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2020 年 2 月 18 日

女川原発 2 号機の再稼動を許さない！
「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しよう！ 県議と県民の対話集会」
日時：2 月 26 日（水）18:15～19:30
会場：宮城県民会館（東京エレクトロンホール宮城）601 号室
内容：「脱原発をめざす宮城県議の会」から経過報告と「条例案の内容」報告、意見交換など
主催：「県議と県民の対話集会」実行委員会（連絡先：080-1673-8391 多々良）
※ 全県からの結集で、再び傍聴席を埋め尽くし、議員提案を後押ししよう ※
2 月 21 日（金）13 時
代表質問：坂下賢（県民の声） 原発再稼働問題
14 時半 代表質問：三浦一敏（共産）
原発再稼働問題・避難計画問題
2 月 26 日（水）14 時
一般質問：天下みゆき（共産） 避難計画問題
2 月 28 日（金）10 時 一般質問：熊谷義彦（社民）原発再稼働問題、放射能汚染廃棄物問題
14 時 一般質問：三浦ななみ（県民の声）ウラン生成に伴う二酸化炭素放出
3 月 3 日（火） 議員提案による県民投票条例案の提出／提案趣旨説明（予定）
11 時 一般質問：大内真理（共産） 避難計画問題
13 時 一般質問：藤原知格（自民） 原発と放射性廃棄物問題
3 月 16 日（月） 県民投票条例の審議（常任委員会になるか連合審査会になるかは未定）
3 月 17 日（火） 本会議での採決
さようなら原発 みやぎ県民大集会
― 女川原発再稼働を許さない！ 福島原発事故を忘れない！―
日時：3 月 22 日（日）13 時 プレイベント・ブース開場
13 時 30 分 本集会 〈ゲストトーク〉神田香織さん（講談師）
14 時 30 分 一番町デモ行進
会場：仙台市勾当台公園市民広場
＜関連企画＞
講談師・神田香織が語る「はだしのゲン」から「３１１」まで－私の歩いて来た道―
日時：3 月 22 日（日）16 時 30 分～18 時
会場：日立システムズホール 3 階エッグホール（定員 92 人） 〈参加費：500 円〉
主催：「さようなら原発 みやぎ県民大集会」実行委員会
〈連絡先〉090-8819-9920 舘脇
メール hag07314@nifty.ne.jp
元内閣総理大臣小泉純一郎さんのお話を聴く会 ＠女川 「日本の歩むべき道」
日時：3 月 28 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分
〈入場料：500 円〉
会場：女川町生涯学習センター（400 名）＋研修室（100 名）＋まちなか交流館等
主催：「元内閣総理大臣小泉純一郎さんのお話を聴く会」実行委員会
（代表 6 町議連名 事務局長髙野さん）

第 362 回＆第 363 回 福島原発事故を忘れない！女川原発再稼働するな！
子供を守れ！汚染はいらない！みやぎ金曜デモ In 仙台
（略称：脱原発みやぎ金曜デモ）
日時：2 月 23 日（日）勾当台公園野外音楽堂（14 時 40 分集会、15 時デモ出発）
2 月 28 日（金）勾当台公園野外音楽堂（18 時 10 分集会、18 時 30 分デモ出発）
主催：みやぎ金曜デモの会（代表 西）（090-8819-9920 電話は 20 時～22 時まで）
女川原発再稼働同意差止仮処分命令申立
3 月 17 日（火）14 時～15 時 第３回審尋（非公開）仙台地裁
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公判後記者会見・報告会

雑感

もう１つの『フクシマフィフティ』！！

★映画と“福島原発事故の真実”とは別！

題ですが…）。）、それでも“涙腺が緩くなってい
る”筆者は、予想どおり？後半のいくつもの「逸
話」にホロリとさせられました。
このように、吉田昌郎所長以下の東電所員（フ
ィフティや佐藤眞理さんら）
・自衛隊員・協力企
業などの「ヒーロー」に、
「悪役・ピエロ」的な
菅首相・斑目原子力安全委員長なども登場して、
映画としては大ヒットするかもしれません（さ
すがは「カドカワ」。東電も全面協力？）が、筆
者にとっては観客が映画（同書）の内容を“福
島原発事故の真実”として受け止めてしまう（東
電の責任を軽減・忘れ去る）ことが気がかりで、
封切前に警鐘を鳴らそうと本稿を作成しました。
＜＊といっても、一般の観客は本稿を目にする
ことはなく、
‘ごまめの歯ぎしり’でしかありま
せんが…。＞
少なくとも「風の会ＨＰ」（や 3.20 発行『鳴
り砂』№284）で本稿をご覧の方は、『事故時運
転操作手順書』で、
（格納容器ベントの決断・指
示以外の）事故時の「操作責任者」は「各号機
の当直長」と明確に規定されており、吉田所長
ではないことを‘頭の片隅’に入れておいてほ
しいと思います。吉田所長の“超人ぶり・情に
熱い人柄”が強調されればされるほど、事故対
応の第一の検証対象である「当直長・当直」へ
の焦点がぼやかされることになります（事故の
真相究明を望まない東電の狙い通り！）。

この間‘なんとなく敬遠’していた門田隆将
「死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発」
（角川文庫版：以下「同書」）を、事故９年目の
今年３月６日から『フクシマフィフティ』とし
て映画化され全国ロードショーとなることを知
り、ついに読みました（ただし、２０１１年３
月１５日の吉田所長の「退避命令」後、最終的
に福島第一免震重要棟に残ったのは「フィフテ
ィ＝５０名」ではなく「６９名」：３４８頁）。
吉田所長をはじめ登場人物がすべて実名という
ことに驚きましたが、そのことが内容を理解し
易くしているほか、取材内容の信ぴょう性を高
めており、その点では各種事故調報告を補う“貴
重な史料”という印象でした。
‘読まず嫌い’を
大いに反省です。
ただし、題名から予想（敬遠理由の一つ）さ
れた通り、
「 はじめに」から「…過酷な状況下で、
退くことを拒否した男たちの闘いはいつ果てる
ともなくつづいた」
（７頁：下線筆者）というＮ
ＨＫの某番組のような「男たち」の連呼（その
後も至る所で）にはかなり閉口しましたが（被
曝の危険性が大きい労働環境なので、「男社会」
なのはある意味仕方ない面もあります。ただし、
第１７・２０章に登場する佐藤眞理さんのよう
な女性も、
「退避命令」時まで大勢残っていたと
のこと（それはそれで労働者被曝の点からは問

伊沢氏

平野氏
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★もう１つの『フクシマフィフティ』とは？

当直長より“まし”で、しかも３．１１事故時
は４号機は定検中だったので、地震直後は（津
波後も一定程度）３号機の事故対応に専念でき
たものと思われます）。
それに関連して、各種事故調報告では、１号
機、２号機、３号機…というように、事故経過・
対応を号機別に整理・記載していますが（東電
の最初の報告形式に他の事故調も影響を受けた
ため？）、それは完全な誤りで、１・２号機、３・
４号機、５・６号機をそれぞれ一緒の時系列（一
覧表）で記載・検討しなければ、特に運転操作
問題の真の検証・問題点の抽出（１・２当直長：
伊沢氏の尋常ならぬ大変さへの理解も含め）は
できません（上記Ｓ／Ｐ冷却の適否・混乱は、
そうして初めて見えてきます）。その点、映画で
は１・２号機の地震直後の運転操作を同一の画
面（中央制御室：通称「中操」
【上の図は東電最
終・添付 8-10(2/5)。ただし、政府事故調中間報
告・資料編１０６頁資料Ⅳ－３の図と多少違っ
ています。】、【下の写真は同・別紙２の２頁】）
に収める必要がありますので、
「 地震直後の様子」
がどのように映像化されるのか、興味津々です。

さて、筆者が同書を読もうとした最大の理由
は、図らずも、もう１つの『フクシマフィフテ
ィ』の真相を知りたかったからです。すなわち、
３月１１日１４時４６分の東北地方太平洋沖地
震発生から、巨大津波が襲来する１５時３６～
３７分頃までの約５０分間（フィフティミニッ
ツ）に、特に筆者の最大の関心事である「１号
機（非常用復水器ＩＣ）の運転操作」がどのよ
うになされていたのかを知るためでした。
事故当時の１・２号機の当直長が通常の当直
班（チーム）の当直長ではなかったという“未
確認情報”をどこからか聞いていましたが（各
種事故調報告では言及なし：筆者が見落として
いるだけ？）、なんと同書「第１章：２７頁、第
３章：７３頁」で、本来のＡ班長・平野氏から
Ｄ班長・伊沢氏に代わっていたことが明記され
ていました＜当直班はＡ班：東電 2011.5.17 公
開「１・２号機運転日誌」。スミ塗りも東電＞。
そのような“たまたま”のトップ交替は、通
常運転時ならば特に問題は生じなかったと思わ
れますが、３．１１という想定外の事態に直面
した時は、当直内での“意思疎通”などに深刻
な影響を与えたのではないか、と筆者は“邪推”
しています。
しかも、１号機（ＢＷＲ３世代）と２号機（Ｂ
ＷＲ４世代）では非常時（主蒸気隔離弁ＭＳＩ
Ｖ閉止＝原子炉隔離時）の炉心冷却システムが
全く異なるため（１はＩＣ、２は隔離時冷却系
ＲＣＩＣ＋圧力逃がし弁ＳＲＶ）、１人の当直長
が正真正銘「２種類の異なる号機の同時操作」
が求められたことから、実際に、１号機では不
要だったサプレッションプールＳ／Ｐ冷却を早
期（１５：１０）に実施（２号機で１５：０７
に先行実施。その流れで機械的に１号機でも実
施、と筆者は推定。でも、当直長は‘いずれは
必要となるものだったから’と弁明）するなど
様々な混乱が見られたのは、ある意味仕方なか
ったものと言わざるを得ません。そもそも、シ
ステム（世代）の異なる２種類の原子炉を、単
に経済的観点（人件費、建屋・設備の節減など）
から「２つの号機で１つの制御建屋」
（１・２号
機、３・４号機、５・６号機で当直長各１人：
同書２７頁参照。せめて、世代を考慮して、
「 １」
「２・３」「４・５」「６」の４区分にしていれ
ば、当直長・当直の負担は軽減されたのでは？）
とした、東電の根本的な設計ミス・重大な経営
責任です（なお、３・４号機は、いずれも２号
機と同じシステムなので、最初から１・２号機

伊沢氏

本馬氏

★映画『フクシマフィフティ』の注目点
・鑑賞のポイント？
もう一つ楽しみなのは、劇場で観る映画の醍
醐味ともいえる「音」です。
同書を読んで筆者が認識を新たにしたのは、
「１４：４６」発生の地震直後の１・２中操に
響き渡った警告音や火災報知機の音についてで、
「やがて揺れが収まってきた。中操内部は、各
種の警告音だけでなく、ジリジリジリジリ……
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という火災報知機の音など、け
たたましい音に包まれていた。」
（３２頁）、「火災報知機と制御
盤の警告音、そして運転員たち
の声―中操内部は、様々な“音”
が錯綜し、さながら戦場のよう
な状態を呈していた。各運転員
がパラメーターの数字や表示を
報告する。伊沢は、それぞれに
『了解！』という声を発しなけ
ればならない。」
（３３頁）、
「…警
告音のため、伊沢の耳には、わず
か数メートルしか離れていない
本馬（＊１号機主任）の声が届か
ない。
『私には、本馬の声が届い
ていないんです。でも、…本馬が
こっちに向かって何か叫んでい
ました。…』伊沢はそう語る。」
（３０～３１頁）など、中操内・
当直間での“声による意思疎通”
が困難だったという実態です。
その一方で、同書には、ＭＳＩＶ
閉、非常用ディーゼル発電機Ｄ
Ｇ起動、非常用炉心冷却系ＥＣ
ＣＳ待機などの重要な情報は、
「 運転員たちが主
任である本馬に報告し、本馬がこれを復唱して
伊沢に伝える。当直長の伊沢はこれを復唱して、
最後に「了解！」と言葉を発するのだ。現在の
状況を全員に周知徹底させるためである。」（３
４頁）と、
“声による情報共有”はきちんとなさ
れていたような記載もあります。地震直後に作
業管理グループ・大友氏が中操に駆け付けた時
は、
「相変わらず、火災報知機の…音が鳴り響い
ていたため、中操内の運転員たちは、けたたま
しさの中にいた。」（３９頁）が、伊沢氏が「…
通常のルールにはなかったのですが、私が“い
いから、ベルを止めろ”と、命じて止めさせま
した」
（４０頁）、
「地震発生から鳴り続けていた
火災報知機のけたたましい音がやっと止まった
…。」、「制御盤の警告音こそ鳴っているものの、
これでいくらかお互いの声が聞こえやすくなっ
た。」（同）とのことです。
以上を整理すると、地震の揺れが収まった時
点で、まず（実際には伊沢氏に届いていなかっ
た）
「本馬の声」が１・２号機のスクラム成功を
伝え（３０頁）、その後に火災報知機が止められ、
騒音レベルが幾分下がった後に各運転員からＭ
ＳＩＶ閉・ＤＧ起動・ＥＣＣＳ待機や「パラメ
ーターの数字や表示」が報告され、当直長が「了
解！」した、ということになると思われます（映
画でも確認できるといいのですが…）。

ところで、これまで東電は、事故後の最初の
報告から一貫して、
「１４：５２」に自動起動（そ
の直後には認識せず）したＩＣ２系統による冷
却により原子炉圧力が急減（＝原子炉水温が低
下）したことに気付き、
『保安規定』の定める「温
度降下率５５℃／時以下」を遵守するため、
「１
５：０３」に２系統とも手動停止した、との『説
明（ストーリー）』を繰り返しています。具体的
には、ＭＳＩＶ閉により本来は上昇するはずの
原子炉圧力の「低下」が運転員から報告され、
その原因を調べたらＩＣ操作員から「２系統自
動起動」が報告され、しかも「ＩＣ起動による
蒸気音を確認した」ことから、それが炉圧急減
の原因と判断し、上記の『保安規定』遵守のた
め、ＩＣを手動停止した“ことになっています”
【上の時系列：東電最終・別紙２の３１頁、下
の文章：同・別紙２の２頁】。
でも、「ＩＣ起動による蒸気音」なるものは、
保安院の聴き取りに対しても（おそらく伊沢氏
は）「中央制御室でも蒸気発生音は確認できた」
と述べていますが、
「１８：１８」のＩＣ再操作
時には、
「開操作後に運転員が中央制御室から出
て、原子炉建屋越しに蒸気が発生している様子
とその発生音により確認した」【2011.11.20 保
安院「保安調査」】とある通り、津波・全電源喪
失後（制御盤からの警告音などが全て消えてい
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た静寂状態）でさえ、中操（制御建
屋内）からは「蒸気音」によるＩＣ
の 作 動 確認 など で きな か った こ と
は明らかです（だからこそ中操から
外に出て確認）。上記「蒸気音」は、
お そ ら く同 様に Ｍ ＳＩ Ｖ 閉に よ る
圧力上昇で１４：５２から断続的に
開閉作動していた２号機の「主蒸気
逃がし弁ＳＲＶの作動音」の可能性
が極めて大きいと思われます。
しかも、ＩＣ冷却タンク水温の
「記録計」の値でも【東電最終・添
付 8-9(1/3) ～ (3/3) 】、 東 電 自 身 の 解 析
【2011.11.22「（１号機ＩＣの）動作状況の評価
について」】でも、津波前のＩＣ作動では（最初
の自動起動に、手動停止後の３回のＡ系統操作
を加えても）、冷却タンク水温は「１５：３０過
ぎ」に約１００℃に到達（Ａ系統）し、最初の
自動起動（停止）時には約７０℃までしか上昇
しないことが示されており、そもそも「ＩＣの
蒸気音（ゴーという轟音）」は発生するはずがな
いのです。
ところが、不思議なことに、東電は一切訂正
していません。一方、ＩＣ作動に関心がなかっ
たためか、門田氏は「ＩＣ蒸気音」については
特に取材をしていないようで、同書に記載はあ
りません。果たして映画の「効果音」に「ＩＣ
蒸気音」が採用されるのかどうか、見ものです
（おそらく火災報知機と警告音だけだと思われ
ますが）。

さらに、映画では、おそらく地震直後・津波
前の描写は「ほんの数分間」だけで、それゆえ
映像化はされていないと思われますが、喧騒の
中の１・２号機中操で、本来は操作毎になされ
るべき「報告・復唱・了解！」が、ＩＣ２系統
の手動停止時（１５：０３）にもきちんとなさ
れたのかどうか、もしもあったら見逃さないよ
うしたいと思います（さらに、Ａ系統ＩＣの手
動操作１回目（１５：１７～１９）、同２回目（１
５：２４～２６）、同３回目（１５：３２～３４）
の際も）。
というのも、同書に記載された「報告・復唱・
了解！」は、門田氏の取材に応じた当直らの“タ
テマエ”と思われるからです（またまた筆者の
邪推？）。
津波・全電源喪失直後、
「ＩＣ操作者」は、そ
の直前に３Ａ弁を閉止（＝Ａ系統のＩＣを手動
停止）したことを「他の運転員に伝えた」と述
べていますが【東電最終：添付 8-10(4/5)】、東
電は、同操作者の記憶に変遷があったなどと屁

★地震直後の数分間の映像を見逃すな！
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理屈をつけて、その証言
を事実認定するに至らな
かった＝「完全に否定」し
ています。
おそらく東電は、ＩＣ
操作員が津波直前１５：
３４の手動停止の際の
「報告」を怠ったため、
「当直長・吉田所長・本
店」の誰一人として津波
直後の「ＩＣ不作動」とい
う重大な事態（これが福島
原発事故の深刻化＝炉心溶
融・水素爆発の連鎖などを
招いた『決定的な要因』だと
筆者は考えます）を認識・把
握できなかった！というよ
うに、責任転嫁しようとし
ているものと思われます。
本来は（誰が考えても）、当
直長がなすべきは「動作し
ていないかもしれないと考
えた上で現場対応の指示を
出していた」などという曖
昧な対応ではなく、
「動作状
況」を直接ＩＣ操作員に“確
認・再報告”を求めればよかったことは明らか
です。その点は新潟県でも問題にされましたが、
当直長は、不思議なことに「３Ａ弁を操作した
運転員に直接確認はしなかった」として、東電
もそれで済まそうとしています【新潟県技術委
員会「課題別２ 第６回資料２」東電のＩＣ操
作回答（2015.11.25）】。（なお、新潟では、前
述した“あり得ない”
「蒸気発生音」のことも取
り上げられて追及されていますが、１８：１８
再操作時の蒸気発生量の少なさを津波直後のＩ
Ｃ不作動の推定理由にするなど、東電・当直長
の説明はメチャクチャです！）
地震直後と違って、警告音も消えた静寂の中
で、数メートルしか離れていないところにいた
ＩＣ操作員に、
（ 名前が分からなかったとしても）
炉心冷却を唯一行なっていた最重要機器（＝頼
みの綱）ＩＣの作動状況＝炉心の冷却状況を直
接確認しないことなどまさに“あり得ない”こ
とで、だからこそ筆者は、最初に述べたように、
当直長交替の影響・
“意思疎通の悪さ”が事故の
背景にあったと邪推するのです。

★地震後の対応は本当に「訓練通り」？
同書では、地震後の対応について、
「これまで
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繰り返し行われてきた非常時の訓練と、変わり
なく自体は進んでいた。
『順調に進んでいる』伊
沢はそう思った。マニュアル通り、いや訓練通
りにすべては進んでいた。」（３５頁）とされ、
東電もそのように主張していますので＜東電最
終・本文１１８、１２２頁＞、映画でもそれに
従って、地震後に一段落（一安心）した中操・
当直らの映像から、不意に照明や制御盤表示や
警告音が消えてゆく映像に変わり、
‘津波前の事
故対応は順調だったが、巨大津波（天災）が事
故を引き起こした’ことを印象付けるものとな
るのではないでしょうか。
でも、実際はそうではありません。
何よりも、１号機のＩＣが運転中に作動した
のは運転開始約４０年で初めてとされ（＊実際
には 1992.6.29 に一度短時間作動、蒸気発生は
なし）、運転員も本社の誰もが実際のＩＣ作動経
験はなく、しかも、運転開始以来、炉圧上昇時
にはＳＲＶが作動して炉圧を低下させる設定だ
ったのに（そのためＩＣの作動（出番）はなし）、
事故の僅か８ヶ月前の２０１０年７月に「保安
規定や手順書」が変更（ＩＣ作動炉圧が低く設
定）され、
“ＩＣが作動し易く”なっていたので
す【「事象手順書」改訂履歴】。

にもかかわらず、東電は、第２６回定検を 7
月２９日に終了させ、ＩＣ作動に備えた運転員
の教育・訓練を実施しないまま、２０１１年３
月１１日を迎えたのです。
この事実を知れば、
“ＩＣ作動時には不要”な
Ｓ／Ｐ冷却を、
（ＳＲＶ作動時の習慣から）前述
のとおり１５：１０に行なった理由も理解でき
ます。そして、巨大地震の揺れや外部電源喪失
などの数々の異常事態に驚いた後、追い打ちを
かけるように（それまでの「訓練通り」のＳＲ
Ｖ作動ではなく）初のＩＣの自動起動（＋炉圧
の急減）を知って、運転員らが大いに驚いたで
あろうことも推察できます。すなわち、１号機
では、地震直後から‘多くが訓練通りには進ん
でいなかった’のです。
だからこそ、本稿では詳しく述べませんが、
ＩＣを用いた炉圧の規定範囲内の制御操作（温
度降下率規定の遵守）など、全くできていなか
ったのです（東電はその点に一切言及していま
せん）。そしてそれは、東電が本来「定検時」に
行なうべき「機能検査」をごまかして、運転開
始以来約４０年間、一度もＩＣを実作動させて
こなかったため、運転員が「操作経験ゼロ」だ
ったことが最大の原因です。

新潟県の技術委員会などの場でも）自動起動し
たＩＣを１５：０３に手動停止した理由として、
前述のとおり「温度降下率規定の遵守」を挙げ
ています。
この規定は、「福島第一原発保安規定」（第３
節の）第３７条に定められており、当直長のみ
ならず運転員も「保安規定」
（国の認可対象の法
定文書）は十分に教育されているはずで、その
点からは上記の手動停止は正当化されるように
見えます。だからこそ東電も、事故報告（弁明）
の最初の段階からその主張を繰り返しているの
です。
ところが、その「保安規定」で、第７６条の
「異常発生時（原子炉自動スクラム信号発信）」
について、第７７条（異常時の措置）第３項で
「当直長が異常の収束を判断するまでの期間は、
第３節運転上の制限は適用されない」とされて
いるのです。しかも、異常収束判断には第４項
で「主任技術者の確認を得る」ことが求められ
ており、実際の 3.11 事故時には（免震重要棟に
いた）主任技術者の確認を当直長が得ることは
不可能（ホットラインしか通信手段なし）で、
その意味では津波前の時点でも「異常時」が継
続していたはずです。従って、そもそも「温度
降下率規定」は適用されず、ＩＣの手動停止は
‘明らかに間違った運転操作’だったのです。
８か月前の変更で“作動し易くさせた”通りに
自動起動したＩＣをそのまま継続させ、一気に
「冷温停止」を目指すべきだったのです（ＩＣ

★「温度降下率規定」は異常時に適用除外！
それに加えて、指摘しておかなければならな
いのは、東電はこの間一貫して（事故報告でも、
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にはそのような強力な冷却能
力が備わっていました）。
にもかかわらず当直長は、引
継日誌の記載で第７７条第２
項を意識しているにもかかわ
らず、同条第３項には言及せず
（知らなかった・思い出せなか
った？）、東電は「温度降下率
規定」を理由とした「ＩＣの手
動停止操作」を未だに正当化し
ています。このように東電が
「第７７条第３項」を“ひた隠
し”にするのは（新潟県の合同
検証委員会・池内了委員長に対
しても）、ＩＣの継続作動により炉圧・水温が相
当程度低下することで、地震から５０分後の津
波による全電源喪失後の事故対応に十分な余裕
が生じたはずで（ＩＣの作動停止も直ちに把握
できたはずで）、事故の進展・悪化や２・３号機
の連鎖も防げた可能性が十分にあったのです。

【インフォメーション】
[詳細はそれぞれの主催者に確認して下さい]

『ふるさとを返せ』福島原発避難者訴訟控訴審
3 月 12 日（木）14 時 仙台高裁判決
12 時 決起集会 片平三角公園
16 時 30 分 報告集会 仙台弁護士会館 4 階
☆公正な判決を求める
共同署名（いわき＆生業）に協力を！

極限状況（戦争や巨大災害など）における「英
雄伝・美談」は確かに人の心を打ちますが（涙
もろい筆者もつい…）、ともすると、加害者側の
都合の良い視点からの記述が羅列され、そのこ
とで真実・本質が隠されることもあることに（そ
のため意図的に創り出され流布される「物語」
もあることに）、十分注意したいと思います。
『フ
クシマフィフティ』がどんなに「使命感と郷土
愛に貫かれて壮絶な闘いを展開した」
（８頁、裏
表紙の一文）としても、津波後の極限状態に至
る前の地震後の現場事故対応の不適切さ（ＩＣ
の手動停止）や、東電による４０年間にわたる
「機能検査」のごまかし（ＩＣの実作動ゼロ）
を、“帳消し”にすることは決してできません。
いまも避難生活を続けざるを得ない人や、長年
住み慣れた「ふるさと」への帰還を諦めた人の
存在を忘れてはならないと思いますし、その一
人一人の“声なき声”にこそ耳を傾けるべきだ
と思います。
＜2020.2.5 完＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

第７回いのちの光 3.15 フクシマ
～3.15 から 9 年 フクシマが背負ってきたもの
伝えつづけるもの～
講師：伊藤延由（飯館村在住）
日時：3 月 15 日（日）14 時～16 時
会場：仙台市・カトリック元寺小路教会大聖堂
〈参加費無料〉
主催：「いのちの光 3.15 フクシマ」実行委員会
〈問合せ〉090-2022-4007（木元）
放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟
第９回公判 4月28日（火）11時～12時
仙台地裁（終了後 報告集会予定）

『鳴り砂』臨時特別号 2020 年 2 月 18 日
発行●みやぎ脱原発・風の会
〈連絡先〉〒980-0811
仙台市青葉区一番町 4－1－3
仙台市市民活動サポートセンター内
レターケース No.76
電話＆FAX 022－356－7092（須田）
http://miyagi-kazenokai.com/

■□2020 年会費振込みのお願い□■
《郵便振替口座》02220－3－49486
《口座名》みやぎ脱原発・風の会
会
費●3000 円／年
賛同会費●1000 円／年
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