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▼▼ 停止後５年で見えてきた女川原発の影響！ ▼▼
マスコミも注目しない中、宮城県の「測定
技術会」
「監視協議会」などにほとんど毎回参
加し続けている市民側の傍聴者の方々には本
当に頭が下がります。
H28.8.30 の２・３号機放水口モニターの欠
測、台風による仮設排水ホース絡まりのお粗
末な話は、兵藤原稿をご覧いただくこととし
て、本稿では第１３９回技術会の資料で（遅
ればせながら）気付いたことを記します。
資料１「環境放射能調査結果（案）
２８年度第２
四半期」の各
種環境試料中
の放射能濃度
のグラフには
「平成２年度
から福島第一
原発事故前ま
での最大値」
が示されてい
ますが、これ
は単純に考え
れば「①核実
験由来」＋「②
女川原発由来」
の放射能の値
です（平成２
年度から＝チ
ェルノブイリ
原発事故の影
響がないもの
と仮定）。現在
は「①´核 実
験由来」＋「②
´女川原発 由
来」に「③ ´
福島原発事故
由来」の放射
能が加わるた
め、『（①´＋
② ´＋ ③´：
事故後の測定
値）＞（①＋

②：事故前の最大値）』という結果が得られる
だろうことは、誰にでも想像がつきます。そ
して、事故後は女川原発が稼働していないこ
とから「②´≒０」と仮定すれば（実際には
違う？）、
『（①´＋③´：事故後）＞（①＋②：
事故前）』となり、事故前①と事故後①´は大
きく変わらないと考えられるので、
『 ③´＞②』
となり、
「あー、やっぱり、福島原発事故の汚
染は、
（大きな事故のなかった）女川原発の影
響より大きいんだ！」と“納得”です【図 2-15
～2-24】。

平成
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また、セシウム１３７についても、最近のデ
ところが、確かに「セシウム１３７（ Cs-137）」 ータが過去最大値を下回っている場合には、
の推移はその通りでしたが、アレレッ？、お
同じ結論が導かれます。
かしなグラフが目にとまりました。
「 ストロン
この点は技術会・協議会でも当然議論・認
チウム９０（Sr-90）」と「トリチウム３（ H-3）」
識されていることだと思いますが、遅ればせ
で【図 2-25～2-27】、いずれも「事故後の測
ながら筆者も気づきましたので、こ こに報告
定値」が「事故前最大値」より下で推移して
した次第です。
います。
やはり、女川原発を再稼動させないことが
ストロンチウム９
０は、福島原発事故
でかなりの量が海洋
に放出され、多くの
海産物を汚染し続け
ていますが、幸い女
川周辺海域にまでは
拡散していないもの
と思われます【アラ
メ：図 2-26】。また、
セシウム１３７・１
３４は揮発しやすく、
放射能雲（プルーム）
として３月１２日深
夜に女川原発周辺に
流れてきて汚染をも
たらしたのに対して、
揮発しにくいストロ
ンチウム９０はプル
ーム中には多くない
と考えられることか
ら、大気経由でも「福
島原発事故による汚
染はほとんどなかっ
た」ことを示してい
るものと思われ【ヨ
モギ：図 2-25】、ま
あ“一安心”です。
…でも、最初の『①
´＋②´＋③´：事
最善の放射能汚染防止策になることを、再確
故後』と『①＋②：事故前』で考え、
「ストロ
認したいと思います。 ＜2016.12.25 記＞
ンチウム９０」と「トリチウム３」について
（仙台原子力問題研究グループＩ）
は『③´≒０』と仮定すれば（当然①´＝①）、
『（②´：事故後）＜（②：事故前）』という
ことで、
‘女川原発の長年の稼働’が汚染をも
たらしていた！ということが一目瞭然です。
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☂☂ 志賀２雨水流入問題：その後 ☂☂
『鳴り砂№ 264 気になる動き 65』（や
2016.12.17公開学習会）で取り上げた「 9.28

志賀２・雨水流入問題 」に関して、規制委11.16
付「外部溢水に対する防護対策の調査（ 12.26
2

報告期限）」指示に対し、東北電力は、 12.26

付で次の通り回答しています。

上記『鳴り砂』 10.29追記でも指摘しまし
たが、2015.7.9「外部事象の考慮について」
で、豪雨時の排水能力余裕（補 9-3頁）が主張
されていますが、雨水が局所的に滞留・集中
することなく南北幹線排水路に流下するよう
建屋敷地周辺の勾配が正しく設計・施工され
ているのか、確認が必要です。また、
「台風＋
降水＋火山」の評価として「浸水の観点から
は、湿った火山灰が乾燥して固結することに
より、排水口等を閉塞させ浸水することが考
えられるが、 固結した火山灰は降水により溶
解するため浸水は生じない」（ 35頁：下線筆
者）と述べていますが、下線部が本当だとし
ても（筆者は疑問）
「溶解」に要する時間によ
っては雨水の滞留が生じるはずで、火山灰
10cm堆積（敷地嵩上げ）の重畳影響も考慮す
れば、上記の浸入防止措置＝「 20cm高く設定」

で“万全”かどうか、疑わしいと思います（県
検討会に解明を期待します）。
また、上記に先立つ 10.24付規制委「外部
溢水に対する防護対策の実態調査」依頼に対
し、東北電力は、 11.7付で女川１～３・東通
１の原子炉建屋貫通部は「全てシール材や閉
止処置が適切に施されており，従前から水の
浸入を防ぐ措置が取られていたことを確認 」
と報告。ただし、確認方法は「貫通部処置方
法」に基づき評価がされているだけで、例え
ば配管貫通部がブーツラバー処置されてい れ
ばそれだけで「良」というように、実際に各
種処置方法が現時点で有効に機能（水密性保
持）しているかどうかまでの直接確認はして
いないものと思われます。
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でも、日本原電・東海２（ 1978年運転開始）
では、2016.7.25液体漏洩報告のとおり「ゴム
の劣化」により「ラバーブーツの破れ、剥離」
が生じており、処置方法からの良否判断では
実際の水密性を証明したことには全く ならな
いと思います。
なお、11.16規制庁文書で、北陸電力は幅
0.3mm未満のひび割れは補修不要としてい
ることが分かりました。一方、東北電力は、
過去の度重なるトラブル（ 2011.9.21女 川1、
2014.9.19女川１）を踏まえ、条件付き（壁厚
20cm以上）ですが幅 0.1mm以上のひび割れ

を補修対象とするよう手引を改正していると
思われますが（ 2014.12.18規制委面談記録）、
女川２では（原子炉建屋の剛性低下をもたら
すほど）
「乾燥収縮によるひび割れ」が多いと
東北電力自身が認めており（ 2011.11.17保安
院「建築物・構造 4-3-1」44頁）、以前は北陸
電力同様「地震によらないひび割れ＝主に乾
燥収縮によるもの」は幅 0.3mm以上を記録し
ていただけとのことですから（ 2012.3.26保安
院「建築物・構造 9-2」28頁）、床や天井も含
め、本当に幅 0.1mm以上のひび割れを補修し
ているのかどうか、県検討会できちんと確認
4

表していなかった」とのこと（規制委 12.26
面談記録によれば、１月中旬に報告書提出予
定：まさかひび割れ関与？）。上記規制委の
11.16調査指示を受け“慌てて”口頭報告した
ものと思われますが、勝手に安全上問題なし
と決めつけ情報・事実を隠す体質は、
“トラブ
ル慣れ”した原燃だからなのでしょうか。
＜2017.1.8 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

してもらいたいと思います。
なお、＜12.28朝日＞によれば、日 本原燃 ・
六ヶ所再処理工場でも８月下旬の台風の影響
で8.17-30に雨水が断続的に建屋など 10か所
に流入していたが、
「 安全上重要な設備のある
建屋にも流入していたが１㍑と量が少なく、
ほかの９カ所は重要設備がないとして、原燃
は安全上の問題はなかったと判断。流入を公
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☢☢ 11.28 女川１海水漏洩、その他のトラブル続発 ☢☢
12.17公開学習会で取り上げましたが、 ト
ラブル続きの女川原発でまたもや 11.28に海
水漏洩がありました（１号機）。その後、他の
原発でもトラブルが続発し、 12.7規制委でも
問題となりました。

回原子力規制委員会定例会合において、委員
から、女川原子力発電所２号機 、敦賀発電所
２号機等で水漏れ等のトラブルが連続して発
生していることに言及があり、各事業者に対
して気を引き締めて 取り組むことを注意喚起
するようご指示がありました。つきましては、
現在実施中の保安検査終了時等の適切な機会
を捉えて、事業者に対し、委員の問題意識を
しっかりと受け止めて、施設の運転・保守管
理に気を引き締めて 取り組むよう、注意喚起
してください。 （同）

○石渡委員 １つ。先週の会議の最後にも申
し上げたのですけれども、先週は 11月28日に
女川の１号機 で冷却用の海水が原子炉建屋の
中で漏れたというのがあって、それについて、
こういうことがあっては困りますねという話
をして、更田委員からも、ちょっとたるんで
いるのではないかという御意見があったと思
うのです。実は、その日、 11月30日、前回の
会議があった日に、敦賀の２号機で一次冷却
水が漏れて、作業員 10人が放射性物質を含ん
だ水を浴びてしまったということがありまし
た。それから、 12月４日に福島第一の使用済
燃料プールの二次冷却系のポンプが止まった
と。それから、 12月５日、次の日、同じ福島
第一で３号機の冷却水の注入が止まったと。
福島第一はいずれも単純な人為的なミスだと
いう話です。こういうふうに続いていますと、
非常に心配なのですね。 気を引き締めて やっ
ていただかないと、 小さなミスが大きな事故
につながりかねない と思いますので、…ぜひ
長官からも各原子力発電所に、 気を引き締め
てやるようにといいますか、そういう指示を
していただいた方がいいのでは…。（下線筆
者）

ここで、長官が（実際には文章を起案・チ
ェックしたお役人らが揃いも揃って） 女川原
発の１号機と２号機を間違えているのはなん
とも“締まらない”話ですが 、この間女川 原
発では１～３号機のいずれでもトラブルが続
発していますから、
‘当たらずとも遠からず・
何号機でも同じ’といったところでしょうか。
閑話休題、それらのトラブルに対し、私た
ち自身が気をつけなければならないことは、
「単純な人為ミス」として軽視し（気を緩め）、
本質を見誤ることだと思います。
例えば、12.5東電資料によれば、12.4福島
第一・使用済燃料プール循環冷却二次系設備
停止では、最初にＡ系で吸込圧力低警報が発
生し手動停止、その後Ｂ系を起動するも同じ
く吸込圧力低警報発生・手動停止せざるを得
なくなり、結局二次系冷却が完全停止となり
ました。原因は「 1号機使用済燃料プール代替
冷却系の一次冷却系ポンプ（Ａ）の軸受け冷
却水（共用の二次冷却系ににより供給）配管
のベント弁が「開」状態」だったためで、「 12
月4日15時頃運転員が月1回の定例ﾊﾟﾄﾛｰﾙにて、

それを受け、清水原子力規制庁長官が、同
日付で（各原子力規制事務所長宛に）注意喚
起しました。
平成２８年１２月７日に開催さ れた第４７
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当該ﾎﾟﾝﾌﾟのﾍﾞﾝﾄ弁廻りの確認作業を実施し
ており、意図せず触れた 可能性がある」（下
線筆者）とい う程度の“些細な原因”とされ、
翌12.5の３号機・ポンプ停止も「定例点検を
実施していた協力企業作業員が よろめいて左
肘を3号機復水貯蔵タンク (ＣＳＴという )炉
注水ポンプ（ B）のスイッチにぶつけ、スイッ
チのカバーが破損」
（同）とされているため、
“作業員の腕や肘”に注目が集まりますが
（？）、12.4の“些細な”トラブルで２系統
あった二次系冷却が“共倒れ”したことを、
東電も規制庁も重視・教訓化すべきなのでは
ないでしょうか。

「Ａ（エー）」と聞き間違えたという（笑っ
て済ませたくなる） 説明や、今後は「航空無
線等で用いられているアルファベットの読み
方を使用…（例：Ａ＝アルファ、Ｂ＝ブラボ
ー、Ｃ＝チャーリー、Ｄ＝デルタ…）」とい
う再発防止対策に“妙に納得”してしまいそ
うですが、注目すべきポイントは別だと思い
ます。
（＊そもそも「Ｄ（ディー）」を「デー」、
「Ａ（エイ）」を「エー」と発音する作業員
に、アルファ、ブラボー、チャーリー、デル
タ…を新たに覚えさせるよりは、映画の「エ
ー」、ビー玉の「ビー」、椎茸の「シー」、
デートの「デー」、胃腸の「イー」、絵筆の
「エフ」、爺さんの「ジー」、などと復唱さ
せる方がいいのでは…。）

同様に、本題の 11.28女川１・海水漏洩も、
＜12.13東北電力報告 ＞の「Ｄ（デー）」を

またまた閑話休題、今回の海水漏洩は 11.25
と11.28の二日間の作業の結果であり、それぞ
れに問題を抱えています。
まず11.25＜別紙1/2＞のとおり、東北電力
は、(2)・(3)：運転員②が運転員①からの「Ｄ」
閉の報告を「Ａ」と聞き違え「Ａ」欄に「閉」
を記載したことについて、運転員①の‘発音
の悪さ’もしくは②の‘耳の悪さ’が【原因
１】としたようで、前述の「アルファ～デル
タへの読み方変更」を講じるとしていますが、

それは彌縫（びほう）策にしか過ぎません。
（＊実際の記載方法は分かりませんが、その
意味では「開・閉」を漢字で記入することも
間違いの原因となりますので、もしもそうな
ら、
「○・×」などの単純表記を採用すべきで
す。）
また、
【原因２】として (3)・(5)で運転員②
が「当該弁を直接確認しなかった」ことを東
北電力は強調しています。右側の概要図（平
面図）を見る限り、確かに②による開閉確認
6

は簡単そうですが、そうならば①・②の二人
で一緒に弁の前で開閉確認・記録をすればよ
かったはずです。でも、例えば、実際には配
管等が入組み、弁の開閉確認は狭い足場階段
を上がらないとできないとかの‘作業環境の
劣悪さ’がなかったのかどうか、現場写真な
どで検証する必要があります。関連して、二
人に上下関係があり、①が弁の開閉確認に動
き回り②は動かずに記録、というような‘役
割分担・分業’ がなかったのかどうかも、再
発防止のために調べておく必要があると思い
ます。
さらに、それ以上に重要な【原因】は、(4)・
(5)：運転員①からの「Ａ」開の報告に対し、
既に「Ａ」欄には「閉」記載があったのに、
その段階で“あれっ？”と疑問を持たず、空
いていた「Ｄ」欄に「開」と‘穴埋め’した、
運転員②の職務姿勢・いい加減さだったので
はないでしょうか。また、概要図（平面図）
の弁の配置から見て、運転員①が「Ｄ⇒Ｂ⇒
Ｃ⇒Ａ」の最短コースで確認したのに対し、
運転員②が「（デー）Ａ⇒Ｂ⇒Ｃ⇒（エー）Ｄ」
の順と勘違いした可能性 はありますが、そも

そも熱交換器自体・近傍に「Ａ～Ｄ」の表記・
プレート掲示がなされていれば（まさか核防
護（テロ対策）上の理由で意図的に非表記？）、
運転員②が「当該弁を直接確認しなかった」
としても運転員①がどの弁を確認したかが一
目瞭然のため、
「Ｄ」と「Ａ」を取り違えて記
録することはなかった（ありえなかった）の
ではないでしょうか。

東北電力は、「 ３．通水前における弁状態

の確認手段が不明確」だったとして、再発防

11.28＜別紙 2/2＞においても、運転員②が、
(1)閉のはずの「Ｄ」が「開」記載になってい
ることに気付いた時点や、(3)実際に「Ｄ」が
「閉」状態だったのを運転員③・④から報告
を受けた時点で“あれっ？”と思わず、さら
に、運転員②あるいは「上長」が、25 日に実
際にどれか「開」状態の弁があったからこそ
「開」の記録が残されたはず！と考え「Ａ～
Ｃ」を再確認（あるいは運転員①に「開」だ
った弁の有無を確認）すべきなのに、そのよ
うな「異常・おかしさ」に疑問を感じない運
転員や上長の質が問題だと思います。
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止策として「弁の開閉状態を示した「配管系
統図」を作成し、弁状態の確認前に「通水手
順書」との整合性を確認する。」としていま
すが、それだけでは、今回のように「Ｄ開」
記録が整合していないと調査しても、
「 Ｄ閉」
を確認したらそれで問題なし（Ａ開は放置）
とする対応が繰り返されるものと思われます。
１つの異常に気付いた時に、類似の異常の有
無を再チェックできるような作業環境・時間
的余裕などを確保しない限り、早期作業終了

目的での場当たり的対応しか期待できません。
しかも、東北電力は、 4.8に東通１で同様
の「弁の閉止忘れ」で漏水を引き起こし、再
発防止を誓っていたのですが＜ 2016.4.15報
告＞、女川１で漏洩が再発（東北電力は 12.13
報告で言及していませんが）したのは、単な
る“気の緩み”でしょうか。
＜2017.1.9 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

かまちゃんの映画と対話の会『 小さき声
のカノン ー選択する人々』上映＆鎌仲ひと
み監督トーク 、仙台メディアテーク 7 階ス
タジオシアター 、主催ｉ－くさのねプロジ
ェ ク ト 、 共 催 ぶ ん ぶ ん フ ィ ル ム ズ 。 約 60
名参加。
21 日（月） 女性ネットみやぎ、一番町仙台
フォーラス前で街頭宣伝と「女川原発再稼
働 STOP 署名」行動。
24日（木） 東北文化学園大学総合政策学部
特別講座 VIII『 震災復興と原発問題 』、11/24
「電気に頼らないくらし 」福島原発告訴団
団長武藤類子 氏、12/ 1「原発をめぐる訴訟 」
原発メーカー訴訟弁護団共同代表島昭宏氏 、

【女川原発アラカルト】
【11 月】
19 日（土） 原発ゼロをめざす塩釜・多賀城・
利府・七ヶ浜・松島地域連絡会 、講演会と
総会 「原発再稼動阻止のために～私たちの
課題は～」講師高野博氏 、多賀城市市民活
動サポートセンター会議室。
20 日（日） 映画「飯館村の母ちゃんたち －
土とともに」 上映会とトーク（出演者と古
居みずえ監督）、エルパーク仙台６ F ギャラ
リーホール、主催イコールネット仙台・仙
台男女共同参画財団 。
8

12/8「再生可能エネルギー」環境エネルギ
ー政策研究所研究員浦井彰氏 、12/15「自然
エネルギーの具体的取組 」会津自然エネル
ギー機構代表理事五十嵐乃里枝 氏、1/12
「日
本の原子力の歴史を問う 」仙台原子力問題
研究グループ ・放射能対策支援室いずみ顧
問篠原弘典氏 、1/19「甲状腺の異常と放射
線被ばく チェルノブイリから福島まで」
てらさわ小児科院長寺澤政彦 氏（予定）が
講義。
26 日（土） 女性ネットみやぎ学習会「放射
能の基礎から応用まで－ＱアンドＡ」、講師
矢崎とも子医師（坂総合病院内科）、仙台市
パルシティ 7Ｆ。
27日（日） 宮城保険医協会女性部第 3回公開
市民講座《第１部》公開授業「原発事故に
ついて考えてみよう」《第 2部》講演会「風
化が進む原発事故の記憶～チェルノブイリ
30年、福島 5年の現場報告～」、講師木村真
三さん（獨協医科大学准教授・放射線衛生
学者）、エルパーク仙台セミナーホール。
放射能問題支援対策室いずみ 「第33回甲
状腺エコー検査」、角田市「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 ）。60名が受診 。
「脱原発全国株主運動交流会」、名古屋Ｙ
ＭＣＡで開催。 16 名参加。
28日（月） 東北電力、１号機の原子炉建屋
地下２階で、原子炉冷却水や使用済み核燃
料プールの水を海水で冷やすための熱交換
器室に海水約１万2500㍑が漏洩する事故が
発生と発表。
30 日（水） 「第 139 回女川原子力発電所環
境保全監視協議会」 、パレス宮城野 2 階は
ぎの間。風の会 2 名＋他 2 名、マスコミの
傍聴はなし。
県、大崎土地改良区が幹線用水路に設置
した「内川小水力発電所」（最大出力5.5㌗
/h）の研修会を現地で開催。約 60名参加。
菅原理事長 、
「 日本は水資源に恵まれている。
小水力発電を活用し、原発依存から脱却す
る道を探りたい」と話した。
【12月】
3 日（土） 放射能問題支援対策室い ずみ
／生活協同組合あいコープみやぎ、今 中
哲二氏（京都大学原子炉実験所研究員 ）
講演会『福島原発事故から５年－チェ ル
ノブイリと福島の放 射 能 汚 染 を 考 え る 』、
仙台市戦災復興記念館記念ホール。約 200
名参加。
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5 日（月） 女川原発所員、女川町、石巻市
の住民約 4000 戸に「こんにちは訪問」を開
始。22 日まで。
7 日（水） 白石市、汚染牧草約 260 ㌧を被
ばく牛の餌として「希望の牧場・ふくしま」
へ運んだ運搬費 1426 万円を東電に損害賠
償請求し、全額支払いを受けたことを、市
議会に報告。
8 日（木） 柴田町議会、希望者する子ども
たちへの甲状腺 検査 を求 める 請 願を 採択 。
9 日（金） 原子力規制委員会、女川原発 ２
号機の新規制基準の適合性審査 85 回目会
合を原子力規制庁で開催 。東北電力がまと
めた 6 つの新たな「基準地震動」について、
規制委は 女川原発が震災前も想定を超える
揺れに見舞われた経緯に触れ、
「 震災時の観
測記録を重視しているようだが、本当に 適
切なのか」などと厳しい指摘が相次ぎ、よ
り幅広いリスク想定を求め、再検討や追加
説明を求めた 。
10日（土） 女川原発ＵＰＺ住民の会、映画
『日本と原発４年後』上映会 （製作・監督
河合弘之）、みやぎ生協加賀野店 2階ホール
（登米市）。
11日（日） 1.29シンポジウム実行委第5回会
議、仙台市青葉区中央市民センター 第2会議
室。17名参加。
12 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 11 月分の女川原発の点検状
況報告。
13日（火） 東北電力、 11月に１号機原子炉
建屋内で発生した海水漏洩事故について、
作業員が弁の開閉状態を確認する際、弁番
号の「Ａ （エー）」と「Ｄ（デー）」を聞き
間違えたことが原因 ？と発表。
14 日（水） 女性ネットみやぎ、一番町仙台
フォーラス前で街頭宣伝と「女川原発再稼
働 STOP 署名」行動。1・29 シンポジウム実
行委員会 と共同行動で放射能汚染廃棄物一
斉焼却問題の署名も。
15日（木） 「安全性検討会に関する公開質
問状（11月18日提出）」について県の回答説
明、県議会棟一階応接室 。市民12名、
「脱原
発をめざす宮城 県議の会 」17名参加。
「県議
の会」学習会も 。
16 日（金） 規制委適合性審査 86 回目会合。
東北電力 は、最大想定の津波により海底の
砂の堆積が起きた場合でも、取水口や非常
用海水ポンプの機能に影響はないと説明 。
規制委側は、海水中に浮遊する砂の濃度や

分布などについて詳しい説明を求めた。
17 日（土） 風の会・公開学習会 vol.9「♪
廃炉に向けての基礎固め！ ♪ 女川原発
申請書等を“ぶっ飛ばして”見ようぜ !！
（RC ｻｸｾｼｮﾝ風？）」、講師石川徳春さん（仙
台原子力問題研究グループ） 、仙台市戦災
復興記念館 4Ｆ研修室。28 名参加。
18日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第
34回甲状腺エコー検査」、仙台市宮城野区
「あいコープみやぎ・日の出町センター」。
検診医寺澤政彦医師 （てらさわ小児科・仙
台市）。60名が受診。
「みんなで考えよう！『仙台港の石炭火
力発電所建設計画』～知らなかった！！蒲
生干潟のすぐそばに建つなんて～」、多賀城
市民会館展示室。主催「考える会」、共催「気
候ネットワーク」「蒲生を守る会」「蒲生の
まちづくりを考える会」。 約 200 名参加。
26 日（月） 東北電力、規制委 11.16 付「北
陸電力志賀原子力発電所 2 号機の原子炉建
屋内に雨水が流入した事象に係る対応につ
いて（指示）」に対し、浸入を防ぐ処置が適
切に実施されていることを確認（？）した
と、規制委に報告したと発表。
【2017 年 1 月】
11 日（水） 石巻市蛇田地区・東松島市内の
震災復興住宅に、1.29 シンポジウムチラシ
を 1,000 枚程配布。石巻地方を活動基盤と
する脱原発３団体（１団体は有志）による
共同行動。 13 名の参加者は全て 60 歳以上
と思われましたが、厳しい寒さに負けずチ
ラシ配布を貫徹（？）。
（空）

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
【11 月】
27 日（日） 第 205 回「日曜デモ」、少し暖
かな初冬の日曜日、ぽつぽつと雨が降る中
を脱原発しようとアピール 、元鍛冶丁公園
から 30 名の市民が参加。
【12 月】
2 日（金） 第 206 回「金曜デモ」、寒さのや
わらいだ師走の仙台で原発やめようと訴え
て、元鍛冶丁公園から 40 名の市民が参加。
9 日（金） 第 207 回「金曜デモ」、年末のイ
ルミネーションで彩られた仙台の繁華街を 、
元鍛冶丁公園 から 45 名の市民が参加。
16 日（金） 第 208 回「金曜デモ」、雪の舞
う寒い師走の仙台で原発やめようと声をあ
げ、元鍛冶丁公園から 45 名の市民が参加。
23 日（金） 第 209 回「金曜デモ」、元鍛冶
丁公園から 40 名の市民が 参加。賑わう師走
の仙台の繁華街で元気に脱原発を訴えて、
一年のデモを締めくくりました
【2017 年 1 月】
6 日（金） 第 210 回、2017 年最初の「脱原
発みやぎ金曜デモ」、寒い中、元鍛冶丁公園
から 45 名の市民が参加。
13日（金） 第211回「金曜デモ」、 とても寒
い空気の中でしたが、原発やめようと熱い
コールをあげ 、勾当台公園野外音楽堂から
45名の市民が 参加。
◆（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
◆（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
◆（仙台長町地域）原発も戦争もＮＯ！たい
はくアクション・第3水曜日17時半～蛸薬師境
内集合後デモ行進
◆（岩沼市）原発ゼロ岩沼歩き隊 毎月第 3
金曜

●脱原発みやぎ金曜デモ

●汚染廃棄物「試験焼却」を

女川原発再稼働するな！子供を守れ！
汚染はいらない！みやぎ金曜デモ In 仙台

めぐる動き
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【11 月】
28 日（月） 富谷市議会全員協議会、富谷市
内の「石積埋立処分場（仙台市）」への焼却
灰埋立について、議員から県の担当者に「安
全性」を問う質問や意見が続出。
29 日（火） 脱原発仙台市民会議 、1 回目の
仙台市との意見交換会。仙台市役所 本庁舎
２階第二委員会室。 94 名の市民参加。
30日（水） 大崎市、美里町、涌谷町の３市
町、大崎地域広域行政事務組合全員協議会
で、試験焼却の実施の方針を報告。
布施孝尚登米市長、 定例会見で、試験焼
却について「慎重な判断が必要」と明言を
避けた。
奥山恵美子仙台市長、定例記者会見で、
試験焼却する場合、富谷市民対象の説明会
開催を明言。
【12 月】
１日（木） 伊藤康志大崎市長、市議会全員
協議会で、試験焼却に関する住民説明会開
催を表明。
猪俣洋文加美町長、
「 住民説明会を開催し、
理解を得て実施するなら反対する理由はな
い」と一定の理解を表明。
2 日（金） 「東日本大震災復旧・復興支援
みやぎ県民センター」
「 生活協同組合あいコ
ープみやぎ」等 15 団体、村井知事宛に「 放
射能汚染廃棄物のいっせい焼却方針の再考
を求めます」の要請書を提出 。約 30 名参加。
菊地啓夫岩沼市長、定例記者会見で、名
取、亘理、山元との 2 市 2 町でつくる亘理
名取共立衛生処理組合で 試験焼却を 実施す
る方針を表明。 11 月 28 日の各首長との会
合で確認し、30 日の組合議会でも反対意見
はなし。
白石市、県と環境省の担当者が 試験焼却
を解説し、仙南最終処分場周辺の自治会や
水利組合などの関係者約 10 人を対象に説
明会を開催。
伊藤大崎市長、定例記者会見で、住民説
明会で自ら説明に立ち「不安を取り除く」
と表明。
6 日（火） 脱原発仙台市民会議、仙台市環
境局に 2 回目の申し入れ 、
「再質問書」を提
出。11 名参加。
7 日（水） 栗原市、一迫の焼却施設「市ク
リーンセンター」周辺の住民を対象にした
説明会。約 20 人が参加。県と環境省の担当
者が試験焼却を 解説したが、反対の声や風
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評被害などの意見。
9 日（金） 「放射能から子どもたちを守る
栗原ネットワーク」、市民団体連絡会ととも
に、栗原市長に「放射能汚染廃棄物の全県
一斉焼却に反対し、問題解決を全住民合意
のもとに促進することを求める」緊急の申
し入れ。
栗原市、最終処分場周辺の 3 行政区の住
民を対象とした住民説明会を市金成けやき
会 館 で 、 県 と 環 境 省 が 主 導 し 開 催 。 約 15
人が参加し、不安視する意見。
10 日（土） 放射能を拡散させる「一斉焼却」
をスルナ･サセルナ市民集会、古川保険福祉
プラザ多目的ホール 。主催市民集会実行委
員会（原発問題を考える田尻の会、放射性
廃棄物処分場計画に反対する大崎の会 、船
形山のブナを守る会 、鹿島台･ 女川原発の
廃炉を求める会 、女川原発の再稼動に反対
する会（涌谷）、放射能汚染から子どもを守
る岩出山の会）。120 名参加。12 日、伊藤大
崎市長に要請文を提出。
仙台市平和堂前で宣伝署名行動、女川か
ら未来を考える会、仙台金デモ、女性ネットみ
やぎ（新 婦 人）、県 民 センター、共 産 党 県 議 団、
同仙台市議団から 11 名が参加。冷たい雨・雪
が落ちてくる中 、1 時間で 38 筆＋αの署名。
大和町、 黒川地域行政事務組合環境管理
センター周辺住民への説明会を吉田コミュ
ニティセンターで開催。約 20 人が参加、不
安を訴える声 。 11 日も 行い 、 計 4 回開催 。
11 日（日） 「 い っせ い焼 却問 題 を考え る 」
緊急学習講演会、講師岩見億丈医師 、仙台
弁護士会館 4 階大ホール。215 名を超える
参加者。
涌谷町、 町役場で住民説明会を開催。約
25 人が参加、否定的意見が続出。
13 日（火） 「県議の会」の社民党県議団熊
谷義彦氏、共産党県議団中嶋廉氏、県議会
環境生活農林水産委員会で「強制」
「 安全性」
で県を追及。
佐藤勇栗原市長、市議会一般質問で「市
民の理解難しい」と消極姿勢。
登米市議会全員協議会、 「焼却せず」に
土壌に還元する方法で処理するよう、布施
市長に求めることを全会一致で決めた。 19
日、提言書を市長に提出。
17 日（土） 栗原市、堆肥化処理で初の市民
説明会を市金成総合支所で開催。市民と市
議計約 50 人が参加。活用に懸念の声。
大崎市、焼却施設のある古川桜ノ目地区
と岩出山地区で住民説明会。桜ノ目地区説

明会には 60 人が参加、風評被害への不安を
訴える声。18 日、最終処分場がある三本木
地区で説明会。
18 日（日） 大河原町、町内２ヶ所で住民説
明会。仙南クリーンセンター（角田市）に
近い上谷集会所の説明会には約 30 人参加
し、反対する意見が続出。
19 日（月） 角田市、仙南クリーンセンター
で説明会、約 100 人参加。美里町、町駅東
地区交流センターで説明会、約 50 人参加。
健康への影響不安視する意見。
21 日（水） 脱原発仙台市民会議 、2 回目の
仙台市との意見交換会、仙台市役所本庁舎
２階第二委員会室。100 名の市民参加。
仙南地域広域行政事務組合 （2 市 7 町）、
理事会で仙南クリーンセンターでの試験焼
却受け入れを正式決定。
若生裕俊富谷市長、黒川地域行政事務組
合議会の一般質問に、仙台市からの焼却灰
持ち込みに慎重姿勢。
仙台市、富谷市石積の一般廃棄物最終処
分場周辺住民に非公開の説明会。25 人が参
加。
22 日（木） 気仙沼市、クリーン・ヒル・セ
ンターで説明会。約 20 人参加し、「飛散し
ないのか」など不安の声。23 日、市役所ワ
ンテン庁舎でも説明会。
24 日（土） 「放射能汚染から天平の郷土を
守る涌谷の会 （新結成）」、『放射能を拡
散させる「一斉焼却」を考える緊急学習会 』、
涌谷町。約 60 名参加。
25 日（日） 富谷市石積地区（ 38 世帯）の住
民代表 5 人が、
「受け入れ反対」の意向を若
生富谷市長に 伝えた。
26 日（月） 県知事宛の「放射能汚染廃棄物
のいっせい焼却方針の再考を求める緊急署
名」第一次分として 2,553 筆を提出。復旧・
復興支援みやぎ県民センターの綱島代表世
話人とあいコープみやぎの高橋理事長から
担当部局の県循環型社会推進課の佐々木課
長に署名を手渡した後、脱原発仙台市民会
議の広幡事務局長、多賀城市議の中田さん、
栗原ネットワークの鈴木代表、あいコープ
みやぎの高野副理事長がそれぞれ発言 。市
長村長会議の前に知事に確実に手渡すよう
念押し。18 団体約 30 名が参加。
27 日（火） 県、全 35 市町村長を集めた会
議を仙台市内で開催。
「一斉焼却」一時棚上
げに！
【2017 年 1 月】
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5 日（木） 布施登米市長、定例記者会見で、
土壌「すき込み 」実証実験に取り組む方針
を表明。
6 日（金） 佐藤栗原市長、定例記者会見で、
市が独自に進める汚染牧草の「堆肥化」を、
市有地で 3 年ほどかけて行なう意向を表明。
11 日（水） 気仙沼市、市議会震災調査特別
委員会で、基準以下の汚染廃棄物約 360 ㌧
を、土壌「すき込み」など焼却以外の方法
で全量処理する方針を示した。
（空）
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