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伊⽅原発再稼働反対 広島市議会決議 請願⾏動進捗報告 No.2
これまでのいきさつ
市⺠グループ『結・広島』は近づく四国電⼒・伊⽅原発再稼
働を⼼配し、広島市議会に「伊⽅原発再稼働反対」を決議して
もらおうとこの 8 ⽉頃から請願運動を開始しました。伊⽅原
発再稼働は広島市⺠にとって現実の脅威であり、⽣活の安全・
健康、⽣命・財産を脅かす私たち広島市⺠の『⽣存権』の問題
だからです。運動は請願に賛同する広島市⺠（広島市の有権者）を
募る署名集めからスタートしました。2013 年 9 ⽉ 17 ⽇『結・
広島』の代表・原⽥⼆三⼦さんは、集まった署名者 1541 名と
ともに広島市議会に請願書を提出しました。そしてこの請願の
審議は市議会の「経済観光環境委員会」に付託されました。こ
の請願の紹介議員となっていただいたのは次の⽅々です。
⾺庭恭⼦議員 （中区／ 市政改⾰ネットワーク）
⽉村俊雄議員 （⻄区／市政改⾰ネットワーク）
⽥尾健⼀議員 （安佐南区／市⺠連合）
⼭本 誠議員 （⻄区／市政改⾰ネットワーク）
清⽔良三議員 （佐伯区／市⺠連合）
⼭内正晃議員 （安佐北区／市⺠連合）
なお、⾺庭議員と⽉村議員は「経済観光環境委員会」のメン
バーでもあります。委員会の第 1 回審議は 9 ⽉ 26 ⽇に開催さ
れ、問題の重要性に鑑み「閉会中継続審議」となりました。引
き続き『結・広島』は署名集めを続⾏しています。署名者は共
同請願⼈となります。
2013 年 10 ⽉ 16 ⽇広島市議会決算特別委員会第１分科会
で⽥尾議員は請願書に関連して質問に⽴ちました。（資料 1 参照
のこと）この質問に対して広島市当局（環境局温暖化対策課）
が回答した内容が資料２です。

⼤きな誤りを含む市当局の回答
資料 1 を参照していただければおわかりですが、⽥尾議員の
質問は、広島から最も近い四国電⼒伊⽅原発の再稼働と広島市
⺠の安⼼・安全・⽣存権に直結する重要な質問でした。⽥尾議
員は質問にあたって原⼦⼒規制委員会が公表した「放射性物質
（2012 年 12 ⽉最終確定）
（以下シミュレーション）
拡散シミュレーション」
と「原⼦⼒災害対策指針」（2013 年 9 ⽉ 5 ⽇全部改正即⽇施⾏）（以下対
策指針）の 2 つの重要資料を踏まえています。シミュレーション
は、原⼦⼒規制委員会が「災害対策重点区
域」を決定するにあたって原発から半径
30km とすることの妥当性を裏付ける⽬的
をもったもので、直接にはもし各原発が福
島事故並みの苛酷事故を起こしたらどのよ
うに放射能が拡散するかを検証したもので
す。「対策指針」は原⼦⼒規制委員会の規
制基準と⼀対をなすもので、各原発が苛酷
事故を起こした時の対応、特に避難基準や
⼀時移転基準など放射線防護対策をきめ細
かく指針として定めたものです。
⽥尾議員の質問の要点は明確で、シミュ
レーションや対策指針を踏まえ「四国電⼒
伊⽅原発が苛酷事故を起こしたら広島市は
どのような影響をうけるか」と市当局にこ
の問題に対する認識を質しています。市当
局は「広島市は即時避難や⼀時移転対象区
域に含まれていない」と明確に回答してい
ます。しかしこの回答は明⽩に重⼤な誤り
を含んでいるのです。（以下裏⾯へ続く）

「反対決議請願」に関連して⽥尾健⼀市議（市⺠連
合）が 2013 年 10 ⽉ 16 ⽇の広島市議会決算特別
委員会第 1 分科会で質問
【⽥尾健⼀議員の質問の概要】
⽥尾議員の質問は『地球温暖化・エネルギー対策について』に
関したものです。⽥尾議員の質問は原発の妥当性と市⺠の⽣存権
問題に集中し、全部で 9 項⽬ありました。中で⽥尾議員は「原発
事故が起こる不安やリスクを市⺠に与え、市⺠の安⼼・安全・⽣
存権を奪うような事態を絶対に招いてはいけないと考えます」と
明確に述べています。ここで取り上げる問題は⽥尾議員の 9 項⽬
の質問のうち第 2 項⽬です。（資料 1 参照のこと）

【⽥尾議員

質問その２】

資料１

「私は、広島市が 118 万市⺠の安⼼・安全を守るため全⼒を尽
くすことは⼤変重要であると考えます。福島第⼀原発事故は、あ
る⽇、突然市⺠の「⽣存権」を奪ったのです。もう⼆度とこうし
た事態を起こしてはなりません。私は南海トラフで巨⼤な地震が
起きうるとして、あらゆる防災体制を強化することを消防上下⽔
道関係で発⾔して参りました。
広島市周辺の原発の過酷事故について、どう情報収集、調査・
研究をされているのか、次の点についてお伺いいたします。
原⼦⼒規制委員会は、「原⼦⼒災害対策指針」における「災害対
策重点地域」を、原⼦⼒施設から、概ね半径 30km とすることの
妥当性を裏付けるため、「放射性物質拡散シミュレーション」を作
成し公表しています。
原⼦⼒規制委員会では、このシミュレーションは、地形の影響
など地域の実情に沿ったものではないとしているが、傾向や可能
性を知る意味では有効なものと考えると⾔っていますが、私は⼤
きな不安を持っています。
フクシマのときには、⽶軍は原発事故地点から 80km 圏以外に
避難するよう⽇本国内の⽶国⼈に呼びかけた。⽶軍の災害救援は、
80km の圏外のところでおこなわれており、⽶国または⽶軍は、
放射能汚染に対し厳しい基準を持っていると私は思います。
全国で唯⼀、瀬⼾内海という内海にある四国電⼒伊⽅原発は、
本市から 100km に位置します。2012 年 12 ⽉に原⼦⼒規制庁
が公表したシミュレーションでは、広島市はどのようになってい
るのか？」

資料 2

【広島市当局（環境局温暖化対策課）の回答】

「原⼦⼒規制委員会の「放射性物質の拡散シミュレーション」では、本市への影響は明確
に⽰されていません。原⼦⼒規制委員会の「原⼦⼒災害対策指針」上の即時避難あるい
は 1 週間以内に⼀時移転を要する災害対策重点区域にも本市は含まれていません。
」
そして、上記の回答と共に NRA の拡散コンタ図（50km 四⽅まで表⽰ 下記図 1）とともに予想
被曝線量グラフ（100km まで表⽰ 下記図 2）が添付されておりました。

図 1 拡散コンタ図

図 2 予想被曝線量グラフ

広島市議会に市⺠の意志を⽰し、市⺠の圧⼒をかけるために署名活動を続けます。まずは私たちの安全、
⽣命・財産、⽣存権を守りなさい、これが私たちの主張です。ご協⼒を宜しくお願いいたします。

広島市の回答とは異なり、広島市は 4mSv の被曝、「⼀時移転」の対象区域
実態は避難です。広島市⺠１１８万⼈は、いったいどこに逃げ
たらいいのでしょうか？
「広島は即時避難や⼀時移転の対象区域ではない」とする広島
市当局の回答は完全な誤りということになります。
このことは 2 つの重⼤な問題を孕んでいます。1 つはもちろ
ん市当局が市⺠の⽣命・財産、⽣存権に係わる重⼤な問題に関
して市議会に誤った報告をし、市議会をミスリードしていると
いうこと。もう⼀つはさらに重⼤で、市⺠の⽣命・財産に対し
て第⼀義的責任を負うべき市当局が⽬の前の危険に全く無知・
無警戒であるという点です。この問題の質問者である⽥尾議員
は、市当局の回答を訂正させ、広島市⺠に差し迫った危険があ
ることをまず知らせる、と述べています。

四国電⼒伊⽅原発が苛酷事故を起こした場合、100km 離れた
広島は 30km 圏外ですから「即時避難」の対象とはなりえません。
この点広島市当局の回答は正しいのです。しかし「⼀時移転」対
象区域でもない、とするとこれは重⼤な誤りです。図 1 は規制
委のシミュレーション公表時放射性物質拡散コンタ図（前⾴資料
2 図 1 参照のこと）
と共に公表した距離と被曝線量相関グラフです。
このグラフを読むと伊⽅原発からちょうど 100km 離れた広島は
その時の気象条件にもよりますが、シミュレーション上はほぼ
4mSv（実効線量）の被曝をすることになります。
⼀⽅で原⼦⼒災害対策指針は、「OIL2」というレベルで、1 週
間空間線量率が「20μSv/h」が継続すれば「⼀時移転」の対象、
と定めています。（表 2 の「早期防護措置」の「OIL2」を参照のこと）
OIL2 はもともと 30km 圏内の UPZ を念頭に置いた防護措置で
すが、UPZ 外でも適⽤されます。（表 1 参照のこと）これはたとえ
30km 圏外であっても放射能雲（プルーム）が襲うことがあり、
これが⾼線量汚染区域となることがあるとわかっているためで
す。福島事故のケースで⾔えば飯舘村などがそれに該当します。
ですから UPZ 外でも OIL2 が適⽤される決まりになっています。
シミュレーションでは広島の予想被曝線量は 4mSv でした。
4mSv の被曝を 1 週間 (7 ⽇間 ) で被るとするとその時の「空間
線量率」はどれほどになるでしょうか？定められた⽅法で換算す
ると次のようになります。
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表１

距離(km)

全⾯緊急事態における避難や⼀時移転の⽬安

PAZ （〜概ね５km）

OIL１

即時避難

UPZ （概ね５〜30km）

OIL２

⼀時移転の実施

UPZ外（概ね30km〜）
※広島市が該当

30km以上であってプルーム（放射性物質を⼤量
に含んだ蒸気や雲）が通過すると⾒られる地域。
モニタリングの結果、プルームがあればOIL２

PAZ：Precautionary Action Zone 予防的防護措置を準備する区域
UPZ：Urgent Protective Action Planning Zone 緊急時防護措置を計画する区域

防護措置の概要

（※地上1mで計測した場合の空間線量率）

β線：40,000cpm
β線：13,000cpm【⼀か⽉後の値】
（⽪膚から数cmでの検出器の係数率）

経⼝摂取による被曝影響を防
⽌するため、飲⾷物の摂取を
制限する際の基準

0.1mSv

100

10

500μSv/h

放射性ヨウ素
放射性セシウム
プルトニウム及び超ウラン
元素のアルファ核種
ウラン

【参照資料】原⼦⼒規制委員会「原⼦⼒災害対策指針」2013 年 9 ⽉ 5 ⽇全部改正より

避難基準に基づいて避難した避難者をス
クリーニングして、基準を超える際は迅
速に除染
1⽇内を⽬途に区域を特定し、地域⽣産
物の摂取を制限するとともに1週間程度
内に⼀時移転を実施

0.5μSv/h

数⽇内を⽬途に飲⾷物中の放射線核種濃
度を測定すべき地域を特定

（※地上1mで計測した場合の空間線量率）
種

数時間内を⽬途に区域を特定し、避難等
を実施。（移動が困難な者の⼀時屋内退
避を含む）

20μSv/h

（※地上1mで計測した場合の空間線量率）

OIL６による飲⾷物の摂取制
限を判断する準備として、飲
⾷物中の放射線核種濃度測定
を実施すべき地域を特定する

100mSv
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初期値設定値

核

OIL6

1.E+01

100km

基準の概要
住⺠等を数時間内に避難や屋
内退避等させるための基準

100Sv

97%値

1.E-04

すなわちシミュレーションでは広島は約 40μSv/h の空間線量
率となります。OIL2 での⼀時移転の基準は 20μSv/h でしたから、
シミュレーション上では広島は 30km 圏外であっても OIL2 の
対象区域となり、⼀時移転をしなくてはならなくなるのです。
実際には 40μSv/h の空間線量率だと、3 ⽇から 4 ⽇で⼀時移転
をしなければならなくなるでしょう。⼀時移転とは⾔いながら

苛酷事故時の避難基準（OILと防護措置）

※このグラフは指数関数で
表現されている

1.E+02

・1 ⽇の被曝線量 4mSv÷7 ⽇間＝約 571.4μSv
・1 ⽇ 24 時間を 8 時間⼾外、16 時間⼾内で過ごすものとし、
⽊造家屋の遮蔽効果を 60% とする。
・求める空間線量率を「Ａ」とすれば、以下のようになる。
（Ａ×8 時間）
＋（Ａ×16 時間 ×40%）
＝571.4μSv
従って「Ａ」は 39.68μSv/h、約 40μSv/h

表２

原⼦⼒規制委員会が⽰した距離と予想被曝線量の関係

飲料⽔・⽜乳・乳製品

300ベクレル/kg
200ベクレル/kg

野菜類、穀類、⾁、卵
⿂、その他

2,000ベクレル/kg
500ベクレル/kg

1ベクレル/kg

10ベクレル/kg

20ベクレル/kg

100ベクレル/kg

1週間内を⽬途に飲⾷物中の放射性核種
濃度の測定と分析を⾏い、基準を超える
ものにつき摂取制限を迅速に実施

⼀週間以内と限定すれば実際には
不可能

http://www.nsr.go.jp/activity/bousai/data/130905_saitaishishin.pdf

