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鳴り砂』2-087 号 別冊 2017 年 3 月 20 日 

 

 最近の気になる動き 70   

 雨水流入・その３、＋α（不整合問題）！  
  

前々号・前号『鳴り砂』で取り上げた

「2016.9.28志賀２・雨水流入問題」に関して、

『気になる動き68』の最後に言及した日本原

燃・六ヶ所再処理工場の8.17-30の雨水流入に

ついて、「規制委の11.16調査指示を受け“慌

てて”口頭報告したものと思われ」ると記載

しましたが、12.26面談記録（規制委ではな

く規制庁面談でした）を見てみたところ、8.17

に雨水が流入した直後に8.19面談で報告して

おり、また、‘ひび割れ’からではなく、建屋

貫通配管のすき間の‘止水措置の劣化’等に

より建屋内に流入したものと分かりました。

失礼？いたしました。  

 でも、10.27面談では、「止水板の欠陥部分」

から流入した雨水が、壁の「貫通処理部分の

欠陥」を通って建屋内に流入したことが報告

され、また11.16（＋1.19）面談では、8.17

後だけで１０件の雨水漏洩があり（朝日によ

れば8.17-30の間だけで？）、６種類の対策を

講じたことが報告されています。そして、規

制委11.16調査指示を受けた12.26面談では、

東北電力同様、配管貫通部等は‘止水措置を

しているから安全’と、それらの「劣化・欠

陥発生」を一切考慮しない安全報告をしてい

ます（だったら「8.17雨水流入」は生じなか

ったはず！）。おまけに2017.1.19面談では、

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋地下２階

（ＭＯＸ粉末等を取扱う室）では水が到達す

るまでの時間は「約０．５時間」でも「当該

の区画においては、現在、ＭＯＸ粉末等の取

扱いをしていないため、水が浸入しても…安

全上重要な施設に影響を与える可能性は低い」

（下線筆者：以下同じ）と、再処理・プルサ

ーマルが遅れに遅れているから“雨漏りは心

配ない”とのこと。やはり‘稼動しないこと’

が第一の安全対策のようです。 

 

 一方、＜2017.2.9朝日＞等で報道されたよ

うに、2.8規制委で11.16指示に基づく調査報

告（規制庁）がなされ、１０原子力施設で見

つかった図③の５２１箇所（女川２も１箇所）

と④の１３４箇所の計６５５箇所について、

‘雨水流入の恐れあり’として「貫通部自体

の流入防止措置」が指示されました（③と④

の違いは、主に排水設備の有無のようです：

赤矢印加筆）。ただし、川内・伊方等の再稼動

した原発は「貫通部の止水対策済み」とのこ

とで、女川２など１０施設の対策が済めば

（2.25追記：東北電力は慌てて当該１箇所は

止水措置済み（明記していなかっただけ）と

2.15報告）、雨水流入に対しては安全が確保さ

れたことになります。ヨカッタ、ヨカッタ。  

…とはならないことを、『鳴り砂』読者な

らお分かりだと思いますが、規制委は建屋コ

ンクリートの‘ひび割れ’（気になる動き６

５：志賀２）や貫通部処置・止水措置の‘劣

化’（気になる動き６８：東海２、上記の六ヶ

所も）などを一切考慮（教訓化）しておらず、

図①や②のような「対策済み」箇所であって

も、１００％万全とは言い切れません。また、

①や②でも、『多重防護』の思想からすれば、

①では②のようなトレンチ開口部への止水措

置を、②では①のような貫通部の止水措置を、

それぞれ講じるべきで、そうすれば単一箇所

の‘ひび割れ’や‘劣化’に対するバックア

ップが可能となります（多重性確保）。原発・

原子力施設にはいかなる“手抜き”も許され

ないことは当然で、それが嫌・無理なら‘稼

動しないこと’で安全を確保すべきです。さ

らに、規制庁・事業者の影響評価は、あくま

でも床面に溜まった雨水の水位上昇（ある程

度の時間がかかる）による機器の冠水・時間

余裕を検討したもので、‘ひび割れ’を通じた

上の階からの雨水滴下（短時間で影響を及ぼ

す）などは一切考慮しておらず、極めて不十

分です。 

 

それはさておき、実は、本稿の主題は「＋

α（不整合問題）」でした。（作成中に2.8報告

＋2.9新聞報道があったため、上記「一方」以

下を追記しました。）  
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上記の雨水漏洩に関する原燃面談記録を

調べていたところ、2016.10.24「六ヶ所再処

理施設の一般蒸気系配管交換工事における工

事図面と設工認申請内容の不整合に関する面

談」が目にとまりました。内容は「本日（10

月24日）、六ヶ所再処理施設において実施し

ていた、一般蒸気系配管の交換工事に係る使

用前検査において、実際の工事図面と設計及

び工事の方法の認可（設工認）を受けた申請

書に記載された図面に不整合が確認された」

というもの。規制庁は「設工認申請書に記載

された内容と異なる工事が行われ、また、事

業者の自主検査も正確に行われていなかった

等の事実があるのであれば大きな問題である。

／本件に関して、許認可事項、保安規定等は

遵守されていたのか、事象の発生原因は何だ

ったのか等について、速やかに整理して報告

すること」と指示。 

 古い？『鳴り砂』読者（や12.17学習会参

加者）は覚えているかもしれませんが、福島

第一１号機では、非常用復水器（ＩＣ）配管

接続の無断変更が事故後に明らかになりまし

た。ところが、2012.2.27保安院は、設置許可

申請書の図面どおりに工事が行なわれておら

ず、工事で接続方法が“無断”変更され、安

全性の検討が全く行なわれていないのに、申

請書「添付書類」の記載は「許可事項には該

当せず」、「法令に抵触するものではありませ

ん」と東電を擁護し、国自身の監督責任も棚

上げにしました。また、東電の2012.3.12報告

では、H5.4変更申請時の見直しで、１号機で

は100箇所以上の記載が「実際の設備等」と

違っていたことが明らかにされ、安全性の検

討・確認なしに工事や変更が無断で行なわれ

ている原発建設の実態や国の規制の甘さが浮

き彫りになりました（『鳴り砂』№238、243

等参照：ただし、筆者の知る限り、この問題

に触れているのは小出裕章さんの『この国は

原発事故から何を学んだのか』（幻冬舎ルネッ

サンス新書、pp.177-178）だけです）。その

ため、原燃「不整合問題」が気になったので

す。 

10.26面談で規制庁は原燃に対し、「単に

書面上の記載ミス及びその管理だけが問題で

あったかのような説明に終始しているが、認

可を受けていない範囲の工事を行ったのであ

れば、大きな問題である。／過去の面談等に

おいて把握している当該工事の経緯（配管等

の減肉調査の結果を踏まえ、必要箇所の交換

を行うものである等）、これまで実施した同

種の他の場所での交換工事等を踏まえれば、

悪意をもって認可を受けていない範囲を工事

したものではないと推定される。また、本工

事においても減肉箇所に関して工事を行って

いるので、安全上の問題が発生しているもの

ではないと考えている。／しかし、設工認申

請書と違った範囲を工事していることが、使

用前検査で規制庁に指摘されるまでわからな

かったことは大きな問題である。また、本日

のような形だけ取り繕った説明ではあきらか

に不十分であり、工事に係る背景も含めて、

時系列で整理し、何が問題であったのか等を

早急に精査して再度説明すべき」と指摘しま

した。提出された原燃資料を見ると、そもそ
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も設工認申請書「本文系統図」自体が、同じ

設備の３系統が左から「Ｙ３９１６、Ｙ３９

１８、Ｙ３９１７」という‘順’で記載され、

「誤認」を誘発し易い図であることは誰の目

にも明らかで、そのような図面を平気で作っ

たこと自体が問題だと思います。 

 

 

 

10.28面談では、規制庁はさらに厳しく、「今

回の事案は、設工認書類を作成する段階で問

題点があったにも関わらず、工事を実施した

後の、事業者の自主検査の内容に問題点を置

き、使用前検査の自主リハーサルを適切に行

うことを対策の一つと考えている等、問題点

の目の付け所が間違っているのではないか。

／設工認書類と実際の工事図面の整合性の確

認は、初歩的な事項であり、できていて当た

り前のものであるが、そうした、当たり前の

内容だからこそ、チェック体制・方法がない

がしろになっていた面があるのではないか。

／本件は、形式上の再発防止対策を講じるの

は簡単だが、従事者全員が当たり前のことを

当たり前にできるようにするためには、従事

者の意識から改善する必要があり、その点を

踏まえた上で再発防止対策の検討を行うこと。

／また、書類のチェックに当たっては、単に

誤記だけを多人数で確認しても仕方がなく、

申請内容として誤りが許されない重要事項

（チェックの重要ポイント）がどこなのかを

十分理解し、責任の所在を明確にした上でチ

ェックが行われる必要があると考える。」と

述べています。 

11.16面談で原燃は、他の設工認申請書も

含めて計５０箇所の記載ミスがあったことを

報告し、ミスの原因として「確認された事実」

と、再発防止策らしい「あるべき姿」の対応

表を示していますが、前者で「～していなか

った」と述べ、後者では「～すべきであった」

と語尾を変えただけの“無意味”なものです。

規制庁も、「今回、自分たちのどこに問題点

があったのかを精査してきたとのことだが、

説明を聞く限りでは、問題点の上っ面を、聞

こえの良いように並べているだけで、自分た

ちがだめだった点を認め、正直に述べること

すら十分にできていないように思われる。／

また、今回生じた各事象に関してマニュアル

等を定めるとしている部分があるが、押さえ

るべき事項を理解しないまま、形だけのマニ

ュアル等を定めても意味はないことから、意

識して適切な対応が実施できるよう、教育・

管理方法等を含めて、対応を検討する必要が

あると考える。／工事図面と設工認申請内容

の不整合についてのチェックは、その力量を

有する人が実施する必要がある。致命的なエ

ラーを防ぐためにどのような対策を検討して

いるのかを整理して説明すること。」と厳し

く指示しています。 

 

この不整合問題はまだ最終結論に至って

いませんが（11.24面談で「保安検査」にゲタ

を預けたようです：＊後記）、最初の10.26

面談で‘工事自体には安全上の問題はなかっ

た’としましたが、その後は再三再四にわた

り苦言を呈している規制庁は、未だに六ヶ所

再処理工場を稼働できない「原燃」や、もん

じゅを廃炉に追い込んだ「日本原子力研究開

発機構」など、核燃料サイクルを担うべき事

業者？のあまりのいい加減さに、そろそろ‘堪

忍袋の緒’が切れかかっているのかもしれま

せん。付言すれば、原研機構の東海再処理工
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場でも、11.22面談で「以前から雨水が建屋内

に侵入する事象が頻発していたため、既にす

べての施設に対して、今回の指示文書で求め

た内容を含む調査や建屋の屋上等から雨水が

侵入した場合の設備・機器への評価、対処を

当然終了しているものと認識していた。今回

の指示文書を受けて、これから調査を始める

ようでは、今まで何ら対応がとられてこなか

ったことになり、不適切ではないか。」と指

摘されていました。 

【＊2.25追記：2.15第３四半期保安検査報告

では、「許可事項等への認識・知識が不足し

ていることに伴い、十分な安全対策等の検討

が行われていなかったことを確認した。既設

設備への影響が十分考慮されていないものが

ないか早急に調査し、改善を図ること。また、

工事を行う上で必要な知識等について整理を

行うよう指摘」し、とりあえず終了のようで

す。これは「ドラム缶内のビニール袋に切り

込みを入れるという非安全側の管理方法が、

当時の担当課独自の判断で開始され、作業手

順書も変更されていること等が確認された」

という、長期にわたる“より悪質な事態”が

発覚したためでしょうか。】 

 

その追及の矛先を、トラブルを繰り返す東

北電力にも是非向けてほしいものです。  

＜2017.2.11＋2.25 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川原発アラカルト】 
【１月】 

15日（日） 1.29シンポジウム実行委第6回会

議、仙台市市民活動サポートセンター第5

研修室。20名参加。 

16 日（月） 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。市民シンポのチラシ配

布、放射能汚染廃棄物一斉焼却問題の署名

も。 

17 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 87 回目会

合を原子力規制庁で開催。東日本大震災後、

原子炉建屋の耐震壁に多数のひび割れが生

じ、地震に対する剛性（抵抗力）が最大 70％

低下したことについて、東北電力は「構造

上の問題はない」と説明。目視点検により、

ひびは 1130 カ所、はがれが７カ所で見つか

った。ひびは、述べ長さ約 1300 ㍍、全て幅

１ミリ未満だが深さは測っておらず、貫通

している可能性も。はがれの総面積は約

0.03 ㎡。放射線量が高い場所などは点検し

ておらず、損傷箇所はもっと多いとみられ

る。規制委は、「繰り返し地震を受けたこと

が女川の特異性。剛性が落ちれば内部設備

に何らかの負担が掛かる」と指摘、剛性低

下の状況や影響を詳細に示すよう求めた。 

18日（水） 市民シンポ実行委、チラシ配布、

仙台市平和ビル前。22日（日）も。 

  県、加美町多田川別所で昨年 12 月 16 日

に捕獲されたイノシシから 160 ㏃/㎏の放

射性セシウムを検出したと発表。 

20日（金） 県保険医協会、県に対し、医療・

介護施設の避難計画策定に積極的な関与を

求める要望書を提出。 

東北電力、2015年～16年に女川原発で多

発した事故の分析と再発防止策をまとめ、

発表。 

22日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第

35回甲状腺エコー検査」、仙台市宮城野区

「あいコープみやぎ・日の出町センター」。

検診医溝口由美子医師（光ヶ丘スペルマン

病院小児科）。41名が受診。協力 生活協同

組合あいコープみやぎ。 

23日（月） 東北電力、計画撤回の浪江・小

高原発旧予定地約135万㎡の内、浪江側の敷

地（避難指示解除準備区域）約120万㎡を町

に無償譲渡する方針を表明。10日、馬場有

町長が無償譲渡を要望。31日、正式決定。 

24日（火） 石巻市、重大事故時に県内27市
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町村304ヶ所に広域避難する計画概要版を

策定し、市議会総合防災対策特別委員会で

詳細を説明。 

25日（水） 東北電力、2号機の安全性や信頼

性を評価する第2回定期安全レビュー（報告

書）をまとめ、県などに報告。また、県、

女川町長、石巻市長との協議を経て、「女川

原発原子力事業者防災業務計画」を修正し、

内閣総理大臣および規制委に届出。 

26日（木） ドキュメンタリー映画「『知事抹

殺』の真実」（先行上映会）桜井薬局セント

ラルホール。佐藤栄佐久氏＆安孫子渉監督

来仙。本上映は2月19日(日)～3月3日(金)。 

29日（日） 「原発のない東北の復興を考え

る」市民による女川原発の再稼働を問うシ

ンポジウム、仙台国際センター大ホール。

基調講演『「脱原発」成長論－分散ネットワ

ーク型社会へ向けて』金子勝さん（慶応大

学経済学部教授）。パネルディスカッション

佐々木功悦氏（宮城県議会議員）／阿部美

紀子氏（女川町議会議員）／橋浦律子氏（紫

波みらい研究所事務局長）／〈ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ〉

早川俊哉氏（河北新報論説委員）。主催：脱

原発をめざす宮城県議の会／市民による女

川原発の再稼働を問うシンポジウム実行委

員会。約780名参加。 

【２月】 

3 日（金） 規制委適合性審査 88 回目会合。

東北電力は、最大想定の基準津波（高さ

23.1 ㍍）を超える津波が発生する危険性に

ついて、確率は低いと説明。規制委側は、

基準津波の想定モデルである震災型のプレ

ート間地震を除外したことに、再検討を求

めた。 

「第140回女川原子力発電所環境調査測

定技術会」。ホテル白萩･錦。2名＋2名＋記

者1名傍聴。 

4日（土） 映画『太陽の蓋』自主上映会、東

本願寺東北別院２F研修室。主催：サットサ

ンガ仙台。 

7日（火） 東北電力、2017年4月の予定だっ

た安全対策工事の完了時期を女川２号機で

18年度後半、東通原発で19年度にそれぞれ

延期すると正式に発表。再稼働時期は明示

せず。同日、関係自治体に延期を報告。 

8日（水） 規制委、女川など全国の原発10

施設に雨水流入対策を求める指示。 

  女川町議会原発対策特別委員会、重大事

故時を想定した広域避難計画案を了承。 

12日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第

36回甲状腺エコー検査inかわさき」（川崎町

川内北川コミュニティーセンター）、主催：

センス･オブ･ワンダー･かわさき子どもの

広場、後援：川崎町。検診医寺澤政彦医師

（てらさわ小児科・仙台市）。38名が受診。 

13 日（月） 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１月分の女川原発の点検状

況報告。  

14日（火） 環境省、県内全域の河川や湖沼、

沿岸計76地点の公共用水域で10～12月に実

施した放射性物質モニタリング結果を公表。

河川、湖沼周辺の土壌から阿武隈川・東根

橋左岸（角田市）で2670㏃/㎏の放射性セシ

ウムを検出。河川、湖沼の底では、七ヶ宿

ダムで3680㏃/㎏、天沼（仙台市太白区）で

3230㏃/㎏検出。水質は全地点で検出下限値

（１㏃/㍑）以下。 

10日（金） 「県議の会」第5回学習会。大槻

憲四郎氏（東北大学理学研究科名誉教授）

より「宮城県による8,000Bq/kg以下の汚染

廃棄物処理に関するコメント」で現段階の

検討をお聞きし、焼却処理で放射性物質が

「漏れる主張側」「漏れない主張側」の言い

分をそれぞれ論証。 

15日（水） 東北電力、規制委から2号機で雨

水流入対策を指摘をされた場所は、建設当

初から止水措置実施済みと報告。 

17 日（金） 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（日） 「第 28 回多田謡子反権力人権

賞」受賞記念篠原弘典氏講演会と受賞祝賀

会「女川原発反対運動の不屈の半世紀－そ

して原発のない女川へ向けて」篠原弘典氏

講演「原発の町とされた女川」、情報・産業

プラザ セミナールーム 2（仙台駅前アエ

ル 6 階）。約 100 名参加。 

すべての原発いますぐなくそう！全国会

議（ＮＡＺＥＮ）・みやぎ、「内部被ばく・

低線量被ばくとたたかう～ふくしま共同診

療所報告会」、講演：杉井吉彦医師。仙台市

若林区中央市民センターセミナー室。40 名

参加。 

20 日（月） 『河北新報』、「忘却にあらがう

～脱原発東北の群像～東日本大震災 6 年」

「①路上の声  ②時は流れ  ③選挙の壁 

④分断から ⑤新しい芽」で、脱原発金曜

デモ、篠原弘典さん、青森県大間原発に反

対する熊谷厚子さん、福島原発告訴団団長

の武藤類子さん、「ぶんぶんカフェ」など、

東北各地で闘う人々を取り上げ、24 日まで

https://www.facebook.com/s.o.w.kawasaki/
https://www.facebook.com/s.o.w.kawasaki/
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連載。 

  滝口茂柴田町長、町議会 2 月会議で、町

民への甲状腺検査を実施しないと表明。 

21 日（火） 「第 140 回女川原子力発電所環

境保全監視協議会」、パレス宮城野 2 階は

ぎの間。2 名＋3 名＋マスコミ 1 名傍聴 
24 日（金） 規制委適合性審査 89 回目会合。

東北電力、敷地に影響を与える可能性のあ

る火山を 10 としていたが、11 に変更し、

火砕流など対応不可能な事態による影響は

考えられず、モニタリングの必要もないと

の評価を説明。規制委は、データの充実や

整理を求めた上で、「おおむね妥当な評価が

なされた」と了承。 

25 日（土） 「女川原発の再稼働に反対する

東松島市民の会」原発問題学習会、「どうな

っているの？避難計画・他」講師：中島廉

氏（脱原発をめざす宮城県議の会副会長）、

「東松島市避難計画への対応」報告者：長

谷川博東松島市議会議員、矢本東市民セン

ター1 階会議室。60 名参加。 

26 日（日） 「みやぎ脱原発・風の会 2017

会員のつどい」、仙台市シルバーセンター和

室。内容 2017 年「風の会」運動方針と参加

者の意見交換など。20 名参加。 

「1.29 シンポジウム実行委員会」第 7 回

会議、シルバーセンター和室。21 名参加。 

28 日（火） 東北電力、第 7 回「原子力のあ

り方に関する有識者会議」を開催し、「地域

とのコミュニケーション活動について」意

見交換。 

【３月】 

1 日（水） 県、大崎市岩出山松沢、同市岩

出山池月小森山と栗原市栗駒文字で 2 月 5

日～19 日に捕獲されたイノシシから 120～

210 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出したと

発表。 

2 日（木） 丸森町、原子力損害賠償紛争解

決センターへの 2 度目の和解仲介手続き

（ADR）申し立て承認議案を町議会に提出。

2013 年、14 年度分の 1 億 642 万円で、初回

認められなかった事故対応の専従職員の給

料などを求める。 

8 日（水） 規制委、女川 2 号機の建屋のひ

び割れ、地震に対する剛性（抵抗力）が低

下している状況を踏まえ「前例がなく、慎

重に審査する必要がある」との見解。 

仙台港に石炭火力発電所を建設中の「仙

台パワーステーション（PS）」、仙台市宮城

野区夢メッセで初の住民説明会。自主的な

環境影響評価（アセスメント）の実施を拒

否。中止を求め、市民約 500 人が参加。 

10 日（金） 県、県議会予算特別委員会環境

生活農林水産分科会で、汚染牧草地 290 ㌶

が、急斜面や岩や石が多いなどで、除染が

不可能との見通しを示した。農林水産品の

損害賠償請求については、1 月末現在で 442

億円の請求に対し 428 億円が支払われたと

報告。支払い率 96.7％。 

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 2 月分の女川原発の点検状況報告。2

月 15 日、2 号機高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機で、発電機軸受潤滑油冷却器フ

ランジ部（接続部分）から冷却水が漏れる

事故があったと発表。また、北海道電力と

「原子力災害時における相互協力に関する

基本合意」を締結。  

14日（火） 四国電力、住友商事と共同で、

仙台港高松埠頭に、石炭と木質バイオマス

の混焼火力発電所「仙台高松発電所」（仮称、

出力11万2000㌗）を建設する計画を発表。 

15日（水） 「県議の会」第6回学習会。非公

開で、東北電力社員が「原子力発電の安全

性向上へ向けた取り組み」について説明。 

放射能問題支援対策室いずみ、ミニ映画

会と山崎知行医師を囲んでのお話し会。ド

キュメンタリー映画「チェルノブイリ28年

目の子どもたち」（OurPlanet-TV 2014年制

作･43分）上映、放射能問題支援対策室いず

み談話室。お話し：山崎知行医師（和歌山

県上岩出診療所 内科・皮膚科・小児科）。 

16日（木） 石巻市、概要版の詳細を詰め、

原則自家用車利用という重大事故時を想定

した広域避難計画を公表。 

  「仙台港の石炭火力発電所建設問題を考

える会」、5月から8月に周辺の小中学生の健

康調査を実施すると発表。 

（空） 
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●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 

 

【１月】 

20 日（金） 第 212 回「金曜デモ」、みぞれ

混じりの雨の降る寒いなか、勾当台公園野

外音楽堂から 35 名の市民が参加。被災して

強度の低下した女川原発は動かしてはいけ

ません。再稼働を許さない世論をこれから

も盛り上げていきましょう。 

27 日（金） 第 213 回「金曜デモ」、雨が上

がり星空も見える中、女川原発再稼働やめ

ようと、勾当台公園野外音楽堂から 35 名の

市民が参加。 

【２月】 

3 日（金） 第 214 回「金曜デモ」、勾当台公

園野外音楽堂から 45 名の市民が参加。世界

の趨勢は脱原発であり、原発にしがみつく

国や企業には未来はありません。 

10 日（金） 第 215 回「金曜デモ」、きれい

に晴れた満月の下、勾当台公園野外音楽堂

から 35 名の市民が参加。被災した女川原発

は動かしてはいけません。 

17 日（金） 第 216 回「金曜デモ」、勾当台

公園野外音楽堂から 45 名の市民が参加。一

刻もはやく原発のない、健全な社会をみん

なの力でつくっていきましょう！ 

24 日（金） 第 217 回「金曜デモ」、寒い風

の中、勾当台公園野外音楽堂から 50 名の市

民が参加。 

【３月】 

3日（金） 第218回「金曜デモ」、寒い風の中、

勾当台公園野外音楽堂から35名の市民が参

加。 

12日（日） 第219回「金曜デモ」、原発事故

から6周年企画「福島原発事故を忘れない！

3.12アクション」、元鍛冶丁公園。100名の

市民が参加。 

17日（金） 第220回「金曜デモ」、勾当台公

園野外音楽堂から40名の市民が参加。 

 

 

 

 

 

【ブログ『山行・水行・書筺 （小野寺秀也）』 

https://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/di

ary/201703120000/  

「仙台散歩：『福島原発事故を忘れない！3.12

アクション』仙台で 219 ヵ所中の一つの反原

発デモ！」より抜粋】 

 

6 年目の〈3･11〉がやってくる。〈3･11〉は、東

日本大震災と名付けられた自然のカタストロフ

ィであったが、原発事故という人類の造形物に

よるカタストロフィでもあった。この二つのカタス

トロフィは画然と分けられなければならない。原

発事故をあたかも自然災害の一部であるかの

ように語ることは、自然と人類をともに理解し

ようとする人類の当為としては許されない。 

そして、そのことをほとんどの日本人は理解

しているはずだ。私たちは、地震や津波に反対

することはできないが、原発に反対することで

もう一つのカタストロフィをこの地球上から消し

去ることができる。そんなカタストロフィのない

未来を子どもたちに残すことができるはずだ。 

（略） 

服部さんが話された放射線被ばく由来の甲

状腺がんが、チェルノブイリ事故では 5年後から

急増したことはよく知られている。福島県の甲

状腺がんの多発ばかりではなく、周辺の１都９県

でも発生しているにもかかわらず、福島県は検

査を縮小しようとするのは、健康被害を防ぐと

いう観点からはまったく逆行している。なぜその

ような方向に思いが至るのか、想像することす

ら難しい。福島の甲状腺がんが事故由来ではな

いことに医学的な確信があるなら、どれだけ検

査をしても問題ないはずだからである。まして

や、検査費用など膨大な原発事故処理費用の

なかでは negligible small だから、予算上の問

題とは考えにくい（東電１F の廃炉費用は 40 兆

円とも 60 兆円とも言われている）。 

 私が唯一思いつくことは、「探さなければ見

つからない」、「見つからなければないことにで

きる」というばかげた心理作用がさせる愚行と

いうことだ。甲状腺がんは原発事故由来ではな

いと主張してきた面々はおのれの間違いに気づ

き始めていて、チェルノブイリのような急激な増

加が現れない（見つけられない）ように検査を

縮小して、できるだけショックを和らげようして

いるだけなのかもしれない。敗北戦、撤退戦で

の傷を深くしないような企まざる作戦というこ

とだ。しかし、それは気分的なごまかしにすぎず、

自覚のない自己欺瞞そのものである。 

 しかし、晩発性放射線障害は甲状腺がんばか

りではない。白血病もあれば、遺伝性障害もあ

https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
https://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/diary/201703120000/
https://plaza.rakuten.co.jp/kawamaecho/diary/201703120000/
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る。これから少しずつ精細な結論、反撃できな

い証拠が人命を犠牲にしつつ顕在化していくに

ちがいない。そのとき、不作為の犯罪を咎めら

れる医師や政治家や官僚が否応なく出てくる

だろう。薬害エイズ事件で医師と企業と官僚が

罪に問われたように………。 

 

◆（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（2/15、3/15） 

◆（岩沼市）原発ゼロ岩沼歩き隊  毎月第 3

金曜 14 時～（2/17、3/17） 

 

 

●汚染廃棄物「試験焼却」を

めぐる動き 
【１月】 

15日（日） 脱原発仙台市民会議、「放射能汚

染物質焼却問題学習交流会」仙台市市民活

動サポートセンター。講師：大槻憲四郎先

生と中島廉県議。焼却問題を抱える各地の

取り組みも報告。50名参加。 

27 日（金） 脱原発仙台市民会議、「松森焼

却場見学会」（仙台市泉区松森）。17 名参加。 

30 日（月） 県、堆肥化など焼却以外の処理

に関する市町村向け説明会を開催。環境省

の担当者など約 130 人が出席。 

【２月】 

3日（金） 白石市の山田裕一市長、定例記者

会見で、すき込みや堆肥化による処理は困

難との認識を表明。 

4日（土） 「放射能汚染廃棄物の焼却を考え

る県南の会」（長谷川進会長）、大河原町オ

ーガで結成集会。84名参加。 

5 日（日） 異例の日曜日開催の環境生活農

林水産常任委員会、宮古市の医師岩見億丈

さんから参考人として意見聴取。バグフィ

ルターで 99.9％除去できるとする環境省

の主張を疑問視し、焼却に慎重な対応を求

めた。20 名傍聴。 

6 日（月） 色麻町、加美よつば農協で保管

農家向け説明会。早坂利悦町長、400 ㏃/㎏

以下の堆肥化方針の考えを示した。賛同す

る意見や「風評被害」懸念の声も。 

11 日（土） 「放射能から子どもたちを守る

栗原ネットワーク」、栗原放射能ネット学習

交流会「私たちの身のまわりの放射能汚染

について考える」、栗原市市民活動支援セン

ター。 

14 日（火） 栗原市、市議会 2 月定例会に、

堆肥化の有用性を検証するための事業委託

料を含む補正予算を提出。 

15 日（水） 若林クリニック健康友の会、「焼

却問題学習会」講師：水戸部秀利医師（若

林クリニック）、仙台市六郷市民センター。 

23 日（木） 「一斉焼却に反対する宮城県連

絡会」第１回準備会、7 団体 15 名参加。 

24 日（金） 新婦人泉支部、「焼却問題学習

会」講師：中嶋廉県議、泉区七北田コミュ

ニテイ・センター。 

【３月】 

1 日（水） 登米市、400 ㏃/㎏以下を土壌還

元する実証実験を行なう市有の林地と牧草

地近隣住民への非公開の説明会を開催。反

対なし。 

9 日（木） 大崎市、汚染牧草の土壌へのす

き込み実証実験を行なうと発表。4 月説明

会、5 月着手の予定。 

16 日（木） 加美町、中新田公民館で保管農

家対象の説明会。約 30 人出席。焼却処理求

める声もも。 

  登米市、400 ㏃/㎏以下のほだ木を林地に

還元する実証実験を市内で開始。 

（空） 
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