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年頭のごあいさつ
福井原発訴訟（滋賀）を支える会会長 福田章典
あけましておめでとうございます。
会員のみなさんには、支える会の活動、原発訴訟を文字通り支えてい
ただきありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。
2016 年は、安保法制の強行採決など国会では憲法をないがしろにする
動きが続き、年末に向かっても、私たちの生活に悪影響を与えるＴＰＰ
承認や年金改悪、カジノ法と、数に物を言わせて悪法が次々と押し通さ
れました。
一方で、素晴らしいことが起こった年でもありました。私たちが求めた、高浜原発 3、4 号
機の運転差止めの仮処分が認められ、日本で初めて稼働中の原発を止める司法の判断が下さ
れました。多くの方が語っているように、この決定は、滋賀県、日本全国の多くの人たちの
原発反対の声が裁判官を後押しした結果だと考えます。支える会会員のみなさんの一人一人
の力が、この画期的な決定勝ち取ったのです。
2017 年はどんな年になるでしょう。
幸い、若狭湾の原発は、現在、一つも稼働していません。しかし、国内には少ないとはいえ
稼働している原発があり、さらに再稼働が進められようとしています。世界を見れば数多く
の原発が稼働し、新たに作られようとしています。
私たちが支援する裁判では、高浜原発 3，4 号機の運転差止めの決定に対して関西電力が起
こした抗告審の決定が 2 月にも出る見込みです。どのような決定がでたとしても、原発ゼロ
を求めて私たちはたたかいつづけなければなりません。
原発はひとたび事故が起これば、長期間甚大な影響を及ぼすことは、事故から 6 年近くた
った日本の状況から明らかです。安全対策、廃棄物・廃炉対策の費用を考えれば、原子力発
電は決して安価ではありません。原発は止めるのが当たり前、無いのが当たり前です。
辺野古のキャンプシュワブゲート前のテントで現地の人に教えてもらいました。
「勝つため
には負けないこと。勝つまであきらめないこと。
」原発ゼロを祝う日まで、ともにたたかい続
けましょう。
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高浜 3、4 号機に関す
る仮処分の大阪高裁に
おける審理は、10 月 13
日の審尋で指定された
書面提出期限の 12 月
12 日までに、住民側は
準備書面 27～33 を提
出し、関電の主張に反
論し、これまでの主張

住民側提出書面（33まで12月9日、34以降12月26日までに提出）
書面番号
27
28
29
30
31
32
33
34
35
意見書

内

容

判断枠組み、立証責任論
新規制基準の問題点
電力供給、原発の環境破壊、原発のコスト等についての反論
避難計画についての主張の補充
地震問題に関する関電反論に対する再反論
津波問題での関電反論に対する再反論
鋼材の強度不足についての新たな主張
耐震問題での補強
争点の確認等
進行並びに判断についての意見

を強化しました。さら
関電側提出書面（12月26日提出）

に、最終期限の 12 月 26
日までに準備書面 34、

書面番号

35 を提出するととも

27
28
29
30
31
32

に、進行と判断につい
ての意見書を提出しま
した。このうち、準備書

内

容

住民準備書面28に対する反論
住民準備書面30に対する反論
住民準備書面31に対する反論
住民準備書面32に対する反論
住民準備書面33に対する反論
住民準備書面34に対する反論

面 35 では、住民の訴えを退けた判決・決定を見ると、福島原発事故の経験を経た現時点にお
いて、裁判所が原発の運転差止めの請求や申立てを退けるためには、「争点隠し決定」「論理
捻じ曲げ決定」のような手法を使うしかないのだろうと受け止めていること、また、福島原
発事故前ではあるが、
「浜岡原発静岡地裁判決」のように根拠のない希望的観測判決」の手法
の採用もあり得るのかもしれないとして、大阪高裁では司法の信頼を傷つけるこのような手
法をとるべきでないと釘を刺し、改めて、争点を提示してこれに基づいた判断を行うよう求
めました。
文字通り最終書面となった意見書では、福島事故以降、原発をとりまく状況は国内的にも
国際的にも大きく変わっており、それでも原発を運転して周辺住民にリスクを与えるという
のであれば、そのリスクが社会的に許容される程度にまで極小化され、
「安全」と言える程度
に至っているかについて厳密に検討されることが不可欠であり、住民側準備書面(35)に沿っ
た判断を行うよう求めました。
一方、関電側は、住民側準備書面 28～34 に対して、12 月 26 日までに主張書面 27～32 を
提出して反論を行ってきました。
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12 月 9 日、2016 年度の支える会総会を開催しました。総会では、秋にチェルノブイリを視察し
た杉原さんによる視察報告と「原発裁判

この一年」と題する井戸弁護団長の講演のあと、支え

る会の一年間の活動報告、2017 年の活動計画、規約改正等を行いました。

１． 2016 年の主な活動報告

う。県下複数箇所で学習会、報告集会を

① 大津地裁決定学習資料の作成と普及

開催する等。）
⑤ 2017 年びわこ集会への参加

② 大津地裁決定学習会の組織
③ 会員拡大（会員数

昨年の 417 人から

⑥ 支える会ニュースの発行

564 人へ増加）

⑦ その他

④ 美浜原発、もんじゅ、敦賀原発の視察（参
加者 25 名）

３． 会則の改正

⑤ 2016 年びわこ集会への参加

会計監事を新設したほか実態にあわせて

⑥ 支 え る 会 ニ ュ ー ス の 発 行 (No.20 から

細部を改正

No.26 までを発行)

４．役員体制

⑦ 会員数の増加により会計規模は拡大、会
費の確実な納入が引き続き課題

会長 福田章典
代表委員 井戸謙一、畑明郎、熊谷直道、辻義

２． 2017 年度主な活動計画

則、杉原秀典

① 持続的な会員拡大

幹

② 1 月 22 日に行われる「高浜原発うごかす

三、松本利寛、對月慈照、西村修

事 瓜生昌弘、今村真理子、(新)中平清

な!1.22 関電包囲全国集会」に賛同し、参

会計監事

加

会則外の確認として

③ 「
（続）大津地裁決定を学ぶ」の普及、学

(新)山本龍仁

弁護団長

習

井戸謙一、弁護団事務局長

石川賢治

④ 2 月に予定されている抗告審決定時の対

原告団長

応（大阪で記者会見、報告集会を行うと

瓜生昌弘

辻義則、支える会事務局長

ともに大津で報告集会、申立人会議を行
【チェルノブイリ視察報告への質問の回答】 チェルノブイリ法について
チェルノブイリ関連３国(ウクライナ、ベラルーシ、ロシア)では、国家が原発事故被災
者に被害保障を行っている。91 年のチェルノブイリ法が、汚染地域と被災者を特定し、
賃金の上乗せ、年金の前倒し、休暇の追加、雇用の確保、保養、教育、診療、住宅保障な
どを明記したからだ。ただ、同法から 20 年以上が経過し、現物支給が現金支給に変わり、
減額され、超インフレで実質の保障は低下している。汚染地域縮小の動きもある。しかし、
訪れた保養施設「サナトリウム２１」では、今でも年間延べ約 5000 人子どもたちが生活
し、職員 205 人の賃金は国費で賄われている。年間１㍉シーベルトを越える地域の避難者
には住宅が供給されている。日本とは雲泥の差だ。原発事故被災者に光を当てた立法がど
うしても必要だ。(杉原秀典)
※チェルノブイリ視察報告は、前号に掲載しています。
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総会の中で「原発裁判 この一年」と題し
て、講演を行った井戸謙一弁護団長は、原発
裁判の今年一年間の特徴として、①昨年 12
月 25 日に行政訴訟として提訴されたもんじ
ゅを含めて、この間、新規に 8 件の裁判が起
こされ、現在、全国では 33 件の原発裁判が
たたかわれていること、②大津地裁で 2 勝し
たことにより、福島事故後の原発裁判は 4 勝
た場合は、

6 敗と、福島事故前の 2 勝 36 敗という状況

① 影響は大きい。とくに近々決定がださ

から大きく変化したこと等をあげました。

れる見込みの伊方３号機仮処分事件

また、大津地裁決定の意義は、司法の力で

に与える影響は大きい。

原発を停止させたこと、立地県でない隣接県

② 司法リスクの極大化し、法改正の動き

の住民の申立を裁判所が認めたこと等をあ

が活発化するかもしれない。

げ、その影響として、新たな提訴に見られる

③ 関電は特別抗告あるいは許可抗告に

ように司法対する期待が高まっていること、
島崎東大名誉教授の原発における地震評価

より最高裁に不服申立を行うことに

が甘いという発言のように専門家や市民運

なると思われるが、特別抗告は憲法違

動に対する励まし効果がでていること、そし

反に関することなので無理。許可抗告

て事業者は司法リスクを認識したこと等を

が許可されるか？最高裁はどうする

指摘しました。

か？
④ 市民運動に限りない励ましになる。

福島事故以降、司法の変化をもたらした要

⑤ 脱原発の決定的な流れを作ることに

因として、主観面では、①市民運動の盛り上

つながる。

がり、②脱原発弁護団全国連絡会議の結成、

住民が負けた場合

③原発問題専属弁護士の登場、④専門家の協

① 他の訴訟に与える悪影響は否定で

力、⑤匿名専門家の協力、⑥弁護士の努力を

きない（もっとも質による）。

あげ、客観面として、①原発安全神話の崩壊、

② 原発反対の世論は簡単には変わら

②専門家信頼神話の崩壊、③原発低コスト神

ない。

話の崩壊、④原発必要神話の崩壊をあげまし

最後に今後の全国ベースでのスケジュー

た。

ルについて次の通り見通しを示しました。

一方、住民の訴えを退けた福井地裁異議審

2016.12 月 9 日 美浜３号機について、行

決定や福岡高裁宮崎支部決定は、争点を隠し

政訴訟提起予定（名古屋地裁）

たり、論理矛盾を来している恥ずかしい決定

2017.2 月ころ

であると批判しました。

2017.1 月～5 月

大阪高裁抗告審の見通しとして、住民側が

高浜仮処分抗告審決定
伊方仮処分の決定３件

勝った場合と負けた場合を想定しながら、次

川内はまだまだこれから！

のように解説しました。まず、住民側が勝っ

柏崎刈羽は当分動かない。
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2015 年度の大飯、高浜原発視
察に続き、2016 年度は、11 月 23
日に美浜原発、もんじゅ、敦賀原
発の視察を 25 名の参加で行い
ました。福井の原発訴訟団の山
本雅彦氏に案内をお願いし、非
常に詳しい説明を聞くことがで
きました。
美浜原発は 1、2 号機が廃炉という決定がなされていますが、地元では本当に廃炉になるか
疑わしいと考える方が多いということ、さらに、更地に戻すことが協定で謳われていますが、
それも非常に疑わしいということでした。関電の説明でも、今後 30 年かけて、廃炉作業を行
うという基本スケジュールの行程表が示されましたが、廃炉工程で一番大事な放射性廃棄物
の処理、処分について何の見通しもたっていません。廃炉そのものは、私たちが望む方向で
はありますが、非常に難しい問題でもあることを改めて実感しました。
もんじゅは、原発の使用済み核燃料を再利用する核燃料サイクルの要に位置づけられた施
設ですが、あいつぐ事故、トラブルのため廃炉が決定されました。しかし、新たな高速増殖
炉の開発方針がお手盛りで打ち出されています。当日は残念ながら、もんじゅの情報館が祝
日は休館のため、遠景が見られる白木浜から山本さんの説明を聞きました。
敦賀原発は当初の視察対象には入っていませんでしたが、せっかく近くまできたのだから
ということで立ち寄ることにしました。驚いたことに、PR センターの説明では、３、4 号機
を本気で建設しようとしているようでした。また、すでに運転停止している「新型転換炉」
ふげんは、廃炉研究センターと看板を付け替え、平成 20 年に国の認可を得て、平成 45 年を
目標に廃炉作業を行っているようですが、やはり放射性廃棄物処理、処分のめどがたたない
ため、その作業は行き詰まることになりそうです。
参加したお二人から感想をよせていただきました。

「自動」とは恐ろしい
風の強い 11 月 23 日、福井原発訴訟(滋賀）を支える会
主催の美浜原発と「もんじゅ」の視察に参加しました。
２つの原発は敦賀半島の西側にありました。

起こるべくして起こるトラブル
美浜原子力ＰＲセンター館で、加圧水型軽水炉の模
型を前にして、元原発労働者で反対運動をしている山
本さんに説明を受けました。
ウランから発生する熱で水が 320 度になっても沸騰
しないように、157 気圧に保たれている原子炉容器。その回りの格納容器は厚さ 50 ㎝ほどの
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コンクリート壁だが 2 気圧しか保たないという。何かあればコンクリートは吹っ飛んでしま
うのではないかと心配になりました。格納容器内には、たくさんの細管があり、原因不明の
まま破断したり、ピンホールがみつかるそうです。
また、冷却機能のトラブルで、自動で天井のｽﾌﾟﾚｲから出るはずの水が出なかった事故の原
因を聞いて驚きました。本来開けておくべき栓を経産省の監査が終わったあと、水が漏れる
という理由で固く閉めてしまいました。これでは自動で開栓するわけがありません。「自動」
とは恐ろしい。

30 年後には更地にという約束があった？
原発の設置を引き受ける際に、丹生地区の区長と関電が交わした文書には「30 年後には更
地に戻す」とあったそうです。現在、区長に聞いてもその文書はなく、関電も文書の存在に
は曖昧な返答です。
「更地に」できないと分かって交わしたのではないか。セシウムの半減期
は 30 年、300 年でやっと約 1/1000 だそうです。廃棄物の行き場が決まらないからと、原発
もそのまま置いておくつもりでは？

地殻変動の上に原発

美浜から北北西の風

PR センターのコンパニオン風のお嬢さん
の説明が機械的で妙に明るく異様でした。し
かし、明るい見通しは何もありませんでした。
その説明を聞いた後、
「もんじゅ」に向かいま
した。
「もんじゅ」の全貌が見える白木地区の海
辺で説明を受けました。この地区は、風の強
い日が大半で、事故があっても７０軒ほどの
地区住民は海へ逃はげられません。現在、半
島の反対側に向けトンネル工事が進んでいますが、出たところにも敦賀原発があります。敦
賀半島の対岸は 10 年間で１ｍ隆起し、こちらの半島側は下がっているとのことです。地殻変
動が盛んなところでトンネルも危ない。
「もんじゅ」の建屋から妙に背の高い煙突がプラント内の空気を放出しています。煙突が
低いと、風のない日は放射性物質が裏山に当たって落ち濃度が高まるので、高いところから
出しているそうです。その日は、北北西の風、風速 9m/S でしたから、80ｋｍ離れている彦
根には、2 時間半で届きます。
初めての視察。夕陽を浴びるいくつもの原発を見ながら風光明媚な海岸線を進みました。
原発以外で生業が成り立たないのだろうかと思いつつ、地球と人類をどこまで汚染させれば
気が済むのか、現地に行くことで、ますます大変さが実感でき、怒りがわいてきました。
（彦根市

美浜原発・もんじゅ＋敦賀原発

杉原裕子）

視察

11 月 23 日（祝）
、JR 大津駅を 9 時に出発した瓜生車（一行 5 人）は、名神高速・北陸自
動車道経由で敦賀から馬背峠トンネルを通り、11 時に最初の目的地美浜町丹生に到着。別の
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車で集まった 20 名と、福井の山本さんの説
明を受けながら、原子力 PR センターを見
学。
昼食後一人で浜に下り、風に吹かれなが
ら、半島の先端に造られた発電所への道と
して作られた丹生大橋・大阪万博への送電
から始まった美浜 1 号機・1 号機と共に廃
炉が決定した 2 号機・16 日に「原則 40 年」
ルールを無視した形で高浜 1・2 号機に次い
で原子力規制委員会が運転延長を認可した
3 号機を見た。夏は海水浴客で賑わう丹生白
浜の目先に君臨する原発。
その後 PR センターで関電側からの話を
聞き、白木トンネルを抜けて敦賀市白木へ。
浜で、東に日本海からの強風を受けて立つ
もんじゅ・西の入り江に漁船の溜まり場を
見ながら、山本さんの話を聞く。
高速増殖炉の原型炉として作られたが、
冷却用の Na を制御できない等、数々の事
故を起こし廃炉寸前のもんじゅがそこにあ
る。日本原子力研究開発機構のもんじゅか
ら関電の美浜原発へは、もんじゅトンネルで繋がっているようだ。
予定にはなかったが、この際敦賀原発も見てはということになり、再び馬背峠トンネル通
り敦賀湾に沿って北上することに。その昔、松尾芭蕉もこの地を訪れ句を残している。半島
の東、浦底地域につながる海岸一帯は、色浜・明神崎から伸びる水島など、夏には海水浴客
で賑わうという。
美浜 1・2 号機と時を同じくして廃炉が決定した敦賀 1 号機は、日本原電が日本初の商業用
軽水炉（BWR）として建設、美浜 1 号機より数日前に大阪万博への送電と共に営業を開始し
た。その後、日本初の国産改良型軽水炉（PWR）として 2 号機が建設されたが、同一場所に
BWR と PWR が併存するのは珍しい例。
2 号の北には、もんじゅと同じ日本原子力研究開発機構のふげんがあったが、廃炉が進み、
現在は原子炉廃止措置研究開発センターとなっているらしい。
その北には、若狭湾を埋め立てて、3 号機・4 号機の建設が進んでいるようだ。
廃炉のために、研究炉や人材育成は必要というものの、政府は高速炉の開発を捨ててはい
ないようだ。それももんじゅの原型炉から、一段進んだ実証炉に向かってはいないか？今日
垣間見た自然に恵まれ、その自然と共存する人々の生活が、この敦賀半島北部でこれ以上に
脅かされんことを切に願った今回の巡検であった。
ところで、美浜・敦賀の原発導入には WH・三菱：GE・三菱、もんじゅには日立・東芝・
三菱・富士が関わっている。事故の責任・賠償とこれら企業との関係、知りたいところであ
る。

（佐々木育子）
7

