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登米市「実証試験」＝単なるセシウム“ばら撒き”！
№264『 気になる動き６６』で指摘しましたが、
汚染廃棄物問題の主役は汚染物質本体＝現時点
では「放射性セシウム」で、主役のセシウム抜
きで議論することは無意味です（放射能に魔法
の薬（○×菌）や‘もう一つの事実’などあり
ません）。

細、中、粗、など）、土壌への移行度合い・速度
を調べることでしょうか。でも、これは実験室
レベルで十分で（上記の樹皮・木質の差異も）、
「実証」と名乗る限り、どの粉砕サイズが最適
かという『知見』は得られていて（参考文献を
教えてもらいたいものです）、登米市では最適サ
イズで粉砕されたに違いありません。
でも、アレレッ、
“最適”の判断基準は何でし
ょうか。セシウムが土壌に‘移行し易い’こと
でしょうか、それとも逆に‘移行しにくい’こ
とでしょうか。
こう考えると、今回の「実証試験」が、環境
中でセシウムが土壌へ移行（土壌・水を汚染）
した方がいいのか、移行しない方がいいのか、
何を確認したいのかがよく分かりません。単な
る濃度・線量の変化観察なら、実験するまでも
なく、土壌混ぜ込みで“濃度低下”は期待でき
ますし、
「実証試験」するまでもなく、ほだ木（特
にセシウムが大量吸着した樹皮部分）が微生物
により分解されれば、担体を失ったセシウムは
（蒸発しませんので）
‘土壌・水に移行する（し
かない）’のは明らかで、水によって土壌から流
出する分だけ（表面散布のため、ほだ木微粉末
がそのまま風で飛散・除去（移染）される“効
果”も加算）土壌全体のセシウム濃度は低下す
ることが予測されます（垂直分布・濃度も変わ
るでしょう）。ただし、その分流出水のセシウム
濃度は上昇します。一方、空間線量は、セシウ
ムが流失しないなら、土壌の表層から水の浸透
などで下層に移行した分（＋表層が落ち葉や土
壌で覆われる分も含め）だけ「遮へい効果」で
下がることは予測でき、そのメカニズムは、チ
ップを「表面散布」せずに土壌中に埋めること
と同じで、それを自然任せにする（時間がかか
る）だけです。
なお、実験の“体裁”を整えるため対照区画
を設けていますが、そんなことは実験室（実験
圃場）で小規模に行なえば済む話で、2600kg の
チップ（仮に平均 200Bq/kg だとしても 52 万 Bq
のセシウム）を環境中に撒き散らす意味などあ
りません。また、本当の対照実験とは、
「セシウ
ムに‘汚染されていない’ほだ木のチップを同
様に撒く」ことで（そうでないとチップの遮へ
い効果・微生物の働き・水はけ等が同一になり
ません）、登米市の実験は、誰が（中央のコンサ

＜3.17 朝日＞は、登米市が 400Bq/kg 以下の
「ほだ木」を粉砕・散布（林地還元）する実証
試験を 16 日に開始、と報じました。市の林地に
100 ㎡の試験区画と対照区画を設け、
「双方の土
壌のセシウム濃度と空間放射線量を２カ月ごと
に測定し、変化を比較する」とのこと。また、
来月（4 月）には牧草と堆肥の試験（土壌還元）
も実施予定とのこと。
（同様の環境への“ばら撒
き”の動きは『鳴り砂 266 別冊』参照。）
曖昧な目的＝興味本位で何かを行なうこと
（極端な例では人体実験）は、科学的な実験と
は別物です。また、
「 実証」試験であるからには、
その前段として試験管レベルや実験室規模での
「（予備）試験」が行なわれ、そこで得られた『科
学的知見』が環境中（複雑な環境因子が影響）
でも適用できるのか等を調べたりするのが本来
の目的であるはずです（高速増殖炉“実験”は、
「もんじゅ」という「原型炉」段階で挫折し、
「実証炉」段階にまで進めませんでした。閑話
休題）。
仮に今回の試験に「木材から土壌へのセシウ
ムの移行メカニズムの解明」というような目
的・大義名分があるとすれば、少なくとも、セ
シウムが「吸着」していると推定される「表面
の樹皮」と、セシウムが根から「吸収」されて
いる（取り込まれている）
「木質部分」とを分け
て粉砕・散布すべきと思われます。そのことで、
木材が自然界で腐食・分解される過程で、「吸
着・吸収」されたセシウムがどのように土壌に
移行するのか、土壌に移行したセシウムは水に
も移行し易いのかなど、自然界におけるセシウ
ムの挙動（今後の森林・里の汚染の変化）が解
明される可能性があります。
では、
「ほだ木」を丸ごと粉砕・散布した場合
はどうでしょうか。その場合、上記の樹皮・木
質の区別は不可能ですから、考えられるのは粉
砕チップの大きさ（表面積）で分けて（微細、
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ルタント？）企画したのか分かりませんが、科
学的実験のイロハ さえ満たしていないのです
（他自治体の実証試験も！）。

シウムが分離可能で「10 年以内での実用化を目
指す」とのこと。でも、グラムオーダー（かせ
いぜいｋｇオーダー）の土の加熱実験で分離し
たところで（加熱装置の作成費と投入したエネ
ルギーはどれほどのものだったのでしょうか）、
福島の除染ではぎ取った 1500 万立方メートル
＝（比重を２とすれば）3000 万トン＝300 億ｋ
ｇもの土の加熱処理など実現不可能です。10 年
以内の実用化にしても、おそらくレンガ状に焼
き固められた（塩化物含有）土の利用法を「住
民らと話し合ってゆく」としていることも、単
なる研究（予算獲得）の正当化・アリバイ作り
でしかないのではないでしょうか。そもそも回
収した“主役”のセシウムはどうするのでしょ
うか。
もはや、自然が“タダ”で「濃縮・固定」し
てくれたセシウムは、これ以上環境中に飛散・
拡散しないよう、厳重に保管・管理するしかな
いと思います。
（完）

放射性プルームとして空気中に漂っていたセ
シウムを、せっかく自然界がほだ木・稲わら・
牧草などに「濃縮・固定」してくれたのに、わ
ざわざ人為的に再び環境中にばら撒くのは、
“愚
の骨頂”でしかありません。
＜2017.3.18 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
【3.18 同日追記】 ＜3.9 朝日＞で、
「福島第一
原発の事故後、日本原子力研究開発機構や全国
の大学が放射性セシウムの研究に取り組んだ」
成果として、土壌鉱物への吸着の仕組みが解明
されつつあり、原子力機構物質科学研究センタ
ー・矢板毅さんによれば、塩化物を加え 700℃
で加熱する「低コスト」の方法で黒雲母からセ

【雑感】 Ｎスペ「メルトダウン６」 東電の『本末転倒』！
3.12 放映のＮＨＫスペシャル「メルトダウン
６ 原子炉冷却 １２日間の深層」を見ました
（録画で）。
主な内容は、福島第一原発１号機の「イソコ
ン（アイソレーションコンデンサー）
：非常用復
水器ＩＣ」について（備えの甘さ）と、人工知
能ＡＩを用いた吉田所長らの会話記録の分析で
した。

困難（中途半端）となってしまい（例えば、消
防車を用いた１号機への注水が途中でバイパス
され、炉心に十分に届いておらず、その後の経
路見直しでようやく注水が確保されたことな
ど）、その当然の帰結として、１～３号機全てで
炉心熔融にまで事態を悪化させたことが分かり
ます。このことは、経済性優先の「複数号機立
地」こそが最大の問題点であったことを証明し
ています。
（東北電力も、２号機だけの再稼動を
計画しているならまだしも、３号機や１号機の
再稼動も目論んでいるのなら、防災訓練・事故
対応訓練では、全号機一斉に異なる危機的状況
が発生した場合を想定した訓練を行なう必要が
あります。）
『鳴り砂№257』で、アポロ１３号事故（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）では、ＮＡＳＡの危機対応が複数のチ
ームで管制主任・メンバーがきちんと交代し適
切・的確に行なわれたことを紹介しましたが、
上記の福島事故の教訓からは、１つの号機に専
念して対応できるチームを交代可能な数だけ確
保しておくことが必要で、そのための人件費・
設備費その他を“けちる”べきではなく、その
負担に耐えられないのであれば、原発を稼動さ
せる資格はありません。

まず、後者で印象に残ったのは、テレビ会議
システムの設定上、本店が中心となるようにさ
れていたため、現場を知らない東電本店（エリ
ート技術者？）の机上の空論アドバイス（１号
機への注水量の絞り込みなど）が入り込み易く
なっていたこと、現場を知っている柏崎刈羽原
発所長の意見が本店経由のため直に吉田所長に
伝わりにくくなっていたことなど、事故対応の
指揮命令系統の問題です。また、吉田所長に負
担が集中し、事故収束に無関係なこと（別の担
当者が対応すれば十分なことあるいは自身の責
任で対応・判断すべきこと）まで、いちいち吉
田所長に問いかけるような“無秩序・無責任”
状態にあったことも示されます（その辺は「吉
田調書」にも示されていましたが）。
さらに、日にちごとの話題の集中度変化から、
各号機で次から次へと生じた危機的状況に振り
回され、１つの号機への集中・徹底した対応が

次に、１号機イソコン（非常用復水器ＩＣ）
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については、
（こだわりを持っている筆者から見
れば）一部“甘さ”が見られましたが、全体的
には問題点を良くとらえていたと思います。
“甘
さ”は、例えば、地震直後の起動について、
「３
Ａ弁」が開いてＩＣが作動したことを伝えてい
ましたが、実際には「３Ｂ弁」も開き、ＩＣが
２系統とも作動していますので、ちょっと違う
と思います。また、本来は主蒸気逃がし弁が作
動して圧力を低下させるはずが、40 年間一度も
作動しなかったＩＣが（２系統とも）実際に作
動したことに、運転員は‘大いに驚いた’はず
です。…と書き始めるとキリがありませんが、
いずれにしても、実際に「運転中の実動作試験」
をしてこなかった東電や、それを容認してきた
国の責任が指摘されていたのは、良かったと思
います。
そして、番組を見ての最大の印象ポイント（備
えの甘さ！）は、実動作試験を回避した東電の
言い訳です。曰く、もしもＩＣ配管にひび割れ
や穴あきなどが生じていれば、そこから１次冷
却水中の放射能が（復水タンク・冷却水を経由
して）
「ブタの鼻」から直接環境中に放出される
ので、そのような事態を懸念した、とのこと。
ナルホド、
‘ 環境への直接の放射能放出＝周辺住
民被曝’の可能性を少しでも避けるための試験
不実施でしたか…。さすがは「安全第一」の東
電。
でも、
「実動作試験時」に（多少の？）放射能
放出事故が起きてしまったとしても、そのこと
でＩＣ配管の損傷が判明するため、試験を中止
して直ちに修理・交換するなどして、
「本当の事

故時」に大量の放射能放出を防げるようＩＣを
‘万全の状態’に修復・維持しておくことの方
が、原発のリスク低減上、よほど重要なのでは
ないでしょうか（地元自治体や住民からの試験
後・修理後の運転再開に反対する声（経済的リ
スク）は強まるでしょうが）。その損傷の有無を
「事前」に把握する機会を自ら放棄することは、
安全確保に反していることは明らかです。
（ ＊た
だし、筆者は、復水タンク温度や配管圧力差（や
「ブタの鼻」の鼻息・モヤモヤ（水蒸気の加減））
などにより配管損傷の有無は確認できると思い
ますので、それらをきちんとチェックしていれ
ば、試験時の放射能放出を懸念する必要はない
はずだと思います。本当は、ＩＣの実動作に伴
う各種配管や圧力容器の急冷による「熱ショッ
ク・熱疲労の蓄積」などを回避するため、さら
に急冷などで実際に配管が損傷したらその修理
のために原発を長期間運転できなくなってしま
うことを恐れ、東電は試験を行なわなかったの
ではないでしょうか。それを隠すため、テレビ
向けの言い訳を考え出したのではないでしょう
か。）
いずれにしても、
『本末転倒』とはまさにこの
東電（そして、そのような東電の説明を受け容
れた国？）のためにある言葉で、そのようなお
かしな安全意識（備えの甘さ）が原発事業者・
技術者の根底にあることが心配です。
＜2017.3.19 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

震災から 6 年目の女川原発サクラ調査
毎年恒例の女川原発サクラ調査の報告です。
今年は 4 月 16 日に行いましたが、およそ８分咲
きでした。結果は 500 枚中異常が 17 枚、異常率
は 3.4％と、ほぼ昨年と同じでした。気がつい
たことは、いつもは多い「花弁 4 つ、がく 4 つ」
は、今年は１つしか見つからず、逆に「花弁の
異常」
（花弁の１枚が異常に小さい、など）が比
較的多かったように思います。
サクラ調査より気になったのは、女川での復
興状況です。昨年にくらべ、街中でも、また原
発に近い小屋取などの集落でも、こじゃれた家
屋がここそこに完成、または建築中でした。街
中でのそれは勿論喜ばしいことですが、小屋取
など原発のすぐそばにまた住み続けると思うと、
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ちょっと複雑な思いです。女川の街から原発ま
での海沿いのルートでは道路整備やトンネル工
事も行われており、それは東日本大震災の時寸
断された経験を踏まえ避難できる体制をとるた
めだと思いますが、とはいってもすぐ逃げられ
るとは限りません。津波は防げても、放射能か
らは逃げられないという可能性は、あまり考え
ないのでしょうか？ 漁業関係等で地元の浜に
居たいのだとは思いますが…
早春の女川の海はきらきらして、本当にきれ
いでした。原発の跡地に公園でもつくって、
「昔
ここに原発があったんだよ」と孫に話ができる
日がこないかなと夢想するこのごろです（孫が
できる予定はないのですが…）。
（さすらいのみちのくサクラ調査隊）

【女川原発アラカルト】

2017 年度サクラ調査票
観測日 （2017 年 4 月 16 日）
観測場所 宮城県女川町
公園名等 塚浜公民館
（女川原発より西北方向 1ｋｍ）
観測花総数 （
500 個）
異常花総数 （
17 個）
異常花率
（
3.4％）
【(異常花総数÷観測花総数)×100】
異常花内訳
花弁３以下
0個
花弁４
1個
花弁６
0個
花弁７以上
0個
花弁のギザギザ・切れ込み
1個
花弁重なり
0個
花弁変形（花弁の矮小・ねじれ等） 11 個
花弁のつき方異常
1個
がくの花弁化
0個
がく３以下
0個
がく４
2個
がく６
0個
雄しべの花弁化
0個
花そのものの矮小化
2個
※１つの花に２項目以上の異常がある場合も、
異常花数は１個とカウントします。したがって、
１つの花に複数の異常があった場合には、調査
票の「異常花総数」と「異常花内訳（本票下部）」
の総数とは一致しません。
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【３月】
21日（火） 環境省、県内全域の河川や沿岸計
54地点の公共用水域で1～2月に実施した放射
性物質モニタリング結果を公表。河川周辺の
土壌から有馬川・宇南田橋（栗原市）で3500
㏃/㎏の放射性セシウムを検出。底質では、仙
台港地先海域の内港で392㏃/㎏、阿武隈川河
口（岩沼市・亘理町）で373㏃/㎏検出。水質
は全地点で検出下限値（１㏃/㍑）以下。
仙台市環境影響評価審査会、石炭火力の出
力規模にかかわらず、全てをアセスメントの
対象にするよう求める意見書を市に提出。
22 日（水） 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
STOP 署名」行動。
24 日（金） 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 90 回目会合を
原子力規制庁で開催。東北電力は、敷地内断
層のうち、重要施設下を通る「ＴＦ－１」
「Ｏ
Ｆ－４」が断層破砕部の鉱物の状況などから、
活断層の定義である後期更新世（12 万～13
万年前）以降の活動がないと説明。規制委は
「おおむね妥当」と評価し、緊急時対策建屋
などの重要施設を建設する敷地北西部の高台
の小断層について、形成過程などを詳しく説
明するよう求めた。
「女川原発安全性県有識者検討会」第11回
会合が久々に開催、震災後の原子炉建屋の耐
震壁ひび割れの健全性を議論。10名傍聴。
県、
「洋上風力エネルギーフォーラム」をホ
テルメトロポリタン仙台で開催。関連企業や
自治体関係者ら約130人が参加。
26日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第
37回甲状腺エコー検査in蔵王町」、主催 3.11
後の健康を考える会（サクラソウの会）、蔵
王町地域福祉センター。検診医寺澤政彦医師
（てらさわ小児科・仙台市）。73名の子どもが
受診。
27日（月） 仙台港の石炭火力発電所建設問題
を考える会（考える会）、県に「仙台パワース
テーション（ＰＳ）」との意見交換会開催の要
望書を提出。
東北電力、２号機原子炉建屋地下３階で、
仮設排水ポンプの撤去作業中に、ホース接続
部分から放射能汚染水が漏れ出し、しぶきが
作業員３人の顔や服にかかる事故が発生した
と発表。5日、ポンプ出口の弁の閉め忘れが原
因と発表。
29日（水） 仙台市、市防災会議原子力防災部

会で、石巻・東松島両市から約6万4800人の避
難者を受け入れる方針を盛り込んだ、原子力
災害対策編の修正案を公表。
30日（木） 女川町、重大事故時広域避難計画
を公表。
31日（金） 東北電力、女川・東通原発の新燃
料、低レベル放射性廃棄物、使用済燃料の輸
送が全て「なし」とする、H29年度核燃料輸送
計画を公表。
【４月】
2日（日） 脱原発東北電力株主の会、株主提案
協力要請発送作業。9名参加。
四国電力と住友商事、石炭バイオマス混焼
火力発電所「仙台高松発電所」
（仮称）の説明
会を東北福祉大仙台駅東口キャンパス 51 教
室で開催。市民約 140 人が参加。計画撤回を
求める声。
3 日（月） 四国電力と住友商事、
「仙台高松発
電所」の説明会を夢メッセみやぎ本館会議棟
大ホールで開催。計画撤回を求める声。
8 日（土） 宮城県保険医協会、～震災６年企
画～映画『日本と再生〜光と風のギガワット
作戦』上映会、せんだいメディアテーク７階
スタジオシアター。
12 日（水） 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 3 月分の女川原発の点検状況報告。
15 日（土） 「女川から未来を考える会」、女
川町出島（いずしま）で、
『阿部麟だより』を
全戸配布。阿部美紀子町議、大崎、仙台、石
巻などから 9 名の先鋭参加。
16 日（日） 日本科学者会議宮城支部「世の中
研究会」市民公開講座「東日本大震災から 6
年―私たちは何を学ぶべきか―」、第 3 回「東
日本大震災と原発問題」、水戸部秀利氏（きら
きら発電代表）と篠原弘典氏（アクション世
話人）等が発言。仙台弁護士会館。
さすらいのみちのくサクラ調査隊、震災か
ら 6 年目の女川原発サクラ調査。
19日（水） みやぎ生協高砂駅前店会員ら、仙
台ＰＳ建設で勉強会。長谷川公一東北大大学
院教授が講演。約60人が参加。
21 日（金） 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
STOP 署名」行動。
22日（土） 「アースデイ東北2017～地球のこ
とを考える」、仙台市錦町公園。実行委主催。
23日（日）まで。
宮城県原爆被害者の会第59回定期総会、記
念講演「トランプと核」～原発・核ゴミ問題
にも触れながら～太田昌克氏(共同通信社論
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説委員)、ホテルクレセント。
23日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第
38回甲状腺エコー検査in蔵王町」、主催 3.11
後の健康を考える会（サクラソウの会）、蔵
王町地域福祉センター。検診医溝口由美子医
師（光ヶ丘スペルマン病院小児科・仙台市）。
29名の子どもが受診。
24 日（月） 「全国株主運動交流会」、2 月 10
日付『日本経済新聞』に、株主提案を制限す
ることを「目玉」とする会社法の改正を法務
大臣が法制審議会に諮問、具体的な検討に入
ったとの報道があり、その第１回の部会が 4
月 26 日に開催されるため、株主の会の連名で、
法制審議会会社法制（企業統治棟関係）部会
に、以下の「株主提案の制限に対する要望書」
を提出。要望事項 １）株主提案は重要な株
主の権利です。これを制限するのではなく、
真の、より実りのある「対話」を促進する方
向での改善を求めます。２）部会における審
議の公開を求めます。
28 日（金） 株主の会、東北電力に株主 198 名・
259,000 株で「原子力発電からの撤退と再生
可能エネルギーの推進」等の 5 議案の株主提
案（22 年連続）を提出し、記者会見。5 名参
加。
「考える会」、「石炭火力発電所の健康影響
と仙台港の建設問題を考える」意見交換会。
ラウリ・ミヴィエルタ氏（国際環境 NGO グリ
ーンピース・インターナショナル）が健康影
響について講演。仙台市市民活動サポートセ
ンターセミナーホール。約 50 名参加。
規制委適合性審査 91 回目会合。東北電力は、
最大想定の基準津波（高さ 23.1 ㍍）を超える
津波が起きる確率は極めて低いと補足説明。
規制委の石渡明委員は「おおむね妥当な検討
がなされたと」総括し、津波評価の審査が終
了。
29 日（土） ＮＡＺＥＮみやぎ（すべての原発
いますぐなくそう！全国会議）、映画『Ａ２－
Ｂ－Ｃ』上映会。杉村吉彦医師（ふくしま共
同診療所）が「フクシマの今」を報告。せん
だいメディアテーク７階スタジオシアター。
【５月】
1 日（月） 仙台市、市環境影響評価条例の施
行規則を改正。アセスの規模要件を撤廃し、
全ての石炭火力発電所に対象を拡大。全国初。
2 日（火） 「考える会」、
「仙台ＰＳ」から約 5
㌔圏内の宮城野区、多賀城市、七ヶ浜町、塩
竃市、利府町で小中学生を対象に健康調査を
開始。

県、栗原市で 4 月 25 日に採取された野生ク
サソテツから 120 ㏃/㎏、丸森町（旧耕野村、
旧丸森町、旧小斎村以外の地域）で 27 日採取
された野生タケノコから 110 ㏃/㎏の放射性
セシウムを検出したと発表。
10 日（水） 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
STOP 署名」行動。
「第141回女川原子力発電所環境調査測定
技術会」。ホテル白萩･萩の間。風の会2名＋電
力？1名＋TBC東北放送記者1名傍聴。
県、丸森町（旧耕野村、旧丸森町、旧小斎
村以外の地域）で 1 日採取された野生タケノ
コ 9 体から 110～240 ㏃/㎏、女川町小乗浜で
捕獲されたニホンジカから 100 ㏃/㎏の放射
性セシウムを検出したと発表。
12 日（水） 県、水素エネルギーに関するセミ
ナーを県庁で開催。事業者や市町村職員ら約
60 人が参加。
14 日（日） 「エネシフみやぎ」と「あいコー
プみやぎ」、映画『日本と再生〜光と風のギガ
ワット作戦』上映会、せんだいメディアテー
ク７階スタジオシアター。会津電力（喜多方
市）の佐藤弥右衛門社長が講演。90 名参加。
17 日（水）午前は「ママ＆キッズシネマ」。
原発問題住民運動宮城県連絡センター総会、
記念講演 舘野淳さん（核・エネルギー問題
情報センター事務局長）、「規制基準の問題点
～世界の水準に程遠い『世界最高水準』は大
ウソ～」、フォレスト仙台２階第７会議室。
17日（水） 仙台地裁、原発事故で南相馬市の
楽器店の顧客が避難したため、間接的な損害
を受けた宮城県村田町のピアノ調律師の損害
賠償を認め、東電に約80万円の支払い命令判
決。
県、栗原市で 8 日に採取された野生コシア
ブラ 2 検体と丸森町（旧耕野村、旧丸森町、
旧小斎村以外の地域）で同日採取された野生
タケノコ 2 検体から 180～450 ㏃/㎏の放射性
セシウムを検出したと発表。
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 4 月分の女川原発の点検状況報告。
19 日（金） 仙台市、市議会経済環境委員会で、
再生可能エネルギー開発のレノバ（東京）な
どの企業グループが、蒲生北部地区に計画し
ているバイオマス発電所（電気出力 7 万 5000
㌗）の概要を公表。
（空）
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●汚染廃棄物「試験焼却」を
めぐる動き
【３月】
26日（日） 「放射能汚染から美里を守る会」、
美里町中央コミュニティーセンターで設立総
会。代表にコスタリカ人の農家ルイス・フェ
ルナンド･レオンさんを選出し、「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（大崎）」に参加。約30名
参加。
28日（火） 「放射能汚染廃棄物の焼却を考え
る県南の会」
（長谷川進会長）、
「放射能汚染廃
棄物の焼却反対に関する申し入れ書」を仙南
地域広域行政事務組合に提出。18名参加。
【４月】
2 日（日） 「放射能汚染廃棄物『一斉焼却』
に反対する宮城県民連絡会」結成集会、仙台
弁護士会館 4 階。結成報告と県内各地からの
リレートーク。13 市 7 町約 160 名参加。主催
一斉焼却反対県民連絡会準備会（焼却問題を
考える県南の会／生活協同組合あいコープみ
やぎ／脱原発仙台市民会議／子どもたちを放
射能汚染から守り、原発から自然エネルギー
への転換をめざす女性ネットワークみやぎ／
東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民セン
ター／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（大崎）
／放射能から子どもたちを守る栗原ネットワ
ーク／女川から未来を考える会／原発問題を
考える登米市民の会／七ツ森の自然と吉田
川・西川の清流を守る会／焼却問題を考える
富谷市民の会／原発問題住民運動宮城県連絡
センター／みやぎ脱原発・風の会等 13 団体）。
「各市町村長」に決議文を送付。
5日（水） 「県南の会」、焼却処分決定の白紙
撤回を求める申し入れ書を亘理名取共立衛生
処理組合に提出。
6日（木） 伊藤康志大崎市長、定例記者会見で
「焼却処理がベースで、すき込みなどの減容
化はあくまで補完的措置」と表明。
7日（金） 脱原発仙台市民会議、仙台市長宛に、
「一斉焼却反対」の3度目の申入れ書を提出。
12名参加。
8日（土） 栗原ネットワーク、栗原市長選立候
補者２氏の焼却是非の公開質問状の回答を公
表。
12日（水） 「県民連絡会」、決議文と12項目の
質問状を県環境生活部に提出。
「 県が市や町に
押しつけるのではなく、住民の声を聞いて一

斉焼却をやめ、隔離保管をしてほしい」と求
め、5月19日までに責任ある回答と意見交換の
ための時間を設けるよう要望。県議全員に「協
力要請文」を送付。
大崎市、住民説明会を開催し、汚染牧草の
すき込みによる減容化実験を鳴子・上原地区
の市有地で５月中旬に行なうことを決定。
15日（土） 放射性廃棄物最終処分場計画に反
対する大崎の会、討論会と総会を開催。コン
クリート施設での長期間保管要求を確認し、
「放射能汚染廃棄物問題を考える大崎の会」
と改称。
17日（月） 「大崎の会」、汚染牧草のすき込み
による減容化実験の中止と意見交換会開催を
求める要請書を大崎市に提出。
21日（金） 脱原発仙台市民会議、朝と夕方、
仙台市役所前で、女川原発再稼動反対・一斉
焼却再考を求める署名行動。25名参加。
22 日（土） 鶴ヶ丘くらしを考える会、「焼却
問題学習会」講師中嶋廉県議、鶴ヶ丘コミュ
ニテイ・センター和室。

26 日（水） 新日本婦人の会太白支部、「焼却
問題学習会」講師広幡文氏（脱原発仙台市民
会議事務局長）、長町南コミュニテイ・センタ
ー。
【５月】
2 日（火） 猪股洋文加美町長、記者会見で、
県の一斉焼却方針をけん制。
8 日（月） 村井知事、定例記者会見で、
「廃棄
物問題に特化して協議する市町村長会議を 6
月中に開催したい」と表明。
10日（水） 伊藤大崎市長、定例記者会見で、
焼却処分をメインとする従前の方針に変更は
ないと表明。
12 日（金） 「放射能から岩沼を守る会」（小
川栄三代表）、亘理名取共立衛生処理組合の焼
却場が立地する岩沼市に対し、
「一斉焼却」に
反対するよう申入れ。
18 日（木） 登米市、400 ㏃/㎏以下の牧草と堆
肥を土壌に還元する、すき込み実証実験を市
有地で開始。
（空）

＝放射能汚染廃棄物『一斉焼却』に反対する宮城県民連絡会

結成集会決議＝

私たちは放射能汚染廃棄物の『一斉焼却』に反対し、
安全に保管・管理することを求めます
昨年 11 月 3 日の宮城県市町村長会議で村井嘉浩知事が突然、8000 ベクレル／㎏を下回る放射能
汚染廃棄物を県内で一斉に焼却処理する方針を打ち出しました。これに対して、広範な県民から反
対の声が上がり、自治体への申入れや署名運動が取り組まれてきました。その結果、12 月 27 日の
市町村長会議では全体の賛成を得られず、年明けから予定していた試験焼却を実施することは出来
ませんでした。住民の反対の声に押された何人かの首長が一斉焼却に同意しなかったためです。そ
れでも村井嘉浩知事は年頭の挨拶で「6 月の市町村長会議で一斉焼却を確認したい」と発言し、
『一
斉焼却』実施に固執しています。
私たちは放射能汚染廃棄物の『一斉焼却』に反対します。第一に、宮城の空に放射能が拡散する
危険性があるからです。宮城県提案の安全対策では、排ガスの放射性セシウムが 20～30 ベクレル／
㎥、放流水(浸出水)の放射性セシウムが 60～90 ベクレル／㍑まで許容されていて、宮城県自身が放
射能の拡散を認めています。第二に、宮城県内 15 か所の埋立処分場に大量の放射性セシウムが持ち
込まれ、大地が汚染され、地下水・浸出水に放射能が移行する危険性があるからです。福島原発事
故後、東日本大震災のガレキを焼却処理した関東各地の管理型(開放型)埋立処分場で、100 ベクレ
ル／㍑を越える放射性セシウムが浸出水から検出されています。放射能汚染廃棄物の『一斉焼却』
が実施されれば、宮城の空と大地と海を再び放射能汚染の危険に晒すことになります。
焼却に対する県民の不安を受けて、県内自治体で「すきこみ」や「堆肥化」
「林地還元」の実証実
験が進められています。しかし放射性セシウムはすきこんでも堆肥化しても林地還元しても消える
ことはなく、結局、土壌や地下水の汚染を招くことになります。
私たちは、放射能汚染廃棄物を焼却もすきこみも堆肥化も林地還元もせず、放射能が環境に拡散・
漏洩しない施設で、安全に保管・管理することを求めます。
2017 年 4 月 2 日
放射能汚染廃棄物『一斉焼却』に反対する宮城県民連絡会 結成集会 参加者一同
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●脱原発みやぎ金曜デモ
女川原発再稼働するな！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
【３月】
24 日（金） 第 221 回「金曜デモ」、まだまだ
寒い仙台の街中で、脱原発を訴え、勾当台公
園野外音楽堂から 40 名の市民が参加。
31 日（金） 第 222 回「金曜デモ」、まだまだ
冷涼なみちのく仙台で再稼働やめようと訴え
て、勾当台公園野外音楽堂から 40 名の市民が
参加。被災者支援を打ち切るな！皆さんこれ
からも声を上げ続けましょう
【４月】
7 日（金） 第 223 回「金曜デモ」、原発被災者
の切り捨てを許すな！と、勾当台公園野外音
楽堂から 50 名の市民が参加。
14 日（金） 第 224 回「金曜デモ」、桜が満開
の暖かな春の仙台で、原発やめようと訴えて、
錦町公園から 40 名の市民が参加。
21 日（金） 第 225 回「金曜デモ」、年度が改
まって賑わう一番町を、
「 被災者切り捨てを許
すな」と訴えて、元鍛冶丁公園から 35 名の市
民が参加。
28 日（金） 第 226 回「金曜デモ」、青葉が美
しい仙台市中心部で女川原発再稼働やめよう
と訴えて、勾当台公園野外音楽堂から 45 名の
市民が参加。
【５月】
12日（金） 第227回「金曜デモ」、錦町公園か
ら40名の市民が参加。
19日（金） 第228回「金曜デモ」、肴町公園か
ら35名の市民が参加。

『鳴り砂』2-088 号（通巻 267 号）別冊
2017 年 5 月 20 日
発行●みやぎ脱原発・風の会
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◆（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
◆（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
◆（仙台長町地域）原発も戦争もＮＯ！たいは
くアクション・第3水曜日17時半～蛸薬師境内集
合後デモ行進
◆（岩沼市）原発ゼロ岩沼歩き隊 毎月第 3 金曜
14 時～
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