
陣用語寄み犠燃料最終嬉分地盤地鮫込み主関空益重責φ豆璽困l
以下の通り、この問題に関する第3回院内会合を開催いたします。つきましては、年末のお忙しい所急なお

誘いで恐縮ではございますが、ご参加戴けましたら幸いに存じます。この会合は、昨年7月29日、8月20

日に行った会合の事前質問及び当日の追加質問に対し、各政府関係機関から戴いた回答を受けて開催

するものです。事前に提出した質問項目が多いため参加省庁の担当官が回答している間は、不規則な発

言をお控えいただき、主催者の進行にご協力いただきますよう、お願い致します。

開催日時 2015年12月22日 10:00時から

場 所 参議院議員会館8109号室

呼びかけ主催団体核ゴミ問題研究会

核廃棄物施設の誘致に反対する道北連絡協議会

ベクレルフリー北海道、地方自治を考える市民の会

出席をご依頼した政府関係機関

文部科学省く原子力課放射性廃棄物企画室入原子力発電環境整備機構（NUMO）、日本原子力研究

開発機構（ JAEA）、環境省く原子力規制委員会〉、経済産業省く資源エネルギー庁核燃料サイクル産

業課入内閣府原子力規制庁、日本原燃株式会社、内閣府（原子力委員会）、国土交通省、厚生労働

省 、日本町発電株式会社跡的Kヘメマ了代制〈止しん刊誌）
会金金主筆
9 30 玄関前入場受付

10: 00～主催者挨拶
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参加者紹介会の次第説明

吋引》弦間
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10: 10～政府関係機関からの出席者の方は部署課とお名前をお名乗り下さい（質問回答時にも）。

※どの時点かで、それぞれの官庁が担う仕事（区分）についてもお答えいただくべきと存じます。

質問項目への回答一事前質問の項目番号順 1～Bまで細かくは29の質問内容（別紙参照）

回答に対する追質問の時間を持ちます。

その場でお答えいただけない回答については後日、書面でお答えいただくようご依頼いたします。

く注意事項＞ 質聞の陛笠生盗主主主、御参加の皆様に下記の通りお喧ど丞」主主阜

この度の会合は交渉ではありません。情報交換の場として捉えてていただき、次回の話し合いに

つなげたく思っております。

－当日は、強い口調や乱暴な言葉遣いのご使用はお控えください。

・進行役の進行にご協力ください。発言者の回答途中での野次など不規則発言はお控えください。

・質問や発言の際には、差し支えなければなるべく氏名と所属部署（団体）をお名乗りください0

・できる限り、どの省庁に対する何の質問なのかを明確にしてください。

・皆様それぞれにご意見がおありでしょうが、短い時間の問に先方から多くの情報を戴きたいので、

今回の会合は核ゴミに関係する省庁に対し、主に質問をし、お答え戴く場として御認識下さい。

マシオン恵美香ベクレノレフリー北海道代表電話.F,必｛ 0154-43-0697 

携帯 090・9436-8632 電子メール emika69@yahoo.co.jp 

深町ひろみ 地方自治を考える市民の会代表

携帯 090”1309”5075 電子メール optio1025163@gmaiLcom

鷲 見 悟 核廃棄物施設の誘致に反対する道北連絡協議会代表委員幌延町議会議員

電話・ FAX 01632・仔1961 携帯090・26961390

宮固まどか甜ii路市議会議員携帯 090-6440・1818 電子メール makimochi06@gmail.com

協力： 福島みずほ事務所電話 03”6550崎 1111 電子メー／レ mizuho・office@jca.apc.01・g

ど＼7



特定放射性廃棄物および最終処分施設候補地選定に関する会合 12月22日質問

I昨年の会合から引き継いだ質問項目I
1. 住民の意志確認と自治体へのアプローチについて。「一度反対した地域ても、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・多目明弘氏が発言された。

地元合意がないままに文献調蜜相当の調査をしないと約束できるのかり

2. 高レベル放射性廃液保管の量と場所、方法と安全性について、説明されたい。

3. TRU廃棄物保管の場所・方法・安全性について、説明されたい。

4. 女最終処分地の原子力災害対策重点区域（入仁iから50m）について。

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

5. 輸送・搬入時の放射性廃棄物及び処分施設の防災対策と、前提となる事故シナリオについて開示されたい0

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

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

7. 輸送時の安全性について（六ヶ所村への最初の使用済核燃料搬入時、搬入終了後に、中性子遮蔽剤が抜けていた

事故が発覚した。労働者への中性子被曝があったのではないかり） 日本における使用済核燃料輸送業務開始時

から現在に至る、移送時の安全性担保・労働者被曝軽減のためのチェック項目と手続きについて説明されたい。

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？

9. 昨年7月25日、 JAEAの報告書案によれば、地下 lOOOmへ直接処分が可能と NHKで報道された件について。

ワンススルー方式は技術的に可能か？

10，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？

1）最終処分地選定プロセスについて

1. 処分法そのものについて国民の意見を聞い直すべき時ではないかっそうした検討はされているかり

2. 前回会合で「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、何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？

3. 乾式貯蔵等、地層処分以前に行うべき地上保管の方法・場所・安全性について、どこまで調査研究が進み、どの様

な検討を行ってし、るか？ （女－4)

4. 阿武隈・北上・根釧沿岸、また鹿児島県大隅地域を含め、現在有力候補左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？

5. 当該自治体に知らせることなく、文献調査祁当の調査を行う可能性はあるのか？

6. 廃棄物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「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「自治体の意向が変わった」ことを確認するのか？

7. 処分地選定方式に、公募方式と科学的有望地の指定・絞り込み方式の両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「転換されたjとしているため、混乱を招し、ている。）

8. 最終処分事業における「可逆性」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:i..)



盈盟星盟題
1. 三者協定締結から23年が経過している。地下施設埋戻しの具体案を示すべき時期と考えるが、現時点でのロードマ

ッフ。はど、のようなものか？

2. 北海道条例があっても北海道が科学的有望地の指定・絞りこ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、新たな政府見解では、最終処分

地指定・絞り込み及びこれに関わる科学的有望地選定の問題と、北海道条例との関係については、どのようになって

し、るカミ？

3. 11県延及び瑞浪の地下研究施設にある坑道の埋戻しまでの具体的・現実的なプロセスと期限設定を示されたい。

義知~0／.き数縄；議制寸 ごのがt村吉？よIiすかりレ？）t¥t＼＼ラ
跡ケ所核燃サイクル施設・最長処分事業及び必言mi連業務について’ 例制る校章二jz.,.1< 

1. 六ヶ所再処理工場で再処理した核燃料は、使用済み燃料として貯蔵されて何年目であったか？

2. 貯蔵後でも高いレベルのトリチウムを放出しているが、もし、 4年貯蔵で再処理した場合には、更に高いレベルのトリ ＼ 

チウム放出になるのではないかつ ／タ 止0x-1，叶 ＼ ？日以 牛 、険物 の寄制約iZゆザ、

3. 大原燃輸送の低レベル放射性廃棄 が屯必m問題体年6月発覚）について、現場の責任機関から、保

安措置が不十分だった期間・原因・今後の対策について説明されたい。

4. 女日本原燃のウラン濃縮ど協における放射性固体廃棄物の違法管理と規制庁による見過ごし（11月初め発覚）に

ういて。保安規定彦訴え続していた期間・原因・今後の対策について説明されたい。 冶 ＆与問
（このような事態〆品売してきたとしうことは、業務主体及びその監督主体として信頼を損なう。）

配管の押 炉浮き上がりま過去にもあり、抜き打ち検査で不良が見抜けなかったことを反省して今回は全数

検査に切り替えたと聞いています。これは原子力安全・保安院時代の検査が間違いであったことを認めた上での調

査で凶か？当恥調査関係者同叫分官房jべ~マf~な山ノイ離初匿lz"'1{!骨
5. 現在、ガラス固化できていない高レベル放射性廃液は、東海及び六ヶ所にそれぞれ何立方メートルずつあり、どこで 剣

一一どのように保管され、どの様な防災措置が取られて同か？ ft' 
'>-6. 重大事故発生の可能性と、被害の及ぶ範囲の想定、その防護対策はどのように想定しているか説明されたい。 ） 
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7. ガラス固化を試みた際に生じるエラベこはど、のようなものがあり、それぞれ何本に一本の頻度で生じ、どこでどのよう

に保管されているか？ ＼→防笹川J;j'.史的ゃ｛説法則
8. 女六ヶ所再処理工場でのガラス毘化体製造試験で生じたエラーにはど、のようなものがあり、それぞれ何本に一本の

頻度で生じ、どこでどのように保管されているか？また、東海再処理工場ではそのようなエラーは発生しなかったの

ι一一一一一~乙一一9. 六ヶ所再処理工場の重大事故想定の一つに、「帯石市販融ι蒸発乾 Jという項目があるが、廃液が蒸発

し乾燥して固まるという表現は、起こり得る最悪の事態を過小に表現していると感じます。沸騰・爆発止はなら,ta;いの

でしょうか？ y 後訪れ私Y¥｛，砂 防）・事宝す

10. 女高レベル放射性廃液の蒸発乾園事故の際、蒸発して環境中に漏れ出す放射性物質の種類と量、風等によって運

ばれた先の地域住民会の健康影響さ避難対安

その開芯iι際どそは当初申請通り再丸岡里まず4年貯蔵した場合と、原子力規制委員会での審査で採用された再処

理まず；fi )j;:i;蔵の場合と、二つの想定をもとl斗て示していただきたい。 （回中知）
11. 女融通事業の本格稼働で日常的（；：放出される放射性核種の種類・量・放出形態（気体・液体）、及びその環境影

響評価に いて、詳細な資料を示されたい。 1日であるいは l年分でどのような各種の放射性物質がどれほど環境

中に放出量れる見込みと予想されているかりこの開示に際し司）， 4年貯蔵と15年貯蔵の2パターンで示してくださ

) ，（四十知；~.芸手） ゐ仰すい（設劫初
,llis 1°'1，長 崎→ I~年＼『 ι？で／ r 縦十的~1.,;Ji益事

どき＞ ' ci≫J 却幼波艇中し生j{ pi,~《ニt11'!掬E喝ψ



12. 女sootの使用済み核燃料から、再処理によって 1000本のガラス固化体の他に生ずる、各種低レベル放射性廃棄

物及び廃液について、その種類と量の詳細を書面と共に示されたい。

この開示に際しても、4年貯蔵と15年貯蔵の2パターンで示してください。

13. MOX燃料加工等、その他の核燃サイクル施設の稼働による汚染評価について解説されたい。

14. 活断層・火山について指摘されている六ヶ所周辺の立地条件評価に関して説明されたい。

15.女再処理事業の経済性に関して。再処理した場合と、しなかった場合における、安全対策等を含めたコストの比較

評価について、試算を示し、説明されたい。

16. 大高速増殖炉の実用化が遠のいているが、使用済み核燃料から出る回収ウランとウラン濃縮工場から出る減損ウラ

ンは、どのように利用する方針なのか説明されたい。

17 ..再処理事業を経営が安定しているとは思えない機関に依存し続けて良いのかり売電の自由化による顧客離れ

について、どの様に予想しているか。

認可法人化を検討しているが、予定通りに創業するかどうかに確信が持てますか？

18. ＠再処理事業を経営が安定しているとは思えない機関に依存し続けて良いのかり売電の自由化による顧客離れ

について、どの様に予想しているか？

21. 

かねば刷、年数）、再処理される場合、専用再処理存の特徴ほの危険性についてんように想酎るか？／
ψI ,, ·~ - - f 沌・ 一、~－ι 、 μ 

ぬ件
4）輩量生盤宜主食む荷の移送に関する労働者の就労環境と被爆線量の法規定 調~i,翠
1. 11月11日まで行われていた核燃料物質等の運搬作業者の緊急時に係る手続き・被曝に関する基準を規定する「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Jの一部改定案についてのパブリックコメント

募集について。公募した国民の意見はどのように生かされる予定なのか？ u川崎辻1.-;i,

2. 核燃料輸送時に関連省庁に許認可申請を行う民間企業にエイ・ティ・エス株式会社があるが、園内にこのような企業

はいくつあり、労働者の被爆対策はどのように取られているか？

3. 日本における輸送業務開始時から現在に至る、移送時の安全性担保・労働者被曝軽減のためのチェック項目と手

続きについて説明されたい。上記のパブリックコメント募集で、核燃料物質輸送業務従事者の被爆線量限度と緊急

時における手続きの法的規定が変わる見通しと知ったが、どのような被曝状況を想定しているのかり

4. 上自己の意見募集が行なわれた規則の改定案において、核燃料物質の施設外運搬における緊急時の被曝上限とし

て、皮膚についてlmSv、目の水晶体について300mSvという数値が示されていたが、これらは昭和 46年の勧告当時、

どのようt.t1反定及び計算のもとに算出されたものか？

旦量盤基金
1. 国外での検討について、その後、認識に変化はあったかり

（モンゴルほか海外の可能性はないと8月初日の会合では経産省が回答、派遣団の存在を否定。）

士喜一
2. オーバーパックの完成度を担保する非破主要実験の方法と確証度確認、について、詳細を示されたい。

3. イギリスへの委託分等、再処理を海外委託していた使用済核燃料の残りが戻ってくる、今後のスケジュールについてo

いつ、ど、のくらいがどのような責主となって戻ってくるのかり

く4く〉



4. 海外に再処理・加工などを委託してし治使用済核燃料が未処理のまま戻ってくる場合があると伺った。これまで、そ

の様に未処理で戻されたものは何トンで、委託分の何唱にあたるかり

旦主豆堅金三
1. 経産省は9電力会社と日本原電に対し、使用済燃料貯蔵容量の増大を要請したが、 f原発依存度の可能な限りの

低減」と矛盾するのではないかο
2. 「もんじゅをJAEAにまかせられないjと田中委員長が発言した件について。他に候補となる会社があるのかつあるい

は新規起業の可能性があるのかつ

3. 「もんじゅjの管理・運営を巡って原子力規制委員会が文部科学省に対し、異例の勧告を行うよう決めた件について。

( ¥ どこが代わりに担うのか？担う機関があり得るのか？そうした機関があればもんじゅを運転可能と規制庁・文科省は考

えているのか？

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。

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？

6. 篭力自由化で、 9電力以外の新電力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？

7. 再処理工場の完成度が疑われている六ヶ所再処理施設で、無事故で再処理できると断言する根拠はり

8. いつ事故が起きるかわからない場所で再処理する理由について、費用負担者となる国民に分かりゃすく説明してく

ださい。

,V 'X7i,／／千二茎卒討品川五ぺもんじLるLr/,IS!}. 

£'c_k尚道雲氏払伽悼す；ゑ小J事政昔、事側、し

高叩もきし判官室う初v:1i台 lえ材~）

S-XrPo 'Jo ¥-!J ／日ヨスト

機鵡メ
4メur持のも命令長こY亀
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平成26年7月29日

［特定放射性廃棄物地層処分に関する政府としての取り組みと見通しについての質問］

質問項目

1今年度、原子力に関連する各政府関係機関では、核ゴミの地層処分または貯蔵施設の適地候補指名に

ついて、どのような手順、どのようなスケジュールで進めていく予定なのか？

2使用済み核燃料の貯蔵、加工、輸送など、それぞれの過程における有事の際、紡災・避難に係る責任所在

について、原子力発電所以外の施設に関しては、自治体あるいは管轄省庁の部署課が明確ではない。

どの動作が、どの部署課管轄となるのか？

3法律的には、使用済み核燃料の取り扱し、についてどのように規定されているのか？

政府左して最終処分地について、有事の際の防災計画・および避難についてのおよその考え方を示してい

るのか？ （現在は協定を結ぶ受け入れ自治体にさえその責任が課せられていないように見える。）

4核ゴ、ミの最終処分によって環境に与える影響について、どの程度の時間的経過と経路で環境に出てしまう

可能性があると考えられているか？

その場合、いつ、いかなる場面で、どれだけ、その時点の住民に影響するのか？

また、影響（被害）の及ぶ範囲はどの程度を想定しているのかり

5 一定の時間経過の後、キャスクなどが崩壊したとき、はたして天然のノザアによって放射性物質を封じ込める

ことが可能なのか？（オーバーパックは1000年も耐久可能なのか？）

6 r貯蔵・再処理、および最終処分費用に関する質問」

①電力各社が毎年、使用済み核燃料の貯蔵・再処理、および最終処分に関して支払う固定支出は莫大な金

額であり、これらの支出によって電力各社の経営は相当圧迫されているのに、毎年自動的に相殺されてい

る前払い金の金額に、相応しい実績が上がっていないのではないか。

②国策として原子力発電を推進するならば、核ゴミの始末に関しては国が責任をもって解決するのが筋だった

のであり、各電力会社が既に日本原燃に支払っている再処理前払い金、原子力環境整備促進資金管理セン

ターへ毎年納入する積立金などの支出の負担については、国が救済措置を図るべきではないか？

また、その救済方法について検討されたことがあるか？あるいは可能性はあるか？

③使用済燃料が再処理されずに地層処分されることになった場合、これまで日本原燃に支払った再処理前払

金を含む再処理料金、及び、原子力環境整備促進資金管理センターに積み立てている再処理等積立金

は払い戻されるのか。

7全国の原発から青森県六ケ所村に移送された使用済み核燃料のうち、これまで総量で、何%にあたる

何トンが、実績として処理されたのかつまた、これらに累積でこれまでどのくらいの費用が投じられたのか？

8使用済み核燃料の取り扱いに関連する法改定の準備はあるかワ
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地方自治を考える市民の会 深町ひろみ

核廃棄物施設の誘致に反対する道北連絡協議会鷲見悟
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