賛同団体から寄せられたメッセージの紹介
◆福井県知事宛ての要望書への賛同をネットの署名フォームで募り、その時に、メッセージ欄
を設けた。メッセージはそこに寄せられたもの
・全体で１４５通のメッセージ
・短い言葉の中に、それぞれの思いが込められている
◆内容を大別して、いくつか紹介します（メッセージ全体は２頁以降にあります）
①

関電が約束を破ったのだから、原発の再稼働は止めるべき

 関西電力の約束違反には厳正に対処すべきです。違反はとんでもないことです。
 何のための約束でしょうか。約束を破ったのだから止めるのが当たり前です。
 どこの知事も都道府県民も「約束」に重みを感じないといけませんね。
②

核のゴミをこれ以上増やしてはいけない

 使用済み核燃料の問題は、まさに原発問題の肝です。あいまいなまま、原発の稼働は許
されません。
 使用済み核燃料を貯蔵することなどは、どの地域も反対します。処理できない、危険な
ものを残す原発、しかも過酷事故が起こればもう一つの福島を作ることになりかねない
原発は、すべて止めるべきです。
 処分方法もない、持って行くところもない使用済み燃料をこれ以上増やしてどうするつ
もりなのでしょうか。福島の悲しみを繰り返してはなりません。八方塞がりになった今
こそ、脱原発に舵を切るときだと思います。
③

福島原発事故を繰り返してはならない

 東京電力福島原発事故の責任は、誰も取ってはいません。放射能汚染に曝された福島県
民の一人として、苦悩が継続していることを訴えます。
 福島原発事故でどんなことが起きたのか…あんな危険なものを未来に残してはならない。
ふるさとを守ろう。
④

各地の声

 私たちの暮らす綾部市は、両原発から 30km 圏内に入る距離にあります。安心して子育て
したいのです。そのために、まずは原発の運転停止、再稼働しないと表明してください。
 当地も関電を含むあらゆる使用済み核燃料搬入阻止のために全力を尽くします。共に頑
張りましょう。
 長崎県の被爆者は今も癌と闘い、子孫の発病に怯える生涯を暮らさなければなりません。
心に闇の無い人生をどうか、被爆者だけでなく日本の国民とすべての人類の為に大飯
３・４号炉運転再開の了承は取り消してください。心よりお願いいたします。
⑤

反原発・脱原発以外の団体からも（京都府北部の農家民宿、生協などからも賛同）

 毎朝、友禅染の仕事に取り掛かる前にはいつも原発の事をそして被ばく労働者のことを
考えています。大飯３・４号機の再稼働了承を今すぐ撤回してください。
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賛同団体から寄せられたメッセージ（145 通）
 生きものが、生まれられなかった時代に向かって、猛進するごとき所業は即刻やめるべき
です。すでに原発の運転で、猛毒物質を大量に産んでしまっています。どんどん生きづら
くなって、構わないとでも云われますか。
 関西電力の約束違反には厳正に対処すべきです。違反はとんでもないことです。
 解体廃棄物、使用済み燃料など、ほとんどが未解決のままで再稼働が進められてきた。中
間貯蔵に関する知事への約束は、大飯原発再稼働の為の方便に過ぎないと私は考えていた。
核のゴミとなる危険物質を、歓迎して引き取るところなどあろうはずがない。
 福井県は約束をしっかりと果たすべきです。
 早く原発ゼロにたどり着きたいです。余命あるうちに！
 知事、思い切って原発から脱却し、県として自然エネルギー発電事業に転換してはいかが
ですか。経済の循環は可能です。使用済み核燃料は県外に移動してはなりません！
 知事として福井県民の安全を最優先してください。また、近畿圏在住の市民として、原発
の稼働は黙認できません。
約束を反故にされたからには大飯原発の停止を命じるべきです。行政マンとして毅然とし
た態度を示してください。県民の安全・安心を守る姿勢に疑義を生じさせてはならないと
思います。
 何のための約束でしょうか。約束を破ったのだから止めるのが当たり前です。
 約束は守ろう！未来の子どもたちのためにも！！
関電は原発を停止し、廃炉に向けて交渉すべきです
 使用済み核燃料を貯蔵することなどは、どの地域も反対します。処理できない、危険なも
のを残す原発、しかも過酷事故が起こればもう一つの福島を作ることになりかねない原発
は、すべて止めるべきです。
 原発を止める条件が出そろいました。展望は原発の廃炉にしかありません。
 すでに存在する使用済み核燃料についても、安全な保管と、原子力防災避難の知見から、
対策を準備する必要があります。
 出来もしない約束を承知で再稼働を承諾した福井県知事の欺瞞性は絶対に許せない。直ち
に大飯原発３．４号機を停止させるべきである。また高浜原発３．４号機も停止は当然で
ある。高浜１．２号機及び美浜原発３号機の再稼働も絶対認められない。
 重大な社会的公約を守れない企業は公約をはたすまでの間、知事は業務停止処分を実施す
べし。
 とりかえしのつかない大事故を繰り返す前に、福井県の原発を停止してください。
 全国各地で包囲網を作りましょう。
 脱原発をめざす大きな節目になる、出来事だと思います。
 六ヶ所村再処理工場に反対し、3.11 世界初の原発震災には子どもを守る活動に取り組んで
きました。人口放射能を拡散しない世界を、人工放射能を増やさない世界を子孫に残すま
では死ねないというメッセージを発信しています。
 茨城県には日本原電の、2018 年 11 月 28 日をもって 40 年になった東海第二原発がありま
す。事故を起こした福島と同じ沸騰水型です。福島原発事故の検証も終わっていないのに、
あろうことか規制委員会は 20 年延長を認めました。原発をとめるのは市民の声しかありま
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せん。お互いにがんばりましょう。
 未来の無い、常に事故のリスクがある危険な原発は一刻も早く止めてください。
 「核のゴミ捨て場」はどこにも作らせない。これがじっしつ原発の再稼働を止める闘いな
のだ。
 大飯３・４号炉再稼働の承認取り消しを強く求めます。
 関電が約束を守れなくても再稼働を許すようなら、今後も関電はいい加減なことを言って
県や住民を欺くでしょう。再稼働を認めてはいけないです。
 共にがんばろう！
 関電は中間貯蔵施設の福井県外立地のため、全社を挙げて 8700 回以上の自治体訪問を行い、
「理解は進んでいる」という。核燃料サイクルの破綻によって、使用済燃料はリサイクル
燃料ではなくただの核のゴミと化した。「理解は進ん」でも引き受け自治体が現れる見込
みなどない。まずは、使用済燃料のこれ以上の発生を止めるべきである。
 よろしくお願いいたします。
 これ以上原発を動かし続けることは、子孫への大きな軛となります。ただちに全ての原発
を止めてください。
 賛同団体に加わります。
 よろしくお願いいたします。
 放射性廃棄物を発生させながら処分地を求めるような政策に協力する自治体はありません，
市民はいません。再稼働を止めることが第一です。
 これ以上、死の灰を未来に残さぬよう、ドイツの決断にならってください。
 地元でとれる美味しいお米や野菜を食べたい。美味しい水を飲み、美味しい空気を吸い、
美しい自然に囲まれて家族みんなで生活したい。そんな普通の生活を一瞬にして奪ってし
まう原発。事故が起こってからでは遅いのです。
４０年も前の古い科学技術、建築が原発以外で通用しますか？
どうか福井県を加害者に、京都府を被害者にしないでください。
今まで築き上げたものを一瞬で壊し、何十年、何百年と人々を苦しめる原発の再稼働を認
めないでください。
 福井県知事さま、
日頃より、県民の暮らしと安心をまもるお仕事をしてくださり、ありがとうございます。
県知事と関電の約束の条件が変わったのであれば、もう 1 度、約束の内容を検討していた
だけるよう、希望いたします。
 原発輸出は総崩れ、経団連会長も原発は経営ベースではないと言っています。
 核廃棄物の処理も出来ないような、原発は今すぐ廃炉にして下さい。
 約束を守らない関西電力は信用できません。大飯 3.4 号の再稼働合意を取消して、関西電
力に運転停止を求めてください。
 福島での原子力災害の惨禍を再び繰り返さないと日本人は学びました。深刻な被害を数百
年単位で残す原子力発電所は速やかに停止及び稼働を停止して下さい。
 これ以上、核のゴミを増やさないで。関西電力が約束を守れなかった以上、その担保とな
った大飯 3,4 号の原発は直ちに稼働を止めるべきです。福島原発事故はまだ収束していま
せん。大きな自然災害が起きている昨今、原発事故は福井県だけの問題ではありません。
関西周辺にすむ人々の生活に影響する生命の問題です。大飯原発 3,4 号の再稼働承認取り
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消しの知事の英断を求めます。
 賛同します。未来の人たちのために、今私たちが踏ん張らねば禍根を残します。
 福島原発事故から 8 年ですが。現在 14 県で出荷制限がつづき、教訓にすべきです。
 原発の再稼働は絶対反対です。
 原発のない社会・世界を!
 原発がなくても電気は足りています。安心・安全が一番です。
 賛同します。よろしくお願いします
 どこの原発も再稼働反対です。再稼働は絶対やめてください。
 福島原発事故でどんなことが起きたのか…あんな危険なものを未来に残してはならない。
ふるさとを守ろう。
 大飯３・４号炉運転再開の了承は取り消してください。
 原発といのちは共存できません、再稼働は生きとし生きるものへの冒涜です!!
 早く廃炉にすべき原発。そのゴミを貯蔵するような施設はどこにもありません。 人間と原
発は共存出来ないことを覚るべきです。
 関電に対しては毅然とした態度で望まないと、結局福井県にずるずると使用済み核燃料が
留め置かれ、それがどんどん増えていくだけです。約束を守らない関電には対抗措置を。
 一刻も早く再稼働をとめることが日本国民にとっていや世界中の人々にとっての安全で安
心の生活に続いていくと思います。人々だけではありません。この豊かな自然、そこに住
む生き物たちが無残に傷つけられることがないようにお願いいたします。
 関電と九電が原発推進の先頭を走っています。関西に見習って、九州でも頑張ります。地
球から原発をなくしましよう！
 地層処分の説明会で、今まで出てしまった核ゴミの処理だけを何とかお願いしたいという
ならまだ考慮の余地があるが、当日説明に当たった経産省の役人はこれからも原発は続け
ますというので全く受け入れる余地はないと意思表明をしました。2 年ほど前の話です。
 使用済み核燃料の貯蔵施設は、日本全国どこにも作ることはできません。美浜・大飯・高
浜全ての原発の廃炉を求めます。
 当地も関電を含むあらゆる使用済み核燃料搬入阻止のために全力を尽くします。共に頑張
りましょう。
 世界の流れは、脱原発社会への急速な移行と再生可能エネルギー社会の実現である。原発
はすでに非効率発電システムに転落し、核のごみ処理の見通しのないまま解決不能に陥り、
電力業界は採算の見込まれない原発の廃炉に舵を切り始め、金融は融資から公然と撤退を
宣言した。「命のすべてを破壊する原発を廃炉に」とは宮城県女川原発反対同盟代表阿部
宗悦氏の遺言、核と生物は共存できない。大飯・高浜の原発を運転する資格は、福島原発
事故の原因究明を頓挫させ事故責任を放棄する国・電力各社に皆無である。
 約束違反をする電力会社は、信頼することができません。国民の安全安心な社会のために
は、原子力発電は有効ではありません。
 東京電力福島原発事故の責任は、誰も取ってはいません。放射能汚染に曝された福島県民
の一人として、苦悩が継続していることを訴えます。
 知事の腹の底は分かり兼ねますが、もう一度事故が起こらないと分からない（起きても分
からないかも！？）愚かな選択だけは避けたいですね。
 全原発の廃止を！
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 遅くなりましたが、賛同に加えていただければ幸いです。宜しくお願い致します。
 核のゴミの処理の見通しのない原発はすぐ止めて欲しい。原発ゼロ法案の成立を求めます。
 原発は危険。原発は不要
 再稼働は世界の潮流に逆らったエネルギー政策だと思います。福島の事故だけでも十分日
本の国力は衰えました。二度と事故を起こすことは許されません。ということは廃炉にす
ることしか道はないと思います。
 賛同します。よろしくお願いします。
 まずは廃炉。
 奈良市は大飯原発から１００キロに位置します。放射能プルームから逃れることはできま
せん。
 原発の稼働は認めないで下さい。
 遠くからですが、全ての原発の完全廃炉まで末永く見て行きたいと思っています。福井県
の原発でも事故があれば日本はお仕舞です。皆様どうぞ頑張って下さい。
 福井県の現在と未来を考えてください。核まみれの県を終わりにして下さい。
 関電と「2018 年末までに使用済み燃料の福井県外搬出を！」の約束で大飯 3・4 号機稼働
を認めたのですから、約束を破られたら了承は取り消すべきです。良識ある大人なら約束
はきちんと守るべきです。
 大飯３・４号の再稼働承認を取り消してください。
 全ての原発の廃炉を決定し、安全な廃炉作業と使用済み核燃料をはじめすべての核廃棄物
の安全保管を求めます。
 １．関西電力の約束違反を踏まえ、大飯３・４号炉の運転再開の了承を取り消してくださ
い。２．福井県内で、使用済燃料の貯蔵施設をつくることは認めない、断ると、改めて表
明してください。３．高浜３・４号の運転停止を求めてください。高浜１・２号及び美浜
３号の再稼働を認めないで断ってください。
福井には友人がおり、大好きな YouTuber もいます。
北海道からも、この活動を応援します。"
 すべての生き物に危険をもたらす原発を止めてください。
 がんばってください。「志賀原発を廃炉に！」訴訟団の一員として頑張っています。
 老朽高浜原発 1、2 号機、美浜 3 号機の廃炉も求めたいものです。
 原発も安倍も今すぐ止めさせよう！
 関西電力の居直りを許さないために、福井県知事への要望は大切だと思います。要望書提
出には参加できませんが、賛同団体になります。
 再稼働に強く反対します。
 これ以上可動を続けたら、保管できない危険な核のごみが増え続ける一方です。関電は搬
出先候補を提示できませんでした。搬出は困難でしょう。西川知事は、一刻も早く福井の
関電の原発を停止してください。
 関西電力は約束を破りましたので、大飯原発 3・4 号等の再稼働了承はすぐに取り消してく
ださい。原発運転継続のために中間貯蔵やサイト内貯蔵という核のゴミ捨て場を増やさな
いでください。搬出先はなく、永久に核のゴミ捨て場になってしまいます。老朽原発の高
浜 1・2 号、美浜 3 号の再稼働も了承しないでください。日立の原発輸出も破たんしました。
時代は脱原発に向かって進んでいます。
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 大飯原発 3・4 号再稼働の条件がないがしろにされ、使用済み燃料の貯蔵に関しても方針が
見えません。そうした事態に向き合わず、先延ばしにするのは国民そして将来世代に対す
る裏切り行為ではないでしょうか。知事には誠意ある対応を求めます。我々は東京の団体
ではありますが、これ以上放射能による未来の犠牲者を出さないために、原子力発電から
の撤退、再生可能エネルギーへのシフト、放射性廃棄物の公正な処分方法を実現するため
活動を続けます。
 約束を守る、という当たり前のことができないなら、ようしょくを辞任するべきです。県
民（国民）に信頼される姿勢を！

人の命と安全を第一に考えるべき知事という立場なら、

原発再稼働はあり得ないです。
 処分方法もない、持って行くところもない使用済み燃料をこれ以上増やしてどうするつも
りなのでしょうか。福島の悲しみを繰り返してはなりません。八方塞がりになった今こそ、
脱原発に舵を切るときだと思います。
 上記３点の要望に賛同し、国内の全ての原発の即時廃炉を希求します
 福井県知事は関西電力の使用済み燃料貯蔵場所確保を条件に大飯 3.4 号炉の再稼働を了承
されました。その約束をはたされなかったのですから、大飯 3.4 号炉は直ちに運転を停止
すべきです。原発が稼働され続ける限り、行き場のない使用済み燃料は増え続けます。地
震、火山、重大な規模の天災が続く昨今。原発があることそのものに関西に住む私たちも
毎日不安を感じながらの生活を強いられています。福井県だけの問題ではなく、関西に住
む私たち住民の命に直結する問題であり見過ごすことはできません。未来に原発はいらな
い。福島原発はまだ、収束していない！その事実に向き合い、福井県知事は「原発運転停
止」を選択してください。
 原発事故はひとたび起きてしまったら、取り返しがつかないのです。大飯・高浜・美浜原
発を絶対に廃炉にしましょう。
 中間貯蔵施設など問題解決になりません。絶対反対です。
 危険な原発に頼らないエネルギー政策に切り替えて下さい。
 原発で作った電気を使いたくありません。全ての原発を廃炉にして下さい。
 トイレなきマンションはごめんです。
 福岡市東区で活動している団体です。私、浅田と森あやこ（福岡市議）が共同代表をして
います。玄海原発裁判の会、今を生きる会などと協力しながら地道に活動しています。共
にがんばりましょう。
 副島県・宮城県の一般市民さえ原発の恐怖を知ってるのに、専門家達の多い福井県のお役
人たちに、今更こんな要望書を出さざるを得ないことが悲しい。
 福島事故が終っていないのに再稼働などあり得ません！
 福島事故が終っていないのに再稼働などあり得ません！福井県だけの問題ではありません。
全国津々浦々人間だけでない小さな生き物、野生動物の命の事も考えてください。
 福島事故が終っていないのに再稼働などあり得ません！福井県だけの問題ではありません。
再稼働を止めてください。
 原発再稼働、絶対反対です。
 経済的にも成り立たなくなっている原発の新設。大きな原発事故を起こした国で、すでに
あるものを再稼働で金に換えようとの姿勢は、下品以外のなにものでもありません。
 地震大国の日本に核廃棄物の貯蔵に適地などありません。今すぐ原発を止めて下さい。
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 核燃料サイクルは破綻しています。
これ以上核のゴミを増やさないでください。
まず原発を動かさないことを前提とし、その上でより安全な貯蔵方法を検討してください。
 未来の子どもたちのためにも、これ以上核のゴミを増やさないでください。
原発は直ちに停止してください。
 新たに生み出される危険な「核のごみ」を受け入れる場所はありません。地元の住民の懸
念を無視したまま原発を稼働させるのは、企業としてあまりに無責任です。すぐに稼働し
ている原発を止めてください。
 賛同いたします。
 要望に賛同します。
 使用済燃料の貯蔵施設の根本問題は、地球のいたるところに放射能をまき散らすばかりか、
極めて危険な使用済み燃料は、原発そのもの含めて人間社会との共存ができない、相いれ
ないことを示しています。時代は、一日も早い原子力発電所からの転換を求めています。
目先の利権を求めず、県民はじめ人々の命と生活守らねばならない知事の役目を自覚して
ください。
 陰ながら応援しています。
 原発事故はまだ収束していません。再稼働による被害は甚大です。被害者をこれ以上出さ
ないよう未然に防止していくことはとても大切な視点であります。
 長崎県の被爆者は今も癌と闘い、子孫の発病に怯える生涯を暮らさなければなりません。
心に闇の無い人生をどうか、被爆者だけでなく日本の国民とすべての人類の為に大飯３・
４号炉運転再開の了承は取り消してください。心よりお願いいいたします。
 原発を止めない限り使用済み燃料は増え続けます。

保管する場所がないなら稼働させな

いのが当然のことです。
 関電の約束破りを許すのですか！
 日本のどこにも、中間貯蔵を受け入れてくれるところはないと思います。これ以上核廃棄
物を増やすことをやめさせてください。
 全く、その通り。九州では川内と玄海、4 基の再稼働を許してしまっています。本当に地
震のたびにヒヤッとします。共に頑張りましょう。
 どこの知事も都道府県民も「約束」に重みを感じないといけませんね。
 原発は要りません！
 原発の再稼働及び運転停止を求めます。
 原発運転停止してください。使用済燃料の貯蔵施設をつくることも認めません。
 多くの人を行動に誘いましょう。
 原発はもうこりごり、早く後始末に取りかかろう
 大阪府の北部、豊能町は大飯、高浜から、70 キロ圏です。事故が起こればひとたまりもあ
りません。原発の運転はもう止めてください。
 約束違反のままで大飯 3・4 号の再稼働は絶対に反対です。運転再開の了承を撤回してくだ
さい。
 子どもたちの未来の健康を守るためにこれ以上の再稼働には絶対に反対です。
子どもたちのいのちを守るという事が福井県知事の両肩に掛かっています。
 毎朝、友禅染の仕事に取り掛かる前にはいつも原発の事をそして被ばく労働者のことを考
7

えています。大飯３・４号機の再稼働了承を今すぐ撤回してください。
 福井県と関電だけの問題ではありません。長崎県と広島県の被爆者の想いを胸に刻んでい
ます。大飯 3・4 号に限らず全国のすべての原発の再稼働に反対です。
 今だけ、金だけ、自分だけの原発再稼働政策に反対します！
 子どもたちの未来のために、声を上げてくださってありがとうごいます。
 わたしたちコープ自然派兵庫は、原発のない社会をめざしています。ひとたび事故が起こ
れば取返しのつかないことになります。原発の即停止をお願いします。
 お互い、がんばりましょう！
 原発に頼らない世界に向け、時代は激動しています。海外にまで迷惑をかける原発事故を
起こしながら今だに再稼働を企てるとは、無神経過ぎませんか。
 核燃料サイクルが破綻しており、使用済み核燃料の対応が出来ない中膨大なコストをかけ
て、100％安全でなく事故後の膨大な市民生活を脅かす、原発電力を必要としない。消費電
量が、低下している現状と、その先の産業消費電力構造からも自然社会からの再生エネル
ギーの変換を最優先とすべきであり、その未来を見据えた電力恐恐から大飯３．４号機の
再稼動の了承を取り消しを求めます。
 3 月 24 日に老朽原発再稼動反対高浜現地全国集会を計画、一翼を担ってますがぜひこちら
のご賛同もよろしくお願いいたします。「原発うごかすな！実行委員会＠関西・福井」の
HP 検索ください！
 人類の手におえない原発は手におえるようになるまで手を出さないでください
 私たちの暮らす綾部市は、両原発から 30km 圏内に入る距離にあります。安心して子育てし
たいのです。そのために、まずは原発の運転停止、再稼働しないと表明してください。
 うっかり締め切りから、遅れてしまいました。すみません。間に合いますでしょうか。
「原発の使用済み核燃料の処分は不可能です。ましてや、中間貯蔵地についての見通しも
ないまま、再稼働は絶対してはならない事です。原発エネルギーに頼らない社会を目指し
ましょう。
 大賛成です。所属の「さいなら原発尼崎住民の会」も賛同済みです。
その件で新年の関電本店前抗議でも「約束破った関電は原発止めろ。」と訴えました。
 原子力発電による電力には、心が痛みます。神仏への冒瀆と感じます
 若狭湾の原発にひとたび大きな事故があれば、兵庫県に住む私たちへの影響は計り知れま
せん。再稼働を中止してください。
 賛同します(^^)/
 関電こそが、３・１１後の再稼働を主導した主犯です。堤未果氏が言うところの「今だけ
カネだけ自分だけ」を絵に描いたような企業です。
 趣旨に賛同させていただきます。よろしくお願いします。
 運動に心より感謝致します。
 再稼働を認めるのは世界の非常識です。
 こんな不誠実なやり方を許してはいけないと思います。要望書に賛同します。
 福井県知事の発言と約束責任を果たしてください。
 使用済み核燃料の問題は、まさに原発問題の肝です。
あいまいなまま、原発の稼働は許されません。
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