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 大飯 3､4号機、高浜 3,4号機の再稼働禁止を求めた仮

処分申請に対して、11月 27日、大津地裁はこれを却下

しました。これに対して原告団、弁護団は以下の声明を

発表し、記者会見および報告集会を行い、大津地裁が判

断した内容や今後の取り組みについて議論しました。 

原告団、弁護団声明 

平成２６年１１月２７日 

 

本日、大津地方裁判所は、我々の申立を却下するという不当な決定を下した。我々はこれに強く

抗議するものである。 

却下の理由は、保全の必要性がないというものであるが、高浜原子力発電所も大飯原子力発電所

も規制委員会の審理が進行し、近く設置変更許可がなされうると見込まれている今日において、保

全の必要性がないという判断は、社会の一般的な認識に反するものである。さらに、本件決定は、

最終的な判断を規制委員会に丸投げするものであり、裁判所は、市民の司法に対する期待を裏切っ

た。 

 

他方で裁判所は、基準地震動の策定問題について、我々が根本的な欠陥があると主張したことに

対して、関西電力が全く反論できなかったことを正当に認定し、さらに田中原子力規制委員会委員

長が規制基準に適合しても安全であるとは言わないと述べたことを規制基準の合理性に対する疑問

の表れであると評価し、さらに合理的な避難計画が策定されていないこと等を指摘し、原子力規制

委員会が高浜原子力発電所３、４号機及び大飯原子力発電所３、４号機について新規制基準に適合

して再稼動を容認するとは到底考えられないと述べた。 

これは裁判所による現行規制基準や、規制委員会の審理の在り方、あるいは、再稼動に邁進しよ

うとしている政府・電力会社の姿勢に対する根底的な不信と批判を述べたものということができる。 

 

本決定は、却下決定ではあるが、実質的には、勝訴決定に等しい。関西電力及び原子力規制委員

会は、この決定の趣旨を厳粛に受け止め、再稼動に向けての手続きをいったん停止し、規制基準の

在り方から、根底的に見直すべきである。関西電力は、裁判所が認定したとおり、我々の主張に対

する反論もすることができなかった。このような状態のまま、再稼動の準備手続きを進めるべきで

はない。ましてや、老朽化した高浜原子力発電所１、２号機の再稼動など論外と言わざるを得ない。 

 

我々は、本年５月２１日の福井地裁判決に示された新しい流れが本流となるよう、原発ゼロ社会

の実現に向けて、現在争っている福井原発群運転差し止め訴訟勝利に向けて、引き続き全力をあげ

ることを決意するものである。 
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 報告集会での議論の概要は以下のとおりです。

なお、報告集会では、脱原発弁護団全国連絡会

から河合弁護士のあいさつ、志賀原発の原告団、

福井の弁護団、福島集団疎開原告団からそれぞ

れ連帯のあいさつがありました。 

 

【決定についての井戸弁護団長の説明】 

 仮処分事件が認められるためには、被保全

権利と保全の必要性が認められるという二つ

の要件が必要ですが、今回の判決では、被保

全権利の判断はせず、保全の必要性だけを判

断しています。被保全権利というのは、住民

が関電に原発再稼働の差し止めを請求する権

利があるかどうか、保全の必要性というのは、

それを仮処分で認める必要があるかどうかと

いうことです。本来的には本訴において認め

られるべきものですが、本訴を待っていては

原告が重大な損害を被る恐れがある、つまり

緊急性があるということが保全の必要性です。 

 決定では、保全の必要性について判断して

いるわけですが、最初に再稼働が迫っている

という事情が必要だと書いています。 

 我々の認識では、高浜も大飯も再稼働が迫

っているし、それが社会的認識なのですが、

そこを裁判所は認めなかった。 

 裁判所は、どうして差し迫っていないと言

っているかというと、「規制委員会がいたずら

に早急に、新規制基準に適合していると判断

して再稼働を容認するとは到底考えられない」

からだと言っています。その理由について、

関電は、原告が指摘している問題（「万一の事

態に備えなければならない原発事故を防止す

るための地震動の評価・策定にあたって、直

近のしかも決して多数とはいえない地震の平

均像を基にして基準地震動とすることにどの

ような合理性があるのか」等）について、「何

ら説明を加えていない」、と述べています。 

 すなわち、関電は、我々の主張に対して反

論できないのです。根本的な問題について反

論しないまま、規制委員会が適合性の判断を

することは到底考えられないということです。

それから、規制委員会の田中委員長自身が、

新規制基準に適合しているからと言って安全

だとは言わないという発言から、基準の合理

性に疑問を提示していること、さらに避難計

画の策定状況から見て再稼働はあり得ない、

だから保全の必要性ない（差し止めの緊急性

がない）と判断しているのです。 

 評価は両面あります。関電が地震動策定の

合理性について説明できないのだから、これ

はもう危険として差し止めを認めるというこ

とができたはずです。あとは裁判官の決断だ

けだったと思います。決断ができずにどこか

に逃げるとしたら、保全の必要性がない（差

し止めの緊急性がない）というところしかな

かった。そのために以上のような理屈を考え

た。非常に消極的な結論ではありますが、こ

の結論の中には、こんな状態では再稼働はあ

り得ないだろうという裁判官の思いが表われ

ていると思います。 

 規制委員会が再稼働を容認するとは到底考

えられないとまで言っている、こんなことを 

書くと相当の影響があることはわかっている

はずですから、やはり、この決定を通して電

力会社、規制委員会にメッセージを送りたか

ったというふうに思います。 

 このように消極的な面と積極的な面とがあ

る内容だと思います。 
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 【集会参加者の意見】 

① 関電はこの結果に大喜びしているだろ

う。積極的な評価でいいのか。 

② 国、政府に向けての要求が必要。 

③ この内容は、本訴で勝てる内容だ。本

訴に集中し、仮処分については、再稼

働の決定が出た段階で良いのでは。 

④ 高浜１，2 号の再稼働の動きもあり、

即時抗告すべき。 

⑤ 抗告しても良い芽はない。本訴に力を

入れるべき。 

⑥ 原告の意志を表明するためにも即時抗

告すべきだ。 

⑦ 抗告してもし負けたらこの積極的な内

容が消されてしまうのか。 

 

【井戸弁護団長】 

 関電は喜んでいるだろうが、この内容をど

う使うかが大事だと思う。 

高裁に抗告して認められれば、主張が生き

るし、却下されても地裁の決定は生きる。即

時抗告するかどうかは、この場では決められ

ない。弁護団と原告代表と相談して決めたい。 

【辻原告団長】 

 我々として、地裁判決についてのメッセー

ジを規制委員会、関電に届けることが必要と

思う。この決定は関電に足かせになる。そう

いうアクションを行っていきたい。 

  

 

 地裁決定が出された後の 11 月 27 日 14:00から

マスコミ各社がつめかける中で記者会見が行われ

ました。井戸弁護団長は、感想を求められ、「相撲

に勝って勝負に負けたという感じだ。追い詰めな

がら最後のところでするりと逃げられた。しかし、

判決のなかには重要な指摘がある。」と述べました。

また、脱原発弁護団全国連絡会の河合弁護士も、

却下されたが 6 割 7 割は勝っていると積極面を評

価しました。辻原告団長は、3 年以上も結論が先

送りされたことについて遅すぎる決定とし、裁判

の中で関電側がまともに反論しなかったことを批判し、この決定をもって再稼働は許されないし、

ましてや高浜 1，2 号機を動かすことは言語道断であると述べました。 

 

Q1.この決定の本訴への影響は？ 

A. 本訴は保全の必要性は関係ない。関電は、

裁判所も指摘している重要な部分に反論

できないでいる。反論しないのなら早期

に終結を求めていく。他の裁判において

も同じ影響力を発揮する。 

Q.2 規制委員会が再稼働を容認しないという裁

判所の言い方はどう考えるのか？ 

A.こう言わないと、保全の必要性なしとは言

えない。規制委員会に対する裁判所のメッ

セージと言える。 

  特に避難計画については、規制委員会は

関係ないと言ってきたが、規制委員会が再

稼働を容認しないだろうと言っている理

由の一つに避難計画が策定されていない

ことを挙げていることは裁判所としての

規制委員会に対する重要なメッセージだ。 

 

Q3.規制委員会に対するメッセージとはどういう

ことか？ 

A.安全性については、規制委員会は基準に適

合しても安全とは言っていない。政府は規

制委員会をパスすれば安全と言っている。

この間はポテンヒットみたいなもので、こ
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れに対する裁判所の批判がこの決定に込

められている。 

Q4.抗告をどうするのか？ 

A.原告のみなさんと相談して決めることに

なるが、この決定の内容は、規制委員会が

再稼働を決めたとき、今回の資料をそのま

ま使って仮処分申請すれば認められる内

容だ。そのタイミングでの申請があり得る。 

Q5.今回の判決の新しい要素は？福井判決の

流れが生きているのか？ 

A. 地震動平均像問題（過去の地震データの

平均値を使うのではなく、少なくとも最

大データを使うべき）や避難計画の問題

を規制委員会は全く無視している。今回

の裁判所の判断は、ここに重要なメッセ

ージを出している。行政に追随してきた

これまでの裁判所の流れとは違う部分が

ある。 

 福井判決に半分足を置き、半分足を出

していると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 12 月 24 日に提訴した 11 基の福井

原発再稼働の差し止めを求めた裁判の第 4

回口頭弁論が、11 月 25 日（火）、大津地裁

で行われました。原告側は、基準地震動に

ついての追加主張と事故時の避難計画の問

題を指摘しました。一方、関西電力は、一

般的な安全性の主張をした準備書面を提出

しましたが、原告の主張に反論する内容と

はなっていません。 

また、口頭弁論終了後、滋賀弁護士会館

で報告集会を行うとともに午後からは支え

る会総会を開催し、会の活動強化について

確認するとともに新しい役員を選出しまし

た。 

今後の方向についての議論の結果 

即時抗告をするかどうか、関電と規制委員会に対する申入れ行動をどうするかという２点

について、報告集会終了後、弁護団と原告団のメンバーで話し合いをしました。 

即時抗告については、これを行っても良い判断を得ることができる可能性は未知数である

こと、一方で、本日の決定内容からすれば、再稼働の許可が間近に迫った時点で仮処分申立

てをすれば認容される可能性が高いことからすると、即時抗告についてはこれを見送り、今

後規制委員会による再稼働の許可が間近に迫った段階で改めて仮処分申立てをするか、本訴

のスピードアップを裁判所に求めていくべきという意見で大方一致しました。目的達成の見

込みが高い方針を採用しようという考え方です。また、関西電力と規制委員会に対するアク

ションについては、それぞれ実施方法を検討して行っていきます。 
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基準地震動策定の問題で追加主張 

口頭弁論では、まず井戸弁護団長が、基

準地震動についての前回の主張について、

次の点から主張を追加しました。 

① 震源を特定しない地震動の決定根拠と

なっている 2004 年の留萌支庁南部地震

データは、地震計が設置されている場所

の地震加速度（1000 ガル）が基礎とな

っているが、最大震度はそこから離れた

ところで発生しており（1500 ガル）、関

電の設定は過小である。 

② 1984 年 9 月の長野県西部地震は Mｊ（気

象庁マグニチュード）6.8 の地震であるが、

地面に埋まっていた岩石が飛び出した

状態から地震動を推定した京大防災研

の事後調査では、３万ガルを超える揺れ

が発生し、岩盤での揺れに補正しても

2300 ガルに達していたことが明らかにな

っている。これに対し、大飯原発及び高浜

原発についての被告の想定マグニチュー

ド（Mj）は、前者が 7.8、後者が 7.5 であ

って、いずれも、長野県西部地震よりも、

はるかに地震の規模が大きい（前者で３２

倍，後者でも１０倍以上）。 

このように、被告が設定している大飯原発

についての 856 ガル、高浜原発についての

700 ガルは上記の事実からは過小である。 

 

原発事故で安全な避難は不可能と立証 

次に、高橋陽一弁護士が、避難計画の問題

について、次の諸点について問題点を指摘し

避難計画を策定すること自体が困難であるこ

と、新規制基準に避難計画が含まれていない

こと等の問題点を指摘しました。 

① 避難計画は放射性物質の広がりに対し

て被爆しないように策定されるべきで

あるが、策定事例を見るとそのようにな

っていない。 

② その原因は、シミュレーションで想定し

ている放射性物質の種類が限定的であ

ること、放射性物質の放出量が過小であ

ること、さらに放射性物質の拡散速度も

過小であることなどにある。 

③ 高島市や長浜市では、原発事故が発生し

たら 2 時間以内での避難が必要となる

が、市民が一斉に避難できる道路はなく、

一斉に避難すれば大規模な交通渋滞が

発生し、2 時間以内の避難は不可能であ

る。 

④ 新基準には、避難計画のことが含まれて

いないが、原発再稼働の許可と避難計画

とを切り離してはならない。 

 

法廷での主なやりとり 

山本裁判長 

 次回の主張内容は？ 

井戸弁護士 

 新規制基準の問題点について主張する。 

山本裁判長 

 基準に入れるべきなのに入っていない項

目、基準には入っているが不十分なものを

まとめてほしい。 

井戸弁護士 

 とめる、冷やす、閉じこめるのに何が不

備か主張する。裁判長の要望については工

夫する。 

山本裁判長 

 この点について被告側はどうか？ 

被告代理人 

 裁判所の言っていることを独立して主張

はしない。安全性について順を追って主張

する。 
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 報告集会では、井戸弁護団長と高橋弁護士が、

法廷で主張した内容について参加者に対して改

めて説明を行いながら参加者から意見をもとめ

ました。 

【参加者からだされた主な意見】 

① 避難計画の策定を地方自治体に行わせ

ることに根本的な問題がある。3.11 ま

では、「事故は起こり得ない」が前提で

あったが、3.11 以降は事故が起こり得

るということが明白になった。生命、財

産を捨てて逃げ出さなければならない

という事態に対しては、その原因を取り

除くことが第一でなければならない。関

電は何様だと思っているのか。 

② 企業利益の問題がある。企業の社会的責

任を追及すべきだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 月 25 日午後からは 2014 年の支える会総会を開催しました。事務局からこの間の取

り組みの経過や会計報告を行うとともに、井戸弁護団長から裁判の争点と今後の展開につい

て解説してもらうととともに、活動計画、新しい役員体制を決定しました。 

 

【辻代表委員の開会あいさつ】 

 会長の福田先生が診療所用務のため出席

できませんので代わってあいさつをします。 

仮処分の決定が 11 月 27 日に出される見

込みとなっています。申し立てを行って 3

年と 4 ヶ月になりますが、仮処分がこのよ

うに引き延ばされたのは全国的にも例があ

りません。果たしてどのような結論が出さ

れるか見守っていきたいと思います。 

裁判に勝利するために世論を高めるため

の取り組みが今日の総会の課題でもありま

す。 

支える会を広げていこうということで申込

書も更新しており、新しい体制も決めてい

きたいと考えています。 

県内でも反原発のいろんな運動が起こっ

ています。そうした住民運動に支えられな

がら闘っていきたい。全国的には、静岡が

ひまわり集会を 2000 人で成功させる、福井

でも全県民署名が取り組まれている、 

全県的な取り組みとしては滋賀はまだ不

十分かと思いますが、支える会もその一翼

をになってがんばっていきたい。今後とも

みなさんのご協力お願いします。 

【裁判の争点と今後の展望、全国の動向

等：井戸弁護団長】 

吉川弁護士補足発言 

 関西電力の代理人弁護士が弁護士バッジ

を付けていなかったことに気づかれました

か。弁護士規則ではバッジをつけることにな

っているのですが・・・。要するに、彼らの

意識の中には、正しいことをやっているとい

う意識がなくなっているのです。 
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 全国的な動向ですが、今、ほとんどの原

発で裁判が闘われています。やっていない

のは、女川と東通りだけで、女川について

は現在裁判の準備中で来年春ごろには提訴

されるのではないかと思います。 

 滋賀の裁判は、今日で４回目の口頭弁論

でした。１回目は４月に訴状について、２

回目は７月に福井地裁判決をふまえた主張

を、３回目は９月に基準地震動の問題と核

燃料プールの危険性についての主張を行っ

てきました。 

 特に基準地震動の問題は、これまで５回

も基準地震動を超えた地震が発生している

が、その原因は過去の地震動の平均値をベ

ースにして基準地震動を設定しているから

であって、この点を改めなければ原発は安

全と言えないという主張です。 

 ４回目の今日は、基準地震動に関する追

加主張と避難計画の問題について主張しま

した。 

 これに対して、関電側はこれこれこうい

う安全対策をしているというだけで反論し

ない。こういう対応は関電だけでなく、全

国の電力会社が同じ対応です。 

 これに対して裁判所がどう対応するかが

問題です。原発問題について、最高裁が全

国の裁判官を集めた裁判官会議がこの間２

回行われています。１回目は 2012年 12月、

２回目は 2013 年 11 月。一回目は、今まで

の考え方ではダメだといったいろんな考え

方が展開されていますが、２回目の会議で

は一つの傾向に集約するまとめが行われて

います。 

 一つは、危険性の判断枠組みを従来の伊

方原発判決と同じにするということ、もう

一つは、行政の判断に先走ることは好まし

くないということです。つまり、規制委員

会の適合性判断が出る前に司法が判断すべ

きでないという傾向が伺えます。 

これをふまえて各裁判官がどういう訴訟指

揮をするかが大事なのですが、福井地裁の

樋口裁判官もこの会議に出ているのですが、

彼は全くこれを無視してあの判決を出して

いるのです。じゃあ、大津はどうなのかと

いうことが我々の関心事になるのですが、

仮処分が終結しました。ここまで 3 年あま

りかかっています。もう少し待てば、規制

委員会の判断がだされます。前の裁判長は

そこまで引き延ばす考えだったのですが、

今の裁判長はそうしなかった。どういう結

論がだされるのかはわかりませんが、何ら

かの考えがあるのだと思います。 

 本訴の方に話を戻します。説明したよう

に関電は主張をしませんが、こちら側から

どんどん主張していく方針です。27日の仮

処分の結論によって方針が変わるかもしれ

ませんが、我々としては、今の裁判長は誠

実だし、前向きだと思うのでこの裁判長に

判決を書いてもらうことを基本方針と考え

ています。関電が反論しないのなら早期の

判決を求める。時間の制約があるのでどこ

まで争点を広げるか、仮処分の内容によっ

て対応を決めることになります。 

 ９月 22 日の仮処分の審尋においては関

電の反論を予想していましたが、反論しな

いということなので、当方も主張をひろげ

ることをせず、いきなり終結となりました。

これは当方も予想していませんでした。裁

判所も予想していなかったと思うので、仮

処分の決定は早くても年内と思っていまし

たが、11 月 27 日に決定をだすということ

にも驚いています。両方の思いがあります

が、地震動の平均像の問題は根本問題であ

り、関電の反論が全くないなかで、裁判所

も平均でよいとは言えないだろうと思いま

す。この点については全国の裁判の争点と

して設定されています。福井でも争点に設
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定されていましたが、判決では、そこは判

断されなかった。しかし、滋賀ではそこを

さけて通ることはできないと思っています。

いずれにしても全国的な影響は大きいと考

えています。 

 

 

総会で承認された活動計画と体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 支える会の強化について 

①引き続き会員の拡大を継続的に進めます。会員拡大を図るため、入会金はいただきま

せん。入会時の年会費は 1 月 1 日から 12 月 31 日までを基準とします。 

②会費の確実な収納をお願いするとともに、寄付金を募るなど財政面での強化をはかり

ます。 

③裁判の傍聴を募るとともに、毎回の裁判終了後に報告集会を開催します。 

④また、裁判の日時とは別に、適時、学習会、報告集会を行います。 

⑤裁判の内容等を伝える支える会ニュースを発行します。なお、ニュースの配布につい

ては、省力化のため、FAX 配信は中止し、経費負担を節減するためにメールアドレス

の登録を促進します。 

⑥全国の運動との連帯をすすめ、全国の運動の状況を会員に伝えます。 

⑦原発の危険性を実感するためにも現地視察会を企画します。その際、福井県の原告団

との交流についても検討します。 

※裁判の傍聴について 

 一般傍聴 

  裁判の傍聴のためには、整理券が必要です。法廷は 10 時開廷ですが、整理券の発行

は 9 時頃から行われます。一般傍聴は 30 席程度であり、それを超える整理券数となる

と、抽選により傍聴者が決まります。抽選は 9 時半ごろから行われます。 

 優先傍聴 

   毎回、裁判所が優先傍聴券を発行しますが、原告が座れる席数は毎回変動しますの

で、基本的には支える会役員に優先配分することを了解願います。 

 

(2) 支える会体制の補強と代表委員会および幹事会の運営について 

   ①体制 

   会長 福田章典 

代表委員 井戸謙一、畑明郎、熊谷直道、辻義則、杉原秀典（新） 

   幹事 瓜生昌弘、今村眞理子、松本利寛（新）、對月慈照（新）、西村修平（新） 

   会則外の確認として 

  弁護団長 井戸謙一、原告団長 辻義則、支える会事務局長 瓜生昌弘 

②事務局会議 

事務局は、原告団長と幹事で構成し、裁判の日程にあわあせて、事務局会議を開催

し、支える会ニュースの内容確認や活動計画の具体化を図ります。 
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【総会参加者の発言】 

① 5 月 21 日の福井地裁判決の時も関電

は出廷していなかった。控訴の対応や

大津でも反論しないというように裁

判を軽視している。全国的にもきちん

と手をつないでいくことが必要だ。 

② 会費については、たとえば、現地見学

会といった事業に対してカンパを募

るとか、現役と年金生活者とで会費に

差をつけるとかという工夫も必要。 

③ 会費について、口制度や団体会員制度

について検討したらどうか。 

④ 会費については、集めるのに大変な労

力が必要だ。いわゆる幽霊会員も戦力

の一つと思わなければならない。支え

る会ニュースはもう少し広く県民レ

ベルで知らせる努力も必要ではない

か。会員については、1000 名ぐらい

の緩やかな目標をもって取り組むべ

きだ。京都では、大きな集会があるた

びに 10人、20人と動員して 1000枚、

2000 枚のビラをまいているし、会員

も１万人という目標を置いて取り組

まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根・犬上原発のない社会をつくる会 杉原さんの発言 

退職して、地域でやるからにはおもしろいことをやろうと思った。原発はみんないや

だと思っている。アンケート調査では 85%の人が原発をなくせと思っている。しかし、

選挙では反原発の人が当選しない。これはなんだと思った。私たちの運動が好き寄りの

運動になっており、市民から見れば特定の人の運動という見方となっている面がある。

みんなが参加する運動をどうつくるか、そうした思いから会を立ち上げた。彦根は条件

も良かった。光っている井戸弁護士がおられ、声をかけると快諾。愛荘町の村西町長、

労働組合時代は交渉の相手側だったが、ほとんど一致。地域の核となる住職さんもたく

さんおられる。農協だけは断られた。結成総会は予想以上の参加が得られた。該当宣伝、

署名活動でも毎回顔ぶれが変わるが、井戸弁護士、村西町長が大変がんばっていただい

ている。地域の反応も大変良い。 

11 月 22 日には立命の大島先生を呼んで原発のコスト問題について学習会を行った。

これがわかりやすく大変評判が良かった。 

住民とつながる運動。1000 人の会員目標。会費は１回 1000 円のみ。ニュースも 40

号になった。会員の名前をニュースに全部のせている。彦根・犬上の自治体で、原発を

なくす自治体宣言をだすことを目標にがんばっている。みなさんの力をお借りしたい。 

 

総会をふまえてのお願い 
① 年会費(2000円)の振込のお願い 

p.12の振込先まで 
② メールアドレスをお持ちの方はお知らせください 
③ 会員拡大にご協力ください 

p.11からの入会申込書を活用ください 
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 福井では、高浜３，４号機、大飯３，４号機について、12 月 5 日に仮処分の申請が行わ

れます。井戸弁護士ら滋賀からも参加予定です。 

次回の裁判日程は 

2015年２月１７日（火）１４：００から  

場所は大津地裁１号法廷。多数のご参加を！ 

※新規制基準の問題に焦点をあてた準備書面を提出予定です。 

※当日の混雑状況等で時間が前後しますが、開廷時間の１時間前には整

理券が配布され、開廷時間の３０分前には抽選があります。傍聴券の

配布には限りがありますので、法廷の中に入れないこともあります。

予めご了承下さい。 

※１５時から弁護士会館で報告集会を行います。ぜひお越し下さい。 

 
次々回は 2015年４月 28日（火）１０：００から   

（2014 年 12 月 4 日 朝日） 
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福島第一原発事故を目の当たりにした私たちは、原発の過酷事故

が、いかに広範な地域を長期にわたって放射能で汚染し、膨大な数

の人達に深刻な被害を与えるかを思い知らされました。そして、滋

賀県民は、県北部からは約 20ｋｍ，県庁所在地の大津市中心部から

でも約 80km しか離れていない若狭湾沿岸に、13 機もの原子炉が立

ち並んでいることの恐ろしさを再認識したのです。 

私達の生命、身体、健康を守り、近畿地方 1400 万人の命の水源

である琵琶湖を守り、この美しい近江の環境を次の世代に引き継い

で行くためには、若狭湾の原発を止めるしかない。そう考えた滋賀県民を中心とする市民が、2011

年８月、関西電力を相手どって大津地裁に対し、当時定期検査で運転停止中であった７つの原子

炉について、再稼働禁止を求める仮処分を、11 月大津地裁に対し、日本原子力発電を相手取り、

敦賀１号機、２号機について、再稼働禁止を求める仮処分を申し立てました。2012 年３月大阪地

裁に対し国を相手取り大飯３、４号機の定期検査終了証交付の差止めを求める行政訴訟を提起し、

定期検査終了証交付の仮の差止めの申立てをしましたが、大阪地裁は、2012 年 4 月 27 日、定期

検査終了証の交付は、差止めの対象である「行政処分」には当たらないとの理由で申立てを却下

しました。私たちは、2013 年 12 月大津地裁へ 11 基を対象に再稼働禁止を求める本訴を、2014

年９月高浜 3 号機につき再稼働禁止の仮処分を申し立てしました（前件に併合）。 

私たちがここまで戦線を拡げながらやってくることができたのは、何としても若狭湾の原発を

止めたいという原告の人たちの熱い思いと、「福井原発訴訟を支える会」会員方々はじめ多くの人

達の経済的・精神的な多大のご支援のおかげです。3.11 の後、全国で、数多くの訴訟が提起され

ました。それらの訴訟の中でも、私たちが行なっている訴訟は、進行が早く、早期に裁判所の判

断が示される可能性があり、注目されています。ぜひ多くの方々にご入会いただき、引き続きご

支援をいただきますようお願い申し上げます。 

福井原発訴訟（滋賀）弁護団長  井戸 謙一 

 

標準的な原発 1 台が稼働すれば、1 日に広島型原爆 3 発分以上の放射性物

質が作られ、それが蓄積されていきます。ひとたび事故が起これば大量の

放射性物質が放出され、世界を汚し、地球上の生命、とりわけ未来を担う

子供たちに大きな影響を与えます。原発は、原爆と同様、作ってはならな

いものだったのです。子供たちと地球の未来を考えれば、今すぐ地球上の

すべての原発は止めなければならないと考えます。まして、地震国日本で、

原発が安全に運転できる場所はありません。私たちの住む滋賀県も、福井

の原発群に隣接し、もし事故が起これば琵琶湖の汚染も含め、甚大な被害

を受けます。何としても若狭の原発を止めたいと考えた滋賀県民を中心とした人たちが、関西電

力株式会社と日本原電を相手どって大津地裁に対し運転再開の中止を求める仮処分を求めて訴訟

が提起されました。同時に、この訴訟を支え勝利するために福井原発訴訟を支える会を結成しま

した。 

支える会は、会員のみなさんの会費と会員以外の方も含めたカンパだけを資金源として裁判活

動を支えています。ぜひ多くの方々がご入会いただき、ご一緒に物心両面にわたりご支援いただ

きますようお願いいたします。 

 

福井原発訴訟（滋賀）を支える会  会長 福田 章典 （ 医師 ） 
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ご入会いただき本当にありがとうございます。当会の活動につきましてはホームページ

（http://www.nonukesshiga.jp/）でご覧になれます。 

 

１． 入会申込書の送付をお願いいたします。 

会費の口数、お名前、ご住所、お電話番号、メールアドレスの必要事項を下記にご記入の

上、「入会申込書」を吉原稔法律事務所あてＦＡＸ・郵送・ご持参・ＨＰのいずれかにて

お申込みください。 

  

２．会費の納入をお願いいたします。お振込みの場合は原則として領収書は発行いたしません。 

入会申し込み後、下記の口座へお振込またはご持参ください。※振込手数料はご負担お願いします。 

〇会費の振込み先 

①  滋賀銀行 

滋賀銀行 大津駅前支店 普通口座 ６３２９１３   

福井原発訴訟を支える会    （フクイゲンパツソショウヲササエルカイ） 

②  ゆうちょ銀行 

      【ゆうちょ銀行から振込の場合】    （フクイゲンパツソショウヲササエルカイ） 

     ゆうちょ銀行 記号番号 14690-5345461 福井原発訴訟を支える会  

【他金融機関から振込の場合】                （名義は同じです） 

     ゆうちょ銀行 店名・店番 四六八（よんろくはち）・468  

普通預金 ０５３４５４６ 

  

事務局からのお願いです！     

 ３．福井原発訴訟を支える会から会員のみなさまに、裁判や支える会の活動報告、様々な催し

のご案内等を記載しました「ニュース」をお送りしております。誠に申し訳ございません

が、会員数及びページ数が多量となりますので、FAX にてのニュースの送信は現在行って

おりません。 

「ニュース」発送はメールまたは郵送（郵送代は会負担です）にて行いますので、「ニュ

ース」受取方法、或は「ニュース」受け取りを希望されない方はその旨を入会申込書 

に必ずご記入ください。 

    ご不明の点はお気軽に吉原稔事務所へご連絡くださいませ。 

 ●  福井原発訴訟を支える会 連絡先・事務局 

    吉原稔法律事務所 〒520-0056 大津市末広町７－１ 

大津パークビル 6階（０７７）５１０－５２６２ FAX（０７７）５１０－５２６３  

メールアドレス nql30048@nifty.com (ｴﾇ･ｷｭｳ･ｴﾙ 30048) 

 

 

 

http://www.nonukesshiga.jp/
mailto:nql30048@nifty.com
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申込日：    年 月 日 

年会費 

 2,000円 

会 費       円 カンパ        円 

  会費は単年度（１月１日から１２月３１日まで）にて頂戴します。  

お  名  前 

（同住所お二人目は 

右側の欄にご記入くだ

さい） 

 ふりがなを必ずご記入ください 

 
       

 

ご  住  所 
 

 

連絡先・ニュース 

受取方法について 

○で囲んでくださ

い 

電 話 
 

fax 
  

ニュース 

受取方法 

    

   メールで受取します   

 

郵送で受取します 

 

ニュースは不要です  

 

メールアドレス 

             ＠   

※ メールアドレスの判読が難解で送信できないケースが多々ございますので、 

吉原事務所のメールアドレスに 「支える会入会しました・ご氏名・ご連絡

先」をご記入のうえ、メールの送信をお願いいたします。 

 

 

＜事務局処理欄＞ 

会員登録 年 月 日 
  

ＭＬ登録 年 月 日 
  

 

 

 

領  収  書 

            様    

Y           円   内訳     年会費  

カンパ 

上記正に領収いたしました     

 年   月   日  担当者 
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「原発は本当に安いのか」～11・22 彦根で住民討論会 大島堅一さん講演～  

「結局、私たちが東電を助けている。腹が立って仕方がない」(参加者) 

                         

「彦根・愛知・犬上  原発のない社会を

つくる会」は、 11 月 22 日、彦根勤労福

祉会館で住民討論会を開催し 80 人が参

加。立命館大教授・大島堅一さんが「原

発は本当に安いのか」と題して講演し、

井戸謙一さんが福島の現状と再稼働の情

勢を語りました。大島講演の概略を報告

します。 

 大島さんは、原発開発の理由を４つ上

げて話を進めました。１つめは、エネル

ギーの安定供給。「原発をなくして江戸時

代に戻っていいのか」という人もいた。

２つめは、日本の原発が「世界一安全」

であること。「地震の時は原発に逃げれば

いい」と言う人がいた。３つめは、環境

に優しいこと。４つ目は安いこと。  

 ３つ目までは、事故後はもう迷わず判

断出来るが、「安い」と言われると「そう

かなあ」と思ってしまう。2010 年の電気

事業連合会が作った資料では、発電コス

トは１㌔㍗時当たり水力が 11.9 円、原子

力は 5.7 円だからすごく安いとある。こ

の数字がずっと使われてきた。  

 原子力のコストとは何か。発電コスト

は建設費、燃料費、運転費のことで、電

力会社が払い電気料金として国民から徴

収する費用。ここには社会的費用 (国費)

である「政策費用」と「事故のコスト」

は入っていない。運転していない「もん

じゅ」の維持に国費を１日５０００万円

も使っている。立地自治体には様々な補

助金や交付金を支給している。事故後の

損害賠償費用や事故収束のために、これ

までに 5.8 兆円をつぎ込み、現時点で少

なくとも 11 兆円になる。追加的な安全費

用が 2.2 兆円でどんどん増えるだろう。

現時点の計算で原発のコストは 11.4 円

くらいで火力・水力よりも高い。「原発は

人に迷惑かけるための発電か」ってこと

になりかねない。  

 11 兆円を超えると東電は自力で払い

続けられない。本来なら、財産を全部売

って破産するしかない。しかし、東電は

存在している。何故か。原子力損害賠償

支援機構が資金援助をしている。貸し付

けではなく交付だ。原資は国民の税金と

電気料金だ。  

 被害を受ける国民が、その後始末もし

ている。国民にとってはおかしい。電力

会社にとっては、こんなに安いことはな

い。事故が起こっても、国がお金をくれ

る。事故を起こしたら国営企業になって

絶対につぶれない会社になる。  

 

 次のような感想が沢山出されました。

★大変分かりやすい講演でした。私たち

が払っている電気代・税金が、結局、東

電を助けていることが分かり、腹が立っ

て仕方がありません。12 月の総選挙で、

必ず「原発即時やめ」の政策を進める政

治家を選びたい★原発が高いことは知っ

ていましたが、ここまでとは思いません

でした。★大島先生、たんたんと話され、

内容は深かったです。政治家や原発推進

派は日本のことを考えてはいないと、つ

くづく思いました。     （報告  杉原）  


