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原発に頼らない希望あふれる町をめざして
―「女川から未来を考えるつどい」に約 1500 人が参加―

宮城県女川町の女川総合体育館で去る８月 10
日、
「 女川から未来を考えるつどい 加藤登紀子ト
ーク&ライブｗｉｔｈ小出裕章」が開催されまし
た。当日は台風の影響もずいぶん心配されました
が、会場は約 1500 人の人でいっぱいになり、最
後まで参加者の熱気が溢れるイベントになりまし
た。

っしょに考えていこうと開かれたもの。
主催は「女川から未来を考えるつどい実行委員
会」。実行委員長は女川町議会議員の阿部美紀子さ
ん。実行委員のメンバーは仙台をはじめ、石巻、
大崎など、県内在住の一般市民らで構成されてい
た。
まずはじめに、開会の挨拶は、阿部美紀子実行
委員長が「この女川からどんな未来を導き出すの
か、千年後の未来を考える若者もいます。わたし
が今多くを語るよりも、皆さんが今日ここで見た

この催しは、原発を抱える女川町が、東日本大
震災後、どのような町づくりを目指していくのか、
未来を見据えた希望ある町の復興とは何かを、い
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こと、聞いたこと、感じたことを持ち帰り、皆さ
んの場所や持ち場で活かしてもらえれば幸いで
す」と呼びかけました。

とを知らなくてごめんなさい」と挨拶。オープニ
ングに「さくらんぼの実る頃」を披露した後、
「島
唄」
「百万本のバラ」
「知床旅情」
「富士山だ」など
１５曲を熱唱しました。加藤さんは時折、客席に
降りたち、ひとりひとりのお客さんに語りかける
ように歌い、お客さんもそれに合わせるように口
ずさむ姿が多くみられました。

第 1 部では、現在、京都大学原子炉実験所助教
である小出裕章さんが講演。小出さんは 1970 年
代初め、女川の町に４年間住み、原発を受け入れ
てほしくないと一軒一軒家を訪ね歩きビラ配りを
していた経験を持つ。初めは原発に夢を持ち、東
北大学工学部原子核工学科に入学、しかし次第に
危険な原発に疑問を抱くようになり、当時女川町
にもちあがっていた原発建設反対運動に加わるよ
うになっていったという。
「東日本大震災後、福島県の帰宅困難地域とい
うところは放射能で汚染され、町はもう復興でき
なくなりました。この女川町も町のほとんどが破
壊されましたが、ここにはいずれ人々は戻り、必
ず町は復興できると思っています」と小出さん。
「だから、これからも女川には放射能に汚染され
るような選択だけはしてほしくないと思っていま
す。現在、女川町は原子力発電を受け入れている
ので交付金や補助金にすがっていますが、いずれ、
原子力発電は機械だから寿命もくるだろうし、そ
のうちウランも枯渇するので、いつまでも補助金
にすがっているわけにもいかないと思うのです」
と語りました。
最後に、これから進むべき道については「今後、
ふるさとを失うような危険と引き換えの暮らしで
はなく、豊かな海と暮らせるような町を、女川の
人たちに創っていってほしい」と結びました。

写真掲載「実行委員会提供」
そのほか、会場では写真家の小岩勉さんによる
「女川海物語」写真展も同時開催され、多くの人
で賑わいました。
（女川から未来を考えるつどい実行委員
川口里比）

第２部では、9 人の地元の皆さんによるリレー
トークが行われ、登米市で畜産を営む男性は「女
川原発が再稼働されて、また同じようなことが起
きない保証はない。是非とも再稼働されないよう
に皆さんのお力をいただきたい」と語りかけまし
た。
また震災後、故郷の気仙沼に戻り現在は保育士
として活躍する 20 代の女性は、
「 子どもたちがの
びのびと希望をもって生活するために私たち大人
ができることはたくさんあると思います。そのた
めには、まず、のびのびと遊べる環境を整えるこ
と、海や山を守ること、みんなで声をあげて考え
ることが大切です」と語り、最後に「いろいろな
立場の人がいると思うが、話をよく聞いて考えて
いきたい。今回のつどいを機に新しい芽が伸びる
ことを期待したいです」と呼びかけました。
第３部のコンサートでは、エメラルドグリーン
の衣装に身をつつんだ加藤登紀子さんが「女川の
皆さん、女川の町がこんなに大変になっているこ
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県に「女川原発の安全性に関する検討会」設置に係る申入れ
8 月 1 日、宮城県知事に対しての「女川原子力
発電所の安全性に関する検討会」の設置に係る申
入れを６団体で提出した。阿部勝彦原子力安全対
策課長中心に数名の方が対応し、申し入れ側 21
名（県議も含む）が参加した。
初めに、申し入れ書を手渡した後、全文を読み
上げた（事前に、討論が深まるように渡してある）。
要旨は下記の４点である。

ったかがわかる。「安全性検討委員会」では、
どれ位放射性物質をもらすのか、県民にどう影
響するのか、倫理的にどうなのか、も含めて検
討して欲しい。
【阿部課長】ベントにより、（放射性物質の影響
が）周辺にどう及ぶかも検討する。
・厳しい意見の人のほうが安全性にとって良い。
・リスクが大きいなら、電力へ「やめて」と指導
するのか。
【阿部課長】再稼動するかどうかは電力の判断。
最終は国の判断。安全に必要なら、県は要求す
ることもある。基本は、事前協議に回答するた
めの判断材料を求めるための「検討会」である。

１、「検討会」を、委員同士の自由闊達な議論と
独自の調査が行われた上に、県当局や東北電力
から独立した公正な意思決定と提言が行われ
る場とすること。
２、「検討会」の検討事項を予め限定せず、「県
民の命と財産を守る」という自治体の使命に資
する事項を幅広く盛り込むようにすること。
３、「検討会」の委員には、県内外の優れた専門
家の中から、原発に慎重、批判的な立場の専門
家も含めて人選し、幅広い知見が提供される場
とすること。（候補者リストで１１人を具体的
に推薦した。）
４、「検討会」での議論と意思決定プロセスはす
べて県民に公開され、さらに県民が意見を述べ
議論に参加する機会が保障されること。

・規制基準に合うかどうかだけで、女川原発の地
震・津波その他の原因での安全性をどう確認す
るかの検討はしてこなかったのか。
【阿部課長】専門家の先生に個別に意見を聞いて
きた。（組織は必要ない。）
・以前の原対室長に、日本の原発では過酷事故は
起こりませんと言われてきた（県の判断）。２，
３号機建設時に、申し入れにより、取水口前面
の海域を浚渫したのは良かった。しかし一時、
津波で取水はできなかった。
・福島事故があっても県の考えが変わっていない
所が問題だ。今回は、安全審査はなくなった。
規制委員会は、原発が安全だということを保証
していない。県は、「動かしても大丈夫」とい
う知識を持たなければならない。
・県の行政には、女川原発の安全性・健全性をき
ちんと監視する委員会が無かった。福島事故を
経験して、大きな視野に立った（防災計画、核
廃棄物などの負の遺産も検討する）常設委員会
を作るべきだ。
・新規制基準では、安全性が審査されていない。
避難計画も含めて、県民の安全確保をするべき
だ。
【阿部課長】要望は受けた。恒久的委員会につい
ては、この場では回答できない。（提示された）
候補者リストは、排除するものではない。

・先ず初めに、宮城県が「検討会」を設置するこ
とに対しては、感謝していることを述べた。し
かし、プルサーマル導入に際しての「安全性検
討会議」では、初めから会議の進め方が決まっ
ていて、その後福島原発事故が起こったが、女
川に地震・津波が襲うことを言った専門家は会
議にいなかった。今回も、情報公開で得た内容
は、福島事故を受けてもその反省がないのでは
ないかと問うと……。
【阿部課長】女川原発に関して今までやって来た
事で、行政上の瑕疵（かし：欠陥、欠点）は無
い。委員は推進、慎重、批判にこだわらず、そ
の分野で活躍している先生にしたい。
・「検討会」を事前協議の確認すべき事項に限定
することは、再検討して欲しい。又、常設の委
員会にして欲しい。
・課長が反省してないのは、余りにも無理解であ
る。県北の汚染は測定せずに安全宣言を出した
がために、対策遅れを生じさせた。国や電力会
社の安全が、福島事故を見れば、いかに誤りだ

以上のような約１時間の話し合いが持たれた。
今後も継続的な話し合いが必要である。
（2014.8.11.記 兵藤 則雄）
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指定廃棄物処分場候補地はすべて水源地
－県民全体で反対の声を！－
我々はブナを守る活動を 30 年やってきました。
そのキャッチフレーズは、「水と命の源ブナの森」
ということで活動してきました。
（中略）やっとブ
ナの伐採が終わり、我々もほっとした矢先、指定
廃棄物最終処分場建設が出てきました。下原（大
和町）、箕ノ輪山（加美町）、深山嶽（栗原市）、3
ヶ所とも水源地です。こんなところに処分場をも
ってきたら、農業用水・飲料水すべて放射能に汚
染されて、我々は生活できなくなると思うんです。
加美町の農協－加美よつば農協なんですけども、
そこではこの最終処分場がきたら「もうコメの取
引はしない」と業者の方に言われているそうです。
そしてこの 3 ヶ所とも豪雪地帯です。風も強いで
す。そして地すべり地帯です。3 ヶ所ともそうで
す。栗駒は地震で皆さんご存知だと思うんですけ
ど、大和町の下原という所もかつては船形山麓で
船形ダムを作る予定だったそうです。30 年以上
も前の話ですけども。地質がだめで、ダム建設は
されませんでした。加美町の箕ノ輪山ですけども、
現地を見てきました。本当に崩れやすい地質です。
こんなところに放射能のゴミを持って来たらどう
なるのか。下流の人たちは大変なことになります。
それでこの問題は三つの市や町の問題でなく、
宮城県全体の問題だと思っています。それもゴミ
は 8000 ベクレル以上で上限がないです。で、稲
わら、牧草、汚泥と、いろんなものが入ってきま
す。それを焼却したら空気まで汚染してしまうこ
とになりますので、三つの市町だけの問題ではな
く、宮城県全体の問題ととらえていただきたいと
思います。そしてみんなで、今回の最終処分場は
宮城県にいらない、という声を上げることが大切
だと思うのです。今三つの市町ではそれぞれ頑張
っています。でも、県民がちょっとよそ見してい
る、という気がしているんです。私は大崎市なん
ですけども、大崎市の人は関心を持っても知らん
ぷりです。自分のところに来ないからそれでいい、
という感じ。でも大崎市は鳴瀬川水系・江合川水
系です。そこから水を頂いて米を作ってるんです。
飲料水もそうです。そういう場所でありながら問
題意識を持たない。大崎市長はそれに対して一言
も触れないですね。そういう状況ですので、県民
全体としてこれを止めるように運動していくこと
が大切だと思います。

1 年前は言えなかったんですけども、放射性ゴ
ミは福島に持ってくしかないと思うんです。福島
の人に申し訳ないんですけども。でも今言わない
とどうしようもないことなので。福島の中間貯蔵
施設ですね、その隣に持って行って一極集中して
管理しないとだめです。山奥に持っていったら、
誰も雪深いところに行かないし、今の異常気象を
思うと何が起こるかわかりません。
「想定外」とい
う言葉が常識になっている世の中ですので、こん
なゴミを山奥に持っていったら絶対だめです。や
っぱり福島、そして東電に持っていくしかないと
思います。そしてですね、原発は海に、ゴミは山
に持っていったら、日本は沈没です。山も汚染し
てしまったら、もう終わりです。
そして加美町のことなんですけども、8 月 17
日、加美町バッハホールで、3 回目の最終処分場
建設反対集会がありました。1000 名の参加者が
あり大盛会となりました。栗原、大和からの発言
もあり、少し連携ができたと思いますが、これか
らです。福島原発事故処理は永遠と続くことでし
ょう。さし迫った宮城県への最終処分場建設を、
まずは止めることだと思います。8 月 20 日には
井上環境省副大臣が加美町に来て、詳細調査を受
け入れるよう猪股町長に要望しました。猪股町長
は拒否しました。国は何が何でも建設したいよう
です。
水俣病は原因が後からわかりましたが、最終処
分場は、莫大な被害が今から見え見えです。それ
なのに作ろうとするのは絶対に許せません。村井
知事は巨大な防潮堤で県民の安全を守ろうと思っ
てるようですが、指定廃棄物処分場建設を拒否す
るだけで県民の安心・安全を守れるんです。税金
を使わないで済むんです。最近の異常気象を思う
と、こんな危険なものは、山奥のしかも水源地に
持っていくべきではない。宮城県全体でこの問題
に反対することをお願いしたいと思います。終わ
ります。
（船形山のブナを守る会会長 小関俊夫さん）
「もうやめっぺし原発! 8.24 アクション」での発
言より抜粋
※本号別冊１０ページに「指定廃棄物 最終処分場を
めぐる動き」を掲載しています。
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原発問題の“ミニミニ”解説〈６〉

安全神話を葬り去った「ベントフィルター」！
ＢＷＲ（沸騰水）型原発の再稼動申請の“目玉”
の一つは、重大事故・過酷事故対策の「原子炉格
納容器圧力逃がし装置」（以下「ベントフィルタ
ー」）の新設です。
H26.8.28 東北電力提出の規制委ヒアリング
資料３によれば、「目的」は、Ａ：炉心の著しい
損傷時に格納容器内のガス（高温水蒸気や水素）
を放出（ベント）し、①格納容器内の圧力・温度
を低下させ過圧破損を防止し、②格納容器内での
水素爆発を防止することや、Ｂ：最終ヒートシン
ク（海）への熱輸送機能喪失および残留熱除去系
の使用不能時には（予防的に）大気中へ熱（高温
水蒸気）を放出し、③炉心の著しい損傷や格納容
器破損を防止すること、などです。その際、放出
ガスをフィルター装置に通すことで放射性物質の
放出量を低減させ、具体的には、Cs-137 は総
放出量を 100ＴＢq(ﾃﾗﾍﾞｸﾚﾙ)以下に低減させ、
粒子状放射性物質の 99.9％以上、無機ヨウ素の

【図１：女川２】

99％以上、有機ヨウ素の 98％以上（検討中）を
除去することが求められています。
その条件を満たそうと、各ＢＷＲ原発では様々
な“工夫？”がなされています（設置せずに済ま
そうという“無謀な工夫”の志賀２＜8.27 朝日
＞は除く）。
その概要は、以下の通りです。
女川２【図１】：原子炉建屋内にフィルター３基
設置＜注＞。ベンチュリノズル方式
柏崎刈羽６・７【図２】：原子炉建屋外（地上・
地下）にフィルター各１基設置（地下は
予備）。スクラバノズル方式
浜岡４【図３】：原子炉建屋外地下にフィルター
１基設置。ベンチュリノズル方式
島根２【図４】：原子炉建屋外にフィルター４基
と、別にヨウ素用（銀ゼオライト）フィ
ルター１基設置。ベンチュリノズル方式

【図２：柏崎刈羽６】

【図３：浜岡４】

【図４：島根２】
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【図５：ベンチュリノズル】

【図６：スクラバノズル】

ここで、フィルター装置の「ベンチュリノズル
方式」【図５】と「スクラバノズル方式」【図６】
は、セシウムやヨウ素などの放射性物質（エアロ
ゾル粒子）を吸収させる「溶液（強アルカリ性）」
と「放出ガス（その中の放射性粒子）」をどのよう
に効率的に接触させるかという原理・ノズル形状
に違いがあり、前者はガス噴出口（ノズル）のく
びれ部側面に小さな孔（スロート）を開けておき、
高速のガス流（極低圧となる）通過時に小孔から
溶液が微細な霧状に吸引される「ベンチュリ効果
（霧吹きの原理）」を使い、ガスの中に溶液を噴霧
させるものです。後者では、溶液の中に多数の小
さな孔を開けたノズルからガスを微細な泡にして
噴出（スクラビング）させます。
いずれの方式も、装置の構造・ノズル等のサイ
ズや、実際の使用条件（ベント時のガスの圧力・
温度・噴出速度など）により“一長一短”がある
と思いますが、真の「性能・除去効率」は実験的
に検証するしかありません。ところが、現時点で
は？実験条件や結果などの重要データは「すべて
非公開（白ぬき）」（企業秘密）で、私たち市民・
第三者がその有効性・安全性を確認することは全
くできません。しかも、女川２の再稼動申請書で
は、フィルターの除染係数を「1000（粒子状放
射性物質）」＜p.78＞として解析し、Cs-137 の
総放出量が「約 2.6×10 －５ ＴＢｑ」＜p.81＞で
「100ＴＢｑ以下」との新規制基準を満たすとし
ていますが、穿って考えれば、除染係数「１」
（＝
フィルターを通さずにそのままベント）としても
「約 2.6×10 －２ ＴＢｑ」で基準以下＜＊＞です
から、その程度の事故（圧力・温度・放射性物質
量）を想定した解析で、重大事故時のフィルター
の除染効果を検証したと言えるのでしょうか。＜

＊だから（筆者は申請書を見ていませんが）志賀
２では「フィルター不要」としたのでしょうか？
＞
また、巨大装置の追加設置という“無理”を行
なうため、女川２以外では新たにフィルター装置
の格納建屋を建設する必要があり、地震時には
「建屋間の配管貫通部」という新たな弱点を抱え
ることになります。一方、女川２では“幸い？”
原子炉建屋内に３基のフィルターを設置できるた
め
＜注＞、格納建屋建設の費用を節減できますが、
原子炉建屋内が狭くなり日常の作業環境が悪化す
るほか、フィルター設置による原子炉建屋（ある
いは設置した階）の地震応答の変化や、内部溶液
のスロッシングによる悪影響（位相のずれや減衰
遅れその他）などについても、検証が必要です。
＜注＞ 風の会・兵藤さんの 9.7 情報（8.28 審
査会合録画中の東北電力説明）では、「敷地が
狭いため」原子炉建屋内に設置することになっ
た、ということでした。
そもそも「格納容器」は、「放射性物質を閉じ
込める」ための“五重の壁神話”の中枢（第４の
壁）です。安全性の観点から単純に考えれば、原
子炉停止後（から数日間）の「崩壊熱（発生する
水蒸気）」を内部で処理できる十分な容量（空間や
冷却水量）を持つよう建造すれば（あるいは格納
容器の大きさに見合う程度の低出力で運転すれ
ば）済むだけの話です。しかし、それには数十
（百？）倍の建設資材が必要で建設費が莫大にな
るため（あるいは発電電力量が少ないため）、経
済的に成り立ちません。
そこで、“安上がり”な「フィルターベント」
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（福島原発事故前まではフィルターなしのベント
装置）が導入されることになったわけですが、こ
れは放射性物質の放出を前提に‘放出量の低減’
を図るものでしかなく、「五重の壁による閉じ込

め」という原発の安全設計思想（神話）は、今や
完全に葬り去られました。 ＜2014.9.7 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

【お詫びと訂正】
前号｢鳴り砂｣2-71 号 10 頁原発問題の“ミニミニ”解説〈５〉 の資料に誤字・脱字がありました。
お詫びして下記のとおり訂正いたします。
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わたしの日々の中に
－大 MAGROCK は、まだまだつづいていきます
大 MAGROCK のはじまりの前、海辺に出てい
ました。有刺鉄線に沿った坂道をくだって、会場
から数分の距離。流れてくるリハーサルの唄や音
が、波間にそよぐ。戻るまでの道すじ、少し離れ
た場所から会場を見つめる車が数台。車内の人は
熱心にメモを取っている。
会場で、その話をすると、
「毎年、見張りがいる
よ。どんな人が出入りしているかチェックして
る。」「チェックをするのは、地元の人。それも地
元の仕事の 1 つとなってしまっている。」
「反対集
会デモの時は、公安もくるよ。」返される言葉に、
息を飲む。有刺鉄線、監視カメラ、見張り。そし
て、公安の出動。こんなフェスは見たことがない。
こんなフェスがあるだろうか。大間の方と話を交
わす。「 地元の人は反対と思っていても、口にで
きない。来たくても、この場に来られない。次の
日から仕事が無くなるんだ。」

震災前。そして 6 月の六ヶ所村村長選の際にあ
らためて観た、「六ヶ所村ラプソディー」。核燃に
対して、賛成派、反対派、さまざまな想い・立場
の声が映し出されている。それでも、
「これからの
こどもたちの未来」に願いを馳せるのは、皆同じ。
そこへ辿る道すじが異なる。ひいては分断が生ま
れてしまう。繋げたい、残したい、「ゆたかさ 」
とは。雇用・お金か。自然溢れる環境か。都市部
のように、仕事に選択肢を持てるわけではない。
地方であるほどに、周囲との関わりの根の深さ。
大間。六ヶ所村を通して、わたしは故郷の姿も顧
みる。
大いに惑った。そして、その惑いは、くるみラ
ジオとしてのメッセージ性も薄めてしまったと思
います。（ごめんなさい。。）くるみラジオ公開収
録・大 MAGROCK を終えて、ぐるぐると考えつ
づけている。震災を受け、宮城で暮らしつづけて
きたわたしだからこそ、発することができた言葉
もあったはずなのに。
「わたしは、震災に問われた
のだ。」という、いつの日か触れた言葉が、ずっと
胸に残っている。同じように、わたしは大
MAGROCK に問われたのだ。何を伝えたいのか。
何がたいせつであるか。

わたしにとって、はじめての大 MAGROCK。
そして、くるみラジオとしてステージ上にあげて
いただく機会が。大 MAGROCK を纏う環境・背
景を知るたびに、そこで発する言葉選びに、沢山
の葛藤を帯びた。
非日常でもあるフェス。都市部から訪れ、その
終幕とともに都市部に戻る身のわたしが、どんな
言葉を口にしよう。その地で日々を培う方々にと
って、どのような想いがするだろう。きもちの折
り合いがつかない中、大 MAGROCK だけでない
大間の日常風景や、大間に暮らす方々の声・想い
に触れたいと、当日前に大間入りをし、わたしの
願いを汲んでくださった武内さんが、往路の中で
大間や六ヶ所村の現状についての情報を重ねてく
れた。お金と雇用。過疎、高齢化。地方に横たわ
る、数々の課題。それは、わたしの故郷にも見る。
そして、原発などの建設はそのような課題を持つ
地方へとはたらきかけられる。

震災での大きな学びは、この国は民の生命を護
らないこと。自分の生命線を、他者に大きく委ね
てしまっていたこと。どれほどに、無知・無関心
であったかを、突きつけられた。
関心を持たないでいること。意識が薄らいでし
まっていくこと。そして、その裏側でモノゴトは
進んでいく。気が付いたら、取り返しのつかない
場所に立たされてしまう。「 NO と言わないこと
は、YES と同じ。」映画・六ヶ所村ラプソディー
の中の言葉が、心に刻まれる。
「反対」という言葉は、メッセージ性が強い。
時として、誰かを傷つけたり、きもちを逆撫でし
てしまうこともある。デモがこわいと口にする方
がいたという話も、後日伺った。
「反対」のその奥に在るメッセージ。‘ こども
たちを守りたい。 ’
‘ 美しい自然を残したい。’
‘ 大
間のことを想ってる。’その地の暮らしを否定する
ものではなく、自分ごととしての意識。大間の現

仙台を発つ前に、映画「福島 六ヶ所 未来へ
の伝言」を観た。
「再処理が来たことで、出稼ぎに
行かないですむ。家族で暮らせる。」スクリーンの
中で、六ヶ所村の方が話す。地元に雇用が生まれ
たことで、家族が離れ離れにならず、皆でいっし
ょに暮らすことができる。それも、しあわせのか
たちの 1 つ。
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状を伝えながら、願いを音を紡いできた大
MAGROCK。そして、それぞれに想いを抱えて
全国各地から本州の最北端へ駆けつける方々。

その時の気持ちをどんなふうに伝えるか、と問い
かけられる。写真かな。絵かな。言葉かな。問い
かけたその人は、こう言った。自分が変わってゆ
くことだって。その景色を見て、感動して、自分
が変わってゆくことだと思うって。」

「大 MAGROCK、どうだった？」と、問われ
ます。まずは行ってみてほしい場だと思います。
自分の目で見て、感じて。自分ごとに。自分の
暮らしのいとなみへ。

わ た し の 日 々 の 中 に 。 wasanbon に 。 大
MAGROCK は、まだまだつづいていきます。
来年の大 MAGROCK は、2015 年 7 月 18・
19 日の開催。わたしはまたあの場所に在りたい
です。
（wasanbon のブログより転載）

故・星野道夫さんの言葉の中で、特にすきなも
のがあります。
「泣けてくるような景色を一人で見ていたとする
でしょう。もし愛する人がいたら、その美しさや

「みやぎ金曜デモ」100 回に寄せて
―核と人類は共存できない―
2012 年の夏、大きな盛り上がりを見せていた
「首相官邸前の脱原発金曜アピール行動」に触発
される形で始めた「みやぎ金曜デモ」ですが、去
る 8 月 24 日に第 100 回を記念したイベントを、
8 月 29 日に第 100 回のデモを行いました。こ
こまで続けることができたのも、毎回参加してい
ただける皆様をはじめ、たくさんの方々の有形無
形のご支援があったればこそです。この場をお借
りして、改めて感謝の気持ちを申し上げます。
最も参加人数が多かった時には、350 名もの
方々が隊列に加わってくださいました。今でもコ
ンスタントに約 80 名の皆さんが参加してくださ
います。これからも、皆様の「気持ち」を表し、
同じ気持ちを持つ市民がつながれる場として続け
ていく所存です。

ら消し去りたい、あわよくば国民を言いくるめて
さっさと原発再稼働を実現させたい、と考えてい
る「原子力ムラ」の連中の思惑に抗する、ささや
かな力にはなっているのではないかと自負してお
ります。
これからも、この宮城県、日本国、そして世界
中の原子力発電を止めるべく、声を上げ続けてい
きます。デモという市民の表現の権利の行使とい
う形で、続けていきます。
この夏に講演を伺った広島の被爆二世の方がお
っしゃった「核と人類は共存できない」という言
葉を今一度思い起こしながら、原発推進派に抗す
るべく、できることを粘り強く続けていきます。
どうか皆様、これからもお付き合いください。そ
して、知恵と力を私たちに貸してください。
よろしくお願いします。
（みやぎ金曜デモの会 代表 西 新太郎）

最近デモ行進中に読み上げるメッセージに、
「私
たちは暇だからデモをしているわけではありませ
ん。危険な原子力発電を止めるため、忙しいのに
集まって声を上げ続けているのです」という趣旨
の一文が加わりました。私たちの思いは、この一
文に尽きると思います。どの世論調査を見ても原
発再稼働に反対する国民が過半数なのに、政府与
党はなぜ安心・安全な暮らしを求める国民の声に
耳を傾けようとしないのか、説得力のある説明が
ないまま原発再稼働に向けてひた走っています。
デモを 100 回も続けなければならなかったこ
と自体は、全く祝うべきことではありません。し
かし、毎週仙台の街をアピール行進することで、
原発事故を忘却の淵に押し込めたい、皆の意識か
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子ども脱被ばく裁判が始まり
ました―自分たちの安全を守っていける社会を―
2011 年 8 月に緊急に福島地裁郡山支部に仮
処分申請(提訴)した「ふくしま集団疎開裁判」は、
2012 年 10 月に仙台高裁での第二審が始まり、
当初の予想を裏切り 2013 年 4 月までかかって
最終決定(判決)がなされました。子どもたちの安
全な場での教育の権利を保障し、学校ごと集団で
避難して教育を受けることを求める取り組みを続
けてきましたが、一つの節目を迎えることとなり
ました。
仙台高裁は、郡山市の子どもたちが暮らす場で
は、放射能被害の可能性は避けられないと認定し
たにもかかわらず、自治体には疎開して安全な教
育の場を確保する責任はない、と判断しました。
被害を避けたければ勝手に逃げろという、通常で
は考えられない無責任な決定でした。到底納得で
きない内容に、さらなる取り組みが始まりまし
た。
その一つは、集団疎開のモデルケースともなる
「まつもと山村留学（まつもと子ども基金）」です。
福島の子どもたちが松本市郊外の自然豊かな場所
に立地した、基金の提供する寮に移り住み、地域
の小学校に通っています。
そして今年、8 月 29 日には新たな裁判「子ど
も脱被ばく裁判」が、原告 86 名（子ども人権裁
判と親子裁判で延べ 110 名）が福島地方裁判所
に訴状を提出し、受理されました。みやぎアクシ
ョン秋のつどいでお話しいただく井戸謙一弁護士
が弁護団長となる、第二次提訴の出発です。第一
次提訴が郡山市に仮処分を求める緊急の裁判であ
ったものから、一歩進んで国・県・市町村を相手
どり、広く原告を募って行われる、満を待した本
格提訴です。福島の小中学生が原告となる「子ど
も人権裁判」と、被災当時 18 歳以下の子どもと
その親が原告となる「親子裁判」の 2 つからなる
裁判です。
「子ども人権裁判」は、福島県の小中学校に通
う児童生徒が原告となります。地元の市町村に対
し、年 1 ミリシーベルト以下の安全な環境で教育
を受ける権利があることの確認を求める裁判で
す。
「親子裁判」は、原発事故当時に高校生以下の
子どもまたは原発事故以後に生まれた子どもで、
原発事故以後に福島県で被ばくをした子どもとそ
の保護者(自主避難者含む) が原告となります。
国と福島県に対し、国や福島県には子どもたちの
健康を守る義務があるのに、原発事故のあと、子

どもたちを被ばくから守ろうとせず、無用な被ば
くをさせ、子どもとその保護者に筆舌に尽しがた
い精神的苦痛を与えたことを理由とする慰謝料
(10 万円)請求の裁判です。単に慰謝料を得るこ
とよりも、被害に対しての施策を受ける権利を明
らかにし、今後の体制の整備につなげようという
主旨です。
この裁判では、国や県をも訴えるわけですから、
相当の反論を用意してくることが予想されます。
私たちはこの抵抗に対して、広く市民の理解と支
援を得て闘ってゆくことが必要です。原告の方た
ちの権利を勝ち取ることに留まらず、現に放射能
被害に晒されているすべての人、そして将来原発
事故が起こってしまった際に、被害を受けてしま
う可能性のある人、つまりすべての人の安全を保
障できる社会体制を構築するための、第一歩とな
る取り組みとなります。
かつて、薬害エイズ裁判は、7 年間の闘争の末
18 年前に和解にこぎつけ、すべての人が当事者
となる可能性のある薬害と HIV 感染について、
一定の社会体制の構築につながる成果をもたらし
ました。これは、多くの被害を受けた人たちの努
力と、これを自分ごととして共感した全国の市民
による運動が展開されたことで、はじめて実現し
たものです。
みなさんのご理解を得ることから、さらに周囲
の方に運動を広げていただき、全国民的・世界的
なムーブメントを湧き起こす契機としてください。
原告となってくださる方に呼びかけてください。
日常生活で出会うあらゆる人に裁判を知らせてく
ださい。そして、市民が安全を判断するに足るだ
けの十分な情報開示を実現し、子ども被災者支援
法が正当に運用され、誰もが自分の判断で主体的
に行動できる、自分たちの安全を守ってゆける社
会を、ともに作っていきましょう。どうかお力を
いただけますように。 （小浜耕治）
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バリ島からの便り
ボーダーレスで生きることだけは間違いなさそうだ。
2012 年 4 月、盛岡市からインドネシアのバリ
島に夫と避難移住した。

バリの避難所は 3 年間だけの開設となった。でき
るだけ多くの人に利用していただけるように動き
たい。少し前までは「定住」が人生目標だったが、
今は生きてりゃいい、ってことにした。ボーダー
レスで生きることだけは間違いなさそうだ。仕事
やビザや暮らしの報告は紙面が尽きた。機会あれ
ば、再見！
（木村 理恵）

気仙沼市の実家と父は津波の犠牲になった。73
歳の母は娘たちとの同居を拒み、今も仮設住宅に
独居する。気楽な１人暮らしを愉しむ一方で、長
引く仮設生活の疲れや被災当時からの緊張・不安
で、今なお睡眠導入剤を常飲。防潮堤暴挙、東京
オリンピック、復興税流用の被災地棄民政策も、
仮設住民の生きる力を奪う。
私は 2011 年 4 月から 9 ヵ月間、岩手県大槌
町と気仙沼でボランティアをしたが、不正出血が
続いたのでやめた。婦人科ではストレス性と言わ
れたが、自分は被曝症を疑った。骨に食い込むよ
うな疲れが抜けないことも未経験だった。今は快
調な日々に感謝している。
2012 年元旦の地震で進退を決めた。夫は 3 月
に早期退職をした。石巻出身の旧友が「逃げてき
て」と呼び続けてくれたバリ島へ避難した。

【スラバヤ市民と原発セミナーを開催】

国外避難の選択には、さまざまな反応を寄せて
いただいた。また、
「妊娠したから避難？」と聞か
れ、子どもがいない人の逃げ辛さに気づいた。子
どものいない自分がまず逃げて、逃げたい誰もが
逃げられるために微力ながら尽くしたい。被曝・
兵役強要、原発再稼動を終わらせるまでは、避難
受け入れは国外でも必要だと思う。

●東海原発が初稼働した1966年以降「原発ゼロ」
の夏は半世紀ぶり。昨年9月、大飯原発3・4号機
が定期検査入りしてから、全国の原発48基が停止
したまま１年が経過。電力需要のピークの冬・夏
でも、原発がなくとも電気が足りることが明らか
に。規制強化や世論の反発、2016年電力小売り
全面自由化を控え、巨額の対策費を掛けられなく
なり、老朽原発廃炉が現実化、原発“淘汰＝減発”
の時代に。
●東北電力は、震災以降「原発ゼロ」4度目の夏
を迎え、再稼働は不透明なまま、原発が最も“不
安定電源”であることを実証。昨年9月の電気料
金値上げ以降、電力小売り全面自由化を前に、新
電力が攻勢を強め大口顧客流出が5割増し状況。6
月1日に女川原発1号機は営業運転開始から30年
が経過。5月に原子力規制委員会から、老朽化対
策に関する原子炉施設保安規定の変更の認可を受
けたものの、震災時、原子力建屋の天井クレーン
が破損、やっと3年後の6月に原子炉格納容器内部
の検査に着手できたばかり。巻原発、浪江小高原
発を止めたように、“賢い選択”が迫られている。
（空）

【編集雑記】

市民活動は国外でもできる。在外選挙制度で投
票も可能だ。インターネットでパブコメ、カンパ
送金、裁判原告参加も問題ない。反核イベント参
加や保養支援は一時帰国のときに限られるが、移
住国の反核者たちと行動できる。原発建設候補地
のひとつ、インドネシアのスラバヤ市民と原発セ
ミナーを開催し、今後も各候補地で続けていくこ
とになった。反核連帯を呼びかける前に、戦後処
理棚上げと反省なき現政、アジア搾取で経済成長、
今は原発輸出と放射能の地球汚染源の日本人とし
て謝罪し、面映い思いで避難移住の理解と協力を
請う。加害の自覚なしのアジア移住は、未来を閉
ざすと思う。
拙速なことに避難所兼自宅をバリに建てたが、
事情で 2017 年にはフィリピンに再移住のため、
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福島原発事故を忘れない
女川原発再稼働を許さない！
2014 みやぎアクション 秋のつどい
「原発のない未来を子ども達へ！」
日時□11 月 8 日（土）13 時半～16 時半
（開場 13 時）
場所□仙台弁護士会館 4 階大会議室
仙台市青葉区一番町 2-9-18（晩翠通り）
講演□井戸謙一さん
（2006 年志賀原発運転差止判決を下した
裁判長、子ども脱被ばく裁判弁護団）
報告□福島県浪江町から 吉澤正巳さん
（希望の牧場ふくしま代表）
宮城県女川町から 阿部美紀子女川町議
（女川から未来を考える会代表）
参加費□500 円（申し込み不要）
主催□女川原発の再稼働を許さない！
2014 みやぎアクション
（代表 鈴木宏一弁護士）
http://dkazenokai.blog.fc2.com/
お問い合わせ／TEL&FAX 022-373-7000（篠原）
hag07314@nifty.ne.jp（舘脇）

【インフォメーション】
第 104＆第 105 回＆第 106 回＆第 107 回
大飯を止めろ！女川再稼働するな！
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）
https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
日時□9 月 28 日(日)肴町公園
14 時集合 14 時半デモ出発
10 月 3 日（金）勾当台公園野外音楽堂
10 月 10 日（金）肴町公園
10 月 17 日（金）元鍛冶丁公園
（金曜夜は 18 時集合 18 時 30 分デモ出発）
主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西）
（090-8819-9920 電話は 20 時～22 時まで）
e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com

ドキュメンタリー「A2-B-C」上映会
日時□9 月 27 日（土）第一回 16 時～
第二回 18 時 30 分～
会場□日本基督教団東北教区センター
「エマオ」３階会議室
入場無料／要予約
予約／問合せ 022-796-5272
日本キリスト教団東北教区放射能問題
支援対策室いずみ

【もくじ】
●原発に頼らない希望あふれる町をめざして
………１
●県に「女川原発の安全性に関する検討会」
設置に係る申入れ
………３
●指定廃棄物処分場候補地はすべて水源地
－県民全体で反対の声を！－
………４
●安全神話を葬り去った
「ベントフィルター」！
………５
●わたしの日々の中に－大 MAGROCK は、
まだまだつづいていきます
………８
●「みやぎ金曜デモ」100 回に寄せて……９
●子ども脱被ばく裁判が始まりました……10
●バリ島からの便り・編集雑記
………11
●インフォメーション
………12

鎌仲ひとみさんと語る
―チェルノブイリのその後と福島の今後
～「カノンだより VOL.2」上映会
＆鎌仲監督トーク～
日時□10 月 13 日（月・祝）14:30～17:30
会場□仙台市市民活動サポートセンター
6 階研修室
参加費□1200 円
主催□「カノンだより」上映会実行委員会
申込み□090-2738-3820（熊倉）
宮城県保険医協会 公開市民講座
「本当はどうなの？原発のコスト
～これからの電力・エネルギー政策を考える～」
講師□大島堅一氏
（立命館大学国際関係学部教授）
日時□10 月 18 日（土）14 時～16 時
会場□仙台弁護士会館 4 階大会議室
参加費□無料（要申込・FAX 022-265-0576）
主催□宮城県保険医協会

【別冊もくじ】
●「女川２過酷事故」をも上回る、
福島第一原発でのがれき撤去作業！ ……１
●福島原発事故の“新たな謎”！
………６
●指定廃棄物最終処分場をめぐる動き……10
●女川原発アラカルト
………12
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