
111向原発再稼働組止腕肉爽渉集会

~規制零G)響勢と111向原発G)再稼働審査を問う~

0日時 :2014年5月29日(木) 1 4 時~ 17時

O場所:参議院議員会館 8108会議室

0スケジュール

14時

14時15分-15時

集合{議員会館ロビーで遜行証を渡します)

事前説明会

1 5時 -16時半 規制庁交渉

1 6時半 -17時 総括集会

0内容

. r新規制暴準」について

・川内原発審査の地震リスクについて

. )11内原発審査の火山リスクについて

.)11内原発審査の地質について

. !l1I勾原発の原子力防災・避難について

~ ...0紹介議員:参議院福島みずほ議員

。応援参加: 向原祥隆さん(反原発かごしまネット)

広瀬隆さん

山崎久隆さん(たんぽぽ舎)
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5月21日の福井地裁による大飯原発の運転差し止め命令の素晴らしい判決をパネに、

規制委・規制庁を追求しま主与

主催:再稼働阻止全国ネットワーク

問合せメール info@阻止adososhinet.sakura.ne.jp

TEL 070・6650・5549、FAX 03・3238開0797(再稼働阻止全国ネットワーク宛と明記)

(東京都千代田区三崎町2・6・2ダイナミックピル 5Fたんぽぽ舎気付け)

1 



原子力規制委員会への質問(事前に送付)••• 
5月23日 再稼働阻止全国ネットワーク

私たちは、昨年の 6月、本年の 1月に院内交渉集会を開き、原子力規制委員会に質問・申入れを

してきました。 1月の質問については5月 14日に原子力規制庁から回答をいただきました。それ

らを踏まえ、改めて f新規制基準j による審査について、及び川内原発の地震評価、火山評価、地

質評価、住民避難について質問します。

5月29日にご回答いただきたくお願い申し上げますユ La .悶喧"(/ Iを!::，. ，品少

川、Fぬま舵~~開資7Jヲド崎小町J 勺.及戸司吋~

1 r新規制基準j について(予定時間 10分) づか同?与
( 1 ) 当初、「新安全基準j と呼んでいた基準類を『新規制基準j と名称を変更したげはなぜです

カミ?

(2) あなたたちは過酷事故が起こることを前提にした基準と平然と主張していますが、福島事

故後の今、それが二度と起きない f安全基準iがつくられるのがもとめられてしよるのではな

ど主主主ヱ何故「安全性j を唯一の基準とする基本姿勢を放棄したのですか?

(3 ) 安倍首相らがくりかえしている規制委の基準は f世界最高Jという、かつて問中委員長ら

がくりかえしていたのと同ーの主張について、今、規制委はどのように考えているのです

か? あなたたちのいう「新規制基準Jと「世界最直iよ且どういう関係にあるのですか?

(液御機縁，) • ~~涼況 C ヴラ又蔚主 . 
H 地震リスクについて(予定時間 20分) / - - -131aH折 寸 l'l開
1 国会事故調の追跡調査無しで f努扱撞準Lを作った理由は平 川 t吋".，司』 旬手
イチェア事故について、地震による配管破断があったかも知れないと推定されていたのに、その ‘ 

調査無しで f新規制基準」を作ってしまったのはなぜですか?

国会事故調が f本事故の直按的原因は、地震及び地震に誘発された津波という自然現象であるJと

し、「事故の主闘を津波のみに限定すべきでないj としているのですよ。

2 イチェフ事故は地震による配管盤監;o;JJj( IEI ? 

国会事故調がLOCAの原因が地震による配管破断の可能性を述べ、例えば木村俊雄さんが雑誌

岩波 f科学Jll月号で論文「地震動における福島第一 1号機の配管漏洩を考えるj でそう主張

しています。規制l委はどう考えているのですか?

f東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会J(2013年 5 月 ~11 月、

5回開催)は、地震による配管破断について何らかの結論を出したのですか? なぜ、第5回 (2

013年 11月)以来検討会が中断しているのですかワ

3 基準flli震動は事業者丘主主主

川内原発の基準地震動の策定根拠を説明してください。規制委はこれをどう評価しているのです

か?

2000年代以降に起こった次の地震は、基準地震動を超える地震でした (2004年に起きた

新潟県中越地震では2516ガル、 2008年の岩手・宮城内陸地震では岩手県一関市厳美町祭時

で4022ガルを記録した。また新潟県の柏崎刈羽原発が 2007年の中越沖地震で停止してしま

ったときは、構内にある地震計が記録した加速度は 1500ガルにも達していた)。

この現実を考える左川内原発の基準盟墨盈立主旦互生息主主旦ι企主主主主のではありません

) I )内d 修跡ふ=7，失火時市i・議長重持制d仇つの
/ 制茸&也"，'2....鈎、r、 / 



戸l銅命dレ d 
砧334bF9え;j() /"(/ )、 1"角 6込O.JíJ~1 レ 赤軍ヰ知事〉

かい..，--J '7qヌタ与ヅ 711し øV~+>ヒ
4 地震国日;本で稼働しでも安全? ' ?>7.ょ3・7レ耐尉盟主d
活断層だけが大地震を起こす訳ではありません。 2000年の鳥取県西部地震、 04年の新潟県

中越地震、 05年の福岡県西方沖地震、同じく 05年の首都圏を直下型地震として襲った千葉県北

西部の地震、 07年の能登半島地震、 08年の岩手・宮城内陸地震などは、すべて活断層として政

府がマークしていなかったし、特に 11年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)は海溝型地震

で、イチェフ近くに活断層があったから大災害になった訳ではありません。 えをヌ1¥7トrレ
地震国日本で原発を稼働しでも安全と言えるのですか? ~市一円 l 

知千尋ヲz!'¥ク十lレ5 地震応答のシミュレーション結果の評価は:iEGい ? 叩 4 ワ，-. .." I 

3次元地下構造の把握と地下構造の地震応答モデ、ルの正当性は誰が保証するのですか? 事業

者任せでいいのですか?

6 大飯原発稼働差し止め訴訟の福井地裁判決で地震評価基準を見直すべき

5月21日の福井地裁判決を受けて今後の評価を見直しますかワ

判決は、 250km圏内の住民に原発運転で具体的な危険がある、安全技術や設備は確たる根拠の

ない楽観的な見通しに基冶、き脆弱、地震の際に原子炉を冷やす機能と閉じ込める構造に欠陥がある、

基準地震動を超える地震が来ない根拠はなく、それに満だない地震でも重大事故が生じうる、福島

原発事故ぱ最大の環境汚染、としています。 ‘ (凪滞L AA 

I/' I ク、 S 納倒品、血 k~包 zHANI
/6告 白 i'広~梓句Y歩~ハム.4 !li L 

E 火山リスクについては 0分) 〓内) tI'V判決耳

( 1 )火山噴火予知連絡会長の藤井敏偏東京大名誉教授は「我々は巨大噴火を観測したことがない。

どのくらいの前兆現象が起きるか誰も灼らないj と発言している (5月 8日、朝日)。この発言を

どのように受け止めますかワ ¥¥ydシト

(2)福島みずほ参院議員の質問主意書に対する 5月 13日付の政尉答弁書には、「巨大噴火につ

いては、その前兆を捉えた例を承知していないが、一般論と」ダは噴火の規模によっては、地下

からのマ、グマの供給量が大きく増加すると考えられると:;:，..6/.I也殻変動等の監視を行うことにより、

噴火の前兆を捉えることが可能な場合もあると考ネbfLるJ との記載がある。

この答弁は、前兆を捉三左伊i主よ承知Lよいい リ にt制空らず、「一般論j とことわったうえで、

;>1')， 事実上、捉えることができない、少
v 

なく ノ也、捉えることが不可能な場合があ益とiめiいる。また、 5月 21日の定例記者会見にお

い桜田中委 は「カルテラ 火については人類はきちっとした観測はやっていなし、」と発言し

ている。だとするならば、再稼働を認めたうえで、いくらモニタリングをしても、巨大噴火による

リスクを回避することは困難と言わざるを得ない。

これはすなわち、「立地不適Jの条件にあてはまると考えるがいかがですか?

( 3)九州電力は f)11内原発の運用期間中の巨大噴火の発生可能性は十分小さい」としている。し

か1ぜ火山学者からは、「巨大噴火の危険は考慮する必要がないほどに小さいと判断する基準が、

火山影響評価ガイドに示されていなしリとの批判がなされている。小山真人静岡大学防災総合セン

ター教授は「唆昧かっ怒意的な基準と言わざるを得ない。 12~13 万年前以降に動いた活断層上へ

の原発立地を不適とする明確な基準とは対照的である。活断層上がダメなら、同じ期間i内に火砕流

が届いた場所も当然ダメにしないとつじつまが合わなしリ (4月 30日、静岡新聞)と指摘している。

こうした指摘をどう考えるのですか? ~ 危州管nIsc体のもl震芭号室ま
( 4)藤井敏嗣東京大名誉教授は「海が軽石でびっしりになり、冷却水の取水口が詰まったり、船

問一円桝白島村F時→働協~fJT)"jÏJし



が動けなくなったりする可能性もあるJ(5月 8日、朝日)と指摘している。規制委員会は)Ij内原

発の再稼働審査において、こうした可能性について、具体的ピ検証しているのですか。

(5)島崎邦彦委員長代理は規制基準の火山観測の項目について、 fもう少し具体的な書き方が必

要J(5月 18日、朝日)と述べ、充実させる必要性を認めている。そうであるならば、少なくとも

川内原発の審査を中止して、規制基準の改定作業を先にしっかりと行うべきではないのですか?

(6 )島崎委員長代理が「火山の専門家による会合iの必要性を認めたに色関わらず、規制委員会

は川内原発の再稼働審査と切り離し、あくまでモニタリング結果の評価についての参考材料として

専門家会合を開催すると媛小化↓ている。再稼働審査と切り離す理由は何ですか? なぜ、ただち

に専門家会合を組織し、火山リフミクについて真撃な検討念行わないのですかワ

(7)小山真人教授は「規制委員lは、実際に火砕流で埋められた原発に何が起き、どこがどの程

度汚染され、どれほどの被害が生tるかを厳密に検討した上で、原発の立地基準を数値で明確化す

べきである。また、本当に観測です知可能かどうかは、素人判断せずに火山噴火予知連絡会に諮問

してほしい。J(4月 30S，静岡剖聞)と指摘している。

この指摘をどのように受け止める φですか?

域的影ぬ月埼..(身f4~~~ti 印刷 A
N )Ij内原発の地質について (5分) 仰牛Ak"-;"11ι殉ゐ料)
O基礎岩盤の脆弱性は評価よしたのですか?

原子炉設置位置の基礎岩盤の脆弱性が指摘されていますが、規制委ではどう評価していますか?

原発の基礎岩盤の四万十層は、雨にも地震にも弱い西南日本の最外側に広く分布する、フィリピン

プレートに乗って南方から来た「付加帯Jの一部v

の大勢です。 ポLM為 'Ct4夕、て

V 原子力防災・避難川、て(1 5分) 伊Jb.~~1 科偽芭いそ吻
1 避難計画ができなくても再稼働するのですか? (鳥島イ信多制ノ
( 1) r避難計画lが不十分でも再稼働を認めるのですかワ

米国原子力規制委員会の前委員長グレゴリー・ヤツコ氏は「避難計画が不十分なら、米国では原子

力規制委が原発停止を指示するだろう」と指摘している。日本では再稼働を認めるのですか?

(2) IAEAが推奨する深層防護第 5層が不完全でも稼働を容認するのですか?

1月の院内集会の質問に「新規制基準に逓合したとしても、それが絶対に『安全である』という

ことを意味するものではなJいと答えられたが、であればこそ第5層の fレベル 5:放射性物質の

大規模な放出による放射線影響の緩和Jを完全にするべきではないですか?

(3)規制j委が準備している資料とは?

「指針Jを作っておきながら後は自治体任せの規制委。先日何らかの資料を出すと田中委員長が言

い、今規制庁で準備中だそうですが、どのような資料を準備しており、いつ発表するのですか?

(4)避難範囲UPZが30kmでは狭すrるのではないですか?

飯館村へのイチェフ事故の影響、福島事故時に米国政府は 80km圏外避難を指示したことを考

慮すると明らかに 30kmは狭すぎる。現に、今回のイチェフ事故で、栃木、群馬、茨城、長野、

静岡、岐阜、富山の各県に年間 lmSv汚染が及びました。また、 22日の福島地裁の判決では近

藤駿一前原子力委員長の「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描jから 250kmiこ影

響するとしている。
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都，，{や (ω)傾鍬:位脱 /0%投機斡凶作玖
(5)拡散シミュレーションのモデル検証は? ? tu、スノ

拡散シミュレーションのモデルの説明と検証をどのようにしたのかを明らかにしてください。

・拡散シミュレーションモデルの詳細を明らかにせずモデル検証もされていないのではないです

?トマ

・風は風向と風速で現わされるベクトノレであるのに、基準時刻以降の風向は基準方向にしたまま風

速データのみを使って評価している(規制庁防災課談)。これは非常に大胆な仮定です。モデルの

説明をしてください。

・評価基準の実効線量100mSvは高すぎるのではないですか?

-山国の日本列島で地形を考慮しないモデルは不適当ではないですか?

(6)原子力安全協定についても確認するべきではないですか?

「自治体と事業者との聞の話jで fコメントする立場にないJと考えているそうですが、そのよう

な態度は、深層防護第 5層の観点で考えても、 f国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全」

を目的に設置された規制委であることを考えても、義務を果たしていることにならないのではない

ですかマ

2 )11内原発の避難計画は?

妨災計画について、川内原発の対象 13市町村で策定済み (2014年3月31日現在)とされて

いるが、実現性はどうですか?

( 1 ) LII内原発に関する避難計画と訓練の状況を教えてください

(2) 緊急事態宣言の連絡は、事業者一>国一>都道府県・市町村とされていますが、イチェア

事故の経験を踏まえれば適切ではないのでは? . /'し d:J~~滞納
(3) SPEEDIを参考としてしか扱わないことに決めた理由は何ですか? (酔市φ日ぜ中
(4) 車の渋滞対策は考慮していますか? t4~~裕治 I ~. 
(5) 地震・火山などの自然災害による道路の使用不可を考慮しましたか? 片〓 ~'or d，fA'l渉
(6) 昨年 10月の総合訓練でもパス数台が移動しただけですが、実際に多数の避難者が自家用 1

車で一斉に移動する場合の検証をするべきではないですかワ / 

(7 ) 避難先の受け入れ体制はどうですかワ 駐車場は確保できているのですか? ~:舛:z1d~
(8 ) 要支援者の避難をどうするのですか? すもの?

(9) 30km留の避難時聞は22時間と予測された例がありますが、これで住民の被爆をFげ

るのですか?

(1 0)県と市町村について、専門家、首長、議会、住民の理解をどのように得られれば盟孟盟盤

持たと考えるのですかワ 併の'ltAe 、

以上、私たちの疑問にお答えいただきたくお願い申し上げます。/ 柄i{:<fJJ:う

紘伽のす事ゐゅ仇敬 静子協(皆後円兵参院
情tペう丈搾1乙 …/ 1f z~さ b MW.44F 

ハ吋， /::"¥ .• (汚名いト年1) 生 電 I ~ _，.. ~ "'"阿

活)(3)射YM尚子{~'jr的確b崎氏護府守俗?

当7iをdRt斗
併殺伐鵠すいゅう怖い


