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『鳴り砂』2-116 号 別冊 2022 年 1 月 20 日 

 

【女川原発アラカルト】  

 

【１１月】 

21 日（日） シニア・ワーカーズコープ仙台、

エルパーク仙台「男女共同参画推進せんだい

フォーラム 2021 参加企画、ストップ気候危

機！仙台市民が考える～地域から気候危機を

止めるための政策提言～市民フォーラム」、

講演『脱原発・脱化石燃料で再エネ１００％

と豊かさをめざすエネルギー転換』講師：明

日香壽川（東北大学東北アジア研究センター

教授）、エルパーク仙台 6F スタジオホール。

第 26 回国連気候変動枠組み条約締約国会議

“COP26”（11 月１～12 日英グラスゴー)開催

と連携！ 約 20 名参加。 

加美町の未来を守る会、風力発電計画につ

いて考える座談会、「なるこ温泉郷のくらし

とこれからを考える会」共同代表曽根義猛氏

が講演。宮崎地区旭公民館、約 40 名参加。 

23 日（火） ＺＯＯＭ講演会「再稼働待った！

東海第２原発裁判に学ぶ」講師：大石光伸氏

（東海第２原発差し止め訴訟原告団共同代

表）、リアル会場：長岡市「まちなかキャン

パス」4F 創作交流室。小木曽茂子さん呼びか

け。女川原発再稼働差止訴訟原告団も参加。 

24 日（水） 東北電力、女川原発２号機の詳

細設計を示した「工事計画」の認可申請で、

6 回目の補正書を原子力規制委員会に提出。

本文と添付書類の計約 4 万 7000 頁。 

26 日（金） 女川原発ＵＰＺ住民の会、東北

電力から、11 月 4 日に提出した避難計画に

関する質問書に対する回答を県北営業所で口

頭で受けた。交渉は非公開、7 名参加。 
 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、8 名

参加。 

「第 158 回女川原子力発電所環境保全監視

協議会」、石巻グランドホテル鳳凰。市民 5

名＋電力関係 1 名＋記者 3 名傍聴。 

27 日（土） Hope＆Action、女川原発再稼働

と選挙 Web 会議 Vol.11 「なぜ福島甲状腺

がんは多発するの？」ZOOM 講演会、「放射線

被ばくを学習する会」代表の温品惇一さん。

“知らせない、測らない、少なく測る”政府

の狙いとは。そして私たちができることは？ 

27 日（土）28 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 77 回甲状

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）/溝口由美子医師（南相馬市立総合病

院小児科）、47 名が受診。 

28 日（日） みやぎアクション、オンライン会

議。13 名参加。 

29 日（月） 登米市議会教育民生常任委、住民

団体とバイオマス発電所建設計画について意

見交換会。事業者の合同会社開発 73 号（東京

都）が 10 月 22 日、事前審査願書を市に提出

したことが判明。双方から疑問や批判の声。 

  宮城県社協、原発避難者支援で浪江社協と

オンライン意見交換会。11団体 1個人が参加。

福島県によると、宮城県への避難者は 10 月時

点で 2724 人。 

【１２月】 

2 日（木） みやぎアクション、東北電力原子力

部と、女川原発 2 号機の制御建屋における硫

化水素漏洩事故、福島原発事故における水素

爆発、女川原発 1 号機の廃炉の各問題につい

て意見交換。7 名参加。 

  亘理町、損害賠償請求（ＡＤＲ）の和解案

を町議会に提出。東電が放射線量測定経費等

約 41 万円を町に支払う内容。 

3 日（金） 『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。 

4 日（土） 仙台港の石炭火力発電所建設問題

を考える会、「仙台パワーステーション操業差

止訴訟報告集会」、基調講演『気候危機時代・

石炭火力を 2030 年までにゼロに』講師：平田

仁子氏（NPO 法人気候ネットワーク国際ディ

レクター）、フォレスト仙台フォレストホール。

会場 75＋オンライン 22 名参加。FFF 仙台の

若者の報告に励まされた。 

5 日（日） 宮城の水まもる隊、女川原発再稼働

反対等を掲げ「未来を繋ぐ大行進～県政にＮ

Ｏと言おう～」、仙台市元鍛冶丁公園。 

７日（火） 東北電力、放射線監視装置（モニ

タリングポスト）全６台で計測値が一時伝送

できなくなったと発表。5時間後に復旧。 

10 日（金） 脱原発をめざす宮城県議の会、避

難計画学習会。講師：女川原発再稼働差止訴

訟原告団原伸雄団長。 

『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。 

 東北電力、女川原発２号機の詳細設計を示

した「工事計画」の認可申請で、7 回目（最

終？）の補正書を規制委員会に提出。本文と

添付書類の計約 1900 頁。 

 東北電力、県・女川町・石巻市ならびに登
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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 2・3 号機の「定期事業

者検査」の状況報告。 

 東北電力子会社の東北自然エネルギー、新

能代風力発電所の営業運転を再開。大規模風

力発電所が老朽化に伴う建て替え工事後に運

転再開するのは国内初。 

 東北電力、東北大学と持続可能な社会の実

現に向けた包括連携協定を締結。 

山口壮原子力防災担当相、記者会見で、政

府主催の女川原発｢原子力総合防災訓練｣を

2022 年 2 月に実施すると発表。11 日、県女

川オフサイトセンターを訪問し、須田女川町

長および斎藤石巻市長と会談。 

11 日（土） みやぎ脱原発・風の会、公開

学習会 vol.17『－女川原発再稼働を阻む

硫化水素問題－洗濯廃液と微生物が原発を

止める？』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6Ｆセミナーホール。オン

ライン含め約 40 名参加。 

12 日（日） 子どもの健康を考える会・いしの

まき、「第 78 回甲状腺エコー検査 in いしの

まき」（じょっこ検査・石巻地方の方言で“か

わいいこども”）、石巻中央公民館、検診医/寺

澤政彦医師（てらさわ小児科・仙台市）、共催：

放射能問題支援対策室いずみ、29 名が受診。 

13 日（月） 県、県議会環境福祉委で土砂警戒

エリアへの出力 50 ㌗以上の太陽光発電施設

の設置禁止を柱とする条例制定の基本方針を

提示。 

15 日（水） 内閣府、原子力規制委員会の定例

会合で、女川原発の原子力総合防災訓練で、

住民避難を実施する計画を公表。政府が 2020

年 6 月にまとめた避難計画の実効性を検証。

省庁や自治体、東北電力、警察、消防、自衛

隊が参加。原発 5 キロ圏内の予防的防護措置

区域（ＰＡＺ）の石巻市と女川町、牡鹿半島

南部と離島の準ＰＡＺの参加住民は、30 キロ

圏外への県内避難に臨む。 

 県、角田市毛萱で 11 月 20 日に、白石市大

鷹沢三沢で同 26 日に捕獲された野生イノシ

シからそれぞれ 131 ㏃/㎏、198 ㏃/㎏の放射

性セシウムを検出したと発表。 

16 日（木） 東北電力、女川原発２号機におけ

る有毒ガス防護に係る「原子炉設置変更」許

可申請を規制委員会に提出。ただし、洗濯廃

液の処理過程で発生した硫化水素は規制の

範囲外との見解を示した上で、「酸素ボンベ

などを配備すれば今回のような事故を起き

ても要員を守ることができる」と説明。 

  東北電力、東通原発の基本設計を示した「原

子炉設置変更」の許可申請に関し、震源位置

などが未知の地震動の全国共通モデル「標準

応答スペクトル」に基づく評価結果を追加す

る補正書を規制委に提出。 

  丸森町議会本会議、太陽光などの再生可能

エネルギー発電施設の設置を規制する条例を

可決。 

  登米市議会教育民生常任委、バイオガス発

電所計画に関し「技術的な不安定感」等があ

るとする報告書を提出。 

17 日（金） 『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） せんだい男女共同参画財団、公開

講座「気候危機・エネルギー問題とジェンダ

ー」講師：長谷川公一氏（尚絅学院大大学院

環境社会学特任教授）、エルパーク仙台。市民

約 40 名参加。 

20 日（月） 原子力防災を考える会＠茨城／エ

ナガの会（千葉県東葛地域）／さようなら柏

崎刈羽原発プロジェクト／避難計画を案ずる

関西連絡会／玄海原発プルサーマルと全基を

みんなで止める裁判の会／川内原発 30 キロ

圏住民ネットワーク／国際環境 NGO FoE 

Japan／原子力規制を監視する市民の会、原発

の避難計画の実効性を問う院内集会＆政府交

渉（内閣府・規制庁）、参議院議員会館講堂（リ

アル・オンライン併用）。院内集会【各地から

の報告】茨城・千葉／女川（石巻）／柏崎刈

羽（新潟）／福井・関西／鳥取／佐賀。会場

に約 30 名、オンラインで 80 名参加。 

21 日（火） みやぎアクション、オンライン会

議。13 名参加。 

  斎藤鉄夫国土交通相、非公開で面談した村

井知事、斎藤石巻市長、須田女川町長に、女

川原発避難路の未整備区間の要望に関し、国

直轄工事に向けて調査する方針を示した。 

22 日（水） 県議会野党 4 会派、地元の理解な

しに汚染水海洋放出しないことなどを政府と

東電に求める要請書を、遠藤副知事に提出。 

 環境省、県内全域の河川と湖沼や沿岸計71

地点の公共用水域で7～9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

壌から有馬川宇南田橋（栗原市）で1459㏃/

㎏の放射性セシウムを検出。底質では、七ケ

宿ダムのダムサイト（七ケ宿町）で1049㏃/

㎏検出。水質は全地点で検出下限値（１㏃/

㍑）以下。 

23日（木） 規制委員会、女川原発２号機の

詳細設計に当たる「工事計画」を認可。 

24 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、
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仙台市フォーラス前、7 名参加。 

30 日（木） Hope＆Action 、女川原原発再稼

働と選挙 Web 会議 Vol.12、『小さき花 市民

の放射能測定室(仙台)』 の石森秀彦さんに聞

く「宮城に、ゲルマニウム半導体測定器によ

る市民測定室を残したい。そのためには・・」。 

【２０２２年１月】 

4 日（月） 東北電力、6 日に女川原発２号機の

「特定重大事故等対処施設」（テロ対策施設）

の設置申請すると発表。5 日、県と女川町、

石巻市に安全協定に基づく「事前協議」を申

入れ。建設費は 1400 億円程度と公表。6 日、

規制委員会に設置申請。審査は原則非公開、

設置期限は 2026 年 12 月 22 日。期限内に完

成しなければ運転停止となる。 

  村井知事、定例記者会見で、国の汚染水海

洋放出の行動計画について、精査すると発言。 

7 日（金） 『脱原発金曜昼スタンディング』、

仙台市フォーラス前、5 名参加。 

 東北電力、出資参画するインドネシアのラ

ンタウ・デダップ地熱発電所（出力 9 万 8400

㌗）が昨年 12月 26日に運転開始したと発表。 

12日（水） 女川原発再稼働差止訴訟原告団、

女川原発再稼働差止訴訟第２回口頭弁論期

日、仙台地裁101号法廷。裁判所が避難計画

の実効性の審理に入る指揮を執るのかどうか

であったが、決断できずに先送りされた。11

月30日、被告東北電力は原告らが提出した

「退域時検査所」における要員（被告が動員

するとした600人）の確保手続きや派遣手続

き、作業手順などを明らかにするよう求めた

「求釈明」に対して、原告らが原発事故の危

険性について主張立証していないから回答し

ないと拒否の回答。調査嘱託についても同じ

理由で「不採用」を求めてきた。原告らは、

即座に反論するとともに、改めて被告答弁書

への反論の「上岡直見氏意見書」と、この意

見書が引用する証拠に基づいた「人格権侵害

と避難計画」等について第4～第7準備書面を

昨年中に提出。傍聴希望者は約50人、抽選で

39人に傍聴券配布。風雪の中、地裁前三角公

園で前段集会（約40名参加）の後、横断幕を

先頭に原告団送り出し。14時、口頭弁論開

始。15時、記者会見・報告集会、仙台弁護士

会館4階。原告13名、弁護団6名、支援約40

名、テレビカメラ3台と記者等20名参加。 

  熊谷盛広登米市長、東北経済産業局の平井

局長と面談、バイオガス発電所の固定価格買

取制度（FIT）事業認定の再考を求めた。 

13 日（木） 『汚染水海洋放出反対スタンディ

ング』、仙台駅ペデストリアンデッキ、10 名

参加。 

14 日（金） 『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、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 2・3 号機の「定期事業

者検査」の状況報告。 

16 日（日） みやぎ地域・市民電力連絡会、2021

年度年会、基調講演『第６次エネルギー基本

計画でカーボン・ ニュートラルを実現できる

か？』講師：高橋洋氏（都留文科大学地域社

会学科教授）。活動報告：ひっぽ電力株式会社、

みやぎ地域エネルギー合同会社、きらきら発

電・市民共同発電所、おながわ・市民共同発

電所。仙台市市民活動サポートセンター６階

セミナーホール。オンライン (ハイブリッド）

含め約 50 名参加。 

 みやぎアクション、オンライン会議。16 名

参加。 

17 日（月） 女川原発の避難計画を考える会、

「原子力総合防災訓練」事前演習の監視活動。

県と東北電力、石巻市の職員等約 140 人が、

午前、涌谷町涌谷スタジアムで「避難退域時

検査場所」の設置やヨウ素剤配布、午後、美

里町南郷体育館で「避難所受付ステーション」

設置などの“訓練の訓練”。県議ら約 30 名が

視察。 

  脱原発全国株主運動交流会、オンライン会

議。11 名参加。 

19日（水） 「ふるさと喪失・宮城」控訴審第

２回口頭弁論、仙台高裁。 

（空） 

 

●脱原発みやぎ金曜デモ 
 

【１１月】 

28 日（日） 第 414 回「日曜デモ」、女川原発

廃炉にしよう！と、元鍛冶丁公園から 20 名の

市民が参加。 

【１２月】 

3 日（金） 第 415 回「金曜デモ」、女川原発は

被災した原発、このまま動かさずに廃炉にし

よう！と、元鍛冶丁公園から 25 名の市民が参

加。 

10 日（金） 第 416 回「金曜デモ」、危険な原

発をやめて再生可能エネルギーにシフトしま

しょうと、元鍛冶丁公園から 30 名の市民が参

加。 

19 日（日） 第 417 回「日曜デモ」、雪の中、女

川原発もうやめよう！と、元鍛冶丁公園から
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25 名の市民が参加。 

24 日（金） 第 418 回「金曜デモ」、女川原発

再稼働やめよう！とアピールし、元鍛冶丁公

園から 35 名の市民が参加。 

【２０２２年１月】 

7日（金） 第419回「金曜デモ」、勾当台公園

市民広場から25名の市民が参加。 

14日（金） 第420回「金曜デモ」、勾当台公園

市民広場から30名の市民が参加。 

 

●汚染廃棄物「焼却」を 

めぐる動き 
 

【１１月】 

17 日（水） 栗原市、「行政区長と市長との懇談

会」で、市長が「農家の軒先から 30ｍ以内に

ある 400Bq/㎏未満の汚染牧草 100ｔについて、

来年度国の事業としてすき込みたい。その他

の 400Bq/㎏未満の汚染牧草 1000ｔについて

は、再来年度すき込みたい。その後、400Bq/

㎏を越える汚染牧草 1500ｔについては、堆肥

化してすき込みたい。すき込む場所は市有地

を考えているが、（市有地だけでさばけないの

で、）私有地も利用したい。」と回答。 

25 日（木） 放射能汚染廃棄物の焼却に反対す

る仙南の会、仙南地域広域行政事務組合に

対し、改めて「住民の健康を無視し、住民

との合意形成を図らずに強行された放射能

汚染廃棄物の焼却に反対し撤回を求める」

申し入れ。組合事務所２Ｆ研修室、組合か

ら総務課長、業務課長、職員（3 名）計 6 名

が出席し、仙南の会から共同代表 3 名を含

む計 9 名が出席。 

29 日（月） 大崎耕土を放射能汚染させない連

絡会、汚染廃棄物焼却処理問題について、大

崎市と意見交換。4 名参加。 

30 日（火） 涌谷町、町議会全員協議会で、22

年度から 26 年度までの 5 年間、400 ㏃/㎏以

下の汚染牧草 233 トンを町有地ならびに私有

地に 10 アール当たり 2 トンすきこむ方針を

発表。400 ㏃/㎏～8000 ㏃/㎏の牧草 364 トン

は焼却が進められている。 

【１２月】 

2 日（木） 仙南の会、丸森町役場において「実

証試験に関する情報開示と不明点の解明申し

入れ」。役場２階会議室、町から保科町長、総

務課長、同補佐兼消防防災班長が出席し、仙

南の会から長谷川・吉田共同代表並びに山本

丸森町議会議員が出席。 

6日（月） 放射能汚染廃棄物の焼却差止め大

崎住民訴訟第14回口頭弁論期日、仙台地裁

101号法廷。終了後、進行協議。報告集会、

仙台弁護士会館。原告側は「黒い雨訴訟」の

判決を示し、内部被ばくの危険性を主張。同

時に口頭弁論でのビデオ上映と西尾正道氏

(国立病院機構北海道がんセンター名誉院長)

の証人尋問を要求。原告10名と支援30数名参

加。 

9 日（木） 『河北新報』、11 月下旬より丸森町

の汚染土壌仮置き場での環境省の埋立処分実

証実験が始まったと報道。那須町や東海村で

行った内容と同じで、汚染土壌に混在する草

木類を分別し、土壌だけ元の場所に埋め戻す

というもので、2738 袋が対象。取り出した草

木類は別に保管するとしているが、保管先は

示されておらず、その処分がどうなるか心配。 

19日（日） 大崎耕土連絡会、講演会「大崎住

民訴訟の意義と展望」松浦健太郎弁護士、

「大崎住民訴訟の経緯と現状」原告団長阿部

忠悦氏、古川教育会館2階。約50名参加。 

22 日（水） 気仙沼市、8000 ㏃/㎏を超えて汚

染された稲わら 0.5 トンが再測定で基準を下

回り、すき込み処理が終わったと発表。市内

全ての農林業系汚染廃棄物の処理が完了？ 

27 日（月） 大崎住民訴訟弁護団、仙台地裁に

排ガス測定報告書を提出し記者会見。排ガス

から微粒子計測「漏出想定の 3～12 倍」、ろ紙

にばいじんが捕捉され、被告側が「99.99％捕

捉する」と言っていたバグフィルタからの微

小粒子漏れが明らかになった。しかし、一般

ごみによる希釈が極めて大きいためにセシウ

ムは不検出。 

（空） 
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