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☆☆国も認める電力自由化による「原子力事業者の経営悪化」★★ 
 

2016.8.16東北電力は、「本年４月からの電力

小売全面自由化に伴い、電力市場の競争が進展

する中で、原子力事業者の経営状況が悪化し、

必要な資金を安定的に確保することができなく

なることなどにより、再処理等が滞るおそれが

あることから、現行法（「原子力発電における

使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て

及び管理に関する法律」）を…改め、使用済燃

料の再処理等の着実な実施のために必要な措置

を講じるため」、国が今年5.18に「原子力発電

における使用済燃料の再処理等の実施に関する

法律」を公布したことを受け、「再処理等に必

要な資金の拠出先となる認可法人「使用済燃料

再処理機構」が設立されることに伴い、…設置

許可申請書（使用済燃料の処分の方法）の記載

内容の変更を目的に行うものです（使用済燃料

を再処理する事業者や原子炉施設等の変更を行

うものではありません）。」と“言い訳”しなが

ら、女川・東通原発の原子炉設置変更許可申請

を行ないました（他電力も一斉申請）。 

資料によれば、これまでは原子力事業者（電

力会社）が資金管理法人に積立し、それを引き

出して「法律上は義務なし」で再処理事業者（日

本原燃）に支払うことになっていた（再処理を

日本原燃に委託しない・再処理しない選択肢も

許された？）ものを、新法では、電力会社が「義

務として」使用済燃料再処理機構へ支払いを行

ない、同機構が委託先の再処理事業者（日本原

燃）に支払うことで、電力会社が“コケても（経

営悪化しても）”再処理が滞らないよう＝再処理

事業者が“コケない”ようにした？もののよう

です。今は「日本原燃」が技術的に“コケてい

る”ため、新たな再処理事業者（今話題の「も

んじゅ」＜＊別稿予定＞の日本原子力研究開発

機構に代わる主体が存在しないように、誰もい

ないと思いますが）が参入してもいいように資

金的に保証する意味もあるのでしょうか。（この

例に倣うなら、前号『鳴り砂別冊：気になる動

き５９』で言及したＬ１廃棄物の「300～400年

程度の事業の継続性」なるものも、その基とな

る電力会社が早々に“コケたら”、再処理同様す

ぐに「滞る」おそれがあるため、いずれ埋設事

業者への資金提供も義務付けるのでしょうか。） 

そもそも「原発が安い」なら、電力小売が全

面自由化されても「経営状況が悪化」すること

などないはずで、原子力事業者が再処理費用・

廃棄物処分費用その他の支出を義務付けられれ

ばられるほど、経営状況悪化がより一層加速さ

れ、それら費用の継続的支出が懸念されるのは

皮肉（自業自得）です。だからこそ、福島原発

事故に係る「廃炉・賠償費」を電力自由化後に

参入した「新電力＝消費者」にも負担＜9.21朝

日＞させようという経産省の“際限のない悪知

恵”も生まれてくるのだと思います。 

東北電力は、本格的に「経営悪化」する前に、

再稼動ではなく廃炉を決断して、“後始末”を

自力・自己責任で行なう義務があると思います。    

＜2016.9.22記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 
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☆★規制委の訴訟“トラの巻”＝規制庁役人の“頭の中”！★☆ 

 

2016.6.29規制委は、『実用発電用原子炉に係

る新規制基準の考え方』という資料の作成を公

表しました。「東京電力福島第一原子力発電所

事故の教訓を踏まえ策定した実用発電用原子炉

に関する新規制基準に関し、その内容や根拠と

なる考え方について、実用発電用原子炉の設置

の許可の基準であ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（平成２５年原子力規制委員会規則第５号。

以下「設置許可基準規則」という）を中心に解

説する資料」で、「設置許可基準規則の策定経

緯や種々の要求事項の考え方等について、Ｑ＆

Ａ方式でまとめた」“読み易い”ものなので、

「基礎資料として、原子力規制委員会ホームペ
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ージにおいて利用しやすい形で公開するほか、

国を当事者とする訴訟等においても必要に応じ

て活用していくこととしたい」ということでし

た（下線筆者）。筆者は、特に最後の文章を見

て、驚きました。全国各地の（国が被告か、電

力会社の補助参加人となっている）訴訟で、裁

判官に原発の安全性・国の規制行政の適切性等

を説明するための“トラの巻”としての活用を

薦め、原発再稼動に露骨に便宜を図ろうとし始

めたと思えたからです。 

そして、6.29時点での『実用発電用原子炉に

係る新規制基準の考え方』は素案という状態で

したが（１１１頁）、8.24には記載が大幅に追

加され（なんと３０７頁！）、さらに「本資料

は、新たに説明すべき事項や、よりわかりやす

い記載にした方がよいものがあれば、適宜改善

していく」＜8.24：２枚目＞と、さらなる内容

の“更新・拡充”を図る決意までも表明されて

います。 

 

ちなみに、8.24『考え方』の構成（目次）は

次の通りです。 

§１ 原子力規制委員会及び原子炉等規制法の

概要 

１－１ 原子力規制委員会の独立性・中立性 

１－２ 原子力規制委員会の専門技術的裁量 

と安全性に対する考え方 

１－３ 原子炉等規制法における実用発電用

原子炉の規制の体系 

１－４ 新規制基準の体系 

§２ 設置許可基準規則の基本的な考え方 

２－１ 原子力発電所の仕組み 

２－２ 設置許可基準規則等の策定経緯 

【※2-2-2 を追加】 

２－３ 国際原子力機関の安全基準と我が国

の規制基準の関係 

２－４ 深層防護の考え方 

２－５ 深層防護の考え方 避難計画 

２－６ 安全目標と新規制基準との関係 

２－７ 安全重要度分類の考え方 

２－８ 共通要因に起因する設備の故障を防

止する考え方【※2-8-5 を追加】 

§３ 設置許可基準規則等の合理性（総論） 

３－１ 設置許可基準規則の概要 

３－２ 設計基準対象施設 

３－３ 重大事故等対処施設 

３－４ 大規模損壊対策 

§４ 設置許可基準規則等の合理性 

（各論：個別の施設・設備関係） 

４－１ 電源確保対策 

４－２ 使用済燃料の貯蔵施設 

§５ 設置許可基準規則等の合理性 

（各論：自然現象関係） 

５－１ 自然現象による損傷の防止 

５－２ 地震 

５－３ 津波 

５－４ 火山 

§６ その他 

６－１ 立地審査指針 

 

上記目次の終わり方を見ると、確かにまだま

だ改訂がありそうですが、とりあえず8.24『考

え方』の内容を具体的に紹介したいと思います

（長文引用ごめんなさい）。 

 

「１－１ 原子力規制委員会の独立性・中立性」

について、「委員長及び委員は、人格が高潔で

あって、原子力利用における安全の確保に関し

て専門的知識及び経験並びに高い識見を有する

者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理

大臣が任命するものとされ（設置法７条１項）、

委員長及び委員は、独立してその職権を行うも

のと規定されている（設置法５条）」＜p.3＞か

ら独立性・中立性は大丈夫としていますが、安

倍政権・自民党一強の「両議院の同意」人事だ

からこそ、原子力学会を代表する田中知氏が委

員に任命されたりするのです。また、独立・中

立の典型と目される裁判官ですら、その大半が

国や電力会社の主張丸写しの勝訴判決しか書か

ないことや、最高裁人事・判決すら（自民党長

期）政権の影響下にあることなどから明らかな

ように、「設置法」の規定などでは真の独立性・

中立性は保証・実現されません。 

 

そして、「１－２ 原子力規制委員会の専門技

術的裁量と安全性に対する考え方」＜p.6-7＞

は、まさに裁判官のための“トラの巻”です。 

「一般に、科学技術の分野においては、絶対

的に災害発生の危険がないといった「絶対的な

安全性」というものは、達成することも要求す

ることもできないものであり、司法においても

そのように理解されている（高橋利文・最高裁

判所判例解説民事篇（平成４年度）４１７、４

１８ページ）。」と冒頭部分で釘を刺した上で、

原発（国・電力勝訴）判決に典型的な「科学技

術を利用した各種の機械、装置等は、絶対に安

全というものではなく、常に何らかの程度の事

故発生等の危険性を伴っているものであるが、

その危険性が社会通念上容認できる水準以下で

あると考えられる場合に、又はその危険性の相

当程度が人間によって管理できると考えられる

場合に、その危険性の程度と科学技術の利用に
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より得られる利益の大きさとの比較衡量の上で、

これを一応安全なものであるとして利用してい

るのであり、このような相対的安全性の考え方

が従来から行われてきた安全性についての一般

的な考え方であるといってよい。こうした危険

性をも秘めた科学技術の利用は、エネルギーの

利用、巨大な建築物、自動車、航空機等の交通

機関、医療技術、医薬品の製造利用等、世のす

みずみに及び、我々の生活を支え、利便と富を

もたらしているものである。こうして高度な科

学技術を利用し、その効用を享受して営まれて

いる現代の社会生活は、上記のような相対的安

全性の理念を容認することによって成り立って

いるのであり、実定法制度による科学技術に対

する行政的規制も、この考え方を基礎としてい

るのが通常である。」と“模範文例”を示し、

「したがって、原子炉等規制法４３条の３の６

第１項４号にいう「災害の防止上支障がないも

の」とは、どのような異常事態が生じても、発

電用原子炉施設内の放射性物質が外部の環境に

放出されることは絶対にないといった達成不可

能な安全性をいうものではなく、発電用原子炉

施設の位置、構造及び設備が相対的安全性を前

提とした安全性を備えていることをいうものと

解するのが相当である。この安全性を具体的な

水準として捉えようとするならば、原子力規制

委員会が、時々の最新の科学技術水準に従い、

かつ、社会がどの程度の危険までを容認するか

などの事情をも見定めて、専門技術的裁量によ

り選び取るほかはなく、原子炉等規制法は、設

置許可に係る審査につき原子力規制委員会に専

門技術的裁量を付与するに当たり、この選択を

も委ねたものと解すべきである。」と、‘～と

解すべき’という判決文によく見られる表現を

用い、結局‘科学技術の利便と富を享受する現

代の社会生活を維持’するため、「専門技術的

裁量」を有する規制委が審査して合格を出した

（危険容認を選び取った）原発の再稼動は当

然！、と裁判官が“丸写し”可能なように文書

を並べています。 

さすがはマニュアル作りに手慣れた規制庁の

お役人、「司法の独立性・中立性」などお構い

なく‘至れり尽くせり’で、炉等規制法が規制

委に「危険容認の選択を委ねた」のだから、原

告（国民・市民）はつべこべ言うな、というこ

とのようです。 

 

「２－２ 設置許可基準規則等の策定経緯」で

は、福島原発事故について「具体的な損傷設備

や損傷箇所の解明自体は、新規制基準を策定す

る上で必ずしも必要ではない」＜p.58＞として、

「事故の発生及び進展に関する基本的な事象は

明らかにされており、当該事故の発生及び進展

は、最新の科学技術的知見に基づくシビアアク

シデントに関する研究結果と大きく異なるとこ

ろはなかった。これらの調査・検討結果により、

東京電力福島第一原子力発電所事故で起きたよ

うな事故を再度起こさないため、地震、津波等

の外部事象を含めた、共通要因に起因する設備

の故障を防止するための対策の強化や、重大事

故等が発生した場合における対策の要求の必要

性等の教訓は得られている」＜p.57＞という規

制庁役人の‘すべてお見通し・解決済み！’と

いう高慢な態度にも驚きました。そんな研究結

果があったのなら事故が発生しないようになぜ

規制しなかった？、と責任追及したくなるのは

筆者だけでしょうか。 

他にも、ＩＡＥＡ深層防護第５層の避難計画

が規制委で審査されないことについて、「ＩＡ

ＥＡ安全基準の全てをそのままには採用せず、

専門的技術的知見に基づいて、取り入れるべき

要件を判断した上で定めても、そのことが科学

技術水準に照らして不合理となるものではない」

＜p.62＞とか、「ＩＡＥＡの深層防護の考え方

においては、第１層から第５層に係る全ての対

応を設置許可基準規則等の原子力事業者に対す

る規制に規定することは求められていない。…

緊急事態に対する準備等における役割と責任を

予め割り当てることを求められているのであっ

て、避難計画に関する事項を含む緊急事態に対

する準備等を原子力事業者に対する規制に規定

することは求められていない」＜p.72＞とか、

原発立地の適・不適の判断基準だった立地審査

指針について「原子力防災体制は、５０年以上

前の立地審査指針の決定当時と比較し、大幅に

強化された…ことから、立地審査指針において

…「低人口地帯」であることを要求していたこ

とは、現在においては意義を失っており、この

点において立地審査指針は、その役割を終えて

いる」＜p.304＞と述べるなど、上記「目次」か

らも分かるとおり、訴訟で原告が主張しそうな

争点・裁判官の疑問点に対する“模範解答”が

列挙・網羅されており、『考え方』完成版を書

証提出して要点を準備書面にすれば‘国に怖い

ものなし’と規制庁のお役人は考えているもの

と思われます。 

 

でも、裁判官が真に「人格が高潔」で独立・

中立の人物なら、このような“判決マニュアル”

依存＝規制庁役人の“言いなり”になることは

ないと思いますが…。 
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なお、未完成でかつ決して読み易くありませ

んが、「設置許可基準規則の策定経緯や種々の

要求事項の考え方等について、Ｑ＆Ａ方式でま

とめ」られています（p.250-251の津波の説明に

は、何故か女川原発が使われています）ので、

規制庁役人の“頭の中”をチラ見したい方はご

覧ください（すぐに‘飽きる・呆れる’と思い

ますが）。 ＜2016.9.25記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

＜9.29 追伸＞ 

東京の脱原発弁護団全国連絡会・只野弁護士

によれば（9.6）、大間原発函館地裁では、準備

書面（８）という表紙を付けて、「被告国におけ

る新規制基準の合理性に関する主張は、別添の

平成２８年８月２４日改訂「実用発電用原子炉

に係る新規制基準の考え方について」（乙イＤ４

１号証）のとおりである。以上」という準備書

面が提出されたとのこと。 
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福島原発事故の教訓無視のオフサイトセンター立地！ 
 

10 月 5 日の宮城県議会で「オフサイトセンタ

ー（緊急事態応急対策等拠点施設）」の再建予算

が計上されたとのこと（中嶋廉県議の報告）。同

センターは平成１４年４月女川町清水に設置さ

れましたが、３．１１津波で全壊。幸い女川原

発では同センターを必要とする事故は発生しま

せんでしたが、福島では、第一原発から５km の

大熊町に設置されていた同センターが、津波の

影響は受けなかったものの、種々の要因が重畳

し、機能を発揮することなく放棄され、事故対

応拠点としての役割を果たすことはありません

でした。その経緯＝福島原発事故の教訓を、『国

会事故調報告』は次のように述べています（徳

間書店版：276-278 頁、デジタル版：293-294

頁。下線筆者）。 

 
b. 立ち上げにおける障害 
本事故におけるオフサイトセンターに設置さ

れる各組織の立ち上げは、現地対策本部長をは
じめとする要員の到着の遅れや中止、施設・設
備が受けた地震の影響から、時間を要した。 
まず、地震・津波災害への対応に追われてい

た立地町からは、オフサイトセンターのある大
熊町を除き、要員派遣は行われなかった。 
現地対策本部長を務める池田経産副大臣ら経

産省・保安院からの派遣要員は、地震発生直後
の3月11日16時ごろには経産省を自動車で出発
して現地に向かったものの、地震に伴う交通渋
滞の影響で、途中で移動が困難となった。その
ため、自衛隊のヘリコプターを利用して現地に
向かうこととなったが、搭乗定員の制限のため、
現地に向かうことができたのは池田経産副大臣、
現地対策本部副本部長を務める保安院審議官な
どの一部にとどまった。福島県からの派遣要員
も、地震等による道路の寸断の影響により移動
に時間を要した。結局、これらの派遣要員がオ

フサイトセンターに到着したのは、緊急事態宣
言発出から5時間余りが経過した12日0時ごろで
あった。 
ところが、オフサイトセンターは、その時点

で、地震の影響で非常用発電機が故障し、電源
喪失状態に陥っていた。派遣要員は、いったん
隣接する福島県原子力センターに入ったものの、
十分な活動はなし得ず、現地対策本部の実質的
な立ち上げは、オフサイトセンターの非常用発
電機が復旧した12日3時ごろまでずれ込むこと
となった。 
このように、オフサイトセンターは事故発生

直後の時期にその機能を全く発揮することがで
きず、この間の事故対応に何らの寄与もなし得
なかった。 

 
d. 事態の長期化・重篤化とオフサイトセンタ
ーの移転 
その後、避難区域が福島第一原発から半径

10km圏以遠にまで拡大したことにより、福島第
一原発から5kmに位置するオフサイトセンター
は、避難区域の中で孤立状態となり、必要な燃
料、食料その他の物資の調達が困難となった。 
また、オフサイトセンターには、放射性物質

の侵入を遮断するエアフィルターが設置されて
いなかったことから、周辺の放射線量の上昇に
合わせて建物内部の放射線量も上昇し、要員の
健康への影響が懸念される状態となった。その
ため、現地対策本部は、原災本部事務局と協議
の上、オフサイトセンターの機能を避難区域外
へと移転することを決断した。しかし、代替施
設として計画されていた福島県南相馬合同庁舎
（南相馬市）には、既に福島県相双地方振興局
が、主に地震・津波災害対応のための対策本部
を設置しており、余剰スペースがなかった。結
局、オフサイトセンターは、15日をもって福島
県庁内へと移転することとなった。 
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では、今回の同センターの女川町きぼうのか

ね商店街（旧：女川高校第２グラウンド）への

再建計画は、福島原発事故の教訓をどの程度踏

まえたものなのでしょうか。 

県の『予算補足説明資料』（下線筆者）によれ

ば、選定理由は「被災前の施設が…女川町内に

設置されていたことを踏まえ…同町内に再建す

る方針のもと」とされ、初めから原発再稼動に

協力的な（あるいは、同センター再建工事で地

元にお金を落とすこと（地元振興？）で改めて

再稼動への協力を得られる＝金で反対の“口封

じ”ができると考え？）‘女川町内ありき’で計

画されたことは明らかです。その証拠に、今回

予算が計上された事前調査は「土木・建築工事」

のためのもので、同センターの機能を最大限発

揮できる「最適（候補）地」を選定するための

事前調査ではありません。 

仮に、同センターの建造物が「免震構造の鉄

筋コンクリート」で「被ばく低減構造・設備を

具備」しているとしても、肝心の下記スタッフ

が集結できなければ、単なる“絵に描いた餅”

に過ぎません。 

 
・原災法１７条「１２ 原子力災害現地対策本

部に、原子力災害現地対策本部長及び原子
力災害現地対策本部員その他の職員を置
く。」 

・原災法２３条「３ 原子力災害合同対策協議
会は、次に掲げる者をもって構成する。 
一 原子力災害現地対策本部長及び原子力災

害現地対策本部員その他の職員 
二 都道府県災害対策本部長又は当該都道府

県災害対策本部の都道府県災害対策副本部
長、都道府県災害対策本部員その他の職員
で当該都道府県災害対策本部長から委任を
受けた者 

 三 市町村災害対策本部長又は当該市町村災
害対策本部の市町村災害対策副本部長、市
町村災害対策本部員その他の職員で当該市
町村災害対策本部長から委任を受けた者 」 

「５ 原子力災害合同対策協議会の設置の場所

は、緊急事態応急対策等拠点施設とする。」 
 

ところが、女川の同センターに通じる主要道

路は国道 398 号線しかなく、事故発生を知って

女川から石巻方面へ向かう避難者（車）で溢れ

返る道路を、逆方向に進むことができるのでし

ょうか（そうならないよう事故情報を女川町民

には‘しばらく伝えない’、あるいは厳重な交通

規制を敷き‘町民の移動・避難を制限する’か

ら、“問題はない”のでしょうか？）。また、大

雨・大雪・台風・地震・津波などで同県道が通

行不能となった場合、そのような悪天候下・悪

条件化でもヘリコプター・自衛隊特殊車両など

で確実に要員全員を搬送できるのでしょうか。 

3.11 地震・福島事故の際も、今年の熊本地震

でも、主要道が寸断され、救助・避難に支障を

きたしたことが知られていますが、少なくとも

複数の主要道（迂回路）が確保されている地点

でないと、同センターには適していないはずで

す。機能発揮に必要十分かどうかではなく、福

島事故前と何一つ変わらない“利益誘導（地元

振興）の観点”から立地点を選択するのは、完

全な誤りです。それとも、さらに「代替センタ

ー（実際には本命？）」を交通の便の良い石巻市

に設置することで、女川のセンターが機能しな

い場合のリスクにも備え、かつ原発立地両自治

体へ“平等”に利益供与（誘導）しようと考え

ているのでしょうか。 

 

なお、同資料には、「平成 31 年度中の供用開

始」と記載されていることから、平成 31（2019）

年度までは女川２再稼動が無いような気も一瞬

しましたが、同センターが有効に機能するかど

うかは国・県にとってはどうでもいいことのよ

うですので、暫定センター（仙台市宮城野区）

が“ある”ということで再稼動を認める可能性

は十分にあり、油断は禁物です。    

＜2016.10.10 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 最近の気になる動き 64   

◆ 東北電力の“秘密主義”と、県の追従！ ◆ 
 

16.9.8 開催の第 10 回検討会の資料３で、東北

電力は、モニタリングポストの配置図を「核物

質防護上（まさか商業機密？）」の理由で白ヌキ

にしました（左図）。でも、15.5.20 の第５回検

討会の資料６では、同じ配置図を公開していま

す（右図）。 
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『鳴り砂』№254 等でも述べましたが、東北

電力はどうしてこのような“安易・不要な情報

隠し”を繰り返すのでしょうか。‘あまりに久し

ぶりの検討会’だったので、以前の提出資料を

忘れたのでしょうか。それとも、第 10 回資料作

成者が、人事異動で“秘密主義者”に変わって

（変えられて）しまったのでしょうか。あるい

は、規制委・審査会合の指摘（第 10 回資料３：

18 頁）を踏まえ、モニタリングポストの配置位

置を全面的に見直したのでしょうか（その場合

は、少なくとも検討会に「変更理由（放射性物

質の放出角度の網羅性考慮）」の説明義務がある

と思いますが）。変更が無いなら、既に公知の事

実を、今さらテロターゲットとされると考え白

ヌキしても“手遅れ”です。本気でテロ対策す

るなら、秘密裏にもう１セット６台のポストを

設置し（多重性）、公知のポストが“攻撃”され

ても、継続測定できるようにすればいいのです。 

一方、県の原対課（検討会事務局）も、以前

の資料と比較もせず、東北電力の“隠すがまま”

にさせているのは、県民の安全を守る立場とし

ては非常に問題だと思います。同ポストの配置

は、事故時の測定データを周辺自治体や住民自

身が解釈・利用する際、原発からどの方角に放

射性物質の雲（プルーム）が流れているのかを

知るための重要な情報だからです。また、上記

網羅性の確認にも必要な情報です。 

検討会メンバーには白ヌキされない図面が提

示され、審議に支障はないのかもしれませんが、

県民の立場に立って、次回検討会では‘東北電

力の安易な情報隠し’を是非とも問題視して欲

しいと思います。  ＜2016.10.10 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 

 最近の気になる動き 65   

☂☂ 志賀２と女川１での「雨水流入」から見えてきた 

“トレンチ問題”と“ひび割れ問題”！ ☂☂ 
 

16.10.19 規制委会議資料を見たところ、「志

賀原子力発電所における原子炉建屋内への雨水

流入について」という資料４が目にとまりまし

た。これは、震災直後に女川原発でも雨水流入

があったことが筆者には気になっていたのです

が、「詳しく検討しよう…」と思っているうちに

現在に至る、という“後ろめたさ”があったか

らです。 

 

まず、改めて東北電力の 2011.9.22「お知ら

せ」を見直すと、9.21 夜に台風 15 号の影響で

１号機タービン建屋の地下１階・２階とその下

の配管スペースに雨水が流入したもので、「台

風１５号による雨水がタービン建屋に接続され

ているトレンチの開口部等を通じてタービン建

屋に流入していることを確認しました。また、

一部のトレンチにおいて、作業により開口部の

蓋を取り外している状況でした。雨水流入の原

因は台風１５号の影響により、トレンチから流

入した雨水等を排出する流入水排水用のポンプ

の能力を上回る大量の雨水が流入したことによ

るものと考えております。」とのこと（下線筆
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者、図の赤矢印筆者加筆）。 

後者の、大雨が予想される

にもかかわらず開口部蓋の取

り外し放置という“作業ミス”

はさて置き、福島原発事故で

はトレンチを通じて大量の高

濃度汚染水が港内に垂れ流さ

れていたことが大問題になり

ましたので、設置許可申請書

等の公開資料に記載のないト

レンチ（開口部）という“構

造的抜け道”が女川原発にも

存在することが明らかになっ

たことは重大で、それがター

ビン建屋だけでなく原子炉建

屋にも直結していて、重要な

電源設備等が浸水により機能喪失する可能性

が示されたものです。これは、排水用ポンプの

‘能力増大’だけで解消できる問題ではありま

せん。 

 

一方、北陸電力志賀２号機で今年 9.28 原子炉

建屋に雨水が流入したことについては、規制委

会議の翌＜10.20 朝日＞でも、「安全機能 失う

恐れ」という大きな見出しで報道されました。

その中で「新基準は…浸水を防ぐなどの対策の

強化を求めている。しかし、配管から雨水が流

れ込むことは重視されてこなかった。志賀原発

は近くに川などがないため洪水対策は不要とさ

れ、配管は密封されていなかった」と指摘され

ています。具体的には、上記 10.19 資料では、

「発電所内の道路が雨水により冠水し、その雨

水が道路脇のピットやハンドホールを通じて、

開閉所共通トレンチに流入し、当該トレンチ内

から原子炉建屋のケーブル貫通部を経由して当

該建屋地上１階に流入し」、

「当該建屋地上１階にある

常・非常用照明分電盤 1 が被

水し、当該分電盤に漏電・地

絡が発生し、警報が発報した。

さらに当該建屋地上１階に流

入した雨水は、その階下に漏

出した」とされています。北

陸電力は、「当該エリアに降

った雨水は…仮設排水ポンプ

で排水することとしていたが、

仮設排水ポンプの排水能力は、

通常の雨を想定したものであ

り、大雨には対応できないも

のであった」こと、さらに「開

閉所共通トレンチについては、

トレンチ上蓋、地下水のしみ出し等の微小な水

の流入を本設排水ポンプで排水する設計として

いたが、トレンチ内への多量の水の流入による

原子炉建屋への水の流入は設計上考慮していな

かったため、当該排水ポンプが起動したものの、

水の流入量が多かったことから排出しきれなか

った」と弁明しています（下線筆者、図の赤矢

印筆者加筆）。 

雨水流入場所には「重要度の特に高い安全機

能を有する系統・機器が設置されていた」こと

から、規制庁は「特に重要度の高い安全機能を

有する機器に対する溢水対策等について現在の

防護措置状況の妥当性を評価する必要がある」

として、今後、「他のプラントにおける状況に

ついても調査を行う」と述べています。 

付言すれば、筆者が「ニューシア（ＮＵＣＩ

Ａ）：原子力施設情報公開ライブラリー」を見

てみたら、前記女川１の雨水流入報告が

「2016/10/13」に登録されていました。志賀２
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のトレンチ経由での雨水流入の重要性と女川で

の先例に規制庁が初めて気付き、今後の他のプ

ラント調査に向けた各電力からの報告徴収を

10.19 規制委会議前に開始したためでしょうか。 

いずれにしても、筆者の気になった“トレン

チ＝抜け道問題”については、これから根本的

な対策が講じられるものと思われ、一安心です。 

 

…と行かないところが原発問題の“奥深さ？”

で、実は、10.19 資料には「原子炉建屋内の地

上１階非管理区域から地下１階管理区域への滴

下については、コンクリートの乾燥収縮によっ

て発生する通常の床の微小ひび割れを通して、

負圧の管理区域側に引き込まれたものと推定さ

れる」という記載があり、「管理区域への流入

が多くなった原因である非常用電気品（Ｃ）室

床の 0.3 ㎜幅以上のひび割れについては、速や

かに補修していく。その他のエリアについては、

優先順位を定め、順次補修していく」と、筆者

がこだわっている“ひび割れ問題”も関係して

いることが示されていました（下線筆者）。 

これまで東北電力は、下表の 2011.9.29 保安

院「建築物・構造１－３－２」報告のように、

幅 1.0mm 以下のひび割れは‘特に問題なし＝対

策を講じなくてもいい’という姿勢を貫いてき

ましたが、少なくともその誤りが明らかとなっ

たものと思われます。しかも、日本建築学会『原

子力施設における建築物の維持管理指針・同解

説』（2008.7.25）によれば、『使用性（水密）』

に関する「Ａ３（要検討）」のひび割れ幅は「0.2mm

以上」とされていることからすれば＜p.102 の

付表 1-1-7＞、10.19 資料の「0.3 ㎜幅以上」と

いう規制庁の今回の補修方針も、安全確保上は

“手抜き”でしかないことに注意する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれにしても、『水密性』の観点から、最

低限「各建屋の床面のひび割れ（地震に起因す

るものだけでなく、乾燥収縮による通常のもの

も含む！！）」全てを補修する必要性が明確に

なったことは重要で、再稼動を目論む東北電力

にとっては非常に大きな障壁となることは明ら

かです。なぜなら、補修部位以外は、機械・配

管等が設置されていて直接目視できない床面に

ついても「0.2mm 以上」のひび割れが“無いこ

と”を確認しなければ、『水密性』を確保した

と主張することはできないからです。 

県の検討会でも、以上の点をきちんと認識・

議論してほしいと思います。 

＜2016.10.24 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

【10.29 追記】 

…と、検討会に任せるだけでは無責任と思い、

改めて関係する審査資料（①2015.7.9 外部事象

の考慮について、②2015.6.4 内部溢水の影響評
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価について）を見直しました。 

①では、設置許可基準規則の解釈第６条第２

項の「想定される自然現象」11 事象に「降水」

が含まれており、１時間降水量の観測記録の最

大は２号機設置変更許可申請時点で 1947.8.18

の 81.7mm で、その後 2014.9.11 に 91.0mm に更

新されたとのことですから、2011.9.21 の台風

15 号時は最大ではなかったようで、にもかかわ

らず「構内排水施設を設けて海域に排水すると

ともに、安全上重要な設備について、浸水防止

措置を行い、安全機能を損なわない設計として

おり、観測記録を上回る降雨に対しても排水能

力を有している」＜15 頁＞はずなのに、台風 15

号時に機能しなかったのはなぜでしょうか。①

補足資料９によれば、南北２幹線排水路の末端

「防潮堤横断部」におけ

る排水能力が 2014.9.11

降雨の 2.7～2.9 あるか

ら「豪雨時においても余

裕」と評価していますが

＜補 9-3 頁＞、それは敷

地南北の集水面積から算

出した流入量と排水路末

端の排水可能流量を単純

比較したもので、局所的

に雨水が集中して排水路

途中で溢れることや、女

川 1 で自らが経験したト

レンチやピットを溢れさ

せ建屋を浸水させる可能

性は、全く考慮していません。総量・平均値で

安全を語ることは無意味です。 

次に、②のうち昨年 12.12 公開学習会で言及

した女川２原子炉建屋・タービン建屋の“ひび

割れ”データが記載されていた「補足説明資料

15」では、下表（本文引用の付表 1-1-7 と同内

容）を示し、「耐震壁」の「地震によるせん断ひ

び割れ」を対象に地下水流入に対する『水密性』

を確認したとしていますが＜38 頁：ひび割れの

平均幅で議論している問題点は昨年の公開学習

会で指摘済み＞、本文で指摘した「床面」の「乾

燥収縮による通常のひび割れ」までは考慮して

いませんから、建屋床面からの地下水流入の可

能性についても再検証が必要だと思います。 

＜了＞ 

 

 

 

【女川原発アラカルト】 
 

【９月】 

18日（日） 1.29シンポジウム実行委第2回会議、

シルバーセンター第3研修室。16名参加。 

21 日（水） 加美町、女川原発の事故を想定し

た原子力災害対策偏を新たに盛り込んだ地域

防災計画を改定。 

23 日（金） 原田宏哉東北電力社長、定例記者

会見で、女川原発 2 号機と東通原発の「2017

年 4 月の安全対策工事完了は難しい」と述べ、

工事計画の見直し方針を正式に表明。再稼働

も延期に。 

25 日（日） 「飯舘村の母ちゃんたち～土とと

もに」上映と古居みずえ監督のトーク、「ス

ペース千人風呂」主催。会場は石巻市｢スペー

ス千人風呂」。 

29 日（木） 丸森町、原子力損害賠償紛争解決

センターによるＡＤＲ和解で、町と東電が 23

日付で契約書を取り交わしたと公表。県内自

治体で初の成立。町独自で行った 18 歳以下の

町民の甲状腺検査と母乳検査の費用等で、

2011、2012 年度分の 1,490 万円を東電が支払

う。 

30 日（金） 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 81 回目会合を

原子力規制庁で開催。規制委は津波対策の基

本となる「基準津波」について、東日本大震

災型で起きる津波の最高水位を 23.1 ㍍、最低

水位をマイナス 10.6 ㍍とする東北電力の検

討結果を「おおむね妥当な検討がなされた」

とし、津波関係の主な審査を終えた。 
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【10月】 

5 日（水） 宮城県保険医協会公害環境対策部

～3.11 震災 5 年企画～公開講演『日本の原発

問題を俯瞰する〜特に放射線健康被害につい

て』、講師河合弘之氏（さくら共同法律事務

所所長、映画「日本と原発」監督）、仙台弁護

士会館 4 階。約 80 名参加。 

5 日（水） 県、栗原市栗駒文字上向で 9 月 8

日に捕獲されたツキノワグマから 130 ㏃/㎏

の放射性セシウムを検出したと発表。 

6 日（木） 東北電力、女川 2 号機炉心シュラ

ウドサポートの強度計算ミスに関して、組み

合わせた計算プログラムの検証不足が原因と

する、調査結果を発表。 

6 日（木） 東北文化学園大学総合政策学部特

別講座 VIII『震災復興と原発問題』、10/6「水

産業復興特区と協同組合方式での復旧」宮城

県漁協北上町十三浜支所運営委員会元委員長

佐藤清吾氏、11/10「原子力・再生可能エネル

ギーの現状、日本のエネルギー事情」東北電

力（株）調査役川原敬浩氏と宮城支店広報・

地域交流部長江波透氏、11/17「原発事故は終

わらない」福島原発告訴団団長武藤類子さん

が講義。 

9 日（日） 丸森町筆甫の「ひっぽ電力」太陽

光発電所（出力 50 ㌗）完成記念式、関係者約

50 人が出席。ＮＰＯ法人環境エネルギー研究

所長の飯田哲也氏が講演。 

13 日（木） 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 9 月分の女川原発の点検状況報告。

また、女川・東通原発でケーブルの敷設に火

災対策上の不備があった問題で、正しい敷設

ルートに変更するなどの是正措置が完了し、

原子力規制委員会に報告したと発表。 

16日（日） 1.29シンポ実行委第3回会議、シル

バーセンター第3研修室。16名参加。 

18日（火） いわて、みやぎ、コープ秋田の3

生協などが出資する風力発電事業会社「コー

プ東北グリーンエネルギー」が秋田、由利本

荘両市境付近に建設した「コープ東北羽川風

力発電所」が運転を開始。東北の生協が風力

発電事業に参入するのは初めて。最大出力

2495㌗の風車3基。年間発電量1500万㌗時。 

19日（水） H28年度第1回環境放射能監視検討

会、パレス宮城野２階はぎの間。検討事項は、

環境放射能測定実施計画の修正について、東

日本大震災で被災したモニタリングステーシ

ョン（MS）再建候補地について、MSにおける

NaI検出器の鉛遮へい取外し試験について。 

２名傍聴。 

23 日（日） 「200 回ダヨ！全員集合脱原発み

やぎ金曜デモ」、仙台市元鍛冶丁公園。各地か

らのスピーチ、歌、踊りなど。210 名＋犬 1

匹参加。 

29日（土） みやぎ平和映画基金、ドキュメン

タリー映画『ヒロシマ、そしてフクシマ～科

学を名乗った最も権威ある集団が嘘をついて

いる』（監督マルク・プティジャン）上映会、

桜井薬局セントラルホール。1日2回上映、11

月11日まで。 

30日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第

32回甲状腺エコー検査」、仙台市泉区「高森市

民センター」。検診医矢崎とも子先生（坂総合

病院内科・消化器科）。31家族42名の子どもが

受診。 

31日（月） 「原発問題を考える登米市民の会」、

布施孝尚登米市長に女川原発再稼働反対の申

し入れ書を手渡した。 

東北電力、フランス原発設備強度不足疑惑

問題で、女川・東通原発の原子炉圧力容器に

は炭素偏析（強度不足）の可能性がないとす

る結果を規制委に報告。 

【11 月】 

2日（水） 東北経済産業局、電力と都市ガスの

小売り全面自由化に関する説明会を仙台市内

で開催。消費者や事業者、自治体の担当者ら

約80人が出席。 

3日（木・祝） 原子力発電環境整備機構（ＮＵ

ＭＯ）、「地層処分意見交換会in仙台」を仙台

国際ホテル4階広瀬で開催。約80人が出席。 

4 日（金） 規制委適合性審査 82 回目会合。東

北電力は、「海洋プレート内地震」について、

東日本大震災の余震（2011 年 4 月）に震源位

置を変えるなどした結果を説明。「震源を特定

せず策定する地震動」は、北海道留萌支庁南

部地震（04 年）を追加検討した結果を報告。

規制委側から異論はなく、地震分野担当の石

渡明委員が「おおむね妥当な検討がなされた」

と宣言。4 種類の地震モデルの議論を終え、

今後は、基準地震動を決定するための議論に。 

「女川原子力発電所環境調査測定技術会」、

7名中3名しか委員が集まらず、市民やマスコ

ミにも知らせず、10月31日に変更を決定しド

タキャン。当日、傍聴者・ＫＨＢカメラマン

が行くも会場には誰もいず、抗議をうけ、当

日、県原子力対策課ＨＰに謝罪と11月18日へ

の延期のお知らせを掲載。 

5日（土） ｢核戦争に反対し、核兵器の廃絶を

求める医師・医学者のつどいin宮城｣（核戦争

に反対する医師の会など主催）、東北大艮陵会
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館で開催。今野順夫福島大名誉教授（法律学）

｢福島復興の課題｣、大槻憲四郎東北大名誉教

授（地質学）｢地震国における原発の危険性｣

を講演。6日まで。全国から約200名参加。 

6日（日） みんなの放射線測定室「てとてと」

5周年イベント、ミニ講座「原発事故から5年

後の仙南の空間放射線量と土の放射能濃度」

「現在のホコリ測定から見えてくる環境の汚

染について」、展示と説明など。 

8日（火） 環境省、県内全域の河川や湖沼、沿

岸計71地点の公共用水域で7～9月に実施した

放射性物質モニタリング結果を公表。河川、

湖沼周辺の土壌から阿武隈川・東根橋左岸（角

田市）で2260㏃/㎏の放射性セシウムを検出。

河川、湖沼の底では、利府町惣の関ダムで2090

㏃/㎏、七ヶ宿ダムで1760㏃/㎏検出。水質は

全地点で検出下限値（１㏃/㍑）以下。 

9日（水） 「女川から未来を考える会」、寄磯

方面へのチラシ（阿部麟だより・6016秋号）

配布に合わせ、原発近くに1992年設置した看

板｢げんぱつ あっかんべー！！｣｢なくせ！

原発｣の整備作業（見え難くしている立木の伐

採と枝の剪定作業と看板清掃）。久しぶりに看

板が綺麗に。8人が参加。 

  東北電力相談役高橋宏明氏、原発推進を通

じた日仏関係強化への貢献が評価され、フラ

ンス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバ

リエを授与。叙勲式で｢今後も原子力事業の発

展に尽力したい｣とフランス語で謝辞し、海輪

会長、原田社長、須田女川町長ら約50人が出

席。 

10日（木） 脱原発ひまわりネット第6回学習会、

「私にもできる！家族を守る防災講座」、講師

あんどうりす氏。仙台市弁護士会館4階大会議

室。 

11日（金） 県原子力防災訓練（32回目）。県と

7市町に加え、内閣府や自衛隊、消防など関係

80機関約1万1000人が参加。初動対応訓練とし

て緊急時通信連絡、各災害対策本部運営、原

子力災害合同対策協議会等活動、緊急時モニ

タリング、屋内退避、汚染傷病者搬送等の訓

練を実施。 

12 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原

ネットワーク、「核廃棄物の後始末をどうする

か」意見交換会㏌宮城・栗原、筒井哲郎さん

（プラント技術者の会）と満田夏花さん（国

際環境 NGO FoEJapan 理事）が、『100 年以上

隔離保管後の「後始末」』＆『核廃棄物管理・

処分政策のあり方』を報告。岡山博さんをコ 

 

 

ーディネーターに指定廃棄物処理・管理問題

などの意見交換。栗原市金成支所金成ほたる

ホール、原子力市民委員会協力。約 80 名参加。 

放射能問題支援対策室いずみ、『放射線を浴

びたＸ年後２』自主上映会、桜井薬局セント

ラルホール。63 名参加。 

13日（日） 1.29シンポ実行委第4回会議、エル

パーク仙台創作アトリエ。21名参加。 

14 日（月） 東北電力、県・女川町・石巻市・

登米市・東松島市・涌谷町・美里町・南三陸

町に 10 月分の女川原発の点検状況報告。 

16 日（水） 県、大崎市岩出山葛岡で 11 月 1

日に捕獲されたツキノワグマから 140 ㏃/㎏

の放射性セシウムを検出したと発表。 

17日（木） 規制委適合性審査83回目会合。東

北電力は、耐震設計の概要を説明。規制委は、

東日本大震災の震源に最も近かった事実を重

視し、震災による箇所ごとの詳細な損傷状況、

補強工事の効果のほか、地震ごとの分析デー

タの提示を求めた。 

18 日（金） 「女川原発の再稼働を許さない！

みやぎアクション」など 13 団体、村井知事に

「女川原子力発電所 2 号機の安全性に関する

検討会の設置期間延長に係る公開質問状」を

提出。 

規制委適合性審査84回目会合。東北電力は、

重要施設直下の2本の断層を抽出、顕微鏡を用

いた試料観察で活動性を否定。規制委、デー

タの拡充と再整理を要請。 

「第139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。3名＋2

名傍聴。 

（空） 

 

 

●脱原発みやぎ金曜デモ 
女川原発再稼働するな！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 

 

【９月】 

25 日（日） 第 197 回「日曜デモ」、長い雨が

続いた後の晴れ間で少し蒸し暑い中、肴町公

園から 35 名の市民が参加。 

【10 月】 

7 日（金） 第 198 回「金曜デモ」、爽やかな秋 

 

https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
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の仙台で脱原発を元気に訴え、肴町公園から

45 名の市民が参加。 

14 日（金） 第 199 回「金曜デモ」、元鍛冶丁

公園から 40 名の市民が参加。フリートークで

は、原発再稼働するかどうかが問われている

新潟知事選挙の情勢が話題に上りました。金

デモ初期のスタッフだった渡辺清氏の訃報が

報告されました。 

23 日（日） 「200 回ダヨ！全員集合脱原発み

やぎ金曜デモ」、元鍛冶丁公園から 210 名の市

民＋犬 1 匹が参加。爽やかな秋空の下、久々

の 200 人越のデモ。元気が出ます。全国の皆

さん、必ずや原発を廃止しよう‼これからも闘

い続けましょう！ 

28 日（金） 第 201 回「金曜デモ」、元鍛冶丁

公園から 40 名の市民が参加。デモに先立って、

みやぎ金デモの立ち上げに中心的な役割を果

たし、先日（10 月 11 日）病で亡くなった渡

辺清さんに黙とうをささげました。 

【11 月】 

4 日（金） 第 202 回「金曜デモ」、11 月 10 日

に日本政府が日印原子力協定を締結しないこ

とを強く訴え、元鍛冶丁公園から 45 名の市民

が参加。 

11日（金） 第203回「金曜デモ」、冷たい雨の

降る中でしたが、元気に脱原発を訴えて、元

鍛冶丁公園から40名の市民が参加。 

18日（金） 第204回「金曜デモ」、晩秋の仙台

中心街で力一杯脱原発を訴え、元鍛冶丁公園

から45名の市民が参加。 

 

◆（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 

◆（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 

◆（仙台長町地域）原発も戦争もＮＯ！たいは

くアクション・第3水曜日17時半～蛸薬師境内集

合後デモ行進 

◆（岩沼市）原発ゼロ岩沼歩き隊 毎月第 3 金曜  

 

 

●指定廃棄物最終処分場を 

めぐる動き 
【10 月】 

24 日（月） 『河北新報』、県が 8000 ㏃/㎏以

下の汚染廃棄物の一斉焼却処理方針を固め、

11 月 3 日に市町村会議を開催し、提案すると

報道。 

26 日（水） 村井知事、大崎市の県合同庁舎で

県北の首長らを集めて非公開の意見交換会を

開催。 

28 日（金） 村井知事、大河原町の県合同庁舎

で県南 2 市 9 町の首長らと直接対話。 

【11 月】 

1 日（火） 猪俣洋文加美町長、定例記者会見

で、「国と県の責任で住民説明会を開催し、住

民の理解を得た上で実施してほしい」と要望。

また、佐藤勇栗原市長も、焼却処分に市民か

らの反対が根強い点を指摘し、国と県が責任

を負うべきと強調。 

3 日（木・祝） 県、全 35 市町村長を集めた会

議を仙台市内で開催。8000 ㏃/㎏以下の汚染

廃棄物は 26 市町村で約 3 万 6000 ㌧に上るこ

とを報告し、一斉焼却処理方針を正式に表明。 

8 日（火） 山本公一環境相、記者会見で、一

斉焼却処理方針について｢技術的、財政的な支

援｣を表明。 

11 日（金） ｢脱原発市民会議｣、仙台市に｢他

市町村の放射性廃棄物を仙台市で焼却するの

はやめてください！｣の申入れ。市民 8 名と議

員 2 名（共産党）で環境局の今村課長と藤原

係長に申し入れ書を手渡し、一時間程内容の

説明と参加者の想いを発言。 

 村井知事、県議会予算特別委員会で、｢費用

は全額国庫負担｣と自治体に財政負担を求め

ない方針を強調。 

16 日（水） 栗原市の委託で汚染牧草の堆肥化

実験を進めてきた共和化工、堆肥を活用して

育てた植物に放射性物質が移行しなかったと

する分析結果を市に報告。 

（空） 
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