
 

 

 

企 画 名 ： 若狭の老朽原発再稼働反対＆核のゴミの発生を止める 

団 体 名 ： 避難計画を案ずる関西連絡会 

 

1．報告要旨 

2020年度の取り組みを紹介します。国内初の 40年超え老朽原発（美浜 3号、高浜 1・2号）再稼働の動きが強ま

り、福井の皆さんと連携を強めながら活動してきました。 

⚫ 春には、福島原発事故の汚染水海洋放出に反対し、全国の運動と連携しながら、関西でも漁連・漁協（約 100

か所）にアンケートや資料を送付し反対を訴えた。資料を作成し、市民にもパブコメも呼び掛けた。 

⚫ 8月に福井県が実施した「感染症対策を実施した避難訓練」を視察し、バスや避難所スペースが通常の倍以上

必要となること等を基に、避難と感染症対策とは両立しないことを報告にまとめ、原発の再稼働に反対するよう

自治体申入れを行ってきた。「コロナ禍では原発をとめておけ！」仮処分裁判では、報告が証拠として提出さ

れ、裁判の支援にもなった。 

⚫ 避難先自治体申入れでは、10月 12日の兵庫県伊丹市申入れがきっかけとなり、直後に伊丹市参事などが避

難元のおおい町を訪問し、コロナ禍の避難について情報共有するなど、初めての状況も生まれた。 

⚫ 老朽原発の再稼働反対の取り組みでは、福井の皆さんと共に、11月には、美浜町全域約 3,300戸にチラシを

配布し、戸別訪問（のべ 6日間）。原発立地のおおい町に避難すること等、ほとんど知らされていなかった。戸

別訪問で聴いた町の皆さんの声も添えて、美浜町に申入れにも行った。 

⚫ 12月 4日の大阪地裁の画期的判決（大飯原発 3・4号の設置変更許可取り消し）は、老朽原発再稼働反対の

大きな柱となった。老朽原発でも基準地震動は過小評価であるため再稼働は認められないと、福井県、福井県

議会、京都府、滋賀県等に原告団と共に申入れを行ってきた。福井県は初めて県民説明会を開くことになり、

再稼働に反対する発言が圧倒的だった。 

⚫ 2月には、美浜原発事故時の避難計画を批判したカラーリーフを作成し、福井・関西を中心に宣伝。「あまりに

ずさんで住民の安全は守れない」 

⚫ また 2月には、避難先自治体に「コロナ禍で避難所は足りているか？」等のアンケートを実施（老朽原発事故

時の避難先である 135市町村へ。回答率は 9割以上）。アンケート結果では、「避難所は足りない」が多く、「そ

の他」との回答でも「事故後に調整する」等で、実質的には圧倒的に足りない状況が明らかになった。この結果

を基に、避難計画には実効性がないため、再稼働反対を訴え、自治体申入れを続けた。しかし、福井県等は

「事故後に調整する」と答え、住民の安全を蔑ろにしている。 

⚫ 老朽原発再稼働の動きが加速した 2月以降は、避難計画の問題を中心に、福井県や県議会議員、関西自治

体への申入れ、住民に伝える活動を福井の皆さんと協力して行ってきた。自治体・議会申入れは年 17回。 

⚫ 原発事故避難者の損害賠償を求める裁判、名古屋地裁での 40年原発廃炉訴訟、火山バックフィット訴訟の傍

聴、関電の原発マネー不正還流事件では、関電を起訴するよう求める検察庁前行動にも欠かさず参加。 

 

2．成果物 

1. 京都府議会議員への事前了解権に関するアンケートまとめ、京都府議会議員に結果を送付（2020.4.22） 

京都新聞「原発再稼働事前了解『30km 圏内自治体も必要』回答多く」（2020.4.30） 

2. 滋賀県議会議員への事前了解権に関するアンケートまとめ、滋賀県議会議員に結果を送付（2020.4.22） 

http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/kunren_rep_syosai20200827.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/flyer_mihama20201101.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/leaf_mihama202103.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/leaf_mihama202103.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/q_result202103.htm
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/kyoto_questionnaire20200422.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/siga_questionnaire20200422.pdf
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3. チラシ「高浜 3号再稼働延期、4号を直ちに停止し、調査をやり直せ」（2020.4.23） 

4. 要望書「新型コロナウイルス感染拡大防止のために、原発での全ての工事中止と、原発運転停止を求

める」を関西電力に福井県と関西 6団体で提出（2020.4.28） 

毎日新聞「福井の各原発『コロナ終息まで安全対策工事中止を』反原発団体、関電に要望」（2020.4.28） 

中日新聞「コロナ終息まで運転停止を 市民団体 原発巡り関電に要望」（2020.4.29） 

福井新聞「反原発 6団体が工事停止求める 関電へ」（2020.4.29） 

朝日新聞大阪版「原発工事の中止 市民団体が要求『感染リスク高い』」（2020.4.29） 

5. 213団体による「六ヶ所再処理工場の審査を進めないことを求める要望書」に賛同（2020.5.12） 

6. パブコメ呼びかけ「福島第一原発のトリチウム汚染水の海洋放出に反対しよう」（2020.5.26） 

7. 関電株主総会に参加し、社長の解任等を求める（2020.6.25） 

朝日新聞「『傲慢だ』『社長を解任して』関電の株主総会で批判続々」（2020.6.25） 

8. 関電が和歌山県日置川原発立地事務所をついに閉鎖。避難関西も協力してきた日置川での中間貯蔵反

対の取り組みにも関係し、喜びはひとしお。リンク先は「核のゴミはいらん日置川の会」（2020.6.30） 

9. 京都府へ申入れ「京都府UPZ住民は『避難の必要なし』とのシミュレーションは撤回を！」（2020.7.10） 

京都新聞「高浜・大飯原発の放射性物質拡散予測 市民団体、府に撤回求める」（2020.7.11） 

10. パブコメ呼びかけに応えパブコメ提出「伊方原発 使用済燃料の乾式貯蔵反対！」（2020.7.15） 

11. 福井県原子力防災訓練（コロナ対策の避難訓練）視察（2020.8.27） 

【速報版報告】（2020.9.3） 

【詳報】「感染症対策と原発事故時の避難は両立しない 避難の問題点が一層浮き彫りに」（2020.9.10） 

12. 滋賀県へ申入れ「感染症対策と原発事故時の避難、老朽原発の再稼働等に関する質問・要望書」（2020.9.1） 

【報告】【滋賀県による回答】 

京都新聞「『感染対策と原発事故避難の両立は困難』再稼働反対を求める要望書、市民団体が滋賀県に

提出」（2020.9.1） 

中日新聞「原発事故避難とコロナ対策両立できない 市民団体が県に再稼働反対要望」（2020.9.6） 

13. 「新型コロナウイルス猛威を理由とする原発差止仮処分申し立て」に福井県原子力防災訓練視察報告

書が証拠として提出される（2020.9.14） 

14. 福井・関西・首都圏の 5団体による抗議・要請書「大飯原発 3号の配管亀裂についての抗議・要請書 

亀裂の入った配管のままでの運転再開は認められない １サイクル（13ヶ月）運転後には、配管は技術

基準を満たさない」（2020.9.16） 

15. 要望書「高浜原発３号機の蒸気発生器細管損傷事故に関する要望書」（2020.9.25） 

16. 福井・関西・首都圏の 5団体による緊急要請書「大飯原発３号機の配管亀裂：亀裂の入った配管のま

までの運転再開を認めないこと」（2020.10.1） 

17. 伊丹市（おおい町の避難先）へ申入れ「感染症対策と原発事故時の避難者受け入れに関する質問・要

望書」（2020.10.12）【報告】（コロナ仮処分裁判書証） 

この申入れに応えて、伊丹市の参事等がおおい町を訪問し、避難問題について情報共有。避難元が避

難先を訪問するのは初めてのこと。（2020.10.19） 

18. 京都府へ申入れ「感染症対策と原発事故時の避難、老朽原発の再稼働等に関する質問・要望書」（2020.10.13） 

【報告】 

京都新聞「コロナ禍 事故発生時避難困難 原発稼働停止 府に要望書」（2020.10.14） 

19. 抗議声明「高浜原発３号機の蒸気発生器細管損傷事故に関する抗議声明」（2020.10.15） 

http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/takahama_sg20200423.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/kepco_yobo20200428.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/kepco_yobo20200428.pdf
https://mainichi.jp/articles/20200428/k00/00m/040/182000c
http://www.jca.apc.org/mihama/reprocess/sando20200512.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/reprocess/sando20200512.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/reprocess/nsr_yobo20200512.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/fukushima/osensui_pubcome20200526.pdf
https://www.asahi.com/articles/ASN6T55L0N6TPLFA00M.html
http://www.jca.apc.org/mihama/nuclear_waste/hikigawa20200701.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/kyoto_pref_rep20200710.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/nuclear_waste/ikata_pubcome20200715.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/kunren_rep20200827.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/kunren_rep_syosai20200827.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/siga_pref_q_yobo20200901.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/siga_pref_rep20200901.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/siga_pref_answer20200903.pdf
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/351353
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/351353
https://www.chunichi.co.jp/article/116174
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/20-9-26/
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/nsr_yosei20200916.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/nsr_yosei20200916.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/nsr_yosei20200916.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/nsr_yobo20200925.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/nsr_yosei20201001.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/nsr_yosei20201001.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/itami_q_yobo20201012.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/itami_q_yobo20201012.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/itami_rep20201012.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/kyoto_pref_q_yobo20201013.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/kyoto_pref_rep20201013.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/statement20201015.pdf
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20. おおい町へ申入れ「コロナ禍の避難計画は不十分」（2020.10.22）【報告】 

毎日新聞福井版「原発事故時避難所『密』に コロナ禍の再稼働反対 市民団体などおおい町に申入

れ」（2020.10.23） 

福井新聞「コロナ禍での対応 反原発 2団体要望 おおい町に」（2020.10.23） 

21. 美浜町全世帯 3,374戸へチラシ配布・戸別訪問（2020.11.1～10）【町の皆さんの声】 

福井・関西 3団体のチラシ「再稼働の判断は、慎重にも慎重を期してください」 

22. 川西市（おおい町の避難先）へ申入れ「コロナ禍での原発事故の避難者受け入れ等に関する質問・要

望書」（2020.11.13）【報告】 

23. 抗議声明「高浜原発４号、再度の蒸気発生器細管損傷事故に対する抗議声明」（2020.11.24） 

24. 美浜町へ申入れ「老朽原発美浜３号の再稼働に同意しないよう求めて」（2020.11.26）【報告】 

毎日新聞福井版「美浜原発再稼働不同意を 住民ら『町の避難計画に難』」（2020.11.27） 

中日新聞「美浜 3号機再稼働 反対団体が要望書 町長に提出」（2020.11.27） 

25. 全国 10団体とともにオンラインで原発の広域避難計画に関する院内集会＆政府交渉主催（202012.1） 

東京新聞「コロナ禍で原発事故 内閣府ガイドライン『新版』災害時の制約無視」（2020.12.13） 

26. 大阪地裁にて、長年支援してきた大飯原発 3・4号行政訴訟の原告勝訴【報告】（2020.12.4） 

福井新聞号外「大飯 設置許可取り消し 3、4号 大阪地裁判決 原発新基準での初の判断」（2020.12.4） 

毎日新聞「大飯原発許可取り消し 耐震 国審査に誤り 大阪地裁判決『基準』算定法批判」（202012.5） 

大阪日日新聞「大飯原発設置許可取り消し こみ上げる涙、喜び実感 原告住民 積年の思い結実」（202012.5） 

27. 福井県在住の原告 2人とともに美浜町議会議長に申入れ「判決を尊重し、老朽原発美浜 3号の再稼働

に同意しないよう求めます」（2020.12.8） 

福井新聞「美浜3号再稼働 認めぬよう要望 大飯訴訟原告、町会に」（2020.12.9） 

28. 兵庫県・関西広域連合防災担当へ申入れ「感染症対策と原発事故時の避難、老朽原発の再稼働等に関

する質問・要望書」【報告】（2020.12.14） 

29. 舞鶴市へ申入れ「大飯原発設置許可取り消し判決を受けて」【報告】（202012.14） 

京都新聞「高浜原発再稼働反対を 大飯訴訟原告ら舞鶴市に要望書」（2020.12.15） 

毎日新聞京都版「美浜・高浜再稼働 ２団体が中止申し入れ要望 舞鶴市長に」（2020.12.24） 

30. 滋賀県へ申入れ「大阪地裁判決を尊重し、老朽原発美浜 3号、高浜 1・2号の再稼働反対等を求めて」

【報告】（2020.12.16） 

京都新聞「原発の耐震評価やり直し求めるよう要望書提出 市民団体が滋賀県に」（2020.12.16） 

中日新聞「原発再稼働反対、関電に表明を 美浜３号機など、市民団体が県に要望」（2020.12.17） 

31. 福井県へ申入れ「12・4大阪地裁判決を踏まえた福井県への要望書」（2020.12.16） 

福井新聞「40年超再稼働不同意を 大飯訴訟原告ら 県などに要望」（2020.12.17） 

毎日新聞福井版「耐震性見直し必要 裁判の会 県に要望書提出」（2020.12.17） 

32. 長浜市（美浜原発から 30km圏）へ申入れ「大阪地裁の判決を尊重し、老朽原発の再稼働反対等を求め

て」【報告】（2020.12.17） 

33. 規制庁交渉＆院内集会「12・4大阪地裁判決を踏まえた原子力規制委員会への要請書」【報告】（2020.12.22） 

34. 要望書「大飯原発3号機の1次系配管亀裂に関する関電の他の原発の配管検査等についての要望書」（2021.1.6） 

35. 原発バックフィット・停止義務づけ訴訟第 1回法廷と記者会見に出席（2021.1.27） 

福井新聞「高浜原発停止訴訟 原告『地震が不安』名古屋地裁で初弁論」（2021.1.28） 

36. 原子力規制庁による「原子力発電所の審査に関する説明会」（福井県主催）にて資料配布依頼（2021.2.9） 

福井新聞「大飯原発訴訟県民説明会 地震計算式に疑問続出 規制庁『審査は妥当』」（2021.2.10） 

http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/ooi_rep20201022.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/mihama_koe20201125.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/flyer_mihama20201101.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/kawanishi_q_yobo20201113.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/kawanishi_q_yobo20201113.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/kawanishi_rep20201113.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/statement20201124.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/mihama_rep20201126.pdf
http://kiseikanshi.main.jp/2020/12/01/12222222/
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/gyouso_rep20201204.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/mihama_gikai_yosei20201208.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/mihama_gikai_yosei20201208.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/hyogo_pref_req20201214.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/hyogo_pref_req20201214.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/bousai/hyogo_pref_rep20201214.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/maizuru_rep20201214.pdf
https://mainichi.jp/articles/20201224/ddl/k26/040/308000c
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/siga_pref_rep20201216.pdf
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/446612
https://www.chunichi.co.jp/article/171692?rct=shiga
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/fukui_pref_yobo20201216.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/fukui_pref_yobo20201216.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/nagahama_rep20201217.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/nsr_yosei20201215.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/nsr_yosei20201215.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/nsr_nego20201222.pdf
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/nsr_yobo20210106.pdf
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37. 福井県知事へ要望書「関電・国の一方的で現実味もない提案で再稼働同意の議論を進めることに抗議

する」、福井県議会へ陳情書「美浜原発 3号、高浜原発 1・2号の再稼働同意のための議論を 2月県議

会で行わないことを求める陳情書」【報告】（2020.2.15） 

福井新聞「再稼働の地元合意 慎重判断申し入れ 反原発団体が県、県会に」（2021.2.16） 

毎日新聞福井版「慎重な判断を県に申し入れ 反原発団体」（2021.2.16） 

38. 高浜 4号蒸気発生器細管損傷事故解説記事「細管損傷の原因も究明せず、運転再開するな」（2021.2.23） 

39. カラーリーフレット「40年超えの老朽原発 美浜 3号の再稼働を止めよう」【内容紹介】（2021.2.25） 

40. 敦賀市での原発 3基に関する福井県民向け説明会（経産省主催）で資料配布依頼（2021.3.4） 

41. 福島事故 10年にあたり、京都・滋賀・大阪・兵庫の集会・デモに参加（2021.3.6～7） 

42. 原発事故時の避難先アンケート結果公開（2021.3.7） 

43. 福井県知事、福井県議会へ要請書「原発事故時 感染症対策を実施すれば避難所は足りず、住民の安全は

守れません 避難先アンケート結果に基づく要請書」（2021.3.9） 

福井新聞「40年超原発避難計画で 3団体 コロナ下『実効性ない』県などに再稼働不同意を要請」（2021.3.10） 

中日新聞「原発事故避難先自治体アンケート 美浜35％、高浜56％『不足』 市民団体、再稼働反対要請」（2021.3.10） 

44. 滋賀県へ要請「避難先アンケート結果に基づく要請書 老朽原発美浜 3号の再稼働に反対を表明するよ

う求めます」【報告】（2021.3.15） 【滋賀県から文書回答】（2021.3.30） 

京都新聞「原発事故避難計画 コロナ対策不十分 県に市民団体が改善要請」（2021.3.16） 

45. 関電株主代表訴訟第 1回法廷、原告として支援（2021.3.16） 

福井新聞「関電社長ら争う姿勢 金品受領問題、株主代表訴訟 69億円請求 大阪地裁で初弁論」（2021.3.17） 

46. 京都府へ要請「避難先アンケート結果に基づく要請書 老朽原発高浜 1・2 号の再稼働に反対を表明す

るよう求めます」【報告】（2021.3.16） 

京都新聞「市民団体『コロナ下で避難所確保困難』高浜再稼働反対 府に要請書」（2021.3.17） 

47. 老朽原発再稼働について福井県民説明会（敦賀市） 福井と避難関西の 3団体チラシ配布（2021.3.21） 

48. 高浜原発事故時の京都府民避難先 38市町のアンケート結果が紹介される 

毎日新聞舞鶴版「28市町アンケ 51％『避難所足りぬ』高浜原発コロナ禍の事故想定」（2021.3.27） 
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