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大飯原発再稼働は破砕帯を調査してからにして下さい 

　　再稼動されようとしている大飯原発の真下に、活断層が走ることが危惧されています。 
原発の立地場所として不適格な可能性があるわけで、しっかり調査されるべきです。 
 
■この問題に関わってこられた研究者の報告を、グリーン・アクションのサイトから、詳しく見ることができ
ます。 
 
■また、少し前のものになりますが、6月7日付け中日新聞の記事も併せてご覧いただくとわかりやすい
です。 
　 
............................................................. 
皆さま 
 
☆☆転送・転載歓迎☆☆ 
以下、今、渡辺満久教授から配信された「大飯原子力発電所敷地内観察結果」の報告書です。 
 
グリーン・アクションのサイトにもアップしています。 
大飯原子力発電所敷地内観察結果 
東洋大学教授・渡辺満久（変動地形学） 
 
http://www.greenaction-japan.org/modules/wordpress/index.php?p=597> 
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6月7日付け中日新聞 
この部分、著作権に触れる虞があるため削除させていただきます。申し訳ありません。 
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大飯原発再稼動表明に抗議する

　　■「国民の生活を守る観点から原発再稼動は必要」という野田総理の会見
内容のサイトです。 
 

http://www.kantei.go.jp/jp/noda/statement/2012/0608.html 
 

　　ここの「国民」とはいったいどこのだれのことなのでしょう。立地自治体か、
もしかしたら経営悪化を訴える電力会社のことかと邪推したくなります。･･･多く
の国民が、あきれ、憤り、恥じて（総理大臣といただくことに）いるのではないで

しょうか。 
　　私たちはもう、「安全神話」は二度とごめんです。

 
 
　　■「脱原発わかやま」から野田総理あてに抗議文を提出しましたので、掲
載します。 

（sora）
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大飯原発の再稼働表明に対する抗議
 
 
内閣総理大臣　野田佳彦　様 
 
　　野田総理は、６月８日の記者会見において大飯原発の再稼働が必要であ
るとの見解を示されました。また、これが夏に限定しないことも表明されまし
た。 
　　もし大飯原発を再稼動させるならば、原発震災を再び国民にもたらしかね
ませんし、福島の事故を上回る危険があり、断じて認めることができません。 
 
　　まず何といっても、原発の安全性が担保されていません。免震棟の設置や
防潮堤のかさ上げやベント用のフィルター取り付けなどさえ、まだ行われてい
ません。 
　　そもそも、福島原発事故の原因がまだ究明されていません。現在、国会の
事故調査委員会が調査中です。事故の真の原因もわからないまま、どうして
大飯原発の運転に安全だというお墨付きを与えることができるのでしょうか。 
　　また、これまで原発の安全を保証してきた「安全審査指針」等は福島原発
事故で破綻したままで、その見直し作業が現在、原子力安全委員会で行われ
ている最中です。新しい指針がないまま、何を根拠に審査し、安全と断ずるの
でしょうか。 
　　政府自身が採用したストレストテストにしても「現在の一次評価だけでは安
全性は確認できない」と原子力安全委員会の班目委員長が公言しています。
必要なはずの二次評価はまだ行われていません。 
　　さらに、独立性の高い原子力規制庁もまだ設置されていません。これまで
「安全神話」を唱えて大事故を招いた旧監督官庁の審査のもとに作られた第
二の「安全神話」を認めるわけにはいきません。 
 
　　もし福島原発と同様の大事故が福井で起れば、近畿の水がめである琵琶
湖が汚染されて飲み水がなくなるなどして関西圏が危機に陥るだけでなく、日
本全体が破局にいたる恐れがあります。その影響は、総理の言う夏の一時期
の電力不足の影響などと比べることができないことは明らかです。総理が「国
民生活を守る」ためと称して、国民をさらに大きな危険にさらすということは、論
理的に通りません。 
　　阪神大震災以降、日本列島は地震の活動期に入ったと言われています。
日本は世界で有数の地震多発国です。活断層は日本中の至る所に走ってい
ます。そこに原発を運転することがいかに狂気の沙汰であるのか。それを知ら
しめたのが福島の原発事故ではないでしょうか。それから学び取るべき唯一
の教訓は、一日も早い原発からの撤退であり、再稼動などをしてはなりませ
ん。 
 
　　政府が今回、再稼動の方針を決めたことに対して、強く抗議します。 
 

２０１２年６月１０日 
脱原発わかやま　代表　 

和歌山県田辺市あけぼの４２－４０ 
寺井拓也
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大飯原発の再稼動断念を求める署名に参加しませんか

　　政府・関西電力は、計画停電や家庭電気料金値上げでゆさぶりをかけてき
ています。 
でも福島原発の事故とその後１年３ヶ月の政府・電力業界の動きをみている
と、わたしたちは安全も安心も到底できません。だいいち、東電も国も、原発事
故の責任を明確に認めましたか？私は寡聞にして、聞いたことがありません。
５月末に行われた「国会事故調査委員会」では、管直人前首相が「事故の最
大の責任は国にある」「事故をとめられなかったことに心からおわび」を申され
ましたが、辞めた首相から陳謝されてもねえ。 
　　ともかく私は、「電気が足りないと困るから」と思考停止するのはやめようと
思っています。 
　　以下、ネット署名の呼びかけを転載します。政府・野田総理大臣、福井県・
西川知事に向けたものです。署名まだの方、オンラインで参加しませんか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（sora 記）
 

緊急署名 
大飯原発３・４号の再稼働を断念するよう求めます  

ツイート 
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琵琶湖が危ない　老朽原発

美浜3号も廃炉に！ 11・13

琵琶湖集会(11/15) 

汐見文隆先生、ありがとうご

ざいました(11/08) 

原発がこわい女たちの会

ニュース99号発行(10/12) 

高速増殖炉もんじゅ廃炉へ

(09/27) 

老朽原発・美浜3号機は廃炉

に！パブコメを出そう(08/28) 

ピースボートで韓国古里（コ

リ）原発を見学してきました
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耐震性見直しを要求し、25
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事故の責任もとれないのに「私の責任で」と言わないでください 
安全性はすべて置き去りなのですか</中 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・
皆様へ 
 
大飯原発３・４号の再稼働断念を求める緊急ネット署名ですが、 
開始から２日間で約４，８００名の署名が届いています。 
ありがとうございます！ 
 
再稼働を巡る状況は刻々と変化していますが、 
１１７名の民主党議員の署名提出などもあり、少しは日程に余裕ができるかと
いうところです。 
 
そのため、締め切りを明日７日（木）正午としていましたが、 
 
★緊急ネット署名締め切り　１０日（日）正午までに延長いたします。 
 
ただ、政府と西川知事の動きが早まった場合は、 
１０日以前に終了し提出となることもあります。 
そのため、早めに署名をお願いします。 
 
ぜひ、拡散して、多くの反対の声を集めてください。 
 
★署名フォームへは直接こちらから。ＰＣでも携帯からでもＯＫです 
https://fs222.formasp.jp/k282/form2/  
 
緊急ネット署名呼びかけ５団体： 
グリーン・アクション、美浜の会、FoE Japan、フクロウの会、グリーンピースの
５団体 
 
・・・・・・・・・ 
 
２０１２年６月６日 
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会（美浜の会） 
530-0047　大阪市北区西天満４－３－３　星光ビル３階 
　　　　　　　TEL 06-6367-6580 　FAX 06-6367-6581 
　　　　　　　http://www.jca.apc.org/mihama/　　mihama@jca.apc.org
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2012年06月01日(金)

「女から女への遺言状」の作者・鈴木静枝さんに会いに行って来
ました

 
　　　　写真：日高町阿尾のケアハウスの鈴木静枝さんの部屋で鈴木さん（左）と話をする松浦雅代 
 
 
　　『原発を拒み続けた和歌山の記録』（寿郎社）を届けに行った5月15日は
「沖縄復帰40年」の日。開口一番「密約ばかりでのうー」と「核抜き・本土並み」
の密約の話でした。 
　　鈴木さんは4年位前まで、御坊の広い家に一人で住んで居られました。　
2003年に使用済み核燃料中間貯蔵の問題が持ち上がり、私たちは鈴木さん
の御坊の家に集まって相談を何度かさせてもらったものです。が少し病気をさ
れて、小浦の家で息子さんご夫婦と一緒に居られました。ここに新しいホーム
が出来たので入られたのです。今年93歳とのことで、「こんな年になってのー」
と言われます。何度かお伺いしていますが、いつも机の上に読みかけの本が
置いてあります。 
　　このケアハウスは鈴木さんが先生をしていた阿尾小学校の廃校跡地に建
てられていて、このお隣の土地が、和歌山の最初の原発候補地であった日高

原発がこわい女たちの会

ニュース98号発行(07/04) 
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町阿尾の湿地帯です。数年前、所有者が日高町に土地を贈呈したのですが、
今まで放置されていた為、ごみなどの整備に随分費用が掛かったそうです。今
は公園となって、珍しい鳥などが観察されています。 
　　また、海を隔てて2㌔ほど離れたところには小浦の町。鈴木さんの部屋から
窓越しに小さく集落が見えます。その裏山を崩して浦磯と呼ばれている磯を埋
め立て建設する予定であった日高町の小浦原発、ここの土地は現在は日高
町が買い取り、やはり町の所有地になっています。 
　　鈴木さんは阿尾小学校の先生から→小浦→御坊と移り住むところで、原発
にかかわって来られました。小学校の先生をされていただけにとても分かりや
すい優しい言葉で、押しつけがましくなく肝心な事を話されるなあー、とお会い
するたびに思います。私の貴重な人生の先輩です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（松浦雅代・記） 

2012-06-01 | 記事へ | コメント(0) |  

4/4 ページ原発がこわい女たちの会

2016/12/02http://blog.zaq.ne.jp/g-kowai-wakayama/archive/201206/1


