2017 年 3 月 30 日
北海道知事

高橋はるみ殿

秋季(平成 28 年 11 月 13，14 日)、および冬季(平成 29 年 2 月 4 日) の
北海道原子力防災訓練に関する質問
道民視察団
脱原発をめざす北電株主の会
地方自治を考える市民の会
泊原発の廃炉をめざす会
ベクレルフリー北海道
北海道民と道内滞在者の安全を守る道庁関係部署課の方々のご努力に、道民として敬意を表しま
す。私たちは平成 28 年 11 月 13，14 日、本年 2 月 4 日に国と北海道が合同で実施した平成 28 年度
原子力総合防災訓練を自主参観しました。訓練参観を通して抱いた疑問などを質問として以下にま
とめました。貴職と各担当部署課の皆様の今後のお仕事に活かしていただきたく存じます。
１． 実動訓練参加者実数と移動について
１． 避難訓練で実際に他地域へ移動した住民、屋内退避として自覚を持って訓練に参加した住民、要
配慮者は、それぞれの自治体ごとに、 どこに何名居ましたか？
実施前の見積もりではなく、訓練日の実績でお答えください。
２． 共和町ビシャムナイ会館へ移動されたけが人（要配慮者）は、その後、どこに移動しましたか？
介護者は何人で、どのような立場でしたか？
３． 冬季訓練当日は、道外研修者（バスルート参観）には、総勢何名参加され、
どこからどのような立場の方が参加されていましたか？
また、原子力防災訓練参観の募集は、現地や他府県からの参加者に対し、どのようにされていますか？
４． 2017 年 2 月 4 日の訓練では、共和町より避難した住民 1,464 名は、全員がバスで避難となってい
ますが、なぜ自家用車での避難を想定しなかったのでしょうか？

現実的でないのではないでしょう

か？
５． 同日の訓練では、泊村より自家用車で 766 名が避難となっていますが、自家用車の台数は何台で
したか？
＜以下は北海道の原子力防災計画に対する質問＞
６．

冬場に自家用車で避難した車が事故やスタックで動けなくなった場合、救出する手筈はどのよう

になっていますか？
７．

冬場に自家用車で避難した車が多重事故を起こした場合、救出する手筈はどのようになっていま
1

すか？
８． 2017 年 2 月 4 日の訓練では、北電体育館近くのヘリポートは事前に除雪されていましたが、2 月
26 日に同じ場所を通りかかったところ、除雪されておらず、20 センチ程度の積雪がありました。
20 センチもの積雪で、2 月 4 日の訓練で使われたのと同型機のヘリの離着陸は可能ですか？
９．

上記の条件でヘリの離着陸が不可能であれば、除雪にかかる時間と、重機・人員の数はどれくら

いと推定さされますか？

２．安定ヨウ素剤配布訓練について
10． ２月４日の冬季訓練で、共和町をはじめ、泊村ほか訓練に参加された関連自治体住民は、 どこで
どのように安定ヨウ素剤を受け取りましたか。実際に受取った人数は何名ですか？
11． 共和町の安定ヨウ素剤配布訓練では「3 台の車でヨウ素剤を戸別配布する巡回コースがあり、3 台
の車のうち 1 台が一部の地域 25 軒だけを訪問し、ほか 2 台は周辺を走行するのみで 1457 名分を配布し
たことにした」との報告がありました。共和町の戸別配布訓練のコースや、実際に配布できたヨウ素剤
の実数を教えてください。
12． 共和町では暴風雪時に職員が安定ヨウ素剤を戸別配布することになっているようですが、訓練後の
問題点の洗い出しの中で、この暴風雪時のヨウ素剤配布に関して反省や、改善すべき点の指摘がされま
したか。された場合は、その内容を教えてください。
13． 2 月 4 日の冬季訓練では PAZ 内の住民のみを対象としました。避難および一時移転が PAZ の外側ま
で拡大される場合、一定以上の放射線量が観測されてから避難指示が出され、安定ヨウ素剤はその時点
以降に配られるものと理解しています。この理解でまちがいありませんか？
14． 安定ヨウ素剤は、最大の効果を期するならば、本来被曝する前に服用すべきであり、放射線量が
上昇してから配布したのでは意味がありません。冬季悪天候のため住民も行政担当者も屋内退避となっ
た場合、避難指示が出されるべき状況になっても配布が行えない場合の対応は考慮されていますか？
＜以下は北海道の原子力防災計画に対する質問＞
15． 少なくとも、後志全地域に、将来的にはそれ以外の地域にも、ヨウ素剤事前配布が必要と考えま
すが、検討していますか？

いつを目途に実施予定ですか？

検討していない場合、その理由を説明してください。
16． 11 月の秋季訓練では余市スペースアップル救護所で水溶性ヨウ素剤の配布がされる設定でした。
専用要員はどのような立場でどこから来る予定ですか？ また、その担当者は救護所の設置や開設に間
に合うような場所に勤務・在住していますか？
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17． 旅行者等の一時滞在者の人数、所在はどのように把握する手筈になっていますか？
18．安定ヨウ素剤を一時滞在者にも配布することが北海道原子力防災計画および訓練実施内容の中でど
のよう盛り込まれていますか？
19．原子炉が全面緊急事態になってからどれくらいの時間で、一時滞在者へのヨウ素剤配布を完了する
見込みですか？

３．実動訓練内容について
20． 冬季訓練の早朝、北電臨時ヘリポートはさして雪もないのに除雪をされていましたが、 実動訓練
直前の除雪を指示したのは、どの部署のどのような立場の方ですか？
21－１

バスなど車両洗浄のために備蓄する水量、車両や自家発電機器用燃料の備蓄総量を予測してい

ないと昨年の質問にお答えですが、 今回 3 日間の訓練実施日には、どのような記録がされましたか？
※11 月大型バス洗浄訓練ではまともに一台も洗浄しておらず、汚染水をためるプールに水がありませ
んでした。 訓練で、大真面目に洗浄すると 1 台あたりどのくらいの水が必要になるのかを計測すべきで
はないでしょうか？
21－２ 冬季訓練で車両の洗浄訓練をしていなかったのは、何故ですか。（凍りつくからですか？）

４． 屋内退避訓練参加者への指示
22． 2016 年 11 月 13 日の訓練では、津波被害は泊村盃地区で「比較的重大」な「津波がれき堆積」と
の想定でしたが、この地区の住民はどのような交通手段を選択するとしていましたか？
また、陸路を移動する場合、橋脚などの崩落、がけ崩れ、高波、瓦礫の撤去など想定されるべき道路
状況ごとに、復旧にかかる時間、重機と人員の数はどれくらいと見積もっていますか？
23． 同じく 11 月 13 日の訓練では、泊村で 3.4 メートルの津波を想定しています。しかし、泊原発周
辺で予測されている最大 12.6 メートルの津波に襲われた場合、避難道路の被害の程度や、復旧にかかる
時間と人員・重機の数はどれくらいと見積もられていますか？
24． 2017 年 2 月 9 日に道防災会議地震専門委員会から発表された津波浸水予測図では、泊村は最大 19.3
メートルの津波が来るとされていますが、来年度の訓練でこの予測を反映させて訓練を行う予定があり
ますか？
25． PAZ 全域と積丹半島のほぼ全域が震度 5 強以上という想定下で、道路の損傷・不通が神恵内村の一
部地域だけとするのは、被害想定が甘いのではないでしょうか？

3

26． 「屋内退避をした」とされる住民に、「換気扇をとめる」「窓にめばりする」「水を貯める」「食
べ物にラップなどをかける」「やむを得ず外出するときはマスクをする」などの指示はありましたか。
また暖房のための換気や、煙突などについてはどのように指示しましたか。
＜以下は北海道の原子力防災計画に対する質問＞
27． 2010 年 7 月 29 日から 31 日まで、集中豪雨により岩内町で全世帯が断水した事例があります。こ
れに原子炉の全面緊急事態が重なった場合、全世帯へ飲料水を届ける手筈はどのようになっています
か？ また、これに必要な人員と所要時間の見積もりは？

５．訓練の想定について
28－１ 毎年、訓練日の風向きが妥当ではない（西風、北西の風、および偏西風を考慮すべき）と指摘
しています。 年間を通じた風向きの平均を考慮した避難を想定しないのは何故ですか？
28―２ 避難計画の実効性検証のためには、訓練当日の風向きで避難の方角を決めるブラインド訓練を
することが必要です。また、オフサイトセンター，避難退域時救護施設等の設置と要員招集を事故発生
時点に開始し、避難指示地域の全住民と同程度の人数を、必要な道路啓開措置等を行った上で避難させ
る訓練も必要です。次回以降に実施する予定はありますか？
29-1 今回の冬季訓練において、事故時の猛吹雪のみを想定し、地震・津波等の複合災害を視野に入れ
ていなかったのは何故ですか？
29-2 大津波により住民が高台へ避難した後に、原発事故がおきたら屋内退避そのものが完全に無効に
なります。家は流されてしまっているかもしれません。これは起こりうることです。この場合は、どの
ように対応する予定ですか。
30． 北海道内各地で、自然災害による影響や、冬季の暴風雪による視界不良、道路の通行止めが 2 日
以上続く記録があります。今回の訓練では警戒事態に至ってから数時間で天候が回復し、避難可能な路
面状況も確保されることになっていました。
後志地域で、過去のデータでは、冬季の悪天候及びそれによる倒木などのために道路が通行止めになっ
た場合、天候回復とその後の除雪により全線開通するまで、最長何時間かかっていますか？
31．また、同地域で冬季の暴風雪、道路の通行止めにより孤立した集落や、屋内に閉じ込められた住民
がその状態を脱するまで、最長何時間かかっていますか？ 記録が残っている範囲でお答えください。
32． 北海道の防災訓練においては、過去の自然災害被害などの記録・実績を想定に取り入れ、活かす
べきだと考えますが、今回の訓練では、どのような考慮がなされましたか？
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33． 11 月 14 日の渋滞対策訓練時、「国富交差点で 6 キロの渋滞が発生しており、警察官が対応してい
る。他の地域では特に渋滞の連絡は入っていない。」と、オフサイトセンターでの合同対策協議会によ
る情報共有がなされる場面がありました。これは内閣府規制庁の担当者が組み立てた訓練シナリオによ
るものですか？
訓練地域の現状を知り北海道原子力防災対策にあたる貴職も、「原子力有事において、同時に 2 箇所以
上の渋滞が発生する可能性は考慮しなくて良い」という見解ですか？ 冬季についても同様の認識です
か？
34．訓練のシナリオに、大規模な渋滞が複数箇所で起こるケースを取り入れるべきだと考えますが、予
定はありますか？ 今後、この課題にどの様に取り組むことにしていますか？
35．秋季(11 月 13，14 日)および冬季(2 月 4 日)の訓練内容と参観ルートを追いました。原発事故発生時
から避難、原発事故拡大への対応等の行われた訓練時のタイムテーブルが、現実の事故時に想定される
シナリオとはそぐわない場面が多くありました。
秋季の原子力総合防災訓練では、2016 年 11 月 13・14 日の両日とも、昼間「スキップ」と呼ばれる時間
の飛びが設けられ、また 2 日目 11 月 14 日には、訓練が開始された朝 8:30 時点が、 訓練上の想定では、
前日 11 月 13 日の 17:30 時点に重なるものとされました。
時間設定の逆行やスキップをせず、原子力事故や自然災害の被害の進行予測どおりの流れで、実際の避
難実施を最優先とする訓練内容を設定するべきではありませんか？
36．原子力総合防災訓練の日程を１カ月以上前に公表できないのですか。
37．当事者である道民のバスルート参観について、一般参観者枠を設けていただけていませんが、
費用のほかに理由がありますか？

以上の質問にお答えください。
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