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11 万人の思いに背を向け 「県民投票条例案」を否決した宮城県議会

この悔しさを次のステージへ！！
3 月 15 日、宮城県議会本会議において、
「女川
原発の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）が提出した県民
投票条例案が、賛成 21 人、反対 35 人の反対多
数で否決された。前日 14 日には 43 年ぶりに連
合審査会（総務企画委員会と環境生活農林水産委
員会の合同審査）が開かれ、5 時間にわたって議
論されたが、採決の結果は賛成 3 人、反対 6 人だ
った。
14 日は 170 人、15 日も 150 人の市民が傍
聴に駆けつけ、固唾をのんで審議の行方を見守っ
ていたが、本会議での賛成・反対それぞれの 2 人
の討論に対する議論もなく、あっけなく否決され
てしまったことにあぜんとすると共に、怒りと悔
しさが傍聴席に充満した。
「みんなで決める会」の多々良代表のコメント
は別掲の通りだが、なによりも、
「11 万人の署名
を重く受けとめる」としながら、その実あれやこ
れやの屁理屈をつけて県民投票をなんとかつぶし
にかかった与党議員の姿は、県民の思いとはまっ
たく逆であったことを、私たちの胸に刻まなくて
はならない。
しかし、私たちはこの 1 年以上にわたる県民投
票条例請求運動を通じて、これまでなかった数多

くの経験を積み重ね、「受任者」「署名者」という
形で原発について議論することにより宮城の民主
主義を発展させ、そして県議会始まって以来とい
う 260 人の傍聴人（3 月 14 日）を生み出すな
ど、議会と県民の距離をこれまでになく縮めると
いうかけがえのない成果を生み出してきたことも、
また事実である。この財産を生かすも殺すも、こ
れからの私たちの努力にかかっていることを肝に
銘じて、さらに再稼働の問題に向き合っていきた
い。

【本会議での討論などから】
○そもそも住民投票の意義は？
議会では、「議会での議論に制約がかかる」「盲
目的に住民投票に賛意を示すと議員は不要となり
かねない」
「 ポピュリズムの負の側面が表れること
も無視できない」と、住民投票そのものに否定的
な意見が目立った。これは全く思いもよらないこ
とである。
「みんなで決まる会」では当初より、
「こ
れは間接民主主義を否定するものではなく、むし
ろそれを補完するもの」と主張してきた。
住民投票には「負の側面」
（あればの話だが）を
補って余りある「プラスの側面」がある。

11 万県民の署名が問いかけたもの
－「原発」県民投票運動 報告集会－
日時□2019 年 4 月 14 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分
会場□仙台弁護士会館 4 階大会議室（仙台市青葉区一番町 2-9-18）
主催□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）
〈連絡先〉電話 022-724-7627
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のなかでは風化してしまったのだろうか？
もちろん、
「エネルギー政策」そのものも、決し
て国の専管事項ではないが、今回求めていたのは、
「女川原発 2 号機の再稼働の是非」という極めて
地域的・限定的課題に過ぎない。それを「エネル
ギー政策」をたてにとり反対するのは、全くのお
門違いである。

○被災地・立地自治体をだしにするな
議論の中では、
「混乱を招き、東日本大震災の復
興がおくれる」「被災自治体の負担が大きい」「原
発が立地する女川町、石巻市の声を第一に尊重す
べきだ」との意見もあった。しかし、今回の直接
署名では、署名者の有権者に対する割合が、女川
町が 21％、石巻市が 6.4％、気仙沼市が 10.1％
など、被災地や立地自治体の住民の方が県民投票
を求めているのが現実である。実際のところ、
「立
地自治体の負担」が大きいのは、原発からの避難
計画の策定と避難訓練だ。そしてそれは、受け入
れる仙台市などにも大きな負担になる。また「使
用済核燃料」が立地自治体に据え置かれる負担も
考えられる。
「県民投票による負担」と「再稼働に
よる負担」のどちらが大きいかは明らかではない
だろうか。
何より、なんでも「被災地」をだしにつかって
丸め込もうとする姿勢は、名ばかりの「復興五輪」
と重なるところがあり、被災地を馬鹿にするなと
いいたい。

近くは沖縄がそうであったように、一般に難し
いといわれる政治的関心を、他人任せではなく、
自分が投票するということを通じて、「わがこと」
として考える貴重な機会になるのだ。まさに、憲
法第１２条 「この憲法が国民に保障する自由及
び権利は、国民の不断の努力によって、これを保
持しなければならない」ことの実現だ。
与党議員の意見を聞いて痛感するのは、
「 県民は
こんな難しい問題を正しく考えることなんてでき
ない、議員に任せておけばいいのだ」という、県
民を愚ろうする姿勢とおごりだ。
「 ポピュリズム発
言」もまさにそこからきている。しかし、これま
で再稼働問題のみならず原発の問題に知事や県議
会は県民が納得するような議論をし、県民に示し
てきたのだろうか？ そうでないと思う多くの県
民がいたからこそ、11 万筆もの署名が集まった
ということの本当の重みを、全く受け止めていな
い。そのことが、図らずも多くの傍聴者の前であ
からさまにされたことは、ある意味良かったとも
思える。

○ためにする「2 択問題」

○福島原発事故をどう受け止めるのか

反対意見が錦の御旗に掲げたのが、
「賛成・反対
の 2 択では多様な民意を掬い取れない」という「2
択問題」だが、率直にいって全くの欺瞞と言わざ
るを得ない。なぜなら、物事を行うかどうかは、
結局のところ「賛成」か「反対」かに収れんされ
る以外ないからだ。
今回求められているのは、
「 いつ原発をゼロにす
べきか」ということなどではなく、目の前に迫っ
た「女川原発 2 号機の再稼働の是非」という極め
て限定された問題である、もちろん、その課題で
も意見は多様であるし、また多様であるべきとも
思う。その議論をつみ重ね、最後は賛否どちらか
に投票するのは、議会での議員の投票行動でも同
じではないだろうか？ むしろ「党議拘束あるい
は忖度」がない県民投票のほうが、より「多様な
意見を反映できる」と思うのは、私だけだろうか？
ただ、沖縄でそうであったように、2 択を 3 択
とかにしても条例が成立できれば、次善の策とし
ては有り得る選択だったと思うが、さんざん「2

野党・与党による賛成・反対討論での際立った
違いは、福島原発事故へのスタンスだ。そのこと
について、与党議員はほとんど触れていない。し
かし、そのこと抜きに今回の県民投票条例はあり
得ない。
つまり、「エネルギー政策」「東北電力という民
間企業の経済活動」といいながら、現実に未曾有
の被害をもたらし、そして 8 年たった今も多くの
住民が苦しんでいる原因をつくったのが、原発事
故なのだ。それは福島だけでなく、宮城県でも、
たとえば未だに放射性汚染廃棄物の処理に苦しん
でいるように、被害を受け続けているのである。
「今度大きな事故があれば」という恐怖から、自
分たちも投票できるならと署名をした方も少なく
ない。自らの命と生活を守ろうとすることが、
「エ
ネルギー政策」や「民間経済活動」より下位に置
かれていいはずがない。原発事故は与党議員の頭
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択はだめ」という議員が、結局 3 択などの修正案
をだしてこなかったことは、
「2 択問題」が言い訳
に過ぎないことを示している。

こうしたスケジュールをにらみながら、この間
関係を築きあげてきた団結力をいかんなく発揮し
てさらに次のステージに向けて取り組んでいきた
い。
最後に、与党議員の発言には「県民投票をすれ
ば再稼働反対が多数派になる」という怖れが見え
隠れしていたことを付け加えておきたい。
（みんなで決める会 舘脇）

【悔しさを胸に次のステージへ】
今回、県内の多くの方が受任者として奔走し、
予想を超える 11 万筆の署名が集まったにも関わ
らず、県議会の大きな壁を越えることができなか
ったことは、みんな本当に悔しい思いをしている
と思う。しかし女川原発 2 号機の再稼働は目の前
に迫っている。
原子力規制委員会での審査は 150 回を超え、7
月には説明を終えるとしている。仮にそのスケジ
ュールでいけば、県の安全性検討会の進み具合に
もよるが、秋から冬にかけて、県知事の判断が求
められ、また県議会での意見も求められることに
なる。一方、この 10 月ころには県議会の選挙も
予定されている。

「民意を形にし、力に変える」 運動をさらに進めましょう！
3 月 15 日、宮城県議会本会議にて、県民投票条例案が自民・公明の反対多数で否決されました。ま
ことに残念です。とても悔しい思いです。
議会と知事は、11 万県民の願いを受け入れず、県民が意思表示する機会を奪った、その責任は非常
に重たいと自覚していただきたい。この先まもなく、女川原発 2 号機再稼働に同意するのか否か、知事
と議会に問われるときが来る。そのときに、どうやって県民の民意を聞き取り、どういう答えを出すつ
もりなのか？ 県民投票を拒んだ議員と知事は、この重大問題に自分たちが全面的に責任を負うと言っ
たことを意味する。その自覚が、覚悟が本当に彼らにあるのか、甚だ疑問だと言わざるを得ない。私た
ちは今後も厳しく問うていきます。
この県民投票運動は、多くの県民の共感を呼び、広範な県民が参画する運動となりました。女川原発
2 号機再稼働問題が、多くの県民の関心事となり、問題意識を持つこととなりました。このことの意義
は非常に大きい。立場表明や議論を避け、情報を与えず、ギリギリまで県民がこの問題に気付かないよ
うに、関心が向かないようにしようという思惑は崩れ去りました。
私たちは、今回の運動で、県民世論が私たちの側にあることを実感し、
「民意は我にあり」を再確認し
ました。11 万県民の署名によって、私たちが目指した「民意を形にし、力に変える」ことに、大きな
手応えを得ることが出来ました。私たちは、今回の運動を土台にして、
「民意を力とし、原発のことを決
める」運動を、さらに広く大きく進めていきます。
一年余りに渡った県民投票運動にひと区切りがつきました。ともに運動に取り組んでくださった県民
の皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。思いをひとつにして、ともに頑張った県
内各地の皆さんとの繋がりができたことが、何よりの財産です。これからも、ともに頑張っていきまし
ょう！
2019 年 3 月 16 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
（略称：みんなで決める会）
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国策に県民の意思は無用･･？

1 月 27 日「実現しよう❢ 県民投票－11 万
3 千の署名を力に」学習討論集会に参加しました。
エルパークにて、250 人が参加、立ち見席も。
講師の武田真一郎さんは、住民投票の研究者で
す。★徳島市の吉野川可動堰建設と住民投票 ★
辺野古基地建設と住民投票…などの体験と研究に
基づき、女川原発再稼働を問う県民投票に具体的
に助言がありました。
私が武田さんの名前を聞くようになったのは、
最近のことです。
「 沖縄辺野古基地建設県民投票」
を提起し、推進力となってきた一橋大学大学院生
の元山氏の師であり、彼に影響を与えたというこ
とでした。
「（JR 中央線の）武蔵境駅の近くの中華料理
屋でご飯を食べながら、彼（元山氏）が沖縄出身
の 1 人として非常に悩んでいたので、『県民投票
をやるしかないよ』と言いました。『やれ』とは
一言も言っていません。そうしたら彼が『じゃあ、
やりましょう』と言って、がぜん動き始めたので
す。その後の動きは、本当にビックリするくらい

精力的でした」
（「ハーバ―ビジネスオンライン」
より）
その武田さんは、徳島市の教訓からは三つのパ
ラドクス、逆説があると指摘。つまり①住民投票
請求は「可動堰建設」賛成・反対を押し出さない
ことで、返って市民の反対意識が高まる。②反対
市民側が論争で高い科学的説明をやり切った。③
党派色を排して、幅広く市民の力を集めた…と。
代表の多々良さんからは、今後の県議会での対
応スケジュールが説明されました。議場でできる
だけたくさんの方が傍聴すること、さらに県議員
に個別に働きかける必要などが語られました。最
後に討論質疑があり、参加の自民県議から脱原発
を志向している表明があり、会場が盛り上がりま
した。
ところで二月に実施された沖縄県民投票は圧倒
的「反対」。でも、かたくなな政府が県民の意思
を認めようとしません。「国策に県民の意思は無
用・・」これが政府の考えのようです。私らも、
そこまでの展望を持ちつつ進みましょう。
（阿部文明）

女川原発関連 「測定技術会」「監視協議会」傍聴記
●Ｈ31.2.1.「 第 148 回女川原子力発電所環境調
査測定技術会」
（資料は、そのうち宮城県のＨＰに、アップされ
ます。最近アップが遅いです。）
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/okyogikaigijyutukaikentokai.html
傍聴は、市民 3 名+電力関係 1 名とマスコミ 1
名（河北新報）でした。
委員は、25 名中 15 名で少ない。学識経験者
の欠席者は、岩崎智彦さん、梅田信さん。山村朝
雄（京都大学へ転勤）さんに代わり白﨑謙次（東
北大学金属材料研究所講師）さんが就任。新しく
会長に、後藤康弘（宮城県環境生活部長）さん、
副会長に、金野由之（宮城県環境生活副部長）さ

んが就任。後藤さんが当日欠席のため、金野さん
が、議事進行。
1.いつもの如く放射能と温排水の調査結果（Ｈ30
年 10～12 月）が、報告された。
・女川 1 号機で海水（放水）中のガンマー線計数
率が、Ｈ30.11.16～24 に徐々に上昇した。原
因は、海水系のポンプが停止し、流れがなくなっ
て、放水立坑上層部の天然放射性物質を多く含む
淡水層が測定器付近にまで降下した影響で上昇し
たとの事。
委員からは、
「 後から原因が分かるようでは何か
あった場合まずい」
「 前もって対応ができる様にす
べき」
「 測定器の位置を、もっと深くできないか（電
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力回答・・・検討する）」等々の意見が出された。
・寺間、江ノ島局で、Ｈ30.12.6 に指標線量率が
上昇した。原因は、降雨の天然核種によるとの事。
これに対しても「原因が後から分かるのでは緊
急の時使えないので、課題を整理して具体化して
欲しい」
「 雨に左右されない方法を考えないといけ
ない」等の意見があった。
・放水口モニターの「調査レベル」の見直しにつ
いて
女川 1 号機Ａ系、Ｂ系にそれぞれ 2 個の検出器
があり、そのうちの 1 個(A-2)に、交換時値に差
が出る。結論は、検出器に応じて使用する「調査
レベル」を使い分けるとの事になったが、納得し
ていない委員もいたように感じた。専門の岩崎智
彦さんが欠席というのが、議論不足になっている。

●Ｈ31.2.15.「第 148 回女川原子力発電所環境
保全監視協議会」
（資料は、そのうち宮城県のＨＰに、アップされ
ます。）
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/
o-kyogikaigijyutukaikentokai.html
・傍聴は、市民 2 名+電力関係 2 名とマスコミ 0
でした。委員 34 人中 19 人の出席。高橋孝信さ
ん遅刻で 20 人となる。（少ない）
今回は、須田義明女川町長、県会議員の髙橋宗
也さん、村上久仁さん、武藤伸子宮城県農林水産
部長も出席した。河端章好宮城県副知事が、議事
進行。
1.いつもの如く放射能と温排水の調査結果（Ｈ30
年 10～12 月）が、報告された。
・技術会でも報告された女川 1 号機で海水（放水）
中のガンマー線計数率が上昇した件（Ｈ
30.11.16～24）。須田町長が、過去には無かっ
たのかと質問。東北電力は、放出水が全く無くな
ったのは今回初めてと回答。（資料 1 のｐ11 と、
参考資料参照）
・アラメからヨウ素 131 が検出された対象海域
はどういう所かと須田町長が質問（資料 1 の P16
参照）。東北電力は、測定地は宮戸で、河川の流出
する沖合ではなく生活圏と近い所で、医療用が疑
われると回答。この測定地宮戸が、アラメ枯渇の
為、小竹浜（原発から 10kｍに近い所で、対象海
域としては、不適と思われる所。）へ変更されるこ
とが決定するが、議論はなかった（資料 3-3 の
P3 参照）。その他の「女川原発環境放射能測定基
本計画」の改正についても了承され、2019 年 4
月 1 日からの施行となった。

2.女川原発環境放射能測定基本計画の改正につい
て
アラメの枯渇懸念により、採取回数を、年 4 回
から 2 回に、そしてエゾノネジモクを年 2 回追加
する。
濃 縮 係 数 は 、 ア ラ メ が 6200 ～ 7200 （ Ｈ
30.11.測定）、エゾノネジモクが 1400～1600
（Ｈ30.12.測定）【単位は L/Kg】との事。以前
の「放射能監視検討会」では、アラメが 11000
に対して、エゾノネジモクは未知、とされていた。
採取場所も、宮戸がなくなり、10kｍ近辺の小
竹浜が対象海域となった。
これらについては、宮戸はアラメもエゾノネジ
モクも採取できないんですねと確認して、すんな
り決定してしまった。Ｈ31.4.1.から施行予定。
3.女川原発１号機原子炉建屋内の溢水
2018.12.4.に１号機原子炉建屋１階、地下 1、
2 階の溜め升などから、弁の操作を間違い約 900
リットルが溢れ出た。委員からは、
「管理職の所が
問題、責任体制をはっきりと」、
「 システムとして、
きちんとするべき」、
「 現場力が落ちているのでは」
などの厳しい意見が多かった。電力の説明を聞い
ていて、大丈夫かなと不安になった。

2.女川原発１号機原子炉建屋内の溢水
「技術会」でも問題になった 2018.12.4.に１
号機原子炉建屋で弁の操作を間違い約 900 リッ
トルが溢れ出た。東北電力は、現場で弁の閉まっ
ていることの確認をしなかったことが問題とした
（資料 4-2 の P3）。委員からは、直前になって
弁を開けることに変更したことが問題ではないか、
と言われていた。

4.女川原発２号機の「新規制基準適合性審査」の
説明終了が、１月から７月へまた延期になった。

3.木村女川町議会議長より、
「 原子力規制委員会の
適合性審査の結果が出るのは、いつごろか」の
質問があり、東北電力は、先行原発では説明終
了後 5,6 か月後であるが、個別で変わるので明
言できないとの事。
4.次回の協議会は、5/31 開催予定。
（2019.2.27. 兵藤則雄）

5.女川原発 1 号機の廃止が決定し、2018.12.21.
で、運転が終了した。今後は、廃止措置に取り
組む。専用のＨＰを設けるとの事。
（下記にあり
ました。）
http://www.tohoku-epco.co.jp/electr/gens
hi/safety/haishi/index.html
6.次回の「技術会」は、5/14 開催予定。
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実効性は実証できたのか？
－－

1.24 宮城県原子力防災訓練

1 月 24 日、宮城県主催の原子力防災訓練が、
30 ㌔圏内の七市町が参加するなかで実施されま
した。
石巻市からは寄磯地区 8 名、女川町は竹浦・桐
ケ崎地区から 24 名、東松島市は立沼・前里地区
から 18 人が参加し、避難退域時検査場所での車
両や住民の被ばく量測定、通過証の配布やヨウ素
剤の配布も行われ、避難所受付ステーションから
避難所までの移動も、自治体が用意したバス等を
利用して実施されました。
当日、石巻市と東松島市の訓練の監視活動を実
施しました。石巻市の参加住民は、
「ＰＡＺ住民」
で放射能が外部に放出される前に避難したという
想定だったため、「避難退域時検査場所」での検
査なしで避難所受付センター、避難所へと向かい
ました。主催する側の訓練の設定としてはそれで
よいのかもしれませんが、避難退域時検査場所も
通過する住民の参加も同時に実施し、退域時検査
ポイント周辺での渋滞や職員の到着の確実性、検
査に要する時間と駐車場の混み具合の確認などを
する必要があったのではないでしょうか。「平成
30 年原子力防災訓練実施要領」の「交通対策措
置訓練の目的」には、「概ね 30 ㎞圏内の住民を
円滑に避難させるため、宮城県警察による交通規
制等の実務の習熟を図る。」としていますが、今
回のような「手抜き」の訓練では実効性を検証で
きないのではないかと感じたところです。

－－

スに乗車した避難地区住民の代表による体育館内
での被ばく量測定、検査終了後の「通行証」の配
布を実施していました。中型バス一台と数台の車
両の検査と手順を確認しただけで、避難所に向か
っていきました。
福島第一原発事故では避難する車で大渋滞を起
こしています。事前に日程を決めて準備し、スケ
ジュール通りこなしていく手順や参加者数を限定
した訓練では、実効性の検証にはほど遠いといわ
ざるを得ません。

避難退域時検査場所での見学後、石巻市住民の
避難所受付センター、避難所の大崎中央公民館に
向かいましたが、古い建物でエレベータもなく、
避難場所が 3 階のホールで階段は狭く、高齢者に
とっては負担が大きく、収容人員数では混乱する
のではと感じました。
東松島市では、市内 8 地域の自主防災組織の代
表と立沼地区住民含め 18 名の参加で実施され、
一時避難所（西市民センター）に集合しバスで避
難退域時検査場所（鷹来の森運動公園）に移動し、
車両の外部の汚染検査（2～3 分）、車両の外部の
洗浄・除染作業（3～4 分）を自衛隊員が担当し
て実施していました。日本原子力研究開発機構の
移動体表面放射能測定車で、参加した住民の代表
1 名を測定。体に付着した放射性物質の測定、汚
染のある住民はウエットテッシュで拭き取るなど
を行いました。安定ヨウ素剤を受け取り、受付セ
ンターのある仙台市泉体育館へ移動し受付後、避
難所である長命ヶ丘市民センターに移りました。
泉体育館、長命ヶ丘市民センターは、仙台市職員
が対応していました。
市民の参加が 18 名と少なく、住民の訓練とい
うより、関係機関の手順書確認の訓練という実態

石巻市の避難者の避難退域時検査場所（避難所
受付センター兼ねる）に指定されている美里町ト
レーニングセンターで、美里町住民が参加した訓
練を見学、監視しました。当日の午前中は横殴り
の風雪のなかで、白い防塵服を着用した東北電力
社員、宮城県職員、委託会社の労働者が駐車場で
待機して、避難してくる車両の汚染量の測定、バ
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でした。また、当日は風雪が強く、高齢者や社会
的弱者、子ども達が参加したらどうなっていたの
か？悪天候、早朝や夜間時であればどうなるの
か？複合災害時にこの手順で行けるのか？など考
えさせられました。

●避難計画の合同説明会は実施いたしません。
＝石巻市の回答＝
昨年 12 月 5 日に「女川原発避難計画を考える
会」が石巻市に求めた公開説明会開催と質問に対
して、2 月 8 日、石巻市は、公開説明会開催につ
いては理由を付せずに「実施いたしません」とい
う回答を示しました。担当者に問い質すと、
「住民
の不安を煽る」
「 避難計画が形成途上であるので十
分な説明と回答ができない」という理由でした。
避難計画が充分でない現状で、合同説明会開催
要求を理由なく拒否することこそ「住民の不安を
煽る」対応で、「住民の不安」を払拭するために
は、同説明会を開催した上で、住民の疑問や質問
に真摯に答えることだと思います。
女川原発事故は、避難計画の完成を待って発生
するものではなく、今日明日にも発生するかもし
れません。石巻市は、市民に避難計画がいかなる
ものかについて十分に説明する義務を負っていま
すし、それに対する住民の疑問・質問に回答する
義務を負っています。さらに、避難計画が作成途
上にあるとして、これから作成していく過程にお
いて、避難計画に従わざるを得ない住民の意見等
を聞く機会を設けることは、よりよい避難計画の
作成に寄与するともいえます。
考える会は、2 月 19 日この立場から再度、宮
城県と石巻市の合同公開説明会の開催を求めまし
た。

●11 項目の質問には、ほとんど回答なし
再質問書を提出！
避難計画によると、避難者は指定避難経路を
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通って「避難退域時検査所」に行き，被ばく検
査を受けて被ばくしていない証明書をもらっ
て、避難先自治体の「避難所受付ステーション」
まで移動し，そこで避難場所が指定され確定す
ることになっています。
石巻市と宮城県に対して、この移動上で極度
の交通渋滞が予想され、避難者の路上待機時間
における食料、トイレ、ガソリンなどの確保、
避難者が待機時間と指定避難所までたどり着く
ことが不可能ではないのか？避難者がそれぞれ
の判断で指定避難経路を外れた避難を余儀なく
され、指定避難所を利用することができないの
ではないか？という質問に、所管が宮城県だと
して「今後、市町村と連携しながら検討を進め
ていく」と回答できないでいます。
複合災害で避難先自治体が受け入れを拒否し
た場合の対応と住民への周知については、「県
が受け入れの調整を行う。」とか「各避難所の
状況を集約し避難所を割り振る」などと、実現
不可能な苦しい回答をしてきています。
自家用車を持たない住民を避難させるためのバ
スの確保については、バス協会と協定は締結した
ものの、「協力可能な範囲内で対応して頂く、協
議を進めている」「添乗する職員については今後
検討する」と、バスの運転手の確保も含めて全く
白紙状態であることを露呈しています。
石巻市の行政機能の移転（代替施設の確保）つ
いては、「現在検討中」と全く手がついていない
ことを表明しています。
避難計画が国の指針や県のガイドラインが押し
付けられ、実効性を検証しないで作成されたもの
であり、福島第一原発事故の教訓が活かされてい
ないと感じました。
（女川原発避難計画を考える会 日野正美）

放射能汚染ゴミ焼却ストップ求めて、
大崎市民が訴訟に立ち上がる！
脱原発仙台市民会議
●2 月 10 日

仙台で支援集会開く

事務局長

広幡

文(あやる)

年 10 月より実施してきた「リネン吸着法」によ
るセシウム測定の結果を「セシウム漏れ」の証拠
として仙台地裁に提出しました。リネン吸着法に
よる測定結果で、焼却場周辺 9 か所のうち西方向
はセシウムが少なく東方向が有意に高いことが判
明し、焼却場からの放出の疑いが強いとしていま
す。焼却中止の仮処分訴訟は 3 月 19 日現地調査
が行われ、その結果を受けて審判が下される予定
です。

放射能汚染廃棄物試験焼却を巡り、大崎市岩出
山の住民組織「上宮協栄会」の阿部忠悦会長ら
124 名が大崎地域広域行政事務組合管理者伊藤
康志大崎市長に対し、試験焼却公金差し止めを求
め、住民訴訟を起こしました。さらに試験焼却中
止仮処分申し立ても行いました。
「放射能汚染廃棄物一斉焼却反対宮城県民連絡
会」は、県内各地で汚染廃棄物焼却処分をめぐっ
て、住民と行政のたたかいが続く中注目すべき裁
判として、仙台市内で報告支援集会を開催。参加
者は県内９市町と岩手県一関市から 50 名。
「仙台地裁での公金差し止め裁判は、判決まで
時間を要しますが、
『仮処分命令申立』は、焼却を
即座に止めることを要求する裁判で、短時間の結
審が求められます。多くの方が裁判に関心を持っ
ていただくことが勝利に結びつきます」と、弁護
団事務局長小野寺義象弁護士が訴えました。弁護
団団長の青木正芳弁護士は「低レベルのものは燃
やしていいという感覚に慣れさせるための焼却、
これを許したら原発廃炉による汚染物質まで燃や
されることになる」と強調しました。

●3 月 27 日午後 3 時に本訴訟第 3 回公判
放射能汚染ゴミの焼却中止を求める本訴訟は、
3 月 27 日（水）午後 3 時より仙台地裁で行われ
ます。傍聴席（76 席）をいっぱいにして、市民
がいかに焼却に反対しているか態度で示しましょ
う。傍聴される方は傍聴券確保のため、午後 2 時
集合となります。
また裁判は費用がかかります。たった 70 人し
か住んでいない地域自治会が原告団になっていま
す。裁判費用の面でも支援が必要です。募金の振
り込み先を紹介します。

名義
店名
口座

●汚染度の高い玉造でどうして焼却？
原告団を代表して岩出山池月に住む鹿股明子さ
んが発言。「玉造は今でも 0.2 マイクロも示すほ
ど放射能汚染がひどい地域。我が家の犬も近所の
犬も、知っているだけで三匹皮膚がんや白血病で
死んでいる。今でも山菜の出荷制限が続いている
のに、また放射能をばらまくなんて許されない。」
阿部原告団長も「上宮協栄会の行政区にたった
70 人しか住んでいないが、それでも（焼却場の
機能変更に事前合意が必要という地元住民組織と
組合の）申し合わせを遵守すべしと裁判に立ち上
がった。皆さんの支援なしに運動は継続できませ
ん」と訴え、参加者は熱い拍手で応えました。

●原告団、セシウム漏れの証拠提出
そして試験焼却中止を求める仮処分申請の第 3
回尋問が 2 月 26 日行われましたが、原告団は昨

8

アベ タダエツ 阿部忠悦
８１８ 種目 普通
０２５３６２６

原発事故に群がる利権の実態
2 月 9 日に郡山駅前のビッグアイで開催された、
「学習交流会 in 郡山 利権に歪められる原発事故
の後始末」及び関連企画として翌日 10 日実施さ
れた焼却場ツアー参加の報告をさせて頂きます。
最初の登壇者である「放射能ごみ焼却を考える
福島連絡会」の和田央子さんから、福島県内の仮
設焼却炉建設計画の報告が有りました。計画中・
建設中・稼働中・運転終了の各焼却炉の実例紹介
の他に、大熊・双葉両町の中間貯蔵施設や富岡町
の最終処分場フクシマエコテック、福島・国際研
究都市(イノベーション・コースト)構想の情報と、
我々の知らないところで予算化される巨額の資金
があることを知りました。次にちくりん舎の青木
一政さんより、除染土の再利用や放射能汚染した
木材による木質バイオマスの主灰と飛灰による内
部被ばくの危険性などの説明が有りました。

次に二か所の東電富岡独身寮に立ち寄りました
が、一方は周辺の放射線線量が比較的高い殺風景
な場所に建てられた 3 階建てのマンションタイプ
の寮で、もう一方はバス停も完備の真新しいおし
ゃれで魅力的なアパートタウンの寮で、同じ寮と
いっても派遣の経緯が違うと待遇も違うのが東電
のやり方とのことでした。
建築中の新大熊町役場は、大熊町の中心にあっ
た震災前の場所から富岡町との町境の近くに場所
を移したとのことです。
桜で有名な夜ノ森は 2017 年 4 月に避難指定
が解除され桜並木を通行出来るようになりました
が、道路の片側には避難困難区域の通行止めの立
て看板とバリケードが張り巡らされ、線量計は
0.764（μ㏜/h）を示していました。
生活環境の整備や福島イノベーション・コース
トの一端なのか、日本原子力研究機構廃炉国際共
同研究センターやふたば医療センター附属病院の
真新しい建物も有りました。

その後ゲストトークとしてフリーライターの古
川美穂さんからは、災害便乗型資本主義【ショッ
ク・ドクトリン】が震災後にどのように行われて
きたのかを、具体的に東北に於けるショック・ド
クトリンの実例を挙げて、様々な形で被災の混乱
の中で十分な地元説明もないまま創造的復興の名
の下に進められてきた構造改革の紹介が有りまし
た。

さくらモールとみおか脇の、かつては福島第 2
原発の PR が目的だったエネルギー館を改装して
2018 年 11 月 30 日にオープンした、東電廃炉
資料館を訪れました。映像や模型・新聞記事等を
駆使して、分かり易く「福島原発事故」と「廃炉」
をテーマにした展示がなされているのですが、私
には文句や突っ込みどころが満載の、いわば東電
の保身・言い訳のための施設に思えてしまいます。

休憩を挟んだ後、①長野県飯山市の木質バイオ
マス発電計画、②宮城県大崎市からは芳川さんの
農林業系汚染廃棄物焼却、③福島県田村市の大越
町での木質バイオマス発電計画、④栃木県那須町
の汚染土壌の再利用実証実験を巡る動き、と各地
からの報告が有りました。
この集会の動画は、ちくりん舎を検索して頂き、
ホームページに記載の【学習交流会「除染ごみ止
めよう!放射能のばら撒き」速報２】をクリックす
ると、ご覧頂けます。

鹿島・三菱重工・環境省の文字が目立つ看板の
富岡仮設焼却炉や、各焼却場で生じた焼却灰をセ
メント固化する楢葉セメント固化工場、楢葉仮設
焼却炉の施設が点在する中、最後に、特定指定廃
棄物の埋立ての仕組み等を紹介するリプルンふく
しま（特定廃棄物埋立情報館）と双葉郡 8 市町村
の生活ごみや 8000～10 万ベクレル/kg の焼
却灰を含む指定廃棄物の埋立て施設である最終処
分場旧フクシマエコテッククリーンセンターを訪
れました。

翌日の焼却場ツアーで最初に訪れた田村市国道
288 号線沿いの林地伐採後の空き地には山積み
のフレコンバッグとトラックが並び、東急・飛島
等ゼネコンの文字や仮置き場輸送作業を示す立札
が立っていました。
「 除染されていない森林から伐
採されたチップがバイオマス発電に使われている
のでは」という前日の話の具体的な現場の一例の
様です。

施設の方は安全性を強調されていましたが、故
郷を最終処分場にさせられてしまった地元住人の
想いを綴った立て看板も有り、原発事故に群がる
利権の実態を目の当たりにした焼却場ツアーでし
た。
（S）
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雑感 原爆と原発の『違い』
▼ 追記 ： エネルギー源か廃棄物源か ▼
経団連・中西宏明会長（日立製作所会長）が
2.14 浜岡原発視察時に「原発と原子力爆弾が頭
の中で結びついている人に『違う』ということ
は難しい」と発言したとのこと＜2.21 朝日＞。
その意図は、
「原爆」は“危険・恐ろしい”兵器
で、
「原発」は“安全・恐ろしくない”エネルギ
ー源なのに、その両者の『違い』を再稼動に反
対する人は理解していない＝自分らは正しく理
解している、ということのようですが、本当に
そうでしょうか。
原爆は、広島・長崎への投下のように、使用
されれば１～数都市レベルで甚大な被害・放射
線影響をもたらすことは明らかですが、使用を
食い止めれば（保有状態は続いていても）その
危険性は十分に回避可能です。一方、原発は、
チェルノブイリ事故や福島原発事故のように、
事故を起こせば県レベルでも収まりきらない広
範かつ甚大な被害・より長期的な放射線影響を
もたらすだけでなく、事故を起こさなくても使
用済核燃料や高レベル放射性廃棄物その他の放
射性物質を大量に生み出し環境に垂れ流し続け、
３００年など言うに及ばず数十万～百万年レベ
ルの保管義務を後世に残す（強要する）ことも
不可避です。原発再稼動論者こそ、原爆と原発
とでは、核分裂する物質の量＝生み出される「死
の灰」の量がまさに圧倒的に桁違いで、原発で
は（長期間の中性子照射により）多種多様で長
寿命の放射性物質が刻一刻と大量に生み出され
るという事実・
『違い』を、正しく理解すべきで
す。
さらに、瞬間的な核分裂の破壊的エネルギー
に頼る核保有国・核武装論者と、人類史から見
ればほんの一瞬に過ぎない数十年間の核分裂の
環境破壊的エネルギーに頼る経済界・原発再稼
動論者こそ、自国・自社の「利益・利潤ファー
スト思考」と、自分が生きている間（だけ）
“甘
い汁”を吸えればそのツケ（核の脅威・放射性
廃棄物）を未来世代へ押し付けることに心の痛
みを一切感じないという「超無責任で自己中心
的な価値観・倫理観」が、「頭の中で（強力に）
結びついている」ため、何度批判されても『違
い』のない（懲りない）言動を繰り返すのです。
＜2019.2.23 記＞
＜追記＞ 中西氏は 2.25 に「表現不適切」と
して発言を撤回＜2.26 朝日＞。でも、上記のよ
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うに「認識」そのものが不適切なのです。
同様に、
『県民投票条例・女川２再稼動』に関
して、村井知事が「エネルギー政策を一地方の
首長が是とか非とかいうのは無理があると思う」
等と発言したようですが＜2.26 朝日＞、再稼動
問題を単なる「エネルギー政策」と考えるのは
“認識違い”です（あるいは論議を矮小化させ
るための意図的な世論誘導？）。今は、これまで
女川原発が生み出し続けてきた使用済核燃料・
高レベル廃棄物や、今後確実に発生する１号機
（＋２・３号機）の廃炉廃棄物を、
「敷地内保管」
（東海原発で開始）するのか「他所へ押し付け
る」のか等の深刻な「政策」課題・倫理問題（後
世代に押し付けるという世代間倫理問題も含め）
が‘突き付けられている’段階なのです。
２号機再稼動の前提として、女川原発由来廃
棄物をどう処分するのか、広く議論することが
必要です。また、東北電力の『発生者責任・説
明責任』もキチンと問わなければならないと思
います。
＜3.10 了＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

「風の会・2019 会員のつどい」 参加報告
「風の会・会員のつどい」が開催された。例年
は厳冬の節分前後に行われていて、年頭の感があ
るのだが、時期はややずれ、二月中旬に実施され
た。
一年に一度のつどい。会員に限らず、よく会う
人もいれば、または、あまり会ったことはない人
とも、会のことなど、お互いにひざをつき合わせ
て言葉を交わしあうことのできる貴重な機会だ。

電気をつくることも一緒にやりたい、というお気
持ちも話された。
続けて、太白区から参加した方が県議との面談
の様子などを報告され、他の参加者からも近況や
今年の抱負などが話された。体調があまりよくな
いという参加者がおられたり、様々な取組みが県
内で取組まれていて、風の会がバリバリと率先し
て先鞭を開いていくということではないかもしれ
ないけれど、県内外の脱原発への取組みをつない
でいくという重要性・立ち位置は、引き続き変わ
らないだろう。

会ではまず 2018 年度の活動・会計報告が行わ
れた。昨年のつどいで、
「これまでの運動とは一線
を画した『新たな県民運動』の？取組み」が提起
されていたが、その成果や、仙台原子力問題研究
グループの石川徳春さんが講師となって開催され
た２回の公開学習会の余波、そして、
「鳴り砂」発
行に関することなどが報告・言及され、話題とな
った。
取組む前には想像も難しかった『県民運動』は、
１年を経て、宮城県内だけではなく、全国的にも
注目される大きな運動となった。
石川さんによる学習会については、もっかい事
故調が主催する東京での学習会や専門家間のディ
スカッションにつながり、先鋭的な事故原因の検
証がさらに深められている。ちょっと難しいなあ、
と最初から敬遠してしまいがちかもしれないが、
つどいでは（も）ちゃーんと石川さんが受け答え
してくれて、
「鳴り砂」読者や受講する側の意見を
聞いてくれる。すぐに難しいことがわかるように
なるものではないけれど、お互いの理解を自然に
深められるつどいは、いつも思うけれどやっぱり
いいなあ、と感じる。
そして、2019 年度の活動方針（案）提起や、
2018 年の一年間の県内の主な動きが報告され
た。資料だけでも大変な分量だけれど、ひとつひ
とつの項目の中には、何十・何百という方が参加
したり、関わっていることを考えると、風の会だ
けでなく、本当にたくさんの市民・住民の方々が
原発（核）のない社会を求めて活動されているこ
とを知ることができる。

2 月の宮城県議会で女川原発２号機の再稼働の
是非を問う県民投票条例（案）審議を目前に控え
開催された今年のつどいは、参加者共通の取組み
もあり、例年以上に温かなつどいとなった。議会
審議がどうなるにせよ、女川原発廃炉を求める私
たちの取組みは、残雪の中のミズバショウのよう
に、冬の終わりを目指して歩んでいく。
（個人的に
は金デモ参加回数をライバル？より多くすること
を誓ったのであった。）
（2019.3.15 記 服部賢治）

●『鳴り砂』 2-100 号記念
原稿募集のお知らせ

報告や活動方針の承認後、会では、大崎市長に
対し放射性廃棄物焼却中止を求めた大崎市岩出山
の住民組織による差し止め訴訟や、泉区で県民投
票条例の署名集めに取組んだ方からの、話題提供
もなされた。原発事故前は何もしてこなかった、
という話題提供者は、原発反対だけでなく、自然
エネルギーを基盤とした市民発電事業を立ち上げ、
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2001 年 9 月、「みやぎ脱原発・風の会」結成
と同時に、女川原発訴訟支援連絡会議（渡会正蔵
代表）から会報『鳴り砂』の編集を引継ぎ、次号
5 月号で 2-100 号（通巻 279 号）になります。
この間、会員・読者の皆様に支えられ、脱原発・
女川原発廃炉を求める活動、再生可能エネルギー
の研究・実践などの報告を、
『鳴り砂』で宮城から
情報発信してきました。
100 号を記念し、風の会『鳴り砂』に対する、
皆様からの感想・励まし・ご意見などの原稿を募
集致します。200～400 字程度、4 月末締切り。
下記宛に、メール・ＦＡＸ等でお送り下さい。
なお、編集局で校正・編集することもあります
ので、予めご了承下さい。
〈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
みやぎ脱原発・風の会
電話＆FAX 022－３５６－７０９２（須田）

hag07314@nifty.ne.jp

「本焼却阻止・大崎住民訴訟支援の集い」
日時□3月31日（日）13時30分～15時30分
会場□エルパーク仙台5階
入場無料
主催□放射能汚染廃棄物「一斉焼却」
に反対する宮城県民連絡会
電話 022-399-6907 FAX 022-399-6925

【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]

3.11 から 8 年 女川原発の再稼働を
止めよう！ 3.24 みやぎ行動
日時□3 月 24 日（日）
集会 13 時 30 分～ デモ 14 時～
会場□仙台市勾当台公園野外音楽堂
発言□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代表 多々良哲さん
・放射能汚染廃棄物「一斉焼却」に反対する
宮城県民連絡会 広幡文さん・日本基督教団
放射能問題支援対策室いずみ 服部賢治さん
第 319 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□3 月 29 日（金）勾当台公園野外音楽堂
（18 時 10 分集合、18 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
福島第一原発事故から 8 年
～2011 年 2019 年 そしてこれから～
17 都県「放射能測定マップ＋読み解き集」を
使いこなそう！
解説□大沼淳一氏（未来につなげる・東海ネッ
ト 市民放射能センター（C-ラボ）スタッフ）
日時□3 月 23 日（土）14 時 30 分～17 時 30 分
会場□仙台市シルバーセンター7 階第一研修室
参加費無料
主催□みんなのデータサイト
みんなの放射線測定室「てとてと」
〈連絡先〉0224-86-3135「てとてと」

講演会 「女川原発の再稼動は許さない
廃炉も課題がいっぱい」
講師□岩井孝氏（日本科学者会議
原子力問題研究委員会委員長）
日時□4 月 7 日（日）13 時 30 分～16 時
会場□仙台市福祉プラザ１階プラザホール
主催□原発問題住民運動宮城県連絡センター
共催□女川原発ＵＰＺ住民の会 他
〈連絡先〉電話 022-265-2601（民医連）
≪仙台高裁での、今後の裁判期日≫
☆『ふるさとを返せ』福島原発避難者訴訟
控訴審第 3 回公判 4 月 19 日（金）13 時 30 分

☆「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟
控訴審第１陣 5 月 27 日（月）現地検証
みやぎ福島原発損害賠償請求訴訟
（ふるさと喪失訴訟） 仙台地裁
「原告本人尋問」4 月 23 日（火）10 時

【もくじ】
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学習会 「放射能汚染廃棄物の
大崎耕土への焼却と埋立を許さない」
日時□3 月 24 日（日）13 時 30 分～
会場□大崎市図書館多目的ホール
講師□大沼淳一氏（原子力市民委員会委員）
資料代□300 円
主催□大崎耕土を放射能で汚染させない連絡会
〈問合せ〉0229-47-4494 中嶋

【別冊もくじ】
●女川原発アラカルト
………1
●脱原発みやぎ金曜デモ
………5
●汚染廃棄物「試験焼却」をめぐる動き …6

放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟
第3回公判
3月27日（水）15時～ 仙台地裁
16時～大崎住民訴訟説明会 仙台弁護士会館
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