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●『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。

『鳴り砂』 通巻
300 号に寄せて
立教大学共生社会研究センター

平野

泉
んからのお手紙があったのを思い出し、公開して
よいかお伺いしてみたところ、こちらも快くお許
しくださったのです。その後上野さんは修士課程
に進み、須田さん、篠原さんのお力を借りて女川
の反原発運動をテーマとした修士論文も執筆しま
した。そのための聞き取り調査で宮城県を訪れた
上野さんから「『風の会』の方が僕にくださるとお
っしゃっている資料のセットと同じものを、セン
ターにも寄贈できるそうですが、どうしますか？」
と連絡があり、女川原発訴訟支援連絡会議発行の
証言録などをまとめてご寄贈いただきました。上
野さんの存在が、風の会とセンターのつながりを
深めてくれたのです。
書庫にずらっと並ぶ資料を見るたび、その一点
一点がたくさんの人々の活動と思考の産物であり、
一生かかっても読めないほどの膨大な蓄積である
ことに圧倒されます。一方で、毎日郵便で届くミ
ニコミはどこか手紙のようで、上野さんが「風の
会」とセンターをつないでくれてからは『鳴り砂』
にもひときわ親近感がわきました。そうなると「長
く発行し続けてほしい」という気持ちも強くなる
のです。しかし、今回『鳴り砂』のバックナンバ
ーを読み返していて、第 3 号（1981 年 8 月 1
日発行）に掲載された兵藤則雄さん（反原発遠田
の会）の「鳴り砂とは....」という文章の最後の部

「今度『鳴り砂』が 300 号なんです」
「おめでとうございます！」
…という会話を須田剛さんと交 わしたの は、
2022 年 10 月 8 日、篠原弘典さんのご自宅でし
た。私は立教大学共生社会研究センターという、
戦後住民運動・市民運動の資料を所蔵・公開する
機関で働いています。篠原さん宅にある女川原発
建設差止訴訟の関連資料をセンターに寄贈したい
というお申し出を須田さんからいただいて、私は
資料の現状確認のため仙台を訪れたのでした。
センターでは、伊方原発行政訴訟資料、巻原発
住民投票関連資料などのほか、反原発運動のミニ
コミもいろいろと所蔵しており、
『鳴り砂』も継続
的にご寄贈いただいています。2012 年、反原発
運動で卒論を書こうとしている立教大学文学部史
学科の上野裕也さんに、私がいちばんにおすすめ
したのが『鳴り砂』でした。比較的バックナンバ
ーがそろっていましたし、何より毎号内容が充実
していて読み応えがあるからです。しかし論文を
書くとなるとバックナンバーの抜けが気になりま
す。そこで篠原さんに抜けている号の残部がない
か問い合わせたところ、すぐにそろえてご寄贈く
ださいました。さらに、伊方の資料の中に篠原さ
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分に胸を衝かれる思いがしました。

その後、女川原発建設差止訴訟資料については、
センター運営委員会での検討を経てお引き受けす
ることが決まりました。センターにできるのは、
宮城で原発の問題に取り組んで来たみなさんの思
いと行動の結晶である貴重な資料と、原発につい
て知りたい・原発を止めたい人とをつなぐことだ
けですので、とにかくできる限り多くの方に資料
を利用していただけるよう努力したいと思います。
『鳴り砂』を 300 号作り続けてくださったこ
と、貴重な訴訟資料を託してくださったこと、そ
してこれまでのご活動に、心から感謝いたします。

「鳴り砂が鳴らなくなったとき、それは汚染が
進んだ証拠です。その時は、砂の代りに人がなく
時なのかも知れません。」
東日本大震災と東電福島第一原発事故を経験し
ても、どんなにたくさんの人が泣いても、まだ反
原発運動を続けなければならない日本。そのため
のミニコミを市民が 300 号も、300 号を超えて
も発行し続けねばらないというのは、決しておめ
でたいことではありません。私が須田さんの言葉
にこたえて思わず「おめでとうございます！」と
口にしてしまったのは、じつに軽率なことだった
と、今は恥じ入るばかりです。

※宮城県立図書館の郷土資料室でも、女川原発訴
訟支援連絡会議発行の『証言録』及び『鳴り砂』
全バックナンバー閲覧可能です。 （空）

実効性審議に一切踏み込まない被告・東北電力の姿勢
・被告が認否していない事項についての（認否す
るのかしないのか）の回答
「数日後開設」を知らない避難者は避難指示が
出ればすぐに検査場所に向かう、避難者がすぐに
検査場所に向かえば、車両で埋まり、資材等が検
査場所に届かない。

女川原発再稼働差止訴訟第４回口頭弁論期日が、
2022 年 9 月 21 日、仙台地方裁判所において開
催されました。
この期日に先立って、原告からは、
「情報公開請
求に対する回答結果を踏まえた、検査場所につい
ての検討が不十分とする追加主張等」や「上岡意
見書に基づく、検査場所についての検討が不十分
とする追加主張等」を記載した準備書面と、
「被告
最終準備書面に対する反論」を提出し、被告から
も、8 月 9 日に最終準備書面が提出されていまし
た。被告の最終準備書面が、避難計画の実効性欠
如について正面から反論するものではなく、当初
からの具体性に欠ける主張を繰り返す内容でした。
原告側は、裁判所に対して、下記の項目につい
て被告が認否するのかどうか、
「求釈明」を申し立
てていました。
・被告が検査場所へ派遣する要員数 600 名の根
拠
・その派遣方法と社員選定が済んでいるのかどう
か
・要員予定者への事前説明の有無等の検査場所に
関する事項
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裁判所は、被告に対して「このような事項に回
答・認否するのか」ということを確認しましたが、
被告は「回答・認否しない」という姿勢で、この
点でも、原告の避難計画の実効性が欠如している
という主張に正面から反論しないという戦略が貫
かれました。
裁判所としては、今後、これまで提出された準
備書面・証拠を精査し、次回期日（11 月 28 日）
までに確認事項があれば確認するということでし
たが、先日、裁判所から、確認事項はない、との
連絡がありました。
いよいよ、次回口頭弁論期日で「結審」となり
ます。判決期日も指定される見込みです。
同期日では、原告団長により意見陳述が予定さ
れています。
多くの方が傍聴に集まって頂き、裁判官に、多
くの県民が女川原発再稼働に不安をもっているこ
とと、この裁判を注目していることを示して頂き
たいと思います。

「結審報告集会」へご参加ください！
次回口頭弁論終了後、仙台弁護士会館４階で「結
審報告集会」を開催します。

・原告団長からの感想と決意
・本訴訟の意義と「検査場所」問題に絞った理由
と背景（小野寺弁護団長より）
・原告団結成から結審までの活動報告（松浦弁護
士より）
・本訴訟の全国的な意義（甫守弁護士より）
・支援団体、個人からの応援支援メッセージ
上記の内容で、閉廷後すぐに開催いたしますの
で、多くの皆様の参加をお願いいたします。

ン」と「避難所」が一体となっていました。（こ
れは手抜きではないの？）
ＵＰＺ、石巻市東部の渡波地区住民が参加した
訓練は、一時集合場所の渡波中学校体育館に住民
が集まり、看護師（医療関係者）から参加者一人
一人にヨウ素剤（実際にはあめ玉）が渡され、バ
スで受付ステーションへ。途中、退域時検査場所
（涌谷スタジアム）は設置なしで、こちらも大幅
な省略した経路設定で、直接、受付ステーション
のある大崎合同庁舎へ。アプリ使用もなしで、大
崎市職員（5 名で対応）による口頭での避難所指
定を受け、避難所（旧富永小学校）へ。避難所の
講堂には 36 のテントが張られてあり、そこで参
加住民がそれぞれに入室して、訓練が終了しまし
た。
渡波地区からの参加者は、行政区長からの要請
で申し込んだということで、参加住民は 11 名
で、バスで移動しましたが、数合わせに市職員が
自家用車で参加したようです。「３年ぶりの住民
参加」をうたい文句に開催した訓練でしたが、参
加者が集まらないのか、今回も市職員が代役でし
た。退域時検査場所は、他地区でやっているから
今回はしない、と説明していました。
私たちの裁判を意識してか、鷹来の森運動公園
や涌谷スタジアムを使用した訓練は行われず、裁
判で指摘されている問題が明らかになるので、他
の場所を選択したのではないか、と勘ぐりたくな
りました。
東松島市は、宮戸地区の住民が参加し、一時集
合場所の宮城県松島自然の家に集合、東松島市学
校給食センターに設置された「退域時検査場所」
に立ち寄り、放射線被ばく検査を受け、避難所の
ある山元町まで、避難計画で指定されていない三
陸道を通って、バスで移動しました。
「退域時検査場所」は、県職員 13 名と東北電
力社員 20 名が配置され、放射能測定ゲートは２
基設置、ガイガーカウンターが数台用意され、ゲ
-トを通過させた後、ガイガーカウンター２個を
使って車（フロントガラス、バンパー等）の線量
を測定し、その結果を運転者に報告。安定ヨウ素
剤の説明を行ない、安定ヨウ素剤（あめ玉）を配
布していました。（駐車スペースは、普段は 50
台ほどですが、ゲートを２基設置すると、30 台
程度に減少。）
11 月 3 日の「Ｊアラート」の誤報と、異常事
態を政府とともにヒステリックに煽り危機感をす
り込むマスコミの報道姿勢には憤りを感じました
が、正確な情報が本当に住民に伝わり、危険を回
避して避難出来るのか、今回の訓練を見ていて
も、住民参加が少なく、経路設定の省略もあり、

●原子力防災訓練：高齢者やスマホを所持し
ない（できない）住民への配慮は？
10 月 29 日、宮城県主催の原子力防災訓練が
実施されました。石巻市では、ＰＡＺ（荻浜地区）
及び準ＰＡＺ（牡鹿地区）の住民とＵＰＺ住民（渡
波地区）の避難訓練が行われました。同時に準Ｐ
ＡＺの鮎川地区、離島の網地島では、
「陽圧化され
た施設」への「屋内退避」訓練も行われたようで
す。
準ＰＡＺ、ＰＡＺの住民は、２時間半かけて大
崎市の旧富永小学校（避難所）までバスで移動
し、避難所で「スマホアプリ」を使っての避難所
受付訓練が行われました。スマホアプリ対応の住
民と従来の方法での対応と二手に分けた実験をし
たようで、当然にもスマホアプリ使用の方が断然
早く受付が終了。その受付処理の違いを示して、
「避難計画の改善」をアピールする狙いがありあ
りでした。その一方で、避難所受付ステーション
でそのアプリを使う前に退域時検査場所で交通渋
滞が生じ、受付ステーションまでたどり着くこと
ができないことや、スマホアプリとマイナンバー
カード登録が必要で、カードとの紐付けが意識的
に伏せられているように思いました。
村井知事はじめ、石巻市長や受入れ自治体の大
崎市長も、利便性や迅速性を強調していたようで
す。普及が進まない「マイナンバーカード普及対
策」の一環であり、ＤＸ推進策なのでしょうが、
高齢者やスマホを所持しない（できない）住民へ
の配慮などは全く見られません。
牡鹿半島（ＰＡＺ）からの避難訓練は「放射性
物質が施設外に放出される前に避難」することに
なっているので、「退域時検査場所」は通らず、
まっすぐ「受付ステーション」に向かい、避難所
を指定する経路ですが、今回は「受付ステーショ
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「これって実効性のある避難訓練なの？」と思わ
ざるをえませんでした。

●登米学習会で報告
「市民目線の裁判は画期的」等の意見が
「女川原発再稼働差止訴訟原告団」に、
「原発再
稼働を考える登米市民の会・登米 9 条の会」から
「女川原発再稼働を考える～女川原発広域避難計
画の問題～」と題した学習会（11 月 4 日、迫公
民館）への声がけがあり、報告してきました。
原告団からは、避難計画の実効性に争点を絞っ
た訴訟について、差止訴訟へ至った経過（県知事、
立地自治体首長の地元同意差止仮処分裁判）、訴訟
の争点については、原告側は、「退域時検査場所」
が交通渋滞で開設すらできないこと、避難計画が
入口で破綻して逃げられず避難場所にまでたどり
着けないこと、被ばくし人格権が侵害されること
を主張し、被告側は、実効性に正面からの論議を
避けた姿勢であること、原発の安全性確保は十分、
原告が事故発生の具体的危険性を立証していない
ので却下せよと主張していること、11 月 28 日
口頭弁論で結審し来年の判決を待つ状況であるこ
とを説明。
報告後の意見交換では、参加者から「避難計画
に実効性がないことを理解できた」
「 これまでの専
門家しかわからない論点での裁判ではなく、市民
目線の裁判は画期的だ」
「 再稼働を容認しなければ、
宮城県がこのようなことに無駄な税金を使わずに
すむし、このお金を福祉・医療、教育に回せる」
「地産地消の再生可能エネルギーも含めた地域循
環型へのシフト転換が必要」などの意見が出され
ました。参加者数は 19 名でした。

●実効性ある避難計画はできない！
裁判に勝利し、女川原発再稼働を止めよう！

実効性のない避難計画の下で原発事故が起きれ
ば、被ばくして平穏な生活を営む権利が侵害され
るとして、昨年５月仙台地方裁判所に提訴した「女
川原発再稼働差止訴訟」は、11 月 28 日で結審
し、来年の判決を待つことになりました。
岸田首相は、脱炭素社会の要求の高まりやエネ
ルギー危機を口実に、原発再稼働の推進、原発の
新増設、老朽化した原発の運転期間制限（現行原
則 40 年、特別に 60 年まで）の撤廃と原発の積
極的利用推進へと舵を切ろうとしています。これ
は福島第一原発事故の教訓を捨て去るものであり
ます。
再稼働すれば当然放射性物質放出事故のリスク
が高まり、避難計画に実効性がなければ被ばくか
ら逃れられず、福島原発事故の教訓がいかされな
いまま、健康も生活も破壊されてしまいます。避
難計画は、被ばく対策をしていない家屋への「屋
内退避」を住民に押しつけていますし、交通渋滞
で逃げることすらできない計画になっています。
私たちは、平穏な生活を侵害する再稼働を止め
るため、これまで裁判で主張してきた「実効性の
ない避難計画」について県民の皆様へ報告すると
ともに、
「実効性ある避難計画はできない！」と避
難計画を調査・検証・研究している上岡直見さん
を講師にお招きした講演会を開催し、皆様ととも
に、再稼働と避難計画について考えたいと思いま
す。皆様のご参加をお待ちしております。
（日野）

女川原発再稼働差止訴訟報告＆講演会
日時：１２月３日（土）13：30～15：30
場所：石巻市防災センター
一部：「裁判解説と今後」小野寺信一弁護団長
二部：「逃げられない避難計画」 上岡直見氏
【環境経済研究所（技術士事務所）代表
法政大学法学部非常勤講師】

女川原発天井クレーン支持台き裂事故に関する質問状の
回答から見えてくるもの

三陸の海を放射能から守る岩⼿の会

１. はじめに 黙っていてはいけない
全国ネット（no-mox)で女川原発の情報を発
信されておられる宮城県の兵藤則雄さんのメール
により、女川原発1号機天井クレーンの台座き裂
事故の報道が河北新報やNHKでなされたことを
知りました。天井クレーンは、原子炉格納容器や
圧力容器の蓋，燃料集合体を上げ下げする用途の

永田文夫

機器で、原子炉格納容器の蓋の重量（福一原発2
号機の上蓋は465トン）は数百トン。このよう
な重量物を持ち上げるフック上部クレーン走行部
の支持台座４つ全てに、3月16日の地震により
亀裂が計8ヶ所も確認されたとは、耐震上重要な
事故ではないか。しかし、東北電力は、「ひび」
「傷」等の事象として確認し、国への報告を必要
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「(図-1) 石巻市鮎川浜電子基準点にて観測

としないと判断したとのことでした。
3月16日の地震はマグニチュードMw7.4，女
川町は震度5強の揺れであり、この程度の地震で
き裂が入るようでは，女川沖海溝プレートで頻発
する震度６を超える地震に対応できないことにな
ります。これは重要な事故を隠蔽してしまおうと
する動きであり，このような東北電力の姿勢は大
事故へと進行する道ではないかと思いました。こ
のままにしておけない，電力に対して問い質し，
私たちの意思をも伝えておかなければならないと
思いました。
原発事故は二度と起こしてはいけない，黙って
いては後悔するという思いで、皆さんとともに東
北電力へ質問状を提出し、回答を得ることができ
ました。
＊私たちの会は、17 年前から六ヶ所再処理工場
を止めるため活動を継続してきました。昨年末、
内閣府中央防災会議の日本海溝プレート間大地震
評価報告で、再処理工場の敷地は震度 6 強の地震
と推測されていたことがわかり，この地震に施設
設備が耐える設計になっていないことがわかりま
した。以来、地震について学習し、関係機関に要
請してきたことにより，地震について素人集団な
りに深めてくることができたことが、今回踏み出
す力になりました。

２）女川原発地震動
女川原発 震源地から約130km
震度6弱（520～830ガル）( )は国交省の表
女川原発1号機の建設時の基準地震動は375ガ
ル。しかし，2000年保安院指針を踏まえ580
ガルに引き上げられた。現在は1000ガルであ
る。
2012年に行われたIAEAミッション報告書 ＊
によると、1号機の3.11及び4.7の基準地震動に
基づく設計値と各階で測定された実測加速度記録
は（表-１)のようになっている。設計値を上回る
地震動を観測したのは，南北方向について基礎版
（地下2階と思われる）と5階，屋上の値
は?>2000，東西方向は基礎版，鉛直方向は屋上
と5階であった。5階，屋上の揺れが大きかった
ことがわかる。2号機は基礎版上南北で設計値を
超える607ガルと，全号機基礎版の最高値であ
った。
(表-１)女川原発1号機3.11地震時の計測加速度
と基準地震動Ssに基づく設計値 IAEA報告 ＊ より

２．東日本大震災3.11時の女川原発 地表変動
が及ぼす原発建屋への影響は解明されているのか
１）3.11時牡鹿半島の地表変動 （図-1）参照
女川原発から約10km東南，鮎川浜の電子基準点
日本観測史上最大の変位とのこと
東南東方向へ水平変動 5.3m
地盤沈降 1.14m
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＊

IAEA報告書

行部の軸受が損傷（外輪，内輪，コロ）していた
ことが判明し、翌年６月に国へ報告（図-4)され
ました ＊2 。 軸受部が損傷したのは水平方向の
荷重が作用したためとされています。図-２のク
レーンがある５階で鉛直方向の加速度が設計値を
上回っていました（南北は計器振り切れ？）。こ
れに加え図-１の5.３ｍの地盤水平変動も影響し
ているのではないでしょうか。

https://www.tohoku-

epco.co.jp/pastnews/atom/__icsFiles/afieldfile/
2013/07/18/130718_iaea.pdf

３）牡鹿半島鮎川浜の電子基準点データにより、
地面が1mほど沈下し，５ｍほど変動したことが
わかりました(図-1)。この値は地震計で計測でき
ません。沈降や水平変動がどのように起こったの
か，それが原発建屋や設備へどのような力となり
加わり影響を与えたのかは、科学的に解明できて
いるのでしょうか，報告はなされていないようで
す。このことが不明のまま原発を再稼働すること
は、耐震上許されないのではないでしょうか。

（図-4) 損傷軸受図と写真

３.地震に弱い天井クレーン 後出しの被害報告
（図－２）天井クレーン全体図

１）過去の事例から
・「女川原発の状況（平成23年９月分）東北電
力」 ＊1には，3.11の大地震により１号機天井ク
レーンの運転席鋼材等の損傷30ヶ所が９月溶接
補修完了，2号機も同じく運転席鋼材等の損傷が
6月補修完了，3号機クレーン走行部等のすり傷
が報告されています。１～３号機全てのクレーン
が地震により何らかの損傷を被っていたことがわ
かります。
＊１

＊２ 東北電力報告に対する評価について 規制委員会
https://www.nra.go.jp/data/000048459.pdf

・柏崎刈羽原発６号機でも天井クレーン被害
2007.7.16 発 生 し た 新 潟 県 中 越 沖 地 震
（Mw:6.8,原発敷地内震度６強・震度７を計測し
た地震計もあり）により，柏崎刈羽原発６号機の
クレーンのモーターと車軸をつなぐ接合部が両側
とも破損しました。8 日後の 24 日確認し、公表
されていました。一方、東北電力の軸受損傷事故
は 1 年 3 ヶ月後の公表であり、いつも遅いことは
問題です。

女川原発の状況（平成23年９月分）

ab.pdf (tohoku-epco.co.jp)

（図-３)１号機運転席の鋼材損傷30ヶ所の一部

４.東日本大震災で女川原発建屋上層部の剛性
（変形しにくさ）が７割減，建屋強度は劣化
2017.1.17の原子力規制委員会の安全審査会
合で、東北電力は女川原発2号機の原子炉建屋壁
（鉄筋コンクリート）にヒビが1130ヶ所，はが
れが7ヶ所あることを明らかにしました ＊３） 。ひ
びは揺れが大きくなる建屋上部ほど多く，3階に
734ヶ所が集中し、これより上部の剛性は完成
時よりも7割下がったことがわかりました。１，
３号機も同様傾向と推測されます。3.11の大地

・また同地震により，１号機の天井クレーンの走
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震は、このように女川原発全体の強度をさまざま
な面で劣化させてしまいました。東北電力は、地
震に起因する不都合な事故を隠蔽しようとし、事
故の公開を先延ばしにしているように伺えます。
＊３

存在していない」のであれば「安全上の影響はな
い」それで「報告対象外」になる。非常にわかり
にくい表現です。「クレーンが使用されていない
場合は傷があっても報告対象外」という意味のよ
うに電力は捉えたようです。
ところが，現在１号機は廃炉作業の第一段階で
あり。燃料プールの使用済燃料の取り出し移動な
どがあり、この観点からは待機中になるはずで
す。待機中の損傷であり、報告対象になるのでは
ないでしょうか。また，今回の事故は地震により
発生したものであり，他の原発へその原因と対応
など情報公開し教訓とすべき事故なはずです。当
然国へ報告すべき事故のはずです。【質Ⅰー①】

２号機にひび1130ヶ所（審査資料より）

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11
285463/www.nsr.go.jp/data/000175278
.pdf の１５ページ参照
５. 天井クレーン支持台き裂事故質問状の回答
から見えてくるもの
今年９月12日「女川原子力発電所の状況につ
いて（2022年8月分）」において，「国への報
告を必要としない「ひび、傷」等の事象として、
１号機の原子炉建屋天井クレーンにおいて、走行
部の支持台座にき裂を確認しました。」とし，
「今年3月16日の地震によりき裂が入ったもの
と推定いたしました。」と原因が記されていまし
た。
なぜ国へ報告せずに済まそうとしているのか，
本当に施設設備の耐震は保証されているのか，２
号機や３号機のクレーン部の耐震は本当に大丈夫
なのか等など疑念が増すばかりであり，質問状を
作成し、宮城2団体，岩手4団体で9月27日樋口
社長へ提出しました。11月2日東北電力本店に
市民は宮城3名，岩手5名で出向き、口頭での回
答を得ることができました。回答者は原子力部運
営課長はじめ，企画，設備の4名他窓口のソーシ
ャルコミュニケーション部門の担当者2名の計6
名でした。
社長宛質問状は以下です。

２）支持台座のき裂が８ヶ所，最大のものは長さ
６cm，幅約１mm，深さ約１cmとのこと，一つ
の支持台座に２つのき裂が入り、台座は４つあ
り、計８ヶ所のき裂です。メーカーに交換手配中
とのこと。
【コメント】溶接でき裂を修復することは無理の
ようで，交換することになるのだろうと思いま
す。支持台座の基準地震動は580ガルで耐震補
強したとのこと，3月16日の地震は１号機地下
２階で367.5ガル，震度５強，とのこと。これ
は580ガルの耐震が367.5ガルの地震に耐える
ことができずき裂が入ったことになり，耐震補強
の効果がなかったことになり、原因究明と情報公
開が求められます。
今回，支持台座の交換はどの程度の耐震安全で
行うのかとの質問に、答えがありませんでした。
【質Ⅰ-④，⑤，⑥】

http://sanriku.my.coocan.jp/220927Qtouhoku
E.pdf

回答及び質疑の詳細は、三陸の海・岩手の会の
HPで確認ください。
◎ 回答によりわかったことと、そのコメント等
についてまとめてみました。
１）今回の事故を国へ報告をしないことにした理
由は，実用炉規則第 134 条の運用に係る訓令３.
運用上の留意点②で「当該安全上重要な機器等又
は常設重大事故等対処設備に属する機器等の使用
中又は待機中に損傷が存在していないのであれば，
安全上の影響はないので報告対象外である。」こ
れを根拠に判断したとの回答がありました。
【コメント】同訓令の三の目的には「安全上重要
な機器等がひび割れ等の損傷により一定の基準に
適合していないと判断された場合は，安全に影響
を及ぼす事象である場合があるため，報告を求め
るものである。」と明記されています。
また，天井クレーンは安全上重要な機器に該当
します。「クレーンの使用中又は待機中に損傷が
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３）天井クレーンが重量物を吊り下げ稼働中に大
地震に襲われた場合について，「燃料プールに落
下しない安全機能になっている」
【コメント】最悪のケースの想定は答えず。
【質Ⅰ-⑥,QⅡ-③】
４）2011.3.11大地震により天井クレーンの軸
受が損傷した事故について「詳細報告は公表して
いない，2013.10に荷重影響を受けにくい軸受
に交換した。」とのこと。2022.3.16地震によ
る天井クレーンき裂事故についても詳細報告は公
開していないとのこと
【コメント】東北電力は詳細報告を公表していな
いが，2011.3.11事故について原子力規制委員
会の報告書評価が公開されており、これから，軸
受の損傷は南北方向の水平荷重により発生したと
なっていた。果たして，水平方向の荷重に耐える
軸受に交換されたのでしょうか。
【質Ⅱ-①，②】

ひび，き裂は大丈夫なのでしょうか。地震により
ひび等が広がり水が漏れると大惨事です。1 号機
のクレーンは現在使用できない状態です。大地震
が来る前にクレーンを修復し、燃料プールから安
全な地上プールへ移送させ、潜在的危険を軽減し
なければなりません。2,3 号機も同様です。私た
ちの安全が全くおざなりにされています。
２）観測史上最大の地表変動（水平変動，沈降）
の原発建屋への影響は解明されたのか
1号機天井クレーンの軸受は水平方向の力を受
け、内輪・外輪が砕けてしまいました。この原因
は3.11東日本大地震によるものとされています
が，地震の揺れだけのみ検討されており，牡鹿半
島地表の観測史上最大の変動（１ｍの沈降，５ｍ
の変動）による建屋，施設設備への影響について
検討されていません。このようなことが科学的に
解明できないまま、見切り発車でこの危険な原発
を再稼働させるなど許されないことです。
３）基準地震動 1000 ガルは 2 号機だけでよい
のか？ 1,3 号機は未対応で、そこには使用済燃
料が保管されている。（質問状とは別件質問：答
えられず）

2011.3.11クレーン事故についての原子力規制委
員会評価
https://www.nra.go.jp/data/000048459.pdf

５）女川原発の使用済燃料の貯蔵状況（炉心挿入
の燃料はなし，各機の使用済燃料貯蔵プール貯蔵
について以下の通り）
1号機 821体 ウラン重量約140トン
2号機 1263体 ウラン重量約220トン
3号機 706体 ウラン重量約120トン
【コメント】燃焼度は燃料による管理値以下との
ことだが、最大～最小値は回答できるはず。
【質Ⅱ-④】
６）今年5月に安全上重要な設備である天井クレ
ーン支持台座にき裂が8ヶ所発生していたにも関
わらず，これを6月や8月の女川原発環境保全監
視協議会に報告しなかったのは、法令に基づく国
への報告を必要としない，ヒビ，キズ等の事象に
該当すると判断したから、とのこと。
【コメント】写真を見ると、ヒビ，キズという程
度のものではなく、き裂であり，安全上大きな影
響を及ぼすものであり，人々に情報公開し、対策
を示し、了解を得なければならない事故と想定さ
れる。日常から、迅速な情報公開を行い、説明責
任を果たす姿勢が乏しい。原発事故の教訓を踏ま
え、人々へわかりやすく説明責任を果たす真摯な
姿勢が求められています。
【質Ⅱ-⑤】
（以上です）

◎

まとめ（感想）
電力の広報から「質問状の回答は電話で行いま
す」とあり、唖然としました。しかし宮城県のみ
なさんのご尽力により，11 月 2 日本店で 1 時
間という制限がありましたが，直接回答を受け，
意見交換ができ、良かったです。東北電力は，情
報公開の姿勢や，人々から理解を得ようとする姿
勢が乏しく，大事故防止上非常に危険なものを感
じました。東北電力は福島原発事故を自分のこと
として真摯に反省している様子がみられず，人々
の人権を尊重する姿勢が乏しく，経営層のガバナ
ンスが旧態然としていることに起因しているので
はないでしょうか。
さまざま課題が見えてきました。今後、国や県
の監督官庁へ訴えていくようにしたいと考えてい
ます。どうかよろしくお願いします。

６．明らかになってきた重要な課題
１）劣化した建屋の５階（２，３号機は３階）に
ある使用済燃料プールは大地震に耐えるのか
東北電力は、東日本大震災の地震で、女川原発
2号機建屋上層部の剛性が７割減，原子炉建屋壁
にヒビが1130ヶ所あることを、6年後明らかに
しました。
これは氷山の一角で、原発建屋はどこもかしこ
もボロボロになっているのではないでしょうか。
もっとも心配されるのは，使用済燃料です。福島
原発事故時４号機で 1535 体貯蔵されていた使
用済燃料のプールの水が漏れ抜けると燃料がメル
トダウンし、半径 170km は強制移住，250km
は避難対象との評価が出ましたが，実際には何と
か冷却が継続され、その後クレーンが設置され、
2 年半後に燃料が撤去されました。今回東北電力
は，女川原発各号機上層階の燃料プールに合計
2790 体（U 約 480 トン）貯蔵していることを
明らかにしました→５．５）参照。福一原発 4 号
機の 1.8 倍も貯蔵しているのです。2 号機建屋の
剛性が建設時の 7 割も減少し，燃料プールの強度，
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大崎住民訴訟～ まるで法廷ドラマでよく観るシーンのような…
大崎耕土を放射能汚染させない連絡会

芳川良一

拠を提出してあります。その効果も強くあったで
しょう。
法廷における原告側弁護団の激しい弁論と追及
を経たのち、とうとう裁判所は、原告ら側の請求
通り、予定者 4 人全員の原告本人尋問を、次回
第 18 回の弁論期日に行うことを認めました。一
人 20 分を 4 人、1 時間 20 分。弁護団の主張
は、複数の弁護士による入れ代わり立ち代わりの
かなり激しく執拗な、まるで法廷ドラマでよく観
るシーンのような迫力に満ちたものでした。いっ
たん敗色が濃く滲みだしたように見えた前回口頭
弁論から、挽回へという状況を作り出してくれた
のです。弁護団の形勢逆転に向けての頑張りは、
ほんとに素晴らしく、弁護団の尋問実現への熱意
は傍聴席にも伝わってきたものです。弁護団のみ
なさんの法廷での熱意・情熱に、原告のひとりと
してあらためて気を奮い立たせられました。ひた
すら敬服するのみです。
原告本人尋問について、弁護団のある弁護士は
「原告尋問がなければ勝てない」と言い、また別
の弁護士は、原告が「100 名以上いるような訴
訟において、一人も尋問しないことなど通常あり
得ない」とも言っています。また、尋問が行われ
ることによって、証拠として裁判記録に残せるの
だそうです。原告本人尋問の訴訟における重要さ
が分かると同時に、前回の口頭弁論期日では原告
ら側はいかに不利な状況にあったのかも分かりま
す。ぞっとします。
原告本人尋問に臨む 4 人は、すでに詳細な陳
述書を提出済みです。各々「申合わせ違反につい
て」「放射能拡散への住民の不安」「行政の在り
方」「放射能による自然との交歓の阻害」と纏め
ることができると思います。わたくしも尋問に臨
む４人の原告のうちのひとりですが、わたくしの
陳述書の内容は４つ目になります。
口頭弁論期日で、原告側弁護団が裁判所に争点
整理案を示すように求める場面がありました。裁
判所は、争点整理は裁判所の専権事項、いま出す
つもりはない、と断りました。わたくしはこの遣
り取りが理解できませんでした。後日、弁護士の
方による報告書を読んだところ、裁判所が尋問を
認めないのは「本訴訟の構造、争点、それを判断
するための証拠構造をしっかりと理解してない」
からと考え要求したもので、いわば裁判官に揺さ
ぶりをかけたもののようです。またまた弁護団に
敬服です。

農林系放射性汚染廃棄物の試験焼却が始まり、
仙台地裁に提訴したのが 2018 年 10 月ですか
ら、もう丸 4 年が経ちました。もともとの訴訟
物だった試験焼却は終了し、2020 年 7 月には
係争中にもかかわらず本焼却が強行され、いまも
燃やされ続けています。住民が不安に苛まれて提
訴しているのに、国の言う通りにしているので問
題はないと燃やし続ける行政の態度は、市民感覚
から言ってとても納得できるものではありませ
ん。地方自治の本旨に照らしても間違っているよ
うに思います。しかも、燃やし続ける被告である
大崎地域広域行政事務組合は、法廷において原告
らの訴えにまともに反論することもないのです。
本焼却は 7 年かかる計画なので、これから先
5 年は続けられることになります。提訴してから
4 年の間に 124 人いた原告のうち 5 人も他界さ
れてしまいました。裁判所も人事異動で裁判長が
代わり、左陪席裁判官も代わりました。裁判は時
間がかかるとは聞いてはいたものの、年月の流れ
を感ぜずにいられません。
そんな中、10 月 19 日に第 17 回口頭弁論期
日がありました。正念場とも思えるその期日の様
子について、お伝えしたいと思います。

○第 17 回口頭弁論期日 次回期日で 4 人
の原告本人尋問が行われることに
口頭弁論期日には傍聴人約 30 人が集まりまし
た。原告ら側席に 10 人、被告ら側席に 8 人ほ
どなので、101 号大法廷には 50 人ほどいたこ
とになります。
裁判官が現れたのは開廷時間を 10 分ほど過ぎ
てからでした。開廷前にどうやら原告側弁護団と
裁判官の遣り取りが行われていたようです。前回
口頭弁論期日で裁判所は、原告本人尋問も専門家
証人尋問も必要ないとの考えを示しました。原告
側弁護団がそれを覆すべく、原告本人尋問並びに
証人尋問の必要性を説き、執拗に迫ったものと思
います。もちろん期日前に、証拠意見書及び各証
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○証人尋問は認められておらず。その必要性
についてさらに訴えていく

景を考えようとしています。

○第 18 回口頭弁論期日に結集しよう
原告ら側は、西尾正道医師の証人尋問申請、法
廷における DVD 上映、青木一政氏の証人尋問申
請も行っています。西尾医師は内部被ばくによる
健康被害ないしそのおそれについて、DVD は原
爆投下後の広島・長崎の調査実態を肥田舜太郎医
師が解説したもので、青木氏は排ガス測定検査な
ど放射能汚染の実態の証明です。それらに対し裁
判所は、ことごとく”必要なし”と言い、認めよ
うとしません。原告ら側は「専門家証人を立てな
い中、裁判所は何を根拠に内部被ばくの危険性に
ついて判断するのか」と詰め寄っているものの、
第 17 回口頭弁論の時点では、裁判所の”必要な
し”という考え方は変わっていません。尋問が行
われる見込みはちょっと難しいようにも感じられ
ます。
原告ら側の弁護団弁護士は、さらに訴え続け
る、或いは直接の証人尋問に代わる何か効果的な
方法を工夫すると言っていますが、それに期待し
たいものです。
原告本人尋問を実現させたのと同様に証人尋問
もなんとかならないかと切望する一方で、いった
い何がこんなにも裁判所を消極的というかネガテ
ィブにさせてしまったのか、司法の世界に疎いわ
たくしは疎いなりにいろいろ詮索を繰り返し、背

短信

次回口頭弁論期日は年の瀬の押し迫った 12 月
26 日（月）13 時 30 分からと決まりました。
仙台地裁 101 号法廷です。原告本人尋問が 1 時
間 20 分ありますから、報告集会は早くとも 15
時頃からということになるのでしょう。報告集会
の場所は弁護士会館 4 階です。
先日の報告集会では、原告本人尋問が認められ
た要因として、原告のより詳細な陳述書、弁護団
による尋問の必要性についての説得と、それに加
えて、多くの原告・支援者の存在を傍聴席に多数
の傍聴人が居るという形で裁判所に認識させたこ
とがあげられました。是非、次回 18 回のときは
傍聴席を埋め尽くして、その認識をさらに強く持
たせたい、傍聴席からの圧力でもって、原告本人
尋問に続く証人尋問を裁判所に認めさせたい、そ
う願っています。
わたくしとしては、あと二ヶ月弱しかありませ
んが、弁護団にしっかりお教えてもらいながら、
尋問に耐え得るよう、できれば少しでも裁判を原
告ら側に優位にもっていけるよう頑張りたいと思
っているところです。
（2020 年 11 月 3 日記）

“運転員らに有害”な硫化水素「無処理放出」！

前々号『鳴り砂』短信等で言及してきた硫化水
素の拡散・運転員らへの影響について、東北電力
は“寝た子を起こす・ヤブヘビ”を恐れてか？具
体的な拡散計算・安全証明を放棄
していますので、再度“素人なり
の簡易拡散計算”を行なってみま
す。
ここで、１号機廃棄物処理建屋
「沈降分離槽」（固定源）で発生
した硫化水素は、換気空調系を通
じて１号機排気筒から“無処理放
出＝垂れ流し”され、目測で約
300m 離れた「２号機制御建屋」
や「緊急時対策建屋」の「外気取
入口」に拡散到達するものとしま
す 【 図 は 前 々 号 の 再 掲 ：
2022.3.23 資料１・別紙 1115 頁に一部加筆。次頁右挿入図

は審査書 4 頁図の一部】。
また、“素人計算”が可能なように、広く利用
されている『ガウス・プルームモデル』【図は外

排気筒から
約 300ｍ

排気筒から
約 300ｍ
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川 織 彦 ら
「原子力防
災における
大気拡散モ
デ ル の 利 用 に 関 す る 考 察 」 JAEA-Review
2021-021、pp.11-12。ちなみに同モデルは
東北電力も採用＜前掲資料１・別添-13 頁等
＞】に基づく『基本拡散式』【引用は宮城県資
料】を用い、拡散パラメータ「σ ｙ 、σ ｚ 」は表
1.2.1-3 の計算値を用います。
そして、１号機排気筒から上記両建屋までの
距離ｘは「300m」、水平方向のｙ座標は「0m」
（風下）とし、さらに、東北電力に倣って「保
守的な評価条件を設定」＜前掲資料１・別紙 81-2 頁＞することとし（計算を簡単にする筆者
の方便？）、有効煙突高 He（設置許可申請書：
排気上昇・下降は無視）とｚ座標は同じ
「125m」（＝風が排気筒頂部から各建物換気
口に向かって吹く）とし、＜＊同表を参照した
後記試算を踏まえ＞大気安定度（Ａ～Ｇ）は「Ｇ
（強安定）」で、風速 u は「１m/s」（小さい
ほど拡散しにくい）とします。
さらに、前々号「簡易計算」に準じて、タン
ク気相部の曝気前の硫化水素分圧Ｐs₀は“保守
的” に「1atm（100%＝1000000ppm）…
ア」を仮定し、30 分曝気による空気注入総量と
硫化水素気化量（20℃・1atm）の合計＝総排
気 量 「 ① 251.988 、 ② 1519.429 、 ③
13255.33」
（㎥）の３通りを考慮し、曝気開始
直後の排出速度Ｑp(㎥ N/s：30 分平均)は「①
0.1400、②：0.8441、③7.3641」(㎥ N/s)
とします。
上記の様々な“保守的”条件で計算すると、
次頁右上計算表のとおり、「ｘ＝300m」地点
での拡散 希釈後 の硫化 水素濃 度Ｃは （放 出時
1000000ppm）、「①＝0.0009（㎥/㎥）＝
900ppm、②＝0.0054（同）＝5400ppm、③
＝0.0467（同）＝46700ppm」となります。＜
＊試算では、条件③で、Ａ・風速１⇒0.000335、
Ｂ ・ 風 速 １ ⇒ 0.000728 、 Ｃ ・ 風 速 ２ ⇒
0.000847、Ｄ・風速１⇒0.004549、Ｅ・風速
２⇒0.004270、Ｆ・風速２⇒0.009727。∴Ｇ・
風速１⇒0.046686 が最悪。＞
ちなみに、ｘが増加するとＣは低下し、遠方に
なるほど拡散希釈されるという、当然の結果とな
ります。
また、実際には、空気注入に伴い硫化水素分圧
（⇒Ｑp）は低下するため、上記値は曝気直後の最
大値です。そして、30 分曝気後の硫化水素分圧
「①53%、②16%、③2%」を考慮すれば（上記

Ｑp に最終分圧を掛けて再計算すれば）、曝気終
了時の最小値Ｃは「①470ppm、②860ppm、③
930ppm」となります。
以上より、曝気作業中（現在も週に一度とか定
期的に実施？スラッジが 50 ㎥以下になっても必
要）の排気筒からの無処理放出・拡散後の濃度Ｃ
は「①900～470ppm、②5400～860ppm、
③46700～930ppm」と推定され、それらの値
より、同タンクの曝気中、排気筒から無処理放出
された硫化水素は、300m 拡散希釈後にも「許容
濃度 10ppm」【国立環境研究所研究報告第 188
号（R-188-2005）井上雄三編、3 頁】を超え、
さらに「即死」レベルにさえ達する可能性もある
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大気安定度：Ｇ
ことが示されます。
ｘ
したがって、当該無処理排気
ｙ
0
がそのまま各建物内に取り込ま
ｚ
125
れ運転員らがそのまま吸入する
u
1
と考えれば、「運転員らに有害」
He
125
であることは明らかです。『毒ガ αｙ
スガイド』が「…運転員について γｙ
σｙ
は、対象発生源の有無に関わら
αｚ
ず、有毒ガスに対する防護を求め
る」＜ガイド 5 頁＞として「予 γｚ
σｚ
期せぬ有毒ガス対策」を求め、東
① Qp
0.1400
北電力は自給式呼吸器（酸素マス
Ｃ
ク）装着などの対策を講じるとし
ていますが、（建物内の全運転員
② Qp
0.8441
が）給気中の硫化水素を十分に吸
Ｃ
引し、異常に気付いてから（即死
③ Qp
7.3641
に至らず）自給式呼吸器を装着し
Ｃ
たり換気設備を隔離（外気取入中
止）しても、既に手遅れで、だからこそ「検出・
警報装置の設置」（設置許可基準規則 26 条３
項 1 号）が必要なことは明らかです（曝気中に
重大事故が絶対起こらないという保証はありま
せん）。
上記結果に対し、東北電力は、そもそも風が
排気 筒頂 部か ら 各建 物換 気 口に 向か って 吹く
（He＝ｚ）ような最悪の気象条件となる確率は
極めて小さく、また、同タンク換気空調系から
の高濃度硫化水素含有排気は、他の箇所からの
（低～ゼロ濃度）排気で希釈され、その後に排
気筒から放出されるから“問題ない”などと主
張・ 反論 す ると 思 われ ます が （単 に無
視？）、データを一切示さず、希釈イメ
ージだけで安全性を一方的に主張（常套
手段！）しても、説得力はありません。
得られた「①900～470ppm、②5400
～860ppm、③46700～930ppm」に
鑑みれば、各建物給気が許容濃度以下になるには、
排気筒放出前に他の換気空調系との混合により
「4670～47 倍」に希釈される必要があります
が、同タンクの換気空調系と同程度の排気設備が
１号機に「最低 47 系統」もあるとは考えられま
せん。また、‘排気し切れないほどの硫化水素が
突然大量放出される’という 『東北電力・電中研
理論』に基づけば、③46700ppm を遙かに上回
る「予期せぬ」大量放出が起こり得るはず（『理
論』は事故原因説明のための単なる詭弁なので、
今後実際に生じるはずはないとでも主張する？）
ですから、排気筒放出前の希釈実態の解明・放出
後の拡散評価を、適宜実施する必要があると思い
ます。

100
0
125
1
125
0.921
0.038
2.641
0.7940
0.0373
1.444

200
0
125
1
125
0.921
0.038
5.001
0.7940
0.0373
2.505

300
0
125
1
125
0.921
0.038
7.265
0.7940
0.0373
3.456

400
0
125
1
125
0.921
0.038
9.468
0.7940
0.0373
4.343

0.1400
0.0058

0.1400
0.0018

0.1400
0.0009

0.1400
0.0005

0.8441
0.0352

0.8441
0.0107

0.8441
0.0054

0.8441
0.0033

7.3641
0.3072

7.3641
0.0936

7.3641
0.0467

7.3641
0.0285

一方、‘細部を検討できない規制委・波風を立
てたくない規制庁役人’も、本件事故を軽視・無
視し、『共用問題』に目をつぶり、他原発へ波及
しないよう『毒ガスガイド』の不備を黙殺し、「固
定源＝対象発生源なし」との東北電力の弁明【前
掲資料１・別添-20 頁】を容認し、硫化水素の「予
期される」危険性を見逃した責任は、極めて重大
です。加えて、「運転員らに有害（＝事故時の対
処能力を著しく低下させる）」な硫化水素無処理
放出が、今後も同タンク曝気時に繰り返されるこ
とが「予期される」（前号指摘の「当該タンク内
に硫化水素が継続して発生・蓄積している状況」
＜2022.5.16 女川原発 4 月分定期報告別紙＞）
にも関わらず、２号機中央制御室や緊急時対策所
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に「検出装置・警報装置」を設置させな
いまま再稼働を容認することは、前号
の繰り返しになりますが、法的にも大
きな問題だと思います。＜なお、9.22
に東北電力は単なる表現修正・記載適
正化等を補正し（規制庁役人の最大関
心事！）、それに満足した規制委は
9.28、同タンクを無視し‘発生源がな
いから警報等の設置も不要’とした、
中身のない 6.30 付工事計画変更申請
を認可【審査結果 2 頁】。実際には影
響評価も運転員防護設計確認もなされ
ておらず、毒ガス防護の不備・違法状態は
放置されたままです。＞
福島第一原発事故の最大の原因は、事業
者側も規制側も（＝原子力ムラ全体が）、
万が一の最悪の事態を想定せず、最初から
事故の可能性を排除し詳細な検討も行なわ
ず安全と決めつけていたことにあったこと
を、決して忘れてはならないと思います。

【本稿の拡散計算・条件設定・数値解釈等に
“初歩的誤り”があればご指摘ください。特に、
東北電力・電中研からの具体的ご指摘・反論は大
歓迎！】
＜宮城県資料
https://www.pref.miyagi.jp/documents/13
314/125846.pdf ＞
＜2022.10.1 完、11.4 一部修正＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

なお、東北電力が、同タンク換気空調設備の排
気能力や事故時の実際の曝気量（空気注入速度）・
排気量、事故時やそれ以前の気相部・液相部の硫
化水素濃度などの「基本的データ」を公表すれば
（まさか事故後に意図的に廃棄？企業秘密？）、
そして何より“プロ”である東北電力・電中研が
厳密な拡散評価を実施すれば、本稿のような“素
人計算・ケチつけ？”は直ちに撤回します。

≪10.8 追記：東海２との比較≫
たまたま目にした東海２毒ガス防護申請の
「9.29 資料１：概要」
（先行の島根２や女川２を
参照）を見たら、なんと、敷地外に「硫化水素」
貯蔵施設⑰（詳細不明の固定源）があり、
「女川と
同じ考え方」として、許容濃度（防護判断基準値）
が「5ppm」と明記されていました＜20 頁：従っ
て、前記≪短信≫の女川２拡散後濃度は、正しく
は許容値の「9340～94 倍」ということになりま
す＞。ちなみに、施設⑰の硫化水素影響は（5ppm
との比で）「1.1×10 －２ 」とされています＜2324、52-55、60-63 頁：最終的には「影響なし」
ですが＞。
そこで、遡って詳しい資料を探したら、東海２
の申請は今年 4 月 27 日付で、その後 5.31、7.8、
8.24、8.30、9.14、9.15 付の資料を見つけま
した（見落としがあるかもしれませんが）。
それらのうち詳しい説明のある「8.24 資料 21」＜37 枚目に許容濃度 5ppm の説明もあり＞
を見ると、
「 ガウスプルームモデル」を採用し＜42
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枚目＞、施設⑰の距離は 5500m で貯蔵量は 6.4
㎥（筆者は１気圧体積と仮定）＜27、28 枚目＞、
その全量が１時間（3600 秒）で放出される＜47
枚目＞として放出率 Qp は「1.8×10 －３ 」＜48、
51 枚目＞、気象条件はＦ・風速 2m/s で＜49、
52 枚目＞、煙突高=z 座標は 0m＜地上放出を仮
定：26、27 枚目＞、という計算条件が判明し、
その結果、濃度は「5.4×10－２ ppm」
（比は「1.1
－２
×10 」）＜57、60 枚目＞とのこと（着色は同
資料での改定部分を示す）。

を用いて計算してみたら、なんと、濃度は「5.3×
10 －２ ppm」となりました（筆者自身が驚きまし
た！）。これは、筆者の素人計算・考察が“大きく
は間違っていない”ことを示しているものと思わ
れます。
このことから、≪短信≫記載のとおり、女川原
発の同タンク由来硫化水素の無処理放出（拡散後
濃度が許容値の「9340～94 倍」。Ｆ・風速 2 な
ら約 5 分の１の値になります）は、‘運転員らに
対する危険性・有害性’が無視できないことは明
らかで、それを東北電力・規制委が無視・放置し
て（検証すらせず）女川２を再稼働させることは、
許されないと思います。 （了）

そこで、≪短信≫の拡散計算検証のため、上記
諸条件（Qp＝0.00178 ㎥/s、Ｆ・風速 2 など）

「子ども脱被ばく裁判」控訴審第５回期日傍聴報告（速報）

わくわく、がっかり、ゴールが見えてきた
要性を主張したものの、腹の内は見せない石栗裁
判長に対し、急遽、弁護団から異例の協議休憩を
求め、５分間の中断が設けられるなどして、この
日の審理は目まぐるしいものでした。
事故後、原告親子は見えない放射線への恐怖、
平時では考えられない高線量下での営み。強制避
難区域との線引きや情報秘匿等、悔やんでも悔や
11 月 14 日（月）、仙台高裁 101 号法廷で国

みきれない苦しさや怒りに震えながら避難したく

賠訴訟の審理が行われ、原告側から証人申請され

ても避難できず、望まない被ばくを余儀なくされ

ていた５人について１人も採用されませんでした。

ました。事故直後、なぜ、スピーディー情報がす

開廷後、事故のしばらく後、郡山市から福岡県

みやかに公表されなかったのか。モニタリング情

へ避難した母親による原告意見陳述、そして、山

報しかり。なぜ、備蓄されていた安定ヨウ素剤を

下俊一氏発言に対する再反論として柳原弁護士に

配布せず、子どもたちに服用させなかったのか。

よる準備周到な要旨陳述が行われた後、この日の

なぜ、通常では考えられない高い放射線量下だっ

焦点であった証人採否の決定が石栗正子裁判長よ

たにもかかわらず、学校が再開されたのか、etc。

り言い渡されました。
「 申請主旨は理解できるけれ

一審では、文科省による 20 ミリシーベルト通

ども必要ありません」と。その瞬間、
「えーっ」と

知や、福島県による学校再開決定、安定ヨウ素剤

いうあちらこちらからの声で、法廷内はどよめき

を服用させなかったことは行政裁量権の範囲内で

ました。５人全員でなくとも、数人、最低でも１

あり、原子力推進のために設定されたに過ぎない

人は採用されるだろうという期待が大きかった分、

各種指標などを積極的に取入れ、国や福島県を免

落胆も大きいものでした。しかし、昼ドラのよう

罪しました。とりわけ学校衛生基準に放射能に関

に、すぐに入れ代わり立ち代わり原告側弁護士が

する定めがない中での学校再開の経緯など、国や

申請却下の説明を求め、あるいは、証拠調べの必

福島県の裁量権逸脱があったかどうか、子どもた
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ちへの健康影響はどのように検討されたのか。政

身の手で社会変革を形成していく希望の灯火です。

策決定プロセスにおける責任者を引っ張り出す立

次回、２月１日は行政訴訟判決です。みなさまの

証機会を与えない石栗裁判長の訴訟指揮は、裁判

最大限のご支援、ご注目をお願いいたします。

後の報告集会で大きな話題となりました。

（2022.11.16 記）
「子ども脱被ばく裁判」を支援するみやぎ連絡会
服部 賢治
詳細や今後の予定は下記サイトをご覧ください
https://kodomodatsuhibaku.blogspot.com/

内容については字数の関係上割愛しますが、証
人申請が却下され、国賠訴訟についても終結が見
えてきました。この日も裁判前に市内デモが行わ
れ、裁判後の報告集会まで多数の傍聴・参加者が
ありましたが、その中でノーマ・フィールドさん

『子ども人権裁判（行政訴訟）』判決

から、被害者とともに歩む市民の取組みを称える

2023 年２月１日（水）15 時～

発言がありました。この裁判は、被害を受けた人々

仙台高裁

『親子裁判（国賠訴訟）』第６回口頭弁論

にとどまらず、環境破壊や被ばく労働者など、犠

３月２７日（月）15 時～

牲を前提とする国家運営への楔であり、私たち自

今、女川では

女川町議会議員

阿部美紀子

その 23． 50 年も昔…
写真集『原発のまち 50 年のかお』を発刊する
ことになりました。
まえがきに書いたように、偶然、偶然が重なり、
できた写真集です。更に、出版社一葉社の社長、
和田さんは、お母さんが江島出身で、和田さんご
自身も幼少の頃、江島、女川町清水で過ごした方
です。
東北電力は、2024 年、女川原発２号機を再稼
働しようとしています。国、岸田政権も、電気料
金高騰抑制、ＣＯ2 削減のため、原発の再稼働推
進、更には新増設まで計画しています。原発のや
っかい部分を後にまわし、今だけ、自分だけを考
えた政策に他なりません。
50 年も昔、旗印にあるように、
「子や孫のため」、
海を、未来を守ろうとした、じいちゃん、ばあち
ゃん、父ちゃん、母ちゃんがいたことを、憶い起
こしてほしい。

【もくじ】
●『鳴り砂』通巻 300 号に寄せて

そして、自然と調和した、逃げなくてもよい、
自立した町を創っていきたい。
【写真集紹介】 阿部美紀子さんが編集して、か
つての女川原発反対闘争の様子や、津波に流され
る前の女川の町などを記録した写真集が出版され
ました。ぜひ、まわりの方に紹介・販売おねがい
します。 A4 判・136 頁・オールカラー
定価 2,000 円＋税

●みやぎ脱原発・風の会で取扱中！
・ご注文頂ければ、１冊 2,000 円（送料無料）
でお送りいたします。
・注文は、メール hag07314@nifty.ne.jp）また
は FAX 022－356－7092（須田）でお願いします。
『写真集』送付時に「振込票」を同封しますの
で、
『写真集』到着後、郵便振替口座にお支払下
さい。（振込手数料はご負担下さい）

●インフォメーション

【別冊もくじ】

●実効性審議に一切踏み込まない被告・東北電力
の姿勢

………2

●5.23 電力回答から判明した硫化水素問題

●女川原発天井クレーン支持台き裂事故に関する
質問状の回答から見えてくるもの

………16

………1

の新事実

………4

●裁判官の目を真っ直ぐ見て

………1
…………3

●まるで法廷ドラマでよく観るシーンのような ……9

●「クレーン支持台座にき裂」は、議論深まらず…4

●“運転員らに有害”な硫化水素「無処理放出」！…10

●女川原発アラカルト

………4

●わくわく、がっかり、ゴールが見えてきた………14

●脱原発みやぎ金曜デモ

………8

●50 年も昔…

●汚染廃棄物「焼却」をめぐる動き

………8

………15
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福島原発事故避難者山形訴訟控訴審口頭弁論
１２月１２日（月）14時30分～仙台高裁

【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]

学習・決起集会
第 457 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 25 日（金）元鍛冶丁 公園
（18 時 15 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）
〈連絡先〉090-8819-9920（舘脇）
e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com
ブログ：http://miyaginonuke.blog.fc2.com/
twitter:@miyagi_no_nuke

「最高裁判決をどう乗り越えるのか」
日時：１２月１７日（土）13 時 30 分～16 時
会場：仙台市弁護士会館４階会議室
講演「許してはならない国の自己責任を問う」
長谷川公一氏（東北大学名誉教授）
「ふるさと剥奪・損傷・疎外の被害を問う」
関礼子氏（立教大学教授）〈各団体報告〉
主催：賛同原告団・弁護団等 17 団体
連絡先：080-6037-5190（菅家）
放射能汚染物の焼却すきこみは放射能の拡散だ
日時：１２月１８日（日）13時30分～
会場：仙台弁護士会館４階
主催：放射能汚染廃棄物一斉焼却反対宮城県民
連絡会／大崎住民訴訟を支援する会
〈連絡先〉070-2010-3777（広幡）
メール osaki.shien@gmail.com
ＺＯＯＭ参加ＵＲＬはメールで問合せを

「福島原発被害南相馬訴訟」控訴審
第６回公判 判決 仙台高裁
１１月２５日（金）14時～
女川原発再稼働差止訴訟
第５回口頭弁論 結審 仙台地裁101号法廷
１１月２８日（月）11時～ 原告団意見陳述
10時～ 開廷前集会（地裁前公園）
12時～ 報告集会（仙台弁護士会館４階）

「ふるさとを返せ」福島原発避難者山木屋訴訟
控訴審 第４回口頭弁論 仙台高裁
１２月１９日（月）14時～

「元の生活をかえせ」いわき市民訴訟控訴審
第４回 口頭弁論 仙台高裁 101 号法廷
１１月２９日（火）14 時～

放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎住民訴訟
第１８回口頭弁論 仙台地裁101号法廷
１２月２６日（月）13時30分～原告本人尋問
【報告集会】15時30分～ 仙台弁護士会館４階

女川原発再稼働差止裁判報告＆講演会
日時：１２月３日（土）13 時 30 分～
会場：石巻市防災センター 【ZOOM 視聴可】
「裁判解説と今後」小野寺信一弁護団長
「逃げられない避難計画」上岡直見氏
主催：女川原発再稼働差止訴訟原告団
〈連絡先〉090-7932-4291（日野）

ふるさとを返せ！津島原発訴訟控訴審
第２回口頭弁論 仙台高裁101号法廷
2023年１月１９日（木）14時30分～
「ふるさと喪失・宮城」訴訟控訴審
第５回口頭弁論 仙台高裁
2023年１月３０日（月）14時～

樋口英明氏女川講演会
『私が原発を止めた理由
～本当は誰にでもわかる原発裁判』
日時：１２月４日（日）午前 10 時～12 時
会場：女川町大原南集会所 【ZOOM 視聴可】
主催：樋口英明氏講演会実行委員会
（呼びかけ 阿部美紀子町議、阿部律子町議、
高野晃町議、高野博さん）080-6016-3614（高野）
ﾒｰﾙ 1uck_44takano@yahoo.co.jp
【仙台会場】同時中継で視聴
仙台市青年文化センター２階第２研修室
（地下鉄・旭ヶ丘駅下車）
〈原発問題住民運動宮城県連絡センター〉

「子ども脱被ばく裁判」控訴審
『子ども人権裁判（行政訴訟）』 判決
2023 年２月１日（水）15 時～ 仙台高裁
『親子裁判（国賠訴訟）』第６回口頭弁論
2023 年３月２７日（月）15 時～

田村バイオマス訴訟控訴審 判決
2023年２月１４日（火）13時20分～仙台高裁
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