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発行●みやぎ脱原発・風の会 

〈連絡先〉〒980-0811 

仙台市青葉区一番町 4－1－3 

仙台市市民活動サポートセンター内 LC No.76 

電話＆FAX 022－３５６－７０９２（須田） 

http://miyagi-kazenokai.com/  

《郵便振替口座》02220－3－49486 

会費●3000 円 賛同会費●1000 円／年 
2-083 号（通巻 262 号）2016.7.20. 

 

「もし女川原発で重大事故が起こったら宮城県民は安全に逃げられるのか？」 

市民による女川原発の安全性を問うシンポジウムを開催 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 29 日、仙台国際センター・大ホールにて

「事故が起きたら逃げられるのか？」をテーマに

「市民による女川原発の安全性を問うシンポジウ

ム」が、県議会議員、自治体関係者、そして県民

あわせて 630 名の参加で開催されました。この

シンポジウムは「脱原発をめざす宮城県議の会」

とシンポ実行委員会が共催し、司会は遊佐美由紀

県議、開会挨拶は佐々木功悦県議、閉会挨拶は菅

間進県議が行ないました。 

プログラムの最初は、福島県浪江町の馬場町長

による「福島原発事故－そのとき浪江町民は」と

題した講演。続いて交通の専門家である上岡直見

氏による「原発避難計画の実効性を問う」と題し

た講演。次に中嶋廉県議による「民間版スピーデ

ィ」を使った女川原発からの放射能拡散シミュレ

ーション。そして、福島原発事故時に障害者施設

の集団避難を敢行した鈴木絹江氏、石巻市総務部

次長（原子力・防災担当）の二上洋介氏に、上岡

氏、中嶋氏も加わったパネルディスカッションと

いう、非常に中身の濃いプログラムでした。 

 

このシンポジウムを通じて明らかになったこと

は、第一に原発再稼働を進めながら避難計画づく

りは市町村に押し付けている政府、規制委員会、

電力会社の「集団的無責任体制」です。原発事故

時には放射能が広範囲に拡散しますから、市町村

を越えた「広域避難計画」が必要となります。そ

れには、大勢の住民を避難させる交通手段の確保

や必ずや発生する大渋滞の問題など、非常な困難

を伴います。それらの問題解決を含めて、住民の

被曝を防ぎ安全を保障する一義的な責任を負って

いるのは、原発を推進する国や電力会社であるこ

とを、まずハッキリ突き付けなければなりません。 

 

 

風の会・公開学習会 VOL.8   『原子力のい・ろ・は』 
～いまさら聞けない原発・放射能のことを「金デモカメラマン」がやさしく解説します！～ 

講師□小野寺秀也さん（元東北大学大学院理学研究科教授・工学博士） 

日時□2016 年 8 月 27 日（土）18：30～20：30 

会場□仙台市市民活動サポートセンター研修室５ 

     （仙台市青葉区一番町四丁目 1-3 ） 

参加費□300 円（事前申し込み不要） 

主催□みやぎ脱原発・風の会 連絡先：090-8819-9920（舘脇） 

 

http://miyagi-kazenokai.com/
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本年 3 月 9 日、大津地裁（山本善彦裁判長）は、

関西電力高浜原発3号4号機の運転を禁止する仮

処分決定を行い、歴史上初めて、現に動いている

原発を司法の力で止めました。その決定文の中で、

「安全確保対策としてその不安に応えるためにも、

地方公共団体個々によるよりは、国家主導での具

体的で可視的な避難計画が早急に策定されること

が必要であり、この避難計画をも視野に入れた幅

広い規制基準が望まれるばかりか、それ以上に、

過酷事故を経た現時点においては、そのような基

準を策定すべき信義則上の義務が国家には発生し

ているといってもよいのではないだろうか。」と述

べており、「原発避難計画は国家の義務である」と

司法の場でもハッキリ指摘されているのです。 

 

しかし第二には、そうではあっても「原発避難

計画は国の責任だから自分達には関係ない」と言

うことは出来ない、ということです。原発が動い

ていないとしても、原発サイトに使用済み燃料が

ある限り、それを冷却し続けることに失敗すれば、

いつでも環境中に放射能が放出される可能性があ

り、私たちは「避難」を常に我が事として捉えて

おかねばならないのです。なかでも、一人では避

難できない「要支援者」（障害者、高齢者、子ども

等）の命を守ることを、自分たちの地域の問題と

して、さらには家族の問題として考えておかねば

なりません。そのためには自治体担当者と住民が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対話し、それぞれの地域の実情を把握し、それに

即した避難計画をつくり、住民参加の避難訓練に

よって実効性を高めることも必要です。「避難なん

て不可能だ」と言ってしまいたくなるような、地

道な取り組みですが、命を守るためには続けなけ

ればならない取り組みなのです。 

 

そして第三に、そんな中でも国がすぐにでも実

行できる極めて有効な原子力防災対策がひとつだ

けある、ということです。それは言うまでもなく

「原発再稼働の中止」です。この点において、シ

ンポジウム参加者の満場の一致を見たのでした。 

 

多々良哲（女川原発の再稼働を許さない！ 

みやぎアクション） 

 

 

 

「あれから５年 私たちの選択」 
～小出裕章氏講演会開催～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年 6 月 10 日、小出裕章氏の講演会「あ

れから５年 私たちの選択～福島原発の今をみつ

めて～」が開催されました。会場となった岩沼市

民会館中ホールには 300 名以上が集まり、立ち

見の人が出るほどの大盛況となりました。 

 

 小出氏の講演に先立って、仙台原子力問題研究

グループの篠原弘典氏からの「女川レポート」が

ありました。小出氏との出会いは、篠原氏が東北

大学原子核工学科３年生時（1968 年）で、小出

氏が同大学に入学した時のこと。1970 年、原発

建設計画が持ち上がっていた女川町での漁民総決

起集会に一緒にでかけ、そこで本講演会実行委員

会代表の宍戸氏とも知り合ったそうです。その集

会への参加が、以後の反原発運動の出発点となっ

たと振り返りました。当時の反対運動の結果、建

設計画は約 10 年遅れの着工となったものの、運

動は金の力と権力の脅しで上層部から徐々に切り

崩され、原発城下町として物の言えない町になっ

た女川は、震災を経た今、復興のトップランナー

としてメディアでたびたび取り上げられています。

しかし肝心の「女川原発をどうするか」というこ

とがほとんど語られていない、そのことを大変危

惧しているというお話でした。 
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そして、小出裕章氏（原子核工学、元京都大学

原子炉実験所）の講演の冒頭では、「事故当日に発

令された原子力緊急事態宣言は、事故から５年経

っても解除されておらず、日本は今なお緊急事態

下にある」ことが述べられました。IAEA に日本

政府が提出した報告書によれば、大気中に放出さ

れたセシウム 137 の量は、広島原爆 168 発分に

ものぼるといいます。それにより福島県だけでな

く宮城や茨城、栃木や関東地方の一部地域が、放

射線管理区域にしなければならないほどの汚染を

受けた事実が再確認されました。 

さらに原子力を選んだことに責任のない子ども

たちほど、放射線に敏感なことについても話され

ました。甲状腺がん多発という現状について、「ス

クリーニング効果によるもの」と主張されている

点については、「そうであるなら今後さらに調査を

してみるというのが科学的態度であり、それをし

ないまま被ばく影響を否定するというのは科学的

態度とはいえない」と断じました。そして本来の

被ばく限度を超える地域にも多くの人が住まざる

をえない現状では、今後様々な病気の多発が明ら

かになるだろうと警告を発しました。 

最後に、日本の大人には、これだけの地震大国

への原発建設を容認し、原子力マフィアの暴走を

許し、福島第一原発事故を引き起こしてしまった

責任があると述べ、「大切なことは被害者が団結し、

未だ誰ひとりとして責任をとっていない加害者と

闘うこと。少なくとも子どもを被ばくさせるよう

なことは決してあってはならない」と警鐘をなら

して講演を終えました。 

 

 来場者からのアンケートには、「大変わかりやす

く勉強になった」「決して目を背けてはいけない現

実が今なお続いていることを知った」といった感

想、そして「今後も定期的にこのような会を開催

してほしい」「風通しのよい社会にしたい」といっ

た意見が多数寄せられました。 

 福島原発事故から丸５年、「復興」のかけ声のも

とで被害が語られにくくなり、まるで何事もなか

ったかのように再稼働への準備が着々と進められ

ています。しかし講演会の冒頭であいさつをした

実行委員会代表の宍戸洋氏（緑の里クリニック院

長）は、「原発への問いかけは倫理的、歴史的、哲

学的な国民的課題である」と述べています。 

若き日に女川原発反対運動に参加したことが原

点となり、その後別々の道に進んだ 3 人が、46

年経て一堂に会した今回の講演会。この問題に向

き合うことは、立場の違いを超えて、国民一人一

人が自分の問題として自らに問い、未来世代のい

のちを守るために真剣に考え、選択、行動すべき

課題であることを、強く訴えかけた講演会となり

ました。 

（小出裕章講演会いわぬま実行委 鴫原敦子） 

 

 

福島第一原発の現実～そこで働いて思うこと～ 

 

6 月 13 日夜、「福島第一原発の現実～そこで

働いて思うこと～」という池田実さん（『福島原

発作業員の記』著者）のお話を聞いた。主催は宮

城全労協と郵政合同労組で、仙台市市民活動サポ

ートセンター研修室 5 に約 40 名の市民が参加。 

 

 池田さんは、元郵政労働者。「3.11」という歴

史的「大事件」が、自分の人生（特に第二の人生）

に大きな影響を与え、転換点となった。現在も続

く福島の収束作業に少しでも関わり、役に立ちた

い、実際に何が起こっているのか確かめたいと真

剣に考え、2013 年 3 月の定年退職を機に、東京

電力福島第一原発（イチエフ）事故に携わること

を決意し、東京から福島に移り仕事に従事。 

 

 渋谷のハローワークでは、直ぐにはイチエフの

仕事は見つからず、二次下請けで、特別勤務手当

1 万＋日給 7000 円の除染の仕事がやっと見つ

かった。 

翌年 2 月から、原発から北西に 8 ㌔の「避難区

域」の浪江町酒田地区の除染作業に従事。作業員

は、沖縄、大阪、新潟、山形、青森と全国各地か

ら。仕事は、最初は、春彼岸の前の、雪が残る墓

地の除染で、墓石などを何度も拭く作業。 

次に河川敷の土手の集草作業で、刈った草木を

黒いフレコンバッグに詰め、それを仮置き場に運

び出す。環境省の指示では、草を刈り、表土を 5

㎝削ることになっていたが、人手不足などで、工

期が迫れば草を刈るだけになり、「除染ではなく除

草」に。傾斜面での除染作業はきつく、特に雨や

雪の時は滑りやすく、合羽を着ているため動きづ

らく蒸し暑い思いを。さらに、川下では 2～3μ

㏜/h だが、川上では 20～23μ㏜/h と 1 ㎞の差

なのに場所によって放射線量が 10 倍も違う。そ

んな場所で毎日、約 8 時間作業をするのだが、被

ばく対策はずさんで、作業前と後で体の放射線量
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を測ることになっているが、機器の押し忘れや誤

作動もあっていい加減。 

 

 4 ヶ月ほどで除染作業を終え、再度ハローワー

クでイチエフの作業を探し、運良く 3 次下請けで

特別勤務手当 4000 円＋日給 1 万円の会社に。

今は管理が厳しくなり撮影できないとのことだっ

たが、事故後の原発を撮影した生々しい写真を示

しながらお話は進んだ。 

 

 

仕事は、見えない放射線が飛び交う中、事務本

館棟や１～4 号機サービス建屋内外で、持たされ

た警報付きポケット線量計（ＡＰＤ）の警報が鳴

る中、爆発によって飛び散ったガレキやドラム缶、

ボンベ、散乱したゴミの分別・回収、撤去する作

業。炎天下で、全面マスクと防護服という、暑い

中ではきつい作業だが、「慣れてくると、やった気

がしないほど楽だった」。朝早い通勤、移動、着替

え、退出時の汚染チェック、手続き等と拘束時間

は約 8 時間。その内、実働は１～2 時間だが、除

染ではμ㏜レベルだったのに対し、イチエフでは

1000 倍のﾐﾘ㏜と被ばく線量は上がり、初日から

１時間の作業で 0.03 ﾐﾘ㏜、集中廃棄物処理建屋

（集中ラド）の作業では平均 0.１ﾐﾘ㏜に。 

  

 そんな中で 2 名の労働者が作業中に死亡した。

2 人とも 20 年以上のベテランで、中でも一人は

安全対策長だったという。その彼が、安全帯をつ

けずに一人で作業していたのを他の作業員たちが

止められなかったいう話を後から聞き、池田さん

はイチエフが抱える構造的な問題を指摘する。た

くさんの会社が寄せ集まった混合チームなので、

様々な問題があっても指摘することができない。

重層化する下請け構造の中、上に意見をいうこと

などできない軍隊的・閉鎖的な現場。 

 

その後、任されたのは「リサイズ作業」。大きな

袋に入れられた三年分もの汚染された使用済み作

業着を、小さな袋に入れ替える作業だった。構内

に建設中の大型焼却炉で燃やす予定だったが、圧

縮して固めた作業服の塊が、完成した焼却口に入

らないことが判明したからだという。先をみない

場当たり的な有り様に、開いた口がふさがらなか

ったが、黙々とそれをこなすしかなかった。しか

し、労働条件の変更と持病の腰痛の悪化により、

2015 年 4 月、退職を決意。 

 

仕事に従事する際、必ず放射線管理手帳をもら

い、それぞれの作業で被ばくした線量を記録して

いくが、池田さんは、除染作業も含め、累積線量

で 7.25 ﾐﾘ㏜を浴びた。厚生労働省は、5 ﾐﾘ㏜以

上を、離職 1 年後の労災の白血病認定の基準にし

ている。「直ちに健康に影響をもたらす数字ではな

い」と言われても、それが今後、体にどんな影響

を与えるのかわからない。 

現在、イチエフで働く人は 7000 人、半分は福

島の人で、特に若者は地元出身者が多い。「再稼働

なんてとんでもないよ」「カネのためじゃない。福

島のため、故郷のためにやってるんだ」という声

を聞くたび、自分もその一人でありたいと思った

という。 

 

除染から廃炉作業に身を投じ 

やがて福島がふるさとになる 

（『朝日歌壇』2015 年 5 月 11 日掲載） 

 

 今後、廃炉作業は数十年続く。先をみない場当

たり的な対応、消耗な人海戦術、重層化する下請

け構造、賃金の中間搾取、ずさんな安全管理が続

けば、熟練労働者も限られる中、いずれ人材難の

問題が出てくる。そうなる前に抜本的な対策を考

えなければならないと池田さんは言う。 

（空） 
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 最近の気になる動き 56   東電“第三者検証”の検証？ ２ 

『15条通報遅れ』～隠された重大問題を暴く！！ 
 

2016.6.16 東電・第三者委「検証結果報告書」

について、前稿で取り上げた「炉心溶融隠し」

は‘官邸（当時の民主党政権）の指示’問題が

あって大きく報道されましたが＜6.17,18,22

朝日など。7.1 朝日でも民進党の抗議書提出記

事＞､東電が炉心溶融の判定マニュアルが社内

にあったことを最初に発表した際に言及した

「より速やかに通報・報告できた可能性のある

事象があることを確認」＜2.24 東電ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ＞

した件については、何故か 6.17 以降も報道され

ませんでした＜＊朝日だけでしょうか？＞。そ

こで本稿では、特に「15 条通報問題」に注目し

てみます。 

 

それに先立ち、まず「原災法」10 条・15 条の

規定をご確認下さい＜2.24 別紙＞。 

 

 

2.24 別紙で東電は、15 条事象「⑥非常用炉心

冷却装置注水不能、⑩直流電源喪失（全喪失）」

該当によって、実際の３月１１日１６時３６分

の⑥該当判断（１，２号機の原子炉水位の監視

ができないことから注水状況が分からないため、

念のため「原災法１５条」に該当すると判断）

よりも早い時点で「通報・報告できた可能性が

ある」としています。この点について、第三者

委検証はどうだったのでしょうか。 

 

筆者が「15 条通報問題」にこだわるのは、事

故後にようやく公表された情報（5.16 プラント

データ（6.13 訂正）、5.23 プラントデータの分

析、6.6 保安院解析、6.7ＩＡＥＡ用報告、6.18

被災直後の対応状況、6.23 保安院への通報資料、

等）を見ての、正真正銘の“第一印象”だから

です。それを『鳴り砂№234』に記しました【１】。 

 

【１】「15:35 には巨大津波（第二波）が襲来し、

起動していた非常用ディーゼル発電機が６号機を

除いて止まったため、１～５号機（後日１～３号

機に訂正）について、15:42 に原子力災害特別措

置法（原災法）１０条１項に基づく特定事象（全

交流電源喪失）発生を国へ通報しています。ここ

で、全電源喪失により電動ポンプに依存する各種

ＥＣＣＳ（緊急炉心冷却装置）が作動不能となっ

たのは明らかで、１号機・非常用復水器（電源喪

失によるフェールセーフ信号で全弁が閉止？）や
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２号機・原子炉隔離時冷却系の起動状態が不明と

なり、15:50 には計装用電源も喪失して１・２号

機とも原子炉水位が不明となりました。そのため、

遅くとも水位不明となった 15:50 過ぎには原災法

１５条１項の特定事象（ＥＣＣＳ注水不能）発生

の判断がなされるべきでしたが、東電が「原子炉

水位が監視できず、注水状況が不明なため、念の

ため」判断したのは津波から約１時間後の 16:36

で、国へ報告したのは 16:45 で、大きな“判断・

報告遅れ”があったことが分かります。」 

でも、その後公表された各種「事故調報告」

に同様の指摘はなく、長い間“孤立”していま

した。2.24 東電発表に関しても「炉心溶融隠し」

だけが注目されていました＜2.25 朝日・河北＞。

それが解消されたのは、津波直後の状況が「『直

流電源喪失（全喪失）』に該当し 15 条報告する

必要があった。今回の調査で東電は、津波襲来

直後に報告できた可能性があったと認めた」＜

3.2 朝日＞という追いかけ記事でしたが、それ

以上の続報はありませんでした。 

 

筆者が続報を期待したのは、『鳴り砂№239』

指摘の、「原子力緊急事態宣言」遅れに伴う「住

民避難開始遅れ」の原因・責任【２・３】を検

証して欲しかったからです。 

 

【２】原子力安全基盤機構の想定と『防災基本

計画』の規定を考え合わせると、「“種々の遅れ”

を見込んでも、緊急事態発生から‘遅くとも２時

間４５分後’には 10ｋｍ圏内住民の避難が開始さ

れるべき」で、具体的には緊急事態（ＨＰＣＩ機

能喪失）発生を 15:50 頃とすれば 18:35 には‘住

民避難が開始されるべき’だったのに、実際には、

菅首相の「原子力緊急事態宣言」は 16:45 の１５

条報告から２時間１５分以上徒過した 19:03 で、

国の避難指示は、半径３ｋｍ圏内住民には宣言か

ら２時間２０分後の 21:23（福島県は 20:50 に２

ｋｍ圏内住民へ避難指示）、10ｋｍ圏内住民には翌

12 日 5:45 です。原因は、「原子力防災管理者であ

る東電（吉田所長？）は、１号機『手順書』で「Ｈ

ＰＣＩ系が機能を喪失した場合原災法第１５条に

基づく 緊急 事態 宣言を 行う こと」（ 手順書

p.12-4-19）が規定され、…遅くとも 15:50 頃から

「15 分以内」に１５条報告を行なうべきでしたが、

16:45 にようやく報告し、“40 分の遅れ”を生じさ

せました。」という東電の問題と、「（菅首相の）宣

言遅れに関しては、国会事故調で海江田当時経産

相が「菅氏の理解」遅れを挙げ（5.18 朝日：テレ

ビニュースでは宣言発出の根拠を調べるのに時間

がかかったとのこと）、2012.3.11 民間事故調報告

では「海江田万里経産相の了解を得るまで（17 時

35 分）に約１時間、その後、菅直人首相の了解を

得ようとしたところ」与野党党首会談出席による

中断があり「さらに１時間弱遅れてしまってい

る。」ということですが（p.188）、…本来は保安院

が責任を持って「直ちに」判断し、原災法を示し

て経産相・首相に‘宣言を促せば’よかっただけ

の話で、それができなかった保安院（官僚）の原

災法への無理解・怠慢こそが問題（＝規制行政と

して失格）」、と指摘しました。 

 

【３】「別稿で指摘したように、『防災基本計画』

では緊急事態発生から 15 分以内に原災法 15 条報

告がなされることが規定されていますが、東電は、

実際の報告遅れを『手順書』の規定（高圧注水系

機能喪失）に照らして検証することなく、これま

での各事故調の報告でも見過ごされたことを幸い

に、「原災法第 10 条通報、第 15 条報告は、遅滞な

く実施できた」（p.59）と恥ずかし気もなく主張し

ています。国・保安院も、内部手続きに時間がか

かり『緊急事態宣言』が遅れた“弱味”を持って

いるため、ヤブヘビを避けて、東電の 15 条報告遅

れ（1 号機だけでなく３号機でも）を問題視して

いません。遅れを認めれば、東電は柏崎刈羽原発

の再稼動前に『手順書』見直しなどの時間がかか

る作業が必要となり、一方、国も防災計画・避難

手順の見直しなどが必要となることから、「特に遅

滞なし」とすることで“両者の利害が一致”して

いるためだと思われます。」 

 

では、報告書「第７ その他の通報についての

検討」＜41 頁～＞において、第三者委はどのよ

うな検証・判断をしたのでしょうか。 

まず、「福島第一原発の 1 号機から 3 号機にお

いては、津波の影響もあって、電源の殆どを喪

失し、水による冷却機能が著しく低下し、「原

子力緊急事態」に至った。」＜５頁＞と述べ、

電源喪失と冷却機能喪失を「原子力緊急事態」

に該当するものと認識しています。 

次いで、「原災法では、10 条通報が先行し、

その後の事象の悪化に伴い 15 条報告がなされ、

原子力緊急事態宣言に至る経過を想定している

が、15 条に該当する事象に照らすと、10 条通報

を経ることなく、直截に 15 条報告をすることが

できる事象もあり得る。例えば、本件事故では、

1、2 号機については、「直流電源喪失（全喪失）」

や、「中央制御室等使用不能」を理由として、

直ちに 15 条報告をすることも可能であったと

の見方もある。」＜14-15 頁＞と、筆者以上に

ラディカルに検討しています（「10 条⇒15 条」

や「10 条・15 条同時」は想定していましたが、

「15 条先行」もありとは考えていませんでし
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た）。 

そして、「10 条通報にしろ、15 条報告にしろ、

本来は、原子力緊急事態宣言のための情報提供

のものであり、原子力緊急事態宣言後は、その

目的を達したことになるといえる。」＜15 頁＞

として、‘通報・報告は（一刻を争う）原子力

緊急事態宣言のための情報提供’であることを

正しく認識しています。 

 

ところが、宣言に先立つ「11 日になされた通

報」において、「ア 福島第一原発では、15 時

42 分に、1 号機から 5 号機について、10 条の「⑧

全交流電源喪失」に相当すると判断し、16 時 00

分に 10 条の通報を行った。 イ ついで、16 時

36 分に、1 号機及び 2 号機について、「注水状

況が不明のため、念のため」として、15 条の「⑥

非常用冷却装置注水不能」に該当すると判断し、

16 時 45 分に、15 条の通報を行った。」＜43 頁

＞と明記しながら、「11 日の通報の相当性の評

価」においては、「ア 16 時 00 分になされた 10

条⑧該当通報及び 16時 45分の 15条⑥該当報告

は、1 号機に関する限り、結果的には、妥当な

ものであった」と評価し、「事故後の混乱から、

事象の発見が必ずしも事象の発生の順序どおり

にはなされておらず、15 条報告そのものも「1・

2 号機の原子炉水位の監視ができないことから、

注水状況がわからないため、念のために原災法

15 条に該当すると判断した。」としてなされた。

この 15 条報告は、11 日 16 時 45 分になされ、

同日 19 時 03 分には原子力緊急事態宣言が発令

されており、この報告と原子力緊急事態宣言の

発令は、遅滞なくなされたと認められる。」＜

44 頁＞と述べ、筆者がこの間批判・問題視して

きた「水位の監視ができないことから…念のた

めに」という‘15 条報告基準に該当しない曖昧

な判断’を容認し、津波直後に明確に事象発生

を認識し得た「⑩直流電源喪失（全喪失）」や

それに伴う「⑥非常用冷却装置注水不能」を判

断根拠とした速やかな 15 条報告を行わなかっ

たことを、東電（や国）のこれまでの主張を“丸

写し”しただけで、一切不問に付しています。

このように“目新しい”ことが全くなかったた

め、報道する価値もなかったのでしょう。 

 

前掲『鳴り砂№239』の繰り返しになりますが、

１号機『事故時運転操作手順書（事象ベース）』

の「第 12 章外部電源喪失 12-4 全交流電源喪

失（電源喪失長時間継続時操作）」には、「ＨＰ

ＣＩ系が機能を喪失した場合原災法第１５条に

基づく緊急事態宣言を行うこと」（p.12-4-19、

下記 p.12-4-10）が明記されており、誰がどう

考えても「水位の監視ができない」原因が直流

電源喪失にあり、原因が津波だと分からなくて

も水位監視不能（他のプラントパラメータもす

べて監視不能）の状態が 15:36 の津波襲来直後

から継続しており、それに先立って地震による

外部電源喪失があったことに鑑みれば、第三者

委は、「直流電源喪失（全喪失）」から直ちに

（10 条通報を省いて）15 条報告をすべき＜

14-15 頁＞と言うこともできたはずです。でも、

東電が自らに不利な東電資料（運転手順書その

他）を提供・説明するはずもありませんし、第

三者委が東電に新たな資料を要求できるまで福

島原発事故に精通しているはずもありませんか

ら、結局は“東電の掌の上の孫悟空”でしかな

かったことは明らかです。 

 

真の第三者である新潟県の今後の調査・事実

解明に期待したいと思います。 

＜2016.7.3 完＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 
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「さようなら原発 inいしのまき 2016」集会報告 

 

 

「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。」との呼びかけに、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」を開催しました。以降、毎年集会を実施

してきました。 

 

5 回目となる今年は、6 月 8 日、石巻中央公民

館を会場に「さようなら原発 in いしのまき

2016」を開催しました。大ホールには石巻市内、

県内、青森から参加した 14 団体の展示・販売ブ

ースが並びました。 

午前 10 時に石川明さんの手回しオルガンの演

奏で、集会の幕が上がりました。午前の部は、音

楽ライブと参加団体のアピールを交えて進行して

いきました。音楽ライブの一番手は地元の合唱グ

ループ「コンブリオ」さん。続いて毎年音楽ライ

ブに出演いただいている石巻市在住の渋谷修治さ

ん。Kumaneco さんは去年の集会から２年続け

ての参加です。今年は環境破壊を訴えるペープサ

ートに合わせて、楽しい演奏を披露してください

ました。最後は苫米地サトロさん。今年もまた名

曲「ラッキードラゴン」を聞くことができました。 

参加団体アピールは、「女川から未来を考える

会」「女川原発ＵＰＺ住民の会」「放射性廃棄物最

終処分場建設に反対する会」「NPO 法人 STELA」

の全部で４団体。《脱原発社会（女川原発の運転再

開中止－廃炉－）を目指す人々の輪（信頼関係の

輪）を拡げる。》という集会の目的が確実に根付き

つつあることに心強さを感じました。 

 

午後の部は『小さき声のカノン－選択する人々』

の上映を行いました。子どもを被ばくから守るた

めに避難を選択する人もいれば、福島で暮らすと

決めた人もいる。福島で暮らすと決めたお母さん

たちは、泣いてばかりでは解決しないと、子ども

を被ばくから守るために自ら新しい選択肢を作り

出していこうと動きだす。福島－チェルノブイリ、

国境を越えて「被ばく」から子どもを守る母たち

のドキュメンタリー映画。 

今から 20 年以上前の話になりますが、宮城で

も「チェルノブイリ支援・宮城」を組織し、チェ

ルノブイリから子どもたちを保養に招き、仙台市

と東和町で活動したことが思い出されました。当

時は日本（外国）に保養させる意義はあるのかい

ろいろと議論し、手探りの中での保養運動でした。 

『小さき声のカノン』を見て、保養によって確

実に内部被ばくが減ることを知り、何より自由に

戸外で遊べる生活は子どもたちにとってかけがえ

のないことなのだと感じました。 

上映会には 115 名の皆さんに参加していただ

きました。子どもの内部被ばく低減に取り組む福

島のお母さんたちの活動に、会場の皆さんも「希

望はここにある」と確信されたのではないかと思

います。 

 

上映会終了後に、鎌仲ひとみ監督から福島の現

状についてお話をうかがいました。チェルノブイ

リと比較した福島の汚染の実態を目の当たりにし、

根本的な移住政策や被ばくの低減策が必要なのだ

と思いました。 

集会終了後、今年で 3 回目となる「市内アピー

ル行進」を行いました。梅雨空ではありましたが、

市内中心部を行進しながら、脱原発、女川廃炉の

思いは力強く訴えて歩きました。 

 

来年も「さようなら原発 in いしのまき 2017」

集会を実施したいと考えています。2012 年は

300 名、2014 年は 220 名の参加がありました

が、2015 年･2016 年と 120 名ほどの参加に

とどまってしまいました。集会に先立ち、脱原発

の輪が少しでも広がるような活動を継続していく

必要性を感じています。 

 集会にご協力いただいた皆さんに感謝を申し上

げます。今後とも石巻の活動にご支援、ご協力を

お願いします。   （事務局  近藤武文） 
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これからも、徒労感や悔しさにめげず… 

今年の東北電力株主総会は 2 時間 52 分 

 

6 月 28 日、一斉に開かれた電力会社株主総会。

私たちは東北電力の株主として、事前質問書と 5

つの株主提案を提出して、例年の通り参加した。 

  

まず、少し改善したところから。 

１つめは、開会前のビラ配りが初めて電力ビル

入口（つまり東北電力敷地内）で行うことができ

たこと。従来は敷地外に押し出されていたが、雨

のせいもあるのか今年は認められた。株主へのビ

ラなのだから当然ではあるが。 

２つめは、篠原さんが提案株主を代表して複数

の質問を 1 人でしたとき、２回に区切ってすべて

の質問をさせたこと。昨年までは途中で打ち切る

など強引な議事運営がされていた。 

また、総会招集通知の様式が変わり、少し見や

すくなった。 

 著名な大企業の株主総会にいくつか出席し電力

会社の株主総会は初めて、という方の総会後の話

によれば、他の企業では株主が厳しく追及しても

ヤジが飛ぶようなことはなく突っ込んだ議論が行

われているとのことだった。それに対して電力の

場合は、会社側は同じ言葉を繰り返すのみで議論

が深まらず、会場からは私たちの発言を妨害する

だけの愚劣なヤジがまだある。 

 

 私たちの事前質問書は、原発の問題を中心とし

た 81 問と、名取市民の当会会員による名取変電

所に関する質問書（3 問）。 

 会社側は一応真面目に答えようとしているかに

見えたが、大部分の内容は従来通り具体性も説得

性も欠けると思った。例えば、名取変電所につい

て、電磁波の健康影響を国際基準なども挙げて質

問しているのに対し、「国の基準に沿い影響ない」

の一言ですませ、きちんと答えなかった。 

 

 株主提案の内容は、 

① 原子力発電所（再稼働せず廃炉作業開始） 

② 放射性物質の責任管理（自社の原発で発生さ

せた放射性物質は原発敷地内で厳重管理） 

③ 核燃料再処理事業への投資の中止（日本原燃

㈱への出資の回収） 

④ 高速増殖炉開発からの撤退 

⑤ 事故に対する社会的責任（自社の原発事故に

全責任を負い、全て自社で賄う） 

例によってすべて否決されたが、賛成の挙手を

してくださった方が増えたように感じた。実際、

賛成の割合が増えたらしい結果が会社ＨＰで、7

月 4 日発表された。 

 「提案を運動に利用すべきでない」旨の別の株

主の発言に同調しながらも、②放射性物質の責任

管理には賛成する、という発言があった。考えの

異なる人にも賛成していただけたのはありがたい。

ただ、私たちは会社法に則り、株主の正当な権利

を行使しているのだということを理解してもらう

必要がある。 

 ②～④は核燃料サイクルの問題なので、取締役

会の反対意見の冒頭にいずれも「原子燃料サイク

ルは、ウラン資源の有効利用および高レベル放射

性廃棄物の減容化・有害度低減の観点から、極め

て重要」との表現があった。しかし、有力地方紙

の論説の中で高レベル放射性廃棄物処分を論じた

部分には「破綻状態にある核燃料サイクルをどう

するかが処分を左右する」とあった。「破綻状態に

ある」「原子燃料サイクル」にいつまでもしがみつ

く電力の非常識は、いつになったら改められるの

だろうか。 

 

 この原稿を書いている最中に参議院選挙の結果

が出た。全体としては与党の大勝だが、東北 6 県

と新潟県については、原発再稼働をゴリ押しする

与党の惨敗だ。今年東北電力は「より、そう、ち

から。」という新コーポレートスローガンを掲げて

パンフも配付したが、本当に地域に「よりそう」

なら、真っ先に原発と核燃料サイクルから撤退す

べきである。私たちの会員の多々良さんは「さか

らう、ちから」ではないかと発言したが、まさに

その通りだ。 

 

 「私たちが継続して取り組んできたことが、少

しは生きて来たかな」とは篠原さんの言だ。前に

述べたように株主提案への賛成が増えたらしいほ

か、今年は呼びかけができなかったにもかかわら

ず、複数の自治体が賛成して下さったり積極的に

反対はしなかったりした。これからも、徒労感や

悔しさにめげず、取り組み続けていこう。 

（2016.7.13） 

（脱原発東北電力株主の会 河野正義） 
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東北電力株主総会における 

仙台市の議決権行使に対する要請行動 

 

6 月 28 日の東北電力株主総会での仙台市の議

決権行使について、脱原発仙台市民会議は 6 月

10 日仙台市(担当＝財政課)に対し要請書を提出

しました。その回答書が 6 月 29 日送られてきて、

「株主提案議案には反対」、その理由として「定款

に規定することは適当でない」と記載していまし

た。 

 

●仙台市の回答は後退している印象 

  

昨年も同様の回答でした。昨年私どもは財政課

長に、東北電力の株主総会では株主側が「定款変

更でしか提案できない」欠点があり、「定款に規定

することは適当でない」という形式上の問題で対

応するのではなく、内容をしっかり検討の上対処

してほしいと訴えました。なのに、2 年連続同じ

「定款に規定することは適当でない」という回答

をしてきたのです。しかも今年は「原発再稼働問

題」は「国や関連機関と調整しながら進めるべき」

もので、「定款への規定は適当でない」と記してい

ます。原発再稼働賛成とは表明していないものの、

明らかに「原発再稼働」を進める国の政策を後押

しするような文面で、昨年より後退した印象がぬ

ぐえません。 

 

●株主提案に賛成・保留の判断を示す自治体も 

  

仙台市の対応は改善されませんでしたが、今回

の株主総会で、複数の自治体は内容上の判断を示

しています。6 月 29 日付『河北新報』は、『宮城

県美里町は「町のスタンスである脱原発を求める」

と全５件に賛成。青森市も賛成。女川原発が立地

する石巻市は棄権。担当者は「適合性審査や県の

検討会が議論する中で判断する段階にない」と話

した。「卒原発」を掲げる山形県と、県内全原発廃

炉を訴える福島県はともに白票を投じ、それぞれ

「将来的には原発脱却を目指すべきだ」「企業の経

営に関与しない」と説明。全町避難が続く福島県

浪江町、避難地域が残る南相馬市も白票だった』

と報じています。石巻市の「国の判断も県の判断

もない段階で、原発再稼働の是非を判断する段階

にない」という対応には、爽快感を感じます。 

 

●「国との連携」には安全性確保 

・避難計画作成義務も含まれる 

 仙台市は「定款に規定することが適当でない」

「原発は国策なので、国と密接に連携しながら判

断していくことが望ましい」としています。「国と

密接に連携」することには、原発の安全性確保や

使用済核燃料保管対策・避難計画作成なども含ま

れるはずです。 

 政府は原子力発電の「安全を確保する」ため、

原発再稼働にあたって緊急時対策所の建設・ケー

ブルの不燃化・ケーブルの分類管理などを電力会

社に求めています。しかし女川原発では対応が遅

れています。遅れているどころか、緊急時対策所

を免震棟にしないというニュースまで出ています。

さらに政府は原発立地自治体だけでなく、30 キ

ロ圏内の自治体に避難計画作成を義務付けていま

す。しかし女川原発の周辺自治体での避難計画の

作成は完了していません。宮城県が石巻市住民の

避難先を仙台市と提示しましたが、仙台市と石巻

市との話し合いは進んでいません。原発事故の際、

石巻市民の受け入れをどうするのか、仙台市自身

説明責任があるのです。 

 

●「供給の安定性」「市民・経済活動への影響」

「環境への配慮」を強調する財政課長 

  

そういう回答書をふまえ、私たちは秋保石神町

内会と一緒に 7 月 4 日（月）財政課と懇談を持ち

ました。懇談の席には、若林区選出の相沢和紀市

議会議員（社会民主党）が同席してくれました。 

 冒頭郷古財政課長は「国の進める政策」と発言

し、「仙台市が直接態度表明する立場にない」かの

ような話の進め方をしましたが、市民会議から「エ

ネルギー政策で仙台市は国に再生可能エネルギー

の目標を引き上げる様提案しているではないか」

と「国への働きかけ」の実績を示し、また「避難

計画作成は再稼働の前提条件」「東北電力の虚偽記

載報告、連続する停電事故などで安全は確保され

ていない」と指摘すると、「安心・安全と同時に安

定供給の維持も大事」と反応。そこで市民会議は

「ここ1年間で東北電力の売電量は1時間当たり

百万ｋＷ以上低下し、供給に問題は出ていない」

「4 月からの電力小売り自由化で、東北電力管内

で 5 万軒を超える契約変更が発生している。供給

問題はもう理由にならない」と指摘。 

 すると「火力発電が増加したので、環境への配

慮が必要」と郷古課長。市民会議は「福島の現状
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を見に行ったことがあるのか。今一番の環境問題

は放射能汚染だ」「原発事故が最大の環境問題にな

っている時、地球温暖化防止のために原発を動か

すと正気で言えるのか」と対応。 

 すると今度は「市民活動や経済活動への影響を

考慮する必要がある」と言い出しました。そこで

「電気代を安くするより、安全を優先させる時代」

「電気代の安売りが進めば、石炭火力発電が増え

るだけ」と、市民会議は反論。 

 

●「定款に規定する積極的理由がある」と 

「定款変更」の必要性を強調 

  

東北電力の経営方針に関する論議が進む中で、

市民会議から「東北電力の経営が悪化し株価が低

下する可能性があるからこそ、定款に原発再稼働

をしないと規定する必要がある」と強調。「政令指

定都市自治体として、また大口株主として、大き

な発言権を有する仙台市が勇気ある行動を取るこ

とが今求められている」と締めくくりました。 

 その後石神町内会大場会長と相沢市議会議員か

ら発言があり、最後に市民会議から「今年も残念

な結果で満足できないので、来年に向けて 1 年間

署名を集めることにします。署名提出先の担当部

局を明らかにしてください」と、来年への抱負を

述べ、散会しました。 

 

●「原発事故の重み」「電力の安定供給」 

「電気代は安いか」を議論すべき 

  

原発再稼働についての議論は避けたいという態

度で臨まれた郷古課長が、議論の進展の中で、「安

定供給」「環境問題（地球温暖化）」「市民・経済活

動（電気代を安く）」という、使い古された「原発

再稼働理由」を口にしました。福島原発事故以前

の東北電力の原発稼働理由の残骸が、いまだに役

所に残っているようです。世間（市民）との交流

がなければそうなるのでしょう。そういう意味で、

仙台市職員とお話をするときは、時間はかかりま

すが「イチから話す」ことが大切という印象を強

く持ちました。今後もあきらめず、粘り強く対応

していきたいと思います。 

〈脱原発仙台市民会議事務局長 

  広幡 文（あやる）〉 

 

 

今、女川では    女川町議会議員 阿部美紀子 

 

その 15．この動きは、今後ますます・・・ 
  

7 月 10 日、丁度参議院選挙の投票日の朝、何

気なくテレビを点けた。すると、中古の蓄電池の

利用…という内容の番組が放映されていた。ン？

と思って、新聞で確認すると、ＮＨＫ、サキどり、

「蓄エネ革命、日本が資源大国に」というものだ

った。 

 

 電気自動車の蓄電池は、10 万キロを走ると交

換になるが、まだ 7割、8割の性能は残っている。

その中古蓄電池を利用して、鹿児島県の甑島（こ

しきじま）では蓄電センターが設けられ、島 60

戸のエネルギー地産地消の実現化に向かっている。 

 さらに、会津再生可能エネルギー研究所では、

水素を発生させ、アンモニア等の媒介で容量を

1000 分の 1 程に圧縮し輸送するという方法を

研究している。送電線も必要なく、日本が資源大

国になることも夢ではないそうだ。 

 

 今回の参議院選挙では、原発は争点にならなか 

 

 

った。この国をどのような国にするのか、といっ

た気概が感じられなかった。経済優先で、現実に

起こっている原発事故、福島の解決が全く語られ

なかった。 

 

 その福島を解決できない国・電力が、莫大な金

を注ぎ込み、原発を再稼働させようとしている。 

 しかし、各地で原発に頼らないエネルギーの自

給自足が進んでおり、この動きは、今後ますます

加速するに違いない。 

 電力各社は、この現実から目を逸らさず、脱原

発に向かうのが賢明である。 

 

8月6日（土）午後1時から、女川町議会議員有

志（3人）主催による、長谷川公一先生の講演会

「日本のエネルギーを考える―地域の未来をどう

拓くのか」が、女川町まちなか交流館ホールで開

催されます。皆さんのご参加を！！ 

 

 

 



12 

【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 189回＆第 190回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 

日時□7 月 22 日（金）元鍛冶丁公園 

（18 時 30 分集合 19 時デモ出発） 

7 月 31 日（日）錦町公園 

（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 

 

女性ネットみやぎ 4周年のつどい  

木村真三氏講演会 「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 30 分～16 時 

会場□仙台弁護士会館 4 階ホール 

資料代□300 円 

〈連絡先〉TEL･FAX 022-215-3120 

 

「日本のエネルギーを考える 

―地域の未来をどう拓くのか」 

講師□長谷川公一氏（東北大学教授） 

日時□8月6日（土）13時～15時 

会場□女川町まちなか交流館ホール  

参加費□無料 

主催□女川町議会議員有志 

（阿部美紀子・阿部律子・高野博） 

〈連絡先〉TEL 0225-53-2725 

 

【編集雑記】 
●元の“原子力ムラ”に回帰しつつある原子力規

制委委員会は、6月20日、運転開始から40年以

上経過した老朽原発の関西電力高浜原発1・2号機

の運転延長を全会一致で初認可。それに対し、規

制委員会の新規制基準や関電の安全対策に疑問を

示し、大津地裁（山本善彦裁判長）は、6月17日、

高浜原発3・4号機の運転差し止めを命じた3月9

日の仮処分決定の効力の執行停止を求めた関電の

申し立てを却下し、さらに、7月12日にも取り消

しを求めて申し立てた異議を退ける決定を下した。

関電は、停止継続の長期化で、核燃料取り出しへ。 

●7 月 2 日付『河北新報』の県内 35 市町村長へ

の参院選アンケートで、原発再稼働など原子力発

電を前提としたエネルギー政策に、「反対」5 人「ど

ちらかといえば反対」11 人計 16 人、「賛成」は

0 で、「どちらかといえば賛成」が 5 人だけとい

う結果。須田善明女川町長の「原発立地自治体の

首長だからではなく、エネルギー供給の実情を踏

まえれば短期、中期的に原子力を軸の一つに据え

ることは現実的」との意見に対し、小山修作川崎

町長は「福島の事故が収束していないのに原子力

に頼っていいのか」と至極真っ当な意見。 

 

●「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」好評発売中 

（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

好評発売中です。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。 
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