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「風の会 会員のつどい」報告

いのちを運ぶ風
2 月 7 日（日）午前、仙台市青葉区中央市民セ
ンターにて、
「みやぎ脱原発・風の会 会員のつど
い」が行われた。この日は 19 名の方が参加した。

おろか、住民の避難計画も何もかも置き去りにし
て、このクニは再稼働にのめり込んできた。昨年
から今年にかけて、九州電力川内原発 1・2 号機、
関西電力高浜原発 3 号機（※3 月 9 日大津地裁仮
処分決定で、翌日運転停止に）が再稼働された。
震災復旧を進めている東北電力は、女川原発 2 号
機について 2013 年 12 月 27 日に新規制基準等
への審査申請を行い、2017 年 4 月の再稼働を目
指している。

事故発生から 5 年が過ぎた。終わらない原発事
故、何千、何万、何十万人もの被ばく労働者を必
要とするであろう過酷な応急・終束作業を、今、
これから、何十年もかけて行わなければならない。
原因は特定できず（現場検証できず）、再発防止も
約束されず、事故が起きた際の緊急対応の拠点は

「事故が起きたら逃げられるのか？
市民による女川原発の安全性を問うシンポジウム part2」
日時□5 月 29 日（日)12 時 30 分～16 時 30 分（開場 12 時）
会場□仙台国際センター・大ホール（地下鉄東西線国際センター駅下車）
入場料□無料（カンパ歓迎）
○基調講演 上岡直見氏（環境経済研究所代表）
○パネリスト 福島県・宮城県の市町村の防災担当者等（予定）
主催□脱原発をめざす宮城県議の会
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

＜5.29 市民による女川原発の安全性を問うシンポジウム part2 プレ企画＞
福島原発事故から 5 年 放射能から逃げることの真実を描く映画特集

『逃げ遅れる人々』＆浪江町消防団物語 『無念』 上映会
（障害者の避難を描いた）
（浪江の消防団の苦悩を描いたアニメ）
日時□4 月 23 日（土）18 時 30 分～20 時 30 分
会場□仙台市戦災復興記念館 4Ｆ研修室（定員 64 名）（仙台市青葉区大町二丁目 12-1）
参加費□無料（カンパ歓迎） 事前申し込み不要
主催□みやぎ脱原発・風の会
協賛□生活協同組合あいコープみやぎ
協力□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
連絡先□090-8819-9920 （舘脇） メール hag07314@nifty.ne.jp

1

ウランの採掘から加工、発電、核廃棄物管理ま
で、核物質を原料とする原子力発電は、常に誰か
他者の被ばくを前提としている。以前、武藤類子
さんが話されていたことを思い出す。なにげなく
差し込むコンセントの向こう側にある世界が、差
別と犠牲の上に成り立っていることを。安全なら
東京や大阪、名古屋など、電力消費地の近くに建
てればいいんだという意見は一切取りあわれず、
まるで事故発生を見こしていたかのように人口密
集地が避けられた。この間、ずっと安全だと言い、
推進してきた電力会社、国や政治家、規制官庁、
有識者、司法、それにのっかってきた多くのマス
コミ、立地自治体、原子炉メーカーは未だに誰も
事故の主体的責任を負ってはいない。災害救助法
による応急仮設住宅提供や短期的な延長などに顕
著であるが、再稼働の是非を審査するための規制
委員会を新設しこそすれ、被災者の声に耳を傾け、
放射線被ばくや放射能による健康影響を回避する
ための、パーマネント（恒久的）な組織は新規に
作られていない。事故責任どころか、除染、放射
性廃棄物焼却炉建設・解体など、汚染ビジネスに
よる盛況の感すらある。自己責任などといえば聞
こえがいいが、東京電力は事故処理費用、想像も
つかないほどの賠償金などを支払いきれず、何兆
円もの血税が投入されている。
現在、消費している一時の電気のためだけに、
子どもたちをはじめとする後世の人たちは、膨大
な放射能のゴミを管理し続けなければならない。
被災者を分断、切り捨てていくこの間の経緯を待
つまでもなく、事故が起きようと起きまいと、原
子力発電という発電システムの根本にあるのは、
ごく少数の限られた「受益者」自身の尻拭いを徹
頭徹尾他者に避けがたく負わせる確信的な食い逃
げ、一時的な利益と全く釣り合わない破滅的なリ
スクを固定化・宿命づける社会構造、差別的思考
にほかならない。

原発をめざす県議の会」結成など、県民ぐるみで
取組んでいく大きなシンポジウム開催への全面協
力、個別に活動している各種団体との連携・調整
を担い、より具体的な成果を見出すため、力を尽
くしていくことが確認された。また、30 キロ圏
内の周辺自治体もさることながら、石巻市や女川
町など、被災からの再建に取組む立地自治体や住
民に対して、原発に頼らない未来像を共有してい
くための働きかけ、とりわけ、女川町議の阿部美
紀子さんの活動に注目・支援していくことも確認
された。
昨年に続き、冒頭、
「鳴り砂」編集委員の高橋万
里子さんが直前に亡くなったことが報告され、参
加者で追悼を行った。会中には意見交換・懇談で
はなく、討議を深めていくことを求める要望があ
った。女川原発、全原発の廃炉を希求する私たち
は、まだ途上の存在であるが、生きている者だけ
ではなく、志半ばで逝ってしまった仲間の遺志や
未来世代の子どもたちともつながっていきたいと
感じた。今回、山形や福島からの参加者もあった。
直近の 3・27No Nukes パレードをはじめ、廃
炉を求める広範な陣形を形成し、自然エネルギー
利用や大量消費からの転換を促す活動を、ともに
取組んでいきましょう。参加されたみなさま、お
疲れさまでした。
（2016.03.17. 服部賢治）

「会員のつどい」に出席して
●みやぎ脱原発・風の会の「会員のつどい」に出
席させてもらいました。風の会の情報紙『鳴り砂』
は内容の豊富さ、奥深さで山形でも評価が高く、
それぞれが届くのを楽しみにしております。その
ような会の雰囲気も知りたくて出かけてみました。
当日は約20人の出席でした。その中に、かつて
職場の組合で応援した全金本山労組の方もおり、
このような場で二十年ぶりに再会できたことをう
れしく思いました。
さすがに、会には脱原発に向けて様々な活動を
している方々が集まり、多様な意見が出されまし
た。山形の私からは、来年にも再稼働かといわれ
る女川原発の「訴訟」の現状についてと、4月か
ら始まる「電力自由化」について東北電力管内で
の再生エネの情報発信をお願いしました。
「女川原発訴訟」については、検討段階のよう
で、もう少し時間がかかりそうでした。また「電
力自由化」では、東北電力管内では一般家庭への
小売り事業者が少なく（約20社）、その中で再生
エネの事業者が2～3社で小売り予定の段階のよ

殺戮と破壊の 20 世紀を経てもなお、人類その
ものを滅ぼす核拡散と歩調を重ねてきた原子力に
未来を託すのは、もうこれっきりにしよう。私た
ちは、歪み腐敗しきった虚構（社会機構）と心中
したいのではない。地球という美しい星とともに
生きていきたいのだから。
できたこと、できなかったことそれぞれあるも
のの、この日行われた「つどい」では、この 1 年
の活動報告があり、新年度の活動方針が検討され
た。前身の「女川原発訴訟支援連絡会議」から
2001 年の「風の会」結成を経て、震災後にはじ
まった金曜デモや昨秋のシンポジウムなどの活動
成果を引き継ぎ、全国的にも例がないという「脱
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うで、今後に待つほかないようでした。この関連
で、太陽光の市民共同発電所（きらきら発電）を
始めた方の話もありました。原発を退場させるた
めに、東北でも何とか再生エネを応援していきた
いものです。

●福島市在住の小池光一です。先日は、久しぶり
に「つどい」に参加、福島の現状の一端をお話し
する事が出来、また皆さんのお話も参考になりま
した。有難うございました。
福島第一原発の事故収束は５年を迎えても一向
に進まず、汚染水対策もめどが立たず、毎日大量
の放射性物質を環境中に放出し続けています。
１・２号機の排気筒は、いまだに１Sv/ｈ以上と
線量が高く、補強工事も出来ない有様です。
そんな中、１ケ月に一度くらいの頻度で東京電
力と交渉を行っており、2 月 5 日、福島原発事故
後、再開第２５回目の東京電力交渉が、いわき市
平で開かれ、福島第一原発１・２号機の排気筒の
亀裂による倒壊防止を求める要請書」の提出及び
質疑を行いました。少しでも良い方向が見出せた
らと思っています。
「風の会」の皆さんもぜひ参加
して下さい。
なお、新電力については、福島県では「須賀川
ガス」以外にはなさそうです。自然エネルギーを
熱心に進めていて、小泉元首相が講演に来たりし
ている「会津電力」は、検討中とのことでした。

ついでに、この紙上をお借りして、山形の最近
の状況を紹介します。山形は寒冷地でもあり、メ
ンバーも高齢者主体なので、冬期は月1回昼のウ
オーク（デモ）と署名を続け、夜の金曜デモは3
月から再開しました（再会後の初のデモは残念な
がら9人でした）。それでも2月の昼のウオークに
は、結成されたばかりの「安保法制に反対するマ
マの会」から10人が加わり、あわせて30人超が
「原発再稼働反対」
「安保法廃止」の声を、寒風吹
く中心街に響かせました。このところ参加者の低
迷が続いていた隊列に心強い応援が加わり、常連
の老人部隊も決意を新たにしたところです。
（山形幸せの脱原発ウオーキング 石沢 光博）

電力の小売自由化について
～浦井彰さん（エネシフ宮城代表）講師の勉強会を受講して～

電力小売自由化でどうなるのか、私たちは自然エ
ネルギーの電気を選べるか、を中心にまとめてみ
たいと思います。
これまで家庭では、全国 10 の地域電力会社か
ら電気を買うことしか認められてきませんでした
が、この 4 月からは、この電力会社に加えて、
「登
録小売電気事業者」から電気を買うことができる
ようになります。
「登録小売電気事業者」
（“新電力
会社”と呼びます）とは、資源エネルギー庁に申
請中を含めて 200 社以上あり、ガス会社関係、
石油会社関係、旅行会社関係、携帯電話会社関係、
自治体などがあります。新電力会社には、自社、
他社で発電した電気を販売する会社（例えばガス
会社）もあれば、他社で発電した電気を仕入れて
販売する会社（例えば携帯電話会社など多くの会
社）があります。仮に新電力会社の電気が不足し
たとしても、地域電力会社が常時バックアップす
ることになっており、停電の心配はありません。
私たちは、電気料金だけでなく、電源構成（どの
ような手段で発電したか）、温室効果ガスの排出や

今年 4 月から電力小売自由化の開始に伴い、1
月以降、電気契約変更の受付も始まり、関連する
ニュースを目にすることが増えました。仙台では、
エネシフみやぎ代表 浦井 彰さんが講師を務め
る勉強会が、きらきら発電主催（2/6）およびエ
ネシフみやぎ主催（2/24）で開催されました。
いずれも会場が満員になるほどの盛況ぶりで、関
心が高まっていることが伺えました。ここでは、
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会社のビジョンなど、各々の家庭の判断基準に基
づいて電力会社を選ぶことができるようになりま
す。
しかし、マーケットが大きい首都圏や関西圏な
どでは参入する新電力会社が多いのに対し、東北
地方で新たに電気を供給する会社は少ないのが現
状です。まずは、電力会社やプランごとの電気料
金を比較できるインターネットサイト、エネチェ
ン ジ （ https://enechange.jp/ ） や 価 格 .com
（http://kakaku.com/）で、自宅の郵便番号、
これまでの電気使用量、世帯人数や生活様式など
を入力して、4 月からどのような会社からどのよ
うなプランで電気を購入可能かどうか確認してみ
ると面白いと思います。そして、その中から候補
を選び出し、それらの会社の資料を取り寄せる、
あるいはホームページを確認することから始めて
はいかがでしょうか。

３．原子力発電所や石炭火力発電所からの調達は
しないこと（常時バックアップ分は除く）
４. 地域や市民による再生可能エネルギー発電設
備を重視していること
５. 大手電力会社と資本関係がないこと
電力会社を選ぶことは電話会社を選ぶのに似て
いると思います。実際に小売自由化が始まって想
定していなかったことが起こる可能性もあります。
慌てることなく、必要な情報を十分吟味して、電
力会社を選択しても遅くはないと感じました。
（追記）3 月 29 日（火）午前の「昼のエネシフ
カフェ」
（エネシフみやぎ主催）では、浦井さんが
「電力小売自由化」について最新の状況をお話す
ることになっています。詳細は、
（ https://www.facebook.com/events/167
0051349925895/）をご覧ください。
（里山海子）

さて、
『鳴り砂』の読者には「原発の電気は使い
たくないので、電力小売自由化を機に、自然エネ
ルギーの電気を使いたい！」と思っていらっしゃ
る方が多いと思います（もちろん私もその一人で
す）。残念ながら現時点では、家庭用に 100％自
然エネルギーの電気を 4 月から供給する会社はあ
りません。しかし、自然エネルギーの比率が高い
新電力会社を選ぶことは可能です。全国の発電量
に占める自然エネルギーの割合はまだ４％にすぎ
ませんが、このような新電力会社を選ぶ人が増え
ていけば、自然エネルギーの需要が増え、発電所
が増えて、市民が家庭で自然エネルギーの電気を
もっと自由に使えるようになるのです。そのため
にも、電源構成の開示が重要なのですが、電源種
をセールスポイントとする場合（例えば「水力
50％メニュー」）には、消費者が誤解しないよう
に電力会社による適切な情報提供が求められます
が、そうでない場合は、資源エネルギー庁の指針
で「電源構成の開示が望ましい」となっているだ
けで、「義務」にはなっていません。
ところで、自然エネルギーの新電力会社を応援
する「パワー・シフトキャンペーン」をご存じで
すか？このサイト（http://power-shift.org/）
では、以下の独自の評価基準をもとに自然エネル
ギー供給を目指す新電力会社を紹介しているので
（今のところ、基準を満たした新電力会社は東北
エリアにないようです…）、電力会社の選択の参考
になると思います。
（評価基準）
１. 電源構成や環境負荷などの情報を、一般消費
者にわかりやすく開示していること
２. 再生可能エネルギーの発電設備（FIT をふく
む）からの調達を中心とすること

エネシフみやぎ主催シンポジウム
「自然エネルギーで地域社会を変える」
～飯田哲也氏講演会＋パネルディスカッション～
日時□4 月 2 日（土）13：00～16：00
（開場 12：30）
場所□東北大学片平キャンパス さくらホール
参加費□1000 円
申込み□こくちーず申込みサイト
http://www.kokuchpro.com/event/esm_sympo
201604/
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ダメージ蓄積・塑性域移行の２号機原子炉建屋！
昨年（2015）12.12「風の会公開学習会 vol.
７」では、検討会の各委員が、異なる専門性の目
を通して、女川２号機の安全性について多面的に
検討することを期待して、規制委資料からいくつ
か“突っ込みどころ”を提起したつもりです。ま
た、検討会が昨年 11 月以降中断していますので、
この機に改めて議事録８回分を見直してみました
（‘ヒマだから’ではなく、どんな情報を委員が求
めているかを知るためです）。

認・判断したい、ということのようです。
一方、東北電力の検討会に対する（見下した？）
姿勢も気になりました。例えば、今村委員の質問
に対し＜第２回 8 頁＞、
○東北電力株式会社

＜略＞

それにつきましては今

ちょっとここには書き切れなかったものですから、
またご説明したいと思います。それから、２番目の
周期につきましては、実は細かな分析等をやってご
ざいまして、国への報告といったもの、分厚い報告

まず、検討会の位置づけ・進め方について、委
員と県事務局との間に次のようなやり取りがあり
ました＜第２回 5-6 頁、下線筆者：以下も同じ＞。

書には記載してあったわけなんですけれども、これ
につきましてきちっとまたお示ししたいと思います。

と述べ、委員から指摘されるような問題につい
ては既に詳細な検討を行なっており、「国への報
告」には記載しているが、検討会には「書き切れ
ない」から抜かしただけだと説明しています。
‘規
制委で詳細に議論・解決済みだから、検討会には
概要説明・報告で十分’とのニュアンス・“驕り”
を感じるのは、筆者だけでしょうか。

○関根委員 やり方がもう１つわからないんですけれ
ども、もう１回規制委員会を相手に説明するような
ことをここでやっていただくということですか。
○事務局 規制委員会に対して説明したことというよ
りは、規制委員会で自分たちの考え方と、それから
あと指摘された事項をまとめて東北電力としてはこ
のように基準地震動を設定し、そのための対策をこ

関連して、東北電力は次のような説明も行なっ
ています＜第２回 11 頁＞。

のようにとりましたというところのご確認を先生方
にいただけないかなというところでのご提案でござ
います。
○関根委員 すみません、それを判断するのに最後の言

○東北電力株式会社

＜略＞

私どもの安全上重要な

葉だけ見てもわからないですよね。その途中でどう

設備で、Ｓクラスの設備については当たり前ですが

いうふうに納得されて、その結果がどうなったかと

設計のタイミングから例えば相対変位などはもちろ

いうことを知らないと、ご専門家でもわからないで

ん入れ込んでおります。そういったことも功を奏し

すよね。ですので、その説明がどうしても要るんじ

まして、今回の地震で安全上重要な設備において先

ゃないかと私は思うんですが。それでちょっと申し

ほど言った損傷が確認されたというものはございま

上げたんです。

せんでした。ただ、国への報告にも書いてあります

○事務局 県といたしましては一番皆さんご関心が高

けれども、一部Ｃクラスの配管、つまり耐震上重要

い、もしくは我々としてもこういう基準地震動が設

ではない設備についてやはり損傷というものは確認

定されましたという部分も含めまして先生方からご

されておりますので、そういったものは私ども国に

確認をいただいたり、もしくはそこの最終地点の確

も報告させていただいておりますし、しっかりある

認を先生方にしていただければと思っております。

意味教訓ということで認識をしているというところ

途中での説明が必要ということであれば、それにつ

でございます。

きましては事務局として説明をしていただけるよう

ここでは、別稿に記載した耐震Ｓクラス（最重
要）の１号機原子炉建屋に生じたひび割れも、昨
年 7 月にようやく補修を終えた（手こずった？）
Ｂクラス２号機タービン建屋外壁のひび割れにつ
いても、全く言及されておらず、ただただ「安全
宣伝」がなされているだけです。

に東北電力のほうと調整はさせていただきたいと思
います。

要するに、県事務局（村井知事？）は、規制委
の“二番煎じ”
・東北電力説明の最終確認＝再稼動
承認に向けた“アリバイ作り”を企図しているの
に対し、委員としては、規制委のお墨付きを得た
東北電力の最終説明だけでなく、その過程の議
論・問題点などの全体像をきちんと知った上で確

同様に、地震後確認についての委員の質問に東
北電力は＜第５回 22､27､38 頁＞、
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○源栄委員 人間の目で見たの（で：筆者加筆）は見つ

点検結果、追加点検としましては、その状況によっ

からない、ヒドゥンダメージと言って隠れた被害が

て考えますけれども、基本的には鉄筋の異常がない

あるということを考えておく必要があると思います。

か見るためにコンクリートを削ったり、ひびの深さ

これが大事で、どのようにして見つけるのですか。

などを確認するためにコンクリートをコア抜きした

＜22頁＞

りといった方法が考えられます。まずはこういった

○東北電力株式会社 それについては、地震応答解析と

ことを実施することになるというふうに考えます。

セットになっておりまして、地震応答解析である基

なお、実際には、幅１ミリ以上のひびは確認されて

準値を超えてちゃんと見なきゃいけないというふう

おりません。今後、点検等、応答解析に合わせて建

に判断されたものは、もう少し詳細点検をやってい

物・構築物の健全性については別途ご説明させてい

きますので、そういったところで見たり、あるいは

ただくことになります。＜38頁＞

実際動かしてみての性能試験で性能を確認していく

常ありという判断にしてございますので、具体的な

と、異常があれば追加点検するが、幅１mm以上
の残留ひび割れはないから追加点検は不要、とい
うニュアンスです。
ここで重要なのは、建屋の鉄筋コンクリートは
「せん断変形角 0.2（×10－３ ）」以上でひび割
れ（＝ヒドゥンダメージ）が生じる可能性があり、
別稿の通り応答解析ではそれをはるかに上回る数
値が得られており‘ひび割れ発生条件は整ってい
る’ので、最低限該当する（階の）耐震壁をすべ
て点検する必要があるのは明らかです。
ところが実際には、次頁図（や別稿の図）のよ
うに、設備・機器配管等が邪魔をして点検できな
いところが多数あります＜2012.3.26「建築
物・構造９－２」32頁の図「点検不可能範囲」、
矢印筆者＞。そのような未点検・点検不能部分の
健全性も含め、東北電力は今後の検討会でどう「ご
説明」するのか、注目です。

さて、超多忙な検討会委員に、規制委での議論
を逐一フォローすることを求めるのは無理ですし、
一方、東北電力は規制委等での議論を正しく伝え
るとは限りませんので（むしろ、情報を意図的に
提供しない可能性が大！）、市民の側からも「一番
関心が高い」点について、積極的に情報提供する

ことが必要だと思います。そこで以下、別稿作成
時に見つけた耐震健全性に関する情報を提供した
いと思います。
“被災原発”である女川原発（１～３号機全て）
に対し、委員からは‘地震により被ったダメージ
の累積の考慮’が求められています＜第１回 源

ということになろうかと思っています。＜22頁＞
○兼本委員

＜略＞

地震後の確認で＜略＞基本的に

は目視点検と解析で健全性を確認するというのはあ
って、そこで亀裂とか変形があった場合に追加点検
というのがあると思いますけれども、もし追加点検
の場合にどんな体制で、どんな検査をやるのかなと
いうのを説明していただけるとありがたいです。機
器・系統は分解してみるとか、非破壊検査とかがあ
るんですけれども、建物の構造、構築物はどんな検
査があるのかなというのを教えていただけるとあり
がたいです。解析も詳細検討とかありますので、説
明可能であればお願いします。＜27頁＞
○東北電力株式会社

＜略＞

また、先ほどご質問の

ありました建物・構築物の追加点検の例でございま
すけれども、建物・構築物の目視点検につきまして
は、ひび割れが例えば１ミリ以上でありましたら異
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栄委員：4,11-12 頁、岩崎委員：19 頁、第６回
源栄委員：18-19 頁＞。その点に関しては、前
に田中三彦さんに指摘されて以来筆者もずっと気
になっていましたが、ようやく今回、東北電力も
“それなり”の検討（保安院へ報告）をしている
ことを見つけました。例えば、２号機原子炉建屋

の『剛性（せん断力に対する変形しにくさ）』を「補
正係数（０．３など）」を用いて応答解析したこと
について、女川原発“特有”の「過去に何度か大
きな地震を経験したこと」を理由に挙げています
＜前出「建築物・構造９－２」1 頁＞。

さらに詳しく見ると、建屋全体の振動数（「剛
性比」が「振動数比」の２乗に比例すると仮定：
同6頁）に注目して、次頁表＜同5頁＞のとおり、
2003.5.26地震時を基準「１．００」として、
2005.8.16地震後は「ＮＳ方向０．９８、ＥＳ
方向０．９９」、3.11地震後は「ＮＳ：０．８０、

ＥＳ：０．８４」と急減し、4.7余震後も「ＮＳ：
０．７８、ＥＳ：０．８２」と“着実”に減少し
ていることから、地震のたびに剛性が低下（ダメ
ージが蓄積）していることが明確に示されていま
す。特に3.11地震後の顕著な剛性低下には‘ひび
割れが影響’しているとされています＜同6頁＞。

さらに今回の“重要な発見”は、東北電力です
ら、模式図とはいえ、3.11（＋4.7）地震により
原子炉建屋（剛性）が弾性領域（原点から伸びる

直線）を外れ、塑性変形領域（右上の終局耐力に
至る線の上）に移行したと認める記載をしている
ことです＜同 6 頁＞。新耐震指針では、基準地震
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動Ｓs 時に安全機能（止める・冷やす・閉じ込め
る）が損なわれない程度の塑性変形は認められて
いますが、それはあくまでも現時点では“健全（弾
性域）”であることが前提のはずで、筆者が知る限
り（自信はありませんが）、すでに塑性域に移行し
た（してしまった）建屋・設備・機器を継続使用
しても構わないという規定はないのではないでし
ょうか（未調査ですが「維持基準」
（配管等のひび
割れは許容）にはあるのでしょうか？）。
これ以上の検討は専門外の筆者の手に負えませ
んので、源栄委員をはじめとする専門家による徹
底検証にお任せしたいと思います。「それゆけ！
ケントウカイ」
＜2016.2.7 了＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

電力には当たり前の「約束反古・抜け道探し」！
前号『鳴り砂』の「西さん報告」にあったよう
に、昨年 12 月、九州電力は再稼動させた川内原
発で申請書記載の「免震重要棟（緊急時対策所）」
建設計画を撤回することを公表（代わりに隣に「耐
震支援棟」建設）。今年 1.26 規制委に提出された
申請変更概要で、九電は具体的に次のように述べ
ています＜資料 1-1：３頁＞。
川内原子力発電所の緊急時対策所については、
「代替緊急時対策所」及び「緊急時対策所（免震
重要棟内）」の設置変更許可（H26.9.10 許可）
をいただいたが、早期の緊急時対策所機能の拡充
を目的として計画を見直した。
今回の設置変更許可申請（H27.12.17申請）は、
既設の耐震構造の「代替緊急時対策所」を正規の
「緊急時対策所」とし、「緊急時対策所（免震重
要棟内）」の設置を取りやめるものである。
なお、「代替緊急時対策所」の隣に耐震構造の
「耐震支援棟」を設置して、両施設を合わせて運
用することで早期の緊急時対策所機能の拡充を図
る。
これに対し規制委は「申請出し直しを」求めた
とのことですが、九電は現在申請中の玄海３・４
でも免震棟は建設しない方針とのこと＜1.27 朝
日＞。
同様に、1.29 に再稼動した関電の高浜３・４
でも、緊急時対策所を１・２号機の原子炉補助建
屋内に設けることが規制委で了承されていたとの
こと＜2.4 朝日＞。
筆者は『鳴り砂№251“ミニミニ”解説６』で、
ＢＷＲ再稼動の“目玉”である「原子炉格納容器

圧力逃がし装置」（以下「ベントフィルター」）に
ついて、北陸電力・志賀２では設置しない可能性
があること＜2014.8.27 朝日＞を“無謀な工夫”
としましたが、どうもそれは間違っていたようで
す。新規制基準「抜け道探し」の“他社に先駆け
ての成果”だったようです。
一方、東北電力は、『鳴り砂№254・255』で
言及したように、免震重要棟が建設されるまでの
間、女川２号機の緊急時対策所を３号機中央制御
室に隣接した部屋に設置するとしていますが＜規
制委 2015.2.10 資料２－１＞、いずれ３号機再
稼動をも目論む上ではそれが恒常化することはな
いと思われますが、１号機が老朽化で廃炉という
ことになれば、今度は２・３号機の緊急時対策所
を１号機内に設置するという“節約策”を講じる
可能性があるのかもしれません。また、
「電力自由
化」を前に？より経済性優先の姿勢を強め（露骨
にして）、志賀２に倣って、フィルターベントの設
置撤回も“密かに狙っている？”のかもしれませ
ん。
別稿で指摘した「塑性域に移行した」原子炉建
屋の継続使用問題も含め、いろいろと屁理屈をつ
けて‘従来の安全常識’を覆そうとすることが予
想されますが、県検討会ではそのような“安全性
の手抜き”を許さないよう、住民目線でしっかり
と審議して欲しいと思います。
＜2016.2.11 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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【追悼】 風の会の素晴らしい仲間、高橋万里子さんのこと

【2015 年 4 月

塩竃神社にて】

本年２月５日、風の会のメンバーであり、約
30 年来の私の友人である高橋万里子さんが亡く
なりました。享年 71 歳でした。
1986 年チェルノブイリ原発事故が起きまし
た。当時、私は家族と共に東京にいましたが、２
人の子供の母親として食べ物の安全性や環境問
題に関心を持っていた私にとって、チェルノブイ
リ原発事故はこれまで感じたことの無い恐怖と
怒りを私にもたらしました。
その後、家族で仙台に転居後、安全な食品や石
鹸の共同購入を通じて万里子さんに出会いまし
た。
万里子さんは食の安全性に対する知識の深さ
だけでなく、食の安全性は私達を取り巻く環境と
不可分であることを良く理解していました。彼女
は、私が彼女と出合う以前から、特に水環境に関
心があったのだと思います。私達の体の大部分を
構成しているのは水であり、地球も水の惑星です。
水の流れは物理的であり誌的です。約 20 年前に
万里子さんが主体となって、水環境を考える
NPO を設立し、それが彼女のライフワークとな
ったのは当然の帰結だったのです。
万里子さんと出会ってからすぐに、私は彼女と
は旧知の間柄のような気分になりました。
それは万里子さんの一種の才能です。彼女は、そ
の人の社会的な地位や貧富の問題等一切問題に
せず、誰とでも交友しました。その人のイデオロ
ギーが右であれ左であれ、その人の特性を探りあ
て、それと付き合う能力がありました。
万里子さんと知り合ってから、私は、原発の存
在に対する怒りを彼女に訴えていました。万里子
さんは「それじゃ、それを行動に移さなければダ
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メだよね?」と言ったのです。
気の弱い私は躊躇するばかりでしたが、最終的
には、万里子さんに背中を押されて、彼女と一緒
に「反原発グループぶどうの会」（一房に色々な
個性が集まる果物のぶどうをイメージしたので
す）を立上げて活動を始めました。当時、故高木
仁三郎氏らが発案した脱原発法の制定を求める
署名運動が、一大ムーブメントとして全国的に広
まろうとしていました。その活動の宮城県の事務
局を引き受ける形で、私達の運動はスタートしま
した。
「ぶどうの会」のモットーは楽しく活動するこ
とでした。しかし、それがこれまで厳しい反原発
運動を続けて来られた先輩方には不真面目だと
写り、軋轢が生じたこと等も、今となれば万里子
さんとの楽しい思い出の１つです。
楽しさを追求する、幾分過激な活動は、そう長
くは続かないものです。気がつけば、「ぶどうの
会」は何時の間にか自然消滅し、万里子さんも私
も風の会の会員になりました。
その後、万里子さんは、本格的に水問題に取り
組み始め、日本国中だけでなく、海外にも活動の
幅を広げて行きました。彼女の疲れを知らない活
躍振りには誰もが目を見張りました。NPO 活動
で培った組織論等で、風の会の組織運営方法等へ
の万里子さんの提言は、風の会が考え続けなけれ
ばならない問題の１つだと思います。風の会の基
本理念、市民運動の意義を問い続けよ。と万里子
さんは私達に問いかけていたと思います。
病に倒れる少し前まで、万里子さんは『鳴り砂』
の編集にも力を入れて下さいました。
大事な友人を失い寂しくてなりませんが、彼女
への感謝と共に自分らしく生きて行くことを万
里子さんに誓います。
「ところで万里子さん、三途の川の水質や景色は
どうですか?」
合掌
斉藤久美子

『バリ島保養』受け入れ案内
すべてバリ島産のミネラルたっぷりの米、野菜、
果物。自然素材、伝統製法の調味料。昔から難病
を癒したとされる湧水（軟水）が飲料水。きれい
な海で砂浴してデトックス。
「操体」
「整膚」、温熱
療法の手当法もお伝えできます。世界遺産の名峰
や海や棚田に囲まれた昔ながらのバリの村へ、ほ
わんとゆるみに来ませんか？
所在地 インドネシア バリ島 ギャニャール県
ブキジャティ村（ウブドから 30 分）
期 間
2016 年 12 月末日まで
対 象
日本在住者
料 金
24 歳以下（311 当時 20 歳未満）、3
食付宿泊費が 24 日間まで無料（外食、観光など
は自己負担）。※中学生以下は保護者同伴。25 歳
以上 1 泊３食付き 15 万 RP（約 1500 円）。
カンパのご協力もお願いしています。
おすすめ航空券サイト「スカイスキャナー」
「エ
アアジア」で検索を。
「エアアジア」は時々、羽田
から片道１万円台のキャンペーンやってます。

映像作家の鎌仲ひとみさんが、科学アカデミー
会員でもある駐日ベラルーシ大使の発言を伝えて
います。
「保養とは、食べ物もミネラルが豊富で全
てストロンチウムまで検査したクリーンなものを
24 日間必ず通しで食べ、水もいいものを使い、
絶対化学薬品を使わない。物理的にはマッサージ、
温熱療法など、症状に応じた自然の健康増進法を
適用する。」
また岡山の医師、三田茂さんは「20 歳以下の
福島県民の甲状腺がん発病平均年齢は 17 歳」と
いうことから、ハイティーンの保養の重要性を指
摘しています。

問 合 せ nankurusya.kimura108@gmail.com
（木村理恵）
「『鳴り砂』を見た。」と書いてくださ
い。
【お願い】 バリ在留邦人の多様な意識に触れ、
HP や SNS での情報拡散は控えています。インタ
ーネットでの転送などはご遠慮ください。勝手な
がら心あるミニコミ紙の媒体掲載はぜひお願いし
ます。掲載いただけるときはご連絡ください。関
心のある方は、直接メールで木村までお問い合わ
せください

これらにできるだけ沿うことを目標にしてきた
当保養所は、地元バリ人の協力に恵まれ 2014 年
7 月に開所しましたが、財政やビザの壁などで今
年末で終了します。この保養所を引き継いでくだ
さる市民、団体も随時募集しています。

【追悼】 阿部重一郎さん：さすがの“漁師の技”

【写真提供

前号『鳴り砂』の阿部美紀子さんの『今、女川
では』で、阿部重一郎さんが昨年 12 月末にお亡
くなりになられたことを知りました。＜以下は記
憶頼りですので、不正確でもお許し下さい。＞
重一郎さんは女川・出島（いずしま）の南の集
落「寺間」の漁師で、港から細い道を登った、確
か縁側から女川原発が南側正面に見えるお宅にお
住まいでした。直接理由をお聞きしたことはあり
ませんが、『原発反対』の筋が通った方でした。
1983 年 10 月の１号機試運転を契機に、女川
原発による放射能汚染を調査するため、継続的に

小岩勉さん】
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松葉と海底土を採取・測定することになり、開始
前の１回は急遽浜辺付近の水深数メートルの砂質
土を採取しましたが、海の深部の海底土が望まし
いということで女川現地（反対同盟）に相談した
結果、重一郎さんに船を出していただくことにな
りました。そして、1984 年から 10 年前後、春・
秋の年２回、養殖や海釣り客などの本業を休みに
して、無償でご協力いただきました。
朝、女川港（や阿部麟）まで迎えに来ていただ
き、まず女川原発西側（ウラ）の五部浦湾の中央
部、次は原発の放出口前、最後に出島との間にあ
る出島水道の狭隘部（出島架橋の予定地）の３箇
所を回っていただきました。初回は、こちらで船
から見える集落と地図を見比べながら「もう少し
前。もう少し左。」とかゴチャゴチャと“注文”し
ましたが、
（当時まだ“若造”だった自分の指示に）
嫌な顔ひとつせずにその都度船を細かく移動させ
て下さり、次回以降はこちらから何か言う前にピ
タリと採取地点に船を停めて下さいました。
また、風や潮流・海底の状況（砂質か土質か）
などの関係で、特に原発前では採泥器（ロープに
沿って錘を落とし、錘の衝撃で採取口を閉じ、海
底土をつかみ取る仕組み）による採取が難しく、
何度も“空振り（採泥器を引き揚げたら採取口が
開いたまま！）”がありましたが、重一郎さんは、
多少高くてハスキーな声で「チョットそのまま待
ってらいね。」と言って船を前後に細かく動かし、
船上から海底へ延びたロープが真っ直ぐになるよ
う（錘が真っ直ぐ勢いよく落下し、採取口を確実
に閉じるよう）微調整して下さいました。さすが
その道何十年の“漁師の技”でした。

さらに、短時間（午前中一杯）で採取作業が終
わるよう配慮していただき、採取地点間の移動は
“波を読んでの高速走行”でした。水の苦手な自
分にとっては、波が高かったり霧が出ていた時は
かなりの恐怖感でしたが、重一郎さんは笑顔で「い
つもよりゆっくりだから大丈夫！」と言って、私
たちを女川港に送り届けてお一人で出島へ戻られ
る時は、本当に倍くらいのスピードで颯爽と帰っ
て行かれるのでした。
＜篠原さん・ヨッコさん・東北大学日就寮反
原発研のメンバーを勝手に代表して。＞
（2016.1.17 記：
仙台原子力問題研究グループＩ）

今、女川では

女川町議会議員

阿部美紀子

その 13．ヨウ素剤配布は再稼働の前提ではない
3 月 3 日、新聞で、女川町が PAZ（半径 5 キ
ロ圏内）の住民に安定ヨウ素剤を配布することが
報道されると、町民から「再稼働決まったがらで
ねぇのが」という不安の声が、私に寄せられまし
た。
私は、3 月 7 日、町長の施政方針に対する質疑
で、
「原子力防災は、稼働の是非に関わらず取り組
む」ということだが、ヨウ素剤配布は、再稼働の
前提ではない、ということを確認したいと質問し、
前提ではないという答弁を得ました。

いらない』と題したチラシを持って、牡鹿、雄勝、
北上地区を回った時のことです。大須では、通り
過ぎた車が、わざわざ戻ってきて話してくれたり、
たまたま行った鮎川では、こういう活動をもっと
届けてほしいと訴えられました。
原発には反対だけれども行動できない、地域の
シガラミによって声を出せない、このような人は
大勢います。このような人々の思いを着床し、発
芽させるような、柔らかでしなやか、そして強（し
たた）かな活動を続けたいと思います。
（2016 年 3 月 15 日）

2 月に、
『女川阿部麟だより』と『復興に原発は
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女性ネットみやぎ 4 周年のつどい
木村真三氏講演「原発事故、チェルノブイリ 30 年、
福島 5 年の真実」
日時□7 月 24 日（日）13 時～
会場□仙台弁護士会館大会議室

【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]

「3.27 ノーニュークスパレード！
～みんなで止めよう女川原発」
日時□3 月 27 日（日）
14 時集会、15 時パレード出発
会場□仙台市勾当台公園市民広場
主催□3.27 パレード実行委員会
（呼びかけ：みやぎ金曜デモの会
・みやぎアクション・女性ネット）
賛同団体・賛同者募集中・賛同金にご協力を！

●「市民による女川原発の安全性を問う
シンポジウム part1 報告集」発刊のお知らせ
（市民による女川原発を問うシンポジウム
実行委員会 編集・発行）
昨 2015 年 11 月 23 日に開催された「被災原
発を再稼働させて大丈夫！？市民による女川原発
の安全性を問うシンポジウム part1」の報告集が
出来上がりました。1 冊カンパ５００円です。
「風の会」でも取扱いしておりますので、ご希
望の方はご連絡ください。なお、１０冊以上の場
合は送料はこちらで負担いたします。

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
（略称：脱原発みやぎ金曜デモ）
https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
●４月の予定は主催者に確認
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

【もくじ】
●いのちを運ぶ風
●「会員のつどい」に出席して
●電力の小売自由化について
●ダメージ蓄積・塑性域移行の
２号機原子炉建屋！
●電力には当たり前の
「約束反古・抜け道探し」！
●追悼 風の会の素晴らしい仲間、
高橋万里子さんのこと。
●『バリ島保養』受け入れ案内
●追悼 阿部重一郎さん
：さすがの“漁師の技”
●今、女川では
●インフォメーション

原発問題住民運動宮城県連絡センター
2015 年度総会・記念講演
「これでいいのか！？
原子力規制委員会と新規制基準」
講演□立石雅昭氏
（新潟大学名誉教授・新潟県原子力発電所の
安全管理に関する技術委員会委員）
日時□3 月 27 日（日）10 時～
会場□フォレスト仙台４Ｆ会議室
（仙台市青葉区柏木 1-2-45）
資料代□300 円
電話 022（234）1335＝宮城高教組内＝
http://blog.canpan.info/miyagigenpatsu/
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【別冊もくじ】
女性ネットみやぎ
「福島原発事故 5 年～被災現地視察バスツアー」
楢葉町でミニ講演
「現状と立ち向かう県民のたたかいについて」
早川篤雄さん（福島原発避難者訴訟原告団長）
日時□４月 17 日（日）
9 時仙台駅東口バスプール出発 17 時着
参加費□4500 円（バス代、昼食・行事保険付き）
申込み□FAX 022-215-3120 女性ネットみやぎ
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●“データを見る”と？
………1
●いま改めて『橋を架ける思想』を！ ………2
●原子炉建屋ひび割れ
「点検未了」で再稼動申請？
………3
●短信：配管への 3.11 地震ダメージ
の推測（女川１号機について）
………６
●女川原発アラカルト
………7
●脱原発みやぎ金曜デモ
………9
●指定廃棄物最終処分場をめぐる動き ……10

