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女川原発の安全性に関する検討会---傍聴記

--- 会議の進め方を再検討すべき --2015.7.29 に第６回「女川原子力発電所２号
機の安全性に関する検討会」が開催された。13
名が傍聴し、私の確認した所では、朝日の記者１
人でカメラ取材はなしで、報道規制が効き出した。

・（1）安全性対策全般（自主対策）（No．52
関連）
・関連報告（女川 2 号機安全対策工事工程の見
直しについて）
（2）その他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●（1）炉内点検 については、意見が続出した。
・燃料棒の点検は、今回の地震を受けた事を考え
ると抜き取り検査では不十分。全数チェックを
すべき。
・３．１１地震による燃料体の相対変位が、加振
試験で挿入性に問題のない範囲内に収まったと
いう解析については、今後の詳細説明が求めら
れた。何が分かったかさっぱり判らないという
意見もあった。
（どうも 4ｍの燃料体を振動さ
せ、直角に 40ｍｍ以下の変位なら大丈夫とい
う過去の実験結果を判断基準にした今回の解析
だった様だ。）
・メタルは、繰り返し加重に対してチェックする

議論された内容は下記の通り。但し（6）ソフ
ト面の対応、（5）内部溢水 は時間切れで延期。
（詳細は、
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/ke
ntoukai.html を参照）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（1）各論点の説明・検討
「1 地震後の設備健全性の確認」
・（1）炉内点検（No．6 関連）
・（4）震災時の津波調査
・（6）ソフト面の対応（No．12 関連）
「2 新規制基準適合性審査申請」
・（5）内部溢水（No．65－66 関連）
「3 その他」

被災原発を再稼働させて大丈夫！？

入場無料

市民による女川原発の安全性を問うシンポジウム part 1
パネリスト□井野博満氏（東京大学名誉教授、金属材料学）
小倉志郎氏（原発プラント技術者、元東芝）
後藤政志氏（原子炉格納容器設計者、元東芝）
コーディネーター□菅波完氏（高木仁三郎基金事務局）
日時□2015 年 11 月 23 日（月・祝）12 時 30 分～16 時 15 分
会場□仙台市情報・産業プラザ多目的ホール（アエル 5F）（定員 600 人）
主催□市民による女川原発の安全性を問うシンポジウム実行委員会
TEL&FAX 022-373-7000（篠原） E-mail:hag07314@nifty.ne.jp（舘脇）
共催□原子力市民委員会
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必要あり。飛行機の疲労破壊の様な事もある。
基準も必要。
・ホウ酸水注入による原子炉停止について詳しく
説明せよ。

足説明する。
・なぜ今ここでこの説明なのか。→工事工程の見
直しがあったので説明した。
●改めて質問等あれば事務局まで提出の事。

●（4）震災時の津波調査については
・発電所付近地形の固有周期は 6,10,13 分と確
認。
・津波の周波数領域の再現性について……津波潮
位観測記録は 5 日間。５日間と解析結果 3 時間
を比較してもあまり意味がない。

以上で会議は終了したが、以下感想。
・先ずは、マスコミや傍聴者の録画禁止のため、
一般県民には情報がストレートに伝わらず、密
室的会議になっている。
・津波対策については、北海道沖地震での津波に
ついて GPS 観測の強化は言われても、そもそ
も 今後どのような津波が予想されるかの議論
がない。今後きちんと議論しないと、又想定外
と言われそうだ。
・東北電力の準備できた事項の説明会になってい
る。しかし説明不足。
・検討会で何を重要視して議論しようとしている
のかあいまいで、このままで今後どう進めるの
か先が見えない。
・構成員からの東北電力への質問や要望は結構あ
るが、構成員同士の議論はない。会議の進め方
について、構成員でもっと議論してから進めた
方が良い。
（2015.8.11.記） 兵藤則雄

●（1）安全性対策全般（自主対策）については
・GPS による津波監視システムの情報は「参考情
報として状況監視に活用」とあるが、運転停止
や避難誘導に使えないかという意見と、15 分
前の情報は実際に使えるかは微妙との意見あり。
●関連報告（女川 2 号機安全対策工事工程の見直
し）については
・軽油タンクの地下化工事について
定量化した学術的効果確認の説明できないか。
地下化のメリットは分かるが、リスクが増加す
るのはどこか、当初は地下でないのに そもそ
も何故地下化か分からない。→竜巻、火災対策
で規制基準審査に対応する為で、次回以降に補

第７回

女川原発の安全性に関する検討会---傍聴記

--- 検討会構成員の力量に限界あり --2015.8.20 に第 7 回「女川原子力発電所２号
機の安全性に関する検討会」が開催された。11
名が傍聴し、マスコミは カメラ取材が 1 社、そ
の他に記者 1 人がいた様だ。議論された項目は下
記の通り。（詳細は、
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/
kentoukai.html 参照）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「１ 地震後の設備健全性の確認」
・（６）ソフト面の対応（No.12 関連）
「２ 新規制基準適合性審査申請」
・（３）その他（外部火災）
・（４）内部火災
・（５）内部溢水（No.65～66 関連）
「関連報告」
・地震・津波による主要設備への軽微な被害の対
応完了

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●（６）ソフト面の対応について
・福島事故では、他電力、対政府対応に戸惑った
様だ。県外とのソフト面の対応はどう考えてい
るのか？ ⇒国とは本店が対応、他電力とは協
力協定で対応、防災訓練でもよりよい形にした
い。本店は、現場のサポートに徹する。
●（３）その他（外部火災）、（４）内部火災につ
いて
・森林火災について・・・発電所周辺に防火帯（20
ｍ幅で樹木伐採後はモルタル吹き付け）を設定。
モルタルは劣化するのでは？ ⇒具体的な運用
計画で対応する。（心もとない対応だ。）
・防火帯の基準はあるのか？ ⇒ない。
・固体廃棄物のすぐそばが防火帯は良くないので
は？ ⇒守るべき物を中に入れた。建物で防御
する。
・航空機墜落による火災はどこで燃えたと想定し

以下に討論内容を記す（⇒以降は東北電力の回答）
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ているか？ 許容温度 200 度 C に対して 181
は保守的か？ ⇒10 の-7 乗（回/炉・年）域
で考えた。次回以降に又説明する。
・内部火災で今回新たに変わったのはどこか？
⇒蓄電池室の水素漏えい対策、火災感知設備増、
ガス消火増、新泡消火、消火水系二重増、火災
区域分離強化、貫通部や扉の影響軽減対策。
・女川 1 号機で、地震でのケーブル火災があり、
気にしていた所だが間に合わなかった。
（ 1 号機
は再稼働無理？）
・敷地内危険物の 2 号機軽油タンクは地下埋設化
する。（竜巻、火災、火山対策。）

査を受けている。
（工事計画認可、保安規定変更
認可で見るので、完成しなくても、新指針に対
しての審査が通る事になる。現在これが同時進
行で行われている事への追及はない。）
・別なフロウ、違う組織の目で評価する機会を考
えて欲しい。⇒社外の目での評価は検討課題と
する。
●地震・津波による主要設備への軽微な被害の対
応完了について
・
「2 号機タービン建屋外壁のひび割れ」について
復旧した事が報告されたが質問なし。
（61 件中
長時間かかった最後の問題であり、詳しい事が
公表されていないので追及して欲しかった。構
成員の力量限界か？）

●（５）内部溢水について
・女川原発での基準地震動 Ss が 580 から 1000
ガルへ変わったが、内部溢水から見た定量的評
価（B、C クラスなど含め）は、どうなってい
るか？ ⇒耐震補強などで対応。但し防護対応
設備の建屋に限る。
（ この様な説明に納得してし
まう構成員は、問題。）
・フローチャート（P.5）に放射性物質を含んだ
流体かどうかが書いてないのは問題だ。⇒説明
の仕方を検討する。
・真ん中の配管からの水漏れの図（ P.8）は、お
かしい。貫通部から漏れるはず。⇒模式図だ。
・溢水影響評価は、
「安全機能が喪失しない事を確
認した」とあるが、工事後対応を図ることが前
提で、この表現は感心しない。⇒基本設計で審

【傍聴して感じた問題点】
1. 耐震補強の所など、構成員がいい質問をしても
力量不足で、突っ込みが足りない。
2.構成委員と電力の情報量、認識度に差があり、
溢水の問題で、水による障害を議論したい時に
放射性水の問題を指摘され、さすがに電力も説
明に苦慮している。
3.航空機墜落の件 説明が分かりにくい。
4.国任せの、審査願いの発言もあり、県の「検討
会」の存在意義も問われる。
（2015.8.30.記） 兵藤則雄

指定廃棄物最終処分場候補地詳細調査入り阻止行動 （加美町田代岳）

特措法と基本方針は「穴の開いた笊」
船形山のブナを守る会

芳川良一

8 月 28 日、31 日の環境省による詳細調査入
りへの抗議行動に居合わせたので、寄稿させてい
ただくことにしました。
ただ、わたくしは住民の後ろ側に居たせいで、
front の遣り取りはみえず、ハンドマイクの音も
途切れ途切れでよく聞き取れなかったので、部分
的な報告になります。
7 月に、大和町と加美町であいついで、いずれ
も 1,000 人規模の大反対集会が開かれました。7
月に環境省の何らかの動きがあるものとの予想の
中での集会でした。
7 月 10 日の大和町まほろばホールで催された
建設反対集会は、これまでの大和町の運動を、黒

【28 日の朝、環境省を迎え撃つ直前】
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川郡全体の運動に拡げたものになりました。郡内
全町村（大和町、富谷町、大郷町、大衡村）の首
長が登壇し、最終処分場建設を自らの町・村の問
題として捉え、力強く反対の挨拶(決意表明)をし
ました。

高橋会長の全身からふりしぼるような大きな声で
の抗議が印象に強く残っています。高橋会長の「東
クン、帰りなさい。住民に対する説明会は要りま
せん。」（東クンとは環境省東北の保全統括官）は
迫力がありました。環境省の急襲に、取り敢えず
軽トラで駆けつけた人々の怒りと不安に満ちた顔、
抗議に駆けつけた皆のために用意されたおにぎり
の炊き出し（朝、昼）、に感動しました。

7 月 19 日には、加美町バッハホールで建設反
対集会が開かれました。こちらは、最終処分場建
設に批判的な学者（九州大 吉岡仁教授、東北大
大槻名誉教授）と、地元出身の弁護士（仙台弁護
士会 青木氏）を呼んでの講演を織り込んだかた
ちです。参加者は、自分たちの考え・運動の間違
っていないことを再確認できたものと思います。
しかし、7 月に環境省は動きませんでした。環
境省が目立った動きをとらなかったこの時期、二
つの町での集会は、町民の士気高揚に大いに意義
深いものでした。

現地調査入りは、3 候補地同時でなければ受け
入れないというのが、栗原市、大和町から出され
ている条件です。加美町で激しい抗議のため調査
入りできなかったので、栗原、大和でも、待機し
ていた環境省職員等は撤退せざるをえません。
9 月に入り数日経ちましたが、いまのところ動
きは出ていません。ただ、環境省と加美町の間で
専門家を交えた意見交換会にむけての調整が行わ
れているとのことです。猪股町長が環境省に屈す
るということはないと思うものの、そこに仕掛け
られた罠はないのか、意見交換会を環境省が巧み
に利用し調査入りの口実にしてしまわないか、気
になるところです。それから宮城県知事が意見交
換会に介入したがっています。もし介入するよう
なら、またややこしくなってしまいます。
そうするとやはり、この問題については、抗議
の主体はあくまでも住民なので、その住民の意思
をいかに直接的に表現するか、その方法を模索す
る、そんなかたちを採り続けることが肝心と思わ
れます。

そうしたなか、7 月から 8 月にかけて、候補地
のひとつ栗原の佐藤市長が非常に微妙な発言をし
ます。「8 月末（当初 7 月末だったが、1 ヵ月延
期し 8 月末に）まで詳細調査に入らなければ、3
候補地そろって候補地を返上する」と。これが呼
び水になったと思うのですが、環境省は 8 月の末
に急遽、3 候補地同時に、現地調査にやってきま
した。
8 月 28 日の調査入りは前日の 4 時頃に環境省
から通告があったのだそうです。我われは、あわ
ただしい対応がもとめられました。住民の方々に
も情報が伝わりきってなかったようです。町民の
或る方は、TV のニュースで初めて知ったと言っ
てました。急なこととはいえ、住民間の情報伝達
に工夫が要るようです。
朝 8 時と午後 1 時の 2 回、3 台の車と機材を
積んだトラック 1 台で環境省職員と業者の 12 人
が現れました。迎え撃つ住民は 250 人（午後は
200 人弱）。候補地入り口の町道を塞ぎます。猪
股町長と「断固反対をする会」の高橋会長が最前
列で、旗やノボリ、プラカードを持った住民がそ
の後ろに控えるという布陣です。環境省の「現地
調査に入りますので道を空けてください」に、
「断
固反対」
「環境省は帰れ」のシュプレヒコールで応
酬。環境省は 20 分ほどねばった後、また来ると
言い残して退散です。
土、日を挟んで週明けの 8 月 31 日、午前 10
時と午後 1 時に、再び現れました。環境省の陣容
は同じ。集まった住民は 28 日より増えて、350
人（午後は 300 人弱ぐらい）。環境省は、この日
も住民の激しい抗議に為すすべなく、撤収です。
28 日、31 日はいずれも小雨の降る中での攻防
です。猪股町長の歯切れのいい言葉による攻撃、

猪股町長が、環境省が現地に現れる前の、住民
への挨拶で言及していましたが、
「8,000Bq 以下
が処分場問題で重要」と。わたくしも前々からそ
こが気になってました。指定廃棄物最終処分問題
は所謂指定廃棄物に限らず、8,000Bq を超えて

【昼、いつ来るか分からない環境省に
座り込んで待つ】
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いるにもかかわらず未指定になっているもの、
8,000Bq 以下の汚染稲藁、牧草の処理にも関わ
ってきます。8,000Bq 以下は自治体に処分がま
かされています。
先ごろ仙台市が一般ごみと一緒に燃やしてしま
う混焼を始めました。大いに問題があります。主
灰、飛灰、埋め立てによる新たな被害に繋がる可
能性があります。仙台市は 530 ㌧を来年の 2 月
までに焼却する計画です。
栗原市では 2,592 ㌧ある汚染牧草を堆肥化す
る実験を始めたようです。
わたくしの住む大崎には汚染牧草、稲藁が
3,600 ㌧もあります。大崎市はまだどうするとも
言っていませんが、いずれ大きな問題になるでし
ょう。
8,000Bq 以下についても、国と東電の責任で、
一貫性のあるしっかりした対策を講じていかない
と、放射能がいたるところに蔓延してしまいます。
風評、或いは実害の撒き散らしに繋がります。こ
れも特措法と基本方針の「穴の開いた笊」の一面
です。

再稼動はあってはならないのです。福島原発事故
をあたかもなかったことのように、国民の記憶か
ら消し去ろうとする施策と宣伝を繰り返す国と電
力に、責任を持ったかたちでの廃棄物処分（管理）
をするよう、追求し続けていかなければいけませ
ん。川内原発が再稼動してしまった今、とくにそ
の観を強くしています。
31 日の猪股町長の駆けつけた住民への挨拶の
中で、政治家にもっと動いてほしいという内容の
発言がありました。これは栃木県の塩谷町の 8 月
28 日 の 集 会 を 受 け て の こ と な の で し ょ う 。
3,000 人規模の集会に多くの国会議員が参加し
たそうです。加美町の抗議行動には、国会議員ど
ころか、県議会議員も参加した様子はありません
でした。
いずれにしても、8 月末の環境省の現地調査を
とりあえず阻止した加美町とその住民に、敬意を
表したいと思っています。
ところで、この紙面を借りて、報告を１件させ
ていただきます。
去る 7 月 12 日、大崎市のパレットおおさきで
『日本と原発』を上映しました。たいへん盛況で、
当日の入場者は会場収容数いっぱいの 330 名に
及びました。加美町の猪股町長も来場してくれま
した（伊藤大崎市長は現れませんでした）。大崎市
民ならびに隣接市町の住民の方々の原発に対する
関心の深さ、危機意識の高さの表れだと思います。
（2015.08.8 記）

周知のように、特措法と基本方針に基づく指定
廃棄物処分場建設は行き詰っています。いや破綻
しているといってもいい状況です。5 県（宮城、
茨城、栃木、千葉、群馬）のうち、茨城、群馬の
２県では候補地すら決まっていません。候補地が
選定された宮城始め 3 県では住民の激しい反対運
動で前へ進めることができなくなっています。
矛盾だらけの、笊の様な穴だらけの特措法と基
本方針に基づく処分は、進めさせてはならないの
です。さらに、この問題の解決なくして、安易な

仙台市で「放射能汚染物質」焼却中
脱原発仙台市民会議事務局長
●昨年末、利府町で汚染牧草焼却処分

広幡

文

紹介もあり、利府町の焼却が県内の低レベル放射
能汚染物質（総量 4 万 8 千トン）焼却の先例とな
ると危惧された。しかも農林系の放射能汚染物質
の焼却処分は、2014 年 4 月国（環境省）が作っ
た復興加速化事業の補助金制度があるため、実施
自治体に財政的負担がない。

昨年 12 月河北新報に「利府町で放射能汚染物
質焼却始まる」の記事が載った。そこで本年 2 月
18 日宮城東部衛生処理組合見学会を行った。同
組合利府焼却場では 11 月から 2 月まで、総量
30 トンの汚染牧草を毎日 600kg、一般ゴミ（1
日 平 均 155 ト ン ） に 混 入 し て 焼 却 ( 混 入 率
0.38％)。焼却中の飛灰最大セシウム値は 730 ㏃
/㎏と説明を受けた。
河北新報には佐野好昭県環境生活部長の談話
「自治体の取り組みが広がるよう支援する」との

●仙台市でも汚染牧草・ホダ木 570ｔ焼却へ
7 月脱原発仙台市民会議が行った仙台市議予定
候補者へのアンケートで、共産党花木議員が仙台
市の試験焼却を紹介。そこで 7 月 17 日松森焼却
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場で経済局農業振興課から「放射能汚染牧草・ホ
ダ木の処理」の説明を受けた。
「対象牧草 327 ト
ン・ホダ木 245 トン。高い数値で 5400 ㏃/㎏、
平均 490～135 ㏃/㎏。毎日 8.5 トン汚染物質
を千トンの一般ゴミに混入して試験焼却。試験焼
却で安全性を確認し、8 月本実施する。本実施も
一日 8.5 トン焼却予定」と説明された。「市民へ
の説明責任は」という質問に、
「今回の試験焼却で
は市民に通知しなかった。本実施の際はホームペ
ージでの公開を検討したい」との回答。
市民会議は 7 月 31 日仙台市長に「周辺住民へ
の説明を」
「 新たな放射能汚染を生みだす可能性が
あるので焼却中止を」という申し入れを行い、8
月 17 日交渉を持ったが、農業振興課は 8 月 24
日からの本実施を説明するにとどまった。住民へ
の説明も「安全性が保たれているので必要ない」
との高飛車な回答だった。

の値を示す。環境省ＨＰでも、仙台市の一般ゴミ
焼却で飛灰が最高時 2,581 ㏃/㎏値を示している。
こんなに高い値の飛灰を主灰と分離できない弱点
があるのだ。
さらに利府焼却場では放射線量の高い飛灰をコ
ンクリートペレット化して埋立地に搬送する。だ
が仙台市の 3 焼却場にはペレット化の機械が無い。
「飛散しやすい飛灰をどう扱うのか」と松森焼却
場で質問したら、「水で湿らせ飛ばないようにす
る」との回答。要は一般焼却灰と同じ扱いで、富
谷町石積埋立場に埋めるのである。
この方法では放射性セシウムが周囲の水に溶け
やすく、溶けてゆく時期はコンクリートペレット
化された森郷埋立場より 30 年以上早いと想像さ
れる。

●最終処分場建設と同様、新たな汚染が心配

脱原発仙台市民会議は、仙台市の焼却問題を広
く市民に伝える必要があると判断。8 月 12 日仙
台市役所の記者クラブで記者会見を行い、8 月 17
日仙台市との交渉に臨んだ。結果、新聞 3 社・テ
レビ 3 局が取材し、大きく報道してくれた。7 月
の試験焼却時も、河北新報に紹介を依頼し、試験
焼却中の記事掲載が実現した。
これらの報道にふれた市民が各地で反応。本焼
却開始の 8 月 24 日には、松森焼却場の地元「鶴
が丘」で新婦人泉支部が主催し、仙台市に説明会
を開かせた。50 名を超える市民が集まり、地元
に事前説明の無いこと、建設前の約束も反故にし
ていると、怒りの声が発せられた。9 月 9 日には
若林区今泉焼却場近くの「六郷」で、若林健康友
の会主催による説明会（友の会顧問が水戸部秀利
当会代表）。3 町内会の会長など 30 名が集まり、
「燃やす理由は何か？」
「 秋の稲刈り前に燃やされ、
拡散が心配」
「 自分の庭を提供するからモニタリン
グしてくれ」と切実な声が続いた。9 月 17 日に
は宮城野区でも市民主催の説明会が準備されてい
る。

●市民に伝え、説明会開催を実現

8000 ㏃/㎏以上の放射能汚染指定廃棄物は国
の最終処分場で焼却される。その候補地加美町で
は農業への風評被害や新たな放射能汚染をおそれ、
最終処分場建設反対を貫いている。仙台市の牧草
やホダ木は、市の調査でも最高値 5400 ㏃/㎏。
それでも最終処分場での焼却と同様、風評被害や
新たな汚染が心配される。しかも放射性物質を焼
却することをまったく想定していない一般焼却場
での焼却は、どう考えても無理がある。
まず一般焼却炉で使用されるバグフィルターの
集塵濾紙の性能上 0.3μm 以下の粒子の捕捉は保
証されない。琉球大名誉教授矢ケ崎克馬先生も大
阪ガレキ訴訟（本年 4 月）で、「放射性セシウム
は 60％程度の捕捉」と説明。岩手県宮古市の市
民グループが行った市内 700 カ所の空間線量測
定でも、焼却場の風下 2 キロに異常高線量地帯が
存在する。東部衛生組合利府焼却場で岩手県宮古
市の事例を紹介したら、
「 放射性物質が外に漏れる
とは思っていないが、当焼却場の煙突の高さから
言えば煤塵は 2 キロ程度離れた場所に落下すると
予測される。したがって納得できる数値である」
と責任者は答えている。

●仙台市の焼却場は利府焼却場よりも不向き
実は仙台市の今泉・松森・葛岡３焼却場は宮城
東部の利府焼却場に比し、放射性物質の焼却には
不向きである。まず主灰（焼却炉に残った燃えカ
ス）と飛灰（ガスと一緒に上部に飛散した灰）の
分離能力を今泉・葛岡２焼却場は有していない。
飛灰の放射線量は主灰に比し、5 倍から 10 倍も
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●焼却処分影響調査を実施
●焼却処分の影響と今後の対応
市民への説明を求めることと同時に、仙台市民
会議は影響調査を自分たちの力で行うことにした。
まず 8 月、葛岡焼却場周囲 5 キロ圏内 750 カ所
の空間放射線量測定を実施した。これは 2011 年
6 月仙台市が市内 600 カ所で測定した数値と比
較し、その後 4 年間の葛岡工場焼却による影響が
あるかどうかを比較するためである。同時に 8 月
から来年 2 月まで継続される焼却処分の後に同じ
場所を測定し、その影響の有無を見るためである。
これにはテレビ会社も興味を示し、8 月 13 日
葛岡墓地での調査を取材してくれた。
調査結果を地図上に落とした結果、本年 8 月と
2011 年 6 月の仙台市調査とを比較すると、全域
的に放射線量が半分に低下している中、特異的に
低下量の少ない地区が線上に存在することが判明
した。高線量域は葛岡工場の風下で、工場から二
手に分かれ、仙台市役所付近で合流する。葛岡工
場での 4 年間の焼却による影響と想定して、無理
のない結果である。やはり放射能汚染物質の焼却
は、拡散の心配が大である。
そして 9 月以降新しい方法で、空気中を落下す
る放射性セシウムを捕捉する調査を実施する。こ
れは宮古市で市民調査を実施したグループの中心
人物岩見億丈内科医が機械を提供してくれること
によって実現。とりあえず 9 月～10 月 6 カ所で
の空気調査と多数の地面調査を実施する予定であ
る。

今回の焼却処分を知り、若いお母さん方はこの
まま仙台で暮らしていいのかと不安をつのらせて
いる。結論から申せば、過去 4 年間のうちの最初
の 2 年間ほどの影響は現れないと予測される。仙
台市の試験実施でも、焼却後の灰の放射線量は
500 ㏃/㎏未満である。福島事故直後の 2 年間、
仙台市の焼却場では 1 千㏃/㎏を超えていた。最
高時 2581 ㏃/㎏という値もある。そういう時期
と比べたら、今回焼却される放射能の 1 日の総量
は当時の 5 分の一以下と言えるだろう。
それでもいったん低下した放射線量を特定の地
域で再び上昇させる危険は否定できない。なんら
かの方法でモニタリングし、安心できる根拠が必
要である。そして風向きを見ながら、風下に位置
する地域ではできるだけ外出を控えるとか、その
日の洗濯物は外に干さないとかの工夫が必要だろ
う。今一番心配されるのが「浮遊する放射性物質
を直接身体に取り込むこと」。自分の頭で考え、行
動しよう。
私たち仙台市民会議は自分たちの調査結果を随
時市民に提供しながら、あくまで焼却の中止を求
め、今出来ることは何かを考えていきたい。
（2015 年 9 月 15 日記）
連絡先＝電話・ＦＡＸ022(379)3777
メール kirakirahatuden@outlook.jp

年を追うごとに強まる手ごたえ
～地元住民とのつながりをめざして
今年 2015 年の「大 MAGROCK」と「現地集会」に参加して
7 月 18 日、19 日、第 8 回目となった「反核
ロックフェス 大 MAGROCK」と「大間原発反
対現地集会」に、仙台から 4 人で車で参加した。
朝 7 時に出発して、大間に着いたのが 14 時 30
分と、やはり 7 時間はかかる。途中 13 時には、
全国一斉に「アベ政治を許さない」のプラカード
を掲げる呼びかけがあったので、ちょうどその時
間になったむつ湾沿いの「ローソン」で、4 人で
パフォーマンスをした（店員さんありがとう）。
会場は今年も大間原発の敷地に隣接する一坪共
有地だ。特設のステージではすでに熱いライブが
始まっている。いつもそうだが、お客さんや出店
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（500 人参加）。多くのスピーチがあったが、特
に函館市（長）が大間原発の差止め裁判に踏み切
ったということで、それ以前から裁判を起こして
いる市民あるいは議員の方々も一層の力が入って
いたように思った。また、宮城から参加の土屋さ
んは「こどもを守ろう、というだけでなく、こど
もたちに頑張っている親の姿を見せよう」と呼び
かけた。また知事選に立候補した大竹さんは「残
念ながら落選したものの、大間では 400 票、ま
た東通村、六ケ所村合わせて 1100 票を頂いた」
と成果を語り、続いて登壇した青森県議の古村さ
んが「次回も大竹さんでいきます」と再びの立候
補を宣言？する一幕もあった。

するカフェはいうまでもなく、アーティストもノ
ーギャラで、交通費自腹なのに、よくもまあこん
なに集まるものかと。そして年々パフォーマンス
も深化してい るように思うのは気のせいだろう
か？ とにかく大マグロックには独特の雰囲気が
漂っている。おそらくそれは、文字通り本州の北
のはずれで、儲けの要素が全くないところで、原
発いやだなと思っているアーティストやオーディ
エンスが、原発予定地のすぐ隣に集って共に時間
を過ごしているという目に見えない一体感が醸し
出しているのだと思う。

その後のデモでは、石巻から震災で大阪に移り
住んだ武藤さんの「大間の人たちは、デモをこわ
いと思っているかもしれません。また、原発に賛
成の人も反対の人もいるかもしれませんが、こち
らから心を開いていくことが大事だと思います」
との呼びかけで、デモ参加者がみな住民ににこや
かに手を振りながら、また歌いながらアピールし
た。今年は天候の関係で残念ながら風船を飛ばす
ことは出来なかったが、それでもハートフルかつ
にぎやかなデモで、また一年頑張ろう！との思い
がみんなの心に残ったと思う。

その夜には、大マグロックにも参加したアーサ
ー・ビナードさんの講演会があった。大変申し訳
ないことに、僕自身はアーサーさんはかつて朝日
新聞の紙面でも活躍したというくらいの認識で、
お話を聞いて核の事情にこんなに詳しいとは露も
知らなかった。また、アメリカ人らしく（？）ス
パスパッと斬るその切れ味とユーモアの混在がと
ても新鮮だった。いわく「安倍総理はポツダム宣
言をつまびらかに読んでいないといったのは、と
ても上手だった。だって国民も読んでいないから」
「原爆投下はプルトニウム型の長崎がメインで、
ウラン型の広島とは破壊力が天と地ほども違う」
（←表現は不正確ですが）「原発はじりじり原爆」
「ユニクロはユニークな黒（ブラック）」などなど
…。とにかく国の表向きの説明に私たち庶民（貧
乏人）はだまされてはいけない、それを見抜け！
というのがアーサーさんのいいたいことだと感じ
た（帰ってから思わずアーサーさんのエッセイ集
を買ってしまいました）。あと、参加者から「おみ
やげ屋さんで反核のＴシャツ売っていた」との証
言？があったので朝によってみたら見つからなか
った。残念。

何となく、少しずつではあるけれど、大間の地
元住民とわたしたちの距離が縮まってきているよ
うに感じる。進捗率 40％足らずの大間原発に核
燃料が入って放射能まみれになる前に必ず止めて、
フィリピンやオーストリア、ドイツのように廃炉
研究所かまたは遊園地か、何か有効な施設にして、
核のない大間を、津軽海峡を守り抜こう！
（たてわき）
※アーサー・ビナードさんの当日のお話はこちら
でご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=S4sv
CynO63w

翌 19 日は現地集会で、今年も函館など北海道
からも多くの方が参加し、また昨年あたりから団
体参加も増えてみるみる会場は一杯になった
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― 「放射能問題支援対策室いずみ」 北海道保養報告―

北海道で響きあうハーモニー

原発事故から 4 年以上が過ぎ、年間追加被ばく
線量が１mSv ではなく、２０mSv／年以下だっ
たら「大丈夫」だからと、避難者へも帰るよう求
める国や福島県の施策選択への比重が急速に高ま
っています。この数値は事故前や福島県外の基準
の 20 倍となる数値です。事故直後の初期被ばく
やこの間の長期低線量被ばくに晒され続けている
親子や、不安を抱えている方々を対象に、放射線
量が低い、もしくは汚染されていない地域で心配
なく過ごしていただくために、放射能問題支援対
策室いずみ（略称：いずみ）は短期間ではありま
すが保養活動に取組んでいます。

内から、大人 5 名・子ども 8 名、5 家族の親子、
計 13 名が参加しました。
受入れ先の現地スタッフの方々が連日、様々な
プログラムを準備してくださったのですが、とり
わけ現地の方々との交流プログラムが心に残りま
した。きょうけつ染めという手法でのオリジナル
うちわ・ミニバッグをみんな一緒に作りました。
旭川の公園での水遊びでは、子どもたちの容赦な
い水鉄砲攻めに慌てて逃げるオトナたち。また、
広大な農場での収穫体験・野外昼食会など。
被災地では土や葉っぱを触ることができない子
どもたちがいます。困難な思いをして過ごす親子
を忘れず、心から心配・ご支援くださる方たちと
沢山出会えたことが、参加者の方々には何よりの
〝収穫‶だったのではないでしょうか。
（2015.9.15 服部賢治）

今年も夏休み中の 7 月 31 日（金）～8 月 6 日
（木）、いずみと北日本宣教会議との共催で 6 泊
7 日の保養プログラムを実施しました。保養先は
北海道です。この保養プログラムには主に福島県

●写真はいずれも期間中に札幌市や旭川市、士別市内で撮影
（顔写真はいずれも現地支援スタッフ）
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「さようなら原発 in いしのまき 2015」集会の報告

国の「殺処分」「除染」 vs ベコ屋の想い！！
7 月 25 日（土）、石巻中央公民館を会場に「さ
ようなら原発 in いしのまき 2015」集会を行い
ました。
「さようなら原発 in いしのまき」は、〈止めよ
う原発！止めよう核燃料サイクル！女川原発地元
連絡会〉が「福島県民等は、3・11 の自然災害に
よる苦しみに加えて、この地震・津波が引き起こ
した原発事故による、放射能災害によって更なる
苦しみを負う結果となりました。私たち地震列島
住民がこの期にまずなすべきことは、このような
人工災害を引き起こした原子力推進政策やエネル
ギー政策の誤りを直視し、根本から問い直すこと
ではないでしょうか。」との呼びかけを行い、実行
委員会を結成して始まりました。
県北を中心とした県民の方々・グループが結集
し、県外の皆様にも協力参加いただいて、2012
年 3 月 25 日（日）に、女川原発の立地市である
石巻市で「3・25 さよなら原発 in いしのまき」
を開催することができました。
以後、2013 年 4 月 28 日、2014 年 6 月 8
日と、「さようなら原発 in いしのまき」を開催し
てきました。

いました。
国の「殺処分」
「除染」という無策に等しい対応
に、吉沢さん同様強い怒りを覚えました。吉沢さ
んが行政への抗議行動や街頭での活動を行うのは
まさに必然。福島県の人々の思いが、ベコ屋の想
いが、吉沢さんの一言一言から重く伝わってきま
した。希望の牧場の牛たち 300 頭の命を守り続
けていくのは、エサの確保を始めとして決して容
易なことではないことも再認識しました。自宅に
帰れない、未来を持てないという絶望の中で、
「希
望の牧場」は闘い続け、それを支える全ての人々
に希望の灯を届けているのではないかと感じまし
た。
集会最後は、吉沢さんのベコ車を先頭に、石巻
市内をアピール行進しました。

今年も例年同様、各展示ブースが設けられた会
場で、午前中は音楽ライブと参加団体アピールを
行いました。参加された皆さんは、ブースを見て
出店者の方とお話ししたり、音楽ライブやアピー
ルにじっくりと耳を傾けたりと、思い思いに過ご
されていました。
今年は４回目の「さようなら原発 in いしのま
き」でしたが、参加者が昨年の約半分でした。次
回、来年の集会では、家族連れの方々にも足を運
んでもらえるような企画を考え、脱原発の訴えが
幅広い層に届くようにと願っています。
今年も県内各地の方々からご支援を頂き、感謝
しております。次回の集会が決まりましたら、ご
案内致しますので、多くの方々のご協力ご支援を
お願い致します。

午後は、福島からの報告で、
「希望の牧場・ふく
しま」代表の吉沢正巳さんをお迎えしてお話を伺

●「希望の牧場」バスツアー
8 月 29 日（土）、
「さようなら原発 in いしのま
き」実行委員会主催で、『「希望の牧場」の牛に会
いに行こうバスツアー』を実施しました。7 月 25
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ｍ圏内に入り小高駅では 0.42μSv/h の値でし
た。
11:25「希望の牧場」に到着。吉沢さんは仙台
での講演会のため不在で、獣医師の伊東節郎さん
にお話を伺いました。320 頭の牛たちの健康管理
に留意し、大切に飼育されている様子を知ること
ができました。牛舎も見学させていただき、牛た
ちの毛並みも良く、本当に元気に育っている様子
がうかがえました。ここにいる牛たちの命を守る
ためにも、支援の輪を拡げ、エサの確保を呼びか
けていかなくてはという強い思いをもちました。
日の集会に吉沢さんに来ていただいたこともあり、
28 名の方々が参加してくださいました。
女川を起点に、石巻を 8:00 に出発。放射能測
定器を 4 台持参しましたが、同じ機種でも測定値
は少しずつ違い、またバスの窓際、通路側でも違
いが見られました。屋外でもアスファルトと土の
地面では大きな違いを確認することができました。
宮城県では 0.02μSv/h の数値でしたが、福島県
に入ると南下するにしたがって数値が上がってき
ました。南相馬の道の駅で 0.14μSv/h、20ｋ

1 時間あまりの見学でしたが、汚染された福島
の地で、たくましく生きる牛たちと懸命に牧場を
支えるスタッフの方々との出会いは、貴重な機会
となりました。帰路の車内では、参加された方々
が「希望の牧場」を訪問できたことに満足され、
バスツアーを企画した実行委員会としても嬉しく
思いました。今後も機会があれば、第 2 弾のツア
ーの日程を考えていきたいと思います。
（「さようなら原発 in いしのまき」実行委員会
事務局 近藤 武文）

<見捨てられた民―鹿児島訪問記 番外篇>
どんなに立派なルールでも、そのルールを運用
する人たちがダメなら何の意味もない。
原発を動かしたくて仕方のない人たちは「新規
制基準は世界でいちばん厳しいルール」と自賛し
（これは嘘）、川内原発１号機を稼働させ（もう電
気を売り始めている）、２号機にも燃料を「突貫装
填」してしまった。いつでも再稼働できますよ、
というアピールのつもりだろうか。

い所は後日レポートを書きたいと思います」と添
え書きしたら単位がもらえました、というところ
だろうか。こんな教授を「立派なセンセイです」
などと言う奴はどうかしている。
南九州では、九州電力に対して「住民の不安感
払拭のために地域説明会をしてくれ」と求めてい
る自治体がたくさんある。いずれもＵＰＺ外だが、
３０㎞範囲などという基準に何の意味もないこと
は福島第一原発事故で実証済みだ。九州電力はそ
の声すら黙殺して再稼働させてしまった。その上、
避難訓練もしていないのでは事故の際にひどい被
害が出ることは必至ではないか。その際誰が責任
を取ってくれるのか、補償してくれるのかははっ
きりしない。

しかし、やらなければならないのに手つかずに
なっていることがまだまだあるらしい。
「特定重大事故等対処施設」という、テロや物
理的重大事故（例えば飛行機がぶつかる、とか）
に備えるための設備は、未設置。フィルターベン
ト設備（格納容器内から放射性物質を含んだ蒸気
を放出して圧力を下げ爆発による格納容器の破損
を未然に防ぐ）は２０１８年７月までに設置すれ
ばいいことになっているが、九州電力は未だ設置
申請もしていないとのこと。重大事故時に指令拠
点となる「免震重要棟」も今年度中に完成すれば
いいことになっている。ルールの恐るべき上げ底
適用だ。乱暴な喩えだが、鬼仏表で「鬼」とされ
る先生のテストで適当な答案を書いて「分からな

きっぱりと言おう。鹿児島の、いや南九州の人々
は見捨てられたのだ。たかが電気で金儲けしたい
連中のために。
「地獄に落ちろ、カネの亡者ども」と言ったら、
エンマ様に失礼だろうか。
（西 新太郎）
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木村真三さん講演会パートⅡ
ベラルーシ・ウクライナ調査報告
「ベラルーシ・ウクライナと飯舘村」
講 師□木村真三さん（放射線衛生学者）
ゲスト□伊藤延由さん（福島県飯舘村村民）
日時□10月18日（日）14時～
会場□エルパーク仙台6Fギャラリーホール
入場無料・予約不要
主催□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
TEL&FAX 022-796-5272

【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 149 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 27 日（日）肴町公園
（日曜は 14 時集合 14 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

【編集雑記】
●今回、コラム「今、女川では」がなく、代わり
に「女川阿部隣だより」を同封しました。女川町
町議会議員の阿部美紀子さんは、震災後の 4 年間、
女川原発の廃炉を求め、女川町長に議会で質問す
るなど、様々な活動を行ってきました。女川町町
議会議員選挙が 10 月 25 日（日）にあります。
女川原発の再稼働を止めるためにも、今後も活躍
して頂きたいと思います。支援を。（空）

映画「日本と原発」上映会
日時□9月27日（日）
10時～ 13時～ 15時45分～
会場□マリンゲート塩釜3階マリンホール
入場券□800円（当日売りはありません）
主催□原発ゼロをめざす塩釜地域連絡会
よびかけ人会事務局 ☎022-361-8221
脱原発ひまわりネット第5回学習会
「私たちは安全に避難できるのか？
検証！女川原発避難計画」
講演「避難計画の実効性を考える」
上岡直見氏（環境経済研究所代表）
日時□10月7日（水）14時～
会場□仙台弁護士会館4階大会議室
参加費無料
主催□脱原発ひまわりネット
事務局 ☎022-267-8228
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