
宮城県・仙台港
蒲生干潟のすぐそばで

石炭火力発電所
建設工事進む！

　　蒲生干潟の希少生物や渡り鳥

大気汚染と子どもたちや喘息疾患者
　　　　　地球温暖化

PM2.5 や水銀汚染

東京に売る石炭の電気を
被災地でつくるのですか？



　仙台パワーステーション株式会社は、 関西

電力株式会社の100％子会社である株式会

社関電エネルギーソリューションと伊藤忠エ

ネクス株式会社の100% 子会社である JEN

ホールディングス株式会社との共同出資に

より設立された会社です。 現在、 仙台港で

石炭火力発電所の建設工事を進めています

が、 環境アセスメント法に基づくアセス対象

規模 (11.25 万 kW以上 ) をわずかに下回る

設備容量 （11.2 万 kW） であるため、 環境

アセスメントを行っていません。 また、 地域

住民への説明もないまま、 既に着工しています。

　建設地のすぐそばには、 東日本大震災から奇跡

的に復活した蒲生干潟があり、 たくさんの希少な

生物が戻ってきています。 さらに周囲 4km 圏内に

は小中学校や様々な商業施設があり、 仙台 ・ 多

賀城市民の生活拠点が広がっています。

　石炭火力発電所が稼働すれば、地域住民の健康、

蒲生干潟をはじめとする生態系、 被災地の復興、

仙台パワーステーション株式会社による計画

地球温暖化などに様々な影響が考えられるため、

1 年以上前から市民の連名で事業者側に説明会

の開催を求めてきました。 しかし、 その回答は残

念ながら 「その必要はない」 というものでした。 仙

台パワーステーションは 2017 年 10 月から操業開

始と発表しています。 環境問題や健康被害に不安

を抱く市民とのリスクコミュニケーションも行わない

まま建設を進めていることは大変大きな問題です。

 事業者  仙台パワーステーション

 親会社
 関西電力／関電エネルギーソリューション
 伊藤忠エネクス／ JEN ホールディングス

 所在地  仙台市宮城野区港 1 － 3 － 5
 設備容量  11.2 万 kW
 運転開始（予定）  2017 年 10 月

 環境アセスメント
 アセスなし（法・条例の基準以下）
＊ 2015 年 12 月から仙台市の条例が改正され、
　対象規模に 11.2 万 kW も含まれることになった。

 CO2 排出量（推計） 67.2 万トン CO ₂／年

仙台パワーステーション　事業概要



3

仙台パワーステーションは何が問題なの？

石炭を燃料とするので、硫黄酸化物（SOx)、窒素酸化物（NOx）、
ばいじん、PM2.5、水銀、CO2 などを多く排出し、環境や健康への
リスクがあります。また、環境アセスメントを実施せず、住民へ
の説明も一切ないなど、事業者の対応にも様々な問題があります。

仙台パワーステーション６つの問題

古い技術である亜臨界型を採用

同規模の石炭火力発電所と比較しても SOx は多い

1 健康被害

蒲生干潟への影響

地球温暖化促進

アセス逃れ

住民への説明がない

被災地への汚染施設集積

大気汚染物質排出量比較

SOX 排出量比較（同規模発電所）

山本公一環境大臣「非常に憤慨、事業者に猛省を促す」
2016 年 12 月 20 日、山本環境大臣は定例記者会見で記者が仙台パワーステーションの件について
質問したところ、次のように答えています。「家１軒、住宅を新築するときにも、隣近所にはまずご
あいさつに行って家を建ててまいります。こういう石炭火力発電所を造ろうとするのに、住民に説明
会も開いていないということにまず驚きました。今回の仙台における事案は、私自身、非常に残念
に思っておりますし、事業者の方々に猛省を促したいと思います」また「アセス逃れと言っては言
葉に語弊があろうかと思いますけれども、非常に盲点を突いてきた事業であると思っておりまして、
非常に憤慨をいたしております。」ともコメントしています。 

SOx NOx ばいじん
 仙台パワーステーション 100 ppm 100 ppm 50 mg/ ㎥ N
 磯子火力発電所新 2 号 10 ppm 13 ppm 5 mg/ ㎥ N
 旧磯子火力発電所 1976 年 60 ppm 159 ppm 50 mg/ ㎥ N

SOx

 仙台パワーステーション 38.8m3N/h
 名古屋第二発電所 （同規模） 10.1 〜 10.3m3N/h

2
3

4

5
6



4

小規模火力発電なのにそんなに大気が汚染されるの？

今でも、窒素酸化物（NOx）、オキシダント、PM2.5 は存在しており、
そのような状況に仙台パワーステーションのばい煙が追加的に付
加されることになります。

クリーンさを取り戻した
宮城の空気
　宮城県には、 かつて石炭や重油を燃料とする東

北電力の火力発電所がありました。 東北電力は、

2005 年から 2014 年にかけて石炭・重油から環境

負荷の少ない LNGやガス火力に転換しました。 こ

の転換に対応するように、 県内の過去の二酸化硫

黄 （SO2） 濃度監視情報をみると、 2006 年頃から

SO2 濃度は低下傾向になっていることがわかります。

再び汚してしまいかねない
　2016 年 9 月のデータでは、 県内各地点 SO2 は

ほぼゼロレベルになっています。 しかし、 車や工

場煤煙などによる、 窒素酸化物、 オキシダント、

PM2.5 は存在しており、 特に PM2.5 は濃度が環境基

準を超える時もあります （次ページのグラフ参照）。

　1980 年代はじめまでは粉じんで汚れていた仙台

の空が、 スパイクタイヤの追放でクリーンになった

ことを記憶している方々も多いでしょう。 昔に比べ

てせっかくクリーンな空気が戻ってきた宮城県に再

び石炭火力発電所が建設されれば、 また空気が

汚れてしまう心配があります。

岩辺 石巻 榴岡 中野 苦竹

出典 ：宮城県保健環境センター大気環境部大気汚染常時監視情報

二酸化硫黄濃度推移グラフ
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大気汚染の健康影響はどのくらい深刻ですか？

全国の小・中学生の間で増え続けているぜん息の主な要因は大気
汚染であり、仙台パワーステーションの近くには小・中学校も多
く、その影響が心配です。

気象条件で変化する
大気汚染の流れ
　仙台パワーステーションでは、 32 万トンの石炭

が使われることとなっていますが、 石炭の種類は

明らかにされていません。石炭が褐炭の場合には、

硫黄 0.673％が含まれるので、 年間 2153 トンの硫

黄を燃やすことになります。

　様々な気象条件下でどのような環境汚染を引き

起こすか、 住民は精緻なデータに基づいた厳密な

シミュレーションと説明を求めています。

　環境省の資料は、 仙台パワーステーションのよう

な設備容量が 10 万 kW 前後の方が濃度および最

大着地濃度が高くなっていると報告しており、 右図

の e. いぶし型のような気象条件になったときの健

康影響が懸念されます。

肺胞や血管にも侵入するPM2.5

　PM2.5 は、 粒子径が 2.5 μ m 以下の微粒子状物

質で、 PM10 と比べてもさらに微細なので排煙脱硫

装置も通過しやすいと言われています。 微細であ

ることから肺胞や血管にも侵入し、 短期ばく露に

よる急性影響、 長期ばく露による慢性影響が、 そ

れぞれ死亡および呼吸器系疾患、 循環器系疾患、

急性心筋梗塞のリスクが高まると言われています。

今でも環境基準を超える時も
　仙台パワーステーションから約 3km のところにある

中野小学校の PM2.5 のモニターでは、 いまだに 1 日

平均の環境基準 35 μ g/ ㎥を超える時があります。

　石炭火力は、 この状態に、 さらに塵埃を負荷す

ることになり、子どもたちへの影響が懸念されます。

出典 ：西田薫 ：汚染物質の大気拡散 （２）、 環境技術
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大気安定度と煙の流れ

中野小学校 PM2.5 モニター結果（2015 年度）

出典 ：宮城県保健環境センター大気環境部大気汚染常時監視情報
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蒲生干潟にも影響が出ますか？

蒲生干潟は仙台パワーステーションからわずか 800 ｍ南に位置
します。貴重な自然がどうなるのか、事業者が環境アセスメント
を行っていないのでわかりません。発電所からの汚染物質の排出
により、生息する生物への影響が心配されます。

　蒲生干潟は、北側には仙台港、西側には養魚場、

南側には七北田川をはさんで南蒲生下水処理場が

立地しています。 人為の影響を様々に受ける環境

ですが、 渡り鳥が多く飛来するところとしても知ら

れており、 市民の憩いの場として親しまれていま

す。 東日本大震災に伴う津波で、 海と潟湖の間に

あった砂洲が破壊されましたが、 ３ヶ月後には再び

砂が堆積し、 以前と同じような蒲生潟の形が再生さ

れました。 潟湖内に溜まっていた軟泥は津波で運

び去られ、 ヨシ原だったところが新たに干潟になっ

たことで砂質干潟は以前よりも広がりました。

　震災前には 100 種ほどが記録されていた底生動

物 （貝やカニやゴカイの仲間） は、 震災直後に減

少したものの、 その後回復してきており、 震災後

2015 年までに合計で 124 種が確認されています。

希少種の多くも姿を見せるようになったものの、 カ

ニ類のハマガニ、 トリウミアカイソモドキなど数種は

消えてしまったままで

す。 しかし、 巻貝類

のフトヘナタリ、 ヨシ

ダカワザンショウやカ

ニ類のアカテガニの

生息が確認されるな

ど、 全体的に見て蒲

生干潟の底生動物の

多様性は保持されて

います。 こうした底生

動物の回復は、 これ

らを餌にしている魚や

水鳥たちの飛来にとっても大事なことです。

　仙台パワーステーションは、 この蒲生干潟からわ

ずか 800 ｍ北に建てられる予定です。 事業者側は

一方的に 「影響はない」 としていますが、 その根

拠となるデータは明らかにされていません。

蒲生干潟　2016 年 7 月

アカテガニ （写真 ：鈴木孝男）
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東日本大震災からの復興の象徴　奇跡の蒲生干潟
 

　2011 年 3 月 11 日の東日本大震災での大津波をうけ、壊滅的な被害をうけた蒲生干潟は、予想を上回る早
さで地形が復元しました。再び渡り鳥が舞い降りる地となり、「沈黙の干潟に生命がよみがえった」と市民に
大きな希望を与えてくれました。とはいえ、まだ回復していない状況もあります。宮城県にわずかに残った
渡り鳥の飛来地である蒲生干潟は、周辺の環境とともに保全していくことが重要です。

干潟の役割
　干潟の特徴は、①潮の満ち引きがあること、②海水と河川
水が混ざって塩分が変化すること、③水深が浅く太陽光が
底まで届くこと、④傾斜がゆるく流れがゆるやかなこと、
⑤底土がやわらかく生物が巣穴を掘ることができるこ
とです。このため、多くの底生動物（貝やカニやゴカ
イの仲間）がすみ、魚やイカなどの保育所であるとと
もに、シギ・チドリ類が渡りの途中で羽を休めエネルギー
を補給するための国際空港的な役割も持っています。ま
た、底生動物たちは、川や海からもたらされる汚れ（有機物
など）を食べたり分解したりしてくれるので、干潟は水質の浄
化にも役立っています。他にも、私たちは干潟でアサリの潮干狩りをし
たり、バードウォッチングをしたり、子供たちとカニを探して遊んだりします（環境教育）。こうした干潟が
もたらしてくれる様々な恵みのことを「生態系サービス」と呼びますが、これを賢く利用し、将来の世代に
引き継いでいかなければなりません。干潟は私たちにとって、貴重な自然の財産でもあるのです。

世界に誇れる重要な干潟
　蒲生干潟は、国指定仙台海浜鳥獣保護区蒲生特別保護地区、仙台湾海浜県自然環境保全地域に指定されて
いるほか、日本の重要湿地にも選定されています。震災後、干潟を埋め立てて堤防を復旧する案が浮上しま
したが、自然保護団体や地元住民の反対により、堤防の位置を数十メートルセットバックする計画に変更さ
れました。今後、自然環境に配慮しながら復旧される計画ですが、まだまだ監視が必要です。現在、多くの
底生動物が生息するようになってきており、シギ・チドリ類やコクガンも震災前と同じように訪れています。
しかし種による差が大きく、草地や海岸林を生息地とする小鳥類は大きく減少しています。また、失われた
ヨシ原や砂浜植生は数カ所で芽吹いていますが、まだ限定的です。このように、蒲生干潟は、まだ回復途上
にあるといえます。私たちは、力を合わせて、大都市の近郊にありながら多くの生きものを育む自然豊かな
海辺の景観を代表する蒲生干潟を、「杜の都」の象徴的な存在として、守り伝えていく必要があるのです。
　このため、近くで建設が進んでいる仙台パワーステーションから排出される有害物質が、干潟の生きもの
たちに影響を及ぼすことのないような対策が必須です。また、生きものたちの異変を早期に感知できるよう
にするためには、現状を把握し、自然環境のモニタリングを実施することが必要です。

コクガン （写真 ：熊谷佳二）

ミユビシギ （写真：熊谷佳二）
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小規模でも地球温暖化への影響は大きいのですか？

仙台パワーステーションから排出される CO2 は年間約 67 万ト
ンもあります。約 20 万世帯の家庭からの CO2 排出量に匹敵し
ます。これだけ大量の CO2 を長年排出し続けることは温暖化を
さらに進めてしまいます。

地球温暖化は
人類の生存をおびやかす
喫緊の課題
　地球温暖化問題は人類が直面している中でも最

も大規模で、 最も急激な対処が求められる課題で

す。 人間が化石燃料を燃やして CO2 を大気中に放

出してきたことが原因で、 地球の平均気温が急激

に上昇しています。 地球温暖化は、 北極海や氷山

の海氷、 熱波や集中豪雨、 干ばつ、 台風の巨大

化などを引き起こすといわれ、 すでに世界各地で

異常気象が頻発しています。 日本

でも平均気温が上昇し、 熱波や集

中豪雨などによる異常気象が多発

しています。 石炭など化石燃料を燃

やせば、 確実に大気中の CO2 は増

え、 地球温暖化を加速させることに

なります。

仙台パワーステーションの
CO2 排出係数は
大型火力発電よりも大きい
　仙台パワーステーションの発電設備は 11.2 万 kW

ですが、 この規模は 「亜臨界圧」 という 1950 年

代の効率が悪い旧式の技術が使われ、 年間約 67

万トンと非常にたくさんの CO2 を排出すると考えら

れます。 これは、 一般家庭の約 20 万世帯分の排

出量に相当します。

火力発電所の CO2 排出係数比較

亜臨界圧
（Sub-C）

1950年代の効率が悪い旧式の技術。微粉炭火力のうち、蒸気圧力が 22.1MPa 未満のもの。
OECD は、この技術の石炭火力 発電所について、海外向け公的支援を制限することに合
意している。

超臨界圧
 （SC）

1970 年代の低効率な旧式の技術。微粉炭火力のうち、蒸気圧力が 22.1MPa 以上かつ主
蒸気温度が 566℃以下のもの。 OECD は、この技術の石炭火力発電所について、海外向
け公的支援を制限することに合意している。

超々臨界圧
 （USC）

1990 年代の技術であり、Sub-C、SC に比べると高効率だが、CO2 排出量は既存の天然
ガス火力の 2 倍以上。SC のうち、主蒸気温度が 566℃を超えるもの。小規模なものには
不適とされる。

石炭火力発電の技術

出典 ：資源エネルギー庁資料より作成



「パリ協定」で世界は自然エネルギー 100％の時代へ
　「パリ協定」は、世界全体の気温上昇を 1.5℃から 2℃未満に抑えることなどを決めた地球温暖化対策の
ための新しい国際ルールです。2015 年 12 月、パリで行われた気候変動枠組条約締約国会議で採択され、
2016 年 11 月 4 日に発効しました。パリ会議には約 200 カ国が参加していますが、ほぼ全ての国が温室効
果ガスの削減に向けて合意した画期的な協定だといわれています。

石炭から撤退を表明する国、石炭関連企業から撤退する
金融界の動き、資産総額は約 560 兆円
　今、地球の平均気温は、産業革命前に比べてすでに約 1℃程度上昇しています。最新の研究によれば、「1.5℃
目標」を達成するためには、地球上の化石燃料（石炭、石油、天然ガス）の埋蔵量の 85% を燃やすことは
できません（出典：OCI）。パリ協定では、今世紀後半、早ければ 2050 年 頃までに CO2 などの温室効果ガ
ス排出を世界で 実質ゼロにすることをめざしています。化石燃料はもう地中から掘り起こして燃やしてはい
けない時代にあり、特に大量の CO2 を出す石炭を使うのは、すぐにやめなければいけません。
　パリ協定が採択された後、英国は 2026 年に、フランスは 2023 年に、カナダは 2030 年に今稼働してい
る石炭火力発電所からを撤退することを表明しました。また、世界では、大手銀行や金融機関が相次いで炭
素集約型の事業への投資を引き上げる動き “ダイベストメント” が進んでいます。その動きは既に世界 688
機関となり、運用総額は全世界で 5 兆米ドル（約 560 兆円）にのぼると言われています。CO2 の排出削減が
強化されれば化石燃料関連事業の資産や、炭素集約型事業への投資そのものの価値が下がっていきます。こ
のようなリスクを抱える資産は「座礁資産」と呼ばれ、世界的に投資行動が変化しつつあるのです。

自然エネルギー 100％を目指す国、都市、企業
　これまでのように化石燃料やウランを燃やしてエネルギーをつくってきた時代から、今は太陽光、風力、
水力、 バイオマスなど、CO2 をほとんど出さない自然エネルギーの時代へとダイナミックに変化しています。
中米にあるコスタリカのようにが、数ヶ月にもわたって自然エネルギー100％を達成した国もあります。また、
自然エネルギー100％を目指す宣言をしている都市や企業も増えています。例えば、都市ではコペンハーゲン、
ハンブルグ、シドニー、バンクーバーなどがあり、また企業ではグーグル社やアップル社などをはじめたく
さんの企業が名を連ねています。

日本は逆行、全国で 48 基もの石炭火力発電所建設計画
　日本では、仙台パワーステーションを含め石炭火力発電所の大規模・小規模の新規建設計画が計 48 基も
あります。大規模な火力発電所については環境アセスメントを実施することになっているため、現在環境ア
セスを実施している計画が多数あります。一方で、アセス法の対象外である 11.25 万 kW 以下の小規模火力
発電設備は、ほとん
ど工事がはじまって
しまっています。残
念ながら日本のこう
した状況は、国内で
日本が温暖化対策に

「先進的な国」だと信
じられているのとは
裏腹に、世界に大き
く遅れをとっていま
す。日本は今や “舵
を切れない国” だと
世界から厳しい目で
見られています。
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事業者の対応は何が問題なのですか？

環境アセスメントを条例でも行っていなかった仙台市を狙い撃ち
して建設計画をすすめ、住民が求めても説明会の開催すら応じず、
建設工事を着工してしまいました。

　仙台パワーステーションの石炭火力発電所建設計画は、 法律に則って実施されているため、 問題はないと

事業者側は説明しています。 しかし、 ここまでにお伝えしたように、 排気ガスによる健康影響、 蒲生干潟へ

の影響、 地球温暖化に対しての影響など様々な問題が予測されます。 法律に則っていれば何でもやってい

うのは乱暴ですし、 そもそも法律がなかったのが問題です （仙台市は、 仙台パワーステーションの工事を認

可した 2 ヶ月後に小規模火力発電にも環境アセスメントを義務付ける条例を制定しました）。

 

環境アセスメント逃れ
　国の法律では、 「環境影響評価法 （環境アセス

メント法）」 の中で火力発電設備を建設する際に

は、 周辺への環境影響調査や住民への説明やリ

スクコミュニケーションを図ることが義務付けられて

います。 しかし、 その対象が、 火力発電事業の場

合は 11.25 万 kW 以上で、 仙台パワーステーション

はわずかに下回る計画で、 環境アセスメントを逃

れています。 仙台市は国の法律とは別に条例で環

境アセスの対象を定めていますが、 火力発電事業

はこれまで対象になっておらず、仙台パワーステー

ションの案件が浮上して工事を認可した後に、 制

度を導入しました。 今後は条例に基いて環境アセ

スメントが行われますが、 仙台パワーステーション

には適用されません。

不十分な住民への説明
　結局、 環境アセスも行わず、 地元への告知がな

いままに 2015 年 9 月工事を開始しています。 事

業者は告知をしたと言っていますが、工事開始 6 ヶ

月後に自社 HP にわずか本文 12 行のお知らせが

掲載されただけです。 環境省の 「小規模火力発

電に係る環境保全対策ガイドライン（2016年 3月）」

や、 宮城県や仙台市など７県市町と事業者が結ん

でいる公害防止協定でも環境コミュニケーションの

必要性がうたわれています。 自らが結んだ公害防

止協定に反する事業者の対応は極めて問題です。

被災地への汚染施設集積
　仙台パワーステーションの親会社は関西電力で

す。 県外の事業者が被災地を狙い撃ちして、 発電

設備をつくり、 作った電気は首都圏に売電すると

報道されています。 復興支援と謳ってはいますが、

他地域よりも低品質 ・ 高環境負荷の汚染施設が

被災地に立地することになり、 「汚染施設建設に頼

る復興」 の悪しき先例になります。

蒲生側（南東）から見た工事中の「仙台パワーステーション」
2016 年 12 月 3日撮影



仙台パワーステーションをめぐるこれまでの経緯

年月 市民・市民団体 仙台パワーステーション 行政・県議会

2015 年 5 月 工事計画書届出書提出
（25 日）　* 後で判明

8 月 市民メンバーが地元説明会の開催依頼書提出（14 日）

9 月 気候ネットワークが関東東北産業保安監督部へ工事計画書
の情報開示請求（上旬）

12 月 仙台市環境影響評価制度
に火力発電所追加（17 日）

2016 年 2 月 市民メンバーが事業者へ電話連絡。面会は拒否（5 日） 中嶋廉議員（共産党）質
問 < 本会議 >（25 日）

3 月 工事計画届出書（写）が到着。大部分が黒塗りの状態（23 日）
「建設開始のお知らせ」
を親会社伊藤忠エネクス
㈱の WEB サイトに掲載

（2 日）　* 後で判明

「仙台パワーステション株
式会社の公害防止に関す
る協定書」締結（2 日）

7 月
気候ネットワークが「小規模火力計画調査報告」をプレス
リリース（15 日）

8 月
仙台市役所を訪問、環境局環境対策課に本問題への対応を
申入れ（12 日）
仙台市役所・宮城県庁を訪問、事業者側との話し合いの場
の設定を要求（25 日）

FAX で回答。「質問があ
れば文書で」（31 日）

9 月 仙台パワーステーションへ意見交換の場設定を文書にて再
要請（6 日）

相沢みつや議員（自民党）
質問　< 本会議 >（30 日）

10 月
工事計画届出書（写）、黒塗り部分が追加で開示（4 日）
仙台港の石炭火力発電所建設問題を考える会発足（6 日）
仙台パワーステーションへの質問書を郵送（14 日）

回答が遅れる旨連絡（28
日）

超党派県議による勉強会
（12 日）

11 月 仙台パワーステーションから「回答書」を郵送にて受領。
不十分な回答（8 日）

藤原のりすけ議員（県民の
声）質問 < 予算特別委 >

（12 日）

12 月
公聴会開催を求める請願書を全会派から紹介議員を得て宮
城県議会に提出（9 日）
河北新報に意見広告を掲載（16 日）
多賀城市民会館でシンポジウムを開催。200 人参加（18 日）

大内真理議員（共産党）
質問 < 本会議 >（7 日）

2017 年 1 月 仙台市議会議員向け勉強会を開催（20 日）
「住民説明会を開催する」
という回答を文書で送付

（18 日）。日程や内容に
ついては不明

宮城県議会環境生活農林
水産委員会にて請願が趣
旨採択（20 日）　

石炭火力発電所建設を見直す動きも！
関西電力は、兵庫県赤穂市の赤穂火力発電所を重油から石炭へリプレースする計画の見直しを発表
しました。電力需要の減少や CO2 排出量の削減に向けた対策が強化されることを理由としており、
事実上の計画中止です。この背景には、 地元住民の理解が得られなかったこと や自主アセスに対 し
て 兵庫県知事が批判的な意見書 を出したことなどがあると報じられています。今、気候変動問題へ
の対応や電力需要が減少している状況は、関西にとどまらず、日本全体に当てはまることです。仙
台パワーステーションも、現在の計画が本当に正しい、そして賢明な経営判断であるのか考えるべ
きではないでしょうか。

2017 年 2 月 1 日現在



健康的で美しい自然環境を未来世代に残していきたい
これが私たちの願いです
　仙台港の石炭火力発電所建設問題を考える会は、蒲生干潟の目と鼻の先に建設中の仙台パワーステーショ
ンの石炭火力発電所の建設問題について考えるために、宮城県の住民を中心に結成された市民団体です。研
究者、医師、蒲生干潟を守る環境市民団体や地球温暖化防止活動推進員など、様々な立場の人たちが参加し
ています。仙台パワーステーション株式会社への質問や要請、宮城県や仙台市をはじめとする行政や県議会・
市議会への働きかけなどをしながら、仙台パワーステーションの問題について訴えています。

　ほとんどの地域住民が知らない間に建設が始まり、工事はどんどん進んでいます。2017 年 10 月から運転
が開始される予定です。運転開始までに残された時間はほとんどありません。県外からやってきた企業が、
被災地に石炭火力発電所を建設・運転して排ガスをふりまき、県外に電気を売り、地元には環境汚染と健康
被害のリスクをもたらすという不条理な事態にあることを是非多くの人に知ってもらいたいと思っています。

　将来世代に健康的で美しい自然環境を残していくためにも、どうぞ一緒にこの問題を考えてください。　

仙台港の石炭火力発電所建設問題を考える会について

連絡先：仙台港の石炭火力発電所建設問題を考える会
　　共同代表　長谷川公一（東北大学教授）
　　共同代表　明日香壽川（東北大学教授）
　　TEL：０２２－７９５－７５５７
　　　（明日香研究室 / 東北大学東北アジア研究センター）　　　　　　　　　　　　　
　　Email:asuka@cneas.tohoku.ac.jp
　　URL：https://www.facebook.com/sendaipowerstation/

写真 ：蒲生干潟　撮影 ：熊谷佳二

表紙写真　撮影 ：熊谷佳二


