使用済燃料の貯蔵問題に関する福井県知事への要望書
「2018 年中に県外貯蔵施設の計画地点を公表する」
という約束を、関西電力は果たしませんでした
大飯３・４号炉運転再開の了承は取り消してください
福井県知事

西川一誠

様

2017 年の 11 月、知事は関西電力に対し、県内原発の使用済燃料を県外に搬出貯蔵するよう
要求され、関西電力は 2018 年中に計画地点を公表すると約束しました。その約束をもって知事
は、大飯３・４号炉の再稼働を了承されました。
しかし、関西電力はその約束を果たしませんでした。ここから直接導かれる結論は、大飯３・
４号炉再稼働の了承は無効となったこと、それゆえ直ちに運転を停止すべきだということでは
ないでしょうか。
県外搬出に関連して、この 1 年の間に２つの大きなできごとがありました。第 1 は、むつ市
の中間貯蔵施設が計画地点となるのではないかという、2018 年 1 月と 6 月の 2 度にわたる新聞
報道です。しかしむつ市長は直ちに、関西電力の使用済燃料を受け入れることはあり得ないと
の拒否の姿勢を示されました。私たちも 9 月 13 日にむつ市に直接出向いて、その意向が永久的
なものであることを確認しました。そればかりか、最近の報道によれば、むつ市長は貯蔵期間
終了後の搬出先が定かでないという問題を再検討すべきだとの意向を示されています。操業に
関する安全協定もまだ結ばれていません。
第 2 は、和歌山県白浜町日置川が中間貯蔵施設の候補地になるのではないかという動きです。
関西電力は新たに土地を買い上げ、立地部員を増やすなどしています。しかし、2018 年の 7 月
から 8 月にかけて白浜町の３地区すべてで反対組織が発足した結果、ついに白浜町長は 9 月議
会の冒頭で、関西電力から申し出があったとしても受け入れることはないとの意思を表明され
ました。
ほかに日本海側の各市町なども拒否の姿勢であることを、私たちはアンケートで確認してい
ます。こうして、有力とみなされた候補地は軒並みに計画地点からはずれることになりました。
各地はなぜ使用済燃料の貯蔵施設を拒否するのか、その理由は明確です。「中間」とは名ば
かりで、約 50 年間貯蔵した後に搬出すべき再処理工場の姿が見えないからです。もんじゅは廃
炉になり、フランスの高速炉アストリッド計画も事実上立ち消えの様相を示しています。その
結果、本来は中間貯蔵終了後の搬出先であったはずの高速炉サイクルの第二再処理工場は、資
源エネルギー庁のサイクル図からも消えています。その代わりに六ケ所再処理工場が行き先と
して示されていますが、その寿命が 40 年しかないことは、2006 年総合資源エネルギー調査会・
原子力部会がまとめた報告書「原子力立国計画」に明記されています。中間貯蔵施設から搬出
される頃、再処理工場は影も形も見えないことは、今の段階ですでに明らかです。
このように中間貯蔵施設が永久的な核のゴミ捨て場にならないという保証は何もありません。
「ゆたかな海・山・川を子どもや孫たちに残そう、日置川に核のゴミはいりません」と、日置
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川の反対組織も唱っています。県内に核のゴミを置きたくないという知事の思いは、県外のど
この自治体・人々にとっても共通なものだということが、この 1 年間で明確になりました。
それなら、県内の原発立地点の敷地内で乾式貯蔵施設を受け入れることも選択肢としてあり
得るという声も聞こえています。しかし、乾式貯蔵施設についても、一定期間貯蔵後に搬出す
る先がないことは中間貯蔵施設と同じです。2018 年 12 月 5 日に原子力規制委員会は、輸送・
貯蔵兼用乾式キャスクの原発敷地内貯蔵を促進する方策を打ち出しましたが、貯蔵期間や貯蔵
終了後の搬出先について何も規定していません。たとえば四国電力は、搬出先として六ケ所再
処理工場を挙げていますが、それが 50 年後に存在しないことは明白です。乾式貯蔵施設も結局
は、原発を延命させ、行き場のない核のゴミを増やすための施設でしかあり得ないということ
です。
子どもや孫たちの将来を懸念する日置川の人たちの思いは、県内の人たちにも共通のはずでは
ないでしょうか。実際、私たちは高浜原発や大飯原発の周辺地域に住む人たちを訪問して話し
込んだ結果、多くの人たちが核のゴミに対する強い懸念を持たれていることを実感しました。
行き場のない使用済燃料をこれ以上増やして、子どもや孫たちに大きな負の遺産として残す
ことはもうやめるべきではないでしょうか。原発を停止することこそが、核のゴミ問題の解決
に向かうべき第 1 歩となるのではないでしょうか。
以下を要望します。
要

望

事

項

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
いでください。
2019 年 1 月 25 日
ふるさとを守る高浜・おおいの会
原発設置反対小浜市民の会
連絡先団体：ふるさとを守る高浜・おおいの会
原子力発電に反対する福井県民会議
(910-0859)福井市日之出 3-9-3 京福日の出ビル２F TEL: 0776-21-5321
避難計画を案ずる関西連絡会
連絡先団体（この件）：美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会
(530-0047)大阪市北区西天満 4-3-3

賛同団体

２７２団体
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星光ビル３階

TEL:06-6367-6580

賛同団体
【北海道】ベクレルフリー北海道/
恭未）/

身近なところから平和を考える会/

【青森県】核燃サイクル阻止 1 万人訴訟原告団/

住民連絡会議/
の里/

２７２団体

核燃を考える住民の会/

会/

【宮城県】シニア・ワーカーズコープ仙台/

しま連絡会/
和委員会/

緑ふくしま/

福島応援プロジェクト茨城/

【千葉県】原発さよなら千葉/

援千葉西部ネットワーク/
Japan/

放射能ゴミ焼却を考えるふく

エナガの会/

ティナラク織の会「カフティ」/ 「平

習志野小さな風の会/

さよなら原発品川アクション/
考える会/

日本山妙法寺/

者ネット/

十姉妹の会/

東電株主代表訴訟/

現する会）/
路の会/

基地のない沖縄をめざす宗教者の集い/

ふぇみん婦人民主クラブ/

放射線被ばくを学習する会/

原発・核燃とめようかい/

原発と暮らしを考える会/

潟県】柏崎刈羽原発反対地元三団体/
市民研究会/

運動センター/

じゃり道工房/

暮らすどんぐり倶楽部/

平和をつくり出す宗教

緑の党グリーンズジャパン/
出版労連

脱原発かわさき市民/

を考える会/

高木学校

鎌倉・岐れ
【新

柏崎刈羽原発

【石川県】志賀原発を廃炉に！訴訟原告団/
さよなら！志賀原発ネットワーク/

福井から原発を止める裁判の会/

【福井県】（株）森と

反原発福井コラボレーション/

特定非営利活動法人

太田川ダム研究会/

【愛知県】東海民衆センター/

放射能を

日本チェルノブイリ連帯
原発はいらん中津川集会実

さよなら原発・ぎふ/

岐阜ピースサイ

さよなら浜岡原発・焼津市民の会/

みしま図書館９条の会/

ぬまづ浜岡原発

核のごみキャンペーン・中部/
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石川県平和

【長野県】六ヶ所会議あさま/

【静岡県】静岡放射能汚染測定室/

浜岡原発を考える袋井の会/

A

原発問題を考える柏崎刈羽地域連絡センター/

平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声/

クルネットワーク/

原発問題委員会/

Npo R 水素ネットワーク/

【岐阜県】放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜/

行委員会/

国際青年環境 NGO

さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト/

脱原発共同学習会/

すなめり

e シフト（脱原発・新しいエネルギー政策を実

プルサーマルを心配するふつうの若狭の民の会/
考える佐久地区連絡会/

福島老朽原発を

【神奈川県】NoNukes! 野のゆく会/

柏崎刈羽市民ネットワーク/

【富山県】能登原発防災研究会/

基金/

原発を考える品川の女たち/

日本キリスト教協議会平和・核問題委員会/

プルトニウムなんていらないよ!東京/

たんぽぽ舎/

国際環境 NGO FoE

止めよう！東海第二原発首都圏連絡会/

原子力資料情報室/国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン/

SEED JAPAN/
/

東日本大震災被災者支

【東京都】原子力規制を監視する市民の会/

脱原発・東電株主運動/

茨城県平

【埼玉県】柏崎・巻原発に反対する在京者の会/

原発メーカー訴訟原告団/グループ：南アジアの核兵器と原発/

の会/

みやぎ脱原発・風の

【茨城県】東海第二原発問題相談会/

習志野生活環境研究会/

和への結集」をめざす市民の風/

テ

【福島県】脱原発の日実行委員会/

福島原発 30 キロ圏ひとの会/

原発いらない福島の女たち/

【岩手県】

三陸の海を放射能から守る岩手の会/

【山形県】フクシマの子どもの未来を守る家/

虹とみどりの会/

花とハーブ

大間原発反対現地集会実行委員会/

放射能から子どもを守る岩手県南・宮城県北の会/
測る会/

核燃から郷土を守る上十三地方

核の中間貯蔵はいらない！下北の会/

核燃料廃棄物搬入阻止実行委員会/

ラ古家 湧湧/

仲川一家（久、洋子、

原発いらない

人びとの会/
/

NPO 法人チェルノブイリ救援・中部/

中部電力本店前金曜行動

反原発愛知の会/

賀県】脱原発・滋賀☆アクション/
ークあすのわ/
が/

まもる連絡会/
り風の会/

日本熊森協会滋賀県支部/

原発なしで暮らしたい丹波の会/

女性会議・京都/

亀岡夢咲くネット/

ル・京都/

3.11 ゆいネット京田辺/

よ＠京都/
って」/

京都・丹波／亀岡

ウチら困ってんねん＠京都/

再稼働を考える上林の会/

下京生活と健康

農家民宿「ぼっか

市民のひろば/

子

西成青い空カンパ/

美

どもたちに未来をわたしたい・大阪の会/

阪南中央病院労働組合/

浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会/

とめよう原発!!関西ネットワーク/

ト/

原発ゼロ上牧行動/

判の会/

たんぽぽの会/

原発やめよう/つながろう関西マダム会議/

ション/
組合/

とよなか平和ネット/

安全食品連絡会/

【兵庫県】脱原発

阪神・市民放射能測定所/

基地のない平

日本消費者連盟関西グ

原発をなくそう芦屋連絡会/

脱原発はりま

さよなら原発神戸アク

のりたま農園/

安保関連法廃止！市民の集い/

反戦タイガース兵庫/

現代を問う会/

関西合同労働

【和歌山県】上岩出診療所/

脱原発わかやま/

原発がこわい女たちの会 /

こわすな憲法！い

【奈良県】奈良脱原発ネットワーク/

さよなら原発「北葛の会」/ 「脱原発」桜井の会/

ゆくさと大地の会/

原発いらない！豊能

生活協同組合コープ自然派兵庫/ 「子ども脱被ばく裁判」を

のちとくらし！市民デモＨＹＯＧＯ/
みどり奈良/

明石・たこの会/

原発の危険性を考える宝塚の会/

さよならウラン連絡会/

おかとん原発いら

高槻人権・平和市民交流会アスネット/

さいなら原発尼崎住民の会/

支える会・西日本/

奈良/

リブ・イン・ピース☆9+25/

脱原発・放射能汚染を考える北摂の会/

アクション/

おおい原発止めよう裁

毎月 26 日のランチタイムに関電前に集まる女たち/

和で豊かな沖縄をめざす会/
ループ/

脱原発へ！関電株主行動の会/

平和と民主主義をめざす全国交歓会・関電前プロジェク

大阪大学付属病院看護師労働組合/

ん宣言２０１１/

核のごみキャ

福島原発からの放射能放出をやめてほしい

大阪の公害問題を考える会/

生活協同組合コープ自然派おおさか/

京都・市民

【大阪府】ノーニュークス・

日本基督教団大阪教区核問題特別委員会/

と願う阪大病院看護師の会/

平和のテーブ

ヨウ素剤を配って

農家民宿「イワンの里」/

ＳＴＯＰ原子力★関電包囲行動/

I

京都北部・市民放射能測定所 たんぽぽ/

農家民宿「水田家の食卓」/ 「橋立そば処まる丹」/

ンペーン関西/

七番めの星/

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会/

子どもの未来を考える舞鶴ママの会/

アジアフォーラム・ジャパン/

市民まちづく

NPO 法人使い捨て時代を考える会/

よつ葉ホームデリバリー京滋/

原発賠償京都訴訟 原告団/

元町憲法 9 条の会/

京都・水と緑を

原発ゼロをめざす下京ネットワーク/

亀岡のおいしい水をまもる会/

ネットワ

【京都府】

生活協同組合コープ自然派京都/

アジェンダ·プロジェクト/

を守る会/

放射能測定所/

グリーン･アクション/

くらしを見つめる会/

【滋

ヨウ素剤配ってよ@し

ひこね子ども明日を守る会

地球ハーモニー/

京都脱原発原告団/

若狭の原発を考える会/

【三重県】原発おことわり三重の会/

9 条ネット・滋賀/

原発なしで暮らしたい宮津の会/

未来につなげる・東海ネット

彦根・愛知・犬上原発のない社会をつくる会/

日本科学者会議滋賀支部/

原発を知る滋賀連絡会/

そらとも/

生活協同組合コープ自然派

やめよら原発・ＮＯ核熊野の会/

つ

子どもたちの未来と被ばくを考える会/

【鳥取県】えねみら・とっとり（エネルギーの未来を考える会）/さよなら島根原発ネットワー
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ク･鳥取/

【島根県】島根原発増設反対運動/

【広島県】原発はごめんだヒロシマ市民の会/
協同組合コープ自然派しこく/
針木９条の会/

グリーン市民ネットワーク高知/

怒髪天を衝く会/

ば/

福岡・戦争に反対する女たち/

原発八女ん会/

社会をめざす福岡市民の会/

電消費者株主の会/
ープロジェクト/

たんぽぽとりで/
Atopy labo/

風ふくおかの会/

玄海原発対策住民会議/

どもの未来を守る会/

レインボ

プルサ

さよなら原発！佐賀連絡会/
壱岐島おこし応援

【熊本県】原発再稼働を許さない山都町民の会/

グループ原発なしで暮らしたい・水俣/

松原農園/

九

Ｉ女性会議福岡県本

原発いらない介護者の会/

原発避難計画を考え

【大分県】あしたの命を考える会/

【宮崎県】北きりしま移住支援センター/

さよなら原発小林連絡会/
考える会かごしま/

ながぐつ工房/

【長崎県】原発なしで暮らしたい・長崎の会/

熊本・原発止めたい女たちの会/

督教団津久見教会/

楽書喜/

【佐賀県】玄海原発プルサーマルと全基を

原発を考える鳥栖の会／

佐世保環境を守る会/

原発し

ネットワーク・コ

デザイン福文字

放射能市民測定室・九州/

玄海原発反対からつ事務所/

安定ヨウ素剤ネットくまもと/
る水俣の会/

福岡で福島を考える会/

クマモリ応援隊・福岡/

戦争と原発のない

今を生きる会/

核・ウラン兵器廃絶キャンペーン福岡/

ーマルと佐賀県の 100 年を考える会/
隊「チーム防人」/

さんばば/

陽だまりたんぽぽの会/

みんなで止める裁判の会/

【高知県】

さよなら原発!福岡/ 原発とめよう！九電本店前ひろ

東区から玄海原発の廃炉を考える会/

九州シネマ・アルチ/

生活

【福岡県】さよなら玄海原発の会・久留

みどりの大地と青い地球をのこす会/

酵素風呂を愉しむ会/

スモポリタン/

部/

【香川県】脱原発アクション in 香川/

【愛媛県】原発さよなら四国ネットワーク/

米/

っちょる会/

【岡山県】核に反対する津山市民会議/

平和を守るみんなの会/

生命(いのち)を考える福島と鹿児島の会/

日本基

宮崎の自然と未来を守る会/
【鹿児島県】被ばく医療を
反原発・かごしまネット/

子

川内原発 30 キロ圏住民ネットワーク/

【海外】yosomononet France（フランス・パリ市）/

Sayonara Nukes Berlin（ベルリン）/

JAN (Japanese Against Nuclear)UK（イギリス・ロンドン）/
ギー）/
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Sayonara Nukes Belgium（ベル

