
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１４年１月２９日 

呼びかけ団体２２団体 賛同団体１８２団体 合計２０４団体 

要  望  事  項 

１．基準地震動の評価においても、津波評価と同様に、国内の地震の

特性を反映している武村式で評価しなおしてください。 

 

２．「夏までの再稼働は不可能ではない」との更田委員の暴言を撤回

してください。 

 

原子力規制委員会  田中俊一  様 ／島﨑邦彦  様 ／更田豊志 様 
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地震動の過小評価は許せません！ 団体賛同署名 

 
原子力規制委員会  田中俊一  様 ／島﨑邦彦  様 ／更田豊志 様 

 

原子力規制委員会は、再稼働のための審査を急ピッチで進め、更田委員は１月８日の高浜原発

現地調査で「夏までの再稼働は不可能ではない」と、審査中にもかかわらず再稼働の可能性まで

口にしています。更田委員のこの暴言は断じて許せません。 

 

再稼働審査では、肝心の基準地震動の評価はまだ確定していません。 

電力各社の申請では、基準地震動及び基準津波の評価が二重基準となっています。津波の波源

評価については土木学会の指針（2002）に基づいて「武村式」が用いられています。しかし、同

じ断層でも基準地震動を導く場合、電力会社は「入倉式」を用いています。地震と津波は福島原

発事故を引き起こした当の原因でありながら、二重の評価が行われていることは、到底納得でき

ません。 

 

審査会合で島﨑委員は、「地震と津波の震源は同じ」と繰り返し発言しています。また、昨年１

２月１８日の大飯原発の基準地震動審査において、規制庁の地震・津波担当である小林勝安全規

制管理官は、事実上武村式で基準地震動を評価し直すよう指摘しました。 

 

断層が引き起こす地震の規模（地震モーメント）を断層面積から算出する場合、入倉式を使っ

た値に対し、武村式を使った場合は４.７倍になります。これは、入倉式は米国、中国等のアジア、

南米、トルコ、イラン等世界中の地震データの平均を表しているのに対し、武村式は全て国内デ

ータに基づき、日本の地震の特性を反映しているためです。武村式で評価すれば、各原発の耐震

安全性は崩れてしまい、大地震では福島原発事故をはるかに上回る大惨事となることが明らかに

なります。 

 

原子力規制委員会が、その組織理念（※１）に表明されているとおりに、福島原発事故を繰り

返してはならないと肝に銘じるならば、安全側にたって、武村式を用いて基準地震動評価をやり

直すべきです。 

 
（※１）原子力規制委員会の組織理念 
 http://www.nsr.go.jp/nra/idea.html 
「２０１３年１月９日  原子力規制委員会 
 原子力規制委員会は、２０１１年３月１１日に発生した東京電力福島原子力発電所事故の教訓に学

び、二度とこのような事故を起こさないために、そして、我が国の原子力規制組織に対する国内外の

信頼回復を図り、国民の安全を最優先に、原子力の安全管理を立て直し、真の安全文化を確立すべく、

設置された。 
 原子力にかかわる者はすべからく高い倫理観を持ち、常に世界最高水準の安全を目指さなければな

らない。 
我々は、これを自覚し、たゆまず努力することを誓う。」 
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要 望 事 項 

１．基準地震動の評価においても、津波評価と同様に、国内の地震の特性を反映して

いる武村式で評価しなおしてください。 

 

２．「夏までの再稼働は不可能ではない」との更田委員の暴言を撤回してください。 

 
２０１４年１月２９日 
 
呼びかけ団体２２団体 賛同団体１８２団体 合計２０４団体 
 
呼びかけ２２団体：再稼働審査中の原発現地と関西・首都圏の市民団体 

反原発・かごしまネット／ 玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会／ プルサーマ

ルと佐賀県の１００年を考える会／ 原発さよなら四国ネットワーク／ 島根原子力発電所３号機の

運転をやめさせる訴訟の会／ 島根原発増設反対運動／ 原発設置反対小浜市民の会／ プルサーマ

ルを心配するふつうの若狭の民の会／ 柏崎刈羽原発反対地元３団体／ 原発からいのちとふるさと

を守る新潟県民の会／ Aasha project／ ベクレルフリー北海道／ Shut 泊／ 脱原発をめざす女

たちの会・北海道／ 市民自治を造る会／ おおい原発止めよう裁判の会／ グリーン・アクション

／ 美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(美浜の会)／ 国際環境 NGO FoE Japan／ 原発を考

える品川の女たち／ 福島老朽原発を考える会(フクロウの会)／ 原子力規制を監視する市民の会 

 
賛同団体 １８２団体 

「プルサーマルを知ろう」後志住民ネットワーク／ Ｈａｐｐｙ＆Ｓｍｉｌｅ／ ＳＲＰＮ（札幌レ

ストラン人ネットワーク）／ Ｓｕｎ Ｐｅａｓｅ／ Ｖｅｇｇｉｅ ｓｈｏｐあさだ／ いしかり 

子供の本の会／ いしかり子どもの権利を守る会／ ガンダルフの庭／ しってぃぐりーんネットワ

ーク／ しりべしなんでも百姓くらぶ／ しりべし女たちの広場／ スルジェ農園／ せたな やま

の会／ たかのふぁーむ／ タキノ農園／ チーム今だから／ ネイバーズ／ みんたる／ 宇井農

場／ 自然食ホロ／ 食と農でまちづくりの会／ 森の映画社／ 石狩市文庫連絡会／ 石狩市民講

座「萌木」／ 脱原発！子どもたちを放射能から守ろう！！江別実行委員会／ 脱原発ネットワーク

ニセコ／ 脱原発ネット釧路／ 脱原発をめざす北電株主の会／ 脱原発を考える会／ 農産物加工

グループ のぼりんぐ／ 非戦いぶり／ 風の町の未来’ｓ／ 北海道のエネルギーの未来を考える

１００００人の会／ 北海道の脱原発のために地方自治を考える市民の会／ 幌延問題を考える旭川

市民の会／ 余市のぼりんファーム／ 余市ハル農園／ 核燃から海と大地を守る隣接農漁業者の会

／ 三陸・宮城の海を放射能から守る仙台の会（わかめの会）／ 脱原発の日実行委員会福島／ 風

下の会 福島／ 脱原発とうかい塾／ （有）北原／ 脱原発１０００万人アクション新座の会／ 東

京電力と共に脱原発をめざす会／ 未来の福島こども基金／ ＮＰＯ 法人ＮＮＡＡーＪ／ ストッ

プ原発＆再処理・意見広告の会／ チェルノブイリ子ども基金／ ひとり九条の会／ ふぇみん婦人

民主クラブ／ ふろむあーす＆カフェオハナ／ 原発・核燃とめようかい／ 原発メーカー訴訟原告

団／ 国際環境ＮＧＯグリーンピース・ジャパン／ 東京・水俣病を告発する会／ Ｎｏ Ｎｕｋｅ

ｓ！ 野にゆく会／ オルタナティブ神奈川／ かながわ平和憲法を守る会／ プルトニウムフリー

コミニケーション神奈川／ 原発はいらない神奈川の会／ 子供福島ネットワーク／ 時を見つめる

会／ 大和平和の白いリボンの会／ 平和の白いリボン行動・藤沢／ 原発防災研究会／ さよな

ら！志賀原発ネットワーク／ （株）森と暮らすどんぐり倶楽部／ サヨナラ原発福井ネット／ ナ

チュラリスト敦賀緑と水の会／ 中池見を伝える女たちの会／ 福井から原発を止める裁判の会／ 
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さよなら原発の会 中津川／ 岐阜ピースサイクルネットワーク／ 放射能のゴミはいらない！市民

ネット・岐阜／ 埋めてはいけない！核のゴミ実行委員会・みずなみ／ 浜岡原発を考える静岡ネッ

トワーク／ ＲーＤＡＮ名古屋／ クオータ制の実現をめざす会／ 核のごみキャンペーン・中部／ 

地域みらいの会 所在地愛知県田原市／ 矢作川流域下水道反対市民の会／ 原発おことわり三重の

会／ 脱原発・滋賀☆アクション／ １反戦老人クラブ・京都／ Ｉ女性会議・京都／ アジェンダ・

プロジェクト／ みやづ未来プロジェクト／ 京都・水と緑をまもる連絡会／ 京都・水俣を告発す

る会／ 原発なしで暮らしたい丹波の会／ 資料センター≪雪の下の種≫／ 七番めの星／ 「六ヶ

所村ラプソディー」を上映する会ｉｎ阪南中央病院／ ＮＰＯ地球とともに／ いのちと平和を考え

る関西市民会議／ ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン／ リブ・イン・ピース☆９＋２

５／ 原発やめよう/つながろう関西・マダム会議／ 阪南中央病院労働組合／ 子どもたちに未来を

わたしたい・大阪の会／ 大阪大学附属病院看護師労働組合／ 大阪東南キリスト教会／ 日本消費

者連盟関西グループ／ 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／ 平

和と民主主義をめざす全国交歓会／ アマナクニ/名前のない新聞／ 安全食品連絡会／ さいなら

原発尼崎住民の会／ 原発の危険性を考える宝塚の会／ さよならウラン連絡会／ 脱原発 明石・

たこの会／ 奈良脱原発ネットワーク／ 脱原発わかやま／ ウラン残土市民会議／ えねみら・と

っとり（エネルギーの未来を考える会）／ 岡山草の根市民センター／ ボイス・オブ・ヒロシマ／ 

庄原市の未来と農業を考える会／ 東北アジア情報センター／ いのち・未来 うべ／ 原発いらん！

山口ネットワーク／ 自然エネルギー推進ネット・光／ 田布施町まちづくり研究会／ 生活協同組

合コープ自然派しこく／ 伊方原発反対八西連絡協議会／ 水の会／ 竹内佑馬法律事務所／ 放射

能を憂慮する市民の会／ グリーン市民ネットワーク高知／ さよなら玄海原発の会・久留米／ 脱

原発四万十行動／ （有）グリーンフィールド／ ３．８国際婦人デー実行委員会／ アメリとその

仲間たち／ アンティーク雑貨のティクエ／ エヴァの会／ さよなら玄海原発の会・久留米／ し

ずくエコクラブ／ すべての原発いますぐなくそう！全国会議・福岡／ とめよう戦争への道！百万

人署名運動福岡連絡会・久留米／ のほほん処 野の花／ ふみん福岡／ みどりと環境プロジェク

ト／ ゆっくり村プロジェクト／ ワールドレポートに学ぶ中間の会／ 夏休みに小中学校で平和学

習を実現する会むなかた／ 学校給食の安全性を求める保護者の会／ 環境教育ふくおか／ 郷原や

まと言葉研究会／ 九州ひまわりプロジェクト／ 原発事故から学ぶ実行委員会／ 原発知っちょる

会／ 原発八女ん会／ 子どもを戦場に送らない９条の会／ 小倉筆禅道の会／ 水巻のデカにんに

くを広める会／ 聡子の日記広場ネット／ 地球のステージ北九州／ 土夢創舎／ 避難者お話し会

宗像／ 百姓庵／ 風ふくおかの会／ 無添加ハウス／ 陽だまりたんぽぽの会／ カントケント／ 

クロモジ／ プルサーマルほっとケーない会／ 岩屋の舎／ 原発を考える鳥栖の会／ 肥前川上一

刻舎／ 原発なしで暮らしたい・長崎の会／ ＨＰＯ法人エコシステム／ ＮＰＯ法人水俣教育旅行

プランニング／ ガイアみなまた／ 水俣はぐれ雲工房／ 脱原発大分ネットワーク／ 「太陽光・

風力発電トラスト」／ 宮崎の自然と未来を守る会／ 環境ＮＰＯ法人 Ｈ－ｉｍａｇｉｎｅ／ 川

内つゆくさ会／ 川内原発建設反対連絡協議会 
 
連絡先団体 

 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 

 美浜の会 

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 

 原子力規制を監視する市民の会 

東京都新宿区下宮比町 3-12 明成ビル 302 TEL:03-5225-7213 FAX:03-5225-7214 
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