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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。 

 

令和２年度の県内原子力発電所の運転実績については、高浜発電所３、４号機、大飯発

電所３、４号機の４基の稼働により、県内原子力発電所の設備利用率は 23.8％、総発電電

力量は 161.2億 kWhでした。 

令和２年度の安全協定に基づく異常事象は４件で、いずれの事象においても周辺環境へ

の放射能の影響はありませんでした。 

 

40年超運転となる美浜発電所３号機、高浜発電所１、２号機については、令和３年２月、

新規制基準適合性に係る許認可がすべて揃ったことなどを踏まえ、国は、県に対して、再

稼働への理解と協力を求めました。 

県は、国に対して、原子力政策の方向性や地域振興などに関する要請を行い、その後、

県の要請に対する国の対応状況等を整理し、４月６日に知事が県議会議長に報告しました。 

また、県原子力安全専門委員会は、運転期間延長認可が出された平成 28年以降、委員会

を 14回開催し、新規制基準適合性審査の結果や安全性向上対策工事、高経年化対策等につ

いて議論を行い、「工学的な安全性を確保するために必要な対策が講じられている」とす

る報告書をまとめ、４月 22日に委員長が知事に報告しました。 

こうした経緯を踏まえ知事は、県の原子力行政三原則に照らし、県議会や地元の美浜町、

高浜町の意見、県原子力安全専門委員会の審議結果、国や事業者から示された方針などを

総合的に勘案して、４月 28日に再稼働に同意し、経済産業大臣にその旨を伝えました。 

その後、関西電力は、美浜発電所３号機を６月 23 日に原子炉起動し、６月 29 日には調

整運転を開始しました。 

県は、同発電所が長期間停止していたこと等を踏まえ、燃料装荷前より、プラントの状

況を毎日確認するとともに、原子炉起動など重要な局面では現場に職員が立ち会うなど、

監視の強化を図りました。 

 

 また、令和２年 12月に大阪地方裁判所において、大飯発電所３、４号機の原子炉設置変

更許可を取り消す判決が出されたことについて、原子力規制委員会の基準や審査に対して

県民の間に懸念や不安が生じたことから、県は、同月、原子力規制委員会に対して、国の

見解を国民に分かりやすく説明することを求めました。 

さらに、県は、基準地震動や 40年超プラントの安全性等について原子力規制庁等が直接

説明する県民説明会を２月に福井市、３月に敦賀市において開催しました。 

 

本誌は、令和２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。 

 

令和３年 10月 

福井県安全環境部 

 原子力安全対策課長  網本 敬徳 
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