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は じ め に 
 

県は、原子力発電所が立地している市町とともに、各原子力施設設置者と「原子力発電

所周辺環境の安全確保等に関する協定書（略称：安全協定）」を締結し、県民の立場に立

ち、安全の確保を最優先に原子力行政に取り組んでおります。 

 

平成 28 年度の県内原子力発電所の運転実績については、新規制基準対応等のために定期

検査が継続していたことなどから、発電の実績はありませんでした。また、安全協定に基

づく異常事象は３件で、本事象による周辺環境への放射能の影響はありませんでした。 

 

新規制基準への対応については、平成 28 年４月 20 日に高浜発電所１、２号機、10 月５

日に美浜発電所３号機、平成 29 年５月 24 日に大飯発電所３、４号機の原子炉設置変更が

許可されました。また、美浜発電所３号機、高浜発電所１、２号機については、運転期間

の延長が認可されました。県としては、県原子力安全専門委員会において、原子力規制委

員会の審査状況や事業者の安全対策の実施状況等を厳正に確認していきます。 

 

一方、敦賀発電所１号機および美浜発電所１、２号機については、平成 29 年４月 19 日

に廃止措置計画が認可されました。県は、事業者に対し、廃止措置の安全確保、使用済燃

料および放射性廃棄物の計画的な県外搬出等を要請しました。 

 

「もんじゅ」について、国は、平成 28 年 12 月 21 日に原子力関係閣僚会議を開催し、廃

止措置に移行するとの政府方針を決定しました。県としては、政府一体となって現場の運

営体制を強化することや、使用済燃料やナトリウムを含む放射性廃棄物の搬出等について

具体的な考えを示すこと等を求めました。平成 29 年６月７日の「もんじゅ」関連協議会に

おいて、国から、関係府省が連携する廃止措置推進チームの設置や、使用済燃料等を県外

に搬出する方向性等が示されたことから、県は、廃止措置に移行することはやむを得ない

との考えを伝えました。 

 

本誌は、平成 28 年度に安全協定等に基づき各原子力施設設置者から報告を受けた内容等

について、年報として取りまとめたものです。県民の皆様のご理解を深めていただくため、

少しでもお役に立てば幸いに存じます。 

 

 

平成 29 年 10 月 

 

福井県安全環境部 

 原子力安全対策課長  伊藤 登 
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