『鳴り砂』2-113 号

最近の気になる動き

別冊

2021 年 7 月 20 日

91

①「核・原発」の“管理型テクノロジー”の本質
前号（気になる動き 90）の続き？というわけ
ではありませんが、山本昭宏『原子力の精神史
― ＜ 核 ＞ と 日 本 の 現 在 地 』（ 集 英 社 新 書 ：
2021.2.22）を読みました。「核エネルギーを利
用するシステムを批判的に考察するために、論
点を整理し、過去を振り返り、現状を確認」
（p.210）したとあるとおり、この間（戦後）の
反原発＋反核運動の概要を知る（回顧する？）
にもお手頃（820 円＋税）ですが、特に高木仁
三郎『プルトニウムの未来』やロベルト・ユン
ク『原子力帝国』を踏まえ、
「核」や「原発」に
不可欠な「核物質防護」のための“管理型テク
ノロジー”が「民主主義や市民的自由とは本質
的に相容れない」
（pp.65-66）との指摘は、原発
再稼働・運転期間延長問題が単なるエネルギー
供給問題（政府の「エネルギー基本計画」改定
の枠組み・ＣО２排出量削減の数字合わせ）に
留まらないことを再認識させてくれるものです
（pp.59-72）。
折しも、5.11 衆議院本会議で審議入りした重
要土地調査規制法案で、
「自衛隊基地」などの重
要施設周辺１キロの「注視区域・特別注視区域」
にある土地・建物所有者の「個人情報」を政府
が（際限なく）取得するためのもののようです
が＜5.12、5.27 朝日＞、重要インフラ施設に「原
発・核燃サイクル関連施設」も含まれるのは確
実で、原発・核を通じた「民主主義や市民的自
由とは本質的に相容れない」監視社会化に対し、
大いに警戒する必要があると思います（既に緊
急アクションなども活発に行なわれ、本稿完成
後の 5.28 には委員会採決があり、“周回遅れ”
の筆者コメントですが）。
さて、『鳴り砂№288・気になる動き 86』で、
2020.9.7 女川２号機‘タバコの吸殻’から見え
た「核物質防護」上の問題を指摘しましたが、
そのようなタイミングで、今年２月以降、柏崎
刈羽（ＫＫ）原発での 2020.9 運転員の中央制御
室への不正入室や侵入検知設備の故障放置等が
次々に明らかとなり、規制委も東電に事実上の
運転禁止命令を出すなどして（商業炉初）、改め
て「核物質防護」問題が注目されています。
5 月 9 日にも、6 年前（2015.8）のＫＫ周辺
防護区域への協力企業（下請）作業員の不正入
域（父親のＩＤカード誤使用）が発覚＜5.10 岩

手日報、5.11 朝日＞。これは、作業員が出入口
でのカード確認に応じず、カード記載の（父親
の）名字を名乗ったため、警備員は違和感を覚
えながらも「朝の混雑時間帯」の認証チェック
に「時間をかけると他の作業員に迷惑になると
考え」ゲートを通過させたというもの（その先
の防護区域ゲートで警報が鳴り、誤使用が判明）。
当時はＫＫ再稼働に向けた安全対策工事のため
「東電と協力会社合わせて約 6200 人が従業員
として登録され、朝には大勢が出入り口に列を
作っていたとみられる」＜5.10 日報＞とのこと
で、大勢の作業員に安全対策工事・定検作業を
依存せざるをえない原発特有の“被ばく労働”
と、上記 2020 不正入室問題同様の、東電社員・
元請・下請・警備会社等の間に「核物質防護」
にさえ優先？する“多層的上下関係（序列）”が
背景にあったことは明らかで、
「核物質防護」の
弱点・盲点を明らかにしたものです。
防護区域ゲートでの警報発生を受け、
「東電は
原子力規制庁と新潟県警に通報、協力会社に作
業を発注した元請け会社と警備会社を厳重注意
とした」＜5.11 朝日＞とのことですが、注目す
べきは「規制庁担当者は『記録が確認できない』」
＜5.10 日報＞との点で、筆者は‘エッ？’と思
っていたところ、5.12 記者会見で更田規制委委
員長は「東電から受けた報告の保存期間が３年
で、廃棄された可能性がある」として、その際
「安全に関する資料の多くは公開されているの
で、私たちが仮に保存していなくてもネットな
どに残っている。核物質防護は公開しないでや
っているだけに記録保管の重要度がより高い」
として「保存期間に検討の余地がある」と述べ
たほか、防護区域への入域は最終的に防げたこ
とで東電も規制委（規制庁）もこれまで事態を
‘軽微なもの’と考え公表しなかったことにつ
いて、
「 周辺防護区域でも発電所に影響を与える
活動はできる。事象の重さを結果だけで捉える
のは短絡的」として、
「核物質防護を巡る規制委
の評価の在り方についても議論する必要がある」
とのこと＜5.13 日報＞。でも、規制委内部では
詳細な議論・評価がなされても、今後も「核物
質防護」を口実に情報非公開が続けられる限り、
テロ対策の適否について私たち市民が検証する
ことは不可能であることに変わりはありません。
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なお、市民からの新潟県警への情報公開請求
で当時の通報内容等は明らかになる（スミ塗り
開示？）のでしょうか。あるいは、文書を廃棄

した規制委が、事実究明のため、自ら新潟県警
から通報記録を取り寄せ、今後報告・公表する
のでしょうか。

②テロ対策不備より怖い？
設計無断変更という『時限爆弾』！
＜5.20 朝日＞は、
「福島第二もテロ対策不備」
との見出しで、5.19 に規制委が、今年 3.19 に
福島第二・４号機のタービン建屋で当直員が（人
の出入りを管理する）
「 防護措置がとられていな
い扉を見つけ」、その後１号機でも同様の扉が見
つかり、
「運転開始当初から 30 年以上この状態
が続いていたとみられ」、さらに「３月下旬に行
った検査で、１～４号機のタービン建屋の防護
区域で、金属探知機が設置されていない扉が新
たに少なくとも４カ所見つかった」と発表した
ことを報道。規制委は「４段階ある重要度評価
でいずれも最も軽微なレベルと判断」し、問題
の決着を図った模様。
でも、本当に注目すべきは、４・１号機（も
しかすると２・３号機も？）の「扉は建屋の図
面に載っておらず」＜5.20 朝日：筆者は 5.19 規
制委資料を見てみましたが、確認できず＞とい
うことで、それが事実なら、前号（気になる動
き 89）で言及した福島第一・１号機でのＩＣ配
管の無断変更と同様に、原子炉設置許可・工事
計画認可を受けたはずの「設計図面」を“無視・
無断変更”してタービン建屋が建設された、と
いうことです（まさか、戦国時代の城の‘抜け
道’のように、何らかの目的で、国に極秘で設
置？）。そもそも、
「扉（開口部）」は、耐震強度
や水密性の低下など様々な安全上の問題が生じ
るはずで、規制委がその点（や設置目的）を自
ら解明したり、東電へ調査・検証を指示しよう
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としていないのは、不可思議です。
設計図面と実際の施工との相違（‘意図的な無
断変更’か‘単なる工事ミス’
：今回の「扉」は
前者であることは明らか！）を東電が建設時に
“正直に”申告せず、国も各種検査・確認の際
に‘意図的あるいは単に’見逃してきたことに
鑑みれば、上記ＩＣ配管無断変更の判明時と同
じく、規制委は、今回も無断変更の経緯も原因
も責任も曖昧なまま“幕引き”するつもりなの
かもしれません。なぜなら、このような「事業
者の無断変更・国の見逃し」を検証すれば、福
島第一・第二に限らず、他の原発でも同様の無
断変更・見逃しの可能性が疑われ、全ての原発
（の全ての建屋・設備・配管等々）において、
改めて「設計図面」と「実際の施工」との“一
からの突き合わせ＝無断変更の有無確認”とい
う極めて膨大な安全確認作業が必要となるから
です。
今回の「扉」問題（朝日記事のとおりなら）
は、
「テロ対策不備・軽微なレベル」と評価して
済むものではなく、安全性確認（設置許可・工
事計画認可）の最初からのやり直しを必要とす
るもので、「設計の無断変更＝安全性未確認！」
という『時限爆弾』を確認しないままの原発再
稼働や運転期間延長など、決して認められませ
ん。
＜2021.5.27 了、5.28 追記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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規制委もようやくＩＣ操作の検討開始？
2021.5.18 規制委「福島原発事故分析検討会」
第２０回会合の「資料２－３」で、「（３）⑥
１号機非常用復水器（ＩＣ）の運用変更の確認」
が調査課題として取り上げられていました。
「１
号機非常用復水器（ＩＣ）は、地震による原子
炉スクラム後、主蒸気隔離弁の閉止による原子
炉圧力の上昇によって、自動起動し、津波襲来

までの期間、運転員により開閉操作が行われた。」
「しかし、１号機の事故時運転手順書や同様の
ＩＣが設置されていた日本原子力発電株式会社
の敦賀原子力発電所１号機における操作手順と
も異なる操作が行われている。」ことを「背景・
趣旨」として、「１号機におけるＩＣの機能要
求と設計・運用の変更の経緯を確認する」こと
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を「目的」になされるようで、前号（気になる
動き９０）で紹介したＮＨＫメルトダウン取材
班 「 福 島 第 一 原 発 事 故 の 『 真 実 』」（ 講 談 社
2021.2.25）および「福島第一原発 １号機冷却
『失敗の本質』」（講談社現代新書 2017.9.20）
で指摘された「ＩＣの設定圧は、平成 22 年に変
更されており、事故時運転手順書の改訂等が行
われている。その影響はあるか。」および「運
転手順書の訓練等はどのように行われていたの
か。」という２つの「論点」が具体的に挙げら
れており、調査結果を楽しみに待ちたいと思い
ます。
さらに、筆者の希望としては、何よりも『保
安規定』で温度降下率遵守（ＩＣ手動停止）は
不要とされたＩＣの運転継続によって津波前ま
でに冷温停止（低圧注水系＝停止時冷却系ＳＨ
Ｃ起動）可能な炉圧・温度にまで冷却できたは
ずであること（津波・電源喪失後の事故対応に
十分な余裕を与えたはずであること）、実際の
ＩＣの手動操作では温度降下率遵守など全くな
されていなかったこと、『保安規定』で定めら
れたＩＣの機能検査・実作動検査が運転開始以
来なされなかった理由（定検時になされた弁検
査の実態）、なども明らかにしてほしいと思い
ます。

会「中間とりまとめ」に対する各電力会社の回
答も添付されていましたが、その中で東北電力
は、耐圧強化ベント系について、「ラプチャー
ディスクを撤去し、隔離弁を１弁から２弁」に
した上で＜(1)-1③④、(2)-1④＞、「炉心損傷
前のみに使用する手順」に見直しており＜(2)1③、(2)-2③、(3)-1③、(3)-2③、(3)-3③、(3)4③＞、福島第一１・２号機と同様に「排気筒底
部にて放出される」配管設計となっているもの
の＜(3)-2③、(3)-3③、(3)-4③＞、炉心損傷前
なのでベントガス中の水素濃度が低く、前号（気
になる動き８９）で指摘した（ベントガス排出
先の）「排気筒底部」で水素爆発が起こる可能
性は小さいことを説明しています。でも、その
場合、前々号（短信１）の 2020.10.28Ｒ２－５
新潟県技術委員会での東電説明にあった「フィ
ルタベントも使えない」場合には‘格納容器の
減圧・除熱手段はない’ことになり、格納容器
の破損を“座して待つだけ？”でしょうか。東
北電力は、フィルタベント 100%作動を前提（過
信）とせず、この間の中嶋廉さんご指摘の通り、
最悪の（炉心損傷後の）耐圧強化ベント系使用
を考慮し、大量の放出放射能（360TBq 超過）を
前提にした被ばく評価を行なうべきだと思いま
す。
＜2021.5.28 記＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）

なお、同会合「資料３－１」として、同検討

追信

女川２・炉心損傷後の「耐圧強化ベント」

《短信》（※）で述べた「格
納容器ベント系」について、遅
まきながら改めて調
べたところ、東北電
力は、炉心損傷前で
も、被ばく低減の観
点から、ヨウ素や放
射性粒子（エアロゾ
ル）を除去できる「フ
ィルタベント」を優
先使用するとのこと
で、「耐圧強化ベン
ト」はそのバックア
ップ的な位置付けで
す＜【上】2019.11.19
審査資料・ファイル
３：189 枚目、
【下図】
同・ファイル 4-25：
464 枚目＞。
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具体的な（炉心損傷前の）使用順は、
①サプレッションチェンバからの（プ
ール水による除染後のガスの）
「フィル
タベント」、②ドライウェルからの（直
接の）「フィルタベント」、③サプレッ
ションチェンバからの「耐圧強化ベン
ト」、④ドライウェルからの「耐圧強化
ベント」、というものです＜【上・右図】
2019.10.4 資料№02-NP-0022(改 76)：
82 枚目＞。
そして、
《短信》で述べたとおり、
「耐
圧強化ベント」の使用はあくまでも「炉
心損傷前」に限定したものであること
が示されています＜【下】2019.11.19 資
料・ファイル 4-25：84 枚目＞。

②

①
③ ④

ただし、（優先使用する）「フィルタベント」
の使用手順等については詳しく説明されている
一方で、「耐圧強化ベント」操作の説明は（単
純だから？）ほとんど見当たらず＜同資料・フ
ァイル 4-25：101～126 枚目等＞、実際には、
フィルタ装置手前の第二隔離弁（ベント準備で
一度「開」？）を「閉」にし、その後に耐圧強
化ベント系の２個の弁（既設隔離弁のベントガ
ス漏洩対策用に止め弁１個新設＜同資料・ファ
イル 4-25：367 枚目＞）の「開」操作などが必
要で【前頁図を参照】、それ以外に、「フィル
タベント」の“想定外”の使用不能が判明した
後、「炉心損傷なし」の確認と「排気筒底部で
の水素爆発防止」のため、格納容器内放射線量
（格納容器雰囲気モニタリング系 CAMS で、設
計基準事故の 10 倍のγ線＜同資料・ファイル
4-25：387 枚目＞）や格納容器内水素濃度の確
認等が必要だと思われますが、その具体的手順

は非公開で検証できません＜2019.10.4 資料№
02-NP-0444(改 0)：14、20、30 枚目等＞。
系統構成（現場操作）の想定時間については、
「フィルタベント」で 75 分、「耐圧強化ベン
ト」で 80 分とされていますが＜同 60 枚目＞、
おそらく後者は、最初からの使用を想定した場
合なのではないでしょうか。そのような場合と、
何らかの予期せぬ事態・原因不明による「フィ
ルタベント」使用不能を確認・判断（そのため
の時間が必要なはず）した後に（慌てて？）系
統構成を開始する場合とでは、確認作業内容や
所要時間が大きく異なるのではないでしょうか
（それとも、使用ベント変更時間を考慮しても
５分遅延で済む？）。
福島第一１号機では、《短信》記載の規制委
の調査課題のとおり、3.11 の前年（平成 22 年）
にＩＣ（非常用復水器）の起動設定圧が変更さ
れ、ＳＲ弁（主蒸気逃がし弁）に先んじて作動
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するようになったものの、手
順書等でＩＣの自動起動（炉
圧・炉水温の急低下）に対応
した手順の改訂・適正化はな
されておらず（ＳＲ弁優先使
用想定のまま）、そのため運
転員が自動起動したＩＣを
手動停止して事故の進展に
重大な悪影響を及ぼしまし
たが、東北電力が「フィルタ
ベント」優先使用を前提にす
るあまり、使用頻度が少ない
と思われる「耐圧強化ベント」の操作（フィル
タベントからの移行）手順を十分に訓練しない
と、福一１号機同様、対応の不備・不慣れから
の操作ミスが生じる可能性も考えられます。
結局、東北電力も、炉心損傷前に「耐圧強化
ベント（既設）」を「フィルタベント」の代替
（バックアップ）として“有効活用”しようと
していることに鑑みれば、炉心損傷後において
も、（《短信》記載の東電のように）「フィル
タベント」使用不能時には「耐圧強化ベント」
を“代替使用”するしかない・せざるを得ない
と思われます。
したがって、最悪（ドライウェルベント・Ｄ

／Ｗベント）の場合に備え、約３６０ＴＢｑ（ﾃ
ﾗﾍﾞｸﾚﾙ）もの大量の放射能放出＜2019.10.4 審
査資料№02-NP-0442(改０)：１枚目＞を前提と
した『避難計画』の再検討・全面見直しが必要
となるほか、「耐圧強化ベント」の操作手順や
訓練の徹底・見直しや、ベント配管の排気筒頂
部までの延長布設（福一１・２号機の教訓を踏
まえて水素爆発防止のため。被ばく労働の増大
につながることは心苦しいですが…。）なども
行なうべきだと思います。
＜2021.6.12 了＞
（仙台原子力問題研究グループＩ）
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26 日（水） 県、七ケ宿町で 10 日に採取され
た野生コシアブラから 260 ㏃/㎏、栗原市（旧
築館町、旧高清水町、旧瀬峰町、旧志波姫町、
旧若柳町、旧一迫町以外の区域）で 11 日に採
取された野生タケノコ 4 検体から 110～150
㏃/㎏、丸森町（旧耕野村、旧丸森町、旧小斎
村、旧筆甫村、旧大内村以外の区域）で 6 日

【女川原発アラカルト】
【５月】
25 日（火） 県議会東日本大震災復興調査特別
委員会、県漁協寺澤春彦組合長、福島第一原
発からの汚染水海洋放出で政府を批判。
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に採取された野生タケノコから 190 ㏃/㎏の
放射性セシウムをそれぞれ検出したと発表。
参議院本会議、「2050 年までの脱炭素社会
実現」を明記した改正地球温暖化対策推進法
が成立。再生可能エネルギーの導入拡大に向
け、自治体が「促進区域」を設ける制度を創
設。
28 日（金） 女川原発再稼働差止訴訟原告団（石
巻市民 17 名）、東北電力を相手取り、
「実効性
が欠けている避難計画のもとで女川原発２号
機を再稼働させてはならない！」と、仙台地
裁に提訴。避難計画を争点にした訴訟は全国
初。仙台弁護士会館で記者会見、原告・支援
等約 30 名参加。
29 日（土） 日本基督教団東北教区放射能問
題支援対策室いずみ、「第 74 回こども甲状
腺エコー検査 in しろいし」、白石市ふれあい
プラザ、検診医/寺澤政彦医師（てらさわ小
児科・仙台市）。24 名が受診。
30 日（日） みやぎアクション、オンライン会
議。14 名参加。
あいコープみやぎ、みやぎ・環境とくらし・
ネットワーク（MELON）等の実行委、「気候危
機を考える市民フォーラム」、エルパーク仙台。
郡山市・仙台市職員と、学生団体「Fridays For
Future Sendai Japan」（FFF 仙台）、みやぎ地
域・市民電力連絡会など 4 市民団体がそれぞ
れ実践報告。会場に約 50 名＋オンラインで約
50 名計約 100 名参加。
【６月】1 日（火） 原子力規制委員会、女川
原発 2 号機の新規制基準適合性審査会合。詳
細設計を示した「工事計画」で、東北電力が
地盤が液状化した場合の影響を考慮した設備
の耐震評価の手法などを説明。
2 日（水） 県、大崎市で 5 月 24 日に採取さ
れた野生コシアブラから 160 ㏃/㎏の放射性
セシウムを検出したと発表。
8 日（火） 「出島架橋・アクセス道路整備促
進期成同盟会」の須田善明女川町長等、県
庁で村井知事に原発避難路となる国道 398
号線石巻バイパス整備を求める要望書を提
出。冒頭を除き非公開。
「第 156 回女川原子力発電所環境保全監視
協議会」、ハーネル仙台 2 階松島。市民 1 名
＋電力関係 1 名傍聴。TV カメラ 2 台。
9 日（水） 県、丸森町（旧耕野村、旧丸森町、
旧小斎村以外の区域）で 5 月 25 日に採取さ
れた野生タケノコ 2 検体から 110、170 ㏃/㎏、
同町で 26 日に採取された野生ゼンマイから
590 ㏃/㎏の放射性セシウムをそれぞれ検出
したと発表。
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10 日（木） 脱原発仙台市民会議・風の会等 9
団体、郡仙台市長宛に『女川原発の再稼働を
断念し、原子力発電から撤退することを求め
る「脱原発東北電力株主の会」の株主提案に、
仙台市が賛成することを求める』要望書（6 月
4 日付）、石神町内会も『東北電力の株主とし
て原発に依存しない株主提案に賛同を求める
要請書』を提出。財政局職員等 7 名、市民 13
名と仙台市議 2 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 5 月分の女川原発 1（廃止中・第 1 回）及
び 2・3 号機の「定期事業者検査」の状況報告。
11 日（金） みやぎ・環境とくらし・ネットワ
ーク（MELON）、村井知事宛に汚染水海洋放出
に関し「環境や人体への影響を強く懸念」と
声明文を提出。
12 日（土） 放射能から子どもたちを守る栗原
ネットワーク『ミニ学習会』、栗原市市民活
動支援センター多目的室。
15 日（火） 電力・ガス取引監視等委員会、3 月
の販売電力量を公表。東北電力管内（東北 6
県と新潟県）の新規参入事業者（新電力）の
シェアは 14.6％、2016 年 4 月の小売り全面
自由化以降の新電力への切り替え（低圧）は
累計約 84 万件。
東北電力、コロナワクチンの職場接種を 7
月 5 日から実施すると公表。
17 日（木） 塩釜市議会、政府に対し汚染水海
洋放出以外の処分方法を再検討することなど
を求める意見書を全会一致で可決。
21 日（月） 山一地所、加美町西上野目行政区
と地権者の 3 者、災害時に「営農型」太陽光
発電所 3 基から電気を提供する災害協定を締
結。プロジェクトウサミ（大和町）、企画・施
工担当。
25 日（金） 東北電力㈱第 97 回定時株主総
会、東北電力本店 1 階大会議室。2 時間 6
分。脱原発東北電力株主の会、8 名参加。コ
ロナ禍のため参加株主は 82 名（昨年は 141
名）、株主限定でネットライブ中継。
住民団体など 12 団体、
「Ｇ－Ｂio イニシア
ティブ」
（東京）の石巻市須江地区への液体バ
イオマス発電所建設計画取消しを求める要請
書を資源エネルギー庁に提出。
26 日（土） 放射能問題支援対策室いずみ、
「第 75 回こども甲状腺エコー検査 in なと
り」、日本キリスト教団名取教会、検診医/寺
澤政彦医師（てらさわ小児科・仙台市）。33
名が受診。
Hope＆Action（事務局 木村）、女川原発

再稼働と選挙ＷＥＢ会議Vol.6、女川原発再
稼働差止を東北電力を相手に提訴した原告の
日野正美さんが、裁判について解説。さらに
東海第２原発運転差止訴訟1審に勝った原告
共同代表の大石光伸さんが緊急出演。32名参
加。
みやぎアクション、オンライン会議。13 名
参加。
「鳴子温泉郷のくらしとこれからを考える
会」、大規模風力発電の騒音による健康影響
の勉強会、田鎖順太北大大学院助教リモート
講演、川渡地区公民館。約 40 人参加。
グリーンパワーインベストメント（東京）、
加美町と大崎市に設置する大規模風力発電事
業「宮城山形北部風力」
「 宮城山形北部Ⅱ風力」
（最大出力計 30 万㌗）の住民説明会を加美町
やくらい文化センターで開始、町民 14 人参
加。同社は加美町と色麻町でも「ウィンドフ
ァーム八森山」
（ 最大出力 6 万㌗）を計画中で、
26、27 の両日、3 会場で住民説明会を開催、
住民計 40 人が参加。
29 日（火） 登米市、市議会一般質問で、都市
開発研究所（東京）が企画するバイオマス発
電所の建設計画を住民に情報提供していなか
ったと答弁。地域住民、ホタルの清流の水質
悪化を懸念。
村井知事、県議会一般質問で、藤倉知格氏
など自民党県議から、汚染水海洋放出に反対
の意思表示を迫られても、
「国が決める」こと
と従来の姿勢崩さず。
【７月】2 日（金） 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』開始。仙
台市フォーラス前、5 名参加。
規制委、女川原発 2 号機の基準地震動に修
正が必要かどうかを確認する会合。修正不要
とする東北電力に、さらに詳しい追加説明を
要求。
6 日（火） 規制委、女川原発 2 号機の新規制
基準適合性審査会合。東北電力は、詳細設計
を示した「工事計画」で、防潮堤の地盤改良
工事によって地下水がたまりやすい構造にな
るため、原子炉建屋など重要施設周辺の地下
水位を一定に保つ設備などを説明。敷地に流
入する地下水を 1 日最大約 15 トンと見積
り、1 日約 8 トン排水できる設備を 2 基設
置。機能が失われた場合は、非常用可搬ポン
プを稼働。
7 日（水） 県議会東日本大震災復興調査特別
委員会、東京電力幹部、汚染水海洋放出検討
状況を説明。

立憲民主党県連、汚染水海洋放出に関する
プロジェクトチームの初会合。
8 日（木） 村井知事、原発避難道路整備を求
める要望書を国土交通省などに提出。
登米市の熊谷盛広市長、定例記者会見で、
登米市東和町のバイオマス発電所建設計画に
対し、「地域住民の不安が解消できなければ
開発協定を結ぶことはできない」と発言。
9 日（金） 脱原発の会、
『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。
内閣府、日本が 2020 年度末時点で国内外に
保有するプルトニウムの総量が前年から約
0.6 トン増加し、約 46.1 トン（うち核分裂性
は約 30.5 トン）だったと原子力委員会に報
告。国内保管分は、約 8.9 トン。
10 日（土） みやぎ反核医師・歯科医師の
会、「福島第一原発 ALPS 処理水の海洋放出」
オンライン講演会。講師：東北大学農学部教
授片山知史氏。
12 日（月） 脱原発仙台市民会議等、株主提案
に賛成することを求める要望書に対する仙台
市の回答に関し、財政局と環境局職員等と懇
談。職員 5 名、市民 12 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 6 月分の女川原発 1（廃止中・第 1 回）及
び 2・3 号機の「定期事業者検査」の状況報告。
3 号機の点検用足場の撤去作業を 6 月 28 日か
ら開始したところ、7 箇所のボルトならびに
付随するナット・ワッシャの脱落、および点
検用足場の 9 箇所に構成部材の欠損を確認。
2 月と 3 月、5 月の地震で、脱落した部材は
29 箇所で計 89 個。24 個は回収されたが、残
り 59 個は所在不明。
一般社団法人「持続可能で安心安全な社会
をめざす新エネルギー活用推進協議会（ＪＡ
ＳＦＡ）」（仙台市）、設立 10 周年記念活動報
告会。約 40 人参加。会員、76 個人・企業。
13 日（火） 東北電力、女川原発 2 号機制御建
屋で、12 日午後、下請け作業員 7 人が硫化水
素中毒で病院に搬送される事故が発生したと
発表。事故当時、1 号機廃棄物処理建屋では、
洗濯廃液を貯留するタンク内の硫化水素の発
生を抑制するため、空気注入による攪拌作業
を実施中で、硫化水素がタンクに接続する排
水管を通じて２号機の制御建屋内に流入した
と推定、詳細は現在調査中。
東北電力、女川町の全戸と石巻市の一部（旧
牡鹿町）の世帯約 3800 戸を対象に「こんにち
は訪問」を開始。コロナ禍のため対面訪問を
中止、チラシをポストに投函、21 日まで。
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14 日（水） 東北電力、青森県田子町・三戸町・
鹿角市エリアでの陸上風力発電所建設のため
の風況調査実施を発表。19 件目、初の単独事
業。18 基、総出力 7 万 5600 ㌗。
15 日（木） 宮城県と女川町、石巻市の職員 10
人、硫化水素事故で女川原発に立ち入り調査。
登米市、東松島市、美里町職員も同行。
登米市議会教育民生常任委、バイオマス発
電所計画予定地を現地調査。視察後、建設に
反対する市民団体「米谷みらい」と意見交換。
16 日（金） 脱原発の会、
『脱原発金曜昼スタン
ディング』、「オリンピック反対デモ」（25 名
参加）と重なったため、2 名で貫徹。
気候危機を考える市民フォーラム実行委、
仙台市長選立候補者 2 名に出した公開質問状
の回答を公表。郡市長は、女川原発再稼働に
是非を明示せず、避難計画の実効性を高める
と主張。
東北電力、「本日 19 時 16 分頃、女川原発
2 号機の安全対策工事に伴う、原子炉建屋 2
階の配管工事において、放射線透過試験を実
施していたところ、この試験に伴い発生した
放射線を、原子炉建屋原子炉棟排気放射線モ
ニタが検知し、非常用ガス処理系が計画外で
作動」と発表。
17 日（土） みやぎアクション、オンライン会
議。14 名参加。
（空）

9日（金） 第400回「金曜デモ」、小雨の中、
元鍛冶丁公園から25名の市民が参加。
16日（金） 第401回「金曜デモ」、梅雨明け、
元鍛冶丁公園から30名の市民が参加。

●汚染廃棄物「焼却」を
めぐる動き
【６月】14 日（月） 放射能汚染廃棄物の焼
却差止め大崎住民訴訟第 12 回公判、弁論更
新手続きの後、非公開の進行協議、仙台地
裁。仙台市戦災復興記念館 5 階会議室で報告
集会。30 名参加。
【７月】6 日（火） 放射能汚染廃棄物の焼却
に反対する仙南の会、丸森町除染土処分実証
試験現地現況見学会。丸森町役場前に集合し、
①小斎地区仮置場、②金山地区仮置場、③竹
谷地区仮置場、④上滝地区実証試験場を見学。
13 名参加。
12 日（月） 放射能汚染廃棄物「一斉焼却」に
反対する宮城県民連絡会、環境省東北環境事
務所指定廃棄物対策チーム宛に、
「 宮城県民の
平穏な生活を守るために、宮城県内の放射能
汚染物の管理強化を求めます」要望書を提出。
あまりの居直りにびっくり。10 名参加。
14 日（水） 仙南の会、丸森町除染土処分問題
検討会、大河原町中央公民館１Ｆ会議室。
15 日（木）
県民連絡会、村井知事宛に、
「県
内の放射能汚染物の管理強化を求める」要望
書を提出。県庁 13 階会議室。13 名参加。
17 日（土） 加美町猪股洋文町長、400Bq/kg 以
下の汚染牧草のすき込み処理を町営牧場で 8
月下旬に開始すると、やくらい文化センター
での住民説明会で発表。住民約 60 人出席。
（空）

●脱原発みやぎ金曜デモ
【５月】28 日（金） 第 394 回「金曜デモ」、女
川原発再稼働差止訴訟原告団原代表の発言を
受け、元鍛冶丁公園から 30 名の市民が参加。
【６月】4 日（金） 第 395 回「金曜デモ」、
「6･
6 老朽原発をうごかすな！大集会 in おおさ
か」に連帯、小雨が残り足元も悪い中、元鍛
冶丁公園から 20 名の市民が参加。
11日（金） 第396回「金曜デモ」、女川原発廃
炉に向けてこれからも歩いていきましょう！
と、肴町公園から25名の市民が参加。
18日（金） 第397回「金曜デモ」、女川原発も
うやめようと、元鍛冶丁公園から30名の市民
が参加。
25日（金） 第398回「金曜デモ」、女川原発廃
炉にしようと、元鍛冶丁公園から30名の市民
が参加。
【７月】2 日（金） 第 399 回「金曜デモ」、小
雨の中、元鍛冶丁公園から 25 名の市民が参
加。
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