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≪追記≫女川原発「硫化水素」問題と、規制庁交渉

女川原発7.12硫化水素労災事故について、
まず、前号「気になる動き93-1～3」以降公表
された関連資料２つについて、若干コメントし
ます。

手洗い等の禁止はできないでしょうから、仮設
貯留タンク等に一時貯蔵？）。でも、ランドリ
ドレン処理が液体廃棄物処理の一つとして「原
子炉設置（変更）許可」の対象となっているの
は、廃水中に放射能（核燃料物質によって汚染
された物）が含まれる可能性があるためで、そ
れを仮設タンク等に勝手に貯蔵してもいいので
しょうか（福島第一原発の汚染水貯蔵のよう
に、規制委が正式容認？）。
なお、「93-2」で指摘したように、当該タ
ンクは（２号機制御建屋だけでなく）“もとも
と”の１号機制御建屋にも通じており、労災再
発防止策を「水平展開」すべきなのは当然なの
に、東北電力が１号機「制御建屋」での「硫化
水素濃度の測定等の安全対策実施」についてこ
の間一切説明していないのは不思議です。それ
に触れると、再発防止策として打ち出した「１
号機廃棄物処理建屋の一部の施錠管理・立入制
限」が『労災防止』の観点からは“的外れ”
で、本当は２号機制御建屋・運転員用の『応急
テロ対策』であることがバレるからではないで
しょうか【関連記載後出】。
付言すれば、現在行なわれている（従前も
行なっていた？）「換気空調系を通じて硫化水
素を排出する硫化水素低減作業」についても、
単なる排気筒からの希釈放出（たれ流し）では
なく、アルカリ溶液吸着等による放出低減・無
害化処理を行なっているのでしょうか（換気空
調系の活性炭フィルタに吸着させるのなら、肝
心の放射性ヨウ素等の吸着能力に悪影響を与え
る可能性はないのでしょうか？）。

まず、8.23「女川町議会原発対策委員会ご
説明用資料」で、東北電力は初めて（ようや
く？）硫化水素の発生メカニズムを説明し、
「93-1」で述べた硫酸還元菌（嫌気性）による
生物学的な毒ガス発生の危険性を従前から認識
しており、その抑制（嫌気状態の打破）のため
定期的（93-2のとおり「週１回程度（7.12事故
発生から推測すると毎週月曜？）」と具体的に
説明すべきでは？）に空気注入・撹拌作業を行
なっていたことを認めています。にもかかわら
ず今回だけ事故が起きたわけですから、「本事
象の発生以前に実施していた空気撹拌作業との
相違点の確認や事象発生メカニズム等について
詳細な調査を進めている」のは当然で、労基署
の報告とともに、「93-2」で指摘した様々な問
題点の調査結果が明らかにされることを期待し
ます。
次に、9.10東北電力情報・2021年8月分定期
報告は、「93-2」引用の７月分定期報告の「経
路図」は再掲されず、文書だけの説明（ただ
し、上記硫化水素の生物学的発生の説明はな
し）でした。新規内容は、「現在、当該タンク
内では硫化水素が継続して発生・蓄積している
状況であることから、８月３１日より、当該タ
ンクから制御建屋に繋がる配管の隔離や立入制
限、硫化水素濃度の測定等の安全対策を徹底し
た上で、タンク内に少量ずつ空気を注入しなが
ら、換気空調系を通じて硫化水素を排出する硫
化水素低減作業を行っております」との部分で
した。
すると、現在「配管の隔離」（＝『毒ガス
経路』の遮断）を行なっているのであれば、２
号機制御建屋で新たに発生する手洗い・洗濯廃
水をどうしているのかが気になります（まさか

さて、「9.15規制庁交渉」の様子は前号の巻
頭文で報告されていますが、その録音を聴く
と、さすが“国のお役人”という発言・姿勢が
随所にみられました。
「共用問題」については、ランドリドレン
処理系の配管封鎖・撤去および２号機での設備
新設（設置変更許可申請）でなく（ハード）、
保安規定で逆流させないような手順（ソフト）
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にすることも事業者の対応としてはあり得る
（自由）として、国は、事業者の講じる対策で
安全性が確保できるかどうかを判断するだけと
し、また、「毒ガス・硫化水素」についても、
国は、事業者の申請内容がガイドに適合してい
るかどうか（硫化水素を考慮するかしないかも
自由。考慮しないならその理由が適正かどう
か）を判断するだけというもので、これらは福
島原発事故の被害者・避難者訴訟での国の責任
論主張と同質の、ある意味“上から目線”のも
のでしかありません。
加えて、原発の安全性は「止める・冷やす・
閉じ込める」なので、今回の労災事故は安全上
の問題とは（ましてや「テロ問題」とは！）無
関係、というようなニュアンス・認識でした。
でも、今回は協力企業作業員７名の被災でした
が、時間帯によっては原発運転員（交代当直
員）が被災（場合によっては死亡）したり、重
大事故と重畳すれば事故対応要員の制御建屋へ
の緊急出入りが不能（＝事故対応遅れ）となっ
た可能性もあります。また、硫化水素は空気よ
り重い（比重大）ため今回は制御建屋２階から
１階へ流下しましたが、比重の小さな（高温
の）有毒ガスは１・２階排水口から４階中央制
御室にまで上昇到達することも想定されること
から、「共用」解消（配管の封鎖・撤去＝毒ガ
ス経路の遮断）という『恒久テロ対策』が必要
なことは明らかです（保安規定や操作手順によ
る安全上の諸対策は、テロには無力・無意味で
す）。
また、上記のとおり、「毒ガスガイド」は
個々の有毒ガスの種類や発生源などを限定して
おらず（抽象的定義で全物質を包絡）、国はあ
くまでも事業者が要求（安全性の確保）を満た
しているかを審査するだけとしていますが、そ
れでは不十分です。
実際、2020.5.13許可の柏崎刈羽６・７（有
毒ガス防護）審査書では、「申請者（＊東電の
こと）は、影響評価ガイドを参照し、敷地内外
において貯蔵施設に保管されている、有毒ガス
を発生させるおそれのある有毒化学物質（以下
「固定源」という。）及び敷地内において輸送
手段の輸送容器に保管されている、有毒ガスを
発生させるおそれのある有毒化学物質（以下
「可動源」という。）それぞれに対して、有毒
ガスが発生した場合の影響評価を実施した結
果、有毒ガスの影響により、運転・対処要員の
対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能
が損なわれることがない設計とするとしてい
る。また、予期せぬ有毒ガスの発生に対して、
有毒ガス防護に係る手順等を整備する方針とし

ている。」＜審査書５頁：下線筆者＞と認定し
ましたが、申請者たる東電は、2019.12.5資料
1-2-2「表１ 各情報源から抽出された有毒化
学物質の調査結果（例）」＜資料76枚目＞に
「硫化水素」を含めていたものの、「ガイド
３．１のとおり、敷地内に保管、搬送される全
ての有毒化学物質を調査対象とする必要があ
る」＜資料79枚目：同＞としながらも、逆に
ガイドを参照することで、それ自体を単体で
「敷地内に保管、搬送」するはずはなく、有毒
でない化学物質（洗濯廃液）から“生物学的に
（嫌気状態では確実に！）発生”する「硫化水
素」を調査対象から除外し、同じく、今回の女
川事故で明らかになったように、硫化水素の継
続的発生源たるランドリドレン貯蔵タンク
（KK6・7にもあるはず！ まさか共用？）を
「固定源」から除外したのです。そして、その
ような“抜け落ち”があるにもかかわらず、
「規制委員会は、本申請の内容を確認した結
果、設置許可基準規則及び重大事故等防止技術
的能力基準に適合するものと判断した」＜審査
書６頁＞のです。【だからこそ東北電力は、そ
のような同業者や規制委に配慮・忖度して、同
一の号機（１号機）廃棄物処理建屋・ランドリ
ドレン貯蔵タンクからの（接続配管を封鎖・撤
去するわけにはいかない！）同一の号機（１号
機）制御建屋への硫化水素の逆流可能性につい
て、一切言及していないのかもしれません。】
このように、現状の毒ガスガイドは、そもそ
も（生物学的に発生する）硫化水素や（固定源
たる）ランドリドレン貯留タンクを調査対象外
＝想定外とすることを容認するものでしかな
く、そのようなガイドに準じた「事業者の申
請」も「規制委の審査」も（今後予定の女川２
も、全国の原発についても）不十分であること
は明らかです。
＜2021.9.25 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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≪追々記≫硫化水素労災事故に係る労基署「指導票」
7.12硫化水素労災事故について、東北電力
は、10.12「2021年9月分定期報告・別紙」
で、「１０月７日には、同署より本事象に係る
指導票を受領」し、１「空気攪拌作業の実施に
あたっては、２号機制御建屋につながる配管の
隔離措置や酸欠作業に準じた措置を講じるとと
もに、作業手順書にもこれらの硫化水素漏えい
防止対策の内容を盛り込むこと」、２「当該タ
ンク内に蓄積している廃スラッジの排出処理が
定期的に行われるよう、処理計画の策定等、必
要な措置を講じること」、３「緊急・異常事態
が発生した場合の連絡ルートや方法について必
要に応じて見直したうえで、協力企業の従業員
へ再周知すること」、４「当該タンク以外に、
硫化水素が発生する可能性のある設備の有無を
調査し、該当する設備がある場合は同様の対策
を講じること」の主に４項目の指導を受けたこ
とを明らかにし、「引き続き、硫化水素低減対
策を実施していくとともに、詳細な原因分析を
行ってまいります。また、労働基準監督署から
の指導内容を踏まえながら、再発防止対策の策
定を進めてまいります」としています。
ここで、ネット情報＜弁護士 西村裕一：福
岡県弁護士会＞「弁護士による労働相談
https://www.fukuokaroumu.jp/qa/roukisyo/qa5_15/ 」によれば、
「指導票とは、…労働法令に違反する事実は確
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認できないものの、改善することが望ましい事
項について作成される書面」で、「指導票につ
いても、指摘された事項の改善状況について、
報告をしなければなりません」とのこと。その
ため東北電力は、「報告期限の１カ月以内に再
発防止策を取りまとめる」＜2021.10.13 河北＞
予定のようです。
ですから、当面は指導票に対する 11 月 7 日
頃の報告書を待ちたいと思いますが、注意すべ
きは、同報告はあくまでも‘労災再発防止のた
めの改善事項’に対するものでしかないことで、
同報告をもって単なる労災事故として今回の事
故を“幕引き”しようとする東北電力の策略を
許してはなりません。確かに、指導内容の第１
項は「ランドリドレン処理系共用問題」に関わ
り、第２・４項は「毒ガスガイド（調査対象有
毒ガスおよび固定源＝硫化水素の発生源）」に
関わりますので、同報告の内容を十分に検証す
る必要は当然ありますが、私たちが問題とする
‘原発（女川２のみならず全国の原発）の安全
対策・テロ対策’の観点から、今回の作業手順
の問題や空気注入装置・換気空調系の故障の有
無や１号機制御建屋へ逆流しなかった理由など
も含め、（同報告後も）東北電力に対し“真相
究明”を求める必要があると思います。
＜2021.10.15 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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≪東京電力の体質≫ 核物質防護＋安全対策
奇しくも『鳴り砂№291・気になる動き８９』
で言及した東京電力・柏崎刈羽原発（ＫＫ）お
よび福島第一原発（Ｆ１）に関して、最近も大
きな動きがありました。

証」）も公表されました（東電ＨＰ／ＫＫ公表
資料・データ参照）。
東電は、上記改善措置報告書で、「当社は、
これまでも福島第一原子力発電所事故、法定点
検に関わるデータ改ざん、柏崎刈羽免震重要棟
問題、福島第一Ｋ排水路問題等、繰り返し事故
やトラブルを重ねており、その都度、再発防止
策を検討し、原子力部門全体で取り組んでき
た」＜東電114頁＞にもかかわらず「福島第一
原子力発電所における設備の維持管理や情報発
信の問題に加え、今回の両事案を発生させた」
＜131頁＞ことを“重く受け止めた”としなが

【柏崎刈羽原発の核物質防護問題】
まず、ＫＫ核物質防護問題について、9.22 東
電「ＩＤカード不正使用および核物質防護設備
の機能の一部喪失に関わる改善措置報告書」
（以
下「東電」）が規制委へ提出され（9.23 が提出期
限）、併せて同日付で第三者の核物質防護に関す
る独立検証委員会による「検証報告書」
（ 以下「検
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らも、「…検証結果および改善措置計画、更に
これまでの反省を踏まえ、今回、核セキュリテ
ィ文化において、パフォーマンスの劣化が見ら
れた柏崎刈羽原子力発電所においては、発電所
自らが安全文化および核セキュリティ文化の醸
成に対する更なる意識の向上と具体的な行動に
つながるように、経営層と原子力部門が、自ら
の弱みと課題を自覚するとともに、…一人ひと
り、そして組織全体として自律的に改善を繰り
返す文化を、より一層醸成してまいりたい」＜
131頁：下線筆者。以下同じ＞と、最後は“意
味不明・曖昧な抽象論”で締めくくっていま
す。
一方、検証委員会は、「福島第一事故後
「福島原子力事故を決して忘れることなく、昨
日より今日、今日よりも明日の安全レベルを高
め、比類無き安全を創造し続ける原子力事業者
になる」との決意を表明」＜検証154頁＞した
はずの東電が今回の２事態を引き起こしたこと
について、「原子力発電所の事故の原因には、
自然災害だけではなく、テロも当然に含まれ
る。そして、事故の影響は、その原因が自然災
害であるか、テロであるかによって変わるもの
ではない」＜154頁＞との認識のもと、「核セ
キュリティ上のリスクには、内部の情報に精通
した者による攻撃（内部脅威）が当然に含まれ
る。そして、内部脅威は、外部脅威者と比較し
て捕捉しにくく、また施設の枢要部へのアクセ
ス権を持つ者が核物質の妨害破壊行為等に関わ
る点で、極めて深刻な事態を生じさせ得るにも
かかわらず、東電では、内部脅威のリスクを身
近に存在し得るものとして評価するには至って
いなかった。…さらに、長期間にわたり内部脅
威が実質的に問題とならなかったこと等によ
り、当該リスクへの意識に大幅な緩みが生じ、
その結果、本来核セキュリティ上求められる水
準から大きくかけはなれた状態になってしまっ
た」＜9頁＞とか、「見えない内部脅威者のリ
スクに常に意識し、緊張感を絶やさないことに
は多大な努力を要することも事実である。しか
し、…原子力規制庁から指摘されていないから
問題ない、あるいは内部者脅威のリスクは事実
上存在せず、防護管理Ｇの業務はむしろ円滑な
業務を阻害するものであるという考え方がうか
がわれ…」＜10頁＞とか、「我が国の原子力
発電所における核セキュリティの確保において
は、これまで、地下鉄サリン事件等の大規模テ
ロを経験しているにもかかわらず、時の経過と
ともにテロの脅威への意識が薄れがちになる中
で、最新の技術を用い、悪意をもって綿密に準
備された破壊行為の脅威からも原子力発電所を

守ることが求められるという極めて高度かつ重
要なタスクである。これまでの核物質防護部門
においては、そのような意味での核セキュリテ
ィの意義や難しさが十分には浸透しておらず
…」＜113頁＞というように、それなりに問題
点を指摘していました。
しかしながら、結局、「重要な社会インフ
ラを提供する事業者として社会的な責任を担う
東電は、…社会的信頼を大きく損ね…原子力発
電を扱う資格に疑義をもたれかねない事態とな
っている。福島第一原子力発電所の事故を二度
と起こさないと固く誓い、終わりなき原子力発
電所の安全性向上を目指してきたにもかかわら
ず、なぜこのような事態を招いたのか。経営層
のみならず、東電の原子力発電事業に関わる全
職員が、まずこうした事態を生じさせたことに
改めて思いを致す必要がある」とか、「東電の
役職員は…強く認識すべき」とか、「…福島第
一原子力発電所の事故の教訓を学び直すととも
に、…様々な観点から組織の在り様を問い直
し、過去の教訓から得られた学びを確実に生か
す工夫と改革をやり抜く覚悟をもつことを、当
委員会は強く希望する」とか、「…柏崎刈羽原
子力発電所として、その信頼を回復して支援を
得るために何をすべきなのか、自らに問いかけ
続け、努力を続けることが不可欠」で「…柏崎
刈羽原子力発電所が、目に見える形で、「これ
までとは違う」と実感できる体制や組織とな
り、柏崎刈羽原子力発電所で働く職員や協力会
社の方々、そして地域住民の方々から、「柏崎
刈羽原子力発電所とともに歩む」という共通意
識をもってもらえる発電所に生まれ変わるスタ
ートとして、この報告書が役立つことを願って
報告書の終わりとしたい」と、東電報告と同じ
く“意味不明な抽象論・精神論”の羅列で「終
わり」＜156頁＞としました。このような検証
報告は、核物質防護の改善・向上に‘具体的に
役立たない’ことは明らかで、9.29規制委会合
では「委員から『表面的で踏み込んだ解析が少
ない』などの意見が出た」＜9.30岩手日報＞と
のことですが、当然です。国がある意味で監視
強化している福島第一・第二原発と異なり、東
電が主体的に再稼動（収益改善の柱）を目指し
ている柏崎刈羽原発では、様々な経費節減がな
されており、その一つとしての防護業務委託・
機器リースの解消などによって今回の２事態が
いわば必然的にもたらされた以上、東電には
「原子力発電を扱う資格に疑義」があることは
明白です。
なお、東電報告で目を引いたのは、
「刃物等不
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要物品の構内持ち込み確認件数」についてで、
「各発電所では、武器となり得るもの等を発電
所構内に持ち込まないために、刃物等不要物品
の持ち込み禁止を関係者に周知し、確認を厳格
に行っている。柏崎刈羽では、2018 年度に 6 件、
2019 年度に 4 件、持ち込み検査で不要品が発
見された。この状況を踏まえ、対策として、臨
時入構者に対して不用品持ち込み防止チェック
リストの事前確認と提出を求める等の取り組み
を継続し、2020 年度は全発電所にて発生は見ら
れなかった」＜東電 107-108 頁＞との記載です。
『鳴り砂№288 気になる動き 86』で、2020.9.7
女川２管理区域内（タービン建屋２階）でのた
ばこの吸殻１本発見という事例はテロ対策上憂
慮すべきことを指摘しましたが、2021.8.24 に
またもや「２号機管理区域内（原子炉建屋１階）
の残留熱除去系熱交換器（Ａ）室前の天井付近
に設置しているケーブルトレイの上に、変色し
た古いたばこの吸殻１本を発見」したことが報
告されています＜2021.9.10 女川原発 8 月分定
期報告＞。東北電力は、いずれの喫煙・吸殻ポ
イ捨てともかなり以前のもので、検査・監視を
強化している現在は起こり得ない？と言いたい
のかもしれませんが、「長期間にわたり内部脅
威が実質的に問題とならなかったこと等により、
当該リスクへの意識に大幅な緩みが生じ」てい
る可能性はゼロではないのです。 東北電力が
7.12 硫化水素労災事故をテロ対策上の重大な
問題として認識していないのは（対外的にだ
け？）、“緩み”のある証拠です。
【福島第一原発の排気フィルタ損傷問題】＜東
電ＨＰ／福島廃炉プロジェクト／公表資料／ニ
ュースリリース／参考資料一覧参照＞
福島第一原発の増設した多核種除去設備
（ALPS：アルプス）建屋内で、浄化処理の過
程で発生した低線量の炭酸塩スラリー（高性能
容器（HIC）に収容）の移し替え作業中（8.5
～）、移し替え先容器に設置したスラリー移替
装置（SEDS）の排気ライン出口に作業用に設
置した連続ダストモニターで8.24「ダスト濃度
高警報」が発生。8.30に排気ライン出口の高性
能フィルタ【右図】を点検したところ、当該フ
ィルタに損傷があることを確認。また、既設
ALPSと増設ALPSに合わせて「全25箇所」あ
る高性能フィルタのうち、8.31に点検した2箇
所のいずれにも損傷があることを確認し＜
2021.8.31 資料＞、最終的に「24箇所」で損
傷確認＜9.9資料＞。さらに、当該排気フィル
タは排気出口の結露を踏まえて行なった交換作
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業(2019年7～10月) で「全25箇所」に損傷が
見つかっていた（！）ものの、当時は損傷の原
因究明等の処置は実施しなかったとのこと＜
9.16資料＞。ここでは、2019年7～10月から今
年8月までの僅か２年という短期間に、交換後
のほぼ全て（24/25）のフィルタに損傷が発生
したことは要注目です。
フィルタの損傷原因は、高性能容器に廃液や
吸着材等を排出する際のエアブロー（大量の空
気流入）によりミスト（微細な水滴・飛沫）が
発生し、フィルタが湿潤することにより（水蒸
気の結露や廃液成分の付着も加わり）、空気抵
抗が増加しフィルタ強度も劣化し、さらにエア
ブローの空気がフィルタ中央付近に集中するこ
とで、損傷が発生すると説明していますが＜
【次頁図】は9.16資料。9.13特定監視評価93回
資料3-1も同旨＞、今回の移し替え作業用にた
またまダストモニターが設置されたため、フィ
ルタ損傷が確認されましたが、それまでの間は
「ダスト」（≒放射性微粒子）が放出され続け
ていたのです（敷地内のモニターでは「異常な
し」とされていますが＜9.6資料＞）。

今後、「ALPS設備以外のその他設備
（PCVガス管理設備等）の排気フィルタの点
検についても、同様の対応を実施」＜9.21資
料＞するとし、最終的に102箇所を抽出して
います＜10.8、10.11資料＞。これは、9月中
の報告では明記されていなかったものの＜
9.21資料5頁には修正し忘れ？の図＞、「高
性能フィルタ」とは「ＨＥＰＡフィルタ」の
ことで＜10.8、10.11資料等に明記＞、この
「ＨＥＰＡフィルタ」は、『鳴り砂№291 気
になる動き89』で言及した福島第一・１～４
号機の非常用ガス処理系（ＳＧＴＳ）の主要部
分【図は3号機の抜粋。青矢印：筆者加筆】を
構成することからも分かるように、原発の各所
（換気空調系・廃棄物処理系その他）で一般的
に使用されているもので＜参考：
https://cambridgefilter.com/wp/wpcontent/uploads/2015/11/absolute.pdf＞、だ
からこそ「約100箇所」もの点検が必要だった
のです。その一方で、「今回の事象は排気フィ
ルタの使用状況と設計とのミスマッチによって
生じた」＜10.11資料：23頁＞とした上で、
「恒久対策は、暫定対策の有効性を検証のう
え、ミストとエアブロー対策を設計への反映を
検討」＜9.13資料3－1：30頁＞と述べている
ように、現段階では根本的な「ミストとエアブ
ロー対策（＝フィルタ損傷防止対策）」は講じ
られていないようです（フィルタを多重に設置
すれば、空気抵抗が増し、気体の迅速な排出に

支障をきたしますし、ミスト発生防止のため空
気流量を低下（エアブローも禁止？）させれ
ば、作業効率が著しく低下します。結露防止の
ためにフィルタの前後にヒーターを設置するな
どの対応も困難です）。
さて、女川原発でも多数のＨＥＰＡフィル
タが換気空調系や非常用ガス処理系その他各所
に使用されているはずですが、今回の福島原発
での損傷の「水平展開」として、その使用条件
（通常の換気空調時のみならず、事故時の高温
高圧の水蒸気・ミストの瞬間的な大量噴出時に
おいても）によってはフィルタ損傷＝放射性微
粒子の放出が生じる可能性があると判明した以
上、少なくとも（女川２再稼働前に）全フィル
タの健全性確認・使用条件確認が必要だと思い
ます。
＜2021.10.19 完＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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東北電力を被告とした女川原発再稼働差止訴訟の仙台地裁第一回口頭弁論に当たって

－住民にとっては避難計画が最後の砦－
女川原発再稼働差止訴訟原告団・原伸雄
１、 避 難 計 画 の 実 効 性 の 徹 底 した 審 議 を求
める
私たちの弁護団の小野寺信一団長は、今年 5
月 28 日の今回の提訴後の記者会見で、女川原発
の再稼働について「第三者の審査を受けずに再
稼働するのは極めて危ない。裁判所の判断が重
要」と述べました（5 月 29 日付河北新報）。こ
の一言は私たち原告団の思いであり、女川原発
周辺住民、宮城県民をはじめ全国の再稼働の準
備が進められている地域の皆さんのこの裁判へ
の期待の声であります。それは、原発について、
規制委員会をはじめ行政レベルでは、再稼働に
向けてまっしぐらに進んでいる今日、万が一事
故が発生した時の住民にとっての最後の拠り所
は避難計画しかないからです。これまで全国で
原発に関する裁判は、私たちが申し立てた仙台
地裁・仙台高裁で実効性について実質審議がな
されないままに却下・棄却された仮処分や賠償
問題等を含めれば、100 件近くに上る中で、被
告の 9 月 30 日付け答弁書で「矛盾を孕んだ判
決」と評している東海第二原発について水戸地
方裁判所が賢明にも避難計画を理由に差し止め
判決を出しましたが、避難計画の実効性に絞っ
て真正面から問うている裁判は、この仙台地方
裁判所での今回の裁判が全国で初めてでありま
す。
被告は答弁書において「避難計画に関する原
告らの指摘の当否を論ずる以前に、人格権侵害
の具体的危険が存在するという原告らの主張が
認められる余地はない」として「避難計画に関
する原告らの指摘の当否を論ずるまでもなく、
原告らの請求は速やかに棄却されるべき」と主
張し、かつ、仙台高裁が仮処分の抗告審で具体
的危険への言及が無かったことについて「門前
払いの決定」だから当然であるかのように主張
していますが、これは抗告審の裁判官間の協議
の実際にも反すると推測できます。また法理と
しても誤っていると考えます。この点では、避
難計画が行政の課題となった経緯について 、
我々の「訴状」での「福島第一原発事故を経験
し、万一には、原子力は発電所から大量に放射
性物質を放出する事故もあり得ると言うことは、
多くの国民の共通認識となった。だからこそ、
深層防護の第５層として、原子力災害特別措置
法と原子力災害対策指針は、原発から 30 キロ圏
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の自治体に、万一のことを考えた避難計画の策
定を義務づけるようになった」と述べている「立
法事実」が重要であると考えます。本法廷では、
こうした立場に立って、私たちが求めている被
告らへの「求釈明」と行政府機関への「調査嘱
託」を採用し、避難計画の実効性について徹底
した審議を求めるものです。

２、 被告・東北電力は、避難計画の中核とな
る検査場所への 600 人の要員派遣を引き
受けた以上、計画の実効性ついて正面か
ら議論に応ずるべきである
被告は、答弁書において、私たちの避難計画
の実効性確保の根本に関わる主張を「子細な点
を多数主張」と述べる一方で、宮城県の情報開
示にも無かった避難計画の実効性の中核となる
「検査場所の運営のために、600 名程度の要員
を動員する」とはじめて表明した点が重要であ
ります。また被告は、
「訴状の第８ 宮城県と石
巻市の避難計画は実効性がない」に対して１項
目から 11 項目まで「すべて否認」「否認ないし
争う」として多くの反論を試みています。
被告は、既に答弁書を通じて避難計画の実効
性の審理に加わっています。ここまで踏み込ん
だ以上は、本法廷において、
「求釈明」に応えて、
避難計画の実効性の確保にとって現場では何が
大事であるかなど、真正面からの議論に応じる
べきであります。
答弁書に対しては、
『原告第三準備書面』にお
いて、全面的に詳細に反論していますので、つ
ぶさに検討頂けるよう求めるものですが、被告
が繰り返し主張している「段階的避難」だから
原告らの主張は「失当」
「誤り」としている点に
ついて、若干申し上げます。
被告は答弁書において「そもそも本件２号機
から放射性物質を異常に放出するような事故が
発生した場合でも、緊急時モニタリングによる
測定結果から対象地区を特定して「段階的に一
時移転」等を実施することになっていることか
ら、ＵＰＺ内全域の住民に一斉に避難指示が出
されることを前提とする原告らの主張は誤りで
ある」と主張していますが、そもそもその出発
に位置付けているモニタリングの測定が計画通
り実施できるかどうかが大問題です。同時に問
題なのは、モニタリングが辛うじて機能したと

しても、検査所や受付ステーションでの渋滞の
発生により「段階的避難の効果は無に帰する」
ことになり、住民は立ち往生せざるを得ません。
これらは避難計画の実効性の根幹に関わる問題
であり、徹底した解明が求められます。そのた
めには行政への「調査嘱託」は絶対に必要であ
り、被告が拒否すべきではないことは元より、
裁判所においてはその採用に特段の配意をお願
いするものです。

て仕舞うとの恐れを抱き、2019 年 11 月仮処分
の申立に至りました。結果はご承知の通りです
が、行政の側は、相変わらず住民への説明会は
開催せず、県費 5000 万円を投じて行った「避難
経路阻害要因調査」結果（訴状 63 頁）について、
女川地域原子力防災協議会の議題とするように
との私たちの申し入れにも耳を貸さないまま、
2020 年 6 月 17 日には緊急時対応・避難計画は
「合理的・具体的」との「確認」を行ってしま
いました。そして５日後の 6 月 22 日には国の
原子力防災会議は、私たちの緊急の「地域防災
協議会への差し戻しを」との申し入れも顧みず、
この地域協議会での「確認」を「了承」して、
「避難計画の実効性を判断する立場にない」と
無責任な発言をしていた宮城県知事が待望して
いた、国の「お墨付き」を与えてしまいました。
この時期に並行して行われていた仙台地裁で
の仮処分の審尋では、一時、裁判所は県の対応
に不信の念を示しましたが、国の「了承」に歩
調を合わせるように、7 月 6 日に「却下」の決
定を下しました。
宮城県は、８月になってコロナ禍の真只中に、
仙台市などを除き県内７か所で「住民説明会」
を開きましたが、説明に立ったのはずらりと並
んだ内閣府の職員で、分厚いカラー刷りの立派
な冊子が配布され、
「避難はＰＡＺは即時、ＵＰ
ＺはＰＡＺの避難の邪魔にならないように「屋
内退避」に始まる緊急時対応・避難計画が出来
上がったから従ってもらう」と言わんばかりの
説明でした。全会場で出席者からは反対や疑問
の声が相次ぎましたが、住民への説明はこれで
終わり、１１月１８日の県知事の「同意表明」
と突き進みました。
被告は、回答書で、原子力政策の三原則「民
主」
「自主」
「公開」
（46 頁）に触れていますが、
避難計画の策定のこの過程には、
「民主」の土台
となる「住民の関与」が全くありません。
「第三
者の審査が無い」ことと共に当事者の抜きの避
難計画に実効性が期待できないことに対して、
裁判所が理解を示して頂けるように、切に期待
いたします。

３、 現 場 調 査 で の 避 難 計 画 に 実効 性 の ない
ことへの確信と、住民の声のみならず自
ら行った「避難経路阻害要因調査」結果
をも無視した計画策定過程について
私たちが避難計画に着目したのは、「女川原
発の規制委員会の審査が大詰め」との報道が続
く中で、
「 原発の安全は大丈夫？」との声と共に、
福島の事故の後だけに「いざという時にはどう
するのか？」との不安の声が強まる中、
「石巻市
の避難計画を検証すべき」ということから、2018
年 4 月に「女川原発の避難計画を考える会」を
立ち上げました。まず、準備書面でも触れられ
ている若手女性弁護士らによる「脱原発ひまわ
りネット」
（12 頁）の調査結果の勉強から始め、
次いで、メンバーがそれぞれの自宅から市の避
難計画の示す経路に従って、道路状況、コンビ
ニやガソリンスタンド、トイレ可能な施設など
を確認しながら、一時集合場所、退域検査所か
ら受付ステーションを経て、最終避難場所まで
走ってみました。その結果、検査所や受付ステ
ーションでの大渋滞の発生の懸念、そこでの時
間はどのくらいかかるのか、全く足りない駐車
場のこと、トイレやガソリン、食糧の確保など、
次々と問題点が浮き彫りになり、この計画は全
くの“机上の計画”でしかない（準備書面 12 頁）
ことが明らかになり、計画の実効性の確保のた
めには住民との対話が欠かせないと考え、この
試走からの問題点の質問と共に公開の避難計画
の説明会を宮城県と石巻市に求めました。回答
は「検討中」が大半であったため、どのような
検討がされているのかこの間 60 数回にわたり
情報の開示も求めましたが、
「文書不存在」の回
答も多く、実際には検討されていない事項が多
数あることも判明しました。公開の説明会は２
回求めましたが拒否されました。こうした私た
ちの行政への働きかけは、その後「女川地域原
子力防災協議会」へも国の「原子力防災会議」
へも行って来ました。これらの経緯から、万が
一の時役に立たない計画であることは明らかで
ある中、行政の動向からこのまま再稼働になっ

４、 こ の 計 画 の 下 で 住 民 が 遭 遇す る 避 難の
困難は「修正」では解決できない
被告は、答弁書で「諸計画には修正が予定さ
れている」から「改善点があるとしても避難計
画に実効性がないという帰結が導かれるもので
はない」
（127～129 頁）と主張していますが、私
たちが指摘しているのは、
「モニタリングをはじ
めとする段階的避難の問題点」
「 交通渋滞など検
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査所の諸問題」
「 不要な受付ステーションのこと」
「バスの確保の問題」等々、避難計画の根幹に
かかわる諸問題です。行政が確定したとしてい
る避難計画の下では、相当数の自主避難者が予
想されることへの対応と共に、この計画に実効
性がないことを知らずに計画に従って避難しよ
うとする住民がモニタリングによる指示に従っ
て避難を開始出来たとしても、直ちに直面する
のは検査所までの路上での車の渋滞問題です。
我慢に我慢を重ねて仮に検査所を通過して相当
走って受付ステーション近づいても、そこでま
た渋滞問題をはじめ諸問題に直面します。ここ
まで観ただけでも、計画がいかに杜撰なもので
あるかは明らかであり、避難計画等無い方が遙
かにましであるという結果とならざるを得ませ
ん。計画の根幹となる部分の見直し無しの「修
正」では、被ばくを最小限にした住民の避難は
不可能であり、国が「お墨付き」を与え、計画
の実効性を「仮装」することは、住民の命と健
康を蔑ろにする行政による「犯罪」と言っても
過言ではありません。準備書面が指摘するよう
に「原発に前のめりとなっている国とそのお墨
付きを利用する県と市の相互依存が生み出した
実効性の仮装に第三者のメスを入れ、再稼働を
差し止めることを通じて計画の抜本的見直し」
（13 頁）に道を開くのが、本法廷の責務である
と考えます。

５、 結びに
被告は、答弁書の 88 頁で「大きな被害もなく」
と実態より過小の評価をしていると受け止めざ
るを得ませんが、国会の事故調査委員会が、大
事故に至らなかったのは「幸運によるものであ
った」と指摘していることと共に、長年にわた

り原発の危険性に警鐘を鳴らしてきた方々の役
割にも目を向けるべきであると考えます。２号
機、３号機の建設に関わる当時の安全委員会な
どの主催の公開ヒアリングにおいて、
「 原発の危
険から命と財産を守る会」
（代表庄司捷彦弁護士）
の皆さんが、津波の引き潮の時の取水口の高さ
について繰り返し問題にして取り上げたのに対
し、その後、通産省の担当官が港湾全面を 10.5
ｍ浚渫すると説明したこと（2013 年女川町議会
特別委会議録）はその最たるものです。3・11 の
時に女川原発が津波の高さ 0.8ｍの差で助かっ
たとの事実に、その時の浚渫が無かったら一体
どうなっていただろうと、ことの重大性を思い
起こさずにはおれません。更に、女川町史にも
刻まれている最高裁まで 20 年余にわたる裁判
で原発の危険性を訴え続けてきた長期にわたる
運動が、原発の安全確保に果たしてきた役割に
も目を向けなくてはなりません。私たちの今回
の弁護団には当時の弁護団のお二人に加わって
頂いています。被告にはこうした方々のことも
忘れてはならないことを念頭に、謙虚に裁判に
臨むことを要望しておきたいと思います。
原発から放出される放射能の問題は、地球の
温暖化にとっての二酸化炭素の問題と共に、人
類史的課題と言われています。原発が再稼働す
ることにより事故のリスクが格段に高まること
が避けられない中で、万が一の時、この放射能
被ばくを最小限にするためには、住民にとって
は避難計画が最後の砦です。そして避難計画に
実効性を持たせることが出来るかどうかは、こ
の法廷での「裁判所の判断」が最期の砦です。
こうした期待に応えるトコトンの審理と明確な
判断を強く期待いたします。
（2021.11.8.）

◆●▼▲■◇○▽△□◆●▼▲■◇○▽△□◆●▼▲■◇○▽△□◆●▼▲■◇○▽△□◆

【女川原発アラカルト】
【９月】
22 日（水） 東北電力、本店で第 10 回「原子
力のあり方に関する有識者会議」、意見交換は
非公開。設置 10 年で廃止。
24 日（金） 脱原発スタンディングの会、
『脱原
発金曜昼スタンディング』、仙台市フォーラス
前、8 名参加。
東北電力と東北電力リニューアブルエナジ
ー・サービス、風力発電のメンテナンス訓練
施設を秋田火力発電所構内に設置すると発表。
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25 日（土） 県、石巻市須江地区の液体バイオ
マス発電所（「Ｇ－Ｂio イニシアティブ」東
京）建設計画で公聴会、県石巻合同庁舎。公
述人 10 人のうち 9 人が反対。
26 日（日） さようなら原発みやぎ実行委員会、
STOP！女川原発再稼働 さようなら原発宮城
県民大集会、仙台市勾当台公園市民の広場。
福島原発事故を忘れない！「被災原発」を再
稼働させてはならない！避難計画には実効性
がない！女川原発再稼働を止める知事を選ぼ
う！ 司会鈴木真奈美さん、主催者あいさつ
を多々良哲さん、女川原発再稼働差止訴訟原
告団長原伸雄さん、子ども脱被ばく裁判原告

団代表今野寿美雄さんが発言、仙台市内をア
ピール行進。300 名参加。
宮城県保険医協会女性部、宮城県保険医協
会第 8 回公開市民講座、原発事故から 10 年
～福島第一原発の作業員を追い続けて～、講
師：片山夏子氏（東京新聞福島特別支局記者）、
ＺＯＯＭによるＷＥＢ視聴（定員 100 名）。
30 日（木） 東北電力、女川原発再稼働差止訴
訟で被告答弁書（167 頁）
・証拠説明書を仙台
地裁に提出。避難計画の実効性も含め、全面
的に争う姿勢。
原子力規制委員会、女川原発 2 号機の新規
制基準適合性審査会合。詳細設計を示した
「工事計画」で、東北電力が防潮堤の前面に
追加設置する漂流物防護工の構造などを説
明。規制委、おおむね了承。
【１０月】
1 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、
仙台市フォーラス前、9 名参加。
2 日（土） 宮城県保険医協会、オンライン公
開講演「福島第一原発事故―私の調査と汚染
水問題」講師：千葉茂樹氏（福島自然環境研
究室）。
みやぎアクション、Web 会議。11 名参加。
5 日（火） 宮城県知事選に無所属で立候補す
る元石巻市包括ケアセンター所長で医師の新
人、長純一氏（55）を支援する県議の会発足。
野党 4 会派 16 人参加。9 月 28 日に出馬表明。
6 日（水） 原発問題住民運動宮城県連絡セン
ター、
「 原発ゼロ基本法の制定を求める請願署
名」街頭署名行動、平和ビル前。
「ふるさと喪失・宮城」控訴審第一回口頭
弁論と進行協議、仙台高裁。弁護団長は鈴木
宏一先生、原告は宮城への避難者中心に 83 人。
争点は「生業」など最近の愛媛を含めて４つ
の最高裁で争われるのと同じ構図。宮城の場
合は地裁で東電の責任は断罪されており、国
の責任を認めさせることが中心。
県、石巻市谷川浜で 9 月 8 日に捕獲された
ニホンジカから 136.2 ㏃/㎏の放射性セシウ
ムを検出したと発表。
8 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、
8 名参加。この日は許可証があったので、子
ども脱被ばく裁判一審報告会のビラまきも。
9 日（土） 気仙沼南ロータリークラブ、小泉純
一郎元首相の脱原発講演会、気仙沼ホテル観
洋。市民約 180 人聴講。
10 日（日） 子ども脱被ばく裁判の会、
「子ども
脱被ばく裁判」一審報告会 in Sendai、仙台
市市民活動サポートセンター６Ｆセミナーホ
ール。リアルで原告代表今野寿美雄さん、リ
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モートで水戸喜世子共同代表が発言、井戸謙
一弁護団長が講演。リアル＋ＺＯＯＭあわせ
て 100 人ほど参加。
長純一さんとともに「未来へ、いのちをつ
なぐ宮城の会」キックオフ集会、宮城県民会
館 601。350 名参加。
11 日（月） 登米市の自然環境を考える会、熊
谷盛広市長に、バイオマス発電所建設反対を
要望する嘆願書と 5052 人分の署名簿を提出。
12 日（火） 東北電力、県・女川町・石巻市な
らびに登米市・東松島市・涌谷町・美里町・
南三陸町に 9 月分の女川原発 2・3 号機の「定
期事業者検査」の状況報告。7 月の硫化水素
漏洩労災事故で、石巻労働基準監督署から『指
導票』を受領したことを公表。
15 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、
仙台市フォーラス前、7 名参加。
16 日（土） 女川原発再稼働と選挙 Web 会議
Vol.10、
「放射能ごみの焼却、汚染拡散もうた
くさん！」お話青木一政さん、松浦健太郎さ
ん。参加者 56 名。科学者としての青木さんの
論理だったお話がよかった。宮城県以外の人
にも大崎の焼却問題を知ってもらうと同時に、
県外でも同じ問題を抱えているので、問題意
識の共有につながった、などの感想。
NPOきらきら発電市民共同発電所、オンラ
イン公開学習講演会「バイオマス発電の現状
と問題点」NPO法人バイオマス産業社会ネッ
トワーク理事長泊みゆき氏。
17 日（日） あいコープみやぎ、初めての「安
定ヨウ素剤」配布会、エルパーク仙台。組合
員から約 140 件、約 600 人分の申込み。医師
が問診や服用上の注意を説明。
みやぎアクション、Web 会議。13 名参加。
18日（月） 仙台港の石炭火力発電所建設問題
を考える会、知事選立候補者2名に出した気
候危機とエネルギー問題に関する公開質問状
の回答を公表。
19日（火） 登米市議会教育民生常任委、バイ
オマス発電所建設計画に関し、事業主体の合
同会社開発73号（東京）を招致し、聞き取り
調査。疑問、不安の声相次ぐ。
20 日（水） 風の会 S さん、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。11 月 8 日付「不開示決定通
知書」。
女性ネットみやぎ、「原発ゼロ基本法の制
定を求める請願署名」街頭署名行動、平和ビ
ル前。
22日（金） 「子ども脱被ばく裁判」控訴審第

１回口頭弁論、仙台高裁。元鍛冶丁公園から
市内デモ、前段集会。傍聴券抽選。14時開
廷。仙台弁護士会館で記者会見・報告集会。
原告・支援70名、弁護団6名、記者7名参加。
学生団体「Fridays For Future Sendai
Japan」、仙台街頭で「気候正義」などの手
書きプラカードを掲げアクション。住友商
事等がバングラデシュで進める石炭火力発
電事業に抗議。
25日（月） 登米・バイオマス発電所建設計画
の事業主体合同会社開発73号（東京）、予定
地の平倉、相川地区の集会所で住民説明会。
約40人参加。合同会社は1年前に設立、社員
は代表の職務執行者と一般社員2名だけ。
27 日（水） 県、気仙沼市で 16 日に採取され
た野生マツタケから 290 ㏃/㎏の放射性セシ
ウムを検出したと発表。
29 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、
仙台市フォーラス前、8 名参加。
31 日（日） 衆院選（19 日公示）との同日選
となった知事選（14 日告示）、短期決戦だっ
たが、無所属新人の医師長純一氏が 373,066
票を獲得し健闘。現職村井嘉浩知事、前回よ
り 14 万票失って 683,111 票で 5 選。
【１１月】
2 日（火） 女川原発ＵＰＺ住民の会、女川町須
田善明町長に避難計画に関する質問書を提出。
6 名参加。18 日、石巻市長にも提出。
県、気仙沼市で 10 月 24 日に採取された野
生マツタケから 240 ㏃/㎏の放射性セシウム
を検出したと発表。
5 日（金） 東北電力、7 月の硫化水素漏洩労災
事故の調査結果を公表。石巻労働基準監督署
に『改善報告書』を提出。
福島県双葉町、仙台市で避難住民と町政懇
談会。約 10 人が参加。
『脱原発金曜昼スタンディング』、仙台市フ
ォーラス前、6 名参加。
7 日（日） みやぎアクション、Web 会議。12 名
参加。
8日（月） 女川原発再稼働差止訴訟原告団、
女川原発再稼働差止訴訟第１回口頭弁論期
日、仙台地裁101号法廷。被告東北電力答弁
書を批判する第3準備書面を提出、原信雄原
告団長が意見陳述。被告東北電力に対する求
釈明書、内閣府、宮城県、石巻市に対する調
査嘱託を提出。傍聴整理券に東北電力社員を
含む90人が並び、抽選で39人に傍聴券。地裁
前三角公園で前段集会（60名参加）の後、横
断幕を先頭に原告団送り出し。15時、口頭弁
論開始。16時、記者会見・報告集会、仙台弁
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護士会館4階。原告12名、弁護団6名、支援53
名、記者等22名、テレビカメラ5台参加。
9日（火） 南相馬・古里喪失訴訟控訴審第一
回口頭弁論、仙台高裁。南相馬市原町区住民
144人が東京電力に総額約33億1730万円の損
害賠償を求める裁判で、一審の福島地裁いわ
き支部判決（賠償額総額1億4610万円）から
の増額を求めている。
10 日（水） 原発問題住民運動宮城県連絡セン
ター、
「 原発ゼロ基本法の制定を求める請願署
名」街頭署名行動、平和ビル前。
11 日（木） 東北電力、県・女川町・石巻市な
らびに登米市・東松島市・涌谷町・美里町・
南三陸町に 10 月分の女川原発 2・3 号機の「定
期事業者検査」の状況報告。8 月に焼却炉建
屋で白煙が発生した事故、焼却炉底部にある
灰冷却ボックスの排気管に灰が堆積していた
などが原因と発表。また、10 月 9 日、2 号機
耐震補強工事中に敷設されていた原子炉補機
冷却海水ポンプの動力ケーブルの被覆の一部
をドリルで損傷させる事故が発生。
12 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、
仙台市フォーラス前、4 名参加。
「第 158 回女川原子力発電所環境調査測定
技術会」ホテル法華クラブ仙台 1 階ハーモニ
ーホール。市民 4 名＋電力関係 1 名傍聴。
13 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原
ネットワーク『学習交流会』68、栗原市市民
活動支援センター多目的室。① 気候変動と激
化する災害、② 国のエネルギー基本計画と脱
炭素ロードマップの問題点、③ 自然エネルギ
ーと地域経済。
15 日（月） 県と女川町、石巻市、女川原発硫
化水素漏洩労災事故等の件で、今年 3 回目の
立入調査。原発 30 ㌔圏 5 自治体職員も同行。
県、県石巻合同庁舎で福島原発事故損害賠
償請求に関する個別無料相談会。12 月 2 日ま
で、県内 4 会場で 8 回開催。
17 日（水） 女性ネットみやぎ、「原発ゼロ
基本法の制定を求める請願署名」街頭署名行
動、平和ビル前。
東北電力、女川原発の原子力規制検査の
2021 年度第 2 四半期の評価結果が原子力規
制委員会へ報告され、3 号機中央制御室換気
空調系における是正処置の未実施で、原子力
規制庁から安全上の「指摘事項」とされたと
公表。重要度「緑」深刻度「SL Ⅳ」。
県、石巻市雄勝町原で 10 月 6 日に捕獲さ
れたニホンジカから 143 ㏃/㎏の放射性セシ
ウムを検出したと発表。

18 日（木） 原子力規制委員会、女川原発 2
号機の新規制基準適合性審査会合。詳細設計
を示した「工事計画」で、東北電力が最後の
論点だった施設の機器や配管の耐震評価を説
明し終了。最終補正書を提出予定。
19 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、
仙台市フォーラス前、7 名参加。
20 日（土） 日本基督教団東北教区放射能問題
支援対策室いずみ、ドキュメンタリー映画上
映会「核の大地－プルトニウム物語」、東北教
区センター「エマオ」3F ホール。約 30 名参
加。
（空）

●汚染廃棄物「焼却」を
めぐる動き

●脱原発みやぎ金曜デモ
【９月】26 日（日） 「STOP！女川原発再稼働
さようなら原発宮城県民大集会」、短い告知期
間にもかかわらず、仙台市勾当台公園市民広
場に 300 名の市民が参加。女川原発再稼働絶
対ダメ！という参加者の皆様の思いが感じら
れる集会＆デモ（第 405 回）でした。
【１０月】1 日（金） 第 406 回「金曜デモ」、
台風 16 号が近づいていて雨も強くなる中、元
鍛冶丁公園に 15 人の市民が集まりました！
デモは中止となりましたが、ミニ集会を行い、
思いを共有しました。こうした取組みが、こ
れからも金デモが続く礎になると思います。
8 日（金） 第 407 回「金曜デモ」、原発やめて
再生可能エネルギーへ！これからも声をあげ
続けましょう！と、元鍛冶丁公園から 30 名の
市民が参加。
15 日（金） 第 408 回「金曜デモ」、仙台市中
心部で女川原発再稼働やめようとアピール、
元鍛冶丁公園から 30 名の市民が参加。
22 日（金） 第 409 回「金曜デモ」、女川原発
は再稼働しないでこのまま廃炉にしよう！総
選挙では脱原発の候補に投票しよう！！元鍛
冶丁公園から 45 名の市民が参加。
29 日（金） 第 410 回「金曜デモ」、脱原発の
候補に投票を！元鍛冶丁公園から 30 名の市
民が参加。
【１１月】5 日（金） 第 411 回「金曜デモ」、
女川原発廃炉にしよう！とアピール、勾当台
公園市民広場から 35 名の市民が参加。
12日（金） 第412回「金曜デモ」、勾当台公園
市民広場から30名の市民が参加。
19日（金） 第413回「金曜デモ」、元鍛冶丁公
園から30名の市民が参加。
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【９月】21 日（火） 加美町、400 ㏃/㎏以下の
汚染牧草のすき込み処理を、鹿原町営放牧場
天ケ岡採草地で開始。
22 日（水） 放射能汚染廃棄物の焼却差止め大
崎住民訴訟、第 13 回口頭弁論期日、仙台地裁。
裁判後に開かれた進行協議において、斉藤允
洋裁判長は原告側の要求どおりの 6.5 日間分
（11 月 15 日～24 日）の排ガスを収集し、検
出限界を下げた測定を被告に指示。ベルエア
会館で、記者会見・報告会。30 名参加。
加美町猪股洋文町長、町議会放射性汚染廃
棄物処理等調査委員会で、計画修正を示し再
度の住民説明会開催を明言。28日、作業中断
を表明。
【１１月】10 日（水） 放射能汚染廃棄物「一
斉焼却」に反対する宮城県民連絡会、県に対
し、大崎地域で焼却対象廃棄物から
8000Bq/kg 超えが出たこと（13000Bq/kg が検
出された）で、焼却中止と隔離保管を求める
再申し入れ。前回 7 月の私たちとの懇談で、
対応した県放射性物質汚染廃棄物対策室が、
ガイドラインは「8000Bq/kg 超えたものがあ
っても、混合して代表値が 8000Bq/kg を下回
れば焼却処分は問題ない」と発言したことへ
の再申し入れ。環境省の放射能汚染廃棄物の
焼却に関するガイドラインが破綻しているこ
と、県民の健康を第一に焼却の中止が必須で
あることを強調。8 名参加。
15 日（月） 大崎住民訴訟、大崎市玉造クリー
ンセンターにおいて原告団提案の精密測定法
による排気ガスの実証実験開始。原告側住民
等が立ち会い。24 日まで。
（空）

『鳴り砂』2-115 号（通巻 294 号）別冊
2021 年 11 月 20 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/

