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原発運転再開の判断の前に、 

私たちの声をきいてください 
「福島原発事故を繰り返さない」というならば、国会の事故調の結果を待ってください 

原発事故の影響が及ぶ可能性のあるすべての自治体および住民に、説明をしてください 

 

福島第一原発事故が未だ収束せず、国会による事故調査委員会による検証もはじまったばか
りというこのタイミングで、大飯原発 3・4 号機、伊方原発の再稼働手続きが急ピッチで進
んでいます。 
 

原子力安全・保安院は、ストレステストの審査の判断基準を「福島原発事故を繰り返さない」
としていますが、そもそも、福島第一原発事故の原因究明もなされていない中、「福島原発
事故を繰り返さない」ことを、どのように説明するのでしょうか。また、保安院がだした

大飯３・４号のストレステストは「妥当」という評価や、「３０項目の安全対策」では、福
島原発事故で地震によって配管が破損した可能性を事実上否定してしまっています。 
 

これは、福島原発事故の軽視であり、いまだ多くの人達が事故の影響で苦しんでいることを
考えれば許されるべきものではありません。 
 
また、利益相反委員の影響下にある意見聴取会や原子力安全委員会などによる、福島事故の
実態と原因を踏まえない議論は、多くの関心ある国民の懸念の声を踏まえたものではありま
せん。 
 

よって、私たちは以下を要請します。 

 

１．原発運転の再開の判断は、国会の事故調査委員会の結果を踏まえること。 
 

２．原発の事故の影響が及ぶ可能性のあるすべての自治体および住民に、十分な説明を行い、

意見を聴取すること。 
 

３．原発運転の再開の判断に当たっては、関心を有する国民の声を幅広く聴取すること。全

国の主要都市において、公聴会を実施すること 
 
＜呼びかけ団体＞ 

FoE Japan(地球の友ジャパン)、福島老朽原発を考える会(フクロウの会)、美浜・大飯・高浜

原発に反対する大阪の会（美浜の会）、グリーン・アクション、グリーンピース・ジャパン 

 

賛同団体：１８６団体 

個人署名：９，４６５筆 



＜賛同団体＞（2012 年 3 月 26 日時点、186 団体） 
Shut 泊 
川内原発建設反対連絡協議会 
川内つゆくさ会 
虔十の会 
暮らしの環境情報室 
原子力発電を考える石巻市民の会 
ふくしまの子ども達を救う会 
STOP！浜岡原発 
怒髪天を衝く会 
原発を考える品川の女たち 
核のごみキャンペーン・中部 
STOP プルサーマル！ふくしま 
ノーニュークス･アジアフォーラ
ム･ジャパン 
花とハーブの里 
環境共育を考える会 
環境文明２１ 
子どもたちを放射能から守る会
（ツーク） 
風の町の未来’s 
脱原発・東電株主運動 
平和の井戸端会議 
にんにこ被災者支援ネットワー
ク・和歌山 
DACHAMBO 
プルトニウムフリーコミニケーシ
ョン神奈川 
チェルノブイリ子ども基金 
平和をつくる大和市民の会 
ストップ原発＆再処理・意見広告
の会 
日本 YWCA 
玄海原発プルサーマル裁判の会、 
玄海原発プルサーマル裁判を支え
る会 
プルサーマルと佐賀県の 100 年を
考える会 
泊３号機本格運転取り消し訴訟の会 
会津放射能情報センター 
会津マスクワイア 
会津子どもクワイア 
東京・生活者ネットワーク 
北海道自由エスペラント協会 
NPO 法人札幌 VO 
NPO ハーメルン・プロジェクト 
東京一般労働組合東京音楽大学分会 
原発八女ん会 
エコロジカルコミュニティあおいほし 
函館ＹＷＣＡ 
ハイロアクション福島原発４０年
実行委員会 
市民オンブズパースンくるめ 
原発いらん！山口ネットワーク 
水源開発問題全国連絡会 
みどりの未来・ふくしま 
市民自治を創る会 
被災者支援ネットワーク釧路 
足元から地球温暖化を考える市民
ネットえどがわ 
自然村 有限会社 
憲法を生かす会・八尾 
NPO法人 東アジア環境情報発伝所 

ももんがともだちネット 
原発・核燃とめようかい 
阪南中央病院労働組合 
放射能問題を考える会 
環境会議・諏訪 
原発さよなら四国ネットワーク 
田布施町まちづくり研究会 
そらとも 
三陸の海を放射能から守る岩手の会 
脱原発・新しいエネルギー政策を
実現する会（e シフト） 
平和・人権・環境を守る岐阜県市
民の声 
サッポロッカショ 
子どもたちを放射能から守る会
（ツーク） 
ジャビルカ基金 
エコリレーかめおか 
脱原発わかやま 
原発がこわい女たちの会 
化学物質問題市民研究会 
福島ＹＷＣＡ 
ふぇみん婦人民主クラブ 
雪谷十姉妹の会 
風ふくおかの会 
アジェンダ・プロジェクト 
脱原発・滋賀☆アクション 
被災者支援・放射線被ばくを許さ
ない会 
戦争はいやだ！市川市民の会 
NGO e-みらい構想 
原発止めよう！ 東葛の会 
「六ヶ所村ラプソディー」in 阪南
中央病院 
京都･水と緑をまもる連絡会 
NPO 風の船 
ひとやすみの会 
核-原子力事故救援 NGO HCR 
未来をつむぐ母の会 
原発いらない八尾市民の会 
Alternatives 
玄海原発「風下の会」 
足元から地球温暖化を考える市民
ネットたてばやし 
みしま原発を学ぶ会 
リブ・イン・ピース☆９＋２５ 
経産省前テントひろば 
時を見つめる会 
足土農園 
財団法人 横浜 YWCA 
さよなら原発～にしたま～ 
放射能汚染から子どもを守るあき
る野ネットワーク 
おかんとおとんの原発いらん宣言2011 
ジャーニー・トゥ・ザ・フューチャー 
STOP 原子力★関電包囲行動 
森のこや 
野の花倶楽部 
風をおこす女の会 
脱原発ネット釧路 
被災者支援ネットワーク釧路 
道東風下通信社 

ハーモニクスライフセンター 
ジュビリー関西ネットワーク 
ATTAC 京都 
東電株主代表訴訟 
プルトニウム・アクション・ヒロシマ 
名前のない新聞／アマナクニ 
働く女性のホットライン・ふくしま 
ルナ・オーガニック・インスティ
テュート 
東京電力と共に脱原発をめざす会 
NPO あおいとり 
アトリエ・オン 
アジア開発銀行福岡ＮＧＯフォーラム 
四国 労働者･民衆センター 
福島原発３０キロ圏ひとの会 
地球倫理協会 
仏法山禅源寺 
三陸のさんま・わかめを愛する会 
I 女性会議 
新日本婦人の会京都府本部 
みどり福岡 
みどりの未来 
苓北火電反対する町民の会 
泊原発を止める会 
子どもの人権・自由と民主主義を
守る全国協議会 
みらい実行委員会 
放射能市民測定室・九州 
㈱スロー風土 
ふくしま支援・人と文化ネットワーク 
原発やめよう／つながろう関西・
マダム会議 
労学舎 
特定非営利活動法人WE21ジャパン 
アジア太平洋資料センター（PARC) 
筑後川の水源を守る会 
ウシトラ旅団 
ボイス・オブ・ヒロシマ 
たんぽぽとりで 
グリーンピースサポーターズクラ
ブ熊本 
鎌倉・岐れ路の会 
NPO 法人環境市民 
ピースボート 
日本環境法律家連盟（JELF） 
環境教育ふくおか 
止めようプルサーマル！止めよう
核燃料サイクル！女川原発地元連絡会 
バイバイ原発・京都 
食政策センター・ビジョン２１ 
なないろ畑農場 
千葉の干潟を守る会 
Project99% 
浜岡原発を考える静岡ネットワーク 
福岡地区合同労働組合 
「平和への結集」をめざす市民の風 
さよなら原発箕面市民の会 
市民のひろば 
NPO法人ワーカーズコープエコテック 
京都生協の働く仲間の会 
たきがしら・希望ネットワーク 
非暴力アクションネット（HANET） 



憲法を守る市民の会・群馬 
（ボランティアグループ）戦争を
語りつぐプロジェクト 
真宗大谷派有志僧侶の会法灯舎 
原発震災を考える福山市民の会 
原 発 の ー て も え ー じ ゃ な い
BINGO！実行委員会 
特定非営利活動法人 WE21 ジャパ
ンにのみや 
日本消費者連盟 
さよなら原発の会 中津川 
長崎ＹＷＣＡ 
ベクレルフリー北海道 
ゆるゆる新聞 
ナチュ村 
みらいアクション青森 
核-原子力事故救援 NGO HCR 
核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団 
劣化ウラン兵器禁止市民ネットワーク 
青森県保険医協会 
みどり京都 
能登原発防災研究会 
みどり福山 
生存のための科学・茨城



 
 


