
平成３０年度第１回米子市原子力発電所環境安全対策協議会（会議概要） 

 

１ 日 時  平成３０年５月１０日（木）１３：３０～１４：５０ 

２ 場 所  米子市福祉保健総合センターふれあいの里 中会議室 

３ 出席者 

 （１）委員 伊木隆司（会長）、西谷勝之（副会長）、福景順一、山根淳史、冨田彰、中井大造、新田ひとみ、

根津勝、小谷良夫、黒安達彦、山本光陽、田後良文、森川純二、木村定雄、辻能実、吉岡元、 

佐々木茂、松本眞、木村吉春、永東清、尾崎学、深田卓也、足澤陽子、和田典子、伊澤勇人、 

浦林実、唐来明夫 

 （２）事務局 武田防災安全監、大塚調整官、池口危機管理室長、戸﨑主任 

 （３）傍聴者４名 

４ 説明者 中国電力（株）岩崎島根原子力本部長、天野鳥取支社長、長谷川島根原子力本部副本部長 

５ 議題 

  島根原子力発電所３号機の概要について 

６ 議事録 

 （１）挨拶 

  ●武田防災安全監 

   ただいまから、「平成３０年度第１回米子市原子力発電所環境安全対策協議会」を開会いたします。開会

にあたりまして、協議会長の伊木米子市長がご挨拶申し上げます。 

 

  ●伊木市長 

   失礼いたします。皆様、改めましてこんにちは。本日は、皆様大変お忙しいところを米子市の安全対策協

議会にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。委員の皆様におかれましては、日頃より、こ

の原子力安全の様々な対策に関しましてご理解とご協力をいただいておりますことを、この場をお借りしま

してお礼を申し上げます。本日の説明ですけれども、島根原発の３号機についてでございます。この３号機

につきましては、これまで米子市としまして特に説明を伺っておりませんでしたところ、３月あたりからで

しょうか、報道の方でこの３号機についての動きが度々報じられるようになりました。私ども米子市は、原

子力安全に関しましては、安全協定の中で、またその内容につきまして立地自治体と同様の対応をしていた

だけるということを中国電力さんの方とは確認をしているところでございます。そうした中で、この３号機

につきまして、これまで報道が先行するという形であったことにつきましては、我々米子市と境港市と鳥取

県との間でも問題視をいたしまして、中国電力さんの方には色々と話をしてきたところでございます。この

４月になりまして、中国電力さんの方から３号機につきまして説明をしたいという申し入れがありまして、

それにつきまして、我々米子市も受け入れるということをいたしまして、本日の説明会に至った経過がござ

います。でございますので、この度の説明会につきましては、新規制基準の適合性申請、つまりは安全協定

に基づく事前報告に係る説明ではないということ、つまり３号機の概要説明であるということを皆様方と共

通の認識をもち、そして説明を伺いたいと思っているところでございます。 

   中国電力の皆様におかれましては、本日お忙しいところをお越しいただきましてありがとうございます。

日頃よりこの原子力の安全対策につきましては、今申し上げましたとおり、立地自治体と同様に対応してい

ただけるということを伺っておりまして、この度の説明をいただけるということでございます。我々もしっ

かりと、地元では安全対策についてしっかりと認識を持ち合わせていきたいと思っております。なによりも

住民の皆さんの安全が第一でございますので、この安全に対する配慮というものについては、これからも十

分にお願いをしたいということと、そして本日の説明につきましても、できるだけわかりやすくご説明をい

ただけることをお願い申し上げまして、冒頭の私からの挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろしく

お願いいたします。 

 

（２）委員変更の報告 

●武田防災安全監 

 ありがとうございました。本日の会議につきましては、お配りいた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。なお、全体の進行の方は、私防災安全監の武田と申します、私の方が進めさせて

いただきますのでよろしくお願いいたします。それでは協議に先立ちまして、本協議会の委員の皆さんの中

で異動等により変更がございましたので、変更があった方についてご紹介させていただきたいと思います。

変更があった委員の皆さんには、委嘱状を席に配布しております。また、新しく委員になった方、引き続き

の委員の方も含め、任期につきましては平成３１年３月末までとなっておりますのでご承知いただければと



思います。それでは、変更の委員の方を紹介させていただきたいと思います。 

 

●池口危機管理室長 

 変更があった委員の皆様のご紹介をいたします。まず、協議会要綱第３条第２項第１号各種団体に属する

委員のご紹介をいたします。米子市小学校校長会、小谷良夫様です。 

 

○小谷委員 

 よろしくお願いします。 

 

●池口危機管理室長 

 米子市社会福祉協議会、田後良文様です。 

 

○田後委員 

 田後です。よろしくお願いします。 

 

●池口危機管理室長 

 米子青年会議所、辻能実様です。 

 

○辻委員 

 辻です。よろしくお願いします。 

 

●池口危機管理室長 

 続きまして、要綱第３条第２項第５号、浦林実教育長です。 

 

○浦林委員 

 浦林でございます。よろしくお願いいたします。 

 

●池口危機管理室長 

 以上が変更のあった委員の皆様です。よろしくお願いいたします。 

 

●武田防災安全監 

 それでは、次第に基づきまして２番の協議事項に入らさせていただきます。協議の議長につきましては、

本協議会の要綱第５条により、議長は会長が務めることになっておりますので、伊木市長よろしくお願いし

たいと思います。 

 

●伊木市長 

 早速ではございますけれども、協議事項に入りたいと思います。島根原子力発電所３号機の概要につきま

して、中国電力様の方からご説明をお願いいたします。説明をしていただきますのは、中国電力(株)島根原

子力本部本部長の岩崎昭正様、そして、同じく鳥取支社長天野浩一様、同じく副本部長長谷川千晃様でござ

います。それではお願いをいたします。 

 

○中国電力(株) 岩崎島根原子力本部長 

 失礼をいたします。先ほどご紹介をいただきました、中国電力の岩崎でございます。一言ご挨拶をさせて

いただきます。伊木市長をはじめ、米子市原子力発電所環境安全対策協議会の皆様には、平素から当社事業

運営に対しまして格別なるご理解とご協力をいただいております。厚く御礼を申し上げます。先ほど伊木市

長からもお話がございましたけれども、現在私どもは、様々な機会を頂戴をいたしまして、島根３号機の概

要についてご説明をさせていただいているところでございます。本日もこのような貴重な時間を頂戴をいた

しまして、重ねて御礼を申し上げます。今後とも、立地自治体と同様に、できるだけ丁寧に、わかりやすく

皆様方にもご説明をしてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いをいたします。今日ご説明を

させていただきます島根３号機でございますけれども、日本で開発をされました改良型の沸騰水型軽水炉、

いわゆるＡＢＷＲと呼んでおりますけれども、従来のＢＷＲ型に比べまして、信頼性、あるいは安全性がよ

り一層向上しているものでございます。国内では、既に３つの電力会社で合計４つのＡＢＷＲのプラントの

稼働実績がございます。それでは、その詳細につきまして、これから副本部長の長谷川がご説明させていた



だきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○中国電力(株) 長谷川島根原子力本部副本部長 

 はい、長谷川でございます。それでは、お手元の資料に基づきまして、私の方からご説明をしたいと思い

ます。３号機の概要という資料でございますけれども、めくっていただきまして、まずは４ページ目をご覧

いただけますでしょうか。島根原子力発電所には３基の原子炉がございますけれども、隣接する１号、２号

に少し離れた所に３号機は建設されてございます。 

５ページ目をご覧いただくと、その主なスペックが記載してございますけれども、ご承知のように１号機

は既に廃止措置を進めてございます。２号機は国の新しい規制の基準審査を受けている。そして３号機でご

ざいます。出力は１３７万キロということで、大きな出力でございます。ちなみにこの中国電力、私ども夏

場最も電力をお使いいただきます時に、ほぼ１０００万キロ程度電気をお使いいただいております。それの

１割強の電気をこの３号機単独で発電するということになります。３基ともいずれも沸騰水型でございます

けれども、とりわけ３号機は、改良型、いわゆるアドバンスのＡＢＷＲを採用してございます。 

続きまして、その建設経緯を７ページでご説明したいと思います。こちらには、国、さらには自治体の手

続きが併記してございますけれども、主なものが８ページ目に記載されてございます。上から２番目、平成

９年３月でございますけれども、当社は、当時の地元自治体でございました島根県鹿島町、さらには島根県

の方に３号機増設の申し入れを行ってございます。その後、１２年９月には両自治体から安全協定に基づく

事前了解を頂戴し、翌月には国の方へ原子炉設置変更許可申請を行ってございます。１７年４月には、原子

炉設置変更許可がおりまして、それ以降着工という運びになってございます。 

９ページ目に主な工事の工程が書かれてございますけれども、震災が起きました平成２３年の３月の時点

で、設備的にはほぼ完成しておりました。あとは試運転という状態でございましたけれども、震災を受けま

して規制が全く新しいものに変わりましたので、今後はこの３号機も新規制の適合性の審査を受けていく必

要がある状況でございます。 

１２ページ目をご覧ください。その敷地の造成に当たりましては、１、２号機の北西の方向に新たに敷地

を造成してございます。その内陸地部が１３万平米、会場の埋立部が７万平米、計２０万平米という敷地で

ございます。１３ページ目は、その工事の変遷を示したものでございます。一番上にございますように、当

時は、当時の２号機、山を１つ隔てたところにあるこの新たな敷地を造成したわけでございます。 

１４ページ目は原子力発電所の耐震設計、構造の基礎でございます。岩盤の整地をした図でございます。

これは岩盤検査といいまして、国の検査を受けたときの写真でございますけれども、ここでご覧いただける

のは全て岩盤です。非常に強固なこの地層を剥ぎ出しまして、そこへ直接原子力発電所を建設する、これが

発電所の耐震の基本でございます。 

１５ページ目には、今回採用いたしました大ブロック・モジュール工法をお示ししてございます。従前は、

様々な機器を現場で組み上げると、こういう工法でございましたけれども、こちらにございますように、例

えば右上の復水器。相当大規模な設備でございますけれども、あらかじめ工場で組み上げまして、現地の方

へ搬入、最終の組み立てを行うという工法を採用してございます。その一助となりましたのが、１６ページ

目の大型クローラクレーン、当時国内最大級でございますけれども、こちらによる工法が可能にしてござい

ます。これによりまして、品質の向上、さらには工期の短縮が図れることになります。１７ページ目は原子

炉建物基礎工事、先ほどいいましたように岩盤に、建物の心臓部でございますけれども、原子炉建物を設置

する、こういった場景でございます。続きまして１８ページ目。だんだん原子炉が立ち上げりまして、平成

２３年４月には、ほぼ現状と同じ建物が完成してございます。１９ページ目から、主な工事の写真をお示し

してございます。１９ページ目は原子炉格納容器ライナー、これ、後ほどご説明します重要機器でございま

す。２０ページ目は、原子炉圧力容器そのものの吊り込み状況でございます。特に上段左の写真、そこに１

０基のポンプがぶら下がっております。これも後ほどご説明しますが、改良型の特徴でございます原子炉内

蔵型の再循環ポンプが写ってございます。２１ページ目は大型のタービン。右の写真がございますけれども、

手前から高圧タービン、３段の低圧タービン、その奥が１３７万キロの発電機でございます。２２ページ目

をご覧ください。こちらは、原子力発電所特有の安全設備の試験の状況を示してございます。右上の写真を

見ますと、スプリンクラーのように水が噴き出してございます。これが、緊急時に原子炉を冷却する非常に

重要な施設の試験の状況でございます。２３ページ目は、燃料搬入の状況でございます。もちろんまだ試運

転にすら入っておりませんけれども、燃料は既に搬入が終わってございます。２２年の秋口には、使います

燃料８８２体、予備を含めて８８６体全て関東の工場から陸送で運び終えてございます。新品の燃料はほと

んど放射線を出しませんので、トラックによる輸送あるいは発電所の中で現状安全に貯蔵がなされてござい

ます。 

２５ページ目、私どもの沸騰水型、いわゆるＢＷＲ、ボイリングウォーターリアクターの略でございます



けれども、そちらの変遷を示してございます。赤字で示しておりますように、１号、２号、３号それぞれそ

の時の最新ではございますけれども、新たな技術の採用により、より一層の安全性、信頼性の向上が図られ

ております。 

２６ページ目、国内の原子力発電所の運転状況でございます。昨日、関西電力の大飯４号機が運転を始め

ましたので、現在８基が原子炉稼働状態ということになっておりますけども、その内１０基が、私どもの３

号機と同じ改良型ＡＢＷＲでございます。先ほど本部長が申しましたように、既に４基の先行プラントが運

転実績がございます。 

２７ページ目からは、この改良型ＡＢＷＲの大きな特徴４点についてご説明をいたします。１番目が、原

子炉内蔵型の再循環ポンプ、そして２番目が制御棒の改良でございます。そして３番目が、非常に重要な原

子炉格納容器の改良、さらには、中央制御室のデジタル化でございます。一つ一つをご説明いたしますが、

まずは２７ページ目をご覧ください。私どもの沸騰水型原子力発電所、出力の調整が実は可能な仕組みにな

っております。その出力の調整をするのが、この原子炉再循環ポンプと申します。沸騰水型ですから、燃料

表面で泡が沸き立っておりますが、この泡の量を、循環水ポンプで流量を調節することによって変更します。

それによりまして、中で飛び交います中性子の速度を変えて原子炉の反応を変えると。こういう仕組みでご

ざいます。従前型は、大型の再循環ポンプ２台を設置してございます。このため、ご覧のように配管２系統

がございます。これに対しまして、今回のＡＢＷＲは、小型のポンプ１０台が、内蔵型つまり直接原子炉の

中に挿入されてございます。このメリットでございますが、まず左側、旧来型は配管がございますので、安

全設計上は、この配管が破断することを想定してございます。対して内蔵型は配管がございませんので、配

管破断、つまり事故のリスクが大幅に低減されます。また、右側の１０台の小型のポンプ、流量調整がより

細かくできますので、原子炉、燃料、こういったものへの負担の軽減が図れます。 

続いて２９ページ目、改良型の制御棒駆動装置をご説明いたします。制御棒というのは、原子力発電所で

非常に重要な役割を果たします。先ほど申しました核反応、これを瞬時に止める働きをもっております。下

の表をご覧いただけますでしょうか。まず駆動方式、通常とスクラムと２つございます。通常、運転中はこ

の制御棒を原子炉からほとんど全て引き抜く状態。そうしませんと核反応が生じません。一方、運転中何か

異常があった時は、スクラムと言いまして緊急停止操作を行います。わずか２秒以内に全ての制御棒が瞬時

に原子炉の中に挿入しますと、核反応は停止いたします。非常に重要な緊急ブレーキ、この２つの役割を持

っております。従来型はこの２つがいずれも水圧駆動でございましたけれども、今回のＡＢＷＲは、赤字に

記載してございますけれども、スクラムは、従来型同様水圧で一気に全部の制御棒を挿入いたします。これ

に対して運転モード、通常の操作については、右の上の図の下にございます電動機、いわゆるモーターを回

すことによって制御棒を上下動させる、こういった仕組みを導入してございます。これによりまして、制御

が細かになりますので、燃料への負荷軽減、さらには従前型に比べまして、一度に運転モードでは複数の制

御棒の運用が可能になりますので、作業性の向上が図れます。 

続いて３０ページ目、特徴の３番目でございます。原子炉格納容器に鉄筋コンクリート製を採用してござ

います。下の図を見ていただけますでしょうか。ＡＢＷＲは、横から見ますとほぼ四角い形をしてございま

す。これに対する従来型は、こちらは魔法瓶型というふうに呼んでございますが、カーブを有した形状にな

ってございます。そもそも原子炉格納容器の役割は２つの役割がございます。万が一原子炉で事故が発生し

た時にも放射性物質を閉じ込める機能、そしてもう一つは耐震性を維持する機能、この２つでございます。

従前型は気密性については内側の鉄板で、耐震性については外側のコンクリート層で維持してございました

けれども、改良型については、右上にございますけれども、２メーターの鉄筋コンクリートに内側に６．４

ミリの鉄板、ライナーと申しますが内張りがございます。この２つを合わせて、気密性と耐震性双方を持た

すと、こういう対応がなされております。 

続いて３１ページ目でございます。中央制御盤の操作盤へのデジタル制御の導入でございます。右の上、

ＡＢＷＲの方は、ご覧のようにスイッチがございませんし、また、カラーが色々使われてございます。いわ

ゆるデジタル系、制御系でございます。これによりまして、制御盤の視認性、大幅に向上いたしますし、ま

た操作性につきましても、従前は運転員が盤の前に立って操作する、こういう操作でございましたけれども、

ＡＢＷＲにつきましては、写真にございますように２人の運転員が必要なデータを手元の操作盤に呼び出し

てタッチパネルで操作を行うことができます。こういったことによって安全性、あるいは効率化が図れるも

のでございます。 

続きまして、福島事故を踏まえた、現在島根原子力発電所の中で進めてございます安全対策をご説明した

いと思います。まず福島の事故でございましたけれども、もちろん地震の影響も全くなかったわけではござ

いません。しかし、地震を受けまして、先ほど申しました制御棒が正常に原子炉の中に入りまして、反応を

即座に停止してございます。むしろその後に起きました津波、こちらが敷地の中に入りまして、本来は冷却

設備が多重化されてございますけれども、その冷却設備の電源、こちらが津波で全て使えなくなりました。



電源設備も、本来の設計では幾重にも多重化されておりますが、残念ながら今の原子力発電所は、低いとこ

ろにそれらが設置されてございました。津波で水没して電源系が使えなくなったと。これが大きな原因と言

われてございます。これを踏まえてまず３３ページ目でございますけれども、耐震性の一層の強化、続いて

３４ページ目も同じでございます。そして３５ページ目、津波の備えでございますが、島根原子力発電所で

は現在、最大１０．５メーターの津波を想定してございます。非常に高い津波でございますけれども、それ

に耐えうる海抜１５メーターの総延長１．５キロの防波壁が、既に完成してございます。これは、津波の波

力、あるいは耐震性も十分有してございますので、敷地の中に津波の海水が入ってくるということはまず考

えられない状況になっております。それに加えて、念のため各重要な設備には水密扉を付けまして、重要な

機器、電源等が水没しない備えをしてございます。３６ページ目は、今回の規制で強化されました火山、竜

巻、火災、溢水、こういったものの対応でございます。そして３９ページ目は、先ほど申しました様々な電

源のバックアップ機能でございます。現状は４４メーターの高台に３台の大型のガスタービン発電機、さら

には、駆動性のございます高圧発電機車も多数配備してございます。４０ページ目は冷却手段でございます。

最終的には海の方へ熱を逃がす必要がございますので、本来の設備に加えて、右上にございますが、移動式

の熱交換機車、海水と真水の熱を交換する設備、冷却設備でございますが、こういったものも配備してござ

います。また４１ページ目、赤い車両、いわゆる消防系の車両でございますけれども、計２８台がございま

す。これらが１台ございますれば、十分緊急時の原子炉あるいは燃料プールの使用済み燃料の冷却が可能に

なってまいります。４２ページ目はそういった冷却水源の拡充。そして４５ページ目でございますけれども、

放射性物質を万が一の時にも取り除く高性能のフィルターでございます。原子炉格納容器を先ほどご説明し

ました。最悪の場合は原子炉格納容器の圧力が上がり、放射性物質を放出するリスクもないわけではござい

ません。現に福島の事故では、３基の内１基がそういった事態になったと言われております。しかしながら

今回は、ガス抜き配管の先に非常に高性能のフィルターを設置いたしました。現状の福島の地区の汚染、セ

シウム１３７という放射性物質が主原因でございますが、この物質を１０００分の１まで低減するフィルタ

ーを、これは２号機の写真でございますが、今後３号機でも設置を予定しております。水素爆発も私ども予

測の範疇ではございましたけれども、残念ながら建屋そのものを破損させるに至りました。今回はそういっ

たものの対策も進めてございます。４９ページ目には、そういった緊急事態が生じた時の復旧作業、こうい

ったものの万全を尽くすための緊急時対策指揮所の設置でございます。免震重要施設と耐震構造の緊対所、

２つを合わせて総合的に対策を進めてまいります。５２ページ目にございますけれども、なによりこういっ

た機器を使います私ども社員、あるいは協力会社の技量の向上、これにも日々務めているというのが現状で

ございます。 

そして、次の５４ページ目からでございますけれども、こちらは従来の原子力発電所、基本的な安全設計

思想をお示ししたものでございます。５４ページ目をまずご覧ください。先ほどの１号、２号、３号の主要

スペックの比較に比べまして、細かなデータを記載してございます。繰り返しになりますが、出力１３７万

キロ、１、２号を合わせたものよりも大きな出力になります。出力が大きくなった分危険性が増すんではな

いかと、こういうご懸念ご心配があろうかと思います。もちろん内在いたします放射性物質の量は出力に比

例して増えてまいりますけれども、例えば、原子炉の圧力、温度をご覧いただけますでしょうか。１号、２

号、３号ともほぼ同じ数字であることがおわかりいただけるかと思います。７ＭＰａというのは気圧にしま

すとほぼ７０気圧、炉圧が７０気圧、そして温度がほぼ３００℃弱ということでございますから、出力の違

いに関係なく同じ数字でございます。つまり３号機は、１、２号機をスケールアップしてなおかつ余裕をも

たせた安全設計がなされているというふうにご理解いただければと思います。 

５５ページ目からは、原子炉発電所の基本的な安全設計の考え方をお示ししてございます。本来原子炉冷

却系というのは、ここにございますように非常に多重化されておりますが、基本的にはほとんどが電源を使

います。今回の福島の事故を踏まえて、先ほどご説明しましたのは、外からのバックアップ機能を今進めて

いるところでございます。５６ページ目は安全保護系といいまして、安全の計測、制御系、そういったもの

を、５７ページ目は、原子炉の停止系でございます。先ほど言いました制御棒に加えて、例えば薬品を使っ

て核反応を停止させる、そういった、念のための設備も備えてございます。５８ページ目は先ほど言いまし

た非常用炉心冷却系でございます。これも一つの仕組みではなくて、例えば圧の高い状態で注水が行えるも

の、減圧をした低圧状態で行えるもの、これをご覧いただいても、幾重にも設置されていることがご覧いた

だけると思います。また、計測制御系につきましても、シングルではなくて多重化してございます。常に制

御できるような仕組みになってございます。燃料取扱系が６０ページ目、燃料プールと原子炉の燃料の行き

来を示したものでございます。 

原子力発電所を運転いたしますと、気体状、あるいは６２ページ目液体状、さらには固体状６３ページ目

と廃棄物が出てまいりますけれども、３号機も同様に適切な管理を行ってまいります。放射線は目に見えな

くて皆さん非常にご心配だと思いますけれども、６４ページ目にございますように、発電所の中はもちろん、



敷地の外も私どものモニタリングポスト、さらには米子市も含めて周辺環境の放射線もリアルタイムで測定

をして、また、そのデータは、皆様２４時間ホームページでご覧になれるようになってございます。 

６６ページ目からは、試運転中に起こりました不具合をご説明してございます。先ほどご説明した制御棒

駆動装置、新しいタイプを使用しましたけれども、こちらで若干不具合が発生しております。６７ページ目

に記載してございますけれども、平成２２年の１１月、試運転の最中に、２０５体あります制御棒のうち、

１８体の動作不良が確認されております。ここで制御棒の仕組み、改めてご説明いたしますけども、６６ペ

ージ目の右の図をご覧ください。緊急の操作については、ここにございます水圧で一気に行いますけれども、

通常の運転状態、つまり制御棒の引き抜きあるいは挿入につきましては、この３号機については電動機、一

番下にございますけど、モーターで行います。モーターが回りますと、中にございますシャフトが上下いた

しまして、それに連れて制御棒が上下する、こういう仕組みでございます。今回起きました不具合は、６８

ページ目にございますけれども、このシャフト部のねじへの異物の噛み込み、さらには組立不良、またシャ

フトがスムースに動くように小さい球、ボールを使っておりますけれども、若干その球の表面に荒れがござ

いまして、初期の抵抗があったということが原因でございます。結果、７６ページ目にございますけれども、

３つの原因に対しまして適切な対応を行いまして、７７ページ目でございますが、既に対策が功を奏してい

ると、問題なく２０５体の制御棒が作動することを国の検査、国の確認の元、行ってございます。 

そして最後は、地震のご説明でございます。一昨年になりますけれども、鳥取の中部でも地震がございま

した。遡れば、２０００年には西部の地震、先般４月には、島根県の方でも大田付近で地震がございました。

実はこのように、国内では予測されないところでの地震が散見されてございます。こういったことに対して

原子力発電所の耐震設計は大丈夫なのかと、こういったご不安ご指摘がよくございます。これに対しては、

実は２号機が審査を受けておりますけれども、国の審査基準の中に、震源を特定せず策定する地震動という

のがございます。国内で、多地点に起きまして非常に大きな地震、これを島根の原子力発電所直下におきま

して非常に厳しい条件で耐震設計をするというものでございます。こういった手法を用いておりますから、

その対象になっておりますのが、実は２０００年の鳥取の西部地震でございます。これも今般見直しました

基準地震動にも反映させているのが現状でございます。ちなみに先般の島根県西部の地震の地震力、これを

今私どもが耐震設計に用いております基準地震動、数字で言いますと８２０ガルという数字になりますけれ

ども、これと比較いたしますと１０分の１程度の揺れだったということを確認してございますので、いかに

原子力発電所の耐震設計が保守的安全側になされているか、是非ご理解いただければと思います。私どもの

ご説明は以上でございます。ありがとうございました。 

 

●伊木市長 

 ありがとうございました。ただいま中国電力さんの方から説明がございました内容につきまして、委員の

皆様からご意見あるいはご質問がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

○山本委員 

 失礼いたします。米子市小中ＰＴＡ連合会の山本といいます。資料の４０ページの様々な冷却手段を確保

というところですが、熱を海に逃がす手段として、移動式代替熱交換設備の配備で熱を海に逃がすことにな

っているようですが、そうした場合に、海水の温度が上がったり、必要以上に海が汚染される心配はないの

でしょうか。それによって風評被害であったり、海産物に影響を与えるような心配はないのでしょうか。よ

ろしくお願いします。 

 

○中国電力(株) 長谷川島根原子力本部副本部長 

 実はこれは緊急冷却装置でございますけれども、原子力発電所の冷却系は同じ仕組みを色々な部署で採用

してございます。３８ページを見ていただきますと、一番大きなのは実は通常運転中発電機を回す蒸気ター

ビン、これを海水で冷やしておりまして、海水の入口と出口では温度差７℃まで許容されております。これ

は原子力発電所に限りませんで、世界中の火力、原子力発電所ほぼ同じ数値を用いております。７℃の温度

差であれば、いわゆる温排水の影響、環境に与える影響が問題ない範囲であると、こういう知見から７℃設

定がなされております。現実、島根原子力発電所、運転を４０年行っておりますけれども、温排水による環

境汚染、そういったもの、さらには風評被害なども生じていないのが現状でございます。この４０ページ目

に記載しておりますのは緊急時の冷却装置でございますので、実は使います冷却水量が非常に小そうござい

ます。従いまして、７℃を超えることはまず無いかと思いますし、むしろ緊急避難的で局所的でございます

ので海への影響はほとんどないというふうに考えておりますし、もちろんあってはなりませんのは放射性物

質の海への放出でございますので、こういったものに対しても、スクリーンを設置するとか私ども最大限の

対応をしてございますので、今のご指摘を踏まえてさらに一層の対応をしてまいりたいと思います。 



 

●伊木市長 

 ありがとうございました。他にご質問は。 

 

○深田委員 

 こどもの人権広場の深田です。７ページ、先ほどありましたように平成９年に関係自治体等へというのが

ありますけど、関係自治体に米子市はなかったので米子市は説明を聞いてないのだと思いますが、その時米

子市に対して回答されたと思いますけど、その時の理由とですね、今回一応関係自治体並みという言葉を聞

いたんですけど、その理由が、なぜ変わったのかというのを説明していただきたい。その時の理由と、今回

関係自治体となった、変わった理由ですね。 

 それと、３１ページ目の説明の中で、２人の運転員がおりますけど、効率化という言葉が聞かれたんです

けど、効率化が重視されて安全性がないがしろになるんじゃないかという、そこで効率化という言葉はない

んじゃないかというふうに思ったんですけど、そのへんを聞かせていただきたいと思います。 

 それから３２ページ目、福島の事故を踏まえた安全対策というところで、「原因は津波であると言われて

いる」というふうに言葉で説明されたと思いますけど、福島の原因は津波なんですね。それで確定で、そう

いうものなんですね、というそのへんのとこを聞かせてください。 

 あとですね、４５ページ、放射性物質の放出を最小限に抑えるというのがありますけど、今までのことを

聞いていたらまあ事故はないなと感じたんですけども、じゃあ放射性物質の放出があるというどういう場合

を想定されているのでしょうか、そのへんのところを聞かせてください。 

 最後に、最後のページ、地震のところで８００ガルか何か言われて、あまりそういう数字はわからないん

ですけど、日本では過去にそれ以上の地震はなかったんですか。ということを聞かせていただきたい。以上

です。 

 

○中国電力(株)長谷川島根原子力本部副本部長 

 ５件の質問がございました。１番目でございます。資料でいいますと７ページ目、３号機の手続きの中で

の現在の米子市さんとのお付き合いの関係、この移り変わりでございますけれども、これが変わりましたの

は福島の事故というふうに考えております。福島の事故以前は、原子力防災いわゆる原子力発電所も従前か

ら万一の事故があるその時は災害対策をしないといけませんので、その仕組みが国さらには私ども事業者、

自治体こういった中で作られてございます。その防災の範囲が１０キロというのが従前の考えでございまし

た。これが福島の事故で現実ほぼ３０キロ圏内の方が避難をされたということを踏まえて、現在の国の方で

も、原子力防災の範囲は半径３０キロに拡大されております。そうしますと、この米子市も一部が３０キロ

圏内でございますので、軒並み全国の電力会社、安全協定の見直しを行いました。そんな流れの中で、いち

早く米子市さんとは平成２３年の１２月になりますけれども、今の安全協定を締結させていただいておりま

す。以降、同様の対応をということで、お付き合いをさせていただいているところでございます。 

 そして３１ページ目、中央制御室へのデジタル制御の採用が効率化というふうに申しました。確かに従前

に比べて原子炉の運転に必要な運転員の数は減ります。これは効率化ですけれども、今私ども考えておりま

すのは、そうはいいましても額面どおり運転員を減らすことは考えておりません。引き続き余裕配置を行い

ますので、そこの余裕の部分がむしろ安全に寄与する、そういうふうにお考えいただければと思います。 

 そして３２ページ目、福島の原因が津波と断定してよいのかというご質問でございます。福島はまだプラ

ントの中まで入れる状況ではございませんので、私ども事業者も最終的には確認がなされていないというふ

うに思っております。ただ、事故以降様々な機関が原因調査を行いました。国会であったり政府であったり

あるいは現在の原子力規制委員会も調査をしております。さらには東京電力も独自で調査をしております。

これは私どもの業界技術的な判断でございますけども、現状は先ほど申しましたように地震が起きまして直

ちに地震対応の信号が出まして、原子炉の反応が止まっております。制御棒がスクラムで全挿入されており

ますので、そこは間違いないかと思っております。そんなこと、さらにはその調査を踏まえて、規制委員会、

いわゆる日本におけます原子力規制の第一義的な責任を負う所と思っておりますが、そちらの見解もやはり

津波が主な原因だろうという見解を示されておりますので、そういったことに基づいてご説明をしたところ

でございます。決して予断をもっているわけではございませんので、地震に対する備えを今も最優先で行っ

てございます。 

 次に、４５ページ目の放出、このような状態になるのはどういう時かというご質問でございました。左に

先ほど申しました原子炉格納容器の図がございまして、上下に配管が２本でているのがお分かりいただける

と思います。実は福島の事故以前、世界中でこの燃料が溶けるという事故が２つ起きております。一つはア

メリカのスリーマイル、もう一つはウクライナのチェルノブイリの事故でございます。この２件はいずれも、



起きないだろうと思われておりました燃料溶融、燃料が溶けるという非常に大きな事故が起きております。

燃料が原子炉の中で溶けますと、やはり原子炉の中は圧力が上がってまいります。現状の格納容器の中にそ

の上がった圧力、つまり蒸気をふかす仕組みとなっております。で、今の設備は、格納容器に出てきた高温

高圧の蒸気を下にあります青いところがございますけど、ここは水だめです。ここの水で冷やして、この冷

やした熱は海水に逃げる仕組みになっています。ところが電源が使えなくなったので海水へ熱が逃げなくな

ってしまった、そうすると格納容器の中の上記の圧が逃げませんので、最終的にはこの２本のガス抜き配管、

これは福島の事故当時、島根の発電所も含めて国内の全ての沸騰水型についておりました。東京電力はこの

ガス抜き配管を開けに行きまして、３つの事故プラントの内２つは成功したのではないかと言われておりま

す。そのうちの１基はこのガス抜きに失敗しまして、格納容器から放射性物質が出て環境の汚染を大きくし

たと考えております。今般はこのガス抜き配管の先にフィルターをつけております。つまり、今ご説明した

対策を導入すれば、まず原子炉の燃料が溶けるという重大な事故は大幅に可能性が提言されると思っており

ますけれども、万が一東京電力と同じような事故が起きたときには、このガス抜き配管を開けます。そうす

ると放射性物質が環境に出ますので、そこへフィルターを付けていこうと。１０００分の１までその影響が

低減される設備でございます。 

 そして最後、８００ガルという数字のご質問でございました。この８００ガルは、島根原子力発電所の、

いわば先ほど来ご説明しております岩盤での数字です。ですから、非常に岩盤というのはもともと揺れにく

い数字なので厳しい数字だと思ってください。ですからこの観測値、もちろん国内の大きな地震ではもっと

高いガル数を観測しておりますが、それは観測する場所によって大きく違うわけです。例えばこの今立って

おります普通の土地であれば岩盤の上ではないですから、同じ地震が来ても揺れやすくなります。それが岩

盤で観測すればやはり大幅に数字が減ってまいります。つまり数字を比較するときは、同じ土俵で比較して

いただかないとなかなかその大小はわからないというふうに思います。そして最後に８２０ガルという数字

でございますけども、安全設計上決してこれを超える事はないとは考えてございません。これを超える超過

率、こういったものも審査の対象になりますので、仮に超過したとしても最終的な原子炉の安全性、そこを

担保する、こういった考え方で今安全設計を進めてございます。 

 

●伊木市長 

 はい。では他にございますでしょうか。 

 

○黒安委員 

 失礼します。米子市中学校長会の黒安と申します。よろしくお願いします。先ほどのお答えとちょっと被

るんですけども、３１ページの改良型中央制御盤についてですが、この新型は福島の事故の時のように、仮

に電源が全て喪失してしまっても正常に機能するということは有り得るんでしょうか。また、事故が発生し

た状況で、今スタッフの方が少しの数でと言われたんですが、実際機械の故障をしたときにその対応をする

スタッフというのは確保できているんでしょうか。教えてください。 

 

○中国電力(株) 長谷川島根原子力本部副本部長 

 ３１ページ目は中央制御室でございますので、当然電気を使いませんとこの制御系、生きてまいりません。

繰り返しになりますけれども、電源系のバックアップ、つまり多重化については本当に今回幾重にも設備を

重ねて作ってございます。資料的に言いますと、３９ページ目を見ていただきたいんですけども、まずはで

すね、福島の事故では電源が全部使えなくなりました。交流電源喪失ということで、これも従前の設計では

系統が１つだけではございません。まずは、発電所は運転中は電気を作って送電線で皆様のところへ電気を

送ります。止まりますと、今度は外の違う発電所から電気を受けて、必要な供給を行います。この送電線で

すけれども、１本ではございません。最低２本は必要でございまして、特に島根原子力発電所では５系統今

ございます。これを必ず１つでも使えれば電気は受けることができます。今ここの耐震性を強化する取り組

みをしております。また次に、これは福島事故以前からありましたけれども、仮にそれが全て使えなくなっ

たとしても大型のディーゼル発電機がございます。福島の事故の時も、地震が起きまして、まずは外からの

電気が来なくなりましたので、ディーゼル発電機が自動起動して、必要な電気を供給しておりました。しか

しながらこのディーゼル発電機というのは非常に大型で重量のある物でございますので、現状は耐震設計上

割と低いところに設置しております。地下の階とお考えください。そうすると、今回津波が来ましたので低

いところにあるディーゼル発電機が海水でつかってしまいまして動かなくなったと。そこで全交流電源喪失

ということになりました。本来はそれに対してもバッテリーなどを備えておりますが、いずれも今後は対応

してまいりますけれども、建物の低いところにございましたので、バッテリーそのものが海水につかってし

まうあるいはそれを送るケーブルがつかってしまう、こういったことで使えなくなりました。この教訓を踏



まえて３９ページ目をご覧ください。仮に本来のそういった設備が使えなくなったとしても、外から電気を

供給しているというのが今の対応でございます。一番上のガスタービン発電機は、４４メーターの高さの敷

地にございますので、津波の影響はまず無いと思います。ここから大型のガスタービンで電気を供給します。

次に高圧発電機車でございますが、これも１４台ございまして、普段は高台に置いておきまして、地震津波

がある程度収まったらこれを傍へもっていって電気を供給することもできます。また、蓄電池も強化。さら

に、水につからないような場所に配備してございます。直流給電車というのは制御するときに使う電気でご

ざいますけれども、こういったものも車で配備、供給できるようにこういう改良をしてございます。くどく

なりますけれども、多重化多様化です。多様化というのは１つの同じ手段では何か同じ原因で使えなくなる、

共倒れの可能性がございますので、いろんな手立てを設ける。それも１つではなくて幾台にも幾重にも多重

化する。こういった徹底したバックアップ思想で安全設備をしてございますので、もちろん私ども安全に終

わりはないというふうに考えてはございますけれども、是非ともご理解をいただければと思います。次は万

が一の時の対応のスタッフでございます。中央制御室はもともと所定のメンバーが常時２４時間体制で監視

をしてございますけども、今ご説明しました緊急時の安全対策を使いこなすメンバーが、今現在でも発電所

の中に３０名弱２４時間体制で待機しております。夜間あるいは祝日、年末年始も含めて全てでございます。

内訳は連絡の要員をする者、あるいは今の赤い給水車こういったものを操作いたします消防チームというメ

ンバーが１４名、それに加えて重機、安全対策設備ですね今ご説明した移動式の熱交換器だったりそういっ

た様々な追加の安全設備を、初動ですけれども対応できるメンバーを必ず発電所の中に配備してございます。

で、さらには連絡体制を敷いてございますので、近場の社宅、寮からすぐさま応援が駆けつけると、こうい

う体制をとっておりまして、参集訓練なんかもしておりますから、あえて休日、社宅の方から出勤をして体

制を確認すると、こんなものも繰り返し行っているところでございます。 

 

●伊木市長 

 他にご質問は。 

 

○新田委員 

 男女共同参画推進審議会の新田と申します。質問ですが、６４ページでしょうか、放射線防護設備および

放射線管理設備というのがありますけれども、このとこでモニタリングポストのことが出てございますけど

も、あと、現実的には事故が起こった時に福島ではスピーディーが利用されなかったということがあるんで

すけれども、電力会社さんには、事故が起きたときの放射線の流れを作る技術をもっておられるということ

があるんですが、日常的に、万が一事故が起きたときにその放射線がどんな方向に、こういう場合はこうい

うふうに流れるっていうふうなものも、併せてこの放射線管理設備っていう中に入れていただくっていうこ

とはできないのでしょうか。っていうことが第一点。 

 それから、こういうふうに説明いただいていますけれども非常に難しくて、例えば私が誰かに話すととっ

ても大変だっていう状況の中では、最初の方にご説明ありましたようにもっといろんなところで住民の説明

会っていうのもきちんと中電の方では考えておられるのか。っていうのが、この前の全協の時にも本部と相

談しますということでしたので。ちょっとこれ外れるかもしれませんけれども、説明会っていう意味におい

ては、どうしても一住民としては考えておきたいし是非やって欲しいっていう思いも含めてですけども。こ

の二つの質問についてお願いします。 

 

○中国電力(株) 長谷川島根原子力本部副本部長 

 事故時の放射線の観測システム、国がお持ちのものがスピーディーでございまして、各事業者もそれぞれ

独自の評価システムをもっておりますけれども、これについては、規制庁の方が実際に事故が起きたときに

は基本的には使わないという統一見解を示されております。なぜならば、あくまでも予測システムでござい

まして、かえって混乱をきたしかねないと。誤った情報になりかねないと。いうことでございますので、現

在の基本的な考え方は、実際の測定値、つまり事故が起きれば、今多種多様に多地点にモニタリング機器が

ございます。常設に加えて移動式もございますので、そういったもので、実際の測定値によってどこが今放

射性物質が来ているのか、どこへ行きそうなのか、と、その時の気象ですね。風速とかもリアルタイムで変

わってまいりますので、そういったものによって対応していくと。いうのが国の考えでございます。私ども

も、もともと原子力発電所の敷地の中の復旧作業に使うためにそういう予測システムはもっておりますけれ

ども、これが、皆様方の避難にお使いいただくという点については少しミスマッチがあるのかなというのが

今の考えでございます。 

 次に説明でございます。今回３号機のご説明に参らしていただいておりますけれども、もし今後ことが進

みまして、仮に申請のご相談というようなことになりましたら、また今度は申請の中身についても皆様にご



説明する必要があると思っております。その時は、当然当社主催の住民説明会もあろうかと思いますし、従

前から使っておりますネットを使うとか、あるいは公文書を使うとか、始終様々な対応をしてまいります。

また、この３号機に限らずですけれども、この米子の地区も、私ども島根原子力本部のメンバーが公民館単

位で日頃のお付き合いをさせていただいております。ご希望があれば公民館の方へ出向いていろんなご説明

もしますし、ご意見ご批判なども承る、こういう運用をしてございますので、是非ご活用いただければと思

います。 

 

●伊木市長 

 ありがとうございます。他にございませんか。 

 

○木村定雄委員 

 米子市老人クラブ連合会会長の木村と申します。３点ほどお願いします。まず一点はですね、本日の資料

をいただきましてご説明いただきました。その中で資料の最終的な、いわゆる最も最近の状態ですね、それ

が非常に古い状態で止まっているように思います。例えば９ページ、あるいは８ページにつきましての最終、

平成２３年４月末時点の総工進捗率９３．６％ということで終わっているわけですが、下の方の工程を見ま

すと２２年から２９年度ということで何も入ってないわけですね。本工事の工程だけが３０年度で途中まで

にしてありまして、いつ終わるのかがこれでわからないということだと理解しております。そのへんのまず

一点。 

 それからもう一点はですね、３１ページをお願いします。さきほど来から色々とご質問をされております

ので、重複するところは省きまして、３１ページでこの改良型ＡＢＷＲはこの絵で見ますと非常に合理化を

して２人だと。でも従来型はじゃあ何人で対応していたものを２人にしたのか。その効果なりですね。私は

逆に言うとこれほどに合理化いたしますといわゆる電子系統が非常に熱に弱いと思います。従って、もし事

故が起きた場合に真っ先にこの制御装置が使えないようになるのではないかと。いうふうに私は危惧いたし

ます。 

 それからもう一点はですね、６２ページをお願いいたします。色々と液体廃棄物の処理について図解がし

てございますが、最終的にですね、固体廃棄物処理系へという導きだけでありまして、この放射性物質の処

理がいわゆる最終的には自前でなさるのか、その基本的な考え方、１号機の廃炉のようにですね、よその方

にもっていかなければいけないように考えていらっしゃるのかですね、このようなところを自前で研究して

なさる構えがあるのかないのかそこあたりを。 

 最後にはですね、地震について津波については非常によく対策を考慮してございますが、今まで一言も聞

いてないのは、あちこちで航空機の事故がありまして、いわゆる飛行機の墜落ですね。あるいは、最近は世

界的にはテロの問題なり、大陸弾道弾の問題なり、その辺の空の方からの災害はですね、目的をもってやら

れなくてもそういった事故があって、爆発力にどのぐらいの抵抗力が考慮してあるのかないのか、そのへん

をよろしくお願いします。 

 

○中国電力(株) 長谷川島根原子力本部副本部長 

 ４点のご質問でございました。８ページ目、９ページ目の工程でございまして、平成２３年以降の記載が

ないというご指摘だと思います。実は３号機はそこから何も進んでいない状態でございます。従って、書く

事項はないのが実態でございまして、繰り返しご説明しますが、これから新しい規制の審査を受けまして、

２号機と同じように審査が進んでまいります。そんな中で必要な対応をしていくということになってまいり

ますので、特段何か意図があってここを書いていないわけではございません。ほとんどこの時点で、建物そ

のものの工事も止まっているというふうにお考え下さい。 

   続きまして、中央制御室のご指摘でございます。まず運転員のメンバーの数でございますけれども、１号

と２号は、１つの同じ部屋に１号の制御盤２号の制御盤がございまして、当時から同じグループで、もちろ

ん１号担当者２号担当者と分けておりますけど、だいたい１１人くらいで運転員が運転当直をしておりまし

た。で、３号はまだ決まっておりませんけれども、ほぼ１号２号並みの要員を考えてございます。さきほど

も言いましたけれども、実際には機械化によりまして相当の省力化が図られておりますものに対して相当の

余裕を持たせた要員配置をしますので、そこは安全性の寄与、信頼性の向上につながると思います。電源系

が非常に大きな熱を持ったりしないかということでしたけれども、これに限らず十分に余裕を持った設計設

備になっておりますので、熱がこもって例えば制御不能になるとか、そういうことはまず有り得ないという

ふうにお考えいただいて構わないと思います。 

   次が、廃棄物のご質問でございます。確かにこれだけではなかなかおわかりにくくて申し訳ございません。

基本的にはですね、まず６１ページ目の気体廃棄物。これは換気用の空気が出ているだけでございますので、



１号２号の運転開始以来、１回も放射性物質を出したことはありません。で、６２ページ目、液体の廃棄物

ですけれども、これについてはトリチウムという物質、これはうちの発電所に限りませんけれども、世界中

の原子炉施設から出てまいります。今東京電力でも少し問題になっておりますけれども、これは水と同じよ

うな性状なものですから、なかなかフィルター、取ることができませんので、法令に基づきまして希釈して

放出しているというのが実態でございます。でその放出するときにですね、もともとは放射性物質を含んで

いたような廃液も、ここにございますろ過装置とか脱塩装置というのは、イオン交換樹脂というものを使っ

て浄化する設備ですけれども、こういうものを使いますと放射性物質ゼロ、まあゼロというのは言い過ぎで

検出限界値以下に、いわゆる安全なレベルになりますので、それは海へ流します。でこの個体廃棄物処理系

へというのは、実は科学廃液というのは、例えば原子力発電所の中でですね、分析をしたりします。原子炉

水の水質を分析したりとか、そういう化学実験室があったり、あるいは先ほど言いましたようにイオン交換

樹脂を再生するときに、再生って言うんですけれどもリフレッシュさせるために、使う薬品とかも出てきま

す。これは濃縮装置と言いまして、下から温めて水気を飛ばして、いわゆる個体群、廃液、残渣だけを残す、

そうすると固体と液体に分かれます。でその固体のものを下の６３ページ目に移りますけども、黄色いドラ

ム缶、２００リッター入りに入れまして、現状は全て一時的には発電所の貯蔵庫に置いておきまして、最終

的には六ケ所村の低レベルの放射性廃棄物処分センターのほうへ埋設処分ということでもっていっており

ます。これももう既に長い運用実績がございます。で、先ほどご質問のあった１号のものというのは、多分

使用済み燃料だと思います。使用済み燃料はまたちょっと別格でございまして、これは我が国の方針に沿っ

て燃料再処理施設で再処理をするということになりますから、やはり敷地の外へもっていくことになります。 

   そして最後が、航空機の被害でございます。原子力発電所は非常に頑丈な作りになっています。耐震性と

放射線を遮るために、普通は建物の壁厚がだいたい２メーターございますので、軽飛行機であれば、追突し

てもおそらく被害が食い止められるのではないかと言われております。しかしながら一方、今は何をしてい

るかと言いますと、テロ行為でございます。２００１年の米国の同時多発テロ、ボーイングＢ７４７ですか

ら４発の大型のジェットが追突したわけです。あるいはテロですから意図的に。で、原子力発電所もその標

的になるんではないかと、こういう前提で今対策を進めてございますので、仮にああいった大型の航空機が

意図的に追突、突入してきても、放射性物質だけは外へ出さないようなテロ対応施設、これは特定重大事故

等対処施設と申しますけれども、今これを作るべくですね、敷地の造成を進めているところでございます。

で、ミサイルについてはなかなかその破壊力とか計り知れないところがございます。こちらは正直言って国

防の問題とも考えてございますので、その辺りの関係機関との連携を進めながら、適切に、ご安心いただけ

るような最大限の対応をしてまいりたいと思います。 

 

  ●伊木市長 

   ご質問ですけども、和田さん手が挙がっています。和田さん最後でお願いします。 

 

  ○和田委員 

   米子市政研究会から来てます、和田典子と申します。今日の説明と直接関係がなくて申し訳ないのですが、

今朝のニュースで会社は忘れましたけど三菱なんとかという会社が中電さんに納めた部品が、データ改ざん

をされたものであったということがわかったと、でそれが２号機にも３号機にも使われているであろうと、

で、なぜそれをそのままにするかといえば、中国電力さんの独自の基準の中に入っているとか、安全である

という枠の中に入っているので、直したりしないでそのまま使うことにするというようなニュースがあった

んです。えっ、と思ってびっくりしたんですが、そういう基準値っていうのは、中国電力さん独自のものと、

あるいは国が定めるものと二重構造になっているのかなというふうに思って、何がどうなってそうなってい

るんだろうと、詳しいことを聞いても私もちょっとわからないですけども、市民はほとんど知りませんね、

そういうのがね。それでちょっと不信感をもつというか。そういう気持ちがあったので是非教えていただき

たいと思います。 

 

  ○中国電力(株) 長谷川島根原子力本部副本部長 

   昨日プレスの方へ発表いたしましたので、昨日からのテレビとか、あるいは今日の新聞とかで出ておりま

した。昨年の秋以降ですね、いわゆる部品製造メーカー、今回は三菱マテリアルの関連会社さんですけれど

も、他にも神戸製鋼所とか、そういったところで製品の改ざん行為があったということでございました。改

ざんしたものをそのまま使うということでやはり皆さんの感覚としては本当に大丈夫なのかというふうな

お考えだと思います。確かに私どもも、当社もかつてそういう不祥事を起こしておりますので、改ざんなど

あってはいけないと思っておりますけれども、それと技術的な話は別に考える必要があろうかなと思います。

改ざんは企業の信頼を損なうものでございますから、これは各企業それぞれ襟を正していく話だと思ってお



ります。今回は、幸いにそういった部品が当社納入されておりますけれども、しっかりした記録がございま

すのでその記録を確認したところ、改ざん前の数字、本当の数字を確認しましたらですね、当社の基準値を

クリアしておりましたので、あえて技術的には交換の必要はないだろうというふうに考えてございます。一

般的にはですね、国の基準、もちろんございます。よくお聞きになるＪＩＳとか日本工業規格、こういった

ものが広く使われておりますけれども、各業界でそれぞれ独自の規制が入ったりしてございます。特に原子

力は非常に安全性の高い規制が求められておりますので、一般的に、より厳しめの基準が国の方で要求され

たりしております。でさらには我々ユーザー、電力会社は、使うにあたってそこにまた余裕を持たせたりし

ますので、非常に、実際メーカーさんとして納めるときには要求の高いものを納めなきゃいけなくなるとい

うことが多々ございます。多分今回はそんな中で、三菱マテリアル、三菱電線さんの中で作られた基準値が、

相当より高いものとなっておりまして、そこは多分納入に当たって全てのユーザーに対して基準を満たすよ

うに相当きついものをお作りになっていたんだと思いますけども、たまたまそれに当たってなかったのでデ

ータの改ざんをされたということでございます。くどく申しますけれども、技術的には安全には影響がない

ところではございますけれども、行為としてはやはりあってはならないことだったというふうに考えてござ

います。 

 

  ●伊木市長 

   そうしますと、時間も来ております。 

 

  ○冨田委員 

   ちょっと。 

 

  ●伊木市長 

   あ、どうぞ。 

 

  ○冨田委員 

   またこの会はあるんですかね。今後の日程です。このまままた帰って、意見を出して、次何か会があった

時に、今日新聞にあったですけど決定みたいな形。申請はどうかわからんですけど、これ今新田さんが言わ

れたとおり、こういう時間を持っていただけばいただくほどいろんな福島事故の問題点が、前回伊木市長さ

んが言われた住民の安全というものを最優先と考えていますと、今住民じゃなくて会社の中身の、周りの人

の、機械の安全をいかにするかと。次出たときにそういうようなことを今度受けた場合は大変ですね。逃げ

るシステムとか、避難システムとかそういうことがあるし、このままで次進んで、申請をしたいんですけど

も。進んでおります。という形でもっていかれると、これはもうここに来るだけになってしまいます。さっ

きの新田さんの意見としては、そういう住民の話の中で逃げ方がどうこうっていうのも中国電力さんのいい

考えをもらって、市長さんや県の方でこういうふうにできますかという形で。今後のスケジュールも含めて

教えていただければ。まだ決めていなければこれはいいですけど。以上です。 

 

  ○伊木市長 

   今後のスケジュールなんですけれども、申請自体は我々米子市のものではなくてですね、あくまで中国電

力さんから出てくるものですので、ちょっとそこについては米子市としてはお答えできる立場にはないとい

うことがありますが、ただそういったものが出てくれば、当然適切に手続きを経た上で、そういった皆様の

ご懸念の点についても確認した上でものごとを進められたら、あるいは進めないのか、そういったことを決

めていくことになると思います。 

 

  ○冨田委員 

   ただ、会社に文句を言うわけになりません。市長さん達も思うかもしれません。今日色々話をして、何回

かやりました。何回かやったんですけども、いろんな意見が出てきたけども、まだいっぱい意見が出てきま

すから、なかなか意見が出てきていい感触で終わったという形でもって帰らないでください。まだまだ説明

は必要だと思います。 

 

  ○中井委員 

   確かこれ１時間ですかね。会。その１時間の長さが妥当なものかどうか考えていただきたい。もしかした

らもっとご意見たくさんあるかと思いますけど、時間が来たからこれで終わりますっていう、ちょっとそれ

もどうかなと思うんですけど。 



 

  ○伊木市長 

   そういうこともあろうかと思いまして質問用紙をお配りしております。これが一般傍聴の方にもあると思

いますけれども、時間の都合でちょっとご質問を受けきれないところにつきましては、この質問用紙を事務

局に提出していただきますと、我々が中国電力さんに出しまして、それを皆さんに回答を差し上げるように

いたしますので。それでフォローさせていただきたいと思います。 

 

  ○中井委員 

   それは個人的に回答されるということですね。 

 

  ○伊木市長 

   違います。個人的に１対１ではなくて、この場で出た質問として皆さんに回答させていただきます。 

 

  ○中井委員 

   それは後でいただくとかそういうことになるんですか。 

 

  ○事務局 

   郵送もしますし、ホームページ等にも掲載させていただきます。 

 

  ○新田委員 

   この前安対協があった時に私が質問したのを、中電さんからの回答をこうして封書でいただいたんですけ

ども、これは私だけに。 

 

  ○事務局 

   いえ、公開させていただきます。 

 

  ○新田委員 

   これはみなさんには渡ってないと。 

 

  ○事務局 

   ええ、渡っていません。 

 

  ○新田委員 

   で、これはホームページで公開されると。 

 

  ○事務局 

   はい。 

 

  ●伊木市長 

   そうしますと、時間になりましたので本日の米子市原子力発電所環境安全対策協議会を終わりたいと思い

ます。事務局の方にお返しします。 

 

  ●武田防災安全監 

   そうしますと本日予定しておりました日程が終了しましたので、以上をもちまして平成３０年度第１回米

子市原子力発電所環境安全対策協議会を閉会いたします。ありがとうございました。 


