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令和３年度第２回島根原子力発電所に関する安全協定改定に係る協議会 
 
１ 日時 

令和３年１０月２２日（金） 13 時 30 分～13時 56 分 

 

２ 場所 

鳥取県災害対策本部室（県庁第２庁舎３階）  ※ウェブ方式による会議 

 
３ 出席者 

中国電力株式会社 常務執行役員電源事業本部島根原子力本部副本部長  長谷川 千晃 
執行役員鳥取支社長兼電源事業本部島根原子力本部副本部長 籔根 剛 

米子市 総務部防災安全監    佐小田 廣光 
境港市 総務部防災監      黒﨑 享 
鳥取県 危機管理局長      水中 進一 

総務部長               西尾 浩一 
財政課長        前田 秀樹 
原子力安全対策課長   木本 達也 
原子力安全対策課参事  松尾 昌和 
原子力安全対策課参事  但馬 浩生 

 

４ 議事 

（１）第 1 回協議会における鳥取県、米子市及び境港市からの説明要請事項への回答について 
（２）島根原子力発電所に関する安全協定の改定について 

 

５ 内容 

（進行） 

それでは定刻となりましたので、令和３年度第２回島根原子力発電所に関する安全協定改定に

係る協議会を開催いたします。議事の円滑な進行について、ご協力いただきますようお願い申し

上げます。なお、出席者の紹介はお配りした出席者名簿により代えさせていただきます。 
開催にあたりまして、鳥取県水中危機管理局長から一言ご挨拶を申し上げます。 

 
（水中危機管理局長） 

鳥取県の危機管理局長の水中です。本日はよろしくお願いいたします。 
まず、本日は中国電力から、前回協議での県からの要請等に対して準備ができたということの

連絡を受けて開催するものでございます。 
前回の協議会で、一つは説明を求めました。改定協議が長期に渡っている、それから、鳥取県

内ではありませんが、「立地自治体固有の規定」との発言があったことに対して説明を求めました。

「立地自治体固有の規定」については、直接聞いたわけではなく、内容を正確に承知しているわ

けではございませんが、事実とすれば、我々のこれまでの認識と大きく相違するものであり、看

過することができません。納得できる説明をお願いしたいと思います。 
２点目は安全協定の改定についてです。これまで安全協定の運用において差がないと相互に確

認し、実際にこれまでも運用上の差がありませんでした。しかしながら、核燃料物質等の輸送計

画、事前報告、意見表明、現地確認の４点において文言上の差がございまして、これについて文

言の修正を求めてきたところでございます。 
さらに、長期に中国電力にボールがあり、文言の修正が再稼働判断に影響を与えるということ

もお伝えしてきたところでございます。 
本日は、以上について誠意ある回答を中国電力にお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 
 
（進行） 

それでは早速、議事の１に入ります。 
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議事は、第１回協議会における鳥取県、米子市及び境港市からの説明要請事項への回答につい

てであります。中国電力からご回答をお願いします。 
 
（中国電力・長谷川副本部長） 

中国電力の長谷川でございます。本日もよろしくお願いいたします。 
それでは私どもの方から、ただいま局長の方からお話もございました、まずは２点のご質問に

対するご回答を申し上げたいと思います。 
期間を要したことに関する件でございますけれども、当社は鳥取県、米子市、境港市から、平

成 24 年 11 月１日に安全協定改定の申し入れを頂いて以降、周辺自治体と原子力事業者との間の

安全協定のあり方について、様々な場で議論が重ねられている情勢等も踏まえながら、社内にお

いてこれまで誠意をもって検討を重ねて参りました。 
こうした状況から、ご提案にまで至らないまま期間を要していることについて、改めてお詫び

を申し上げます。 
安全について、自治体間に差がないことは十分に承知しておりますが、国策として原子力発電

所を受け入れていただき、電力の安定供給、日本の経済成長を支えるため、発電を続けることに

ご理解をいただき、発電所に最も近いということで、様々なご心配をおかけしてきた自治体への

配慮もあり、検討に時間がかかってございます。 
先般の協議会において、次回具体的なご提案をさせていただくと申し上げましたが、安全協定

の改定に関しましては、細部の検討・調整を未だ残しており、本日のところでご提案できるもの

について回答をさせていただきます。大変申し訳ございません。 
本日は、先般頂きましたご質問事項への回答と当社の検討状況について、お話をさせていただ

きますのでよろしくお願いいたします。 
続きまして、島根側３市にお示しした事前了解に係る解釈に関してお話させていただきます。 
これについては、８月の島根県内周辺３市との安全協定の改定の場において、当社から説明し

たものでございます。 
鳥取県の皆様に対する当社の説明が足りず、ご心配をおかけしたことをお詫びいたします。 
発電所を現地に設置するに当たりましては、公有水面の埋め立てや林地開発等の許認可に加え、

用地取得や漁業権の調整など、様々な手続き、対応が必要となります。発電所を実際に設置する

自治体である立地自治体には、そうした法令上の許認可を必要とする手続きに先立って、あらか

じめ発電所の計画全体をご説明し、包括的にご理解をいただいてきたという経緯がございます。 
安全協定における事前了解は、こうした事情を踏まえ、立地自治体と当社の間で、１号機の建

設当初からおよそ 50 年に渡り運用してきたものでございます。事前了解はこうした経緯を踏ま

え、林地開発等の許認可手続きとあわせて、発電所を実際に設置する自治体に施設の設置をお願

いしているものでございます。 
しかしながら、安全については自治体による差はありません。万が一事故が起きれば立地自治

体、周辺自治体にかかわらず、被害を受ける可能性があります。このため、安全協定を自治体の

皆様と締結することの大前提を考えたとき、その目的は、住民の皆様の安全の確保及び環境の保

全を図るというものであり、これは立地自治体と周辺自治体で何ら変わるものではありません。 
当社はこうした考えから一部に違いをつけさせていただいているものの、安全協定の運用におい

ては立地自治体と同様の対応を行うことをご説明し、これまでも、これからも誠実に対応して参

ります。 
島根２号機の再稼働にあたっても、こうした観点で、丁寧な対応に努めさせていただいている

ところです。当社のこうした考えは今後も決して変わることはありませんが、次回の協議会で提

案させていただく中では、この安全に関わる部分でさらに深く関与いただくこととしたいと考え

ております。どうぞご理解いただくようお願い申し上げます。 
 
（進行） 

ただいまの中国電力の回答について、県、市からご意見ご質問をいただきたいと思います。 
一通り発言をいただいた後、中国電力からまとめてご発言をいただきたいと思います。 
最初に、県の水中局長からお願いいたします。 
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（水中危機管理局長） 

改定に時間を要したのは、中国電力の社内の事情によるという説明を受けたところでございま

すが、いくら協定の運用上差がなくても、安全上支障がないと言われましても、県と市からは、

文言の修正を求めているわけでございまして、そこは不誠実と言わざるをえないと思います。 
また、協定改定が再稼働判断に影響を及ぼすということを改めて申し上げたいと思います。 

２点目の「立地自治体固有の規定」の件でございますが、次回とかあるいは本日は具体的に説

明できないとかいろいろございましたが、それはのちほど説明いただくといたしまして、中国電

力からの説明については、原発の被害が自治体の境界といいますか、自治体によって差がなく等

しく災害を受けるということは理解しました。 
それから安全協定の目的が、立地自治体と周辺自治体に差がなく、住民の安全確保と環境の保

全を図るものであるということについても理解しました。 
安全協定運用においては、立地自治体と周辺自治体は、これまでと同じように運用するという

ことも確認できたところですが、今後このような住民に不安を煽るような発言については注意し

ていただきたい、慎んでいただきたいというふうに考えております。 
 
（進行） 

次に、米子市の佐小田防災安全監様お願いいたします。 
 
（米子市・佐小田防災安全監） 

県の水中局長から大体言われたのですけれども、また、二度という格好になるかもしれません

けど、中国電力からのご説明で、安全については、自治体による差はないということ、また安全

協定の運用についても、立地自治体と同様の対応を行い、またこれからも誠実に対応をしていた

だけるということを理解しました。 
前回も申し上げたのですけれども、やはり何かあった場合をいちばん恐れておりますので、安

全を第一義という格好で、これからもしていただきたいと思いますし、安全協定につきましても、

次回納得のいける格好でお示しいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 
 

（進行） 

次に、境港市の黒崎防災監様お願いいたします。 
 

（境港市・黒崎防災監） 

先ほど中国電力の説明で、安全について自治体による差はないということで理解させていただ

きました。 
あと「立地自治体固有」というところですけれども、今般、境港市での中国電力の住民説明会

で安全協定に関する質問があったのですけれども、そのときに「固有」という表現のことは反省

したい、という返しもありましたけれども、そのあたりをまた改めてご説明いただければと思い

ます。 
 
（進行） 

それでは県及び市からの質問、意見について、中国電力からご発言をお願いいたします。 
 
（中国電力・長谷川副本部長） 

ただいま、鳥取県、米子市、境港市からご意見をいただいたところでございますが、改めまし

て検討に期間を要していること、さらには事前了解の考え方について私どもの説明に言葉足らず

なところがあったことについては、お詫びを申し上げたいと思います。繰り返しになりますけれ

ども、安全に対しては、立地自治体、周辺自治体に差はございません。今後もその考え方に立っ

て、誠意を持って対応しております。 

また、境港市から、再度先般の発言について説明を求めるご意見がございました。ただいまご

説明した通りでございまして、私どもは、事前了解については立地自治体、これは施設があると

いうことが非常に大きなことだと思っています、また、ここまで１号機を建設するときから 50 年

近くお付き合いをしてございますけれども、大前提として、やはりそこに施設を造らせていただ
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く、さらにはそれに伴う許認可手続き、そして何より生活にまで踏み込みますけれども、様々な

ご迷惑をおかけしていることも含めて、そのような発言をしたところでございますので、今後も

適切に丁寧にご説明をして参りたいと思います。 

 

（進行） 

それでは、引き続きまして、議事２に入りたいと思います。 

議事２「島根原子力発電所に関する安全協定の改定案について」でございます。 

これにつきまして中国電力からご説明お願いいたします。 

 

（中国電力・長谷川副本部長） 

それでは安全協定改定に対する考え方でございます。本日重ねて申し上げますが、具体的な提

案に至ってございません、申し訳ございません。 

安全協定の改定につきましては、前回の協議会で、鳥取県、米子市、境港市から、安全協定第

６条「計画等の報告」、第７条「核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡」、現地確認、意見表

明について差があると指摘を受け、その改定について要請を受けたものでございます。 

当社は、要請を踏まえ、鋭意検討を進めているところでございますが、安全協定の規定を見直

すということといたしております。 

具体的にどこをどう見直すかについては、最後の詰めを行っているところです。 

引き続き検討を進め、早期に具体的な案を決定するように努力を続けて参ります。 

本日は安全協定の運用が、立地自治体と同じであるということを再度ご説明した上で、安全協

定の規定を見直すことをご報告させていただきました。 

次回の協議会におきましては、具体的にどこをどのように見直すかにつきまして、ご提案させ

ていただきます。 

さて、原子力における地域の安全という観点では、原子力防災におきまして、地域の皆様に大

変なご心配をおかけしております。 

当社が原子力災害対策に対して、大きな責任を有していることは間違いなく安全協定第 13条に

おいても、地域の原子力防災対策に積極的に協力することをお約束しているところでございます。 

原子力防災の観点では、福島第一原子力発電所事故以降、原子力防災に係る制度・範囲が拡大

する中で、充実・強化された原子力災害対策特別措置法、新規に制定された原子力災害対策指針

に基づき、30 キロ圏内の自治体に災害対策を重点的に実施いただくことになり、周辺自治体の皆

様には大変なご負担をおかけしております。 

原子力防災については、絶対事故を起こさないことが第一ですが、万が一の場合は、当社が原

因者として防災に対する大きな責任を有するものです。 

このような中、鳥取県、米子市、境港市におかれましては、原子力防災対策に積極的に取り組

んでいただいている一方、必要な財源が国の制度で措置されていないと伺っております。 

当社はこうした状況の中、先日、９月 15 日でございますけれども、平井知事からのご要請も踏

まえ、今までの緊急避難的措置ではなく、一定の恒常性をもった新たな仕組みについても協議・

検討させていただいております。 

当社といたしましては、原子力防災を進める上で、皆様としっかりと連携の上、立地自治体と

周辺自治体の区別なく、事業者としての責任をしっかりと果たして参る所存でございますので引

き続きよろしくお願いいたします。 

次回の協議会では、当社として取りうる最大限の対応を盛り込んだ内容を取りまとめ、ご提案

をさせていただきますので、引き続きご指導賜りますようお願い申し上げます。 

 
（進行） 

ただいまの中国電力の回答につきまして、ご意見、ご質問をいただきたいと思います。 

これにつきましても、県及び市から一通りご発言いただいた後、中国電力からまとめてご発言

をいただきたいと思います。最初に水中局長からお願いいたします。 

 
（鳥取県・水中局長） 

回答ありがとうございました。本日は、本県がこれまで主張していたとおり、協定の文言を修
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正すると、一歩踏み込んだ回答をいただいたところです。 

ただし、前回の協議会では、次回協議会つまり本日の協議会で具体的な回答を行うと発言があ

りましたが、本日の改定は中国電力も言われたとおり、一歩の前進ではあるのですが、最終的な

ものではなかったことは大変残念だと思っております。出し渋りをしているのかと疑わざるを得

ないところでもございます。 

繰り返しになりますが、協定の運用が同じであり、安全上支障がないというところは確認させ

てもらったところですが、回答の方は不誠実ではないかと思っているところでございまして、再

稼働判断に影響を与えるということは、再度お伝えしたいと思います。 

ぜひとも今後、具体的な回答をお願いしたいと思います。 

 
（進行） 

次に西尾総務部長からご発言をお願いいたします。 

 

（西尾総務部長） 

私は財源面についてのお話をさせていただきたいと思います。 

先ほどのご発言で、一定の恒常性を持った仕組みというご発言がございました。 

これまで寄付金というかたちでいただいていたことについて、枠組みを変えてご提案いただけ

るということだと受けとめましたので、これについては一歩前進ではないかなと思っています。

ぜひその仕組みについて、次回はきちんとお示しいただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

（進行） 

次に、米子市の佐小田防災監様お願いいたします。 

 

（米子市・佐小田防災安全監） 

部長さんの言われたことのとおりです。 

部長さんの方は、財源の面で、一定の恒常性を持った新たな仕組みと言われましたが、米子市

の方も、そういった格好で期待をしております。 

色々と御苦労もあるかと思いますけれども、次回お示しいただければと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

（進行） 

次に、境港市の黒崎防災監様お願いいたします。 

 

（境港市・黒﨑防災監） 

先ほど次回に具体的な回答をするということでしたので、次回きっちり見させていただきたい

と思いますし、財源の面は、一定の恒常性を持った新たな仕組みということで、検討していると

いうことですので、それを次回もお示ししていただけたらというふうに思います。 

 

（進行） 

それでは、県及び市からの意見につきまして、中国電力の方からご発言をお願いいたします。 

 

（中国電力・長谷川副本部長） 

貴重なご意見ありがとうございました。 

出し渋り、不誠実ではないかとのご発言もございましたけれども、当社としても非常に難しい

検討をしているということをご理解いただきたいと思います。 

次回いずれにしましても、より具体的な提案を考えてございますので、引き続きよろしくお願

いいたします。 

 

（進行） 

それでは、最後に水中局長から総括をお願いいたします。 



6 
 

 

（鳥取県・水中局長） 

今日は、いろいろ回答いただきありがとうございました。 

本日は安全協定の改定に時間を要した理由、それから「立地自治体固有の規定」について説明

を受けました。いずれにつきましても、本県の安全協定に現段階で影響を与えるものではないと

いうことが確認できました。 

ただし、先ほど申しましたけど、中国電力のいろいろな発言は、住民に不安を与えないように

注意していただきたいと思います。 

安全協定の改定については、本日は一歩踏み込んで、文言の改定をしていただくということは

お聞きしましたので、次回さらに踏み込んだ具体的な内容をお願いしたいと思います。 

また、原子力災害に対する中国電力の責任についても確認することができました。 

その上で原因者負担として、安全対策に必要な費用についての発言があったことについては、先

ほど西尾部長からありましたように、評価したいと思います。 

今後これらについても、具体化の協議をしっかりさせていただきたいと思います。 

本日はありがとうございました。社内検討を鋭意進めていただきまして、次回協議会での具体

的な内容、次回協議会の開催についての連絡をお待ちしたいと思います。 

 

（進行） 

それでは、以上をもちまして第２回島根原子力発電所に関する安全協定改定に係る協議会を閉

会いたします。 

 


