質問書の参考資料

処理汚染水の海洋放出を止めよう
福島県漁連との約束を守れ！タンクの増設・トリチウム分離技術の実用化を
この質問書は、処理汚染水の全量を海洋放出するという計画の無謀さを明らかにし、タンク貯蔵とい
う別の道があることを示し、県漁連や県内自治体等の反対姿勢をバックアップするためのものである。
福島第一原発の ALPS 処理汚染水の全量を海洋放出するという変更認可申請が、昨年 12 月 21 日に東
京電力から原子力規制委員会に提出された。この変更認可申請は、2021 年 4 月 13 日の放出をするとの
政府決定を踏まえたものである。規制委員会の認可を得た後、今年 6 月頃までに福島県、大熊町と双葉
町などの了解を得て設備の建設にかかり、2023 年 4 月半ばから海洋放出を開始すると予定されている。
その処理汚染水中にはトリチウムが約 860 兆ベクレル(2020.1 時点)、その他セシウムやストロンチウ
ムなどあらゆる核種が大量に含まれている。処理汚染水中トリチウムの年放出量が 22 兆ベクレル以下に
なるように分け、約 32 年間かけて近海に放出すると計画されている。
まず、この処分計画は福島県漁連への 2015 年 8 月 24 日付経産省からの文書回答及び東電からの同 25
日付文書回答の趣旨（関係者の理解なしにはいかなる処分も行わず、処理汚染水は敷地内タンクに貯留
する）に反している。県漁連、全漁連や多くの県内自治体など関係者の理解は得られていない。事故を
起こして海と陸地を汚染し、漁業や農業、人々の生活を破壊した東電が、またも海を汚染する行為は許
されるべきではない。国際的にも反対の声が挙がっている。
海洋放出ではなく、約束通りに敷地内タンクに貯留する方策をとるべきである。現に東京電力自身が、
「タンク増設の余地は限定的」であるとはいうものの、不可能とは見なしていない。他方では、トリチ
ウム分離技術を募集し実用化を目指しており矛盾している。地下水の流入を防ぐ措置をとれば増設する
タンクも少なくて済む。
また、海洋放出を推進するための大義名分として、
「廃炉」を推進するためだと謳われている。取り出
したデブリや廃棄物の置き場を確保するためには、処理汚染水の貯蔵タンクを除去する必要があるとさ
れている。しかし実際には、
「廃炉」は進んでいないどころか、
「廃炉」の法的規定さえ存在しない。
「廃
炉」のためと称して海洋放出を「合理化」するのは、まやかしの手段・トリックにすぎない。
この問題には、福島県民はもとより全国の人たちが強い関心をもって注視している。

[資料１（質問１）] 「ALPS 処理水の海洋放出に係る放射線影響評価報告書（設計段階）」に対する
意見募集要領

2021 年 11 月 17 日 東京電力ホールディングス株式会社

当社は、本日公表した「ALPS 処理水の海洋放出に係る放射線影響評価書（設計段階）」に対して、
下記要領で幅広くみなさまからのご意見を募集します。頂いたご意見は、将来の報告書の改訂を行う際
に考慮いたします。
（略）
2. 意見募集内容 政府の「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核
種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」（2021 年 4 月 13 日、廃炉・汚染 水・処理水対策
関係閣僚等会議）にて示された方針を踏まえ、
「ALPS 処理水の海洋放出に係る放射線影響評価報告
書（設計段階）
」のさらなる充実のため、ご意見を募集し、今後、本報告書の見直しにあたっての参
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考とさせていただきます。
（略）
6. 注意事項 （1） 応募フォームからいただいたご意見については、当社でいくつかのまとまりと
して分類したうえで、その対応についても公開する予定です。

[資料２（質問１）] 東京新聞 2021.12.22 東電処理水放出を申請
11 月に公表した海洋放出による海や人体の影響予測への意見公募には、今月 18 日の締め切りまでに数
百件が寄せられたという。内容の分析は間に合わず、松本氏は「意見で改定が必要になれば、計画を補
正して反映させる」と話した。

[資料３（質問３）] 県漁連の要望書に対する経産省と東電の文書回答
県漁連からの 2015 年 8 月 11 日付要望書の「要望事項４．建屋内の水は多核種除去設備等で処理した
後も、発電所内のタンクにて責任を持って厳重に保管管理を行い、漁業者、国民の理解を得られない海
洋放出は絶対に行わない事」に対し、経産省と東電は文書回答で以下のように約束している。
◆経産省の回答（2015.8.24）
建屋内の汚染水を多核種除去設備で処理した後に残るトリチウムを含む水については、現在、汚染水
処理対策委員会に設置したトリチウム水タスクフォースの下で、専門家により、その取扱いに係る様々
な技術的な選択肢、効果等を検証しています。検証結果については、まず、漁業関係者を含む関係者へ
の丁寧な説明等必要な取組を行うこととしており、こうしたプロセスや関係者の理解なしには、いかな
る処分も行いません。
◆東電の回答（2015.8.25）
検証等の結果については、漁業者をはじめ、関係者への丁寧な説明等必要な取組を行うこととしてお
り、こうしたプロセスや関係者の理解なしには、いかなる処分も行わず、多核種除去設備で処理した水
は発電所敷地内のタンクに貯留いたします。
★昨年 12 月 23 日にいち早く経産大臣が県漁連の野崎会長と面会。野崎氏は「約束があったのに、実行
せざるを得ないというのははなはだ遺憾。われわれはここに土着して漁業をやってきた。他の場所では
できない。後継者につなぐためにも続けていきたい」「政府が風評被害対策や説明を尽くすとしても放
出反対の姿勢は崩さないと強調した」（東京新聞 12.24）。
このように関係者の理解が得られていない以上、文書約束どおりに海洋放出は止めるべきだ。

[資料４（質問４）] タンクの増設を行え
東電は約束どおり敷地内タンクの増設にとりかかるべきである。実は規制委の更田委員長が 12.22 記
者会見で、自治体の承認等が遅れた場合に備えて「予定外のバックアップスペースとして貯留容量を設
ける議論が必要」と述べている（12.23 福井新聞）。
今年１月 20 日現在、タンク内の処理汚染水等量は 129 万 m3 で、現行満杯量の 137 万 m3 まで８万
m3 の余裕しかない。仮に１日の増量を 150m3 と多めに見た場合、2023 年 7 月に満杯になる。
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[資料５（質問５）] ALPS 処理水等からトリチウムを分離する技術の公募（第一期）に係る一次評価
について ＜参考資料＞ 2021 年 12月16日 東京電力ﾎｰﾙﾃｨﾝグｽ株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー
公募第一期（5月27日〜9月30日）に受け付けた提案に対し、今般、ナインシグマから 応募者に一次評
価結果を回答した旨の報告を受けましたので、お知らせします。
✓

提案等総数 ︓65 件※（国内 42 件、海外 23 件） ※技術提案以外のものを一部含む

✓

一次評価通過数 ︓11 件（国内 4 件、海外 7 件）
（略）

[資料６(質問６)] 廃炉作業は進まず、廃炉の法的根拠もない中で、処理汚染水放出だけを急いでい
る
「廃炉を進めるため」
「廃炉に必要な設備の設置が必要となるため」として、大量の処理汚染水タンクが
廃炉の妨げになるとの理由で、処理汚染水の海洋放出を実施しようとしている。しかし、
①実態からすれば、廃炉のための作業は進まず、国の「中長期ロードマップ」は破綻
それにも関わらず、処理汚染水放出だけを早期に実施しようとしている。
⚫ ロードマップ（下図）では初号機の燃料デブリ取り出し開始は 2021 年以内だが、既に破綻。
⚫ デブリ取り出しのための調査さえ、機器の度重なる故障で進んでいない。

②廃炉の法的側面からすれば、事故を起こした福島第一原発は「特定原子力施設」であり、廃炉に関す
る法や規則はない。
「廃炉のために処理水の海洋放出」という主張はトリックであり、法的根拠はない。
▼通常の原発の廃炉（廃止措置）とは：
規則で以下のように決められている。規制委の審査・確認を受けることになっている。
①原子炉施設の解体、②核燃料物質の譲渡し、③核燃料物質による汚染の除去、④核燃料物質又は
核燃料物質によって汚染された物の廃棄、⑤放射線管理記録の引渡し（引用者注：放射線管理区域
等が必要でない状況）
（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 115 条）
▼福島第一原発には、廃炉（廃止措置）を規定する法や規則はない
（１）規制委は、事故を起こした福島第一原発を 2012 年 11 月 7 日に「特定原子力施設」に指定。
「特定原子力施設」には、通常の原発のような「廃炉措置」の定めはない。
（２）
「中長期ロードマップ」は政府の担当閣僚によって作成された「計画」にすぎず法的根拠はない。
（３）東電の「実施計画」は、
「中長期ロードマップ」に紐づけされたもので、法的根拠はない。
（４）規制委が審査しているのは、東電の「保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するた
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めの計画（実施計画）
」
。廃炉の実施計画を審査しているのではない。
原子炉等規制法 64 条の二 2
２ 原子力規制委員会は、特定原子力施設を指定したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事
業者等（次条において「特定原子力事業者等」という。）に対し、直ちに、措置を講ずべき事項及び
期限を示して、当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施する
ための計画（以下「実施計画」という。）の提出を求めるものとする。
（下線は引用者）

（５）通常の原発と異なり、燃料デブリや使用済燃料の敷地外搬出、施設の解体などは想定されていな
い（できない）
。エネ庁パンフがそれを如実に語っている。
「廃炉の大切な話

福島第一原子力発電所の今とこれから」 資源エネ庁パンフ 2021（下線は引用者）
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/images/pamph2021.pdf

Ｑ７ 取り出した燃料デブリや放射性廃棄物は最終的にどうなるの？
Ａ

国が最後まで責任をもって検討していきます。
・取り出した燃料デブリや放射性廃棄物は、まずは福島第一原発の構内で安全に保管
していきますが、その処理・処分は、その性状を把握しつつ、今後、さらなる調査と
研究を進めながら、検討を深めることが必要です。
・検討に当たっては、地元の皆さまからのご意見をお伺いしながら進めていきます。

➡燃料デブリ等は構内で保管。その後どうするかは検討。搬出するとは言っていないない。
Ｑ８
Ａ

廃炉が終わった後はどうなるの？
廃炉が終わった後の姿については、地元の皆様のご意見を伺いながら、今後も検討を
重ねていきます。
・現時点では、原子炉内の状況や、廃棄物の取扱いなど、不確定なことが多いため、
廃炉が終わった後の姿を具体的に示すことはまだできていません。（略）

➡「具体的に示すことはまだできません」として、更地にするとは言えない。通常の原発の廃炉と
は違う。法的規定もないから、このようないいかげんな回答で逃げている。
海洋放出は断念し、廃炉に向けた法的整備の議論から始めるべき。
（参考資料

雑誌「科学」2022 年 1 月号

尾松亮「私たちは何をどう選ぶのか（中）」）

[資料７（全般）] 申入書（福島第一原発汚染水の希釈放出設備等の実施計画変更に関する事前了解につ
いて）福島県知事 内堀 雅雄 様

2021 年 12 月 27 日 海といのちを守る福島ネットワーク

[申し入れ事項]
１、汚染水の希釈放出設備等の実施計画変更に関する事前了解について、福島県民と県内の農林水産業＝第一
次産業はじめ地域の社会経済を守るために、福島県として海洋放出反対の意思を表明し、本件事前了解に同
意しないこと。
２、汚染水対策について、漁業者をはじめ福島県民の生業を守り、県民生活の安全・安心を確保するため、政
府と東京電力に対し、地下水の止水、トリチウム分離技術の実用化、大型タンクでの長期保管案やモルタル
固化保管案等の汚染水対策を求めること。
３、汚染水処分の国民的合意について、国際関係への配慮、国会での議論と国民的な公聴会の開催による国民
的合意の形成を図るよう政府に求め、本県としても廃炉安全監視協議会等で実施計画の意見を集約するばか
りでなく県民の声を聞く県民公聴会を開催すること。
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