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●女川原発反対運動略史 1966 年～1979 年～2000 年
１９６６年
通産省、原発立地の調査、女川町に申し入れ
１９６７年
3.22 原子力委員会、女川を原発立地予定地として公表
6.
女川町議会「原発誘致」発言、阿部宗悦氏中心に漁民、反対運動に立ち上がる
9.30 女川町議会、
「原発誘致」を全会一致で決議
１９６８年
1.6
東北電力、原発計画を「71 年 2 月着工、75 年 12 月運転開始」と正式発表。買収工作始まる
12.
「女川原発設置反対女川同盟会」
（代表 阿部宗悦）結成
１９６９年
1.25 「女川原発設置反対女川・雄勝・牡鹿三町期成同盟会」
（代表 西島俊一雄勝漁協組合長）結成
5.6
電力「塚浜現地調査所」開設（この頃前網を除き土地買収ほぼ終わる）
。調査工事開始
6.14 女川漁協通常総会、満場一致で「原発反対決議」
１９７０年
5.29 第 52 回電源開発調整審議会、女川原発計画を付議
10.23 第１回漁民総決起現地集会、海上デモ（2000 名参加）
12.10 内閣総理大臣・佐藤栄作、原子炉設置許可
１９７１年
6.13 送水管埋設工事阻止闘争、7 月 12 日まで五波行動（7 名逮捕）
１９７２年
4.16 第 5 回原発反対現地集会（2500 名参加）
１９７３年
9.
「女川原発反対同盟活動者会議」結成
10. 第 6 回原発反対総決起集会（6000 名参加）
１９７４年
6.16 女川漁協総会、
「話し合い」の緊急動議承認
11.7 旧牡鹿町・前網漁協、補償金仮払いに同意（5400 万円）
１９７５年
1.16 女川町・江島漁協、補償金仮払いに同意（2000 万円）
12.7 活動者会議主催、第１回原発反対総決起集会（500 名）
１９７６年
3.7 「女川原発反対町民会議」結成
3.30 宮城県主催の「原発説明会」を阻止
１９７７年
11.25 女川漁協（組合員数 579 人）臨時総会、
「原発誘致決議」可決（賛 365 否 207）
。
「漁業権放棄」
否決（賛 362、否 209）
12.18 「人類の生存をかけた・女川原発白紙撤回を勝ちとる総決起集会」
（三町同盟主催、1800 名参加、
3 名逮捕）
１９７８年
6.12 宮城県沖地震（Ｍ 7.5）
8.12 漁協役員会、55 億 5000 万円で漁業権売り渡しに合意
8.28 女川漁協臨時総会、
「漁業権放棄」可決（否 124 賛 454）
１９７９年
1.
「反原発仙台の会」活動を開始
3.28 アメリカ・スリーマイル島原発、炉心溶融最悪事故
11.30 仙台の会、原子力発電を考える仙台市民集会、講師野坂昭如氏と高木仁三郎氏、県労働福祉会館、
約 450 名が参加
12.25 女川原発１号機本格着工（原子炉建屋基礎掘削工事）
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１９８０年
12.14 「女川原発差し止め訴訟原告団」結団式（女川町清水会館）
１９８１年
4.20 「女川原発訴訟支援連絡会議（故渡会正蔵代表）
」設立総会（仙台市労働福祉会館）
6.1
女川原発訴訟支援連絡会議機関紙『鳴り砂』創刊
9.16 鈴木・松沢両弁護士を事務局に総勢 7 名で弁護団を結成
10.14 「宮城県防災会議原子力防災部会」第二部会、抗議の中「原発防災計画原案］を強行決定（10.30
正式決定）
12.13 女川裁判闘争に勝利しよう！やめろ原発！現地総決起集会、女川町海岸広場、300 名参加
12.26 原告団、東北電力を相手取り「女川原発建設差し止め訴訟」を仙台地裁に提訴
１９８２年
4.26 女川原発差し止め訴訟第 1 回公判（仙台地裁）
、130 名が参加
9.21 女川町議会、
「女川原発増設促進決議」を強行採択
10.8 女川町議会議長ら議員 5 名と女川町総務課長ら幹部 3 名、石巻の料亭で電力幹部等と慰労会（贈収
賄罪で告発）
10.24 女川現地総決起集会、250 名参加
１９８３年
5.14～16 「女川原発に核を入れるな！宮城県キャラバン」
5.24 神奈川県横須賀市より女川原発１号機へ第１回核燃料搬入、追跡・抗議行動
8.27 「第二回反原発全国集会」
（京都）
10.9 女川原発試運転緊急抗議集会、90 名が参加（女川町清水会館）
10.18 女川原発１号機試運転開始（初臨界試験）
、11.18 初発電
１９８４年
5.27 「止めよう原発！女川現地総決起集会」
、150 名が参加
6.1
１号機営業運転開始
10.12 女川漁協臨時総会、2・3 号機増設の漁業補償 10 億 4000 万円で同意
10.23 原告団、女川湾内でコバルト 60 汚染の事実を公表
10.29 東北電力から牡鹿町への 3 億 5000 万円の原発「ヤミ協力金」が発覚
１９８５年
4.3 １号機、初の定期検査
6.25 調整運転中の１号機で、主蒸気隔離弁が一斉に閉じ、原子炉緊急停止の事故が発生
8.7 牡鹿町・寄磯漁協、原発増設補償 3 億 6500 万円を可決
12.1 牡鹿町・前網漁協、原発増設補償 6600 万円で妥結
１９８６年
3
東北電力、2 号機の 86 年電調審上程、94 年運転開始を一年延期と発表
3.31 １号機、復水器の冷却管にピンホール・水漏れ事故。東北電力半年間にわたって隠し続ける
4.23 女川町江島漁協に増設補償 1 億 9300 万円提示
4.26 旧ソ運・チェルノブイリ原発 4 号機で史上最悪の核暴走事故発生
5.25 瀬尾健氏（京大助手）
「ソ連原発事故緊急講演会」
、女川町公民館、100 名参加
8.3 繰り返すなチェルノブイリ！全ての原発の廃棄を！8.3 女川現地集会、150 名参加
8.23 女川町・江島漁協臨時総会、原発増設補償 5 億 9500 万円で妥結
12.2 2 号機の「第１次公開ヒアリング」
（通産省主催）を強行、女川町内警察機動隊で厳戒体制
１９８７年
3.13 宮城県知事に「原発増設不同意」を求める要望書を提出（50 団体・個人）
3.19 電源開発調整審議会、2 号機の「電源開発計画」組み込みを決定
１９８８年
1.31 反原発宮城連絡会第 1 回会議（仙台市戦災復興記念館）
4.23 「チェルノブイリ 2 年 原発とめよう１万人行動」
（東京・2 万人参加）
、宮城から 100 名参加
8.21 「原発なしで暮らしたい！みやぎ夏祭り」
（仙台市錦町公園 600 名が参加）
8.25 2 号機の「第 2 次公開ヒアリング」
（原子力安全委主催）
。朝 6 時から抗議行動、120 名が参加。2
名不当逮捕。抗議の「住民ヒアリング」開催
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１９８９年
1.6 福島第二原発 3 号機、再循環ポンプ破壊事故発生
2.28 2 号機、原子炉設置許可
6.30 原告団、女川原発 2 号機建設差し止めの請求を提出
7.5 阿部宗悦氏、参議院選挙に「原発いらない人びと」から立候補
7.23 「7.23 おだずなよ原発増設！女川現地行動」
、400 名が参加
8.3
2 号機、建設工事強行着工、早朝から門前抗議行動
12.20 使用済核燃料が初めて女川原発から「日の浦丸」で東海再処理工場へ搬出。緊急抗議行動
１９９０年
3.13 使用済み核燃料、英セラフィールド再処理工場に向け搬出強行。緊急抗議行動
4.2 ウラン濃縮機器（株）
、六ヶ所に向け遠心分離機を仙台から搬出。緊急抗議行動
4.26 脱原発署名みやぎネットワーク、約 4 万の増設反対署名を東北電力に提示
4.27 国会請願行動（東京）
5.25 使用済み核燃料、仏ラ・アーグ再処理工場に向け搬出
6.28 脱原発東北電力株主の会、東北電力株主総会に初参加
11.19 調整運転中の１号機がタービン軸受けの温度上昇で原子炉自動停止事故
11.28 90 年東北電力株主総会決議取消訴訟「株主権裁判」初公判（仙台地裁）
１９９１年
1.24 反核電日韓交流会（女川）
、25 日仙台市中央市民センター
2.9 美浜原発 2 号機、蒸気発生細管ギロチン破断事故―ECCS 作動
2.14 株主の会電力交渉、88 年・89 年の定期検査で１号機の再循環ポンプの主軸にひび割れが発見され、
密かに交換されていた事実が発覚
2.22 1 号機、放射能を含んだ一次冷却系蒸気漏れ事故発生
9.4～11 イーゴリ・コスティン写真展－チェルノブイリ原発事故の記録（女川・仙台・古川）
9.27 六フッ化ウラン第 1 回搬入抗議行動（青森六カ所濃縮工場前で 2 名拉致される）
10.8 六フッ化ウラン第 2 回搬入抗議行動（宮城長者原ＳＡで 7 名拉致される）
１９９２年
4.18 科学技術庁、核物質輸送情報の非公開を各自治体、電力に通知・通達
4.25 「原発反対大看板」設置作業、女川原発ゲート前 2 ヶ所
4.26 「原発止めよう！4.26 集会」
（原発止めよう！92 女川行動主催）
7.2 女川核燃料輸送情報公開開示日、一部墨塗り文書を出される
8.22 「チェルノブイリの子どもたちに夏休みを！宮城」準備会バザー（日本聖公会東北教区仙台基督教
会）
。ベラルーシの子どもたちが宮城訪問（～24）
8.31 １号機スクラム事故発生。主蒸気隔離弁が全閉、原子炉自動停止。9.17 運転再開
１９９３年
1.5 プルトニウム輸送船「あかつき丸」
、東海港へ入港、抗議行動
3.12 仙台地裁、保安規程・保安規定・工事認可計算書等の文書提出命令決定
6.6 消そう核の火！93 女川海と太陽と風のまつり（93 宮城行動）
、200 名参加
6.8 女川原発差し止め裁判第 45 回公判、最終口頭弁論
7.25 「チェルノブイリの子どもたちに夏休みを！宮城」の招きで、ベラルーシの子どもたち 10 人とエ
レーナさん・ノンナさん来県
11.25 3 号機の「第１次公開ヒアリング」
（女川町総合体育館）
、抗議行動
11.27 １号機、宮城県北部地震の影響による「中性子束高高」信号で自動停止
12.1
試運転中の 1 号機、原子炉給水ポンプが逆回転、手動で原子炉を停止
１９９４年
1.31 女川原発差し止め訴訟、仙台地裁判決、原告請求を棄却「怒髪衝天」
2.14 女川原発差し止め訴訟、
「負けていられねえっちゃ」仙台高裁へ控訴
3.2 宮城県、女川原発 3 号機の建設に同意
3.17 3 号機の電源開発基本計画決定（原発として 6 年ぶり）
5.17 宮城県、東北電力女川原発の使用済燃料と新燃料の輸送計画の公文書について情報公開審査会答申
通り原則全面開示の決定
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6.21 2 号機へ横須賀から新燃料が初搬入
7.27 女川原発の核燃料輸送の情報公開を求める裁判（
「スミ消し裁判」
）を仙台地裁に提訴
9.14 女川原発 2 号機現場検証。原発現場検証報告会・故平井憲夫さん（原告特別補佐人・原発被曝労働
者救済センター代表）
、女川町鷲神第一集会所
11.2 2 号機初臨界
11.6 増設よりも原発の廃炉を！11.6 女川の集い（94 宮城行動主催）
、100 名参加
11.8 女川控訴審第 1 回公判（仙台高裁）
。市内デモ・東北電力申入れ（50 名）
12.5 1 号機から英仏への使用済核燃料の輸送が終了
12.11 試運転中の 2 号機が手順書の不備による人為ミスで原子炉自動停止事故
12.23 2 号機、15 時 30 分「初併入」
１９９５年
1.17 阪神・淡路大震災発生、6300 人以上の死者
2.
1 号機から東海再処理工場への使用済核燃料の輸送が終了
4.14 核物質輸送の事前公開を求める会、仙台市へ質問状提出
7.2 「原発の町・女川に未来はあるか」中嶋哲演氏・生越忠氏女川現地講演集会（女川町生涯教育セン
ター）
（原発とめよう！95 宮城行動主催）
7.28 2 号機、営業運転開始。市内デモ・東北電力本社へ抗議の申入れ
8.24 3 号機、第 2 次公開ヒアリング、現地中止要請行動
12.8 「もんじゅ」で二次冷却系配管からのナトリウム漏れ火災事故
12.24 2 号機、放射能水漏れ事故で原子炉を手動停止
１９９６年
3.3 「渡会先生やっと 80 歳・阿部宗悦さんまだ 70 歳の春を祝う会」
4.12 3 号機、原子炉設置許可
4.24 1 号機、窒素漏れにより原子炉格納容器の圧力が上昇、手動停止事故
4.26 脱原発東北電力株主の会、脱原発株主提案提出（106 名、70200 株）
。以後毎年
8.4 巻町住民投票で原発にＮＯ（有効投票の 61％、全有権者の 54％が原発に反対）
女川原発 3 号機の着工に反対する 8.4 女川行動（約 80 名参加）
9.11 3 号機着工
12.8 渡会正蔵集成『原発のむこうに見えるもの』出版記念の集い、記念講演「脱原子力社会の選択」長
谷川公一さん（東北大学助教授）
（法運寺）
１９９７年
2.27 「スミ消し裁判」事実誤認だらけのメチャクチャな原告全面敗訴の不当判決。
3.10 「スミ消し裁判」原告団、仙台高裁へ控訴
7.1 台湾・塩寮原発反対女川交流会
11.24 ミヒャエル・ザイラー氏講演会“核のゴミ”ドイツからのメッセージ（戦災、仙台実行委）
１９９８年
2.2 フランス政府、高速増殖炉「スーパーフェニックス」の閉鎖・解体を正式決定
3.5 2 号機、給水漏洩により原子炉手動停止事故。27 日原告団、東北電力交渉
6.28 女川原発裁判結審－原発廃炉をめざす 6.28 女川行動、
「高木仁三郎さん 終末を迎えた原発社会を
語る」
（女川町生涯教育センター）
、町内行進
7.3 女川原発差し止め訴訟控訴審第 17 回公判（仙台高裁）
、原告最終意見陳述、結審
１９９９年
3.31 女川原発差し止め訴訟、仙台高裁判決・棄却「司理滅裂」
4.14 女川原発差し止め訴訟、最高裁へ上告「ここで引き下がる訳にはいかない」
8.16 1 号機から 2 号機へ使用済核燃料の初の号機間輸送
9.30 東海村ＪＣＯ（ジェー・シー・オー）で国内初の臨界事故
２０００年
3.21 航空自衛隊のブルーインパルス、女川原発近くに墜落
7.4 航空自衛隊のブルーインバルス、女川原発近くに墜落
10.2 3 号機へ横須賀から新燃料が初搬入
12.19 女川原発差し止め訴訟、最高裁判決・棄却
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●女川原発差し止め訴訟
女川原発裁判は、国内で初めて電力会社に原発差止めを求めた民事訴訟で、1980 年 12 月 14 日女川原発
差し止め訴訟原告団（団長 阿部宗悦）が結成され、81 年 12 月 26 日の提訴以来、東北電力を被告に、女
川原発の危険性・不必要性を全面的に争いました。
当初 14 名の女川・石巻住民の原告で始まり、途中２人の方が亡くなられましたが、94 年 1 月 31 日仙台
地裁「怒髪衝天」判決では、安全性の立証責任が被告東北電力にあることを認めさせました。99 年 3 月 31
日仙台高裁「司理滅裂」判決では、
「原子力発電所の必要性自体が現在に比して著しく減少すれば、これを
理由としてその建設・運転の差止めが認められる余地があると解される。
」と述べさせました。
しかし、2000 年 12 月 19 日、
「子孫が安心して住める故郷を」求めて 20 年間闘われて来た女川原発裁判
に対して、最高裁第三小法廷は、実質審理もしないまま上告を棄却し、訴訟は終結しました。

●女川原発訴訟支援連絡会議出版物

2008 年 6 月 23 日現在

女川原発差し止め訴訟第一審
訴状
1981 年 12 月
準備書面（４）
1983 年 4 月 11 日
準備書面（５）
（６）
1983 年 7 月
準備書面（８）
1984 年 2 月 20 日
準備書面（10）
1984 年 5 月 29 日
準備書面（12）
（13）
1984 年 10 月 11 日
準備書面（14）
1985 年 2 月 5 日
女川原発差止訴訟における被告東北電力の主張その１ 1982 年 11 月
女川原発差止訴訟における被告東北電力の主張その２ 1983 年 11 月
生越 忠氏鑑定書「地震が発生した場合の女川原発１号機の危険性の問題について」
1984 年 9 月 15 日
500 円
高木仁三郎氏講演録
1986 年 2 月 20 日発行
50 円
高木仁三郎氏証言録 第 13 回公判
1986 年 5 月１日発行
300 円
瀬尾 健氏講演録 「チェルノブイリ原発事故のもたらす被害」
1986 年 7 月 29 日発行
100 円
瀬尾 健氏証言録 第 15 回公判
1986 年 8 月 6 日発行
300 円
市川定夫氏講演録 「世界に広がる核被害―チェルノブイリとマレーシア」
1987 年 6 月 2 日発行
200 円
市川定夫氏講演録 「いま、生命のゆくえ・遺伝学から」
1988 年 2 月１日発行
300 円
市川定夫氏証言録 第 17・18・19 回公判「ムラサキツユクサは警告する」
1988 年 6 月 7 日発行
980 円
古川路明氏証言録 第 21・22 回公判「原発周辺での人工放射能」
1988 年 12 月１日発行
500 円
槌田敦氏証言録
第 23・24 回公判「放射性廃物に解決の道はない」 1989 年 10 月 26 日発行 500 円
生越忠氏証言録
第 26 回・第 27 回・第 28 回公判
『一番悪いところを捜さなかったらやぶ医者になっちゃいますんで…―硬いが脆い女川原発の基礎岩盤―』
【みやぎ脱原発・風の会】2008 年 5 月 24 日発行
ご自由円
小出裕章氏講演録 「放射能の汚染を測定して来て見えて来たこと」 1990 年 3 月 28 日発行 350 円
準備書面（19）
「女川原発の危険性・不必要性・反社会性」
1990 年 10 月 20 日発行 500 円
準備書面（21）
「事故は常に不測の事故である－美浜原発事故から女川は何を学ぶか？」
1993 年 2 月 9 日発行
500 円
田中三彦氏講演録 「原発のあるくらし―福島・美浜原発事故をめぐって」
【みやぎ脱原発・風の会】2006 年 6 月 18 日発行
ご自由円
田中三彦氏証言録 第 32・33 回公判「
“批判精神”が機能しない原発の怖さ」
【みやぎ脱原発・風の会】2007 年 7 月 15 日発行
ご自由円
室田 武氏証言録 第 43 回公判「原子力発電は“百害あって一利なし”
」2001 年 5 月 3 日発行 200 円
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原告最終意見陳述書・最終準備書面
「子孫が安心して住める故郷を－女川原発周辺住民は何を訴えたか－」
1993 年 8 月 6 日発行 1,000 円
仙台地裁判決文 「怒髪衝天」
「負けていらんねえっちゃ」
1994 年 3 月 1 日発行 1,000 円

女川原発差し止め訴訟控訴審
原告意見陳述書・準備書面（１） 「一審敗れるとも正義紊れず－仙台地裁判決批判－」
1995 年 4 月 26 日発行
300 円
準備書面（２） 「'95.1.17. 阪神淡路大震災の教訓－女川原発における地震対策の不十分性」
1995 年 3 月 17 日発行
100 円
準備書面（３） 「マニュアルミス重大！問われる運転管理
－女川原発２号機の試運転中自動停止事故の意味するもの－」 1995 年 5 月 30 日発行
200
円
準備書面（６）
（７） 「使用済燃料（死の灰）管理の絶望的状況＆『多重防護』思想の限界と破綻」
1995 年 12 月 16 日発行
300 円
平井憲夫氏証言録 第６回公判「そうゆうことを言うから、原発が事故を起こすんですよ
－隠される事故・そして被曝する労働者－」
1997 年 2 月 13 日発行
300
円
小村浩夫氏証言録 第８・９・10 回公判「女川原発も暴走する」
1999 年２月 13 日発行
800
円
長谷川公一氏証言録 第 11・12・13 回公判「原子力発電からの撤退」
【みやぎ脱原発・風の会】2002 年 1 月 27 日発行
300 円
原告最終意見陳述書・最終準備書面「人が人として人らしく生きていける社会を－夢の終わり－」
1998 年 12 月 8 日発行 1,200 円
仙台高等裁判所判決文－1999 年３月 31 日－ 「司理滅裂」
1999 年 4 月 7 日発行
300 円

女川原発差し止め訴訟上告審
上告理由書

「ここで引き下がる訳にはいかない」

1999 年 6 月 12 日発行

500 円

●その他の関連出版物
「核実験・原子力施設の稼動がもたらした米国における被害の実態」－Ｅ.J．スターングラス博士の警告－
1987 年 7 月１日 仙台原子力問題研究グループ 発行
藤田祐幸氏講演録 「自然・不自然・反自然『脱原発の視点からエネルギーを考える』
」
1990 年６月 20 日 脱原発署名みやぎネットワーク 発行

500 円

「女川海物語」 著者 小岩勉
1992 年 3 月 19 日 カタツムリ社 発行

2330 円

「ＢＷＲ（沸騰水型原子炉）の出力発振－核暴走事故の危険性－」
1995 年 7 月 15 日 ＢＷＲ出力発振問題検討グループ 発行

1000 円

渡会正蔵集成「原発のむこうに見えるもの」
1996 年 12 月 8 日 「原発のむこうに見えるもの」刊行委員会 発行

1200 円

●『鳴り砂』／踏みしめればキュウキュウとこたえる“鳴砂”でおおわれた美しい浜を人々は“鳴浜”と呼
んだ。今この鳴浜に、女川原発の建設・運転が強行された。原発の下で永遠に声を奪われてしまった鳴砂の
悲しいなき声が胸のうちにひびきつづける。
※宮城県立図書館の郷土資料室にて、
「出版物」及び『鳴り砂』全バックナンバー閲覧可能
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●「みやぎ脱原発・風の会」 設立にあたって
－会のめざすところ－
私たちが長年支援してきた東北電力女川原子力発電所差し止め訴訟が、
昨年2000年12月に終結しました。
裁判を様々な面から支えてきた「女川原発差止訴訟支援連絡会議」も、2001 年３月末にその役目をほぼ終
えました。しかし、裁判が終わっても、私達が暮らす宮城県には、現在も女川に原子力発電所２基が稼働し、
日々危険極まりない放射性物質（死の灰）を生み出しています。さらに、来年 2002 年１月の本格運転に向
けて３号炉が試運転を行っています。
このような状況の中、私たち「みやぎ脱原発・風の会」は、様々な環境問題の中から特に“原子力発電”
に関する情報（例えば、原子力発電所の事故やトラブル・放射性物質の廃棄や保管・再処理及び核燃料サイ
クル・核燃料輸送・原子力防災・労働者被曝・経済性・プルトニウム（ＭＯＸ）利用・関連法令などの情報）
や、原子力に代わる自然エネルギー（例えば、風力発電・太陽光発電・太陽熱利用・バイオマス発電など）
や新エネルギー（例えば、燃料電池など）
、省エネルギー（例えば、コジェネレーションなど）に関する情
報を集めるとともに、独自に学習会・講演会・見学会などを行うことによって、より実践的な取り組みを行
っていきたいと考えています。
また、原子力を推進する行政や企業を監視し、必要に応じて、情報の更なる公開の要求・抗議・提言・市
民への広報活動を行いたいと思います。
さらに、脱原子力社会の実現に向けて、様々な地域や市民活動との交流・情報交換などにも取り組んで行
きたいと思います。
そして、以上のような会の様々な活動の状況・成果、イベント情報などを伝え、会員同士の自由な発言の
場を提供するために、会報として『鳴り砂』を発行して行きたいと思います。
今、私たちは、
「みやぎ脱原発・風の会」の設立にあたり、多くの皆さんのご賛同・ご参加を得、自己研
鑽を重ねながら、新たな市民活動として、真の市民型社会・脱原子力社会の構築に向けて、その一翼を担う
ことのできるような存在意義のある会にしていきたいと強く願っています。
2001 年 9 月 23 日
〈呼びかけ人〉
石川徳春・梅森寛誠・宇根岡實・大友佳代子・蒲田則夫・斉藤久美子・斉藤睦男・佐藤照子・
篠原弘典・清水宏幸・須田 剛・高橋万里子・富永恵子・中野小心・中村惇子・野村拓人・
芳賀ヒロ子・兵藤則雄・三浦 進・渡会正蔵

●女川原発アラカルト 2001 年～2011 年
２００１年
1.23 1 号機から六ケ所村の再処理工場へ「六栄丸」で使用済核燃料の初搬出。
4.4～8 島田恵全国縦断写真展「六ヶ所村・核の遺産と人々」
、宮城県民会館 501 展示室、島田恵写真展宮城実
行委員会主催、365 名来場。７日島田恵ギャラリートーク 39 名参加。
4.26 3 号機、初臨界。
6.28 東北電力株主総会、脱原発東北電力株主の会、脱原発株主提案 7 議案（687 名株主 710,700 株）
。3 時
間 5 分。
9.13 『鳴り砂』再刊準備号（通巻 179 号）発行。
9.23 「みやぎ脱原発・風の会」
（代表 篠原弘典）結成集会。飯田哲也さん講演会「電力自由化と脱原発―
自然エネルギー利用を促進するには」
。55 名参加。
11.7 浜岡原発１号機で配管破斯事故。
12.15 ≪風の会・公開学習会≫“燃料電池は世界を変える”
（レポーター 仙台原子力問題研究グループ）
、仙
台市市民活動サポートセンター3 階研修室。21 名参加。
２００２年
1.13 恒例の女川原発反対同盟新年旗開き、女川町鷲神第一集会所、38 名参加。
1.27 風の会、
「ＮＯ！女川原発 3 号機！ 1.27 仙台集会」
“女川原発 3 号機を稼動させる本当の理由”
、講師
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長谷川公一氏（東北大学文学部教授）
、仙台市中央市民センター。45 名参加。
1.28 女川原発反対同盟、
“3 号機営業運転開始反対” 東北電力本社申し入れ行動。9 名参加。
1.30 3 号機、営業運転開始。
2.9 定期点検中の女川 2 号機で、作業員が火傷を負う火災事故が発生。
2.15 反対同盟・風の会、東北電力と県に 2 号機火災事故に関する申し入れ行動。
3.12 「スミ消し裁判」
、最高裁への上告（および上告受理申立）が、無味乾燥な理由で棄却。
3.7 2 号機、冷却水系統の配管溶接箇所から水漏れ事故。
4.2 2 号機で再びタービン建屋内の湿分分離ドレンタンク水位調整弁から漏水事故。
5.26 風の会、講演会「脱原発合意後のヨーロッパ事情－ドイツ・オランダ・デンマークを歩いて」長谷川公
一東北大学大学院教授（環境社会学専攻）
。仙台市片平市民センター、29 名参加。
6.21 2 号機、昨年（2001 年）9 月に引き続き、またもや「再循環ポンプ(A)軸封部（メカニカルシール）から
の漏水」により、手動停止事故。
6.27 東北電力株主総会、株主の会・脱原発株主提案 5 議案（605 名 592,000 株）
。2 時間 46 分。
9.15 風の会、プルサーマル反対チラシ『私たちの女川が実験台にされようとしています』を、女川町全戸に
配布。35 名参加。
10.1 原子力発電を考える石巻市民の会・風の会、
『東北電力トラブル隠し』の公開質問状を提出。
10.7 公開質問状に対する「説明会」
、東北電力本社で開催。19 名参加。2 時間 40 分。
風の会と石巻市民の会、
『浅野県知事宛の公開質問状』
（全 18 頁）を提出（13 名参加）
。
11.15 風の会、東北電力本社で「申し入れ書」を提出、自主検査記録の公開を求めた。
対県交渉、日下｢石巻市民の会｣事務局長はじめ 9 名が参加。
12.3 ウラン濃縮工場訴訟控訴審「六ヶ所ウラン濃縮工場の核燃料物質加工事業許可処分無効確認・取消請求
控訴事件」第１回公判（仙台高裁）
。45 名傍聴。夜、
『ウラン濃縮控訴審、始まる―“いま、六ヶ所村は”
』
（主催風の会）
、
［報告］核燃サイクル阻止一万人訴訟原告団・弁護団、仙台市中央市民センター第二セ
ミナー室。40 名参加。
12.8 風の会、仙台市中央通り佐々重ビル前で「止めよう再処理！ 100 万人署名」街頭署名活動（10.25、75
万筆の署名を小泉首相及び木村青森県知事宛に提出。12.24、15 万筆を青森県に提出。
２００３年
1.19 女川原発反対同盟・新年旗開き、女川町鷲神第一集会所、35 名が参加。
2.3 東北電力、
「維持基準」導入のために、原発の機器のひび割れを測定する超音波探傷検査（ＵＴ）の不正
確性を隠ぺい。1 号機第 15 回定検で、ＵＴの信頼性に問題があるという事実をつかみながら、データを
隠していたことが、
「石巻市民の会」の粘り強い追求で明らかに。
2.16 風の会、
「原発トラブル隠しと安全性をめぐって」講師上澤千尋さん（原子力資料情報室）
、仙台市戦災
復興記念館。20 名参加。
3.16 原発止めよう！2003 宮城行動、
『女川現地行動』宣伝カー情宣・全戸チラシ入れ。26 名参加。
4.29～5.12 風の会、
「チェルノブイリ・カレンダー展」仙台市市民活動サポートセンター。
5.25 風の会＆石巻市民の会、
『老朽化が進んだ女川原発１号機は廃炉にするのが一番！』を作成し、女川町全
戸チラシ入れ。30 名参加。
5.26 三陸南地震（Ｍ7.0、震度 6 弱）
、運転中の女川 3 号機が「地震加速度大」信号により自動停止。
6.6 宮城県公安委員会、県情報公開審査会（審査会）の答申に全面的に沿う形で、宮城県警の行った女川原
発のテロ対策に関する情報の一部非開示処分の一部を取消す裁決。
6.7 「原発やめよう全国集会 2003」
（東京・代々木公園）
、全国から 5000 名参加（宮城 20 名）
。
6.15 『ＢＷＲ原発ひび割れ問題報告集会』
、仙台市戦災復興記念館。31 名参加。
6.16 「ひび割れ原発の運転再開を許さない」
、東北電力交渉（全国 16 団体連名）
。17 名参加。
6.27 東北電力株主総会、株主の会・脱原発株主提案 7 議案（601 名 624,300 株）
。3 時間 28 分。
7.4 『2003.5.26 地震に関する質問』に対する回答を聞く為の東北電力交渉。7 名参加。
7.15 「石巻市民の会」と「風の会」
、安住女川町長に「シュラウドのひび割れを放置しての女川原発１号機の
運転再開の取り止め等を求める」要請書を提出。5 名参加。
7.22 石巻市民の会と風の会、県と東北電力に、1 号機「ひび割れ運転」開始に反対する申入れ、8 名参加。
7.23 東北電力、１号機を起動。しかし、25 日にタービン軸の異常振動により運転停止。さらに 26 日の『宮
城県北部連続地震』の発生により、運転再開は 28 日にずれ込んだ。
8.21 石巻市民の会と風の会（7 名）
、
『原発震災』の防災対策に関する質問状を県に提出。
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9.13 原子力安全・保安院、女川町生涯教育センターで「原発説明会」
（女川町・牡鹿町と共催）
。145 名参加。
風の会他 29 名、当日、町内チラシ配布。保安院への質問。
9.22 「
『原発震災』の防災対策に関して」の公開質問状に対し、県原子力安全対策室と交渉。
9.26 宮城の環境と公害を考える会＆風の会、
『秋田の風車とバイオマス発電ウォッチング』小さな旅。
10.14 石巻市民の会と風の会、浅野知事＝宮城県防災会議議長宛てに、担当の危機対策課を通して「地震防災
計画改定に関しての公開質問」を提出。
10.22 石巻市民の会と風の会、東北電力交渉、6 名参加。
11.27 東北電力、1 号機に続き、またもや 2 号機のシュラウドのひび割れを放置したまま原子炉起動、29 日発
電再開を強行。
12.18 巻町の笹口町長が原発の炉心近くの町有地を原発反対の住民に売却したのは違法として、
原発推進の町
民が訴えていた裁判に対して、最高裁が上告の不受理を決定。
12.24 東北電力、臨時取締役会を開き、土地取得が不可能になった巻原発の建設断念を決定。
石巻市民の会と風の会、東北電力と再度の交渉。7 名参加。対県交渉。
２００４年
1.12 女川原発反対同盟新年旗開き、女川町鷲神第一集会所、町民・県内の仲間 28 名が参加。
1.21 県と東北電力、安全協定改定、3 月 1 日施行を同時発表。2.16 風の会、県と電力に『公開質問並びに申
し入れ』提出、3.3 県へ抗議文提出、3.4 と 3.24 に電力交渉。石巻市民の会、石巻市・女川町・牡鹿町
に精力的に働きかけ、さらに 3.5 女川 1 号機の放射能蒸気漏れ事故もあり、県は市町村の同意を得られ
ず、結局、県・電力、4 月１日施行すら出来ない状況に追い込まれた。
1.25 風の会、仙台市佐々重ビル前で『原発労働者・長尾光明さんの労災認定を求める全国署名』活動。
2.7 風の会・公開学習会「21 世紀の人類の生き残り戦略」―エネルギー・食糧・水・住居などは、自分で創
る時代がやって来る―、講師齋藤武雄氏（東北大学大学院環境科学研究科教授）
、仙台市戦災復興記念館
5 階大会議室。40 名参加。
4.5 風の会、女川 1 号機圧力容器ノズルの接合部のひび割れについて質問状を提出、東北電力交渉。5.28 再
度電力交渉。
4.18 風の会 7 名、女川原発周辺のサクラ調査。
4.27～5.10 風の会、
「チェルノブイリ・カレンダー展」
、仙台市市民活動サポートセンター。
5.15 神田香織さんの講談「チェルノブイリの祈り－未来（あい）の物語」
（主催 神田香織をきく会）を法運
寺にて開催。180 名参加。
5.16 国際平和巡礼サポート・仙台、
「国際平和巡礼・仙台の集い～核のない未来を目指して～」
、仙台市市民
活動サポートセンター3 階セミナーホール。60 名参加。
6.29 東北電力株主総会、株主の会・脱原発株主提案 9 議案（574 名 640,700 株）
。2 時間 56 分。
7.8 東通原発１号機への第１回目核燃料輸送（神奈川県横須賀市のＧＮＦ－Ｊから）監視行動。2 回目 7.21、
3 回目 8.24。
8.9 関電・美浜 3 で「２次冷却系復水管」破裂事故。定検準備のため近くにいた下請作業員が高温蒸気を浴
び、直後に 4 人死亡・2 人重体（うち１人は 8 月 25 日に死亡）
・3 人重傷・2 人軽傷。
8.16 風の会と石巻市民の会の 5 名、
『美浜原発３号機の蒸気噴出事故に関しての申し入れ・質問』を東北電力
に提出。9.7 東北電力交渉（3 名参加）
。翌日、石巻市民の会、女川町・石巻市等の 5 市町村に、
『女川原
発１～３号機の配管減肉問題に関する緊急要請』
。9.10 風の会と石巻市民の会の 5 名、県に『女川原発
１～３号機の配管減肉問題に関する申し入れ・質問』を提出。
9.9 東北電力、トラブル続きで発電再開が 3 度延期されていた 3 号機原子炉再起動を強行。
9.24 石巻市民の会と風の会、原子力資料情報室等ＢＷＲ現地及び消費地の 16 団体の連名で、美浜３号機事故
調査委員会並びに原子力安全・保安院宛の『要請書』を女川現地駐在事務所へ提出。
（4 名参加）
。
10.5 東北電力へ『女川原発の配管減肉に関しての公開質問』を提出（2 名参加）
。10.25 河北新報等の記者
も同席する中、13 時半から 6 時間以上、古川原子力業務課長等と粘り強く追及・交渉（4 名参加）
10.30 風の会、
『原子力政策の見直しはあるのか？―新原子力開発計画策定の行方―』講師：吉岡斉氏（九州
大学大学院比較社会文化研究院教授）
、仙台市中央市民センター第 2 セミナー室。
11.19 風の会と石巻市民の会（5 名）
、
『女川原発の「当初計画と異なる可能性のある」配管とりつけ並びに配
管減肉に関して』の申し入れ書を東北電力へ提出。安住宣孝女川町長に「電力に対して配管未点検部位
すべての肉厚測定を行なうことを求めるよう」
申し入れ。
石巻市防災対策課へ同様の申し入れ書を提出。
２００５年
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1.5

風の会と石巻市民の会 9 名、
新年早々、
『女川原発の配管減肉に関する疑問等に関しての申し入れ・質問』
を東北電力へ提出、説明を求めた。1.26 は 13 時から 4 時間交渉（6 名参加）
。
2.10 石巻市民の会、再度『貴社の１月 26 日の説明及び回答に関する質問』を送付。その結果やっと、2.16
に
『①配管減肉率等の計算について ②配管減肉計算例 ③女川１号機第 16 回定検 配管減肉の代表部
位点検の肉厚等について』というＦＡＸ回答。
2.19 ≪風の会・公開学習会≫『洗剤』をとおしてくらしを考える―なぜ石けんにこだわるのか？―レポータ
ー三浦進氏（仙台石けんをひろめる会）
、仙台市市民活動サポートセンター、10 名参加。
2.25 女川 1 号機で原子炉格納容器からの窒素漏れ・手動停止事故が発生。
3.8 石巻市民の会と風の会、
『女川原発の格納容器の機密問題についての質問書』を提出。4.14 新たに質問
（事前に、2005 年 3 月 24 日付『女川１号機の格納容器の気密問題についての追加質問』を東北電力に
送付済）を追加し、配管減肉問題をも併せて、東北電力の姿勢を追及。
4.19～5.2 風の会、
「チェルノブイリ・カレンダー展＆ビデオ上映会」仙台市市民活動サポートセンター。
4.28 ≪風の会・公開学習会≫「チェルノブイリで何が起こったか？」レポーター大友佳代子さん。
4.24 風の会、女川原発周辺の第 2 回全国“サクラと原発”調査（呼びかけ サクラ調査ネットワーク）
。
6.2 風の会と石巻市民の会、東北電力へ「昨年 8 月の国の報告徴収命令後の貴社の対応をめぐっての申し入
れ」を提出し、説明と回答を求めて交渉（5 名参加）
。
6.12 風の会 10 名、仙台市佐々重ビル前で「止めよう再処理！！100 万人署名」活動。
6.29 東北電力株主総会、株主の会・脱原発株主提案 6 議案（599 名株主 737,600 株）
。2 時間 54 分。
8.16 宮城地震（Ｍ 7.2）で女川原発 1･2･3 号機全機停止。
8.26 風の会と石巻市民の会、東北電力に「女川原発の運転再開停止を求める申し入れ書」を提出。事前提出
していた「データ等開示要請と質問」についての説明・回答を求め交渉（7 名参加）
。
9.4 風の会、長谷川公一氏（東北大学院教授）講演会「環境社会学者が見た風力発電の今～ヨーロッパ・ア
メリカの最新電力事情」
、仙台市戦災復興記念館４階研修室、市民 28 名が参加。
9.20 風の会と石巻市民の会、8.16 宮城県沖の地震についての「データ等開示要請と質問」についての説明・
回答を求めて再び交渉（4 名参加）
。
9.29 ウラン濃縮工場訴訟控訴審結審。
夜、
核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団と風の会主催
『結審報告集会』
、
仙台市中央市民センター第一セミナー、20 名参加。
10.1 風の会公開学習会『
「核の平和利用」の内実』
、講師小出裕章氏、仙台市戦災復興記念館、25 名参加。
10.17 原子力安全・保安院に、安全審査のやり直しを求める『女川原発の安全審査に関しての申し入れ・質問』
（23 団体 8 個人の連名）を、女川原子力保安検査官事務所を通じて提出（4 名参加）
。10.24 近藤正道参
議院議員の紹介で、地元の菅野哲雄衆議院議員も同席し、保安院交渉、参議院議員会館第 5 会議室。
11.7 風の会と石巻市民の会 8 名、東北電力に「女川原発 1～3 号機の耐震設計をやり直すこと」を申し入れ。
同日、県知事宛に「女川原発の耐震設計に関しての要請と質問」を提出し交渉。
11.9 石巻市民の会、保安院と原子力安全委員会へ要請書『女川原発の耐震安全性に関する審査をめぐって』
を提出。
11.11 大間原発共有地分割訴訟控訴審第 2 回公判、仙台高裁、控訴人熊谷あさ子さん（67）と河合弘之弁護
士が出席。
「ストップ大間原発道南の会」と風の会 4 名、背広姿の方 10 数名が傍聴。
12.4 風の会、女川町・石巻市半島部約 3500 世帯に『女川原発の耐震設計は間違っていた』のチラシ配布。21
名参加。
12.9 石巻市民の会と風の会、東北電力・県交渉。7 名参加。
12.13 石巻市民の会・風の会・若狭連帯行動ネットワーク・原子力資料情報室 4 団体、国へ『女川原発の耐震
設計に関する公開質問状』提出。12.22 国へ『女川原発の耐震設計に関する申し入れ』提出。
12.27 石巻市民の会と風の会、石巻市・女川町へ「住民説明会開催」等の要請書。
12.28 村井県知事、高橋宏明東北電力社長を県庁に呼び「2 号機運転再開容認」を通知。
２００６年
1.10 石巻市民の会と風の会、保安院宛『女川原発の耐震設計に関する公開質問状』を女川事務所に提出。
1.29 風の会、講演会「女川原発は宮城県沖地震に耐えられるか？」講師長沢啓行氏（大阪府立大学大学院教
授）
、仙台市市民活動サポートセンター、37 名参加。
2.1～7 石巻市民の会の日下さん、石巻市役所前と女川町役場前で 2 号機運転再開抗議のハンスト。
3.14 県・石巻市・女川町、05.8.16 宮城地震で停止していた女川 3 号機の運転再開を容認。同日、東北電力
は 7 ヶ月ぶりに原子炉を起動。
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3.31 大間原発共有地分割訴訟控訴審、仙台高裁、不当判決。
4.4～17 風の会、
「チェルノブイリ・カレンダー展 2006」
、仙台市市民活動サポートセンター。
4.16 水口憲哉氏講演会「どうなる？豊かな三陸・宮城の海」
（水口憲哉さんの話しを聞く宮城の会主催）
、仙
台市戦災復興記念館、100 名参加。
4.20 風の会と石巻市民の会、女川原発の耐震安全性に関する公開質問と申し入れ。4 名参加。
4.30 風の会、女川原発周辺の第 3 回全国“サクラと原発”調査、9 名参加。
5.1 石巻市民の会と風の会、村井県知事宛に女川原発の耐震安全性に関する公開質問と申し入れ。
5.18 『六ヶ所村ラプソディー』みやぎ上映実行委員会、
「アイリーン美緒子スミスさんと語り合う会」～六ヶ
所再処理工場の今～、仙台市市民活動サポートセンター、30 名参加。
5.23 東北電力、女川 2 号機（5 月 11 日中間停止）の「高圧第 2 給水加熱器（Ｂ）の復水器につながるベント
管のエルボ部に穴があることを確認」と発表。
6.9 石巻市民の会と風の会、穴開きの件で東北電力に公開質問書を提出。
6.12 原子力資料情報室、若狭連帯行動ネットワーク、石巻市民の会、風の会の 4 団体、耐震・構造設計小委
員会の各委員（18 名）に「慎重な審議を求める」要請書を提出。
6.13 上記 4 団体、東北電力に全 21 頁の「女川１号機の耐震安全性についての公開質問」を提出。
6.29 東北電力株主総会、株主の会・脱原発株主提案 8 議案（519 名 638,200 株）
。2 時間 45 分。
7.4 石巻市民の会と風の会、保安院に「耐震設計は間違っていた老朽原発の運転再開問題と代表部位による
配管減肉管理をめぐって」の要請書を提出。
7.12 石巻市民の会と風の会、東北電力に「原発の品質保証体制総点検をめぐっての申し入れ」
、6.13 公開質
問状への回答を求め交渉。
8.3 午後 4 時半頃、女川原発 2 号機原子炉建屋内で放射能を含む水漏れ事故。
9.1 風の会と石巻市民の会（4 名）
、広瀬保安院長宛「東北電力の原発品質保証総点検に関しての申し入れ」
提出。9.8 石巻市、女川町と両議会に「女川原発の耐震安全性と品質保証総点検に関しての要請」提出。
10.2 原子力安全・保安院と原子力安全委員会宛に『新耐震設計審査指針とそれに基づく既存原発等の耐震安
全性評価に関する公開質問状』
（賛同 78 団体・190 個人）を提出
10.5 風の会と石巻市民の会、東北電力に『女川原発の耐震安全性と品質保証体制総点検をめぐっての申し入
れ』を提出。6 時間半を超える交渉。
10.5～9 三陸・宮城の海を放射能から守る仙台の会（わかめの会）
、仙台市博物館ギャラリーホール、
『Ｗ．ユ
ージン・スミス＋アイリーンＭ．スミス写真展＆トーク～水俣と六ヶ所が映す世界～』
、約 750 名入場。
10.11 石巻市民の会と風の会（5 人）
、女川保安検査官事務所で、広瀬保安院院長宛『女川原発の耐震安全性
に関する住民説明会の開催方法等についての申し入れ』提出、3 時間交渉。
10.13 「新耐震設計審査指針と既存原発等の耐震安全性評価について」保安院（5 名）及び原子力安全委員会
（2 名）と議員説明会という形式で交渉。近藤正道参議院議員（社民党）
、菅野哲雄衆議院議員（社民党）
も出席、衆議院会議室、全国から約 30 名の市民が参加。
10.16 石巻市民の会と風の会、村井県知事宛『女川原発の耐震安全性に関する住民説明会の開催・運営方法に
ついての申し入れ』を提出し交渉。同日、女川町長、石巻市長にも提出。
10.22 風の会 11 人、
『女川原発の耐震安全性は本当に大丈夫？』チラシ 2600 枚を女川町内に配布。
10.28 保安院、県、女川町、石巻市主催『女川原子力発電所の耐震安全性に関する住民説明会』
、石巻市牡鹿
体育館、女川町生涯教育センター、29 日石巻市立渡波小学校、計 860 人参加。風の会、会場前で『女川
原発の耐震安全性は本当に大丈夫？』チラシ 660 枚を配布。
11.5 三陸の海を未来につなぐネットワーク、
「小出裕章さんと六ヶ所と女川を学ぶ集い」
、法運寺、63 名参加。
11.17 村井県知事、安住女川町長、土井石巻市長の三者協議で運転再開を容認。
12.3 ＳＴＯＰ六ヶ所サウンドデモ（110 名参加）
。
12.5 ｢原子力行政を問い直す宗教者の会｣、佐久間発電所所長宛に申入れ書「現段階での女川原発の稼動は無
謀かつ危険です。速やかに 3 号機の運転を停止し、2・1 号機の再稼動は見合わせてください」提出。
12.13 わかめの会、
「青森県六ヶ所核燃料再処理工場から放射能を三陸の海に垂れ流さないことを求める署名」
2692 名分を、村井嘉浩宮城県知事、相沢光哉宮城県議会議長に提出。
12.15 風の会と石巻市民の会、東北電力に『女川原発の品質保証に関しての公開質問』を提出。
２００７年
2.3 地球とともに、水口憲哉氏（東京海洋大学名誉教授）講演会「青森県六ヶ所村の再処理工場と三陸の海」
石巻文化センター。漁業者を含め 105 名の市民が参加。
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2.24 あいコープみやぎ、
水口憲哉氏講演会
「青森県六ヶ所村の再処理工場と三陸の海」
、
秋保温泉岩沼屋旅館、
150 名が参加。
3.12 石巻市民の会と風の会、『06.12.15 公開質問』で、午前中 2 時間東北電力交渉。6 名参加。
東北電力、1998 年 6 月、女川１号機原子炉緊急停止（報告義務事項）を所長の判断で隠ぺい、
「運転引
継日誌」
「制御棒位置記録」に虚偽記載したと発表。県・石巻市長に陳謝。
4.6 東北電力、女川原発などで相次いだトラブル隠しやデータ改ざんの責任を取り、幕田圭一会長と高橋宏
明社長の減給 30％（3 ヶ月間）等を含む役員 9 人の減給処分を発表。
4.12 東北電力、女川 3 号機の復水器排ガス処理系統で、放射能濃度が通常より最大で 33.4 倍高くなったと発
表。原子炉出力を 60％に下げて調査。
5.22 女川 1 号機、高圧注水系の事故で再び停止。12 日に 1 年 9 ヶ月ぶりの再起動後、機器点検のため 18 日
に一旦停止、21 日に発電に向け原子炉を起動させていた。
6.9 小出裕章氏（京都大学原子炉実験所）講演会「子どもたちの為に考えたい～放射能と再処理工場～」
（主
催 地球とともに）
、東松島市コミュニティーセンター、90 名参加。
6.10 わかめの会と風の会、
「海に、空に放射能を流さないことを求める」街頭署名活動（仙台市）
。
6.28 東北電力株主総会、株主の会・脱原発株主提案 5 議案（537 名 664,300 株）
。2 時間 36 分。
7.16 新潟県中越沖地震（Ｍ6.8、震源深さ 17km の直下地震）が発生。柏崎刈羽原発 2･3･4･7 号機が自動停止
（1･5･6 号機は定検停止中）
。
7.19 あいコープみやぎ＜環境学習会＞『六ヶ所村のホントの話』－放射能と六ヶ所村核燃料再処理工場のこ
と－講師：澤井正子氏（原子力資料情報室）
、エルパーク仙台、60 名参加。
8.23 石巻市民の会と風の会、東北電力本社で、
『地震の巣の上に建てられた女川原発の運転停止の申し入れ』
を提出、交渉。
10.21 風の会、鈴木真奈美氏講演会「世界から見る『核大国化する日本』～セラフィールドから六ケ所村～」
。
11.10 東北電力、
女川 3 号機で発電を再開したところ、
気体廃棄物処理系
「排ガス除湿冷却器出口水素濃度高」
警報が発生したため、原子炉を初めて手動で緊急停止したと発表。
２００８年
2.14 東北電力、１号機の第 18 回定期検査のため、原子炉を停止しようとしたところ、原子炉内の中性子の量
を監視する中間領域モニタ（ＩＲＭ）に故障が発生。停止操作を中断、やっと原子炉を停止する事故。
2.16 六ヶ所再処理工場稼動阻止みやぎネットワーク、河野太郎代議士と水口憲哉氏のパネルディスカッショ
ン『核燃料サイクル政策にもの申す！』
、ハーネル仙台 3 階蔵王の間、200 名の市民が参加。
5.17 わかめの会、
「核分裂過程」仙台上映会、仙台市市民活動サポートセンター研修室 5、42 名参加。
6.14 当日朝起こった岩手・宮城内陸地震のため新幹線等が運休。石巻文化センターで予定のプルサーマル講
演会『女川原発 原料変えて大丈夫 !?』
（主催 ＮＰＯ地球とともに）
、講師の澤井正子さん（原子力資
料情報室）が来られなくなり、
「六ヶ所村通信 No.４」上映と討議等を行った（28 名参加）
。
6.27 東北電力株主総会、株主の会・脱原発株主提案 6 議案（487 名 603,400 株）
。2 時間 23 分。
7.6 運転中の女川 2 号機、制御棒 137 本中１本の駆動水圧系アキュムレータ圧力が低下する「保安規程に定
める運転上の制限を満足しない事象」が発生。ラプチュアディスク（逃し弁）からの窒素ガス漏れを確
認、部品を交換したと、翌 7 日、東北電力が発表。
7.26 「プルサーマルってなぁに？」小林圭二氏講演会、石巻文化センター。27 日仙台弁護士会館。
8.30 第二回原子力に関するオープンフォーラム「高レベル放射性廃棄物」に関する専門家と専門家の対話。
8.31 渡辺満久さん講演会「活断層見逃しの現場をみる」石巻文化センターで開催。
11.5 東北電力、県と石巻市・女川町に 3 号機でのプルサーマル実施に向け、安全協定に基づく事前協議を申
し入れ。11.6 原子力安全・保安院に原子炉設置変更許可申請書を提出。
11.27 「プルサーマル公開討論会を実現する宮城の会」
、女川原発へのプルサーマル導入の是非について「公
開討論会」開催と「検討会議」設置の要望書を宮城県へ提出。
１号機の原子炉格納容器の放射線管理区域内で、再開された耐震補強工事の溶接作業中、10 月以来 3
度目の火災発生。4 時間前、高橋社長が記者会見で二度にわたる火災を陳謝し｢決意表明｣していた…。
12.19 石巻市民の会、風の会、地球とともに、わかめの会の 4 団体７名、東北電力へ「女川原発 3 号機でのプ
ルサーマルについての公開質問」を提出。
２００９年
2.13 『女川原発 3 号機でのプルサーマルについての公開質問』に対して東北電力が回答（第 1 回）5 名参加。
2.19 深夜、1 号機で、操作ミスからＥＣＣＳが誤作動し冷却水漏れ事故。
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3.3

『東北電力の原子力品質保証体制の総点検に関しての申し入れ』及び『プルサーマル公開質問』に対し
て東北電力が 2 回目の回答。8 名参加。
3.11 プルの会、宮城県に公開質問提出。
3.23 1 号機（定格電気出力 52 万 4 千ｋＷ）
、発電再開し発電機出力を上昇中に制御棒の誤挿入・誤作動事故
発生。4 月 4 日、出力上昇作業を再開。6 日、給水加熱器ドレンポンプ（Ｂ）軸封部から１㍑／h の水漏
れ事故。東北電力、
“まずは様子を見る”と調整運転（電気出力約 40 万ｋＷ）を強行。原因を特定しな
いまま 8 日から出力上昇作業を再開。15 日、高圧注水系機能検査中、原子炉建屋地下 2 階にある蒸気配
管閉止フランジ部から水漏れ事故が発生、調整運転を強行。20 日、原因はガスケットの劣化と発表。
4.16 あいコープみやぎ、学習会「プルサーマルって必要なの？女川原発で始めて大丈夫なの？」講師小出裕
章さん（京都大学）
、＜石巻講演＞石巻文化センター研修室 26 名。17 日＜仙台講演＞エルソーラ仙台大
研修室（アエル 28 階）85 名が参加。
5.28 定期検査中の 3 号機で制御棒過挿入事故。
6.10 プルの会、県知事宛に 2752 筆の「公開討論会開催と有識者会議設置を求める」署名簿提出。
保安院、3 号機でのプルサーマル計画の安全性を「確認」したとして１次審査を終了し､原子力安全委
員会と原子力委員会に 2 次審査を諮問。
6.11 1 号機、発電機と励磁機の接合部からの潤滑油漏れで原子炉手動停止事故。
6.26 東北電力株主総会、株券電子化により「個別株主通知申出」が必要になり提案株主が半減し 247 株主
（321,500 株）
。脱原発東北電力株主の会、脱原発株主提案 2 議案。1 時間 48 分。
7.4 石巻市民の会、風の会、止めようプルサーマル！女川原発地元連絡会、プルの会の４団体連名で、村井
県知事宛に「プルサーマル計画の検討をめぐっての宮城県の誤った姿勢の抜本的な見直しを求める申し
入れ」を提出。プルの会、
「女川原発におけるプルサーマルの公開討論会に関する公開質問」を提出。
7.23 「女川原発にプルサーマルはいらない」のチラシ 2500 枚を女川町内各戸に 11 名で配布。後日、石巻市
内に 3500 枚ポスティング。
9.5 県・女川町・石巻市主催の基調講演会「プルサーマルを考える」、石巻市牡鹿体育館と女川町生涯教育
センターで開催。｢プルサーマルの技術的安全性｣を九州大学大学院教授の出光一哉氏が、｢プルサーマル
の問題点｣を元京都大学原子炉実験所講師の小林圭二氏が講演。
10.31 県・女川町・石巻市主催の第１回「プルサーマルを考える対話フォーラム」、石巻市立万石浦中学校体
育館、[慎重]元中央大学商学部教授 舘野淳氏、[推進]京都大学原子炉実験所教授 山名元氏、
〈ファシ
リテータ〉東北大学名誉教授 北村正晴氏等、住民約 260 名が参加。風の会他 10 名参加。
11.1 プルの会、広瀬隆氏講演会「プルサーマル“危険な話”
」
、仙台弁護士会館、70 名が参加。
11.11 県・女川町・石巻市主催の第 2 回「プルサーマルを考える対話フォーラム」、石巻文化センター、[反
対]美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会代表 小山英之氏、[推進]北海道大学工学研究科教授奈良
林直氏、住民約 310 名が参加。風の会他 11 名参加。
11.28 県・女川町・石巻市主催の第 3 回「プルサーマルを考える対話フォーラム」、女川町生涯教育センター、
[反対]原子力資料情報室共同代表 伴英幸氏、[推進]筑波大学システム情報工学研究科教授 内山洋司
氏、住民約 320 名が参加。風の会他 13 名参加。
11.30 石巻市、第 1 回「プルサーマル市民勉強会」
、石巻地区消防本部庁舎で開催。女川原発増子所長代理と
資源エネルギー庁原発立地対策広報室長補佐が説明、石巻市民の会の日下さんが反対意見。
12.21 「プルサーマル問題を考える宮城県連絡会」
、民主・社民党県議同席のもと、中間とりまとめの中止を
求める申し入れ書を、今野県環境生活部長に提出。5 名参加。
12.22
石巻市、第 3 回「プルサーマル市民勉強会」
、小出裕章京大原子炉実験所助教が「苦し紛れの策」
「安
全性を低下させるプルサーマルはやらない方がいい」と批判、市民代表の委員と意見交換。
12.24 原子力安全委員会、女川原発プルサーマル計画の保安院による１次審査結果は「妥当」と答申。
第 5 回「安全性検討会議」
、プルサーマル計画を「安全上問題ない」とする検討結果をまとめ中間報告。
県と女川町、
「安全性は確保できる」と表明。石巻市、
「市民勉強会」を開催中であることから「現時点
で自治体の見解を出すことは差し控える」と発表。
12.25 「プル連絡会」
、県庁で記者会見、『耐震安全性評価も終わらない女川 3 号機のプルサーマル計画を「妥
当」とした国の審査に抗議する！』声明を発表。5 名参加。
２０１０年
1.8 経済産業省、3 号機のプルサーマル実施に係る原子炉設置変更を許可。9 原発 10 基目。
1.26 風の会、村井県知事宛てに『女川原発 3 号機のプルサーマルの安全性に係る自治体の見解（案）に対す
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る疑問及び意見書』を送付。
1.31 経済産業省主催の初の『プルサーマルの必要性、安全性及び耐震バックチェックに関する住民説明会』
、
女川町生涯教育センターで開催。約 470 名の住民が参加。
2.2 資源エネルギー庁、プルサーマル受け入れ県に最大 30 億円の新交付金と、自治体に通知。
2.24 「プル連絡会」
、民主加賀県議、社民党本多・岩淵県議同席のもと、
『プルサーマルの導入に宮城県は同
意しないことを求める』申し入れ書を、横山県環境生活部次長に提出し交渉。8 名参加。
3.7 3 者協議でプルサーマルに同意。
「プルの会」抗議声明を送付。
3.17 県議会、プルサーマル推進意見書可決。反対、改革みやぎ（民主）3 人、社民党 4 人、共産党 2 人。賛
成、自民党・県民会議 37 人、改革みやぎ 9 人、公明党 4 人、21 世紀クラブ 1 人。
3.18 村井知事、県庁で髙橋東北電力社長にプルサーマル計画を了解する回答書。女川町・石巻市も。
6.5 宮城県護憲平和センター、プルサーマルの「疑問」に答える講演会『子孫に贈るのは、どっち？ 放射性
「廃物」
』
、講師小出裕章さん（京都大学原子炉実験所助教）
、ハーネル仙台、120 名が参加。
6.15 東北電力、
1 号機の原子炉圧力容器再循環入口ノズル配管の溶接継手部で発見されたひび
（長さ30ミリ、
深さ 5.2 ミリ）について、国の健全性評価制度（維持基準）を初適用し継続使用すると保安院に報告。
（7.5、保安院、補修せず継続使用するとした東北電力の報告を妥当と発表。
）
6.29 東北電力株主総会、株主の会 8 名参加。提案 6 議案（255 株主 330,500 株）
。2 時間 30 分。
7.3 プルの会、報告集会『プルサーマル 今、現地で何が…―玄海、高浜、福島そして女川―』
、仙台市中央
市民センターで開催。
7.9 6 日に原子炉を再起動したばかりの 1 号機で、緊急炉心冷却装置（ＥＣＣＳ）の高圧注水系タービン主
蒸気止め弁付近から水漏れ事故。
8.27 風の会、東北電力に「核物質防護と情報公開・宮城県原子力担当職員の天下り・高速増殖炉開発・プル
サーマル・再循環系配管のひび割れについて」31 項目の公開質問状を提出。
10.26～31 「原発被曝労働者を追って」樋口健二写真展（仙台実行委主催）
、エル・パーク仙台展示ギャラリ
ー（三越仙台店 5 階）
、500 名が来場。10.30 樋口健二さん講演会「原発被曝労働者を追って―その実態
と救済を求めて」
、東京エレクトロンホール宮城 401 会議室、90 名が参加。
11.27 県・石巻市・女川町主催「プルサーマルシンポジウム」、女川町生涯教育センター開催。
11.28 『ミツバチの羽音と地球の回転』上映会＆鎌仲ひとみ監督講演会 in 仙台（いわてみやぎ上映実行委員
会主催）
、せんだいメディアテークで開催、229 名が参加。
12.15 風の会 5 名、東北電力と 10 月４日付「公開質問書」回答の説明を求め、交渉。
２０１１年
1.11 東北電力、3 号機原子炉水への放射能漏えい燃料集合体の位置をほぼ特定したとする調査結果を発表し、
運転を強行。

●女川原発アラカルト 2011 年 3 月 11 日～
【２０１１年３月】11 日（金） 14 時 46 分、東北地方太平洋沖地震（Ｍ９.０）が発生。運転中の 1・3 号機及
び、定検のため 14 時から原子炉を起動中の 2 号機は、
「地震加速度大」信号により原子炉が自動停止。地震直
後に最大加速度値を表示する保安確認用地震計（１号機原子炉建屋地下 2 階に設置）が、567.5 ガルを観測。1
～3 号機、燃料プール、原子炉建屋等で水漏れ。
1 号機、起動変圧器の故障により外部電源供給が停止し、非常用ディーゼル発電機が自動起動し電源供給。屋
外ボイラー用重油タンクが津波で倒壊。タービン建屋地下１階高圧電源盤から 15 時 30 分ごろ出火、自衛消防
隊が消火活動、22 時 55 分消火を確認。12 日 0 時 58 分、原子炉 100℃未満の冷温停止状態。
2 号機の原子炉建屋地下 3 階非管理区域にある補機冷却系の熱交換器室に海水が浸水し、冷却水ポンプモータ
が故障し、非常用ディーゼル発電機（Ｂ）および高圧炉心スプレイ系用非常用ディーゼル発電機が起動停止。
外部電源および非常用ディーゼル発電機（Ａ）の起動により電源を確保。16 日 10 時 30 分、海水の排水を完了。
3 号機、タービン建屋ブローアウトパネルが外れ。燃料プール内に異物。12 日 1 時 17 分、原子炉 100℃未満
の冷温停止状態。
女川原発から 8ｋｍしか離れていない女川町内にあった事故時対策拠点（オフサイトセンター）の県原子力
防災対策センターが、東日本大震災による津波の直撃で壊滅。国の保安検査官事務所の所長や県職員ら数人が
行方不明。隣接の県原子力センターも壊滅し、放射性物質測定機器 4 台も使用不能になり、7 カ所の放射線測定
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ポイントの全てが測定不能。
12 日（土） 東京電力福島第一原発１号機の原子炉建屋で水素爆発（15:36）
。
14 日（月） 東京電力福島第一原発３号機の原子炉建屋で水素爆発（11:01）
。
15 日（火） ２号機の圧力抑制室で水素爆発（06:10）
。４号機の使用済み燃料プールで水素爆発（06:14）
。
【４月】1 日（金） 風の会とわかめの会、ヨウ素剤の配布準備と放射能監視体制の強化を求める「福島原発震
災についての緊急要望書」を県に提出し、記者会見。
１号機の非常用ディーゼル発電機（Ａ）を点検したところ、所内の電源に接続できないことが判明。別のディ
ーゼル発電機（Ｂ）を起動させ、約 10 時間半後に復旧。18 日、保安院、女川原発の非常用発電機損傷を、事故
評価尺度（ＩＮＥＳ）で「レベル０＋」と暫定評価し、原子力安全委員会に報告。
5 日（火） 社民党県連、東北電力と県に女川原発の被災状況等の情報公開を求める申し入れ。
7 日（木） 東北電力、国に「11.3.11 地震観測記録の分析および津波の調査結果」を報告。1、2、3 号機で、06
年に改定された国の耐震指針に基づき 08 年 3 月に引上げた、耐震設計で想定した基準地震動 Ss に対する最大
応答加速度値を南北・東西・垂直方向で超える揺れの強さを記録（例えば、３号機基礎版上は南北方向で想定
が最大加速度 512 ガルに対し観測は 573 ガル）。津波高さも最大 13 メートルと想定の 9.1ｍを超えていた。
深夜 23 時 32 分、宮城県沖を震源とする余震（Ｍ7.1）が発生し仙台市内で震度６強を観測。女川原発では、
点検中の１回線を除く外部電源４回線のうち３回線が遮断され、残った１回線で原子炉等の冷却を継続（８日
中に２回線、10 日までに５回線が復旧）。使用済み核燃料貯蔵プールの冷却系統が自動停止し、再起動するま
で２号機が最大１時間 20 分間、1 号機が 52 分間、３号機が 58 分間、冷却機能が一時停止した。地震直後に最
大加速度値を表示する保安確認用地震計（１号機原子炉建屋地下２階に設置）が、上下方向で 476.3 ガルを観
測し、想定の 451 ガルを超えた。
8 日（金） 東北電力、3 月 30 日付「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」省令改正に伴い、経済産
業省原子力安全・保安院に女川・東通原発の原子炉施設保安規定変更認可を申請。
22 日（金） 東北電力、非常用発電設備の保安規定上の取り扱いに関する 4.9 保安院指示に伴う、女川・東通原
発の原子炉施設保安規定変更認可を申請。
24 日（日） ぶんぶんカフェ開催。50 数名参加。
25 日（月） 東北電力、4.13 保安院指示により「11.4.7 地震観測記録の分析の調査結果」を報告。２、３号機
で、耐震設計で想定した基準地震動 Ss に対する最大応答加速度値を鉛直方向で超える揺れの強さを記録（３号
機３階は想定が最大加速度 938 ガルに対し観測は 1333 ガル）。
26 日（火） 村井知事、安住女川町長、亀井石巻市長等、女川原発へ震災後初の立ち入り調査。安全確保に注文
をつけながらも、原発の必要性は理解。
【５月】1 日（日） 反原発デモ in 仙台に 150 名、仙台プレカリアート労働組合（準）主催。
11 日（水） 女川原発で地震と津波を想定した緊急安全対策訓練。
12 日（木） 東北電力、3 月期決算を発表。震災関連特別損失 1093 億円計上のため、２年ぶりの赤字 337 億円。
特別損失の内訳は、原町・仙台・新仙台火力発電所修繕費約 380 億円、配電設備修繕費等約 140 億円、原発点
検費用約 125 億円。変電設備、沿岸部を中心に延べ計 80 ヶ所が被災。配電設備の損傷は２万ヶ所以上。
16 日（月） 東北電力、4.15 保安院指示により、「外部電源の信頼性の確保について」報告。女川原発の浸水防
止策として防潮堤（高さ３ｍ）や防潮壁を新設すると発表。18 日には、3.30 経産大臣指示により、「緊急安全
対策の実施について」の報告。高台に大容量電源装置（4000 ㌔㌾㌂）３台を設置すると発表。
17 日（火） 母親たち「5 年後、10 年後こどもが健やかに育つ会」を立上げ、要請書を仙台市教育委員会に提出。
18 日（水） 県、丸森町営牧場の牧草から 1530 ベクレル/㎏（国の許容値 300 ㏃の５倍）の放射性セシウムが検
出されたと発表し、県内全域の畜産農家に対し、牧草の使用自粛を要請。11 日に、丸森町、仙台市、大崎市、
栗原市の４か所でモニタリング調査。
19 日（木） 東北電力、１号機の２台ある非常用ディーゼル発電機のうち 4 月 1 日の点検で故障が判明した１台
の修理が完了したと発表（原因は調査中）。保安院に、女川原発の組織整備に係る原子炉施設保安規定変更認
可申請（6.15 経産大臣、変更を認可）。
21 日（土）22 日（日） 風の会、放射線測定器「インスペクター＋」で丸森町～仙台市間の県南鉄道沿線 50 カ
所で放射線測定。
30 日（月） 東北電力、東日本大震災による 1 号機の重油貯蔵タンク倒壊・タービン建屋地下 1 階高圧電源盤火
災・非常用ディーゼル発電機（Ａ）機能喪失、２号機海水浸水による原子炉補機冷却水系（Ｂ）系・海水系（Ｂ）
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系および高圧炉心スプレイ補機冷却水系機能喪失 4 件の原因と対策、主要設備 55 件の被害、他約 570 件合計約
630 件の被害を確認したと発表。
31 日（火） 東北電力、原発の耐震安全性評価で活動性を否定した断層等の情報（4.28 指示）および点検・評価
計画書（4.26 指示）を保安院に提出。
【６月】1 日（水） 4.9 保安院指示に伴う、女川原発の非常用発電設備の取り扱いに関する原子炉施設保安規
定変更を経済産業大臣が認可。
県、山元町採草地（570 ベクレル/㎏）と気仙沼市営放牧場（480 ㏃/㎏）の牧草から基準（300 ㏃）超す放射
性セシウムを検出と発表。栗原市、空間放射線量測定に加え、牧草や学校の土壌等も独自測定すると発表。
2 日（木） 気仙沼市、計測器等を購入し放射線測定を独自に実施すると発表。
3 日（金） 県、大河原町と大崎市で牧草から放射性セシウム検出で説明会を開催。それぞれ 320 人と 500 人が
出席。県農協中央会、東京電力との賠償協議会を 13 日設立と報告。
7 日（火） 仙台弁護士会、小林圭二氏（元京都大学原子炉実験所講師）講演会「原発震災の現状と展望」
、仙台
弁護士会館４階大会議室で開催。
8 日（水） 仙台市、全ての小中高、幼稚園など 499 施設での空間放射線量測定を開始。丸森町、小中学校全 13
校と保育所・児童館 7 カ所に放射線測定器を配備し毎日計測。多賀城市、2 小学校で放射線量測定を開始。
9 日（木） こどもが健やかに育つ会、県議会に、県内放射線量などの正確な情報公開を求める請願書を提出。
10 日（金） 角田市、小中全 11 校で屋外の水泳授業中止。県、県営広域水道、工業用水道の浄水場 5 カ所の泥
からセシウム等の放射性物質を検出と発表。
11 日（土） 「脱原発 100 万人アクション＠仙台」（6・11 仙台脱原発デモ実行委員会主催）、錦町公園から市
内を脱原発を訴えて 400 名がデモ行進。
13 日（月） あいコープみやぎ、田中優さん（未来バンク理事長）を講師に、原発に頼らない社会へ「原発事故
と放射能汚染」問題学習会、仙台弁護士会館で開催。400 名参加。
三陸の海を放射能から守る岩手の会・PEACE LAND・荒木牧場、東北電力に「原発を稼働させるな」要望書を
提出。同じく、あいコープみやぎ、
「女川原発、東通原発の廃炉」要請書を提出。20 名参加。
14 日（火） 東北電力、原発のシビアアクシデント対策（6.7 指示）を経済産業大臣に報告。
17 日（金） 県父子の会、放射能から子どもを守るためのガイドライン策定を求める要望書を県と仙台市に提出。
19 日（日） 三陸・宮城の海を放射能から守る仙台の会（わかめの会）
、ドキュメンタリー映画「ヒバクシャ 世
界の終わりに」上映会（鎌仲ひとみ監督 2003 年）
、仙台弁護士会館。250 名が参加。
21 日（火） 石巻市、全 64 小中学校の放射線測定を開始。
29 日（水） 東北電力㈱第 87 回定時株主総会、脱原発東北電力株主の会、
「原発廃止」等の 3 議案の株主提案。
232 株主（289,200 株）
。最長の 4 時間 7 分。
丸森町、東北大の協力で耕野小の校庭の表土除染作業。
【７月】1 日（金） 県、放射線量測定方針に関する県内 35 市町村への初めての説明会を開催。丸森町、課長級
の原発事故対策専門官を新設。
7 日（木） 東北電力、原発の外部電源受電「開閉所」の耐震性評価（6.7 指示）を保安院に報告。8 日東北電力、
国への 3.11 津波調査報告で、襲来時に女川原発の冷却用取水が 2～3 分断絶していたと報告。
19 日（火） 県、放射性セシウムに汚染された県産稲わらが肉牛に与えられていた問題で、事故後収集された稲
わらが福島等６県の肥育農家に販売されたと発表。栗原市の業者が販売した稲わらから最大 3 万 4000 ㏃/㎏、
暫定規制値の 25.7 倍を検出。県、やっと「東京電力福島第一原発事故対策本部」を設置。
25 日（月） 株主の会 6 名、東北電力の「説明の場」で 36 名の課長等と討論。
村井知事、18 歳以下の全県民の甲状腺検査などの健康調査の実施を求める要望書を、国に提出。
28 日（木） 政府、原子力災害対策特別措置法に基づき、宮城県産肉牛の出荷停止を県に指示。
（8 月 19 日解除）
東北電力、女川原発の 3.11 と 4.7 地震の分析・評価と重要設備の耐震性に関する評価結果を保安院に報告。
29 日（金） 東北電力、経済産業省が昨年 1 月 31 日に女川町で開催した女川原発３号機のプルサーマル説明会
への参加を社員等に要請したことを公表。参加者 531 人の内、電力関係者 60 名が出席。
30 日（土） 「ノーニュークス・アジアフォーラム 2011－福島原発震災の真実を世界に伝える」で来日した台湾
の人達を、女川津波被害・女川原発現地調査に案内。夜、法運寺で仙台交流会を開催。45 名参加。
【８月】4 日（木） 南相馬桜井市長、浪江・小高原発建設計画を拒否し、
「電源立地等初期対策交付金」を辞退。
南相馬市、東京電力と東北電力の 6 月株主総会で、株主として脱原発提案に賛成。
5 日（金） 小出裕章氏（京都大学原子炉実験所助教）講演会「3.11 から始まったこと―東京電力福島第一原発
原発震災を生きる私たちへの提言」
（主催□小出さんをよぶ会 in 仙台）
、ハーネル仙台。600 名参加。
6 日（土） 『ミツバチの羽音と地球の回転』いしのまき上映会 －え？電気会社って選べるの？－、 石巻市立
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町 POPEYE＆OLIVE、石巻 LOVE EARTH おしゃべり会、地球とともに主催で開催。
8 日（月） 東北電力、1･2･3 号機の保全計画を保安院に提出、9 月 10 日から 1･3 号機で定期検査を開始と発表。
11 日（木） 栗っこ農協、放射能汚染から農業と地域を守る緊急要請集会を開催。生産者ら約 500 人参加。出席
した東京電力担当者に賠償金の早期支払いを求める要請書を手渡し。
15 日（月） 崎山比早子さん講演会「子どもたちを放射能に晒さないで！－核と人間は共存できない」
、仙台市
自治労会館、第 30 回 8・15 戦争を阻止する母親の平和行進実行委員会主催で開催。
18 日（木） 栗原市、小中など全 72 校の空間放射線量の測定結果を公表。鳥矢崎小の体育館西側等で 6.9μ㏜/h。
仙台市教育委、市立小中のプール汚泥廃棄場所の空間放射線量が、最大 1.46μ㏜/h 計測されたと発表。
19 日（金） 東北電力、２・３号機の蒸気タービンの動翼に、最大で深さ約 3 ミリの傷を発見と発表。
30 日（火） 「子どもたちを放射能から守るみやぎネットワーク」
、子どもの内部被曝対策に関する要望書を県
に提出。仙台弁護士会、放射線モニタリングの強化を県等に求める会長声明を発表。
【９月】4 日(日) とめよう戦争への道！百万人署名運動・宮城県連絡会、「さよなら原発 9･4 みやぎ大集会｣、
講師山□幸夫さん（原子力資料情報室共同代表）、仙台市戦災復興記念館。70 名参加。
11 日（日） 東北大学片平キャンパスで集会の後、9･11 仙台大規模脱原発デモ行進。80 名参加。
19 日（祝） 「原発にさようなら５万人集会」
（主催□さようなら原発 1000 万人アクション実行委員会）が東京
明治公園で開催され、６万人が都内を３コースでパレード。
【１０月】2 日（日） 六ラプ東日本市民サミット緊急企画－講演会「原発のない社会へ！踏み出そう東北～福
島、六ヶ所を語る」講師広河隆一さん（
「DAYS JAPAN」編集長）＆永田文夫さん（
「三陸の海を放射能から守る
岩手の会」世話人）
、仙台弁護士会館。主催実行委、200 名参加。
15 日（土） 政治を考える女性の会、「脱原発社会へ～今、私たちは何をするべきか～」、エルパーク仙台セミ
ナーホール。パネラー長谷川公一さんと中田俊彦さん（東北大教授）。
「放射能汚染・被害からいのちと健康を守り原発ゼロを目指す県民集会」
（実行委員会主催）
、仙台市錦町公
園で開催、約 300 人が参加。
18 日（火） 政治を考える女性の会等 16 団体が、県庁で村井知事に、
「脱原発社会をめざし、再生可能なエネル
ギーへの転換を求める要望書」を提出。子どもの健康被害に特別な配慮を行うこと等を求めた。
【１１月】1 日（火） 宮城県議会議員選挙立候補者に宮城県のエネルギー政策等についてご意見を聞く会（賛
同 19 団体）、県庁で記者会見、放射能被害や女川原発再稼働問題等のアンケート結果を公表。5 名参加。
13 日（日） 「さよなら原発 1000 万人アクション in みやぎ」
、仙台市勾当台公園野外音楽堂で開催。李政美、
苫米地サトロ他が熱唱。署名活動の後、15 時より市民ウォーク。約 300 名参加。
女川町議会議員選挙（定数 12 人）
、阿部美紀子さんが「女川原発廃炉」を訴え 288 票で初当選。共産党現職
2 人も当選。
23 日（水） みんなの放射線測定室「てとてと」
、オープンイベント開催。
26 日（土） カトリック正義と平和仙台協議会、学習会「原発や放射能って本当はどうなの？」風の会篠原代表
を講師に、カトリック元寺小路教会１階ホールで開催。30 名参加。
小さき花 市民放射能測定室仙台（代表者 石森秀彦）開設。
【１２月】4 日（日） 子どもたちを放射能から守るみやぎネットワーク、今中哲二講演会「放射能汚染のリス
クを自分で考える―5 年後 10 年後を見据えて―」
、丸森町で開催。
県、丸森町筆甫、耕野両地区の子ども 83 人を対象に、甲状腺検査を実施。
9 日（金） 東北電力、3.11、4.7 地震の女川原発でのはぎとり解析結果を発表。一部周期で基準地震動Ｓs（580
ガル）を上回る揺れ（東西方向で 636 ガル）を確認。

●2012 年
【１月】6 日（金） 日本教育公務員弘済会宮城支部主催の会議で、
「福島原発事故と子どもたちの未来」と題し、
風の会篠原代表が記念講演。
28 日（土） 新エネルギーを考える会、「女川原発を語る集会」、大崎市田尻農村改善センター。
29 日（日） 風の会「会員・協力者の集い」
、仙台市戦災復興記念館和室で開催。49 名参加。
【２月】12 日（日） 「第 3 回六ヶ所村ラプソディー東日本市民サミット」～これ以上被災地に放射能を垂れ流
すな！いまこそ再処理工場の稼働中止の決定を！（主催実行委）
、仙台市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、150 名参加。
19 日（日） 《おとのわ》
（主催／おとのわプロジェクト）
、Rensa（レンサ）を会場に開催。約 600 名参加。
25 日（土） 仙台弁護士会、
「原発から撤退を求める」決議を採択。

18

29 日（水） 県内 35 団体、
「子どもたちと妊産婦を放射能から守るための体制の確立を求める請願書」を中村功
県議会議長に直接手渡し、共同提出。記者会見。
【３月】4 日（日） 5 年後 10 年後の子どもたちが健やかに育つ会 せんだい・みやぎ、
「未来のこどもたちの
笑顔のために」パネルディスカッション＆ライブ、のびすく泉中央。約 200 名参加。
13 日（火） 岩沼市議会、
「女川原発の再稼働を行わないことを求める意見書」採択。
17 日（土） 大崎市鹿島台地域に、
「女川原発の廃炉を求める会」発足。代表は旧鹿島台町長鹿野文永氏。
20 日（祝） 『ＳＴＯＰ！女川原発 3.20 アクション』
、仙台市錦町公園で開催。約 1000 名参加。
23 日（金） 美里町議会、
「女川原発の再稼働を行わないことを求める意見書」13 対１の賛成多数で可決。
【４月】14 日（土） あいコープみやぎ、
「第 4 の革命」上映会、仙台メディアテーク、360 名参加。
27 日（金） みやぎ生協、
「原発を全て廃止し、再生可能エネルギーを中心とした政策に転換すべきだ」とする
見解を発表。
【５月】20 日（日） 小さき花、仙台市民の放射能検査室かぜのたに、
「てとてと」
、仙台・いわき食品放射能計
測所「いのり」共催『生活の中の放射能 教えて！矢ケ崎先生』
、講師矢ケ崎克馬氏（琉球大名誉教授）
、支倉
学園ドレメファッション芸術専門学校 6 階ホール、女性を中心に約 180 名が参加。
【６月】2 日（土） 「子どもたちを放射能汚染から守り、原発から自然エネルギーへの転換をめざす女性ネッ
トワークみやぎ」結成の集い、仙台市シルバーセンター交流ホール。女性約 300 名参加。県内各地からの報告、
長谷川公一さん（東北大教授）記念講演「子どもたちの笑顔のために…原発から自然エネルギーへ」
。
3日（日） 小出裕章さん講演会「知っておきたいホントの放射能のこと」主催 栗原市民講座実行委（後援 栗
原市・栗原市教育委員会・JA栗っこ・大崎タイムス他）
、栗原文化会館大ホール、約900名が参加。
5日（火） 杜の市民力、風の会等９団体、東北電力大株主の仙台市に、女川原発再稼働凍結と廃炉を求めるなど
の公開質問状を提出。
7日（木） 震災停止中の１号機、原子炉建屋天井クレーン走行部軸受に損傷を確認。
25日（月） 「子どもたちと妊産婦を放射能から守るための体制の確立を求める請願」
、92団体再提出。
27 日（水） 東北電力株主総会、株主の会、101 項目の事前質問書と株主提案（261 名 354,000 株）
。
28 日（木） 日本基督教団東北教区、広瀬隆さん緊急講演会「こどもたちのいのちを守るために―福島原発事故
が問うこと―」
、青葉荘教会で開催、29 日との両日で約 330 名参加。
登米市議会、
「女川原発の再稼働を行わないことを求める意見書」を賛成多数で可決。
【７月】4 日（水） 請願、県議会保健福祉常任委員会で全会一致で採択。6 日、本会議で全会一致で採決。
14 日（土） 名取文化会館で開かれた「電磁波と放射線問題を学ぶ市民の集い」
、
「子どもの健康を考えてみませ
んか」の演題で、風の会篠原代表が講演。102 名の参加。
16 日（海の日） 「さようなら原発 10 万人集会」
、東京代々木公園で開催。全国から 17 万人が参加。
20 日（金） 第１回「大飯を止めろ！女川再稼働するな！子供を守れ！汚染はいらない！脱原発みやぎ金曜デモ
（略称：脱原発みやぎ金曜デモ）
」
、主催みやぎ金曜デモの会、ツイッター等の呼びかけで約 250 名参加。
株主の会 8 名、東北電力の「説明の場」で 37 名の課長等と討論。
●5 月 12 日以降、宮城県の検査で放射性セシウムが国の基準値 100 ㏃/㎏を超えた為、政府が原子力災害対策特
別措置法に基づき、出荷停止を県に指示した食品。
【ゼンマイ】5月17日大崎市。
【原木シイタケ（露地）
】5月18日大衡村産。
【タケノコ】6月29日栗原市産。
【天然ウグイ】5月18日気仙沼市大川、5月28日北上川全域。
【天然イワナ】5月14日仙台市大倉川（大倉ダム上流）と名取川（秋保大滝上流）
、5月24日栗原市三迫川と蔵王町
松川、5月28日栗原市二迫川と大崎市江合川、6月22日栗原市一迫川と川崎町碁石川。
【野生イノシシ肉】5月22日角田市、丸森町、山元町、6月25日大崎市、栗原市。
【ツキノワグマの肉】6月25日大崎市、栗原市、加美町、色麻町。
【ヒラメ】5月30日金華山以南の海域。
【クロダイ】6月28日金華山以南の仙台湾。
（7月6日、県、東松島市浜市沖で2日に捕れたクロダイから3300㏃/㎏の放射性セシウムを検出と発表。
）
【８月】5 日（日） 涌谷町で「女川原発の再稼働に反対する会」結成集会。約 90 人参加。
19 日（日） 田尻農村環境改善センターで開かれた「放射能が子どもたちに与える影響を学ぶ市民のつどい」で
風の会篠原代表が講演。20 名の参加。
26 日（日） 「福島原発告訴団・東北」説明会、仙台情報・産業プラザで開催。武藤類子告訴団長の講演と弁護
団から説明。約 50 名参加。
19

女性ネットみやぎ、
『河北新報』朝刊に、
「子どもたちに原発のない社会を！」の全面意見広告掲載。
【９月】12 日（水） 涌谷町議会、
「女川原発の再稼働を行わないことを求める意見書」を賛成多数で可決。
13日（木） 東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センターと原発問題住民運動県連絡センター、女川原発再
稼働反対の約1万6000人分の署名（2度目計約56,000人分）を県に提出。
仙台市泉区虹の丘の社会学級で、
「放射能の現状と私たちの健康」と題し篠原代表が講演。40 名参加。
15日（土） 食・緑・水を創る宮城県民会議、
「放射能被害を語る宮城県民の集い」仙台サンプラザ大ホール、今
中哲二さん（京都大学原子炉実験所助教）講演「原子力と放射能被害：広島・長崎から福島まで」
。約1500名参
加。終了後、アピール行進。
29日（土） 「輝かせたい憲法第九条－第8回シンポジウムと平和巡礼in仙台」
（宗教者九条の和主催）
、仙台市カ
トリック元寺小路教会、所源亮（一橋大学特任教授）基調講演「原発と憲法九条－広島原爆10万倍の放射能と
どう向き合うのか」
、終了後市内を平和巡礼。約150名参加。
泉パークタウン九条の会、
「福島原発事故と子どもたちの未来」風の会篠原代表が講演。仙台市泉区桂市民
センター、25名参加。
30日（日） 美里町と町議会主催の「平和を考えるつどいin美里－人間は核と共存できない核廃絶と脱原発へ」
が町文化会館で開催。約600名参加。
【１０月】1 日（月） ふくしま集団疎開裁判仙台アクション、夜の講演会に約 130 名参加。
4 日（木） 東松島市議会、
「女川原発の再稼働を行わないことを求める意見書」を賛成多数で可決。
20 日（土） 女川原発再稼働ストップの会、
「女川原発再稼働ストップ町民大集会 in みさと」
、公民館で開催、
佐々木美里町長や町議を含む約 180 名の町民が参加。町内をアピール行進。
【１１月】3 日（祝） 「女川原発の再稼働を許さない！2012 みやぎ秋のつどい」
（実行委主催）
、仙台市元寺小
路教会、約 300 名参加。午前、
『主権在民～フクシマから東海村へ』上映会、午後、田中三彦さんが『福島原
発事故の実態と女川原発再稼働の問題点』講演、県内自治体関係者からの発言。
15 日（木） 福島原発告訴団、業務上過失致死傷容疑で、東京電力幹部ら 33 人の告訴状を福島地検に、告訴人
約 1 万 3200 人の署名を付けて提出。6 月に続く２次告訴。
26 日（月） 子どもを守ろう！ふくしま集団疎開裁判仙台アクション公開円卓会議に約 50 名参加。
【１２月】8 日（土） 東北学院大学学長室主催で、小出裕章氏講演会「福島原発事故に関して若い人たちに対
するお詫びと期待」
、土樋キャンパスで開催。
9 日（日） わかめの会とぶんぶんカフェ、
「僕が見た福島市」福島市高校教員赤城修二さんのお話会、仙台市市
民活動サポートセンター、約 60 名参加。

●2013 年
【１月】7 日（月） 日本教育公務員弘済会宮城支部、
「放射能汚染地域に住む子供たちの放射線防護～宮城県子
供の被ばく線量調査研究でわかったこと」吉田浩子さん（東北大大学院薬学研究科）講演会。
16 日（水） 風の会 8 団体の連名で、
「宮城県地域防災計画（原子力災害対策編）の修正に関する要請と公開質
問状」を県に提出。記者会見。
27 日（日） 「内部被ばくを生き抜く」上映＆鎌仲ひとみ監督トークライブ、エルパーク仙台ギャラリーホール、
東北上映実行委員会主催で開催。
29日（火） 美里町、町防災会議で、原子力災害対策編の総則の計画目的に「女川原発の再稼働を容認するもの
ではなく今後、完全に廃炉となるまでに発生する可能性のある原子力災害に備える」と明記した案を提示。
30日（水） 風の会等8団体の連名で16日に提出した「公開質問状」に、県が文書（1月25日付）で回答。原子力
安全対策課等と交渉。16名参加。
【２月】9 日（土） 女川原発の再稼働を許さない！2013 みやぎアクション、
「住民の安全は守られるのか～女
川原発防災計画の問題点を考える～」
、講師末田一秀さん（原子力防災ハンドブック共著者）
、
「福島県富岡町
から避難して」猪狩俊幸さん（元富岡町職員）のお話し、仙台市市民活動サポートセンター、約 100 名参加。
23 日（土） ドキュメンタリー映画２作品上映会「24,000 年の方舟」
「シェーナウの想い～自然エネルギー社会
を子どもたちに～」が、セイブ．com 主催で右岸の羊座で開催（～24 日）
。
みどり宮城、
「脱原発・エネルギーシフトは可能だ！～欧州・国内の最新事例に学ぶ」山下紀明氏講演会、
仙台市戦災復興記念館で開催。
26 日（火） 民主教育をすすめる宮城の会、風の会等 18 団体の連名で、
「放射性物質汚染廃棄物処理に関する申
し入れ」を県に提出。11 名参加。記者会見。
【３月】1 日（金） 脱原発ひまわりネット、県地域防災計画原子力災害対策編について、県に公開質問状提出。
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3 日（日） 「春よ来い！ひな祭りトーク＆ウォーク～子どもたちに放射能のない未来を～」
（実行委主催）
、勾
当台公園で開催。
6 日（水） 女性ネットみやぎ学習会「福島原発事故の放射能と子どもたちは、今、どうなっているのか？」
、風
の会代表篠原さんを講師に、フォレスト仙台会議室で開催。35 名参加。
10 日（日） 原発なくせ、再稼働反対大崎連絡会、
「脱原発 大崎 demo（デモ）
」集会、大崎市古川のあさひ中央
公園で開催。約 50 名参加。
16 日（土） 2013 みやぎアクション、
「福島原発事故を忘れない 女川原発再稼働を許さない！3.16 みやぎアク
ション」
、仙台市錦町公園、約 700 名参加、市内デモ。夜、
「福島に寄り添い、福島を忘れない！みやぎの集い」
、
仙台市民会館展示ホール、特別講演「福島事故まで何故行きついたのか？」佐藤栄佐久さん（前福島県知事）
や福島の被災者の方 3 名が発言。約 300 名参加。
23日（土） 美里町、防災講演会「脱原発・エネルギーシフトは可能だ！」
、町東地域交流センターで開催。講師
はNPO法人環境エネルギー政策研究所研究員の古屋将太氏。
28日（木） 東北電力、やっと浪江・小高原発の新設計画の撤回を表明。特別損失180億円。
東北電力、岩手県と女川・東通原発の「原子力発電所に係る県民の安全確保のための情報連絡等に関する協
定書」を締結したと発表。
29日（金） 東北電力、1～3号機の原子炉建屋に手動ベント（排気）装置の設置工事が完了と発表。
【４月】28日（日） 「さようなら原発inいしのまき2013」
（実行委主催）
、石巻中央公民館大ホールで開催。午
前の部では出店・音楽会が、午後、
「母と子のための被ばく知識～食品汚染・内部被ばくから身を守る～」崎
山比早子さん（医学博士、高木学校）が講演。延べ300名参加。
ドキュメンタリー映画「フタバから遠く離れて」上映会、せんだいメディアテーク７階スタジオシアターで
開催。主催仙台上映実行委員会。130 名参加。
【５月】12 日（日） 「風の会 会員のつどい」
、仙台市戦災復興記念館 4Ｆ第 2 会議室。25 名参加。
21 日（火） 丸森町筆甫地区住民 698 人、原子力損害賠償紛争解決センターに、福島と同等の賠償（精神的損害
慰謝料差額分 7024 万円）を求めて、裁判外紛争解決手続き（ＡＤＲ）申し立て。
25 日（土） 女性ネットみやぎ結成一周年のつどい、仙台市宮城野区文化センター、報告と講演「私はなぜ原発
に反対するのか」鹿野文永さん（元鹿島台町長）
、ナターシャ・グジーさんのコンサート。360 名参加。
29 日（水） 東北電力、現在の約 3ｍから約 15ｍ（海抜約 29ｍ）まで防潮堤（約 800ｍ）をかさ上げする工事を
開始。2015 年度完成予定。
【６月】3 日（月） 仙台市秋保・石神町内会、東北電力大株主である奥山仙台市長に、
「仙台市のエネルギー政
策の転換を求める要望書」と「質問書」提出。脱原発株主提案議案に賛成するよう要望。
6 日（木） 仙台市、東北電力と「女川原発における事故等の通報連絡等に関する協定書」を締結。
9 日（日） 風の会公開学習会「原発廃炉で電気料金の値上げは止まる」
、杉山丞さん（東北大学特任教授）を講
師に開催。29 名参加。
17 日（月） 「放射能被害から子どもたちを守るふくしま集団疎開裁判報告会～集団疎開裁判の今後と原発事故
子ども・被災者支援法」
（仙台アクション主催）
、仙台市市民活動サポートセンター、40 名参加。
25 日（火） 東北電力、2・3 号機のフィルター付格納容器ベント（排気）装置の設置工事を開始。
26 日（水） 東北電力株主総会、株主の会、脱原発株主提案と事前質問書で質疑。3 時間 17 分。
28 日（金） 県保険医協会、
「女川原発再稼働をめぐって」講師小野寺信一弁護士、保険医協会研修室。
30 日（日） 「矢ケ崎克馬先生とのお話会 in 仙台」
（実行委主催）
、仙台市戦災復興記念館、42 名参加。
【７月】8 日（月） 女川原発 30 ㌔圏内にある登米、東松島、涌谷、美里、南三陸の５市町長による「ＵＰＺ（緊
急時防護措置準備区域）関係自治体首長会議」第１回会合、美里町で開催。代表幹事に布施登米市長を選出。
18 日（木） 脱原発東北電力株主の会 8 名、東北電力の「説明の場」で 36 名の課長等と討論。
27 日（土） 「テロにも戦争にもＮＯを！」の会、ドキュメンタリー映画「放射線を浴びたＸ年後」
「映画 日本
国憲法」特別上映会、せんだいメディアテーク 7F スタジオシアターで開催。
28 日（日） 「みやぎ脱原発カー デビュー記念 No Nukes day in Sendai」
、仙台市勾当台公園野外音楽堂、実
行委員会〈みやぎ脱原発カープロジェクト〉主催でにぎやかに開催。
【８月】11 日（土） 美里町の佐々木功悦町長、大崎市吉野作造記念館で開催された戦争と平和を考える講演会
で、脱原発への取組み等を講演。ふるかわ平和のつどい・九条の会主催で約 40 名参加。
18 日（日） 県連絡センター、
「女川原発再稼働反対風船プロジェクト」
、女川港、約 100 名参加。
22 日（木） 宮城、福島、栃木 3 県原告住民 19 人、
「子ども・被災者支援法」放置は違法と国を東京地裁に提訴。
【９月】2 日（月） ふるかわ平和の集い・放射能から子どもを守るふるかわ連絡会・女川原発の廃炉を求める
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鹿島台の会・舟形山のブナを守る会の 4 団体、地域防災計画（原子力災害対策編）に関し大崎市に要望書提出。
8 日（日）風の会・公開学習会 vol.2「活断層って、なあに？ －東通原発を例として」
、布原啓史さん（地質調査
会社勤務）を講師に、仙台市市民活動サポートセンター研修室で開催。29 名参加。
13 日（金） 丸森町、小学生～18 歳対象に内部被ばく検査等を行う町独自の健康調査実施の方針を表明。
15 日（日） 関西電力大飯原発４号機の停止で、
「稼働原発ゼロ」に。
19 日（木） 美里町、町役場等 36 施設の電力調達先を、東北電力から特定規模電気事業者（新電力）の日本ロ
ジテック協同組合（東京）に切り替え予定。年間電気代 850 万円の節約。
20 日（金） 登米市議会福島第一原発事故放射能汚染対策特別委員会、汚染稲わらなどの指定廃棄物の最終処分
場の早期建設を国に求める意見書を提案。25 日本会議で可決。
21 日（土） 仙台弁護士会、シンポジュウム『脱原発後の電力政策のあるべき姿～ドイツと比較して』仙台弁護
士会館 4 階大会議室、長谷川公一氏が「日本における再生可能エネルギーの現状と課題」
、千葉恒久氏が「市民
と自治体が先導するドイツのエネルギー政策」を講演。
22 日（日） STOP！原発再稼働！東北脱原発連絡会、盛岡で開催。27 名（宮城 10 名）参加。
29 日（日） 石巻・子どもの健康と未来を守る会、
『連歌・鳥の歌コンサート鎮魂そして未来の命のために』
、ナ
ターシャ・グジーさん（歌）と井上鑑さん（ピアノ）出演、石巻中央公民館大ホール、約 300 名参加。
【１０月】5 日（土） 女性ネットみやぎ、
『学習と交流のつどい～放射能汚染と向き合う私たちのくらし』
、仙
台弁護士会館 4 階大会議室、約 70 名参加。
12 日（土） 「原発事故子ども・被災者支援法宮城フォーラム」
（実行委主催）
、エルソーラ仙台大研修室、吉峯
真毅氏
（SAFLAN弁護士）
、
吉澤武志氏
（筆甫地区振興連絡協議会事務局長）
、
満田夏花氏
（国際環境NGO FoE Japan）
が発言。100 名参加。
25 日（金） 風の会等 9 団体、村井県知事宛「女川原発に関する申し入れ」を共同提出、9 名参加。
26 日（土） 「みやぎ原発損害賠償弁護団」
、福島県の被災者向け説明会を仙台弁護士会館で開催。
【１１月】9 日（土） みやぎアクション 2013 秋のつどい『原子力に依存しない社会をめざして ～福島原発事
故を教訓として～』
、佐々木功悦美里町長が講演。仙台弁護士会館、約 170 名参加。
11 日（月） 村井県知事、佐々木町長が「女川原発再稼働を認めない」と発言したことに対し、記者会見で、
「認
めないという権限は残念ながら美里町長にはない」
「ＵＰＺと再稼働を関連づける必要性はない」等と発言。12
日、佐々木美里町長、村井知事に「議論を封じるような発言に大変失望している」と文書送付したと公表。
16 日（土） 「船形山のブナを守る会 30 周年を祝う会」、鳴子温泉で開催、70 名参加。篠原弘典さん（仙台原
子力問題研究グループ）「おごりが起こした福島原発事故」と題して記念講演。
18 日（月） 2013 みやぎアクション（代表 鈴木宏一弁護士）
、
「美里町長には、町民の代表として『女川原発再
稼働を認めない』権限があります。県知事は、その権限を明確にした安全協定をＵＰＺ自治体と結ぶよう、東
北電力に働きかけてください。
」という緊急声明を発表。
22 日（金） 女川原発 30 ㌔圏の緊急防護措置区域（ＵＰＺ）に含まれた、登米市、東松島市、涌谷町、美里町、
南三陸町の 5 市町、東北電力や県と安全協定締結で非公開協議。佐々木美里町長などが、
「設備変更計画の事前
了承」
「
（運転停止を含む）適切な措置の要求」などを要求し、継続協議に。
22 日（金）23 日（土） わかめの会、ドキュメンタリー映画「福島 六ヶ所 未来への伝言」仙台上映会（監督
/島田恵）
、仙台市戦災復興記念館 4F 研修室、90 名参加。
27 日（水） わかめの会、島田恵写真展「核燃の村に生きる人々」
、エルパーク仙台展示ギャラリーで開催（～
12 月 1 日まで）
。約 300 名が来場。
28 日（木） 東北電力社長、
「基準地震動 1000 ガルへの引上げ」表明。
【１２月】1 日（日） 女川原発再稼働ストップの会（門田真理代表）
、美里町中央コミュニティセンターで第 2
回町民大集会を開催、町内アピール行進。町議等約 70 名が参加。
4 日（水） 放射能から角田を守る会（池田匡優代表）
、子どもの甲状腺検査の実施を求める要望書と 2126 人分
の署名簿を、大友角田市長に提出。
5 日（木） 大崎市議会、
「女川原発の廃炉を求める請願」を賛成多数（賛成 18、反対 15）で採択。
6 日(金） 第 66 回「脱原発みやぎ金曜デモ」
、ＳＴＯＰ！秘密保護法ネットワーク宮城と共催で、肴町公園から、
原発反対！特定秘密保護法案反対！の金曜デモ。500 人を超える人々が参加。
8日(日)
日本基督教団東北教区放射能問題支援対策室いずみ、西尾正道先生（独立行政法人国立病院機構北海
道がんセンター名誉院長）による甲状腺検診と講演会｢こどもたちの甲状腺検査から見えてきたこと｣、ノーバ
ル・ビル1階会議室と仙台青葉荘教会で開催。
14 日（土） 風の会公開学習会 vol.3「福島原発事故の背景～1 号機は設計ミスだった？～」
、講師石川徳春さん
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（仙台原子力問題研究グループ）
、仙台市市民活動サポートセンター研修室 5。37 名参加。
16 日（月） 脱原発ひまわりネット、県地域防災計画原子力災害対策編に関する公開質問状を県に提出。
17 日（火） 大崎市議会、「東北電力女川原発の再稼働を許さず、廃炉にすることを要請する意見書」を賛成多
数（賛成 20 名、反対 13 名）で可決。
19 日（木） 美里町議会、
「原発の再稼働をめぐる地元合意について『30 ㌔圏内』の自治体を含める事を求める
意見書」
「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」を全会一致で可決。
24 日（火） 風の会、県知事宛に「女川原発に関する緊急申し入れ」を提出。
25 日（水） 県防災会議原子力防災部会、県地域防災計画（原子力災害対策編）修正案を了承。5 ㌔圏の予防防
護措置区域（ＰＡＺ）はヨウ素剤を事前配布し、30 ㌔圏の緊急防護措置区域（ＵＰＺ）では市町が備蓄し事故
時に配布することに。50 ㌔圏の放射性ヨウ素防護地域（ＰＰＡ）は未定。
26 日（木） 女川原発の廃炉を求める会（鹿島台）等 5 団体、東北電力と大崎市長に、「女川原発を廃炉にし、
再生可能な自然エネルギーへの転換決断」等の要望書を提出。
東北電力、２号機の新規制基準への適合性審査申請について、県・女川町・石巻市へ安全協定に基づく事前
協議の申し入れ。27 日、東北電力、原子力規制委員会に２号機の適合性審査を申請。県連絡センター、東北電
力に抗議の申し入れ。28 日、風の会、東北電力に「緊急要請文」を提出。

●2014 年
【１月】16 日（木） 原子力規制委員会、女川原発２号機の安全審査の初会合を原子力規制庁（東京）で開催。
29 日（水） 震災後初の県原子力防災訓練。約 60 機関の約 850 人が情報伝達訓練。30 ㌔圏 5 市町が初参加した
が、住民参加は美里町のみ。
【２月】2 日（日） 「風の会 2014 会員のつどい」
、戦災復興記念館で開催。22 名参加。
21 日（金） 「東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター」
「原発問題住民運動宮城県連絡センター」
、女
川原発再稼働に反対する 1 万 2561 人の署名を県に提出。5 度目で、累計 10 万 8431 人。
27 日（木） 県連絡センター、立石雅昭氏（新潟大学名誉教授）講演会「女川原発再稼働県独自に専門家による
検証を！」
、仙台市福祉プラザプラザホール、約 40 名参加。
【３月】5 日（水） 宮城県連絡会（代表鈴木宏一 11 団体他）
、
「宮城県原子力発電所の安全性に関する検討委
員会」設置を求める陳情書を県議会に提出。
8日（土） 国際女性デー宮城県実行委員会、
「放射能汚染と水産物への影響－放射能汚染問題にどう向き合うか
－」講師片山知史さん（東北大学教授）
、エルパーク仙台、約100名参加。
16日（日） 福島原発事故を忘れない 女川原発再稼働を許さない！「3.16 NO NUKES みやぎ」
（みやぎアクショ
ン主催）
、仙台市錦町公園、1500名の市民参加。第78回「脱原発みやぎ金曜デモ」1200名がアピール行進。
22 日（土） 「女性ネットみやぎ」二周年のつどい、
「守ろう！子どもたちのいのち・未来」
、フォレスト仙台会
議室で開催。鎌仲ひとみさんが講演「原発は、もうたくさんだ」
。
【４月】11 日（金） 2014 みやぎアクションと県連絡センター、女川原発の廃炉を求める大崎連絡会の質問書
に対し、東北電力が口頭で回答。27 名参加。
13日（日） 「原発メーカー訴訟の会in仙台」
、エル・パーク仙台特別会議室で開催、島昭宏弁護士と朴鍾碩氏が
訴訟の意義と現状を報告。32名参加。
9 日（土） 風の会公開学習会 vol.4－「放射能と私、医師として釣り師として～原爆から原発へ」
、水戸部秀利
さん（医師）を講師に、仙台市民会館第一会議室で開催。36 名参加。
30 日（水） 脱原発東北電力株主の会、東北電力に株主 221 名・296,100 株で「脱原発会社宣言」等の株主提案
（19 年連続）を提出し、記者会見。5 名参加。
【５月】18 日（日） 原発問題を考える登米市民の会、「民間版スピーディーの警告」、中嶋廉氏を講師に、み
やぎ生協加賀野店２階会議室で開催。
21 日（水） 風の会内部学習会「女川原発２号機『再稼働申請書』を読み解く！」を開催。
原子力規制委員会、6 月 1 日に営業運転開始から 30 年となる女川原発 1 号機の老朽化対策に関する原子炉施
設保安規定の変更を認可。
福井地裁、関西電力大飯原発3・4号機の運転差し止めを命ずる判決。
24 日（土） 放射能問題支援対策室いずみ、
「宮城県子どもの被ばく線量調査研究でわかったこと～宮城県子ど
もの被ばく線量調査研究中間報告」
、吉田浩子さんを講師に開催、約 70 名参加。
31 日（土） 県保険医協会、記念講演「福島第一原発事故と日本病―世界から見た日本の現状」
、村田光平氏（元
スイス大使）を講師に仙台ガーデンパレスホテルで開催。
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【６月】１日（日） 県連絡センター、
「女川原発の設計者がお話しします―女川原発の再稼働に反対する７つ
の理由」渡辺敦雄さん講演会、仙台弁護士会館で開催、約 150 名が参加。
5日
（木） 宮城憲法会議、
「元電力会社職員による内部告発～原発廃炉にしてこそ再生可能エネルギーはのびる」
、
仙台弁護士会館。講師は元北海道電力職員の水島熊裕さん。
8 日（日） 「さようなら原発 in いしのまき 2014」
（実行委主催）
、石巻中央公民館大ホール、報告・講演の集
い「福島・大間、そして女川原発地元をつなぐ」石丸小四郎さん、鎌田慧さんと小笠原厚子さんがお話し、終
了後石巻市内をアピール行進。約 220 名の市民が参加。
9日（月） 2014みやぎアクション等7団体、村井知事宛に「宮城県原子力発電所の安全性に関する検討委員会」
の設置に関する申入れ。岸田県議と14名が参加、原子力安全対策課5名と交渉。
秋保・石神町内会、奥山仙台市長に「自治体株主として原子力発電に依存しない株主提案に賛同を願う要望
書」を提出。
14日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原ネットワーク、ＤＶＤ「チェルノブイリ28年目の子どもたち―低
線量長期被曝の現場から」上映会、栗原市市民活動支援センターで開催。
15日（日） 県連絡センター、「女川原発再稼働反対！風船プロジェクト３」、女川港魚市場で開催。
17日（火） 阿部美紀子議員、女川町議会6月定例会で「原発依存から脱却し、ぜい肉を落とした健康的なまちづ
くりを」と、須田町長と論戦。
26 日（木） 東北電力株主総会、電力ビル 7 階電力ホールで開催。2 時間 55 分。
【７月】2 日（水） 脱原発ひまわりネット、県に「地域防災計画原子力対策編」に対する 3 回目の質問状（11
項目）を提出。
11日（金） 東北電力、震災後初めて、1号機の原子炉格納容器内部の検査に着手。
15日（火） 2014みやぎアクション等、東北電力本社会議室で、「女川原発再稼働に関する公開質問（その２）」
（5月20日提出）への回答を求め再交渉。17名参加
16日（水） あいコープみやぎ、
『福島六ケ所未来への伝言』上映会、日立システムズホール仙台。
22 日（火） 株主の会 11 名、東北電力の「説明の場」で 28 名の課長等と討論。ハーネル仙台。
県保険医協会公害環境対策部、「民間版スピーディーの警告―もしも女川原発で事故が起きたら」、中嶋廉
氏を講師に、保険医協会研修ルームで開催。
25日（金） 原発なくせ再稼働反対大崎連絡会主催の「脱原発大崎demo金曜行動」が100回目。大崎市古川あさひ
中央公園に約80名が集合。2012年8月17日の1回目から、延べ2124人が参加。
26日（土） 山元町の「結（ゆい）の会」、初の甲状腺エコー検査、坂元公民館、町内の18歳以下40人が受診。
28日（月） 30㌔圏にある登米、東松島、涌谷、美里、南三陸の5市町、東北電力との原子力安全協定締結に向け
た事務会合（非公開）を登米市内で再開。
29日（火） 脱原発ひまわりネット第4回学習会「福島の教育行政と子どもたちが置かれている現状」を湯本雅典
氏がお話し、甫守一樹弁護士「大飯原発差止訴訟判決」を解説。仙台弁護士会館。
【８月】1 日（金） 2014 みやぎアクション等 6 団体、県知事宛に「女川原子力発電所の安全性に関する検討会」
の設置に係る申入れを提出。申入れ側 21 名（県議も含む）が参加。
10 日（日） 「女川から未来を考えるつどい」加藤登紀子トーク＆ライブ With 小出裕章（実行委主催）
、女川町
総合体育館、雨の中、女川町民や県内外から 1500 名が参加。
24 日（日） みやぎ脱原発金曜デモ 100 回記念イベント「もうやめっぺし原発! 8.24 アクション」
、仙台市勾当
台野外音楽堂で開催。第 99 回目の「アピールデモ」に約 300 名参加。
30日（土） 核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会公開講座、「原発に頼らない再生可能エネルギー中心の
社会へ」、和田武氏（日本環境学会元会長）が講演、エルパーク仙台セミナーホール。
【９月】6 日（土） 女性ネットみやぎ、学習と交流のつどい「大飯原発差し止め判決を力に～大飯原発差し止
め訴訟判決から学ぶ」を甫守一樹弁護士が講演 。仙台弁護士会館、135 名参加。
13日（土） 栗原ネットワーク、「原発ゼロ社会への道―意見交換会in宮城・栗原」、栗原文化会館2階大研修室
で開催。県内各地から約110名の市民が参加。
21日（日） 山形市で、第95回幸せの脱原発ウォーキング＆東北脱原発連絡会交流会、約60名参加。
25 日（木） 東北電力海輪社長、定例記者会見で、女川・東通原発の耐震工事、防潮堤かさ上げ工事、免震重要
棟建設などの「安全」対策費用が 3 千数百億円になると公表。
27 日（土） 放射能問題支援対策室いずみ、ドキュメンタリー映画「Ａ2－Ｂ－Ｃ」上映会、日本基督教団東北
教区センター「エマオ」3 階会議室で開催。104 名参加。
30 日（火） 東北電力、再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく大規模太陽光発電所などの事業者からの
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契約受け入れを 10 月以降、管内全域で中断すると発表。
【１０月】13 日（月・祝） 鎌仲ひとみさんと語る―チェルノブイリのその後と福島の今後～「カノンだより
VOL.2」上映会＆鎌仲監督トーク（実行委主催）
、仙台市市民活動サポートセンター、約 50 名参加。
18 日（土） 県保険医協会公開市民講座「本当はどうなの？原発のコスト～これからの電力・エネルギー政策を
考える～」、講師大島堅一氏（立命館大学教授）
、仙台弁護士会館、約 100 名参加。
20日（月） 山形県、東北電力と女川原発事故時に即時連絡する等との覚書を締結。
30日（木） 小出裕章さん、「100年後の人々へ－福島原発事故と放射能の真実－」と題し、仙台国際センターで
開催された第57回日本病院・地域精神医学会総会市民公開講座で講演。
原発ゼロを訴える小泉純一郎元首相、石巻市桃生公民館で講演。住民約300人が参加。「いのちと郷土を守る
市民の会」主催。
【１１月】5 日（水） 武藤類子さん（福島原発告訴団・団長）
、東北文化学園大学で、
「震災・原発・自然エネ
ルギー」をテーマとした特別講座で講演。
（第 2 回 11 月 12 日）
7日（金） 県、2014みやぎアクション等9団体が10月27日提出した「女川原発安全性検討会」設置に係る公開質
問状に対し、県庁会議室で阿部原子力安全対策課長が文書回答。22名参加。
8 日（土） 福島原発事故を忘れない女川原発再稼働を許さない！ 2014 みやぎアクション 秋のつどい、
「原発の
ない未来を子ども達へ！」井戸謙一さんが講演、仙台弁護士会館、約 230 名参加。
11日（火） 「女川原発2号機の安全性に関する検討会」初会合が、KKRホテル仙台2階磐梯で開催。
24日（月） 「汚染状況重点調査地域」に指定されている白石市と丸森町、放射線量が国の基準（0.23μ㏜/h）
を上回る住宅地の再除染に着手と『河北新報』が報道。
【１２月】4 日（木） 高野博女川町議、阿部律子町議、阿部美紀子町議、女川原発の再稼働の賛否を問う町民
全世帯アンケートの集計結果を須田町長に報告。反対が 6 割（58.7％）
、2440 世帯の内 675 世帯（27.7％）か
ら回収。町が住民意向調査を実施するよう申し入れ。
6日（土） 風の会・公開学習会 vol.5 －吉田調書が語る－『福島原発事故の教訓』、仙台原子力問題研究グル
ープ 石川徳春さんを講師に、仙台市市民活動サポートセンターで開催。38名参加。
核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会、ロシア使用済み核燃料処理施設の放射能被害を描いた、ドキュ
メンタリー映画『不毛の地』上映会、県保険医協会研修ルームで開催。
8日（月） 2014みやぎアクション等11団体、女川原発安全性検討会に関して県知事に７項目の申入れ。19日、県
議会棟1階第一応接室で県と交渉。市民23名と県議3名が参加。
10 日（水） 県保険医協会、「東北大震災後の女川原発の再稼働に関する質問」を東北電力に送付。
24日（水） 「第2回女川原発2号機の安全性に関する検討会」
、KKRホテル仙台で開催。17名傍聴。
25 日（木） 女川町議有志 3 人、村井知事宛「県が女川原発の再稼働是非の県民意向調査を実施を」と申し入れ。

●2015 年
【１月】8 日（木） 原子力規制委員会、女川２号機の新規制基準適合性審査 20 回目会合。
（～66 回目 12/16）
27 日（火） 県原子力防災訓練、震災後初めて半径 30 ㌔圏の緊急防護措置区域（ＵＰＺ）の 7 市町も全て参加、
過去最多の 2 万人。半径 5 ㌔圏の予防的防護措置区域（ＰＡＺ）の住民避難訓練を初めて実施。
【２月】1 日（日） 「風の会 2015 会員のつどい」
、仙台市民会館第 6 会議室。18 名参加。
4 日（水） 東北電力、２号機の設備健全性確認点検で、記録不備 4188 件が見つかったと発表。
10 日（火） 「第 3 回女川原発２号機の安全性に関する検討会」
（4/23, 5/20, 7/29, 8/20～第 8 回 11/18）
15 日（日） 非核・平和と脱原発を訴える「第 2 回平和を考えるつどい in 美里」が町と町議会共催。全村避難
が続く菅野飯館村長が講演し「放射能災害は人災」だと強調。町民ら約 400 名参加。
20 日（金） みやぎアクション等 11 団体、女川原発安全性検討会に関する申入書提出。14 名と県議 2 名参加。
21 日（土） 県保険医協会、
「今こそ原発の安全性を問うー原発設計技術者が真実を語る」
、講師後藤政志さん（元
東芝社員、女川原発３号機などを設計）
、県保険医協会研修ルーム。
放射能問題支援対策室いずみ、第12回甲状腺エコー検査、仙台ビジネスホテル。68人の子ども受診。
（3/8,4/12,5/24, 6/28, 7/26, 8/9, 9/6, 10/25, 11/29, 12/6, 第23回 12/20）
【３月】5 日（木） あいコープみやぎ、
「もしも女川原発で事故がおきたら―放射性物質拡散シミュレーション
で見る原発事故の真実」
、日立システムズホール交流ホール。
6 日（金） みやぎアクション等 13 団体、第 3 回国連防災世界会議でのスタディツアー「千年に一度の町づくり
～歴史に学んだ女川原発の安全対策～」に抗議、県と東北電力に申入れ。12 名と岸田県議が参加。
14 日（土） 脱原発をめざす首長会議、国連防災世界会議のパブリック・フォーラム「原子力防災と自治体の役
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割～その教訓と課題」
、TKP ガーデンシティ仙台勾当台ホール 5。
講演会「原発事故後をどのように生きるか」
、槌田劭氏（NPO 法人使い捨て時代を考える会）を講師に、仙台
市カトリック元寺小路教会、
「いのちの光 3.15 フクシマ」実行委員会主催。
15 日（日） 菅谷昭氏（長野県松本市長）講演会「原発事故にともなう健康被害の長期的課題―チェルノブイリ
事故の医療支援活動を通して―」
、岩沼市民会館大ホール、みやぎ実行委主催。410 名参加。
17 日（火） 女川から未来を考える会、12 名で女川スタディツアー抗議行動。14 日～18 日の国連防災世界会議
中、
「一番の防災は原発をなくすこと」という 4 カ国語で作成したカラーパンフを 3000 枚配布。
21 日（祝） 「福島原発事故を忘れない 女川原発の再稼働を許さない！ふるさとを放射能から守ろう♡！3.21
みやぎアクション」
、仙台市勾当台公園、1000 名参加。第 125 回「脱原発みやぎデモ」600 人参加。
23 日（月） 2015 みやぎアクション、
「3.21 みやぎアクション集会宣言」を東北電力に提出。12 名参加。
27 日（金） 石巻地方護憲平和センター、講演会『原発重大事故「実効性ある避難計画とは！」
』
、講師末田一秀
さん（自治労脱原発ネットワークアドバイザー）
、石巻労働会館 3 階ホール。
28 日（土） 加美町を考える会、末田一秀さん講演会「原発のゴミのこれまでと、これから」
、加美よつば農協
中新田支店会議室。
【４月】12 日（日） 原発問題を考える登米市民の会、
「自然エネルギーから未来がひらける？！～『里山資本
主義』に学ぶつどい」
、みやぎ生協加賀野店 2 階。
20 日（月） 女川原発 30 ㌔圏 5 市町、東北電力と安全協定を締結。設備変更時の「事前了解」は盛り込まれず、
県と覚書。
25 日（土） 放射能問題支援対策室いずみ、木村真三さん（放射線衛生学者・獨協医科大学准教授）講演会「放
射能汚染地図の“これまで”と“これから”
」
、仙台市市民活動サポートセンター。満席。
映画「日本と原発―私たちは原発で幸せですか？」上映会（上映実行委主催）、せんだいメディアテーク、
監督河合弘之さん（弁護士）が講演。180名参加。
26日（日） 女川原発を再稼動させない仙台市民連絡会結成集会、勾当台公園野外音楽堂。140名参加。
「豊かな大崎の大地と水を守り未来の子どもたちのために原発のない社会にしましょう」
、田尻農村環境改
善センター、60 数人参加。猪股加美町長が基調講演。阿部美紀子女川町議員などが現状報告。
【５月】8 日（金） 県民センター等 9 団体、12,253 人分の女川原発再稼動 STOP 署名を県に提出。県議会棟１
階、約 30 人参加。署名提出は 6 度目、延べ 12 万 684 人。
10 日（日） 「女性ネットみやぎ 3 周年のつどい」
、武藤類子さん（福島原発告訴団団長）が「福島は今―原発
事故は何をもたらし、何を奪うのか―」と題し講演。仙台弁護士会館、約 180 名参加。
12 日（火） みやぎ・環境とくらし・ネットワーク茶話会「食べ物は今どうなってるの？～放射能測定室から見
えること言えること」
、フォレスト仙台ビル。
「てとてと」運営委員の北村保さんがお話し。
13 日（水） 東北電力、１・3 号機でも計 474 件の設備点検記録不備があったと発表。
15日（金） みやぎ心のケアセンター、「福島第一原発事故による被害の実態と復興への道のり～事故後4年を経
た相双地域の病院からの報告」、仙台市シルバーセンター、小高赤坂病院渡辺院長等が報告。
24 日（日） 映画「日本と原発」上映会、せんだいメディアテーク。主催 5･24「日本と原発」をみんなで観る仙
台の会、協賛 脱原発をめざす女たちの会。260 名参加。
30日（土） 県保険医協会総会、「福島原発事故後の今とこれからを考える－チェルノブイリ事故の医療支援の
経験から」と題し菅谷昭氏（松本市長・医師）が記念講演、仙台ガーデンパレスホテル。
【６月】6 日（土） 未地の会、映画「日本と原発」ＤＶＤ有料試写会（丸森町耕野まちづくりセンター）
。
10 日（水） 脱原発仙台市民会議、東北電力大株主仙台市に、
「脱原発株主提案賛成」要請書を提出。
13 日（土） 風の会・公開学習会 VOL.5「これからの原発問題を考える―電力小売全面自由化、そして核廃棄物
問題など―」
、講師長谷川公一さん、仙台市戦災復興記念館 4 階第１会議室、60 名参加。
社民党県連など主宰の「佐高信政治塾」
、東海村元村長村上達也氏が、
「この国は原発を持つ資格はない」と
題して講演。仙台市シルバーセンター、約 120 名参加。
20 日（土） 女川原発の廃炉をめざす泉西部の会結成 3 周年「日本と原発」上映会、泉病院友の会ホール。
25 日（木） 東北電力株主総会、電力ホール、脱原発株主提案議案を否決。3 時間 1 分。
【７月】4 日（土） 女川町議員有志、「民間版スピーデｨー（放射能拡散予測）を活用し－女川原発の事故時の
避難計画を考える」、講師青山貞一氏（環境総合研究所）、女川町総合体育館。約 170 名参加。
12日(日)
女川原発の廃炉を求める大崎連絡会、映画「日本と原発」上映会、パレットおおさき多目的ホール
（定員336人）で開催し、満席に。
15 日（水） みやぎ生協生活文化部「あの日から４年～福島の子どもたちは今」（日立システムズホール仙台）。
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「ようこそ球美の里へ～原発事故から３年福島と沖縄～」上映と、広河隆一さんが講演。
21 日（火） 脱原発東北電力株主の会 10 名、東北電力の「説明の場」で 42 名の課長等と討論。
25 日(土) 『さようなら原発 in いしのまき 2015』
（実行委主催）
、石巻中央公民館大ホール、
「希望の牧場・ふ
くしま」代表吉澤正巳さんの「福島からの報告」の後、市内アピール行進。135 名参加。
核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会、大槻憲四郎氏（東北大学名誉教授）「活断層からみた東北の原
発―指定廃棄物処分場候補地にも触れてー」、県保険医協会研修ルームで公開講演会。
【８月】4 日（火） 「女川原発２号機の安全性に関する検討会」に係る公開質問状（団体共同で提出）に対す
る県の回答説明交渉、県議会第一応接室。県議 3 名と市民 14 名が参加。
8 日（土） 脱原発仙台市民会議「エネルギー問題学習会」
、桃井貴子さん（気候ネットワーク）が「石炭火力発
電所増設の動き」と題して講演。仙台市市民活動サポートセンター4 階研修室。
28 日（金） 県保険医協会第 7 回公害環境対策・会員学習会「20ｋｍ圏内からの避難―福島第一原発過酷事故に
遭って―」、渡辺瑞也氏（小高赤坂病院院長）が講演。同協会研修ルームで 29 名参加。
29 日（土） 「さようなら原発 in いしのまき」実行委、
「希望の牧場」バスツアー。28 名参加。
【９月】12 日（土） 長編ドキュメンタリー映画「シロウオ－原発立地を断念させた町」上映会（主催「シロウ
オ」上映宮城実行委員会）
、せんだいメディアテーク。監督かさこ氏が上映後トーク。134 名参加。
27 日（日） 原発ゼロをめざす塩釜地域連絡会、「日本と原発」上映会。マリンゲート塩釜マリンホール。
【１０月】6 日（火） 脱原発仙台市民会議、県議選立候補予定者に対するアンケート結果を公表。指定廃 3 市
町案賛成ゼロ。女川原発「廃炉」14 人。全回答は、風の会ＨＰで公開。
7日（水） 脱原発ひまわりネット第5回学習会「私たちは安全に避難できるのか？検証！女川原発避難計画」、
上岡直見氏（環境経済研究所代表）が講演。仙台弁護士会館4階大会議室。
8 日（木） みやぎアクション等 12 団体、
「女川原発安全性検討会」若林座長宛要望書提出。4 名参加。
13 日（月） 東北電力、1 号機で 275kV 母線保護装置取替工事の通電試験中の 9 月 29 日午後と 30 日午前に、外
部電源が失われ非常用ディーゼル発電機が作動する事故が立て続けに２度発生したと発表。
18 日（日） 放射能問題支援対策室いずみ、木村真三さん（放射線衛生学者）講演会パートⅡベラルーシ・ウク
ライナ調査報告「ベラルーシ・ウクライナと飯舘村」、エルパーク仙台。145 名参加。
24 日（土） ドキュメンタリー映画
「首相官邸の前で」
、
桜井薬局セントラルホール。
小熊英二監督と SEALDs TOHOKU
がトーク。300 名超えの参加。
25 日（日） 「反原発」を掲げて元美里町長佐々木功悦さんが県議初当選。共産党県議が 4 名から 8 名に。
30 日（金） 県原子力防災訓練、7 市町自治体や自衛隊など 70 機関と住民約 2 万 8000 人参加。
【１１月】4 日（水） 11.23 シンポ実行委と原子力市民委員会 15 人、女川原発建屋内部等を視察。
県保険医協会第 8 回公害環境対策・会員学習会「原発に依存しない社会をめざして－市民共同による太陽光
発電の実践など－」、水戸部秀利氏（若林クリニック所長）が講演。同協会研修ルーム。
12日（木） 東北電力、2号機に核燃料集合体120体を搬入したと発表。5年7カ月ぶり、12回目。
15 日（日） あいコープみやぎ、原発のない社会をめざして映画祭第１回、「日本と原発」と「東京原発」を上
映。せんだいメディアテーク７F スタジオシアター。17 日（火）にも。
23 日（祝） 「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 part 1」
。
仙台市情報・産業プラザ多目的ホール。主催実行委、共催原子力市民委員会。530 名参加。
28日（土） 原発ゼロをめざす塩釜地域連絡会総会・学習会、多賀城市民活動サポートセンター。「自然エネル
ギー－考え方と事業展開」と題して水戸部秀利氏が講演。塩竈「きん発デモ」が113回と報告。
29日（日） 県保険医協会第2回公開市民講座「事故から４年半、汚染地図から見えてきたこと、食品のこと、甲
状腺がんのこと」、講師木村真三さん（放射線衛生学者）、フォレスト仙台第7会議室。
【１２月】9日（水） 11.23シンポ実行委、後藤政志さんを囲む学習会「再度 女川原発の安全性を問う～格納
容器の意味を考える～」、仙台市生涯学習支援センター会議室。24名参加。
12 日（土） 風の会・公開学習会 VOL.7「福島原発事故の『教訓』から、女川２号機『適合性審査資料』を斬る！」
、
講師仙台原子力問題研究グループ石川徳春さん、仙台市市民活動サポートセンター。31 名参加。
核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会公開企画『日本と原発』上映会、県保険医協会研修ルーム。
13 日（日） 放射能問題支援対策室いずみ、福島の現状「原発事故は終わらない」武藤類子講演会、仙台弁護士
会館、約 140 名参加。共催日本キリスト教団西仙台教会（教区宣教部委員会）
。
14 日（月） 原発のない社会をめざして映画祭第 2 回映画祭「小さき声のカノン－選択する人々」上映＆鎌仲ひ
とみ監督トークショー、せんだいメディアテーク。共催あいコープみやぎ、いずみ。
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15 日（火） 東北電力、女川 3 号機と東通原発で、中央制御室床下ケーブル敷設に不備があったと発表。
16 日（水） エネシフみやぎ、村上敦氏講演会「ドイツが取り組むエネルギー自立社会への挑戦」
、サポセン、
約 120 名参加。共催宮城県中小企業家同友会地球環境委員会、協力あいコープみやぎ。
18 日（金） 「脱原発をめざす宮城県議の会」
（佐々木功悦会長）発足。県議 20 人。
25日（金） みやぎ原発損害賠償弁護団、仙台地裁ふるさと喪失訴訟で、新たに男女14人が東電と国に計5億9080
万円の慰謝料などを求めて3次提訴。原告計93人、請求総額は計39億2460万円に。

●2016 年
【１月】8 日（金） 原子力規制委員会、女川２号機の新規制基準適合性審査 67 回目会合。
（～86 回目 12/16）
18日（月） みやぎアクション等12団体、
「渡辺敦雄意見書」に対する見解を求める要望書を、県原子力安全対策
課長と「宮城県女川原発２号機の安全性に関する検討会」座長宛に提出。
21日（木） 「脱原発をめざす宮城県議の会」
（佐々木功悦会長）
、初の学習会。講師後藤政志さん。県庁議会棟1
階第一応接室。メンバー20人全員と市民5名、県原対課2名参加。
【２月】6日（土） ＮＰＯきらきら発電・市民共同発電所、学習会「
『電力小売り自由化』で社会がどう変わる
…？」
、浦井彰さん（エネシフみやぎ代表）
、つばさ薬局長町店3階会議室。
7 日（日） 「風の会 2016 会員のつどい」青葉区中央市民センター第 4 会議室。19 名参加。
13 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原ネットワ‐ク、
「首相官邸の前で」
（企画・製作・監督・英語字幕：
小熊英二 撮影・編集：石崎俊一）上映会＆フリートーク、栗原市市民活動支援センター。
16 日（火） 県保険医協会公害環境対策部、公開講座「福島原発告訴の現状とこれから」武藤類子氏（福島原発
告訴団団長）
、保険医協会研修ルーム。約 30 名参加。
17 日（水） 女性ネットみやぎ、仙台フォーラス前で街頭宣伝と「女川原発再稼働 STOP 署名」行動。
20 日（土） 核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会、公開講演会「原発事故後の福島復興への現状と課題～
市民的合意形成に向けて」今野順夫氏（福島大学名誉教授）
、保険医協会研修室。
【３月】11 日（金） 「被災地から原発とエネルギーを考える 3･11 メモリアルアクション」20 時から 21 時、
呼びかけ団体 脱原発仙台市民会議／きらきら発電。
12 日（土） 「女川原発ＵＰＺ住民の会」設立総会、登米市みやぎ生協加賀野店 2 階集会室。住民約 100 名参加。
女川原発再稼働ストップの会（美里町）
、原発問題を考える登米市民の会、
（涌谷町）女川原発の再稼働に反対
する会、南三陸町の住民有志と女川原発の再稼働に反対する東松島市民の会が参加。
県保険医協会、
「日本と原発 4 年後」上映会、せんだいメディアテーク。
15日（火） 「県議の会」第2回学習会、河合弘之氏を招き、
「日本と原発 4年後」を鑑賞。
27 日（日） 「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」
、主催実行委（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）
、仙台市勾当台公園市民広場。約 600 名参加。
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」立石雅昭氏（新潟大学名誉教授）
、フォレスト仙台４Ｆ会議室。
【４月】1日（金） 電力小売り全面自由化開始。東北電力離脱件数4900件（3月18日現在）
。
2 日（土） エネシフみやぎ、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、東北大学片平キャンパスさくらホール。約 140 名参加。
11日（月） 小泉純一郎元首相、「国民の多くは原発維持を望んでいない」と、仙台で初講演。約900名の市民が
参加。宮城のエネルギーを考える会主催、城南信用金庫（東京）協賛。
16 日（土） ＮＡＺＥＮみやぎ、
「Ａ2-Ｂ-Ｃ」上映会、仙台市シルバーセンター6Ｆ研修室。椎名千恵子さん（福
島共同診療所運営委員）のお話とフリートーク。約 120 名参加。
17 日（日） 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）
。
女川原発再稼動ストップの会、
「あれから 5 年～大熊町の今」
、美里町北浦コミュニティセンター。
21 日（木） エネシフカフェ「電力小売り自由化について～自然エネルギーを重視する電力会社を選ぼう！～」
、
パワーシフト・キャンペーン運営委員会吉田明子氏、エル・ソーラ仙台大研修室。約 30 名参加。
22 日（金） 女川原発の再稼働に反対する東松島市民の会原発問題学習会「被災した女川原発の安全性と再稼働
を考える」中嶋廉氏（県議の会副会長）
、東松島市コミュニティセンター研修室。約 70 名参加。
23 日（土） 風の会、＜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＞『逃げ遅れる人々』
＆浪江町消防団物語『無念』上映会。仙台市戦災復興記念館 4Ｆ研修室。33 名参加。

28

25日（月） みやぎアクション等12団体市民12名と「県議の会」7人、県検討会に対する2015年10月8日付等要望
書について、県原子力安全対策課（5人）と話し合い。県議会棟第一応接間。
28 日（木） 株主の会、
「原発再稼働させず廃炉」等 5 議案の株主提案（21 年連続）提出。
【５月】10 日（火） 四国電力伊方原発 1 号機（1977 年運転開始、56 万 6 千㌗、加圧水型軽水炉）
、廃炉。国内
の商業用原発は 42 基に減少。解体に 30 年、廃炉費用約 400 億円の予定。
26日（木） 「第9回女川原発２号機の安全性に関する検討会」
、ハーネル仙台。
（第10回 9/8）
29 日（日) 県議の会＆市民実行委員会、
「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、仙台国際センター・大ホール。約 630 名参加。
【６月】5日（日） 「さようなら原発inいしのまき 2016」
、石巻中央公民館大ホール。
『小さき声のカノン－選
択する人々』上映会＆鎌仲ひとみ監督の話、市内アピール行進。主催実行委。延べ170名参加。
10 日（金） 小出裕章講演会「あれから５年 私たちの選択～福島原発の今をみつめて～」
、岩沼市民会館中ホー
ル。篠原弘典さんによる「原発の町女川」リポート。主催いわぬま実行委員会。340 名参加。
脱原発仙台市民会議、
「議決権行使に対する要請書」を東北電力大株主の仙台市（約１％所有）に提出。
11 日（土）
放射能から子どもたちを守る栗原ネットワーク、吉田由布子さん（
「チェルノブイリ被害調査・
救援」女性ネットワーク事務局長）講演会、栗原市市民活動支援センター。
東松島市民の会、第 2 回原発問題学習会「福島原発は今…福島原発作業員が見た真実」、講師池田実さん（『福
島原発作業員の記』著者）、東松島市コミュニティセンター集会室。
13 日（月） 宮城全労協・郵政合同労組、「福島第一原発の現実～そこで働いて思うこと～」講師池田実さん、
仙台市市民活動サポートセンター研修室 5。約 40 名参加。
16 日（木） 「県議の会」第 3 回学習会、
「県安全性検討会の内容と課題」講師篠原弘典氏、県議会棟第一応接
室。17 名の県議（20 名中）参加。
24 日（金） 女川原発ＵＰＺ住民の会、
「原発は本当に安全なの？その時安全に避難はできるのか？」講師早川
俊哉氏（河北新報論説委員）
、佐藤清吾氏（前十三浜漁協組合長）
、南三陸ポータルセンター。
28 日（火） 東北電力㈱第 92 回定時株主総会、電力ビル７階電力ホール。2 時間 52 分。
【７月】1 日（金） 東北電力、6 月 16 日の２号機原子炉建屋非常用ディーゼル発電機からの潤滑油漏出事故原
因は、1995 年 7 月運転開始以来交換したことがない、ゴム製パッキンが劣化変形したためと発表。
22日（金） 東北電力、7月8日女川２号機「原子炉建屋上部水平方向地震加速度大トリップ」警報発生事故に対
し、原子力規制庁女川原子力規制事務所より、作業管理改善指導文書を受けたと発表。
24 日（日） 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」
、仙台弁護士会館 4 階ホール。チョー満員。
26 日（火） 株主の会 11 名、東北電力の「説明の場」で 43 名の課長等と討論。ハーネル仙台 2 階松島 A。
28 日（木） 東北電力、27 日、女川３号機中央制御室に設置の火災用緊急連絡装置から、ディスプレイ交換作業
を行っていた際、国及び自治体等の関係者に対し、誤って火災警報誤発信事故が発生と発表。
【８月】5日（金） 東北電力、停止中の女川３号機で、定期試験中に故障した非常用ディーゼル発電機B号機1
台の運転を手動停止したと発表。12日、調速機を交換し復旧。
6日（土） 女川町議有志（阿部美紀子・阿部律子・高野博）
、
「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）
、女川町まちなか交流館ホール 。約150名参加。
27 日（土） 風の会・公開学習会 VOL.8『原子力の い・ろ・は』
、講師小野寺秀也さん（元東北大学大学院理学
研究科教授・金デモカメラマン）
。仙台市市民活動サポートセンター研修室 5。40 名参加。
29 日（月） 脱原発仙台市民会議、
「仙台市の原発防災計画を考える学習会」
、講師仙台市議会議員花木則彰さん、
仙台市市民活動サポートセンターセミナーホール。16 名参加。
【９月】6 日（火） 民主教育をすすめる宮城の会、県庁で記者会見し、子どもを対象にした放射能被ばくの健
康調査を求める請願を県議会で継続審査するよう要望。
14 日（水） 県議会 9 月定例会、子どもを対象にした放射能被ばくの健康調査を求める請願を不採択。
15 日（木） 「県議の会」第 4 回学習会、原子力資料情報室共同代表の山口幸夫さんが、
「新潟県原子力発電所
の安全管理に関する技術委員会」について講話。市民 12 名と原対課職員 2 名傍聴。
25 日（日） 「飯舘村の母ちゃんたち～土とともに」上映と古居みずえ監督のトーク、「スペース千人風呂」主
催。会場は石巻市｢スペース千人風呂」。
【１０月】5日（水） 県保険医協会公害環境対策部～3.11震災5年企画～公開講演『日本の原発問題を俯瞰する
〜特に放射線健康被害について』、講師河合弘之氏、仙台弁護士会館4階。約80名参加。
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6 日（木） 東北電力、女川 2 号機炉心シュラウドサポートの強度計算ミスに関して、組み合わせた計算プログ
ラムの検証不足が原因とする、調査結果を発表。
東北文化学園大学総合政策学部特別講座 VIII『震災復興と原発問題』
、10/6「水産業復興特区と協同組合方
式での復旧」県漁協北上町十三浜支所運営委員会元委員長佐藤清吾氏、11/17「原発事故は終わらない」11/24
「電気に頼らないくらし」福島原発告訴団団長武藤類子氏、12/ 1「原発をめぐる訴訟」原発メーカー訴訟弁護
団共同代表島昭宏氏、12/8「再生可能エネルギー」環境エネルギー政策研究所研究員浦井彰氏、12/15「自然エ
ネルギーの具体的取組」会津自然エネルギー機構代表理事五十嵐乃里枝氏が講義。
9 日（日） 丸森町筆甫の「ひっぽ電力」太陽光発電所（出力 50 ㌗）完成記念式、関係者約 50 人が出席。ＮＰ
Ｏ法人環境エネルギー研究所長の飯田哲也氏が講演。
23 日（日） 「200 回ダヨ！全員集合脱原発みやぎ金曜デモ」
、仙台市元鍛冶丁公園。210 名＋犬 1 匹参加。
31日（月） 原発問題を考える登米市民の会、布施孝尚登米市長に女川原発再稼働反対の申し入れ。
東北電力、フランス原発設備強度不足疑惑問題で、女川・東通原発の原子炉圧力容器には炭素偏析（強度不
足）の可能性がないとする結果を規制委に報告。
【１１月】6 日（日） みんなの放射線測定室「てとてと」5 周年イベント、ミニ講座「原発事故から 5 年後の
仙南の空間放射線量と土の放射能濃度」等の展示と説明など。
9日（水） 女川から未来を考える会、寄磯方面へのチラシ（阿部麟だより・6016秋号）配布と、原発近くに1992
年設置した看板｢げんぱつ あっかんべー！！｣｢なくせ！原発｣の整備作業。8人参加。
10日（木） 脱原発ひまわりネット第6回学習会、
「私にもできる！家族を守る防災講座」
、講師あんどうりす氏。
仙台市弁護士会館4階大会議室。
11日（金） 県原子力防災訓練（32回目）
。県と7市町、自衛隊など関係80機関約1万1000人が参加。
12 日（土） 栗原ネットワーク、
「核廃棄物の後始末をどうするか」意見交換会㏌宮城・栗原、栗原市金成支所
金成ほたるホール、原子力市民委員会協力。約 80 名参加。
支援対策室いずみ、
『放射線を浴びたＸ年後２』自主上映会、桜井薬局セントラルホール。63 名参加。
18 日（金） 「女川原発の再稼働を許さない！みやぎアクション」など 13 団体、村井知事に「女川原子力発電
所 2 号機の安全性に関する検討会の設置期間延長に係る公開質問状」を提出。
19 日（土） 原発ゼロをめざす塩釜・多賀城・利府・七ヶ浜・松島地域連絡会、講演会と総会 「原発再稼動阻
止のために～私たちの課題は～」講師高野博氏、多賀城市市民活動サポートセンター会議室。
20 日（日） 映画「飯館村の母ちゃんたち－土とともに」上映会とトーク（出演者と古居みずえ監督）
、エルパ
ーク仙台６F ギャラリーホール、主催イコールネット仙台・仙台男女共同参画財団。
『小さき声のカノンー選択する人々』上映＆鎌仲ひとみ監督トーク、仙台メディアテーク 7 階スタジオシア
ター、主催ｉ－くさのねプロジェクト、共催ぶんぶんフィルムズ。約 60 名参加。
26 日（土） 女性ネットみやぎ学習会「放射能の基礎から応用まで－ＱアンドＡ」
、講師矢崎とも子医師（坂総
合病院内科）
、仙台市パルシティ 7Ｆ。
27日（日） 県保険医協会女性部第3回公開市民講座、
「風化が進む原発事故の記憶～チェルノブイリ30年、福島5
年の現場報告～」
、講師木村真三さん（獨協医科大学准教授）
、エルパーク仙台ｾﾐﾅｰﾎｰﾙ。
「脱原発全国株主運動交流会」
、名古屋ＹＭＣＡで開催。16 名参加。
28日（月） 東北電力、１号機の原子炉建屋地下2階で、原子炉冷却水や使用済み核燃料プールの水を海水で冷や
すための熱交換器室に海水約１万2500㍑が漏洩する事故が発生と発表。
【１２月】3日（土） 支援対策室いずみ／あいコープみやぎ、今中哲二氏講演会『福島原発事故から５年－チ
ェルノブイリと福島の放射能汚染を考える』
、仙台市戦災復興記念館記念ホール。約200名参加。
8 日（木） 柴田町議会、希望者する子どもたちへの甲状腺検査を求める請願を採択。
10日（土） 女川原発ＵＰＺ住民の会、映画『日本と原発４年後』上映会（製作・監督 河合弘之）
、みやぎ生協
加賀野店2階ホール（登米市）
。
13日（火） 東北電力、11月に１号機原子炉建屋内で発生した海水漏洩事故について、作業員が弁の開閉状態を
確認する際、弁番号の「Ａ（エー）
」と「Ｄ（デー）
」を聞き間違えたことが原因？と発表。
15日（木） 「安全性検討会に関する公開質問状（11月18日提出）
」について県の回答説明、県議会棟一階応接室。
市民12名、
「脱原発をめざす宮城県議の会」17名参加。
「県議の会」学習会も。
17 日（土） 風の会・公開学習会 vol.9「♪ 廃炉に向けての基礎固め！ ♪ 女川原発申請書等を“ぶっ飛ばし
て”見ようぜ!！（RC ｻｸｾｼｮﾝ風？）」、講師石川徳春さん、仙台市戦災復興記念館 4Ｆ研修室。28 名参加。
18日（日） 「みんなで考えよう！『仙台港の石炭火力発電所建設計画』～知らなかった！！蒲生干潟のすぐそ
ばに建つなんて～」
、多賀城市民会館展示室。主催「考える会」
、共催「気候ネットワーク」
「蒲生を守る会」
「蒲
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生のまちづくりを考える会」
。約200名参加。

●2017 年
【１月】17 日（火） 原子力規制委員会、女川 2 号機の新規制基準適合性審査 87 回目会合。
（～99 回目 12/26）
20日（金） 県保険医協会、県に医療・介護施設の避難計画策定に積極的な関与を求める要望書を提出。
23日（月） 東北電力、計画撤回の浪江・小高原発旧予定地約135万㎡の内、浪江側の敷地（避難指示解除準備区
域）約120万㎡を町に無償譲渡する方針を表明。31日、正式決定。
26日（木） ドキュメンタリー映画「
『知事抹殺』の真実」
（先行上映会）桜井薬局セントラルホール。佐藤栄佐
久氏＆安孫子渉監督来仙。本上映は2月19日(日)～3月3日(金)。
29日（日） 「原発のない東北の復興を考える」市民による女川原発の再稼働を問うシンポジウム、仙台国際セ
ンター大ホール。基調講演 金子勝さん（慶応大学経済学部教授）
。主催：県議の会／市民シンポジウム実行
委。約780名参加。
【２月】10日（金） 「県議の会」第5回学習会。講師 大槻憲四郎氏（東北大学理学研究科名誉教授）
。
19 日（日） 「第 28 回多田謡子反権力人権賞」受賞記念篠原弘典氏講演会と受賞祝賀会、情報・産業プラザセ
ミナールーム 2、約 100 名参加。
ＮＡＺＥＮ・みやぎ、
「内部被ばく・低線量被ばくとたたかう～ふくしま共同診療所報告会」
、講演：杉井吉
彦医師。仙台市若林区中央市民センターセミナー室。40 名参加。
25 日（土） 東松島市民の会、原発問題学習会「どうなっているの？避難計画・他」講師：中島廉氏（県議の会
副会長）
、矢本東市民センター。60 名参加。
26 日（日） 「風の会 2017 会員のつどい」
、仙台市シルバーセンター和室。20 名参加。
【３月】8 日（水） 規制委、女川 2 号機の建屋のひび割れ、地震に対する剛性（抵抗力）が低下している状況
を踏まえ「前例がなく、慎重に審査する必要がある」との見解。
12日（日） 「福島原発事故を忘れない！3.12アクション」
、元鍛冶丁公園。100名の市民が参加。
15日（水） 放射能問題支援対策室いずみ、ミニ映画会と山崎知行医師を囲んでのお話し会。ドキュメンタリー
映画「チェルノブイリ28年目の子どもたち」上映、いずみ談話室。
24 日（金） 「第 11 回女川原発２号機の安全性に関する検討会」
、10 名傍聴。
【４月】8日（土） 県保険医協会、～震災6年企画～映画『日本と再生〜光と風のギガワット作戦』上映会、せ
んだいメディアテーク7階スタジオシアター。
15 日（土） 女川から未来を考える会、女川町出島（いずしま）で、
『阿部麟だより』を全戸配布。阿部美紀子
町議、大崎、仙台、石巻などから 9 名の先鋭参加。
16 日（日） 日本科学者会議宮城支部市民公開講座第 3 回「東日本大震災と原発問題」
、水戸部秀利氏（きらき
ら発電代表）と篠原弘典氏（アクション世話人）等が発言。仙台弁護士会館。
28 日（金） 株主の会、東北電力に株主 198 名・259,000 株で「原子力発電からの撤退と再生可能エネルギーの
推進」等の 5 議案の株主提案（22 年連続）を提出し、記者会見。
「仙台港の石炭火力発電所建設問題を考える会」意見交換会。ラウリ・ミヴィエルタ氏（グリーンピース・
インターナショナル）が講演。仙台市市民活動サポートセンターセミナーホール。約 50 名参加。
【５月】14 日（日） エネシフみやぎとあいコープみやぎ、映画『日本と再生〜光と風のギガワット作戦』上映
会、せんだいメディアテーク。佐藤弥右衛門会津電力社長が講演。90 名参加。
県連絡センター総会、記念講演 舘野淳さん「規制基準の問題点～世界の水準に程遠い『世界最高水準』は
大ウソ～」、フォレスト仙台２階第７会議室。
20 日（土） ＭＥＬＯＮ環境市民講座「電力自由化セミナー～自然エネルギーを増やし、温暖化を防止しよう！
～」
、エルパーク仙台。浦井彰氏（
「エネシフみやぎ」代表）などが報告。
21日（日） NPO法人おながわ・市民共同発電所設立記念講演会、
「自然エネルギーが地域を変える」飯田哲也さ
ん、女川町まちなか交流館大ホール。
「日本と再生」上映会。
30日（火） 考える会、仙台ＰＳの操業中止を求める署名2万2813名分を村井県知事宛に提出。
【６月】4日（日） 経済産業省資源エネルギー庁・原子力発電環境整備機構（NUMO）
、仙台市内で「全国シンポ
ジウム いま改めて考えよう地層処分」開催。約100人参加。
6 日（火） 脱原発仙台市民会議、
「東北電力の大株主仙台市に対し女川原発再稼働の中止を求める要請署名」3,566
筆提出し、仙台市財政局財政課長と面談。15 名参加。
10 日（土） 栗原ネットワーク、「放射能汚染防止法」制定勉強会 in 宮城・栗原、講師山本行雄弁護士、栗原
文化会館大会議室。11 日、「『放射能汚染防止法』って何だろう」山本行雄弁護士学習会、仙台市シルバーセ
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ンター会議室、有志の会主催。22 名参加。
17日（土） 「低線量被ばくによる健康被害」崎山比早子さん講演会、せんだいメディアテーク7階、共催□きら
きら発電／あいコープみやぎ／放射能問題支援対策室いずみ。180席満席。
25 日（日） NPO 法人高木仁三郎市民科学基金、市民科学研究成果発表会 2017（その 2・仙台）
、いわき放射能市
民測定室「たらちね」等の発表。エル・ソーラ仙台大研修室。
28 日（水） 東北電力㈱第 93 回定時株主総会、電力ビル７階電力ホール。3 時間 7 分。
あいコープみやぎ、10 月から県内組合員約 1 万 3000 世帯を対象に、再生可能エネルギーに力を入れる新電
力パルシステム電力（東京）への契約切り替えを取り次ぐと記者会見で発表。
【７月】8 日（土） 風の会・公開学習会 vol.10「福島の現状～フォービギナーズ 甲状腺検査と小児甲状腺が
ん～」話題提供服部賢治さん、仙台市市民活動サポートセンター。25 名参加。
23日（日） 日本科学者会議宮城支部、
「子どもを蝕む体内被ばく－チェルノブイリから31年」
、仙台弁護士会館。
ウクライナ3人の使者からのメッセージ。
25 日（火） 株主の会 8 名、東北電力の「説明の場」で 50 名の課長等と討論。ハーネル仙台。
28日（金） 経済産業省、核のゴミ最終処分場の「科学的特性マップ」を公表。
【８月】20日（日） 「女川から未来をひらく夏の文化祭」主催実行委、女川町まちなか交流館。映画「新地町
の漁師たち」上映会、約110名参加。phokaコンサート他。来客多数。
県保険医協会女性部公開市民講座「原発事故がもたらした諸問題を考える～イジメから健康影響まで～」木
村真三氏（獨協医科大学准教授）
、エルパーク仙台セミナー室。
26日（土） きらきら発電、
「電力自由化と再エネの展望」講師竹村英明氏（市民電力連絡会会長）
、仙台市市民
活動サポートセンター6F。45名参加。
あいコープみやぎ、飯田哲也氏講演会「どうする？我が家の電気代～発電産地とつながろう～」
、エル・パ
ーク仙台スタジオホール。市民約120名参加。
31日（木） 「マスコミを語る市民の会」宮城、
「原発（福一事故）とマスコミ報道～福島からの視点～」根元仁
さん（元ＮＨＫ番組制作ディレクター）
、仙台市シルバーセンター。約40名参加。
『河北新報』
、原発に関する世論調査結果を公表。原発「不安」87％。女川原発2号機再稼働反対68.6％。宮
城県知事選で「投票の判断材料にする」49.1％。
【９月】2 日（土） NPO 法人仙台夜まわりグループ、被ばく総合検診。福島県内での除染や原発敷地内の作業
に従事した人を対象。宮城民医連協力、仙台市錦町診療所で 19 名が受診。
3日（日） 女性ネットみやぎ5周年企画映画『日本と再生〜光と風のギガワット作戦』上映＆河合弘之監督講演、
仙台福祉プラザふれあいホール。260名参加。
6日（水） みやぎアクション等12団体、村井県知事宛「女川原発の安全性を検討するよう求める要望書」を提出
（9/29県原子力安全対策課が文書回答）
。県連絡センター等4団体、女川原発の再稼働中止を求める要望署名第7
次分7901筆を提出（2012年6月以来13万5000筆）。県議の会5県議と市民18名参加。TBC他記者5名。
9 日（土） 栗原ネットワーク、学習交流会「女川原発の危険性と広域避難計画の問題点」、髙野博女川町議な
どが報告。栗原市市民活動支援センター。
20日（水） 多々良哲さん（あいコープみやぎ専務理事）
、県庁で記者会見し、女川原発再稼働の是非を問う県民
投票の実施を公約に、県知事選に無所属での立候補を正式に表明。
27日（水） 石炭火力発電所「仙台パワーステーション」の周辺住民124人（原告団長長谷川公一東北大大学院教
授）
、仙台地裁に営業運転差し止めを求め提訴。
【１０月】１日（日） 「考える会」
、仙台パワーステーション操業差止裁判決起シンポジウム、片平さくらホ
ール2階会議室（東北大学片平キャンパス内）
。市民約70名参加。
5日（木） 県知事選告示。多々良候補、仙台市で第一声。共産、社民両党、民進県議等が支援。
7日（土） 県議の会／みやぎアクション、
「県民が決める！女川原発再稼働の是非～原発技術者が語る女川原発
再稼働の問題～」講演 田中三彦さん（元国会事故調委員）
・後藤政志さん（元原子炉格納容器設計者）
、仙台市
福祉プラザ。300名参加。
15日（日） 日本キリスト教団西仙台教会・東北教区宣教部／放射能問題支援対策室いずみ／カトリック正義と
平和仙台協議会、
「今こそ原発の廃止を」
、カトリック元寺小路教会、約110名参加。
22 日（日） 県知事選投開票日（衆院選と同日選）
。新人多々良哲氏は 18 万 4776 票を獲得し健闘。現職村井嘉
浩氏が 82 万 5460 票（過去最多）で 4 選。
25日（水） 県、白石市越河平で18日に捕獲されたイノシシから340㏃/㎏、栗原市花山草木沢坂下で17日捕獲さ
れたツキノワグマから610㏃/㎏の放射性セシウムをそれぞれ検出したと発表。
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31 日（火） みやぎアクション「女川原発再稼働に関する公開質問」
（9 月 5 日提出）に対し、東北電力が回答。
田中三彦さん・後藤政志さん・高島武雄さん、県議 4 名、市民 19 名参加。
【１１月】1 日（水） 「第 13 回女川原発安全性検討会」
。パレス宮城野 2 階はぎの間。委員 9 名、電力 13 名、
女川町 1 名、規制庁 2 名、県 11 名。中嶋県議・市民 7 名＋マスコミ 4 名傍聴。
10 日（金） 県保険医協会、
「世界に逆行して増設急ぐ我が国における石炭火力発電所の問題点と環境・健康影
響を防ぐ課題」
、講師広瀬俊雄さん、県保険医協会研修ルーム。
11 日（土） 栗原ネットワーク学習交流会「3.11 後の子どもと健康－学校保健室と地域に何ができるか」、講師
□大谷尚子さん（養護実践研究センター代表）、栗原市市民活動支援センター。
14 日（火） 県と 30 ㌔圏内 7 市町、原子力防災訓練（初動対応訓練）を実施。
16 日（木） 規制委、3 回目の女川原発現地調査。
17 日（金） 放射能から子どもを守る実行委 in 加美、
「あらためて学ぶ子どもに及ぶ放射能の影響」
、講演山崎
知行医師、加美町中新田公民館、協力放射能問題支援対策室いずみ。約 70 名参加。
県、女川原発が停炉中でも熱出力に応じて課税できる「出力割」を導入し、東北電力に課す核燃料税の税率
を 18 年 6 月以降 5 年間、12％から 15％に引き上げる方針を発表。
18日（土） 東松島市民の会、原発問題学習会『どうなっているの「避難計画」！？』
。矢本赤井市民センター1
階和室、21名参加。
23日（木・祝） 県と30㌔圏7市町、避難等措置をメインとする県原子力防災訓練を実施。住民向けに初めて休日
にも訓練を開催。
25 日（土） 放射能問題支援対策室いずみ、
『飯舘の今』を聴く会、講師□伊藤延由さん、東北教区センター「エ
マオ」3 階。32 名参加。
27日（月） 県議の会、公開勉強会『
「安全対策」は、機能する保証がない－女川原発の原子力規制委適合性審査』
、
講師 舘野淳氏（元中央大学教授）
、県議20名＋市民8名＋県原対課1名。
29 日（水） 原子力規制委員会、沸騰水型原発の重大事故対策として、原子炉を冷却する新たな装置の設置を義
務化することを正式決定、新規制基準を改正。
【１２月】1日（金） 石巻市、女川原発重大事故想定の広域避難について、県内25市町村と住民避難に関する
協定を締結。さらに、7日に涌谷町、21日に気仙沼市と締結。
2 日（土） 「さようなら原発 in いしのまき 2017」
、石巻中央公民館大ホール。講演会「3.11 後の子どもの健康
－無責任な国を前に、地域の大人と子どもで、なにができるか！－」講師大谷尚子さん（養護実践研究センタ
ー代表）、市内パレード、実行委主催。約 100 名参加。
9 日（土） 新日本婦人の会古川支部、
「チェルノブイリの今、福島の今」
、講師守友裕一さん（福島大学大学院
特任教授）
。大崎市図書館多目的ホール。
16 日（土） 風の会、公開学習会 vol.11「女川原発 ハイロ（廃炉）へのイロハ」、講師 石川徳春さん（仙
台原子力問題研究グループ）、仙台市市民活動サポートセンター。27 名参加。
女川原発の再稼働を許さない石巻地域の会、学習会「規制委の適合性審査で、女川原発の安全は保証される
のでしょうか」
、講師 舘野淳氏、石巻市水産総合振興センター3 階大会議室。
23日（土） 原発ゼロをめざす塩釜地域連絡会総会、講演「女川原発再稼動をどう止めるかー正念場の2018年度
のたたかい」多々良哲氏、塩釜市公民館２階会議室。

●2018 年
【１月】11日（木） 脱原発仙台市民会議、女川原発事故時の仙台市の避難計画について、仙台市本庁舎2階危
機管理室防災計画課で質疑。8名参加。
県、山元町坂元と栗駒市栗駒松倉山田、同市栗駒松倉若木で昨年12月5、8、16日に捕獲されたイノシシから
130、330、560㏃/㎏の放射性セシウムをそれぞれ検出したと発表。
12 日（金） 原子力規制委、女川 2 号機の新規制基準適合性審査 100 回目会合。
（～138 回目 12/20）
【２月】4日（日） 「風の会2018会員のつどい」
、仙台市戦災復興記念館第3会議室、11名参加。
24 日（土） 県教職員組合仙南支部、中村敦夫氏の朗読劇「線量計が鳴る」大河原町公演、えずこホール。
美里町と町議会、核廃絶と脱原発を考える「第 3 回平和を考えるつどい in 美里」を駅東地域交流センター
で開催。町民ら約 150 人が参加。
【３月】5 日（月） 保科郷雄丸森町長、町議会一般質問で、原発再稼働について「再生可能エネルギーの推進
などで電力が間に合うのなら、再稼働は必要ない」と答弁。
7日（水） 女性ネット学習会「生協の再生可能エネルギー、電力小売り事業のとりくみ」
、講師 みやぎ生協矢
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野敏昭さん、フォレスト仙台501。
10 日（土） 小出裕章氏（元京都大学原子炉実験所助教）講演会、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。約 230 名参加。
18 日（日） きらきら発電・市民共同発電所公開学習会「利雪について～雪国の省エネ戦略」
、横山孝男氏（山
形大学大学院名誉教授）
、仙台市市民活動サポートセンター研修室 5。
【４月】10日（火） 四国電力、石炭バイオマス混焼火力発電所「仙台高松発電所」の建設計画からの撤退を発
表。
「考える会」
、計画を継続させる住友商事に事業からの撤退を求めた。
14 日（土） 「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）
」
（多々良哲
代表）第１回賛同者会議、仙台市シルバーセンター6F 第 2 研修室。約 70 名参加。
15 日（日） 脱原発仙台市民会議、
「市民が問う！仙台市は女川原発と どう向き合うのか？」
、仙台市戦災復興
記念館 4 階第 1 会議室、
「大株主仙台市に求めること」篠原弘典氏。約 50 名参加。
21 日（土） 東松島市民の会、総会 ＆ 原発問題学習会、
「みんなで決めよう！再稼動の是非」 講師多々良哲氏、
東松島市コミセン 2F 会議室。約 60 名参加。
24日（火） 加美町、パシフィックパワー（東京）と共同出資で、地域新電力会社「かみでん里山公社」を設立。
公社社長は猪俣洋文町長。
25日（水） 「女川原発ＵＰＺ住民の会」総会（涌谷町）
、多々良哲さんが講演。約50名参加。
26日（木） 東北電力、女川2号機の安全対策工事の完了時期を2018年度後半から20年度に延期すると正式発表（3
回目）
。19年度完了予定の東通原発の安全対策工事も延期を表明（4回目）
。
27 日（金） 脱原発東北電力株主の会、東北電力に株主 214 名・255,600 株で「脱原発会社宣言」等の 6 議案の
株主提案（23 年連続）を提出し、県庁で記者会見。6 名参加。
【５月】11 日（金） 郡和子仙台市長宛に、脱原発仙台市民会議、東北電力株主総会で脱原発関連議案に賛成す
るよう求める「要請書」
、仙台市石神町内会は「要望書」をそれぞれ提出。
13 日（日） エネシフみやぎ・あいコープみやぎ、自然エネルギーによる地域再生フォーラム～「おだやかな革
命」上映会＆渡辺智史監督トークイベント、せんだいメディアテーク。約 180 名参加。
14 日（月） 原発ゼロをめざす塩釜地域連絡会、学習会「みんなで決めよう！女川原発再稼動の YES or NO」県
民投票の意味と実現への手立て、講師多々良哲さん、塩釜市公民館。
15 日（火） 県保険医協会、公害対策学習会「女川原発の再稼動の是非を問う県民投票の実現をめざして」 講
師・多々良哲さん（みんなで決める会代表）
、県保険医協会研修ルーム。
20 日（日） 「新しい市民政治をつくる宮城県民の会」発足集会、市民政治フォーラム「原発ゼロ社会への道標」
原子力市民委員会からの提案、県民投票について、仙台弁護士会館。
女性と政治エンパワメント実行委、
「みずほ塾×脱原発 in 仙台～脱原発 ひとにやさしい環境をつくる」講
師 長谷川公一氏（東北大学教授）
、阿部美紀子女川町議、エルパーク仙台。
26 日（土） 婦人民主クラブ宮城県支部協議会、
「電力小売り自由化の現状と私たちのくらし」講師 浦井彰さ
ん（エネシフみやぎ代表）
、県労連会館 2F。
【６月】1日（金） 「第14回女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会」
（第15回検討会 6/15）
2 日（土） 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！？」
、講師 石川徳
春さん、仙台市市民活動サポートセンター4 階研修室 5。約 20 名参加。
登米市で、
「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」実行委結成総会。約 20 名参加
県保険医協会会員学習会「新潟県の原発事故に関する検証はどうなっているのか」
、木村真三氏（獨協医科
大学准教授）
、研修ルーム。
婦人民主クラブ、
「再生可能エネルギーを考える―福島原発事故から 7 年、丸森町筆甫の今―」
。
9 日（土） 栗原ネットワーク、「放射能汚染をキャッチする！」青木一政さん講演会、栗原市市民活動支援セ
ンター。
17 日（日） 「みんなで決める会」第 2 回賛同者会議、日立システムズホール交流ホール。65 名参加。
23 日（土） 県連絡センター、
『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～』馬奈木厳太郎弁護士、仙台市青葉区中央市民センター。21 名参加。
ごんぼほりの会（南三陸志津川）
、
「原発を知る」樋口健二氏講演会、栗原市 café かいめんこや、24 日（日）
南三陸ボータルセンターで開催。
丸森町、町民 2321 人を対象に町独自で行なう 3 回目の甲状腺検査を開始。12 月末まで計 16 日間予定。
24 日（日） 立憲民主党宮城県総支部連合、タウンミーティング「明日のエネルギーと地域を考える～原発のな
い社会をめざそう！再生可能エネルギーでまちづくり！～」
、仙台市シルバーセンター、約 100 名参加。
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27 日（水） 東北電力株主総会、電力ビル７階電力ホール。2 時間 58 分。株主の会 10 名参加。
29 日（金） 女性ネットみやぎ学習会「みんなで決めよう！女川原発の再稼動 YES or NO」多々良哲さん、仙台
市市民活動サポートセンター。
30日（土） 東松島市民の会、原発問題学習会「どうなっているの『広域避難計画』!?」
、東松島市大塩市民セン
ター。約20名参加。
（9.1小野市民センター13名参加）
【７月】21 日（土） 栗原市で「県民投票を実現する」市民団体の結成総会。約 20 名参加。
25 日（水） 「県民投票条例推進泉区連絡会」結成。南中山市民センター、31 名参加。
26 日（木） ＵＰＺ住民の会、亀山紘石巻市長へ「女川原発再稼働に関わる申し入れ」
。8 名参加。
27 日（金） 株主の会、東北電力の「説明の場」で 49 名の課長等と討論。ハーネル仙台。
29 日（日） 脱原発仙台市民会議、「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」、仙台市戦災復興記念館 4 階研修室。18 名参加。中央通りで街頭宣伝行動。
美里町で「県民投票を実現する」実行委員会が発足。約30名参加。
【８月】3日（金） 宮城憲法会議・自由法曹団宮城県支部、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」を開催。仙台弁護士会館４階、約60名参加。
18 日（土） 『2018 女川から未来をひらく 夏の文化祭』
、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、主催実行委（代表 阿部みきこ）
。
20 日（月） 仙南の会、「女川原発再稼動県民投票学習会」、大河原町世代交流いきいきプラザ。
24 日（金） ＵＰＺ住民の会、須田女川町長へ「女川原発再稼働に関わる申し入れ」
。11 名参加。
26日（日） 「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」
、
実行委主催、せんだいメディアテークシアターホール、約60名参加。
28 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）
」
、田辺文也氏『証人尋問』
、仙台地裁。
全国初の「手順書問題」証言！ 田中三彦さん等県内外の市民約 30 名が傍聴。
29 日（水） 憲法が生きる市政・県政をつくる青葉区民の会、「原発県民投票を実現するための学習説明会」、
講師多々良哲さん、仙台市市民活動サポートセンター研修室 5。
【９月】8 日（土） きらきら発電市民共同発電所、太陽光発電亘理 4 号機（パネル 93 ㌗）開所式。
13 日（木） 県バス協会と県、女川原発事故時の避難者輸送で連携協定を締結。
23 日（日） みんなで決める会、
「原発」県民投票条例の制定を求める直接請求署名運動キックオフ集会、県民
会館 601、県内各地から、熱い意気込みを持って約 300 人が参加。
29日（土） 東北電力管内で、5月20日の日曜日午前10時～11時、太陽光によって約379万㌗が発電され、同時間
帯の管内需要約752万㌗の50.5％が賄われたと、
『河北新報』が報道。
【１０月】1日（月） 「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟控訴審初公判、仙台高裁401号法廷。ノボリ
旗を掲げ仙台市内をデモ行進。仙台弁護士会館4階会議室で法廷外企画として「模擬法廷」
、
「交流集会」
、
「報
告集会」
。原告等約500名が参加。
2 日（火） みんなで決める会、請求代表者証明 書等の交付を県から受け、署名活動を開始。
5 日（金） オールわかばやしの会、
「原発」県民投票条例の制定を求める直接請求署名運動 若林区キックオフ
集会、仙台市若林区中央市民センター別棟第 3 会議室、約 50 名参加。
6 日（土） エネシフみやぎ・みやぎ地域エネルギー合同会社、
「市民のお金で作る自然エネルギー～資本主義の
大きな変貌と幸せのリデザイン～」伊藤宏一氏（千葉商科大学人間社会学部教授）講演会。日立システムズホ
ール仙台 3 階エッグホール、40 名参加。
8 日（月・祝） みんなで決める石巻の会、女川原発 2 号機の再稼働の是非は県民投票で決めさせて！！キック・
オフ集会、石巻市平和会館 3 階集会室、約 30 名参加。
ドキュメンタリー映画『おだやかな革命』上映会＆渡辺智史監督トークイベント、南三陸町入谷ひころの里、
町里山交流促進協議会主催、町民約 60 人参加。
20 日（土） 政治を考える女性の会、
「みんなで考えよう脱原発社会と再生可能エネルギー」
、エルパーク仙台セ
ミナーホール。篠原弘典さん「人類と原子力との出会いから女川原発の現状まで」
。
日本カトリック医師会仙台支部公開記念講演会「内部被曝を考える」
、講師西尾正道医師、カトリック元寺
小路教会 1 階ホール。約 50 名参加。
21 日（日） 放射能問題支援対策室いずみ、西尾正道医師講演会「内部被ばくを考える～福島原発事故後の望ま
しい健康管理のあり方について」、エルパーク仙台 5F セミナーホール、99 名参加。
25 日（木） 東北電力、女川原発１号機の廃炉を決定。
31 日（水） 女川原発ＵＰＺ住民の会、5 市町首長会代表幹事の熊谷盛広登米市長に、再稼働に反対するよう申
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入れ。12 名参加。
（11/2 東松島市長・美里町長・涌谷町長宛に提出）
【１１月】3 日（土） みんなで決める会、
「中間報告集会」
、仙台市戦災復興記念館記念ホール、約 200 名参加。
署名が 17000 筆に達したことを報告。女川町ではすでに有権者の 10％が署名。
7 日（水） 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―、宮城野区
文化センターパトナシアター、主催仙台実行委員会。満席約 220 名が観劇。
21 日（水） みんなで決める会、県庁で記者会見し、
「原発」県民投票条例の制定を求める直接請求署名数が、
必要な 4 万人を上回る 5 万 7294 人になったと発表。
29 日（木） 東北電力、廃炉を決定した女川 1 号機の解体引当金の見積額が 419 億円に確定したと公表。解体引
当金は 17 年度末時点で 296 億円、不足分 123 億円は 10 年かけて電気料金から回収。
【１２月】2日（日） みんなで決める会、署名活動を終了（丸森町は12月31日まで）
。
3 日（月） 『ふるさとを返せ』福島原発避難者訴訟控訴審第 1 回公判、仙台高裁。三角公園で決起集会。傍聴
席は満席。早川篤雄団長等が意見陳述。
4 日（火） 女川原発の避難計画を考える会、女川原発避難計画の合同公開説明会の開催を要求する要望書（11
項目の質問）を石巻市へ提出。16 名参加。村井県知事に同様の要望書を郵送。
東北電力、女川 1 号機の放射線管理区域内で、制御棒駆動装置などに冷却水を補う配管の排水管などから約
900 ㍑の水漏れ事故があったと発表。
12 日（水） みんなで決める会、丸森町を除く各市区町村選管に計 11 万 3046 人の署名簿を提出。
県議の会、県議会棟第一応接室で、
「再生可能・自然エネルギー先進国の現状等に関する調査団報告会」を
開催。県議 17 名と市民 7 名参加。
15 日（土） 風の会公開学習会 vol.13「福島原発事故の原因は、東電の長年にわたる“安全性手抜き”！」
、講
師石川徳春さん、仙台市市民活動サポートセンターセミナーホール。約 20 名参加。
21 日（金） 東北電力、電気事業法に基づき経済産業相に「発電事業変更届出書」を提出、女川 1 号機を正式に
廃炉。福島原発事故後廃炉を決めたのは 7 原発 10 基（福島第一原発 6 基を除く）
。
角田市議会、損害賠償請求の和解手続き（ＡＤＲ）で、原子力損害賠償紛争解決センターが示した和解案を
承認する議案を可決。東電が 1 億 1970 万円を支払う内容。
25 日（火） 県保険医協会、安定ヨウ素剤を学校や幼稚園などの教育施設に備蓄するよう、国や県、30 ㌔圏の緊
急防護措置区域（ＰＡＺ）に入る 7 市町に要望書を提出。

●2019 年
【１月】10 日(木) みんなで決める会、各市区町村選管に丸森町を含め計 11 万 4303 人の署名簿を本提出。必
要数の約 3 倍、県内有権者の 5.9％。県庁で記者会見。
11 日（金） アンコール上演・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―、法運寺本堂。主催 朗読劇「線量計が鳴る」仙台実行委員会。満席約 180 名参加。
4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。
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。
27 日（日） 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。
【２月】5日（火） 「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。
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 名参加。条例制定請求は 1972 年 10 月以来。
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。
12 日（火） 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。
16 日（土） 「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、12 名参加。
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。
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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。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」
。
21 日（木） 村井知事、県民投票条例案を提出。本会議場には、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、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「
『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、知事自身の考えは明らかにしなかった。
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。
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）
、以下のことを正
式に決定。 委員長は総務企画委員長が務め、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。
【３月】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。
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。
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。県民約150名が傍聴。
19 日（火） 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。
28 日（木） 東北電力、女川 2 号機の安全対策工事費が 3400 億円程度に上ると発表。
【４月】7日（日） 原発問題住民運動宮城県連絡センター、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）
、仙台市福祉プラザ１階プラザホール。112名参加。
14 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）
、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－、仙台弁護士会館 4 階大会議室。170 名以上参加。
放射能問題支援対策室いずみ、
「第 60 回こども甲状腺エコー検査 in かわさき」
、主催：センス・オブ・ワン
ダーかわさき子どもの広場、川崎町川内北川コミュニティーセンター。検診医/寺澤政彦医師（てらさわ小児科・
仙台市）。56 名が受診。
17 日（水） さすらいのみちのくサクラ調査隊、16 年目、最後の女川原発サクラ調査。
23 日（火） 「第 16 回女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会」
、市民 8 名＋記者 3 名傍聴＋TV2 台。
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 158 回目会合を原子力規制庁で開催。
24日（水） 女川ＵＰＺ住民の会、第4回総会記念講演会「女川原発災害時における『広域避難計画』の問題点と
その実効性は？」
、講師・小野寺信一弁護士、涌谷町公民館交流ホール。約70名参加。
25日（木） あいコープみやぎ、
「地産自立のエネルギーで目指す未来」〜日の出さんさん発電所が語るもの〜、
講師みやぎ地域エネルギー合同会社代表浦井彰氏、エル・パーク仙台5階セミナー室、約30名参加。
26 日（金） 株主の会、東北電力に株主 197 名・213,900 株で「原子力発電事業からの撤退」等の 5 議案の株主
提案（24 年連続）を提出し、県庁で記者会見。4 名参加。
【５月】15 日（水） 原発県連絡センター、公開講演会「女川原発・国際基準なら不合格!?審査の『さじ加減』
を批判する」
、講師舘野淳氏（核・エネルギー問題情報センター事務局長）
、宮城県民会館４F401。約 50 名参
加。
17日（金） 第325回「脱原発みやぎ金曜デモ」
、仙台市肴町公園から20名の市民が参加。
18日（土） 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、甲状腺検査公開報告・交流会、ゲスト脇
ゆうりかさん（NPO法人3･11甲状腺がん子ども基金）事務局長）
、東北教区センター「エマオ」
。約40名参加。
37

●指定廃棄物最終処分場をめぐる動き
●2014 年
【１月】20 日（月） 環境省、仙台市で開催した 35 市町村長会議で指定廃棄物（放射性セシウム 8000 ㏃／Kg
超）最終処分場建設候補地として、栗原市（深山嶽）
、大和町（下原）
、加美町（田代岳）の国有地を正式提示。
21 日（火） 井上信治環境副大臣、３市町に地質などの詳細調査への協力要請。加美町は拒否、大和町は保留、
栗原市は条件次第。栗原地区平和労組会議、佐藤栗原市長に建設反対を求める要請書を提出。
25 日（土） 大和町「吉田地域振興協議会」反対方針を決定。
27 日（月） 加美よつば農協（色麻町）と鳴瀬吉田漁協（加美町）
、加美町と同町議会に反対要請書を提出。
加美町議会、候補地からの除外を求める意見書を全会一致で可決し、特別委員会を設置。
30 日（木） 栗原ネットワーク 13 名、佐藤栗原市長に、白紙撤回を求める要望書を提出。
31 日（金） 加美町区長会、建設反対の署名活動を確認。
【２月】1 日（土） 大和町「吉田地域振興協議会」
、建設反対署名運動展開を全会一致で決定。
3 日（月） 栗原市農業委員会、佐藤栗原市長と市議会議長に建設反対決議文を提出。
大和町区長会と町環境衛生組合連合会、浅野大和町長に建設反対の要望書提出。
4 日（火） 大和町議会、建設反対の意見書を全会一致で可決し、特別委員会を設置。
栗っこ農協、建設反対の要請書を佐藤栗原市長と市議会議長に提出。
「放射性廃棄物最終処分場問題を考える地域住民の会」
、候補地撤回と調査受け入れ拒否を求める 842 人分
の署名と申し入れ書を、佐藤栗原市長と市議会議長に提出。
12 日（水） 栗原市議会、建設反対の意見書を全会一致で可決し、13 日、建設反対の意見書を県に提出。
17 日（月） 「女川原発の廃炉を求める大崎連絡会」
、13 項目の質問と要望書を大崎市に提出。
大和町沢渡地区住民、候補地撤回を求める 130 人分の署名と要望書を、浅野大和町長と町議会議長に提出。
18 日（火） 大衡村議会全員協議会、大和町下原地区への建設に反対する意見書提出を確認。
大和町
「吉田地域振興協議会」
、
建設反対の 1483 人分の署名簿と要望書を浅野大和町長と町議会議長に提出。
19 日（水） 大郷町議会全員協議会、大和町下原地区への建設に反対する意見書提出を確認。
20 日（木） 県農協中央会、衆議院会館で、県関連国会議員 9 人に、候補地選定白紙撤回を求める要望書を提出。
23 日（日） 栗原市、市民向け講演会「地形・地質学からみた栗駒山と深山嶽の災害特性」講師宮城豊彦東北学
院大教授（自然地理学）を、栗駒みちのく伝創館で開催。市民 435 人参加。
27 日（木） 大和町「落合地区地域振興協議会」
、建設反対の要望書を、浅野大和町長と町議会議長に提出。
【３月】4 日（火） 加美町「宮崎西部地区コミュニティ推進協議会」
、建設反対を求める 548 人分の署名簿と要
請書を、猪俣加美町長に提出。
7 日（金） 富谷町議会全員協議会、大和町下原地区への建設に反対する意見書提出を確認。
22 日（土） 「放射性廃棄物最終処分場建設に断固反対する会」
（加美よつば農協等地元 42 団体）
、宮崎福祉セ
ンターで、集会を開催。1 万 5398 人分の署名簿を猪股加美町長に提出。約 300 名参加。
【４月】9 日（土） あさひな農協など地元 9 団体、指定廃棄物最終処分場建設断固反対の集会を、大和町まほ
ろばホールで開催。約 1100 人が参加し、1 万 1402 人分の署名簿を浅野大和町長に提出。
【５月】20 日（火） 「指定廃棄物最終処分場候補地の白紙撤回を求める栗原市市民団体連絡会」総勢 15 名、
「栗原市（深山嶽）選定提示の白紙撤回を求める要望署名」17,713 筆を、国（環境省）に提出。
26 日（月） 県庁で、井上環境副大臣、村井知事、３市町首長による５者協議初会合。
【６月】28 日（土） 「断固反対する会」
、加美町中新田バッハホールで住民集会を開催。約 1000 人参加。
【７月】７日（月） 加美町議会、
「３カ所とも建設すべきではない」の意見書等を全会一致で可決。
16日（水） 猪股加美町長、環境省で井上副大臣に、
「候補地選定撤回を求める」意見書、4万5639筆の署名簿と
47団体の要請書を提出。
23 日（水） あいコープみやぎと船形山のブナを守る会、猪股加美町長らに、署名簿を手渡し、激励。県内の幅
広い諸団体
（代表 12 名の呼びかけ人）
による
「住民合意のない詳細調査と処分場建設の中止を求めるアピール」
を共同記者会見で発表し、連帯を表明。
25日（金） みやぎ県民センター・県労総、「処分場建設中止を求める緊急集会・アピール行進」、仙台市榴岡
五丁目公園。加美町住民をはじめ、大崎や栗原からも人々が集まり、350人が抗議。
石原環境大臣、第６回市町村会議で、知事に意見集約を「丸投げ」一任。
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29 日（火） 2014 みやぎアクションなど 13 名の代表者の連名で、「市町村に詳細調査を強要しないこと、国に
特措法と基本方針の見直しを求めること」を、村井知事宛て緊急要請。
【８月】1 日（金） 村井知事、加美町、大和町を訪れ各町長に詳細調査を受け入れる様に説得。加美町役場前
に受け入れ反対の住民約 300 人が集まり、知事に直接訴える『歓迎』行動。
4 日（月） 県庁花時計前で、知事に強く訴える集会。「何としても処分場は作らせない」と口々に訴え。
村井知事、市町村長会議で詳細調査の受入れを表明。猪股加美町長、最後まで拒否。栗原市、大和町は容認。
6 日（水） 加美よつば農協、候補地撤回を求める特別決議を採択。組合員約 500 人が参加。
17日（日） 「断固反対する会」
、加美町バッハホールで、3回目の反対集会。町民約1000名の参加者。
20 日（水） 井上環境副大臣、受け入れを猪股加美町長に要望。町長拒否。役場前で約 300 人の住民が抗議。
【９月】5 日（金） 「栗原市市民団体連絡会」
、佐藤栗原市長に「詳細調査反対等の申し入れ書」を提出。
16日（火） みやぎ県民センター、2014みやぎアクションなど代表ら12名が呼びかけ人となって、「最終処分場
の建設中止、計画の白紙撤回を求める声明文」を県政記者会で発表。
19 日（金） 加美町議会、最終処分場の受け入れ拒否を宣言する「自然環境を放射能による汚染から守る条例」
を全会一致で可決。
【１０月】8 日（水） 環境省、加美町に事前連絡せずに現地調査に着手。県、栗原市、大和町には前日通告。
朝に調査開始を知った住民約 40 名が田代岳周辺に駆け付け、
「不意打ち」に怒りの反発。
仙台市議会、
「自治体と住民の理解を現地調査の前提とするよう求める意見書」を賛成多数で可決。
16 日（木） 県議会最大会派の「自民党・県民会議」の議員有志 20 人、国の基本方針の見直しと最終処分場を
国内一カ所に集約などを目指す「指定廃棄物処理施設問題を考える県議の会」を設立。
17 日（金） 共産党県議団、県庁で記者会見し、環境省の指定廃棄物量の把握がずさんで、
「処分場の建設面積
や規模に関する根拠が不透明」と主張、国に計画の白紙撤回を要請すると表明。
24 日（金） 加美町田代岳、早朝から地元住民ら約 30 人が「調査断固反対」と路上に座り込み、調査を阻止。
猪股町長、環境省職員らに対し準備作業開始に猛抗議。栗原市深山嶽、住民約 40 人がのぼり旗を掲げ抗議。25
日、田代岳、早朝から地元住民ら約 40 人が抗議文を職員らに提出、抗議活動。27 日、田代岳、地元住民ら約
80 人が横断幕やのぼり旗を掲げ、職員らに抗議。3 度目作業開始を見送り。栗原市と大和町も。
29 日（水） 大崎地域広域行政事務組合議会、定例会で詳細調査強行中止と放射性物質汚染対処特措法の改正を
国に求める意見書を可決。
30日（木） 「断固反対する会」
、田代岳で、詳細調査の即時中止等を訴えて現地集会。約180名参加。
【１１月】2 日（日） 紅葉の田代岳に行こう会実行委員会、田代岳（箕輪山）～県が定めた鳴瀬川水道水源の
保全地域、大崎全体の水源の宝庫～現地見学会を開催。約 60 名参加。
12 日（水） 共産党県議団、村井知事の対応の是正を要求する申入書を県に提出。
14 日（金） 加美町、積雪の為田代岳に向かう町道を通行止め。冬季規制の解除は来春。
「指定廃棄物処理施設問題を考える県議の会」
、自民党県選出国会議員に他県集約要望書を提出。
24 日（月） 「断固反対する会」
、中新田バッハホールで緊急の反対集会を開催。約 1200 人が参加。
【１２月】12 日（金） 加美町定例議会、加美町水資源保全条例案が審議され、最終的に 12 対 7 で可決。

●2015 年
【１月】21 日（水） 美里町「放射性指定廃棄物最終処分場候補地の白紙撤回を求める会」結成。
25 日（日） 「建設中止しかない！－放射能を含む指定廃棄物最終処分場を考えるシンポジウム」
、呼びかけ団
体 加美町・放射性廃棄物最終処分場建設に断固反対する会、仙台市弁護士会館。約 400 名参加。
【２月】16 日（月） 加美町議会、
「指定廃棄物処理施設問題を考える県議の会」に特別措置法改正と国の基本
方針の見直しを関係機関に働き掛けるよう要請。
25日（水） 県保険医協会第6回公害環境対策・会員学習会―指定廃棄物最終処分場問題について考える「新たな
被害者を出さないために」、講師猪股加美町長、ハーネル仙台2階松島Ａ。約80名参加。
加美町、町水源保全条例に基づき、田代岳周辺を含む 137 平方㌔を水源保全地域に指定。
【３月】22 日（日） 大和町下原周辺住民約 480 名、反対集会。吉田小、浅野元大和町長も参加。
27 日（金） 「放射性廃棄物最終処分場建設に反対する宮城県連絡会」（3 市町の現地住民団体で組織）、環境
省に「フォーラム開催と現地調査の中止、構想の撤回と特別措置法の根本的見直し」を要請。
【４月】5 日（日） 「環境省と考える指定廃棄物の課題解決に向けたフォーラム～一時保管が続く稲わらなど
の安全な処理に向けて～」
、TKP ガーデンシティ仙台。約 160 名参加。建設反対を求める声。
11日（土） 栗原ネットワーク4月例会、藤原寿和さん（廃棄物処分場問題全国ネットワーク事務局長）が講演。
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栗原市民活動支援センター。約40名参加。
14 日（火） 望月環境相、
「最終処分場」の名称を「長期管理施設」に変更すると表明。
16 日（木） 加美町、環境省に「濃度と保管量の調査、白紙撤回と特措法根本的見直し」要請書提出。
17 日（金） みやぎ県民センター等 5 団体、環境省へ「指定廃棄物の最終処分場問題に関する住民説明会・公開
討論会開催に関する申し入れ」
。10 名参加。
24 日（金） 美里町「白紙撤回を求める会」
、詳細調査反対の 4079 人分の署名と請願書を県に提出。
【５月】25 日（月） 県民連絡会、村井知事と面会し、建設反対の要望書と 3 万 795 人分の署名を提出。環境省
東北地方環境事務所に公開質問状を提出。
29日（金） 「第2回環境省と考えるフォーラム」、133名参加。公開質問状の回答に反発続出。
【６月】18 日（木） 「放射性廃棄物最終処分場建設計画に反対する大崎の会」主催の「最終処分場のあり方を
考える講演会」、猪股加美町長「原因者の東京電力が処分すべきだ」。80 名参加。
23日（火） 県民連絡会など6団体、国や県に要請書を提出。
30日(火） 新日本婦人の会「放射性廃棄物最終処分場に反対する町を訪ねる旅」、猪股加美町長講演。
31日（金） 脱原発仙台市民会議、仙台市長に「低レベル放射性廃棄物の一般焼却場での焼却処分に関する要望
書」を提出し、「周辺住民への説明と中止」を申し入れ。
【７月】10 日（水） 大和町指定廃棄物最終処分場建設に断固反対する会、まほろばホールで「大和・黒川集会」
を開催、約 900 名参加。浅野大和町長、大郷町、富谷町、大衡村の３町村長も、反対を表明。
13 日（月） 仙台市、葛岡等のごみ焼却施設で 8000 ㏃/㎏以下の汚染牧草等の試験焼却を開始。
19 日（日） 「断固反対する会」
、加美町中新田バッハホールで、緊急反対集会。約 1100 名集結。
【８月】17 日（月） 栗原ネットワークと「指定廃棄物最終処分場候補地の白紙撤回を求める栗原市民団体連絡
会」2 団体、佐藤勇栗原市長に要望書を提出。
24 日（月） 「汚染牧草・ほだ木」本格焼却開始の日、松森焼却場の地元鶴が丘で、新婦人泉支部主催の説明会。
50 名を超える市民が集まり、仙台市に対し、建設前の約束も反故にしていると、怒りの声。
28 日（金） 加美町田代岳、猪股加美町長と「断固反対する会」住民ら約 250 人の抗議により、現地調査を仕掛
ける環境省職員らを午前・午後撃退。栗原市深山獄では約 30 人、大和町下原でも約 60 人の住民が抗議行動。
（１回目）
。31 日、住民、朝 350 人、午後 300 人弱。環境省、この日も住民の激しい抗議に為すすべなく撤収。
栗原市深山獄では住民約 60 人、大和町下原では約 50 人の住民が抗議行動。小雨の降る中での攻防（２回目）
。
【９月】9 日（水） 若林健康友の会、今泉焼却場・六郷で、
「汚染牧草等の焼却処理」説明会。30 名参加。
11 日（金） 栗原ネットワークと栗原市民団体連絡会、佐藤栗原市長に直接再度要望書提出。
加美町、
「H27 年 9 月関東・東北豪雨」による被害で、田代岳に向かう町道を通行止め。
【１０月】6 日（火） 猪股加美町長と「断固反対する会」住民ら約 160 人の抗議により、加美町田代岳の現地
調査を仕掛ける環境省職員ら、午前・午後、岩堂ダムで撃退（３回目）
。
13 日（火） 夜、環境省、
「第 3 回環境省と考える指定廃棄物の課題解決に向けたフォーラム」を大崎市の古川
商工会議所で開催。現地調査の即時中止と 3 候補地の白紙撤回を求める意見が噴出。123 人が参加。
25 日（日） 加美選挙区で「3 候補地の白紙撤回」を訴えた元加美町総務課長の高橋啓さんが県議初当選。
29 日（木） 猪股加美町長と井上環境副大臣、大槻憲四郎東北大名誉教授（地質学）と有識者会議委員の谷和夫
東京海洋大教授（地盤工学）の専門家を交えた意見交換会を仙台市で開催。議論は平行線。
白石市、汚染牧草を牛の餌として「希望の牧場・ふくしま」に運ぶ事業を開始。～11 月 14 日。
【１１月】13 日（金） 午前、住民ら約 120 人の抗議により、職員ら田代高原で撃退（22 回目、今年最後）
。
19 日（木） 井上環境副大臣が年内調査着手断念を表明したのに対し、村井知事が激しく抗議。
20 日（金） 加美町、町道を冬季全面通行止め。
「希望の牧場・ふくしま」吉沢さん、県庁で、汚染稲わら提供を各市町村に認めるよう、要請書を提出。
30 日（月） 猪股加美町長と井上環境副大臣、大槻教授と谷教授の専門家を交えた 2 回目の意見交換会。
【１２月】1 日（火） 女川原発の廃炉を求める大崎連絡会、伊藤大崎市長に、市町村長会議で県内 3 候補地の
白紙撤回を表明するよう求める要望書と質問書を提出。
7 日（月） 「県民連絡会」
（高橋福継代表）ら 15 人、県庁で村井知事宛の要望書を提出。
13 日（日） 環境省主催 8 回目市町村長会議、仙台ガーデンパレス。佐藤栗原市長と浅野元大和町長、
「候補地
返上」を表明。猪股加美町長、白紙撤回と福島県飯館村の仮設焼却施設での集約処理を提案。

●2016 年
【３月】8 日（火） 大崎市議会、
「福島原発事故による放射性汚染物質の安全な管理を求める決議」案を全会一
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致で可決。市内の環境保護 4 団体が提出した汚染物質の安全な保管を求める請願を採択。
16 日（水） 最終処分場候補地の白紙撤回を求める栗原市民団体連絡会、栗原市に「住民の被ばく防止と汚染拡
散の安全対策を国や県に要請するよう求める」要望書を提出。
19 日（土） 県主催の市町村長会議、井上環境副大臣の説明の後、環境省側が退席し、非公開で議論。村井知事、
3 候補地返上と現地調査自粛を環境省に申入れることを示唆。
25 日（金） 大崎地域広域行政事務組合議会、特措法見直しと候補地撤回を求める「東京電力福島第一原発事故
による放射能汚染『廃棄物』の安全な管理および処理に関する意見書」を全会一致で可決。
【５月】22 日（日） 最終処分場を考える会・加美町を考える会・
「放射能から子どもたちを守りたい」鳴瀬・
放射能と暮らしを考える風花ネットワーク、
「燃やしていいの？放射能ゴミ～8000 ベクレル以下の放射能ゴミ
の処理を考える」講師和田央子さん（放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会）
、なかにいだ公民館で開催。

●汚染廃棄物「試験焼却」をめぐる動き
●2016 年
【１１月】3 日（祝） 県、全 35 市町村長を集めた会議を仙台市内で開催、一斉焼却処理方針を正式に表明。8000
㏃/㎏以下の汚染廃棄物は 26 市町村で約 3 万 6000 ㌧に上ることを報告。
11 日（金） 脱原発市民会議、仙台市に｢他市町村の放射性廃棄物を仙台市で焼却するのはやめてください！｣の
申入れ。市民 8 名と議員 2 名（共産党）参加。
29 日（火） 脱原発仙台市民会議、1 回目の仙台市との意見交換会。94 名の市民参加。
【１２月】2 日（金） みやぎ県民センター・あいコープみやぎ等 15 団体、村井知事宛に「いっせい焼却方針の
再考を求める」の要請書を提出。約 30 名参加。
9 日（金） 栗原ネットワークと市民団体連絡会、栗原市長に「全県一斉焼却に反対」の緊急の申し入れ。
10 日（土） 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、古川保険福祉プラザ多目的ホール。
主催実行委（原発問題を考える田尻の会、放射性廃棄物処分場計画に反対する大崎の会、船形山のブナを守る
会、鹿島台･ 女川原発の廃炉を求める会、女川原発の再稼動に反対する会（涌谷）
、放射能汚染から子どもを守
る岩出山の会）
。120 名参加。12 日、伊藤大崎市長に要請文を提出。
11 日（日） 「いっせい焼却問題を考える」緊急学習講演会、講師岩見億丈医師、仙台弁護士会館 4 階大ホール。
215 名を超える参加者。
13 日（火） 「脱原発をめざす宮城県議の会」の社民党県議団熊谷義彦氏、共産党県議団中嶋廉氏、県議会環境
生活農林水産委員会で「強制」
「安全性」で県を追及。
21 日（水） 脱原発仙台市民会議、2 回目の仙台市との意見交換会。100 名の市民参加。
24 日（土） 放射能汚染から天平の郷土を守る涌谷の会（新結成）、『放射能を拡散させる「一斉焼却」を考え
る緊急学習会』、涌谷町。約 60 名参加。
26 日（月） 県知事宛の「放射能汚染廃棄物のいっせい焼却方針の再考を求める緊急署名」第一次分として 2,553
筆を提出。18 団体約 30 名が参加。
27 日（火） 県、全 35 市町村長を集めた会議を仙台市内で開催。
「一斉焼却」一時棚上げに！

●2017 年
【１月】15 日（日）脱原発仙台市民会議学習交流会、仙台市サポセン。講師大槻憲四郎氏。50 名参加。
【２月】4 日（土） 「放射能汚染廃棄物の焼却を考える県南の会」結成集会。84 名参加。
5 日（日） 異例の日曜日開催の環境生活農林水産常任委員会、宮古市の医師岩見億丈さんから参考人意見聴取。
バグフィルターで 99.9％除去できるとする環境省の主張を疑問視。20 名傍聴。
【３月】26 日（日） 「放射能汚染から美里を守る会」設立総会。約 30 名参加。
28日（火） 県南の会、
「申し入れ書」を仙南地域広域行政事務組合に提出。18名参加。
【４月】2 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」結成集会、仙台弁護士会館
4 階。結成報告と県内各地からのリレートーク。13 市 7 町約 160 名参加。
5日（水） 県南の会、申し入れ書を亘理名取共立衛生処理組合に提出。
12日（水） 県民連絡会、決議文と12項目の質問状を県環境生活部に提出。
15日（土） 「放射能汚染廃棄物問題を考える大崎の会」
、討論会と総会を開催。
17日（月） 大崎の会、汚染牧草のすき込み減容化実験の中止を求める要請書を大崎市に提出。
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【５月】12 日（金） 放射能から岩沼を守る会、岩沼市に「一斉焼却」に反対するよう申入れ。
26日（金） 県民連絡会、村井知事宛に署名10,809筆提出。9市5町から約90名が参加。
30日（火） 脱原発仙台市民会議、仙台市環境局と3回目の意見交換会。約20名参加。
【６月】9 日（金） 県南の会、亘理名取共立衛生処理組合に焼却反対の申入れ。
15 日（木） 大崎市三本木の最終処分場周辺住民、焼却灰搬入反対陳情書 266 人分署名を市に提出。
18 日（日） 村井知事、県庁で開催された市町村長会議で、県内 15 焼却施設で一斉焼却する方針を断念し、圏
域ごとに個別処理する新方針を提案。
【７月】5 日（水） 県民連絡会、全市町村長に廃棄物の隔離保管を文書で要請。
8 日（土） スルナ・サセルナ市民集会実行委員会、第 2 回市民集会、パレット大崎みんなの部屋。80 名参加。
15 日（土） 市町村長会議、圏域ごとに焼却などで個別処理する県の新方針で「合意」
。
19 日（水） 県民連絡会、
「儀式的『合意』では住民の安全を守れない」と、抗議声明を公表。
【８月】5 日（土） 県南の会「焼却問題・学習会」
、講師中嶋廉県議。58 名参加。
8 日（火） 県民連絡会、試験焼却もやめるように県知事に申し入れ、13 項目の質問状を提出。
上宮協栄会（約 70 世帯）27 人、大崎地域広域行政事務組合に、
「西部玉造クリーンセンター」での試験焼却
を行なわないよう求める要望書を提出。大崎市にも 3 日付けで要請書を提出。
24 日（木） 女川原発の再稼働を許さない石巻地域の会など 7 団体、亀山紘石巻市長に申し入れ書と河南地域住
民の会（仮称）で集めた 1300 筆の署名を提出。18 名参加。
30 日（水） 亘理町、町内約 160 ㌧全量の亘理名取共立衛生処理組合での焼却を断念。
【９月】9 日（土） 県南の会、まさのあつこさん連続講演会「放射能汚染ゴミ解決は自治力で」
、大河原町オー
ガ、79 名参加。10 日、県民連絡会、仙台弁護士会館、111 名参加。
16 日（土） 「スルナ・サセルナ市民集会」（実行委主催）、大崎市内で開催。約 100 名参加。
29 日（金） 県民連絡会、対県交渉。県自治会館、20 名出席。署名 556 筆提出、合計 13,918 筆に。
【１０月】１日（日） 「放射能汚染廃棄物の焼却に反対する大河原の会」住民集会、約 50 名参加。
県、環境生活部内に放射性物質汚染廃棄物対策室を新設。9 人体制。
12 日（木） 「放射能汚染廃棄物焼却処理に反対する石巻圏域の会（準）
」学習会（石巻市）
。
【１１月】23 日（祝） 第 4 回スルナ・サセルナ市民集会、大崎市図書館多目的ホール、約 110 名参加。24 日、
市民集会実行委、大崎地域広域行政事務組合に要請書を提出。
【１２月】2 日（土） 放射能汚染廃棄物の焼却に反対する県南連絡協議会と県民連絡会、県南総決起集会、
「オ
ーガ」2 階イベントホール。140 人が参加。約 100 人が町内デモ行進。
27 日（水） 焼却問題を考える富谷市民の会、黒川地域行政事務組合議会に「白紙撤回を求める要請書」を提出。
村井知事と石巻、大崎、仙南、黒川の 4 広域行政事務組合代表の亀井紘石巻市長、伊藤康志大崎市長、滝口
茂柴田町長、浅野元大和町長が県庁で会合。
「年内着手」
「一斉開始」を断念し、来年 2 月上旬から各圏域で試
験焼却を「順次開始」する方針で合意。

●2018 年
【１月】12 日（金） 放射能汚染から美里を守る会（代表コスタリカ人の農家ルイス・フェルナンド･レオンさ
ん）
、相沢清一美里町長に、試験焼却実施に反対する町民 500 人分の署名簿を提出。
21 日（日） 「放射能汚染廃棄物の一斉焼却に反対する黒川広域圏域住民の会」結成。
24 日（水） 「放射能汚染廃棄物処分を考える河南の会」
（岡田孝共同代表）
、遊楽館で結成大会。中嶋信徳島大
名誉教授（地域経済論）が講演。約 60 名参加。
【２月】5日（月） 県民連絡会、自治会館208号室で焼却問題で県と意見交換会。約30名参加。
【３月】4 日（日）「ふるさと黒川の生命と水を守る会」結成集会。「放射性汚染廃棄物と粉塵による放射線被
曝を考える」岡山博氏が記念講演。大和町まほろばホール研修室、約 60 名参加。
20日（火） 仙南地域広域行政事務組合、仙南クリーンセンター（角田市）で試験焼却を開始（最終6回目11/6
～）
。仙南の会、試験焼却開始に抗議し、焼却中止を求める文書を組合に提出。
【４月】4日（水） 「放射能汚染から天平の郷土を守る涌谷の会」
「放射能汚染から美里町を守る会」
、大崎地
域広域行政事務組合に、試験焼却実施反対の署名簿1403人分を提出。
12 日（木） 仙南の会約 20 名、
「基準値を超えたら試験焼却を中止するとの約束を守るべきだ」として、組合に
試験焼却中止の申入れ。
13 日（金） 河南の会（岡田孝共同代表）など 2 団体 5 名、亀山紘石巻市長に、焼却と埋め立ての中止を求める
文書と 3234 人分の署名を提出。
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15 日（日） 焼却処理に反対し隔離保管を訴え、大崎市長選に、8 日告示の 1 週間前に無所属での立候補を表明
した加藤幹夫氏が、14,774 票を獲得し健闘。
18日（水） 市民集会実行委、大崎市に住民向け放射能勉強会の参加対象を広げるよう求める申し入れ書提出。
21 日（土） 放射能汚染廃棄物問題を考える大崎の会、池田こみち氏（環境総合研究所顧問）講演会、吉野作造
記念館。約 30 名参加。
22 日（日） 県民連絡会、
「放射能の拡散ストップを求める宮城県民集会」
、県民会館 601 号室。約 80 名参加。
25 日（水） 県民連絡会 6 名、県に仙南の試験焼却中止の申し入れ書を提出。
29 日（日） 仙南の会、放射能汚染廃棄物「焼却問題学習会」
、講師大槻憲四郎氏（東北大学名誉教授・理学研
究科地学専攻）
、大河原駅前オーガ 2Ｆイベントホール。65 名参加。
【５月】10 日（木） 市民集会実行委、伊藤大崎市長に、試験焼却関連議案提案凍結の申し入れ。
22 日（火） 黒川地域広域行政事務組合、住民に対する説明会も開催せず、大和町吉田の環境管理センターで試
験焼却を開始（最終 6 回目 10/23～）
。生命と水を守る会、抗議集会を開催、焼却中止を求める抗議文を提出。
24 日（木） 放射能汚染から天平の郷土を守る涌谷の会、涌谷町大橋信夫町長に、試験焼却を取りやめ、8000
㏃/㎏を超える廃棄物を隔離保管するよう求める申し入れ書を提出。
【６月】2日（土） 大崎市、焼却施設と最終処分場がある古川、岩出山、三本木の3カ所で住民説明会を開催、
約250人が参加。住民からは試験焼却反対の意見が相次いだ。
8日（水） 市民集会実行委員会と放射能汚染からこどもを守る岩出山の会、上宮協栄会、大崎市に、予算計上見
送りや試験焼却の中止を求める抗議文を提出。
18日（月） 大崎市三本木の伊賀行政区など8団体、市議会に試験焼却費を含む補正予算案を可決しないよう求め
る要望書を提出。
【７月】5 日（木） 栗原市、堆肥製造施設の建設候補地周辺の住民を対象に事業説明会を開催。約 50 人が参加。
周辺環境への影響や風評被害を不安視する意見が相次いだ。
7 日（土） 市民集会実行委員会、第 5 回市民集会、大崎市長と大崎事務組合に試験焼却中止を求める要請文等
を採択。約 60 名参加。
【８月】10日（金） 大崎市の住民組織「上宮協栄会」住民ら161人、大崎事務組合に対して焼却予算の執行を
差し止める「住民監査請求」
。池月地域に多数の「焼却処分反対」の幟旗を設置。
18 日（土） 大崎市三本木総合支所で、共産党市議団が主催する意見交換会。市民ら約 60 人を前に、市と大崎
事務組合が説明。反対団体側の中島信徳島大名誉教授が、代案を提示。
21 日（火） 県議の会と県民連絡会、放射能汚染廃棄物の処分問題（焼却・埋め込み・堆肥化など）学習会。東
北大学名誉教授大槻憲四郎氏が、問題点を指摘。県議棟 1 階応接室。県議 10 名、市民 25 名参加。
25 日（土） 放射能汚染廃棄物の焼却処分に反対する石巻の会、講演会「放射能ゴミの焼却・汚染のバラマキを
止めるために」講師・青木一政さん（市民放射能監視センター「ちくりん舎」副理事長）
。石巻市北村遊楽館大
会議室、約 50 名参加。26 日、涌谷町でも講演、30 名参加。
【９月】14 日（金） 南三陸町、町議会 9 月定例会で、周辺住民の反対の声をうけ、汚染牧草のすき込みによる
減容化実験の中止を表明。
18 日（火） 栗原ネットワーク、栗原市に堆肥化の見直しなどを求める要望書、市議会に陳情書提出。
22 日（土） 「上宮協栄会」
、市民集会を開催。焼却予算の執行を差し止める「住民監査請求」却下の決定を不
服として、試験焼却中止を求める住民訴訟の検討を表明。
27 日（木） 栗原市の堆肥製造施設建設候補地周辺住民ら 29 人、建設に反対する「栗駒地区民の会」を発足。
決起集会に約 40 人が参加、反対の署名活動の継続を確認。
28 日（金） 石巻地域の会と放射能汚染廃棄物処分を考える河南の会、石巻市に試験焼却中止を求める申し入れ
書を提出。約 10 名参加。10 月 3 日、石巻行政事務組合にも申入れ。
【１０月】3日（水） 石巻市、石巻広域クリーンセンターで1回目の試験焼却を開始（第2回10/23～）
。
4日（木） 「スルナ・サセルナ市民集会実行委員会」、大崎市内で反対集会。約50名参加。焼却施設3ヶ所（古
川、岩出山、涌谷）周辺29ヶ所で放射性セシウムの独自測定を実施する方針。
11日（木） 「上宮協栄会」の阿部忠悦会長ら124人の原告団、大崎組合管理者の伊藤康志大崎市長に対し、試験
焼却予算の支出差止を求める住民訴訟を仙台地裁に提訴。
石巻市、河南一般廃棄物最終処分場に焼却灰（124～237㏃/㎏）の搬入を開始。
「河南の会」約20人、福田生
活環境部長に搬入凍結を求める申し入れ書を提出。
15日（月） 大崎組合、焼却施設3ヶ所で試験焼却開始（第2回11/12～第3回12/10～）
。各地で抗議行動。
16日（火） 大崎組合、焼却灰を三本木最終処分場に搬入開始。
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18 日（木） 「栗駒地区民の会」
、栗原市長に堆肥製造施設建設候補地白紙撤回を求める 871 人分の署名簿提出。
24 日（水） ふるさと黒川の生命と水を守る会、黒川組合と事務所で意見交換。双方から計 20 人参加。
29日（月） 県民連絡会、環境省東北地方環境事務所に、仙南クリーンセンター周辺のモニタリングポストの空
間線量が上昇傾向を示している原因の調査を求める申入れ書を提出。
31 日（水） 加美町の猪俣洋文町長、秋元司環境副大臣が県知事に指定廃棄物処理の議論再開を促したのに対し、
記者会見で「大崎地方が一体となって反対運動を繰り広げる」と、発言。
【１１月】1 日（木） 千葉栗原市長、秋元環境副大臣発言に「最終処分場は断固受け入れられない」と発言。
8 日（木） 石巻地域の会、石巻市に本焼却の中止を申入れ。河南の会、焼却に関する質問書を提出。
12 日（月） 石巻市、石巻広域クリーンセンターで、本焼却を開始。県内 4 圏域で初めて。
15 日（木） 村井知事、県議会予算特別委員会で、栗原・加美・大和 3 市町の指定廃棄物最終処分場候補地の撤
回を国に要請したことを明らかにした。
【１２月】5日（水） 「上宮協栄会」の阿部忠悦会長ら4人、焼却中止を求める仮処分を仙台地裁古川支部に申
し立て（仙台地裁に回付）
。放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟第１回公判、仙台地裁。原告団長阿
部忠悦さんらが意見陳述。
「試験焼却は、地元住民組織との申し合わせに反し、放射能汚染を拡大する」
。

●2019 年
【１月】11 日（金） 大和町、町議会全員協議会で、町内に保管していた牧草やほだ木等の汚染廃棄物 64.1 ㌧
を堆肥化や試験焼却・林地還元で処理し、完了したと報告。
17 日（木） 仙台地裁、焼却中止を求める仮処分の第 1 回審尋。
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】10日（日） 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。
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。
（3.7 第 4 回審尋で終了）
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。
【３月】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。
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）
、大和町まほろばホール大会議室。
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、現地調査を実施。
22 日（金） 亀山紘石巻市長、汚染廃棄物の処理が終了したと発表。処理完了？は県内の 4 県域で初めて。
23 日（土） みんなのデータサイト、みんなの放射線測定室「てとてと」
、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！大沼淳一氏（市民放射
能センター（C-ラボ）スタッフ）
、仙台市シルバーセンター7 階第一研修室。約 30 名参加。
24 日（日） 大崎耕土を放射能で汚染させない連絡会、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」
、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）
。
28日（木） 放射能汚染廃棄物の焼却処分に反対する石巻地域の会、亀山石巻市長宛「放射能汚染廃棄物の焼却・
埋め立て強行に対する抗議文」を提出。
（4月15日、石巻市、文書回答）
31日（日） 県民連絡会、
「本焼却阻止・大崎住民訴訟支援の集い」
、エルパーク仙台5階。
【４月】13日（土） 放射能汚染廃棄物問題を考える大崎の会、講演会「住民の『平穏生活権』を守る」
、講師
青木正芳弁護士、古川保健福祉プラザ、約90名参加。
17 日（水） 石巻地域の会、第 2 回総会と学習会「大崎住民訴訟の意義と解説」講師松浦健太郎弁護士。
24 日（水） 放射能汚染廃棄物の焼却に反対する仙南の会、仙南事務組合に「本焼却中止」申入れ、7 名参加。
26 日（金） 仙台地裁、大崎試験焼却中止の仮処分訴訟で、申し立て却下の不当決定。
【５月】10 日（金） 大崎試験焼却中止仮処分訴訟、住民側、仙台高裁に即時抗告。報告集会を開催。
15 日（水） 仙南地域広域行政事務組合、本焼却を開始。2023 年 1 月まで、約 7200 ㌧を焼却予定。
仙南の会、中止の申入れと抗議活動。
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●脱原発東北電力株主の会
代表 篠原 弘典
〒981－8007 仙台市泉区虹の丘 3－5－13 電話＆FAX 022‐373‐7000

●プロフィール
1990 年 第 66 回定時株主総会参加
1990 年 株主総会決議取消訴訟
1992 年 第 68 回総会に「青森・宮城・福島３県の県議会議長を取締役に据える慣例をやめること」を求
める 3 つの議案の株主提案（77 名株主 45,400 株）
1992 年 株主総会議決権確認訴訟
1996 年 脱原発株主提案（102 名株主 68,400 株）以後毎年
2001 年 脱原発株主提案（687 名株主 710,700 株）
東北電力、
「説明の場」等で事前質問書に全て回答（以後毎年）
2009 年 「株券電子化」で脱原発株主提案（247 名株主 321,500 株）に半減
2018 年 脱原発株主提案（214 名株主 255,600 株）
事務局 10 名 全国約 220 名の株主から賛同協力

●これまでの主な株主提案
○青森・宮城・福島３県の県議会議長経験者を取締役に据える慣例をやめること（1992･1996・2001 年）
○配当金を一株当たり 30 円に増配すること（1996 年～2006 年）
○取締役会をスリム化すること（1997 年・1999 年・2001 年）
○新潟県巻原発建設計画を白紙撤回すること（1996 年・1997 年・2000 年・2001 年）
○自然エネルギーを推進するためグリーン電気料金制度を導入すること（2000 年）
○役員報酬を開示すること（2004 年～2010 年）
○部門別カンパニー制度の導入（2005 年）
○役員退職慰労金制度を廃止すること（2006 年）
・核燃料サイクル事業からの撤退（2002 年・2004 年・2005 年・2011 年・2016 年・2017 年）
・プルサーマル計画を中止すること（2009 年）
○浪江・小高原発計画を白紙撤回すること（2012 年）
○高速増殖炉開発からの撤退（2010 年・2016 年）
○女川原子力発電所の廃止（2017 年）
・脱原発会社宣言（2018 年） ・東通原子力発電所の廃止（2018 年）
・廃炉計画の策定（2018 年） ・送電線容量の有効活用（2018 年）
・再生可能エネルギー導入拡大計画の策定と実行（2018 年）
・日本原子力発電と日本原燃への出資及び債務保証は行わない（2018 年）
※○は、取締役会の反対で株主総会で否決されたが、後に実現した株主提案

●2019 年株主提案（4 月 26 日提出）
２４年続けての株主提案
株主数 １９７名
議決権数 ２，１３９個（ ２１３，９００株）

●東北電力(株)第 95 回定時株主総会 共同株主提案議案
第１号議案 原子力発電事業からの撤退と原子力事業他社への出資の中止
・当会社は、経営面でも安全面でもリスクの大きい原子力発電事業から撤退し、原子力事業他社への出資・
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債務保証を取りやめる。
○提案の理由
当社は、女川原発２号機と東通原発１号機を再稼働させるための安全対策工事に、3,500 億円あまりを投じる
と公表しています。また廃炉を決定した女川原発１号機の廃炉費用も 419 億円と試算しています。また福島原発
の廃炉・汚染水処理・賠償・除染の事故処理に、最大 80 兆円掛かるとの民間シンクタンク「日本経済研究センタ
ー」の試算も公表されています。税金・電気料金として徴収出来るとして許されていますが、電力自由化で厳し
い経営環境を迎えている現在、原発は経営面でのリスクが大きいことがますます明らかになって来ています。そ
して燃料デブリの取り出しの見通しが立たず、汚染水処理の困難さなど、福島原発事故から８年の経験は、安全
面でのリスクの大きさも様々に明らかになっています。そして大量に発生する廃炉廃棄物の処分など、作り出し
てしまった莫大な放射能の処分問題は、解決が待ったなしの状況です。原子力発電事業からの撤退を、決断する
時期に来ています。
第２号議案 女川原子力発電所１号機の廃炉計画の策定
・当会社は、女川原子力発電所１号機の廃炉に当たって、速やかに廃炉計画の策定・公表をすることで、県
民、消費者への信頼、透明性を確保する。
○提案の理由
当社は、女川原発１号機の廃炉を昨年 10 月 25 日表明しました。廃炉費用は 2017 年度末想定より 13 億円少な
い 419 億円とのことです。しかしながら、廃炉作業の具体的計画は何一つ明らかにされていません。村井宮城県
知事からも「透明性を持って説明してほしい」と注文されている始末です。廃炉工程において使用済み核燃料の
821 体の運び出しが重要な関門とされています。しかし、日本原燃再処理工場は稼働の見通しが立たず、使用済
み燃料は冷却の必要性から、女川２・３号機のプールに留め置かれるのではないか言われています。ところが２・
３号機のプールも空き容量は多くはなく、10 年程度が限度とされています。更には廃炉に伴って低レベル放射性
廃棄物が出ますが、その管理は電力各社の責任とされ、女川原発敷地内で保管されます。従って、地元にとって
は大きな不安要因となるのは必定です。廃炉計画の策定・公表が急がれます。
第３号議案 日本原子力発電株式会社との電力供給契約の破棄
・当会社は、電力自由化に対応し財務の健全性を確保するため、日本原子力発電(株)との間の電力供給契約
を破棄する。取締役会は、日本原子力発電(株)からの資金回収計画を策定し、毎年、株主総会に報告する。
○提案の理由
当社は、日本原電から実際電気（商品）を受電していないにもかかわらず、他社購入電力料という名目で、基
本料として、2011 年以来毎年 100 億円前後のお金を支払い続け、すでに 800 億円以上も支払っています。このよ
うな可笑しな取引、電力供給契約は破棄されるべきです。日本原電が保有する東海第二原発は、
「被災」原発であ
り、運転期限 40 年を越えた「老朽」原発です。原子力規制委員会から新規制基準適合性審査の「合格」を受けた
とはいえ、
これから約 3,000 億円の安全対策工事費を掛けたとしても、
この先まともに稼働するのかも分からず、
当社の有益な電源にはなりません。また、地元や関東圏の住民からも再稼働反対の声が日増しに高まり、地元６
市村などの住民合意を得られる見通しはありません。日本原電は、当社や国有化されている東京電力の資金支援
を充てにしている金融機関からも見放された「経理的基礎」のない会社です。支援を中止し、いままで支払った
資金を早急に回収すべきです。
第４号議案 自治体の事前了解
・当会社は、
原子炉施設及びこれと関連する施設等を新増設しようとするとき又は変更しようとするときは、
事前に全ての原子力災害対策重点区域内の自治体と協議し、了解を得るものとする。
○提案の理由
2012 年に国の「原子力災害対策指針」が改定され、住民避難計画を策定しなければならない原子力災害対策重
点区域が、8～10km 圏（ＥＰＺ）から 30km 圏（ＵＰＺ）に拡大されました。これは福島原発事故の現実を踏まえ
た国が、事故前はＥＰＺが負うとしていた被曝リスクを、事故後にはＵＰＺが負うと認めたということです。で
あるからには、ＵＰＺ自治体にはかつてのＥＰＺ自治体と同等の権限が認められなければなりません。原発事故
リスクとそれに対処する「責任」を負うからには、それに伴って「権利」が発生するのは当然のことです。さら
に先の「女川原発再稼働の是非を問う県民投票条例の制定を求める署名」では、ＵＰＺ自治体における署名率が、
立地自治体と同様に非常に高く、ＵＰＺ自治体住民が「発言権」を求めていることがわかりました。当社は、女
川原子力発電所の施設の新増設及び変更に当たっては、立地自治体（＝ＥＰＺ自治体）の２市町と同等の協議を
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ＵＰＺの５市町とも行ない、事前了解を得るものとします。
第５号議案 送配電部門の所有権分離
・当会社は、送配電部門を別会社化し、発電・販売部門会社との資本関係を解消して、中立性・公平性を確
保する。
○提案の理由
2020 年 4 月までの送配電部門の法的分離（いわゆる「発送電分離」
）が求められており、当社においても「カ
ンパニー制の導入」等の組織整備が行われているところです。この「発送電分離」は、これまで各地域に一社の
電力会社が発電・送配電・販売を独占し電気料金を「総括原価方式」で決めていた仕組みを転換する「電力シス
テム改革」の総仕上げであり、地域の電力システムに健全な競争とイノベーションをもたらす鍵です。そのため
には、送配電部門が、既存の電気事業者と新規参入した事業者を平等に扱う中立性・公平性を確保することが最
も重要です。すなわち、電柱や電線等々の送配電網は言わば道路と同様の「公共財」であること、だからこそ引
き続き「地域独占」が許されることを明確にしなければなりません。よって当社は、別会社化した送配電部門を
持株会社が支配する「法的分離」にとどまらず、送配電部門会社と発電・販売部門会社との資本関係を解消する
「所有権分離」へと進むべきです。

●「株主提案権」とは
株主の「提案権」は、欧米の株主総会では以前から定着していた制度です。株主総会で会社（取締役会）
が議案を提案するのと同じように、株主にも議案提案の権利を認めようというものです。日本では、昭和
56 年の商法改正で、
「232 条の２」に導入されました。その後 2006 年の新会社法の第 303 条 2 項および 305
条 1 項に引き継がれています。その目的は、株主に対して、株主総会の機会を利用して会社の経営に関する
株主自身の意思を決議に反映させ、会社内部の風通しを良くしようというものです。
この株主提案権を行使するためには、
① 株主総会当日（6 月末の予定）の 8 週間前までに議案を提出すること
② 合計で議決権 300 個（3 万株）以上の株主の同意・署名があること
③ その株主たちが、議案提出の時点で、引き続き 6 か月以上株を持っていること
④ 提案に加わろうとする株主が自分の証券会社等に「個別株主通知」の申出を行うこと
が必要です。

●２００９年株券電子化に伴う株主提案の流れ
以前は、
「株主提案権行使合意書兼委任状」に必要事項を記入し届け出印を押して、返送するだけでした。
ところが、2009 年 1 月の「株券電子化」で上記手続きの他に、証券会社等に「個別株主通知申出書」を提
出し、
「個別株主通知申出受付票」を入手し、返送していただく手続きが必要になりました。
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▽○支店
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返信用封筒で
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合意書
脱原発東北電力
株主の会
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