企 画 名 ： 若狭の原発の避難計画徹底検証
団 体 名 ： 避難計画を案ずる関西連絡会

1．報告要旨
2017 年度の取り組みは、2017 年 5・6 月の高浜原発 3・4 号再稼働反対の取り組み、夏からの大飯 3・4 号
の再稼働反対の取り組みが中心でした。そして 2018 年 1 月からは使用済核燃料の中間貯蔵施設に反対する
活動が加わりました。
高浜原発の再稼働については、高浜 1・2 号の老朽原発延命工事用のクレーンが倒壊するという事故が発生
し（2017 年 1 月）
、クレーン倒壊範囲内に高浜 3・4 号の事故時の対処設備（電源車等）が配置されている
危険性を明らかにし、自治体申入れで伝えていきました。京都府の 30km 圏内地域協議会では関電の安全管
理のずさんさが問題になり、再稼働中止要求には至りませんでしたが、自治体から関電に厳しい意見が出さ
れました。
夏以降は、大飯原発 3・4 号の再稼働に反対する活動が中心となりました。30km 圏内の滋賀県高島市（今津・
朽木地区）、京都府綾部市（中上林・奥上林地区）で戸別訪問を実施し、直接住民の皆さんと話をし、思い
を聞きながら再稼働反対を伝えました。
秋には、戸別訪問で具体的に明らかになった問題を含めて、再稼働反対のカラーリーフ［※1］を 1 万部発
行しました（関電の事故時の被ばく予測の過小評価の問題、高浜・大飯原発の同時発災の避難計画がないこ
と、避難経路の重複、過疎と高齢化により避難が一層困難なこと等）。カラーリーフはほぼ完売し、戸別訪
問で配布したり、広く市民に問題点を知ってもらうことに役立ちました。
新たに火山灰問題が浮上しました。高浜・大飯両原発は、10cm の火山灰層厚評価で国の審査に合格してい
ました。しかし 26cm の火山灰露頭が確認されるなどして、3 月 28 日の原子力規制委員会で委員は、これま
での審査は過小評価で、審査をやり直す必要性について言及しました。本来なら、審査結果を覆す事実が確
認されたのですから、運転許可は取り消されなければなりません。しかし、再稼働は進めながら議論してい
くという姿勢です。原発の運転を止めて審査をやり直すよう、国や自治体に求めています［※2］
［※3］
。
さらに、2018 年 1 月以降は、使用済核燃料の中間貯蔵施設に反対する活動に取り組み始めました。大飯原
発再稼働の条件として、福井県知事が県外で「中間貯蔵施設」の候補地示すよう求め、関電は 2018 年中に
計画地点を示すと約束したためです。学習会や自治体アンケート等を実施し、和歌山県白浜町（旧日置川町）
が候補地とならないよう、和歌山の皆さんと連携して取り組みを始めています。白浜町長に反対を表明する
。4 月中旬に白浜町長
よう求めた要望書には、約 2 週間で全国から 200 団体の賛同が寄せられました［※4］
に提出に行きます。

2．成果物
1. 「3/31 安定ヨウ素剤事前配布を求める政府交渉の確認点［全体版］」（2017.4.5）
2. 高浜 3・4 号の再稼働反対表明を滋賀県へ申し入れ（2017.4.13）
滋賀県知事回答文書「高浜３・４号は再稼働を容認する環境にはない」
「福井・高浜原発 3、4 号機の再稼働反対を要請 県に市民グループ」
『毎日新聞 滋賀版』
（2017.4.14）
「高浜原発再稼働に反対、県に申し入れ」『朝日新聞 滋賀版』
（20174.14）
「
『高浜再稼働反対』三日月知事に要請 市民団体など」
『京都新聞 滋賀版』
（2017.4.14）
「高浜原発再稼働反対を 関西連絡会県に要請書」
『中日新聞 滋賀版』
（2017.4.14）

3. 高浜 3・4 号の再稼働反対表明を京都府へ申し入れ（2017.4.13）
「高浜再稼働反対 知事に表明要望 市民団体など 11 人」
『毎日新聞』
（2017.4.14）
4. 高浜 3・4 号の再稼働反対表明を舞鶴市へ申し入れ（2017.5.2）
「高浜原発再稼働 舞鶴市は反対を 市民団体が要望書」『京都新聞』
（2017.5.2）
5. 高浜 3・4 号の再稼働反対表明を京田辺市（宮津市の避難先）へ申し入れ（2017.5.9）
「京田辺市長らに反対表明を要望 高浜再稼働を巡り市民ら」『京都新聞』
（2017.5.10）
6. 「原発なしで暮らしたい宮津の会」による宮津市への申し入れに参加（2017.5.11）
「再稼働反対表明 宮津市に求める 市民ら、高浜原発巡り」『朝日新聞 京都版』（2017.5.12）
7. 再稼働等の緊急アンケート結果公表（京都府庁記者クラブ）
（2017.5.15）
8. 抗議声明「高浜原発４号機の原子炉起動を糾弾する 関西電力は高浜原発の再稼働を即刻中止せよ」
（2017.5.17）
「高浜原発再稼働『安全に不安』住民抗議 『代替ない』容認の声も」『神戸新聞』（2017.5.18）
9. 抗議声明「大飯原発３・４号機の審査書確定・設置変更許可に強く抗議する」（2017.5.24）
10. 高浜 3・4 号の再稼働反対表明、適切なヨウ素剤配布などを米原市へ申し入れ（2017.5.25）
米原市長の回答（2017.6.1）
11. 高浜 3・4 号の再稼働反対表明などを舞鶴市へ申し入れ（2017.6.5）
「市民団体がクレーン倒壊事故の住民説明会開催求める」『朝日新聞 丹後・丹波版』
（2017.6.6）
「高浜原発停止求め要請書 市民団体が舞鶴市長に」『京都新聞』
（2017.6.6）
12. 抗議声明「高浜原発 3 号機の原子炉起動を糾弾する 関西電力は高浜原発 3・4 号機の再稼働を即刻中止
せよ 地震でクレーンが倒壊する範囲に電源車等を配置するのは基準違反」
（2017.6.6）
13. 安定ヨウ素剤の事前配布等を大津市へ申入れ（2017.6.22）
「県に市民団体が『説明会要求を』高浜クレーン事故」
『毎日新聞』（2017.6.23）
14. おおい町、同町議会へ大飯原発再稼働反対の申し入れ（2017.8.17）
「大飯 3、4 号の再稼働反対要請」
『福井新聞』
（2017.8.18）
「大飯再稼働反対 町などに要請書」
『中日新聞 福井版』（2017.8.18）
「大飯再稼働反対を 脱原発団体が町に要請書」
『毎日新聞 福井版』
（2017.8.19）
15. 大飯再稼働反対のカラーリーフ「福島原発事故の悲劇を繰り返さないために大飯原発 3・4 号の再稼働に
反対しよう」1 万部ほぼ完売（2017.10.24）
16. 滋賀県に申し入れ「大飯原発再稼働に反対し、行動してください」
（2017.11.1）
滋賀県知事の回答（2017.11.10）
「大飯 3・4 号機再稼働に反対を 県に市民団体申し入れ」『朝日新聞 滋賀版』（2017.11.2）
17. 住民説明会の持ち方について滋賀県に申し入れ（2017.11.22）
滋賀県の回答（2017.11.27）
「
『避難対象全住民に説明の場を』大飯原発再稼働反対団体」
『京都新聞』
（2017.11.22）
18. 使用済核燃料の「中間貯蔵」は受け入れないように京都府へ申し入れ（2017.11.27）
「中間貯蔵施設、受け入れぬ方針再表明 京都府」
『京都新聞』（2017.11.28）
19. 声明文「福井県知事の大飯原発 3・4 号の再稼働同意表明に抗議する 同意権を独占し、福井県民と被害
地元関西の声を無視」（2017.11.27）
20. 福井と関西が危ない 大飯原発 3・4 号の再稼働を止めよう！関西・福井の交流集会（2017.12.16）
「
『止めよう大飯再稼働』関西と福井、脱原発で市民交流」『毎日新聞 滋賀版』（2017.12.17）
21. 滋賀県へ大飯原発再稼働反対と住民説明会の再度の開催申し入れ（2018.1.16）
「大飯原発再稼働中止を県に要望」
『毎日新聞 滋賀版』
（2018.1.17）
Page 2 of 3

22. 和歌山県田辺市の中間貯蔵反対学習会に講師派遣（2018.1.20）
「
『和歌山に造るべきでない』 核燃料中間貯蔵施設で学習会」『紀伊民報』
（2018.1.21）
23. 福井・関西の 14 団体として中間貯蔵問題でむつ市長への要望書（2018.1.22）
「無条件受け入れ むつ市は拒否を 使用済み核燃料巡り関西などの団体要請」
『デーリー東北』
（2018.1.23）
「関電使用済み核燃料『むつ市搬入』に抗議 福井、関西の団体」『東奥日報』（2018.1.23）
24. 大飯原発 3・4 号運転差止仮処分裁判第一回審尋［大阪地裁］
（2018.2.7）
「大飯原発仮処分 双方の意見聞く」
『NHK 関西』
（2018.2.7）
25. 中間貯蔵施設についてのアンケート兵庫県日本海側 3 市町結果公表「3 市町全てが『受け入れるつもり
はない』と回答」（2018.2.13）
26. 綾部市に大飯原発 3・4 号の再稼働反対表明等を申し入れ（2018.3.1）
「大飯再稼働反対 綾部市に求める 市民団体が要望書」『京都新聞』
（2018.3.2）
27. 舞鶴市に大飯原発 3・4 号の再稼働反対表明、住民説明会開催を申し入れ（2018.3.8）
「大飯再稼働『舞鶴市は反対を』市民団体 説明会開催も要望」
『毎日新聞』（2018.3.8）
28. 中間貯蔵施設についてのアンケート瀬戸内海沿岸の大阪・兵庫の 27 市町の結果公表「
『受け入れるつも
りはない』が最多で 12 市町村」
（2018.3.12）
29. 抗議声明「大飯原発 3 号機の原子炉起動に断固抗議する！」
（2018.3.14）
30. 中間貯蔵反対の白浜町長宛要望書の賛同締め切り。約 2 週間で、全国から 200 の賛同団体が集まる
（2018.3.31）
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