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柏崎刈羽５での制御棒誤動作
2016. 3.8 東電・柏崎刈羽原発５号機（停止＝定検中、
再稼動未申請）で起きた「制御棒１本の予期せぬ動作」
（ドリフト）について、4.8 に報告がありました。当該
制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの復旧作業中、
「 １２
６弁」の‘ボルトの片締め（締付が不均一）’により弁の
ボディ（本体）とボンネット（蓋）間のシール面（フラ
ンジ部の密着面）の圧縮が不均一となり【右図：ボディ・
ボンネット間の隙間に 0.75mm の差⇔締付管理値は差
0.2mm 以内】ボンネット部が傾くことで弁本体の閉止機
能が低下して隙間からシートリーク（漏水）が生じ、そ
のリーク水が「１０１弁」配管内の残留空気を圧縮（加
圧）し、ユニット復旧のため１０１弁を「開」操作した
時、圧縮空気で一時的に圧力が上昇して制御棒が挿入さ
れた、とのこと【下図】。再発防止策として‘１０１弁配
管に空気が残留しない手順に変更’するそうで、事故を
教訓に“トラブルの芽”が一つ摘まれたようで、よかっ
た、よかった…。
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2016 年 5 月 20 日

アレッ？「ボルトの片締め」はどうなったの
でしょうか。
「ボルトの片締め」は頻繁にあり、再発防止
は不可能ということで敢えて“触れなかった”
のでしょうか。確かに、
「１２６弁」の設置場所
は配管や他の弁で非常に込み入っているようで
【右図】、素人目にはボルトの締付作業などはし
にくいと思えます。さらにＢＷＲではユニット
が格納容器真下にあるため、被曝線量を抑える
ために短時間での作業遂行（や全面マスク・防
護服での作業）が求められ、
“丁寧な作業”は困
難かもしれません。そのためか、3.8 に誤動作
した「制御棒№30-55」だけでなく、直近の 2.24
には「制御棒№18-35」の１２６弁ボンネットフ
ランジ部から漏水が発生しており、その原因も
やはり「ボルト片締め」でした！
今回の点検時にはそれらの弁は分解点検され
ていないようですので、直近の分解点検時、場
合によっては５号機の建設時に、片締めされ、
これまで見逃されていたのかもしれません。

いずれにしても、潜在的に“ミスを誘発し易
い”作業環境（狭い・暗い・暑苦しい）が原発
内に無数にあることが第一の問題です。さらに、
被曝労働・作業ノルマからの作業時間短縮圧力
や深夜作業などのため、時間を十分かけての作
業や作業後の検査・ダブルチェックがしにくい
状況を（下請けに）強いているからこそ東電は、
「ボルト片締め」などの作業不備に対する抜本
的再発防止（被曝も含めた作業環境・設備配置
等の抜本的な見直し、十分な作業時間の確保、
深夜作業の禁止、等々）は経済的に不可能とい
うことで、今回の報告でも“知らないふり”を
したのだと思います。でも、東電だけでなく東
北電力においても、そのような“トラブルの芽”
を一つ一つ洗い出して解消しない限り、原発の
安全性は向上しないと思います。「ボルト１本」
から予期しない大事故に至る可能性があるのが
原発だということを忘れてはなりません。
＜2016.4.24 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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見えない部分の“杜撰工事”も検証を！
2016.3.29 東北電力は、東電・柏崎刈羽６（Ｋ
Ｋ６）で 2015.9 明らかになったケーブル不適切
敷設問題に関する 2016.1.6 規制庁の‘中央制御
室床下での安全系・非安全系のケーブル分離不
充分は問題’との見解に“シブシブ”従い、「女
川２，３号機については，…中央制御室床下に
は火災感知器は設置しておらず，運転員が異常

を認識したとしても，直ちに出火源を特定し消
火を行うことは困難であると考えられることか
ら，今後，新規制基準への対応の中で，中央制
御室床下の構造を踏まえた設備面の対策を強化
していく。」と規制委へ報告し、幕引きを図ろ
うとしています。

確かに、ＫＫ６を教訓にケーブル分離につい
ては修正＝安全性が増すものと思われ‘よかっ
たよかった’ですが、そもそも「分離板無し」
や「破損・欠損」
（大半は作業者による“故意の
穴あけ”と思われます）をもたらしたのは建設
時・改修時の“杜撰工事”にあることは明らか
で、それはケーブル工事だけに限らないのでは
ないでしょうか。特に目に見えない部分・検証
困難な箇所（建屋内部等）の工事が“設計通り”
に行なわれているのかどうか、改めて検証する
必要があるのではないでしょうか。
今年２月の定期報告で東北電力は、「地震発
生当時に２号機の使用済燃料プールに貯蔵され
ていた新燃料（全７２体）について外観点検を
実施していたところ、燃料集合体１体の上部タ
イプレート上面に微細な異物が付着しているこ
とを発見…（平成２８年２月２４日）。その後
も、燃料集合体の…外観点検を実施した計３０
体のうち２体について、上部タイプレートやス
ペーサに微小な異物が計３個付着していること
を発見」（下線筆者）したとして、また「地震
発生当時に２号機の原子炉に装荷していた燃料

集合体については、平成２５年８月７日に、燃
料集合体１体の第７スペーサ表面に微細な異物
が付着していることを発見…（平成２５年９月
１０日お知らせ済み）」（同）したと述べてい
ます。後者（使用中燃料）については、（前者
の新燃料への異物付着に鑑みれば）原子炉内で
はなくプール移送後に異物が付着した可能性が
高いと思われますが、原子炉建屋最上階の“開
3

放空間”にあるプール水の管理・異物混入防止
すら（おそらく福島事故後の緊張感を持った状
態で作業にあたっている？）現在でも徹底でき
ていないのに、安全神話全盛期の建設時
（89-94）の目に見えない部分の工事がすべて
十全に行なわれたと考えることはできません。

振動による家屋へのダメージ蓄積・倒壊などが
注目されていますが、前号『鳴り砂』で指摘し
た２号機原子炉建屋のひび割れ・耐震性劣化（塑
性域移行）問題や１号機配管の弾性限界超過問
題などに加えて、
「検討会」では過去（建設時の
工事）にも遡った徹底した検証を行なってもら
いたいと思います。 ＜2016.4.29記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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トリチウム問題：税金泥棒に‘一分の理’？
＜4.20 朝日＞に、『鳴り砂』№245（2013.9）
でも取り上げた福島第一原発汚染水中のトリチ
ウム（三重水素Ｔ：半減期 12.3 年のベータ線（β
－
線）放出核種）問題について、経産省の作業
部会が 4.19 に「分離は困難」と評価した、との
記事がありました。トリチウムは、水素Ｈの同
位体（原子の重さ（質量数）の異なる仲間）で、
それを含むトリチウム水（ＨＴＯ）は普通の水
（Ｈ ２ Ｏ）とほぼ同じ挙動を示すため、分離困
難は当然です。そのため、放射性セシウム（金
属イオン）等が対象の多核種除去装置アルプス
（ALPS）では除去されず、処理水（貯蔵タンク）
中に膨大な量が溜まり続けていますが、記事に

よれば、経産省が「分離方法」を公募し、６企
業１大学が応じたものの、
「 すぐ実用化できる技
術は確認されなかった」とのこと。
‘さもありな
ん’ですが、それ以上に噴飯ものは、同作業部
会で５つの「処分方法」を検討し「水で薄めて
海に放出する方法が最も短期間で安く処分でき
ると評価した」との部分で、そんな“しょうも
ない”結論を得るための会議など、税金の無駄
遣いです。
でも、
‘税金泥棒にも一分の理’があるのかも
と思い、4.19 トリチウム水タスクフォース第 14
回会合資料を見てみたところ、
‘事実は記事より
奇なり’でした。

4

表＜4.19 資料１：３頁＞の上から２つ目の
「前処理なし・海洋放出」（＝単なるたれ流し）
は、水中の濃度限度「６０Ｂｑ/ｃｍ３（６万Ｂ
q/ℓ）」に対して現状の福島汚染水（貯留原水）
は「５０～４２０万Ｂq/ℓ」のため、「実現困難
（成立性なし）」という評価がなされています
（当たり前！だからさすがの東電＋国も“たれ
流し”はできず、困っているのです）。一方、上
から８番目の最有力候補「希釈・海洋放出」で
は、
「効率的な希釈方法等についても要検討」と
の注意書きがなされ、さも“課題”がある（単
純に薄めてたれ流すのではない）かのように見
せかけていますが、そんなものはそれ以外の方
法の手間・費用に比べれば何ら問題にはなりま
せん。
表をパッと見て、６行目と最下行の留意事項
中「最終形にはならず」の意味がよく分かりま
せんでした。どうも‘危険性（放射性）が消失
し無害化する’とかの話ではなく、単に‘自分
の目の前から消える・人の手を離れる・管理責
任を免れる’ことのようで、さすがは“言に長
けた”原子力ムラの専門家やお役人！、海洋・
大気・地下に（希釈）放出・たれ流しすること
をそのように表現するようです（アンダーコン
トロール、冷温停止状態、などと同じ！）。でも、
自然界に希釈放出した（つもりの）重金属・有
害物質が、
「生物濃縮・生体濃縮」により水俣病
（5.1 が“公式確認”から６０年：
“発生”から
ではありません）をはじめとする『公害』を発
生させた事実を教訓化すれば、
「最終形」にする
ことで問題は何ら解決しないことは明らかです。
放射性物質は、半減期の１０倍（トリチウム
なら１２３年）経過してようやく１０００分の
１に減衰するだけで、しかも放射線の最大の特
徴が「確率的影響」であることを考えれば（特
にトリチウムのベータ線は、エネルギー的にヒ
トの遺伝子ＤＮＡを傷つけ易いといわれていま
す）、「Ｎ分の１」に希釈したところで放出量・
拡散範囲が「Ｎ倍」に増えれば人間（生物）集
団に影響を及ぼす「確率」は変わらず、
「最終形」
にしても“無害”になるわけではありません。
むしろ、被ばく影響を抑えるには、費用がかか
っても、十分に減衰するまで‘目の前で’貯蔵・
保管するしかないのです（逆に言えば、長期保
管で“毒性”が低下するのが、放射能と重金属
の最大の相違点です）。
「トリチウムの回収と除去は，核融合炉にお
けるトリチウム問題が深刻に考えられ始めた
1970年代からの継続した課題であり，熱心な研
5

究活動がなされてきた」というのは、たまたま
ネット上で見つけた「プラズマ・核融合学会誌
第76巻第10号（2000.10）」の深田智論文です＜
pp.1036-1043＞。かつて‘未来・夢のエネルギ
ー’とされた『核融合』は（当時も現在も）ト
リチウムと重水素（デューテリウムＤ：水素Ｈ
の同位体）を融合させる「Ｄ－Ｔ反応」ですか
ら（太陽ではＤ－Ｄ反応）、ある意味でトリチ
ウムは“貴重な燃料資源”です。その一方で、
「…最近のトリチウムに関する国際会議の論文
集を見ても，核融合炉燃料循環システムやブラ
ンケットからのトリチウム回収の研究のほか，
トリチウム取り扱い技術や環境影響の分野にも
関連するものが多い」とか、「核融合炉あるい
はトリチウム実験室では，トリチウム水廃液が
大量に排出される．今後（キロ）グラムオーダ
のトリチウムを取り扱うにつれて放射性廃液の
濃縮減容が必須である」＜同論文＞と、そのベ
ータ線の危険性ゆえ、汚染防止（回収・除去）
が課題となっていたわけです（そのためにわざ
わざ研究施設（富山大学水素同位体機能研究セ
ンター）も設置された、と筆者は‘80年代に仄
聞しました）。
にもかかわらず‘70年代から40年以上経って
も「福島汚染水処理の問題は、依然としてトリ
チウム除去技術が確立されないこと」＜4.19資
料２：１６頁・北大＞とされ、「現時点におけ
るトリチウムの分離技術に関する最新の知見を
得るため…、福島第一原子力発電所における多
核種除去設備による処理後の水からトリチウム
を分離処理するのに必要な設備（実プラント）
の分離性能、建設コスト・ランニングコスト等
の検証」を行ない、３事業者から「実プラント
の分離性能、コスト等の概算が示されたが」
「た
だちに実用化できる段階にある技術は確認され
なかった」＜4.19資料３＞というレベルでしか
ありませんでした。それはこれまで、原発や再
処理工場でトリチウムの大量放出・たれ流しが
容認・推奨？されてきたためで、当然です（必
要は発明の母：格安のたれ流しができるのに、
高価な分離方法など誰も真剣に研究しません）。
表の最下行で、「同位体分離・濃縮（貯蔵）」
について「活用方法についても要検討」という
“思わせぶり”の記載がありますが、『核融合』
の夢がすでに潰えた現在、トリチウムは単なる
“放射性廃物・毒物”に過ぎず（プルトニウム
が“資源”と称されるのは、まだ『プルサーマ
ル』という“逃げ口上”があるためで、実際に
は同じ“放射性廃物・毒物”でしかありません）、
そもそも分離・除去の必要性＝活用方法がなく
（高濃度）トリチウム保管を「最終形」と考え

ない国・東電にとっては、分離・除去の研究成
果など‘どうでもいい’のです。だからこそ、
低コストで“厄介払い”できる「希釈・海洋放
出」を正当化するために、作業部会なるものを
設置しただけなのです。
福島原発汚染水に限らず、原発・再処理工場

最近の気になる動き

からの放射性排水・排気も含め、すべてのトリ
チウム放出について、少なくとも「総量規制」
を行ない、そのための分離・長期保管の技術開
発にこそ税金を費やすべきではないでしょうか。
＜2016.5.8 完＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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「発電量ゼロ」≠「危険性ゼロ」（≠：等しくない）
5 月 11 日の第 137 回女川原子力発電所環境調
査測定技術会（H27-４四半期技術会）に、風の
会からは兵藤さん、中野さんが傍聴。同様の監
視協議会も含め、上記お二人や畠山さんが継続
的に参加し、会議資料を入手し主な論点を紹介
して下さっています。そのような地道な活動の
おかげで、今回は次の点が明らかに（気に）な
りました。
１月 19 日に東北電力の出島の寺間モニタリ
ングステーション（ＭＳ）で停電（低気圧の影
響）による空間ガンマ線線量率の欠測があり（資
料 7 頁）、会議では「出島の全島が停電したため」
という説明がなされたとのこと。福島原発事故
において「環境放射線モニタリングの測定デー
タは、避難区域の決定、避難誘導の実施等のた
めに極めて重要な意味を持つものであり、これ
が得られない場合、住民の防護策の実行等に重
大な影響を及ぼす」
（国会事故調 318 頁）ことが
明らかにされ、
（ 同頁に事故後５日で「燃料切れ」
と記載されていることから）通常は非常用発電
機が備わっているものと思われますが、どうし
て上記の停電欠測が生じたのでしょうか。①非
常用発電機・バッテリーが備わっていない、②
燃料切れ・蓄電ゼロの状態だった、③電源切り
替え装置の故障、の３つの可能性がありますが、
さすがに①はないと思われますので、すると、
東北電力が‘女川原発はまだ再稼動していない
から、真剣にモニタリングする必要はない’と
考えての②でしょうか（③なら「単純故障・装
置交換の再発防止対策済み」として発表しそう
な気がしますので）。また、宮城県の飯子浜・鮫
浦・谷川・小積の４ＭＳも「震災により全壊」
し、
「代替として周辺５か所に設置した放射線測
定器（可搬型モニタリングポスト）」による測定
を行なっていますが（資料１～２頁）、それらに
②の可能性はないのでしょうか。
地震後停止中（定期点検中）で「発電量はゼ
ロ」の女川原発１～３号機ですが、すべての原

子炉や使用済み燃料プールには高熱を発し続け
る核燃料が保管されており、制御棒の予期せぬ
脱落による臨界事故や冷却系統の設備・電源の
故障などによる事故の「危険性がゼロ」になっ
ているわけではなく、モニタリングの重要性が
低下することなど決してありません。
付言すれば、H27-４温排水調査結果 26 頁で
H28.2.8 東北電力調査の波高（超音波式自記波
高計）が「台風被災による欠測」となっていた
た め 、 遡 っ て 資 料 を 見 た と こ ろ 、 H27- ３ の
H27.11.10 調 査 でも 同 様に 欠 測で 、 H27-２ の
H27.8.17 調査では「0.47ｍ」と値が記載されて
いました。このことから、昨年 9 月頃？の台風
被害から半年が過ぎても、波高計は修復されて
いなかった（現在も？）ことが分かります。当
該波高計が津波や高潮時にも波高を測定するも
のなら特に、故障を放置し続けることなど決し
て許されません。
女川原発・核燃料が存在し続けている現実・
危険性を忘れているかのような東北電力の真剣
さに欠ける姿勢（油断）は、非常に問題だと思
います。
＜2016.5.14 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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【女川原発アラカルト】
【３月】
11日（金） 丸森町筆甫の住民有志、
「ひっぽ電
力株式会社」設立。発起人7人、資本金350万
円。旧筆甫中の校庭に出力約50㌗の太陽光発
電施設を設置。事業費1200万円。
24日（木） 東京電力福島第一原発事故対策み
やぎ県民会議幹事会、仙台市内で開催。損害
賠償請求に対する支払い状況を東電が報告。
今年2月末現在までの請求件数は1万3100件で、
支払い済みは1万700件。支払総額は約707億円。
内訳は農林水産業者370億円、商工業者298億
円、県や市町村など地方公共団体27億円、個
人12億円。県は除染の進行状況を報告。重点
調査地域8市町のうち角田、七ケ宿、大河原、
亘理はほぼ終了し、白石、栗原、丸森、山元
は作業中。
27 日（日） 原発問題住民運動宮城県連絡セン
ター2015 年度総会・記念講演「これでいいの
か！？原子力規制委員会と新規制基準」立石
雅昭氏（新潟大学名誉教授・新潟県原子力発
電所の安全管理に関する技術委員会委員）、フ
ォレスト仙台４Ｆ会議室。
「3.27 ノーニュークスパレード！～みん
なで止めよう女川原発」、主催 3.27 パレード
実行委員会（呼びかけ：みやぎ金曜デモの会・
みやぎアクション・女性ネット）、仙台市勾当
台公園市民広場。約 600 名参加。
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28 日（月） 環境省、県内全域の河川と沿岸計
54 地点で 1～2 月に実施した放射性物質モニ
タリング結果を公表。水質は全地点で検出下
限値（１㏃/㍑）以下。底質では、仙台港地先
海域の蒲生 790 ㏃/㎏、亘理大橋の阿武隈河
口 424 ㏃/㎏。河川周辺の土壌の放射性セシ
ウム濃度が高かったのは、角田市・東根橋左
岸 2740 ㏃/㎏。河川周辺の空間放射線量は、
0.04～0.24μ㏜/ｈ。
29日（火） 福島原発事故で取引先が避難・廃
業するなどして間接的な損害を受けたとして、
宮城県内の5事業者が東電に計3000万円の損
害賠償を求めた訴訟で、4社の和解が成立し、
東電が間接損害に計約1250万円を賠償。
東北電力、女川・東通原発4基の中央制御室
床下などで、分離板の損傷等が177枚、ケーブ
ル敷設不備が41本、計218ヶ所確認されたと発
表。原子力規制委員会に同日報告。新規制基
準は過電流などによる火災の延焼を防ぐため、
ケーブル敷設の際、不燃性の分離板の設置を
要求。
美里町、山形県最上地方7市町村と原発事故
時に広域避難で覚書。
30日（水） 東北電力、H28年度は女川・東通原
発の新燃料、低レベル放射性廃棄物、使用済
燃料の輸送予定がないと発表。
31 日（木） 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 70 回目会合を
原子力規制庁で再開。審査項目別の準備状況
を確認した上で、沸騰水型 4 原発を並行審査
する方針を確認。東北電力、重大事故対策の
うち、新設する緊急時対策所の設計見直しや、
外部から炉心に注水する場合の想定見直しな
ど、審査申請時点からの変更点を説明。
美里町、重大事故時の全町避難先として山
形県最上地方 8 市町村を盛り込んだ広域避難
計画を公表。
【４月】
1 日（金） 規制委適合性審査 71 回目会合。東
北電力は、敷地周辺にある断層の活動性を評
価する方法を説明。規制委は、
「 おおむね妥当」
と判断。
電力小売り全面自由化開始。東北電力離脱
件数 4900 件（3 月 18 日現在）。
2 日（土） エネシフみやぎ主催シンポジウム
「自然エネルギーで地域社会を変える」～飯
田哲也氏講演会＋パネルディスカッション、
東北大学片平キャンパスさくらホール 。約
140 名参加。
3日（日） 脱原発東北電力株主の会、株主提案
協力要請発送作業。8名参加。

8 日（金） 規制委適合性審査 72 回目会合。東
北電力は、周辺海域で起きる地震の震源を従
来より敷地に近い側に設定するなどした検討
結果を提示。規制委は、地震の検討状況を「お
おむね妥当」と評価。
9 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原
ネットワーク月例会、栗原市市民活動支援セ
ンター。
11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。
小泉純一郎元首相、仙台で初講演し、「国
民の多くは原発維持を望んでいない」と脱原
発と自然エネルギー推進の必要性を訴えた。
約900名の市民が参加。宮城のエネルギーを考
える会主催、城南信用金庫（東京）協賛。
12 日（火） 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 3 月分の女川原発の点検状況報告。
2 号機の使用済み燃料プールにある新燃料集
合体の水中カメラによる外観点検で、42 体の

内 5 体の上部タイプレートやスペーサに異物
が計 5 個付着していたと発表。
13 日（水） 女川原発サクラ調査。2 名参加。
14 日（木） 午後 9 時 26 分、熊本県益城町で
Ｍ6.5 震度 7 の「直下型」の熊本地震「前震」
発生。16 日午前 1 時 25 分には、Ｍ7.3 最大震
度７の「本震」。余震継続（5 月 13 日 5 時現
在、震度 1 以上が計 1425 回）も、九州電力川
内原発 1･2 号機は運転を強行。
16 日（土） ＮＡＺＥＮみやぎ、「Ａ2-Ｂ-Ｃ」
上映会、仙台市シルバーセンター６Ｆ研修室。
椎名千恵子さん（福島共同診療所運営委員）
のお話とフリートーク。約 120 名参加。
17 日（日） 女性ネットみやぎ「福島原発事故
5 年～被災現地視察バスツアー」。楢葉町でミ
ニ講演「現状と立ち向かう県民のたたかいに
ついて」早川篤雄さん（福島原発避難者訴訟
原告団長）。
女川原発再稼動ストップの会、
「あれから 5
年～大熊町の今」、美里町北浦コミュニティセ
ンター。

2016 年度サクラ調査票
観測日 （2016 年 4 月 13 日）観測場所 都道府県名：宮城県 市町村名：女川町
場所：塚浜公民館（女川原発より北西方向 1ｋｍ）（モニタリングポスト 0.08μSv/h）
［注］１つの花に２項目以上の異常がある場合も、異常花数は１個とカウントします。したがっ
て、１つの花に複数の異常があった場合には、調査票の「異常花総数」と「異常花内訳」の総
数とは一致しません。
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1
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0
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19 日（火） “3.27 No Nukes Parade”反省会、
サポセン研修室 5。
21 日（木） 東北電力、緊急時対策所が入る女
川・東通原発に整備する予定の重要棟を、免
震構造から耐震構造に変更すると発表。
規制委適合性審査 73 回目会合。東北電力は、
基準地震動のうち、不特定の活断層による「震
源を特定せず策定する地震動」に「2004 年北
海道留萌支庁南部地震」を考慮し追加評価し
た結果、従来設定の 450 ガルの想定を上回る
620 ガルの揺れを算出。さらに、この地震動
は、基準地震動 Ss-1 および Ss-2 を一部の周
期帯で上回るものと発表。
夜のエネシフカフェ「電力小売り自由化に
ついて～自然エネルギーを重視する電力会社
を選ぼう！～」、パワーシフト・キャンペーン
運営委員会吉田明子さん（FoE Japan）、エル・
ソーラ仙台大研修室。約 30 名参加。
22 日（金） 規制委適合性審査 74 回目会合。
東北電力は、敷地内の重要施設の下に 9 本の
断層があることを説明。断層面の鉱物の分析
結果などに基づき、古い年代の断層で「将来
活動する可能性はない」と強調。規制委は、
敷地内の地質構造を詳しく確認するため、近
く現地調査することを表明。
女川原発の再稼働に反対する東松島市民の
会原発問題学習会「被災した女川原発の安全
性と再稼働を考える」中嶋廉氏（脱原発をめ
ざす県議の会副会長）、東松島市コミュニティ
センター研修室。約 70 名参加。
23 日（土） ＜5.29 市民による女川原発の安全
性を問うシンポジウム part2 プレ企画＞福島
原発事故から 5 年 放射能から逃げることの
真実を描く映画特集、『逃げ遅れる人々』（障
害者の避難を描いた）＆浪江町消防団物語『無
念』
（浪江の消防団の苦悩を描いたアニメ）上
映会。仙台市戦災復興記念館 4Ｆ研修室。主
催みやぎ脱原発・風の会、協賛生活協同組合
あいコープみやぎ、協力市民による女川原発
の安全性を問うシンポジウム実行委員会。33
名参加。
24日（日） 第10回シンポジウム実行委会議、
仙台市シルバーセンター会議室。20名参加。
放射能問題支援対策室いずみ「第 27 回甲状
腺エコー検査」柴田町「ふるさと文化伝承館」。
62 名が受診。検診医寺澤政彦医師（てらさわ
小児科）。協力甲状腺検査を実現させる会
25日（月） みやぎアクション等12団体市民12
名と「脱原発をめざす宮城県議の会」7人、県
検討会に対する2015年10月8日付等要望書に
ついて、県原子力安全対策課（5人）と話し合
9

い。県議会棟第一応接間。
28 日（木） 株主の会、東北電力に株主 204 名・
247,300 株で「原発を再稼働させず廃炉」等
の 5 議案の株主提案（21 年連続）を提出し、
記者会見。3 名参加。
県、栗原市で採取した野生コシアブラ 3 検
体から 270～720 ㏃/㎏の放射性セシウムを検
出したと発表。
【５月】
10 日（火） 四国電力伊方原発 1 号機（1977
年運転開始、56 万 6 千㌗、加圧水型軽水炉）、
廃炉。国内の商業用原発は 42 基に減少。解体
に 30 年、廃炉費用約 400 億円の予定。
11 日（水） 「第 137 回女川原子力発電所環境
調査測定技術会」（パレス宮城野 2 階はぎの
間）。2＋3 名＋記者 1 名傍聴。
「再処理等拠出金法」、参院本会議で可決、
成立。再処理費用は、各電力会社が任意の積
み立てから、拠出が義務化され、認可法人「使
用済燃料再処理機構」が日本原燃に業務委託。
12 日（木） 県、大崎市三本木産の野生タケノ
コの出荷自粛を要請。11 日の出荷前検査で
220 ㏃/㎏の放射性セシウムを検出。
13 日（金）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 4 月分の女川原発の点検状況報告。
14 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原
ネットワーク月例会、栗原市市民活動支援セン
ター。
宮城県食健連・宮城災対連、
「終わらない原
発被害～苦悩する丸森町の現場を訪ねる」。
15日（日） 第11回シンポジウム実行委会議、
仙台市生涯学習センター（パルシティ）創作
室１。19名参加。
放射能問題支援対策室いずみ「第28回甲状
腺エコー検査」in 川内（日本キリスト教団東
北教区センター「エマオ」３F）。検診医寺澤
政彦医師（てらさわ小児科）。63名が受診。
18 日（水） 県、補獲したイノシシから蔵王町
遠刈田で 110 ㏃/㎏、亘理町逢隅田沢で 130
㏃/㎏の放射性セシウムを検出したと発表。
（空）

●脱原発みやぎ金曜デモ

●指定廃棄物最終処分場を

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
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

めぐる動き
【３月】
22 日（火） 丸川珠代環境相、記者会見で、村
井知事からの申入れを受け入れ、現地調査を
当面見送る考えを示した。
25 日（金） 大崎地域広域行政事務組合議会、
特措法見直しと候補地撤回を求める「東京電
力福島第一原発事故による放射能汚染『廃棄
物』の安全な管理および処理に関する意見書」
を全会一致で可決。
【４月】
1 日（金） 環境省、稲わらや牧草について、
焼却を基本にしつつ、乾燥させて圧縮した上
で保管する処理方法を自治体に推奨する方針。
15 日（金） 村井知事、井上環境副大臣に未指
定廃棄物の全量測定など求める要望書提出。
また、3 市町での現地調査休止と処理に対す
る財政支援を求めた。
25 日（月） 環境省、県内 15 市町に一時保管
されている計 2378 ㌧の未指定廃棄物の放射
能濃度測定を開始。井上環境副大臣、栗原市
金成地区のビニールハウス棟を、佐藤勇栗原
市長とともに視察。
28 日（木） 環境省、東京電力福島第１原発事
故で発生した指定廃棄物に関し、放射性セシ
ウム濃度が 8000 ㏃/㎏以下に下がった場合は
指定を解除し、一般ごみと同様の処分を認め
る新ルールを正式決定。解除は国と自治体が
協議して決める。解除後の処分費用は指定廃
棄物と同様、国が負担。放射性物質汚染対処
特別措置法の省令を改正し、同日付で施行。
【５月】
（空）

【３月】
27 日（日） 第 173 回「日曜デモ」は、「3.27
ノーニュークスパレード！～みんなで止めよ
う女川原発」として、勾当台公園市民広場か
ら約 600 名の市民が参加。
【４月】
1 日（金） 第 174 回「金曜デモ」、桜の開花宣
言が出た仙台ですが、寒の戻りの寒い中、し
っかりと脱原発を訴えて、勾当台公園野外音
楽堂から 40 名の市民が参加。
8 日（金） 第 175 回「金曜デモ」、勾当台公園
野外音楽堂から 45 名の市民が参加。
15 日（金） 第 176 回「金曜デモ」、元鍛冶丁
公園から 40 名の市民が参加。熊本地震が続い
ています。交通網が寸断され、原発で事故が
発生しても避難などできません。川内原発の
即時停止を。
24 日（日） 第 177 回「日曜デモ」、元鍛冶丁
公園から、新緑の杜の都を川内原発直ちに止
めろとアピールし、45 名の市民が参加。
【５月】
6 日（金） 第 178 回「金曜デモ」、新緑の美し
い仙台の街で脱原発をアピールし、元鍛冶丁
公園から 40 名の市民が参加。
13日（金） 第179回「金曜デモ」、肴町公園か
ら50名の市民が参加。
20日（金） 第180回「金曜デモ」、肴町公園か
ら40名の市民が参加。
◆（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
◆（仙台長町地域）第3水曜日12時半～13時半
原発も戦争も NO！たいはくアクション：仙台・
長町・蛸薬師境内集合後デモ行進17時半
◆（岩沼市）原発ゼロ岩沼歩き隊 毎月第 3 金曜
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