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女川２「耐圧強化ベント系の廃止」

遅い報告となりましたが
（半年経過）、今年１月の
女川２・特定重大事故等対
処施設（特重施設）申請で
「耐圧強化ベント系の廃
止」が公表されました。
以前の原稿【鳴り砂№
292,293等】とも一部重複し
ますが、東北電力は、
2021.9.13規制委「福島原発
事故分析検討会」第22回会
合で、同検討会「中間とり
まとめ」に対する同社回答
への7.2付追加説明＜資料22＞として、平成４年以降の
シビアアクシデント対策（自主対策）において
「耐圧強化ベントを炉心損傷後に使用すること
も想定はしていたが，現在の知見からすれば，
建屋内への水素流入防止や核分裂生成物・水素
の配管内での滞留防止の観点で…十分でない部
分があった」ため「炉心損傷前にのみ使用する
手順に変更する」＜資料2-2・別紙3頁：以下、
下線筆者＞とか、「炉心損傷前はＰＣＶ内の可
燃性ガスが微量であることから，耐圧強化ベン
トを使用する手順としている」＜同7頁＞と述
べていました。
そして、それまでの（筆者が見た限りで
の）各種文書で東北電力は、炉心損傷前も損傷
後も、基本的には新設の「フィルタベント」を
優先使用するような表現をしており、今年1.20
の規制委第1025回審査会合でも「耐圧強化ベ
ント系は炉心が損傷していない場合の
最終ヒートシンクへ熱を輸送するため
の設備（＊筆者注：設置許可基準規則
48条）で、重大事故等対処設備の原子
炉格納容器フィルタベント系が機能
喪失した場合の後段の手段として整
理しています」＜議事録5-6頁＞と説
明していました。

強化ベント系と同等以上の機能を有する原子炉
格納容器の過圧破損防止機能が整備されること
から、耐圧強化ベント系を廃止する」＜同6、
17頁＞ことを公表しました。ただし、このこ
とは、1.5や1.6の東北電力ホームページの特重
施設申請に係る「お知らせ」には明記されてい
ませんでしたので、筆者は全く気付きませんで
した。
そこで、取り急ぎ『1.6特重申請書』本体を
見てみたら、確かにそのことが明記されていま
した＜1.6申請書ファイル１の本文46、102枚
目等、ファイル３の添付書類８の149、198枚
目等の「同系放射線モニタ廃止」を含む多数箇
所：白抜きは特重施設の「過圧破損防止機能を
有する「フィルタ装置」」のことだと思われま
すが、固有名称があったとしても、わざわざ隠
す必要はある？＞。

ところが、驚いたことに、同審査
会合資料１＜1.17面談資料１も同じ
＞の『特重施設の概要』で、「特定
重大事故等対処施設（＊注：フィル
タ装置）の設置後においては、耐圧
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この結果、事故後100日間で約360
ＴＢq(ﾃﾗﾍﾞｸﾚﾙ)と、放出基準の100Ｔ
Ｂqを大きく上回るCs-137放出が想
定された耐圧強化ベント系経由のド
ライウェルベント時の放出の脅威
（ほぼ垂れ流し）【前頁右表：
2019.10.4女川２審査資料】がなくな
ることは、望ましいものだと思われ
ます。
しかしながら、右図【同資料】の
ように同ベント系配管が「連続上り
勾配になって」おらず【抜粋文も
同】、水素等の「可燃性ガスが系統
内に滞留する可能性」があるにもか
かわらず、「可燃性ガスによる爆発
（＊筆者注：2001.11.7浜岡１で滞留
水素によりECCS系配管が爆裂）を
防止するため」に窒素等で可燃性ガ
スを置換するなどの「系統内を不
活性化する設備がない」等の問題
点・危険性に鑑みれば（さらに、
女川２では、福島第一１・２同
様、ベントガスを排気筒底部に直
接放出する構造【右図】のため、
ベント時に同部付近で水素爆発⇒
排気筒破損が生じる可能性もあ
り）、同ベント系を「特重フィル
タ装置」が完成するまでもそのま
ま放置し再稼動することは、問題なのではない
でしょうか（福島原発事故前は、仕方なかった
としても）。
判明した（予想される）危険性があれば、
それを速やかに除去・解消することが“原子力
安全”の基本（福島原発事故の最大教訓）のは
ずで、再稼動前の女川２「安全対策工事」の一
つとして耐圧強化ベント系（配管）を直ちに撤
去し（代わりに、まさか、いずれ撤去すること
になる窒素置換設備を新設？）、「特重フィル
タ装置」が完成するまで再稼動を行なわないこ
とこそが、“安全性最優先”の姿勢だと思いま
す。規制委も、そのことを毅然として東北電力
に求めるべきだと思います＜再稼動強行後、配
管撤去前に、再稼動後に蓄積した水素によって
爆発事故が生じたなら、どう“言い
訳”するのでしょうか！＞。

施設を兼用）」のバックアップに「新設ベント
（フィルタなし）」を設置するとしていますが
【上は2021.11.24東海第二審査書案・62枚
目：白ヌキは当該設備の固有名称。なぜ隠
す？】、その設置後は、やはり耐圧強化ベント
系は廃止するようです【下２つは2021.10.15申
請一部補正書12、60枚目】。ここで、「フィ
ルタなしの新設ベント装置」は、ベント排気が
サプレッションプール水を経由するウェットウ
ェルベント専用の装置と思われ、おそらくサプ
レッションプール上部から配管全てが連続上り
勾配になるよう敷設できることから、耐圧強化
ベント系の代替となるようです。
島根２では、女川２同様、特重施設として
新たにフィルタ装置を設けるようですので＜

一方、東海第二原発では、水素爆発
による格納容器の破損防止機能（＊筆
者注：設置許可基準規則50条）とし
て、「格納容器圧力逃がし装置＝フィ
ルタ装置（重大事故等対処施設と特重
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2022.3.31中国電力資料１「特重等概要」16枚
目の図＞、女川２・東海第二と同じく、耐圧強
化ベント系はいずれ廃止となるのではないでし
ょうか（筆者が情報を見逃しているだけで、既
に廃止を公表済みでしょうか？）。
柏崎刈羽６・７は、唯一、炉心損傷後にも
水素排出手段として耐圧強化ベント系の使用を
表明していますが＜2021.7.20技術情報検討会
資料48-3・4枚目＞、これは、既設の耐圧強化
ベント系配管の通常時の水素滞留可
能性（連続上り勾配ではなく、窒素
等の置換設備もなし）や、ベント時
の（ガス排出先の排気筒等におけ
る）水素爆発の危険性について、本
当に考慮した上での方針だったので
しょうか。それとも、特重用にフィルタベント
装置を新設するため＜2022.7.6規制庁資料１－
２「特重審査概要」6枚目の図＞、女川２外の
原発に倣って、今後廃止を打ち出すのでしょう
か。
いずれにせよ、各ＢＷＲ原発の再稼動・特
重施設（フィルタ装置）新設に伴う耐圧強化ベ
ント系の継続・廃止問題については、今後も注
視したいと思います（各地からの最新情報提供
も期待します）。
＜2022.7.23 了＞

（仙台原子力問題研究グループＩ）

「第 161 回女川原子力発電所環境保全監視協議会」傍聴記
― 他人事のような言い方 ―
8 月 30 日（火）、標記の協議会が石巻グラン
ドホテルでありましたので傍聴してきました。
傍聴者は、5 名（仙台から S さん、石巻から K さ
んと日野、他 2 名）。協議会委員 35 名中 29 名が
参加。（石巻市長と女川町長はそれぞれ副市長、
副町長が代理出席）。会長が不在になったという
ことで、池田副知事を会長に互選。
議事は、議事次第の通り、今年度第一四半期
の「放射能調査結果」「温排水調査結果」、昨年
度一年間の「放射能調査結果」が宮城県から報
告されました。「異常な値は観測されなかった」
「検出された人工放射性核種は、福一事故か過
去の核実験のもの」といういつもの報告内容で
した。
委員からは、宮城県の報告者が「11 年前の福
一事故以前と比較するのはやめるべきだ」「Ｉ
（ヨウ素）-131 についても、半減期が短いなか

で、福一事故と比較する表記は可笑しいので訂
正すべきだ」という意見程度でした。
二つ目の議題「女川原発の状況について」で
は、添付資料が東北電力から説明されました。
７月の豪雨で、7 月 16 日、原子炉建屋付属棟に
雨水が流入したことの説明でした。敷設用ピッ
トに想定外の雨水がたまり、ポンプの排水容量
を超え、ケーブル電路にシール処置をしておら
ず、そこを通して付属棟に流入したということ
です。硫化水素漏洩事故と同じです。土木グル
ープと電気グループの連携がされていないと、
他人事のような言い方でした。ポンプ容量は 6
㎥／ｈ×2＝12 ㎥／ｈで、ピットに溜まった雨
水は 42 ㎥／ｈと説明していました。電工ドラム
が水没して、ポンプが停止になったと。文字通
り、ヒューマンエラーです。
委員からは、大雨の警報が出ているのだから
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予想はつく、対策をどうしたのか、リスク管理
がないとの指摘。東北電力は、巡視体制などを
強化すると答弁していました。
詳細は宮城県のＨＰにアップされると思いま

すので、そちらで確認して下さい。
次回 162 回監視協議会は、11 月 17 日（木）
ＰＭ、女川町にて開催ということでした。
（日野）

【参考】 2022.7.7. 宗教者核燃裁判・意見陳述

梅森寛誠

梅森寛誠と申します。仙台市の寺で住職を務める日蓮宗僧侶であります。

＜間一髪の女川原発＞
私は地元宮城の女川原発で、11 年前に「原発震災」惨事間一髪に遭遇しました。この時の地震
で震央から最も近い原発で、外部電源 5 系統のうち 4 系統が断絶、津波被害まで 80 センチ未満と
いう、きわどい事態でした。震災直後は女川原発に通じる全ての道路が寸断されました。避難は絶
望的で、交通渋滞や情報操作以前に、住民は閉じ込められる、を実感しました。そして再処理工場
の苛酷事故では、深刻さは原発の比ではありません。
＜増上慢への戒め＞
私の拠り所とする法華経にはこう示されます。「此の輩（ともがら）は罪根深重に、及び増上慢
にして、未だ得ざるを得たると謂（おも）い、未だ證せざるを證せりと謂えり」。増上慢とは過度
の驕り慢心をもつ者を指します。釈尊は説法の場で、この増上慢の人々に対し、悟りを得ていない
のに得たと思い込む失（とが）を厳しく叱責しました。そして現実に、その慢心によって取り返し
のつかない過ちを犯しました。
私たち人間は、近代科学や技術の知見によって、どれだけ「わかった」｢悟った」というのでし
ょうか。それにしがみつくことによって、何をもたらしたのでしょうか。原発の基準地震動でも、
女川原発をはじめこの 20 数年で軒並み打ち破られているではないですか。つまり限られた知見
で、地球史では近い過去に属するデータで判断し、欠陥品を作り上げているのではないですか。未
だほとんど未解明の地震活動についても「未だ得ざるを得たると謂い、未だ證せざるを證せりと
謂」う増上慢の悲しさを露呈させています。そもそも驕りをもって核に手を染めるものの、後始末
の方法を知らぬ愚かな体たらくです。永く将来世代まで保証されるべきであった「命をつなぐ権
利」を今後も脅かし続けるのでしょうか。 基本的過ちを認め、恥じ、また改めなければなりませ
ん。
＜私たちの目指す世界は＞
広く仏教に於いては、人間が自らを破滅に導くものとして三毒という概念があります。いわゆる
貧欲（むさぼり）、瞋恚（いかり）、愚癡（おろか）の三つです。私たちは元々これらと隣り合わせ
の関係にあり、常にコントロールしなければならないはずが、原子力の歴史や現場に於いては、む
しろこれらが刺激されまた煽られ利用されてきたのではないでしょうか。私の言葉で言えば、久遠
の釈尊ましますこの浄土を、遠い将来世代のために命を賭して、脅迫や誘惑から護っていかなけれ
ばなりません。
さてロシアの軍事侵攻では、チェルノブイリ原発の占拠や電源供給の一時的断絶、稼働中の原発
や施設の襲撃が、報じられました。また核攻撃の威嚇も行われた、とも。改めて三毒の恐怖に凍り
つかざるを得ません。そしてこの国では、政権中枢から「核共有論」が提唱される看過できない事
実があります。
そうした直近の動向と、時に国際的懸念が示されるこの国のプルトニウム利用路線、すなわち六
ケ所・再処理工場との関係を、大いに憂慮します。軍事転用意志の有無を含め、今後疑義を呈して
いかなければなりません。原子力政策と事業、特に核燃サイクル・再処理の運転は根本的に間違っ
た選択であり、将来の環境と世代に甚大な災いを招くものです。今日の私たちの判断とそれらが直
結する重みを鑑み、速やかな廃止を求めたいと思います。
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●３年ぶりの大マグロック

【女川原発アラカルト】
【７月】
16 日（土） 東北電力、女川原発２号機の原子
炉建屋付属棟（非管理区域）の地下２階原子
炉再循環ポンプ電源室と地下３階エレベータ
ーホールに雨水約 90 ㌧が流入する事故が発
生したと発表。雨水は安全対策工事で設置中
の屋外ケーブル敷設用ピットからケーブル電
路を通り流入。
「耕野の自然と未来を考える会」、丸森メ
ガソーラー建設計画に関し、6 月に県に提出
した公開質問状への「納得できず、すっきり
しない」回答（7 月 12 日付け）を公表。
17 日（日） みやぎアクション、オンライン会
議。12 名参加。
19 日（火） 村上蔵王町長等、村井知事に関西
電力の川崎風力発電事業計画に反対する意見
書を提出。
20 日（水） 「元の生活をかえせ」いわき市民
訴訟控訴審第２回口頭弁論、仙台高裁 101 号
法廷。小林久起裁判長、原告側の「関礼子氏、
筒井雄二氏の証人尋問申請」、「原告 5 名の本
人尋問」、「いわき市内の検証の申立て」を却
下し、原告に対し尋問以外の立証を考えて「期
日に口頭で説明し、
（裁判官を）説得してくだ
さい」と発言、次々回期日での結審を示唆。
エルパーク仙台スタジオホールで報告集会、
約 100 名参加。
22 日（金） 東北地方整備局仙台河川国道事務
所、女川原発重大事故時に避難道路になる国
道 398 号石巻バイパスの未整備区間について、
8 月から現地で測量や地質調査に着手と発表。
25 日（月） 東北電力ネットワーク、小売電気
事業者から徴収する託送料金に関し、2023 年
4 月導入の新制度「レベニューキャップ制度」
対応のため、家庭向けの低圧で 1.1 円/ｋＷh
値上げする方針を表明。資源エネルギー庁が
今後審査。
日本イヌワシ研究会、県に関電の川崎風力
発電事業の中止勧告を求める要望書提出。
29日（金） 関西電力、川崎風力発電事業計
画を白紙撤回すると発表。
東北電力、連結通期業績予想を公表。純損
失1800億円の赤字、年間配当は無配。以降、
株価は7万円（100株）を割り込み、6万円台
半ばまで値下がり。燃料高騰による逆ざや解
消を狙い、11月以降の企業向け（6万1800
件）電気料金の16～18％の値上げを発表。
「自由料金」で契約中の家庭向け（約157万

7 月 31 日、3 年ぶりの「大マグロック
vol.14＆第 14 回大間原発反対現地集会」に参
加した。仕事の都合で、今回は１日だけの参
加。30 日の夜に仙台を 4 名で出発、昨年全線
開通した三陸道を、闇夜の中ひたすら北上（ト
イレがないのに難儀）。“横浜道の駅”でテン
トで仮眠したあと、本州最北端の地に朝 6 時こ
ろ到着。いつもは雨がちだが、今年はよく晴れ
て暑い。でも風がとてもさわやかだ。
3 年ぶりにＹＡＭさん・中道さんらと会う。
久しぶりの笑顔だが、大阪にいった武藤さんに
会えなかったのは残念だった。ステージは
Phoka さんの「ふるさと」がやはり心にしみ
る。
集会が始まり、東京や北海道など各地各層が
発言。みな思いが強くて、とても制限時間の３
分では足りない。福島からの黒田節子さんが、
「福島を忘れるな」とよく言われるが、「私は
『本当の福島を知ってほしい』と言いたい」と
話したのが印象的だった。わが宮城からは土屋
さんが登壇。「大間に原発できたら嫌だなと思
っているんだけど、それを話したり、ここに来
たりできないでいる人がいます。これから町に
デモに行きますが、ハッピーを広げるアピール
にしましょう」と、いつもながらポジティブな
提案だ。2 日間で参加者は 250 人と、以前の約
半分だったが、それでもこのコロナ禍で本州の
最北端によく集まったと思う。
集会後は子ども達を先頭に、楽器もにぎやか
にデモを行い（ときたまコールを歌で歌ってい
た）、「いいかげんねん、日本（にっぽん）原
燃！」とコール。沿道にはほとんど人はいなか
ったが、家の中から手を振ってくれる人もい
て、まずは原発に楽しく反対している人がいる
ということを示すことができてよかったと思っ
た。まだまだ予断を許さないが、今後も大間に
関わっていきたい。
（たてわき）
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件）は12月分から燃料価格の転嫁上限を撤廃
し約13％の値上げ。
30 日（土）～31 日（日） 大間原発反対現地集
会実行委員会、大 MAGROCK VOL.14 と第 14 回
大間原発反対現地集会、大間原発に反対する
地主の会・共有地。250 名参加。
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81回甲状腺エコー検
査inしばた」、しばたの郷土館「ふるさと文
化伝承館」、検診医/寺澤政彦医師（てらさわ
小児科）、23名が受診。
【８月】
1 日（月） 脱原発東北電力株主の会、東北電力
の「説明の場」で 20 名の課長等と質疑。東北
電力本店会議室。東電株主代表訴訟で、旧取
締役 4 人へ 13 兆 3210 億円の支払いを命じる
7 月 13 日の東京地裁判決を受け、全国の株主
運動と連名で東北電力社長宛に要望書「脱原
発の決断をお願いします」を提出。7 名参加。
4日（木） 「福島原発被害南相馬訴訟」控訴
審第５回口頭弁論、仙台高裁101号法廷。地
震で東北新幹線が止まり、被告東電側弁護士
が到着できず、40分遅れて開始。原告佐藤砂
子さんの意見陳述、原告側弁護士の意見陳述
のあと、被告弁護士が長々と「弁済の抗弁」
を陳述し、結審。11月25日判決。報告集会、
仙台弁護士会館4階、35名参加。
県、10月施行の太陽光発電施設の設置に関
する条例の事業者向け説明会、県自治会館と
オンラインで。9月5日はオンラインのみ。
5日（金） 登米市の自然環境を考える会や漁
業組合等5団体、熊谷盛広市長に、東和町バ
イオガス発電所建設計画に関し、合同会社開
発73号（東京）との開発協定手続きの中断を
求める要望書を提出。市長、中断しない意向
を表明。
9 日（火） 「第 161 回女川原子力発電所環境
調査測定技術会」、ホテル白萩 2 階錦の間。市
民 3 名＋電力関係 2 名傍聴。
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 7 月分の女川原発 2・3 号機の「定期事業者
検査」の状況報告。7 月 16 日の女川原発２号
機原子炉建屋付属棟（非管理区域）地下２階
原子炉再循環ポンプ電源室と地下３階エレベ
ーターホールへの雨水流入事故の再発防止策
を公表。
10 日（水） 火力発電所から地域の環境と暮ら
しを守る会、斎藤正美石巻市長に、須江地区
の液体バイオマス発電所（「Ｇ－Ｂio イニシ
アティブ」東京）建設計画に反対を求める要

望書を提出。9 名参加。
村井県知事、石巻市内での「ＤＸ」に関す
る講演会で、
「避難所受付ステーション」の廃
止を含め、避難手順の見直しを進めているこ
とを明示。
12日（金） 株主の会、東北電力本店で議決権
行使書閲覧作業。3名参加。
17日（水） 丸森の未来を考える会、保科郷雄
町長に、2箇所の風力発電事業反対の要望書
提出。町長、「保安林や自然公園に建設する
のは反対」と表明。
18 日（木） わが地域の明日を考える会、グリ
ーンパワーインベストメント（東京）が計画
する風力発電事業「ウインドファーム八森山」
の白紙撤回を求め、請願書を色麻町議会に提
出。9 月 7 日、請願審査のための特別委員会
を設置。
21 日（日） 仙台港の石炭火力発電所建設問題
を考える会、学習講演＆シンポジューム「輸
入バイオマス発電はカーボンニュトラルか」。
泊みゆき氏（NPO 法人バイオマス産業社会ネ
ットワーク理事長）が講演、仙台市市民活動
サポートセンター6 階セミナーホール。会場
20 名＋オンライン 30 名参加。
「ピースサイクル全国ネットワーク」の 4
名、19 日東海出発→いわき→福島を経て、夕
方、仙台駅東口へ無事到着、風の会等 3 名と
懇親。22 日、3 名＋金デモ・西さんが石巻ま
で「ドラム缶」付自転車で走行。その後、伴
走車で女川原発を小屋取浜から視察。
22日（月） 「ふるさとを返せ」福島原発避難
者山木屋訴訟控訴審第３回口頭弁論、仙台高
裁。原告側、損害論についての被告主張に対
する反論の準備書面、関礼子教授の最新の意
見書に基づく故郷剥奪損害についての準備書
面等を提出、関教授と原告本人尋問の採用・
実施を求める意見陳述。裁判所、関教授の証
人尋問は採用拒否したが、申請していた8名
のうち6名の原告本人の尋問を採用、10月5日
に山木屋での現地進行協議の実施を正式に決
定。12月19日に口頭弁論、年明けの2月と3月
に原告本人尋問を実施。
24日（水） 政府、「ＧＸ（グリーントランス
フォーメーション）実行会議」で、「次世代
型原発の建設」「最長60年としてきた運転期
間の延長」の検討を公表。新規制基準審査合
格の原発7基の再稼働「国が前面に立つ」（岸
田首相）と前のめりの姿勢を表明。
26 日（金） 田村バイオマス訴訟控訴審第２回
口頭弁論、仙台高裁 401 号法廷。裁判長が被
告側へ、①HEPA フィルタの内容がはっきりし
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ない、具体的資料を出すこと、②昨年の「定
期点検」で、バキュームカーで掃除、交換し
たがその具体的説明、③燃料チップを 1 分で
測定できる具体的説明、の 3 点の説明要求に
対し、今回被告側は「第 1 準備書面」を提出。
その内容は、技術的に見ればツッコミどころ
満載のもので、坂本弁護士が反論の意見書と
原告「準備書面(2)(3)」を提出。報告会、宮
城合同労組事務所、11 名参加。
東芝、再生可能エネルギーを活用して地域
内で電力を自給自足する「マイクログリッ
ド」を安定化させるためのインバーター（電
力変換器）を開発したと発表。
27 日（土） みやぎアクション、オンライン会
議。13 名参加。
30 日（火） 「第 161 回女川原子力発電所環
境保全監視協議会」、石巻グランドホテル 2
階鳳凰の間。市民 3 名＋電力関係 2 名傍聴。
31 日（水） 地元自治会「米谷地域づくり協議
会」と「登米市の自然環境を考える会」、建設
予定のバイオマス発電所に関し、経産相に再
生可能エネルギー固定買取制度（ＦＩＴ）の
再審査を求める陳情書を市議会に提出。
村田町大沼町長、町議会議員全員協議会で、
9 月定例議会提出予定の、再生可能エネルギ
ー発電施設の設置事業に町が「抑制区域」を
定められる規定等を盛り込んだ条例案を説明。
【９月】
1日（木） 「合同会社地方創生太陽光発電所2
号」（東京）、丸森町耕野地区に計画される大
規模太陽光発電所（メガソーラー）建設を巡
り、丸森町耕野振興会に、井戸水の補償費な
どとして1億3000万円を預託することを提
案。7日、住民側、提案拒否を決定。全戸
（約250世帯）の井戸水補償と施行前の井戸
の長期調査を要求。
仙台市環境影響評価審査会、
「 ブルーキャピ
タルマネジメント」
（東京）が計画する秋保メ
ガソーラーに関し、環境アセスメント方法書
を審議。委員から、
「土地の安定性」項目が含
まれていないことを問題視する意見。
4 日（日） 脱原発全国株主運動交流会、オンラ
イン会議。11 名参加。
6 日（火） ジャパン・リニューアブル・エナジ
ー（JRE・東京）とＨＳＥ（茨城県日立市）、
丸森町町議会総務民生常任委で、丸森風力発
電事業計画の設置場所や基数の再検討を表明。
10 日（土） 東日本大震災復旧・復興支援みや
ぎ県民センター、
「被災地福島と宮城のいまと
これからを考える」つどい、今野順夫氏（元
福島大学長）基調講演、仙台弁護士会館 4 階、
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オンライン含め約 110 名参加。
12 日（月） 「子ども脱被ばく裁判」控訴審
第４回口頭弁論、仙台高裁 101 号法廷。五
橋公園でミニ集会→市内アピール行進 、仙
台高裁ヒューマンチェーン→前段集会「お
はがき作戦」報告と裁判の焦点、スタンダ
ード会議室仙台一番町ホール店 5F。開廷
（59 名傍聴）、石栗正子裁判長、「子ども人
権裁判（行政訴訟）」と「親子裁判（国賠訴
訟）」の分離を認め、証人採用は持ち越し。
報告集会、会場とオンラインで 83 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 8 月分の女川原発 1 及び 2・3 号機の「定期
事業者検査」の状況報告。女川１号機原子炉
建屋天井クレーン走行部支持台座に 8 箇所の
亀裂（最大で長さ約 6 ㌢、幅約１㍉）があっ
たと発表。3 月の地震の影響？
鳴子温泉郷観光協会、計画中の３つの大型
風力発電事業の建設反対を表明する意見書
を、大崎市伊藤市長に提出。
14 日（水） 「ふるさと喪失・宮城」訴訟控訴
審第４回口頭弁論、仙台高裁 101 号法廷、原
告意見陳述。弁護団・原告支援 21 名、被告側
13 名、記者 5 名。進行協議（非公開）で、被
告弁護士が長々と「弁済の抗弁」を陳述。報
告会、仙台弁護士会館 301 会議室。
東北電力、女川原発に勤務する協力企業従
業員 3 人が新型コロナウイルスに感染と発
表。7 月 13 日以降 9 月 13 日までに、累計で
協力企業従業員 440 人、社員 27 人が感染。
15 日（木） 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。東北電力、
「保安規程」の概要を説明。
丸森町議会、「丸森の未来を考える会」提
出の請願を全会一致で採択、「合意なき風力
発電建設を認めない」とする意見書を可決。
「丸森町の新世紀を拓く会」、慎重に判断す
ることを求める要望書を保科町長に提出。
16 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』、仙台市フォーラス
前。7/22 日 6 人、29 日 8 人、8/5 日 8 人、12
日 6 人、19 日 7 人、26 日 8 人、9/2 日 6 人、
9 日 6 人、16 日 6 人参加。
17日（土）18日（日） 放射能問題支援対策室
いずみ、「第82回甲状腺エコー検査inせんだ
い」、共催：生活協同組合あいコープみや
ぎ、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）、58名
が受診。
（空）

●脱原発みやぎ金曜デモ

●汚染廃棄物「焼却」を
めぐる動き

【７月】
18 日（月・海の日） 第 440 回、
“路（みち）の
上 に も 10 年 脱 原 発 み や ぎ 金 曜 デ モ ～
2012.7.20→2022.7.18 ～10 年メモリアルデ
モ～”、元鍛冶丁公園から 45 名の市民が参加。
☆演奏：苫米地サトロ、☆コント：こんなコ
ント劇団、☆発言：女川原発再稼働差止訴訟
原告団原団長＆これまで金デモを支えてくれ
た方々。「10 周年メッセージ集」配布。
【反戦】脱原発のみをシングルイシューとし
てきた脱原発みやぎ金曜デモですが、戦争に
よる原発災害の危機が現実のものとなったの
を踏まえ、ウクライナに対する戦争を直ちに
停止せよ、と訴えます。

【７月】
19 日（火） 大崎耕土を放射能汚染させない連
絡会、大崎地域広域行政事務組合管理者と大
崎市長に焼却中止の要望書を 7 月 4 日に提出
し、19 日に意見交換の場を設定したが、大雨
による水害で延期に。事務組合は回答拒否。
25日（月） 放射能汚染廃棄物の焼却差止め大
崎住民訴訟第16回口頭弁論、仙台地裁101号
法廷。「弁論の更新」の手続きと原告団長阿
部忠悦さんが意見陳述。裁判所、原告本人尋
問とＤＶＤの法廷での上映を却下。原告弁護
団、原告が100名以上いる訴訟で１人も尋問
しないことなど通常ではあり得ないこと、被
告は内部被ばくの危険性についてＩＣＲＰの
見解を持ち出すのみで、専門家証人を一切立
てていない中で、内部被ばくの危険性につい
て、裁判所は何を基に判断するのか等、裁判
所が尋問手続を行わないことは問題であると
指摘。報告集会、仙台弁護士会館4階、約50
名参加。
【８月】
22 日（月） 西村環境大臣（宮城選出）、
「やは
り最終的な処分場の理解を頂かなくてはいけ
ない。ずるずると先延ばしするわけには当然
いかない問題」
「 強引ではなく丁寧に理解を得
て進めていきたい」と発言したのに対し、村
井知事は「指定廃棄物の前に、汚染廃棄物の
焼却を優先させたい」と発言。
29 日（月） 大崎連絡会、大崎市放射能対策推
進室と意見交換会。
【９月】
13 日（火） 小林環境副大臣、村井知事と面会、
「指定廃棄物、国が責任を持つ」と強調。
（空）

22 日（金） 第 441 回「金曜デモ」、女川原発
再稼働やめようとアピールし、元鍛冶丁公園
から 20 名の市民が参加。
29 日（金） 第 442 回「金曜デモ」、元鍛冶丁
公園から 25 名の市民が参加。
【８月】
12日（金） 第443回「金曜デモ」、元鍛冶丁公
園から25名の市民が参加。
19日（金） 第444回「金曜デモ」、元鍛冶丁公
園から25名の市民が参加。
26日（金） 第445回「金曜デモ」、女川原発を
廃炉にしよう！と、元鍛冶丁公園から25名の
市民が参加。
【９月】
2日（金） 第446回「金曜デモ」、女川原発再
稼働やめよう！と訴えて、元鍛冶丁公園から
25名の市民が参加。
9日（金） 第447回「金曜デモ」、肴町公園か
ら25名の市民が参加。
16日（金） 第448回「金曜デモ」、肴町公園か
ら30名の市民が参加。
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