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≪最終速報≫硫化水素労災事故は“一件落着”？
東北電力は、11.5「お知らせ」（最終報告）
で、7.12硫化水素労災事故について、10.7労基
署「指導票」＜＊＞も踏まえた「原因と再発防止
対策」を公表。労基署への「改善報告書」も同日
提出とのことです。＜＊風の会・須田さんが労基
署へ開示請求⇒個人情報スミ塗りの「部分開示」
ではなく、「犯罪の予防に支障を及ぼすおそれの
あるものが記載されて」いるとの理由で「不開示
決定」！まさか労基署も労災防止の枠を超えて
『毒ガス経路＝テロ対策』の不備を指摘・指導し
た？）＞
主な報告内容は、予想通り、労基署の改善指
導に“沿う”形で、洗濯廃液貯留タンクから２号
機制御建屋へ通じる配管の「空気攪拌時のみの一
時的隔離」や、空気攪拌時の「換気空調系の排気
量増加」などの作業手順見直し、「タンク内廃ス
ラッジ（底部沈殿物）の定期的排出」などの「労
災再発防止」対策を講じるというもので、定量的
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な解析等は一切示されず、これで今回の事故を
“一件落着”させようとするものでした。
また、今回の最終報告では新たに、「スラッ
ジ固化により硫化水素が蓄積しており、スラッジ
内の新たな空気経路形成により硫化水素が多量に
発生し、換気空調系で排気しきれず、逆流した」
旨述べていますが、それ以上の具体的なメカニズ
ム説明・原因究明はなく、さらに、対策の一つに
挙げられた「排水桝の封水確認頻度の見直し」＜
別紙４：本文で言及なし＞についても、対策を講
じることになった理由（原因）の説明がなく＜後
述＞、予想通りの“期待はずれ”でした。
さらに、「労災再発防止」上も重要と思われ
る、１号機制御建屋に硫化水素が逆流しなかった
理由・メカニズムについても、一切言及されてい
ません。
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加えて、１・２号機ランドリドレン処理系の
「共用」（別紙１脚注で初めてこの用語を使
用！）が『根本原因』であることには、本文では
一切触れていません（触れれば、「共用」解消の
ための２号機単独での処理施設の新設が不可避で
あることが明らかとなり、物理的なスペース確保
（極めて困難！だからこそ２号機増設時に「共
用」に！）や設置変更許可申請等の法的諸手続き
が新たに必要となり、費用的にも時間的にも“自
らの首を絞める”ことになるため）。

そして、11.5報告と協定文書に共通する最大
の謎は、固結スラッジ（活性炭）に硫化水素が
「蓄積」し、事故前の7.5･6や7.12の高圧注入
で「新たな空気通路」ができ、「硫化水素が多量
に発生」して「排気しきれず」、という説明で
す。スラッジ内「蓄積」が原因で排気中の硫化水
素が「高濃度（致死レベル）」になったのは理解
できますが、「スラッジ層がほぐれ、蓄積してい
た硫化水素が多量に発生」＝『排気しきれないほ
どの膨大な体積（量）の硫化水素がガス化』とい
うのは、誤った説明・誤解でしかないと思いま
す。単に、タンク底部水圧（水深３～４メート
ル？）・スラッジ固結（？）によるやや高い圧力
下（1.3～1.4気圧程度？）で「気液平衡＋活性
炭との吸着平衡」（「スラッジ・活性炭内に密
封・高圧蓄積」はされません！）にあった硫化水
素が、新規形成された空気通路を上昇する注入気
泡中に拡散移行または直接ガス化して上昇し、タ
ンク上部の気相部で1気圧（？）に減圧されたこ
とで、約1.3～1.4倍に「体積膨張」したことは
十分に考えられますが【ボイルの法則】、空気注
入量1.4kg/㎠に影響する（排気しきれない）ほ
どの「ガス化・多量発生」はあり得ないと思いま
す＜間違いなら、電力担当者でもどなたでも、筆
者にご教授下さい＞。要するに原因は、空気注入
量倍増に見合う排気量設定をしなかった“単純ミ
ス・作業ミス”でしかないのは明らかです。

その結果、２号機制御建屋への硫化水素逆流
の危険性を『根本的に解消』することはできず
（次は「配管の一時隔離忘れ・手順ミス」で労災
事故再発？⇒対策として「隔離確認・手順見直
し」のイタチごっこ！）、同時に『号機間テロの
危険性』も放置・容認されたままになっていま
す。
その一方で、「廃スラッジの定期的排出」が
必要とされたことは、規制委『毒ガスガイド』の
「固定源」想定にも関わり、全国の原発にも“水
平展開”が必要です＜後述＞。
なお、筆者注目の「同タンク以外の硫化水素
発生源調査」の報告はありませんでした＜後述
＞。
その後、東北電力が安全協定に基づき宮城県
（や女川・石巻）へ提出した報告（協定文書）を
見ると、11.5報告にはない（マスコミや市民に
知られたくない？）記載がいくつかありました。
まず、当該貯留タンクは３号機には設置され
ていないとのことなので、全国の原発毎に同タン
クの有無（硫化水素発生・毒ガステロの危険性）
が微妙に異なるのかもしれません。

なお、「硫化水素発生源調査」について、協
定文書では（筆者が第一報で指摘した）海水冷却
系（水抜き後の付着生物腐敗に起因）を挙げてい
ましたが、＜11.5報告に記載なしなのはなぜ？
＞。本当にそれ以外に見落しはないのでしょう
か。
12.11公開学習会では、11.5最終報告・協定
文書批判も含め、今回の事故が明らかにした様々
な問題点について明らかにする予定です。そのた
めの基礎知識として、１・２号機ランドリドレン
処理系「共用」の経緯や「毒ガスガイド」の概
要、さらに「洗濯廃液」から「微生物（硫酸塩還
元菌）」が「毒ガス（硫化水素）」を生成する仕
組みや、「硫酸塩還元菌（原発の敵＝悪意なきテ
ロリスト？）」についても分かりやすく（？）か
つ詳しく（！）解説しますので、是非ご参加くだ
さい。
＜2021.11.18 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

次に、従前の空気注入時には換気空調系で問
題なく硫化水素を排出（常時作動／間欠作動？設
定流量は？いずれにしてもおそらく“無処理（希
釈）でたれ流し”では？…要事実確認！）してい
たものの、事故１週間前7.5･6と当日7.12には
空気注入圧力（流量は？）を倍増させた（通常
0.7⇒1.4kg/㎠。7.6には10倍の7.0kg/㎠で自
動注入するも3秒後に水位高で手動停止）にも関
わらず、換気空調系の排出量（流量）は増加させ
ず、加えて接続配管の「封水不足」もあり（この
事実は初公表・明言！）、硫化水素が逆流したと
のこと（添付－１では、11.5報告・別紙１脚注
に記載した「共用」の文言を使用せず！…このよ
うなチグハグな公表は、真相究明・情報公開とは
相反するものです）。
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女川原発再稼働差止訴訟第 1 回口頭弁論期日報告

ふるさとに戻れない避難など避難とはいえない
＜全面的に争う姿勢の東北電力＞
東北電力は、答弁書のなかで、原発の安全論、
必要論を展開し「事故が発生する危険性につい
て、原告側が立証すべきである」と、原告側に立
証責任を求めています。「深層防護第 5 層（避
難計画）に不備があっても、それによって住民に
放射線被害が及ぶわけではない」と、避難計画は
あってもなくてもいい、というような主張です。
東海第二原発の再稼働を差し止めた水戸地裁判決
に対しても、「矛盾している」と否定してきてい
ます。
「緊急時モニタリング測定の結果から対象地区
を特定して『段階的』に一時移転をするのだか
ら、ＵＰＺ住民が一斉に避難することを前提とし
た原告の主張は誤りだ」として、棄却を求めてい
ます。
更に、避難計画は女川地域原子力防災協議会で
「具体的・合理的」と認められ、政府の「原子力
防災会議」で「了承」されたものであること、渋
滞も、避難途中で体調不良者が続出することもな
い、と主張しています。また、退域時検査所の運
営について、被告自身が 600 名程度の要員を確
保するから十分だとし、原告が示した実効性がな
い理由については「否認ないし争う」と、全面的
に争う姿勢を示してきました。

11 月 8 日、石巻市民 17 名が東北電力を相手
取り、実効性がない避難計画のもとで原発を再稼
働してはならないと訴えた、
「 女川原発再稼働差止
訴訟」の第１回口頭弁論が、仙台地方裁判所で開
催されました。
12 時 20 分からの傍聴抽選券受付には、県内
をはじめ福島などから原発事故被害裁判や子ども
脱被ばく裁判を闘う原告の方々も集まり、39 席
の傍聴数に約 90 名が並びました。傍聴券抽選後、
14 時からは、裁判所前の公園で原告団と支援に
駆けつけた方々約 60 名で、開廷前集会を開催し
ました。女川原発の再稼働を許さない！みやぎア
クション共同代表の多々良さんからは「裁判を提
起した原告を支え、県民全体の問題としてこの裁
判を応援していこう」と訴えの挨拶、先の宮城県
知事選を闘い貫いた長純一氏からも医師の立場か
ら自らの体験をもとに牡鹿診療所での避難の困難
さや避難計画があっても逃げられない実態が報告
され、裁判に注目していくことが語られました。
40 年前に女川原発建設差止訴訟を闘った女川町
議の阿部美紀子さんは、
「わが家では父（故阿部宗
悦さん）と私たち夫婦、子どもの 4 人が原告にな
って闘ったが、残念な結果になってしまった。皆
さんにはぜひ私たちの意思を引き継いで闘っても
らいたい」と、私たちの裁判に激励を頂きました。
原発事故被害いわき市民原告団長の伊東達也さん
からは、
「 福島原発裁判が今後仙台高裁で展開され
る。ともに連携して闘っていこう」と挨拶を頂き
ました。最後に、原伸雄原告団長が、裁判提起ま
での経過、被告東北電力の原告主張に対する反論
への批判、原告団の思いと裁判に対する決意を述
べて集会を終え、
「東北電力は、女川原発を再稼働
するな！」という横断幕を先頭に、原告団、弁護
団、傍聴者が裁判所へ向かいました。

＜徹底審理と明確な判断を＞
第 1 回口頭弁論で意見陳述に立った原伸雄原告
団長は、避難計画には実効性がないこと、避難計
画の決定過程で「住民の関与」が全くなかったこ
と、深層防護第 5 層に関して「第三者の審査」が
なかったことを指摘し、
「 住民にとって避難計画は
最後の砦だ」と述べ、避難計画の実効性について、
裁判での徹底審議と明確な判断を求めました。
原告らは、被告東北電力の答弁書に対して、自
治体に避難計画の策定を求めているのは「深層防
護第 1 層から第 4 層（原発敷地内の防護）が突破
される可能性を前提にしていること」であり、
「（第
5 層は）あってもなくてもよいもの」ではないと
反論しました。
各々の防壁は、独立して機能することが前提で、
他のレベルに依存してはならない信頼性が要求さ
れています。第 5 層レベルは、絶対的安全が達成
できない原発には不可欠なのは当然です。
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また、交通渋滞で段階的避難は不可能であるこ
と、自主的避難を食い止める有効な方法がないこ
と、退域時検査場、避難受付ステーションでの交
通渋滞など、実効性がないことを改めて反論しま
した。
さらに、計画を策定した宮城県と石巻市、内閣
府に対して裁判所が質問する「調査嘱託申立」を
提出しました。調査内容は、退域時検査場の処理
能力や要員確保、避難車両の路上での待機可能時
間、避難受付けステーションの受付能力、バスの
確保と手配、バスに添乗する職員数、避難に要す
る日数などを挙げています。また、被告東北電力
に対しては、退域時検査所の要員派遣（600 名
程度）の概要について求釈明を行いました。
調査嘱託を裁判所が採用するかどうかが、この
裁判の大きな分岐点になります。宮城県や石巻市
から「検討中」とか「確認していない」とか回答
してくるのであれば、実効性がないことの裏付け
になります。計画を作成し、実行する当事者を議
論に引きずり込み、徹底した審議を実現するよう
求めていくことにしています。

代表の今野寿美雄さん、脱原発をめざす宮城県議
の会の佐々木功悦県議から、それぞれ連帯のご挨
拶を頂きました。
3.11 当時、女川原発で働いていた今野寿美雄
さんからは「放射性物質は女川まで飛んで来て、
作業員に外出禁止令が出た。道路が地震でひび割
れて、津波で流された。どうやって避難するので
すか。できるわけがない。避難計画は絵に描いた
餅だ」との話は、現実的かつ衝撃的なものでし
た。実効性のある避難計画などそもそもできるわ
けがありません。仮に避難できたとして、ふるさ
とに戻れない避難など避難とはいえません。
報告集会は、再稼働を差し止める判決をもぎ取
るために、佐藤清吾原告団副団長の音頭で団結ガ
ンバローをして、終了しました。
今後の日程は、被告答弁書への原告側反論に対
する被告の反論を 11 月末まで行い、それを受け
て、原告側の再反論の準備書面を 12 月中旬まで
に提出することになり、2022 年 1 月 12 日
14:00 の第 2 回口頭弁論で審議されることにな
りました。今後ともご支援と注目をよろしくお願
い致します。
（女川原発再稼働差止訴訟原告団
事務局長 日野正美）

＜避難計画の実効性をとことん審議する
場に！＞
閉廷後、仙台弁護士会館に移動しての報告集会
では、原信雄原告団長は「避難計画の実効性をと
ことん審議する場にしていきたい」と決意を語
り、小野寺信一弁護団長からは、被告答弁書の特
徴と原告反論（第 3 準備書面）の解説があり、
記者会見を挟んで参加した支援者を代表して、み
やぎアクション共同代表の篠原さん、大崎住民訴
訟原告の若井副団長、子ども脱被ばく裁判原告団

女川原発再稼働を止める、この秋の知事選・裁判闘争へ意思を結集！

「さようなら原発宮城県民集会」に 300 人

9 月 26 日、仙台市勾当台公園市民広場で「Ｓ
ＴＯＰ！女川原発再稼働 さようなら原発宮城県
民大集会」が実行委員会主催で開催された。これ

はもともと 3 月に予定されていたものだが、新
型コロナウイルスの感染拡大で延期され、今回も
直前まで開催するかどうか実行委員会で検討され
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た。しかし、この秋の知事選挙に向け、県民の思
いを形にするために、万難を排して開催に踏み切
った。
久々に「リアル」で会って話しができた仲間た
ち 300 人が集まり、「やっと行動で訴えること
ができる！」との熱気が会場に充満した。
集会では、主催者を代表して多々良哲さん（女
川原発再稼働を許さないみやぎアクション世話
人）が発言。昨年再稼働に同意した村井知事は
「原発がある以上、事故が起こる可能性はある。
しかし、事故があったから駄目だという事であれ
ば、全ての乗り物も全ての食べ物も否定する事に
なってしまう」と発言したことを挙げ、「いまだ
に故郷に帰れないでいる福島の人々の前で同じこ
とが言えるのか」と批判。さらに、「何度世論調
査をしてもアンケートをとっても、宮城県民の約
7 割が女川再稼働に反対なんです。私たちは決し
て〝少数の反対派〟ではありません。多数派なん
です。村井知事は県民の意見を聞こうともせず、
県民投票も拒否しました。であれば選挙で、県民
の意思を示そうじゃありませんか」と訴えた。
また、女川原発再稼働差止裁判・原告団長の原
伸雄さんは、「原発からの避難計画など、誰が作
っても、被曝せず逃げることなどできないことは
明白です。しかし、法治国家である以上、政治を
変えるか法と証拠で裁判に勝つ以外ありません」
「11 月 8 日の第 1 回口頭弁論には多くの方に
集まっていただき、村井知事が再稼働に同意して
も県民の大多数は同意していないことを示す一大
示威の場にしたい。みんなで知恵を尽くし、声を
あげて全県民の力を集め、女川原発の再稼働をス
トップさせましょう」と呼びかけた。
さらに「子ども脱被ばく裁判」原告代表の今野
寿美雄さんが発言。この裁判は、今年 3 月に福

島地裁が訴えを棄却したため、仙台高裁での控訴
審第 1 回口頭弁論が 10 月 22 日に控えてい
た。「浪江町の自宅は昨年 9 月、放射性廃棄物
となって解体されてしまいました。当時 5 歳だ
った息子は高校 1 年生です」「年 20 ミリシー
ベルトまでの被曝を強要したりとか、やってるこ
とがメチャクチャです。今の状態では、子どもた
ちに未来なんか与えられないです。子どもを守れ
るのは大人なんです。大人の義務であり責任なん
です。今私たちができることは原発を止める。そ
のためには声をあげないと駄目なんです。黙って
いては認めたことになってしまうんですよ。福島
の二の舞にならないためにも再稼働をしない。大
きな声で NO と言い続けましょう」
集会後、参加者はプラカードやのぼりを手に
し、無言ではあるけれども録音したアナウンスや
ジャンベの音にのって、コロナで疲弊する一番町
を元気づけるかのごとくアピール行進を行った。
（舘脇）

※「民の声新聞」にも詳細な報告記事が掲載され
ています。「民の声新聞」「女川原発」で検索し
てください。またはこちらです。
http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/bl
og-entry584.html?fbclid=IwAR0uJRWVsYtLihx7yN
KXuLU1zc1GccabS88Qf37RUdfFq4jGT3I
1ckFzr8A

「第 158 回女川原子力発電所環境調査測定技術会」傍聴記
―東北電力さん、毒ガスを浴びないために清掃はきちんとしましょう―
2021 年 11 月 12 日に「第 158 回女川原子
力発電所環境調査測定技術会」を傍聴してきまし
た。簡単に気になった所だけを報告します。
傍聴は、私と N さん、H さん、S さん,電力関係
1 名で、マスコミはゼロでした。
・佐藤達哉会長（宮城県復興・危機管理部長）が
議長で、いつもの通り「放射能測定結果」と「温
排水調査結果」が報告され、評価し了承された。
・当日の資料は、後日宮城県のＨＰへ掲載される
はず。（但し、相変わらず遅いです。8/4 の技術
会の議事録の掲載は、10/7 頃でした。）

協議会・技術会・監視検討会 会議資料・議事
録 - 宮城県公式ウェブサイト
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/o
-kyogikaigijyutukaikentokai.html （←下の行
をクリックして下さい）
入手した当日資料の一部はこちら
http://miyagi-kazenokai.com/wpcontent/uploads/2017/11/2021.11onag
awagenpatu.pdf （←下の行をクリック）
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（資料-5 Ｐ３～４）
・中央制御室の送風機停止時に空気の逆流を防止
する措置を、2021 年 5 月まで是正実施する予定
を、期限超過後の８月までしておらず、原子力規
制庁から深刻度評価 SL Ⅳを受けた。・・・（５
月までの是正締切を忘れたのか？？ ズサンです。
中央制御室が危険地帯となる？）

●佐藤会長が、挨拶の中で、「硫化水素漏れ」が
起こった事などで、来週 11/15（月）女川原発に
立ち入り調査すると報告。
●前回も問題になったが、１号機で、2021．6/3
以降「海水系のポンプ停止したため、天然放射性
物質を多く含む淡水層の影響」とのことで、7/1，
2 に係数率が急に上昇。（資料１ P11）・・・
（即座に上昇の原因はわからない点は、未解決。）
●寺間のモニタリングステーション線量率のスペ
クトルデータ伝送異常が６/25 から発生（10/1
復旧）。
（参考資料-2）
・・・
（根本原因は不明？。）
●報告事項 「女川原子力発電所の状況について」
１．硫化水素発生による体調不良者の発生につい
ての報告。（資料-5 P2～3）
・参考（東北電力 HP）↓
女川原子力発電所２号機制御建屋内への硫化水素
の流出に係る原因と対策について
https://www.tohokuepco.co.jp/news/atom/1222383_2549.ht
ml （←下の行をクリック）

３．焼却炉建屋の火災報知器作動
（資料-5 P4-5）
・焼却炉内の未燃物が冷却ボックス内で燃焼し圧
力上昇したため、焼却物を砕くグローブボックス
が破損し、焼却灰が漏れ、火災報知器が作動し
た。・・・（清掃をきちっとする事。）
・・・（上記３点に共通することは、基本的な掃
除などがきちんと出来ていないという事か？？。）
次回の「技術会」は、2022.2.4.です。
（2021.11.13.記 兵藤則雄）

・スラッジ（洗濯廃液の洗剤成分除去による活性
炭が泥固体となったもの）内にたまった硫化水素
が、高圧力の空気注入により多量発生し、排気し
きれず、配管を通じ１号機から２号機制御建屋へ
流出。２号機への隔離措置無し。労働基準監督署
から、「指導票」受領。・・・（これまで、系統
外への流出例がなく、硫化水素の毒性への認識も、
東北電力は甘かったようである。スラッジは、あ
まり溜めないこと。委員の方々も、１号機から２
号機へ毒ガス硫化水素が流れ込んだ重要性が本当
に分かっているのか、疑問に感じた。）
２．中央制御室換気空調系の是正処置のサボり？

大崎住民訴訟報告―いよいよ排ガス測定をすることに
大崎耕土を放射能汚染させない連絡会事務局
大崎住民訴訟はおおきな進展を見ることができ
ました。9 月 22 日の進行協議において、裁判所
から排ガス測定するよう勧告がなされ、いよいよ
原告側の主張していた排ガス測定をおこなうこと
になったのです。汚染廃の焼却で煙突から放射能
が漏れている／漏れていない、という争点に決着
が着くことになります。
この機会に、あらためて大崎住民訴訟について
経緯を振り返りながら、この訴訟の意義を確認し

芳川良一

ておきます。さらに本訴訟における排ガス測定の
意味(限界と可能性)についてのわたくしなりの考
えを述べてみたいと思います。

●大崎住民訴訟とは
大崎地域(大崎市、加美町、色麻町、美里町、涌
谷町)の大崎市と美里町、涌谷町の 1 市 2 町は、
農林系放射性廃棄物(8,000Bq/kg 以下)の処理
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方法として、一般ゴミで薄めて燃やす「混焼」と
いう焼却処分の実施を決定しました。
焼却による追加汚染に危機感をいだいた住民は、
焼却の実施事業体の大崎地域広域行政事務組合に
住民監査請求を行いましたが(2018 年 8 月)が、
しかし、監査委員はこれを却下しました。そこで
大崎住民訴訟提起となったわけです(同 10 月)。
10 月には試験焼却が開始されたため、同 12 月
に試験焼却の差止め請求仮処分命令申立を行いま
した。これが仙台地裁、高裁いずれにおいても不
当に却下されました。皆さんの記憶にあるとおも
いますが、却下の理由は、「申し合わせ」「覚書」
があるが焼却は不作為義務に当たらない、放射能
汚染は受忍範囲内というめちゃくちゃなものでし
た。
さて、大崎住民訴訟は、原告は 124 人、弁護団
11 人の体制で、被告は大崎地域広域行政事務組
合(管理者は大崎市長)です。争点は、
「覚書」
「申し
合わせ」違反と人格権の侵害です。試験焼却は終
わっていますので、訴えは、公金支出差止めから、
大崎広域組合から大崎市長に損害賠償を請求せよ、
という損害賠償請求に変更になっています。
今現在、大崎広域組合は係争中であるにもかか
わらず、昨年 7 月から 3,950 ㌧を 7 年かけて燃
やすという本焼却を強行しています。

●本訴訟の意義
訴訟の第一の目的は、大崎地域における汚染廃
焼却を止めさせることにあります。しかしこの訴
訟は、大崎地域に限定されるものではありません。
全国的な広がりをもった訴訟と言えます。
以下は今年の 6 月に行われた弁論更新に多くを
拠っていますが、まったく共感できるところであ
ります。
まずは、放射性物質の内部被ばくによる健康被
害あるいはそのおそれを感じることで安心して生
活する平穏生活権が侵害されることの救済にあり
ます。それは現在争われているさまざまな訴訟と
共通する争点をもっています。たとえば、先日仙
台高裁で第一回口頭弁論が行われた「子ども脱被
ばく裁判」とは争点が極めて類似したものになっ
ています。
「黒い雨裁判」は内部被ばくを認定した
画期的なものですが、大崎住民訴訟はこれを背景
に争い、拡大・定着していくことにより司法の流
れの潮目を変え得る訴訟と言えるかも知れません。
さらに、原発事故のもたらす事故リスクを、国
土の汚染、国民の被ばくという観点から暴き、女
川原発 2 号他原発再稼働の不合理を、国策の誤り
を、糾弾するものとなり得ます。原発立地各地の
多くの再稼働・運転差止め訴訟と連帯し、差止め
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の根拠を提供できる位置づけにもあります。
原発訴訟はおおきな横拡がりを持っています。
全国的な注目を浴びている東電福島第一原発刑事
訴訟や株主代表訴訟、身近なところでは女川原発
再稼働差止め、或いは仙台高裁の生業訴訟（勝訴）
など、直接の訴えは異なっていても争点は共通し
たものになっています。そして、目指すところは、
原発の再稼働を止め、原発のない社会の実現とい
うところに集約されていきます。
大崎住民訴訟は大きな流れの中にあり、そうし
たなか新たな争い方や新たな成果を勝ち得る可能
性をもった訴訟と言えると思います。後ほどふれ
ますが、一か月ほどの短時間の間に、289 万円も
のカンパが集まったということは、全国から大き
な期待が寄せられているということになると思い
ます。

●第 13 回口頭弁論並びに進行協議期日
9 月 22 日に第 13 回口頭弁論と進行協議が行
われました。口頭弁論ではこれからの主たる争点
となる内部被ばくについて原告から立証が行われ
ました。長年放射線治療に携わってこられた西尾
正道北海道ガンセンター名誉委員長の論文をとり
あげ、内部被ばくのメカニズムや健康被害を説き、
被告が依拠する ICRP の嘘を暴きました。
そして、その後の進行協議(原被告以外非公開)
で、なんと裁判長が被告に対し、排ガス測定を受
け入れるように勧めたのです。被告は、この勧告
を拒否できずに、とうとう原告の求めていた排ガ
ス検査が行われることになったのです。一年以上
にも及ぶ長い攻防のひとつの結果がでました。弁
護団によれば、このような測定を訴訟中に係争対
象の施設で行うというのは、全国的にも初めての
ことで、同様な訴訟（放射性物質の焼却はもとよ
り、有害物質の焼却等処分を問題とするすべての
訴訟）にも大きな影響を与えるものだそうです。
当初裁判長の言っていることが理解できずにい
ましたが、弁護士の一人の方の目くばせでようや
く事態が理解できたという、そんな唐突な発言で
した。

●緊急カンパ募金で必要資金調達に目途
さて、排ガス測定となると費用が掛かります。
その費用を捻出しないといけません。測定業者の
見積もりは、作業内容がはっきりしてくるたびに、
膨れ上がっていきます。概算で 250 万、これを
取り敢えずの目標にカンパ募金活動に入りました。
弁護団、支援する会、原告団の呼び掛けで、全
国からの募金があり、一か月ほどで 289 万強の

調達ができました。測定に先立つ下見などの費用
の追加で、目標を数十万オーバーすることが心配
されていましたが、なんとかクリアーできそうで
す。なお、さらなる費用増大に備え、募金活動は
排ガス測定直前の 11 月 15 日まで継続すること
にしています。
関係するものの一人として、みなさまのご協力
に深くお礼申し上げたいと思います。

●排ガス測定実施へ
排ガス測定とはどういうものか、ちょっと図を
見ていただきましょう。この図は本訴訟に関わっ
ている科学者が作成したものです。
なお、漏れているか漏れていないかとの争いに
決着をつけるべく、原告の提案した排ガス測定に
は三つの方法がありました。裁判所は三つのうち
のひとつ、現在被告によって行われている公定法
の条件を変更した公定法 MODIFY(わたくしの言
い方ですが)に食らいついたわけです。試料を多く、
測定時間を長く採れば、検出限界は下がる、とい
う考えに基づく modify になります。
煙突から放射能が出ているのかいないのか。被
告は、まったくゼロとは言わない、しかし検出下
限値以下だから出ていない、と主張しています。
それに対し原告は、それでは検出下限値を下げた
らどうなのか、というものです。
この測定の実施で、被告が依拠する環境省のバ
グフィルター99.9%除去説が覆るはずなのです。
覆ってほしい、覆るまでいかないにしても環境省
や県、市や町が依拠してやまない説に風穴を開け
てほしい、そうわたくしは願っているところです。
ただ、わたくしが思うところ、そうするにはお
おきな壁・障害があります。
まず、大崎広域の月々報告している焼却に関す
るデータは不完全です。汚染廃の放射能総量も明
らかではなく、また混焼に使われる薄めるための
一般ゴミの放射能はまったく掴めていません。混

焼の結果生じる焼却灰・飛灰の量も放射能濃度も
明らかにされていません(濃度についてはスポッ
ト的に測定)。焼却灰は、混焼による灰と一般ゴミ
の灰とが未分別で、混ざった状態なのです。言い
方をかえれば、二重に薄められているのです。要
は投入・産出が計算できないようなデータなので
す。そうした状況で、バグフィルター99.9%除去
説をどれだけ切り崩しができるのか、じつのとこ
ろ期待と共に不安もあります。
そういったデータの不備のほかに、被告の排ガ
ス測定への非協力的姿勢も問題のような気がしま
す。去る 10 月 27 日に進行協議期日がありまし
た。変則的なリモート開催で、わたくしは仙台中
央法律事務所で参加しました。いままで被告代理
人はいつもぼそぼそとよく聞き取れない話し方で
口数も少ない印象だったのですが、リモートでは
なんと語気も強く多弁なのです。その変身ぶりに
驚かされました。被告代理人はひょっとして法廷
に弱い、或いは傍聴人がいるところではおとなし
くなる、そんなことなのだろうかと思いたくなっ
たものです。さて原告は、排ガス採取の下見、採
取時の立会いについて要望を出しているのですが、
それについてネガティブな回答や厳しい条件を突
き付けてきています。安全教育や入場許可証の発
行手続きなどは当然のこととしても、立合いの人
数を一人、しかも初日立合い 3 人以外は不可とす
るなど、安全管理上の制約からだけの条件ではな
いような気がします(さすがこの被告の条件は緩
和されましたが)。裁判所の勧告だからしかたなく
受けいれるが、できればやりたくないという考え
が見え見えです。こうしたなか、排ガス測定が原
告側の意図した通り行われるかも心配になってき
ます。現在原告・被告の間で上申書が頻繁に交わ
され、条件の詰めが行われています。
排ガス測定は、11 月 5 日に原告・弁護団・科
学者立会いの下、測定業者による施設下見、11 月
15 日から 24 日の土日祭日を除いた 7 日間に試
料採取、の予定で行われることになっています。

より多くの
ガスを溶かしこむ

より多くの
粉塵を吸着させる

組みあわせ

より多くの
排ガスを吸引
させる

で検出限界
が下がる！
吸引ろ紙

ろ液

ゲルマニウム
半導体測定器

ガス吸収ビン
より感度の高い測定器
でより長時間測定する
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●次回口頭弁論期日

放射性廃棄物「一斉焼却」に反対する県民連絡
会による県知事への汚染廃焼却即刻中止の要請は、
知事選、衆議院選で延び延びになっていましたが、
ようやく 11 月 10 日に実施の運びになりました。
環境省のガイドラインに基づく焼却処理が破綻し
ていることをもって焼却を中止するよう要請しま
す。環境省からはまだ日時の連絡が来ておりませ
ん。選挙が終わった後で、とのことだったので 11
月中旬ぐらいにまでには実現するものと思ってい
ます。いずれも、何らかの成果をもって報告がで
きる機会がくることを願っています。
（2021.11.06 記）

次回口頭弁論期日は 12 月 6 日（月）11:00 か
らとなっています。引き続き内部被ばくについて
の主張立証が行われることになるでしょう。傍聴
参加を呼び掛けたいと思います。

●環境省・県への要請行動
さて、焼却対象汚染廃から本来あってはならな
い 8,000Bq/kg 超えるものが出たことについて
の前回報告後の動きについて簡単に触れて、わた
くしの今回の report を終えたいと思います。

子ども脱被ばく裁判一審報告会に参加して

子どもを守るために国や県の理不尽と闘う熱いお父さん
10 月 10 日に仙台市市民活動サポートセンタ
ーで行われた、子ども脱被ばく裁判一審報告会に
参加しました。参加者は会場 30 名、Zoom66 名
と、合わせて 100 名近い人数になりました。
原告代表の今野寿美雄さんは 9 月 26 日のさよ
うなら原発宮城県民集会にも参加されていました
が、事故前までは原発関連施設で働いていた、2 人
の子どものお父さんです。事故当時浪江にあった
自宅から避難して、今も福島市内に避難中。とに
かく子どもを守るために国や県の理不尽と闘う熱
いお父さんだと思いました。
弁護団長の井戸謙一さんは Zoom 参加でした
が、難しい話を私の頭でもわかるくらいに丁寧に
話してくださいました。
子ども被ばく裁判の前史として、2011 年の集
団疎開裁判があり、却下され、残留者にも避難者
にも共通する事故後の被ばく対策に対する怒りを
法廷の俎上に上げたいと子ども脱被ばく裁判を提
訴したのが 2014 年 8 月 29 日でした。一審の
判決が 2021 年 3 月 1 日全面棄却。これだけ長
くかかったのに信じられない判決です。
子ども脱被ばく裁判は、子ども人権裁判と、親
子裁判の 2 つの併合になります。請求内容は、子
ども人権裁判は行政訴訟で、子どもが被ばくしな
い環境で、安全に暮らし、学ぶ権利です。空間線
量、土壌汚染についても数値を出して請求してい
ます。親子裁判は国家賠償請求で、一言で言うと、
被ばくさせられたことに対する損害賠償請求です。
判決は、ICRP の参考レベルに従うことが不合
理とは言えない、小児甲状腺がんの増加は被ばく
によると認めるには足りない、20mSv 通知は不
合理とは言えない、など、許しがたい内容だと思
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いました。裁判官は自分の子どもをそのような環
境で育てたいと思うか、と聞きたいくらいです。
井戸さんのお話は、子どもはいかなるレベルで
被ばくから守られるべきか、災害時における被災
住民の国及び地方公共団体に対する権利、国際人
権の活かし方、という 3 つの、控訴審で提起する
問題に移ります。これまで日本には、原発事故を
想定した法律がなかったことがわかりました。法
律がないから行政の裁量権の行使で対処、そのた
めに 20mSv 基準など、とんでもないことがまか
り通っていたのです。
そして欠くべからざる前提の話。被ばく調査の
こと、子どもの放射線感受性が強いこと、ICRP と
は何か。
最後に、背景事情として踏まえるべきこと。セ
シウム含有不溶性放射性微粒子が発見されたこと、
これは水溶性微粒子と違って、体内に入った時に
排出されず、そこにとどまる危険があります。恐
ろしいことです。そして小児甲状腺がんのこと。
これは、チェルノブイリ事故でも、ロシア、ウク
ライナとベラルーシでは発生状況が異なるなど新
しい視点があり、こうであるはずと決めつけると
誤りを招くことがわかりました。いずれにせよ、
甲状腺がんの多発が原発事故と関係ないと決めつ
けるのはおかしいことだということです。
この、井戸さんのお話を聞いて、まともな裁判
官なら、変な判決は出せないはずだと思いました。
(まともな裁判官を望みます)第一回控訴審は 10
月 22 日です。宮城県民も他人事ではありません。
私の子どもたちも事故当時小学生でした。自分事
として支援していきたいと思います。
（立石美穂）

「子ども脱被ばく裁判」控訴審第一回傍聴報告とこれから

裁判官が真剣に審議さえすれば勝つ可能性は十分ある
熊谷 恵一 （いわき金曜行動）

「子ども脱被ばく裁判」の控訴審が 10 月 22

がきちんと出来て、それを裁判官が真剣に審議さ

日（金）14 時より仙台高裁ではじまりました。

えすれば勝つ可能性は十分ある（＝必ず勝つ）裁
判なので、とりあえず判決まで１～２年位の裁判
期間を確保出来た事が、今回控訴審で多くの方が
結集した一番大きな成果だと率直に思いました。
（＝もし全く集まらなかった場合は一発結審があ
った可能性は否定出来ません）

○勝訴のための世論形成を
～裁判官が勝訴判決を書ける状況とは…
福島地裁の敗訴判決（３月）を受けての控訴審
には、“今度こそ”との思いで全国から沢山の支

それにしても、裁判期間は長い時間がある訳で

援者が集まり、昼 12 時からは脱被ばく裁判では

は無いので、限られた時間の中で有効な運動を作

初めての仙台市内デモも行われる等、裁判前から

って行かないと判決に反映させられないので、実

活気ある集会・デモが行われました。こうした運

際のところ本当に大変なのはこれからだと思いま

動の高揚は、今野さん（原告代表）が発言された

す。

ように、仙台市や宮城県の反原発市民運動の尽力

つきましては、自分は別な媒体（※１）でも書

あってのもので、地元の陰ながらの支援に、非常

いた事ですが、この裁判での主張の骨子である「被

に力強いものを感じました。

ばくから子どもを守ろう！」が非常に多くの人か

また、井戸弁護団長が懸念した近年の日本国の

ら賛同を得ている事を、一目で分かりやすい形で

控訴審で頻繁（ひんぱん）する《一発結審》も回避出

裁判官やまだこの裁判を知らない人達に示す為に、

来て、裁判自体が何とか保証されそうな状況です。

《共同声明文》を作成して、学者・著名人も含め

自分は傍聴券を譲って頂き傍聴しましたが、裁判

た賛同人を呼び掛けて、広く世間に公表してはど

長は女性の方で、弁護団との日程調整のやり取り

うかと考えています。

を見ても、懸念材料（後述）はありますが、裁判
自体は普通にやってくれそうな方に見受けられま

少し言いにくい事ですが、この裁判は被ばくの

した。

影響を受けやすい子どもや若者、及びその親世代
が数多く参加する事が本来の在り方だと思うので

この「脱被ばく裁判」は一審判決以外に判例は

すが、実際のところ当該の若者・親世代の参加は

無く、マスコミも含めた社会の注目が相応に高い

非常に少ない現実があります。原告も百名以上い

裁判でもあり、誰がやっても同じ判決になるよう

るにも関わらず、様々な理由から参加者が限られ

な裁判では無いはずなので、要するに裁判官の《腕

ていて、その事自体（＝せっかく裁判に訴えても、

の見せどころ》でもあり、こうした裁判を担当す

本人すら参加出来ない）が今の日本社会を反映し

る事になった巡り合わせに、この裁判長は張り切

ていると思います。ただ、被ばくによる健康被害

っているというか、何となく嬉しそうな感じにす

の発生は紛れもない事実なので、社会的注目度が

ら聞こえました。
（ ＝他の傍聴者の皆さんはどう感

上がれば運動が広がる可能性は十分にあるでしょ

じましたか？）

う。

まぁ、だからと言って実際の判決がどうなるか
は全く予断を許しませんが、原告が自分達の主張

被ばくによる健康被害の問題が全く無視されて
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いる現状を変える為にも、この裁判の本質（＝放

【編集雑記】

射能から子どもを守る）が可視化されて様々な人

●東北電力の株価が 7 万円台（100 株）と低迷
している。証券会社の人に聞くと、もう電力株は
魅力がない為らしい。株主総会に初参加した
1990 年当時は 36 万円台だった。震災後も 12
万円台以上をキープしていたが、昨年度、発電・
販売の親会社は原発に偏る放漫経営を続けている
ため赤字決算に、連結でやっと黒字の状態。今年
度上半期も、火力向け液化天然ガスや原油の価格
高騰で、連結でも減収減益。東北電力は、子会社
の送電部門に助けられないとやっていけないらし
く、10 月、グループ経営の中核になる「サステ
ナビリティ（持続可能性）推進会議」を設置した
が、東北電と東北電力ネットワークの社長、副社
長、常務で構成され、いつか親子の立場が逆転す
るのかも。
●衆院選（10 月 19 日公示）との同日選（31
日）となった知事選（14 日告示）に、住民無視
の 4 病院統合反対、水道民営化ＳＴＯＰ、女川
原発再稼働ＮＯなどを掲げ、無所属新人の医師・
長純一氏が立候補。短期決戦だったが、
373,066 票を獲得し、健闘した。現職村井嘉浩
知事は、前回より 14 万票失って、683,111 票
で 5 選。小生も、微力ながら、近隣の住宅団地
に 10 月中 10 日間、ヘトヘトになりながらも、
『ちょっとまって！女川原発再稼働』のカラーち
らし等 6900 枚をポスティングなどで配布。
●10 月 20 日、宮城労働局長に「7 月女川原発
硫化水素漏洩労災事故」に関する石巻労働基準監
督署の『指導票』の行政文書開示請求をしたとこ
ろ、11 月 8 日付「不開示決定通知書」が届い
た。東北電力が主な内容を公表しているのに、
「犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ」「適正な執
行に支障を及ぼすおそれ」があるとのこと。彼ら
は、何をおそれ、何を隠し、一体どんな“不都合
な真実”があるのだろうか。厚生労働大臣宛に不
服「審査請求」をするが、「総務省情報公開・個
人情報保護審査会」で答申が出るのは 1 年先ら
しく、なんともはや嘆かわしい。
●『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
●10 年以上経った現在も、2011 年 3 月 11 日
19 時 3 分から「原子力緊急事態宣言」が発令
中！！
（空）

に着目される事が、この裁判への共感・支持が広
がるか否かの分岐点になると思います。
最後に“後述”と書いた裁判上の懸念材料は、
原告の子ども達が 2023 年３月で全員が中学卒
業を迎え、それを受けて子ども人権裁判（※２）
が門前払い（＝訴える利益が無い）される可能性
がある事です。弁護団が裁判を継続する対応をす
るので、本来は心配する必要は無いはずですが、
「一審判決」という前例もあり、どうなるかは分
かりません。
そうならない為にも、次回公判（来年 2 月 14
日）も自分達がまずはしっかり集まりましょう。
（※１）いずみニュースレター第 16 号 14～15
ｐ（2021 年 4 月 26 日発行）
http://tohoku.uccj.jp/izumi/wpcontent/uploads/2021/04/final.pdf
（※２）
「子ども脱被ばく裁判」は、子ども人権裁
判と親子裁判という、ふたつの裁判の総称です。
https://kodomodatsuhibaku.blogspot.com/
p/about.html
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「子ども脱被ばく裁判」控訴審
第２回口頭弁論 仙台高裁
２０２２年２月１４日（月）14時30分～
公判後、記者会見・報告集会

【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]

第 414 回 女川原発の再稼働を止める！
福島原発事故を忘れない！ 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：11 月 28 日（日）元鍛冶丁 公園
（12 時 45 分集会、13 時デモ出発）
主催：みやぎ金曜デモの会（代表 西）
〈連絡先〉070-5092-1701（西）
e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com
ブログ：http://miyaginonuke.blog.fc2.com/
twitter:@miyagi_no_nuke

●「川柳」「短歌」募集中
・震災時

節電よびかけ

・でてきたら

今不問？

削減困難 放射能
ＣＯ2 より やっかいでは？
（三陸亭

「第 77 回甲状腺エコー検査 in かくだ」
日時：１１月２７日（土）10 時～15 時
１１月２８日（日）10 時～13 時
会場：角田市市民センター〈無料・要予約〉
対象：9～29 才の方及び保護者先着 50 名程度
検診医/寺澤政彦医師（てらさわ小児科・仙台市）
/溝口由美子医師（南相馬市立総合病院小児科）
主催：日本基督教団東北教区放射能問題
支援対策室いずみ 電話 022-796-5272

のりお）

・原発で

洗濯廃液 毒となり
制御室 襲うかも

・原発の

机上空論 避難策
防空壕で 死ぬのと同じ
（げんぱつ

いや子）

【もくじ】
「第 78 回甲状腺エコー検査 in いしのまき」
日時：１２月１２日（日）10 時～15 時
会場：石巻中央公民館
資料代：500 円 〈要予約〉
対象：9～29 才の方及び保護者先着 25 名
検診医/寺澤政彦医師（てらさわ小児科・仙台市）
主催：子どもの健康を考える会・いしのまき
共催：放射能問題支援対策室いずみ
〈問合せ〉電話 022-796-5272

●≪最終速報≫硫化水素労災事故は
“一件落着”？
●ふるさとに戻れない避難など
避難とはいえない

………3

●「さようなら原発宮城県民集会」に 300 人 …4
●東北電力さん、毒ガスを浴びないために
清掃はきちんとしましょう
●いよいよ排ガス測定をすることに

………5
………6

●子どもを守るために国や県の理不尽と闘う
熱いお父さん

放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟
第14回口頭弁論期日 １２月６日（月）11時～
仙台地裁101号法廷（終了後、進行協議）
【報告集会】仙台弁護士会館（予定）

………1

………9

●裁判官が真剣に審議さえすれば
勝つ可能性は十分ある

女川原発再稼働差止訴訟
第２回口頭弁論 2022年1月12日（水）14時～
仙台地裁101号法廷
【公判後、記者会見・報告集会】
女川原発再稼働差止訴訟原告団
〈連絡先〉090-7932-4291（日野）
【裁判支援カンパ】
郵便振替口座 ０２２５０－６－１１８５６４
口座名義 門間 弘（原告団会計）
※通信欄へ「再稼働差止訴訟カンパ」と記入を

………10

●編集雑記

………11

●インフォメーション

………12
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●住民にとっては避難計画が最後の砦
●女川原発アラカルト
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