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『鳴り砂』2-111 号 別冊 2021 年 3 月 20 日 

 

 最近の気になる動き 88   

事故から 10年 気になる発言２つと新潟県の動き 
 

東電福島原発事故から１０年を迎え、かなり

の数の報道・出版が相次いでいますが、本稿で

は、その中から目に留まった「①須田善明女川

町長」＜3.5 朝日＞と「②小早川智明東電ＨＤ

社長」＜3.10 朝日＞の発言を“紹介”します。 

また、③柏崎刈羽再稼働を巡る新潟県の動き

についても暫定報告します。 

 

≪①再稼働賛成の 

“倫理なき”論理≫ 
 

須田町長は、女川２再稼働同意について、国

の（当面の）原子力利用方針に賛意を示しなが

らも、「そのことと個々の原発の再稼働判断は

また別の問題」と述べています。でも、県民投

票が、個々の原発（女川２）の再稼働の是非に

留まらず「国全体の課題や電源構成の上で考え

るべき問題」をも問うことから「〇か×かの単

純な投票はそぐわない」と述べていますが、本

来それは県民の自由意思・判断基準に委ねるべ

きものであることは明らかで、単に自身の国・

原子力利用への賛意を前提に県民投票なしで再

稼働に同意した“本心”が透けて見えます。 

また、昨年町議会に提出された陳情や請願に

ついて（震災後ずっと地域が向き合い続けてき

た）「10 年間の議論の積み重ねを踏まえて、議

会で再稼働賛成の陳情が採択され」「その判断

を結論だけでなく全体として受け止めた」とし

て、「再稼働による経済効果は、判断の基準と

しては重視していません」と述べています。で

も、これは、『鳴り砂 288 本冊：気になる動き

85』で“紹介”したように、そもそも町議会開

催直前に再稼働を陳情した女川商工事業協同組

合などが「地域経済への波及効果」を期待し、

何人もの女川町議が経済効果を賛同理由に挙げ、

その結果女川町議会が再稼働陳情を採択し、そ

れを踏まえて須田町長が同意表明したという一

連の経緯に鑑みれば、「経済効果は…重視して

いません」とは、全国紙面ゆえの？きれいごと・

作り話（ファクトニュース）でしかなく、昨年

の女川町議会等の一連の地方版報道に接してい

る（事実を知っている）宮城県民にとっては、

まさに“噴飯もの”です。皮肉にも、同じ紙面

＜3.5 朝日＞で、武田徹氏（評論家、専修大学教

授）は、須田町長の意を汲んだかのような『国

の将来像の中で考えて』の中で、「女川や高浜

のように再稼働を選んだ地域も、原子力ではな

く経済を選んでいます」とコメントしています。 

 

≪②東電の変わらぬ 

“安全文化”≫ 
 

小早川社長は、さすが福島第一原発事故を引

き起こした‘東電の経営者’で、同事故の「賠

償・廃炉費用の捻出」のため、「安全確保を前

提に」との枕詞は付けながらも「一定量の原発

利用が必要」として、柏崎刈羽原発の再稼働は

経済性の観点からであることを隠すことすらし

ません。 

『別稿：短信２』で言及した柏崎刈羽での

2020.9 末の運転員の中央制御室不正入室や、安

全対策工事が未了だったのに 2021.1.13 終了と

虚偽報告し 1.27 訂正したこと＜『反原発新聞№

515』2021.1 月間情報より＞、2.26 にも重大事

故時の原子炉冷却設備の一部も工事未了と公表

し、７号機再稼働へ向けた検査日程を「未定」

とする変更申請を規制委へ行なったこと＜2.27

朝日＞などに対し、「組織設計上の問題があっ

たのではないか」として「表面的な再発防止策

ではなく、根本の原因究明をした上で、組織・

企業文化に踏み込んで直したい」と強調したと

のこと＜3.10 朝日＞。 

『別稿：短信３追伸』で触れた『民間事故調

最 終 報 告 書 』 で 頻 繁 に 引 用 さ れ て い る

2013.3.29 東電『福島原子力事故の総括および

原子力安全改革プラン』（姉川プラン）では、

「経営層は…原子力に関して高い安全意識を持

たなければならない」として、「経営層に対し

て、原子力安全意識の向上のための研修を実施

する」ことが提言され、「福島原子力事故の原

因と対策」や「原子力の安全設計の基本原則、

安全文化」などの研修項目が挙げられています

＜62 頁＞。また、発電所長等の原子力リーダー

（候補者も含む）も「経営層と同様、原子力の
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特別なリスクを強く認識し、その責任を負うこ

とを深く自覚」することが求められ＜63 頁＞、

さらに、ミドルマネジメント（部長級・課長級）

も「安全に対する自己の責任を十分に自覚し、

原子力リーダーに対してその責任を徹底的に果

たそうとする意識と実行力が必要」として、よ

り具体的に「仮に原子力リーダーが安全を軽視、

またはむやみに結論を先延ばしするような態度

を示唆したときには、ミドルマネジメントは進

言しなければならない。その場の空気を読み、

上位職の意向をうのみにしたり、波風立てない

ような沈黙があったりしてはならず、必要な判

断材料を経営層に適時適切に提供しなければな

らない」とされています＜68 頁：下線筆者＞。 

柏崎刈羽の再稼働に当たっては、このような

福島原発事故の反省・教訓を踏まえた「組織・

企業文化」の徹底が求められていたはずですが、

上記不正入室問題では、「運転員は社員の中で

もレベルが高い」との警備員側（おそらく警備

会社＝下請の従業員）の意識から「社員に対す

る「警備員の忖度」などがあり、「厳格な警備

業務を行い難い風土」が」あり、一方「運転員

も警備業務を尊重する気持ちが不足していた」

とのことで＜3.11 朝日＞、上記虚偽報告問題で

は、原子力リーダー（あるいは単なる広報担当

者？）の終了発表時に、実際の工事の進捗状況

を把握していたはずのミドルマネジメントが正

確な安全情報（工事未了）を上げなかった・共

有していなかったということで、未だに（姉川

プラン公表から約８年経過しても）「組織設計

上の問題」が解消されていないことは明らかで

す。 

福島第一３号機地震計の故障放置問題を考え

合わせても、事故後 10 年経っても「福島第一原

発事故の発生と拡大の原因と結びつけた問題点

の深掘りは十分になされておらず、内部からの

変化も期待出来ない」＜民間事故調最終報告：

283 頁＞ような東電には、柏崎刈羽の再稼働を

口にする資格などありません。 

 

≪③新潟県での危険な動き 

：暫定≫ 
 

『別稿：短信１』で『新潟県原子力発電所の

安全管理に関する技術委員会』（技術委員会）

の委員を田中三彦さんが体調不良で 2020.11 限

りで辞任したことを報告しましたが、2021.1.20

にこの間同じく東電を厳しく追及し続けてきた

立石雅昭氏（新潟大学名誉教授）、鈴木元衛氏

（元日本原子力研究開発機構安全研究センター

研究主幹）を含む半数の委員を、新潟県が「高

齢を理由」に再任しない方針とのこと＜『反原

発新聞№515』2021.1 月間情報、脱原発東電株

主運動ニュース№298：16 頁＞。これは、技術委

員会の 2020.10.26『福島第一原子力発電所事故

の検証』報告書、健康・生活委員会の 2021.2.12

検討結果報告書の知事への提出＜同新聞・月間

情報：筆者未入手＞に続くもので、３年ぶりの

新潟県検証総括委員会の 1.22 開催＜同ニュー

ス：17 頁＞と合わせ、新潟県（知事・当局）が、

柏崎刈羽再稼働による‘地元への経済効果’を

期待してか、再稼働同意へ向けた地ならしを本

格的に開始した合図と思われます。 

その“最大の妨げ”となっているのが‘東電

自身による不祥事の続発’ですから呆れますが、

新潟県の前のめりな姿勢は極めて危険で、今後

も要注意です。 

 ＜2021.3.12 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 短信１  最近の新潟県技術委員会の注目点 
 

「新潟県原子力発電所の安全管理に関する技

術委員会」は、2020.10.26 に『福島第一原子力

発電所事故の検証 ～福島第一原子力発電所

事故を踏まえた課題・教訓～』を花角英世新潟

県知事に提出＜2020.10.27 朝日＞。 

同報告書は、検証の目的に「事故の検証は、

国会や政府等でも行われたが、様々な立場から

事故を徹底的に検証」することで「柏崎刈羽原

子力発電所の安全に資すること」を挙げていま

すが、「事故の検証から柏崎刈羽原子力発電所

の安全に資する課題・教訓を中心に抽出してと

りまとめた」（下線筆者。以下同じ）ものの、

「今後、本報告で上げた課題・教訓に対する事

業者等の対応状況を確認し…、原発事故等に関

する新たな知見が得られた際には、それらを踏

まえて事業者等の対応状況を確認することも重

要」として、課題・教訓は最終的に「事業者等

（＝東電・国）の対応」に委ねたことから、肝

心の柏崎刈羽６・７号機の安全性の検証・再稼

働の是非判断がされていないと、同委員会の委
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員・田中三彦さんは批判しています＜岩波書店

「科学」2020 年 11 月号、12 月号＞。また、田

中さんは、課題・教訓の抽出についても、「７

年間の議論」が単なる「両論併記の報告書とい

うもっとも退屈な種類の読み物に変わった」と

して、「いまは徒労感しかない」と述べていま

す＜同 12 月号 1126 頁＞。【ちなみに田中さん

は、体調不良のため令和２年度第６回（Ｒ２－

６）委員会で委員を辞任されました＜11.25 議

事録 42 頁＞。非常に残念ですが、本当にこの間

大変お疲れ様でした。心より御礼申し上げます。】 

 

さて、同報告書には、田中さんが追及し続け

た結果、筆者の最大の関心事である「保安規定・

手順書問題」の記述もいくつか盛り込まれてい

ますが、それらに言及する前に、本稿『短信１』

（発言内容を正確に紹介するため長めに引用し

たので、『長信１』？）では最近の議論の注目点

を紹介し、【筆者注】でコメントしたいと思いま

す。 

 

★東電は保安規定「運転上の制限」解除規定

の存在を明言せず！ 

 

＜2020.6.5 Ｒ２－１議事録 ３０－３１頁＞ 

（田中委員）もう１つは、保安規定の問題で、

運転中の５５℃／ｈというのは、今回、いろい

ろなところで説明、保安規定があったからそれ

を守ったということでＩＣのシャットダウンを

したり、そういうことに使われています。とこ

ろが、実際にはそうではなくて、緊急時には５

５℃／ｈを無視してもいいみたいなことも、た

しかそういう判断を運転員の方がおっしゃって

いたし、運用として、地震のときの運転方法に

それが書いてあったのだけれども、少し記憶が

はっきりしません。いずれにしても、５５℃／

ｈを無条件にずっと適用するとうまく運転でき

ないということがあったということが１つの学

習であったと思うけれども、保安規定はこの５

５℃／ｈの温度変化について、何か意図的に文

言を変えられたということはございましたか。 

（東京電力ＨＤ：上村ＧＭ）具体的な運転手順

の話になりますので、保安規定そのものではな

くて、保安規定の中で紐付く手順書の中でそこ

は明文化されてございます。以上で答えになっ

ていたでしょうか。 

（中島座長）田中委員、どうですか。今のご質

問の意図としては、今回の教訓を受けて何らか

の改訂をしたのかということで、今の手順書の

中で改訂されたというご回答でよろしいですか。 

（田中委員）すみません。５５℃／ｈは保安規

定に書いていないですか。明記されていません

か。 

（東京電力ＨＤ：上村ＧＭ）事故時にそれをど

うするかという話は、具体的には運転操作手順

書のほうに記載されております。通常運転中の

ほうは保安規定には記載してございます。 

（田中委員）そこです。通常運転、５５℃／ｈ

でずっと、今回、事故であるにもかかわらずそ

れを守り通そうとしたということがあったとい

う問題です。そんなことについても分からない。

まあいいです。 

【筆者注：福島第一の保安規定では、原子炉ス

クラム等の異常が収束する前は運転上の制限

（５５℃／ｈ）を遵守する必要はないと明記さ

れていましたが、東電は、地震後に自動起動し

た１号機非常用復水器ＩＣを運転員が手動停止

したことについて、それを遵守するためだった

と正当化。上記質疑でも、東電はその点に触れ

ることを徹底的に回避しています。このような

東電の不誠実な対応（答えになっていない答え）

の繰り返しにストレスを感じるのは筆者だけで

はないと思います。 

しかも、その後、Ｒ２－５資料１で、

「2020.10.16 保安規定第２回補正」において、

「重大事故等対処設備の運転上の制限等（LCO

適用期間）の一部見直し等」がなされ、「異常時・

緊急時(*)」の「原子炉スクラムや，地震・火災

等発生時の対応手順」において「(*)異常の収束

を優先し，収束を判断するまでは運転上の制限

（LCO）は適用されない」ことが明記・強調さ

れたことが示されています。】 

 

★無意味な大津波警報発令後・全交流電源喪

失後の除熱開始手順への改訂！ 

 

＜2020.8.28 Ｒ２－３議事録 ３０－３２頁

（下線筆者）＞ 

（田中委員）それからもう１つ、事故対応のと

きのことですけれども、…ＩＣ（非常用復水器）

の操作に関して、５５℃／ｈという有名な…運

転基準というか保安規定に書いてあるわけで、

保安規定にはもう１つ、…非常事態や緊急事態

のときはそれに拘束される必要はないというこ

とがあって、今回の１号機に関していうと、Ｉ

Ｃの運転を５５℃／ｈで守り抜いたという話を

ずっと公式にはされてきているわけです。その

ことに関して、…地震がきて１４時５２分か忘

れてしまいましたけれども、あのころから立ち

上がっているわけだけれども、中央操作室は地

震のために天井が落ちてきたりばらばらで大変

な状況だったということを伺っています。運転
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員の方も床に這りついて指差しとかそういうこ

とをしている。その中でもなぜ５５℃／ｈなの

ですかということを再三伺っているのだけれど

も、いつもそれに対する答えは、異常な認識は

ない、という言い方をされていました。１つそ

れに関連して伺いたいのは、あのときに大津波

警報は出ていたのですか、出ていないのですか。

それからもう１つ、大津波警報が出なくても、

これは異常だと思って５５℃／ｈなどに拘束さ

れずに運転をし続けるという選択肢もあったと

思うのだけれども、今回、大津波警報が出ない

限りはまた再びそういう５５℃／ｈに関して拘

束されないとかというとっさの判断を運転員の

方がするということはないのですか。あのよう

なすごい地震がきている状況の中でも、これは

非常用電源が立ち上がっているので通常の事故

対応でいいのだということで５５℃／ｈを守り

抜いたという。それで、守らなければまた別の

ことが起きた可能性もあるわけだけれども、そ

の辺の問題について教えていただきたいと思い

ます。 

（東京電力ＨＤ：村野部長）この点については、

田中委員とのディスカッションをさせていただ

きました。それから、設置許可のときのパブリ

ックコメントなどにも類似のコメントなどもあ

りまして、社内でずっと検討してきましたもの

です。ご指摘のとおり、保安規定では通常の起

動停止では圧力容器の温度を５５℃／ｈで低下

させるということですけれども、スクラム（原

子炉の緊急停止）が起こったときは必ずしも守

らなくてもよいという規定があります。今回、

福島第一原子力発電所事故のときの状況を申し

ますと、確かに大きな地震がきて外部電源が喪

失したという状況ではありましたけれども、非

常用ディーゼルは立ち上がっていたという状況

ですとか、それから、プラントパラメータは予

測できる範囲で推移していたということとか、

安全系統も生きていたということがありますの

で、運転員としては、この状態で通常の停止手

順でプラントを整定に持っていけると考えてお

りましたので、通常の手順に従って５５℃／ｈ

で温度を下げていったということをアイソレー

ションコンデンサー（非常用復水器）を使って

やったということです。 

（田中委員）今回のＩＣは柏崎刈羽原子力発電

所にないのですけれども、考え方として、５５℃

／ｈに、あんな大きな地震でも、また同じこと

が起きても５５℃／ｈを守るということですか。

もし仮に大津波警報が出ていなければ。 

（東京電力ＨＤ：村野部長）すみません、少し

説明が足りないところがありました。今回、そ

の部分は変更したという説明をしております。

大津波警報が発令された場合、それと…全交流

電源が喪失した場合、この２つのケースについ

ては、場合によってはプラントを整定しなくな

るおそれもあるということを念頭に、あらかじ

め５５℃／ｈを守るというよりは、それを超え

た冷却率で温度を下げていってもよいというこ

とを手順に追加したということです。ですから、

従前のやり方をやり通すというよりは、そこは

あらかじめ熱を下げていく操作をするというこ

とを手順に追加したという説明をしております。 

（田中委員）要するに自由度の問題で、５５℃

／ｈというのは基本的に熱疲労に関することを

考えているのだろうと思いますけれども、１回

や２回５５℃／ｈを超えてやったとしても、低

温の場合は話は別ですけれども、高い温度のと

きはそう大きな問題はないわけです。そうする

と、このように何か大津波警報で、その他諸々

の条件がそろわないとそれを破ってはいけない

という固いものに見えるのだけれども、中央操

作室の状況とか当直長の考えでそれを自由にア

ドリブ的な運転をしてもいいのかどうか。その

ようにしてあるべきだと私は思うのですけれど

も、どうなのですか。 

（東京電力ＨＤ：村野部長）プラントの状況に

応じてということがあります。もちろんそのと

おりだと考えております。ただ、ここで申し上

げたいのは、全交流電源喪失時には使える設備

がほとんどなくなるということがポイントにな

ります。要は、蒸気を使って冷却する設備とＳ

Ｒ弁を使って減圧して低圧にするという手段が

とても限られてくる状況です。そういう場合に

は、なるべく早い段階で除熱しておくという手

順を（ﾏﾏ）しています。そのほかの場合に、電

源があれば、ほかの非常用冷却系ポンプがいく

つもありますので、それを使って冷温停止に持

っていけるということになりますので、限定し

た場合というよりは、むしろ電源があるかない

かということが福島第一原子力発電所事故のポ

イントになりますから、電源がある場合にはい

ろいろな設備が使える、電源がない場合には限

定的な手段になるので、あらかじめ熱を下げる

という考え方をしています。 

【筆者注：東電は、ここでようやく保安規定の

運転上制限の適用外規定の存在を認めましたが、

それでも、田中さんの「中央操作室は地震のた

めに天井が落ちてきたりばらばらで大変な状況

だった…。運転員の方も床に這りついて指差し

とかそういうことをしている。その中でもなぜ

５５℃／ｈ」遵守なのかという指摘に対し、3.11

地震ですら「大きな地震」の一つでしかなかっ
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たかのように矮小化して、「外部電源が喪失」し

ても、「非常用ディーゼルは立ち上がっていた」

ことから、「通常の停止手順でプラントを整定に

持っていけると考えておりました」と運転員の

判断を未だに正当化し、3.11 地震スクラムです

ら「異常な認識はない」と強弁しています。 

ところが、これは、保安規定第７６条第１項

(1)で「原子炉の自動スクラム信号が発信した場

合」を『異常発生時』と定義していることに、

明らかに反しています。 

そして、東電がそのように強弁する理由は、

第 77 条(異常時の措置)第１項で「当直長は，第

76 条第 1 項の異常が発生した場合は，異常の状

況，機器の動作状況等を確認するとともに，原

因の除去，拡大防止のために必要な措置を講じ

る」、第２項で「当直長は，前項の必要な措震を

講じるにあたっては，添付 1 に示す「原子炉が

スクラムした場合の運転操作基準」に従って実

施する」、第３項で「第 76 条第 1 項の異常が発

生してから当直長が異常の収束を判断するまで

の期間は，第 3 節運転上の制限は適用されない」、

第４項で「当直長は，第 3 項の判断を行うにあ

たって，主任技術者の確認を得る」とされてい

ることを十分（当然）認識した上で、１号機当

直長（２号機も兼務）が原子炉主任技術者の確

認を受けずに異常状態（自動スクラム）の収束

を判断し、運転上の制限の適用を運転員らに求

めた・認めたという保安規定への抵触（実際に

は、全員が 3.11 地震（＋外部電源喪失）に気が

動転して、当直長は原子炉主任技術者に異常収

束判断を確認する必要があったことを思い出さ

ず、運転員らは“自身初”のＩＣ自動起動（炉

圧の急低下＝急冷却）という事態に驚き、“それ

まで叩き込まれた”通常運転時の圧力容器「急

冷厳禁」規定を思い出し、慌ててＩＣを手動停

止しただけ）を、隠ぺいしようとしているから

です。 

 東電は、柏崎刈羽では「大津波警報が発令さ

れた場合」と「全交流電源が喪失した場合」は

「なるべく早い段階で除熱しておくという手順」

に一部変更し安全性が向上したかのように説明

していますが、福島原発事故では、「スクラム＋

外部電源喪失」という“異常状態が継続”して

いたにもかかわらず、ディーゼル発電機が自動

起動し全交流電源喪失を回避できたことに安心

（慢心）して、「早い段階で除熱」に着手しなか

った結果、その後の大津波襲来で全電源が喪失

してからは‘全くなすすべなく’早期の炉心熔

融・水素爆発を招いたのです。その教訓に鑑み

れば、大地震後（＋外部電源喪失後）には、大

津波警報発令前・全交流電源喪失前の段階でも、

直ちに除熱を開始すべきことは明らかで、東電

の上記手順書の一部変更は無意味です。】 

 

★東電は、3.11地震前も後も「地震手順書」

をよく読まず！ 

ＩＣ手動操作時の「温度降下率」検証も実

施せず！ 

 

＜2020.8.28 Ｒ２－３議事録 ３３－３４頁

（下線筆者）＞ 

（田中委員）それからもう１つ、運転手順書は

…けっこう頻繁に改訂していたことが分かるわ

けだけれども、その中で、よく読んでみると、

１号機に原子炉隔離時冷却系などないのにＲＣ

ＩＣ（原子炉隔離時冷却系）の手順が書いてあ

ったりするということがあります。…そういう

ないものがくっついている手順書が延々と改定

されずにそのまま残っていたとか、それからも

う１つ、ＡＯＰ（事象ベース）のもので、２２

章に自然災害時の運転というものがあって、こ

れまでずっと運転マニュアルに関する議論がな

されてきたと思いますけれども、自然災害の第

２２章にとぶという話がどこにもないのです。

そこに、大地震時の対応ということ。あれは今

回、どのような基準のときに第２２章へとぶと

か、そういうようなガイドラインはできている

のですか。 

（東京電力ＨＤ：村野部長）２つ目のご質問で

す。手順書にアイソレーションコンデンサーと

書くべきところが、ＲＣＩＣと書いていたとい

う話で、我々のほうでも探してみたのですが、

…２人がかりでいろいろ片っ端から見てみたの

ですが、見つからなくて申し訳ないです（追記

※１：実際には、平成２３年３月１１（ﾏﾏ）に

適用されていた１号機の事故時運転操作手順書

にはＲＣＩＣの記載がされていた。）。 

それから、もう１つの、第２２章の自然災害

事故のマニュアル、事故運転時操作手順の使い

方ということですが、福島第一原子力発電所事

故のときもこれは使おうとしておりましたし、

一部使いました。例えば、人身安全を確認する

とか。…ただし、プラントがスクラムした後に

パラメータを確認するとか、先ほど出たアイソ

レーションコンデンサーを運転するとか、そう

いったプラント本体のほうを整定させなければ

いけませんので、そちらに注力していたという

ことです…。 

【筆者注：補足すれば、（脚注※１のとおり会合

後に東電がようやく見つけた）田中さんの指摘

箇所は、東電が「一部使いました」とした「第

２２章の自然災害事故のマニュアル」（地震手順
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書）で、いずれも１号機にはないＲＣＩＣ（隔

離時冷却系：22-1E-13 頁）やＲＨＲ（残留熱除

去系：22-1-2 頁）が記載されています。改訂履

歴から見ると２号機地震手順書をベースに 3.11

の前年 2010 年 2 月に作成した際の“修正漏れ”

と思われますが、この問題の重要な点は、それ

らの誤記が放置されていたのは、同マニュアル

を 3.11 前に１号機運転員に全く教育・訓練して

いなかったため、と考えられるからです（少な

くとも“読み合わせ”をきちんとしただけでも

誤記には気付くはずで、筆者は前にも指摘しま

したが、それでも気付かなかったのなら、そも

そも１号機運転員＝東電に‘原発の運転資格な

し’です）。 

 また、東電は地震手順書を「一部使いました」

としていますが、使った可能性があるのは人身

安全確認の部分だけで、同手順書を参照するま

でもない内容です（実際には、運転員は事故時

に手順書を参照せずと明言）。そもそも同手順書

の導入条件は「震度５弱以上または、地震加速

度区分Ⅲ（基準点地震加速度 45gal 以上）」で、

3.11ではそのような地震が‘スクラムに先立ち’

発生したのですから、同手順書を基本的に参照

すべきことは明らかです。そして、「地震により

外部電源が喪失した場合は…第２２章２２－１

大規模地震発生（Ｅ）外部電源喪失の場合の項

参照」と規定され、当該手順では、原子炉水位

低下時にはＨＰＣＩ（高圧注水系）を「手動起

動」して給水（低温の水を一挙に注入）し、原

子炉圧力上昇時にはＳＲＶ（主蒸気逃し弁）を

「手動開」して「7.06～6.27MPa」に維持（減

圧時には温度低下）することが定められていま

すが、いずれの作動時とも「５５℃／ｈ以下」

という制限は課されていません（地震手順書

22-1E-5 頁：同制限はずっと後の手順で課され

るものです）。そして、上記ＨＰＣＩとＳＲＶの

働きを同時に果たす（代替）装置がＩＣですか

ら、それが（原子炉水位と圧力の維持のため）

自動起動した場合には当然そのような制限が課

されるはずはありません。この時点でのＩＣ手

動停止・手動操作の“許される言い訳”は「7.06

～6.27MPa への圧力維持」ですが、でもＩＣに

不慣れだった運転員はこの圧力維持に失敗（手

動操作３回とも）しており、だから東電はその

事実を隠し手動停止を正当化するため、「５５℃

／ｈ以下」を“動機・判断理由”として持ち出

したに過ぎないと思われます。以前から筆者は

指摘していますが、３回のＩＣ手動操作時のい

ずれも同制限値を大きく超過していますが、「手

順書に基づき手動で適切な圧力制御を行ってい

る」＜「検証報告書」p.51 の東電最終報告の引

用＞と“主張”するだけで、その３回の温度変

化率を東電が自ら検証・公表しないのは、それ

が単なる“詭弁”でしかないからです。】 

 

★最後の手段（フィルタベント不能時）は

「耐圧強化ベント」！ 

 

＜2020.10.28 Ｒ２－５議事録 ２９－３０

頁（下線筆者）＞ 

（杉本委員）…格納容器ベントの優先順位は①

ウェットウェル（Ｗ／Ｗ）ベント、②ドライウ

ェル（Ｄ／Ｗ）ベントとあります。確認なので

すが、これはいきなりこうではなくて、その前

のページにある代替循環冷却設備がすべて機能

を失ったあとに格納容器ベントを行うというふ

うな理解で、しかも、このライン、地上式フィ

ルタベントと耐圧強化ベントがありますので、

万が一地上式フィルタベントが使えない場合

は、多分、最後の手段として耐圧強化ベントも

使う。それもウェットウェルベントのラインが

確立できなかったら格納容器の破損を防ぐため

に、最後の手段としてドライウェルベントで、

耐圧強化ベントで放出するという理解でいいの

ではないかと思うのですけれども、いかがでし

ょうか。 

（東京電力ＨＤ：山本部長）ご理解のとおりで

す。最初の段階、代替循環冷却設備を使うよう

に考えておりますが、万一使えない場合にはフ

ィルタベント、それからフィルタベントも使え

ないということになりましたら耐圧強化ベント

ですが、いずれにしても、ベントの場合はウェ

ットウェルベントを優先して考えております。 

【筆者注：耐圧強化ベント使用問題＝大量の放

射性物質放出の可能性は、この間、前宮城県議・

中嶋廉さんが繰り返し指摘されていたことです。

筆者は、女川２申請書で、「最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための設備として使用する場合の

耐圧強化ベント系は、炉心損傷前に使用するた

め、排気中に含まれる放射性物質及び可燃性ガ

スは微量である」（2019.9.19 補正書 1049 枚目

8-5-115 頁）との記載より、炉心損傷後（シビア

アクシデント時）は手順書等で使用を禁止する

ものと思い込んでいましたが、同様に格納容器

圧力逃がし装置＝フィルタベント（2017.6.16

補正書 1043～1046 枚目 8-5-166～169 頁の第

5.10-1 図。第 5.10-2 図は耐圧強化ベント）を備

え上記と同文の記載がある柏崎刈羽６・７（同

書 984 枚目 8-5-107 頁）で、東電が最終手段と

して耐圧強化ベント使用を明言していることか

らすれば、完全に間違いだったようです（中嶋

さん、本当にスミマセンでした！）。】 
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★再稼働に不可欠な「使用済燃料ロンダリン

グ（発生源隠し）」？ 

 

＜2020.10.28 Ｒ２－５議事録 ３７頁 

（下線筆者）＞ 

（東京電力ＨＤ：篠田原子力安全センター所長）

使用済燃料の号機間輸送…を実施する理由です

が、…初期の１、２、５号機の運転によってど

んどん使用済燃料プール(ﾏﾏ)が増えていくもの

ですから、当時、運転のまだ余裕のありました

３号機、４号機、６号機、７号機のプールに１

号機、２号機、５号機の使用済燃料についても

移して、そこで保管するということを当時、発

電所全体の運用として検討していました。…現

在は、逆に６、７号機の使用済燃料プールの空

き容量が減ってきたものですから、これを元の

号機に移していくということで、発電所全体の

運営を確保していく…。＜図：Ｒ２－５資料４

の４頁＞ 

【筆者注：説明ではごまかしていますが、実際

には６、７号機の使用済燃料プール（全炉心の

390%。筆者の手元にデータなし

ですが、１炉心 950 体程度？）の

空き容量が「１サイクル分」もな

い＜資料４の２頁＞、すなわち

（再稼働後最初の）定検で交換す

る使用済燃料（250～300 体？）

の保管スペースがない、というこ

とでの苦肉の策です。でも、図を

よく見ると、「元の号機に移」すと

していながらも、６号機では１号

機由来のものを３号機に移しています（１号機

分は３号機に移すことが認められているため、

形式的には「６から１へ戻し、１から３へ移送

したことにする」という使用済燃料ロンダリン

グ？）。結局、再稼働見込の立たない１～５号機

（炉心に燃料装荷しないこと＝廃炉？が、６・

７再稼働の前提＜2017.12.27 審査書 3 頁等＞）

は、使用済燃料保管場所として“有効活用”す

る決断のようです。ちなみに、2019.9 末時点で

の保管数（炉心取出分を含む）は、１：2790 体、

２：3239 体、３：3212 体、４：3209 体、５：

3175 体、6:3410 体、７：3444 体ということで

すので＜「Handbook 原発の今 2020」原子力資

料情報室、2019.12.15＞、移送後は、２：3619

体、３：3250 体、6: 3372 体（六ヶ所搬出が 2020

以降なら 3144 体）、７：3064 体でしょうか。で

も、今回の移送後も、６・７では「せいぜい２

サイクル分の空き確保」に留まるのでは？ 

なお、女川原発での使用済燃料問題は、『鳴り

砂』284､285､287 号参照。】 

 ＜2021.2.6 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 短信２   『福島原発事故の検証報告』 
 

新潟県技術委員会による 2020.10.26『福島第

一原子力発電所事故の検証 ～福島第一原子力

発電所事故を踏まえた課題・教訓～』（以下「報

告書」）について、前稿「短信１」の田中三彦さ

んの批判・視点を踏まえた上で、特に筆者の最

大の関心事である「保安規定・手順書問題」に

ついて検証してみたいと思います。 

 

報告書では、まず、「課題（１）地震対策」で、

田中さんが繰り返し指摘してきた「５５℃／ｈ」

の温度降下率（運転上の制限）遵守問題や、保

安規定の「運転上の制限の適用外規定」の問題

を取り上げ＜p.12＞、さらに、「参考資料７」の

「問題点７」で、手順書選択の問題と保安規定

の問題を整理しています＜pp.195-198＞。 

でも、結局、手順書問題では、東電の‘根拠

のない図’【2018.10.31 平成 30 年度第 2 回技術

委員会「資料№３」：『鳴り砂』276 参照】を掲

載しただけで、原子炉スクラムに先立って生じ

た震度５弱以上の大地震という導入条件を無視

した手順書選択の正当性を繰り返しただけです。 

また、保安規定問題では「運転員は…知って

いたと思う」とか「非常用復水器（IC）の能力

は…知っていた」などという「東京電力の考え」

を“両論併記”しただけで、それ以上の検証の

深化はなされませんでした。 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、「課題（４）原子力災害時の重大事項の

意思決定」でも、「非常用復水器（IC）の操作等

について議論して課題を抽出」しています＜

p.23＞。 

ここで、津波後に「当直長はＩＣが動作して

いない可能性を認識していたが、津波襲来前の

ＩＣの弁が閉状態であったことを運転員の間で

共有しなかった」と“何気なく・サラッと”記

載していますが、最も問題なのは、伊沢当直長

（事故当日の当直チームの本来の平野当直長の

代役。門田隆将『死の淵を見た男』角川文庫

2016：27､73-74 頁。ただし１号機の運転経験は

あるとのこと：20 頁）が、本当に津波後にＩＣ

不動作の可能性を認識していたとすれば（筆者

はそれ自体を疑問視）、その当然の帰結として、

地震後１号機の「（高圧）炉心冷却」を唯一担っ

ていたＩＣが津波・全電源喪失（ＳＢО）で機

能喪失したことにより（ＨＰＣＩは直流電源喪

失で起動不能）、炉心冷却・崩壊熱除去不能とい

う“最悪の事態”に陥った（可能性がある）こ

とに、全く思い至らなかったことです。これは、

ＩＣの実作動経験の有無にかかわらず、そもそ

も当直長がＩＣの本来の機能・重要性を認識し 
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ていなかったことの

証左です。だからこ

そ、当直長は、全電源

喪失・電源確保に気を

取られ、最優先すべき

「冷やす」＝ディーゼ

ル駆動消火ポンプ（DDFP）などを用いた炉心

冷却代替策＜2015.11.25 平成 27 年度第 2 回技

術委員会・資料 No.1-4『１号機非常用復水器(IC)

の操作』に対する回答：3 頁。ただし「質問７」

は 18:18 のＩＣ開操

作後の 18:25 の手動

停止操作に対するも

の＞を速やかに講じ

ようともせず、また、

現地対策本部・吉田所

長にも炉心冷却機能

喪失（ＩＣ不作動）を連絡しなかったのです。 

ちなみに、前記も含む田中さんの「質問」に

対し、東電は改めて運転員らに確認したとして、
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「3A 弁を操作した運

転員は、3A 弁閉操作後

に電源が落ちて表示が

見えなくなったとの発

話を行った。（全員が全

電源喪失の原因究明に

注意を奪われていたの

で、発話が認識されな

か っ た 可 能 性 が あ

る）」、「当直長は、IC が

止まった状態で SBO

になったとの報告を受

けた記憶は無い。主任

に確認したが「わから

ない」との回答であった（3A 弁を操作した運転

員に直接確認はしなかった）」と回答しています

が＜同回答：1 頁＞、前述のとおり「急造当直

チーム」故の‘意思疎通のなさ・悪さ’のせい

か、当直長は、最重要確認事項であったはずの

ＩＣの作動状態について操作員に直接確認する

ことすらしなかったと“堂々と記載”していま

すが、東電はその点も一切問題視していません。 

 

同様に、「参考資料８」のまとめでも＜pp.212-

214＞、当直長が炉心冷却機能喪失を明確に認

識しなかった・できなかったという最大の問題

点は指摘されていません。まさに、ＩＣの機能・

重要性をそもそも認識していなかった「原因と

責任の所在を明確にする必要がある」のだと思

います。 

 ちなみに、その原因として挙げられる「１号

機運転開始後、一度もＩＣの実作動確認をして

いなかった」ことについて、筆者は『鳴り砂』

281 などにも記載しましたが＜見飽きた方も多

い？＞、保安規定「第４１条２項（２）」の「運

転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用復水器系

(１号炉)が模擬信号で作動することを確認…」

との内容が、運転開始以来、東電と規制当局で

ある国によって歪曲され続けてきたため、と考

えています（ＮＨＫスペシャル『メルトダウン』

取材班「福島第一原発１号機冷却『失敗の本質』」

講談社現代新書 2017：135 頁以下参照）。 

すなわち、「模擬信号で作動すること」が、単

なる弁の開閉確認（しかも通常時「閉」の第３

弁のみの「開」作動確認。第１・２・４弁は通

常時「開」で、第３弁が「開」になれば、非常

用復水器系は作動する原理）で、実際に主蒸気

をＩＣ配管に通すことはせず（第１・２・４弁

のどれか１つを「閉」にして、模擬信号発信）、

ＩＣ配管の健全性確認＝主蒸気（及び放射性物

質）の漏洩有無確認も行なってきませんでした。

＜ちなみに、「定検時」で原子炉が冷温停止状態

にあれば、第３弁を「開」しても、ＩＣ配管内

に流入する（下流側のドレン水配管内の水の流

下・落下によって上流側の蒸気配管内に引き込

まれる）主蒸気の温度がそもそも低く、ＩＣタ

ンク水を沸騰（ブタの鼻から蒸気を噴出）させ

るような熱交換もなされず、実作動訓練にはな

りません（原子炉を開放していれば、空気が流

入するだけ？）ので、第３弁の「開」作動確認

だけにしているのかもしれません。＞ 

その点に関して、東電の定検報告書（3.11 事

故直近の第 26 回。第 24･25 回も同様の記載）

を見ると、上記第３弁（２系統で２台）の機能

検査の結果が報告されていると思いきや、不思

議なことに「６台」が機能検査されたと報告さ

れています。 
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 そこで、改めて保安規定を見直すと、第４３

条２項に「運転評価ＧＭは，定検停止時に，表

４３－３に定める格納容器隔離弁が模擬信号で

全閉することを確認…」という規定があり、表

４３－３には「(3) 非常用復水器系：非常用復水

器蒸気管内側ベント弁、非常用復水器蒸気管外

側ベント弁」が挙げられ、格納容器隔離弁とし

ての機能を有する通常時「開」の第１・２・４

弁（２系統で計６台）が「全閉」作動（＝隔離）

することの確認＝機能・性能検査が要求されて

いることが分かります。このことから、定検報

告にある「機能・性能検査６台」との記載は、

第４３条の第１・２・４弁の「全閉」作動結果

ではないか、と筆者は推測（邪推？）します。 

さらに邪推すれば、第３弁は、第４１条２項

（５）の規定により、当直長が「原子炉の状態

が運転，起動及び高温停止」の状態において「月

１回」「非常用復水器系の原子炉入口弁が開する

ことを確認」しているため、敢えて定検時に（運

転評価ＧＭが）ほぼ同内容の第４１条２項（２）

規定のＩＣの機能検査（第３弁の「開」検査）

を行なっておらず、そのため定検報告に記載が

ない、という可能性もあるのではないでしょう

か。 

 

 以上述べたように、福島原発事故の真相究明

のためには、当直長・運転員らの地震直後の運

転操作及び津波直後の事故対応の実態解明はも

ちろんのこと、運転開始以来の保安規定の遵守

状況（機能検査の実態や報告内容）の解明など

の“過去の膿（ウミ）”をも徹底的に洗い出す作

業が不可欠で、それは東電と国（規制当局：事

故当時は原子力安全・保安院）の両者ともに求

められるものです。 

 

《追記》 

そのような中、2020.9.20 東電社員が柏崎刈

羽原発の中央制御室に不正入室した（他人にな

りすまし、幾重にも講じられたチェック体制を

すり抜けた）という、核物資防護上（核テロ対

策上）極めて深刻な事態、かつ東電社員の安全

意識の低さと東電のチェック体制の甘さ、が報

道されました＜2021.2.9 朝日＞。しかも、規制

委の事務局たる「原子力規制庁」は、東電から

の翌 9.21 報告を規制委・更田委員長らに伝え

ず、その２日後の 9.23 に規制委は東電の「再稼

働の適格性」を認める判断を行なったというこ

とです。 

東電に再稼働の「適格性」がないことは明ら

かですが、女川２も含めて再稼働審査を行なっ

ている国（規制委・規制庁）にも「適格性」が

ないことは明らかです。仮に、規制委が東電の

適格性を再審査するのであれば、同時に、規制

庁の旧態依然とした原発推進姿勢（以前は事業

者ヒアリングを通して、盛んに合格アドバイス）

をも厳しく見直す必要があると思います。 

 ＜2021.2.12 了＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 短信３  安全最優先でない東電の“変わらぬ”体質 
 

【ＫＫ不正入室問題】 

 

 まず、前稿「短信２《追記》」で述べた

2020.9.20 柏崎刈羽（ＫＫ）原発中央制御室への

社員不正入室問題＜2021.2.9 朝日＞について、

補足します。 

規制委が東電に対し 2020.9.23 柏崎刈羽再稼

働に係る適格性を認定＜2021.2.9朝日＞したこ

とについてですが、具体的には、再稼働の第３

ステップである「保安規定」の認可審査（審査

主体は、当該問題の規制委への早期報告を怠っ

た原子力規制庁！）において、「…申請者が福島

第一原子力発電所事故を起こした当事者である

ことを踏まえ、…技術的能力の審査の一環とし

て行った原子炉設置者としての適格性の審査の

過程において、申請者が示した回答文書…等に

おいて確約した取組（以下「７つの約束等」と

いう。）について、将来にわたる履行の確保の観

点から、保安規定に定めることを求め」、それが

「基本方針として定められていること」を確認

したとして、「７つの約束等に関する変更につい

て、…議論を的確に反映したものであり、…災

害の防止上十分でないものであることに該当し

ないと判断した。」というものです＜2020.10.30

規制庁審査結果 15 頁：下線筆者＞。（付言すれ

ば、上記「７つの約束等」（『鳴り砂 285～287』

等参照）の中の『３．原子力事業については、

経済性よりも安全性追求を優先しなくてはなら

ない』ことは、保安規定第２条に「３．原子力

発電所の運営は，いかなる経済的要因があって

も安全性の確保を前提とする」との文言で盛り

込まれています＜2020.10.26 東電ＫＫ保安規
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定補正書：５枚目＞。） 

皮肉にも、その適格性認定時の 2020.9.23 規

制庁・資料２添付の「別紙」４頁で東電は、「当

社は、安全上重要な事項の情報公開として、ト

ラブル等の発生にあたっては、重要度に応じて

タイムリーに公表し、安全に関する取組、対策

等についても、社会情勢を勘案しながら公表し

ている。」（下線筆者）と言明していますが、ま

さに“笑止千万”です。また、この問題は、東

電のみならず、（福島原発事故の当事者＝「原子

力ムラ」の一員であったことを反省しない旧保

安院譲りの）規制庁役人の「重要度」判断や「社

会情勢の勘案（忖度？）」の誤り・‘旧態依然と

した体質’をも示すものです。 

 

【福島一３の地震計問題】 

 

 さて、それに続き、筆者も心底呆れましたが、

昨 2020 年７・10 月に福島第一原発３号機の地

震計２台（昨年３月に最上階と１階に設置）が

水ぬれなどで「相次いで故

障」したのを東電がこれま

で放置していたため、去る

2021.2.13 夜の地震データ

が取れなかったことが発覚

＜2.23 朝日：筆者は現時点

で議事録等を確認できてい

ませんが、おそらく安全確

認のため地震データの提供

を求めた規制委に対し、東

電が「３号機データはない」

と回答し、理由を釈明する

中で発覚したのでは？＞。 

東電は「法令などで設置

が義務づけられたものでは

ない」と故障放置を弁明

（？）したためか、規制委は

「地震計の管理の義務づけも検討する」とのこ

と＜同朝日＞。 

しかしながら今回の事態は、地震計設置・管

理の「義務づけ」などで終わらせてはならない、

東電の「技術的能力や原子炉設置者としての適

格性」に関する根本的な問題を孕んでいるもの

です。 

まず、地震計が水濡れで故障した点ですが、

３号機の原子炉建屋天井や上部階は 2011.3.14

の水素爆発（２回目）で吹き飛んでいるため＜

2020.9.3 事故分析検討会第 13 回会合資料２：

30 頁＞、‘雨ざらしや雨漏り’は当然に想定さ

れ、設置段階で防水対策を講ずるべきだったは

ずですが、そのような使用環境すら「想定外」

で安上がり（？）に防水性のないものを設置し、

半年も経たないうちに早々に故障したのなら、

本当にお粗末の一言です。 

また、「昨年には故障に気付いていたが、修理

などはせず、放置していた」＜同朝日＞のなら、

日常点検や故障の報告が上層部まで的確に伝わ
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らない・伝えられないという社内体制・意思疎

通の問題や、故障報告を（２度も！）受けなが

ら直ちに修理・交換しなかった現場責任者の判

断・対応の甘さ（予算がなくて放置？）など、

福島原発事故時の運転員らの事故対応でも明ら

かになった運転管理上（ソフト面）の多数の問

題点が未だ解消されておらず、東電が柏崎刈羽

で示した「保安規定」の基本理念や、認められ

た「適格性」など、所詮“絵に描いた餅”に過

ぎないということです。 

 さらに、地震計データは、2.13 地震の影響把

握・健全性確認のため以外にも、女川２で判明

したように、原子炉建屋の地震・ひび割れ等に

よる劣化＝剛性（耐震性）低下が地震時の応答

（固有振動数の低下）に反映されることから＜

2017.1.17 女川２審査資料・資料 1-3：29 頁＞、

水素爆発で原子炉建屋上部が破壊された３号機

において（１・４号機でも）、‘（地震・爆発から

10 年後の）現時点で建屋の耐震性がどの程度維

持・確保されているか＝今後“崩落”する危険

性がないか’などを判断するためにも重要と思

われ、そのこともあって規制委は昨年３月に設

置させた（それ自体は“遅い”と思いますが）

のではないでしょうか。 

 

いずれにしても、東電と規制委・規制庁が“イ

タチごっこ”をいくら続けても、原発の真の安

全確保にはつながらないことは明らかです。繰

り返しになりますが、福島原発事故時のとりわ

け１・２号機運転員・当直長らの事故対応や非

常用復水器（ＩＣ）の操作、ＩＣの機能試験に

関する運転開始以来の定検報告のゴマカシなど、

東電の膿（ウミ）を徹底的に洗い出すことなく、

「世界一厳しい規制基準」などといくら唱えて

も、安易で安上がりな“一時凌ぎ・場当たり主

義”が蔓延した原発事業者・作業現場の“網の

目逃れ”を、根本的に変えることなどできない

と思います。 

 ＜2021.2.26 記＞  

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

追伸：「福島原発事故１０年検証委員会（一般財

団法人アジア・パシフィック・イニシアチブ）」

が『民間事故調最終報告書』（㈱ディスカヴァー・

トゥエンティワン）を発行（2021.2.20：税込

2750 円）。まだ一部しか見ていませんが、１・

２号機運転員・当直長らのＩＣ作動に係る意思

疎通問題が取り上げられていました（引用は新

潟県技術委員会の資料）。女川原発の敷地高決定

過程（平井副社長神話）については同意できま

せんが、改めて事故の総括的検証を行なったこ

とは評価したいと思います。 

 

 

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

 

 

【女川原発アラカルト】 
 

【１月】 

20 日（水） 船形山のブナを守る会、大崎市へ

風力発電所建設計画の乱開発防止を求める要

望書提出。 

  旅行大手エイチ・アイ・エス関連会社ＨＩ

Ｓスーパー電力（東京）のバイオマス発電所

（角田市）が完成し、営業運転開始。輸入パ

ーム油燃料、出力 4 万 1100 ㌗。 

21 日（木）「脱原発をめざす宮城県議の会」4

会派、村井知事へ女川原発再稼働に関する避

難計画の実効性確保などを求める要望書を提

出。 

22 日（金） 小泉進次郎原子力防災担当相、

記者会見で、コロナ感染拡大を理由に女川原

発防災訓練の延期を発表。3 月 5 日、年度内

実施見送りを発表。 

23 日（土） さようなら原発みやぎ実行委員会、

オンライン会議。12 名参加。 

25日（月） 東北電力、女川原発の屋内での事

務業務で働く協力企業の従業員1名が、新型

コロナウイルスに感染したと発表。7人目。 

26 日（火） 脱原発仙台市民会議、女川原発

再稼働ならびに避難計画について、仙台市と

再交渉。仙台市危機管理室防災計画課防災計

画係主任等と、質問状の回答に関する説明及

び意見交換。危機管理室会議室。市民 13 名

参加。 

  仙台高裁、福島第一原発事故の損害賠償請

求訴訟で、福島県中通り地方の避難指示区域

外（自主避難）の住民ら 52 人の精神的損害

を認め、一審と同様に、東電に賠償金の支払

いを命じた。 

27 日（水） 東北電力、海輪誠会長が 4 月 1

日付けで取締役相談役に退き、増子次郎副社

長が会長に。 

28 日（木） 東北電力、県・女川町・石巻市

に、女川原発１号機の「廃止措置計画変更認
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可申請」の補正（「使用済燃料輸送容器」を

追加）に係る事前協議を申し入れ。 

東北電力、子会社の東北ポールの保有株式

の大半を日本コンクリート工業に譲渡すると

発表。 

29 日（金） 東北電力、原子力規制委員会

に、女川原発１号機の「廃止措置計画変更認

可申請」の補正書を提出。 

  東北電力、女川原発１号機の第１回定期

事業者検査を実施すると発表。3 月 4 日より

約 4 カ月の予定。定期事業者検査は、「核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（原子炉等規制法）」に基づ

き、廃止措置期間中においても性能を維持

すべき発電用原子炉施設（性能維持施設）

について、健全性を確認するもの。また、

１号機の定期事業者検査報告書（定期事業

者検査開始時）を規制委員会へ提出。 

「鳴子温泉郷のくらしとこれからを考える

会」設立。「六角牧場風力発電事業」に関す

る勉強会を鳴子教会で開催。約 20 人参加。2

月 8 日、「日本雁を保護する会」「NPO 法人

たんぼ」と連名で、中止を求める意見書を、

事業者の川渡風力発電（札幌市）に送付。 

【２月】 

2 日（火） 県環境影響評価技術審査会、「六角

牧場風力発電事業」に関し「景観に影響大」

として、事業者側に計画の再考を要望。 

3 日（水） 生活協同組合あいコープみやぎ、組

合員から寄せられた 69 通の「女川原発への手

紙」と再稼働「同意」撤回要望書を県と東北

電力へ提出。県庁では遠藤副知事が対応。 

原発問題住民運動宮城県連絡センター、東

北電力社長樋口康二郎宛に「女川原子力発電

所の安全対策等に関わる質問書（9 項目）」

と「今後の女川原子力発電所における新型コ

ロナウイルスの感染防止の徹底を求める要望

書」を提出。 

4 日（木） 脱原発全国株主運動、日本証券業協

会に「個別株主通知に関する要望書」を提出

し、担当者 4 名とＷＥＢズームミーティング。 

7 日（日） Hope and Action、女川原発再稼働

Q＆A ～2021 年宮城県知事選挙へ向けて～オ

ンラインＺＯＯＭ無料トークライブ Vol.３。

講師多々良哲さん（女川原発再稼働を許さな

い！みやぎアクション世話人）。ゲストのゆさ

みゆき県議（現在 7 期目、立憲民主党）から

は「女川原発再稼働ストップ！みやぎ女性議

員有志の会」のあゆみ、再稼働ストップ計画

についてと、フィンランドの放射性廃棄物最

終処分場「オンカロ＆フライブルグ」の貴重

な視察報告。また、山崎誠衆議院議員（ISEP

出身）が立憲民主党のエネルギー政策を講話。 

9 日（火） 「第 155 回女川原子力発電所環境

調査測定技術会」ホテル白萩 2 階錦。市民 3

名傍聴。 

  東北電力、ジャパン・リニューアブル・エ

ナジー（ＪＲＥ、東京）と連携し、「宮城加美

町ウインドファーム」に出資参画すると発表。

風車 10 基、約 4 万 2000 ㌗。 

  石巻市の「須江地区保護者の会」、液体バイ

オマス発電所建設計画の中止を求め、遠藤副

知事に、要望書と反対署名 9751 筆を提出。 

10 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 1 月分の女川原発 2・3 号機の「定

期事業者検査」の状況報告。2 号機の「炉心シ

ュラウドのひび平均深さに係る実測値と予測

値の比較図」を公表。実測値、2003 年 5.9 ミ

リから 2021 年 8.5 ミリにひびが進展。 

11 日（木） 風力発電を考える色麻の会、勉強

会を農村環境改善センターで開催。約 30 人参

加。 

13 日（土） さようなら原発みやぎ実行委、オ

ンライン会議。16 名参加。 

 みやぎ地域・市民電力連絡会、〜コロナ後

の未来を自然エネルギーで開こう・オンライ

ン講座〜第 1 話「今こそ太陽光発電のすすめ」

講演：藤川まゆみさん（上田市民エネルギー）、

定員 50 名。 

23 時 8 分頃、「2021 年福島沖地震」（最大震

度 6 強、Ｍ7.3、深さ約 55 ㎞、東日本大震災

の余震）が発生。女川原発（震度 4？、137gal）

で、変圧器避圧弁の動作、3 号機タービン建

屋ブローアウトパネルが開状態に、2・3 号機

放水口モニターの欠測、大容量電源装置の故

障警報、3 号機除塵機の電源が入らない等の

事態が発生。 

16 日（火） 東北電力、青森県東通村に社員が

常駐しない？東通原発立地地域事務所を建設

すると発表。 

19 日（金） 東北電力、女川原発 2 号機の

「工事計画」の４回目となる補正書、約

1700 頁の添付書類を規制委員会に提出。 

「第 155 回女川原子力発電所環境保全監視

協議会」＆「令和 2 年度環境放射能監視検討

会」、ホテル白萩 3 階萩。市民 1 名＋電力関係

1 名傍聴。 

内閣府、原子力災害対策事業費補助金で、

宮城県に 17 億 4000 万円を交付決定。防災対

策強化で石巻赤十字病院に 11 億 4000 万円、

石巻市網地島綱小医院に 6 億円など。 
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20 日（土） 6LABO vol.66、ドキュメンタリー

映画「おだやかな革命」オンライン上映&トー

クセッション。①「Vimeo」にて上映。上映時

間 100 分。②トークイベント：オンラインＺ

ＯＯＭにて参加。ホスト：渡辺サトシ監督（有

限責任事業組合いでは堂共同代表）／ゲスト：

大場隆博（NPO 法人しんりん理事長、鳴子温

泉もりたびの会会長）、浦井彰（「エネシフみ

やぎ」「みやぎ地域エネルギー 合同会社」代

表）。 

26 日（金） 東北電力、「プルトニウム利用計

画」を公表。電気事業連合会、プルサーマル

発電の実施計画を改定（2010 年以来）。東電

は実施する原発の提示を見送り、核燃サイク

ル政策の行き詰まりが鮮明に。他の 10 社は前

回を踏襲し、合計 13～14 基の原発を提示。 

  規制委員会、女川原発１号機の廃止措置計

画変更（2020 年 9 月 4 日変更認可申請）を認

可。 

27 日（土） 核戦争を防止する宮城医師・歯科

医師の会公開講演会、『核兵器と原発』～日本

が抱える「核」のジレンマ－政府はなぜ核と

原発に固執するのか－、講師：鈴木達治郎氏

（長崎大学核兵器廃絶研究センター副センタ

ー長・教授）、ＺＯＯＭによるオンライン講演

会。 

一般財団法人仙台ＹＷＣＡ、第 1 回「そも

そも原発って? 」～映画『日本と原発 4 年後』

上映＆河合弘之監督（弁護士）トーク。仙台

ＹＷＣＡ。ＺＯＯＭでも配信。 

みやぎ地域・市民電力連絡会、〜コロナ後

の未来を自然エネルギーで開こう・オンライ

ン講座〜第 2 話「容量市場とは？」講演：浦

井彰さん（環境エネルギー政策研究所スタッ

フ・みやぎ地域エネルギー合同会社代表）。 

【３月】 

2 日（火） 規制委員会、女川原発 2 号機の新

規制基準適合性審査会合、詳細設計を示した

「工事計画」で、東北電力が地下水位の設定

について説明。継続審議に。 

  東北電力、東通村に、企業版ふるさと納税

を活用した寄付を申し出たと発表。寄付額は

2020～24 年度の 5 年分で 10 億円。3 月中に

一括寄付。 

3 日（水） 原発問題住民運動宮城県連絡セン

ター、「原発ゼロ基本法の制定を求める請願

署名」街頭署名行動、平和ビル前。 

あいコープみやぎ、「希望する県民への安定

ヨウ素の事前配布を求める要望書」を県に提

出。 

7 日（日） さようなら原発みやぎ実行委、オン

ライン会議。15 名参加。 

8 日（月） みやぎ実行委、県政記者会で、全県

チラシ配布・3.27 集会・4.18 講演会の記者会

見。 

11 日（木） 原発ゼロ・自然エネルギー100 世

界会議～福島原発事故から 10 年～、オンライ

ン開催。女川原発再稼働問題について、岸田

県議が発言。 

12日（金） 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2・3号機の「定

期事業者検査」の状況報告。2月13日の地震

の影響で、3号機の原子炉建屋最上階の天井

付近に設置している点検用足場のボルト類の

一部が、使用済燃料プール内に落下している

ことを確認したと発表。床面にもボルト類の

一部が落下していることを確認。また、固体

廃棄物貯蔵所１階の管理区域内では、劣化し

た古いたばこの吸殻１本を発見。 

環境省、県内全域の河川と湖沼や沿岸計76

地点の公共用水域で、昨年10～12月に実施し

た放射性物質モニタリング測定結果を公表。

河川周辺の土壌から白石川川原子沢合流前

（白石市、阿武隈川水系）で1484㏃/㎏の放

射性セシウムを検出。底質では、七ケ宿ダム

（七ケ宿町）で852㏃/㎏検出。水質は全地点

で検出下限値（１㏃/㍑）以下。  

13 日（土） 第 8 回いのちの光 3.15 フクシマ

「3.15 から 10 年フクシマが背負ってきたも

の伝えつづけるもの」、－現地の声－「福島の

現状について」～飯館から見え、考えてきた

こと～講師：伊藤延由さん、写真パネル展示・

販売－写真家：飛田晋秀さん「福島の記憶 

3.11 で止まった町」、カトリック元寺小路教

会大聖堂。インターネットでも配信。主催：

「いのちの光 3.15 フクシマ」実行委員会／後

援：カトリック仙台教区／協賛：日本カトリ

ック正義と平和協議会／カトリック正義と平

和仙台協議会。 

一般財団法人仙台ＹＷＣＡ、第 2 回「女川

原発を再稼働していいの? 他の選択肢は? 

ゲストスピーカーと対話しながら、考えよ

う!」 、ゲスト：木村理恵さん（命が健やか

に生きてゆけるためにバリ島に放射能から避

難してくる方の保養所開設、脱原発の学びの

開催など、幅広く活動）、土屋聡さん（小学校

教員の傍ら「女川から未来をひらく夏の文化

祭」などの実行委員として活躍）。仙台ＹＷＣ

Ａ。ＺＯＯＭでも配信。 

（空） 
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●脱原発みやぎ金曜デモ 
女川原発の再稼働を止める！ 

福島原発事故を忘れない！ 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 

 

※宮城県内で新型コロナ感染症の流行拡大が

続いたため、１月～２月前半の「脱原発み

やぎ金曜デモ」は中止に。 

【２月】 

19日（金） 第388回「脱原発みやぎ金曜デ

モ」再開！ 女川原発再稼働やめよう！と、

元鍛冶丁公園から25名の市民が参加。 

26日（金） 第389回「金曜デモ」、元鍛冶丁公

園から30名の市民が参加。 

【３月】 

5 日（金） 第 390 回「金曜デモ」、先日の余震

で福島第一原発は損傷が拡大し、格納容器内

の水位が低下、事故はまだ続いている、一度

事故を起こすと原発は人間の手にはおえない、

危険な原発はもう止めようと、元鍛冶丁公園

から 25 名の市民が参加。 

12 日（金） 第 391 回「金曜デモ」、3.11 の津

波と原発災害に関連して亡くなった多くの

方々の死を悼み，サイレントのキャンドルデ

モ、肴町公園から 35 名の市民が参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●汚染廃棄物「焼却」を 

めぐる動き 
【１月】 

17 日（日） 大崎住民訴訟原告団報告集会、松

浦健太郎弁護士と草場裕之弁護士が経過等を

報告。古川教育会館、60 名参加。 

 【２月】 

1 日（月） 放射能から岩沼を守る会、菊地啓夫

岩沼市長に、「玉崎浄水場浄水汚泥、放射性指

定廃棄物 458 トン指定解除後の処分方法に関

して（要望書）」提出。ならびに市議会議長へ

陳情書を提出。市長からは 2 月 24 日回答あ

り。内容が不十分なため、再度、3 月 3 日、

要望書を提出。 

23 日（火・祝） 「大崎耕土を放射能汚染させ

ない連絡会」第 3 回総会、コロナ感染防止の

ため記念講演は中止に、大崎市図書館 2Ｆ研

修室。26 名参加。 

24 日（水） 大崎住民訴訟、非公開で原告側の

推薦する科学者が同席して進行協議。 

 【３月】 

6 日（土） 放射能ごみ焼却と木質バイオマス

発電を考えるオンライン・シンポジウム、第

一部：「放射能ごみ焼却反対大崎住民訴訟に

ついて」～放射能ごみ焼却反対大崎住民訴訟

の意義と裁判の経緯：松浦健太郎弁護士。原

告代表挨拶。第二部：各地からの報告／放射

能汚染木を燃やす木質バイオマス発電の問題

点（ちくりん舎 青木）・群馬県渋川市木質バ

イオマス発電の現状・田村バイオマス発電訴

訟の現状・東御市バイオマス発電の現状・福

島県における汚染隠ぺいと「復興」（ふくしま

連絡会 和田）。主催：放射能ゴミ焼却を考え

るふくしま連絡会／フクロウの会／ちくりん

舎／木質バイオマス発電チェック市民会議

（長野県・東御市）。 

10日（水） 放射能汚染廃棄物の焼却差止め大

崎住民訴訟第11回公判、仙台地裁。口頭弁論

終了後、仙台市戦災復興記念館で報告会。 

（空） 
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