
令 和 2年 9月 25日
さよなら原発ひたちなか市実行委員会 御中

学校法人はなのわ学園 御中

新日本婦人の会ひたちなか支部 御中

全日本年金者組合ひたちなか支部 御中

ひたちなか平和の会 御中

ひたちなか市生活安全課

東海第二原発に関する要望及び質問について (回答)

○要望 1

東海第二原発の再稼働に向け工事を堂々と進めている原電に対して,事前説明及

び意見交換 (第 2条),合意形成を図るための協議会の開催 (第 3条 )等新安全協定

を順守させ,協議継続中の工事進行を止めさせてください。

また,工事における新型コロナウイルス感染症防止対策のマニュアルと,全従事

者の日々の測定結果をホームページに公表し,異常が認められた場合には6市村に

通知し,工事を中断する確約を得てください。

【回答】

東海第二原発に係る対応における新安全協定の運用については,昨年 2月 の首長懇

談会において,6市村から「今後行われる協議は,新安全協定に基づく協議とさせて

いただく」ということを申し伝えています。しかしながら,その後,新安全協定に基

づく事前説明がないことから,こ れまで開催した事務レベルの連絡会等おいて事前説

明の時期について確認を行っており,去る6月 26日 に開催した「連絡会」において,

6市村から原電に対し,「新安全協定に基づく事前説明」をどのように考えているの

か改めて確認したところ,原電からは,「今後どのように進めていくか,自 治体側と調

整していきたい」との回答があったところです。このことから,市としては,現時点

において新安全協定の第 2条の運用には至っていない状況にあるものと認識 してお

ります。

また,安全性向上対策工事については,首長懇談会の場において,原電に対し,そ
の内容を地域住民に丁寧に説明することを求めています。原電は,今般の新型コロナ

ウイルス感染症の流行下において「理解活動の全体概要」を示したわけなので,対面

での理解活動においては,感染症対策を徹底することはもちろんのこと,知恵を絞 り,

様々な手段を活用した情報発信を検討するなど,積極的に理解活動に取 り組まなけれ

ばならないものと認識しております。

さらに,こ れまでの首長懇談会において,「今後,安全対策工事を進めたとしても,

最終的な6市村の判断によっては,原電側が想定しない結果もありうること,それら

を含め受け止めること」を申し伝えております。

本市といたしましては,引 き続き「原子力所在地域首長懇談会」の構成自治体と連

携のもと,新安全協定に基づき,適正な対応を図ってまいりたいと考えております。



○要望事項に関する質問

【回答】

要望1に対する回答のとおり。

【質問要旨】

1-1 東海村長は,新安全協定の運用は昨年2月 にスター トしたとの認識でいると

村議会で述べているが,ひたちなか市長の認識はいかがか。

1-2 東海村長は,新安全協定の運用について,原電にその考えがないことを指摘

し,今後は原電に対して新安全協定に基づいた説明 日意見交換を強く意識し,厳

正に対処していくと述べています。速やかに5市 1村長の結東を促し,原電と厳

格に渡り合い,新安全協定を順守させるようご尽力いただきたい。

1-3 新安全協定第 3条の協議会開催を求め,協議をとことん行い,協議継続中は

前に進めない約束の履行を求め,東海第二の工事が進行しない状況をつくる考え

を6市村が共有できないのか。

1-4 原電が適合性審査に提出 している敦賀原発 2号の活断層に関するデータを置

き換えられていたことが原子力規制庁によつて判明 しま した。東海第二に類似の

改ざん等がなかつたのか疑念を覚えます。原電に対 し,東海第二の工事を敦賀原

発 2号の適合性審査結果が出るまで中断するよう要求すべきと考えるがいかが

か。、
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○要望 2

東海第二の使用済み燃料が冷却された現在,原電が廃止の認可を得れば,避難計

画は5キロ圏内の長砂地区 1,100人以外は不要となることを広く周知してくださ

い。

【回答】

原子力災害対策指針において,廃止措置計画の認可を受け,照射済燃料集合体が十

分な期間冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた発電用原子炉施設につい

ては,原子力災害対策重点区域の範囲は原子力施設からおおむね半径 5kmを 目安と

し,当該原子力災害対策重点区域の全てをUPZと するとされております。

しかし,東海第二原発の現状においては,その様な状況にありません。

○要望事項に関する質問

【質問要旨】

2-1 市の防災の責務は,市民の生命:健康,財産を守ることですから,住民の甚大

な災厄を避難計画によって一部軽減するだけでは不十分です。避難そのものが不要

となる地域社会づくりにむけ,東海第二原発の廃上にご尽力いただけないか。

【回答】

東海第二原発の再稼動につきましては,周辺地域の人口や産業集積の状況,事故発

生の際の甚大な影響を総合的に勘案し,市民の安全 。生活を最優先に極めて慎重に判

断すべき問題であり,実効性のある避難計画を含め,市民の安全が確保されない限り

再稼動はできないものと認識しております。

原発の再稼動等に対する「事前了解」において我々が求められることは,地元自治

体として,原発の技術上の安全対策の確認はもとより,万一の場合の市民の安全確保 ,

避難の実効性等について地域防災対策の観点から,議会や市民の皆様のご意見を聞き

ながら判断を行うことであると認識しております。
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○要望 3

避難計画策定にあたつてはjひたちなか市民の避難は立地上特別に困難なこと

や,新型コロナウイルス感染対策を計画に盛り込むことを市民に伝え,市民の納得

を得て実効性のある計画を作成してください。

【回答】

当地域のUPZ圏内には,約 94万人もの方が生活しており,広域避難計画として求

められる対策のレベル・困難さは,他の原発立地地域とは格段に違うものであるため,

その策定には大きな困難があるものと考えており,さ らに感染症対策を考慮すると,

一層困難さが増すものと認識しております。

このことは,計画を策定する市町村共通の課題であり,市町村それぞれでは解決が

できない広域的な課題でもあります。本市といたしましては,こ の感染症の流行下で

の対応については,国・県による調整が必要となる大きな課題であると考えておりま

すので,「県の避難計画勉強会」及び「内閣府が主催する地域原子力防災協議会の作業

部会」において,課題を共有・検討し,今後,具体的な方針が示された際には,その

方針に基づき,受け入れ自治体との協議を進めてまいります。

○要望事項に関する質問

【質問要旨】

3-1 広域避難の全体像を示して,避難計画がどんな要件を備えた時に実効性があ

ると言えるのか説明されるとともに,そ こへのアプローチ計画及び作業の到達段

階,並びに今後の課題及び作成を困難にしている要因を挙げ,市民に周知頂けま

せんか。

【回答】

実効性のある広域避難計画とするためには,山積している課題の一つひとつに対し

て,し っかりと対策 0対応を考え,検証していくことが必要であると考えております。

そして「市民の皆様が計画を理解したうえで適正な避難行動を取れる」そういった形

のものでないと実効性がある計画とは言えないと認識しております。

本市といたしましては,基本的な防護措置,避難先,避難体制などの「広域避難計

画の基本方針」について,住民説明会を開催いたしましたが,多 くの市民に周知が出

来ていないと捉えておりますので,ま ずは,こ の「基本方針」をどのような方法で周

知していくか,そのことに重きを置いて取り組んでまいりたいと考えております。

3-2 市は,原電に対 して、最大最悪のシミュレーションを提出させ,安全性に詳 し

い専門家による公開の検証チームを設置 し妥当性を検証 したうえで,避難計画を

作成すべきと考えますがいかがか。

また,避難計画の実効性の判断は,避難当事者である市民が行うべきなので ,

市は各世帯が避難計画の内容を十分に理解できるまで住民説明会を徹底 し,市民

の了解を得るべきと考えますが如何か。
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【回答】

広域避難計画においては,市民の皆様から「どのような事故を想定しているのか」
「東海第二原発の最悪の事故を想定して計画を作るべきではないか」などのご指摘を
いただいているところでありますが,現時点においては「具体的な事故の想定」「放出

源情報などの条件を設定した拡散シミュレーション結果」がないことから,「説明に

具体性がない」として,なかなか市民の皆様からの納得が得られていないというのが

現状であり,課題であると認識しております。

本市といたしましては,市民の皆様からの意見を,国や県に対し,これまでも提言

してきたところであり,県 としても,避難の実効性の検証において拡散シミュレーシ

ョンなど,さ まざまな観点からのシミュレーションが必要であるという考えを示して

おります。

想定する事故は,常に最悪の事態も念頭に,起こり得る事故を幅広く想定する必要
があるという認識に立ち,関係市町村,国や県と連携を密にし,情報共有を図りなが

ら取組んでまいります。

3-3 市は,避難計画策定にあたって,避難におけるコロナウイルス感染防止を絶

対に欠くことができない条件と位置付けて作成作業を進めているのか。

【回答】

要望 3に対する回答のとおり。

3-4 新潟県柏崎市の「地域の会」は 200回近い月例会をもち,市民が国や電力会

社から説明を求めています。本市も規制委や原電を取り込んで「市民参加型の情

報公開の場」を設置されることを期待します。

3-5 避難計画の実効性を確保するためには女性の参加を得,女性自身による検討

が必要ですが, この点に関してはこれまでどのように取り組んで来ましたか。

【回答】

広域避難計画につきましては,平成 28年度,平成 30年度と,こ れまでに 2回の住

民説明会を開催し,市民の皆様に計画の基本方針を説明させていただきました。そこ

で皆様からご意見をいただいき,その内容を整理しております。

ご質問の住民参加型の計画策定につきましては,今後,策定を進めていくなかで,

市民の意見を聞く手法の一つと認識しております。

しかし,本市といたしましては,まずは,基本的な防護措置,避難先,避難体制な

どの「広域避難計画の基本方針」について,多 くの市民に周知が出来ていないと捉え

ておりますので,こ の「基本方針」をどのような方法で周知していくか,そのことに

重きを置いて取り組んでまいりたいと考えております。
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3-6 自治会等が,被ば くを最小限に抑えて要配慮者を避難させるには,緊急時モ

ニタリングシステムが貧弱すぎます。モニタリングシステムの整備と災害時に支

障なく運用できる人員配置を含めた体制づくりは現在どこまで進んでいますか。

【回答】

緊急時モニタリングにつきましては,国及び県においてマニュアル等を作成するこ

とになっております。しかし,原子力災害時の人員配置が大きな課題となっており,

具体的に検討が進んでいないという状況だということを聞き及んでおります。

3-7 01Llの ケースが端的ですが,ひたちなか市民が避難する際に,前方の路

上を水戸市民 27万人はじめ大洗町,茨城町,鉾田市などの住民車が塞いでしま

い避難の妨げになることが想定されます。市はこの想定を真正面から提示し,市

民が避難の困難さを考える材料とすべきではありませんか。

【回答】

緊急時の円滑な避難により放射線の影響を最小限に抑えるためには,「 UPZ圏 が

まずは屋内退避を実施し,段階的に避難することが有効である」ということを,平時

から住民の方にご理解いただく必要があると考えております。

そのため,本市といたしましては,基本的な防護措置,避難先,避難体制などの「広

域避難計画の基本方針」について,どのような方法で周知していくか,そのことに重

きを置いて取り組む必要があると認識しております。

また,茨城県においては,避難をするまで,どのくらい時間がかかるのかといった

避難時間シミュレーションを進めており,さ らに放射性物質放出までの時間や拡散の

シミュレーションを実施し,放射性物質の放出までに避難が可能なのかや,屋内退避

によつて十分に被曝の低減が図られるのかについて検証を行 うと伺っております。

3-8 大井川知事は東海第二の再稼働に対する判断時期について「2022年末どころ

ではない。5市町の避難計画一つとつても,ま だまだ実効性が有ると評価するに

は程遠い内容だ し,も っともっと時間がかかる」と述べています (6月 24日 記者

会見)。 市では,実効性のある避難計画の作成時期をどのように見通しています

か。

I回答】

広域避難計画の策定におきましては,自 力で避難できない災害弱者への支援,地震

などの複合災害をはじめとする様々な事象への対応など,実効性のある計画とするた

めに検討すべき課題が山積しており,作成時期は見通せていないのが現状であります。
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○要望 4

「東海第二原発再稼働の賛否について,住民投票又はそれに準じる方法で市民の

意向を早期に把握し,公表してください。

【回答】

原発の再稼動等に対する「事前了解」において我々が求められることは,地元自治

体として,原発の技術上の安全対策の確認はもとより,万一の場合の市民の安全確保 ,

避難の実効性等について地域防災対策の観点から,議会や市民の皆様のご意見を聞き

ながら判断を行うことであると認識しております。市として,市民の声をどのように

聞いていくのか,市民の声をどのように提えていくのか,今後,検討を進めてまいり

たいと考えております。

○質問事項に関する質問

【質問要旨】

4-1 水戸市長は,再稼働の判断は市民の理解が必要だから万人単位の市民の声を

聴くと述べています。16万人近い本市も万人単位の市民の意見を聴く必要がある

と思いますが,如何お考えですか。

【回答】

要望 4に対する回答のとおり。

4-2 東海第二の工事が一部にとどまつている段階で上記 (4-1)の結果が公表され ,

市民の過半が再稼働に反対 している事実が判明すれば,工事完了後に判明するよ

りも原電にとって廃止の選択が し易い環境 と考えられる。このように早期公表は

市村 と原電双方にとつて望ま しいのではないかと察 しますが,如何お考えです

か。

【回答】

要望事項に関する質問 2‐ 1に対する回答のとおり。
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