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『鳴り砂』2-075 号 別冊 2015 年 3 月 20 日 

 

 最近の気になる動き 29  

福島第一３号機のガレキ撤去作業の“お粗末”な顛末！ 
 

一昨年（2013）福島第一原発周辺で検出され

た放射性物質汚染の主原因と考えられた同年夏

の３号機「ガレキ撤去作業」などについて、「鳴

り砂№252：気になる動き 27」【11.9 追記】で、

H26.10.31 規制庁報告の概要と、更田委員の‘無

関係コメント’まで紹介しました。そこで、本

稿では、それ以降の動きに触れたいと思います。 

 

H26.11.26 規制庁報告では、2013.8.19 気象条

件を用いた「SPEEDI（緊急時迅速放射能影響予

測ネットワークシステム）」による解析により、

同日の３号機ガレキ撤去作業で飛散した放射性

物質では検出された高濃度汚染は生じない、と

結論付けました。そして、コメの汚染原因は「原

発事故時に飛散した放射性物質が（水田近くの）

林や道路などに残り、コメに移った可能性があ

るという見方を示した」＜2014.11.27 朝日＞と

のことで、これで‘一連の問題は終了’…って、

果たしてそうでしょうか。 

同報告では、北北西の５地点のうち距離３km

の双葉町（郡山）のみがセシウム降下量

34,000Bq/㎡（福島県のモニタリング）という高

い値を示したことから、それと SPEEDI 解析結果

を比較し、上記の結論を導いています。 
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でも、「１ヶ月間の降下量」と「8.19 の１日

だけの SPEEDI 解析」とを比較するだけでは不十

分です。３号機での作業は７月末から行われて

いることから、最低限その作業日すべてについ

て解析して、合計値で比較する必要があります。

確かに、8.19 計算値（144）を単純に 31 倍した

合計値（4464）でも実測値より１ケタ小さいで

すが、8.19 降下量が考えられる放出量・気象条

件などで最大値であるとは限りませんし、一方、

それだけで８月降下量のすべてを説明する必要

もありません（周辺環境・林や道路などからの

撒き上がりの影響が大きいことも十分に考えら

れます）。仮に‘３号機作業が１割、周辺環境が

９割’コメの汚染に寄与していたとして、それ

で「無関係」と結論付けていいのでしょうか（東

電に責任があることは変わりませんが）。 

 また、コメ汚染・放射性降下物量増加の主

原因が‘周辺環境・林や道路などからの撒き上

がり’だったとしても、それが自然現象ではな

く、国・自治体主導の大手ゼネコン・下請けの

行なっているズサン（飛散防止対策が不十分）

な「除染作業」の影響だったとしたら、それも

また問題ですので、双葉町（郡山）で見られる

H24.4 月・9 月のピークや H25.5 月以降の高い値

継続の原因についても、他の地点で見られるい

くつかのピークについても、きちんと解明すべ

きです。 

 さらに、＜2014.12.31 朝日＞によれば、３

号機作業時の飛散防止剤について、東電がメー

カー推奨値より１０倍も希釈し（№251：気にな

る動き 26【7.27 追記】で「１００倍希釈から１

０倍希釈」への変更に言及しましたが、メーカ

ー推奨値は１０倍希釈とのことで、上記変更は

「再発防止対策」に値せず、それを隠していた

東電の体質は非常に問題です）、散布回数も大幅

に減らしていた、とのこと。それで購入費や人

件費を大幅に減らせた一方、飛散させた放射性

物質が‘コメ汚染に無関係’との規制委のお墨

付きを得たでは、東電にとって“笑いが止まら

ない”のではないでしょうか。東電はこの“教

訓”を今後の汚染水対策（セシウムやストロン

チウムの希釈放出・トリチウム無処理放出）に

も活かそうとすることは確実です。 

＜2015.1.25 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 
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 最近の気になる動き 30  

☆☆ 県検討会での今村教授への期待！？ ☆☆ 
 

「地震の研究が日本で始まってから 130 年余

りしか経っていない。物理学や化学などと比べ

ると、地震学は非常に若い学問であるといわざ

るを得ない。」という謙虚な書出しの論文に惹か

れ、「東北大学災害科学国際研究所」編著の『東

日本大震災を分析する １地震・津波のメカニ

ズムと被害の実態』＜明石書店（2013.6.12）＞

を思い切って買いました（ﾁｮｯﾋﾟﾘ高額）。しかも、

編著者の一人が、津波研究の第一人者で「宮城

県の女川２安全性検討会」（県検討会）の委員で

もある今村文彦教授で（もう一人は平川新教授）、

同じ委員の源栄正人教授も寄稿しているとなれ

ば、“お手並み拝見”のためにも？購入せざるを

得ませんでした。（以下＜＞内が頁数のみなら出

典は同書） 

 

【１．地震に関して】 

 

さて、上記書き出しの海野德仁教授の論文で

は＜pp.20-30、pp.56-67＞、3.11 地震（マグニ

チュード（Ｍ）9.0）を予測できなかった「現在

の地震学の実力とその限界」が率直に語られ、

年８ｃｍのプレート沈み込み速度からは４０年

で３．２ｍのひずみ蓄積が予測される一方で、

４０年周期の想定宮城県沖地震（Ｍ7.5 クラス）

でのすべり量（ひずみ解消量）

は約２ｍのため、従前の理論

では１．２ｍの食い違い（す

べり残し）は「ズルズルとす

べる」＜p.28＞（スロースリ

ップやサイレント地震）こと

で完全に解消されると考えら

れてきたのに、それでは 3.11

地震で「宮城県沖の日本海溝

内側の数十ｋｍ四方の狭い範

囲で７０ｍを超える大きなす

べりが発生した」＜p.60＞事

実を説明できないことから、

プレート境界の固着が強くな

かったと考えられるのに「大

きなひずみエネルギーを長期

間にわたって蓄積し続けるこ

とができたメカニズム」の解

明が今後の重要課題である、

とされています＜pp.29-30＞。 

それに関して日野亮太教授の論文では＜

pp.75-79、p.77 図７＞、最近の津波痕跡調査で

判明した６００年前の超巨大地震（筆者も『H19

理科年表』を見ましたが、該当する 1400 年前後

の地震津波の記載はなく、最新情報のようです）

の存在を踏まえ、４０年周期の宮城県沖地震で

１．２ｍの「すべり残し」が６００年間に１５

回蓄積され、計１８ｍに達したひずみが 3.11

地震（東北沖地震）ですべった（解消された）

と考えれば「辻褄があう」＜p.77＞ことから、

６００年程度の超巨大地震の「スーパーサイク

ル説」（佐竹ら,2011）を紹介しています。確か

に「６００年スーパーサイクル説」なら「869

年貞観地震・津波」とも整合します。 

東北電力なら、これで 40 年周期の宮城県沖地

震（Ｍ7.5）も 600 年周期の東北沖地震（Ｍ9.0）

も女川２号機が廃炉目安 40 年を迎える 2034 年

までには発生しないから、地震・津波について

は“安心・安全”という宣伝材料に使えそうな

新知見です。すると、3.11 では内心‘ドッキリ・

ヒヤリ’とした津波に対しては防潮堤嵩上げ工

事をある意味“真剣”に行なうものの、地震に

ついては“本心”では「もはや稼動中に大地震

は来ないから、何もしなくて十分！」と考えて

いるのかもしれません。 

…と書いていたところ、さすが東北電力！、
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H27.1.23 規制委検討資料１－２で「スーパーサ

イクル」にも言及し＜下図＞、世界の超巨大地

震発生領域全てで蓄積ひずみ量には限度があり、

宮城県沖では 3.11 地震のすべり量が最大規模

で、今は新たにひずみを蓄積し始めた段階なの

で、『地震調査研究推進本部 2012』のとおり、

東北地方太平洋沖型地震（Mw8.4-9.0）を超える

地震が発生する可能性は低く、100 年以内の発

生確率も「ほぼ０％」、と安心宣伝をしていまし

た。さらに、「ただし、安全側に『東北地方太平

洋沖型の地震』を検討波源とした基準断層モデ

ルを設定する」＜同資料 p.28＞と“これでもか”

の安全姿勢？をアピールし、上記“本心”は見

せません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でも、そのような『600 年周期説』が仮に正

しいとしても、3.11 地震がこれまでの「スーパ

ーサイクルのすべり残し」を完全に解消してい

ない（中途半端で終わった）可能性も考えられ

るのではないでしょうか。それに対して東北電

力は、上記資料１－２で「地震学的・地球物理

学的見地から…歪はほぼ解放されたと考えられ

る」（Hasegawa ら,2012、他を根拠に）と記して

いますが＜p.8＞、本当にスーパーサイクル地震

の「メカニズム」が完全に解明されたのでしょ

うか。今後数年～十数年以内に「すべり残し」

に起因する「3.11 地震に匹敵する巨大余震」あ

るいは「3.11 地震を前震とする超巨大地震の本

震？」が起こる可能性は絶対にないのでしょう

か。「想定外」という言葉が二度と飛び交うこと

のないよう、規制委も県検討会も十分に確認し

て欲しいものです。 

なお、＜2.4 朝日＞で報じられた「東日本大

震災を起こした東北沖の震源域で、岩板（プレ

ート）にかかる力の状態が、すでに地震前と同

じ水準まで回復している」ことは、超巨大地震

のメカニズム（や上記の巨大余震・本震？の可

能性）や、「太平洋プレートの運動が地震の発生

で変わることはない」というこれまでの解釈（実

測データはなし）に反して 3.11 地震に伴い「太

平洋プレートの沈み込み速度が３倍程度に加速

されているという推定結果が出されている

（Heki and Mitsui,2013）」＜p.87＞こととも何

らかの関係があると思われ、同様に十分な検

証・議論が必要です。 

さらに付言すれば、同記事中の「巨大地震の

発生間隔は従来考えられていたより不規則」と

のボグダン・エネスク筑波大準教授の見解は、

地震予知・『地震周期説』懐疑論者のロバート・
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ゲラー東大教授の「地殻構造運動がカオス現象」

＜＊１：p.71＞、「地震が起こるプロセスは『複

雑系』だ」＜＊２：pp.112-115＞との認識や、

「地震は地殻プレートという複雑系に…起きる

カタストロフ」＜＊１：p.250＞という見方にも

通じるもので、規則性に潜む『誤差・変動』の

存在を忘れてはならないと思います。 

＊１ ﾌﾛﾘﾝ･ﾃﾞｨｱｸ「科学は大災害を予測でき

るか」文春文庫（2012.10.10） 

＊２ ﾛﾊﾞｰﾄ･ｹﾞﾗｰ「日本人は知らない『地震

予知』の正体」双葉社（2011.8.31） 

 

【２．津波に関して】 

 

まず、同書に限らずの一般論ですが、「大津波

の原因は必ずしも大地震ではない」＜p.27＞と

いうことと、代表的「津波地震」（揺れは大きく

ないのに巨大津波をもたらす）の 1896 明治三陸

地震（プレート間地震）や代表的「アウターラ

イズ地震（日本海溝のプレート沈み込み部分よ

り外＝東側で発生するプレート内地震）」の

1933 昭和三陸地震が三陸沖で発生しているこ

とには注意する必要があります。 

今村教授らの論文によれば＜pp.111-119＞、

3.11 津波の特徴は「二段階津波」（筆者注：福

島原発が巨大な第二波により浸水・全電源喪失

したことでも有名では）ということで、第１段

階津波は「Ｍ９の巨大地震によって発生する通

常の津波」＜p.115＞だったのに対し、第２段階

津波は「周期と波高について異例な規模の津波」

＜同＞で、なおかつ「第２段階で発生した成分

が加わり、その破壊力を増加したと考えられて

いる」＜p.113＞とのことです。そして、第２段

階津波の発生原因として、「ダイナミックオーバ

ーシュート（動的過剰すべり）と呼ばれる現象」

により「地震以前に蓄えられていた力を 100％

解放するだけでなく、さらに『すべり過ぎる』

まですべった」可能性（Ide ら,2011）や、急勾

配の「海溝付近での地すべりも、海洋研究開発

機構の海底調査で指摘されている」ことを紹介

しています＜pp.115-116＞。 

一方、東北電力は、H27.1.23 規制委検討資料

１－１で、3.11 後の最新データではない 2001

年文献や 2000 年海底地形という“古い”データ

を提示して、海底地すべり地形や痕跡は認めら

れず「海底地すべりに起因する津波の影響は極

めて小さい」＜同資料 p.51＞と断言しています。

しかし、最新データにより「海溝付近での地す

べり」や『すべり過ぎ』といった可能性が完全

に否定されない限り、現時点ではそれらを基準

津波策定に反映させるべきだと思います。 

これらの点も、規制委や県検討会で大いに議

論・検討して欲しいと思います。 

 

なお、源栄論文３本については特に紹介・言

及しませんが、県検討会では地震防災について

の経験を、原発の深層防護・安全性確保の一貫

としての「原子力防災」に（県検討会事務局や

知事の意向に反したとしても）活かして欲しい

と思います。 

 ＜2015.2.11 了＞ 

＜値段分は同書を活用できた？＞ 

 

 

 

 

 最近の気になる動き 31  

単なる記録不備（転記ミス）か、実際の点検漏れか？  
 

『鳴り砂№253 別冊：気になる動き 28』で取

り上げた昨年 12 月実施の「女川２・第３回保安

検査」の報告書が今年 2.4 に公表され、点検結

果の誤記載・管理の不備等が 4188 件もあったと

のこと＜2.5 朝日＞。そこで、2.4 東北電力資料

とほぼ同内容の 2.10「第３回県検討会」資料２

を、以下検討してみます（検討会委員と同条件

で）。 

 

まず、“是々非々”で東北電力を評価すると、

定検等での特定機器の繰り返し点検と異なり、

3.11 地震後は「全機器を対象とした点検」＜

p.15＞を行なったことや、通常点検では「継続

使用に伴う劣化等の軽微な所見は、簡易補修

『後』に点検記録を作成⇒点検結果は『良』と

記載」＜p.8：下線は電力＞するのに対し、地震

後点検では「地震による機器への影響把握を目

的に」「幅広く所見を収集するため、継続使用に

伴う劣化等の軽微な所見も、簡易補修『前』に

点検記録を作成⇒点検結果は『否』と記載」＜

p.9：下線同【下図】＞するという気構えは‘非

常に素晴らしい’と思います。 
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ところがその一方で、今回の大量の記録不備

問題（点検漏れ問題に発展する可能性もあり）

に対する電力の『説明・弁明』は‘あまりにお

粗末’です。（また、この問題は、電力“ご自慢”

の国際原子力機関（ＩＡＥＡ）からの「お褒め

の言葉」も、世界原子力発電事業者協会（ＷＡ

ＮＯ）からの「表彰」も“台無し”にした上、

さらにそれら国際機関の“権威”をも大きく失

墜させたことになり、自業自得です。） 

 

さて、事例２＜p.6【次頁図】＞では、「状況：

袋ナット緩み有」で「判定：否」だったにもか

かわらず、担当部署が「『簡易補修（増し締め）』

で対応可能」なため「不適合管理不要と判断」

し（不適合管理＜p.9＞がバイパスされ）、次工

程へ移行。事例３＜p.7＞も同様に、点検した計

器の誤差が判定基準を超え「総合判定：否」だ

ったのに、「『簡易補修（計器の校正等）』で対応

可能」なため「不適合管理不要と判断」。そして、

これら「管理不備の原因」は「簡易補修で対応

できる軽微な所見について、不適合管理上の取

扱いを明確に定めていなかった」＜p.9：下線同

＞ためと述べ、実施済の対策と

して「ルールの明確化」＜p.15

＞を挙げ、さらに今後は「組織

的な背景要因も含めた詳細な原

因分析を進め、再発防止に向け

た実効的な仕組みづくりの検討

を行う」＜p.15＞としています。 

 

でも、第２回保安検査指摘の

記録不備＜pp.17-20＞も踏まえ、

「組織的な背景要因」を検討す

るなら、第一に言える

のは、これまでの定検

等でも「幅広く所見を

収集するため」計画的

に（数年に一度は）「全

機器を対象とした点

検」を行なう体制にし

ておくべきだったので

あり、そうすれば事例

１＜p.5＞や第２回不

備例＜p.17＞のような

「記載誤りを誘発しや

すかった」＜p.15＞新

様式の点検記録を、地

震後点検で“急ごしら

え・転用”しなくて済

んだはずです。 

しかも、原発の安全

性向上のため「幅広く所見を収集する」には「継

続使用に伴う劣化等」も軽視すべきではなく、

「簡易補修」で対応可能な軽微な異常も以前か

らきちんと「不適合管理」（習慣付け）していれ

ば、今回の不備・不慣れは生じなかったはずで

す。 

そして、今回の点検で「数値等で示された明

確な基準を逸脱していた４４件」を含む「否」

判定の計１３７件＜p.4＞については、それらが

本当に「継続使用に伴う劣化等」に起因するも

のか（その場合は通常運転に伴う新たな危険性

を発見・予防できる可能性があるため、むしろ

より一層注視すべきです）、地震の影響

（2011.3.11 や 4.7 地震、あるいは全数点検が

なされなかった 2003・2005 地震）によるものか、

一つ一つ慎重に検討すべきで、「簡易補修」とい

う名の勝手な『現状変更＝証拠もみ消し』で“安

全上は問題なし＝オシマイ”とすべきではあり

ません。 

さらに言えば、今回の事態を教訓に、通常点

検で「軽微な所見＝異常」を（定検短縮・運転
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継続優先の目的で）原因究明もせずに「簡易補

修」（証拠隠滅）して点検結果は『良』と記載す

るような“悪習”は、直ちに廃止すべきです。 

 

また、事例１＜p.5＞の「本来斜線を引くべき

ところ、誤ってレ点（注：チェックマーク）を

記載」との弁明は、前号『鳴り砂』で指摘した

第２回不備＜p.17＞と同様に、本当に単純な「記

載誤り」「転記ミス」かどうかは疑わしく、むし

ろ「点検体制の不備」あるいは「点検の不備（架

空点検？）」に起因する疑いも拭えません。 

確かに、「１次記録の集計・２次記録への転記」

の際に、１次記録読上げ者が「○○の機器・部

位については全項目が異常なし」と一括報告し、

前述の「記載誤りを誘発しやすかった新様式」

の２次記録への転記者も、１項目ずつ確認せず、

機械的に空欄全てを「良・レ点」等で埋めた可

能性は考えられますが（事例１＜p.5＞では「逆

止弁（の構造＝開度計なし）」を知らない作業者

（初心者？）を「弁」関係の転記担当に“抜擢”

していたことになり、それも問題！）、今回の２

０７箇所は全て「転記記録」についてなのでし

ょうか。 

今回の全数点検で（運転開始以降）初めて点

検される部位もあったと思われますが、その１

次記録（現場用の点検記録）用紙は、存在しな

い部位には予め斜線が引かれているか欄自体が

ないような‘誤記は絶対に起こり得ない’もの

だったのでしょうか（それなら現場点検者・下

請業者の事前準備は称賛に値します）。仮に“急

ごしらえ・転用”したものだったなら（例えば

「調整弁」のチェック用紙を「逆止弁」点検時

にも使用）、「転記」前の１次記録の段階で、存

在しない部位に「良・レ点」が書き込まれてい

た（転記者は正しく転記しただけ）という「虚

偽記載＝架空点検」の可能性が生じるため（し

かも２０７箇所には限られないため）、極めて重

大・深刻な事態に発展します。 

いずれにしても、電力が「架空点検・点検漏

れ」を否定し、あくまで「転記ミス」を主張す

るなら、１次記録用紙・２次記録用紙の「ひな

形」呈示は当然として、少なくとも２０７箇所

全てについて点検者の現場チェック記録（１次

記録）と転記者作成の集計記録（２次記録）の

両方を提出することが必要です。 

 

県が「検討会」でテレビ・ビデオ撮影禁止を

続けるなら、それと引き換えに「4188 件全ての

不備記録」を机上限定○秘資料として各委員に提

供し（むしろ委員側から電力・県に対して要求

が出ない方がおかしいと筆者は思いますが）、地

震後の女川２の設備健全性確認の実態・本稿で

指摘した疑念等について、きちんと検証すべき

です。 

 ＜2015.2.15 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 最近の気になる動き 32  

女川２は「福島原発事故の教訓」を活かしているか？ 
 

女川２再稼動に向けての適合性審査が“着々

と”進められていますが、東北電力あるいは規

制委は本当に「福島原発事故の教訓」を活かし

ているのでしょうか。 

 

2015.2.19 審査会での東北電力資料 1-3-1「誤

操作防止について」によれば、設置許可基準規

則第 10 条（誤操作の防止）1 項の「設計基準対

象施設は、誤操作を防止するための措置を講じ

たものでなければならない。」、技術基準規則第

38 条（原子炉制御室等）の「原子炉制御室には

…原子炉を安全に運転するための主要な装置を

集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転

操作することができるよう施設しなければなら

ない。」との規定に対し、女川２では（おそらく

１・３でも）運転員の誤操作防止のため「盤の

配置及び操作器具等の操作性に留意すること、

計器表示及び警報表示において原子炉施設の状

態が正確かつ迅速に把握できるよう留意するこ

と、並びに保守点検において誤りを生じにくい

よう留意すること等の措置を講じた設計とす

る」（下線筆者）との設計方針を示し、「適合状

況」について‘そのような設計としている’と

断言しています（資料 p.3、添付 1-1）。でも、

本当にそう言い切れるのでしょうか。 

筆者が気になるのは、同資料の中央制御盤の

写真（意図的にかピンボケですが）を見ると、

「ピストル型操作器」（右図：資料 p.8。レバー

を反時計廻りに操作すると「停止・切・全閉＝

オフ」に、時計廻りに操作すれば「起動・入・

全開＝オン」に：資料 p.9）が多数あると思わ

れることです。そして、それがなぜ気になるか
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と言えば、『国会事故調』p.197 の写真にある福

島第一１号機の非常用復水器（ＩＣ）の弁操作

器と‘おそらく同じ型’だと思われるからです。

そして『福島第一原発事故 ７つの謎』（ＮＨＫ

スペシャル『メルトダウン』取材班：講談社現

代新書 2015.1.20）によれば、「ＩＣの操作盤の

レバーは、操作した後、手を離すと、必ず中央

の位置に戻るようになって」いて（同書 p.23：

ただし同書 p.37 の操作盤の写真はＮＨＫ再現

ドラマ用のセットで、実物ではないことに注意）、

弁開では赤ランプが、弁閉では緑ランプが点灯

し、弁の開閉状態を「点灯しているランプの色

で判断して」いたため、全電源喪失によりラン

プが消えたことで弁の開閉状態＝ＩＣの作動状

況が全くわからなくなった、とされているから

です。＜右図でも、Ｂは左上の緑ランプが点灯

（＝オフ：反時計廻り・左側に操作後）、Ａ・Ｃ

は右上の赤ランプが点灯（＝オン：時計廻り・

右側に操作後）していますが、レバーの位置は

３つとも中央で、‘ランプ点灯が無ければ’オ

ン・オフの区別はできません。＞ 

もしもレバー自体が、例えば真下から左右４

５度の「ハの字」位置で止まる（赤・緑ランプ

は操作確認・状態確認のダブルチェックのため

点灯させる）形式のものだったなら、大地震・

外部交流電源喪失（ディーゼル発電機起動）や

‘初のＩＣ起動’に動揺していた運転員でさえ、

全電源喪失前に自分で「手動閉」にした弁が、

全電源喪失（ランプ消灯）後にも当然‘そのま

ま閉じている’ことを「レバーの位置」で確認

することができたはずで、そうすれば「ＩＣの

不作動」を早期に認識し（天井の照明が消えて

見えなかったのなら、懐中電灯を見つけた時点

（同書 p.21）で）、それを本部（吉田所長ら）

に報告することで、その後の事故の進展は（２・

３号機も含めて）大きく変わった可能性がある

と筆者は推察しています。だからこそ、一見“些

細”な問題に見えるこのようなランプ表示に１

００％依存した（電源喪失を想定していない）

「ピストル型操作器」の設置・採用も、福島事

故を深刻化させた設計・運転管理上の“重要な

問題点”だと考えています。＜＊：もっとも、

それ以上に筆者は、全電源喪失前に“自分の手”

でＩＣ弁（３Ａ弁）を「手動閉」にした運転員

が、全電源喪失後にも‘そのまま閉じているは

ず（可能性大）＝ＩＣは作動していないはず’

と誰にも“申告・報告”しなかったことが、運

転管理・操作上の最大の問題だと思っています。

そして、どの事故調でも規制委検討会でも、そ

の点の追及・解明がなされていないことが不思

議でなりません。なお、『７つの謎』では、東電

の主張・吉

田調書に依

拠してか、

運転員のＩ

Ｃに対する

理解や運転

操作を“美

化”してい

ますが（同

書 第 １ 章

pp.12-55）、

上記のＩＣ

弁手動閉運

転員の無申

告問題に鑑

みても、そ

れは完全な

誤りだと筆

者は考えま

すので、読

者はご注意

を。＞ 

このよう

な「福島事

故の教訓」を真摯に受け止めるなら、東北電力

（や原発再稼動を目論む他の電力会社でも）は、

電源喪失時・ランプ消灯時にも「原子炉施設の

状態が正確かつ迅速に把握できるよう」、現在設

置されている「ピストル型操作器」をすべて交

換する必要があると思います。 

 

付言すれば、現場（中央制御室以外）におけ

る誤操作防止対策として「区分を銘板に記載」

したり、「視認性向上のため、ぶら下がり銘板に

より…誤操作を防止している」と述べています

が（資料 p.19）、2.10「第３回県検討会」資料

２記載のとおり、地震後点検での不備として

「（５）記録と現場の銘板データが異なっている

にもかかわらず当社が内容確認済みとしている

事案」が３９２件もあった事実からすれば、銘

板の確認・照合作業が現場（○次下請けが実

施？）で軽視されていることは明らかで、その

点からも女川２の運転管理・検査体制は設置許

可基準規則第 10 条および技術基準規則第 38 条

に「適合していない」ことは明らかです。 

 ＜2015.2.22 記＞  

（仙台原子力問題研究グループＩ） 
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 最近の気になる動き 33  

【１】理由なき数値遊び（事故確率引下げ）で、原発は安い？ 
 

＜2.19 朝日＞によれば、2.18 経産省「発電コ

スト検証ワーキンググループ（ＷＧ）」（山地憲

治座長）が福島原発事故後 2011 年以来の発電コ

スト見直しに着手し、4 月にも結論を出すとの

ことで、「約 40 年に１回とした前回試算の事故

の発生確率について、地球環境産業技術研究機

構の秋元圭吾氏は、電力各社が安全対策を強化

していることを理由に確率を低くするべきだと

の考えを示した」とのこと。 

日本の実績を踏まえて議論するなら、1966 年

東海１から 1997 年玄海４まで 31 年間で 53 炉

（基）が‘単調増加’で運転開始したとすれば、

稼働実績は（増加グラフの三角形の面積より）

822 炉年、その後 2011 年までの 14 年間は 54 炉

稼動とすれば（長方形の面積より）756 炉年、

合計で 1578 炉年となります。一方、福島第一の

３つの炉が炉心熔融事故を起こしたので、単純

に考えれば、事故確率は「３回／1578 炉年＝１

回／526 炉年」となり、福島第一原発を除いた

48 炉体制では「１回／526 炉年×48 炉＝１回／

11 年（11 年に一度）」、もしも老朽原発 7～8 炉

がこのまま廃炉となり 40～41 炉に減った場合

でも「13 年に一度」です。そう考えれば、2011

試算の「40 年に一度」でさえ、国内原発の実態

を踏まえない“過小評価”であることは明らか

で、新規制基準・再稼動審査によって（実際に

は定量化できませんが、仮に）３倍の安全性向

上・確率低減が図られたとしても、それでやっ

と「（13×3＝）40 年に一度」ですから、それ以

上事故確率を引き下げるべき理由はありません。

しかも、「安全対策を強化している」ことで本当

に事故確率が低下するか（安全対策の効果・実

効性）は不明ですから＜＊本稿後段とも関係＞、

そんな不確実なものを「理由」にするのは不適

切です。 

故ジェームズ・ディーンならぬ山地氏・秋元

氏は、再稼動を後押しするため原発コストを下

げたいという不合理・不純な「理由あっての反

抗（コスト見直し）」のようですが、そのような

ものを認めることはできません。（付言すれば、

太陽光発電の参入妨害を目的とした全原発再稼

動という“確率ゼロ＝あり得ない”前提の発電

量試算も＜3.5 朝日＞、電力各社は止めるべき

です。） 

 

【２】“過去に目を閉ざす”数値遊び（ＰＲＡ）で、女川２は安全？  
 

確率に関してもう一つ、女川２の再稼動申請

資料：2014.1.30「確率論的リスク評価（ＰＲＡ）

結果及び事故シーケンスグループ等の選定につ

いて」＜p.9＞で、重大事故につながる「起因事

象」の発生頻度（回／炉年）の値に、「国内ＢＷ

Ｒ実績データ（平成 21 年 3 月末時点）」や、‘発

生実績なし’による「仮定・算出」の数値が用

いられていたのが、とても気になりました（東

北電力は、昨年 11.11 の県第１回検討会「資料

３」のＰＲＡに関する 1.12 項＜p.16＞で、「機

器の故障や人的過誤」に起因した重大事故につ

いて「女川特有に考慮すべき事故シナリオがな

いことを確認」したと明言し、2.10 第３回検討

会「資料３」ではＰＲＡの結果を詳細に報告・

自慢しています）。 

そもそも確率・統計論議は、（素人考えですが）

『分母』となる多数の試行（何度もサイコロを

振ること）があって初めて成り立つものだと思

いますが、国内ＢＷＲの運転実績（p.9 では全

32 基の発電時間は計約 490 年とのこと：１基平

均で 15.3 年）で果たして十分なのでしょうか。

さらに重要なのは、『分子』となる事故・故障事

例が“包み隠さず”報告されているかどうかで

す。女川２の地震後保安検査報告（「気になる動

き№31」参照）記載の通り‘これまでは簡易補

修可能な軽微な故障は「良」’＝「故障なし」と

分類・記録されていたようですし、また、1989

福島Ⅱ３再循環ポンプ破損事故のように複数の

要因（異常振動・警報発信の無視、設計時・運

転時の共振対策の不備、等々）で事故が進展・

拡大しても、個々の要因・異常は正しくカウン

トされないと思われ（筆者はボルトの回転防止

用座金の折り曲げなし・溶接なしの人的ミスが

起因事象だったと推察していますが）、2002 発

覚の有名な「東電事故隠し」や 2007 発覚の 1999

志賀１臨界事故隠しなど、挙げればきりがない

ほど実際には事例隠しが多数あると考えられる

ことから、東北電力が今回のＰＲＡに用いた発

生頻度の数値はかなり過小評価されたものであ

ることは明らかです（「仮定・算出」の数値に至
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っては、その信頼性を誰が保証するのでしょう

か）。もしも今回のＰＲＡ手法・数値などが適切

だと主張するなら、福島第一原発について評

価・検証して、地震津波に起因する炉心熔融事

故確率が「40 年に一度」などという結果が正し

く得られることを示すべきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、人為ミス（ヒューマンエラー）に関

する「人間信頼性解析」＜pp.20-22＞では、ア

メリカ原子力規制委員会（ＮＲＣ）の「ヒュー

マンエラーハンドブック（NUREG/CR-1278）」に

基づいて失敗確率を設定していますが、筆者が

見た限り（少々大変でしたが）、同書は 1983 年

の出版で、確かにそれまでの知識の集大成（最

も古い参考文献はナント 1913 年！）と思われま

すが、それから 30 年以上の“最新”の失敗事例・

経験は（当然ですが）一切反映されていません。

国・事業者がきちんと統計を取っているのなら

（＝国内原発の運転実績（分母）が十分で、エ

ラー（分子）が包み隠さず報告されていれば）、

30 年以上も前の数値でなく、国内原発の特性・

事業者の運転管理体制（『原子力安全文化』？）

の成果を踏まえた『最新の数値』を用いるべき

ではないでしょうか（それとも、どんなに再発

防止対策を講じても‘人の失敗確率は変らない’

と考えている（諦めている？）のでしょうか）。 

でも、おそらくそれは不可能（統計自体がな

いか、もしもあったとしても『分母・分子』と

も信頼性に欠ける！）でしょうから、せめて、

国内最大の“失敗事例”である福島原発事故の

教訓を、何らかの形で失敗確率に反映させる（関

係する数値に「重みづけ」する）などすべきで、

それすらしない女川２のＰＲＡは、過小・架空・

過去（３Ｋ？）の数値を用いた「数値遊び」で

しかありません。 

故ヴァイツゼッカー・ドイツ大統領の“過去

に目を閉ざすものは…”を改めて心に刻み、女

川２では福島原発事故の教訓を踏まえた安全対

策が本当に講じられているのか、県の検討会で

徹底的に議論・追及・検証してもらいたいと思

います。 

＜2015.3.8 記＞  

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

◆女川２の『安全情報』、なぜ“秘密”だらけ？◆ 
 

2015.1.20 規制委審査会資料 4-1 には、「重大

事故等対策の有効性評価 成立性確認（格納容

器破損防止対策）」ということで、６種類の重大

事故（うち熔融燃料による格納容器直接接触（シ

ェルアタック）は構造上起こり得ないとして除

外）についての解析結果の報告が記載されてい

ましたが、５つの事故の主要解析条件の全てで、

「格納容器空間体積（ドライウェル）」、「格納容

器体積（サプレッションチェンバ）」の数値は、

「商業機密」ということで“非公開（白ヌキ）”

にされていました＜下に一部抜粋＞。 

でも、それらの値は「格納容器の設計値とし

て設定」と説明されていますので、それは（宮

城県立図書館等で）“公開”されている『原子炉

設置変更許可申請書 添付書類８』p.8-5-30 第

5.1-1 表記載の「ドライウェル空間部（ベント

管とも）：約７，９００㎥」、「サプレッションチ

ェンバ空間部（最小）：約４，７００㎥」、では

ないのでしょうか。もしも（「約」のない）より

厳密な値が記載されているのが理由なら、その

細かな数値から格納容器の設計・製造ノウハウ

が“盗み取られる”可能性があるとでも言うの

でしょうか。まさか、「約」の範囲（7,850-7,949

や 4,650-4,749）に収まりきらないほど「大き

く異なった値」になっているから、隠す必要が

あるのでしょうか。 

福島第一１号機では、事故後の調査の過程で、

添付書類記載のＩＣ配管の接続方法が“無断変

更”されていたことが判明しましたが（『鳴り砂』

№238、243 参照）、もしかすると女川２では、

格納容器の容積が、製造・設置の段階で業者に

（意図的あるいはミスで）“無断変更”されてい

て、だから「商業機密」にされたのでしょうか。

あるいは、東北電力自身が“秘密裏に”、経費節
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減のために容積を小さくしたり、容積を減少さ

せるような構造物・設備等を格納容器内に“無

断設置”しているのでしょうか。 

同様に、資料 4-2「補足説明資料」でも、こ

ちらは主に「防護上」（＝核物質防護上・テロ対

策）との理由で、多くの設備の設置場所などが

白ヌキされていますが、例えば p.補足 1-39～40

で隠されている「ほう酸水貯蔵タンク」の取付

箇所（設置場所）は、『申請書 本文』添付図面

の「二階機器配置図」に明記されており、その

他の白ヌキ部分も『申請書』（本文や添付書類）

と比較すれば判明することが多々あります。 

＜＊その意味では、「真のテロ組織」に対する

対策にはなっていません。その一方で、福島第

一では（ようやく一部）公開された「運転手順

書」の記載部分は白ヌキにされ（pp.補足 13-3

～13-18）、客観的な妥当性検証を不可能にして

います。さらに、p.補足 27-1（同資料の最終 384

頁目！）では原子炉建屋近傍での「ベント実施

時のプルームからの線量」評価の図を「商業機

密」として白ヌキにしていますが、敷地外への

プルームの影響評価（＝周辺住民の避難計画）

にも役立つと思われる情報を、誰の・どのよう

な利益を守るため秘密にするというのでしょう

か（電力が自分の“非＝放射能放出の実態”を

隠すため？）。一つ一つの情報隠しの是非の検討

が必要です。＞ 

 

東北電力が福島原発事故の教訓として一体何

を学んだのか分かりませんが、3.11 前の女川３

でのプルサーマル申請時の異常な秘密主義（『鳴

り砂』№225 参照）と同様の、際限のない・合

理的理由のない“安全情報隠し”（＝安全性を憂

慮する市民に対する単なる“嫌がらせ”）を再び

行なっていることは、決して見過ごすことはで

きません。 

いずれにしても東北電力には、このような“安

易・不要な情報隠し”を直ちに撤回させ（正し

い数値や図面の公表と、隠した“本当の理由”

を明らかにさせ）、今後の「県検討会」への資料

提出の際は（ＢＷＲ原発の再稼動審査の目玉の

一つ「格納容器ベントフィルター」の性能や実

験データ関係の情報も、規制委資料では非公開

部分が多くありますので）『安全情報の公開原

則』を守るよう強く求める必要があります。 

＜2015.2.22 記＞  

（仙台原子力問題研究グループＩ） 
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【女川原発アラカルト】 
【１月】 

19 日（月） 宮城県防災会議幹事会議、パレス

宮城野で開催。 

20 日（火） 原子力規制委員会、女川原発２号

機の新規制基準の適合性審査 23 回目の会合

を原子力規制庁で開催。原子炉格納容器破損

に至る重大事故の防止対策を議論。容器内の

圧力を下げるフィルター付きベント装置の運

用などを東北電力が説明。規制委側は、ベン

ト実施を判断する条件や手順、１・３号機で

同時に重大事故が起こった場合の対応などを

質問。 

県、有害捕獲されたイノシシの肉から白石

市で 210、610 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出

したと発表。 

23 日（金） 規制委員会、女川原発 2 号機を現

地調査。更田豊志委員長代理と規制庁担当者

23 人が参加。 

規制委員会、２号機の適合性審査 24 回目の

会合を開催。最大想定を 23.1ｍとした基準津

波の妥当性を東北電力が説明。規制委側は、

波源の面積、位置をより幅広く想定すること

や、他と連動する場合も検討に加える必要性

を指摘。 

  東北電力、経産省令改正で発電抑制枠拡大

などを認めた新ルールが出来た為、再生可能

エネルギー固定価格買取制度に基づく太陽光

発電の契約受け入れを 26 日から再開すると

発表。 

27 日（火） 宮城県原子力防災訓練が行われ、

震災後初めて半径 30 ㌔圏の緊急防護措置区

域（ＵＰＺ）の 7 市町も全て参加し、過去最

多の 2 万人が参加。半径 5 ㌔圏の予防的防護

措置区域（ＰＡＺ）の住民避難訓練を初めて

実施。 

30 日（金） 規制委員会、２号機の適合性審査

25 回目の会合を開催。10 火山火砕流などの影

響はないとしてモニタリングの必要はないと

東北電力が説明。規制委側は、鳴子カルデラ

の詳しい分析や 160 ㌔以遠の火山の大規模噴

火降灰分布を示すよう求めた。 

  全国原子力発電所所在市町村協議会の須田

女川町長ら、高レベル放射性廃棄物最終処分

場問題の早期解決を求める要望書を国に提出。 

農協・宮城県協議会、東京電力に、第 41

次分として 2 億 844 万円の賠償金支払いを請

求。（1 月 27 日現在、第 1～40 次の請求総額

は 326 億 2217 万円で、東電から支払われたの

は 263 億 5063 万円で 80.8％） 

  東北電力、再生エネ契約再開で事業者向け

説明会を本店で２回開催。計 334 名が出席。 

【２月】 

1 日（日） 「みやぎ脱原発・風の会 2015 会員

のつどい」を仙台市民会館第６会議室で開催。

2015 年の運動方針の検討と参加者の意見交

換などを行った。18 名が参加。 

2 日（月） 福島・ふるさと喪失訴訟の口頭弁

論が仙台地裁で開かれ、避難者側は裁判官ら

に早期の現地視察を要請。 

3日（火） 規制委員会、２号機の適合性審査26

回目の会合を開催。竜巻対策で想定風力を最

大で秒速69ｍと想定した理由や設備の安全性

を東北電力が説明。規制委側は、複合災害も

検討するよう求めた。 

4 日（水） 東北電力、２号機の設備健全性確

認点検で、存在しない部位記載など記録不備

4188 件が見つかったと発表。 

「第 132 回女川原子力発電所環境調査測定

技術会」、パレス宮城野 2 階はぎの間で開催。

2 名傍聴 

環境省、県内全域の河川や湖沼、海域計 76

地点で 10～12 月に実施した放射性物質モニ

タリング結果を公表。水質は全地点で検出下

限値（１㏃/㍑）以下。河川や湖沼周辺の土壌

の放射性セシウム濃度が高かったのは、白石

市・馬牛沼 4500 ㏃/㎏。河川、湖沼、海域の

底では、利府町・惣の関ダム 2080 ㏃/㎏、七

ヶ宿町・七ヶ宿ダム 1960 ㏃/㎏。河川、湖沼

周辺の空間放射線量は、0.04～0.31μ㏜/ｈ。 

6 日（金） 県、有害捕獲されたイノシシの肉

から大和町で 230 ㏃/㎏、栗原市で 250 ㏃/㎏

の放射性セシウムを検出したと発表。 

8 日（日） みやぎアクション会議を仙台市戦

災復興記念館会議室で開催。 

9 日（月） 県防災会議、県庁行政庁舎２階講

堂で開催。地域防災計画の修正、常時観測が

必要な県内の火山（蔵王山，栗駒山）に係る

防災対策、避難計画［原子力災害］作成ガイ

ドライン等を確認。 

10 日（火） 「第３回女川原発２号機の安全性

に関する検討会」、パレス宮城野２階はぎの間

で開催。4188 件の点検記録不備の原因分析を

東北電力に求めた。9 名傍聴。 

規制委員会、２号機の適合性審査 27 回目の

会合を開催。事故時の緊急時対策所の設備や

機能を東北電力が説明。規制委側は、自然災

害下でも対応できるのか検証するよう求めた。 

東北電力、県・女川町・石巻市に 1 月分の

女川原発の点検状況報告。61 件の被害の内、

60 件が対応完了済みと発表。 
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12 日（木） 共産党県議団、女川 30 ㌔圏 5 市

町が原発立地自治体と同等の原子力安全協定

を東北電力と締結できるよう、県に調整を要

請。 

15 日（日） 非核・平和と脱原発を訴える「第

2 回平和を考えるつどい in 美里」が美里町と

町議会が共催し、文化会館で開催。福島原発

事故後福島県浪江町から美里町に避難した方

が体験談を語り、全村避難が続く菅野典雄飯

館村長が講演し「放射能災害は人災」だと強

調。町民ら約 400 名が参加。 

17 日（火） 東北電力、低レベル放射性廃棄物

を 3月 7日から六ケ所に海上輸送すると発表。 

18 日（水） あいコープみやぎ、裁判外紛争手

続き（ＡＤＲ）で東電が約 1 億 5120 万円の賠

償金を支払うことで和解。 

女性ネットみやぎ、一番町仙台フォーラス

前で街頭宣伝と「女川原発再稼働STOP署名」

行動。 

19日（木） 「第132回女川原子力発電所環境保

全監視協議会」と「環境放射能監視検討会」、

KKRホテル仙台で開催。2名傍聴。 

規制委員会、２号機の適合性審査 28 回目の

会合を開催。運転員による誤操作防止対策、

非常時の避難通路確保、不正アクセス防止対

策を東北電力が説明。規制委側は、可搬型照

明の充実などを求めた。 

20 日（金） 「2015 みやぎアクション」等 11

団体、女川原発安全性検討会に関して申入書

を提出し、県議会棟 1 階第一応接室で県と交

渉。申し入れ側から 14 名と県議会議員 2 名が

参加。 

30㌔圏の 5市町の首長会議が非公開で開催

され、東北電力と締結する原子力安全協定案

を合意。「設備変更時の事前了解」は盛り込ま

れなかった。 

規制委員会、２号機の適合性審査 29 回目の

会合を開催。地震動評価の妥当性を東北電力

が説明。規制委側は、地震動のばらつきを指

摘し詳細な確認を求めた。 

県、有害捕獲されたイノシシの肉から栗原

市で 150 ㏃/㎏、丸森町で 140、390 ㏃/㎏の放

射性セシウムを検出したと発表。 

21 日（土） 「今こそ原発の安全性を問うー原

発設計技術者が真実を語る」（主催宮城県保険

医協会）が、後藤政志さん（元東芝社員、女

川原発３号機などを設計）を講師に、宮城県

保険医協会研修ルームで開催。 

日本基督教団東北教区放射能問題支援対策

室いずみ、第12回甲状腺エコー検査を仙台市

「仙台ビジネスホテル」で開催。68人の子ど

もが受診。 

24 日（火） 規制委員会、２号機の適合性審査

30 回目の会合を開催。「原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ」の評価を東北電力が説明。規制委

側は、評価対象の抽出プロセスを確認する質

問。 

  東北電力、女川原発の記録不備で 5 回目の

「原子力のあり方に関する有識者会議」を非

公開で開催。 

25 日（水） 資源エネルギー庁主催で、「今、

知ろう！高レベル放射性廃棄物」東北ブロッ

ク・意見交換会が、仙台市駅前のぞみビル 5

階会議室で開催。 

26 日（木） 規制委員会、２号機の適合性審査

31 回目の会合を開催。フィルター付きベント

装置の機構などを東北電力が説明。規制委側

は、健全性などの詳細な説明を求めた。 

27 日（金） 農協・宮城県協議会、東京電力に、

第 42 次分として 1 億 2479 万円の賠償金支払

いを請求。（23 日現在、第 1～41 次の請求総

額は 328 億 3821 万円で、東電から支払われた

のは 271 億 7698 万円で 82.8％） 

【３月】 

1 日（日） みやぎアクション会議を仙台市市

民会館第 6 会議室で開催。 

2 日（月） 東北電力、事故後の電力需要減少

の営業損害として、東京電力から約 52億 2700

万円の賠償金が支払われたと発表。 

3 日（火） 規制委員会、２号機の適合性審査

32 回目の会合を開催。原子炉格納容器の温度

や圧力が設定の限界に達しても容器周辺が事

故後も閉じ込め機能を維持すると東北電力が

説明。 

4 日（水） 丸森町、東電に 7817 億円請求のＡ

ＤＲ申立をすると町議会の調査特別委員会で

説明。 

5 日（木） 「春のカフェ＆スイーツつき―も

しも女川原発で事故がおきたら―放射性物質

拡散シミュレーションで見る原発事故の真

実」、日立システムズホール（旧青年文化セ

ンター）交流ホールで、防災、エネルギーシ

フト、省エネ、放射能測定などについて、主

に子育て世代に気軽に参加して貰いたいと託

児付きでの開催。主催あいコープみやぎ。 

規制委員会、２号機の適合性審査 33 回目の

会合を開催。多重性のない単一設計の配管、

フィルターなどの機器が故障した場合の対応

策を東北電力が説明。 

6 日（金） 「2015 みやぎアクション」等 13 団

体、第３回国連防災世界会議でのスタディツ

アー「千年に一度の町づくり～歴史に学んだ
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女川原発の安全対策～」に抗議し、「被災原発

を美化することは世界に誤った情報発信にな

る」と、宮城県と東北電力に申入れ書を提出。

12 名と岸田県議が参加。 

  東北電力、輸送船のクレーン故障のため、

低レベル放射性廃棄物の六ヶ所への海上輸送

の中止を発表。 

8日（日） 放射能問題支援対策室いずみ、第13

回甲状腺エコー検査を柴田町の「ｍａｍａ（マ

マ）茶くらぶ」の依頼で開催。42人の小中学

生が参加。 

9 日（月） 涌谷町議会、「設備変更時の事前了

解」が盛り込まれない、原発 30 ㌔圏内 5 市町

との安全協定締結案を全会一致で可決。 

10 日（火） 登米市議会、原発 30 ㌔圏内 5 市

町との安全協定締結案を賛成多数で可決。締

結後、「設備変更時の事前了解」を盛り込むよ

う求める付帯決議案も可決。 

規制委員会、２号機の適合性審査 34 回目の

会合を開催。原子炉格納容器破損の対応策を

東北電力が説明。規制委側は、水蒸気爆発の

可能性を指摘。 

東北電力、県・女川町・石巻市に 2 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 60 件が対応完了済みと発表。 

14 日（土） 脱原発をめざす首長会議、国連防

災世界会議のパブリック・フォーラム「原子

力防災と自治体の役割～その教訓と課題」を、

TKP ガーデンシティ仙台勾当台ホール 5 で開

催。桜井勝延南相馬市長、馬場有福島県浪江

町長、村上達也前茨城県東海村長、上岡直見

（環境経済研究所代表）、アンドレ・ヴェル

モレル（前フランス・ビドン町長）らが、原

発防災の困難さを訴えた。 

  講演会「原発事故後をどのように生きるか」

が、槌田劭氏（NPO 法人使い捨て時代を考え

る会）を講師に、仙台市カトリック元寺小路

教会で、「いのちの光 3.15 フクシマ」実行委

員会主催で開催。 

『放射能から子どもたちを守る栗原ネット

ワーク』3 月例会、栗原市市民活動支援セン

ターで開催。映画「日本と原発」を上映、150

人参加。 

15 日（日） 講演会「原発事故にともなう健康

被害の長期的課題―チェルノブイリ事故の医

療支援活動を通して―」が、菅谷昭氏（長野

県松本市長）を講師に、岩沼市民会館大ホー

ルで、みやぎ実行委員会主催で開催。410 名

参加。 

みやぎアクション会議を仙台市青葉区中央

市民センター第 3 会議室で開催。 

16日（月） 国連防災世界会議の一般公開事業

（東北大大学院文学研究科主催）で、大島堅

一立命館大教授や長谷川公一東北大大学院教

授ら、政府・国連が福島原発事故の教訓の議

論を避ける状況を批判。 

17 日（火） 「女川から未来を考える会」、12

名で女川スタディツアー抗議行動。反対派看

板前で「なくせ！原発！NO NUKE」の横断幕

やのぼり旗などを持って待機、バス通過時に

原発反対の声をあげた。また、14 日～18 日の

国連防災世界会議中、「一番の防災は原発をな

くすこと」という４カ国語で作成したカラー

パンフを 3000 枚配布。 

規制委員会、２号機の適合性審査 35 回目の

会合を開催。使用済み燃料プールで漏えい事

故が起きた際の燃料損傷防止対策などを東北

電力が説明。規制委側は、直接注水の検討を

求める意見も。 

18日（水） 女性ネットみやぎ、一番町仙台フ

ォーラス前で街頭宣伝と「女川原発再稼働

STOP署名」行動。  

19日（木） NPO子ども全国ネット主催「仙台ミ

ーティング」が、午前に放射能問題支援対策

室「いずみ」で、午後に東京エレクトロンホ

ール宮城403会議室で開催。 

規制委員会、２号機の適合性審査 36 回目の

会合を開催。外部要因の火災に対する対策な

どを東北電力が説明。 

20 日（金） 規制委員会、２号機の適合性審査

37 回目の会合を開催。海洋プレート内地震と

海域活断層による地殻内地震による津波につ

いて東北電力が説明。規制委側は、津波の波

源位置の設定などの詳細な検討を求めた。 

21 日（土・祝） 「福島原発事故を忘れない  女

川原発の再稼働を許さない！ふるさとを放射

能から守ろう♡！3.21 みやぎアクション」が、

仙台市勾当台公園市民広場で開催。ブース出

展や第一部のライブ＆パフォーマンスに「制

服向上委員会＋橋本美香」、「みやぎかっぽー

ぎーず」他、第二部の野外集会で佐藤和良さ

ん（福島原発告訴団）他が発言。主催女川原

発の再稼働を許さない！2015 みやぎアクシ

ョン（代表鈴木宏一弁護士）。1000 名が参加。 

（空） 
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●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 In仙台    

（略称：脱原発みやぎ金曜デモ） 
https://twitter.com/miyagi_no_nuke 

http://twipla.jp/events/27716 

主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西） 

e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com 

 

【1 月】 

23日（金） 第 119回「脱原発みやぎ金曜デモ」、

勾当台公園野外音楽堂から 55 名の市民が参

加。時折雪のちらつく寒い中でしたが、久し

ぶりに初参加の方もいて、元気に脱原発をア

ピールしました。今回はなんと脱原発カーが

野音前で故障。 

30 日（金） 「脱原発みやぎ金曜デモ」、大雪

のため中止。大雪にもかかわらず会場に 10

名近くの人が。その中に青森の弘前の方がい

たそうです。「このくらいの雪なら弘前では普

通にやりますよ」と言われたとか......。 

【２月】 

6 日（金） 第 120 回「脱原発みやぎ金曜デモ」、

勾当台公園野外音楽堂から、そこそこ寒い中

久々に 70 名と脱原発犬１匹が参加。 

13日（金） 第 121回「脱原発みやぎ金曜デモ」、

勾当台公園野外音楽堂から 50 名の市民が参

加。 

22日（日） 第122回「日曜デモ」は、14時集合、

勾当台公園野外音楽堂から55名の市民が参加。 

27日（金） 第123回「脱原発みやぎ金曜デモ」、

勾当台公園野外音楽堂から50名の市民が参加。 

【３月】 

6日（金） 労働組合のデモが同時刻に行われた

ため、恒例の「金曜デモ」は中止。中央通り

（旧佐々重前）で、3.21みやぎアクションへ

の参加を呼び掛ける街頭宣伝。10数人の市民

が参加。 

13日（金） 第124回「脱原発みやぎ金曜デモ」、

元鍛治丁公園から60名の市民が参加。翌日か

らの国連防災会議を控え、街なかを歩く外国

人の方々からの注目度も大でした。 

 

21日（土） 第125回「脱原発みやぎデモ」、「放

射能から故郷をまもろう3.21みやぎアクショ

ン」（集会に1000人）の後、デモに600人の市

民が参加。制服向上委員会の皆さんを先頭に

一番町をデモして、大きな注目を集めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆（塩釜地域）塩釜脱原発デモ・毎週金曜17時

半集合・下馬駅裏宮城民医連事業協前17時45分

デモ出発 

◆（旧古川地域）脱原発大崎demo金曜行動・毎

週金曜17時半集合・あさひ中央公園 

◆（仙台長町地域）第3水曜日脱原発ながまちア

クション：仙台・長町・蛸薬師境内集合後デモ

行進17時半 
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●指定廃棄物最終処分場を 

めぐる動き 
 

【１月】 

21 日（水） 美里町の「女川原発再稼働ストッ

プの会」（門田真理代表）など 8 団体、「放射

性指定廃棄物最終処分場候補地の白紙撤回を

求める会」を結成。 

25 日（日） 「建設中止しかない！－放射能を

含む指定廃棄物最終処分場を考えるシンポジ

ウム」が、実行委主催（呼びかけ団体 加美

町・放射性廃棄物最終処分場建設に断固反対

する会）で、仙台市弁護士会館で開催。３候

補地は適地ではないとして、３候補地の地質、

地滑りの問題点を大槻憲四郎（東北大学、地

質学）、なぜ「最終処分場」なのかを井原聰（日

本科学者会議常任幹事、技術論）、生存権、幸

福追求権を侵害する建設計画を青木正芳（弁

護士、仙台中央法律事務所）が解説。処分場

の被害と影響を考えるとして、除本理史（大

阪市立大学、経済学）がビデオ発言。約 400

名参加。 

28 日（水） 県と栗原市、志波姫南郷地区コミ

ュニティーセンターで、汚染稲わら保管の延

長を求める住民説明会を開催。住民 20 人が出

席。 

【２月】 

2 日（月） 佐藤栗原市長、定例記者会見で、

小里環境副大臣が「茨城県内での分散保管の

可能性を排除しない」との認識を示したこと

を受け、市町村長会議の開催を求めた。村井

知事は、定例記者会見で「１ヵ所集約」を強

調。 

3 日（火） 望月環境相、分散保管継続の可能

性を否定し、県内１ヵ所建設方針を強調。 

5 日（木） 猪股加美町長、定例記者会見で、

経年による濃度低減の可能性を指摘し放射性

濃度の再調査を国に求めた。 

16 日（月） 加美町議会、「指定廃棄物処理施

設問題を考える県議の会」に特別措置法改正

と国の基本方針の見直しを関係機関に働き掛

けるよう要請。 

18 日（水） 泉病院友の会環境委員会、利府町

の放射性牧草焼却処理問題調査のため、宮城

東部衛生処理組合の利府町加瀬焼却場・森の

郷埋め立て処分場見学会を開催。16 名参加。 

19 日（木） 栗原市、市内 266 カ所の農家に分

散保管している 8000 ㏃/㎏以下の汚染牧草の

保管状況を 3 月に再度調査する方針を表明。 

25日（水） 宮城県保険医協会第6回公害環境対

策・会員学習会―指定廃棄物最終処分場問題

について考える「新たな被害者を出さないた

めに」が、加美町長猪股洋文氏を講師に、ハ

ーネル仙台・2階松島Ａで開催。約80名参加。 

加美町、町水源保全条例に基づき、田代岳

周辺を含む 137 平方㌔を水源保全地域に指定。 

【３月】 

（空） 
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