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2012年 4月 6日 

総理大臣   野田佳彦 様 

経済産業大臣 枝野幸男 様 

原発担当相  細野豪志 様 

官房長官   藤村 修 様 

 

再稼働を急ぐためだけの「インスタント安全基準」は認めない 

安全確認ができない大飯原発３・４号機の再稼働はやめてください 

 

関西電力大飯原子力発電所３・４号機の再稼働をめぐり、野田首相は 4 月 3 日、関係閣

僚と初会合を開き、東京電力福島第一原発事故を踏まえた新たな安全基準を早期にとりま

とめるように指示しました。原子力安全・保安院は週内に開く次回会合で基準案を示し、

福井県などへの再稼働要請に向けた最終調整に入るとのことです。 

火曜日に指示を出して今週中となれば実質３日ほどしかありません。 

私たちは、このような拙速な手続きは、福島原発事故の軽視であり、国民の声を無視し

たものとして強く抗議します。 

 

１．福島原発事故の原因は究明されていない 

東京電力福島第一原発事故については、原因は究明されておらず、国会事故調査委員会

が事故の原因究明に精力的にあたっている最中です。そんな状況で、福島原発事故を踏ま

えた安全基準を３日ほどでつくることなどできるはずがありません。そのようにしてでき

た暫定的安全基準は、再稼働を急ぐためのものでしかなく、安全上全く意味を持たないの

は明白です。 

 

２．ストレステストの一次評価では安全確認にならない 

ストレステストの一次評価では安全確認にはならないことは、原子力安全委員会のみな

らず、周辺自治体や住民を含めて共通認識になっています。 

 

３．制御棒の挿入時間が許容値を超える 

制御棒の挿入性能について、そもそも基準地震動について制御棒の挿入時間が許容値ぎ

りぎりであり、活断層の連動評価で、２連動から３連動を考慮することになったことから、

想定しなければならない地震動が大きくなり、許容値を超えます（注）。 

法的根拠のない暫定的安全基準云々の前に、法律で定められた耐震設計で要求される安

全基準を満たしていないのです。これをもってしても、大飯原発の再稼働など許されませ

ん。高経年化対策についても課題が山積したままです。 

 

４．関西の広範囲な住民の「同意」なしには認められない 

大飯原発の再稼働問題については、原子力安全・保安院が、京都府知事と滋賀県知事に

説明し、両知事は、安全性が確認できないなどとして、原発再稼働に否定的な見解を表明

しています。これは、原発事故を心配する福井、関西の広範囲な住民の意思を反映したも

のです。これらの住民の意思を無視した再稼働手続きは許されません。 

 

５．「地元」である日本全国の国民の声を 
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福島原発事故は原発から 50kmも 100kmも離れた地域の人々をも苦しめています。今でも

苦しんでいる方が大勢います。枝野大臣は、4月 2日の予算委員会で、「万が一事故があっ

たら、大変広範囲にわたって大きな影響を及ぼす。日本全国が地元だと思う」と述べまし

た。全くその通りです。そして大飯原発の再稼働に反対の意を表しました。是非この思い

を貫徹してください。 

そして、幅広い市民の声をきくための公聴会を各地で開催してください。 

 

 

アリバイ的な暫定安全基準とりまとめの指示を直ちに取り消して下さい。広範な住民、

国民の意思を尊重し、安全確認ができない大飯原発３・４号機について、「再稼働は許され

ぬ」との判断を下してください。 

以上 

 

注）これに対し関西電力は、地震動が小さめに出る評価モデルのみを使い、制御棒の挿入

時間が小さくなるよう評価方法を変えることにより問題から逃れ、根本的な対策をとろう

としていません。原子力安全・保安院は、耐震設計審査指針に反するやり方を止める立場

にありますが、審査・検討もせずに、逆に追認する動きを見せています。 

 

（2,738人による連名により再提出させていただきます） 
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（241団体） 
国際環境 NGO FoE Japan 

福島老朽原発を考える会

（フクロウの会） 

グリーン・アクション 

美浜・大飯・高浜原発に反

対する大阪の会（美浜の

会） 

グリーンピース・ジャパン 

福島原発事故緊急会議 

再稼働反対！全国アクショ

ン 

ワーカーズ・コレクティブ 

ネットワーク ジャパン 

会津放射能情報センター 

ワーカーズ・コレクティブ 

ぷろぼの工房 

エコリレーかめおか 

NPO法人YOU国際教育プログ

ラム 

自然村 有限会社 

ふろむ・あーす 

カフェ・オハナ 

優の会 

京都・水と緑をまもる連絡

会 

福島原発３０キロ圏ひとの

会 

NPO地球とともに 

食政策センター・ビジョン

２１ 

反戦老人クラブ・京都 

しあわせのたね 

バンビの木箱 

脱原発大分ネットワーク 

プルサーマルと佐賀県の１

００年を考える会 

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 

エコロジカルコミュニティ

あおいほし 

阪南中央病院労働組合 

被災者支援・放射線被ばく

を許さない会 

子どもたちを放射能から守

る・八尾の会 

ふぇみん婦人民主クラブ 

さよなら原発箕面市民の会 

怒髪天を衝く会 

関西 Futureコミュニティー 

放射能のゴミはいらない！

市民ネット・岐阜 

福島の子どもたちを放射能

からまもろう・関西 

原発がこわい女たちの会 

「核分裂過程」の上映を実

現させる会 

小林大木企画 

脱原発わかやま 

ハイロアクション福島原発

40年実行委員会 

劣化ウラン兵器禁止市民ネ

ットワーク 

そらとも 

暮らしの環境情報室 

ゆるゆる新聞 

ＮＰＯ法人ふれあいの森自

然学校 

NPOふれあいの森自然学校 

ピースボート 

ママは原発いりません 福

岡 

原発八女ん会 

原発さよなら四国ネットワ
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ーク 

東京・生活者ネットワーク 

Shut泊 

CNJ「脱原発の日」実行委員

会 

三陸のさんま・わかめを愛

する会 

清か農園 

憲法を守る市民の会 群馬 

島根原発増設反対運動 

Project99% 

伊方原発反対八西連絡協議

会 

クオータ制の実現をめざす

会 

神奈川県労働組合共闘会議 

ボイス・オブ・ヒロシマ 

水源開発問題全国連絡会

（水源連） 

dearchild 

ミチミチズム 

核のごみキャンペーン・中

部 

財団法人 横浜 YWCA 

子どもたちを放射能から守

る関西ネットワーク 

青森県保険医協会 

七番めの星 

まんがら農園 

風ふくおかの会 

みどりの未来・ふくしま 

虹とみどりの会 

がれき問題を考える会 

足元から地球温暖化を考え

る市民ネットたてばやし 

苫小牧の自然を守る会 

北山の自然と文化をまもる

会 

雪谷十姉妹の会 

ふくしまの子ども達を救う

会 

「六ヶ所村ラプソディー」

を上映する会 in 阪南中

央病院 

脱原発・滋賀☆アクション 

大震災義援！ ウシトラ旅

団 

Ｒｕｔｈ Ｒｏｏｔｓ 

放射能測定伊那谷市民ネッ

トワーク 

品川・生活者ネットワーク 

ルナ・オーガニック・イン

スティテュート 

子どもを放射能から守る・

大東ネットワーク 

玄米と旬の野菜・MOMONGA 

原水爆禁止調布市民会議 

みさと屋・野菜食堂 

STOP！浜岡原発 

脱原発・東電株主運動 

ＰＫＯ法「雑則」を広める

会・アヒンサー部 

福岡の子供の未来を守る会 

目黒精神保健を考える会 

京都生協の働く仲間の会 

原発なくせ！ちばアクショ

ン 

平和を考える風の会 

玄海原発「風下の会」 

ふくしま WAWAWAー環・話・

和ーの会 

劇団光の領地 

ワーカーズコレクティブ準

備会 群馬 

沈黙のアピール 

泊３号機本格運転取消訴訟

の会 

森のこや 

西屋敷 

脱原発ネットワークニセコ 

脱原発ネットワークしりべ

し 

市民のための市政を考える

会 

かぶら屋 

NGO e-みらい構想 

プルトニウムフリーコミニ

ケーション神奈川 

市民自治を創る会 

ジュビリー関西ネットワー

ク 

ATTAC京都 

脱原発をめざす北電株主の

会 

バイバイ原発・京都 

脱原発･放射能汚染を考え

る吹田の会 

関西フィリピン人権情報ア

クションセンター 

原発知っちょる会（福岡県） 

泉の森 

九州の食材宅配便（佐賀県） 

震災避難者お話し会・北九

州） 

原発を考える品川の女たち 

北九州コドモのミライ） 

プルトニウムなんていらな

いよ!東京 

さよなら原発品川アクショ

ン 

ベクレルフリー北海道 

杉並区議会無所属区民派 

脱原発をめざす女たちの

会・北海道 

石木川まもり隊 

京都北部原発を選ばない宗

教者の会（準備会） 

不戦へのネットワーク 

ほんまなん会 

みどりの未来 

麦っ子畑保育園 

アジェンダ・プロジェクト 

北海道のエネルギーの未来

を考える 10000人の会 

放射能からイノチを守る南

大阪ネットワーク 

おかんとおとんの原発いら

ん宣言２０１１ 

ジャーニー・トゥー・ザ・

フューチャー 

環境の会 

「脱原発の日実行委員会」 

「脱原発の日実行委員

会」 「脱原発の日実行委

員会」 

未来ネット佐賀ん会 

かみしほろ 5000本のひまわ

りの会 

地球にやさしい雑貨店アメ

リ 

環境と自然エネルギーを考

える市民の会 

MOX反対伊方の会 

風のおくりもの（福岡県） 

ギフトライフ（福岡県） 

安達マリン 

折小野タクシー 
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パンドラの会 

原発なしで暮らしたい丹波

の会 

コロボックルの会 

西日本製図事務所 

岩崎経理事務所（兵庫県） 

川内原発建設反対連絡協議

会 

横浜ナイターズ 

川内つゆくさ会 

南相馬市からの避難者 

ＳＴＯＰプルサーマル！ふ

くしま 

ふくしま月あかりの会 

日本基督教団神奈川教区核

問題小委員会 

ストップ原発＆再処理・意

見広告の会 

東京電力と共に脱原発をめ

ざす会 

KADOYA 子育ての会～守りた

いんよ、えがお、いのち、

しぜん～ 

NUKE FREE みえ・いせ 

ピースリンク広島・呉・岩

国 

(株）よつ葉 ホームデリバ

リー京滋 

日本熊森協会滋賀県支部 

アースチャイルド（地球の

子ども新聞） 

脱原発!子どもたちを放射

能から守ろう!!江別実行

委員会 

北海道自由エスペラント協

会 

たんぽぽとりで 

花とハーブの里 

やめよう原発／つながろう

マダム会議・関西 

脱原発まちだ 

九電消費者株主の会 

原発・核燃とめようかい 

震災がれきを考える室蘭市

民の会 

放射能のことみんなで話そ

う考えてみよう@堺 

三陸の海を放射能から守る

岩手の会 

植原姓９条の会 

生存ユニオン広島 

いとしま菜の花プロジェク

ト 

もりもり畑 

海と風と光の会 

放射能からいのちを守るマ

マの会・東大阪 

ノーニュークス･アジアフ

ォーラム･ジャパン 

脱原発福島ネットワーク 

ＳＴＯＰ八ッ場ダム・市民

ネット 

いとしま菜の花プロジェク

ト 

ｔｅｔｅ 

和月 

ぐるーぷ赤かぶ 

満月の空 

イマジン原発のない未来 

kamakura parade 

津山反原発デモ 

足土農園 

小出裕章さんのお話を聴く

会 

憲法 9 条・メッセージ・プ

ロジェクト 

市民自治を創る会 

橋本敬子 

パン工房 農～みのり～ 

原発とめよう群馬 

R水素ネットワーク 

変えよう！被爆なき世界へ

市民アライアンス 

うべ人権平和ネットワーク 

平和の声・行動ネットワー

ク入間 

人工地震と雲～ＨＡＡＲＰ

研究会～ 

放射能教育を考えるネット

ワーク 

原子力行政を問い直す宗教

者の会 

非暴力アクションネット

（HANET） 

｢太陽光・風力発電トラス

ト｣ 

特定非営利活動法人 WE21ジ

ャパン 

浜岡原発を考える静岡ネッ

トワーク 

毎月２６日のランチタイム

に関電前に集まる女たち 

泊原発を止める会 

脱原発ネットワークしりべ

し 

脱原発へ！関電株主行動の

会 

働く女性のホットライン・

ふくしま 

福島 YWCA 

I女性会議 

I女性会議 

生存のための科学・茨城 

原発とこれからの暮らしを

考える会 

樹花舎（きのはなしゃ） 

風の町の未来’ｓ 

ほっかいどうピースネット 

みしま原発を学ぶ会 

奈良脱原発ネットワーク 

原発いらない福島の女たち 

化学物質問題市民研究会 

泡瀬干潟大好きクラブ 

千葉の干潟を守る会 

高木仁三郎市民科学基金 

原発震災を案じる石川県民 

北陸電力と共に脱原発をす

すめる会 

NO NUKES MORE HEARTS 

 

◆問い合わせ先 

福島老朽原発を考える会（フクロウの会） 阪上武／090-8116-7155 

国際環境 NGO FoE Japan 満田夏花（みつた・かんな）／090-6142-1807 

 


