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内 容
3 月 9 日 第二次仮処分 高浜 3,4 号機運転差し止めの画期的決定 ･･････････････････････････
（声明文 p.3、早速寄せられたメッセージ p.4）
仮処分 関電が期限ギリキリで大量の書面を提出、急きょこれに反論 ････････････････････････
第 10 回口頭弁論（3 月 4 日） ･･･････････････････････････････････････････････････････････
高浜原発に関する関電と県との協定（1 月 25 日） ･････････････････････････････････････････
寒風下 高浜原発再稼働を許さない全国集会（1 月 24 日） ･･････････････････････････････････
福井地裁異議審 高浜原発再稼働差し止め仮処分を取り消す 原告 名古屋高裁に抗告へ！ ･････
支える会の状況 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････
老朽原発高浜 1,2 再稼働反対の声をパブコメへ ････････････････････････････････････････････
今後の裁判日程 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････
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大津地方裁判所は 3 月 9 日、関西電力に対して高浜 3、4 号機の運転差し止めを命じました。これ
は、昨年 1 月 30 日に申し立てた第二次仮処分について、昨年 12 月 15 日まで 4 回の審尋を経てこ
の日の決定が行われたものです。申立人と弁護団ではこの決定を史上初めて稼働中の原発を止め
ることになるなど「画期的」と評価し、勇気ある決定をだした 3 名の裁判官（山本喜彦裁判長、小川
紀代子裁判官、平瀬弘子裁判官）に敬意を表する声明を発表しました。また、大津市内で報告集会、
記者会見を行い、決定の中身についての説明と参加者と意見交換を行いました。
なお、この決定を受けて関西電力は運転中の高浜 3 号機の停止操作に入る一方、決定内容を不
服として異議申立手続きを行うこと、さらに 5 月から予定していた電力料金の値下げを行わないこ
と等を表明しました。

【井戸弁護団長による決定の説明】
井戸弁護団長は、
「債務者(関電)は、福井県
大飯郡高浜町田ノ浦１において、高浜発電所
3 号機及び同 4 号機を運転してはならない。
」
という決定の主文を読み上げ、今回の決定の
大きな特徴について次のように説明し、決定
の内容について解説しました。
(1) 決定の特徴
福島原発事故をふまえてどのような判断
をしなければならないかが問われていたが、
その自覚に貫かれた決定であるということ、

ここが再稼働を認めた福井異議審決定や鹿
児島地裁決定と決定的に違う。
(2) 決定の内容について
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① 争点１（主張立証責任の所在）
関西電力が依拠した根拠、資料等を明ら
かにすべきであり､その主張及び疎明が尽く
されない場合には、その判断に不合理な点が
あることが事実上推認される。
② 争点２（過酷事故対策）
関西電力の主張及び疎明の程度では、新規
制基準及び本件各原発に係る設置変更許可
が､直ちに公共の安寧の基礎となると考えに
くい。
新規制基準において、新たに義務化された
原発施設内での補完的手段とアクシデント
マネジメントとして不合理な点がないこと
が相当の根拠、資料をもって疎明されたとは
いい難い。
使用済み燃料ピットが十分安全であると
認めるに足る資料の提出がない。
③ 争点３（耐震性能）
基準地震動を算定するための松田式や耐
専式などが最大となることを裏付けること
ができるか疑問であり、水平加速度 700 ガ
ルをもって十分な基準地震動としてよいか、
十分な主張及び疎明がされたということは
できない。
④ 争点４（津波に対する安全性）
過去に大規模な津波が発生したとは考え
られないとまでいってよいか、疑問なしとし
ない。
⑤ 争点６(避難計画)
避難計画は関西電力に直接的に問われる
義務ではないが、国家主導での可視的な避難
計画が早急に策定されることが必要。避難計
画をも視野に入れた幅広い規制基準が望ま
れるばかりか、それ以上に、過酷事故を経た
現時点においては、そのような基準を策定す
べき信義則上の義務が国家に発生している
といってもよいのではなだろうか。
関西電力は、万一の事故発生時の責任は誰
が負うのかを明確にするとともに、新規制基
準をみたせば十分とするだけでなく、その外
延を構成する避難計画を含んだ安全対策に
も意を払う必要がある。

【参加者の声】
○福島から避難してきて 5 回目の正月を迎
えた。今まで心から楽しめることがなかった
が、ようやくうれしい酒を飲める。
（青田さん）
○避難計画は地方に丸投げだが、国家の義務
という認定をされたことはうれしい。
（村西さん）
○福井地裁の樋口裁判官は特別な人として
取り扱われたが、大津地裁の決定は、特別で
はなく、当たり前の判断ということを改めて
明確にした。
（杉原さん）
○この決定が市民運動を盛り上げることに
つながる。
（對月さん）
○司法に携わる人の社会的知性というもの
が必要。次のステージに移るようなことがあ
れば、福井のような最高裁から派遣された人
による強権的決定を許さない取組が必要。
（西村さん）

【マスコミとの質疑応答】
Q1.今回の決定の意義、全国への影響
A. 福島事故をふまえてどう取組むかとい
う決定であり、福井異議審とは決定的に
違う。全国へ波及させたい。
Q2.立地県でない滋賀での決定だが、適格性
はどのように判断されたのか？
A. 福井地裁判決では 250km が適格性の判
断とされたが、滋賀県は」100km 圏内で
あり、福島事故から判断すると争う余地
のない範囲だ。
Q3．仮処分の効力は？
A. 本訴の場合は、控訴すれば判決は確定せ
ず、稼働ができるが、仮処分はこの決定
がくつがえらない限り効力はただちに
発生する。
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声 明
大津地裁高浜３、４号機運転禁止仮処分申立事件申立人団、弁護団一同
本日、大津地裁は、関西電力高浜原発３、４号機の運転を禁止する画期的な仮処分決定を
した。高浜原発３、４号機は、既に原子力規制委員会の設置変更許可その他再稼働に必要な
手続を済ませ、４号機はトラブルによって停止中であるが、３号機は、現に営業運転中であ
る。現に運転中の原発に対して運転を禁止する仮処分決定が出されるのは史上初めてであ
る。そして、関西電力株式会社は、この仮処分決定よって、４号機を起動させることができ
なくなっただけでなく、３号機の運転を直ちに停止しなければならなくなった。
福島第一原発事故は膨大な人々に筆舌に尽くしがたい苦痛を与えたが、それでも事故の規
模は奇跡的に小さくて済んだ。最悪の事態を辿れば、日本という国家は崩壊しかねなかった
のである。大多数の市民が、電力需要が賄える限り、可能な限り原発依存をなくしたいと考
えたのは当然であった。そして、その後の時間の経過は、原発が１ワットの電気を発電しな
くても、この国の電力供給に何ら支障がないことを明らかにした。もはや、速やかに原発ゼ
ロを実現することは市民の大多数の意思である。
しかるに、政府は、着々と原発復帰路線を進めてきた。まだ、福島第一原発事故の原因す
ら判っておらず、１０万人もの人が避難生活を続けているのにもかかわらずである。
そして、原発復帰路線の象徴が高浜３、４号機である。ここでは、危険なプルサーマル発
電が行われている。もし高浜原発で過酷事故が生じれば、近畿１４００万人の水甕である琵
琶湖が汚染され、日本人の誇りである千年の都京都を放棄しなければならない事態すら想定
される。市民がこの政治の暴走を止めるためには、司法の力に依拠するしかなかった。そし
て、本日、大津地裁は、福島原発事故の原因を津波と決めつけ再稼働に邁進しようとする関
西電力の姿勢に疑問を示し、避難計画を審査しない新規制基準の合理性を否定し、避難計画
を基準に取り込むことは国家の「信義則上の義務」であると明確に述べるなど、公平、冷静
に賢明な判断を示した。市民は、今晩から、いつ大地震が高浜原発を襲うか、いつ高浜原発
がテロの対象になるかと脅えなければならない生活から解放される。担当した裁判官３名
（山本善彦裁判長、小川紀代子裁判官、平瀬弘子裁判官）に対し、深い敬意を表する次第で
ある。
関西電力に対しては、仮処分異議や執行停止の申立てをすることなく、直ちに高浜３号機
の運転を停止させることを求める。関西電力をはじめとする原子力事業者に対しては、目先
の利益にとらわれることなく、この美しい国土をこれ以上汚染することなく将来の世代に残
していくために、もう一度、営業政策を見直すことを求める。私たちは、既に、将来の世代
に対して、高レベル放射性廃棄物の１０万年もの保管という負担を押し付けている。これ以
上、負担を増やしてはならない。そして、原子力規制委員会は、今回の決定の趣旨を真摯に
受け止め、新規制基準の見直し作業に着手すべきである。また、政府は、２０３０年に原発
による発電を２０～２２パーセントとする等という現行のエネルギー政策を根本から見直し
て、原発ゼロ政策に舵を切るべきである。
以上
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早速、多くの方からメッセージ
○弁護団と支援者の皆様へ
高浜３、４号機再稼働停止仮処分を勝ち取られ本当におめでとうございます。関係者皆様
の崇高な何にも比べられない深いご尽力に感謝します。稼働中の原発の停止までさせること
ができたことが、本当にうれしいです。
裁判所にご提出された資料をほぼ全てコピーして勉強させていただいてきました。お蔭で
知識も少し増えましたし、何より自分事のように、今日の結果を喜んでいます。
（神戸市垂水区在住の普通の一般市民より）
○高浜原発運転差し止め判決おめでとうございます．皆さんの奮闘に敬意を表します．東京
電力福島原発の事故からほぼ 5 年．原発再稼働阻止に大きな力になります．今後も頑張りま
しょう．
（TT）
○昨日の高浜原発差し止めのニュースに震えました。私は、滋賀県長浜市出身で今静岡に在
住しております MT と言います。高浜には子どもが小さい時に大津におりまして何度も遊び
に行っていた場所。震災後は被災地に行き来しました。
私は滋賀医大で２０代は勤務しておりまして、医療で学んだ実体と真逆のことが福島でお
き、その違和感に原発の実体を知るべく個人で動いておりました。現在は医療者をやめ、静
岡の里山で子どもの造形教室で子供達のサポートをしております。震災後は野鳥センターで
も月一回、びわ湖の子供達に造形を通して関わっております。大飯原発にも足を運びました。
原発事故後、自分なりの活動を始め、文章を書くようになりました。現在、ジャーナリスト
たちが作った市民ジャーナル・電子雑誌 [Lapiz] に「原発を考える」【 http://lapizinternational.com/ 】をテーマに投稿させていただいております。昨年には小説 「アゴラ
森物語―野生の囁きー」
「アゴラ森物語２―野生の記憶ー」[合同フォレスト]を出版させてい
ただきました。福島と滋賀、静岡を通して原発、核について考えるお話です。そのような活
動を通して、昨日のニュースは本当に嬉しく、感動しました！ありがとうございました。
滋賀県の方が福井の原発を止めた！本当に嬉しかったです。そしてそのような活動をずっと
続けてこられた方がいらっしゃったことに震えました。こちらの代表者の福田先生は滋賀医
大出身とあり、また辻様は長浜市と知り、身近に感じました。
（TM）
○おはようございます。今朝の全国版ニュースで、高浜原発差し止めのことが報じられてま
したね。未来を守る、大きなことに取り組んでいらしたんですね～。…すごいです。o(^-^)o
（NK）
○５・６さま
きょうは、地裁前からすばらしいニュースを、３・９（YK）
○昨日は、画期的な 1 日でした。とにかく、ご苦労様の一言に尽きます。(YT)
○とりあえずおめでとう、ありがとう、引き続きよろしくお願いします。国民世論への大き
な励ましです。
（SM）
○がんばりましたね。全国の運動を励ます決定です。政府、財界の巻き返しはあるでしょう
が世論をつくりましたね。沖縄も同じで行って励まされました。
（HT）
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第二次仮処分の取り扱いは前回 12 月 15
日の第 4 回審尋でこれ以上の審尋期日は設
定しないとして、書面は 1 月末をめどに提出
することとされたところですが、関西電力側
は、
1 月 29 日付けで準備書面(9)､(10)、
(11)、
(12)､(13)とこれに関連する膨大な書証を提
出してきました。(9)は新基準が合理的だと
主張するもの、
（10）は、申立人側の準備書
面 9 への反論で耐震安全性を主張、(11)は津
波に対する安全性を主張、(12)は燃料ピット

や MOX 燃料の安全性を主張したもの、(13)
は事故時の対応や避難計画について述べた
ものです。
これに対して申立人側は 2 月 1 日付けで
準備書面 12 を急きょ提出し、
主張を補足
（内
容は本訴準備書面 17 とほぼ同じ）するとと
もに判断の枠組みについて整理しました。
こうした最終盤に双方のやりとりが行わ
れながら 3 月 9 日の画期的決定がだされま
した。

3 月 4 日、本訴第 10 回口頭弁論が大津地裁で行われました。原告側は、準備書面 16、17、
１８を提出。16 では、昨年 12 月 24 日の福井地裁異議審決定を批判、17 では従来の原告主
張を補足、１８で免震重要棟の問題を指摘しました。
関電側は準備書面（13）を提出。(13)では、原告準備書面 12 の津波の問題について、反論
しました。山本裁判長は、争点についての双方の主張を明確にするために、被告に対して原告主
張の認否を行うよう促しましたが、関電代理人は「検討する」と述べるにとどまりました。以下、
法廷でのやりとり、主張内容の概要についてお知らせします。

【法廷でのやりとり】
裁判長 原告準備書面 17,18 への反論は？従
来から言っているように争点を明確にす
るため認否をしてほしい。
関電 従来から言っているように安全性の
主張をする。裁判所の要請は検討する。
井戸弁護団長 争点を明確にするため前回
論点整理表を提出した。
関電 整理表にのっとってというのではな
く主張を行いたい。
裁判長 17、18 への反論は？
関電 免震という概念を含めて反論したい。

裁判長 今後の双方の予定は？
関電 土砂災害リスクへの反論を準備して
いる。
井戸弁護団長 個別の原発の問題について
主張する。
裁判長 今後の日程 次回は 6 月 10 日 14:30
から、次々回は 9 月 30 日 14:30～
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原告準備書面１６（2106 年 2 月 1 日提出）の概要
～12/24 福井地裁異議審決定批判～
１． 福島第一原発事故に学ぶ姿勢の欠如
異議審決定で福島第一原発事故について触れている部分は，わずか１頁に満たない。し
かも，その記載は，まるで歴史的な一つの出来事として事実を認定しているのみであり，
福島第一原発事故を招いたことについての司法の責任についての記述もなければ，福島第
一原発事故を経験した日本において原発に対する安全規制がどう変わり，それが司法判断
にどう影響を与えるのかについての考察もない。福島第一原発事故後の司法判断に関わる
裁判官としての基本的な心構えができていない。
２． 福島第一原発事故前の判断枠組みの無批判な採用
異議審決定は，判断枠組みについて，福島第一原発事故前において支配的であった判断枠
組み（一般的には，「伊方最高裁判決の枠組み」と言われているが伊方原発最高裁判決の
趣旨を正確に理解したものでないことについては，本件訴状で指摘。）を漫然と採用し，
福島第一原発事故後に原発再稼働問題について判断を示す裁判所としてふさわしい判断枠
組みの探求を放棄した。
３． 安全基準の説明の放棄
異議審決定は，原発に求められる安全性の基準について，「当該原子炉施設の有する危
険性が社会通念上無視できる程度にまで管理されていること」と述べるのみで，その意味
内容を説明していない。「社会通念上無視できる」とは，どういうことなのか，原発に求
められる安全性は，福島第一原発事故の前と後で変わったのか，同じなのか，林裁判体
は，必要な説明を放棄した。
４． 具体的な争点についての不当な判断
個々のすべての争点について，福井地裁高浜原発仮処分事件債権者ら（以下「福井債権者
ら」という。）の主張を排斥した。その結果自体を問題にする気はない。争点についての双
方の主張を裁判所が曇りのない目で真摯に検討して出した結論であれば，当事者としては受
け入れざるを得ないだろう。しかし，異議審決定の判断内容は，当事者の主張を真摯に検討
した上の判断とはとても思えない。被告は，福井債権者らの主張に対し，正面から答えない
ではぐらかしたり，苦し紛れの主張をしたりした。異議審決定は，次のとおり，不当な判断
をした。
ア 争点隠し
いくつかの重要な争点について，被告は，福井債権者らの主張に反論していない。反
論できなかったと思われる。決定は，それらの争点を争点に掲げず，判断を回避した。
イ 被告の主張の無批判な採用
林裁判体は，多くの争点で，被告の主張を，それがいかに非論理的なものであったと
しても，そのまま採用し，それを批判する福井債権者らの主張を無視し，極めて恣意的
な判断をした。
ウ 基本的な誤解に基づく判断
林裁判体は，被告の主張を採用するに当たり，一部，自ら考え，被告が主張していない
理由を付け加えている部分がある。しかし，その部分の記述には，基本的な誤りがある。
５．開き直り
合理的な説明のできない避難計画などいくつかの点について，異議審決定は，開き直っ

※全文はホームページに掲載。

た。
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原告準備書面１７の概要～原告主張の補足～
１．福島事故及びその後の経過で次のようなことが明らかになった。
① 原発事故による被害の深刻さ、広範さ、永続性は、福島事故が如実に示したとおりである
が、それでも奇跡的に被害は小さくて済んだのである。
② 福島事故は、政・官・財を中心とした「原子力ムラ」という利益共同体による原子力行政の
問題を浮かび上がらせた。
③ 原発がなくても電力供給に支障がなく、原発に公益性がないことが明らかになった。
２．原発に求められる安全性について
① 新規制基準が世界最高水準とは言えないにもかかわらず、本件原発の安全性が十分確保され
ているという被告の主張は新たな安全神話である。
② 原発が備えるべき安全性を定めるについて検討されなければならない要素は、1) 原発事故
による被害の性質、2) 規制基準が世界最高水準の厳しい基準であるか、3) 確立された国際
的な基準が踏まえられているか､4) 原発の運転に公益性があるか等であるが、いずれの要素
も原発の稼働を許容するレベルにない。
③ 求められる安全性を備えているか否かは、専門技術的判断か
過酷事故のリスクを否定できない原発をこの社会は受け入れるべきなのかは、過酷事故が起こ
った時の被害の深刻さ、リスクの程度、次の世代に残す負担、その他諸般の事情を考慮して市民
が決めるべきことであって、間違っても専門家が決めることではない。そして、裁判所は、市民
の意思によって形成される社会通念が奈辺にあるかを探求しなければならない。

３．「震源を特定せず策定する地震動」について（補充）
新規制基準の「震源を特定せず策定する地震動」の趣旨に沿った地震動を策定するためには、
収集した観測記録をもとに、その地震の最大地震動を解析し、更に、その地震の規模がMw６．
５だった場合の地震動を想定する必要があるし、更に地震動のバラツキも考慮する必要がある。

４．強震動予測の不確かさ
「震源を特定して策定する地震動」の予測式の精度は不十分であり、倍半分の世界と専門家は
評価している。断層モデルも、過去の地震に適合するよう設定されているが、将来起こる地震に
適合するかどうかは検証されていない。

５．反論未了部分の補充
被告が行った試験で、たとえば格納容器は基準地震動の1.5倍の余裕があると主張するが、試
験にはすべて新品が用いられており、中性子照射等の影響は考慮されてないし、配管類の場合
は、長年の使用によって各所に減肉が発生しており、ステンレス素材は、長年の使用によって各
所に応力腐食割れが発生している。一方、被告が行った試験体には、それら材料の劣化は一切存
在しないので、試験の結果、大幅な余裕が認められたとしてもそのまま見込むことはできない。
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原告準備書面１８の概要～免震重要棟問題について～
1. 福島第一原発の免震重要棟は，建物と地盤の間にゴムなどの柔らかい部材（免震装置）を
おいて，地震の揺れを吸収する構造をとっており、事故対策の最前線基地として重要な役
割を果たした。
2. 新潟県の泉田知事は、「そもそも免震重要棟は、安全性を最優先して柏崎刈羽で設置を求
めたもので、同じ東京電力のなかで、新潟にあって福島にないのはおかしいということで
福島にも建設されたものである。もしあのとき新潟県が免震重要棟の建設を求めなけれ
ば、当然福島にも免震重要棟がなかったし、結果としていま東京に人が住めていたかは疑
わしいと思っている。」とその重要性を語っている。
3. ところが、関西電力は、福島第一原発の免震重要棟のように新たに施設を作るのではな
く、大飯、高浜では、出来合わせの原子炉補助建屋等で間に合わせてしまっている。

4. 関西電力は大飯、高浜、美浜の各原発について再稼働（その準備も）を進める一方で、そ
のためにも福島の事故を踏まえた免震重要棟の建設は必須の施設という認識も計画もな
い。

5. その根底には「事故は、まず起こらないであろう」という「神話」に相変わらずとらわれ
ており、建設費用の掛かることは行わない、後回しにするという経営の論理優先、安全軽
視に貫かれていると言わなければならない。

1 月 25 日、滋賀県庁で、三日月知事と関
西電力の八木社長が高浜原発についての
「安全」協定が締結されました。協定は
「核燃料輸送計画の事前連絡」や「異常時
の連絡」など１１条で構成されています。
しかし、福井県のような「再稼働への同意
権」はおろか、１年前に京都府が関電と交
わした「再稼働への意見表明権や関電によ
る回答義務付け」も含まれていません。三
日月知事は、これまで「再稼働の環境が整
っていない」とし、今回の協定締結にあた
っても引き続き「再稼働の環境は整ってい
ない」という態度表明をしていますが、関
電にしてみれば、この協定が再稼働に向け
た露払いになっていることは明らかです。
高浜原発は 1 月 29 日、３号機が、2 月 26
日に 4 号機の再稼働がおこなわれています
が 4 号機は 2 月 20 日に放射能漏れが、2 月
29 日には、発電と送電を始めた直後に変圧

器周辺でトラブルが起き、原子炉が自動で
止まるなどトラブルが続いています。

協定締結会場となった知事公館前には、高
島市をはじめ県下各地から再稼働反対のプ
ラカード持った人々がつめかけ、関電八木社
長に対して抗議の声を上げました。
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寒風下 高浜原発再稼
働を許さない全国集会

福井地裁 異議審 高浜
原発再稼働差し止め仮処
分を取り消す
原告住民側 名古屋高裁
に抗告へ！

1 月 24 日 高浜文化会館
高浜３号機の再稼働が数日後に迫った 24
日。福井、近畿を中心に東京からも駆けつけ
た 600 人の人々が、原発の膝元・高浜町内で
大規模な再稼働反対集会を開きました。
開場に先立って行われた高浜原発ゲート前
へのデモと再稼働反対の申し入れ。
高浜原発構内には、愛知県警の機動隊員がび
っしりと詰めかけ、道路上もいかめしい表情
の制服警官が立ち並ぶ異様な風景。
２時から始まった集会は「全国集会実行委員
会」代表の木原壮林氏のあいさつに続き、
「原
子力発電に反対する福井県民会議」の中島哲
演師、高浜町住民の東山幸弘氏らが次々と演
壇に立って、再稼働反対の熱いスピーチ。

西 村 修

（大津地裁 高浜3・4 号機再稼働差し止め訴訟・原告）

12 月 24 日、福井地裁の林潤裁判長は関西
電力の高浜原発３・４号機の再稼働に関し
「新規制基準」の合理性を認め、
「基準地震
動」についても関電側の主張を認めて４月に
下された仮処分の決定を取り消した。さらに
大飯原発３・４号機の再稼働差し止めの仮処
分申請を「再稼働がさし迫った状態にはない」
と却下。
追い打ちをかけるように「一切の事情を
考慮しても、住民らの人格権が侵害される具
体的危険があるとは推認できない」と裁判長
は訴えを切り捨てた。
この結果が告げられた瞬間、裁判所前につ
めかけた人々の呼吸が止まった。
失意と怒りの重苦しい沈黙が、人々を支配
した。
やがて「福島の 10 万人の人々の…」と訴
える悲痛な声が、途切れながら耳に届く。
そうだ。この決定にはフクシマが抜けてい
る。３，11 の災禍。広域の人々を襲った恐怖
が消されている。
決定要旨の文言には、
「福島原発事故の経
験も踏まえ―」と確かにフクシマは含まれて
いる。しかし、その文脈は、これだけ電力会
社が巨額の設備投資をしているのだから、と
いう経済原則、利潤優先の津波にのまれ、フ

最後に原発再稼働に反対する大会決議案
が読み上げられ、満場の拍手で採択されまし
た。
（福井原発訴訟・原告 西村 修）

写真説明
「―裁判にも勝利して、原発を全廃に追い込
みましょう」
主催者を代表して木原氏の力強い開会宣言。
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クシマは再び濁流にさらわれてしまってい
る。
裁判所前から記者会見の場に移動した席
上、河合弁護士は名古屋高裁・金沢支部に抗
告する旨を告げた。が、一月下旬、高浜３号
機の再稼働は現実のものとなった。
＊
12 月 24 日付「県民福井」には、かつて住
民請求を斥けた元・裁判官、海保寛氏の記事
が掲載されている。
要旨はこうである。
「鹿児島地裁のように、専門家が作ったから
新基準には合理性がある、という前提に立つ
ならば、司法は福島事故の前と変わらない」
。
さらに、行政を監視、ブレーキをかける司
法の役割りをこう説く。
「裁判所がチェック機能を果たさないと、国
民は不幸になる。福島の事故を踏まえ原発は
どうあるべきか示さないといけない」
。
司法は大企業や行政の行き過ぎをチェッ
クすべき、という従来のメディアの「常識」
論である。
しかし、これは林裁判長によって根底から
くつがえされた。
翌 25 日、
「朝日新聞」の社説。
「高浜原発
訴訟、司法の役割はどこへ」では、３、11 以
降の論調、視点が一日で変わっている。
「司法のストッパーが外れたことで、再稼
働へ向けた手続きが加速する。だが、原発に
は国民の厳しい視線が注がれていることを
忘れてはならない」
メディアらしい、素早いトーンダウンであ
る。
＊
24 日の発表直後、私はメールによる第一
報で「最高裁から派遣された３人の裁判官に
より、高浜原発・再稼働が認められました。
これはアベ首相、福井県知事ら、行政の意向
におもねる判断」と発信した。
しかし、今ではこの〝分かりやすい〟見方
にみずから疑問を感じている。
直前のＮＨＫの世論調査では、再稼働に賛

成が 20％、反対が 40％と報じられていた。
（私の）第一報では「国民の信を失えば、法
は意味を失う」とも書いた。法はただの拘束
＝暴力となる。
これには訂正の余地はないが、24 時間が
経過した今となっては、その「法」に私の疑
心が動いている。
＊
私たちには、うかがい知ることのできない
最高裁の暗室の人事で、福井に派遣する三人
の裁判官が決められた時。原発稼働の国策を
推進するシナリオが始まっていたのではな
かろうか。
選ばれた裁判官。林潤、右陪―左陪の山口
敦士、中村修輔。
国策を見事に人格化したかに映るこの三
人の名を、私は心に刻みつける。
（司法が行政の最高位に就いたこともあ
る昭和史を、忘れないでいるからだ）
＊
ステージは３月末とみられている大津地
裁に移った。
白でなく黒でもない（そのどちらでもあり
うる）灰色の判断を私は望まない。
3.11 がもたらした重大な警告を、過去の
出来事として葬ってはならないからである。
歴史から学ばない不毛な国策に、明日の日
本の展望は描けない。

【支える会の状況】
会員 421（419）
ニュース送付方法 メール 158（162
郵送 226(227)
ニュース不要 8
2015 年度会費納入件数 188（187）
2016 年度会費納入件数 57
( )内は前回ニュースでお知らせした数
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原子力規制委員会は、2 月 24 日に高浜原発 1,2(3,4)号機の審査書案をとりまと
め、2 月 25 日から 3 月 25 日までの間、意見募集（パブリックコメント）を行って
います。
このままいけば、３，4 号機は仮処分決定で稼働できないが、１，2 号機は従来の
運転年限の上限である 40 年を超えて運転が始まることになり、今までに経験したこ
とのない危険な領域に突入することになります。
是非多くのみなさんが再稼働反対の声を送るとともに、知り合いの方にも呼びかけ
ていただくようお願いします。
以下の URL から審査書案、意見提出の書式等を確認してください
http://search.egov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=198272011&Mode=0
※キイワード検索する場合は「高浜１，２パブコメ」等で入り口が見つかります。

意見提出の期間 3 月 25 日まで
意見提出の方法
メール、FAX、郵送
メールは上記 URL から意見提出書式へ入れます。
意見例次ページ参照

今後の裁判の日程
2016 年 6 月 10 日(金)14:30～
本訴第 11 回口頭弁論
2016 年 9 月 30 日(金)14:30～
本訴第 12 回口頭弁論
※終了後報告集会を行います
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高浜 1,2(3,4)号機に対するパブコメ意見例
１．3 月 9 日大津地裁決定をふまえて審査を根本からやり直すこと
２．審査書案の構成
本件は、国民の命と暮らしにかかわる重要事項であるにもかかわらず、一般の国民が理解
しやすい構成となっていない。審査書案と関連審査資料について、キイワード検索ができる
ように配慮すべきである。また、期間が短すぎる。
３．老朽原発への不安
40 年を超えて運転することにつての保証をどのように担保しているのか？
４．審査書案が安全を保証するものではないこと
重大事故対策が縷々記載されているが、対策がうまくいかず、破局的な事態を想定す
べきである。
５．新規制基準そのものの問題
(1) 避難計画が審査の対象外であるなど世界的に進んだ基準であるとは決して言えない
(2)旧基準にあった立地審査指針が組み入れられていないこと
(3)地震対策の基本となる基準地震動の設定が甘すぎる
(4)津波対策の基本となる基準津波の設定が甘すぎる
(5)福井のように多数の原発が隣接して設置されている場合、同時に多数が被災するようなケー
スを想定した対応が求められていない。

６．放射性廃棄物の処分の見通しについて何も記載がないこと
原発の稼働によって発生する使用済み核燃料をはじめとする放射性廃棄物の処理、処分につ
いて何の記載もない。放射性廃棄物の処理処分の方針の明確化は再稼働の条件の一つとするべ
きである。

８．原発の再稼働がなくても電気は足りている
福島事故の教訓は、重大な事故を引き起こすおそれのある原発はやめるべきというのが国民
的な世論である。現に、原発を動かさなくても電気は足りており、再稼働の必要はない。

９．自治体の避難計画について
近隣自治体で実効性のある避難計画の策定ができていない現実に目を向けるべきであり、実
効性のある避難計画の確認を再稼働の要件のひとつにすべきである。

１０．自治体の同意について
少なくとも 30km 圏内の自治体の同意を得ることおよび近畿 1400 万人の水源を抱える滋賀
県の同意を再稼働の条件とすべきである。

１１．免震重要棟について
被災時に、独立して対策を指揮すべき免震重要棟について、既存建屋で間に合わせようとして
いるが、これは（耐震構造ではあるが）免震構造ではなく、設置許可基準規則６１条に違反して
いる。また、福島事故の教訓にも反している。

１２．原子力規制委員会の責任の明確化
審査の不十分さや規制基準の甘さに起因して事故が発生した場合、原子力規制委員会に責任
が存在することを明示すべきである。
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