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2019 年 3 月 20 日

宮城県議会本会議、女川原発再稼働の是非を問う県民投票条例案を否決。

法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク
（MELON）。
27 日（日） 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（みんなで決め
る会）、1・27 学習討論集会「実現しよう！
県民投票」－11 万４千の署名を力に、講師□
武田真一郎氏（成蹊大学法科大学院教授）、
エルパーク仙台・ギャラリーホール。約 250
名参加。

【女川原発アラカルト】
【１月】
22 日（火） みやぎ福島原発損害賠償請求訴訟
（ふるさと喪失訴訟）
「原告本人尋問」仙台地裁。
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 140 回目会合を原子力規
制庁で開催。東北電力、使用済み燃料プール
への落下物防止策、燃料プール監視設備の仕
様や注水機能が失われて炉心損傷に至る想定
見直しなどを説明。規制委、追加説明を求め
た。
23 日（水） 県、丸森町峠橋元で 7 日に捕獲さ
れたイノシシから 130 ㏃/㎏の放射性セシウ
ムを検出したと発表。
24日（木） 県と30㌔圏内7市町が合同で県原子
力防災訓練。仙台市など28市町村のほか、自
衛隊など120機関の約2万3000人が参加。女川、
石巻、東松島、美里4市町の住民約130人が、
仙台、大崎、栗原、美里4市町にバスなどで避
難し、東松島市の鷹来の森運動公園など2ヶ所
で線量測定と簡易除染を初めて実施。また、
被ばく作業員の医療機関への搬送訓練も初め
て実施。
25 日（金） 東北電力、規制委適合性審査につ
いて、4 月までに残る審査項目を説明し、今
年 7 月中の審査終了を目指すと発表。審査ス
ケジュールの延期は 5 回目。
26日（土） Climate Action Network Japan
（CAN-Japan）、セミナー「自然エネルギー
100％に向けて動き出した世界」、TKP仙台南町
通カンファレンスセンター。共催 公益財団

29 日（火） 規制委適合性審査 141 回目会合。
東北電力、サプレションチェンバー（圧力抑
制室）の耐震設計の想定見直しについて説明。
規制委、追加説明を求めた。
30㌔圏の登米、東松島、涌谷、美里、南三
陸の5市町首長懇談会、登米市役所で、原子力
規制庁、県、東北電の担当者も出席し、非公
開の会議で、広域避難などについて議論。
30日（水） 東北電力、風力発電を軸に今後200
万㎾の再生可能エネルギーの開発を進めると
発表。1000億円超の投資を想定。また、都市
ガスの石巻ガスと業務提携の基本契約を結ん
だと発表。
31日（木） 県、提出署名数118,796人の内、有
効署名数は111,743人と、全県の署名総数を記
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者発表。有効署名数は、県内有権者194万2031
人の5.75％。
【みんなで決める会のコメント】
1月に発表した数字（114,303人）よりも提出
署名数は多く、有効署名数は少なくなってい
ます。このことは、私たちは、明らかに無効
と見做される署名については、一定数カウン
トから除外して集計し、発表していましたが、
各選管ではそれらも含めて提出署名数として
カウントして発表し、その上で、無効と判定
した署名を除外した残りを有効署名数として
カウントして発表した、という事情であると
考えられます。
【２月】
1 日（金） “憲法が生きる市政･県政”をつく
る青葉区民の会緊急学習会、エル・パーク仙
台５階セミナーホール仙台、みんなで決める
会多々良代表より－県民投票条例についての
話ー、青葉区選出県議への要請報告、篠原弘
典氏講座－安倍政権の原発政策ー。
「第148回女川原子力発電所環境調査測定
技術会」、ＴＫＰガーデンシティ仙台勾当台2
階ホール1。市民3名＋1名＋記者1名傍聴。
3 日（日） 尚絅学院大学環境デザイン教育セ
ンター、第 2 回シンポジウム「再生可能エネ
ルギー事業と地域再生」、名取市増田公民館ホ
ール。
5 日（火） 規制委適合性審査 142 回目会合。
東北電力、地下水位対策や原子炉格納容器の
損傷対策の見直しについて説明。規制委、再
説明を求めた。
「仙台港の石炭火力発電所建設問題を考え
る会」、15 団体と研究者 27 名の連名で、角田
のバイオマス発電所計画の建設即時停止を、
旅行大手ＨＩＳ東京本社に申入れ。
6 日（水） 県、原発事故対策みやぎ県民会議
幹事会で、県内の損害賠償状況（昨年 12 月末
現在）について、請求総額 2244 億 5000 万円
に対し、東電が支払った賠償総額が 1291 億
200 万円（賠償割合は 57.5％）と公表。
7 日（木） 規制委適合性審査 143 回目会合。
東北電力、原子炉本体を支える基礎の構造成
立性と土木構造物の耐震評価に採用する解析
手法を説明。規制委、大筋で了承。
県、20 日間の審査期間と 1 週間の署名簿縦
覧期間を経て、有効署名数が 11 万 1743 人で
確定したと告示。各市区町村の受任者代表に
署名簿返付。
8 日（金） みんなで決める会、11 万 1743 人の
有効署名簿を提出。県自治会館で多々良代表
が条例制定請求書を佐野好昭副知事に手渡し、
村井県知事に対して直接請求。60 名が参加。
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条例制定請求は 1972 年 10 月以来。（県、12
日、直接請求を受理）
9 日（土） たいはく区民の会、
「女川原発再稼
働の是非を問う県民投票を実現しよう！太白
区民と県議のつどい」、太白区中央市民センタ
ー3F 大会議室。81 名参加。
ふるかわ平和のつどい・9 条の会、県民投
票条例について考える集会、篠原弘典氏が講
演。佐々木功悦・内藤隆司県議らと意見交換。
約 30 名参加。
放射能から子どもたちを守る栗原ネットワ
ーク『学習交流会』、栗原市市民活動支援セ
ンター多目的室。
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、「第 58 回こども甲状腺エコー
検査 at あいコープみやぎ」、協力：生活協同
組合あいコープみやぎ、
「 日の出町センター」。
検診医/寺澤政彦医師（てらさわ小児科・仙台
市）・溝口由美子医師（光ヶ丘スペルマン病
院小児科）。94 名が受診（～10 日）。
12 日（火） 規制委適合性審査 144 回目会合。
東北電力、非常用海水ポンプ室の上部に設け
る竜巻防護ネットの構造と耐震評価を説明。
規制委、他の原発で実例のない可動式構造の
防護ネットが落下しない対策の追加説明を求
めた。
ふるかわ平和のつどい、大崎市議会に県民
投票実現に向けた意思表示を求める陳情書を
提出。
13 日（水） 宮城県議会 2 月定例会開会。村井
知事、条例案への賛否を表明せず、執行上の
課題などを指摘する、投票実施に後ろ向きな
意見を公表。
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 1 月分の女川原発の点検状況報告。
14 日（木） ふるさと喪失訴訟「原告本人尋問」、
仙台地裁。
規制委適合性審査 145 回目会合。東北電力、
東日本大震災で被災した影響を反映させた建
屋の耐震設計方針について、これまで受けた
指摘事項に回答。規制委、議論がほぼ収束し
たとの認識を示したが、乾燥収縮と地震の影
響を踏まえた鉄筋コンクリート構造物の要求
性能で、設置許可基準規則との関係性の整理
が不十分として追加説明を求めた。
県議会議会運営委員会、県民投票条例案を
総務企画委員会に付託し、採決する方針を決
定。審議は総務企画委員会、環境生活農林水
産委員会の両常任委員会による連合審査会
（1976 年以来 43 年ぶり）で行なう。本会議

での代表意見陳述実施要求に対し、約 1 時間
50 分の議論の後、採決で審査会での実施が与
党側の賛成多数で決まった。
15 日（金） 「第 148 回女川原子力発電所環境
保全監視協議会」、ＴＫＰガーデンシティ仙台
勾当台 2 階ホール 1。市民 2 名＋2 名傍聴。
16 日（土） 「みやぎ脱原発・風の会 2019 会
員のつどい」、仙台市戦災復興記念館４階第４
会議室、2019 年の「風の会」運動方針と参加
者の意見交換。12 名参加。
宮城県保険医協会公開講座「その後の福島」
～9 年目を迎える福島の現状と課題、講師
馬奈木厳太郎弁護士（「生業を返せ、地域を返
せ！」福島原発訴訟弁護団事務局長）、保険医
協会研修ルーム。
宮城県原水協講演会「核兵器のない世界を
めざして～禁止条約とNPT再検討会議～」、講
師：前川史郎さん（原水協常任理事）、東京エ
レクトロンホール宮城601。
『河北新報』、県民投票条例案に対する、県
議全 58 人のアンケート結果を公表。賛成 21
人、反対 12 人、態度保留 25 人。
18 日（月） 『ふるさとを返せ』福島原発避難
者訴訟控訴審第 2 回公判、仙台高裁。
19 日（火） 女川原発の避難計画を考える会、
再度、石巻市に、県・市の合同説明会の開催
要求と 11 項の再質問書を提出。1．段階的避
難 2．避難退域時検査所 3．避難経路 4．
避難受付ステーション 5．渋滞時の車両の待
機時間 6．複合災害時の受け入れ拒否 7．
バスによる広域避難 8．施設入院患者の避難
9．安定ヨウ素剤の事前配布 10．行政機能の
移転 11．オフサイトセンター。さらに、宮
城県と石巻市が協議した経過と内容を記載し
た一切の文書の公開を求め「情報公開請求」。
規制委適合性審査 146 回目会合。東北電力、
重大事故に対処する施設や設備の火災感知・
消火対策を説明。規制委、大筋で了承したが、
有毒ガス防護策については整理が不十分とし
て再回答を求めた。
21 日（木） 規制委適合性審査 147 回目会合。
東北電力、耐震設計方針の波及的影響評価に
ついて説明。
村井知事、県民投票条例案を提出。10 時か
ら始まった本会議場には、受任者としてとり
くんだ方など、多数の県民が傍聴に駆けつけ、
170 席の傍聴席が超満員、1 階ロビーで約 80
人がモニターで視聴。村井知事は、意見書で
条例案について条文の修正すべき点などを指
摘したが、賛否表明をしなかった。代表質問
で、藤原範典県議（みやぎ県民の声）や角野

達也県議（共産党県議団）が鋭く追及すると、
知事は、「議論に影響を与えたくない」「賛否
を明らかにしないようにした」と話し、
「賛否
は議会が決めること」と発言し、
「私が賛成と
か反対とかいうのは県議会に対して失礼だし、
署名した人にも失礼と考えた。これが私の意
見なので、私の意見に対して、
【悪い】とか【い
い】とか言うのはやめてほしい。」と、感情的
になって答弁。
22 日～28 日の一般質問でも、遊佐みゆき議
員（県民の声）・大内真理議員（共産）・佐々
木功悦議員（県民の声）
・熊谷義彦議員（社民）
などが、それぞれ練り上げた質問で、知事や
県当局を鋭く追及。藤倉知格議員（自民）が
「条例案は賛成か反対かの 2 択だが、2 択以
外の意思をくみ取る選択肢を奪う可能性があ
る。
『短期的には原発依存を減らし、中長期的
には原発ゼロにする』というもう一つの受け
皿を用意する必要がある」と述べて知事の考
えをただしたが、知事は、
「選択肢の扱いにつ
いても議会で議論していただきたい」と述べ、
知事自身の考えは明らかにしなかった。
22 日（金） 「生業を返せ、地域を返せ！」福
島原発訴訟控訴審第 3 回公判、仙台高裁。原
告男女 3 人への本人尋問。
24 日（日） 公益財団法人みやぎ・環境とくら
し・ネットワーク（MELON）、
「電力自由化セミ
ナー」～東北の自然エネルギーを家庭で活用
しよう！～、エルパーク仙台 5 階セミナーホ
ール。
25日（月） 環境省、県内全域の河川と湖沼や
沿岸計76地点の公共用水域で10～12月に実施
した放射性物質モニタリング結果を公表。河
川周辺の土壌から阿武隈川羽出庭橋（丸森町）
の左岸で2380㏃/㎏の放射性セシウムを検出。
底質では、七ケ宿ダム（阿武隈川水系）で1530
㏃/㎏検出。水質は全地点で検出下限値（１㏃
/㍑）以下。
28 日（木） 県議会の連合審査会（総務企画委
員会と環境生活農林水産委員会の合同委員会）
が開かれ、以下のことを正式に決定。 ＊3 月
14 日、議会庁舎 5 階大会議室で、連合審査会
を開催、対象案件は「女川原発 2 号機の再稼
働の是非に係る県民投票条例制定の請求につ
いて」のみ。＊委員長は総務企画委員長が務
める。審議は総務企画委員 10 名と環境生活
農林水産委員 10 名の計 20 名で行う。
（両委
員会に属さない会派「無所属の会」にも発言
を認める）採決は総務企画委員会で行う。 ＊
3 月 14 日連合審査会では、午前 10 時 40 分よ
り多々良哲請求代表者の意見陳述 20 分、引き
続き多々良代表を参考人に切り替え、質疑応
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答 20 分行う。＊加えて、武田真一郎氏（成蹊
大学教授）、河村和徳氏（東北大学准教授。自
民・公明の推薦）を参考人として招致し、そ
れぞれ意見陳述 20 分質疑応答 20 分ずつ行う。
＊議場の傍聴席を 25 席から 38 席に増設し、
さらに議会庁舎１階ラウンジのモニター前に
も椅子を並べて視聴できるようにする。
規制委適合性審査 148 回目会合。東北電力、
重大事故時に原子炉格納容器の破損を防ぐ対
策や使用する可搬型設備、現場までのアクセ
スルートについて説明。規制委、おおむね了
承したが、アクセスルートの確保では検討が
不十分として再考を求めた。
東北電力、取締役会で、送配電部門の法的
分離に向けた準備会社「東北電力ネットワー
ク」を 4 月 1 日に設立すると決定。
【３月】
1 日（金） ＪＲ東日本仙台支社、自家発電（天
然ガス）した際に生じる熱を冷暖房などに再
利用するコージェネレーション（熱電併給）
の新システムを仙台駅に導入。発電量 1800ｋ
Ｗは東北最大規模、排熱回収率 85.5％（従来
は 40％）。
県、予算特別委員会の総括質疑で、県民投
票を実施した場合の事務経費が 8 億～9 億円
になるとの試算結果を公表。
4 日（月） 経産省資源エネルギー庁・原子力
発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）、白石市舞鶴会
館で高レベル放射性廃棄物最終処分場の候補
地選定に向けた対話型全国説明会を開催。4
人が参加。
5 日（火） ふるさと喪失訴訟「原告本人尋問」、
仙台地裁。
規制委適合性審査 149 回目会合。東北電力、
耐震設計の全体像や外部火災対策について説
明。規制委、整理が不十分として追加回答を
求めたが、降灰対策など火山影響評価につい
ては了承。
東北電力、電線大手のフジクラによる不正
製品検査問題で、女川・東通原発で不正のあ
った製品が使用されていたと発表。フジクラ
の工場への立ち入り調査で製品の性能に問題
はないと判断？
6 日（水） 東北電力、
「原子力のあり方に関す
る有識者会議」を本店で非公開で開催。
8 日（金） 「ビヨンド・ザ・ウェイブス」仙
台上映会（元俳優山本太郎氏の日常を追った
ドキュメンタリー映画）、エルパーク仙台ギャ
ラリーホール、主催：BEYOND THE WAVES 仙台
上映実行委員会。上映会終了後、山本氏、県
民投票条例の成立に期待を表明。

9 日（土） みんなで決める会、一番町平和ビ
ル前で街頭ＰＲ活動。メンバー約 20 名参加。
シール投票を実施、1 時間で約 280 人の市民
が協力。

12 日（火） 規制委適合性審査 150 回目会合。
東北電力、耐津波設計について説明。規制委、
説明が不十分として追加回答を求めた。
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 2 月分の女川原発の点検状況報告。
14日（木） 県議会連合審査会、議会庁舎5階大
会議室、請求代表者多々良哲さんが意見陳述、
武田真一郎成蹊大学教授と河村和徳東北大学
准教授が参考人意見を述べ、3人に対する質疑
や議員が持論を展開。10 時40分に始まり、2
回の休憩を挟んで午後5時に閉会、約5時間に
わたり審議。会議室と1階ロビーモニターで約
170名が傍聴。夕方、総務企画委員会に野党4
会派が修正案を提出、みやぎ県民の声2人と共
産党県議団1人が賛成、自民5人・公明1人が反
対し、条例案を否決。
規制委適合性審査会合。東北電力、重大事
故時の原子炉格納容器からの放射性物質の漏
出試算について、ＢＷＲを採用する電力 7 社
を代表して説明。規制委、結論に至る論理構
成が不十分として再回答を求めた。
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放射能問題支援対策室いずみ、山崎知行医
師（和歌山県上岩出診療所・愛隣教会）によ
るお話し会「子どもの健康と放射能」、協力：
仙台東一番丁教会。21 名参加。
15日（金） 県議会本会議、県民投票条例案を
否決。野党4会派で修正案を提出したが、賛成
はみやぎ県民の声9人と共産党県議団8人、社
民党県議団2人、無所属の会2人の計21人。反
対は、自民党・県民会議30人と公明党県議団4
人、21世紀クラブ1人の計35人。自民会派の藤
倉知格県議が採決前に退席し棄権。佐々木功
悦県議（県民の声）
・三浦一敏県議（共産）が
賛成討論。約150名が傍聴。
16 日（土） 放射能問題支援対策室いずみ、
「第
59 回こども甲状腺エコー検査 in くりはら」、
協力：栗原ネットワーク、栗原市市民活動支
援センター。検診医/寺澤政彦医師（てらさわ
小児科・仙台市）。48 名が受診。
第 6 回いのちの光 3.15 フクシマ～3.15 か
ら 8 年 フクシマが背負ってきたもの 伝え
つづけるもの～、北川恵以子さん（小児科医・
精神科医）が講演、仙台市・カトリック元寺
小路教会大聖堂、主催「いのちの光 3.15 フク
シマ」実行委員会／後援 カトリック仙台教
区／協賛 日本カトリック正義と平和協議
会・カトリック正義と平和仙台協議会。
18 日（月） 原発問題住民運動連絡センター、
再稼働事前同意対象を 30 ㌔圏内 5 市町に拡大
するよう求める「女川原発を再稼働させず原
発からの撤退を進める要請署名」の活動を 4
月から始めると発表。
東北電力、東日本大震災後に緊急設置した
火力発電所の秋田 5 号機（出力 33 万 3000ｋ
Ｗ）と東新潟 5 号機（33 万 9000ｋＷ）を 15
日に廃止したと発表。
19 日（火） ふるさと喪失訴訟「原告本人尋問」、
仙台地裁。
規制委適合性審査 151 回目会合。東北電力、
原子炉建屋にある使用済み核燃料プールへの
落下防止策について、ワイヤで防ぐ従来の方
針を見直し、屋根構造全体が基準地震動でも
落下しない耐震性を確保する設計に変更する
と説明。規制委、大筋了承。
東北電力、原子炉建屋に新たに取付ける 3
基のフィルター付きベント（排気）装置を公
開。青森県東通村への企業版ふるさと納税申
し込みを公表。寄付総額は 2 年間で約 4 億円。
（空）

●脱原発みやぎ金曜デモ
【１月】
25日（金） 第310回「金曜デモ」、1月の寒さの
中、女川原発再稼働やめよう！と元気に訴え
て、勾当台公園野外音楽堂から約25名の市民
が参加。
【２月】
1 日（金） 第 311 回「金曜デモ」、1 月 17 日、
ついに日立製作所が英国での原発新設計画の
凍結を正式に決定、日本企業による海外への
原発輸出は、まず東芝が撤退を表明し、つい
で三菱重工業もトルコでの原発新設を断念、
日立の凍結によりすべて失敗、安倍政権が狙
った原発輸出で原発企業を維持しようという
戦略は完全に破たんした！と、勾当台公園野
外音楽堂から約 30 名の市民が参加。
8 日（金） 第 312 回「金曜デモ」、裁判に訴え
た原告や住民とともに、放射能汚染ゴミの焼
却をただちにやめるよう、市長・宮城県知事
に対し要求しよう！と、勾当台公園野外音楽
堂から約 25 名の市民が参加。
15 日（金） 第 313 回「金曜デモ」、2 月 13 日、
九州電力が玄海原発 2 号機の廃炉を決め、福
島原発事故時 54 基あった原発は、女川 1 号機
も含む 21 基の廃炉が決定し、日本はいよいよ
原発廃炉の時代に突入していますと、勾当台
公園野外音楽堂から約 25 名の市民が参加。
24 日（日） 第 314 回「日曜デモ」、快晴、穏
やかな休日の仙台市中心部で「女川原発再稼
働やめよう！」と元気にアピール、錦町公園
から約 45 名の市民が参加。
【３月】
1日（金） 第315回「金曜デモ」、勾当台公園野
外音楽堂から約30名の市民が参加。
8日（金） 第316回「金曜デモ」、東日本大震災・
福島原発事故から8年、福島第一原発に発令さ
れた原子力緊急事態宣言は8年たった今も解
除されていません、事故はまだ終わってはい
ませんと、勾当台公園野外音楽堂から25名の
市民が参加。
15日（金） 第317回「金曜デモ」、女川原発の
再稼働を問う県民投票条例案は、悔しくも自
公県議の反対により否決されましたが、再稼
働反対が多数の民意は揺らぐことはありませ
ん、これからも再稼働やめようとの訴えを続
けていきますと、勾当台公園野外音楽堂から
約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
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◆（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
15 時～岩沼駅東口広場

●汚染廃棄物「試験焼却」を
めぐる動き
【１月】
22日（火） 加美町、汚染牧草をすき込み処理
する計画を表明。
【２月】
1 日（金） 大崎市、三本木地区の汚染牧草の
必要量が確保できないため、試験焼却の終了
予定が 3 月から 7 月にずれ込むと市議会に報
告。
4 日（月） 大崎地域広域行政事務組合、大崎
市岩出山と涌谷町の焼却施設 2 ヶ所だけで 5
回目の試験焼却を開始（～8 日）。
5 日（火） 汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民
訴訟第 2 回公判（＋焼却中止の仮処分訴訟第
2 回審尋）、仙台地裁。8000Bq/kg 以下は安全
に焼却できる！という行政を批判し、住民が
安全に生活する権利を堅持するため、大崎市
岩出山の住民らは、
「 試験焼却の公金差し止め
を求める住民訴訟」を起こし、「試験焼却は、
焼却場の機能変更に事前合意が必要とする地
元住民組織と組合の申し合わせに反しており、
放射能汚染を拡大する」と中止を申し立てた。
10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、放射能汚染ゴミの
試験焼却ストップ「大崎住民訴訟」報告集会、
エルソーラ仙台大研修室（アエル28階）。県内
9市町と岩手県一関市から約50名参加。
18日（月） 黒川地域広域行政事務組合、新年
度に始める予定の本格焼却について、大郷町
で保管されている稲わら38.1㌧を対象にする
計画を組合議会全員協議会に提示。
25日（月） 仙南地域広域行政事務組合、議会
定例会で本焼却関連費用1545万円を含む2019
年度一般会計当初予算を原案通り可決。
26 日（火） 仙台地裁、焼却中止の仮処分訴訟
第 3 回審尋。住民側、
「リネン吸着法」による
調査で、施設から放射能セシウムが漏出して
いたとする分析結果を証拠として提出。
大崎市、市議会予算特別委員会で、新年度
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にすき込み処理する400Bq/kg以下の汚染牧草
の量が約400㌧になると見通しを示した。
28日（木） 色麻町、堆肥化による処理に乗り
出す方針を表明。すき込み処理を並行し、3
年間で汚染牧草780㌧を全量処分する計画。
【３月】
4 日（月） 南三陸町、汚染牧草のすき込みに
よる実証実験を、町有地から私有地で実施す
る方針に転換。
5 日（火） 加美町猪俣洋文町長、町議会 3 月
定例会一般質問で、複数の議員からの焼却処
理要求に対し、慎重姿勢を堅持。
7 日（木） 仙台地裁、焼却中止の仮処分訴訟、
第 4 回審尋で終了。
10 日（日） 放射能汚染廃棄物の焼却に反対す
る仙南の会・県民連絡会、
「本焼却強行反対総
決起集会」、大河原駅前オーガ 2Ｆホール、約
80 名参加。➜集会後約 40 名が町内デモ行進。
16 日（土） 仙南事務組合、角田市の仙南クリ
ーンセンターで住民説明会を開催、試験焼却
の結果と本焼却の計画を説明。不安の声、多
数。
17 日（日） ふるさと黒川の生命と水を守る会
結成１周年記念集会「放射能汚染廃棄物の本
焼却ストップを！」、講演「低線量被ばくと健
康問題」水戸部秀利氏（仙台若林クリニック
所長・きらきら発電市民共同発電所代表）、大
和町まほろばホール 1 階大会議室。
上宮協栄会（阿部忠悦会長）、裁判報告集会
を大崎市内で開催。約50名参加。
19 日（火） 焼却中止の仮処分訴訟、住民ら約
50 人が見守る中、仙台地裁関根裁判長や原
告・被告側など約 25 人が「大崎西部玉造クリ
ーンセンター」で現地調査を実施。
（空）
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