
【政府交渉】

福島第一原発汚染水と原発再稼働問題

福島第一原発の汚染水は深刻な状況が続いています。タンクからの漏えいが絶

えず、護岸の地下水の放射能濃度も上昇を続けています。放射能測定のミスが

指摘されていますが、測定も原因究明も東電任せの状況が続き、原子力規制委

員会は再稼働審査にど、っぷりつかっています。一方で経産省側の委員会では、

処理水の意図的な放出について検討が続いています。

政府交渉では、汚染水の深刻な現状を明らかにするとともに、東電任せではな

く、国が直接的に対応に動くよう、放射能の放出によりとれ以上海洋汚染を進

めることがないよう求めていくため、集会および政府交渉を行いたいと思いま

す。汚染水国際署名の提出も行います。

。日時:20 14年 3月4日(火) 13:00~15:40 

事前集会 13:00~14:00 

政府交渉 14 ・ 10~15:40

。参議院議員会館B1 09 

。主催:グリーン・アクション/FoEJapan (エフ・オー・イー・ジャパン)

/おおい原発止めよう裁判の会/美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会

/原子力規制を監視する市民の会/福島老朽原発を考える会/グリーンピー

ス・ジャパン/ノーニュークス・アジアフォーラムジャパン/NoNukes Asia 

Actions 

。問合せ・ 090-8116-7155 (阪上)



汚染水と原発再稼働に関する政府突渉

質問事項と交渉のポイント

O. 署名提出 <5分>14: 10~14 ・ 15

1 福島第一原発の汚染水問題の実態についてく25分>14: 15~14:40 

2014年 3月 4日

政府交渉主催団体

( 1 )今年 2月 19日に明らかになった H6タンクからの漏えいの原因、その原因をもたらした体

制上の欠陥、及び抜本的な対策について明らかにされたい。

(2) H4タンクについて、昨年 10月 17日の放射能濃度の急上昇と高いレベルが継続した原因及

び今年 2月 16日の放射能濃度急上昇についての原因を説明されたい。

( 3 )福島第 原発護岸の No.I-16の観測値が昨年 11月以降急上昇を続け、全ベータで 300万

Bqを超えている件について、原因と対策について説明されたい。とれだけの高レベルの放

射能が海に流出していないかどうか、その具体的な判断の根拠について説明されたい。

( 4 )東電の全ベータの測定値が過小に誤っていた件について、東電が正しかったストロンチウ

ム 90の値を公開せず、誤っていた全ベータの値だけを公開していたのはなぜか。

( 5 )昨年日月 19日に明らかになった H4タンクからの 300トンの漏えいについてィ放射能の濃

度は、実際にはいくらとみているのか。

( 1) H6?lンクからの漏えいについて

[確認点]今回判明した東電の対応状況・体質では事故は起、こるべくして起こったのではないか。

この状況・体質を放置した規制委員会や経産省の責任はどうなるのか、規制委員会や経産省の

体質ではないか。警報の対処には、タンクが逼迫しているという状況が反映しているのではな

いか。この状況を抜本的に改革する方策を立てる必要があるのではないか。どう考えるか。

φ起こったことの実情一以下を基本的に規制委員会は認めている。

故意かミスかは不明だが人為的な弁操作がなされていた。東電はヒアリングを行っている。

2月 24日の汚染水船及び 26日の規制委員会では、その場合でも大規模な漏えいは防げた

はずだとして、①警報がなったのに十分な監視をし

なかったとと、②ポンプを止めず、警報の誤作動と

判断したこと、@移送先の水位の監視をしていなか

ったこと、など指摘した。

警報については、移送元でも移送先でもないタン

クの警報だったととと、 14時の警報後、 15時と 15

時半に見回りをしたが漏えいは見つからなかったこ

とから、警報の誤作動と判断した、との回答。規制

庁側からは、タンクの周辺だけではなく、上部もみ

ていれば見つかったのではないか、もっと頻度を上

げるべきだったのではないかとの指摘。

東電は、タンクについて、 95%で最初の警報が鳴

り、ポンプは自動的に止まり、その後、手動でさら

に継ぎ足し、 98%で次の警報が出る手前まで汚染水を入れる運用をしていた。規制庁は 95%で
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の運用はできないのかと指摘。

移送先の水位監視については、水位が上がりすぎたらポンプを止めるという監視しかしてお

らず、水イ立が土がらない場合の対処はなかったという回答。
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女 (2)H4エリアの観測井戸 E-1の放射能濃度の急上昇について

[篠認点]

画訂

関 E"

昨年 10月 17日に E-l放射能濃度が急上昇し、高いレベルが 1ヶ月以上継続し、その後低下

している。との原因は何か。どれかのタンクの漏えい以外に考えられないのではないか。

今年 2月 16日にも放射能濃度が急上昇しているが、その原因は何か。

この汚染水はどこに流れていったか、確認できているか。

この事態について、原子力規制委員会や汚染水対策 WGで議題にさえなっていないが、それは

なぜか。
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( 3 )福島第一原発護岸の観測孔の状況

[確認、点]

観測孔 1ー 16で全ベ

ータ濃度の急上昇が起き

ているがその原因は{可か。

最近の上昇傾向から見

て 1号機か 2号機のター

ビン建屋から新たに流出

しているためではないか。

昨年末以降、湾外の放

射能測定値が上昇してい

る。全ベータで 10Bq/且を

超えている。

2号機家傑No.1-16銭綴子L金Aー曹の推移

この汚染水は海に流れ

出ているのではないか。

流れていないという保証

はないのでは。
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( 4 )東電の全ベー舎の測定値が過小に誤っていた件

I確認点]

護岸の放射能濃度について、東電が昨年 7月採取の水について全ベータの濃度を 90万ぶグレル

/L i::公表したが、実はストロンチウム 90が 500万へやクレル/L、全ベータで 1，000万イクレル/Lだっ

たというのは事実か。

このような虚偽の発表をしたことについて、規制委員会の指導・監管責任はどうなるのか。

2. ALPSについて < 10分 >14:40~14:50 

2. ALPSの処理水の扱いについて、どのような検討がなされているのか。薄めて海洋に放出す

るのを認めるのか。それだけ大量の放射能を海に捨てるのは許されないのではないか。

[確認点1A L P Sで処理した大量の汚染水を海洋へ投棄することは許されないのではないか。

3. 汚染水問題に対応する国側の体制について <10 分 >14:50~15:00

( 1 )国側で、汚染水対策のために、現場に常駐しているのは何名か。どのような作業を行つ

ているのか。

( 2 )東電が行っているモニタリングや線量評価、汚染水漏えいや放射能値上昇の原因究明と

対策等について、医は、問題を指摘するだけでなく、責任を持って実行すべきではないか。

( 3 )沸騰水型の審査がはじまり、規制庁は再稼働審査の人員を増員したというが、何名増員

したのか。汚染水対策は増員したのか。再稼働審査より汚染水対策により多くの人員を割

くべきではないか。

[確認点]再稼働審査を中断して、規制l委・規制j庁の人員を汚染水問題に投入すべきではないか。
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4 再稼働審査について <30分>15 ・ 00~15:30

( 1 )福島第 原発では、現に高濃度の汚染水が漏えいし海洋汚染が問題になっているが、と

れと同様の事態が起こるのを防ぐために、新規制基準ではどのような条項が具体的に設け

られているか。実際にどのような対策が事業者から出され、どのような審査がなされてい

るか。

( 2 )基準地震動が、津波基準で想定する地震動と二重基準になっている件について、日本の

地震についての特性を踏まえた武村式で評価すべきではないか。

( 3 )各原発の基準地震動策定にあたっては「入倉式に限らず様々な手法で評価するととが重

要jというのが 1月初日の参議続議員会館での規制庁の見解だった。武村式を含めて様々

な手法での評価を震力会社に指示したのか。その結果はどうなっているのか。

(4 )重大事故の有効性評価について、 JNESによるクロスチェック解析が行われていないのは

なぜか。

( 5 )規制委は、審査書案を優先的に作成するj京発の選定を行うとしているが、上記の点から|

も、とても審査書案を作成できる段階ではないと恩われるがいかがか。 I

女(1 )福島第一原発では、現に高濃度の汚染水が漏えいし海洋汚染が問題になっている。

① 原子力規制委員会の組織理念では、委員会は「事故の教訓|に学び、二度とこのような事故

を起こさないために、・・・設置されたJとなっている。「このような事故 1が汚染水では解

明されているか。

② 蓋翠遡嘩ljIlでは、福島事故で起とった宣塗丞盟盤、土りわけ海洋への放出防止のために具

体的にどのような条項が立てられているか。

③ 金盟主主では汚染水の海洋への流出を防ぐためにどのような赴笈が画策されているか。

関西電力が 2月 18日の審査会合に提出した対策

1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等

[要求事項]

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の藍皇室並劃するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されている

こと。

I整備状況I

本要求事項に係る手順を以下の通り整備してい

放射性物質の拡散を抑制するため、大容量

ポンプにより海水を放水砲を用いて建屋の

損傷箇所に放水する手順、海洋への汚染水

の拡散の抑制を図るため、取水口および放

水口にシルトフェンスを設置する手/1頃を S

， A所達に整備している。
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(2) ~ (4) は回答を確認。

( 5 )審査書案を優先的に作成する原発の選定について

[確認点]状況を確認する。どの原発も、とても審査書案を作成できる段階ではない。

5 ，地域防災計画がまったく不十分な状況にある件についてく20 分 >15:30~15 ・ 50

( 1 )要援護者の避難計画は一切具体化されていない。とのような状況で、事故が起とれば、住

民の安全を守ることはできないのではないか。

( 2 )十分な原子力防災計画や避難計画がない状況で、審査をパスすることはあり得るのか。

( 3 )自治体や事業者による防災計画や避難計画の実効性及び申請書との整合性は、誰がどの

ように判断するのか。

女(1)要援護者の避難について

-国の指針では、要援護者の避難は早期・優先的に実施となっているにもかかわらず、全ての自

治体で具体的な避難計画はできていない。これでは、「避難弱者」の切り捨てになる。

I規制委員会等が自治体に指示する内容1cr原子力災害対策指針j より)

要援護者 5 km閣内 (PAZ) 30 km圏内 (UPZ)

警戒事態 避難準備

(例:立地県で震度 を指示

日以上の地震発生)

施設敷地緊急事態 I難実施を 避難準備を指市

[例 ECCS作動を必 を指示 -ヨウ素剤の服用準備(配

要とする冷却材漏 布等)を指示

えい発生]

全面緊急事態 避難実施(移動が困難な 避難準備(屋内退避)の実施を指示

[例・炉心溶融] 者の 時退避を含む)を -ヨウ素剤の配布・服用の必要性会

指示 規制委員会が判断。(原災本部/地方

-ヨウ素剤の服用をJJl('f 公共団体の指示で服用) [30 km圏外

力災害対策本部/地方公 も基本的に同じ。指針 P55]

共団体が指示。[指針 P55J
ーー----ーーー--戸ーー ---ーーーー 圃ー固目白血ーーーーーーーー目 F ーーーーーーーーーーーーーー【ーーーーーーーー

[放射能放出後] • O. 5mSv /h以上で避難実施を指示

【確認点]

• r原子力災害対策指針j で、要援護者については、早期・優先的避難となっていることの確認。

同指針では、要援護者の避難の準備や実施は、「国が自治体に指示j することの確認、

各自治体で要援護者の避難計画が策定されなければ、指針の実効性はないとの認識でいいか。

各自治体を支援するため、国は何をするのか。

(2) (3) 防災計画と再稼働審査

() 重大事故シナリオでは、約 20分で炉心漆融開始となっている。 PAZ内の住民は、炉心溶
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融の状態では、すでに「避難の途上Jという回答だった。

[確認点]

この場合に、「避難の指示」は誰が、どの時点で出すのか。 20分以内の具体的時点を確認。

指針では、 30km圏内住民は O.5mSv/hで「避難の開始Jとなっている。被ぱくを前提として、

住民の安全を守ることができるのか。

女 兵庫県知事ほ 2月 27日の県議会で、若狭の原発から約 100  km離れている神戸市にブ。ルー

ムが到達するのは、「最短で 2時間Jと答弁している。指針では、国が自治体に対して「ヨウ素

斉Ijの服用準備(配布等)Jや「服用j を指示するととになっている。

との場合、 2時間以内にヨウ素剤の服用が必要となる。

しかし、国の指針は PPAについては、未だなし。

(ハ)プルーム通過時の被ぱくを避けるための防護措置を実施する地域 (PP A : Plume 

Protection Planning Area)の検討

. . . P P Aの具体的な範囲及び必要とされる紡護措置の実施の判断の考え方については、

今後、原子力規制委員会において、国際的議論の経過を踏まえつつ盤宣し、本指針に記載す

る。(r原子力災害対策指針 P37) 

[確認点]

① 短時間内の一斉服用を可能にするためには、あらかじめヨウ素剤の備蓄・配布が行われてい

なければならない。各自治体からの切実な要請にもかかわらず、フ。ルーム対策(ヨウ素剤の備

蓄・配布・服用等)の指針PPAを未だ示さないのはなぜか。

② 服用にあたって医師の関与を条件とするなら、(仮に備蓄・配布が済んでいるとしても)2時

関内の広域一斉服用に際して、医師はどのように立ち会うのか。

③ 福島では、町長の決断によって配布・服用された三春町を除き、県が備蓄していながら住民

に届けず、服用の指示も出さなかった結果、高率で甲状腺異常が発生しているととをどう考え

るのか。どのように教訓|化したのか。

④ 各自治体のヨウ素剤の備蓄・配布体制について確認しているのか。

⑤ 国のブルーム対策の指針 (PPA)なしには、住民の安全を守ることはできないのではないか。

安住民の安全を守るのは、政府・自治体の責任

[確認点I
3. 1 1では要援護者の避難は困難を極めた。実態を把握しているか

実効性のある避難計画がないまま、再稼働で大事故が起こった場合、住民の安全は守れない

と認識しているか。
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(補足) 放射性物質の(海洋への)拡散防止 に関する法規

φ設置許可基準規則 55条(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)

第五十五条発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵糟

内燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するた

めに必要な設備を設けなければならない。

0解釈第55条(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)

1第 55条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備Jとは、

以下に掲げる措置又はとれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。

a)原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。

b)放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応できるこ

と。

c)放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水することが可能な

こと。

d)放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、工場等内発電用原子炉施設

基数の半数以上を配備すること。

e)海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備すること。

φf実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要

な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準J (審査基準)

1. 12工場等外への放射性物質の拡数を抑制するための手順等

I要求事項】

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

[解釈】

1 r工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手順等j とは、以下に規定する

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。

a)炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至っ

た場合において、放水設備により、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要

な手順等を整備すること。

b)海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順等を整備すること。

。SA所達

重大事故等発生時および大規模損傷発生時における原子炉施設の保全のための活動に関す

る所達

rSA所達j は主に各種「事故時操作所員IjJで期待している安全機能が喪失した場合に、

主として可搬型設備を用いた代替手段を提供することを目的とした手順

(資料3-2 大飯3号炉及び4号炉 重大事故等の発生及び防止に必要な手願書・体制・

教育の整備について、平成 26年2月 関西電力、 ) 
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