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『鳴り砂』2-114 号 別冊 2021 年 9 月 20 日 

 

 最近の気になる動き 93   

≪速報≫ 女川原発１・２号機 7.12「硫化水素」問題 
 

東北電力は、7.12の14:40頃に「（女川原

発）１号機廃棄物処理建屋において、洗濯廃液

を貯留するタンク内の硫化水素の発生を抑制す

るため、空気注入による攪拌作業を行っていた

ところ、硫化水素がタンクに接続される配管を

通じて２号機の制御建屋内に流れ込み、当該作

業員が吸い込んだ」ことで「協力企業作業員７

名の体調不良者が発生」し、「詳細については

現在調査中」と公表＜2021.7.13付お知らせ

＞。 

ここで、洗濯廃液（ランドリドレン）とは

「管理区域内で使用した被服等の洗濯で生じる

廃液」で、管理区域内作業により（衣服等に付

着した）放射性物質が含まれているため、タン

ク貯蔵後、女川原発では廃液は蒸発濃縮処理さ

れ、分離回収した水分は（一部再利用され、残

りは）温排水に混ぜて環境中に放出され、乾固

した固形分は低レベル廃棄物としてドラム缶で

貯蔵されます（最終的には六ヶ所村へ搬出）。

そして、洗濯廃液には、洗剤中の主成分・界面

活性剤や作業員の皮脂汚れ等の各種「有機物」

と、洗剤に添加された「硫酸塩」が含まれてい

ると考えられ、嫌気（酸欠）状態ではそれらを

“エサ”に「硫酸還元菌（嫌気性細菌の一

種）」が「硫化水素（有毒）」を発生させるこ

とから、硫化水素発生（＝硫酸還元菌の働き）

を抑えるため、「空気注入による攪拌作業」

（曝気・送気）で嫌気状態の打破（＝酸素供

給・好気状態の回復）を行なっていたものと思

われます。 

＜＊下水道が普及していなかった昔（筆者の幼

少期）は、特に酸欠状態（＝嫌気性の硫酸還元

菌やメタン生成菌等も活発）になりやすい夏場

は、ドブ（側溝・排水路）の黒色の泥部分から

硫化水素（やメタン）がプクプク湧いて、生卵

が腐ったような硫化水素特有の臭いがドブ周辺

に漂いました。ちなみに、泥の黒色の主成分

は、水中に多く含まれる鉄分と硫化水素が結合

した「硫化鉄」で、そのおかげで硫化水素は無

害化・安定化されます。なお、現在でも、嫌気

状態になりやすい下水道・密閉タンクの清掃

時、タンク内に滞留・充満する硫化水素（やメ

タン・二酸化炭素）は要注意で、作業に先立つ

マンホール・タンク内のガス成分・濃度確認は

必須です。登山の際にも、窪地に滞留する火山

性ガスの硫化水素や二酸化炭素には要注意で

す。＞ 

 

今後の電力報告では、さすがに配管の接続

状況（硫化水素ガスの流出・流入経路）の図面

は示すと思われますが、その上で、原因はタン

クの曝気・送気作業（＝タンクに溜まっていた

硫化水素の排出）に先立つ配管の隔離確認（作

業手順書）の不充分さ、再発防止策としては隔

離確認の手順書への明記や作業前の隔離確認の

徹底などを挙げただけで、配管接続問題には触

れず、“お茶を濁す・ゴマカす”のではないか

と筆者は邪推します。 

でも、今回明らかとなった最大の問題は、

新規制基準による安全性審査（再稼動のお墨付

き）を経たはずの２号機の最重要施設の一つで

ある「制御建屋」が、なんと（廃炉が決まっ

た）１号機「廃棄物処理建屋」と直接「換気用

配管」＝『毒ガス通気経路』により結ばれてい

た、という事実です。 

そもそも、「換気系は、原子炉建家換気

系、放射性廃棄物処理建家換気系、タービン建

家換気系、制御建家換気系及び焼却炉建家換気

系に大別され、それぞれ独立な換気系となって

いる」＜１号機原子炉設置許可申請書添付書類

８「13.2換気系」：下線筆者。なお、２号機添

付書類８「12.4換気空調系」では「中央制御室

換気空調系、廃棄物処理区域換気空調系」とな

っていますが、「それぞれ独立な系統とする」

ことは同じです。＞とされ、しかも、１号機廃

棄物処理建家換気系からの排気は排気筒から大

気放出されることになっており、１・２号機の

排気筒は個別に設置されていますので、福島第

一原発事故で１・２号機間および３・４号機間

で共用していた排気筒を通じての『ベントガ

ス・水素の流出入（逆流）』が生じたのとは異

なり、女川原発では排気筒を通じた『硫化水素

の流出入』は考えられません。 

したがって、「独立な系統」とされたはず

の１号機の廃棄物処理建屋換気系から、しかも

“号機の垣根”さえ越えて、２号機の制御建屋

にまで硫化水素が流入した経路と、そのような

経路が存在・放置されていた理由（最大の原
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因）を、きちんと解明する必要があると思いま

す（テロ対策上も重大な問題をはらんでいます

ので、調査結果の詳細・図面は「非公開」とさ

れる？）。 

 

付言すれば、女川２再稼働申請後に定めら

れた『有毒ガス防護に係る影響評価ガイド』に

対するH30.5.10「女川２・有毒ガス防護につ

いて」で、東北電力は「敷地内外に貯蔵された

化学物質及び敷地内で輸送されている化学物質

について，性状，貯蔵量（輸送量），貯蔵状況

等を調査し，女川原子力発電所にて考慮する固

定源及び可動源を特定し，有毒ガス防護判断基

準値を設定する。」と述べていますが＜p.4

＞、調査対象の化学物質に今回問題となった硫

化水素は含まれておらず＜p.6-8,10-12＞、い

わば“想定外”となっています。この点、東北

電力は、当該硫化水素が「敷地内外に貯蔵」も

しくは「敷地内で輸送」されるものでなく、前

述のとおり硫酸還元菌により嫌気状態で「生物

学的に生成」されるものだから見逃した＝盲点

を突かれた、と弁明するかもしれませんが、復

水器・補機冷却用海水の取水管や取水槽・スト

レーナーなどの設備には様々な海生生物（の死

骸）が付着・沈殿するため、設備の清掃作業時

（定検中）には硫化水素（や二酸化炭素）に注

意すべきことが定められているはずで、また、

今回も当該タンク（１号機）で「空気注入によ

る攪拌作業」を行なっていたことに鑑みれば、

“想定外”ではなかったはずで、毒ガス防護ガ

イド審査のいい加減さ（抜け穴）をも示すもの

だと思います。 

 ＜2021.7.24 記＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 
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≪続報≫ 女川原発１・２「硫化水素」問題 
 

前稿「気になる動き９３ ≪速報≫」記載

のとおり、筆者は当初、7.12労災事故の硫化水

素ガスの流出入経路として気体（放射性）廃棄

物処理に係る「換気空調系」を疑いましたが、

建屋毎に独立な系統になっていたことからその

可能性は低いと思い直し、新たに液体（放射

性）廃棄物処理に係る「排水配管」（液体も気

体も多少の固形物も流通可能）について調べて

みました。 

そこで改めて『２号機設置変更許可申請

書』を見直してみると、１・２号機間で「ラン

ドリドレン処理系を共用」との記載があり（お

そらく経済性確保のため）、これが唯一の共用

（放射能レベルが高い機器ドレン・床ドレンな

どは、さすがに号機別に設置）でした。それに

基づけば、２号機制御建屋（更衣室・洗濯室

等）からのランドリドレン「排水配管」が、１

号機廃棄物処理建屋「地下１階」のタンクに自

然流下するよう２号機建設時に敷設され、１号

機廃炉が決まってもそのまま維持されているた

め、7.12に廃液貯蔵タンク内の硫化水素発生を

抑えるために「空気注入による攪拌作業（曝

気）」を行なった際、タンク上部の気相部に蓄

積および液相部に溶け込んでいた硫化水素が、

液相部に注入された大量の空気（曝気・バブリ

ング）により押し出され、排水配管を逆流し、

２号機制御建屋のランドリドレン用排水口から

流出したと推察できることから、この「共用」

こそが『根本原因（元凶）』だと筆者は確信し

ました。 

 

その後、その“答え合わせ”資料が、8.12

東北電力情報「2021年7月分定期報告」別紙・

添付－４の「硫化水素発生経路（推定）イメー

ジ図」【次頁の図２】として公表され、硫化水

素が、１号機廃棄物処理建屋「地下２階

（？）」の①洗濯廃液貯留タンク（沈降分離

槽）から、②同タンク（ドレンタンク）を経由

し、２号機制御建屋２階女性用更衣室の手洗い

槽・排水マスに通じる「排水配管」から流出

し、最終的に１階入退域エリアにまで流下した

ことが示され、ほぼ筆者の推測どおりでした。 

同報告は、Ａ「現在、詳細な原因調査を行

っているところであり、引き続き、労働基準監

督署の指導を踏まえながら、原因に応じた対策

をしっかりと検討し、再発防止に努めてまいり

ます」、Ｂ「なお、本事象の発生以降、当該タ

ンクの空気注入による攪拌作業を中止するとと

もに、当該タンクが設置されているエリアへの

立入制限や作業員への注意喚起などの安全措置

を講じております」、Ｃ「また、当該タンク周

辺や体調不良者が発生したエリアにおいては、

硫化水素濃度を毎日測定しており、測定の結

果、濃度が１ppm 以上検出された場合は、速 
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やかに当該場所から作業員を退避させるととも

に、建屋内への入域制限を行うこととしており

ます」と述べる一方、本文では「発電所の安全

性に影響を与える事象ではありません」と繰り

返し、図でも１・２号機を結ぶ『毒ガス経路』

（図の吹き出し：筆者加筆）は特に強調されて

いません。 

 

しかしながら、上記Ｂの具体策として、こ

っそりと「当該タンクが設置されている１号機

廃棄物処理建屋の一部を施錠管理し、立入制限

を実施」＜事象発生を踏まえた現在（8/12時

点）の取り組み＞した点は、大いに注目すべき

です。なぜなら、今回の事故で硫化水素は、①

タンク（換気空調系も設置され、直接のガス流

出の可能性は極めて低い）や他の３つのタンク

および接続配管から直接１号機廃棄物処理建屋

には流出しておらず、流出可能性があった（今

後もある）のは同様の「排水配管」を有するは

ずの１号機制御建屋（入退域エリア・更衣室・

洗濯室等）だけなので、“労災事故の再発防

止”を図るなら１号機制御建屋について硫化水

素濃度監視等の（上記Ｃの２号機制御建屋同様

の）安全措置を講じるべきですが、そうではな

く「廃棄物処理建屋の一部」に上記諸対策（施

錠・立入制限）を実施したのは、『毒ガス経

路』を利用した“２号機テロの危険性”を認識

して再発防止しようとしたのが真の理由と思わ

れます。ただし、その真の目的が表面化しない

よう（規制委・地元自治体・マスコミ等に悟ら

れないよう。ただし、後日規制委に『毒ガス経

路』の存在がバレたら、「テロ対策は実施済

み」と釈明できるように？）、“さり気なく”

上記Ｂ対策を講じたものと思われます（そうで

ないなら、東北電力のテロ対策・核物質防護思

想は素人発想以下で、最初から原発を稼働させ

る資格などありません！）。 

 

一方、今回の事故について、同様に「排水

配管」が通じている１号機制御建屋には逆流し

なかった理由について、両号機からの配管途中

に付いていると思われる排水トラップの水位差

や、逆止弁の有無・密閉能力の差、管路の長

さ・高低差・屈曲箇所数の違い等々に基づき、

東北電力はきちんと解明する必要があります。 

また、上記Ａにかかる労災事故の再発防止

および過失責任究明の観点から、従前は週１回

程度曝気しており、7.12時には空気注入量が従

前より多かったため逆流が生じた可能性がある

ようですが＜脱原発東北電力株主の会・篠原弘

典さんからの情報＞、その原因について、空気

注入量や曝気時間を定めたマニュアルがなかっ

たのか、今回は従前の経験者ではなく新人が作

業していたのか、作業員はマニュアルを参照し

なかったのか（作業の引き継ぎ不十分）、マニ

ュアルを読み違えたのか等の解明が必要です。

毒ガス経路！ 
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また、従前の作業時にはタンクからの硫化水素

の除去・無害化（単なる希釈？）を担っていた

はずの「換気空調系」が今回は作動しなかった

（させなかった？）原因についても、作業前に

作動させ作動確認するマニュアルがなかったの

か、今回はマニュアルを参照しなかったのか、

人為ミス・作業担当部署間での打ち合わせ不足

などによって作動させ忘れたのか、機器の故

障・不具合により作動しなかったのか（にもか

かわらず曝気を開始したのか）等についても、

明らかにする必要があります。 

加えて、今回は“幸い”にも、大量の注入

空気（と２号機制御建屋の空気）により硫化水

素は被害者ら吸入時には「致死濃度」以下に希

釈されていたと思われますが、排水口から逆流

流出した初期（１号機での曝気開始直後、２号

機制御建屋への作業員入域前？）の硫化水素

は、注入空気による希釈・混合が十分には行な

われず「致死濃度」以上だった可能性もあるこ

とから、逆流経路上の各タンクの気相部や配管

の容積や通常時の濃度、それら諸元に基づく空

気注入（量・時間）に伴う濃度変化について

も、労基署の労災調査で明らかにされることを

期待します。 

 

おそらく、今後公表予定の最終報告では、

上記Ａ「…労働基準監督署の指導を踏まえなが

ら、原因に応じた対策をしっかりと検討し、再

発防止…」とあるように労基署の指導項目を

“表向き”の再発防止策として、8.12報告記載

（対応済み）の上記Ｃの２号機制御建屋での硫

化水素の測定・結果掲示（入域制限）に加え、

今回の空気注入量が従前（の規定値・経験値）

よりも多かったため逆流したので今後は従前の

注入量を遵守するとか、タンク内の硫化水素の

「通常の排出経路」である「換気空調系」の作

動し忘れがあったため今後は作業前に作動確認

するなど、作業手順・マニュアル改訂・社内組

織見直し等に限定した“目くらまし的幕引き”

が予想されます。 

しかしながら、前述した今回の事故の『根

本原因』に鑑みれば、真の再発防止策＝テロ対

策は（労基署指導の対象外！）、「ランドリド

レン処理系」共用の廃止と、それに伴う２号機

ランドリドレン処理系の新設以外になく（それ

には液体放射性廃棄物処理系全体の設計変更、

諸設備の配置見直しが不可欠で、貯蔵タンクや

蒸発固化装置（他のドレン系の処理設備を利

用？）などの新設スペースの確保等は難題だと

思われます）、設置変更許可・工事計画認可な

どの諸手続きが改めて必要となります。 

加えて、規制委の女川２審査書

（2020.2.26）では、硫化水素と関係の深い

「原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員につ

いては、対象発生源の有無に関わらず、有毒ガ

スに対する防護を求める」ことを定めた『有毒

ガス防護に係る影響評価ガイド』（H29.4制

定）は、不思議なことに、全１３の参照ガイド

リスト＜p.2-3＞に含まれていません。また、

東北電力も、前稿で述べたとおり、同ガイド制

定後の敷地内外の貯蔵・輸送化学物質について

の調査で、（生物学的に施設内で発生する）硫

化水素は対象としていません＜2018.5.10「女

川２・有毒ガス防護について」p.6-8,10-12

＞。さらに、今回の事故により、設置許可基準

規則１２条７項「重要安全施設以外の安全施設

について、二以上の発電用原子炉施設において

共用し、又は相互に接続する場合には、発電用

原子炉施設の安全性が損なわれないものである

こと」にも適合しない状態にあることは明らか

です。以上に鑑み、改めて規制委は、同ガイド

および設置許可基準規則１２条７項に基づく適

合性の再審査を行うべきです。 

２号機再稼動は、“真夏の逃げ水（蜃気

楼）”のように、東北電力が必死に追えば追う

ほど、遠ざかってゆくようです。 

 ＜2021.8.19 記＞ 

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

≪資料編≫ 女川原発１・２「硫化水素」問題 
 

「気になる動き９３ ≪速報＋続報≫」の

内容について、筆者の手元にあるいくつかの関

連資料（入手が容易でないものもあると思いま

すので）を抜粋提示します。 

※【資料】は「風の会ＨＰ」に掲載してい

ます。 

 

１ １・２号機間でのランドリドレン処理系

の「共用」 

◎昭和６２年４月１８日『女川原子力発電所 

原子炉設置変更許可申請書（２号原子炉の

増設）』＜本文：宮城県図書館の郷土資料

室（？）で閲覧謄写可能のはず＞ 

 【資料略】 
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このように、女川原発では、液体廃棄物処

理系のうち「ランドリドレン処理系」の関連設

備が、１・２号機間で「共用」されています

（添付書類８の同様の記載については、今回は

提示省略）。おそらく経費節減（建屋が手

狭？）のためと思われますが、そのような経済

性優先の安易な発想（当時の東北電力経営陣が

容認したはず）が今回“とんでもない事態”を

招いたことを深く反省し、そのような「共用」

を解消しないまま女川２再稼働を目論んだこと

を現経営陣は大いに後悔すべきです。 

なお、今回の再稼働のための変更申請書で

は、当該「ランドリドレン処理系共用」に関す

る変更記載は（筆者が見た限り）ありませんで

した。 

 

２ 女川２審査書（規制委）の「参照ガイ

ド」 

◎令和２年２月２６日『東北電力株式会社 女

川原子力発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（２号発電用原子炉施設の変更）

に関する審査書』＜１～３頁＞ 

【上記資料略】 

 審査において参照したガイドとして挙げられ

ている（１）～（１３）には、毒ガスガイドは

含まれていません。 

 

３ 設置許可基準規則第１２条７項と、東北

電力の虚偽説明（？） 

◎同Ｒ２．２．２６『審査書』＜１３８～１４

１頁（１４６～１４９枚目）＞ 【資料略】 

 ランドリドレン処理系（関連施設）は「重要

安全施設以外の安全施設」に該当するものと思

われますが、その場合、設置許可基準規則第１

２条７条で、「共用又は相互に接続する場合」

は「施設の安全性が損なわれない」ものである

ことが要求されており、今回の事故は、女川２

がその要求を満たさないことを明らかにしてい

ます。 

 付言すれば、東北電力が「１号炉と２号炉と

の間」で「共用」もしくは「接続」するとして

いると規制委に説明した「重要安全施設以外の

安全施設」にランドリドレン処理系（関連施

設）は含まれていなかった可能性があり、東北

電力が規制委に対して“虚偽（事実と異なる）

説明”を行った可能性もあると思われます。 

 だからと言って、規制委の“見逃し”が許さ

れるわけでもありません。 

 

４ 「毒ガスガイド」の施行（審査時に参照

されなかった理由？） 

◎平成２９年４月『有毒ガス防護に係る影響評

価ガイドの制定について』 【資料略】 

後者の「附則」により、女川２では、適合

性審査時に毒ガスガイドが参照されなかった可

能性があります（今後、新たに変更申請がなさ

れる？）。 

 

５ 「毒ガスガイド」における「妥当性確認

の全体の流れ」 

◎平成２９年４月『有毒ガス防護に係る影響評

価ガイド』 【資料略】 

 

６ 「毒ガスガイド」に準じた東北電力の評

価報告 

◎平成３０年５月１０日『女川原子力発電所２

号炉 有毒ガス防護について』 

東北電力は、上記文書を規制委に提出し、

毒ガスガイドが示した「評価フロー」（上記５

の資料）に準じた評価報告を行なっています。 

 【資料略】 

ですから、規制委が、東北電力からの評価

報告を受けながら、同毒ガスガイドをも参照し

た再稼働審査を行わなかった正確な理由は筆者

にはわかりませんが（上記４の施行時期のた

め？）、いずれにしても、同毒ガスガイドへの

改めての適合性審査は不可欠です。 

 

７ 「毒ガスガイド」における「（生物学的

に発生する）硫化水素」等の抜け落ち 

◎平成２９年４月『有毒ガス防護に係る影響評

価ガイド』 【資料略】 

毒ガスガイドは、「原子炉制御室及び緊急

時制御室の運転員については、対象発生源の有

無に関わらず、有毒ガスに対する防護を求める

こととした」としていますが、同ガイドは敷地

内外（固定源・可動源）の貯蔵・輸送化学物質

のみを対象とし、今回の事故のように（生物学

的に施設内で日常的に発生する可能性のある）

「硫化水素」は対象としていません。また、貯

蔵・輸送される「単体の化合物」ではないとし

て、複数の物質の（想定外の？）混合・化学反

応や火災燃焼等で生じる可能性のある「塩素

（毒性）」や「一酸化炭素（毒性）、二酸化炭

素（窒息性）」なども、そのような観点からの

評価はなされていません。 

それらの抜け落ち（欠落）がある毒ガスガ

イド自体の不十分性は明らかで、それらを見直

した上で、改めて（全原発について）適合性審

査を行なう必要があります。 

 ＜2021.9.3 了＞ 

 （仙台原子力問題研究グループＩ） 
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【9 月 15 日、原子力規制委員会に申入れ書

「東北電力女川原発２号機の原子炉施設設置

変更許可の適合性審査のやり直しを求めます」

を共同提出した３８団体】 

 

女川原発の再稼働を許さない！みやぎアクショ

ン（代表 鈴木宏一）／女川原発の避難計画を

考える会（代表・原伸雄）／原発の危険から住

民の生命と財産を守る会（事務局長 髙野博）

／女川原発の再稼動に反対する会（涌谷）（代表 

櫻井伸孝）／さようなら原発いしのまき実行委

員会（実行委員長 佐藤清吾）／止めようプル

サーマル！止めよう核燃料サイクル！女川原発

地元連絡会（代表 近藤武文）／放射能汚染廃

棄物の焼却処分に反対する石巻地域の会（事務

局長 日野正美）／電通労組宮城支部（執行委

員長 畑山学）／女川原発ＵＰＺ住民の会（代

表 勝又治子）／女川原発再稼働ストップの会・

美里（代表 勝又治子）／女川から未来を考え

る会（代表 阿部美紀子）／原発いらない十三

浜の会（代表 佐藤清吾）／宮城全労協（議長 

大内忠雄）／全国一般全国協議会宮城合同労働

組合（執行委員長 星野憲太郎）／放射能から

子どもたちを守る栗原ネットワーク（代表 鈴

木健三）／こどもの健康を考える会・いしのま

き（共同代表：橋本和良、齋藤みや子）／子ど

もたちを放射能汚染から守り、原発から自然エ

ネルギーへの転換をめざす女性ネットワークみ

やぎ（共同代表 小澤かつ 児玉芳江 佐藤郁

子 山田いずみ）／女川原発の再稼働に反対す

る東松島市民の会（事務局長 石垣好春）／大

崎耕土を放射能汚染させない連絡会(会長 若

井勉)／船形山のブナを守る会(代表世話人 小

関俊夫)／放射能から岩沼を守る会（代表 小川

栄造）／脱原発仙台市民会議（共同代表 篠原

弘典 水戸部秀利）／みやぎ金曜デモの会（代

表 西 新太郎）／みやぎ脱原発・風の会（事務

局長 舘脇章宏）／生活協同組合あいコープみ

やぎ（理事長 高橋 千佳）／女川原発の再稼

働を許さない石巻地域の会（代表 松浦健太郎）

／新日本婦人の会宮城県本部（会長 佐々木ゆ

きえ）／新日本婦人の会石巻支部（支部長 今

野ツヤ子）／原発いらない・宮城ツユクサの会

（代表 松原くに子）／カトリック正義と平和

仙台協議会（代表 木元範子）／シニア・ワー

カーズコープ仙台（代表 森田眞理）／放射能

から子どもを守る ふるかわ連絡会（会長 鎌内

あつ子）／宮城県護憲平和センター（理事長 砂

金直美）／石巻９条の会（事務局長 高橋昭義）

／全日本年金者組合石巻支部（事務局長 佐々

木哲男）／石巻民主商工会（会長 菅原正明）

／石巻地方労連（議長 色川健一）／宮城県母

親大会連絡会（会長 佐藤郁子） 

 

 

 追追信  ≪その１≫ ＩＣ操作問題 ――――― 
 

前号『鳴り砂』（気になる動き 92 本文）で紹

介した 2021.5.18 規制委「福島原発事故分析検

討会」第２０回会合での調査課題「（３）⑥１

号機非常用復水器（ＩＣ）の運用変更の確認」

に関連して、以前、田中三彦さんが国会事故調

委員としてアメリカにＩＣ操作マニュアルの提

供を求めたら‘「核物質防護」を理由に拒否さ

れた’とおっしゃっていたような気がしますが、

2011 事故時のＩＣ操作の適切性や運転開始時

からのＩＣ定検内容（実作動検査なし）の適否

を検証するには、（公開済みの事故時運転操作

手順書ＡＯＰ以外の）ＩＣの設備設計や操作・

メンテナンスに関する全ての文書・手順書等の

分析および公開が必要だと思います。 

これは、筆者が前から指摘しているように、

東電・運転員は「（保安規定の定める）５５℃

／時以下の温度降下率」遵守のため地震後に自

動起動したＩＣ２系統を手動停止し、その後も

１系統（Ａ系）を手動操作して原子炉減圧を図

ろうとしたと主張していますが、３回の手動操

作のいずれも、圧力・温度の急変が必然の「３

Ａ弁の開閉」を繰り返しました。そもそも３Ａ

弁は開度（＝流量＝減圧・冷却能力）調整が可

能だったと思われ＜＊＞、３Ａ弁の開度（微）

調整をしながらＩＣを連続運転していれば、温

度降下率を遵守した上で＜実際には保安規定上

「遵守は不要」でしたが！＞着実・継続的な原

子炉減圧・冷却を行なえたと推察され、そうし

なかったことを筆者はずっと疑問に感じていま

した。＜＊「To obtain the desired flow of 

condensate from the isolation condenser to 

the reactor vessel, the normally closed 

condensate return valve can be throttled by 

the operator in the control room.」（General 

Electric Advanced Technology Manual ／

Chapter 6.1 ／ Emergency Core Cooling 

Systems and RCIC：Rev 0114 6.1-14 USNRC 

HRTD）：下線筆者。誤訳？＞ 
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この点、敦賀１の操作

手順（手動作動は下記②

手順：保安院参考資料５・

H23.11.18 日本原電）に

おいても、やはり第３弁

の開閉による減圧（圧力

維持）操作が定められて

いる一方で、開度調整に

ついては特に言及されて

いませんが、まさか国内

原発では第３弁に開度調

整機能がついていないの

でしょうか。だから開閉

操作による圧力調整のみ

が手順書で指示されてい

るのでしょうか。 

これらの疑問（筆

者の誤解？）解消の

ためにも、詳細な資

料公開が必要です。 

また、そもそも

『温度変化率』は、

当直長（＝運転員）

は「原子炉の状態が

起動，高温停止及び

冷温停止(65℃以上)

において，原子炉冷却材温度変化率が，55℃/h 

以下であることを１時間に１回確認する。ここ

で原子炉冷却材温度変化率とは，原子炉冷却材

温度の１時間毎の差分をいう」＜福島第一「保

安規定」第37条2項(2)②：下線筆者＞とあるよ

うに、原子炉が「起動，高温停止及び冷温停止

(65℃以上)」状態（＊第11条の表11にある「運

転」状態が含まれていないことに注意！詳細は

後述）における１時間当たりの温度変化率（℃

/h）を規定するもので、「当直長は，…原子炉

冷却材温度変化率が第１項で定める運転上の制

限を満足していないと判断した場合，表37-2の

措置を講じる」＜同条3項＞として、同表では

「B1.原子炉冷却材温度変化率を制限値以内に

復旧する」措置が要求されていますが、そのた

めの「完了時間」は「１時間」です。すなわ

ち、『温度変化率』規定は、そもそも原子炉の

起動・停止時の“緩慢な”温度上昇・降下が予

想される場合のある意味“緩慢な”操作制限で

しかなく、そのことは、第37条で同様の「１

時間に１回確認」を求められている「原子炉冷

却材温度」が制限から外れた（＝温度低下し

た）場合、（脆性破壊防止のための）加圧停止

や温度上昇・圧力低下開始措置の「完了時間」

が「速やかに」と定められていることと比較す

れば、明らかです。 

同様の制限を設けている敦賀１でも、公表

された２度のＩＣ作動時（異常時）とも、圧力

調整はほぼ設定どおり（福島第一１号機とは比

較にならないほど上手に）行なわれていました

が、【次頁右表】（筆者試算）のとおり、温度

変化率は５５℃／ｈを遥かに超えるものでし

た。でも、それらが特に問題視されていないこ

とからすれば、筆者が何度も指摘しているよう

に、そもそも自動スクラム（異常）状態では

（通常時）の「運転上の制限」は“適用外”＜

福島第一「保安規定」第77条３項＞で、敦賀

１の保安規定でも‘異常発生時に同制限は遵守

不要’となっていたためであることは明らかで

す（女川や柏崎刈羽の保安規定では当該条項を

確認済み）。 

 

 なお、3.11地震時、１号機は当然ながら「運

転（ＯＰＥＲ）」モードで、１４時４６分頃に

地震加速度大によりスクラム（緊急停止）した

後、外部電源喪失・主蒸気隔離弁（ＭＳＩＶ）

閉で原子炉が隔離され、その結果生じた原子炉

圧力上昇により非常用復水器（ＩＣ）が自動起

動しましたが（図の下２行）、その直前の１４

時５２分に最終的に「停止（ＳＨＴ ＤＯＷ
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Ｎ）」モードへのスイッチ（Ｓ

Ｗ）切り替えがなされ＜右下図は

「３．警報発生記録等データ（１

号機）」10枚目の一部抜粋。赤矢

印は筆者加筆＞、その点からは

『温度変化率』規定が適用される

可能性があるように見えます。 

この点、モードスイッチが「運

転」のままだったとすれば、当然

同制限は適用対象外となります

し、「停止」に切り替えられたと

しても、前述のとおり自動スクラ

ム時には「運転上の制限」を適用

外とすることで、同制限にとらわ

れずに必要な事故対応（速やかな

減圧・冷却）を行なえるようにし

ているものと思われ、いずれにし

ても、福島原発事故時に「温度降

下率」遵守は不要＝ＩＣの手動停

止は不適切だったことは明らかで

す。 

 

≪その２≫ 女川２ 

・耐圧強化ベント 
 

前号『鳴り砂』（気になる動き 92 追

信）で言及した女川２の「耐圧強化ベン

ト」に関してですが、2021.7.20 規制委・

技術情報検討会（東京電力福島第一原子

力発電所事故に関する知見の規制への取り入れ

に関する作業チーム）資料４８－３「ベント機

能に関する知見について」を見たところ、ＢＷ

Ｒでは「炉心損傷後の格納容器ベントとしては、

格納容器圧力逃がし装置（フィルタベント）を

重大事故等対処設備に位置付けており、柏崎刈

羽を除き耐圧強化ベント系は使用しない。柏崎

刈羽では、炉心損傷後の水素排出としてウェッ

トウェルを用いた耐圧強化ベント系も期待して

いる。」＜４頁＞と記載されていました。すなわ

ち、筆者が推定根拠として挙げた柏崎刈羽のみ

が“例外的に”耐圧強化ベントを炉心損傷後に

も使用する一方、女川２などは「炉心損傷後に

は耐圧強化ベントを使用しない」とのことでし

た。 

情報の錯綜・混乱、申し訳ありませんでした。 

でも、そうであれば、（炉心損傷後の）フィ

ルタベントの作動不能時、東北電力はどう対応

するのでしょうか（お手上げ？）。 

 ＜2021.8.7 記＞  

（仙台原子力問題研究グループＩ） 

 

 

 

●「川柳」「短歌」募集中 
 

「我々の 命縮める 原発や」 

 

「知事さんで 命ちじめる 原発で」 

 

「原発が 生きれば人の 命なし」 

 

「原発を やめて金デモ やめたいな」 

 

「死ぬときは 原発やめた その後で」 

 

           （げんぱつ いや子） 

 

 

敦賀１作動時

①Ｈ１５．１２．１９

分：読み
＜作動直近基準＞

圧力：読み

（ｋｇ／ｃｍ
２
ｇ）

圧力
（ＭＰａ）

温度　Ｔ
（℃）

温度降下率
（℃／ｈに換算）

0 70 6.860 278.6

0.3 70.2 6.880 278.8 -37.1

2.75 65.3 6.399 274.1 114.1

5.8 69.6 6.821 278.2 -80.7

8.4 65.2 6.390 274.0 96.9

12.8 70.1 6.870 278.7 -63.6

15.5 65.4 6.409 274.2 99.3

20.5 70 6.860 278.6 -52.5

24 64 6.272 272.9 98.7

36.2 70.4 6.899 279.0 -30.1

40 65.2 6.390 274.0 78.1

②H1６．６．８

分：読み
＜作動直近基準＞

圧力：読み

（ｋｇ／ｃｍ
２
ｇ）

圧力
（ＭＰａ）

温度　Ｔ
（℃）

温度降下率
（℃／ｈに換算）

0 72 7.056 280.4

0.4 72.5 7.105 280.9 -68.0

4.5 65 6.370 273.8 103.3

7.75 69 6.762 277.7 -70.8

10.2 65 6.370 273.8 93.9

15.9 70.2 6.880 278.8 -52.1

18.9 65.4 6.409 274.2 91.3

24.5 69.4 6.801 278.1 -40.9

28.5 64.4 6.311 273.3 72.0

36.2 70 6.860 278.6 -41.8

40.9 64.3 6.301 273.2 69.7
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【女川原発アラカルト】 
 

【７月】21 日（水） 東北電力、7 月 16 日に女

川原発 2 号機で原子炉建屋内の放射性物質を

外部に拡散させない安全装置（非常用ガス処

理系）が作動した原因は、配管の放射線透過

試験実施前に、検知器の信号を切り忘れるミ

スがあったと発表。 

  県、「避難退域時検査場所」の候補地を新た

に 2 ヶ所追加したと発表。 

23 日（金） 脱原発スタンディングの会、『脱原

発金曜昼スタンディング』、仙台市フォーラス

前、4 名参加。 

24 日（土） Hope＆Action（事務局・木村）、女

川原発再稼働と選挙ＷＥＢ会議 Vol.７、「被

ばくを避け健康を享受することは、基本的人

権です― 森松明希子さんに聞く、避難の権利。

命を守ることにためらう社会って、おかしく

ない？ 」、森松明希子（福島→大阪へ小・中

学生の子どもと国内避難中、東日本大震災避

難者の会 Thanks＆Dream（サンドリ）代表、

原発賠償関西訴訟原告）。 

25 日（日） 日本基督教団東北教区放射能問題

支援対策室いずみ、「第 76 回こども甲状腺エ

コー検査 in しばた」、しばたの郷土館・ふる

さと文化伝承館、検診医/溝口由美子医師（南

相馬市立総合病院小児科）、32 名が受診。 

26 日（月） 女性ネットみやぎ、ミニ学習会「私

たちが求める再生可能エネルギーとは･･･」、

講師金田基県議、仙台市市民活動サポートセ

ンター、21 名参加。 

29 日（木） 原子力規制委員会、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、防潮

堤の前面に追加設置する漂流物防護工の設計

や、非常用海水ポンプ室の上部に設置する竜

巻防護ネットなどについて説明。 

30 日（金） 有志の会、『脱原発金曜昼スタンデ

ィング』、仙台市フォーラス前、8 名参加。 

東北電力、2030 年度のグループ全体のＣＯ

2 排出量を 13 年度比で半減させる目標を公

表。 

【８月】1 日（日） 女川原発再稼働差止訴訟

原告団、女川原発再稼働差止め提訴報告会、

原伸雄原告団長の決意表明、弁護団長の小野

寺信一弁護士が講演、大石光伸さんが「東海

第二原発差止訴訟報告」、石巻市防災センタ

ー2 階多目的ホール。リアルとオンラインで

75 名参加。 

2 日（月） 県と水産関係 7 団体による水産部

会第 3 回会合、県石巻合同庁舎で非公開で開

催。県が汚染水海洋放出の補償判断基準の素

案を提示。約 40 人出席。 

4 日（水） 脱原発東北電力株主の会 7 名、東

北電力の「説明の場」で 22 名の課長等と討論。

東北電力本店会議室。 

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。 

「第 157 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 3 名＋電

力関係 1 名傍聴。 

6 日（金） 有志の会、『脱原発金曜昼スタンデ

ィング』、仙台市フォーラス前、7 名参加。 

7 日（土） 原発問題住民運動宮城県連絡セン

ター、オンライン講演会「『原発ゼロ』基本法

と再生可能エネルギー４法で希望ある未来を

拓くために」、講師：鈴木剛さん（日本共産党

中央委員会原発・気候変動・エネルギー問題

対策委員）。 

7 日（土）～9 日（祝） 飛田晋秀写真展『福島

の記憶』、東京エレクトロンホール宮城（宮城

県民会館）501 展示室。9 日、ギャラリートー

ク飛田晋秀『福島の記憶』を語る、601 大会議

室。主催：飛田晋秀写真展実行委員会。入場

者は写真展約 300 名、講演会 72 名。 

8 日（日） みやぎアクション、オンライン会

議。15 名参加。 

11 日（水） 脱原発全国株主運動交流会、オン

ライン会議。13 名参加。 

12日（木） 株主の会、東北電力本店で議決権

行使書閲覧作業。3名参加。 

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 2・3 号機の「定期事業者

検査」の状況報告。「硫化水素発生経路（推

定）」を公表。 

13 日（金） 有志の会、『脱原発金曜昼スタンデ

ィング』、仙台市フォーラス前、3 名参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 日（日） 「ピースサイクル全国ネットワー

ク」の 6 名、夕方、東北電力本店玄関前で「女

川原発 2 号機再稼働の断念を求める要請書」
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を広報担当者 2 名に提出。風の会 4 名とエル

パーク仙台創作アトリエで交流会。16 日、金

デモ・西さんが石巻まで、4 名が女川町まで

「ドラム缶」付自転車で走行。夕方、女川町

まちなか交流館で阿部美紀子町議など 7 名と

交流。 

18 日（水） 須江地区保護者の会ら 6 人、斎藤

正美石巻市長に「Ｇ－Ｂio イニシアティブ」

（東京）の液体バイオマス発電所建設計画反

対を求める要請書を提出。 

20 日（金） 有志の会、『脱原発金曜昼スタンデ

ィング』コロナ禍中止。27 日も。 

21 日（土） NPO 法人「スパッと鳴子温泉自然

エネルギー」、東北大出前講座「鳴子～鬼首

地域の地質の成り立ちと地熱エネルギー」講

師：土屋範芳東北大教授（環境地質学）。約

40 名参加。 

  登米市東和町米谷に計画されているバイオ

マス発電所に反対する住民集会、ろくしち会

館。約 30 人参加。 

23 日（月） 女川町議会原発対策特別委員

会、女川原発若林所長が硫化水素漏洩事故な

どについて説明。 

24 日（火） 女川原発再稼働差止訴訟原告

団・弁護団、「訴訟進行に関する意見書」を

仙台地裁に提出。被告側の訴訟引き延ばしを

許さない姿勢を被告側に示し、「引き延ば

し」を図るのであれば、第 1 回期日で早期の

「結審」を求める強い決意。 

25 日（水） 規制委、原子力施設の安全性向

上を考える会合で、東北電力樋口社長とオン

ラインで意見交換。 

  登米市議会教育民生常任委、バイオマス発

電所建設事業者などに対する聞き取り調査の

実施を決定。 

26 日（木） 規制委、女川原発 2 号機の新規

制基準適合性審査会合。東北電力は、詳細設

計を示した「工事計画」で、被災した建屋の

耐震性について、実験結果などを踏まえて説

明。基準地震動に対する耐震壁の安全機能は

保持されていると主張。規制委はこうした説

明を了承。 

  東北電力、新潟東港工業団地に建設予定の

「新潟東港バイオマス発電所」（出力 5 万

㌗）に出資参画すると発表。 

27 日（金） 「第 157 回女川原子力発電所環

境保全監視協議会」、ホテル白萩 2 階錦。

市民 2 名＋電力関係 1 名傍聴。 

  女川原発の焼却炉建屋 1 階の「灰取出室」

で火災報知器が作動、運転員が白煙を確認。

地元消防が出動、火災ではないと判断。（9

月 7 日から、点検を開始し原因調査中。） 

  東北電力、女川原発で新型コロナウイルス

ワクチンの職場接種を 9 月 13 日から約 2200

人を対象に開始すると発表。27 日までに、

協力企業従業員 33 人と社員１人の感染が判

明。 

29 日（日） みやぎアクション、オンライン会

議。17 名参加。 

Hope & Action、女川原発再稼働と選挙ＷＥ

Ｂ会議 Vol.８、スピーカーは今野寿美雄さん

【1964 年福島県浪江町生まれ。3.11 事故の前

までは福島や女川、東海の原発、JAEA もんじ

ゅなど原子力関連の現場で電気設備や機器の

建設・点検作業などにあたっていた。被災後

は全町避難となった浪江町には住めず、福島

市に避難。それまでの仕事をやめて、現在は

被災地の支援活動、「子ども脱被ばく裁判」原

告団代表、ほかの原発訴訟の支援者として活

動中。】約 50 名参加。 

31 日（火） 石巻市議会総合防災対策特別委

員会、女川原発若林所長が硫化水素漏洩事故

などについて説明。 

【９月】1 日（水） 県議会農林水産常任委員

会、村井知事に汚染水海洋放出への反対を明

確に表明するよう口頭で申し入れ。 

3 日（金） 有志の会、『脱原発金曜昼スタンデ

ィング』、仙台市フォーラス前、6 名参加。 

規制委、女川原発 2 号機の基準地震動に修

正が必要かどうかを確認する会合。東北電力

の説明を了承し、変更は不要と認めた。 

  県、資源エネルギー庁・東京電力と、汚染

水海洋放出でオンライン会合。 

  大和証券、国内機関投資家から出資を募り、

太陽光発電を投資対象とする 160 億円規模の

ファンドを組成したと発表。 

6日（月） 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

周辺の土壌から梅田川福田橋（仙台市）で

1650㏃/㎏の放射性セシウムを検出。底質で

は、牛馬沼出口（白石市）で477㏃/㎏検出。

水質は全地点で検出下限値（１㏃/㍑）以

下。 

7日（火） 仙台市ガス事業の民営化推進委員

会、唯一応募した東北電力など4社グループ

の提案を却下する答申書を郡市長に提出。 

  登米市、市議会本会議で、再生可能エネル

ギー発電設備の設置を予定する事業者に、計

画の初期段階から市と地域住民と事前協議な

どを義務付ける条例を制定する方針を表明。 
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10 日（金） 有志の会、『脱原発金曜昼スタンデ

ィング』、仙台市フォーラス前、9 名参加。そ

のうち 1 人は、飛び入り参加の方！で、知ら

ない人、通りがかりの人なのか、ツイッター

見て来てくれたのか、聞けば良かったです。 

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 2・3 号機の「定期事業者

検査」の状況報告。7 月 12 日の硫化水素漏洩

事故について、現在も 1 号機廃棄物処理建屋

の洗濯廃液タンクから継続的に硫化水素が発

生しているため、8 月 31 日から、2 号機制御

建屋に繫がる配管の隔離や立入制限、硫化水

素濃度の測定などを行ない、1 日 1 回タンク

内に空気を注入し、換気空調系を通じて排出

する作業を開始。8 月 24 日、2 号機管理区域

内の原子炉建屋 1 階の天井付近のケーブルト

レイの上に、変色した古いたばこの吸い殻 1

本を発見（２回目）。3 号機原子炉建屋の天井

付近に設置していた点検用足場の撤去作業は

9 月中に終了、その後、使用済み燃料プール

内に、2、3、5 月の地震で落下したボルトや部

材の回収を実施する予定と、それぞれ発表。 

県、出荷制限が指示されていた気仙沼市の

野生マツタケの出荷制限が条件付きで解除さ

れたと発表。全量検査で、国の基準値 100 ㏃

/㎏以下。 

12 日（日） みやぎアクション、オンライン会

議。15 名参加。 

13 日（月） 県議会、石川議長が東電福島復興

本社高原代表に、汚染水海洋放出以外の処分

方法を引き続き検討するよう求める要請書を

手渡した。 

  経済産業省と国土交通省、秋田県の「八峰

町および能代市沖」海域を、再エネ海域利用

法に基づく洋上風力発電の促進区域に指定し

たと発表。県内 4 海域目。 

14 日（火） 規制委、女川原発 2 号機の新規

制基準適合性審査会合。東北電力は、詳細設

計を示した「工事計画」で、原子炉建屋など

重要施設周辺の地下水位を一定に保つ設備の

耐震性を説明。また、使用済み燃料プール内

で制御棒を一時保管する「制御棒貯蔵ハン

ガ」2 体のうち、1 体を撤去する方針を示し

た。 

15 日（水） 「女川原発の再稼働を許さない！

みやぎアクション」等 38 団体は、7 月の女川

原発「硫化水素労災事故」に関し、原子力規

制委員会に申入れ書「東北電力女川原発２号

機の原子炉施設設置変更許可の適合性審査の

やり直しを求めます」と添付資料を共同提出。

14時から参議院会館地下 1階 103会議室で行

なわれた原子力規制庁交渉には、篠原さんと

多々良さん、風の会 2 名、オンライン参加で

13 名、紹介議員の石垣のり子参議院議員が同

席、規制庁から原子力規制部検査グループ実

用炉監視部門と審査部門の管理官補佐 2 名が

出席。 

16 日（木） Hope＆Action、女川原発再稼働と

選挙ＷＥＢ会議 Vol.9、「耐震性に着目すれば

全ての原発を止められる」講師：元福井地裁

裁判長樋口英明さん。「大手メーカーの住宅は

3000 ガルとか 5000 ガルに耐えられるよう設

計されているものもあります。原発は一般住

宅より耐震性が低い（700 ガル）。それでは話

になりません。地震を予知できない以上、全

ての原発をすぐに停止すべきだと考えていま

す。豊かな国土とそこに国民が根を下ろして

生活していることが国富であり、これを取り

戻すことができなくなることが国富の喪失で

あると当裁判所は考えている。」100 名参加。 

福島第一原発で働いていた「猪狩さん過労

死責任追及裁判」控訴審第 1 回口頭弁論、原

告意見陳述、仙台高裁 101 号法廷。裁判長が

「和解」を提案。報告会、約 30 名参加。 

17 日（金） 有志の会、『脱原発金曜昼スタンデ

ィング』、仙台市フォーラス前、7 名参加。 

18 日（土） 東京電力、官民連携会議第 3 回会

合で、汚染水海洋放出対応の「仙台事務所」

を 1 日付で設置したことを公表。 

（空） 

 

●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 

主催：みやぎ金曜デモの会（代表 西） 

〈連絡先〉070-5092-1701（西） 

e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com 

ブログ：http://miyaginonuke.blog.fc2.com/ 

twitter:@miyagi_no_nuke 

 

【７月】 

23日（金） 第402回「金曜デモ」、「脱原発み

やぎ金曜デモ400回記念！」で、阿部文明さ

んのライブ演奏、西新太郎さんの主催者代表

挨拶、原伸雄さん（女川原発再稼働差止訴訟

原告団長）、池澤美月さん（Fridays For 

Future Sendai）、大内真理さん（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）の発言と続

https://www.facebook.com/hashtag/%E5%A5%B3%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E7%99%BA%E5%86%8D%E7%A8%BC%E5%83%8D%E3%81%A8%E9%81%B8%E6%8C%99web%E4%BC%9A%E8%AD%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0gfatftMBux-1bbveRwIetui5uUXC8lzu9ao1AMCSDtBtPKPNAlFG07wkactVZ1_crzolr3RzUUmIHHkBgaMQvX_pkDhCqPlysBN9TgDP7HJ7E-E9hCnE9J91v8EiVQw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%A5%B3%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E7%99%BA%E5%86%8D%E7%A8%BC%E5%83%8D%E3%81%A8%E9%81%B8%E6%8C%99web%E4%BC%9A%E8%AD%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0gfatftMBux-1bbveRwIetui5uUXC8lzu9ao1AMCSDtBtPKPNAlFG07wkactVZ1_crzolr3RzUUmIHHkBgaMQvX_pkDhCqPlysBN9TgDP7HJ7E-E9hCnE9J91v8EiVQw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%85%83%E7%A6%8F%E4%BA%95%E5%9C%B0%E8%A3%81%E8%A3%81%E5%88%A4%E9%95%B7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0gfatftMBux-1bbveRwIetui5uUXC8lzu9ao1AMCSDtBtPKPNAlFG07wkactVZ1_crzolr3RzUUmIHHkBgaMQvX_pkDhCqPlysBN9TgDP7HJ7E-E9hCnE9J91v8EiVQw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%85%83%E7%A6%8F%E4%BA%95%E5%9C%B0%E8%A3%81%E8%A3%81%E5%88%A4%E9%95%B7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0gfatftMBux-1bbveRwIetui5uUXC8lzu9ao1AMCSDtBtPKPNAlFG07wkactVZ1_crzolr3RzUUmIHHkBgaMQvX_pkDhCqPlysBN9TgDP7HJ7E-E9hCnE9J91v8EiVQw&__tn__=*NK-R
https://twitter:@miyagi_no_nuke
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き、集会の締めは伊藤美智子さんと佐々木玲

子さんの「こんなコント劇団」による寸劇

と、元鍛冶丁公園から70名の市民が参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30日（金） 第403回「金曜デモ」、女川原発廃

炉にしよう！と、元鍛冶丁公園から30名の市

民が参加。 

【８月】 

※宮城県内で新型コロナ感染症の急拡大（第5

波）、8月20日「まん延防止等重点措置」、25

日には過去最多の301人の新規感染者、27日

～9月12日「緊急事態宣言」のため、8月、9

月上旬のデモは中止に。9月13日～「まん延

防止等重点措置」に。 

【９月】 

17日（金） 第404回「金曜デモ」、元鍛冶丁公

園から30名の市民が参加。 

 

 

●汚染廃棄物「焼却」を 

めぐる動き 
 

【７月】 

19 日（月） 放射能汚染廃棄物の焼却に反対す

る仙南の会、「丸森町除染土処分問題説明会」

へ参加し環境省を追及。丸森まちづくりセン

ター。住民約 20 人参加。 

20 日（火） 大崎耕土を放射能汚染させない

連絡会、大崎市市民協働推進部放射能汚染対

策室を訪問し、室長と室長補佐と情報交流。

12 日に涌谷町、19 日に美里町で、町長と市

民が対話。 

31 日（土） 加美町、汚染廃すき込み処理に

関する住民説明会を鹿原公民館で開催。住民

約 20 人参加、風評被害を懸念する声。 

【８月】 

6 日（金） 伊藤大崎市長、定例記者会見で

「自治体任せでなく国や県が適切に支援して

ほしい」「自治体の処理分について方向性が

高まれば、国の責任で処理する指定廃棄物や

未指定廃棄物について動き出せる」と問題発

言。これは、4 月に村井知事が「5～6 月の市

町村長会議で意思決定していきたい」とした

のに対し、自治体から「時期尚早」と反発が

あり、議題にすることが断念されたことを受

け、知事に代わって？当該自治体の大崎市長

が処理に「前向き」な発言をしたもの。 

20 日（金） 大崎住民訴訟弁護団、仙台地裁

に、内部被ばくを説明する「準備書面 19」

と、平穏生活権の内容を説明する 15 名の原

告陳述書を提出。 

30 日（月） 仙南の会、丸森町長へ「丸森町除

染土処分実証試験に関する再申し入れ」。 

 【９月】 

14 日（火） 加美町、汚染廃すき込み処理に

関する意見交換会を鹿原公民館で開催。「鹿

原の未来を考える会」、白紙撤回を求める要

望書と約 880 人分の署名簿を猪股町長に提

出。町は、月内に作業を開始する計画を説

明。住民約 60 人参加。 

16 日（木） 仙南の会、「竹の内産廃処分場か

ら環境を守る会」と交流会。 

（空） 
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