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「島根原子力発電所３号機 新規制基準適合性申請に関する説明会」議事概要 

１．日 時 平成３０年７月６日（金）１９時００分～２１時１０分 

２．場 所 境港シンフォニーガーデン ホール

３．出席者 （一般来場者）４９名

      （当  社）取締役常務執行役員 島根原子力本部長 岩崎 昭正 ほか

４．資 料 「島根原子力発電所３号機 新規制基準に係る適合性申請について」 

５．概 要

島根原子力発電所３号機の新規制基準に係る適合性申請について説明。

主な質疑応答は以下のとおり。 

Ｑ．基準地震動について，日本は４つのプレートに囲まれており，その歪みで日本列

島のどこで地震が起きてもおかしくない。今日本各地で地震が起こっており，最近

は鳥取県西部でも起こっている。鳥取県西部地震での地震動は，震央から１０ｋｍ

の日野地区で１，５８４ガル，そこから３０ｋｍ離れている境港市東本町で７６２

ガルだった。資料によると基準地震動は８２０ガルとなっている。鳥取県西部地震

は震度７．３であり未曾有の地震であった。基準地震動というのは原発の周囲の最

大の地震動であることはわかるが，鳥取県西部地震の半分の地震しか起きないとい

う結果が出たのはなぜなのか。 

また，基準地震動の策定について，宍道断層が最終的に３９ｋｍで基準地震動が

８２０ガルとされているが，専門家は，鳥取沖断層との連続性があるのではないか

と言っている。この説明では触れておらず無視しており，十分な調査をしていない

ことを疑問に思っている。中電は，原発をつくるときに断層はないと言ってつくっ

たが，その後，断層が８ｋｍになり，２５ｋｍ，３９ｋｍとなった。これに対して

中電は，その時の知見に基づいて策定したと説明されたが疑問である。もし３９ｋ

ｍの断層が鳥取沖断層と連動したとなると，あの時は当時の知見に基づいており，

また変わりましたと言うのではないか。３９ｋｍについて反対意見がある中，中電

に都合の悪いことは無視して策定していないのか。３９ｋｍの先に連動性のある断

層があるといった意見を聞いて調査すべきではないか。 

断層のないところで地震が起こっているが，断層がない場所に地震が起こるわけ

ではなく，地震が起こるから断層ができる。断層がないところでも地震が起こる可

能性がある。比較するのに鳥取県西部地震の断層の状況によって違ってくるのでそ

の点も考慮に入れながら説明してほしい。 

Ａ．基準地震動について，鳥取県西部地震の際，日野地区で１，５８４ガルを観測し

たとのご指摘があったが，地震というのは，同じ固さの土地で測定してはじめて比

較ができることをご理解いただきたい。柔らかい土地であればどうしても揺れは増

幅されて大きく揺れるため，おそらく日野地区はかなり柔らかい土地，例えば表面

あたりの観測値ではないかと思われる。こういったことを踏まえ，原子力発電所で
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使用する基準地震動は，規制の中で各電力会社統一している。解放基盤表面といい，

地下の非常に固い層での地震の揺れを示しており，一般的には高い数値が出にくい

層での数値で基準地震動を表示している。そうは言っても，例えば島根原子力と新

潟県の柏崎刈羽発電所では，岩盤が若干違うので，一概に比較することは難しい。

まずは，ここをご承知いただきたい。 

２０００年に起きた鳥取県西部地震の時の島根原子力発電所の揺れの観測地は，

基礎上，地下階の固い層で最も大きい揺れで３４ガルであった。１，５８４ガルは

鳥取県日野町で最大の観測値と思うが，この際，島根原子力発電所から５ｋｍほど

離れた当時の鹿島町役場で１００ガルを超えている。つまり，一般的に原子力発電

所は，普通の建物と比べると元々揺れにくい場所に建っているということである。

その中で，今回策定した８２０ガルを，日野地区の１，５８４ガルと比較するのは

正確ではないと考える。つまり，島根原子力発電所の岩盤上の揺れの想定値は８２

０ガルであり，日野地区の１，５８４ガルに対して島根原子力発電所は３４ガルと

いう揺れの違いを考えていただくと，いかに８２０ガルが原子力発電所にとって大

きな数値であるかということをご理解いただけると思う。 

次に基準地震動の策定について，基準地震動は「震源を特定して策定する地震動」

と「震源を特定せず策定する地震動」の２つを考慮して策定する。「震源を特定し

て策定する地震動」は，近場に実際に存在する活断層のことで宍道断層等を評価す

る。一方「震源を特定せず策定する地震動」は地表に断層が確認されていない所で

発生した１６の地震のうち，鳥取県西部地震と北海道留萌支庁南部地震の２つの地

震が島根原子力発電所の直下で起きた想定で評価する非常に保守的な考え方であ

る。昨今，国内各地で地震が起きており，どこで地震が起こるかわからないため，

皆さまもご心配と思うが，そういった点を考慮して設定したのが，この「震源を特

定せず策定する地震動」である。これらの評価において，まずは宍道断層の長さが

揺れの大きさを決める上で非常に重要となる。ご質問にあった宍道断層の長さが変

わってきているという当社の調査に対するご不安，ご指摘について，確かに，昭和

４４年に１号機の地震動を設定するために当時の審査基準に基づいて調査を実施

したが，当時は近場の活断層を考慮するという概念がなかったため，３００ガルを

使用している。２号機申請の時は，宍道断層の存在は把握していたが，当時の考慮

すべき年代と合致しないとの判断から宍道断層の長さを評価していない。しかし，

その後，平成７年の兵庫県の大きな地震で活断層がクローズアップされ，原子力耐

震基準，耐震設計にも活断層を考慮するという流れが出てきた。そして，平成１２

年，３号機の申請を行ったときに，宍道断層の長さを当時の調査では８ｋｍとした。

もちろん，活動時期も当時の基準は，今より近い年代以降に動いた実績のある活断

層を考慮するという違いがあり，当時の最新知見で８ｋｍと評価し，審査に申請し

ている。その後，鳥取県西部地震などもあり，原子力の審査基準の大幅な見直しが

なされた。その時に，従来は５万年前以降に活動した活断層を考慮するものが倍以

上の１２～１３万年前以降に活動したものまで拡大された。こういった審査の指針

の改定などを踏まえて，今ご指摘のあった８ｋｍから１０ｋｍ，そして耐震バック

チェックという指針の見直しに伴って平成２２年に２２ｋｍまで宍道断層の長さ
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を見直している。今回，２号機の申請の際にも宍道断層の長さ２２ｋｍ，基準地震

動６００ガルで申請しているが，その後，審査の中で西の方により保守的に評価す

べきと３ｋｍ延ばしている。そして，最終的には東の方，ちょうど美保関町東方沖

合であるが，プラス１４ｋｍ，計３９ｋｍの宍道断層の長さについて規制委員会か

ら妥当という評価をいただいたところ。これに伴い策定する基準地震動は８２０ガ

ルと非常に高い数字を設定している。８２０ガルは震度７程度の強い揺れだと思う

が，これは原子力発電所で震度７程度の想定であるため，町場でいうと相当大きな

ものとご理解いただきたい。 

断層の連動について，宍道断層の東の端，美保関と鳥取沖西部の海底断層は距離

が６ｋｍしかなく，つながった場合非常に長い断層となるため，当然，入念な調査

を行っている。海域について，深い海に対しては船を使用した音波探査を独自に行

っているほか，国の機関も様々な調査を行っており，そういったデータをすべて集

めて，この２つの断層の間にはつながる領域はないことをしっかりとご説明して，

規制委員会からその評価結果について妥当との確認をいただいた。 

鳥取県西部地震で，断層がないのに地震が起きたとのご指摘について，実は当時

活断層はあると当社は認識していたが，今回，未知の断層ということで「震源を特

定せず策定する地震動」として評価している。 

最後に今年の３月に宍道断層の長さに対する知見が公表されている。それが，東

京大学の先生方を中心としてまとめられた活断層詳細デジタルマップというもの

であるが，その中でも宍道断層は従前の１５ｋｍから３０ｋｍに見直しがなされて

いるので，私どもの３９ｋｍはかなり余裕を持った評価と言えると考えている。 

Ｑ．津波の災害について，防波壁１５ｍをつくったから超えないという根拠を教えて

ほしい。鳥取県でも鳥取沖があるが，この辺りでは新潟沖で起きる地震が，一番大

きい津波がくると言われている。それで１０．５ｍの津波の想定を安易につくられ

たのではと心配している。 

また，防水扉をつくったと言われているが，最終的には常に点検・整備が必要と

思う。中電は島根原発で点検漏れ等いろいろあってすごく心配している。それで地

震があった際に，被害が大きくなったと言われたらいい迷惑だ。これからはそうい

うことがないと確約してもらえるか。 

Ａ．津波の評価について，こちらは基準地震動と異なり審査の途中であるため，その

現状を踏まえて回答する。当初９．５ｍ程度の津波評価で申請していたが，現状１

０．５ｍに見直ししている。 

この波源について，新潟県の沖合，具体的に言うと佐渡ヶ島の少し東の海底断層

が活動すると津波が発生し，日本海は太平洋ほど深くないが，大和堆で津波の向き

が変わる。そして，島根原子力発電所に到達した時に，最大１０．５ｍとなると評

価している。ちなみに，発電所の近辺で観測された過去の津波の記録は，１９９３

年北海道南西沖地震，奥尻島で大きな被害が出ているが，この時に最も近い漁港で

ある御津の港で１．９ｍ，そして東の方になるが発電所の西側片句の港で１．７ｍ

の観測値がある。 
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ご承知のように日本海ではあまり大きな津波が発生しないというのが定説では

あるが，原子力発電所の場合は非常に高めの数値を用いて評価している。参考まで

に鳥取県は県の防災で津波の想定をしているが，当社も各自治体の評価等を精査し

ており，その中でも最も厳しい津波高さになる鳥取県が採用している震源を採用し

て評価している。ただ，冒頭申し上げたとおり，今後審査を受けてまいるので，こ

の数字は確定したものではない。１５ｍの防波壁は，津波の波力にも耐え，また，

基準地震動にも十分耐えうる非常に堅牢なものではあるが，今後しっかり審査に対

応してまいりたい。 

Ｑ．安全性は絶対ではないと思うし，今日も雨がすごく降っている。最近何十年に一

回という自然災害が多く発生しており，安全性が絶対に大丈夫とは思えない。 

今は発電所は動いていないが動かすと核のゴミがプールに溜まっていくと聞い

ている。それを処理する方法が全く無い中で，動かして大丈夫なのか。つくった物

は安全で地震や津波がきても大丈夫と言われるが，動かしたら出てくるゴミの処分

が担保されていないのに動かそうとする。子どもや孫たちに引き継いでいくことに

なるが，溜まり続けていくとどうなるのか。処分方法をはっきり示してもらえない

限り動かすべきではないと思う。安全審査に通ったとしても動かすべきでない。処

分方法が決まっていないのにどんどん発生させていくのは普通に考えておかしい。 

Ａ．安全に絶対は無いというはご指摘のとおりである。事故は絶対に起こさないとい

う強い決意を持っているが，安全性の向上は留まるべきでないと思っており，慢心

が事故を起こしてしまうとも思っている。規制委員会も仮に審査が通っても安全を

保障するものではないと発言しているが，この真意は常に安全性の向上に歩みを止

めるなという指導だと思っている。本日説明した設備や対応で絶対に事故は起きな

いとは思っておらず，まだまだやるべきことはあると思っている。法令に要求され

るもの以外の対策についてもご説明したが，常に最新の知見や技術を取り入れなが

ら安全性の向上に努めてまいりたい。 

次に，発電所から発生する核分裂生成物について，使用済燃料は，発電所が現在

止まっているので十分に冷却された状態で発電所の中にある使用済燃料プールで

冷却を続けているところである。この内の約３％に核のゴミといわれる放射性核分

裂生成物がある。我が国ではこれをガラスで固め外側を覆って，最終的には地下３

００ｍ以深に埋設する処分方法を考えている。技術的には海外でも採用されており

問題無い技術である。しかし，放射線が完全に消滅するまでには何十万年かかると

もいわれている。非常に長い時間がかかり，我々の世代では処分しきれない物を残

していくことに対して，厳しいご指摘や不安があることは承知している。３００ｍ

の地層では地震は地上の５分の１，４分の１程度となり非常に揺れは少ない。地下

水もほとんど移動しない安定的な地層である。そのような所に埋設することで我々

の生活圏から完全に隔離ができるという考え方による処分方法である。ただし，国

内では，まだ処分場が決まっていないというのが大きな問題。現在，私どもは国の

機関を含めて，処分場の建設に向けて理解活動を進めている。敷地広さは３ｋ㎡で，

既に国内にある使用済燃料の再処理で発生する約２万本程度のガラス固化体を含
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め，約４万本の貯蔵量のある施設をつくるというのが我が国の計画である。使用済

燃料は，この施設が完成するまでは各発電所にある使用済燃料プールや青森県六ヶ

所村にある施設で安全に保管する。 

Ｑ．東京近辺，名古屋近辺，大阪近辺には原子力発電所はない。中国電力で一番電力

消費の多い瀬戸内海に工業地帯があるのに，２００～３００ｋｍ離れた松江市に原

発をつくっている。なぜ，安全な瀬戸内海側につくらないのか。消費地に一番近い

場所が一番経済的であるが，なぜ一番近いところにつくらないのか。事故があった

時に被害が少ないからだろうと考えると，ここに住んでいる私たちには大迷惑であ

る。 

それから，人間がつくった機械で今まで壊れなかったものはあるのか。福島事故

の教訓と言われたが，事故というのは必ず教訓を超えたところで起こる。原発も安

全神話と言われていたように絶対に事故は起きないと私も思っていた。想定外のこ

とは起きるため，こんな危険なものはつくらない以外に方法はない。 

Ａ．なぜ瀬戸内につくらないのかということについて，私どもは広島から５０ｋｍ離

れた山口県の上関町に原子力発電所２基の建設計画があるので，決して瀬戸内沿い

あるいは広島の近くにつくらないというわけではない。原子力発電所には立地条件

があり，火力発電所も同じだが冷却水として海水を使うので海辺に設置する必要が

ある。また，非常に高い耐震性が要求される原子力発電所は，岩盤の上に直接原子

炉を建てるというのが安全の基本であるので，岩盤が比較的浅いところにある土地

を選んで立地する必要がある。そういう中で，島根原子力発電所は既に立地後５０

年経つが，当時適地として地元のご了解をいただいて建設した経緯がある。同じよ

うに上関町にも建設をお願いしている状況であり，決して都会地でも条件が整えば

つくれないものではないということをご理解いただきたい。 

機械は壊れる，これは確かにそうである。最悪の場合は福島のような大きな事故

を起こす可能性もある。しかし，当然そのリスクとメリットのバランスを常に考え

ながら，リスクが大きければ，私どもも企業であるので決してリスクの高いものを

つくって皆さまに電気をお届けするというようなことはしない。やはり，色々な条

件の中でどういった電源が必要なのか，そして一部特定の電源に頼るのは非常にリ

スクのある社会につながっていくということを考えて，原子力は皆さまにとって非

常に不安なものとわかっているが，リスクを最小限に抑えて皆さま方に安定して電

気をお届けすることが必要と思っている。 

Ｑ．今３０ｋｍ圏内が対象になっており，境港市，米子市の一部が対象の範囲に入っ

ている。絶対壊れないという想定の下で原発をつくっている訳だが，どういう災害

が起こるかわからない。もし起きた時に，この地域は半分以上西風が吹いているの

で，その時には鳥取県の方に被害が及んでくる。安全協定を見直して鳥取県とも立

地自治体と同じ協定の締結を考えていただきたい。 

避難の対策についても，安全対策として十分考慮していただき，色々な施策・工

事をしてもらいたい。（ご意見） 
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Ｑ．福島事故があって色々な対策を施しているとのことだが，福島原発が事故の２日

目から次々と壊れていく映像を見た。水蒸気爆発が起こる原理はどのような仕組み

なのか。 

制御棒の挿入を電動化しチャンネルボックスを厚肉化したのは，福島原発で正し

く制御棒が入らずにメルトダウンしたための対策と考えてよいか。 

Ａ．福島事故の時の爆発について，福島事故の際には原子炉の中で燃料が溶融し高温

となり，注水した時に燃料棒の被覆管やチャンネルボックスと水が反応し水素ガス

が発生した。格納容器内が高温・高圧になったため，水素ガスが格納容器内から漏

れだし原子炉建物の中に充満し，それが何らかの原因で引火し爆発に至った。この

対策としては，触媒反応で水素と酸素を再結合させる装置を原子炉建屋の中に設置

し水素爆発を防ぐことにしている。 

次のご質問であるが，福島の事故では制御棒はしっかり挿入され核分裂反応は止

まった。今回島根３号機でチャンネルボックスの肉厚を約２．５ｍｍから約３ｍｍ

にするのは，地震の際にチャネルボックスの揺れ幅を低減することで，より確実に

制御棒を挿入できるように実施するものである。 

Ｑ．そもそも中国電力はこの説明会に対するスタンスをどう考えているのか疑問であ

る。今も警報が出ているが，警報が出ているのに説明会をするというのは，私たち

に対して説明が聞きたければ，警報が出ていてもここまで出てこいという考えなの

か。説明会を開くのに警報が出ていても出てこいというのが中国電力の基本的な考

え方か。まず，そこをはっきりしてほしい。 

Ａ．決してそんなことは考えていない。皆さまの安全第一で開催することが最優先と

考えている。そんな中，当初計画していた昨日，今日との２回の説明会であるが，

昨日はそうは言っても１９時の開会であるので，ある程度雨の天候の中，１５時，

もしくは１６時くらいには開催の可否を判断する必要があった。その時点で昨日は

警報が出ていたので，延期とさせていただいたが，一方，会場には３０人程度の方

がお越しになり，その際に延期する旨をお伝えした。どうしても当日の直前の中止

となると周知ができないので，そういったご迷惑をお掛けすることになった。そん

な中で，今日も悩んだところであるが，夕方の時点で警報まで至っていなかったた

め，今日は予定通り開催させていただいた。どの程度の方がお越しになるか心配し

ていたが，こんな悪天候の中でもたくさんの方においでいただいた。私どもはしっ

かりと皆さま方の質問に答える，これが第一義的な思いである。よろしくお願いす

る。 

Ｑ．事実としてそれは間違っている。例えば，今日は１５時時点では境港市では警報

が出ていなかったが，境港市，日吉津村以外すべての鳥取県下は警報が出ていた。

今確認すると，東部で特別警報になっているところがある。夕方の時点で境港市は

注意報であったのは確かだが，特にもうすぐ警報になる可能性が高い注意報であり，

電話でもそれを指摘した。警報が出る確率が高いので，中止するのであれば当然直
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前でなく早めにすべきである。本当に多くの方に来てもらって説明をし，質疑応答

を行いたいという姿勢が中国電力にあるならば，あらためて誰でも来られるような

状況の時にきちんとやるべき。今日は結果的にこういった形で開かれ，たくさんの

人が来てくれたと言われたが，たぶん警報が出ているので，来ようと思ったが来な

かった人がいると思う。今後の開催を中国電力は言及していないが，あらためて説

明会を開くべきではないか。 

Ａ．開催の判断については先ほど申したとおり。総合的に判断し，今日は開会として

いる。このような環境の中で十分にお集まりいただけなかったということは，ご指

摘のとおりかと思う。公民館への訪問活動も行っているので，そういった様々な機

会を捉まえ，今後ともしっかりと説明してまいる。 

Ｑ．少なくとも，わたしたちが中国電力にこういった説明会を開催してほしいという

要望を出せば基本的に受けるということか。 

Ａ．今回のような形で行うかどうかも含めて検討させていただく。 

Ｑ．よく政治家が「仮定の事にはお答えできません」と言うが，事故が起きるかも知

れない，地震や津波が来るかも知れないというのは仮定である。先程からいろいろ

意見を聞いていると反対の意見ばかりみたいであるが，そういう仮定の事をそんな

に長らく話しても，私は仕方ないと思う。 

それよりも使用済核燃料の地下貯蔵について，例えば中電島根原子力発電所内で

はできないものか。それには松江市の許可がなければできないと思うが，各発電所

の土地でできれば最高と思う。 

福島の事故が起きてから７年経つが，その間，島根原子力発電所は金を生んでい

ない。金を生まないどころか新規制基準に対する工事費が何百億円，何千億円ある

いは１，２兆円かかっているのではないか。ガスタービンも何機か買い替えたり，

ころころ基準が変わるものだから免震重要棟も指揮所をつくり直した。普通の会社

ならとっくに倒産だと思うが，中国電力は倒産もせず普通に営業している。それだ

け内部留保が豊かなのか。それが不思議だ。 

それともう一つ，説明の中で３１年度上期に完成の安全対策が何件かあり，２号

機も申請中だが，認可が下りるのは新たな設備が完成してからか。平成３１年度上

期でないと営業運転はできないのか。また，３号機の完成間近で東日本大震災があ

り稼働していないが，これは個人的な事なら非常に歯がゆいと思う。中国電力は相

手があることだから仕方がないが，私は常々思っていることを話した。答えられる

範囲でお答えいただきたい。 

Ａ．高レベルの廃棄物の処分場について，先程申したように，国内で４万本程度の貯

蔵施設が要る。これまで５０年近く原子力発電で電気をつくってきたが，そのゴミ

が一ヵ所で処分できる集中型の施設をつくる方が，我が国としては効率的と考える。 

そして，停止している原子力発電所は，確かに収益がない状態である。工事費に

ついては，追加分で５，０００億円ほど投入しており，今後まだテロ対策施設の分

もあるので，若干増える可能性がある。 
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一方，２号機が稼働すると，化石燃料との差分で年間４５０億円程度の収益が出

てくる。こういったものを想定し，投資に見合った回収を考えながら，必要な投資

工事を進めているところである。 

今後の審査の手続きについて，国の審査に合格すると，最終的には国の使用前検

査を受けて初めて運転ができる。そのためには，本日説明した設備が申請通りしっ

かりとできていることが必要である。今，平成３１年度上期を想定しながら大きな

工事を進めているが，まずは審査に通らないと，その設備の使用前検査にも進めな

い。 

Ｑ．原発を使わずに何年もやってきているのにどうして今頃原発を追加しないといけ

ないのか。中電には自然エネルギーをどんどん増やすことを要望したい。外国では

導入できているのに何故できないのか。 

資料に発電単価の記載があるが，２０１４年のもので今から４年も前の数字で全

く当てにならない。  

市では避難計画があるが，まともな避難計画はできていない。入院している方，

施設に入所しておられる方は，何かあったらどうするのか。全然行き場が分からな

い状態であるが，これを中電はどう考えているのか。避難しようとしてもできない

状況をどう考えるか。これは自治体がすることと考えているのか。きちんとできて

いない状況で３号機の申請は論外と思っている。 

Ａ．自然エネルギーは理想的なエネルギーと思っている。ＣＯ２も出さないし何より

無尽蔵にある。太陽光の発電量は今国内で大幅に伸びており，中国エリアでもピー

ク時には約６割が太陽光発電で，平均では約１割という状況である。九州電力では

今年のゴールデンウィークには約８割が太陽光であったようだ。しかし，太陽光は

晴れていれば電気をつくれるが，晴れてない時や夜間は別の電源が必要になる。バ

ックアップが必要でそういった意味で太陽光発電は，なかなか一本立ちできない。

隠岐の島でハイブリッド発電を行っているが，バッテリーとの組み合わせが必要で

ある。バッテリーの開発等も行っているが，まだまだ課題があり時間がかかると思

っている。 

  発電単価について，太陽光発電は外国の安価なパネルも入ってきており単価的に

は下がってきている。自然エネルギーについては，低価格化，供給安定性の２つを

目指して，我々も開発していくが，全てを自然エネルギーで賄うことはできないこ

とはご理解いただけると思う。我が国に限らず，一つの電源に依存することは非常

に危険性がある。オイルショックを踏まえて電源の分散化を行ったが，原子力，石

炭，ガス，石油，太陽光，水力と分散させてリスクを回避する必要がある。我々は

国と同様に理想的な電源構成を目指していきたいと思っており，自然エネルギーも

高い比率を目指して対応してまいる。 

避難計画について，原子力発電所で事故が起きた時は３０ｋｍ圏内の人が一律に

避難するのではなく，万一放射性物質が放出されるような懸念がある場合，基本的

には５ｋｍ圏内の人が予め避難することになる。福祉施設等では避難する前に屋内

退避をするのが第一次的な国の方針である。福島の事故の時には一斉に移動したこ
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とで二次的な障害もあったため，屋内退避施設としての機能を強化させるようにな

っている。窓を二重化して放射性物質が中に入らないようにする，特殊なフィルタ

ーも付ける，電源も独立したものを付ける等の機能強化を優先して進めている。そ

れでも避難しないといけない場合は，特殊な避難車両が必要になるので，その配備

について自治体で必要な台数を算出しておられる。我々も具体的な数字が出ればハ

ード面についても対応させていただくことになる。 

Ｑ．まず，こんな警報が出ているときにやってほしくなかった。境港市は注意報だっ

たかもしれないが，私が１７時頃に出たときは他の日吉津村と境港市以外は真っ赤

の警報が出ていた。そんな中怖い思いをしてやってきた。鳥取県は境港市と米子市

だけ説明会を行えばいいという考えがおかしいと思っている。福島原発事故では，

関東の方まで放射能がやってきた。鳥取県全体で説明会をやるべきと思っている。

それでも，境港市と米子市と１回ずつ開催し，たくさんの人に来てほしいなら，ち

ゃんとやってほしい。中国電力の危機管理意識も非常にないと感じた。もし，私が

ここに来るまでの間に土砂崩れで死んだとしても，それは勝手に来たんだろうと思

われるかもしれない。本当に大変な事態になるまで説明会を止めないという態度が

危機意識がなく，原発も同じではないかとひしひしと感じる。その上で，この住民

説明会をどう捉えているのか，あらためて聞きたい。反対ばかりの意見をどう受け

止めて，どう反映されるのか。私たちは故郷を無くすかもしれないという危機感の

中で，みなさんの話を聞いているのであって，万が一にも事故なんて起きたらだめ。

それが私たちが死んだあとであっても困る。そういった絶対事故が起きてほしくな

いと思っている人がほとんどだと思う。もし，それが特殊な人だと思うなら世論調

査でもなんでもやっていただきたいと思う。境港市や米子市の人だけでも，たくさ

んの人がぜひつくってほしいという雰囲気なら私だけがおかしいと思うが，そうで

はないのではないか。ここでこういう意見が出ていることを，どう受け止めて，ど

こに反映させるつもりか聞きたい。 

Ａ．重ねて本日の開催にあたって，いろいろなご意見を承り，大変申し訳ないと思っ

ている。先ほどから申し上げているとおり，開催の判断に苦慮したわけであるが，

結果的に開催することとした。今後は今日の結果も踏まえてしっかりと考えてまい

る。そもそも，開催にあたって，先ほど言ったことと相反することはあるが，会場

のキャパシティに比べると少し来場者が少ないと各会場で思うことがあった。その

ため，長い周知期間を設け，かなり早く日程を決めて周知も時間をかけてさせてい

ただいた。米子市，境港市でも３０ｋｍ圏内だけでなく全戸に新聞折り込みもさせ

ていただいており，様々な手立てで周知をさせていただいたかと思っている。その

中，各会場で頂いた意見は厳しい意見である。原子力を止めてくれ，原子力はいら

ないという意見がほとんどである。一方，この会場にはお越しになっていないが，

他の場面でも多くの方にも接しており，発電所の見学時，日頃の訪問活動でお会い

した方の中には，原子力は必要なので進めてくれといった意見も頂いている。私ど

もは今日頂いた貴重な意見，そして日頃別な場で頂いた意見をバランスよく取り込

みながら，今後に反映してまいりたい。 
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Ｑ．私もいつ中止の連絡があるか待っていた。中止の連絡があれば，みんなが無理し

てここへ来なくてもいいのにと思っていたが，今日開催したのであれば，今日一回

の説明会で終わるというのは許すことはできない。どんな方法か考えるというよう

な，そんなレベルの説明会ではない。福島原発の事故が起こって，新しく原発をあ

なたたちはつくろうとしている，しかも日本最大級の原発である。１３７．３万ｋ

Ｗ，それだけの原発を新しくつくろうとしている。それを大雨の中で一回説明会を

して終わりということが事業者として許されるか。認めるわけにはいかない。絶対

にちゃんとした説明会を，境港でやっていただくことを約束していただきたい。 

２９日に境港の市議会が終了したが，原発問題が大きな議題になり，６本の陳情

を採択して，決議も上がった。住民から選ばれた議会の総意である。ぜひこの総意

を汲んで対処していただきたい。内容はいろいろあるが，一つは，２号機の再稼働

と３号機を新たに稼働しようとしている，その前に立地自治体と同等な安全協定を

境港市と結ぶことを強く求める陳情で，それができるまでは，３号機の手続きには

応じないという強い願いの陳情である。もう一つは，境港市に責任が被さるが，安

全な実効性のある避難計画を策定するまでは，３号機の申請の手続きを行わないと

いうこと。これは市議会で決議を挙げ，今後中電に要請する。 

屋内退避の話があったが，放射能が降ってきたら被ばくをしないために一刻も早

く逃げることが大事であり，それを国の方から屋内退避の方針が出ているからとい

って市議会としては容認できないから決議した。どう答えるかはっきり返事をいた

だきたい。 

Ａ．まず今日の説明会の開催について重ねてお叱りをいただいたところであるが，こ

の件については先程も説明しているように，内部で協議して今日は開催させていた

だいた。その中でできるだけみなさまに説明して，質問にもお答えしているつもり

である。そして，今後も公民館訪問，その他いろいろな活動の中で説明するが，今

日の説明会のお知らせの中に，島根原子力本部の問い合わせ先の電話番号も記載し

ている。こちらにもお問い合わせいただきたい。 

それから，市議会で陳情が採択されたという事だが，いろいろと皆さま方にご心

配をお掛けしていることは間違いない。できるだけご理解いただいて，ご心配をお

掛けすることが少なくなるように，今後ともしっかりと検討してご説明し，ご意見

をお聞きするよう続けて取り組んでいく。引き続きお願いしたい。 

Ｑ．私は，原発は要らないと思っているし，何より命が大事と思い子どもを育ててい

る。どうすれば脱原発に向けて国が向かってくれるのか常に考えている。何か起こ

った時に，逃げる人，逃げられない人，逃げさせてあげる人等，家族が分散する状

況を福島で経験している中で，なぜ事故の可能性があるものを進めていくのか本当

に疑問に思っている。檀上の方も事故が起こった時にはご家族やご自身のことも不

安になると思う。そんな中で国の政策に振り回されている中電の皆さまをお気の毒

と思う。ここで勇気を持って，２号機を廃炉，３号機は原子力観光施設にするとか

の決断をしてもらえれば，心から応援したいと思っているし，良い方向に行くので
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はないかと思う。中国電力だからできると思う。頑張っていただきたい。 

Ａ．会場からご不満やご心配をたくさん頂いた。福島の事故が起きてから皆さまがそ

う思われるは当然だと思う。それを踏まえて福島のような事故は絶対に起さないこ

とを目指して今様々な努力をしている。また，我々はそこで働いており，危険な職

場であればそこで働くことはない。皆さまにご迷惑をお掛けしないよう日々まい進

していくので引き続きよろしくお願いしたい。 

Ｑ．フリーダイヤルに電話すればこの資料の内容についてちゃんと答えられる体制に

なっているのか。 

Ａ．お問い合わせの内容によっては保留してあらためて回答することはある。 

Ｑ．問い合せ先を出しているのであれば，きちんと回答してもらえる体制をとってほ

しい。（ご意見） 

以 上 


