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平成２４年（ワ）第３６７１号外 大飯原子力発電所運転差止等請求事件 

原 告  竹本 修三  外 
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原告第２７準備書面 
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第１ 高浜原発広域避難訓練の概要 

 

１ ２０１６（平成２８）年８月２７日、内閣府、３府県（福井県、京都府、滋賀

県）及び関西広域連合による合同原子力防災訓練が実施された。なお、当該訓練

の主要な内容が住民の広域避難訓練であったことから、本準備書面においては「高

浜原発広域避難訓練」ないしは「本件訓練」との呼称を用いる。内閣府広報資料

等による本件訓練の概要は以下のとおりである。 

①実施日：２０１６（平成２８）年８月２７日（土） 

②訓練対象施設：関西電力株式会社高浜発電所 

③参加機関： 

政府機関：内閣府、海上保安庁、防衛省、原子力規制庁等 

地方公共団体：福井県、京都府、滋賀県、関西広域連合、福井県高浜町、小

浜市、おおい町、若狭町、京都府福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、南

丹市、京丹波町、伊根町、滋賀県高島市、福井県敦賀市、美浜町、越前市、

鯖江市、越前町、京都府八幡市、兵庫県、兵庫県宝塚市、三田市、徳島県

等 

原子力事業者：関西電力株式会社等 

関係機関：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量

子科学技術研究開発機構等 

④実施場所：福井県庁、京都府庁、滋賀県庁、福井県高浜原子力防災センター、

関西広域連合広域防災局（兵庫県庁）、福井県高浜町、小浜市、おおい町、

若狭町、京都府福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹波町、伊根町、

滋賀県高浜市、兵庫県宝塚市、三田市、丹波市等 

⑤訓練参加者（京都府広報発表より）：防災業務従事者（政府機関、地方公共

団体職員等）約２０３０人、住民約７０００人（避難訓練約１２００人、

屋内退避訓練等約５８００人） 
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２ 訓練の主な内容 

(1) 事故想定 

２０１６（平成２８）年８月２７日、関西電力株式会社高浜発電所３号機が定

格熱出力一定運転中、若狭湾沖における地震発生により外部電源が喪失し、原子

炉が自動停止するとともに、全交流電源が喪失。その後原子炉冷却材が漏えいし、

かつ非常用炉心冷却装置による注水不能により、全面緊急事態となる。さらに事

態が進展し、放射性物質が放出され、その影響が発電所周辺地域に及ぶ。 

（なお、４号機は地震発生により原子炉が自動停止した後、発生した直流電源

系統の不具合を復旧し低温停止に移行し、安定となる。） 

 

(2) 主な訓練内容 

①災害対策本部の設置・運営等の初動対応訓練 

②施設敷地緊急事態及び全面緊急事態を受けた実動訓練（府県内外避難の実施） 

③避難退域時検査実施訓練及び安定ヨウ素剤配布訓練 

④避難先施設における受入訓練 等 

 

(3) 訓練のポイント 

「高浜地域の緊急時対応」に基づく避難計画について、実効性の検証を行うと

ともに、訓練結果から教訓事項を抽出し、緊急時対応等の改善を図る。 

福井県の住民が、京都府内に設置する避難退域時検査場所（綾部市）経由し、

避難先である兵庫県（宝塚市、三田市）に避難する広域避難訓練の実施。 

道路の寸断等の複合災害を想定した実働部隊等による住民避難等の実施。 

 

３ 本件訓練のスケジュール 

午前６時    地震発生（想定） 
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午前８時    訓練開始、施設敷地緊急事態（PAZ（５キロ圏内）要支援者

避難要請） 

午前８時１０分 現地事故対策連絡会議（PAZ要支援者の避難実施方針の確認） 

午前８時５５分 全面緊急事態 

午前９時    緊急事態宣言、PAZ 住民避難・UPZ（３０キロ圏内）屋内退

避指示 

午前９時１０分 合同対策協議会①（PAZ 住民の避難実施方針の確認） 

～２４時間経過後と想定～ 

午前９時３５分 合同対策協議会②（OIL2（２０ミリシーベルト毎時）超過対

象区域の一時移転の実施方針の決定） 

午前１０時   OIL2 超過対象区域住民の一時移転指示 

午後２時    合同対策協議会③（住民の避難状況のとりまとめ） 

午後３時    訓練終了、講評及び会見 

 

４ 具体的な住民避難計画の内容（一部を抜粋） 

(1) 舞鶴市成生地区（PAZ 圏に準じた避難を行う地域）住民（参加予定１０名） 

午前９時の緊急事態宣言とともに一時集合場所である成生漁村センターに集合

し、船舶によって舞鶴西港に避難する。 

 

(2) 舞鶴市大山地区（PAZ 圏内）在宅避難行動要支援者（参加予定５名） 

午前９時の緊急事態宣言とともに、大山公民館にいる在宅避難行動要支援者を

福祉車両を用いて放射線防護対策施設である大浦会館まで搬送する。 

 

(3) 舞鶴市大浦地区（UPZ 圏内）住民（参加予定１５０名） 

午前９時の緊急事態宣言から２４時間（想定）の屋内退避を経て、翌日（想定）

午前１０時より地域の避難時集結場所である大浦小学校でヨウ素剤の配布を行い、
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バスで避難。丹波自然運動公園（京都府京丹波町）でスクリーニング検査と除染

を受ける。 

 

(4) 宮津市上宮津地区（UPZ 圏内）住民（参加予定１１０名、ただし広域避難は４

０名） 

午前９時の緊急事態宣言から２４時間（想定）の屋内退避を経て、翌日（想定）

午前１０時より地域の避難時集結場所である旧上宮津小学校でヨウ素剤の配布を

行い、バスで避難。丹波自然運動公園（京都府京丹波町）でスクリーニング検査

と除染を受けた後、そのうち一部の住民がさらにバスで八幡市民体育館へ広域避

難する。 

 

(5) 福井県高浜町青郷・高浜地区（PAZ 圏内）住民（参加予定８０名） 

午前９時の緊急事態宣言とともに、自家用車及びバスで丹波の森公苑（兵庫県

丹波市）へ避難し、その後バスで宝塚市役所へ広域避難を行う。 

 

(6) 福井県高浜町和田地区（UPZ 圏内）住民（参加予定４５名） 

午前９時の緊急事態宣言から２４時間（想定）、保健福祉センターにて屋内退

避を行い（地震による建物倒壊を想定）、翌日（想定）午前１０時より保健福祉

センターでヨウ素剤の配布を行い、バス及び自家用車で避難。あやべ球場（京都

府綾部市）でスクリーニング検査と除染を受けた後、バス及び自家用車で丹波の

森公苑を経て、三田市消防本部（兵庫県三田市）まで広域避難を行う。 

 

(7) 福井県おおい町本郷・佐分利地区（UPZ 圏内）住民（参加予定４０名） 

午前９時の緊急事態宣言から２４時間（想定）の屋内退避を経て、翌日（想定）

午前１０時よりふるさと交流センター等でヨウ素剤の配布を行い、バス及び自家

用車で避難。あやべ球場（京都府綾部市）でスクリーニング検査と除染を受けた
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後、バス及び自家用車で丹波の森公苑まで避難する。 

 

 

第２ 高浜原発広域避難訓練の実態 

 

１ 舞鶴市成生地区の船舶による避難訓練の実態 

舞鶴市成生地区とは、大浦半島の東側に位置する地域で、高浜原発からは８キ

ロメートルの距離にあるが、舞鶴市原子力災害住民避難計画（以下「舞鶴市避難

計画」という。）においては、半島の道路が行き止まりとなるなど、避難経路を

考慮し、PAZ に準じた避難（防護措置）を行う地域とされている。 

舞鶴市避難計画においては、成生地区の避難方法として、バス乗車場所である

成生漁村センター前に集合し、バスによって避難時集結場所まで移動するとされ

ているが、「複合災害の対応も含め、状況に応じて、船舶、航空機、鉄道等の多

様な避難手段の活用も考慮し、実働組織等（自衛隊、海上保安庁、警察等）へ応

援要請する。」とされており、本件訓練においては船舶による避難訓練が予定さ

れていた。 

上述のとおり、船舶による避難を実施する場合、実働組織である海上保安庁へ

の応援要請が舞鶴市避難計画では予定されている。しかしながら、そもそも成生

漁港は小規模の漁港であって、海上保安庁が保有する船舶では港内での旋回や接

岸が困難であり、仮に海上保安庁の船舶を用いるにしても渡しが必要な状況であ

る。本件訓練においては、関西電力がチャーターした小浜港の観光船（いわゆる

蘇洞門まわりに用いられている船舶）を用いることとされていた。内海めぐりの

観光船であるため、外海の揺れに弱く、本件訓練当日は波が高かった（２．５メ

ートル程度）ことから、午前７時の段階で中止が伝えられた。なお、当初から１

メートルを超える波が発生している際には船舶による船舶の出動は中止すること

となっていたとのことであった。 
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そして、本件訓練当日の若狭湾の気象状況からすると、当日の最高風速を超え

る日数が昨年１年間で１８２日間あったことが判明し、まさに年間半数近い日に

おいて船舶による避難ができない可能性が指摘されている。 

 

２ あやべ球場における訓練の実態 

あやべ球場では福井県（高浜町、おおい町）から避難してきた住民のスクリー

ニングポイントとしての訓練が行われた。高浜町、おおい町からの避難車両と避

難住民のスクリーニングと除染が実施された。福井県が中心となって、県外での

広域避難訓練として行われた。 

高浜町、おおい町からの避難車両は、車両用ゲート型モニタを通過後、放射線

測定器でワイパー部の測定検査が実施された。この測定検査には九州電力や四国

電力など各電力会社の社員があたっていたが、いずれも防護服等は着用していな

かった。 

車両の除染には、車両除染用の大型テント（株式会社千代田テクノル製）が利

用された。圧縮空気を用いて短時間で設営でき、後述する丹波自然運動公園にお

いて問題となった除染後の汚染水も地面に垂れ流すことなく専用の容器に回収で

きるというものであった。しかしながら、かかる大型テントは、本件訓練のため

にデモンストレーション用として貸し出されたものであり、本件訓練時点では、

いまだ商品として販売されていない状態であった。除染作業は陸上自衛隊第３特

殊武器防護隊（伊丹駐屯地）の自衛隊員５名が担当した。いずれも防護服を着用

しての作業であった。 

あやべ球場では、住民のスクリーニングも行われたが、スクリーニングや除染

を担当する職員は防護服を着用しているとの想定のみで、実際には着用しておら

ず、スクリーニングを待つ住民は、屋外テント内に並べたイスに密集して座った

状態で待機させられた。訓練の想定としては、２４時間の屋内退避を行ったあと

の広域避難であり、当該２４時間での被ばく量や放射性物質の付着状況は避難住
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民ごとに異なることが想定されるが、避難住民間での被ばくの拡大が懸念される

訓練状況であった。また、避難住民の除染のための専用シャワーテントが設置さ

れていたが、訓練で利用されることはなく展示されていただけであった。 

 

３ 丹波自然運動公園における訓練の実態 

丹波自然運動公園では、京都府内（舞鶴市、宮津市、綾部市、福知山市、京丹

波町）から避難してきた住民のスクリーニングポイントとしての訓練が行われた。

京都府が中心となって避難車両と避難住民のスクリーニングと除染が実施された。 

丹波自然運動公園でも、避難車両は車両用ゲート型モニタによるスクリーニン

グが行われ、避難車両の除染作業が行われた。しかしながら、あやべ球場のよう

な車両除染用の大型テントが用いられないばかりか、除染場所にはビニールシー

トなども敷かれておらず、除染により発生した汚染水はそのまま地面に垂れ流さ

れている状態であった。 

避難住民のスクリーニング及び除染については、熱中症を考慮したとのことで

あるが、会場を体育館から宿泊棟に変更したとのことで、実際に行われる動線の

確認の訓練とはならなかった。丹波自然運動公園のスクリーニング会場では、あ

やべ球場にはなかったゲート型の体表面汚染モニタがあり、住民の除染作業にあ

たる職員は大半が防護服を着用していた。しかし、その一方で、除染用のシャワ

ーについては、専用のものは用意されず、自衛隊が用いている簡易なシャワーテ

ントが設置されているだけであった。特段の仕切りもなく中が丸見えの状態で、

およそ脱衣をしてシャワーを浴びるような施設とは言えない状況であった。 

 

４ ヨウ素剤配布訓練の実態 

本件訓練においては、UPZ 圏内の避難訓練参加者に対してヨウ素剤配布の訓練

が行われた。 

そのうち、舞鶴市の大浦小学校（舞鶴市大浦地区、参加予定１５０名）では、
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事前に配布されていた問診票つきの避難カードを受付に提出し、乾パンの配布を

受けた後、舞鶴市職員（本件訓練では４名）による簡易問診を経て安定ヨウ素剤

に模したあめ玉が配布された。簡易問診の内容は「うがい薬などヨード過敏があ

るか否か」、「造影剤でアレルギーを起こしたことがあるか否か」、「配布を希望す

るか否か」の３つの質問がなされた。これらの質問に対して「わからない」とい

う返答であった場合にも配布することとされていた。おおよその１人あたりの所

要時間は、受付に約２０秒、（模擬）ヨウ素剤の配布に約１分２０秒であった。

なお、大浦小学校での訓練において防護服を着用していたのは舞鶴市の消防士数

名だけであり、その他の職員や消防士、消防団などは防護服を着用していなかっ

た。 

 

５ 屋内退避訓練の実態 

本件訓練においては、UPZ 圏内住民約５８００名が屋内退避訓練を行ったとさ

れている。 

しかしながら、舞鶴市で行われた屋内退避訓練を見てみると、舞鶴市は午前９

時の時点で舞鶴市防災情報第１報を発表しているが、実際には、屋内退避の対象

となる B～F ゾーン（舞鶴市避難計画５頁、UPZ 圏内）の地域に該当する消防団

あてのメールでもって、「高浜原子力発電所で事故が発生」「次の通り指示します」

「自宅のドアを閉め、換気扇を止めて外気を遮断し、屋内に退避して下さい。ま

た避難の準備をお願いします。」との通知がなされ、当該地域の消防団員が地域

の見回りにあたったにすぎない。 

さらには、午前１０時（想定としては２４時間経過後）の時点で、舞鶴市防災

情報第２報を発表し、継続して屋内退避の対象となる C～F ゾーンの地域に該当

する消防団あてのメールでもって、「引き続き自宅のドアを閉め、換気扇を止め

て外気を遮断し、屋内に退避して下さい。また避難の準備をお願いします。」と

の通知がなされ、当該地域の消防団員が地域の見回りにあたったにすぎない。 
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すなわち、住民約５８００名が参加したとされる屋内退避訓練は、実際に住民

が屋内退避を行ったか否か、実際に屋内退避訓練を行った住民がどれだけいたの

か、全く確認はされないまま訓練を「実施」したとされているのが実態である。 

 

 

第３ 高浜原発広域避難訓練を通じて明らかになった問題点 

 

１ 「住民」のための訓練ではなかった 

上述したとおり、本件訓練は、防災業務従事者約２０３０名、住民約７０００

名が参加した訓練である旨広報がなされている。しかし、その実態は、住民約７

０００名のうちの大半を占める約５８００名が参加したとされる屋内退避訓練は、

どれだけの住民が参加したのか、実際に屋内退避訓練を行ったのか否か、確認さ

れているのか全く不明であるというほかない。 

また、住民約１２００名が参加したとされる避難訓練も、本来の住民人口から

すればごくわずかにすぎない。市のほぼ全域が PAZ 圏内もしくは UPZ 圏内に入

る舞鶴市で言えば、人口約８万３０００名に対して避難訓練参加者は１９０名に

すぎず、わずか０．２％程度の参加率である。しかも、本件訓練の参加者の選定

は対象地域の自治会任せにされており、実際に参加したのは、町内会長や区長な

ど、比較的行政施策に協力的な住民が中心であった。 

屋内退避訓練にせよ避難訓練にせよ、実際に起こりうる住民避難を想定したも

のとは言えなかったことは明らかである。 

 

２ 事故後２４時間の部分を想定のみですませ実地訓練を行わなかった 

(1) 事故後初動の訓練がなされなかった 

緊急時モニタリングとそれに基づく避難計画の策定、スクリーニング場所の設

置など、本来、事故後短時間の間に行われなければならないことが行われていな
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い。とりわけ、政府は原発事故の際に SPEEDI を用いないこととしており、避難

する方面の決定など避難計画の策定にあたっては、緊急時モニタリングの徹底が

不可欠である。それにもかかわらず、緊急時モニタリングの結果を踏まえた避難

計画の策定、避難実施の準備というもっとも重要な部分を行わなかった点につい

ては訓練としては明らかに手落ちであると言うほかない。 

加えて、後述するとおり、地震や津波との複合災害が想定される中で、原子力

災害のみならず、実際には、地震や津波による被災、避難の混乱の中で行われる

こととなる。 

 

(2) 屋内退避訓練の問題点 

上述したとおり、屋内退避訓練について、舞鶴市では、午前９時の段階で舞鶴

市防災情報第１報、午前１０時（２４時間経過後を想定）の段階で舞鶴市防災情

報第２報を発表したが、その実態は、屋内退避訓練対象地域の消防団あてメール

に通知を送信し、当該地域の消防団員が地域を見回って呼びかけるというだけで

あった。 

屋内退避訓練のみの参加者（住民参加者約７０００名中約５８００名とされる）

については、実際にどれだけの住民が参加したのか、屋内退避訓練が実際に行わ

れたのか否か、全く不明な状況である。 

また、屋内退避を経ての避難訓練参加者（約１０００名）についても、本来で

あれば２４時間行われるはずの屋内退避を１時間行ったのみで避難に移行してお

り、実際の屋内退避を想定した訓練とはおよそいい難い訓練であった。 

 

３ 地震発生との複合災害であることの想定があまりに不十分 

本件訓練は、若狭湾沖を震源とする地震発生による高浜原発３号機の外部電源

喪失が想定された訓練であった。すなわち地震との複合災害である。しかしなが

ら、地震による建物の倒壊や半倒壊、それに伴う住民の公共施設への避難を想定
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した訓練を実施したのは、福井県高浜町の一地区（和田地区）のみであった。さ

らには、若狭湾沖を震源とする地震が発生した場合、津波の発生、津波警報や注

意報の発令に伴う避難勧告、避難指示などが当然に想定されなければならない。

とりわけ、津波からの避難を想定した場合には、自宅内や平地にある公共施設で

はなく、屋外であっても高台への避難が最優先されることとなる。 

地震により自宅が倒壊ないしは半倒壊した住民の屋内退避は可能なのか。同じ

地区内で自宅が倒壊した住民とそうでない住民が混在する場合の屋内退避はどう

なるのか。津波からの避難を行いつつ屋内退避を行うことが可能なのか。本件訓

練は、地震発生との複合災害を想定しているのであれば、当然に想定されなけれ

ばならないことが想定されていないものと言わざるを得ない。 

本件訓練は震度６の地震が発生したことが想定されている。高速道路などは震

度５を超える地震が発生した場合、原則として通行止めとされることとなる。本

件訓練においても当然のように高速道路が利用されたが、高速道路が当然に２４

時間で復旧するとの想定はあまりに楽観的と言わざるを得ない。また、一般道路

についても同様に、地震による通行止めなども想定されなければならない。 

 

４ 船舶避難の問題点 

上述したとおり、舞鶴市成生地区（高浜原発から８キロメートル）の船舶によ

る避難については、舞鶴市避難計画では海上保安庁の船舶による避難が計画され

ている。しかしながら、本件訓練では、関西電力が小浜市の観光船をチャーター

して迎えに行く訓練が計画され、さらには、本件訓練当日は、天候状況により観

光船が出せず、避難訓練を実施することができなかった。本件訓練に沿ったよう

な、観光船による船舶避難を行うというのであれば、１年間の半分の日は船舶に

よる避難が実施できないという現実に直面することとなった。 

また、船舶による避難が可能な天候状況であったとしても、小浜市から舞鶴市

まで、事故を起こし、大量の放射性物質が放出されているはずの大飯原発や高浜
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原発の外海を通って避難者を迎えに行くこととなる。このような、従業員を極め

て危険な状態にさらすような業務を、民間の観光船運航会社が了解するのか、船

舶に乗務する従業員に対して業務を命じることができるのか、問題点は極めて大

きい。 

 

５ 防災業務従事者の放射線被ばく防止対策の問題点 

(1) あやべ球場で行われたスクリーニング及び除染の訓練においては、避難車両の

除染作業にあたった自衛隊員については防護服を着用していたが、スクリーニン

グや避難住民の除染作業にあたった自治体職員や消防士らは防護服を着用してい

なかった。丹波自然運動公園で行われた訓練では、スクリーニングや避難車両、

避難住民の除染作業にあたった自衛隊員や自治体職員の多くは防護服着用を着用

していたが、それでもすべての防災業務従事者が防護服を着用していたわけでは

なかった。このことは、各自治体に設置された避難場所での安定ヨウ素剤配布の

訓練でも同様であった。 

また、本件訓練においては、福祉施設等からの要支援者の搬送の訓練なども行

われたが、かかる訓練には消防士や福祉施設の職員があたっている。さらには、

上述したとおり、舞鶴市の屋内退避訓練では、午前９時及び（想定では２４時間

後の）午前１０時に、UPZ 圏内の地域の消防団員らが地域をまわって屋内退避の

呼びかけを行っている。このような、もっとも放射線被ばくの可能性のある者に

ついて、本件訓練においては、防護服などの装備を着用しないまま業務に当たる

こととなった。 

 

(2) 労働安全衛生法及び同法施行令に基づき、電離放射線障害防止規則（昭和４７

年９月３０日労働省令第４１号）が定められ、同規則第７条ないし第７条の３に

おいて、緊急作業時等における労働者の被ばく限度量を定めるとともに、同規則

第８条において、事業者に線量の測定を義務づけている。 
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本件訓練においては、防災業務に従事した自治体職員や消防士、消防団員、福

祉施設の職員の多くが放射線被ばく防止対策のないままに防災業務に従事するこ

ととなった。それら防災業務従事者に対して、実際の原発事故において、線量計

測や放射線被ばく防止対策はきちんととられるのか、また、防護服や線量計など

の装備を各自治体において十分に用意することが可能なのかどうか、本件訓練は

その部分の大半を捨象したかたちで行われた。防災業務従事者の労働安全衛生の

側面から見ても、問題点は極めて大きいものと言わなければならない。 

 

６ 自治体間の差異や連携の困難性 

本件訓練では、あやべ球場では福井県がスクリーニング及び除染作業を実施し、

丹波自然運動公園では京都府がスクリーニング及び除染作業を実施した。上述し

たとおり、あやべ球場と丹波自然運動公園とでは、用いられた除染設備や除染用

具に大いに違いがあった。また、上述したとおり、防災業務従事者に対する放射

線被ばく防止対策が求められており、今後、防護服等の装備を充実させていくこ

とは不可欠である。財政規模、予算規模はそれぞれの自治体ごとに全く異なり、

そして、原発事故時の防災業務従事者数も自治体ごとに異なる中、すべての住民、

すべての防災業務従事者の安全を確保することが困難であることが本件訓練を通

じて明らかとなった。 

また、原発事故時には、自治体を超えた広域避難が行われることとなるが、地

震等の災害における混乱の中、自治体間で連携を取って避難場所を確保すること

の困難さも明らかとなった。本件訓練においても、本来、避難先として予定され

ていた場所が利用できず、避難先を変更せざるを得なかったという事態が生じて

いる。 

 

７ 実際の避難状況を想定しているとはいい難い訓練であった 

丹波自然運動公園における避難車両の除染作業訓練においては除染後の汚染水
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が処理されず土壌に垂れ流されている状況であった。また、避難住民の除染作業

訓練においても、シャワーは男女別とはされておらず、衣服の着脱に要するスペ

ースや着替えた衣服の処理など、実際のスクリーニング及び除染作業が想定され

た訓練とはなっていなかったのが実態であった。 

また、安定ヨウ素剤の配布についても、舞鶴市の大浦小学校では、避難者１名

について受付に２０秒、配布に１分２０秒ほどの時間を要している。大浦小学校

での訓練の参加予定者は１５０名に過ぎなかったが、舞鶴市避難計画によれば、

大浦小学校を避難時終結場所とする市民は１５００名以上にのぼる。地震や原発

事故の混乱の中、これだけの人数に対して、整然と、かつ、漏れなく安定ヨウ素

剤の配布が現実に可能なのか、その困難さが明らかとなった。 

 

 

第４ 原発再稼働は許されない 

 

１ 高浜原発広域避難訓練が明らかにしたこと 

本件訓練は、原発事故からの避難や広域避難の困難さを明らかにした。原発周

辺の各自治体は、国の指示を受けて原子力防災計画や住民避難計画を策定してい

るが、これらはあくまで机上の計画にとどまっている。本件訓練は、それらの計

画のごく一部を実施しようとしたに過ぎず、行政や防災業務従事者の業務手順の

一部を確認したにとどまるものと言うほかない。それにもかかわらず、上述した

ように、様々な問題が噴出したのである。 

とりわけ、市内全域が高浜原発の PAZ 圏内、UPZ 圏内に入り８万３０００人が

居住する舞鶴市、同じく市内全域が高浜原発のUPZ 圏内に入り１万９０００人が

居住する宮津市などにおいては、これだけ多数の住民を、自治体を超えて広域避

難させなければならないことになる。原発事故からすべての住民を安全に避難さ

せることがいかに困難なことであるかが明らかになったと言わなければならない。 
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２ 住民が安全に避難できる避難計画の策定が不可欠 

(1) 現在、国は原発再稼働政策を推し進め、関西電力は、大飯原発３、４号機に加

え、高浜原発１号機から４号機、美浜原発３号機の各原発の再稼働を計画してい

る。しかしながら、上述したとおり、本件訓練の状況からしても、現状の避難計

画を前提にして、原発事故からすべての住民を安全に避難させることは極めて困

難というほかない。 

現在、新規制基準に基づく適合性審査が進められているが、その審査基準の中

に、住民の避難計画は含まれていない。新規制基準が、東京電力福島第一原発事

故を受けて策定されたものであるとするならば、住民が安全に避難できる避難計

画の策定が不可欠の基準とならなければならないことは論を待たない。国は、避

難計画の策定を含めない新規制基準をただちに改めるべきである。 

 

(2) 住民が安全に避難できる避難計画が策定されないかぎり、原発の再稼働は許さ

れない。しかし、その一方で、現在稼働していない原発であっても、大量の使用

済み核燃料が保管されている。地震や津波等の災害によって事故が発生すれば、

これら使用済み核燃料から大量の放射性物質が外部に流出することも十分に考え

得る事態である。 

そうであれば、再稼働を行う、行わないにかかわらず、原発を廃炉にし、使用

済み核燃料の最終処分が終了しないかぎり（なお、使用済み核燃料の最終処分に

ついては、その目処すらいまだにたっていないのが現実である）、住民の避難計

画は必要不可欠である。国と関西電力をはじめとする電力会社は、自治体任せに

することなく、住民を安全に避難させることのできる避難計画を責任を持って策

定し、実施しなければならない。 

 

３ 再稼働せず、ただちに廃炉に向かうことが住民の安全を守る唯一の道 
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本件訓練は、原発事故からの避難や広域避難がいかに困難であるかを明らかに

した。そして、原発の再稼働によって、地震や津波といった災害時に起こり得る

原発事故の被害はより拡大することになる。 

東京電力福島第一原発の爆発事故によって、原発の安全神話はもろくも崩れ去

った。原発でも過酷事故は起こり得る、という現実を前にしたとき、原発事故か

らすべての住民を安全に避難させることはおよそ不可能というほかなく、原発の

再稼働は許されない。そして、上述したとおり、再稼働がなされなくとも、原発

には大量の使用済み核燃料が保管されており、この使用済み核燃料が過酷事故を

引き起こすことも十分に想定し得る事態なのである。 

住民の安全を守る唯一の道は、ただちに廃炉に向かい、今ある使用済み核燃料

の最終処分をすすめていくことである。過酷事故発生時の被害を拡大し、さらに

は、危険な使用済み核燃料をさらに増やすことになる原発再稼働は決して許され

ない。このことが、本件訓練が示す最大の教訓である。 

以 上 

 


