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鳴り砂』2-090 号 別冊 2017 年 9 月 20 日 

 

 最近の気になる動き 73   

☂☂ 志賀２・原燃六ヶ所でまた“水難＋腐食”☂☂ 
  

『鳴り砂』で何度も

取り上げた「2016.9.28

志賀２・雨水流入」が

起きた非常用電気室

（Ｃ）で、2017.8.25に

またもや大雨警報の中、

今度はプルボックスの

予備電線管から「水滴

滴下」。原因は、外部（軽

油トレンチ）から埋設

電線管を通じて流入した湿気の「結露」

で、空調で温度が外部より低くなってい

るプルボックス内側全体（底面には水溜

り）に水滴が付着していたとのこと【文

と上図：8.28北陸電力報告】。 

 滴下した水は、原子炉建屋内が負圧に

保たれているため、埋設電線管・プルボ

ックス経由で引き込まれた外気（破線矢

印）が、さらに予備電線管まで達して結

露したもの（プルボックス底面に溜まっ

たものでなく）のようですが、原因は、

当該電線管が水密化対象外（シールなし）

で、そのため外気が流入する構造が放置

されていたためです（原子炉の負圧維持

にとってもマイナスです【右図：

2016.10.28報告】）。昨年の「雨水流入」

を受けてようやく「止水措置対象」とさ

れ、今年12月までに「ペネシール充填」

【右下図：同報告】実施予定だったのに、

“意に反して”その前に問題が生じた

（対応が後手に回った）ということです。

これは、「雨水流入」前に、0.3mm以下の

ひび割れを（構造上は問題なしとして）

計画補修時まで放置し、漏水を生じさせ

たのと同じ構造です。 

北陸電力に限らず、「発見」もしくは「気が

ついた」不具合は、直ちに補修等の措置を講

じることが事故防止の基本であること（事

故・異常事態は、電力が望むように、対策終

了まで“待って”くれるとは限りません）を

“肝に銘じる”べきです。 
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 また、日本原燃・六ヶ所再処理工

場でも、昨年8.17の雨水流入に続き、

今年8.13にも「非常用発電機のある

建屋に雨水約0.8トンが流入した」

とのことで、「別の場所を14年前か

ら毎日点検していた取り違えが発

覚」とのこと＜9.7朝日＞。 

 さらに、＜9.4規制庁面談報告＞

によれば、上記志賀２雨水流入を受

けた報告書で、当該配管ピット側か

らの確認をしないま

ま「問題がないと報

告した」とのことで、

二重三重に‘開いた

口が塞がりません’。 

 また、①地中に浸

み込んだ雨水がどう

して配管ピット内に

滞留するのか分かり

ませんが（側壁や床

のコンクリートにひ

び割れが生じている

ためでしょうか）、こ

こでも、貫通部を封

じる②「コーキング

の劣化」により雨水

が流入したと推定さ

れていますので、女

川原発も含め、漏水・溢水対策として単に貫通

部に「水密処理」してあるだけでは不十分で、

シール・コーキングなどの劣化の有無（貫通部

内外からの確認）を常に点検する必要があるこ

とが分かります。 

 

 さらに、日本原燃・ウラン濃縮工場で「天井

裏の排気ダクトが腐食。運転を始めた25年前か

ら一度も目視点検をしていなかったという」こ

と＜9.7朝日＞。 

そこで、＜9.1＋9.4原燃点検結果報告＞を見

ると、なんと茶色く錆び“完全にボロボロ”の

ダクト（亜鉛鋼板＝トタン板！）も示されてお

り、それに25年間気づかずにいた日本原燃､“恐

るべし”です。 

 腐食していた３箇

所は、いずれも「分

析室・ドラフトチャ

ンバ」（＊試料・試薬

から発生する有害・

有毒ガスを作業員が

吸い込まないよう換

気装置が付いた、手

を入れる前面の透明プラスチック板だけ可動の

分析作業台）の排気ダクトで、2016.12の島根

２・ダクト腐食を受けた“自主的”点検で見つ

かったとのことですが、点検開始が2017.3月か

らというのは“遅過ぎ”ではないでしょうか。 
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また、分析には腐食性の極めて強い「フッ化

水素（ＨＦ）」を使用していたようで（六フッ化

ウラン・ウラン化合物溶解のため？）、だとすれ

ば排気中の「ＨＦガス」によりトタン板＝ダク

トが腐食することは（化学の知識が多少あれば）

十分に予測でき、運転開始後定期的に点検・交

換を行なう必要があったことは明らかです。そ

して、本来は建物外へ排気されるべき「ＨＦガ

ス」が、腐食ダクトから（天井裏経由で）分析

室や他の広範囲の部屋へ“給気”され、安全上

重要な機器・装置（の部品）を腐食させている

可能性も十分あるため、腐食ダクトを交換して

“オシマイ”とすることはできず、それらの点

検・洗浄なども必要です。 

しかも、今回のダクト点検は、おそらく“自

主的”ではなく、2017.6.6日本原子力研究開発

機構・大洗研究開発センターで起きた「ポリ袋

破裂・作業員内部被ばく事故」に対する「水平

展開」の不十分さ、主体性・当事者意識のなさ

を規制庁から“厳しく叱責”されたため＜8.29

面談＞、島根後点検指示も踏まえて、よ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うやくＨＦに関係する分析室の排気ダクト点検

も行なったのではないでしょうか。 

 

原発に限らず、六ケ所村核燃サイクル施設も、

設備も安全意識も“老朽化・劣化”が進んでお

り、再稼動など論外で、直ちに廃炉・閉鎖すべ

きです。 

＜2017.9.10完＞  

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 

【雑感】 「Ｊアラート」＋『科学的特性マップ』 
 

携帯・スマホを持たない筆者には“無縁”で

したが、8.29 早朝「Ｊアラート」警報で起こさ

れた方もいた（多かった？）のではないでしょ

うか。 

＜9.2 朝日＞の「ミサイル報道 過剰？」と

いう見出しの検証的記事によれば、８月２９日

午前６時２分に各テレビ局の画面は総務省配信

の「Ｊアラート」の黒画像【ミサイル発射。ミ

サイル発射。北朝鮮からミサイルが発射された

模様です。頑丈な建物や地下に避難して下さい。】

に切り替わり（ＴＢＳは独自画面）、「政府が『ミ

サイルが太平洋上に落下したと推定』と発表し

た６時４０分前後」まで続いたとのこと。 

発射翌日の＜8.30 朝日＞によれば、「日本政

府は、ミサイルの動きを完全に把握していた」

とか、小野寺防衛相曰く「我が国に飛来する恐

れがないと判断し、自衛隊法に基づくミサイル

破壊措置は実施していない」とか、「今回のミサ

イル発射に日本政府が強く反応したのは『事前

予告もなく、日本列島をまたいだから』（官邸高

官）だ」とか、防衛省関係者の「ミサイルが上

空を飛べば破片の落下など不測の事態も否定で

きない」などの発言が紹介されています。また、

ミサイルは 5:58 発射・6:12 落下ということで

約 14 分間、距離 2700km を飛行し、最高高度は

550km だったとのこと。 

 

Ｊアラートはミサイル発射４分後に発信され

たようですが、単純にミサイルの水平速度が同

じなら約７・８分で北海道に（中国・九州地方

ならもっと早く）達するため、日本着弾コース

なら半分以上飛行した４分の時点で「迎撃」し

ておかないとだめだと思いますが、迎撃ミサイ

ルの発射失敗や迎撃の失敗による着弾（北朝鮮

ミサイルだけでなく空振りした日本ミサイル

も？）の可能性が高いと考え、Ｊアラートを発

信したのでしょうか。もしも本気でミサイル着

弾あるいは迎撃成功後の双方ミサイルの破片落

下などを想定したのであれば、具体的にどのよ

うな「頑丈な建物や地下に避難」すればいいの

か明確・具体的に指示すべきですが、それもな

く、福島原発事故前（今も？）の原発避難訓練

と同様の、無責任・いい加減な情報発信でしか

なかったようです。 

それもそのはず、実際には、日本政府は「ミ

サイルの動きを完全に把握」し「飛来する恐れ

がないと判断」していたということですので、

『事前予告もなく、日本列島をまたいだ』こと
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への単なる“腹いせ・不満のはけ口”として、

本来は市民社会に‘無用な混乱が生じないよう’

迅速・正確な情報を提供すべき政府が、意図的

にＪアラートを発信し（民放に報道させ）、列

車・バスの運転見合わせや臨時休校その他様々

な‘無用な混乱をわざと引き起こした’ことは

明らかで、“北朝鮮の脅威”を宣伝するための世

論操作でしかなく、「公然のフェイク（偽）ニュ

ース＝大本営発表」というべき極めて悪質な行

為だったと思います。付言すれば、上空通過時

の「破片の落下など不測の事態」については、

部品・破片どころか「機体本体」の“落下実績”

が十分な「オスプレイ」飛行の方がよほど危険

なことは明らかで、だったら政府はオスプレイ

飛行を徹底的に監視して、その都度Ｊアラート

を出すべきです。（閑話休題） 

また、＜8.30 朝日＞は、１面トップに「北朝

鮮ミサイル 日本通過」との見出しで、「日本列

島を通過する最短コースを取った可能性」とか

「北海道・東北地方は首都圏に比べてミサイル

防衛能力が十分ではなく、迎撃を避ける狙いが

あったとみられる」という噴飯ものの記者の思

いつき？を掲載していますが、正しくは「日本

上空通過」で、また、北海道上空通過が「最短」

という証明もなく（それが本当なら、北朝鮮の

発射精度が極めて高いということ？）、また北朝

鮮が「最短」を選択する必然性も考えられず、

さらに、日本が「迎撃」する（できる）可能性

も極めて低く、そもそも今は北朝鮮が日本着弾

を狙うような軍事的緊張関係にはないことから、

「迎撃を避ける狙い」などあったはずもありま

せん。政府だけでなく、マスコミも、迅速・正

確かつ冷静・客観的な情報提供・報道をして欲

しいものです。 

 

と、つい書き過ぎましたが、これは、経産省

が 7.28 公表した高レベル放射性廃棄物最終処

分場の『科学的特性マップ』に、同じく噴飯も

のの記載があったからです。 

「科学的」と銘打っていても、津波の心配＜

＊＞のある海岸から 20km 以内を「輸送面でも好

ましい地域」として強調しているのは“ご愛嬌”

として、筆者が驚いたのは、北方四島もマップ

に記載され、一部は「適地」と判断されていた

ことです。さすがは経産省のお役人や御用学者、

「北方領土」を対象外とするわけにはいかなか

ったものと思われます。でも、北方四島は火山

活動が活発で、地震や活断層などの心配もあり

ますが、単に戦前（70 年以上前）の調査文献を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考にしたのか、あるいは戦後の「ソ連・ロシ

アの学術調査」を参照したのでしょうか。ちな

みに、マップと同時公表の 29.4『地層処分技術

ＷＧとりまとめ』報告が参照した「日本列島の

地質図（2011）」（10 頁）に北方四島は記載され

ていませんので、最新の知見に基づく地質調査

はなされていないものと思われます。それでも

マップに記載したのは、どうせ当該自治体（現

ロシア）から「調査受入」がなされるはずがな

い（詳細調査はされない）ので、“領土主張”の

観点から適当に（「科学的」に見えるよう火山だ

けは考慮して）記載したのでしょうか。まさか、

今後返還がなされたら、北方四島からも調査受

入がなされる可能性があるから…、と真面目に

考えたのでしょうか。 

＜＊：29.4 報告によれば、「安全性を確保す

る上で必要な施設…は、津波による遡上波が到

達しない十分高い場所に設置」もしくは「津波

による遡上波が到達する高さにある場合には、

遡上波によって廃棄物管理施設の閉じ込め機能

等の安全機能を損なわない」よう設計するから

大丈夫とし（53 頁）、また「船舶が接岸中に津

波が発生した場合、離岸し沖合まで避難すると

いった対策が可能である」としていますが（66
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頁）、南海トラフ地震で津波襲来まで 10 分とか

言われている紀伊半島・四国の南岸地域なども

「適地」として、「科学的」に問題はないので

しょうか。また、上記ＷＧ委員長・栃山修氏（数

年前に東北大を会場として小出裕章さんと公開

討論した相手）も、このようなマップを「科学

的」と認識しているのでしょうか。＞ 

 

 さて、本雑感の契機は、風の会・兵藤さんか

らもらった8.4技術会のオマケ資料『原子力だよ

りみやぎ 2017夏号（VOL.137）』の「特集 日

本のエネルギーの今と未来を考える」で、経産

省資エネ庁・須山照子氏が「今後の世代の問題

ということのみではなく、将来世代のために何

を行うか、行うべきか、常に念頭に置いて対応

する必要があります」と、エネルギー政策の『長

期的な視点』に言及していたことにあります（3

頁）。女川での1000年先までを念頭に置いた石

碑設置・桜植樹などの『長期的な視点』と比べ

るまでもありませんが、せいぜい40年（～60

年？）で廃炉となる原発を“現世代の利益のた

めに短期間”稼動させ、「10万年」も封じ込め

が必要な高レベル放射性廃棄物・使用済み核燃

料を次々に発生させ続けることを何とも思わな

い須山氏の無責任さ・厚顔無恥さは、まさにお

役人（“僅か数年”で人事異動・退職・天下りし

た瞬間から、一切の責任を負わない）の本領発

揮です。 

 

政府・経産省などの（マスコミをも巻き込ん

だ）一方的な情報提供（大本営発表）に惑わさ

れず、一つ一つの真偽を「科学的」かつ『長期

的な視点』で検証し続けることが必要だと思い

ます。 ＜水爆実験報道のあった 2017.9.3 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川原発アラカルト】 

【７月】 

23日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第

41回甲状腺エコー検査」、東北教区センター

「エマオ」。検診医今川篤子（西仙台病院内

科・神経内科）。22家族32名が受診（大人含む）。 

日本科学者会議宮城支部、「子どもを蝕む体

内被ばく－チェルノブイリから31年」、仙台弁

護士会館。ウクライナ3人の使者からのメッセ

ージ～「子どものすさまじい被害 ナロジチ

の救済運動」ナロジチ中央病院マリア・パシ

ュック院長、「1.1㏃/㎏の食事で頭痛－非汚染

地域の村」ノヴィ・マルチノヴィチ村一般学

校イーゴリ・ズベンコ校長、『日本プロジェク

ト』という番組をウクライナTV局アルタで制

作したオレグ・ヤルムリェンコ・ディレクタ

ー、通訳イーゴリ・オコレロフ。 

25 日（火） 脱原発東北電力株主の会 8 名、東

北電力の「説明の場」で 50 名の課長等と討論。

ハーネル仙台 2 階松島 A。 

26日（水） 関西電力系石炭火力発電所「仙台

パワーステーション」（ＰＳ、出力11万2000

㌗）、石炭を使った試験運転を開始。石炭火発、

宮城県内で10年ぶりに復活。 

仙台港の石炭火力発電所建設問題を考える

会、7月23日仙台市長に初当選した郡和子氏に

「仙台ＰＳ」の試運転の即時停止を申入れる

よう求める声明を発表。 

28日（金） 経済産業省、核のゴミ最終処分場

の「科学的特性マップ」を公表。 

30日（日） みやぎアクション会議、シルバー

センター第3研修室。21名参加。 

  「ぶんぶんカフェVol.36」、仙台市青葉区中

央市民センター第3会議室で開催。 

【８月】 

1日（火） 仙台市環境影響評価審査会、四国電

力系石炭バイオマス混焼火力発電所のアセス

メント方法書について、「周辺住民へ丁寧な説

明を事業者に求めるべき」とする答申案をま

とめた。8日、奥山恵美子仙台市長に答申書を

提出。 

4日（金） 「第142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。1

名傍聴。 

  富谷市、みやぎ生協、日立製作所、丸紅の4

者、環境省2017年度地域連携・低炭素水素技

術実証事業として、太陽光発電を活用して製

造した水素を合金に取り込み、一般家庭など

の電力として利用するサプライチェーン実証

試験を8月末から始めると発表。 

5日（土） 女川から未来をひらく夏の文化祭プ

レイベント「大きな紙にみんなでお絵描き」
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主催:実行委員会、女川小学校体育館。 

10 日（木） 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 94 回目会合を

原子力規制庁で開催、基準地震動（最大想定

の揺れ）を 1000 ガルとする東北電力の想定を

了承。東北電力は、規制委の指摘を踏まえ、

地震動を算出する地震の想定を従来の 6 種類

から 7 種類（620～1000 ガル）に増やし、規

制委は「おおむね妥当な検討がなされた」と

述べた。 

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 7 月分の女川原発の点検状況報告。 

16日（水） 株主の会、東北電力本社で議決権

行使書閲覧作業。4名参加。 

17日（木） 奥山仙台市長、石炭バイオマス混

焼火力発電所のアセスメント方法書について、

「周辺住民へ丁寧な説明を求める」とする意

見書を四国電力と住友商事に通知。 

  「考える会」長谷川公一共同代表、市役所

での記者会見で「事業の再検討などまで踏み

込んでいない点は遺憾だ」と指摘。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20日（日） 「女川から未来をひらく夏の文化

祭」主催:実行委員会、女川町まちなか交流館。

映画「新地町の漁師たち」上映会－女川・新

地町漁師＆山田徹監督トーク、約110名参加。

phokaコンサート他。来客多数。 

宮城県保険医協会女性部公開市民講座「原

発事故がもたらした諸問題を考える～イジメ

から健康影響まで～」木村真三氏（獨協医科

大学准教授）、エルパーク仙台セミナー室。 

21日（月） 県議会保険福祉常任委員会で、自

民党・県民会議の仁田氏、共産党県議団の天

下氏、公明党県議団の庄子氏など港周辺地域

選出の県議ら、仙台ＰＳの営業運転の差し止

めを求めるよう県幹部に要望。 

23日（水） 仙台市、22日に就任した郡和子市

長の指示で、仙台ＰＳ周辺の緊急環境調査の

実施を発表。PM2.5など27項目の大気調査と水

銀など26項目の水質調査を、24日～30日と9

月4日～11日の2回実施。 

 県、気仙沼市上西側、同市芳ノ口で 7 月 14

日、19 日に捕獲されたニホンジカの肉から

110、230 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出した

と発表。 

24 日（木） 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。 

 環境省、県内全域の河川や沿岸計76地点の

公共用水域で4～6月に実施した放射性物質モ

ニタリング結果を公表。河川周辺の土壌から

阿武隈川羽出庭橋（丸森町）の左岸で3200㏃/

㎏の放射性セシウムを検出。底質では、七ヶ

宿ダムのダムサイトで2300㏃/㎏検出。水質は

全地点で検出下限値（１㏃/㍑）以下。 

25日（金） 「第142回女川原子力発電所環境保

全監視協議会」、ホテル白萩。4名＋2名傍聴。 

26日（土） NPOきらきら発電・市民共同発電所、

「電力自由化と再エネの展望」講師竹村英明

氏（市民電力連絡会会長）、仙台市市民活動サ

ポートセンター6F。45名参加。 

あいコープみやぎ、飯田哲也氏講演会「ど

うする？我が家の電気代～発電産地とつなが

ろう～」、エル・パーク仙台スタジオホール。

市民約120名参加。 

放射能問題支援対策室いずみ「第42回甲状

腺エコー検査in名取」、日本キリスト教団名取

教会。検診医寺澤政彦医師（てらさわ小児科・

仙台市）。32家族53名が受診（大人含む）。 

27日（日） みやぎアクション会議、シルバー

センター会議室。18名参加。 

31日（木） 「マスコミを語る市民の会」宮城、

講演の集い「原発（福一事故）とマスコミ報

道～福島からの視点～」話し手／根元 仁さ

ん（元ＮＨＫ番組制作ディレクター）、仙台市

シルバーセンター第2研修室。約40名参加。 

  『河北新報』、原発に関する世論調査結果を

公表。原発「不安」87％。女川原発2号機再稼

働反対68.6％。宮城県知事選で「投票の判断

材料にする」49.1％。 

【９月】 

2日（土） NPO法人仙台夜まわりグループ、被

ばく総合検診。福島県内での除染や原発敷地

内の作業に従事した後、路上生活や生活困窮

に陥った人を対象とした甲状腺総合検診。宮

城民医連協力、仙台市錦町診療所で19名が受

診。 

宮城野区母連、「仙台港の石炭火力発電所を

考える」講師長谷川公一さん、田子のまち１F。 

3日（日） 女性ネットみやぎ5周年企画映画『日
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本と再生〜光と風のギガワット作戦』上映＆

河合弘之監督講演、仙台福祉プラザふれあい

ホール。260名参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 日（火） 女川原発の再稼働を許さない！み

やぎアクション（鈴木宏一代表他 5 名）、東北

電力本社で、田中三彦さん・後藤政志さん起

草の「女川原発の再稼働に関する公開質問１、

２」を提出。応対者は広報・地域交流部（エ

ネルギー広報）井畑直久課長と火力原子力本

部・原子力部山田俊吾課長の 5 名。 

  加美町、町議会全員協議会で、来年度「地

域新電力事業」に参入することを説明。県内

自治体では、東松島市に次いで 2 例目。 

6日（水） みやぎアクション等12団体、県庁13

階環境生活部会議室で、村井嘉浩宮城県知事

宛「地震・津波の影響を世界一受けやすいと

される女川原発について、新規制基準等が適

切かどうかも含めて、最新の知見をふまえて

安全性を検討するよう求める要望書」を、後

藤康宏環境生活部長に提出。また、原発問題

住民運動宮城県連絡センター等４団体、県議

会１階第一議員応接室で、女川原発の再稼働

中止を求める要望署名第7次分7901筆を、阿部

孝雄原子力安全対策課長へ提出（2012年6月以

来13万5000筆）。脱原発をめざす宮城県議の

会5県議と市民18名参加。TBC他記者5名。 

  規制委、臨時会合で、東北電力原田宏哉社

長と「女川・東通原発の再稼働」について意

見交換。 

9 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原

ネットワーク、学習交流会「女川原発の危険

性と広域避難計画の問題点」、髙野博女川町

議と菅原勇喜栗原市議が報告。栗原市市民活

動支援センター。 

12 日（火） 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 8 月分の女川原発の点検状況報告。 

  吉村美栄子山形県知事、定例記者会見で、

女川原発再稼働について「隣県にも説明すべ

き」と述べた。 

  「考える会」、県議会棟であった県議との勉

強会で、28 日に仙台ＰＳの営業運転差し止め

訴訟を仙台地裁に提訴することを表明。 

14 日（木） 東北電力、建設中の海抜 29 ㍍防

潮堤、今春搬入されたフィルター付きベント

装置や大容量淡水貯水槽を報道各社に公開。 

（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 

【７月】 

28 日（金） 第 238 回「金曜デモ」、時折降り

だす大粒の雨の中、女川原発の廃炉を訴え、

錦町公園から 35 名の市民が参加。 

【８月】 

4 日（金） 第 239 回「金曜デモ」、雨の中、元

鍛冶丁公園から 40 名の市民が参加。 

11 日（金） 第 240 回「金曜デモ」、足元の悪

い中、錦町公園から 55 名の市民が参加。3.11

の地震と津波、それから原発事故の犠牲者を

悼みながら、コールを行わない「サイレント

デモ」を行いました。 

18 日（金） 第 241 回「金曜デモ」、小雨が降

るなか、原発もうやめようとコールしながら、

錦町公園から 40 名の市民が参加。 

25 日（金） 第 242 回「金曜デモ」、久々に戻

ってきた真夏の空気の中、原発なくす知事を

選ぼう！と訴え、錦町公園から 35 名の市民が

参加。 

【９月】 

1日（金） 第243回「金曜デモ」、「北朝鮮のミ

サイルが脅威だというなら、電車を止める前

に、原発を廃炉にすべき。政府の恣意的な対

応を認めず、私たちの安心・安全のために、

原発をなくしていきましょう！」と、元鍛冶

丁公園から40名の市民が参加。 

8日（金） 第244回「金曜デモ」、残暑の中、肴

町公園から35名の市民が参加。 

15日（金） 第245回「金曜デモ」、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

https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
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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

14 時～ 

 

●汚染廃棄物「試験焼却」を

めぐる動き 
【８月】 

2 日（水） 大崎市、すき込み後にまいた牧草

の 1 回目の刈り取りを実施。8 月末、牧草 5

検体の放射性セシウム濃度を調べた結果、最

高濃度 38 ㏃/㎏。 

3 日（木） 登米市、汚染ほだ木すき込み実証

実験で、土壌の放射性セシウム濃度測定の途

中経過を公表。「影響があまりないとみられる」

と分析。 

5 日（土） 放射能汚染廃棄物の焼却を考える

県南の会、放射能汚染廃棄物「焼却問題・学

習会」、講師中嶋廉県議会議員、大河原町世代

交流いきいきプラザ。58 名参加。 

8 日（火） 「放射能汚染廃棄物 『一斉焼却』

に反対する県民連絡会」、試験焼却もやめるよ

うに宮城県知事に申し入れ、13 項目の質問状

を提出。 

  上宮協栄会（約 70 世帯）27 人、大崎地域

広域行政事務組合に、大崎市岩出山地区の焼

却場「西部玉造クリーンセンター」での試験

焼却を行なわないよう求める要望書を提出。

大崎市にも 3 日付けで要請書を提出。 

20 日（日） 大崎市、東庁舎大会議室で「農林

業系廃棄物の試験焼却実施に関する住民説明

会」。伊藤康志市長ら 14 名及び広域事務組合

2 名が出席、環境省 8 名と県 4 名も陪席。市

民約 50 名参加、焼却反対の意見が相次いだ。 

24 日（木） 女川原発の再稼働を許さない石巻

地域の会など 7 団体、亀山紘石巻市長に「放

射能汚染廃棄物の焼却処分計画の撤回を求め

ます」申し入れ書と河南地域住民の会（仮称）

で集めた 1300 筆の署名を提出。18 名参加。 

28 日（月） 登米市、すき込み後に生えた牧草

の放射性セシウム濃度の 1 回目の測定結果を

公表。15 区画中 1 区画で 9.7 ㏃/㎏検出。 

  栗原市、汚染牧草で製造した堆肥で育てた

牧草の刈り取り作業を実施。 

30 日（水） 亘理町、町内約 160 ㌧全量の亘理

名取共立衛生処理組合での焼却を断念。最終

処分場が満杯で、焼却灰を県外の業者に外部

委託できないため。他の名取、岩沼、山元の

1 市 2 町も。 

【９月】 

1 日（金） 加美町、色麻町、汚染牧草を町有

地へすき込み、減容化する実証実験を月内に

着手する方針を表明。 

9 日（土） 「県南の会」、まさのあつこさん講

演会「放射能汚染ゴミ解決は自治力で」、大河

原町オーガ。79 名参加。 

10 日（日） 「県民連絡会」、「放射能汚染ゴミ

解決は自治力で」講師まさのあつこさん（ジ

ャーナリスト）、仙台弁護士会館。111 名参加。 

16 日（土） 「放射能を拡散させる『一斉焼却』

をスルナ・サセルナ市民集会」（実行委主催）、

大崎市内で開催。約 100 名参加。 

（空） 

 

【編集雑記】 
●「伝言料理 第二話 さんまの昆布巻」。子ど

もの頃に食べていた伝統というほどではない伝

言のような料理を、記憶をもとに再現し、今の

家族と食べてもらう「伝言料理」シリーズに、

女川原発反対同盟代表故阿部宗悦さんの孫5人

が出演。今はなき『阿部麟商店』の懐かしい映

像も。写真家小岩勉氏製作。ユーチューブで公

開中。「伝言料理」と検索すると見ることができ

ます。 

https://www.youtube.com/watch?v=54i6p6ToCQo 
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