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原子力事業者防災訓練報告会 

第３回会合 

議事録 

 

１．日 時 平成２５年１２月１６日（月）１３：３０～１６：５１ 

 

２．場 所 田中田村町ビル８階（８Ｅ会議室） 

 

３．出席者 

原子力規制委員会 
更田 豊志  委員 
 

原子力規制庁 
安井 正也  緊急事態対策監 
大村 哲臣  審議官 
信濃 正範  安全規制管理官（試験炉等担当） 
野川 丈晴  安全規制管理官（試験炉等担当）付 企画係長 
志間 正和  原子力防災課事故対処室長 
水野 大   原子力防災課事故対処室 原子力防災専門官 
橋野 早博  東海・大洗原子力規制事務所 原子力防災専門官 

 
独立行政法人日本原子力基盤機構 
梶本 光廣  原子力システム安全部 次長 
赤堀 猛   検査評価部 検査指導・監督グループ 調査役 

 
一般社団法人原子力安全推進協会  
久郷 明秀  理事 人材育成部長 
本田 一明  執行役員 プラント運営支援部長 
 

日本原燃株式会社 
大柿 一史  安全技術室 安全技術部長 
藍 寛信   再処理事業部 防災管理部長 
石原 紀之  再処理事業部 再処理工場 運営管理部 保安管理課長 
板橋 隆昭  濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮運転部 濃縮技術課長 
長嶺 徹   埋設事業部 低レベル放射性廃棄物埋設センター 埋設技術課長 
 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 
青木 義一  核燃料サイクル工学研究所保安管理部長 
志知  亮   核燃料サイクル工学研究所再処理技術開発センター処理部前処理課長 
堀内 信治  核燃料サイクル工学研究所保安管理部 危機管理課 技術副主幹 
田子 格   安全統括部次長(兼)技術調整室長 
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原子燃料工業株式会社 
西野 祐治  執行役員 品質・安全管理室長 
米森 基志  東海事業所 業務管理部 総務グループ長 
黒木 潤一  熊取事業所 業務管理部 安全衛生グループ長 
照沼 恵一  東海事業所 技師長 
島本 満也  熊取事業所 担当部長 

 
三菱原子燃料株式会社 
吉村 忠宏  執行役員 副工場長 
安倍 昌宏  環境安全部 部長 
細谷 哲章  環境安全部 安全管理課 主務 

 
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 
中島 潤二郎 執行役員(兼)環境安全部 部長 
牧野 健士  執行役員(兼)保安管理部 部長 
桜井 博成  環境安全部安全管理課 担当課長 
杉本 光春  環境安全部担当副部長(兼)環境安全部安全管理課 担当課長 
 

４．議 題 

  ○再処理施設及び加工施設を設置する原子力事業者の防災訓練（平成２４年度）の

報告 

  議題１ 日本原燃株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

  議題２ 独立行政法人日本原子力研究開発機構の原子力事業者防災訓練の報告 

  議題３ 原子燃料工業株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

  議題４ 三菱原子燃料株式会社の原子力事業者防災訓練の報告 

  議題５ 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンの原子力事業者

防災訓練の報告 

  議題６ 総括 

 

５．配布資料 

  ホームページに掲載のとおり 

 

議事 

○更田委員 それでは、定刻になりましたので、原子力事業者防災訓練報告会の第3回を

開催いたします。 

 本報告会は、平成24年度に原子力事業者が実施された防災訓練について、その内容をレ
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ビューして、PDCAサイクルを促して、自主的な努力のもとで防災対応能力を向上させるこ

とを目的としております。これまでにPWR事業者、BWR事業者と続けてまいりまして、第3

回ですけれども、第3回は発電所以外の再処理施設と加工施設に関する防災訓練の報告を

日本原燃株式会社、それから日本原子力研究開発機構、原子燃料工業株式会社、三菱原子

燃料株式会社、株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンから御報告をい

ただきます。 

 それから、このレビューに際しては、日本原子力研究開発機構及びJNES（原子力安全基

盤機構）からも参加を得ております。ただ、日本原子力研究開発機構は、今日は欠席とい

うことなので、JNESだけからですけども。 

 それから、JANSI（一般社団法人原子力安全推進協会）、第2回から御出席いただいてお

りますけども、忌憚のない御意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、時間が限られておりまして、早速ですけども、事務局のほうから資料の確認

をお願いします。 

○志間事故対処室長 事務局の事故対策室長の志間と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、まず、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。お手元の資料、ま

ず座席表と議事次第のそれぞれ1枚紙がございまして、その後、これから皆様に御報告い

ただく訓練の報告に関する資料、それが、本日、議題1から議題5までございます。それぞ

れの議題ごとに、右肩にその議題の番号をつけたものを報告資料としてつけさせていただ

いております。また、それぞれの資料につきましては、別紙として、原災法に基づき提出

を受けた平成24年度の訓練実施結果報告書を添付しております。こちらもあわせて御参照

いただければと思います。 

 それから、注意事項を2点ほど申し述べさせていただきたいと思います。まず、各事業

者の皆様、報告は15分程度で行っていただけるようお願い申し上げます。また、その後に

それぞれ20分間の意見交換をする時間をとっております。また、全ての事業者の皆様の御

報告を終わってから、今回の報告会を総括する意見交換をする時間をまたとっております

ので、またそちらでも忌憚のない意見交換をさせていただければと思います。 

 あと、注意事項の2点目でございますが、こちら、御発言をいただく際には、議事録を

とる関係で、御所属とお名前を名乗ってから御発言いただけるようお願い申し上げます。 

 事務局からは以上でございます。 
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○更田委員 事務局からの説明にありましたけども、御出席の方々の御紹介を割愛させて

いただきますので、御発言の際に、または御報告の際に御所属をおっしゃっていただけれ

ばと思います。 

 それでは、早速ですけれども、日本原燃株式会社から御報告をお願いします。 

○日本原燃株式会社（大柿） それでは、日本原燃安全技術室の大柿と申します。 

 私のほうから、資料に基づきまして、2012年度の原子力防災訓練の実施結果につきまし

て御報告させていただきます。 

 当社の施設は、青森県六ヶ所村に位置しておりまして、尾駮沼という沼を挟みまして、

南側にあります再処理事業所に再処理工場と廃棄物管理施設、北側にあります濃縮・埋設

事業所にウラン濃縮工場と廃棄物埋設施設が立地しております。 

 今回、御報告いたします訓練は、本年2月4日に行いましたものでございまして、この際、

当社としては、初めて4施設が同時に発災するという想定のもとに訓練を行いました。目

的としましては、全事業所同時発災における全社対策本部と各事業部対策本部との情報共

有や応援要請が円滑にできることの確認、また、2月の初めという最も寒さの厳しい時期

を選びまして、厳冬期における積雪・凍結・寒さにおいても、現場の対策活動が確実に実

施できることの確認、また、対策本部の要員等の知識・技術の習得・向上による対応能力

の継続的改善、これらを目的としております。 

 訓練の想定といたしましては、六ヶ所村で震度7の地震が発生し、その影響により各施

設において全交流電源喪失を初めとした各種原子力災害の発生という想定でございます。 

 訓練内容でございますけれども、再処理工場、ウラン濃縮工場を中心に申し上げます。

再処理工場においては、電源車による電源供給、高レベル廃液貯槽等の沸騰に係る対策を

中心にしまして、資料に記載の項目で行っております。また、ウラン濃縮においては、六

フッ化ウラン漏えいへの設備応急訓練を中心に、記載の項目で行っております。 

 評価方法といたしましては、ヒューマンファクターの専門家にお願いしまして、外部評

価をいただくとともに、社内のモニタによる評価を行っております。訓練終了後にはヒュ

ーマンファクター専門家を含めた訓練参加者による反省会を開いて、改善事項の洗い出し

を行いました。 

 訓練体制でございますけれども、再処理・濃縮・埋設という各事業部ごとに対策本部を

設置いたしまして、この対策本部が現場の収束活動を中心に担っております。全社対策本

部としましては、青森、東京事務所を含めまして、その各事業部対策本部の支援と社外関
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係機関への通報連絡を担っております。 

 この資料が、各本部間の役割分担と、その班構成を示しております。過去の訓練におき

まして、全社本部と事業部対策本部との間をテレビ会議によって情報共有を図ったことに

よって、事業部対策本部の事象収束活動を妨げる場面がございましたという反省に立ちま

して、今回の訓練におきましては、各本部の電話連絡による情報共有を中心にするととも

に、初めての試みとしまして、各事業部本部からそれぞれ3名程度の連絡員を本部事務局

に派遣してもらいまして、その連絡員が各事業部本部の情報収集、それから全社本部内へ

の周知を行いました。 

 訓練の流れは、ここに示すとおりでございまして、地震の発生によって、4施設同時発

災という想定で進行いたしました。想定した事象としましては、再処理工場においては、

重油タンクの火災と高レベル廃液の沸騰のおそれ、また、ウラン濃縮工場においては、六

フッ化ウランの漏えいでございます。 

 なお、訓練の大まかな流れは、事前に訓練関係者に提示した上で行っております。 

 これ以降、再処理工場の訓練について御報告いたします。 

 訓練参加者は、当社社員218名、協力会社社員等33名でございまして、協力会社の方の

多くは避難訓練に参加していただきました。また、この協力会社社員等の中には、後ほど

御紹介します合同消火訓練に参加していただいた公設消防の方々、また、青森県内の5事

業者間の協力協定に基づいて参集していただいた方々も含まれております。 

 地震発生によって外部電源が喪失し、社内の敷地内に4台ある非常用の発電機も起動が

できないという想定のもとに行いました。その結果、高レベル廃液貯槽の冷却機能が喪失

いたしまして、一方、重油タンクにおいての火災も発生したという想定で、電源車による

電源供給、それから沼からの給水による高レベル廃液貯槽の冷却機能の回復に伴う活動、

さらに、タンク火災への消火活動を行っております。 

 原災法10条通報は、全交流電源喪失状態が30分を越えて継続というタイミングで行いま

した。また、高レベル廃液貯槽冷却機能喪失に伴う廃液沸騰で、敷地境界500μSv/hを超

えるおそれということで、15条通報を行っております。 

 訓練項目と内容は、ここに記載のとおりでございまして、主に現場の対応につきまして、

以下、御説明したいと思います。 

 高レベル廃液貯槽等の沸騰に係る対策でございますけれども、高レベル廃液は、安全冷

却水系という系統で常に崩壊熱を除去しておりまして、この系統は、内部ループで除去し
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た熱を中間熱交換器を介して、外部ループから冷却塔で大気放出をしておりますが、外部

ループは2系統で構成しまして、さらにポンプ等は多重化された系統です。また、内部ル

ープも2系列または1系列の系統でございまして、いずれも外部電源喪失に備えて、非常用

DGに接続されておりますけども、今回は外部電源喪失時において非常用DGも起動できない

ということで、電源車から安全冷却水系への給電を行いました。そうしましたところ、内

部ループの冷却水系ポンプが起動できないということで、あらかじめ用意されております

バイパスラインを通じて貯槽のコイルに冷却水を流そうとしたところ、バイパスラインも

弁が固着して開かないということで、沼から水を給水して、直接このコイルに給水すると

いう想定のもとに行っております。 

 電源車による電源供給につきましては、非常用ディーゼル発電機起動失敗という時点で、

3台のうち2台をそれぞれディーゼル発電機前に配置いたしました。電源車の電源盤へのつ

なぎ込み以降の対応は模擬で行っております。 

 沼からの給水につきましては、敷地内にも約1万立米の貯水槽を初めとしまして、さま

ざまな貯水槽を持っておりますけれども、代替水源としまして、周辺の沼、沢等に複数の

水源を確保しております。今回は厳冬期ということで、氷が張った沼から水を給水すると

いうことで、沼の結氷箇所にホースを展張しまして、氷を割って取水部を設置して、標高

55mの敷地まで送水作業を行いました。 

 一方、重油のタンク火災につきましては、通常であれば事業部の消火班が消火に当たる

んですけども、消火班が沼からの送水作業を担ったということで、その対応を全社対策本

部の消火班に応援要請を行いました。これを受けまして、本社の消火班が出動しまして、

公設消防との合同の消火活動を行っております。 

 訓練の評価でございますけれども、目的に挙げました全社対策本部と事業部対策本部と

の情報共有、応援要請につきましては、全社対策本部に対して行った情報提供、これが口

頭でされた内容をさらにFAX送信、電話で報告する等、基本的な情報共有が図られました。

また、今回、配置しました連絡員によって伝達された事業部の対応状況等が、適時全社対

策本部において報告されておりました。 

 また、全社対策本部に対して行う支援要請につきましては、重要事項はテレビ会議を通

じて本部長から本部長へ行いまして、その他個別の調整は事業部から派遣された連絡員が

行う等、内容に応じて区分されておりました。 

 厳冬期の対策活動につきましては、沼から標高55mの敷地までのホース展張作業が、沼
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の氷結や積雪により足場が悪い状況でも、目標時間内に実施できました。 

 対策本部の要員等の対応能力の継続的改善につきましては、適切に活動する上で必要な

情報の入手(収集)、また、情報の整理・班内共有、さらに、事象に対する対応の優先順位

の判断、いずれも的確に、かつ良好だったという評価をいただいております。 

 一方、改善点としましては、事業部間の情報共有につきましては、テレビ会議システム

を用いて情報共有等を行いましたけども、全社側では、事業部の情報が次々に入りまして、

情報が錯綜する場面もありましたことから、共通ルールの工夫が必要であると。これにつ

いては、これまでも過去の訓練等の経験を踏まえて、情報共有ルールの改善を継続的に行

っておりますけども、今後もさらなる改善を検討中でございます。 

 全社対策本部への支援要請、これは具体的にはオフサイトセンターを模擬しまして、オ

フサイトセンターからスクリーニング要員の派遣要請があったという想定で訓練をしたん

ですけれども、その内容によりまして、全社対策本部内の対応箇所が異なりまして、多少

混乱がありましたので、連絡系統を明確化する等のルール化を検討しております。これに

ついては、全社対策本部の事務局が支援要請を一元的に受けた上で、業務分担に基づいて

対応箇所に依頼するよう改善を検討中でございます。 

 厳冬期における対策活動については、積雪によりまして、その展張ルートが夏場よりも

長くなって、作業に手間取ったということがありましたので、ホース余裕ができますよう

に、予備のホースを既に準備しております。 

 要員の対応能力の改善につきましては、「配布・共有が必要な情報」と「配布・共有が

必要な範囲」を明確にする必要があるということで、これについては、既に行いました今

年度の8月の総合訓練におきまして情報を統括する担当を配置しまして、情報の整理を行

っております。 

 また、消火活動に当たりまして、建屋、駐車場等の可燃物に対する配慮が不足していた

ということで、これも本年8月の訓練においては、周囲の可燃物に対して放水するなど延

焼防止対策も実施いたしました。 

 続きまして、濃縮工場の訓練でございます。濃縮工場の訓練には、社員106名、協力会

社社員48名が参加いたしまして、協力会社社員は避難訓練への参加でございます。 

 濃縮工場では、地震発生によって全交流電源が喪失し、また、配管が破損して、破損箇

所から六フッ化ウランが管理区域内へ漏えいし、屋外に放出されたという想定でございま

す。 



 8

 排気用モニタ指示値75,000cpmへ上昇、これが5μSv/h相当ということで10条通報し、さ

らに、モニタリングポスト指示値500μSv/hに該当するおそれということで15条通報を行

っております。 

 訓練項目と内容は、資料に記載のとおりでございます。このうち、設備応急訓練に関し

ましては、今回、セルフエアセットを装着した上で化学防護服を装備しまして、現場にお

いて破損箇所の養生、さらに緊急遮断弁の閉止措置ということを行っております。 

 訓練の評価に関しましては、本部間の情報共有につきまして、テレビ会議システムを用

いた際に、一部、音声が聞き取りにくい場合があったという話がございました。 

 要員の対応能力の継続的改善につきましては、各班に対してのプラント状況、事象の進

展状況等の報告、指示が実施できております。また、対策本部の指示に基づく活動も実施

できたという評価でございます。 

 現場における対策活動状況につきましては、特に対策活動が長期化する場合には、要員

が不足することが懸念されるという反省がございました。 

 避難誘導、それから、通報文、プレス文の作成状況については、問題なく実施できてお

ります。 

 これを受けた改善点でございますけれども、本部間の情報共有につきましては、先ほど

の再処理と一緒ですけれども、テレビ会議を用いた場合の共通ルールの工夫が必要である

ということで、さらなる改善を検討中でございます。 

 また、安全装備の装着に時間を要していたということにつきましては、2012年度から

2013年度の個別訓練において、その装着の訓練も実施しております。 

 応急復旧に係る要員についての対策活動が長期化した場合の交替要員の配備につきまし

ては、現在、対応体制の見直しを検討中でございます。 

 以下、ちょっと時間の関係で割愛いたします。 

 以上でございます。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 ただいまの日本原燃株式会社からの御報告に関して、御質問、御意見があればお願いし

ます。 

 梶本さん。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（梶本） 幾つかあるんですが、まず、最初に5ペー

ジのところ、全社対策本部が「青森」と「東京」で二つ併記されているんですが、これの
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役割分担というのはどうなっているんでしょうか。これ、2カ所で運用するというのは、

情報の混乱を招く可能性もあるんですが、これはいかがでしょうか。 

○日本原燃株式会社（大柿） 全社対策本部内の青森、東京の役割という御質問でござい

ますか。青森には青森総合本部という事務所がございます。東京には東京支社という事務

所がございまして、それぞれ、青森においては、主に県への対応、東京においては、規制

委員会、規制庁を初めとする東京地区の対応を行っております。この青森、東京の役割は、

それぞれ現場状況の、それぞれ青森は県、東京は国への御連絡と、また、御質問、お問い

合わせ等の対応を行っておりますので、いずれも全社対策本部との間はテレビ会議を常時

つないでおりまして、全社の指示あるいは青森、東京からの問い合わせに迅速に対応でき

るような仕組みをとっておりますので、特に青森、東京、二つを置いたことによる混乱と

いうのはなかったと考えております。 

○更田委員 この、今、質問のあった5ページから6ページにかけてなんですけど、実際に

緊急時への対応の指揮ですけども、指揮は、これは本部長(事業部長)、本部長(社長)とあ

るんですけども、実際、その指揮はどこがとるという形になるんですか。 

○日本原燃株式会社（大柿） 指揮という意味では、この事業部長を本部長とする事業部

対策本部と、社長を本部長とする全社本部では、役割を完全に分けておりまして、現場の

収束活動の役割は全て事業部側の本部が持っておりますので、現場の収束活動の指揮とい

う意味では事業部側の本部長がとります。一方、社長を本部長とする全社本部は、事業部

対策本部（全社本部から修正）からの要請に基づく応援ですとか、対外対応――青森、東

京対応も含めます対外対応を行いますので、その対外対応の指揮、例えばプレスの判断で

すとか、例えば電力協力協定に基づく応援要請等もこの全社本部側でとりますので、その

役割が分かれているという意味で、特に問題はないと考えております。 

○更田委員 今の御説明だと、要するに、緊急時に対する対応の指揮は事業部のほうでと

って。 

○日本原燃株式会社（大柿） そうです、事業部の中の。 

○更田委員 全社のほうは、むしろ支援と、それから対外対応と、そういう。 

○日本原燃株式会社（大柿） そうでございます。ちなみに、防災業務計画上の原子力防

災管理者というのもこの事業部長でございますので、現場の対応の責任はこの事業部長が

担っています。 

○更田委員 あと、広報なんですけど、メディア対応、これ、発電所の訓練のときにも随
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分話題になったんですけども、実際の緊急時には、メディア対応というのが相当な負荷に

なると。訓練のときには、今回は社外関係機関というのは模擬されたようですけども、メ

ディア模擬は特にされてはいないんですか。 

○日本原燃株式会社（大柿） 今回の訓練においては行っておりません。ただ、プレス文

の作成は行いまして、想定されるであろうプレス対応のQ&A等の作成も全社本部が中心に

なって、その事業部本部からの情報をもとにQ&Aをつくるということは行いました。 

○更田委員 実際のときのメディア対応ですけど、6ページを見ると、各事業部対策本部

にも広報班があって、全社対策本部にも広報班がありますけども、例えば地元メディアに

対する対応というのはどちらがやるんですか。 

○日本原燃株式会社（大柿） 実際に全社本部が立ち上がりますと、全社本部側で行いま

す。ちょっと説明を割愛してしまいましたけども、この6ページの図で、おっしゃるとお

り、全社本部側と事業部本部側、両方に広報班がありますが、このときには4施設同時発

災ということで、この事業部本部側の広報班、広報班のみならず、この点線で囲んだ班は

全て全社本部側に要員を集合させまして、全社本部で全社本部長、社長のもとで一元的に

統括しています。地元メディア対応という意味では、この全社本部のもとで広報班が担い

ます。ただ、実際には、オフサイトセンターが立ち上がりますと、オフサイトセンターに

プレスルームが設けられて、そのオフサイトセンターを多分窓口として広報がなされると

思いますので、我々は、そのオフサイトセンターが行うプレスの後方支援といいますか、

バックアップの位置づけかなと考えております。 

○更田委員 そうすると、厚生班、救護班、資材班、総務班(警備)、広報班、放射線管理

班(環境)と、このところは全社対策本部のほうへ入って、本部長(社長)の指揮下に入ると

いうことですね。 

○日本原燃株式会社（大柿） はい。組織上は事業部側に属してはいますけども、4施設

同時ということもありまして、このときには体制上は全社本部側に入って、社長の指揮の

もとで、部屋も同じ対策本部室に集まって、社長指揮のもとで活動しております。 

○更田委員 実際の施設、発災している施設への対応は本部長(事業部長)で、これを見る

と、どうもお二人いる本部長間の連携といいますか、それから、その下から上を見たとき

に、どこがヘッドなんだという意味でのそこのところの運用が、この組織体制上は鍵のよ

うに思えますけども、全社対策本部というのは場所としては、これは場所はどこなんです

か。 
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○日本原燃株式会社（大柿） 本部が置かれた場所は、同じ六ヶ所、我々、当社は六ヶ所

にいわゆる本社機能と現場機能を両方持っておりまして、実際に置いた場所としては、全

社本部は事務本館といいまして、2ページの図で申しますと、再処理事業所側に「事務本

館(本社)」と書きましたけれども、その建物の地下にあります緊急時対策室に全社本部を

置いております。一方、事業部本部は、再処理事業部に関しましては、工場に隣接した新

しい緊急時対策所、そこに事業部本部を置いております。両者の間はテレビ会議と電話連

絡で情報のやりとりをしているということです。 

○更田委員 この本部長(事業部長)という方は複数おられるわけですね、要するに。再処

理と埋設と、それから濃縮と、加工ができれば加工もという形になるのかと思うんですけ

ど。 

○日本原燃株式会社（大柿） はい、そうなります。5ページの図にありますように、今

回は対策本部が事業部側に再処理・濃縮・埋設、三つありますので、事業部対策本部長は

3人いました。 

○更田委員 そうすると、実質的に、例えば消防車だとか、何らかの対策をするときのリ

ソースをどこへ投入するとか、どちらを優先するとか、限られたリソースをどこかへ持っ

ていこうとなったときには、同時発災していた場合は、その判断ではこのブルーのほうの

本部長の社長のほうで判断をして、各事業におけるサイトへ向かってそれを投入していく

と。投入された側のほうの各事業での裁量は、このそれぞれの事業本部の本部長さんが持

つと、そういう形と理解していいですか。 

○日本原燃株式会社（大柿） はい。基本的には、その黄色で囲んだ各事業部本部側のリ

ソースを用いて対応しますけども、それで対応し得ない場合、例えば今回であれば、タン

ク火災に対しまして、再処理事業部本部内では、もう消火に当たる人間がいないといった

ような場合には、応援要請を受けて全社本部側で要員を用意して消火に当たるというよう

な対応をしております。 

○更田委員 6ページの図で言うと、黄色側は複数あるということですね、同時発災のと

きは。 

○日本原燃株式会社（大柿） ええ、そうです。今回、4施設同時発災でしたけど、仮に1

施設であっても、多分その応援とか、それから、例えば環境放出ということであれば、そ

の影響を受けて避難なり応急措置ということもありますので、基本的には複数の事業部本

部が立ち上がる形になると思います。 
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○更田委員 質問はありますか。 

 大村さん。 

○大村審議官 審議官の大村です。 

 今、複数事業所の同時発災の話がありましたが、特に再処理なんかの場合は、工程も非

常にものすごく数があるので、再処理工場の中で複数のところが同時にいろいろ被災する

とか、そういうことのほうが、どちらかというと可能性が高いような気もします。そうい

うものはあれでしょうか、今回の訓練、それから過去の訓練もあれですけど、何か考慮を

された訓練というのは何かされたことがあるか、計画されているかとか、何かその辺りの

状況はどんな感じでしょうか。 

○日本原燃株式会社（大柿） おっしゃるとおり、再処理工場、非常に建屋の数も多いで

すし、工程も多岐にわたりまして、複数箇所で同時に災害発生ということも十分考えられ

ます。そのために、この6ページの図で申し上げますと、左側の事業部対策本部内にあり

ます、例えば運転管理班、これは実際に施設を管理しております部署が属しておりますけ

ども、例えば再処理工場であれば工程ごとに部長を配置しておりますけど、関係する部長

が全てこの本部に集まりまして、相互に連携し合いながら対応すると。もし、複数の工程

で事象があれば、各工程を受け持つ部長が主に中心となってその現場対応をし、その情報

を本部内で共有して相互に支援すると。例えばユーティリティーのように、電源とか水の

ように全体に関わるものはもちろんでございますけども、工程はつながっておりますので、

そういう意味では、前工程、後工程も含めて、関係者が一堂に会して対応するということ

にしております。実際に、これはこの訓練でも、その関係する部長は全て本部に集まって

対応しましたし、そういう訓練も過去にも何回もしております。 

○更田委員 やはりちょっと、この6ページの体制図、これ、訓練体制とされております

けど、実際の緊急時のときの体制を指していると考えてよろしいですよね。 

 先ほど、同時発災の場合には、この黄色い部分、各事業部長さんがその本部長となるも

のが複数できて、そうすると、各事業部間で情報の共有も図られなければならない。要す

るに、隣で何が起きているかというのも知らなければならない。そういう意味では、ハブ

になるのはやはりこのブルーの部分で、事象全体からしてみると、全体の総指揮って、や

はりこの本部長が指揮をとるという形の構成に見えるんですけども、それが社長だという

のは体制として、要するに社長が、再処理、加工、濃縮、埋設、それぞれについて、緊急

時にあって、緊急時対応の全体指揮をとると、そういう体制ですよね、これ。そうではな
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いんですか。それとも、つかさつかさに任せてあるからうまくいくという前提なわけです

か。 

○日本原燃株式会社（大柿） 基本的に、現場における対応は各事業部長に任した形にな

りますし、もちろん社長も、もし事業部本部から何らか社としての大きな決断を迫られた

ような場合には、もちろん事象収束に対してある判断をすることもあり得ますけれども、

基本的には現場における収束活動の責任はもう事業部長に任せております。 

○更田委員 それぞれの収束活動は、それぞれのところが責任を持って行うと。隣に迷惑

はかけないし、隣も当てにはしないと。そういう、隣が健全だったら当てにするのかもし

れないけれども、そういったときに、隣が健全かどうかとか、隣にその支援を仰ぐかどう

かという調整は事業部間でやるのではなくて、社長のところへ上がってやるわけですよね。 

○日本原燃株式会社（大柿） そうです。そのために、この場合であれば3事業部と全社

とはテレビ会議でつないでおりまして、ただ、つなぎっ放しにすると、それぞれ、ちょっ

と活動を阻害するおそれがあるので、適宜、必要な都度、事務局間で連絡をとり合って、

テレビ会議の音声を生かしまして情報共有すると。 

○更田委員 同時発災したときの指揮の権限と、それから責任は、一体誰が負っているん

ですか。要するに、それぞれの、例えば三つそれぞれで発災したとしても、三つそれぞれ

が責任と権限を負っていると、そういうことですか。 

○日本原燃株式会社（大柿） 施設の事象収束の責任はそれぞれの事業部長が負います。

もちろん対外的には社長ですけれども、実際の現場収束の活動内容についての権限は事業

部長が持っています。 

○更田委員 ちょっと発電所とはかなり異なりますよね。発電所に各ユニットがあったと

して、各ユニットがユニットごとの責任と指揮権限を持ってという体制ではなくて、これ

は、やはり今まで聞いてきたのすると、体制の考え方が随分違うように思うんですけれど

も、この点。 

○安井緊急事態対策監 対策監の安井です。 

 逆に言うと、言ってみたら、これは一つの厳密に許認可上の位置づけは別として、一つ

のサイトのようなものなわけですね。その中に非常に色合いが違う施設が複数存在をして

いると。同時発災だってあるかもしれないと。そのときに、サイト内のあらゆる資源を有

効活用して、何とか抑えていくというのは究極の目的なわけなんですけれども、おっしゃ

っているように、一つ一つ、別々だというのは原燃さんの考え方なんだけど、発電所は、
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いや、そうじゃなくて、発電所という単位でやって、そのサイト内の各ユニット間のいわ

ば優先関係とか、資源の投入関係とか、いろんなものを調整していこうと、こういう考え

方になっているのに、こうなっているメリットは何なんだろうというのが、まず一つです。 

 また、例えば一つの施設で放射性物質を仮に出せば、他のサイト、他の施設の人は、多

分避難とか何とかしなくちゃいかんでしょう。ところが、それがまたどういう影響を持つ

かというのなどは、別々に本当にやっていてできるんだろうかと。やや電力会社のパター

ンというと変ですけど、発電所のパターンとかなり違うことをやっているのには、何かそ

れにプラスのメリットがあると、こうお考えだからやっていると普通は考えちゃうんだけ

れども、そこは一体どういうことなんだろうかと、こういう質問だと思って、お答えいた

だけるとありがたいんですけど。 

○日本原燃株式会社（大柿） たまたま当社の場合には、本社が六ヶ所、同じ地区にあっ

て、社長がここにおりますけれども、確かにおっしゃるとおり、施設間に影響を及ぼし合

うこともありますので、それをどこか1カ所で全体を見て統括すべきという御意見は、確

かにそういう御意見もあるかもしれません。ただ、ちょっと発電所と違うのは、各施設も

かなり色合いが違うというか、事象の中身にしても違いまして、それを一元的に管理する

というのはなかなかちょっと、その1カ所で全ての施設に対する事象収束を一元的に管理

するというのはかなり困難が伴うと思うんですよ。 

○日本原燃株式会社（石原） ちょっと補足をさせていただきますが、単純に言えば、先

ほどメリットがあるのかないのか。メリットがないというのがまず答えで、各施設、特徴

があまりに違い過ぎて、例えば資機材の融通をしますというときに、片や、UF6（六フッ

化ウラン）を使っています。それが、UF6が漏れたときにどういう対処をするか。片や、

高レベル廃液を持っていて、冷却機能が喪失したら沸騰するかもしれない。これは水が要

ります。また、MOXが出てくれば、また、それぞれの系統で、事象の発生原因とか発生メ

カニズムが全く違うので、融通ができない。そういう意味で、何かを一つでやろうとして

も特徴が違い過ぎて、それを統括管理するのは、今、大柿が言ったみたいに難しいのと、

一元的に管理しようと思っても、必要な資機材があまりにも違い過ぎて、それはもうデメ

リットというか、メリットがない。であれば、各事業部で各事業部に必要な資機材を準備

をして、その中でクローズさせて必要な対策をするというのが、一番迅速に対応できると

いうほうを今はとっていると。 

○更田委員 そうすると、このブルーの部分の役割なんですけど、ブルーの部分の役割は
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支援と対外対応だと。実際の緊急事態への対応に関しては、つかさつかさがそれぞれやり

ますと。その間で連携できる部分というのは特徴が非常に大きいから、それほど連携の要

素というのは出てこないというのが今の御説明だったと思うんですが、ただし、事態の把

握に関してはどこかが統括しなきゃならないと。例えばどこかで空間線量率が上がったと。

それが隣によるものなのか、うちによるものなのか云々という、それぞれのところは考え

るわけですよね。そうすると、そういった情報というのは、本部長(社長)のところへ集ま

ってきて、そこで技術的な判断、同時発災していて、これはどうもこっちが原因だという

ような判断というのは社長さんがされるんですか。 

○日本原燃株式会社（石原） すみません、名前を言っていなくて、日本原燃の石原です。 

 そういう意味で、先ほど大柿が説明した、各班で共通しているものを今回の訓練では一

斉に全社対策本部で集めたと。それは各事業部でやっていることを全社で総合的に判断す

るために全社機能に集めたということで、基本的に言えば、情報連絡員もそうですけども、

再処理は再処理で起こっている事象をしっかり把握をした上で、再処理が起因でどういう

影響が出るのか、濃縮が起因でどういう影響が出るのか、それぞれ評価をした上で、それ

を並べて、各サイトで起こっていることの影響をどうやる、じゃあ、隣の施設にどういう

影響をするのか、社外にどう影響するのかというのを全社で統括して管理をするほうが、

より具体的に隣の影響も外の影響も判断できるんだということで、先ほどの放射線管理

(環境)というものを全社に集めて、各事業部にあったものを全社に集めて、それぞれの事

業部でやっていたことと同じこと、プラス全社の統合をする評価もやらせたということで

す。そのほうが隣に言って、かつテレビ会議もしくは情報連絡員を経由して、各事業部の

本部長にその情報をインプットして、隣の施設で起こっている影響が来るかもしれない。

そのときにはどういう判断をするかというのは、あとは連携をしながらやっていくと。 

○更田委員 下に指示は出さないわけですか。 

○日本原燃株式会社（石原） 下に必要なとき、例えばそういう情報があるよというのは

社長が判断して……。 

○更田委員 いやいや、指示ですけども。情報伝達ではなくて。基本的にそのブルーの部

分の本部長の社長さんは、各事業部長に対して指示を出すんですか、出さないんですか、

緊急時対応としての。 

○日本原燃株式会社（大柿） 必要な場合には出します。 

○更田委員 そうすると、指示を出すのであれば、責任と権限がこちら側にあるわけです
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よね、要するに、本部長、社長の。ということであったら、同時発災のときの基本的に指

示のヒエラルキーのトップに本部長、社長があるという理解でいいんですか。それではな

いんですか。 

○日本原燃株式会社（大柿） ですから、各事業部、各施設でクローズする範囲であれば、

各事業部長が持ちますけど、またぐ場合、例えば再処理の影響によって濃縮側にやっぱり

影響を及ぼす可能性があって、濃縮側が避難も必要だという判断が本部で出れば、社長は

濃縮の事業部本部長に対して、再処理の影響による避難を検討しろというような指示を多

分出すんだと思うんですよ。 

○更田委員 じゃあ、やはり指示権限ですとか、責任における統括した全体の責任者、全

体の指揮権限は社長にあるというふうな理解でいいんではないですか。 

○日本原燃株式会社（石原） 多分、恐らくそこで難しいのは、先ほどから大柿が、各工

場の事象収束はあくまで黄色だと御説明をしているのは、例えば電源車をつないで電源を

供給しますと。もう電源車をつなごうと思っても、今度は逆に、先にあるポンプが動かな

いと。じゃあ注水をしましょうと。その判断を、じゃあ社長に仰ぐかというと、それは事

業部で判断しますので、そういうところで、さっき、分けていたのはそういうことです。 

○更田委員 もちろん権限の区分はなされているだろうし、どこどこまでの判断はどこど

こまでのレベルでするということは、当然どこでもなされているだろうけれども、同時発

災なり、そのサイトで起きた事象の全体統括なり、指揮権限、責任の頂点にあるのは社長

だという点では間違いないですよね。 

○日本原燃株式会社（大柿） はい。 

○更田委員 それと、どこまで権限が移譲されているかですけども、すみません、難しい

とおっしゃったけど、これが難しいようでは困るんですよね。要するに、クリアになって

いけなきゃいけない。もうあらかじめ誰が判断するんだというのが徹底的にクリアになっ

ていなきゃいけなくて、これは社長に判断を仰がなきゃいけないことなのか、事業部長の

段階で最終的な判断ができるかどうかということが、あらかじめきちんとされているかど

うかが体制の上で一番大事なことで、例えば水とか電源ですけど、水だったらば、水をそ

れぞれが必要となって水を取りにいくとなると、今の御説明だと、それは社長に判断を仰

ぐんじゃなくて、事業部長のところでできると。そうすると、同時発災のときは、それぞ

れがそれぞれの判断で水を取りにいくという、そういう理解でいいですか。 

○日本原燃株式会社（大柿） そうです。水が必要なのは再処理だけですけどもね。 
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○日本原燃株式会社（石原） 同時に発災しても、要するに水が必要で、共通の動力源、

共通のユーティリティーが必要なところってほとんどなくて、基本的に一挙独占じゃない

ですけど、再処理が一番物が要る。 

○更田委員 火災の場合はどうですか。 

○日本原燃株式会社（石原） 唯一、火災だけです。 

○更田委員 あと、例えば消防車というのは、再処理施設専用消防車、濃縮施設専用消防

車なんですか。 

○日本原燃株式会社（大柿） いえ、この全施設に対して消防車が、今、2台ございまし

て、このときは、実際、今日は御紹介しませんでしたけど、埋設施設において、輸送中の

ドラム缶を積んだ車両が地震によって横転して火災が出たという想定をしておりまして、

当社の自衛消防隊の消火専門隊というのがあります。24時間体制で5名が常に待機してお

りますけど、その人間は、まず埋設のそのドラム缶、車両火災を鎮火するために消防車で

向かってしまいましたので、したがって、再処理の重油タンク火災は社員の消火班が消火

したということになっております。 

○更田委員 仮想的な質問ですけど、複数の事業部が、例えば消防車の出動を要請したと

きというのは、どっちへ先に行くと、2台とおっしゃったけど、それぞれが行くのか、ど

っちへ2台行くのか、例えば三つから要請されたらどうするのかというような判断はどこ

がするんですか。どこでやりますか。 

○日本原燃株式会社（大柿） それは全社本部が行います。そういう交通整理はですね。 

○更田委員 ただ、その消防車の出動を要請する権限は各事業部長が持っているんですよ

ね。 

○日本原燃株式会社（大柿） そうですね。 

○更田委員 だから、そうすると、それ、最終的な権限と言えるのかどうか、要するに、

事業部長としては消防車の出動を要請するけれど、来るか来ないかは、同時発災の場合は

社長のところで調整がなされてから来るか来ないかはわかると、そういうことになるわけ

ですか。 

○日本原燃株式会社（大柿） 実際には、消防車の出動は、もう一々、事業部長の判断

云々と言ってられませんので、もう専用電話に電話すれば即座に出動します。ですから、

そういう意味では、優先順位といいますか、早く発災したところから駆けつけるわけです。

ただ、そうなると、ほかが手薄になる可能性があるので、そういう仕組みはあるにしても、
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その複数起きた場合の全体の調整というのは、やはり全社本部でやるとなると思います。 

○更田委員 消防車のほうからしてみれば、電話がかかってきた順番に出かけていくけれ

ども、全体状況を把握している全社本部のほうからしてみると、いや、そっちじゃなくて、

こっちへ行けという調整がなされる可能性があると。 

○日本原燃株式会社（大柿） もし複数で起きればですね。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（梶本） 更田委員がおっしゃるのもわかるんですが、

そういうときに、仕組みとして消防車が2台用意してあると。ところが、そういういろん

なところで同時発災したために台数が足らないと。そのときには、本部のほうで、本部長

のほうで外部に対して支援要請をするとか、そういうことは手順化されているのかどうか。 

○日本原燃株式会社（大柿） 外部については、これはもう火が出れば消防に通報という

のは義務ですので、もちろん公設消防に対しても速やかに通報して、公設消防からの消火

活動を仰ぐことはもちろんございます。 

○更田委員 これは非常に事業内容の異なるものが同一サイトにあるという、その日本原

燃独特の問題だと思うんですね。ですから、必ずしも発電所のアナロジーが成立するかど

うかというのは、先ほど申し上げたように、どこまでの権限がどこで最終判断できるかと

か、そういう具体的な詳細なところへ入ってみないと、どういう体制がいいのかと、にわ

かにちょっとわかりにくいですね。 

 ただ、情報が統合されているところと指揮をするところが、多少輻輳しているというか、

レベルが、情報に関しては、あらゆる情報が本社本部に入ってくるようではあるけれども、

判断はそれぞれのところで行われる判断と、それに、また調整の役割を担っている上のほ

うが、ただ、その調整というのがどう機能するのか。いろんなシナリオについて当たって

みないと、少しちょっとわかりにくいところはありますけども、どうなるのかね。 

 ちょっとこれ、そうですね、機会があれば、ぜひ実態を調査ではなくて、見学というの

か何というのかわからないですけど、実態を見ないことには何とも言えないですね、これ

ね。サイト条件もあるでしょうし、配置もあるでしょうから。 

○日本原燃株式会社（大柿） 今年度も年明けに4施設同時発災の訓練を実施予定をして

おりますので。 

○更田委員 お邪魔でなければ、ぜひお招きいただきたいんですけども。 

○日本原燃株式会社（大柿） はい。 

○更田委員 JANSIは、何かこれされているんですか。六ヶ所、特殊だと思うんですけど
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も。 

○一般社団法人原子力安全推進協会（本田） 当協会としては、個別にその六ヶ所さんの

サイト特有を考慮して、いろいろ支援という形で今は行ってはおらずに、前回も申しまし

た原子力防災検討委員会の中のメンバーとして、各社のそういった訓練の状況とか、良好

事例の共有、課題の解決といったものに御参加いただいて、実効あるものにしているとい

うところです。 

 今も話題となっています各事業部制を敷いた、そういった特殊性の中での防災訓練とい

うものについて、そこらのところは独自にやっているものでございます。私、JANSIの本

田と申します。 

○一般社団法人原子力安全推進協会（久郷） ちょっとすみません。JANSIの久郷でござ

います。 

 今、更田委員のおっしゃられているのを、実はいろんなところの防災訓練の状況とか、

それから海外の情報とか聞きましたときに、やはりウィークポイントがあるというのを自

分でも感じまして、何が違うかといいますと、放射性物質の気持ちになって物を見ていな

い。つまり、自分たちの管理の組織のほうから都合のいいように物を見て管理しようとし

ているということで、例えばここの写真にもありますように、電源車の人は別に何の放射

線防護の服も着ずにそのまま行っておられるし、水を取りにいく人もそういう格好ではな

いのに、例えば廃棄物の埋設のほうはマスクをしているというような感じで、ちょっとふ

ぞろいがやっぱり見られる。放射性物質の気持ちになっていけば、あのエリア一帯を、あ

るいはフッ素ガスの気持ちになっていけば、エリア一帯を自分は関係なしに行くわけです

から、そういう意味での物の見方は、やっぱり管理する側ではなくて、何というか、気持

ちの反対の見方で防災訓練というのはやっていかなきゃいけないんだろうなというのを、

今、私自身も感じました。そういうようなちょっと物の発想を変える物の見方というのは、

このJANSIの中でこういう検討会というものを開いていく上で、ちょっといろいろアドバ

イス、あるいは別にアドバイスというようなおこがましいものではないかもしれませんけ

れども、知見を積み重ねていく必要があるなと思っております。 

○安井緊急事態対策監 同じような他施設が、多種の施設がある海外のサイトで、フラン

スなんかにサイトがあると思うんですね。原燃さんはアレバとはいろんな関係があると思

うんですけれども、彼らも緊急時の多分体制を当然ひく準備が出されているはずなんです

けども、ここと同じようなやり方になっているんですか。 
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○日本原燃株式会社（石原） ちょっと正確には把握していないですけど、ただ、うちの

ように種類が違うものがそこにいるかというと、ラ・アーグの場合は、ラ・アーグ再処理

工場、UP2-800、UP3とありますけど、あくまで再処理工場が一固まりで、加工はまた違う

地域に別の工場の場所にありますので、全く同じ種類にはならないんですよね。これは今

のアレバと話をしても、アレバも確かに特徴があります。それぞれのサイトで、工場が違

えばですね。ただ、我々のように、同じ敷地の中にいて、同じエリアの中に違う業者がい

るというのは、あまりイコールにならないので、そこはもうちょっと確認はしますけど、

全くイコールにならないと思います。 

○安井緊急事態対策監 ただ、ラ・アーグも行ったことありますけれども、それだけじゃ

なかったと思うし、それから工程全体が、最初から最後まで、言ってみたら別々の複数の

グループが集まったようなものですから、そこはちょっと一直線にそれで違うんだと言い

切るのはちょっとどうかなと思うんですけどね。 

 それから、多分、事故の想定も、やっぱり再処理工場なんていうのは発電所と違いまし

て、ファミリアじゃないものですから、これなんかもフランスはかなりやっていたと思い

ますので、我々もASNと話すんですけれども、ちょっとそちらも情報交換をしてもらって、

どうしても国内に一つ、あるいは東海にありますけど、それだけしか施設がない分野なの

で、最新の世界的レベルのやっぱりことだけを取り入れた対応をしていただきたいと思い

ます。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（梶本） JNESの梶本です。 

 これまで、訓練の結果や内容を紹介していただきましたが、実際、この訓練に対して、

このレビューをやる会合の中で、どれぐらいの時間をかけて、どれぐらいのメンバーが参

加して、このレビューをして、それを次に反映していくと、そういう仕組みですね。何が

言いたいかというと、やっぱりこれだけの話になってくると、情報伝達の方法がというの

が常にどのプラントでも話題になってくると。そういうときに、こういうレビューをどう

反映していくか、あるいは、その中に持っている教育とかね合わせて、教育訓練の両方の

視点から見たときに、どのような仕組みをとられているんでしょうかと、そういう質問で

す。 

○日本原燃株式会社（大柿） レビューと言われるのは、その訓練実施後の評価という意

味でしょうか。評価につきましては、資料でも御紹介しましたが、今回、外部評価者も含

めまして、社内のモニタも含めて評価するとともに、訓練直後に反省会を訓練参加者全員
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で持ちまして、その気づき事項を出しております。さらに、訓練参加者に対してはアンケ

ートをとって、その訓練そのものに対する評価も出してもらって、それを集計して集約し

ています。そこから抽出した評価なり改善事項というのは、本日、御紹介したものですけ

れども、やはりおっしゃるとおり、目的に照らしての評価、改善というのが、次に生かす

ための大きな役割を持っていると思いますので、評価には、やはりそれなりの時間をかけ

ているつもりです。 

○更田委員 ありがとうございました。まとめ方ですけど、来年1月とおっしゃいました

か。 

○日本原燃株式会社（大柿） 2月です。 

○更田委員 2月ですか。本当に御迷惑でなければ、ぜひお招きいただきたいと。とにか

くちょっと現場を見ないことにはと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがと

うございました。 

 それでは、続いて、日本原子力研究開発機構のほうからお願いします。 

 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） 日本原子力研究開発機構サイクル工学

研究所の保安管理部の青木と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、サイクル工学研究所の平成24年度の防災訓練の報告をいたします。 

 訓練の概要でございますけども、目的でございますけれども、この訓練は、大規模な地

震（震度6弱）の発生により、大津波が襲来し、再処理施設の運転中に全ての動力電源が

30分以上喪失するという特定事象を想定して、以下の6点を主な目的として訓練を行って、

対応能力の向上を図ろうとするというものでございます。 

 この中で、(1)から(5)まで、これは大津波に対する従業員の避難、これを中心とした訓

練となっております。ここで、ちょっと特徴的なのは(3)でございますけども、代替現地

対策本部、これを設置しております。これは現地対策本部は非常に低い場所にあるために

津波で被災するということで、高台のほうに場所を移して、そこで対応するということに

なっております。ここは研究所の総括の対応拠点でございます。 

 それから、同じように(5)でございますけども、代替の現場指揮所、これは各施設、再

処理センターとか、そういうような施設がございまして、合計で6カ所ありまして、そこ

での対応拠点でございますけども、そのうち4カ所がやはり低地にあるために、高台ある

いは上層階、そのほかの場所のほうに場所を移して運営するというやり方をとっておりま
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す。 

 それから、緊急時の対応訓練というのが、ダブりますけど、(4)、(5)、それから(6)、

ここが緊急時の対応訓練ということでなっております。 

 実施日時でございますけれども、今年の3月13日、10時30分から15時までやっておりま

す。午前中の部が大津波に対する避難訓練、午後から、これは緊急時の対応訓練、これを

行っています。この後、1時間ほど反省会というのをやっております。 

 実施体制でございますけども、サイクル工学研究所の現地対策本部が一番トップにござ

います。全指揮は所長がとります。あと、右側に支援組織が書いてありますけども、機構

対策本部の東京支援班、これは東京事務所に設置してありますけど、そこが支援の部隊と

なっております。 

 なお、機構の本部でございますけども、これはサイクル工学研究所に隣接してございま

して、そこも津波に襲われるということで、避難をしているということで、ここは機能し

ておりません。 

 それから、もう一つ、後方支援の場所というような感じにもなるんですけども、大洗研

究開発センター、こことコンタクトをとってやるということにしております。なぜ、ここ

で原子力科学研究所が出てこないんだという、ちょっと疑念をいただくかもしれませんが、

そちらのほうも、NSRRとか、低地に施設がございまして、多分自分のところで精一杯だろ

うというところで、ここ、大洗だけを支援の組織にして対応しております。 

 評価の方法でございますけど、研究所内外の参加者からモニタを選出しまして、反省、

改善点等を探るとともに、訓練が終わった後、1時間ぐらいかけまして全体で反省会をし

て、改善点の把握を行っております。この辺は最後にまとめまして、防災委員会というの

が所にございまして、そこで審議いたしまして、研究所の運営会議、ここで報告させてお

ります。 

 訓練の概要の次に続けてでございますけど、訓練の想定でございますけども、訓練の詳

細シナリオは、これは限られた人のみに提示しておりまして、それ以外の要員、所長も含

みますけども、下に書いたこの項目だけ、これだけを周知しております。このうち、(1)、

(2)、(3)、(5)、これは3.11のときに事業所が遭遇したときの想定をそのまま用いており

ます。ちょっと特徴的なのが(4)で、これは新たに入れたというものでございますけども、

構内放送設備がとか、有線電話、FAX、携帯電話、構内PHSが全て使用不能になってしまっ

たと。つまり、通常のコミュニケーションのツールが一切使えないという、こういう想定
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を入れております。これは、実際は3.11ではPHSが使えて、非常に便利だったんですが、

これが全く使えないとき、コミュニケーションがとれるんだろうかと、こういうところを

ちょっと新規で入れております。 

 あと、(6)ですが、地震発生3分後に大津波警報、これは巨大な津波が発表されまして、

低地にあります防災管理棟の緊急時対策所、これは標高7mございますけど、そこが使えな

いと。これで高台の代替本部に移動するということにしています。ここで巨大な津波とい

うのは、このときは大体15mのものが来るという想定で動けということで、これは所内に

全部周知してありまして、避難ルート等はあらかじめ教育されております。 

 それから、(7)でございますけど、地震発生24分後に津波が襲来という想定にしており

ます。この24分という数字でございますけれども、茨城県津波対策委員会のシミュレーシ

ョンの結果、最短で24分という数字が出ておりますので、これを採用しております。その

津波が来る前に、津波の襲来によりまして再処理施設の非常用発電機が停止しまして、こ

の状態が30分以上継続したことにより、10条通報になるというふうになっております。 

 (7)と(8)の間、ちょっと時間が、行があいてあるのですが、この間は10時間以上を想定

しております。この間に津波警報が解除されまして、その後、(8)としまして、部署ごと

に被害の確認と緊急措置を開始するということにしています。 

 (9)、特に再処理施設におきましては、プルトニウム溶液貯槽及び高放射性廃液貯槽に

おけます水素滞留防止及び崩壊熱除去のために、あらかじめ定められました緊急安全対策

を実施するということにしております。 

 これは特に再処理の場合の緊急安全対策の概要をちょっと示したものでございます。今、

一番上のほうの想定になっておりますけども、全交流電源喪失の安全対策に必要な電源確

保のために、高台に電源車及び供給系統を整備しております。これは済んでおります。 

 それから、ちょっと先の話になりますけども、予備電源を確保するために、電源車の追

加配備、これを25年度にやりたいというふうに考えております。 

 さらに、ちょっとその先ですが、非常用発電機及び緊急用電源の燃料を高台に確保する

つもりでおります。 

 なお、燃料の高台の確保につきましては、196kLの軽油タンク2基、これはもう既に高台

のほうに確保しております。 

 下が電源の供給系統をちょっと示しております。高台の18mの場所に設置しました電源

車から、各施設の重要系のところに電源ケーブル敷設がされておりましたところに接続い
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たしまして、主な施設に電源を供給しようというものでございます。 

 電源の供給先というので、緊急安全対策でございますけど、主にプルトニウム溶液と放

射性廃液、この二つをターゲットにしております。両方につきまして、冷却及び水素掃気、

これを行うということで考えております。 

 冷却機能の確保でございますけども、これは電源車から送風機に給電しまして掃気、そ

れからあと、高放射性廃液への冷却、これを行っております。ポンプ車がそこに水を加え

ると。ピンクで示してあるところは、この実働で動かしたところでございます。もちろん

接続はちょっと模擬でやっております。右側が水素掃気でございまして、電源車から給電

し排風機を動かしまして掃気をするものでございます。それと同時に、窒素ボンベにより

窒素を供給しまして、プルトニウム溶液の貯槽の掃気を行っております。 

 次は、防災訓練の内容及び結果でございます。 

 通報訓練でございますけども、大津波警報発表時におけます従業員避難の周知、これは

構内放送、デジタル無線、それから消防車のサイレンで実施しております。構内放送は非

発給電されているものは生きているんですが、死んでいるもの供給されていないものは、

もう消防車のサイレン、これを鳴らすということによって避難の合図ということにしてお

ります。 

 ②としまして、機構内関係箇所への通報というのは衛星電話、これで実施しております。

代替現地対策本部で連絡用の文章を作成しまして、衛星FAXで東京事務所に送付しまして、

国とか自治体等の関係機関への転送を依頼しております。 

 それから、代替の現地対策本部と代替現場指揮所等、これは6カ所ございますけども、

この辺の連絡はデジタル無線でやっております。 

 あと、支援に係る情報は、衛星電話によって東京支援班と大洗研究開発センターに実施

とやっております。 

 (2)の避難訓練でございますけども、避難周知に基づきまして、従業員は次の対応を行

うことにしております。従業員は、指定された避難場所へ避難するということで、そこで

人員点呼をするということにしております。参加者、先ほど申した1,900名、全員参加と

いうことでやっておりまして、避難者は合計で1,300名ほどおります。あと高台のほうの

居住者というのが600名から700名ほどおります。高台のほうの居住者、これはプルトニウ

ム燃料センター等でございますけども、その辺の人間は現地対策本部の支援と避難者のケ

ア、それからあと必要な応援ですが、それをやるという役割分担を決めております。 
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 それからあと、(2)としまして、あらかじめ定められた緊急車両の指定場所への移動と

いうことをやっております。この避難というのは、車を使いますと、東北で起きたような

ああいう悲劇が起こるという可能性がありますので、原則徒歩ということで、体に障害が

ある人以外につきましては、全部徒歩で高台に移動しろというふうにしております。 

 あと、緊急車両、これは消防車とか、トラックとか、モニタリングカーとか、あとは緊

急時対応で必要な車につきましては、そこに資材を積みまして、指定の高台へ移動しろと、

こういう指示を出しております。 

 これは避難経路と避難場所でございます。Aと書いてあるところが防災管理棟、ここが

現地対策本部を、本来、置かれる場所でございます。標高7mでございます。Bが再処理施

設、この辺一帯が津波に浸るという想定にしています。従業員が大体1,200人から1,300人

ぐらいがおります。これを高台のほうに移動するということにしております。Cというの

が代替の現地対策本部を置きました地層処分基盤研究施設、略称ENTRYと申していますが、

標高27mにある場所、ここを代替の指揮所にしております。それから、その横につきまし

ては広域の避難場所ということでしております。 

 あと、避難場所としましては、再処理施設の上層階、それからあと、ここに茨城東病院

というのが右下にあるんですが、そのお向かいに厚生施設の分室がございますので、そこ

も指定しております。 

 (3)でございますけども、現地対策本部等の運営訓練でございますけども、大津波警報

発表に伴いまして、現地対策本部を上のほうに全部移動しております。大体23分ぐらいか

かって移動しております。距離は大体2kmぐらいございます。その設営後に人員点呼、そ

れからあと、被災状況の集約を行っております。それから、③としまして、大津波警報解

除後でございますけども、緊急安全対策の進捗状況の集約、それから機構対策本部等への

支援要請を含めました災害対応の指揮をここでとっております。 

 (4)としまして、緊急時対応訓練でございます。この赤で示したところが、今回の訓練

で新たに実際にやってみたというところでございます。再処理施設につきましては、プル

トニウム溶液貯槽、それから高放射性廃液貯槽における水素滞留防止及び熱除去のための

冷却を行うために、専用ポンプ車の配置、ホース展開、分電盤への配電接続の確認、それ

から発電機の起動と、これを実施しております。 

 ②としまして、再処理施設以外の使用施設がありますけど、あと一般施設、電気設備等

がございますけども、これは東日本大震災時の被災状況をもとに、津波を加味して被害を
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想定しまして、点検や復旧の方法、これを検討しております。 

 ③としまして、電気設備担当部署でございますけども、所内の全施設規模での点検を実

施するとともに、非常用発電機用燃料の配給計画とか、電源復旧計画の立案等を行ってお

ります。ちょっと写真で示して、右上が代替の対策本部の内部でございます。下につきま

しては、これは自衛消防班と連携しました冷却水の供給訓練、これはポンプ車2台の接続

をしてやっております。一番右下でございますけど、これは電源車へのケーブルの接続の

訓練でございます。 

 訓練の成果でございますけども、(1)としまして、大津波警報発表時におけます従業員

の避難でございますけども、先ほど述べたような方法でやりまして、地震発生24分後、こ

れは大津波警報、大津波が到達するという想定時間でございますけども、高台への避難を

完了できております。一応15m通過ラインというのを目安にしているんですが、そこへは

発生から大体20分後に、ほぼ全員がそこを通過しているというふうになっております。 

 (2)としまして、事前に定められたルールに基づく従業員及び車両の迅速な避難でござ

いますけども、これは所定のルールに従いまして、これは大津波到達想定時間24分前に、

これは全部、車につきましても避難、従業員についての避難、これも完了しております。 

 (3)でございますけども、これは訓練、前回もやっているんですが、やはり非常に人員

の点呼で大混乱を起こしたという、ちょっと苦い経験をしております。このため、多人数

が集まります避難場所に部署ごとに集合表示板、これを設置しまして、避難した従業員の

集合と人員点呼を迅速にしております。といいましても、約2,000名近いという人間がい

ますので、全員確認するにはやはり1時間という時間を要しております。特に再処理セン

ターみたいなところは建屋に孤立したという状況が生じていますので、その間をトランシ

ーバとか何かを使いまして連絡をとり合いますので、非常に集計が苦労しました。という

ことで、1時間、これは予想の範囲内かなというふうには思っております。 

 (4)としまして、研究所内と機構内の緊急時のコミュニケーションでございますけども、

まず、これは電波状態がよくないと衛星電話、衛星FAXが使えないという、こういう状況

がございました。これはちょっと1回訓練をやりまして、その辺の反省点として、ちょっ

と見通しのいい場所、こういうふうに置かないとだめですねということがわかりましたの

で、そういう場所を選んでやりまして、これは非常によくできたというふうに考えており

ます。あとは無線電話、無線なんですが、これは事前に訓練等を行っておりまして、これ

も非常にうまくいったかなというふうに思っております。 
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 (5)でございますけども、これ、本部、それから指揮所のほうの設置の運営でございま

すけども、現地対策本部から現場指揮所まで、大体移動距離2kmございまして、23分間、

これは活動開始まで要しておりますけども、設営後は問題なく実施しております。その後

につきましても、十分なスペースが確保できたことにより、指揮活動は円滑にできており

ます。あと、各現場指揮所におきましては、トランシーバ等の通信機材、これを準備とい

うか、増強したところもございますけども、そういうことをしたお陰で、PHS等が使用不

能な状態でも、現場対応の指揮を執ることができたというふうに考えております。 

 最後に(6)としまして、大津波警報解除後の緊急安全対策等でございますが、①としま

して、再処理施設の緊急安全対策、これは所定の訓練項目を的確に実施できております。

あと、現場指揮所と代替現地対策本部で同一のチェックシートを使うことによりまして、

進行状況を把握することができました。これはツールが無線しかないということで、非常

に情報量が限られるということで、この情報通信の短縮化ということを狙いまして、ちょ

っと暗号というような形で、ナンバー何、ナンバー何と、こういうようなチェックシート

にしまして、それで迅速化を図っております。 

 あと、再処理施設以外、プルトニウムの施設とかもございますけども、この辺の施設の

点検及び緊急安全対策等の状況、これも間違いなく、現地対策本部で的確に確認できてお

ります。 

 あと、③は電気担当の部署につきましては、燃料配給計画等、これを立案しております。 

 今後に向けた改善でございますけども、これは避難に関するところが結構多かったんで

すけども、このときの訓練というのは、強風と砂塵という中でちょっと行われておりまし

て、雨天時も考慮したほうがいいだろうということで、広域の場所から屋内への避難誘導

について、今後、検討等をしていきたいというふうに考えております。 

 2番目としまして、代替現地対策本部内、やっぱり情報共有のツールがちょっと少なか

ったというような反省点でございまして、この辺はハンドマイクを使用しまして、周知を

図るような準備、これを整備していきたいというふうに考えております。 

 3番目としまして、デジタル無線は非常に有効でしたが、やっぱり体制が一つしかない

というのはなかなか大変だということで、通信手段の多様化を検討したいというふうに考

えています。ですから、これについては、デジタル無線を増やすということと、ほかに衛

星携帯電話、これを再処理と現地対策本部間でも使ったほうがいいんじゃないのかなとい

うことで、やってみたいというふうに考えています。 
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 この避難訓練でございますけども、今年度につきましては、来年の3月13日、これは消

防法に基づきます避難訓練として実施予定としております。 

 あと、再処理の緊急安全対策と組み合わせたような今回の総合訓練でございますが、こ

のハードの充実、予備発電機とか、追加の電源車、あと、防水扉の設置とか、油関係の運

用とか、こういうのがありますので、その辺は状況を見て、数年置きにもう一回やって、

確認をしていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。御清聴ありがとうございました。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 ちょっと2ページを映していただけますか。今回は、これ、あくまで核燃料サイクル工

学研究所としての訓練について御報告をいただいたわけですけれども、これ、やはりある

意味、日本原子力研究開発機構全体としての緊急時対応について、伺わないといけないか

なと思って聞いておりました。というのは、まず一つは、東海本部、今の東海本部は同時

被災をしているので、機能していないという御説明であって、それから、隣接している原

子力科学研究所は、当然同時被災しているだろうからということで、支援を受けられるこ

とはないだろうという前提のようでしたけれども、組織としては、例えば核燃料サイクル

工学研究所と原子力科学研究所、同じ組織の別の支分組織が隣接している状態ですから、

被災するときには、自然災害であれば同時被災を考えるのが自然ですし、そうであれば、

訓練も合同訓練のようなものがなされてしかるべきじゃないかと思いますし、それから、

先般、J-PARCが放射性物質の漏えいが起きたときには、核燃料サイクル工学研究所のほう

で検知して、それを原子力科学研究所に通報して、ようやくわかったということもあって、

当然どこか、例えば空間線量率がどこかで上がってきたら、一体これはどこが火元なんだ

というか、放出源なんだというような騒ぎをそれぞれやるわけでしょうから、当然漏えい

を伴うようなときは、核燃料サイクル工学研究所と原子力科学研究所の間の連携というの

は不可欠でしょうし、片一方だけが被災している場合には、当然他方からの支援があって

もいいでしょうし、できるんであれば。そういったところの判断というのは、JAEA全体と

してされるんだろうと思いますけども、東海本部が被災しているとなると、一応、理事長

は東海本部でおられることになっているけれども、実態としては東京事務所におられるこ

とのほうが多いように思いますけど、東京事務所がハブになって判断をしていくというよ

うなことになるんだろうと思うんですけれども、それは、やはり日本原燃の御報告のとき

に伺ったのと同じように、JAEAもやはり同じ課題というか、確認しなきゃならないことが
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あるように思います。 

 それから、原子力科学研究所は同時被災しているだろうから、大洗研究開発センターな

どへの支援、情報連絡をというのは、どことなく、8年くらい前の旧組織を引きずってい

るように見えなくもないんですけど、そういうことはないだろうとは思いたいですけども、

ちょっとそういう印象がなくもなくて、やはり隣の原科研との連携というか、意思の疎通

というのは非常に重要だと思いますし、その間の調整を図る本部なり、東京事務所の役割

というのが重要なように思いました。ですから、ちょっとこれは、組織体制は、核燃料サ

イクル工学研究所だけに伺うのではなくて、JAEA全体としての対応というのは、また別の

機会でちょっと伺わなければならないと思います。 

○安井緊急事態対策監 対策監の安井ですけども、今回、津波をベースに考えられていて、

それで代替指揮所といいますか、23分かかって、2km離れているというせいもあるんでし

ょうけれども、移りましたと、ぎりぎりと、こういうことなんですけれども、現実ベース

は訓練のようにはきっとうまくいかないだろうと思うわけですけれども、先ほど見ると、

施設的にもかなり整備されているように思うんですけれども、最初からそんな低いところ

に置いておくと、電波の状態も一般によくないし、それから、さまざまな放射性物質の飛

来上もよくないので、高台のほうをお使いになるほうが筋がいいような気がするのですけ

れども、どうしてこういう、技術的にはちょっと変だなと思うことになっているんですか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） まず、委員のほうのコメントのほうか

ら、先にちょっと答えさせていただきたいと思うんですが、原子力科学研究所との訓練と

かタイアップでございますけども、実際、もう実例で行ったことがございます。3月11日、

3.11のときでしたけども、うちの再処理センターの水のやっぱり供給というのが非常に心

配な状況になってきまして、このときは、うちのサイクル研だけの消防車をつないでいく

だけでは無理だということで、原子力科学研究所の消防班にも出動依頼というのをしてお

ります。 

 それからあと、訓練、これは火災なんかの訓練をやったことはあるんですが、そういう

ときも相互に消防班を出して、それの支援に当たる、応援に当たると、そういう訓練はや

っております。今後も、ちょっと両研究所間の訓練といいますか、タイアップ、これは一

緒にやっていきたいなというふうに思っております。 

 それから、防災管理棟のこの設置場所でございますけども、はっきり申し上げまして、

これは平成13年か14年につくったものでございますけども、津波という想定は、当時、し
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ておりませんでした。今回、初めて津波がすぐ横の新川という川を遡ってきまして、これ

は非常にまずいなということでして、今度、新規制基準なんかもできるということもあり

ますので、27mの高台のほうに新しい換気の施設も含めました防災管理棟の設置というん

ですか、これを検討していきたいというふうにちょっと考えておりまして、26年度につき

ましては、まず設計予算から要求して、それからやっていきたいというふうに思っており

ます。いずれは移転するということを考えております。 

 あと、本部につきましても、ちょっと東海村のほうに移転するということもありますの

で、移転して本部機能がうまく活用できるような状況になりましたら、こういう訓練をも

う一回、ちょっとやってみたいというふうに考えております。インフラのちょっと整備状

況を見て、こういうふうにやっていきたいと思っております。 

○更田委員 それから、あと二つ、一つはメディア対応ですけども、メディアへの対応と

いうのは、この場合、機構対策本部、東京事務所のほうがメディア対応に当たるという形

なんですか、それとも、この核燃料サイクル工学研究所のほうで当たるべきことなんでし

ょうか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） この場合は、サイクル工学研究所のほ

うでは対応できなくて、当面は東京事務所のほうでお願いするという立場になるかなとい

うふうに思っております。 

○更田委員 ちょっとJAEA全体のその指揮系統、情報の系統みたいなものを、これは別途、

ちょっと確認をしたいと思います。 

 ほかにありますか。 

 それから、この写真にもありますけども、茨城東病院が非常に近いところにありますよ

ね。茨城東病院との間では、その情報のやりとりというか、通報に関しては特段の措置の

ようなものがあるんでしょうか、それとも、茨城東病院は、これ、ほかの民家であるとか、

ほかの施設と同様の連絡の受け方をする形になるんでしょうか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） 茨城東病院につきましては、うちのほ

うから連絡等は全部入れております。 

○更田委員 直接連絡が入る形になっているんですか。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） はい。トラブルや何か、ほかのトラブ

ルがあった場合でも、連絡は全部入れるようにしております。今回、次に避難訓練をやる

ときは、茨城東病院のほうは、うちも避難場所に使っていただいて結構ですよというふう
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にちょっとコメントされておりまして、これから、ちょっとそういうタイアップの訓練も

必要になるかなというふうに思っております。 

○更田委員 どうぞ、ほかの事業者のほうから質問していただいても結構です。というか、

むしろそれを歓迎しておりますけど。JANSI、一つ質問があるのは、JAEAのことというの

は、JANSIは知ったことではないんですか。それとも、どうなっているんですか。 

○一般社団法人原子力安全推進協会（本田） そういったことでは決してなくて、JAEAさ

んも、それからどこからか何度か出ています原子力防災検討委員会、そのメンバーでござ

いまして、やはり良好事例とか、非常に共有に努めているところでございます。これから

も、ぜひそういったのを活用していただければというふうに思っています。 

○更田委員 ちょっと先ほどの日本原燃もそうですし、このJAEAもそうですけど、この周

辺に、原燃の場合は自社の中に幾つも多様な施設がある。今の核燃料サイクル工学研究所

の場合は隣に原科研もあるし、そことは同一組織の中だという、ですから、ちょっと発電

所等々とは違う状況にあると思っているんですけど、特にこの辺りは、JANSIとしては何

か問題意識は持っておられますか。 

○一般社団法人原子力安全推進協会（久郷） JANSIの久郷でございます。 

 問題意識、ちょっとごめんなさい、質問をはぐらかしてしまうちょっと答えになるかも

しれませんけれども、先ほどの日本原燃さんにしても、それから、今、実は質問をしよう

と思っていましたんですが、一つの組織の設備あるいは組織単位だけではなくて、協力会

社さんが、関係会社さんが多分このサイトの敷地の中にもおられるし、同じ共同でやらな

ければいけないと思っていまして、そういったところでの連携というものをどこまできち

っとやれるようにして高めていくかということは課題だと思っております。それは一つ手

前に、今、更田委員のおっしゃられたような組織の中でも、いろいろそれぞれの分担、事

業所があるということで、それは当然のことながら、ちょっと連携をもう少しきちっと、

情報だけでなく、設備なんかのいろいろなそういう融通も含めて、考えていかなければい

けないという認識、問題意識を持っております。 

○更田委員 確かに、この核燃料サイクル工学研究所が被災するような場合、津波もそう

ですけど、地震などの場合も、近くに原科研だけではなくて、原燃工東海もありますし、

MNFもありますし、ちょっと離れてNDCもあるし、大洗も入れればMNFあるし、それぞれが

やっぱりはかっているでしょうから、どこかが何か、JCOのときもそうですけど、どこか

が何かを漏えいさせれば、どこだ、どこだと、それぞれが騒ぐと思うんですよね。自分の
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ところなのか、隣なのか、どこなんだと。ですから、これ、やはり東海村、それから大洗

地域の特殊性というか、状況を踏まえた対応があろうかと思いますし、その間の仕組みも

あることはあるわけですけれども、実際、それが機能するかどうかというのを訓練という

形で確かめていくのは、なかなか規模という点でも簡単ではないんだろうと思いますけど

も、これについても、やはりちょっとこういった機会も一つの機会ですので、NFI、MNF

等々と間の連携も図っていただいてとは思います。 

 梶本さん。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（梶本） JNESの梶本です。 

 その件については、確かに更田委員のおっしゃるとおりだと思うんですが、こういう災

害時のときにやっぱり自立したところで閉じさせるというのが非常に重要で、そういう連

携の問題もあるけれど、やはりそれぞれの事業者が、単独で自力で切り抜けるということ

をまず最初に確実にできるように充実させるということがやっぱり一番だと思います。も

ちろん連携することは非常にいいことなので、これから、将来、考えていけばいいことだ

とは思いますが、まずは自立で切り抜けられる方法を用意しておくということがやっぱり

重要だと思います。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） 東海地区ですと、東海ノアという組織

がございますので、あそこでの訓練というんですか、活用すれば、そういうカバーという

んですか、そのカバーというのは可能かなというふうに思っております。 

○安井緊急事態対策監 ちょっと質問で恐縮なんですけども、僕は、この通信システムが

うまく、通常のシステムが動かないということを想定するのは非常にいいことだと思って

いるんですけれども、今後、いろいろ施設を整備されるのは大事なことなんですけれども、

もちろん所内は当然なんですけれども、そのお隣の原科研とか、あるいは近隣の原子力事

業者とか、あるいはオフサイトセンター、あるいは自治体も含めて、それらとの間の、何

といいますか、まさに非常に特殊なときしか使わない施設なんですけれど、つながるのか

ということと、それから番号なんかの共有は進んでいるんでしょうか、あの地域の中で。 

○独立行政法人日本原子力研究開発機構（青木） 無線やなんかは各所に配備されており

まして、あと衛星携帯電話ですか、その辺も各事業所が持っていますので、その辺の電話

番号とかそういうものは、それは全部把握されております。いざとなったら、一般電話回

線が使えない場合は、そういうところ、そちらのほうに切り替えてコミュニケーションを

とることは可能というふうに考えております。 
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○安井緊急事態対策監 僕らもやったことがあるんですけれど、意外とつながりやすい組

み合わせと、つながりにくい組み合わせがありまして、これは必ずやってみないと使えな

いと思われたほうがいいですよ。 

○更田委員 やはり福島第一原子力発電所事故を受けて、重大事故対応というものに取り

組み出してから、一段とノア協定等の持つ意味というのは大きいと思いますし、先ほど申

し上げたように、（国道）245沿いにしても、核燃料サイクル工学研究所、原科研、そして、

東海第二、ちょっと上がって、あそこまで津波が行くかどうかですけど、NFIがあって、

（国道）6号のほうにはNGCがあって、さらに、そういうときには大洗やMNFも同じような

状況と、東大の「弥生」もあってという状況ですので、多分それぞれが一斉に騒ぎ出す状

況だろうと思いますので、これはJAEA全体として、統制のとれた緊急時対応ができるとい

うことと、それから地区全体で対応ができるということ、これ、むしろ大きな発電所が一

つあるというよりは、細かいのが――細かいかどうかは別として――たくさんあるという

のは、それなりの難しさ、独特の難しさがあろうかと思いますので、この辺りについて、

うちもそうですし、JANSIもそうでしょうけども、少し研究というか、考察を深めなけれ

ばいけないように思いました。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、次は、NFI、原子燃料工業のほうから御報告をお願いします。 

 

○原子燃料工業株式会社（西野） 原子燃料工業株式会社品質・安全管理室長の西野でご

ざいます。 

 弊社は、主にBWR向け燃料を製造する東海事業所と、PWR向け燃料を製造する熊取事業所

を有しております。東海事業所は茨城県東海村、海抜約30mの台地に、それから熊取事業

所は、大阪府熊取町、これは海抜約44mの台地に位置しております。両事業所におきまし

て、3.11東日本大震災対応の反省をもとに、外部電源が喪失し、かつ非常用電源が喪失し

た場合の対応や、アクシデントマネジメントの対応などを取り込んだ防災訓練を実施しま

した。 

 以下、東海事業所、熊取事業所の順に訓練の狙い、実施内容、訓練の評価、今後に向け

た改善点について報告いたします。 

 それでは、まず東海事業所から。 

○原子燃料工業株式会社（米森） 原子燃料工業東海事業所、業務管理部の米森でござい
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ます。 

 平成24年度に実施しました、弊社東海事業所の原子力防災訓練について御報告いたしま

す。 

 まず、訓練の概要でございます。実施日は、平成24年6月25日。訓練の想定は、震度6弱

の地震により管理区域内火災が発生した。さらに、停電によって非常用発電機が起動した

が、その後停止をして、全電源喪失をしたという状況を想定しております。訓練では、事

業所対策本部設置訓練、アクシデントマネジメント訓練、公設消防連携等の大きく分けま

して三つの訓練を実施しております。訓練全体としましては、簡易な全体シナリオのみ定

めまして、実働係であります原子力防災組織の各係の具体的な行動をあらかじめ示さない

訓練を実施しております。また、防災組織のトップや一部の各実働係のリーダーを訓練直

前に抜き打ちで訓練から外すという、キーパーソン不在という状況を設定しております。

訓練には、協力会社53名を含みます271名が参加しております。 

 訓練の狙いと達成目標は、次のとおりでございます。それぞれの狙いに対しまして、達

成目標として、事象進展に応じ現場の状況を踏まえた適切な災害対策活動が実施されるこ

と、非常用発電機の電源喪失時における処置が確実に実施されること、アクシデントマネ

ジメントへの対応が確実に実施されること、合同資機材取扱訓練を含め、公設消防機関と

の合同訓練が適切に実施されること、これらを挙げております。 

 新たな取組としまして、前年度の訓練内容にアクシデントマネジメント訓練を取り込み

ました。平成23年度の訓練は、従来からの地震発生、避難と、火災対応、放射性物質の漏

えい対応に加えて、東日本大震災の反省をもとに、全電源喪失と復旧長期化対応の訓練を

実施しました。平成24年度は、これらに加えまして、放射性物質を放出する火災発生への

対応と放射性物質の漏えい防止への対応といった、アクシデントマネジメント訓練を実施

しました。 

 以上を踏まえまして、訓練内容を御紹介します。 

 事業所対策本部設置訓練では、震度6弱の地震発生を受けて、事業所対策本部員が対策

本部へ集合し、外部電源喪失、非常用発電機電源喪失等の事象進展に応じた情報収集と各

実働係への作業指示を実施しました。事業所対策本部の指示のもと、各実働係が中心とな

り、次の訓練を実施しました。外部機関への通報訓練、負傷者の汚染確認・救急車搬送訓

練、可搬式ダストモニタによるモニタリング訓練、社員の誘導・消防車両の誘導訓練を実

施しております。 
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 新たな取組でありますアクシデントマネジメント訓練では、放射性物質の放出を伴う火

災を想定して、放射線管理区域内で作業者と自衛消防隊員による模擬の初期消火訓練を行

い、全電源喪失で給排気設備が停止したことを想定しての建屋の扉への目張りや、給排気

設備の給気ダンパを模擬で閉止する訓練を実施しました。さらに、焼結炉に水素ガスを供

給する弁は地震を感知して自動的に閉止されますが、閉止されないことを想定しまして、

水素ガス供給弁を手動で閉止する訓練も実施しました。 

 公設消防との連携訓練では、実働係の一部である放射線管理係や自衛消火隊が合同で消

火活動訓練や空気呼吸器等の資機材の取扱訓練を実施しました。そのほかに、泡消火薬剤

を使いました放水訓練や、記者クラブへの説明を想定した模擬記者会見も実施しておりま

す。 

 訓練の評価ですが、所定の時間内で適切な対応がとれたなど、当初の達成目標を概ね達

成できました。しかし、公設消防と共同で訓練に当たった現地指揮本部については、公設

消防との間で連絡ミスが発生するなど、一部に連携に円滑さを欠いた点が見られました。 

 今後に向けた改善点は次の3点でございます。 

 さきに述べたとおり、公設消防と現地指揮本部との連携に円滑でない点があったため、

その後、現地指揮本部の体制、構成員の役割、準備資機材についてまとめた「現地指揮本

部設置要領」を作成して、これに基づきました机上訓練を実施しております。 

 また、負傷者の搬送において、負傷者のサーベイが済んでいるのにもかかわらず、その

連絡が負傷者の搬送を担当する係に伝わっておらず、搬送が5分遅れたという係間の連携

ミスがありましたので、各係の部分訓練時に、係間の横の連携も視野に入れた訓練を行う

予定でございます。 

 自衛消防隊につきましては、別途実施しております社内外の訓練を通じまして、さらな

る消火技能の向上を図ってまいります。 

 参考としまして、東海事業所では、今回御紹介しました防災訓練の前後に係別の部分訓

練を実施しまして、訓練内容の検討や、防災訓練の反省の改善点を確認したり、また、東

日本大震災の発生日に実施する総合避難訓練の反省点を次年度の防災訓練に反映するなど、

年間を通して防災訓練の内容を見直す仕組みを構築しております。 

 また、実働係である、これらの原子力防災組織の各係においては、係別訓練として、こ

のような訓練を平成24年度に実施しております。 

 東海事業所は以上でございます。 
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 次に、熊取事業所の訓練を御紹介させていただきます。 

○原子燃料工業株式会社（黒木） それでは、熊取事業所の業務管理部の黒木と申します。 

 引き続きまして、熊取事業所の原子力防災訓練について御報告いたします。 

 まず、訓練の概要ですけども、訓練は平成25年1月23日に実施しております。想定した

原子力災害の概要といたしましては、震度6強の地震を起因事象といたしまして、放射性

物質の漏えいです。加えまして、油火災の発生、さらには管理区域内での要救護者の発生

を想定しております。訓練内容としましては、訓練の概要、訓練のシナリオを事前に提示

して、これら1から5の項目について実施しました。訓練参加人数につきましては、協力会

社3名を含む321名です。 

 まず、訓練の狙いと達成目標につきましては、これら五つの項目を挙げまして、それぞ

れの狙いに対する達成目標として、このように定めております。 

 平成24年度の訓練におきましては、避難誘導、社内外通報、初期消火及び要救護者訓練

の従来型の訓練に加えまして、新たな取組としまして、ストレステストの評価結果を反映

しましたアクシデントマネジメント訓練を取り込みました。また、外部電源喪失を想定し

ました非常用発電機の予備機への切替の模擬訓練。さらには、地震発生直後に実施する即

時の巡視点検の実時間測定も実施しております。なお、この即時の巡視点検の実時間測定

につきましては、平成23年度の訓練では実施できませんでした反省点に基づくものです。 

 以上の点を踏まえまして、訓練の内容を簡単に御紹介いたします。 

 避難誘導訓練につきましては、事業所全員が訓練対象者となりまして、避難放送に基づ

く緊急避難場所への集合・点呼を実施しております。 

 通報訓練につきましては、緊急対策本部立ち上げの後に、緊急対策本部長指揮のもと、

本部要員によります情報収集、情報共有、社内外への通報連絡及び巡視点検を実施しまし

た。 

 初期消火活動訓練につきましては、油火災の発生を想定して、消火班による消火活動を

実施しました。 

 新たな取組でありますアクシデントマネジメント訓練につきましては、次の2点、可燃

性ガス爆発防止対策として追加設置した緊急遮断弁及び手動弁閉止の模擬操作、二つ目と

しましては、放射性物質漏えい防止対策のうち、給排気運転停止の模擬操作及び目張りを

実施しております。 

 要救護者救出訓練につきましては、管理区域内での要救護者（負傷者）の発生を想定し
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て、公設消防の緊急車両、はしご車、それから救急車を使用した共同訓練を実施しました。 

 訓練の評価ですが、これら5項目の訓練の狙い、それぞれに計画にした達成目標に対し

て、概ね到達できることを確認しました。 

 今後に向けた改善点ですが、次の2点です。 

 従来のホワイトボードによる情報共有方法の最適化という点につきましては、従来のホ

ワイトボードへの記入方法に加えて、緊急対策本部用の電子掲示板というのを構築しまし

て、スクリーンに投影することで情報共有が促進されるという対応を検討しました。これ

につきましては、対応完了となっております。 

 二つ目としましては、緊急放送設備の整備です。訓練最中の事業所屋外での緊急放送が

聞き取りにくい場所があったため、スピーカーの設置場所の変更及び増設を検討しました。

これにつきましては、12月末に完了予定でございます。 

 参考ですが、熊取事業所での年間の訓練の流れをここに示しております。前年度の訓練

の見直しの検討結果及び総合防災訓練実施5カ年計画――これは平成24年度から28年度分

なんですけども――をインプットとしまして、総合防災訓練の狙いを明確化して事象の選

定をします。この事象の選定をした結果を防災組織へ提示した上で、防災組織は係別訓練

を実施し、訓練結果がフィードバックされ、最終的な訓練シナリオの作成、総合防災訓練

の実施の流れとなります。 

 平成24年度に実施されました原子力防災組織の各係、熊取事業所も10係あるんですけれ

ども、10係が実施した係別訓練は、それぞれこのようになっております。 

 以上で熊取事業所からの報告を終了いたします。 

○原子燃料工業株式会社（西野） 原子燃料工業株式会社の報告は以上でございます。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 2点、一つは、キーパーソン不在訓練というのは、これは非常にいいですね。もちろん

キーパーソンがいる状態でうまくいくということは大前提だけども、これはうちもいろい

ろ考えていまして、特に緊急時対応に限らず、あらかじめ想定しているキーパーソンはい

ないものと想定するというのはいいですし、訓練の場合にも、一旦集合したメンバーをそ

こでフリーズさせて、かわりの要員を探しに行くというようなことを考えたいと思ってい

て、これはとてもいいグッドプラクティスの一つだと思います。 

 それから、最後のほう、熊取のほうで報告のあった、イントラに構築をされたという情

報共有用の電子掲示板、これはクロノロジーのつくり方とかですね、これも発電所、今ま
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で2回やった訓練の報告会で議題になった、これ、純粋に技術的問題ですけれども、事象

のクロノロジーをつくっていくのをホワイトボードに書いていくのがいいのか、上書きし

て紙を張っていくのがいいのか、そういったものについて随分議論をしてきたんですけど

も、このイントラネットを使ってというのは、これ、どうでしたか。うまくいきましたか。

それとも、いろいろ悩みがありましたか、このイントラネット構築というのは。 

○原子燃料工業株式会社（黒木） 構築自体は、特に問題はなかったんですけども、それ

を運用していく上で、スピード、それから正確性というものが、少し、これから訓練に取

り込んでいこうかなと考えております。 

○更田委員 これこそ、できればオールジャパンで考えたいというか、発電所のところで

も、どうやってクロノロジーをつくっていくんだとか、各サイトの各ユニットの状態とい

うのをどういうふうに書いていったらいいかという、もう純粋に技術的な話ですけれども、

いわゆる緊急時対応技術の一つの代表的なもので、これ、ちょっと、この報告会が終わっ

たら、うちの担当の者に共通の悩みというか、共通課題の洗い出しをしたいと思っている

んですけれども、原燃工のほうでこれがうまくいっているようであれば倣いたいと思いま

すし、そこで何かここが問題だというのがあれば、またみんなで考えたいと思うんですけ

ども。要するに、各施設の今ある状態であるとか、それから時系列の情報だとかの表示の

仕方というのは、原子力にかかわる人間は誰が見てもぱっとわかるようなものになってい

るということは悪いことではないとは思うんですね。ですので、ここら辺、共通課題だと

思いますので、ちょっと後々、これ詳しく教えていただくかもしれません。 

 梶本さん。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（梶本） 今日の訓練の報告も受けて、やはりそこが

一番キーワードかなという気がします。ですからこれは、でも、どこか1社が一生懸命考

えるのではなくて、全社的、あるいは国の規制委員会、規制庁も加わって考えていけばい

いんじゃないかと思います。規制庁にしろ、原子力規制委員会にしろ、情報の共有のあり

方とか、その仕組みとかというのが、やっぱり一番こういう緊急事態のときには最大のポ

イントになると思います。そういう意味で、更田委員が今おっしゃったのは、これはぜひ

ともやっていただきたいなというのはあります。 

 それから、ちょっと4ページ、それに関係して4ページなんですが、4ページのところに

対策本部の設置、これはいろんなところでこういう写真を出していただいているのは非常

にありがたいんですが、この環境下の中で、やはり訓練を通じて書類が散乱する、もう
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次々に書類がやってくる、この中を見ていますと、多い方もいれば少ない方もいる、パソ

コンがあるところもあればないところもあると。これ、実際、ちょっとお伺いしたいのは、

この状態の中で次々次々情報が来るときに、どのように対応されていくのか。 

 それが1点と、もう一つ、先ほど更田委員からの話がありましたが、一体、どれぐらい

の情報量で、どれぐらいのコンピュータの処理能力があれば対応できるのか、何台ぐらい

あればいいのか、そういうところに少し今回工夫があれば、どんな工夫をされていたのか

というのをちょっとお聞きしたいと思います。 

○原子燃料工業株式会社（米森） では、ちょっと東海事業所の実情を御説明します。 

 東海事業所では、こういった訓練では、事業所対策本部に次から次へと本部長に対する

報告が行われているんですけども、そのたびに、速記者というのを置いていまして、速記

者がメモを書いて、それを板書する――ホワイトボードに書く人に渡していると。ホワイ

トボードに書くと同時に、またそれをパソコンに入れて、今、熊取事業所からありました

ような、イントラネットのほうにどんどん掲示をしていく、時系列の流れを掲示していっ

て、またこのイントラネットも、東海事業所だけではなくて、熊取事業所でも、本社でも

見れるような環境を構築して、全社で共有できるような状況をつくっております。 

 実際に訓練のときの状態はあれなんですけど、実際の3.11のときの状況ですと、あのと

きでも、今言った体制の中でも何とか処理はできました。ただし、速記者は3人とか、そ

れぐらいの体制でやらないと間に合わない。パソコンを打つ人間は、ある程度時間があれ

ばいいんですけど、どんどん情報が入ってきますので、それをどんどん書きためていく人

間が、頭数が必要だったという状況がありましたので、パソコンは1台でよかったんです

けども、そういった記録係は割と要ったなという状況でございました。 

○大村審議官 審議官の大村です。 

 訓練の内容というか、設定で、東海事業所のほうは、簡易な全体シナリオ、それから実

働係のシナリオなしということなので、半分何かブラインドにちょっと近いようなところ

もあるのかなと思いますが、熊取のほうは、概要を事前に提示して、シナリオ、ちゃんと

ありということで連絡している。同じ会社の中で、二つの事業所でやり方が大分変わって

いるようですけども、何か意図があるのかどうかということと、それから、これを比較し

てみて、特にブラインド訓練というのは非常に重要なので、もうちょっといろいろ推進し

たらいいんじゃないかというのは、いろんなヒアリングの場でも議論が出ているのですが、

どうでしょう、その辺のブラインドの効果というのは、比較してみてどうだったか。その
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辺りは何点かありますでしょうか。 

○原子燃料工業株式会社（黒木） 熊取からなんですけども、東海事業所と熊取事業所の

大きな差といいますのは、地域の差というのを非常に考えておりまして、東海というのは

地震の多い地域でございます。訓練につきましても、実際の地震対応としましても、非常

に現実的で、なおかつ合理的な訓練を対応されています。それが恐らく訓練に反映されて

いますので、こういう熊取のように事前提示とかシナリオがなくても、恐らく概ね対応で

きるのかなと。 

 一方、熊取事業所は関西圏にございますので、なかなか大きな地震が経験できないとい

うところと、それから、やはりそういう所員の動機づけを目標に、まずは個人個人の意識

づけと緊急時の対応のレベルを確実に上げていこうというところで、概要の事前提示、あ

るいはシナリオというのを提示してから、まず事前に勉強していただいた後に訓練をやっ

ていただくという方向性で考えております。 

 以上です。 

○原子燃料工業株式会社（米森） 補足しますと、やはり自治体さんが求める要求レベル

は、やはり茨城のほうは高いです。 

○安井緊急事態対策監 ちょっと、関西だから地震が少ないというのも、阪神・淡路の例

もあり、それから自治体が求められるレベルが違うからって、それはちょっとですね、い

や、ちょっとこれ、シビアアクシデントに向かう者としては、ちょっと考え方に問題があ

るんじゃないかなと僕は正直言って思います。いや、僕ももともと関西人なので、それは

東京に来れば地震が多いなと思う気持ちはわかりますけど、その問題と、しかも、別にシ

ビアアクシデントは地震でしか起こらないわけでは全然ないので、たまたまこの前は、福

島の場合は、あれが原因だったけど、ほかのことがないとは限らないので、ちょっとそれ

はあまり、取り組み方としてはちょっとよくないんじゃないかなと、正直言って思います。 

 それから、もう一つ、御社の場合は、本社があって、それで二つ事業所が非常に離れた

ところにある。同時被災がなかなか考えにくいのはわかるんですけど、プレスはどこでや

るんですか。 

○原子燃料工業株式会社（西野） 基本的には、発災事業所でございます。発災事業所で

やります。 

○安井緊急事態対策監 ただ、発災しているということは、10条や15条になれば、いろん

な避難の問題もあるし、放射性物質の問題もあるしというところで、かつ事業所でやると
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いうシナリオになっているという、そういうことですか。 

○原子燃料工業株式会社（米森） 東海のほうは、原則、茨城県庁で実施します。プレス

リリースは。 

○安井緊急事態対策監 熊取はどちらになるんですか。 

○原子燃料工業株式会社（黒木） 現状、熊取はプレスの訓練はやっておりません。実際

には、一応、発災場所、熊取事業所でやる予定とはなっております。ただ、その辺を詳細

に検討した訓練というのは、まだやっておりませんし、熊取町（自治体）との協議もちょ

っとまだ進んでいない状況でございます。 

○原子燃料工業株式会社（島本） 熊取事業所の島本と申します。 

 ちょっと補足しますと、一応、メディアのトレーニングはやっております。ただし、こ

ういった総合防災訓練の中でそういったものを組み込むということは、現時点ではまだや

られていない。そういうことでございます。 

○更田委員 あと、先ほど原燃工東海であれば、JAEAの核燃料サイクル工学研究所のとき

の議論がありましたけども、同業他社も村内にあって、それに発電所もあるということで、

ですから、そういったところとの――これはノア協定に基づいた連絡等々があるんでしょ

うけど、一方で支援を仰ぐ、場合によっては支援を仰ぐというときにでも、技術者が周り

にいるわけですので、その辺りの連携というのは、恐らく、応用問題ですけれども、あり

得るだろうとは思います。 

 ほかに何か。 

 どうぞ。 

○一般社団法人原子力安全推進協会（本田） 原子力安全推進協会の本田でございます。 

 当協会のほうで、事業者さんの訓練の支援を申し上げていますが、防災訓練検討会です

が、メンバーとしては、電力会社さん、それから原電さん、そしてJAEAさんですと発電所

が中心ということで、もんじゅが対象になっておりまして、先ほどの東海、大洗、あるい

は燃料加工メーカーさんは、今のところ、そのメンバーの対象には入っていないだろうと

いうことがありますので、今後、そういった燃料メーカーさん、それから東海、大洗さん

についても、どういった支援ができるのか、少し検討していきたいというふうには考えて

おりますので、一緒に実行支援高めることについて少し協力していきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○更田委員 いいですか。よろしいでしょうか。 



 42

 どうもありがとうございました。 

 それでは、次に三菱原子燃料株式会社、よろしくお願いします。 

 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） それでは、三菱原子燃料の安倍でございます。 

 平成24年度の当社の原子力防災訓練につきまして御説明いたします。 

 まず、実施日時ですが、平成25年3月7日に実施しております。午後1時半から2時間程度

で実施しております。訓練の狙いですけれども、重点としまして三つございます。一つ目

は、施設の設計想定を超える地震によって発生した事象につきまして、適切な初動対応が

実施できることを確認する。それから、二つ目として、防災組織が、新たに設置しました

防災ルーム。こちらは前年度の夏に、防災組織が活動する拠点としまして、新しく従来の

倍以上の広さで防災ルームを設置してございます。そちらのほうを活用して、さらに機材

等も新たに充実させておりまして、それらを使用して適切な通報連絡、収束対応等を実施

できることを確認することを二つ目の狙いとしております。それから、三つ目としては、

防災組織における情報伝達・共有が、迅速かつ正確に実施できることを確認することとし

ております。 

 続きまして、実施体制で、まず当社の防災組織ですが、当社の事業所は茨城県東海村に

ございまして、そちらのほうで、防災組織の、事業所の現場で対策本部、それから現場活

動隊が組織されております。対策本部におきましては、対策本部長、こちらが原子力防災

管理者になりますが、対策本部長のもとに、対策グループと情報管理グループ、大きく二

つのグループがございます。実際に現場で防災措置を行うのが、現場活動隊という要員の

グループ、隊がございまして、対策グループが現場活動隊と連携をとって防災措置を実施

していくという形になります。それから、情報管理グループのほうで、対策グループの活

動状況、情報を共有しまして、国・地元自治体等の社外への情報発信を、FAX作成班、そ

れから連絡班等の下部組織を使って実施していくという体制になっております。こちら防

災ルームは、注記してございますが、新たに設置した防災ルームでは、対策本部長を中心

に各グループの責任者が一つのテーブルで一堂に会合ができるようになっておりまして、

速やかな情報の共有ができる体制・配置としております。それから、東京のほうの本社で、

こちらは支援対策本部という形で、必要により活動を行える体制としております。地震等

の広域の災害の場合には、支援物資の手配、あるいはその他当社顧客のほうで、電力会社

との連絡等の対応を東京本社が行う体制としております。今回の当該の訓練の参加人員で
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すが、東海本社防災組織としまして、対策本部員が60名、現場活動隊のほうが49名で、合

計109名参加してございます。それから、東京本社のほうが9名。その他、警備員、それか

ら訓練の事務局、それからプレス質問者、これは模擬でプレス質問対応等を実施しており

まして6名。合計124名で訓練のほうを実施してございます。 

 3番目としまして、想定事象ですが、今回、地震による最大級の想定事象ということで、

こちらの最大級というのは、（訓練実施）当時、加工施設の事業許可として想定されてい

る最大級ということになります。選定した事象としては、六フッ化ウランの漏えいと水素

の漏えいを想定しております。 

 発災場所ですが、こちらに工場の配置図がございますけれども、中央の部分に当社の工

場棟がございます。転換工場、こちらでは濃縮工場で濃縮されましたウランを六フッ化ウ

ランの形態で受け入れまして、二酸化ウランの形に変換する工場ですが、こちらで六フッ

化ウランの漏えい、それから工場の外壁に亀裂が生じたということを想定しております。

それから、隣の成型工場、こちらでは二酸化ウランからペレットと呼ばれる燃料の要素を

つくっている工場ですが、こちらで水素の漏えい事象が発生したという想定をしておりま

す。それから、そのほか、避難中に負傷者が発生したということで、防災ルームが（配置

図の）下のほうに記載してございますが、防災ルームの隣に避難場所がございまして、そ

ちらのほうで負傷者の対応をするということを訓練の想定としております。それから、

（配置図の）右側に防災資機材倉庫という記載がございますが、こちらのほうで現場活動

隊が集合する場所になっております。 

 続きまして、発災事象の一つ目、六フッ化ウランの漏えい、それから外壁に亀裂という、

転換工場での事象になります。六フッ化ウランにつきましては、シリンダーと呼ばれる容

器に入れられた状態で、当社は受け入れておりまして、こちらを蒸発器という水蒸気を使

った加熱装置で六フッ化ウランを加熱して気化いたします。気化された六フッ化ウランは、

配管を通りまして、加水分解装置という、水と混ぜて吸収させる装置のほうへ送ります。

この配管自体は、長さとしては数mの距離ですけれども、緊急時の対応としまして、緊急

遮断弁が設けられております。こちらは漏えいした場合にはフードボックスから局所排気

のほうに六フッ化ウランが流れまして、（排気配管の）途中に検知装置がございまして、

この緊急遮断弁が作動して、通常ですと閉止すると。それから、局所排気は緊急スクラバ

で処理した後、フィルタを通って屋外のほうへ排気されるという、そういった施設になっ

ております。今回の想定は、まず工場で亀裂が発生したということと、それから、配管が
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フードボックス内で破断して、緊急遮断弁が作動しなかったということを前提としており

ます。それから、非常用電源で、当社、こちらの安全装置については供給できるようにな

っておりますので、緊急スクラバのほうは作動して、屋内のほうには大量に漏えいしない

という想定条件にしております。 

 それから続きまして、次の水素の漏えいの発災事象ですが、こちらは成型工場におきま

して連続焼結炉と呼ばれる装置で水素を使用しております。水素の貯蔵所は屋外にござい

まして、貯蔵所のすぐ出たところに緊急遮断弁がございます。こちらは地震感知式になっ

ておりまして、震度5強の震度で閉止するようになっておりますが、今回、屋内で水素

（配管）が破断しまして、緊急遮断弁が作動しないということで、屋外に、工場を出たす

ぐのところにあります手動閉止弁、こちらを閉止するという対応を想定して訓練を行って

おります。 

 そのほか、負傷者の発生につきましては、管理区域での負傷者、内部被ばく者はなしと

いうことで、こちらは、当社、管理区域の中ではウランを非密封で使う第1種管理区域と

いうところがございますが、常に立入者は防護マスクを携帯して入るようになっておりま

す。そういった意味で、こういった地震の場合の避難については、マスクを携帯して退避

できますので、内部被ばく者はなしという想定で行っております。それから、非管理区域

において、避難時に負傷した者が発生という想定にしております。 

 そのほかの訓練としましては、発生については平日の昼間の操業時、震度6以上の地震

発生ということで、地震の影響で商用電源が喪失したということですが、非常用電源によ

る給電はされている状態を想定しております。それから、通信設備については、固定電話

が、社内の固定電話は非常用電源で供給されますので使用可能で、衛星回線もあわせて防

災グループのほうに設置された衛星回線は利用可能としております。携帯電話につきまし

ては、錯綜によりまして使用不可ということですが、衛星携帯のほうは使用可能という想

定をしております。 

 それから防災組織の連絡におきましては、業務用の無線機を使用するという状況という

ことにしております。それから、社内の情報共有については、イントラネットの電子掲示

板を使って情報共有を行うという想定にしております。 

 それでは4番目としまして、訓練の結果の状況ですけども、防災組織の通報連絡・収束

対応であります。対策本部員が防災ルームに集合して、現場の状況確認と社内外への情報

発信を行って、収束までの指揮を行っております。下のほうに写真がございますが、こち
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らは新たに設置した防災ルームになっておりまして、中央に大スクリーンがあって、防災

の現場活動隊等の活動状況の時系列で活動状況が表示できるようになっております。こち

ら写真にはちょっと出ておりませんが、左側にもう一つスクリーンがございまして、そち

らは情報を整理して社外発信する情報を本部の中で共有するために表示できるスクリーン

をもう一つ設けております。こちらの中央のスクリーンの前にテーブルがございまして、

こちらのほうで、本部長以下各グループの管理者が集合できるようになっておりまして、

その周囲にパソコンを配置して、各グループが情報共有しながら活動ができる、そういっ

た配置にしております。 

 それから、現場活動につきましては、収束対応として、まず六フッ化ウランの漏えいと

外壁の亀裂に対してですが、六フッ化ウランにつきましては、左側の写真にございますよ

うに、初動対応として化学防護服と空気マスクを装備して配管の閉止作業を行っておりま

す。こちらは空気ボンベとマスクを装着して化学防護服を着用します。空気ボンベのほう

は60分もつボンベを使用して活動をしております。専用の工具を使って配管のほうを閉止

するという活動を行っております。それから、建屋については、亀裂について、屋外にな

りますが、目張り作業を実施しております。 

 そのほか、現場での収束対応としまして、水素漏えいにつきましては、先ほどの絵にご

ざいますように、工場の外に水素を手動で止める弁がございますので、その近くの非常扉

から現場の運転員が移動しまして、この水素の手動弁を閉止するという操作をしておりま

す。 

 それから、負傷者につきましては、負傷者の状態を確認した上で、救急車が来られない

という想定で医療機関への搬送、模擬として社内の車を使用しまして搬送を行っておりま

す。 

 以上、訓練の結果としまして三つ挙げてございますが、発災事象につきましては、六フ

ッ化ウランの漏えいに対する初動対応は、迅速に実施できております。それから、社外へ

の通報連絡につきましても、当社では、まず通報FAXを送信する前に電話での速報を各関

係先へ入れることにしておりますが、迅速に対応できてございます。それから、防災組織

の内部の情報伝達につきましても、テレビ会議システム、それから社内のイントラネット

を使いまして、東京本社との迅速な情報共有が実施できております。あと、防災組織内で

も無線機で使用するチャンネル数を増やしておりまして、現場での綿密な細密な連絡が実

施できております。 
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 最後に改善点でございますが、今回の当該の訓練におきまして、反省点としましては、

FAXの通報連絡、第1報におきまして、現場からの情報の整理、それからFAX文の作成に時

間を要しまして、発信まで若干の時間を要しております。これについては、遅延の原因を

明確にして、次回の訓練に向けて改善ということで、特に情報グループの体制について強

化を行っております。引き続き、この情報グループでの情報発信の動きを迅速化するため

に、情報管理グループの各班の個別訓練を繰り返し実施することとして、これまでも対応

してきてございます。 

 最後に、当社の要素訓練の実績でございます。こちらは昨年度の実績でございますが、

要素訓練としましては、通報訓練、これは年に4回程度実施いたします。こちらは携帯電

話での一斉呼び出しで、着信と出動可能かどうかの確認を行っております。それから、化

学防護服の取扱訓練、こちらも実際に先ほどの転換工場で運転を行っている操作員全員に、

この化学防護服の取り扱い訓練を実施しております。そのほか防災組織の各班訓練、それ

から消火につきましても、現場活動隊での消火訓練、初期消火、防災組織全体での初期消

火訓練を実施しております。 

 御説明のほうは以上になります。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 私のほうから2点だけ。一つは、東京本社のほうには、これ、テレビ会議等で連絡とあ

りますけど、東京本社のほうには、速報のための部屋といいますか、そういったものがあ

るんでしょうか。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） 東京本社では、通常の会議室をですね、テレビ会議装

置を置いて対応しています。 

○更田委員 通常の会議室を使うと。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） はい。そこで対応しております。 

○更田委員 もう一つは、これ、別会社ではあるんですけど、隣接しているNDCとの関係

なんですけども、これはどうなんでしょう。訓練とか、何しろ隣接をしているし、主要施

設がそこにあるわけですけども、NDCとの間の関係では、特段、何か意識されているんで

しょうか。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） 訓練という形でのそういった場は、今まであまり設け

たことはないですけども、先ほどお話が出ていました東海ノアの協力の中で、通報連絡と、

必要によって活動、支援を要請するとか、そういった形での対応となるとを考えておりま
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す。 

○更田委員 別の会社ですけども、三菱系ということで、あれですよね、近い関係を持っ

ておられるだろうし、そういう意味では、ただし、特段の連絡体制があるとか、そういう

わけではないということですか。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） はい。ただ、モニタリングポストが当社の場合2カ所

で、片方、NDCと共有しておりまして、そういった意味で、定期的に連絡をとって、情報

のやりとりは普段からしております。 

○更田委員 ありがとうございます。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（赤堀） JNESの赤堀でございます。 

 12ページの要素訓練のお話の中で、通報訓練というのが年4回行われておりますが、内

容を見る限り、これは動員訓練のお話ですよね。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） 通報訓練といいますのは、防災要員に、全員に携帯電

話を所持させておりまして、何か発災した場合には、警備所から一斉呼び出しの信号発信

ができるようになっておりまして、防災要員全員に電話でのメッセージ、それから、もし

電話が出ない場合にはメールでのメッセージが入るようになっております。それぞれ各員

が出動できるかどうかを必ず返事するというルールにしておりまして、その返事で出動で

きるかどうかの状況を確認するというのが通報訓練になっております。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（赤堀） 通報訓練の場合というのは、発災事象に対

して、規制機関なりに、例えば関係機関に対する報告というふうなことを我々はちょっと

想定しておったので、逆に言えば、定義が若干ずれているのかなと。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） そうですね。こちらは防災要員への通報という意味で、

そういう意味では、出動連絡訓練というような位置づけになるかと思います。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（赤堀） わかりました。 

○更田委員 ほかにありますか。 

○水野防災専門官 防災課事故対処室の水野と申します。 

 三菱原子燃料さんでも、社内の情報共有はイントラ掲示板を活用しているということだ

ったんですが、先ほどの原燃工さんのシステムと同じものなんでしょうか。速記者がいて、

そうしたものを入力するというものなのか、どういった形の情報共有なのかということを

教えていただきたい。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） 当社の対策本部での運用につきましては、まずメモを
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使うという方法をとっております。先ほど対策グループと情報管理グループと分かれてご

ざいますが、対策グループで実施した状況、それをメモで本部のほうへ回して、そのメモ

が最後、対策本部の後ろのほう、この写真でいきますと右のほうに、速記というか、パソ

コンのほうにそのメモを打ち込む要員を配置しておりまして、時系列の活動状況をその要

員が打ち込んだ結果が中央のスクリーンに表示されるようになっております。そういう意

味で、現場で行われている防災対応が時系列でどんどん中央のスクリーンに、何時何分何

をやった、何時何分何をやったというのを表示するようになっております。一方で、情報

管理グループのほうは、その情報を見ながら社外発信すべき情報をピックアップして、そ

れを今度は情報管理グループのスクリーンのほうに、また整理して時系列で入れていくと

いうような役割分担で、活動状況をフォロー、情報共有しているということで、そういっ

た情報共有のフォルダ、それから電子掲示板については、防災専門のフォルダとか掲示板

を設けまして、そこで防災関係、それから社内の誰でも、どういう活動をしているかを見

れるようになっております。 

○水野防災専門官 こういった活動というのは、加工事業者さんで情報共有して、原燃工

さんと似たようなシステムなんですけど、うちでもこういう取組をやっているよと、あな

たのところはどうとか、そういうことはやっているんですか。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） そういう具体的な方法については、ちょっとそこまで

の情報共有はできておりませんが、加工事業者の新金属協会という、そういう協力団体で

会合を持っておりまして、防災関係についても、防災関係者が集まる分科会というのを設

けておりまして、その中で防災訓練等の情報共有というのは行ってきておりますが、各社

のこういう細かいツールとか手法のレベルまでの情報共有というのは、まだちょっとされ

ていない状況にあります。 

○水野防災専門官 わかりました。 

 あともう一点なんですが、先ほどの原燃工さんでは、シビアアクシデントを新たな取組

として入れております。それで、三菱原子燃料さんでは、そこまでの事象進展には行って

いないというところだったんですが、ここの訓練の目的で、シビアアクシデントにあえて

踏み込まなかったというものは何かあるんでしょうか。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） まだ、（訓練実施）当時の段階で想定事象をどこまで

広げるかというのが非常に難しいこともございまして、まずは加工施設の事業許可で想定

されている最大事故をベースに訓練のほうを実施しております。 
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 そういった意味で、今後行う訓練については、新しい新規制基準を踏まえた訓練のほう

に、またさらにステップアップといいますか、対応のほうを進めていかないといけないと

いうふうに考えております。 

○水野防災専門官 わかりました。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（梶本） JNESの梶本ですが、8ページにUF6の漏えい

に関する訓練の内容が写真つきで書かれているんですが、今回参加された方は、その現場

活動に49名参加されているようですが、実際のUF6に特殊器具を使って対応できる方は今

回何名ぐらい参加されて、実際、三菱さんのほうでは、何名ぐらいがこういう事象に対応

できる準備をされているんでしょうか。これは確認だけですが。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） 訓練のときに参加した者としては、実際にこの写真に

ありますが、配管のところで作業をしたということでは2名が実際に行っているんですが、

化学防護服の着用と、あと、こういった動きをするということについては、この転換工場

で運転する操作員、全部で30数名いるかと思うんですが、全員にこういう訓練を実施して

おります。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（梶本） 必ず2名か複数名でやっていると。 

○三菱原子燃料株式会社（安倍） はい。当社は2系統ございますので、2名・2名で、そ

ういう意味では、化学防護服はそれに必要な数、4基プラス予備を現場のほうに配置して

おります。 

○更田委員 ほかにありますか。NFI、GNFからも、御質問があればどうぞ、遠慮なく。 

 よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンのほうから、よろしくお願

いします。 

 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（牧野） それでは、株式会社グロー

バル・ニュークリア・フュエル・ジャパンの平成24年度の原子力防災訓練の結果につきま

して、保安管理部長を務めております牧野のほうから説明させていただきます。 

 本日の説明は、この目次にございますように、まずGNF-Jの位置と立地環境につきまし

て簡単に説明申し上げました後、訓練の概要、想定、その内容、それから訓練の評価、そ

れから最後に、今後に向けた改善点についてお話しいたします。 
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 まず、GNF-Jの位置と立地環境でございますけれども、御存知の方はおられると思うん

ですけれども、当社は神奈川県横須賀市三浦半島にございます。京浜急行の久里浜駅から

北西のほう約1kmにございます。久里浜湾からは、弊社の近くを流れております平作川上

流に約2.2km遡ったところに位置してございます。 

 この左側の写真が弊社の立地環境でございまして、御覧になるとおわかりになりますよ

うに、会社の周りを工業団地、あるいは一般の住宅で取り囲まれていると。そういうよう

な環境になってございます。また、弊社は工場が二つございます。第1加工棟と第2加工棟

と呼んでおりますけれども、このうち第1加工棟のほうは、現在はほとんどが廃棄物の貯

蔵場になっておりまして、第2加工棟のほうでウランの加工を行っております。この第1加

工棟、第2加工棟、ともに床面は海抜で言うと約4mの高さに位置しております。 

 という、以上が当社の位置と立地環境でございます。 

 次に、訓練の概要について説明いたします。訓練は、昨年の10月19日に実施してござい

ます。まず、第1部から第4まで、これは部分訓練的なものでございまして、警報対応訓練

ですとか、部門ごとの訓練ですとか、あるいは避難訓練、それから消火器を使った訓練と

いうものを午前中に実施しまして、大地震並びに大津波等の想定で行いました総合訓練に

つきましては、午後実施してございます。参加人数でございますけれども、従業員並びに

構内に滞在していた者、387人がこの訓練に参加しました。それ以外に、訓練関係機関と

いたしまして、横須賀原子力規制事務所の職員の方3名。それから公設消防です。横須賀

の南消防署員の方が19名。それから、横須賀共済病院の方が、1名が訓練に参加してござ

います。それから、神奈川県から2名と横須賀市から1名の御視察をいただいております。

それから、当社の近隣の町内会長さん6人の御見学もいただいております。 

 総合訓練の訓練想定でございます。これは神奈川県が予測しております最も大きい地震

として震度6強の地震、これは南関東型地震並びに三浦半島の断層地震です。これが発生

したということで、震度6強の地震が発生したと。それに伴って大津波警報が発令された

と。相模湾、三浦半島の地区の予報で、最大高さが約6m以上、これは工場の敷地で言いま

すと0.5m程度の浸水を受けるという、そのような津波が発生したという想定で行っており

ます。次に、この大地震が発生したことによって、工場内のいろいろな施設が損傷したり、

あるいは管理区域内で火災が発生したり、管理区域内で負傷者が発生するということが起

こると。さらに、1種管理区域内でウラン粉末が漏えいし、最終的には、大地震によって

粉末が漏えいした場所との境界の非常扉が変形して、そこから屋外に二酸化ウラン粉末が
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約100g漏えいすることによって、原災法10条通報対象の事象が発生すると。それを最終的

に収束させるという、このような想定で訓練を行いました。 

 平成24年度の訓練の目的ですけれども、この訓練を実施するに当たり、考慮しました環

境としましては、まず、3月11日に発生しました東北地方太平洋沖の地震と同じようなも

のが発生する可能性があるということ。それから、それに関連いたしまして、ウラン加工

施設の安全性に関する総合的評価、加工施設のストレステストと呼んでおりますけれども、

それを行う中で抽出されました緊急時の措置活動に関する事象の訓練ですね、これをこの

訓練の中に含めるということを、平成24年度の訓練の中で考慮した環境になっております。 

 この総合訓練におきまして、大きく分けますと、訓練の序盤におきましては、今述べま

したST要素訓練というものを行うと。これは後ほど詳しい内容を述べますけれども、全部

で11項目のST要素活動について、きちんとそのような活動ができるかどうかということを

確認するということが目的でございます。それから、訓練の中盤でございますけれども、

通報ですとか、あるいは消火活動、あるいは救護活動、これらがきちんとできるか。例え

ば消火に当たりましては、公設消防であります横須賀南消防署さんとの連携のもとに、消

火活動がきちんとできるかと。そのようなことを検証することが一つの目的でございます。

最後に、訓練の終盤でございますけれども、原災法10条通報に該当する二酸化ウラン粉末

の屋外漏えいということに対して、漏えいした粉末、二酸化ウラン粉末を回収するととも

に、変形した扉を応急措置ができるかということが、この訓練での検証目的となっており

ます。 

 この訓練の実施体制でございますけれども、社長を防災本部長としまして、核燃料取扱

主任者等で成り立ちます10人の防災本部要員のもとに、全部で10班に分けました防災要員、

合計37名、それから当社の自衛消防組織でございます、防護隊と呼んでおります組織、こ

れ51名でございますけども、合計98名の防災本部要員がおりまして、このうち当日交代勤

務等で不在の者を除いた74名が防災本部員として訓練を行っております。それ以外に、先

ほど述べました横須賀原子力規制事務所の皆さん等が参加されまして、合計人数としては

387名の参加を受けています。また、この訓練、評価するために、専用の様式を用いて、

いろんな場所に分かれまして、評価を行う者10名を配置して訓練を行っております。 

 次に、訓練の内容でございます。 

 まず、第1部から第4部までの部分訓練でございますけれども、警報対応訓練におきまし

ては、火災警報と臨界警報を鳴らしまして、それぞれの警報音の違いというものを社員に
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認識させてございます。それから、第2部の部門訓練では、それぞれの職場で、職場ごと

に想定した特有事象に対しての訓練を行っております。例えばペレット、二酸化ウランペ

レットを取り扱っております研削工程では、ペレットが床にばらまかれたと。そのような

事象に対しての対応。あるいは危険物保管庫におきましては、保管庫に保管しております

油が漏れたと、そういうものに対する対応訓練というものを行っております。次に、第3

部におきましては、避難訓練でございます。通常、これまでは、大地震が発生して、職員

全員が屋外に退避するという、そういう訓練を行っておりましたけれども、平成24年度の

訓練では、それに加えまして、新たに大津波が引き続きやってくるということで、一旦屋

外に退避した人員が、もう一度建物の高所のところに避難し直すと。それがきちんと想定

された津波の到来時間までにできるかどうかということを試す訓練をやってございます。

あと、部分訓練の第4部です。消火器の訓練におきましては、実際に金属用の消火器です

とか、新たに導入しました、可搬式ですけれども、大型の消火器等を実際に取り扱って、

消火器を使う体験訓練というものを行ってございます。 

 次に、第5部の総合訓練でございますけれども、これは大きく分けますと三つに分かれ

ます。訓練の序盤で行いましたST要素訓練におきましては、全部で11項目の訓練を行って

おります。例えば水素ガスにつきましては、大地震が来ますと自動的に遮断すると、供給

を遮断する装置がついてございますけれども、これが作動しなかった、自動で作動しなか

ったために、人が手動で止めに行くと。あるいは、屋外タンクから水が供給されているわ

けですけれども、この水が、配管が破損して大量の水が屋内に流れ込むことを防ぐために、

やはりここにも自動的に給水をとめる弁がついているわけですけども、この弁がやっぱり

自動では止まらなかったために、人が止めに行くと。そのような訓練。あるいは、津波対

応につきましては、管理区域内でウラン粉末等が飛散したときに、まず、それを回収する

と。ところが、津波が到達するまでの間に回収し切れなかったときを想定して、発泡ポリ

ウレタンのスプレイでウラン粉末を固着させてしまうと。津波が来ても、水で持っていか

れないようにすると。そのような訓練というのも行っております。 

 訓練の中盤では、通報訓練、消火訓練、救護訓練を行っております。特に通報訓練にお

きましては、平成24年度の訓練から、それまでは携帯電話あるいは固定電話を使用して通

報訓練を行っていたわけですけれども、一時的にそういう地上の通信網が途絶えると、使

えないという状況を想定しまして、初めて衛星電話を使用して通報訓練を行っております。

また、消火訓練におきましては、公設消防でございます横須賀南消防と当社の防護隊とが
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連携した消火活動を行っております。それから、救護訓練におきましては、1種管理区域

内で負傷者が出まして、その負傷者に除染し切れない汚染が発生してしまうと。その除染

し切れない汚染箇所をサランラップ等で覆って、1次緊急被ばく医療機関であります横須

賀共済病院のほうにその旨を情報連絡するとともに、救急車のほうに積み込むと。このよ

うな訓練を行ってございます。 

 最後に、訓練の終盤では、二酸化ウラン粉末が屋外に漏えいしてしまうと。これに対応

する訓練といたしまして、飛散した二酸化ウラン粉末を専用の掃除機を使って回収すると。

これは模擬の砂を使って、それをちゃんと吸い取れるかどうかということを訓練していま

す。それから、変形した扉に対して、ここに示しておりますような白い防炎シートを実際

に取りつけて、もうそれ以上屋内から粉末が漏れてこないような応急措置がきちんと行え

るかどうかと、そのような訓練を行っております。 

 次に、これらの訓練の評価結果でございます。 

 第1部から第4部までの部分訓練につきましては、概ね良好に訓練が実施できたと考えて

おります。特に、この避難訓練で初めて行いました津波対応のための、一旦屋外に避難し

た人間をもう一度建物の高所、2階以上に再避難させるという訓練におきましては、想定

しました15分以内に全員を建物の2階以上に再避難させることができております。 

 第5部の総合訓練も、概ね当初計画したとおりの良好な訓練結果となってございますけ

れども、個々に見ますと幾つかの反省点がございます。 

 最初に、ST要素訓練におきましては、二酸化ウラン粉末の流出防止のために、発泡ポリ

ウレタンを塗布するという、このような活動は当初の予定どおりできましたけれども、屋

上タンクの給水弁、給水の遮断弁を人が閉めにいくという作業につきましては、目標時間

内で措置を完了できなかったということが一つ反省点になってございます。 

 それから、通報訓練におきまして、衛星電話を使って初めて通報訓練を行ったわけです

けれども、実は断続的に通話が途切れるというような事象が起きたということで、何らか

の衛星電話使用に当たって改善が必要だということが、この訓練で判明しました。 

 また、消火訓練におきまして、横須賀南消防署との合同訓練を行っているわけですけれ

ども、公設消防の皆さんと当社の防護隊員との装備の間にギャップが見られるということ

を、横須賀消防の方から反省会で指摘を受けてございます。 

 救護訓練でございますけども、救護訓練そのものはよかったんですが、想定した管理区

域から退出する際に、訓練に参加した人の汚染検査を実施したわけですけども、その汚染
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検査が終わった人と、汚染検査がまだの人というのが、周りから見たときに、ぱっと見た

だけでわかるという、容易に識別することが難しかったということが一つ反省点で挙げら

れております。 

 次に、二酸化ウランの粉末の屋外漏えいに対応する訓練で、模擬粉末を掃除機で吸う、

それから変形した非常扉をシートで覆うという訓練はできたのですが、どこの扉が変形し

ても、専用の掃除機の電源がとれるかということが反省材料として残りました。 

 以上から、今後に向けた改善点として、今挙げましたいろいろな反省点を改善項目とし

て挙げてございます。 

 まず、ST要素訓練におきまして、屋上のタンクからの給水弁を遮断するという作業です

けれども、これは2カ所を1人で行おうとしたために、所定時間内ではできなかったという

ことで、このような操作員を増員する必要があるということがわかりまして、増員するこ

とにいたしました。 

 それから、通報訓練におきまして、衛星電話が断続的に途切れるという事象が発生しま

した。これは簡易的なアンテナを手で持って通信しようとしたことが原因であることがわ

かりましたので、立派なアンテナですね、固定式のアンテナを設置することによって通信

がスムーズにいくということが確認できて、このように改善いたしております。 

 また、消火訓練におきまして、公設消防の皆様は、NBC装備といいますか、ニュークリ

アアクシデント、バイオテロ、ケミカルテロに対応する、宇宙服のような立派な服装を装

備で入れられています。それに対して、当社の防護隊員は、通常の消防服に防塵用の半面

マスクを着用したような装備で行ったと。ということで、公設消防の方から、NBC装備と

いうのは確かに立派なんだけれども、着用に時間がかかる、それからすごく重たくて消火

活動には非常に不便な装備なのだけれども、そのようなNBC装備を装着する必要があるの

かどうかということを今後協議させてほしいということで、装備をより簡素化できるかど

うかということを協議させていただくことになりました。 

 それから、救護訓練において判明いたしました汚染検査です。管理区域から出てきた者

の汚染検査が完了しているのか、まだなのかということが一別できるように、手首のとこ

ろに、完了して合格した者に対してはタグをつけるということで、識別可能なようにいた

しました。 

 それから、二酸化ウラン粉末が屋外に漏えいしたことに対応するための専用の掃除機で

すけれども、その電源を可搬式の発電機を同時に使うことによりまして、どこの場所の非
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常扉が変形しても、専用の掃除機が使えるように改善していくということにしております。 

 その他、訓練を通じまして、例えば一旦電気を消しますと、暗い中でいろいろな活動が

できるかということを部分的に試した結果、各部屋ごとに装備しております懐中電灯の数

を増やしたほうがいいとか、あるいは横須賀の原子力規制事務所さん、あるいは南消防署

さんとの合同反省会において、消防署さんのほうからの御希望なんですけれども、放射線、

特に加工施設で取り扱っている二酸化ウラン粉末ですとか、あるいは加工施設固有の原子

力事故ですね、そういうものについて特化したような教育をしてほしいという要望がござ

いまして、今年の2月から11月にかけて合計4回、そのような研修会を開催することにいた

しました。実際、これはやっております。 

 ということで、以上がグローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンの原子力防災訓

練の結果でございます。 

○更田委員 ありがとうございました。 

 訓練内容は充実しているように思いますし、教訓、改善点の抽出も非常に的確にされて

いるように、質の高い活動がなされているような印象を持ちました。非常に報告がいいと

いうか、よい報告で、私、実際の活動内容としても質の高い活動がされているという印象

を受けました。 

 質問ですけれども、一つは、本店がありますよね、たしか横須賀でしたっけ。どこかの

……。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（牧野） 実は本社も全部、久里浜に

ございます。 

○更田委員 あっ、中にあるんですか。ということは、じゃあ、緊急時対応の体制は全て

このサイトの中でということで。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（牧野） そうでございます。 

○更田委員 もう一つは、GNF-Aとの間で意見のやりとりだとか、そういったものはある

んでしょうか。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（牧野） 今から10年ぐらい前に、

JCOの事故が起こった後、こういう防災本部とセンターというものを会社の中につくると

いうときに当たって、まずGNF-Aのほうを調査しましたら、やはりアメリカのほうが、そ

ういう防災体制、ハードウェアに関して進んでいるところがございまして、それを倣って

防災本部をつくったというのが一つの教訓事例でございます。 
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 個々の活動につきましては、例えばアメリカには地震がないとか、こちらのところは大

分想定が違っていて、向こうの場合は、どちらかというと臨界とか、そこら辺の事故の想

定ですとか、あるいはテロに対しての想定、ちょっと核防護的な訓練のほうが多くて、あ

まり直接的な、先ほどからいろいろ出ていますツールとか、具体的活動についての共同化

というのはなされておりません。 

○更田委員 人の交流とか意見の交換とかというようなことは、されているわけではない

と。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（牧野） ないです。 

○更田委員 もう一つ、冒頭に、これは住宅があるところに建てたというより、建てたと

ころに住宅が寄ってきちゃったんだと思うんですけれども、ただ、周囲を住宅に囲まれて、

民家等々があると。これに対して特段の対応というのは、何かお考えですか。今後、措置

を考えられますか。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（牧野） 非常に難しい話ではござい

まして、この訓練の中でも、地元の町内会長さん等を呼んで、見ていただいているんです

けれども、町内会長さん等からの御要望、あるいは住民の方からの御要望としては、何か

事故があったときに、それをいち早く住民に知らせてほしいという話がございました。そ

れで、我々、原災法に該当しない程度の規模の話でしたら、幾らでも情報を町内会長さん

を通じてとか出せるんですけれども、原災法が適用されるような話ですと、まず国のほう

に通報して、国のほうで動くとかという話もあって、一方的に事業者から住民のほうに、

国に通報する前に住民の方にお知らせするとかというのは、なかなか難しいというお話を

差し上げるんですが、なかなか住民の方は。町内会長さんは理解していただいています。

横須賀市のほうから、あるいは国のほうから、ちゃんと通報はその後来るんだなというこ

とは理解していただけるんですけれども、住民の方には、なかなか理解していただけない

方もいらっしゃるというのがちょっと悩みでございます。 

○更田委員 その点は、やはり私ども国の規制機関で、国と、それから自治体と、それか

ら事業者と一緒になって考えないと解決ができない問題だと思いますし、一つ課題として

今後きちんと検討をしていきたいと思います。これはGNFのというよりも、国、自治体、

私も含めてですけれども、当然、国や自治体から連絡があるとされても不安をお持ちにな

る住民の方がおられるのは、心情として理解はできるし、それに関して、速やかに情報が

流れるということをきちんとお知らせをしなきゃいけないと思いますので、この体制に、
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これに関しては、課題としてこちらはテイクノートして、一緒に考えていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 質問、意見ありますか。 

 決して比較をするつもりではないんですけども、とても良い報告をいただいたと思って

います、これに関しては。 

 どうぞ、水野さん。 

○水野防災専門官 防災課、事故対策室の水野です。 

 先ほどGNF-Aを参考にして防災本部の立ち上げとかを取り入れたということだったんで

すが、今回、第5部の総合訓練の中で、防災本部の活動というものについてはちょっと見

えないのですが、どういった活動をして、どういった評価をされているかということをち

ょっと報告していただければと思います。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（牧野） 基本的に、防災本部のほう

に、先ほど申しました防災本部要員等が集まりまして、部屋に入り切れない防護隊員など

は、部屋の外に出て指示を待つわけですけれども、基本的に、会社の各場所から、防災本

部と、並びに防災本部の隣に警備室がございまして、そこに情報が上がってまいります。

その情報を、先ほどから記録をどういうふうに残していくかという話がございますけれど

も、防災本部の中にホワイトボードを2台並べまして、そこに基本的に人が全部書いてい

くということで、パソコンのほうに取れ入れるという活動まではまだ行っておりません。

防災本部での活動の状況、結果といいますか、評価につきましては、先ほど10名の人間を

評価員に充てているということですけれども、実は保安管理責任者をその部屋に置きまし

て、その方に、専用の用紙を使って、気づいた事項等を記録していただきまして、後日行

いました反省会等で報告していただいております。 

 ただ、その後の横須賀原子力規制事務所さんや南消防署さんとの合同反省会の中でも、

昔はこれでよかったのかもしれないけれども、今となっては少し防災本部が狭いと。もう

少し防災本部を拡張して、人数、今後、国等の人が、あるいは地方自治体の人がいろいろ

多く集まってくる可能性があるので、もう少し防災本部を広く充実して、テレビ会議なん

かもできるような設備を揃えるべきだという話をいただいておりまして、今後の改善の中

に、数年以内に改善していきたいというふうに考えております。 

○水野防災専門官 この11項目のSTの要素訓練をやったということはわかるんですが、こ

れ、実働訓練がメインのように思うんですが、そこに関する防災本部のかかわりというも
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のをどうやって評価しているかということをちょっとお聞きしたかったんですが。 

○グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（中島） これらの訓練は、大地震が

起こって直後、数分ぐらいの間に全て実施をするということが前提です。したがって、こ

の訓練結果は全て防災本部に後から連絡が入ってきます。初動が全てとられたか、時間以

内にとられたかという情報が本部に入ってきて、本部が確認をして、今回の場合は、先ほ

ど御説明した一部給水のところの遮断が時間内にできなかったということが入りましたが、

そのほかは所定の時間内でできたというふうに本部側で評価しております。 

○更田委員 ほかにありますか。 

 NFI、NNFの方、何かありますか。よろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 

 それでは、本日予定をしていた御報告は全ていただいたんですけれども、いわゆる全体

としての議論なんですけども、ウラン加工、3社の御報告もいただきましたけど、まず最

初の2件に関して言うと、多様な施設が同一サイト内にあるJNFLの課題というか、独特の

困難さ、それから周囲に自分自身、JAEAのも含めて、原子力施設がいっぱいあるJAEAの独

特の課題と、この辺りが、今までずっとPWRならPWRの発電所のほうをやってきましたけど

も、発電所の場合は、やはりどこかが抱える課題というのはほかも共有しているケースが

ほとんどですけども、JNFLとJAEAについては、それぞれやはり特有の困難さがあるので、

それにどう対処するかというところだろうと思うんですけども、ちょっとJNFLについては、

先ほど申し上げたように、これはやはり特殊なだけに見にいかないとわからないので、ぜ

ひ2月にでもと思いますし、JAEAについては、本日、核燃料サイクル工学研究所のほうか

ら報告をいただきましたけども、何かの機会で別途――要するにJAEAとして緊急時にどう

対応されるかというのは、これ、どこかの機会でちょっと確認をしたいと思います。 

 さてというところで、共通課題の抽出は難しいんだけど、梶本さん、どうぞ。 

○独立行政法人原子力安全基盤機構（梶本） 共通課題といえば、やはり情報の共有の仕

方が、一番、炉とか、こういう施設を通じて全部共通の問題だと思います。これは先ほど

更田委員からもありましたように、今後、やっぱりどうあるべきかというのを考えていく

のが一つと思います。 

 私は、ちょっと、それより前に、そういう大きい問題の前に、一つだけ確認したいこと

があるんですが、こういう訓練のときに、いつも報告をされてくるわけですけど、一つ、
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そのときの天候とか気象条件、これ、一部の機関からは報告がされているんですが、やは

りどういう気象条件の中で、どういう中で実施されたものであって、その気象条件に対す

る影響がどの程度関与したのかとかというのも、いざ緊急事態には何が起こるかわかりま

せんので、そういうところを、当たり前のことなんだけれど、着実にフォローしていくこ

とが重要かなというふうには思います。ですから、できれば、そういう報告の中で、気象

条件とか、そういうものを明らかにしていっていただきたいなと思います。もちろん報告

書の中には書かれているんだと思いますけど、やっぱり一つのポイントかなというふうに

は思います。 

○更田委員 あと、同様の施設つながりですけど、これ、発電所のときに申し上げたのは、

いわゆる観戦武官というか、オブザーバーというか、同業他社の訓練を見にいくというの

は、というのは、これ、原子力災害、自社でなくても、他社で起きたところで大問題です

から、お互いに高め合おうというのは、これがもう、そもそもJANSIの設立の趣旨の最大

のものだと思いますし、そういう意味では、JNFLの訓練の際に、規制庁、規制委員会だけ

でなく、例えばJAEAとか、それからJAEAの訓練の際にJNFLからとか、あとウラン加工3社

の中でも、お互いにという、もちろん商業機密の問題であるとか、PPの問題等はないとは

言いませんけれども、ただ、こういった検討会で議論するだけではなくて、現場でという

のが、可能な範囲で各社ともにお考えいただければと思いますし、面倒とお思いになる向

きもあるかもしれませんけど、訓練の際には、ぜひ、我々NRAもお招きいただいて、私た

ちのレベルアップにもつながりますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

 全体を通じて、何か御意見ありましたらお願いします。 

 本田さん、どうぞ。 

○一般社団法人原子力安全推進協会（本田） 原子力安全推進協会の本田でございます。 

 この報告会ですが、当協会の活動と大分重複感がございます。やはり事業者の訓練の実

行性向上という目的は同じでございますので、互いに補い合う形で整備できればいいので

はないかというふうに思います。 

 個人的には、事業者さんのほう、訓練の良好事例の共有といったようなものは、事業者

さんの実質的な活動の中でやるのがいいのではないかというふうな印象を持っています。 

 また今、先ほど出ました観戦武官じゃないですけれども、事業者の訓練を見るというこ

とについては、当協会のほう、活動の中でも、見るだけではなくて、互いが行きまして、

良好事例を共有する、見ながら、改善できるところがあれば、少しそういったものを指摘
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していくといったような活動も今計画しているところでございますので、そういった観点

でもこういうふうに言いたいというふうには思ってございます。 

 以上です。 

○更田委員 ぜひよろしくお願いをしたいと思いますし、私たちもこの報告会を、3回や

ってまいりました報告会を考えた際に、JANSIが公開でこういうのをやってくれて、私た

ちがオブザーバーで呼ばれて行くのもいいよなと言っていたんですけれども、それより先

にうちが公開でやろうやということで、JANSIのほうもどんどん活動をお考えいただいて、

公開でやっていただくのはすばらしいですし、公開でなくても、検討結果をですね、教訓

ですとか、検討結果を公開していただくとか、あるいは私たちにお知らせいただくとか、

そういった形でどんどん。 

 これは、ある意味、地に落ちた原子力に対する信頼を取り戻すと。これは何も国の活動

だけでは当然ないわけであって。そういう意味では、どこに弱点があって、もちろんセキ

ュリティー上問題となるような弱点をさらすわけにはいかないけれども、体制の上である

とか、真剣に考えている、そして考えている結果というものをどんどん発信することも重

要であろうと思いますので、ぜひ、NRAが、もうこれはうちは何もすることがないと思う

ぐらい、JANSIのほうで頑張っていただければと思います。うちも頑張りますけども、ぜ

ひともよろしくお願いします。 

 それから、どうでしょうか、何か御意見があれば。 

 久郷さん、どうぞ。 

○一般社団法人原子力安全推進協会（久郷） ありがとうございます。JANSIの久郷でご

ざいます。 

 私も2回目と、それから今回とちょっと参加しておりまして、ちょっと幾つかどうある

べきかなということを、気がついたことを申し述べさせていただければと思います。 

 まず、運営方法につきましてなんですけれども、この場がちょっと何か公聴会的な、報

告会というのが公聴会なのか勉強会なのか、ちょっと何のためにやるのかという意味であ

れは、NRAの皆さん方が、要するに現場により近い情報を吸い上げて、規制のための勉強

のための材料にしていくという意味なのか、それとも事業者の指導をしていくというんで

しょうか、そういったものなのか、ちょっと、よく、その辺が性格をきちっと整理してい

く必要があるのではないかなとちょっと感じました。正直、感じました。 

 耳が痛い、ちょっと失礼、大変申し訳ないんですけれども、細かな質問、例えば何人体
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制でやっているとか、あるいは気象条件はどうだったとか、いろいろあると思うんですが、

多分、防災専門官も立ち会っておられると思うんですね。そういった皆さん方の集約され

た問題意識というものを一つのテーマにして、こういう会合がディスカッションされるよ

うな場になれば、ちょっと質が一つ、1ランク上がるのではないかなと思った次第です。

これが1点です。 

 すみません、長いこと。もう少し、いっぱい、幾つかありますので、言わせてください。 

 二つ目は、訓練にも、総合訓練というものもあるし、それからやはり通報の練達度の訓

練であるとか、あるいはアクシデントマネジメントの充足度をどう見るかとか、避難をど

こまでできたかというような訓練をするとか、あるいはNRAの皆さんと、あるいは自治体

と、あるいは病院とか、いろんなところとのインターフェースをどうやっていくのがいい

のかとか、いろんな訓練にも目的があると思うんです。多分、今回の発表は、ちょっと総

花的な発表をされたと思うので、例えば焦点を絞ってこういうことが聞きたいんだという

ことで、それぞれ話をしていただければ、多分、「その話だったら、うちはもっとこうい

うことでいいことをやっているのに」というようなことが、多分、後からでも出てくるよ

うな感じのちょっと発表のやり方だったかなと思うので、グッドプラクティスをお互いに

学び合うという意味であれば、焦点をもう少し絞って、こういうグッドプラクティスは何

かというような、例えば通報訓練についても、一つのテーマを絞ってお互いに発表し合え

ば、もっといい何かグッドプラクティスが出てくると思うので、ちょっと、そういうやり

方は、実はJANSIはそういうことをこれからやっていかないといけないんだろうなと思っ

ております。 

 3番目、これ、最後に3番目なんですけれども、何をどのような水準に高めていくべきな

のかということを、やっぱり規制サイドと事業者サイドで共通認識を持っていくべきだろ

うなと思います。当然のことながら事業者は、JANSIの設立趣旨にもありますけれども、

規制の要求に単にミートするというんでしょうか、これに満足することではなくて、もっ

と高みを目指していこうということを当然のことながらやらないといけないと思っている

ので、まず、そもそも、いろいろ防災訓練のこの中身でも、どういったところの水準を目

指すのか、規制サイドとして目指すのか、事業者サイドとして目指すのかというようなと

ころは、1回何か議論しておけば、次の、何というんでしょうか、共通課題という、さっ

きおっしゃった、その共通課題を議論する場がやっぱり欲しいなと思ったんです。例えば、

先ほどちょっと話題になりましたような指揮命令権のポジショニングを誰がどこでどうや
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るべきなのか、あるいは一つのエリアの中でリスクが分散しているようなときの、同時被

災のときのトリアージというものは、何を基準にして判断をすべきなのかとか、それから、

各層のトップから現場までの――いざというときには足がすくんで、もう役に立たなかっ

たみたいな、いろんな腹をくくるというんでしょうか、そういうようなところのことをす

ることのためのリーダーシップの研修みたいなものは、どういう場でどういうふうなやり

方をしたらいいのかみたいなところとか、あるいは訓練のリアリティを高めるにはどうし

ようかとか、いろんなテーマ、切り口があると思うので、そういった共通問題をいろんな

角度から、皆さんの意見を聞き合う、話し合うというような場がNRCさんと事業者との間

であれば、非常に有意義なものになるように思いました。 

 以上でございます。 

○更田委員 ぜひ、JANSIのほうでもレベルの高い活動がされることを希望しております

し、公聴会、勉強会、報告会、呼び名はともかく、基本的には、各事業者の間が切磋琢磨

して、レベルアップを図るための一助となればというのがこの目的ですし、総花的という

お話もありましたけども、1回目の試みで、総合的にこうやって話を聞くから共通課題が

浮き彫りになるのであって、最初から皆さん共通課題は何でしょうと伺って共通課題が出

てくると思いませんので、まずはこういった形で聞くということであろうと思いますし、

事務局のほうで、これから共通課題を整理していって、それについて議論をする場になれ

ばと思います。 

 私たちとしては、やはり活動が見えなきゃいけないと。広く意見を受けられる形でなけ

ればいけないと思っています。そういった意味でも、NRAの活動はもちろんですし、JANSI

の活動も外から見えなきゃいけないと。原子力業界は、原子力業界の中でしっかりやって

いると言っているという状況ではだめなんだと思います。ですから、やはり活動が外から

きちんと見えるということがもう決定的に重要だと思っていますので、JANSIの活動も、

ぜひそういった形で、JANSIとして発信をされる、それから公開なり、そこでの議論の結

果というものが外へ出てくるという形をぜひとっていただきたいと思いますし、それから、

JANSIのひな形といいますか、モデルになったのが、巷間、よく米国のINPOからとられま

すけども、INPOがつけるランキングは、株価に反映するとか、保険料に反映するとか、そ

ういった世界がですね、これは社会構造も違いますから、日本で生まれるかどうかは別と

して、やはりJANSIというのは業界団体ではなくて、むしろ規制当局以上にJANSIが業界か

ら煙たがられるようになったら、我が国の安全というのはより高まるんだと思いますので、
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そういった――これはこちらのJANSIに対する思い入れですけれども。 

 そして、規制は基本的に最低限守るものを示すものであって、より高みに持っていく、

もうぎりぎりを超えようとするのではなくて、自らもっと高いところ、高いところを目指

していくというのが、それを促していく役割の一つが、規制ももちろんそれを促そうとす

るし、それを促していくメカニズムの一つが米国であればINPOであり、国際的であれば

WANOであり、その一員である我が国ではJANSIの役割だと思いますので、それはやはりそ

の活動が本当に外から見えるのを期待しております。 

 1回目ですので、まだどういった活動になるのか手探りで進めていますけども、幾つか

共通課題として私たちもきちんと把握することができたと思いますので、これについて、

次回以降、各社からの報告をいただくというだけではなくて、共通課題について議論がで

きればと思っています。 

 ほかによろしいでしょうか。何かありますか。よろしいですか。 

 それでは、本日はお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。次回以降、

引き続き御協力をお願いします。 

 では、本日は閉会いたします。ありがとうございました。 

 


