【未定稿】
内閣
平成２６年６月１９日

原子力委員会設置法の一部を改正する法律案の

に関する件についてお諮りいたします︒

○委員長︵水岡俊一君︶ 政府参考人の出席要求

弘成君が選任されました︒

を辞任され︑その補欠として江口克彦君及び世耕

去る十二日︑水野賢一君及び滝波宏文君が委員

委員の異動について御報告いたします︒

会を開会いたします︒

○委員長︵水岡俊一君︶ ただいまから内閣委員

を招いたことに対しておわびをしているものと承

原大臣本人が発言の真意について説明をし︑誤解

葉が足りなかったところはあると思いますが︑石

○国務大臣︵山本一太君︶ この件について︑言

お伺いしたいと思います︒

この発言についてまずどのような所感をお持ちか︑

この原子力委員会の担当大臣でもございますが︑

山本大臣︑放射性廃棄物の処理処分等を管轄する

ゆる最後は金目でしょというあの発言について︑

ないんですけれども︑先日の石原環境大臣のいわ

思っておりますが︑その前に︑これ通告はしてい

一部を改正する法律案について質疑を行いたいと

前回に引き続きまして︑原子力委員会設置法の

誤解を招く表現だった︑あるいは寄り添う︑そう

こういう発言をしたことについて︑やはりこれは

ですけれども︑山本大臣自身は︑この環境大臣が

みにじっているというふうにさっき申し上げたん

○神本美恵子君 おっしゃればおっしゃるほど踏

うふうに思っております︒

の方針に従って真摯に取り組んでまいりたいとい

が︑そういうお話もいただいておりますので︑そ

内閣の閣僚は復興担当大臣である︑全てが︑全員

心に寄り添っていくと︒安倍総理が︑やはり安倍

今委員がおっしゃったように︑被災地の方々の

おわびをしているということでございます︒

意について説明をし︑誤解を招いたことに対して

いと思いますけれども︑石原大臣本人が発言の真
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審査のため︑本日の委員会に︑理事会協議のとお

知しております︒

一部を改正する法律案を議題とし︑質疑を行いま

○委員長︵水岡俊一君︶ 原子力委員会設置法の
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よう決定いたします︒

○委員長︵水岡俊一君︶ 御異議ないと認め︑さ

ういう発言が出てくるというふうに思いますけれ

いましたけれども︑寄り添っていないからこそこ

踏みにじる︑また︑今大臣は寄り添うとおっしゃ

ったというふうな認識そのものが二度福島県民を

したけれども︑私は︑この誤解を招く表現が悪か

○神本美恵子君 誤解を招く表現とおっしゃいま

たいと思います︒

方針に従って︑閣僚の一人として対応してまいり

復興を最優先に取り組んでいくという安倍政権の

いずれにせよ︑被災地の方々の心に寄り添って

りますので︑その発言を大臣のお気持ちとして受

についておわびをしているというふうに考えてお

っしゃるんだと思います︒この誤解を招いたこと

ていると︑誤解を招いたということを認めていら

が︑石原大臣本人が発言の真意について説明をし

○国務大臣︵山本一太君︶ 何度も申し上げます

おりますか︒

誤解を招いた表現だったというふうに今思われて

の︑環境大臣の発言は︑住民に寄り添って︑ただ

た今ここで︑本当にそう思われますか︒あの大臣

いう方針は変わらないということを山本大臣︑ま
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午前十時六分開会

り︑政府参考人として内閣府政策統括官倉持隆雄

す︒

ども︑もう一度お願いします︒

け止めたいというふうに考えております︒

君外六名の出席を求め︑その説明を聴取すること

○神本美恵子君 おはようございます︒民主党・

○国務大臣︵山本一太君︶ もう一度申し上げた

質疑のある方は順次御発言願います︒

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

に御異議ございませんか︒

新緑風会の神本美恵子でございます︒
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んです︒

についてどう思いますかということを聞いている

訳をしていらっしゃるので︑山本大臣はそのこと

っしゃっているんですけれども︑それはそう言い

て︑しかもこの発言は誤解を招く表現だったとお

自身は︑環境大臣は住民に寄り添っている︑そし

臣がそうおっしゃっているんであって︑山本大臣

○神本美恵子君 いいえ︑だから︑それは環境大

どなたかにお聞きしたということはありません︒

○国務大臣︵山本一太君︶ この件について特に

とか聞かれたことありますか︒

ている︑この事故によって避難している方々の声

の後︑山本大臣自身は︑福島県民あるいは避難し

いう今御答弁でございましたけれども︑この発言

○神本美恵子君 そのとおり︑同じように思うと

ないと︑改めてそういうふうに考えております︒

け止めたいと思いますし︑福島の方々の声︑これ

たお話は安倍内閣の閣僚の一人としてしっかり受

○国務大臣︵山本一太君︶ 今委員のおっしゃっ

いかがですか︒

う言葉を私は撤回してもらいたいと思いますが︑

大臣︑そういう声を聞かないで︑寄り添うとい

んじゃないですか︒

ます︒そういう声を受けてこそ寄り添うと言える

とお話をしましたけれども︑本当痛いほど分かり

○神本美恵子君 先ほども言いましたけれども︑

○神本美恵子君 私のところには電話があったり

何が悔しいって︑金が欲しい︑金をもらったも

この原子力委員会は︑これから放射性廃棄物の処

○国務大臣︵山本一太君︶ 度々同じ答弁で恐縮

山本大臣自身のお考えを︑これ︑放射性廃棄物

らわない︑これは損害賠償もそうなんですけれど

理処分について︑所管としてここに重点化して取

について特にお聞きをしておりませんけれども︑

の処理処分にこの原子力委員会はこれから重点化

も︑こういう経済的な補償を当然受けるべくして

り組むわけですよね︒今回のこの大臣の発言を受

ファクスがあったりしております︒本当に悔しい

して取り組むわけでしょう︒これに関わるんです

受けている人と受けられない人︑あるいは受ける

けて住民がどんな思いをしているかということを

ですが︑石原大臣は真摯に取り組んでいくおつも

よ︑この中間貯蔵施設をどうするかという話は︒

べきなのに受けることができない人︑そういう人

考えると︑私はこれも難航していくと思うんです

私なりに改めて︑どんな方法か分かりませんけれ

だから︑当事者としてこの発言についてあなたは

がみんな今ばらばらにされていると︒しかし︑そ

よね︑このままでは︒

と︑ばかにしているという声があるんですけれど

どう思いますかということを聞いているんです︒

れなしでは︑経済的な補償なしでは生活が立たな

私は︑環境大臣に辞任を︑山本大臣︑担当とし

りをおっしゃっていますから︑そういうふうにし

再度お願いします︒

い︒ここで中間貯蔵を受け入れたら︑これがもし

て進言されるか︑あるいは総理に対して罷免を進

ども︑いろいろと御意見も伺ってみたいというふ

○国務大臣︵山本一太君︶ 石原大臣本人がおっ

かしたら︑どこの県も︑その後最終処分場にしな

言されるべきだと思いますけれども︑いかがです

も︑是非︑私は山本大臣にもそういう声聞いてほ

しゃっているように︑誤解を招く発言だったとい

いと幾ら言っても︑ここが最終処分場になるので

か︒

ていただけるものだというふうに考えております︒

うことだと思いますので︑それについて大臣がお

はないかと︑そういう不安も抱きながら︑しかし︑

○国務大臣︵山本一太君︶ 先ほど申し上げたと

うに考えております︒

わびをされているということですから︑今後も被

それは仕方がないんじゃないかと︑もう本当にそ

おり︑石原大臣の方からこの件について︑誤解を

しいと思うんですね︒

災地に寄り添う気持ちで︑石原大臣だけでなく閣

の悔しさの中身というのは︑私も昨日電話で長々

○神本美恵子君 お答えが出ないようです︒

僚全員がしっかりと取り組んでいかなければいけ
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まず︑二条四号の核燃料物質及び原子炉に関す

申し上げて︑法案に入りたいと思います︒

て更に傷ついていると思いますので︑そのことを

自身︑閣僚がこういう答弁をするということを見

人は今日の質疑を見ていると思います︒安倍内閣

○神本美恵子君 多分︑昨日私に電話をくれた知

近藤委員長がおっしゃったように︑平和利用と書

るようになったのか︑その経緯と︑じゃ︑これを︑

うふうになっているんですが︑どうしてこれが残

すけれども︑これ︑有識者会議で廃止すべきとい

案の四号として実施することになっているようで

定の役割が期待されるとして引き続き新たな改正

というふうになっておりますけれども︑今後も一

確かに︑現行法の二条四号ではこれを削除する

さらに︑原子力委員会においては︑平和利用の

ことにいたしました︒

ことから︑引き続き当該事務は存続させるという

いては原子力委員会に求められている機能である

も︑規定されている原子力委員会の意見聴取につ

原子炉等規制法を含めて︑ほかの法令において

子力規制庁の方から見解が示されました︒

現行の法的手続は引き続き重要だというふうに原

を担うのであれば︑平和利用の妥当性を確認する

まえて︑原子炉等規制法を所管する原子力規制庁

る規制に関する事務の削除についてでありますが︑

かれていればそれはそのままそうかと言うしかな

担保の観点から︑これも委員御存じだと思います

について︑今後も原子力委員会がダブルチェック

原子力委員会は長く平和利用の番人と言われてま

いというチェックしかできないというこれまでの

が︑従来から︑原子炉の設置の許可等の際に意見

招いたことについておわびがあったということで

いりました︒しかし︑このことは原子力委員会の

実態があったわけですけれども︑引き続きこれを

を述べるに当たり︑申請書の内容の確認︑それか

に当該手続の必要性を改めて確認をいたしました︒

所掌事務には必ずしも明記されていないと思いま

やるとすれば︑どのようにそれを担保されるんで

ら規制庁へのヒアリングを行ってまいりました︒

を行う必要が乏しくなっており︑これらの手続は

す︒原子力委員会はこれまで︑どのように平和利

しょうか︒

その際︑従来は許可等の後の保障措置等に関する

ございますので︑私の方からそれについて何か申

用目的ということを担保してきたのか︒

○国務大臣︵山本一太君︶ 現行の原子炉等の規

情報を確認していくこと等必要な検討も行ってま

そうしましたところ︑法改正後の原子力委員会が

しのための有識者会議において︑当時の委員長で

制法における原子力委員会の意見聴取規定は︑委

いりましたけれども︑法改正後もこれらの取組を

廃止すべきであるというふうに提言をされており

ありました近藤駿介委員長は︑このことに関して︑

員御存じだと思いますが︑この原子炉の設置等の

より具体的に進めていくことを検討していきたい

し上げるというような立場にはないというふうに

発電とか再処理について平和の目的に限られるこ

許可等において︑平和目的に関する原子力規制委

というふうに考えております︒

引き続き原子力の平和利用を確保するための任務

とのチェックというのは紙に書いたものしかない

員会による判断の妥当性をチェックするために︑

○神本美恵子君 どのように平和利用目的だとい

ます︒

わけですから︑判断の基準としては︑目的が平和

原子力の平和利用を確保するための任務を担って

うことを担保するかということは︑これから引き

考えております︒

の目的というふうに書かれていれば︑それから外

いる原子力委員会の意見を聴取していると︑こう

平成二十四年の十一月六日︑原子力委員会見直

れないという答えしか書きようがないというふう

続き具体的に考えるということで︑ちょっとよく

分からないんですけれども︒

いう形になっております︒
今委員がおっしゃった有識者会議での指摘を踏

に発言をされております︒
また︑昨年末の有識者会議報告書でもこのこと
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す︒

○政府参考人︵田中正朗君︶ お答え申し上げま

うか︒

うにこの現状を把握していらっしゃいますでしょ

うによく言われるんですけれども︑政府はどのよ

いる中で︑研究分野の学生が減っているというふ

子力に対する不信が国民の間に広がって強まって

ども︑これ文部科学省にお伺いしますが︑この原

材︑これは国を挙げて育成すべきと考えますけれ

いますけれども︑この高度な専門知識を持った人

雑で困難な課題に立ち向かう今必要性があると思

燃料デブリどうするのかというような︑非常に複

置とか︑メルトダウンした原子炉をどうするのか︑

りますけれども︑事故を起こしたあそこの廃炉措

ような問題もあります︑先ほどのような問題もあ

伺いしたいと思いますが︑福島の原発事故︑今の

研究者及び技術者の養成︑訓練の削除についてお

次に︑第五号の試験及び研究の助成︑第六号の

非常に国としての取組として重要なことだという

プロフェッショナルを育成していくということは

すけれども︑そのように学生が減っている中で︑

にしていくということは非常に重要だと思うんで

事故にしっかり向き合って︑ちゃんと安全に廃炉

今御報告だったんですけれども︑私はこの福島の

ている︒また︑関係する企業も減っているという︑

生のこの原子力関係の分野を希望する学生が減っ

○神本美恵子君 言われているように︑確かに学

ところと承知しております︒

参加学生は約八割減った四百二十名となっている

ける参加企業数は約半減しまして︑延べ三十七社︑

たのに対しまして︑震災後の平成二十五年度にお

数は延べ六十五社︑参加学生は千九百三名であっ

すと︑震災前の平成二十二年度における参加企業

けれども︑同協会が公表しているデータによりま

しては︑大阪と東京の二会場で開催しております

します原子力関係企業の合同就職説明会につきま

また︑一般社団法人日本原子力産業協会が主催

科学技術を所管する立場から考えを述べさせてい

つきまして︑まず文部科学省は︑私ども原子力の

○政府参考人︵田中正朗君︶ 委員御指摘の点に

か︒

と思いますけれども︑どのようにお考えでしょう

省庁横断的にこの原子力委員会が私は担うべきだ

というのが必要だと思うんですけれども︑それを

そういったことをする中長期的な方針︑考え方

思うんですね︒

炉していくという新たな︑これは新たな問題だと

とか原子力の研究開発だけではなくて︑それを廃

訓練といったようなものが︑しかも原子炉を造る

なくて︑これまで以上にこの人材の育成︑養成︑

ぞれの︑例えば文科省とか経産省に任せるのでは

訓練が今回削除されましたけれども︑これはそれ

この原子力委員会の研究者及び技術者の養成︑

に考えるのか︒

も︑政府としてはこの人材育成についてどのよう

成を考えるその視点が必要だと思うんですけれど

夕にできるものではありません︒長期的に人材育

文部科学省では︑名称に原子という言葉を含む

ふうに思っております︒

て︑震災後の平成二十六年度におきましては約

二十二年度には百三十四名であったのに対しまし

学科への入学者数につきましては︑震災前の平成

関する調査を行っておりますけれども︑これらの

るということで︑国際的な貢献もできると思うん

というような︑この日本での経験を世界に発信す

たときにはどのように安全に廃炉にしていくのか

けですから︑そういうところでもしも事故が起き

また︑こういう原子力発電所は世界中にあるわ

開発を通じて人材育成を図っていくということが

うなものにつきまして︑私ども︑まず︑当然研究

から長きにわたって続きます廃炉対策といったよ

第一原子力発電所の事故の経験︑それから︑これ

今御指摘のございましたように︑東京電力福島

学科を設置している大学に対しまして入学者数に

二・七割減の九十八名となっているところでござ

ですけれども︑ただ︑人材育成というのは一朝一

ただきたいと思います︒

います︒
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特に人材育成に係る取組としましては︑産学官

ございます︒

処理処分の研究開発などを推進しているところで

第四に核燃料サイクル及び高レベル放射性廃棄物

第三に原子力の人材育成あるいは基礎基盤研究︑

ビアアクシデント研究等の安全研究︑それから︑

力発電所の廃炉等に貢献する研究開発︑第二にシ

たしましては︑第一にこの東京電力福島第一原子

私ども︑今進めております研究開発の重点とい

係る研究開発が一般的となっておりまして︑研究

現在︑民間企業︑研究機関における原子力利用に

○国務大臣︵山本一太君︶ 人材育成については︑

についていかがですか︒

力委員会の役割ではないかと思うんですが︑それ

望を持って人材育成の方針を示すのは︑私は原子

つわけではないので︑省庁横断的に中長期的な展

れは非常に中長期的な人材育成ですから今すぐ育

ぞれに今のような取組をやっているけれども︑こ

先ほどお聞きしたのは︑文科省や経産省がそれ

いうことは︑これはもう今回の原発事故を受けて︑

係のある企業と密接な関係がある人を任命すると

とはもちろんですけれども︑原子力に関し利害関

当たっては︑専門性の高い人を登用するというこ

委員会の委員長や委員の人選に当たって︑これに

ら御質問があったことなんですけれども︑原子力

これは前回も別の会派の委員から︑水野委員か

○神本美恵子君 それぞれの取組を促す︑調整す

連携による幅広い原子力人材の育成を行います国

者及び技術者の育成︑養成訓練についてはこうし

原子力村というような言葉も出てくるように︑国

すが︑もう時間がないので結構ですから︒

際原子力人材育成イニシアティブに加えまして︑

た組織が自ら実施しておりまして︑先ほど説明あ

民の間に非常にこれは不信が広がっている︑いま

大事だと思ってございます︒

平成二十六年度からは廃止措置等基盤研究・人材

りましたが︑各省においてもこうした人材育成に

だに広がっていると思います︒その不信を招かな

るだけではなくて︑中長期的なやっぱり方向性を

育成プログラムを新たに創設いたしまして︑事故

対する支援等の取組を実施しております︒
法改正後の原子力委員会においては︑原子力委

いためには︑委員長と委員の人選に当たって公正

保についてお伺いしたいと思います︒

次に︑原子力委員会の組織に関する透明性の確

示すべきだというふうに私は思います︒

で損傷した東京電力福島第一原子力発電所という
特殊な環境下での廃止措置を行うために︑大学︑

さと専門性の確保のバランスが必要だと思うんで

この前は︑この前の質問に対しては︑条文にも

員会設置法第二条第一号の原子力利用に関する政

委員のおっしゃるとおり︑そう考えております︒

あるように︑罷免とか︑それから行動規範を決め

研究機関等の能力を結集した基盤研究の実施を通

いずれにしましても︑文部科学省といたしまし

研究開発についても︑放射性廃棄物の処理処分

ているというふうなことをおっしゃいましたが︑

すけれども︑政府としてはどのような措置をとっ

ては︑福島第一原子力発電所の廃炉や原子力の安

等といった重要な政策課題を中心に関係各省等に

私が聞きたいのは︑まず人選に当たって︑決まっ

策の一つとして︑人材育成の実施を担う関係省庁

全性向上等のために︑原子力の技術や人材を維持

おける取組の実施状況をきちっとヒアリングをし︑

た後のことではなくて︑人選に当たってどのよう

じまして︑必要な人材を育成することを目指して

発展させることは極めて重要と認識しておりまし

聴取をし︑必要に応じて取組等の進捗を促すなど︑

な公正さの担保を考えていらっしゃるのか︑お伺

ていらっしゃるのか︒

て︑引き続き︑原子力に関する研究開発あるいは

原子力委員会としての役割をしっかりと果たして

いしたいと思います︒

の調整機能として役割を果たしていくものだと︑

人材育成を進めてまいりたいと考えてございます︒

まいりたいと考えております︒

ございます︒

○神本美恵子君 経産省にもお願いしていたんで
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者等を除外する規定があるということは私も承知

存じのとおり︑原子力事業者や原子炉を設置する

いては︑委員長及び委員の要件として︑委員も御

い︑施設の許認可等を行う原子力規制委員会にお

づいて原子力の安全確保に関する規制の実務を担

も申し上げたと思いますが︑原子炉等規制法に基

○国務大臣︵山本一太君︶ 前回の質疑のときに

規制委員会の委員長及び委員の要件についてとい

○神本美恵子君 今︑皆さんにはこれを︑原子力

ます︒

な仕組みにしていきたいというふうに考えており

観点もしっかり定着をさせて選定をしていくよう

てはやはり国民の視点にも留意すると︑こういう

りましたが︑こうした委員の候補者の選定につい

大臣としても︑先般︑水野委員からも御質問あ

とが大きな問題になっておりました︒ですから︑

会の委員長の国会同意人事のときも︑そういうこ

っているわけですから︑この前の原子力規制委員

ではないかという疑いが国民の間にいまだに広が

接につながっていたがために利益誘導しているの

しがっているわけで︑そういう意味で︑そこに密

○神本美恵子君 その専門性は原子力事業者も欲

ふうに考えております︒

委員会の委員長や委員としては不適切であると考

は難しいというふうに考えておりまして︑原子力

力会社等の出身者については国民の理解を得るの

情勢を踏まえれば︑原子力事業者のうち︑特に電

ただ︑委員もおっしゃったように︑現在の社会

側面があると考えております︒

これらを一律に除外する規定を設けるのは難しい

改正法案において︑原子力規制委員会と同様に︑

る者等に含まれる可能性があることもあって︑本

こうした有識者が原子力事業者︑原子炉を設置す

められる可能性が高いということがございまして︑

委員として研究機関や大学の有識者の専門性が求

のままなんですが︑この原子力委員会の委員長︑

子力委員会︑これが基本法に書かれている表現そ

原子力利用に関する行政の民主的な運営を担う原

等を設置する者等に含まれる可能性がありますの

るということを考えると︑原子力事業者︑原子炉

関︑大学の有識者の専門性が大変必要になってく

て︑これも委員御存じだと思うんですが︑研究機

な運営を担うというふうに規定をされておりまし

言うと︑これは原子力利用に関する行政の民主的

申し上げましたけれども︑原子力委員会について

○国務大臣︵山本一太君︶ 今のお話は先ほども

でしょうか︒

て明確にすべきだと思うんですけれども︑いかが

ぱり欠格要件あるいは人選に当たっての要件とし

すけれども︑今お答えになったようなことをやっ

く同じでいいのかどうかは検討を要すると思いま

に当たって︑私は︑このような規定を︑これと全

おいても国民の理解が得られるような人選をする

今お答えになったように︑この原子力委員会に

はフォローしているというふうにおっしゃいまし

す︒この前︑しっかり見解を出したものに対して

今日︑岡委員長にまたおいでいただいておりま

ことをこれまでどのようにやってこられたか︒

しっかり行政のやっていることを監視するという

れているわけですけれども︑原子力委員会として︑

要求できるというふうな監視機能もここで求めら

十五条では︑報告を受ける︑あるいは資料提出を

きるというふうになっております︒それから︑二

おりますけれども︑ここでは︑勧告することがで

すが︑今の設置法の二十四条︑改正案にも残って

次は︑原子力委員会の独立性の担保ということで

時間がもうなくなってまいりましたので︑少し︑

要だということを申し上げておきたいと思います︒

ありながらも︑疑いが持たれないような規定が必

私は︑やっぱり専門性が必要だからということは

原子力委員会が同じような轍を踏まないために︑

に除外する規定を設けるというのは難しいという

をしております︒

うことで資料をお配りしております︒

えておりまして︑候補者の選定段階で除外するこ

で︑原子力委員会︑規制委員会と同じように一律

一方で︑これも前回お答えを申し上げましたが︑

ととしております︒
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基本政策に関する見解を取りまとめてございます︒

バックエンド対策︑国民の信頼醸成等︑原子力の

原子力発電所の廃止措置等に向けた取組の推進︑

ざいますが︑二〇一二年末に︑東京電力福島第一

また︑東電福島第一原子力発電所事故の後でご

の原子力委員会決定を取りまとめてございます︒

生に関する取組の基本的考え方の評価について等

策大綱に示している原子力と国民︑地域社会の共

本的考え方の評価について︑それから︑原子力政

担保と核不拡散体制の維持強化に関する取組の基

に︑原子力政策大綱に示しております平和利用の

その結果︑二〇〇六年から二〇一〇年までの間

ってきております︒

してございます︒それで︑有識者と意見交換を行

関係行政機関及び事業者の取組状況をヒアリング

専門部会等の専門部会並びに委員会の場において︑

策課題について︑政策評価部会それから研究開発

原子力政策大綱を示しました︒この過程で︑各政

ましては︑二〇〇六年から二〇一〇年までの間に

○政府参考人︵岡芳明君︶ 原子力委員会におき

いと思います︒

からやられようとするかということをお伺いした

どのようなことをこれまでやられたか︑またこれ

たけれども︑監視機能としてのフォローも含めて︑

ことを真摯に反省をし︑事故の原因等を踏まえて

所の事故を防ぐことができなかったと︑こういう

政府においては︑東京電力福島第一原子力発電

ということだというふうに理解をしております︒

しゃったように︑いわゆる安全神話に陥っていた

していたことを露呈したと思います︒委員がおっ

子力発電所の事故は︑過酷事故への対応策が欠如

○国務大臣︵山本一太君︶ 東京電力福島第一原

いうふうにお考えでしょうか︒

せられた役割というのはどのようなものがあると

復旧︑安全な廃炉措置に向けて原子力委員会に課

識があるのかということと︑今度は︑そこからの

あるいは作り上げることに加担してきたという認

子力委員会も含めてこの安全神話に陥っていた︑

きたというふうに思っているんですけれども︑原

関係するところが全部私は安全神話を作り上げて

委員会も︑それから保安院も経産省も文科省も︑

原子力委員会も当時の原子力︑今なくなった安全

に陥っていたと︒陥っていたというよりも︑私は︑

発生した背景として︑いわゆる国全体が安全神話

らの復旧復興に向けた取組ということで︑事故が

したので︑最後にお伺いしたいのは︑福島事故か

○神本美恵子君 もう時間がなくなってまいりま

取組状況について聴取してきております︒

国際廃炉研究開発機構の取組等︑関係府省機関の

思っております︒

り添って原子力政策を進めることは一番重要だと

○政府参考人︵岡芳明君︶ 地元の方々の心に寄

僚の一人として真摯に対応してまいりたいという

おり︑今の委員のお話も踏まえて︑安倍内閣の閣

○国務大臣︵山本一太君︶ 先ほど申し上げたと

できれば︑岡委員長にもお願いします︒

きだと思いますが︑最後にお答えをお願いします︒

言をなさるべきだと思います︒辞任要求されるべ

員長としても︑私は何らかの環境大臣に対して進

りこれは担当大臣として︑また原子力委員会の委

た今回の環境大臣の金目発言については︑やっぱ

して示されているわけですよね︒そんな中で起き

活動というようなことが重要なこととして見解と

見解の中にも︑地域住民とのコミュニケーション

に戻りますけれども︑この原子力委員会としての

○神本美恵子君 そうであれば︑また最初の質問

て求められているというふうに考えております︒

よって具体的な施策の推進を促すことが役割とし

組等に関する考え方を示していきたいと︑これに

もいろいろ今日御指摘がありましたが︑今後の取

をしっかりと聴取をし︑必要に応じて︑委員から

頭に置きつつ︑関係各省における施策の実施状況

いかなければならないと考えております︒

その後︑委員会の場において︑東電福島第一原

このような事故の再発防止のための努力を続けて

ふうに考えております︒

原子力委員会においても︑事故の反省を常に念

子力発電所における汚染水対策の現状︑それから
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った重要な政策課題を中心に︑引き続き具体的な

平和利用の確保や放射性廃棄物の処理処分等とい

この法改正後の原子力委員会におきましては︑

ているところでございます︒

的な実務を担う官庁とは異なる立場で果たしてき

決定や関係行政機関の事務の調整等の機能を具体

います︒これまで様々な政策課題に関する方針の

ついて企画し︑審議し︑及び決定する組織でござ

原子力委員会は︑原子力の研究開発及び利用に

す︒

○政府参考人︵倉持隆雄君︶ お答え申し上げま

います︒

会の具体的な役割分担についてまず伺いたいと思

が既に存在している中で︑法改正後の原子力委員

放射性廃棄物の具体的な処分︑それぞれ実施官庁

原子力委員会が今後主に担う平和利用︑そして

てますよう質疑をいたします︒

○秋野公造君 公明党の秋野公造です︒お役に立

○神本美恵子君 終わります︒

ったとおりでございます︒

に従って削除されたというふうに理解しておりま

力委員会に関する当該規定においても統一的方針

はこれは一律に削除するものとされまして︑原子

まして︑審議会の答申等の尊重義務規定について

庁再編時におけます審議会等の整理合理化におき

ならない旨が規定されておりました︒この中央省

告を受けたときは︑これを十分に尊重しなければ

閣総理大臣が原子力委員会の決定につきまして報

成十三年の中央省庁再編以前におきましては︑内

規定についてのお尋ねでございますけれども︑平

○政府参考人︵倉持隆雄君︶ いわゆる尊重義務

た理由について伺いたいと思います︒

が︑二〇一二年にもこの尊重義務規定を外し続け

今はバランスが少し悪いような感じがしています

委員会も設立をされました︒そういった意味では

た︑二〇一二年には権限が非常に強い原子力規制

ありました︒これが二〇〇一年に外れました︒ま

大臣は尊重しなくてはならないという尊重義務が

二〇〇一年までは原子力委員会の決定を内閣総理

事をしていただかなくてはなりませんが︑かつて︑

すが︑具体的な実務を担う官庁と異なる立場で仕

○秋野公造君 私もおっしゃるとおりだと思いま

りました︒

く︑我が国からは民間団体の参加という結果にな

という理由で︑結果としてどちらも受けることな

会と厚生労働省が両省で分担をして対応している

我が国においてはこれを担当する原子力規制委員

グコース︑これが開催をされたのでありますが︑

が受ける被曝線量の一元管理に関するトレーニン

四月の上旬にＩＡＥＡが開催をした放射線従事者

臣が参加をしてくださるわけでありますが︑この

利用を促進する国際機関のＩＡＥＡの総会には大

を申し上げるかといいますと︑この原子力の平和

解をいたしましたが︑どうして私がこういうこと

○秋野公造君 八条委員会であるということで理

しているところでございます︒

についても変更はなかったものというふうに理解

会の答申等の尊重義務規定を削除するという整理

したがいまして︑中央省庁再編時における審議

でもそこは変わっておりません︒

御指摘の二〇一二年の原子力規制委員会設立時点

条委員会であるという位置付けにつきましては︑

まして︑原子力委員会は審議会組織︑いわゆる八

ー国際原子力政策会議といった原子力関連の国際

行政組織法第三条に基づく国の行政機関︑いわゆ

原子力規制委員会でございますけれども︑国家

重義務がないということがこういうこと︑混乱を

でなかなか省庁間︑難しいかもしれませんが︑尊

機能を果たさなかったのか︑与えられた権限の中

けでありますが︑その前に︑原子力委員会に調整

会議等で専門家として我が国の立場を発信してい

る三条委員会でございますけれども︑それに対し

御質問に対しましては︑山本大臣が御回答にな

施策の推進を促す役割を果たすとともに︑国際原

す︒

なぜ行かなかったのかという理由を聞きたいわ

子力機関︑ＩＡＥＡの総会であるとか︑カーネギ

くということが考えられております︒
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御指摘のような事例︑今後︑原子力委員会として

に従って施策を実施しているところでございます︒

ころでございまして︑関係省庁がそれぞれの分担

ては現在幅広い分野にわたって活用されていると

○政府参考人︵倉持隆雄君︶ 原子力につきまし

います︒

ております︒医療分野等における放射線利用は︑

ついては平和の目的に限るということが定められ

きまして︑我が国の原子力研究︑開発及び利用に

○政府参考人︵倉持隆雄君︶ 原子力基本法にお

れは医療を含むということでよろしいでしょうか︒

原子力平和利用の定義について伺いますが︑こ

一つ確認をします︒

しましたが︑もう一つ︑がん医療には放射線治療

は海外から来てもらうといったことを明記をいた

手術などは︑こういったものを海外展開︑あるい

ムで世界に貢献ということで︑日本が誇る内視鏡

しました︒この中で︑我が国の優れた医療システ

成長戦略ということで五月三十日に申入れをいた

○秋野公造君 公明党が持続的経済成長のための

とさせていただいております︒

のですから︑この号につきましては削除すること

調整の必要性についても検討を行い︑必要に応じ

原子力研究︑開発及び利用の一環として位置付け

というのが非常に重要でありまして︑重粒子線あ

した︒

て対応を行っていくことになるというふうに考え

られると考えております︒

るいは陽子線を使用した医療というのも世界の最

させていないかということで見解を伺いたいと思

ております︒

○秋野公造君 もう一つ改めて伺いたいと思いま

先端を切っているということでありますが︑こう

政策課題に応じまして︑関係行政機関からの報
す︒

会として調整を図ることについて御検討をお願い

大臣にお願いをしたいと思います︒原子力委員

を理解いたしました︒

○秋野公造君 仕組みとしてあり得るということ

いくことも可能だというふうに考えております︒

研究開発が一般的となった結果︑各省が個別に現

業であるとか研究機関におきまして原子力利用の

員会︑長い歴史がございます︒現在では︑民間企

○政府参考人︵倉持隆雄君︶ これも︑原子力委

削除した理由について改めて伺いたいと思います︒

今回の法改正で六号業務︑すなわち人材育成を

医療や医学教育の現場において広く共有・教育さ

患者の負担が少ない放射線治療についての情報が

で︑﹁国は︑放射線医学の研究開発成果に基づく

ましては︑平成十七年に決定した原子力政策大綱

○国務大臣︵山本一太君︶ 原子力委員会におき

員会は携わっておりますでしょうか︒

告の聴取であるとか勧告の権限を有効に活用して

できませんでしょうか︒

場のニーズを踏まえた人材養成を実施することが

いった世界最先端の医療技術についても原子力委

○国務大臣︵山本一太君︶ 今御指摘のあったト

ております︒また︑原子力委員会としては︑放射

れ︑適正な放射線治療が普及していくよう︑所要
このため︑かつてのように原子力委員会が自ら

線利用分野を含めた関係各省における人材育成等

有効な手段となりまして︑各省で人材養成に関す

て確認をさせていただきたいと思います︒その上

の事業として直接人材養成に関与する意義という

に関する政策について︑関連する施策が有効に実

レーニングコースへの出席の点については︑まず

で︑必要があれば原子力委員会として検討を行っ

ものは薄れているということでございまして︑原

施されるよう︑関係各省の施策の状況に応じて必

の措置を講じるべきである︒
﹂というふうに示し

ていくというふうに考えております︒
︵発言する

子力委員会における研究者等の海外派遣等の事業

要な取組を行うこと等が考えられます︒

る取組を実施しているところでございます︒

者あり︶

も既に廃止されているという状況がございますも

はこれまでの経緯と現在の状況を改めて大臣とし

○秋野公造君 いや︑ちゃんと答えていただきま
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原子力委員会といたしましては︑関係各省にお

重要でございますから︑引き続き︑第二条第一号

こうした原子力人材の養成に関わる政策は大変

原子力の国際展開に向けた人材育成の取組などに

ける施策の実施状況を聴取し︑必要に応じて今後

の原子力利用に関する政策の一つとして︑新しい

ついて︑粒子線︑がん治療施設の建設計画と併せ

法改正後の原子力委員会においては︑こうした

の取組等に関する考え方を示すことにより具体的

原子力委員会は人材養成の実施を担う関係省庁の

なお︑現在︑研究開発︑放射線利用等の幅広い

幅広い分野を対象として︑原子力利用の理念とな

な施策の推進を促していくこととなるというふう

調整機能を担うことが考えられます︒各省庁の取

関して所要の取組を着実に推進すべき旨の指摘を

る分野横断的な基本的考え方を示しつつ︑関係各
に考えております︒

組を確認してこれを促していくことは︑これまで

て計画的に育成︑確保することが重要であると指

省の施策の状況に応じて積極的に関わることとし

○秋野公造君 放射線医療人材については確保す

も行ってきた重要な機能でありますけれども︑こ

分野にわたり原子力が活用されておりまして︑関

てまいりたいと思います︒

べきであるということでありますが︑福島第一原

れからもしっかりと取り組んでいくものと考えて

行っているところでございます︒

○秋野公造君 貴重な方向性が示されたわけであ

発の対応も含めて原子力人材の養成に関わる政策

おります︒

摘しているところでございます︒

りますが︑我が国の重粒子線︑陽子線の治療体制

は重要であるということは変わらないと思います︒

○秋野公造君 最後に大臣に伺いたいと思います︒

係各省がそれぞれの分担に従って責任を持って施

について十分であるとお考えになりますでしょう

今後の原子力委員会の人材育成について伺いたい

策を実施しているところです︒

か︒

と思います︒

策を議論する際には︑これまでどおり各方面の有

今後︑人材の育成を始めとして様々な分野の政

○政府参考人︵倉持隆雄君︶ お答えします︒

○政府参考人︵倉持隆雄君︶ お尋ねのように︑

法改正後の原子力委員会ではどのようにして多

原子力委員会は︑重粒子線︑陽子線の治療体制

原子力委員会におきましては︑平成二十四年十

様な有識者の意見を活用していくのか︑最後に大

識者の知見を活用することが重要であると︑その

た原子力政策大綱におきまして︑
﹁国は︑放射線

一月に原子力人材の確保・育成に関する取組の推

臣に伺いたいと思います︒

原子力人材の養成に関わる政策︑極めて重要であ

医学の研究開発成果に基づく患者の負担が少ない

進についてという見解を公表しているところでご

○国務大臣︵山本一太君︶ 原子力に関する多様

の整備そのものに直接関わっているものではござ

放射線治療についての情報が医療や医学教育の現

ざいます︒その中では︑震災以降の我が国の原子

な政策課題に取り組むに当たっては︑それぞれの

ように考えます︒

場において広く共有・教育され︑適正な放射線治

力の状況を踏まえ︑人材の確保︑育成に適切な対

課題に応じた有識者の知見を活用することは必要

るというふうに認識しております︒

療が普及していくよう︑所要の措置を講じるべき

策を講じる必要があるという観点から︑教育機関

いませんけれども︑平成十七年に決定いたしまし

である︒
﹂というふうにしているところでござい

これまでも原子力委員会では︑重要な政策課題

不可欠だというふうに考えております︒
業務に従事することのインセンティブの強化︑国

の審議には︑各分野の専門家が参画する専門部会

における原子力教育の取組の強化︑原子力分野の

また︑この原子力政策大綱のフォローアップ評

内の原子力発電所の運転維持のための人材の確保︑

ます︒
価というものにおきましても︑放射線医療人材に
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準備する区域︑それから五キロから三十キロ圏内

原発から五キロ圏内をＰＡＺ︑予防的防護対策を

制委員会が策定した原子力災害対策指針によって︑

国は︑新たな原子力災害対策として︑原子力規

○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です︒

した︒

○秋野公造君 終わります︒ありがとうございま

うふうに考えております︒

従来と同様に専門部会等を活用していきたいとい

員会においても︑求められる役割を果たすために︑

等を活用しておりましたが︑法改正後の原子力委

レンジ色は百ミリシーベルト以上となる地域であ

等価線量五十ミリシーベルト以上になる地域︑オ

定ヨウ素剤予防服用の判断基準となる甲状腺被曝

いうことを重ねた図であります︒緑色の地域が安

一つ一つ気象条件が違えばこういう拡散をすると

事故が起こった場合ではありません︒それぞれ︑

ケースを重ねた図であります︒これ︑四つ同時に

質がどのように拡散するかを予測した︑合計百六

きた場合︑過去の気象データに基づいて放射性物

でそれぞれ東京電力福島第一原発並みの事故が起

を行ったものでありまして︑この四つの原発施設

を把握するために滋賀県独自にシミュレーション

す︒滋賀県内のどの地域で防護対策が必要なのか

賀県が作成した放射性物質の拡散予測図でありま

とどまるような︑そういう評価をしているという

風が余り強くない︑長期間そのプルームがそこに

賀県に最も大きくなるような日を選んで︑しかも

大きくなるような︑北の風が吹いているような滋

分そこは条件が違います︒それから︑この影響が

境への放射能放出を極力抑えるという方向で︑大

返さないということで︑フィルターベント等︑環

しい規制基準では︑こういったことは二度と繰り

ことであります︒これにつきましては︑まず︑新

力福島第一原発と同じ規模の事故が起こるという

まず︑ヨウ素等の放出︑放射能の放出量が東京電

りました滋賀県が行った放射性物質の拡散予測は︑

○政府特別補佐人︵田中俊一君︶ 今御指摘のあ

これ︑どうするんですか︒

計画について質問したいと思います︒

今日は︑原発の周辺自治体における住民の避難

をＵＰＺ︑緊急防護措置を準備する区域と決めま

ふうに認識しております︒

田中原子力規制委員長に伺いますが︑福島第一

いうことを踏襲しまして︑おおむね三十キロを目

施設から五から三十キロの間で設定されていると

ります︒その結果︑滋賀県では︑このオレンジ色

原発の事故では︑放射性プルームと呼ばれる気体

安として原子力災害対策重点区域を設定している

した︒これによって︑該当する県あるいは市町村

私どもが示しました原子力災害対策指針では︑

先月︑私︑滋賀県における原発再稼働問題につ

状の高濃度放射性物質による被曝が重大な被害を

ところでございます︒

の地域までを︑原発からおよそ四十三キロ圏内で

いて自治体や住民の皆さんから話を伺いました︒

もたらしました︒滋賀県のこの拡散予測では︑Ｕ

私どもも先日試算をさせていただきました︒そ

は︑地域防災計画や連絡体制︑環境モニタリング︑

滋賀県は︑関西電力の高浜︑大飯︑美浜原発︑日

ＰＺ区域をはるかに超えて放射性プルームが五十

れによりますと︑当初は︑ＵＰＺにおいても︑五

国際基準に基づいて︑ＵＰＺの最大半径は原子力

本原電の敦賀原発︑日本原子力開発機構の高速増

キロ︑六十キロと飛んでいく可能性があることが

キロから十キロになりますけれども︑そのプルー

すが︑ＵＰＺ区域にしたわけであります︒

殖炉﹁もんじゅ﹂
︑
﹁ふげん﹂の六つの原子力施設︑

分かりました︒緑色の地域であります︒国が決め

ムの通過時には屋内退避をしている方が実際の被

被曝防護対策︑住民避難計画などを事前準備する

十五の原子炉が集中する福井県に隣接する県であ

た重点対策区域では全く甘い︒ＵＰＺの外の地域︑

曝線量は少なくなるし︑実際にそれによって被曝

ことが義務付けられたわけであります︒

ります︒

国が防護策の準備をしていない地域が広大にある︒

資料一を御覧いただきたいんですが︑これは滋
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起きてすぐに被曝限度に達するような︑そういう

して指示することにしています︒つまり︑事故が

その地域においても必要な追加的防護処置を判断

して︑そういう場合には︑原子力災害対策本部が

ＵＰＺ︑外におけるモニタリング結果を踏まえま

域と言われるようなところがそうですけれども︑

あります︒今回の事例でいきますと計画的避難区

においても追加的な防護処置が必要となる場合が

せんで︑仮に︑先生御指摘のように︑ＵＰＺの外

漏えいが発生する事故というのは否定しておりま

なお︑指針では︑大規模な放射性物質の放出︑

に見ております︒

限度を超えるということはないだろうというふう

が必要だということが出ているんですよ︒それを

の指針では当てはまらない地域にもそういう対策

○山下芳生君 個別の自治体が判断した結果︑国

れるべきものだというふうに考えております︒

は︑これは一義的には当該自治体において判断さ

○国務大臣︵山本一太君︶ 個別の地域防災計画

いう︒山本大臣︑そんなことでいいんですか︒

一方でこういう自治体の心配には全く応えないと

も再稼働の審査はどんどこどんどこやりながら︑

で︑起きたらそのとき指示すると︒全く︑一方で

よ︑非難していますよ︒そのことに全く応えない

いじゃないかということを厳しく要請しています

力プルームが遠くまで飛んできた場合の指針がな

○国務大臣︵山本一太君︶ 山下委員︑全部御存

になるとお考えですか︒

思ったんですが︑なぜ︑山本大臣︑五千台も必要

じゃないかと︑バス一台十人しか乗らないのかと

人に対し五千台のバスというのはちょっと多いん

私︑ここでちょっと考えたんですが︑五万七千

になりました︒

には五千三百三十四台のバスが必要だということ

になるわけですね︒これ︑一度に避難させるため

き述べた数字を合わせますと五万七千七百十四人

高島と長浜の対象避難住民を合わせますと︑さっ

バスを主体とした広域避難の計画を決めたんです︒

んではないか︑その混乱を避けるために両市とも

先ほど申し上げたとおり︑原子力災害に係る地域

じの上でお聞きになっているんだと思いますが︑

中ということも聞いていますから︑そういう指針

防災計画は災害対策基本法等に基づいて避難のた

問題提起しているんですね︒これは引き続き検討

○山下芳生君 もう︑今聞いていて︑また新しい

が作られるのかもしれません︒

ふうな状況は想定しておりません︒
安全神話を作ろうとされているのかと率直に思い

ういう想定だってあり得るから県はやっていて︑

滞留する時間が長期のものをしかも想定して︑そ

ない︑起こったんですよ︒これ︑北風が吹くとか

まず︑こんな事故が起こり得ないと︑冗談じゃ

千六百四十人となります︒滋賀県と高島市と長浜

対象住民は︑高島市三万七十四人︑長浜市二万七

このオレンジ色の区域︑滋賀県のＵＰＺ区域の

は対策はどうなっているかについて質問します︒

ているＵＰＺ︑緊急時防護措置を準備する区域で

いずれにせよ︑個別の地域防災計画に係る検討

うふうに承知をしています︒

えた上で必要な台数を見積もったものであるとい

防災計画の検討において幾つかの前提条件を踏ま

御指摘のバスの台数については︑滋賀県が地域

めの対策を含めて対象となる自治体が作成するこ

そういう想定したらこういうことが起こり得ると

市で連携して住民の避難計画を検討しましたが︑

の妥当性︑これは一義的には当該自治体において

次に︑じゃ︑実際に今政府が重点対策区域とし

いうことを県がわざわざ試算しているのに︑そん

マイカー︑自家用車で避難すると主要道路が限ら

判断されるべきものであるというふうに考えてお

ましたよ︒

なことはあり得ないというふうに原子力規制委員

れていること︑あるいは福井県から避難してくる

ります︒

ととなっております︒

長が言うこと自体︑私は驚きました︒

車もあると想定されることから︑渋滞が発生する

それから︑県も関西広域連合も︑こういう原子
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【未定稿】
内閣
平成２６年６月１９日

るところを御覧になっていただきたいんですが︒

真ん中下辺りの広域避難の基本的流れと書いてあ

力防災対策パンフレットからの抜粋ですが︑この

資料二枚目を見ていただいたら︑滋賀県の原子

ね︑五千台︑なぜ必要か︒

○山下芳生君 よく考えていただきたいんですよ

以降︑バスを分けなければならないということに

しなければならない︒だから︑避難中継所以前と

でして︑こういう中山間地の細かい集落まで巡回

なると︑単純計算では︒そういうことになるわけ

るということで︑これだけでも二倍バスが必要に

避難所に向かうには別のバスを用意する必要があ

で避難することを滋賀県は想定しております︒

日目避難する地域と二日目避難する地域の二段階

きなくなりまして︑避難地域を二つに分けて︑一

そうすると︑一度に避難してもらうことが当然で

中継所から避難先の移動もピストン輸送すると︒

送する必要があるわけですね︒それから︑今度︑

指す計画にせざるを得なかったんですね︒一度に

ですから︑避難指示後二日間での全員避難を目

なりまして︑五千台のバスが必要だということに
なったわけであります︒

なぜ五千台のバスが必要になるのか︑二つ大き
な理由があります︒一つは︑この高島市や長浜市︑
なんです︒琵琶湖からもうずっといきなり急峻な

○国務大臣︵山本一太君︶ 先ほど申し上げたと

れますか︒

たいという思いが︑特に地域の線量が高ければそ

けです︒これ︑住民にとっては一刻も早く避難し

スが無理なので︑二日間で避難する計画にしたわ

一斉避難した方が早いですけれども︑五千台のバ

山に連なっていまして︑スキー場などがいっぱい

おり︑これは滋賀県が地域防災計画の検討におい

ういう不安が募ると思いますが︑やっぱり一日待

山本大臣︑これ五千台︑バス確保できると思わ

あるところなんですね︒そういう中山間地域です

て幾つかの前提条件︑恐らくシミュレーションも︑

オレンジの地域ですけれども︑ここは中山間地域

から︑五人︑十人の集落というのがたくさんあっ

たされる住民が出ざるを得ないということなんで

ただ︑問題は︑それでも五百五台︑五百台のバ

すね︒

今委員がおっしゃったようなシミュレーションも
ております︒

されて必要な台数を見積もったというふうに考え

て︑そういうところに細かくバスを向かわせる必
要があるというのが一つの理由です︒
それから︑二つ目の理由としては︑この図でも

スを運転手付きで必要になるわけですね︒そうい

ていただいておりますが︑いかがでしょうか︒

○山下芳生君 だから︑見積もったんだけど︑確

これね︑無理なんですよ︒滋賀県も︑その計画

○大臣政務官︵浮島智子君︶ 山下委員にお答え

分かるんですが︑ＵＰＺ区域からの避難というの

住民全員が放射線の測定︑体や衣服の除染を行う

立てたけど五千台はさすがに無理だという判断を

申し上げます︒

うことが確保できるのか︒私︑簡単ではないと思

必要があるわけです︒放射性物質のこれは汚染の

して︑結局滋賀県の計画は︑滋賀県内に民間のバ

滋賀県のうちＵＰＺの対象とされているのは︑

保できると思いますかと聞いているんですよ︒も

拡大を防ぐためですが︑こういう避難中継所でス

ス事業者中心に保有されているバスが千台あると︑

委員御指摘のとおりに長浜市︑高島市の一部の地

は︑必ず避難中継所というところに立ち寄って︑

クリーニングする必要がある︒ＵＰＺ地域を移動

せめてその半分のバス五百五台を確保するという

域でございます︒この地域における緊急時の対応

いますが︑今日は浮島原子力防災担当政務官に来

した住民を運んできたバスにも同じく放射性物質

計画にして避難計画を策定しました︒そうすると︑

といたしましては︑住民の方々には屋内退避を行

ういいです︒

が付着して汚染されますので︑この避難中継所ま

この集合場所と避難中継所までの間をピストン輸

スクリーニングと書いてありますけれども︑避難

でとする必要があるわけです︒避難中継所から各
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【未定稿】
内閣
平成２６年６月１９日

に一時移転の指示が行われるわけではございませ

場合には︑ＵＰＺの対象となっている地区の全て

避難をしていただくということになります︒この

けれども︑一週間程度以内に避難先へと一時的に

シーベルトを超えた場合ということでございます

これは例えば空間線量の量率が毎時二十マイクロ

災害対策指針で定めた基準︑これを超えた場合︑

て︑その測定の結果が原子力規制委員会の原子力

急時のモニタリングを実施をさせていただきまし

まいります︒

実効性の向上に向けてしっかりと自治体を支えて

りまして︑引き続き︑地域防災計画︑避難計画の

問題の解決に向けた取組を行っているところであ

において︑国と自治体が協力をして地域が抱える

につきましても︑福井エリアのワーキングチーム

の支援を行っているところでございます︒滋賀県

っかりと設け︑関係省庁を挙げて自治体の取組へ

も︑現在︑地域ごとに国のワーキングチームをし

いずれにいたしましても︑政府といたしまして

ているんですが︑私︑これは実際なかなか大変だ

れでなお五百五台が必要なんだというふうになっ

ているんですよ︑バスが行けないところはね︒そ

それから︑自家用車も既にこれ計画の中に入っ

というのはやるべきでないと私は思います︒

てやろうとしているのを更に低めるような御発言

無理だから五百台ということで現実的な想定をし

千台本当は一気に逃げるためには要るんだけど︑

百五台少なくとも必要だと言っているんです︒五

ためにこういう想定をして︑そのためにバスが五

てあることを想定して︑自治体は住民の命を守る

ふうにおっしゃいましたが︑当てはまることだっ

んで︑ＵＰＺの対象区域のうち︑毎時二十マイク

○山下芳生君 肝腎なお答えはありませんでした︒

と思いますよ︒当日になって︑結局︑運転手︑バ

ると承知をいたしております︒

ロシーベルトを超えている地域︑これを超過が測

協定を結んでいるかということだけなんですが︑

っていただくのが基本でございます︒その上で緊

定されてから一日以内をめどに区域を特定いたし

といっても︑滋賀県や市からの要請に応じて協力

るか分からないわけですから︑いろんなところに

れるバス事業者の方だって︑いつ原子力災害起こ

スをかき集めるということになりますので︑頼ま

度以内に移転をしていただくということが基準と

するという旨の協定でして︑どこのバスがどこの

バスを営業で出していることだってあるでしょう︒

なかなか難しいと思うんですよ︒協定結んでいる

なっているところでございます︒

地域の集合場所に迎えに行くといった準備がされ

それから︑関西広域連合で対応するという案も

まして︑その区域の住民の方々に対して一週間程

また︑避難手段といたしましては︑バスの利用

ているわけではありません︑頑張りますという協

か消防職員が待機していますけれども︑バスの運

以外に自家用車を使う場合も考えられるところで

それから︑また浮島政務官も非常に計画が過大

転手とバスを待機させているわけじゃありません

あるんですが︑関西広域連合での対応という場合︑

昨年の十二月に内閣府と国交省の連名でバス協会

なものであるかのような印象を与える御発言だっ

から︑広域連携といったって消防のような即応体

定ですから︒いざ頑張った結果︑五百台が本当に

等に対しまして︑原子力災害時の住民避難に対す

たと私は思ったんですが︑滋賀県がこれシミュレ

制にはなかなかならないのは当然であります︒し

もございます︒避難住民のためのバス等の今御指

る支援の要請を行わせていただいたところでもご

ーションして︑こういうことはあり得るというこ

かも︑これ︑滋賀県だけじゃなくて︑当然︑福井

これ消防の広域連携だったらそれぞれの消防車と

ざいます︒また︑滋賀県におきましては︑滋賀県

とになっていますから︑先ほどの基準で︑これが

で事故が起こった場合はかなり広域の地域からバ

確保されるかという保証はありません︒

バス協会との間で原子力災害時における住民避難

全部に当てはまらないことだってあるんだという

摘ありました確保についてでございますけれども︑

に関して協力をするという旨の協定を締結してい
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【未定稿】
内閣
平成２６年６月１９日

きるかどうかを国が責任持つ必要があると思うん

そういう人ごとじゃなくて︑これ実際に本当にで

滋賀県が決めたことだからそれは認めますという︑

これ︑山本大臣に伺いたいんですが︑ちょっと︑

会ではそういう実情を述べておられます︒

スの確保に大変苦労していると︑長浜の住民説明

の声が出ておりますし︑滋賀県の嘉田知事も︑バ

てくれるか︑運転手が応じてくれるかという不安

は︑放射性物質が降り注いだところへバスを出し

す︒高島市も苦労しております︒住民の声として

これ︑実際︑滋賀県長浜市も苦労されておりま

場にはありません︒

たものですから︑私がそれについてお答えする立

れは現時点で私が︑これは自治体が一義的に作っ

うかではなくて⁝⁝︵発言する者あり︶いや︑そ

○国務大臣︵山本一太君︶ バス確保できるかど

ているんですか︒

○山下芳生君 バス確保できるというふうに思っ

きるというふうに考えます︒

絵に描いた餅ではなくて︑きちっとした対応がで

先ほど浮島政務官がおっしゃったように︑これは

てここで私がコメントする立場にありませんが︑

うことだと思いますので︑その細かいことについ

ですから︑当該自治体が一義的に判断をするとい

○山下芳生君 何も解説してくれと言っているん

うに考えております︒

今ここで解説をするような立場にはないというふ

した︒そのことについて︑私が細かい点について

れについては浮島政務官の方から御説明がありま

が中心になって作った計画でございますので︑そ

か︑そういうことではなくて︑この計画は滋賀県

○国務大臣︵山本一太君︶ 心を痛めていないと

それでいいんですか︑本当に︒

痛めなくていいのかと︑それは自治体のことだと︑

たっているんですよ︒そのことについて全く心を

をしてもらおうと思ったら︑こういう壁にぶち当

ですよ︒そのぐらい自治体は︑本気で住民の避難

スの要請が来るでしょう︒

ですが︑私︑結局絵に描いた餅にならざるを得な

だったら︑国と電力事業者でこの五百台のバスと

事故が起こったときに住民の安全を守るというん

れ︑県や市にはそんなことできませんよ︒本当に

百五台ものバスと運転手を確保できるのかと︒こ

原発事故という非常事態のときに滋賀県だけで五

きないと思うんですね︒そこまでやらなければ︑

て待機させておく以外にいざというときに対応で

いうんだったら︑バスも運転手もどこかに確保し

ですよ︒本当に住民の安全︑安心に責任を持つと

じゃなくて五百台としたけれども︑その確保も大

実際に︒この計画︑現実的にということで五千台

確保は大変だと嘉田知事が言っているわけですよ︑

るということを私は言っているんですよ︒バスの

ができなければこの避難計画は絵に描いた餅にな

ないということが無責任なんですよ︒バスの確保

○山下芳生君 結局︑バスの確保を私は答えられ

ます︒

出しているということだというふうに考えており

れたように︑いろんなことを考えて対応を今打ち

れはどういうことかといいますと︑原発が立地し

必要な制度の法定化︑これを求めております︒こ

体との情報共有や︑地方意見の反映を図るために

いているところに︑国︑原子力事業者と関係自治

原子力防災対策の要望書であります︒赤い波線引

いんですが︑これは先月︑滋賀県が国に提出した

そこで︑資料三枚目を御覧になっていただきた

ないですよ︒

ませんか︒これ︑周辺自治体はたまったものじゃ

ど︑住民の安全は自治体任せということじゃあり

です︒結局︑責任持たない︒再稼働には熱心だけ

じゃないんです︒責任持つべきだと言っているん

運転手を用意しておく以外ないと思うんですが︑

変ですということをつい最近︑嘉田知事が住民に

ている例えば福井県の知事には原発の再稼働につ

ただ︑全体として︑今︑浮島政務官がお話をさ

そういう構え︑政府としてありますか︒

対してやっぱり言わざるを得ない状況にあるわけ

いんじゃないか︑なる危険があると思っているん

○国務大臣︵山本一太君︶ 個別の地域防災計画
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【未定稿】
内閣
平成２６年６月１９日

きじゃありませんか︒

要請ですが︑山本大臣︑これを真剣に検討するべ

てくれと︑極めて当然な周辺自治体の首長からの

て地方の意見を反映できるような制度を法定化し

れるという状況にあるわけで︑したがって︑せめ

変な︑言葉は悪いですけれども︑尻拭いをさせら

再稼働されて︑もし事故が起こったらこういう大

はそんな権限ないんですね︒ないんだけれども︑

れています︒しかし︑周辺自治体︑滋賀県知事に

いてそれを認める︑認めないという権限が与えら

めるべきじゃないんですか︒

が結べるようにすべきだと︑それを真剣に受け止

よ︒せめて立地自治体と同程度の内容の安全協定

も︑三月ですね︑そういう要望書を出しています

滋賀県知事だけではなくて︑関西広域連合として

もらえない︑そんなことでいいのかということを︑

れて原発再稼働について物も言えない︑聞いても

いあるんですよ︒その壁︑その対策だけを強いら

本当に対策を取ろうと思ったら大変な壁がいっぱ

の再稼働があればこれだけの避難の計画を立てて︑

て︑そんな逃げを打ってどうするんですか︒原発

様々な経験や技術を持っている︑主としてアメリ

十分予定どおり進んでいない︑その分野において

肝というのが︑やはり今︑日本の国内での除染が

いうことが求められているんですけれども︑その

でいると承知しています︒本年中の締結︑批准と

補償条約︑通称ＣＳＣですね︑これの協議が進ん

今︑日本とアメリカとの間で原子力損害補完的

ていただきたいと思います︒

られるように︑そういう観点で質問を幾つかさせ

それをできるだけ柔軟かつ実効性のある形で進め

原子力委員会がこれから新たに直面する課題︑

きるというふうに考えております︒

これまでに三年以上たって︑様々な除染の活動

○国務大臣︵山本一太君︶ これも山下委員は御

体的なことをお答えを申し上げる立場にはありま

○山下芳生君 安倍内閣の一員として大臣に聞い

が行われているんですけれども︑今回アメリカか

カの原発メーカーですとか除染メーカーが安心し

せん︒原子力委員会においては︑安全の確保に関

たんですが︑自治体の住民に対する安全責任を果

らの強い要求があって︑アメリカの企業が日本の

○国務大臣︵山本一太君︶ 先ほど申し上げたと

係がある事項については原子力規制委員会の意見

たす上でのそこから来る要望について︑真剣に受

除染に参入するためにこの条約が必要だというこ

存じの上で質問されていると思うんですが︑この

を聴くということをしつつ︑こういったことをし

け止めるという姿勢が私は感じられませんでした︒

となんですが︑この条約が批准された場合に今ま

て福島︑東北の除染に参入できるためには︑こう

つつ︑企画︑審議等を行うことになっております

政治家として真正面から受け止めてすぐ対策打つ

でとどういう違いが想定されているのか︒そのこ

おり︑原子力委員会に与えられた機能について︑

ので︑まず本件に対する規制委員会等の対応につ

べきですが︑そのことがなかったのは極めて残念

とについてまず担当の︑これは外務省ですか︑説

御指摘の要望書の中身は︑これは原子力防災担当

いてはしっかり関心を払ってまいりたいと思いま

です︒再稼働ばっかり熱心で安全には責任負わな

明をお願いしたいと思います︒

いう補償の制度が必要だということだと思うんで

す︒

い今の安倍内閣に原発の問題を扱う資格はないと

○政府参考人︵廣瀬行成君︶ 今︑ＣＳＣについ

きちっとこれを果たしていくということに私は尽

○山下芳生君 本当に逃げの答弁ばっかりで困る

いうことを申し上げて︑終わります︒

てのお尋ねがございました︒

部局の所管ということですから︑今私がここで具

んですよ︒自治体に対する責任を負うのは︑内閣

○浜田和幸君 新党改革・無所属の会の浜田和幸

すね︒

が一致して負わなきゃ駄目ですよ︒私︑そういう

です︒

我が国といたしましては︑国際的な原子力損害

立場から質問しているのに︑私の担当じゃないっ
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ＣＳＣを締結することとし︑本年の適切な時期に

のためにどれぐらいの拠出金というのか保険金と

となりますと︑実際︑日本はこのＣＳＣの基金

ッコとルーマニア︑これに日本が加わって︑十分

はいいんでしょうが︑あとはアルゼンチンとモロ

すけれども︑果たしてその四か国︑まあアメリカ

国はアメリカほか計四か国しかありませんよね︒

国会に提出すべく︑現在関係省庁間で鋭意作業を

いうものを用意する必要があるのかどうか︑それ

な賠償ができるような基金ができるものなのかど

によってこれからつくろうとしている︑まあ言っ

行っているところでございます︒

が果たして本当に日本のこれからの除染や廃炉に

うか︒その辺り︑大臣としてもどういうお考えで

賠償制度の構築に参加することの重要性を認識し︑

このＣＳＣの内容でございますけれども︑各締

とって欠かせないものなのかどうか︑その辺りに

この条約について臨もうとされているのか︒

日本がこれに批准するという方向で年内の批准に

約国において原子力損害賠償制度を構築する︑そ

ついて御説明をお願いしたいと思います︒

また︑今月︑東京で日米の二国間委員会が開か

たら基金の中から賠償︑補償金を捻出するという

れから︑越境損害に係る訴訟手続の整理というこ

○政府参考人︵廣瀬行成君︶ ＣＳＣの内容でご

れましたよね︒そのときにアメリカのエネルギー

また福島第一原子力発電所の廃炉︑汚染水対策に

とで裁判管轄権の原則的に集中といったものが規

ざいますけれども︑原子力損害賠償制度を各国が

副長官ポネマンさんは︑このＣＳＣというのはア

向けて日米間で協議が進んでいるという話なんで

定されているわけですけれども︑仮に我が国とあ

整備して︑その中で︑まず各国において賠償措置

メリカの企業が日本で新しいビジネスができるの

仕掛けですよね︒

る外国の双方がＣＳＣの締約国になることになり︑

額をある一定の額︑最低三億ＳＤＲ以上の賠償措

知見を有する外国企業の参入の環境を整えるため

またその当該外国の企業が例えば参入するという

れていました︒このＣＳＣの在り方というものは︑

を応援する目的なんだということを明確に主張さ

事故が発生して賠償が必要となり賠償措置額を超

何かアメリカの新しいビジネスに言ってみれば日

置を確保することとされております︒仮に原子力

について双方に適用される共通のルールが定めら

える場合には︑全締約国が一定のルールで拠出金

本が協力する︑何かそういうような位置付けとな

ことになった場合には︑原子力損害に対する賠償
れることとなります︒

を支払う︑これによって一定程度を補完する仕組

ると︑本来の目的というか︑我々が想定している

これによりまして︑外国企業にとっても︑廃炉

みを設けているところでございます︒

企業からすると︑日本の除染や廃炉のために新し

では保険制度のようなものですよね︒アメリカの

○浜田和幸君 ですから︑このＣＳＣはある意味

果があると思うと考えております︒

が︑一定の条約上のルールに従って拠出がされる

ますので一概に申し上げることは困難と思います

それから︑そのときの事故の内容によって異なり

国の数︑それから締約国の原子力施設の保有状況︑

るかという問題につきましては︑そのときの締約

ただ︑具体的に日本がどれぐらいの額を拠出す

います︒

係国と累次にわたって議論しているところでござ

きましては米国を含め各国と今︑締結に向けて関

○政府参考人︵廣瀬行成君︶ まず︑ＣＳＣにつ

方をされているんでしょうか︒

も︑その辺り︑大臣︑外務省︑どういう受け止め

のとちょっと違うような感じがするんですけれど

や汚染水対策の実施等の活動を我が国で行うに当

いマーケットに参入する︑しかし︑そのプロセス

ということでございます︒

たりまして予見可能性が高まると︑こういった効

の中においてまた何か新たな事故が起こったりし

○浜田和幸君 今︑このＣＳＣは︑加盟している

このＣＳＣに入るということでございますけれ

たときのその責任を問われた場合に︑このＣＳＣ
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○浜田和幸君 是非︑日本もそれなりの技術を持

決めたものではございません︒

ざいまして︑特定の国からの要請を理由に締結を

ついては我が国として主体的に判断したものでご

わたり議論をしておりますけれども︑この参加に

しております︒米国だけではなく関係国と累次に

間でも議論はしております︒米国とは当然議論を

メリカから言われたのかというと︑アメリカとの

とで考えておるところでございます︒例えば︑ア

を有する外国企業の参入の環境を整えるというこ

福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策に知見

力損害賠償制度の構築に参加すること︑それから

ども︑我が国としては︑あくまでも国際的な原子

との協力関係の構築というのは非常に重要な課題

す︒このため︑国際機関あるいは海外の規制機関

全性の向上につなげていくことが必要でございま

は︑最新の国際的な技術知見の収集に努めて︑安

委員御指摘のとおり︑原子力規制におきまして

○政府参考人︵片山啓君︶ お答えいたします︒

いう取組が可能だとお考えでしょうか︒

いは規制庁として︑こういうことについてのどう

んでしょうか︒また︑原子力委員会として︑ある

そういうことについて︑今︑話合いが進んでいる

万が一起こったときの緊急事態の協力の仕組み︑

ども︑日中韓でこういう未来の災害に対する備え︑

に出るとしょっちゅうこの話題が出るんですけれ

仕掛けというのを︑私︑日韓の議員の会合なんか

でいくのかというのは大きな課題でございますの

規制を支える人材育成をどういうふうに取り組ん

報交換の枠を広げて︑恐らく三国ともこの原子力

今後につきましても︑更にそういう一般的な情

いうものについても合意をしたところでございま

が発生した場合の三国間での情報共有の枠組みと

組状況について情報を受けております︒

っております︒また︑同様に中国︑韓国からの取

作っておりますけれども︑そうした情報提供を行

して︑規制委員会ができた後︑新しい規制基準を

スでございますとか︑あるいは事故の教訓を反映

は︑東京電力福島第一原発の事故後の廃炉プロセ

だというふうに認識しております︒原子力規制委

いるのかといった情報交換から始めまして︑今後

で︑相互にまずどういう研修プログラムを持って

す︒

また︑昨年の成果といたしまして︑原子力事故

っている︑ウェスティングハウスなんかはやっぱ
り日本の企業の傘下にあるわけですから︑そうい

員会といたしましては︑多国間及び二国間の枠組

○国務大臣︵山本一太君︶ 先ほど浜田委員から

う福島の事故を経験した我が国とすれば︑やはり

御指摘の中国︑韓国との関係につきましては︑

御質問のあったＣＳＣ条約に対する日本政府の対

とも積極的に取り組んでいきたいというふうに考

現在︑日中韓原子力安全上級規制者会合という枠

応︑これはもう外務省の所管ですけれども︑原子

みというのを活用して規制に関する情報交換等を

組みを有しております︒これは二〇〇八年に始ま

力損害賠償制度という点について言うと︑この見

アメリカの︑あるいはフランスのアレバとか︑そ

それとの関連で︑次の質問は規制庁にお願いし

ったものでございますが︑原子力規制委員会が発

直しの話については︑この原子力損害賠償に関す

えているところでございます︒

たいんですけれども︑日中韓︑要するに今︑中国

足した後に改めて三国間で覚書を結びまして︑こ

る法律を含むこの原子力損害賠償制度︑文科省そ

今積極的に進めているところでございます︒

が一番たくさん新しい原発を造ろうとしています

の枠組みを現在も維持をしております︒この枠組

れから経産省︑内閣府等が関係しておりますけれ

ういうところの技術に依存するという方向を︑も

よね︒韓国も北朝鮮との間でそういう話がある︒

みの下では︑原子力規制に関します相互の取組に

ども︑政府においてはこれまでも機構法附則を踏

う少し自前で対応できるような︑そういうことも

ですから︑日中韓でこういう原子力の事故が起こ

ついての情報交換︑例えば︑我が国におきまして

考えるべきだと思うんですね︒

ったときの対応︑あるいはその予防をするための
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担当大臣の︑この非難決議を出した後の︑それ

っとも終わらない︒そのことに対して何かフォロ

しているんですよ︒でも︑幾らそれをやってもち

だと思うんです︒私が質問したのは︑北朝鮮とか

をきちんと実効あるものにするための対策︑フォ

ーの対外的な働きかけが必要じゃないか︑そのこ

だけではちっとも北朝鮮に対してもあるいはイン

ローといったものがないと︑その都度何か非難決

とについて大臣のお考えをお聞かせいただきたい

まえていろいろ取組が行われてまいりました︒原

原子力委員会としては︑まずはこうした政府の

議だけを発してそれでもう満足しているというこ

と思います︒

インドだとか︑そういうところが核実験をやった

取組についてしっかりと注視をしつつ︑必要に応

とでは︑ちっとも原子力の安全︑あるいは本当に

○国務大臣︵山本一太君︶ 今のようなケースで

ドの状況に対しても不十分な結果しか得られてい

じて検討を行うものだというふうに考えておりま

平和利用ということにつながるとは思えないんで

対外的な働きかけをするという機能は原子力委員

賠制度の更なる見直しについては︑本年四月に閣

す︒

すけれども︑大臣のお考えをお聞かせください︒

会には与えられないと思うんですけれども︑もう

直後に毎回原子力委員会は非難決議︑遺憾表明を

○浜田和幸君 是非︑日中韓の協力体制︑万が一

○国務大臣︵山本一太君︶ 浜田委員御存じだと

一度言いますが︑全体としてやはり見解を出した

ないように思うんです︒

起こったときにはお互いに大変な被害を被る︒今︑

思いますが︑原子力委員会の見解︑決定等につい

だけに終わらず︑様々な形でフォローアップする

議決定したエネルギー基本政策を踏まえて関係各

北朝鮮の白頭山の周辺にも新しい原発が建設中︒

ては︑必要に応じてその進捗状況に関する検証は

という必要性はしっかり頭に置いておきたいと思

府省における取組が行われるものと承知をしてお

もしああいうところで大地震が起これば︑もう立

行っておりまして︑進捗が順調でない場合には︑

ります︒

ち所に大変な朝鮮半島に被害が起こる︒韓国と北

しても共有できるような︑そういう仕掛けを是非

福島で得た教訓というものを朝鮮半島や中国に対

っているという状況ですので︑まさに日本が今回

じて勧告することとか︑あるいは報告を求めるこ

は︑関係行政機関の長に対し︑内閣総理大臣を通

第二十四条︑第二十五条には︑必要がある場合に

今回の改正の対象ではない原子力委員会設置法

として水野賢一君が選任されました︒

ついて御報告いたします︒

○委員長︵水岡俊一君︶ この際︑委員の異動に

│││││││││││││

います︒

考えておく必要があるのではないかと思います︒

とができるという旨も規定されておりますので︑

│││││││││││││

施策の実施を行う各省等の対応を促す見解を公表

最後の質問になりますけれども︑原子力委員会

こうしたいろいろなツールを活用しながら必要な

○山本太郎君 こんにちは︒内閣委員会所属の皆

朝鮮は既にそのための︑地震が起こったときの原

がこれまで北朝鮮の核ミサイル︑核実験︑そのた

施策の実施を促す必要があると︑こういうことを

様にはおなじみかもしれません︑新党ひとりひと

○浜田和幸君 以上で終わります︒

びに緊急声明を出していますよね︒必ず︑原子力

しっかり取り組んでいかなければいけないという

りでございます︒代表の山本太郎です︒よろしく

する等の措置を講じております︒

委員会としては︑北朝鮮を強く非難する︑あるい

ふうに考えております︒

お願いします︒

発事故の対応のためのドリルというか訓練までや

は強く求めるということを繰り返し言っているん

○浜田和幸君 国内の一元化︑これはそのとおり

本日︑江口克彦君が委員を辞任され︑その補欠

ですけれども︑なかなか遺憾表明を発出している
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す︒それから︑防護措置の要否についても︑原子

会の専門的な判断に法律的には委ねられておりま

の再稼働の是非につきましては︑原子力規制委員

ん︑このようにおっしゃいました︒原子力発電所

前回の質疑の最後のところで︑岡原子力委員長さ

し上げたところ︑約束する︑約束しないという話

に早急に対応することを約束してくださいよと申

記載すると答弁されました︒私が兵庫県の申入れ

子力規制委員会で検討し︑原子力災害対策指針に

対策部長︑このＰＰＡ対策は︑できる限り早く原

前回の質疑で︑原子力規制庁の黒木放射線防護

指針に一義的に書くことが︑必ずしもそれが有

対策を指示するということにしております︒

ミュレーション等を実施し︑必要に応じて必要な

にモニタリング等をきちっと実施し︑あるいはシ

況によって変わりますので︑災害対策本部が早急

これはかなりその気象条件とかいろんな事故の状

今御指摘のいわゆるＰＰＡの領域については︑

の方に示しておるところでございます︒

力規制委員会において判断していただけるものと

ではなくて︑まさに我々やらなきゃいけない話な

効かどうかということについては︑今後もう少し

おおむね五十キロと書いてあります︒

理解しております︒原子力委員会としては︑その

んですというふうに答弁されていたんです︒余り

検討していきたいと思いますが︑基本的考え方は

原子力委員会設置法改正案なんですけれども︑

要否とか内容の妥当性について直接申し上げる立

にも力強い答弁のスタイルに一瞬うれしくなった

避難への切替えを行うとか︑安定ヨウ素剤につい

場にはございませんので︑御理解いただきたいと

田中委員長︑このＰＰＡ対策︑指針に記載する

ては︑備蓄や事前配付︑緊急時の配付手段の設定

今述べたとおりでございます︒

する理由って一体どこにあるのかなと思ったんで

ことがどうしてできないのか︑説明していただけ

といった平時からの準備が必要となる︑また︑安

んですけれども︑結局︑これ意気込みだけなんで

すよね︒非常に情けない残念な答弁だなと感じて

ますか︒

定ヨウ素剤には副作用があるので︑服用不適切者

思います︒このような答弁がありました︒原子力

しまいました︒

○政府特別補佐人︵田中俊一君︶ 重点区域内で

や慎重投与対象者の事前把握等に努めなければな

○山本太郎君 現在の原子力災害対策指針にも︑

気を取り直しまして︑今日は田中原子力規制委

は︑原子力施設から環境中に放射性物質が放出さ

らないと書いてあるんですよ︒それはそうですよ

すよね︒対応することを約束してもらえなかった

員長に御出席いただいておりますので︑前回の続

れる前に予防的防護措置を講じることになります︒

ね︒ということは︑準備が必要だよということな

委員会は原子力規制委員会に対して再稼働の是非

き︑質問させていただきたいと思います︒

これに加えて︑放出後においては︑施設の状況と

んですよね︒やっぱりこれはしっかりと書き込ん

ＵＰＺの外のＰＰＡ対策では︑屋内退避だけでな

お手元の配付資料を御覧ください︒

かモニタリング結果等を踏まえて︑原子力災害対

でいって地方自治体が準備ができるという︑心の

ということを後で気付いて︑ちょっとがっかりし

平成二十四年三月二十二日付けの当時の原子力

策本部が必要な追加的防護措置の実施を判断する

準備︑もちろん指針に書いてあることもしっかり

であるとか防護措置の要否について意見さえも言

安全委員会の防災指針検討ワーキンググループの

ことになります︒これに基づいて応急的な判断も

と準備していって︑それ以外のことも気が回せる

く︑プルームが長時間又は断続的に到来する場合︑

文書です︒二枚目の右の下の方に︑放射性プルー

含めて原子力災害対策本部が行うわけですけれど

ようなスタンバイ状況というのをつくらないとい

ました︒

ム通過時の防護措置実施地域︑ＰＰＡですよね︑

も︑その基準となりますいわゆるＯＩＬは今指針

うことができない︑これじゃ原子力委員会が存在

プルーム・プロテクション・プランニングエリア︑
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月ぐらい掛かって避難したということです︒

て避難︑その後に避難指示が出て︑それから二か

避難区域ということで︑約一か月間ぐらい掛かっ

ＰＡというものが該当したところが大体︑計画的

事例︑福島第一原子力発電所の事故のときに︑Ｐ

○政府特別補佐人︵田中俊一君︶ 少し具体的な

の重要性についてどうお考えですか︒

んですけれども︑田中委員長︑ＰＰＡ対策の記載

は非常に重要であると︑必要不可欠であると思う

ることは地方自治体が防災計画を策定するために

だから︑ＰＰＡ対策をしっかりと指針に記載す

んですよね︑プルーム・プロテクション・エリア

に対してお知らせができなきゃ︑これ意味がない

その先︑プルームが移動するであろう先の自治体

能性があるから屋内退避だというような情報が︑

よね︒モニタリングする前から︑そちらに行く可

場合は︑ほとんどの人が被曝することになります

外に出ちゃいけないよというお知らせができない

りますけれども︑そのモニタリングしている間に︑

も︑もちろんモニタリングしてからというのはあ

つずれがあるなということを感じるんですけれど

○山本太郎君 ちょっと今︑話しながらも少しず

しですが︑そういうことになろうかと思います︒

は今後検討していきたいという︑先ほどの繰り返

がら︑モニタリングの状況を︑一遍にばっと大量

と思いますが︑それについては︑その状況を見な

あとは︑その外側が今先生御指摘の地域になる

そういうことは指針に書いてあります︒

は屋内退避をすぐにしていただくということに︑

ＰＺ︑ここから三十キロ以内ですけれども︑これ

ＵＰＺについても屋内退避をしていただくと︑Ｕ

放射能が︑こういった重大事故が起きた場合には

うではないかということですけれども︑これは︑

その前の御指摘がありまして︑被曝をしてしま

ということでございます︒

いますけれども︑私どもが判断することではない

どうかということについては︑何度もお答えして

けないと思うんですね︒

これはやはり遅いと思います︑正直言って︒で

の放射能が飛んでいくということではありません

で︑かなり広い地域に拡散するわけですから︑そ

と言うぐらいなんですから︒通過した後にモニタ
リングをして︑あっ︑ごめん︑こここれだけ汚染

すから︑当然その事故の状況については早急に原
子力災害対策本部はモニタリングを行いまして︑

○山本太郎君 放射性物質の動きが田中委員長ぐ

うすると︑被曝量がゼロだとは申しませんけれど

そうならないために︑このＰＰＡという考え方

らいゆっくりな動きであればすごく助かると思う

されていました︑その時間外に出ていた人たちは

今御指摘の安定ヨウ素剤についても︑これはい

があると僕は思うんですけれども︑このＰＰＡ対

んですけれども︒

それに基づいて必要な避難対策を責任を持って︑

ろいろな議論があります︒ただし︑一応備蓄とし

策︑この指針に記載されて︑それに基づいて地方

前回の質疑で私︑福島の東電原発事故時の三月

も︑十分にそれを対処して︑指示を出して対策を

ては相当余分に各市町村とか県とかに備蓄するこ

自治体が防災計画を策定するという︑もう平時か

十五日午後︑福島県の中通り︑福島市︑二本松市︑

かなり被曝しましたねと︑これ︑しゃれにならな

とになっておりますので︑そういったことも含め

らの準備体制︑これ整うまで再稼働なんてとんで

郡山市を放射性プルームが通過したことを質問い

総理が本部長ですから︑総理の下でそういった対

て︑それが必要であればそれを服用していただく

もないと思うんですけれども︑田中委員長はいか

たしました︒規制庁の答弁は︑福島市にはデータ

取る時間はあるというふうに認識しております︒

ように対策を立てるということで︑今そういう考

がお考えでしょうか︒

が残っているよと︑福島市はプルームの通過であ

いんですよ︒

え方でおりますので︑それを指針にどういうふう

○政府特別補佐人︵田中俊一君︶ 再稼働するか

策を取るということになります︒

に書き込めばいいのかどうかということについて
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上に降り積もった事実︑それさえも把握していな

を放射性プルームが通過︑折からの雨でそれが地

後︑福島市︑二本松市︑郡山市等の福島県中通り

田中委員長︑原子力規制委員会︑三月十五日午

されていないのなら話にならないんですよ︒

が近づいているんですから当然ですよね︒これ︑

いうぐらい検証されていると思うんです︒再稼働

うとっくにされていると思うんですね︒もう嫌と

どう流れたのかというのはもうしつこく検証︑も

であれば︑東電の原発事故時の放射性プルームが

でした︒

ろうと︑二本松市は測定されていないというもの

私は︑まあ結果論ですけれども︑そう思います︒

そういった指示ができればよかったというふうに

これは特にそう困難な対応ではありませんから︑

ように︑やはり屋内退避ということについては︑

○政府特別補佐人︵田中俊一君︶ 先生御指摘の

んですけれども︑委員長︑いかがですか︒

用︑これ指示すべきだったんじゃないかなと思う

どの場合︑屋内退避指示︑安定ヨウ素剤の予防服

聞きします︒当時︑福島市︑二本松市︑郡山市な

○山本太郎君 福島東電原発事故の教訓としてお

ん︒

わゆる避難というようなことにはなっておりませ

線量は下がっておりますので︑その後の対策はい

ですけれども︑その後︑プルームの通過とともに

とで︑まさにその点について検討中なので︑規制

二本松市のそのときの状況を前提に質問というこ

○山本太郎君 前回︑黒木部長︑具体的に福島市︑

ます︒

とできるような対策も講じているところでござい

災対策についてはそういう情報の伝達等がきちっ

ですから︑そういった点も含めまして︑今回は防

ことになったのかなというふうには想像できます︒

もないというような状況にあったので︑ああいう

事故だけではなくて︑複合災害で電気も通信手段

のとおりでございます︒ただ︑あの事故は原子力

○政府特別補佐人︵田中俊一君︶ 原則的にはそ

はあるというお話ですか︒

とするならばそれをやっていたかったという思い

の測定をして︑そのデータは残っております︒

三月十五日にそういった状況が起こりまして︑そ

んでしたので︑来るまで︑十五日ですけれども︑

モニタリングのいわゆる放射線測定器がありませ

ております︒それから︑二本松市については固定

続的にモニタリングしていたという事実は把握し

等がありまして︑そういうところではきちっと連

は郡山の一か所ですけれども︑固定モニタリング

○政府特別補佐人︵田中俊一君︶ 福島市あるい

もしも時間があったならばそういうヨウ素剤とか

退避は規制庁としてそれは言えていたことだし︑

電原発事故のときに戻れたと︑だとしたら︑屋内

まあ戻れるわけないんです︑例えばの話です︒東

○山本太郎君 今もしもあのときに戻れるなら︑

のというふうに思っています︒

これはその状況を見ながらやっぱり判断すべきも

それから被曝線量の量的な問題もありますので︑

ますので︑そういったことも含めるということと︑

安定ヨウ素剤自体にも幾つか医学的な問題もあり

ただ︑安定ヨウ素剤の服用については︑これは

そういうことはどんどん決まっていくのに︑この

はやるぜって︑もうここを第一番手に動かすとか︑

かっているのか︑ＰＰＡの部分に関して︒再稼働

検討しているのか︑なぜ検討にこれだけ時間が掛

委員長︑具体的にこのＰＰＡに関してどこまで

ですよね︒

るんだって︑取り返し付かないよということなん

今検討されていることが見当違いだったらどうす

て︑これ全く意味が分からない話なんです︒もし

しい話ですよね︒検討中なので答弁を控えたいっ

とは控えたいと答弁されたんですよ︒ＰＰＡの詳

委員会として︑規制庁としてこの場で答弁するこ

ＰＰＡ対策をやっている︑やっていくというの

いなんてあり得ませんよね︒それとも把握できて

一時的に十とか二十マイクロシーベルト・パ

配付できる時間があって︑そういう時間があった

いないんですか︒

ー・アワーというような状況があったということ
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ただきたいんですけれども︑簡潔に︒ありがとう

がどこまで進んでいるのかということを教えてい

ＰＰＡという部分に関しての深い議論というもの
Ａというものをもっと真剣に捉えて考えなきゃ原

よね︒だとしたら︑もっと広い範囲においてＰＰ

百五十キロですよ︑もちろんプルームも来ました

うのは経済産業省ですよね︒経済産業省は簡単な

ー基本計画一本になると︒これの策定の主導とい

うすると︑エネルギー基本計画ですね︑エネルギ

の計画が原子力基本計画一本になっちゃうと︒そ

色分けをすれば推進官庁だと︑原子力の︒

発再稼働なんてあり得ないと思います︒
済みません︑時間がなくなったので︑これで終

ございます︒
○政府特別補佐人︵田中俊一君︶ お答えが若干

となると︑言わば中立的な立場から作っていた

わりたいと思います︒

なところの意向一色に染まっちゃうんじゃないか

繰り返しになりますけれども︑先ほど来申し上げ

まず︑山本大臣にお伺いいたしますけれども︑

という︑そういう危険性があるという声も︑私が

原子力政策大綱がなくなって経済産業省が主導す

よって非常に大きな影響を受けます︒ＵＰＺ外の

大臣も再三答弁していらっしゃるのは︑今まで原

その立場に立つわけじゃないけれども︑そういう

○水野賢一君 みんなの党の水野賢一でございま

区域において︑放出後の状況において適切なタイ

子力委員会というのは原子力政策大綱を作ってき

声が世の中にはあると思うんですが︑こういう批

ましたように︑いわゆる放射性プルームの挙動と

ミングで的確な屋内退避等を実施するという︑そ

たと︑昔の名前でいえば長期計画ですよね︑長計

判に対してはどのようにお考えになりますか︒

るエネルギー基本計画一本になると︑原子力村的

ういう判断ができることが最も大事であります︒

ですよね︒これを作ってきたけれども︑今後はも

○国務大臣︵山本一太君︶ 今︑水野委員からも

す︒

そういったことについて︑ですから︑モニタリン

う策定しないんだとおっしゃっていますね︒それ

いうのは︑風向とか風速とか放出後の気象条件に

グ体制をきちっと充実させるとか︑そういったこ

とにかく︑福島市︑郡山市︑原発から六十キロ

○山本太郎君 もう時間がないんですけれども︒

ざいます︒

ことについて今細かい点を詰めているところでご

護措置の実施を判断するということ︑そういった

移していくのかというふうなところも踏まえて防

らプラントの施設の状況︑今後どういうふうに推

そういう状況を踏まえて︑それプラス︑それか

的には原子力委員会というのは原子力推進官庁と

きれい事では済まないんだけれども︑一応︑形式

らっていた尾本彰みたいな人がいたから︑そんな

子力委員会の中には東電から顧問料をたくさんも

子力推進官庁とは違うでしょうと︒実際には︑原

で作ってきたから︑内閣府というのはいわゆる原

原子力委員会︑つまり内閣府にある原子力委員会

るわけですね︒要は︑原子力政策大綱というのは︑

それに対して︑世間にはこういうような声もあ

を示す役割は重要というふうに考えておりまして︑

き続き︑原子力政策全体を包含する基本的考え方

一方︑法改正後の原子力委員会においては︑引

とにしております︒

かつ詳細な原子力政策大綱は作成しないというこ

後の原子力委員会においては︑このような網羅的

画と内容が重なる部分が多い等の理由で︑法改正

おりましたが︑閣議決定されるエネルギー基本計

長期計画や︑あるいは原子力政策大綱を策定して

は︑原子力政策全体を見通した網羅的かつ詳細な

ありましたが︑これまでの原子力委員会において

ですよ︒それだけじゃなくて︑この間︑兵庫県が

は切り離されたところにある︒そこで計画を作っ

エネルギーに関する原子力利用︑研究開発︑放射

はそれで分かりました︒

試算したもの︑大飯原発から百二キロ︑それでも

てきたけれども︑今後︑これがなくなって︑今後

とについての検討は行っております︒

ヨウ素剤服用必要だって言われている︒東京は二
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おりません︒
﹂と言っているんですね︒

業大臣が原案を作成するエネルギー基本計画とは

ただし︑水野委員がおっしゃったように︑経済産

のは︑これは現実的には難しいと考えております︒

基本計画と整合的ではない中身を記載するという

この基本的考え方が閣議決定されたエネルギー

然のことですわね︒当然のことなんで︑だからこ

人間だったらそれはいかぬというのは︑これは当

間というのが原子力事業者なんかと余り近過ぎる

織なんですから︑規制組織だから︑規制組織の人

子力規制委員会というのは言うまでもなく規制組

そういう状況なんですけれども︑これ︑まず原

なさいというふうにおわびをするのが普通でしょ

ども︑これは踏襲されなかったんだから︑ごめん

あなたは︑自分はそのときはそう思っていたけれ

百八十度逆のことを言ったら︑普通は︑井上さん︑

いというのは全く百八十度逆の話なんであって︑

るのと︑これは考慮していないという︑考慮しな

たのは︑基本的に踏襲するというふうに言ってい

れども︑みんなの党は少なくともそのうち一名は

別に具体的な施策の実施に責任を持つ省庁とは異

そ︑これ最初ガイドラインがあったんですね︑こ

う︒この前︑それを開き直るような答弁をほかの

線利用等の幅広い分野を対象として基本的な考え

なる立場の原子力委員会が基本的考え方を打ち出

の人選のときの︑民主党政権のときですけれども︒

委員会でしているけれども︑これはどういうこと

となると︑井上さん︑あなたが去年おっしゃっ

す意味は︑委員の御指摘もありましたが︑これは

要するに︑過去三年間に五十万円以上そういう同

なんですか︒まず︑おわびから入るべきじゃない

反対しましたので︒

しっかり頭に置いておかなければいけないと思っ

じ原子力事業者から︑電力会社とかそういうとこ

ですか︒どうですか︒

方を策定することとしております︒

ております︒

ろからお金をもらっていた人は駄目よとかという

○副大臣︵井上信治君︶ まず︑私の発言が誤解

なお︑原子力委員会の企画︑審議︑決定のプロ

ガイドラインがあったんですが︒

事の対象ですから︑今国会にも二人政府の方から

原子力規制委員会というのはこれは国会同意人

やっていただければというふうに思います︒

理解していただいているようで︑そこはしっかり

○水野賢一君 私の申し上げた問題意識はかなり

りたいと考えております︒

についても疑義が生じないように尽力をしてまい

めたルールにしっかりとのっとって︑その内容等

月十九日の衆議院での委員会質疑ですけれども︑

うときに石原大臣は︑この二ページ目︑今年の六

ージめくっていただいて︑さて︑実際に人選を行

思っております︒
﹂というふうにありますね︒ペ

こにあるように︑
﹁基本的には踏襲すべきものと

というふうに聞いているんですね︒井上さん︑こ

作ったガイドラインは今も踏襲しているんですか

に聞いているんですね︒この民主党政権のときに

資料一で︑去年私が環境委員会でこれ︑井上さん

したいんですが︑これは資料一︑配付した資料の

さて︑お伺いしたいのは︑井上副大臣にお伺い

候補者に係る経歴や金銭の授受を始めとした様々

といったガイドラインの基本的な考え方も念頭に︑

せん︒ただし︑その際︑電力会社から距離を置く

ドラインそのものを直接適用したわけではありま

らして適切な候補者を選定したものであり︑ガイ

人事案を検討するに当たっては︑法律の要件に照

基本的に踏襲するとの趣旨でございます︒今回の

は︑文字どおり︑当時のガイドラインの考え方を

ただ︑私の真意については︑私の国会での発言

おわびを申し上げたいと思っております︒

あったということであれば︑そのことについては

を与えるような発言であったと︑説明が不十分で

セスについては︑中立性等を確保するために︑定

提示をされましたね︒二人提示されて︑まあ承認

﹁民主党時代のガイドラインについては考慮して

をいたします︒

さて︑原子力規制委員会の人事についてお伺い

されてしまったと言うべきなのかもしれませんけ
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ところから入って︑最後は結局︑百八十度違うこ

○水野賢一君 最初は何かちょっとわびたような

るわけではないと︑こういう御趣旨でございます︒

用していないということと私の発言が矛盾してい

いと答えた趣旨であるガイドラインそのものを適

ろであります︒したがって︑石原大臣が考慮しな

作っていくんですと︑つまり︑こういう人は委員

法律通すときにですよ︑ガイドラインをしっかり

前に成立したんだけれども︑法律を通すときには︑

規制委員会設置法というのは︑これ︑二年ぐらい

置法に基づいて動いているわけですよね︒原子力

原子力規制委員会というのは原子力規制委員会設

じゃ︑ちょっとお伺いしますけれども︑これ︑

律の条文にのっとって人選を行うべきだと考えて

○副大臣︵井上信治君︶ 政権としては︑その法

つもりはないんですか︒

すかと︑ということを言っているんですよ︒作る

思なんだからそういうものを作るべきじゃないで

言っているんですよ︒だから︑それが立法者の意

を通した後はガイドラインを作りますとさんざん

も︑若しくは当時の政府の人たちも︑これは法律

長提案ですよ︒その環境委員長も環境委員長代理

とを言っているのに矛盾しないと言っているんで

に適さないんだというガイドラインはしっかり作

おりまして︑そういう意味では新しいガイドライ

けれども︒

すが︑井上さん︑民主党政権のときのガイドライ

っていくんですということを立法者が何度も何度

な情報を収集し︑その適切性を確認してきたとこ

ンを基本的に踏襲すべきというんだったら︑これ

現在︑原子力事業者の人間が規制委員会の委員に

ンを作るつもりはないと︒

意味がないじゃないですか︒

なれないということは法律に書いてあるんですよ︒

も答弁しているんですよ︒何度も何度も答弁して

○副大臣︵井上信治君︶ そういう意味では︑原

だけど︑そんなことは当たり前なんですよ︑だっ

は例えば︑基本は残していて一部変えたというん

インはあるんですか︑今︒

子力規制委員会設置法︑当時議員立法として提案

て規制組織なんだから︒今現在︑電力会社の職員

○水野賢一君 だから︑これは法律の審議のとき

○副大臣︵井上信治君︶ 民主党政権時代に作っ

され︑法案作成段階から国会審議まで集中的かつ

とか役員が規制委員に同時にいられないなんてこ

いるんですよ︒それを︑法律を通すときにはガイ

たガイドラインのことをお聞きになって⁝⁝︵発

精力的に議論を経て成立したものと承知をしてお

とは当たり前なんですよ︒じゃ︑過去はいいのか

だったらこれはそもそも分かりますよ︑一部変え

言する者あり︶自民党政権時代︑自民党としての

りますので︑法律に基づいて的確に業務を行って

という議論の中で︑だからガイドラインを作りま

に︑抜け穴だってことなんですよ︒つまり︑法律

ガイドラインは作成しておりません︒

いく︑これが政府に与えられた役割だと認識して

すということで立法者が︑つまり法案提出者が答

ドライン作るというふうに言っていて︑その言っ

○水野賢一君 ないんでしょう︑ないということ

おります︒

弁しているんだから︑それに拘束されるのは当た

て基本の精神は踏襲したというんだったら分かり

でしょう︒だから︑基本的に踏襲といったら︑一

○水野賢一君 いやいや︑質問に答えていないん

り前でしょう︑政府が︒

は過去のことについて書いていないんですよ︒今

部は何か基準を変えるかもしれないけれども︑ガ

であって︑要するに︑精力的に審議をしたんです

○副大臣︵井上信治君︶ このことに関しまして

たことをやらないというんだったら︑国会審議の

イドラインというのはあってしかるべきでしょう︑

よ︑そのときに︒精力的に審議をしたときに︑立

は︑石原大臣も答弁しているとおり︑現政権とし

ますけれども︒

一部は変えたとしても︒ないということは︑そも

法者︑これは議員立法ですから衆議院の環境委員

そもそも︑じゃ︑聞きますけれども︑ガイドラ

そも踏襲していないんじゃないかと言いたいんだ
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ていたわけですよ︒ガイドラインのない今︑今国

年間五十万円というようなもらっていた人は調べ

政権のときは︑曲がりなりにも一応そうやって三

があれば当然調べるわけですよね︒じゃ︑民主党

いうそういうことを調べる︑つまりガイドライン

る人が過去どういうお金をもらっていたかとかと

の人たちが︑原子力規制委員会の委員の候補にな

このガイドラインの問題というのは︑じゃ︑こ

だけど︑じゃ︑聞きますよ︒

○水野賢一君 いや︑そもそもそれがおかしいん

てガイドラインを作るという考えはありません︒

事業者の人が規制委員会の委員になれないなんて

るときに︑要は︑さっき言ったように︑今原子力

うんですが︑要するに︑これ︑この法案を質疑す

○水野賢一君 資料の二を御覧いただければと思

ルで調査をしたと認識しております︒

ラインそのものでありませんが︑同じようなレベ

イドラインそのものを適用していないのでガイド

○副大臣︵井上信治君︶ そういう意味では︑ガ

本当ですね︒

そういうふうに私は必ずしも思っていないけど︑

○水野賢一君 本当ですね︑それ︒本当ですね︒

○副大臣︵井上信治君︶ 設置法の第七条の欠格

襲しないんですか︒

法者の意思として示されていることというのは踏

まり︑条文には書いていなくても︑国会答弁で立

とは現政権は踏まえないわけですか︒これは︑つ

立法者が言っている︑法案提出者が言っているこ

○水野賢一君 要は︑過去も準ずるというふうに

ざいます︒

の条文にのっとって人選を行ったということでご

○副大臣︵井上信治君︶ 現政権としては︑法律

しないなら止めますけど︒

ただし︑今回の人選に当たっては︑過去三年の

要件の解釈として現在の経歴を指しているのであ

じゃ︑過去にそういうような︑例えば電力会社

経歴も調査をして候補者としての適切性を確認し

いうのは当たり前なんですよ︑そんなもの︒だっ

イドラインそのものは適用はしておりません︒

の役員だった人が規制委員会になれるのかという

ており︑問題はないというふうに考えております︒

会に提示するときに同じようなことを調査しまし

○水野賢一君 いや︑調査したか聞いているんで

ことを質問したときに︑この資料二の二枚目のと

○水野賢一君 いや︑そんなこと言ったら︑国会

って︑提案者が言うような︑過去の経歴も準ずる

す︒

ころ︑この十八ページというやつですね︑平成二

答弁で︑法文の意味するところはどうだという提

て︑規制組織と推進︑推進というか事業者が同じ

○副大臣︵井上信治君︶ しかし︑幅広く情報収

十四年六月十九日の委員会の︑これ︑提案者こう

案者の答弁は意味がないじゃないか︒

たか︒

集を行って候補者としての適切性を確認をしてお

言っていますね︒過去も準ずるということでござ

○委員長︵水岡俊一君︶ 速記を止めてください︒

との立場は取ってはおりません︒

ります︒

いますというふうに言っていますけれども︑過去

人のことはあり得ないからね︒

○水野賢一君 いや︑調査のその仕方というのは︑

も準ずる︑この答弁は︑当然︑立法者の意思だか

○副大臣︵井上信治君︶ そういう意味では︑ガ

そのガイドラインのあったときと同じレベルの調

ら︑今の政府も踏襲しているわけですね︒

○水野賢一君 要するに︑法文に書いていなけれ

もう一度︑水野賢一さん︑質問してください︒

い︒

○委員長︵水岡俊一君︶ 速記を起こしてくださ

︹速記中止︺

査をしたかということが質問です︒甘くなったん

止めてくださいよ︒

答えてくださいよ︒時間なくなっちゃうから︑

○副大臣︵井上信治君︶ 同じレベルで調査をし

○委員長︵水岡俊一君︶ 答弁しませんか︒答弁

じゃないかということです︒
ていると理解しております︒
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ういう意味では︑法律にのっとって私ども運用を

の解釈だというふうに私ども思っております︒そ

いうことは︑これは条文の解釈ではなくて︑運用

○副大臣︵井上信治君︶ この発言は︑準ずると

ているわけです︑聞いているんです︒

ていることは政府は無視していいんですかと言っ

ば︑国会の答弁で立法者の意思として明確に言っ

○水野賢一君 ガイドラインを踏まえないと言っ

のではないというふうに判断しております︒

イドラインの欠格要件や情報公開要件に当たるも

京大学の核燃講座に対する寄附ということで︑ガ

人又は所属する研究室に対するものではなく︑東

○副大臣︵井上信治君︶ この寄附は︑田中氏個

んですか︒

○副大臣︵井上信治君︶ 原子力規制委員会の委

には提示するというふうに約束しますか︒

は︑積極的に国会に対して同意人事を求めるとき

報でも何でもないんだから︒こういうような情報

請求して出てくるような情報というのは︑個人情

は︑これは事実上公開情報ですからね︑情報公開

○水野賢一君 じゃ︑今後はこういうような情報

いております︒

る場合には︑国会の御要請があれば︑それに基づ

ているときに︑こういうときにガイドラインを使
そもそも︑この話というのは︑情報開示請求を

いて適切に情報提供するよう対応していきたいと

していると︑そういう理解になります︒
あなたの言っているのは︑今日ほかの委員会でも︑

報道機関がやったら出てきたわけでしょう︒情報

思います︒

員候補になる方について追加的に情報が必要であ

福島の例の最後は金目発言︑あの発言に対して︑

公開法に基づく情報開示請求というのは︑何人が

○水野賢一君 要求がなくたって︑そもそも規制

うのはちょっといかがかと思いますけどね︒

福島の中間貯蔵施設整備に対して何の悪影響もな

やっても︑若しくは年齢とかと関係なく︑何人で

○水野賢一君 いや︑全く納得しないし︑大体︑

いというふうに答弁しているその神経が大体理解

決別しているとかということを国会に対して提示

組織なんだから︑規制組織がいわゆる原子力村と

すよ︒何人がやっても出てくるような情報を国会

するときに情報を提供するのは当たり前でしょう︒

あってもこれは請求して同じものが出てくるんで

に副大臣も副大臣なんだけど︑ちょっと別の観点

に提示しないというのは︑しかも金額が一億円と

自分から出すべきじゃないですか︒

できないんだけど︑ちょっと大臣も大臣なら本当
から質問します︒

かという範囲ですよ︒どういうことですか︒

資料三︒田中知原子力委員の候補は自分の講座

講座に一億円寄附という︑このことに関しまして

○副大臣︵井上信治君︶ この記事の内容である

示しましたか︒

提示するときに︑国会にこういうような情報を提

う記事がありますよね︒これ︑国会に同意人事で

○副大臣︵井上信治君︶ ただ︑この提示すると

ないですか︒

○水野賢一君 じゃ︑調べてないということじゃ

りません︒

○副大臣︵井上信治君︶ 私自身は認識をしてお

いたんですか︑こういう情報は︒

○水野賢一君 時間ですので最後の質問にします

います︒

な情報はしっかり提出をさせていただきたいと思

○副大臣︵井上信治君︶ 私どもの判断で︑必要

自分から出すということですね︒

○水野賢一君 それは︑求めがなくても積極的に

いきたいと考えております︒

○副大臣︵井上信治君︶ 必要な情報は提供して

は︑これは提示を必要とする内容ではないと判断

きの必要な情報ということ︑そのことに関しては

けど︑あなた方の︑あなたの判断というのは基本

じゃ︑これは提示するときには副大臣︑知って

して︑提示をしておりません︒

きっちり私も認識をした上で提示をさせていただ

に一億円寄附とかを東京電力から受けていたとい

○水野賢一君 何で不要なんですか︒何で不要な
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ていろんな今後の交渉はしにくくなると思うのが

通︑常識で考えると︑地元の人たちの心を傷つけ

備には悪影響はないんだというふうに︑つまり普

ほど︑最後は金目でしょ発言は中間貯蔵施設の整

最後にちょっともう一回聞きますけれども︑先

民世論に反して︑原発恒久化を前提とする原子力

て存続させ︑原発ゼロ社会の実現を願う圧倒的国

策及び重要事項を企画︑審議︑決定する組織とし

廃止するだけで︑引き続き原子力利用に関する政

ない事務︑他組織に移って形骸化している事務を

れました︒しかし︑その内容は︑既に行われてい

同委員会の抜本的見直しを行うものとして提案さ

議案を提出いたします︒

党改革・無所属の会の各派共同提案による附帯決

し︑自由民主党︑民主党・新緑風会︑公明党︑新

原子力委員会設置法の一部を改正する法律案に対

原子力委員会設置法の一部を改正する法

律案に対する附帯決議︵案︶

は何の根拠をもって悪影響がないというふうに感

影響はないというふうに答弁しましたけど︑これ

するための体制を温存するのではなく︑原発ゼロ

的に組織を見直すというのであれば︑原発を推進

今回︑福島第一原発事故の教訓を踏まえて抜本

的に審議を行うとともに︑原子力委員会設置法第

発電所事故を踏まえ︑再発防止策等について継続

一 原子力委員会は︑東京電力福島第一原子力

本法の施行に当たり︑次の諸点について適切

じられるんですか︒それをお聞きして︑私の質問

社会を求める圧倒的多数の国民世論に応え︑原発

二十四条及び第二十五条の規定を積極的に活用す

的に信じられないと思います︒

常識だと思うんだけれども︑副大臣は他の委員会︑

政策の推進体制を整えるものです︒

案文を朗読いたします︒

今日の環境委員会ですよね︑午前中の︑それで悪

を終わります︒

ゼロを政治決断すべきです︒このことを強く求め︑

な措置を講ずべきである︒

○副大臣︵井上信治君︶ 明確な根拠というわけ

ること︒

三 東京電力福島第一原子力発電所事故の収束

の公正性・透明性の確保に努めること︒

二 原子力委員会は︑委員会及び事務局の運営

反対討論を終わります︒
○委員長︵水岡俊一君︶ 他に御意見もないよう

ではありませんが︑悪影響を与えないようにしっ
かり頑張ってまいりたいと思います︒

ですから︑討論は終局したものと認めます︒
これより採決に入ります︒

○水野賢一君 終わります︒
○委員長︵水岡俊一君︶ 他に御発言もないよう

に向け︑放射性物質による影響の軽減・解消及び

廃炉措置が重点的に取り組むべき課題であること

原子力委員会設置法の一部を改正する法律案に
賛成の方の挙手を願います︒

ですから︑質疑は終局したものと認めます︒
これより討論に入ります︒

及び技術者の育成並びに研究開発支援の強化を行

に鑑み︑政府は︑これらの技術等に関し︑研究者
○委員長︵水岡俊一君︶ 多数と認めます︒よっ

うこと︒

︹賛成者挙手︺

います︒

て︑本案は多数をもって原案どおり可決すべきも

御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願
○山下芳生君 私は︑日本共産党を代表して︑原

四 本年四月に閣議決定されたエネルギー基本

のと決定いたしました︒
ので︑これを許します︒神本美恵子君︒

核燃料サイクルの在り方など︑原子力政策全体に

直しや︑高レベル放射性廃棄物の最終処分を含む

計画を踏まえ︑政府は︑原子力損害賠償制度の見
○神本美恵子君 私は︑ただいま可決されました

この際︑神本君から発言を求められております

子力委員会設置法改正案に対する反対討論を行い
ます︒
法案は︑東京電力福島第一原発事故並びに原子
力委員会での秘密会議が発覚した問題等を受け︑
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ついて早急に検討の上︑適切な措置を講ずること︒

て︑神本君提出の附帯決議案は多数をもって本委

を著しく低下させるに至った現状を十分認識し︑

島第一原子力発電所事故等により国民からの信頼
これを許します︒山本内閣府特命担当大臣︒

臣から発言を求められておりますので︑この際︑

ただいまの決議に対し︑山本内閣府特命担当大

員会の決議とすることに決定いたしました︒

国民の信頼を回復するため︑公正な政策決定過程

○国務大臣︵山本一太君︶ ただいま御決議のあ

五 政府は︑我が国の原子力政策が東京電力福

の設計等に努めること︒

に尊重してまいりたいと存じます︒

りました事項につきましては︑その御趣旨を十分

たっては︑政府は︑利害関係者の関与等について

○委員長︵水岡俊一君︶ なお︑審査報告書の作

六 原子力委員会の委員長及び委員の選定に当
国民の疑念を招かない措置を講ずるなど公正性・

成につきましては︑これを委員長に御一任願いた
いと存じますが︑御異議ございませんか︒

透明性の確保に十分に留意すること︒
七 原子力委員会と原子力規制委員会は︑連携

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

午後零時十三分散会

本日はこれにて散会いたします︒

よう決定いたします︒

○委員長︵水岡俊一君︶ 御異議ないと認め︑さ

を強化し︑互いの動向や問題意識を理解するよう
努めること︒
八 政府は︑国際原子力機関及び諸外国との連
携強化を図り︑唯一の被爆国として︑世界の原子
力平和利用と核不拡散への貢献を通じた国際協力
に取り組むこと︒
右決議する︒
以上でございます︒
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます︒
○委員長︵水岡俊一君︶ ただいま神本君から提
出されました附帯決議案を議題とし︑採決を行い
ます︒
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います︒
︹賛成者挙手︺
○委員長︵水岡俊一君︶ 多数と認めます︒よっ
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