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異 議 申 立 て 書 

 

２０１４年（平成２６年）１１月７日 

 

原子力規制委員会 御中 

異議申立人 総代 

青 柳 行 信 

鳥 原 良 子 

北 岡 逸 人 

 

次のとおり異議申立てをします。 

 

１ 異議申立人の氏名及び年齢並びに住所 

 

 別紙参照 

 

 

２ 異議申立てに係る処分 

 

川内原子力発電所の発電用原子炉の設置変更（1 及び 2 発電用原子炉施設の変更）の許可処分 

（平成２６年９月１０日。原規規発第 1409102  ） 

 

 

３ 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日 

 

 ２０１４年（平成２６年）９月１０日 

 

 

４ 異議申立ての趣旨 

 

  違法で不当につき「２記載の処分を取り消す。」との決定を求める。 
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５ 異議申立ての理由 

 

第一 はじめに 

 

日本政府による法律に基づく「原子力緊急事態宣言」が発令中であり、原子力規制委員会に関する「法

律と規則」及び「組織理念」に違反し、「IAEA（国際原子力機関）安全基準」にも違反しているため。 

 

第二 「原子力緊急事態宣言」について 

 

 福島原発による原子力災害は３年７ヶ月以上が経過した今も収束するどころか、大量・高濃度の放射

能汚染水の漏出が続き、溶融核燃料がどこでどうなっているかも不明のままです。また、政府によって

広大な避難指示区域が設定され、約８万人（本年６月９日時点）の方が住んでいた土地が立入りや利用

を制限されています。 

 しかも、東日本大震災の余震は未だに続いており、損傷の激しい福島原発には危険な状態で核物質が

存在したままです。地震で倒壊する恐れがある使用済燃料プールからの、核燃料取り出し作業はまだ終

わっていませんし、溶融核燃料の状態などが不明のまま放置されているため、地震等で溶融核燃料の形

状などが変化して再臨界する危険性も残っています。 

 さらに、東日本大震災の避難者等は約２４万３千人（本年９月１１日現在）に及び、福島原発の予断

を許さぬ状態含め「非常事態」が続いているといえます。実際、原子力災害対策特別措置法に基づく「原

子力緊急事態宣言」は発せられたままであり、全国に散らばる被災者の救済はいまだ途上にあります。 

 そもそも「原子力緊急事態宣言」は、「原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必

要があると認められたため」発せられたものです。そして、多くの作業者が危険な場所で被ばく労働を

続け、被ばく許容線量を切り詰めながら応急対策を担っています。 

 そうした事故現場での懸命な作業が続けられているにもかかわらず、溶融核燃料の取り出しも放射能

汚染水の発生防止も実現していません。試行錯誤は続けられていますが、実現可能な方法と必要経費の

総額は不確かです。想定外の２次的被害の発生もありえる状態です。 

 このような状態で原発を再稼働して天災やテロ等で原子力災害が起きたら、福島原発で事故が再び起

きる危険性も残る今、誰が危険な被ばく労働を更に担えるというのでしょうか。福島原発で東日本の広

域が放射能で汚染されましたが、川内原発で原子力災害が起きれば西日本の広域も放射能で汚染され、

放射能汚染水で海洋を更に汚染する恐れがあります。 

 

第三 「法律と規則」及び「組織理念(      方針)」について 

 

 よって、今より原子力災害の危険性を増やすのではなく、既に起きた原発事故の収束と被災者の救済

及び環境の回復に専念する事が優先事項です。しかし、原子力規制委員会は福島原発事故の真相解明を

そこそこに、新規制基準の作成と原発再稼働の審査を優先しました。 

 確かに、現政権は脱原発ではなく原発の再稼働と輸出を進めていますが、原子力規制委員会は原子力

利用を推進する機関ではありません。また、時々の政権などの原子力推進の意向に影響されて、職務の
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優先事項を変えたり余計なことをして良い組織でもありません。 

 なぜなら原子力規制委員会設置法（以下、設置法）が「専門的知見に基づき中立公正な立場で独立し

て職権を行使する」ことを求め、国会決議は「原子力規制行政は、推進側の論理に影響されることなく、

国民の安全の確保を第一として行うこと」を求めているからです。 

 その推進側の論理とは、「事故収束と真相解明はほどほどに、早く再稼働できるようにせよ。再稼働に

必要な要件は厳しくせず、経済的・技術的に実現可能な範囲にせよ。具体的な安全対策をすぐにしなく

ても、猶予期間を設けて曖昧な努力目標にせよ」などでしょうか。 

 かたや、原子力規制委員会は「組織理念」を昨年１月に決定し、その活動原則に「何ものにもとらわ

れず、科学的・技術的な見地から、独立して意思決定を行う」とあります。しかし、推進側の論理に負

けて非科学的・技術的な見地で重大な意思決定をしてしまいました。 

 それこそが「再稼働のお墨付き」として推進側の論理で使われている、「川内原発の設置変更について

の許可処分」です。設置法の求める「事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしな

ければならないという認識に立って」いない間違った決定です。 

 例えば、安全確保に重要な施設や設備の整備を、５年猶予したり代替施設の利用を容認しています。

これは「事故の発生を常に想定」する慎重さに欠ける、しばらくは大丈夫「だろう」との安易で危険な

判断ですが、起きる「かもしれない」との厳しい予測が必要です。 

 実際、福島原発事故が起きる前の５年間に必要だった安全対策は出来なかったのです。安全対策に猶

予と代替を認めることは「事故の防止に最善かつ最大の努力」を放棄する法律違反です。本当は福島事

故の徹底した真相究明による事故の全容解明と事故の収束が先です。 

 憶測や楽観を排して「科学的・技術的な見地」を得るには、津波と地震による被害の詳細・爆発現象

の場所と原因及び影響・放出された放射能の量と経路及び放出時刻・溶融核燃料などの状態と場所及び

影響・溶融物とコ クリー の反応などの現場検証が不可欠です。 

 この点、「シビアアクシデ  対策やバックフィッ 制度の導入に当たっては、推進側の意向に左右さ

れず、政府が明言する世界最高水準の規制の導入を図ること」を国会決議は求めています。その「世界

最高水準の規制の導入」には福島事故の完全解明こそが鍵です。 

 残念ながら原子力規制委員会は「推進側の意向に左右」されて、世界最高水準の規制を導入するどこ

ろか、規則（の解釈）に違反してまで電力事業者の申請を許可しました。地震対策で重要な基準地震動

の策定や、重大事故対策の整備に問題があるのに許可したのです。 

 本来、「震源を特定して策定する地震動」に関しては、内陸地殻内地震とプレー 間地震及び海洋プレ

ー 内地震について検討する規則です。しかし九州電力は内陸地殻内地震に関してのみの検討で済ませ

たのに、原子力規制委員会は規則に反して追認してしまいました。 

 この明確な規則違反を指摘した地震学者の石橋克彦氏によると、基準地震動が過小評価されている恐

れがあるとのことで重大な問題です。しかも、原子力規制委員会はこの指摘を受けても九州電力の言い

分の正しさを検証せずに擁護しました。偏向した非科学的態度です。 

 次の重大事故時に放射能汚染水が発生する場合に備え、「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」を規則で求め、九州電力の方針で許可しています。しかし、福島で出来ないことを、福

島同様に地下水の豊富な川内原発で出来るとは無責任な限りです。 

 改めて「世界最高水準の規制の導入」「事故の防止に最善かつ最大の努力」との要請を顧みるには、原
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発の重大な設計ミスを認めることです。それは「１２００℃以下で簡単に溶けるコ クリー で２６０

０℃の溶融核燃料を受け止める構造」との専門家による指摘です。 

 そもそも、この重大な欠陥を放置したまま再稼働を許せば、福島の二の舞かそれ以上の惨事を招くで

しょう。この欠陥を放置して溶融物を貯めた水で冷やす対策で認めていますが、危険な水蒸気爆発等が

起きる可能性を増やすだけで、抜本的な安全対策にはなりえません。 

 他にも「原子力防災対策に関し現地での実効性を担保するために、緊急事態応急対策拠点施設を原子

力施設から適切に離れた場所（県庁等）に設置すること」や「放射線防護のための一次避難ができる施

設を整備すること」を求める国会決議も無視して許可しています。 

 本来、真剣に「事故の防止に最善かつ最大の努力」をすれば、現状の原発では設計から改めないと、

原子力災害を防げないと分かるでしょう。よって選択肢は「画期的に安全性の高い原発を設計段階から

追求する」か、「原発の運転を諦める」方向で努力するかなのです。 

 それは既に諸外国では、倫理面の問題も踏まえた上での脱原発路線の選択や、信頼性の高い受動的な

安全対策や飛行機などの衝突に耐えうる構造の選択という形で実現しています。 

 その点、「推進側の論理・意向によって中途半端な基準で妥協」して、「想定内」の危険性を放置・容

認して再稼働を許すなら、またもや「想定外」の原子力災害を招く路線を選択したことになるでしょう。

それは原発に対する賛否を超えて最善の選択とはなりえません。 

 なぜなら、原発に対する立場がどうであれ、本気で原子力防災計画が必要になる事態の発生を望むの

はおかしいからであり、そのような緊急事態は起きない方が良いのです。しかし原子力規制委員会は避

難の必要な事故を容認しても、避難計画の実効性は確認しません。 

 

第四 「IAEA安全基準」について 

 

 この「避難計画の必要性を認めながら実効性を確認しないこと」は、原子力規制の専門機関として無

責任極まりないことです。それは国際的な原子力平和利用の推進機関である IAEA の安全基準をもって

しても、容認すべきでないおかしな判断なのだと思われます。 

 IAEA安全基準の「原子力発電所の安全：設計」によると、「IAEA 憲章は、安全基準を IAEA自身の

活動に関して IAEA を拘束するものとし、また IAEA によって支援される活動に係る加盟国をも拘束す

るものとしています」とあります。 

そして、「主要な技術要件」として「原子力発電所の設計は、深層防護を取り入れなければならない。

深層防護の階層は、実行可能な限り独立したものでなければならない」とあり、この深層防護には５つ

の防護階層があり「最後となる第５の防護階層の目的は、事故状態に起因して発生しうる放射性物質の

放出による放射線の影響を緩和することである。これには、十分な装備を備えた緊急時管理セ ターの

整備と、所内と所外の緊急事態の対応に対する緊急時計画と緊急時手順の整備が必要である」とありま

す。 

また、他の IAEA安全基準「原子炉等施設の立地評価」によると、「住民に対する放射線影響の可能性、

緊急時計画の実行可能性とそれらの実行を妨げる可能性のある外部事象や現象を考慮し、提案された立

地地点に対する外部領域を設定しなければならない。プラ  運転開始に先立つ外部領域に対する緊急

時計画の設定において、克服できない障害が存在しないことをプラ  の建設が始まる前に確認しなけ
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ればならない」とあります。 

 実際、この IAEAの設立を提唱した米国では、「妥当で実行可能な緊急時計画の策定」が原子力発電施

設の運転許可条件になっており、IAEA の要求する安全基準が規制基準とされています。具体的には

「NRC（原子力規制委員会)は、州と地方政府の策定した緊急時計画の妥当性及び実行可能性、並びに原

子力発電施設の許可申請者の策定した原子力発電施設内の緊急時計画の妥当性と実行可能性を判断する。

州と地方政府の策定した緊急時計画の妥当性と実行可能性については、NRCは FEMA（連邦緊急事態管

理庁)が行った評価をもとに判断される。」とのことです。 

 この方式を川内原発に当てはめれば、「鹿児島県と薩摩川内市が原子力防災（緊急時）計画を策定し、

原子力規制委員会はその妥当性及び実行可能性を判断する。その際、原子力規制委員会は内閣府（防災

担当）の評価をもとに判断する。」といったところでしょうか。 

 その原子力規制委員会と内閣府の防災担当者と市民団体（原子力規制を監視する市民の会など）の会

合が本年７月３１日に開催されました。その時の記録によると「原子力防災計画や避難計画の内容を国

はチェックはしない。」「施設の避難計画の内容や実効性は、県が確認するということにはなっていない。

国が確認するわけでもない。」とのことでした。 

 この政府の無責任な対応は日本が加盟している IAEA の安全基準を尊重していませんし、福島原発の

事故後に設立された「民生用原子力協力に関する日米二国間委員会」を通じて、原子力規制委員会の設

立に協力した米国（NRC）の規制基準も無視しています。 

 加えて、「原子力規制行政は、推進側の論理に影響されることなく、国民の安全の確保を第一として行

うこと」を求めた国会決議にも矛盾していると思われます。とりわけ、川内原発の再稼働を求めていな

い自治体が、避難計画を作らざるをえない状況は間違っています。 

 実は前記した原子力規制委員会の組織理念には「原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守

ることが原子力規制委員会の使命である。」と明記されています。されど「推進側の論理」に影響されて、

原子力災害における避難計画の確認を放棄したかに見えます。 

 なぜなら、避難計画の妥当性・実効性を確認したら、否定的な意見を述べるほかなくなると分かって

いるからです。それは天災の多い日本列島で原発が許容されたのは、立地審査指針による非居住地域と

低人口地域が、原発の敷地内に納まる程に安全と言われたからです。 

 現実はとても原子力災害が原発の敷地内に納まることはなく、一応用意していた原子力防災計画は破

綻し防災拠点施設や防災設備はまともに機能しませんでした。誤った避難指示により余計な被ばくをし

たり、わざわざ汚染がひどい地域に避難させました。避難の混乱の中で多くの方が亡くなりました。 

 これほど福島原発事故前の想定と現実の被害の差が大きいのは、狭くて人口密度が高い国に、人が近

くに居ても原発を平気で建てたからです。過酷事故など起きないとの安全神話を盲信して、安全対策と

避難計画を怠ったからです。原子力と自然の脅威をみくびったのです。そもそも犠牲を強いる避難を前

提に原発の是非を論じること自体おかしいのですが、今度こそ自然の脅威を無視してはなりません。 

しかし、原子力規制委員会に火山などの専門家はいません。この火山について IAEA 安全基準は「歴

史上のデータを収集し評価しなければならない。原子炉等施設への危険性が容認できず、また、現実的

な解決策がない場合、立地地点は適していないと考えなければならない。」とあります。 

 実際、川内原発の２キロ程の地点に姶良カルデラの噴火による堆積物の露頭があり、約１０ ー ル

の厚さで大量の火砕流が到達しています。これは約３万年前のカルデラ噴火によるものとされています
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が、この時の火砕流は川内原発の敷地にも到達していたと考えられ、川内原発の立地は不適当なのです。 

 その点で東京新聞が川内原発の許可処分が出た日に、火山噴火予知連の藤井会長の談話を入れた記事

を書いています。藤井会長による「火山リスクが低いとの規制委の判断は科学的根拠に基づいていない」、

原子力規制委の判断に関しては「とても不思議だ。原子力推進側の圧力もあり、ここまで進んだ審査を

無駄にしたくないのでは」「規制委が『科学技術に基づいて判断した』というのは心外だ」「再稼働させ

たいのならば、科学ではなく、あくまで自分たちの都合で判断したことを明確にすべきだ。『科学的に安

全が証明された』と主張するなら、また安全神話を作り出すことになる」との話が掲載されています。 

 めったに起きない大地震・大津波で福島の原子力災害が起きたとされています。実は専門家による警

告はあったのですが、政府の原子力規制機関と電気事業者は対策を取れませんでした。そして、巨大噴

火の予測と大量の核燃料の遠方への迅速な移送は極めて困難なのです。 

 確かに、今さら川内原発の申請を不許可にするなど、全くもってとんでもないと思われるでしょう。

しかし、噴火の予測ができなければ、核燃料を移送する余裕もなく原発が被災して最悪の原子力災害に、

火山災害との複合災害になるかもしれません。それこそが本当にとんでもないことなのです。火山灰な

どが放射能に汚染されれば、被ばく低減・避難・除染などの困難さを増大させます。原子力規制委員会

や事業者が噴火を予知出来るとは思えません。早急に原発の核燃料を安全な場所に移動させて下さい。 

 最後に、原子力規制委員会はまだ期待されていることを知ってください。本来の役割を果たし任務を

全うされることです。それは皆様の定めた理念にある様な思いです。「原子力にかかわる者はすべからく

高い倫理観を持ち、常に世界最高水準の安全を目指さなければならない。我々は、これを自覚し、たゆ

まず努力することを誓う」、「国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒める」、「常に最新の知見

に学び、自らを磨くことに努め、倫理観、使命感、誇りを持って職務を遂行する」ことです。 

 以上、「我が国の原子力規制組織に対する国内外の信頼回復を図り、国民の安全を最優先に、原子力の

安全管理を立て直し、真の安全文化を確立すべく」よろしくお願い致します。私たちが祖先より受け継

いだこの素晴らしき日本列島と自然を、これ以上汚すことなく子供たちに渡していきましょう。LED技

術で省エ を実現した様に、被ばくの心配や避難計画のいらない安全なエ ルギーを開発しましょう。

原子力規制委員会に求められ自らも求めることを守り、川内原発に関する許可処分を取り消しましょう。 

 

第五 結語 

 

 以上より、申立人は原処分の取り消しを求め異議申立てに及んだ。 
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補充 

 

異議申立てに際し口頭意見陳述を要望します。 

 

 原子力規制委員会における異議申立てと口頭意見陳述の取り扱いについて 

 

 原子力規制委員会は原子力安全・保安院が担当していた、不服申立て（異議申立て）案件を引継いで

います。しかし、原子力規制委員会発足から２年以上経過していますが、未だに処理されていない案件

があるとのことです。加えて、２００７年７月には原子力関係の国への不服申立て計２５件が、最長で

２６年間も処理されず放置されていたことが判明し、全国ニュースになったことがあります。その最、

行政不服審査法を所管する総務省の「決定まで１０年、２０年とは初耳だ。期間をいたずらに長引かせ

ることは（法の趣旨からみて）あってはならない」とのコ   が掲載されていました。 

 実はこうした法律に基づく不服申立ての放置問題は、原子力に関する異議申立てから６年以上経って、

意見聴取会の開催案内が届いたことに抗議して、多くの異議申立人が意見聴取会に参加しなかったこと

を契機に判明しました（原子力安全・保安院の内部調査によって多くの放置事例が発覚した）。 

 なお、総務省の平成２３年度における行政不服審査法等の施行状況に関する調査によると、異議申立

ての約７割は３か月以内に処理されており、一年以上処理されない案件は２割弱との結果でした。 

 本件異議申立ては原子力規制委員会設立後の最初の案件であり、福島原発事故後の全原発停止状態に

おける、最初の原発再稼働に関する許可処分の取消を求める異議申立てです。また、原子力規制委員会

の主催により、全国で公聴会を開催することが当然必要な重要案件でしたが、川内原発の立地地域での

開催すら実施しないで許可処分が出されました。 

 その意味で、本件異議申立てにおける口頭意見陳述は（その場での質疑ができないものの）、公聴会的

なものに近づけることはできます。ただし、そのためには口頭意見陳述を早期に実施することが不可欠

です。前記した様な長期間の放置など論外としても、原子力規制委員会が川内原発に関する「工事計画

認可」の審査を終える前に、口頭意見陳述を実施し異議申立てに回答する必要があります。 

 また、口頭意見陳述の場所を本件異議申立てに関する原子力発電所が九州にあることと、九州在住の

異議申立人がいることから九州地区で開催することが必要です。他に、関西・東京での開催を求めます。 

 最後に、口頭意見陳述の方法についても、本来開催すべきであった公聴会に近づけるため、可能な限

り公開し制限の少ない方法にする必要があります。意見陳述の方法と時間の制限をなるべく少なくし、

多くの異議申立人が多様な意見を十分に陳述できる様、傍聴や取材についても事前申込みなどは無くし、

多くの方が参加しやすい開催時間・曜日・場所などを選定することが重要です。 

 より良い行政処分（判断）をするためには、より良い手順・プロセスが求められます。原子力規制委

員会の人員体制は、その規制対象の危険さ・難しさ・大変さと、失敗した場合の影響を考慮すれば、未

だ必要十分な質と量を備えるものではありません。多くの方の多様な意見を貪欲に求め議論・反映し、

死角・想定外を無くしていく努力が必要だということです。原子力規制委員会はパブリックコ   を

実施しましたが、文章で伝えられる・理解できる情報には自ずと限りがあります。やはり最終的には、

直接面会して意見を聞くことが重要であり、そうでなければ伝わらない・伝えられないことがあります。 

 以上、原子力規制委員会設立の原点に立ち戻り、国民のための規制行政を実施することを希望します。 
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６ 処分庁の教示の有無及び教示の内容 

 

原子力規制委員会より以下の教示がありました。 

 

○不服申立てすることができる処分であるかどうかについて 

 原子力規制委員会が行った川内原子力発電所の発電用原子炉の設置変更（１ 及び２ 発電用原子炉

施設の変更）の許可処分（平成２６年９月１０日。原規規発第 1409102 ）について、異議申立てをす

ることができる。 

 

○不服申立てをすべき行政庁 

 原子力規制委員会 

 

○不服申立てをすることができる期間 

 処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内（ただし、処分があったことを知った日

の翌日から起算して６０日以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、処分の異

議申立てをすることができなくなる。） 
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（参考文献） 

 

「IAEA安全基準」について 

 

 IAEA安全基準（IAEA Safety Standards）の中の「原子力発電所の安全:設計（Safety of nuclear power 

plants: design No. SSR-2/1）」によると、「IAEA憲章は、安全基準を IAEA自身の活動に関して IAEA

を拘束するものとし、また IAEAによって支援される活動に係る加盟国をも拘束するものとしています。

（原文：The IAEA’s Statute makes the safety standards binding on the IAEA in relation to its own 

operations and also on States in relation to IAEA assisted operations.）」とあります。 

 そして、主要な技術要件として「原子力発電所の設計は、深層防護を取り入れなければならない。深

層防護の階層は、実行可能な限り独立したものでなければならない。（The design of a nuclear power 

plant shall incorporate defence in depth. The levels of defence in depth shall be independent as far as 

is practicable.）」としています。 

 この深層防護には５つの防護階層があり「最後となる第５の防護階層の目的は、事故状態に起因して

発生しうる放射性物質の放出による放射線の影響を緩和することである。これには、十分な装備を備え

た緊急時管理セ ターの整備と、所内と所外の緊急事態の対応に対する緊急時計画と緊急時手順の整備

が必要である。（The purpose of the fifth and final level of defence is to mitigate the radiological 

consequences of radioactive releases that could potentially result from accident conditions. This 

requires the provision of an adequately equipped emergency control centre and emergency plans and 

emergency procedures for on-site and off-site emergency response.）」とあります。 

 また、他の IAEA安全基準「原子炉等施設の立地評価（Site Evaluation for Nuclear Installations No. 

NS-R-3）」によると、「住民に対する放射線影響の可能性、緊急時計画の実行可能性とそれらの実行を妨

げる可能性のある外部事象や現象を考慮し、提案された立地地点に対する外部領域を設定しなければな

らない。プラ  運転開始に先立つ外部領域に対する緊急時計画の設定において、克服できない障害が

存在しないことをプラ  の建設が始まる前に確認しなければならない。（The external zone for a 

proposed site shall be established with account taken of the potential for radiological consequences 

for people and the feasibility of implementing emergency plans, and of any external events or 

phenomena that may hinder their implementation. Before construction of the plant is started, it 

shall be confirmed that there will be no insurmountable difficulties in establishing an emergency 

plan for the external zone before the start of operation of the plant.）」とあります。 

 そして、「火山活動、砂嵐、豪雨、降雪、氷結、降雹及び過冷却水の地表面下での凍結(氷 塊)のような、

原子炉等施設の安全を損なう可能性のある現象に関して歴史上のデータを収集し評価しなければならな

い。可能性が確認された場合、危険性を評価するとともに、これらの事象に対する設計根拠を導出しな

ければならない。（Historical data concerning phenomena that have the potential to give rise to 

adverse effects on the safety of the nuclear installation, such as volcanism, sand storms, severe 

precipitation, snow, ice, hail, and subsurface freezing of subcooled water (frazil), shall be collected 

and assessed. If the potential is confirmed, the hazard shall be assessed and design bases for these 

events shall be derived.）」、「原子炉等施設への危険性が容認できず、また、現実的な解決策がない場合、
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立地地点は適していないと考えなければならない。（If the hazards for the nuclear installation are 

unacceptable and no practicable solution is available, the site shall be deemed unsuitable.）」とあり

ます。 

（引用元） 

「旧組織からの情報-IAEA安全基準邦訳データベース | JNES｜原子力規制委員会」 

https://www.nsr.go.jp/archive/jnes/database/iaea/iaea-ss.html 

 

「米国の安全規制」について 

 米国では、NRC(Nuclear Regulatory Commission・原子力規制委員会)の規定する連邦規則(Title 10 of 

the Code of federal Regulations) によると、緊急時計画の条項(§50.47 Emergency Plans)において、放

射能が放出される緊急事故時に十分な防護措置が取られる保証があるとNRCが判断しなければ、原発の

運転が許可されないと規定し、十分な緊急時計画を許可条件としている。 

  NRCは、州と地方政府の策定した緊急時計画の妥当性及び実行可能性、並びに原子力発電施設の許可

申請者の策定した原子力発電施設内の緊急時計画の妥当性と実行可能性を判断する。州と地方政府の策

定した緊急時計画の妥当性と実行可能性については、NRCは FEMA(Federal Emergency Management 

Agency・連邦緊急事態管理庁)が行った評価をもとに判断される。 

 さらに、原子力発電施設内・外の緊急時計画は、NRCの定める基準に適合しなければならない。その

基準として、1原子力発電施設の運転許可を受けた事業者と州・地方政府のそれぞれに緊急時対応の責任

が割り当てられていること、2原子力発電所から半径約 10 イル(約 16キロ ー ル)のプルーム被ばく

経路の緊急時計画区域を定めて、その区域において避難、屋内退避や、避難及び屋内退避を補強するた

めの予防用のヨウ素カリウム剤の使用について計画すること、3原子力発電施設の申請者と許可取得者は

推定避難時間を定め、定期的に見直すこと、4 原子力発電所から半径約 50  イル(約 80 キロ ー ル)

の食物摂取経路の緊急時計画区域における食物摂取の防護措置を策定すること等が定められている。 

また、許可申請者及び州と地方政府の作成する緊急時計画の統一的な評価基準は、NUREG-0654 に示

されている。 

 このように、米国においては,妥当で実行可能な緊急時計画の策定が原子力発電施設の運転許可条件に

なっており、IAEAの要求する 5重目の防護が規制基準とされているのである。 

 実際、米国ニューヨーク州ロ グアイラ ドにあるショーラム原子力発電所につき、自治体や住民が

同意できる実効性のある緊急時計画を策定できず、最終的には商業運転を行う前に廃炉が決定されたと

いう例もある。 

（引用元） 

「新規制基準における原子力発電所の設置許可(設置変更 許可)要件に関する意見書 

2014年(平成 26年)6月 20日   日本弁護士連合会」 

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140620_2.pdf 

 

（NRCの関連リ ク） 

NRC Regulations Title 10, Code of Federal Regulations 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/ 

https://www.nsr.go.jp/archive/jnes/database/iaea/iaea-ss.html
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140620_2.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/


 11 / 13 

 

§ 50.47 Emergency plans. 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html 

Criteria for Preparation and Evaluation of Radiological Emergency Response Plans and 

Preparedness in Support of Nuclear Power Plants (NUREG-0654/FEMA-REP-1) 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr0654/ 

 

「民生用原子力協力に関する日米二国間委員会」について 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/7/pdfs/0724_04_1.pdf 

 ファク シー :民生用原子力協力に関する日米二国間委員会第 1回会合(仮訳) 

 野田総理とオバ 大統領は、2012年 4月 30日の会談において、2011年 3月の原子力事故後の緊密な

日米協力関係に基づき、二国間協力を一層強化するため、「民生用原子力協力に関する日米二国間委員会」

の設立を発表した。この二国間委員会は、二国間における課題の優先順位及び両国が直面する課題、並

びに、国際原子力機関(IAEA)、核セキュリティ・サミッ 等のような多国間政治の場で取り上げられて

いる政策課題を含む、民生用原子力エ ルギーの世界的な発展に影響する課題に関する、二国間の協議・

協力のための上級レベルの常設のフォーラムとなる。二国間委員会は、戦略的・実際的な協調を通じ、

将来的な原子力協力に関する議論を促進するとともに、原子力安全及び核セキュリティ、核不拡散、テ

ロ対策、廃炉及び除染、緊急事態対策及び対応並びに研究開発に関する共通の利益を増進するものであ

る。 

 二国間委員会第 1回会合は、2012年 7月 24日、東京において開催され、日本側は別所浩郎外務審議

官が、米側はダニエル・B・ポ   ・エ ルギー省副長官がそれぞれ議長を務めた。本会合には、原子

力安全、核セキュリティ及びエ ルギー開発を担当する日米の関係省庁が参加し、〈規制体制の独立性及

び透明性の促進〉（〈〉は引用者による、以下同じ）、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉及び除染、原

子力発電所の安全な運用のための国際的制度的枠組の強化、民生用原子力エ ルギーの共同研究開発の

強化、将来の原子力緊急事態及びテロの脅威への対策、国際的な原子力協力における核不拡散、原子力

安全及び核セキュリティの目標の共有について議論した。 

 本会合において、米側は、2011 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事故後の日本との協力、〈特

に、独立した原子力規制機関を設立するための日本の取組に協力していくことを再確認した。〉日本側は、

原子力事故から得られた知見及び教訓を米国及び国際社会と引き続き共有することを強調した。日本側

は米側に対し、国内のエ ルギー及び原子力政策に関する徹底的な検証過程が進行中であることを説明

した。米側は、国内の原子力安全及び核セキュリティ並び規制の枠組を強化する日本の取組を引き続き

支援することを申し出た。双方は、核不拡散、原子力安全及び核セキュリティの厳格な規範及び運用を、

可能な限り広範囲に、国際的に適用していくこととした。 

 また、二国間委員会は、同委員会の下に、1民生用原子力の研究開発、2東京電力福島第一原子力発電

所の廃炉及び環境管理、3 緊急事態管理、4 核セキュリティ、〈5 原子力安全及び規制関連の分野〉にお

ける 5 つのワーキ ググループを設置することを決定した。これらのワーキ ググループの中には、日

米間で既に行われている活動が含まれている。これらのワーキ ググループは、2013年に米国で開催さ

れる次回の二国間委員会の会合の前に、それぞれの分野における優先課題及び活動について議論するた

めの会合を行う予定である。 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/cfr/part050/part050-0047.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr0654/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/7/pdfs/0724_04_1.pdf
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（参考リ ク） 

 

原子力規制委員会設置法｜原子力規制委員会について｜原子力規制委員会 

http://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/about.html 

原子力規制委員会の組織理念｜原子力規制委員会について｜原子力規制委員会 

http://www.nsr.go.jp/nra/idea.html 

 

「原子力発電所の再稼働に求められる安全性等に関する質問主意書」 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/187001.htm 

「川内原発再稼働の是非に関する質問主意書」 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/187011.htm 

 

「声明１：原子力規制委員会の存在意義が問われている」「声明２：原子力規制委員会が審査書を決定し

ても原発の安全性は保証されない」を発表しました（ 2014/9/30）  | 原子力市民委員会 

http://www.ccnejapan.com/?p=4135 

 

原子力資料情報室声明：九州電力川内原発 1・2 炉への発電用原子炉設置変更許可処分は違法であり無

効である | 原子力資料情報室（CNIC） http://www.cnic.jp/6025 

 

川内原発１・２ の審査書決定と設置変更許可に抗議する （９月１０日） 

 安全性軽視のエスカレーショ で再稼働に突き進む規制委員会 

http://www.jca.apc.org/mihama/ooi/sendai_statement20140910.pdf 

 

川内原発審査書は新規制基準に違反している（原子力規制を監視する市民の会） 

http://www.jca.apc.org/mihama/News/news130/news130top.pdf 

 

川内原発審査書案／原発再稼働への市民からの意見書 

http://www.iwanami.co.jp/kagaku/20140810.html 

 

後藤政志が語る、福島原発事故と安全性/ 川内原発 

http://gotomasashi.blogspot.jp/search/label/川内原発 

 

川内１・２ の原子力規制委員会審査書（案）に意見を提出しました | 若狭 ッ  

http://wakasa-net.sakura.ne.jp/www/?p=404 

 

福岡核問題研究会 http://jsafukuoka.web.fc2.com/Nukes/ 

 

玄海、川内   再稼働阻止全国 ッ ワーク http://saikadososhinet.sakura.ne.jp/ss/info/region6 

http://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/about.html
http://www.nsr.go.jp/nra/idea.html
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/187001.htm
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/187011.htm
http://www.ccnejapan.com/?p=4135
http://www.cnic.jp/6025
http://www.jca.apc.org/mihama/ooi/sendai_statement20140910.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/News/news130/news130top.pdf
http://www.iwanami.co.jp/kagaku/20140810.html
http://gotomasashi.blogspot.jp/search/label/川内原発
http://wakasa-net.sakura.ne.jp/www/?p=404
http://jsafukuoka.web.fc2.com/Nukes/
http://saikadososhinet.sakura.ne.jp/ss/info/region6
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川内原発再稼働への意見書・パブコ を提出しました｜東京 HOT NEWS｜生活クラブ東京 

http://tokyo.seikatsuclub.coop/news/2014/08/sendai.html 

 

「川内原発再稼働の審査書決定は無効だ！」 - 雑誌記事：@niftyニュース 

http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/asahi-20140924-02/4.htm 

 

地震も火山も手抜き評価、過酷事故対策設計も手抜き、こんなことで原発再稼働していいのか、原子力

「寄生」委員会よ（岩波書店月刊誌『科学』 より）  いちろうちゃんのブログ 

http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2014/09/post-8b1a.html 

 

川内原発審査書案に対する意見 れんげ通信ブログ版/ウェブリブログ 

http://rengetushin.at.webry.info/201408/article_5.html 

 

２０１４ 焦点・論点/川内原発に「合格」だした規制委の新基準/原子力市民委員会座長・法政大学教授 

舩橋 晴俊さん/首相のいう「世界最高水準」無知かうそのどちらかです 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-07-21/2014072103_01_0.html 

 

川内原発…原子力規制庁「5km圏外は、要援護者施設の事前の避難先・避難経路選定は不要」「国は避難

計画をチェックしない」 - 原子力規制を監視する市民の会 

http://www.kiseikanshishimin.net/2014/07/31/140731/ 

 

◆原告第６準備書面－避難計画の不備・実現困難性、想定被害－目次 | 京都脱原発訴訟原告団 

http://nonukes-kyoto.net/?p=798 

 

川内原発審査書が了承、田中俊一発言、噴火予知連会長の痛烈な批判など - 原子力規制を監視する市民の会 

http://www.kiseikanshishimin.net/2014/09/12/川内原発審査書が了承-田中俊一発言-噴火予知連会長の痛烈な批判など/ 

 

（異議申立ての放置問題に関する参考情報） 

意見聴取会の開催案内 http://www.kisnet.or.jp/net/siryou/annai.pdf 

https://www.nsr.go.jp/archive/nisa/oshirase/2007/547.html 

抗議文など  http://www.kisnet.or.jp/net/siryou/kougi.pdf 

http://www.kisnet.or.jp/net/siryou/BN.pdf 

http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/fufuku/fufuku_tyousa.html 

関連報道 

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=1284380&id=20672153 

http://tactac.dreamlog.jp/archives/51657989.html 

http://www.kisnet.or.jp/nippo/nippo-2007-10-31-2.html 

関連調査 http://www.soumu.go.jp/main_content/000246555.pdf 

http://tokyo.seikatsuclub.coop/news/2014/08/sendai.html
http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/asahi-20140924-02/4.htm
http://tyobotyobosiminn.cocolog-nifty.com/blog/2014/09/post-8b1a.html
http://rengetushin.at.webry.info/201408/article_5.html
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-07-21/2014072103_01_0.html
http://www.kiseikanshishimin.net/2014/07/31/140731/
http://nonukes-kyoto.net/?p=798
http://www.kiseikanshishimin.net/2014/09/12/川内原発審査書が了承-田中俊一発言-噴火予知連会長の痛烈な批判など/
http://www.kisnet.or.jp/net/siryou/annai.pdf
https://www.nsr.go.jp/archive/nisa/oshirase/2007/547.html
http://www.kisnet.or.jp/net/siryou/kougi.pdf
http://www.kisnet.or.jp/net/siryou/BN.pdf
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/fufuku/fufuku_tyousa.html
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=1284380&id=20672153
http://tactac.dreamlog.jp/archives/51657989.html
http://www.kisnet.or.jp/nippo/nippo-2007-10-31-2.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000246555.pdf

