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９月 10 日、福井の原発 7 基の運転差し止めを求めた本訴（2013 年 12 月 24 日提訴）第 24 回口
頭弁論が大津地裁で行われました。これに向けて原告側は準備書面(64)、(65)と原発配管の管
理などについて求釈明書を提出しました。
準備書面（64）は、大飯原発の地盤構造について、被告準備書面(44)に対して反論を行ったも
の、(65)は、使用済燃料、放射性廃棄物、MOX 燃料について処理処分の見通しが全くたたないま
ま原発の設置運転が行われていることを批判したものです。求釈明は、九州電力玄海原発 3 号
機の配管蒸気漏れで、寿命が 47 年間と判断されていた配管が、わずか 11 年あまりで蒸気漏れ
を起こした事故に関連して、関電の原発配管に関する管理の考え方、実態などを明らかにするよ
う求めたものです。
法廷では、前回提出した準備書面(59)1を石川弁護士が、(60)2を崔弁護士が、そして、今回提
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準備書面(59)：伝承の津波についての主張を補充するとともに海底の地すべりによって発生した可
能性の高い 1026 年の万寿津波を例にあげながら関電の調査の不十分性を指摘しています。
2 準備書面(60)：使用済み核燃料ピットについて、関電は、冷却系統が機能喪失しても燃料取替用水
系統からピットへ補給できる主張していることに対して、燃料取替用水系統からの補給は、冷却系統
を使用しての補給であり、論理矛盾であることを指摘しています。
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出した(64)、(65)を井戸弁護団長、池田弁護士が、それぞれパワーポイントを用いて説明しまし
た。
一方、関電側は、準備書面(45)～(47)を提出。(45)、（４６）はそれぞれ、高浜と美浜原発の地盤
問題についての反論、(47)は、原告側が前回提出し、今回法廷で崔弁護士がその一部ついてプ
レゼンテーションを行った準備書面（６０）についての反論であり、それぞれの概要を、代理人弁護
士が口頭で説明しました。
双方の主張に関する説明が終わった後、井戸弁護団長は、関電側に対して、敷地地盤の構造調
査のために行った反射法地震探査の調査に伴い、あるはずである反射面での速度データを開示
するよう求めました（3 ページの Q1,Q2 参照）。関電側は、この開示要求を書面で出すよう求め、
そのうえで回答の必要性について判断するとしました。
次回以降の予定について、原告側は、①震源を定めないで策定する基準地震動の問題につい
て、最近の原子力規制委員会における議論を踏まえて関電の設定は過小であること、②今回関
電側から提出された高浜、美浜の地盤問題についての反論、③今回間に合わなかったクレーン倒
壊問題についての主張を行いたいとしました。関電側は、前回原告側が提出した基準地震動につ
いて、これまでの主張を体系的に整理した準備書面（58）についての反論と今回の求釈明につい
て検討して回答したいとしました。
次回期日は、12 月 10 日（火）14:30 からとされました。
法廷でのやり取り終了後、記者会見、報告集会を行いました。
この中で、口頭弁論が始まる前に裁判所と双方の代理人とで行われた進行協議の内容が明ら
かにされ、今後の予定について次のような日程が確認されたこと、さらに今後、最終準備書面の
作成や判決文作成に要する時間などが検討され、結審、判決までの時間的見通しを立てること
などが確認されたことが報告されました。
① 次回は 12 月 10 日(火)14:00 から進行協議。14:30 から第 25 回口頭弁論
② 2020 年 3 月 10 日（火） 13:30～進行協議、14:30～第 26 回口頭弁論
③ 2020 年 6 月 4 日（木）

14:00～16:00 第 27 回口頭弁論

裁判長交代のため少し長めに時間を確保。
原告側は証人申請を行い、採否決定までを求める。
④ 2020 年 9 月 10 日(木) 証人尋問のため、午前午後の丸一日の時間を確保

【記者会見・報告集会での報告・質疑】
井戸弁護団長から、双方の準備書面の概
要と進行協議における今後の予定について
報告が行われました。そのなかで、関電側の
主張が、やっと原告主張においついてきたと
し、今回関電が提出した準備書面(47)につい
て次のように批判しました。
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被告準備書面（47）の批判
関電の主張は、使用済み燃料ピットへ
の配管は、最も耐震性の高い S クラスに
なっているから大丈夫というものだが、
これは多重防護の考え方にたっていな
い。改めて指摘したい。
その後、記者からの質問を受けるとともに、
報告集会で参加者からの質問を受けました。

【記者・参加者との主なやりとり】
Q1.法廷で反射法地震探査での地盤の速度デ
ータを求めた理由は？
A. 意見書を書いていただいた赤松先生によ
ると、反射法地震探査では、それぞれの
層の速度データがでてくる。ところが関
電提出資料には、反射面の図しかない。
PS 検層の結果の速度データの議論を
行っているが、反射法地震探査のデータ
上図が大飯、下図が柏崎刈羽

からも確認すべき問題だ。
赤松先生談１
反射法地震探査は、地表に起震機をた
くさん並べて、震動を発生させ、反射波を
計測して地盤の構造を調べるものだが、
反射面での速度が必ずでてくる。結果に
は、普通、速度データが表示されるのがだ
が、関電資料にはそれがない。

Q2.関電はなぜ反射法探査による速度データ
を表示しなかったのか？
A. 理由はわからないが都合の悪いことがあ
るのかもしれない。
Q3.準備書面(64)の反射法探査の地質構造図
の縦横比が柏崎刈羽 1:1 に対し大飯が 1:4 と
いうのはどういう意味か？
A. 関電がだしてきたふたつの図(右上)を見

上の大飯の図の縦横比を 1:1 にしたもの

ると、柏崎の方は、地質がうねって
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おり、いわゆる褶曲という構造がはっき

の、堅硬な安定した岩盤であるというも

りみてとれるが、大飯はそれと比べて平

のだが、岩石の硬度と岩盤の硬度を置き

坦に見える。しかし、柏崎の図とくらべ

換えている。岩盤の硬度は、それを構成

て大飯の図は縦の縮尺が 1/4 となってお

する岩石だけでなく、節理、断層などの

り、柏崎と同じ縮尺にすると平坦とはい

不連続面の配置状態によって決定され

えない構造が明瞭になる（前ページ右下）
。

る。とくに大飯の地盤のように硬い岩石

縦横比が異なるものを並べて比較させよ

の場合、不連続面の影響が大きい。

うとする関電のやり方は詐欺的だと批判

この点に着目して、被告のボーリング
データを見ると、CM 級と CH 級3の岩

した。
このからくりを見つけたのも赤松先生

盤が入り乱れていること、RQD4という

だ。
（赤松先生へ）このうねりは褶曲とい

岩盤分類指標でみると、大飯の平均値は

えるか？

19%～35%であり、
「良好」とは言えない
どころか「普通」の水準にもはるか及ば

赤松先生談２

ないレベルであり、被告の主張はなりた

これは褶曲というより断層かもしれ

たない。

ない。縮尺に関する関電側の意図がど
こにあったのかはわからないが、元の

Q5.

図でも物理探査学会の元会長をはじめ

主張が変わってきていることについて

関電の主張の中に説明はあるのか？

専門家たちが、水平方向に平坦とは言

A. 説明はない。

えないということをはっきりと指摘し
ている。ただ、このデータは一測線だけ

Q6.地盤構造の問題は分かりにくい。

のものなので、詳しい地盤の構造を見

A. 証人尋問でわかりやすく説明してもらう

るためには三次元探査が必要だ。

つもりだ。

Q4.被告の主張の変更とは、原告が PS 検層

Q7.MOX 燃料に関する主張は新しいもの

などの物理探査の問題を指摘したら、被告は

か？

地質調査の結果問題ないと言ってきたとい

A.従来は、MOX 燃料の安全性について主張

うことか？

してきた。ウラン燃料と同程度になるまで

A． 各種物理探査の結果、水平成層（水平方

300 年も水冷が必要だというのは新しい

向に均一）
といっていた（準備書面(33)）

主張だ。これは、市民団体と資源エネルギ

が、各種地質調査の結果、
「堅硬な岩盤が、

ー庁との交渉で明らかにされたものであ

著しい高低差なく、ほぼ水平にひろがっ

り、燃料プールそのものが 300 年ももつ

ているのを確認（準備書面(44)）
」と変更

のかという問題をはじめとして、こうした

している。

問題に何の準備もせずに MOX 燃料廃棄
物がつくりだされているという問題を指

被告の主張は、地盤は、閃緑岩などの

摘した。

岩石で構成されており、節理があるもの

CH 級岩盤は、比較的堅硬であるとされるが、
CM 級岩盤は多少柔らかくなっているとされる。
4 RQD:割れ目の多さを示す指標。直径 5cm のボ

ーリングコア長 1m 中に含まれる 10cm 以上の棒
状コアの割合。通常 50～70％が「普通」、75%以
上が「良好」、90%以上が「非常に良好」
。
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Q8.今回の台風のなかでもクレーンがたった

のことをふれてほしい。

ままの状態ときいている。次の準備書面でそ

A.担当弁護士に伝えたい。

【原告側準備書面の概要】

決める予定であったが断念せざるを得なくな

準備書面(64)【大飯原発の地盤構造
について～被告の準備書面(44)に対
する反論】

ったこと、核燃料サイクルが混迷していること
など、放射性廃棄物の行き場の見通しがたたな
い状態である。

大飯発電所の敷地の地下に堅硬な岩盤が著

③ 使用済み MOX 燃料は、使用済みウラン燃

しい高低差がなく、ほぼ水平に広がっており、

料の水冷期間が 10 年以上であるのに対し、300

その堅硬な岩盤の浅部のＳ波速度が約

年以上かかることが明らかになり、その取扱は

2.2km/s である旨の被告の主張は立証されて

大きな困難が想定される。そのことをあわせて

おらず、耐専式のバラツキを考慮する必要がな
い特段の事情の存在もまた、立証されていない。
（その主な理由は、前記 Q1～Q4 の回答を参

考えると、MOX 燃料の使用は、ウラン燃料に
くらべてコストが高くつき、MOX 燃料の使用
は著しく経済合理性に欠ける。

照）

（Q6 の回答参照）
※高浜３，4 号機における MOX 燃料の使用実

準備書面(65)【使用済燃料、放射性
廃棄物、MOX 燃料について】

態、将来計画などについて求釈明

① 使用済み燃料プールへの航空機衝突などの

※準備書面の内容および証拠書類はホームペ

テロ対策はなされていない。中間貯蔵施設の行

ージでみることができます。

方が不透明な中で再稼働したため、プールのリ

（http://www.nonukesshiga.jp/archive/h25-wa-

スクは増大している。

696/p1）

② 被告は 2019 年中に中間貯蔵施設候補地を

今後の大津地裁での裁判などの日程
2019 年
12 月 10 日(火)14:00〜進行協議、14:30～第 25 回口頭弁論、15:30～記者会見・報告集会
2020 年
3 月 10 日(火)13:30～進行協議

14:30～第 26 回口頭弁論、15:30～記者会見・報告集会

17:00～19:00 支える会定期総会
6 月 4 日(木)

14:00～16:00 第 27 回口頭弁論

証人申請・採否決定

（裁判長交代後の最初の裁判であり）
9 月 10 日(木)

午前、午後の丸一日 証人尋問の予定
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杉原 秀典 (彦根・愛知・犬上 原発のない社会をつくる会、
支える会共同代表)

■ はじめに
８月 16～18 日、県内各会場で「教育研究全国集会２０１９in 滋賀」が開かれました。私
がパネリストとして参加した【教育フォーラム５】「３・11 から８年半本当の復興とは～今
私たちにもとめられているもの～」の報告をします。主題は原発です。会場である大津駅前
の弁護士会館には 100 人近くの教職員などが参加しました。
１ 伊藤達也さんの問題提起
「安全神話」を子どもたちに浸透させた苦
い経験 事故が起きた時「まさか」「しまっ
た」
まず、コーディネーターの伊東達也さん
(原発問題住民運動全国連絡センター筆頭代
表委員)が、大筋次のように問題を提起しま
した。
○福島第二原発の廃炉が決定した。原発の
ある 13 道県で初めて原発がなくなる。

い浮かぶのは危険という言葉でした。原子力

県民の願いと運動が、県議会の「全 10 基廃

について全く知識がなかったころのことで

炉宣言」や「59 市町村廃炉決議」につながっ

す。しかし先日、中学校で『安全教室』とし

た。しかし、これはひどい被害を受けてから

て原子力発電についてお話をいただき、それ

のことであり、被害を繰り返さないうちに福

は私の誤解だったことに気づきました。その

島に続く運動が求められている。○政府や福

時は、原子力発電所での安全対策と、万が一

島県の「避難者」数には、復興住宅入居者や

事故が起きてしまった時はどうすればよい

自主避難者は含まれていない。国や東電は、

のかを教えてもらいました。とても勉強にな

原発事故によって生活、生業、故郷を失った

りました。」(富岡第二中２年女子)○チェル

すべての人々の救済をすべきだ。○かつて福

ノブイリを訪問して、日本でもいつか同様の

島では、行政と学校が一緒になって原発「安

事故が起きると告発してきたが、自分の足元

全神話」を子どもたちに浸透させた苦い経験

で事故が起きたときの最初の気持ちは「まさ

がある。この「アトムふくしま」臨時増刊号

か」「しまった」だった。○原発（事故）が

（2004.3.28 発行）には、前年の「原子力を

何をもたらすのかを、福島を通して今一度再

考える日」に発表された３人の子どもの作文

確認してほしい。

が載せられている。「原子力発電と聞いて思
6

２ ある高校生の発言
「福島の子」を隠して生き、やがて苦しく
なった
続いて福島から東京に避難しているＡさ
ん親子(父と高校生の息子)が特別発言。ま
ず、高校生が発言。以下、その抜粋です。
○3・11 の福島原発事故で奪われたもの
は、自然の中で家族や友人とのびのびと暮ら
した日常だ。抗えない流れの中で「福島の子」

離れているのではないか。○私たちの会の会

から「東京の子」になった。転校先ではいじ

則には「大多数の住民が合流する」「原発を

めがあった。卒業文集に事実と思いを書いた

なくす社会をつくる一点で共同する」とあ

ら、先生から「政権批判になるよ」と修正を

る。○仲間内ではなく、地域の住民に広くつ

要求され、無難な文章に変えた。生きる希望

ながる「公共的」な人々、僧侶、医者、弁護

をなくした。○中学時代、「福島の子」であ

士、校長、地域住民、首長など 12 人が会の

る自分を隠して生きる決心をした。最初は平

呼びかけ人になった。会員は現在 705 人。○

和で幸せだったが、やがて苦しくなった。○

小泉講演会には 1800 人が集まった。当初、

記者会見やローマ法王との出会いを通じて、

「小泉だけは嫌だ」という人も相当いた。私

自信を持って「福島の子」である自分を語れ

は、ある女性から「悪魔と手を組むのか」と

るようになった。○子どもたちの甲状腺検査

非難された。しかし、小泉さんが顧問の「原

の縮小の動きに心を痛めている。食い止めた

自連」は、原発ゼロ基本法案骨子をつくり、

い。○自分たちより先に死んでいく大人たち

普段は彼の対極にある共産党にまで共闘を

が原発被害を矮小化し、隠蔽することに憤り

呼びかけた。それを受けて４党が共同で「原

を感じる。結局、政治をかえなければと思う

発ゼロ基本法案」を提出した。原発に限って

ようになった。○願いは、ごく普通に「隠し

だが公然と安倍批判をし「原発をなくすには

事のない社会でくらしたい」ということだ。

保守も革新もない」と言う。彼は本気だ。様々

○若者の政治への関心の低さを問題視する

な「理由」をつけて、小泉さんとの共闘を拒

一方で政治参加を許さない日本はおかしい。

否すれば、逆に私たちの本気度が問われる。

ドイツの高校生との交流で意見をぶつけあ

○市民運動では、政治団体を排除も特別扱い

うことの大切さを実感した。

もしない。政党、政治家には門戸を開くが、
政治利用させない。そうしないと運動が壊れ

続いてＡさん(父)が報告しました。(略)

る。○「小泉元首相の話を聞く集い」に向け

次にパネリストの坂井聡さん(福島の小学

て 350 団体を訪問して、滋賀の住民は「原発

校教員)が発言しました。(略)

ゼロ」で合意できると確信した。最大の経済
団体の役員は「団体としては賛同できない

３ 杉原の発言

が」としながら、お茶を出し話を聞いてくれ

一点での共同こそ無限の共同の可能性が

た。４つの漁協の組合長、社長、首長など２

最後にパネリストの杉原が発言しました。

１人が集いの呼びかけ人になった。○琵琶湖

○殆どの住民が「原発は危ない。要らない」

を抱える滋賀の住民の原発への危機意識は

と思っているのに、なぜ選挙で原発反対勢力

かなり高い。あるスーパーの入り口での署名

が負けるのか。私たちの運動が住民からかけ
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を訴えたら、２時間で若い母親たちから 440

にどう伝えていけばいいか、それを一番考え

筆の署名が集まった。○時期をみて、原発ゼ

たい。

ロ法の成立に向けて、全ての地域（市町村）

自分の「無知」を知った

で「原発のない社会をつくる」自治体宣言を

政府に都合の良い情報に流されている自

やりたい。すでに非核宣言をやっている。
「オ

分がいた

ール沖縄」のように「原発ゼロオール滋賀」

辛い思いをエネルギーにかえる高校生に

をつくる条件がある。○原発・憲法・沖縄な

心打たれる

ど運動の課題を広げれば共同が広がるとの

○福島のその後が気になっても情報がな

幻想があるが逆だ。課題を広げると共同はど

かった。今日は、改めて事実を知った思い。

んどん狭まる。一点での共同こそ無限の共同

○自分の「無知」を知った。情報操作をして

の可能性がある。

いる日本に怒りを感じる。イデオロギーも利
害も超えて、事実、真実を共有できる社会を

５人の発言を受けて質問とやりとりが行

めざしたい。○知らなかったこと、考えても

われました。(略)

みなかったことがいっぱいだった。まずは
「知る」「自分で勉強する」「自分の目で確

４ 参加者の感想より

かめる」ところから始めなくては。高校生の

ほとんどの人が感想文を提出、そこには参加

話、辛い思いを乗り越えてエネルギーにかえ

者の思いが一杯詰まっていました。これをみる

ている彼の強さにも心打たれました。○何が

と原発に関する意識状況と背景、これからの教

本当で何がウソか。いつも意識しているつも

育と運動の方向が見えてきます。それを抜粋し

りだが、まだまだ政府の都合の良い情報に流

て紹介します。

されてしまっている自分がいた。強く反省す

参加してよかった もっと議論したかった

る。生の声は分かりやすく心に直接ささる。

○参加してよかった。現在も、苦しみ、た

子どもたちにどう伝えていくのかを考える。

くましく闘っておられるＡさん。息子さんも

終わってないのに解決したかのよう

共に育っておられることに感動した。杉原さ

とても怖い

んの運動の教訓、もっとみなさんと議論した

○知らず知らずのうちに風化が進行し事

かった。○とても勉強になった。特に高校生

実が隠されていることを実感した。杉原さん

の発言は頼もしい。自分も福島の出身で、何

の発言にとっても賛同します。○政府や東電

ができるのか分からずにいたが、やはりきち

がすべてのデータや事実を掌握しているこ

んと勉強して、真剣に向き合わなきゃなと改

とに不安を覚える。廃炉に向けて、すべての

めて感じた。地元に帰ると原発問題の話はど

データや事実を公開することが必要だ。○自

こかタブーで、友人などの前で「忖度」する

分の中で問題意識が深まった（あるいは芽生

自分がいる。自分も堂々と発信していきた

えた）。福島の問題はまだ全然終わってない

い。○一点共闘の話と実践、被災地の実態に

のに、だんだん解決したかのように思わせら

ついて生の声を聴くことができよかった。○

れている。とても怖い。○「放射線副読本」

運動の一点共闘はその通りだと思うが、その

の話はショック。平気で子どもたちに配布さ

ためには乗り越えるべき色々な壁があると

れていることがとても腹立たしい。○副読本

思う。○それぞれ発言がとても興味深いもの

は教育に間違った情報を与えている。正しい

だった。中でも、高校生の話が身につまされ

情報が正しく伝わらないような状況の中で、

た。福島のことを、埼玉の子どもたちや仲間

どのような教育をすすめていくのかしっか
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りと見極めたい。○家庭科で「原発災害」を

されてきているのに前を向いて意見を表明

とりあげたが、生徒も「安全神話」に取りつ

して、仲間を見つけながら闘っている高校生

かれていた。○ 北海道の泊原発のある町に

の姿勢に刺激をもらった。正しい物の見方を

も「あなたの生活を支える原子力」というス

学ぼうという気持ちになった。杉原さんの運

ローガンが書かれている。地元の人が一番危

動の「一点で共同する」という点に共感し「行

険なのに、地元の人たちはものを言えない状

ける」という気になった。

況があるということがわかった。教育の大切
さや怖さを感じた。○震災の時会津にいた。

５ このフォーラムから浮き出てきたこと

直接被害を受けた高校生の話を聞いて、原発

報告と討論と感想文を通して、次のことが

のリスクを改めて認識した。この悲劇を風化

浮き出て見えてきました。

させないためにも、正しい知識を身に着け、

知らなかった悔しさと騙された思いが怒

正しい見識をもてる生徒を育てていきたい。

りに転化

○小中学校で、こういう大変なテーマを学ぶ

第１に、原発問題を大事な課題だと思って

たびに「大人は丸投げかー」と思ってすごく

いる教職員の多くが福島の現実をあまり知

嫌だった。ただ「危ない」と教えるのではな

らないことです。「いつも意識しているつも

く、子どもたちが自分なりの意思を持つこと

りだが政府の都合の良い情報に流されてし

ができるよう教えたい。○放射線について何

まっている自分がいた」。それは、高校生た

が正しくて、何が間違っているのかいまだに

ちも同様でした。原発災害を取り上げた家庭

よくわからない。子どもたちに何を教えれば

科の授業で、生徒たちは「安全神話」に取り

いいか悩んでいる。

つかれていたようです。

「一点で共同する」に共感 「行ける」と

真実を知らない教えられない教職員には

いう気に

ストレスが溜まり続けています。

○永久に戻れない故郷になる可能性はど

第２に、その原因が、大がかりな、電力会

こにでもある。原発問題は学び続ける必要が

社や政府のマスコミや教育を通しての「風化

あると思った。声をあげ続ける、そして話を

政策」「洗脳」「虚偽報道」にあることを具

ちゃんと聞く必要がある。○「原子力災害は

体的に掴んだ教職員は、知らなかった悔しさ

本当の復興はできないことが怖い」との発言

と騙された思いを怒りに転化させているこ

が心に残った。福島の原発問題は終わってい

とです。それは更に、事実・真実を子どもに

ない。なのに忘れさせようとしている政府・

知らせたい教職員の本来の思いを呼び起こ

東電の動きに対抗し、自分のできることを考

します。「自分の無知を知った。福島の問題

えたい。○様々な要求を聞く役所の人や電力
会社の人も、実は同じ苦しみを持っているの
ではないか。そうした人たちとも共闘できれ
ばいいと思った。杉原さんの「組合の３つの
原則に『市民との共同』を加えるべき」だと
の提案は検討したい。○世界を駆け回り、自
らの考えを表明している高校生の姿に感銘
をうけた。彼の「隠し事のない社会で生きた
い、政治を変えたい」との思いを、もっと多
くの人たちと共有したい。○絶望的な経験を
9

はまだ全然終わってないのに、解決したかの

者は「『行ける』という気になった」と感想

ように思わせられている。とても怖い。放射

を述べています。

線副読本を平気で子どもたちに配布、腹立た

権力側による洗脳攻撃を破り事実をしっ

しい。子どもたちや仲間にどう伝えていけば

かり知り知らせる。限りない共同を広げる運

いいか、それを一番考えたい」と。「危険性

動方向を見定める。この２つのことが共有で

を知らせるだけでなく、子どもたちが自分の

きれば、それぞれに希望が湧き、運動と教育

意思を持つよう教えたい」との思い(指摘)は

が大きく進むと思いました。

大切です。
洗脳を破り事実を知り知らせ 限りなく共

同を広げる方向の共有を
第３に、フォーラムでは、上の教職員の状
況や思いにかみ合って、２つの角度からの報
告に強い関心が寄せられたことです。１つ
は、ある高校生の被災避難の経験とたたかい
の報告です。正義感と行動力のあふれる嘘偽
りのない若者の報告は、参加者の心を動かさ
ずにはおきませんでした。もう１つは、手前
味噌ですが私の「一点での共同」の実践報告
です。「課題を広げるほど共同はどんどん狭
まる。一点での共同こそ無限の共同の可能性
がある」と提起すると、多くの人の視線がこ
ちらに注がれました。私の報告に、ある参加

教育研究全国集会 2019in 滋賀
第 22 分科会 「環境・公害問題と教育」
教育研究集会の後半 2 日間は分科会でした。第 22 分科会では、5 件のレポートのうち、
3 件が原発に関連した報告でした。その概要をお知らせします。
①「原発裁判・脱原発の運動から教育の課題を考える」（支える会 瓜生昌弘）
原発をめぐる情勢、大津地裁での原発裁判の状況、文科省の副読本問題、若者の運動へ
の参加の問題などを報告。
②「原発再稼働

賛成？反対？」大学生の意識実態と学校教育の課題（滋賀民主教育研究

所 宮下ゆたか）
大学生への課題レポートから、原発再稼働賛成、反対それぞれの考え方の実体をリアル
に報告。事実が正確に理解されていない問題や、原発事故を体験していないことの影響な
どが見られた。
③「小学校 6 年生のまとめの学習で原発を考える」
（山口誠、京都教職員組合）
原発の問題、課題は、正確に教えることで、確実に生徒の理解が深まることが報告され
た。
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弁護団が原発裁判の総復習
弁護団では、8 月 28 日、大津地裁での裁判も終盤となり、証人尋問の日程が具体化しよう
とする中で、新たに加わった 4 人の若手弁護士も参加して、今までの裁判における主張を総
復習する学習会が滋賀弁護士会館で行われました。支える会からの参加を含めて 20 名を超え
る参加がありました。内容は以下のとおりです。
①原発差し止め訴訟の基礎（総論）
②放射性廃棄物の処理処分問題
③人格権の侵害を許容
する新規制基準
④原発差し止め訴訟の
基礎（地震）
⑤中性子照射により圧
力容器の脆化問題
⑥津波問題（伝承の大津
波、津波シミュレーシ
ョン）
⑦避難計画の問題
⑧火山噴火の問題

東近江で原発裁判学習会
6 月 15 日、新婦人東近江支部の要請に
より、支える会から瓜生事務局長が出向い
て東近江市内で学習会を行いました。
お話した内容は、①なぜ裁判で原発差し
止めに取り組むのか、②全国原発の状況、
③福井原発群と滋賀県、琵琶湖の位置関
係、④原発をめぐる情勢、⑤全国と滋賀で
取組まれている原発裁判の状況などです。
参加者は 10 数人でしたが、熱心に話を
聞いて議論していただきました。
学習会の要請は、3 月のびわこ集会で、無料で講師を派遣するという会がつくったチラシを
みて「これだ！」と思い声をかけてみたそうです。後日、3500 円の裁判へのカンパを寄せて
いただきました。
（Ur）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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2020 年支える会定期総会のお知らせ
以下のとおり 2020 年の定期総会を行います。
なお、講演の詳細は現在検討中であり、12 月までには確定してお知らせすることとしま
す。
日時 2020 年 3 月 10 日（火）17:00~19:00 第 26 回口頭弁論、記者会見終了後
場所 滋賀弁護士会館 4 階大会議室
内容 講演１ 井戸謙一弁護団長
「大津での原発裁判の展望～勝利判決にむけてかくたたかう～」
2019 年の原発裁判をふりかえりながら、結審、判決までの闘いの展望を語っても
らいます。
講演２ 現在検討中
支える会の活動報告と活動計画案の提案

原発裁判を記事にしない各紙
9 月 10 日の大津地裁での原発裁判
がどのように記事になっているか、9
月 11 日付の新聞をみてみました。驚
いたことに、中日新聞（右：9 月 11 日）
を除いて各紙とも記事にしている形
跡がありませんでした。
念のため 6 月 4 日の裁判についても
6 月 5 日付の各紙をみてみましたが、
記事になっているのはやはり中日新
聞だけでした。
以前は、各紙ともそれなりの報道を
していましたが、このような取り扱い
方の変化については改めて各紙の考
え方を確認してみる必要がありそう

二
〇
一
九
年
九
月
一
一
日

中
日
新
聞

です。
（Ur）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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