
◎2/14～ 第18回定期検査

◎10/9制御棒パターン調整
◎11/10制御棒パターン調整
◎11/26～第5回定期検査

◎11/13制御棒パターン調整
◎12/18制御棒パターン調整

環境に優しい大豆油インキと
再生紙を使用しています

宮城県環境生活部原子力安全対策室
仙台市青葉区本町三丁目8番1号

この広報誌は企画から印刷までを外注し作成しています。23,300部作成し1部あたりの単価は約44円となっています。

女川原子力発電所運転状況のお知らせ
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女川原子力発電所１号機における誤信号による
非常用炉心冷却系の作動について
　平成２１年２月１９日、第１８回定期検査中で停止中の東北電力株式会社女川原子力発電所１号機において、非常用炉心冷却系に信号を
送る系統の点検を実施していたところ、作業を誤ったため、原子炉の水位が低下していなかったにもかかわらず、水位が低下したとの誤信
号が発生し、非常用炉心冷却系の機器類が作動したため、原子炉内に冷却水が注入されました。
　このことにより、原子炉から放射性物質を含む炉水が格納容器内に漏洩しましたが、環境中への影響はありませんでした。
　また、１号機は定期検査のため停止中であり、このことによる原子炉への安全上の影響はありませんでした。
　県としましては、東北電力株式会社に対し、当該事象の発生は大変遺憾であり、誤動作があっても安全装置等への影響のないような保
守管理の見直しと徹底的な安全管理体制のフォローアップを行うよう要請しております。
　なお、平成21年2月25日に、県、女川町及び石巻市で現場確認を行い、3月11日には、調査結果及び再発防止対策の報告を受けて
おります。

平成２０年１０月～１２月調査結果公表
　平成２１年２月２０日、県と東北電力株式会社が実施している環境放射能及び温排水の調査結果が、「女川原子力発電所環境保全監視協
議会」の確認を経て、公表されました。(本誌P４～P７に掲載しています。)

　平成２１年１月２２日（木）～１月２３日（金）、県は女川町及び石巻市との共催により、平成２０年度原子力防災訓練
を実施いたしました。（詳細は本誌P９に掲載しています。）
　訓練に協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

　二俣小学校では、3年前からリズムな
わとび「二俣ロープスキップ」に取り組
んでいます。1年間を通して取り組み、
運動会などで発表しています。現在は
3～5年生が、6年生から技を教えても
らいながら練習中です。「二俣ロープ
スキップ」は二俣小学校の伝統として、
大切に引き継がれていきます。

平成２０年度原子力防災訓練を実施しました。平成２０年度原子力防災訓練を実施しました。

【宮城県原子力安全対策室一同】

ありがとう
ございました！
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この道は、いつか来た道
女川町

マリンパル女川シーパルⅡ　大創業祭（しらす祭り）
日和山公園観桜期間
北上川ヨシ原火入れ
マリンパル女川周年祭
鹿嶋ばやし山車祭り
女川のまつり　春のまつり（テーマ/ギンザケ）
春のマンガッタン祭り2008
南三陸潮騒まつり
金華山初巳大祭
マリンパル女川シーパルⅡ　ほや祭り
日和山公園「野点（のだて）」
第15回「サン・ファン祭り」
おしかホエールランド近代捕鯨開始記念イベント
マリンパル女川シーパルⅡ　ぎんざけ・かつお祭り
牧山あやめ祭り　※鑑賞期間6月21日～7月6日

 11日（土）～ 12日（日）
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   13日（月）
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18日（月）
24日（日）～25日（月）
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13日（土）～14日（日）

 27日（土）～7月1日（水）
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マリンパル女川
広渕地区
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マリンパル女川シーパルⅡ
日和山公園
サン・ファンパーク／サン・ファン館
おしかホエールランド
マリンパル女川シーパルⅡ
牧山零羊崎神社

マリンパル女川事業協同組合
石巻市観光課
石巻市北上総合支所産業建設課
マリンパル女川
石巻市河南総合支所産業建設課
女川町商工観光課
石ノ森萬画館
石巻市北上総合支所産業建設課
金華山黄金山神社
マリンパル女川事業協同組合
表千家石巻教授者会石巻市観光課
サン・ファン館
石巻市牡鹿総合支所産業建設課
マリンパル女川事業協同組合
牧山零羊崎神社

イベント名開催日 会　場 主　催 問い合わせ

◆ イ ベ ン ト 情 報

【マリンパル女川】町営の観光物産拠点施設として、
1994年にオープン。訪れた日は、ちょうど施設前の広場でイ
ベントが開催されており、大勢のお客さんに焼きガキなどが
ふるまわれていた。

【湾口防波堤】崎山展望公園から女川湾に目をやると、湾
をふさぐように南北から防波堤が伸びている。津波の被害
から女川港を守るための防波堤である。

【町境】指ヶ浜を過ぎると、石巻市雄勝との町境となる。ここ
からは雄勝半島白銀﨑を見渡すことができる。

　石巻市方面から女川町へ国道398号を
東進すると、右手に万石浦が見えてきます。
晴れた日は逆光の水面がキラキラと輝き、整
然と並ぶカキの養殖棚の合間を小さな漁船
が縫うようにせわしなく走り回る。そのような、
のどかな光景を楽しむことができます。さらに、
汽笛の余韻を引きながらのんびり走るJR石
巻線が、この界隈の景色に旅情を添えてくれ
ています。
　万石浦を過ぎ、ほどなく行くと女川の中心
街へ到達します。潮風の香りとウミネコの鳴き
声に誘われ、女川港へとハンドルを切ると、何
やらマリンパル女川の前に大勢の人が集
まっています。訪れたその日は、ちょうどカキや
新鮮な海の幸をふるまうイベントが行われて
おり、周囲においしそうな香りが漂っていま
す。その香りに吸い寄せられるように、次 と々

お客さんがやってきて、あっという間に長蛇の
列が。一方、施設内の海産物直売所では、
安値で販売される魚介類を買い求める人で
ごった返していました。
　マリンパル女川を後にして、女川港の北側
を国道に沿って町中を走っていると、一本の
小川にかかる橋を渡ります。一見、何の変哲
もない小さな川ですが、その名を「女川」とい
い、はるか平安の時代に命名され、以来この
地の名にもなったという由緒ある川と言いま
す。そのような感慨に浸りながら、しばし川沿
いを散策した後、再び国道を行くと、道は入り
組んだリアス式海岸線をトレースするように蛇
行を繰り返しながら、北上を続けます。途中、
桐ヶ崎、竹浦、尾浦、御前浜、指ヶ浜の漁業
集落を通過すると、やがて、隣町である石巻
市雄勝の町境に到達します。町境付近から

の見晴らしは絶景で、対岸の雄勝半島白銀
﨑と出島、そしてその先には、太平洋の大海
原が広がっていました。
　どこまでも青く澄み渡った冬晴れの午後。
かすかに香る潮風を胸いっぱいに吸い込み
ながら、時を忘れて眼下に広がる南三陸の変
化に富んだ海の景観を楽しみました。

万石浦、女川湾、そして太平洋の大海原、
変化に富んだ水辺の景観が楽しめる眺海の道。

女川湾の北岸をトレースするように
ワインディングロードが続くリアスブルーライン。
軽快にハンドルを切りながら海の方へ目をやると、
青い空と紺碧の海が水平線の彼方でとけ合い、
無限の時空を旅しているような錯覚に陥いります。

国道398号　浦宿浜から御前湾まで

【JR石巻線】美里町「小牛田駅」と女川町「女川駅」を結ぶおよそ45kmの単線で、女川～石巻間では万石浦沿いに走るため、車窓から美しい万石浦の景色が堪能できる。

【万石浦】仙台藩の二代藩主伊達忠宗公
が、干拓すれば一万石の米が穫れると言っ
たことから万石浦と呼ばれるようになったと
いう。かつては製塩業が栄えたが、今はカキ
やノリの養殖が盛んに行われている。

【女川港】リアス式海岸のため、天然の良港が多
数点在する女川町。女川港は、女川湾の最も奥
に位置し、豊かな漁場でとれる新鮮な魚介類の
水揚げ港として繁栄した。

【女川】平安時代、安倍貞任と源氏方が稲井の
館（現在の石巻市稲井）で戦った際、一族の婦
女子を安野平（女川の源流付近）に避難させ
た。以来、ここから流れ落ちる小川を女川と呼ぶ
ようになったという。

【御殿峠】国道398号が開通するはるか以前から徒歩で御
殿峠を越え、女川と尾浦および御前浜を結んでいた生活
道。昭和44年8月まで地元の人々が利用していたという。

万石浦

JR石巻線

女川駅

浦宿駅

女川港
出島

石巻市 女川町

マリンパル女川
湾口防波堤

町境

御殿峠女川
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今期の調査の結果、女川原子力発電所による�
放射線および放射能の環境への影響は認められませんでした。�

（平成20年10月～12月）�

　今期の調査結果は、下図のように過去の測定値の範囲内であり、女川原子力発電所による環境への影
響は認められませんでした。�

　各試料とも、過去の測定値の範囲内又は過去の範囲を下回る値であり、女川原子力発電所による環境へ
の影響は認められませんでした。�

グラフの見方�

今期の測定値範囲�過去の測定値範囲�

□□□�

0 20 40 60
モニタリング�
ステーション�

モニタリングステーションには、放射線を測定す
る精密機器や、気象を観測する風向風速計などの
測定器があります。�

モニタリングステーション、モニタリングポイント�
及び放水口モニター設置地点�

１km

３km

５km

８km
■出島�

●寺間�

■尾浦�

■竹浦�

■桃浦�

●小屋取�

前網�
●� 寄磯�

●�鮫浦�
■●�

江島�
●�

祝浜�
■�

■荻浜�

■泊浜�

■大原浜�
■小網倉�

高白■�

横浦■�

大石原■�

大谷川■�

■�
野々浜�

■●�
谷川�

　●�
小積�

■�
　●�
�

桐ヶ崎�
■�

女川�
●�■�

塚浜�
●�■�

■�

▲�▲�
女川原子力�
発電所�

Ｎ�

①�▲�③�飯子浜� ②�

モニタリングステーション�
●宮城県�
●東北電力�
�
モニタリングポイント�
■宮城県�
■東北電力�
�
放水口モニター�
▲東北電力�

（7）�
（4）�

�
�

（12）�
（9）�

�
�

（3）�

用語説明�

　放射線に関する単位で、「物質や
組織が放射線のエネルギーをどの
くらい吸収したかを表す吸収線量の
単位」をグレイ（Gy）といいます。ナ
ノグレイ（ｎＧｙ）は、その１０億分の１
を表します。�

ナノグレイ（nGy）�

　放射能を表す単位で、1ベクレル
とは「1秒間に1個の原子が壊れ、放
射線を放出すること」を表します。�

ベクレル（Bq）�
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核種�

水道原水（飲料水）、表層水（海水）�

精米、アイナメ、カキ、表層土（砂）�

降下物（月間・四半期）、精米、水道原水（飲料水）、�
浮遊じん、カキ、アワビ、アラメ�

試料名�

今回の調査で検出されなかった試料と核種�

核種／H-3…トリチウム　Sr-90…ストロンチウム90　Cs-137…セシウム137といいます。�
※今期の調査対象である陸土については、採取地点の状況が大きく変化し、対象となる試料を採取することができなかったことにより、欠測としました。�
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今期の測定値範囲�

平成2～19年度�
測定値範囲�

試料数が複数の場
合は範囲で表し、1
つだけの場合は測
定値で表します。�

今期の測定値範囲�

過去の測定値範囲�

今期の測定値�

モニタリングポイントとは?

 女川原子力発電所周辺に
おいて、空間ガンマ総積算
線量を測定するための無
人測定点が「モニタリング
ポイント」です。�
　県及び東北電力（株）
は、発電所周辺に計21カ
所のモニタリングポイント
を設置し、3ヶ月ごとの積
算線量を測っています。�

環境放射能や温排水の測定結果を、定期的にお知らせしています。�
　県及び東北電力（株）
が測定した環境放射能、
温排水などのデータは
右の図のような段階を
経て、県民のみなさんに
公表しています。�

測定したデータについて、専門家
の人たちが環境に異常がないか
評価・確認します。�

確認を受けた後の測定結果は、原
子力だよりみやぎや、インター
ネットへ掲載し、県民のみなさん
に公表しています。�
�

県及び東北電力（株）が、環境放射
能や温排水を調査・測定します。�



水温連続モニタリングによる水温調査�

　今期の調査結果から、温排水によると考えられる異常な値は、観測されませんでした。�
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　今期の調査結果から、温排水によると考えられる異常な値は、観測されませんでした。�

2女川原子力発電所周辺の�

今期の調査の結果、女川原子力発電所周辺において�
温排水によると考えられる異常な値は、観測されませんでした。�

（平成20年10月～12月）�

（ロ）測定点間の水温較差�
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このグラフは、取水口と浮上点の海水の温度差が現れた日数を示しています。例えば、左下のSt.9とSt.6の12月の
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　今期の調査結果から、温排水によると考えられる異常な値は、観測されませんでした。�
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グラフの見方�
水温連続モニタリングにより
海水温を測定しています。�

今期の�
測定値範囲�

昭和59～�
平成19年度の�
測定値範囲�

●A：女川湾沿岸（Ｓｔ.1～5,11）県調査地点�
★B：前面海域（Ｓｔ.6,8,9,12,14）東北電力調査地点�
★C：湾中央（St.7）東北電力調査地点�
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放水口モニター�

用語説明�

　放水口モニターは、発電所の放水路より

海水（放水）を採取し、発電所放水口付近の

陸上に設置されたNal（TI）検出器により、

海水（放水）中の放射能量（全ガンマ線計

数率）を連続的に測定する設備で、1号機

から3号機の各号機に設置されています。�

放水口モニター（2号機）� 放水口モニター監視盤（2号機）�



❶女川原子力発電所２号機において、原子炉運転中に給水ポンプが故障によ

り停止し、原子炉の中の水位が低くなっていきます。

❷非常用に炉心を冷却する機能も故障により次々に停止し、原子炉の中の水

位は更に低くなり、燃料を覆っている被覆官が破損します。

❸その後、原子炉格納容器内の圧力が上昇し、限界を超えたため、放射性物質

が外に漏れ出てしまいました。

❶緊急時通信連絡訓練・・・FAXや電話等で関係機関と事故の状況等の連絡

を取り合い、正確な情報伝達が、効率的に行われるよう訓練をしました。

❷緊急時モニタリング訓練・・・訓練当日の気象条件から、放射能の影響を予測

したり、原子力発電所周辺地域の空気中の放射能物質の濃度などを測定す

る訓練を行いました。

❸県現地本部等設営訓練・・・宮城県原子力災害対策現地本部を宮城県原子力

防災対策センター（オフサイトセンター）内に設置し、県と関係市町の災害

対策本部と連携しながら、災害対策の初期対応や、県が行う災害対策活動

を指揮する訓練を行いました。

❹原子力災害合同対策協議会設置運営訓練・・・国、県及び市町が宮城県原子

力防災対策センター（オフサイトセンター）内で情報を共有し、連携しなが

ら、防護対策の検討や、住民避難の計画の作成を行う訓練をしました。

❺緊急時資機材準備訓練・・・放射線測定器等の必要な資機材を、避難所等へ

搬送する訓練を行いました。

❻広報訓練・・・広報媒体（テレビ・ラジオ・広報車・防災行政無線等）の検討、プレ

ス対応、屋内退避や避難の指示などについての訓練を行いました。

❼避難所設営訓練・・・避難所を開設し、関係機関から協力を得て、医療活動や

炊き出しなどを行い、避難してきた住民の受け入れ体制を作る訓練を行い

ました。

❽屋内退避及び避難訓練・・・住民の方々の協力を得て、屋内退避とコンクリー

ト屋内退避を実施し、的確な避難の誘導体制を作る訓練を行いました。

❾緊急時医療活動訓練・・・医療活動に必要な資機材の避難所への搬送や、避

難所における放射性物質による汚染の検査、住民のための医療活動のほ

か、発電所に傷病者が発生した際の通報連絡について訓練を行いました。

　今年度の原子力防災訓練では、以下の項目を重点項目として掲げて訓練を

実施しました。

❶状況に応じた住民避難対応の充実

❷オフサイトセンターの活動におけるシナリオ非提示型訓練の充実

❸オフサイトセンターと避難所との情報共有化の充実

平成２０年度宮城県原子力防災訓練を実施しました

　東北電力株式会社女川原子力発電所2号機において、事故が発生したと想定し、県、女川町及び石巻市は、平成21年
1月22日及び23日に原子力防災訓練を実施しました。

　東北電力株式会社女川原子力発電所において、平成２０年
１０月から１１月にかけて３回の火災が発生しました。３回目に
発生した「１号機原子炉建屋原子炉格納容器内での火災」に
ついて、県は、東北電力株式会社から、調査結果と再発防止対
策を受領しました。県は、これらの内容を確認するために、女
川町及び石巻市とともに、女川原子力発電所にて関係書類及
び現場の立入調査をしました。その結果、再発防止対策は実
効性があり、各種マニュアルや教育内容に適切に反映され、関
係者にも周知されていることを確認しました。
　今後も、県は、女川町及び石巻市とともに、女川原子力発電
所の安全管理体制について、しっかりと確認してまいります。

～防災関係者・地域住民など７０機関、約４，７００人が参加～

訓練想定

訓練項目

重点項目

女川町避難所（女川第二小学校）

石巻市避難所（河北総合センター）

石巻市避難所（遊楽館）

女川原子力発電所における火災の発生について（続報）

１号機原子炉建屋原子炉格納容器内での火災
平成２０年１１月２７日　午後５時５２分頃
原子炉格納容器内（原子炉建屋：管理区域）
耐震裕度向上工事において、誤って取り付けた塗装仕様の異なるサポート斜め材を撤去するため、溶断作業を実施し
ていたが、途中で溶融金属受けを追加で設置した際に、元から設置していた火気養生に隙間を生じさせた。このこと
により、発生した溶融金属の一部が、隙間から階下に滴下し、下の階にて養生テープ等が燃焼した。
直ちに、他の作業員が、作業現場にあった消火器で消火した。

原　因

　再発防止対策

❶前回の火災発生時に策定した
再発防止対策の不徹底

❷作業に対する意識、知識、技術
上の問題

❸施工管理上の問題
 

•可燃物（難燃物）と不燃物の識別が不十分であった。
•再発防止対策の検証や周知徹底が不十分であった。

•再発防止対策が、第一線の作業員に十分浸透していなかった。
•作業状況に応じた養生の確認等の確実性と緊張感や配慮が不足していた。

•塗装仕様の異なるサポート材の取り付け等、確認不足や不明確な指示があった。
•修正作業について、協議せずに実施した。
•火気養生実施計画書と実際の火気作業内容に相違があった。

❶火気作業時の資機材の総点検

❷防火教育等の充実強化による
防火意識の向上

❸調達管理及び施工管理の強化

❹体制の強化

❺専門家による指導・評価

❻その他の対策

•可燃物（難燃物）と不燃物の識別総点検やアルミテープの検討・選定
•火気養生実技教育の実施

•車座対話の実施
•火災事例集の作成
•インセンティブ／ペナルティの導入
•作業ステップ毎の確認徹底

•仕様が異なる部材の取付対策（施工段階時における確認の導入及び後戻作業時における電
力社員の現場立会等）

•火気養生実施計画書に関わる対策（重要度に応じた養生資材、方法の明確化及び火気作業
の養生立会、火気作業時のパトロール実施等）

•防火専門指導員（１名）、元請会社防火管理専門家（２名）の配置
•「女川原子力発電所構内防火管理会議」の設置による情報の交換・共有及び実施状況のパト
ロール並びにフォロー

•再発防止対策の策定時及び作業再開前の対策実施状況等の確認・指導
•作業再開後における、対策の実効性への意見・評価

•火気作業再開前、経営層による現場確認
•有機溶剤使用に特化した、危険予知の周知徹底

平成２０年１２月１９日　東北
電力株式会社から再発防
止対策を受領

平成２０年１２月２５日　
県、女川町及び石巻市に
よる発電所の立入調査

発生日時
発生場所
火災状況



石巻市立
二俣小学校の
みなさん

　二俣小学校は、旧河北町の南西部に位置し、旧北上川や追波湾に注ぐ北上川に囲
まれ、東側に上品山を有する山紫水明の豊かな自然に恵まれた地域です。全校児童
数は116名。明るく素直な子どもたちで、異学年でいつも外で元気いっぱいに遊ん
でいます。総合的な学習の時間では、「二俣のよさの発見」をめざし、学校前の大森
川での魚の採取、鮭の飼育や放流、米作り、二俣の歴史調べ等、地域の特色を生か
した活動を行っています。子どもたちは、毎日多くの人に見守られ、元気に登校して
います。今日もあちらこちらで気持ちよくあいさつする声が聞こえます。

小さな作家たちの作品が勢ぞろい。
将来が楽しみな元気いっぱいの
力作が並ぶ誌上展覧会です。

春のおいしいレシピ

苺の米粉ロール
［監修］しらはぎ料理学校

材料 1本

生地をおいしく作るためには“よ
く泡立てること”。ハンドミキサー
を少し寝かせ①空気を含ませ
ながら泡立て、次に立てて②低
速で2～3分ほど大きな泡を追
い出すように混ぜると、きめ細
やかな生地になります。

県産の米粉を使用した生地は、ふんわりしっとりきめ細やか。
苺をたっぷり入れて春の彩りに。

「さかせてみたい　アサガオ」
1年生我妻 佑花さん

わが つま ゆう か

「ふん火の世界」
2年生渋谷 有輝さん

しぶ や ゆう き

「ひし形パズル」
5年生遠藤 麟太郎さん

えん どう りん た ろう

「サトルのお気に入り大集合」
5年生松川 智さん

まつ かわ さとる

「山と田んぼの風景」
6年生澁谷 亜未さん

しぶ や あ み

「真っ赤なザリガニ」
3年生梶原 優花さん

かじ わら ゆう か

「荒馬」
4年生小林 泰世さん

こ ばやし たい せい

❶

❷



◎2/14～ 第18回定期検査

◎10/9制御棒パターン調整
◎11/10制御棒パターン調整
◎11/26～第5回定期検査

◎11/13制御棒パターン調整
◎12/18制御棒パターン調整

環境に優しい大豆油インキと
再生紙を使用しています

宮城県環境生活部原子力安全対策室
仙台市青葉区本町三丁目8番1号

この広報誌は企画から印刷までを外注し作成しています。23,300部作成し1部あたりの単価は約44円となっています。

女川原子力発電所運転状況のお知らせ
1号機
電気出力
524,000kW

2号機
電気出力
825,000kW

電気出力
825,000kW

3号機

出 

力

H20年 10月 11月 12月

（%）
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力
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出 

力

H20年 10月 11月 12月

（%）

出 

力

定格熱出力一定運転中 定格熱出力一定運転中

定格熱出力一定運転中

女川原子力発電所１号機における誤信号による
非常用炉心冷却系の作動について
　平成２１年２月１９日、第１８回定期検査中で停止中の東北電力株式会社女川原子力発電所１号機において、非常用炉心冷却系に信号を
送る系統の点検を実施していたところ、作業を誤ったため、原子炉の水位が低下していなかったにもかかわらず、水位が低下したとの誤信
号が発生し、非常用炉心冷却系の機器類が作動したため、原子炉内に冷却水が注入されました。
　このことにより、原子炉から放射性物質を含む炉水が格納容器内に漏洩しましたが、環境中への影響はありませんでした。
　また、１号機は定期検査のため停止中であり、このことによる原子炉への安全上の影響はありませんでした。
　県としましては、東北電力株式会社に対し、当該事象の発生は大変遺憾であり、誤動作があっても安全装置等への影響のないような保
守管理の見直しと徹底的な安全管理体制のフォローアップを行うよう要請しております。
　なお、平成21年2月25日に、県、女川町及び石巻市で現場確認を行い、3月11日には、調査結果及び再発防止対策の報告を受けて
おります。

平成２０年１０月～１２月調査結果公表
　平成２１年２月２０日、県と東北電力株式会社が実施している環境放射能及び温排水の調査結果が、「女川原子力発電所環境保全監視協
議会」の確認を経て、公表されました。(本誌P４～P７に掲載しています。)

　平成２１年１月２２日（木）～１月２３日（金）、県は女川町及び石巻市との共催により、平成２０年度原子力防災訓練
を実施いたしました。（詳細は本誌P９に掲載しています。）
　訓練に協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

　二俣小学校では、3年前からリズムな
わとび「二俣ロープスキップ」に取り組
んでいます。1年間を通して取り組み、
運動会などで発表しています。現在は
3～5年生が、6年生から技を教えても
らいながら練習中です。「二俣ロープ
スキップ」は二俣小学校の伝統として、
大切に引き継がれていきます。

平成２０年度原子力防災訓練を実施しました。平成２０年度原子力防災訓練を実施しました。

【宮城県原子力安全対策室一同】

ありがとう
ございました！
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