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『鳴り砂』2-077 号 別冊 2015 年 7 月 20 日 

 

 最近の気になる動き 36  

１・３号機での点検記録不備問題  

 

実効性のある「再発防止策」には徹底した

「原因究明」が不可欠で、その前提として「正

確な事象把握」が必要です。福島原発事故の

場合、未だに原子炉建屋内での検証ができて

いないため、他の原発に反映させるべき真の

再発防止策を構築できるはずもなく、現在行

なわれている規制委の適合性審査など“虚構”

でしかありません。 

さて、前号『鳴り砂』兵藤報告のとおり、

2015.4.23「第４回県検討会」で、昨年 12 月

実施「第３回保安検査」で明らかにされた、

女川２約 33,000 機器の点検記録の誤記載・管

理不備等 4188 件（規制委 2.4 報告書：『鳴り

砂№254 別冊：気になる動き 31』）に対し、再

発防止策が報告されました。また、その後公

表された女川１・３での不備については、5.20

「第５回検討会・資料３」で説明がなされま

した（【次表】：規制委 5.13「第４回保安検査

報告書」別紙と同じ）。それによれば、１号機

約 600 機器の点検記録で 102 件、３号機約

15,000機器で 372件の不備が報告されていま

す。 

 

表を見て、まず号機間での点検機器数の違

いが気になります。「予め計画された点検はす

べて実施」したとのことですから、２号機で

は通常定検７回で分割点検される約 33,000

の機器が、再稼動に向けて１回で点検された

とのことですが【下図：第５回検討会・資料

５】、同型・同出力の３号機はなぜ半数以下の

約 15,000 なのでしょうか。３号機は後回しで、

「２号機の代替緊急時対策所」となる施設の

関係機器しか点検せず、結果的に半分以下だ

ったのでしょうか。それとも同立地地点・同

型なのに襲来した地震動・機器の発生応力に

大きな違いがあったのか、あるいは運転開始

７年差による老朽化の違いで２号機には要点

検機器が３号機の２倍以上あったのでしょう

か。他方、１号機は（老朽化しているにもか

かわらず）２・３号機よりはるかに頑丈で要

点検機器が少なくて済んだのか、あるいは‘再

稼動を諦めて’廃炉に向けて（再稼動しなく

ても燃料冷却等を確実に継続する必要があり

ますので）最小限の点検だけ行なった、とい

うことなのでしょうか。その辺の事情・理由

を「検討会」では明らかにして欲しいもので

す。 

 

さらに気になるのは、「資料３・参考１」の

記録不備７事例はすべて２号機のもの（公表

済み）で、新たに判明した１・３号機の具体 
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例は一切示されていないことです。5.13 規制

委報告では、（２号機ではなかった）作業員２

名で点検した場合でも「構造的に存在しない

構成部位等の点検が記録上実施されて」いた

ことが問題視され、「２号機事象以外」の記録

不備を『再確認』することが要請されていま

すが、その‘新たな問題’について「資料３」

のどこにも記載がありません。それを検討会

の委員に秘密にしなければならない“特別の

理由”でもあるのでしょうか。考えられるの

は、本来なら、上記『再確認』後、その結果

も踏まえ改めて「再発防止策」を打ち出す必

要があるはずですが、東北電力は「資料３・

参考２」に第４回検討会・資料２の「原因・

対策」をほぼそのまま転記し、この問題に終

止符を打とうとしていますので、そのため‘新

たな問題’が生じたことを委員に知られては

困るからではないでしょうか。 

しかも、「資料３・参考２」（や第４回検討

会・資料２）に示された２号機の「原因・対

策」で十分かどうかは、１・３号機の具体例

が示されない限り判断不能ですし、そもそも

肝心の「原因・対策」の中味は、「仕組み・取

り組み・指導・助言の強化」などという抽象

的スローガンの羅列（言葉遊び）でしかなく、

それで真の再発防止が図られるはずはありま

せん（東北電力は、次に再発した場合は「さ

らなる強化」、さらに再々発した時は「より一

層の強化」と説明してくるのでは？）。 

その意味でも、作業員２名で「構造的に存

在しない部位等の点検」がなされた１・３号

機事例などについて、「検討会」で具体的に検

証して欲しいと思います。 

 ＜2015.6.14 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 
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“最悪”を想定しない東北電力の地震・津波評価 
 

「気になる動き ３０」で、地震・津波に

関して県検討会で検討して欲しい事項をいく

つか挙げ、例えば、東北電力が「宮城県沖で

は 3.11 地震のすべり量が最大規模」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」＜2015.1.23 規制

委検討資料 1-2＞としていることに対し、＜

2.4 朝日＞の「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、「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
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大準教授の見解を紹介しました。 

 

その後、2015.5.24-28「日本地球惑星科学

連合 2015 大会（千葉・幕張）」の HP 予稿を見

たところ、予稿「SSS30-19」の Tormann Thessa

スイス連邦工科大チューリッヒ校、ボグダン

筑波大準教授ら「東北沖地震後の急速な応力

回復から示される巨大地震発生の不規則性」

で上記内容が述べられており（本文英文）、

「2011 地震で大半の応力は解放されたにも

関わらず、僅か数年で応力は地震前のレベル

にまで急速に回復し、小さいとはいえ平均的

な一定の確率でいつ巨大地震が起きてもいい

状態になっている」とし、「巨大地震には特定

の場所（characteristic location）・規模・

再来周期はなく、時間的に不規則に発生する」

としています（誤訳があれば筆者の責任です）。 

＊関連文献（未入手） Thessa Tormann et al, 

Randomness of megathrust earthquakes implied by 

rapid stress recovery after the Japan earthquake, 

Nature Geoscience, 8, 152-158, 

doi:10.1038/ngeo2343,2015 

 

また、「SCG56-P02」藤原了らの津波シミュ

レーションの不確定性に関する予稿では、同

氏らがこれまでに「津波波源モデル間の性質

の差異が、陸域に作用する津波波圧値に有意

な差異を生じさせることを示した」として、

今回はその差異が福島第一・第二原発に到来

する津波による被害想定に及ぼす不確定性を

示す、としています。『鳴り砂№253：女川原

発の偶然と必然』で述べたように、東北電力

は最大断層すべり量「20m」の波源モデルで

3.11 津波を再現できたと“自慢”しています

が、女川２再稼動に当たっては“最悪の事態

を想定”することが求められるべきで、「 40

枚断層モデル」ほかの様々な波源モデルを比

較・検討し、得られた最大津波高を防潮堤の

「設計基準」とすべきだと思います。この点

については、県検討会の津波の専門家・今村

教授の見解を是非お伺いしたいものです。 

＊関連文献（未入手） Satoru Fujihara et al, 

2013, Evaluation of Difference in Tsunami Wave 

Pressure among Different Tsunami Source Models, 

Proc,the 11th SEGJ International Symposium 2013, 

547-550. doi:10.1190/ segj112013-137. 

 

なお、任期中に批判も多々あった前規制

委・島崎邦彦東大教授も予稿を寄せており

（SSS28-07：震源断層長さと地震モーメント

の関係式４つの比較検討）、その中で「将来発

生する地震の揺れや津波の高さなどの予測に

使われることが多い」地震モーメントについ

て、その「過小評価は、災害の過小想定につ

ながりかねない」として、「地震モーメントを

活断層の長さから予測する場合、過小評価と

なる可能性があり注意が必要」というコメン

トを記しています。 

これは、経験式・予測式を用いる「目的」

が災害評価なら、その過小評価こそ第一に避

けるべきもので、たまたま１つの現象（3.11

地震・津波など）の観測値と解析値が一致し

たことをもって自社モデルを“万能”が如く

取り扱う東北電力の安全性軽視（学問重視？）

の姿勢に、警鐘を鳴らすものだと思います。 

 ＜2015.7.5 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 
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“得体の知れない”英国返還ガラス固化体 
 

6.12 規制委資料に、英国セラフィールド再

処理工場からの返還ガラス固化体（高レベル

廃棄物）の廃棄確認申請がありました。 

＜別紙１＞によれば、東電４８本・関電５

６本・九電２０本の申請ですが、2001～2008

に製造されたという高レベル廃棄物の起源

（＝それ以前に再処理された使用済燃料）が

「軽水炉用ウラン燃料及び軽水炉用ウラン燃

料以外の燃料」と記載されていたことが気に

なりました。それは、３社の原発はすべて軽

水炉（ＢＷＲ・ＰＷＲ：低濃縮ウラン使用）

だからです（日本原燃・東海原発のみＧＣＲ

（ガス炉・コールダーホール型：天然ウラン

使用））。すると、セラフィールド再処理工場
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では英国主流のＧＣＲなどの「軽水炉用ウラ

ン燃料以外の燃料」（まさか原潜の燃料・余剰

核兵器の転用燃料など“得体の知れない”も

のも？）も再処理しているため廃液が“どう

しても”混入するのか、あるいは返還廃棄物

について放射能レベルで「等量交換」する合

意があるため“意図的に”混合させたのでし

ょうか。ちなみに、ガラス固化体に含まれる

放射性物質を見ると、セシウム 137（ 137Cs）

と 134（134Cs）の比が「1000～6000：１」程

度ですから、（当初「１：１」とすると）平均

25 年前後経過した古い燃料由来の固化体で

あると推定されますが、半減期 14.4 年のプル

トニウム 241（ 241Pu）がなく、それが崩壊し

たアメリシウム 241（ 241Am）が記載されてい

ることからすると、さらに古いのか、あるい

は原子炉級ではなく核兵器級（ 241Pu が少な

い）の“得体の知れない”再処理廃液由来の

固化体なのでしょうか。 

それはさておき、1995～2012 年度までに

（英国でもジャマなため）返還された固化体

は 1442 本（原子力資料情報室編「原子力市民

年間 2014」p.219）で、今回の 124 本を含め

計 1566 本となりますが、それらは六ヶ所管理

施設に溜まり続けるだけで、廃棄の方法は何

も決まっていません（本紙・舘脇原稿参照）。

過去の遺物（多量の返還ガラス固化体）の行

方も決まっていないのに、さらに負の遺産を

増やすことになる原発再稼動など、断じて認

めることはできません。 

 ＜2015.7.5 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 ミニミニコメント  

―再稼動申請の疑問３ 内部溢水― 
 

東北電力 2015.5.14 資料 1-2-2 で説明され

ている「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

（設置許可基準規則）第９条規定の「内部溢

水（ないぶいっすい）」に対する評価に、疑問

を感じました。ここで、内部溢水とは、原発

施設内の配管・タンク・消火設備・使用済み

燃料プール等から水・水蒸気・液体が流出（溢

水）することで、電気設備を含む重要設備が

被水・没水することで安全機能を喪失する危

険性があるものです（津波は外部溢水）。 

上記資料では、特に“最悪の事態”を想定・

評価していない点（評価の“節約”）が気にな

りましたが、他にも『情報隠し』で内容の検

証ができないところも多数ありました。東北

電力も、さすがに県検討会には“隠さない”

情報を提供するはずですから、委員は是非と

も“専門家の目”できちんと資料を読み込ん

で、批判的に検討して欲しいと思います。と、

上記資料を検討していたところ、6.4 に改訂

版（資料 1-1-2：規制委指摘事項のうち２点

以外は全て回答済みに）が提出されましたの

で、急遽そちらを読み直しました（ほとんど

一緒でしたが）。 

 

まず、「７」の地震時の評価で顕著ですが、

例えば福島原発事故では現時点においても

「地震動による中小配管破断（ＬＯＣＡ）」が

生じた可能性が完全に否定されていないにも

かかわらず、耐震Ｓクラスや耐震補強した機

器は破損しないから「溢水源としない」とい

うように、東北電力は様々な理由を挙げ、溢

水源を限定（評価の節約）することに最大の

努力を注いでいます。そのため、耐震Ｓクラ

ス機器等の破損その他の“評価外＝想定外”

の「内部溢水」が生じた場合は、安全は全く

確保されていないことになります。 

 

「８」の使用済燃料プールのスロッシング

評価では、基準地震動 Ss-2 によるスロッシン

グ（地震動の長周期成分によりゆったりと揺

すられ続けることにより、プールやタンクな

どの幅広の容器から水がタップンタップンと

溢れ出ること）によって生じる溢水量・水位

低下量を算出し、プールのオーバーフロー水

位 11.515ｍ（それ以上の水は自動的に流出

（オーバーフロー）するように設定）から約

0.1ｍ低下した 11.415ｍになるものの、（Ss-2

時にも機能維持が確認された）「残留熱除去系

による補給が可能であり、冷却機能維持への
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影響はない」と評価しています（「７」同様、

Ｓs 作用を前提としているため、原子炉は揺

れで自動停止（スクラム）済みと想定のはず）。 

『保安規定』ではプール水温を 65℃以下に

保つことが定められているようで、水位が

11.515ｍあれば冷却・注水系統停止事故時に

も復旧完了までに 100℃未満を維持できると

いうことのようですが、スロッシングにより

一時的に水位低下する（『保安規定』上は運転

制限範囲を逸脱する？）ものの、すぐに補給

でき、しかも補給は絶対失敗しないから“大

丈夫”としています。関連して、『重大事故対

策の有効性評価』では、冷却機能（残留熱除

去系も）喪失の「想定事故１」では９時間後

に約 100℃に到達し最大 0.3m水位低下するも

のの 13 時間後には注水開始（可搬型大容量送

水ポンプ）であり、サイフォン現象による水

量減少の「想定事故２」でも８時間後に約

100℃に到達し最大 0.9m 水位低下するものの

13 時間後には注水開始（同）としていますの

で＜2015.3.17資料 1-4-1の p.4.1-5、p.4.2-6

＞、最悪の 13 時間もかからず「残留熱除去系」

が必ず機能するから「内部溢水」には絶対に

安全、ということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スロッシングによる溢水量評価にとって、

基準地震動 Ss-2（Ss-1 よりは３～５秒の長周

期応答が卓越とのこと：添付資料 22）が“最

悪”という証明は全くなされておらず、筆者

は、むしろ‘長周期が卓越する特殊な地震’

を想定した上で「最大溢水量・水位低下量」

を評価すべきと思っています（その際、原子

炉は揺れではスクラムしていない可能性が高

いため、新たな評価が必要となるはずです）。 

でも、耐震Ｓクラスの残留熱除去系で「必

ず補給可能」なら溢水量の多少の増加は問題

にはなりません。事実、「補足説明資料 31 使

用済燃料プールのスロッシング評価における

保守性について」では、溢水量を 14 ㎥から２

倍の 30 ㎥にした上で、水位は 11.315m に低下

するものの「すぐに補給できるから問題なし」

としています。溢水量解析は“お飾り”でし

かないようです。 

 

「１３」の屋外タンクからの溢水影響評価

では、「基準地震動による地震力に対して耐震

性が確保されないタンクについて、複数同時

破損を想定」した上で、「タンクから漏えいし

た溢水は敷地全体に均一に広がる」という“あ

り得ない”前提条件の下で、タンクの総容量 
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＝溢水量を女川原発の敷地面積で割った平均

的な「敷地浸水深 0.16m」を算出し、「許容浸

水深（0.33m または 0.20m）」以下だから問題

なしとしています。 

その不自然さは規制委からも指摘されたよ

うで、「補足説明資料 34」では、タンク群を

設置場所で３つに分けて浸水深の経時的変化

（10，20，30 分後）を解析していますが、使

用プログラムが同資料「別紙」記載のとおり

0.01 秒刻みの設定も可能で、水の先端部が壁

面に衝突した際の一時的水位上昇も再現でき

るのに【図４(c) 左側から長方形状に溢水し

た水（赤色）が右側へ移動し、右端で水位上

昇】、10 分間隔の平均値の浸水深でしか評価

していないのは、不十分だと思います。瞬間

的であっても、溢水先端部分の水位上昇・浸

水可能性を考慮した上で、結論としては‘浸

水量は少ないから安全’であったとしても、

きちんと解析を実施すべきです。 

さらに、現在設置工事中の「淡水貯水槽

5,000 ㎥×２基」＜発電所だより 2015.3 月号

＞は溢水源として想定されていなようで

（p.35-36 の「表 13-1」や「補足説明資料 34：

表１」に記載なし）、その意味でも極めて不十

分だと思います。 

加えて、「補足説明資料 22 別のハザード

からの溢水影響について」の表１で、「凍結」

では「最低気温は-14.6℃」、「積雪」では「最

深積雪量は 43cm」として、いずれも屋外タン

クは破損せず、仮に破損しても「地震時の評

価に包絡される」として検討不要としていま

すが、問題はタンクが破損するか・しないか

ではないと思います。最深積雪時に「１３」

のタンク破損が生じたとすれば、敷地浸水深

は単純に計算すれば 0.16＋0.43＝0.59m と

「建屋の許容浸水深 0.33m」等を超える（積

雪が半分以下の 20cmでも計 0.36mと許容値以

上になります）ことは明らかですから、「別の

ハザード」との重畳をきちんと考慮すべきで

す。また、「降水」については検討要としなが

らも、「最大１時間降水量は、地震による屋外

溢水水位以下であり、地震時評価に包絡され

る」として、やはり評価不要としています。

しかし、温暖化による降雨量の増加が懸念さ

れる中、女川２が運転開始から 40 年となる

2035 年までに、時間降水量 200mm＝0.20m と

いうような豪雨が絶対に生じないという確証

がない限り、「建屋の許容浸水深 0.33m」や「海

水ポンプ室等の許容浸水深 0.20m」を超えた

場合の影響評価を（手抜き・節約せずに）き

ちんと行なうべきだと思います。 

 

「14 地下水による影響評価」では、地下

水排水用の揚水ポンプ停止時（電源喪失時）

の原子炉建屋（コンクリート製耐震壁）の（せ

ん断）ひび割れからの浸水を検討しています。

ここで注目すべきは、「補足説明資料 15」で

ひび割れの生じる「せん断変形角」の目安を

「0.2×10－３」として（筆者注：以前は 0.2-0.3

の幅で考察）、基準地震動 Ss の応答解析の結

果（0.434～0.800×10－３【表２】）から「せ

ん断ひび割れが発生する」としながらも、「平

均残留ひび割れ幅」は既往実験結果（論文）

から 0.150～0.175mm であり、しかも 3.11 地

震後の女川２の点検調査でも、原子炉建屋で

平均 0.19mm、タービン建屋で平均 0.18mm だ

ったから、使用性（水密）のひび割れ幅の評

価基準「0.2mm 未満」を満足するとして、「残

留ひび割れからの漏水による内部溢水評価へ

の影響はない」としています。 
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でも、今回初めて公表された（＝これまで

隠され続けてきた！）と思われる 3.11 後の点

検値【図４】（図５も）では、0.2mm 以上の残

留ひび割れもかなり多く生じていたことが示

されており（本来なら、ひび割れ幅・長さ・

発生部位などの生データを示すべきです：07

中越沖地震後の柏崎刈羽５では公開）、たとえ

１箇所のひび割れからでも漏水すれば「水密

性」は成り立たないことを考えるなら、「平均

幅（0.19mm や 0.18mm）」での安全性評価は何

ら意味を持たないと思います。さらに、「0.2mm

未満」という評価基準値自体が、「表６」＜p.

補 15-17＞に示された既往の研究の「許容ひ

び割れ幅」中で“最大”であることも、東北

電力の恣意性＝安全側評価になっていない可

能性を示唆します（根拠論文を精査する必要

があると思いますが）。 

 また、同補足説明資料の「４．耐震壁等

のひび割れからの漏水影響について」で、漏

水量の確認方法（計算式）が示されています

が、実際の確認結果（計算に使用した数値や

計算結果）が示されていないのはなぜでしょ

うか。 

 付言すれば、3.11 地震後の女川原発の

「軽微な被害リスト」61 項目中の「№59：２

号機タービン建屋外壁のひび割れ」が、H27.4

末現在も唯一「対応中」であることと、何ら

かの関係があるのでしょうか。筆者は、福島

原発では、水素爆発等の影響だけでなく 3.11

地震動によって原子炉建屋外壁にひび割れが

生じ、そこからも地下水流入・汚染水流出な

どが起きているのではないかと疑っています

が、東北電力は女川１～３全ての原子炉建

屋・タービン建屋のひび割れデータを公表す

べきです。 

 

少なくとも上記の問題点について、（規制委

での議論は終了しそうですので）県検討会で

は“機密情報”も含めて具体的に検証しても

らいたいと思います。 

 ＜2015.6.7 了＞ 

 （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】 
 

【５月】 

19日（火） 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。  

20日（水） 「第５回女川原発２号機の安全性

に関する検討会」（仙台KKRホテル）。12

名傍聴。 

県、大崎市で採取した野生ゼンマイから

170 ㏃/㎏、同市の野生コシアブラから 200

㏃/㎏、丸森町の露地タケノコ 8 検体から

120～460 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出し

たと発表。 

  泉病院友の会環境委員会「自然エネルギ

ーを学ぶ集い」（泉病院友の会ホール）。

ドキュメント映画「シェーナウの想い」を

上映。 

24 日（日） ドキュメンタリー映画「日本と

原発―私たちは原発で幸せですか？」上映

会（せんだいメディアテーク７階シアター

ホール）。主催 5･24「日本と原発」をみん

なで観る仙台の会、協賛脱原発をめざす女

たちの会。260 名参加。 

日本基督教団東北教区・放射能問題支援

対策室いずみ「第15回甲状腺エコー検査」

（仙台エマオ）。33人の子どもが受診。 

27 日（水） 県、気仙沼市で採取した野生タ

ラノメから 120 ㏃/㎏、同市の野生クサソテ

ツ 10 検体から 130～280 ㏃/㎏、大崎市の野

生ワラビから 110 ㏃/㎏、同市の野生コシア

ブラ 3 検体から 150～450 ㏃/㎏、同市の野

生ゼンマイ 3 検体から 130～490 ㏃/㎏の放

射性セシウムを検出したと発表。 

28日（木） 「第133回女川原子力発電所環境

保全監視協議会」（仙台KKRホテル）。 

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 46 回目会合を原子

力規制庁で開催。フィルター付きベント装

置の耐久性等について東北電力が説明。規

制委側は、事故時に配管などから溶液が漏

れた場合の排水の仕方を図面で提示するよ

う求めた。 

30日（土） 宮城県保険医協会総会（仙台ガ

ーデンパレスホテル）。「福島原発事故後

の今とこれからを考える－チェルノブイリ

事故の医療支援の経験から」と題し、菅谷

昭氏（松本市長・医師）が記念講演。 

 

【６月】 

2 日（火） 規制委適合性審査 47 回目会合。

自動減圧機能の誤作動対策、不正アクセス

防止対策を東北電力が説明。規制委側は、

落雷による機器の誤作動など、過去のトラ

ブルを資料に盛り込むよう求めた。 

3 日（水） 県、大崎市で採取した野生ワラ

ビから 130、690 ㏃/㎏、丸森町の野生タケ

ノコから 110、160 ㏃/㎏の放射性セシウム

を検出したと発表。 

4 日（木） 規制委適合性審査 48 回目会合。

「内部溢水（いっすい）」の影響と対策を東

北電力が説明。 

6 日（土） 未地の会、ドキュメンタリー映

画「日本と原発」ＤＶＤ有料試写会（丸森

町耕野まちづくりセンター）。 

9日（火） 規制委適合性審査49回目会合。重

要事故発生時に炉心損傷や格納容器破損に

至るまでの原子炉内の温度変化などを解析

する方法について東北電力が説明。規制委

側は、シビアアクシデント解析に対する考

え方をあらためて議論することを求めた。 

県、丸森町耕野獄で有害捕獲されたイノ

シシ肉から 270 ㏃/㎏、気仙沼市のニホンジ

カ肉から 230、190、140 ㏃/㎏の放射性セシ

ウムを検出したと発表。 

10 日（水） 脱原発仙台市民会議、東北電力

の大株主である仙台市に、「株主総会で 4

つの脱原発株主提案に賛成するよう」要請

書を提出。担当部局の財政局、郷湖伸也課

長と北野智係長が対応し、東北電力の論理

「定款になじまない」を繰り返した。 

  規制委田中俊一委員長、「女川は地震の影

響で（地盤が）相当大きくずれた。施設に

も影響がある」と定例記者会見で強調。 

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 5 月分の女川原発の点検状況報告。5

月 28 日に 1 号機管理区域内（タービン建屋

2 階）の空調機エリアで機器点検中、換気

空調フィルタ収納箱上部に古いたばこの吸

殻 1 本を発見と、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。 

11 日（木） 規制委適合性審査 50 回目会合。

重大事故時の中央制御室での運転員被ばく

最小化対策などを東北電力が説明。 
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12 日（金） 規制委適合性審査 51 回目会合。

東北電力の火山灰降下量説明に対し、規制

委、再検討を指示。 

  東北電力、安全対策工事遅れで、女川原

発２号機と東通原発の再稼働時期を「17 年

4 月以降」に延期すると発表。東日本大震

災以降続く東北電力の「原発ゼロ」は 6 年

以上になる見込み。 

13 日（土） 風の会・公開学習会 VOL.5「こ

れからの原発問題を考える―電力小売全面

自由化、そして核廃棄物問題など―」が、

長谷川公一さんを講師に、仙台市戦災復興

記念館４階第１会議室で開催。60 名参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  社民党県連など主宰の「佐高信政治塾」

（仙台市シルバーセンター）、東海村元村長

村上達也氏が、「この国は原発を持つ資格は

ない」と題して講演。約 120 名参加。 

14 日（日） 資源エネルギー庁とＮＵＭＯ（原

子力発電環境整備機構）「全国シンポジウム

『いま改めて考えよう地層処分』 in 仙台」

（東京エレクトロンホール宮城 601 会議

室）。約 180 人が参加。 

15 日（月） 東北電力女川原発所員、女川町

と石巻市牡鹿地区住民に「こんにちは訪問」

を開始。24 日まで約 4100 戸を訪問。 

18 日（木） 布施孝尚登米市長、30 ㌔圏 UPZ

自治体も女川原発再稼働に「関与してしか

るべき」と、議会一般質問に答弁。 

東北電力、1 号機の燃料集合体 861 体の

内 9 体にチャンネルボックス上部クリップ

接合部に欠損（最大で長さ約 1.2 ㎝）を確

認し、規制委に報告と発表。 

20 日（土） 女川原発の廃炉をめざす泉西部

の会が結成 3 周年記念上映会「日本と原発」

（泉病院友の会ホール）。 

21 日（日） みやぎアクション会議（仙台市

民活動サポートセンター研修室）。 

23 日（火） 規制委適合性審査 52 回目会合。

重大事故で原子炉停止機能を失った際の燃

料被覆管の温度変化などの解析手法を東北

電力が説明。規制委は、より具体的な条件

で解析し直すよう求めた。 

県、有害捕獲されたイノシシ肉から山元

町で 110、120 ㏃/㎏、丸森町耕野で 180 ㏃/

㎏、栗原市金成で 160、170 ㏃/㎏の放射性

セシウムを検出したと発表。 

24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。 

25 日（木） 東北電力第 91 回定時株主総会

が電力ビル７階電力ホールで開催。脱原発

株主提案議案を否決。3 時間 1 分。 

 

●株主総会前、会場の電力ビル前で800枚の

カラーチラシを、株主の会以外の方にもご

協力いただき、16名で配布。「不安定電源」

「金食い虫電源」の危険な原発からの撤退

を求めて議論を求めたが、東北電力は、質

問にはまともに答えず、会場からのヨイシ

ョ発言に乗って採決を強行。しかし、会場

内には女性株主さんも多数みられ、株主提

案議案採決の際には多くの手が上がりまし

た。 

また、東北の自治体株主をみると、宮城

県美里町、青森市は株主提案４議案全てに

賛成。福島県浪江町は、再生エネルギーの

拡大と周辺自治体の権限強化に賛成し、他

の２議案には白票。泉崎村は、周辺自治体

の権限強化の議案に賛成し、他３議案には

反対。郡山、いわき、須賀川の３市は白票。

会津美里町は４議案に反対。福島県は議決

権を行使せず、南相馬市は全ての議案に白

票。吉村美栄子知事が「卒原発」を掲げる

山形県は全てに白票。各自治体にも原発推

進に疑問が高まっているように思われます。 

ただ、持ち株比率が１％を超える大株主

の仙台市は４議案全てに反対しました。  

株主総会には昨年より23人多い884人が

出席。開催時間は昨年より６分長い３時間

１分。 

 

27日（土） エネシフみやぎ「エネシフカフ

ェvol.13」（仙台市市民活動サポートセンタ

ー第5研修室）。先日オーストリアを視察し

た副代表小野さんが、ヨーロッパでの自然

エネルギー事情をレポート、参加者同士で
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意見交換。14名参加。 

28日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第

16回甲状腺エコー検査」（栗原市市民活動支

援センター）。 

  原発問題を考える登米市民の会、みやぎ

生協加賀野店で「学習集会」。独自に調査・

作成した放射能汚染マップで意見交換。 

30 日（火） 規制委適合性審査 53 回目会合。

確率論的リスク評価（PRA）について、規制

委から過去の審査で指摘を受けた項目を東

北電力が補足説明。 

 

【７月】 

1 日（水） 規制委員会、定例会合で、沸騰

水型原発について、女川原発 2 号機など 4

原発の中からプラントを絞り込み優先的に

審査する方針を決めた。 

2 日（木） 規制委適合性審査 54 回目会合。

格納容器の破損頻度分析について、規制委

から過去の審査で指摘を受けた項目を東北

電力が補足説明。規制委は、4 社に審査項

目ごとの今後の説明可能時期を明示するよ

う求めた。 

3 日（金） 規制委適合性審査 55 回目会合。

規制委が再調査を求めていた、周辺海域を

南北に走る活断層群「F-6 断層～F-9 断層」

を従来より約 2㌔長い 23.7㌔と東北電力が

報告。規制委は「必要な検討と評価がされ

ている」と了承。地震動評価は今後の審査

で説明。 

4日（土） 女川町議会議員有志（阿部美紀子、

阿部律子、高野博）、「民間版スピーデｨ

ー（放射能拡散予測）を活用し－女川原発

の事故時の避難計画を考える」を、青山貞

一氏（環境総合研究所顧問）を講師に、女

川町総合体育館・柔道場で開催。女川町内・

県内から約170名参加。 

8日（水） 女性ネットみやぎと住民運動連絡

センター、中央通り平和ビル（旧佐々重）

前で街頭宣伝と「女川原発再稼働STOP署名」

行動。 

  女川町議会原発対策特別委員会、鹿児島

県薩摩川内市を視察。10日まで。 

9 日（木） 規制委適合性審査 56 回目会合。

外部事象の考慮について、東北電力が説明。

規制委は、沸騰水型原発について、優先的

に審査する原発の絞り込みに向けて、設

備・運用分野の審査資料の提出時期の報告

を電力側に求めていたが、4 原発の計画に

ほとんど差がなく、合同審査を当面継続す

ることを確認。 

10 日（金） 規制委適合性審査 57 回目会合。

原発敷地内の断層評価で活断層がないと東

北電力が説明。規制委は、「結論と矛盾する

データが出ている」「鉱物の分析、検討も不

十分」と、断層データの追加提出を指示。 

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 6 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。 

12日(日)   女川原発の廃炉を求める大崎連

絡会、映画「日本と原発」上映会を、パレ

ットおおさき多目的ホール（定員336人）で

開催し、満席に。大崎市、大崎市教育委員

会、加美町、色麻町、美里町、涌谷町、大

崎地域広域行政事務組合、朝日新聞仙台総

局、毎日新聞仙台支局、河北新報社、大崎

タイムス社が後援。 

14 日（火） 規制委適合性審査 58 回目会合。

過去の審査で指摘を受けた電源喪失時の対

策などを東北電力が補足説明。 

15 日（水） 脱原発仙台市民会議、仙台市会

議員選挙（7 月 24 日告示・8 月 2 日投票）

の立候補予定者 62 人に女川原発再稼働に

ついてアンケートを実施し、結果を公表。

回答者のうち半数以上の 17 人が再稼働に

反対。自民、民主、共産、社民各党の公認

候補と地域政党「輝くまち」の候補ら 27

人が回答（回収率 43.5％）。 

みやぎ生協生活文化部「あの日から４年

～福島の子どもたちは今」（日立システム

ズホール仙台２F交流ホール）。「ようこそ

球美の里へ～原発事故から３年福島と沖縄

～」の上映と、広河隆一さんが講演。 

16 日（木） 規制委適合性審査 59 回目会合。

過去の審査で指摘を受けた人的ミス防止策

など 11 項目を東北電力が補足説明。 

（空） 
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●指定廃棄物最終処分場を 

めぐる動き 
 

【５月】 

16日（土） 「放射性廃棄物最終処分場建設

に反対する宮城県民連絡会」、仙台市内で街

頭署名活動。約20名参加。 

25日（月） 「放射性廃棄物最終処分場建設

に反対する宮城県民連絡会」、村井知事と面

会し、建設反対の要望書と3万795人分の署

名を提出。また、環境省東北地方環境事務

所に公開質問状を提出。 

29日（金） 環境省「第2回環境省と考える指

定廃棄物の課題解決に向けたフォーラム」

（イベントホール松栄6階）。133名参加。

公開質問状の回答に反発続出。 

 

【６月】 

1日（月） 栗原市、農家などが保管している

8000㏃/㎏以下の汚染牧草の保管状況を発

表。今年3月時点で、225戸2592トンを保管。

14年3月は434戸466トンで、1474トン減り、

保管戸数は半減。農家が農地へのすき込み

や堆肥としての使用、焼却処理をした。 

  村井知事、定例記者会見で、国調査の早

期再開を求めた。 

3 日（水） 国が王城寺原演習場の振動・騒

音調査の実施を大和町に打診し、町が拒否

していたと、『河北新報』が報道。環境省が

5 月 13 日、6 月 4 日から始まる沖縄駐留米

軍の実弾砲撃訓練に合わせ振動・騒音調査

をしたいと事前協議開催を申し入れ、町は

5 月 25 日に拒否。 

  加美町、田代岳に向かう町道の冬季通行

止めを解除。 

7日（日） 婦人民主クラブ宮城県支部協議会

「放射性廃棄物最終処分場候補地―加美町

田代岳現地見学会」。 

18日（木） 猪股洋文加美町長、「最終処分

場のあり方を考える講演会」で、「指定廃

棄物は、国の責任において現在地に保管す

べきだ」「原因者の東京電力が処分すべき

だ」と訴えた。「放射性廃棄物最終処分場

建設計画に反対する大崎の会」主催、80名

が参加。 

19日（金） 猪股加美町長、記者会見で「詳

細調査断固反対」と強調、環境省に対し15

項目の質問書を提出したことを公表。 

23日（火） 「放射性廃棄物最終処分場建設

に反対する宮城県民連絡会」など6団体、国

や県に要請書を提出。環境省には「建設計

画撤回と詳細調査断念」を、県知事と各市

町村長には「市町村会議を再開し、科学性

を欠いた候補地選考基準と選考過程の検証

を」要請。また、各県議会議員にも同様の

要請を行った。 

30日(火） 新日本婦人の会「放射性廃棄物最

終処分場に反対する町を訪ねる旅」。猪股

加美町長が講演。 

 

【７月】 

1 日（水） 小里泰弘環境副大臣が来県し、

指定廃棄物の一時保管場所を視察。村井知

事と会談。  

10 日（水） 「大和町指定廃棄物最終処分場

建設に断固反対する会」、まほろばホールで

「断固反対する大和・黒川集会」を開催し、

約 900 名参加。浅野大和町長、陸上自衛隊

王城寺原演習場の隣を選ぶのは危険と主張。

黒川郡内の大郷町、富谷町、大衡村の３町

村長も、自分の町、村の問題として捉え、

反対を表明。 

13 日（月） 仙台市、8000 ㏃/㎏以下の汚染

牧草 22.5 ㌧とほだ木 20 ㌧の試験焼却を開

始。17 日まで、葛岡・今泉・松森のごみ焼

却施設で一般ごみと一緒に焼却。 
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●脱原発みやぎ金曜デモ 
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    

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 

 

【５月】 

22 日（金） 第 134 回「脱原発みやぎ金曜デ

モ」、錦町公園から 55 名の市民が参加。気

持ちの良い新緑の杜の都で再稼働反対の声。 

※5 月 31 日（日）は「守りたい！いのち・く

らし・ふるさと・そして平和―未来をひら

く 5･31 宮城県民集会」のため、日曜デモは

お休み。 

 

【６月】 

5 日（金） 第 135 回「脱原発みやぎ金曜デ

モ」、肴町公園から 50 名の市民が参加。 

12 日（金） 第 136 回「脱原発みやぎ金曜デ

モ」、雨の中、錦町公園から 40 名の市民が

参加。 

19 日（金） 第 137 回「脱原発みやぎ金曜デ

モ」、2 週連続の雨の中、錦町公園から 50

名の市民が参加。 

28日（日） 第138回「日曜デモ」は、14時集

合、錦町公園から40名の市民が参加。何と

か曇天で持ってくれた天気の中、日曜日の

人出でにぎわう一番町で元気に脱原発をア

ピール。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【７月】 

3日（金） 第139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＋チ

ョモちゃん１匹が参加。蒸し暑い梅雨の晴

れ間、脱原発を仙台市中心部でアピール。 

10日（金） 第140回「脱原発みやぎ金曜デモ」、

勾当台公園野外音楽堂から60名の市民が参

加。 

17 日（金） 第 141 回「脱原発みやぎ金曜デ

モ」、時折の雨にもかかわらず、錦町公園から

50 名の市民＋犬 1 匹が参加。 

（空） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆（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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