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那珂市議会原子力安全対策常任委員会記録 

開催日時 平成 28 年５月 19 日（木）午前９時 30 分 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席議員 委員長 笹島  猛  副委員長 冨山  豪 

     委 員 古川 洋一  委  員 助川 則夫 

     委 員 遠藤  実  委  員 福田耕四郎 

欠席委員  

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 深谷  忍  事務局次長 寺山 修一 

     書  記 萩谷 将司 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美    市民生活部長 石川  透 

     危機管理監 小橋 洋司  防災課長補佐 綿引 勝也 

     原子力 G 長 海野 直人 

     原子力専門委員 ５名 

     量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所職員 ９名 

     三菱マテリアル株式会社職員 ３名 

     三菱原子燃料株式会社職員 ５名 

     日本原子力発電株式会社職員 ７名 

会議事件と概要 

     （１）原子力事業所の年間主要事業計画について 

       ・那珂核融合研究所 

       ・三菱マテリアル株式会社 

       ・三菱原子燃料株式会社 

       ・日本原子力発電株式会社 

     （２）執行部報告 

会議資料 別添のとおり 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時 30 分） 

委員長 おはようございます。 

   ただいまから原子力安全対策常任委員会を開催いたします。 

   開会前にご連絡いたします。 

   会議は公開しております。傍聴は可能となっております。また、会議の映像は庁舎内の

テレビに放映します。会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑、答弁の際は簡潔かつ
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明瞭にお願いしたいと思います。携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくか、マナ

ーモードにしてください。 

   ただいまの出席委員は５名でございます。欠席委員は遠藤委員の１名でございます。定

足数に達しておりますので、これより原子力安全対策常任委員会を開会いたします。 

   会議事件説明のため、副市長、原子力専門委員外関係職員の出席を求めております。 

   職務のため、議会事務局職員が出席しております。 

   ここで副市長よりご挨拶をお願いいたします。 

副市長 皆さん、おはようございます。 

   本日は、本年度初めての原子力安全対策常任委員会でございます。ひとつよろしくお願

い申し上げます。 

   本日は、４つの原子力事業所の年間の事業計画についてご説明がございます。それと、

執行部からは広域避難計画の概要につきましてご報告申し上げることになっておりますの

で、慎重なご審議をお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

委員長 これより議事に入ります。 

   本委員会の会議事件は別紙会議次第のとおりでございます。 

   本日の審議の進め方につきましては、別紙日程のとおりでございます。 

   初めに、原子力関連４事業所から年間主要事業計画について報告を受けます。 

   また、執行部からの報告事項がありますので、最後にこれについて説明を求める形で進

めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

   暫時休憩いたします。 

   事業所の入室をお願いいたします。 

     休憩（午前９時 33 分） 

     再開（午前９時 34 分） 

委員長 再開をいたします。 

   遠藤委員が出席いたしました。 

   まず、原子力事業所の年間主要事業計画についてを課題といたします。 

   量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所が出席しております。年間主要事業計画に

ついて説明を求めます。 

   出席者の紹介をしてから説明をお願いいたします。 

   では、よろしくお願いします。 

那珂核融合研究所長 おはようございます。それでは、国立研究開発法人量子科学技術研究開

発機構核融合エネルギー研究開発部門に所属いたします那珂核融合研究所のほうから年間

事業のご説明をさせていただきたいと思います。 

   まず最初に、私、那珂核融合研究所の所長をしております栗原でございます。どうぞよ
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ろしくお願いいたします。 

   それでは、私の右手からまいります。那珂核融合研究所に全て所属している者でござい

ますけれども、トカマクシステム技術開発部長の逆井でございます。 

那珂核融合研究トカマクシステム技術開発部長 逆井でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

那珂核融合研究所長 それから、那珂核融合研究所副所長と、それから研究企画室長を兼務し

ている石田でございます。 

那珂核融合研究所副所長兼研究企画室長 石田でございます。よろしくお願いいたします。 

那珂核融合研究所長 私の左手へまいりまして、那珂核融合研究所副所長と、それから管理部

長を兼務しております木村でございます。 

那珂核融合研究所副所長兼管理部長 木村でございます。よろしくお願いします。 

那珂核融合研究所長 その右手になりますが、副所長で、それからＩＴＥＲの国内機関長を兼

務しております草間でございます。 

那珂核融合研究所副所長兼ＩＴＥＲ国内機関長 草間でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

那珂核融合研究所長 その右手にまいります。ＩＴＥＲのプロジェクト部長をしております杉

本でございます。 

ＩＴＥＲプロジェクト部長 どうぞよろしくお願いします。 

那珂核融合研究所長 それから、後ろのほうにまいりまして、それでは、保安管理課長の川崎

でございます。 

那珂核融合研究所保安管理課長 川崎です。よろしくお願いいたします。 

那珂核融合研究所長 それから、庶務課長をしております飯田でございます。 

那珂核融合研究所庶務課長 飯田でございます。よろしくお願いします。 

那珂核融合研究所長 庶務課長代理の才善でございます。 

那珂核融合研究所庶務課長代理 才善です。よろしくお願いいたします。 

那珂核融合研究所長 以上でございます。 

   それでは、座らせていただきまして、事業計画につきましてのご説明をさせていただき

ます。 

   それでは、お手元の資料に基づきましてご説明をさせていただきます。 

   まず、量子科学技術研究開発機構ということ、この法人になりましたのはこの４月１日

付でございますして、原子力機構ＪＡＥＡの核融合研究開発部門と、そして量子ビーム部

門が外に出て、そして放射線医学総合研究所と合併をする形で量子科学技術研究開発機構

という新しい法人が設立されたわけでございます。その中で核融合エネルギー研究開発部

門、核融合全体がそちらの部門として新たな出発をしたというところでございます。以前

のところとの大きな違いにつきましては、ほとんど実際はございません。那珂核融合研究
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所につきましてはこれまでどおり名前も変わらず、引き続き研究開発を行っていくという

ところでございます。 

   それでは、資料に基づきましてご説明をいたします。 

   まず、２枚目の資料でございます。これは那珂核融合研究所設立 30 周年記念式典の様子

でございます。昨年の 11 月８日でございます。那珂市長様はじめ、助川那珂市議会議長様

ほか市議会の皆様にご臨席を賜りまして、この 30 周年式典を行うことができました。本当

にありがとうございました。今年 32 年目になりますけれども、その 32 年目のスタートを

新しい法人として切ったというところでございます。 

   それでは、１枚あけていただきまして、３ページ右肩にページ番号を打ってございます

３ページでございます。 

   この図は新しい機構、略しまして量研機構と申しますけれども、この量研機構の那珂核

融合研究所が行います全体像でございます。原型炉の実現に向けまして核融合研究開発を

総合的に推進するというものでございまして、真ん中の上にあります原型炉を目指すとい

うところは引き続き変わってございません。ここに向かいまして真ん中と左右の３カ所の

方法で進めているというところでございます。真ん中につきましては国際熱核融合実験炉

ＩＴＥＲという計画を進めているところでございます。これはフランスのサン・ポール・

レ・デュランスというところで建設活動は続いております。後ほどご紹介をさせていただ

きますが、これらを引き続き実施していくというところでございます。これは国内機関と

して実施をするというところでございます。 

   左側は炉心プラズマ研究、炉心工学技術研究を行うという、これは原型炉に向かってよ

りコンパクトな原型炉を目指すという目的、また、ＩＴＥＲへのさまざまな支援を行うと

いった、そういった機能を持ったものでございますが、これまでのＪＴ－60 を超伝導化改

造いたしまして、ＪＴ－60ＳＡということにするわけでございますが、この計画、日本と

ヨーロッパとの二極間協力で進めているところでございます。 

   右側でございます。これは核融合工学技術開発というところで、これは主に六ヶ所核融

合研究所で進めているところでございますけれども、国際核融合エネルギー研究センター

におきましては原型炉の設計、そして材料開発のための加速器の製作設計といったところ

を現在進めているというところでございます。このようなアプローチを通しまして、でき

るだけ早期の核融合原型炉の実現を目指そうというところで現在進めているところでござ

います。 

   それでは、次のページへまいります。４ページでございます。 

   現在の那珂核融合研究所の主な活動状況でございます。ここには一応全体をまとめてご

ざいますけれども、それぞれにつきましては後ほど一つ一つご説明をさせていただきます

ので、一つ一つ申し述べませんが、大きくはＪＴ－60ＳＡ計画を進めているということと、

それから、ＩＴＥＲ用の開発試験というのが進められているという、この２本柱が那珂核
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融合研究所の活動状況でございます。 

   それでは、それぞれにつきましてご紹介をさせていただきます。 

   次のページへまいります。５ページでございます。 

   サテライト・トカマク、ＪＴ－60ＳＡ計画につきましてでございます。この計画は日欧

共同で実施する幅広いアプローチ活動のサテライト・トカマク計画として、これまで運転

をしておりまして、2008 年でシャットダウンいたしましてＪＴ－60 と超伝導トカマクＪＴ

－60ＳＡに改修するというものでございます。ＩＴＥＲ計画の支援研究とともに、ＩＴＥ

Ｒではできない挑戦的な研究、具体的にはプラズマをより圧力を上げるというものでござ

いますけれども、そういった研究を実施するというものでございまして、下の図にありま

すように、左側のＪＴ－60 を既に解体しておりまして、今現在の装置の下の部分からだん

だん立ち上がっているという状況でございます。 

   続きまして、次のページにまいります。 

   ＪＴ－60ＳＡ計画の全体スケジュールでございます。下の年表にございますように、平

成 19 年度から始まってございますけれども、平成 25 年１月からＪＴ－60ＳＡの現地組み

立てを開始しております。平成 27 年４月に開始いたしました欧州側による世界最大級の核

融合用ヘリウム冷凍機システムの現地据えつけを終了するということで、昨年の 10 月から

調整運転を開始しているところでございます。機器製作期間は約 11 年、日欧が分担して製

作をしておりまして、その機器が順次那珂核融合研究所のほうに搬入されている。運転開

始につきましては平成 30 年度ということで、2019 年を予定しているところでございます

が、下の年表にありますように、これまで順調に進められてきております。現在、現地組

み立て工事が順調に進んでいるところでございますし、また、ヨーロッパの製作機器がそ

れぞれでき上がり次第、那珂研のほうに搬入されるという状況でございまして、この年表

の右端のほうにあります平成 30 年度の終わりぐらいにファーストプラズマを生成すると

いう予定で、現在オンスケジュールで作業を進めているという状況でございます。 

   続きまして、次のページへまいります。７ページでございます。 

   平成 27 年度、昨年度の建設活動の主要実績でございます。日欧の合計で 27 件、サテラ

イト・トカマク計画の 95％の調達取り決めを既に締結をしておりまして、ほぼ契約関係、

調達関係のキックオフはほとんどできているという状況でございます。終わっているとい

う状況でございます。その調達取り決めに基づきまして順調に機器を製作しております。

その図の上のほうにありますのが超伝導のポロイダル磁場コイルでありまして、ＥＦ１と

いうのは直径 12 メートル、世界最大という超伝導のコイルでございます。そのほかＥＦ２

というちょっと小さ目のコイルですが、それにつきましても製作が進展したというところ

でございます。 

   その下のほうにまいります。真空容器 340 度まで、360 度が全周ですので、その 20 度分

を除いて既に完全に組み上がっているという状況でございます。このすき間というのは新
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しいコイルが入りますので、そこが入りましたら、このすき間から差し込んで回していく

という、そのような形で今度トロイダル磁場コイルの設置を待っているという状況でござ

います。 

   続きまして、次のページへまいります。８ページでございます。 

   ＪＴ－60ＳＡ本体組み立ての 340 度完成というのが昨年度の大きな出来事でございます。

ヨーロッパの製作機器でありますクライオスタットベースというこの下の図の一番左の下

でございます。その左の下のところにあります平成 25 年３月と書いたものでございますが、

ここを平成 25 年３月に組み立てが完了したというところで、その上にＥＦ、下側のＥＦコ

イル３体を既に仮設置をしたという状況で、その上に中ほど右側になりますけれども、組

み立て架台という、そういった丸い円筒状の架台を特別に設置いたしまして、そこに真空

容器を順次持ち込んで組み立てをしておりました。昨年度 340 度までの完全な溶接を完了

いたしまして、現在トロイダルコイルの搬入を待っているという状況でございます。 

   下の一番左側のほうです。真空容器内部、右側に人が立っているのがおわかりいただけ

るかと思いますけれども、高さが 6.5 メートルという非常に巨大な大きさを持ちます真空

容器でございます。順調に製作が進んでいるという状況でございます。 

   続きまして、右側、９ページのほうに移ります。 

   27 年度の活動ですが、これはヨーロッパの分担分につきましてでございます。ヨーロッ

パにつきましてはトロイダルコイルＴＦＣ１号、これはトロイダル磁場コイルのことでご

ざいますけれども、これが完成を既にいたしまして、現在ヨーロッパを出航して海上輸送

中というところでございます。６月に搬入予定と書いてございますが、最新の情報では若

干海上輸送の時間、それから陸上輸送の時間がかかったために、一応７月にずれ込んでし

まうということになってございますけれども、そのあたり、７月の上旬ぐらいには那珂核

融合研究所のほうに搬入されるという予定になってございます。 

   下の図の右側でございますが、超伝導コイル用の電源、それから高温超伝導のリードと

いうものでございます。こういったものがイタリア、あるいはドイツから順次搬入をされ

ているという状況でございます。また、下の左側ですが、クライオスタットベース胴部、

これは真空断熱容器になりますけれども、現在スペインのほうで製作を進められていると

いう状況です。それから、一番右下のところですが、ヘリウム冷凍機システム、これにつ

きましては現地の据えつけが完了いたしまして、現在試験調整運転を行っているという状

況でございます。 

   次のページにまいります。10 ページがその今申し上げましたヘリウム冷凍機システムの

試験運転中というその施設全体の鳥瞰でございます。実験棟の手前、右側になりますが、

非常に巨大なヘリウムタンク６基が、右側のほうの白く見えるものでございますが、その

左側にヘリウム圧縮機と、そしてさらには右側に冷凍機室というのがございまして、それ

ぞれにもう機器が搬入されていると。この施設の特徴といいますと、施設そのものの建屋
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につきましては、いわゆる量研機構がつくってきたというものでございますけれども、そ

の中にこの右側のほうにちょっと少し旗が見えますが、フュージョン・フォー・エナジー

という旗、そして赤いＳＥＡと書いてあるこれがフュージョン・フォー・エナジーと申し

ますのは、ヨーロッパ側の実施機関でございます。そして、ＣＡというのはフランス原子

力庁の研究所の集団でございます。そして、その左側にはエアリキッドと申します、これ

は冷凍機を担当するメーカーでございます。この３社が合同で那珂核融合研究所のほうに

入ってまいりまして、労働安全につきましても日本と、それから欧州との協定を結びまし

て、安全に十分注意しながら現在作業を進めているという状況でございます。エアリキッ

ドにつきましてはヨーロッパの人間とともに、これは日本エアリキッドという日本の法人

がございますので、そちらの法人の日本人の作業者も参加しているというところですので、

純粋にヨーロッパ人だけで作業しているという状況ではございませんが、いずれにしまし

ても、現場安全につきまして十分な教育、そしてそのもとでの実施ということを言明して

作業を進めているという状況でございます。 

   続きまして、次のページにまいります。11 ページでございます。 

   ヨーロッパによる現地作業でございます。建屋整備は日本の担当ということで、既存の

建物を中心に利用しているわけでございますけれども、もう建屋の整備をまず行ったとこ

ろにヨーロッパの機器が入ってくるわけでございます。写真に、そこの図にあります右側

の上にありますのは、超伝導コイル用の電源でございまして、イタリアからの搬入という

ところでございます。これにさらにフランスからもこの写真、左側のほうですね、ＥＦ４

電源試験というのがございますけれども、これが 28 年６月ごろに日本に搬入してくる予定

でございますし、また同じころにこの右下にあります機器、これはイタリアで製作してい

るものでございますけれども、これにつきましても那珂核融合研究所のほうに搬入される

という予定になってございます。 

   続きまして、12 ページでございます。今度はＪＴ－60ＳＡの組み立て計画の状況でござ

います。平成 31 年３月に運転開始というのが目標で現在進めているところでございます。

オンスケジュールで進んでおりますが、現状はこの下の青で少し全体が染められていると

ころのちょうど一番左及びその左から２番目ぐらいというところが今いるところでござい

ます。平成 28 年度につきましては、この一番左側の 340 度の真空容器のところにトロイダ

ル磁場コイル、上のほうにありますが、トロイダルＴＦコイルと書いておりますけれども、

トロイダル磁場コイルを搬入いたしまして、そして真空容器のすき間から挿入し、回して

合計 18 個設置するという予定になってございます。全体を組み立てた後にプラズマ着火は

平成 31 年３月ということを目指して現在作業中でございます。 

   続きまして、その次のページでございます。13 ページになります。 

   今度はイーター計画につきましての進捗状況でございます。世界７極、日本、ヨーロッ

パ、アメリカ、ロシア、中国、韓国、インドという７極の国際共同事業といたしまして、
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核融合エネルギーの科学的、技術的実現性を実証するという目的で、現在フランス、南フ

ランスのほうになりますが、マルセイユの近郊でございますサン・ポール・レ・デュラン

スという市で行われております活動でございます。下の写真にございますように、ＩＴＥ

Ｒ建設サイトというもの、これは約 100 ヘクタールぐらいありますが、そちらのほうで現

在建屋の建設が進められているという状況でございます。目指しますのはエネルギー増倍

率、入れたエネルギーと出てくるエネルギーの比率でございますが、これが 10 以上、そし

て熱出力で 50 万キロワット相当ということですので、ここで核融合の実際の燃焼を実現し

ようというものでございます。ここの実証がうまくいきますと、最終的にこの後原型炉を

つくって発電をするという段階に突入する予定でございますので、そういう意味で国際協

力で非常に重要なプロジェクトというふうに位置づけられるわけでございます。日本はこ

の機器の製作に関しまして中心的な役割を果たしてございます。ＩＴＥＲ計画の鍵となり

ます先進技術を要する主要機器、トロイダル磁場コイル、中心ソレノイドコイル、それか

ら加熱装置、計測装置、遠隔保守機器、こういった主要な機器につきましては日本が調達

の分担をしております。ＪＴ－60ＳＡの組み立て技術とあわせまして、国内に原型炉に向

けた技術を蓄積しているという段階でございます。 

   続きまして、次のページにまいります。14 ページでございます。 

   平成 27 年度のイーターの開発試験の主要実績でございます。日本がＩＴＥＲに納入いた

します機器等に関しまして試験、開発等を実施してきたところでございます。具体的には

４点ございまして、最初は超伝導コイル導体の開発試験でございます。超伝導につきまし

ては、こういった大型の超伝導コイルは世界的に見ましても那珂核融合研究所が実質世界

の発祥地と言って近いと思います。ここでは中心ソレノイドコイル用導体の性能試験を実

施いたしました。また、ＩＴＥＲ運転におきます超伝導の上限温度を正確に測定するとい

ったようなこと等々の活動を進めてきたところでございます。 

   それから、２番目でございます。加熱装置の開発試験、これは中性粒子ビーム入射加熱

装置という、これの設備がございます。これを使いましてＩＴＥＲへの適用可能な長パル

スのイオンビームを発生しようという試験が引き続き行われているという状況でございま

す。 

   それから、３番目につきましては計測装置の開発試験ということで、先進計測棟という

新しい建物を昨年度設置いたしました。ここの中で主にレーザーを使った試験が既に開始

されているという状況でございます。 

   さらに最後でございます。遠隔保守機器や対高熱負荷機器ということで、これにつきま

してもロボット技術、それから高い熱が来ても耐える機器ですね、そういったものの試験

も行われているという状況でございます。 

   続きまして、最後のページでございます。 

   平成 28 年度の主な予定でございます。左側がＪＴ－60ＳＡです。真空容器のサーマルシ
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ールド、これは熱遮蔽をするための機器でございますが、これの組み立てが完了するとい

う予定になってございまして、そこにトロイダル磁場コイルの組み立てが開始されるとい

う予定でございます。７月ごろから開始される予定でございます。それから、ヘリウム冷

凍機システムの試験運転を昨年度に引き続きまして継続をするというところで、マイナス

269 度という非常に低い温度の液体ヘリウムを製造し、そして供給するという、そういう

確認試験が行われまして、平成 28 年８月ごろに受け入れ検査が完了する予定になってござ

います。それから、各種分担機器の製作、そして設置を継続するというものでございまし

て、日本側の分担をしております超伝導コイルであるとか、あるいは電源設備等の製作、

設置を継続いたします。特にこの中では電源設備で非常に大きなものであります電動発電

機が昨年度からオーバーホールをやってございます。このオーバーホールが継続されると

いうところでございます。それから、ヨーロッパによります分担機器の現地据えつけ継続

でございまして、先ほど申し上げましたような電源設備等の現地組み立て、現地据えつけ

を実施するというところでございます。 

   右側へまいります。ＩＴＥＲの開発試験でございますが、超伝導コイル用導体の試験を

実施いたします。これはＩＴＥＲ機構からの要請によりまして、導体の試験をするもので

ありまして、トロイダルコイルの試験をその実際の通電の環境に近い、そういった試験装

置、そういったものを実質環境を模擬する形で試験を行うというものでございます。それ

が今年度実施するというところでございます。 

   それから、ＭｅＶ級試験装置を用いました実証試験、先ほど申し上げました、いわゆる

ビームの長パルス化のための電源であるとか制御系の改造を今実施しておりますけれども、

ＩＴＥＲに向けました 1,000 秒という非常に長時間、長パルスのイオンビームの加速実証

試験を予定しているところでございます。 

   以上、非常に急ぎ足でございましたけれども、那珂核融合研究所の 27 年度の実績並びに

28 年度の予定につきましてご紹介をさせていただきました。 

   これに続きまして、もう一つの資料でございます年間主要事業計画についてという資料

に基づきまして、副所長の木村から概要をご説明させていただきます。 

那珂核融合研究所副所長兼管理部長 じゃあ、続きまして、簡単にご紹介申し上げます。 

   表紙めくっていただきまして、まず予算と人員でございます。平成 28 年度の予算は 287

億 5,000 万円、人員は 367 名と、27 年度に比べますと両方とも若干下がっておりますが、

これはあくまでも 28 年度の事業計画に対応して調整が入ったという数字でございます。 

   ２番目、事業の概要でございます。量研機構の那珂核融合研究所となったわけでござい

ますが、法人名称等が変更になりましたけれども、事業の実施及び施設の管理等につきま

してはこれまでの安全を最優先とする基本方針及び管理体制等を堅持、徹底して、業務運

営を行ってまいります。例えば茨城県那珂市、それから東海村との間で結んでおります原

子力安全協定、これにつきましても新法人でも引き続きその協定に基づいて安全管理を行
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っていくということで、既に手続を完了したというところでございます。 

   ２ページ目、研究開発の概要につきましては所長からご紹介申し上げたとおりでござい

ますので、割愛させていただきます。 

   ４ページの中ほどをごらんください。 

   安全管理でございます。那珂核融合研究所における施設設備につきましては点検及び巡

視を行い、これまでどおり安全管理の徹底に努めてまいります。また、量研機構におきま

しても、緊急時における対応措置の向上に努めてまいります。例えば茨城県の主導で毎年

緊急時対応訓練、いわゆる抜き打ち訓練というのが行われておりましたが、これにつきま

してもこれまでどおり参加してまいるということになっております。さらに職員等に対す

る指導、教育訓練を実施し、安全管理の一層の充実を図ってまいりたいと考えております。 

   ３番目、国際協力でございます。ＩＴＥＲ、それからＢＡ計画についてはご紹介申し上

げましたが、そのほかに日米協力としてダブレットⅢ及びオークリッジ国立研究所との研

究協力、それから日韓協力、日中協力、ページめくっていただきまして、日欧協力として

ドイツの研究所との研究協力と、あるいは多国間協力としてＯＥＣＤ／ＩＥＡ等における

研究協力と、こういったものにつきましても予算は必ずしも十分ではございませんが、特

に次の世代の人材育成ということを頭に置いて続けてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

   最後、その他でございます。この４月の移管統合によりまして、原子力機構とは切り離

されたわけでございますけれども、一部東海にあります原子力科学研究所等におきまして

核融合に関連する業務というのが従来ございました。これらにつきましても従来同様に滞

りなく進めてまいるために、原子力機構と、それから私ども量研機構との間で包括協定と

いう取り決めを結びまして、支障なくこれまでどおりの連携協力ができるような体制をと

ったということをご報告申し上げます。 

   以上でございます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これから質疑に入ります。 

   質疑はございますか。 

助川委員 ご説明をいただきまして、ありがとうございました。 

   いよいよＪＴ－60ＳＡの総合試験、平成 30 年度の後半からということに向けられまして

スケジュールを今お伺いしたところでありますけれども、そこで 27 年度から 28 年度、30

億近くの予算の減額、あるいは人員も 30 名近い減員になっておるようでありますけれども、

佳境を迎えて、その事業費、あるいは人員等もこういった形で今後３年間こういった傾向

が続かれるのか。そしてまた、予算でありますから、予算配分、国のそういうものを約束

されたものを想定しての平成 30 年度末の総合試験装置が確約されて、私どもに報告をいた

だいたのかどうか、そこのところをお伺いいたしたいと思います。 
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那珂核融合研究所長 ご質問いただきまして、ありがとうございます。今のご質問にお答えを

したいと思います。 

   まず、平成 30 年度、平成 31 年３月を想定してございますけれども、そちらに向けての

計画に対しまして予算及び人員について支障がない、あるいは見通しが立ったということ

の前提の計画かというご質問かということで理解をいたしました。それにつきましては、

まず予算につきましては、これはＪＴ－60ＳＡだけではなくて、ＩＴＥＲの事業等も入っ

ておりますので、ＪＴ－60ＳＡそのものの経費がこの額、がくんと減ったということより

も、むしろＩＴＥＲ計画も含めた総合的な中で増減があるというふうに我々は理解してお

りまして、それが工程的なものに対してインパクトがあるかないかということにつきまし

ては、現状の段階ではまだそういったものは顕在化をすることはないだろうというふうに

思っていて、今のところこういった、我々としては予算はもちろんいろんな意味で柔軟に

なったほうがいいというのはありますので、平成 29 年度の概算要求、こういった中で必要

なものにつきましては文科省のほうにお願いをするというところで、これまでどおりの進

め方でございます。基本的にはそういった意味では影響についてはないだろうというとこ

ろで現在推移をしているところでございます。 

   それから、人員につきまして、この減った人員でございますけれども、これは若干雇用

形態という形での変更というんでしょうか、例えばこれまでですと出向という形で人を受

け入れていたものが、ある程度作業の内容が明確になった段階で、派遣であるとか、ある

いは請負であるとかという形で契約形態が変わることがございまして、今回そういった形

で変わった人間が実はこの平成 27 年度から 28 年度にかけて出ております。したがいまし

て、実は那珂核融合研究所の中におります人員数としてはほとんど変更ございません。た

だ、身分が変わりますと、ここで言っている人員は主として職員を中心とした人員ですの

で、数は減ってしまいますが、請負あるいは派遣という形でのそういった雇用形態で、全

体人員数としてはほとんど維持しているという状況でございます。 

   以上でございます。 

助川委員 組織の名称、まさに名は体をあらわすということもございますけれども、この佳境

の時期に来られまして、その開発機構の名称が変わられた、そのメリットみたいなのはあ

るんですか。 

那珂核融合研究所長 そういう意味では、新しい量研機構という組織につきましては、これま

での原子力機構と少なくとも安全に関するところにつきましては全く変わりがなく、そう

いう意味でのメリットというよりはむしろこれまでと変わっていないと。 

   じゃあ、メリットとして何かがあるかというところでございますけれども、そういった

意味では我々新しい機構でそういった意味で新しいいろんなルール等、特にさまざまな

我々日常を送る上での業務というのがある意味小さな、より少しコンパクトな組織に変わ

ったというとこころもございますので、そういった意味では、まだ始まったばかりでござ
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いますので、これから我々が業務が推進しやすいような、そういった環境整備というのに

対して、より意見を言いやすい環境というのがもしかするとできるかもしれないというと

ころは、新しい組織ならではというところがあるかもしれないというところでございます。

そういう意味では具体的に多くは変わらないというところが現状でございまして、できれ

ばそういうメリットをこれから見出していって、さらによりよい方向に改善していきたい

というふうに考えているところでございます。 

助川委員 安全・安心に関しましては最大限今までどおり踏襲をしていただきまして、さらに

こういう形で名称も変わりましたんで、国民の皆さん方は大変期待をされておる計画であ

ると思いますんで、しっかりとそのスケジュールにのっとってやっていただきたいと思い

ます。 

   以上です。 

委員長 ほかにございますか。 

遠藤委員 ご説明いただきまして、内容のほうはおおむね理解をさせていただいているところ

でございます。 

   ちょっとなかなかお伺いする機会がないものですから、業務の内容とは若干外れるかと

は思いますが、今例えば原発関係の事故のときに避難をするということで、いろいろ県で

示されて、市でも、那珂市の場合は筑西、桜川のほうに小字単位で避難をすると、そうい

う計画になっているわけですが、市内の事業所さんはそれなりにそれぞれで考える部分が

あるかと思いますが、特にこの核融合研究所さんはかなり人数も多い事業所さんという中

で、そういういざというときの避難というか、そういう観点で言うと、まずその 367 人と

いう人員なんですが、この中でまず那珂市民というか、いわゆるこれは住民には違いない

と思いますけれども、この中で外国人の方、それと那珂市民、東海村民とか、そういうち

ょっと区分けというか、なかなか私ども聞く機会がないものですから、現状を把握したい

なという観点で、そういったところをちょっとお聞きしたいんですけれども、いかがでし

ょうか。 

那珂核融合研究所長 今のご質問に対してお答えいたします。 

   まず、避難という観点につきましては、ちょっと後で最後に補足させていただきますが、

まず人数でございます。実は新しい法人になりまして、身分の細かい情報につきまして現

在把握中でございますけれども、昨年度の実績からいたしますと、大体職員関係で 40 名ぐ

らいが、全体で我々の那珂核融合研究所が 300 名でございます。その 300 名のうちの約 40

名ぐらいが基本的には、これは那珂市在住の方でございます。さらに業者さんというのは、

先ほどの 300 名には含まれないわけでございますけれども、業者の方では大体約 20 名ぐら

いの方が那珂市在住の方でございます。東海村、あるいはひたちなか、常陸太田につきま

しては、実はそういった形での整理をやったことがちょっとないこともありまして、今の

ご質問に端的にお答えできないところではございますけれども、多くは東海村、ひたちな
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か、常陸太田、そして水戸というところで多くの方、ほとんどの方はおそらくそのあたり

だろうというふうに考えられますけれども、ちょっと具体的な人数につきましてはすみま

せん、現状では把握しておりませんので、またちょっと必要であれば。そんな状況でござ

います。 

遠藤委員 わかりました。外国人の方というのはどれぐらい。 

那珂核融合研究所長 失礼いたしました。外国人の方ですけれども、これも大分変動するわけ

でございますが、これまでですと大体約 10 名ぐらいの人が、そんなに長期ではなくいて、

作業が終わりますと帰っていく。また、人という名前につきましても、同じ人間がずっと

いるわけではなくて、例えば交代交代来るという形ですので、平均して、じゃあ常時何名

いるかというと、やはり今の採用状況ですとピークが時々来るという形で、そのときが大

体 10 名ぐらいです。ただ、平成 28 年度に関して申し上げますと、作業がダブりますので、

おそらくふえる可能性は十分あるというふうに思ってございます。 

遠藤委員 10 名なんですね。意外と少なくてちょっとびっくり、もう少し多いのかなと思いま

した。その方々がお住まいになっているところは、いわゆる菅谷の住居なんですかね。そ

こらと、あと今後の計画に応じて、もっと多くの外国の方が多分来られるんだろうなと思

いますけれども、そこらのところというのは今後の推移というのはどういうふうになるん

でしょう。 

那珂核融合研究所長 まず、住んでいる場所につきましては、我々のほうからはアパートであ

るとか、あるいは短期であればホテル住まいといったところがやっているようですので、

みの内住宅を利用しているというのはほとんど多分いないと。作業者としてはいますか。

失礼いたしました、みの内住宅ではＪ－ＰＡＲＣに参加の方はいますけれども、ＪＴ－60

ＳＡの関係の者でみの内住宅を利用しているという者は今はおりません。そういう意味で

は、将来的なことを申し上げますと、工事期間中は先ほど申しましたように、非常にピー

クがあったり、短期であるというところ、それは作業者ということでそういうことになる

んですが、先ほどのご質問はおそらく実験が開始された以降につきましては、いわゆる実

験運転をする人間ということになりますので、それはかなり長期にいる人間が出てくると

いうふうに思ってございます。その数につきましては、まずは通常ですと現地に来て作業

をする部隊と、そしてまた、最近は計算機が非常に発達して、インターネットが発達した

ということもありまして、遠隔でいろんなことができる状況も昨今の技術開発の結果でな

っていて、そういう意味ではヨーロッパから例えばある程度コミュニケーションをやりな

がら、そして現地にいる人間に情報を渡して、現地にいる人間が作業をするというふうに

なりますと、常駐して那珂核融合研究所にいる人間が一体何人なのかというところはまだ

実は我々自身も把握できてございませんで、これから内容、いわゆる実験の進め方、そし

て実験のやはり形態、運転の形態、そういったものがだんだんこれから話し合いで決まっ

てまいります。そうなりますと、じゃあヨーロッパの人間は何人常駐するんだといったこ
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とがわかってくるんではないかというところで、ちょっとまだ検討段階というところでご

ざいます。 

遠藤委員 わかりました。どうもありがとうございました。いろんな区分けがあると思います

が、外国人の方、市内に在住の。となると、これは市のほうでも要避難支援者に当たるの

かな、というようなことにもなりましょうし、そういう計画にも載っておりますから、そ

こらのところというのはおそらくちょっと連携する必要があろうかなとも思いますけれど

も、ちょっとこの観点とは違うところで現状を教えていただきまして、ありがとうござい

ました。 

那珂核融合研究所長 先ほどの避難の観点でございますけれども、我々の施設の原因で避難と

いう状況ということであれば、そういう意味では我々の施設ではいろんな事態を想定いた

しましても、避難になるような事態というのは基本的にはない施設でございます。一応、

念のために申し述べさせていただきます。失礼いたしました。 

委員長 ほかございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   量子科学技術研究開発機構那珂核融合研究所の皆様さん、これで退席お願いいたします。 

   大変お疲れ様でした。 

那珂核融合研究所長 どうもありがとうございました。 

委員長 じゃあ、10 分間の休憩で 25 分再開といたします。 

     休憩（午前 10 時 14 分） 

     再開（午前 10 時 25 分） 

委員長 では、再開いたします。 

   三菱マテリアル株式会社様が出席しております。まず、年間主要事業計画について説明

を求めます。 

   まず、出席者の紹介から説明お願いいたします。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 三菱マテリアルでございます。よろしくお願い

いたします。 

   本日出席させていただきましたのは、私、所長の田中と申します。よろしくお願いいた

します。今年の４月１日から前任の上田に代わりまして所長に着任しております。よろし

くお願いいたします。 

   あと、こちらが安全グループリーダーの土屋でございます。 

   こちらが安全管理グループの川井でございます。 

   以上、３名でございます。よろしくお願いいたします。 

   では、資料の説明のほうに移らせていただきます。 
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   では、お配りしました資料、ちょっとまずは確認させてください。最初に、本日の出席

者名簿、私どもの３名の氏名が書いてあるものです。その後に那珂エネルギー開発研究所

の概要の資料があります。その次に年間主要事業計画書の様式に従った資料、その後に様

式５とありますけれども、教育訓練実施計画書、その後、様式６の放射線被曝状況報告書、

一番最後が私どものパワーポイントの資料になります。環境省の除染・減容等技術実証事

業のご紹介を最後にさせていただきたいと思っております。そちらのほうのパワーポイン

トの資料になります。過不足ございませんでしょうか。 

   よろしければ、概要の説明を私のほうから、あと年間主要事業計画等、様式に従った資

料の内容を土屋のほうから、最後、昨年度も行った内容のご紹介を私のほうからさせてい

ただくという順序で進めてまいります。 

   では、最初の那珂エネルギー開発研究所の概要の資料をごらんください。 

   １枚目の下のほう、地図が載っておりますけれども、私どもの三菱マテリアル那珂エネ

ルギー開発研究所は、三菱原子燃料さんと量研機構さんの間に位置してございます。 

   １ページめくっていただきまして、三菱マテリアルの研究開発にかかわる事業ですね、

そちらのほう、起源をさかのぼりますと、1917 年の工業研究所を品川につくったところか

ら始まっております。原子力関係の研究開発は 1954 年、上から３つ目のところに書いてご

ざいますけれども、ウラン鉱の穿孔試験を開始したところから始まってございます。こち

らは今現在のさいたま市にあります敷地の中に中央研究所があったんですけれども、そち

らのほうで始まっております。それが中段のところ、1984 年のところに書いてございます

けれども、その現在のさいたま市にあった中央研究所から原子力分野を分離して、現在の

敷地内に那珂原子力開発センターを設立して、原子力部門の研究開発が始まったというこ

とでございます。それ以降、ちょっと社内的な組織はいろいろ変わっているんですけれど

も、現在に至るということでございます。 

   その下側、現在の構内の配置でございますけれども、私どもの那珂地区の敷地内の南半

分はコーポレートの研究開発を行っている中央研究所がございます。それの北側半分が那

珂エネルギー開発研究所の部分になっているということです。そこの配置にあります赤で

示している建物が管理区域のある実験棟になります。あと黄色い建物、右側に３つござい

ますけれども、そちらのほうが管理区域が設定された廃棄物倉庫になります。残りの青い

ところは居室ですとか、非管理区域の実験棟になります。 

   １つめくっていただきまして、三菱マテリアルの開発体制といたしましては、コーポレ

ートの開発部門として先ほど申し上げました中央研究所敷地内の南側の施設になるわけな

んですけれども、そちらがございます。それとは別にカンパニーですとか事業本部の開発

部門として、その下側にある金属ですとか加工ですとか電子材料事業ですとか、それぞれ

のカンパニーごとにそういう部門を持ってございます。私どもの那珂エネルギー開発研究

所は、そのページの下側に示してございますけれども、環境エネルギー事業本部、エネル
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ギー事業センターの研究開発部門ということに位置づけられてございます。那珂エネルギ

ー開発研究所には４つのグループがございまして、サイクル技術グループ、環境システム

グループ、安全管理グループ、事務グループからなってございます。今全体の人員は私含

めて 26 名で活動しているというところでございます。 

   １つめくっていただきまして、これまで先ほど申し上げました 1984 年からこちらのほう

で研究開発を行っているわけなんですけれども、主な実績といたしましては、乾式処理技

術として主に燃料製造ですね、そちらにかかわる技術開発ですとか、湿式処理技術、こち

らのほうは主に再処理ですね、そういったものを中心とした技術、あと下のほうにまいり

まして、放射性廃棄物の処理技術、こちらのほうは主に高温処理、金属を溶かしたり、そ

ういう温度を上げることによって廃棄物を処理しましょうという技術、あとは放射性廃棄

物処分技術、これは今現在放射性廃棄物は埋設処分するということが国の方針としてやら

れておりますけれども、そういったときの安全評価を行うためのパラメーターですね、放

射性物質がどのように地面に埋めた後拡散していくかとか、あとそういう周りの鉱物なん

かに吸着とか、そこからまた脱離とかするわけなんですけれども、そういったところの割

合を速度ですとか、そういったところの基本的なデータをとるための活動を行っておりま

す。 

   １つめくっていただきまして、那珂エネルギー開発研究所で行っている分野ですね、ど

ういったところにかかわるところをやってきたかといいますと、核燃料サイクルでいきま

すと原子力発電所を除いたほとんどのところについて何がしかのかかわりを持った仕事を

これまでさせていただいています。ウランの鉱山から鉱石取ってきて精錬するところです

とか、その後、転換、濃縮、再転換、あと燃料の成形加工、あと発電所で使われた使用済

み燃料の再処理ですとか、あとそれぞれの工程から出てくる廃棄物の処理処分にかかわる

ところまで、ほぼ全体、発電所の部分はほとんどやっていないんですけれども、そのほか

のところではほとんど全部のところにかかわるような研究開発をこれまでさせていただい

てきました。そういったものを実際に行っている開発試験の建物のご紹介がその下側にあ

ります。開発試験第１棟から第４棟まで主な施設としてございます。このうち開発試験第

３棟につきましては、以前はＲＩの許可を取った施設、あと研究開発を行っていたんです

が、今現在は管理区域を解除いたしまして、３棟だけが非管理区域の建物になっています。

１棟、２棟、４棟には管理区域が設定されている部分があるということでございます。 

   以上が那珂エネルギー開発研究所の概要でございました。 

   では、引き続きまして、年間主要事業計画の内容を土屋のほうから説明いたします。 

三菱マテリアル安全グループリーダー それでは、年間主要事業計画、様式に沿って私のほう

からご説明をさせていただきます。 

   まず、様式の第４をごらんいただきたいと思います。 

   １ページ目には主要事業の概要について記載をさせていただいております。主要事業名
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といたしましては、燃料サイクルに関する試験研究開発を実施していきたいというふうに

考えているところでございます。事業費としましては約６億円程度見込んでいるところで

ございます。 

   事業の概要でございますが、先ほどご説明いたしました試験棟、開発試験第１棟から４

棟までそれぞれどのような事業を行うかというようなことを記載しております。これにつ

きましては例年と変わりはございませんので、説明については省略をさせていただきたい

と思います。 

   それから、２ページ目以降ですが、ここからはそれぞれの試験棟でどのような事業を行

うかということを書いてございます。いずれも３カ年の計画を記載をさせていただいてい

るところでございます。今年度どのようなことをするかということを中心にご説明させて

いただきます。 

   まず、開発試験第１棟ですが、こちらでは原子燃料製造に関する基礎研究、また再処理

プロセスに関する基礎研究、さらに放射性廃棄物処理処分に関する基礎研究を実施する予

定でございます。今年度それぞれの試験の進捗に応じまして、核燃料物質の使用に係る変

更申請などを検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。必要ある

場合には国のほうに変更申請を申請していきたいというふうに考えております。もちろん

その場合には事前にどのような変更するかというようなことはご説明をさせていただきた

いと考えているところでございます。 

   ３ページ目、お願いをいたします。 

   こちらは開発試験第２棟での事業計画でございますが、こちらも例年と昨年と余り変わ

っているとこころはございませんで、燃料製造に関する基礎研究、再処理プロセスに関す

る基礎研究、放射性廃棄物処理処分に関する基礎研究を実施する予定でございます。こち

らも開発試験第１棟同様、必要に応じて変更申請等を検討していきたいというふうに考え

ているところでございます。 

   ４ページ目、お願いをいたします。 

   こちらでは開発試験第３棟、こちらは先ほどご説明をいたしましたが、放射性物質、あ

るいは核燃料物質は用いないで実験をする建屋でございますが、私どものメインとなる建

物でございますので、こちらに記載をさせていただいているところでございます。３棟に

おきましては放射性廃棄物の処理に関する基礎研究を実施する予定でございます。 

   最後になりますが、開発試験第４棟、こちらは核燃料物質、さらには放射性物質を使う

ことのできる建物でございますが、それらを用いまして放射性廃棄物の処理処分に関する

基礎研究を実施していきたいというふうに考えているところでございます。それぞれの建

物、昨年とほぼ同様な使い方をしていく予定でございます。 

   次、５ページをごらんいただきたいと思います。 

   まず５ページの最初ですが、運転計画ということで欄が設けられておりますけれども、
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私ども核燃料物質の使用施設でございますので、この辺は該当しておりませんので、該当

せずというふうに書かせていただいております。 

   それから、４番目、主な放射性物質の使用または取り扱い計画でございますが、こちら

につきましても、昨年同様の値となっておりまして、現在、国から許可をいただいている

数量以下での取り扱いを予定しているところでございます。使用目的につきましても原子

燃料製造、再処理プロセス及び放射性廃棄物の処理処分の研究開発を行う目的で使用する

ものでございます。 

   それから、６ページになりますが、主な放射性物質の輸送計画でございますが、今年度

輸送する計画はございませんので、計画なしというふうに記載をさせていただいておりま

す。 

   ７ページでございます。 

   主な放射性廃棄物の処理処分計画、最初に気体廃棄物の処理処分計画でございますが、

表の中ほどに年間放出量、放出管理目標値と書いてございますが、それぞれ開発試験第１

棟からは６掛ける 10 の５乗ベクレル、２棟からは８掛ける 10 の５乗ベクレル、開発試験

第４棟では 7.7 掛ける 10 の６乗ベクレルという目標値を設定しておりますが、今年度それ

ぞれの建屋から放出をいたします放射性物質につきましては、開発試験第１棟につきまし

ては約 20 分の１程度、開発試験第２棟、４棟につきましては 20 分の１以下を計画してい

るところでございます。 

   続きまして、液体の放出計画でございますが、こちらも中ほどに年間目標値というのが

書いてございます。開発試験第１棟におきましては 2.9 掛ける 10 の７乗ベクレルを安全協

定の中でお約束をしておりますが、今年度放出予定数量としましては、左側に書いてござ

いますが、1.2 掛ける 10 の５乗ベクレル、年間放出量に比べまして２桁ほど低い値を予定

しているところでございます。開発試験第２棟につきましては、さらに低い４桁程度低い

値を想定しているところでございます。開発試験第４棟につきましては、全て液体廃棄物

は放出はいたしませんで、日本アイソトープ協会のほうに処理委託をするものでございま

すので、年間放出量は書いてございませんが、計画としましては１掛ける 10 の７乗ベクレ

ルほど処理委託をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

   ８ページ目、固体廃棄物について記載をさせていただいております。今年度予定してお

ります発生ですが、左側から４つ目のカラムに年間発生量を記載をさせていただいており

ます。可燃廃棄物につきましては開発試験第１棟から 200 リットルドラム缶相当で 15 本、

開発試験第２棟からは５本、開発試験第４棟から２本、トータル 22 本程度発生をする予定

でございます。その下の欄に書いてございますが、不燃廃棄物につきましては 58 本程度見

込んでいるところでございます。 

   あと、今年度ちょっとご連絡をしておかないといけないんですが、隣接する三菱原子燃

料さんのほうに可燃廃棄物の焼却処理を委託する予定でございます。本数としましては 80
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本程度になりますが、焼却処理をいたしまして、減容化を進めていきたいというふうに考

えているところでございます。 

   備考の欄、核燃料廃棄物の累積見込み保管量、いわゆる今年度末の予定されている保管

量を記載をさせていただいております。これは可燃、不燃合計で書いてございますが、保

管能力 4,524 本に対しまして、保管する量 3,854 本程度になるというふうに見込んでいる

ところでございます。一方、ＲＩ廃棄物につきましても 32 本の保管能力がございますが、

今年度末には約８本程度たまる、保管するという予定になっているところでございます。 

   以上、年間主要事業計画、様式に基づきましてご説明をさせていただきました。 

   続きまして、様式の５、教育訓練実施計画についてご説明をさせていただきます。 

   今年度予定しております教育訓練といたしましては、まず新たに放射線業務従事者に指

名する者の教育というものを計画しております。これは当研究所の放射線業務従事者にな

る、いわゆる当研究所で放射性物質を取り扱って仕事をする者ということになりますが、

仕事に取りかかる前に放射線障害防止法、さらには原子炉等規制法に基づく教育訓練を実

施する予定でございます。人数につきましては現段階で何名ということは決定はしており

ませんので、若干名というようなことで記載をさせていただいております。 

   それから、２行目になりますが、放射線業務従事者、既に当研究所で働いている者にな

りますが、毎年繰り返し教育ということで定期保安教育を実施しております。今年も４月

15 日に教育を実施いたしまして、研究所職員 24 名、それから、お隣の中央研究所のほう

に 13 名ほどメンテナンスをする部隊がおりますので、その者たち 13 名について教育を実

施したところでございます。いずれも放射線障害防止法、原子炉等規制法に基づいた教育、

さらには防災教育といたしまして、防火知識につながるものを教育したところでございま

す。必要な人数全てに教育を実施しております。さらには防災・保安等訓練といたしまし

て、５月ないし６月に放射線業務従事者を対象に、通報訓練に向けた自主訓練実施を所内

で実施をしていきたいと考えております。さらには今年度も茨城県が主催いたします無通

告訓練についても対応させていただきたいというふうに思っております。それから、９月

になりますが、放射線障害防止法に基づくＲＩ、放射性同位元素を取り扱う施設におきま

す緊急時対応訓練を予定しているところでございます。さらに 10 月には初期消火訓練とい

たしまして、那珂市消防本部殿のご指導いただきながら、初期消火の訓練を実施していき

たいというふうに考えているところでございます。 

   以上、今年度予定しております教育訓練でございます。 

   最後になりますがが、様式６に基づきまして、昨年の放射線被曝状況報告につきまして

ご説明をさせていただきます。 

   今年度この下の表の中段に書いてあります計というところですが、自社員 29 名、請負等

自社員外 13 名、合計 42 名に対します被曝状況の報告になります。まず、検出限界未満数

量、自社員につきましては 28 名、請負等自社員外につきましては 13 名、合計 41 名が検出
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限界未満、いわゆる個別に線量計をつけておりますが、検出できない数量であったという

ことでございます。その下の欄には検出限界線量以上、５ミリシーベルト以下という欄が

ございますが、ここでは１名の者が、これは自社員、研究所に所属する者ですが、１名検

出をいたしております。請負等自社員外の方はゼロとなっております。 

   この１名につきましてご説明をさせていただきますと、私ども個人がつけております線

量計というのが検出限界線量、下から２行目のところに書いてございますが、0.1 ミリシ

ーベルトから検出することができるものを使っておりますが、今回検出されました１名は

その 0.1、いわゆるぎりぎりのところの数値でございました。それ以外の 28 名につきまし

てはこの 0.1 も検出できなかったという状況でございます。この 0.1 検出された者の状況

でございますが、開発試験第１棟及び開発試験第２棟において研究開発を実施している者

が１名検出されたということでございます。 

   以上、簡単ではございますが、様式に沿って年間主要事業計画等ご説明をさせていただ

きました。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 それでは、最後の資料ですね、こちらのパワー

ポイントの資料を用いまして、昨年度実施いたしました業務のうちの例といたしまして、

環境省の公募事業でございました除染・減容等技術実証事業で採択されました放射性セシ

ウムで汚染した金属廃棄物の溶融除染による除染・減容資材化技術というものの内容につ

いて少しご紹介させていただきたいと考えております。 

   お話の中身は目次のところにありますように、公募の概要と、あと実際に行った実施内

容のご紹介と、あと課題と今後の展開についてお話いたします。 

   １つめくっていただきまして、公募の概要でございますけれども、公募の目的は福島の

事故、そういったものを受けまして、現在または今後予想される課題を的確に把握し、今

後の除染や汚染廃棄物の処理及び中間貯蔵後 30 年内の最終処分を見据えた除去土壌等の

減容、再生利用等に活性し得る技術について実証試験を行い、その効果、経済性、効率性

等について評価、広報することにより同様の技術の普及を通じた除染等の加速化、円滑化

及び除去土壌等の減容、再生利用の促進に資することを目的としたものでございます。平

成 27 年度は 37 件の応募がございまして、そのうち、その下の表にあります９件が採択さ

れてございます。 

   １つめくっていただきまして、この採択された案件の目的ですね、そちらは発電所の事

故以来の放射性セシウムが付着した金属廃棄物というものがたくさん出てきたわけなんで

すけれども、そちらからセシウムを除去するための技術になります。除去するやり方とし

てはいろいろあるわけなんですけれども、私ども三菱マテリアルといたしましてもセシウ

ムが高温にしますと揮発しやすいという、そういう性質を利用して、金属を溶融すること

によってセシウムを除去しましょうと、そういう技術はいかがでしょうかという提案をさ

せていただきました。セシウムがきちっと取れますという確認と、あとでき上がった金属
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の中のセシウムの分布がちゃんと均一になっていますよということを確かめるための試験

を行いました。まず最初に行った試験の体系ですが、その下側の写真、左側の写真に設備

が写っておりますが、小型誘導炉という溶かすことができる量といたしましては鉄換算で

１キロですね。ほんのこれぐらいの大きさの量が溶かせる誘導炉なんですけれども、そち

らのほうを用いまして基礎的な確認試験を行いました。ここでは金属の種類、鉄系の金属

といいましても、いろいろ種類がございますので、炭素鋼ですとかステンレス鋼ですとか

鋳鉄ですとか、そういったものの材質ですとか、あとはスラグ材と言われています酸化物

で、金属を溶かすときに酸化してしまうわけなんですけれども、そういったものの量が変

ったときにどうなるとか、そういうさまざまな試験条件を変えまして、じゃあセシウムを

きちっと取れますかというところを確認いたしました。 

   １つめくっていただきますと、結果の表とグラフがございます。わかりやすいのは下の

ほうのグラフになりますので、そちらのほうをごらんいただきたいと思うんですけれども、

右側の図にあります試験体系でいろいろ色を変えてございますけれども、黄緑色と紫色の

るつぼのところですね、そういったところがスラグが少ないものについてはそちらのほう

にセシウムが金属から移行している、移っていっているという、そういう傾向がございま

した。それがスラグの量が多くなればなるほどそのスラグに取り込まれるセシウムの量が

ふえるということが今回の試験からわかりました。金属にはもうほとんどセシウムは残ら

ないと。上のほうに書いてございますけれども、金属中のセシウムを 0.1ppm 未満に除染で

きることが確認されております。 

   次めくっていただきまして、それを先ほどご説明した試験は１キロの試験、非常に小さ

い体系でやったというふうに申し上げましたけれども、これをじゃあ実際に溶かす試験体

系に規模を大きくしても同じような結果が出るかどうかという確認を行ってございます。

その上側の写真に示してございます、これは１トンの金属を溶かすことができる高周波誘

導炉になります。そちらを用いまして同じように模擬のセシウムですね、それを展開いた

しまして、実際に金属を溶かして、それが金属中に残っていないかどうかという確認を行

いました。その結果が下のほうにあります。そこにありますように、１キロの場合と同じ

ようにセシウムを検出限界未満に除染することが確認されました。除染性能に処理規模の

違いによる影響はないということが実際にやってみてわかったということでございます。 

   １つめくっていただきまして、次は、じゃあでき上がった金属中のセシウムの濃度の分

布ですね、そちらのほうが均一になっているかどうかというのを金属から実際にサンプル

を採取して、それを測定することによって確認を行いました。それによりますと、上のほ

うの図は１キロのほうの試験の結果の金属の塊からセシウムを取ったデータなんですけれ

ども、特に分布なく、どこの部分をとっても同じセシウム濃度が検出限界値以下でしたと

いう結果が得られています。 

   下のほうは１トンのほうの炉を使って行った試験の金属の塊ですね。そちらから、試験
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後の塊から同じようにサンプルを採取いたしまして、セシウムの濃度をはかりました。こ

ちらのほうも上と同様に、全て検出下限値以下になって、特にセシウムが濃縮しているよ

うな部分はないという、そういう確認ができました。これによりまして、ですから、金属

中のセシウムの量を評価するのには金属全体をはかる必要はなくて、例えば１トンなら１

トンのセシウムを溶かしたところから、その右下のところにあります溶湯サンプルという

写真がありますけれども、ごくごく少量のサンプルをとって、それのセシウム量を評価す

ることによって金属全体のセシウム量が評価できるということがわかりました。 

   １つめくっていただきまして、じゃ、そういう溶融による除染の方法以外にいろいろも

う少しやり方があるでしょうということで、外のやり方の比較をした表が上側の表になり

ます。外の方法といたしまして、ブラストによる除染と湿式、要は化学薬品ですね、そう

いう薬品に溶かして除染するやり方と、あと溶融除染を比較してございます。ブラストで

行う除染の方法ですと、単純な形状、板ですとかそういうものについては非常に向いて、

きれいに取れるわけなんですけれども、でこぼこがあるような複雑形状のものですと、ブ

ラストが当たらない部分ができて、そこのセシウムが取れないという、そういうふぐあい

がございます。また、除染後のそういう放射能濃度、セシウムの分析については、全量を

はからないといけないということになります。ですから、ちょっと小さい体系で行うのに

はいいんですけれども、大量生産にはちょっと不向きかなということです。 

   真ん中の湿式による除染は、同じように折れ曲がったようなところの、要は液が入らな

いような部分についてはセシウムが残ってしまうおそれがあるということと、あとは廃液

が非常に多く発生する可能性があります。この廃液の処理で、またスラッジ類ですとかそ

ういったものの２次廃棄物が大量に発生いたしますので、そういう面で少しデメリットが

あるのかなというところです。 

   最後、溶融除染は先ほど申し上げましたように、きちっとセシウムが除去できて、分析

のほうも少量やれば分析できるという非常にいいところがあるんですけれども、残念なが

ら一番上にありますように、設備費が高いというところがデメリットになるというふうに

考えています。ですから、そういう経済的な部分をクリアできれば溶融のほうが優位であ

るということが明らかになっております。 

   ですから、課題といたしましては、下に書いてございますけれども、経済的な溶融設備

を検討するということが課題になります。あと物量がふえますと、ですから設備費、単価

的には安くなりますので、ある程度の物量が集まれば溶融のやり方、除染の方法というの

は非常に合理的なやり方であるというふうなことが期待されます。 

   今回の環境省さんの公募事業というのは、除染廃棄物を対象とした検討なんですけれど

も、今後の展開といたしましては、福島第一原子力発電所のサイト内、そういったものに

も金属のそういう汚染したものがございますので、そういうものへの展開ですとか、もっ

とそれ以外の福島第一原子力発電所以外の廃炉廃棄物ですとかウラン廃棄物ですとか、そ
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ういったものへの溶融除染への適用みたいなものも図っていきたいなというふうに考えて

おります。 

   以上でこちらの資料のほうの説明を終わります。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございませんか。 

福田委員 それでは、事業計画書の中で、今年度の廃棄物の輸送計画はありませんというよう

なことの説明を受けたわけですが、この仕様書の８ページ、いわゆる廃棄物の保管の能力、

これが倉庫１と倉庫３までありますが、現在の保管量、倉庫２の場合というと、これもう

100％近いんじゃないですか、本数的に。 

三菱マテリアル安全グループリーダー 仰せのとおり、倉庫２につきましては 1,500 本の保管

能力に対しまして、現在 1,498 本保管をしておりますので、２本しか余裕がないというの

が現状でございます。 

福田委員 そうしますと、これは前から我々指摘をしてきたわけなんですが、この現在の保管

量、これに対しては例えばよそへ、いわゆる処理、そういう計画というのは今年度は全く

ないんですか。このままこの本数は年間変わらないと、こういうことなんですかね。例え

ば我々一番心配するのは、この 100％近い保管をしている、これに対して当然耐震、ある

いはそういう安全対策というのはしてあるんだろうとは思いますが、これはずっとやっぱ

り今後続くんですか、この保管ということは。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 まず、保管量の件なんですけれども、今そこに

数字がありますように、保管能力といたしましては 4,524 本。今現在の実際の保管料が

3,854 本ということで、あと大体 700 本程度余裕があるという状況でございます。今年間

のそういう保管量のふえていく割合といたしましては、大体七、八十本ずつふえているよ

うな状況でございます。ですから、10 年程度はとりあえず余裕があるのかなというのが現

在の考え方です。当然ご指摘ありましたように、減容できるものは減容したほうがよいと

いうことで、今年も行いますけれども、お隣の三菱原子燃料さんにお願いをいたしまして、

可燃廃棄物につきましては焼却して減容するということは来年度以降も考えていきたいと

いうふうに思っております。 

   最終的にはどうなるかということのご質問ありましたけれども、今現在日本原子力開発

機構さんのほうでそういう研究所等廃棄物の処分場をつくる方向で今検討されて、まだ具

体的な場所とかも決まっていないんですけれども、そういう設計業務とかは既に開始され

ていて、国のほうにもご報告されているような、そういう状況にあるというふうに承知し

ております。ですから、そこの処分場ができ上がれば、そちらのほうに順次輸送して処分

していただくということになろうかと考えております。 

福田委員 これはそうすると、この今ある保管、これは全部低レベルなんでしょうが、高レベ
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ルのは保管はないわけですよね。そうすると、我々一番心配するのは、もう数年前からず

っとこれ保管というのは本当に 80 数％ぐらいを保管してあるわけでしょう、この倉庫の能

力から言って。これは今後ともずっと変らないんですか。 

所長 基本となっている数量は変わらない。昔から、先ほど申し上げました 1984 年からずっと

研究活動をしている中で出てきた廃棄物になりますので、あるものが変わることはないで

す。ですから、燃やすものは燃やすとか、あともう少し中身を確認して、その容器にあき

があれば、その詰めかえなんかを行うということはやるかもしれませんけれども、今実際

にあるものをどこかに持っていくということは、そういう予定は今現在のところはありま

せん。 

福田委員 これはやっぱり我々那珂住民としては、やはり減ることを望むわけですから、少な

くなることを望むわけですから、そういうことにちょっと努力をしていただきたいなと思

いますね。 

   以上です。 

委員長 外ございますか。 

遠藤委員 それに若干関連してですが、今のところでも処理委託を日本アイソトープ協会に委

託されているということですが、これはどういった団体で、どういうふうに処理をしてい

るんでしょう。 

三菱マテリアル安全グループリーダー 日本アイソトープ協会といいますのは、アイソトープ

の販売、それから使い終わったものを回収して、最終的には保管をしたり、安定な形に処

理をしていただけるような組織でございます。ですから、私どもＲＩと言われるもの、放

射性同位元素につきましてはＲＩ協会さんのほうにお願いをして、ＲＩ協会さんのほうで

保管をしていただくようなこととしております。 

遠藤委員 それはどこにあるんですか。どこに持っていくんですか、これは。 

三菱マテリアル安全グループリーダー 具体的な保管場所については、実は私どもも承知はし

ておりませんが、岩手、あるいは東海の原子力機構さんの中で保管をしているというよう

なお話は聞いております。 

遠藤委員 これは日本アイソトープ協会、どういう組織なんですかね。組織としては法人なん

ですか。 

三菱マテリアル那珂エネルギー開発研究所長 ちょっと今もしかしたら法人の改革とかで名称

が変わっているかもしれません。もともとは法人の団体、公的なところになっております。

先ほど土屋が申し上げましたように、ＲＩの廃棄物につきましてはそちらのほうが集荷し

て処理して廃棄物を保管するということが国の規制の体系としてでき上がっておりますの

で、ですから私どものほうで搬出したＲＩの廃棄物についてはＲＩ協会さんに取りに来て

いただいて、ＲＩ協会さんの倉庫に今現在保管していただいているということで、行く行

くは処分されることになると思うんですけれども、そちらのほうも最終処分は今現在され
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ていないという状況でございます。 

遠藤委員 じゃあ、もう１点。様式第５の教育訓練の実施計画に関してですが、これは今年度

の計画を見せていただいておりますが、この中で新たに従事する者はその都度ということ

で、随時でしょうけれども、放射線業務に従事されている方の教育訓練ということで言い

ますと、それぞれその機関の中で人数がありますが、そもそもこれに対応する方は何名ぐ

らいなんですか、そもそも。放射線業務従事者というのは何名いらっしゃるんですか。 

三菱マテリアル安全グループリーダー この表に書いておりますとおり、自社員というのは私

ども那珂エネルギー開発研究所に所属している者でございますが、24 名おります。冒頭研

究所の概要で総勢 26 名というご説明をしておりますけれども、そのうち事務職を除く 24

名が放射線業務従事者になっております。さらに隣接します中央研究所のほうに私どもの

設備のメンテナンスをする部隊がいるんですけれども、そこに 13 名、いわゆる管理区域の

中に随時立ち入りますので、放射線業務従事者として管理しております。その者が 13 名お

ります。 

遠藤委員 ということは、防災保安等訓練を今年は５月から６月に 35 名、それと６月から９月

にも同じく 35 名とありますが、これは御社のこの対象となる従事者の方全員が２回訓練を

するんですよと、そういう意味ですね。なるほどね。例えばもっと人数がいて、分割して

訓練するんじゃなくて、たび重ねて訓練を行うというようなことになるということですね。

はい、わかりました。 

委員長 遠藤委員、よろしいですか。 

   外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   三菱マテリアル株式会社の皆さん、ここでご退席願います。 

   大変お疲れさまでした。 

   11 時 20 分まで休憩といたします。再開 11 時 20 分です。 

     休憩（午前 11 時 13 分） 

     再開（午前 11 時 20 分） 

委員長 再開いたします。 

   三菱原子燃料株式会社様が出席しております。まず、年間主要事業計画について説明を

求めます。 

   まず、出席者の紹介から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

三菱原子燃料総務課長 三菱原子燃料でございます。よろしくお願いいたします。 

   本日は議会の皆様お招きいただきまして、ありがとうございます。 

   ただいまから三菱原子燃料の年間事業の主要の事業計画をご説明させていただきます。 
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   まず、出席者のご紹介をさせていただきます。 

   真ん中から、執行役員、東海工場の副工場長をしております若松でございます。 

三菱原子燃料執行役員東海工場副工場長 よろしくお願いします。 

三菱原子燃料総務課長 総務部長の石川でございます。 

三菱原子燃料総務部長 よろしくお願いします。 

三菱原子燃料総務課長 安全品質保証部の主幹の安倍でございます。 

三菱原子燃料安全・品質保証部主幹 安倍でございます。よろしくお願いします。 

三菱原子燃料総務課長 総務課主任の小川でございます。 

三菱原子燃料総務課主任 小川でございます。よろしくお願いします。 

三菱原子燃料総務課長 総務課の小林でございます。よろしくお願いいたします。 

   最初に、会社を代表しまして若松から一言ご挨拶申し上げます。 

三菱原子燃料執行役員東海工場副工場長 那珂市議会の原子力安全対策常任委員会、それから、

本日ご出席の那珂市の皆様におかれましては、日ごろからの弊社の業務につきましてご指

導、ご理解をいただきまして、まことにありがとうございます。平成 28 年度の事業計画を

本日ご説明するに当たりまして、代表して一言ご挨拶を申し上げます。 

   東京電力福島第一原子力発電所の事故後、原子力規制委員会が発足しまして、新たな安

全基準、いわゆる新規制基準というものが施行されています。この新規制基準のもとにお

きまして、発電所の適合性審査というものが始まっておりまして、皆様ご存じのとおり、

昨年九州電力の川内１、２号機が再稼働しております。ただ、この審査が非常に時間がか

かってございまして、ほとんどの発電所がまだ停止している状況でございます。このため、

我々の工場も 25 年の７月から生産を休止してございます。したがいまして、後ほどご説明

いたしますが、今年度もほぼ１年を通じて生産休止を継続せざるを得ない状況となってお

ります。 

   一方で、弊社も新規制基準の適合性審査を受けておりまして、この新基準は事業者とし

ては非常に厳しいものではございますが、安全性の向上に直結し、皆様の安心につながる

ものということで、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

   弊社は長期にわたり生産を休止しておりますことから、経営的には非常に苦しい状況で

ございますが、これまで同様、安全最優先という考えで事業を進めたいと思っております

ので、今後ともご指導よろしくお願い申し上げます。 

三菱原子燃料総務課長 それでは、ご説明に移らせていただきます。資料は皆様のお手元に印

刷物と会社のパンフレットと準備してございます。こちらの印刷している皆様へのご資料

のほうでご説明させていただきますが、説明は石川及び安倍からさせていただきます。 

   それでは、説明に移ります。 

三菱原子燃料総務部長 お手元の資料、表紙をちょっとめくっていただきまして、２枚目に平

成 28 年度事業計画の概要という資料を用意してございますので、これに基づきましてご説
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明しますが、まず、私のほうから１番の事業計画と、それから３番の原子力安全協定第５

条にかかわる新増設等の計画についてご説明させていただきます。その後新規制基準に関

する対応ということで安倍のほうからご説明します。よろしくお願いいたします。 

   ここのお手元の資料のとおり、当社は主に加圧水型原子力発電所で使用する原子燃料の

開発、設計、製造、販売を行ってございます。会社の概要につきましては、もう１枚めく

っていただきますと、会社概要というＡ３判の資料がございますので、こちらでご説明さ

せていただきます。所在地は東海村の舟石川の 622－１ということで、社員数が約 400 名

でございます。ちなみに那珂市の住民の方が約 50 名ほどでございます。 

   沿革としましては、昭和 46 年 12 月１日に設立してございます。翌 47 年１月にウランを

取り扱う工場ということで、核燃料加工事業の許可というものが国から取得することが必

要でございまして、これを取得しまして、東海製作所ということで操業を開始してござい

ます。平成 21 年４月に総合原子燃料事業会社として新発足ということでございますが、こ

ちらは従来の設立、46 年の当時は製造に特化した会社だったんですけれども、この 21 年

４月に開発、設計、それから販売も含めた総合原子燃料事業会社ということで新たに新発

足してございます。おかげさまで震災等も経ましたが、25 年の３月に現時点で燃料集合体

が製造以来２万体ということでございます。 

   それから、２つ目の項目へいきまして、配置図なんですが、当社はこの図にありますよ

うに、東海村と那珂市に立地してございます。この地図の上の薄いグリーンの部分が那珂

市でございます。あと隣に三菱重工の研究関係をやっています三菱ニュークリア・デベロ

ップメントという会社と、それから三菱マテリアルの研究所がございます。 

   次、右側へいっていただいて、先にちょっと４番の燃料集合体の製造工程フローという

のをご説明させていただきますけれども、当社の製造工程ですが、濃縮ウランを主に海外

から輸送してきまして、ここから再転換工程ということで、原料の六フッ化ウラン、これ

は固体の氷砂糖のようなものでございますが、これを化学処理しまして、二酸化ウランの

粉末ということで、この右側に書いてありますちょうどコーヒーの粉のような粉末にしま

す。この時点で国内の他同業者に粉末を供給するという業務もしてございます。それから、

その後、ペレットといいまして、小さい１センチぐらいの円柱体に焼き固めまして、それ

をチューブ、燃料棒の中に挿入していきます。その挿入した燃料棒を端栓で密封しまして、

燃料集合体という最終製品、右側の写真がございますけれども、４メートルぐらいの木材

のような形をしているものに束ねまして、最終的に燃料集合体ということで製造すると。

その後、各国内の発電所に輸送容器で主に海上輸送ということで輸送していくということ

でございます。 

   ３番目の原子燃料サイクルにおける当社の位置づけということで、原子燃料サイクルの

中で、この薄いグリーンの部分が当社が関与しているという部分でございまして、これが

今ご説明しました製造工程フローのものでございます。一部海外でＭＯＸ燃料、これの部
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品を供給して、海外、フランスで加工するというような業務もしてございます。 

   会社概要は以上でございます。 

   ちょっと戻っていただきまして、前のページにですね。 

   先ほど若松からも話がありましたけれども、生産につきましてはほとんど原子力発電所

が停止中ということで、平成 25 年度から生産を休止している状態でございまして、今は設

備の維持管理、それから整備等を行っているということでございます。今年度は生産再開、

今の予定ですと来年の３月ぐらいから再開するとちょっと予定をしておりますが、これに

向けた準備を安全最優先に進めるということで、今ご説明しましたように、一部ちょっと

工場の生産を再開するということでございます。28 年度と 27 年度の燃料集合体と、それ

から二酸化ウラン粉末の製造についてはゼロでございます。 

   次に、３番の原子力安全協定第５条にかかわる新増設等の計画ということで、ちょっと

飛んでいただいて、添付３という資料が最後についていると思いますが、こちらにつきま

してちょっとご説明します。 

   廃棄物管理棟という建屋を建設するということなんですけれども、目的は従来から放射

性廃棄物の発生の低減ということで、アスタリスクの１番にちょっと書いてございますが、

実施しておりますけれども、今後の操業に伴いまして発生する廃棄物に加えまして、先ほ

ど電力の新規制基準の話がございましたが、我々加工にもこれは適用されまして、耐震性

の向上等に伴う設備更新工事というものをする必要がございまして、これに伴っても廃棄

物が発生するということで、右側の図１、ちょっとごらんいただきますと、このグラフの

中の真ん中ぐらいに赤い棒があると思うんですけれども、これで今年の３月末で約１万

200 本ほど、200 リットルのドラム缶で廃棄物が発生してございます。保管能力につきまし

ては、このグラフの横の点線がございますけれども、１万 1,600 本ということで、今後５

年程度で保管能力を超える見込みだということでございます。このため、廃棄物中の適切

な保管管理のための貯蔵スペース、それから廃棄物低減のための測定室を備えた廃棄物管

理棟の建設を計画しているということでございます。アスタリスクの１で、今までの低減

の取り組みということで、ここに書いてございますように、平成 17 年から平成 22 年まで

廃棄物発生量の低減、減容、焼却、圧縮、仕分け等に積極的に取り組んできてございます。

ですが、廃棄物は事業所で保管ということにもなってございますので、先ほどご説明した

ようなことで廃棄物がふえていくということでございます。 

   一方でクリアランス試験というのもしてございまして、これはアスタリスク２にちょっ

と記載してございますけれども、放射性廃棄物として管理している金属で放射性物質の放

射能濃度が極めて低くて、人の健康の影響が無視できるというような放射性物質につきま

しては、これは放射性物質として扱う必要のないレベルということで、クリアランスレベ

ルと言われているんですけれども、これを再利用するために測定する、管理するようなた

めの試験ということで、こういうこともしながら低減に努めているということでございま
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す。 

   設置場所は図の２を見ていただきたいんですけれども、右側の左側の下ですね。今第３

廃棄物倉庫まであるんですけれども、その北側、東海村の敷地なんですけれども、こちら

に設置する予定でございます。 

   それから、廃棄物管理棟の概要ですが、これも今の右下の図３をちょっとごらんになり

ながらなんですけれども、建物は東西約 40 メートル、南北約 20 メートル、高さ 109 メー

トルの規模でございます。建物北側に東西約 15 メートルから南北６メートル、高さ４メー

トルの測定室、これを設けるという予定でございます。本棟につきましては、廃棄物保管

倉庫につきましては、計画している廃棄物管理棟の保管能力は 200 リットルのドラム缶で

5,000 本相当でございます。この保管能力は当社の計画しております廃棄物減容や金属の

クリアランスによる削減、現状では単純形状物のみですけれども、最大でも全体の 10％程

度の対象を考慮した上で、今後 20 年間の増加量に耐え得る保管能力ということで、5,000

本というのを設定してございます。 

   それから、北側につくる測定室でございますが、これはクリアランス測定ということで、

アルファ線測定、それから将来の廃棄物処理処分時に必要となる廃棄物ドラム缶内のウラ

ン量の測定ということで、ガンマ線測定を効率的に行う測定器等を設置する測定室という

ことでございます。 

   それから、周辺への環境への影響はございません。 

   それから、スケジュールとしましては、28 年度に事業変更の許可の申請を国にしまして、

設工認という設計の公認をこれを取得して、29 年度ぐらいから設置工事をして、30 年度か

ら運用開始するという予定で計画してございます。 

   以上でございまして、引き続きまして、新規制基準関係を安倍のほうから説明させてい

ていただきます。 

三菱原子燃料安全・品質保証部主幹 それでは、お手元の添付２の資料をごらんいただければ

と思います。 

   まず初めに、これまでの経緯と現在の状況、概略をご説明いたしますと、核燃料施設に

対する新規制基準というものが今から２年半ほど前になりますが、平成 25 年 12 月に施行

されてございます。それに対しまして、当社の加工施設につきましても事業変更許可、そ

れから保安規定の変更申請をその翌年の１月に行って、適合性の確認の審査を受けている

状況にございます。 

   それから、当社では再転換工程を有しておりますが、そこで取り扱う六フッ化ウランに

つきまして化学的な毒性もあるということで、この適合性の確認が終わる前に、現在の取

り扱いについて安全上問題がないかということを、いわゆる現状確認ということで要求さ

れて対応してきております。当社がさらなる改善として追加の安全対策を策定しまして、

規制委員会のほうにご説明し、規制委員会のほうで了承を得ることができてございます。
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現在、その安全対策を反映しました保安規定の変更申請のほうの審査を受けている状況に

ございます。 

   以下、現在の対応状況につきまして具体的なところを２項以降からご説明いたします。

資料の中で昨年度ご説明からの主な変更点につきましては下線を引いて示してございます。 

   まず、２．の新規制基準の要求の概要と当社の対応状況でございますが、新規制基準に

つきましては、基本は従来の核燃料施設に対する基本方針、特に臨界とか遮蔽、閉じ込め

等に関する基本的な要求というのは大きく変わってございませんが、事故の評価につきま

しては、これまで主要な施設の最大と思われる想定事故に対する被曝評価を行っておりま

したが、今回新規制基準では安全設計の要求を一つ一つ明確にしまして、いわゆる設計基

準の事故を洗い出して、それに対して発生の可能性を含めて評価するということが求めら

れてございます。さらに要求基準についても地震に対して耐震基準等を強化されてござい

まして、また、重大事故対策にかかわる基準の整備、そういったところも求められたもの

となっております。 

   ウラン加工の施設につきましては、下の表にございますように、原子力発電所とは異常

時における安全性について環境への影響については下の表に示してございますように、臨

界をとめるとか燃料を冷やすとか、そういったことはございませんし、閉じ込めるという

観点でも取り扱う放射性物質はレベルが低いものとなってございますので、そういった異

常時における安全性については違いがございまして、新規制基準のほうには反映されてご

ざいますが、これまで適合性審査が進められてくる中で、規制庁のほうから安全設計で考

慮すべき外的事象として自然現象等がございますが、その影響評価については、原子力発

電所と同等の規模の外的事象を想定して評価しなさいということが追加の要求として求め

られてきてございます。 

   表の下のほう、その追加の部分も含めまして、主な要求と、その対応について示してご

ざいます。まず、自然現象として①の地震ですけれども、地震につきましては従来耐震上

の重要分類ということで、第１類から第３類といったものがございまして、基準としまし

ては、例えば第１類については従来に比べて２割増しとかというような形で基準に定めら

れてございますが、さらに先ほどの追加の要求として、その機能を喪失した場合に、公衆

への被曝影響が大きいもの、具体的には周辺に対して５ミリシーベルトを超える被曝を与

えるおそれがあるものについては、原子力発電所の重要な建物設備に求められる耐震の要

求レベル、いわゆるＳクラスと言われているものですが、それと同等の対応を、同等の評

価をして、問題がないようにしなさいということが求められてございます。これを受けま

して、当社でもこのＳクラスと同程度の地震力に対して、建物設備の耐震評価を行いまし

て、公衆への被曝上影響が問題にならないように、耐震補強等の安全設計を進めてござい

ます。 

   それから、②の竜巻につきましても同様に、発電所と同規模の竜巻を想定して、影響を
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評価して、防護対策をとるようにという要求になってございまして、右のほうにまいりま

すが、想定した竜巻に伴う風圧力や飛来物等、それに対して評価を行いまして、影響が大

きくならないように補強や飛来物の防護等の対策を実施することとしてございます。 

   そのほか津波を含めまして、自然現象につきましても、同様に原子力発電所と同等規模

の評価、発電所のほうでそういった評価の基準がございまして、それに基づいて評価をし

て、影響が大きくならないようにということで防護対策が求められてございます。津波に

つきましては、当社の立地の状況から対策としては不要であるということを確認してござ

いますが、ほかの自然現象、火山の影響とか森林の火災等につきましても評価を行いまし

て、影響が大きくならないように、必要な防護対策を実施するということとしてございま

す。 

   それから、次の２）の異常発生に対する設計上の考慮ということで、こちらは自然現象

以外に施設で想定される事象としまして、火災爆発とか、あと工場内での水の漏れですね、

臨界の観点で重要になってきてございます。それから、内部の飛来物、これは重量物の落

下等が該当します。そういったものの異常に対して、やはり公衆への被曝影響が大きくな

らないようにということで、設計上の考慮が求められてございまして、個々の異常発生の

防止対策はとられてございますが、それがなくなった場合に、そういった被曝影響が大き

くならないようにということで防護対策のほうの対応を進めてございます。 

   それから、３）の重大事故にかかわる対応ですが、こういった設計基準上の想定をさら

に超える事故も想定して、重大事故に至るおそれのある事故と定義されてございまして、

こういった事故に対しての対応策を整備するということと、その有効性を評価することが

求められてございます。当社でも東日本大震災を踏まえまして、自主防災組織の強化、そ

れから大地震に対する対応要領等の整備、それから災害時の対策室についても新設いたし

まして、さらに防災資機材も拡充して対応を進めてきてございます。今後も防災訓練のほ

うを引き続き実施しまして、先ほどの六フッ化ウランの取り扱いに対する安全対策につい

ても含めまして実効性の向上を図っていくこととしてございます。 

   ３．の現在の審査の状況でございますが、まず事業変更許可のほうにつきましては、当

初安全機能を選定するところで時間を要してございまして、昨年の８月にその整理が完了

いたしましたが、その段階で規制庁のほうから先ほどの発電所と同等の外的事象を想定し

なさいということで、それに対する地震、竜巻等の自然現象に対しての影響評価をしてご

ざいまして、追加の対策について現在検討を進めているところでございます。あわせて適

合性審査のほうも進めてございまして、安全設計の基本的な考え方につきましては、先月

までに審査を行いまして、今後個別の基本の設計、地震とか竜巻の対策とか、それぞれに

対する審査を進めているところでございます。昨日、適合性の審査として地震に対する安

全設計について規制庁のほうで確認をいただいてございます。 

   それから、最後に、六フッ化ウランの取り扱いについての現状確認の状況でございます
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が、先ほどご説明しましたように、当社のさらなる改善として、六フッ化ウランの漏えい

事故に対する安全対策、こちらにつきましては３月９日に規制庁のほうへ報告しまして、

同月の 23 日の規制委員会で了承を得てございます。現在はこの対策を反映した保安規定の

変更申請、４月 25 日に申請してございまして、その審査を受けている状況でございます。

この保安規定が認可された後、再転換工程の操業は再開することができるものとなります

が、再開前にはその遵守状況について、規制庁のほうから確認が行われるという予定にな

ってございます。 

   新規制基準の対応状況につきましては以上になります。 

三菱原子燃料総務課長 以上でご説明にさせていただきます。 

委員長 では、説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑ございますか。 

助川委員 ご説明いただきましてありがとうございます。放射性物質を扱う施設に関しまして

は、新規制基準の対応状況ということでしっかりとご説明いただいたわけでありますけれ

ども、自然現象等にかかわる説明が主な内容のようでありますけれども、今日の政情不安

定等を考えますと、テロ対策等の対応等に関しましての規制基準にはそういったものには

盛り込まれておられなかったのかどうか。そういうことから三菱原子燃料さんでは今後も

それに対しては取り組まないでやられていかれるのか、そのことをお伺いします。 

三菱原子燃料安全・品質保証部主幹 ただいまのご質問ですけれども、新規制基準の中でもテ

ロまではないんですが、不法侵入とか、あと不審な物が送られてきたとか、そういったも

のに対するチェックの強化、そういった要求については含まれてございます。あと、いわ

ゆるテロ対策になりますと、核物質防護の対応になりまして、そちらについては別途規則、

燃料の加工の規則のほうで、そういった核物質防護の要求がございまして、当社でも核物

質防護規定というのを、やはりこれも認可対象、保安規定と同様の認可になっておりまし

て、そちらのほうを規制庁のほうに認可いただいて、対応を進めてきているところでござ

います。最近でも海外等、テロが繰り返し行われているということで、規制庁のほうから

もそういった核物質防護の対応についても強化するといった動きになってございまして、

当社でもそういったところはしっかりと進めているところでございます。 

三菱原子燃料執行役員東海工場副工場長 ちょっと追加します。これは原子力防災課さんのほ

うが担当の役所になりまして、今年の２月４日にウランの輸送中のテロに遭った場合の模

擬訓練をしたいということで、当社工場を訓練の対象、場所にしまして訓練を行いました。

実際にトラックを走らせて、その中でテロ班が来て、トラックをとめて、警察等への連絡

とか、そういう実地の模擬訓練を行いまして、そこには原子力防災課さんのみならず、輸

送の関係者とか、それから、米国の原子力規制委員会からも立ち会いに来られております。 

   以上です。 
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助川委員 私ども住民にとりましては、やはり安全・安心が最優先する課題として住民の皆さ

ん方にご説明申し上げる役割を果たさなければならない状況でありますんで、原子燃料さ

んのほうの今ご説明の中に、これは添付資料１の中にフランスのほうにＭＯＸ燃料という

ことで一定の量をお願いするようなお話も今説明の中にあったわけでありますけれども、

これは量的には全体の量のどのぐらいの量を占めておられるんですかね。 

三菱原子燃料執行役員東海工場副工場長 これは再処理から使用済み燃料下でプルトニウムを

加工してＭＯＸ燃料に仕上げまして、電力会社さんのプルトニウムをフランスの工場に持

ち込んで、我々の部材もフランスの工場に持ち込んで、ＭＥＬＯＸで加工の委託をすると

いうものでございまして、量的にはこの前、九州電力さんの４領域程度、いわゆる１領域

が大体 16 体程度なんですけれども、燃料集合体ですね、それがプルトニウムの量と、電力

さんが持っているプルトニウムの量を基本的には使うと。電力さんがイギリスとフランス

に過去に再処理を委託していまして、イギリスとフランスにプルトニウムが電力さんの持

ち物がございます。そこにあるプルトニウムをフランスに持ち込んで、ＭＯＸに加工する

というもので、我々が加工したのは九電さんと四電さんのフランスにあるプルトニウムを

加工しておりまして、大体全部でちょっと数字はうろ覚えなんですが、九電さんと四電さ

ん合わせて 100 体前後のＭＯＸ燃料集合体を加工したというふうに記憶をしております。 

助川委員 最終的には私どもの役割は市民の皆さん方に安全で安心な企業さんの運営を望むわ

けでありまして、それを市民の皆さんに感じていただくのには透明性のある情報をしっか

りとお伝えしなければなりませんので、その辺のところもわかりやすくお知らせいただく

機会があればお知らせいただければというふうに感じております。 

   以上です。 

委員長 外ございますか。 

遠藤委員 じゃあ１点、今テロ対策などで訓練をされたんですね。その結果はどうだったでし

ょうという話でして、どういったことが課題になってまいりましたでしょうか。 

三菱原子燃料執行役員東海工場副工場長 課題としましては、我々はウランの輸送会社に委託

をして、輸送会社が実際ウランを運ぶと。まず、そのテロに遭ったときに、輸送会社のト

ラックに乗っている運転手からまず連絡体制ですね。我々とか警察、それから海にある場

合は海上保安庁さんもありますけれども、そういう連絡がきちんとできるかと。受けたほ

うがそこからまた実際に襲われているわけですから、警察を呼んだり、そういう対応をし

なければいけないということで、実際に連絡体制がきちんとできるかと。関係省庁も含め

て、那珂市さんも含まれるともちろん思いますけれども、迅速に連絡ができて、適切な処

置がとれるかというところが一番の課題でございます。連絡体制につきましては、非常に

関係先が多いのと、迅速にやらなければいけないということで、一部少し改善点は認めら

れましたけれども、大体主要な連絡についてはオーケーと。細かいところでやはり意思の

疎通とか、何人も同じ情報を共有化しないといけないものですから、そういうところが少
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し課題かなというところでございました。 

遠藤委員 ありがとうございました。今後やはりいろんなことが想定されると思いますから、

そういったことへもしっかりと対応できるような準備は各関係機関、省庁とも力を合わせ

てやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

古川委員 ちょっとまた関連した質問になってしまうんですけれども、津波を含む外の自然現

象等の中に、今テロという話もありましたけれども、航空機の落下等についてもと書いて

あるんですね。これは具体的にどういう対策されるんですか。 

三菱原子燃料安全・品質保証部主幹 今のご質問でございますけれども、航空機の落下につき

ましては、発電所のほうでもともと定められた基準がございまして、まず実際に起きるこ

とが想定されるかどうかの確率的な評価を行うことになっております。実際には航空機と

いっても、通常の旅客機とか、あと有視界で任意に飛ぶような、民間の航空機、それから

自衛隊がこちらですと百里基地からの訓練の飛行とか、そういったものを全て考慮して、

確率の評価を行いまして、現在の基準では 10 のマイナス７乗という、確率でいくと 1,000

万分の１の確率を超えなければ、そういったことは想定しなくていいといった基準がござ

いまして、現在当社で評価しているところでは、それは超えないというような形になって

ございます。 

古川委員 実は私が想定したのはミサイルなんですけれども、そういうこともあり得ないこと

でもないのかななんていうふうにはちょっと思っていますけれども、すみません、あとも

う一つ、三菱原子燃料さんが全国の加圧水型の原子力発電所に納品されている、そのシェ

アといいますか、どのぐらいなんですか。 

三菱原子燃料執行役員東海工場副工場長 約６割ぐらいでございます。 

古川委員 じゃあ、早く生産再開しないと大変ですよね。わかりました。ありがとうございま

す。 

委員長 古川委員、よろしいですか。 

古川委員 はい。 

委員長 外にございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   三菱原子燃料株式会社の皆さん、ここでご退席願います。 

   大変お疲れさまでした。 

   じゃ、暫時休憩しまして、再開は１時からにいたします。 

     休憩（午前 11 時 59 分） 

     再開（午後１時 00 分） 

委員長 では、再開いたします。 
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   日本原子力発電株式会社様が出席しております。まず、年間主要計画について説明を求

めます。 

   その前に、出席者の紹介をお願いいたします。 

日本原子力発電東海事務所渉外・地域共生グループマネージャー 日本原子力発電でございま

す。本日の私どもの出席者の紹介をさせていただきます。 

   まず、執行役員、東海発電所兼東海第二発電所長の松浦でございます。 

日本原子力発電執行役員東海発電所長兼東海第二発電所長 松浦でございます。よろしくお願

いします。 

日本原子力発電東海事務所渉外・地域共生グループマネージャー 東海・東海第二発電所総務

室渉外・報道グループマネージャーの服部でございます。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー 服部です。よろしく

お願いいたします。 

日本原子力発電東海事務所渉外・地域共生グループマネージャー 東海第二発電所安全管理室

放射線科学管理グループマネージャーの森井でございます。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所放射線・化学管理グループマネージャー 森井です。よ

ろしくお願いいたします。 

日本原子力発電東海事務所渉外・地域共生グループマネージャー 本店発電管理室プラント安

全向上グループ副長の宮園でございます。 

日本原子力発電プラント安全向上グループ副長 宮園です。よろしくお願いします。 

日本原子力発電東海事務所渉外・地域共生グループマネージャー 続きまして、東海事務所副

所長の原田でございます。 

日本原子力発電東海事務所副所長 原田でございます。よろしくお願いいたします。 

日本原子力発電東海事務所渉外・地域共生グループマネージャー 続きまして、東海事務所調

査役の雲井でございます。 

日本原子力発電東海事務所調査役 雲井です。よろしくお願いいたします。 

日本原子力発電東海事務所渉外・地域共生グループマネージャー そして、私、進行させてい

ただきます東海事務所地域共生グループの矢沢でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

   それでは、まず、弊社を代表いたしまして、松浦のほうから一言ご挨拶をさせていただ

きます。 

日本原子力発電執行役員東海発電所長兼東海第二発電所長 日本原子力発電で東海発電所及び

東海第二発電所の所長をしております松浦でございます。 

   那珂市議会原子力安全対策常任委員会の皆様におかれましては、当発電所の事業運営に

あたりまして日ごろよりご指導、ご助言を賜り、心よりお礼申し上げます。 

   本年度の事業計画につきましては、この後詳細にご説明いたしますけれども、東海発電
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所につきましては、引き続き廃止措置を進めてまいる所存でございます。そして、東海第

二発電所につきましては、定期検査中でございますけれども、それは引き続き定期検査で

発電所の安全を図っていく所存でございます。 

   ちなみに今国のほうに申請しておりますのが東海発電所のほうで極めて低い放射性レベ

ルにつきまして敷地内に埋設するという計画を今国のほうに申請しておりますけれども、

それにつきましては引き続き国の審査を受けていく予定でございます。 

   また、東海第二発電所につきましても、おととしいわゆる新規制基準に基づく安全審査

を進めておりますけれども、引き続き審査を進めていく所存でございます。 

   最後に、東海発電所に関する審査の進捗状況及びその内容や結果につきましては、今後

も地方自治体の皆様、あるいは地域の皆様に対しまして誠意を持って説明してまいります。

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

日本原子力発電東海事務所渉外・地域共生グループマネージャー それでは、続きまして、お

手元にございます資料に基づきまして、まず、弊社平成 28 年度年間主要事業計画の概要に

ついて、並びにその後、東海第二発電所新基準適合性に関する審査状況についてご報告で

ございますが、取りまとめております。これらを一括してご説明をさせていただきたいと

思います。 

   まず、年間主要事業計画の概要につきまして服部のほうからご説明をさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

日本原子力発電東海・東海第二発電所渉外・報道グループマネージャー それでは、平成 28

年度年間主要事業計画の概要ということで、Ａ４の３枚ものをご紹介いたします。 

   めくっていただいて、これらについては事業計画の概要ということで取りまとめてござ

いますけれども、４月 27 日に安全協定に基づきまして、年間主要事業計画の概要という形

でご提出をさせていただいておりますので、同日プレス公表もしていますので、この資料

はその事業計画の概要という形でプレス公表した資料をベースに本日はご説明をしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

   早速ですが、めくっていただいて、平成 28 年度東海発電所並びに東海第二発電所の年間

主要事業計画の概要でございますけれども、まず１．の主要事業の概要ですけれども、ま

ず、東海発電所ですけれども、先ほど冒頭松浦のほうからありましたが、廃止措置工事、

今年度は４基ある熱交換器の解体撤去を引き続き安全第一で着実に実施継続する所存でご

ざいます。 

   また、昨年の７月 16 日に廃止措置で発生する低レベル放射性廃棄物のうち、放射能レベ

ルの極めて低いもの、Ｌ３と呼んでおりますけれども、そちらの埋設施設の設置に関して、

国の規制委員会のほうに事業許可の申請書を提出して、現在自治体並びに規制委員会の審

査等に対応しているところでございます。その状況等については、地元の自治体の皆様並

びに地域の皆様に対して十分に説明していくということの所存でございます。 
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   （２）の東海第二発電所ですけれども、平成 23 年５月から定期検査ということで、発電

所は停止をして点検をしておりますが、やはり停止期間が５年以上、長期化しているとい

うこともありまして、原子炉施設保安規定、これは保安に関する法令に基づく規定でござ

いますけれども、そちらに基づきまして保全計画を立案をして、発電所の機器の維持管理

に努めているところです。 

   一方、発電所の原子炉施設の新規制基準、いわゆる安全の適合性については、後ほど宮

園のほうから審査状況等の詳細についてご紹介をいたしますけれども、平成 26 年５月 20

日、約２年前でございますが、国の規制委員会のほうに設置変更許可申請書を提出いたし

ました。東海発電所のＬ３同様、自治体並びに原子力規制委員会の審査等に適切に対応す

るということはもちろんですけれども、必要な手続と審査を踏まえた形で必要な手続等も

適切に行うことで、関連する工事等も安全に進めていく所存でございます。東海発電所同

様、審査の状況等、その結果等については、地元の自治体の皆様と地域の皆様等に対して

十分に説明をしていくという所存です。 

   以上が事業の概要でございます。 

   ２．の運転計画でございますが、東海第二発電所は平成 23 年の５月以降定期検査という

ことで、運転の計画としては未定でございます。 

   ３．の主な工事等ですけれども、東海発電所については１）で廃止措置工事、先ほど熱

交換器の工事を継続するということでしたけれども、添付資料をちょっとめくっていただ

いて、右上に３枚目、添付資料ということで廃止措置の全体工程を示したものと、あと建

屋の概念図ということで断面図を記載をしております。今年度は平成 28 年度ですので、そ

この緑色に塗った部分が今年度分でございますが、原子炉の領域、原子炉の本体等につい

ては、現在安全貯蔵を継続しております。放射能が減衰するのを待って解体をするという

ことで、本年度も安全貯蔵を継続していくと。並びに原子炉容器以外の解体については、

主に熱交換器ということで、これは４基ございますが、下の解体の概念図に緑色に塗った

部分、黒く塗った部分はもう既に解体撤去が済んでおる設備の概要ですけれども、今年は

緑に塗った熱交換器本体の部分の撤去を進めているところでございます。これは４基熱交

換器がございますが、２号機についてはナンバー２の熱交換器については既に解体撤去が

終わっております。今年度はナンバー１、１号機の撤去を進めているところでございます。

これについては順次３号、４号という形で解体を進めていくということでございます。最

終的には平成 37 年度に建屋も含めて解体撤去をして更地に戻すということで全体工程を

見て、着実に安全第一で進めていくという所存でございます。 

   本文に戻っていただいて、廃止措置工事の熱交換器の撤去工事ですが、そのほかにもク

リアランス物と言われる放射性物質として扱う必要のないものの再利用については引き続

き実施をしていくと。 

   ２）の低レベル放射性廃棄物、Ｌ３の埋設施設の設置に関しては、昨年の申請以降、審
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査に適切に対応していくということでございます。 

   めくっていただいて、（２）の東海第二発電所ですけれども、これは主な工事を記載し

ておりますが、使用済み燃料の乾式貯蔵設備、いわゆるドライキャスクと言いますが、そ

ちらについては全体 24 基を予定しておりますけれども、現状 17 基の製作が完了しており

ます。記載はございませんが、その 17 基のうち実際に使用済み燃料入りが 15 基で燃料を

貯蔵しております。残りの分については、第４期分並びに第５期分の容器について現状製

作を継続しておるということでございます。残りのもう一つの１基は、これについては今

後発注をしていくということで、まだ発注しておりませんので、トータル 24 基に向けて現

状製作を継続していくということでございます。 

   ２）の新規制基準の適合性ということで、こちらは重複しますけれども、国並びに自治

体の審査等に適切に対応していくということでございます。 

   ４．の燃料等の輸送計画ですが、新燃料並びに使用済み燃料の輸送計画とも本年度はご

ざいません。あと低レベルの放射性固体廃棄物、これはＬＬＷと呼んでおりますけれども、

こちらについては今年度、来年の１月から２月にかけまして青森の日本原燃株式会社のほ

うに輸送するということで計画をしています。輸送はドラム缶換算で 776 本、ＬＬＷの容

器が 97 個ということで、１体当たり８本相当がドラム缶に入りますので、トータル 776

本ということでございます。これらについては海上輸送ということで、日本原燃、六ヶ所

村のほうに輸送するということで計画をしております。 

   以上、簡単ではございますが、当社の平成 28 年度の概要でございます。 

   結論から申し上げますと、東海発電所並びに東海第二発電所の国の審査並びに自治体の

審査等に適切に対応していくということと、その状況等についてはお知らせをしていくと

いうことでございまして、いわゆる新増設案件は本年度はございません。ですので、昨年

度の事業の継続ということでございます。 

   簡単ですが、説明は以上になります。 

日本原子力発電プラント安全向上グループ副長 では、引き続きまして、東海第二の審査状況

の説明に移らせていただきます。 

   右肩、参考資料、Ａ３の資料でご説明をしたいと思います。 

   こちら東海第二発電所新規制基準適合性に係る審査状況ということになります。左のほ

うから順に説明をしてまいります。 

   まず、１．の概要でございます。東海第二発電所は平成 26 年５月 20 日、新規制基準適

合性に係る設置変更許可申請を行ってございます。それ以降個別項目の審査を継続してま

いっております。プラント側審査、あと地震・津波側審査とちょっとこの後出てきますが、

プラント側審査と言っておりますのは、プラントの設備の設計方針等に関する審査、地震・

津波側審査と言いますのは、発電所で想定します基準地震動Ｓs、基準津波等の策定に係る

ような審査でございます。プラント側の審査、こちらは１年間以上少し停滞をしてござい
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ましたが、今年の３月及び４月の審査会を経て審査再開に至ってございます。地震・津波

側の審査につきましては、順調に審査会合を重ねておりまして、一部の審査項目は原子力

規制委員会から妥当であるというふうな判断もなされてございます。詳細は追って説明さ

せていただきます。 

   ２．の審査状況でございます。こちらは 28 年５月 13 日現在での実績を取りまとめてご

ざいます。原子力規制庁ヒアリング、あるいはその下の原子力規制委員会審査会合とあり

ますが、規制庁のヒアリングと言ってございますのは、規制庁の事務局で事前の確認等を

行っていただいて、その後に原子力規制委員会の審査会合にその事前のヒアリング等の結

果を反映して説明をしていっております。審査会合のほうにつきましては、公開で、今は

ＹｏｕＴｕｂｅ等で公開されながら審査を受けてございます。ヒアリングにつきましては、

回数としては 65 回、審査会合につきましては 21 回でございます。この後第１表から第３

表で少しその項目のご説明をしたいと思っております。 

   下の表でまず第１表になります。こちらはプラント側と地震・津波側共通で行われた審

査会合の実績でございます。 

   まず、表の見方でございますが、回数、期日が一番左にありまして、項目が続いてあり

ます。あと、その横に内容を簡単にまとめてございます。こちらプラント、地震側の共通

の審査会合、26 年６月ということで、昨年度もご報告をさせていただきましたが、ちょっ

とここは再度ご説明をしたいと思います。まず、26 年の６月 17 日でございますが、申請

概要ということで、東海第二発電所の申請の概要について当社から原子力規制委員会に説

明を行ってございます。原子力規制委員会からは地震の評価、フィルターベント、火災防

護などについて質問を受けて回答を行ってございます。その後、７月４日には主要な論点

ということで、審査会合において原子力規制委員会から申請内容に係る主要な論点という

ことで、合計 28 項目が指摘がなされて、今後の詳細な説明を求められてございます。 

   続いて、第２表のほうに移ります。こちらはプラント側の審査でございます。こちらも

最初の③番から⑦番まで申請をした年の審査会合でございまして、平成 26 年の開催でござ

います。繰り返しになりますので、項目だけを述べますが、フィルターベント、内部事象

のＰＲＡ、ＰＲＡと言いますのは確率論的リスク評価でございます。静的機器の単一故障、

外部火災、内部溢水、これらの審査会合が開かれてございます。その後、最後 12 月 16 日

を最後に少し審査が停滞してございまして、その⑱番と書いてございますが、28 年３月 31

日に今後のＢＷＲプラントの審査の進め方ということで会合を開いていただいてございま

す。この内容につきましては、プラント側の審査は⑦番、先ほどの 26 年 12 月 16 日を最後

に少し停滞をしてございましたが、今後の審査の進め方等を決めるために、我々東海第二

発電所の審査資料の準備状況、作成状況、あるいは今後の主な論点等についてご説明をい

たしました。このときに東海第二の固有な主な論点といたしまして、非難燃性ケーブルの

対策が我々等にではございますが、申請当初の防火塗料の対策から防火シートへの変更と
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いうことをここでご説明をしてございます。 

   続いて、⑲番、こちらは４月 21 日でございますが、先ほどの前回の審査会合に引き続き

まして、主要な論点の内容について説明を行ってございます。今後これらについて当社の

考え方について詳細な説明を行っていくこととなってございますが、主な論点として、こ

のときは４つご説明をしてございます。まず１つ目が津波ＰＲＡを踏まえた敷地に遡上す

る津波とございますけれども、ここをまず津波に関しては基準津波というものを我々は定

めてございますけれども、基準津波は防潮堤で守るということがまず１つございます。た

だ、ここはＰＲＡと書いてございますが、確率論的リスク評価の中では、さらにその基準

津波を上回るような津波も考慮いたしまして、敷地内でそれぞれの施設で浸水防護をして

いくと、そういうところをご説明をしてございます。 

   ②番は可搬型重大事故等対処設備の保管場所ということでございますが、ここ我々当初

の申請では、国道を挟みまして２カ所にこの可搬型設備を保管するということをご説明し

ているんですけれども、規制庁のほうから国道はやはり事業者の管理下にないという、そ

ういうところをアクセスルートに使うのはなかなか難しいんではないですかという指摘を

いただいてございましたので、この②番の対策としては今回原子炉建屋がある敷地側のほ

うの中に保管場所として１棟、保管建屋をつくりまして、そこに保管をするということを

ご説明をしてございます。 

   ③番はＭａｒｋ－II 型格納容器ということでございますが、こちらは今申請しているＢ

ＷＲプラントの中ではＭａｒｋ－II 型格納容器と呼ばれるものは東二が初めてでござい

ますので、それらの特徴を踏まえながら有効性評価を説明していくというところでござい

ます。 

   ④番は防火シートの件でございますが、先ほどと少し重複しますので、割愛をしたいと

思います。 

   ここまでがまずプラント側の審査でございます。 

   右のほうに移っていただきまして、第３表でございます。こちらは地震・津波側の審査

会合の実績を書いてございます。番号で申しますと、⑧番から⑪番までがこれら基準地震

動に関する項目でございます。説明は 27 年２月から始まって、順調に回を重ねてございま

す。 

   １つ⑫番飛ばしまして、⑬番でございます。こちらは津波評価でございまして、基準津

波に関する項目でございます。このときには発電所で想定します津波等を説明をして、規

制委員会のほうからは最後の２行ほどでございますが、発電所に与える影響が大きい津波

はマグニチュード 8.7 のプレート間地震であることの考え方は理解できたというような見

解もいただいてございます。 

   その外⑫番、１つ飛ばした⑫番、あるいは⑭番、⑮番、⑯番はおのおのの審査項目に対

して規制庁からコメントをいただいてございますので、それらのコメント回答の審査会合



41 

でございます。 

   最後３つほど黒枠で囲ってございますが、まず⑰番、これは地下構造評価の説明でござ

いますが、こちらは原子力規制委員会からおおむね妥当であるというような確認をしたと

いうような評価をいただいております。同じく⑳番、こちらは敷地ごとに震源を特定して

策定する地震動、プレート間地震の項目でございますが、こちらも同じくおおむね妥当な

検討がなされているというようなところ。あと、21 番は資金でございますが、５月 13 日、

こちらは海洋プレート内地震という項目でございますけれども、おおむね妥当な検討がな

されているということで、この⑰、⑳、21 番で書いたような項目につきましては、実質審

査としては終了したというところでございます。 

   本文のほう、３．ですね。こちらに戻っていただきまして、今後の審査の見通しと当社

の対応でございます。プラント側の審査につきましては、今回審査再開に伴いまして、今

後ヒアリング及び審査会合にて当社の考え方等について詳細にまた説明をしていくという

ものでございます。地震・津波側も同様でございます。今後もヒアリングを重ねまして、

審査会合にて審議をいただいていくということで考えてございます。 

   簡単ではございますが、東海第二の審査状況のご説明でございました。 

日本原子力発電東海事務所渉外・地域共生グループマネージャー 原電の説明は以上でござい

ます。 

委員長 説明が終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   質疑ございませんか。 

遠藤委員 ご説明ありがとうございました。では、新規制基準適合性に係る審査状況、これに

ついて詳細にご説明をいただいたわけでございますけれども、あと、今後の見通しですよ

ね。審査の見通しという点で言いますと、今審査に関してはプラント側もしくは地震・津

波側ということで分けて審査をしていただいているということの説明がございましたけれ

ども、これプラント側と地震・津波側、それぞれあとどれぐらい、どういう項目で審査が

続いていくのか。あと何回ぐらい想定されているのか。あと実際に審査の結果の見通しと

いうのを教えていただけますか。 

日本原子力発電プラント安全向上グループ副長 宮園のほうからお答えをいたします。 

   審査の見通しということでございますが、やはりこちらは規制委員会、相手のあること

でございますので、我々からいつの時点で完了するとか、そういうことはちょっと今の時

点では申し上げられませんけれども、まず地震・津波側でございます。こちらはきょうの

ご説明でも３項目ほどは審査がおおむね終了しているということでございまして、地震・

津波側、ざっくり言いますと 10 項目ほどございますので、今後これらの審査は回を重ねる

ごとに完了していくものと見てございます。 

   もう一方、プラント側でございます。プラント側はやはりこの審査停滞ということで１
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年３カ月ほどちょっと停滞をしていたところがございまして、これから我々説明を行って

いくんですけれども、ここは今柏崎さんがＢＷＲの審査でおおむねプラント側の審査は大

体終了してきてございます。１つやはり審査がある程度進みますと、ひな型というものが

できますので、それらのひな型を参考に我々東海第二の審査も今後加速していくというふ

うに思ってございます。 

   項目、あるいは進捗の全体の回数等のところでございますけれども、今先行で許可が出

ている例えばＰＷＲでございますけれども、川内発電所、こちらはきょうご説明した審査

会合の回数で言いますとおおむね 70 回弱ぐらいの会合が開かれてございます。東海第二に

つきましては今現在きょうご報告した 21 回ということでございますので、全くこの回数が

同じというわけではございませんけれども、そういうふうな回数を重ねて審査を規制委員

会のほうにしていただくということでございます。ただ、先ほども申しましたが、少し先

行のプラントの審査があれば、その後は審査が加速していくと思っていますので、我々の

ほうとしてはしっかりと説明をしていきたいというふうに思っています。 

   以上でございます。 

遠藤委員 どうも概要がよくわからなくて申しわけないのですけれども、それというのは回数、

当然回数の問題はあろうと思うんですが、その審査する項目なのではないかなという、我々

一般市民からするとどうしても専門的な知識はなかなかないものですから、ただいろんな

項目があって、これに適合するというものをきちっと全てクリアをして初めて審査完了と

いうことになるのではないかなと思っていまして、例えばこの項目に関しては会合が３回、

５回、重要であるからとか、複雑であるからかかるとか、そういう部分なのかなと思うん

です。要は回数ではなく、項目が全体で、例えばプラント側では何項目あって、地震・津

波側では何項目あって、それをどういうふうにして、何回会合を重ねようが一つ一つきち

んとその国の定めた基準に適合させてあるのかどうか、それがきちんと済んでいるのか、

そういうふうなことでやっていくのとは違うんですか。 

日本原子力発電プラント安全向上グループ副長 おっしゃるとおりでございます。項目でその

一つ一つの項目に対して適合性を説明していくということでございます。そういう意味で

最初はちょっと地震・津波側はご説明しましたが、大きく分類しますと審査項目は 12 ぐら

いの程度ということでございます。プラント側につきましては、どの項目でちょっと分類

するという、分類の仕方もございますけれども、いわゆる設計基準関連の項目ですと大体

30 項目ほどございます。重大事故等対象設備に関しましては、大体大きく分けて 20 項目

ほどございますので、それらについて答えていくと。そういうことでございます。その中

できょうプラント側の審査会合というところの第２表で答えていますけれども、フィルタ

ーベント、あるいは内部事象、ＰＲＡ、こういうものが一つ一つの項目でございます。 

遠藤委員 じゃあ、そうなりますと、地震・津波側のほうは 12、項目は 12 程度。何だろう、

程度というのは例えば地形とかあれにもよるのかな、ちょっとどの原発にもある項目と、
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形状によって、地域によって多分違うから 12 程度というはっきりした数字でないのかもし

れないんですが、そのうちの３つが今のところ終わっているというから、地震・津波に関

しては４分の１が今のところ完了している。あとプラントに関しては設計関係が 30、設備

関係が 20、おおむね 50 の項目のうち、今のところ現状でいくつ終わっているということ

になるんですか。 

日本原子力発電プラント安全向上グループ副長 宮園でございます。 

  こちら完了というわけではなくて、やはりコメント回答等が残ってございますので、会合

としてはきょう第２表に書いた項目、これら一つ一つの項目は完全に完了しているとはま

だ申せませんので、そういう意味では完了している項目ということとはちょっと答えられ

ない。 

遠藤委員 そうなると、じゃあ、それぞれのこの項目が出たこの日に、この項目について会合

を持ったということであって、あくまでそれは会合を持ったイコール、当然オーケーをも

らったということではないから、フィルターベントは例えば８月 28 日に会合を持っている

けれども、この機会だけでは済まないかもしれないので、また何回か会合が必要。それぞ

れの項目において全てそういう考え方だということになりますと、じゃあ、現状の把握と

してなんですが、会合を持った回数はこの資料でわかりますが、その 50 近いプラントの部

分の審査で完了した項目というのはいくつぐらいあるんですか。 

日本原子力発電プラント安全向上グループ副長 宮園でございます。 

   完了ということではやはりまだございません。 

遠藤委員 そうですか。じゃあ、そうなりますと、先発の既に完了している外のプラントの結

果を見て、それは多分国もそうなんでしょうね。国も、じゃあこれは東海第二に対しては

こういうふうな項目を掲げて、これを審査していくんだよというのは多分国もある程度こ

れから固めていくというふうな形になるんでしょうけれども、じゃあ、それは多分全体の

概要としては我々地元とすれば、この審査自体かなりかかっているようだけれども、あと

どれぐらいで終わるんですかと。どれぐらいかかるんですかというのが一般市民の感覚で、

素朴な疑問なんですね。それに我々が答えるにはどうお答えすればいいんですか。 

日本原子力発電プラント安全向上グループ副長 宮園でございます。 

   やはりいつ終わるというところは我々事業者からは答えることがちょっとできませんが、

説明のタイミングで我々しっかり審査資料を今準備してございますので、適切なタイミン

グで効率よく終わるように我々としては対応していくということでございます。 

遠藤委員 じゃあ、その審査はわかりました。現状としてありがとうございます。じゃあ、審

査が終わりました。これは報道等でも言われているとおり、原電さんでもコメントはされ

ているとおり、この再稼働を前提とした審査ではないよというようなことかと思いますが、

例えば審査が完了しましたと。その次のステップに向けてとなると、例えば再稼働とかと

いう部分になりますと、地元の同意なりという話になってくるかと思いますけれども、今



44 

のところはそれに対しての判断は設置自治体である東海村、それと茨城県というようなこ

とになろうと思いますが、ただ、一方、県央の首長懇話会などでそういった判断を求めら

れているところでもあると思いますけれども、そこらの判断というのは今のところどうい

うふうになっておりますか。 

日本原子力発電東海事務所副所長 今、全力で安全審査のほうに対応してまいりたいと思って

おります。今議員がおっしゃったとおり、所在地懇とかからのご要請があるのは十分承知

しておりますので、そちらに対してもきちっと答えられるように準備してまいりたいとい

うふうに考えております。 

遠藤委員 そうですね。まずは今審査対応ということで大いに結構かと思います。ただ、地元

の市民としては、地元の市民のある意味その不安を鑑みますと、そういった首長さん方の

そういった要望も当然理解できるところでございまして、それに対応してまいりたいとい

う答弁ですが、まだ検討中であって、お答えがなかなかできる段階ではないよと、そうい

うことになるんですか。 

日本原子力発電東海事務所副所長 はい、そのように考えております。 

委員長 外ございますか。 

     （なしと呼ぶ者あり） 

委員長 外ないということで質疑を終結いたします。 

   暫時休憩いたします。 

   日本原子力発電株式会社の皆様、ここで退席願います。 

   大変お疲れさまでした。 

     休憩（午後１時 35 分） 

     再開（午後１時 36 分） 

委員長 では、再開いたします。 

   その他といたしまして、執行部から報告がありますので、執行部より説明をお願いいた

します。 

危機管理監 お忙しいところ時間をいただきまして、ありがとうございます。 

   執行部のほうから３点ほどご説明をさせていただきます。 

   まず最初に、１点目でございますが、お配りしました資料１をごらんください。 

   この資料につきましては、一番前に気体廃棄物の放出状況について概要版の裏をめくっ

ていただきますと資料１ということで記載してございます。 

   この資料につきましては、平成 27 年度の第２四半期から後ろをめくっていただきまして、

第４四半期までにおける気体廃棄物の放出状況につきまして、茨城県原子力安全規定に基

づきましての 11 の事業所から報告があったものを四半期ごとにまとめたものでございま

す。全ての事業所につきましては放出管理目標値を超えて放出された気体廃棄物はなく、

適正に管理されておりますことをご報告をさせていただきます。 
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   なお、一番前についています表の見方につきましては、解説版ということで後ほどご参

照いただければと思います。 

   続きまして、２点目でございますが、東海、大洗地区の原子力施設周辺の環境放射線等

を常時監視するために、モニタリングステーションを茨城県が…… 

委員長 すみません、どこですか、それ。 

危機管理監 資料はございません。口頭で申しわけありません。東海、大洗地区の原子力施設

周辺の環境放射線等を常時監視するために、モニタリングステーションを茨城県が各市町

村に設置をしております。当市には現在ご承知のように、８カ所の本米崎、横堀、額田、

菅谷、後台、鴻巣、門部、瓜連に設置がされてございます。東日本大震災の際、電源の脆

弱性が明らかとなりまして、モニタリングステーションの電源及び通信設備の強化が図ら

れることになりました。平成 25 年度には本米崎局に非常用自家発電が設置されまして、本

年３月には後台局にも無事設置がされてございます。 

   また、今年度には原子力災害時に対応するため、旧戸多小学校に簡易型の電子線量計が

設置される予定となっておりますことをあわせてご報告をさせていただきます。 

   最後に、３点目でございますが、現在作成中の那珂市広域避難計画について、お手元の

資料の那珂市広域避難計画の概要版をごらんください。 

   この概要を用いまして、作成状況及び今後の取り組みについて、昨年当常任委員会でご

説明をいたしました内容に一部重複することもあるかと思いますが、改めてご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

   なお、恐縮ですが、時間の関係上、要点のみの説明とさせていただきます。 

   それでは、お手元の広域避難計画の概要をごらんください。 

   これは現在作成中の広域避難計画から抜粋したものとなってございます。１ページの第

１章、広域避難計画の策定でございますが、これは原子力災害に備えた目的、避難に関す

る基本的な考え方等について記載をしてございます。 

   続きまして、めくっていただきまして２ページをお開きください。 

   第２章、広域避難計画の基本的事項では、那珂市の原子力災害対策重点区域の範囲及び

人口を記載しまして、また、那珂市の避難先であります本年１月 26 日に協定を締結いたし

ました筑西市及び桜川市、両市の受け入れ施設、受け入れ可能人数等を記載してございま

す。 

   続きまして、３ページをお開きください。 

   ３ページのほうですが、こちらにつきましては茨城県全体の地図に那珂市と避難先の筑

西市、桜川市の位置を示しておりまして、その裏をめくったいただいた４ページには那珂

市の８つの地区が筑西市、桜川市のどの地区に避難するかの割り振り図を添付してござい

ます。 

   また、後ろに添付しています別紙１をごらんいただきたいと思います。 
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   別紙１は左側に避難もとであります那珂市の自治会単位で記載してございます。中央か

ら右側には避難先である筑西市や桜川市の地区、避難先の施設名、住所、連絡先、主な避

難ルートを記載してございます。自治会単位とした理由等については、地域コミュニティ

の維持を最優先に考えまして、各避難所の割り振りについてもできるだけ地域コミュニテ

ィを崩さないような割り振りを基本としてございます。 

   また、主な避難ルートについては高速道路や国道、県道といった幹線道路を使用し、各

避難所まで向かうルートを記載しております。 

   次に、資料２をごらんいただきたいと思います。 

   参考資料としまして、主な幹線道路と筑西市、桜川市、両市の各避難所の位置関係を示

した図となってございます。 

   申しわけありませんが、概要書に戻っていただきまして、５ページをお開き願いたいと

思います。 

   第３章、住民の避難等に係る連絡や広報等では、事故状況時の情報の流れを図で記載し

ておりますが、市民に対し必要な情報をどのように伝達するのか、広報のタイミングや内

容について記載をしてございます。 

   次の６ページでございますが、６ページには第４章としまして、市民の避難体制でござ

います。住宅や滞在地から避難所までのフローについて記載しております。お配りをしま

した概要には主なもののみ記載しておりますが、市民が避難する場合の基本的な流れにつ

いて記載をしてございます。 

   続きまして、７ページをお開きください。 

   第５章、要配慮者の避難体制でございますが、高齢者、障害者、児童、乳幼児、妊産婦、

難病患者、外国人等、災害時に迅速な行動がとりにくい方、また、被害を受けやすい可能

性のある方の避難の流れについて記載をいたします。 

   次に、第６章、原子力災害医療でございますが、原子力災害で放出される放射性物質の

１つである放射性ヨウ素から内部被曝を防ぐため、安定ヨウ素剤の効果や服用量、服用の

タイミング等について記載します。 

   なお、避難の際には、避難の際に行われます避難待機時検査、スクリーニングの場所や

除染方法等については、発電所からおおむね 30 キロ圏内の避難経路上で実施することにな

りますが、現在茨城県が検討を重ねているところでございます。 

   ８ページの第７章、避難市民の支援体制では、避難所の開設や運営、避難が長期化した

場合の対応等について記載をいたします。 

   恐れ入ります、９ページをお開きください。 

   第８章としまして避難状況の確認でございますが、こちらにつきましては市民が実際に

避難したかどうか確認する方法や避難所に避難した方の把握、また、指定された避難所以

外に避難した市民の把握や連絡体制等について記載いたします。 
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   第９章の行政機能の移転でございますが、市役所庁舎が被災するなど、行政機能の維持

が困難となった場合の移転先等について記載をいたします。 

   最後に、第 10 章、今後の課題でございますが、安定ヨウ素剤の緊急時配布場所や方法、

避難所までの移動手段の確保など、まだまだ対応の課題や問題が山積みしている状況でご

ざいますが、今後も受け入れ側の自治体であります筑西市や桜川市、茨城県や近隣自治体

と課題や問題点を協議しながら策定に向け進めてまいりたいと考えております。 

   広域避難計画につきましては、これまで申し上げた内容で進めてまいりたいと考えてお

りますが、避難計画とは別に万が一原子力災害が起こり、那珂市民に避難が必要となった

場合、市民がどこに避難すべきかを記載した避難所マップ、仮称でございますが、作成し

たいと考えております。これは那珂市民の避難先であります筑西市、桜川市の地図にそれ

ぞれの避難所を記載しまして、各避難所の名称、住所、電話番号等を記載することで土地

勘のない那珂市民が自分はどこの避難所に、どのようなルートを使用し、避難するかがで

きるだけ簡単にわかるような内容のものを作成しまして、全世帯に配布したいと考えてお

ります。避難所マップ作成に当たりましては、まず２市、全 61 カ所の避難所がございます

が、そこまでのルートを実際に走行しまして、避難所まで行きまして、ルート上の問題点

など実際に全避難所を確かめまして、マップ作成に反映したいと考えております。 

   なお、この広域避難計画はまず原子力施設の単独災害を基本として作業を進めていると

ころでございます。しかしながら、地震など複合災害となった場合は、当初計画しました

避難ルートを使用できない場合の代替ルートの選定や避難先自治体の避難所が被災してい

ることなども想定しながら、市民の生命を守るために今後も検討を重ねることが必要であ

ると考えてございます。 

   広域避難計画の概要につきましては以上でございます。 

委員長 説明は終わったんですか。 

危機管理監 はい。 

委員長 質疑ございますか。 

助川委員 万々が一でもこういった計画書が実際に動かされることがないことを我々としては

願うわけでありますけれども、ただ、心構えといたしましてはゼロではありませんので、

こういった計画、詳細にわたって私どもは頭に置いておかなくてはならないということに

なるわけでありますけれども、そういう中でＰＡＺ圏内とＵＰＺ圏内のタイムラグみたい

なのはお互い話し合いをして、これ一斉に動き出しますと、事故とかそんなのも発災する

可能性も多分に含まれますんで、そういったものの話し合いというのはされているんです

かね、自治体間で。 

原子力Ｇ長 お答えします。 

   まず、自治体間というよりも、まずＰＡＺ、発電所から５キロ圏内のエリアを申し上げ

ますが、まず事故が起きた際に、避難という事態まで陥ったときに、まず５キロ圏内の住
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民が避難をする。それ以外のいわゆる５キロ圏を超えている住民に関しては、今国の原子

力災害対策指針のほうでは、先ほど一部で申し上げましたモニタリングポスト、あそこで

はかられる実測値をもとに段階的に避難のエリアを定めて、住民、まずは災害対策本部か

ら国から県、市町村に落ちて、避難の指示が出るという流れになっておりますので、国の

災害対策指針の中では段階的な避難という指示が前提ということで、当然助川委員おっし

ゃられるように、一斉避難ということになってしまっては、当然いろいろな渋滞や事故等

も想定されますが、これを回避するために段階的な避難ということで災害対策指針が定め

られたということで伺っております。 

助川委員 ＰＡＺ圏内同士でもエリアをくくられた場合に重複するところがあると思いますん

で、その圏内同士の話し合いもしなくてはならないと思うんですけれども、どうなんです

か。 

原子力Ｇ長 まず、東海第二発電所からのＰＡＺ圏内、まず東海村が全域含まれております。

那珂市においては先ほどご説明の中でありました本米崎地区、ひたちなかにおいては長砂

地区の一部、あと高野地区の一部、日立市においては南側にある久慈町、あの辺が一部含

まれるんですが、一昨年県のほうで定めました広域避難計画の中では、やはり茨城県内の

避難となった場合に、それぞれの自治体の住民が避難するに当たって、同じルートをでき

るだけ通らないようにということで、基本的な避難ルートを定めていただきました。那珂

市においては本米崎地区についてのみと、まずＰＡＺになりますけれども、こちらについ

て東海スマートインターを利用して常磐道、北関東を経由して避難先に向かうと。東海村

の村民に関しては東海スマートも利用しますが、そのほかのルートも細分化されておりま

すので、できるだけ同じところにかぶらないような形で、まず基本ベースとなる茨城県の

避難計画のほうで定めていただいておりますんで、そういった形で各自治体がそれに基づ

いて避難ルートをさらに詰めているところであります。 

   以上です。 

助川委員 発災しないことを願うわけでありますけれども、ただ、結局はそういったことが万

が一起きてしまった場合には、住民の皆さん方、冷静さを欠くことはもうほとんど 100％、

そういうことが想定されると思いますんで、まだまだこれから細部に関して詰めなくては

ならない部分があるようですから、その辺のところが徹底をしたらば、市民の皆さんにし

っかりとおわかりいただけるような、そしてまた冷静さを欠かないようなことも含めて周

知を図らざるを得ないと、この制度をしっかりつくり上げていただいても機能しませんの

で、その辺までしっかりと担当はお願いをいたしたいと思います。 

   以上です。 

委員長 よろしいですか。 

  外ございませんか。 

遠藤委員 また詳しくお示しをいただきましたが、ちょっとそもそもの話をお聞きしたいのは、
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広域避難計画の概要のこの内容というのは、決定なんですかね。 

原子力Ｇ長 この概要はあくまでも現段階、那珂市のほうで、我々執行部のほうで作成してい

る広域避難計画の抜粋を今回ご説明ということで抜粋したものを提示しております。これ

が全て決定のものではございませんで、当然今後避難計画のほうをさらに肉づけをして策

定していくに当たって、策定を一旦したとしても、その後さらに改正とか見直す部分とい

うのは多々出てくるものと考えておりますので、やはり策定が完成というよりは、策定し

ながらもどんどん実効性のある計画に近づけていけるように見直しを図っていきたいとい

うふうには考えています。 

遠藤委員 その基本的な考え方は大いに理解するところなんですが、つまり例えば避難先一覧

が自治会単位で示されていますよね。これはもうかなり前から示されています。例えば私

どものかしま台なんかは下館小学校に行くんだよというのを示されていますが、これを例

えば自治会の人に言っていいのかどうか、私ちょっとはっきりしてなかったんですよ。自

治会の人にもうこういう那珂市の広域避難計画ができていて、かしま台は下館小学校に行

くんだよ言いたかったんだけれども、例えばこの春なんかどこでも自治会の総会があった

わけですし、今７割程度自主防災組織ができ上がっていますから、そういった意味では実

効性を持たせるのであれば、当然そういった場でお話をする機会に皆さんに周知徹底する

のも一つかなとも思ったわけですが、ただ、これどこまで言っていいのかわからなくて、

そういうレベルから決定なのかどうか。これは逆に言うといつまで固めれば、じゃあ外に

出していいよとかというのか、そこらも正直もうこれ熊本でもああいう地震があって、も

う市民はやっぱり不安でございまして、それは原子力、あと自然災害にかかわらず、とに

かく災害はいつなんどきという部分はもうかなり皆さん思っていらっしゃいますから、そ

れに対応する必要があるのが市の計画ですね。早目に県のほうで示すのが遅かったわけで

すけれども、示された以上は、あとは市のほうで精査をしていくという流れではありまし

たけれども、これ一体いつ地元に説明していいんですかね。 

原子力Ｇ長 遠藤委員おっしゃいましたいつの時点で市民の方にということなんですが、現段

階で非常に曖昧な表現になってしまっているかもしれないんですが、現段階で避難する自

治会の人員と受け入れ側の避難所のいわゆる受け入れ可能な人数の割り当てをある程度バ

ランスよくやって、なおかつコミュニティが崩れないようにということで割り振りはして

いる状況なんですが、この避難所の割り当て等については、現段階では避難先になる桜川

市、筑西市の両市のほうからは一応担当レベルではありますが、お示しをさせていただき

まして、特に向こうの受け入れ側としては問題はないというお話はいただいています。 

   具体的に市民の方にいつのタイミングでということになりますと、正直現段階で考えて

おりますのは、先ほど課長のほうからも一部説明がありましたが、今後避難ルートを実際

に通りまして、各避難所に足を運んで、そのルートの確認等を行う作業をやっていきたい

と考えています。そちらをもとに、仮称になりますが、避難所マップというものを作成し
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て、住民に全戸配布するという前段階で、今具体的な説明方法まではまだ確定はしてはお

りませんけれども、できるだけ自治会単位もしくは各まちづくり委員会の地区単位ぐらい

でまず全戸配布する前に、こちらから各会場に出向きまして、こういったものを配布する

ということで考えております。具体的に目にとまるタイミングというと、その時期になる

のかなというふうにも考えてはおるんですが、現段階では今回の委員会のほうではこうい

った形で執行部のほうとして割り振りをさせていただいたご報告という形でお示しさせて

いただいている状況になります。 

遠藤委員 ごめんなさい、なかなか難しい答弁なんだと思いますが、ただ、我々もこれが今案

だというのであれば案でいいんですよ。まだ外に出してはだめだよと。まだはっきり固ま

ってないんで、案ですよということであればわかりましたということでいろいろとまたご

要望もしながら現実的なお話をしたいんですが、これはこれでもう決定ですというのであ

れば、せめてそこの部分からでも情報は私たちは地元にいる議員なので、やっぱり少しで

もお流しをしたいというふうに思っています。なので、それがしていいのかどうかの判断

が私たちできなかったので、どうなのかなというところと、あと、もしこれがこうですよ

とお流ししたときに、私のところなんかでちょっとあれって多分いろいろな意見が出るか

なと思うのは、かしま台なんかは避難もとの一時集合所は菅谷小学校になっています。た

だ、かしま台は小学校区が２つに分かれておりまして、菅谷小学校と東小学校区なんです。

ですから、菅谷小学校区に通っている地域のかしま台の住民の方は菅谷小ねということに

なりますが、東小学校区に通っている住民の方は東小じゃないのとなるんですね。なると

思います。そこらのところで例えば夜とか土日とか、そういうふうに家族が結構一緒にい

るようなときは、住民の方もこれがあれば下館小学校に行くんだねというのはわかってい

れば、そのとおり動きますが、それよりも時間的に多いのは平日の昼間、大人は仕事に出

ていて、子どもは学校にいる時間帯、これが非常にまた確率としては高うございますので、

子どもなんかは親が学校に引き取りに行く。ですから、そういった受け入れの訓練もして

いるわけですよね。そういった意味で、ただ、菅谷小学校区なんかが一時集合所、集合が

菅谷小だよとなると、じゃあ、東から菅谷小に動くのかというような、実際そんなことは

ないと思うんですよ。ないと思うんで、だから、本当はこれは多分単純に割り振ってしま

っただけだと思うんです。自治会単位でそれぞれの近い学校を。じゃなくて、通学区のほ

うが現実的なんではないかなと。住民にとっては身近じゃないかと。鷺内なんか３つに分

かれているんですからね。菅谷東と菅谷と西と、それみんなそれが菅谷西に集まれという

ことになっています、この書類。これは反発が出ることが大いに想定されます。なので、

ただ、これは私どもも今まで見ていて、案だと思っていましたから、それをより精査して、

より現実的な、具体的なものをこれからお示ししていただくのだと思っていますけれども、

そこらも踏まえて現実的に、もういつどうということになりますから、それが整ってない

うちにこれが地元にぽんと書類出して、いいよというのだったら、これは結構危険かなと
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思うものですから、まだ今案なら案で理解します。ただ、早急に詰めていただいて、でき

るだけこの部分だけの、これは議員さん方出していいです。地域にお話ししてもらって、

あとはおいおいやりながら詰めていきますけれども、ここは早く周知してくださいという

ところまで早く仕上げていただきたいというふうに思うんですが、どうですか。 

原子力Ｇ長 説明のほうが非常に曖昧になってしまって申しわけございません。確かに委員お

っしゃいますように、これが表に出たときに非常に反発とか不安というものも当然今お話

をいただきまして、私なりにも感じたところです。やはりこの一時集合所の小学校区は小

学校の割り振りについても、できるだけ近いエリアでまとめるような考えでまず割り振っ

てしまったものも一つありますので、こちらについてはやはり実際に児童を抱えている家

庭からすると、小学校が例えばかしま台であれば東小、菅谷小、分かれる状況もあります

ので、ここについては再度ちょっと見直しをしまして、あとは余り人数的に、人口的に一

時集合所に偏りがないような形もちょっと見ながら、これは再度検討してまいりたいとい

うふうに考えました。申しわけございませんでした。 

遠藤委員 案ですね。 

危機管理監 はい。案です。 

委員長 外ございますか。 

古川委員 今の話も含めて、この避難計画、これから肉づけしていくということですけれども、

今のところこの内容だけでは全然実効性ないですよね。例えばこれ長期化した場合には旅

館やどこどこにと書いてありますけれども、戻れなくなるという可能性だってありますよ

ね。福島の例なんか見ますとね。そうすると、じゃあ、これ荷物全部持っていかなければ

ならないとか、そういう話になるわけですよ。ですから、その辺のいろんなことをちょっ

と想定していただいて、どこまでというのも難しい部分はあるでしょうけれども、例えば

避難所に行かなくてもいいんですよね。だめなんですか。那珂市民は全員ここへ行かなけ

ればいけないんですか。例えば親戚がどこどこにあるからそっちへ行きたいなんていう人

もいるわけでしょう。そういう部分もいろんなことが想定されると思うので、その辺もち

ょっといろいろ検討していただいて、ただ、とはいっても早目にこれつくらないと、あし

たそうなる、あしたはないか。再稼働しないですからね。だから、その辺もよく考えてい

ただいて、肉づけをしていただきたいなという要望としてお願いします。 

危機管理監 ありがとうございます。今ありましたように、長期化等を考えまして、肉づけを

しまして、よりよい計画書に仕上げたいと思います。ありがとうございます。 

委員長 外ございますか。 

     （なし） 

委員長 なければ、本件を終結いたします。 

   本日の議題は全部終了いたしました。 

   長時間にわたり大変ご苦労さまでした。 
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   以上で原子力安全対策常任委員会を閉会いたします。 

     閉会（午後２時８分） 

 

   平成 28 年８月 23 日 

    那珂市議会 原子力安全対策常任委員会委員長  笹島  猛  


