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大飯原発の破砕帯に関する緊急要望書 

直下を走る破砕帯（断層）を至急に検討・現地調査してください 

 
地震・津波に関する意見聴取会（活断層関係） 委員各位 様 
原子力安全・保安院長 深野弘行 様 
経済産業大臣 枝野幸男 様 
 

敦賀原発では、４月の現地調査によって、国の専門家が破砕帯は活断層であると認めました。

これを契機に、同様の危険性が大飯原発の破砕帯にも存在するのではないかという疑いが急浮上

しています。複数の専門家によってその危険性が指摘されています。この断層が動けば、地表に

ズレを引き起こし、配管や重要な機器を破壊してしまいます。 
国の「地震・津波に関する意見聴取会（活断層関係）」委員でもある杉山雄一氏も「大飯原

発など若狭湾の原発は、現地調査であらためて状態を確認するべきだ」と話しています（６月７

日中日新聞）。 
関西電力がこれまでのバックチェ

ックで国に提出した説明資料の中で

は、設置許可申請書では出していた

Ｆ－６破砕帯のトレンチ北側の図を

省略していました。また、粘土の記

述についても省略しています。 
 

 保安院は６月１０日の福井県原子

力安全専門委員会で、この断層につ

いて、建設前のトレンチ図の拡大版

と写真を入手すると表明していま

す。これら資料も早急に公開すべき

です。 
 

この断層が活断層であるかどうかを調べる現地での調査は、１～２日もあれば実施できます。 

 
大飯３・４号機が再稼働するより前に、この破砕帯の詳細な検討と現地調査が行われる必要が

あります。そのため以下の点を要望します。 
 

要望事項 

 

１．大飯原発直下の破砕帯について、新たな専門家の見解も考慮して、早急に詳細な検討及び現

地調査を行ってください。 
２．破砕帯の実態を示す資料をすべて公開してください。 
３．少なくとも調査が終了するまで、大飯３・４号機の再稼働はしないでください。 
 
２０１２年６月２６日 
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呼びかけ団体：９団体 

賛同団体：２４８団体        個人：１０，６６３筆 

 
呼びかけ団体：９団体 

原発設置反対小浜市民の会 福井県小浜市 小浜郵便局私書箱第３号 

 

プルサーマルを心配するふつうの若狭の民の会 福井県若狭町  

 

サヨナラ原発福井ネットワーク 福井県越前市入谷町 13-20 

 

グリーン・アクション 

 京都市左京区田中関田町 22-75-103 TEL：075-701-7223 FAX：075-702-1952 

 

美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会（美浜の会） 

 大阪市北区西天満 4-3-3 星光ﾋﾞﾙ 3 階 TEL：06-6367-6580 FAX：06-6367-6581 

 

福島老朽原発を考える会（フクロウの会） 

東京都新宿区神楽坂 2-19 銀鈴会館 405 共同事務所 AIR TEL/FAX：03-5225-7213 

 

国際環境 NGO FoE Japan 

東京都豊島区池袋 3-30-22-203 TEL：03-6907-7217 FAX：03-6907-7219 

 

グリーンピース・ジャパン 

東京都新宿区西新宿 8-13-11N・F ビル 2F TEL：03-5338-9800 FAX：03-5338-9817 

 

福島原発事故緊急会議 

東京都文京区関口 1-44-3 信生堂ビル 2階 ピープルズ・プラン研究所気付 

TEL：090-6185-4407 FAX：03-6424-5749 
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＜賛同団体＞

アマナクニ／名前のない新聞 

原発さよなら四国ネットワー

ク 

怒髪天を衝く会 

アジェンダ・プロジェクト 

花風香の会 

Shut 泊 

玄米と旬の野菜・MOMONGA 

風ふくおかの会 

島根原発増設反対運動 

ネットワーク『みどりのはら

っぱ』 

平和の井戸端会議 

放射能防御プロジェクト近畿 

放射能のゴミはいらない！市

民ネット・岐阜 

子どもたちの未来と環境を考

える会ひょうご川西支部 

美しい錦川を未来へ手渡す会 

ニセコの粉雪を守ろう会 

さっぽろ泊ピースウォーク実

行委員会 

放射能から豊中の市民・子ど

もを守る会 

エコリレーかめおか 

グループちゃんぷる～ 

兵庫神戸は地元や！再稼動や

めんかい 

アジア・フォーラム横浜 

柏崎刈羽原発反対地元三団体

（柏崎地区労内） 

さようなら柏崎刈羽原発プロ

ジェクト 

さよなら玄海原発の会・久留

米 

日本消費者連盟関西グル-プ 

脱原発東はりまアクションの

会 

脱原発をめざす新潟市民ﾌｫｰﾙ

ﾑ 

なちゅらる・まま 

日本熊森協会滋賀県支部 

東北アジア情報センター（広

島） 

よつ葉ホームデリバリー京滋 

ストップ！放射能汚染ガレ

キ・関西ネットワーク 

リブ・イン・ピース☆９＋２

５ 

さよなら原発★ちがさき 

豊かな三陸の海を守る会 

フェアトレードショップ ル

シーラ 

放射能のことみんなで話そう

考えてみよう＠堺 

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 

こども未来ねっと 

すべての原発を廃炉に!!刈羽

村生命を守る女性の会 

津野山脱原発を考える会 

さよなら原発箕面市民の会 

市民のひろば 

ストップ・ザ・もんじゅ 

憲法を生かす会 

SAVE CHILD 一宮 

ワーカーズコープ熊本 

脱原発とうかい塾 

もくもく印刷 

脱原発わかやま 

環境啓発団体 地球のめぐみ 

サポートユニオン withYOU 

比企市民ネットワーク 

MOX 反対伊方の会 

空と大地の会 

時を見つめる会 

no nukes とエコ・東濃 

東京電力と共に脱原発をめざ

す会 

岡山 NO NUKE プロジェクト 

原発八女ん会 

「ゆるゆる新聞」 

京都・水と緑をまもる連絡会 

NPO 風の船 

グリーン市民ネットワーク高

知 

地球の子ども新聞 

化学物質問題市民研究会 

原発とめよう秩父人 

日本ＹＷＣＡ 

熊本 YWCA 

日本環境法律家連盟（ＪＥＬ

Ｆ） 

いのちを守るネットワーク 

非暴力アクションネット

（HANET） 

アルバイト派遣パート関西労

働組合（あぱけん）神戸事務

所 

放射能瓦礫いらん！の会 

おんぶひもの会 

原発震災を防ぐ風下の会・三

島 

会津放射能情報センター 

生活環境を考える洛北の会 

原発いらない・東濃お母ちゃ

んの会 

つゆくさと大地の会 

一般財団法人函館ＹＷＣＡ 

ナチュラルファーム Cocoro 

原発いらん！山口ネットワー

ク 

福島 YWCA 

原発がこわい女たちの会 

「原発のない社会をめざす」

（静岡）東部連絡会 

やめよら原発ＮＯ核熊野の会 

脱原発に一票チーム長崎 

脱原発・東電株主運動 

パレスチナ連帯・札幌 

ストップ原発＆再処理・意見

広告の会 
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森と暮らすどんぐり倶楽部 

阪南中央病院労働組合 

個人 

ハーメルン・プロジェクト 

プルトニウムフリーコミニケ

ーション神奈川 

生存のための科学･茨城 

大阪大学附属病院看護師労働

組合 

福島原発からの放射能放出を

やめてほしいと願う阪大病院

看護師の会 

環境共育事務所カラーズ 

「脱原発の日」実行委員会 

野生シカ調査会 

部落解放同盟兵庫県連合会塚

口支部 

未来の福島こども基金 

真宗大谷派 光明坊 

羽島環境の会 

あいちゴミ仲間ネットワーク

会議 

ハイロアクション福島原発

40 年実行委員会 

ふくしま月あかりの会 

ＳＴＯＰプルサーマル！ふく

しま 

Hitokoe Yokohama 

International School 

ファーストサービスヤマト管

理（有） 

原発を考える品川の女たち 

大地に麦を実らす会 

MAPS 漫画アニメプロデュー

スソサエティ 

ノーニュークス・アジアフォ

ーラム・ジャパン 

四国石油㈱ セルフ善通寺 

「キリスト者・九条の会」北

九州 

そね九条の会 

イラク判決を活かす会 

ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟぱーちぇ 

仏教徒非戦の会・福岡 

平和をつくる筑紫住民の会 

各務原ワークショップ 

平和資料館・草の家 

ガウスネット 

新党なごや 

高知県平和運動センター 

原水爆禁止高知県民連絡会 

原発とめよう飯能 

平和懇談会 

玄海原発プルサーマル裁判の

会 

9 条ネット・滋賀 

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 

みやぎチェンジねっと 

Project99% 

Project99% 

Ｉ、女性会議中央本部 

原発のない未来を！！なかの

アクション 

放射能問題を考える回 

ふぇみん婦人民主クラブ 

三陸の海を放射能から守る岩

手の会 

i 女性会議東京都本部 

水源開発問題全国連絡会 

ノーモア南京の会 

神戸 YWCA 

脱原発アクション in 香川 

原発にさよならを/小平の会 

京都ＹＷＣＡ 

東京脱原発音楽祭 

原発廃炉で未来をひらこう会 

東京平和映画祭実行委員会 

「ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙを知ろう」後志住民

ﾈｯﾄﾜｰｸ 

山崎川グリーンマップ 

苫小牧の自然を守る会 

生活クラブ生活協同組合（静

岡） 

ベクレルフリー北海道 

生活協同組合 エスコープ大

阪 脱原発委員会 

グリーンピースサポーターズ

クラブ熊本 

OZU げんき塾 

日本科学者会議徳島支部 

長崎ＹＷＣＡ 

人権平和ネットワーク・うべ 

いとしま菜の花プロジェクト 

名古屋ＹＷＣＡ 

香川連帯ユニオン 

えねみら・とっとり 

Rainbow Mother 放射能から

子どもを守りたい in 綾部 

核・ウラン兵器廃絶キャンペ

ーン福岡 

I（アイ）女性会議 

原発・核燃とめようかい 

原発・核燃とめようかい 

脱原発！フェミニスト集合 

NPO 法人 R水素ネットワーク 

みのお・平和のまちをつくる

会 

NPO 法人 AM ネット 

ODA 改革ネットワーク 

ODA 改革ネットワーク・関西 

NPO 法人 泉京・垂井 

我孫子ナーマル・フレンドシ

ップ 

憲法を生かす会・和歌山 

ポレポレ佐倉 

ぴあ・ネット／１００万年の

会 

奈良 こどもの未来をまもる

会 

東京・生活者ネットワーク 

つぶせ！有事法制・川崎市民

の会 

全日本建設運輸連帯労働組合
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近畿地本本部 

全日本建設運輸連帯労働組合

近畿地区ﾄﾗｯｸ支部 

みんなの牛乳勉強会 

小平・生活者ネットワーク 

毎月 26 日のランチタイムに

関電前に集まる女たち 

脱原発へ！関電株主行動の会 

くらしを見つめるひととき 

原発やめよう／つながろう関

西・マダム会議 

国民保護法制を考える会 

市民ネットワーク・ふなばし 

京都 YWCA 

小林大木企画 

「核分裂過程」の上映を実現

させる会 

「平和への結集」をめざす市

民の風 

ストップ原発＆再処理・意見

広告の会 

原発震災を考える和歌山県民

の会 

サークル”ジョアン” 

東京・生活者ネットワーク 

とことこ歩む会 

放射能から子どもを守る会み

のお 

STOP 原子力★関電包囲行動 

とめよう原発関西ネットワー

ク 

足元から地球温暖化を考える

市民ネットたてばやし 

純アヒムサ会 

自由空間創楽邑 

BE-IN Tokyo 

5 ㎝ 50 ㎝計測 NET 

千葉の干潟を守る会 

「原発」都民投票を実現させ

る会・西東京 

東京都学校ユニオン 

ボイス・オブ・ヒロシマ 

さよなら原発～にしたま～ 

資料センター《雪の下の種》 

NPO 地球とともに 

資料センター《雪の下の種》 

みどりの未来 

キッズアース 

日本ソーラーエネルギー教育

協会 

「原発のない社会をめざす」

（静岡）東部連絡会 

千葉学校労働者合同組合 

ウータン・森と生活を考える

会 

NUKE FREE みえ・いせ 

憲法リテラシー向上委員会 

憲法 9条・メッセージ・プロ

ジェクト 

福岡地区合同労働組合 

伊方原発の再稼働を許さない

市民ネットワーク 

特定非営利活動法人ワークレ

ッシュ 

原発の危険性を考える宝塚の

会 

新エネルギーをすすめる宝塚

の会 

那珂川ウォーターネットワー

ク ツルカメ隊 

神戸ネットワーク 

放射能から子どもを守ろう安

中の会 

いせさきの子どもたちを放射

能から守る会 

玄海原発プルサーマル裁判の

会 

プルサーマルと佐賀県の 100

年を考える会 

プルサーマルほっとケーない

会 

憲法を生かす会 

さよなら玄海原発の会・久留

米 

環境教育ふくおか 


