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『鳴り砂』2-104 号 別冊 2020 年 1 月 20 日 

 

 雑感  原子力学会事故調ヒューマンファクター報告 
 

『鳴り砂 №250（2014.7）』「気になる動き２４」

で、規制委委員に元日本原子力学会長の田中知・

東大教授（原子力工学）が任命されたことや、直

前に出版された同学会事故調の最終報告書『福島

第一原子力発電所事故 その全貌と明日に向けた

提言』（2014.3.11丸善出版）について、批判的に

検討しました（ＨＰ原稿末尾に添付）。 

それから５年以上が経ったのかと思うと感慨深

い？ですが、先日、日本原子力学会ヒューマン・

マシン・システム研究部会 東京電力（株）福島

第一原子力発電所事故調査検討小委員会の H27.9

『ヒューマンファクターの観点からの福島第一原

子力発電所事故の調査，検討』なる報告書（本文

117頁）を知りました。同書の「はじめに」で「本

調査検討の概要については， すでに学会事故調の

最終報告書の 6.11.1節で報告している」と述べら

れ、筆者が最終報告書で特に注目した「6.11.1 ヒ

ューマンファクター」（pp.275-289）の記載が「概

要」に過ぎないということでしたので、“詳細”な

調査検討の中身を知りたくて、‘うっかりワナにハ

マって’しまいました。 

 

【調査検討を行なう動機と立場】 

同書「1.1 調査検討の動機と目的」（p.1）で、

すぐに「安全性が最優先される原子力発電所にお

いても」という枕詞（まくらことば）に胡散臭さ

を感じ、さらに「政府事故調や国会事故調などの

各種報告書…で述べられた教訓や提言には， ヒュ

ーマンファクターの観点からは疑問に感じるもの

も含まれており，また，全体的に非難的な記述が

多いことに違和感を覚えていた」との動機に、ま

さに“違和感を覚えました”。 

続けて、「1.2 調査検討の方法と範囲」（p.1）

では、「調査にあたっては公開の文書，報告書，デ

ータを参照して，できるだけ当事者の立場に立っ

て中立的にまた客観的に検討した」（下線筆者。以

下同じ）というわけのわからない表現に、困惑し

ました。最初は「当事者」が「事故の被害者」の

ことかと思ったら、その後の「2.1」で「事故の当

事者」「運転員」という表現を見つけ（p.4）、よう

やく「事故を引き起こした加害者＝東電」のこと

だと判明しました。そうすると下記文章は「東電

の立場に立って…検討した」ということで、全然

「中立的にまた客観的」でないことは誰の目にも

明らかですが、それにも気づかないような学会の

“精鋭の学者・専門家 11 名”（p.118 に小委員会

名簿）による「東電の立場」からの調査検討とい

うことですから、この段階で読むのを止めればよ

かったと後悔しました（まさに‘後悔先に立たず’

です）。 

でも、「ヒューマンファクターの観点から特に検

討すべきであると考えられる以下の項目に絞って，

調査・検討を行った」として、「１）運転員による

プラント状態把握の状況 ・１号機，２号機：１

号機水素爆発発生まで」「２）発電所所員の行

動 ・非常用復水器（ＩＣ）の動作状態の認識」

などの具体的項目を挙げられると（p.2）、思わず

‘怖いもの見たさ’で見てしまうのが“人の性（さ

が）”でしょうか。 

でも、肝心の中味はというと、自ら見つけ出し

た事実などほとんどなく（その姿勢すらないので

当然かもしれませんが）、まさに「東電の立場」に

立って東電報告書（中間・最終）の記述・弁明を

基に、それらを肯定・正当化する推測を積み重ね、

東電・運転員の操作を賛辞する文章の羅列でした

（本当に読み進むにつれ具合が悪くなり、しかも

それが学者・専門家による“それなりに科学的と

思われた”調査検討報告でしたので、まさに驚き・

呆れました）。 

 

【原発内は揺れが大きい？】 

以下、ほんの一例ですが、２章「2.1.1 運転員

の作業環境」で、「余震の影響については，震度６

以上では６分間，震度５では４分間，震度４では

２分間の間，作業性が非常に悪いと仮定」（p.5）

し、確かに東電・運転員の立場にしっかり立って、

地震後約１日の間「運転員は劣悪な作業環境にも

かかわらず職務を遂行」としています（p.5）。で

も、その震度は近くの地域（双葉町新山）のもの

で、“頑丈”なはずの原子炉建屋・制御建屋での観

測値ではありません（それすら東電から入手しな

いことが、筆者には信じられません）。仙台市内（ビ 
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ル８階）で 3.11を経験した筆者の感覚では、最初

の揺れ（連続）で２～３分位は身動きが取れませ

んでしたが、その後は大きな余震でも１分以内に

揺れは収まり、活動は再開できました。また、（東

北地方では？）震度４の揺れはさほど珍しくはな

く、その際に２分間も作業・行動ができないとい

うことはありません（地震の規模と継続時間から

考えても、あり得ません）。ましてや１分１秒を争

う原発の運転操作において、「余震は作業の中断を

余儀なくされたり思考が分断されたりする」（p.4）

として、震度４で２分間も作業性が悪いなどとい

う弁明（学者の机上の空論）を許しては、運転操

作の適否の検討などできるはずがありません。そ

もそも日本の原発は、震度５程度の地震があって

も、市民・住民の不安をよそに平然と運転継続し

てきたのに、そのことを棚に上げ（認識もせず？）、

3.11事故時に限って震度４でも「劣悪な作業環境」

だと強調し、事故に至ったのは仕方なかったかの

ように庇護（これは運転操作が不十分・不適切だ

ったことを自認していることの裏返しでは？）す

る姿勢は、確かに「東電の立場」に立ったものに

違いありません。 

 

【伝統的「電力マンシップ」＋“勇み足” 

＋原子力学会の存在意義】 

また、おそらく吉田所長賛美の参考文献(7)門田

隆将「死の淵を見た男」（ＰＨＰ、2012）（p.27）

の引用と思われますが（筆者は未読）、「電力会社

社員が伝統的に受け継いできたといわれる「電力

マンシップ」を発揮して必死になって，緊急時操

作手順に従って，先ず原子炉の末臨界状態を確認

して発電所長に報告しようと努めたものと推察で

きる．以後，本事故が終息（ＩＦ各号機が冷温停

止）するまで，この姿勢が堅持され，「炉心爆発」

という最悪の破滅的事態を回避することに寄与し

ている．この快挙を外国のメディアが挙って

「Fukushima 50s」と称えて欧米各地で報道され

た．」（p.17）とか、「ＩＦ事故においても，現場の

劣悪な環境条件を考慮した上で命を賭けて取り組

んだ当直員たちの実情を忘れては何も語れないと

思われる．」（p.26）などと、中立性も客観性も放

棄した礼賛を繰り返しています。 

さらに、津波直前まで「数分間隔で繰り返され

た震度３以上の余震（直後の１０分間で震度４を

２回含む計３回）によって心理的不安を募らせな

がらも，事故時操作手順書の当該ページを確認し

て正確に冷温停止操作の進捗状況が見守られてい

たと推察できる」としていますが（「余震」批判は

前述）、東電自身が事故時には手順書を全く参照し

ていないと保安院へ報告（「東北地方太平洋沖地震

に伴う福島第一原子力発電所１号機における事故

時運 転操作手順 書の適用状 況について 」

（2011.10）；２・３号機も同じ「適用状況につい

て」の報告あり）しているのですから、完全な“勇

み足”です。しかも、同文献が参考文献（p.27）

にも取り上げられていないことからすると、（素人

の筆者も知っている）そのような基本的文献も読

まずに、「ＩＦ事故の具体的な出来事を時系列に分

析しながら，…背後要因の検討を試みた．そして

結果論から机上でその経緯を推測するのではなく，

現場，現物，現実の「三現主義」に基づいて，ヒ

ューマンファクターズの視点から当時の現場の状

況をより正確に推測することを試みた．」（p.26）

という自慢が、空虚に響きます。そして、２章の

最後で「事故調査は膨大な時間とマンパワーを要

する．従って，事故調査手法に関する訓練を積ん

だ専門家の支援を受けることが必須であるととも

に，事故調査の目的を前面に掲げてそれを達成す

るために労力と費用を費やすべきである」

（pp.26-27）と述べ、事故当事者＝電力会社から

の研究調査委託・予算確保がこのような事故調査

の目的であり、日本原子力学会に集う学者・専門

家（コンサルタント）の存在意義であることを赤

裸々に表明するに至っては、まさに開いた口が塞

がりませんでした。 

 

【調査もしない「三現主義」】 

３章「発電所員の行動に関するヒューマンファ

クターの視点からの検討」でも、政府事故調など

が指摘した問題点について、新たな事実を自ら調

査解明することなく、東電を弁明してあげていま

す。例えば、１号機ＩＣについて「弁が作動した

ことを伝える警報があるとされている」と述べて

いましたので、筆者も興味を持ちましたが、すぐ

に「（詳細不明）」と記載されていました（原文「弁

が作動したことを伝える警報があるとされている

（詳細不明）．」（p.28））。上記「三現主義」とは名

ばかりで、そのような事実確認・調査すら行なわ

なかったのか、あるいは問い合わせても東電が“身

内の事故調査”への協力さえ拒否したため伝聞で

しか把握できていない、ということでしょうか（前

述の建屋内の揺れを双葉町震度で“代用”した件

も、同様です）。 

 

【特段の注意を払う必要性を感じることは 

難しい！？】 

3.2.2の「２） 津波来襲直前のＩＣ停止操作か

らのＩＣ運転状態認識の可能性」でも、ＩＣ作動

のカギを握る３Ａ弁について「電源が失われる直

前に当直運転員によって全閉にされていた（文献

４，P.98）．」「つまり…ＩＣは機能していない状態

であったことになる，しかし，この情報は運転当
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直内では共有されなかった．」（p.31）と、一応問

題点としては挙げています。ところが、「しかし，

スクラムで多くの警報が発生し，機器の運転，停

止に関する報告が盛んに行われる状況において，

予定通りに操作中の３Ａ 弁に対する開閉操作の

報告があったとしても，その報告に特段の注意を

払う必要性を感じることは難しいであろう．また，

突然，中央制御室の照明が消え，制御盤上のラン

プ，警報も消えるという状況に遭遇し，尋常なら

ぬ恐怖心を抱いたであろう運転当直員に，ＩＣ停

止の再周知を行う心理的余裕はなかったと考えら

れる．」（p.31）として、「当時の運転当直内には，

ＩＣ停止操作からＩＣ運転状態を正しく認識する

ことはきわめて困難であったと言える．」（p.31）

と全面的に東電を擁護しています。小委員会は、

ＩＣ不作動の情報が他の種々雑多な警報・情報に

紛れてしまったのは仕方がないとしていますが、

スクラム確認（『止める』の成功）後の最重要注意

事項である地震・スクラム・主蒸気隔離弁ＭＳＩ

Ｖ閉止後に唯一炉心を冷却していたＩＣの不作動

（『冷やす』の中断・停止）について、「特段の注

意を払う必要性を感じることは難しい」と同情・

容認するのは、完全な誤りです。 

 

【『冷やす』の最優先事項は 

原子炉パラメータの把握？】 

「暗闇となった中央制御室では，懐中電灯の明

かりだけを頼りに，運転当直員たちは計器ひとつ

ひとつを確認しながら動作しているものを探して

いた．」とか「（政府事故調が述べているように）

原子炉水位や原子炉圧力などを把握することが最

優先事項であったため，ＩＣベント管からの蒸気

の確認依頼が１時間を要したことはやむを得ない

と考えられる．」（p.33）としています。確かに、

政府事故調・中間報告（p.96）は、「3月 11日 16

時 36 分頃の時点では、1、2 号機について、いず

れも原子炉水位が確認できず、また、1号機の IC

及び2号機のRCICの作動状態も確認できなかった

ため、注水状況が不明であった。…このような状

況下では、原子炉の状態を把握することが最優先

であった…」と記載していますが、原子炉状態の

把握が最優先で、ＩＣの注水確認遅れはやむを得

ないとの結論付け・評価は、完全な誤りです。そ

して、地震後の種々雑多な情報・警報の中から最

も重要・必要な情報を選別し、運転員間で報告・

共有することこそが「電力マンシップ」の発揮（事

故対応手順の教育訓練の成果）であったはずで、

津波による電源喪失・照明消灯後も、一般人と同

じレベルで「尋常ならぬ恐怖心を抱」き「心理的

余裕はなかった」から、水位不明・高圧注水系Ｈ

ＰＣＩ作動不能という状況下で、唯一『冷やす』

機能を有するＩＣの作動確認を怠っても仕方なか

ったという弁解は、「安全が最優先される」原発の

運転操作では通用しません。 

 

【『冷やす』ための注水操作（ＩＣの作動確認）

こそが最優先！】 

また、「3.2.2 中央制御室でのＩＣ運転状態の

認識について」においても、「3.2.3 発電所対策

本部でのＩＣ運転状態の認識について」において

も、小委員会の学者・専門家が東電の立場で「原

子炉状態の把握＝そのための電源復旧が最優先」

と“思い込んで”いるからこそ、「ＩＣ運転状態の

認識」などを後回しにしたことを容認してしまう

のです（＋政府事故調も）。でも、そもそも『冷や

す』の最重要事項は「注水冷却（崩壊熱除去）機

能の維持」のはずで、「水位計の復旧・水位の把握」

ではありません。 

この点、東電の１号機「事故時運転操作手順書

（徴候ベース）」では、「７．不測事態『水位不明』」

において、「本制御の目的は、原子炉水位が不明の

場合に原子炉の冷却を確保することである」とし

て、「本制御は水位不明時に給復水系、非常用炉心

冷却系又は代替注水系を使用した注水操作を行い

更に、炉圧を目安にした原子炉満水操作を行う」

と規定し、注水操作が最優先であることを明示し

ています（当然）。 

そのような注水・冷却手段の確保・確認という

最重要の運転操作をなおざりにして、水位不明と

いう“計器・制御盤上の現象”に右往左往した理

由・原因を具体的に解明することこそが、「ヒュー

マン・マシン・インタフェースの高度化や運転手

順書の整備が進められてきた．しかし今回の事故

を鑑みると，その想定・仮定が不十分であったと

言わざるを得ない．」（p.41）ことを反省する態度

であり、事故調なるものの本来果たすべき使命だ

と思います。ところが、「多くの周辺住民の長期避

難生活を強いる事態を防ぐことができなかったこ

とは極めて残念であるが，運転手順書が想定して

いない状況，設備・装備が不十分な状況において

も，人間の持つ柔軟性によって臨機応変に行動で

きることを垣間見たと言えよう．“想定通りに物事

は運ばない”，“あり得ないと思ったことも起きる”，

そして“そのような事態に対処できるのは人間だ

けである”ことをこの事故から学び， 今後の安全

向上に生かしていくことが私たちの責務である．」

（p.41）という“陳腐な美辞麗句”で総括しても、

「本報告書がヒューマンファクターに関連する事

故の教訓を少しでも明らかにし，大規模システム

における事故の未然防止や事故時の被害軽減のた

めの対策につながれば幸いと考えている」（p.1）

との目的など、達成できるはずがありません。 
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筆者は上記の３章まで読み進めるのが精一杯で

したので（歳を取ると忍耐力が低下？）、あとはど

なたか我慢強い若い方にバトンをお渡ししたいと

思います。 

「また、つまらないものを読んで（斬って）し

まった…。」（＊本稿の読者も、そうお感じかもし

れませんが。） 

 ＜2019.11.24記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

▼ 東北電力に学ぶ？ 『避難計画』のあるべき姿 ▼ 
 

昨年（２０１９年）１１月２７日の規制委・女

川２号機適合性審査の審査書案公表に先立つ１１

月１９日、東北電力はこの間の提出資料をまとめ

た『ファイル（その総数はなんと１４８！）』を規

制委へ提出していました＜規制委ＨＰ「被規制者

との面談」からアクセスしてみてください＞。ま

さに、東北電力の総力を挙げた、規制委との知恵

比べ・添削指導の集大成？と思われます。で、そ

のような東北電力・規制委の努力に報いるため？、

なんとかそれらを数日かけてダウンロードし、数

週間かけて（本当に軽く）目を通してみました。 

今回はその中から、前号「追記」に関連する事

項と、『避難計画』に関連しそうな部分を紹介した

いと思います。 

 

◇前号『鳴り砂』「気になる動き 81」 

追記への「再追記」◇ 

 

まず、２号機審査が「１号及び３号炉の原子炉

圧力容器に燃料が装荷されていないことを前提

とする」件ですが、『６－１』４頁にも明記され

ていました。また、筆者は前号追記で「複数号炉

の同時被災」について１・３号機では「使用済燃

料プールの冷却喪失」と推定（根拠資料なし）し

ましたが、『６－１』４３頁に「他号機の使用済燃

料プールの被災対応」とあり、また『６－１２』

１０頁にも、１・３号炉では計８名の運転員が当

直業務を行っており、発電所に緊急体制が発令さ

れた場合、使用済燃料に対する必要な措置を実施

するとされ、３６頁に「使用済燃料プールの冷却

機能を喪失した場合」との記載がありました。 

さて、この複数号機同時被災問題で注意すべき

は、『６－１』１６頁には、実施組織は「２号炉の

…重大事故等対策を実施するとともに、他号炉の

被災対応ができる体制とする」と記載され、１７

頁にも各号炉毎の事故対応を各原子炉主任技術者

が指示するよう規定されています。ところが『６

－１８ 重大事故等時における停止号炉の影響に

ついて』では、１・３号炉で「想定する重大事故」

（４頁）について、プールの保有水全喪失時は‘自

然対流による空気冷却’で冷却可能（燃料被覆管

の最高到達温度は、２０１７．４．１時点の崩壊

熱で、１号炉で２８７℃、３号炉で３０６℃。各

原子炉建屋内の定常室温（外気温度６０℃を仮

定！）は８５℃＜建屋換気系などに悪影響なし？

＞：１９、２０頁【次頁の図】）として除外し、「注

水実施が必要となるスロッシングの発生」（長周期

地震動でプール水がゆっくり揺すられ流出・減少）

のみを想定し、かつ「スロッシングによる水位低

下量は少量」（６頁）とした上で、常駐運転員（各

４名）や事象発生後１２時間後から発電所内外か

ら参集する要員でプールへの再注水などの対応可

能、としています。その一方で、スロッシングに

よる水位低下を放置しても、（前記崩壊熱で）プー

ル水温が１００℃になるのは１号炉で７５０時間

（３１日）後、３号炉で８６９時間（３６日）後

ということなので（１２頁）、前記保有水全喪失時

の自然空冷も含め、ある意味１・３号炉運転員が

担当炉での（再注水）対応を後回し・放置して２

号炉の重大事故対応支援に回っても構わない、と

いうことのようです。とはいえ、３号炉が再稼働

したらそうはいきませんので、今回の２号炉審査

は‘３号炉の再稼働無しが大前提’であることを

再確認したいと思います。 

なお、付言すれば、上記保有水全喪失時の自然

空冷の継続可能性【次頁左図】は、１号炉のみな

らず３号炉もこのまま原子炉建屋ごと（プール水

を抜いて！）廃炉にすれば、プール水循環・冷却

（熱交換）などのためのポンプその他の設備や駆

動用電力の消費なしに‘経済的に（安上がりに）

維持できる’ということを意味しており、２号炉

のような大規模・高コストの安全対策追加工事も

不要で、重大事故発生の危険性も少ない（地震で

燃料ラックが移動・倒れたりした場合の空気の流

路閉塞の心配は残ります。また、建屋内・プール

周辺は放射線を遮蔽する水がなく高線量となり、

人は近づけません＝テロ対策にもなる？）という

ことで、「東北電力の経営陣」には是非注目・一考

してもらいたいと思います。 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇『避難計画』のあるべき姿◇ 

 

次に、『避難計画』の参考になりそうな部分を紹

介します。 

東北電力は、２号機の重大事故発生に備え、発

電所外の社員（応援要員）の参集も計画していま

すが、その際、五部浦ルート・コバルトラインル

ート・表浜ルートと「複数の経路」を想定し、極

めつけは、津波による道路浸水・不通を回避する

ため、筆者も思わず感心しましたが、小積ＩＣ（イ

ンターチェンジ）から原発に続く高台・稜線をた

どる「送電線巡視点検ルート」まで設定していま

す（『６－１２』６９頁【右図】）。そして、実際に

は想定通りに通れるかどうか不確実ですが、地

震・津波・豪雨などによる土石流・地滑り・浸水

などの自然災害も考慮して、通行可

能性を検討しています。 

ただし、２号炉審査に関して言え

ば、今回の審査時には通行可能だっ

たとしても、１ヶ月後、１年後、…

年後、に可能かどうかを継続的に検

証・確認する仕組み（実効性の担保）

はないと思われ、それでは今回なさ

れた「重大事故対策の有効性確認」

など“絵に描いた餅”でしかありま

せん。規制委は審査合格を出して“お

役御免”とならないよう、今後認可申請される「保

安規定」で、参集ルートの定期点検・確認などの

項目追加を東北電力に対して要求するのでしょう

か？ 電力社員や国の保安検査官が定期的に全ル

ートを“歩いて確認し続ける”のでしょうか？ 

＜関連して（いないかもしれませんが）、『６－

１』１９頁では、重大事故等対策要員の確保につ

いて、「高線量下における対応が必要な場合におい

ても、社員及び協力企業社員で対応できるよう…

要員を確保する」とした上で、「病原性の高い新型

インフルエンザや同様に危険性のある新感染症等

が発生し、…欠員が生じた場合は…補充を行うと

ともに、そのような事態に備えた…要員の体制に

係る管理を行う」としています。でも、毎日ある

いは勤務者（当直）交替時の毎回、協力企業社員

も含めて「要員が確保」されていることを正しく

把握・確認する『出欠管理・健康管理』が本当に

できる（「保安規定」・保安検査官などで実効性を

確保できる）のでしょうか？ 新型インフルエン

ザ等の流行（協力企業社員の欠員など）で運転中

の２号炉を止めるような判断を東北電力経営陣は

下せるのでしょうか？＞ 

それはさておき、上記のように、東北電力は“そ

れなりに”考えられる複数の経路（迂回路）・各種

自然災害時の通行可能性・所要時間などを具体的

に考慮して「参集計画」を策定し、規制委がその

実効性について曲がりなりにも審査をしています。

それに倣えば、女川町・石巻市やＵＰＺ自治体の

『避難計画』も、複数の経路（迂回路）・各種自然

災害時の通行可能性・所要時間などを具体的に考

慮して策定し、少なくともその実効性について第

三者（規制委が責任放棄しているので、内閣府の

原子力防災会議その他の機関でしょうか？）の審

査・確認を受ける必要があることは明らかです。

単に「策定マニュアル」に従って作っただけでは、

意味がありません。 

そして、上記の経路問題などは『避難計画』の

ほんの一部の問題でしかなく、その実効性を確保

するには多種多様な問題点がありますので（その

すべてをクリアすることは現実的に不可能で、そ
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れが福島原発事故の最大の教訓で、だからこそ２

号炉再稼働などありえないと思います）、石巻市の

住民グループが起こした仮処分申立に大いに注

目・期待したいと思います。 

＜2020.1.13記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

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

 

【女川原発アラカルト】 
【１１月】 

18日（月） 県、東北電力に課す核燃料税につい

て、女川原発1号機の廃炉に対応し、廃炉中も3％

課税する条例改正案を県議会11月定例会に提出

する方針を表明。 

19日（火） 東北電力、原子力規制委員会に3回目

の補正書（20頁）を提出。 

東北電力、女川原発のモニタリングポスト全6

台の計測値の伝送が停止した事故（10月26日）

の調査結果を公表。原因は、伝送ケーブルの芯

線が断線したことによる異常？ 断線の理由は

不明。 

県、山元町沿岸で誘致する風力発電事業で、

東急不動産を事業候補に決定。 

20日（水） 原子力規制庁、衆院経済産業委員会

で、原子力関連施設上空を航空機が飛行する事

案が、2016年4月以降の約3年半で計57件あった

と公表。女川原発では4件も。 

21日（木） 仙台市、福島第一原発事故に伴う 2012、

13年度分の下水道事業の損害賠償請求の和解

仲介手続き（ＡＤＲ）で、東電が 1億 3000万円

を支払うことで、初めて和解したと発表。 

東北文化学園大学総合政策学部 特別講座

VIII『震災後の地域づくりと原発問題（2019

年）』、「日本の原子力の歴史を問う」仙台原子力

問題研究グループ篠原弘典氏、11/28「再生可能

エネルギーの具体的取組－ローカルな視点から」

会津自然エネルギー機構代表理事五十嵐乃里枝

さん、12/5「放射線被ばくと健康」てらさわ小

児科院長寺澤政彦氏、12/11「宮城での市民共同

発電の取り組み」NPOきらきら発電・市民共同

発電所理事長水戸部秀利氏、12/19「原子力発電

政策と司法」原発メーカー訴訟弁護団共同代表

島昭宏氏。 

22日（金） 「第 151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。市

民 2名＋2名＋記者 2名傍聴。 

  丸森町耕野地区の住民団体、保科町長に、土

砂災害の危険性を高めるとして、大規模太陽光

発電所開発計画の厳正な審査を県に働きかける

よう求める要望書を提出。 

  県、「脱炭素経営セミナー」を TKPガーデンシ

ティ PREMIUM仙台西口で開催。 

23日（土） 脱原発全国株主運動交流会、東京の

原自連事務所、11名参加。～24日。 

24日（日） みやぎアクション会議、仙台市青葉

区中央市民センター第 2会議室、14名参加。 

26日（火） ローマ教皇、訪日を終えた機内で記

者会見し、原発の利用に反対を表明。 

27日（水） 規制委員会、定例会合で、女川原発

２号機が新規制基準に適合していると認める

「審査書案」を了承。東日本大震災の“被災原

発”では東海第二に次ぎ２基目。 

「脱原発をめざす宮城県議の会」、改選後初

の総会を開催。21名で活動継続を確認。 

28日（木） 女川原発の再稼動を許さない！みや

ぎアクションと原発問題住民運動宮城県連絡セ

ンター、抗議声明「女川原発２号機の審査書案

公表にあたって」を記者会見で発表、県政記者

会、15名参加。意見公募（28日～12月 27日パ

ブリックコメント）への参加を呼びかけ。 

  県、「ZEB・地中熱利用セミナー」を TKPガー

デンシティ勾当台で開催。 

30日（土） 日本基督教団東北教区放射能問題支

援対策室いずみ、白石草氏仙台講演会「ビデオ

ジャーナリストレポート 市民による検証～チ

ェルノブイリ 33年・フクシマ 8年」、仙台市市

民活動サポートセンターB1F 市民活動シアター、

90名参加。 

【１２月】 

2 日（月） 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。20日まで。女川原発所員が、2号機新

規制基準「合格」後初、戸別に状況説明。 

3 日（火） 女川原発同意差止仮処分第１回審尋

（非公開）、仙台地裁 301号法廷。 

「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟

控訴審第１陣第 8回公判、仙台高裁。報告集会、

仙台弁護士会館。 

4 日（水） 原発問題住民運動県連絡センター、

女川原発再稼動 STOP街頭署名活動、平和ビル前。

約 20名が参加。 

  「改正会社法」、参院本会議で与党など賛成多

数で可決、成立。 

5日（木） 脱原発仙台市民会議、「東北電力の大

株主仙台市は女川原発 2号機の再稼働に反対す

べし」という要望書に関し、財務課、危機管理

室防災計画課、街づくりエネルギー担当課と交
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渉。危機管理室会議室。10名参加。 

県環境生活部環境政策課、「自然エネルギー活

用セミナー〜気候変動時代を生き抜くために

〜」、仙都会館 8階会議室。一般社団法人東松島

みらいとし機構（HOPE)、みやぎ地域エネルギー

合同会社代表浦井彰氏。【共催】RE-Users 地域

連携プロジェクト（公益財団法人自然エネルギ

ー財団、一般社団法人 CDP Worldwide-Japan共

同運営）【運営】公益財団法人みやぎ・環境とく

らし・ネットワーク（MELON）。 

8日（日） ぶんぶんカフェVol.46、生涯学習セン

ター会議室（パルシティ仙台）。10名参加。 

10日（火） 風の会、パブコメ呼掛け文を会員等

に発送。 

規制委、原子力委員会に、女川 2号機の「審

査書案」了承を報告し意見聴取。 

11日（水） 女性ネットみやぎ、女川原発再稼動

STOP街頭署名行動、平和ビル前。 

  東北電力、取締役会で、2020年 4月 1日付け

の任期中での原田宏哉氏の異例の社長交代を決

定（体調不安？）。後任は樋口康二郎氏。 

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 11

月分の女川原発の点検状況報告。 

14日（土） みやぎアクション、【緊急学習会】

『水蒸気爆発は本当に起きないのか？』－パブ

コメへ（女川原発 2号機の審査書案への意見募

集）の一助として－、エルパーク仙台 5階セミ

ナーホール、講師：高島武雄さん（工学博士・

原子力市民委員会部会メンバー）、約 100名参

加。 

みやぎ脱原発・風の会、公開学習会 vol.15

《出版記念講演》『原発のない女川へ～地域循環

型の町づくり～』、講師：半田正樹さん（東北

学院大学名誉教授）、仙台市市民活動サポート

センター6階セミナーホール、54名参加。 

15日（日） みやぎ地域・市民電力連絡会、結成

大会「みやぎ地域・市民共同発電フォーラム」、

仙台市市民活動サポートセンターセミナーホー

ル、〈第１部〉みやぎの地域・市民電力の取組、

おながわ市民電力共同発電所/きらきら発電市

民共同発電所/ひっぽ電力株式会社/みやぎ地域

エネルギー合同会社、〈第２部〉記念講演「地域

自立と自然エネルギー」全国ご当地エネルギー

協会代表理事佐藤彌右衛門さん、「地域電力を支

える自治体政策」環境エネルギー政策研究所主

任研究員 山下紀明さん、約 70名参加。 

16日（月） 東北電力、規制委に女川原発および

東通原発の「原子炉施設保安規定」の変更認可

申請。女川原発１号機の廃止措置に伴う変更と

女川・東通の放射性廃棄物でない廃棄物の管理

に係る規定の追加。 

17日（火） みやぎ福島原発損害賠償請求訴訟（ふ

るさと喪失訴訟）第 30回公判、最終弁論・結審、

仙台地裁。原告住民 83人、東電と国にふるさと

を失った慰謝料など計 34億 4175万円の損害賠

償を求めている。 

  原子力委員会、規制委の女川 2号機「審査書

案」を「妥当」とする答申。 

18 日（水） 泉病院友の会環境委員会、「女川原

発意見書記載学習会」講師：多々良哲氏。 

再稼働阻止全国ネットワーク、女川原発「合

格」に抗議する！東北電力東京支社抗議行動（東

京・八重洲）、申し入れ書を提出。 

東北電力、青森・岩手両県の洋上、陸上での

風力発電事業計 4件に出資参画すると発表。出

力計約 75万㌗。 

21 日（土） 放射能問題支援対策室いずみ、「第

67回こども甲状腺エコー検査 inかくだ」、角田

市市民センター。検診医/寺澤政彦医師（てらさ

わ小児科・仙台市）。61名が受診。 

22日（日） みやぎアクション会議、仙台市戦災

復興記念館 4階第 4会議室、12名参加。 

23日（月） 県母親大会連絡会、女川原発２号機

の再稼働反対と廃炉を求める要請書を、県議会

棟で、村井知事に提出。約 50名参加。 

経済産業省、高レベル放射性廃棄物の最終処

分の候補地選定に関する自治体向け説明会を仙

台市内で開催。自治体担当者 7人が出席。 

26日（木） みやぎアクション等 17団体、「女川

原子力発電所２号機の安全性に関する検討会」

への要望書提出、県庁 13階生活環境部・会議室。

提出後、記者会見。13名参加。 

【２０２０年１月】 

6日（月） 地域新電力会社「かみでん里山公社」、

加美町内の家庭や小口の店舗・事業所への電力

供給を開始。 

8 日（水） 女川原発の避難計画を考える会、内

閣府に、石巻市の避難計画の実効性に関し実質

的な審査を促す内容の質問書を、12 月 26 日に

郵送で提出したと発表。内閣府から 16日、具体

的内容のない回答。 

11日（土） 女性ネットみやぎ、ドキュメンタリ

ー映画『福島は語る』～原発被災者 14人の証言

170 分～（土井敏邦監督）上映会、せんだいメ

ディアテーク 7F スタジオシアター、3 回上映。

480名参加。 

12日（日） 3月行動（仮称）第 1回実行委員会、

エルパーク創作アトリエ（141ビル 5Ｆ）。 

13 日（月） カトリック正義と平和仙台協議会、

第 6回「いのち」勉強会－福島第一原発事故を

風化させない！－、講師：飛田晋秀氏（カメラ
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マン）、元寺小路教会ホール。地球を大事にす

る会協力。約 60名参加。 

14日（火） 規制委員会、女川1号機「廃止処置計

画」審査3回目会合。東北電力、使用済み核燃料

管理等を説明。規制委、使用済み核燃料プール

の水漏れによる臨界評価が不十分として再検討

を要求。 

16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 12月分の女川原発の点検状況報告。 

（空） 

 

 

●脱原発みやぎ金曜デモ 
【１１月】 

22日（金） 第351回「金曜デモ」、女川原発は東

日本大震災で大きなダメージをうけた「被災原

発」、原子炉建屋では1000か所以上もひび割れが

確認され、数多くのタービンも損傷、こんな傷

だらけの原発を動かしていいのでしょうか？と、

元鍛冶丁公園から30名の市民が参加。 

【１２月】 

1日（日） 第 352回「日曜デモ」、11月 27日の

原子力規制委員会の女川原発２号機再稼働あり

きの「審査書案」了承に怒りを込めて抗議し、

肴町公園から 30名の市民が参加。『適合性審査

書案公表へのアピール』（金デモＨＰ参照）公表。 

6日（金） 第 353回「金曜デモ」、規制委決定に

対し福島の被災者から「東北で再稼働を認める

なんてありえない」という憤りの声があがって

いると、元鍛冶丁公園から 30名の市民が参加。 

13 日（金） 第 354 回「金曜デモ」、元鍛冶丁公

園から久しぶりに 140 人と 3 桁の市民が参加。

「脱原発」の気持ちさえあれば、だれでもいつ

でも参加できるのが金デモのいいところ。 

20日（金） 第 355回「金曜デモ」、「被災原発を

動かすなんて、ありえない」等、数多くの意見

（パブリックコメント）を提出しよう！と、元

鍛冶丁公園から 30名の市民が参加。 

【２０２０年１月】 

10日（金） 第356回「金曜デモ」、2020年新年最

初、2月県議会でも再稼働は大きな焦点、知事や

市長や議会に、原発再稼働なんてありえない！

福島事故を忘れたのか！という私達の思いが届

くよう、今日も元気に声をあげていきましょ

う！と、元鍛冶丁公園から40名の市民が参加。 

 

 

●汚染廃棄物「焼却」を 

めぐる動き 

【１２月】 

4日（水） 大崎住民訴訟を支援する会・弁護団、

学習会『大迫論文について検証する（仮）』、

講師：青木一利氏（ちくりん舎）。 

10日（火） 放射能汚染廃棄物の焼却差止め大崎

住民訴訟第７回口頭弁論、「新たな土壌汚染の

原因は？焼却炉からの放射能漏れは？」、仙台

地裁101号法廷。約60名が傍聴。報告集会、仙台

弁護士会会館4階会議室。 

18 日（水） 県畜産試験場（大崎市）、周辺住民

に事前説明なしで実施していた汚染牧草の場内

すき込み処理問題で、3 回目の住民説明会。15

人出席。 

20日（金） 放射能汚染廃棄物の焼却に反対する

仙南の会、仙南最終処分場（白石市）見学会。

13名＋記者 1名参加。 

21日（土） 大崎耕土を放射能で汚染させない連

絡会、「大崎耕土を放射能で再汚染させない～報

告と意見交換のつどい」、古川 fプラザ 2階ホー

ル、約 50名参加。 

22日（日） 大崎住民訴訟を支援する会、結成記

念講演会「放射能と日本の法律、裁判すること

の意味」講師：井戸謙一弁護士、仙台弁護士会

館 4階ホール、約 110名参加。 

【２０２０年１月】 

8 日（水） 伊藤大崎市長、定例記者会見で、汚

染廃棄物の本焼却を、新年度の早い時期に始め

る方針を表明。 

16日（木） 県原子力安全対策課、セミナー「放

射線のなぜなに－現状を知り、考えてみよう－」

講師：杉浦紳之氏（原子力安全研究協会理事長）、

県大崎合同庁舎会議室。17日、石巻合同庁舎会

議室。 

 （空） 
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