
令和４年度大阪府環境放射線評価会議 議事録 

 

日時：令和５年１月 11日（水） 13：30～15：00 

場所：大阪府災害対策本部会議室（新別館北館 1階） 

 

1．開会   

○事務局（山邉補佐）：皆様お揃いですので、定刻より少し早いですが、只今より令和４年度大阪府

環境放射線評価会議を開催いたします。 

委員、原子力事業者、関係市町の皆様にはお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうござ

います。 

私は、本日の司会をさせていただきます危機管理室防災企画課の山邉と申します。よろしくお願

いいたします。 

なお、本日の会議は公開といたします。資料・議事内容等については、後日大阪府ホームページに

掲載させていただきます。 

 それでは開会に当たりまして防災企画課長の脇川よりご挨拶申し上げます。 

 

○事務局（脇川課長）：皆さん、こんにちは。大阪府危機管理室防災企画課長をしております脇川と

申します。このような席から失礼いたします。ご挨拶申し上げます。本日はお忙しい中、会議にご出

席賜りまして本当にありがとうございます。 

 大阪府内の原子力施設を取り巻く状況としましては、平成 29年度までに京都大学さん、近畿大学

さんの研究用原子炉が新規制基準に対応されまして、現在は原子燃料工業株式会社の核燃料加工施

設が令和５年度中の新規制基準対応を目指して工事中でございます。 

 直近の運転状況につきましては、後ほど各事業者様からご説明いただきますけれども、京都大学

におかれましては研究用原子炉（KUR）が運転中で、臨界集合体実験装置（KUCA）は休止中、近畿大

学さんでは原子炉（UTR-KINKI）が運転中と伺っているところでございます。 

 また、研究用原子炉におきましては、核不拡散の観点からアメリカが進めております高濃縮ウラ

ン燃料の返還政策によりまして、高濃縮ウランの撤去が進んでおりまして、今後は低濃縮ウランに

よる運転を継続することされているところでございます。 

原子力施設の安全確保につきましては、原子力事業者をはじめといたしまして、本日お集りの関

係機関の皆様方がさまざまな対策を講じることはもとより、平常時における環境放射線の監視を適

切に実施することが重要と認識しております。 

こうした観点から、本府においても、各原子力施設周辺の環境放射線を監視いたしまして、本会議

でご審議いただき、結果を公表してきたところでございます。過去２か年につきましては、ご承知の

ように新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から本会議の開催を控えていたところでござい

ます。 

本日は、開催を控えておりました過去２年間を含む令和元年度から３年度までの監視結果を公表

するにあたりまして、委員の皆様方に、専門的知見からご指導、ご助言をいただきたく、忌憚のない

ご意見をお願いするところでございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 



 

○事務局（山邉補佐）：では次に配布資料の確認をさせていただきます。 

お手元の次第の下部の方に、配布資料の一覧を記載しております。過不足等ないようご確認いた

だけますでしょうか。資料は、資料１－１から資料３－３、参考資料までとなっております。複数資

料がございまして申し訳ないです。資料はお手元にお揃いでしょうか。 

 皆様お揃いのようですので、議事を進めさせていただきます。 

では、委員の皆さまのご紹介についてです。今回新たに就任された委員についてご紹介の上、名簿

の配布をもってご紹介に代えさせていただきます。 

令和４年３月 31日をもちまして大阪公立大学大学院の谷口委員がご退職されましたので、後任と

して同大学院の松浦委員にご就任いただいております。 

 

○松浦委員：松浦です。よろしくお願いします。 

 

○事務局（山邉補佐）：また、令和４年３月 31日をもちまして量子科学技術研究開発機構 関西光科

学研究所 保安管理課長の前田委員がご異動されましたので、後任として、同じく関西光科学研究所

保安管理課長の高倉委員にご就任いただいております。 

 

○高倉委員：高倉でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（山邉補佐）：では、議事に入る前に、進行上の留意点を１点ご説明させていただきます。 

ご発言の際、卓上マイクのスイッチを入れていただき、発言が終わりましたら、もう一度ボタンを押

してオフしていただきますようお願いいたします。 

それでは、ここからの議事については山澤委員長にお願いしたいと思います。委員長、よろしくお

願いいたします。 

 

2．議事 

(1)令和元年度～３年度環境放射線監視結果について 

○山澤委員長：はい、ありがとうございます。委員長を拝命しております名古屋大学の山澤と申し

ます。よろしくお願いいたします。議事がたくさんありますので、早速議事に入りたいと思います。

議題１「令和元年度～３年度環境放射線監視結果」について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局（多々野総括）：大阪府危機管理室防災企画課の多々野と申します。よろしくお願いします。資

料１－１を用い、議題１の令和元年度～３年度環境放射線監視結果についてご説明いたします。 

先ほどの課長挨拶にもありましたとおり、令和２年度と３年度、新型ウイルス感染拡大防止の観点から

開催を控えておりましたので、今回に限り、令和元年度～３年度までの３年間の結果と考察について、ご

審議いただきたく存じます。 

それでは令和元年度の環境放射線の監視結果から順にスライドを用いてご説明いたします。報告書の

ページ番号を記載しておりますので、資料１－２－１～１－２－３の報告書も適宜ご参照いただければ

と思います。 



[令和元年度] 

大阪府の令和元年度の監視結果について、空間放射線と環境試料測定結果を説明いたします。 

監視項目は、空間放射線として、空間線量率（γ線）、積算線量、中性子線量率、環境試料につきまし

ては大気浮遊じん中の全α・β放射能濃度とγ線放出核種、環境試料中の全β放射能濃度、γ線放出核種

濃度、トリチウム及びウランです。 

まず空間線量率（γ線）についてです。 

月間平均値については熊取、泉佐野、東大阪の３地域とも特に大きな変動もなく、これまでの平均値と

同程度のレベルで観測されております。 

続きまして、月別、地域別の１時間値の最大値です。最大値は 60～81nGy/hであり、問題となるレベル

ではないと考えられます。 

１時間値の平常の変動幅の上限値を超えた件数です。この平常の変動幅とは、過去の測定結果の平均値

±3σの範囲を指しております。報告書 10 ページ以降に詳細を載せておりますが、全ての時間帯におい

て降雨が観測されており、空間線量率の増加に関しては、降雨による自然放射線レベルの変動が原因と考

察しております。 

平常の変動幅の下限値を下回った件数は、いずれの地域も０でした。 

続きまして、積算線量と中性子線量率です。積算線量に関しては過去の値と同水準であり、自然放射線

レベルであると考察しております。中性子線量率につきましても、全て検出限界値を下回っておりまし

た。 

ここからは、環境試料の測定結果です。 

大気浮遊じん中の全α・全β放射能濃度の月間平均値です。若干の変動は認められますが、自然放射能

レベルの変動の範囲内と考えております。 

続きまして、月間最大値の推移を地域別に示しております。こちらも若干の変動は認められますが、当

時の気象条件、原子力施設に特に異常はなかったことから、自然放射能レベルの変動ということで考察し

ております。 

続きまして、平常の変動幅を外れた件数を示しております。各地域の超過件数の合計値は 25～32件で

した。下の表にα線とβ線の相関関係と比を示します。ご覧のとおり両者に良好な相関関係が認められ、

かつα・β比につきましても大きな変動はありませんでした。 

以上から、上限値を超過した要因としましては、気象要因により自然放射能レベルが変動したと考えて

おります。 

続いて大気浮遊じん中のγ線放出核種濃度です。大気浮遊じんからセシウム 137 は検出されませんで

した。 

排水・底質中の全β放射能濃度についてです。近畿大学原子力研究所前マンホール排水で（全β放射能

濃度が）過去の最大値を超えましたが、これは試料採取前に研究所の向いで植栽と施肥がなされていたこ

とから、肥料中に含まれる天然のβ線核種であるカリウム 40の濃度変動によるものと推測され、原子力

施設に起因するものではないと考えられました。 

続いて環境試料中のγ線放出核種濃度です。 

土壌中のセシウム 137は過去から観測されており､令和元年度も過去の測定結果と同レベルでした。 

排水中のセシウム 137は平成 25年度下期以降検出されておりません。 

底質中のセシウム 137です。底質というのは河川の底泥です。令和元年 10月に検出されましたが、過



去に検出されたレベルと同程度でした。 

農作物と指標生物からはセシウム 137は検出されませんでした。 

報告書６ページの環境試料の考察は、土壌及び底質から微量のセシウム 137 が検出されましたが、濃

度は平常の変動幅の範囲内で非常に低いことから、主に過去の核実験等の影響が残っているため、としま

した。 

セシウム以外の核種として、陸水中のトリチウムと底質中のウランです。陸水とは、表層水や飲料水を

いいます。こちらについても、平常の変動幅の範囲内で非常に低いことから自然放射能レベルであると考

察しております。 

以上を基に、監視結果をまとめました。報告書２ページの「監視結果の概要」にも記載しております。

読み上げます。 

「本報告書は令和元年度に実施した府内原子力施設周辺における環境放射線の監視結果を取りまとめ

たものです。空間線量率（γ線）及び環境試料中の放射能濃度は、いずれも過去の測定結果と同程度で非

常に低く、中性子線量率は全て検出限界値未満でした。また、環境試料の測定では、土壌、底質において

分析精度の向上等に伴い、より低濃度まで検出できるようになったことから微量のセシウム 137 が検出

されましたが、測定結果は過去の放射線レベルと同程度であり、自然変動の範囲内でした。これは主に過

去の核実験等の影響によるものと考えられます。以上の結果、検出された放射性物質は人体に影響を与え

ない程度のものでした。」 

令和元年度の監視結果の概要は以上です。 

[令和２年度] 

続いて令和２年度の監視結果です。令和２年度の監視対象は元年度と同じです。 

まず空間線量率（γ線）についてです。 

月間平均値については熊取、泉佐野、東大阪の３地域とも特に大きな変動もなく、これまでの平均値と

同程度のレベルで観測されております。 

続きまして、月別、地域別の１時間値の最大値については、59～90nGy/hであり、問題となるレベルで

はないと考えられます。 

１時間値の平常の変動幅の上限値を超えた件数です。全ての時間帯で降雨が観測されており、空間線量

率の増加に関しては、降雨による自然放射線レベルの変動が原因と考察しております。 

平常の変動幅の下限値を下回った件数は、いずれの地域も０でした。 

積算線量に関しては過去の値と同水準であり、自然放射線レベルであると考察しております。中性子線

量率につきましても、全て検出限界値を下回っておりました。 

次に、環境試料の測定結果です。 

大気浮遊じん中の全α・全β放射能濃度の月間平均値です。若干の変動は認められますが、自然放射能

レベルの変動の範囲内と考えております。 

月間最大値の推移を地域別に示しております。こちらも若干の変動は認められますが、自然放射能レベ

ルの変動ということで考察しております。 

続きまして、平常の変動幅を外れた件数の合計値は 32～50件でした。α線とβ線には良好な相関関係

が認められ、α・β比につきましても大きな変動はありませんでした。 

以上から、上限値を超過した要因としましては、気象要因の変化により自然放射能レベルが変動したと

考えております。 



続いて大気浮遊じん中のγ線放出核種濃度です。大気浮遊じんからセシウム 137 は検出されませんで

した。 

排水・底質中の全β放射能濃度については、各地点とも過去の最大値を下回っており、測定値は自然放

射能レベルであると考えられました。 

続いて環境試料中のγ線放出核種濃度です。土壌中のセシウム 137は過去から観測されており､令和２

年度も過去の測定結果と同レベルでした。 

排水中のセシウム 137は平成 25年度下期以降検出されておりません。 

底質中のセシウム 137は検出されませんでした。 

農作物と指標生物中のセシウム 137も検出されませんでした。 

報告書６ページの環境試料の考察は、土壌から微量のセシウム 137 が検出されましたが、濃度は平常

の変動幅の範囲内で非常に低いことから、主に過去の核実験等の影響が残っているためとしました。 

トリチウムとウランについても、平常の変動幅の範囲内であり、非常に低く自然放射能レベルであると

考察しております。 

以上を基に、監視結果をまとめました。報告書２ページの「監視結果の概要」にも記載しております。

読み上げます。 

「本報告書は令和２年度に実施した府内原子力施設周辺における環境放射線の監視結果を取りまとめ

たものです。空間線量率（γ線）及び環境試料中の放射能濃度は、いずれも過去の測定結果と同程度で非

常に低く、中性子線量率は全て検出限界値未満でした。 

また、環境試料の測定では、土壌において分析精度の向上等に伴い、より低濃度まで検出できるように

なったことから微量のセシウム 137 が検出されましたが、測定結果は過去の放射線レベルと同程度であ

り、自然変動の範囲内でした。これは主に過去の核実験等の影響によるものと考えられます。以上の結

果、検出された放射性物質は人体に影響を与えない程度のものでした。」 

令和２年度の監視結果の概要は以上です。 

[令和３年度] 

続いて令和３年度の環境放射線の監視結果でございます。監視対象は同じです。 

まず空間線量率（γ線）についてです。 

月間平均値については熊取、泉佐野、東大阪の３地域とも特に大きな変動もなく、これまでの平均値と

同程度のレベルで観測されております。 

続きまして、月別、地域別の１時間値の最大値です。最大値は 63～93nGy/hであり、問題となるレベル

ではないと考えられます。 

１時間値の平常の変動幅の上限値を超えた件数です。全ての時間帯において降雨が観測されており、空

間線量率の増加に関しては、降雨による自然放射線レベルの変動が原因と考察しております。 

平常の変動幅の下限値を下回った件数は、いずれの地域も０でした。 

積算線量に関しては過去の値と同水準であり、自然放射線レベルであると考察しております。中性子線

量率につきましても、全て検出限界値を下回っておりました。 

次に、環境試料の測定結果です。 

大気浮遊じん中の全α・全β放射能濃度の月間平均値です。若干の変動は認められますが、自然放射能

レベルの変動の範囲内と考えております。 

月間最大値の推移を地域別に示しております。こちらも若干の変動は認められますが、各地点とも過去



の最大値を下回っていました。自然放射能レベルの変動ということで考察しております。 

続きまして、平常の変動幅を外れた件数の合計値は９～20 件でした。α線とβ線に良好な相関関係が

認められ、かつα・β比にも大きな変動はありませんでした。 

以上から、上限値を超過した要因としましては、気象要因の変化により自然放射能レベルが変動したと

考えております。 

続いて大気浮遊じん中のγ線放出核種濃度です。大気浮遊じんからセシウム 137 は検出されませんで

した。 

排水・底質中の全β放射能濃度については、各地点とも過去の最大値を下回っており、測定値は自然放

射能レベルであると考えられました。 

続いて環境試料中のγ線放出核種濃度です。土壌中のセシウム 137は過去から観測されており､令和３

年度も過去の測定結果と同レベルでした。 

排水中のセシウム 137は平成 25年度下期以降検出されておりません。 

底質中のセシウム 137は検出されませんでした。 

農作物と指標生物中のセシウム 137も検出されませんでした。 

報告書６ページの考察は、土壌から微量のセシウム 137 が検出されましたが、濃度は平常の変動幅の

範囲内で非常に低いことから、主に過去の核実験等の影響が残っているためとしました。 

トリチウムとウランについても、平常の変動幅の範囲内であり、非常に低く自然放射能レベルであると

考察しております。 

以上を基に、監視結果をまとめました。報告書２ページの「監視結果の概要」にも記載しております。

読み上げます。 

「本報告書は令和３年度に実施した府内原子力施設周辺における環境放射線の監視結果を取りまとめ

たものです。空間線量率（γ線）及び環境試料中の放射能濃度は、いずれも過去の測定結果と同程度で非

常に低く、中性子線量率は全て検出限界値未満でした。また、環境試料の測定では、土壌において分析精

度の向上等に伴い、より低濃度まで検出できるようになったことから微量のセシウム 137 が検出されま

したが、測定結果は、過去の放射線レベルと同程度であり、自然変動の範囲内でした。これは主に過去の

核実験等の影響によるものと考えられます。以上の結果、検出された放射性物質は人体に影響を与えない

程度のものでした。」 

令和３年度の監視結果の概要は以上です。 

最後に、令和４年度上半期に実施した環境放射線の監視結果につきましても、自然変動の範囲内で特段

問題はありませんでしたので、令和５年度に令和４年度下半期の監視結果と合わせて１年分まとめてご

審議いただきたく存じます。 

 以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

○山澤委員長：それでは、「令和元年～３年度環境放射線監視結果」について、ご意見等があれば伺いた

いと思います。 

 

○青野委員：用語について確認させてください。今説明されたパワーポイントの資料で、５ページに「１

時間値の平常の変動幅」という用語が使われていますが、一方で資料の１－２－１ 監視結果報告書３ペ

ージにあるように「過去の月間平均値の範囲」という用語も使われています。この「平常の変動幅」とい



う用語は、何を参考に見ればよいのかがちょっとわかりにくいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

○事務局（多々野総括）：「平常の変動幅」というのは、年度報８ページに用語の解説を載せており、ここ

に「平常の変動幅」の定義がございます。「多数の測定値を評価するにあたり、合理的且つ容易に注目す

べき測定値を抽出するため「平常の変動幅」を設定しています。この変動幅は、観測局ごとに過去の測定

値（最大 10年間）を用いて統計的手法（平均値±3σ（標準偏差の 3倍））を用いて定めています。」 

 

○青野委員：わかりました。 

 

○山澤委員長：他に何かありますでしょうか。 

 

○村田委員：令和元年度・近畿大学原研前マンホール排水の結果ですが、全β濃度が少し高い、異常では

ないがそれまでの平常の変動幅を超えている、これは植栽の肥料のせいではないかと思います、という説

明でしたが、マンホールと植栽の間の距離はどれくらいあって、どれくらいの量の肥料を撒かれたのか、

という情報はあるでしょうか。 

 

○事務局（多々野総括）：近畿大学原研とも話をしていて、肥料を撒いたという情報はあるのですが、詳

細は把握していません。 

 

〇事務局（林監視員）：監視員を務めさせていただいています、原子力安全技術センター・林と申します。

いきさつと状況のご質問ですので、（環境試料を採取した）監視員からご回答申し上げます。 

まず、ご質問に対する回答ですが、使用した肥料の量は把握しておりません。2回ほどは大量に施肥さ

れたと業者の方から聞いています。マンホールがある道路は幅８ｍぐらいで、マンホールは道路の端側に

あります。マンホールから道路の端までは約１ｍ、道路の端から植栽までは約２ｍあります。つまり、マ

ンホールから植栽までは３ｍほどの距離があります。 

ご質問に対する回答はその通りなのですが、肥料によるものではなかろうか、というのは状況証拠に過

ぎなくて、詳細な調査を行ったわけではございません。ただ、あの頃はかなり大規模に植栽工事が行われ

ていて、大量に施肥を行うということをやっていたので、おそらくそれが原因ではないだろうか、という

ことです。 

事実として申し上げることができますのは、全β濃度が上昇した、人工核種は検出限界値未満であった

が天然核種であるカリウム 40 の濃度だけが大きく上昇していた、濃度が上昇しているのはカリウム 40

だけ、カリウム 40はβ線核種ですので、全β濃度上昇の原因はカリウムである、ということになります。 

分析機関である日本分析センターにも問合せましたが、妥当な判断でしょう、という回答でした。 

 

〇村田委員：わかりました。確かに因果関係を確実に確認するのはちょっと難しいと思いますが、この時

は撒いてからたまたま日が経たない時期に採取した、ということなのでしょうか。そうでなければ毎年、

高い値が出るはず、と思ったのですが。 

 

〇事務局（林監視員）：肥料を与えすぎると良くないという話も聞きますので、肥料の量はたぶん、毎回



それほどたくさんは与えないと思います。その時は初めて大規模に植栽したので、通常よりも多く施肥し

たという話を聞いています。 

排水に影響するほど大量に肥料を撒いたのか、土に混ぜたのかはわかりませんが、植栽工事という特殊

事情があった令和元年度のみの事情と思っています。 

ただ、きちんと調べたわけではなく、事実として申し上げることができるのは、天然核種カリウム 40

の濃度が上昇して、その結果、全β濃度が上がったということだけです。ではなぜ、天然のカリウムが排

水に多く流入したのかということになりますと、「状況証拠としてはまず肥料が原因だろうね」というこ

とと推測していますが、当該排水は下水排水ですので様々なものが流入しており、ひょっとしたらカリウ

ムを含むものが大量に下水に流入していた可能性もゼロではないので、肥料であろうというのは推測に

過ぎないということにはなりますが、（令和２年度、令和３年度、令和４年度上半期は平常に戻っていま

すので）、おそらく令和元年度だけの状況だと思っています。 

 

○村田委員：わかりました。状況証拠であっても、それが積み重なると確からしさが出たということで、

私もそういうことではないかな、と思います。ありがとうございました。 

 

○山澤委員長：ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

今の点は私も、そういう解釈が一番合理的かなと、決定的な証拠ということではないのですが、やはり

肥料との関係がわかったという考えも無視できないと思っています。 

よろしいでしょうか。３年度分の報告について、委員からも特段、書き方等についての意見もございま

せんでしたので、委員会としては「令和元年～３年度年報」はそのまま公表していただくようお願いしま

す。 

 

(2)令和元年度～３年度放射線管理等報告書について 

○山澤委員長：続きまして、議題２で令和元年から令和３年度の放射線管理等報告書について各原

子力事業者の皆様からご説明いただきたいと思います。まず最初に京都大学の五十嵐先生からお願

いいたします。 

 

【京都大学の説明】 

○五十嵐教授：京都大学複合原子力科学研究所放射線管理委員長をお預かりしている五十嵐と申し

ます。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。資料２－１－１をご覧くださ

い。３か年分ですので、私どもは非常に分厚い資料となっております。特段に異常等はございません

でしたけれども、そのまとめとして次のスライドをご覧ください。令和元年度から排気口・排水口に

おける代表的な放射性物質の濃度とりわけ放出量の大きいトリチウム、空気であればアルゴン 41に

ついて、四半期ごとの平均値と最大値を示しています。KURが稼働すればどうしても中性子の放射化

反応によりアルゴン 41が生成してまいります。半減期は数十分ですので敷地境界付近では十分に減

衰するというものでございますけれども、一方でトリチウムも中性子が原子炉から生成してまいり

ますので、重水等の設備もございますし、冷却に水を使っておりますので、トリチウムの生成がゼロ

になることはございませんで、一定程度の濃度が検出されるということでございます。多くの場合、



検出限界未満ということでございますが、時折、濃度が出ているということでございます。但し、濃

度変動を十分に下回っておりますし、すべてのデータについて、WHOのガイドラインの基準を下回っ

ておりますので、十分に安心できるものであると考えております。 

 続きまして、令和２年度になります。こちらもトリチウムにつきましては見えておりますけど、令

和２年度はコロナ禍におきまして、KURの運転がミニマムでございましたので、アルゴン 41が出て

いないということでございます。 

 続きまして、令和３年度でありますけれども、アルゴン 41におきまして排気口において検出がご

ざいましたけれども、それ以外につきましては、トリチウムが排水口で濃度が最大値としては見え

ているのですけれども、検出限界値以下のデータが非常に多くて、そこの濃度を基にしまして平均

をとりますとこのようなデータになるということでございます。全般に、放出を全くなくすという

ことは非常に困難でありますけれども、こういった濃度でございますので、十分に周辺住民の安全

は保たれているというような状況でございます。以上、京大からの報告とさせていただきます。 

 

○山澤委員長：ありがとうございました。続きまして、近畿大学の山田先生からお願いいたします。 

 

【近畿大学の説明】 

○山田准教授：近畿大学の山田でございます。近畿大学原子力研究所の方から報告させていただき

ます。 

私どもからは資料２－２－２といたしまして、原子力規制庁に報告しております管理状況等報告

書を資料として挙げさせていただいておりますが、スライド資料２－２－１で示しました主な部分

でご説明申し上げます。 

 まず、令和元年度でございます。京都大学と同様、排気口と排水口での放射性物質濃度として平均

値と最大値を示させていただいております。当方で排気口のガスβとなっておりますが、私どもの

原子炉は極低出力１Ｗの原子炉でございまして、生成物もほとんど発生しないというものでござい

ます。したがいまして、放射性廃棄物に関しましても、液体廃棄物、排水これらにつきまして処理を

要するものを排出しない原子炉として原子力規制庁から許可をいただいているものでございまして、

ガスは先ほどお話ありました空気中のアルゴンが中性子線で放射化してできるアルゴン 41を対象と

しております。こちらに示しておりますとおり、すべて検出されていない状況でございます。なお、

排水に関しまして、β核種を対象としておりますけれども、こちらの方も出ているところと線が入

っているところがございます。こちら私どもでは排水処理が必要ということでございますけれども、

排水処理設備を持っておりまして、溜まったところで濃度を測って放出するということでございま

す。線が入っているところはこの間に水の放出をしなかったということを意味しておりまして、放

出があった７～９月に関しましても十分低い値であったことは確認できてございます。 

 続きまして、令和２年度でございます。こちらも同じくガスの検出はございませんでした。水に関

しましては、四半期のうちの３期に放出しておりますけれども、こちらも十分に低い値であること

を確認できております。 

令和３年度もガスの検出はありませんで、排水に関しましても計３回の排出でございますけれど

も通常の低い値であったというところでございます。 



 

○山澤委員長：ありがとうございました。続きまして、原子燃料工業株式会社の尼崎様、お願いいた

します。 

 

【原子燃料工業の説明】 

○尼崎グループ長：原子燃料工業株式会社熊取事業所の尼崎でございます。それでは早速資料で説

明させていただきます。我々も資料２－３－２のとおり、原子力規制庁に法令報告という形で半期

ごとに報告しておりまして、それを取りまとめさせていただいているのが資料２－３－１でござい

ます。 

 それでは令和元年度から説明させていただきます。弊社はウラン燃料の加工施設ということで、

取り扱う放射性物質につきましては、酸化ウラン、ウランの酸化物の固体といいますか粉体状のも

のが主でございます。ですので、特に希ガスはございません。我々の排気口及び排水口での濃度でご

ざいますけれども、令和元年度はすべて検出限界値未満ということでございます。検出限界値は法

令上の限度値の 1/10以下になるようなところで設定しております。 

 令和２年度も同じでございまして、こちらも排気・排水すべて測定結果は検出限界値未満である

ことを確認しております。 

 令和３年度も同様でございまして、排気・排水すべての期間におきまして検出限界値未満である

ことを原子力規制庁に報告しております。以上です。 

 

○山澤委員長：ありがとうございました。それでは、只今の３事業者のご説明に対して、ご質問等あ

ればお願いいたします。 

 ないようですので、私から、原子燃料工業株式会社様の工場の稼働状況について、あとから説明が

あるかもしれませんが、どういった状況でしょうか。 

 

○尼崎グループ長：議題３の近況の方でご報告させていただこうかと思っておりましたけれども、

現在、５年ほど前に工場の操業を停止し、新規制基準対応のための耐震補強工事を進めています。 

ですので、この報告書にある期間、元年、２年、３年は工場の操業は一切しておりません。 

 

○山澤委員長：わかりました。そうしますと、今回、すべて検出限界値未満となっておりますけれど

も、稼働した場合、これらが出てきた実績は過去にあるのでしょうか。 

 

○尼崎グループ長：過去に稼働していた時期も含めて検出限界値未満で報告しております。 

 

○山澤委員長：ありがとうございました。それでは、次の議題に進みたいと思います。 

 

(3)各原子力事業所における近況等について 

○山澤委員長：続きまして、議題３「各原子力事業所における近況等について」に移ります。各原子

力施設の稼働状況、普及・啓発事業の実施状況等について、各原子力事業者の皆様に説明をお願いし



たいと思います。では、京都大学の五十嵐先生から順にお願いします。 

 

【京都大学の説明】 

○五十嵐教授：京都大学複合原子力科学研究所の五十嵐です。資料の３－１をご覧ください。 

京都大学における施設の稼働状況ということで、２基の研究炉 KUR と臨界集合体実験装置である

KUCAについて、簡単に説明します。 

３か年分ということで、（KURは）令和元年度は 848時間、令和２年度は 570時間、令和３年度は

1061時間、令和４年度は現在稼働中です。 

令和２年度はコロナ禍により、緊急事態宣言等もあり、運転が制限されていたため、通常より短い

運転時間になります。週の火水木で稼働しています。令和４年度は KUR の炉心の健全性調査を行っ

たため、若干後ろに稼働開始がずれていますが、現在は順調に稼働しています。KUCA は一日を単位

として稼働しています。令和元年度は 488 時間、令和２年度はコロナ禍の影響を受け 145 時間、令

和３年度は 234 時間運転しています。高濃縮燃料を使用していましたが、米国への返送が無事に終

了したので、今後、低濃縮燃料を購入して使用していく予定です。 

 KUCA は最大 100Ｗという出力が低いもので、近大炉と変わらない低出力のものです。今後、順調

に運転を進めたいので、現在、低濃縮燃料の購入、必要な許認可等の手続きを進めている状況です。 

 イノベーション・リサーチ・ラボラトリの火災について、令和２年１月 28日にイノベーション・

リサーチ・ラボラトリで使っている実験装置で固定磁場強収束加速器本体に付設されている磁場補

正用コイルに通電したところ、表面の被覆材（絶縁のための樹脂）がコイルの発熱により溶融し発煙

する事象が発生しました。 

発火はしていませんが、装置自体はダメ―ジを受けたので、点検修理を行いました。原因は担当者

間の情報共有が出来ていなかった上、前日に冷却水を止めて点検作業を行ったのを失念しており、

そのため冷却水を通じないままスイッチを入れてしまったという初歩的なミスでした。作業を開始

時に通水の確認ができなかったことです。 

当時はインターロックが設置されていませんでした。その後の対策として、通水がされていない

とスイッチが入らない、また、加熱する部品に温度上昇があった場合は、自動的にスイッチが切れる

対策をとっていますし、担当者間の情報共有も活発に行うということで対応しています。放射線物

質の漏洩、人的被害はなかったが、周辺の住民にご迷惑をお掛けしたことを申し訳なく思っていま

す。 

続いては、KUR２次冷却水の管理区域内での漏えいについてです。 

令和２年９月 10日に KURの検査のための運転準備中に、以前に点検を行った熱交換器から非放射

性の２次冷却水が漏洩する事象が発生しました。 

原因としては、２次系側のフランジ部のゴムパッキンを交換、取り付けする作業が正確にできて

おらず、パッキンが変形して、漏洩に至りました。 

なお、こちらは２次冷却水ですので、放射線物質は含まれておらず、施設への影響、それから周辺

への漏洩もありませんでした。今後このようなことが起きないように注意していきます。大変申し

訳ございませんでした。 

続いて、住民広報その１について、施設見学は一般公開、桜公開、学術公開、アトムサイエンス講



演会、アトムサイエンス実験教室を行いました。こちらは令和元年度までは順調に実施していまし

たが、令和２年度以降はコロナ禍におきまして多くが未実施または、規模を縮小して実施していま

す。令和５年度以降は一般公開、桜公開の再開に関する議論を所内で進めています。 

住民広報その２について、情報発信は積極的に進めております。地元広報誌「アトムサイエンスく

まとり」を刊行し、LINEアカウントも開設し、情報発信を行っています。 

また、地元へは熊取町、泉佐野市、貝塚市にご説明を申し上げています。これらの会議に出席し

て、定例的なご報告を申し上げています。以上でございます。 

 

○山澤委員長：ありがとうございました。続いて、近畿大学の山田先生お願いします。 

 

【近畿大学の説明】 

○山田准教授：近畿大学につきましては、資料３－２で説明させていただきます。 

原子炉の稼働状況については、近年 2019年度から今年度まで表しています。 

2020 年度はコロナ禍により、運転時間は短くなっています。2021 年度からは通常通りに回復し、

今年度（2022 年度）に関しましてもほぼ平常状態に戻っている状況でございます。施設定期事業者

検査については、今年度の２月～３月を予定しております。 

2022 年度の原子炉運転状況ですが、我々の原子炉は低出力のもので教育用に使っております。原

子炉実習は、電気電子工学科エネルギー環境コース学生を対象に行っています。また、文部科学省の

国際原子力人材育成イニシアティブ事業に参画しており、全国から学生を招き実習を行っています。 

また、IAEA と原子炉運転に関する研究炉スクールを開催し、海外から実習学生を募集し、実習を

行っています。その他、原子力技術セミナープラント安全コース等も開催しています。また、研究に

関しましては共同利用を 15件行っています。教員を対象とした研修会も夏に計４回実施しています。 

施設公開に関しては、７、８、９月のオープンキャンパスで行っております。10名定員で３回、（参

加者計）30 名ぐらい、ほぼ定員いっぱいで実施しました。その他大学祭でも今年からはほぼ定常に

戻った状態で、原子炉見学を行っています。 

施設見学に関しては、希望者も多く、2022年度は８月末現在で、697名の方に来て頂いています。 

トラブル等の発生状況について、2021 年７月に落雷により受電設備が被害を受け、高圧ケーブル

の絶縁破壊により、停電が発生しました。 

この受電設備から原子炉に電源供給を受けているのですが、原子炉は停止している状態であった

ため、安全性には問題ございませんでしたが、防災業務計画に基づき、通報事象だと判断し、原子力

規制庁、自治体に通報しました。 

停電は 13時 24分に発生し、22時 25分には電源復旧し、23時７分には通常状態に復旧しました。 

これに関しましてはその後、（原子力規制委員会）委員からも、我々としては防災業務計画に基づ

き通報しましたが、（原子炉が稼働していなかった状況であったことから）本来は安全性に関係がな

い所であり、防災業務計画を見直すべきではないかというご意見をいただき、原子力規制庁と相談

して、今年度、防災業務計画の見直しを行いました。以上です。 

 

○山澤委員長：ありがとうございました。続いて、原子燃料工業の尼崎さんお願いします。 



【原子燃料工業の説明】 

○尼崎グループ長：原子燃料工業熊取事業所の近況について説明します。 

施設の状況については、新規制基準対応として、地震対策、竜巻対策の工事を行っています。再開

の見込みは今年の下期頃を予定しています。地元への啓発活動については、所内各所工事中のため、

一般見学者の受入れは現状中止しております。トラブルの発生状況については、法令報告、保安規定

違反などのトラブルは発生しておりません。以上です。 

 

○山澤委員長：ありがとうございました。ご質問等、ございませんでしょうか。 

私から京都大学に質問したいのですが、KUCA を低濃縮燃料に変えて再稼働を予定しているとのこ

とですが、概ね何年先になるでしょうか。 

 

○五十嵐教授：正確には言えませんが、出来れば来年度の下期以降で再稼働したいと考えています。

規制庁の考えによって時期は伸びる可能性もあります。 

 

○山澤委員長：京都大学としては、先延ばしにせず、出来れば来年度に再稼働したい意向であるの

でしょうか。 

 

○五十嵐教授：当然速やかに再稼働することを考えたいですが、規制庁との調整もあり、なかなか

見通しを示すことが難しいです。 

 

○山澤委員長：ありがとうございます。また、発煙と漏水の事故については、いずれも管理区域内で

発生した事象でしょうか。 

 

○五十嵐教授：発煙は加速器本体と(熱)交換器の事案ですので、管理区域内の事象です。KURの漏水

についても、管理区域内の事象です。 

 

○山澤委員長：漏水に関しては、二次冷却水で放射線物質が含まれていないとのことですが、どの

程度の量が漏れたのでしょうか、また漏れた排水は管理区域外の排水という形で処理されたのでし

ょうか。 

 

○五十嵐教授：正確な量は、今は記憶にございませんが、割と多い量と聞いています。漏れた排水は

適正に処理して排水しています。 

 

○山澤委員長：わかりました。ありがとうございます。 

近畿大学にお聞きしたいのですが、停電で規制庁に通報されたとのことですが、もし仮に稼働中

に停電が発生した場合はどのようなことになるのでしょうか。 

 

○山田准教授：稼働中に発生した場合の質問ですが、原子炉の制御法は電磁石方式となっており、



停電すると電磁石に代わって、制御棒がそのまま挿入されて停止することになっているので、安全

は確保されております。今回の防災業務計画の見直しに関しても、今回は制御盤を正常に見ること

ができない、ということだけだったのですけれども、様々な事故の事象も想定して見直しています。 

 

○山澤委員長：ありがとうございます。最後に本日ご出席の皆様から質問等、ございませんでしょ

うか。よろしいでしょうか。では、進行を事務局にお返しします。 

 

(4)その他 

○事務局（山邉補佐）：山澤委員長、ありがとうございました。 

本日ご審議いただいた令和元年度～３年度の年報につきましては、速やかに公表させていただき

ます。 

次に、今後の予定についてご案内させていただきます。令和４年度上期の監視結果についてです

が、先ほど多々野からご説明させていただきましたとおり、特段問題はございませんでしたので、来

年度、下半期と合わせて１年分まとめて報告書としてご審議いただきたく存じます。ご審議は、来年

度夏頃に第１回会議を対面開催で実施し、評価を頂く予定です。 

以降、令和５年度上半期監視結果については、来年度冬頃に、第２回会議を書面開催で実施し、メー

ルでの意見照会をさせて頂く予定です。 

以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。本日はありがとうございました。 


