
説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

必要性 10月18日
米子コンベン

ションセンター

2重3重の安全対策ということですが，テロ対策を例に取っても想

定外が起きるのが福島事故の教訓です。想定外が起これば人命に

関わります。なぜ，そんな安全対策をしてまで，原子力発電を動

かすのですか？ドイツは国策としてやめたではないですか。電源

がすべてなくなったとした時のことを考えると，やめるべきでは

ないですか。

必要性 10月18日
米子コンベン

ションセンター

核のゴミの問題は，何万年も影響するもの。そんな核のゴミを出

さない選択をする。すなわち，原発に頼らない選択をしないのは

なぜですか。コストの問題（被害の補償を含め20兆円もかかる）

を考えても合理的と言えるのでしょうか。

必要性 10月15日
境港市文化ホー

ル

東日本大震災で全原発が稼働停止して以来，何の不便もなかった

と思う。なぜ，ここ山陰での原発再稼働が必要なの？

自分のことだけでなく，親類，知人，関係者のことも考えての意

見です！！

必要性 10月16日 くにびきメッセ 2号機と3号機を併走稼働する必要性・理由がよくわからない。

必要性 10月18日
米子コンベン

ションセンター

40万人が避難せざるを得ない状況がありうるということを，なぜ

考えなきゃいけないのか。それほどの避難者を想定する原発をな

ぜ動かすのですか。

　お客さまに電気を安定的かつ安価にお届けするとともに，地球温暖化対策にも貢献していくために

は，安全確保を大前提に再生可能エネルギー・火力・原子力をバランスよく組み合わせていくことが必

要だと考えています。

　当社は，福島第一原子力発電所の事故を踏まえ，「事故は起こらないもの」ではなく，「事故は起こ

りうるもの」という前提のもと，まず何よりも事故を起こさないこと，そして万一事故が起きた際には

周辺地域への影響を最小限にとどめることが重要であると考えており，福島第一原子力発電所のような

事故を二度と起こさないという強い決意をもって，島根原子力発電所の安全性向上に努めてまいりま

す。

＜安定供給＞

　当社は東日本大震災以降，原子力発電所が停止した状態にありますが，発電設備の補修・点検時期を

調整しつつ，高経年火力の高稼働により供給力をなんとか確保している状況です。さらに，当社が保有

する電力設備の大半は火力発電ですが，運転開始から40年を超過する当社火力設備は，総量の約4割強

を占めており，今後もさらに経年化が進むことから，中長期的な代替電源の確保が大きな課題となって

います。

＜地球温暖化対策＞

　わが国は2030年度に2013年度比でCO2排出量を46％減させるとともに，2050年にはカーボンニュー

トラルを目指すこととしています。再生可能エネルギーの大幅拡大や火力の脱炭素化の実現に多くの課

題がある中で地球温暖化対策を着実に進めていくためには，発電時にCO2を排出しない原子力発電の活

用が必要です。

＜経済性＞

　国の審議会において原子力の発電コストは他電源とそん色ない水準とされており，加えて，発電コス

トに占める燃料費（変動費）の割合が小さいことから燃料価格の高騰による発電コストの大幅な上昇を

避けることができるなど，一定の経済性がある電源だと認識しています。

　以上のことから，当社としては，安全性の確保を大前提とした島根２号機の再稼働，さらには島根３

号機の運転開始によって，電力の安定供給や地球温暖化防止に貢献してまいりたいと考えています。

　なお，使用済燃料を直接処分した場合，放射能が天然ウラン並みになるまでの期間は約10万年です

が，使用済燃料を再処理した場合，同期間は約8,000年であり，約12分の1に低減されます。また，体積

は約4分の1に減容化されます。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

必要性 10月8日 アルテピア

何故人口の少ない島根県にこのような原発が３（２）機も必要な

んでしょう？事故が起きても人命の災害が少なく済むからです

か？

　お客さまに電気を安定的かつ安価にお届けするとともに，地球温暖化対策にも貢献していくために

は，安全確保を大前提に再生可能エネルギー・火力・原子力をバランスよく組み合わせていくことが必

要だと考えています。

　原子力発電所には立地条件があり，火力発電所も同様に冷却水として海水を使用するため海辺に設置

する必要があります。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施

設を設置するというのが安全の基本であり，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

があります。そういう中で，島根原子力発電所は既に立地後50年が経過しますが，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ります。

必要性 10月16日 くにびきメッセ Ｓ＋３Ｅというわかりにくいいい方はやめること。

　わが国では，安全確保(Safety)を大前提に，安定供給(Energy Security)，経済性(Economic

Efficiency)，環境への適合(Environment)の同時達成を基本的な視点としたエネルギー政策がとられて

いることを端的に分かりやすくお伝えしたいと考え，「Ｓ＋３Ｅ」という表現を用いて説明させていた

だきましたが，いただいたご意見を踏まえ，引き続き，分かりやすい説明の方法や内容について検討

し，より多くの方々にご理解を深めていただけるよう努めてまいります。

電力供給 10月8日 アルテピア

そもそも，福島の事故以来，原発なしで停電もなく不自由もなく

暮らしているので原発は必要ないと思う。原発にかわってクリー

ンエネルギー（太陽，水力）を使うべきと考える。なぜクリーン

エネルギーではだめなのか？

　当社は東日本大震災以降，原子力発電所が停止した状態にありますが，発電設備の補修・点検時期を

調整しつつ，高経年火力の高稼働により供給力をなんとか確保している状況です。さらに，当社が保有

する電力設備の大半は火力発電ですが，運転開始から40年を超過する当社火力設備は，総量の約4割強

を占めており，今後もさらに経年化が進むことから，中長期的な代替電源の確保が大きな課題となって

います。

　また，当社は，「2030年度までに30～70万ｋＷの再生可能エネルギーを新規導入」という目標を掲

げ，最大限に導入拡大していく考えです。ただし，電気のエネルギー源には，長所と短所があります。

再生可能エネルギーは国産のエネルギーであり，発電時にＣＯ２を出さない等の長所はありますが，一

方で，季節・天候・時間帯によって発電量が変動するため，安定供給のためには火力発電などの出力調

整が可能な電源や大規模な蓄電池との組み合わせが必要であることや，発電コストが割高なことなどの

課題（短所）を克服していく必要があります。

　当社としても，再生可能エネルギーの導入を最大限拡大してまいりますが，現時点では，克服してい

かなければならない種々の課題が残されており，再生可能エネルギーのみで電気をまかなうことは困難

な状況です。

　お客さまに電気を安定的かつ安価にお届けするとともに，地球温暖化対策にも貢献していくために

は，安全確保を大前提に再生可能エネルギー・火力・原子力をバランスよく組み合わせることで，それ

ぞれの短所を補い合うことが必要だと考えています。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

電力供給 10月13日
チェリヴァホー

ル

２号機稼働の必要性をもう少しわかりやすく説明してほしかった

です。資料P28の意味？

今，なくてもやっているのでよくわかりません。

　電気は大量には貯められないため，気温の変化や発電所のトラブルなどに備えて，発電できる量は，

使われる電気の量よりも余裕を持たせる必要があり，安定して電気をお届けするためには，最低でも

３％以上の予備率が必要とされています。

　広域機関が発表している冬季の需要が高い時期の最大需要発生時の予備率見通しの推移によれば，来

年２月の中国地域の予備率は3.9%と，２０１２年度以降で最も厳しい状況となる見込みとなっていま

す。これは，全国的な火力発電所の供給力減少に伴う影響が主な要因となっています。

　わが国は，エネルギー自給率が12.1％と資源に乏しく，さらに島国であるために隣国と電力の融通を

行うこともできないなど，脆弱なエネルギー構造の上に成り立っています。

　お客さまに電気を安定的かつ安価にお届けするとともに，地球温暖化対策にも貢献していくために

は，安全確保を大前提に再生可能エネルギー・火力・原子力をバランスよく組み合わせていくことが必

要だと考えています。

電力供給 10月16日 くにびきメッセ

原子力発電の必要性（説明資料P28）について，予備率を電力融通

を織り込んだ手法で示しているが，電力融通を織り込まない手法

で中国電力管内のみの予備率を示してください。

　特定のエリアの電力不足が危惧される場合には，エリア間での電力融通等も活用する実態を踏まえ，

国においては，2018年度より電力融通を織り込んだ手法で予備率を算定しています。

　なお，電力融通を織り込まない中国電力エリアのみの予備率（2021年度冬季,最大需要発生時）は，

12月▲4.0％，1月4.9％，2月6.0％です。

電力供給 10月15日
境港市文化ホー

ル

そもそも，島根原発は，一般家庭など以外どこへ電力供給するの

ですか？

　島根原子力発電所で発電する電気は，当社が事業基盤とする中国地域の電力需給の安定のために必要

なものであり，中国地域内のお客さま（工場，ビル，一般家庭など）への電力供給に活用していきたい

と考えています。

電力供給 10月16日 くにびきメッセ 原子力のウラン燃料は全て輸入にたよっている。

　原子力発電の燃料であるウランの産出国は，特定の地域への偏りが少なく，オーストラリアやカナダ

などの比較的政情の安定した国から輸入することができます。

　また，原子力発電は少ない燃料で発電することができ，国内保有燃料だけで数年にわたり発電を維持

できることなどから、わが国のエネルギー政策において「準国産エネルギー」と位置づけられていま

す。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

電力供給 10月19日 出雲市民会館

２号機稼働後の発電量アップ分は，三隅火電の出力ダウンを基本

として対応されますか？それとも三菱の原発を多く稼働されてい

る九州電力のように再エネ発電事業者への出力抑制を頻繁に発出

していく見通しでしょうか？

　島根２号機稼働後の火力，水力等を含めた当社発電所の運用に関しては，日々の需給状況等にも左右

されるため一概にお示しすることはできかねます。

　また，中国電力ネットワークによれば，再生可能エネルギーの出力抑制は，電力広域的運営推進機関

が定める優先給電ルールに則り，火力発電等の出力抑制や連系線の活用等を行った上で，それでも供給

が需要を上回る場合等に実施することとなります。

【参考】優先給電ルール

　電力広域的運営推進機関によって定める「送配電等業務指針」に基づき，供給が需要を上回る場合も

しくは上回ることが見込まれる場合に，以下の順番で発電機の出力を抑制することとなっている。

１． 一般送配電事業者が確保する調整力およびオンラインでの調整ができる火力発電等

２． 一般送配電事業者からオンラインでの調整ができない火力発電等

３． 連系線を活用した広域的な系統運用

４． バイオマス（専焼電源・地域資源）の出力抑制

５． 太陽光・風力の出力抑制

６． 電気事業法に基づく電力広域的運営推進機関の指示（緊急時の広域系統運用）

７． 長期固定電源（原子力，水力（揚水式を除く）および地熱発電所）の出力抑制

経済性 10月13日
チェリヴァホー

ル

新規制基準にかかった費用はいくらですか。この費用は今後の電

気料金に追加されていますか，すでにされていますか。

　安全対策費用は総額で6,000億円程度と見込んでおり，2021年度第２四半期までに要した費用は，

3,400億円程度となります。

　当社の経営は，お客さまからいただく電気料金を基に成り立っており，安全対策費用についても電気

料金の一部としてお支払いいただいていますが，震災以降，当社はあらゆる分野の効率化とコスト削減

により電気料金を維持している状況です。

経済性 10月16日 くにびきメッセ

発電コスト比較について，原子力の場合，使用済み核燃料処理や

事故が発生した際の補償金なども含めたコスト計算をすべきと思

うが，そういう経費も含めたコスト計算の結果では，いくらにな

るか教えてほしい。

　2030年に向けたエネルギー政策議論の参考とするため，国において，今年8月に電源別の発電コスト

の試算結果が示されました。

　このうち，原子力発電のコストについては，廃炉費用，核燃料サイクル費用（放射性廃棄物最終処分

含む）など将来発生するコスト，事故対応費用（損害賠償，除染含む），電源立地交付金・もんじゅな

どの研究開発等の政策経費といった社会的費用も含めたものとして2030年時点で「11.7円～」とされて

おり，他の電源と比較して遜色のない水準と考えています。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

経済性 10月16日 くにびきメッセ

再生可能エネルギーだけに送電線の拡充が必要であるかのような

説明をするのはミスリードではないですか。現に原発のための送

電線の拡充をしたのではありませんか。回答してください。

　現在，発電設備から系統への接続は，公平性・透明性の観点から，接続契約を申し込んだ順に容量が

確保されています。再生可能エネルギーに限らず，今後，新たに設置する発電設備から空き容量が不足

する系統への接続を希望する場合，系統設備の増強が必要となり，そのためには多額の費用と時間がか

かります。

　また，電気を安定してお届けするためには，電気が使われる量と発電する量を常に一致させる必要が

あります。再生可能エネルギーは，季節・天候・時間帯によって発電量が変動するため，火力発電の出

力調整などにより対応していますが，今後，導入量をさらに拡大していくためには，再生可能エネル

ギーで発電した電気を，エリアを超えて広域的に融通していく必要があり，そのために地域間連系線の

増強も必要となります。

　当社としても，再生可能エネルギーの導入を最大限拡大していく考えですが，現時点では，安定供給

のために克服していかなければならない種々の課題が残されている状況です。

　お客さまに電気を安定的かつ安価にお届けするとともに，地球温暖化対策にも貢献していくために

は，安全確保を大前提に再生可能エネルギー・火力・原子力をバランスよく組み合わせることで，それ

ぞれの短所を補い合うことが必要だと考えています。

経済性 10月16日 くにびきメッセ
ＣＯ2削減が原発でできるというが，使用済燃料の保管管理にいく

ら必要とするのか。相互的いわないとダメ

　原子力発電所で使い終わったウラン燃料は，まだ使えるウランや新たにできたプルトニウムを取り出

して，再び燃料として使用します。また，この過程で発生する廃液（核分裂生成物など）は，科学的に

安定したガラスと混ぜてステンレス製の容器に入れ，ガラス固化体（高レベル放射性廃棄物）にしま

す。

　ガラス固化体は，冷却のために専用の施設で30～50年程度貯蔵した後，人間の生活環境から隔離す

るため地下300ｍより深い安定した地層に埋設（地層処分）する計画です。

　当社は，地層処分のために必要な費用（特定放射性廃棄物処分費）を，原子力の発電実績に応じて，

地層処分の実施主体である原子力発電環境整備機構（NUMO）に拠出金として納付することとなってい

ます。

　なお，当該費用については，約0.04円/kWhを現行の電気料金に織り込んでいます。

経済性 10月8日 アルテピア
託送料金に廃炉費用が含まれていますよね。何で私達が負担しな

くてはいけないんですか？

　国のエネルギー政策に係る基本方針のもと，財務会計上の理由から事業者が廃炉判断を躊躇すること

のないよう，廃炉を円滑に進めていくための資金（廃炉円滑化負担金）を託送料金の仕組みを通じて回

収することが定められており，国の委員会において妥当であるとされています。

【参考】廃炉円滑化負担金について

　廃炉円滑化負担金は、原子力発電依存度の低減というエネルギー政策の基本方針の下、原子力発電所

を円滑に廃炉するための費用を託送料金の仕組みを利用して需要家から回収するものです。発電事業者

が想定よりも早期に廃炉する場合に、多額の費用が生じることで廃炉判断を躊躇する可能性があったこ

とから、費用の分割計上を可能とする「廃炉会計制度」が2013年に措置されました。当時は小売規制

料金による費用回収を認めることが前提とされていましたが、小売規制料金が原則撤廃される2020年

以降、制度を安定的に継続させる観点から、2017年に託送料金の利用を可能とする制度措置（電気事

業法施行規則等の省令改正）がなされ，2020年4月に施行されました。

　本件については，経済産業省の「電力システム改革貫徹のための政策小委員会（中間とりまとめ）」

(2017.2)において，妥当であると整理されています。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

経済性 10月15日
境港市文化ホー

ル

再エネ発電電力には，”賦課金”がかけられ，消費税とダブルで需要

者負担させられいるが，このままでいいのでしょうか？

　再生可能エネルギーの普及・拡大を目的とした「再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT制

度）」に基づき，再生可能エネルギーで発電した電気の買取費用の一部を，電気をご利用の皆さまに賦

課金という形でご負担いただいています。（電気事業者は回収した賦課金を国が指定する機関へ納付）

　国の制度に関してコメントする立場にはありませんが，再生可能エネルギーは重要な低炭素の国産エ

ネルギー源であると認識しており，当社としても，導入拡大に向けて積極的に貢献していきたいと考え

ています。

安全対策 10月8日 アルテピア
水密トビラ，１００枚あるということですが，人力で閉めるの

か。何人で，何分で，閉める考えか。

　浸水防止対策として，島根２，３号機の建物内外には100枚以上の水密扉を設置していますが，これ

らの水密扉については，工事等で開放しているものを除き，原則として，通常時は閉止する運用として

おります。

　発電所を含むエリアへの津波警報等を確認した場合，開放している水密扉を閉止します。１枚の水密

扉を閉止+するためにかかる時間は，人力によるものは１名の要員で1分程度，電動によるものは３分

程度です。

　このため，津波が発電所に来襲するまでに，すべての水密扉を閉止することが可能です。

安全対策 10月8日 アルテピア
起こりうる災害として，風水害，地震（＋津波），火山，テロが

考えられるが，どれが起こる確率が最も高いと考えているか。

安全対策 10月16日 くにびきメッセ
原子力施設の安全対策について，大雨，台風，落雷，大雪への備

えは想定されているのか。

安全対策 10月18日
米子コンベン

ションセンター

820ガルと1000ガルの説明がわかりにくい。

いったい1000ガル，2000ガルでたえられるか（体力？）をいって

ほしい。設計820ではあるが，2000ガルでも（実際には実験できな

い）仮想でいいのでシミュレーションしてみて,どこまで耐えられ

るかを公表すべき。そうしないと耐震住宅より低いのかというふ

うに誤解される。

　住宅のような建物の揺れ方と，原子力発電所のようにがっしりとした建物の揺れ方は異なっていま

す。一般的に，住宅メーカーが示しているガル数は，住宅を載せた振動台を揺らしてどこまで持つか

（壊れるところはどこか）という実験を行った際の値です。一方，島根原子力発電所の基準地震動820

ガルは，建物を揺らすときにどの地震動を考慮し，それを基に建物や機器等をどういう風に設計するか

というものです。

　従って，一般的に住宅メーカーが示すガル数と島根原子力発電所の基準地震動820ガルは指標が異

なっており，前者は耐力，後者は設計の元になる地震動です。原子力発電所のような大きなものは実際

に振動台に載せて揺らすことはできませんが，重要な機器等はそれぞれ振動台に載せて測っており，設

計値に対して数倍から10倍程度の耐力があることを確認しています。

　さまざまな災害の発生確率を予測することは難しいですが，新規制基準では，地震や津波への対策が

強化されたほか，火山や竜巻などの自然災害，火災，テロなど幅広いリスクに備えるための対策が強

化・新設されています。

　その他，島根原子力発電所では，自然現象として洪水，風（台風），凍結，降水，積雪，落雷，地滑

り・土石流，生物学的事象についても評価を実施し，必要な対策を講じています。

　当社は，これらの新規制基準に的確に対応することはもとより，島根原子力発電所の安全性を一層向

上させるための取り組みを積み重ね，みなさまにご安心いただける発電所を目指してまいります。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

安全対策 10月16日 くにびきメッセ

原発直下での基準地震動を2000年の鳥取沖地震を考慮して行うと

言ったが，この発生基準地震動は1000ガルをこえたのでは。820ガ

ルとした理由とした合致しない。なぜか。

2000年の鳥取県西部地震はＭ7.3で1142ガルでした。

　島根原子力発電所の「震源を特定せず策定する地震動」として考慮している2000年鳥取県西部地震

の地震規模はM7.3であり，日本国内で発生した「震源を特定できない地震」の規模としては最大のも

のです。2000年鳥取県西部地震の地震動の評価においては，震源近傍で観測された記録のうち信頼性

が高く最も地震動レベルの大きい賀祥ダム（監査廊）の観測記録（水平動：最大531ガル）を採用し，

基準地震動として策定しています。

　なお，過去には，国内で，地表付近の軟らかい地盤において1000ガルを超えるような大加速度の記

録が観測されていますが，これは島根原子力発電所の硬質な地盤と比較して軟らかい地盤で観測された

記録と考えられ，地盤の硬さが異なる地震動を硬質な地盤で定義している基準地震動と直接比較するこ

とはできないものと考えています。

安全対策 10月15日
境港市文化ホー

ル

時間がないということなので手をあげるチャンスがありませんで

した。

安全基準はOKがでてもそれは安全が確保されたということではな

いというコメントを聞いたことがあります。これで２号機が動き

始めれば，これから何年動かすことになるのでしょうか。もとも

と何年間大丈夫で作られている施設なのか。40年間と聞いたこと

があると思います。どなたか質問されていましたが「改造された

原発」をこれから本当に何年動かされるつもりでしょうか。

安全対策 10月18日
米子コンベン

ションセンター

２号機は1989から40年　2029迄稼働ですか？2021.９月15から40

年ですか？

安全対策 10月19日 出雲市民会館

9月6日に経産省より発表された，本年2月13日福島県沖地震（震度

6強）での火力発電所の被害概要では，東北地域で8か所の火力発

電所が発電停止，うち1か所は7月に復旧，1か所は年内の復旧見込

みとなっているようです。

原発でも配管・タービン系設備については相似した構成となって

いるかと思いますが，これらの事故，破損状況については，情報

を共有されておりますでしようか？

また，3年前の北海道胆振東部地震では，苫東厚真火電の事故が道

内全域のブラックアウトを引き起こした訳ですが，もし仮に苫東

厚真火電と泊原発の立地が逆だった場合にはどのような事故と

なっていたか，そしてそれが島根原発で起こったと想定するシ

ミュレーション・検討は行われていますでしょうか？

　本年2月13日の福島県沖を震源とする地震により，東北地方の複数の火力発電所で機器の破損等が発

生したことについて，その状況は電力事業者間で共有しています。

　また，2018年9月の北海道胆振東部地震で大規模停電が発生しましたが，これは北海道内で一部の火

力発電所や風力発電所，水力発電所が，地震による機器故障や送電線の断線等で停止したことから，電

気の需要に対する供給がバランスを崩し，電気が足りなくなって周波数が下がったことから，大規模停

電に至りました。

　中国エリアを含む中部・北陸・関西・四国・九州エリアの送電系統は電源周波数60Hzで連系してい

ますが，北海道の大規模停電を踏まえ60Hz連系系統内で大規模な電源脱落等が発生した場合は，60Hz

連系系統の一般送配電事業者が協調して負荷遮断を実施することとしており，大規模停電の発生防止を

図っています。

　なお，島根原子力発電所が何らかの要因で予期せず発電を停止した場合においても，本州や四国，九

州は，比較的容量の大きな地域間連系線による緊急融通が可能であることから，北海道と同様な事象で

の大規模停電は起こりにくい設備構成となっています。

　ご質問をいただくことができなかったとのこと，大変申し訳ありません。できる限り参加いただいた

皆さまの疑問やご質問には丁寧に回答したいと考えておりますが，質問時間については，参加された皆

さまのご予定や会場都合などを考慮し，ある程度の時間で区切らざるを得ないと判断したものでありま

す。

　原子力発電所の運転期間については，福島第一原子力発電所の事故以前は規定はありませんでした

が，2013年7月施行の改正原子炉等規制法において，原則40年と規定され，期間満了までに原子力規制

委員会の認可を受けた場合には、1回に限り最大20年延長することが認められることが規定されまし

た。

　島根２号機を運転できる期間は，使用前検査に合格した「1989年2月10日」から原則として40年とさ

れています。

　なお，原子力発電所では一概に寿命を定めているわけではなく，島根２号機では計画的な点検，補修

および取替を行っているため，運転開始後60年でも安全に運転を継続することは可能と考えています。

　ただし，運転の延長については，現時点で具体的な検討はしていません。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

緊急時対

応
10月16日 くにびきメッセ

最大のリスクは放射能漏れと思いますが，安全対策や運営により

その可能性を下げようとしていると理解しました。ただ，想定外

の事態のときに，どのような影響があって，どのように住民と共

有して向き合っていくのか？を教えていただけたらと思います。

　福島第一原子力発電所の事故を踏まえ，「事故は起きない」と考えるのではなく「事故は起こり得

る」との前提に立ち，様々な安全対策を進めるとともに，各種の安全対策設備を有効に活用することが

できるよう，過酷な状況を想定した訓練を繰り返し行い，「人」の対応力強化に努めております。

当社としては，国の新規制基準に適合することにとどまらず，更なる安全性の向上に取り組んでまいる

所存です。

　また，万一，重大事故が発生しても，環境への影響を最小限に抑えて事故の進展を防ぐための対策を

実施しております。

　このような安全性向上への取り組みについて，さまざまな機会を通じ，分かりやすく丁寧にお知らせ

し，より多くの方々にご理解を深めていただけるよう努めてまいります。

緊急時対

応
10月8日 アルテピア

80数名の初動活動が8時間位行えるとのことですが，応援要員全員

が集まれない場合には，どの程度の活動が可能か。想定通りにな

らない場合の対応が不明です。要員，器具，指揮系統など。（想

定外の事態について質問したが，想定内のことを前提として回答

があった。）

　夜間および休日に，長期的な事故対応を行うために外部から参集する緊急時対策要員が確保できない

場合においても，発電所に常駐している要員47名で重大事故等への対応が可能です。

　その上で，参集する緊急時対策要員54名は，過去の訓練実績等により，要員参集の目安としている8

時間以内に確保可能であることを確認しています。

緊急時対

応
10月16日 くにびきメッセ

どんな機械装置も運転する「人」により危険度は変わってくる。

「人からものを借りたらきちんと返す。もし，失くしたり壊した

らすぐにその人に言う」というのは，小学生でも親から言われる”

常識”である。今回，規制委からの文書の誤廃棄を機密文書の取扱

いの不備にすりかえていると思われる。なぜ，”常識”が実施できな

い会社なのかの分析と対策こそ教えてほしい。

　このたびの特重非公開ガイドの誤廃棄に関して，地域の皆さまをはじめ，多くの皆さまにご心配をお

かけしたことをお詫び申し上げます。

　当社は，特重非公開ガイドを保安規定に基づく品質マネジメント文書に位置付けて管理するなどの再

発防止対策を実施しており，今後，これらの対策を反映した管理方法に基づき，特重非公開ガイドの適

切な管理に努めてまいります。

　また，再発防止対策を着実に実施することはもとより，当社の取り組みを地域の皆さまに分かりやす

くご説明し，ご意見も賜りながら，安全文化の醸成，発電所の安全性向上に努めてまいります。

テロ対策 10月15日
境港市文化ホー

ル

新聞では，島根原発のテロに対する対策が審査で通ったので”合格”

となったとの記事があった。そのテロ対策とは？ちなみに，北朝

鮮の（核弾頭搭載）ミサイルが実験的に頻繁に発射され，脅威と

なっている。これが米・日との関係悪化の際など，実射されると

（原発も標的となりうる）航空機の衝突よりも破壊力が大きくな

ると考えられるが（隕石の衝突を含め），どう対策をとられるの

か？

テロ対策 10月16日 くにびきメッセ

私の質問したかった事。

原発にミサイルが飛んできたときのシミュレーションができてい

るのか。そんな事はとても無理だと思いますが。

国際関係をよくする様に努力しているとは思えない中で原発がコ

ウゲキされたらどうするのかと思います。まず人々が一人一人を

大切にする，隣国とも仲よくする，その上で原発を進めてもらい

たい。

テロ対策 10月19日 出雲市民会館 北朝鮮のミサイルが飛んできても大丈夫か。

　テロ対策については，国防に関わる部分が大きいですが，原子力事業者に対しても従来から核物質防

護の観点から対策が義務付けられております。ミサイル攻撃等の場合，事業者単体での対応は難しいで

すが，警察や海上保安庁等とも連携し発電所構内外の警備を行っています。

　また，テロへの対策として，複数台準備している可搬式設備（高圧発電機車，送水車等）を分散して

配備するとともに，更なるバックアップとして故意による航空機衝突などのテロリズムによって炉心損

傷が発生した場合に備え，特定重大事故等対処施設を設置することとしており，ミサイル攻撃に対して

も一定の対策になると考えています。なお，この特定重大事故等対処施設については，現在，原子力規

制委員会による審査を受けているところです。

　当社としても，緊張感を持ってプラントの運営にあたるとともに，日頃から非常災害時に備えた訓練

等を積み重ねてまいります。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

テロ対策 10月16日 くにびきメッセ

故意による航空機衝突について（今般の設置変更許可処分につい

て），どのような航空機がどこに衝突すると仮定しているのか，

示してください。

爆弾を搭載した戦闘機が原子炉建屋に衝突していることを前提と

する対策はしているのか。教えてください。

　セキュリティの観点から詳細についてはお答えできかねますが，新規制基準においては，テロへの備

えとして意図的な航空機衝突への対応が求められており，島根原子力発電所では，高圧発電機車や大量

送水車といった可搬型（移動式）設備を分散して配備するとともに，更なるバックアップとして，原子

炉格納容器の破損を防止するための機能を備える「特定重大事故等対処施設」を設置することとしてい

ます。

テロ対策 10月19日 出雲市民会館

先週15日に御社サイトで公表されております，当市に係る安全確

保等に関する協定の運営要綱の一部改定について，新たに，核燃

料物質等の輸送について，核物質防護の観点から輸送日時，経路

等輸送に係る詳細な情報を当市から公表しない，旨の文言が加わ

りました。

「テロ」等の攻撃を想定したものと考えますが，他国からのミサ

イル発射，Ｊアラートの発動等に対しては，どのような初動体制

を計画していらっしやいますでしょうか？

　ミサイルが発射された際の原子力発電所の対応は，国民保護法（武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律）に基づき，電力各社が指定公共機関として作成する「国民保護業務計画」

に規定されています。

　発電所所在地域が警報の発令地域となった場合，または地域を定めずに警報が発令された場合，原子

炉の運転停止に向けて必要な措置を講じます。

　原子炉の運転停止については，電力の場合，多くのお客さまがご利用になっていることから，需給状

況なども踏まえながら，総合的に判断することになりますが，突発的に武力攻撃が発生した場合等，特

に緊急を要するときは，事業者自らの判断により運転を停止します。

廃棄物 10月15日
境港市文化ホー

ル

高レベル放射性廃棄物処理が現実となるまで新たな燃料の使用は

すべきでない。（意見）

上記が現実となるまでに，仮に島根原発が稼働した場合の使用済

燃料の再利用や保管体制がどのようになるか示してください。

（HPで回答をお願いします）

廃棄物 10月16日 くにびきメッセ

今回の設置変更許可処分は，使用済核燃料を島根原発のサイト外

に搬出することとなっているのですか。教えてください。

使用済核燃料を島根原発のサイト内に保管（中間貯蔵）するとな

ると新たな設置（変更）許可が必要になるということですか。教

えてください。

廃棄物 10月16日 くにびきメッセ
地下300ｍで充分深いと言えるのでしょうか。（放射性廃棄物の処

分の深さ）

　法律（「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」）において「地下300メートル以上の政令で定

める深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地

下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設すること」と定められていま

す。

　これは、原子力委員会などで地下数百メートルよりも深い地層に処分するとされてきた考え方や、ア

メリカ等の諸外国における処分計画の深度が地下300メートルよりも深いことなどを踏まえています。

　なお、300メートル以上における適切な処分深度については、処分場が建設される地点によって異な

るため、候補となる地域の地質環境特性や隆起・侵食の速度等を鑑みて設定されることとなります。

　原子炉設置変更許可申請書の「使用済燃料の処分の方法」において，使用済燃料は国内再処理事業者

において再処理を行うことを原則としており，島根原子力発電所から搬出することにしています。それ

までの間は，燃料プールにおいて安全に保管します。

　現在の島根原子力発電所１・２号機の燃料プールにおける使用済燃料貯蔵量は2,678体であり，全貯

蔵容量（4,658体）の約57%です。当社では，当面の間新たな使用済燃料の貯蔵に係る対策が必要な状

況にはなく，現時点では，敷地内における貯蔵に関する具体的な計画はありません。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

廃棄物 10月16日 くにびきメッセ

放射性廃棄物（核のゴミ）の処理について質問しましたが，「燃

料サイクルをする」と答えていたが「モンジュ」は稼働出来ず全

てがゴミになる。「全国のゴミも大根島の広さがあれば良い」と

の答えがあったが，他県のゴミを受け入れるはずがないので，地

盤がしっかりしている原発廃炉後の位置に処理施設を考慮すべき

ではないか。勿論保管費を充分に請求すべき。

福島汚染水（処理水）は福島沖ではなく東電本社のある東京湾に

放水すべきと再主張したい。島根原発の二次冷却水も中国電力本

社のある広島湾に放水すべきではないでしょうか。

　高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）の発生量は，すでにガラス固化体として貯蔵管理している分

と，原子力発電所で保管している使用済燃料をガラス固化体に換算した分を合わせると，国内全体で約

2万6,000本相当となります。これに対して，原子力発電環境整備機構（NUMO）では，将来発生する量

を勘案して4万本以上のガラス固化体を処分できる施設を計画しています。

　処分施設の規模は、地上施設が1～2km2程度、地下施設が6～10km2程度と見込まれています。

　当社は，廃棄物の発生者として，最終処分事業の合意形成に向け，皆さまにご理解をいただけるよう

取り組むとともに，候補地を選定する国やＮＵＭＯの活動を支援・協力してまいります。

　福島第一原子力発電所の汚染水については，東京電力HDおよび国において検討が進められていると

ころです。島根原子力発電所２号機の二次冷却水（海水）は運転中は毎秒約６０トンの量があり，他へ

移送することは現実的に困難です。

廃棄物 10月19日 出雲市民会館

防災の観点って何？

核のゴミ処理の方法なども説明されたけど，具体的な処理場は決

まってませんよね。これまでの５０年間でできたゴミの管理につ

いて，どう考えておられるのか。ご説明が具体的そうに見えて，

その点具体的でないと感じました。

廃棄物 10月19日 出雲市民会館 廃棄物を出し後世にゆだねる。うしろめたさはありませんか？

避難計画 10月18日
米子コンベン

ションセンター
事故時の避難計画は大丈夫だと確認されていますか。

　先般，関係機関の緊急時の対応や関係自治体の避難計画を含む「緊急時対応」について，国により

「原子力災害対策指針に照らし，具体的かつ合理的なものになっている」旨，確認・了承されました。

　「災害対策に終わりはなく，常に改善を続けることが重要」との考えの下，今後，関係機関の緊急時

の対応や関係自治体の避難計画を含む「緊急時対応」に基づく避難訓練やその検証・改善を通じて，継

続的に原子力防災体制の充実・強化が図られることとなるものと認識しています。

　当社としては，「緊急時対応」の内容に基づき，避難行動要支援者の避難に使用するストレッチャー

車両52台の確保，避難退域時検査への1,300人の動員，物資支援など，原子力事業者として最大限の役

割を果たしてまいります。

避難計画 10月15日
境港市文化ホー

ル

（住民避難について）

万一の災害時には住民避難活動に最大限対応と言っておられます

が，災害時に中電が住民避難に対応できる余力があるか大いに疑

問です。それどこではないのでは。

　当社は，万が一の原子力災害発生時に自治体と連携して避難退域時検査等の住民避難活動を行うよ

う，島根原子力発電所所員以外の中国電力と中国電力ネットワークの社員から要員を選出する体制を構

築しており，緊急時には，自治体からのご要請に基づき最大限対応させていただきます。

避難計画 10月16日 くにびきメッセ

住民避難について

橋北地域に住んでいます。大地震があったら７橋全部渡れるとは

思いません。私達はどう避難すればよいのか。５キロ内が避難し

てからとのこと，とても考えられません。西に向かっても，大小

の橋があるが不可能です。安心できません。

　自然災害等により避難経路が使用できない場合は，他のルートを活用し避難を実施することとされて

います。

　なお，関係機関の緊急時の対応や関係自治体の避難計画がまとめられた「島根地域の緊急時対応」に

おいて，発電所から概ね5～30km圏内を目安とするＵＰＺ（緊急防護措置を準備する区域）内は全面緊

急事態にあたった場合には屋内退避をすることとなっておりますので，自治体の指示に従って行動をお

願いします。

　高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）の発生量は，すでにガラス固化体として貯蔵管理している分

と，原子力発電所で保管している使用済燃料をガラス固化体に換算した分を合わせると，国内全体で約

2万6,000本相当となります。これに対して，原子力発電環境整備機構（NUMO）では，将来発生する量

を勘案して4万本以上のガラス固化体を処分できる施設を計画しています。

　当社は，廃棄物の発生者として，最終処分事業の合意形成に向け，皆さまにご理解をいただけるよう

取り組むとともに，候補地を選定する国やＮＵＭＯの活動を支援・協力してまいります。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

避難計画 10月19日 出雲市民会館

有事の際の避難（計画）について

出雲市内の塩冶，高松町等については，その一部のみが３０キロ

圏内に入っている。圏内，圏外の町内（町内会）がどこなのか，

はっきり明示してほしい。避難計画（市作成）はあいまい。今住

んでいる町内が，圏内か，圏外か，町民は誰も知らないのではな

いか。

　有事の際の避難（計画）について，出雲市において作成されている「原子力災害に備えた出雲市広域

避難計画」によると，塩冶地区，高松地区など一部のみが30㎞圏内に入っているところについては，町

単位で避難対象区域に定められており、いわゆるコミュニティセンター単位ではなく，町単位での避難

になるとされています。

　なお，当社は，関係自治体等とも連携をとりながら，防災体制の整備を進め，避難退域時検査等への

要員派遣等，事業者として最大限の対応を行ってまいります。

【出典：原子力災害に備えた出雲市広域避難計画 第2章広域避難計画策定の前提(出雲市）】

避難計画 10月18日
米子コンベン

ションセンター

30㎞圏外の住民への対応をどのように考えておられるか。

避難計画もない。

　発電所から概ね5～30km圏内を目安とするＵＰＺ（緊急防護措置を準備する区域）では全面緊急事態

となった際には予防的な防護措置として，屋内退避を原則実施することとされています。

　なお，ＵＰＺ外においても、発電所から著しく異常な水準で放射性物質が放出され、又はそのおそれ

がある場合には、施設の状況や放射性物質の放出状況を踏まえ、必要に応じて屋内退避を実施すること

とされています。

【出典：島根県地域防災計画（原子力災害対策編）第８節】

避難計画 10月15日
境港市文化ホー

ル

（住民避難について）

避難訓練で要支援者避難訓練に参加しておられますが，本当に避

難となった時には要支援者や要介護者が避難する場合は避難して

おしまいではなく，そこでの継続的な支援，介護が必要になりま

すが，それに対する対策は自治体まかせで中電は感知されないの

でしょうか。福島の場合でも避難途中，避難中に多くの命が失わ

れましたが。

　住民避難については，状況を踏まえ最大限対応してまいります。

避難計画 10月8日 アルテピア
30㎞圏内自治体住民全員の避難訓練を行ってからでないと原発の

運転は認められない。なぜ訓練を行わないのか？理解できない

　当社は，毎年さまざまな避難対象地区において行われている自治体主催の原子力防災訓練に継続して

参加し，万一原子力災害が発生した場合に関係自治体と連携して，地域のみなさまに円滑に避難してい

ただけるよう，要員の練度向上および関係機関との連携強化を図っています。

災害時の

補償
10月18日

米子コンベン

ションセンター

保障（補償？）について，事業者だけでなく国の支援があるとい

うことであるが，国の支援ということは税金であり国民が負担し

ている。事業者として，そのことをどのように考えられているの

か。

災害時の

補償
10月18日

米子コンベン

ションセンター
事故時の賠償資金は十分にお持ちですか。

災害時の

補償
10月19日 出雲市民会館

稲作農家であり，水田，畑，山林，農業用作業場を所有していま

すが，原子力発電所の爆発の場合の補償は，どうなりますか？

回答願います。

　島根原子力発電所の運転・保守が原因で，住民の皆さまに損害を与えた場合には，当社は誠意をもっ

て賠償に当たる考えです。

　万が一原子力発電所で事故が発生した場合，事業者は損害の全額を賠償することが「原子力損害の賠

償に関する法律」に定められています。また，福島第一原子力発電所の事故による大規模な損害の発生

を踏まえ，「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」が成立しており，賠償措置額（最大1,200億円）を

超える損害についても，各原子力事業者の相互扶助によって支払等に対応できる仕組みが構築されてい

ます。

　２階建で対応できる仕組みが制度化されておりますが，何よりも事故を起こさないこと，万一事故が

起きた際には周辺地域への影響を最小限にとどめることが重要であり，福島第一のような事故を二度と

起こさないという強い決意をもって，島根原子力発電所の安全性向上に努めてまいります。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

福島第一

原子力発

電所事故

10月16日 くにびきメッセ
国は電源喪失で冷却できなっかたというが，冷却水（内部水）が

最初に破断したという原因はないのか。

　現在も原子力規制委員会の「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」など

において議論が続いており，その状況を注視することはもちろんのこと，更なる安全性の向上に取り組

んでまいります。

福島第一

原子力発

電所事故

10月16日 くにびきメッセ

福島第一原発事故に於いて海洋放出が検討されているアルプス処

理後の汚染水にはトリチウム以外の放射性核種も含まれている

（取りきれていない）のではないですか。教えてください。

トリチウムしか含まれていないかのような説明はミスリードでは

ないですか。

　東京電力福島第一原子力発電所における汚染水については，トリチウム以外の放射性核種についても

含まれますが，東京電力ＨＤにおいては，多核種除去設備等により可能な限り低減し，環境へ放出する

場合の国の基準を満たすようにする方針です。

福島第一

原子力発

電所事故

10月16日 くにびきメッセ

福島事故の放射能の放出はたいしたことはなかった。これは違

う。放出された放射能は地上ではなく海に80%でたのが事実で

は。

　東京電力の福島原子力事故調査報告書においては，以下のとおり報告されています。

＜ 大気中への放出量＞

　福島第一原子力発電所事故が発生した2011年3月中の事故による放射性物質の大気中への放出量は、

希ガスが500PBq程度、ヨウ素131が500PBq程度、セシウム134が10PBq程度、セシウム137が10PBq

程度と推定されています。

　なお、原子力事故の程度をあらわす指標にINESレベルという指標がありますが、福島第一原子力発

電所事故はレベル7に相当し、チェルノブイリ原子力発電所事故と同じレベルに分類されています。ス

リーマイル島原子力発電所事故はレベル5となっています。

　※P（ペタ）は10の15乗、すなわち、千兆をあらわし、Bq（ベクレル）は1秒当たり1回放射線を出

す放射能量であることを意味する単位です。

＜海洋環境への放出量＞

　 海洋へ放出されたセシウム134は3.5PBq，セシウム137は3.6PBq、ヨウ素131は11PBqと推定されて

います。

【出典：東京電力 福島原子力事故調査報告書　12．放射性物質の放出評価 】

説明会 10月15日
境港市文化ホー

ル

質問時間が短すぎます。これまで説明会をずっとしないで，やっ

と開催したにもかかわらず，十分に質問に答えていない。

今後稼働が決まるまで中国電力の説明会はもうないのか。

市民主催の説明会には必ず出席してください。

　十分なご質問をいただくことができなかったとのこと，大変申し訳ありません。

　できる限り参加いただいた皆さまの疑問やご質問には丁寧に回答したいと考えておりますが，質問時

間については，参加された皆さまのご予定や会場都合などを考慮し，ある程度の時間で区切らざるを得

ないと判断したものであります。皆さまから紙面で頂戴したご質問については，当社ホームページに回

答を掲載していますのでご確認ください。

　理解活動に終わりはないものと考えており，今後，様々な機会を捉えて分かりやすく丁寧にご説明し

てまいります。

その他 10月19日 出雲市民会館 プルサーマルの予定について

　現状，運転計画が未定のためプルサーマル導入時期も未定ですが，島根２号機において，再稼働後，

地域の皆さまのご理解を頂きながら，プルサーマルを実施することとしています。

　なお，プルサーマルの安全性については，厳正な審査を受け，原子炉設置変更許可を得ているもので

す。
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説明会場で投函いただいたご質問への回答

項目 開催日 開催会場 ご質問 回答

その他 10月16日 くにびきメッセ

海水温より高い温度の水を放出し続けたら，海水温が高くなると

思います。

冷却水をどのくらいの量，どのくらいの温度で海へ放出し続けて

いるのでしょうか。

冷却水を放出し続けることで，海水温はどのくらい上昇するので

しょうか。

海水の流れはどうなっていますか。空気（大気）の流れはどう

なっていますか。海の生物への影響はどうなっていますか。玄海

町ではイカがいなくなっていると聞いています。

　島根2号機では，発電所前面の輪谷湾の深層より毎秒約60トンの海水を取水し，約７度上昇した温排

水を発電所敷地西側の海域に水中放水します。放水口を水中の深い位置に設け，温排水を比較的速い流

速で放水して周囲の冷たい水を巻き込みながら，海面へ浮上するまでの間に十分な水温の低減を図って

おり，水温の上昇範囲は放水口の近傍に限られることから，温排水による海生生物への影響は少ないも

のと考えています。

　なお，温排水等の影響については，取放水の水温，沿岸定点の水温などを自治体とともに定期的に調

査しています。また，風向および風速についても観測しています。

その他 10月16日 くにびきメッセ
ウラン燃料は，Ｕ235，Ｕ238を混ぜ合わせて作る。Ｕ235を3%程

度にする中でＵ238が取りだせなくて残ってしまう結果では？

　ウランには核分裂しやすいウラン235と，核分裂しにくいウラン238があり，天然ではウラン235の割

合は0.7％程度です。原子力発電で使用する燃料は，ウラン235の割合を3～5％まで高めており，残りの

95～97％がウラン238です。

　燃料の大部分を占めるウラン238が中性子を吸収して，核分裂反応を抑える働きをするため，核分裂

は非常にゆるやかになります。

その他 10月19日 出雲市民会館 地熱発電の推進について

　国のエネルギー基本計画において，地熱発電については，安定的に発電を行うことが可能なベース

ロード電源を担うエネルギー源であり，発電後の熱水利用など，エネルギーの多段階利用も期待される

一方，開発には時間とコストがかかるとされています。

　当社は再生可能エネルギーについて，地球環境問題への対応だけでなく，成長領域の一つとして

2030年度30～70万kWの新規開発を当社グループ経営ビジョンにおいて目標に掲げており，他社とのア

ライアンスによるバイオマス発電事業や既存水力発電の出力増加，また，今後，導入が見込まれる洋上

風力など，積極的な導入拡大に取り組んでまいります。
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