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▼▼ 魔の「ゾンビ・ゾーン」 ▼▼
早ければ今年８月中旬に“3.11 後初”の再稼
動（原子炉起動）を目論む九電・川内原発１号
機で、７月７日（から１０日まで）、１日約４０
体、計１５７体の燃料集合体の装荷作業が「２
４時間態勢」で始まり、装荷終了後には、同じ
く再稼動に向けての事故対応訓練・保安検査・
使用前検査等が予定されているとのこと＜7.7
テレビ報道や 7.8 朝日＞。規制委の検査官によ
る立会・検査等は通常の業務時間内（日中）に
行なわれることが多いと思われますが、そのた
めの（下請・孫請による）準備は“夜を徹して”
行なわれるであろうことは、経費節減・稼働率
向上のための「定検短縮」の際に２４時間作業
が常態化されていたことからも、当然予測がつ
きます。そのような工程を計画・立案する電力
社員や、工程表を目にしているはずの規制委委
員や規制庁の役人も、自身の問題としては考え
ないから（他人事）、作業員（生身の人間）に２
４時間態勢で各種作業を“強いる”工程に、何
ら疑問を感じないものと思われます。
ところで、筆者がより気になったのは、＜7.8
朝日＞で“たまたま”
（あるいは編集者が意図的
に？）隣に載っていた「深夜残業 翌日は遅出」
という見出しの方で、
「前の終業から次の始業ま
での間に一定の休息を取らせる『勤務間インタ
ーバル』の取り組みが、大企業で増え始めた」
という記事です。すでに欧州連合（ＥＵ）はイ
ンターバル『１１時間以上の確保』を企業に義
務付けているとのこと。通勤・食事・風呂など
を考えれば１１時間でも十分な休息・睡眠を確
保できないかもしれませんが、記事曰く「働き
すぎ」
（正しくは「働かせすぎ」だと思いますが）
の防止には一定の効果がありそうで、労働力確
保（雇用促進）にもつながると思われます。そ
れ故、経費節減第一の経営側は昨冬の労組側提
案に反対し、法案化には至らなかったとのこと。

に「人間の注意深さ」と「体温」との相関関係
がありました＜第３章＞。
（ 労働人口の大半のよ
うに）午前６～７時頃に起床する「２４時間周
期」に同期がなされている場合（＊何かで「も
ともとのヒトの体内周期・体内時計は２４時間
よりも長い」、「朝日などの光で２４時間周期に
（微）調整されている」という話を聞いた方も
少なくないのでは）、「体温が最低値を取る午前
４時から６時付近で注意力が最低になる」とし
て、
「フィールド研究から…午前３時から午前５
時にかけての時刻で、労働者の電話や警告信号
に対する反応速度が一番鈍く、計器の数字の誤
読が一番起こりやすくなる。この時間帯は、目
を覚ましているには適さないのだ――ことに、
単調ではあるが重要な仕事をしなければならな
い場合は最悪」として、
「この時間帯を『ゾンビ・
ゾーン』と呼んでいる」とのことです（＊目を
開けて仕事しているのに、実際には（低体温の
ため）意識・注意力が低下しているので、ホラ
ー（恐怖）映画に登場する「ゾンビ（動き回る
死者）」状態になってしまう時間帯、ということ）。
そして、ヒューマン・エラー（人為ミス）と結
びついたスリーマイル島原発事故、チェルノブ
イリ原発事故、インド・ボパールでの有毒ガス
漏出事故、アラスカでのタンカー原油流出事故
などが、いずれも深夜に起きていることを指摘
し て い ま す ＜ pp.133-134 、 pp.156-157 、 図 は
p.172＞。

さて、ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･ｽﾄﾛｶﾞｯﾂ『ＳＹＮＣ（シンク）
なぜ自然はシンクロしたがるのか』（ﾊﾔｶﾜ･ﾉﾝﾌｨ
ｸｼｮﾝ文庫＜数理を愉しむ＞ｼﾘｰｽﾞ、2014.2）には
筆者が魅かれた「ホタルの一斉発光」などの興
味深い現象がいくつも載っていますが（＊シン
クロナイズド・スイミングでおなじみの「シン
クロ・シンク（同調・同期）」です）、その一つ
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おそらく誰もが“常識的に”深夜から明け方
にかけての交通事故（居眠り運転）や作業ミス
（居眠り作業）の多発を感じていると思います
が、低体温・注意力低下がヒトの体内周期から
必然的に生じることを考えれば、原発という“超
危険物”においては、安全性確保最優先でヒュ
ーマン・エラーの潜在的要因（リスク）を大幅
に低減させるため、魔の「ゾンビ・ゾーン」を
またぐ２４時間態勢での作業は、とりわけ多数
の作業員が関与する再稼働準備（や定検）では
完全に止めるべきだと思います。８時間２交代
制では 1.5 倍の時間が、６時間３交代制なら
1.33 倍の時間がかかると電力会社が“最初から
覚悟・計画”しておけばいいだけの話で、安全
にとっても作業員の生活リズムにとっても、と
ても好ましいものになります。ただし、原発が
２４時間（ベースロード）運転をする限り、特
に運転員の「ゾンビ・ゾーン」当直をなくすこ
とはできず、万一の人為ミスの影響・危険性は
火力発電等の２４時間運転とは比較になりませ
んから、やはり再稼働しないことが一番の安全
対策です。

女川２再稼動にあたって東北電力は、
2015.3.17 規制委資料 1-4-2
（ 重大事故等対策の
有効性評価 成立性確認 補足説明資料：3.10
の改訂？）で、各種重大事故時の必要要員数・
作業項目・時間等を示し、例えば、「図 6-4(2)
崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した
場合）」時には、運転員７名（Ａ～Ｇ）と重大事
故等対応要員２０名（うち協力会社要員５名）
中１１名で作業可能としていますが、運転員Ｂ
は６８時間（以下）の作業が想定されています。
また、「図 6-6 LOCA 時注水機能喪失」時には、
運転員７名と重大事故等対応要員２０名全員で
作業に当たる計画ですが、対応要員Ａ～Ｆは６
時間３０分（以下）の作業後に２３時間３０分
（以下）の作業を行なったり、対応要員Ｄ～Ｆ
はさらに？３６時間（以下）の作業も担うこと
が想定されているようです。また、
『 鳴り砂№255
短信追記』で言及した 2015.2.10 資料 2-1 の補
足説明資料８記載の重大事故等対応要員３７名
は、１６名の「休憩・仮眠をとるための交代要
員を考慮」したとされていますが、放射性物質
拡散抑制（対処要員３５名）のうちのシルトフ
ェンス設置作業は「重大事故等対応要員の交代
要員にて対応する」とされていることから、十
分な休憩・仮眠は保証されていません。
ヒューマン・エラーの潜在的要因になる重大
事故時の長時間作業の可能性に対し、東北電力
は、実際の運用においては非常召集による発電
所構外からの参集も期待できるとし＜3.17 資
料の補足 6-1＞、だから交代可能と弁明してい
るつもりのようですが、地震・津波時に“陸の
孤島”と化す可能性の大きい女川原発では、そ
のような想定は不適切です。
女川には不眠・不休の“事故処理ヒーロー（＋
放射能汚染）”など決して要りませんから、（女
川・東通）原発再稼動を断念することで東北電
力自体が“安全ヒーロー”となって欲しいもの
です。
＜2015.7.26 完＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

なお、福島原発事故では、吉田所長以下の不
眠不休の“英雄的行為”が一部海外メディアで
称賛されたようですが、筆者はそれに大きな違
和感を覚えていました。それは、以前読んだｼﾞ
ﾑ･ﾗﾍﾞﾙ、ｼﾞｪﾌﾘｰ･ｸﾙｰｶﾞｰ『アポロ１３』（新潮文
庫、1995.6）で、事故後から地球に帰還するま
での間、ＮＡＳＡの危機対応が（筆者の記憶で
は）「３チーム体制」（管制主任・メンバーがき
ちんと交代）で適切・的確に行なわれたことが
強く印象に残っていたからです。後者は国家の
威信をかけた「宇宙開発」で、前者は営利目的・
経済性優先の「発電事業」だからという違いで
片付けるべきではなく、事故時にも全員がいつ
も通りに力を発揮できる体制（休息確保・疲労
回復策）を講じる重要性を認識していたかどう
かという「安全文化」
（の成熟度）の違いに起因
するものだと思います。
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120 億円ＳＰＥＥＤＩ（スピーディ）の活用
2015.7.22 規制委で、７月の「防災基本計画」
改定に合わせ、地方自治体が SPEEDI（スピーデ
ィ：緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシ
ステム）などの「大気中放射性物質拡散計算」

を活用する際の支援体制を、国（規制委・内閣
府）が年度内に構築することになりました＜
7.23 朝日にも簡単な記事＞。
福島原発事故後の新たな国の原子力災害対策
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指針では、SPEEDI 等に頼るのではなく、緊急時
環境放射線モニタリングの実測値（国が一元的
に集約・評価：本当に大丈夫でしょうか？）や
気象データに基づいて判断・行動するように改
められています。でも、1979 スリーマイル原発
事故を受け 1980 に開発が始まり、2010 までに
総額１２０億円もの費用をかけたシステム＜民
間事故調 p.171＞を“お蔵入り”にするのは非
常にもったいない話です（システムの維持費
用・人件費等を考えれば「費用対効果」で問題
があるかもしれませんし、地図の世界標準規格
の「世界測地系」でない「日本測地系」を使用
しているため距離の誤差の大きな“前時代的な
もの”との指摘＜沢野伸浩「本当に役に立つ『汚
染地図』」集英社新書 pp.12-23（2013.12）＞も
ありますが）。今度の国の新たな体制でも、自治
体がまずは内閣府に依頼して、間接的に SPEEDI
データを入手するしかないようですが、地方自
治体に“門戸を開き”＝直接の計算依頼を可能
にさせ、防災・避難計画策定や訓練時に自由に
活用できるようにすべきです。
さて、筆者が気になったのは、添付資料
「SPEEDI 等の予測的手法の利用について」で、
計算結果が現実と異なる可能性を強調し（指針
から除外した正当化のため？）、その根拠として、
１号機からの最初の放射能漏洩・ベント放出の
あった 3 月 12 日の５時から１５時にかけて、
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SPEEDI では「南東から南方向」（海側）への拡
散が予測（単位量放出の仮定計算）されていた
が、実際には“逆”の「北から北西方向」
（陸側）
で放射線量上昇が観測されたことを挙げていま
す【図】。
でも、まず、どうして逆の予測が出たのか、
入力した気象データ・気象観測地点の選定など
に問題があったのか、データ処理・拡散予測計
算プログラムに問題があったのかなどを、きち
んと検証すべきです（１２０億円を無駄にしな
いためにも！）。その上で、同資料には示されて
いない１２日１６時以降は「北から北北西」へ
の拡散予測が出ていた（実測値と相応）ことを
考えれば＜政府事故調最終報告 pp.220-222 の
図参照＞、さすがに“それなりに”利用価値は
あることが分かります（環境総合研究所「民間
版スピーディ」の方がさらに使い勝手がいいの
かもしれませんが）。
個々の観測地点の風向・風速などの情報がば
らばらに提供されるよりは、それらを総合した
SPEEDI 予測の方が“分かりやすい”と思います
ので、明らかになった欠陥を補正した上で（補
正が難しいなら欠陥を十分周知させた上で）、住
民・地方自治体が判断材料の一つとして積極的
に活用できるようにして欲しいと思います。
＜2015.8.2 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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（３９に続く「恐怖シリーズ２」？）

▼▼ 日本原電「白ヌキ」の恐ろしさ！ ▼▼
＜7.17 朝日＞に、「東海原発のゴミ 近くで
埋設申請」との見出し記事が載っていました。
商業炉初の廃炉作業を行っている日本原電・東
海原発（ＧＣＲ：ガス冷却炉）で、放射能レベ
ルが３段階で最も低い放射性の廃炉廃棄物（Ｌ
３：総量 20 万トン中の約 1.6 万トン）を原発敷
地（周辺監視区域内）北側の社有地（8000 平米）
に埋める処分事業（50 年以内は巡視などの管
理）の許可申請を規制委へ行なったとのこと。
福島第一１～６・浜岡１～２などで廃炉作業
が進めば、六ヶ所の低レベル放射性廃棄物埋設
施設（Ｌ２用）は満杯になることが予想されま
すので、それも見越して「敷地内埋設」の先陣
を切ったものと思われます。すると、女川でも、
原発敷地内に廃炉廃棄物を埋設せざるを得なく
なり、原発設置時の‘女川に核のゴミは残さな
い’という東北電力の公約？（だったと思いま
すが）に違反するのではないでしょうか。

原発テロ対策・特定秘密保護法の影響でしょう
か、特に、東海原発の詳細な配置図に留まらず、
原発周辺はもとより【左下図】、関東一円まで大
きく「白ヌキ」し【右下図】、肝心の火山と原発
の位置関係や「降下火砕物」の原発周辺分布が
読み取れなくなっていることにはお構いなしで、
東海村や茨城県の位置さえ“隠す”姿勢には、
ほとほと呆れ・驚きました。
「情報隠し」を指示された原電担当者が“何
も考えずに”原発周辺の１～数センチ四方を機
械的に「白ヌキ」し、指示した上司（あるいは
原子力規制庁の役人）も「何を隠したのか」を
きちんと確認・吟味しないという、福島原発事
故前と変わらない原発事業者・規制行政者の無
責任・無思慮な「情報隠し体質・事なかれ主義」
の表われです。これでは、グーグルやヤフー等
の詳細で拡大可能なネット地図・航空写真や、
各種の地理・地形情報を含む学術的図面でも、
原発・核施設周辺を「白ヌキ」しないで公開し
た場合、テロ対策・核物質防護・特定秘密保護
法上の“問題行為”とされるのではないでしょ
うか。第二次世界大戦や東西冷戦の時代のよう

女川の参考にするため、東海の実態を調べよ
うと「申請書」（日本原電ＨＰ）を見たところ、
何よりも「白ヌキ（抜き）」が気になりました。
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な、主要な軍事施設・核関連施設（核秘密都市）
の存在・所在を地図上から隠すという行為が、
日本国内では原発関連施設において顕著に見ら
れる（正当化される）ことは、核物質輸送も含
めた原発関連の「情報隠し」の拡大と合わせて、
非常な危機感を覚えます。
ちなみに、
「 申請書」では国道２４５号さえ「白
ヌキ」【左下図】されていますが、7.16 マスコ

ミ用資料【右下図：北が一致するよう回転】で
は詳細な施設配置図が掲載されており（本稿を
原電担当者が見たら、ホームページから慌てて
抹消するのでしょうか。また筆者には核テロ幇
助や機密漏洩の容疑がかけられる？）、日本原電
（あるいは原子力規制庁）の基準が“デタラメ・
場当たり的”であることは明らかです。

さらに、埋設予定の廃炉廃棄物の影響（被曝）
評価においても、最終的な計算結果は（基準値
以下となっていることを示すため“仕方な
く”？）記載されていますが、使用した数値や
その設定根拠（参考文献等）がまたまた「白ヌ
キ」のオンパレード＜pp.6-43～72、6-75～77、
7-6～9＞であることに驚きました。おそらく核
物質防護上の理由ではないと思われますので、
「重要な商業機密」ということでしょうか。で
も、特定の企業の機密情報（内部情報）であれ
ば、公的にあるいは学術的にその正しさが議
論・検証されたものではないと思われ、そのよ
うな数値・文献を根拠に安全性を一方的に主張
するのはおかしい（公正さに欠ける）のではな
いでしょうか。しかも、
「申請書」１，２頁に明
記している（というよりも、記載が義務付けら
れている）取締役社長「村松衛」氏の氏名＜p.9-6
＞や、法務局で誰でも取り寄せ可能な商業登記
簿謄本（現在事項全部証明書）＜p.9-14～17＞
ですら「白ヌキ」にしているのには、本当に開

いた口が塞がりません。
そして、それら「白ヌキ」をおかしい・無意
味とも感じない“非常識・無分別”な職員・上
司・役人などの『烏合の衆（ゾンビ集団？）』が、
原発を運転管理（＋廃炉作業）
・規制しているの
は、本当に空恐ろしい状況と言わなければなり
ません。
付言すれば、東北電力も、女川３プルサーマ
ル申請時に無意味な「白ヌキ」を繰り返してい
たことは記憶に新しく（『鳴り砂№225』短信）、
また、現在の女川２再稼動申請書面でも多くの
「白ヌキ」を行なっています。幸い？県の検討
会では“全体配置図隠し”はまだなされていま
せんが【次頁右上図：7.29 第６回資料７－p.4】、
建屋内の配置図などは「白ヌキ」されており（第
３回資料３－p.23、第５回資料２－pp.6-7、同
資料５－p.22,24,26,27,38,40、第６回資料５－
p.13,15、同資料７－p.6）、今後も新規設置のフ
ィルターベント関連で安全性検証に不可欠な性
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能に関するデータ・根拠が
「白ヌキ」されることが十
分に予想されます。
宮城県は、検討会の委員
には「非開示部分も含めた
資料が（机上）提供される」
と主張し、マスコミ等の自
由 撮影を 制限し ていま す
が、各委員には東北電力の
「白ヌキ」判断の妥当性に
ついても（ゾンビとならず
に）検証してもらいたいと
思います。
最後に、本稿の目的だっ
た「埋設の実態」について
述べると、埋設廃棄物の種
類は「設備・機器等の解体
撤去で発生する『金属』、
建 屋の解 体撤去 に伴っ て
発生する『コンクリートブ
ロック』や『コンクリート
ガラ』」とされていますが、
コバルト 60 やストロンチ
ウム 90 の放射能濃度の最
大 値は基 準ぎり ぎりで す
【上表：日本原電 7.6 資
料】。
さらに「申請書」によれ
ば【下表】、コバルト 60 の
総放射能量が「0.13 ﾃﾗﾍﾞｸ
ﾚﾙ」で、それよりかなり少
ない（表では 10 番目の）
セシウム 137 も「9.1×10
－４
ﾃﾗﾍﾞｸﾚﾙ」です。出力も
型 式も違 うため 単純に 比
較はできませんが、女川２
の事故時（フィルターベン
ト後）のセシウム 137 放出
量「2.6×10－ ５ ﾃﾗﾍﾞｸﾚﾙ」
を 超えて いるこ とに注 意
する必要があります。この
ことは、女川でも、事故時
放 出より 多い放 射能が 廃
炉 に伴い 敷地内 に埋め 捨
て にされ る可能 性があ る
ことを示唆します（ただし、
前 頁の図 のよう に敷地 の
狭い女川では、東海のよう
な 埋設ス ペース 確保は 不
可能だと思いますが）。
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廃炉廃棄物となる建屋・機器等の汚染の質・
量とも「原発稼動」に伴い着実に増大しますの
で、未来の女川・子供たちに禍根を残さないよ
うにするため、これ以上の“放射能ゴミの製造”
を止め（廃炉の決断）、製造者責任・受益者負担
の原則の下で、放射能ゴミ（および使用済み核
燃料・高レベル放射性廃棄物）の適切な処分方
法を直ちに検討すべきです。
＜2015.8.9 完＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

【女川原発アラカルト】
【７月】
17 日（金） 脱原発仙台市民会議、松森焼却場
で仙台市経済局農業振興課から「放射能汚染
牧草・ホダ木の処理」の説明を求めた。
18 日（土） 『大 MAGROCK VOL.∞』
（主催 PEACE
LAND）が、19 日（日）には第 8 回大間原発反
対現地集会（大間原発反対現地集会実行委員
会主催）が、大間原発に反対する地主の会・
所有地を会場に開催。全国各地から 500 名参
加。
21 日（火） 脱原発東北電力株主の会 10 名、
東北電力の「説明の場」で 42 名の課長等と討
論。会場、ハーネル仙台 2 階松島 A。
原子力規制委員会、女川原発２号機の新規
制基準の適合性審査 60 回目会合を原子力規
制庁で開催。フィルター付きベント装置につ
いて東北電力が補足説明。規制委側、手動で
高い圧力の蒸気を排出するための弁を開閉す
る際の線量評価や、排出に失敗した場合の説
明を求めた。
25 日(土) 『さようなら原発 in いしのまき
2015』、石巻中央公民館大ホールで音楽ライ
ブ・脱原発へのアピール・出店があり、
「希望
の牧場・ふくしま」代表吉澤正巳さんの「福
島からの報告」の後、市内アピール行進。主
催「さようなら原発 in いしのまき」実行委員
会。135 名参加。

【8.12 追記】

規制庁役人はやっぱり「ゾンビ」？
ようやく原稿完成！と思ったところ、８月
１０日規制委・検討チームに「廃炉等に伴い発
生する放射性廃棄物に係る事業許可基準 骨子
案」が提出されていました。これは、今回の東
海原発で埋設される低レベル放射性廃棄物のう
ちのＬ３（極めて低いもの：トレンチ（溝）処
分）やＬ２（比較的低いもの：ピット（コンク
リート容器）処分）を対象とした「現行の基準」
を拡充し、特に廃炉廃棄物で大量に発生すると
予想される長半減期（１０万年あるいはそれ以
上）の放射性核種を含むＬ１（比較的高いもの：
地層処分＝余裕深度・中深度処分）も新たに含
むようにするためのものです。
その中で、Ｌ１の中深度処分の埋設地は、再
処理に伴って発生する高レベル廃棄物と同様、
隆起・侵食等による深度減少を考慮しても「将
来」にわたって十分な深度が確保され、また「一
定期間」後に人間が接触しても著しい放射線障
害を及ぼさないことが求められていますが、
「『将来』とは１０万年をいう」
（新第３条解釈：
下線筆者）、「『一定期間』とは１０万年をいう」
（新第４条解釈：同）との文言が何の“恥ずか
し気もなく”記載されていたのに驚きました（た
ぶん高レベル廃棄物の法令基準ではすでにそう
なっているのでしょうが）。「ゾンビ」でさえ物
質的に１０万年も持つ（生き続ける？）とは思
えませんが、
「１０万年」という時間を“単なる
数値”として法令基準に盛り込む規制庁役人の
想像力の欠如・無責任さは、まさに「ゾンビ」
レベルです。放射性廃棄物は‘寿命１００年程
度で、たかだか数千～数万年の文明社会を形成
してきたに過ぎない’
「ヒト」の手に負えるもの
ではなく、その大量生産・上積み（再稼動：8.11
川内１臨界）などもってのほかです。
＜了＞

核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会、
大槻憲四郎氏（東北大学名誉教授）「活断層
からみた東北の原発―指定廃棄物処分場候補
地にも触れてー」、宮城県保険医協会研修ル
ームで公開講演会。
「被ばく70年ヒロシマ・ナガサキ原爆展in
しおがま」（塩釜地区被爆者の会）、塩釜マ
リンプラザ。～29日。
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26 日（日） 日本基督教団東北教区・放射能問
題支援対策室いずみ「第 17 回甲状腺エコー検
査」（柴田町ホテル原田さくら）。検診医寺
澤政彦医師（てらさわ小児科）、47 人の子ど
もが受診。検査機器 GE 社製 LOGIQe。
28 日（火） 規制委適合性審査 61 回目会合。
原子炉格納容器内の火災対策について東北電
力が補足説明。
29日（水） 「第６回女川原発２号機の安全性に
関する検討会」
（仙台KKRホテル）。13名傍聴。
31日（金） 脱原発仙台市民会議、仙台市長に
「低レベル放射性廃棄物の一般焼却場での焼
却処分に関する要望書」を提出し、「周辺住
民への説明と中止」を申し入れ。
【８月】
2 日（日） 第 1 回 11.23 シンポジウム実行委
員会、青葉区中央市民センター会議室。18 名
参加。
4 日（火） 「女川原発２号機の安全性に関す
る検討会」に係る公開質問状（団体共同で提
出）に対する県の回答説明交渉、県議会第一
応接室。県議 3 名と市民 14 名が参加。
規制委適合性審査62回目会合。水素爆発に
よる原子炉建屋などの損傷を防止する設備は
2017年4月までに設置し、水素濃度計はすでに
設置済みと東北電力が説明。規制委側は、水
素濃度計をより高い所に設置することを求め
た。
5 日（水） 「第 134 回女川原子力発電所環境
調査測定技術会」（パレス宮城野 2 階はぎの
間）。2 名傍聴。
6 日（木） 規制委適合性審査 63 回目会合。設
備・運用分野で沸騰水型 4 原発の並行審査手
法を改め、柏崎刈羽 6・7 号機を集中審査する
方針を確認。難燃ケーブルの燃焼試験結果の
妥当性や、火災が発生した際の検知方法の考
え方などの火災対策について東北電力が補足
説明。
8 日（土） 脱原発仙台市民会議「エネルギー
問題学習会」、桃井貴子さん（気候ネットワー
ク）が「石炭火力発電所増設の動き」と題し
て講演。仙台市市民活動サポートセンター４
階研修室。
9 日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第
18 回甲状腺エコー検査」（白石市ふれあいプ
ラザ ２F ）。4、5 才以上～ 22 才以下の方
（2011 年 3 月 11 日の震災当時 18 才以下の子
ども）検診定員 42 名。検診医：藤田操医師（福
島県ひらた中央病院医師）検査機器：GE 社製
LOGIQe。
10 日（月） 東北電力、県・女川町・石巻市な

らびに登米市・東松島市・涌谷町・美里町・
南三陸町に 7 月分の女川原発の点検状況報告。
2 号機の「原子炉補機冷却海水系ポンプ吐出
連絡管（Ａ）止め弁」の分解点検中に、浸透
探傷検査で弁棒に長さ約 70 ㍉の傷を発見し
新品と交換。また、震災による 61 件の被害の
内なかなか復旧しなかった最後の 1 件、2 号
機タービン建屋外壁躯体の 21 本のひび割れ
（幅最大約 0.7 ㍉、長さ最大約 8ｍ）は、エ
ポキン樹脂を注入する補修工事が今回終了し、
61 件全てが対応完了済みと発表。
11日（火） 女川原発問題住民運動宮城県連絡
センター、仙台市中央通り平和ビル前で「川
内原発再稼動」抗議・署名行動、各団体がリ
レートーク。テレビ局やマスコミも取材、署
名者や通行人からアンケート。
仙台市、汚染牧草・ほだ木の本格焼却を松
森・今泉・葛岡の焼却場で24日に開始すると
発表。
12 日（水） 株主の会、東北電力本社で議決権
行使書閲覧作業。4 名参加。
13日（木） 脱原発仙台市民会議、葛岡焼却場
周辺5㌔圏内の空間放射線量を測定。20日まで。
17日（月） 脱原発仙台市民会議、「汚染牧草・
ほだ木の焼却処理」について、仙台市経済局
農業振興課と交渉。住民への説明は「必要な
い」との高飛車な回答。
19日（水） 復興支援みやぎ県民センター、仙
台市経済局農業振興課と、
「汚染牧草・ほだ木
の焼却処理」について交渉。
20日（木） 「第７回女川原発２号機の安全性に
関する検討会」
（仙台KKRホテル）。11名傍聴。
23 日（日） 第 2 回 11.23 シンポジウム実行委
員会、エルパーク仙台創作アトリエ。14 名参
加。
24 日（月） 「汚染牧草・ほだ木」本格焼却開
始の日、松森焼却場の地元鶴が丘で、新婦人
泉支部主催の説明会。50 名を超える市民が集
まり、仙台市に対し、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。
25日（火） 「第134回女川原子力発電所環境保
全監視協議会」（仙台KKRホテル）。2名傍聴。
28 日（金） 宮城県保険医協会第 7 回公害環境
対策・会員学習会「20ｋｍ圏内からの避難―
福島第一原発過酷事故に遭って―」、渡辺瑞
也氏（医療法人創究会小高赤坂病院院長／理
事長）が講演。同協会研修ルームで 29 名参加。
29 日（土） 「希望の牧場」の牛に会いに行こ
うバスツアー。主催「さようなら原発 in いし
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のまき」実行委員会。28 名参加。
脱原発全国弁護団会議が仙台市内で開催。
30 日まで。
【９月】
4 日（金） 日本共産党仙台市議団、
『市民の理
解を得ていない「放射性物質に汚染された牧
草・ほだ木の焼却処理」の即時中止、焼却に
よらない管理を求める』声明を発表。
6 日（日） NPO 法人「きらきら発電・市民共同
発電所」、津波被災地の仙台市若林区井戸地区
で、小規模太陽光発電所（出力 50 ㌔㍗）の開
所式。約 30 人が参加。
放射能問題支援対策室いずみ「第 19 回甲状
腺エコー検査」、大河原町放射能問題連絡協
議会主催（大河原町後援）で、大河原町「世
代交流いきいきプラザ」で開催。検診医西尾
正道先生（独立行政法人 国立病院機構 北海
道がんセンター名誉院長）、検診対象は大河
原町内に住いの 4,5 才以上 22 才以下の方（震
災当時 18 才以下の子ども）、定員 100 名、検
査機器 GE 社製 LOGIQe。
8 日（火） 阿部東松島市長、市議会 9 月定例
会で、原発事故想定の広域避難計画について
県のガイドライン以外にも避難先設置を表明。
9 日（水） 脱原発仙台市民会議、仙台市災害
対策課と「原発事故災害対策」について交渉。
花木市会議員が同席。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「汚染
牧草・ほだ木の焼却処理」説明会（友の会顧
問が水戸部秀利同市民会議代表）。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。
奥山仙台市長、定例記者会見で、東電に
5000 万円請求をする初のＡＤＲ申請する方
針を表明。
10日（木） 女性ネットみやぎ、一番町仙台フ
ォーラス前で街頭宣伝と「女川原発再稼働
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STOP署名」行動。
東北電力、県・女川町・石巻市ならびに登
米市・東松島市・涌谷町・美里町・南三陸町
に 8 月分の女川原発の点検状況報告。2 号機
の「原子炉冷却材浄化系ブローライン流量調
節弁」分解点検中に、弁体および弁座（ケー
ジ）に筋状の細かな傷（エロージョン）を発
見、今後新品に交換予定と発表。
11 日（金） 放射能問題支援対策室いずみ、お
話し会「放射能は今どうなってるの？」、大
河原町中央公民館第 2 会議室。話題提供者は、
地元大河原町、みんなの放射線測定室「てと
てと」で食品や土壌などの放射能計測をされ
ている北村保（きたむらたもつ）さんと、山
崎知行（やまさきともゆき）医師（和歌山県
上岩出診療所）のお二人。
12日（土） 放射能問題支援対策室いずみ、「談
話室」で、山崎知行医師による「子どもの健
康に関する相談会in Sendai」。山崎先生は
1986年のチェルノブイリ原発事故後、何度も
現地を訪問。
長編ドキュメンタリー映画「シロウオ－原
発立地を断念させた町」上映会（主催「シロ
ウオ」上映宮城実行委員会）、せんだいメディ
アテーク7Fスタジオシアター。監督かさこ氏
が上映後トーク。午前の部70名、夜の部64名
参加。
放射能から子どもたちを守る栗原ネット
ワーク9月例会、栗原市市民活動支援センター。
①被災者への分断化攻撃と「被ばくの強要」
に抗して ②放射性廃棄物処理問題について
（いのちと健康問題を中心に）。
13 日（日） 脱原発仙台市民会議等県内 15 団
体、県議選立候補者予定者に「女川原発や放
射能汚染問題に関する」アンケートを発送。
17日（木） 新日本婦人の会宮城野支部、仙台
市での放射性廃棄物（8000㏃/㎏以下）の焼却
処分について、宮城野区中央市民センター第2
会議室で、市民主催の説明会。仙台市の担当
者から説明、および質疑応答。
30 ㌔圏内自治体の東松島市、女川原発事故
時の広域避難計画を公表。
（空）

●脱原発みやぎ金曜デモ

●指定廃棄物最終処分場を

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
https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西）
e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com

めぐる動き

【７月】
26 日（日） 第 142 回「日曜デモ」は、14 時集
合、仙台の最高気温は 34 度、猛暑を厭わず、
錦町公園から 35 名の市民が参加。
31 日（金） 第 143 回「金曜デモ」、錦町公園
から 55 名の市民が参加。日が暮れても蒸し暑
い中、川内原発再稼働反対！をアピール。
【８月】
14 日（金） 第 144 回「金曜デモ」、勾当台公
園憩いのゾーンから 50 名の市民が参加。川内
原発は悔しくも再稼働されましたが、必ず再
び民衆の力で止めるとアピール。
21 日（金） 第 145 回「金曜デモ」、結構な雨
の中、勾当台公園野外音楽堂から 40 名の市民
が参加。
28日（金） 第146回「金曜デモ」、錦町公園か
ら45名の市民＋犬１匹参加。めっきり涼しく
なった杜の都を川内原発直ちに止めろと訴え
て歩いた。
【９月】
4日（金） 第147回「金曜デモ」、錦町公園から
55名の市民＋犬１匹が参加。
11日（金） 第148回「金曜デモ」、肴町公園か
ら40名の市民が参加。大雨の後の爽やかな秋
の空気の中、川内原発止めろ、女川原発再稼
働反対を訴えて歩いた。
18日（金） 「脱原発みやぎ金曜デモ」、「戦争
法案強行採決反対」緊急集会のため中止。
◆（塩釜地域）塩釜脱原発デモ・毎週金曜17時
半集合・下馬駅裏宮城民医連事業協前17時45分
デモ出発
◆（旧古川地域）脱原発大崎demo金曜行動・毎
週金曜17時半集合・あさひ中央公園
◆（仙台長町地域）第3水曜日脱原発ながまちア
クション：仙台・長町・蛸薬師境内集合後デモ
行進17時半
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【７月】
19 日（日） 「放射性廃棄物最終処分場建設に
断固反対する会」、加美町中新田バッハホール
で、緊急反対集会。約 1100 名集結。吉岡斉九
州大教授と大槻東北大名誉教授、仙台弁護士
会の青木弁護士が講演。
28日（火） 加美町長選、猪股氏が初の無投票
再選。
【８月】
5日（水） 小里環境副大臣、大和町と加美町を
訪問。
17 日（月） 「放射能から子どもたちを守る栗
原ネットワーク」と「指定廃棄物最終処分場
候補地の白紙撤回を求める栗原市民団体連絡
会」2 団体、佐藤勇栗原市長に「指定廃棄物
最終処分場候補地の白紙撤回（返上）を直ち
に行い、特措法（と基本方針）改正など問題
解決へ市民の先頭に立って奮闘されることを
要望いたします」を提出。
18日（火） 佐藤勇栗原市長、定例記者会見で、
汚染牧草を高温発酵させ堆肥化し、10分の1
に減容化する試験を実施すると発表。
21日（金） 小里環境副大臣、事前連絡なしに
「突然」加美町を訪問し、猪股加美町長と会
談。「現地詳細調査の早期実施」への理解を
求めたが、町長は拒否。
24日（月） 深見環境省大臣官房審議官、3市町
を訪問。詳細調査「近々」実施することの理
解を求めた。
猪股加美町長、記者会見で「あらゆる手で
調査阻止する」と強調。環境省に対し、詳細
調査を強行しないこと等の5項目の要請書を
提出することを公表。

栗原市長 佐藤 勇 様

候補地の白紙撤回（返上）を３カ所共同で直ちに行うこと。悪法である特措法を廃止させ、放射能汚染
物は東電・国に引き取らせること。真の問題解決への道である、人間と環境を守る恒久的法整備を要請す
ること。 以上の実現に向け、市民の先頭に立って奮闘されることを要望いたします。
指定廃棄物最終処分場候補地の白紙撤回を求める栗原市民団体連絡会
放射能から子どもたちを守る栗原ネットワーク
代表 鈴 木 健 三 栗原市栗駒文字葛峰 37‐3 TEL・FAX 0228‐47‐2932
私たちは、栗駒山麓ジオパーク構想の認定を佐藤市長と共に喜び、歓迎します。そして、このことと深山嶽に指定廃棄物最終処分場が建設され
ることは、全く両立しないと考えます。宮城県・村井知事がそれを承知でここを候補地の一つとして容認していること自体に、私たちは非常に怒
りを覚えます。栗原市深山嶽のみならず、3 カ所とも「地すべりを抱える水源地・水系上流域で不適地」であること明らかであり、私たち、3 カ所
の住民団体は、共同して、宮城県全体の運動とも連携し、3 カ所の白紙撤回（返上）を求めています。
そもそもこの詳細調査なるものは、安全かどうか、不適地かどうかを判断するものではなく、国が 1 カ所に絞り込み、処分場建設の基礎調査を
強行しようとするものです。詳細調査受け入れは、自滅行為、指定廃棄物最終処分場建設の受け入れなのです。ですから、同様の問題を抱えてい
る栃木県塩谷町、千葉県千葉市では、詳細調査を首長・住民市民とも認めていませんし、茨城・群馬県を含めどこも詳細調査などという住民無視
の方向へは向かって行っていません。
また、詳細調査が強行されたとしても、その後、事態は決して問題解決の方向へは向かわないことも明白です。私たち、市民・住民は、建設差
し止めなど法的手段など次の方策を取り、あくまで抵抗し続けます。
村井知事は「司法にでも」というなげやりともとれる冷淡な発言や「詳細調査を前提とした意見交換会」などという国のお先棒担ぎに精を出し
ているといわれても仕方ない態度を示しています。当の環境省でさえ、詳細調査を前提としない公開の意見交換会（栃木県）に出席し始めていま
す。強硬策を避け、事態の打開に向けた他県の情勢に逆行する知事の態度は許されるものではありません。
栗原市はこれまで、市民が状況判断するための説明会や意見交換の場等、積極的な反対運動には取り組まずに来ました。
「詳細調査で不適地を科
学的に証明されるから俺に任せておけ」という市長の路線は、説得力に欠けるものです。むしろ、環境省自前の有識者会議や議論不足な市町村長
会議の決定を盾にして、候補地となった場所への建設を妨げる材料を見出す可能性は乏しく、環境省主催のフォーラムでの説明や自治体からの質
問への回答をみても、深山嶽への建設決定への道筋を促すものでしかありません。また、仮に建設決定地から栗原市が除かれたとしても、
「根本解
決を探らず地域エゴを押し通して詳細調査を強行させた」という非難は避けられないでしょう。
さらに、事態は環境省だけの対応では打開できないことも明らかになって来ています。
そもそも特措法は、放射性物質から人間と環境を守る法になっていない、悪法の最たるものです。汚染を拡大し、国民に被ばく強要する、被害
者同士を対立させる汚染者免罪法、場当たり・その場しのぎ法ともいうべきものです。国（政府）と国会（議員）の怠慢・責任放棄・国会機能不
全（無責任体制）から今日の混迷した事態になってしまっています。
この欠陥だらけの特措法を廃止し、時々の経済や政治に左右されない 100 年以上通用する総合的で恒久的な放射能汚染防止法の法体系を整備さ
せること。それ以外の真の問題解決への道はありません。
福島原発事故は、東電と政府の重大な過失がもたらした人災です。
「放射能汚染物は東電・国に引き取らせること」これが発生者責任の大原則で
す。５県の放射性廃棄物を発生責任者である東電に引き取らせ、責任を持って保管し、処分する以外に解決の方向はありません。その負担（保管・
処分）に関しては汚染者である東電と政府が、福島県内（東電福島第一、第二とその周辺）の処分場予定地やその周辺の住民と協議を行って決定
すべきです。その場合、8000 ベクレル以上だけでなく 8000 ベクレル以下も危険であり、汚染者＝加害者（東電）に政府の責任で引き取らせる道
筋を、法を整備してつけることが必要です。政府も加害者側の反省のもと、東電を守るのではなく、国民を守る立場に切り替えるべきです。
私たちは、既に、佐藤市長に対し、８月１７日に５項目の要望書を提出しました。今回は、その中で、特措法の「改正」を「廃止」と訂正し、
再提出いたします。そして、市長の「俺に任せておけ」という路線を直ちに改め、国民主権の立場に立ち、住民・市民自治を尊重するオール市民・
住民の態勢で、オール栗原の先頭に立ち、国の政策転換、社会の変革に向かわれることを要望いたします。

＜要望項目＞
１、加美町、大和町と一緒に候補地返上を直ちに、国、宮城県に申し出ること。
２、指定廃棄物最終処分場を栗原市に建設することに断固反対し、白紙撤回までたたかうこと。
３、全市民への状況説明会を行うこと。
４、国と宮城県選出の国会議員に特別措置法と基本方針の廃止を働きかけること。
５、国と宮城県選出の国会議員に恒久的放射能汚染防止法整備、放射性物質から人間と環境を守る法整備＝放射能汚染防止法（仮称）制定を働
きかけること。

２０１５年９月１１日
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27日（木） 環境省、28日に現地調査を再開す
ると発表。また、加美町が要請し同省が拒否
していた放射能濃度の再測定を実施すると回
答。
28 日（金） 加美町田代岳、朝 8 時と午後 1 時
の 2 回、環境省職員と業者が出現。迎え撃つ
住民は朝が 250 人、午後は 200 人弱。候補地
入り口の町道を塞ぎ、猪股町長と「断固反対
をする会」の高橋会長が最前列に立ち、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。「断固反対」「環境省は
帰れ」のシュプレヒコールの猛抗議に、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。栗原市深山獄では住民約 30 人、大
和町下原では約 60 人の住民が抗議行動。

17 日（木） 県、環境省による放射性物質濃度
の再測定が年内に終了し、結果を公表する方
針。また、8000 ㏃/㎏を超えながら指定を受
けていない約 2700 トンについて、保管自治体
に指定手続きを促した。
佐藤栗原市長、村井知事に「首長会議」開
催を申し入れる考えを表明。
環境省、第 3 回フォーラムを 10 月 13 日に
大崎市商工会議所で開催すると発表。
（空）

31 日（月） 加美町田代岳、午前 10 時と午後 1
時に、環境省職員と業者が再び出現。集まっ
た住民は 28 日より増えて、朝 350 人、午後は
300 人弱。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。栗原市深山獄では
住民約 60 人、大和町下原では約 50 人の住民
が抗議行動。28 日、31 日ともいずれも小雨の
降る中での攻防。
【９月】
2 日（水） 猪股加美町長、定例記者会見で、
専門家を交えた環境省との意見交換会は、公
開での開催と「詳細調査凍結」が条件と述べ
た。
7 日（月） 村井知事、定例記者会見で「調査
再開」を求めた。
11 日（金） 「栗原ネットワーク」「栗原市民
団体連絡会」、候補地の白紙撤回（返上）と要
望項目の特措法（と基本方針）の「改正」を
「廃止」に修正した要望書を再度提出。栗原
市役所で佐藤勇栗原市長に直接申し入れ。
11 日（金） 加美町、
「H27 年 9 月関東・東北豪
雨」によるのり面崩落などの被害で、田代岳
に向かう町道を通行止め。加美町では、6 日
午前 0 時～11 日正午までの雨量は 328 ㍉。
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