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「女川から未来をひらく夏の文化祭」に 1000 人
「女川でこんなことがあったの？」
8 月 20 日「女川から未来をひらく夏の文化祭」、
プレイベントとして 8 月 5 日「大きな紙にみんな
でお絵描き」に、大勢の人、1000 人を超える人
たちが集まってくれました。
竹浦獅子振りに始まり、民舞連の民謡や踊り、
様々な展示・実演・販売、光熱費を節約するなべ
布団作り、循環型の地域づくりの岩手県紫波町の
紹介、太陽光パネルを使ったエネルギーの実演、
ドキュメンタリー映画「新地町の漁師たち」上映
会、phoka さんの素晴らしい歌、盛り沢山の内容
でした。
「女川から未来をひらく」という言葉の中には、
「なんとかファースト」という表現とは違った、
外に向けて発信していこうという思いが込められ
ています。
それぞれの場所でいろいろな出会い、繋がりが
ありました。福島の新地町の漁師さんと対談した
女川の漁師たちは、ステージでの対談後も、長い
間話が弾んでいました。
そして、もう一つ。映画を観た女川の 20 代の
漁師は、
「海は除染できないんだよ」と東京電力を
追及する新地町の漁師に、
「鳥肌が立った」と言っ
ていました。しかし、40 年前、一緒に闘った私
の友人は、
「うちらの方が、もっと激しかった」と
言います。
対談後、女川の二人の漁師に、展示してあった、
津波から奇跡的に残った、女川の 40 年前の原発
反対闘争の写真を見せました。
「 女川でこんなこと
があったの？」と驚く 20 代の彼。彼らは原発反
対闘争を知らない世代なのだ、と改めて感じまし
た。彼に、彼の知らないおじいさんの武勇伝を聞
かせ、少しでも原発反対闘争を伝えられたこと、
私にとって意義のある出来事でした。
（阿部美紀子）
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県民が決める！女川原発再稼働の是非
～原発技術者が語る女川原発再稼働の問題～
「東北電力は福島原発事故から何を学んだのか」

田中三彦さん（元国会事故調委員）
「新規制基準は世界一なのか」
後藤政志さん（元原子炉格納容器設計者）
日時□10月7日（土）13時～
《入場無料》
会場□仙台市福祉プラザふれあいホール
（地下鉄南北線「五橋駅」下車徒歩３分）
主催□脱原発をめざす宮城県議の会／女川原発
の再稼働を許さない！みやぎアクション
連絡先：☎/FAX 022-373-7000（篠原）
Email：hag07314@nifty.ne.jp
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－宮城県における放射性廃棄物問題－

「一斉焼却」の新たな展開
「一斉焼却」が、前回の報告後（2-086 号
‘17.01.20）、新たな展開の様相を帯びてきまし
た。これで、焼却が促進されるかもしれない、と
わたくしには思われるのです。何故そう思うかに
ついて、述べてみたいと思います。焼却は止めさ
せないといけません。すき込みも止めさせないと
いけません。
県の「一斉焼却」の提案は、内容的にも、手続
き的にも杜撰なものでした。「ごね得は許さない」
と放言する知事に対し、驚きと憤りを覚えました。
それは潰れるべくして潰れた、といえます。県知
事の思い上がりと焦りの破綻ということになるで
しょう。さて、その半年後（‘17.6.18）に、新
たな県の方針が示されました。一見「一斉焼却」
は消えたかのように見えましたが、そんなことは
ありません。しっかりと「一斉焼却」は生き続け
ているのです。なんとも巧妙なからくりを作り上
げ、なんとしても焼却しようとする内容になって
いるのです。官僚的知恵というか、この巧緻なや
り方はなんとも厭きれてしまいます。住民・市民
の反対の声を無視し、住民・市民を騙してまで、
処理を進めなくてはならない理由はいったいどこ
にあるんでしょうか。

船形山のブナを守る会

芳川良一

てますが、報道されている限りでは、他の４町は
燃やさない、或いは様子見（躊躇）の態度です。
そんな中どうなるか、大崎市長を管理者とする広
域行政事務組合は試験焼却に踏み切るでしょう。
そうしたら、反対の町があっても焼却は実施され
てしまうという構図です。反対の町は、住民の意
見を尊重し、自らの汚染廃棄物の焼却はしないに
しても、他の市町の焼却を止めさせることはでき
ない。涌谷には焼却場がありますが、涌谷の首長
が仮に燃やしませんと言ったとしても、焼却場の
運営は大崎広域ですので、焼却は続けられること
になってしまいます。町民にとっても、首長にと
っても、とても悩ましい状況が到来するわけです。
圏域を持ち出すことにより、もし圏域内に反対の
自治体があっても、燃やすことが可能になる、と
いう実に狡賢い方針になっているのです。

さてこの新たな 方針、何が巧緻かというと、
original の「一斉焼却」は各自治体を相手に各首
長を脅迫し焼却を実現しようとするものでしたが、
こんどは「圏域」というものを持ち出してきて、
圏域内での連帯責任・共犯関係を求めていく仕掛
けになっています。すなわち各自治体の首長は住
民の意見を無視することは難しく、住民の声や抱
え込んでいる廃棄物の量、性質によって、賛否両
論のバラバラな立場に立たされています。そうし
た中、地域行政事務組合という圏域を持ち出し、
一旦そこで新たな方針を受け入れさせ、各首長の
態度はともかく、焼却を進めていこうとするもの
です。そうすれば、もし反対の立場を示さざるを
得ない首長がいたとして、住民に対しては、
「焼却
には反対です」と言い続けることは可能になるわ
けです。しかし実際は圏域内では焼却が実施され
るということになります。
たとえば大崎市で見てみます。大崎広域は、大
崎、加美、色麻、美里、涌谷の１市４町で構成さ
れています。焼却施設は大崎市に２箇所、涌谷町
に１か所あり、最終処分場は大崎市に１か所です。
大崎市は試験焼却に取り組むことを明確に表明し

2

この「一斉焼却」の新たな方針とはどんな内容
なのか。県の説明によれば、①焼却の他に、すき
込みや林地還元、堆肥化も選択肢 ②焼却意向が
ある市町村は、自圏域で試験焼却を開始 ③放射
性廃棄物を保管していない市町村及び焼却を行な
わない市町村は、他圏域からの一般ごみの受入れ
る、というものです。新たな方針では、
「 一斉焼却」
は各圏域で一斉に試験焼却開始の意味に変わった
のです。ところで、この方針についての県の説明
資料には、放射性廃棄物という言葉は出てこない
んです。代わりに、
「農林業系廃棄物」と表現され
ます。このことからしても胡散臭いというか、言
葉でごまかし、危険性を隠して処分を進めようと
しているという感じがしてきます。
「鳴り砂」の読者の皆さんには、焼却や、すき
込みなどは、放射能の拡散以外のなにものでもな
いことは改めて言う必要もないと思いますので、
ここでは述べません。ただ、新聞報道について念
のため、一言だけ付け加えておきます。8 月 27
日の新聞で、大崎市のすき込み実験で「牧草移行
わずか。飼料に利用可能」と報じられてます。8
月 29 日には、登米市のすき込み実験で「ほぼ不
検出」、栗原市では堆肥化で育てた牧草の刈り取り、
の記事が報じられています。はたして報道の内容
を鵜呑みにしていいのか、ということに注意をし
ないといけないでしょう。不検出或いはできるだ
け少ない移行結果をもたらす条件設定の下で、実
験が行なわれているに違いないと疑ってかかる必
要があります。

こうした希釈拡散をもたらす処理方法には、か
つて多くの犠牲者の存在を背景に、悲惨な歴史の
もとに制定された公害法の思想が生かされていな
いことになります。環境基本法（並びに水質汚濁
防止法、大気汚染防止法）から放射性物質適用除
外規定が削除されましたが、いまだ「環境基準」
も「規制基準」も決まっていない。立法府がいつ
までたっても、決めようとしない。それは、公害
法に詳しい方によれば、規制基準があれば排出者
責任が問われることになるので、敢えてそこに手
をつけずにいるんだそうです。なんともけしから
ん話じゃないですか。歴史の教訓が生かせない、
反省ができない、責任を曖昧にするのが日本国、
この放射性廃棄物問題でもそこに行き着いてしま
いそうです。
「放射性物質汚染対処特別措置法」で、不本意
ながら、8,000Bq 以下の処理は自治体の管轄に
なってしまっていますが、そうであるなら、これ
を止めるのは、自治体の主体性ある判断しかあり
ません。主体性があるとは、環境省や県の方針に
追随するのではなく、その地の特殊性を考慮した
うえで、真に市民の安全・健康を守るため考え抜

かれたもの、ということです。しかし自治体をそ
のような方向に導いていくのはなかなか容易なこ
とではないと思われます。まして、圏域というか
らくりを持ち込んだ巧緻な仕組みの中では、自治
の力の発揮も制約を受けてしまいます。
となると、施設周辺住民の方々の反対がますま
す重要性を帯びてきます。施設周辺住民の方々と
市民が連携していく、そういう構図の中でしか焼
却を止めさせるはできないのではないか、そのよ
うに考えます。
（2017 年 9 月 1 日記）

放射能汚染ゴミ解決は自治力で
未申請の廃棄物という抜け穴が・・・
放射能汚染廃棄物「一斉焼却」反対宮城県民連
絡会は、9 月 9 日（土）
・10 日（日）の両日、大
河原町と仙台市の 2 会場でジャーナリストの「ま
さのあつこさん」をお招きし、
「放射能汚染ゴミ解
決は自治力で」と題した学習講演会を開催しまし
た。両会場で 190 名（大河原 79 名・仙台 111
名）が参加、結成集会時の 180 名を超えました。

になるのか、その原因は特措法だと指摘します。
『広島原爆の 168.5 個分に相当する放射能を
まき散らした福島第一事故。汚染者の責任を不明
瞭にしたまま、8000 Bq 未満の汚染ゴミは地方
自治体で処理するとしたのが特措法。従来のセシ
ウム 100 Bq の基準値は年間 10μ㏜の被ばくと
いう計算の下に決められたが、8000 Bq の根拠
は何も示されていない。しかも 8000 Bq 以上の
指定廃棄物は申請者があって成立する。申請しな
ければゴミは存在しないことになり、未申請の廃
棄物という抜け穴が特措法にある。』

●赤信号、みんなで渡れば怖くない
まさのさんは、はじめに「宮城の状況」を確認。
『宮城県は 7 月 15 日 8000 Bq（／㎏以下同
じ）未満の廃棄物 36,000 ㌧を、県内すべての自
治体が協力して広域処理を行うこと、処理方法は
通常の一般ごみとの混焼、と提案しました。しか
し「これは法律ではない」ので、同調圧力や既成
事実化に圧倒される必要はない。しかも提案者の
村井知事は「みんなでお叱りを受けながらも、み
んなで手をつないで一歩前に進むことが重要」と
発言し、
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」宣言
をしている。もし焼却が始まれば、今 8000 Bq
以上の指定廃棄物も、将来燃やされる可能性が高
まる。』

●バグフィルター99.99％の神話を
ふりまく環境省
まさのさんは「焼却していいのか」
「焼却しなけ
ればならないのか」と問題提起し、環境省の「バ
グフィルター神話」を具体的な事例で喝破します。
『バグフィルターは「粉塵」のような粒子状物
質の除去においても大きな機能的限界がある。経
済産業省産業技術環境局監修資料にフィルターの
粉塵除去率と粉塵粒子の大きさの関係を示したグ
ラフがあるが、フィルターが 100％近く機能する
のは払い落とし寸前であって、払い落とした直後
は、小さい粒子で 60％程度の捕捉率に低下する。

●抜け穴だらけの特措法
次にまさのさんは、そもそもどうしてこんな話
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●大崎市長が焼却方針に固執、
住民は反対運動継続

使用開始直後の新しいフィルターは、小さい粒子
は 20～30％の捕捉率しかない。このバグフィル
ターの実績を示す事例が東京都議会で質問されて
いる。2011 年 6 月、下水汚泥に含まれる放射性
セシウム 3.9 億 Bq 分が焼却した後焼却灰から消
えている、と都議が指摘している。』

次に実際に焼却の準備が始まっている地域から、
状況報告を受けました。まずは大崎市、船形山の
ブナを守る会の芳川さんが報告。
『大崎広域組合は大崎市のほか、美里町・涌谷
町などが参加するが、大崎市長一人なぜか焼却に
固執。焼却方針を出さない涌谷町の焼却場にまで
汚染ゴミを持っていき焼却しようとしている。大
崎市住民は 9 月 16 日対策会議を持ち、どうやっ
て焼却阻止するか考える。たとえ試験焼却された
としても、来年 4 月市議・市長選が控えている。』

●福島の汚染ゴミを公共事業で
全国にばらまく計画
さらに危険なことを環境省が企画し、実行の準
備段階にあるとまさのさんは指摘。
『環境省が焼却の次に狙っているのが、福島の
中間貯蔵施設に集まる汚染ゴミを「再生資材」と
して公共事業で全国にばらまくこと。8000 Bq
のゴミを何らかの方法で 8000 Bq 未満にし、そ
れを道路の盛土として活用するとか、煉瓦として
活用するなどの計画だが、南相馬市で今実証実験
が行われている。このような危険な動きをストッ
プさせるためにも、公衆の被ばく限度を年間
1mSv 以内とする法制化を求めながら、県民連絡
会が運動の継続をすすめていくことこそ大切。』
ざっくり紹介すれば、以上のような講演でした。

●大河原では町長あての署名運動開始
県南の会からは、会代表の長谷川さんが報告。
『大河原町長は、町内に燃やすごみがないのに
焼却に賛成。角田クリーンセンターは大河原町内
に近く、しかも新式の溶融炉なので、大量の放射
能飛散が心配。そこで絶対阻止のため、焼却反対
署名を開始した。10 月 1 日には、署名運動成功
のための決起集会を予定。また 10 月 17 日の説
明会に多くの聴衆者を組織したい。』
（脱原発仙台市民会議事務局 広幡文）

原子力空母も原爆も原発も同じ視点で
『原発（福一事故）とマスコミ報道～福島からの視点～』
8 月 31 日、
『マスコミを語る市民の会』宮城主
催の講演会『原発（福一事故）とマスコミ報道～
福島からの視点～』に参加してきました。
お話をされたのは、元 NHK 番組製作ディレク
ターの根本仁さんです。当日頂いた資料の略歴に
よると、根本さんは 1948 年福島県二本松市のお
生まれで 1971 年の NHK 佐世保放送局赴任以後、
長崎・大阪・東京・沖縄・仙台などの NHK 放送
局で、ドキュメンタリー・ドラマ・インタビュー・
歌などの番組を制作され、2005 年に定年退職を
されたとのことです。
根本さんご自身のご紹介の通り、NHK 時代の
各赴任先での出会いや取材が、今日の根本さんの
生き方・考え方に繋がっているような不思議なご
縁を垣間見た思いです。
福島第一原発が営業運転をしたのが 1971 年
の 3 月 1 日ですが、この年は根本さんが NHK に
入った年で、最初の赴任先の佐世保は当時原子力
空母エンタープライズがベトナム戦争の任務に就
いていた頃でした。次の赴任地長崎では、原爆被
爆者との出会いが有り、彼らの証言集の存在を知
ることが出来ました。
福島原発事故以降は、2011 年 3 月 29 日より
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「福島便り」と題してメール仲間に福島の状況を
発信したり、
「生業（なりわい）を返せ、地域を返
せ！福島原発訴訟」（原告数 3865 名）の原告に
なったりと、原発事故と向き合ってこられました
が、原告たちの「証言集」を作るというアイデア
も、長崎での出会いから生まれたようです。
原子力空母も原爆も原発も同じ視点で捉え、
『人
と核は共存できるのか』という問いかけが現在の
根本さんの心を動かしているのではないかと思い
ます。
根本さんは退職後も NHK の姿勢に対しては注
視しておられ、2015 年 12 月には「NHK とメ
ディアを語ろう・福島」代表となり、籾井勝人前
会長は『原発報道は公式発表で報道せよ』と言っ
ており、独自取材の出来る状況ではなかったかの
ではないかと分析されています。
昨年の熊本地震の際には、当初 NHK が地震報
道で使用した地図の範囲には、川内原発の付近は
含まれていなかった事例を紹介していました。
一方で、NHK には ETV 特集のような番組が有
り、良識派の存在を評価されていました。
国や東電は情報を隠ぺい・嘘・矮小化し、居直
り、例えば自分たちで勝手に住宅手当の無償提供

の打ち切りを決めることなどは被害者を脅かす行
為だなどと訴え、被害者としての憤りも吐露され
ていました。
内堀福島県知事に対しての批判もされており、
地元メディアも含めて各マスコミは、知事との関
係が悪くなるとネタが取れないので、知事に都合
の悪いことは記事にしない、とも話していました。
ベラルーシでは 8 年もかけて調べ上げて作成し
た汚染地図の事例を挙げ、福島でも汚染地図を作
るべきだが、都合の悪いことはしたくないのだろ
うと話されていました。
元 NHK ディレクターとして或いは福島原発の
被害者として、根本さんは今後も報道の在り方や
人間と核との共存は出来ないという立場を発信さ

れていくことと思います。
福島県内で声を上げることが難しい中、私も原
発事故被害者団体連絡会【ひだんれん】の集会に
参加し、信号待ちの方の冷ややかな態度を横目で
見ながら、福島市内のデモに参加したことが有り
ます。
「生業訴訟」の 10 月 10 日の第一陣訴訟判決
を見守りたいと思います。
放射能汚染だけではなく原発事故による分断で、
人の心も震災前と変わってしまったのかもしれま
せん。そのような状況の中、声を上げておられる
おひとりのお話を伺える、いい機会となったよう
に思います。 （さ）

「日本と再生―光と風のギガワット」上映と河合弘之監督講演
女性ネットみやぎ 5 周年企画を終えて
◆女性ネットみやぎの 5 年余の活動

変化を作っています。
『河北新報』の世論調査「女
川原発再稼動反対 68％」にも大きな影響を与え
たことは確かです
一方、6 年以上も過ぎたこの頃の街頭宣伝・署
名行動に立つたび、若い女性や母親の方の関心が
薄れていることを強く感じます。正念場の大事な
時期なのに、なかなか新しい力を広げられない状
態をなんとかしたい、と、もどかしい思いです。

女性ネットみやぎは、福島の原発事故があった
翌年 6 月に結成され、今年５周年を迎えました。
事故から１年以上過ぎてからの結成でしたが、
放射能被害を怖れ、日常生活の対策や防護法を求
めて、小さな子どもや小学生を連れた若いお母さ
んが、切羽詰った面持ちで相談に来たり、涙をた
めて訴えてきたりすることがあり、メールでも、
悩みや意見が寄せられました。毎月一回の街頭宣
伝・署名行動を続けてきましたが、初期の頃には、
子連れの若い女性が署名をするために向かってき
ました。署名している彼女の気持ちがひしひしと
伝わってくるようでした。
2 か月後には、個人と団体合わせて 5000 人近
いお名前で一面を埋め尽くした「子どもたちに原
発のない社会を！」の意見広告を『河北新報』で
訴え、注目されました。以来、放射能汚染に関わ
って、初めて聞く単語「シーベルト」や「ベクレ
ル」のこと、食品への影響と対策、保養について
など、
「 子どもたちを守りたい」
「 原発はいらない」
の思いを込めて、学習会や測定会、講演会、映画
会などに取組みました。
私どもは、まだまだ「ひよっこ」グループです
が、以前からねばり強く活動してきた「みやぎ脱
原発・風の会」や「みやぎアクション」と一緒に、
「女川原発を再稼動させない」強い流れを作って
いこうと思っています。
脱原発をめざす宮城県議の会、太陽光発電を広
げる市民組織、放射能汚染ゴミ処分での県民連絡
会や金曜デモなど、原発放射能に関わる市民運動
は大きく広がり、県政だけでなく市・町・村にも

◆女性ネットみやぎ 5 周年企画
9 月 3 日、やっと河合弘之監督に予定をとって
いただき、
「日本と再生―光と風のギガワット」上
映と講演をセットで実現させることができ、260
名の方に観ていただきました。すでに、原発後の
エネルギーについて考えることが不思議ではない
状況になっています。世界のエネルギー事情と日
本での変化と今後を考え「原発はいらない」と確
信させる素晴らしい映画でした。
参加者からは「他国と自国の状況が分かってよ
かった」「希望が持てた」「女川原発再稼動阻止を
めざそう」
「 心配していたことが薄れていった」
「夢
が夢でなくなる日も近いと思った」
「 再生エネルギ
ーの未来に光が見えて、うれしくなった」
「東北電
力の経営陣にこそみせたい」などの感想が寄せら
れました。
この企画に参加したみなさんのご協力をいただ
きながら、今後の女性ネットみやぎの活動にも変
化と前進を作って行きたい、と思います。
（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 事務局長 本田永久子）
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原発問題の“ミニミニ？”解説 その 1１

の≪追記≫

強度とヤング係数の齟齬を放置した解析の意味
前号『ミニミニ解説１１』で、女川１・２の
実際のコンクリートが「高強度」であることの
謎について指摘しましたが、その関連での追記
をします。
実は、上記原稿作成中の6.15規制委適合性審
査で『原子炉建屋の構造的影響評価について』
が報告されていましたが＜6.15資料１－４：全
４７２枚＞、目を通す余裕は全くなく、一切触
れませんでした。そこで、一段落した最近見て
みたところ、東北電力は、
「初期剛性低下の要因
として、耐震壁等の構造的損傷や支持基盤の剛
性低下が関与しているかどうか」を検討する目
的で「地震によって受けた原子炉建屋の構造的
影響を評価」していました＜6.15資料１－４本
文：４頁。下線筆者、以下同じ＞。
具体的には、耐震壁について、設計時点で弾
性設計用地震動（基準地震動Ｓ１）に対し建築
基準法の「許容応力度設計」を行なっており、
それは「コンクリートのひび割れや剛性低下を
部分的に認めながら、計算した応力が鉄筋など
の許容応力度を越（ﾏﾏ）えないこと」を求めて
いるとして、
「 鉄筋損傷を示唆する過度なひび割
れが発生していないかどうか」を確認していま
す＜同：５頁＞。
そして、「耐震壁の点検、解析結果の両面か
ら」から「建屋の鉄筋コンクリート部材は弾性
設計用地震動（Ｓ１）に対する許容応力度設計
の範囲内であることが確認された」ので、
「初期
剛性低下の要因としては、少なくとも支持基盤
の剛性低下や構造的損傷が原因では無いと判断
される」として、
「今後、その他の候補（材料の
特性等に起因する影響等）について検討した結
果を示して行く」と確約しています＜同：７４
頁＞。ですから「今後」に期待するしかありま
せんが、結局は、前々号『ミニミニ解説１０』
で可能性を指摘した、
「内部ひび割れ」や「乾燥
収縮ひび割れ」が原因、ということに落ち着く
のではないでしょうか。
それはさておき、前号『ミニミニ解説１１』
で、実際のコンクリートの『高強度』測定値を
解析に反映させていないことを批判しましたが、
東北電力様、失礼いたしました。＜6.15資料１
－４＞の「添付４ ３次元ＦＥＭ非線形モデル
によるシミュレーション解析」で、
「コンクリー
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トの圧縮強度は、コア調査結果を基に設定した」
として、設計基準強度の「32.4」ではなく「56.6
（最大値）」が用いられていました＜271枚目の
添付4-2-3頁：以下「単位」は省略＞。
でも、その一方で、初期剛性を表わす「ヤン
グ係数」は、
「剛性低下」などによる「振動特性
変化に基づき設定した」として、「2.0～3.34×
10４ 」が採用されています。
ちなみに、設計基準強度「32.4」と実測値「56.6」
から、東北電力も依拠した『鉄筋コンクリート
構造計算規準・同解説（1999･2010）』記載の「２
つの式（強度によって使い分け）」から筆者が計
算したヤング係数は、前者で「2.67×10４ 」
（強
度「36以下」の式：後述のヤング係数設計値
26500に対応）、後者で「3.15×10４ 」
（強度「36
より大」の式）となり、逆に「2.00×10４ 」～
「3.34×10４ 」から逆算したコンクリート強度
は「18.1」～「67.5」
（強度「48以上」を考慮す
ると「59.5」）となります。
このような“値のばらつき”から、
「添付４」
の解析は、
“つじつまの合わない”コンクリート
強度やヤング係数を（適切にではなく）
“ 適当に”
設定したもの、ということになるのではないで
しょうか。結論として、鉄筋の「解析ひずみ」
は「降伏ひずみ」の最大40％なので「鉄筋は降
伏していないと判断できる」と述べていますが
＜277枚目の添付4-3-5頁＞、素人の筆者には、
このような“つじつまの合わない”解析自体に
どれほどの信ぴょう性があるのか、理解できま

せん。
一方、「添付６ ３次元ＦＥＭ等価線形モデ
ルによるシミュレーション解析」では、設計値
ヤング係数「2.65×10４ （26.4×10３ ）」に対し
て、それ以下の「7.94～21.18×10３ 」を用いて
いますが＜300枚目の添付6-2-4頁＞、上記同様
に逆算すると、強度は「2.9～20.3」という信
じられない値となります（それだけコンクリー
トが「損傷を被った・被っていた」ということ
なのでしょうか？）。やはりこのような“現実
離れした”物性値を用いた解析にどんな意味が
あるのか、疑問を感じます。
コンピューターは、どんなに“おかしな数
値・非現実的な数値”が入力されても、忠実に
計算して結果を出してくれますが、それを「観
測記録と概ね整合することを確認した」＜332
枚目の添付6-3-1頁＞という東北電力お得意の
“主観的判断”で正当化しても、現実の原子炉
建屋の健全性を証明するものにはならないと思

います（少なくとも、ある程度の幅のばらつき
を考慮したとしても、現実のコンクリート強度
やそれに基づくヤング係数を用いた解析を行な
うことが必要なのではないでしょうか）。
以上について、ぜひ検討会の専門家に詳しく
検討・解説してもらいたいと思います
＜2017.8.7 了＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

原発問題の“ミニミニ？”解説 その 1１

の≪追記 その２≫

志賀２では実際の強度とヤング係数で解析！！
『鳴り砂』でこれまで何度か取り上げた
「2016.9.28志賀２雨水流入問題」に関する
17.5.15北陸電力報告（補足説明資料30）を見た
ら、雨水漏洩の一因となった「床ひび割れ」の
検討・解析で、この間の『ミニミニ解説№９～
１１』で言及した女川２「ひび割れ・剛性低下」
問題と関係する記載がありました。そこで、こ
の話題は‘もう飽きた・ちっとも分らない’と

思われることを覚悟で、さらに追記します。
まず、北陸電力の「幅0.3㎜以上」のひび割れ
の補修基準・補修期限は「建屋の構造上及び耐
久性の観点から設定したものであり、水密の観
点で定めたものではなかった」ということで、
乾燥収縮による幅0.3㎜以上のひび割れを確認
していたものの、‘構造上・耐久性と無関
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係’として、漏えい防止の観点を考慮・見直し
しないで（次の補修期限まで）放置していたら、
補修する前に運悪く？大雨があり漏水してしま
った、と反省しています＜5.15報告本文：25、
30頁＞。
一方、東北電力は、3.11・4.7地震後の原子炉
建屋健全性『判定基準』に、
「耐漏えい性能に影
響を与えるひび割れがないこと」も挙げていま

すが＜2017.3.24第11回検討会資料-3：11頁、な
どなど＞、
実際には‘微細なひび割れは重要でない’と
して、「構造上問題となる（幅1.0mm以上の）
ひび割れがないこと」だけに限定して点検し＜
同：15頁＞、「点検結果からは構造上の問題は
ない」と判定しています＜同：20頁（赤字は原
文のまま）、などなど＞。

アレレッ？ 「耐漏えい性能に影響を与える
ひび割れがないこと」という最初の『判定基準』
はどこへ行ったのでしょうか。
でも、3.11・4.7地震により発生した可能性が
否定できない「幅1.0㎜未満」のひび割れ1130
箇所を（構造上は問題がないのに！）
「既に順次
補修している」とのことですから＜同：20頁＞、
これは、今後（志賀２のように漏水して）問題

が生じないよう、
「耐漏えい性能に影響を与える
ひび割れ」多数発生という『判定結果』は‘イ
メージが悪い’ので、明言せずに‘コッソリ補
修している’ということです。それなら、志賀
２の教訓を踏まえ、
「 水密性」に抜けがないよう、
乾燥収縮ひび割れも一緒に補修して欲しいもの
です（と言われなくとも、コッソリと補修済み
かもしれませんが…）。
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なお、2017.6.15規制委審査資料
1-4『原子炉建屋の構造的影響評価
について』＜全472枚＞では、水平
方向の基礎版の健全性点検におい
て「0.3mm以上のひび割れ」が確認
されたとのことですが、解析結果で
はひずみ・応力度とも「ひび割れが
入る目安値以下」で、その「分布は
偏っており」（対称性を有しない：
原文は「対象性」と誤記）、
「分布し
ていないエリアは、地震前にひび割れ補修を実
施したエリアと重複している」ことなどから、
「全て乾燥収縮等によるひび割れであり、地震
によるひび割れでは無い」
（赤字は原文）として
います＜450～451枚目の添付7-11～12頁＞。
でも、今回0.3mm以上のひび割れ分布が確認
されたエリアは、なぜ‘地震前に補修’を実施
しなかった＝放置していた？のでしょうか。ま
た、もしも地震前は0.3mm以上のひび割れはな
く、地震後に幅が0.3mm以上に拡大したという
ことなら、それは‘地震の影響’と考えるべき
で、
「地震によるひび割れでは無い」と断言する
のは不適切だと思います。まあ、コッソリとで
も、補修はしっかりと行なって欲しいものです。

内）の強度管理材齢にお
いて「品質基準強度」以上の強度があれば問題
なし、ということでした。
これは、【3.2.4-1図】のように、コンクリー
ト強度：ｆｃは時間経過に伴って増大する（セ
メントの水和反応が進む）ため、
「品質基準強度
（志賀２では設計基準強度32.4）」を91日目で
確保していれば（赤矢印：筆者）、その後はそれ
以上の強度になるから『安全』ということです。
そして、志賀２では、５年経過後には「強度
約70（設計値32.4に対する比率2.16）」と推定さ
れていますから＜②20枚目＞、前号で指摘した
女川１・２での（数年～十数年以上経過後の）
「高強度」は、
‘特に問題はない’ようです（設
計基準強度が高強度の場合は、固化の初期段階
で、水和熱などでひび割れその他の問題が生じ
る、ということのようです）。東北電力の技術者
の方々、前号では大変失礼いたしました。ただ、
そうすると、女川２の強度実測値「45.9～56.6
（対設計値比1.42～1.75）」は、志賀２の強度増
加を参照すれば、逆に“異常に低い”のではな
いでしょうか（次々に文句ばかり付けて、申し
訳ありません。次々に疑問が生じるものですか
ら）。

と前置きが長くなりましたが、志賀２の
17.5.15報告（①本文を含み200枚、②続き142
枚の２ファイル）に、漏水原因となった非常用
電気室の「床ひび割れ」の解析があり、女川２
に参考となるコンクリート強度・ヤング係数な
どの記載がありました。
まず、コンクリート強度について、設計基準
強度は「32.4」
（女川２と同じ！！）で‘構造上
の問題はなし’、また‘施工も問題はなし’とし
て、
「 構造上の欠陥及びひび割れの発生し易い構
造とはなっていないことを確認した」としてい
ます＜添付資料65～66：①198～200枚目、②
１枚目＞。
ここで、北陸電力も引用している『ＪＡＳＳ
５Ｎ』を、前号『ミニミニ解説１１』で言及し
た記載の確認も兼ねて（奮発して）買って見て
みましたが、やはり原
発施設の設計基準強
度は「18～36」とされ、
施工時の目安の「品質
基準強度」は「設計基
準強度もしくは24」の
いずれか大きい方と
して、91日＝13週（以

また、志賀２では、「コンクリート強度」や
それに対応する「ヤング係数（初期剛性の指標）」
＜【3.2.4-2図】②21枚目＞の経時変化（強度同
様に時間とともに増大）を考慮して、2007.3.25
能登半島地震時の「強度：68.3」や「ヤング係
数：3.5×10４ （設計値2.65に対する比率1.32）」
＜【3.2.4-1表】②21枚目＞を用いて、ひび割れ
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の原因となるせん断応力・ひずみ等の解析
を行なっています＜②１８～２９枚目＞。
ですから、この間の繰り返しになります
が、東北電力も、
（１）まず3.11等地震の解
析において、設計値ではなく、実際の強度
（1.42～1.75倍）やヤング係数（初期剛性
低下も考慮）を用いた解析を行なうべきで
す（別稿≪追記≫で指摘したように、強
度・ヤング係数に齟齬があるような“適当
な”解析では無意味です）。そして、その
結果、いくつもの観測記録・ひび割れ状況等と
整合するモデルが得られた場合に初めて、（２）
そのモデルや使用した実際の値を適合性審査の
「基準地震動（Ｓｓ・Ｓｄ）解析」に使用して、
安全性を証明すべきだと思います。
それにつけても、“通常は”時間経過ととも
に強度・ヤング係数が増大することに鑑みれば、

「初期剛性低下」という女川２の“異常な状態”
については、もっと徹底的に原因を究明する必
要があるものと思われます。
この点も含め、県・検討会の専門家に、きち
んと検証してもらいたいと思います。
＜2017.8.26 完＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

竹村英明氏講演会 「電力自由化と再生エネの展望」

われわれ世代の責任として、是非とも電力自由化を！
竹村英明氏による上記講演会が、8 月 26 日、
仙台市民サポートセンターにて「NPO きらきら
発電」の主催で開催された。竹村氏はイージーパ
ワー（株）の代表取締役をはじめ、各種団体の理
事長や代表を務め、再生エネルギーの普及に尽力
されてこられた。その経験と知識から電力自由化
と再エネに関して詳細に筋道をたて説明され、い
ままで私の知らなかった多くの事実と、政府の陰
謀と思える政策を知る機会を得る事になり、大変
有意義な講演であった。
そこで講演の中から、特に注目すべき事実や、
電力自由化を阻止するために仕組まれた政策につ
いて多少紹介してみたい。
①世界的には再生エネルギーの主役である風力
発電が、日本ではほとんど進んでいない。しかし
実際には、風力発電のポテンシャルは日本の電力
需要の４倍もの能力がある。それを国の 2030 年
度電力構成見通しでは 1.7％しか見込んでいない。
主力電力となり得る風力発電を抑え込んで、原発
や石炭火力を推進する政策となっている。
②再エネを邪魔する三つの壁として、1)送電網
の壁 「接続容量が足りない」と再エネの接続を
拒否、又は接続負担金を要求。
（実際は空いている
が、将来の原発再稼働や石炭火力の増設分を先取
りしている） 2)計画値 30 分同時同量の壁 電
力会社には 30 分ごとに需要と供給を合致させる
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義務がある。再エネを主に買い取りたい新電力に
もこの義務を負わせられると、供給電力の変動の
激しい再エネだけでは対応が難しい。そのため原
発や石炭火力の電力を買わざるを得なくなる。
（本
来は各電力会社ごとに需給バランスを取るのでは
なく、送電線網に接続されている全ての発電量で
バランスを取るべきである） 3)電気料原価の壁
新電力会社が送配電会社（今はまだ東北電力等の
電力会社）に支払う仕入れ価格は、2016 年度か
ら市場価格に変更され、託送料金（送電網を使っ
て電気を送る費用）が転嫁され、再エネは高くな
った。
（再エネの有利性を消し、新電力つぶしの政
策）
③電力自由化の現状 2016 年 4 月に始まっ
た低圧（一般家庭）の新電力のシェアは実質 2％
程である。更に新電力が仕入れ契約を結んでいる
再エネ発電所のシェアはたった 0.2％しかない。
したがって残り 99.8％は従来の電力会社の電気
を使っている。
④電気料金の内訳 1)仕入れ価格 2)託送料
金 3)燃料費調整額と再エネ賦課金 4)需給調
整コスト 5)社内経費 6)利益 となっている。
その内 1),2)が 80％以上を占めている。1)の再エ
ネ仕入価格は市場価格連動となり、高止まりして
いる。2)は契約容量と使用量により変わる。この
事から再エネは安くならない。

こうした政府、電力会社、重電メーカによる卑
劣な再エネつぶしに対し、我々はどう対処したら
良いのだろうか。竹村氏は次の三つを提唱してい
る。
１．1 日も早く脱原発や地域資源を活用した再エ
ネ比率の高い新電力にスイッチングして、従来
の電力会社のシェアを減らそう。
２．市民が直接お金を出資して、再エネ発電所を
応援しよう。
３．原発、石炭火力の政府方針に反対して、日本
のエネルギー政策を変えよう。
多くの人々がこの提唱に賛同し、電気を政府と
電力会社から市民の手に取り戻し、真の電力自由
化を達成したいものだ。
また竹村氏は電力自由化による電力問題以外の
項目について
１．地球温暖化防止
２．社会（貧困、差別、平和、経済）を良くする
３．子ども達に未来を残す
を上げられた。これは正にきらきら発電が目指
す社会と同じである。

・他人まかせにした結果が、最悪の原発事故で
は・・
われわれ世代の責任として、是非とも電力自由
化を実現しなければと再確認させられた講演であ
った。
（きらきら発電 太斎義明）

最後に、講演テキストの冒頭に書かれていた言
葉が一番心に残っている。
・私たちはコンセントの向こう側を知らなすぎで
は？

飯田哲也氏講演会報告～小さな渦がどんどん広がり・・・

自然エネルギー革命は始まっている
8 月 26 日、エルパーク仙台に於いて「どうす
る？我が家の電気代～発電産地とつながろう～」
と題したイベントが催されました。主催者は生活
協同組合あいコープみやぎ。この秋からあいコー
プは、ＦＩＴ電気（再生可能エネルギー）比率
80％以上を誇る「パルシステムでんき」を組合員
に届けます。それを記念し、みんなで再エネを理
解し、一致団結して再エネ社会を築いていこう！
と決意を固めるキックオフ集会でした。記念講演
には環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲也氏
を講師にお招きし、会場には 120 名ほどの参加
者が詰めかけました。

を押し付ける日本は、本当に時代遅れだと感じま
した。自然エネルギーの発電コストは年々安くな
り、世界はそれに気付き行動しているというのに。
また、発電方法だけでなく、事業を大規模中央独
占から小規模地域自立へシフトさせていくべきだ
というお話もありました。
あいコープが宮城県内に供給する「パルシステ
ムでんき」の発電産地には、日本各地の農家など
の小さな発電所が含まれています。水田の用水路
を流れる水を利用した小水力発電や、養鶏場の鶏
糞を使ったバイオマス発電など、方法は様々です。
宮城県からは、原発事故の被害を強く受けた地域
の一つ、丸森町筆甫地区の「ひっぽ電力」（現在、
耕作放棄地を利用した太陽光発電が主力）も加わ
っています。後半はこのひっぽ電力にもご登壇い
ただき、トークセッションを行いました。ひっぽ
電力の、原発に反旗を翻し再エネで地域を復興す
ることになった経緯なども聞くことができました。

飯田氏は、原発や化石燃料から再生可能エネル
ギーへの転換は、専門家の想像をも超えた物凄い
スピードで進んでいると、数々のデータを示しな
がら説明されました。不良債権化した原発にしが
みつき、
「ベースロード電源」などというあたかも
必要であるかのような表現で国民に原発の必要性
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【インフォメーション】

飯田氏はひっぽ電力の立ち上げにも深くかかわ
られたので、トークの中でも、まず人と人が出会
い、同じ目的でチームを組む事、その小さなチー
ムからすべてが始まることが大切だと、ひっぽを
例に挙げ語られました。大資本が外から開発する
のではなく、地域主導で地域の人間が「発電所を
作ろう」と立ち上がったことがどんな強みを持つ
か、それは小さな渦がどんどん広がり、仲間を増
やし、発展を続ける、成功のスパイラルになると
いうのです。これまでの大手電力会社のような「上
から目線」の官僚主義ではなく、一人一人が自分
の地域のために考え、働く。それが強大な力にな
るというお話にワクワクしました。日本中にそう
いったコミュニティが拡がれば、間違いなく原発
や化石燃料に頼る時代は終わるでしょう。

[詳細はそれぞれの主催者に確認して下さい]

第 246 回＆第 247 回
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
（略称：脱原発みやぎ金曜デモ）
https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
日時□9 月 22 日（金）肴町公園
9 月 29 日（金）元鍛冶丁公園
（18 時 30 分集合、19 時デモ出発）
主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西）
（090-8819-9920 電話は 20 時～22 時まで）
e-mail:miyagi.no.nuke@gmail.com

「原発いらない」。そう叫ぶ声には必ずと言って
いいほど反論する声が出ます。
「 ではどうするのか、
電気は使わないのか、昔のように不便な生活をす
るのか」と。飯田氏のお話を聞けば、その論点の
おかしさに気づけるはずです。原発や化石燃料に
頼らないという事は、不便な生活をするという事
ではありません。世界はもう、安全で安い再生可
能エネルギーに舵を切り、原発はクリーンでも安
価でもないと知っています。先進国で日本だけが、
こだわり、大手が独占し、再エネの普及を妨げて
いることが良くわかる講演とトークでした。
私たち消費者には、電力会社を選ぶ権利があり
ます。飯田氏の講演でも「誰が何のために始めた
発電事業か」が大切であるとありました。原発の
ない社会を作りたい、ＣＯ２を減らして環境を守
りたい、地域を振興させたい、そんな「それぞれ
の電力会社の想い」をよく見極め、共感し協力し
たいと思う会社に、大切な電気代を支払いたいも
のです。その選択が、
「原発イラナイ」の意思表示
であり、私たちが個人で出来る、原発のない社会
を作る手段の一つです。

仙台パワーステーション操業差止裁判決起
シンポジウム 「石炭火力発電を問う」
基調講演「公害裁判と環境保全」
宮本憲一氏（滋賀大学名誉教授）他
・石炭火発による健康被害
・現地報告・差止裁判の意義
日時□10 月 1 日（日）9 時 50 分～17 時 40 分
会場□片平さくらホール 2 階会議室
（東北大学片平キャンパス内）
《参加無料》
主催□仙台港の石炭火力発電所建設問題を
考える会
問合せ先：☎022-795-7557 明日香壽川研究室
http://urx.mobi/FAmQ
今こそ原発の廃止を
－くらしの安心と安全を考えよう－
講師□原田雅樹氏
（清泉女子大学教授・ドミニコ会神父）
パネリスト□梅森寛誠氏（日蓮宗法運寺住職）
服部賢治氏（放射能問題支援対策室いず
み事務局長）／庄子都氏（主婦・日本キ
リスト教団西仙台教会信徒）
日時□10月15日（日）14時30分～16時30分
会場□カトリック元寺小路教会
（仙台市青葉区本町1－2－12）
《入場無料》
主催□日本キリスト教団西仙台教会／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／日本キリスト教団東北教区宣教
部／カトリック正義と平和仙台協議会
問合せ ☎ 080-5222-3360（早坂）

ＦＩＴ電気（再生可能エネルギー）比率の高い
パルシステムでんきは、あいコープ組合員であれ
ば宮城県内全域の世帯が利用できます。でんき利
用のみの加入も可能です。多くの方に利用してい
ただき、電気利用をきっかけに、県内にもっと脱
原発の輪を広げたいと思っています。
（あいコープみやぎ 鈴木真奈美）
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