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「女川２過酷事故」をも上回る、福島第一原発でのがれき撤去作業！
料２＞を、
「 半年以上凍結して飛散防止策を練っ
てきた」ものの、最終的には「飛散防止剤を多
くまく」という 安上がり な対策だけで、今
月下旬にもカバーを解体・撤去の予定とのこと
＜7.14〜16＞。ここで、
「４テラベクレル」とい
う値は、再稼動申請中の女川２号機の格納容器
フィルターベント時（大ＬＯＣＡ＝大規模冷却
材喪失事故）の総放出量 0.000026 テラベクレル
の「１６万倍！」で、さらに、その際の除染係
数は 1000 ですから、フィルターを通さないで放
出した場合＝ 正真正銘の過酷事故 より「１
６０倍」も大きな値ということになります。ま
た、東電のいう「普段の放出＝４億ベクレル」
ですら、女川２過酷事故時（フィルターベント
あり）の「１６倍」なのです。

『鳴り砂 №245』
「気になる動き 11」で指摘
した、カバー設置という『放射能の飛散抑制』
対策なしでの昨年（2013）夏の３号機での「が
れき撤去作業」
（ 離れた地点でバス待ちしていた
作業員 2 名が被ばく）について、新たな事実が
判明しました。
＜7.14 朝日＞によれば、農水省の昨秋の調査
で、「原発から 20km 以上離れた南相馬市の避難
区域外の水田 14 ヶ所と、20km 圏内の避難区域
内の 5 ヶ所で昨秋に収穫されたコメから基準値
（1kg あたり 100 ﾍﾞｸﾚﾙ）超のセシウムが検出さ
れ」、8 月中旬に出始めた穂などから 局部的・
不均一 に検出されたことから、土壌からの吸
い上げでなく、出穂以降に飛散してきた放射性
物質による汚染と判断。具体的には、昨年 8 月
19 日に「３号機の大型がれきを撤去する際、が
れきの下敷きになっていた放射性の粉じんが飛
散し」たためと推定し、
「今年 3 月に東電に再発
防止を要請した」とのこと。ところが、農水省
も東電も、それらの情報を地元（南相馬市）に
は説明せず。
この報道を受け、7.17 佐藤雄平福島県知事が
「国や東電に原因究明を強く求める意向を示し
た」＜7.18＞ようですが、昨年の時点で福島県
も「風下の北北西方面の 5 ヶ所の測定点（原発
から 2.8〜8.3km）でも空間線量が上昇し」たこ
とから「がれき撤去による飛散が原因と推定し
ていた」とのことで、県当局内部での情報共有
に問題があったようです（それとも佐藤知事発
言は南相馬市に対する情報隠しの責任逃れ？）。
また、小泉昭夫京大教授らによる原発 20km
以遠の住宅地での大気粉じん中のセシウム調査
（今年 3 月に環境省へ報告）でも、昨年 8.15-22
の試料で、南相馬市（27km）で 20-30 倍、相馬
市（48km）でも６倍を超える値が測定され、さ
らに、南相馬市では昨年 5，6 月にも一度ずつ値
の急上昇があったとのこと＜7.16＞。

東電は、昨年の汚染米に対して７２００万円
を賠償し、大豆についても賠償するようですが
＜7.19＞、
「 コンテナを設置してカバーごと覆え
ば安全だが、数百憶円かかる」＜7.14＞という
費用を節約できると思えば 非常に安い もの
で、 安上がり な飛散防止剤散布と併せ、 放
射能放出をゼロにする気 が全くないことは問
題です。
作業効率優先、というよりも「経済性最優先」
での１号機カバーの解体撤去や、その後のカバ
ー等の抜本的な放出防止策なしでのがれき撤去
作業は、
「作業」とは名ばかりで、女川２の想定
過酷事故をも超え、48km も離れた住宅地にさえ
通常時（の放射能放出量自体も問題ですが）の
6 倍ものセシウムを突発的に飛散させる「原発
事故」と何ら変わらないものであることが、３
号機（や４号機？）の作業実績より明らかにな
ったのですから、その認識の下、国・規制委は、
（原発再稼動の審査同様に）東電の行なう廃炉
作業を改めて法的にきちんと審査・規制する必
要があります。
そして、東電や国は、農作物の損害賠償で オ
シマイ とすることなく、これまでの４・３号
機でのがれき撤去作業（昨年 5,6 月を含む）時
の放射性粉じんの拡散経路、住民の内外被ばく
や地域の再汚染状況などについて、キチンと評
価・公表すべきです。一方、周辺自治体も、賠
償を受けて オシマイ とせず、今後の被ばく・

東電は、昨年 8.19 の放出量は普段の１万倍以
上（４時間で最大４兆ベクレル＝４テラベクレ
ル）と試算＜7.16＞。その一方で、昨年 6.28
公表の『１号機のカバー解体計画』＜規制委：
特定原子力施設監視・評価検討会（第 13 回）資
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0.0004 億Ｂq/時、３号機：0.03 億Ｂq/時、その
合計は変動を考慮して「0.１億Ｂq/時」、それに
よる被ばく（構内作業員についてでしょうか？
敷地境界においてでし ょうか？明確な記載な
し。）は「0.03mSv/年」と評価。
一方、東電は、なぜか 8.19 放出だけを評価
し、「最大濃度 2800 億Ｂq/時」が警報の続いた
４時間継続したとした「多く見積もった数字」
＜7.24＞で、１兆 1200 億Ｂq と計算したようで
す。
その後の東電の 説明 は筆者には理解不能
ですが、8.19 放出量（１兆 1200 億Ｂq）が毎月
の放出総量（0.1×744 時間＝74.4 億Ｂq）以上
で、
「一時的に発生した当該事象は、個別に評価
を行い、報告する」として、評価を避けていま
す。でも、74.4 億Ｂq/月×12 か月＝「893 億Ｂ
q/年」で、それが「0.03mSv/年」の被ばくをも
たらすなら、
「１兆 1200 億Ｂq」では「0.38mSv」
と単純に計算できるのではないでしょうか。ま
た、8.12 放出も同様だったとすれば、被ばく量
は２倍の「0.75mSv」です。さらに、たまたま風
向きがモニタへ向いていたのが 8.12 と 8.19 の
２作業日で、それ以外の７作業日（7.30､8.5､8､
10､13､14､16）にもモニタにはかからなかった同
様の放出があったと考え、９作業日の「多く見
積もった数字」で合計「3.4mSv」程度の被ばく
をもたらしたと評価すべきではないでしょうか。
また、南相馬市での昨年 5，6 月の線量急上昇
＜7.16＞についても、きちんとした原因説明・
被ばく評価がなされるべきです。
＜暫定完＞

汚染の未然防止（＝「原発事故」同様の放射能
放出防止）のため、１号機でのカバーなし・ 安
上がり な対策によるがれき撤去作業（や各種
廃炉作業）の実施に抗議すべきです。
＜2014.7.21＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
【7.27 追記】 ＜7.24 朝日＞では、＜7.16
＞の数値を変更・訂正し、昨年 8.19 の推計放出
量を１兆ベクレル（Ｂq）、通常時は 1000 万（0.
１億）Ｂq/時と報道しました。すると、上記の
女川２過酷事故との各比較倍率は「４万倍」、
「４
０倍」、「０．４倍」となりますが、主旨はその
ままでいいと思います。
加えて、＜7.24＞記載の「7.23 東電報告」＜
規制委：特定原子力施設監視・評価検討会（第
25 回）資料２＞を見たところ、いくつかの不合
理な説明が目につきました。
まず、作業員らに身体汚染をもたらした「ダ
スト飛散」は①昨年 8.12 昼 12：30 過ぎと②8.19
午前 9：30 前後の２回あり、免震重要棟前設置
の連続ダストモニタで「高高警報（1.0×10 −４
Bq/㎤以上）」や「高警報（0.5×10−４ Bq/㎤以上）」
が発信し、モニタ風上（南東・南南東）の「３
号機原子炉建屋上部ガレキ撤去作業」が原因と
推定。それを受け、同作業時の飛散防止剤の散
布濃度を「100 倍希釈」から「10 倍希釈」へと
10 倍濃くし（＝購入費は 10 倍に。でもカバー
設置に比べれば桁違いに安上がり！）、対策強化
後は警報発報なしとのこと。また、H25.8 の推
定放出量は、１号機：0.002 億Ｂq/時、２号機：
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【8.3 再追記】 ＜7.31 朝日＞によれば、東
大などの調査で、59km 離れた宮城県丸森町にも、
ガレキ粉じん由来で７回（昨年 2013.8.16-20
が最大で、南相馬市同様に 5.28-31、6.28-7.2
と、他に 7.2-5、8.6-9、一昨年 2012.9.7-11、
9.14-18 にも。）、セシウム吸着装置漏水由来で
１回（一昨年 11.16-20）、セシウムが飛来して
いたとのこと。すると、大量放出のあった昨年
の３号機ガレキ撤去作業（7.30-8.19）を含め、
６作業・トラブルの各期間中に、丸森や南相馬
など北北西側に飛散した 以外 の期間は、い
つ、どの方面にどの程度の量が飛散したのかや、
それによる被ばく評価など、東電や国は全面的
に明らかにする必要があります。また、上記６
作業等以外にも、北北西側には一度も粉じんが
流れなかった作業等、すなわち人口の多い福島
市・郡山市・いわき市方面へ粉じんが流れた作
業等があった可能性も考えられますので、その
有無も徹底的に調査・検証してもらいたいと思
います。
そして、今回の報道を受け、7 月末の予定だ
った１号機カバーの撤去は「当面延期」＜7.31
＞のようですが、「飛び散らないように囲うな
ど」＜8.1＞の抜本的対策を講じるべきことは明
らかで、飛散防止剤の濃度増・散布回数増・散
布範囲拡大などの 小手先 の対応を認めるべ
きではありません。経済性優先での安全対策・
多重防護の「手抜き」が、原発敷地外への大量
の放射性物質放出をもたらしたという『福島原
発事故の根本的教訓』は、東電こそ廃炉作業や
汚染水対策において真っ先に反映させるべきで、
国も安全性最優先で規制・指導すべきです。
＜今度こそ完？＞

【8.24 再再追記】（やはり「完」ではありま
せんでした。）
＜8.20 朝日＞は、「放射性物質飛散量 一け
た少なく修正」との見出しで、東電が昨年
2013.8.19 の飛散量を再評価したことを報じま
した。
そこで、「8.19 東電報告」＜規制委：特定原
子力施設監視・評価検討会（第 26 回）資料２＞
を見てみると、7.23 公表の「1.1 兆ベクレル（1.1
×10１２ Ｂｑ）」を、
「0.13〜0.26 兆ベクレル（1.3
１１
〜2.6×10 Ｂｑ）」と報告していました。確か
に、7.23 推定値は大きめの概算ですから（右赤
色部分は筆者加筆）、「様々な環境データと照合
の上、現実的な放出量再評価」を行なえば、値
が小さくなるのは当然です。
しかし、東電も規制委も、今回の再評価の目
的は 正確を期す ためではなく、放出量は一
桁小さかったから 心配するな・騒ぎ立てるな
という（マスコミを利用しての）安全宣伝のた
めでしかないことは明らかです。そのため、
「2013.8.19 飛散量」だけを再評価し、【7.27
追記】や【8.3 再追記】で指摘した「8.19」以
外の８作業日や、昨年 5・6 月、一昨年 9 月の線
量上昇などについては、概算さえしていません。
しかも、正確な読み取りができない お飾り的
グラフ（後掲＊１、＊２）を示し、他の作業日
には異常放出がなかったかのように見せかけて
いますが、それでは今回の「図 3.3、4.3」同様
の検証を第三者が行なうことは不可能です。
＜最終ページに続く＞

大きめ
の評価
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＊１：「3.3、4.3 の図」のように、ほんの僅かな値の上昇（バックグラウンド・基準線からの乖
離）から異常放出を見つけ出す必要があるのに、「参考 8.17-19 の図」（赤矢印は筆者挿入）では
「ＭＰ（モニタリングポイント）２」でどうにか異常が見え、隣りの「ＭＰ３」でもなんとなく異
常が見えますが、それ以外では無理です。
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＊２：ましてや、「参考 8 月のＭＰトレンド」（赤矢印は筆者挿入）では「ＭＰ２」でさえ異常
が判然としませんので、それ以外のＭＰで異常を発見するのは困難です。そのことに鑑みれば、値
の急上昇が 視認 できる「ＭＰ３」の 8.12 や、
「ＭＰ５」の 8.8 は、8.19 を上回る異常放出が（北
北西以外の方向にも）あったということを示しているのではないでしょうか。東電や規制委は、風
向データなどと突き合わせて、異常放出の有無・実態を全ての作業について 確認 する義務があ
ると思います。
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（参考までに＝お飾りに）示しただけで、
（３号
機の）各種作業と放射 性物質飛散との因果関
係・真相を 科学的に究明・合理的に説明 し
ようという意図は、全くなかったようです。そ
のような中で、１号機の建屋カバー撤去・がれ
き撤去作業など、絶対に認められません。
なお、「8.19 飛散量」は、女川２過酷事故の
「4000 倍」ということになります。
この問題は、まだまだ「完」とはできないよ
うです。
＜続く？＞

おまけに、
「参考 8.17-19 の図」にはオペフ
ロ「ガレキ集積・撤去Ｅ」作業があった 8.16
のデータは含まれず、「参考 8 月のＭＰトレン
ド」には天井クレーンガーダ「①撤去」作業が
あった 7.30 データは含まれておらず、目視での
検証さえできません。
要するに、今回の再評価には、東電も規制委
も、「昨年 8.19 飛散量」でさえ毎日の変動に埋
もれてしまうような 大したものでない こと
を印象付けるため、いくつかのデータを適当に

―福島原発事故の 新たな謎 ！―
１号機非常用復水器（ＩＣ）の「温度降下率遵守」問題
＜8.7 朝日＞は、福島第一原発３号機につい
て、熔融燃料の「約６割」が圧力容器からその
外側の格納容器底部に落下したというこれまで
の推定を見直し、
「大半」が落下したとの東電の
試算結果を報じました。
そこで、その情報源を探したら、東電から「福
島原子力事故における未確認・未解明事項の調
査・検討結果〜第２回進捗報告〜」
（訂正版）と
いうものが 8.6 に公表されていました。東電は
既に H25.12.13 の第１回報告で、52 項目中 10
項目の調査・検討結果を報告しており、今回は
4 項目についての報告でした。膨大な内容のた

め、途中までざっと目を通すのが精一杯で、詳
細については折りを見てということにしますが、
１つのグラフを見て「ハッ！」としました。
（上
記の３号機熔融燃料試算とは別の報告について
ですので、それを期待した方はゴメンナサイ。）
問題のグラフは、添付資料１−３「１号機に
おける地震の影響につ いて」の図６（p.添付
1-3-8）です。＜実は今回一緒に入手した第１回
報告に既にありました。＞
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15:32-34）計３回の起動・停止）しています。
その理由を東電は、事故報告の最初の段階から、
運転マニュアルに定める「温度降下率５５℃／
時以下」を遵守したため、と説明してきました。
今回の報告でも、それは繰り返されています（p.
添付 1-3-7：抜粋部分の５行目参照）。

１号機では、地震直後（14:52）に原子炉圧力
上昇継続により自動起動した「非常用復水器（Ｉ
Ｃ）」２系統について、その後（15:03）運転員
が２系統とも手動で停止させ、以降はＡ系統の
みを手動操作（15:17-19<*図６では「15:17 手
動停止」となっていますが誤記です>、15:24-26、
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それについて筆者は最初から大きな 違和感
を持っていました（現在も持ち続けています）。
『鳴り砂』等で何度も述べたとおり、特に１号
機では、
「老朽化・中性子照射脆化の進展＝脆性
破壊の危険性」が背景にあって、地震スクラム
時には遵守する必要のなかった（マニュアル適
用外だった）温度降下率に気を取られ、炉心冷
却を後回しにした結果 、津波後の早期炉心熔
融・水素爆発などを招いた、と考えています。
そして、今回の図６と上記説明（言い訳）を
見て、
（これまでも同様の「線グラフ・連続チャ
ート」は何度も見ていましたが、今回の「点グ
ラフ」で個々の計測値を意識させられたことに
よって）改めて次のことに気が付きました（他
の方は既に気がついていたかもしれませんが）。

動後の停止操作はマニュアル遵守を意識して行
なったものだったとしても、その後の「ＩＣ１
系統のみでの冷却・減圧操作」はマニュアル遵
守のために行なわれたものではなかったことは
明らかです。
（でも、前述の通り、地震スクラム
時に同マニュアルは遵守不要・適用外でしたの
で、その意味では運転員は『マニュアル違反』
はしていません。）

ＢＷＲ原発では、炉心で水が沸騰しているた
め、原子炉の圧力と温度（飽和温度）が一定の
関係にあります。上記のとおり、「約７ＭＰa」
での飽和温度は「約２８５℃」、
「約５ＭＰa」で
の飽和温度（上記文中では過誤欠落）は「約２
６５℃」で、確かに「１０分で２０℃」の低下
ということで、
「温度降下率１２０℃／時」とな
っていたことが分かります。
でも、その後のＡ系統のみの操作時には、図
６から読み取ると、３回とも約２分で「約６Ｍ
Ｐa」まで低下しています。この圧力に対応する
飽和温度は、手元の『理科年表 2007』「水の蒸
気圧」から概算すると「約２７５℃」ですから、
何とビックリ！「２分で１０℃」の温度低下＝
「温度降下率３００℃／時」ということになり
ます。確かに「グラフの傾き（変化率）」も、Ａ
系統のみの３回の操作時の方が、最初の２系統
自動起動時よりも「急」になっていますので（従
前公表の「連続チャート」なら一目瞭然です）、
当然といえば当然です。
すると、東電の説明が正しいなら（最初の２
系統自動起動時は仕方なかったとして）、Ａ系統
のみの操作でも、１回目で明らかに「温度降下
率５５℃／時以下」が遵守できないことを運転
員は認識した はず ですから、そのような『運
転マニュアル違反』をさらにその後も２度も繰
り返したのは（津波が来なければ、その後も何
回も繰り返したと思われますが）何故だったの
でしょうか。または、
「温度降下率」の他に、運
転マニュアルには「温度降下量（あるいは圧力
低下量）」が（何分で降下しようとも）１０℃と
か２０℃以内（あるいは１〜２ＭＰａ以内）ま
でなら許される、という規定でもあったのでし
ょうか（筆者はそこまで調べ切れていませんが）。
いずれにしても、運転員は、仮に２系統自動起
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さらに、上記のＡ系統３回操作時に「温度降
下率３００℃／時」という２系統作動時をはる
かに上回る値となったことは、 新たな謎 です
（『鳴り砂 №246』で指摘した ＩＣタンク水
量変化（筆者の試算：３回目の手動起動時にタ
ンク水位が急減）の謎 とも関係するのでしょ
うか）。 素人考え では、地震直後の（初めて
の）ＩＣ２系統作動時には、熱交換部の蒸気配
管（隔離弁１・２が「開」のため、通常運転時
に主蒸気がそこまで到達している）周囲のタン
ク水が膜状に温められており、そのため配管内
外の温度差が相対的に小さくて冷却能力が小さ
かったのが（温度降下率１２０℃／時）、その後
のＡ系統操作時には、その温暖だった膜が２系
統作動時に高温になったことにより対流が生じ
るなどして取り払われてしまい、本来のタンク
内の低温の水と直接熱交換することとなり、効
率良く冷却されて、温度降下率の増大（３００℃
／時）が生じたのかもしれません。そして／あ
るいは、熱交換部の配管内（閉じていた隔離弁
３の前後）に滞留していた復水の温度が高く保
たれていたため、２系統自動起動直後には（原
子炉へ戻る復水の）冷却能力が小さくて温度降
下率が抑制され、その後の手動操作時は復水温
度が（設計通りに？）低い状態に戻り、温度降
下率が大きかったのでしょうか。
東電は、
「いずれの操作においても、圧力の低
下と上昇は運転員の制御範囲に収まっている」
（下線筆者）と、安倍首相の 汚染水はコント
ロールされている 発言と同様の自信に満ちた
ような コメントを述べていますが、実際に
は「冷却速度を低減しコントロール」すること
などできていなかったことは明らかです。
国・規制委や原子力学会の 専門家 は、東
電説明（言い訳）を鵜呑みにせず、事実・デー
タに基づいて真相・実態を解明し、真の福島原
発事故の教訓・「根本原因」（気になる動き№２
４参照）を導き出して欲しいものです。
＜2014.8.17＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

また、上記５行目文章の「脚注３」では、次のように記載しています。

【8.18 追記】
規制委 2013.11.25「事故分析検討会（第５回）
資料４−１」の記載例＜＊今後の正式報告のひ
な形＞である「添付１」に、次の記載がありま
した。
すなわち、本文では、２系統自動起動後の手
動停止は温度降下率の判断からという東電の主
張を紹介しながらも、脚注で、
「ＩＣの停止が手
順書に規定されているわけではなく、停止操作
が手順書通りか否かは不明」とし、
「そもそも手
順書にはＩＣが自動起動した場合の操作につい
ての記載がない」ことを指摘しています（筆者
も原子力資料情報室・上澤さんから送っていた
だいた手順書を何度も見ましたが、ＩＣ操作に
関する記述がほとんどなく、困った記憶があり
ます）。さらに「ＭＳＩＶ（主蒸気隔離弁）開不
可の場合には、…ＩＣ使用により原子炉を４．
１４ＭＰａまで減圧する」規定があることを指
摘し、今回の地震直後にＭＳＩＶ閉止となった
１号機では、減圧を優先させ、自動起動したＩ
Ｃを継続運転すべきだったのでは、と運転員の
対応・東電の弁明に疑義を呈しているようです。
一方、２系統停止後のＩＣのＡ系統のみの手動
操作については、（温度降下率遵守ではなく？）
「原子炉圧力を６−７ＭＰａに維持する」とい
う「手順書に従って」なされたと記載されてい
ます＜筆者は真偽未確認＞。
規制委・事故分析検討会では、これらを単な
る「記載例」にとどめず、本当の報告の段階で
はさらに綿密に検討・考察して欲しいと思いま
す。
＜完＞
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●指定廃棄物最終処分場を
めぐる動き
【５月】20 日（火） 「指定廃棄物最終処分場
候補地の 白紙撤 回を求 める栗原 市市民 団体
連絡会」総勢 15 名、「指定廃棄物最終処分
場候補地として、栗原市（深山嶽）選定提示
の白紙撤回を求める要望署名」17,713 筆を、
国（環境省）に提出。記者クラブで記者会見
後、国会議員へ要請行動。
23 日（金） 加美町、猪股町長も同行し、田代
岳現地再調査で地滑り状況を確認。
26 日（月） 県庁で、井上環境副大臣、村井知
事、３市町首長による５者協議初会合。国が
詳細調査受け入れを要請、３首長は「適地で
はない」と主張、議論は平行線。
27 日（火） 猪股加美町長、記者会見し、３候
補地「白紙にし、議論を市町村長会議に差し
戻すべきだ」と求めた。
29日（木） 栗原市議会調査特別委員会、市議
22人で深山嶽を現地調査。2008内陸地震崩落
地を視察。
【６月】6 日（金） 県、栗原市栗駒高松生活
センターで、汚染稲わら保管期間延長につい
ての住民説明会を開催。住民約 40 人が出席。
7 日（土） 「放射性指定廃棄物最終処分場候
補地撤回を求める地域住民の会」、栗原市深山
嶽に隣接する文字地区に看板３基とのぼり旗
200 本を設置。
9 日（月） ５者協議第２回会合を仙台市内で
開催。13 日に栗原市深山嶽、14 日大和町下原、
16 日加美町田代岳を視察することで合意。
13日（金） 井上環境副大臣、栗原市深山嶽を
現地視察。
「文字地区民の会」約30人がのぼり
旗を立て、反対活動。
14日（土） 井上環境副大臣、大和町下原地区
を現地視察。
16日（月） 井上環境副大臣、加美町田代岳地
区を現地視察。地元住民がのぼり旗等を立て、
反対活動。
５者協議第３回会合を仙台市内で開催。猪
股加美町長、
「 先へ先へと議論を進めるのはお
かしい」と村井知事を批判し、
「強引に詳細調
査を行おうとする国の姿勢には怒りを覚え
る」。
18日（水） 「ふるかわ平和のつどい」など大
崎市内5団体、大崎市に、「最終処分場建設撤
回」要望書を提出。
20 日（金） 加美町、猪股町長も同行し、町民
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向け田代岳現地見学会を開催。町民 80 人が参
加（2 回目 27 日に）。
27 日（金） 「希望の牧場・ふくしま」代表吉
澤正巳さん、県庁畜産課を訪れ、汚染牧草の
行け入れを申し出。
28 日（土） 「放射性廃棄物最終処分場建設に
断固反対する会」、加美町中新田バッハホール
で住民集会を開催。約 1000 人が参加。
30日（月） ５者協議第４回会合を仙台市内で
開催。
【７月】７日（月） 加美町議会、「３カ所と
も建設すべきではない」の意見書と要望書を
全会一致で可決。
16日（水） 猪股加美町長、環境省で井上副大
臣に、「候補地選定撤回を求める」意見書、4
万5639筆の署名簿と47団体の要請書を提出。
20日（日） 東日本大震災復旧・復興支援みや
ぎ県民センター主催で、最終処分場候補地の
現地調査（栗原市役所➜深山嶽➜加美・田代
岳➜大和町下原地区）。
23 日（水） あいコープみやぎ、加美町役場を
訪問し、猪股加美町長、加美よつば農協三浦
組合長らに、「放射性指定廃棄物最終処分場建
設反対署名」3022 筆、船形山のブナを守る会
も約 400 筆の署名簿を手渡し、激励。同所に
て、宮城県内の幅広い諸団体（代表 12 名の呼
びかけ人）による「住民合意のない詳細調査
と処分場建設の中止を求めるアピール」を発
表する共同記者会見し、連帯を表明。
25日（金） 「石原伸晃環境大臣、村井知事の
押しつけをゆるさない！処分場建設中止を求
める緊急集会・アピール行進」が、東日本大
震災復旧・復興支援みやぎ県民センター・宮
城県労働組合総連合主催で、仙台市榴岡５丁
目公園で開催。来仙した石原環境大臣に対し、
市町村長会議会場メルパルク仙台近くで、加
美町から貸し切りバスで参加した住民をはじ
め、大崎や栗原からも処分場設置反対を求め
る人々が多数集まり、350人が抗議。
石原環境大臣、第６回市町村会議で、知事
に意見集約を「丸投げ」一任。
29 日（火） 東日本大震災復旧・復興支援みや
ぎ県民センターの呼びかけで、2014 みやぎア
クション、あいコープみやぎ、放射能から子
どもたちを守る栗原ネットワーク、女性ネッ
トみやぎなど 13 名の代表者の連名で、「指定
廃棄物最終処分場問題について、市町村に詳
細調査を強要しないこと、国に特措法と基本
方針の見 直しを 求める ことを要 請いた しま
す」と、循環型社会推進課で村井知事にあて
て緊急要請。

やき会館で、講演会「放射性廃棄物処理とは
何か？何 をすべ きか？ 何をして はいけ ない
か！」を開催。講師は元仙台赤十字病院医師
岡山博さん。約 150 名が参加。
【９月】5 日（金） 「指定廃棄物最終処分場
候補地の 白紙撤 回を求 める栗原 市市民 団体
連絡会」、佐藤栗原市長に「指定廃棄物最終
処分場建設の詳細調査反対等の申し入れ書」
を提出。
16日（火） 東日本大震災復旧・復興支援みや
ぎ県民センター、2014みやぎアクション、あ
いコープみやぎ、放射能から子どもたちを守
る栗原ネットワーク、女性ネットみやぎなど
代表ら12名が呼びかけ人となって、最終処分
場の建設中止、計画の白紙撤回を求める「全
国初の最終処分場を地すべり地帯の水源地に
つくる無謀な計画の中止と、放射能を含む廃
棄物の「適正処理」を求めて、県民的論議を
呼びかけます」声明文を県政記者会で発表。
17日（水） 小里環境副大臣、３市町を就任後
初視察。
19 日（金） 加美町議会、最終処分場の受け入
れ拒否を宣言する「自然環境を放射能による
汚染から守る条例」を全会一致で可決。
20日（土） 「原発事故から見えてくるものー
指定廃棄物最終処分場問題を考えるー」で、
「放射性廃棄物とどう向き合うか」と題して
篠原弘典さん（仙台原子力問題研究グループ）
が基調講演。会場は「ハイルザーム栗駒」、
主催「東北自然保護団体連絡協議会第35回東
北自然保護の集い宮城大会実行委員会」（実
行委員長「栗駒の自然を守る会」菅原次男会
長）。宿泊者は、翌日深山嶽最終処分場候補
地・荒砥沢崩落地見学。（空）

31 日（木） 村井知事、栗原市長に詳細調査の
受け入れを説得。
元大和町三峯地区住民グループ、小野寺防
衛相宛に建設反対を求める申入書を、東北防
衛局（仙台市）に提出。
【８月】1 日（金） 村井知事、加美町、大和
町を訪れ各町長に詳細調査を受け入れる様
に説得。町長も調査拒否している加美町では
役場前に受け入れ反対の住民約 300 人が集ま
り、知事に直接訴える『歓迎』の行動が繰り
広げられ、テレビや新聞でも報道。
「候補地の白紙撤回を求める栗原市民団体
連絡会」、代表 14 人の連名で要請書を栗原市
に提出。
3 日（日） 加美町宮崎地区柳沢行政区で反対
集会。猪股町長が説明、約 60 人の住民が参加。
4 日（月） 昼、県庁花時計前で、「住民無視
の調査強行反対！」「水源地に危険な処分場
をつくらせない！」と、全県の市町村長会議
を前にした知事に強く訴える集会。加美町か
ら参加した女性たちは、「何としても処分場
は作らせない。村井知事は、圧倒的多数の住
民の声を受け止めるべきだ。原発を作ったの
が間違いだった。」と口々に訴え。
取りまとめを丸投げされた村井知事、市町
村長会議（パレス宮城野で開催）で詳細調査
の受け入れを表明。猪股加美町長、最後まで
拒否。栗原市、大和町は容認。
6 日（水） 加美よつば農協、やくらい文化セ
ンターで開催された記念大会で、候補地撤回
を求める特別決議を採択。組合員約 500 人が
参加。
7 日（木） 村井知事、環境省で石原大臣に詳
細調査受け入れを報告。
8日（金） 原発ゼロをめざす塩釜地域連絡会主
催の連続講座第３回「指定廃棄物最終処分場
問題」が、やきとり「大吉」で開催。
17日（日） 「放射性廃棄物最終処分場建設に
断固反対する会」（加美よつば農協等地元42
団体）、加美町バッハホールで、緊急の3回目
の反対集会。町民約1000名の参加者があり大
盛会。
20 日（水） 井上環境副大臣、加美町を訪れ、
詳細調査を受け入れるよう猪股町長に要望。
猪俣町長は拒否。役場前で約 300 人の住民が
シュプレヒコール。栗原市、大和町も訪問し、
調査実施の方針を説明。
22 日（金） 環境省、21 日に詳細調査に着手し
たと発表。現地調査の事前準備として申請書
類を確認。
24 日（日） 栗原市民講座実行委員会、金成け
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【女川原発アラカルト】
【５月】17 日（土） 映画「第 4 の革命―エネ
ルギー・デモクラシー」上映会、エネシスみ
やぎ主催で、建築工房零・ゼロ村市場で開催。
18 日（日） 「民間版スピーディーの警告」が、
中嶋廉氏（原発問題住民運動宮城県連絡セン
ター事務局次長）を講師に、原発問題を考え
る登米市民の会主催で、みやぎ生協加賀野店
２階会議室で開催。
19 日（月） 宮城丸森町筆甫地区振興連絡協議
会が記者会見し、東京電力に慰謝料の増額分
計約 6970 万円の支払いを求めた裁判外紛争
解決手続き（ＡＤＲ）で、原子力損害賠償紛
争解決センターが請求を全面的に認定し、
「福
島並み」の賠償を求める和解案を提示したと
公表。
20 日（火） 女川原発の再稼働を許さない！
2014 みやぎアクション、東北電力に「女川原
発再稼働に関する公開質問（その２）」（16
項目）を再提出。３名参加。
東北電力、女川原発で、偵察用ロボットを
遠隔操作する等の原子力防災訓練を実施。
県、丸森町で有害補獲されたイノシシの肉
から 120、140 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出
したと発表。
21 日（水） 風の会内部学習会「女川原発２号
機『再稼働申請書』を読み解く！」を開催。
原子力規制委員会、6 月 1 日に営業運転開
始から 30 年となる女川原発 1 号機の老朽化対
策に関する原子炉施設保安規定の変更を認可。
県、丸森町（耕野地区を除く）で採取され
た露地タケノコから 150、170 ㏃/㎏の放射性
セシウムを検出したと発表。
福井地裁、関西電力大飯原発3・4号機の運
転差し止めを命ずる判決。
22 日（木） 県、原子力行政担当者会議で、30
㌔圏内約 21 万人を対象に避難先を県内に想
定した避難計画を 7 市町と調整し、年内に策
定することを確認。
23 日（金） 第 88 回「大飯を止めろ！女川再
稼働するな！子供を守れ！汚染はいらない！
みやぎ金曜デモ（略称：脱原発みやぎ金曜デ
モ）」主催みやぎ金曜デモの会（代表西さん）、
肴町公園から約 80 名の市民が参加。「大飯原
発運転差止判決」をタカさんの朗読で皆で確
認し、とても元気のでるデモに。
24 日（土） みやぎアクション会議を仙台市シ
ルバーセンター会議室で開催。11 名参加。
「宮城県子どもの被ばく線量調査研究でわ
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かったこと〜宮城県子どもの被ばく線量調査
研究中間報告」が、吉田浩子さん（東北大学
大学院薬学研究科ラジオアイソトープ研究教
育センター講師）を講師に、日本キリスト教
団東北教区放射能問題支援対策室いずみ主催
で、仙台青葉荘教会で開催され、約70名参加。
27 日（火） 第 129 回「女川原発環境保全監視
協議会」が、パレス宮城野２階はぎの間で開
催。３名傍聴。
県議会、東電復興本社に要請書を提出、風
評被害賠償で十分な支払いと迅速化を求めた。
28 日（水） 東北電力、女川原発敷地内断層破
砕部の追加調査（試料採取、電子顕微鏡観察、
年代測定等）を開始（8 月まで 3 カ月間予定）。
30日（金） 第89回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
肴町公園から55名の市民が参加。
農協・宮城県協議会、東京電力に、第 33
次分として、2 億 9184 万円の賠償金支払いを
請求。（22 日現在、第 1〜32 次の請求総額は
312 億 2701 万円で、東電から支払われたのは
231 億 4856 万円で 74.8％）
31 日（土） 記念講演「福島第一原発事故と日
本病―世界から見た日本の現状」、村田光平氏
（元スイス大使）を講師に、宮城県保険医協
会主催で、仙台ガーデンパレスホテルで開催。
【６月】１日（日） 「女川原発の設計者がお
話ししま す―女 川原発 の再稼働 に反対 する
７つの理由」渡辺敦雄さん講演会が、原発問
題住民運動宮城県連絡センター主催で、仙台
弁護士会館４階大ホールで開催、約 150 名が
参加。
5日（木） 「元電力会社職員による内部告発〜
原発廃炉にしてこそ再生可能エネルギーはの
びる」が、宮城憲法会議主催で、仙台弁護士
会館で開催。講師は元北海道電力職員の水島
熊裕さん。
6日（金） 第90回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
勾当台公園野外音楽堂から約50名の市民が参
加。
7 日（土） 夜、小笠原厚子さん親子との交流
会を仙台市法運寺で開催。約 20 名が参加。
8 日（日） 「さようなら原発 in いしのまき
2014」（主催 さようなら原発 in いしのまき
実行委員会）が、石巻中央公民館大ホールで、
午前の部で出店や音楽会（苫米地サトロさん、
渋谷修治さん、ボンズさん）、午後の部で報
告・講演の集い「福島・大間、そして女川原
発地元をつなぐ」として石丸小四郎さんが「福
島からの報告」、鎌田慧さん（「さようなら原
発一千万署名市民の会」呼びかけ人）と小笠
原厚子さんが「大間原発反対」等をお話し、

終了後石巻市内をアピール行進。約 220 名の
市民が参加。
9日（月） 2014みやぎアクション等７団体、村
井知事に対して「宮城県原子力発電所の安全
性に関する検討委員会」の設置に関する申入
れ。岸田県議と14名が参加、阿部勝彦原子力
安全対策課長他5名と交渉。テレビ局を含めマ
スコミ13名が取材。
秋保・石神町内会、奥山仙台市長に「自治
体株主として原子力発電に依存しない株主提
案に賛同を願う要望書」を提出。
東北電力、女川町と石巻市牡鹿地区で戸別
訪問を開始。職員延べ140人で20日まで約4100
世帯に。
10 日（火） 東北電力、県・女川町・石巻市に
５月分の女川原発の点検状況報告。61 件の被
害の内今回復旧はなしで 59 件が対応完了済
みと発表。
東北電力、東通原発1号機の適合性審査を原
子力規制員会に申請。
11日（水） 「女川原発環境保全監視協議会」
の委員約30人、震災後初の女川原発現地視察。
13日（金） 第91回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
勾当台公園野外音楽堂から65名の市民が参加。
女川魚市場、魚丸ごとの状態で放射性物質
を連続計測できる検査装置の使用開始式。
アクアパワー東北（東北発電工業など5社が
出資）、仙南・仙塩広域水道の調整池の送水管
に発電設備を設置し、水道用水を利用した県
内初の小水力発電所「馬越石水力発電所」を
公開。8月から本格稼働。年間186万kＷh発電
予定。
14日（土） ＤＶＤ「チェルノブイリ28年目の
子どもたち―低線量長期被曝の現場から」上
映会、放射能から子どもたちを守る栗原ネッ
トワーク主催で、栗原市市民活動支援センタ
ーで開催。
15日（日） 「女川原発再稼働反対！風船プロ
ジェクト３」を、原発問題住民運動宮城県連
絡センターが、女川港魚市場で開催。
15−16日（月） 「東日本大震災・福島原発事
故から3年 最大の人権侵害・原発事故の現地
を訪ねる旅」、国民救援会主催で開催。
16 日（月） 脱原発東北電力株主の会、85 項目
の事前質問書を提出。
環境省、
「汚染状況重点調査地域」の白石市
と丸森町が実施中の住宅除染作業に関し、再
除染を認めるなどの、国の財政支援拡充方針
を説明。
17日（火） 阿部美紀子議員、女川町議会6月定
例会で「原発依存から脱却し、ぜい肉を落と
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した健康的なまちづくりを」と、須田町長と
論戦。
東京電力、宮城県丸森町筆甫地区住民 694
人（271 世帯）が慰謝料の増額分計約 6970 万
円の支払 いを求 めた裁 判外紛争 解決手 続き
（ＡＤＲ）で、原子力損害賠償紛争解決セン
ターが請求を全面的に容認した「福島並み」
の賠償を求める和解案を受諾。
20日（金） 第92回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
勾当台公園野外音楽堂から約70名の市民が参
加。
23 日（月） 県、県議会本会議で、２号機の「安
全性検討会」の設置を表明。
25 日（水） 県、県議会本会議で、原発事故の
際民間バスでの避難を想定し線量計などを備
蓄する方針を表明。
26 日（木） 東北電力第 90 回定時株主総会が
電力ビル７階電力ホールで開催。2 時間 55 分。
29 日（日） みやぎアクション会議を仙台市青
葉区中央市民センター会議室で開催。
「宮城県母親大会in若林」が仙台市六郷小
学校で開催され、第12分科会「放射能汚染か
らいのち・暮らしを守るために」など22の分
科会と全体会が行われた。
強い雷雨のため、「脱原発みやぎ日曜デモ」
は中止に。
30 日（月） 農協・宮城県協議会、東京電力に、
第 34 次分として、2 億 4465 万円の賠償金支
払いを請求。（16 日現在、第 1〜33 次の請求
総額は 315 億 1886 万円で、東電から支払われ
たのは 234 億 1491 万円で 74.3％）
【７月】2 日（水） 「脱原発ひまわりネット」、
県に「地域防災計画原子力対策編」に対する
３回目の質問状（11 項目）を提出。
東北電力、規制委員会に２号機の適合性審
査に係る２回目の「工事計画認可申請」を提
出。内容は、既設の耐震上重要な施設等の耐
震評価。
県、有害補獲されたイノシシの肉から丸森
町で 460 ㏃/㎏、山元町で 120 ㏃/㎏、ニホン
ジカは気仙沼市で 120、150、280 ㏃/㎏の放射
性セシウムを検出したと発表。
4日（金） 第93回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
雨の中にもかかわらず、勾当台公園野外音楽
堂から約50名の市民が参加。
6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４回甲状腺検査が、5歳〜
21歳以下の方を対象に検診料無料で、仙台ビ
ジネスホテル会議室で開催。
10 日（木） 東北電力、県・女川町・石巻市に
６月分の女川原発の点検状況報告。61 件の被

害の内今回復旧はなしで 59 件が対応完了済
みと発表。
11日（金） 第94回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
勾当台公園野外音楽堂から72名＋1匹の市民
が参加。台風一過の蒸し暑い中を元気にデモ。
東北電力、震災後初めて、1 号機の原子炉
格納容器内部の検査に着手。水中カメラで目
視点検。6 月 23 日から準備作業、30 日に上ぶ
たの開放作業に着手、7 月 2 日に取り外しを
終了していた。
13 日（日） 女川から未来を考えるつどい実行
委員会、仮設住宅チラシ撒き。石巻駅に集合
し、河北三反走仮設住宅、追波川多目的団地
仮設住宅、大森仮設、南境（総合運動公園）
仮設などに配布。
ＤＶＤ「チェルノブイリ28年目の子どもた
ち―低線量長期被曝の現場から」上映会、原
発問題を考える登米市民の会主催で、登米市
みやぎ生協加賀野店会議室で開催。
14 日（月） 環境省、県内全域の河川や湖沼、
海域計 76 地点で 4〜6 月に実施した放射性物
質モニタリング結果を発表。河川 43 地点と湖
沼 21 地点周辺の土壌から 16〜4300 ㏃/㎏の放
射性セシウムを検出。丸森町・阿武隈川（羽
出庭橋左岸）4300 ㏃/㎏。河川、湖沼、海域
の底では、12 地点で不検出〜1750 ㏃/㎏を検
出。利府町・惣の関ダム 1750 ㏃/㎏。水質は
全地点で検出下限値（１㏃/㍑）以下。河川、
湖沼周辺の空間放射線量は、0.04〜0.40μ㏜/
ｈ。
15日（火） 2014みやぎアクションなど、東北
電力本社会議室で、「女川原発再稼働に関す
る公開質問（その２）」（5月20日提出）への
回答を求め再交渉。17名参加
16日（水） 『福島六ケ所未来への伝言』の上
映会、あいコープみやぎ主催で、日立システ
ムズホール仙台(旧青年文化センター)で開催。
18日（金） 第95回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
雨上がりの少し蒸し暑い中、川内原発再稼働
反対！女川原発再稼働反対！を訴えて勾当台
公園野外音楽堂から71名の市民が参加。
女性ネットみやぎ、仙台一番町・フォーラ
ス前で街頭宣伝署名行動。
19 日（土） 『大 MAGROCK VOL7』
（ 主催 PEACE LAND）
が、20 日（日）には第 7 回大間原発反対現地
集会（大間原発反対現地集会実行委員会主催）
が、大間原発に反対する地主の会・所有地を
会場に開催。全国各地から 600 名参加。
22 日（火） 脱原発東北電力株主の会 11 名、
東北電力の「説明の場」で 28 名の課長等と討
論。会場、ハーネル仙台 2 階松島 A。
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「民間版スピーディーの警告―もしも女川
原発で事故が起きたら」、宮城県保険医協会
研修ルームで、中嶋廉氏（原発問題住民運動
宮城県連絡センター事務局次長）を講師に、
宮城県保険医協会公害環境対策部主催で開催。
規制委員会、女川原発２号機の新規制基準
の適合性審査５回目の会合を都内の原子力規
制庁で開催。機器故障や人的要因といった内
部事象ＰＲＡ（確率論的リスク評価）につい
て東北電力が説明。
25日（金） 「原発なくせ、再稼働反対大崎連
絡会」主催で、毎週金曜日に大崎市古川で行
われてきた「脱原発大崎demo金曜行動」が100
回目を迎えた。17時半、あさひ中央公園に約
80名が集合。2012年8月17日の1回目から、前
回までに延べ2124人が参加。
26−28日（土・日・月） 第56回自治体学校in
仙台「被災地で学ぶホンモノの地方自治―わ
たしたちの震災復興」、仙台国際センターな
どで開催。28日（3日目）(全体会)「福島第一
原発の汚染水問題の現状」を柴崎直明氏（福
島大教授）が講演。
26日（土） 山元町の「結（ゆい）の会」、初
の甲状腺エコー検査を坂元公民館で実施。町
内の18歳以下40人が受診。
県原子力担当ＯＢが福島事故後も東北電力
に天下り、「再稼働判断中立性に疑義」「専門
性関係なし、県説明とかい離」と、
「河北新報」
が報道（27日も）。
27日（日） 第96回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
14時、猛暑の中、女川原発再稼働反対！川内
原発再稼働反対！を訴えて、元鍛治丁公園か
ら35名の市民が参加。
28日（月） 30㌔圏にある登米、東松島、涌谷、
美里、南三陸の5市町、東北電力との原子力安
全協定締結に向けた事務会合（非公開）を登
米市内で再開。
29日（火） 脱原発ひまわりネット第４回学習
会「福島の教育行政と子どもたちが置かれて
いる現状」が、湯本雅典氏を講師に、また、
甫守一樹弁護士が「大飯原発差止訴訟判決」
解説し、仙台弁護士会館4階大会議室で開催。
31 日（木） 農協・宮城県協議会、東京電力に、
第 35 次分として、2 億 3041 万円の賠償金支
払いを請求。（25 日現在、第 1〜34 次の請求
総額は 318 億 130 万円で、東電から支払われ
たのは 238 億 3578 万円で 75.0％）
東大大気海洋研究所、福島第一原発から北
西約 60 ㌔の丸森町で、2011 年 12 月から 2 年
間に、原発から飛来した粉じんが原因とみら
れる大気中の放射性セシウム濃度の急上昇が

7 回あったとする調査結果を「朝日新聞」が
報道。
東京第5検察審査会、勝俣恒久元東電元会長
ら3人について「起訴相当」と議決と公表。
【８月】1 日（金） 2014 みやぎアクション等
６団体、宮城県知事に対して「女川原子力発
電所の安全性に関する検討会」の設置に係る
申入れを提出。県庁議会棟一階第一会議室で、
阿部勝彦原子力安全対策課長中心に数名の
方が対応し、申入れ側 21 名（県議も含む）
が参加。
第 97 回「脱原発みやぎ金曜デモ」、雨上が
りの蒸し暑い中、錦町公園から約 50 名の市民
が参加。
規制委員会、２号機の適合性審査６回目の
会合を規制庁で開催。想定する最大規模の地
震の揺れ（基準地震動）策定の前提となった
敷地の地質、地盤構造について、東北電力が
説明。規制委側は、観測記録に基づく分析が
多い一方、地下構造の詳細な検討が不足して
いる点を強く指摘し、代表的な地盤の設定の
妥当性などについて追加データの提出を求め
た。
東北電力、増設した低レベル放射性廃棄物
貯蔵所が、国（規制委員会と経産大臣）の使
用前検査に合格、運用を開始したと発表。200
㍑ドラム缶 2 万 5000 本分を新たに貯蔵。
3 日（日） みやぎアクション会議を仙台市青
葉区市民センター和室で開催。
5 日（火） 規制委員会、２号機の適合性審査 7
回目の会合を規制庁で開催。単一機器故障時
対応策などを東北電力が説明。規制委側は、
追加データや資料提供拡充を求めた。
6 日（水） 県、仙台市大倉川支流横川で捕れ
たイワナから 160 ㏃/㎏の放射性セシウムを
検出したと発表。
7 日（木） 第 130 回「女川原発環境調査測定
技術会」が、パレス宮城野２階はぎの間で開
催。２名傍聴。
10 日（日） 「女川から未来を考えるつどい」
加藤登紀子トーク＆ライブ With 小出裕章が、
女川町総合体育館を会場に、女川から未来を
考えるつどい実行委員会（実行委員長 阿部
美紀子女川町議）主催で開催され、雨の中、
女川町民や県内外から 1500 名が参加。
11 日（月） 東北電力、県・女川町・石巻市に
７月分の女川原発の点検状況報告。1 号機の
使用済み核燃料プールに保管中の使用済み燃
料集合体の上部に 2 個（25×6 と 12×2 ㍉）
の異物が付着の発見１件と、61 件の被害の内
今回復旧はなしで 59 件が対応完了済みと発
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表。
県、有害補獲されたイノシシの肉から丸森
町で 140 ㏃/㎏、白石市で 170 ㏃/㎏の放射性
セシウムを検出したと発表。
13日（水） 株主の会、東北電力本社で、議決
権行使書閲覧作業。３名参加。
県、亘理荒浜沖で捕れたスズキから 190 ㏃/
㎏の放射性セシウムを検出したと発表。
15日（金） 第98回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
錦町公園から約50名の市民が参加。お盆にも
かかわらず、オーストラリアから参加された
方もあり、一番町で元気よく脱原発をアピー
ル。
20日（水） 映画「はだしのゲン」上映会（４
回上映）が、仙台市福祉プラザ２Fふれあいホ
ールで、宮城県原爆被害者の会（はぎの会）
主催により開催。
21日（木） 東北電力と東京電力、東通原発建
設絡みで六ヶ所村に「漁業振興費」名目で本
年度2億円支払い（6660万円と1億3340万円で5
年目）と、「河北新報」が報道。
24 日（日） みやぎ脱原発金曜デモ 100 回記念
イベント「もうやめっぺし原発! 8.24 アクシ
ョン」イベントが、仙台市勾当台野外音楽堂
で、特別ブース・キッズコーナー等が設置さ
れ開催。第一部で苫米地サトロ（Vo&Gt）、岡
崎秀明（津軽三味線）、荒利美（手作り楽器演
奏）等がライブを行い、第二部で１特別参加
「福島希望の牧場より」吉沢正巳、２「女川
原発の今」現地からの報告、３「指定廃棄物
最終分場問題」県内候補地からの声、４私も
ひと言１分間リレースピーチ等がトークが行
われ、午後 3 時に第 99 回目の「アピールデモ」
に出発。約 300 名参加。
28 日（木） 原発ゼロをめざす塩釜地域連絡会
主催の連続講座第4回「東京電力福島第一原発
の現状」が、塩釜地方労連で開催。
規制委員会、女川原発２号機の適合性審査
８回目の会合を都内の規制庁で開催。フィル
ター付ベント装置の基本性能を東北電力が説
明。規制委側は、従来の耐圧強化ベントも含
めた系統の全体像を示すことなどを求めた。
29日（金） 第100回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
すっかり涼しくなった晩夏の仙台を再稼働反
対を訴えて、元鍛治丁公園から75名の市民が
参加。
第 130 回「女川原発環境保全監視協議会」
が、パレス宮城野２階はぎの間で開催。３名
傍聴。「技術会（8.7.）」同様、女川の県職員
宿舎（浦宿）で測定している、月間降下物（Ｈ
26.6.2〜7.1）の試料水が何者かにより放出さ

れ、欠測となったとの事が報告された。
農協・宮城県協議会、東京電力に、第 36
次分として、1 億 4226 万円の賠償金支払いを
請求。（20 日現在、第 1〜35 次の請求総額は
320 億 4038 万円で、東電から支払われたのは
238 億 7853 万円で 74.6％）
30日（土） 核戦争を防止する宮城医師・歯科
医師の会公開講座「原発に頼らない再生可能
エネルギー中心の社会へ」が、エルパーク仙
台セミナーホールで開催。和田武氏（日本環
境学会元会長）が講演。
31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５回甲状腺検査が、白石
市ふれあいプラザで、白石市内・近郊の５歳
以上21歳以下の方を対象に検診料無料で開催。
【９月】5 日（金） 第 101 回「脱原発みやぎ
金曜デモ」、蒸し暑い中元気に脱原発を訴え
て、錦町公園から約 50 名の市民が参加。
6日（土） 女性ネットみやぎ学習と交流のつど
い「大飯原発差し止め判決を力に」が、仙台
弁護士会館４Ｆで開催。主催子どもたちを放
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。
「大飯原発差し止め訴訟判決から学ぶ」を甫
守一樹弁護士が講演 、県内各地から①「指定
廃棄物処分場問題の現状と課題」を小関俊夫
さん(船形山のブナを守る会)、②「日本キリ
スト教団東北教区放射能問題支援対策室いず
み」の活動から布田秀治さん(牧師・同対策室
運営委員)、③「女川原発再稼動阻止のため私
たちのできること」を本田永久子(女性ネット
みやぎ事務局長) が報告。135名の市民が参加。
6−7日（土・日） 原発問題住民運動全国セン
ター・交流集会実行委員会主催の「原発再稼
動の暴走を許さない全国交流集会in宮城」が、
松島町・文化観光交流会館で開催。綱島不二
雄さんが記念講演。
9日（火）
女性ネットみやぎ、仙台一番町・
フォーラス前で街頭宣伝署名行動。
10 日（水） 東北電力、県・女川町・石巻市に
８月分の女川原発の点検状況報告。61 件の被
害の内今回復旧はなしで 59 件が対応完了済
みと発表。
11 日（木） 規制委員会、２号機の適合性審査
９回目の会合を規制庁で開催。フィルター付
ベント装置の運用方法を東北電力が説明。
12日（金） 第102回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
東北大学片平キャンパス北門前から75名の市
民が参加。一番町を歩くデモでは、川内原発
の審査合格に抗議の意思を表明。
規制委員会、２号機の適合性審査 10 回目の
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会合を規制庁で開催。敷地周辺の陸海域にあ
る活断層や連動性などを東北電力が説明。規
制委側は、活断層 3〜4 本が連動する場合につ
いても検討を要請。データが不明瞭とし、新
たな海域音波探査などによる追加提示を求め
た。
13日（土） 「原発ゼロ社会への道―意見交換
会in宮城・栗原」が、放射能から子どもたち
を守る栗原ネットワーク主催で、栗原文化会
館2階大研修室で開催。原子力市民委員会事務
局次長村上正子さん、福島の子どもたちを守
る法律家ネットワーク副代表福田健治さん、
医師の岡山博さんの提起の後、「放射性廃棄
物処分」をめぐって白熱した質疑。県内各地
から約110名の市民が参加。
14 日（日） みやぎアクション会議を仙台市市
民活動サポートセンターで開催。
15日（月・祝） 「ふくしま共同診療所報告会」
で、布施幸彦さん（ふくしま共同診療所医師）
が講演。主催すべての原発いますぐなくそ
う！全国会議・みやぎ、仙台市戦災復興記念
館5階会議室で開催。
17日（水） 県、大河原合同庁舎で、福島第一
原発事故の損害賠償請求に関する個別相談会
を開催（11月27日まで県内7会場で）。
19日（金） 第103回「脱原発みやぎ金曜デモ」、
勾当台公園野外音楽堂から65名の市民が参加。
（空）
◆（塩釜地域）塩釜脱原発デモ・毎週金曜17時
半集合・下馬駅裏宮城民医連事業協前17時45
分デモ出発
◆（旧古川地域）脱原発大崎demo金曜行動・毎
週金曜17時半集合・あさひ中央公園集合
◆（長町地域）第3水曜日脱原発ながまちアクシ
ョン：仙台・長町・蛸薬師境内集合後デモ行
進17時半
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