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「第 25 回全国相談会 in 高槻」報告
再稼働阻止全国ネットワーク事務局 天 野 恵 一
９月６日、大阪市うつぼ公園に１６００名
「老朽原発うごかすな！大集会 in おおさか」開催される
７日には、高槻市で「再稼働阻止ネット全国相談会」
９月６日（日）の、大阪うつぼ公園での「老朽
原発うごかすな大集会」とデモの翌日（７日）、
第２５回全国相談会 in 高槻は、9 時 30 分、再稼
働阻止全国ネットワーク共同代表の柳田真（東
京・たんぽぽ舎）の主催者挨拶でスタート。その

9 月 7 日全国相談会 会場クロスパル高槻

前に私たち司会者が、マイクを使う人（発言者）

らの報告と提案、佐賀の「原発と放射能を考える

は、マスクをしたまま発言してください、とのア

唐津の会」からの玄海原発を巡るトリチウムの危

ナウンスをした。前日の集会（とデモ）同様、新

険性をクローズアップしたレポートなど、多様な

型コロナ対策を忘れるわけにはいかない。

各地の取り組みの声が資料として提出され、参加

反原発自治体議員・市民連盟の関西メンバーか
らの、地方議会への再稼働反対の請願書提出活動
の報告を含めた挨拶、その後、茨城１名を含む東
京方面からの参加者１８名と関西１３名、そして
鹿児島からの参加者１名の３２名全員が短く自
己紹介。

者全員に配布、何とかそれでも「全国」相談会と
いえる集まりが実現した。

５つの議題で討議。 全国からはオンラインで参加
<議題１>は、老朽原発（高浜、美浜）再稼働の
問題点と９．６大集会の取り組みについての報告。
「若狭の原発を考える会」の木原壯林が、原発老

今回は、地方からの参加者は当然にも全く少な

朽化に伴う「脆化」（材料が固く、もろくなるこ

く、「全国相談会」という看板にふさわしくない

と）「腐食」「減肉」（厚みの減少）を中心に、す

集まりとなってしまったが、オンライン参加者も

こぶる具体的かつ明快に、その危険性の増大の実

１０名ぐらいあり、北海道「後志・原発とエネル

態を分析、また『老朽原発うごかすなニュース』

ギーを考える会」の寿都町の「核のゴミ」最終処

を発行しながらの（１～１２号までを資料として

分場問題についてのレポート、六ヶ所再処理工場

配布）、参加・賛同集めのための実に緻密なオル

（核燃サイクル）をめぐる状況の報告、「みやぎ

グ活動の軌跡が力強く報告された。

脱原発・風の会」の提案、「原発いらない福島の

<議題２>は「関電マネー」問題。「関電マネー不

女たち」の主に汚染水海洋放出に関する抗議活動

正還流を告発する会」の末田一秀から、マネーの

のレポート、新潟県柏崎刈羽原発反対行動報告、

不正還流がどのようになされたかの具体的な報

さらには「伊方から原発をなくす会」の取り組み、

告がなされ、「告発する会」の取り組みが紹介さ

「ストップ川内原発！３・１１鹿児島実行委」か

れた。その後、「老朽原発の危険性」と「不正マ
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ネー」の二つの切り口から関電をどう攻めていくか

老朽原発廃炉に向けて今が正念場

をめぐって討論。
昼食休憩をはさんで午後からの第３議題は、<東

老朽原発うごかすな！実行委員会・木原壯林

海第二原発再稼働を止めるために>である。まず茨
城の「東海第２原発の再稼働を止める会」の披田信
一郎が、裁判や避難計画への具体的批判などの茨城
現地での活動について詳細に報告。次いで柳田真が
「とめよう！東海第二原発首都圏連絡会」の活動に
即して、敦賀２号の地質調査データーの改ざんが大
きく問題になっている日本原電の企業体質のデタ
ラメさを、敦賀原発の立地地-福井県で闘っている
うつぼ公園に 1600 名結集

グループと協力して鋭く批判し抜き、原電に東海第
二の再稼働をあきらめさせる運動の方向付けを提
案。

9 月 6 日、
「老朽原発うごかすな！大集会 in おお
さか」
（「9.6 大集会」と略）が、新型コロナウイル

第３議題に即した討論の後、第４議題、核廃棄物

ス（コロナと略）、超大型台風、酷暑を乗り越えて、

問題・福島汚染水問題<寿都・六ケ所・福島>へ。問

1600 人を超える結集を得て開催され、
「老朽原発う

題を抱えている各地からのレポートがまず紹介さ

ごかすな！」の強い決意が示されました。

れた後、東京の木村雅英が取りまとめて報告。討論

この集会には、コロナの終息が見えない中、組織

で、この「核のゴミ」問題は全国各地の共通の問題

参加は自粛されたものの、脱原発を目指す関西、福

であり、「全国相談会」で、共通のテーマとして持

井の市民団体、労働団体、政党のほとんどが参加さ

続的に討論を積み上げていく必要があることを、確

れ、連帯する集会やアピール行動も 10 の都府県、

認。

23 ヵ所で実行されました。

次の議題５は「コロナ下の大衆運動」である。
すでに実行されている感染対策をできるだけし

自粛が求められる中でのこの大結集は、老朽原
発・高浜 1、2 号機、美浜 3 号機の再稼働を画策す

っかりしながら、運動はできる範囲でキチンと持続

る政府、関電に対する怒りの大きさを示しています。

しようという結論以上のことは、はずんだ議論にな

また、コロナの中だからといって、自粛し続ければ、

らなかった。ただ、「コロナはたいして危険じゃな

政府や大企業の思いのままの政策がまかり通るこ

い」というような意見も出る中で、大阪大集会を精

とになり、コロナを口実に民主主義が破壊されかね

力的に準備してきた木原の話が私の記憶に強く残

ないことへの、憤りと歯がゆさがほとばしりでたも

った。「大勢で集まることは自分たちの職業への倫

のです。

理観から無理だ」と主張してきた医療労働者組合の
メンバーに、あなた方の立場としては当然だ、了解

「9.6 大集会」賛同は、団体 221、個人 841 人

する、と対応したところ、自分個人としては「感染

ところで、
「9.6 大集会」の成功を目指す実行委

が広がるから何もしないというわけにはいかない」

員会は、関西一円、福井の約 80 の市民団体、労

という気持であることも強く伝えられた、というエ

働団体、政党を訪問し、協力要請を精力的に行い（大

ピソードである。

半の団体への要請は複数回）、嘗てなかったほど多
様な団体、個人のご支援を得ることができました。
「9.6 大集会」への賛同は、団体 221、個人 841 人
に達しています。
「老朽原発うごかすな！ニュース」
の発行、原発立地自治体および関電への申入れ、抗
議ハガキの送付、
「怖ーい老朽原発」と題した動画
の You-Tube への Up、ハッシュタグ付きツイッター
などでの「老朽原発うごかすな！」の声の拡大も図
りました。街宣車 3 台による大阪、京都、滋賀、福
井での街宣行動も 5 月以来続けました。
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東海第二もその 3 基に続く 42 年目となる老朽原発だ
が、BWR ということもあってか、少し関電の 3 基と較べ
て関西では知られていないと感じさせられもした。しか
し、廃炉が決定していない 4 番目に古い原発が東海第二
であり、かつ、3.11 で被災した原発の再稼働が画策さ
れているということで、
「老朽原発うごかすな！」のた
たかいの輪に加えて全国の仲間とともにたたかうため、
首都圏からの 30 人近い仲間とともに駆けつけたものだ
った。
そして、集会での発言で、東海第二に特有な危険性と
ともに、その事業者である「日本原子力発電（日本原電）
」
の電力会社としての特異性と、問題点を報告させてもら
った。

さて、「9.6 大集会」後、今後の行動について話し合
う実行委員会が 9 月 20 日開催され、以下が決定されま
した。
関電は、9 月 18 日、美浜 3 号機、高浜 1 号機の安全
対策工事の完了を発表し、両原発の来年 1、3 月再稼働
を公言しています。いよいよ私たちの正念場です。
「9.6
大集会」で切り開かれた地平の上に、さらに幅広い大運
動を高揚させ、老朽原発再稼働の野望を打ち砕き、原発
のない、人の命と尊厳が大切にされる社会を実現しまし
ょう!

【老朽原発うごかすな！実行委員会 今後の行動予定】

■日本原電は、敦賀 2 でデータ改ざんまでやるほど

① 緊迫する老朽原発再稼働の危機に鑑み、｢老朽

追い詰められている

原発うごかすな！大集会 in おおさか｣実行委員
会は、
名称を｢老朽原発うごかすな！実行委員会｣

その一つが、今年 2 月に明らかとなった、日本原電が

と改称して継続する。

東海と並んで、福井県敦賀市に持つ敦賀 2 号機の新規制

② 当面の行動として、

基準適合性審査の過程で行った、
「データ改ざん事件」

・11 月 23 日に関電本店(大阪)を出発し、12 月

だ。

9 日に美浜町に至る 200 km リレーデモを実施し

この大阪行きでは、その敦賀 2 号機の地元、福井県で

最終日には、美浜町への申入れ、関電原子力事

たたかう仲間と合流して、このことの実情を地元の方か

業本部包囲の抗議行動を展開する。

ら伺い、日本原電のひどさ、原発事業者として失格であ

・10 月 1 日～11 月 23 日を「老朽原発うごかすな！

ることをあばいて、東海第二の再稼働阻止のたたかいに

キャンペーン期間」とし、各種の抗議・申入れ

もつないでいけないかとする交流も目的のひとつだっ

等、多様な行動を各地で展開する。

た。デモの終了後の時間で、福井県側の中島哲演さんと、
敦賀市で敦賀市議を務める奥様とともに日本原電とた

・原発立地自治体、原子力規制委、関電への「原
発うごかすな！」申入れハガキ行動を拡大する。

たかって来られている山本さんのお二人と、
「とめよう!
東海第二原発首都圏連絡会」側の柳田さんら 4 人とで、

③「老朽原発うごかすな！ニュース」の発行、

情報交流した。

賛同者やカンパの募集は継続する。

敦賀 2 号機はすでに 2015 年には専門家による地質デ

④「老朽原発うごかすな！大行動」を来春早々に、

ータ分析などから、敷地内を通る活断層の上の立地だと

大阪で開催することを検討する。

され、事実上、新規制基準で運転させられない・廃炉決
定の原発だ。しかし日本原電は、規制委の審査に抗弁し
て、新たな資料の提出をするなどして審査を長引かせて
きていた。その過程であるまじき原データの改ざんが
80 か所もあったのだ。ここまでして審査の継続を図っ

大阪集会・デモに参加して

ている原因は、再稼働の可能性がある審査中とすること

―東海と敦賀つなぐ原電の闇

で、発電せずとも支払われる売電基本料が受け取れなく
なることを避けるためなのだろう。

東海第 2 原発の再稼働を止める会・披田信一郎

9 月 6 日、大阪市で「老朽原発うごかすな！大集会」
が、コロナ禍の厳しい状況の下、実施され、東海第二の
地元、茨城県から参加した。1600 名もが集まり、関西
電力の高浜 1、2、美浜 3 の PWR で 40 年を超える老朽化
した 3 原発に対する、福井、関西の仲間たちの熱い熱を
感じられた行動だった。

福井県の運動としては 40 年超の高浜 1、2、美浜 3 の
老朽原発の再稼働阻止が喫緊の課題で、敦賀 2 号機につ
いては、主要課題にはなっていないとのことだったが、
審査の引き延ばしに共謀しているかのような原子力規
制委員会への追及を含めて、福井～茨城・首都圏をつな
いだ今後の取り組みが問われると感じた。
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7 月 22 日、再稼働阻止ネットの呼びかけで、緊急行
動が行われた。院内ヒアリングでは青森、福島からも参
加し関係省庁を追及。東電、日本原燃、経産省を貫く
抗議、申し入れ行動が霞が関一帯で行なわれた。
カナダからのメッセージも届く。

≪再稼働阻止全国ネット

《行動予定》
●「とめよう！東海第二原発 11.27 集会」
～東海第二の廃炉の日 文京区民センターで集会
日時：11 月 27 日(金)18 時 15 分開始
主催：とめよう！東海第二原発首都圏連絡会
●毎月の日本原電・東電本店抗議
・11 月４日(水)
日本原電本店前 17:00
・12 月 2 日(水)
終了後、移動
・2021 年 1 月は 13 日(水) 東電本店前 18:30～
●12 月 9 日(水)関電原子力事業本部(福井美浜町)
包囲行動(13 時)リレーデモ最終日の行動
13 時

会計からのお知らせ≫

来年で 3.11 福島原発事故 10 年目となる中、新型コロナ禍が私たちの暮らしに大きな影響を及ぼし
ています。こうした日常は原発の危険性を忘れさせがちです。しかし全国の原発再稼働 STOP！は
私たちの決意です。昨年度も皆様からお寄せ頂いた会費・カンパをもとに、事務局運営
高浜、大間、泊現地集会、全国相談会（19 年 5 月高槻）、東京の拡大会議（2 回）
関電本店抗議全国集会などの交通費補助、院内ヒアリング集会、リーフレット作成
若狭への活動支援などに活用させて頂きました。 会計事務については、小熊が青森に
転出して活動、本年 9 月から中村泰子が引き継ぎました。
今後とも皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

2019 年度 再稼働阻止全国ネットワーク 収支報告
2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
収
入
前年度繰越金 ①
団体会費
個人会費
カンパ振込
現金カンパ
事務局カンパ
（コピー代）
資料代
小 計 ②

支

出

956,893
115,000
252,000
710,850
184,579
32,300

交通費補助
444,905
印刷代
122,696
集会費
156,165
支援カンパ
193,350
通信・事務費
159,334
事務所費
366,754
45,300
雑費
24,726
1,340,029
小 計
1,467,930
2020 年度繰越金
828,992
2,296,922
合 計
①+②
合 計
2,296,922
上記の通り報告いたします。 会計担当 石鍋 誠 小熊 ひと美

後記
灼熱の夏が過ぎ、アベ政権も
衣替えかと思いきや、ぞろぞろと
出てきたのは同じ穴のムジナ。
原発政策も露骨に推進。女川・
柏崎刈羽ほか、各地へ魔の手を
伸ばし、北海道には核のゴミ最
終処分場の誘い。
しかし３１１から 10 年近く、脱原
発の民意は変わりません。再び
声を大にして、老朽原発うごかす
な、核はいらないとコロナで停滞
気味の世の中に呼びかけていき
ましょう。
カンパもよろしくお願い致します
（事務局 青山）

『再稼働阻止全国ネットワーク』
連絡先 TEL 070-6650-5549 FAX 03-3238-0797
info@saikadososhinet.sakura.ne.jp
東京都千代田区神田三崎町 2-6-2 ダイナミックビル 5F たんぽぽ舎気付
共同代表 中嶌哲演（福井）／佐々木慶子（ふくしま WAWAWA-環・話・和の会）／柳田真（たんぽぽ舎）
近藤享子（伊方から原発をなくす会）／佐野慶子（元静岡市議会議員）
近藤ゆき子（刈羽村 生命を守る女性の会）／鎌田慧（ルポライター）／広瀬隆（作家）
・再稼働阻止全国ネットワークホームページ saikadososhinet.sakura.ne.jp/
・郵便振替口座 [00110-0-688699] 加入者名：[再稼働阻止全国ネットワーク]
・銀行など 預金種目：当座（ゆうちょ銀行 金融機関コード：9900 店番：019）
店名：〇一九店（ゼロイチキュウ店） 口座番号：0688699
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