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申 立 の 趣 旨 

１ 債務者宮城県及び債務者石巻市は，宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前田１において

東北電力株式会社が設置する女川原子力発電所２号機が運転を再開するのに，同

意してはならない。 

２ 申立費用は債務者らの負担とする。 

との裁判を求める。 

 

申 立 の 理 由 

 

第１ はじめに 

  ３．１１前の我が国は，「日本の原子力発電所では炉心溶融のような深刻なシ

ビアアクシデントは起こり得ない」という根拠なき安全神話（甲Ａ２の２ 政府

事故調最終報告書４０２，４０５頁）にとらわれ，「絶対安全」にしがみつき，

「万が一」の事態を等閑視してきた（甲Ａ２の１ 政府事故調中間報告書４８５

頁）。だが，福島第一原子力発電所事故（以下「福島第一原発事故」という。）

では，３つの原子炉がほぼ同時に炉心溶融や水素爆発に至り，目には見えない放

射性物質の大量放出によって避難指示の対象は原発から５０～６０ｋｍ離れた地

域にまで及び，原子力発電所の事故のおそろしさをまざまざと見せ付けられた。

３．１１前にも，原子力災害を想定した避難計画はあるにはあったが，そもそも

「原発は安全」と思い込まされていたため，それが「穴」だらけであることにほ

とんどの国民が気付けず（甲Ａ２の２ 政府事故調最終報告書４１５，４１７頁），

避難には少なからぬ混乱が生じた。 

  福島第一原発事故を経験し，万一には，原子力発電所から大量に放射性物質を

放出する事故もあり得るということは，多くの国民の共通認識となった。だから

こそ，原子力災害対策特別措置法と原子力災害対策指針は，原発から３０ｋｍ圏

の自治体に，万一のことを考えた避難計画の策定を義務付けるようになったので
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ある。 

  地方自治体は，当該地域の住民の，生命，身体の安全を守ることが最優先事項

である。そして，立地自治体1が再稼動に同意しない限り，原子力事業者も原発の

再稼動に踏み切れないことは，冷厳たる事実である。 

本申立ては，間もなく原子力規制委員会から原子炉設置許可処分が出されるも

のと見込まれる，女川原子力発電所（以下「女川原発」という。）について，そ

の３０ｋｍ（ＵＰＺ）圏内の住民が，人格権に基づき，広域避難計画（以下「避

難計画」という。）に実効性が欠けているにもかかわらず，それに目をつぶり，

しかも実効性が欠けている事実を住民に知らせないまま，その再稼働に同意しよ

うとしている宮城県及び石巻市に対して，同意を差し止めることを求める仮処分

の申立てである。 

 

第２ 当事者 

１ 債権者ら 

   債権者らは，別紙当事者目録記載の住所地に居住する者らであり，宮城県石

巻市内の女川原発からおおよそ１６～２５ｋｍの範囲に居住する者である（別

紙債権者避難情報一覧表参照）。 

 

２ 債務者ら 

  (1) 債務者宮城県（以下「県」という。）及び債務者石巻市（以下「市」とい

う。）は，地方自治法１条の３第２項における普通地方公共団体である。 

  (2) 申立外東北電力株式会社（以下「東北電力」という。）は，東北地方６県

及び新潟県を事業地域とする電力会社である。 

    また，東北電力は，宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前田１において，女川原発

                                                 
1 本申立書では，当該原子力施設が所在する市町村及び都道府県のことを「立地自治体」とい

う。 
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を設置している原子力事業者でもある。 

  (3) 県は，災害対策基本法４条１項2及び原子力災害対策特別措置法５条3によ

り，あるいは原子力災害対策特別措置法２８条１項の規定によって読み替え

て適用する災害対策基本法４０条4により，市は，災害対策基本法５条１項及

び原子力災害特別措置法５条により，あるいは原子力災害対策特別措置法２

８条１項の規定によって読み替える災害対策基本法４２条5により，当該地域

                                                 
2災害対策基本法第４条１項  

都道府県は，基本理念にのっとり，当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命，身

体及び財産を災害から保護するため，関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て，当該都道

府県の地域に係る防災に関する計画を作成し，及び法令に基づきこれを実施するとともに，そ

の区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け，

かつ，その総合調整を行う責務を有する。 

 同法５条１項 

市町村は，基本理念にのっとり，基礎的な地方公共団体として，当該市町村の地域並びに当該

市町村の住民の生命，身体及び財産を災害から保護するため，関係機関及び他の地方公共団体

の協力を得て，当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し，及び法令に基づきこれを

実施する責務を有する。 
3 原子力災害対策特別措置法第５条 

地方公共団体は，この法律又は関係法律の規定に基づき，原子力災害予防対策，緊急事態応急

対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により，原子力災害に

ついての災害対策基本法第四条第一項及び第五条第一項の責務を遂行しなければならない。 
4 災害対策基本法（※原災法に基づく読替え適用後のもの）  

（都道府県地域防災計画） 

 第四十条 都道府県防災会議は，防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき，当該都道府

県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し，及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加

え，必要があると認めるときは，これを修正しなければならない。この場合において，当該都

道府県地域防災計画は，防災業務計画に抵触するものであつてはならない。 

 ２ 都道府県地域防災計画は，おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 （略） 

二 当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良，防災のための調査研究，教育及び

訓練その他の原子力災害 予防対策，情報の収集及び伝達，原子力緊急事態宣言（原子力

災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子 力緊急事態宣言をいう。以下同

じ。）その他原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）に関する情報の伝達，避 

難，救難，救助，衛生その他の緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策に関する事項

別の計画 
5 災害対策基本法（※原災法に基づく読替え適用後のもの）  

（市町村地域防災計画）  

第四十二条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては，当該市町村の

市町村長。以下この条において同じ。）は，防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき，

当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し，及び毎年市町村地域防災計画に検討を

加え，必要があると認めるときは，これを修正しなければならない。この場合において，当該
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及び当該住民の生命，身体及び財産を原子力災害から保護するため，女川原

発について発生する原子力災害6に関する避難計画を作成し，及びこれを実施

する責務を有する。 

 

第３ 女川原発の概要と原子力発電の仕組み 

１ 女川原発の概要 

⑴ 女川原発の設備の概要 

    女川原発には１号機ないし３号機という３基の原子炉が設置されていると

ころ，その設備の概要は，以下のとおりである（甲Ａ４ 東北電力ホームペ

ージ）。 

   ア 定格電気出力 

     １号機は５２万４０００キロワット，２号機及び３号機はいずれも８２

万５千キロワットである。 

   イ 原子炉 

     いずれも沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）である。 

   ウ 燃料 

     いずれも低濃縮二酸化ウランを用いている。 

なお，３号機では，福島第一原発事故前，ウラン・プルトニウム混合酸

                                                 
市町村地域防災計画は，防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災

計画に抵触するものであってはならない。 

２ 市町村地域防災計画は，おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 （略） 

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良，防災のための調査研究，教育及び訓

練その他の原子力災害予 防対策，情報の収集及び伝達，原子力緊急事態宣言その他原子

力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）に関する情報の伝達，避難，救難，救助，

衛生その他の緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策に関する事項別の計画 
6 原子力災害とは，原子力緊急事態により国民の生命，身体又は財産に生ずる被害をいう（原子

力災害対策特別措置法２条１号）。また原子力緊急事態とは，原子力事業者の原子炉の運転等

により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外へ放出された

事態をいう（同条２号）。 
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化物（ＭＯＸ）燃料を加えたプルサーマル営業運転が予定されており，東

北電力は平成２７年までの導入を目指していた。 

     燃料集合体の数は，１号機が３６８体，２号機及び３号機がいずれも５

６０体である。 

⑵ 女川原発の設置等に関する主要な経緯 

    女川原発の３基の原子炉の設置，運転についての主要な経緯は，以下のと

おりである（甲Ａ５ 女川町ホームページ）。 

 ア １号機 

   原子炉設置許可      昭和４５年１２月１０日 

   建設工事本格着工     昭和５４年１２月２５日 

   営業運転開始       昭和５９年６月１日 

 イ ２号機（本件申立ての対象原発） 

   原子炉設置変更許可    平成元年２月２８日 

   建設工事本格着工     平成元年８月３日 

   営業運転開始       平成７年７月２８日 

 ウ ３号機 

   原子炉設置変更許可    平成８年４月１２日 

   建設工事着工       平成８年９月１１日 

   営業運転開始       平成１４年１月３０日 

 エ 現状 

  平成２３年３月１１日午後２時４６分に宮城県沖を震源とする東北地方

太平洋沖地震の発生により，１号機と３号機は自動停止した。２号機は定

期点検により元々停止中だった。 

  以来，女川原発では８年以上の間，いずれの原子炉も稼動していない。 

  １号機について，東北電力は，平成３０年１０月２５日，再稼動しても

採算が見込めないとして，廃炉にすることを決定したと発表した。 
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  ２号機について，東北電力は，再稼動をめざし，平成２５年１２月２７

日，新規制基準適合性審査について申請した。これについての許可はまだ

出されていないものの，原子力規制委員会は令和元年９月２７日に審査の

議論を終了した旨宣言しており（甲Ａ６ 河北新報），近いうちに設置変

更許可が出されるものと見込まれる。 

 

⑶ 女川原発の立地 

東北電力のホームページによると，女川原発は，三陸海岸の南端にある牡

鹿半島の中ほど，宮城県牡鹿郡女川町と石巻市に立地している。敷地の広さ

は約１７３万ｍ２あり，東京ドーム約３７個分に相当する。牡鹿半島は，全

域が三陸復興国立公園に指定されている。 

 

【甲Ａ４ 東北電力ホームページ 女川原子力発電所の紹介】 
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２ 原子力発電の仕組み  

⑴ 原子力発電と火力発電 

原子力発電は，核分裂反応によって生じるエネルギーを熱エネルギーとし

て取り出し，これによって水蒸気を発生させ，タービンを回転させて発電を

行う。 

  一方，火力発電では，天然ガス（ＬＮＧ），石炭等の化石燃料が燃焼する

際に生じる熱エネルギーによって水蒸気を発生させ，この蒸気でタービンを

回転させて発電を行う。 

熱でお湯を沸かし，その水蒸気でタービンを回して発電を行うという点で

は，原子力発電と火力発電とで変わりはない。 

⑵ 大量に生み出される放射性物質 

原子力発電所では，原子炉において核燃料に含まれるウラン２３５を連鎖

的に核分裂させることによって熱エネルギーを発生させ，発電を行っている

が，その過程で必然的に，人体や環境にとって極めて有害な核分裂生成物が

大量に生み出される。核分裂生成物のほとんどが放射性物質である 

今日標準的となっている１００万ｋＷの原子力発電所は毎日，広島型原爆

の４発分に相当する，３ｋｇのウランを核分裂させ，それに相当する核分裂

生成物を発生させている（甲Ａ７「悲惨を極める原子力発電所事故」１頁）。

１年間原発を運転すれば，広島型原爆がばらまいた核分裂生成物の優に１０

００発分を超えるそれを生み出すことになる。 

したがって，原子力発電所の安全を確保するためには，放射性物質を外部

に漏らさないよう，厳重に閉じ込めておくことが何よりも重要になる。 

⑶ 原子炉事故の危険性 

    前記のように，原発の安全確保のためには放射性物質を閉じ込めることが

最重要課題であるが，一般に，原子力発電所は「止める，冷やす，閉じ込め

る」という考え方で安全を確保すると言われてきた。これは，「止める」「冷
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やす」を達成できない限り，「閉じ込める」ことを達成することは極めて困

難であるからである。 

    すなわち，原子炉で異常が発生した際，原子炉を「止める」（核分裂連鎖

反応を止める）ことができなければ，炉心での核分裂連鎖反応のコントロー

ルに失敗して出力が急上昇し，１９８６年旧ソ連チェルノブイリ原発事故の

ような核暴走事故となる。「止める」ことに成功しても，崩壊熱7を「冷やす」

ことに成功しなければ，２０１１年（平成２３年）福島第一原発事故のよう

な炉心溶融となる。いずれの場合も，大規模な水素爆発や水蒸気爆発が発生

し，あるいはそうでなくとも核燃料から発生する大量の熱などの影響で，「閉

じ込める」ための障壁は容易に突破され，放射性物質を広範囲に飛散させる

事態に至る危険性がある。 

    原子炉の事故によって水素爆発や水蒸気爆発が発生すれば，使用済み燃料

プールも，爆発のがれきによって直接破損するおそれがある。そうでなくと

も原子炉から放射性物質を大量放出させる事態になれば，使用済み燃料プー

ルの冷却機能が失われて復旧困難となり，いずれ崩壊熱によってプールの水

がすべて蒸発して燃料溶融に至り，さらに事態を深刻化させる可能性がある。 

    ただし，原子力発電所を長期間停止させている場合，その停止させている

期間の長さに応じて，使用済み燃料プールに移されている核燃料の崩壊熱は

減少している。 

稼動を停止してから８年以上が経過している女川原発は，使用済み燃料プ

ールから放射性物質を外部に放出させる事故の可能性を完全には否定できな

                                                 
7 核分裂の結果生じた核分裂生成物は，アルファ線，ベータ線又はガンマ線等の放射線を出し

ながら別の原子核に変化していく（放射性崩壊）が，その際に放出させるエネルギーが周辺の

物質に吸収されて，最終的に熱になったものを「崩壊熱」という。崩壊熱は，時間とともに減

少し，ウラン燃料の場合，原子力発電所が発電をしている定格出力時に発生する熱と比べると，

崩壊熱は原子炉の停止直後に約７％，２４時間後に１％未満になる。（原子力規制委員会「実

用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」平成３０年１２月１９日３８頁） 
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いものの，崩壊熱はゼロといってよい8。勿論，異常発生時に核分裂反応を止

めることに失敗する心配は要らない。つまり，「止める」ことに失敗するこ

とも，「冷やす」ことに失敗することも，ともに考えられない。したがって，

停止状態が続いている現在の女川原発の事故のリスク（事故の発生可能性と

事故による被害の程度）は，稼働している原子力発電所とは比較にならない

程小さいことは明らかである。 

⑷ 稼動していない原子力発電所は事故のリスクが小さいこと 

    ところで，１９７９年に過酷事故を引き起こした米国スリーマイル島原子

力発電所２号機，１９８６年に過酷事故を引き起こしたソ連チェルノブイリ

原子力発電所４号機，そして２０１１年（平成２３年）に過酷事故を引き起

こした福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」という。）１～３号機

は，いずれも異常発生時において原子炉が稼働中だった。一方，福島第一原

発４号機は，同１～３号機より高い津波に襲われたにもかかわらず，東北地

方太平洋沖地震の発生時には停止中だったため，過酷事故には至らなかった。

このような過去の事実を見ても，原子力発電所において過酷事故を防ぐため

の最も有効な手段は，原子炉を稼動しないことであることが分かる。 

    東京電力社員の上津原勉氏は，検察庁において，「今回の津波（注；東北

地方太平洋沖地震に伴う津波）の約５日前から原子炉の運転が停止され，原

子炉圧力容器を開放して原子炉の水位を上げるなどの措置がとられていれ

ば，今回の事故（注：福島第一原子力発電所事故）を防ぐことが確実にでき

た」と供述している（甲Ａ４８）。５日経てば運転停止直後に比べ崩壊熱が

格段に小さくなることがその理由であるが，かかる供述からしても，稼働し

ていない現状の女川原発で過酷事故が発生する危険性は極めて小さくなって

                                                 
8 時事通信の報道（甲Ａ８）によると，愛知淑徳大の親松和浩教授（原子核物理）が，３年間使

用した燃料棒から崩壊熱が減少する日数を試算したところ，ゼロに近づくまでおよそ３年かか

るとしている。また東京都市大の丹沢富雄特任教授（原子炉物理）も「（使用済み燃料プール

は）５年間は常に水を循環させないといけない」と，ほぼ同じ考え方を示している。 
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いることは明らかである。 

⑸ 放射性物質の人体に対する影響 

   ア 放射線はＤＮＡを損傷する 

    原子力発電所で深刻な事故が発生し大量の放射性物質が外部に放出される

と，周辺住民は，放射線によってその生命，身体に深刻な被害をこうむる可

能性がある。 

    放射線は大きなエネルギーを持っているために体の中を貫通し，その通り

道にある細胞を傷つける。放射線のエネルギーに比較すると，生物の体を形

作っているあらゆる分子が結び付いているエネルギーは桁違いに小さい（例

えばセシウム１３７の出すベータ線の約１０万分の１）。そのため，放射線が

たとえ１本でも細胞の中を通ると，その通り道に当たる分子の結合は簡単に

切れてしまい，その機能が損傷される。放射線の通り道はランダムなので，

体の設計図であるＤＮＡを切断することもある。 

   イ 急性障害：確定的影響について 

    ＤＮＡの修復機能もあるが，大量の放射線を浴びるとＤＮＡの切断数も多

くなり，その修復が間に合わず，細胞は死んでしまう。このため全身に一度

に大量の被ばくをすると急性障害を起こす。被ばく線量が少ない場合には，

リンパ球や白血球の減少，吐き気，発熱，下痢などの症状でとどまるが，被

ばく線量が多くなると下血，紫斑，脱毛などが起きて死亡する場合もある。

急性障害は，ある線量以上浴びると確実に現れるので，確定的影響ともいわ

れる（甲Ａ１ 国会事故調４０１頁）。 

１９８６年チェルノブイリ原発事故では，大量の放射線被ばくによる急性

障害が２００名あまりの原発職員と消防士に現れ，結局３１名が死亡した（甲

Ａ９「チェルノブイリ原発事故」）。１９９９年（平成９年）東海村ＪＣＯ臨

界事故の際には，２名の作業員が急性放射線被ばくによって死亡した。 

  ウ 晩発障害：確率的影響について 
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    低線量（１００ｍＳｖ以下）の放射線を浴びた場合，数年から数十年後に

がん，白血病や遺伝的障害などの晩発障害が起きる可能性もある。晩発障害

は浴びた人数のうち，被ばく総線量に応じて「そのうちの何人」というよう

に一定の確率で現れるので，確率的影響ともいわれる。放射線が発がんの原

因になるのは，ＤＮＡに複雑な損傷を起こすからである（甲Ａ１ 国会事故

調４０２頁）。 

     ＤＮＡの損傷は様々な要因で日常的に発生しているが，細胞はそのほとん

どを修復している。しかし，放射線はエネルギーが大きいため，その損傷は

複雑で治しにくく，治しても間違いを起こしやすい。もし間違って治すと，

その部分の遺伝子に突然変異が生じる。突然変異は元に戻らないために，そ

の細胞が生きている限り残り，細胞が分裂するとその娘細胞に引き継がれて

いく。突然変異を持つ細胞がさらに放射線を浴びて，傷の治し間違いが起き

ると，別の遺伝子に突然変異が起きる。このように突然変異は細胞の中にた

まってゆき，がんの原因になることがある。 

     放射線被ばくが少なければ，それにしたがってリスクは減少するが，被ば

くがゼロになるのは放射線がゼロの場合のみである。この考え方は，放射線

影響に関する国際的な機関で広く承認されている。 

    県を含む原子力発電推進派は，我々が日常生活の中でも常に放射線を受け

ていることを記載したパンフレット9を配布し，さも少量の被ばくであれば影

響を無視できるかのように喧伝しているが，少ない被ばく線量でもリスクは

あるとして防護をすることが，住民の健康を守るためには必要である。 

 

                                                 
9 宮城県「原子力防災の手引」平成２９年９月，５頁参照 

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/340678.pdf 

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/340678.pdf
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第４ 福島第一原事故の概要 

１ 福島第一原発事故の概要  

    原子力発電に内在する極めて深刻なリスクが我が国において現実化したの

が，福島第一原発事故である。ここで，東北地方太平洋沖地震と福島第一原発事

故を概観する。 

    平成２３年３月１１日午後２時４６分，三陸沖（牡鹿半島の東南東約１３０

ｋｍ付近）深さ約２４ｋｍを震源とするマグニチュード９．０の東北地方太平

洋沖地震が発生した。この時，福島第一原発の１号機ないし３号機（いずれも沸

騰水型原子炉）は運転中，４号機ないし６号機は定期点検のため停止中であっ

た。地震を感知してすぐに１号機から３号機の原子炉は緊急停止したが，地震

の揺れですべての外部電源を喪失した。すぐに非常用ディーゼル発電機が起動

し，一旦電源は回復して炉心の冷却機能は確保されていたが，その後の津波に

よって１号機，２号機，４号機の直流を含むほぼ全ての電源と３号機，５号機の

全ての交流電源が喪失した。 

   １号機，３号機，及び２号機は順次，炉心の冷却機能を失い，炉心溶融に至

った。炉心溶融の過程で被覆管の合金成分であるジルコニウムと水が反応して

水素が発生し，１号機，３号機及び４号機の原子炉建屋内において水素爆発が

生じた。 

福島第一原発事故の際には，原子炉格納容器の圧力が異常上昇したことから，

その爆発的な破壊を防止するため，放射性物質を含む原子炉格納容器内の気体

を一部外部に放出し，圧力を降下させるベントが試みられた。これによって，１

号機，３号機では格納容器の圧力を一定程度下げることができた。だが，結果的

には，１号機，３号機，２号機は，いずれも格納容器の閉じ込め機能を大きく損

ない，大量の放射性物質が外部に放出される事態となった。 
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２ あり得た最悪のシナリオ 

    福島第一原発事故は，当時あり得た最悪の事故ではない。その要因としては，

風向きや現場職員らの奮闘の他，様々な幸運が挙げられる。 

   事故当時の原子力委員長だった近藤駿介氏は，平成２３年３月２５日，菅直

人首相（当時）に命じられて，「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素

描」（甲Ａ３ 民間事故調末尾）を作成している。 

    ここにおいては，１号機の原子炉圧力容器若しくは格納容器で水素爆発が発

生し，線量が上昇して作業員総員退避となると，４号機の使用済み燃料プール

の燃料が損傷してコアコンクリート相互作用が発生する等の事態に至り，強制

移転を求めるべき地域が１７０ｋｍ以遠にも生じる可能性や，移転の権利を認

めるべき地域が２５０ｋｍ以遠にも発生する可能性があり，これらの範囲が自

然に小さくなるためには数十年を要することが示されている。 

   これとは別に，当時のアメリカの原子力規制委員会（ＮＲＣ）委員長のグレ

ゴリー・ヤツコ氏は，４号機の使用済み燃料プールの水は空だと判断していた。

４号機の使用済み燃料プールはもっとも燃料の崩壊熱が大きく，燃料損傷に至

ることが強く懸念されていた。その上，３月１５日９時３８分頃には４号機の

原子炉建屋付近で火災が発生していることを確認したが，放射線量が高く消火

に行くこともできない状況であった。そうであるにもかかわらず，４号機の使

用済み燃料プールからの大量の放射性物質放出を免れることができた要因につ

いては，水素爆発によってもプールが壊れなかったことに加え，定期点検の工

期が遅れたため隣の原子炉ウェルに偶々水が張られており，プールの水位の低

下にともなってプール側に圧力がかかり，プールに水が流れ込んだためと見ら

れている（甲Ａ２の１ 政府事故調中間報告書２３６頁）。 
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（甲Ａ１０ 朝日新聞デジタル「吉田調書」エピローグ「水面が見えた」） 

 

   さらに，福島第一原発所長の吉田昌郎氏は，政府事故調のヒアリングにおい

て，平成２３年３月１４日夜に２号機の減圧も注水もできなかった当時の状況

を回想し，「本当に死んだと思った」「我々のイメージは東日本壊滅」等と供

述している（甲Ａ１１・５０，５２頁）。２号機の格納容器が加圧破損に至ら

ず，その閉じ込め機能が一部は保たれたことも，やはり幸運であった。 

   こういった幸運に恵まれなければ，実際に生じた被害よりもさらに深刻化し

ていた可能性がある。 

 

３ 福島第一原発事故における放射性物質の拡散状況 

   ２０１１（平成２３）年４月１２日時点で，原子力安全・保安院は，ＩＮＥ

Ｓ（国際原子力事象評価尺度）評価に基づき，福島第一原発事故を最悪のレベ

ルである「レベル７（深刻な事故）」と判断した10。これはスリーマイル島原

                                                 
10 経済産業省「東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故・トラブルに対する

ＩＮＥＳ（国際原子力・放射線事象評価尺度）の適用について」平成２３年４月１２日 
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発事故の「レベル５」を超え，チェルノブイリ原発事故と同レベルの最悪の事

態である。福島第一原発事故で大気中に放出された放射性物質の総量は，ヨウ

素換算（国際原子力指標尺度〈INES 評価〉）にして約９００ＰＢｑ（ペタベク

レル）（＝９０京ベクレル）とされる（甲Ａ１ 国会事故調３２９頁）。 

     福島原発事故により放出された放射性物質の１つであるセシウム１３７は，

地表に降下し，２０１１（平成２３）年７月２日の時点で，次の地図に示すよ

うに土壌に沈着した。 

 

（甲Ａ１ 国会事故調３３０頁） 

 

   環境省によれば，福島県の総面積１万３７８２ｋ㎡のうち，１７７８ｋ㎡の

土地が年間５ミリシーベルト以上の空間線量を有する可能性のある地域に，同

県内の５１５ｋ㎡の土地が年間２０ミリシーベルト以上の空間線量を発する可
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能性のある地域（政府が計画的避難区域に設定する地域。計画的避難区域とは，

事故発生から１年の期間内に積算線量が２０ミリシーベルトに達するおそれの

ある区域。）になった（甲Ａ１ 国会事故調３５０頁参照）。 

   セシウム１３７の半減期11は３０年であるから，今後も１００年以上にわた

って放射線を発し続け，人々を被ばくさせることになると考えられる。 

   福島第一原発事故による避難区域指定は，福島県内の１２市町村に及び（甲

Ａ１ 国会事故調３３１頁），２０１２（平成２４）年５月のピーク時には，

福島県の避難者数だけで１６万４８６５人に上った（甲Ａ１２ 河北新報）。

事故から８年以上が経った平成３１年４月５日時点でも，福島県内の７市町村

（双葉町，大熊町，富岡町，浪江町，南相馬市，葛尾村，飯舘村）にわたって

「放射線量が非常に高いレベルにあることから，バリケードなど物理的な防護

措置を実施し」ている帰還困難区域が存在し，多くの住民が帰還することを許

されない状況が続いている（甲Ａ１３の１・２ 福島県ホームページ）。避難

指示が解除された地域でも，被ばくの不安や生活インフラの状況等から，多く

の住民が帰還できずにいる。 

   ただし，東京電力の推定によると，セシウム１３７は福島第一原発事故で大

気へ放出された放射性物質の，わずか９０分の１程に過ぎない（甲Ａ１４・２

９４頁）。セシウム１３７を遥かに超える量の希ガス（クリプトン，キセノン），

ヨウ素１３１等が福島第一原発から放出され，事故直後には多くの住民を被ば

くさせていたことは明らかである。 

 

４ 小括 

   福島第一原発事故は，人類は未だ，原子力発電所から放射性物質を大量放出

                                                 
11 半減期とは，壊変（原子核が放射線を出して別の原子核に変わる現象のこと。）によって始

めの放射性物質の数が半分になるまでの時間を言う。 

東京都環境局ホームページ参照

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/radiation/about/hangenki.html 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/radiation/about/hangenki.html
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される事故を完全に防ぐことはできないことを，改めて明らかにした。特に，

地震，津波，火山等の自然災害に繰返し襲われてきた「災害大国」である日本

では，まれに超巨大な自然現象が発生し原発の安全性に深刻な影響を及ぼす可

能性を否定できない。真に深刻な原子力災害が万が一にも発生しないよう，原

発の安全性を確保することは不可能であることが明白になったといえる。 

   ３．１１後，女川原発の敷地内では津波対策を含む安全対策がそれなりに強

化されているようだが，事故とは常に「想定外」から起こるものである。女川

原発が再稼働すれば，放射性物質を大量に放出するような事故が万が一にも起

きないとは誰もいえない。債務者ら立地自治体において，女川原発の再稼動を

許容するのであれば，万一の事態において住民の被ばくを最小限にするための

実行的な避難計画の整備は，今日，ますます強く要請されるようになっている。 

 

第５ 福島第一原発事故12の際の住民避難の混乱 

１ 根拠に乏しい避難指示 

福島県は，自らは避難指示を発出する明確な法的根拠を持ち合わせていない

ことを認識していたが，政府から避難指示が出されないことに危機感を募らせ

て，平成２３年３月１１日２０時５０分，福島第一原発から半径２ｋｍ圏内の

避難指示を出した。半径２ｋｍ圏内という範囲は，過去の原子力総合防災訓練

で半径２ｋｍ圏内の住民の避難訓練を行ったことを踏まえて，必要最小限の距

離として福島県が独自に決定したものであった（甲Ａ１ 国会事故調３１８

頁）。 

政府は，福島県による避難指示を知らないまま，同年３月１１日２１時２３

                                                 
12 事実上福島第一原発事故に影響が包含されているため詳細は省略するが，福島第二原子力発

電所について，平成２３年３月１２日７時４５分，原子力緊急事態宣言が発出され，半径３ｋ

ｍ圏内の居住者等に対して避難指示が，半径１０ｋｍ圏内に対して屋内退避指示が出されてい

る（甲Ａ２の２ 政府事故調最終報告書）。本申立書では，福島第一原子力発電所事故と福島

第二原子力発電所事故とを合せて「福島原発事故」と呼ぶ。 
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分に福島第一原発から３ｋｍ圏内の避難指示と１０ｋｍ圏内の屋内退避指示

を出した。その後，翌１２日５時４４分に１０ｋｍ圏内の避難指示，同日１８

時２５分に２０ｋｍ圏内の避難指示，同月１５日１１時００分に２０～３０ｋ

ｍ圏内の屋内退避指示，同月２５日に２０～３０ｋｍ圏内の自主避難要請と

（甲Ａ１ 国会事故調２９９頁以下），根拠に乏しい避難指示を次々と発した。

対象地域の漸次的拡大は，該当する地域の住民から見れば振り回されたという

感情を強く抱く結果となった（甲Ａ２の１ 政府事故調中間報告書４８３頁）。 

原子力災害対策マニュアル上，避難指示の内容は現地対策本部長が現地オフ

サイトセンターにおいて決定すべきとされているが，初期段階でオフサイトセ

ンターを含め現地対策本部はほとんど機能麻痺状態にあったことから，マニュ

アルの定めにかかわらず，官邸５階において避難指示の内容が決定された（同

４８２頁）。 

避難指示の伝達は，原子力災害対策マニュアル上，現地対策本部長が各市町

村に伝達することになっていた。だが，震災によって電話連絡が困難となった

こと等により，対象自治体が実際に避難指示を認知したのは，ほとんどの場合，

テレビ等の報道によってであった（同２６７頁）。 

また，原子力災害対策マニュアル等によると，ＳＰＥＥＤＩ（緊急時迅速放

射能影響予測ネットワークシステム13）による計算結果は，周辺住民への防護

措置への検討等のために活用されるとされていた。だが，ＳＰＥＥＤＩの計算

の前提となるＥＲＳＳ（緊急時対策支援システム）からの放出源情報が得られ

なかったことから，ＳＰＥＥＤＩにより各地域の放射性物質の大気中濃度や被

ばく線量等を予測した上で，それを避難区域の設定に活用することはできなか

った。そこで，原子力技術センターは，単位量放出を仮定した定時計算を行い，

                                                 
13 SPEEDI（緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）とは，原発等の周辺環境におけ

る放射性物質の大気中濃度，被ばく線量等を，放出源情報，気象条件及び地形データをもとに

予測して，その結果を記号や等値線を用いて地図上に表示する文部科学省所管のシステム 
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その結果を関係各所に送付した。それは少なくとも避難の方向を判断するため

には有用なものであったが，具体的な措置の検討には活用されなかった（同２

５８頁）。 

このため，放射性プルームの通過について，対象地域の住民に対して事前に

周知されることは一切なかった。避難指示区域は放射性物質の拡散方向の予測

を前提としない同心円状となった結果，浪江町の住民のように，避難経路が放

射性物質の飛散した方向と重なる（同２７８頁）等，多くの住民が無用な被ば

くを強いられることとなった。 

また，原子力災害対策本部では，遅くとも３月２３日には，飯舘村，川俣町

山木屋地区，浪江町津島地区周辺の積算線量が高いことは認識していたはずで

ある（甲Ａ１ 国会事故調３５４頁）が，避難区域指定は４月２２日にまで遅

れ，これによっても多くの住民が無用な被ばくを強いられた。 

 

２ 住民の避難行動 

⑴ 原発事故と知らされずに避難したために生じた混乱 

避難指示は比較的速やかに住民へ伝達されたものの，福島第一原発で事故

が発生したということを，自治体，防災無線または警察からの連絡で知らさ

れたという住民は，南相馬市，飯舘村，川俣町ではわずか１０％台にとどま

る等，自治体などから住民への原発事故情報の伝達は十分になされなかった

（甲Ａ１ 国会事故調３３８頁）。 

そのため，原発事故と知らずに避難をした住民が少なからずいる。 

さらに政府は，原発事故の状況や今後の見通し，避難すべき期間や避難に

必要な準備等，住民が必要とする情報についての提供は全く行わないままだ

った。それどころか，事故状況が着実に深刻化しているにもかかわらず，

「念のため」の避難指示であることを殊更強調し，長期間の避難が必要とな

りうる事態ではないとの誤解を住民に与えてしまった（甲Ａ１ 国会事故調
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３４３頁）。 

そのため，原発事故のための避難と認識していた住民にも，これから長期

的な避難になりうること，一時的にでも自宅に戻ることが今後難しくなるこ

となどを想定できず，十分な準備なく着の身着のままでの避難を余儀なくさ

れた者がいる。 

国会事故調査委員会の実施したアンケート調査においては，下記のよう

に，原発事故と知らずに避難したという住民の声が多数寄せられている（甲

Ａ１ 国会事故調３４２～３４３頁）。 

○双葉町の住民 

     「とりあえず避難と着の身着のままで家を後にし，避難先も車で移動中

に防災無線で知ったような状態でした。普段なら１時間ほどの距離を６

時間以上かかって最初の避難所に到着」 

○大熊町の住民 

「避難指示を出す際にせめて一言でも，原発関係に触れていれば，それ

なりの準備をして，せめて貴重品，戸じまりくらいは持ち出して避難に

入れたと思います。着の身着のままの避難，一時帰宅の度に家の中は盗

難に入られ，ガッカリです」 

○富岡町の住民  

「最初の避難の時に，しばらく戻れないとはっきり言ってほしかった。

貴重品も持ち出せず，特に医療関係の書類等がないため両親共に症状が

悪化してしまった。着の身着のままでは，高齢者にはきつい」 

○広野町の住民 

「私は東電の原子力発電所での事故とはわからず，なぜ避難するのかわ

からずに町から放送で避難するようにとありました。ただ地震，津波で

電気や水道が出ないので避難をしましたが，早く原子力の事故だと教え

てほしかったと思います」 
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⑵ 大渋滞により進まなかった避難 

    避難は，主に自家用車またはバスでのピストン輸送で行われたが，大渋滞

の発生により，遅々として進まなかった。 

14 

    

自家用車での避難について，２つ事例を挙げる。 

①  福島第一原発から約７ｋｍの距離にあった冨岡町の養護老人ホー

ムの施設長の体験談には次のように記載されている（甲Ａ１６「避

難弱者」２３～２４頁）。 

     ・３月１２日朝には，自宅前の道路に避難を急ぐ車の列ができてい

た。 

・前日夜には隣近所と「隣組の行動は一緒に」と確認していたにも

                                                 
14 甲Ａ１５ 上岡直見「災害時の交通に関する課題」（２０１６）から抜粋 
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かかわらず，１２日朝にはほとんどの者が既にいなくなってい

た。 

・避難経路となる幹線道路は避難民による大渋滞となっていた。中

には，ガソリンがなくなったのか，車での避難を諦めたのか，車

を車道脇に寄せて歩き始める者や，泣きわめく子どもの手を強引

に弾きながら小走りに走り始める者もいた。 

②  福島第一原発から約７ｋｍの冨岡町に居住していた者も，大渋滞

の発生によって避難に大変な時間がかかったことを次のように述べ

ている（甲Ａ３ 民間事故調２１１頁以下）。 

  ・３月１２日９時を過ぎたころに，突然，防災無線から「福島第一

原発が緊急事態になりました。町民は川内村役場を目指して避難

してください。マイカーで行ける人はマイカーで避難してくださ

い。近所の人も乗せて下さい。バスはそれぞれの集合場所から出

ます」という内容の放送が繰り返された。 

・道が大渋滞すると思い，急いで支度をしたが，余震のためと飼い

猫のケージやトイレの準備で出発は１０時を過ぎてしまった。 

・国道６号線に出るまでは数分で出られたが，国道を横断して西に

向かうと数十ｍのところで渋滞の列の最後尾についてしまった。 

・車はなかなか前に進まず，車列はほとんど動かないので，わき道

を抜けることを考えたが，最後にはこの道しかないのでじっと我

慢した。やはり交差点ではこの道に入ろうとする車で左右の道路

は一杯であった。 

・窓を閉めているので暑いが，ガソリンが減るのでエアコンはつけ

ない。そのうちに，停車したらエンジンを切ってアイドリングを

しないようにする運転に切り替えた。 

・山に入ると電波も遮断され，ジリジリとした気持ちで通常であれ
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ば２０分ほどの道を５時間ほどかかって，ようやく川内村の役場

の近くまで来た。 

⑶ 機能不全に陥ったバスでのピストン輸送 

自家用車を所有していなかったり寝たきりなどの理由で自家用車での避難

ができない者は，バス輸送に頼るしかなかったが，震災と事故の混乱の中で

は，かかる方法も機能しなかった。 

３月１１日２１時頃，危機管理センターは国土交通省自動車局旅客課に対

して，避難用のバス１００台を貸し切るよう依頼した。手配されたバスは，

大熊町にあるオフサイトセンターに集められたが，要員が集まらずにバスの

割り振りがスムーズには行われず，また地震による道路の損壊や避難車両に

よる道路の渋滞などの影響もあり，バスを必要とする全ての自治体に必要台

数が行きわたることはなかった。結果としてほとんどのバスが大熊町等の一

部の自治体の避難に使用されることとなった（甲Ａ２の１ 政府事故調中間

報告書２６８頁）。 

書籍『避難弱者』（甲Ａ１６・７７～７８頁）では，浪江町の特別養護老

人ホーム「オンフール双葉」（福島第一原発から約１０ｋｍ）に避難用のバ

スが予定どおりに来ず，現場で混乱が生じた様子が書かれている。 

 

３ 災害時要援護者の「避難」の実態と，失われた人命・健康 

避難の過酷さは，病人，障害者，高齢者，乳幼児，妊婦等の災害時要援護者

ともいうべき人々においては，一層深刻だった。 

  福島第一原発から２０ｋｍ圏内には，５市町に７つの病院が存在し，これら

7 つの病院に合計約８５０人の患者が入院していた。そのうち約４００人が人

工透析や痰の吸引などの定期的な医療行為を必要とする重篤な症状を持つか又

は寝たきりの状態にある重篤患者であった。原発事故によって避難指示が出さ

れた際，これらの病院の入院患者は近隣の住民や自治体から取り残され，それ
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ぞれの病院が独力で避難手段や受入れ先の確保を行わなくてはならなくなった

（甲Ａ１ 国会事故調３５７頁）。 

  国会事故調は，福島第一原発事故による病院の患者避難において，患者に過

大な負担を強いた背景には，以下のような原子力災害に特有の事情があったこ

とを挙げている。 

a.看護師など医療スタッフが避難してしまい，医療関係者が不足した。 

b.避難区域が広範囲に及び，周辺住民も避難手段を必要としたため，交

通インフラがひっ迫し，活用できる避難手段が限定された。 

 c.避難区域が広範囲に及んだため患者が長距離，長時間の避難を強いら

れた。 

d.放射線による被害を避けるために短期間で避難先を確保することが求

められ，十分な医療設備のない避難所に一次避難してしまった病院が

あった。 

結果として，２０１１（平成２３）年３月末までの死亡者数は，７つの病院

及び介護老人保健施設での合計で少なくとも６０人に上る（甲Ａ１ 国会事故

調３５８頁）。 

劣悪な避難生活や住み慣れた故郷の喪失，家族の離散等の状況の中で，この

人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない（福井地裁平成２６

年５月２１日判決（判例時報２２２８号７２頁））。 

 

４ 防護策として機能しなかった安定ヨウ素剤 

   放射性ヨウ素は身体に取り込まれると甲状腺に集積し，甲状腺がんを発生さ

せる可能性があるが，放射性ヨウ素の甲状腺への集積を防ぐために安定ヨウ素

剤を服用することが効果的であると考えられている（甲Ａ１ 国会事故調４０

８頁）。 

   しかし，福島第一原発事故の際には，原子力災害対策本部及び福島県知事は
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安定ヨウ素剤の服用に適当だと考えられる時間内に服用指示を出さなかった。 

   双葉町，富岡町，大熊町及び三春町の４町は，独自の判断で町民に安定ヨウ

素剤の配布・服用を行った。 

一方でいわき市と楢葉町は，空間線量や炉に関する情報がない中服用のタイ

ミングが分からず，ヨウ素剤を配布しただけで，住民に服用させることができ

なかった。浪江町は副作用を恐れて配布自体を見送り，南相馬市は既に住民の

多くが自主避難を始めていた状況にあったため，配布が間に合わなかった。 

 

５ 複合災害に備えた防災体制の不備 

福島第一原発事故の被害が拡大した一因として，政府にも自治体にも，地震・

津波と原子力災害の同時発生という複合災害に備えた防災体制がなかったこ

とが挙げられる（甲Ａ１ 国会事故調３７６頁）。 

２００７年（平成１９年）７月１６日に新潟県中越沖地震が発生した際，柏

崎刈羽原子力発電所において変圧器火災や放射性物質を含む水漏れ等のトラ

ブルや不具合が発生したことを受けて，複合災害を想定した原子力防災体制の

必要性が指摘された。 

しかし，国の関係機関や一部の立地自治体からは反発に近い意見が寄せら

れ，複合災害への対策は進まず，地域防災計画において複合災害対策を明記し

ていた自治体はわずかであった。 

福島県での地域防災計画（原子力災害対策編）においては，複合災害への対

策については明記されていなかった。その結果，住民の避難などにおいて，国

はもとより自治体における対応の整合性，一貫性を欠き，様々な混乱等の問題

が生じた（同３７８頁）。 

 

６ 福島第一原発事故の避難が遺した教訓 

   政府事故調では，福島原発事故における避難の実態を踏まえて，以下のよう
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な「原子力災害の再発防止及び被害軽減のための提言」がなされている。 

   「○ 『被害者の視点からの欠陥分析』に関する提言 

    …なお，住民の避難計画とその訓練については，原発事故による放射性物

質の飛散範囲が極めて広くなることを考慮して，県と関係市町村が連合し

て，混乱を最小限にとどめる実効性のある態勢を構築すべきである」（甲Ａ

２の２最終４３３頁） 

     「地方自治体は，原発事故の特異さを考慮した避難態勢を準備し，実際に

近い形での避難訓練を定期的に実施し，住民も真剣に訓練に参加する取組

が必要である」（甲Ａ２の２最終４３７頁，甲Ａ２の１中間４８４頁） 

    「避難に関しては，数千人から十数万人規模の住民の移動が必要になる場

合もあることを念頭に置いて，交通手段の確保，交通整理，遠隔地におけ

る避難場所の確保，避難先での水・食料の確保等について具体的な計画を

立案するなど，平常時から準備しておく必要がある。特に，医療機関，老

人ホーム，福祉施設，自宅等における重症患者，重度障害者等，社会的弱

者の避難については，格別の対策を講じる必要がある」（甲Ａ２の１・４８

４頁） 

    「以上のような対策を地元の市町村任せにするのではなく，避難計画や防

災計画の策定と運用について，原子力災害が広域にわたることも考慮して，

県や国も積極的に関与していく必要がある」（同） 

 

７ 小括 

  以上のとおり，福島第一原発事故の際には，事前に準備していた防災体制が

十分に機能せず，住民に無用な被ばくを強いてしまった。 

  かかる事実は，平成２４年に原子力関係法令が改正された重要な立法事実で

あり，これを踏まえた教訓は，本件において債務者らの避難計画の実効性を判

断する上でも重視されるべきである。 
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第６ 東北地方太平洋沖地震の際の女川原発 

１ 女川原発にとっても「想定外」だった東北地方太平洋沖地震・津波 

   平成２３年３月１１日当時，東北電力も，宮城県沖でＭ９級の地震が発生す

ることをまったく想定していなかった。東北地方太平洋沖地震によって女川原

発で観測された地震動（加速度，揺れの継続時間）及び津波の高さは，いずれ

も当時の東北電力の想定を上回った。 

   女川原発では，平成１７年８月１６日の宮城県沖地震，平成２３年３月１１

日の東北地方太平洋沖地震，同年４月７日の同地震の余震と，合計３回に渡っ

て基準地震動を超える地震動を観測している。３回も設計基準で最大の地震動

を超える地震動に襲われた原発は，世界でも類を見ない。 

 

２ 危うかった女川原発の電源設備 

東北地方太平洋沖地震の地震動により，女川原発に外部電源を供給していた

５つの送電線のうち４回線は失われた。残った１回線も，４月７日の余震によ

り喪失している。その頃には震災で損傷した１回線が復旧したため，女川原発

では辛うじて外部電源を維持することができたが，外部電源喪失の回避は単な

る幸運によるものであった（甲Ａ１ 国会事故調１７７頁）。 

   ただし，女川原発１号機では，３月１１日午後２時５５分頃，高圧電源盤

から火災が発生して外部電源が使えなくなり，非常用電源を用いた原子炉の冷

却を行うこととなった。 

    ２号機では想定を上回る津波による浸水で非常用電源を担うディーゼル発

電機の３台のうち２台までが水没し，使用不能となってしまっている。 

 

３ 女川原発が過酷事故を免れたのは単なる幸運 

      地震によって発電所全体が１．０ｍ地盤沈下したため，主要建屋エリアの敷
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地高さはＯ．Ｐ．15＋１３．８ｍへと沈降した。これに対して来襲した津波の

高さはＯ．Ｐ．＋約１３．０ｍであった。発災時刻における潮位は干潮に近か

ったこと等を勘案すると，主要建屋エリアへの津波の浸水を回避することが

できたこともまた，幸運によるものであった（甲Ａ１ 国会事故調１７７頁）。

もし津波が敷地の高さを超えていたら，女川原発でも福島第一原発同様の過

酷事故が発生した可能性はあった。 

      女川原発１・２号機の差止訴訟で一審（仙台地裁）の裁判長を務めた塚原朋

一氏は，このことについて，「かろうじて大丈夫だった。でも危険性は高かっ

たんだなあと，ぞっとしました。それが，判決をした者としての率直な感想で

す」（甲Ａ１８「原発に挑んだ裁判官」１５７頁）と話している。 

 

４ 女川原発で過酷事故が起きていたら避難に伴い大混乱が起きていた 

    東北地方太平洋沖地震・津波により，女川原発の周辺地域は壊滅的な被害を

受けた。女川原発は，３月１１日午後２時５７分に火災警報が鳴ったため，直

ちに地元の消防署に通報したが，地震・津波被害により消防士は発電所へ向か

うことはできないとの連絡があり，東北電力は社員と協力会社からなる所内

の消防隊で対処せざるを得なかった。結果として，火災報知機がなってから消

火が確認されるまで，約８時間を要した（甲Ａ１７の２ 朝日新聞）。女川町

に通じる道路も地震と津波で被害を受け寸断され，発電所は孤立状態だった。

また，原子力災害発生時に住民避難の中心的役割を果たすことになるオフサ

イトセンターは津波によって壊滅し，肝心な時に全く機能を果たせない状況

だった（甲Ａ１７の４ 朝日新聞）。 

    東北地方太平洋沖地震以前は，県，市及び申立外女川町も，福島第一原発

の立地・周辺自治体同様，大規模な地震・津波によって放射性物質が大量に放

                                                 
15 Ｏ．Ｐ．とは，小名浜港工事基準面のことである。 
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出される事故に至ることを想定した避難計画を，まったく準備していなかっ

た。 

女川・石巻地域では津波による被害が特に甚大であったことからすれば，も

し女川原発において過酷事故が発生していれば，住民避難に伴う混乱は福島

第一原発事故のそれを超えるものになった可能性が考えられる。 

 

第７ 法は実効的な避難計画の策定を要請していること 

１ 原子力基本法及び原子力規制委員会設置法が避難計画の実効性を要請してい

る 

    福島第一原発事故を受けて原子力基本法が改正され，国民の生命，健康及び

財産の保護等を目的として，「安全の確保については，確立された国際的な基準

を踏まえ」ることを明示した（２条２項）。また，原子力規制委員会設置法に

は，事故の発生を常に想定し，その防止に最善かつ最大の努力をしなければな

らないという認識に立って，「確立された国際的な基準」を踏まえて安全の確保

に必要な施策を策定することが明記された（１条）。 

   つまり，法改正によって「確立された国際的な基準」を踏まえた安全性が要求

されることが明文化されるに至った。 

   そして，原発の安全を確保するためには，複数の防護レベルを設けて対策を

実施する「深層防護（Defense in Depth）」という概念が重要とされていると

ころ，国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は，以下の５段階の防護レベルを設定する深

層防護を示している（甲Ａ１９ 小池(2016)）。 

 

  第１層：異常運転や故障の防止 

  第２層：異常運転の制御及び故障の検知（事故拡大の防止） 

  第３層：設計基準内への事故の制御（設計基準の想定を超えるシビアアクシデン

トの防止） 
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  第４層：過酷なプラント状態の制御（炉心の顕著な損傷等の重大事故防止） 

  第５層：放射性物質の大規模な外部放出の影響緩和（発電所外の防災対策） 

 

   この５段階の防護レベルを設定する深層防護は，確立された国際的な基準で

ある。また，いわゆる「前段否定」16が深層防護の基本である。これらのことか

らすれば，この第５層に相当する放射性物質の大規模な外部放出を想定した発

電所外の防災対策について，実効性のあるものとすべく最善を尽くすべきこと

を原子力基本法及び原子力規制委員会設置法が要請していることは明らかであ

る。 

 

２ 避難計画の実効性は地方自治体の責務とされたこと（規制委員会は避難計画

の実効性を審査していないこと） 

   然るに，新規制基準は，避難計画を原子力規制委員会による審査の対象外と

する。つまり，原子力規制委員会は個別の原子炉の設置，運転を認めるに当た

って，避難計画の実効性を審査してはいない。 

   このことについては，片山啓長官官房審議官も，記者から，避難計画が一定

の水準に達しているか否かを審議，判断する場がないことを指摘されたことに

対して，「今の日本の法体系上，そのような枠組みはない。地域の防災計画，

避難計画はあくまでも自治体が作成するもの」と回答し，地方自治体の役割を

強調して避難計画の実効性を審査する仕組みがないことを事実上認めている

（甲Ａ２１ 平成２６年６月２５日原子力規制委員会記者会見録６頁）。 

                                                 
16 佐藤一男「改訂 原子力安全の論理」2006 によれば，それぞれの防護レベルで最善を尽く

し，前段の防護レベルが堅牢だからといって後段の防護レベルを手加減してはいけない，ま

た，前段レベルが不十分だから後段レベルが必要なのではない，という深層防護の基本的考え

方を我が国の言葉で別表現したものである（甲Ａ２０ 日本原子力学会標準委員会「原子力安

全の基本的考え方について 第 1 編別冊 深層防護の考え方」２４頁）。 

http://www.aesj.net/document/tr005anx-2013_op.pdf 

http://www.aesj.net/document/tr005anx-2013_op.pdf
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   なお，新規制基準の適合性審査を終えた原発については，各地域原子力防災

協議会が，地域防災計画や避難計画等が具体的かつ合理的なものとなっている

ことを確認し，その結果が原子力防災会議に報告され，了承されているが，こ

のプロセスは，地域防災計画等の策定と実施に対する国の支援の一環であり，

地域防災計画等の審査ではない（甲Ａ１９ 小池(2016)６頁）。 

   また，政府は，国会議員からの質問に対する平成２８年１０月１１日付けの

答弁書（甲Ａ２２の２）において，住民の避難等の防護措置に関する事項につ

いては，災害対策基本法，原子力災害対策特別措置法等に基づき，既に各地域

において実効性のある計画が作成される仕組みとなっているため，新規制基準

に「万が一の事故の際に実効性のある避難計画の策定」を盛り込むことは考え

ていない，との見解を明らかにしている。 

   上記のことは，逆に，実効性のある避難計画の策定は，立地自治体の責務と

されたことを意味する。 

 

３ 原子力災害対策指針は地方自治体の避難計画に実効性を求めていること 

   福島第一原発事故の混乱を教訓として，原子力防災体制も見直された。 

原子力規制委員会は，原子力災害対策特別措置法６条の２に基づいて，平成

２４年１０月，原子力災害対策指針（甲Ａ２３）を策定した。 

原子力災害対策指針第２（３）には，原子力災害対策特別措置法６条の２第

２項３号にあるとおり，「原子力災害対策重点区域」の設定に関して規定して

いる。発電用原子炉施設については，「原子力災害対策重点区域」の目安は以

下のように示されている。 

（イ） 予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）：原子力施設から概ね半径

５ｋｍ 

（ロ） 緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）：原子力施設から概ね半径３

０ｋｍ 
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 市と県は，いずれも，女川原発から半径５ｋｍ圏内の区域と半径３０ｋｍ圏

内の区域の双方を含んでいる。よって，市と県は，原子力災害対策特別措置法

５条，６条及び６条の２に基づき，原子力災害対策指針に適合した，「地域防

災計画（原子力災害対策編）」を作成し，これを実施する責務がある。 

 

【女川町企画課「女川町広域避難計画の概要」２頁から引用】 

 

 そして，原子力災害対策指針は冒頭の「＜目的・趣旨＞」において「国民の

生命及び身体の安全を確保することが最も重要であるという観点から，緊急事

態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な確定的影響を回

避し又は最小化するため，及び確率的影響のリスクを低減するための防護措置

を確実なものとすることにある」と明記している。 

また，「原子力災害対策重点区域の範囲」に関して，「この目安については，

主として参照する事故の規模等を踏まえ，迅速で実効的な防護措置を講ずるこ

とができるよう検討した上で，継続的に改善していく必要がある」（５２頁）

としている。さらに，地方公共団体は，各地域防災計画（原子力災害対策編）

女川原発 
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を策定する際には，迅速かつ実効性のある防護措置が実施できる原子力災害対

策重点区域を設定するために，区域内の市町村の意見を聞くこと等が重要であ

ると規定している（５４頁）。 

かかる記載からしても，原子力施設からの放射性物質の異常な放出等の事態

が発生しても，その周辺住民の被ばくを最小限に抑えるための実効性のある避

難計画の作成が，該当する地方公共団体に義務付けられていることは明らかで

ある。 

よって，市と県は，実効性のある避難計画を作成する義務を負っている。 

 

４ 本来は避難計画の実施可能性が審査されるべきだった立地審査 

    平成２４年改正前の原子炉等規制法２４条１項４号は，原子炉の設置許可基

準として，「発電用原子炉施設の位置」が「災害の防止上支障がないものであ

ること」と規定していた。この趣旨は，原子炉は「その稼働により，内部に多

量の人体に有害な放射性物質を発生させるものであって，原子炉を設置しよう

とする者が原子炉の設置，運転につき所定の技術的能力を欠くとき，又は原子

炉施設の安全性が確保されないときは，当該原子炉施設の従業員やその周辺住

民等の生命，身体に重大な危害を及ぼし，周辺の環境を放射能によって汚染す

るなど，深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ，右災害が万が

一にも起こらないようにするため，原子炉設置許可の段階で，原子炉を設置し

ようとする者の右技術的能力並びに申請に係る原子炉施設の位置，構造及び設

備の安全性につき，科学的，専門技術的見地から，十分な審査を行わせること」

にある（最判平成４年１０月２９日民集第４６巻７号１１７４頁）。 

    この審査のための基準の１つに「原子炉立地審査指針及びその適用に関する

判断のめやすについて」がある。ここでは，万一の事故に備え，公衆の安全を

確保するために，原子炉の敷地は，その周辺も含め，必要に応じ「公衆に対し

て適切な措置」を講じうる環境にあることが原則的立地条件とされた。また，
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重大事故を超えるような技術的見地からは起こるとは考えられない事故（「仮

想事故」）の発生を想定しても，周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないこ

とが基本的目標の１つとされ，そのために原子炉からある距離の範囲の外側は

「適切な措置」を講じ得る環境にある「低人口地帯」とすることが規定された。

「適切な措置」とは，原子炉施設の場合，事故時の公衆の退避等に係る措置，

緊急時対応計画（避難計画）のことと理解されている17。 

    すなわち，従来の立地審査では，実効的な避難計画が策定できるか否かを

審査することが予定されていたのである。 

    なお，ＩＡＥＡ安全基準（ＮＳ－Ｒ－３“Site Evaluation for Nuclear 

Installations”２００３）でも，立地審査において，避難計画策定にあたっ

て克服できない障害がないこと，つまり避難計画の実施可能性・実効性のあ

る地点であることを確認すると規定している（甲Ａ２５「2.1」「2.26」～「2.29」

「4.11」「4.13」など）。 

    ところが，従来の原子力規制機関は，「仮想事故」といいながらも実際は

「非常に甘々の評価」をして，余り放射性物質が外部に放出されないような

強引な計算をしていた。言い換えると，敷地周辺には被害を及ぼさないとい

う結果になるように考えられたのが「仮想事故」であった18。そのため，実際

の運用としては，原子炉周辺が「低人口地帯」であることは要求されず，避

難計画の実施可能性・実効性が審査されることはなかった。 

    福島第一原発事故を受けて，従来の「仮想事故」の評価が誤りであったこ

とは明らかとなったが，原子力規制委員会は，「仮想事故」の評価を正した

上で立地審査をやり直すことはしていない。その弁解の１つとして，原子力

                                                 
17 原子力安全基準・指針専門部会 立地指針等検討小委員会「『原子炉立地審査指針及びその

適用に関する判断のめやすについて』及び関連する安全審査指針類の改訂[調査審議状況の中

間とりまとめ]」平成 22年 3 月 30 日（甲Ａ２４・１３頁） 
18 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会会議録第四号（甲Ａ２６）７，９頁 

 岡本孝司「証言班目春樹 原子力安全委員会は何を間違えたのか」（甲Ａ２７）１４４頁 
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規制委員会は，原子力災害対策特別措置法等により原子力災害対策の強化が

なされていることを挙げている19。 

    地方自治体において原子力災害を想定した避難計画の実効性の確保は，深

層防護の第５層の防護レベルを達成する上で，ますます重要な意義を有して

いるといえる。 

 

５ 「事前防災義務」（大川小学校訴訟控訴審判決及び同事件最高裁判決） 

  後述するが，東日本大震災の津波で児童と教職員計８４人が死亡・行方不明と

なった宮城県石巻市立大川小学校の児童２３人の遺族が市と県に約２３億円の損

害賠償を求めた訴訟（以下，「大川小学校訴訟」という。）の控訴審判決（甲Ｂ

１９の１）は，東日本大震災発生前の時点において，市教育委員会，大川小校長，

教頭及び教務主任に，発生が想定されていた地震により発生する津波の危険から，

大川小の在籍児童の生命・身体の安全を守るべき職務上の義務があった旨認定し，

同判決は令和元年１０月１０日最高裁で確定した（甲Ｂ１９の６～９）。 

  上記の判例の趣旨は，原子力災害に関する避難計画の本件においても基本的に

妥当する。よって，市と県は，発生が予想される原子力災害から，住民の生命・

身体の安全を守るため，実効性のある避難計画を策定する具体的な義務（以下，

かかる義務を「事前防災義務」という。）を負っている。 

   

６ 小括 

    以上のとおり，地方自治体が実効性のある避難計画を策定しなければならな

いことは，法令上の要請であり，立地審査の実情からしても，避難計画の実効性

を地方自治体において適切に確保しなければならないといえる。 

債務者らにおいて，女川原発から放射性物質を大量に放出される事態を想定 

                                                 
19 原子力規制委員会「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」平成３０年１２

月１９日改訂（甲Ａ２８）３８８頁 
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した，真に実効性のある避難計画を策定する義務があることは明らかである。 

そして，当然のことながら，再稼働すれば，いつ深刻な事故が発生するか分か

らないのであるから，実効性のある避難計画は，女川原発再稼働前に策定され

ていなければならない。 

 

第８ 市と県の広域避難計画は実効性がない 

１ はじめに 

計画は実行するためのものである。実効性のない計画は計画とは呼べず，実効

性は計画の中心的価値である。原子力基本法及び原子力規制委員会設置法との関

係，規制委員会が避難計画の実効性を審査していないこととの関係，原子力災害

対策指針との関係，立地規制との関係等において避難計画に実効性が求められる

ことは先に述べたとおりであるが，市の計画においても実効性が求められている。

市の計画の第１ 一般的事項「目的」に掲げられている「迅速かつ確実な広域避難

を実施できる体制の構築」は計画の実効性を求めている規定である（甲Ｂ３の１

頁）。「避難計画の見直し」も絶えず実効性を求めて見直しを行うことを義務付

けた規定である。 

県のガイドラインが「関係市町においては本書を参考とし，単独の自治体内で

避難が完結する場合においては本書を準用しながら，国の指針等も参考として，

地域の実情に合わせた具体的事項を定めた避難計画を準備いただきたい。また，

原子力防災関係機関においては，本書を良く理解の上，迅速かつ確実な避難を実

施できる体制を構築されたい」（甲Ｂ２の１頁）と定めているのも同趣旨である。 

以上のように，市も県も計画の実効性を確保するべき義務を負っている。それ

を学校の現場で厳しく指摘したのが，先に述べた大川小学校訴訟の控訴審判決（甲

Ｂ１９の１）であった。 
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市教委の責任について同判決は，「石巻市教委は，大川小に対し，危険発生時

に教職員がとるべき措置の具体的内容や手順を定めた危機管理マニュアルを作成

するように指導し，それが地域の実情等を踏まえた内容となっているかを確認し，

不備があれば是正を指示する義務があった。」と判示し，様々な危険に対応でき

る実効性の高い避難計画の事前の整備を怠った学校側の責任を厳しく指摘した。 

同判決のこの指摘は避難計画にも当てはまる。実効性のない計画は，いざとい

う時，避難させる側も避難する側もその計画に縛られ，避難を開始した後に実効

性がないことを知ることになる。避難を開始した後に実効性がないことを知るこ

とになれば，計画に従わず，各人の判断で避難した場合にも増して，現場の混乱

は一層深刻なものになる。 

女川原発の避難計画を考える会に参加する債権者らは，若手女性弁護士の団体・

脱原発ひまわりネットと県との間の１次～７次の質問と，それに対する県の回答

（甲Ｂ４の１～甲Ｂ１０の２）を参考に，実効性に疑いのある事項につき，３回

にわたり市と県に質問し，回答を得た（甲Ｂ１１の１～２，同第１２の１～２，

同第１３の１～２）。 

その結果，以下に述べる７点において市と県の計画に実効性が欠けていること

が明らかになった。 

以下，その詳細を明らかにする。 

 

２ 交通渋滞で３０ｋｍ圏内を脱出できない，避難所にもたどり着けない（実効性

が欠けている第１の理由） 

⑴ 市の計画 

市の計画では，ＵＰＺ（３０ｋｍ圏内）の住民は放射性物質放出後に，国・

県が測定した空間放射線量率に応じて，国から避難指示が発出された場合に

避難する。ただし，原子力発電所の事故の状態に応じて，放射性物質放出前

の段階であっても，対象地区の住民等に対し，段階的に避難を実施する場合
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があるとされている（甲Ｂ３の１０頁）。避難の基本方針は以下のとおりで

ある。 

       

① 住民や防災業務関係者等に対して，避難先及び避難ルートをあらかじめ

明示する。 

② 避難の実施に通常以上の時間を要する要配慮者等については，避難手段

の早期確保や一般住民よりも優先的避難を行うことにより，円滑かつ迅

速な避難の確保を図る。 

③ 避難先は，地域ごとのコミュニティの維持を目指すため，基本的に同一

行政区の住民の避難先は同一市町村に確保する。（同１頁） 

       

債権者らＵＰＺ内の住民は，行政区ごとに定めた避難経路を通り，退域検

査ポイントで放射性物質の付着状況を確認し，避難先自治体の避難所受付ス

テーション（以下「受付ステーション」）を目指して移動し，割り当てられ

た避難所に避難する（同７頁）。避難先は宮城県内の２７の自治体である（同

３頁）。避難手段については 

① 基本的には自家用車で避難する。 

② 自家用車を利用できない住民等は，国，宮城県又は石巻市が確保した

避難搬送用バス等により避難する（地区ごとに指定した一時集合場所

に集合する）。 

と定められている（同１６頁）。 

避難する住民がその途中で放射性物質の付着状況を確認する検査のことを

「避難退域時検査」，検査をする場所を「退域検査ポイント」あるいは「避

難退域時検査場所」（以下「検査所」）という。検査所で車両等に放射性物

質が付着しているかどうか検査し，検査の結果，基準値を超えた場合は，簡

易除染等の措置を行い，検査終了後，通過証明書の交付を受け，その後避難
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先自治体の受付ステーションを目指して移動する。 

受付ステーションの受付は，検査所において汚染がないこと，又は除染に

より汚染がない状態であることの確認（通過証明書）が前提となる。最終の

避難所は受付ステーションで割り当てられ，事前には決まっていない（甲Ｂ

１２の２の６頁）。 

以上のように市の計画では，自家用車あるいはバスで避難する住民は検査

所と受付ステーションの２ヶ所を通過しなければ県内２７自治体に用意され

た最終の避難所にたどり着くことができない。しかし，以下に述べるように，

検査所による交通渋滞，受付ステーションによる交通渋滞，避難所の駐車場

不足による交通渋滞によって，債権者ら住民は３０ｋｍ圏を脱出できず，最

終的な到着地である避難所にもたどり着くことができない。 

⑵ 検査所による交通渋滞 

現在県は，検査所の候補地として予備４箇所を含め１６箇所を決定してい

る（甲Ｂ１３の１の資料１１）。検査所へのアクセス道路が一車線で入口が

一つであれば，出口から出た車の分しか入れず，（検査所に複数のレーンと

必要人員が用意されていたとしても）１台ずつ順次検査することになる。１

台に要する検査時間を５分として，１万台でも５分×１万台＝８３３時間（３

４日）かかることになる。 

仙台市に避難する市の住民約４万人（甲Ｂ３の３頁）は，現在の県の方針

では鷹来の森運動公園の検査所で検査を受けることになっている。鷹来の森

運動公園の検査所もアクセス道路が一車線で入口が一つである。 

県は１台あたり平均１．３人乗車すると予測しているので（甲Ｂ１１の１

の資料３の３頁），仮に通過人数４万人で同検査所で検査を受ける車両を２

万台としても，そこを通過するだけで途方もない日数がかかることになり，

検査待ちの車両による交通渋滞が長期間続くことになる。 

鷹来の森運動公園の検査所は３０ｋｍ圏内にあり，そこから市内中心部ま
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での距離は約１１ｋｍである。その間の大街道，国道４５号線は一車線であ

るから，鷹来の森運動公園の検査所で検査を受ける避難者１台の車が路上を

占有する距離を７ｍとすれば，１万台×７ｍで７０ｋｍとなり，ほとんどの

車両が長期間３０ｋｍ圏内を出ることができなくなる。３０ｋｍ圏内を長期

間出ることができないということは長期間放射性物質を浴び続けなければな

らないということを意味する。 

同様の現象は，程度に差はあっても，市の避難者が検査を受ける登米総合

体育館，豊里運動公園，涌谷地区河川防災ステーション，涌谷スタジアム，

南郷体育館（甲Ｂ１３の１の資料１１）の検査所でも発生する。 

債権者らは検査に要する時間と交通渋滞について繰り返し県と市に質問し

てきたが，県は「検査対象となる車両台数等の精査結果を踏まえ，検討を行

う予定」（甲Ｂ１２の２の６頁）「検査に要する時間を一概に想定すること

は難しいと考えますが，より短時間でスムーズに車両が通過できるよう，検

討を進めているところです」（甲Ｂ１３の２の５頁）と回答し，検査所によ

る極度の交通渋滞の発生を否定する根拠を提示していない。 

⑶ 受付ステーションによる交通渋滞 

仙台市の青葉体育館のように駐車場へのアクセス道路が一車線で入口が一

つの受付ステーションの場合，（検査所と同じように）結局１台ずつの受付

となる。駐車場に入った車が受付をすませて駐車場を出るまでの時間を１５

分とすると，青葉体育館の受付予定人数は２万４８１５人で，２人１台でも

１万台を超える。１万台を終了させるまで１万台×１５分＝２５００時間（１

０４日）かかることになる。 

このように避難者は避難所の指定を受けるためには検査所の渋滞に加え，

受付ステーションによる交通渋滞もくぐり抜ける必要がある。同様の現象は，

程度の差はあっても青葉体育館以外の受付ステーションでも発生する。 

この点についての債権者らの質問に対し，市は「今後，原子力防災訓練等
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を通じ，所要時間の精査や作業の効率化等に取り組んでまいります」（甲Ｂ

１１の２の４頁）「受付の手順や受付に要する時間の短縮につきましては，

さらに検討していくこととしております」（甲Ｂ１２の２の８頁）と回答す

るにとどまっている。 

⑷ 避難所の駐車場不足による交通渋滞 

避難先２７自治体に用意されている避難所の駐車場には避難車両用のスペー

スが用意されていない。 

甲Ｂ２１の記事はその点について以下のように指摘している。 

 

「石巻市と仙台市は２０１７年，原発事故の際に，石巻市からの避難者を仙台

市が受け入れる協定を結んだ。石巻市の住民約１４万人のうち約４万人が，

このセンターなどの青葉区，宮城野区，若林区の計約５０施設に避難する内

容だ。 

 受け入れる仙台市の駐車場不足は深刻だ。石巻市の避難計画は，自家用車

を避難手段の基本とする。仙台市の受け入れ施設の約６割が，約３０ある市

民センターで，各施設やホームページによると，ほとんどの駐車場が０台～

５０台未満の規模だ。各地で渋滞が起こる可能性が極めて高い。」 

 

仙台市の鈴木智基・防災計画課長はこの点について「駐車場の不足への対応

策を県も交えて詰める必要がある。より実効性のある計画に見直していくべき

だ」とコメントしている。 

受付ステーションで避難所を指定されその避難所に行っても駐車場がなけれ

ば，見つかるまでの間路上で待機せざるをえない。受付ステーションと各避難

所との距離からして路上待機の交通渋滞はすぐに受付ステーションに伝播し，

受付ステーションの駐車場から車両が出ることができない事態が生ずる。受付

ステーションの駐車場からの車両が出ることができなければ，受付ステーショ



49 

 

ンの駐車場に入ることもできず，避難所の駐車場不足による交通渋滞は受付ス

テーションによる交通渋滞をさらに深刻なものにする。 

 脱原発ひまわりネットの調査によれば，他の避難先市町村も， 

 

「駐車場の確保が困難となるのではないか。」（利府町） 

「自家用車避難を想定すると駐車場の確保は難しい。」（七ヶ浜町） 

「駐車場の確保は難しく，現実的に考えると無理ではないか。」（村田町） 

「集会所のような小さな避難所については，駐車場の確保が難しいことから広

域避難で使用できるか疑問である。」（川崎町） 

「自家用車による避難とのことだが，駐車場の確保が心配である。」（角田市） 

「自家用車による避難とのことだが，駐車場の確保が心配である。」（丸森町）

（甲Ｂ８の１の別紙７駐車場） 

 

と，仙台市の鈴木智基・防災計画課長と同様の心配をしている。 

 

⑸ 路上での車中待機可能時間 

① 自家用車の場合 

市の避難者はこれら検査所による交通渋滞，受付ステーションによる交

通渋滞，避難所の駐車場不足による交通渋滞をくぐり抜けなければ，市の

定めた最終の避難所にたどり着くことができないが，避難者にとって最大

の問題はそのために何日かかるのかということである。車両で避難する住

民が渋滞に巻き込まれた場合の路上待機可能時間は食料，トイレ，燃料等

によって若干の差はあっても，せいぜい１日～２日である。それ以上長く

車中に留まることは困難である。車中待機可能時間を超えた避難者は，検

査所での検査，受付ステーションでの受付を諦め，各自の判断で避難せざ

るを得ない。各自の判断で避難するということは，市の定めた避難先自治
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体の避難所への避難を諦めるということに他ならない。 

路上での車中待機可能時間について市は「様々な要因があるため，具体

の数字を一概にお答えすることは難しいと考えます」（甲Ｂ１２の２の８

頁）と回答している。 

様々な要因があることは確かである。例えば自家用車の場合，運転手の

休息や睡眠も計算に入れて避難に要する日数をシミュレーションする必

要がある。路上に列をなした避難車両の半数以上が夜間睡眠のために駐車

しなければならず，そのことによる交通渋滞も計算しなければならない。

鷹来の森運動公園の検査所に向かう途中のコンビニエンスストア（約１０

店舗）も従業員を避難させるため閉店となるので，同検査所にたどり着い

た避難車両の乗客全員は真っ先にトイレに向かうことになり，駐車場から

検査所への車両移動に要する時間をシミュレーションする際には，そのこ

とも考慮に入れなければならない。 

債権者らはこの点について重ねて「宮城県も石巻市も渋滞に巻き込まれ

た車両の路上待機可能時間をこれまで全く検討したことがなかったので

はないか。そうであれば，これまでの宮城県と石巻市の広域避難計画の検

討は，避難者の視点を欠いていたのではないか。その原因は，地域の実情

を知る現場の住民からの指摘を受けずに計画を策定してきたことにある

のではないか」と質問した。これに対し，市と県は「引き続き，原子力防

災訓練等を通じ，退域時検査の効率化や渋滞の解消等，避難に要する時間

をできる限り短くするよう対策を検討してまいります」と回答し，事実上，

路上での車中待機可能時間をはるかに超える避難になることを認めてい

る（甲Ｂ１３の２の９頁）。 

② バスの場合 

    バスの場合，自家用車の数倍以上の避難者，特に高齢者が多く乗ると予

想され，路上での待機可能時間は自家用車の場合の１日～２日よりさらに



51 

 

短く，せいぜい丸１日（２４時間）が限界と考えられる。この点について

債権者らが「トイレがついていないバスのトイレはどうするのか。食料の

確保をどうするのか。（バスの場合の路上待機可能時間について，自家用

車と同様と考えているということであるが），自家用車の路上待機可能時

間はどの程度か。乗っている人数が多い分，自家用車よりバスの方が路上

待機可能時間は短いのではないか。食料の欠乏，トイレへの対応困難，燃

料の不足，体調の不良等で，バスの路上待機可能時間を超えたことが明ら

かになった場合，どうするのか（添乗している職員の判断でなし得ること

があるのか）。」と質問したことに対し，市と県は「広域避難計画の作成

にあたっては，途中で食料の欠乏等が生じないよう計画の実効性の向上に

努めてまいります」（甲第１２の２の１４頁）と回答するのみで食料等の

具体的な補給方法を明示していない。 

食料以上に困るのはトイレである。トイレの付いていないバスの場合，

乗客の数と乗客のなかに相当数の老齢者が含まれていることからして頻

繁にトイレを見つけて駐車を繰り返えさざるを得ない。市も県もトイレに

ついては全く回答をしていない。トイレを見つけることができない場合，

あるいは，食料の補給がなされない場合，乗客の生理的要求を優先し，指

定された避難経路を外れ，検査所の検査，受付ステーションの受付をパス

せざるを得ず，結果としてバスによる避難者は指定避難所にたどり着くこ

とができない。 

バスによる避難はバス運転手の労働時間の問題にも関連する。バスの路

上待機可能時間は上記のように，食料，トイレ，燃料，運転手と同乗者の

体調等によって決定されるが，運転手の休息，睡眠も重要な決定要素であ

る。バス運転手の労働時間は厚生労働省の改善基準告示で， 

 

◯拘束時間：１日１３時間まで（１６時間まで延長可能） 
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◯休息期間：１日継続８時間以上 

◯運転時間：２日を平均して１日９時間まで 

◯連続運転時間：４時間毎に３０分以上の休憩を確保（１回につき１０

分以上） 

 

と定められている。 

事業者の所在地⇒市内の一次集合場所⇒検査所⇒受付ステーション⇒各

避難所を一人の運転手が担当するのであれば，上記の告示に定められた拘

束時間をはるかに超えることになる。渋滞に巻き込まれてしまえば，告示

に定められた休息時間，運転時間，連続運転時間の定めを守ることも不可

能である。この点についての債権者らの質問に対し，県は「厚生労働省の

基準告示の遵守を前提としてバス協会と協議を進めていく」（甲Ｂ１３の

２の９頁）と回答するが，厚生労働省の改善基準告示の遵守を前提とした

輸送支援の要請であれば，要請の前提が既に崩れているということにな

る。 

 

⑹ 検査所についてのその余の問題点 

① 使用する検査所と使用しない検査所の区別を避難者に迅速かつ正確に

伝達するのは困難 

市と県は，災害時には，避難指示又は避難準備の発令が必要と見込まれ

た時点で，国の現地対策本部と関係地方公共団体が，発電所の状況や環境

モニタリングの情報のほか，災害の状況や避難候補経路上の道路の被災状

況などを踏まえて，避難経路等を含む一時移転等の実施方針を作成し，そ

の中で使用する検査所と使用しない検査所を決定し，避難者に伝えるとし

ている（甲Ｂ１３の２の３頁，５頁）。しかし避難開始後，避難者に迅速

かつ正確に県と市の発する情報を伝達できないことは，福島第一原発事故
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で実証済みである。 

市と県はこの点について債権者らの質問に「避難退域時検査場所を含む

避難経路に係る住民への伝達方法については，交通誘導により対応するこ

とが考えられるほか，広報車や防災無線等，テレビやラジオ，市が公開し

ているＳＮＳ等，あらゆる方法で伝達できるよう，現在検討しているとこ

ろです」（甲Ｂ１３の２の５頁）と回答するにとどまっている。使用する

検査所と使用しない検査所の区別の情報が避難者に迅速かつ正確に伝達

されない場合，それによって生ずる混乱が交通渋滞に拍車を掛けることに

なる。 

② 検査所が予定通り稼働できるかどうか不明 

 市と県は，「鷹来の森運動公園を含む各避難退域時検査場所における必

要人員及び要員等の体制について，現在，国のマニュアルに沿った検査手

法の確認・検証を行いながら検討作業を進めている」と回答し，検査所の

稼働に必要な要員と物資の体制を明らかにしていない（甲Ｂ１２の２の６

頁）。体制が明らかになる時期はいつかとの重ねての質問に対しては「避

難退域時検査場所の体制については，原子力発電所の事故の状況により，

必要となる人員，物資及びそれらが明らかとなる時期が異なりますが，そ

うしたことも含め，現在検討作業を進めているところです」と回答し，体

制が明らかになる時期すら回答していない（甲Ｂ１３の２の５頁）。 

検査所の要員は，事故時に招集することになっているが，県はこの点に

ついての直接の回答を拒否しており（甲Ｂ１３の２の５頁），事故時に要

員の招集が可能かどうかも不明であり，避難者の渋滞に巻き込まれれば，

要員を招集できない事態も予想される。 

県は，検査所を放射性物質の放出後に開設し，事故の「数日後」から使

用を開始するとしているが，数日後でも開始できないのではないかとの債

権者らの質問に県は直接の回答を拒否している（甲Ｂ１３の２の５頁）。
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検査の機材を事故発生後に保管場所から検査所に運搬する方針であれば，

要員の招集と機材の運搬の遅れが重なり，稼働が「数日後」からさらに遅

れることも予想される。そうなれば検査待ちの避難者は放射性物質を浴び

つつ路上で待機を続けなければならず，稼働開始を待ちきれず，被爆の危

険を恐れた避難者は検査を受けずに避難し，市の指定した避難所の利用は

諦めざるを得ない。稼働開始の遅れは交通渋滞に拍車をかけ検査待ちの交

通渋滞は極めて深刻なものとなる。 

検査所の稼働に必要な要員と物資の体制を明らかにできない最大の理由

は，検査所の設置と設営について東北電力との連携（東北電力の役割の明

確化）が進んでいないことにある。県の計画では検査所について「原子力

事業者と連携し，国の協力を得ながら，指定公共機関等の支援の下」で行

うこととされている（甲Ｂ１の７３頁）。これは東北電力が女川原発周辺

の安全確保に関する協定書第１７条で「乙（東北電力）は，乙の防災体制

の充実強化を図るとともに，甲（県・市・女川町）の防災対策に対して積

極的に協力するものとする」（甲Ａ２９）と約束していることを受けたも

のであり，東北電力は県と市の事前防災義務の履行に責任を負う立場にあ

る。 

検査所の交通渋滞のため３０ｋｍ圏内を長期間脱出できないという本末

転倒の結果は，避難経路まで指定し，その近辺，しかも３０ｋｍ圏内近く

に検査所を置くという設計ミスと検査所の候補地の不足が重なったこと

によって生じたものである。同時に検査所の体制の整備も検査所の交通渋

滞にとって重要な要素である。各検査所を事故発生から何日で稼働させら

れるのか，各検査所の検査処理能力，２４時間体制の稼働が可能か否かも

検査所の交通渋滞に影響を及ぼす。各検査所毎の機材と要員を明確にする

とともに稼働に向けた具体的マニュアルを策定し，マニュアルどおりに機

材と要員を集めて稼働を開始できるのかどうか，混乱した事故発生時に何
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日で稼働を開始できるのか，２４時間体制の稼働は可能かどうか，を訓練

を通じて明確にする必要がある。そのことによって初めて各検査所の車両

１台あたりの検査処理時間と交通渋滞に与える影響も明らかになるので

あるが，各検査所の稼働に向けた具体的計画は全く進んでいない。東北電

力は女川原発周辺の安全確保に関する協定書第１７条が定めた県の防災

対策に対する協力を果たしているとは言えず，再稼働に対する同意を拒否

されても文句を言える立場にないのである。 

⑺ 受付ステーションの受付についてのその余の問題点 

受付ステーションは開設中，基本的には２４時間の稼働となるが，それに

必要な人員と物資を集められるかどうか，市によれば現在検討中ということ

である（甲Ｂ１３の２の８頁）。各受付ステーション毎の車両１台あたりの

平均受付所要時間と受付業務終了までの日数（開設必要期間）についても同

様であるということである（甲Ｂ１３の２の８頁）。 

各受付ステーション毎の開設必要期間が不明であれば，その期間中の受付

業務に必要な人員と物資を用意できるかどうかも不明ということになり，人

員と物資を用意できるかどうか不明であれば，受付業務をいつ開始できるの

か，受付業務を２４時間体制で継続できるかどうかも分からないことになる。

受付ステーションの受付業務の開始の遅れと，業務の停滞は交通渋滞をさら

に悪化させることになる。 

⑻ 小括 

債権者らはいずれも市の定めた避難経路に従い，自家用車あるいはバスで

別紙債権者避難情報一覧表の検査所と受付ステーションを経て，別紙債権者

避難情報一覧表の避難先自治体の避難所に避難する必要がある。しかしこれ

までに述べたように，検査所と受付ステーションを原因とする極度の交通渋

滞と避難所の駐車場不足による交通渋滞の重複により，路上での車中待機可

能時間内に避難所にたどり着くことは不可能である。のみならず，上記の渋
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滞の重複は３０ｋｍ圏内からの脱出を困難にし，市と県の避難計画に従った

避難者は３０ｋｍ圏内に留め置かれ，長期間放射性物質を浴びることになる。 

 

３ 複合災害等で避難先自治体が受け入れを拒否した場合でも，その避難先自治体

の受付ステーションまで行かなければ二次避難先を指定してもらえない仕組みにな

っているため，結果として避難者は二次避難先を指定してもらうことができない

（実効性が欠けている第２の理由） 

⑴ 市と避難先自治体との協定 

市と避難先２７自治体との協定書第２条１項は「原子力災害時に石巻市の

住民の生命又は身体を災害から保護するため，石巻市が広域避難の必要があ

ると認めたときは，避難先自治体は正当な理由がある場合を除き，石巻市の

住民を受入れるものとする」と規定している（甲Ｂ１６）。同規定中の「正

当な理由がある場合」とは，避難先自治体が複合災害等に見舞われ，市の避

難者を受け入れることができない場合は，受け入れを拒否することができる

という意味である。県もこの点について脱原発ひまわりネットの質問に以下

のように回答している（甲Ｂ８の２）。 

 

質問「避難先自治体に被害があった場合，避難先自治体は受け入れを拒否

できるのか」 

回答「仮に避難先自治体に重大な被害が発生し，避難先の施設にも被害が

及んだ場合には，その施設に避難者を受け入れてもらうことは困難

と理解している」 

質問「受け入れを拒否するかどうかは，避難先自治体の首長の判断に委ね

られていると理解してよいか。受け入れを拒否できることを協定に

明記するのか」 

回答「受け入れの可否については，避難先自治体の責任者の判断と考えら
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れ，協定については，その協定を締結する自治体間の問題となる」 

⑵ 県のガイドライン 

県のガイドラインはこの点について以下のように規定している（甲Ｂ２の

３２頁）。 

 

「避難先自治体は自らの自治体のみでの対応が困難な場合は，その状況を宮

城県災害対策本部へ連絡する。宮城県災害対策本部は，全避難所受付ステ

ーションからの情報を集約し，空き避難所かつ暫くの間は避難指示が発令

されない見込みの地区の避難所を把握しておき，必要に応じ，宮城県内他

市町村若しくは近隣宮城県等の避難所に再割り当てを行い，該当自治体（避

難所受付ステーション）に結果を通知する。」 

 

県は脱原発ひまわりネットの質問に対し，以下のように回答している（甲

Ｂ８の２）。 

 

質問「避難先自治体に被害が生じ，首長が受け入れの拒否を決めた場合，

避難先自治体はそのことを宮城県に連絡すれば足りるのか（宮城県

の責任で避難元自治体に連絡してもらえるのか）。」 

回答「避難先自治体は，予定の避難所に受け入れることができない場合は，

代替避難所の有無を宮城県に伝えることになり，代替え施設がない

ときは，宮城県で他石巻市町と調整し確保することになる。」 

⑶ 市の計画と市の方針 

市の計画には複合災害等で避難先自治体が受け入れを拒否した場合の対応

に関する記載がなく，債権者らの質問に対し「今後，掲載する方向で検討い

たします」と回答している（甲Ｂ１１の２の６頁）。但し，現時点では県の

上記の方針に従うと明言している（同）。 
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しかし，以下に述べるとおり，複合災害等で避難先自治体が受け入れを拒

否した場合，その避難先自治体の受付ステーションまで行かなければ二次避

難先を指定してもらえない市と県の方針は非現実的であり，実効性に欠けて

いる。 

⑷ 受け入れを拒否された避難先自治体に行くこと自体ない 

指定された避難先自治体が受け入れを拒否したというニュースが伝われ

ば，避難者の心理としてその自治体の受付ステーションに長時間かけて行く

ことはあり得ない。この点についての債権者らの質問に対し，市も県も「被

ばくの影響をできる限り低減するためにも，速やかかつ確実な３０ｋｍ圏内

からの避難を優先すべきであることから，避難先自治体において受け入れが

困難な場合であっても，当該自治体の避難所受付ステーションに移動し，そ

の上で新たな避難先の指示を受けるよう，平時から住民に周知するとともに，

災害時には混乱なく計画で定める避難所受付ステーションに移動するよう，

広報・報道の方法について検討してまいります。」と回答し，避難者の心理

として受け入れを拒否した避難先自治体に避難者が行くのか行かないのか

（それをどのように予想しているのか）について，正面から回答することを

拒否している（甲Ｂ１２の２の１０頁）。 

市の計画に記載されていないことを平時から住民が周知しているはずがな

いし，避難開始後に車中にいる避難者に広報することが難しいことは，福島

第一原発の事故の例を挙げるまでもなく明らかである。広報が可能であって

も，受け入れを拒否した避難先自治体の受付ステーションまで行かなければ

なぜ二次避難先を指定してもらうことができないのか（なぜ他の方法で指定

しないのか）その理由を避難者に理解してもらうことは一層困難である。 

 市と県はそのようにする理由の一つに「被ばくの影響をできる限り低減す

るためにも，速やかかつ確実な３０ｋｍ圏内からの避難を優先すべき」こと

を挙げているが，３０ｋｍ圏外への脱出の必要性と二次避難先を指定しても
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らうために避難先自治体の受付ステーションまで行かなければならないこと

とは別のことである。とりあえず３０ｋｍ圏外へ脱出させ，様々な広報媒体

を通じ二次避難先を指定することは可能であり，そのようにするべきである。

二次避難先の指定方法を受け入れを拒否した避難先自治体の受付ステーショ

ンにおける指定のみに限定し，それ以外の指定方法を排除していることが問

題なのである。 

 交通渋滞で受付ステーションにたどり着くこと自体，困難であることは先

に述べたとおりであるが，よしんばたどり着くことができたとしても，後に

述べるように受付ステーションでの二次避難先の指定が速やかに行われる保

証はない。二次避難先の指定を受けることができたとしても燃料，食料，体

調等の事情で指定された二次避難先に行くことができないことも予想され

る。その場合，受付ステーションは避難所の役割も果たさざるを得ない。受

付ステーションが避難所になれば，二次避難先の指定作業は極端に滞ること

になる。 

⑸ 受付ステーションの立ち上げが困難 

広域的避難先自治体が複合災害に見舞われ受け入れ拒否した場合，避難先

自治体の協力を得ることができず，市の責任で受付ステーションを開設し機

能させることになっている（甲Ｂ１１の２の５～６頁）。しかし以下の理由

により，市独自に受付ステーションを開設し，機能させることは困難である。 

① 上記１の交通渋滞に巻き込まれ，市の職員が避難者より早く受付ステー

ションに到着できる保証はない 

この点について市は「住民が避難開始する前に避難所受付ステーションの

開設準備に向かうことになります」（甲Ｂ１１の２の６頁）「避難行動要支

援者等の避難が始まる施設敷地緊急事態以前に石巻市職員を派遣することに

なります。住民の広域避難の開始前に職員が移動を開始します」（甲Ｂ１２

の２の１０頁）と回答している。施設敷地緊急事態以前に派遣するというこ
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とは，警戒事態での派遣ということになるが，警戒事態段階で誰が何を基準

に派遣するしないを決定するのか明らかになっていない。オフサイトセンタ

ーがそれを決定するのであれば，後記のようにオフサイトセンター自体機能

できるかどうか不明であり，市の行政機能の移転先（代替施設）が確保され

ていない現状で，石巻市役所が避難対象区域に含まれ移転を余儀なくされれ

ば，派遣を決定する主体が存在しないことになる。 

（事故の進展のスピードにもよるが）避難先自治体が受け入れ可能か否か

の確認（受け入れ可能であれば派遣の必要はない），どの職員を何名，どこ

の避難先自治体に派遣するかの決定，その決定の当該職員への伝達，伝達を

受けた職員の出発とその確認の全てを警戒事態段階で行うことは困難であ

る。 

 施設敷地緊急事態になれば，市は住民に屋内退避の準備を行うよう広報し，

施設敷地緊急事態要避難者に対して避難指示を発出することになる（甲Ｂ３

の７頁）。そうなれば，被爆を恐れるそれ以外の住民の避難開始を食い止め

ることはできず，その混乱に職員も巻き込まれ，受付ステーション開設に必

要な人数の職員を避難者より早く避難先自治体に到着させることはできな

い。 

② 市の職員の誰がどの受付ステーションに行くのか決まっていない。受付

ステーションを機能させるに足る職員を張り付かせることができるかど

うか不明である。その職員が家族の避難よりも職員としての義務を優先

することに同意しているのかどうかも不明である 

 これらの点につき，市は債権者らの質問に対し，「受付ステーションにお

ける職員配置につきましては，現時点では決まっておりません」「受付ステ

ーションを機能させるに足る職員を張り付かせることができるのかにつきま

しては，初動段階では避難先市町村職員の協力を得る等も含め，今後具体的

に検討いたします」と回答し，受付ステーションを開設し，機能させること
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ができるだけの職員を配置できるかどうか不明であることを認めている（甲

Ｂ１２の２の１０頁）。 

③ 受付ステーションに派遣される職員の使用する車両が公用車か職員の自

家用車かも決まっていない。 

 自家用車を借り上げたのでは，職員の家族が避難できないことになり，借

り上げは困難である。借り上げが難しければ公用車を使用する以外ないが，

一方でバスに添乗する職員を一時集合場所に派遣する分の公用車も確保する

必要がある。この点についての債権者らの質問に対し，市は「職員が使用す

る車両につきましては，今後職員の選定と併せて検討いたします」（甲Ｂ１

２の２の１０頁）と回答し，自家用車の借り上げか公用車の使用かも決まっ

ていないことを認めている。同時に，受付ステーションと一時集合場所の双

方に派遣するに足りる公用車を保有しているかどうかも分からない状態であ

ることを認めている。 

⑹ 受付ステーションでの二次避難先の指定も困難 

 避難者が市と県の方針に従って極度の交通渋滞をくぐり抜け，受け入れを

拒否した避難先自治体にたどり着いたとしても，以下の理由により，二次避

難先の指定は困難である。 

① 県内自治体に二次避難者を受け入れる「余裕」などはない 

県内自治体が東日本大震災のような複合災害に見舞われた場合，県内自治

体に「余裕」など生まれるはずがない。例えば，大崎市は市の住民３万９０

００人を受け入れることを前提に協定を締結しているが，３万９０００人は

最大値である。大崎市が複合災害に見舞われた場合，受け入れ人数は３万９

０００人を大幅に下回ることになる。その場合，大崎市に避難を予定してい

た多数の予定避難者が大崎市から受け入れを拒否されることになる。そのよ

うな状況が多くの県内自治体に出現すれば，予定外避難者を受け入れる「余

裕」など生まれるはずがなく，「余裕」を前提にした二次避難先の指定は，
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そもそも無理であり，完全な設計ミスである。 

この点について市と県は「避難先自治体において受け入れが困難な場合に

は，県の災害対策本部において，県外も含めたより広域的な二次避難先を検

討することとなります」（甲Ｂ１３の２の１０頁）と回答しているのみで，

県内自治体に「余裕」が生まれるかどうかについては回答していない。 

現在まで県外の自治体との間で避難者受け入れの協定は締結されておら

ず，事故発生後に要請するのであれば，福島第一原発事故の時の避難と変わ

らないことになる。 

② 「余裕」の把握と「割り振り」が困難 

よしんば「余裕」があったとしても，複合災害の状況下で「余裕」の把握

とその割り振りを「宮城県災害対策本部」「二次避難先の自治体」「受付ス

テーション」「受付ステーション内の避難者」の４者間で調整し決定するの

は極めて困難である。この点について市と県は，債権者らの質問に対し回答

していない（甲Ｂ１３の２の１０頁）。４者間の調整が困難であることが明

らかであるからである。 

③ 多くの避難者は受付ステーションに入れない 

 上記②の調整が困難である結果として，避難者が受付ステーションに到

着し，二次避難先を指定され，受付ステーションを出るまでの滞在時間は

長くなる。その間，多くの避難者は受付ステーションに入れず，路上での待

機を余儀なくされ，交通渋滞は極度に悪化し，受付ステーションにたどり

着く前に路上待機可能時間を超えてしまうことになる。 

⑺ 小括 

上記（４）のとおり，避難先自治体の受け入れ拒否のニュースが伝われば，

避難者の心理からして長時間かけてその自治体の受付ステーションに行くこ

と自体考えにくいし，受付ステーションに向かったとしても上記（６)の事情

で多数の避難者が路上での長時間待機を余儀なくされ，受付ステーションに
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たどり着くことすらできない。市と県の計画では受付ステーションにたどり

着くことができなかったこれらの避難者に二次避難先は指定しないことにな

る。 

受付ステーションにたどり着くことができなかった避難者に二次避難先を

指定するのかしないのかについて，市と県は債権者らの質問に正面から回答

することを拒否し，受付ステーションへの移動の必要性を繰り返しているだ

けである。 

  別紙債権者避難情報一覧表の債権者らの指定避難先が複合災害等の事情で

受け入れを拒否し，二次避難先の指定を受ける必要が生じた場合，市と県の

計画では長時間かけて指定避難先自治体の受付ステーションまで行かなけれ

ば二次避難先の指定を受けることができず，行ったとしても，そこで二次避

難先を指定してもらえる保証はない。様々な事情で指定避難先自治体の受付

ステーションに行くことができなかった避難者に二次避難先を指定しない市

と県の方針が非現実的で実効性を欠いていることは明らかである。 

 

４ バスの確保と手配ができない（実効性が欠けている第３の理由） 

⑴ 市の計画 

市の計画は， 

「自家用車による避難が困難な住民等は，国，宮城県又は石巻市が準備する

避難搬送用バス等により避難する」 

というものであるが，その場合， 

「行政区ごとに定めた一時集合場所に徒歩等により集合し，指定されている

避難先市町村の避難所受付ステーションに向かう」 

「避難搬送用バスには，石巻市職員を添乗させ広域避難所まで誘導する」 

ことになっている（甲Ｂ３の１６頁）。バスを利用する避難者が集合する一

次集合場所は計画の資料５（甲Ｂ３）に記載されている１４１箇所である。 
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⑵ 県の計画とガイドライン 

避難者の輸送手段について，県の計画は「宮城県は，必要に応じ，陸上自

衛隊，宮城海上保安部，公共輸送機関等に対し，避難者の輸送について協力

を要請し，緊急輸送車両等を確保するものとする。また，関係石巻市町は，

避難を要する住民等を指定集合場所に集合させ，避難の優先順位の高い者か

ら順に輸送するなど，必要な措置を講ずるものとする」（甲Ｂ１の７８頁）

と定めている。 

ガイドラインは，「避難対象地域の住民は，自助・共助を優先しながら避

難を実施するが，避難が困難な住民については，国，宮城県又は関係石巻市

町の準備する交通手段により避難を行うこととし，住民は関係石巻市町の指

示により，次の交通手段で避難を行うものとする」としたうえで，「自家用

車により避難所まで移動できない住民は，あらかじめ定める一時集合場所に

集合し，当該場所から国，宮城県又は関係石巻市町が確保した避難用の車両

（民間バス，自衛隊車両等）により目的地まで移動する」（甲Ｂ２の２０頁）

としている。 

従って，避難者の輸送用バスは，国・県，又は市の責任で確保する必要が

ある。 

⑶ 県と公益社団法人宮城県バス協会との協定書の締結 

県は平成３０年９月１３日公益社団法人宮城県バス協会（以下，協会）と

の間で，原子力災害時における緊急輸送に関する協定書（以下，協定）（甲

Ｂ１１の１の資料５）を締結した。 

同協定で協会の業務内容は以下のように規定されている。 

「本協定により，甲（宮城県）が乙（協会）又は乙の会員に対し協力を要

請する業務は，原子力災害の発生時の被災者（観光客等帰宅困難者を含

む）の輸送業務及びその他バスによる支援業務とする 

 甲は，乙が実施する業務が円滑に実施できるよう，情報の提供等必要
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な協力を行うものとする」（同３条） 

よって，一次集合場所に集合した自家用車を利用できない避難者を協会の

用意したバスによって避難させることができるかどうかが問題となる。 

⑷ バスの確保が困難 

① 協会の会員（事業者）（以下，事業者）に協力要請する実行責任者が不在 

      事業者にバスの提供を要請する責任を負うのは誰か（県か協会か）につき，

県は債権者らに対し，「災害時には，協定に基づき，宮城県の責任において，

原則として宮城県の災害対策本部から宮城県バス協会に対し，輸送支援を要

請する」「この要請内容について，協会（担当窓口）から個別事業者に伝達

する」と回答し，直接事業者にバスの提供を要請する責任を負うのは協会で

あるとの見解を示している（甲Ｂ１２の２の１３頁，甲Ｂ１３の２の１１

頁）。 

一方，協会は債権者らに対し，事業者にバスの提供を要請する責任を負う

のはあくまでも県であると回答している（甲Ｂ１４の２，甲Ｂ１５の２）。 

事故の発生によって，バスによる緊急輸送の必要が生じ，県が協会に協力

を要請した後，事業者に直接バスを要請する責任が協会（協会の県との担当

窓口の担当者）にあるのか，県にあるのかは極めて重大な問題である。なぜ

なら，直接事業者にバスを要請する責任者は継続的に 

 

Ａ 事業者が何人乗りのバスを何台保有しているかを把握する 

Ｂ 原子力災害発生時，バスの運転手の同意の有無も含め，何人乗りのバ

スを何台提供してもらえるか事業者毎の見込みを立てておく 

Ｃ 上記Ｂを踏まえ，協会全体からおよそ何台（何人分）のバスを提供して

もらえるかの見込みも立てる 

Ｄ 事業者との連絡網を整備しておく 

Ｅ 休日・夜間も含め，事故発生時に即座に対応できる体制を整えておく 
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必要があるからである。同時に， 

 

Ｆ 協会が責任者の場合，上記Ｃの結果を県に通知する。県が責任者の場

合，Ｃで明らかになった不足のバスを他の手段で調達する 

 

必要があるからである。県と協会は，事業者に直接バスを要請する責任を

互いに押しつけており，このままでは事故発生時，事業者にバスを要請す

る責任者が不在となり，バスの確保は不可能である。   

② 緊急輸送に必要なバスのトータル台数（座数）が把握されていない 

債権者らが市と県に「バスで輸送しなければならない石巻市内の避難者の

数は何人か。その根拠は何か。輸送に必要とするバスの台数は何台か」と質

問したことに対し，市と県は「住民登録や避難行動要支援者名簿等を基に，

現在，避難者数や必要台数について取りまとめ中です」（甲Ｂ１１の２の７

頁）と回答し，バス輸送を必要とする避難者数とバスの必要台数を把握して

いないことを認めている。 

又，「バスによるピストン輸送を想定しているのか。何台のバスが何回ピ

ストン輸送することを想定しているのか。予想される交通渋滞からしてピス

トン輸送は不可能ではないか」との質問に対しても，「住民登録や避難行動

要支援者名簿等を基に，現在，避難者数や必要台数について取りまとめ中で

す」（同）と回答している。市全体での必要台数が明らかになり，それに見

合うバスを協会が用意できて初めてバスによる輸送が可能となる。バスによ

る輸送については基本的なデータの収集すらできていないのが現状である。 

③ 必要台数のバスを協会から提供してもらえる保証がない 

債権者らが県に「宮城県あるいはバス協会から要請があれば協会の会員は

応ずるのか。応ずると判断する根拠は何か。応ずるか応じないか事前に調査
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するのか。調査しないまま，いざという時になって応じないことが判明した

時はどうするのか」「仮にバス会社が要請に応ずるとしても，運転手の同意

が得られる保証はないのではないか（３０ｋｍ圏内に居住する運転手は自ら

の家族を避難させる必要がある）」と質問したことに対し，県は「公益社団

法人宮城県バス協会とは，協力可能な範囲内で，御対応いただくこととして

いる」（甲Ｂ１１の２の７頁）「提供可能なバスの台数については，今後バ

ス協会と協議を進めてまいります」（甲Ｂ１２の２の１３頁）と回答し，何

台のバスを提供してもらえるか把握していないことを認めている。協会から

提供してもらえるバスの台数が不明であるということは，不足するバスの台

数も不明であるということに他ならない。現状では協会から提供してもらえ

るバスの台数，不足するバスの台数すら不明であり，上記のようにバスを確

保する責任を協会に押し付けている県の態度からして県に①のＡ～Ｆの責任

を果たすつもりがあるとは思えず，結果としてバス協会を通じてのバスの確

保は不可能である。 

⑸ 手配も困難 

① 手配の実行責任者が不在 

確保したバスをどこの一時集合場所に派遣するかを決定し，その決定を事

業者あるいはバスの運転手に誰が伝達するのかも重要である。この点につい

ての債権者らの質問に対し，県は，「輸送手段の確保状況等の情報のバス運

転手への連絡については，原則として宮城県災害対策本部→協会（担当窓口）

→個別事業者→バス運転手のルートで行うこととしている」と回答している

（甲Ｂ１３の２の１１～１２頁）。この回答によれば，事業者あるいはバス

の運転手に対する指示は協会（担当窓口）の責任で行うことになる。 

しかし，協会はいざという時，バスを手配する責任を負うのはあくまでも

県であるとの態度を取っている（甲Ｂ１４の２，甲Ｂ１５の２）。事業者に

バスの提供を要請する場面のみならず，提供を受けたバスを手配する場面に
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おいても，実行責任が誰かについて県と協会の見解は対立したままである。

現状では，事業者からバスの提供を受けたとしても手配者が不在ということ

になる。 

② バスの添乗員（市の職員）の確保と手配に手がついていない 

市の計画には「避難搬送用バスには，石巻市職員を添乗させ広域避難所ま

で誘導する」（甲Ｂ３の１０頁）と規定されているが，「職員のうち誰がど

のバスに添乗するのか決まっているのか」「職員の誰がどの一時集合場所の

参集要因になるのかが決まるのはいつ頃か」との債権者らの質問に対し，市

は「一時集合場所の参集要員が添乗することになりますが，従事者は，災害

時の他業務との関係を含め，今後検討してまいります」（甲Ｂ１１の２の７

頁）「一時集合場所の参集要員につきましては，バスの配車方法等と併せて

検討いたします。決定時期は未定です」（甲Ｂ１２の２の１４頁）と回答し，

具体的計画が無いことを認めている。協会を通じバスを確保し，バスが指定

された一時集合所に到着したとしてもバスを誘導する職員の添乗がなけれ

ば，避難を開始することができない。 

⑹ 小括 

債権者らのうち，別紙債権者避難情報一覧表の No.３の楳林由美子はバス

によって避難する予定である。自家用車で避難を予定しているその他の債権

者も原子力災害発生時に自家用車を使えるとは限らず，自家用車を使えない

場合は，バスで避難することになる。 

しかし，バスによる避難は（４）（５）の事情により困難であり，バスに

よる避難についての市と県の計画が実効性を欠いていることが明らかであ

る。 

 

５ 病院・高齢者施設・障害者施設の入院患者・入居者の避難が困難（実効性が欠
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けている第４の理由） 

⑴ 市の計画 

病院の入院患者の避難について，市の計画は「病院ごとに定めた避難計画

に従って，病院が所有する車両や自らが確保した避難搬送用バス等により，

病院職員等の指示に従い，避難経路を通って広域避難先の病院へ向かう」「避

難する場合には，輸送手段の確保等の避難体制が整ってから広域避難を実施

することになる」と規定する（甲Ｂ３の１９頁）。搬送手段については「避

難搬送用バス，福祉車両等は，各病院が自ら確保するほかは，国，宮城県，

関係機関の協力を得て確保し，各病院に手配する予定である」と規定し，最

終的には県の責任で確保することになっている。 

高齢者施設・障害者施設の入居者の避難について，市の計画は病院の入院

患者と同様，「各社会福祉施設ごとに定めた避難計画に従って，施設が所有

する車両や自らが確保した避難搬送用バス等により，施設職員等の指示に従

い，避難経路を通って広域避難先の福祉施設に向かう」「避難する場合には，

避難に伴うリスクの軽減を図るため，避難搬送用のバス等の確保等の体制が

整ってから避難を実施する」と規定し，施設が搬送手段を確保できない場合

については，「避難搬送用バス，福祉車両等は，各施設が自ら確保するほか

は，国，宮城県，関係機関の協力を得て確保し，各施設に手配する予定であ

る」と規定し，これについても最終責任は県にあるとしている（甲Ｂ３の１

９頁）。 

⑵ 県の計画とガイドライン 

県の計画は入院患者の避難について，「病院等医療機関は，原子力災害が

発生し，屋内退避又は避難の勧告等があった場合は，あらかじめ機関ごとに

定めた避難計画等に基づき，医師，看護師，職員の指示・引率のもと，迅速

かつ安全に，入院患者，外来患者，見舞客等を屋内退避又は避難，他の医療

機関へ転院させるものとする。入院患者，外来患者，見舞客等を避難させた
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場合は，宮城県に対し速やかにその旨連絡するものとする。また，宮城県は，

病院等医療機関の避難が必要となった場合は，国の協力のもと，医師会等の

関係機関と連携し，入院患者の転院先となる医療機関を調整するものとする。

宮城県内の医療機関では転院に対処できない場合は，周辺都道府県及び国に

対し，受入れ協力を要請するものとする」と規定している（甲Ｂ１の７４頁）。 

社会福祉施設の入所者の避難については，「社会福祉施設は，原子力災害

が発生し，屋内退避又は避難の勧告等があった場合は，あらかじめ施設ごと

に定めた避難計画等に基づき，職員の指示のもと，迅速かつ安全に，入所者

又は利用者を屋内退避又は避難させるものとする。入所者又は利用者を避難

させた場合は，県に対し速やかにその旨連絡するものとする。また，県は，

被災施設からの転所が県内の他の施設では対処できない場合は，周辺都道府

県及び国に対し，社会福祉施設等への受入れ協力を要請する等，避難先の調

整のため必要な支援を行うものとする」と規定している（甲Ｂ１の７４頁）。 

以上のように，県の計画では入院患者の搬送先の確保については「県が調

整する」ことになっている。県のガイドラインも同様である（甲Ｂ２の３０

頁）。社会福祉施設の入所者の転所先の確保については，上記のように「宮

城県内の他の施設では対処できない場合」は県が「避難先の調整のため必要

な支援を行う」ことになっている。 

入院患者の搬送手段については県のガイドラインでは「病院等が所有する

車両を最大限活用し，自力による避難に努める」が「国，宮城県又は関係石

巻市町が確保した車両（民間バス，自衛隊車両等），福祉車両，救急車又は

ヘリコプター等の輸送手段により避難を実施する」と定めている。 

同様に，社会福祉施設の入所者の搬送手段についても，県のガイドライン

では「社会福祉施設が所有する車両を最大限活用し，自力による避難に努め

る」が施設に車両がない場合は，「国，宮城県又は関係石巻市町が確保した

車両（民間バス，自衛隊車両等），福祉車両又はヘリコプター等の輸送手段
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により避難を実施する」と定めている。 

このように，県の計画及び県のガイドラインによれば，入院患者の搬送先

と搬送手段の確保及び社会福祉施設の入居者の搬送手段の確保の最終責任は

県にある。 

⑶ 病院の入院患者の搬送先と搬送手段が確保されていない 

３０ｋｍ圏内の病院が入院患者の避難先を事前に確保できない状態にある

ことは保険医協会の調査（甲Ｂ１７の１～２，甲Ｂ１２の１の資料１０）に

よって明らかである。「石巻市・宮城県において（保険医協会の調査によっ

て明らかになった）この現状を変えることはできるのか。できると判断する

根拠は何か。できる時期はいつ頃か」との債権者らの質問に対し，市と県は

「入院患者の避難先の確保については，災害時において，宮城県災害医療本

部及び宮城県原子力災害医療調整官が，避難元医療機関の入院患者の症状程

度等を個別に確認した上で，事前に受入可能との意思表示をいただいている

医療機関を中心に，受入可否を緊急時に確認してまいります」と回答してい

る（甲Ｂ１２の２の１５～１６頁）。 

この点について重ねて債権者らが「受入可能と（現時点で）回答している

病院名と病床数を明らかにされたい」と質問をしたことに対し，県は「現在，

必要な医療機関と十分な受入可能数が確保できるよう，協議を進めておりま

す」（甲Ｂ１３の２の１３頁）と回答し，受入先の確保ができない状態にあ

ることを認めている。 

因みに石巻市立病院の避難計画（甲Ｂ１３の１の資料２０）は，避難先の

確保について，第１３条２項で「避難先については，宮城県災害対策本部が，

各圏域内の医療機関の被災状況を踏まえた上で避難先病院等との調整を行う

ため，この指示によることを基本とする」と規定し，具体的な避難先病院等

は明示されておらず，現時点では受入先は確保されていない（甲Ｂ１３の２

の１２頁）。 
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入院患者の搬送手段の確保についても同様であり，この点について債権者

らの質問に対し県は，「関係団体との調整を図っていく」（甲Ｂ１１の２の

８頁）と回答しているが，「現時点では入院患者の搬送手段は全く確保され

ていないと理解してよいか」との重ねての債権者らの質問については「避難

先となる医療機関への輸送手段の確保について，関係団体等との協議及び調

整を行っております」（甲Ｂ１３の２の１３頁）と回答し，搬送手段を確保

できていないことを事実上認めている。 

⑷ 高齢者施設・障害者施設の入居者の搬送先と搬送手段が確保されていない 

この点について県は，債権者らの質問に対し「社会福祉施設（入所型）の

広域避難計画策定状況については，平成３１年１月に全対象施設において計

画が策定されたことを確認している」（甲Ｂ１３の２の１５頁）と回答した

ものの，重ねて債権者らが「計画の策定は完了しても（石巻市立病院の場合

と同様）避難先と避難手段は確保できていないのではないか。１２６施設中

避難先と避難手段の双方を確保できた施設数を明らかにされたい」と質問し

たことに対し，「社会福祉施設の避難について，避難先の調整は終えており

ますが，避難手段については，施設が保有する車両数を調査し，不足する場

合の車両等の確保に関し，関係団体等との協議及び調整を行っております」

（甲Ｂ１３の２の１３頁）と回答し，搬送先と搬送手段の双方を確保できた

施設数がゼロであることを事実上認めている。 

⑸ 小括 

債権者らが市内及びＵＰＺ内の病院あるいは高齢者施設に入院，入所中に

原子力災害が発生した場合，受入先と搬送手段が確保されていないため，避

難することができず，市と県の計画はこの点においても実効性が欠けてい

る。 

 

６ 市の行政機能の移転先（代替施設）が確保されていない（実効性が欠けている
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第５の理由） 

⑴ 市の計画 

市の計画には「石巻市は，庁舎が避難対象区域に含まれる等，庁舎としての

機能維持が困難となり，住民の避難先となった避難先市町村に庁舎が移転す

る事態となった場合においても，住民に対する行政サービスが継続できるよ

う，３０ｋｍ圏外に代替施設を確保する」と定められている（甲Ｂ３の３０

頁）。 

また同計画には「行政機能移転に必要な情報や移転する備品等を事前にリ

ストアップする等，移転体制の準備を進めておくものとする」と定められてい

る（同）。 

⑵ 市の行政機能の移転先（代替施設）が確保されていない 

この点について債権者らが， 

 

ア ３０ｋｍ圏外のどこに代替施設を確保する予定か 

イ リストアップは完了しているのか 

ウ 石巻市役所が避難対象区域に含まれた場合，石巻市役所総務部危機対策

課内の相談窓口の機能も停止すると理解してよいか 

 

と質問したことに対し市は， 

 

ア につき「現在検討中です」 

イ につき「現在検討中であり，リストアップは完了しておりません」 

ウ につき「相談窓口の機能については，現在検討中の代替施設において継

続することを考えております」 

 

と回答し，全く手がついていないことを認めている（甲Ｂ１１の２の９頁～
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１０頁）。 

⑶ 小括 

市の行政機能の移転先（代替施設）が確保されていなければ，債権者らの

避難は司令塔を欠いた避難とならざるを得ず，市の計画はこの点においても

実効性が欠けている。 

 

７ オフサイトセンターが機能しない（実効性が欠けている第６の理由） 

⑴ 県の計画 

県の現地災害対策本部（以下「現地本部」）は，原則として対策拠点施設

（以下「オフサイトセンター」）に設置する（甲Ｂ１の５９頁）。 

オフサイトセンター内に設置された現地本部の組織は，甲Ｂ１の図３－４

－２のとおりであり，所掌事務は表３－４－２のとおりである（甲Ｂ１の５

７～５８頁）。 

⑵ 広域避難におけるオフサイトセンターの役割 

債権者らの質問に対する市・県の回答に基づけば，市の広域避難に関し，

オフサイトセンター内の現地本部は以下の役割を果たすことになっている。 

 

ア 市が独自に避難指示を出す際，オフサイトセンター内に設置された国，

県，市の合同対策協議会と国の原子力災害対策本部等との連絡調整（甲

Ｂ１３の２の３頁） 

イ 避難経路の決定等を含む一時移転等の実施方針の確認（同３頁） 

ウ 住民の避難状況及び輸送手段の確保状況に係る情報の収集と，収集した

情報を元にした輸送支援要請等の活動（バスの確保と手配を含む）（同

１２頁） 

エ 入院患者・利用者の避難状況及び輸送手段の確保状況に係る情報の収集

と，収集した情報を元にした輸送支援要請等の活動（同１３頁） 
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オ オフサイトセンターに設置される緊急時モニタリングセンターにおける

緊急時モニタリングの実施と原子力災害対策本部が決定した安定ヨウ素

剤服用方針の地方公共団体への伝達（同１４頁） 

 

オフサイトセンターは，以上のように，上記１（避難指示の発出と避難），

２（二次避難先の指定），３（バスの避難と手段），４（要保護者の避難），

７（安定ヨウ素剤の緊急配布）に深く関わり重要な役割を果たすことになっ

ている。 

⑶ オフサイトセンターが機能しない 

県は債権者らの「オフサイトセンターが現地本部としての判断を下すため

には，最低限誰と誰が揃うことが必要か」との質問に回答していない（甲Ｂ

１１の２の１０頁）。又現地本部の要員が参集する時間については，「各人

の所属により異なるため，一概にお答えすることはできません」（同）と回

答し，又「それらのメンバーが参集し，オフサイトセンターとしての機能を

発揮できるまでの時間の予測はこれまでしたことがないと理解してよいか」

との質問に対しては「常駐する原子力規制事務所職員等が実質的な現地にお

ける国の責任者として必要な業務を行う」（甲Ｂ１３の２の１４頁）と回答

している。 

現地本部の組織（構成メンバー）は，上記のとおり甲Ｂ１の図３－４－２

で定められている。常駐する原子力規制事務所職員等が実質的な現地におけ

る国の責任者として必要な業務を行うことができるとしても現地本部はあく

までも県の組織であり，構成メンバーも同様である。現地本部としての判断

を常駐する原子力規制事務所の職員が代行して下せるはずはないし，下して

よいとの規定も存在しない。 

つまるところ，現地本部としての判断を下すうえにおいて，現地本部の構

成メンバーのうち最低限，誰と誰が揃うことが必要かが決まっておらず，そ



76 

 

のメンバーがオフサイトセンターに参集し，現地本部として判断を下すため

にどの程度の時間が必要かを調べたこともないということである。 

⑷ 小括 

上記のようにオフサイトセンター内の現地本部は，市の広域避難にとって

重要な役割を果たすことが予定されている。とりわけ市の行政機能の移転先

（代替施設）が決まらない状況下で原子力災害が発生し石巻市庁舎が避難対

象区域に含まれた場合，複合災害（地震，津波，停電）に耐えられる施設と

通信回線を備え，放射性物質を遮断する空気浄化フィルターを設置している

オフサイトセンター内の現地本部は，事実上，避難の司令塔となる。 

しかし，オフサイトセンター内の現地本部の意思決定システムが定まって

おらず，意思決定に必要なメンバーの参集時間も調べたことがないというこ

とであれば，福島第一原発事故の時と同じように原子力災害発生時の混乱の

ため必要なメンバーが参集できず，司令塔は機能不全に陥ることになる。 

 

８ 安定ヨウ素剤の緊急配布ができない（実効性が欠けている第７の理由） 

⑴ 市の計画 

市の計画によれば，安定ヨウ素剤の配布は以下のように行うことになって

いる（甲Ｂ３の２３頁）。 

イ 配布 

      ＰＡＺ圏内の住民等については，宮城県と連携し，原子力災害時の安

定ヨウ素剤服用の指示により，速やかに服用することができるよう，安

定ヨウ素剤を平時から事前配布する。 

      ＵＰＺ圏内の住民等については，避難指示が発令され，避難指示と同

時に安定ヨウ素剤の配布指示が発出されたときは，国・宮城県の指示に

より緊急配布となる。 

なお，事前配布されている場合には，安定ヨウ素剤を持参し避難する
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こととなる。 

ロ 服用の判断 

     安定ヨウ素剤の服用の判断は，原則，国が判断する。 

宮城県及び石巻市は，国の判断に基づき安定ヨウ素剤の服用等を指示す

る。 

ハ 服用のタイミング 

     安定ヨウ素剤を効果的に利用するためには，服用のタイミングが大変重

要であることから，国又は宮城県若しくは石巻市の指示による服用を行う

こととする。 

     安定ヨウ素剤の服用により，重篤な副作用のおそれがある者には，医師

等の判断により，安定ヨウ素剤を服用させないよう配慮し，避難を優先さ

せる。 

⑵ 県の計画とガイドライン 

緊急時に配布される安定ヨウ素剤の服用指示についての県の計画は以下の

とおりである。 

「緊急時における住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用については，原則

として，原子力規制委員会がその必要性を判断し，安定ヨウ素剤の服用指

示について，国の原子力災害対策本部又は地方公共団体から出されること

とされている。 

     宮城県及びＰＡＺを含む石巻市町等は，原子力災害対策本部の指示又は

独自の判断により，住民等に対し，原則として医師及び薬剤師並びに訓練

を受けた医療関係者及び地方公共団体職員の関与の下で安定ヨウ素剤を

配布するとともに，服用の指示又は指示を伝達するものとする。」（甲Ｂ

１の７４頁） 

県のガイドラインは安定ヨウ素剤の受領について以下のとおり規定してい

る。 



78 

 

「避難指示と同時に安定ヨウ素剤の配布指示が発令された場合，配布対象と

なる住民等は宮城県又は関係石巻市町が指定する配布場所を経由し，安定

ヨウ素剤を受領すること。」（甲Ｂ２の２１頁） 

⑶ 安定ヨウ素剤の緊急配布ができない 

    安定ヨウ素剤は，適切なタイミングで服用することにより予防又は低減を

することができる。すなわち放射性ヨウ素に曝露される２４時間前から曝露

後２時間までの間に安定ヨウ素剤を服用する必要がある。曝露後１６時間以

降であればその効果はほとんどないと報告されている。逆に放射性ヨウ素に

曝露後２４時間以上経過して安定ヨウ素剤を服用すると，甲状腺に蓄積され

た放射性ヨウ素の生物学的半減期を延長させるため有益性よりも有害性が大

きくなる可能性があるとされている（甲Ｂ１８の１の５頁，甲Ｂ１８の２の

３頁）。 

  また，服用を指示するにあたっては，原則として医師が関与し，副作用の

可能性もあることから医療関係者の指示を尊重して合理的かつ効果的に行う

ことが必要とされている（甲Ｂ１８の１の１８頁，甲Ｂ１８の２の１３

頁）。それ故，県も計画のなかで，「原則として医師及び薬剤師並びに訓練

を受けた医療関係者及び地方公共団体職員の関与の下で安定ヨウ素剤を配布

するとともに，服用の指示又は指示を伝達する」と規定したのである。 

しかし，以下の理由により安定ヨウ素剤を適切な時期と適切な方法で緊急

配布することは困難であり，同時に専門家の関与の下に服用させることも困

難である。 

① 配布場所が一時集合場所と検査所であれば服用すべきタイミングに服用

することができない 

市は，安定ヨウ素剤を一時集合場所において配布し，県は検査所におい

て緊急配布することにしている（甲Ｂ１２の２の１７頁）。 

しかし，一時集合場所に安定ヨウ素剤を配布する人員の確保について，市
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は「現在検討中です」と回答している（同）。一時集合場所で安定ヨウ素剤

を配布する人員を確保できるかどうか，確保できたとしても一時集合場所に

安定ヨウ素剤を適切な時期に届けられるかどうかが明らかになっていない。 

検査所については，上記２（６）②のとおり，検査所自体が予定どおり稼

働できるかどうか不明であり（甲Ｂ１３の１の資料では事故の「数日後」か

ら稼働開始とされている），稼働ができたとしても避難車の検査に何日もか

かることが予想され，その間避難者は路上で放射性物質に晒されたまま待機

を余儀なくされることになるのであるから，検査所でタイミングを失せず安

定ヨウ素剤を配布できる保証は全くない（甲Ｂ１３の２の１３頁の①の回

答）。 

② 医師及び薬剤師並びに訓練を受けた医療関係者及び地方公共団体職員 

の関与の下で配布することができない 

上記のように県の計画では，医師及び薬剤師並びに訓練を受けた医療関係

者及び地方公共団体職員の関与の下で配布し服用の指示（指示の伝達）も，

それらの立場の人達によって行うことになっている。一時集合場所と検査所

にそれらの立場の人を配置できるのかとの債権者らの質問に対し，県は「安

定ヨウ素剤の緊急配布時の体制につきましては，現在検討を行っておりま

す。」と回答し，配置できる体制が未整備であることを認めている（甲Ｂ１

３の２の１３頁）。 

③ 配布及び服用の必要性を判断し，指示を下すオフサイトセンター内の現

地本部がいつ立ち上げられるか不明 

ＵＰＺ内における安定ヨウ素剤の服用については，原子力規制委員会が原

子力施設の状況，緊急時モニタリング結果等に応じて，配布及び服用の必要

性を判断し，現地本部が指示することとされている（甲Ｂ１３の２の１４頁）。 

しかし上記のように肝心のオフサイトセンターの現地本部の意思決定シス

テムが定まっておらず，判断を下すための主なメンバーがいつ参集できるか
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も判明していない。 

配布及び服用の必要性を判断する主体をいつ立ち上げられるか不明 であ

る以上，適切な期間内に安定ヨウ素剤が住民に届き，服用について専門家に

よる適切な指示が出せる保証は全くないと言わざるを得ない。 

⑷ 小括 

以上のような現状に照らせば，債権者らは，適切な時期に安定ヨウ素剤を

受領し専門家による服用の指示を受け，服用することは困難である。 

 

第９ 実効性欠如の理由 

   以上のように，市と県の計画は，上記の７点において実効性が完全に欠けて

いる。その理由は以下のとおりである。 

   第１の理由は，避難者の視点を欠き，避難させる側の視点のみで計画を作成

したことである。債権者らが甲Ｂ１１の１，甲Ｂ１２の１，甲Ｂ１３の１で繰

り返し「車両での路上待機可能時間」を質問していることに対し，石巻市は当

初その趣旨を取り違えて回答し（甲Ｂ１１の２の４頁），その趣旨を正確に理

解した後は「路上待機可能時間につきましては，様々な要因があるため，具体

の数字を一概にお答えすることは難しいと考えます」（甲Ｂ１２の２の８頁）

と回答せざるを得なくなっている。避難者の視点を欠き，避難させる側の視点

のみで計画を作成したからである。債権者らが繰り返し市と県に合同説明会を

要求し，応じないのも避難者の視点を欠いた姿勢の表れである。避難者の意見

を聞かずして実効性のある計画を作成することができないのは当然のことであ

る。 

   第２の理由は，現場調査を欠いたことである。債権者らは指定された避難経

路を辿って検査所と避難先の受付ステーションまでの間の現場調査を行い，検

査所と受付ステーションが深刻な交通渋滞を引き起こすことを知った（甲Ｂ１

２の１の資料８）。その調査結果に基づき市と県に質問をしたところ，検査所
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の交通渋滞については県が「避難退域時検査場所は，女川地域原子力防災協議

会作業部会において検討を進め，これまで１３か所を選定しており，候補地の

追加につきましても，関係市町と連携しながら調整を進めております」（甲Ｂ

１１の２の３頁）と回答し，受付ステーションの交通渋滞については，市が「今

後，原子力防災訓練等を通じ，所要時間の精査や作業の効率化等に取り組んで

まいります」（甲Ｂ１１の２の４頁）と回答し，指摘された事実への認否を避

けている。指摘された事実への認否を避けているのは現場調査を行わず，机上

のみで計画を作成したからである。 

     その具体的な例が検査所の稼働開始日である。県は放射性物質放出後，「数

日後」を稼働開始日としているが，資材の運搬と要員の招集がうまくいかず，

「数日後」からさらに遅れる可能性があることは先に指摘したとおりである。

いつ開くかも分からない検査所の門の前に立って数日間（あるいはそれ以上）

路上待機を続ける避難者の不安と焦燥に想像を巡らせれば，検査所の計画が机

上のプランにすぎないことは即座に判明したはずである。現場調査を行わない

からその想像が生まれないのである。 

   第３の理由は，設計ミスの放置である。最大の設計ミスは３０ｋｍ圏内の脱

出と指定避難先自治体の避難所への避難を同時に達成しようとしたことであ

る。検査所の交通渋滞によって３０ｋｍ圏内の脱出が困難となること，検査所

と受付ステーションの交通渋滞によって避難所にたどり着くことも困難となる

ことは先に述べたとおりであり，まさに「二兎を追う者は一兎をも得ず」であ

る。市と県の避難計画に従った避難者は長期間３０ｋｍ圏内に留め置かれ，放

射性物質を浴び続けることになる。３０ｋｍ圏内からの脱出と避難所への避難

を分けて前者を優先する避難計画を策定するべきであったのである。 

例えば，実効性のある避難計画にするためには 

 

① ３０ｋｍ圏の外（４０ｋｍ～５０ｋｍの外に）に検査所を５０ヶ所程度設
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置する（数を増やす） 

② 設置と稼働は全て原子力事業者の役割とする 

③ 避難者は①の検査所で検査を受け，いったん各自の判断で３０ｋｍ圏の外

に脱出し，各自の判断で避難先を見つける。但し，バス輸送者や避難先を

確保できない避難者のための一時的受け入れを県外の自治体に依頼し，協

定を結ぶ（申立外美里町はそのようにしている。甲Ｂ２２） 

④ 県内の避難所が可能な状態になってから，その避難所を利用できる人達の

リストをテレビその他の方法で「石巻市○○小学校区の避難者は仙台市の

○○体育館の利用が可能」と流す 

 

必要がある。 

このような計画にすれば県内の避難先自治体が複合災害等に見舞われ，受け

入れが一部困難となった場合（実効性が欠けている第２の理由）にも十分対応

が可能である。 

３０ｋｍ圏内の脱出と指定した避難先自治体の避難所への避難を同時に達成

しようとして極度の交通渋滞を生じさせ，両方とも達成困難となっているのが

現在の計画である。市と県はそれを正面から認めず放置したままである。 

避難先自治体が複合災害に見舞われ受け入れ拒否した場合であっても，いっ

たんは定められた避難先自治体の受付ステーションに行かなければ二次避難先

を指定してもらえないという二次避難先の指定方法があらゆる意味で非現実的

で実効性を欠いていることは先に述べたとおりであるが，受付ステーションの

制度も同様である。 

   受付ステーションを設けるデメリットとしてかねて指摘されていた「振り分

け作業に時間を要することにより，受付ステーション周辺の交通渋滞が発生す

る」（甲Ｂ１３の１の資料１４）を重要視し，現場調査を行えば，受付ステー

ションが深刻な交通渋滞を引き起こすことは容易に知り得たにもかかわらず，



83 

 

受付ステーションを設けるという計画を変えずに今日に至っている。 

   避難所を事前に決定する方法，すなわち「○○小学校区の住民は仙台市の○

○体育館」と定め周知させ，検査所の検査をパスした避難者は各自その避難所

に直接向かうという方法を採用する余地も十分あり得たのである。受付ステー

ションを設ける場合と事前に避難所を決定しておく場合の比較を行わず，設計

ミスにメスを入れず放置したことが実効性の欠如を生んだ原因である。 

   二次避難先の指定方法については，債権者からその非現実性を繰り返し指摘

されているにもかかわらず，市は県のガイドラインの方針を踏襲する方針を変

えようとしていない（甲Ｂ１２の２の１０頁）。これは明らかに「修正の必要

があると認める場合には，これを変更するものとする」市の計画の見直し条項

（甲Ｂ３の１頁）に反する態度である。 

   第４の理由は，県が現場責任を果たそうとしないことである。 

「現場は人任せ」が現実になったのがバスの確保と手配である。前述のよう

に，県はいざという時のバスの確保と手配は協会の責任で行うという態度を崩

していない。しかし，甲Ｂ１３の１の資料１７～資料１９を見れば明らかなよ

うに，いざという時のバスの確保と手配は県が行う（協会はそれを支援する）

という前提で協定が締結されたことは明らかである。 

そもそもバス協会はバスの確保と手配を県から請け負うことができるような

性格の団体ではない。甲Ｂ１４の２の回答で「運行の可否は，各々事業者の判

断によるもので，バス協会が強制的に向かわせるものではありません」とわざ

わざ断っているように，バス協会は「運送事業の公益性の維持と健全な発展」

「公共輸送機関としての使命を果たし広く社会に貢献すること」「会員相互の

連帯と協調を図ること」を目的とした公益社団法人であり，目的とする事業も

「旅客自動車運送事業の調査研究及び知識の普及並びに業務の指導」「バス施

設等の整備に対す助成及び旅客の利便の増進を図るための事業」等に限られて

いる（甲Ｂ１５の３～５）。 
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バスを確保するためには上記４（４）①のＡ～Ｆの努力を普段から続ける必

要があるだけではなく，事故発生時には多数の事業者と連絡を取り，大量のバ

スを借り上げるとともに，そのバスを一時集合所に派遣し，定められたルート

に従って避難者を避難所まで輸送しなければならず，極めて多数の相手方との

膨大な連絡作業を必要とする。事業者に対しても半ば強制に近い要請と指示を

繰り返さなければならず，バス協会の１人や２人の事務局員にこなせるような

作業量ではない。バス協会はその目的や体制等に照らしそのようなことができ

る団体ではなく，県はそのことを十分承知のうえで協力を要請したのである。 

にもかかわらず，協定を締結した途端，態度を変えてバスの確保と手配の実

行責任を協会に押しつけている。「現場は人任せ」という県の態度が計画に実

効性を失わせている原因の一つである。 

第５の理由は，福島第一原発事故の教訓を反映させていないことである。オ

フサイトセンター内の現地本部の意思決定システムが決まっておらず，参集訓

練が行われていないこと，安定ヨウ素剤を適切な時期に専門家による指示の下

に服用できる体制が整っていないことがその象徴である。 

これらの理由は，避難計画設計の根本が誤っていることを示すものである。

根本的な部分が誤っている以上，市と県の避難計画は，小手先の修正により実

効性が得られる見込みはないといってよい。 

 

第１０ 実効性の欠いた計画（市と県の事前防災義務違反）は避難者を危険かつ一

層困難な状況に追い込む 

   例えば，実効性が欠けている第１の理由（交通渋滞で避難所にたどり着けな

い）の場合，検査所による交通渋滞が何日もかかることを知らず，１～２日で

最終避難所にたどり着けると信じて避難を開始した避難者は，１～２日を過ぎ

ても市内を脱出できないことを知り，そのまま指定避難路に従った避難を継続

するべきか，指定避難路から外れ，自分の判断で避難すべきかの決断を迫られ
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る。検査所は放射性物質放出後，「数日後」に稼働を開始することが予定され

ているが，それがさらに遅れることがあることは先に述べたとおりである。検

査を受ける避難者の車両は，その間検査所の入口の前で放射性物質を浴びつつ

門が開くのを待つことになる。しかし，門がいつ開くのか，今の状況ではその

時になってみなければ分からない。 

検査所の開設の遅れとそれによる交通渋滞によって長期間市内を脱出できな

いだけではなく，避難所にたどり着くことも困難であることをあらかじめ知っ

ていれば，指定された避難経路以外のルートで３０ｋｍ圏内からの脱出を優先

することができたにもかかわらず，市と県の避難計画に従ったために，放射性

物質を浴びつつ長期間の路上での危険かつ無駄な待機を余儀なくされる。 

実効性が欠けている第２の理由（非現実的な二次避難先の指定方法）の場合，

受け入れを拒否された避難先自治体の受付ステーションに行く以外の二次避難

先の指定方法が用意されていない以上，受付ステーションにたどり着くことが

できなかった避難者はどこに避難してよいか分からない状態のまま放置され

る。 

   実効性が欠けている第３の理由（バスによる避難）の場合，上記のように県

は，バスの確保と手配に関し，その実行責任者は協会との態度を崩しておらず，

逆に協会は，バスの確保についても手配についても実行責任者は県であるとし

ている。この状況では，いざという時のバスの確保のための準備（上記４（４）

①のＡ～Ｆ）を責任を持って継続的に行う主体が存在しないことになる。のみ

ならず，いざという時，バスの提供の要請と提供されたバスを手配する主体も

存在しないことになり，バスの確保と手配は不可能となる。 

   協会と県とのこのような見解の対立が潜んでいることを知らないまま事故が

起き，バスが手配されるものと信じて一時集合場所に集まった避難者は，いつ

までたってもバスが来ず，来るか来ないか，来るとしてもいつ来るか分からな

い，どこに連絡すればそれが分かるのかも分からない状況に立たされ，長期間，
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放射性物質を浴びつつ放置される。 

よしんばバスが来たとしても，極度の交通渋滞に巻き込まれることになり，

食料の不足や体調の悪化に耐えきれなくなった避難者達が指定避難路から外れ

た避難を求めても，そのような場合，どこに避難するべきかの指示が添乗した

市職員に与えられていなければ，路上待機を延々と続けざるを得ない。バスの

運転手の拘束時間が厚生労働省の基準告示を超え，「睡眠を取らずにこれ以上

運転を続けることができない」と運転業務の中止を申し出ても，バスに乗って

いる避難者は無論のこと，添乗した市職員もどうしてよいか分からないという

事態に陥る。 

   バスによる避難はそもそも困難であることを事前に分かっていれば別な手を

打つこともできたにもかかわらず，市職員も避難者も計画に従った行動をとっ

た結果，別な手を打つ機会を奪われ，状況が極めて悪化した後に実効性の欠如

を知り，一層困難な避難を余儀なくされる。路上待機の長期化は放射性物質に

さらされる危険性も増加させる。病院の入院患者や高齢者施設等の入居者の避

難は現状ではほぼ絶望的である。搬送先（避難先）と搬送手段（車両，運転手）

の確保の目途が全くついていないからである。 

オフサイトセンター内の現地本部の立ち上げが困難であることを知らないＵ

ＰＺ内の自治体は，現地本部からの指示を待ち続け，指示がないことを知って

いれば自らの判断で取ることができた処置を取れないでしまうことになる。 

   詰まるところ，計画に実効性がないことを市と県が認めず，そのことを避難

者に知らせないまま事故が発生すれば，市も県も計画どおりに事を進めようと

し，実効性がないことを知らされていない避難者も計画に従って行動する結果，

双方とも避難を開始し，相当期間経過後，極めて厳しい場面に至って実効性の

欠如を知ることになり，「こんなことになることが分かっていれば，計画に従

わず当初の段階から自分の判断で避難すれば良かった」と思うことになるが，

その場面では避難者は無論のこと，避難させる側の市も県も選択肢は限られて
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いる。 

以上のように，実効性のない計画に従わせることは，避難者に危険かつ一層

困難な避難を強いることになる。そして，その間，避難者は放射線に曝され，

生命・身体に深刻な被害をこうむる可能性がある。 

 

第１１ 市と県の避難計画は，事前防災義務に違反し，違法である 

上記のとおり，市と県の避難計画には実効性が完全に欠けていること，実効

性が欠けている理由が制度の根幹にかかわるものであり，小手先の修正により

実効性が得られるものでないこと，そして実効性のない避難計画は，かえって

住民の避難を困難にし，生命・身体に深刻な被害を与える可能性が高いことは

明らかである。それが上記第７の原子力基本法及び原子力規制委員会設置法等

に違反し，第７の５の事前防災義務に違反することは既に述べたとおりである。 

よって，市と県の避難計画の現状は，これら法令に違反し，違法である。 

地方自治法第２条２項「普通地方公共団体は，地域における事務及びその他

の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理す

る。」とされ，また同条１６項は，「地方公共団体は，法令に違反してその事

務を処理してはならない。なお，市町村及び特別区は，当該都道府県の条例に

違反してその事務を処理してはならない。」と規定し，法令遵守を求めている。 

従って，市と県は，かかる違法状態をさらに悪化させる行為をすることは許

されない。再稼働に対する同意は違法状態をさらに悪化させる行為に該当する。 

 

第１２ 債務者らが同意しない限り女川原発は再稼動できない  

１ 本件安全協定１２条と再稼働との関係 

市，県及び申立外女川町と東北電力とは，女川原発に関し，地域住民の健康

を守り生活環境の保全を図るため，「女川原子力発電所周辺の安全確保に関す

る協定書」によって安全協定を締結している（甲Ａ２９）（以下「本件安全協
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定」という）。 

     本件安全協定１２条（計画等に関する事前了解）において，東北電力は女川

原発及びこれと関連する施設等を新増設しようとするとき又は変更しようと

するときは，事前に県及び市，申立外女川町（以下，この３者を「債務者ら」

という。）に協議し，了解を得るものと定められている。かかる規定は，女川

原発及びその関連施設等の新増設又は変更は，放射性物質が大量に外部に放出

されるような事故のリスクに重大な影響を与える可能性があることから，その

リスクについて東北電力に説明を尽くさせ，もし十分な説明がなされず安全性

に疑義が生じた場合は，当該新増設又は変更を了解せず，もってリスクの増加

を食い止めて地域の安全を確保するという趣旨から設けられたものと解され

る。 

     東北電力は，東北地方太平洋沖地震，福島第一原発事故及び新規制基準の施

行を契機として，女川原発について様々な施設，設備の新増設ないし変更を行

ってきたが，これについての債務者らの事前了解は未だなされていない。これ

は，本来は債務者らの事前了解がなされなければ，東北電力は実施できないこ

とであるが，女川原発が東北地方太平洋沖地震の発生以来，一度も稼働してお

らず，その事故発生のリスクは極小化されている状態で，施設等の新増設・変

更が直ちに地域住民の健康や生活環境の保全に影響を与えるおそれはないか

らこそ，許容されてきたものと解される。 

東北電力が，様々な施設等の新増設・変更を既に行ってきた現在の状況で，

女川原発を再稼働するのであれば，当然，本件安全協定１２条に基づき，債務

者らの事前了解を得なければならず，そうでなければ本件安全協定に違背する

こととなる。本件安全協定違背となれば，本件安全協定１３条に基づき，債務

者らは東北電力に対して女川原発の停止を含む必要な措置を求めることがで

きると解され，東北電力はこれに従わなければならない。 

実際，女川原発２号機の再稼働を目指す東北電力は，平成２５年１２月２７
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日の原子炉設置変更許可申請の前日，債務者らに対して，本件安全協定１２条

に基づき，原子炉設置変更許可申請に関する事前協議を申し入れている（甲Ａ

４２の１ 東北電力ホームページ）。 

後記３のとおり，このような運用は，新規制基準施行後，他の原子力発電所

とその各立地自治体においても同様である。すなわち，本件安全協定の事前了

解に係る規定は，地方自治体に再稼働の「同意権」を認めたものと一般に解さ

れている20から，本申立てでは，一般的な用語にしたがって，原子力発電の新

増設・変更に係る事前了解を「同意」と呼ぶこととする。 

 

２ 安全協定に法的拘束力があること 

  原子力安全協定は，公害防止協定同様，法的拘束力のある公法上の契約と解

される（石崎(2018)（甲Ａ３２・６０頁））。従って，本件安全協定１２条の事

前了解は，単なる協議についての取り決めではなく，債務者らの同意がなけれ

ば，女川原発及びこれと関連する施設等の新増設・変更が許されないとの法的

効果を有するものであり，既に施設等の新増設・変更がなされた女川原発につ

いては，再稼働が許されないとの法的効力を有するものである。 

これについては単なる紳士協定とする説もあるが，そもそも原子力安全協定

は，地域住民の健康を守ることを目的として締結されたものである。にもかか

わらず安全協定を遵守しようがしまいが原子力事業者の考え次第というので

はかかる安全協定を締結する意味がない。 

本件安全協定の内容を見ても，第１条は「乙は，発電所の建設及び保守運営

に当たっては，関係法令の規定及び 法令の規定に基づく保安規定のほか，こ

の協定を厳守して安全性の確保に努めるものとする」として，本協定を法令や

                                                 
20 脱原発をめざす首長会議は，２０１８年４月２８日，「日本原子力発電が締結した安全協定

にならい，各電力会社は『事前了解権』（同意権）を原発周辺自治体に認めるよう求める決

議」（甲Ａ３１）を採択し，政府は３０ｋｍ圏内自治体の「事前了解権」（同意権）を認める安

全協定を締結するよう促すこと等を求めている。 
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保安規定と同列のものとして厳守し安全性の確保に当たるものとしている。 

さらに同１０条は「甲は，発電所の周辺環境の安全を確保するため必要と認

めたときは，乙に対して発電所の保守運営に関し報告を求め，又は甲の職員に

発電所の立入調査をさせることができる」とし，同１１条は「甲は，立入調査

の結果，地域住民の安全確保のため，特別な措置を講ずる必要があると認めた

場合は，国を通じ若しくは直接乙に対し，発電の制限等適切な措置を講ずるこ

とを求めるものとし，乙は誠意をもってこれに応ずるものとする」とし，同１

３条は「甲は，乙がこの協定に定める事項に違背した場合には，必要な措置 を

とるものとし，乙はこれに従うものとする」と規定する。このように具体的な

立入調査権，適切な措置の要求権，違背時の措置権まで規定している。しかも

立入調査権については「必要と認めた時には」無留保で立入できるとし，適切

な措置要求権については「応ずるものとする」と義務的文言が使用され，違背

時の措置権についても「従うものとする」と義務的文言が使用されている。 

以上の各規定に照らせば，本件安全協定には法的拘束力があり，東北電力は

市・県の事前了解（同意）がなければ再稼働はできないと解するのが妥当であ

る。 

  

３ 安全協定を紳士協定と解したとしても，同意がなければ再稼働できない  

⑴ 再稼動を果たした原発は例外なく地元同意を得ている 

     新規制基準の施行後に再稼働を達成した原子力事業者は，すべて，実質的

な適合性審査合格判断に当たる原子力規制委員会の設置変更許可後，再稼動

に先立って安全協定に基づく同意を立地自治体から得ている。 

      すなわち，九州電力川内原子力発電所１，２号機については，平成２６年

９月１０日の設置変更許可の後，同年１０月２８日に薩摩川内市の岩切秀雄

市長が，同年１１月７日に鹿児島県の伊藤祐一郎知事が，それぞれ再稼働に

同意（九州電力や鹿児島県知事らの表現としては，「新規制基準施行に伴う
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原子炉設置変更許可申請に係る事前協議について了承」）した。そして，平成

２７年８月１１日に１号機が，同年１１月１７日に２号機が，それぞれ通常

運転を再開している（甲Ａ３４の１～６）21。 

      四国電力伊方原子力発電所３号機については，平成２７年７月１５日の設

置変更許可の後，同年１０月２２日に伊方町の山下和彦町長が，同月２６日

に愛媛県の中村時広知事が，それぞれ再稼働に同意し，平成２８年９月７日

に通常運転を再開している（甲Ａ３５の１～５）。 

     関西電力高浜原子力発電所３，４号機については，平成２７年２月１２日

に設置変更許可がなされた後，同年１２月３日に高浜町の町瀬豊町長が，同

年１２月２２日に福井県の西川一誠知事が，それぞれ再稼働に同意し22，平成

２８年２月１日に３号機が，同年２月２６日に４号機が，それぞれ原子炉が

起動している（甲Ａ３６の１～７）。 

     関西電力大飯原子力発電所３，４号機については，平成２９年５月２４日

に設置変更許可がなされた後，同年９月２５日におおい町の中塚寛町長が，

同年１１月２７日に福井県の西川一誠知事が，それぞれ再稼働に同意し，平

成３０年４月１０日に３号機が，同年６月５日に４号機が，それぞれ本格運

転を再開している（甲Ａ３７の１～７）。 

      九州電力玄海原子力発電所３，４号機については，平成２９年１月１８日

に設置変更許可がなされた後，同年３月７日に玄海町の岸本英雄町長が，同

年４月２４日に佐賀県の山口祥義知事が，それぞれ再稼働に同意し，平成３

０年５月１６日に３号機が，同年７月１９日に４号機が，それぞれ通常運転

を再開している（甲Ａ３８の１～５）。 

                                                 
21 原発の「再稼働」では，「原子炉起動」「原子炉臨界」「発電再開」「通常運転（本格運転）再

開」と，段階的に出力を上げていくことになり，「通常運転（本格運転）再開」はその最終段

階に当たる。 
22 高浜原発３，４号機については，福井地決平成２６年４月１４日（判例時報２２９０号１３

頁）によって運転差止仮処分命令が発せられており，同意が遅くなったのはその影響と考えら

れる。 
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     このように，新規制基準施行後に再稼働を果たした原発については，例外

なく，それらに先立って立地自治体から再稼働の同意表明がなされている。

前記各原発に係る安全協定には，必ずしも再稼働の事前了解権（同意権）は明

示されていないものの，施設等の増設・変更に係る事前了解や事前協議に係

る規定から，例外なく，立地自治体には再稼働の事前了解権（同意権）がある

という運用がなされているのである。 

⑵ 設置変更許可等がなされても，同意がなければ再稼動されていない 

    東京電力柏崎刈羽原子力発電所６，７号機については，平成２９年１２月

２７日に原子炉設置変更許可がなされた。だが，新潟県は，「福島第一原発

の事故原因の検証」，「原発事故が健康と生活に及ぼす影響の検証」，「万

一原発事故が起こった場合の安全な避難方法の検証」という３つの検証を進

めていくこととしており，それらの結果が示されない限り，原発再稼動の議

論を始めることはできないという考えを示している（甲Ａ３９の１～４）。

これらの検証が終了する時期についての目途はたっておらず，その結果，再

稼動時期はいまだに見通せない。 

日本原電東海第二原子力発電所については，平成３０年９月２６日に原子

炉設置変更許可がなされ，同年１１月７日には運転期限延長認可もなされた。

これに先立ち，平成２９年３月２４日に開かれた周辺６市村で構成する「原

子力所在地域首長懇談会」において，日本原電の村松衛社長は，「自治体の合

意が得られるまでは（東海第二原子力発電所を）再稼働できないという覚悟

を持っている」と発言し，自治体の事前了解がなければ再稼働できないとの

認識を示している。日本原電は，東海第二原発が立地する茨城県，東海村の

みならず，水戸市など周辺５市にも再稼働の実質的な事前了解権を認める新

たな安全協定を結んでおり，周辺自治体の中には再稼働に反対する意向を表

明した首長もいることから，再稼働は未だ見通せない（甲Ａ４０の１～４）。 

柏崎刈羽原発及び東海第二原発についても，各安全協定の内容は，必ずし
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も再稼動について立地自治体の事前了解権（同意権）は明示されていない。

だが，この２つの原発については，新規制基準の適合性審査を通過しても，

地元同意が得られていないため，未だ再稼働の目途が立っていないことは明

らかである。 

福島第一原発事故後の原子力発電のおかれた社会状況に鑑みても，県や市

のような立地自治体の同意なしに，事業者が原発を再稼動させることは不可

能である（石崎(2018)（甲Ａ３２・６１頁））。 

⑶ 田中委員長の発言 

    田中俊一原子力規制委員会委員長（当時）は，平成２４年１０月３日の記

者会見において，「再稼働の可否の判断というものを，どこかの機関がやるべ

きだと思われますか」という記者からの質問に対し， 

   「やらないと動かせないのだと思います。その判断の大きな必要条件という 

か，判断をしていただくための基準として，私どもが示す安全性の問題があ

るのだと思っています。ただ，それで実際にあちこちの原子力発電所が動く

かというと，私は実際はそれでは動かなくて，地元の了解，県とか地域とか，

いろいろな条件があって動くのだと思いますので，そちらまでは私たちの範

囲ではないということを申し上げております」（甲Ａ４６・１２頁） 

   と回答している。 

⑷ 小括 

以上に述べた実際の立地自治体の同意と再稼働との関係及び関係者の発言

からして，仮に原子力安全協定を単なる紳士協定とみたとしても，県及び市

がいずれも再稼働に同意しない限り，東北電力が女川原発を再稼働すること

は，事実上あり得ない。 

報道機関においても，「（女川原発の）再稼働には立地する宮城県や女川町

などの同意を得る必要がある」（甲Ａ４７ 日本経済新聞）と，再稼動のため

に債務者らの同意が必要であることは当然のように述べられている。 
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したがって，仮に本件安全協定に法的拘束力がないとしても，債務者らの

同意と女川原発の再稼動とは密接に結びついており，債務者らの同意は再稼

動の不可欠の前提であるから，債務者らの同意も差止請求の対象となるとい

うべきである。 

 

第１３ 避難計画の実効性を無視した再稼働の同意は違法である 

１ 地方自治体がする同意の意味 

   原発の再稼働にあたっては，原子炉設置許可処分が出された後，自治体が同

意について判断するのが一般であり，自治体が同意してはじめて原発は再稼働

をすることになる。 

例えば本申立において問題にしている実効性のある避難計画の策定義務のよ

うに，原発の再稼働にあたっては，地方自治体の側にも再稼働前に果たしてお

くべき法的義務がある。原発の再稼働にあたり地方自治体がする同意には，単

に原発の稼働を容認することを意味するだけでなく，地方自治体側においても，

原発の再稼働の条件が整っていることを，東北電力のみならず，市・県の職員

や住民に対して確認・表明する意味を持つ。 

   逆に言えば，かかる条件が整っていないにもかかわらず同意をすることは許

されないと言うべきである。 

２ 二重の事前防災義務違反 

これまで述べてきたように市と県の避難計画は原子力基本法及び原子力規制

委員会設置法等との関係，原子力災害対策指針との関係，立地規制との関係，さ

らに市や県の避難計画，ガイドラインとの関係においても実効性を確保すること

が求められている。現状の市と県の避難計画が実効性を欠き，大川小学校訴訟の

控訴審判決で指摘された事前防災義務に違反していることはこれまで詳しく述

べたとおりである。 

 市と県が女川原発２号機の再稼働に同意すれば，女川原発２号機が再稼働さ
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れ，事故発生の確率は稼働前より格段に上昇する。事故が発生すれば市及び県の

職員も避難者も計画の実効性は確保されているものと信じて，計画に従った避難

を開始してしまう。避難計画が一切ない場合に比較しても，一層危険かつ困難な

避難を強いられ，生命・身体に具体的な危険が発生することは確実である（上記

第１０）。現状で再稼働の同意をすることは，事前防災義務違反の結果（一層危

険かつ困難な避難）を現実化させる恐れを生じさせ，実効性ある避難計画の策定

を義務付けた災害基本法及び原子力災害対策特別措置法の各規定と原子力災害

対策指針の目的，市の計画，県のガイドライン及び「地域住民の健康を守り生活

環境の保全を図る」ために締結された安全協定の趣旨目的に１８０度違背するも

のとして違法である。 

 

３ 裁量権の収縮 

 もちろん，一般論としては，債務者らの首長には同意するかどうかについて行

政裁量がある。しかし，規制権限不行使という場面ですら「国民の生命身体健康

に対する毀損という結果発生の危険があって，行政庁において規制権限を行使す

れば容易にその結果発生を防止することができ，しかも行政庁が権限を行使しな

ければ結果の発生を防止できないという関係にあり，行政庁において右の危険の

切迫を知りまたは容易に知り得べかりし状況にあって被害者としては規制権限

の行使を要請し期待することが社会的に容認されうるような場合には，規制権を

行使するか否かについての裁量権は収縮・後退して，行政庁は結果発生防止のた

めその規制権限の行使を義務づけられ，その不行使は作為義務違反として違法と

なる」（東京スモン判決，東京地裁昭和５３年８月３日）とされている。 

 本件は規制権限を積極的に行使する場面ではなく，単に現状変更を了解しない

という消極的な権限行使の場面である。従ってなおさら裁量権収縮の理論が当て

はまるというべきである。 

本件で了解するかどうかについて複雑な考慮要素は存在しない。女川原発から
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の放射性物質の異常な放出等の事態が発生しても，その周辺住民の被ばくを最小

限に抑えるための実効性のある避難計画の作成が義務付けられているという立

場において，現実には実効性のある避難計画を作成できないままで再稼働を了解

することが，災害基本法及び原子力災害対策特別措置法の各規定と原子力災害対

策指針及び「迅速かつ確実な広域避難を実施できる体制の構築」を目的とした市

の計画，県のガイドライン並びに安全協定の目的である「地域住民の健康を守り

生活環境の保全を図る」ことに合致するかしないかの判断が問われているのみで

ある。このような場面では行政裁量の働く余地は極めて少なく，特段の事情がな

い限り「実効性のある避難計画の作成がなされていない中での再稼働は了解でき

ない」との判断しかできないというべきである。 

 

第１４ 債務者らは女川原発の再稼動に同意する蓋然性がある 

 １ 債務者らの検討会では避難計画の検証はなされていない 

     平成２５年１２月２６日，債務者らに対して，本件安全協定１２条に基づき，

原子炉設置変更許可申請に関する事前協議が申し入れられたことを受けて，債

務者らは「女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会」を設置し，令和

元年１０月２３日までに２１回の会合を重ねてきている（甲Ａ４２の２ 宮城

県ホームページ）。 

だが，同会合では規制委員会の審査を終えた項目に関する東北電力の説明に

多くの時間が割かれ，避難計画を検証するための検討はなされていない23。委

員のひとりである東北大学教授の今村文彦氏は，「静岡は原発の安全ではなく，

地域の安全を大前提に原発を考える。宮城は規制委のダブルチェックどまりで，

県内に立地しているという観点が抜けている」（甲Ａ４２の３ 河北新報）と

述べている。 

                                                 
23 債権者ら代理人が宮城県ホームページに掲載された検討会の毎回の議事次第を確認した限り

では，避難のことは一度も議題に上がっていない。 
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債務者らが上記検討会を設けながら避難計画の実証性を検証しないのは，女

川原発の安全性を検討したという外形を繕いつつ，避難計画の実証性の欠如に

目をつぶったまま，女川原発の再稼動を容認したいからに他ならない。 

 

 ２ 債務者らの再稼動への同意が見込まれること 

県の村井嘉浩知事は，令和元年９月２７日，原子力規制委員会における女川

原発の適合性審査の終了を受け，報道機関から再稼動への賛否を問われると，

「全て再稼動に結びついているのは事実」と認めつつ「当然白紙でございま

す」等と述べている（甲Ａ４２の４ 仙台放送）。 

   だが，東北電力の株主である県は，同年６月２６日に開催された東北電力の

株主総会で，市民団体「脱原発東北電力株主の会」が提案した定款変更５件に

反対の意思表示をし24，女川原発再稼働容認の立場を明らかにしている。河北

新報社が平成２９年９月までに実施した県内の有権者を対象にしたアンケート

では，女川原発の再稼動について，「反対」が６８％だったのに対して，「賛

成」は２８％にとどまった（甲Ａ４４）。村井知事が，同意の意向を固めてい

ることは明白である。 

   また，市も前記株主総会において，県と同じく反対の意思表示をしている

上，同市の亀山紘市長は，東日本大震災発生から２か月も経たない平成２３年

５月９日の記者会見で，既に女川原発の再稼動を容認する考えを示している

（甲Ａ４５ 河北新報）。 

   以上の状況からすれば，債務者らは，近いうちに女川原発の再稼動に同意す

る蓋然性がある。過去の例から類推すれば，原子力規制委員会が設置変更許可

処分をしてから数か月以内に同意する可能性が高いと考えられる。債務者らが

同意すれば，東北電力が女川原発を再稼働する上での大きな障害はなくなる。 

                                                 
24 一方，女川原発の再稼働に反対する立場を明らかにしている宮城県美里町は，「再稼働に反

対する町の姿勢に合致する」との理由で５件中４件の提案に賛成している。 
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第１５ 被保全権利 

１ 人格権に基づく同意差止め請求 

  人格権は，個人の生命，身体，精神及び生活の平穏等の人格的利益を保護法

益とする権利で，憲法上保障された権利であり（１３条，２５条），かつ，私

法上の排他的性質を有する権利である（平成７年７月７日最高裁第２小法廷国

道４３号線・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件判決）。したがって，

この人格権について違法な侵害を受けた者は，その侵害を排除することができ

る。また，現実の侵害が発生していなかったとしても将来違法な侵害が発生す

るおそれがある場合には，その侵害を受けるおそれのある者は，その侵害の原

因となる行為の差止めを請求することができる。 

  県及び市において，実効性のある避難計画を策定する責務があるにもかかわ

らず，債務者らはこれを放棄したまま，女川原発の再稼動に同意しようとして

いる。このままでは，女川原発において放射性物質を大量に放出する事故が発

生したとき，債権者らを含む多くの地域住民は，一層危険かつ困難な避難を強

いられ，無用な被ばく等をしてしまう危険性がある。かかる生命，身体に対す

る侵害は，債務者らの前記法的責務に違背した結果であるから，違法な人格権

の侵害というべきである。 

  よって，債権者らは，県及び市に対し，人格権に基づく妨害予防請求権によ

り，女川原発の再稼動について同意することを差止める権利を有している。 

 

２ 債務者らの同意に対する差止請求が認められるべきであること 

  なお，原子力発電所の周辺住民において，当該原子力発電所を設置，運転す

る原子力事業者に対し，事故による被ばくの危険性を理由とした人格権に基づ

く原子炉の稼動差止請求権が認められることは，既に確立した法実務であると

ころ，同じく周辺住民による人格権に基づく差止め請求であっても，地方自治
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体に対する原子炉稼動の同意差止請求権が争われた事件は存在しないことか

ら，そのような請求権がそもそも法的に認められるかが一応問題となる。 

  だが，原子炉の稼動も直接的に人格権を侵害する行為ではない。安全性に欠

ける原子炉の稼動によって放射性物質を大量に放出する事故のリスクが大幅に

増加し周辺住民の人格権を侵害するおそれがあることから，妨害予防請求権と

しての原子炉の稼働差止請求権が認められてきたのであって，差止の対象とな

る行為が人格権を直接侵害するかどうかは問題ではない。立地自治体の同意は，

原子力事業者が原発を再稼動する上で不可欠の前提であり，立地自治体が同意

しない限り再稼動できないことは明らかなのであるから，立地自治体の同意が

差止られれば周辺住民の人格権侵害のリスクが大幅に抑制されることは，原子

力事業者による原子炉の稼動が差し止められる場合と何ら変わるところがな

い。 

  著作権法の分野では「間接侵害」と言われる類型において差止めが認められ

た裁判例は多数あり，必ずしも直接的な権利侵害行為でなくとも，生命，身体

等に基づく人格権によって差し止めることができるのは明らかである。 

  よって，地方自治体による再稼動の同意についても，当然に周辺住民の人格

権侵害（被ばく）のおそれを理由とした差止請求の対象となるというべきであ

る。 

 

第１６ 保全の必要性 

    原子力規制委員会は令和元年９月２７日，女川原発の原子炉設置変更許可申

請に係る適合性審査の実質的な審議を終えた。年内にも審査書案がまとまり，

年度内には設置変更許可処分に至る可能性があるから，過去の事例から類推す

ると，令和２年夏頃までには債務者らにおいて女川原発の再稼動に同意する可

能性が高い。 

    万一，女川原発において福島第一原発事故のような深刻な事故が発生すれ 
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ば，債務者らの避難計画に実効性がない結果，債権者らの人格権が回復不能な

程度に害される。債務者らの同意は，債権者らの重要な権利を不可逆的に侵害

するおそれのある行為であり，保全の必要性が高いといえる。 

 

第１７ 担保は不要であること 

 本件仮処分は，債権者ら個人の人格権に止まらず，極めて広範かつ多数の人々

の生命を基礎とする人格権を守るために申立てたものである。 本件仮処分は無

担保で発せられるべきことは，正義・公平・良識の観点からも明らかである。 

原子力事業者を債務者とする原発稼動の差止めが認められた過去の仮処分命

令申立事件（広島高決平成２９年１２月１３日判時２３５７・２３５８合併号

３００頁，大津地決平成２８年３月９日判時２２９０号７５頁，福井地決平成

２７年４月１４日判時２２９０号１３頁）でも，住民側に担保は求められてい

ないのであるから，本件で担保を求めるべきではないことは明らかである。 

 

第１８ 結語 

本件の仮処分の申立は，市と県の学校現場における事前防災義務を厳しく指

摘した大川小学校訴訟の控訴審判決を市長と知事がどこまで真剣に受け止めて

いるかを，所を変えて問うものである。大川小学校訴訟の控訴審判決は学校現

場以外の自治体防災にもあてはまり，女川原発で事故があった場合の，原子力

災害の防災にも当然のことながらあてはまる。 

市と県の原子力防災の中心は避難計画である。避難計画が実効性を欠き，事

前防災義務に違反する違法な状態にあることは第８で詳しく述べたとおりであ

る。そして第１０で詳しく述べたように，今この時点で女川原発で事故が起き

た場合，原告らを含む石巻市民が，計画が全くない場合に比較しても，危険か

つ困難な避難を強いられることは確実である。 

５層の防護の整備（避難計画）に責任を持つのは立地自治体（市）と地元自
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治体（県）にあり，第４層まで防護の整備を終えた電力会社が第５層の防護の

整備が整っているか否かの問いに対する回答が，再稼働に対する事前了解（同

意）の本質である。 

よって，再稼働の事前了解（同意）の判断に様々な要素が含まれるとしても，

最大の判断要素は避難計画の実効性（その有無）であり，それを看過した市長

と知事の同意は裁量を逸脱し違法である。 

再稼働すれば，事故の確率は格段に上昇する。事故が発生しても「迅速かつ

確実な避難」（市の計画と県のガイドライン）が実施が可能であるという回答

が再稼働に対する事前了解（同意）である以上，女川原発２号機の再稼働に事

前了解（同意）するためには，市と県の避難計画に実効性が確保されているこ

とを確認することが必須の条件である。現状での事前了解（同意）は，危険か

つ困難な避難を現実のものにするおそれを生じさせ，大川小学校訴訟の控訴審

判決の事前防災義務に二重に違反する違法な判断である。よって，それを阻止

するために本申立に及んだ。 

以上 

 

 

添付書類 

１．仮処分命令申立書副本         ２通 

１．証拠説明書（甲Ａ号証）        ３通 

１．証拠説明書（甲Ｂ号証）        ３通 

１．甲Ａ第１号証～同第４８号証     各３通 

１．甲Ｂ第１号証～同第２２号証     各３通 

１．委任状               １７通 


