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伊 方 原 発 を 止 め 続 け る！
福島事故から 10 年、私たちの心の底からの願い
　　申　入　書　　　　　　　　　　　　四国電力株式会社取締役社長　長井啓介殿

１　伊方原発 3号機の運転をこのまま止めおき、廃炉にすること

２　核廃棄物を伊方町に留めおかないこと。乾式貯蔵による長期保管をやめること

３　重大事故発生時（昨年 1月のような）には、ただちに大分県民に状況を報告すること。また、原因を徹底究明しその説

　　明に社長自ら大分県に足を運ぶこと

第 18回口頭弁論
　3月 4日（木）

　　　　　　　14：00　大分地裁集合
　　　　　　　14：30　裁判　　
　　　　　　　15：00　報告会、記者会見
＊早めに集合した人は裁判所の抽選に参加してください。また、

参加者はマスク着用をお願いします。

311 いのちのわ集会
3 月 7日（日）
大分市若草公園
10：00 ～ 15：30

小雨決行。雨天時はガレリア竹町広場で集会を持ちます。
１３：３０～

四国電力伊方原発ゲート前　2020 年 10月 25日　松本代表

　新年おめでとうございます。昨年山口の裁判で 1月 17 日広
島高裁決定により、伊方原発３号機の運転が禁止され１年以上
が経過しました。
　昨年 10 月 25 日に「原発さよなら四国ネットワーク」の皆さ
んとともに、伊方原発ゲート前集会に原告団代表含め 8名で参
加し四国電力に申入を行いました。
　四国電力は、１年前の重大事故原因は確定できず推測の域に
とどまっているにも関わらず、再稼働に向けて必死の動きをし
ています。広島高裁異議審の決定が３月 18 日に予定されてお

り、私たち大分の裁判も大きな影響を受けることになります。
　昨年４月から新たに府内覚裁判長が着任し、裁判体が一新さ
れました。９月 17 日の第 16 回口頭弁論、12 月 17 日第 17 回
口頭弁論で私たちは裁判の ” 仕切り直し ” の位置づけで、原告
団と弁護団それぞれの代表が新裁判長に対して「なぜ私たちは
伊方原発３号機をとめるたたかいを続けているのか」について
陳述を行いました。裁判長に私たちの思いをしっかりと伝えて
行かねばなりません。
　さて今年は裁判開始から５年目となります。３月４日に第
18 回口頭弁論が持たれます。相変わらずコロナ禍で参加しづ
らい状況が続くことが予想されますが、皆さま方の多数の参加
をお願いします。　　　　（法廷を満席に！）
　福島原発事故から 10年

　この 10 年間でマスコミ報道の扱いはどんどん小さくなって
きました。政府は復興五輪と銘打って、福島の現実から国民の
目を華やかな方向に目をそらせてきたように思います。しかし
いまだに「原子力緊急事態宣言」が発令中です。放射能の恐怖
等から、住民の帰還は進んでいません。トリチウムを含む放射
能汚染水を海洋に放出する目論見は、強行できず推移していま
す。
　今年は 10 年の節目となる ”311 いのちのわ集会 ” を何として
でも成功させましょう。
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１　はじめに
　原告団共同代表をしている中山田さつきです。私は国東半島
の山村で，シイタケ栽培などをしている農業者です。私が住ん
でいるところは伊方原発から直線距離で６０数キロかと思いま
すが，空気の澄んだ晴れた日には肉眼で伊方原発が見えます。
福島原発事故後に住民がいなくなった飯舘村と似ています。伊
方原発で過酷事故が起きたら，福島県飯舘村の住民と同様に，
私の農業を営む暮らしも奪われることになると思います。
今日は新しい裁判官のもとでの初めての口頭弁論にあたり，意
見を述べさせていただきます。
　この裁判は提訴より丸４年が経ちました。４回の追加提訴で，
原告の人数は大分県民５６９名に上り，大分地裁で住民が訴え
た裁判では最大規模になっています。
　東日本大震災による福島第一原発事故と，２０１６年３月に
熊本・大分を襲った大地震で，大分県民は中央構造線でつなが
る対岸の伊方原発の安全性に大きな不安を覚えることになりま
した。原告の思いはそれぞれですが，「福島のような原発事故
を二度と起こしてはならない。」「ふるさと大分を原発事故の放
射能汚染にさらしたくない。」という思いは共通していると思
います。

　福島ではあの事故で，１６万５千人が避難生活を強いられま
した。今も故郷に帰れない人が５万人もいます。原発事故は人
の暮らしを根こそぎ奪いました。
　政府は除染が終わったとして，本来年間１ミリシーベルト以
下にしなければいけない放射線量の基準を２０ミリシーベルト
に引き上げ，今も原子力緊急事態宣言が出されたままの地域に
人々を帰そうとしています。放射能の悪影響が大きい妊婦や子
どもたちもです。復興の名の下に，人々の安全を無視した許さ
れない政策です。
　そして，通常は１００万人に１～３人の発症と言われてい
る小児甲状腺ガンについて，悪性と悪性疑いの子どもが２３７
名にも上り，１８７名には手術が行われています。国や県は原
発事故との関連性を未だに認めていませんが，明らかに数十倍
の高さで多発しています。手術をした子どもたちはホルモン剤
の服用や再発の心配を抱えて生きていかねばなりません。
　福島第一原発は今も放射性物質を放出し続け，収束の目途は
全く立っていません。貯まり続ける汚染水を海に流してしまう
計画も現実化されようとしています。毎日多くの作業員の被曝

労働によって維持されてはいますが，事故は終わっていないの
です。

　事故から１０年になろうとしている今，語りつくせない深刻
な被害を，政府もマスコミも，そして私たちも，数万人という
ようにひとくくりにした数字で語ってしまいます。一人ひとり
が，それぞれの家族が，その集落が，取り返しのつかない被害
を被ったことを知ること，想像することを忘れてしまいがちで
す。
　そして再び，政治の場や経済界，さらには司法の場において
も，原発安全神話が語られ始めていると感じます。それは「原
子力規制委員会の審査を合格すれば安全」という安全神話です。
　当初の規制委員会の田中前委員長は，「審査に合格したから
と言って，安全性が担保されたとは申し上げない。」と繰り返
し述べていました。しかし，安倍首相はじめ政治家は「世界最
高水準の新規制基準に合格したのだから安全だ。」と言い始め，
電力会社も「規制委員会さえ通ればよし。」の姿勢です。福島
第一原発事故後の「万が一にも繰り返してはならない。」とい
う規範が忘れられようとしています。
　規制基準は本当に最高水準で事故を起こさない適正なものな
のか，審査も適正に行われているのかも，検証され続けなけれ
ば，福島事故を招いた，以前の「原発安全神話」と同じ轍を踏
むことになります。
　今まで原子力発電は大きな公益性があると考えられ，原発が
抱える大きな負の問題点は棚上げにしたまま，国策によって優
遇されてきました。しかし，再生可能エネルギーの技術革新が
進み，省エネ技術も格段に進歩しました。福島事故後，脱原発
を国の政策として選択した国もあります。日本でも２０１３年
９月から「原発ゼロ」を２年近く実現していました。原発が稼
働しないと電力が足りなくなって大変なことになると言われて
きましたが，そうではないことは実証されました。もう，原発
を特別扱いすることはやめるべきです。

私たちが運転差し止めを求める伊方原発は，南海トラフ地震の
震源域にあり，中央構造線断層帯の直近に立地する，危険が差
し迫っている原発です。内海に面して建てられている原発は国
内で伊方原発だけであり，過酷事故による放射能汚染は周辺各
県に及び，瀬戸内海も死の海となることが想像されます。

第 16 回口頭弁論 2020. ９.17　　＜意　見　陳　述　書＞   

安全神話の復活は許されない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原告　中山田　さつき

２　福島のいま

３　安全神話再び
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　また，伊方原発３号機はプルトニウムを含むＭＯＸ燃料を使
うプルサーマル発電です。再処理工場の目途もたたず，核燃料
サイクルは破綻していると言っていい状況にある今日，運転の
継続は，運転中の危険はもちろん，格段に保管・処理が難しい
使用済みＭＯＸ燃料を無責任に増やし続け，危険性をますます
高めることとなります。
　そのリスクの高さから，原発を運転する四国電力には最大限
の安全性を確保する責務があるはずですが，今年１月の定期検
査中に相次いだトラブルは一歩間違えば大事故につながるもの
でした。原発の過酷事故は津波や地震だけで起こるのではあり
ません。人的ミスも機械の故障も過酷事故に繋がります。四国
電力の危機管理能力にも大きな不安を覚えます。

　私たちは，今までは原発問題を立地県の問題ととらえ，心配
はしても，自分の問題として向き合ってきませんでした。これ
まで，原発の問題性に主体として取り組まなかった「私・私たち」

が多かったことが，福島事故を招いたと思います。本当に自分
の問題として取り組むために，この裁判の原告になりました。
　陳述の最後に，大分県中津市で「環境権」を掲げて火力発電
所の建設に反対した作家・故松下竜一さんが「暗闇の思想」と
いう文章の中で述べた言葉を紹介します。
　「誰かの健康を害してしか成り立たぬような文化生活である
のならば，その文化生活をこそ問い直さねばならぬ。」
　原発こそ，私たちがそして司法が問い直すべき最たるものだ
と思います。

　この裁判は５６９名の原告だけの裁判ではありません。提訴
後に裁判所に提出した４万５千筆を超える署名にも表れている
ように，大分県民の総意を背負った裁判です。裁判官の皆さん
におかれては，福島のような事故を再び起こさないために，裁
判に真剣に向き合い，司法の責務を果たしていただきたいと思
います。　　以上

1　私が本件訴訟に関与するに至った理由について

1.	 　私は、司法修習が２１期ですから、今年で弁護士となっ
て５２年目ということになります。しかしながら、本件
訴訟に関与するまで、原発訴訟に関与したことは全くあ
りませんでしたし、関与しようとしたこともありません
でした。私は、父を太平洋戦争で失い、戦後の貧しい時
代を生き抜いてきましたので、何よりも平和の問題を大
切にしてきました。	
　そうした私にとって、かって、政府や電力会社が掲げ
た「原子力の平和的利用」というキャッチフレーズは、と
ても魅力的なものに感じられ、長きにわたって、原子力
発電所を容認する理屈となって、私を呪縛し続けてきた
のです。	

2.	 　そうした私が、自らの愚かさに目覚めることになった
のは、２０１１年３月の福島第１原子力発電所事故であ
りました。スリーマイル島やチェルノブイリ原発の大事
故を知ることを通して、原発の安全神話とはそれなりに
決別していた私でしたが、この福島の事故によって、原

発の存在そのものが、私たちの生命・身体そして郷土を
破壊し尽くすものだということを、痛切に思い知らされ
たのです。「原子力の平和的利用」なるものを信じた自ら
の愚かさを、心の底から恥じたのでした。	

3.	 　しかしながら、今思い返せば、この時の私には、原発
事故が、私や家族にも甚大な被害をもたらしかねない、
私自身の問題であるとの認識が欠けていたのです。ど
こかに「対岸の火事」として眺めてしまっていたのだ
と思います。そうした私の思いが吹き飛ばされたのは、
２０１６年４月の熊本・大分地震でした。	
　震度５強の激しい揺れの中で、食器類が崩落破損し、
柱をつかんで、辛うじて姿勢を保ちながら咄嗟に感じた
のは、南海トラフ巨大地震はこんなものではない、もし、
現実のものとなったら、伊方原発は、どうなるのかとい
うことでした。「他人ごとではない」ということを、私が、
思い知った瞬間でした。	

4.	 　今更申し上げるまでもないことですが、私の自宅も事
務所も、そしてこの大分地方裁判所も、本件原発からの
直線距離は、７０キロメートルほどしかありません。

第 16 回口頭弁論 2020. ９.17　　＜意　見　陳　述　書＞  

肝に銘ずべき「万が一にも」の表現
　　　　　弁護士　德田　靖之
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5.	 　本件審理にあたっては、万が一、本件原発が破綻すれば、
その放出された放射能による被害は、この裁判所そして
ここで働くすべての人たちの身に直接襲い掛かるのだと
いうことを、肝に銘じていただくことが、何よりも求め
られているということを先ず、指摘しておきたいと思い
ます。

２　原発の安全性についての司法審査の在り方に関連して

1.	 　今回提出した準備書面（１１）でも指摘したところで
すが、原発の安全性に関する司法判断は、揺れています。
本件原発に関連してなされた４つの高裁決定（阿蘇４噴
火に関しての福岡高裁宮崎支部決定を含む）は、結論が、
２対２に割れています。	
	　同一の争点に関し、同じような当事者からの主張・立
証がなされたにもかかわらず、高裁の判断が、このよう
な形で異なることになった要因は、一体、どこにあるの
でしょうか。	
	　私は、この点を解明することが、切実に求められてい
ると感じています。	
　そこで、この点に関する、私なりの意見を、３点申し
上げることにします。	

2.	 　判断を異にした第１の要因は、福島第１原発の大事故
の悲惨さを、どの程度深刻なものとして受け止めてきた
のかという点に関する、人間としての、感度の差ではな
いかということです。（本来は、この点について、詳細に
論じたいところなのですが、意見陳述に宛てられた時間
の制約から割愛します。あえて、人間としての感度の差
という表現を用いたことにご留意いただければと思いま
す。）	

3.	 　第２の要因は、伊方原発行政訴訟における最高裁判決
にいう「万が一にも」災害を起こしてはならないという
判示についての、解釈の相違ではないかと思います。	
	ご承知の通り、最高裁は、本件原発に関して、「当該原子
炉施設の安全性が確保されないときは」「周辺住民らの生
命、身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能に
よって汚染するなどの深刻な災害を引き起こすおそれが
あることにかんがみ」このような災害が「万が一にも起
こらないようにするため、科学的、専門技術的な見地か
ら十分な審査を行わせる」ことになっていると判示しま
した。	
		ここでいう、「万が一」をどう解釈すべきであるのかと
いうことが、先行決定に関与した裁判官の判断の相違を
生み出したのだと、私は、理解しています。	
　例えば、本件原発の立地評価や影響評価の検討対象火

山である、阿蘇山は、過去に４回の破局的噴火を起こして、
巨大なカルデラを形成したとされています。	
		約２６万年前、約１３万年前、約１２万年前、そして
阿蘇４噴火が約９万年前です。こうした過去の歴史から
明らかになるのは、阿蘇２噴火と阿蘇３噴火との間隔は、
約１万年しかなく、阿蘇３噴火と阿蘇４噴火の間も、約
３万年しかないということです。そして、最後の阿蘇４
噴火から、既に９万年が経過しているのです。	
		巨大噴火の発生時期や規模を予め察知することは出来な
いというのが火山学の定説であることを考えますと、阿
蘇５噴火が、本件原発の運転期間中に発生する可能性が
十分小さいなどということを、誰が言うことが出来るの
でしょうか。		
				これまでに、本件原発の運転差止めを命じた広島高裁
の２つの決定は、まさしく、この可能性について、最高
裁判決の提示した「万が一」という判断基準を文字通り
採用したものだということが出来るのだと思います。

4.	 　第３の要因は、原発の安全性という、科学的かつ専門
技術的な判断が求められる事案において、科学者、専門
技術者間で見解の対立ないし相違がある場合における、
司法としての対応の在り方に関する立場の相違です。	
　地震学にしろ、火山学にしろ、いずれにしても仮説に
留まるものであり、どれが正しい見解であるのかという
ことを確定することは出来ないとされています。それだ
けに、本件における個々の争点のいずれに関しても、科
学者、専門家間の意見の対立や相違がみられます。そう
した時に、多数説であるとか、規制委員会が採用した有
力な説であるかどうかという基準は、全く意味をなさな
いということです。ご存知の通り、関東大震災を予告し
た今村明恒説は、学会の権威によって無視された全くの
少数説でした。	
　本年１月の広島高裁決定は、このような場合には、よ
り保守的つまりより安全性を強調する説を採用すべきだ
と明言しています。これこそが、「万が一」を起こしては
ならないという、司法判断の在り方なのではないでしょ
うか。

３　おわりに

　裁判官の皆さん、本件訴訟においては、まさにこの大分地方
裁判所が、被災するかもしれないという危険性が問われている
ということ、最高裁が示した「万が一」との基準を単なる「お
題目」として葬り去るのか、憲法の守り手としての司法の権威
を誇示するものとして、活用するのかということが厳しく問わ
れているのだということを肝に銘じて、審理にあたってくださ
るよう、切望して、私の意見陳述とします。　　　　　　以上
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第 17 回口頭弁論 2020.12.17　　＜意　見　陳　述　書＞   

元技術者として伝えたい原発の真実
原告　三上満寿男

１　自己紹介

　私は、現在中津市三光の八面山の麓で、ブルーベリー栽培を
中心に観光農園を行っている三上満寿男といいます。
昭和５９年に東海大学第二工学部機械工学科を卒業し、発

電プラント建設を行っている東京動力建設株式会社に入社しま
した。主に三菱製加圧水型軽炉（通称 PWR）の原子炉、蒸気
発生器、一次冷却水ポンプ、主冷却材管の一次冷却系統及び燃
料設備等それらにまつわる補器類の新設に、約１０年間従事し
ました。
原発建設ラッシュの中、待望の純国産第一号になる敦賀２

号機をはじめ、所長として泊１，２号機、大飯３号機を担当し
ました。
　また、東電福島原発のタービン定期点検に、他作業員の線量
調整のため応援をし、その他赤穂火力の復水器取替工事にも携
わりました。

２　知ってしまった原発の技術

　原子力発電所は当時の工業技術の中では、とても優れており
最先端技術の塊だと観られていたし、当時私もそう思っていま
した。
新設される原子力発電所の原子炉に燃料が装填され、試運

転までが私の任務です。
工事を数年経験していくと初期段階から携わる為、機器の

あり得ない不具合や設計製作の間違い、建屋工事を行う建築
JV と機器の基礎関係などの取合い不整合という “ 粗 ” が目に
付くようになりました。
それらは、工事進行するにつれ、どこかの部分であやふや

にされてしまい、傍目からは見えなくなっていきました。
机の上で書かれた図面は、それは立派で素晴らしいもので

した。でも現場とは整合が取れてなく、酷いときには、現状に
合うようにこちらがハッチングし、それに合わせて改正版が出
る、という事もしばしばありました。
私も、機械設計の事は少しは学んでいましたので、その点

やりがいは有りましたが。
しかし半面、その部分については安全率などは考慮出来ま

すが、実質的な安全余裕は、どうなのだろうか、本当に大丈夫
なのだろうかと不安もありました。

３　劣悪な作業品質

　わずか１年ほどの経験で次の任地の北海道電力泊原子力発電

所新設が所長としての赴任です。
私も浅い経験ですが、原発建設の人手不足はピークに達し

ており、作業者不足は、直接技術力の低下に繋がり、発電所の
作業品質は決して良いものではないことは、肌身に感じていま
した。
製造元の三菱神戸造船所からは技術指導員も来ますが、こ

ちらも同じ状態だったのでしょう。重要機器のため必ず指導員
が付きますが、その指示がまさかの失敗を幾回か起こしました。
なかには、担当官庁の認可された部分を極秘に修正する、

という有ってはならないことが数回行われたこともあります。
そして、それらの事を元請けなどに聞いてみると、忘れて

くれ、それ以上追及は禁物だと、脅される始末でした。
そしてそれは、月日が経つと何も無かったように、揉み消

され工事は進んでいきました。

４　原発から離れる決心

　そんな有る時期、原発の運転寿命が１５年から３０年と伸び
ることとなり、今までの工事実績の実情を知っている私は、と
ても怖くなりました。
この先老朽化した原発が安全余裕を食いつぶして、尚且つ

最初の設計寿命から１０年以上も運転を続けるのは、無理だと
直感的に感じました。
それでなくても、安全率なんて机の上での空論なんです。

甘い条件を設定すればいくらでも、安全率は稼げるのですから。
　この時私は、大飯原発３号機が燃料装填され試運転に入り、
４号機新設の計画に入る時期でした。
「今この仕事から離れなければ、きっと後悔する。」
と、決心したのです。
　地元に帰り、家業の果樹園を継ぎ自然の恩恵を受けながら暮
らし始めました。
時々耳にする、原発関係の事故、不祥事はもともと有ったこと。
ただそれが表に出たかどうかだけなので、そう驚くことではな
かったのです。

５　「まさか」が現実に

　東日本大震災が起き、福島原発建屋が爆発し燃料がﾒﾙﾄﾀﾞｳﾝ
した時、私はきっとこれは原子炉の設計だけでなく、それに携
わった全ての方々の技術力の結果が、現れたのではないかと、
直感的に思いました。
　老朽化した設備、図面通り出来ていない構造物。私にはそう
思える節がある。
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　しかしそれらは、結果として悪いことばかりでなく奇跡も起
こし、良い方向にも向かったことも事実です。
私はこれらのことから、「今の技術が進歩しても、人間がす

ることなので間違いも必ずある。」と言えると思います。

６　伊方原発も同じ

①意図的に条件を甘くし表面上の安全性を確保してる。
②安全余裕を絶対的なものとして取り扱い、過負荷でも安心だ
と過信する。
③今まで危険とされていたものを、なにかの都合で基準を下げ
押し付ける

①は、南海トラフ地震の危険性を無視し、基準地震動を低く見
積もり、見掛け上の安全性を確保している
②は、Mox 燃料を、ウラン燃料を燃やす原子炉で使用するこ
とは、見掛け上の安全余裕を更に減少させる。
　そしてこれは私の憶測ですが、効率の低い原発の運転効率を
上げるため、超高圧、高温の運転を計画してるのではないか。
もしそうであるならば、なおさら安全余裕はなくなる。
③は、内部被爆の基準を下げ、今までの 20倍もの高い被爆量
でも、ある程度は勘弁しろという福島原発事故の現実。
これは、伊方原発でもあてはまり、東電福島原子力発電所

が死の灰を降らせたのは、半径 250 ｋｍ圏内が実績としてあ
り、大分市は 70ｋｍの距離、中津市も 100 ｋｍの距離です。
半径 250 ｋｍは、九州を３分の２ほど覆ってしまいます。

実際に事故が起き最悪の事態となれば、確実にあの福島原
発事故の惨状を繰り返すのでしょう。そして見掛け上の状況が
収まったとしても、長い年月内部被爆の危険が伴うことは、必
至です。
その時、国は東電福島原発の実績と前例を、押し付けてく

るのでしょう。

７、結論

　私はこのように、現実の状況を見ず、人間の意図的な解釈と
辻褄合わせの言い逃れは、到底理解は出来ないのです。
　そして原子力発電の本当の姿をこの目で見て聞いて、実際に
触ってきたからこそ言えることは、見掛け上の安全性のみの原
発だから、不用意に運転延長はしたらだめでしょう。自然界に
ないエネルギーを造り上げて無理やり使い、残渣を処理しきれ
ないのなら、絶対に危険だからやめましょうよ、という事です。　　　　　　　　　　　　　　　
以上

勇気づけられた大阪地裁判決！
　　―大飯原発設置許可取り消しー

　　―早速に德田弁護士が 12.17 第 17回口頭弁論でその意義を指摘―
　12 月 4 日、嬉しい判決が飛び込んできました。大阪地
裁は関西電力大飯原発 3，4 号機の設置許可取り消しの判
断を下したのです。福井県など 11 府県の約 130 名の原告
が 7年半をかけて本裁判をたたかった成果です。何か裁判
の “潮目が変わりつつ ”ことを感じさせます。
德田靖之弁護士は 12 月 17 日の意見陳述のなかで次のよう
に指摘しました。
「（前段略）今回の大阪地裁判決は新規制基準における『ば
らつき条項』を厳格に解釈することの重要性を導き出し、
原子力規制委員会の判断を違法として取り消しました。
　この『ばらつき条項』の存在こそ、福島原発事故を踏ま
え『不確実性』を前提にしたうえでの、原発事故を『万が
一にも』起こさないための基準として定められたものであ
り、大阪地裁判決は、まさしく、最高裁判例の趣旨を厳格
に適用したものとして高く評価されるべきもの」
判決骨子　

•	 関西電力大飯原発 3，4号機の設置許可を取り消す
•	 原子力規制委員会の判断は地震規模の想定で必要な
検討をせず、看過しがたい過誤、欠落がある

•	 過去の地震規模の数値には平均値から外れた「ばら
つき」もあるのに考慮されず、数値の上乗せもされ
なかった

　私たちは 12 月 17 日、大分地裁で横断幕を使ってデモ
ンストレーションを行いました。
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特集（会員投稿原稿）　　

福島事故から 10年、伊方原発をとめる裁判の思い福島事故から 10年、伊方原発をとめる裁判の思い
　原発は生命を拒絶する　

池田　年宏

　物質文明の中で人間が作り続けるもの、その大半が無用の長
物だ。破壊している自然、そのほとんど全ては再生産できな
い。生物多様性や自然との共生の重要さが叫ばれている今、原
発はすべての面で逆行している。放射能はあらゆる生命を脅か
す。間違っても栄養になどならない。原発は人間の生命をかた
くなまでに拒絶する。伊方原発の施設を見れば一目瞭然だ。フェ
ンス上部
に取り付
けられた
巨大な鋸
状の侵入
防止柵は、
まるで原
発職員以
外はすべ
て敵であ
り、フェンスを乗り越える者は殺す、と牙をむいているかのよ
うだ。ところが、山から下りたイノシシは門を素通りし警備社
員の足元をかすめ、悠々と敷地内に入って行く。そう、彼らが
排除するのは運転に支障をきたすかもしれない動物ではなく、
私たち市民なのだ。今日もフェンスの刃と放射能は、その矛先
を人間に向けている。放射能の恐怖のない暮らしを後世に渡そ
う。原発絶対反対。伊方原発今すぐ廃炉。

傍聴席を膨張させようー
すべて原発裁判がらみの 12年間

大原　洋子
　裁判の初「傍聴」は、「防長 ( 周防長門 )」へ頻繁に帰り始め
た 12年前、上関原発に関連した 2件の裁判だった。山口地裁
まで往復 3時間・開廷はごく短時間。だが、応援席を埋める
一人になろうと通った。
　埋立工事を妨害したとして、中国電力が 4人を訴えた裁判
にも極力足を運んだ。広島東部から毎回バス 1～ 2台で駆け
つけてくれたことは、本当に力になった。おかげで傍聴券入手
は至難の業だったが。
　勝訴に近い和解という結果となったが、精神、経済、肉体、
時間、あらゆる面で長年個々人を苦しめる、このようなスラッ
プ訴訟は禁止すべきと痛感した。
　同じく山口地裁→広島高裁の上関原発用地埋立住民訴訟、福
岡高裁の原発労災梅田裁判。忘れもしない、昨年 1月 17日広

小児科医坪井先生のやり残した無念を引きついで
横光　陽子

　昨年９月、40数年の活動の後に旅立たれた坪井千鶴ドクター
とともに「あしたの命を考える会　中津」は、最期まで “ 安定
ヨウ素剤を一人でも多くの手に届けよう ”と啓発講演会をやっ
てきました。
昨年 11月 28 日の原子力防災講演会で大分県危機管理室長の
話を聞きながら私が思ったのは、1錠 1 ～ 2 円で手に入る、
全県民分で 500 万円予算措置があれば充分です。その席で松
本文六代表（医師）が「小学校単位で保管すれば、万が一の時
多くの人が甲状腺ガンの被爆から救われます」と指摘されまし
た。
危機管理室長の話のなかで、昨年 10月 22 日の伊方原発から
の原子力防災避難訓練で、突然の雨風で大在埠頭に船で接岸す
る計画が中止になったことを聞きました。現実に起きるかもし
れないこれからのことを考えたとき、これしきの事で避難が計
画通りに出来ない事実に寿命が縮まります。
　誰も “ 想定外 ” を想定したくない。でも今の地球は想定外の
ことが起きることは皆知っています。そして過酷事故が起こっ
た時、放射能は万人に降り注ぎます。声高に安全神話を唱えて
いる一部企業、政治屋そして札束で踊らされている人たちにも
容赦なく放射能は降り注ぐでしょう。
♫　空には鳥が飛び　海には魚が泳ぐ
　　外を子どもが走り…　　　　　そんな当たり前の暮らしを
思って、歌っていると涙で歌えなくなります。

島高裁の伊方差し止め仮処分決定、もちろん大分地裁の本訴訟
と、傍聴経験は全て原発絡みの裁判ばかりだ。
　阿蘇山大噴火という縁起でもない芸名の男性は、裁判傍聴の
エピソードを絵で語るという芸？風だが、これで裁判所の敷居
が低くなるとよいと思う。
　きっかけは何でもよいので、まず一度裁判の傍聴へお出かけ
ください。特に、いよいよ正念場を迎える本訴訟へ。
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福 島 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 記 ２
福 島 は 今

　2011 年の東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所
事故からもうすぐ 10 年になる。すでに忘れてしまったこと
もたくさんある。今回は初めて南相馬市へボランティア活動
に行ったときのことを思い出しながら書くことにする。それ

が僕の伊方原発裁判の原点になっていると思うから。

2011 年 7 月南相馬市ボランティアセンターへ
　
　福島県南相馬市原町ボランティアセンターでの活動に初め
て参加したのは、2011年7月26日から29日までの4日間だっ
た。当時は交通の便が悪く東京まで飛行機で行き、そこから
東北新幹線でまずは福島市へ。そこからバスで 2時間以上掛
かって阿武隈山地の峠を越えて南相馬市原町区へ。当日は自
宅を朝早く出たが宿となる原町第
二中学校体育館（当時中学校の教
職員生徒は他の地区に疎開避難し
ていた）に着いたのは夕方 6時過
ぎだった。東京の電車内で「どこ
の山に登るんですか？」と聞かれ
たことがあった。というのは、持
ち物や服装は正に登山へ行く場合
と同じであったから。要するに自
己完結が必要とされていたので水
や食料も持参した。到着して分かっ
たことだが、街には人通りがほと
んどなく、子ども達は全くいなく
て小中学生等は全員福島第一原発
から遠い北の方に避難疎開してい
た。また、開いている店は少なく、

開いていても午後 3時で閉める店がほとんどだった。　　
　災害ボランティアセンター ( ボラセン ) では受付と同時にオ
リエンテーションが必ず行われるがそこでの説明に「写真は
撮らないで下さい。瓦礫の下に遺体が写り込むこともありま
す。」と言われて愕然とした。ここはそういう所なんだと改め

て思い知らされた。

　作業場、馬事公苑へ
　　　
　ボラセンではその日の最初に作業場所
の振り分けが行われる。馬事公苑は「放
射線量が 1.5 μ Sv/h と高い所なので毎日
は行かないで下さい。」と言われたために
希望者が少なかった。僕は高齢に近いか
ら気にせず行くことにした。ここは福島
第一原発から 20㎞圏のすぐ外側にあり、
主に海岸の漂着物の洗浄と整理が行われ
ていた。写真や本の他に位牌や賞状など
もあり、それらをキレイに整理しながら

「これらの持ち主はどうしているのだろうか？生きているのだ
ろうか？」と不思議な気持ちになった。その馬事公苑の広い
駐車場からは立入禁止区域にある自宅に避難者が「一時帰宅」
するためにバスが出ていた。全員が白い放射線防護服を着て
不安そうにバスに乗り込んでいたことを思い出す。現在の馬
事公苑は通常に戻り相馬野馬追の時など大変な賑わいとなっ
ている。
　放射線のことでいえば、津波で流れ着いた土砂からも放射

2011 年 7 月　拠点となった原町第 2 中学校体育館

工藤　康紀 ＜kkudoh@oct-net.ne.jp>

馬事公苑の前、20Km 圏の立ち入り禁止境界
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線が出ているとのことで、土嚢袋に入れたまま家の前に放置
した。片付け場所が決まってないとのことだった。　

　初回のボランティア活動の最
後の日に初めて海岸線にいって
みた。そこには家やたんぼがあ
ったと思われるところが跡形も
なく津波で流されてガレキや土
砂だけが残っていた。海とたん
ぼの境さえ分からないような状
態だった。　　
　その後、その地域は一時的ガ
レキ置き場となり、今 (2020 年 8
月 ) では防潮堤ができて太陽光
発電のパネルがびっしりと並ん
でいる。　　　　　　　（続く）

2012 年 10 月　家の前に積み上げられた放射能を出す土嚢袋　

福 島 は 今

2012 年 10 月　 原町区のガレキ 2011 年 7 月　   原町区の海岸

2020 年 8 月　   原町区海岸の堤防遠方に福島第 1 原発が
が見える

2020 年 8 月　   原町区海岸に並んだ太陽光パネル
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「大分県の原子力防災」講演会・学習会報告
日時　2020 年 11月 28日（土）大分市 JCOM: ホルトホール会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責　森山　賢太郎

　大分県から後藤恒爾危機管理室長をお招き
し、約 1時間の講演の後に質疑を行いました。
コロナ禍の中約 30 名の参加があり、後藤室
長は事務局があらかじめ用意した質問項目に
沿ってかなり丁寧に説明されました。その真摯
な態度にはお礼を申し上げます。
　ただ率直な感想として、大分県民に “ 安心・
安全 ” を届ける、胸に響くような危機管理のお
話ではありませんでした。私たちの原発事故に
対する不安を解消するような内容では到底な
かった、と言わざるをえません。
　なぜなら、伊方原発で過酷事故が起きても大
分県は 30㌔圏外であって、国が避難対象と想
定する地域ではないこと。それどころか国が 2012 年に実施し
たシミュレーション結果では、年間の風量・風速の平均値から
算出すると佐田岬半島から大分県方面南南西２１．９Km地点
までしか放射能は到達しないことになっているのです。（もう
少し補足すると、パンフレットの地図では、それ以上の説明が
ないのでそのように読めてしまいます。室長の補足説明で、そ
の地点で放射がゼロになるわけでなく 1週間で 100 ミリシー
ベルトに収まる程度であることが分かりました。では大分県に
も当然放射能は到達するのです！）
　これでは、福島の飯館村（福島第 1原発から 45㌔）で起こっ
た過酷な放射能汚染は想定外になってしまいます。
　質問で出された意見は安定ヨウ素剤の配布についてです。放
射性プルームがやってきたときに実際に対応できるのでしょう

か。たいした予算措置はいらないので、せめて県独自に配布体
制を組んだらどうだろうかと参加者の多くが思ったに違いあり
ません。
　このこと以外にも多数の疑問点があり、危機管理室には実効
性のある放射能事故に対する対応の窓口として今後ともしっか
りと努力を促していく必要があります。

• 本県は最も近い伊方発電所から 45Km 以上離れており、
原子力災害対策重点区域（原発から概ね 30Km 圏内）の
外に位置しています。

• 国が平成 24 年に行った放射性物質の拡散予測では伊方
発電所の南南西 21.9Km に留まる試算となっています。

• その他の近隣の原子力発電所は、佐賀県に玄海原子力発
電所（大分県から 100Km）、鹿児島県に川内原子力発電
所（大分県から 155Km）があります。

（2020 年 3 月大分県作成資料　「大分県の原子力防災」より）
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3 1 1 後 の 原 発 再 稼 働 の い ま
文責　森山賢太郎

　政府は福島事故後も原発を「ベースロード電源」と位置づ
けているものの、国民の原発不信で再稼働は進まず、2020 年
1 ～ 6月実績で６％。他方
、再生可能エネルギーは
23.1％であり 2030 年度目
標に達している。
　ところで日本国内にある
54 基の原発のうち、311
福島事故の後に再稼働した
のは西日本の９基のみ。
四国電力１基（伊方３号機
）、関西電力４基、
九州電力 4基である。その
全てで裁判による住民
のたたかいが続いている。

　

高裁で２度もダメは伊方原発３号機のみ

	 	伊方原発は１、２号機が廃炉となり、残る３号機は 2018 年
に高裁決定で１年近く停止。現在は 2020 年 1 月 17 日広島
高裁決定により、定期点検に入った状態で裁判所により停止
させられており、テロ対策遅れによる工事が３月 22日から始
まるので（異議審の結果がどうであれ）年末までは停止が続
きそう。裁判による停止期間としては最長記録を更新中であ
る。稼働率があまりにも悪いので、発電単価が 2010 年　6.2
円→ 2019 年　13.2 円と約 2 倍にもなっている。（愛媛新聞
2020.10.25）原発電気料金が安い、というのは全くの嘘であ
る。

関西電力、役員の巨額汚職金品授受事件が発覚

　大飯、高浜の両原発をとめた樋口英明裁判長の判決文の一
節「豊かな国土とそこに国民が根を下して生活していることが
国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の
喪失であると当裁判所は考えている」（大飯原発訴訟 2014.5）		
関西電力歴代会長社長らが汚職で６人引責辞任したことと樋口
元裁判長の言葉を並べると、まさに月とスッポンである。しか
し高浜町議会は 40 年超の高浜 1，2号機「老朽」原発の推進
を決議した。長い間の原発マネーの毒がまわった姿がある。福
井県知事は貯蔵プールが満杯に近づくのに、使用済み核燃料の
県外移出先が決まっていないとして今のところゴーサインを出
していない。

電事連会長に九州電力社長の異例人事

　玄海原発、川内原発の再稼働を推進してきたことを評価され
たからであろう、電気事業連合会（電事連）会長は池辺九電社
長（大分県出身）である。問題を抱えた東電と関西電力が会長
を出せないということで異例の人事である。	政府から見ると
再稼働に前向きに突き進み、MOX燃料を使うプルサーマル発
電でも先頭に立っている（玄海原発）ということで好都合でも
あるのだろう。鹿児島県の川内原発問題で三反園前知事に巧み
に対処してきた。

テロ対策遅れによる工事等で停止相次ぐ

　安倍前総理が「世界一厳しい基準」と豪語していたのに今頃
になって、米 2001.9.11 事件を想定してテロ対策を始めた。（
バックフィット対策）
　下図に示すように伊方 3号機はずっと停止中である。大飯
原発は定期点検中であるが、大阪地裁判決（2020.12．4）を
真摯に受け止めれば再稼働のハードルは上がったと言えよう。
　玄海と川内原発だけは順調に定期点検を行い、テロ対策工事
も進めている。しかし、昨年末に川内 1号機がテロ対策工事
を終え再稼働するまでは玄海 4号機のみ稼働中の時期があり、
全国で稼働中の原発はわずか 1基であった。それでも国民生
活に支障をきたしたという話は聞こえてこなかったのである。

東京新聞 2020.10.14

（愛媛新聞 2020.8.17）
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財政基盤の確立について　　　　　　　　　　　　　文責　池松　清

第 5回定期総会で、会の財政状況が逼迫していることが
議論の対象となり、1年かけて皆で話し合っていくことにな
りました。それを受けて、事務局会議及び運営委員会で財政
状況の改善について検討を重ねてきましたので、今までの議
論の概略をお知らせします。
また、皆様も検討してご意見をお寄せください。

・応援団員の拡大について
　　現在、新規加入者は 13 人・金額が 38,000 円に止まっ
ており、拡大に努める必要があります。

・原告の負担について
　当初一世帯につき 10,000 円の負担としていましたが
、そのうち一人につき 5,000 円が印紙代として裁判所に
納入され、残りの 5,000 円がニュースの発行などに使わ
れてきました。ニュースの発行回数が増えるにつれて、

5,000 円では資金の残りがなくなってきました。
　一方、原告で応援団会費として資金を寄せてくれた人
が相当数いること、また、原告のカンパが６７万円ほど
になっており、裁判遂行を原告として支えるという意思
が示されています。
このようなことから原告に適宜カンパのお願いするか、

または、一世帯につき毎年会費をお願いする案も考えら
れますが、規約の制約もあり原告に会費を一律に負担し
ていただくようにするのは問題が多いと考えます。
いずれにしても裁判を戦っていくには、何らかの形で

原告の方々に資金の面でも負担をお願いせざるを得ない
ので、次期総会に向け引き続き検討を重ねていくことと
しました。

　　　　編集部メモ

■ 『プラスチックの海』ドキュ
メンタリー映画を別府ブルー
バードで観た。知っている顔が
たくさんありました。毎年 800
万トンのプラゴミが捨てられ、
ほぼその全てが海に流れ出し、
漂っています。海鳥や魚たち、クジラがその破片を飲み込ん
でいきます。一羽の海鳥から 234 個のプラゴミが出てきた
ことも。
			そして、最終的には、私たち人間にも害を及ぼしていると
解説。便利さに安住し、地球のいのちを省みない人間の愚か
さを明示するとても貴重な映像である。

　原発に依存する私たちの「発展」はどこに行くのかを考え
る上で、このプラゴミ問題にも通底する「持続可能な社会」
という「思想」が問われていると痛感。
　印象に残ったのは、登場する研究者や実践家には女性が圧
倒的に多いということだ。
■『種は誰のもの』という映画
と講演会が開催されたが、用事
があって参加できなかったが、
数日後、観た。
　元農水大臣で弁護士の山田正
彦さんが、「種子法廃止」の危険
性を農家や研究者を訪ね歩いて声を聞き、説きまわり、裁判
にまで持ち込んでいく姿を追いかけるドキュメンタリーだ。
　敗戦後すぐに、国民の食と農業を守るために「主要農産物
種子法」が制定され、国内で営々と守り、改良されてきた農
産物の種子を各県段階で管理し農家に供給するというシステ
ムをつくり上げてきた。

　その日本の食と農にとって生命線とも言える「種子法」を自
民党政権は、わずか 10時間の審議で棄ててしまったのだ。い
わく「民間の力を使って、さらに良い種子開発とシステムを作
るため」。しかし、その実態はアメリカを中心とするグローバ
ル企業がすすめる除草剤と農薬を種子をセットにして世界の農
産物市場をコントロール、利益を吸い上げようとする戦略に迎
合するものでしかなかった。「このままでは日本の農業は根底
から壊される。日本人の食は危険極まりない状態になる」とい
うのが山田正彦さんの問題提起だ。
■『プレートテクトニクス』という話を聞いた。月に一度よれ
よれのおジイさん数名が集って、世を嘆く会がある。名付けて
「変竹林の会」（勝手に付けた）。
　この日は、元高校の理科の先生から　「プレートテクトニク
ス」の講義になった。
　要約すると、地球の表面は 1０枚くらいのプレートで作ら
れ、絶えずうごいている。日本列島は 4枚のプレートが衝突
している唯一の場所で、火山や地震が毎日どこかで起きている
原因だ。こんな日本に原発などを作ることなど地学界では非常
識の極みと思われている。
　「安心・安全」は全くのウソ。「安価」というのもすでに欺瞞
だと証明された。とまあ、こんなお話。ものすごくわかりやす
く面白い。地学ってすごいと思った。　　　　　　　（脇元）

編集後記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　編集後記を書けと言われたが、何も思い浮かばない。職
場にケガ人が出て、その分の仕事が増え、余裕がない。気
がつくと「歩こう、歩こう、私は元気！」という隣のトト
ロの歌を歌っている。疲れているのに、鼻歌が出るほど機
嫌がいいと思われる矛盾。　　　　　　　　　　　（藤田）


