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9 月 30 日 本訴第 12 回口頭弁論 

 

9 月 30 日、本訴第 12 回口頭弁論が、大津地方裁判所で行われました。7 月の仮処分異議審決

定後のはじめての裁判であり、傍聴希望者が多く、入廷できない人がでました。 

原告側は、準備書面（22）､(23)、(24)を提出、井戸弁護団長と石川弁護士が法廷でその内容を

説明しました。準備書面(22)は島崎東大名誉教授が基準地震動の算定に入倉･三宅式を用いる

ことの不合理性について指摘したことに基づいて主張したもの、(23)は、原発は電力需要の面

からもはや必要でないこと、環境破壊の原因になっていること、コスト面でも安くないこと等を

主張したもの、さらに(24)は、土砂災害の危険性について、被告の事実誤認を指摘しつつ主張し

たものです。 

一方、関電側は、準備書面(17)、(18)を提出、その内容について代理人が口頭説明を行いまし

た。(17)は、津波問題についての原告主張に対する認否、反論、主張、(18)は避難計画にかかわる

ことについての認否、反論、主張したものです。 

次回、関電側は裁判所の要請により新規制基準の合理性や美浜 3 号機の地盤の問題等につい

て主張するとし、原告の(22)～(24)については次回以降に主張したいとしました。原告側は被告

の主張に反論できていない部分について次回までに反論したいとしました。 

以上のやりとりの後、山本裁判長は、関電側に対して、地表断層から震源断層を決めることに

ついて科学的な根拠を説明するよう求めました。裁判長は、そもそも地震がプレートの移動によ

るものとすると、震源断層は固定されたものではないのではないかという疑問も述べながら基

本的なことを整理するよう求めたものです。これに対して、関電代理人は、うろたえながら、次回

までに説明すると述べるにとどまりました。この問題について、井戸弁護団長は、熊本地震で事
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前予測の震源断層は 19kmであったのに対し、実際には、（調査によって異なるが）50kmから 60km

もの長さの断層が動いているという実例を示して、正確に震源断層を予測することは難しいこ

とを主張する準備書面を用意していると述べました。 

次回の期日は 1 月 17 日（火）11:00 からと決まっていますが、その次の期日が 4 月 25 日

(火)14:00からと決められました。 

終了後、弁護士会館で記者会見、報告集会を行いました。 

 

 

【記者会見での井戸弁護団長の補足説明】 

 仮処分の書面作成に全力をそそいできた

ため、被告の主張全部についての反論が間に

合わなかった。 

 被告が次回に新規制基準に関して主張す

るとしたが、これは、原子力規制委員会が（原

発裁判向けに）作成した三百数十ページに及

ぶ文書に基づくものだと思う。 

 次回 1月 17日の次の期日が年度を超えた

4 月 25 日に設定された。3 月で山本裁判長

は丸 3年になるが、転勤するかどうか、もし

残るなら、判決を書いてほしいと思う。 

 

【マスコミ・参加者との質疑応答】 

Q1.規制委員会の原発裁判対応文書の内容

は？ 

A.内容は想定されたものだ。反論しなければ

ならないし、反論できる内容だ。規制委員

会が全国の原発裁判用につくっているの

で、脱原発弁護団全国連絡会議で統一した

反論をつくろうか、ということも検討され

ている。 

Q2.津波があったとしても想定内という関

電の主張について 

A. 被告の主張内容を詳細に検討していない

が、立証責任がどちらにあるかという問

題だ。被告関電はこれまで大きな津波は

なかったといってきた。しかし、福井大

学山本教授の調査により大きな津波があ

ったという痕跡がでてきた。このことは

ルイス・フロイスの記録を裏付けるもの

だと考えている。我々は基準津波を超え

ることを立証することを考えているので

はない。 

Q3.山本裁判長が最後に関電に説明を求め

たことの意図は？ 

A. 我々は地表断層と震源断層は違うと主張

してきた。このことは大津の裁判の大き

なテーマだ。仮処分でも裁判所の判断の

要素となっている。関電はこの裁判所の

判断を攻撃してきたので科学的説明を求

めたのではないか。熊本地震でも当初の

想定と実際とはずいぶん違った。裁判所

はこのことを大きな問題ととらえている。 

  関電はこのことにまともに答えられ

ないと思う。裁判長は不可能に挑戦せよ

というボールを投げた。大阪の抗告審で

も大事なポイントだ。 

Q4.福井大学山本教授の調査の堆積物は津

波由来と断定しているのか？ 

A.出てきた堆積物は津波の可能性があると

いっている。関電も「津波の痕跡とは断定

できないが、それが痕跡と認めたとして
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も・・・」と、それを認める立場も表明し

た。 

Q5.大きな規模の地震が繰り返されること

の影響について 

A. 規制委員会の田中委員長は大丈夫といっ

ているが、この人は原発の耐震設計を理

解していない。つまり、耐震設計では基

準地震動を超える地震は 1回しか想定し

ていない。 

 耐震設計では、基準地震動が発生した

場合、重要施設で弾性限界（力を加えて

ももとに戻る限界）を超えることを認め

ている。 

弾性限界を超える力が加わると、塑性

変形といって変形してもとにもどらない

（強度が低下した）状態となるが、1 回

の基準地震動に対しては機能が確保され

るという考えだ。しかし、2 回 3 回と繰

り返して大きな地震がくると、強度が低

下した施設は破壊に至るリスクが大きく

なる。 

 

 

 

原告準備書面（22）の概要 

【島﨑東大名誉教授の問題提起について】 

島﨑邦彦東大名誉教授（前原子力規制委員会委員長代理）は、（関電が大飯、高浜、美

浜で採用している）震源断層の面積から地震モーメントを求める「入倉・三宅（２００１）

の式」は、地震動を過小評価する恐れがあり、特に、西日本に多い断層面が垂直に近い横

ずれ断層では、その傾向が強くなるとして同式を使ってはならないと述べた。（岩波「科

学」2016年 7月） 

原子力規制委員会が武村式を用いて大飯原発の基準地震動を再検討したところ、基準

地震動のレベルに収まっているため見直す必要はないと結論づけた。 

しかし、関電が入倉三宅式を用いて計算した 596 ガルという振動加速度に対して規制

委員会が同じ式を用いて計算した結果が 356 ガルにしかなっておらず、自らが了承した

関電の計算結果を規制委員会が再現できないということが明らかになった。さらに関電

は 596 ガルに不確かさを加味して最大加速度を 856 ガルとしているが、規制委員会は、

武村式により不確かさを考慮せず最大加速度が 644 ガルとなったことで基準地震動のレ

ベルに収まったとしているのである。 

しかし、武村式を採用すると、入倉三宅式の 1.8 倍になることから、関電計算結果の

856ガルの 1.8倍、すなわち 1550ガルを最大加速度として考えなければならない。 

【強震動レシピの改定について】 

 関電は長大断層における応力降下量の値を計算に用いているが、これは 100km以上の

断層に適用されるものであり、64kmの長さのものに適用するのは誤りである。本年 6月

に強震動レシピが改定され、そのことが明確になった。改めて計算して提示するが、応力

降下量は現在の 3.1MPa の 1.5 倍程度になり、基準地震動の計算はこの点からもやり直

さなければならない。 
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原告準備書面（23）の概要 

【原発は必要ない、原発による環境破壊、原発は安くない】 

原発を稼働させなくても、電力の供給に支障はない。現に、平成２５年９月に大飯原

発３、４号機の運転が停止されてから、平成２７年８月に川内原発１号機が稼働するま

での約２年間、我が国では１基の原発も動いていなかったが、電力供給には全く支障が

なく、平成２７年夏についても、各電力会社は十分な予備率を保持していた。 

 電力供給の安定性という観点からも、原発は必要ではない。原発は、ひとたび事故を

起こせば、何年間にもわたって運転を停止せざるを得ない、極めて不安定な発電方法で

あり、電力供給の安定に資することはない。 

また、原発の燃料の輸入先の政情等が安定していて、火力発電の燃料の輸入先の政情

等が安定していない、ということもない。今や、発電燃料としての石油のシェアは、わ

ずかなもので、発電燃料の割合は、ＬＮＧが最も多く、４６％を占めている。そして、 

ＬＮＧの輸入先は、政情が安定している国々である。 

原発は、平常運転によっても周辺住民に健康被害をもたらす。ドイツの調査では、結

論として、原発周辺地域で小児白血病、急性リンパ性白血病の発症率が有意に高い、と

いう調査結果が出ている。また、韓国の地方裁判所は、２０１４年１０月１７日、原発

周辺地域に住んでいた住民の甲状腺がんの発症に関し、原発の運営者に損害賠償責任を

認めた。このように、司法の場においても、平常運転時に放射性物質を放出する原発

が、健康に害を与える施設であるという事実が認められている。 

さらに、２０１２年の民主党政権下での政府ホームページでは、原発の稼働又は削減

の状況によって温室効果ガスの排出量はほとんど変わらない、という結果が示されてい

た。地球温暖化という観点から見ても、原発の必要性は認められない。 

また、原発に経済性はない。事故に伴う被害コストを除いて計算しても、原発の発電

単価は１０．６８円で、火力発電、水力発電よりも高い。さらに、事故被害のコストを

含めれば、原発は圧倒的に発電コストの高い発電方法となる。 

 「原発を再稼働しなければ電気料金が上昇する」、ということもない。原発をゼロにし

た場合、原発維持のためのコストがかからなくなり、これが電気料金を引き下げる方向

に作用する。立命館大学の大島賢一教授の計算によれば、被告において、原発ゼロの場

合の電気料金と、原発再稼働の場合の電気料金を比較すると、高浜３・４号機をフル稼

働させるよりも、原発をゼロにした方が、電気料金が安くなる、という計算結果が示さ

れている。このように、発電に要するコストの観点からも、電気料金の観点からも、原

発には何の経済性も認められない。 
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【支える会の状況】 

 会員 561（554） 

 ニュース送付方法 メール 254（246） 

 郵送  266(266) 

 ニュース不要 10(10) 

2016年度会費納入件数 318 (242) 

2015年度会費納入件数  253  (253) 

(  )内は前回ニュースでお知らせした数 

※メールアドレスの変更等連絡先の変更

があった場合はお知らせください。 

※年会費 2000 円の納入にご協力をお願い

します。 

 

原告準備書面（24）の概要 

【土砂災害の危険性】 

① 被告は、地震による土砂災害（周辺斜面の崩壊）を評価し、いずれの施設・設備周辺に

おける対象斜面でもすべり安全率１．２を上回ることを確認したから，土砂災害のお

それはないとしているが、そもそも地震動が過小評価となっており、被告の主張はそ

の前提を欠いている。 

② 被告は、地震以外の地滑り評価を行っているが、国土交通省が「土石流危険渓流」に

設定している箇所や防災科学技術研究所（文部科学省所管）が「地すべり地形」に設

定している箇所を地滑りの危険はないなどと評価しており、主張の根拠は薄弱である。 

③ 被告は、可搬型重大事故等対処設備に対する土砂災害の評価を行って問題なしとして

いるが、設備の保管場所およびアクセスルートにおいて土砂災害が発生する恐れは否

定できない。 

④ 被告は、重大事故等発生時において、発電所内の待機要員に加えて、発電所外からも、

事象発生６時間以内に、陸路、空路、海路での招集が可能であるとしているが、災害

時には、とうてい 6時間以内に参集することは不可能である。 

⑤ 高浜原発近傍の青葉山ではかつて山体崩壊が生じており、深層崩壊の危険は無視でき

ない。 

今後の裁判の日程 

2016年 10 月 13 日(木)14:30～ 

 仮処分抗告審第 1回審尋問 

 大阪高等裁判所 

 14:00 大阪地裁 1階ロビー集合 行進 

 14:30～大阪高裁別館 7F第 74号法廷 

     申立人しか入廷できません 

 15:20～記者会見・報告集会 

大阪中央公会堂 3階小集会室 

 ※詳細は次ページに 

2017年 1月 17日（火）11:00～ 

  本訴第 13回口頭弁論 

※終了後、報告集会を行います。 

2017年 4月 25(火)14:00～ 

  本訴第 14回口頭弁論 

※終了後、報告集会を行います。 
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１０月１３日は横断幕をかかげて裁

判所入りを行います。 

１４時に大阪地裁別館（高裁民事

部と簡裁が入っている建物）の１階

ロビーに集合してください。集合後

直ちに行進スタート地点に向かいま

す。行進は大阪地裁南門前（東から

西向きに行進）で行います。行進終

了後は、弁護団と申立人は法廷へ、

その他の方々は入廷できませんの

で、別館１階ロビーや公会堂付近な

どで待機してください。 

法廷内での審尋終了後 15:20か

ら公会堂に移動して記者会見＆報

告集会を行います。 

支える会役員会からのお知らせ 

【定期総会について】 

以下のとおり今年度の総会を行うこととしました。 

日時 12月 7日（水）17:00～19:00 

  場所 滋賀弁護士会館 4階大会議室 

  内容 ①「原発裁判この 1年の成果と今後の展望」（仮題：井戸弁護団長） 

  ②チェルノブイリ視察報告（支える会共同代表 杉原さん） 

  ③支える会の活動のまとめと今後の活動方針 

【美浜原発・もんじゅの現地視察について】 

  昨年の総会で提案した美浜原発ともんじゅの視察について、11 月中旬に実施する方

向で調整を行っています。詳細は次号のニュースでお知らせします。 

【大津地裁決定学習資料について】 

  5月に作成した学習資料は 1000部印刷製本しましたが、みなさんのご協力のおかげ

で在庫がなくなりました。引き続き注文が寄せられており、7月の異議審決定を含めた

ものを新たに編集し、会員のみなさんを中心に配布することを決めました。総会までに

お届けできるよう作業を進めます。 
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 7 月 30 から 8 月 1 日までの 3 日間、自治体問

題研究所（理事長 岡田知弘京都大学教授）が主

催する第 58 回自治体学校 in 神戸が開催され、

1000 人を超える自治体関係者が集い、様々な問

題についての議論が行われました。2 日目の「脱

原発と再生可能エネルギーの普及こそ進むべき

道」をテーマにした分科会３では助言者に井戸謙

一弁護士、依頼レポート報告者として気候ネットワ

ークの豊田陽介氏、原発問題住民運動全国連絡センター筆頭代表委員の伊東達也氏、舞鶴市職

労副委員長の長谷博司氏の 3人を中心として報告、討論が行われました。 

 

市民運動と司法の力による脱原発

への道～大津地裁決定の内容と

意義 

 まず、井戸謙一弁護士は助言者報告とし

て、次の４つの内容について報告を行いまし

た。 

 第 1は、日本の原発問題は福島原発事故の

あと、何が変わったのかという問題提起で

す。これについて、井戸氏は、原発過酷事故

の恐怖体験を通じて、原発安全神話、専門家

信頼神話、原発必要神話に加えて原発は低コ

ストという神話が崩壊したことを指摘しま

した。 

 第 2は、司法は変わったのか、これからも

変わりうるのかという問題提起です。これに

ついて、井戸氏は、福島事故以前の原発裁判

は 2 勝 31 敗と圧倒的に敗訴が多かったが、

3.11 以降は 4勝 6敗となっており、明らかに

流れが変わっているとし、申立を認めた判

決・決定の特徴として裁判官の矜持、福島事

故の教訓に学ぶ姿勢、原子力規制委員会の判

断に盲従しないことを指摘。一方、申立を退

けた決定の特徴として、原子力規制委員会に

対する無批判な追従、都合の悪い争点を隠

す、論理矛盾をいとわないこと等を指摘しま

した。 

 第 3 は、大津地裁決定の特徴についてで

す。これについては、関西電力に厳しい判断

枠組みを課したこと、福島事故の原因や十二

分の安全を求める設計思想等で原子力規制

委員会の判断を批判していること、避難計画

を規制の対象に取り込むべきであること等

新規制基準自体を批判していること等を指

摘しました。 

 第 4は、原発のない日本をつくるための道

筋について、広範な市民と裁判官の正義感が

コラボして、原発をなくしていく道筋が見え

てきたとしました。 

  

再生可能エネルギー１００％に向

けた課題と展望 

 豊田氏は、2015年 11月 30 日から 12月 12

日かけて行われた COP21 で国際社会は今後

温室効果ガスを排出しない社会をめざすこ

とに合意、再生可能エネルギー100%社会づ

くりが重要課題となっているとしました。 

 それに対して、日本政府の温室効果ガスの

削減目標には非難の声があがっていること

を紹介しつつ次のような課題を指摘しまし

た。 

①再生可能エネルギーをめぐる状況は、太陽

光を中心に普及が進んできたが、買い取り価
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格の引き下げ等で普及にブレーキがかかる

おそれがある。 

②電力自由化のもとで広域連携や発送電分

離が進むことで再生エネルギー導入受け入

れ可能量の拡大が期待されるが現状では不

十分な状況にとどまっている。 

③さらに再生可能エネルギー100%の社会づ

くりに向けて、地域で消費しているエネルギ

ーを少しでも地域で生産したり、消費量を減

らすことができれば単なるエネルギー転換

ではなく、地域づくりの手段とすることでき

る。 

そして、環境エネルギー政策のあり方を見

直し、全国で市民・地域が主体となった再生

可能エネルギー・省エネ事業を広げることの

重要性を強調しました。 

 

福島事故から 5 年 4 ヶ月 福島

からの報告 

 伊東氏は、事故後には多くの県民が想像も

できなかったようなことがはっきりと認識

されるようになっているとして次の 8 つの

点から福島の現状報告を行いました。 

１．事実上 6町村が 5年間人口ゼロ状態 

２．5年たっても絶えない震災関連死 

３．60 歳以上の人は廃炉を見届けることが

できない。 

４．中間貯蔵施設は永久貯蔵にならざるを得

ない。 

５．帰還宣言をしても住民は簡単に戻れな

い。 

６．帰還困難区域は未だ除染計画も期間計画

もない。 

７．甲状腺がんは専門家でも意見が分かれて

いるが、原因論争ではなく子どもの健康を第

一に継続的な診断、検査が必要。 

８．「被災者帰れ」などの落書きに見られる

持ち込まれた分断と対立を乗り越える。 

 

舞鶴市における住民避難計画と

職員動員について 
 長谷氏は、原発事故時の避難において、原

発事故時の住民避難に際しては、市の職員が

かなりの被曝を前提して誘導等にあたらな

ければならないこと等から避難計画ではな

く、「被曝計画」という指摘があることを紹

介。また計画には非現実的な想定がいくつも

あること、実際の避難を考えると、たとえば、

自宅から避難所まで短時間でたどり着ける

か等をはじめ、避難計画の実効性は疑問であ

ること等を指摘しました。 

 

【質疑】 

 参加者は 43 名でしたが、熱心に質疑、討

論が行われ、原発問題における司法の役割、

裁判の意義、再生可能エネルギー普及、福島

の現状についての認識を深めることができ

たという感想がだされていました。 

 また、宝塚市における市民発電の経験も

報告されました。 

 

 

 

ばいばい原発高島連絡会 事務局 中平清三 

市民有志 28名が提出した請願には、高島市民・大津市民はじめ、福島から湖西に避難・移住

されている 5名の方も参加し、高島市議会で審議されました。               
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【9月 12 日高島市議会総務常任委員会の様子】 

質問：A議員「不勉強でよくわからないが、新規制基準から考

えてどうか？」 B 議員「インフラの長寿命化が言われてい

る。寿命を延ばすことが課題。原発だけそれはダメというのは

どうか。４０年超えても大丈夫と専門家は言っている。」 

反対討論：「４０年超えても一回は延長できることに法律はな

っているから、問題ない」という短い討論でした。 

賛成討論：紹介議員の福井せつ子議員。 

結果は賛成一人で「不採択すべきもの」となりました。 

傍聴した市民の声：『反対した議員さんの意識と、原発への不安をもつ市民の意識とのかい離

に、ショックを受けた』『総じて、市民の不安に心を寄せるのではなくて、お上がこう言ってい

るからそうなんだという立場に立っておられると感じました。市議会議員は市民の代表じゃない

のかな？』などの感想が寄せられました。 

【9月 28 日高島市議会本会議の様子】 

【賛成討論】 

熊谷もも議員（無所属）：「福島の原発事故の教訓は何か学ぶべき、新規制基準で安全が担保

されたとは言えない。 市民から見たら国も市も対等・平等。地方自治体はもっと発信を」 

山内陽子議員（無所属）：「稼働している原発、特に 30年を超える老朽原発のリスクは大きい。

高島での一級河川の距離は 310kmで市民の生活と密着している。電気は他の方法で作れる

が、原発事故での河川の汚染は取り返しがつかない」 

福井せつ子議員（日本共産党）：「福島から避難されている方が請願者に 5 名、その思いによ

りそいたい。鹿児島県知事選で、川内原発稼働反対の知事が誕生。40年越えの老朽原発の再

稼働に滋賀県知事は不安を表明。大津地裁の仮処分決定を学び、高島市議会も再稼働を認め

ないという表明をすべきだ」 

【反対討論】 

宮内英明議員（ふるさと絆会）：「原子力規制法に基づいて、原子力規制委員会が専門的立場

から『適合』を判断。その結果を尊重すべき」 とわずか 3分程度の反対討論でした。 

採決の結果は、19名中賛成は 5人の議員（粟津、熊谷、福井、森脇、山内各議員）の少数

で、不採択でした。傍聴した市民は『否決の残念さよりも議員さん方の賛成討論が堂々とされて

いて素晴らしく、内容も濃くこれを録音して市民に聞いてほしいと誇りに思いました。』との感想

がありました。 

今回の請願を行ったことは、議会に原発に対する市民の不安の声を届けるということで一定

の意味があったと思います。全体として『今日は市民の不安に耳を傾けない市議の多さに腹

がたちました。原発に近い高島市の議員としてはあまりにも無責任です。今日の思いを明日

への運動のエネルギーにしたいと私は思っています。』という市民の感想につきると感じてい

ます。 

 

 引き続いて、137名の高島市民など市民有志が滋賀県議会へ同様の請願を提出して

います。この請願の実現のために頑張っています。 

8月 24日議会事務局に提出 


