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命の事だから諦める訳にはいきません 

玄海原発を止めよう！～私たちにできること 

    ２０１７年７月７日 

玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会 
永野 浩二 

１．民意無視の「知事同意」 
２．命を守れない避難計画 
３．仮処分不当決定 
４．一人ずつ、みんなのチカラで 





もし福島の事故が玄海で起こっていたら 
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もし福島の事故が玄海で起こっていたら 
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フランス放射線防護・
原子力安全研究所
（IRSN）が、フランス気
象局提供の観測を使
用して、2011年3月12
日から20日までの期
間の放射性物質の大
気拡散状況をシミュ
レーションしたもの。 
元画像にある日本列
島（左）の福島第一原
発の位置に、右の日
本地図上にある玄海
原発を重ねあわせた。 
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■民意無視の佐賀県知事「同意」 

1月18日 規制委員会審査書決定に抗議 

山口祥義・佐賀県知事 

「安全性の確認と県民の理解が得られたら 
 再稼働やむを得ない」 



猛スピードで進められた再稼働「プロセス」 
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●広く意見を聴く委員会(県民から30名） 3回 
●原子力安全専門部会(7名の専門家）  6回 
●佐賀県議会原子力特別委員会（2/8･9、3/9） 
●玄海町議会へ国と九電からの説明(2/9･24） 
●県主催 県民説明会 (2/21～3/3佐賀5、長崎5、福岡1） 
●県知事・全20市町首長会議（GM21）（3/18） 
●九電の戸別訪問（玄海・唐津8500戸／県内全区長2400人）（2月） 
     玄海町議会同意（2月24日） 

玄海町長同意（3月7日） 
原子力防災大臣・知事面談（4月9日） 
佐賀県議会同意（4月13日） 
九電社長・知事面談（4月19日） 
経産大臣・知事面談（4月22日） 

佐賀県知事同意（4月24日） 



2015年4月15日
記者会見 

●11/9 玄海審査書案了承に際して 

①「住民が安心するかどうかは審査とは別問題」 
②「住民がどう判断するか、我々は関知しない」 
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●安全性は確認されたか？ 



九州電力が設定している玄海原発の基準地震動

（想定される最大の揺れ）は620ガル。 

熊本地震の最大の揺れは1580ガル。 

柏崎刈羽原発は1６９９ガルの揺れに見舞われ
た。 

●地震動の過小評価 

九州電力「玄海原発では熊本地震で観測された大きな揺
れが2回続けて発生する可能性は極めて低い」 
国「大きめに想定している」（＝二度の地震は審査せず） 9 



●水鉄砲で気体を打ち落とす！？ 
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☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ 
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「水素爆発しない」「水蒸気爆発しない」 
「格納容器は壊れない」「熊本地震なみの地震は
おきない」「ポンプや電源車がスムーズに到着」
etc… という甘々の条件！ 

＜九電の戸別訪問パンフレットより＞ 
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佐
賀
県
原
子
力
安
全
専
門
部
会 

部
会
長 2012年3月14日朝日新聞 

「経済やエネルギー
確保の面での大き
なリスクを避けるに
は、安全上のリスク
を含むものでも使う
必要がある。経済性
とのかねあいもどこ
かで考えないといけ
ません。」 

工藤和彦 
九州大学名誉教授 
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九電と国から長々と 
一方的な説明ばかり。 

住民の質問は 

1人1分1問 

■不安・不信噴出の 
  住民説明会 

しかし、質問・意見は 

すべて反対・疑問 



住民「"よろしくお願い"されたくありません！」 
「福島の教訓と何回も言ったが、何も踏まえていな
いではないか！ 軽々しく言うな」 
「福島原発事故は終わっていないじゃないか」 
「再稼働ありきだ。おごりだ」 
「命のことを考えてください。地震があるたびに不安
です。佐賀は水もきれいだし空もきれい。おいしい食
べ物もいっぱいある。もっと人間のことを思ってくださ
い。人間に返ってください！」 

15 

国「福島の教訓を踏まえて世界最高水準の基準をつくった」 
九電「絶対事故は起こしてはならないという気持ちで安全対
策をしっかりしていく。ご理解をよろしくお願いしたい」 
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この国は 

 2011.3.11～今日もなお・・・ 

原子力緊急事態宣言発令中！ 
原子力災害対策特別措置法第１５条１項２号の規定に該当 

（福島第一原発） 

↓ 

東京電力福島第一原発事故は 
終わっていません 

 
電話して聞いてみてください！ 
原子力規制庁（03-3581-3352） 
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水力 

火力 

原子力 



原発はウラン採掘から廃炉作業まで 
被ばく犠牲なしでは動かない電気 

定期検査中の放射能の充満する敦賀原発内部（写真：樋口健二さん） 

原発は「経済の問題」でも 
「エネルギー」の問題でもない。 

「命」の問題。 
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原発30キロ圏にすっぽり入る伊万里市 
市長「犠牲になるのはいつも市民だ」 

再稼働反対明言（2016年7月） 
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30キロ圏8市町のうち4市長と3議会が反対 
26万人中、4市10.5万人が住むエリア 



松本茂幸 
神崎市長 

塚部 芳和 
伊万里市長 

谷口太一郎 
嬉野市長 

佐賀県 再稼働反対表明 



長崎県 
黒田成彦  
平戸市長 

友広郁洋 
松浦市長 

白川博一  
壱岐市長 

再稼働反対表明 



4/7 
松浦市議会 

3/23 
平戸市議会 

4/24 
壱岐市議会 

再稼働反対決議 

「説明会で住民から
懸念、疑問の声が
相次いだ」 

長崎県 

http://www.asahi.com/articles/photo/AS20170407002607.html
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     ＜小括＞ 
●安全性の確認は 
    されていない 
●住民は理解していない 
●住民の総意として 
  首長・議会が反対 



3月7日 岸本英雄 玄海町長同意 



●佐賀県議会容認へ 
県民説明会で「県民理解」がまったく得られず 
→「県民理解」を「何よりも県議会の意見」とすり替え 

4/11 知事、佐賀県議会臨時招集（異例） 
4/13 容認決議 

「再稼働やむなしという県民理解  
 は進んでいると考える」 

⇒ 知事 
「議会制民主主義」 
「重く受け止める」 



4月11～13日臨時佐賀県議会 

連日の要請行動 



「私達は佐賀県民ですか？」 
知事へ1～4月まで８回の要請質問に返事ゼロ 

2月27日 
4月3日 
4月6日 

4月20日 
4月10日 



佐賀県外からも 
子育てママ達も、介護労働者も 
毎日、そぞれの立場から 
続々、佐賀県庁へ．．． 
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説明会前 
市民による学習会 

（5か所） 

2/16 唐津市 

2/25 佐賀市 

2/20 武雄市 



4月22日 
経産大臣・知事面談 

4月19日  
知事・九電社長面談 
原発門前抗議  
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4月２４日 山口祥義佐賀県知事 

再稼働同意 
・真摯に愚直にまっすぐに向
き合ってきた。 

・熟慮に熟慮を重ねた結果、
再稼働はやむを得ない。 

・何よりも県議会の容認決議
が極めて重い。 

・自分の皮膚感覚で「県民の
理解を得た」と判断。 

今そこに原発がある。 
安全管理のためにも再稼働。 
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・プロセスを大事に、一つ一つ
丁寧に進めた。 

・県として安全性が確保されて
いると確認。 

・九電がウソをつかないことを
確認。 

・原発は国がしっかりと責任を
果たすことを確認。 

・県民の安全に寄り添ってしっ
かりとやっていきたい。 

県民へのウソばかり！ 
命のことに「やむを得ない」とは！ 



4月24日 会見後 知事室前へ抗議 

私たちは知事にも県議会にも 
「命の白紙委任状」を出していません！ 
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■命を守れない避難計画 

●被ばく前提の避難計画・避難訓練 
●安定ヨウ素剤事前配布 
●離島住民の避難 

◆峰達郎 唐津市長 

「避難受入れをしていただく自治体は、どのように
やったらいいのかはっきりできていないということ
もあった。今後連携するという意志を確認した。計

画の合理性はとれているが、実働の体制ができ
ていない」 （4月6日、唐津市議会玄海原発特別委員会） 

※唐津市＝30キロ圏人口のうち約半数を抱える最大の自治体 



 

■避難先はぎゅうぎゅう詰め・過密状態 

固定イスのホールも避難所に指定 

太良町 



■放射能が来てから“実測値”で避難 
   基準は平時の・・・１００００倍！ 
 

５キロ圏内 「予防的」避難 
５～30キロ圏内 
 まず屋内退避。実測値で．．． 

  ◆500マイクロシーベルト/時 
    数時間を目途に区域を特定し避難指示 
    （移動困難な人は屋内退避） 

  ◆20マイクロシーベルト/時 
    一日をめどに区域を特定し、一週間以内に避難。 
    さらに1日、屋内退避でガマンすることに！ 

実測値による避難＝被ばく計画！ 
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大地震に 
原発事故が重なれば 
外は放射能・・ 

☢ 

☢ ☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ ☢ 
☢ 

☢ 

☢ 
☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ 

☢ ☢ ☢ 
☢ ☢ 

☢ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkqTKvazMAhVIVZQKHSXgBI0QjRwIBw&url=http://mainichi.jp/graphs/20160422/hpj/00m/040/002000g/5&psig=AFQjCNEuhzC58QC-RmACa7NRCyYkh13gsg&ust=1461766076222809
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■10/10避難訓練監視行動 



●車両がOKなら乗員もOK？乗員は代表検査でOK？ 

★国の基準「120 Bq/ ㎠ 超で除染が必要」＝「放射線管理区域外に物を持

ち出す基準」４Bq/㎠の３０倍 
●福島ではスクリーニング証明書がないと避難所に入れず。 
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■放射能汚染検査（スクリーニング）・除染 



■スクリーニング・除染 

2015年 
避難訓練 



そして、2016年は… 
 

除染は・・コロコロで 
           粘着式カーペットクリーナー 

これで☢が取れる 
と思いますか？ 
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2015年10月9日付の質問に対する 
2016年 2月3日付の知事回答 



■安定ヨウ素剤事前配布を！ 
300種類ある放射性物質に対して、放射性ヨウ素に
対してだけだが、唯一の放射能阻止剤。 
効果は24時間。放射能到達前に飲めば甲状腺がん
予防になる。しかし、事前配布は5キロ圏だけ。 
他は事故後に、職員が医師同席の下、配布する？ 
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安定ヨウ素剤 
全住民に事前配布を！
要請・陳情行動（8～9月） 
（佐賀県全20市町、福岡県17市町） 

8/17 吉野ケ里町長 

8/17 鳥栖議会 

手元に置くことで、万が一
の備えになるし、放射性物
質の本当の危険性を知ら
せることを通じて「原発いら
ない」の世論をつくれる！ 



離島住民の避難 
玄海30キロ圏 １７離島に１９０００人 
架橋された３離島も含めると ２０島２６０００人 
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■玄海原発から9キロ   馬渡島 戸別訪問 (3月26日） 

島民のほとんどの人
は原発反対でした 
「逃げられん」 



住民を閉じ込める 
屋内退避シェルター 
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離島でのヨウ素剤備蓄と医師の状況 
 

     人口  丸剤   医師の滞在状況  
高島   255人 1100錠 本土から通い  
神集島 366人   1300     〃  
馬渡島 360人  1800  島の診療所に居住  
加唐島 144人    900     〃  
小川島 393人  1300     〃  
松島   55人  400  週１回加唐島の医師来診 
向島   59人    400 2 週に１回肥前町の医師来診 
  すべて5キロ圏外のため事前配布なし。 
どの島も市職員は常駐していない。 
医師も不在で、誰がどう説明して配布するのか？ 
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国から「自治体から要請が
あれば、事前配布を基本的
に認める」の回答を引き出す。 

（3月31日） 

3/26 馬渡島訪問 
3/31 政府交渉 
4/7 唐津市要請 
4/10 知事要請 
4/27 唐津市長回答 
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裁判と運動 
一人ずつ、みんなのチカラで 
原発止める ！ 

２月１８日 佐賀県庁包囲 

裁判と運動 
一人ずつ、みんなのチカラで 
原発止める ！ 



6月23日 福岡高裁に即時抗告 

6月13日 仮処分不当決定 

玄海原発3・4号機再稼働差止不当決定 



仮処分最大の争点 現行の原発基準地震動は過小評価 

9/16法廷プレゼン後の学習会  
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◆佐賀地裁不当決定 ポイント◆ 
 

①「福島原発事故後の規制の在り方には『社会通念』が反映。」 

「原子力規制委員会は厳格かつ詳細に審査した。その過
程に看過しがたい過誤、欠落があると認められない」 
 

②「もっとも厳しい評価結果を基準地震動として採用することを想

定しており、基本的な枠組みはそれ自体、合理的。」 

住民側が過小評価になると指摘した入倉三宅式と壇式を「合理性

を有する」としながら、住民側が主張した武村式と片岡
式については「データが不十分で、正確性に乏し
い」「合理的と言える根拠に乏しい」とした。 
 

③配管損傷の発見が遅れたことは「重大な不備があった
とまでは認められない」。「必要な対策を講じた」
「配管損傷しても、炉心溶融に至らない。炉心溶融しても原子炉容
器、格納容器の破損に至らない」と九電丸のみ。 



玄海原発を止めるための４つの裁判 
原告総数967名+支える仲間たち 

①ＭＯＸ燃料使用差止請求事件【対九電】 

 2010.8.9  提訴＜原告１３０名＞ 
 2015.3.20 佐賀地裁 不当判決 ⇒控訴＜控訴人９８名＞ 
 2016.6.27 福岡高裁 不当判決 

②玄海３・４号機再稼働差止仮処分命令申立事件【対九電】 
 2011.7.7  申立＜債権者９０名＞ 
 2016.10.26 追加申立＜債権者１４６名＞  

③玄海全基運転差止請求事件【対九電】 
 2011.12.27提訴 
 2015.10.30追加提訴＜原告３４９名＞ 

④ 玄海３・４号機運転停止命令義務付け請求事件【対国】 
 2013.11.13提訴＜原告３８２名＞ 
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2010年2月21日 
裁判の会発足 

2010年８月９日 
MOX燃料使用差止提訴 
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201５年３月２０日 
佐賀地裁 MOX不当判決 

201６年６月２７日 
福岡高裁MOX控訴審 
不当判決 





■私たちの弁護団 
 

冠木克彦弁護士 
      （弁護団長）上・左 

武村二三夫弁護士 上・右 

大橋さゆり弁護士 下・中 

谷次郎弁護士    下・右 

小山英之美浜の会代表 

    （裁判補佐人 ) 下・左 



66 ■法廷での闘い 
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法廷前アピール 

9/16 1/16 

3/17 



伊万里・唐津 
玄海・糸島 

ポスティング 
住民世論が首長の姿勢を変える！ 
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12.2反プルサーマルの日 

今年も12月2日（土） 
玄海町ポスティング予定！ 



●佐賀県全20市町首長へ 再稼働反対要望行動

→ 神埼市長が反対表明！（２０１６年１０月） 
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市民に知らせる～3.11パネル展  ３/７～１２ 



座談会 一人ひとりに伝えていく 



• 九州電力    092-761-3031 

• 佐賀県庁    0952-24-2111 

• 玄海町役場  0955-52-2111 

• 原子力規制庁03-3581-3352 

• 環境省      03-3581-3351 

あなたにも、私にも 
できる事はあります 

 

 
 

73 



74 

チカラを貸してください！ 裁判ニュース発送 
資料整理、新聞切抜 
印刷、電話かけ、会計 
そいぎミーティング（毎月第一土曜） 

あなたの得意なことを！ 
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「再稼働はいつ？」 
 
 
川内原発では 
設置変更認可→＜6か月後＞→工事計画認可 
         →＜2か月後＞→保安規定認可 
         →＜2か月半＞→再稼働 
 （保安規定認可～再稼働⇒高浜3か月半、伊方4か月） 
玄海原発では．．．今秋？ 
 

問題は、いつ「起動」されるか、ではなく、 
どうやって問題を浮上させ、世論をつくり、ジリジリと
遅らせるか。そして、止めること！ 



76 

①裁判闘争     ※仮処分抗告審も始まります 

 7月28日（金）14:00～全基差止第22回口頭弁論（意見陳述？） 

 9月8日（金）10:00～全基差止第23回口頭弁論 

              証人尋問（年度内に結審か？） 

 9月15日（金）14:00～行政訴訟第15回口頭弁論 
 12月1日（金）14:00～行政訴訟第16回口頭弁論 
 

②国主催の原子力防災・避難訓練監視（9月3・4日） 
③避難計画など県市町へ要請 
④九電本店交渉（7月26日14～16:30） 
⑤ポスティング（30キロ圏、離島） 
・新松浦漁協（松浦市鷹島町）海上デモ（7月15日） 
⑥座談会・報告会 

裁判の会では 
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私たちにできること・・・ 

他にも●・・・ 
      ●・・・ 
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玄海原発を止めよう！ 
一人ずつ、みんなのチカラで！ 

 玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会 


