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規制委が泊原発に活断層なしと判断
寿都町長選勝利で核のゴミ返上を

島根原発２号機再稼働に
住民からN０を！

北海道岩内町議会議員 佐藤英行
北海道電力泊原発敷地内の11条の断層の
うち、1、2号機のそばを走るＦ-１断層が活
断層か否かが原子力規制委員会で審査されて
きました。7月2日、8年も続いた審査で、1
1本の敷地内の断層は活断層ではないと結論
付けました。残る課題は、積丹半島西岸沖の
海底活断層による地震・日本海東縁部の地震
による津波・火山活動の影響等に対する安全
対策、重大事故等対処施設・重大事故にの避
難計画の実効性です。
もう一つは、原発から出る放射性廃棄物の
最終処分問題です。2020年8月、泊原発か
ら約35㎞の寿都町が、高レベル放射性廃棄
物最終処分場の文献調査受入れの意向を示し
ました。片岡寿都町長の独断先行に、水産加
工業の青年たちが立ち上がり、核ゴミ拒否条
例制定直接請求、講演会や署名活動等、町民
の怒りが爆発。町議会での１票差に推進派議
員のリコールをも射程にしています。
10月26日投票の町長選に、越前谷由樹町
議会議員が、文献調査交付金を返納した町づ
くりを公約に立候補を表明しました。寿都町
長選の勝利で文献調査を返上し、全国の原発
再稼働の流れに歯止めを掛けよう！

さよなら島根原発ネットワーク
芦原康江

政府は福島原発事故も顧みず、第6次「エ
ネルギー基本計画」の議論では「カーボンニュー
トラル」実現の名の下に原発に固執し続け、
美浜原発再稼働に続いて島根原発の稼働もね
らっています。
島根原発2号機は、原子力規制委員会の適
合性審査が終了しましたが、審査に臨む中国
電力の説明からは、「安全二の次、コスト優
先」の姿勢が貫かれ、事業者は技術的な能力
に欠けており、基本的に基準に適合していな
いと判断されるべきものです。
30㎞圏内の約46万人が避難対象となり支
援の必要な高齢者等も全国最多の実態で、コ
ロナ禍以前に策定された「避難計画」の実効
性は極めて脆弱だと言えます。
このような様々な問題を不問にしたまま、避
難計画の実効性を確認しない審査は、断じて
容認するわけにはいきません。
今後、各自治体は再稼働に対する判断を出
すことになりますが、住民の安全を脅かす再
稼働判断を自治体任せするわけにはいきませ
ん。「絶対ＮＯ！」の答えを私達住民から突
きつけたいと思います。

核のゴミ受け入れの意向を示
している寿都町と神恵内村

全国で唯一県庁所在地に立
地する島根原子力発電所。
右下が１号機、左が 号機、
奥の右が３号機
2

◎９月１１日 東海第二原発再稼働阻止！首都圏一斉ビラまき行動にご参加ください
2022年9月、東海第二原発に核燃料を装填し原子炉を起動する予定の日本原電に対し、9月11日
（土）、首都圏で一斉街頭ビラまきが呼びかけられました。原告団が水戸地裁判決を知らせるチラシ
を36万部印刷。連盟もこれに応え、議員・市民がそれぞれ最寄り駅でビラまき宣伝を行います。

必要枚数はご連絡ください。０９０－５４９７－４２２２（連盟事務局）
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CO2削減理由に老朽原発の再稼働を進める菅政権を許すな

若狭の老朽原発・東海第二原発再稼働を止めよう
CO2削減目標達成理由に老朽原発の再稼働
菅政権はG7サミット後、2050年度カーボン
ニュートラル実現、2030年度までにCO2排出
量46％削減という目標を新たに設定しました。
そのため政府は、エネルギー基本計画を修正し、
原発の発電比率を20％～22％で据え置く一方、
再生可能エネルギーによる発電比率を30％台後
半まで引き上げる方向を出しました。
原発で発電量の22％を賄うためには、30基
程度の原発が必要になります。新増設が難しい
状況では、40年超えの原発を次々と再稼働して
いかなければ目標達成は不可能になります。
いま東京電力が当分原発を動かせない状況下
で、関西電力の老朽原発再稼働が、福井・関西
の闘いの広がりに追い詰められていることは、
2頁にある木原壯林さんの報告にある通りです。

部は知らなかった」ことにしています。社内の
不正を正せない企業に、運転は任せられません。

運転開始から４０年を超える原発
■＝再稼働 ◆＝新基準適合 ▲＝審査中

※木原壯林さんの
7/23講演資料 参考

延長２０年の運転延長が認められた４基
日本原子力発電（原電） ◆東海第二原発 42年
関西電力 ◆高浜１号機 46年 ◆高浜２号機 45年
■美浜３号機 44年
２０３０年には全国で計１５基に
北海道電力 ▲泊１号機 31年
東京電力 柏崎刈羽１号機 35年,２号機 30年,５号機 31年
中部電力 ▲浜岡３号機 33年
原電
▲敦賀２号機 34年
関西電力 ■高浜３号機 36年 ■高浜４号機 35年
中国電力 ◆島根２号機 32年
九州電力 ■川内１号機 36年 ■川内２号機 35年

第１１回総会をオンラインで開催
５月25日、連盟第11回総会をオンライン開
催しました。菅野清一川俣町議から山木屋地区
等の「帰還」後の現状を、阿部功志東海村議か
らは東海第二原発再稼働巡る村内の動き、木原
壯林さんには若狭の老朽原発の危険性、佐藤英
行岩内町議から核のゴミ受け入れ問題など重要
な報告で補足いただき、各議案を採択しました。
記念講演は、大石光伸東海第二原発差し止め
訴訟原告団共同代表に、裁判の意義と闘いにつ
いて学びました。水戸地裁判決を今後の運動に
どのように活かしていくかなど、問題提起があ
りました。

老朽原発の再稼働を止めるチャンス
一方、東海第二原発は、日本原子力発電の
「使用前検査申請書」では2022年9月までに核
燃料を装填し原子炉を起動する予定となってい
ます。山田現東海村長は9月5日の村長選に出馬
を表明するも、再稼働の是非は示さない姿勢で
す。そのため10月村議会が正念場になります。
避難計画の不備を理由に水戸地裁が差し止めを
命じたことで、上告審で結論が出るまで再稼働
できません。また原電は敦賀原発2号機直下の
活断層に関する地質データ改ざん問題で、原因
や背景を調査し新たに提出した報告書では「幹
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老朽原発・美浜３号機廃炉を突破口に原発のない社会を

東海村議会議員 阿部功志

老朽原発うごかすな！実行委員会・木原壯林
関電は、危険極まりない老朽原発美浜3号機を
6月23日に再稼働させました。関電は昨年来、
美浜3号機および高浜1、2号機の再稼働を画策
し、再稼動同意を求めて立地自治体に苦悩の選
択を迫りました。それにもかかわらず、福井県
知事は、4月28日に同意を表明した直後の30日、
および5月12日、高浜1、2号機について再稼動
を断念したと発表しています。
自社の都合のみで立地自治体や多くの人々を
混乱に陥れている関電は、特重施設の完成が10
月25日の設置期限に間に合わず、僅か3ヶ月し
か営業運転できない美浜3号機を無理矢理再稼働
させる暴挙を行ったのです。
このような関電に高浜1、2号機の当面の再稼

働を断念させ、美浜3号機の再稼働を5ヶ月も遅
れさせたのは、圧倒的な民意に支えられた脱原
発運動の成果といっても過言ではありません。
さらに大きな行動を展開すれば、老朽原発を廃
炉に追い込み、それを突破口に、原発のない、
命が大切にされる社会を実現できます。
昨年9月に1600人、本年6月6日に1300人
を結集した「老朽原発うごかすな！実行委員会」
は、来る12月5日、「老朽原発このまま廃炉！
大集会inおおさか（仮称）」を計画。美浜3号機
が停止する10月23日～12月4日をキャンペー
ン期間として、美浜3号機廃炉に向け「やれるこ
とは全てやる」ことを決定しました。全国の皆
様のご賛同ご支援をお願います。

東電は原発を動かす能力・資格なし
柏崎刈羽原発は廃炉に

事故時にどうやっても逃げられない

6月9日東京電力が、柏崎刈羽原発の安全対
策工事の総点検を行い、およそ70カ所で火災対
策が完了していないことがわかりました。
柏崎刈羽原発では中央制御室への社員の不正
入室やテロ対策をめぐる問題が相次いで発覚し、
原子力規制委員会は4月、原発の核物質防護不
備を巡る事実上の運転禁止命令の発出を正式決
定しました。商業炉に対する措置命令は初めて
で、新燃料の搬入や原子炉への燃料装填などが
できなくなりました。東電には原発を動かす能
力も資格もなく、規制委は柏崎刈羽原発の設置
許可を取り消すこと、東電には廃炉を求めます。

3月18日、東海第二の差し止め訴訟で、水戸
地裁は「再稼働をしてはならない」という判決
を出しました。主な理由は、「実現可能な避難
計画」と「それを実行しうる体制」が整わない
ことをあげています。画期的な判決と言われま
すが、当たり前のことです。
この判断は、技術論（国や電力会社に有利）
には近づかず、「事故の時どうやったって逃げ
られやしない」というごく常識的な考えに基づい
ています。そして何より、全国の原発にもあて
はまる論理でしょう。
東海村では、先日「早期の再稼働を求める請
願」「広域避難計画の早期策定を求める請願」
の2本が商工会から出され、今後、自治体へ
「再稼働を早くしろ」圧力が心配されます。

女川原発を避難計画不備で訴え
女川原発2号機の再稼働を巡り、石巻市の住
民が5月28日、再稼働の差し止めを求める訴え
を仙台地裁に起こしました。重大事故を想定し
た広域避難計画の実効性を問うもので、弁護団
によると、避難計画に絞った差し止め訴訟は全
国で初めて。水戸地裁判決をうけ、この裁判の
推移を見守りましょう。

民意を無視し、老朽原発再稼動同意を強行した福井県議会に抗議
老朽原発うごかすな！実行委員会 木戸惠子
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午後1時から議会は、再稼動反対請願59件、
賛成の請願1件を審議。推進派の「国策だから」
「規制委員会が世界一厳しい基準で審査したか
ら」の意見に、傍聴席から怒号が起こり、佐藤
議員や細川議員の原発反対の意見に拍手が鳴り
響く。傍聴者から退場者も出る中で議会は県民
のいのちと安全を売り渡しました。反対請願59
件は一括して否決されましたが、一方で12月水
戸地裁（赤松英子裁判長）判決、3月大阪地裁
（森鍵一裁判長）判決では原発停止が命じられ
ており、原発廃炉まで行動を続けます。

関西ブロック第５回総会が盛況
７月23日の関西ブロック第5回総会は
コロナ禍と猛暑の中、会場に64名が、オ
ンラインで10名（東京から4名）が参加。
記念講演の武村二三夫弁護士は、原発
の基準地震動設定がばらつきを考慮せず
平均値を用いた問題や規制委がこれを容
認した間違いを、昨年12月 大阪地裁判
決がはじめて指摘し原発設置許可を取り
消した意義を語りました。（詳報次号）

報告
7／13
参議院会館で
ヒヤリング

規制委・内閣府は水戸地裁判決をどう受けとめたか？
IAEAなどの「深層防護第5層」の実効性を問う

水戸地裁判決は「避難計画等
の第5の防護レベルについて、その安全性に欠
けるところがあると認められ、人格権侵害の
具体的危険性があると判断」「東海第二発電
所の運転をしてはならない」と断じました。
再稼働阻止全国ネットワークは、IAEＡが求
めている深層防護、特に第5層（放射性物質の
大規模な放出による放射線影響の緩和）に着
目し、国の関係機関で避難計画達成が確認さ
れているか現状を問う目的で、7月13日参議
院会館で関係省庁から聞き取りを行いました。
規制庁から2人、内閣府から3人、資源エネル
ギー庁から4人の担当官が、事前に提出した質
問に回答し、それに対し質疑を行いました。
規制庁は、「第5層の緊急時対応については、
法制度上災害対策基本法と原子力対策特別措
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置法に基づき、自治体が中心となって計画を
策定、政府がこの取り組みを支援」と答え、
自治体に丸投げし、国の責任は答えません。
経産省資源エネルギー庁が「避難計画の策
定は、原子力発電の稼働や再稼働の法令状の
要件とはなっていないが、地元の安全・安心
の観点から、避難計画がない中での原子力発
電の稼働や再稼働が実態として進むことはな
い」と答えたことは重要です。今後は、避難
計画の実効性と国の責任を求めていきます。
参議院会館で省庁から
聞き取り。立憲民主の
阿部知子議員、山崎誠
議員が参加

福井県議会が、
運転開始から46
年～4４年にな
る老朽原発高浜
1、2号機、美浜
3号機の再稼動
推進の請願審議を4月23日に行うと聞き、オー
ル福井反原発連絡会と老朽原発うごかすな！実
行委員会は、県庁前に約50名が結集。「若狭で
8年間反原発のチラシを配ったが、8割以上が原
発に反対」「事故が起きれば琵琶湖が汚染され、
1400万人が被害者になる」「避難は不可能」
と県庁に向かって訴えました。同時刻に、実行
委員の仲間が中嶌哲演さんと共に京都、滋賀の
団体を訪問、「６．６大集会inおおさか」の賛
同、参加を訴えており、県庁前でのアピールに
も熱が入りました。
杉本達治福井県知事は、「原発再稼動は、使
用済み燃料の中間貯蔵候補地の提示が前提」の
姿勢を一転させ、候補地が未定のまま県議会に
審議を求めましたが、議会はいったん中断。知
事が原発1基25億円（2原発50億円）の交付金
を取り付けると、議会が賛成に転じました。

