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『鳴り砂』2-112 号 別冊 2021 年 5 月 20 日 

 最近の気になる動き 89   

東京電力の適格性：核物質防護＋安全対策 
 

【柏崎刈羽原発の核燃料搬入禁止命令】 

 

 前号『鳴り砂』「短信２・３」で言及した柏崎

刈羽原発の不正入室問題を受け、さすがに規制

委も、せっかく再稼働適格性を‘認めてあげた’

東電に“繰り返し手を噛まれて”、とうとう堪忍

袋の緒が切れたのか（あるいは自身のメンツを

保つためか）、同原発の核燃料移動を禁止する

「是正措置命令」発出を 3.24 に決めたとのこと

＜3.25 朝日＞。これにより「今年３～４月に７

号機原子炉に核燃料を装荷し、６月に県議会の

同意を得て早期に再稼働」という地元のシナリ

オが「完全に吹き飛んだ」とのこと＜3.25 岩手

日報＞。なお、今回の命令は、炉心への核燃料

搬入・装荷禁止＝「再稼働禁止」

が主目的ですが、前号「短信１」

で取り上げた使用済核燃料の号

機間移動や六ヶ所再処理工場へ

の搬出なども同時に禁止された

ものと思われますが、各号機で

3000 本前後（80％超）の使用済

燃料がプール保管されたままの

現状も、極めて危険です。 

 ここで、今回の命令は「１年

以上続く」「追加検査が完了する

まで」「解除時期も見通せない」

などとされ、場合によっては原

子炉設置許可の取消も検討する

とされていますが、その一方で、

「劣化した核セキュリティー文

化の改善を促す狙い」が主目的

とされ＜同朝日＞、テロ対策の

不備のみが強調されている点に

は注意が必要です。 

同原発では「安全対策不備」

＝安全対策工事未了（完了との

虚偽報告）も発覚しており、今

回の命令による（１年以上の）

再稼働延期は、追加の安全対策

工事（およびテロ対策用の特定

重大事故等対処施設の工事）の

猶予をもらったようなもので、

東電にとって実質的に‘痛くも

痒くもない’可能性があります。

そもそも東電は、福島第一原発

３号機の地震計故障放置問題＜前号「短信３」

＞などからも明らかなように、原子力安全にか

かる『姉川プラン』さえ実行せず「内部からの

変化も期待出来ない」状態で＜前号「気になる

動き８８②」＞、原発再稼働の「安全面」での

‘技術的適格性’などありませんが、その点が

蒸し返されないよう規制委は、「核物質防護」に

焦点を当てることで、9.23 期限の報告書の提出

や約 2000 時間の追加検査の後（＝安全対策工

事の完了を待って？）、「核物質防護の姿勢を自

主的に改善できる状態になった」という抽象的

判断で命令を解除（再稼働を容認）するのは目

に見えています。 

そもそも、“皮算用”的な柏崎刈羽再稼働によ



2 

 

って福島原発事故処理（廃

炉・賠償）費用を稼ぎ出すと

いう東電・国の枠組み＜同

岩手日報＞自体を見直さな

い限り、十全な安全対策・核

物質防護対策を講じること

などできないのではないで

しょうか。 

 

【福島第一原発のベント配

管（≒ＳＧＴＳ配管）問題】 

 

 2019.9 から始まった福島

第一原発事故の分析検討会

が、2021.1.26『中間とりま

とめ（案）』を公表し、その

中で１～４号機の非常用ガス処理系配管（ＳＧ

ＴＳ配管≒ベント配管）を巡る様々な問題が明

らかとなっています＜2021.2.28 朝日。2021.3.1

『原子力資料情報室通信』№561（pp.6-9）上澤

千尋さん論考もご覧ください＞。 

 まず、前者の朝日記事は、分析検討会資料に

基づき、『途切れていたベント配管』との見出し

で、放射能封じ込めの主要な役割を担う「格納

容器」の過圧破壊・爆発を防ぐ「過酷事故（シ

ビアアクシデント）対策」として、1992 年以降

に東電を含む各原子力事業者が自主的に（国・

保安院は法的要求をせず！）追設したベント配

管（格納容器の過圧の原因となる水蒸気や水素

ガスを外部に放出＝大量の放射能を環境中に放

出）が、３・４号機では排気筒の先端部まで設

置されていたのに対し、１・２号機では排気筒

下部で途切れていたことを指摘【末尾追記】。そ

のことで、（３・４号機と比べて）１・２号機の

排気筒下部の放射線量が著し

く高く（未だに人が容易に近づ

けない程）なっていた謎・理由

が判明したとし、また、ベント

ガス放出時の排気筒下部（根

本）での水素爆発で排気筒自体

が壊れる恐れがあり、『東電の

設計不備』と断じています。「配

管が途切れていた経緯はいま

だ明らかでなく、規制委は同型

の他原発についても確認して

ゆく」とのことで、更田委員長

も「信用を得たいなら、過去に

ついて正直に語るべき」とコメ

ントしています《そのこともあ

って、上記柏崎刈羽の命令？》。 

 さて、分析検討会資料＜別添

１：p.70＞のとおり、前頁図１・上側中央の１・

２号機排気筒では下部でベント配管（赤）が途

切れているのに対し、図１・下側中央の３・４

号機では排気筒頂上まで布設されていることが

分かります。一方、政府事故調中間報告「資料

Ⅵ－７」の図および国会事故調（書籍 99 頁、ネ

ット 101 頁）の図 1.3.1-3 では、いずれも排気

筒上部でのベント（およびＳＧＴＳ）排気の概

念が示されていることから、やはり１・２号機

が不適切だったことが分かります。 

 理由として考えられるのは、１・２配管設置

時に、更田コメント「当時も水素のことは意識

されていたのに」という意識・知識が欠落して

いたことによる『東電の設計不備』・想定ミスが

推定されますが、ほかに、経済性優先による意

図的な“手抜き”（配管自体の経費節約・短縮化。

さらに排気筒内布設工事＋労働者被ばく低減対

策の経費節約：運転年数が長い分だけ、排気筒

内部が高濃度汚染？）の可能性も十分にあるの
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ではないでしょうか。 

 なお、その“おかげ？”で１・２号機排

気筒の内表面に大量の放射能が付着・捕獲

され、環境への放出量が（おそらく）低減

したことは幸いだったのかもしれません。 

 

 付言すれば、この問題から筆者が想起し

たのは、『鳴り砂№238』で述べた１号機「非

常用復水器（ＩＣ）配管の無断接続変更」

問題＜2012.6.20 東電最終報告：添付 8-

6(2)＞です。これは、原子炉設置許可上は、

Ａ系のＩＣドレン管は再循環ポンプＡ系

配管に、Ｂ系のＩＣドレン管は再循環ポン

プＢ系配管にそれぞれ接続されることになって

いましたが＜国会事故調（書籍 218 頁、ネット

230 頁）の「図 2.2.4-1」：筆者加筆の赤太矢印

↓と○Ｘの示すとおり。＊注：政府事故調中間報

告はそれが分からない省略図を掲載（資料Ⅱ-17、

資料Ⅳ-4）、何故？＞、実際には（赤太矢印↓と

○Ｘがない状態）Ａ系ＩＣドレン管が（Ｂ系ＩＣ

ドレン管の途中に接続され）再循環ポンプＢ系

配管に接続されていたのです。ここで、模式図

的には“遠回り”のように見える配管ですが、

実際には、ＩＣタンクＡ・Ｂ系の２台とも建屋

西側に隣り合わせで設置（筆者はこれも問題だ

と思います＜鳴り砂№243 参照＞：敦賀１では

分離設置）されているため、Ｂ系再循環配管に

一緒に接続した方が“最短経路”だったものと

思われます（＝材料代はもちろん、狭いマーク

Ⅰ型格納容器内での作業も楽で工期短縮もでき、

安上がり？）。 

かつての保安院は、設置許可申請書添付書類

の図面と実際の配管の接続方法が異なっていた

のに（無断変更あるいは工事ミス？）「法令に抵

触するものではありません」と東電を擁護し、

それを見逃していた国自身の責任も棚上げし＜

2012.2.27 指示＞、東電も、安全性とは無関係な

推測・弁解を縷々列記した挙句、結局は「…変

更理由について、確認することはできなかった」

と「ミス説・意図的変更説」のいずれが原因か

も解明しない（できない）まま終止符を打ちま

したが＜2012.3.12 報告＞、果たして今回は「信

用を得たいなら、過去について正直に語るべき」

との更田コメントを踏まえ、東電がどこ

まで本気で真相解明する（できる）ので

しょうか。 

 

【福島第一１・２号機のＳＧＴＳ配管 

撤去問題】 

 

 前出検討会資料のとおり、図１・上側

右の２号機空調機室の「ＨＥＰＡフィルター」

の１号機に近い下流側で 600mSv/h、上流側で

100mSv/h が計測され、１号機ベント時の放出

気体（水素を含むベントガス）の一部が、ベン

ト配管合流部から２号機へ流入したことが明ら

かになっており（３号機のベントガスが４号機

に流入し、４号機原子炉建屋が水素爆発したの

と同様）、今後の‘さらなる真相究明’が求めら

れます。 

……と思っていたところ、筆者は非常に驚き

ましたが、2021.3.22 特定原子力施設監視・評価

検討会（第 89 回）資料 4-1＜２頁の図＞で、１・

２号機の非常用ガス処理系配管（ＳＧＴＳ配管）

の一部が本年中に撤去予定とされていました

（遅くとも昨年 6 月に計画？）。理由は、今後予

定の‘別の工事に干渉する（＝ジャマ！）ため’

で、排気筒の付け根部近傍の配管は今回は残さ

れる（別途撤去の計画）ようですが、撤去部分

の配管（撤去範囲の矢印に挟まれた赤色部分）

は約６ｍ長で切断され、さらにその後コンテナ

収納のために細断され、最終的には固体廃棄物

貯蔵庫に保管されるとのこと。 

ここで、分析検討会資料＜別添３：p.96 の表

１＞によれば、１・２号機のＳＧＴＳ配管には

セシウム 137（Ｃs-137）が大量に付着・捕獲さ

れており（ちなみに、新規制基準による女川２

などの重大事故時の最大放出量限度は 10TBq

（ﾃﾗﾍﾞｸﾚﾙ））、東電は‘それなりに’放射能の飛

散・放出対策や労働者被ばく対策を行なうとし

ていますが、その安全性も大変気になります。
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ただ、それ以上に気になったのは、

このように廃炉作業の進展を口実

に、様々な現状変更＝“証拠隠滅”

が着実に進められることです。おそ

らく配管切断・撤去後には（排気筒

上部の撤去時と同様）配管内面の詳

細な放射能測定がなされるとは思

われますが、ワイヤーソーによる乾

式切断（水冷せず）時の発生熱によ

って、内面に付着・落下滞留してい

る放射性物質が（化学的・物理的に）

変化するなどして、ベントガス放出

の実態解明に悪影響を及ぼす可能

性などはないのでしょうか。 

 

【福島第一１・２号機のベント 

配管“間違い探し”】 

 

 最後に、筆者お得意？の“間違い

探し”です。 

上記 3.22 第 89 回検討会・資料 4-

1 の図および分析検討会資料＜別

添１：p.84 の図 13･14＞によれば、

排気筒直前に付けられているバタ

フライ弁（資料 4-1 図では△２つ印

が１個の弁。図 13･14 では筆者加

筆の赤点線矢印の先）が、１号機で

は１個、２号機では２個です（３・

４号機はいずれも１個）。２号機だけなぜ２個な

のでしょうか。設置個数（が異なること）につ

いて、安全性を十分に比較検討したのでしょう

か。 

また、後者の図 13･14 をよく見ると、耐圧強

化ベント系配管のＳＧＴＳ配管への接続方法が、

１・２号機で異なっていることがわかります（筆

者加筆の赤実線矢印の先：３・４号機は１号機

と同様の接続）。ここでも２号機だけなぜ異なっ

ているのでしょうか。 

そもそも耐圧強化ベント系配管は、文字通り

ベントガスの高温高圧に耐えられるように強度

設計（耐圧強化）された配管で、通常換気（大

気圧程度）用のＳＧＴＳ配管ではベント時に破

損する可能性があるため、シビアアクシデント

対策（格納容器ベント）のために新設されたも

のです。図 14 を見る限り、接続されたＳＧＴＳ

配管の一部が耐圧配管（赤色）に交換されたよ

うで、配管自体の強度不足はないと思われます

が、福島原発事故で明らかとなったベントガス

逆流問題などを考慮すると、果たしていずれの

接続方法（１・３・４号機方式と２号機方式）

が安全性の面で最適だったのでしょうか。 

 

前述したＩＣ配管接続問題に鑑みれば、上記

のバタフライ弁個数や配管接続方法の違いが、

単なる図面の見間違いや施工作業時の簡便さに

よるものでなく、安全面でのきちんとした根拠・

理由のあるものであればいいのですが…。 

これらの点についても、東電は、「信用を得た

いなら、過去について正直に語るべき」との更

田コメントに従って、真相を明らかにしてほし

いものです。 

 ＜2021.3.30 完＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

【4.6＋4.8 追記】 

 2011 事故当時（ベント早期実施を促すための

3.12 早朝の福島第一原発へ向かうヘリの機中

で）、菅（かん）直人首相の水素爆発の質問に対

し、同行した斑目（まだらめ）春樹原子力安全

委員会委員長が「格納容器の中は、これは窒素

で全部置換されていますから、酸素がないから

水素は爆発しません。ベントで煙突のてっぺん

から外に放出すればそこで燃えるわけですから、

水素爆発は起こりません。」と明確に言い切った
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＜船橋洋一「フクシマ戦記 上」p.143、文芸春

秋 2021.2.25＞ことからも分かるように、ベン

ト配管は排気筒先端部まで敷設し、そこで水素

を燃焼させる（水素爆発を防ぐ）想定だったこ

とが分かります。これは、ベントガス（放射性

物質を除く）の主成分は高温の水蒸気と水素で

すが、このうち水蒸気は配管内や放出先・環境

中で冷却され液体の水となり、最終的には高濃

度の水素ガスが主成分となるため、空気（酸素）

と接触すれば燃焼・爆発する可能性が極めて高

いことから、安全確保上、排気筒先端部からの

放出が求められるのです（前出の政府事故調・

国会事故調のベント配管概略図参照。さらに、

事故後・ベント後にも建屋換気の放射能測定を

行なう「排気筒放射線モニター」の保護（汚染

や高線量振切れの防止）のためにも先端部放出

が必要）。したがって、今回判明した１・２号機

ベント配管の途切れは、前述したように、初歩

的な設計ミスか工事費節約のための意図的な手

抜きだったことは明らかです。＜4.6 記＞ 

 なお、柏崎刈羽是正措置命令に関し、規制委

が「原因の背景に経営層の関与が不十分」と指

摘し、東電小早川社長が「経営側がどのような

イニシアチブを発揮するべきであったかは、こ

れから詳細に調査し、改善するところは改善す

る」と述べたとのことですが＜4.8 朝日＞、2011

事故前の 2008.7.31 会合で武藤原子力・立地本

部副本部長（事故時は副社長）が津波対策工事

の先送りを指示＜添田孝史「東電原発事故 10

年で明らかになったこと」p.114、平凡社新書

2021.2.15＞したような、安全確保に必要な技術

的・現場判断に対する経営層の“十分”な（経

済性優先の）「関与＝介入」が問題だったことは

明らかで、規制委の指摘は全くの見当違いです

（東電が戸惑った？のも無理からぬこと）。40

年超老朽原発の再稼働に 25 億円を交付＜4.7 朝

日＞する経産省・立地自治体の“カネ優先の思

想”も改善急務です。＜4.8 記＞ 

 

 

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

 

【女川原発アラカルト】 
【３月】 

11 日（木） ドイツ公共放送、昨年の 12 月に

取材のため仙台、女川を訪問。ラジオ番組で、

女川原発関連を 6 分半ほど（全体 30 分）放

送。村井知事に対しては冷静な見方、その点

はちょっと「面白い」･･･かつて軍隊（自衛隊）

に所属していたが、そのことは今でも誰もが

嗅ぎとれる。国に殉ずるスタンスは国策には

逆らえないという点にあらわれている･･･。 

12 日（金） 原発問題住民運動宮城県連絡セ

ンター、東北電力から 2 月 3 日提出の「女川

原子力発電所の安全対策等に関わる質問書」

の回答を聞き面談。 

17 日（水） 女性ネットみやぎ、「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。 

  県議会環境福祉委員会、石巻市須江地区の

液体バイオマス発電所建設計画反対意見書を

国に提出する請願を、全会一致で採択。19 日、

本会議で採決。 

18 日（木） 水戸地裁、避難計画の実効性がな

いとして、東海第二原発運転差し止めの判決。 

19 日（金） 学生団体「Fridays For Future 

Sendai Japan」（FFF 仙台）、みやぎＺ世代

気候アクション、勾当台公園。コロナ禍で中

心街マーチは中止に。 

20 日（土祝） 夕方、女川原発沖約 17 ㌔付近

で発生した地震（最大震度 5 強、Ｍ6.9、深さ

59 ㎞）では、女川原発で地震加速度 185gal、

2 月地震同様、再度、変圧器避圧弁の油面揺

動に伴う動作や、3 号機の原子炉建屋最上階

の点検用足場の部材の一部が使用済燃料プー

ル内と床面に落下。 

21 日（日） さようなら原発みやぎ実行委員会、

オンライン会議。15 名参加。コロナ禍再拡大

を考慮し、「3.27 STOP！女川原発再稼働 さ

ようなら原発 宮城県民大集会」の延期を確

認。 

Hope and Action（事務局 木村）、女川原

発再稼働と選挙Web会議Vol.4、『原発のない

女川へー地域循環型の町づくり』（社会評論

社2019年）の編著者半田正樹さん（東北学院

大学名誉教授）が、専門家による調査研究に

基づいた原発「経済神話」（原発が過疎地の

経済を振興するという神話）への批判と、女

川町が地域循環型社会として自立する展望を

ゲストスピーチ。講師多々良哲さん（みやぎ

アクション世話人）。 

22 日（月） 東北電力、女川原発 1 号機廃炉

にともない「放射性廃棄物でない廃棄物」を

発電所外へ搬出すると発表、23 日、搬出を

開始。 
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  環境省、亘理町の「汚染状況重点調査地

域」の指定を同日付けで解除したと発表。県

内の指定解除は石巻市以来 2 例目。白石、角

田、栗原、七ケ宿、大河原、丸森、山本の 7

市町で指定が継続中。 

24日（水） 東北電力、「カーボンニュートラ

ル」を2050年に実現するため、再生可能エネ

ルギーと原発を最大限活用するという指針を

公表。 

25 日（木） あいコープみやぎ、オンライン講

座「鎌仲ひとみ監督に聞く！安定ヨウ素剤っ

て何？～備えよう。大切な人を守るために～」、

ＺＯＯＭ利用。 

「鳴子温泉郷のくらしとこれからを考える

会」、大崎市に「六角牧場風力発電事業」中

止を求める意見書を県に提出するよう求める

要望書を提出。 

  県、女川町、石巻市、2 度の地震による女

川原発 3 号機燃料プールへの部材落下で立ち

入り調査。 

  丸森町耕野メガソーラー建設計画で、開発

事業者が 4 回目の説明会。住民約 40 名参

加。 

26 日（金） 女川原発の避難計画を考える会、

石巻市長選立候補予定者に「女川原発の再稼

働問題についての公開質問」。4 月 12 日、回

答を公開。 

27 日（土） みやぎ実行委、平和ビル前でスタ

ンディング。女性ネットを中心に 9 人ほど参

加。 

28日（日） 脱原発東北電力株主の会、株主提

案協力要請を発送作業。6名参加。 

29 日（月） 県・女川町・石巻市、東北電力

に女川原発１号機の「廃止措置計画変更認可

申請」の補正に係る事前協議の申し入れ（1

月 28 日）に対し、事前了解。 

県森林審議会森林保全部会、丸森町耕野メ

ガソーラー建設計画の開発許可に「異論はな

い」と知事に答申。FFF 仙台、＃メガソーラ

ー建設反対のツイート。 

31 日（水） 『河北新報』、原発に関する世論調

査結果を公表。地元同意「支持せず」59％、

避難計画「不十分」64％、女川再稼働「反対」

61％。 

  東北電力、女川原発 2 号機の「工事計画」

の 5 回目となる補正書、約 5200 頁の添付書

類を原子力規制委員会に提出。 

【４月】 

9 日（金） 共産党県議団、村井知事が海洋放出

への反対を表明するよう求める要望書を県に

提出。 

10 日（土） みやぎ実行委、オンライン会議。

14 名参加。 

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』68、栗原市市民活動支援

センター多目的室。①東日本大震災から 10 年、

ネットワークの活動を画像で振り返り、② 市

長・市議会議員立候補者への公開質問状のま

とめ、③ 原発ゼロ・自然エネルギーへのシス

テム変換について。 

11 日（日） 石巻市須江地区の液体バイオマス

発電所建設計画の撤回を求め、市役所前でス

タンディングを実施。50 名を超える周辺住民

や石巻市民が参加。 

12 日（月） あいコープみやぎ等 22 団体、村

井知事へ「東京電力福島第一原発で発生した

汚染処理水について、政府が海洋放出する決

定を下そうとしていることに反対を表明をす

るよう求める要請書」を緊急提出。県庁 11 階

第二会議室、原対課が対応。10 名参加。日本

基督教団東北教区放射能問題支援対策室いず

み、『放射能汚染水の海洋放出をせず、長期

陸上保管などの代替案検討を求める緊急声明』

を発表。13 日、関係閣僚会議で海洋放出を決

定。 

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 3 月分の女川原発 1（廃止中・第 1 回）及

び 2・3 号機の「定期事業者検査」の状況報告。 

14 日（水） 規制委、東京電力に核物質防護不

備等で、柏崎刈羽原発の核燃料移動を禁止す

る「是正措置命令」発出。商業炉で初。 

鳴子温泉郷を考える会等 3 団体、村井知事

に六角牧場風力発電の白紙撤回を求める意見

書を経産相に提出するよう求める要望書を提

出。県環境影響評価技術審査会、景観に配慮

し影響低減を求める答申。 

  耕野メガソーラー建設計画に反対する 4 団

体、保科丸森町長に「環境と再生可能エネル

ギー発電設備設置事業との調和に関する条例」

の「抑制区域」に指定するよう求める要望書

を提出。 

15日（木） 環境省、県内全域の河川と湖沼や

沿岸計54地点の公共用水域で1～2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東根橋付近（角田

市、阿武隈川水系）で1250㏃/㎏の放射性セ

シウムを検出。底質では、岩沼市と亘理町の

境にある阿武隈川の阿武隈大橋付近で283㏃/

㎏検出。水質は全地点で検出下限値（１㏃/

㍑）以下。  
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17 日（土） Hope and Action、女川原発再稼

働と選挙 Web オンライン会議 Vol.５ 女川町

議会議員の阿部美紀子さんに聞きたい「おな

がわのこと」。ゲストスピーカーとフリートー

クの回、聞き手は当企画事務局の木村理恵。

美紀子さんは女川、木村は気仙沼出身。三陸

ネイティブ同士の方言全開の本音トーク。 

18 日（日） みやぎ実行委、「シンポジウム 福

島原発事故から 10 年「構造的欠陥を抱えた女

川原発を再稼働させて良いのか」－二人の原

子炉設計技術者の証言－」、オンラインで全国

から約 160 名、サテライト会場の仙台市シル

バーセンターに約 50 名が参加し、無事開催。

田中三彦さん（元新潟県技術委員会委員）が

「福島原発事故から 10 年、何が見えてきたの

か」、後藤政志さん（原子炉格納容器設計元東

芝技術者）が「過酷事故対策に関する新規制

基準の何が無理なのか」を講演。後援：脱原

発をめざす宮城県議の会／女川原発再稼働ス

トップ！みやぎ女性議員有志の会。 

20 日（火） 市民有志、県庁で村井知事と東京

電力・小早川社長が汚染水海洋放出について

会談するのに対し、朝と昼２回、サイレント

で、県庁前で抗議の汚染水海洋放出反対スタ

ンディング。延べ 40 名参加。村井知事、風評

被害への確実な賠償等を求めたが、海洋放出

賛否を明言せず。石川県議会議長ら、「容認で

きない」と東電社長に抗議。 

21 日（水） 東北電力、山形県遊佐町で木質ペ

レットを燃料にする専焼バイオマス発電事業

に初参入すると発表。出力 5 万 2900 ㌗。 

  県議会農林水産常任委員会、東電の汚染水

海洋放出に意見が相次ぐ。 

22 日（木） 県議会東日本大震災復興調査特別

委員会、賠償など東電幹部に不満噴出。 

25 日（日） 石巻市長選、医師の長純一さんが

「女川原発再稼働反対」を訴え善戦、10062 票

を獲得。 

26 日（月） みやぎ反核医師・歯科医師の会、

『ＡＬＰＳ処理水の海洋放出を行わないこと

を求める声明』を発表。 

「Ｇ－Ｂio イニシアティブ」（東京）、東松

島市で、27 日には石巻市遊楽館で、石巻市須

江地区の液体バイオマス発電所に関する「住

民説明会」、約 100 人が出席。周辺住民の圧倒

的な反対意見に事業者は、「土地を買ってしま

ったから」（進める）と開き直りの発言、住民

の更なる怒りに火をつけることに。 

27 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、東北電力が津波漂流物の

衝突に対する防潮堤の強度の算定方法につい

て説明。 

  東北電力ネットワーク、再生可能エネルギ

ー事業者の発電を一時停止させる「出力制

御」を 25 日に誤って実施したと発表。 

28 日（水） 株主の会、東北電力に株主 217 名・

276,500 株で「原子力発電からの撤退」等の 5

議案の株主提案（26 年連続）を提出し、県庁

で記者会見。3 名参加。 

東北電力、東通原発 1 号機の再稼働目標を、

2021 年度から 24 年度以降に 3 年延期すると

発表。完了延期は 5 回目。 

29 日（木） NPO きらきら発電・市民共同発電

所、年次総会と記念講演、三浦秀一東北芸術

工科大学教授の『やまエネの紹介とＺＥＨ（ﾈ

ｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ）』の話、キーワードは「断

熱」と「木は自然が生んだ畜エネルギー体」。

産電工業多目的ホールのサテライト会場に会

員等 25 名とオンラインで 20 名が参加。当日

のスライド資料は、ＨＰ参照。 

30 日（金） 宮城県保険医協会、『「ＡＬＰＳ処

理水」海洋放出に関する談話』で放出を容認

できないと発表。 

【５月】 

1 日（土） 東北電力、朝に女川原発沖で発生し

た地震（最大震度 5 強、Ｍ6.8、深さ 51 ㎞）

で、地震加速度 149.7gal を記録、また変圧器

避圧弁の油面揺動に伴う動作（連続 3 回目）

や、1 号機除塵装置内の高圧電源盤の電源停

止等が発生したと発表。 

8 日（土） みやぎ実行委、オンライン会議。14

名参加。 

10 日（月） 七ヶ浜町議会、福島第一原発処

理水の陸上保管の継続などを求める意見書を

全会一致で可決。 

11 日（火） 県、「処理水の取扱いに関する県

連携会議」の初会合。県漁協、県農協中央

会、県ホテル旅館生活衛生同業組合など 14

団体から約 50 人が出席。県漁協組合長、

国・東電を批判。 

13 日（木） 「第 156 回女川原子力発電所環境

調査測定技術会」ハーネル仙台 2 階松島。市

民 2 名＋1 名傍聴。 

14 日（金） 『河北新報』、太陽光・風力の発

電量の増大で、東北電力管内で大型連休中

に、電力需要に占める太陽光・風力発電比率

（速報値）が過去最高の 87.7％に達したと

報道。東北電力ネットワークによれば、5 月

4 日午前 11 時台、需要 724 万㌗に対し、出

力太陽光約 552 万㌗・風力約 83 万㌗、計
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635 万㌗だった。曇りが多かった為、「出力

制御」は回避。 

17 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 4 月分の女川原発 1（廃止中）及

び 2・3 号機の「定期事業者検査」の状況報告。 

19 日（水） 規制委員会、新検査制度に基づき、

初年度の総合評価を公表。女川原発 1～3 号機

と東通原発は「第１区分」。 

20 日（木） 東北電力、新規制基準の改正を踏

まえた女川原発 2 号機の基準地震動の変更は

不要と判断する評価結果を公表。規制委に文

書を提出。 

（空） 

 

●脱原発みやぎ金曜デモ 
 

※宮城県内で新型コロナ感染症の流行再拡大

が続いたため、３月後半～５月前半の「脱

原発みやぎ金曜デモ」は中止に。 

3 月 18 日（木） コロナ禍再拡大で宮城県・仙

台市に独自の「緊急事態宣言」。 

4 月 5 日（月） 宮城県・仙台市にコロナ「ま

ん延防止等重点措置」（～5 月 11 日）。 

【５月】 

14日（金） 第392回「脱原発みやぎ金曜デ

モ」再開！ 一番町を「女川原発再稼働やめ

よう！」とアピール、元鍛冶丁公園から25名

の市民が参加。 

21日（金） 第393回「金曜デモ」、小雨が降る

中、元鍛冶丁公園から20名の市民が参加。 

 

●汚染廃棄物「焼却」を 

めぐる動き 
【３月】 

25 日（木） 大崎地域広域行政事務組合の議会

に付議された予算案に本焼却の費用が計上さ

れていることを理由に、議員の一人が予算案

の否決を求めたが、採決の結果は賛成 13：反

対 1 となり、予算案は通過。 

29 日（月） 大崎耕土を放射能汚染させない

連絡会、美里町で焼却前の検査で焼却対象の

汚染廃棄物から 8,000Bq/kg 超えのものが見

つかった件で、焼却担当の大崎広域事務組合

の議会議長宛に、検査体制の見直しと対策を

求める要望書（日付 23 日）を提出し面談。

なお、同一趣旨の要望書を大崎市議会議長に

も提出。 

【４月】 

9 日（金） 伊藤康志大崎市長の定例記者会見、

焼却対象で保管している汚染廃棄物の一部

6.2トンが基準値を超える（大崎市 0.8トン、

美里町 5.4 トンなど）ことが判明したことに

対し、指定廃の処理と合わせて国などと相談

すると発言。環境省は「家庭ゴミと混ぜて焼

く割合を調整すれば問題ない」とオドロキの

回答。 

17 日（土） 大崎住民訴訟原告団に参加する岩

出山池月の住民団体、内部被ばくについての

学習会（講師：坂病院矢崎医師）、約 30 人参

加。 

23 日（金） 放射能汚染廃棄物の焼却に反対す

る仙南の会、丸森町に「丸森町除染土処分実

証試験に関する申入れ」。役場 2 階会議室、保

科町長、総務課長、同補佐、同補佐兼消防防

災班長が出席し、仙南の会から長谷川・八島・

吉田共同代表並びに山本丸森町議会議員が出

席。5 月 6 日、町から回答。 

24 日（土） 大崎住民訴訟を支援する会第 2 回

総会、《記念オンライン講演会》『放射線の人

体影響の真実を知る』講師：西尾正道氏（(独)

国立病院機構北海道がんセンター名誉院長）

が熱弁。ＺＯＯＭで約 80 名参加。 

26日（月） 放射能汚染廃棄物の焼却差止め大

崎住民訴訟（仙台地裁）、進行協議（非公

開）、裁判長交代。 

 【５月】 

7 日（金） 仙南の会、仙南地域広域行政事務組

合に「農林業系廃棄物焼却再開反対」の抗議

文提出、県内各地から 16 名参加。 

10 日（月） 仙南の会、仙南クリーンセンター

ゲート搬入口ゲート前で、本焼却再開に反対

し撤回を求める抗議行動、県内各地から 16 名

参加。 

（空） 

 

 

 

『鳴り砂』2-112 号（通巻 291 号）別冊 

2021 年 5 月 20 日 

発行●みやぎ脱原発・風の会 

〈連絡先〉〒980-0811 

仙台市青葉区一番町 4－1－3 

仙台市市民活動サポートセンター内 

レターケース No.76 

電話＆FAX 022－356－7092（須田） 

http://miyagi-kazenokai.com/  

 

http://miyagi-kazenokai.com/

