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栗原市実証実験：セシウム全量散布の“目くらまし”！ 
 

前号『気になる動き５４』で取り上げた「栗

原市の実証実験」の中間結果が 7.20 に公表され

たとのこと。栗原市ホームページ（ＨＰ）では

報告を見つけられませんでしたので、7.21 朝

日・河北・ネット毎日を見てみました。その結

果判明した前号の筆者推測の“誤解”訂正も兼

ねて、以下に実験の内容・目的を紹介（批判）

します。 

 

各社の記事を総合すると、汚染牧草「２トン」

に微生物（＊毎日記事に「共和化工」とありま

したので、同社ＨＰを見たら、８５℃以上の高

温（雑菌は死滅する温度）でも有機物を好気的

に分解（超高温好気性発酵）する「ＹＭ菌」の

ようです）12.4 トン、水と牛ふん計 5.1 トンを

加え（発酵促進のため）、総重量「19.5 トン」

で 5.23 に実験開始＜河北＞。すると、セシウム

汚染牧草 2,723Bq/kg＜朝日＞は、開始時の調

整・混合で 279 Bq/kg と、それだけで 10 倍希釈

されています。一方、河北・毎日では、実験前

362.5 ・362Bq/kg とのことですので、牧草＋Ｙ

Ｍ菌計 14.4 トンの７倍希釈と考えているよう

です（水と牛ふんは蒸発・分解で消失するから

無視したのでしょうか？）。 

7.15 時点での総重量は「12.2 トン」＜河北＞

とのことですから、セシウムは堆肥全体で約

1.6 倍（19.5／12.2）濃縮され、446 Bq/kg と算

出されます＜朝日約 450、河北 457、毎日約 450

で、ほぼ一致＞。堆肥の「流通可能基準」＜＊

朝日では「国の許容値」、毎日では「農水省が定

める肥料としての暫定許容値」＞は 400 Bq/kg

のため、栽培実験には微生物を追加投入して

300 Bq/kg 程度にした堆肥を使用するとのこと。

すると、今回の 12.2 トン堆肥をさらに３分の２

に薄めるには「6.1 トン」のＹＭ菌追加が必要

で、牧草 2 トンに対して計 18.5 トンを投入する

ということで、何のことはない、2,723Bq/kg⇒

300 Bq/kg にするためにＹＭ菌（実際には菌を

保持する担体（土・活性炭、まさか寒天？）の

重量が主だと思いますが）で９～10 倍希釈した

だけです。 

河北は「重さ 10 分の１に」という大見出しで、

汚染牧草２トンが 200kg に減少した“成果”を

強調していますが＜毎日・朝日も同様。＊投入

したＹＭ菌や担体の変化をどう計算したのか不

明で、200kg に減少したのか、直ちに同意でき

ません＞、でも、総重量がＹＭ菌・担体により

実験後「12.2 トン」に、追加希釈後には「18.3

トン」に（おそらく体積もかなり）増えている

事実を、逆に言えば、無汚染のＹＭ菌・担体 12.0

～18.1 トンが 300 Bq/kg まで“意図的に汚染さ

れる”事実を、忘れてはいけません。小出裕章

さんなどが言っているように、「除染」なるもの

の全ては単なる「移染」でしかなく、それが放

射能（セシウム）汚染の現実です。放射能を濃

度で規制する限り、基準をクリアする（すり抜

ける）には“手を変え、品を変え” 何かで薄め

るしかなく、放射能の総量は変わらない（変え

られない）ので、汚染物質の全体量・総重量が

増えるのは当然です。 

結局、栗原市の実験は、牧草に含まれる「セ

シウム」を田畑に散布処分することを“真の目

的”としながらも、市民や農家が反発しないよ

う“目くらまし”のため、「堆肥化」名目で‘Ｙ

Ｍ菌・担体で 10 倍希釈’したに過ぎないものだ

と思います。 

 

さらに穿ってみれば、作物へのセシウム移行

がどの程度かは（簡単な文献調査で）既に予測

できていると思われ、「300 Bq/kg 堆肥」で育て

れば市場流通可能な 100 Bq/kg 以下になると確

信しているからこそ（国の堆肥許容値 400 Bq/kg

はそれを反映しているはず。しかも堆肥散布時

に、さらに土壌により何倍～何十倍かに希釈）、

あとは実際に作物を育てて 100 Bq/kg 以下とな

ることを示し（汚染食品をどこかの大臣・社長

とかが食べるパフォーマンスと類似？）､その

“成果”を基に汚染牧草全量の堆肥化＝セシウ

ム全量の田畑への散布処分実施、というスケジ

ュールが決まっているのではないでしょうか

（そのためなら実験費用 4000 万円は安い？）。 

でも、施肥・収穫後の土壌へのセシウム残留

（作物への移行分と風雨で他所へ移動・流出し

た分が減少）に目を向ければ、ガス化・飛灰問

題はあるにせよ焼却灰（指定廃棄物）としてセ

シウムの大半を管理・隔離が可能な焼却処理や、

他のバイオマス利用方式（アルコール発酵・嫌

気性メタン発酵等、ある程度「閉鎖系」の技術）
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と比べ、堆肥化・散布方式は環境への影響が小

さいと言えるのでしょうか。しかも、2600 トン

の汚染牧草を処理（希釈）するには、その９～

10 倍のＹＭ菌を購入（国の補助金頼み？）しな

ければならず（企業丸儲け！）、果たして収穫物

の出荷額と比較して（「汚染堆肥育ち」との“風

評被害”がなかったとしても）採算が取れるの

でしょうか。 

 

「牧草は９割減」などという宣伝や、「カロリ

ーの低い牧草でうまく発酵するか心配だったが、

非常にうまくいった」というアドバイザー（松

井三郎京大名誉教授）の放射能とは無関係の“的

外れ”な視点に目をくらまされずに、セシウム

は時間が経たなければ減らないという真実を厳

粛に受け止め、セシウムを環境中に広く撒き散

らすような処分方法は（8000 Bq/kg 以下の「指

定外廃棄物・指定解除廃棄物」の一般廃棄物と

しての再利用・環境中への投棄と同様）決して

認めてはいけないと思います。 

 ＜2016.7.31 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 
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トラブル続発が意味する東北電力の技術力！ 
 

2016.7.22 東北電力は、7.8 に女川２号機の地

震計を誤作動（警報発信）させ、女川原子力規

制事務所から指導文書を受領したことを公表。

7.27 には３号機から国や自治体へ火災発生警

報を誤発信。8.5 には３号機の非常用ディーゼ

ル発電機に異常。 

 

7.22 報告では、「原子炉格納容器圧力逃がし

装置（フィルタベント系）の設置工事に伴い、

原子炉建屋に設置されている地震計のケーブル

が干渉する可能性があったことから当該ケーブ

ルを撤去するため、地震計を停止」し、その後

「当該個所のケーブルの復旧作業が終了したこ

とを受け、平成２８年７月８日、地震計を復旧

したところ、当該警報が発生しました。原因は、

地震計を通常状態に復帰させるための地震計本

体にあるボタン（復帰ボタン）を押さないまま

復旧したために発生」したもので、7.22 指導文

書のとおり「昨年９月に発生した１号機所内電

源の停電事象と同様に復旧作業に係る手順の検

討及びそのレビュー等が不足していたことによ

り発生しており、類似事象の再発を防止する設

置者の取り組みが不十分」だったことは明らか

です。 

 

 

当該ケーブル 
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東北電力は『発電所だより 2016.5 月号』で、

4.13 に電力社員や下請（協力企業）も含め約

1800 名参加で「構内特別安全大会」を開催し、

「ちょっと待て 本当に良いのか その動作」

などの標語の指差唱和を行ない「作業安全を誓

いました」と宣伝していますが、ケーブルを外

す際にはそのような確認は行なわれなかったよ

うです。 

最大の問題は、作業者・作業責任者・作業計

画作成者の誰もが当該地震計の仕組みを理解し

ておらず、干渉ケーブル一時撤去の際に通電状

態を保つ（警報が鳴らないようにする）ためバ

イパス回路＜左図の赤点線＞を作ったまではよ

かったものの、バイパス回路のケーブルを外す

際に「ちょっと待て…」と立ち止まらず、地震

計の電源を入れたことで正常状態に復旧したと

考え、ケーブルを外したところにあります。す

なわち、作業関係者の誰も「復帰ボタン」の役

割（電源を入れただけでは接点は戻らない＝通

電状態にならない）を理解しておらず、‘地震計

の電源を入れるだけでいい’と漠然と考えてい

たのではないでしょうか（筆者のような素人な

らそう考えても仕方ありませんが）。そのような

“素人的”誤解・誤操作が生じないよう、地震

計に精通した“プロ”が作業手順書を作成・確

認し、「地震計電源オン⇒「復帰ボタン」オン（通

電状態確保）⇒ケーブル撤去」（あるいは「復帰

ボタン」オン⇒地震計電源オン⇒ケーブル撤去

でも可？）と記載しておけば、今回の事象は生

じなかったことは明らかです。 

昨年９月の女川１停電２回は電気作業の基本

（アイソレの重要性）を作業関係者の誰も理解

していなかったために生じましたが、今回も地

震計の基本操作（再起動時に「復帰ボタン」を

押すこと。火災報知機などでも再起動時には復

旧ボタンを押すような気がしますが…）を誰も

理解していなかったことは明らかです。電力社

員同様、基本を理解していない規制委・統括原

子力保安検査官の「設備の復旧作業に係る作業

管理の改善を図ること」＜7.22 指導文書＞とい

うような「“文学的”対策で事故は防げない」こ

とは『鳴り砂№259』で指摘したとおりですが、

各種作業・対象機器の“基本”を作業関係者の

誰一人理解していないような今の‘東北電力の

技術力’こそが、最大の問題・改善すべき事項

だと思います。 

 

 7.27 火災警報誤発信は、火災用緊急連絡「装

置の定期的な時刻調整を実施しようとしたとこ

ろ、ディスプレイの画面が表示されなかったこ

とから、ディスプレイの交換作業を行っていた

際に、火災発生の情報が誤って発信されたもの」

で、7.28 報告時点では原因不明とのこと。 

交換時に（キー操作等を無効にする対策をせ

ず）誤って火災警報キーを押してしまったとか、

あるいは端末本体からディスプレイが切り離さ

れる状態を「火災発生」（周辺機器・接続ケーブ

ル等が焼損）と認識して自動で警報発信するよ

う設定されていたとか、いくつかの原因が考え

られますが、そもそもディスプレイの不調・故

障はいつ頃から発生し（前回の時刻調整はい

つ？）、その影響はなかったのでしょうか。また、

交換作業は上司に相談して確認を受けたのか、

作業手順書はあったのか、なども不明です。い

ずれにしても、当該作業者（電力社員・運転員）

が“目の前の事態”（画面非表示や交換作業）に

気を取られ、周りに及ぼす影響を十分に考慮せ

ずに作業したことに原因があったものと思われ

ます（１号機停電「アイソレ忘れ」と同質）。 

 

8.5 の３号機非常用ディーゼル発電機の異常

（定期試験中、定格出力到達後の出力調整時に、

操作に対する発電機出力の応答が通常よりも遅

れたこと）は、「調速機に異常が生じている可能

性があると判断し、予備の調速機に交換」して

「適切に応答することを確認し」、8.12 に復旧

したとのこと＜8.12 報告＞。これは購入した調

速機の“外れ”ということだけかもしれません

が、これら以外に、東通原発でも、4.14 非常用

ディーゼル発電機からの軽油燃料漏れ（原因は

ナットの締付不十分）、7.23 補助ボイラーから

の重油漏洩（原因は継手部の締付不十分）など、

被曝労働の可能性の低い設備においても作業ミ

ス・確認不十分によるトラブルが続発している

のは気になります。 

 

「ちょっと待て…」を許さない‘再稼動に向

けた各種作業の詰め込み’という問題もあると

思いますが、それ以上に、東北電力自身（社員

一人一人）の基本的な技術レベルの低下が背景

にあると思われ、問題はより深刻だと思います。 

＜16.8.21 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 
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廃炉時代に備えたＬ１廃棄物（埋設）の『考え方』 
 

『鳴り砂№257：気になる動き

４１（2015.8.9）』で、原発から

出る放射性廃棄物のうち放射能

レベルが３段階で最も低い廃炉

廃棄物（Ｌ３）が東海原発敷地内

に埋められる予定となったこと

から、女川原発でも敷地内処分の

可能性があることを指摘しまし

た。また、その 8.12 追記で、Ｌ

１（放射能レベルが最も高い炉内

等廃棄物）の数万年の安全確保と

いう「ゾンビ的基準」が 2015.8.10

規制委で検討されたことにも言

及しました。その炉内等廃棄物

（Ｌ１）について、ここ数ヶ月、

規制委で盛んに検討等がなされ

ているようです。＜＊以下、長い

引用をお許し下さい。＞ 

 

2016.7.12「資料 12-3」の『炉

内等廃棄物の埋設に係る規制の

考え方について（案）』＜下線筆

者＞では、まず『（１）処分概念』

として、「炉内等廃棄物の処分を

行うに当たっては、数万年を超え

る長期間にわたって炉内等廃棄 

物を起因とする放射線による影響から公衆と、

公衆を防護する上で必要な環境（以下「生活環

境」という。）を防護する必要がある。」＜２

頁＞と、“タテマエ＝官僚作文”にしか過ぎな

いことが明らかな“非現実的空論”を振りかざ

しています。【図の横軸「1.Ｅ+02」が 100 年で、

炉内等廃棄物の影響が「年１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ」以下と

なるのは「1.Ｅ+05＝10 万年」以上経ってから

です。】 

次に、『（２）規制終了までの期間』として、

「埋設された炉内等廃棄物は、数万年を超える

長期にわたり人への潜在的な影響が残る可能性

があるが、こうした長期間にわたり事業者を規

制して管理させることにより安全を確保するこ

とは現実的でない。このため規制は、規制期間

終了後において防護上の問題を生じうるような

状態に至ることは合理的に想定し得ないこと等

を確認した上で、有限の期間で終了するものと

する。規制終了までの期間としては、事業者に

よる事業の継続性を考慮し、また浅地中処分の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「1.Ｅ+05＝10 万年」以上経って 

300～400 年程度 

 

事業を参考にして、事業開始後 300～400 年程

度を念頭に置く。」と述べています＜２頁＞。 

そして、『（３）事業組織が具備すべき要件』

として、「中深度処分は、規制が終了するまで

の期間が 300～400 年程度にわたる事業である

ことや、特に廃棄物の埋設段階以降においては

事業そのものによる収入が期待できないことか

ら、事業費用の確保に係る見通しの不確実性が

他の原子力施設に比べて高い。また、当初予期

されていなかった放射性核種の漏出等の異常が

発生した場合、事業者は漏出箇所の確認や補修

等の必要な対策を講じる必要があるが、補修等

の有効な措置が採れなければ廃棄物の回収に至

ることも考えられる。万一、坑道の埋戻し後の

保全段階においてこのような状況に至った場合、

中深度処分の廃棄物は浅地中処分よりも深い地

中に埋設されることから、浅地中処分の場合に

比べて技術力と多大な費用を要することが予想

される。このように、事業の長期性及び万一の

異常時への対応を考えると、中深度処分の事業

年
１
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト 

※２ 高レベル廃棄物 
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者は、廃棄物の回収等に至った場合も含めた異

常時への適切な対応に必要な技術や費用も含め、

十分な技術的能力及び経理的基礎を、規制終了

時点まで安定的に保持していなければならない。

今回の検討においては、これを確実なものとす

るため、例えば、資金の確保に関する措置や業

務困難な場合等の不測の事態への措置等が国

（例えば、放射性廃棄物の埋設に係る政策を所

管する当局）により適切に講じられること、あ

るいはこれらと同等の効果をもつ手当がなされ

ることを前提とする。」＜３頁＞ということで、

埋設後 300～400 年程度は無収入＝資金確保困

難で、企業として存続している保証もないこと

＝業務困難は誰が見ても明らかで（「不測の事

態」などでは決してありません！）、結局は‘国

が肩代わり＝原発の“恩恵”を一切受けない未

来の子孫へ危険と費用負担を押しつける’こと

しか考えていないのです。 

（★注：7.12 後、8.3 にも案が出され、趣旨は

同じですが、(2)の文書が変えられました。また、

上の図は右下図（核種毎の減衰を示す見にくい

図）に差し替えられ、上記【 】内の「炉内等

廃棄物の影響が年１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以下となるのは

10 万年以上」という“重要情報”が読み取れな

くされました。さすが規制委・お役人！） 

 

さて、このような「核のゴミ」につ

いては、小出裕章さんが講演や『原発

のウソ』（扶桑社新書 2011.6）などの

著書で繰り返し述べているように、今

の９電力ができたのが戦後の 1951 年

（＊65 年前）、家庭で電気が使えるよ

うになったのは 130 年前（筆者が 5 年

加算）、アメリカ合州国建国は 240 年

前（同＋文字変更）、（2011 年の）300

年前は江戸時代・忠臣蔵討ち入りの時

代で、「300 年後には電力会社はなく

なっているかもしれません。…日本や

アメリカという国すら存続している

かどうか分からない未来まで、放射能

のゴミをどうやって責任をもって管

理してゆくというのでしょうか。まし

てや高レベル放射性廃棄物を管理す

る 100 万年という時間は、何をどう考

えていいのか分からないほどです。…

見知らぬ子孫たちが 100万年間汚染の

危険を背負いながら。また莫大なコス

トを支払い続けながら、『核のゴミ』

を監視しなくてはならないのです。」

＜178～180 頁＞ということしかあり

ません。 

そのような未来世代・子孫へのせめてもの“罪

滅ぼし”として、これ以上の放射性廃棄物の大

量生産＝原発再稼動は、何としても止めさせる

しかありません。 

 

…と書いていた（書き終えた）ところ、8.31

に規制委は案を確定させ、9.1 朝日に紹介記事

が載り（東海原発でのＬ３敷地内埋設を今年１

月地元が容認したことにも言及していました）、

9.2 朝日「天声人語」にも取り上げられました

（400 年だろうと 10 万年だろうと、今を生きる

世代が責任をとれるような話ではない。「超現

実的」な現実に戦慄する。…）ので、少し？追

記します。 

8.31『考え方』は、「炉内等廃棄物の埋設に

係る規制基準等の整備の前段階として、規制の

考え方について検討した。この考え方は、規制

基準等の検討の基礎となるものであるが、幾つ

かの前提を置いた上での施設設計等に係る規制

要求の考え方を示したものであり、検討の途中

段階にあるもの」とのこと。7.12 案と比べると、

(1)はほぼ同じですが、(2)は 8.3 案を踏まえ後

半が「このため、＜中略＞規制は有限の期間で

終了するものとする。規制終了までの期間とし

ては、事業者による離隔や閉じ込めの措置に係 
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る確認を一定の期間求める観点に加えて、事業

者による事業の継続性の観点から既往のピット

処分の事業を参考に、300～400 年程度を念頭に

置く。」となりました。(3)は同じで、図はやは

り「8.3 差替図」です。前述の批判は修正不要

のようです。 

さて、それ以外の‘トンデモ’部分を紹介す

ると、9.1 朝日に「電力会社に 300～400 年管理

させる。その後は国が引きつぎ、10 万年間、掘

削を制限する」とありましたが、具体的には「国

としても…規制期間中及び規制期間終了後にお

いて、廃棄物埋設地を含む一定の区域に対する

掘削や地下利用等の特定の行為を制度的に制限

することが考えられる。こうした制度により、

少なくとも制度が有効な期間においては、人為

事象の発生の可能性はより低くなると考えられ

る。」とか、「廃棄物埋設地の所在地や地表で

の境界と地表からの深さを公示するとともに、

関係図面を国や関係市町村の役場等において縦

覧に供する等によって公衆への周知が図られて

いることに加えて、規制期間終了後においては、

廃棄物埋設地の位置、構造、設備や埋設された

廃棄物に係る記録及び管理に係る記録が国によ

り永久に保存される制度とすることが考えられ

る。」＜p.4>とされています。でも、果たして

「制度が有効な期間」は 300～400 年も続くの

でしょうか。「規制期間終了後…記録が国によ

り永久に保存される」としていますが、小出さ

んの言うように、日本という国家形態・政治制

度が、300～400 年はもとより 10 万年も有効に

機能・存続するのでしょうか（先日、福島の除

染廃棄物埋設の記録不備で、真上に住居新築と

のニュースがありましたが、市町村と違い「国」

なら記録を永久保存できるのでしょうか。10 万

年持つ記録媒体があるのでしょうか）。 

『廃棄物埋設地の位置に係る要求』では、「過

去に生じた火山・断層の活動範囲や隆起速度を

合理的に外挿可能と考えられる期間については、

立地地点における火山・断層等の分布及び隆起

作用や、これらの活動に影響を与えるプレート

運動等の科学的知見に基づき決まるものである

が、科学的知見に十分に基づいていれば、事業

者が立地地点の地質環境に応じ、今後 10 万年

程度の期間や、数 10 万年といった期間の地質

環境の状態について外挿することによって評価

することは合理的であると考えられる。」＜p.11

＞としています。同義反復の官僚作文で筆者に

は“真意”が理解できませんが、要するに、科

学的知見に基づき合理的に‘誰も 3.11 地震を予

測できなかった’のに、（高レベルもＬ１～Ｌ

３も含め）埋設審査に関わる御用学者だけは 10

万年先を予測・外挿可能な科学的知見を持って

いるから評価は合理的だ、とでも言いたいので

しょうか。あるいは、官僚の“良心の呵責”で、

‘科学的知見が十分なら外挿可能期間を合理的

に評価できる’という一般論・判断基準を示し

ただけで、現時点では科学的知見は不十分だか

ら埋設してはいけない、と逆説的に“歯止め”

をかけたのでしょうか。いずれにしても、3.11

地震や御岳山噴火・熊本地震等を経験した現時

点において、また温暖化・異常気象による海面

上昇・局地的豪雨など未知の脅威が顕在化し始

めた今、埋設を認める科学的知見・データが「『今

後 1000 年間妥当』するという保証はない」＜加

藤尚武『災害論』p.90、世界思想社 2011.11＞

ことを、真摯に受け止める必要があると思いま

す。 

さらに‘トンデモ’なのは、9.1朝日（Ｌ１と

して制御棒を強調。なぜ？）の見出しにあった

「地下70メートル超」への埋設理由です。「ト

ンネル施工による廃棄物埋設地への掘削行為を

廃棄物埋設地の大規模な損傷を引き起こす事象

と位置付け、トンネル施工の深度等を参考に、

地表から廃棄物埋設地の頂部までの深さが70 

メートルより深いこととする。」＜p.15＞とい

うことで、300～400 年や10 万年先の「ごく普

通のトンネル工事」で掘り返されることを心配

してのもののようです（自然事象の影響は、科

学的知見に基づき合理的に評価済み、という前

提なので）。そのような人為事象は、既往の埋

設事業規則１７条で「埋設保全区域を定め、当

該埋設保全区域については、標識を設ける等の

方法によって明らかに他の場所と区別…」とか

「廃棄物埋設地には、次に掲げる事項を表示す

る立札その他の設備を設置し、常に見やすい状

態にしておく…」と規定され＜p.17＞、「標識・

立札」で300～400 年「埋設地の存在を認知し

やすくする」＜p.19＞から大丈夫、ということ

のようです。 

でも、「標識・立札」は壊れたり文字が消え

たりする心配があり、さらに「そもそも文字の

歴史などせいぜい5000年しかありませんし、当

時使われていた文字も今の人間はほとんど読む

ことができません。そう考えれば、10万年後、

歴史の承継はまずできないと思うべきでしょう。

どんな印を残したとしても、10万年後の人間が

それを解読するなど、どんな荒唐無稽なＳＦで

も無理な話です。」＜小出裕章『100年後の人々

へ』p.78、集英社文庫2014.2＞との指摘に鑑み

れば、せめて5000年の安全のため、埋め捨てに

するのではなく、「中深度処分の廃棄物埋設施

設は我が国に前例がなく、天然バリアにも強く
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依存し、今後も少数しか設置されないと考えら

れる」＜p.19＞という“希少性”を利用して、

埋設地域全体を『負の原子力遺産』（観光客は

呼べませんが）として世界登録し、ピラミッド・

ロゼッタストーンのような「長持ちする巨大標

識・立札？」を作るか、あるいは『考え方』へ

のパブコメ意見№17にあった「伊勢神宮・出雲

大社・上賀茂神社などのような式年遷宮方式」

＜参考資料１のp.11＞で管理すれば、‘トンネ

ル工事などもってのほか’となることは確実で

す。ただ、東海原発Ｌ３埋設の例に倣えば、女

川も『Ｌ１廃棄物（等）埋設遺産』の最優先候

補地となってしまう気がしますが…（式年遷宮

方式なら雇用が確保され“一石二鳥”？）。 

 

最後に、各種廃棄物について「10万年の管理」

が目標にされるのは、最初に示した図のように

「年１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ」の被曝基準があるからですが、

例えばこれから300～400年の間にこの基準が

高すぎるという科学的知見が得られた場合、埋

設事業者・国はどうするのでしょうか。「20万

年の管理、30万年の管理、…」と文章表現を変

えて済まそうとするのでしょうか。いずれにし

ても、発生させてしまった廃棄物は、常に“後

戻り・見直し”ができるよう、見えるところで

管理するしかないものと思います。 

 ＜2016.9.4 完＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 最近の気になる動き 60   

？？ 東北電力の『先取の精神』 ？？ 
 

2016.8.24に規制委の臨時会合がわざわざ開

かれ、東北電力が「原子力発電所の安全性向上

に関する取り組みについて ～女川・東通の再

出発に向けて～」という文書を提出していまし

た。その最後で「女川１号機から継承される先

取の精神を継続し、たゆまなく安全性向上に関

して全力で取り組む」＜p.21＞と述べています

が、その意気込みで規制委に再稼動審査を促そ

うという単なるアピールでしょうか。 

５年間以上の原発停止で「運転経験の減少，

技術力低下の懸念」があるとしながら、この状

況が（反対運動により建設計画から運転開始ま

でが大きく遅れた）「女川１建設時と類似」して

いるとして、適合性審査に対応することが（最

初の設置許可申請書の作成と同じなので）「更な

る人材育成の好機」ととらえ、女川１同様の『先

取の精神』に倣って 3.11 後に「各種安全対策」

を追加している、としています＜p.3-7＞。 

女川１の『先取の精神』の例としては、敷地

高 14.8m や難燃性ケーブル採用などを挙げてい

ますが＜p.8＞、筆者は何度も述べているように、

前者の「平井弥之助元副社長の 5m 増主張」＜8.6

女川での長谷川公一先生講演資料 p.10＞につ

いては、なぜ 3～4m 増ではなく 5m 増だったのか

合理的に説明されない限り、未だに信じられま

せん（少なくとも、最初の 9.8m と変更後 14.8m

の切土・盛土の土量計算・工事費を比較し、後

者が明らかに不利・不経済だったのなら納得し

ます）。また、3.11 後の『先取の精神』による

対策として各種電源対策・防潮堤建設・水源対

策・フィルターベント設置等を挙げていますが、

それは旧保安院・規制委の指示を受けたもの（適

合性審査に合格するためのもの）で、自主的な

整備とは言えないのではないでしょうか。 

また、「更なる安全性向上に向けて」として、

『原子力安全に向けた日常のＰＤＣＡ活動⇒

「気づく，話す，直す」』というスローガンを

揚げ（＊筆者は「ＰＤＣＡ活動」なるものは不

知）、≪品質方針≫として「安全最優先の徹底、

常に問い直す習慣、コミュニケーションの充実

による情報の共有」などを列記していますが、

この間の女川でのトラブル続発とその原因の

‘基本的注意事項を守らない・気付かない単純

ミス’を見ると、1400 名参加の「8.19 ヒューマ

ンエラー防止に係る決起集会」＜9.8 第 10 回検

討会資料５の p.6＞など何度繰り返したところ

で、「運転経験の減少，技術力低下の懸念」な

ど一向に解消できないことは明らかです。 

なお、筆者が気になったのは、福島事故の教

訓で危機管理強化として「事象のカウントダウ

ン表示（原災法 15 条報告・炉心露出予測等活用）」

＜p.12＞ができるようにしたようですが（考え

方やプログラムに興味あり）、そんなものが活

用されるような事態が生じることのないように、

どの電力会社も成し遂げていない４原発の一斉

廃炉を自主的に決断することこそが、真の『先

取の精神』だと思います。 

 ＜2016.9.11 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】 
 

【７月】 

16 日（土） 大 MAGROCK VOL.∞、大間原発に反

対する地主の会・所有地で。 

17 日（日） 第 9 回大間原発反対現地集会、大

間原発反対現地集会実行委員会主催、約 450

名参加。 

 

 

19日（火） 女川原発職員、女川町・石巻市住

民約4,100戸に「こんにちは訪問」を開始。29

日まで。 

22日（金） 東北電力、7月8日女川2号機「原子

炉建屋上部水平方向地震加速度大トリップ」

警報発生事故に対し、原子力規制庁女川原子

力規制事務所より、作業管理改善指導文書を

受けたと発表。原子炉格納容器圧力逃がし装

置（フィルタベント系）の設置工事作業中に、

地震計を誤作動させ、原子炉緊急停止信号に

当たる警報が鳴った。 

24日（日） 女性ネットみやぎ 4周年のつどい、

木村真三氏講演会「原発事故、チェルノブイ

リ 30 年、福島 5 年の真実」、仙台弁護士会館

4 階ホール。チョー満員。 

シンポジウム実行委第13回会議、エルパー

ク仙台セミナーホール。11名参加。 

26 日（火） 脱原発東北電力株主の会 11 名、

東北電力の「説明の場」で 43 名の課長等と討

論。会場、ハーネル仙台 2 階松島 A。 

28 日（木） 東北電力、27 日、女川 3 号機中央

制御室に設置されている火災用緊急連絡装置

から、ディスプレイ交換作業を行っていた際、

国及び自治体等の関係者に対し、誤って火災

発生の情報が発信される火災警報誤発信事故

が発生したと発表。 

【８月】 

3日（水） 「第138回女川原子力発電所環境調

査測定技術会」（法華クラブ ハーモニーホー

ル）。3名＋1名＋マスコミ1名傍聴。 

5 日（金） 東北電力、停止中の女川 3 号機で、

定期試験中に故障した非常用ディーゼル発電

機 B 号機 1 台の運転を手動停止したと発表。

12 日、調速機を交換し復旧。 

6日（土） 女川町議会議員有志（阿部美紀子・

阿部律子・高野博）、「日本のエネルギーを考

える―地域の未来をどう拓くのか」、講師長谷

川公一氏（東北大学教授）、女川町まちなか交

流館ホール 。約150名参加。 

10 日（水） 県、川崎町今宿と栗原市花山草木

沢角間で 7 月 16 日、8 月 1 日に捕獲されたツ

キノワグマからそれぞれ 120、180 ㏃/㎏の放

射性セシウムを検出したと発表。 

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。 

12 日（金） 株主の会、東北電力本社で議決権

行使書閲覧作業。5 名参加。 

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 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、湖沼

周辺の土壌から栗原市花山ダム流入部で

3840 ㏃/㎏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 3310 ㏃/㎏、利

府町惣の関ダムで 1610 ㏃/㎏検出。水質は全

地点で検出下限値（１㏃/㍑）以下。 

19 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 78 回目会合を

原子力規制庁で開催。東北電力は、基準地震

動に関し、敷地側に約 9 キロ近づけた「プレ

ート間地震」を追加評価した結果、最大加速

度 640 ガルの従来設定を上回る 722 ガルの地

震動を想定に加えたと説明。規制委は「おお

むね妥当な検討がなされたと」評価。 

20日（土） 第3回シンポジウム実行委第1回会

議、エルパーク仙台創作アトリエ。14名参加。 

24 日（水） 県、大崎市岩出山磯田で 8 月 14

日に捕獲されたツキノワグマからそれぞれ

120 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出したと発

表。 

25 日（木） 規制委適合性審査 79 回目会合。

東北電力は、重大事故後格納容器などを長期

間安定させる対策を説明。規制委、ベントと

窒素封入のタイミングの明示や、故障と復旧

対応に関する国内外の事例を示すことなどを

求めた。 

26 日（金） 県議会、東京電力福島復興本社を

訪問し、福島第一原発事故の完全収束、汚染

水の海洋流出防止、手続きの簡素化による早

期の賠償実施を求める要望書を提出。 

27 日（土） 風の会・公開学習会 VOL.8『原子

力の い・ろ・は』、講師小野寺秀也さん（元

東北大学大学院理学研究科教授）。いまさら聞

けない原発・放射能のことを「金デモカメラ

マン」がやさしく解説。仙台市市民活動サポ
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ートセンター研修室 5。40 名参加。 

映画『太陽の蓋』、フォーラム仙台で9月2

日まで期間限定で上映。 

29 日（月） 脱原発仙台市民会議、「仙台市の

原発防災計画を考える学習会」、講師仙台市議

会議員花木則彰さん、仙台市市民活動サポー

トセンターセミナーホール。16 名参加。 

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。 

「第138回女川原子力発電所環境保全監視

協議会」（ホテル白萩錦の間）。2名傍聴。 

31 日（水） 県、女川原発「オフサイトセンタ

ー」を、原発から約 7 キロで海抜 40 ㍍の女川

町内の仮設商店街跡地に再建する方針を決定。 

県、丸森町耕野東一本松で捕獲されたイノ

シシ 2 検体、気仙沼市芳ノ口と栗原市栗駒文

字津花で捕獲されたツキノワグマ、気仙沼市

早稲谷と同市細尾で捕獲されたニホンジカか

ら、120～480 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出

したと発表。 

【９月】 

2日（金） 東北電力、原子力規制委員会に8月

24日付「仏国原子力安全局で確認された原子

炉容器等における炭素偏析の可能性に係る調

査について（指示）」の調査結果を報告。女川・

東通原発の原子炉圧力容器は、日本鋳鍛鋼の

製造ではなかったが、鋳造鋼の使用が確認さ

れたことから、評価結果を10月31日までに報

告する。 

3日（土）4日（日） 放射能問題支援対策室い

ずみ「第31回甲状腺エコー検査in 大河原」 主

催大河原町放射能問題連絡協議会、大河原町

保健センター。検診医西尾正道先生（北海道

がんセンター名誉院長）。99組155名の子ども

が受診。 

6 日（火） 「民主教育をすすめる宮城の会」、

県庁で記者会見し、子どもを対象にした放射

能被ばくの健康調査を求める請願を県議会で

継続審査するよう要望。 

東北電力、7 月の女川 3 号機火災警報誤発

信事故原因は、端末操作のミスと発表。 

8 日（木） 「第 10 回女川原子力発電所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。県議 3 名を含む 10 名傍聴。マスコ

ミ 2 名。 

9 日（金） 県、村田町産の野生キノコの出荷

自粛を要請。｢アカヤマドリ｣の 2 検体から国

の基準値（100 ㏃/㎏）を超える 200、210 ㏃/

㎏の放射性セシウムが検出されたための措置。 

10日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原

ネットワーク月例会、栗原市市民活動支援セ

ンター。 

11 日（日） ぶんぶんカフェ Vol.32、お話多々

良哲さん、仙台市戦災復興記念館 5 階第 3 和

室。 

12 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 8 月分の女川原発の点検状況報告。 

14 日（水） 県議会 9 月定例会、子どもを対象

にした放射能被ばくの健康調査を求める請願

を不採択。みやぎ県民の声（10 人）の遊佐美

由紀氏と共産党県議団（8 人）の大内真理氏

が審議の継続を求める賛成討論、採決では 22

名が賛成したが、自民党・県民会議（32 人）、

公明党県議団（4 人）、21 世紀クラブ（1 人）

が反対。 

  丸森町議会、原子力損害賠償紛争解決セン

ターによるＡＤＲ和解案を承認。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。 

15 日（木） 「脱原発をめざす宮城県議の会」

第 4 回学習会、原子力資料情報室共同代表の

山口幸夫さんが、「新潟県原子力発電所の安全

管理に関する技術委員会」の成り立ち、特徴、

展望を講話。特に「技術委員会」の下に「設

備・耐震小委員会」「地震・地質小委員会」を

置き、それぞれの小委員会で同じ専門で、推

進・反対の専門家を入れて議論するスタイル

が有効ではないかとの話。「県議の会（20 名）」

のほとんどの議員の他、藤原のりすけ県議が

参加。原対課職員 2 名も傍聴。市民からは、

ＵＰＺの会 3 名、石巻１名、仙台 8 名が参加。 

規制委適合性審査 80 回目会合。東北電力は、

重大事故等対策の有効性評価について説明。 

東北電力、東京電力と原子力災害時の地域

住民の避難支援で、相互に協力していくため

の基本合意を締結したと発表。 

17日（土） 放射能問題支援対策室いずみ「山

崎先生の健康相談会in大河原」、大河原町中央

公民館。担当医師山崎知行氏（和歌山県・上

岩出診療所、内科・皮膚科・小児科）。 

  情報交換会「福島近隣地域の〈原発被害〉

を考える」、大河原町中央公民館会議室、運

営「一緒に考えてみませんか？」実行委員会。

茨城県、栃木県、宮城県の現況を報告。 

 

（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 

 

【７月】 

22 日（金） 第 189 回「金曜デモ」、やませが

吹いて半袖では少し寒い風の吹く中、危険な

原発もうやめようと訴えて、元鍛冶丁公園か

ら 45 名の市民が参加。 

31 日（日） 第 190 回「日曜デモ」、七夕祭り

の準備が進む仙台の中心街を原発廃炉を掲げ

て、錦町公園から 40 名の市民が参加。 

【８月】 

12 日（金） 第 191 回「金曜デモ」、錦町公園

から 40 名の市民が参加。スペインからの参加

者もあり、伊方原発再稼働に抗議の声をあげ

ました。 

19 日（金） 第 192 回「金曜デモ」、残暑の残

る仙台で再稼働反対の声をあげ、元鍛冶丁公

園から 40 名の市民が参加。 

28 日（日） 第 193 回「日曜デモ」、錦町公園

から、少し蒸し暑さの残る晩夏の杜の都を脱

原発を掲げて 40 名の市民が参加。 

【９月】 

2 日（金） 第 194 回「金曜デモ」、勾当台公園

野外音楽堂から、夏の空気の残るみちのくで

原発やめようと呼び掛け 40 名の市民が参加。 

9日（金） 第195回「金曜デモ」、大雨を降らせ

た低気圧が去った後に秋の空気が入ってきた

晩夏の仙台、肴町公園から50名の市民が参加。 

16日（金） 第196回「金曜デモ」、すっかり秋

の空気が入って涼しい仙台の街、勾当台公園

野外音楽堂から40名の市民が参加。 

◆（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12時半～13時半 

原発も戦争も NO！たいはくアクション：仙

台・長町・蛸薬師境内集合後デモ行進17時半 

◆（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 
 

【７月】 

20 日（水） 栗原市、市内の汚染牧草を堆肥化

する実証実験の中間結果を公表。 

23 日（土） 環境省、千葉市で保管中の約 7.7

㌧の指定廃棄物について、再測定の結果、自

然減衰により基準の 8000 ㏃/㎏を下回ったと

して、全国で初めて指定解除。 

【８月】 

10 日（水） 第 3 次安倍再改造内閣新任の伊藤

忠彦環境副大臣、県庁で村井知事と意見交換。 

【９月】 

6 日（火） 村井知事、山本公一環境相に、現

地詳細調査の見合わせ、基準値以下の廃棄物処

理に関する財政支援を求める要望書を提出。 

7 日（水） 山本公一環境相、栗原市金成の市

有地で県が管理する未指定廃棄物、汚染稲わ

らの一時保管場所を初視察。佐藤勇栗原市長、

「国と排出者の東京電力が廃棄物の全責任を

負うべきだ」と主張。 

 （空） 
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