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☂☂ 3.27 漏水・作業員被水：東北電力の事実確認不足！☂
今年 3.27 女川２管理区域で発生した「漏水
＋作業員３名被水」トラブルについて、東北
電力は、＜4.5 お知らせ＞に続いて、6.8 県の
第 12 回安全性検討会でも「関連報告」＜資料
-3＞を行ないました。

因は、「本来、作業前に閉めるべき「出口弁 」
が開いた状態で仮設排水ポンプの取り外し作
業が行なわれたために、残水量が多くなり漏
えいに至った」としています。
まず、図では（ ＜4.5 お知らせ＞でも）、仮
設ホースの接続部より右側（ポンプ側）には
水がないように記載されていますが、これは、
接続部がポンプより高所にあって、外した瞬
間にポンプ側ホース内の水はポンプやその先
の貯水槽（地下３階：手元の設置許可申請書
では「廃液収集槽」は地下２階ですが？）に
自然流下するということで“省略”したので
しょうか。あるいは、電力お得意の“単純間
違い”でしょうか。

後者によると、原子炉建屋地下３階で、 フ
ィルタベント装置の設置工事における計器類
のケーブル干渉作業に伴い設置していた仮設
の排水ポンプの取り外し＜ 4.5 お知らせ＞の
際、液体廃棄物処理系に通じる出口弁が「開」
のまま「仮設ホース」の接続部を外したため、
配管内に溜まっていた水の一部（５リットル）
が、残水受けのために用意していたビニール
袋から跳ね返って漏洩した、というもの。原

一方、図から判断すれば仮設ホースには逆
流防止弁は効かないようですが、接続部の左
側（出口弁側）ホースも、弁が閉まっていれ
ば、ホース接続部の先端を下げて空気を入れ
ない限り、物理的には接続部を外してもホー
ス内の水は出てこないはずで、その場合は“多
少の水こぼれ”が予想されるだけですから、
それに備えてのビニール袋の用意で十分だっ
たと思われます。
ところが、出口弁が開いていると、液体廃
棄物処理系の排水先がおそらく高所（１階の
脱塩装置？）にあるため、同処理系に通じる
長い配管内の水が逆流・流下して「残水量が
多くなり」、（水量も勢いも）ビニール袋では
間に合わず、
「袋から跳ね返った残水」が現場
周辺に溢れたのは当然です。ただし、最悪、

同処理系に通じる配管内の残留 水が全て流下
した可能性もあったはずですが、漏水量が５
リットルで済んだということは、現場作業員
（協力企業）が異常（水の噴出？）に驚いて
接続部をすぐ元に戻す（再接続）など迅速に
対応したおかげではないのでしょうか（その
ような下請作業員の好判断・好処置を東北電
力は“称賛”してもいいのではないでしょう
か）。
それに比べ、東北電力の社員の行動は、実
に“不可解”です。共用設備グループは計測
制御グループから「 １ 仮設排水ポンプの取り
外しを依頼」され、その取り外し作業を協力
企業へ「 ２ 依頼」したはずなのに、協力企業
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開閉管理の“責任のなすり合い【原因①】”以
前に、最も肝心な‘作業内容（ 仮設排水ポン
プの取り外し ）の確認・共有’自体が全くな
されていなかったということで、そのことこ
そ今回の漏水・被水トラブルの“最大の問題”
だと思います。

から「 ３ 作業開始を連絡」された時に、
「【 原
因②】仮設の排水ポンプの取り外し までは行
わないと思い」ながら作業を「 ４ 許可」し た
と説明しています。東北電力内での出口弁の

真に有効な再発防止対策を講じようとする
なら、まずは正確な事実確認、それに基づく
真摯な原因究明が必要ですが、そのいずれも
東北電力はできて（して）いませ ん。

ハット事象』を逐一報告・改善するような体
制（下請も含め）を東北電力は採っていない
と思われますので）、そのことを考えるなら、
むしろ今回のトラブルが起こって“幸い” だ
ったのではないでしょうか。

まずは、
「 １ と ２ の依頼」の正確な内容と 、
仮設ポンプ・ホース「取り付け時の両グルー

ただし、前記のとおり、事実確認が不十分
なままでは、東北電力が打ち出した追加（補
強）対策①～③（作業範囲の明確化・相 互確
認の徹底・基本動作教育）は、アリバイ作り
的・形式的対策に過ぎず、しかも「作業中：
管理職が担当者の基本動作の実施状況を 直接
確認および指導を実施」＜資料 -3：３頁＞と
いうような、協力企業作業員の『作業手順』
に従った作業を現場で東北電力の管理職が直
接確認・指導することなど考えられませんか
ら、まさに“絵に描いた餅”にしか過ぎませ
ん。
＜2017.7.5 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ ）

プ 間 で の や り と り」 や 、「 ５ 作 業着 手」 の た
めの『作業手順』の具体的記述とそれを誰が
作成したのかなどの事実関係を明らかにして
欲しいと思います。また、出口弁（や逆流防
止弁）と作業現場（仮設ホース・ポンプの設
置場所）との正確な位置関係などについても、
公表して欲しいと思います。
確かに、
『作業手順』に「出口弁閉を確認す
る」と明記されていたとすれば、直接確認し
なかった協力企業作業員の完全な落ち度【原
因③】となりますが、この段階で出口 弁の確
認を行ない「開」を確認したとしたら、その
後の「閉」作業などにより今回のトラブルは
“未然防止”できたと思いますが、その代り
に【原因①・②】という重大な問題点が“見
過ごされた”はずで（そのような『ヒヤリ・
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『放射能汚染防止法』って何だろう
山本行雄弁護士を講師に、6 月 11 日（日）、
「放射能汚染防止法」制定を考える仙台有志の
会主催で、学習会「『放射能汚染防止法』って
何だろう」が仙台市シルバーセンター5 階会議
室で開催され、22 名が参加した。以下に概要を
示す。

「ばらまく」量を規制せず、薄めて捨てれば良
いという考えで、排出絶対量の規制はない。し
かも、濃度規制違反に罰則なし。大気・河川海
洋に広く分散させれば人に害を及ぼさないとい
う考えが広く取り入れられている＝希釈・拡散
政策。
公衆被ばく線量規制はあるが、原発は電力会
社が作成した保安規定に従って操業しているの
で、公衆は 1 ミリシーベルト以上被ばくしない
ことになっている、だから安心しろという規定。
超えて被ばくさせることは、想定外（あり得な
い）。従って罰則もない。

なぜ、東電責任者が罰せられないのか！
なぜ、放射能汚染が許されるのか！
なぜ、原発事故被災者が救済されないのか！
放射性物質が法律的にどのように扱われてき
たのか、この学習会で改めて学ぶことができた。
「環境基本法」は産業規制の法律で、国民が
法を生み出した。
「水俣病」
「イタイイタイ病（カ
ドミウム禍）」等、偏見と差別の中、人々の苦し
み・勇気が法律を生み出す原動力になり、
「公害
国会」を通して、産業との調和条項を全部削除
した旧公害対策基本法等が制定された。
基本は三つの「するな」で、
「大気を汚染する
な」「水質を汚濁するな」「土壌を汚染するな」。
公害規制の法律は、大気汚染防止法、水質汚濁
防止法、土壌汚染二法（農用地土壌汚染防止法、
土壌汚染対策法）。関連する法律として、廃棄物
処理法など。基本構造は、「規制基準」（罰則な
どで強制、汚染すれば罰するこの命令構造が公
害規制の中心）＋「環境基準」
（強制力はないが
行政の到達目標）＋「常時監視」（体制の整備）
＋除染せよ。
例えば、水質汚濁防止法の実例としてカドミ
ウムの場合、
「環境基準」＝リットル 0.003 ㎎以
下、
「規制基準」＝0.03 ㎎以下。ＰＣＢの場合、
「環境基準」＝検出されないこと、「規制基準」
＝リットル 0.0003 ㎎以下。
また、大気汚染防止法・水質汚濁防止法とも
に、自治体の条例制定権として、「上乗せ条例」
（国の定めた基準より厳しい基準を定める）、
「横出し条例」
（ 国が定めていない公害原因物質
を独自に規制するなど）を条文で認めている。

福島第一原発事故後、2012 年 6 月、環境基本
法 13 条の放射性物質適用除外規定が削除され、
放射性物質は公害原因物質に位置づけられた。
その後、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、環
境影響評価法などの放射性物質適用除外規定が
削除されたが、土壌汚染関連法除外規定は未改
正のまま。大気汚染、水質汚濁の「環境基準」
「規制基準」は未整備、従って罰則なし（常時
監視・公表のみ）。
大気・水質・土壌の汚染規制なしに廃棄物処
理法を適用したのが「汚染対処特措法」で 8000
ベクレル/㎏まで一般の「ゴミ扱い」。その結果、
自治体の廃棄物処理・処分施設が、環境基準も
規制基準もない実質「放射性物質の処理施設」
になり、希釈・拡散政策を拡大させている。
「汚染」にも「被ばく」にも責任を負わない
現在の制度を改め、放射能汚染を公害として規
制する法律が必要であり、国に環境基本法を守
らせ、そのための法整備をさせる。放射性物質
の規制基準・環境基準を整備して汚染を防止し、
人と環境を守らせる。
大気汚染防止法・水質汚濁防止法では、基本
＝出口における総排出量規制、例えばセシウム
の環境基準・規制基準とも「検出されない」と
すること（量と濃度の両方で規制）。適用施設は、
原発、再処理施設、廃棄物施設等全て（土壌汚
染については適用除外規制の削除と除染義務な
どの整備）。被ばく段階での規制基準＝年１m ㏜
（罰則）、環境基準＝50μ㏜。放射能汚染が公害
である以上当然（ばらまく段階も被ばく段階も）、
規制違反には罰則。
事故由来廃棄物では、希釈・拡散禁止、集約・
封じ込め政策。処理・処分施設に対する「汚染
規制」として大気汚染・水質汚濁・土壌汚染の

これに対し、
「原子力基本法」は産業の振興法
であり、環境基本法 13 条で上記三つの「するな」
から放射性物質を適用除外にしてきた。
「原子力
公害」という言葉も死語化し、原発＝安全性、
防災という枠組みで捉えるように習慣づけられ
てきた。
原子力法は、責任なき濃度規制と線量規制が
あるだけで、違反に罰則はない。濃度規制とは、
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規制基準・環境基準・立地規制などを整備。
国に、公害被害者である原子力公害被害者の
救済義務を果たさせる。やってもやらなくても
良いのではない。公害である以上当然、放射能
汚染という被害を受けた被災者に、国は救済の
義務があり、被災者には救済を求める権利があ
る。環境基本法は、国に対し「やれ」と書いて
ある。

～第 10 回

日本には、内発的に公害法を制定した歴史が
ある。放射能汚染は生存権を侵害する公害であ
り、環境基本法を土台に、総合的な汚染防止、
被ばく防止、被害者救済などの制度を目指すべ
き。 （空）
（参考）『制定しよう 放射能汚染防止法～総
理！逃げた後はどうなりますか』山本行雄著
発売元 星雲社 定価 1200 円＋税

大 MAGROCK＆大間原発反対現地集会

に参加して～

現地でもだんだん変化の兆しが…

7 月 15、16 日、大間原発敷地の隣接共有地で
行われた、10 回目を迎えた大 MAGROCK と大間原
発反対現地集会に参加した。15 日はものすごく
暑かったが、16 日は雨となり、残念ながら「風
船計画」は中止。でも、集会・デモは、函館は
じめ全国からの参加者で元気よく行われた。以
下感じたことを箇条書きで。

○「原発ありき、ではない」という
町幹部の発言
15 日夜の「大間で自由にみんなで語ろう 2017」
という交流討論会などで、実行委員会が集会に
先だって行なった大間町への申し入れ行動で、
町幹部が次のように語ったことが紹介された。
「情勢次第で、原発が来ないということもあり
うる。原発ありき、ということではなく、
（今後
の大間のありかたについて）地元住民とともに
考えていきたい」。そして、この交流討論会でも、
従来から参加されている「大間原発に反対する
会」の町民以外に、新たに町民の方が数人参加
して発言された。これまでになかったことだ。
一方、ちょっと古いが、2016 年 3 月には毎日
新聞で、電源開発の役員が「自由に経営判断で
きるなら、
（大間原発は）やめたいくらいだ」と
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報道された。まさにこの原発がいかに電力会社
にとってリスクがあり、国主導でしかないかが
示されている。
そして、函館市の市民が中心になって進めら
れてきた「大間原発訴訟」の判決がいよいよ間
近に迫ったことも報告された。関係者は「判決
に期待している」と確信をもっていた。
このように、大間原発をめぐる彼我の状況は
少しずつ変化している。もちろん一番大きな要
因は福島原発事故の衝撃だが、加えて「もんじ
ゅ」の破たんにより核燃サイクルが回らなくな
るおそれが出てきて、フル MOX を想定している
大間原発は本当に必要なのか？ 本当に発電所
としてやっていけるのか？ という疑問が背景
にあるのは間違いない。
しかし、では大間原発ができないとすれば、
町はどのように今後の青写真を描いていけばい
いのか？ これは女川も含め、全国の原発立地
県の共通の悩みだ。なかなか答えはでないもの
の、原発に反対する私たちも、地元住民や自治
体とともに一緒に悩んでいかなければならない
ことを、改めて考えさせられた。「（この 2 日間
以外の）363 日も私たちはこの大間で暮らし続
けなければならない」という現地の方の発言は

重かった。
（「核燃料を入れるまえに遊園地かマグロ水
族館にして、観光名所にしよう」などの意見も
あった。夢のある話だし、実際海外では「遊園
地」や「廃炉のための模型」にしているところ
もあるので、あながち非現実ともいえないので
は？）

【女川原発アラカルト】
【５月】
20 日（土） 公益財団法人みやぎ・環境とくら
し・ネットワーク（ＭＥＬＯＮ）、環境市民講
座「電力自由化セミナー～自然エネルギーを
増やし、温暖化を防止しよう！～」、エルパー
ク仙台 6 階ギャラリーホール。浦井彰氏（「エ
ネシフみやぎ」代表）、須賀川瓦斯、みやぎ生
協などが報告。
21日（日） 山形「幸せの脱原発ウォーキング
200回記念行動」、山形第2公園。宮城11名を含
み42名参加。東北交流会も開催。
NPO法人おながわ・市民共同発電所設立記念
講演会、
「自然エネルギーが地域を変える」飯
田哲也さん（環境エネルギー政策研究所）、女
川町まちなか交流館大ホール。午前中、映画
「日本と再生」上映会。
放射能問題支援対策室いずみ「第39回甲状
腺エコー検査in Sendai」、東北教区センター
「エマオ」。検診医寺澤政彦医師（てらさわ
小児科・仙台市）。51名の子どもが受診。
24 日（水） 「第 141 回女川原子力発電所環境
保全監視協議会」、パレス宮城野 2 階はぎの
間。3 名＋電力？3 名傍聴。
宮城県海区漁業調整委員会、火力発電所計
画を巡り、事業者に海洋環境調査を要請する
方針を確認。
県、丸森町（旧耕野村、旧丸森町、旧小斎
村以外の地域）で 11、12 日採取された野生タ
ケノコ 2 体から 110、160 ㏃/㎏、亘理町で捕
獲されたイノシシ肉から 110 ㏃/㎏の放射性
セシウムを検出したと発表。
25 日（木） 東北電力原田社長、定例記者会見
で、東京電力との原発事業や送配電事業の再
編・統合を改めて否定。
28 日（日） 仙台港の石炭火力発電所建設問題
を考える会、仙台パワーステーション（ＰＳ）
開設に抗議し、蒲生祭りで、風船パレードと
人間の輪行動。約 60 名の住民が参加。
30日（火） 考える会、仙台ＰＳの操業中止を
求める署名2万2813名分を村井県知事宛に提
出。
31 日（水） 「生きる職場」 武藤北斗出版記
念講演・仙台、仙台駅前アエル 6F 中小企業活
性化センターセミナールーム(2)A、武藤北斗
さんの話を聞く会 in 仙台主催。
【６月】
4 日（日） 経済産業省資源エネルギー庁・原
子力発電環境整備機構（NUMO）、仙台市内
で「全国シンポジウム いま改めて考えよう

○本当は原発の稼働を想定していない？
大間町
原発の南側にある高台から見ると、原発の裾
野に民家が密集しているのがよく分かる。距離
としては女川原発と小屋取より近いのではない
かと思うほどだ。また、大間町役場が老朽化の
ため（たしかに古い）移転・新築するという計
画が発表されたが、その場所がいつも集会の駐
車場にしている空地で、原発敷地境界から 500
ｍくらいしかない。しかも、ここに「原子力防
災の拠点にもなる防災無線室を設ける」という
（2017.4.15 東奥日報）。3.11 での福島あるいは
女川の状況を知っているのか？と心底思う。し
かし、ここから推測されることは、大間町は実
はフル MOX の原発が稼働するなんてことは想定
していないのではないか？ということだ。もし
そうでなければ、大間町当局は一刻もはやく福
島や女川を視察すべきだと思う。津波の危険に
加え、海底に 40ｋｍの活断層もある（渡辺満久
先生の証言）と指摘されている以上、それに基
づいた対策が必要だが、避難計画以前に、町役
場の立地場所の選定からしておかしいので、何
をか言わんや、だ。
大間のマグロは、下北半島最北端の大間崎沖
1～3 キロメートルの近海でとれるという。その
イメージダウンは想定しているのだろうか？
○大マグロックはいつまでも！
10 回目を迎えたこの現地イベントだが、「10
回というのは祝うことではありません。10 年も
止められずにいることが悔しい」との発言もあ
った。また、
「来年こそ中止になったことのお祝
いのライブをしよう！」との声もあった。女川
にしろ大間にしろ六ヶ所にしろ、原子力施設か
らの脱退がゴールではなく、そこからどう町を
再生していくのかが真のスタートだ。そうした
展望に立って、これからも可能な限り現地に関
わっていきたいと意を強くした今年の「海の日」
だった。
（やっと「まったり～ず」の歌を聞くことがで
きてよかった T）
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地層処分～科学的特性マップの提示にむけて
～」開催。約 100 人参加。
5 日（月） 白石市、原子力損害賠償紛争解決
センターに 2 度目の和解仲介手続き（ＡＤＲ）
を申し立てると発表。
6 日（火） 脱原発仙台市民会議、
「東北電力の
大株主仙台市に対し女川原発再稼働の中止を
求める要請署名」3,566 筆提出し、仙台市財
政局財政課長と面談。15 名参加。
7 日（水） 仙台ＰＳ、多賀城市八幡公民館で
住民説明会。市民約 100 人が参加し、運転延
期を求める声。8 日には同市八幡沖公民館で。
8 日（木） 「第 12 回女川原発 2 号機の安全性
に関する検討会」、TKP ガーデンシティ仙台
21 階ホール 21A。5 名＋マスコミ『河北新報』
1 社傍聴。
9 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 92 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、重要施設下にある小断層が、約 1
億年前に形成され活断層に該当しないと説明。
規制委は「おおむね妥当」と評価。
10 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原
ネットワーク、「放射能汚染防止法」制定勉
強会 in 宮城・栗原、講師山本行雄弁護士。栗
原文化会館大会議室。
11 日（日） 「『放射能汚染防止法』って何だ
ろう」山本行雄弁護士学習会、仙台市シルバ
ーセンター5 階会議室。
「放射能汚染防止法」
制定を考える仙台有志の会主催。22 名参加。
12 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 5 月分の女川原発の点検状況報告。
女川原発職員、女川町と石巻市住民約 4000
戸に「こんにちは訪問」。23 日まで。
13 日（火） 仙台ＰＳ、重油を使った試運転を
12 日午後 8 時に開始したと発表。県に事後報
告。
考える会、県庁で抗議声明を発表。
14 日（水） 宮城県海区漁業調整委員会、仙台
ＰＳなど 3 社に海洋環境調査を要請。
15 日（木） 規制委適合性審査 93 回目会合。
東北電力、耐震壁にひびが見つかった原子炉
建屋について、
「耐力は確保されている」と主
張。規制委は、
「乾燥収縮によるひび割れはど
のように進んだのか」
「鉄筋だけでなく、耐震
壁の機能評価も示してほしい」と求めた。
17日（土） 「低線量被ばくによる健康被害」
崎山比早子さん（元放射線医学総合研究所主
任研究官）講演会、せんだいメディアテーク7
階、共催□NPOきらきら発電・市民共同発電所
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／生活協同組合あいコープみやぎ／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、後援□放射能汚染廃棄物『一斉焼却』に
反対する宮城県民連絡会。180席が満席。
22日（木） 仙塩地域７自治体公害防止協議会、
仙台ＰＳに対し情報提供の徹底を要求。
23 日（金） 多賀城市議有志、市民学習会「石
炭火力発電所の諸問題」講師長谷川公一東北
大大学院教授、市民活動サポートセンター。
区長ら 31 人参加。
25 日（日） NPO 法人 高木仁三郎市民科学基
金、市民科学研究成果発表会 2017（その 2・
仙台）、いわき放射能市民測定室「たらちね」
の『たらちね β 線放射能測定プロジェクト』
や東京の「ふくろうの会」の阪上武さん『原
子力規制行政の市民による検証』の発表。エ
ル・ソーラ仙台 大研修室。
「石炭火力発電所建設問題学習会」、講師長
谷川公一東北大大学院教授、多賀城市市民活
動サポートセンター。市民 50 人参加。
放射能問題支援対策室いずみ「第40回甲状
腺エコー検査in白石市」、白石市ふれあいプラ
ザ。検診医寺澤政彦医師（てらさわ小児科・
仙台市）。47名の子どもが受診。
28 日（水） 東北電力㈱第 93 回定時株主総会、
電力ビル７階電力ホール。3 時間 7 分。
あいコープみやぎ、10 月から県内組合員約
1 万 3000 世帯を対象に、再生可能エネルギー
に力を入れる新電力パルシステム電力（東京）
への契約切り替えを取り次ぐと記者会見で発
表。
29 日（木） 奥山仙台市長、経済産業省と環境
省に石炭火力発電所の設置を許可制に改める
などを要望。
【７月】
2 日（日） みやぎアクション会議、生涯学習
センター創作室。14 名参加。
4 日（火） 脱原発市民会議、なぜ東北電力株
主総会で株主提案に反対したのかの理由を問
い、仙台市と交渉。
県、環境生活農林水産委員会で、2013 年～
14 年度分の事業費と人件費計 4 億 936 万円の
損害賠償を東電に求めるため、ＡＤＲを申し
立てる方針を説明。
5 日（水） レノバ、仙台市宮城野区蒲生北部
地区で計画中の木質バイオマス発電所（2022
年 12 月運転開始）の環境影響評価方法書の縦
覧を開始。19 日夢メッセ、21 日多賀城市民会
館で住民説明会（市民 50 人参加）。
「脱原発仙台市民会議」と「考える会」、女
川原発再稼働や石炭火力発電所計画に対する

仙台市長選立候補者 4 名の公開質問状回答を
公表。風の会ＨＰに掲載。
7 日（金） 東北電力、女川原発の映像を含む
テレビＣＭの放送を民放 4 局で再開。
8 日（土） 風の会・公開学習会 vol.10「福島
の現状～フォービギナーズ 甲状腺検査と小
児甲状腺がん～」話題提供服部賢治さん（日
本基督教団東北教区放射能問題支援対策室い
ずみ事務局長）、仙台市市民活動サポートセ
ンター6Ｆセミナーホール。25 名参加。
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 6 月分の女川原発の点検状況報告。
13 日（木） 仙台ＰＳ、七ヶ浜町中央公民館で
地元説明会。
15 日（土） 大ＭＡＧＲＯＣＫ VOL.10、大間
原発に反対する地主の会・所有地、約 150 名
参加。夜交流討論会、約 90 名参加。16 日（日）
第 10 回大間原発反対現地集会（主催実行委員
会）、大雨の中、青森県内、函館等全国からの
参加者約 350 名が町内をデモ行進。風の会 2
名参加。
20日（木） 考える会、仙台市役所で記者会見
し、
「多くの市民の疑問の声を無視し、環境ア
セスメントをせずに石炭燃焼を開始するのは
極めて無責任」と、仙台ＰＳの対応を非難す
る抗議声明と運転差し止めを求める訴訟を起
こす方針を発表。
（空）

●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
【５月】
26 日（金） 第 229 回「金曜デモ」、錦町公園
から 30 名の市民が参加。
【６月】
2 日（金） 第 230 回「金曜デモ」、すき込みで
も放射能は消えないと、肴町公園から 40 名の
市民が参加。
9 日（金） 第 231 回「金曜デモ」、福島事故を
忘れず、二度と放射能に怯えることのないよ
う声を上げ続けていきましょう！と、東北大
片平キャンパス北門から 40 名の市民が参加。
16 日（金） 第 232 回「金曜デモ」、焼却で宮
城の空にまた放射能が舞い上がることにみな
さんＮＯの声を上げましょう！と、錦町公園
から 45 名の市民が参加。
23 日（金） 第 233 回「金曜デモ」、元鍛冶丁
公園から 40 名の市民が参加。
30 日（金） 第 234 回「金曜デモ」、危険な原
発もうやめよう！！脱原発の声をあげ続けま
しょう！！と、勾当台公園野外音楽堂から 30
名の市民が参加。
【７月】
7日（金） 第235回「金曜デモ」、日中の暑さが
残る仙台市一番町で脱原発を熱くアピールし、
勾当台公園野外音楽堂から40名の市民が参加。
14日（金） 第236回「金曜デモ」、日中の暑さ
が残るなか再稼働やめようと訴え、勾当台公
園野外音楽堂から35名の市民が参加。
21日（金） 第237回「金曜デモ」、元鍛冶丁公
園から35名の市民が参加。
◆（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（2/15、3/15）
◆（岩沼市）原発ゼロ岩沼歩き隊 毎月第 3 金曜
14 時～（2/17、3/17）
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23 日（金） 環境省、白石市の指定廃棄物を解
除。
29 日（木） 伊藤康志大崎市長、市議会定例会
で「最終方針は未定」と回答。
石巻地区広域行政事務組合理事会、県の案
を受け入れる方針を了承。
【７月】
3 日（月） 千葉健司栗原市長、定例記者会見
で県提案の圏域ごとに個別処理する新方針を
容認。
5 日（水） 県民連絡会、全市町村長に廃棄物
の隔離保管を文書で要請。
美里町、一時保管の農家の健康被害調査の
実施を表明。甲状腺エコーと血液検査の調査
費用 1 万円は町が負担し、東電に請求する方
針。
8 日（土） 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、第
2 回市民集会、パレット大崎みんなの部屋。
80 名参加。
15 日（土） 市町村長会議が県庁で開催され、
圏域ごとに焼却などで個別処理する県の新方
針で「合意」。
19 日（水） 県民連絡会、「儀式的『合意』で
は住民の安全を守れない」と、市町村長会議
への抗議声明を公表。
（空）

●汚染廃棄物「試験焼却」を
めぐる動き
【５月】
24日（水） 大崎市、すき込み実験準備に着手。
26日（金） 『放射能汚染廃棄物「一斉焼却」
に反対する県民連絡会』、村井知事宛に「いっ
せい焼却方針の再考を求める」署名10,809筆
を提出し、環境生活部循環型社会推進課角屋
課長等と意見交換会。県庁2階第二入札室、9
市5町から約90名の県民が参加。
29日（月） 放射能汚染廃棄物の焼却を考える
県南の会、仙南地域広域行政事務組合と意見
交換会。約30人が出席。
放射能から子どもたちを守る栗原ネットワ
ーク、栗原千葉市長に焼却反対を要請。8名参
加。
30日（火） 「放射能汚染廃棄物問題を考える
大崎の会」、再度要望書提出。
脱原発市民会議、仙台市環境局と3回目の意
見交換会。約20名参加。
31日（水） 大崎の会、大崎市のすき込み実験
開始を現地で監視活動。
【６月】
5 日（月） 白石市、市内で保管するまきの焼
却灰約 31 ㌧の放射能濃度が 8000 ㏃/㎏を下回
ったとして、環境省に指定解除を 1 日付で申
請したと発表。岩手、宮城、福島 3 県の自治
体では初めて。
6 日（火） 県民連絡会、各市町村長に『「一斉
焼却」に関わる宮城県との意見交換会の報告
およびご協力のお願い』を郵送。
8 日（木） 栗原市、堆肥化の検証実験に関す
る地元説明会を現地栗駒の休耕田で開催。住
民 10 人が参加、異論出ず、9 日開始。
9日（金） 県南の会、亘理名取共立衛生処理組
合に焼却反対の申入れ。
15 日（木） 放射能から岩沼を守る会、岩沼市
に「一斉焼却」反対の申入れ。市は「現時点
では受け入れ困難」と回答。
大崎市三本木の最終処分場周辺住民、焼却
灰搬入反対の陳情書を 266 人分の署名を添え
て市に提出。
18 日（日） 村井知事、県庁で開催された市町
村長会議で、県内 15 焼却施設で一斉焼却する
方針を断念し、圏域ごとに個別処理する新方
針を提案。
22 日（木） 黒川地域行政事務組合理事会、県
の圏域ごとに個別処理する新方針受け入れを
表明。
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