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福島事故｢5.10･7.17データ｣から浮かび上がる"謎" !

-lC配管捗津波前に破断･漏洩7 -

【5.10･7.17公開の

｢過渡現象記録装置データ｣】

<9.15朝日連載:プロメテウスの民｢追いか

ける男JN0.5｡以下､この連載はNo.で表記>で､

元東電社貝の木村俊雄氏が､福島第-原発事故
の解明にはプラントの主要データのすべてを1

00分の1秒周期で記録･保存している｢過渡

現象記録装置のデータ｣公開が不可欠と強調し､

今年5月10　日になって東電が1分刻みのデー

タを公開したことに触れていました(NoL9,10で

は､指摘されるまで東電自身がデータの存在を
``知らなかった"とされていますが)｡

筆者も､ 7.19に公開に気付いて､上記｢5.10

データ(1号機その2)｣ (非常に見づらい)お

よび｢7.17追加訂正データ(1号機)｣ (整理さ

れたもの)を目にして､これまで『鳴り砂』で

も何度も取り上げた1号機｢非常用復水器(I

c)｣のデータが含まれていることに気づきまし

たoでも､データ入手前後､福島原発関連で様々

な｢気になる動き｣が続発していたため､分析

が後回しになっていました｡ ｢追いかける男｣ <

9.1卜9.28の18回>では多くの技術的問題が取

り上げられていますので､この機に筆者も上記
｢ICデータ｣について検討してみました｡

【l Cデータの"違い探し"】

1号機では､電源なしで8時間(申請書記載:

運転マニュアルではなぜか6時間)作動可能だ

ったI Cがあったにもかかわらず､炉心冷却に

失敗し炉心熔融に至りましたが､東電の地震･

津波直後の操作･対応に重大なミスがあり､そ

の背景には事故前の運転員の教育･訓練が不十

分だったことや､さらには幹部自体が特性を理

解していなかったことなど､多くの問題点が挙

げられます<2012.2.26記･3.4追記｢福島原発

事故の換作･対応の問題点(中間整理)｣ :風の

会HPにあります>｡それらに対する東電の公

式説明<2011.12.2中間報告など>は､いずれ

も"姑息な弁明･後付けの-リクツ"でしかあ

りませんでした｡

さて､ I CにはA･Bの2系統があり､それ

ぞれに｢弁｣が4つあります｡復水器(冷封水

タンク)の上流側-蒸気管に2つ(1弁､2弁)､

下流側-ドレン管に2つ(3弁､ 4弁)で､見

方を変えれば､格納容器内に2つ(1弁､ 4弁:

交流電漁駆動)､復水器近くに2つ(2弁､ 3弁:

直流電源駆動)です｡通常は下流･復水器側の

第3弁だけを閉じ､残り3つは開けておき､非

常時(7. 13MPa以上の原子炉圧力が15秒間以上

継続<2011.9.9東電報告･添付資料7-10> :敬

賀1も15秒<2011.ll.18原電報告>)には第

3弁が開くことで(全弁が｢開｣となり)すぐ

に作動する仕組みになっています｡
｢5.10･7.17データ｣では､ 2011年3月11

日の｢12:00:59 (以下1分刻みのため､秒部分

の｢:59｣は略｡必要時に記載)｣から津波で?

過渡現象記録装置が電源喪失する｢15:36｣まで

のA･B各4弁の開閉状態が｢0:閉､ 1:開｣

のデジタル数値で示され(5.10データでは

[lA,2^,lB,2B,塾4A,塾4B]の順)､ ｢12:00｣

から14:46　地震後の｢14:51｣までは

ll,1,1,1,生,1,望,1]となっていて､2系統とも第
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3弁だけが｢o:閉｣となっていることが分か

ります｡ ｢14:52｣になると､地震直後の主蒸気

隔離弁閉による原子炉圧力上昇継続により､

[1,1,1,1,土,1,土,1]と2系統の第3弁がいずれ

も｢1 :開｣となり､ (設計通り-運転員には予

想外に?) I Cが自動的に起動したことが示さ

れます｡ ｢15:03｣には2系統とも(手動で)停

止され､ [1,1,1,1,生,1,史,l]となり､その後

15:17-19､ 15:23-25､ 15:32-34　の3回は､

[1,1,1,1,土,1,望,1]と､ A系統だけ手動で起動

(+停止)が繰り返されたことが分かります(そ

の操作の不適切さは筆者｢中間整理｣参照)｡こ

こまでは東電が従来説明してきた通りで､特に

目新しい事実はありません.

問題は｢15:36｣の最終データで､

[1,I,望,1,0,1,0,0]と､B系統の第1弁(lB)と第

4弁(4B)が｢0 :閉｣となっていることです.

これを見て､ ｢エツ?｣と思いました｡

【A系統のみ開操作しようとした謎り

これまで東電は､中間報告などで､ rI C配管

破断｣時に格納容器隔離のため`全弁が閉止す

る設計(フェールセーフ)7となっていたことを

挙げ､その隔離信号が直流電源喪失時にも発信

されるとして､そのため津波･電源喪失以降は

I Cは作動不能状態だったということで､(事故

の賠償責任や刑事責任につながることを恐れ

て!)その後の運転員の換作･対応ミス等を否

定していますo　その一方で､電源喪失後(津波

徳?)､運転員や現地対策本部(免震重要棟)の

幹部社員は､ I C作動時の轟音発生や｢ブタの

鼻(I Cベント管)｣からの蒸気噴出を確認して

いなかったにもかかわらず､(直前の15:35に閉

めた第3弁を再び開ける直流電源がなく､開換

作もしておらず､作動するはずがないのに! )

漠然とI Cは作動していると考えていたり､

18:18頃に直流電源が回復した時､制御盤で2
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A弁と3A弁の｢全閉｣ランプが点灯している

のを見た運転員が｢すべての隔離弁が閉動作し

たこと｣を考えたが､何ら合理的な理由もなく
｢1A･4A弁が開いていることを期待し｣ (症

流駆動の) 2A弁と3A弁を｢開操作｣したな

どと､支離滅裂･つじつまが合わないことを平

気で記載しています<中間報告p.90､同別冊

p.18等>｡また､直流と交流では喪失時刻(タ

イミング)が異なり､そのため1A･4A弁が
"幸い?''不完全閑の状態となったため(フェ

イル･アズ･イズ)､ 18:18頃の2A･ 3A弁の

開換作(および21:30頃の3A弁の開操作)で
一時的にI Cが作動した､と主張しています<

電源喪失時刻に関する詳細は後述>｡

さらに奇妙なのは､運転員が､同じく`万一

の作動を期待して'B系統の直流駆動弁(2B ･

3B)を　r開操作｣することが一度もなかった

ことです｡系統毎に電源が別だったとしても､

A系統では万一に期待した弁の開操作をどうし

てB系紋でも(直流電源回復時に)試行しなか

ったのか､筆者には大きな謎で､理由はどの事

故調報告にも記されていません(津波前にA系

統だけを手動換作していたことは､何の説明に

もなりません｡ B系統の弁表示ランプがつかな

かったためだけでしょうか)｡

【最終データでの"違い"の重要性!】

その答えが､ 1B･4B ｢閉｣を示す最終デ
ータに隠されているのかもしれませんo

でも､ ｢炉心屋｣の木村氏が｢過渡現象記録装

置の部屋に行き､生データを見ていた｣ <No.5

>ことからすれば､たまたま同部屋にいた運転

員や｢炉心屋｣が最終データを生で見て､ 1 B ･

4Bが閉止したことを認識し､交流電源なしで

は開換作不能なため､ B系統の作動を諦めてい

た､ということも考えられますが､そのような

運転員や｢炉心屋｣の証言は､各種事故詞報告
のどれにもありません｡

また､データ採取がA系統はB系統より少し

早目で､ 1A･4Aが隔離信号により閉じ切る

前だったため開[1]の最終データとなった可

能性や､直流電源喪失による隔離信号の発信が

なぜかA系統では遅かったことも考えられます

が､それらの電子機器･信号の時間差は､質量

が大きい実際の弁の開閉動作(後述のとおり1

5-2 0秒)の時間差に比べて非常に小さいは

ずで､その可能性はないと思われますD　したが

って､上記の東電説明の通り交流と直流の電源

喪失時刻の相違で1 ･ 4弁と2 ･ 3弁の開閉具

合に差が生じたとしても､ A系統とB系統とで

違いが生じるはずはありません｡

【B系統l c配管の
r地震による｣破断･損傷の可能性!】

すると､ B系統では｢15:35:59｣から

｢15:36:59｣の間に｢配管破断･損傷｣などの
`何らかの異常'が生じて｢隔離信号｣が発信

され､その後｢全閉まで15秒以内｣ <12.2中

間報告p.92>という交流駆動の1B･4Bが先

に閉[0]となり､一方で｢同20秒以内｣ <

同>の直流駆動の2 Bがデータ採取時には完全

閉にはなっておらず[1]表示となった可能性

が浮上します｡逆算すると､隔離信号が
｢15:36:401から｢15:36:441の間に発信され

たと考えれば､説明がつきます｡

I C配管破断･損傷の可能性については､国

会事故詞委員･田中三彦さんが事故直後から指

摘していたこ　とで､国会事故調報告

(pp.223-226)でも詳細に論じていますが､そ

こでは`′トロ径破断時には隔離信号が出ない'

としていますので､どの程度の漏洩があった場

合に隔離信号が発信するのかを調べる必要があ

りますが(敦賀1では定格流量300%相当の差

圧発生時<原電報告>)､上記最終データは､ B

系統で｢15:36:401より前に隔離信号を発信さ

せるような`小口径ではない'破断･漏洩が｢津

波襲来前-地震によって! ｣生じた可能性を示

唆します｡だからこそ運転員は､ B系統の再起

動を断念(禁止)していたのではないでしょう

か｡ (一方､そのような異常はA系統で見られな

かったため､ 18:18頃以降の再起動操作を安心

して?行なったとも考えられるのではないでし

ょうか｡)

【直読･交流､ A系･B系の

電源喪失時刻の差? 】

さらに､津波と非常用交流電源喪失との時間

差の謎についても､国会事故調･協力調査員の

伊東良徳弁護士が指摘し､田中三彦さんが報告

書pp.213-215に記載し(昨年11.3の講演会で

も力説! )､その中で､ `直流電源が交流電源よ

り先に喪失'したため隔離信号が発信されI C

の全弁(あるいは1 ･4弁?)が閉止したとい

う"政府事故調(並びに東電､保安院)のスト
ーリー"を｢原理的に不可能<*>｣と否定し

ています｡それを裏付けるように､規制香8.30

第3回事故分析検討会･資料3では､5.10･7.17

データに基づき､交流電源A系が直流電源A系

より先に(15:35:59-15:36:59)喪失したと結
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論づけています(ただし､津波襲来時刻との関

係は未解明:No.10では東電の中味のない'.反論"

が紹介されていましたが-)｡そうすると､最終

データに記録された､ 15:35:59-15:36:59に交

流駆動l B･4Bが完全閉止(15秒で完了)し

た原因が､ (接続電源がA系だったとしても)直

流喪失による隔離信号発信ではない-実際に異

常が検出されたため､という可能性は否定でき

ません｡ <* :交流電源喪失後も､それで充電

された充電器からの直流125Vの供給が一定時

間可能なため｡ .-とすれば､直流喪失で隔離信

号が出てからも､ 2B弁は充電器からの直流で

しばらくは閉作動可能なため､最終データでの

[開: 1〕はなぜでしょうか｡ >

また､そもそも最終データに示されたA系統

とB系統との弁の開閉状態の違いは､隔離信号

の同時発信では説明できません｡すると､考え

られるのは､ A系統がB系電源に接続されてい

て(安全系の｢独立性｣からすれば､確かにそ

の可能性大ですが)､上記資料3のとおりB系電

源は15:37:00(または15:36:45)から15:37:58

< *>の間に電源喪失(または共通の無停電電

源装置が機能喪失)したため､ 15:36:59のデー

タ採取時には隔離信号の発信がなく､ 1A･ 4

A弁も2A弁も閉止作動していなかった､とい

うことなのでしょうかo　<*前の原稿で

15:38:58としましたが10.20訂正>

【 I C起動時の水位急減の"謎"】

なお､関連して､ 5.10･7.17データに､ IC

の｢A水位､ B水位｣と､ I Cの｢A入口圧力､

B入口圧力｣もありました(前者は復水器タン

クの保有冷却水の水位で､事故直前は80%弱で

す:筆者は100%近くでないのがおかしい-安全

軽視としか思えませんが･-.後者はI C蒸気管

の接続元である原子炉圧力とほぼ同じ値です)0

そこで､地震1分前(正常値)の14:45:59のデ
ータを｢0 :基準｣として､その後の各時刻の

データ差(増減変動)をグラフにしてみました

<A水位:系列1､ B水位:系列2､ A入口圧

力:系列3､ B入口圧力:系列4>｡

まず､後者のI C入口圧力変化は､ A･Bで

大きな違いはなく､地震直後のスクラム(緊急

停止)による変動が収まった後に上昇傾向を示

し､ I C2系統の自動起動により低下し､その

後の手動停止による上昇､ A系統のみの手動起

動(+停止)による低下のギザギザ変動を3回

繰り返し､ 15:35の停止後に上昇し始めたとこ

ろで記録が途切れています｡このような変動は､

7. 17原子炉圧力データの変動具合や2011.9.9

東電報告･添付資料7-2(3/10)の原子炉圧力チ

ャートとも同じで､特に異常は見当たりません｡

ちなみに､ I Cの自動起動条件は前述の
r7.13岨PaJ 15秒以上ですが､原子炉圧力もI

C入口圧力も14:50:59は｢6.71-72｣で､作動

直前の14:51:59は｢6.95-96｣ですから､その

圧力上昇率約0.24/分-0. 04/秒が続いたとす

ると､ 14:51:59から　45-47.5秒後に圧力条件

｢7.13｣を満たすことになり､一方､ 15秒条件

を考慮すると､ 14:52:44より前に｢7.13｣を超

えて14:52:59より前にI Cが起動して｢7.11｣

に下げる必要がありますが､両者はギリギリ整

合する(大きな異常はない)ものと考えられま

す｡

次に､前者のタンク水位変化は､地震直後は
スロッシングによると思われる水位上昇がみら

れますが､ 4-5分で落ち着いた後､その後

14:52の自動起動による温度上昇で体積が膨張

したためと思われる水位の緩慢な上昇が観察さ

れ､ 15:02の手動停止後は起動されなかったB

系統ではほぼ同じ状態が続きます｡

その後､ A系統では手動起動による急激な水

位上昇が2回見られますが､これは温度上昇に

よる体積膨張あるいは局所的な水蒸気泡(ボイ

ド)の発生によるものと考えられます｡しかし､

3回目の手動起動時には水位が逆に急減してい

ますDその後水位が急上昇するも元には戻らず､

低い値･低下傾向となっていることは､冷却水

温度が3回目起動により沸点(loo℃)以上とな

ってI C停止後も蒸発し続けたためと考えられ

ますが(こまめに起動停止を繰り返すことにな

っている敦賀1では4-5回の換作で<原電報

告>｡ 2011.ll.22東電｢非常用復水器の動作状

況の評価について｣ (I C評価)では､温度記録

チャートに基づき15:30頃までに約100℃に到

達としています)､上記の3回目起動直後の水位

急減は"謎"です｡

【B系統水位上昇の"謎"】

さらに不思議なのは､実はB系統の水位で､

地震前は｢79.8%｣前後だった値<*>が､自動

起動後には｢80.2別を超えています｡地震また

は起動による衝撃･熱などの影響で水位計が不

正確となった可能性もありますが､タンク内の

配管が(地震や原子炉圧力上昇により一時的

に?)微小破断･開口して<国会事故詞p.223

>､原子炉からの主蒸気がタンク内で漏洩･凝

縮して水位上昇したことが考えられます｡しか

も､上記11.22東電I C評価では､ 10.18現場



調査で｢85%｣とさらに上昇していたことが報告

されていますo

東電は､ 4.3　中央制御室での計器確認では
｢83%｣だったことから､ ｢徐々に計器誤差が生

じてきている｣としていますが､なぜ(重要と

思われる水位計に)計器誤差が生じるのか･生

じ続けるのか､説明はありませんo　中央制御室

計器の数値と現場メーターの数値がもともと不
一致だった可能性もありますから､実際に水位

が上昇(-配管が破断･開口)した可能性も否

定できないはずです｡

<*筆者は､そもそも東電が日常的に80%前

後の水位にしていたこと自体が､設置許可申請

上のI C性能を確保しない､運転管理上重大な

問題だと思っています｡福島事故とは無関係に､

このようないい加減な運転管理を続けてきた東

電に､ (柏崎刈羽6 ･ 7などの)原発再稼動を申

請する資格などありません｡ >

【規制妻は"謎"を解明できるか?】

果たして､今回公表された15:36:59最終デー

タでの『A･ B系統での弁の開閉状態の差』や､

関連するいくつもの"謎"について､規制委･

事故分析検討会がきちんと解明できるのか､そ

れを新規制基準に基づく審査にきちんと反映で

きるのか､注視する必要があると思います｡

福島原発事故の原因･真相が徹底的に究明さ

れ､少なくとも起こった事態に対する再発防止

対策が完全に講じられない限り､特に同じ沸騰

水型である女川原発の再稼働など認められませ

ん｡　　　　<2013.9. 23+9.28>

(仙台原子力問題研究グループⅠ )

【10. 20追記】

10. 7規制委第4回事故分析検討会で､東電は､

津波到達時刻についての報告書を出しました

(資料2- 1)｡国会事故調が指摘した連続写真

の時刻を補正した上で､写っていた第2波1.段

目(波高計位置で15:33:30秒頃･ 4-5m程度)

は､原発正面の敷地近くにある東波除堤(+5.0m)

を越えずに､南側の港湾側面から侵入して北-

向かい15:36:10秒頃に敷地10m盤に遡上したの

に対し､波高計位置で15:35分頃･7.5m以上を

観測した第2波2段目は､東波除堤より外側に

ある南北の防波堤(+5. 5m)をほぼ同時に越えて､

15:36分台後半に10m盤に遡上し､15:37分台前

半には10m盤上のタンクを水没させ､敷地全体

を浸水させた､としています.つまり､ 15:36

から15:37にかけて生じた海側(4m盤上)海水

系ポンプの停止や全電源喪失(非常用発電機や

直流電源盤の機能喪失)の原因は､津波の第2

波2段目による敷地全体のほぼ同時浸水で説明

可能､ということのようです｡ただし､それで

前述した直流A系配電盤(15:36:59まで)と推

定津波流入部(大物搬入口)から平行に4mしか

離れていない(垂直距離では1mも差がない) B

系配電盤(15:37:00から15:37:58まで)の電

源喪失時刻の微妙な差を説明できるのか疑問で

す(盤の水密性に違いがあった可能性はありま

すが)｡

また､同検討会でJNES (原子力安全基盤

機構)は､配管破断(小LOCA)に関する解

析を行なっています(資料4)｡これまでの解析

で､ 0.3 cd以下の漏洩の場合は圧力容器の圧

力･水位の変動が観測値とほぼ一致する(漏洩
の有無を判断できない)ことを前提に､新たに

スクラム後の圧力容器からの放熱を考慮すると

格納容器の圧力上昇(温度上昇による体積膨張

に起因)は｢漏洩なし｣の場合が観測値と一致

する一方､気相0.08cl丘あるいは液相0.02cdiと

いう｢微小な漏洩｣でも観測値とは大きく帝離

するとして､地震による一次系配管の微小破

断･漏洩などは､観測値のある津波襲来時点ま

ではなかったと結論付けています｡さらに､安

全弁の作動圧力を考慮した7,8,9cdの気相漏洩

(安全弁ガスケットから-弁は機能せず)では､

いずれも　20時頃に観測された原子炉圧力約

7MPa　と整合せず(圧力低下が早い)､一方､津

波後も漏洩なしで安全弁が作動した解析(燃料

損傷後にガスケットからの漏洩を仮定)では20

時頃の約7MPaと整合するとして､漏洩･小LO

cAの可能性を否定しています｡でも､国会事

故調が指摘した津波襲来後の安全弁不作動の可

能性は､ 1号機運転員の誰も(全電源喪失後の

静寂の中で)弁の作動音を聞いていない事実

(pp.229-230)に基づくものですから､本当に

弁が作動したのなら､音が聞こえなかった理由

を明確に説明する必要があります｡また､同解

析では津波後のI C不作動を前提としています

が､ I C隔離弁の不完全閉止(や′トLOCA)

による圧力抑制効果や､炉心溶融後の蒸気管内
-の水素蓄積による冷却･圧力抑制機能の低下

も考慮する必要があると思います｡

まだまだ1号機でのノJ､LOCAの有無に関す

る謎は解明されていません｡　(7)
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【9月】20日(金)　登米市議会福島第一原発

事故放射能汚染対策特別委員会､汚染稲わら

などの指定廃棄物の最終処分場の早期建設

を国に求める意見書を提案｡ 25日本会議で可

決｡

21日(土)　シンポジュウム『脱原発後の電力

政策のあるべき姿～ドイツと比較して』(主催

仙台弁護士会)が､仙台弁護士会館4階大会

雑圭で開催され､長谷川公一氏がr日本にお

ける再生可能エネルギーの現状と課題｣を､

千葉恒久氏が｢市民と自治体が先導するドイ

ツのエネルギ-政策｣を講演｡

22日(日)　STOP!原発再稼働!東北脱原発連

絡会が､盛岡で開催｡ 27名(宮城10名)参

加｡

29日(日)　第57回｢大飯を止めろ!女川再

稼働するな!子供を守れ!汚染はいらない!

みやぎ金曜デモ(略称:脱原発みやぎ金曜デ

モ)｣主催みやぎ金曜デモの会(代表西さん)､

昼14時､元鍛冶丁公園から約80名参加｡

『連歌･鳥の歌コンサート鎮魂そして未来

の命のために』(主催　石巻･子どもの健康と

未来を守る会)が､ナターシャ･グジーさん

(敬.バンドウーラ)と井上鑑さん(ピアノ)

が出演し石巻中央公民館大ホールで開催｡約

300名参加｡

【10月】3日(木)　県､気仙沼市で補獲され

たニホンジカの肉から190-640Bq/kg､丸森

町のイノシシから110-200Bq/kg､栗原市の

ツキノワグマから140 Bq/kgの放射性セシウ

ムが検出されたと発表｡

4日(金)　第58回｢脱原発みやぎ金曜デモ｣､

勾当台公園野外音楽堂から約80名参加｡
5　日(土)　『学習と交流のつどい～放射能汚

染と向き合う私たちのくらし』が､仙台弁護
士会館4階大会雑重で開催され､r福島原発事

故は終わらない｣多々良哲さん(あいコープ

みやぎ)が講演｡ r丸森に暮らして｣熊谷敬子

さん(丸森･未地の会)､ ｢子どもたちの日々

を守る｣山田泉さん(カエルノワ)が報告｡

主催は｢子どもたちを放射能汚染から守り､

原発から自然エネルギーへの転換をめざす女

性ネットワークみやぎ｣｡約70名参加｡

6　日(El)　みやぎアクション会誰を仙台市市

民活動サボ-トセンタ-で開催｡ 13名参加｡

10日(木)　東北電力､県･女川町･石巻市に

9月分の女川原発の点検状況報告0 61件の被

害の内今回復旧はなしで59件が対応完了済

みと発表｡

11日(金)　第59回r脱原発みやぎ金曜デモ｣､

東北大学片平キャンパス北門から約70名参加｡

12日(土)　r原発事故子ども･被災者支援法

宮城フォーラム｣ (主催　実行委且会)が､エ

ルソーラ仙台大研修室で開催され､吉事暮穀

氏(SAFLAN弁護士)､富津武志氏(筆甫地区

振興連絡協議会事務局長)､溝田夏花氏(国際

環境NGO FoEJapan)が発言｡原発事故被害

者の救済を求める全国運動実行香魚会と原発

事故子ども･祇災者支援法市民会議が協力｡
100名参加｡

18日(金)　第60回｢脱原発みやぎ金曜デモ｣､

錦町公園から約80名参加｡

22日(火)　｢福島第-原発事故対策みやぎ県

民会議｣開催｡

23日(水)　｢女川原発環境放射能監視検討会｣

開催｡ 2名傍聴｡

県,東松島市浜市沖で捕れたクロダイ(2012

年6月から国の出荷規制指示)から110Bq/

kgの放射性セシウムが検出されたと発表.

24　日(木) 25　日(金)　旧佐々圭前付近で､

ll.9チラシ配布とrこども被災者支援法｣の

署名活動｡ (11月4日(月･祝)､6日(水))

25日(金)　村井県知事宛の｢女川原発に関す

る申し入れ｣を､みやぎ脱原発･且の会､船

形山のブナを守る会､電磁波と健康を考える

会.みやぎ､全金本山労働組合､原発いらな

い宮城ツユクサの会､トくさのねプロジェク

ト､三陸･宮城の海を放射能から守る仙台の

会(わかめの会)､特定非営利活動法人　朋友､

カトリック正義と平和仙台協議会の9団体で

共同提出し､記者会見を行いました. 9名参

加｡

環境省､県内全域の河川や湖沼､海域計72

地点で実施した放射性物質モニタリング結果

を発表｡河川､湖沼周辺の60地点の土壌から

12-3500 Bq/kgの放射性セシウムを検出o　角

田市･阿武隈川(東根橋左岸) 3500 Bq/kg､

栗原市･金流川(小畑橋左岸)で3200 Bq/kg､

岩沼市･阿武隈川(阿武隈大橋左岸) 2680Bq

/kg｡河川､湖沼､海域の底では､ 69地点で

47-2450 Bq/kgを検出｡岩沼市と亘理町境の

阿武隈大橋2450Bq/kg､仙台市太白区･天沼

2180 Bq/kg､仙台港内で2040 Bq/kg｡水質は

全地点で検出下限値(1Bq/1tll)以下.河川､

湖沼周辺の空間放射線量は､0. 03-0. 38JL Sv/

h｡

26　日(土)　rみやぎ原発損害賠償弁護EZlJ､

福島県の被災者向け説明会を仙台弁護士会館
で開催｡



27日(日)　第61回｢脱原発みやぎ金曜デモ｣

(日曜昼デモ) ､ 14時30分集合錦町公園か

ら約90名参加｡

31日(木)　農協･宮城県協議会､東京電力に､

第26次分として､ 4億4331万円の賠償金支

払いを請求｡

【11月】1日(金)　第62回r脱原発みやぎ

金曜デモ｣､勾当台公園野外音楽堂から約90

名参加｡

『ウクライナ視察報告会』(主催　実行香魚

会)が､仙台市戦災仕舞記念館第2会議室で

開催され､岡山博氏(仙台赤十字病院呼吸器
内科)と大山弘一氏(南相馬市議会護良)が

現地報告｡

日本基督教団東北教区放射能問題支援対策

室｢いずみ｣開所式が､東北教区センターrエ

マオ｣で開催され､篠原弘典さん(仙台原子

力問題研究グループ)が記念講演｡

2　日(土)　｢女川原発の再稼働を許さない石

巻地域の会｣､市総合体育館で結成総会を開催.
4　日(戟)　みやぎアクション会誰を仙台市市

民活動サポートセンターで開催｡ 13名参加｡

栗原護憲平和センター､放射能汚染被害に

関する相執会を､栗原市民活動支援センター

で開催｡

6日(水)　東北電力､来年6月運転開始から

30年となる1号機の老朽化対策に関する原子

炉施設保安規定の変更認可を原子力規制委員

会に申請｡

7　日(木)　｢女川原発環境調査測定技術会｣

が､ KKRホテル仙台2階蔵王の間で開催｡ 3

名傍聴0

8日(金)　第63回｢脱原発みやぎ金曜デモ｣､

勾当台公園から約80名参加｡

9日(土)　みやぎアクション2013秋のつどい

『原子力に依存しない社会をめざして　一福

島原発事故を教訓として-』が､仙台弁護士

会館4階大会議室で開催され､宮城県美里町

長　佐々木功悦氏がiI演｡池田匡優氏(r放射

能から角田を守る会｣代表)､高橋勝男氏(栗

原市雑)､斉藤睦男氏(弁護士I rみやぎ原発

損害賠償弁護団｣事務局長)が発言｡主催は､

女川原発の再稼働を許さない! 2013みやぎ

アクション(代表　鈴木宏一弁護士)｡約170

名参加｡

11日(月)　東北電力､県･女川町･石巻市に

10月分の女川原発の点検状況報告｡61件の被

害の内今回復旧はなしで59件が対応完了済

みと発表｡東北電力､女川原発から｢低レベ

ル｣放射能廃棄物を六ヶ所村の埋設センター

に25日から搬出すると発表｡搬出は､ 10回

目で､放射能測定装置の故障で2月から延期

されていた｡

村井宮城県知事､ 11日の記者会見で､佐々

木町長が｢女川原発再稼働を認めない｣と発

言したことに対して､｢認めないという権限は

残念ながら美里町長にはない｣ ｢UPZと再稼働

を関連づける必要性はない｣等と発言0

12日(火)　佐々木美里町長､村井知事に｢UPZ

の自治体が再稼働を議論することを封じるよ

うな発言に大変失望している｣｢県民の命を守

るという立場にたっての対応を期待する｣と

いう文書を送付したと公表｡

13日(水)　県､角田市で補獲されたイノシシ

から120 Bq/kgの放射性セシウムが検出され

たと発表｡

15日(金)第64回｢脱原発みやぎ金曜デモ｣､

勾当台公園野外青菜堂から約70名参加｡フリ
ートークではトルコの方から｢日本からの原

発輸入に反対していきたい｣と発言があり､

前日までの寒さと打って変わって曝かな一日､

少し汗をかきながら､脱原発･脱被曝を訴え

てデモ｡

県､大崎市で採れた灰色シメジ(野生)か

ら660Bq/kg､東松島市浜市沖で捕れたクロダ

イから　310 Bq/kgの放射性セシウムが検出さ

れたと発表o
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