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令和３年（ワ）第６７３号 女川原子力発電所運転差止請求事件 

補充意見書 

 

令和 4 年 7 月 31 日 

 

東京都千代田区平河町２－１２－２ 藤森ビル６ＦＢ 

環境経済研究所（技術士事務所） 上岡直見 

 

１．はじめに 

 

本意見書は、女川原子力発電所（以下「女川原発」）の再稼働の前提となる避難計画の実効性

に関して述べる。実効性については計画全般にわたり多くの問題点があるが、本意見書では主に

ＵＰＺ避難の前提として不可欠である避難退域時検査場所（以下「検査場所」）の設置や運営に

ついて検討する。その結果、不明事項が多く実効性が疑わしいだけでなく、そもそも実現しえな

い条件を前提としたり、法令・基準・指針等を逸脱する事項が少なからずみられ、実務上の問題

以前に机上計画としても成立していないと評価せざるをえない。 

また県の組織相互間でも連携や情報の共有がなされず、県と内閣府原子力防災担当（以下

「国」）の間でも書面上・形式上の記述だけで実質的な連携がなされていないことが推定され

る。一例を挙げれば、県に対する情報公開請求事項（甲Ｂ１０の１７の１）の１－⑧で「鷹来の

森運動公園と涌谷スタジアム野球場」の検査場所を使用することになった場合、両検査場所で検

査する予定車両の台数を調査した資料」（令和３年１０月１９日請求）を住民が質問している。

これに対して県の行政文書部分開示決定通知書（甲Ｂ１０の１７の２）では「該当文書なし」

（令和４年３月１８日回答）としている。しかし令和２年５月には、国（内閣府）の補助事業1

として実施した「宮城県原子力災害時避難経路阻害要因調査事業報告書（以下「阻害要因調

査」）」（いわゆる避難時間シミュレーション、甲Ｂ第１０号証の２）ではその推計値が得られて

いる。（後述図４Ａ，４Ｂ）同資料は避難経路上でどの部分が時間的ネックになるかを推計した

結果であり、県にとっても避難計画の実効性を検討するのに重要な情報である。しかし県自身が

それを把握しておらず、しかも国の補助事業として実施した検討が存在しながら利用もせず「該

当文書なし」という認識は理解できない。 

以上は一例であるが、避難計画に関してかかる不整合が随所にみられる。避難計画は「防災」

 

1 内閣府原子力防災担当「平成３０年度第２次補正予算（原子力災害対策事業費補助金）の交付

決定について」平成３１年３月１９日  

https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/pdf/01_h30kouhu.pdf 
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の枠組みである以上、「起きたものとして」立案することが当然である。たとえば地震・津波に

対する防災計画では、通常は最大想定をもとに理工学的なシミュレーションに基づいた被害予測

を起点として、そこからいかに被害を軽減するかという「減災」の考え方が基本となる。しかし

原子力防災ことに県の防災計画では、例示したようにシミュレーションの結果があってもそれを

利用しないなど、状況をむしろ過小評価する姿勢がみられ、そもそも防災計画とはいえないので

はないか。以下、主として避難退域時検査に関する問題を個別に指摘する。 

 

２．女川地域の概況 

 

 検討の前提として女川原発と避難計画に関する概況を示す。宮城県・石巻市の広域避難計画

（甲Ｂ４）、内閣府「女川地域の緊急時対応（全体版）その４2」（甲Ｂ１６の３→抜粋）では、

検査場所候補１０箇所、同予備８箇所、その他多数の受付ステーション候補が設定されている。

また各避難元から検査場所、受付ステーションに至る避難経路が宮城県・石巻市の広域避難計画

で想定され、それらを基に前述の「阻害要因調査」で検討されている。図１は阻害要因調査で想

定されている避難経路、その他の道路、退域時検査場所候補・予備、避難受付ステーション候

補、県庁、また検査場所要員の派遣元となると思われる東北電力営業所の位置関係を示す。  

 

 

2内閣府「女川地域の緊急時対応（全体版）その４  

https://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/pdf/02_onagawa_02_00024.pdf 
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図１ 女川地区の避難に関する概況 

 

なお緊急時対応では候補１０箇所、予備８箇所となっているが、阻害要因調査では候補１１箇

所、予備７箇所となっている。差異の理由は不明であるが概況を示すには支障ないためそのまま

とした。図２は福島原発事故の際に「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥ

ＥＤＩ）」を用いて放射性物質の拡散をシミュレーションした結果（外部被ばくによる実効線量

として）を位置的に移動して本件２号機にあてはめ、検査場所等の位置関係を示したものであ

る。 

ＳＰＥＥＤＩの試算はさまざまな条件により行われているが、放出条件として原子力規制委員

会が現状の防護措置に関して提出した「緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について

（案）」資料3の条件に近い条件のシミュレーションを選択した4。同図は表示の区分が１０～１０

 

3 原子力規制庁「原子力災害時の事前対策における参考レベルについて（第４回）資料 6」（平

成 30 年 9 月 12 日）のうち参考資料 2 と題するもの 

https://www.nsr.go.jp/data/000245214.pdf 

4原子力規制委員会「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（ＳＰＥＥＤＩ）等によ

る計算結果」よりＮｏ．Ｓ４５０５６（３号機１５日１０時間）と題する図  

https://www.nsr.go.jp/data/000245214.pdf
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０～１０００μＳｖ／時であり、原子力災害対策指針の避難基準ＯＩＬ１，２である５００μＳｖ

／ｈ，２０μＳｖ／ｈとは区分が異なるが、同図より中間の値を推定して解釈すればＯＩＬ１，２

に相当する地域がどの範囲にあたるかは容易に推定される。 

この図より、たとえばＵＰＺから西方向に避難する場合の検査場所（東松島市・鷹来の森運動

公園）等いくつかの検査場所候補は１００～１０００μＳｖ／時の範囲にあり、「原子力災害対策

指針（以下「指針」）（甲Ｂ１）」の防護措置ＯＩＬ１，２に該当する。すなわち検査場所自体が避

難範囲に該当する可能性があり、その場合には検査場所の開設ができないか、あるいは移転の必

要が生じ、避難計画は全く破綻をきたすこととなる。  

 

 

図２ 福島原発事故のＳＰＥＥＤＩ試算を女川に当てはめた範囲（線量率） 

 

 また図３は同じくＳＰＥＥＤＩの結果を参照して、放射性物質（１３１Ｉ）の地表汚染密度を推

 

https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/5000/4790/24/1305746_0313_11.pdf  
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定したものである5。着色部は１．２×１０６Ｂｑ／㎡を示す。後述するように検査場所で避難車

両（避難者）の簡易除染が必要となる計数率（β線）４０，０００ｃｐｍの汚染密度に相当する

区域である。検査場所自体がこの範囲に存在していればバックグラウンド値（地表に堆積した汚

染物質からの放射線）が高く測定自体が困難となり検査場所として機能せず、簡易除染を行って

も汚染を計数率４０，０００ｃｐｍ以下に下げられない可能性が高く避難者は別途除染施設への

移動、避難車両は一時保管が必要となり、すべての避難車両（避難者）の通過ができない可能性

もある。 

 

 

 

5 原子力規制委員会「ＳＰＥＥＤＩの計算結果の公表について」  

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8752122/www.nsr.go.jp/archive/nisa/earthquake/spee

di/230724/230724.html 

より地表蓄積量の数値データ  

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8752122/www.nsr.go.jp/archive/nisa/earthquake/spee

di/230724/chihyou.zip より取得した１２日０９時～１８日００時の分について図化したもの  

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8752122/www.nsr.go.jp/archive/nisa/earthquake/speedi/230724/chihyou.zip
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8752122/www.nsr.go.jp/archive/nisa/earthquake/speedi/230724/chihyou.zip
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図３ 福島原発事故のＳＰＥＥＤＩ試算を女川に当てはめた範囲（表面汚染密度） 

 

３．避難退域時検査と検査場所の考え方 

 

３．１ 避難退域時検査の目的 

 

 そもそも検査場所における検査・除染活動は単なる手続きではなく、住民の生命・健康を守る

ために行う活動であって、住民の観点からその目的を認識しなければならない。その目的とは一

般的にいえば①初期段階の被ばくを発見、確認、記録、除染し、さらなる追加被ばくを防ぐこ

と、②放射性物質の汚染（被ばくの有無）を初期段階で確認すること、③避難先に汚染を持ち込

まないことなどである。より具体的には、①に関しては放射性ヨウ素の半減期が短いため、被ば

くの確認は時間が経過した後では行えず、初期段階での被ばくの有無が確認できないと個人にと

って事故由来の健康被害の確認ができなくなるためである。  

福島原発事故では、実際には被ばく量が少なかった人までも多くの人が長期的に健康被害への

不安を抱くこととなった。新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会「福島第一原子力

発電所事故を踏まえた原子力災害時の安全な避難方法の検証～検証報告書～（案）」（以下「新潟

県報告書（案）」）によれば、避難先においても、避難者が放射線測定を受けて必要に応じて除染

を受けたことを客観的に確認できる手段が講じられていなければ、避難先の住民に不安を与える

だけでなく、実害として不当な差別などを受ける可能性があることが指摘され、間もなく完成予

定の検証報告書に記載される予定である6。 

 

３．２ 検査場所と体制の構築 

 

検査場所については原子力規制庁「原子力災害対策指針」（甲Ｂ１）でも「避難退域時検査等

の実施に当たっては，それが必要な対象全てに対して実施できるような場所を選定するべきであ

り，この避難退域時検査等は，可能な限りバックグラウンドの値が低い所で行うことが望ましい

7」として一般的な要件を記述している。より具体的には次のような問題を考慮すべきである。

福島原発事故においては、福島県のスクリーニング基準値は当時１３，０００ｃｐｍとされてい

たが、オフサイトセンターの現地対策本部は機材の関係から６，０００ｃｐｍ、安全委員会は１

０，０００ｃｐｍなど、より安全側の基準を採用しようとした。しかし現実には、地震災害の影

響により全身除染（シャワー）を行うための水（湯）が使用できないなどの制約からその実施が

できなかった。そのうえ空間線量率（バックグラウンド）が上昇して１０，０００ｃｐｍレベル

 

6新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会「福島第一原子力発電所事故を踏まえた原

子力災害時の安全な避難方法の検証～検証報告書～（案）」２０２２年７月２日版，ｐ．１９  

7 「原子力災害対策指針」ｐ．７３  
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での測定が困難になったことから、スクリーニングレベルを１０万ｃｐｍに引き上げた経緯があ

る8。（ｐ．１８～１９） 

こうした問題を回避し、適切な検査・除染業務を行うためには、次のような条件が必要と指摘

されている9。 

 

・バックグラウンドレベルが上昇していないこと  

・避難者各自の被ばく量（検査場設置の検討段階としては推定としての被ばく量）が小さいこ

と  

・除染のための資材を準備できること（脱衣と着替え、拭き取りガーゼや紙タオル、水道・シ

ャワー設備・温水供給設備、除染剤（オレンジオイル、中性洗剤等）、ブラシ類など）   

・避難対象者の人数が少ないこと（ＯＩＬ２一時移転の対象者が少ないこと）   

・スクリーニングポイント（レーン）を多く用意できること   

・機材が準備可能であること（ゲートモニターやサーベイメーター）―スクリーニング検査を

行う人員が確保できること（ゲートモニターや線量計を扱う人間を準備できること）  

・除染作業を行う人員が確保できること  

等である。 

 

上記条件を踏まえて、検査体制構築が可能かどうかを検証することが必要である。また前述の

例でも国の方針に従い「人」ではなくまず「車両」を検査する方式をとっているが、その場合で

あっても全住民の初期段階での被ばく状況を確認するためにも、避難先などで個人が速やかに検

査を受け、場合によっては除染などを行える仕組みを整備すべきであると指摘されている10。そ

の趣旨は、本来検査は避難先に行く前にできるだけ早い段階で行うことが望ましいが、現実の制

約として検査場所の人員や資機材は有限であり時間を要する可能性が高く、避難車両（避難者）

が線量の高い場所に長時間留め置かれるよりは、移動を優先した上で移動先で対処したほうがよ

いということである。 

この点、原告が準備書面８で指摘するように、現在の検査場所→受付ステーション→最終避難

者という仕組みを見直し、検査場所は最終避難所の近傍に設けること（準備書面８ｐ．２８）と

いう対策は妥当といえる。また「新潟県報告書」でも「スクリーニングポイントがあるために非

常に混雑するようであれば、スクリーニングポイント設置のメリットとデメリットを考えて、対

策を検討した方がよいと思う。例えば、スクリーニングポイントをなるべく３０ｋｍ以遠に配置

すれば、避難者が３０ｋｍ圏外へ出る時間は少しでも早くなるので、スクリーニングポイントの

設置場所については検討した方がよい（ｐ．１２１）」と指摘されている。これは新潟県で実施

 

8前出資料６、ｐ．１８～１９  

9前出資料６、ｐ．２１ 

10前出資料６、ｐ．２４ 
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した阻害要因調査の結果を参照して提示された意見であり、前述のように宮城県においても国

（内閣府）の補助で阻害要因調査実施しておきながら、単に渋滞箇所の抽出のみにとどまり多面

的に活用しようという姿勢がみられない。  

また退域時検査に長時間を要することは別の問題を生ずる。原子力安全委員会原子力施設等防

災専門部会被ばく医療分科会の資料によると、現実の福島事故当初には短半減期の放射性ヨウ素

による被ばくが支配的であったのに比べ、長時間経過後には放射性ヨウ素は消失し半減期のより

長い放射性セシウム（地表面や物体表面への付着）が被ばくの主体となる状況から、退域時検査

の目的が変化し、放射線管理区域外への持ち出し基準に相当する４Ｂｑ／㎠を目指してスクリー

ニングレベルを下げるように求めたとある11（ｐ．７）。すなわち退域時検査は時間経過によっ

ても意味が異なってくるのであって、理想的な条件のみを想定した「阻害要因調査」によって

も、人口の多い石巻市については検査場所到着に５～６日、さらに現実を考慮すればその数倍も

予想されるところ、退域時検査の目的を斟酌せず漫然と手続として退域時検査を行うことは意味

がないのであるが、県の計画ではこうした面の検討もみられない。 

 

３．３ 検査場所の開設と稼働に関する点 

 

女川地域においては住民が多岐にわたる問題点を指摘しているが、これはいずれの原子力発電

所立地地域においても共通に発生する問題である。このため、たとえば新潟県避難委員会報告書

においても下記のように同じ問題意識に基づく指摘がなされている12。こうした点に関して県は

「文書不存在」との回答を繰り返しているが、本当に具体的な検討を行っていないとすれば、女

川地域の避難計画の熟度の低さを示すものである。 

付言すれば以下のような検討により、新潟県では計画を見直して検査場所候補について当初の

予定１８箇所を３８箇所に増やすなどの対応を行っている。  

 

・初期段階で必要な要員を確保することができるのか。また、避難者が既に動き出している状

況で、要員や機材を円滑に搬送することができるのか、検討が必要である。   

・そもそも、迅速な避難と被ばくのトレードオフ（［筆者注］検査を確実に行おうとすればそ

れだけ時間がかかり、状況によっては線量率が高い場所に避難者を留め置くことになるので被

ばく量が増加する）を解消すべく、スクリーニングポイントや機材・人員の可能な限りの拡充

が検討されなければならない。理論的には、これら設備条件の拡充によって、このトレードオ

 

11原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会被ばく医療分科会第３１回会合 医分第３１－４

号「スクリーニングに関する提言（案）」  

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nsc/senmon/shidai/hib

akubun/hibakubun031/siryo4.pdf 

12前出資料６、ｐ．２８～２９ 
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フ問題は克服可能である。 

・即時避難、一週間以内に避難などのフェーズがあるので、スクリーニングポイントの開設や

要員、機材の確保などもそれに合わせた制度設計の検討が必要である。   

・スクリーニングポイントでの待機時間がある程度の時間以内になるように会場を開設するよ

うにするなどの検討が必要である。早急に避難させるべき人を、風向きによっては危険度が高

まる可能性がある場所に留め置いてしまうようなことがあってはならない。  

・ある程度時間が経過してからは、東京電力（※新潟県の場合）および電気事業連合会を通じ

たほかの電力会社からの応援を受けることになる。その役割分担は明確化する必要がある。   

・また、計画上は現在、想定されていないが、例えば、福島県など放射線の取り扱いに慣れて

いる県外からの応援も当然受けることとなると考えられる。普通の災害対応でいえば「受援計

画」にあたる部分、機材および人員の提供可能性とその調整方法を考えておく必要がある。   

・交代要員の確保の検討が必要である。  

  

そこで、避難退域時検査場所の開設は、事態の進展に応じてどこに開設すればよいかを判断す

ることになる。  

・原則論として情報を整理しておく部分と臨機応変に対応する部分の両方が必要である。［以

下、新潟県固有の事情のため一部割愛］妥当性の検証のためにも、人員・機材数なども、応援

分も含めて今後、公表するなどの必要があろう。  

・原子力災害の場合は、風向きなどに応じて開設を予定していた候補地を使用することができ

なくなる可能性があるため、必要数以上の候補地をあらかじめ用意しておいて、その中で、災

害の状況に応じて適切な場所にスクリーニングポイントを設置する方が合理的である。  

・現状の準備状況あるいは将来考えられる準備状況で、何台／時、何人／時の対応が可能かの

現実的な評価が重要であるため、防災訓練での評価項目とし、避難スキーム全体でスクリーニ

ングがどの程度の制約条件となるかを早期に把握する必要がある。   

・避難の段階に応じて臨機応変に対応する部分は無数の対応が考えられることから、訓練など

で、繰り返し、シミュレーションを行うことと、県民への情報提供は必要である。  

 

４．現計画における検査場所の問題点 

 

４．１ 開設時期に関する不合理 

 

基本的に検査場所の設置・運用は、「原子力災害対策指針（２０１５年改訂）」に基づく「原子

力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル（以下「検査・除染マニュアル」13）

 

13 原子力規制庁「原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」  
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に準拠して行われるはずである。ただし同マニュアルは検査場所の開設後の手順であって、検査

場所は少なくとも住民がそこに到達する以前に開設されていなければ意味がない。訓練では日時

が予定されているからその前までに要員や機材を派遣しておけばよいのであるが、実際の緊急事

態ではその実施は極めて困難である。というのはＯＩＬ１，２に該当した区域の住民が動き出す

以前に要員や資機材を所要の検査場所に送達し開設作業に着手しなければならないからである。 

また要員や機材が現地に到着してただちに検査業務を開始できるわけではなく、機材の設置、

テント設営等の作業を想定すれば、いかに急いでも数時間～半日程度の時間を必要とするであろ

う。すると東北電力要員や県職員あるいは機材の派遣は、検査場所の開設予定日時よりかなり前

に開始する必要がある。ことに県庁側からみて石巻市よりおおむね北側にある検査場所に向かう

には、避難経路と同方向になるので避難車列と直接に干渉することになる。しかし「指針」によ

れば、ＵＰＺにおいてはＧＥ（全面緊急事態）では屋内退避を原則として、放射性物質の放出後

にモニタリングによりＯＩＬ１，２に該当した区域から避難を開始することとなっている。する

と検査場所を適切に運用するためには、論理的には「ＯＩＬ１ないし２がいつ発生するかを相当

前に予測しておく」ことが必要となるが、放射性物質がいつ・どのように放出されるかは事故の

進展に依存するのであって予測不可能であるから、避難車両（避難者）が検査場所に到達する以

前に検査場所を開設することは現実に手順として成立しない。かりにその手順を実現しようと思

えば、遅くともＡＬ（警戒事態）発出の時点から要員や機材の派遣を開始しなければならない。

しかし県の計画ではそのような開始時期に対する具体的な言及がなく、現実の状況を想定した内

容とは思われない。 

 前述のとおり「阻害要因調査」では各々の検査場所に到着する避難車両の時間帯ごとの流入台

数を予測している。シナリオ８（北方向避難）の登米総合体育館、シナリオ１０（西方向避難）

の鷹来の森運動公園の例を示す。同調査では避難場所への流入台数は数字としては示されていな

いが図より判読すれば、例えば登米総合体育館では約３日間・７２時間のうちに約７０００台が

流入する結果となっている。阻害要因調査では、避難車両が検査場所に流入を始める時点ではす

でに検査場所が稼働している前提になっているが、これは計算上の仮定にすぎず避難車両が検査

場所の開設を待って周辺で待機している等の事態による待ち時間増加等は考えられていない。 

 

 

https://www.nsr.go.jp/data/000119567.pdf 
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Ａ シナリオ８（ＵＰＺ）北方向  

（登米総合体育館の例）  

Ｂ シナリオ１０（ＵＰＺ）西方向  

（鷹来の森運動公園の例）  

図４Ａ，Ｂ 阻害要因調査による経過時間ごとの検査場所流入台数推計の例  

 

シナリオ８（北方向避難）についてみれば、ＯＩＬ１，２による避難指示が発出されれば、該

当地域の避難車両はすでに避難経路で移動を始めており、すぐに検査場所に流入する。検査場所

を開設する人員・機材の搬送を後追いで始めたとすれば、避難車両に混じって走行することにな

り、避難車両が検査場所に到着する前に検査場所を開設することは全く不可能である。また避難

指示が発出される前でも自主避難が一定の割合で発生すると予想されるから、かりに何らかの予

測に基づいて先行して人員・機材の搬送を開始してもすでに避難車両の車列（渋滞）は始まって

おり、避難車両が検査場所に到着する前に検査場所を開設することは現実に考えにくい。 

検査場所の稼働が間に合わなければ、多数の避難車両（避難者）が検査場所前で長時間待機を

強いられることになる。もっとも現実にはそのために必要な駐車場所もなく路上で待機せざるを

えなくなるから、多くの避難車両（避難者）は測定あるいは簡易除染を受けずに避難受付ステー

ションあるいは避難場所に向かってしまうことになるし、ひとたび避難者が動き出せば、それよ

り先行して東北電力要員あるいは県職員が検査場所開設地点に到達することは現実に考えにく

い。 

 

４．２ 検査レーン数の設定 

 

「阻害要因調査」では、あるシナリオで例示された７箇所だけでも合計５０のレーン数（後述

表２）が例示されている。（同資料ｐ．１８９～１９０）また情報公開請求により県に確認した

資料（甲Ｂ１０の５の１）によれぱ「シミュレーションにおける検査場所レーン設定」として１

８箇所・９３レーンが設定されている。しかし現時点まで確認されている購入済の機材は１２レ

ーン分である（甲Ｂ１０の５の２）。１８箇所すべてが同時に開設されないとしても、前述「阻

害要因調査」で検討されたシナリオについては少なくとも同時に開設する必要があるから、現在

は設備的にも避難退域時検査を実施する体制は整っていない。  
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４．３ 所要員の不足 

 

調査嘱託回答書の項目７すなわち「各検査場所の稼働開始に必要最低限の要員数」の質問に対

する県の回答は「避難退域時検査等場所は、あらかじめ候補となる２０か所の公共施設等を選定

している。原子力災害においては、災害の規模や気象状況に応じて検査場所を開設する場所、

個々の検査場所で使用するレーン数等を適切に設定することとしており、必要最低限の要員数は

一概には言えない」となっている。（なお「女川地区緊急時対応」では検査場所候補・予備は１

８か所となっており、双方の整合性は不明）  

ここで「災害の規模や気象状況に応じて検査場所を開設する」とする一方で「一概には言えな

い」などというのであるが、具体的にはオフサイトセンターの判断・指示に依存することとな

る。しかし福島原発事故で問題となったようにオフサイトセンターへの要員参集からして確実性

は疑わしく、オフサイトセンターが適切に機能するかは疑問がある。一方で「阻害要因調査」に

よると、例えばＵＰＺ避難シナリオ８（北方向避難）の場合、南三陸スポーツ交流村・登米総合

体育館・迫川防災ステーション・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・鷹来の森運動公園の８箇所を開設すると想定されている。  

このうちたとえば鷹来の森運動公園については、シナリオ１０（西方向避難）に比べるとシナ

リオ８の流入台数は少ないものの、流入台数が少ないからといって各々の避難車両（避難者）に

対して実施する作業は同じであるから所要人員数は同じである。いずれにしても所要人員の検討

に必要なケーススタディは行われているのであるから、ケースに対応した所要人員の推定を行っ

ておくべきであるところ「一概には言えない」というような姿勢では実効性のある計画とは認め

られない。 

次に検査業務の従事者が具備すべき要件として「検査除染マニュアル」には「検査責任者及び

補佐は、原則、地方公共団体の職員（又は地方公共団体が指定する者）で、原子力防災に関する

基礎的な研修を受講した者、同等の知識を有する者又は実務経験者等の中から、検査会場の全体

統括など、その役割を果たすことができる者が担います。また、検査責任者及び補佐を除く要員

には、特段の資格、経験は必要ありませんが、本マニュアルで示す検査及び簡易除染が実践でき

るよう、原子力防災に関する基礎的な研修及び機器の取扱い実習を、予め受講しておくことが望

ましいです」（同資料ｐ．８）」とされている。 

これらの要件は法令に基づく公的資格ではないものの検査業務の従事者が具備すべき要件であ

る。すなわち単に人数が充足していればよいというのではなく、研修記録など従事者の条件を有

するかどうかを紐づけて把握していなければ検査・除染業務は実施できない。県の資料として

「避難退域時要員名簿」（甲Ｂ１０の２３の３の１）はあるものの、名簿登載者が検査業務に従

事する条件が整っているかどうかは不明である。あるいは「会議記録簿」（甲Ｂ１０の２４の

３）では「総括責任者は主査級以上を想定しており、職員の確保及び名簿化の際各部局において
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考慮いただきたい」とあるが、職階だけでは検査業務に従事する要件とはならない。 

また「マニュアル」３．１「要員の構成と役割」によると、基本的な配員は表１のとおりであ

るが、その他に「実際に、検査及び簡易除染を行う者だけではなく、検査場所の規模に応じ、車

両の誘導を行う交通誘導員、空調等の運転保守要員、受付・説明員、通信・連絡員等を配置する

ことが望ましいです（同資料ｐ．７）」と記載されている。また「マニュアル」にあるように、

簡易除染を行ってもなおＯＩＬ４以下にならない住民については除染が行える機関で除染を行

い、簡易除染しても４０，０００ｃｐｍ以下にならない車両や携行物品については検査場所で一

時保管などの措置を行うとしているところから、これらの要員も見込む必要がある。  

 

表１ 要員の役割と標準的な要員数 

チーム区分、要

員 
役割 要員数 

検査責任者及び

補佐  

・検査場所における業務の全体統括及び地方公共団体の

現地災 害対策本部等との連絡調整（検査及び簡易除染

の状況、バックグラウンドレベル等の報告等）・バック

グラウンドの測定、検査責任者へ検査チームや簡易除  

染チームの活動状況等の報告   

2 名 

車両指定箇所検

査チーム  

・車両用ゲート型モニタ又は表面汚染検査用の放射線測

定器による車両の指定箇所検査  
1 名以上 

車両確認検査及

び簡易除染チー

ム  

・表面汚染検査用の放射線測定器による車両の確認検査

及び簡易除染後の簡易除染の効果の確認  ・車両の簡易

除染  

2 名以上 

住民指定箇所検

査チーム  

・体表面汚染モニタ又は表面汚染検査用の放射線測定器

による住民の指定箇所検査  
1 名以上 

住民確認検査及

び携行物品検査

並びに簡易除染

チーム  

・表面汚染検査用の放射線測定器による住民の確認検査

及び携行物品の検査並びに簡易除染後の簡易除染の効果

の確認・住民及び携行物品の簡易除染並びにその補助

（説明・指導等）  

2 名以上 

その他  ・車両の誘導ほか  1 名以上 

 

要員数のうち責任者・補佐はともかくとして実動要員については、避難車両（避難者）数の多

い検査場所ではその数に比例した要員を要するためである。たとえば検査レーンを複数設ければ

その倍数に比例した要員がいなければレーンが稼働しない。実際の運用にあたっては、非常時で

あるから多少の無理は許容するとしても、不眠不休では円滑な検査・除染要務の遂行はできなく

なるから、最低でも２交替、望ましくは３交替のシフトが必要となるであろう。こうした活動で

交替勤務を運用するためには、要員の休憩・供食・仮泊などの支援のために対象人数に対して一

般的には稼働人員の１～２割程度の支援要員が必要とされる。これらも配置すべき要員として計
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上しなければならない。なお後述するように検査場所で安定ヨウ素剤の配布も行うのであればさ

らに人数は増加する。市民団体による宮城県に対する質問書（令和４年６月７日）によれば、こ

れらの点につき依然として具体的な検討が行われていないと推定される14。 

 ここで実際に検査場所を稼働するにはどのくらいの人員を要するかを推定する。一つの参考と

して、新型コロナ影響前で直近の令和元年度原子力防災訓練は台風の影響により規模を縮小して

行われたが、避難退域時検査場所の設定は１箇所・仮設検査レーン２（「原子力だよりみやぎ

15」写真より推定）とされ、避難退域時検査場所訓練に参加要員数５４名、安定ヨウ素剤緊急配

布訓練に同じく１２名が参加したと記録されている16。 

訓練であるので参観者など本来の所要人員より多くの要員が参加している可能性もあるが、か

りに同資料を参照するとして、検査場所として涌谷スタジアム（１５レーン）、鷹来の森運動公

園（１８レーン）のように多数のレーンを設置するのであれば表２のような要員数が必要とな

る。さらに前述のように稼働スタッフをサポートする供食・休憩等のサポートスタッフも必要で

ある。感染症蔓延下などの条件がある場合にはそれに対処する人員もさらに必要となる。また検

査・除染に従事する要員は防護服を着用して作業するが、程度はいずれにせよ避難車両（避難

者）からの放射性物質の移行は避けられないから、脱衣した防護服の管理・処理の要員なども必

要となる。 

令和 3 年 2 月宮城県防災会議策定の宮城県地域防災計画〔原子力災害対策編〕第３章第７節

１（４）記載の避難退域時検査に関し、女川地域の緊急時対応として東北電力株式会社から約６

００名の要員が派遣されるとなっている。また調査嘱託に対する回答の３によれば県から３２０

名が派遣されることになっている。双方の具体的な分担は必ずしも明らかでないが、いずれにし

ても合計９００名余では単に１交替分の要員にも足りず、これに交替制を想定すれば県による所

要員の予測数は楽観に過ぎ現実性が乏しい。  

 

表２ 実際の検査場所の条件を想定した要員推定数  

 

14 女川原発の避難計画を考える会「質問書」令和４年６月７日 

15宮城県「原子力だよりみやぎ」第１４７巻，２０１９年冬号  

https://www.pref.miyagi.jp/documents/10426/785409.pdf 

16宮城県「令和元年度原子力防災訓練について」 

https://www.pref.miyagi.jp/documents/10408/762034.pdf 
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検査場所 

レ
ー
ン
数 

検
査
責
任
者
及
び
補
佐 

車
両
指
定
箇
所
検
査 

車
両
確
認
検
査
及
び
簡
易
除
染 

住
民
指
定
箇
所
検
査 

住
民
確
認
検
査
及
び
携
行
物
品
検

査
並
び
に
簡
易
除
染 

そ
の
他
（
誘
導
員
等
） 

安
定
ヨ
ウ
素
剤
配
布
（
推
定
） 

合
計
（
１
交
替
あ
た
り
） 

３
交
替
想
定
所
要 

02 登米総合体育館 4 2 18 13 18 13 36 21 121 363 

06 涌谷スタジアム 15 2 67 36 67 36 135 75 418 1,254 

08 鷹来の森運動公園 18 2 81 45 81 45 162 92 508 1,524 

09 東松島市学校給食Ｃ 2 2 9 9 9 9 18 12 68 204 

11 南三陸町歌津総合支所 3 2 13 9 13 9 27 15 88 264 

17 春日ＰＡ(上り) 5 2 22 13 22 13 45 25 142 426 

18 大郷町文化会館 3 2 13 9 13 9 27 15 88 264 
         1,433 4,299 

 

４．４ 検査場所要員の被ばくと法的整合性 

 

避難退域時検査はＵＰＺからの避難車両（避難者）に対して設置される手段である。「指針」

に従えばＵＰＺからの避難者はいったん屋内退避した後、放射性物質の放出後にＯＩＬ１（地上

１ｍにおける空間線量率が５００μＳｖ／時）またはＯＩＬ２（同２０μＳｖ／時）に該当した

区域から検査場所に到着することになる。ここで図３を参照すると、たとえば西方向避難で鷹来

の森運動公園に到着する避難車両（避難者）は１．２×１０６Ｂｑ／㎡を超える区域から出発し

ており、避難経路途中で除染するわけでもないから、車両表面やタイヤ等、あるいは避難者自身

がそれと同等の表面汚染密度を持ち込む可能性が高い。 

検査場所では迅速検査として計数率（ｃｐｍ，β線）により管理することとなっている。計数

率と表面汚染密度は測定方法等の条件により直接の換算はできないが、「マニュアル」によると

標準的な方法（ＧＭ管式表面汚染サーベイメータ）による計数率４０，０００ｃｐｍは表面汚染

密度で約１２０Ｂｑ／㎠（＝１．２×１０６Ｂｑ／㎡）に相当するとされている（同資料ｐ．

３）。国立研究開発法人産業技術総合研究所の資料17では計数率４０，０００ｃｐｍは表面汚染

 

17国立研究開発法人産業技術総合研究所「ある条件下でのｃｐｍ（測定値）からＢｑ／㎠、μＳ

ｖ／ｈへの換算」 

https://unit.aist.go.jp/nmij/info/IR(J)/pdf/case_study_1_table_j.pdf 

国立研究開発法人産業技術総合研究所「表面汚染の検査に多く用いられる大面積端窓型ＧＭ係数

管の表示値と表面汚染密度の関係」  

https://unit.aist.go.jp/nmij/info/IR(J)/pdf/case_study_1_supple.pdf 
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密度で約１６０Ｂｑ／㎠に相当するとされている。原子力安全委員会原子力施設等防災専門部会

被ばく医療分科会の資料18では１３，０００ｃｐｍは表面汚染密度で４０Ｂｑ／㎠に相当すると

されている。これらを換算照合すれば概ね一致する。東北電力派遣者と県職員の具体的な作業分

担は明らかではないが、いずれも放射性物質が付着した避難車両あるいは避難者と接することか

ら、被ばく管理が必要となる。 

 ここで「電離放射線障害防止規則」第三条（管理区域並びに線量の限度及び測定）によれば、

「放射線業務を行う事業の事業者（第六十二条を除き、以下「事業者」という。）は次の各号のい

ずれかに該当する区域（以下「管理区域」という。）を標識によつて明示しなければならない。一  

外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三

ミリシーベルトを超えるおそれのある区域  二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度

の十分の一を超えるおそれのある区域」を「管理区域」として、立入規制など特別な取り扱いを

必要とする。なお「別表第三」とは、原発事故による汚染で主に問題となる放射性ヨウ素・放射

性セシウムなど「α線を放出しない放射性同位元素」について４０Ｂｑ／㎠（＝４，０００Ｂｑ

／㎡）を限度としているから、図３にみられるように事故時にＵＰＺ避難区域から到着する避難

車両（避難者）はそれ自体が「管理区域」の基準を優に超えることとなる。あるいは同規則第九

条（線量の測定結果の確認、記録等）では「事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一

センチメートル線量当量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者については、前

条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない」と規

定されている。 

県の資料「会議記録簿」（甲Ｂ１０の２４の３）では、④職員の被ばく管理として「避難退城時

検査等場所の要員は、活動による汚染を防ぐため、マスクや手袋などを装備するほか、線量計を

身に着けることで被ばく線量を管理することとしている。なお、被ばく線量限度は、実効線量で

５０ｍＳｖとなる。（地域防災計画〔原子力災害対策編〕表３－４－５ 防災業務関係者の防護指

標：災害応急対策活動及び災害復旧活動を実施する場合の線量の上限）」との記載がある。しかし

一般公衆の被ばく許容限度が法的に年間１ｍＳｖとされ、一時避難所からの避難に従事するバス

運転士であっても年間１ｍＳｖが適用されるところ、検査場所における検査・除染従事者に対す

る被ばく許容限度５０ｍＳｖとはいかなる根拠によるのであろうか。また被ばく許容限度５０ｍ

Ｓｖを前提とする業務に従事することについて職員の事前同意を得ること、各人が５０ｍＳｖに

達した場合にはそれ以上の業務に従事させないこと、さらには関係者が全員５０ｍＳｖに達した

場合には退域時検査場所の業務停止となるのかについて確認されているのか疑問である。  

これは「指針」（ｐ．７５）の「防災業務関係者の防護措置」に基づくものと思われるが、「指

針」は「防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、放射線業務従事者に対する線量限度を参考

 

18前出「スクリーニングに関する提言（案）」  

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9483636/www.nsr.go.jp/archive/nsc/senmon/shidai/hib

akubun/hibakubun031/siryo4.pdf 
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とするが、防災活動に係る被ばく線量をできる限り少なくする努力が必要である」としているの

であって被ばく線量を５０ｍＳｖまで許容すると規定しているわけではない。この許容限度は

「電離放射線障害防止規則（以下「電離則」）」第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定（第

三条－第九条）を準用したものと思われる。また前述のとおり検査場所は必然的に「電離則」に

いう「管理区域」に該当するから、「電離則」で既定されるように「管理区域内において放射線

業務に従事する労働者」はこの意味でも「放射線業務従事者」に該当する。  

もし臨時に派遣される東北電力職員および県職員を「放射線業務従事者」とみなすのであれ

ば、「放射性同位元素等の規制に関する法律（以下「放射線障害防止法」）」に合致した教育・訓

練、その他の管理が必要となり、それを行わずに業務に従事させることは違法となる。単に個人

線量計を携帯するだけでは法令に従った管理にはならない。現在までに開示されている配員等に

関する資料ではそのような準備がみられないし、管理が可能とは思われない。なお女性について

は「電離則第四条の２」により３月間で５ｍＳｖ（妊婦は１ｍＳｖ・同第六条の１）の制限があ

る。実際に検査場所業務に従事すれば実質的にこの制約は守れないと推定されるので、もし県の

配員計画に女性も計数されているとすれば計画自体が成立しない。かりに東北電力職員および県

職員を「放射線業務従事者」とみなしたとしても、汚染の程度によっては被ばく累積量が５０ｍ

Ｓｖに達し、交替制の制約以前にそれ以上の作業ができなくなる可能性もある。  

また別の観点として、消防職に関しては１回の救助活動あたりの被ばく線量の上限は「通常の

消防活動１０ｍＳｖ」「人命救助等１００ｍＳｖ」とされ19、この検討を基にマニュアル化がな

されている20。これと比較すると、危険を前提として相応の訓練を受け職務に従事する消防職で

さえ１回の救助活動あたりの１０ｍＳｖのところ、名簿上割り当てを受けただけで検査・除染業

務に従事する東北電力職員・県職員が被ばく許容限度５０ｍＳｖとすると当事者の理解を得られ

るのか疑問である。新潟県避難委員会報告書では「防護措置に従事する方は誰なのか、どの程度

の被ばく線量までの活動を想定するかなど線量管理の基準や一定の目安については明らかにされ

る必要がある（ 設定するように国に働き掛けることが重要である）。は県内外問わず様々な地域

の方が従事する以上は国で明らかにしておくべき事項である」と指摘している21。本来これらの

問題は、具体的な防護作業を想定すれば当然浮上する問題であって、女川地域原子力防災協議

会・作業部会で検討事項として取り上げられているべきであるが、そうした問題意識もみられな

いことは、防災協議会・作業部会自体の「実効性」が疑われることになる。 

「新潟県報告書」では「定めのない防護措置の従事者については、線量限度を設けることは被

ばく管理上必要であり、その値については議論が必要である。但し、線量限度以下であったとし

ても、相当程度被ばくする可能性のある業務に従事するかどうかは当人の判断によるものとする

 

19消防庁国民保護・防災部参事官付「平成２８年度救助技術の高度化等検討会報告書」２０１７

年３月，p．３－７ 

20総務省消防庁「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」２０１４年３月，p． 

21前出資料６、ｐ．１００ 
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必要がある（ｐ．１１９）」と指摘されているとおり、名簿上で配員しただけでは実際に作業に

従事する要員が確保できるかどうかは確実でない。  

 

４．５ 阻害要因調査との不整合 

 

 前述のように福島第一原発事故を参照すれば、検査場所自体が１．２×１０６Ｂｑ／㎡の範囲

に入るか、少なくともそれと同等の表面汚染密度を以て避難車両（避難者）が検査場所に到着す

ることになる。この表面汚染密度は簡易除染が必要となる計数率（β線）４０，０００ｃｐｍに

相当するから、すべての避難車両（避難者）が簡易除染に該当する可能性もある。一方で阻害要

因調査では検査場所通過にかかる時間を乗用車・バスとも１台３分と設定し、除染は考慮してい

ないとしている（同資料ｐ．３６）。 

しかし実際に作業時間を実測した「避難帯域時検査時間記録の検証」（甲Ｂ１０の１７の３）

では、汚染のない車両が全行程を通過する所要時間は平均６分５秒（最大９分１３秒）、汚染の

ある車両が全行程（除染）を通過する所要時間は平均２３分４秒（最大２８分１秒）であった。

この測定は参加車両２９台という小規模な模擬実験であるが、これだけでも１台３分という想定

を逸脱しており、検査場所通過時間が実際には２～８倍要する可能性があり、阻害要因調査（避

難時間シミュレーション）が破綻する。 

 

４．６ 資機材搬送の問題点 

 

実際に検査場所を開設・運用するには、要員が行けばよいというものではなく資機材が伴わな

ければ運用できない。「マニュアル」には「３．３ 資機材の準備」として表３に示すような標

準機材例示されている（ｐ．９）。しかしこれは直接的に使用する機材のみであって、実際に検

査場所を運用するために同マニュアルにはさらに「検査及び簡易除染用の資機材の例を（※資料

の）表２に示します。数量等はチーム数等に応じて調整します。このほか、地方公共団体の現地

災害対策本部等との通信連絡のため、携帯電話、衛星携帯電話などの通信機器を整備する必要が

あります。また、検査場所によっては、運営に必要な仮設テントや机、照明器具、熱中症対策の

ための保冷剤、送風機、暖房器具、雨具、荒天時対策の装備等が必要となります。なお、自動体

外式除細動器（ＡＥＤ）は用意することが望ましいです」とされている。これらに加えて感染症

蔓延下などの条件がある場合にはそれに応じた資機材が追加的に必要となるであろう。「マニュ

アル」では簡単に文章で「仮設テントや机」等と記述しているが、これらは個人で携行できない

ことはもとより乗用車にも搭載できないから、別途貨物車などの運搬手段が必要となる。また緊

急時に配置される資機材の保管場所は必ずしも県庁ではなく各所に分散しているであろうから、

これらを県が所有する公用車のみで輸送できるとは考えられず運輸業者に委託する等が必要とな

ることは当然である。しかしその搬送手段・業者等も検討されていないことは原告準備書面８～
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９で指摘されているところである。原子力緊急事態は大規模な自然災害に起因して起きる可能性

が高く、その際には各方面にわたる緊急支援物資輸送の要請も殺到するであろうから、搬送手

段・業者の手配をどのようにするのか具体策を講じておく必要がある。加えて、大規模な自然災

害の状況ではライフライン（電気・水道等）が停止している可能性が高い。そうした状況でも検

査・除染を行うためには、電源車・給水車等の車両も必要となるが、それらの手配等について県

の資料では見出すことができない。  

 

表３ 検査及び簡易除染用の資機材の例 

個人防護装備 

不織布防護服、綿手袋、ゴム手袋、サージカルマスク、

キャップ（帽子）、シュ ーズカバー、個人被ばく線量計

（ポケット線量計（PD））等  

放射線測定器 

  

表面汚染検査用の放射線測定器（GM サーベイメータ

等）、 空間線量率用の放射線測定器（NaI シンチレーシ

ョン式サーベイメータ等）  

（使用できる場合）体表面汚染モニタ、車両用ゲート型

モニタ  

養生資材  養生用シート、粘着テープ等   

簡易除染用品  

養生用シート、粘着テープ、ウェットティッシュ、ウェ

ス、洗車用ブラシ、ビニ ールシート、大小ポリ袋、帽

子、綿手袋、ゴム手袋、サージカルマスク、着替え用衣

類とタオル等  

 

 

４．７ 移動経路の支障 

 

図５は国土交通省資料22より東日本大震災時の主な道路の被災状況を示す。これらの被災箇所

の中には、比較的早期に啓開（仮復旧）された箇所もあるものの、検査場所の稼働のための人

員・資機材の輸送には時間単位・日単位の移動が求められるから、初期の被災だけでも重大な支

障になる。同図は主な経路（国管理）の損傷箇所を示すのみであって、それ以下の細街路等の損

傷個所は示されていない。前述の資機材にしても、その保管場所は幹線道路に面しているとは限

らず、保管場所へのアクセス道路の損傷等があれば、そもそも搬出ができるのかどうかも疑問で

ある。 

 

 

22国土交通省仙台河川国道事務所「東北地方太平洋沖地震被災状況（道路）平成２３年３月１７

日現在」 

http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/saigai/110317_douro_hisai_jyoukyou.pdf 
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図５ 東日本大震災における石巻周辺の道路被害（国土交通省管理）  

 

４．８ 検査場所に関するその他の問題点 

 

検査場所を具体的にみると、一例として石巻市〈蛇田地区〉原子力災害時の防災マニュアル

（甲Ｂ１０の１９）の鷹来の森運動公園拡大図のように、避難経路から外れてわざわざ脇ルート

に入って立寄る形になる。これは「阻害要因調査」でも指摘されているように出入部でグリッド

ロック（双方向でにらみ合いになり動けなくなる現象）を起こす要因をわざわざ発生させている

ようなものである。ＯＩＬ１，２に該当して避難指示が発出されているのと同じ条件で長時間待

機することになり、非現実的である。  
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図６ 検査場所出入りのルートの例 

 

「検査・除染マニュアル」によれば、ゲートモニター方式で表面汚染率を計測する場合、「通

過する車両の大きさ（バス、乗用車等の車幅）に合わせて、車体側面からポールまで１．５ｍ以

内の間隔になるように設置（ｐ．１４～１５）」とあるところ、１つのゲートに車幅の異なる車

両が進入すれば測定の条件を守れない場合が考えられ、運転者側の操作でこうした微妙な離隔の

調節は難しい。複数のレーンがあれば乗用車・大型車のレーンを分ける等の対策は可能である

が、現時点でのゲートモニターをみるかぎり同じ場所に設置しているだけであり、どのように対

応するのか不明である。また簡易除染を行っても汚染を計数率４０，０００ｃｐｍ以下に下げる

ことができない場合、その避難者は別途除染施設への移動、避難車両は一時保管が必要となる。

別途除染施設とは実際には医療機関であるが、その対象者が多数に達した場合、受入れ体制が整

っているかは不明である。また避難車両の保管といってもその対象車両が多数に達した場合の保

管場所等も不明である。 

 

５．ヨウ素剤配布の不合理性 

 

原子力規制庁「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって23（令和３年７月２１日改正）（甲Ｂ１

４の２）」（ｐ．３）によると 

 

 

23原子力規制庁「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって （令和３年７月２１日改正） 

https://www.nsr.go.jp/data/000024657.pdf 
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「放射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくは、安定ヨウ素剤を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。放射性ヨウ素にばく露される２４時間前からばく

露後２時間までの間に安定ヨウ素剤を服用することにより、放射性ヨウ素の甲状腺への集積の

９０％以上を抑制することができる。また、既に放射性ヨウ素にばく露された後であっても、

ばく露後８時間であれば、約４０％の抑制効果が期待できる。しかし、ばく露後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」  

 

との記載がある。同資料によれば、ＰＡＺでは事前配布しておき全面緊急事態に至った場合に

は避難の際に服用するとされている。（同資料ｐ．７）一方でＵＰＺでは屋内退避を実施した

後、原子力施設の状況や緊急時モニタリング結果等に応じて避難又は一時移転の防護措置が講じ

られる際に、原子力規制委員会が配布及び服用の必要性を判断し、その判断に基づき指示すると

されている。（同資料ｐ．８）新潟県避難検証委員会での内閣府に対するヒアリングの際には

「モニタリングポストの運用とともに、事故の進展や風向きなどを見ながらヨウ素サンプラの測

定値を確認し、放射性物質の浮遊の状況等様々な状況も見極めた上で対応する」「そのため、タ

イミングは容易には示せない」との見解が示された（「新潟県報告書」ｐ．３７）。なおヨウ素サ

ンプラは現物を持ち帰り測定する必要があるためリアルタイムでは結果が得られない。同ヒアリ

ングでは一日程度の時間を要するとの回答があった。これでは前出「安定ヨウ素剤の配布・服用

に当たって」で「放射性ヨウ素にばく露される２４時間前からばく露後２時間までの間」として

いるところ、事前に服用のタイミングを判断することができないばかりか、事後にも一日程度を

経過しなければ測定結果が出ないとすれば、服用のタイミングを判断・指示すること自体がそも

そも手順として不可能となる。このように国も未だ確実な手順を構築しているわけではない。こ

の現状を以て女川地域原子力防災協議会において実効性が確認されたなどという認識が示された

とすれば、協議会そのものの役割や存在意義が疑われる。 

また現実の問題として、たとえばシナリオ８の登米総合体育館の検査場所では避難開始後４日

目０時頃（７２時間）まで避難車両の流入が想定されている。放射性ヨウ素の放出がいつ始まる

かは事故の進展に依存するため予測不可能である上に、個々の避難者にとってはいつ検査場所に

到着するのかも不確定である。検査場所で安定ヨウ素剤を配布するのであれば、かりに服用指示

があったとしても「放射性ヨウ素にばく露される２４時間前からばく露後２時間までの間に安定

ヨウ素剤を服用する」という条件で安定ヨウ素剤を配布することは全く不可能であるし、ばく露

後１６時間以降の服用は効果がないとされている。要員配置など実務的な制約を別としても、検

査場所で「事前に」安定ヨウ素剤を配布する計画自体が成立しない。 

なお県の資料「会議記録簿」（甲Ｂ１０の２４の３）では「③ 安定ヨウ素剤配布責任者 安

定ヨウ素剤配布責任者は保健福祉事務所等に勤務す薬剤師・獣医師の派遣を想定しており、管内

市町の検査会場に紐けることで効率的な職員派遣が可能となるので、職員の確保及び名簿化の際

考慮いただきたい」との記述があるが、具体性がなく必要な時機に必要な配布責任者を検査場所
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に配員できるのか疑問である。  

 

６．バス移動に関する不合理性 

 

６．１ バス運転者の被ばくによる制約  

 

政府の「原子力防災会議コアメンバー会議」の見解では、緊急輸送に従事する車両の運転者も

一般人と同じ被ばく許容限度（年間１ｍＳｖ）が適用されるとしている24。これに対応して宮城

県バス協会と宮城県の協定「原子力災害時における緊急輸送に関する協定書」（甲Ｂ１１の１５

の５の１）によると、第１１条に「乙（バス協会）の会員の従業員がこの協定に基づく業務に従

事したことによる被ばく線量は実効線量で１ミリシーベルトを上限とする［※甲は宮城県、乙は

宮城県バス協会］」としているところから、緊急輸送用務に従事中するドライバーの被ばく線量

が１ミリシーベルトを超えた場合、あるいは超えると予想される場合には緊急輸送用務に従事す

ることを要請できない。図２，図３から推定されるように、福島第一原発事故の実態を参照する

と、ドライバーの被ばく線量が短時間のうちに１ｍＳｖを超え、そもそも緊急輸送用務に従事で

きない可能性が高い。この問題はバスに同乗することになっている市職員についても同様であ

る。 

参考までに新潟県のバス協会との協定書25でも同様の記載があり「従事者の業務実施による被

ばく線量の予測を行い、平時の一般公衆の被ばく線量限度である１ミリシーベルトを下回る場合

に、乙の会員に対し協力を要請するものとし、これを請えるおそれがある場合は、甲は乙の会員

に対し協力を要請しないものとする」［※甲は新潟県、乙は公益社団法人新潟県バス協会］とし

ているが、協定書に明記はないものの県の説明によると「被ばく線量の予測を行い」の意味につ

いて、送迎に向かうにはバス運転者に線量計を携帯させて許容限度を越えるおそれがあれば引き

返しも止むなしとの説明があり26、より具体化して対応している。 

これはバス運転者の安全に配慮した取り扱いであるが、一方で避難者側からみれば来るはずの

バスがいつまで待っても来ない、いつ来るのかもわからない苦境に陥ることになる。前述のよう

に国において運転者被ばく限度等に関する指針が提示されていながら、「作業部会」「協議会」で

も何ら検討されていないことは「作業部会」「協議会」が避難計画の実効性の評価・改善に関し

 

24 原子力防災会議連絡会議コアメンバー会議「共通課題についての対応方針」（平成２５  年１

０ 月９ 日） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/genshiryoku_bousai/kanji/dai02/sankou2.pdf  

25 新潟県・公益社団法人新潟県バス協会「原子力災害時における人員の輸送等に関する協定」

（令和２年１０ 月１４ 日） 

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/239561.pdf 

26 「第１８回新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員会」議事録  

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/292008.pdf 
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て機能しておらず、課題の抽出さえ不十分であることが露呈している。 

 

６．２ バス手配の困難性 

 

バス手配に関する県の説明は、あたかも全ての車両が緊急事態に備えて待機しているかのよう

な想定で論じられているが、路線バスは運行ダイヤに従って、また観光バスは顧客の要求に応じ

てさまざまな場所を走行している。図７は県内路線バスの運行状況（平日）を示す27。同図に示

すように宮城県内でも多くのバスは仙台市周辺に存在し、女川・石巻周辺に存在する車両は県内

車両のごく一部にすぎない。観光バスについては顧客の要求によりさまざまな場所を走行するの

で図示することができないが、もとより緊急事態に備えて待機しているわけではない。避難の必

要が生じた場合、すでに避難車両が移動を始めて道路を占有している状況で、女川町・石巻市の

必要な場所に必要な時にバスを呼び寄せることができるとは考えられない。また検査場所を経て

最終避難所に移動するには数１０ｋｍから時には１００ｋｍ以上に及ぶことから、ピストン輸送

（汚染地区に再び戻る）の余裕はなく片道輸送にならざるをえない。 

 

 

27 国土交通省「国土数値情報」 

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html 
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図７ 県内路線バスの運行状況（平日） 

 

阻害要因調査では大型バス１台に４０人乗車としているが、これはシミュレーション上の仮定

にすぎない。対象箇所（一時集合場所、福祉施設等）の人数が少なくても１箇所に最低１台は必

要なのであるから定員に満たず発車することもある。原発事故では福島原発事故の経験から長期

的な避難が予想されるから、着の身着のままではなくあるていどの荷物の携行は必要である。む

しろ高齢者・障がい者など日常生活に制約を有する避難者ほど、自家用車が使えずバス避難によ

らざるをえない状況が起こりやすいから、着のみ着のままでは避難生活に耐えられないため携行

品も多くなる傾向がある。乳幼児を伴った避難についても同様である。こうした条件から、単純

に避難者数の人数割りでバス台数を比較したところで、バスの台数が十分であるかどうかを確認

することはできない。福島原発事故の事例でもみられるごとく、福祉施設等の入所者は座位が取

れない人もあり、無理に座席に乗せて移動したことによる犠牲者も発生したことは福島原発事故

の記録から明らかである。このためバスの台数だけではなくその設備等も具体的に評価しなけれ

ば実効性の確認はできない。  
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７． 結論 

 

冒頭指摘したように、原子力防災計画の一環としての避難計画は「防災」の枠組みである以

上、「起きたものとして」立案する原則があり、自然災害と同様にまず科学的なシミュレーショ

ン等を活用し最大想定から出発すべきである。ところが県・市の現状の計画を検討すると「起き

ないものとして」あるいは「なってみなければわからない」という内容にとどまっている。そも

そも実現しえない条件を前提としたり、法令・基準・指針等を逸脱する事項も少なからずみら

れ、実務的な問題以前に机上計画としても成立していない。本意見書で取り上げた検査場所関連

の事項だけでなく、現状の避難計画全般にわたり不明事項が多く実効性が疑わしい。  

もとより防災計画に「完成」はなく日々改善してゆくべきであることは当然としても、原告側

第８，第９準備書面で指摘されているように、計画の不備をあたかも住民が補佐し代案の提言を

行っているようでは、女川地域原子力防災協議会において「実効性が確認された」と称する段階

とは思われない。前述の「新潟県報告書」では委員より「１ｍＳｖを超える被ばくを許容するよ

うな避難計画に実効性があるとは言えない」（「新潟県報告書」ｐ．１１３）、「公衆の被ばくが年

間１ｍＳｖ以下となるように法が厳格に規定していることに照らして、避難による被ばく量につ

いても、年間１ｍＳｖを上限とした避難計画を策定することが必要であると考える」との意見も

提示されている。（同ｐ．１１７） 

図２に示されるように、新規制基準を参照して控えめな条件を想定しても、女川町・石巻市周

辺では放射性物質の放出があった場合には、そこに滞在するだけで半日～一日のうちに一般公衆

の被ばく量が１ｍＳｖを超える可能性が高い。すると現在の避難計画ではいかに理想的な条件を

仮定しても一般公衆の被ばく量をそれ以下に抑えることはできないたら避難計画全体が無効とな

る。このような原子力防災計画のもとでは女川原発の再稼働を容認する条件が整ったということ

はできない。  
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(以上) 

 


