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I経済産業省資源エネルギー庁放射性廃棄物対策課 からの文書による回答1

12月22日（火）に開催予定の「特定放射性廃棄物および最終処分地に関する会合J事前質問への回答

事前質問［昨年の会合から引き継いだ質問項目｝

質問1・住民の意志確認と自治体へのアプロ、ーチについて。 f一度反対した地域でも、時間の経過とともに
自治体の意向が変った場合は再度申し入れる可能性がある。 Jと、 6月20日に経産省・多国明弘氏が発言さ
れた。地元合意がないままに文献澗査相当の調査をしないと約束できるのか？

質問 1) - 6・受け入れ反対の意見書などが採択された自治体への再度申し入れに f時を経て自治体の意
向が変わったらJ行く可能性があるとのことだが、どの程度の時間経過で、どの様に f自治体の意向が変わ
ったJことを確認するのか？

く回答〉

O申し入れの前後に自治体とどのような調整を行うかは、現時点で具体的に決まっていませんが、いずれ
にせよ、自治体の意見を無視して厨が調査を押し付けるようなととはありません。

質問 2) -2・北海道条例があっても科学的有望地の指定・絞り込み対象から外れた訳ではないと、 2014
年6月にNUMO西塔理事が発言した。今年5月22日の処分地選定方式基本方針の閣議決定後、本年度の新たな政
府見解として、最終処分地指定・絞り込みおよびこれに関わる科学的有望地の選定の問題と、北海道条例の
関係についてはどのようになっているのか？

く回答〉

O科学的有望地については、現在、その要件、基準について、総合資源エネルギ｝言問査会において専門家
による論議を行っているところであり、特定の地域の緩いを申し上げる段階にはありません回

｛昨年の会合から引き継いだ質問項目］ -8 

－国は特定放射性廃棄物の総量管理についてどうとらえているか？

〈回答〉

0我が国のエネルギ｝自給率や現在の電カ需給、化石燃料の輸入額の場加、 CO2排出等の問題を踏まえれば、
原発という選択肢を放棄することは難しいと考えております。

0高レベル放射性廃棄物は既に発生しており、処分地の選定は重要な課題です。その解決に向けて、闘が
前面に立って取り組んでまいります。

質問 1) 1・処分法そのものについて国民の意見を問い直すべき時ではないか？そうした検討はされてい
る缶、守

1) -8・最終処分事業における「可逆性Jの担保に関連して。事業そのものを見直す場合の規定につい
て、必要な検討はなされているのか？

く関答＞O最終処分事業は長期にわたる事業であることを踏まえ、最終処分を計画的かっ確実に実施させ
るkの目的の下で、今後の技術その他の変化の可飽性に柔軟かっ適切に対Itする観点から、基本的に最終
処分に関する政策や最終処分事業の可逆性を担保することとし、今後より良い処分方法が実用化された場
合等に将来世代が最良の処分方訟を選択できるようにする。このため、原子力発電環境皇室備機構は、特定
放射性廃棄物が最終処分施設に搬入された後においても、安全な管理が合理的に継続される範簡内で、最
終処分施設の閉鎖までの閥の廃楽物の搬出の可能性（回収可能性｝を確保するものとする、どしています。

質問 1) 2 

・前回会合で l予定はない」とされた、地層処分に否定的・肯定的な専門家を同数、同時開発言させる形式
のシンポジウム開催は検討しているか？

く回答＞



0現時点においては予定しておりません。

質問 1)-4・5

1) -4・附武隈・北上・根郵II沿岸、また鹿児島県大限地域を含め、現在有力候補とされる地域はあるのか？

また、そうした地域への文献調査と概要調査の可能性とスケジュールについて示されるか？

1) -5・当該自治体に知らせることなく、文献調査相当の調査を行う可能性はあるのか？

く回答〉

0科学的有望地については、現在、その要件、基準について総合資源エネルギ｝調査会において専門家に
よる論議を行っているところであり、特定の地域の扱いを申し上げる段階にはありません。

質問 1）ー 7・処分地選定方式に、公募方式と科学的有望地の指定・絞り込み方式の阿方がある意味につい
て説明されたい。 （一部報道では選定方式が f転換された！としているため、混乱を招いている。）

くl回答〉

O高レベル放射性廃棄物の最終処分に向け、 2000年に特定放射性痴薬物の最終処分に関する法律｛最終処
分法）を制定。最終処分事業の実施主体として、原子カ発電環境撃備機構｛問問）が、 2002年から調変受
け入れ自治体の公募を現在も続けています。

0これに加えて、国が前面に立って取り組むとの新たな基本方針の中で、 NUMOの活動の状況を踏まえ、国
が翻査への協カを自治体に申し入れるプロセスが新たに追加されました。

｛昨年の会合から引き継いだ質問項目110 

－国外での特定放射性廃棄物最終処分の可能性について、現在の政府見解は前回会合時点と変わらないか？

5) -1・圏外での検討について、その後、認識に変化はあったか？

く回答＞O放射性廃棄物は、 f発生した闘において処分されるべきj というのが国際的な共通認識です。
わが国が批准した国際条約（使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約）においても、 f放
射性廃棄物は、その管理の安全性と両立する限り、それが発生した図において処分されるべきj とされて
いることから、自国内での最終処分地選定を進めていくこととしています。

質問6)-4・再処理事業を行う認可法人を新たに設立し、日本原燃に再処理を委託する案が審議されてい
ると耳にするが、事情を詳しく説明されたい。

く回答＞O陸上に公開をしている総合資源zネルギ｝認査会電力。 tiス事幾分科会原子力小委員会の下に
設置された原子力事業環境滋備検制専門ワ｝キンググル｝プ｛以下、 『ワ｝キンググル｝プlという。）
の資料を御線認ください。 http：／／帆肌meti・怨ι主会盟単旦笠年話L髭ゑ誕盟L

質問 6) -5・国民が既に負担している再処理費用に関しては、どのように回収するつもりか？

〈問答＞Oワ」キンググル｝プでの議論では、再処理に要する費用は、現在と同様に、引き続き原子力事
業者が負担する方向で検討が行われています。また、既に原子カ事業者が積み立てた費用についても、引
き続き、再処理の実施に活用するとととしております。

質問 6) -6・電力自由化で、 9電カ以外の新電カと契約する利用者に関しては、利用者負担分として再
処理費用を負担してもらうのか？

く回答＞O今回のワ｝キンググル｝プでは、御指摘のような議論は行っておりません。



[NUMO原子力発鑓環境整備機犠への再質闘と回答I

4 最終処分地の原子力災害対策重点区域（入口から50m）について。

水平坑道の末端で事敢などがあった場合、環境に漏れ出す危険性がないと雷い切れるのか？

回答4 地下級設において鹿軍基体の織送固定置を行いますが、これらの綾備には多重の安全対策を絡します＠それで

も、震源長失、火災、水没などの起因事象を想定した上司5、安全対策がもしも機能しなかったと仮定した評価を行ってい

ます。その結果、廃棄体が損傷しないことを確認しており、溺えいに護る危険性除纏めて低いと考えています。ただし、

万が一、漏えいした場合に備えて、放射性物質を除去するフィルターを備えた異常時へ対応する換気設備を準備するこ

となどを脅えていきます。

5 翰送・Jii'，！入時の放射性廃諜物及び処分総設の防災対策と、前提となる事故シナリオについて開示されたいの

回答5 輸送時には、放射性廃薬物Iま専閣の惑裁に封入さ:hoiます。この容器l;i:放射線をしっかり選議するとともに、

火災、水没、落下おどに対しても健全性を確保できる容擦を用いることが義務付けられています。

処分施設における防災対策とシナリオについては、上穏にて記載したとおりです。

なお、鍛入された藤議物語旨キャスタから取り出し、オーパーパックヘ封入する場合についても、務下や電瀦苦量失による影

響がないように設計します。

6最終処分地に関する原子力有事の際の賠償範闘など、現在わかっている範闘で説明されたい。

（前回は原子力損醤賠償補償契約と隠子力損害賠償責任保険契約の上限についてのみ言及）

回答6 法律上、NUMOも原子力損害の賠償に闘する法律の対象となる。具体的にi弘 B喜子力損害賠償檎鏑契約

（政府補償契約｝及び顕子力損害賠償責任保険契約｛露関係険契約｝のニつの傑隙について、法律に縫い加入する予

定。その擦のよ限額Iま施行令で定められており、第一種特定放射性廃棄物は24自健何、第二重量特定放射性鹿築物Iま

40億円となっています。
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[JAEA日本原子カ研究開発機構からの陸答1

※JAEAには特定放射性廃棄物を封入する際、fキャニスターに何がどのくらい入るのが通常なのか？』と

12月 22自の会合当日にも、うかがっていましたのに、質問の文震を作り変えて回答されました。

”廃棄物中の物質がガラス箇化することで「lまぽ』均質に分散する”などとして

『固化体の健全性に影響はないJと確からしい根拠もなく希望的観測を述べておられることが気にかかります。

また、「lまぼ」との畿寝からは、安定的に品質を保涯できているとは感じられません。悶答をご確認ください。

尚、この回答の後、「特定放射性廃棄物をごうス固化体lこする場合、キャニス世一内に封入される中身はどのようなレペ

ルのどんなものが、どんな盤、入れられるのが通常なのか？」と追質問しています。（綴ゴ造問題研究会）

12月22日の勉強会での質問について

平成28年 1月14臼



間1.製造したガラス周化体のうち廃棄物量が少ないとはどういうことか、それは安全上問題ないのか。また、廃棄物量

が標準の固化体と少ない随化体中の量の違いはどの程度か、廃業物量が少ないガラス題化体はどのくらいの割合で

発生するのか。

答：ガラス園化体I主、廃薬物｛核分裂生成物等｝の合宿傘が標準で約15叫%となるように調整しているが、炉内のガラ

スを金量抜き出した状態から運転を開始する騰は、炉肉で捧放射性の模擬物質を告書かしてから廃棄物とガラス際斜を

供給し徐々に廃棄物の含省率を高めていふこのため運転開始初期においては廃棄物の含有感が約10wto/o未満と

なるものもある。廃棄物｛核分裂生成物等）の含有還が少ない場合でも化学的組成がほぼ一定になるように燐楽物の模

擬物質（非放射性）を加えて調整していることから、核分裂生成物等の含有量が少ないものであっても、ガラスの安定

性I志一定に傑たれており、安全上の問題はない。廃棄物畿が少＆いガラス闘化体はおよそ100本製滋毎に2血 3ヨ暴

発生する＠

防止ガラス題化体中の廃棄物が非均質になることはあるのか、非均質になった場合の影響l立。

答：E器薬物中のI哉とんどの元泰はガラスに均質に瀦ける。腐金膝元言語(JU,テニウム、パラジウム毒事｝はガラスに溶け難

〈、ガラス中に小さな粒子として析出するが、ガラス中にほぼ均一に分散することから、箇化体の健全性には影響Iまな

い＠

間3：東海再処理で処理したふげんMOX燃料の冷却期間l立、どのくらいか。貯蔵期綱中の安全対i立。

答：東海再処理施設で処理したふげんMOX鱗斜の平均冷却期闘は約側通事＠貯蔵抜、U02撚斜と闘機iこ、崩壊重患を

除去すると共に放射線をさえぎるため燃料貯蔵ブールの水中で行号。

=================================== z 田＝＝＝＝＝孟

[2016年t月舘岡国土交通省からの回答錨果1

国土交通省への再質問していたことに対する問答

悶1・室蘭に停泊中の核燃料輸送船「欄栄丸Jについて

今後、運輸局がどのように管理、監督し、この事業に関連するのか

回答1 闘土交滋省Iま放射性物質の海上輸滋に際して、船舶安全法等に基づき、船舶の定織検査や輸送前の安全確

認審査等を行っていますa

・閲栄丸についても、船長所有者から定期検査等の申請がなされたとき、又I主船長から鎗送の申請がなされた憾に、検

査・審査を行います。なお、関栄丸の管理・監督については、箇土窯通省ではな〈、文部科学省等が行『っています。

閑2・11月27,28日に室蘭でrクリアランスレベル廃材利用プロジェクト』（原子炉等金属廃棄物利用プロジェクト）に関

する住民説明会が開催されたが、国交省として、今後はどのように、このプ口ジェクトとの関わりを持つ可能性があるか、

あるいは、まだ何もない場合l立、見通しをうかがいたい。

回答Z 国土交通省として当餓プロジェクトとの関わりはありません。また、関係する見込みも現在ありません。

間3・核燃料等の移送lこ係る労働者の被曝基準について、パブコメが出されていますが国民からの意見をどのように活

かしますか？
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回答3 核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における錯置に闘する規則の一都改正については、お寄せいた

だいた御意見を踏まえて、改正の検討を行っています。

間4・庫労省や規制庁に労働者の被曝基準について管轄する部署課があると，思いますが、どの部門と、どのように連携

しますか？

回答4 核燃料物質等の事業所外患般に係る規制については、隠子力規制庁及び麗土交通省等が所撃しており、必

要に応じ連絡調整等しています。

問5・核燃料等の移送のl様、実際の労働者の被爆の過酷想定をどのようなものとしていますか？

回答5 線路料等の輸送を行う事業者において適切に敏射線障害を防止することができるように敏射線防護計闘が策

定されており、閣土交通省として労働者の被ぽ〈想定を行うものではありません。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

I日本原総への質問に対する回答l以下に続く別紙

、
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：／：守 Hl5トン1

3.貯蔵官きでも高！，ψべJl車十リチウムを砂品じZいるかるもL人 4年目？議で蒋怒瑚Jた場合lこ11.. I 
更に一角いiノベ：11，のf・ ＇）チウム放出lこなるのではなt>i）首？ ｜ 

アクティブ縦長自制Jト＇）チワム/ill出翼手査につl可 l主アタテ－（7試験幸路一番lζ記載してt治。ま

た、 4主手品郊の場合的トリチウムc救出自主射能量iこついご1志事業；指定申請書｜ζ添付書受昏t
f第 4.2トー5 図トリチウムの捻定年間前出震JI ；：言と戦t，ておりv 気持続築物とL，で 1.~iX10W:'.q、

液体廃棄物ιLて 1.3X101i.l8qであるき

斗”E主燦締ままのi既レペJlo放射性i莞棄物ゴノテー：ht:H+ ii縦員間；懇〈本年6月発覚：）Iζついて～現場校）！

責任機紛ら人保安措置が不十分だ？た貯井原悶今後（I)対閉じコいてj説明段れたい。 I 

当社l::LT園苓できる結閣では萌しし

5酔

場日本原燃のウラン；.I/!!滅工場1；：：おける放射性国i主持軍紫灼（／）1宝議官湾設見ifii町 1；：：よる見通ごL,

自1月初!li，発覚ll；：：~コv,·c.保安続出量！が続いTt··，た望号rs9·L~図E今憾の対事告について説明

きれたt，守（このような事：猿が続いて~たt:t 己・ことl主主義務まIt：寂びその駐留主体之して信頼

を損なう.，）

窃配管の押さえ金具の；芋Z雪上がりは過去にもあり、抜き打ち1免資・v：不良Lか見掠tfむ古、ったことを

反省して＂主国 l立金書空検査iζ切り替えたと聞いています号これは原子力安全・保安陵時代の検

査が開設いであったこと毛認め仕上での調査明Jょうか・・？当時的調査関係者lζ司、で処分害事

を発表すべきれずは執泊、T

O ：本i守l::t，放射性国体廃棄物お＼ 1宗安銭安lζ定めらf'lた廃棄1磁空tH'I却場所｛管理区域

i唱で｛賭1されてい7にものです骨さ当(ltJJ!射t胴体際棄物！こrn持官製・1W援！，,1ζつL可 1:c1..• 

これまで慣陣可lζ1Tわれていたものでありh 保安予見J定母内容J;::i裳反t，ているという五識が
不足おりました令 4

4話再処理随設の哩込金物的問題1ζついては、平銭15年J；：：も悶緩め事象台1発生し調査を行

っておりますむそめ除目、問題担＇.iilii諒された施工業者とそれtlタ1,J)施工業者を分類する

等の計耐を策定し調査を1壬いました白今間当腐の調査iζおいて、それJ;,¥yf.主L・て施工業者



が施工し国繍lζおいて、問領が磁立されたことからも当日朝）健主役首筋初方；去のh妥当

性を含めて、今1受l，っかりと確言1診を行ってL母／c.1いと考え“ζおりますや l

7，重大亭故発生め可能性と被害O)'f:k_ぷ範留め想定、その附議対策はどのよう1 ；：~塁走して1 ほ i
カ宮尾同号されたいQ 色 I 

新規制基準において、業大事故lζついては、その発生め可能性という観点ではなく‘発生する

おそnn性じ間接1ζその発生主制止する、好次を防止すξ等制昔読を議じるこむう1出来ること

を安全審査において説明しTl..、.§.ρ

I e“拾うス回H；を試みた除：I；：生じるヱラーiζlまどのよツ訟もめがあり、それぞれ何ヰlζ一本的指疫I
I T生仁、どこでどのようIζ保管されているか・：・ • • I 

ア:Jテfコタ試験E製iiきし去と刀ラース聞i七体1ま ;346/$L"あり、製造しY，二万ラス闘IU本は主主てま君主J

iζ貯蔵されている。ら

アクティフ試験Tl造し士二万ラヌ闘fti本It.. 3斗5惨である9

事者＠l,t.＝ガラス図flJ本l立主主て貯蔵されている。 f

主唱.；ID@程Iζあいて、際結’i髭：m,誌が主主主七したJj'ラス国il~l宇·＼c'J'E主導霊力、少おいガラス悶fti本／）＇＼）＼~］

何日本発生いてv，るがk これらもjj'で・ス国il-:f主として：必要事ら綬J干lま満足してt渇骨

10町六，＇.，f麻専；':/1,型理工4塁lD’霊大苓故想定母一つI;:,r;l草L，・ぺJl,・]

力，＇＼;:,If,る力1色筏：夜が蒸発し鞄燥L・一E闘E主る之令 う表現iま、起こ円H尋る最潜＇.））李擦， ci歯小1ζ表E更t,I 
ていると惑、L；三主すb；碍B農”！線発と！草なモ主（j~. 1のでI＿，ようj旨、Tオ ｜ 

家主帯主因lζついては、規制同盟枯れて1制限諮であることから·－－ ~U乞して回答でする車姻

ではない告なお、薬事基乾留の前段階として、；t列車事象lま発生する。

高［，－ベ：JI,晶子互の蒸発事三間事故の除＼放出吉れる敵皇翁定量については、現在幸喜3事：中。〉営業審

査I；：おいて説明レでいる。 4



本格移動で日常菌句1；：：放出される放射性核融J)重量動愛・放出形態鼠体・制的、及びその事費

墳是3響評価！こコ＼.IT！立、年関税引尚として、事業指定申請書I；：添付郡豊訂正記重宝している。ま

た事薬指定申請書（））参考文郎としで号｜！罰t，でいるll'専処理施設l己おける放射性物欝め挙動1

1草、国玄図書路1；：：.おtもで会閉じている否 J

行ラヌ国iti：本t:!.YHζ再処ま型施設から発生する国体高宣言辞約1.:J:.Ll下のおどり｛数蜜lま主手

間（｝）;l宅生室主｝。

事 i!Il,,-r・えJl,if/:1$富廃液め乾燥地理ぬ約1750ヰL

()D J議活持の主要分解生威。偽記＇］ 15自主主、

感樹＇lt窺蜜管制駈片及（J'.:!i}';fヰ集合／$：端末！守約40白木1

9 チャン：主.H，ボックス・＿＿,,;---J-・7.1[,,t;イズン約55四本

母雑闇f$廃棄物納431)日本、

J：拍剖爵j幸援棄物l.:J:.＿いずれも？切理する使用済事瀞十の冷まll:1i自問IC:よヲて数量が変動す

るものでIJおーい。

J 1仏関連総誤の防災計画と避聖圧の具体策1；：：ついて合六ヶ所校総随設lζ間Jて想定される事政＂.，，－ I 
｜ アリオと問辺住民.ill幾重等の対策i正どめようにおョアbり、とめf棋頻度で訓練がなされている i
i点、＇？. I 

2当社どして悶：~でぎξ，範闘でIJ式互い。 i

七百：＿：＇.＿＿一一二二二二二二二二二二二二二二二二ご二 j



鼓露盤袈掛から2

I 2.オ｝パ・－）1、c/Jの完成度当tl!!fif.する非破壊安首長（（）方放と隠証度確認I；：ついて、誇織を奈され 1

I 'k.t ',. I 

当titーして回苓でぎる戦闘ではない向

金翠2ス踊U：稔の品筒lζコ~

巨三宮唖軍空型自主亙~型L二二］
jjラヌ回日f:f；対よ @I禁制稔分裂さ主E主的等知会宥率を－~巨額聞とするよう溜紙管理を／':r·：：，でt 、

ふ廃棄物成分の合有事b具体的数1箇I；：ーコl,-c1:r ..商業機l't:Iζ議Mlするため回答1語、まit

Iv母

ト袋号まのjjラス国H:f主封入を行ぞ品目分lこ露J置の成"J'rJ:iiつまらないよラiζ定期的I;::Jjラスだけを；:if[

いし、そのた制ζ:/jラヌ国化体力主1lfilf；お二IとIζ雰・t3・；る迫感1ζなaる，E槻！•. Iたかi¥.:hi立通常的ことら吻

1；かT

当社が公開しているガラス固it~鵡造i ;:-j系る報告書1；：：百日数してt渇洗浄運転のことな指しておら

れると思うが、洗浄還転め際lζi本必草主主主廃棄物成分室ー持誌をιt,T)l'i;,f主した際立更を・jji空間するた

節、 jjラヌ闘il~t計図守 lζ＇if:,いで廃棄物成分が大きく異なを・ことiまない。

1｝：予叉闘ftl'主中的問jl:n'ラ叉重量l::L約 40)1ぇgT＂，ある 9高Lr'-':.H，／菟：IRE白書＇（；I])成分iCD1困却 •D含

有壁1；：・コl,';Tlt..商業後遺lζ詰さ告するた古b＠答できま位ん。

日豆~翌三画百両理E亙壬豆唖~~？
麟鞠中邸1詑んどの元素l胡ラヌlζ土摺I;::j容Itるe自主主主お璃（JI,，子二咋ム、パラジウム等）

iま:JjラスI；：：；：翻7錐ι:):jラス中I;::,Jーさな枝子tJンて析出するがもガラス中lζlまlま均一lζ対散する

ことから』図i！；散の陵会EtlZ:11影欝はなt・・,.

〆 t


