はメーカーに確認してから実施するとの事。 

●P4  2022.1.15 構内で交通事故、１名入院。 

●P5  新型コロナ感染・・・電力社員 3 名、協力

企業従業員 98 名。11/26 以降、電力社員 2 名、

協力企業従業員 59 名と、最近は多い。 

●P1-2 2021 年 2，3，5 月の地震での被害対

応で、使用済燃料プールへのボルト・ワッシャ・

ナットの落下物は、数十個が未回収。 

 

資料-4 について 

・ヒューマンエラー低減に向けた取り組みについ

て、東北電力から前回のコメントへの回答があっ

た。 

●しかし、委員からは、他人の ID カード使用につ

いて、勝手に持っていけるのか。緊張感が伝わら

ない。どういう人がヒューマンエラーを起こすか

分析しているのか。エラーを起こした業者にどう

対応しているのか。（解約？）ルールがあっても

守らないのか？等々、様々な疑問、不満、提言が

あった。（単なる作文の取り組みでは、ダメとい

う事ですね。） 

 

資料-5 について 

●東京電力福島第一原子力発電所事故時のモニ

タリングに関する初動対応について 

・以前に求められていた件について、伊藤原子力

安全対策課課長が説明した。 

●2011.3.11 津波で被災。宮城県原子力センタ

ーが全壊、モニタリングステーションが７箇所中

４箇所滅失。福島事故の放射性物質を独自測定出

来ず。東北大学・東北電力の協力で測定実施。そ

の後徐々に復旧したことを説明。 

●岩崎俊樹さんからは、福島原発からの放射性物

質への安全宣言は、汚染状況が分からないうちに

やられたのでないか。機器喪失の件は、どう改善

したか。 

山田さんからは、旧ソ連チェルノブイリの解除

の値を参考にすればよかったのでは？（と言った

ように聞こえたが、議事録見たい。病院に放射線

測定器があったそうだ。） 

●佐藤（良）女川町議長さんは、当時被災地へ、

福島からの放射能の流れは伝えたのか。（伊藤課

長の答えは、質問の趣旨を良く分かっていないよ

うな回答だった。議事録見たい。） 

●原子力防災訓練の質問が出て、次回に報告する

ことになった。 

 

〇次回は、5/31（火）午前、仙台で実施。会議後、

環境放射線監視センター視察とのこと。 

 8 月は、石巻市で実施。11 月は、女川町で実

施、午後女川モニタリングステーション視察。 

 2 月は、仙台市で実施。（資料-6 参照） 

〇報告事項で結構議論が深まる。やはり新たな「事

故対応検討会議」が必要ですね。 

（2022.2.19 記 兵藤則雄） 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o-kyogikaigijyutukaikentokai.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o-kyogikaigijyutukaikentokai.html
https://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/topics/1224432_2552.html
https://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/topics/1224432_2552.html
https://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/topics/1224432_2552.html
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大崎から～特措法は現場で破綻している 
             大崎耕土を放射能汚染させない連絡会 芳川良一 

 

この度も『鳴り砂』の紙面を頂戴することにな

り、編集ご担当の方々に感謝いたします。 

今回は、大崎耕土を放射能汚染させない連絡会

について紹介し、先日行われた大崎住民訴訟の口

頭弁論期日、放射能汚染廃棄物焼却反対県民連絡

会の二点について報告したいと思います。 

 

○大崎耕土を放射能汚染させない連絡会 

  

2 月 24 日に大崎耕土を放射能汚染させない連

絡会（以下、させない連絡会）の第 4 年度年次総

会を行いました。コロナ感染拡大の最中でしたの

で、できる限り防止策を講じ、短時間に少人数で、

ということでの開催でした。 

させない連絡会は 2016 年 11 月発足の「放射

能を拡散させる『一斉焼却』をスルナ・サセルナ

市民集会実行委員会」を 2019 年 1 月に改組し

た組織です。現在構成団体は 10 団体ですが、子

（孫）団体をカウントすると 30 団体ほどになり

ます。組織目標として「放射性汚染物質の適正な

処理方法を提案し、大崎耕土の安全・安心の確保

に向けて地域合意を求める」ことを掲げています。

キャッチフレーズはもう少し砕いて「放射能汚染

ゴミの焼却を止め、隔離保管など適切な措置を求

めよう。住民の『平穏生活権』を守る多様な地域

づくりの運動と連携しよう」と唱えています。 

第4年度の事業計画では、大崎住民訴訟の勝利、

焼却即時停止、すき込みの問題化を取り上げまし

た。一方、裁判と焼却停止には市民の理解が不可

欠ということで、させない連絡会独自の測定デー

タに基づく土壌汚染の可視化、それをもとに学習

会・討論会・展覧会を開催すること、住民自治意

識の昂揚という視点で風力発電開発問題も取り込

みました。 

いままでの事業計画との違いとしてもう一つあ

げることができるのが、福島の運動（裁判並びに

市民運動）との連携を図りながら運動の巾を拡げ

ようという志向です。勿論、女川原発再稼働差止

め訴訟への連帯と支援も射程内です。 

そういうことで、新年度をスタートいたしまし

た。これからもさせない連絡会の活動を見守って

いただき、ご支援いただきたいと願います。 

 

○大崎住民訴訟口頭弁論期日 

  

今回 2 月 16 日で口頭弁論期日は第 15 回目を

迎えました。予告通り、原告側から、排ガス測定

結果、尿検査結果、大崎市が行った土壌測定結果

の分析で、汚染廃棄物の焼却によって放射性物質

が拡散していることの主張立証が行われました。

それに続いて、被告が拠り所とするＩＣＲＰの基

準の欺瞞を暴くＤＶＤ「核の傷」を法廷で上映す

ることを求め、さらに内部被ばくの機序を明らか

にすべく北海道がんセンター名誉院長西尾医師の

証人尋問を求めました。 

これらに対する被告の反論は 3 月 4 日まで書

面で提出され、さらにそれへの原告側の反論書面

は 3 月 31 日まで提出されます。次回の進行協議

は 4 月 25 日午後 2 時となります。進行協議は非

公開となりますが、その後の報告集会は参加でき

ますので、ご関心のある方は是非足をお運びいた

だきたいと思います。場所は仙台弁護士会館です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

口頭弁論期日は上述のような流れでしたが、原

告側からなされた三つの主張立証にすこし立ち入

ってみます。 

まず排ガス測定結果についてです。排ガス測定

結果は、簡単に言えば「煤塵捕捉、セシウム不検

出」でした。意外に思われる方がいらっしゃると

思いますので、説明を加えます。説明しなければ

理解していただけないというところがまどろっこ

しいのですが、読んでいただければ納得いただけ

るものと思います。要は、セシウムは検出下限値

以下であったが、煤塵が補足され、煤塵捕捉がセ

シウム検出以上の大きな意味を持つということで

す。セシウム不検出は試料採取・測定条件の設定

如何によりますが、排ガスから煤塵が補足された

ということは、微粒子がバグフィルターをくぐり

抜けたということにほかなりません。バグフィル

ターにはセシウムだけを取り除く機能はありませ

んので、煤塵は飛灰と同じ濃度ということになり

ます。 

この度の補足された煤塵の量を、焼却期間の 7

年間に当て嵌めてみると（単純推計）、なんと

200Bq/kg ほどのセシウム濃度のものが 362～
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570kg にもなるのだそうです。これだけのもの

が煙突から吐き出されることを想像すると、大変

なことで、とても恐ろしいことだと気づきます。

これで、煤塵捕捉がセシウム検出以上の大きな意

味を持つことが、実感として伝わったと思います。

法廷での原告弁護団の弁護士による模型を使って

の補足説明は、素人分かりするとても印象に残る

ものでした。 

 

次に尿検査結果です。尿検査は、汚染廃棄物の

焼却が行われている焼却施設（３か所）の周辺住

民を対象に行われていますが、此度は西部池月

CC のみが証拠として提出されました（他の２カ

所は分析途上）。結果は予測通り、先に行われたリ

ネン吸着法とみごとに符合したものになりました。

焼却施設風下に住んでいる方に高濃度のセシウム

が検出されています。あきらかにセシウムが拡散

していることになります。これから順次中央 CC

（古川）、東部 CC（涌谷）の結果が明らかになっ

ていきます。セシウム漏出の強力な立証証拠とな

るでしょう。 

 

そして、土壌測定結果の分析です。この土壌測

定は大崎市が実施したものです。そのデータを原

告側の科学者が分析しました。試験焼却前と後、

本焼却開始後、の対比になります。試験焼却後に

は濃度が上がり、本焼却開始後は、試験焼却後に

上昇した濃度が維持される傾向が出てきました。

これも前二者に匹敵する証拠です。大崎市のデー

タが裁判の重要な証拠となるとは皮肉なことです。 

 

ところで、報告集会が終わりかけた頃に、女川

原発再稼働差止訴訟に関わる情報が入り、披露さ

れました。石巻の原告が裁判所に求めていた「調

査嘱託」が一部認められたというものです。一部

というところでいろいろ評価が分かれるのかも知

れませんが、わたくしは朗報に響きました。一部

とはいえ認められたことで大きく前進したと思わ

れたのです。差止め訴訟とわが大崎住民訴訟の裁

判官が一緒だと前にも書いた記憶があるのですが、

これを見る限り、少なくとも原告の言うことに耳

を傾けてくれそうだ、という期待が湧いてきます。

原発は原因であり、汚染廃は結果です。どちらも

勝利しないことには意味はありません。 

 

○焼却反対県民連絡会 

  

「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、焼却反対県民連絡会）とい

う組織があります。そこには「大崎住民訴訟を支

援する会」も併設されています。県北の栗原から、

南は仙南や岩沼の団体が加盟し、汚染廃棄物問題

を全県レベルで問題化し、環境省や県を相手に活

動を展開しています。大崎の連絡会もメンバーに

なっています。月一回会議を持ち、活動状況の確

認や情報交換を行っています。2 月は 28 日にＷ

ＥＢで会議を行いました。今回はその会議につい

て紹介したいと思います。 

 

 今回の agenda は大きく二つ、美里町他で焼却

対象汚染廃から 8,000Bq/kg 超えが見つかった

ことについての環境省・県への申入れの件、それ

から県民連絡会と大崎連絡会が連名で大崎市・大

崎地域広域行政事務組合に申入れをする件、でし

た。 

まず、その結果について述べておきます。まず

環境省への申入れですが、東北環境事務所は我わ

れの測定ガイドラインについての追及に対し、本

省が決めたことなので答えられないと逃げの一手

です。逃げられないような申入れの方法を工夫す

ることにしました。県への申入れは、申入れ案を

会議参加全員で確認できたので、それを 3 月中に

提出（面談込み）することにしました。大崎市・

大崎行政組合への申入れは、関係する大崎の連絡

会との擦り合わせがかならずしも十分でないとい

う理由で、見合わせることになりました。 

会議ではその他に、「すき込み」と「丸森の実証

試験」が話題となりました。この二つについての

何らかのアクションこそ、焼却反対県民連絡会と

しての本領発揮ということになると思われます。

「すき込み」は全県を通して各市町でドライブが

かかっています。それはけっして偶然ではなく、

何か国や県の圧力が働いているものと思われます。

「丸森の実証試験」は、実施主体が環境省です。

全県運動体を網羅したかたちでの反対運動が求め

られます。 

 

 さて、敢えてここで県民連絡会を持ち出したの

は、いま取り組み中の 8,000Bq/kg 超えの問題

を皆さんとともに考えてみよう、という思いがあ

ってのことです。 

この問題は、放射性物質汚染対処特措法がいか

にいい加減なものであり、しかも杜撰に運用され

ているか、ということを暴露しています。クリア

ランスレベルを 80 倍に緩めただけではありませ

ん（それはそれでとても容認できない大変なこと

なのですが）。特措法は現場で破綻しているのです。

そんなものを振り回されたのでは、住民はたまっ

たものではありません。 

 大崎広域の美里町、涌谷町、大崎市で、焼却対

象とされた汚染廃から 8,000Bq/kg を超えたも

のがみつかりました。焼却対象は8,000Bq/kg以
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下とされているのです。環境省と県は（県は環境

省の言うがままですが）「8,000Bq/kg を超えた

ものが出たとしても、特措法のガイドライン通り

に計測しているので、燃やしても問題ない。ガイ

ドラインは正しい」と主張し続けます。 

おかしくありませんか？ 8,000Bq/kg を基

準にして、上回るものは指定廃棄物として国の責

任で処分し、下回るものについては自治体が処分

すると決められています。責任の所在も、管理も

異なっているのです。基準があるならもっと厳格

に守られないといけないのではないでしょうか。 

 何故焼却対象の汚染廃の中に 8,000Bq/kg 以

上のものが紛れ込んでいるのか。それはガイドラ

インの計測方法をみれば、混入して当たり前と直

ぐわかります。いくつかのロールが積まれた山（ロ

ット）から、山が大きかろうが小さかろうが関係

なく、10 ロールについて試料（サンプル）を採

り、それを混ぜて放射能濃度を測定するというの

で す 。 そ う し た な か 、 美 里 で は 最 大

13,000Bq/kg のものがみつかったというのも

頷けます。このガイドラインに基づく計測方法に

ついては、住民説明会で一度も説明がありません

でした。県に対し何故説明しなかったのかと問い

質したところ、ガイドライン通りなので敢えて説

明は要らないと考えた、というのです。住民をバ

カにした話しです。 

 では、美里や涌谷、大崎市はどうしているか。

けっしてガイドライン通りではなく、焼却の前処

理段階でロールごとに計測をしているのです。何

故か？ 住民に 8,000Bq/kg 以上は燃やさない

と約束したのでそうしている、と。正しいはずの

ガイドラインが、市町では綻びているのです。自

治体は、住民の安全・安心を守ろうとしたら、そ

うせざるを得ないでしょう。住民に直接接してい

る自治体としての最低の良心に基づいた処置だと

思います。そうした実態がありながら、焼却を促

進する国や県は、許すわけにはいきません。 

我われは、環境省、県そして自治体と交渉して

いるなかで、こうした見逃すわけにいかない実態

に突き当たりました。今後さらなる追及を重ね、

特措法の抱える矛盾を曝け出させていく、それが

環境省や県への申入れの目的なのです。 

（2022.3.2. 記） 

 

 

2.14『子ども脱被ばく裁判』控訴審第２回期日に参加して 

数々の理不尽に対する静かな怒り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 14 日、初めて子ども脱被ばく裁判に参加、

傍聴しました。 

 裁判の前に勾当台公園からのデモ、その後に裁

判前集会、裁判後に報告会という、なかなかハー

ドなスケジュールでした。 

 裁判前集会には支援の人たちが 50 人位でしょ

うか集まりました。久しぶりに会った知り合いも

いました。午後から予定があるとのこと、なるほ

ど、様々な行動が提起されれば、どこかに参加し

て支援の気持ちを表現できます。仙台の多くの人

に伝えたいという主催者の熱意を感じました。 

 裁判前の集会では、今日の裁判の予定が話され

ました。弁護団長の井戸弁護士から、柳原弁護士

の「人権論」の陳述があることと、意見陳述をす

る原告の紹介がありました。いくたまんじさんの

歌声は心に響きました。裁判前の集会は初めての

経験でしたが、私にとってとても役に立っていた

と裁判を傍聴してわかりました。 

 裁判では「人権論」「裁量論」については次回で

の審理となりました。いつもだと裁判官との事務

的なやり取りとしか見えないのですが、今回は弁

護団とのやり取りもあらかじめお話を聞いていた

ので、なんとなくわかりました。原告の陳述は、

理路整然としていて、とても冷静に語っていると

思いました。しかし、子どもが不調を訴えるたび

に「これって、もしや…」と不安に思う 10 年間

の日々、原発事故により放射能で汚染され、平穏

な生活を根こそぎ奪われた数々の理不尽に対する

静かな怒りを感じました。 

 集会後の報告集会も内容が濃いものでした。弁

護士一人ひとりのお話で、この裁判が提起してい

る問題の広さ、深さを再認識しました。控えめな

弁護士もいるんだなぁと思いましたが、次回熱弁
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を奮ってくれるのではないかと、期待が大きくな

りました。お話の内容は、私には難しい点もあり

ましたが、これから学んでいきたいと思います。 

 

最近、テレビで、3.11 当時子どもだった若者が

その当時の心境を語っている番組を見ました。原

発事故で県外に避難した女性は、学校でいじめら

れて母親に訴えても、「学校に行きなさい」としか

言われなくて母親を恨んでいたと話し、母親はこ

の先のことを考えて突き放したと語り、泣きなが

ら娘に謝っていました。母親の気持ちを初めて聞

いて、2 人ともようやく分かり合えたというよう

な内容でした。まさに、この裁判の中の原告団の

人たちが向き合わされた現実だっただろうと思い

ます。 

 私は、3.11 の当時、仙台市で被災した小学校の

教員でした。次の年から被災した子ども達の担任

になりましたが、当時のことを思い出しました。

クラスには、避難所となった体育館から通う子ど

もや、家を流されて借り上げアパートから通って

くる子ども達など、様々な子ども達がいました。

家族からは、どんな過酷な体験をしたかを聞きま

した。それでも、クラスの中では、みんな明るく

元気でした。ようやく日常（それでも我慢するこ

とはいっぱいでしたが）を取り戻したこと、そし

てまた友達と遊べることが、嬉しかったのだと思

います。私たち教員は、子ども達に震災を思い出

させるようなことは聞きませんでした。給食時間

に、友達同士の話などから、生活を垣間見る位で

した。それでも、雨が降りだすとおびえたように

窓の外を見て落ち着かなくなる子どもがいました。

津波の記憶は、子どもの心と体に奥深く、しかし

確実に沈殿しているのだと思いました。 

 10 年経ってようやく自分の思いを言葉にした

子ども達。この裁判は、この理不尽な事態を招い

てしまった大人達がどう行動するのか、子ども達

に自らの背中を見せていく裁判になるだろうと思

いました。私もまた責任ある大人のひとりとして

行動していきたいと思います。 

 （小原 真喜子） 

 

【編集注】次回、第 3 回期日は５月１８日（水）

15 時、仙台高裁です。 

参照サイト 

https://kodomodatsuhibaku.blogspot.com/

2022/02/blog-post_18.html 

 

 

 

 

【編集雑記】 
●1 月 31 日、東北電力は 2022 年 3 月期の通

期連結業績予想を下方修正し、純損益が 230 億

円の黒字から 450 億円の赤字になると発表。赤

字は震災以来 9 期ぶり。燃料価格高騰を理由にし

ているが、震災後 11 年間、稼働しない原発に毎

年 1000 億円を支出、さらに日本原電に 100 億

円を毎年無償提供するなど、原発に偏った経営を

行ない、経営耐力をなくしたため。株主から見放

され、東北電力の株価は 7 万円台（100 株）まで

下落。さらに、ロシアのウクライナ軍事侵攻・原

発への攻撃で 7 万円すれすれまで下落した。 

●昨年 7 月の女川原発硫化水素労災事故に関

し、昨年 11 月、「指導票」不開示決定に対し厚

生労働大臣宛に「行政不服審査法に基づく審査請

求」したところ、2 月 21 日付で総務省情報公

開・個人情報保護審査会に諮問した旨の通知が届

き、さらに、3 月 14 日付で総務省事務局から

「理由説明書の送付及び意見書又は資料提出につ

いて（通知）」（4 月 4 日提出期限）が届きま

した。愈々です。結果が楽しみです。 

●福島原発事故による被ばくが原因で甲状腺がん

に罹患したとして、1 月 27 日、6 人の若者が東

京電力に損害賠償を求めて東京地裁に提訴。6 人

は事故当時 6 歳から 16 歳。甲状腺がんにより

半分摘出手術や再発して全摘手術した。詳細は、 

HP https:/www.311support.net/ 参照。 

「311 子ども甲状腺がん裁判」に支援を！！

《郵便振替》記号 11380 番号 11579501 

名義 311 甲状腺がん子ども支援ネットワーク 

●福島原発事故から 11 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！！ 

（空） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kodomodatsuhibaku.blogspot.com/2022/02/blog-post_18.html
https://kodomodatsuhibaku.blogspot.com/2022/02/blog-post_18.html
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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 425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 26 日（土）勾当台公園市民の広場 

（14 時集会、14 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 

 

「元の生活をかえせ」いわき市民訴訟控訴審 

第 1回公判 仙台高裁 ３月２５日（金） 

・12 時 30 分～裁判所前集会  

・14 時 30 分～県民会館にて模擬裁判 

・16 時～県民会館にて報告集会 

（東京エレクトロンホール宮城）  

 

｢原発問題住民運動宮城県連絡センター｣総会 

記念講演 「気候危機打開の道は原発ゼロ・ 

石炭火力ゼロで－温暖化対策を口実にした

原発温存・再拡大は許さない」 

講師：長谷川公一氏（尚絅学園大学特任教授） 

日時：４月１７日（日）14 時～ 

会場：仙台市市民活動サポートセンター5F 

◎ＺＯＯＭで同時配信 

（4 月 15 日までに申込みを） 

連絡先メール：ren3214@outolook.jp 

連絡先：宮城民医連 電話 022(265)2601 

 

女性ネットみやぎ結成 10周年記念講演会 

「脱原発と気候危機 

～プロダイバーが伝える気候危機」 

講師：武本匡弘さん 

（NPO 気候危機対策ネットワーク代表） 

報告：多々良哲さん（女川原発の再稼働を許さ

ない！みやぎアクション） 

日時：４月２３日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 

会場：仙台弁護士会館 4 階 参加費：500 円 

オンライン申込 FAX 022-215-3120 

PC メール housyanoujoseinet@hotmail.co.jp 

〈問合せ〉携帯 090-2983-6435(本田） 

 

放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟 

４月２５日（月）14時～進行協議（非公開） 

仙台地裁【報告集会】15時～仙台弁護士会館4F 

「ふるさと喪失・宮城」訴訟控訴審 

第３回口頭弁論 仙台高裁 

４月２７日（水）14 時～原告意見陳述 

 

「NPO法人きらきら発電市民共同発電所」 

第8回定期総会記念講演 

「みんなでとりくもう気候危機」 

講師：高橋真樹さん（ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝﾗｲﾀｰ） 

日時：４月２９日（金・祝）10時30分～12時 

オンライン配信申込先 

 h-mitobe@wa2.so-net.ne.jp〈参加費無料〉 

携帯 070－2010－3777  

ＨＰ kirakirahatuden.com/  

Eメール hirohata3777@outlook.jp 

 

「子ども脱被ばく裁判」控訴審 

第３回口頭弁論 仙台高裁 

５月１８日（水）15時～記者会見・報告集会 

子ども脱被ばく裁判の会 

事務局 080-5220-4979 

 kodomo2015-info＠oregano.ocn.ne.jp 
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