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    意見等 意見等に対する見解 回答（案） 
１ 計画素案の４ページ

の「予測される影響等」 
の文書で、想定される

事故を「米国スリーマ

イル島原発事故程度」

で考えているが、島根

原発では、間近に活断

層が存在しており、地

震発生時の事故の規模

はそれを上回ることは

十分考えられる。また、

プルサーマル計画も進

められており、その時

の事故の規模も検討す

る必要がある。 

参考資料２のとおり、防災指針の付属資料の中の「ＥＰ

Ｚについての技術的側面からの検討」で、 
 「現在までの日本と同じ形態である軽水型原子力発電所

の事故として、最悪のものは、昭和５４年の米国のスリ

ーマイルアイランド原子力発電所の事故【旧ソ連のチェ

ルノブイリ原子力発電所（圧力管式の黒鉛減速炉で特殊

な構造になっているもの）の事故は、日本の原子炉とは

安全設計の思想が異なり、固有の安全性が十分ではなか

った原子炉施設で発生した事故であるため、我が国でこ

れと同様の事態になることは極めて考えがたいこと】で

あるが、この場合においても８Ｋｍ地点で９ｍＳｖ程

度、１０Ｋｍ地点で７ｍＳｖ程度である。」 
と記載され、このような事実を踏まえて、各種試験研究 
を行った結果、日本において、１０Ｋｍ以上の地域であ 
るＥＰＺ外側において外部全身被ばく線量（実効線量） 
が１０ｍＳｖ以上にならないと想定しているものです。 
また医学的見地では、計画案の２１ページの表のとおり 
  「放射線の人体への影響について、放射線を大量に短

時間に被ばくすると障害が現れるが、全身に２００ｍ

Ｓｖ以下の放射線を受けても臨床学的な症状は現れ

ないものである。」 
とされており、同表や計画案資料２の屋内退避を検討する

予測線量の表からも「１０ｍSv からが屋内退避等の措置
の検討」とされています。 
これらにより、技術的に起こりえないような大事故が起

こったとしても、人体に影響するおそれはない旨のことが

国の指針等で示されているものです。なお、同一文書は、

鳥取県地域防災計画【原子力災害対策編（島根原子力発電

所）】にも、記載されているものです。  
よって、現在の国や県の見解は、米子市域においては人

体に影響が及ぶような原子力被害のおそれはないと考え

られていることについては尊重したいと考えています。 
活断層については、それがどの程度のものか未だ解明さ

れたわけではなく、プルサーマル計画も現在、島根県や松

江市で検討中ということもあり、推移を見守る必要がある

現在の計画

のままで、文

書の変更な

し 
（活断層や

プルサーマ

ル計画につ

いては推移

を見守る） 



と考えています。 
 

２ 防災指針の EPZ を根
拠に「防護対策を講ず

る必要のある範囲を８

～１０ｋｍ」を前提と

しているが、この数値

等はある特定の「気象

状態（風速１m等）」を
前提にしているもので

あり、現実の島根原発

周辺の気象状態を考慮

して検討しなおすべき

である。 

 前記のとおり国や県は判断していますので、これに従う

べきと考えています。 
 また、防災指針では 
「EPZ のめやすは、原子力施設において十分な安全対
策がなされているにもかかわらず、あえて技術的に起こ

りえないような事態までを仮定し、十分な余裕を持って

原子力施設からの距離を定めたものである。」 
と記載されていますので、これらを尊重して計画をつくる

べきものと考えています。 
 滋賀県における原子力防災懇話会では、放射線と距

離、風の関係について 
  「放出される放射線は、風下に行くほど拡散し線量が

減少する。最も高い線量になるのは 
    ○地表面放出 
    ○F型の大気安定度（穏やかな、空気の澄んだ気

象条件） 
    ○１ｍ／ｓ程度の風～ほとんど無風に近い（秒速

１ｍの風） 
  の場合で、拡散が少ない時である。」 
と説明されています。この放射能が到達する濃度につい 
ては、原子力安全委員会作成の「発電用原子炉施設の安全 
解析に関する気象指針」によって、気象観測の方法、計算

式等が示されております。計算式内では、風速を「U」で
表現していますが、この風速は分母の位置にあり、簡単に

言えば、風速だけとらえると５ｍ／ｓの風になれば放射能

の濃度は１ｍ／ｓの５分の１以下となるものです。 
（例えれば、煙は風がないと煙の塊が流れるが、風が強 
いと拡散して煙の濃度は薄くなるようなもの） 
 よって、風速が強ければ強いほど、米子市に濃度の高い 
放射能が飛んではこないことになります。 
仮に気象状況が変わったとしても、防災対策の基本的事

項は既に盛り込んでいますので、現在の計画で十分である

と考えています。 
 

国の防災指

針に従い、文

書の変更な

し 
（基本的応

急対策等は

既に計画に

盛り込んで

おり、現在の

計画で十分

である。） 



３ そもそも、「案」の「予

測される影響等」を前

提にすると、屋内退避、

住民避難等の避難対策

そのものが不要という

ことになり、防災計画

そのものが不要という

ことになってしまう。 

国や県の見解は前記のとおりでありますので、4ページ
の「２予測される影響等」の文書の下から４行目の 
 ○「判断される。」を「判断されている。」と修正 
します。 
また、米子市としては、計画（案）の 4ページ下部に 
「島根原子力発電所において、異常事態が発生した場

合、市民の不安が高まるとともに、地域に混乱が生じ

るおそれがあることに十分に留意する必要がある。」 
と記載し、この計画の作成を提案しているものです。 
いわゆる、万に一つこのようなことが起きた場合のため

に、事前の計画を考えているものです。 
そのため、 
○ 「しかしながら」の後に「市は」の文言を追加し 
○ 「必要がある。」の後に「と考えている。」を追加

し 
て、その他の記述はそのままとさせていただきたいと考え

ています。 
 

計画案の 4ペ
ージの「予測

される影響

等」の文書に

ついて、 
左 記 の と

お り ３ 箇

所 
を修正、追加

します。 

４ 「外部全身被ばく線当

量１０mＳｖまでは、
「人体に影響がない」

としているのは問題。 

医学的見地では 
 「放射線の人体への影響について、放射線を大量に短時

間に被ばくすると障害が現れるが、全身に２００ｍＳｖ

以下の放射線を受けても臨床学的な症状は現れないも

のである。」 
とされていますし、前記１の記載のとおり「１０ｍSv は
同表や計画案資料２の屋内退避を検討する予測線量の表

からも「１０ｍSv からが屋内退避等の措置の検討」とさ
れています。 
これらにより、技術的に起こりえないような大事故が起

こったとしても、人体に影響するおそれはないと国の指針

等で示されているものです。なお、同一文書は、鳥取県地

域防災計画【原子力災害対策編（島根原子力発電所）】に

も、記載されているものです。 
 このように、国の専門家等の意見は、米子市として尊重

すべきと考えています。 
   
（例～６．９mＳvは、CTスキャンの放射線量） 

文書の変更

はなし 
（国の専門

家の意見等

は従うべき

であるので、

問題である

とは考えて

いない） 



５ 災害対策本部の設置時

期が遅すぎる。 
 
「案」では、災害対策

本部の設置時期を「内

閣総理大臣が原子力緊

急事態宣言を発出した

場合等」としているが、

この段階では「すでに

住民の生命、身体に被

害が生じているおそれ

がある」のであり、そ

の時点での対策本部の

設置では、事故時にお

いて迅速な対応が不可

能である。市の防災計

画において、法の定め

る年間被ばく線量の１

mＳｖを参考に、独自
の基準を定めるべきで

ある。実際、宮城・福

島・新潟・福井・島根・ 
愛媛の各県では、もっ

と早い時期（国が緊急

事態宣言を出す時期よ

り）に、対策本部を立

ち上げるよう基準を定

めている。 

米子市の計画案では、国が定めている特定事象発生の場

合、いわゆる５マイクロシーベルト毎時以上が検出された

場合等の時には、１１ページに記載しているように米子市

災害警戒本部を設置することになっています。 
さらに、１１ページの「市災害警戒本部の設置」の文書

の中には、 
「特定事象に至らない場合であっても、対策を行う必要 

があると市長が認めたときは、市災害警戒本部を設置す

る。」 
と記載しています。 
 これにより、米子市は、最低でも５μ（マイクロ）Sv
毎時以上では、必ず情報収集や各種対策を組み始めるもの

で、これに至らなくても世情を良く見極め、市長が認めた

時には警戒本部を設置するので、１mＳｖ以下でも対策を
とろうと計画していますので、今の計画で十分な対策がと

れると考えています。 
また、次の段階である米子市災害対策本部の設置につき

ましても、「市長が認めた場合」は前記と同様に設置でき

ますので、災害対策本部等の設置が遅すぎることはないと

考えています。 
 なお、法の定める年間被ばく線量の１ｍSｖを参考にと
ありますが、福井県の場合で言えば、この年間の被ばく線

量の１ｍSVを超える可能性があると評価されれば、その
地域までのモニタリングの範囲を拡大するという計画で

あり、災害本部の設置に関する基準ではありません。島根

県等も災害本部等の設置の基準は、国の指針に従ってお

り、今回の米子市防災計画の基準と同一のものでありま

す。 
 

文書の変更

なし 
（国の基準

に従ったも

のを原則と

し、市長が認

めた場合は

それ以下の

数値でも警

戒本部等を

設置できる

ようにして

いる。） 
 

６ 事故等についての情報

を中国電力から直接得

るようにすべきであ

る。 
 
「案」では、事故等に

関する情報を鳥取県を

介して得るようになっ

ているが、迅速な対応

のためにも、中国電力

から直接得るようにす

 中国電力㈱米子営業所と、本年５月１９日に「災害時 
における連絡体制及び協力体制に関する確認書」及び「覚

書」を取り交わし、停電やその他の事故に関する連絡が直

接米子市役所に入る体制を確立しました。その時に、平日

や休日・夜間等の緊急連絡先等の連絡表も取り交わしてい

ます。 
   

文書の変更

なし 
（ご意見の

とおり、５月

１９日に中

国電力㈱米

子営業所と

直接、事故等

の情報の連

絡体制を確

立した。） 



べきである。そのため

に、連絡体制について

中国電力と「安全協定」

もしくは「事故連絡協

定」を結ぶべきである。 

７ 防災訓練の実施につい

ての要望 
 
「案」第２章第１１節

で防災訓練の実施につ

いて定めているが、訓

練計画の策定におい

て、住民参加の訓練を

実施するよう要望す

る。 

防災訓練につきましては、毎年１０月６日に市内の小学

校数校を対象として、小学生やその地区の住民の方等を対

象に実施しており、さらに各地区の自主防災組織等におけ

る独自の訓練等も随時実施しています。今後も原子力防災

も含めた講演、訓練を実施していきたいと考えています。 
 

文書の変更

なし 
（毎年、実施

している防

災訓練等を

継続してい

く。） 

８ 原子力防災に関する知

識の普及と啓発につい

ての要望 
 
「案」第２章第９節で

「原子力防災に関する

住民等に対する普及と

啓発」について述べら

れているが、これを実

施する際、「事故が起こ

る可能性は低い」とい

うのではなく、「事故は

起こる」事を前提にし

て、そして「その際に、

その被害を最小限にと

どめるためにはどうす

るのがよいのか」とい

う観点での「知識の普

及と啓発」を行ってほ

しい。 

原子力災害の基礎知識等の普及と啓発に関する事前広

報は、大変重要なことと考えています。 
 本年度におきましては、米子市は、新防災マップを作成

する予定としていますが、その中に災害時の心得等も盛り

込んでいきたいと考えており、また原子力災害に対する基

礎知識的なものも盛り込んでいきたいと考えています。 
 今後、いろいろな機会をとらえて、住民の皆様には広報

をしていきたいと考えていますし、各種広報媒体を使用し

て、基礎知識の事前広報もしたいと考えています。 
 当然、普及と啓発については、市民の生命、身体、財産

の保護のために、いざという時にどうすればいいのかとい

った知識の普及に努めたいと考えています。 

文書の変更

なし 
（普及と啓

発は重要な

ことであり、

有効性があ

るように努

めたい。） 



９ この計画の中に核燃料

輸送に関する予防対策

と応急対策の記載がな

いので、これを記載す

べきと考える。今の状

況であれば、核燃料輸

送の事前の連絡は米子

市にはないものの、万

が一事故が起きたら、

避難等も考えられるの

で、「どのレベルの事故

で、災害対策本部を設

置するのか？」「事故が

起きた場合の避難はど

うするのか？」「防護服

は整備されているの

か？」「核燃料輸送の事

前の情報を入手し、そ

の使用道路には一般車 
両は侵入させないよう

な措置も必要であると

考える。」ので、これら

のことを詳細に計画に

記載するのがいいと考

えるものである。 
 
 
 

核燃料輸送につきましては、その輸送計画が不明である

ため、予防計画が立てられないのが現状であります。 
 また核燃料物質等の運搬については、「核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」「核燃料物質等

車両運搬規則」「核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険

時における措置に関する規則」等により定められていま

す。 
 万一、放射性物質の漏えい等の事故が発生した場合に

は、原子力事業者又は原子力事業者から運搬を委託された

者により、原子炉等規正法に基づき、必要に応じて、救出、

消火、立入制限区域の設定、汚染、漏えい拡大防止対策等

の緊急時の措置が行われるとともに、国より放射性物質輸

送事故対策会議の設置、国の職員及び専門家の現地への派

遣が行われることとされている。 
 これにより、計画案１９ページの末尾に  
 「第１０節 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に 
対する応急対策 
市は、当該運搬を委託した原子力事業者、国、鳥取 

県、防災関係機関等と協力して、以下の初動対応を踏

まえつつ、前節までの災害応急対策に準じた応急対策 
を講ずるものとする。

   １ 当該運搬を委託した原子力事業者のとるべき

措置 
     原子力事業者の原子力防災管理者は、特定事象

発見後又は発見の通報を受けた場合、１５分以内

を目途として、鳥取県、事故発生を管轄する米子

市、警察署、消防署等に事故の発生等の通報連絡

をし、また原子力事業者は、運搬に係る事故が発

生した場合、直ちに現場へ必要な要員を派遣し、

運搬を委託された者、事故発生場所を管轄する警

察署、消防署等と協力して必要な応急措置を実施

するものとされている。 
   ２ 市の措置 
     事故の通報を受けた市は、鳥取県と相互に協

力、連携して事故状況の把握に努め、事故現場周

辺の住民等の安全を確保するために必要な措置

を実施するものとする。」 
を追加して記載する。 
 なお、このような場合に市は、原則として、米子市災害

警戒本部を立ち上げ、この計画に従って情報収集や応急対

左記のとお

りの文章を

第３章災害

応急対策の

最後に追加

する。 



策をしていくものです。 

10 安定ヨウ素剤につい

て、計画の中に記載が

ないのであるが、安定

ヨウ素剤を米子市は整

備する気はあるのか？

今後、何かの規則など

で定めて、準備するの

か、それとも市内の病

院等に準備してもらう

気なのか？ 
できれば、他市のよう

に各学校や公民館等に

安定ヨウ素剤を配付し

て、がん予防などに備

えるべきと考える。 
 
 

ヨウ素剤につきましては、計画案の７ページの「第２章

災害予防対策 第７節救助・救急体制等の整備」において、 
１行目の「市は、」の後に 
 「鳥取県や防災関係機関と連携しながら、原子力防災

資機材やヨウ素剤の整備に努めるとともに、」 
という文章を追加します。 
米子市は現在、ヨウ素剤を保有しておりませんが、今後、

どの程度ヨウ素剤を購入し、どこに配布するか等について

は、県や防災関係機関の状況、本市の今後の防災全般の情

勢を鑑みながら、随時、検討していくものと考えています。 
 
 

計画案の７

ページの「第

２章災害予

防対策第７

節救助・救急

体制等の整

備」において 
 左記のと

おり 
の文章を追

加します。 

 


