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12 月 1 日、福井の関電原発 7 基の運転差し

止めを求めた本訴（2013 年 12 月 24 日提訴）

第 35 回口頭弁論が大津地裁で行われました。 

午後 1時 1５分から原告の代表も参加した進

行協議が行われた後、2 時半から弁論、午後 4

時過ぎから報告集会・記者会見を行いました。 

今回の弁論に向けて原告側は、火山灰堆積

時の建物の強度評価についての被告の考え

方を批判した準備書面（91）を提出。被告側は、

地盤問題での原告準備書面(85)(88)(90)に

反論した準備書面(68)、テロ問題についての

原告準備書面（87）に反論した準備書面（69）

を提出しました。 

法廷では提出書類の確認が行われた後、本

裁判で2人目の証人となった平尾道雄米原市

長への尋問が行われました。尋問は、原告側

からの主尋問のあと、休憩をはさんで被告側

からの反対尋問、主尋問の補足、裁判所からの

質問という順に行われました。 

原告側の主尋問に対して平尾市長は、市民

とともに米原市において実効ある避難計画を

つくることを目指している、実効あるとは市

民に被曝させないということであるが、実際

の計画をみると被曝が前提となっており、実

効ある避難計画策定は困難であると思ってい
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ると述べました。その理由として UPZ1圏外の

同市は必要な予算や情報が不足しているこ

とに加え、事故時にまず行うとされている屋

内退避という対応は、熊本地震で前震の後本

震がきたことを例に考えると、大地震のとき

に本当に安全な建物があるのか、実際に屋内

退避で被曝がおさえられるのかといった問題

をあげました。さらに、原子力災害と同時に発

生する可能性が高い地震などの複合災害に

ついても、生じうるすべての事態を想定する

ことは困難であること、災害弱者への対応が

難しいことを指摘しました。そして、このよう

に実効ある避難計画策定が困難な状況のな

かで、実際の避難計画をみると、どの市町も

同じような原発再稼働ありきの計画となって

おり、裁判所には再稼働の前提として避難計

画の実効性を見極めてほしいと訴えました。 

最後に、原発そのものについて、原発回帰

の風潮となっているが、40 年から 60 年運転

しただけで、10 万年も管理が必要なものを脱

炭素ということですすめることには首をかし

げるとして、人類の未来は原子力ではなく自

然エネルギーであり、原子力に頼らない政策

が必要だとしました。 

休憩の後、関電側が反対尋問を行いました。

原告側の尋問に対する平尾市長の証言内容

を打ち消すような内容はなく、県や他市町と

の情報共有の問題、実効ある避難計画とは何

か、段階的避難の問題などについての質問が

行われました。 

裁判所からは、避難手段について質問が行

われ、車、バスが想定されているが、計画通り

に台数を確保することは難しいなどのやり取

りが行われました。 

 

証人尋問終了後、次回以降の内容などにつ

                                                
1 UPZ： 国は、原子力発電所から概ね 5km 以内

を PAZ、PAZ の外から概ね 30km 圏内を UPZ と

しており（県は独自 UPZ を設定。）、UPZ の区域

いて次のとおり確認されました。 

原告側は、被告提出準備書面(68)(69)につ

いて反論の要否を検討する。 

被告側は、大山の噴火可能性についての専

門家意見書を検討する。 

次回日程は、3 月９日（木）14:30 から、原告

側証人の芝邦夫氏の尋問を主尋問、反対尋問

各 70分で行う。 

 

また、進行協議では、以下の日程が確認さ

れました。 

6 月 15日（木） 午前、午後を予定 

9 月 14 日(木) 午前、午後を予定 

 

新年度からの審理の進め方に関係する事

項として、堀部裁判長と瀬戸裁判官が３月で

異動になる可能性があり、そうなった場合、新

しい体制の下で 3月の続きで 6月に尋問を行

うことでよいかという問題提起が裁判所から

ありました。これに対して原告側は、新しい体

制となった場合は、6 月に予定された期日に

行うかどうかは別にして、今までの主張の到

達点や争点について新しい裁判体に理解して

もらう機会を持たせてもらいたいとしました。

一方、被告側は、３月９日の進行協議期日で意

見を述べるとしました。次回の進行協議まで

に新年度の裁判所の体制が明らかになるので、

次回の進行協議において新年度からの進め

方が決定されます。 

 

 

 

 

 

 

内住民を対象にして避難計画を定めるとしてい

る。原発事故時には UPZ では、まず屋内退避と

し、放射線濃度が一定以上で一時移転を実施。 
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【平尾道雄米原市長の証言概要2】 

(1) 原告側主尋問 

平尾市長は証言台で宣誓をしたあと、

原告代理人高橋弁護士の尋問に対して以

下の内容の証言をしました。 

① 福島第一原発事故について 

 ニュースを見て、自然災害にあわせて人

為的な原子力災害が発生したことに驚き

と怖さを感じた。 

② 脱原発首長会議に参加しての感想 

参加している首長の危機感を感じた。

原発事故が起こった時、自治体は正確な情

報を得ることが難しいとおっしゃってい

た。何ができるか熱心に議論されていた。 

福島第一原発事故に直面した首長は、

「どれくらいの規模の災害が起こってい

るか全くわからないままバスに乗ってし

まった。電力事業者や国が速やかに情報を

開示する必要があるのだがそうなってい

ない」と語っていた。 

③ 米原市で原子力災害の訓練を実施し

て 

米原の原子力防災を考える市民委員会

（以下、市民委員会という。）の意見を踏

まえて原子力災害の訓練を住民とともに

実施したが、相対的に原発に近い北部 4 集

落の住民からは、やっていることは正しい

のかという疑問が出された。行政以上に住

民が危機感を持っていると感じている。事

故が起こった時、まず屋内退避、必要に応

じて遠くへ避難という 2 段階退避につい

て住民からは「これに従うのか？事故が起

こったら早く逃れたい。安定ヨウ素剤は説

明はいいから早く服用できるようにして

ほしい。」といった声がだされており、私

                                                
2 平尾市長の陳述書は裁判所に証拠提出して

おり、ホームページの書庫に掲載されています。 

も 2 段階方式には懐疑的だ。 

県は、UPZ を市域に含む長浜市と高島

市と訓練を行っているが、UPZ 外の米原

市はこれに参加していない。事故時の情報

がくるのか不安がある。県から UPZ 外の

市町にも情報が伝わるというが公式には

決められていない。 

④ 実効ある避難計画が難しい理由 

県からUPZ外の米原市にも情報が伝え

られることになっているが、長浜市や高島

市と比べると情報格差がある。実効ある計

画をつくることは難しいが、難しくても

（首長としては）やらなければならないと

思っている。しかし、事故が起これば、住

民は動き始める。（混乱が起こらないよう

に）どこへどうやって逃げるか実効性ある

計画が必要だ。 

事故が発生したらまず屋内退避という

ことだが、熊本地震では前震の後に本震と

大きな地震が続けてきた。このようなとき

に果たして安全な屋内があるのか疑問だ。 

複合災害についても考えておかなけれ

ばならない。原子力災害は、大地震などと

複合的に発生する。道路や橋などの公共イ

ンフラが使えなくなる場合に、確実に避難

ができるか。放射線は五感で感じることで

きないので放射線に市民をさらすことな

くいち早く避難が必要だと思うが、果たし

てできるか。 

避難弱者への対応も課題だ。ハンディ

のある人は自力で避難できないので市と

して支援計画をつくっているが、通常の災

害では期待できるボランティアの支援が

が、見えない放射線被ばくのリスクがある

中で一般の人が動けるか、厳しい状況にあ

る。 

⑤ 原発再稼働と避難計画について 
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どこの市町をみても同じような計画だ。

再稼働ありきの計画ではだめだ。裁判所に

は再稼働の前提として避難計画の実効性

を見極めてもらいたい。 

⑥ 原発をどうすべきか？ 

 原発回帰という風潮となっているが、た

かが 40 年から 60 年運転しただけで 10 万

年もの間管理が必要なものを脱炭素でや

ろうとしていることに対しては首をかし

げる。 

 人類の未来は原子力ではなく、自然再生

エネルギーだ。原発にたよらない政策が必

要だ。 

 

(2)主尋問の補足 

 中川弁護士が実効ある避難計画につい

てどう考えているかについて補足質問を

しました。 

⑦ 実効ある避難計画はできるのか？ 

首長の立場としては実効性ある計画を

つくりたいが非常に厳しい。 

⑧ 実効ある避難計画とは？ 

実効ある避難計画とは住民に被曝させ

ないことと思っている。 

 

（３）被告側反対尋問 

 被告側弁護士の反対尋問の概要は以下

のとおりです。 

①県と市町でつくる連絡協議会には米原

市も出席しており、協議を行うしくみは一

応あるという理解でよいか？ 

 そのとおり。 

②陳述書に記載されている屋内退避の効

果は不明とはどういう意味か？ 

 家屋の種類によっては放射線の遮蔽効

果が異なる。また、事故時の空間線量も時

間によって異なるため効果は一定しない。 

③屋内退避は一定の効果はあるという理

解でよいか？ 

 そのとおり。 

④段階的避難の問題とは？ 

 行政が行う避難は市民に対して平等で

なければならない。避難手段である車両が

計画どおり全部集められるか、計画に記載

されている車両台数は現実的でない。市が

確保できる台数はここまで、マイカーで避

難しなければならないのはどれだけなど

明確にし、どこへ避難するのかを市民に示

すことが必要だと考えている。ハンディあ

る人の避難も問題がある。 

⑤避難計画の実効性とは？ 

 被曝する人を出さないで避難すること

だ。 

 住民が被曝しない計画を目指さなけれ

ばならないが、それは難しいので、原発は

廃炉にすべきだと思っている。 

 

（４）反対尋問後の原告側再質問 

①県と市町の連絡協議会が県と情報を共

有する場として一応あるというのはどう

いう意味か？ 

 この協議会では県と原子力規制庁が主

に発言しており、他はほとんど発言してい

ない。知識の問題もあり、そういう状況下

でほんとうに情報が共有できるのか疑問

だ。 

②米原市の状況を聞こうとする場ではな

いのか？ 

 県や規制庁にものを言う雰囲気にはな

らないのではないか。 

(５)裁判所からの質問 

①避難が必要になった場合、避難手段は車

やバスを想定しているのか？ 

 そのとおり。 

② どこに逃げるか、どういう災害かにも

よるがある程度想定しているのか？ 
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米原市は近畿圏から離れた場所に逃げ

ることを検討している。 

③ 避難のためには相当数の車を確保し

なければならないか？ 

議論の途中だが、必要台数を確保する

ことは無理だ。市民の車による家族単位の

避難を考えなければならない。 

④ 自主避難となると逆に避難が滞るの

ではないか？ 

自治会単位で行動計画をつくることに

なる。 

 

【記者会見・報告集会と主な質疑】 

報告集会・記者会見では石川弁護団事務局長

が、提出書面の概要と進行協議の内容を説明し

た後、証言を行った平尾市長と担当した高橋弁

護士、中川弁護士が感想を述べ、さらに、4 人

目の証人予定者として今回傍聴された芦田京

大名誉教授のあいさつを受けたあと質疑応答

が行われました。 

 

【平尾市長の感想】 

今日は慣れない裁判の証言ということで

緊張しましたが、傍聴席には、なんとしても

再稼働はやめてほしい、また、このままいっ

たらエネルギー政策の未来はないという思

いを持った方がたくさんおられ、大変心強く

感じながら陳述をすることができました。手

元に資料が置けないので不安でしたが、高橋

弁護士の質問に対して、私のわかる範囲で答

えることができたかと思います。 

強調したかったのは、避難計画は自治体に

押し付けられた形になっているということ

です。アメリカなどでは電力事業者自らが避

難計画をつくっており、国や自治体にこれで

よろしいかと求めている、これが本来のあり

方ですが、日本ではこれが逆転していること

が問題です。 

再稼働の前提として、地元に避難計画があ

ることが条件になっていますが、原発そのも

のの安全審査と避難計画の審査を比べると、

安全審査については原子力規制委員会で何

回も審査が行われていますが、避難計画につ

いては防災会議（議長は内閣総理大臣）でほ

とんど議論なしに了承されているのです。ほ

とんど再稼働ありきの計画になっているの

で、裁判長に対しては、避難計画の実効性が

あるかどうかをきちんと判断してほしいと

訴えました。 

それから、米原市で取組んでいるのは安定

ヨウ素剤をできるだけ子供たちの近くに置

くことです。8 月から、すべての子どもさん

がおられる家庭に対して、緊急時に市長が安

定ヨウ素剤を服用するという判断した場合

にみなさんは服用してもらえますか、という

問い合わせを 4000 人ぐらいに行ったところ、

96.8%の方に同意してもらえました。学校や

保育園、幼稚園への配布は終わりましたが、

土日祝日はどうするのかという問題があり、
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家庭への備蓄まで行かなければならないと

思っています。 

 こういうものが必要な原子力発電所の危

険性について子供たちにどう説明するかと

いうことですが、大人の責任として早くこん

な状態はやめるということを言いたい、そん

な思いで今日は証言台にたちました。 

 

【高橋弁護士の感想】 

 今まで自治体への調査も行いながら避難

計画に関する主張をいろいろしてきました

が、それは、主として住民目線での問題点指

摘でした。今日は、平尾市長から行政の側か

らも実効性のある避難計画はむずかしいと

話していただいた事は非常に意義深いこと

だと思っています。ここまではっきり言って

いただける首長は少ないのですが、県内にそ

ういう首長がおられよかった、本当にありが

たいと思いました。 

 

【中川弁護士の感想】 

 私も避難計画に関する準備書面を担当し

ており、平尾市長の尋問調整にも関わってき

ました。避難計画について市長はあきらめて

いません。完成させようと努力されています。

これからより良いものをつくっていく、いわ

ば道半ばである、そのような状況の中で原発

事故が起こったら市民を被曝させないで避

難ができるかについて率直にご回答いただ

いたと思っています。   

また、裁判所からも、避難に必要な車の台

数を集めるのは困難ということを確認して

もらったと思います。 

 実効ある避難計画は無理かもしれないが、

市長としてはそれを完成させるのが責務と

いうことを強調されたことに感銘を受けま

した。そういう市長がおられる米原市という

のはすばらしい市だなと感じました。 

 

【芦田京大名誉教授から】 

 私は 50 年くらい人工地震をおこしたり、

電流を流したりして地下の構造がどうなっ

ているかという調査に携わってきました。原

発の立地にあたっては、最新の技術で地下を

調べるようにとされています。地下構造の調

査には二次元と三次元調査がありますが、原

発地盤の調査は（最新の技術ではない）二次

元でしか行われていません。医療検査にたと

えていえば、二次元はレントゲン撮影のよう

なものです。一方、三次元調査は、CT スキ

ャンや MRI による検査のようなものです。

地下構造を正確に把握しようとするなら、最

新の技術である三次元での調査が必要です。 

 原発の地盤調査を正確にやるようにとい

うことを、伊方原発など五件の裁判でかかわ

っています。みなさんのお役にたてるよう、

また、国民のためにもやろうと思っています

のでよろしくお願いします。 

 

【報告集会・記者会見での主な質疑応答】 

Q1.（平尾市長に）現職でありながら原発問

題で証言を行うことは反発もあったかと思

うがどういう思いからか。先ほど一部思いを

語られたが改めて聞かせていただきたい。 

A. 現職が発言することには賛否があるが、

住民の生命、財産を守ることが地方自治

の本旨だ。その点から考えると、首長と

して何ら恥ずべきことはないし、躊躇す

ることではないと考えている。原子力発

電こそあってはならないものだ。これに

対してしっかりと向き合うという立場で

一貫してきた。そういう首長が増えるこ

とを願いながら脱原発首長会議の世話人
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もやってきた。 

 ただ、現職ということでいろんな圧力

があることは承知しているがこれを乗り

切らなければ日本の民主主義、地方自治

は健全にならないと思っている。 

Q2.（平尾市長に）ハンディキャップがある

人については別の避難計画を考えているの

か？ 

A.ボランティアに頼る個別支援計画をつく

っている。自然災害には適用できるが放射

線被ばくの危険がある原子力災害に適用

できるか難しい点があると考えている。 

Q3.(弁護団に)避難計画の不備で差し止め判

決をだしたのは、水戸地裁と札幌地裁判決の

二つか？ 

A. 水戸地裁判決はそのとおりだが、札幌地

裁判決は、避難計画の不備が差し止めの

理由になり得ることは認定したが、判決

は別の理由により差し止めを命じている。 

Q4.現職の市長が証人として出廷したのはか

なりめずらしいことか？ 

A.（平尾市長）脱原発首長会議のメンバーの

大部分は元職だし、現職が証人出廷したと

いうことは少なくとも私は知らない。 

(弁護団から)首長が原告になっている事

例はあるが、長い原発裁判の歴史のなかで避

難計画が焦点になってきたのは最近のこと

だ。平尾市長の今回の証言が初めてと言い切

る根拠はないが極めて異例ということはま

ちがいない。 

Q5.避難計画に関する調査をまとめて 1 年に

なるがその後の状況変化はあるか？ 

A. 正確には把握していないが、米原市のよ

うに具体的な避難計画をつくりたいとい

う市町はなかったのでおそらく新たに計

画をつくったところはないのではないか。 

Q6.米原市は UPZ 外だが具体的な危険性を

認識しているから避難計画をつくろうとし

ているということか？ 

A. (平尾市長)事故の規模や気象条件によっ

て危険が及ぶおそれがあることについて

市民は危機感を持っている。私だけの判

断ではなく、市民委員会の提言を受けて

やっている。 

Q7.関電側の反対尋問は中途半端な感じも受

けたが弁護団はどう評価しているか。 

A. あまり踏み込んだ質問をすると逆に相手

の主張を固定化してしまう場合がある。

今日の関電側の尋問はそうしたことを警

戒したのではないか。 

 

【大津市と県の避難訓練を見学しての感想】 

参加者から、10 月 30 日大津市が木戸学

区の住民を対象にした避難訓練と 11 月 6 日

に滋賀県が高島市を中心とした避難訓練を

見学した感想が述べられました。 

大津市の訓練では、木戸公民館に集まっ

て和邇公民館の方へ移動した。86 人の住民

が参加していた。保健所職員がスクリーニン

グなどを行うなど、そういう意味では形をな

していたのかと思うが、車が汚染地域を通っ

てきた車か、安全地域に行く車かどうかなど

はしっかり選別されていたのか、などは疑問

に感じた。 

11 月 6 日の訓練は高島市から大津市仰木

の里へ避難するというものだった。見学者は

自分だけだったが、総務省の服をきた記録係

が 5、6 人おり、さかんに現場写真を撮って

いた。避難してきたのは市役所の職員が最初

に 4 人、次に 4 人。仰木の里市民センターは

とくに受け入れ準備はしていない。 

再稼働のためのアリバイづくりのような

訓練という印象を受けた。 

 

【関電役員告発の不起訴について 井戸弁

護団長から】 

 関西電力役員の三件（下記の①～③）の告

発事件について、いずれも嫌疑不十分という

ことで今日、大阪地検の不起訴決定があり、

その記者会見にズーム参加していたのでこ
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ちらに来るのが遅れた。 

 8月 1日の検察審査会で起訴相当となった

次の①、②については、改めて大阪の検察審

査会が審査を行う。二度目の起訴相当となる

と強制起訴ということで弁護士が検察官役

となり刑事裁判が始まる。不起訴相当とされ

た③の強制起訴はもう望めないが、こんなひ

どいことが明らかになっているので刑事の

場で裁かれなくても社会で裁かれるべきだ。  

関電という会社がいかに倫理観に欠け、コ

ンプライアンス意識のない会社だというこ

とをみなさんの中に広げ、こんな会社にたく

さんの原発をまかせていいのかということ

を訴えていただきたい。 

① 電力料をあげるが役員の給料を下げると

言いながら、あとでこっそり補てんして

いたという事件。これは検察審査会で起

訴相当とされたもの。 

② 森山から役員が受けとっていたお金は税

金と認定され、追加で収めた税金相当額

をやはり関電が補てんしていたという問

題。これも起訴相当とされている。 

③ 背任事件だが、関電は森山の関連会社の

吉田開発に残土処分を名目に約 20 億円

もの利益を与えていた。吉田開発から森

山に、さらに関電役員へとお金が還流し

ていた事件。これは起訴不当だった。 

「告発する会」の声明 

http://kandenakan.html.xdomain.jp/ 

 

◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ 

                                 

 

湖北原発ゼロの会 北川長衞 

 

１１月２７日、湖北原発ゼロの会の主催で、

再生可能エネルギーについての学習会が開

催され、和歌山大学客員教授、自然エネルギ

ー市民の会代表、元日本環境学会会長の和田

武先生のお話しを聞いた。 

和田先生は４つのテーマについて詳しく

お話しされた。それぞれのポイントを報告し、

私の感じたこと（◎印）を述べたい。 

 

①「待ったなし」の気候危機～温室効果ガ

ス削減、エネルギー対策の緊急性～ 
大気中の CO2 濃度が産業革命後急増し、

このままでは２１世紀末に 4~6℃の気温上

昇が予想される。国際社会はパリ協定や

COP26 などで気温上昇を 1.5℃に抑制する

目標を立てる。この 1.5℃を超えると気温上

昇が温室効果ガスを増加させ、一層気温が上

昇するという不可逆的危機に陥ることにな

る。（現に森林火災による CO2放出や凍土融

解によるメタンガス放出などが発生）そのた

めに、温室効果ガス排出を 2050 年に実質的

ゼロ、2030 年までに 2010 年比 45%削減が

必要。多くの先進国が 55~60%以上削減を表

明する中、日本は 46%と消極的。 

エネルギー起源の CO2 排出を抑制するに

は、省エネルギーとエネルギー効率向上、脱・

化石燃料と再生可能エネルギー（以下再エネ

と記す）普及が必要であるが、日本は石炭火

力に固執し再エネの普及で遅れが目立つ。再

エネは、資源がほぼ無限に存在し半永久的に
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利用可能で CO2 など環境汚染物質を放出し

ない。その点、原発は大量の放射性物質を産

出し、過酷事故や戦争の攻撃で放射能漏れの

危険性があり、無くさないといけない。 

◎日本は、「カーボンゼロ」のかけ声はよ

く耳にするが、政府の方向性は原発頼み、石

炭火力維持で、大手電力会社の目先の利益だ

けを考えていると思う。 

 

②最近の世界のエネルギー動向～再エネ

中心社会を目指す動きが趨勢～  

原子力は停滞、特に欧米は減少傾向。石炭

火力も OECD 加盟国は 2030 年までに全廃、

しかし、日本は温存の方針。 

再エネは、コロナ禍でも 2020 年、2021 年

と 2 年連続史上最高の普及実績。特に途上国

で再エネが急増。再エネ 100%の国も。理由

は発電設備が一番安くできるから。再エネの

発電コストは、この 10 年で陸上風力と太陽

光が化石火力より安くなってきている。この

20 年間で、OECD 諸国中、デンマーク、ド

イツ、イギリスは再エネ比率が飛躍的に増加

しているが、日本は最下位の比率である。ド

イツやデンマークで再エネ普及が飛躍的に

進む理由は、先進的な温暖化対策と原発に依

存しないための再エネ普及推進政策があり、

2035 年には再エネ電力 100％を目指してい

る。また、市民や農民や地域（自治体）が中

心になって再エネ発電所を作り普及してい

るのが特徴。デンマークでは風力発電設備の

80％が住民所有で、バイオマス・太陽熱等を

利用した地域暖房企業を住民や自治体が経

営している。ドイツも再エネ発電設備の過半

を市民、農民、地域が所有していて、大半の

国民が再エネ普及に賛成している。住民の原

発反対運動から再エネ 100％の地域作りの

取り組みが行われ、住民が電力会社を立ち上

げて、地域経済を潤している地域も。 

◎市民・農民、地域が再エネ推進の主体に

なっているのが驚き。風力発電機の世界のト

ップメーカーVestas 社が元は農業機械メー

カーで、農民の風力発電機を作って欲しいと

いう要望から風力発電機作りを始めたとは

これも驚き。 

 

③日本のエネルギー動向～自公政権下、

再エネ普及抑制と原発重視政策が復活し、

再エネ普及が立ち後れ、経済も停滞～ 
2012 年の FIT（固定価格買い取り制度）

の施行後（民主党政権の時）、太陽光発電を

中心に再エネ普及が進展しだしたが、最近は

再エネ設備の年間の増加量に低下傾向が見

られる。これは、政府の原発重視の政策の下

（エネルギー予算は再エネの 3 倍）、再エネ

普及への逆風が起きている。例えば、太陽光・

風力発電電力の接続拒否や高額接続費請求

となどの問題が発生している。そして、原子

力をベースロード電源としているため、供給

量が需要量を上回った場合、無料で発電して

いる太陽光発電の電力をカットして捨てて

いる。ドイツでは、再エネを供給優先して火

力発電を抑制して、燃料費も CO2 も削減す

るという大変理にかなった調整をしている。 

また、日本では、メガソーラーや大規模風

力などの乱開発が問題となっているが、その

原因は、買い取り価格を一律にしているため、

規模が大きいほど儲かる仕組みになってい

る。小規模の価格を上げ、大規模の価格を下

げれば、この問題は解決する。今の制度では

大企業がボロ儲けする仕組みになってしま

っている。パーム油を輸入しての大規模バイ

オマスしかり。 

そういう、再エネ抑制政策のもとでも、

2030 年には太陽光・風力発電の発電コスト

が、火力や原子力を下回り、最安値になると

考えられる。また、日本はデンマークなどと

比較しても再エネ発電ポテンシャルは高く、

100％再エネでまかなうことができる。しか

し、政府は 2050 年でも 50～60％の低い目

標のままで、多くの国が 100％を目標にして

いる中、ますます世界との差が広がってしま

う。 

◎日本に豊富にある再エネ資源には目も

くれず、石炭火力や原発にしがみつく自公政

権は日本の経済を停滞させ、地域社会を衰退

させていると痛感。 
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④市民・地域主導で原発ゼロ、再エネ

100％の持続可能な社会へ 

東京都･京都市･横浜市を始めとする 785

自治体が 2050 年までに CO2 排出実質ゼロ

を表明。滋賀県を始め湖南市・近江八幡市・

草津市・長浜市・大津市・甲賀市が表明。湖

南市では再生可能エネルギー条例を制定し、

市が再エネの電力会社を立ち上げている。長

野県飯田市では、市民・事業者・自治体・自

治会等の協働による市民共同発電所を作り、

再エネを普及している。金融機関の融資制度

により住宅用太陽光発電の普及を促進して

いる。 

自然エネルギー市民の会は、2004 年の設

立以来、各地に市民共同発電所を設置。東大

阪では、1000 万円の建設費を市民の寄付・

協力金でまかない、保育園の環境教育にも協

力。その後、広島市、福島県伊達市と郡山市

（農民連との協同）、泉大津市などで建設。

南さつま市で風力発電所を地域住民と共同

で準備中。映画 WENDE で事例を紹介。 

今後 FIT 買取期間終了後の家庭での太陽

光発電と蓄電池や EV による電力自給・CO2

削減もモデルとなる。また、農林業と関わる

市民地域共同再エネ発電所づくりが重要と

なる。再エネ資源は農山村地域に豊富に存在

する。その地域資源を地域主体が普及するこ

とで農山村地域の発展が可能になる。「再エ

ネ重視」「電力の地産地消」を目指す新電力

会社が増加している。自治体新電力、生協新

電力、市民新電力など多数。 

 

【和田先生のまとめ】 
私たちが、エネルギーの生産者、供給者、

消費者として、そして主権者として、声を大

にして地域・国を変えていこう。日本はこの

まま行ったら世界の落ちこぼれ国家になっ

てしまう。 

地球のことを考え、地域で行動しよう！ 

未来のことを考え、いま行動しよう！ 

◎和田先生のお話は、先生の長年にわたる

デンマークやドイツでの現地調査にもとづ

いたもので、再エネ資源の乏しいデンマーク

でこんなに素晴らしい取り組みをしている

のに、再エネ資源がはるかに豊かな日本で再

エネ 100％が出来ないはずがないという大

変説得力のあるものだった。また、今まで再

エネと言うと敷居が高そうな感じだったが、

気軽に足下から取り組んでいけば良いと感

じた。まず自家発電をする、再エネ重視の新

電力を応援する、地域に再エネ推進の仲間を

増やす、等々できることは沢山あると思う。

そして、原発ゼロと再エネ 100％を結合した

運動を広げることだと確信を持った。 

なお、学習会の動画が YouTube にアップ

されているのでご参考に。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-

M589I5UeI 

支える会定期総会：3 月 9 日記者会見終了後、17:30 頃から行います。 

2023 びわこ集会：3 月 11 日(土)10:30 から大津市生涯学習センター、膳所公園 

        支える会は膳所公園にテントを構えて宣伝活動などを行います。 

今後の大津地裁での原発裁判の予定 
 3 月 9 日（木）14:30 から 放射性廃棄物の処理処分問題で原子力資料調査室の芝邦夫氏 

    の尋問。原告被告各 70 分を予定。 

    13:15 から進行協議。裁判所の体制変更があった場合の新年度からの審議の計

画について協議されます。裁判終了後、17:00 頃から記者会見。今後の証人の順

番は、4 人目が芦田先生、最後が赤松先生の予定です。 

6 月 15 日（木）午前、午後の一日を予定 

詳細は 3 月 9 日の進行協議で決まる見込みです。  

9 月 14 日（木）午前、午後の一日を予定 


