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「第 15 回女川原子力発電所 2 号機の安全性に関する検討会」 傍聴報告

本当にこの「安全性検討会」で、安全が確認できるのか？
2018 年 6 月 15 日に、「第 15 回女川原子力
発電所２号機の安全性に関する検討会」が開催さ
れました。傍聴者は、中嶋廉県議を含む７名と報
道関係者 3 名でした。次の日『河北新報』に記事
が、載りました。
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/
201806/20180616_13037.html

年 9 月）。免震構造は、鉛直方向の振動について、
裕度を確保できない。
（ 耐震へ変更した理由が納得
できないとの意見あり。この辺のことに詳しいは
ずの源栄さんは欠席。）
・緊急時対策所の被ばく評価は、７日間で、100
ｍSv を超えないこと。
（福島事故と同等と想定し
ていることが過小評価にならないか心配との意見
あり。）
・緊急時対策所と中央制御室を有線と無線で連絡
する。
（ 原子炉建屋屋上にアンテナがまとまってい
ると、共倒れするのでは、との意見あり。）

議題は、
「新規制基準適合性審査申請」の事故対
応の基盤整備（緊急時対策所）、重大事故対策（炉
心損傷防止〈津波 PRA〉）、重大事故対策（使用済
燃料プールにおける燃料損傷防止）についてでし
た。印象に残った点だけ報告します。資料は、下
記の宮城県原子力安全対策課 HP にアップされて
います。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/
kentoukai.html

2．資料 3
重大事故対策（炉心損傷防止
〈津波 PRA〉）について
・構成員（委員）から、「33.9ｍで、年超過確率
7.3×10－７ は、津波を想定して選んだのか。方
法は？」、「33.9ｍの根拠は？」「ハザード曲線一
千万年に 7 回といわれても、3．11 を経験した
実感と違う。」等の質問が出ていて、回答していた
が、年超過確率がなかなか理解出来ず、難しい。

１．資料 2 事故対応の基盤整備
（緊急時対策所）について
・緊急時対策所は、23.1ｍ程度の基準津波の影響
を受けない 62ｍの高さに設置。２号炉中央制御
室から 590ｍ離れている。
（車で５分、歩いて 20
分だが、問題はないかとの意見あり。）部屋は、加
圧して、外部からの放射能を 12 時間流入阻止。
（時間が短いのではないか？との意見あり。）
・重要棟を、免震構造から耐震構造へ変更（H27

3．資料 4 重大事故対策（使用済燃料プー
ルにおける燃料損傷防止）について
・
「想定事故 2（水位低下 燃料露出）の似たよう
なことが柏崎であったようで、大規模流出もある
のでは？」
（電力・・・今回は、耐震の低いクラス
で想定。大規模損壊なので後で説明。）

2018 女川から未来をひらく 夏の文化祭
日時□8 月 18 日（土）10 時～18 時 40 分
《入場無料》
会場□女川町まちなか交流館
「おだやかな革命」（渡辺智史監督）上映会＆トーク他
貝原浩「風しもの村」原画展（～24 日まで）
主催□実行委（代表 阿部みきこ） 問合せ 090-1107-6894 荒井
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・
「プール水が沸騰して、13 時間後に対応、の根
拠は？」
（電力・・・ルート確保の時間などから想
定。）
・
「重大事故対策要員数は、怪我したらどうする？」
（電力・・・他の号機からも確保する。）

全が確認できるのかと思った。
（2018.7.1. 兵藤則雄）
【編集注】6月1日にも、
「第14回女川原発２号機
の安全性検討会」が、TKPガーデンシティ仙台勾
当台3階ホール7であり、傍聴者は6名＋報道関係
者3名でした。東北電力担当者が、原子力規制委
員会で説明済みの、①基準地震動設定の考え方
②原子炉の緊急停止などに備えた外部電源の確保
③運転停止中の原子炉内での燃料損傷防止策 ④
テロ対策、を説明。委員は、差し障りのない質問
をして、聞くのみでした。

●今回は、午前 10 時 30 分から午後 3 時 30 分
までの長時間の会議だった。内容もかなり専門的
で、構成員の方もなかなか理解しにくいように見
受けられた（免震構造から耐震構造への変更や年
超過確率）。肝心の専門家が欠席して、質問と回答
がかみ合わなかったりしていて、これで本当に安

風の会 公開学習会 vol.12 報告

「事故初期の運転操作で福島原発事故は防げた？」
＜福島原発事故は、作業員が適切な処置を行えば防ぐことができた！＞
＜IC（非常用復水器）の動作確認不実施（定検停止時）と、事故時の「手動停止」は、ともに
『保安規定』違反！＞ …という、オリジナルな問題提起をあなたはどう受け止めますか？
だ。（もちろん、検証不可欠だ）
それに対し、今回の石川さんの提起は、地震が
起こって津波が来る前の、まさに初期の段階で作
業員が適切な処置を行えば防ぐことはできた（つ
まりメルトダウンや爆発を防ぐことができた）、と
いうものだ。原発の問題性はプラントの危険性か
ら使用済核燃料の処理まで多岐にわたるが、
「 作業
員の運転操作」や「手順書」から原発の問題性を
解き明かすというのは、なかなか例がない（あっ
たとしても雑誌『世界』で連載された田辺さんの、
福島事故での「津波」以降の手順書問題）ので、
そういう意味では「本邦初」の問題提起だ。Ora
Orade Shitori egumo （宮沢賢治より）という
学習会での副タイトルが、その「孤高」の意気込
みを示している。

6 月 2 日、仙台市市民活動サポートセンターに
おいて、みやぎ脱原発・風の会 公開学習会
vol.12 「事故初期の運転操作で福島原発事故は
防げた？」が約 20 名の参加で開催された。講師
は仙台原子力問題研究グループの石川徳春さん。
今回の企画は、今年 3 月 11 日発行された、風
の会パンフ『事故初期の運転操作・事故対応の検
証』を受け、その内容を分かりやすく開示するこ
とを目的に開催されたが、発行後の追加内容も含
め、充実した内容となった。

さて、ではその「適切な処置」とは何か？ そ
れは、一号機での IC（非常用復水器）の操作だ。
福島事故時に、冷却のため一度は自動的に作動し
た IC を、作業員が手動で止めてしまった。これが
事故の根源だという（たとえ津波の被害があった
としても、それに対処できる時間的余裕ができた
のではないか、というもの）。それでは、なぜ止め
てしまったのか？ 東電の説明によれば、それは
「手順書（マニュアル）」に従って止めた、という
ことだ。
ふつうの人であれば、
「 マニュアルにそう書いて
いるならばしょうがない、今回は運が悪かった」

福島原発事故の検証は、いうまでもなく「国会
事故調」や「政府事故調」で行われ、さらには新
潟県独自の検証、そして東電の責任を問う各種の
裁判で今も問い続けられている。それらの多くは、
事前の「津波」や「地震」への備えが不十分だっ
たのではないか、あるいは「事故後（多くは津波
後）」の東電本社の対応がまずくて被害を拡大させ
てしまったのではないか、というものがほとんど
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と思うところだが、石川さんは違う。粘着的な調
査で、なんと「マニュアル」がいくつもあること
を突き止め、今回の事故で適用すべきマニュアル
に問題があった、ということを解き明かしたので
ある。
それはどういうことかといえば、そもそも東電
の整備しているマニュアルは 3 種類あるという。
すなわち、あらかじめ想定された異常事象・事故
が発生したときのための「事象手順書」、あらかじ
め想定しておらず発生確率は極めて低いと考えら
れる設計基準を超えるような多重故障にも対応可
能な「徴候手順書」、そしてシビアアクシデントま
で対応する「シビアアクシデント手順書」、この 3
つである。
そして、我々はあとから見ているので、こんな
大事故になった以上は「シビアアクシデント手順
書」または「徴候手順書」を参考にすべきではな
いか、と思ってしまうのだが、石川さんによれば、
津波が来る前の福島原発の状態は、地震でとりあ
えずスクラム（停止）をし、
「止める・冷やす・閉
じ込める」の第一段階「止める」には成功したの
で、あとは「冷やす・閉じ込める」をしっかりや
れればいい、したがって参照するマニュアルは「事
象手順書」だという。
実際、東電は報告書のなかで、
「事象手順書」の
「１．原子炉スクラム事故 原子炉スクラム（B）
主蒸気隔離弁閉」を参照すべき手順にしぼりこん
だ、という。しかし、石川さんは、参照すべきは、
「22-1．自然災害」のほうではないか、という。
しかし、なんとその１号機の当該箇所「22-1．
自然災害」には、１号機にはないはずの「RHR（残
留熱除去装置）」の記載があり、一方で IC に関す
る記載が明示されていない！（実際に事故の際に、
福島原発の担当者（当直長）がどう参照したか不
明だが、仮にこの箇所を参照したとすれば、
「 あれ、
これでは参考にならないじゃないか」と感じたの
ではないかと思った。）

はないか、という。ただ、それ自体は「温度降下
率規定」の理由なので、一見間違っていないよう
にも思えるが、しかしそこに落とし穴があった。
「保安規定」では、たしかに東電の主張する内
容も記載されているが、その一方「第 77 条」で、
「第 76 条第１項の異常が発生してから当直長が
異常の収束を判断するまでの期間は、第 3 節運転
上の制限は適用されない」と明記している。
さらに同「第 77 条２項添付 1」では、
「非常用
炉心冷却系…が自動停止した場合には、…不用意
に手動停止しない」と記載しており、IC も非常用
炉心冷却系とみなされていることからいっても、
今回の IC の手動停止は「保安規定』（異常時の措
置）に反していた、というのが結論だ。
また、同様にこの IC の作動確認を定期点検時に
行っていなかったのも「保安規定」第 41 条 2 項
に反しており、ここでの手順書の確認と訓練を行
っていれば、また福島原発事故の展開は違ったも
のになったのでないかと指摘された。
その後、「作業員の試験とかはあるのか」「手順
書は公開されているのか」「IC の作動は誰も知ら
なかったのか」など、時間いっぱいまで会場と熱
心な質疑が行われた。
今回の学習会の結論は、もし東電がこの IC を適
切に作動管理していれば、１号機は「冷温停止状
態」に持ち込むことができ、津波にあったとして
も水素爆発を防ぎ、従って２号機３号機の復旧も
速めることができたのではないか、というものだ。
以下は私の感想だが、そういうことであれば、
いかにプラントの安全対策を、多額の費用をかけ
て行っても、それを運用するためのマニュアルと、
それを適切に判断し操作する熟練した作業員がい
なければ、原発の安全性は保てない、ということ
が一層明らかになったと思う。女川原発ではどこ
までそれができているのか、おそらくは規制委員
会での審査ではそこまでは要求されないと思われ
るので、ウィークポイントの一つではないかと思
う。
それにしても、膨大な数の手順書と保安規定を
読み込む石川さんこそが「本邦初 東北オリジナ
ル」？ではないかと感じた学習会でした。
（たてわき）

問題は「参照したマニュアルが間違っていた」
ということにとどまらない。実は、今回の IC 操作
は「保安規定違反」だというのが石川さんの見立
てである。これはどういうことか？
東電の主張は、自動起動した IC をなぜ止めたか
といえば、IC の起動による冷却・圧力低下が早過
ぎ（通常時の 7MPa から約 4.5MPa）、保安規定
で定める「原子炉冷却材温度変化率 55℃／ｈ以
下（温度降下率規定）」を順守できないと考えたか
らだという。
これに対し、石川さんは、運転員が急激な温度
低下を恐れた本当の理由は、１号機の老朽化に伴
う脆性破壊の危険性増大を避けるためだったので

※当日の動画はこちら
http://miyagi-kazenokai.com/
※当日の資料はこちら
http://miyagi-kazenokai.com/wp-content/u
ploads/2018/06/20180602siryou.pdf
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「女川原発再稼働の是非をみんなで決める県民投票を実現する会」 第２回賛同者会議

9 月までできるだけ 「受任者」 登録を！

6 月 17 日、仙台市の日立システムズホールで、
「女川原発再稼働の是非をみんなで決める県民投票
を実現する会」の第２回賛同者会議が行われ、65
人の市民が参加した。すでに４月 14 日に第１回賛
同者会議を行い、その後各地で徐々に学習会などが
行なわれつつある中での会議であり、その後の状況
の変化を受けての方針の確認と、具体的な運動の進
め方、そして各地で行われている学習会の交流を目
的に行われた。
はじめに、事務局の篠原さんより、
「東北電力は２
年延長して 2020 年以降の再稼働といっているが、
規制委員会での審査は毎週のように行われ、８月末
までに説明を終えるとしている。また、７か月も休
眠状態だった宮城県の安全性検討会もこの間立て続
けに行われ、女川原発の再稼働への動きが最終局面
に入っているのは間違いない。この動きの中でぜひ
県民投票が実現できるような運動を進めていきたい」
とのあいさつを受けた。
続いて、代表の多々良さんから、
「地域集会の呼び
かけ」として、
「みんなで決める会」スタッフを派遣
するので、各地各団体でこの「直接請求運動」の学
習会を開いてほしい、との呼びかけがあった。特に
強調したのは、署名期間は 10 月～11 月の 2 か月
間を想定しているが、その前の「受任者登録」の時
期、すなわち 6 月、7 月、8 月で勝負が決まる、と
いうことだ（受任者登録の目標は 16,000 人！）。
また、事務局の菅原さんから、具体的な県民投票の
見本が示され、また具体的な Q＆A など、参加者が
イメージできるような形で、
「直接請求署名」の集め
方の説明を受けた。
「9 月 1 日までできるだけ受任
者登録をしてほしい。なぜなら署名用紙の一面だけ
でも印刷できるので。そうでないとあとあとの事務
作業が大変だ」ということも強調された。
さらに、この間多々良さんなどを呼んで学習会を
行うなど既に動きを開始している東松島の山下さん、
塩竈・多賀城の木伏さん、大崎（運動フィールドは
女川）の荒井さん、美里の勝又さんから、報告と意
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見を受ける。
始めに山下さんから、
「できるだけ早くこの運動を
進めたい」として、県内トップを切って多々良さん
を呼んで学習会をし、
「実行委員会」を結成して取り
組むことが決まったこと、またかつて「女川原発再
稼働の慎重な判断を求める」という請願が東松島市
で採択された際、これに賛成した議員や、また各種
の団体に呼び掛ける、ということが報告された。さ
らに東松島市にとどまらず、UPZ 住民の会に提案し、
登米でも実行委員会ができるなど、動きが加速して
いることも報告された。
塩竈・多賀城で活動している木伏さんは、以下の
ような具体的な提言をされた。
「大変な運動」⇒「大
変だけどわくわくする」へどう転換？／「受任者は
大変」⇒「家族だけでＯＫ」としてどれだけ受任者
を増やすか／「各地に拠点をつくり、責任者を決め
たほうがいい」／「みんなで決める会」ってどんな
会？⇒ＨＰをつくるのはどうか？／代表者はひとり
でいいの？⇒著名人の賛同者がほしい／講師陣を増
やしてほしい／受任者はどこにどれくらいいるのか
がわかるように／県民投票はいつになるのか？ 大
きい選挙と一緒なのか、あるいか独自なのか？が不
明、などなど。特に「わくわくする運動をつくろう！」
という提起は、ともすれば「本当にできるのか？」
との思いでもやもやしている気持ちを一新させてく
れる、ナイスな呼びかけだった。
また、荒井さんからは、今年も女川で 8 月 18 日
に行われる「女川から未来をひらく夏の文化祭」で、
この県民投票のブースを設けて、
「受任者」登録をし
てもらおうと思っている、また「ポスター」を作っ
たので貼ってほしいと呼びかけをして、そういうと
ころに受任者登録をお願いしたいと思っている、と
の発言を受けた。
さらに、UPZ 住民の会の代表で、美里の「ストッ
プの会」の勝又さんから、女川町長・石巻市長に会
って「申し入れ」をしたいということで準備をして
いるなど、いろいろな運動に取り組んでいる中で、

工夫してこの県民投票の話をそこに組み込んでいっ
ていることが報告された。とともに、「拠点づくり
は？」「どうひろがりをつくっていくか？」「議員の
取り組みは？」などの疑問がだされた。
その後、多々良さん・中嶋さんから、木伏さんや
勝又さんから出された疑問に対する回答を受け、そ

の後会場とのフリートークとなった。この各地から
の報告や会場からの発言で、みなこの運動をなんと
しても成功させるため真剣に取り組んでいるという
ことが共有できた、中身の濃い会議となった。
（みんなで決める会 舘脇）

放射性廃棄物の「試験焼却」について～大崎地域を中心に～

焼却してはいけない、と同時にすき込みもいけない
船形山のブナを守る会
放射性廃棄物とは、福島第一原発事故で放射能に
汚染された 8,000Bq/Kg 以下の農林系廃棄物です。
宮城県には 36,000 ㌧、内大崎地域には 16,000
㌧（大崎市 6,000 ㌧）あります。大崎地域とは、
大崎市を中心にした周辺１市４町（大崎市、加美町、
色麻町、美里町、涌谷町）です。その１市４町で構
成する大崎広域行政事務組合が、8,000Bq/Kg 以
下の廃棄物を試験焼却しようとしています。管理者
は大崎市長です。
この地域は『大崎耕土』です。だから以前 report
した、
“世界農業遺産”に認定されたエリアと、まっ
たく重なるわけです。世界農業遺産で、放射能で汚
染された農林系廃棄物が燃やされようとしている、
ということになります。おかしな話しです。権威あ
るはずのＦＡＯが黙ってていいのだろうか、と未だ
に納得がいきません。
さて、世界農業遺産認定以降に大崎では、大崎市
長選挙がありました。市民が擁立した候補者は残念
ながら負けましたが、放射性廃棄物焼却問題を選挙
争点化し、その残した功績は大きなものがありまし
た。選挙戦を制した市長のもと、6 月の市議会で試
験焼却の費用が予算化されてしまいました。10 月
には大崎でも「試験焼却」が始められようとしてい
ます。
もちろん「試験焼却」をさせてはいけません。な
んとか阻止しなくてはいけません。
今回は、4 月の市長選挙、6 月の大崎市議会、そ
して大崎における反対運動の今後の展開について紹
介しておきたいと思います。

●４圏域の動き
県の方針は、
「一斉焼却」が頓挫したあと、圏域ご
とに処理を強要する方向へと変更されました。そう
した中、焼却に合意する圏域が、県南（角田市など
２市７町）、黒川（大和町など１市２町１村）
、石巻
（石巻市など２市１町）、大崎の４つに絞り込まれま
した。県南が先頭をきって試験焼却に入り、ついで
黒川が実施に踏み切りました。石巻は早々に予算を
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芳川

良一

計上したものの、まだ実施にいたっていません。そ
して、この 6 月にいよいよ大崎市が予算を可決しま
した。それに続き、大崎広域行政組合でも 7 月に予
算を採決しました。
大崎市の説明では、試験焼却は 10 月から 6 ヶ月
かけて、90 ㌧の廃棄物を対象に、段階的に汚染レ
ベルをあげて燃やしていくのだそうです。90 ㌧は、
周辺住民が激しく反対している最終処分場が立地す
る、三本木地区のものを当てるのだそうです。三本
木のものを燃やすのだから、そこに（灰を）埋めさ
せてくれ、というのです。

●大崎市長選を闘う
さて、その大崎市でこの 4 月に市長選がありまし
た。現市長は 4 選目をめざし早々と出馬表明をし、
選挙戦に備えていました。さらに、前回と同様、無
投票当選を予想していたようです。無投票だけは避
けたい、それが心ある市民の思いです。そんな中、
告示一週間前ぎりぎりに、選挙母体となる市民団体
を結成し、対立候補擁立に漕ぎ着けました。市民団
体の名称は、「青い空と大地を守る市民の会」です。
「市民は共同、野党は共闘」のコンセプトのもと、
ほぼワン・イシュー的に放射性廃棄物焼却反対で闘
いに挑みました。昨年の宮城県知事選の流れの中、
この大崎市から市民型の選挙を全国に発信しようと
いう意気込みもありました。放射性廃棄物焼却問題
を選挙争点化したことは、多くの成果を残しました。
現市長は「焼却は最善の方法。焼却なくして復興は
ない」と応じます。俄か作りで、手作りの、短期間
での選挙戦ながら、街を流す選挙カー、街頭演説、
個人演説会では、十分な手応えがありました。
短くハードな選挙戦は、有効投票数の 26%も獲
得することになりました。現職 39 千票、新人 15
千票です。４人に１人は焼却に反対なのです。この
獲得数をどう見るか。勿論当選はできなかったこと
は敗北なのですが、無投票を避け反対意思を顕在化
したという、大いに意義深いものとなったと評価で
きます。

現市長は当選後の記者会見で、「70%以上の支持
を得たので、焼却を進める」と言っていますが、は
たしてそうでしょうか。４人に１人が反対している
のです。自分に都合のいいような解釈には、まった
く呆れてしまいます。
この闘いがなければ、益々権力行政に突っ走って
いくことになったはずです。

住民の合意形成もない中での試験焼却は、許され
るものではありません。形式的に説明会を開いただ
けでは不十分なのです。民主主義に基づく、真の意
味での、合意形成が必要なのです。
また、大崎広域には、焼却場周辺住民と最終処分
場周辺水利組合との間に「申し合わせ」や「覚書」
があります。大崎市はこれらを改定もせず、試験焼
却を推し進めようとしています。覚書等は遵守され
なければいけません。
さらに、大崎市議会は、2013 年に安全保管の決
議をしています。これを無視することは、議会軽視
以外のなにものでもありません。
今後の運動は、以上のような点を軸に、地道に粘
り強く、しかしスピード感をもって展開される必要
があるものと思われます。

●大崎市議会で予算案が通る
4 月 15 日に当選を決めた市長は、早々4 月 19
日に三本木の最終処分場周辺住民を対象にした学習
会を開きました。広報等での公示もなく、地域住民
限定の、しかも説明会ではなく学習会と呼び変えて
の開催について、多くの疑問の声が上がりました。
6 月 2 日に、市は焼却施設周辺（岩出山、古川桜
ノ目）と、最終処分場周辺（三本木伊賀）で住民説
明会を開催しました。たった一日で、しかも午前桜
ノ目で、午後は岩出山、夕方に三本木という駆け足
でのスケジュールです。内容は先の学習会と同じで
す。3 ヵ所ともに試験焼却への不安や反対意見が圧
倒的でした。この日の説明会をもって、十分に説明
を尽くしたとか、理解が得られたなどとは、誰がみ
ても言えない様子でした。
学習会と勉強会は、予算案を通すためのひとつの
手続きだったのでしょう。住民の合意形成などとい
うものではなく、あたふたと、ともかく形式的に消
化した、というものとしか思えないものでした。

「試験焼却」が始まってしまえば、たちまち「本
焼却」ということになります。試験だからいいじゃ
ないか、試験ぐらいやらせてやろう、などという考
えは、甘いし、危険です。この焼却ということは、
嘗ての間違った国策をあらためて受容することにな
り、また間違った考え方にもとづく放射能管理に導
きかねないのです。現にいま福島では、汚染土再利
用の実証実験が行なわれています。全国の道路資材
や盛り土に汚染土を利用しようというのですから、
怖い話しです。農林系汚染物質の焼却と汚染土の資
源化がまかり通ったら、日本全土が汚染されてしま
うことになります。こんなことを許してはいけませ
ん。国民の命を犠牲にした後始末で、いったい何を
守ろうとしているのでしょうか。
先に挙げたことは当然やっていかなければいけま
せんが、そのほかにも「試験焼却」を止めるための
有効な手だてがあれば、
『思いついたら何でもやろう』
というぐらいの心構えが必要とも考えています。運
動を可視化して市民にひろく訴えるべく、いよいよ
ノボリの製作も始めました。

6 月の定例議会で、市長は試験焼却の費用として、
4,700 万円の予算案を提出しました。野党から関連
予算凍結の修正提案があったものの、さらに活発な
議論が展開されながらも、予算案は可決されました。
議会での意見や発案は、19 人にも及びました。一
部議員を除いておおかたの議員にとって、問題意識、
疑問や不安はあるものの、反対まで行き着いていな
い、一歩手前の状況にあるようにも受け取れました。
ただ産業振興を引出そうとする議員がいたことも事
実です。
このままでは、スケジュール通り、10 月から試
験焼却ということになってしまいます。

●10 月の「試験焼却」を阻止するには
大崎では「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」を組織し（大
崎市、美里町、涌谷町の７団体で構成）、反対運動を
続けています。7 月 7 日に第 5 回目の市民集会を開
き、大崎市長と大崎広域行政事務組合管理者に対す
る試験焼却中止を求める要請文と、試験焼却関連予
算の凍結を求めるアピール文を提案・採択しました。
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●すき込みなどの農林地還元も
やってはいけない

としています。
実施しようとしている多くの自治体では、
100Bq 或いは 400Bq を基準にしているようです
が、これもいわば放射能の希釈拡散なのです。放射
能の総量は変わることはないのです。焼却に変わり
うる安全な処理方法とはいえません。
焼却してはいけない、と同時にすき込みもいけな
い。要は放射能は処分をしてはいけないのです。
（‘18.7.9 記）

国や県からの廃棄物処分の強要（特措法の規定を
盾にとって）された自治体が、焼却を避けて逃げ込
んでいるのが農林地還元です。大崎圏域でも、加美
町と色麻町は燃やさない方向です。一斉焼却を潰す
きっかけとなった栗原市は、堆肥化に向けて走って
います。
試験焼却を始めようとしている大崎市も、6,000
㌧あるうちの半分は、牧草地へのすき込みをしよう

牡鹿半島 「女川原子力発電所」 見学記

まずは色メガネで見ることなく
先日、６月中旬、仙台近郊の商工業者組織が企画
し東北電力営業所の案内で、同社仕立ての観光バス
に約 30 名乗車し、女川原発見学に出発。尚、昼食
代は自己負担であった。
「3.11」以降、同組織で『電
力施設見学会』と称して、女川原発、水力発電、火
力発電施設を巡り、今回は 2 回目の原発見学会であ
った。初めての構内見学で、当初は抵抗感があった
が、まずは色メガネで見ることなく、知識よりも自
分の眼で直視することが本質を捉える、と思えた。
さらに、地元（秋保）に国内有数のメガソーラー発
電所建設計画があり、事業主が環境教育を掲げてお
り、微力ながら力になりたかった。

タンク 4000 ㌧（？）は工事中で、水は北上川から
送水管で引っ張っている。さらに、送電線鉄塔（外
部電源）3 基、大容量送水ポンプ車両数台を配置。
中台（海抜 25 ㍍）には、電源車数台と消防車 2 台
配置。下台（海抜 13.8 ㍍）には、事務新館と 3 基
の原子力建屋とタービン建屋が並んでいるが、全敷
地の中で僅かな面積である。その前面に防潮堤（海
抜 29 ㍍）があり、部分的に鋼管を岩盤に打ち込ん
でいるが、原子力規制委員会により手直しが指摘さ
れている。これまでの対策工事費が東通原発を含め
て計 3 千数百億円で、さらに工事費は膨らむ。「国
からの補助金はなく、電気料金の値上げはありませ
ん。再稼働は無理くり強制的に行わない。稼働中は、
構内に機動隊や海上には海上保安庁の船がいる。」と
のこと。
最後に、営業所よりアンケートがあり、原発の必
要性と安全性について見学前と見学後の認識調査が
しつこく設問され、不快であった。会社が本来聞く
べきことは、原発震災を踏まえて、危険極まりない
原発にこれからも巨額の安全対策費を掛けて進めて
いくのか、それとも再生可能エネルギーの導入拡大
を進めて行くのかを設問すべきである。
後日（6／27）、株主総会で、見学会での従業員
の発言に関して質問すると、
「可能な限り協力企業に
コスト削減を求めたい」
「再稼働は無理くり強制的に
行わない、地元の理解を得て進めたい」
「アンケート
についても見直しをする」と、役員が答弁した。

さて、牡鹿半島は、地図上で 20 キロ程太平洋に
突き出たリアス式海岸に 30 程の入江浜がある。バ
スは半島に入り、小竹浜、蛤浜、侍浜、萩浜、野々
浜と道を左右に曲がりながら、塚浜へ。まずは原子
力ＰＲセンターに到着、高速道路を利用しても 2 時
間半の遠路だ。ここで、映像上映前に身分証明する
運転免許証を提示し、上映終了時 20～30 分後に
「顔認証」されて返却されたが、没収されたようで
気分の良いものではない。改善されたい。また、塚
浜までの道中、車内で映像による原発震災対応策が
紹介されたが、そこでも「津波対策」
「冷却水と電源
の確保」「放射能封じ込める」各対策が重要であり、
震災では対処できたと強調されていた。
次に、構内専用バスに乗車。構内ゲートでの警備
員による厳重なバス外観点検がなされたが、必要あ
るのか？ 暫くして、浜まるごとと裏山も含めた広
大な敷地（東京ディズニーランド約 3 倍、約 576
町分）が見えてくるが、構内は段々畑状にあり、今
は全体が震災対策工事中だ。
電力の説明によれば、入り口付近の高台には技術
訓練センター棟、放射能測定所があり、淡水貯水槽

電気を発電する建物そのものの面積は大きくない
が、安全対策のための広大なバックヤードが必要で
あり、そこに諸施設を建設し、新しい知見を得ると
さらに施設が膨らむ。そこに巨額の資金と警備員が
税金からも投入され、多数のマンパワーが必要とさ
れる。
“安全”な原発と言うが、他の火力、水力、太
陽光発電所に警備員がいますか？ 危険な発電所だ

7

から警備員が必要なのだ！また、
“安全”と言いなが
ら、多量に電気を必要とする大消費地の近郊でなく、
なぜ遠隔地に原発があるのか！ 当然、巨額の送電
網が必要だ。電力自由競争化時代、これが“普通”
の民間企業であれば、巨額の資金を原発に固執する
ことなく、他の電源に投資するであろう。
今、電力事業は、地震大国においては、甚大な原
発事故が起きれば会社の存立すら危うくなる危険な

ビジネスだ。株主総会で従業員が猫なで声で対応す
るが、危機感はあるのか。もちろん私たちも、
「3.11」
以降、電気のある暮らしが問われている問題だ。
牡鹿半島からの帰路時、夕日と共に、電気を煌々
と照らし乱立する仙台のビル群が見えた。
（大場拓俊）

蟻が象にかみつき続けるしかないか
今年の東北電力株主総会は２時間５８分
去る 6 月 27 日、電力会社 9 社の株主総会が一斉
に開かれた。例年の通り、象にかみつく蟻の集団、
私たち「脱原発東北電力株主の会」は、事前に提出
した質問書と株主提案を持って、10 人ほどで東北
電力の総会に参加した。
事前質問書は、原発関連や会社組織等々について
の 92 問と、名取市民の会員による名取変電所に関
する質問 5 問。
株主提案は、次の 6 つ。
１「脱原発会社宣言」～東電福島第 1 原発事故で甚
大な被害を受けた東北圏を供給区域とすることを重
く受け止め、原発に依存しない体制の確立を目指す
ために宣言を発する。
２「東通原発の廃止」～施設直下に活断層があるこ
とにより新規制基準に合格困難となっている、東通
原発の適合性審査申請を取り下げて廃炉にする。
３「廃炉計画の策定」～原発廃炉時代を見据え、他
電力に先駆けて廃炉計画を策定・公表する。
４「送電線容量の有効活用」～東北電力が「空き容
量ゼロ」として太陽光や風力の発電設備の接続を拒
否した基幹送電線が実は 2～18％ほどしか使われ
ていなかったことを是正して、再生可能エネルギー
等の電源の接続を促進する。
５「再生可能エネルギー導入拡大計画の策定と実行」
～中長期計画の策定・実行により、再生可能エネル
ギー比率 30～40％をめざす。
６「出資・債務保証」～日本原子力発電(原発専業事
業者)と日本原燃(核燃料再処理事業者)への出資・債
務保証を取りやめる。
これらの提案は、いずれも｢90％以上の反対で｣
否決されたが、宮城県美里町が全てに賛成して下さ
ったほか、一部賛成したり、態度を保留したりした
自治体もあったのがわずかな救いか（※編集注）。

を配った（例年通り）。今年は特にきれいな仕上がり
のカラーチラシとなった。昨年同様、敷地内でのチ
ラシ配りは拒まれ、慇懃無礼な調子で敷地外に押し
出された。この東北最大の「超一流企業」は、経営
陣と異なる多様な意見を排除することしか頭にない
らしい。
今年は会社側からも 6 つの議案が提案された。｢監
査委員会等設置会社｣に移行することやその関連議
案など。株主総会招集通知に記載された説明によれ
ば、｢競争の激化や、2020 年 4 月に予定される送
配電部門の法的分離など、激変する事業環境を踏ま
えた事業体制を構築｣し、｢迅速かつ機動的な業務執
行を実現し｣、｢経営の監督機能を高める｣のだそうで、
そのために組織の形を変えるらしい。
とにかく合わせて 12 議案と審議する議案が多め
で総会の時間が長くなることを予想したが、終わっ
てみると 3 時間弱と去年より 9 分ほど短くなった。
議事進行の順序を一部変える、会社提案議案の説明
時間や会場での質問時間を短くする、などの｢工夫｣
が奏功したようだ。が、何のことはない、会社にと
って重要な組織変更の意義も納得の行く説明をせず、
何よりも、会場でいくら質問を希望する人がいても
途中で打ち切り、予定の時間内にしゃにむに終わら
せたように思う。
事前質問書への一括回答はやはり具体性を欠き、
とても誠実と言えるものではなかった。特に、名取
変電所に関しては、株主総会や住民への説明で電磁
波被曝にかかわる数字など明らかな虚偽があること
を指摘しての質問に、全く答えず無視していた。
以前は多かった汚いヤジがほぼなくなったが、そ
れも単に体面を保つためと時間短縮のためだけなの
かもしれない。
私たち以外の株主からも、脱原発を求める発言が
相次いだが、それに対しても会社側は同じことの繰

さて、総会開会前、会場の電力ビル玄関前で、私
たちの事前質問抜粋などを記した株主向けのチラシ
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り返しのおざなりな答えばかりだったと思う。
前に述べた重要な組織変更の提案を会社側がして
いるにもかかわらず、｢取締役会に全く覇気がなかっ
た｣（株主の会代表・篠原さんの弁）。福島原発事故
後の東電にみられるように、どんなひどい事故を起
こそうが、その責任をだれも取らず、都合の悪い賠
償などは拒否し、政権が原発ゴリ押しの姿勢も変え
ずにすべて面倒を見てくれるこの国では、電力会社
の取締役に｢覇気｣など必要ないのかもしれない。し
かもその政権は、どんなにウソをつこうが、公文書
を改ざんしてまで一人の権力者とお友達だけを守ろ
うが、多くの国民に支持され、選挙で勝利すること
になっている。そして破滅への道をひたすら突き進
む。
このように追い詰められた私たちだが、それでも
わずかな希望を持って、若い人たちへも訴えて、蟻
が象にかみつき続けるしかないか。
（脱原発東北電力株主の会 河野正義）

（※編集注）株主提案に対し、女川原発より30キロ
圏内の美里町は6件全てに賛成票を投じた。相沢清
一町長はマスコミの質問に「福島であれだけの事故
があったのに、再稼働を進める東北電力の方針は残
念だ。事故が起きれば住民の避難は困難を極める」
と理由を語った。
「卒原発」を掲げる山形県は4件に
白票を投じた。福島県は棄権。南相馬市は再生可能
エネルギーに関する提案のみ賛成し、残りは白票を
投じた。一方、宮城県、石巻市、登米市、南三陸町
が反対。自治体の中で一番の大株主仙台市は、今年
も昨年同様、株主提案全てに反対した。脱原発仙台
市民会議が5月11日に郡仙台市長宛に提出してい
た要望書への回答は、総会当日メールで送られてき
たが、
「原発は低減させるべきだが、エネルギー政策
は国の役割だ」という理由をならべた「通り一遍」
の回答だった。

大間原発建設反対ロックコンサート＜大マグロック vol.11＞
に参加するため大間に行った話
抜けると六ヶ所村。ようやく「まさかり」の柄の根
元にたどり着いたことになる。ここからが下北半島
だ。国道近くに、映画『六ヶ所村ラプソディー』で
見た六ヶ所再処理工場の正面ゲートがある。この映
画で監督の鎌仲さんは、インタビューした相手の出
勤時の助手席に同乗し、運転する姿を左下から撮り、
ゲート前で降車して見送るという印象的な場面を何
度も撮っていたので、見覚えのある風景だ。
この国道をそのまま北上すれば隣の東通村に入り、
東通原発を見ることも可能だが、我々は左折して半
島を横断する県道を西へ進み、むつ湾沿いの国道に
つきあたる。横浜町とむつ市を走り続け、大湊から
は「まさかり」の刃の根元部分を下から上に縦断す
る。
（この時、途中で左折し県道を西進すれば、あの
恐山に至る。いつか行かなくては。
）
正面に海が見えたら、それは津軽海峡だ。
「まさか
り」の刃の上部を、刃の根元から先に向かって走る。
右手に津軽海峡、左は山からの急斜面がそのまま海
に入り込んでいる。道も民家もまるで崖の下にへば
りついているような一本道だ。
風間浦村に入り、下風呂温泉を越え、そしてとう
とう「まさかり」
」の刃の上端、大間町にたどり着く。
仙台から飛ばしても、三沢まで３時間、三沢から４
時間の長い旅だ。

青森県北部の地図上右側の下北半島は「左を向い
たまさかり」の形をしているが、いわばその刃の上
部の先端の角にあたる岬が「大間崎」。本州最北端地
点でもあり、観光客も多い。地元食材「大間のまぐ
ろ」はとても有名だ。津軽海峡のまぐろ漁は本州側、
北海道側から多くの漁船が出漁し、漁師達は大物を
狙って競いあう。映画『魚影の群れ』
（相半慎二監督
1983 年作品。出演 緒形拳、夏目雅子、佐藤浩市
他）は、大間のまぐろ一本釣り漁師の物語だ。レン
タル DVD でご鑑賞あれ。
大間は遠い。
「まさかり」の刃の根元にあたる街が、
むつ市の大湊だが、鉄道はここが終点だ。ここから
北へ行くにはバスしかない。
自家用車の場合、高速道路は八戸の次の三沢まで
で、そこはまだ内陸だ。小川原湖沿いに三沢の街と
米軍三沢基地と寺山修司記念館を経て、小川原湖を

そしてもう一つ大間に行くルートがある。北海道
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からの海路だ。函館と大間を直接結ぶフェリー。90
分 2600 円で大間漁港の隣のフェリー埠頭に上陸
できる。飛行機で札幌、JR で函館、そしてフェリ
ーを使えば、これが一番速いという人もいる。
フェリーの航行距離は青函連絡船の 3 分の 1 の
30ｋｍ。近い。地図を見ればわかる。近いのだ。大
間からは、八戸 90ｋｍ、弘前 80ｋｍ、青森 60ｋ
ｍ、大湊 25ｋｍである。青森県内各都市よりも、
函館は大間にずっと近いのだ。最近地点で 23ｋｍ。
30ｋｍ圏内だ。50ｋｍ圏内なら函館市はすっぽり
入ってしまう。ちなみに、50ｋｍ圏内の人口は、青
森県 9 万人、北海道 37 万人。
だから函館市（市長と市議会）は、国を訴える原
告となった。裁判費用にするからと「ふるさと納税」
を呼びかけたら一億円が集まったという。函館市に
よる「大間原発の建設凍結訴訟」が 2014 年より東
京地裁で審理されている。
もう一つ、市民グループ「大間原発訴訟の会」が
2010 年に始めた建設差止訴訟は、今年 3 月函館地
裁に請求を棄却され、控訴している。まともな審理
をしてほしい。裁判官は己の良心にのみ従ってほし
い。
大間町への原発の誘致は 1984 年に決まったが、
2008 年まで着工することができなかった。地元の
故熊谷あさ子さんが、たった一人、どんな妨害にも
めげず、頑として用地買収に応じなかったためだ。
炉心建設予定地は変更を余儀なくされ、建設が始ま
ったのが 2008 年。完成率 37％のところで、
2011
年の「3.11」が起こる。それ以後、建設工事はスト
ップしている。
（安全審査に関係ない部位だけを細々
と工事しているとのこと。）

グハウスが建っている。原発建設予定地の中にあっ
て、フェンスで囲まれている。国道から「あさこは
うす」までの 1 ㎞以上の細い道は、フェンスと鉄条
網と監視カメラに囲まれている。原発建設の始まっ
た 2008 年から、ここで開かれている反核ロックフ
ェスが「大マグロック」、同時に同所で開催されてき
たのが「大間原発反対現地集会」。
2018 年の今年は、11 回目だった。2012 年か
らは、建設予定地の北隣の隣接地に、一坪地主運動
で買い取った共有地（ここへ至る道路も、片側はフ
ェンスと鉄条網と監視カメラだ。）で、開催を続けて
いる。
約 3 時間の集会＆町内デモは、フェリーの着時刻
とも合わせてあるので、数百人が集まって賑やかに
なる（今年は約 550 人）。その前後と前日がコンサ
ートだ。
僕は今年、このコンサートに飛び入り出演した。
今年で 4 回目だ。いつものように T 氏の自家用車に
同乗しての大間への旅だ。僕はいつも他力本願で情
けない限りだが、T 氏には感謝している。出演ミュ
ージシャンは 11 組。チラシに名前をクレジットし、
責任を持って、自力で全国各地からやって来る。集
会の発言者も、九州・関西・北陸など全国からやっ
て来る。主催者の Y 氏も N 氏も青森県に住みついて
活動を続けている。裁判に関わっている人たちもし
かり。なんといっても、あさ子さんの志を引き継い
でいる厚子さん。その他の皆さん。この活動に人生
の大半のエネルギーを投じている人々を、僕は尊敬
し続けます。原発が止まって、この集会が必要なく
なるまで、応援します。今後も時々歌わせて下さい。
（前ぶりが長い割に、報告になっていないレポー
トで失礼しました。
）
（2018 年 7 月好日 苫米地サトロ）

あさ子さんの土地には、
「あさこはうす」というロ

「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟
－原状回復、全体救済と脱原発を求めて－
6 月 23 日（土）、原発問題住民運動宮城県連絡セ
ンター総会記念講演で、
『福島原発事故から７年－被
害の実相と原発訴訟の到達点 ～「生業を返せ、地域
を返せ！」福島原発訴訟の経験から～』と題し、福
島原発生業訴訟弁護団事務局長の馬奈木厳太郎弁護
士のお話を聞いた。仙台市青葉区中央市民センター
第 2 会議室に 21 名参加。
まず、“福島との出会い”から、話しが始まった。
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事故が起きたとき、福島県には人口 200 万人に対
し約 150 名の弁護士しかいなかった。東京から、
初めて相談会に参加したとき、会場は溢れるほどの
人で、殺気立っていた。
「このさき、生業がどうなる
のか分からない」
「孫を避難させた方がいいのか」と
の不安の声が殺到した。なぜ私が福島にかかわり続
けているのか、一言でいえば、
“被害を聞いてしまっ
た、知ってしまったから”であり、
“被害者の方に会
ってしまったから”ですと。

穏生活権”侵害による損害賠償では、国の中間指針
に基づく賠償の対象地域を県外（茨城県の一部）に
も拡大し、賠償金についても上積みを認めるなど、
救済対象を広げる判断を示した。
“全体救済”を目指して、原告に共通する損害を
一律に請求し、「代表立証」（原告個別の立証に代え
て代表者の立証で証明する）の形にしたことにより、
新たに原告になれば、今回の判決と同様の救済を受
けることになった。判決を前提にすると、150 万人
以上が対象になる。

福島原発事故後、政府が最初に行なったのは、同
心円での線引き。これは、避難させるか否かの線引
きであったが、同時に、被害者か否かを選別する線
引きにもなった。次に、加害者である東京電力や国
は、多額の金額をぶち込み、被害を賠償の問題に、
お金の話に矮小化した。線引きと矮小化によって、
被害者の中に分断が持ち込まれた。
さらに国は、
“20 ミリシーベルト受忍論”の押し
つけによる被害切り捨てと、帰還ありきの“復興再
生”を強行。しかし、進まない帰還、「語りにくさ」
～語れない不安。風評被害～農家にとって被害はゼ
ロではない、消費者にとっても安全でない、これは
実害だ。
「自主避難者」は勝手に避難、違う！～強い
られる正当化。
「リスコミ（リスクコミュニケーショ
ン）」による刷り込み。“言葉は大事だ”。

勝訴の要因は、一つは「原告団の規模」で、裁判
所も約 4000 名が救済を求める声をあげ、被害者の
ままで終わろうとはしていないという事実を無視す
ることはできない。公正な判決を求める署名が、全
国から 23 万筆を超えるなど、原告団と弁護団が団
結し、法廷内外で精力的に取組んだ結果でもある。
もう一つは、裁判官に「現地」検証を求め続け、
国は頑強に拒否したが、2 年間かかって遂に実施さ
せたことである。裁判官に、誰もいない無人の街を
歩いてもらい、区域の線引きの矛盾や失われた生活
など、被害の実態を肌で感じてもらえた。

そんな中、被害者の方々との長い時間の議論の結
果、
“声を挙げよう！”ということで始まったのが、
「生業を返せ、地域を返せ！」という被害者の方々
に共通する思いをスローガンに掲げた裁判だ。
2013 年 3 月 11 日に提訴した「生業訴訟」は、
被害者約 4000 名が、
「原子力損害賠償法」による
請求ではなく「民法」により、被告の国と東電の“過
失”責任を追及し、原状回復と損害賠償を求めた裁
判。原告は、事故当時、福島・宮城・栃木・茨城の
各県に居住し、居住地にとどまっている者（滞在者）
と避難した者（避難者）が、１つの原告団を構成。
職種も、事業者・農業・漁業・会社員・主婦・年金
生活者・教員・学生など多様で、福島県内 59 市町
村をカバーする“オール福島”、“オール被害者”の
原告団。
原告は、何を求めているのか。
① “原状回復”～元の福島を返せとは、事故前の
「3 月 10 日に戻せ」ではなく、
“放射能もない、
原発もない地域を創ろう！”。
② 被害の“全体救済”～国の責任を明確にし、原
告だけではない「あらゆる被害者の被害を救済
せよ」と制度化を要求。
③ “脱原発”～「こんな被害は自分たちで最後に
してほしい」、今回の事故は“公害事件”であり、
「被害の根絶」を求める。

仙台高裁での控訴審では、
「原状回復は原告らの切
実な思いに基づく請求であって、心情的には理解で
きる」とされながらも、地裁では却下された“原状
回復”請求を認めさせ、被害救済の範囲・水準につ
いてもより高い水準の判決を勝ち取りたい。

「福島生業訴訟控訴審」10 月 1 日仙台高裁で始
まります。裁判の傍聴・支援を！協力を！（空）
●原告団・弁護団 URL:
http://www.nariwaisoshou.jp/

2017 年 10 月 10 日、福島地裁（金沢秀樹裁判
長）は、国と東電を断罪する“原告勝訴”の判決。
判決は、国と東電の「津波は想定外だった」
「だか
ら事故の責任はない」との主張を明確に否定し、国、
東電双方の法的責任を認めた。原子力災害が「万が
一にも起こらないように」とした伊方原発設置許可
処分取消訴訟の最高裁判決の趣旨とも、よく合致。
また、“20 ミリシーベルト受忍論”を退け、“平
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【インフォメーション】

街中（まちなか）で作るエネルギー
「原自連会長・城南信用金庫顧問
吉原毅さんのお話を聞く会」
日時□8月26日（日）14時「日本と原発」
「日本と再生」ダイジェスト版鑑賞
15時 吉原毅氏講演
会場□せんだいメディアテークシアターホール
〈参加費無料〉（先着順180名）
主催□実行委員会（委員長 鈴木智子）
問合せ先☎022-376-0905
（佐藤 平日 13 時～17 時）

[詳細はそれぞれの主催者に確認して下さい]

第 287 回＆288 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（日）錦町公園
（16 時集合、16 時 30 分デモ出発）
7 月 27 日（金）勾当台公園野外音楽堂
（18 時 30 分集合、19 時デモ出発）
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

朗読劇 「線量計が鳴る」
―俳優 中村敦夫が書き下ろし、演じる
元原発技術者の独白―
日時□11 月 7 日（水）18 時 30 分開演
会場□宮城野区文化センターパトナシアター
（仙台市宮城野区五輪 2-12-70）
前売り券/2000 円 当日券/2500 円
中高生/1000 円 小学生以下無料
主催□ 朗読劇「線量計が鳴る」仙台実行委員会
問合せ 080-9639-2691（服部）
070-5326-1974（大越）

みんなで決めよう！ 女川原発再稼働
ＹＥＳ or ＮＯ 県民投票学習交流会
講師□舘脇章宏さん（みんなで決める会）
日時□7 月 29 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分
会場□仙台市戦災復興記念館 4 階研修室
（仙台市青葉区大町 2－12-1）
〈学習交流会後、中央通で街頭宣伝行動予定〉
主催□脱原発仙台市民会議
連絡先（FAX 兼用）022-379-3777
メール hirohata3777@outlook.jp

【もくじ】
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憲法学校 緊急企画 「福島生業訴訟控訴審」
10 月 1 日仙台高裁で始まる
日時□8 月 3 日（金）18 時 15 分～
会場□仙台弁護士会館 4 階
「女川・脱原発！福島生業訴訟からのエール」
～舩尾遼弁護士「生業を返せ、地域を返せ！」
福島原発訴訟弁護団
「女川原発再稼働の是非を問う県民投票の実現
を」～多々良哲氏「みんなで決める会」代表
・各原告からの訴え～福島生業訴訟原告／浜通
り避難者訴訟原告
資料代□300円
主催□宮城憲法会議・自由法曹団宮城県支部
連絡先 022-262-1901 一番町法律事務所
（担当：小田）

【別冊もくじ】
●「パンフ」＋「6.2 学習会」の
“最後の宿題”
………1
●ＫＫ審査の課題：6.2 学習会後に
見えてきたもの
………2
●女川原発アラカルト
………5
●脱原発みやぎ金曜デモ
………7
●汚染廃棄物「試験焼却」をめぐる動き……8

「2018 女川から未来をひらく 夏の文化祭」
賛同のお願い
賛同金 個人 1 口 1000 円 団体 1 口 3000 円
〈郵便振替口座〉02270-7-114626
〈口座名〉女川から未来を考える会
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