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第１回米子市原子力発電所環境安全対策協議会議事録 

 

日 時 平成２８年２月１８日（木） 

午前１１時～１２時７分 

場 所 米子市役所 ５階 議会第２会議室 

 

1.開会あいさつ 

○野坂会長：さて、ご案内の通り、平成 23 年 3 月に発生いたしました福島第一原発事故を踏まえ、原

子力防災に関する抜本的な見直しが行われまして、法律の改正もありまして、本日は関係周辺市に位置

づけられまして、米子市の一部が緊急時防護措置を準備する区域、いわゆる UPZ に含まれたところで

ございます。これによりまして、地域防災計画の断続的な見直しを行いますと共に広域住民避難計画を

策定いたしまして、防災訓練等を通じて、その実効性の確保に努めているところでございます。このよ

うな中、島根原子力発電所２号機につきましては、現在、原子力規制委員会におきまして、新規制基準

適合性審査が行われているところでございます。この審査の終了時期につきましては、まだ見通しの立

たない状況であるとうかがっておりますけれども、いずれ２号機の再稼動ですとか、営業運転が終了し

た 1号機の廃炉等についても、今後議論されてくるものと考えておりまして、それに合わせまして、今

後も自治体として更なる対策を求められてくるものと思っております。本日は第一回目の協議会でござ

いますけれども、お手元の資料にございますように、本日におきます原子力防災への取り組みについて、

また、中国電力からもご指摘いただいておりまして、島根原発の概要等の説明を行っていただくことに

なっております。今後、この協議会を通じまして島根原発の安全対策等につきまして、委員の皆様と情

報を共有し、ご意見を賜ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。なお、今

後は、より広い情報周知を図る為にも、鳥取県、境港市との三者合同での開催も考えられると思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。結びになりますけども、本日の協議会が実りあるものとなり

ますことを祈念いたしますとともに、今後の協議会の運営等に格別のご協力を賜りますようお願い申し

上げまして、開催のご挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○大塚次長：はい、ありがとうございました。本日の会議は、お配りしております次第に沿って進めさ

せていただきたいと思います。申遅れました、私は米子市防災安全課長をしております、大塚でござい

ます。進行を務めさせていただきます、よろしくお願いいたします。それでは、本協議会の委員にご就

任いただきました皆様をここでご紹介させていただきたいと思います。本来であれば委員の皆様に直接

委嘱状等をお渡しすべきところでございますけれども、時間の都合上、席上に配布させていただいてお

ります。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。それでは、事務局の片岡のほうから、役職

とお名前を読み上げさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

≪委員の紹介≫ 

～省略～ 

 

２．協議事項 

○大塚次長：それでは、次第の２.協議事項に移らせていただきます。協議事項の進行につきましては、
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本協議会要綱第５条によりまして、会議の議長は会長が務めるということになっておりますので野坂市

長よろしくお願いいたします。 

（１）副会長選出 

○野坂会長：それでは私が、進行させていただきます。円滑な進行に務めたいと思いますので、ご協力

よろしくお願いいたします。それでは、お手元の今日の次第の2の協議事項に入りたいと思います。（１）

の副会長選出を行いたいと思います。お手元の当協議会要綱第 4条により、副会長 2名は会長が指名す

ることとなっております。私からの指名でよろしいでしょうか。 

●全員：異議なし。 

○野坂会長：それでは私が指名させていただきます。そういたしますと、副会長に米子市建設業協議会

副会長の西谷様と米子市自治連合会副会長の杵築様にご就任いただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

●全員：異議なし。 

○野坂会長：はい、ありがとうございます。それでは、お二方に副会長を務めていただきますのでどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

（２）米子市における原子力防災の取組について 

 

○野坂会長：それでは次の（２）のほうに入りたいと思います。（２）米子市における原子力防災の取

組について、事務局から説明してください。 

 

≪資料「米子市における原子力防災の取組について」により説明≫ 

         ～省略～ 

 

○野坂会長：事務局のほうから申し上げましたけれども、ご意見ですとかご質問等ございましたら、お

願いいたします。挙手の上、お名前を言っていただいてご発言をお願いいたします。 

●子どもの人権広場 深田委員：はい。 

○野坂会長：はい、どうぞ。 

●深田委員：子供の人権広場から来ました深田と申します。平成 8年 安全協定の締結についての申し

入れされているが、平成 8 年から平成 23 年の間について、申入れが実施はされてますけど、（協定の）

締結はされてないようですけどその間に、理由とその辺がわかれば教えてください。 

○野坂会長：事務局、大丈夫ですか。 

●大塚次長：はい。もちろんこの平成 23 年 3 月、失礼しました。平成 23 年の 12 月 25 日が初めての

締結ということでございますけれども、5回 6 回に渡っての申し入れを行っております。その締結でき

なかった理由というものにつきましてはですね、今となってはですねそういった切迫感といいますか、

まあ我々としてですね、危機感というそういうものが若干欠けていたのかなあということは思っており

ます。 

○野坂会長：ちょっと補足いたしますとですね、当時の法体系ではたしか UPZ という言い方をしない

で・・・ 
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○大塚次長：EPZですね。 

○野坂会長：EPZ、でいわゆる原子力発電所から 10キロ圏内だったと思います 

○大塚次長：8キロから 10キロです。 

○野坂会長：8 キロから 10 キロ圏内がその影響があり得るという大きな、確か、枠組みになっており

まして私どもとしては、影響があり得るんじゃないかということで申し上げていたんですけども、米子

市は 20キロから 30キロ、20キロもあったかどうかちょっとあれですけど、 

○大塚次長：23キロです。 

○野坂会長：30 キロ圏内であれば入るんですけれども、10 キロ圏内には入っておりませんで、当時中

国電力のほうでも全国的にもそういう形での協定を結んでおるところは確かないというような話もあ

りましてですね、なかなか協定にまで至らなかったというのが当時の状況でございます。それで、法改

正されて 30 キロ圏内まで影響あるということでございますんで、要望いたしまして、協定の締結をし

たということでございます。よろしいでしょうか。他にありませんか。 

●I 女性会議 新田委員：I 女性会議の新田と申します。すみません、（９）の平成 27 年 12 月 22 日に

島根原子力発電所 1号機の廃止措置をうんぬんとありますけれど、一部を改定する協定を締結したとあ

りますが、一部改定の中身をよろしければ教えてください、というのが第 1点とですね、それからあと

は平成 25 年のですけど、この間もずっと立地自治体並みのということは申し入れをされておられます

けども、現実的には再稼動の中ではそれぞれ再稼動になったときに立地自治体のみで、周りの 30 キロ

圏内のところの同意なしというところもありますが、そういうことも含めて現在のところでですね、協

定の中身としての進め方としてどんな風になってるか、もしわかれば教えていただきたいと思います。

立地自治体並みの協定の中身がわかれば教えていただきたいと思います。この 2点、すみませんよろし

くお願いします。 

○野坂会長：事務局、答えられますか？ 

○大塚次長：はい。まず最初の一部改定の内容でございますけども、お配りしております協定はですね、

それを修正したものを当然入れております。新旧対照表がございますので、また後ほどご提供させてい

ただきたいと思います。 

●新田委員：はい、よろしくお願いします。 

○野坂会長：2点目は？ 

○大塚次長：それと、立地自治体との協定の関連でございますけど、この（７）にありますように、今

後も協議を継続するということと、運用は立地自治体と同様の対応を行っていくということ、という回

答を得ておりますので、立地自治体の協定の内容というものは担保できているというふうに考えており

ます。 

●新田委員：すみません、そういう意味では再稼動に関しても米子市もきちんと同意とか反映できると

捉えていいでしょうか、立地自治体並みということで。 

○大塚次長：はい、そういうふうに考えております。 

●新田委員：立地自治体並みに再稼動にも同意を求められるというふうに捉えていいんですね？ 

○大塚次長：はい。 

○野坂会長：他にご意見は。 

●民生児童委員協議会 本池委員：原子力防災訓練の実施状況を、一番最後のほうに書いてあるんです
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けど、それぞれやった問題点、いろいろ想定外がでてきたということで問題点がいろいろ出てきてその

対策を次回に生かすということを繰り返しておられると思いますが、少しでいいですのでどのような問

題点が出てきたのか、どのような想定外が掘り起こされたかというようなことがありましたらお知らせ

いただきたいのですが。 

○片岡主査：資料のほうで平成 24 年から 4 年間住民の皆様にご参加いただいた住民避難訓練を実施し

ておりますが、やはりひとつの問題と言いますか、要配慮者でございますね。避難時に配慮が必要な方、

特に要介護の方であるとか、そういう方の避難をどうするのかというところが大きな課題でもあるとい

うふうにも考えております。今の私どもが行っております訓練につきましては、いろんな交通手段を含

めて実効性の確認とそれから避難経路等の確認と関係機関との連携というものを中心に今、訓練を行っ

ているところでございます。またこれからさまざまな課題も出てくるかと思いますが、ひとつひとつ克

服しながら実効性のある計画等に反映してまいりたいと思います。 

○野坂会長：はい、よろしいですか？ 

●本池委員：そういうことをもう少しね、その立場の人に聞いていただきたいと、そういうふうに進め

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○大塚次長：はい。 

○野坂会長：他にご意見ご質問等がありましたらお願いします。 

●新田委員：避難計画のところなんですけども、あと一番の問題になってくるのが 20 マイクロシーベ

ルトが 2日間続いて出るという形になってますけども、その時にですねヨウ素剤が現実は１次避難所の

ところとそれから学校等々にもあるとは思うんですけれども、具体的にやっぱり、浴びる前に飲まなき

ゃ、24 時間以内に飲まなきゃいけないと言われてる中で、県としてもなかなかそれを実施するという、

事前配布等々実施するというふうになってないんですけども、まず学校なんかのところで、多分学校に

は備蓄するという形になっていると思うんですけど、保護者への説明とかあるいは、学校にあっても帰

った子と残った子と、飲む飲まないの差も出てきたりするんですが、保護者に対しての説明会というか、

校長先生からまで同意する手段みたいなのはあったようですけども、個々に対しての説明会等々という

か周知っていうのは何かされてるんでしょうか。要するに特に今日は学校関係に限ってのご質問ですが。

保護者に対しての説明ですね。 

○大塚次長：私どもの認識としましてはですね、学校から保護者に対する説明というのはなされている

ものというふうに思っております。 

●新田委員：ただ文書だけでなく、集めて詳しく懇談会か何かという形かもわからない？そういう具体

的な中身。 

●米子市小学校校長会 田中委員：学校は手紙だけです。集めての説明等はしておりません。 

●新田委員：それとすみません、一時、要するにヨウ素剤については、結構問診なんか取りながらやっ

て時間がかかるということではやっぱりよくわかってないと、なかなか本当の判断ができないんじゃな

いかなっていうのもあって、できればそういう特にちっちゃい子供たちのところの配慮を是非お願いし

たいなと、検討していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○野坂会長：他にご意見、ご質問はございますか。 

●深田委員：先ほどのヨウ素剤のことなんですけれども、学校、わからないんですけども、もしも何か

あったときには学校にいたときには学校から配布、飲ませるんですよね？そのための事前同意とかを得
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ているんではないですか？ 

●田中委員：同意書と手紙と同時に配布し、判を押してもらって同意書を取ると、新入生に関しては入

学式に同意書は取ると、たださっき言ったように個別の説明はないです、今のところは。 

●深田委員：もしものときは同意書はある。 

●田中委員：同意書はすべて確認して取ってあります。 

○野坂会長：よろしいですか？他にございますか？この件につきましては、ここで終わりにしていただ

いて次に進みたいと思います。（３）の島根原子力発電所における低レベル放射性廃棄物のモルタル充

填に用いる流量計問題について、中国電力からご説明いただきたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 

 ≪中国電力資料により説明≫ 

～ 省略 ～ 

○野坂会長：ありがとうございました。ただいま、中国電力の方から流量計問題及び島根原子力発電所

の概要についてご説明いただいたところでございます。 

ご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 

●深田委員：事件が発覚した 6月からですね公表するまでの間の経過には問題はなかったのかというこ

とを聞きたいです。 

○中国電力 古林本部長：本件につきまして、報告書の中で詳細に述べておりますけれども、今回の事

案がですね、日本原燃さんにドラム缶を搬出する前の監査によってこの問題が判明したということでご

ざいます。2 回にわたる監査の中で、2 回目の監査のときに、このいわゆる証明をするドラム缶の固型

化度、ドラム缶の健全性について様々なデータがあるわけですけれど、その固型化を説明するためのデ

ータがお示しできなかったということで本事案が明らかになったということでございまして、その後社

内での調査・確認を取りまして適切に今回の事案を発表することができたというふうに思っております。 

●深田委員：私はですね、1 月 21 日に松江であった説明会に行ってきたんですけれど、その中で会場

のほうから質問があったんですね。経過についてですね、6 月 19 日の金曜日、日本原燃の監査で指摘

があり、原本を提出せよとのこととなった。土日をはさんで、22日、月曜日に担当者が当日急に休んだ

ので、上司が調べて記録がないのではないかということになった。この日メーカーに問い合わせ、記録

がないことが分かって、この時点では記録が偽装されていたことはわかっていなかった。所長にまで報

告がいっていたんだけれども、ということなんですけれども。その後も、公表までの間にも株主総会が

入ったんじゃないかという質問もあったりしてですね。再度常務さんのほうからはですね、25日の木曜

日株主総会のほうで忙しく社長まで報告があがっていなかったと、翌 26 日金曜日に報告が役員に上が

っていると、28日、月曜日にですね、対策会議ができたと言うんですね。前の所長との発言と言い違え

てるような報告があったんですね。時間がないので最後の質問をされていたんですけども、強制終了に

なったんですけど、その間の経過について明らかにされていないままになってるんですね。その経過に

ついてですね、普通に考えればですね、19日の金曜日にですね、指摘があってから土日を挟んでまでず

っと待って、月曜日に担当者が出社するからそれを待っているということをやっているんですよね。そ

こまで待てるのかなって。それからその日の担当者が月曜日から水曜日まで休んだそうです。木曜日、

再度出たんだそうです。ですから月・火・水と休んでたんでしょうね。病気で休んでたんですけれども、
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その間にですね、何もしなかったのか、というようなですね、普通緊急対応と考えるならもうちょっと

なにか、担当者の家に行くなりですね、何なりするんだけれどもそういうことさえせずにですね、それ

から株主総会との関係もですね、社長にいつの時点で伝わったのか明らかにされてないので、その辺を

ですね、もうちょっときちんと説明されるべきなのかなというふうに思います。これは松江で僕は聞い

て、結局は何だこれはというふうな感じでですね、終わってたんですね。そういうところをですね、も

う少し詳しく説明してくれますか。 

○野坂会長：よろしいですか。 

○中国電力：ただいま委員の方から詳細に報告がなされておりますけれども、実は 21 日に松江市の会

場でご説明をしたときに会場の方からその件についての、ということでお話がありまして今委員からお

話がありましたようなやりとりがあったということでございます。事実関係は報告書の中にも一部盛り

込んでおりますけれども、ただいまお話がありましたように担当者がですね、病気を理由に出社ができ

ないという状況もございまして、本人の確認が最初に取れて、事実の確認をして、報告をしておりまし

て、社内の手続き上、かしがあったというふうなことは考えておりません。社長に対しても、あるいは

弊社内にあっても適宜適切に報告がなされていたというふうに考えております。以上でございます。 

○野坂会長：他にご意見、ご質問等ございましたら 

●新田委員：経過のところでおっしゃいましたけども、そういう意味でしたらですね、この間にも色々

と不正があったりとか、点検ミスがあったりとかずっと続いてて、そういう意味では原子力島根原発の

ところへ行きますと、鐘がありますよね？それを祈念して、そういうことが二度とないようにというこ

とで作った、そういう鐘が設けられてる中での今回の事故なんですね、不正なんですね。しかも 25 年

からあって 27 年に発覚するということで、私は普通、一般の会社っていうのはお金のかかることです

よね？点検に出すということは。業者に来ていただいて、しかも半年に一回もしくは１年に一回。とい

うことが上司のところでそういうものが発注されてるとかされてないとか、お金が支払われたのか支払

われてないのかっていうことも点検できてなかったとするならば、非常に中電さんは大きな組織であり

ながら、基本的なことは本当にきちんとできているのかというのを考えざるを得ないんですね、住民と

して見た場合にこういうのが続いてくる中で。そういう意味では、こういうふうにしまして、システム

を変えて、こうこうとおっしゃいますけども、ああそうですかってなかなか納得いかないわけです。過

去のこともあるので、そういう意味ではもっと住民の声もきちんと聞いていただきたい。たしかに説明

会ありましたけども、鳥取県で一箇所ですね、境港へ行きました、私も。境港だったけれども行きまし

た。そういう中で話を聞いても住民は非常に不安に思っているわけですよ。なのに再稼動、2 号機の再

稼動についてはどんどん進められるし、活断層についても問題あったけど今回 22キロから 25キロに伸

びるとかっていうような問題も次々出てくる中では本当に福島のような原発事故が起きたらどうする

のって、非常に不安に思ってる中では、やはり中電さんへ対する信頼を高めてくれとか、こういうふう

に安全にしますとかって言われても納得できないわけですよ、過去のことも含めてあるので。そういう

意味ではもっと丁寧に本当に説明いただきたいし、こんなふうに変わりましたって言われますけども現

に見えるわけではないので、具体的にどんなふうに業務が変わったとかは見えないのでそういうことも

是非やっていただきながらでないと本当に原発が再稼動なんかしていいのかって、何かあったらどうす

るんだって、避難計画なんかにしましてもそんなに、中電さんは、アメリカの場合は事業者が責任もち

ますよね、避難計画作るまでが事業者の責任になってます。日本の場合は自治体が、30キロ圏内の自治



- 7 - 

 

体が避難計画作るんですよね。そういうことでは本当に、きちっとしたものを作ってもらわないと、い

ざっていうとき避難計画自体も十分に発揮できる効力があるのかっていう、実効性があるのかって思っ

てしまうんですよね。そういう意味も含めてもっと丁寧な形で、もっと近くの住民の方へも本当に説明

いただくような、惜しまずにですね、やっていただくことで、していただかないとなかなか信頼は回復

できないというふうに思います。やっぱりこういうふうにしましたって上司のうんぬんって言われるけ

ど、本当に一市民が見えないですからね。中電さんのほうがどんなふうに変わっていって、業務がどん

なふうに変わってきたかって見えないのでご配慮いただきたいと思います。 

○中国電力：実は昨日もですね、原子力安全文化有識者会議というものを松江市内で開催いたしまして、

当社の有識者の方々に今日お示しをしましたような再発防止対策の取り組み状況を詳しくご説明をさ

せていただきまして、様々なコメントをいただいたという状況でございます。これまでも信頼回復、現

状をしっかり説明してご理解いただく必要がある観点からですね、米子市様におかれましても 10 月 1

日の全員協議会をはじめ、各地域の安全対策協議会並びに議会における原子力発電に関する特別委員会

等の会合でですね、これまで合わせて 20 数回に渡りましてご説明をさせていただいたところでござい

ます。先ほどご指摘をいただきましたように、なかなかわかりにくいという観点というのは我々も理解

をしておりますので、引き続き再発防止対策を進める中で様々な場を活用させていただきながら、引き

続き説明を申し上げてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○野坂会長：ありがとうございました。予定された時間がまいりましたので、この辺で本件については

終わりたいと思います。「その他」ということで何か事務局からありますか。 

○大塚次長：いえ、特にございません。 

○野坂会長：この際でございますので皆さんのほうから「その他」ということで何か。 

●本池委員：「その他」ではないんですけれども、昭和 45年大阪万博以降に、ある中堅自動車メーカー

が管理部門の社員の方がですね、社外で自動車が危険だというようなニュアンスで話をされたというよ

うなことが後日その会社で問題になって結局退職されるというふうな事例があったわけですけども、中

電さんはそういうことはないと思うんですが、やはり 2年前に建設されたときに案内された方は原子炉

が安全でないのでというふうな認識をされましたけど、結局先ほども。 

○野坂会長：ちょっともう時間が来ましたんで手短にお願いします。 

●本池委員：先ほどもですね、間違いがあるという、そういう大きな間違いは結局何重にもあったはず

なんです。そういうことはすぐに訂正されればいいですけど、そういう話が皆さんの中に出て、対策は

どうするかとそういうふうな細かな話し合いができてるかというようなことをしていただきたいと思

います。以上です。 

○野坂会長：ご要望ということでよろしいでしょうか。 

●本池委員：はい、そうです。 

●深田委員：すぐ終わりますので要望で。先ほど言った経過についてですね、報道発表があったまでの

経過についてですね、時間がないんでペーパーで報告をしてもらいたいという、そうしてもらえればい

いので、事件があった日から報道発表までの経過ですね、どこまで情報が伝達したかとかね、そういう

ことをペーパーで報告してもらったらいいです。 

○中国電力：必要な報告については報告書の中で示しておるというふうに考えております。ぜひホーム

ページにも載せておりますのでご確認いただきたいと思います。 
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○野坂会長：事務局はないですか 

○大塚次長：特にございません。 

○野坂会長：皆様のほうから「その他」ということでないようでしたら、これで第 1回の安全対策協議

会を終わらせていただきたいと思います。どうもご出席ありがとうございました。 


