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阿部知子提出「原子力発電所の再稼働に求められる安全性等に関する質問主意書」に対する政府答弁書 

（2014/9/29主意書提出、10/7答弁書閣議決定） 

 

質問 答弁 

 平成 26年 9月 10日、田中俊一原子力規制委員会委員長は、九州電

力川内原子力発電所 1 号機及び 2 号機の新規制基準適合性審査書及び

発電用原子炉設置変更許可を決定した同委会議後の定例記者会見で

「九州電力川内原子力発電所については、原子力規制委員会として、

法律に基づいて、運転にあたり求めてきたレベルの安全性が確保され

ることを確認した」と表明した。 

 一方、同決定を受けて、小渕優子経済産業大臣は鹿児島県知事に宛

てた平成 26年 9月 12日付「九州電力株式会社川内原子力発電所の再

稼働へ向けた政府の方針について」において、「原子力規制委員会によ

って、新規制基準に適合すると認められ、原子炉設置変更許可が行わ

れました。これにより、再稼働に求められる安全性が確保されること

が確認されました」と述べている。 

また、前掲小渕経産大臣文書においては、エネルギー基本計画（平

成 26 年 4 月 11 日閣議決定）に基づき、川内原発の再稼働を進めると

しているが、同文書でも引用されている通り、エネルギー基本計画に

おいては「原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準

に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の

再稼働を進める」と記されている。 

他方で、田中規制委員長は「規制委は再稼働するかどうかについて

は判断しない」「規制基準の適合性審査であって、安全だとは言わない」

「絶対安全、ゼロリスクではない」との趣旨の発言を繰り返している。 
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以上、原発の「安全（性）」の定義及びそれを判断する責任の所在を

巡っては、この間も混乱が生じてきたところであり、川内原発の再稼

働に向けた手続きが進む現在に至っても明確になったとは言えない状

況にある。 

一 田中規制委員長が一貫して述べている「規制基準の適合性審査で

あって、安全だとは言わない」との表現と 9月 10日会見での「運転に

あたり求めてきたレベルの安全性」との表現とは同じ「安全（性）」と

いう語を用いているが、その意味するところは異なると思われる。そ

れぞれの表現における「安全（性）」の定義と相互の関係を示されたい。 

御指摘の「規制基準の適合性審査であって、安全だとは言わない」とい

う発言の趣旨は、原子力発電所の安全性について、いわゆる安全神話に陥

ることなく、最新の科学的知見に基づき、不断に向上させるべきものであ

る旨を述べたものである。 

一方、御指摘の「運転にあたり求めてきたレベルの安全性」が確保され

ることが確認されたという発言の趣旨は、原子力規制委員会が、九州電力

株式会社（以下「九州電力」という。）から提出された九州電力の川内原

子力発電所（以下「川内原子力発電所」という。）の発電用原子炉の設置

変更の許可に係る申請（以下「設置変更許可申請」という。）について、

設置変更許可申請が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。）

第四十三条の三の八第二項において準用される原子炉等規制法第四十三

条の三の六第一項各号に規定する基準（以下「設置変更許可基準」という。）

のいずれにも適合していることを確認したことを述べたものである。 
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二 長野県と岐阜県にまたがる御嶽山の突然の噴火は、常時監視対象

の活火山で火山性地震が観測されていながら予兆が少ないと判断され

たため噴火警戒レベルが「1（平常）」から引き上げられなかった中で

起こった。今回の事態は噴火の予知の難しさを改めて示すとともに、

避難及び救援活動の困難さも突きつけた。この御嶽山の噴火により川

内原発の火山リスク評価に対する疑義がさらに高まっている。火山学

者らから有力な科学的批判がなされてもなお川内原発に係る火山リス

クについても「運転にあたり求めてきたレベルの安全性が確保される」

と判断した科学的根拠を示すとともに、残余のリスクは何であると考

えており、その残余のリスクに係りいかなる比較衡量あるいは割り切

りをなして川内原発の安全性の確保を確認したのか、科学的に説明さ

れたい。 

川内原子力発電所の設置変更許可申請に係る審査において、九州電力

は、地下のマグマの状況や過去の噴火履歴等を検討し、川内原子力発電所

の運用期間中において、噴火の規模を噴出物の総体積に基づき指数化した

火山爆発指数七以上の噴火が生じる可能性は十分小さく、火山爆発指数六

以下の噴火を考慮しても、火砕流等による敷地への影響はないと評価して

おり、原子力規制委員会はこれを妥当であると判断している。 

また、降下火砕物による敷地への影響については、九州電力は、川内原

子力発電所の運用期間中に生じる可能性のある噴火の規模と川内原子力

発電所の位置関係を踏まえ、約一万二千八百年前の桜島薩摩噴火によるも

のが最も影響が大きいと評価し、敷地において生じる可能性のある降下火

砕物の層厚を十五センチメートルと評価した上で、原子炉の安全を損なわ

ないことを確認しており、同委員会はこれを妥当であると判断している。 

なお、御指摘の「残余のリスク」が具体的に何を指すのか必ずしも明ら

かではないが、火山爆発指数七以上の噴火の可能性が十分小さいことを継

続的に確認することを目的として、九州電力は、火山活動のモニタリング

を実施することとしている。 

三 右に引用した「運転にあたり求めてきたレベルの安全性」（9月 10

日田中規制委員長会見）、「再稼働に求められる安全性」（9 月 12 日付

小渕経産大臣文書）及び「規制基準に適合すると認められた場合」（エ

ネルギー基本計画）は同じものであるのか、異なるのであれば三者間

の違いは何でありどのような関係にあるのか、明確に示されたい。 

御指摘の「運転にあたり求めてきたレベルの安全性」が確保されること

が確認されたこと、「再稼働に求められる安全性」が確保されることが確

認されたこと及び原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の「規制

基準に適合すると認められた場合」は同旨である。 
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四 原子力規制委員会設置法において、規制委の任務は「原子力利用

における安全の確保」とされており、かつそれは「国民の生命、健康

及び財産の保護、環境の保全」に資するためのものとされている（同

法第 1条及び第 3条）。他方で、前掲田中規制委員長発言の「運転にあ

たり求めてきたレベルの安全性」は、規制基準適合性審査の範囲に限

定された判断であると考えられ、規制委設置法に言う「原子力利用に

おける安全」より狭く、地域防災計画（原子力災害対策編）の審査又

は検証等を含まない趣旨と思われるが、政府の認識は如何か。又、規

制委がこのように「運転にあたり求めてきたレベルの安全性」の確保

に自らの役割を限定することは規制委設置法違反の疑いがあるが、あ

わせて政府の認識を示されたい。 

原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並

びに我が国の安全保障に資するため、設置変更許可申請について、設置変

更許可基準に適合していることを確認することにより原子力利用におけ

る安全の確保を図るものである。 

設置変更許可基準には、地域防災計画に係る事項は含まれておらず、同

計画については、原子力発電所が再稼働するか否かにかかわらず、住民の

生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として、災害対策基本

法（昭和三十六年法律第二百二十三号）に基づき、都道府県及び市町村に

おいて作成等がなされるものである。なお、政府としては、原子力防災会

議の下、関係府省庁による同計画の作成の支援等を行っている。 

また、一について及び三についてで述べたとおり、政府としては、同委

員会が設置変更許可申請について設置変更許可基準に適合することを確

認することにより、「再稼働に求められる安全性」が確保されることが確

認されたものと考えている。 

五 原発の再稼働に求められる安全性の確保には実効性が担保された

地域防災計画（原子力災害対策編）の策定等が当然に含まれるべきと

考えるが、政府の認識は如何か。又、その場合に、前掲小渕経産大臣

文書における「再稼働に求められる安全性が確保されることが確認さ

れた」という文言には同文書の論理構成上、地域防災計画が対象とし

て含まれないこととなるが、政府としては規制委による規制基準適合

性審査をもって「再稼働に求められる安全性」が確保されるとの認識

であるのか、明確に答えられたい。 

六 原子力防災会議は平成 26年 9月 12日の会議において川内地域の

避難計画を含む地域防災計画を「確認」したとしているが、これは同

会議又は議長である内閣総理大臣が川内地域の地域防災計画の実効性

を責任をもって担保し、以って川内原発の再稼働に係る安全性が確保

されることを確認したということであるのか、政府の立場を明確に示

されたい。 

お尋ねについては、鹿児島県、関係市町及び関係府省庁が参加したワー

キングチームにおいて、川内地域の避難計画を含めた緊急時対応が具体的

かつ合理的なものとなっていることが確認され、その結果が、平成二十六

年九月十二日の原子力防災会議に報告され、了承されたものである。 
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七 原子力規制委員会設置法案の国会審議においては、衆法提出者及

び細野豪志国務大臣（当時）ら政府側がともに規制委が再稼働の判断

をすると答弁をしていた（平成24年6月19日参議院環境委員会など）。

ところが、上に引用した通り、田中規制委員長は「再稼働の判断はし

ない」と繰り返し明言している。規制委が再稼働の判断をしないこと

は、立法者の意思及び当時表明された政府の立場に照らし、又規制委

設置法の条文上も規制委設置法違反となるのではないか。政府の認識

を示されたい。 

御指摘の「規制委設置法の条文」の意味するところが必ずしも明らかで

ないが、御指摘の「立法者の意思及び当時表明された政府の立場」を踏ま

えて制定された原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十七号）

においては、原子力規制委員会が原子力発電所の再稼働の判断を行うこと

は規定されておらず、「規制委が再稼働の判断をしないことは、・・・規制

委設置法違反となるのではないか」との御指摘は当たらないと考えてい

る。 

八 エネルギー基本計画では、「その（原子力規制委員会の）判断を尊

重し原子力発電所の再稼働を進める」とされている。ここで「尊重し」

とあることから、政府が再稼働を判断し進める主体となると解釈する

余地がある。一方、前掲小渕経産大臣文書においては、原子力規制委

員会が原子炉設置変更許可を行ったこと「により……再稼働に求めら

れる安全性が確保されることが確認された」とし、「したがって、政府

として、エネルギー基本計画に基づき、川内原子力発電所の再稼働を

進めることとする」とされており、再稼働を判断し進める主体がより

曖昧にされているような印象がある。他方で、原子炉等規制法に則り

再稼働の判断は一義的に事業者が行うとする法律上の建前も政府側よ

り示されている（平成 26 年 9 月 11日「原発ゼロの会」ヒアリングに

おける資源エネルギー庁担当者発言など）。政府としては、再稼働につ

いて判断をし進める責任はどこにあり、又再稼働における政府の役割

は何であると認識しているのか、原発再稼働に対する方針を明記した

エネルギー基本計画を閣議決定したことから生ずる政府の責任がいか

なるものであると認識しているのかを含め、明確に答えられたい。 

個々の原子力発電所について、原子力規制委員会により世界で最も厳し

い水準の規制基準に適合すると認められた場合に、実際に再稼働を行うの

は事業者である。また、「エネルギー基本計画」（平成二十六年四月十一日

閣議決定）において、「原子力発電所の安全性については、原子力規制委

員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水

準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力

発電所の再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者

の理解と協力を得るよう、取り組む」こととしており、政府は、この方針

に基づいて、再稼働を進めるものである。 
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九 前掲小渕経産大臣文書においては、エネルギー基本計画を踏襲し、

「万が一事故が起きた場合には、政府は、関係法令に基づき、責任を

もって対処いたします」とされているが、「責任をもって対処」とは政

府としていかなることを約束及び保証するものであるのか具体的に示

されたい。又、当該記述を含め、再稼働をした原発で事故が起きた場

合における政府の結果責任についてはいかなる立場であるのか明らか

にされたい。 

原子力規制委員会においては、最新の科学的知見や国際原子力機関等の

規制基準を参考にしつつ原子力発電所の規制に必要な基準を設定し、原子

力発電所がその基準に適合しているか否かを確認することとしていると

ころである。また、安全性の追求に終わりはなく、継続的な安全性の向上

が必要であり、事業者においても、更なる安全性の向上に努めるべきであ

ると考えている。その上で、万が一事故が起きた場合、原子力災害の拡大

の防止等に必要な措置の実施や原子力損害の賠償等について、その一義的

な責任は、事業者が負うこととなる。さらに、政府としても、原子力災害

対策特別措置法（平成十一年法律第百五十六号）等の関係法令に基づき、

緊急事態応急対策等の実施のために必要な措置を講ずる等の責務を有す

るものと認識している。 

十 原発立地地方公共団体等と原子力事業者との間で締結されるいわ

ゆる「安全協定」等の協定には法的な根拠がなく、又原発再稼働等の

手続きにおける地方公共団体又は住民等の権限及び権利についてはど

の法律にも規定がない。規制委設置法案の国会審議においても、この

点についての問題意識は衆法提出者、政府ともに抱いていたと認めら

れ（平成 24年 6 月 5日衆議院環境委員会など）、かつ同法案に対する

衆議院環境委員会の決議及び参議院環境委員会の附帯決議において、

地方公共団体及び住民等の役割や法体系等に係る検討をし、必要な措

置を講ずることを政府に求めている（衆議院環境委員会決議の 9、参

議院環境委員会附帯決議の 26 等）。また、川内原発周辺自治体などか

らも、原発再稼働への同意に係る「地元」の範囲に関して法的枠組み

の整備を政府に求める声が上がっている。政府はこれらについていか

なる検討を行っており、又川内原発の再稼働手続きにおいて反映する

つもりであるのか、明確に示されたい。 

政府は、エネルギー基本計画の方針に基づいて、「立地自治体等関係者

の理解と協力を得るよう、取り組む」こととしている。 

御指摘の「決議」及び「附帯決議」への対応については、関係者間の連

携協力体制に関する諸外国の事例等の調査を実施しているところであり、

原子力規制委員会の会見及び会合について、インターネット中継等により

広く情報発信をするなど情報開示の強化等を行っている。また、川内原子

力発電所の設置変更許可申請に係る審査の結果について、住民に対して説

明を行うに際しては、具体的な実施方法を含め関係自治体と十分に調整

し、対応してまいりたい。 
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【コメント】 

一について 

 不断に安全性を向上させるべき中で、何をもって「運転にあたり求められるレベルの安全性」とするのか、炉規法で言い換えただけの同義語

反復でしかない。 

 

二について 

 既に科学的に反駁されている主張を繰り返すのみであり、真摯な姿勢が感じられない。 

 

三について 

 三つの言い方が同旨であるとし、政府の用いる「再稼働に求められる安全性」が規制基準への適合に限定されることが明言された。規制基準

適合及び「運転にあたり求めてきたレベルの安全性」（田中規制委員長）を、より広範で安全な印象を感じさせる「再稼働に求められる安全性」

に言い換えた意図が問われる。 

 

四及び五について 

 規制委設置法の目的（第 1 条）及び任務（第 3条）における「原子力利用における安全の確保」を、「国民の生命、健康及び財産の保護、環

境の保全並びに我が国の安全保障に資する」（第 1 条及び第 3条）ため、設置変更許可基準（規制基準）に適合していることを確認することに

限定されるとの解釈を示す驚くべき答弁。そして、設置許可基準に地域防災計画に係る事項が含まれていないから、同計画の作成は再稼働する

か否かにかかわらないとの論法を示し、上の答弁の通り、設置変更許可基準適合をもって「再稼働に求められる安全性」が確保されるとする。 

 

六について 

 従来からの説明を繰り返すのみで、地域防災計画の実効性を原子力防災会議又は同会議議長たる総理が「責任をもって担保」したとは明言せ

ず。四及び五の答弁で災害対策基本法を引いた通り、責任の所在は計画を作成する市町村及び都道府県にあると示すもの。 

 

七について 

 規制委設置法案の審議で衆法提出者及び政府が「規制委が再稼働を判断する」を繰り返し明言していたことに真っ向から反する答弁。また、
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設置法に「再稼働の判断」が規定されていないとすることで、規制委は再稼働の判断をせず、かつそれは設置法違反でないと明言。 

 

八について 

 実際に再稼働を行なうのは事業者であるとの法の建前とエネルギー基本計画を引用するのみで、政府の責任については特定せず、責任論を曖

昧に回避。真摯な姿勢に全く欠ける。 

 

九について 

 小渕経産相が鹿児島県及び薩摩川内市に対して明言した「万が一事故が起きた場合には、政府は、関係法令に基づき、責任をもって対処」と

は、一義的な責任は事業者とする法的建前を前提に、原子力災害対策特別措置法等に基づく緊急事態応急対策等のことであるとし、あくまで法

令に基づくものであることを示す。「責任をもって対処」との言は印象操作を意図したことが疑われる。 

 

十について 

 地元同意の範囲やその法的根拠付け等従来から論点となり、まさに現在進行形で川内原発周辺自治体から声が上がっていることに対して、全

くのゼロ回答。規制委設置法 3年以内見直しについても、国会附帯決議等を矮小化し、骨抜き対応とされる気配が伺える。 

 


