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『鳴り砂』2-095 号 別冊 2018 年 7 月 20 日 

 

☆☆「パンフ」＋「6.2学習会」の“最後の宿題”☆☆ 
 

６．２学習会（最後は駆け足でしたが）では、

筆者の‘Ora Orade Shitori egumo’的考察の結

論（福島原発事故は防げた！）を提示できたつ

もりですが、ＪＮＥＳ（原子力安全基盤機構）

の解析グラフを図的に移動・延伸させただけの

最終結論（パンフ第３の⑩、学習会資料 48 頁）

には、多少の“心残り”がありました。 

そこで、学習会を終えた今、ＪＮＥＳ解析[33]

を踏まえて、改めて“最後の宿題”を終わらせ

たい（計算的に検討したい）と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用復水器ＩＣの２系統自動起動時の伝熱

量＝除熱量Ｄは、３．１１の低タンク水温（２

６℃：東電最終報告では 23.0℃と 23.6℃です

が？）により、設置許可申請での想定値（安全

側にタンク水温１００℃）の３６．２×１０６

＝３．６２×１０７(kcal/h)よりも大きく（効

率良く）、ＪＮＥＳ解析では約６．３×１０７

(kcal/h)とされ、これは約２６４(ＧＪ/h)≒７

３(ＭＪ/s)ということです。一方、炉心で発生

する崩壊熱Ｈは、ＩＣ起動時には約２％（１３

８０×０．０２＝２７．６ＭＷ≒２７．６ＭＪ

/s）ですから、ＩＣで十分に除熱可能（除熱量

Ｄ＞崩壊熱Ｈ）で、さらに原子炉（隔離状態）

が保有している熱の総量も減少させることがで

き、その結果として約７．１ＭＰａから約４．

６ＭＰａまでの減圧が生じたことが分かります。 

ここで、原子炉の体積・保有水量（熱容量）

が一定とすれば（隔離＋ＩＣ作動）、圧力変化は

温度変化に比例するため（気体の状態方程式⊿

Ｐ・Ｖ＝ｎＲ⊿Ｔより）、約７．２ＭＰａ：２８

１℃からＩＣ自動作動１１分後の約４．６ＭＰ

ａ：２５４℃への温度低下（２７℃）は、「Ｄ（７

３）－Ｈ（２８）＝４５ＭＪ/s」の熱量変化（除

熱）により生じたと考えられます。 

実際には、Ｄはタンク水温の上昇に伴い低下

する（１００℃到達後は一定）一方、Ｈも徐々

に低下しますが、両者の低下がバランスする（Ｄ

－Ｈ＝一定）と単純化して考えれば（素人的“手

抜き”です）、一定の除熱＝温度降下率（２７℃

／１１分）で１４時５２分から１５時４７分頃

の津波襲来前まで作動し続けたとすれば、約５

５分間で温度は１３５℃低下するはずで、２８

１－１３５＝１４６℃に対応する約０．４４Ｍ

Ｐａにまで減圧されることが分かります（換算

は「Tetens 式」）。 

また、停止時冷却系ＳＨＣの作動条件「０．

９３ＭＰａ：１７５℃」には、２８１－１７５

＝１０６℃の温度降下ということから、約４４

分後の１５時３６分頃に到達するはずなので、

運転員が多少“もたついても”、津波前にはＩＣ

から低圧系ＳＨＣへの切り替え（冷温停止に向

けた冷却）が開始できていた、と推測できます

（同時に、ＩＣの停止が「ブタの鼻」からの蒸

気噴出停止などで“誰もが”明確に認識できま

す）。 

そして、実際には、直後の津波・全電源喪失

によりＳＨＣ作動は短時間に終わった＝ほとん

ど冷却できなかったとしても、ＳＨＣ（＋海水

ポンプ：交流駆動）が機能喪失したことは明白

に認識できるはずで（３．１１事故では、ＩＣ

について東電の“誰もが”津波後の作動・不作

動を認識できなかった。ＳＨＣでも機能喪失を

認識できなかったとすれば、東電はやはり原発

の運転資格なし）、直ちに代替冷却・注水に向け

て具体的にディーゼル駆動消火系ポンプ（ＤＤ

ＦＰ）起動や直流バッテリー調達（高圧注水系
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ＨＰＣＩや逃がし安全弁ＳＲＶの作動に必要）

などの準備を始めていれば、炉心損傷には至ら

なかった（炉心冷却に成功した）可能性が極め

て大きかったと思われます。なぜなら、津波襲

来時には崩壊熱Ｈは約１％（１４ＭＪ/s）に減

少しているため、「４５ＭＪ/s」徐熱による温度

降下率が「２７℃／１１分≒１４７℃／時」だ

ったとすれば、「１４ＭＪ/s」加熱による温度上

昇率は「４６℃／時」となるため、３．１１事

故時にはＩＣが作動していると思い込んで？漫

然と作業した結果ＤＤＦＰが復旧した１７時３

０分頃でも最高２６７℃≒５．７ＭＰａ程度で、

実際には崩壊熱の減少によりさらに低い値に留

まっているはずで、当然ながら炉心の損傷は起

きておらず、３．１１の１７時１９分頃に試み

られた（実際には放射線量上昇で断念された） 

原子炉建屋内への入域・作業も、十分に可能だ

ったはずです。 

そのような津波後の“好条件下”であっても、 

なおも東電が‘何もすることができず、１号機

の炉心損傷は防げなかった’と言い張るのであ

れば、よっぽど貧弱な技術力・事故対応力しか

もっていなかったということで（時間的余裕が

あった２・３号機も炉心溶融・水素爆発“させ

た”実績からすれば、その可能性も十分にある

とは思われますが、１号機水素爆発の影響を差

し引けば（爆発しなければ）、２・３号機でも事

態の悪化を避けられた可能性が高いのでは？）、

最初から原発を運転する資格などなかった、と

言うしかありません。 

＜2018.6.3 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループ Ｉ） 

 

 

ＫＫ審査の課題 ： 6.2学習会後に見えてきたもの 
 

柏崎刈羽６・７（ＫＫ）の

再稼動について、規制委は審

査書を 2017.12.27 に了承し

設置変更許可を行ないました

が、新潟県技術委員会（新潟

県・東電合同）での検証作業

はまだ続いています（知事選

の行方が気になりますが）。 

そのうち 2018.5.18 合同検

証委員会の『検証結果報告書』

（参考報告書）には、筆者が

気にしていた原災法１５条報

告の検討があったので、精読

しました。 

その表３＜17 頁＞に 3.11

地震直後の 16:36 判断・16:45

通報の１・２号機の１５条報

告が記載されています（種類

は「非常用冷却装置注水不能」

で、概要にある「水位不明（監

視ができない）」が判断理由）。

それについて、東電の「炉心

溶融隠し」を検証した第三者

検証委員会は、それ以外にも

１５条報告に該当した事象が

あったことを表５＜25 頁＞

で指摘していますが、具体的

に何時何分に該当事象が生じ
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たのか、事象に基づく１５条報

告該当性をいつ判断できたのか、

すなわち実際にはどのくらいの

“報告遅れ”があったのかを示

していません（それが「報告さ

れていた」ことをもって十分と

しています）。 

でも、筆者が「手順書パンフ」

で指摘したように＜パンフ

65-66 頁＞、ＨＰＣＩ機能喪失

や直流電源喪失などから、手順

書の規定に照らして 15:42 とか

15:50 頃には１５条報告が可能

だったはずで、そのような“報

告遅れの実態”を検証した上

で、ＫＫの新たな？手順書の

規定等の検証をすべきではな

いでしょうか。  

また、「パンフ」でも批判

した地震直後の手順書選定も

「適用状況について」[9-1]丸

写しの記載に留まり＜43 頁

＞、「6.2 学習会」でも強調

した「地震手順書（第２２章）」

の存在を無視しています。 

このように、東電は、未だ

事故を真摯に解明しようとせ

ず、口先だけの教訓化を謳っ

ています＜44 頁＞。 

 また、「6.2 学習会」で強

調した「保安規定」７７条３

項の温度降下率などの‘運転

上の制限は異常収束まで適用

されない’という規定は、なんと「（後略）」

として記載すらしていません＜添付 3-57 頁＞。 

 そして、3.11 事故前にも、運転員・チームの

教育・訓練はマニュアルに従って「力量管理を

行っていた」と＜添付 3-58 頁＞、あたかも“十

分”だったと印象付け、反省の姿勢は全く感じ

取れません。 

さらに、「地震手順書」も含む手順書リスト

を恥ずかしげもなく提示＜参考 3-12 頁＞して

いることに、呆れました。「6.2 学習会」で明

らかにしたように、Ｆ１－１では、2010.2.11

改訂「地震手順書（第２２章）」（実際には新

規作成。しかも直前に作成したＦ１－２手順書

の丸写しで、Ｆ１－１にはないＲＣＩＣやＲＨ

Ｒなどの機器の手順指示もそのままという、校

正も不十分なもの）や、2010.7.7 改訂の「（Ｓ

ＲＶ減圧より）ＩＣ優先作動への手順変更」を

全く教育・訓練せずに、経済性優先で「運転再

開（2010.10.15 第 26 回定検終了）」し、3.11

事故を迎えた事実があるにも関わらず、これま

で東電は、様々な事故調査でも新潟県にも、そ

のような事実を公表していません（意図的に隠

ぺい）。 

また、原子力規制庁も、「審査の概要」（資

料 1-1）で、東電が福島原発事故を起こした当

事者であることを踏まえ「適格性・技術的能力」

などを「通常より丁寧に調査」したとしていま

すが＜152 頁＞、東電が真相を伝えず（あるい

は自身でも解明できておらず、従前の説明を繰

り返しただけ？）、規制庁も真相を自ら究明す

る意志も能力もないため（あるいは未だに東電

と馴れ合い？）、規制委は「原子炉を設置し、

その運転を適格に遂行するに足りる技術的能力

がないとする理由はないと判断」＜155 頁＞し

ています。 
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でも、規制委の 2017.12.27 文書「添付１」

で、事故は原子力推進側全体の「反省材料」と

ボカして東電の‘技術的能力の欠如’を免責し

＜3 頁＞、「添付２：審査書」で、東電の「財

産（設備等）保護よりも安全を優先する方針（手

順書に整備する方針）」を確認して“良し”と

していますが＜300 頁＞、東電はそのような“口

約束・方針”を事故前にも何度も繰

り返してきたはずで、ところがその

実態は上記のような新規・改訂手順

書の教育・訓練なしでの運転再開（定

検終了）で、それが“事故の重要な

教訓”なはずです。 

具体的には、圧力容器の老朽化（脆

性遷移温度上昇や熱疲労低減）等の観

点からの冷却材温度制限値の見直しや

温度変化率規定などは、事故防止のた

めでなく‘圧力容器を長持ち’させる

ためであることは明らかで（安全を優

先するなら、圧力容器

が老朽化したら交換す

るか、使用しない＝廃

炉にすればいいだけの

こと）、そのような規

定を盛り込まない「保

安規定・手順書」が実

際に作成されない限り、

「財産保護よりも安全

優先」という方針は“空

手形”にしか過ぎませ

ん（ただし、福島事故

後に一度墨塗り開示さ

れ、その後にようやく

７．７ＩＣ設定変更 

２．１１地震手順書作成 
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全面開示された手順書が、ＫＫ６・７では全面

開示され、内容を確認することができるのか、

疑問です）。 

 

3.11 パンフと 6.2 学習会資料で、Ｆ１－１に

おける運転開始以来約 40 年に及ぶ様々な「設置

許可・保安規定」無視の実態を明らかにしまし

たが、そのような東電だからこそ「原子炉を設

置し、その運転を適格に遂行するに足りる技術

的能力がないとする理由」は十分にあると思い

ます。一方、規制委・規制庁は、再稼動審査に

邁進するばかりで、その前提とすべき福島原発

事故の真相を徹底究明しない（意図的に？）か

ら、東電の本質・事故の教訓が見えない（意図

的に見ない）のです。 

＜2018.6.10＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

◆●▼▲■◇○▽△□◆●▼▲■◇○▽△□◆●▼▲■◇○▽△□◆●▼▲■◇○▽△□◆ 

 

【女川原発アラカルト】 
【５月】 

11日（金） 仙台市石神町内会、郡和子仙台市長

宛に「東北電力（株）の株主として原発に依存

しない株主提案に賛同を求める要望書」提出。 

20日（日） 「新しい市民政治をつくる宮城県民

の会」発足集会、市民政治フォーラム「原発ゼ

ロ社会への道標」原子力市民委員会からの提案、

県民投票について、仙台弁護士会館。 

女性と政治エンパワメント実行委員会、「みず

ほ塾×脱原発 in 仙台～脱原発 ひとにやさし

い環境をつくる」講師 長谷川公一氏（東北大

学大学院文学研究科教授）、阿部美紀子女川町議

会議員、福島みずほ氏国会報告／シンポジーウ

ム、エルパーク仙台 5階セミナーホール。 

22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 118回目会合を原子

力規制庁で開催。東北電力、防潮堤下部の地盤

改良に伴い地下水がたまりやすい構造になるが、

「排水ポンプ等の設備に異常があっても、代替

ポンプで井戸から排水し地下水の水位上昇を抑

制できる」と説明。規制委、井戸や排水ポンプ

の設備について、地震などで損傷しない「設計

基準対象設備」に位置付けるよう「根本から再

検討」するよう求めた。 

23日（水） 仙台ＰＳ運転差し止め訴訟の口頭弁

論で、仙台地裁中島裁判長、排出ガス専門委員

を選任する方針を提示。 

県、栗原市（旧築館町、旧高清水町、旧瀬峰

町、旧志波姫町、旧若柳町以外の地域）で 9日

採取された野生タケノコから 130㏃/㎏、大崎市

で 11日採取された野生コシアブラから 130㏃/

㎏の放射性セシウムを検出したと発表。 

24日（木） 東北電力、東通原発の再稼働目標を

2021年度以降にすると発表。延期表明は 4回目。 

26 日（土） 婦人民主クラブ宮城県支部協議会、

「電力小売り自由化の現状と私たちのくらし」

講師 浦井彰さん（エネシフみやぎ代表）、県労

連会館 2F。 

28日（月） 「第145回女川原子力発電所環境保全

監視協議会」、TKPガーデンシティ仙台ホール13B。

1名傍聴。 

30日（水） 県、栗原市（旧築館町、旧高清水町、

旧瀬峰町、旧志波姫町、旧若柳町以外の地域）

で 17 日に採取された野生タケノコ 6 検体から

110～430 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出と発表。 

31日（木） 規制委適合性審査 119回目会合。東

北電力、竜巻の最大風速を秒速 100㍍と設定す

る妥当性を強調。具体的な防護策の議論は今後。 

【６月】 

1日（金） 「第14回女川原子力発電所２号機の安

全性に関する検討会」TKPガーデンシティ仙台勾

当台3階ホール7。傍聴者6名＋報道関係者3名。

東北電力担当者が規制委で説明済みの、基準地

震動設定の考え方などを説明。 

2日（土） みやぎ脱原発・風の会 公開学習会 

vol.12「事故初期の運転操作で 福島原発事故

は防げた！？」、講師 石川徳春さん（仙台原子

力問題研究グループ）、仙台市市民活動サポー

トセンター4階研修室 5。約 20名参加。 

  登米市で、「女川原発再稼働の是非をみんなで

決める県民投票を実現する会（略称：みんなで

決める会）」の実行委員会結成総会。多々良哲代

表が講演。約 20名参加 

宮城県保険医協会会員学習会「～新潟県の原

発事故に関する検証はどうなっているのか～新

潟県事故検証委員会（健康分科会）の進み具合

と甲状腺がんの取扱いについて」、木村真三氏

（獨協医科大学准教授）、研修ルーム。 

婦人民主クラブ、「再生可能エネルギーを考え

る―福島原発事故から 7年、丸森町筆甫の今―」。 

4 日（月） 「仙台港の石炭火力発電所建設問題

を考える会」、仙台市役所で記者会見し、住友商

事にバイオマス専焼火力発電所「仙台高松発電

所」の建設計画撤回を改めて求めた。 

6日（水） 県、加美町で 5月 29日に採取された

野生ワラビから 120 ㏃/㎏の放射性セシウムを

http://miyagi-hok.org/?p=10050
http://miyagi-hok.org/?p=10050
http://miyagi-hok.org/?p=10050
http://miyagi-hok.org/?p=10050
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検出したと発表。 

7 日（木） 規制委適合性審査 120 回目会合。東

北電力、今後の審査対応スケジュールを見直し、

全ての審査項目の説明を終えたい時期を、7 月

末から 8月末に 3度目の延期。 

9 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原ネ

ットワーク、「放射能汚染をキャッチする！」

青木一政さん講演会、栗原市市民活動支援セン

ター。 

12日（火） 規制委適合性審査 121回目会合。東

北電力、全交流動力電源喪失時でも、復水貯蔵

タンクから蓄電池で原子炉に冷却水を送るポン

プを追加設置するなどして、運転中の原子炉の

炉心損傷を防ぐ手順を説明。規制委は、手順の

実現性などに追加説明を求めた。放射線監視装

置（モニタリングポスト）や気象観測設備の機

能については、おおむね了承。 

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。 

13日（水） 県、白石市福岡蔵本長峯で5月10日、

柴田町四日市場で同17日、大和町宮床高山で同

18日に捕獲されたイノシシ3検体から110～190

㏃/㎏の放射性セシウムを検出したと発表。 

15日（金） 「第15回女川原子力発電所２号機の

安全性に関する検討会」TKPガーデンシティ仙台

勾当台2階ホール2。傍聴者中嶋廉県議を含む7

名＋報道関係者3名。東北電力、「緊急時対策所」

等について説明。 

  ドキュメンタリー映画「おだやかな革命」、JR

仙台駅東口の映画館「チネ・ラヴィータ」で劇

場公開。16日のトークイベントには、渡辺智史

監督、若生裕俊富谷市長、ひっぽ電力金上孝事

務局長、あいコープみやぎの髙橋千佳理事長が

出演。上映は 28日まで。 

17 日（日） 「みんなで決める会」第 2 回賛同者

会議、日立システムズホール（仙台市青年文化

センター）交流ホール。65名参加。 

19日（火） 規制委適合性審査 122回目会合。東

北電力、防潮堤（海抜約 29㍍）の周辺地盤を補

強するため、海側の地面を開削し置換コンクリ

ート（人工岩盤）を打ち込み、下部の地盤改良

のためボーリング穴からセメント系改良材を地

中に噴射する追加対策工事を行なうと説明。規

制委、機能が曖昧だとして追加説明を求めた。 

県、県議会環境生活農林水産委員会で、女川

町に再建するオフサイトセンター以外に、複数

の代替施設を選定する方針を提示。 

20 日（水） 県、大崎市で 7、8 日の両日に採取

された野生ワラビ 2検体から 150、430㏃/㎏の

放射性セシウムをそれぞれ検出したと発表。 

23日（土） 原発問題住民運動宮城県連絡センタ

ー総会記念講演『福島原発事故から７年－被害

の実相と原発訴訟の到達点 ～「生業を返せ、地

域を返せ！」福島原発訴訟の経験から～』馬奈

木厳太郎弁護士（福島原発生業訴訟弁護団事務

局長）、仙台市青葉区中央市民センター第 2会議

室。21名参加。 

  ごんぼほりの会（南三陸志津川）、「原発を知

る」樋口健二氏講演会、栗原市 café かいめんこ

や、24日（日）南三陸ボータルセンターで開催。 

  丸森町、町民 2321人を対象に町独自で行なう

3 回目の甲状腺検査を開始。12 月末まで計 16

日間実施予定。 

24日（日） 立憲民主党宮城県総支部連合、タウ

ンミーティング「明日のエネルギーと地域を考

える～原発のない社会をめざそう！再生可能エ

ネルギーでまちづくり！～」、「原発ゼロ法案と

再エネ普及について」の提起、ひっぽ電力社長

目黒忠七氏などが報告。仙台市シルバーセンタ

ー7階第１研修室、約 100名参加。 

日本キリスト教団東北教区放射能問題支援対

策室いずみ、「第 51回こども甲状腺エコー検査

in ざおう」、蔵王町地域福祉センター、主催

/3.11 後の健康を考える会（サクラソウの会）。

検診医/寺澤政彦医師（てらさわ小児科･仙台市）。

蔵王町在住の 33家族 58名の子どもが受検。 

電力・ガス取引監視等委員会がまとめた 3月

の東北電力管内の販売電力量で、電力販売全体

に占める新規参入事業者の比率が 10.3％にな

ったことが判明。電圧別の新電力比率は、大口

向けの高圧（契約電力 50㌗以上、2000㌗未満）

19.7％、特別高圧（2000 ㌗以上）6.0％、家庭

向けなどの低圧（50㌗未満）3.7％。 

26日（火） 「ふるさと喪失訴訟」の口頭弁論で、

仙台地裁村上裁判長、10月 18日、同 30日、11

月 13日に現地視察を実施すると決定。 

27日（水） 東北電力㈱第 94回定時株主総会、

電力ビル７階電力ホール。2時間 58分。脱原発

東北電力株主の会、10名参加。 

  仙台市、脱原発仙台市民会議「東北電力定時

株主総会における本市の議決権行使について」

（5月 11日提出）に対し、メールで「（原発は）

国策として取組まれてきた」という理由で、自

らの判断を放棄し「反対した」と回答。 

県、白石市大平中目で2日に捕獲されたイノシ

シから130㏃/㎏の放射性セシウムを検出したと

発表。 

28日（木） 規制委適合性審査 123回目会合。東

北電力、火山噴火により女川原発に火山灰が 15

㌢積もると想定した対策の概要を説明。規制委、

火山灰の荷重や腐食に対する過小評価に加え、
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道路の除灰に時間がかかることから 1週間以上

の自立的な備えの重要性を指摘。東北電力、重

大事故時に格納容器の破損防止対策の有効性を

主張。規制委、格納容器の密封性への検討が工

学的に不十分だと指摘。 

29日（金） 女性ネット学習会「みんなで決めよ

う！女川原発の再稼動YES or NO」多々良哲さん、

仙台市市民活動サポートセンター。 

  村井県知事、県議会6月定例会で、女川原発で

の重大事故時を想定した「緊急時対応」が年内

にまとまるとの見通しを示した。緊急時対応は、

国や県、立地自治体を含む3市4町でつくる女川

地域原子力防災協議会の作業部会が検討し、最

終的に協議会が取りまとめる。 

30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

『広域避難計画』!?」、報告山下司郎氏・長谷川

博氏（東松島市議会議員）、東松島市大塩市民セ

ンター。約20名参加。 

【７月】 

2日（月） 東北電力、緊急時用に空けている 15

万 4000 ㌾以下の既設のローカル送電線への電

源接続を認める仕組みを始めると発表。ただ、

事故時の電源遮断が条件で、50万㌾や27万5000

㌾の基幹送電網（原発用？）には接続できない。 

3 日（火） 東北電業会、エネルギーふれあい講

演会「私たちの未来を考える～地球温暖化とエ

ネルギー～」松本真由美氏（東京大学教養学部

客員准教授）、仙台市江陽グランドホテル。 

4 日（水） 石巻市、女川原発から 5 ㌔圏内の予

防的防護措置区域（ＰＡＺ）の住民に事前配布

した安定ヨウ素剤の一斉更新を開始。1156人を

対象に、行政区ごとに説明会を開催し、医師立

ち会いの下、9 月末までに新品と取り替える。

石巻市は新たに、ＰＡＺを通らないと避難でき

ない「準ＰＡＺ」の住民（牡鹿半島南部の約 2400

人）にも配布する方針。2016年の初回配布時の

配布率は 57％。女川町は 8日から。 

5 日（木） 規制委適合性審査 124 回目会合。東

北電力、現在進めている原子炉建屋の安全対策

工事の耐震設計に、東日本大震災で同建屋の剛

性（変形しにくさ）が大きく低下したことを反

映させるが、「剛性は落ちるが、現状の鉄筋で建

物の耐力は保てる」と説明。規制委、建屋と設

備の影響をまとめるよう求めた。 

10日（火） 規制委適合性審査 125回目会合。東

北電力、津波対策として海水ポンプ室などに設

ける防潮壁について説明。規制委、「壁の建て方

が複雑で特異な構造だ」と指摘、部材の性能が

不明だとして詳細を示すよう求めた。 

11日（水） 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。 

東北電力、女川町の全戸と石巻市の一部世帯

約 3900戸を対象に「こんにちは訪問」を開始。

27日まで。 

12 日（木） 脱原発仙台市民会議、仙台市財政局

財政課担当者と「東北電力株主総会議決権行使」

の回答に関して、本庁4階会議室で意見交換会。

仙台市の対応の誤りを指摘。9名参加。 

15日（日） 島キクジロウ（弁護士兼ロック歌手

島昭宏氏）＆NO NUKES RICHTS、多々良哲氏とト

ーク、仙台 LIVE BAR 通(つう)。 

16日（祝） ANTI NUCLEAR AFTER PARTY～LIVE（苫

米地サトロとインドシ＆ノブ）＆TALK（多々良

哲さん）、大崎市古川＠BAR KEEP。 

17日（火） 規制委適合性審査 126回目会合。東

北電力、津波防護の方針や地盤液状化に影響を

及ぼす地下水位を低下させる設備について、地

震などで損傷しない「設計基準対象設備」（井戸

は基準地震動に耐え、排水ポンプや通水管は一

般施設並みの耐震性）にすると説明。規制委、

基準地震動の際にきちんと機能するのか再説明

を求めた。 

18日（水） 東北電力、東日本大震災で津波被害

を受けた原町火力発電所の再稼働が福島原発事

故の影響で遅れたとして、東電から賠償金 79

億円が支払われたと発表。支払いは 6回目で、

営業損害など計 145億円に。 

19日（木） 規制委適合性審査 127回目会合。東

北電力、新たなスケジュール案を示し、来年 1

月までに全ての審査を終えたいとする方針を表

明。延期は 4度目。 

  県、原発から北西約 7㌔の女川町内にオフサ

イトセンターを着工。2019 年 11 月完成、免震

構造、総事業費約 27億円は国が全額負担。一角

に原子力規制庁女川原子力規制事務所を設置。 

 

●脱原発みやぎ金曜デモ 
【５月】 

25 日（金） 第 279 回「金曜デモ」、日中の暑さ

の残る仙台市中心部を「女川原発再稼働やめよ

う」と、錦町公園から 40名の市民が参加。 

【６月】 

1日（金） 第 280回「金曜デモ」、東北電力は女

川原発2号機の再稼働を2020年度以降に延期す

ると発表、延期ではなく廃炉をと、肴町公園か

ら 30名の市民が参加。 

8日（金） 第 281回「金曜デモ」、突然の通り雨、

東北電力大株主の仙台市や宮城県が、脱原発を

願う市民の声を聞き、「＜脱原発会社宣言＞を
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行う」等の株主提案に賛成すべきと訴え、勾当

台公園野外音楽堂から 35名の市民が参加。 

15 日（金） 第 282 回「金曜デモ」、雨の中、放

射能汚染ゴミの試験焼却をただちにやめさせ、

放射能が環境に拡散しないよう安全保管を求め

ると、元鍛冶丁公園から 25名の市民が参加。 

22 日（金） 第 283 回「金曜デモ」、先日東京電

力社長が福島第２原発の廃炉を表明、福島原発

事故以降 19基も廃炉に、老朽原発・女川１号機

も一刻もはやく廃炉にすべきと訴え、勾当台公

園野外音楽堂から 35名の市民が参加。 

29 日（金） 第 284 回「金曜デモ」、勾当台公園

野外音楽堂、激しい雷雨のためデモは中止にな

ったが、フリートークに 30名の市民が参加。 

【７月】 

6日（金） 第285回「金曜デモ」、雨の中、原子力

規制委員会の東海第二原発の審査書案了承に抗

議、撤回とやり直しを求めると訴え、勾当台公

園野外音楽堂から30名の市民が参加。 

13日（金） 第286回「金曜デモ」、日が落ちても

なお30度超えの暑さ、女川原発廃炉を求めて、

勾当台公園野外音楽堂から30名の市民が参加。 

 

●汚染廃棄物「試験焼却」を

めぐる動き 
【５月】 

22日（火） 黒川地域行政事務組合、住民に対す

る説明会も開催せず、大和町吉田の環境管理セ

ンターで 22日から 5日間の試験焼却を開始（21

日搬入）。583.6㌧のうち、146.3㌧は焼却し、

残り 437.3㌧は農地にすき込む予定。 

「ふるさと黒川の生命と水を守る会」、抗議集

会を開催し、焼却中止を求める抗議文を提出。 

24日（木） 「放射能汚染から天平の郷土を守る

涌谷の会」、涌谷町大橋信夫町長に、試験焼却を

取りやめ、8000 ㏃/㎏を超える廃棄物を隔離保

管するよう求める申し入れ書を提出。 

【６月】 

2 日（土） 大崎市、焼却施設と最終処分場があ

る古川、岩出山、三本木の 3カ所で住民説明会

を開催、約 250人が参加。住民からは試験焼却

反対の意見が相次いだ。 

7 日（木） 伊藤康志大崎市長、市議会全員協議

会で報告後、定例記者会見で、試験焼却関連の

補正予算 4699万円を 14日開会の市議会 6月定

例会に提出すると発表。 

8日（水） 「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員会」「放射

能汚染からこどもを守る岩出山の会」「上宮協栄

会」、大崎市に、予算計上見送りや試験焼却の

中止を求める抗議文を提出。 

11 日（月） 亀山紘石巻市長、定例記者会見で、

試験焼却を今秋にも実施する方針を表明。 

16日（土） 仙南地域広域行政事務組合、仙南ク

リーンセンター（角田市）で、試験焼却に関す

る住民説明会を開催。健康被害を懸念する意見

が相次いだ。約110人の住民が出席。 

18日（月） 大崎市三本木の伊賀行政区など8団体、

市議会に試験焼却費を含む補正予算案を可決し

ないよう求める要望書を提出。 

19日（火） 黒川地域広域行政事務組合、2回目の

試験焼却を開始（～23日） 

21日（木） 大崎市議会、試験焼却関連予算 4699

万円を含む一般会計補正予算を24対5の賛成多

数で可決。 

26 日（火） 栗原市、市議会調査特別委員会で、

2019 年度に堆肥化による処理開始を目指す方

針を提示。 

【７月】 

5 日（木） 栗原市、堆肥製造施設の建設候補地

周辺の住民を対象に事業説明会を開催。約 50

人が参加。周辺環境への影響や風評被害を不安

視する意見が相次いだ。 

7日（土） 「スルナ・サセルナ市民集会実行委

員会」第 5回市民集会、大崎市長と大崎地域広

域行政事務組合に試験焼却中止を求める要請文

と、試験焼却関連予算の凍結を求めるアピール

文を採択。約 60名参加。 

9日（月） 大崎地域広域行政事務組合議会、2159

万円の試験焼却関連補正予算を可決。 

10日（火） 栗原市、堆肥製造施設の建設に関し

市政懇談会を開催。（～26日まで） 

17日（火） 南三陸町、町議会東日本大震災対策

特別委員会で、汚染牧草のすき込みによる減容

化実証実験を 8月 23日から行なう方針を説明。 

（空） 
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