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2012年のおわりに

先の衆議院選の結果には、脱原発の道のりがまだまだ遠いことを痛感させら
れました。50年かけて作りだしてきた私たちの生活や生産のありかた、いまの
「豊かさ」（あくまでカッコつきですが）を失いたくないと、投票者が考えたという
ことかもしれません。でも、こんなことでへこたれるわけにはいきません。現実
を見据えながらこの道のりを少しずつ前に進めていくだけ、と思います。 
ブログをサボっていましたが、このところの動きをメモ風に上げていきます。 
 
■　福島原発第二次告訴・告発 
　11月15日、当時の東電や国の幹部ら計３３人に関し、業務上過失致死傷容
疑などで福島地検に告訴・告発状が提出。告訴・告発人は、６月の福島県民
１３２４人による第一次集団につづく全国４７都道府県から１万３２６２人へと広
がり、和歌山県からは４０人の個人が参加だそうです。この目的は「住民被曝
等の被害を与えた責任者の処罰を求めることにより、本件事故の真の原因
（「原子力村」の構造的癒着）と責任の所在を明確化し、もって被害者の救済と
真の復興を実現すること」（告訴状） 
福島原発事故では、広範な地域が汚染され、当てのない避難を強いられ、人
の命と健康、動物たちの命が奪われました。にも関わらず、事故発生後１年半
をすぎても誰一人として謝罪もしなければ法的責任も問われないなんて、許さ
れないことだと思っています。 
 
■　映画「普通の生活」（吉田泰三・監督撮影）を観た 
12月22日、ビッグ愛で上映（健康生活生きがいづくりアドバイザー協議会主催）。2011年事
故後5月～9月、放射線から身を守りながら生きていかねばならないのが「普
通」となった福島の人たちを追ったドキュメンタリーです。 
「どの情報を信じるか家族内で意見が食い違うので困る」、「一丸となって復
興、に水をさすような言動はタブーになる」、「子どもが、僕たちはいつまで生き
られるの？って･･･」など重い証言が心に沁みました。 
 
■　脱原発世界会議２ 
脱原発を実現し再生可能エネルギーを基軸とした社会をつくるための国際市
民会議が、12月15日(土)-16日(日)、東京・日比谷で開催。（福島県でも同時開
催されました。）今年1月の世界会議に次いで2回目です。ここに、「原発がこわ
い女たちの会」松浦雅代がスピ―カ―として参加しました。 
12月16日「原発を止めた人たち」のセッション 
http://www.youtube.com/watch?v=IjRobQX_7z4 
12月15日には、「原発ゼロへ女たちが手をつなぐ―日常のモヤモヤから政治
へ―」にも登壇しました。 
詳しくは次回に報告します。 
 
■　風力発電による被害を考える会・わかやま 
ブログができて活発に活動しています。いちど覗いてみてください。 
　http://blog.livedoor.jp/windfarm_wakayama/　 
 
では、みなさん良いお年（今年よりは明るい年を）をお迎えください。　　（sora） 
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2012年12月06日(木)

大飯原発止めよう署名にご協力を

転載します。 
署名提起団体には「脱原発わかやま」も入っています。 
和歌山県知事にも提出します。　　　　（松浦雅代） 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
全国署名：もう待てません！大飯原発止めよう署名 
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１２月末の追加の断層調査で判断を！ 
これ以上、調査・判断の引き延ばしは許せません 
 
ただちに大飯原発の運転停止を！　http://goo.gl/PuuON 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 
 
皆さまへ　拡散お願いします。 
 
　新聞報道によると、原子力規制委員会は１２月２８・２９日頃に大飯原発の追加断 
層調査を行うようです。 
　他方、関西電力は、来年２月に調査結果をいったんまとめ、さらに８月頃まで調査 
を続け、最終報告の時期は未定としています。追加調査に名を借りた、運転継続を 
狙っています。 
　これ以上、調査・判断の引き延ばしは許せません。 
　年末の追加調査で判断を示し、ただちに大飯原発の運転を停止するよう求めましょ 
う。 
 
 
　原子力規制委員会の委員長は、１１月２８日の記者会見で、「進捗の状況で、全部 
出るまでではなくて、その途中においても、私どもしては島﨑委員を中心に見ていた 
だいて、そこで結論が出せるようでしたら、出していきたいと思っています」と述べ 
ています。 
 
★署名全文とネット署名はこちらから。今すぐクリックを！　http://goo.gl/PuuON 
　（紙版の署名用紙は準備中です） 
 
◆署名締め切り： 
　第一次：２０１２年１２月１９日　　第二次：２０１３年１月６日 
　（署名の提出は、まず、年末の追加調査の前を予定しています） 
 
◆署名の提出先：原子力規制委員会と関西２府４県と福井県、岐阜県の知事 
 
◆署名提起団体：おおい原発止めよう裁判の会 
　グリーン・アクション、脱原発わかやま、暮らしを考える会、奈良脱原発ネット 
ワーク、おおい原発仮処分尼崎原告の会、原発設置反対小浜市民の会、さよなら原 
発・ぎふ、美浜の会　 
 
【関連情報】 
 
　◎大飯原発の追加調査、28～29日で検討　規制委 　日経新聞　2012/12/4 2:00 
　　http://www.nikkei.com/article/DGXNZO49139310U2A201C1EE8000/ 
 
　◎１１月２８日記者会見での田中委員長の発言。議事録（下記）の７頁、３行目か 
ら 
 
　　http://www.nsr.go.jp/kaiken/data/20121128sokkiroku.pdf 
　　 
　◎おおい原発止めよう裁判の会 
　　　関電相手の運転差し止め仮処分裁判 
　　　　http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/ooisaiban_room.htm 
　　　国相手の本裁判 
　　　　http://www.jca.apc.org/mihama/ooisaiban/ooisaiban_gyouso_room.htm 
 
 
おおい原発止めよう裁判の会（美浜の会気付け） 
　　　〒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　 
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[日韓の原発事情、国 by 民

守　正義(08/21) 

　そもそも、我が和歌 by 清
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コメントありがとうご by sora
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突然すみません。東京 by 
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10/26と11/29のチケッ by 角

谷(10/23) 

starさんコメントあり by sora

(09/14) 

このブログを読むまで by 

star(09/13) 

こんにちは。 メッセ by わん

こ(04/15) 

現在稼働している大飯 by 

star(04/09) 

廃炉産業を起こしてほ by 

kaziwarayosiyuki(03/14) 

カレンダー

＜ 　2012年12月 　 ＞ 
日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

最新記事

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

(08/21) 

熊本地震の経験から原発の

耐震性見直しを要求し、25

団体で共同声明を出しまし

た(07/22) 

老朽原発・関西広域連合へ

要望書と和歌山県との話し

合い(07/17) 

原発のない社会を投票で示

そう！(07/05) 
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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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