
署名に寄せられたメッセージ
かたちだけの避難計画ですませ、事故がおきても住民のいのちやくらしが守られ
ない中、高浜原発が再稼働されようとしています。福島原発事故により、いまだ
に10万人以上の方々がふるさとを失い、苦難の中にいる中、それをなかったこと
のようにする高浜原発再稼働に反対してください。
広域避難計画に実効性はありません。国が責任を持つと言っても、空文句にし
か過ぎません。高浜原発の再稼働に反対してください！
皆さまのご賛同宜しくお願いいたします。そして12/24は福井に集合を！
まだ原発動かす気か？　あほか。
日本から原発をなくそう！福島の二の前はゴメンだ！
国や事業者は、原発事故の責任を取りません。何が起きても「想定外」と言い張
り、健康被害には「影響であるとは認め難い」というだけです。信用してはなりま
せん。リスキーな再稼働よりも、セーフティな廃炉を選択すべきです。
裁判所でさえ危険性を認めた原発の再稼働を申請する電力会社はいらない。
被害想定を過小評価して、高浜原発再稼働を企む現政権は責任能力がありま
せん。また原子力規制庁は安全を担保しません。
誰も責任を取らない再稼働はやめましょう。次の事故は日本を破滅させるばかり
か、人類を滅ぼします。

福島の事故の検証もせず、
根拠のない「日本の原発は世界一安全」という風評をばら蒔く政府と、官僚、電
力会社、関連企業は全員責任を取った上で「再稼働」を考えるのが人間の行動
であるはずだ。

☆ 高浜原発３・４号機の再稼働に反対します‼

➡ 主旨に賛同される方は、ぜひ賛同とシェアをお願いいたします (^_^)v
再稼働、絶対反対！

安倍首相は「原子力規制委員会により安全性が確認された場合は、再稼働を進
める」と表明しましたが、当の原子力委員会委員長は「基準の適合性を審査し
た。安全だということは申し上げていない」と発言。この矛盾を国会で追及される
と安倍首相は「100％安全だといったことはこれまで一度もない」と語り、昨年12
月、規制委員長も「科学技術に100％安全はない」と発言、つまり、原発は事故が
起こりうるということを前提に稼働させるのだ。要するにだれも責任は取らないと
いうことだ。このようなものを再稼働など、もってのほかです。
No more 原発！
再稼働なんかしてはならない！
まだ悲劇は終わっていません。
福島の状況を誤魔化さずに認めるなら、再稼働はあり得ないのではないでしょう
か。子供達に出ているたくさんの疾病どのように私たち大人は責任が取れるので
ようか。地球に生きる生物としての感覚を大切に、やって良いことやってはならな
いことを判断してください。お金ではモノサシではありませんよ。
風化させてはいけない！
二度と繰り返さないでと気持ちを込めて賛同します。



２５０キロ圏外からですが、再稼働は玄海でも高浜でもなんでも反省の検証
も疎かにする住民の命を無視する動きには反対です。絶対に諦めず頑張りま
しょう。

いのちを守るため、どうかよろしくお願いします。

原発事故はもう福島をみれば子どもにも分かります。
私達は福島のあの忌まわしい事故は私たちにこの上なく尊い命のこと、形に
見えない大切なものを、当たり前なささやかな幸せを教えてくれました。
しかし、私たちは学びました。どんな酷い状況になろうと誰も責任を取るも
のは居ないと言うことです。
福島原発事故の収束の見えないままそして誰も責任を取らないままでどこの
原発も再稼働させるわけにはいきません！断固反対します。

無責任の極みです。再稼動して福島の再現はない、とは誰もいうことはでき
ません。まったく神をも畏れぬ所業です。認められません。

子どもの生命と健康、安全な未来を守るのは私達大人の責任です。再稼働を
阻止して下さい。

高浜が事故を起こせば琵琶湖全滅→関西全滅です、決して再稼働させてはな
りません！

原発がない安全な暮らができる国になるよう頑張りましょう。

必要のない原発、福島の原発か終息もせず、避難計画も不十分な中での再稼
働は考えられません。
反対表明をして下さい。

トイレの無いマンション偽装が無責任であることは子どもでも分かることで
すよね。

勇気を持って　再稼働に　反対してください。
自治体は　住民を危険から守る　義務があります。
「危険なものは、やめよう」の常識を！

地球の自転に伴い、日本の天気は原則、西から東へ。
高浜原発で事故が起これば、
関西はもちろん、中部地方の被害は甚大であり、
太平洋流れると同時に関東にも被害を及ぼします。

日本に住み続けたい！
住み続けるためにこれ以上
日本を汚染しないようにしましょう。

まだ福島原発事故は、収拾していません。
ここで、再稼働に反対することが、関西広域連合の賢い選択だと思います。



原発無くても電力が足りているのだから、一度事故ると取り返しのつかない
ような危険な原発をわざわざ稼働する必要は無いと思います。

原発はまだ使えないのだと福島が教えてくれたのに、学ばないのは知性欠如
としか言えない。

関西に住むすべての人たちの、命と暮らしを、原発事故で奪うようなことに
ならないように、再稼働に反対してください。よろしくお願いします。

未来の子供たちにツケをまわす原発は廃止すべきだと思います。

３０年も経った原発は配管の劣化も、との危惧を感じます。
原発銀座で一度事故が起きれば取り返しがつきません。
再稼働は私たちの未来を奪うものです。
再稼働に反対してください。

原発再稼働は許せません。一刻も早く廃炉にすべきです。国民の命を軽んじ
る今の政府のやり方には憤りを感じます。今はまだ西日本の国産食品には放
射能の影響が少ないかも知れませんが、自然災害の多い日本で災害が発生す
ると、国産の食べ物は口にすりことが出来なくなります。私たちには安全な
暮らしをする権利があります。一部の欲にかられた人間にこの権利を侵す事
を許してはいけないと思います。関西広域連合の皆様と共に戦っていきたい
と思います。

琵琶湖の水は、1400万人の人々が利用しています。福井の原発が福島第一原
発のような事故をおこせば、その1400万人の生活に被害を及ぼすのは明らか
です。福井の原発を福井の地元の人々だけで決めるような無責任な行動はや
めさせてください。

川内原発が再稼働されて、悔しい思いをしています。
これ以上の原発再稼働がないようにと願っています。

事故が起きななどと誰が言えましょうか。知事および議員は福島の現場を
しっかり見るべきです。フレコンバックの山を見せてあげましょう。焼却処
分の様子、灰の保管場所もまだ決まらない。帰宅困難区域についてどう思っ
ているか。賛成議員にアンケートを送ってください。頑張りましょう。

琵琶湖の水で生きている者です。
再稼働ストップしてください。
応援します！

リメンバー・ヒロシマ。
リメンバー・ナガサキ。
リメンバー・チェルノブイリ。
アンド
ドント・フォーゲット・フクシマ。

ドイツ



日本海側にある原発は、某国のミサイルの標的になりかねません。
また、福井県にある原発で事故があれば、愛知県も少なからず影響を受けま
す。
絶対に再稼動しないで下さい。
ただちに廃炉して下さい。

原発はぜんぜん必要では無い！！！そして危ないから、再稼動させない。

私は、福島第一原発から２００Kmに住んでいます。それだけ離れていても、
事故後の放射性物質の飛散影響は大きいものがありました。今回、福井県の
高浜原発が再稼働されて、事故が起きたら琵琶湖の汚染などで、人々の飲み
水が汚染されるかもしれません。再稼働には絶対に反対です。高浜原発は、
廃炉にすべきです。

再稼働反対！

再稼働は、誰のためですか？
誰が、再稼働によって一番お金が入るのですか？
石油も安くなったのに、原子炉発電の必要性はどこにありますか？

愛媛の伊方原発もそうですが、避難計画が出来ていません。核のゴミの行き
場もありません。福島の復興も出来ていません。そういう状況で再稼働に動
くこと自体おかしいと思います。

影響を受けるすべての地域が再稼働にたいして発言権をもつべきです。わた
しは原発がいりません。

イギリス

西川一誠知事　もしあなたがGOサインを出したら、これからのこどもたちの
こどもたちのこどもたちの命にNOサインを出したことになるんだからね。

福島原発事故から4年9か月、安全対策のひとつでも実行できたでしょうか。
東電も日本政府も責任を感じて安全対策を進めているでしょうか。国民のい
のちと財産を守るという空々しい言葉だけの安倍政権の戦争政策に国民を犠
牲にするのをやめさせましょう。
老朽化した原発を再稼働するのは、国策だからですか！国民を愚弄するにも
ほどがあります。福島原発事故から4年9か月たって何一つ解決していないの
に、事故のことをなかったことにして高浜原発再稼働ですか。死の灰を増や
してどうするのですか。環境汚染も放射能被ばくも避難計画も全く考えない
命を粗末にする愚かな国策を認めるわけにはいきません。言動に責任を取ら
ない安倍政権そのものです。
憲法違反であろうと、平和な世界に逆行しようと戦争をしたい安倍政権のな
りふり構わない儲け主義はもうストップさせましょう。



原発なしでも何とかなっているのではないですか？福島原発事故で、見えな
い恐怖から千葉から九州に移住する事になりました。同じ事を繰り返しては
いけないと思っています。子供達の事を思って良い選択をして下さい。お願
いします。

高浜原発3・4号の再稼働、他の原発の再稼働も含めて、世界の原発の稼働を
断固反対します。

安心して暮らすということの価値を侮らないでください。

日本に放射能汚染し汚す原発など不要
電気不足なぞ起こらない
再生可能エネルギーなどが急速に発達している

再稼働絶対反対!

老朽原発を再稼働するな！危険です。住んでいる人たちにたとえ要素剤を
配っても危険極まりないです。関電は自社の利益のため、高浜原発３・４号
機を再稼働させるという、犯罪的行為をすぐやめて下さい。住んでいる人の
事を考えたら、再稼働など論外です。

福島第一原発事故はいまだに原因がわかっていません。原子炉格納容器の中
には立ち入ることさえできず、デブリがどのようになっているのか分かって
いません。高浜原発は耐震性が不十分で、津波の想定も甘すぎです。福島第
一原発同じような事故が起こる可能があり、万が一事故が起これば、関西は
大きな被害を受けることが予測されています。安全性が確認され、避難計画
がで必要でなくなるまで、再稼働させないようにお願いいたします。

私の故郷は丹後半島です。
丹後の自然が今、米軍基地や中間貯蔵基地計画で
危険が増しているうえに、原発事故まで起こってはたまりません。
永遠に廃炉を！

被害を受けるのはあなたたちではありません、私たちです

東京から放射能避難移住で京都府南丹市美山町に住んでおります。原発30キ
ロ圏内です。大飯原発再稼働差止め判決が、とてもまともで感激しました。
なのに、地元の議員が再稼働を推し勧めるとは、狂気の沙汰です。取り返し
のつかない惨事を招くような事を何故しようとするのか。組織の中で、何も
考えず同調するのではなく、命と、未来の為に闘う知性を持った人が本来議
員になるべきです。



原子力発電が今日まで日本経済にもたらした影響は素晴らしいものでした。
しかしその時代は終わりました。
311以後、私たちは原子力発電の事故を収めきれずに
間も無く五年を迎えようとしています。
安全に、と唱えるならば、念には念を入れておこなうべきではないでしょう
か？
高浜原発がこれからの運転に耐えうるかどうか
それは火を見るよりも明らかではないでしょうか？
日本は今、様々な価値観が変化する時代へと突入しています。
問題の先送りは逃げでしかありません。
孫の時代、ひ孫の時代にむねをはって渡せる世界を作りませんか？
今、自分たちだけが良いだけの時代は終わったのです。
関係者各位の心を信じます。

あの不幸な福島事故が私たちに教えてくれたことは「原発事故の被害の規模
はどこまで広がるか限定できない」ことであり、「まず起こらないだろうと
思ってきた過酷事故（重大事故）が起こる可能性はとても無視できない頻度
で起こり得る」と言うことだと思います。これを小手先の「人の手を中心に
した事故対策」で対処可能とすることは、原発のもつ基本的な特性、すなわ
ち、ひとつ対策をあやまると国の存亡にかかわるレベルの事故被害になりう
るものです。一旦炉心溶融してしまうと、水素爆発、コアクンクリート反
応、水蒸気爆発など、格納容器さえ破壊しかねない破局が現実的に予見され
ていることを無視することで、再稼働など理性と常識を持った人間とするこ
とではないと考えます。若狭湾の原発密集地では一基の原発事故がはかりし
れない広域大規模事故に拡大しうることが福島事故の教訓でした。人命だけ
ではなく、日本の歴史遺産・京都をも半永久的に失うことが想定されます。
再稼働は再考願います。

百万分の一の確率で事故がや地震が起こっても、そして有事の際には原発が
狙われます。どうぞ、再稼働を止めてください。

断固反対。
再稼働するなら、福島を収束させてから。
再稼働するなら、使用済み核燃料の行先が決まってから。
再稼働するなら、完璧な地震・津波対策ができるようになってから。

在ドイツ

スウェーデン

応援しています！

今回は個人署名ですが、原発なくせ三重県民会議として
高浜町長に再稼動承認の再考を促す要請書を送りました。
近畿圏の水がめと命を守るのもあなたの使命だと。

関西電力はもっと真摯に世間の言う事を認めろ。



原発事故が起こった際にどんなことが起こるかをこの４年あまりで見聞きし
ています。
どうか高浜原発３、４号の再稼働に反対してください。
よろしくおねがいします。

日本には地熱発電の技術があり、アイスランドは日本の地熱発電で国の電気
を賄っています。太陽光で家庭の電気を賄う方法もあります。原子力から電
気を賄う必要は無いと思います。

「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を
守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」
は、環境省の「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の
あり方に関する専門家会議」の「中間とりまとめ（平成２６年１２月）」を
受けて、完全に捻じ曲げられました。当時から多発が見られていた福島県下
の小児甲状腺がんは、二巡目ではさらに増加する傾向が出てきており、「中
間とりまとめ」の見方が間違いで有ることが検査のたびに明らかになってい
ます。この事実を自治体首長としての目でしっかりと理解してください。地
震や津波の予測と想定、事故時の工学的準備・対応と同じように、ここでも
専門家が大きな誤りを犯しているのです。

共に再稼働反対で頑張りましょう

　原子力規制委員会は事故が起こらないことを確約しない。事故が起これば
日本は終わる。そんな危ない賭けはするべきではない。原油安もあって電力
は足りている、発電設備が不足するわけではないから原発を稼働させればな
らない理由はない。フクイチの事故は検証されていない、少なくともフクイ
チと同じ事故は決して起きない状態にならなければ稼働を検討するべきでは
ない。

是非、再稼動に反対して、私たちの命と生活を守って下さい。もし事故が起
これば、神戸にも住めなくなります。

原発なしでいく決意しましょうよ！！

住民の安全、安心を原発利権より大事にして欲しい。
金じゃない。
原発じゃなく、再生可能エネルギーの開発にこそ政府、自治体は予算をかけ
るべき。
原発は廃炉技術の開発に特化すれば世界に輸出できる。
日本は技術立国、何が必要な技術か、世界に貢献できる技術かを考えたら明
らかだと思う。

すべての原発の再起動反対です！

福島原発事故の原因・経緯はよく言われるように、未解決・未判別の事項が
山のようにあります。隠されている事実も多いはずです。
これと高浜原発再稼動とは表裏一体のものであると考えます。
高浜原発３，４号の再稼動に反対します。

NO NUKES！！



原発はもういりません。
私たちは安全で美しい暮らしをしたいのです。
破壊の欲に突き動かされる人たちよ、
もう時代はあなたたちを必要としていません。
この国に住む幾千万の人々が、あなた方にNoを示すでしょう。
あなた方の撤退は目前です。
美しい時代を歓迎します。
破壊の時を乗り越えた意識ある人たちで作る新しい時代を。

フクシマの事故も未だ収束していない状況で再稼動とはあり得ない。
核のごみも捨てる場所がない。

逃げるしかないという避難方法で原発を動かすとは言語道断です。
絶対に反対します。

福井の出身ですが、定年後は福井に帰ろうかと思っていましたが、これでは
帰れません。
僕の兄弟姉妹たちも、原発が再稼働するのでは、帰れないと言っています。
これでは、どんどん福井から出て行きますよ。
自分の首を絞めないようにしてほしいですね。

北陸の美味しい米、魚、野菜、酒、和菓子、などが、福島と同じように
なってもいいんでしょうか？
どちらが後世に残したいものかよく考えてください。

これ以上殺人機を増やさないで!!
人間のエゴで地球を滅ぼさないで!!

再稼働は絶対に反対です。

都市部で使う電気は、都市部で発電してください！

原発が安全だというのなら、小さな物を、必要なだけ、都市部に作れば良い
でしょう！

１００ｋｍが都市部の人たちの安全を守ってくれると言うのは、福島原発事
故で覆されたではありませんか！

風下地区に位置し、琵琶湖に依存する関西の人たちは、未だに安全神話を信
じているのですか？

目先の利益、自分たちの利益しか考えない安倍政権がしようとしてことは、
「まつりごと（政）」ではなく、「たわごと(戯言）」です！再稼働など
もっての外です！



地震の予知はできないというのが現在の地震学会の見解だと聞いています。
どこで巨大地震が起きてもおかしくない日本で、しかも建設されてから30年
超えた高浜原発３・４号を再稼働させるのは無責任ではないでしょうか。

「起こらない」と言われていた事故が起こった。起こったら　人も動物も住
めなくなる。それでも再稼働させるのか？
何よりも人間の尊厳を第一に考えるべき。

福島が解決する目処も立てていないのに他の原発を稼働することがどうして
できるのですか&#8264;  天災が無いと思っているはずは無いでしょう。琵
琶湖が汚染されたら関西全体、人、物全て犠牲になることを福井県知事は考
えられたのでしょうか&#8252;  再稼働の議決を撤回してください&#10071;

絶対反対！

原発全廃の意見を持つ多くの方々は、自ら声を上げる術を知らないか、行動
を起こせないで居るのだと思います。このような行動に参加させて貰い有難
うございます。人間の、大人の、責任としてこれからも出来る限りの行動を
起こして行きます。

私たちの住む場所を奪わないでください。

全国が同じ思いです。食い止めたいです。

応援します！

日本が米・英と戦争したのは、アジア侵略の失敗、特に「中国に勝てないこ
と」を隠すため。
原発の再稼働も同じ。原子力政策の失敗を認めたくないだけ。
借金を返さず、さらに借金を重ねるのと同じ。

サラ金だけで充分！　闇金に手を出すな！

原発の再開は、ましてや老朽原発など、もってのほかです。
福島の惨禍を関西地方にもたらしかねない、命を無視した再稼働に反対しま
す。自治体は、もっと本質的にエネルギー政策を考え、他県ののりとなって
下さい。

原発が人間の力で制御できないものであることは、福島の事故を見れば明ら
かだ。この地震大国、火山大国で高浜原発を再稼働するということは、関西
も福島と同じ轍を踏むということに他ならない。
どうか関西広域連合は住民の命と暮らしを守るため、高浜原発再稼働に反対
を表明してください。

当然の願いです

命より大切なものはありません。



避難計画も周知出来ないまま、近隣府県の同意なく、一方的な再稼働はh認
められません。福島事故の後、まだ自主避難者がたくさんいることなど、福
島復興には程遠い実態を無視しているとしか思えません。
再稼働は反対です。

再稼動はありえない、まず福島原発をちゃんと処理と原因究明してから、対
策をしなければならない。又、使用済み核燃料の処分場問題を先送りにせ
ず、一つ一つ国民が納得いく政策を行って欲しい。

以下の３つの大きな要請理由のほかにも問題があります。
原発を再稼動させることにより、一層処分できない核のごみが増えることに
なります。核燃サイクルは行き詰っています。
一刻も早く原子力事業から手を引くことが経済的にも、安全な暮らしを守る
ためにも必要なことです。

司法の判断も尊重されるべきです。

高浜原発3・4号の再稼働に反対します。
再稼働に当たっては、避難計画は実効性がなく、福島原発事故も未だ収束し
ていません。こうした中、高浜原発でひとたび事故が起これば、関西1,400
万人の命の水瓶である琵琶湖が汚染され、甚大な被害が及びます。

これ以上狭い国土を汚してどうする気じゃ。

すべての原発の停止と廃止を！

主体的に動いて下さりありがとうございます。
声を上げなければ存在を無視されてしまうような今の棄民政治。
それと一蓮托生の電力会社は公害を起こし続けている。

住民の安心安全な生活を破壊する原発再稼働に反対です。

関西広域連合として以下の３点を理由に、高浜原発3,4号機の再稼働に反対
してください。

1.避難計画は実効性がありません。
2.関電・国の被ばく評価は、福島原発事故を無視した過小評価です。
3.高浜原発で事故が起これば、関西1,400万人の命の水瓶である琵琶湖が汚
染され、甚大な被害が及びます。

再稼働、なんとしても、止めていきたいです。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

福島原発事故の処理も出来ていないのに、他の原発を再稼働することは、国
民が納得しません。またもんじゅ、六ケ所村の再処理も税金を使うばかりで
核燃料サイクルはできません。高レベル廃棄物の 終処分場も未定です。近
い将来日本列島には人は住めなくなります。危険な原発をどうして作るのか
理解できません。政治家と企業の癒着しか考えられません。原発のコストが
一番高いです。原発はすべて廃止すべきです。



原発はあらゆる面で、人間の手に負える装置ではなく、大量殺りくの危険な
発電装置です。　今すぐ廃止・廃炉を！！

避難計画は実効性がありません
再稼働に反対します

人間のコントロ−ル出来ない核物質を使う事を即刻止めるべきです。核兵器
の増産にも繋がります。高浜原発の被害は、当該長野県にも影響が出ます。
頑張って下さい。

関西圏の生活と経済のためにも、反対を貫いてください。

福島原発の事故を安全化無害化処理してからでしょう。放射性物質の無害
化、安全対策や事故などでの即時安全化処理技術が確立するまで原発は止め
るべきです。

地球は、次の世代からの借り物。

原発はいらない！！不安ばかりだ！！

再稼働には絶対に反対です。

再稼働反対

福島の現状が見えないのですか？
福島を収束できずに再稼働はないでしょう。
今度事故があればみなさんは犯罪者ですよ。
どう責任とりますか？
責任とれないでしょ？
よくよく考えてください。
未来を見据えてください。

福島をこのままにして、どこの原発も再稼働など、愚の骨頂である。

民主党、管元総理は当時の国の原子力専門家である
近藤委員長に福島原発事故の 悪シナリオを問い、
近藤委員長は「確率は低いがその 悪シナリオは首都、
東京を含む3000万人の避難」と応えている。
これは6基ある原子炉の内の1基でも人が近づけない
ほどの過酷な放射能放出を想定したもので、
そうなれば偶々、無事であった原子炉も次々に爆発
する人が手の施しようもない日本の終わりを告げる
シナリオであった。
安倍政権は福島原発事故の総括も原因さえも闇に
葬って再び、日本を世界を震え上がらせる再稼働を
強行した。避難計画？？？？何十年にも亘る避難計画
などあり得ない。そもそも一体、狭い日本のどこに避難
するのだろう？避難想定された地域の住民自身が避難し
なければならないのに。



再稼働しなくても、電力が足りること、
核のゴミが増えたしまうばかりで、そのゴミの処理も目立が立っていないこ
と、
事故が起きたら、決して元に戻れないこと
など、
国民、いえ、世界中の人々が知りました。
どんな言い訳もごまかしでしかないということも。
自然災害と違って、人の意思で防ぐことができる事故を、防がないなどとい
う愚かなことがあってはなりません。
また、事故が起きた時、行政の方々が一番苦しむのではないですか？
ぜひ、再稼働は阻止してください。

電気は原発無しで充分足りている。死の灰を処分することができないで、再
稼働なんて良識のある人間が考えることではない。
原発関連資産は仕方がない、電気料金値上げで処理する他ないでしょう。

　福島原発事故でも明らかなように、原発事故は、地震などとの複合災害を
想定しなければなりません。しかし予め自然災害を予測して対応することな
ど、困難と言わざるを得ません。
　今般作られた避難計画は、どれをとっても非現実的で、机上の空論でしか
ありません。そもそも安全な原発など、現時点では存在しません。原発から
脱却し、再生可能自然エネルギーに転換することが、先進国の流れであり、
福島原発事故を経験した日本の進むべき筋道です。
　私は、これらの視点から、人命を軽視する高浜原発３・４号機の再稼働
に、断固反対します。

危険な高浜原発3・4号の再稼働に反対
科学的に考慮し大飯原発の裁判判定を尊重せよ。

　地震の多い日本で原発を完全に安全に稼動できず、また原発廃棄物の 終
処分地や方法も無い中で、しかも福島第一原発の事故の検証も十分にされて
いない現在、なんで再稼動できるのか信じられません！
これはもちろん既に稼動している川内原発や、稼動しようとしている伊方原
発についても同じです。
　現在や未来の子ども達の健康や生命を考えてほしい。経済を考えても原発
はその危険の凄まじさに、目先だけの「安さ」は合わない。せめて明日を考
えて再稼動をやめてほしい。



もともと常時人柱を必要とする原発は反対です。

いったん大事故を起こせば、「大変だ！！」では済みません。関西は人の住
むところではなくなります。それも半永久的にです。

それほどの危険を冒して発電しなければならない合理的理由はありません。
高浜原発再稼働に絶対反対です。

再稼働反対です。再稼働強行こそテロそのものだ！！

福島もまともに対処出来ていないのに、再稼働など有り得ないことです。
絶対に反対します。

福島県出身です。
まだ何も終わっていないし、解明されていないし、原発の危険さ、安くない
こと、わかっていて推し進める国のやり方、理解できません。
所詮、他人事でしかない！

高浜原発再稼働反対です！原発撲滅！

事故が起これば後の祭り。誰も責任が取れない。
再稼働に反対です。

高浜原発再稼働に反対します！原発そのものが人間の制御不能のテクノロ
ジー、安全神話は既に崩壊しています。

愛知県に住むものとして、高浜原発が事故を起こせば影響は免れません。
再稼働に断固反対します。

福島原発事故原因の解明なくして再稼働は許されない。
高浜原発の新規制基準に下記のＳＲ弁の問題は入っていないはず、それでも
再稼働させるのか？
規制委員会の田中委員長はこの問題をどう処理するのか？
高浜だけでなくこの問題未解決の川内原発、伊方原発は？
『福島原発事故原因の解明なしに再稼働すべきでない』と前から言っている
国民に田中委員長は説明せよ。
福島第一原発２号機 重要装置の部品溶け事態悪化か：圧力抑制室（Ｓ／
Ｃ）の水枯渇が原子炉の圧力低下を不可能にした原因
2015-12-18
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/510.html



南海トラフ地震の前には福井県の地震がおこる可能性が高いです。
避難計画はもとより、半径5km圏内だけではなく、本来は半径50km圏内に安
定ヨウ素剤を配布するべきです。
安定ヨウ素剤は大変安価なものです。配布すれば、せめても甲状腺がんのリ
スクが減ります。事故が起きてからの配布は、まずもって絶対に不可能で
す。
よろしくご検討ください。

未来の子供達のために、危険な原発の再稼働はやめてください。

関西の住民の生命と生活を守るため、高浜原発の再稼働には絶対に反対だと
表明してください。

福島の始末もできない中、再稼働ではないことぐらい子どもでもわかること
なのに、政権は原発を進めます。インドでも。無責任この上ないことです。

福島が全く解決されていないにも関わらず再稼働は許されません。

住民の目線に立ってください。原発事故の被害をこうむるのは私たちもで
す。

福島から、チェルノブイリから、何を学んだというのでしょうか。
避難訓練の必要な電力は必要ありません。

原発事故の引き起こす不幸は、誰にでも理解できることです。いまだに平気
な顔をして推進している人は関心・知識が足りないだけです。 早、経済
云々のレベルではありません。命・未来を蝕む、危なく愚かな行為は、一刻
も早くやめさせるようご尽力願いたいです。

高浜原発を再稼働させてはなりません。
原発の危険性を私たちは経験してきました。
今は立ち止まって、皆で考える時でしょう。

「生業・福島原発訴訟」原告団（３８６５名）の一人として、原告たちによ
る『証言集』発刊の編集長をつとめています。２０１３年３月１１日の提訴
からこれまでに第三集まで発刊することが出来ました。来年３月には東電福
島第一原発大事故から丸５年。いまや事故の収束どころか放射能汚染の深刻
さが明らかになるにつれて、原発事故の罪深さが多くの福島県民を中心に広
がっています。放射能汚染の罪深さとは、人間の暮らしの隅々まで及んでく
る被害だからです。生命と健康、仕事、生きがい、共同体の崩壊、そして心
が受けた深い傷。『証言集』にはその全てが語られています。＜心の傷跡＞
を何とか修復しようとつとめる証言者も第３集（２０１５年３月１３日　発
刊）から、わずかながら現れ始めました。
　核の「平和利用」の美名の下に推し進めてきた核発電所のなれの果てであ
る福島・放射能汚染事故を体験してきた福島の住民の一人として断言いたし
ます。原発=核発電所と人間の暮らしは両立し得ない！と。日本はもちろん
世界の原発＝核発電所の全廃・廃炉を求めます。

タイ



いのちに優先する経済などありえません。
福島の原因究明も進んでいない中での、原発再稼働は日本の進路を誤るもの
です。

変動帯（環太平洋造山帯）に位置する日本列島に、現代の科学技術ではコン
トロール不能な危険な放射能を扱う原子力発電所は、そもそも、あってはな
らないものです。
原発全廃に向けて、なんとしても頑張りましょう！

原発が事故を起こす可能性は、実施者の電力会社ですら否定していない。事
故を起こしても責任の所在が不明、誰も責任を取らない。被害住民の元の生
活の回復はありえない。などなど、原発を動かしてはいけない理由は、山の
ように存在する。住民の生活を守らなければならない広域連合が原発を動か
すことに同意するとは、信じられない住民に対する背信行為。原発の再稼働
を認めないよう強く要請する。

再稼働やめて！

再稼働断固反対致します。

関西エリアには沢山の知人友人親類が住んでいます。琵琶湖が汚染されれば
瀬戸内海への流出も必至です。人ごとではありません。

高浜原発3・4号の再稼働に絶対反対!

全ての原発再稼働に反対します

再稼働はぜったいやめてください。

どんな状況であれ、原発には反対です。
あの震災で、わかったでしょう？
と、言いたい。

署名、広めます！
挫けないでください！！

高浜原発で事故やトラブルがあった際には、関西圏の大半に甚大な影響を与
え、人が住めなくなる可能性があります。人だけでなく、自然環境に与える
影響も甚大です。
どうか、今回の高浜原発のようなかたちで原発再稼動をさせるような愚かな
行為は抑止し、皆様方におかれましては賢明な判断と選択、行動をお願い致
します。

原発はいらないです！何の罪もない未来の人々の命をたくさん奪うだけで
す！

なし崩しの、やり方には断固反対します。



政府は国の責任として福島原発事故の原因究明と廃炉を確実に行い、同時に
被災者の補償を十分におこなうべきです。それが完全に行われる前に、はや
ばやと再稼働や海外への輸出をするべきではありません。日本政府の無責任
な行動を阻止するために関西をはじめ全国で力をあわせて運動をしていくべ
きだと考えています。

あの福島原発の事故は何だったのかと思える次々の稼働、福島原発はまだ何
も解決していないのにどうして再稼働ができると思えるのでしょうか。反対
の声を集めて、怒りをぶつけたいです。

原発事故が起こってどうなったか福島の現実を考えてください！
命、健康を 優先に考えたとき安全は100パーセントでなければなりませ
ん。今の規制基準は安全には程遠いものです。再稼動反対を表明して下さ
い！

今さえよかったら先のことはどうでもいいとか、自分さえよければ他はどう
でもいいとか、そういった日本を覆う空気が、原発を動かそうとしていま
す。本当に原発を動かしてもいいのか、日本国民全員が、もう一度真剣に考
えてほしい・・・。
SEALDs KANSAI他と共闘して、原発再稼働反対の総がかり大規模デモを、関
西で開催してほしいです。
12/19ミサオさん関西に来るので、オーガナイズよろしくお願いします。

再稼働に至るまでのプロセス、決定のプロセスに地域住民を参加させて下さ
い。
それがないなかで、任期ある成治家のみで判断するのは、独断と偏見にすぎ
ません。
住民には任期はありません。私たちの人生、これからの地域の未来につい
て、自分たちで考え、自分たちで決められるよう、お願いします。そのプロ
セスが踏まれていない決定には、いかなるものでも反対します。

大田地区労働組合総連合（大田地区労連）の議長の福田です。
島根でも、県庁から９キロの所にある原発を、２号機を再稼働するな、３号
機は稼働するな、と声を上げています。
高浜原発も、再稼働させないよう、ともに頑張りましょう。

子ども達を、安全な場所で育てたい。
何が起こるか分からない世の中ですが、わざわざ“何かが起こるかもしれな
い”ことを始めなくてもいいと思います。
ぜひ、私達の声を届けてください。

高浜原発３・４号の再稼動に強く反対します。



市民が省エネに努力しています。原発の再稼動は望んでいません。
再生可能エネルギー技術の開発に努力すれば、世界的にも注目される技術開
発ができます。次世代に人類とは共存できない使用済核廃棄物をこれ以上増
やさないでください。化石燃料は地球の温度を上昇させています。石炭火力
発電も終息させるべきです。
また、高浜原発で事故が起これば、関西1,400万人の命の水瓶である琵琶湖
が汚染され、甚大な被害が及びます。深刻な問題をそらさないようにお願い
します。

高浜原発３・４号機の 稼働に断固反対します。地用年数を超えた原発は事
故の
リスクが多過ぎます。福島原発の重大事故を反省すべきです。

高浜原発再稼働に反対するということは、安倍首相の戦後一度も参加したこ
とのなかった戦争に国民を再び引きずり込もうとする企みに、また、平和と
民主主義を踏みにじろうとする暴挙に、憲法９条及び１１条（基本的人権）
を亡きものとする陰謀に、そのまま立ち向かい反対することに通じると考え
られます。それゆえ私は、高浜原発３・４号機の再稼働に大反対します。

　福島の事故の原因や教訓も今だに明らかにされず、再稼働に対しての住民
の不安や疑問にも十分に答えず、再稼働を進めようとすることに納得できま
せん。関西広域連合として再稼働に反対を表明してください。よろしくお願
いします。

決して安全が訪れることのない核に頼るエネルギーではなく、未来の日本の
ために豊かな自然の恵みが与えてくれる自然エネルギーに。孫の孫の世代ま
で続く優しい世界にしてもらいたい

　関西広域連合のみなさま、住民の命や暮らしを守るために再稼働に反対を
表明してください。

高浜原発３，４号機再稼動断固反対

関西原発３・４号の再稼働反対ネット署名を支持します。

再稼働するなど言語道断です。
原発全廃まで全力で頑張ります。

「日本」なんとしても琵琶湖の水を守らねば!!　　ずっと以前からそれを訴
えているのですが、本気で考えていただけているとは、思えません。
恐ろしいいです。

関西電力の事業採算を好転させる為という以外に再稼働させる理由は無い。
老朽化した原発を安全性を考慮することなしに再稼働させることは認められ
ない暴挙である。



再稼動させないでください。
今なら間に合うはず。
西日本の日本の水、空気、大地をかならず守ってください。

再稼働に反対します。

高浜原発の再稼働に反対します。
避難計画も具体的に決まっていません。
住民の安全を守れない再稼働に反対して下さい。

再稼働反対です。

高浜原発3・4号の再稼働は愚の骨頂です。東電福島第一原発事の未曽有の事
故を経験した以上、同じ過ちを繰り返さないために、高浜原発再稼働はやめ
るべきです。もし、日本で再度原発事故がおきたら、日本は世界の信頼を失
墜し、放射能の実験場と化すでしょう。住民のいのちを守るべき首長は、住
民のために原発から撤退をすべきです。名誉ある撤退です。

事故が起こらないと保証はできません
福島の災害で学びました

再稼働は反対してください

浜岡原発から２５キロ圏の島田市に住んでいるものです。福島第一原発から
２５キロ圏には、人はいまだに住むことはできないほど高い放射線量です。
原発問題は、他人ごとではありません。
高浜原発近くの住民も同じように思っているでしょう。
再稼働に賛成することは、犯罪行為です。福島原発事故を直視し、勇気を
持って再稼働反対の声をあげてください。
高浜・福井県だけの問題ではなく、地球と人類の未来がかかっている問題で
す。

反対です。

モノには必ず 後があります。その 後を考えず経済優先で進めて来た た
るものが原発です。コントロールできないものを作り続ける愚かさをもうや
めなければなりません。

みなさん、頑張りましょう！

福島の事故もまだまだ終息できないでいる状況下での再稼働は絶対反対で
す。福島事故の汚染物の処理も含めて使用済み核燃料はどのように処理する
つもりですか。後の世代には何の責任もありません。

高浜原発3.4号機再稼働反対！！



一度事故になると生命体全てを失わせる取り返しのつかない化け物が原発
事故の処置すら不可能  そんな事解ってての再稼働は気狂いとしか思えない
自然の力に勝てる安全は無い 人間はどこまで落ちぶれるのか 悲しい
どうか私たちの願いを届けて下さい  よろしくお願いします

高浜原発3、4号機の再稼働問題は、あれこれ議論している問題ではありませ
ん。即刻、これほどずさんな計画を、原発ムラはよくぞゴリ押ししてくれた
ものです。ゼニの魔力に負けて、やがてはそのしっぺ返しを食らうのは“立
地自治体”でありますし、周辺の自治体も巻き添えを食うことになります。
“立地自治体”の方々には、外側からは自分たちがそのような眼で見られて
いるのだということを自覚して頂きたい。
50年ほど前（三八豪雪の年でしたが）同級生を頼って福井に行ったことがあ
りましたが、その当時、福井は、実に穏やかな所だったと記憶しています。
ゼニの亡者ではなく、そうした落ち着いた空気を尊重する人品骨柄の国に立
ち戻ってもらいたいものです。

現在まで、原発が稼働しなくても大丈夫でした。
燃料代が高いとして電気料金が上がっても受け入れました。
なぜ、そこまで稼働しないといけないのか、きっちりとした避難手段を提示
して、全てきちんと説明してからの再稼働を求めます。

フクシマでは、小児甲状腺がんが異常な高発生率を見せています。
２００q離れた千葉県も汚染されました。４年を経た今日、県立高校が除染
したり、公園に被爆注意喚起の立て札が立てられたりしています。
まさかと言う事故が、現実のものとなりました。
私たちは、子供たちに取り返しのつかないことをしてしまいました。
何の罪も無い子供たちが、今後長きに渡り、厳しい現実と直面していくこと
になるでしょう。
どうか、賢明な関西の方々には、このような愚を犯されませんよう、お願い
申し上げます。

関西広域連合は住民の命を預かっている責務をまっとうしてほしい。
原発事故が起こるまえに、廃炉にする。高浜原発再稼働に反対の英断をして
ほしい。未来の日本のために。福島の被ばくの現実をしっかり見て、原発に
かわるエネルギーへの転換を率先して推進してほしい。再稼働を黙認するこ
とは容認したことと同じです。
今こそ反対を！

福島原発事故は未だに収束していません。
過酷事故対策は確立されておりません。
再稼動は、地域住民を犠牲にするものです。
住民の生命と財産を守る広域自治体連合の本分を守ってください。

原発稼働は、すべてに反対です。子・孫への核廃棄物を作ることに反対しま
す。子孫に、核廃棄物を残すことになるのですよ。地下に埋めても、同じこ
とです。



東京電力柏崎刈羽原子力発電所から20キロ圏内に住んでいます。
避難計画は大事ですが、4年9ヶ月経っても、避難先から帰ることができない
という福島の現実。避難計画などは一時的な机上の空論である。

原子力発電所の運転は、事故を起こした時の被害の大きさと使用済み核燃料
の安全な処理が決まっていないことから、絶対に反対です。日本に原子力発
電所は必要ありません。

フランス

今後、南海トラフなど大規模な地震が来るという中、絶対１００％大丈夫と
いう保証はありません。やめてください。

高浜原発3・4号の再稼働をしないようにどうかご尽力ください。

健康管理を心がけ、協力し合い、励まし合いながら、粘り強く進みましょ
う！

原発は人間がコントロールできません。
できるという人は福島をとうに再生しているはず。
誰にもできない。
あなたにも。
あなたにも。
今も命を懸けて福島に働く人がいる。
大事にするべきものは、循環する世界です。
お金はお金にすぎません。

原発。決して動かしてはならないもの。
大きな声で稼働しないことを求めます。

心から賛同いたします

尊いお働きに感謝いたします

高浜原発３．４号の再稼動強行は絶対反対！
福島の悲惨な実態を忘れ、なかったかのようにして、またぞろ間違いを犯す
ことを看過できません。怒りを覚えます。絶対許せません。

「再稼働の同意県は立地市町村とその都道府県のみにある」という暴論に対
して、なぜ黙ってみすごさなければならないのですか。アメと鞭というのは
差別構造そのものです。
少なくとも、起こりうる危険に対して、訴えをしないのはなぜなのですか。



万が一にも起こらないと言っていた原発事故が起きて、もうすぐ5年。帰宅
できない人、暮らし自体が破壊された人は数え切れません。もちろん、いま
だに未解決です。汚染された土の行き場も決まっていません。それどころ
か、何十年も前から原発は稼働していたのに、核ごみの処理施設場所さえ決
まっていません。もんじゅは専門家からさえ絶望視され、プルトニウムの再
利用の道は閉ざされたも同然です。プルトニウム型原爆（長崎型）数千発分
の材料は、国内外にため込まれ、宙に浮いたままなのです。
テロの脅威を言うのなら、実効的なのはまず原発をなくすことです。原発に
爆弾一つ落とされたら、粉じんは原爆と同じです。それが人口の多い関西圏
だとしたら、避難者をどこが受け入れられるというのでしょう。阪神淡路大
震災では、空き地という空き地が人であふれかえりました。人口が多くて、
避難所が到底間に合わなかったからです。行き場を失った人たちによって、
国内の治安、それ自体が 悪になる可能性もあります。さらに、偏西風に
乗ったら、30キロ圏内どころではすみません。だって、pm2.5や黄砂は、中
国大陸から吹いてくるのですよ。避難場所は、国内自体にないかもしれない
のです。
日本各地の原発を一基ずつでも爆撃したら、おそらく日本は誰も住めなくな
ります。日本の地形は、それほど脆弱なのです。国防の観点からも、原発は

も危険な存在だと、政治家だったら考えてもいいのではなかと思うのです
が・・・なんでそう考えないのか、理解不能です。

福島原発事故が収束もしていないのに再稼働はありえません。
原発は人類と共存出来ません！
電力会社は目先の利益だけで無く、将来に
禍根を残す原発を必ず止めて下さい&#10071;&#65039;

原発廃絶!
原発は神の意志に反し、人類と共存できません。再稼働、原発輸出、これ以
上、世界にこの国を恥ずかしめることしないで！

高浜原発事故の際の避難計画は実効性が無く、また、事故の際の被ばくの評
価は福島原発事故の被ばく被害等を無視したものです。高浜原発での事故が
起きた場合、関西各地域に放射能汚染が拡がるだけでなく、関西の水瓶の琵
琶湖が汚染され大変危険です。
また、福島の事故後、原発のオペレーション、事故対策、避難計画等が抜本
的に改革・改良されたとは聴いておりません。
従って、高浜原発３・４号機の再稼働に断固として反対いたします。

福島に何を学んでいるのですか？
経済より命です。
絶対に再稼働を許せません！



日本国は国民を守る意思がないのですね。いざ事故が起こってしまったらど
れだけの人々の命と健康が奪われ、復旧に莫大な資金がかかることを考えれ
ば直ちに原発は中止すべきです。電気量が足りているのに他のエネルギーも
研究されているのに信じられません。

高浜原発3・4号の再稼働に反対を表明します。

福井地裁の判決において、裁判所の指摘した関西電力が７５０ｶﾞﾙ以下にお
いても過酷事故につながる可能性を認めていることについて、それを撤回
し、そのような事象が絶対に発生しないということを明言しなければ不安は
消えません。もはや、福島原発事故のような事故は絶対に起こしてはならな
いのであって、可能性が低いということでは済む問題ではないということを
認識していただきたい。

原発なんか、いりまへん！

いったん原発事故が起これば、関西にとどまらず、日本中否世界に影響を及
ぼします。
原発には頼りたくないという多くの日本国民の声を、真摯に受け止めてくだ
さい。

福島がまだ先が見えない中で関西におおきな影響がある高浜原発を再稼働と
は世界の笑いものに、また後の世代からも馬鹿にされます。

再稼動には絶対反対です。
再稼動しなくても電力は足りています。
原発は原子力ムラの利権の温床です。
国民の命など考えてはいません。
唯一の被爆国が起こした原発事故。
こんな恥ずかしい事はない。
そんな国が原発を止めないなんて世界中の笑いものだ。

福島原発事故の後始末もできないままで、未だ原発の再稼働をさせようとす
る暴挙の根拠はいったいどこにあるのでしょうか？
福島原発の犠牲者や被災者の方々や未来を生きていく子供たちに向かって、
まだ原発は安全だと言うのですか？ナンセンスです！
原発再稼働に向かう全エネルギーを、原発以外の電源開発と廃炉のための技
術研究に注いでください！

福島がアンダーコントロール？冗談じゃない。避難している人を見よ。自死
した人の悲痛に心を傾けよ。先祖伝来の土地を奪われた人たちの非業を思
え！
応援しています！

国と電力会社は福井地裁の判決をもっと重く見るべきだ！！

関西にある原発が大事故を起こせば、被害は関西に限らず、さらに広範囲に
広がりますから、高浜原発３・４号の再稼働には反対いたします。



琵琶湖の水が汚染されれば大阪府民は生活していけません。再稼働を是非と
もやめさせてください。

福島で起きたことをもう２度と繰り返さないのが私たちの義務です。
原発再稼働という選択肢はもはやないのです。

名古屋に暮らす私たちも、風下の民です。東海地方の知事たちにも積極的な
行動を求めていきますが、まずは、関電の地元で関電から電気を買っている
皆さんに頑張っていただきたいと思います。再稼働を絶対に認めないでくだ
さい。

原発がなくても電気が足りていることは証明済みです。原発は全ていりませ
ん。だから、高浜原発3・4号基の再稼働にも反対です。

福島第一原発事故も何も解決しようがない状況で、再稼働など絶対やめて下
さい。責任も取れないのに、実行するのは、自治体がして良い事ではないで
す。
事故が起こった時の避難にそもそも実効性がないです。

事故時の避難も実効性なく、責任すら自治体が取れない再稼働はやめて下さ
い。

高浜原発3・4号の再稼働に反対をします

ドイツのベルリンに在住です。高浜原発 稼働絶対反対。

福澤啓臣

福島の放射能が東京まで影響し、都内でのガイガー数値も高い。
関東から東の食品も汚染されているため購入できず除染は不可能だと分か
る。
賢い企業なら、日本を住みづらくすべきではない。

核処理がいまだ出来ないのに再稼働は絶対反対です！

利益追求のためしか考えていない、再稼働は絶対に反対！

日本は2011年3月の福島原発事故で、原発が如何に危険なものであり、人間
の手に終えるものではないことを学んだはずです。たかが発電のために、人
の命や暮らし、そして自然や環境全てを失ってしまうような方法にいつまで
もしがみついているのは愚かなことです。今すぐに高浜原発3,4号機の再稼
働に反対を表明して下さい。

再稼動は止めてください。リスクとメリットを考えたら、再稼動のリスクの
大きさに選択の余地はありません。

炉年齢３０年を超えた原発を再稼働させるのはやめましょう。

福井の県議会は、高浜の再稼働を認めてしまい、それを止められなかったの
が、残念。申し訳ありません。
我々の分も、ガンバって&#10083;

人間の創るものに「安全・安心」等ありえない。失敗してこそ人間だけど、
放射能に失敗は許されない、だから再稼動は許せない。



ご苦労様です。私も再稼動に反対です。

再稼働絶対だめです

立地地域(おおい町)の住民として、自分たちの力で、再稼働を阻止すること
の難しさを痛感しております。長年にわたり、消費地元に大量の電気を送電
してきた地元としての誇りと、貧しい地に投入された多くの交付金等は、
人々の正しい判断力をむしばみ、目先の仮の「安定」に目を奪われがちで
す。それでは、住民は本当に問題を多く含む原発を再稼働したいのか、そし
て、危ないと分かっているその施設で、 愛の家族を働かせたいのか？  決
してそうではありません。本当は、この自然豊かな地で、皆さんと同じよう
に、安心安全な生活をしたいのです。しかし、国の仕組みは、再稼働を前提
の自治体には手厚く、それに反する自治体には、非常に冷たいのです。私に
は、依存症の患者が、禁断症状を起こすのを、非常に冷淡に待っているよう
にしか思えません。そして、もっとも怖いのは、禁断症状を起こしたその患
者達だけに、その使用を判断させようとするその仕組みです。新規制基準
や、広域避難計画は、不完全であることは、明白です。
福島の事故は、まだ終わっていません。再稼働を進めるために、国は、線量
の高い地への住民の帰還を急いでいます。この福島の方々の苦悩の上に、消
費地の繁栄があり、立地地の経済があるというこの仕組みは、間違っていま
す。どうかこれ以上、立地地元に重責をおわせないでくだい。どうか、消費
地元でもあり、被害地元にもなりうる関西広域連合として、原発にNOを突き
つけてください。お願いします。

日本の原子炉には　製造段階で問題があったとお聞きしております。その問
題は停止して　構造を根本的に変えないと無理と知りました。とても不安で
す。人間が制御しきれないものを人工的に使う事は未来の子供たちにごみを
押し付けるようなもの。だから　再稼働はしないでいただきたいです。よろ
しくお願いたします。

人の命より金が大事なのか！？危険性が明らかなのに再稼働は絶対許せませ
ん。

フクシマは全く解決しないし、使用済み核の処分方法もない。
原発は人間の力では制御できないもの。

原発の再稼働に、反対をしてください。
立地地元は、国策の名のもとに、交付金の中毒になっており、国レベルでの
利権共同体の推進を欲望する勢力に、抗しきることが難しいのです。
関西広域連合は、特に主要な消費地元として、原発政策に批判的であるべき
責任を負っています。
原発に頼らないエネルギー政策を、支持推進してください。

原発は本当に必要でしょうか？地震・津波そして広島、長崎、更にビキニ、
福島とこれだけ放射線の被害を受けた国が何故原発を続けるのでしょうか。
地震国、島国日本のあり方を考えてください。



福島原発の事故原因を究明できず、原発のゴミを処理できない現在、再稼働
など許されません。責任も取れない製造物などは「ＰＬ法」に抵触するよう
に考えます。放射能は見えませんが確実に自然界すべてに影響を与え、広
島・長崎の被爆者の子孫は現在も苦しんでいます。事故が起きると京都は気
象条件から確実に影響を受け、琵琶湖の水が汚染されれば飲料水や生活用水
が利用できません。これは恐怖です。
利益のために「人類の知恵」とおごり、自然と共生している人間がすべての
自然を奪ってしまいます。これを愚かと言わず何と言いましょう。
愚を重ねるほど愚かなことはありません。福島の被災地はすべての生物の生
存条件がなくなりました。逃げるすべを持たない家畜の姿は見るに堪えませ
ん。
人間は良心を偽ることはできません。皆様方の真摯な良心に基づかれた判断
に期待いたします。

日本を人の住めない国にしないでください。

原発事故はあってはならないものです。避難計画を作ればいいというもので
はありません。再稼働は取り返しのつかない事故の可能性につながるもので
あり、絶対に容認できません。

絵空事の避難計画など無意味です。住民の安全な暮らしを守ることが自治体
の第一の務めだと思います。

琵琶湖は逃げることができません

福島原発事故で原発の安全性は完全に破綻した。新たな原発被害を繰り返さ
ないために再稼働に反対します。

未来の安心を

今と未来のために、高浜原発３号、４号の再稼働に、強く反対されるようお
願いいたします。

原発は危険です。再稼働には絶対に反対します。

被爆二世として全ての核に反対です。
広島でもプレスコードに覆い隠され、子どもたちの内部被曝による死がきち
んと検証されていません。

原発事故の被害に対して何もできていない状況で、再稼働はできないはずで
す。反対してください。

福島県を中心とする地域の方々が、安全なところに安心して住んでいただく
手はずもできないままで、再稼働をすすめていくとは、原発設置地域の住民
をなめきっています。爆発が起きなくても、平常稼働でも地域の土と水と空
とを汚染していく原発は、なくさせないといけないと考えます。原発に依存
した経済構造にされてしまう前に、ぜひ、反対の声をあげてください。

福島原発で心を痛めています。
どうか、高浜原発を再稼働させないでください。

高浜原発再稼働に断固反対します



福島第一原発事故の広汎な影響を見ても、再稼働は信じがたい暴挙です。住
民の生活を奪わないでいただきたい。

これ以上事故が起こったら日本には住めなくなります。
避難計画は絵空事に過ぎません。
高浜原発の再稼動には断固反対です。

高浜原発3号4号の再稼働には、絶対反対です。
なにより電力不足はありませんし、福島の原発がまだ完全に解決されていな
い今再稼働する理由がありません。
避難計画も、福井県内で完結はするわけもなく、西日本、いや日本全体の問
題を県の了解だけでよしとするのは、納得がいくわけがありません。

終的なゴミ問題は、なんか解決の糸口もなく、そのような不完全なもの
を、唯一の被爆国である日本がすすめること自体、広島、長崎で被爆し亡く
なった方々になんと説明できるのでしょうか。
過ちは過ちとして、正すのは、今しかありません。
大人として、未来の人びとににより美しい日本を残すことこそ、大きな役目
だと思います。
再稼働は、絶対反対です。

もう原発はいりません。

安倍政権の原発回帰は許せない。

安倍政権の暴走は許せない。

避難計画はまったく形だけで、耐震性など多くの問題をかかえる高浜原発の
再稼働に反対です。

東電や関西電力などばかりでなく、東芝その他の原発を製造する企業の利益
確保のために、再稼働が進められると同時に原発の輸出が進められようとし
ている。放射能汚染廃棄物の処理さえおぼつかないのに、企業利益のために
なされてはならないことです。

福島原発事故被害がどんどんと明らかになっている今、これ以上、地球を汚
染することのないよう、危険な原発再稼働への反対表明が必要です。関西に
被害が出たら、取り返しがつきません。利権より命を優先してください。

福島の惨事の体験をベースに従えば、少なくとも原発がた３０Kmのすべての
市町村の再稼働の同意が必要条件です。原発立地市町村の同意だけでは片手
落です。これが福島から学んだ国民の大多数の総意のはずではなかったです
か？もう厚顔にも忘れたふりをしているのでしょうか？　情けない限りで
す。

安全という言われた福島の事故は未来の警告です。
もし高浜原発が何かあれば地元で住めなくなります。活断層の上に立った原
発はリスクのある稼働としかいわざるえまません。
カネより命。原点に立って再稼働反対します。



政府も東電も、福島原発事故の責任をきちんと取っていないのに、そして原
因究明が依然なされていないのに、汚染水の処理もままならぬのに、再稼動
を言い出す政府、電力会社、自治体に怒り心頭であります。

福島原発事故は現在も緊急事態であって、何一つ終息していません。事故原
因の検証を先ずすることです。

鹿児島川内原発再稼働。原子爆弾よりひどい原発。

ゼッタイ　反対デス。
再稼働　全く理解できません。

実証されている諸々の要請理由にまさる理由：
人間の知恵は　まだまだ　原子力利用の悪に
勝てないと　思わなければなりません。

宇宙に存在する諸々の力の怖さを我らが地に
もちこまないで！！と訴えてください。

1:避難計画は実効性がありません。
要援護者の避難先・避難手段は確保されていません。
介護者が一緒に避難できるのかさえ決まっていません。
安定ヨウ素剤は京都府30km圏内の7市町で、各1か所に備蓄しているだけで
す。配布方法などは決まっていません
2:関電・国の被ばく評価は、福島原発事故を無視した過小評価です。
5km地点で1mSv以下。福島原発事故並みに評価すれば約780mSvです。
放射能放出率は福島原発事故時の千分の1以下（4.2テラベクレル）です。
3:高浜原発で事故が起これば、関西1,400万人の命の水瓶である琵琶湖が汚
染され、甚大な被害が及びます。

事故となれば我が家のある岐阜県も居住できなくなる恐れがある。そもそも
原子力は人間が制御できるものではない。

電気は足りています。それなのに危険を背負い込むことは幾世代にもわたる
自殺行為です。再稼働絶対反対です。

関西広域連合さん ３年前に立ち戻って 原発 全廃に向かいませんか
&#8252;&#65039;



日本はどうしてこんなにふぬけになったんだろう。まさか新興宗教のせい？
どうしてこんなにいとも簡単に、再稼働賛成できるんだろう？あまりにも不
思議である。人間ってそんなに弱い生き物なのだろうか？？
とにかく大反対です。
日本の空気が、フワフワして恐い。空気でコントロールしているみたいだ。
他の人たちと違うコメントですが、あまりにも軟弱過ぎるのです。日本は。
なんで？
事故起こることを解っててなぜ、再稼働する？日本を壊したいから。

大阪には親戚たちが、京都・奈良には多くの友人たちが暮らしています。
私も舞鶴で生活をしたことがあり、高浜原発は不安の種でした。
原発の存在は安心・安全な暮らしとは相いれないものではないででょうか。
原発事故は関西地域に暮らす人々の生活を一変させます。これを防ぐことは
地方自治体トップの重大な責務ではないでしょうか。責任ある行動をよろし
くお願いします。

　　一度、原発事故が起これば、取り返しのつかない事態となり、未来へも
様々な形で、負の遺産を押しつける結果になります。
　貴連合会におかれましては、住民のいのちと暮らしを守るという立場に
たっておられるという観点から、高浜原発3.4号炉の再稼働反対の表明をし
て下さい。

 

　原発と人の営みは両立しません。人類を滅ぼすことになります。
福島の事故を見ればわかるではないですか。愚かな目論見はやめにしてくだ
さい。

高浜原発再稼働に反対を表明してください。
避難計画は住民の安全を守ることができません。

原発銀座とも呼ばれる原子力発電所の密集状態は単体でも危険であるのに、
現在の状況で再稼働させる危険性は、気が狂っているとしか言えません。琵
琶湖の汚染とか、大阪や京都という大都市が近いとかいう次元の話ではない
と思います。日本国だけではなく、世界的にも由々しい問題だと、常々考え
ています。事故が発生する前に即刻廃炉の手順に入っていかねばならないと
思います。

高浜原発３．４号機再稼働反対です。放射能汚染の状況を私たちはよく知っ
ています。何があっても原発は稼働させてはいけません。



再稼働反対です。誰が得をするのか？原発に関わっている人の為に何故多く
の国民が不安に晒されなきゃいけないのでしょうか？福島の問題も解決しな
いまま再稼働なんてありえないです。福島の二の舞にならないという保証は
ないはずです。関西は私の故郷であり両親がいます。どうかやめてくださ
い。

カナダからです。これ以上心配を増やさないようにしましょう。

高浜原発の再稼働に反対してください。
エネルギー源は他に有ります。

福島第一原発事故については、事故の真相が全て把握された訳ではなく、ま
だまだ未解明の部分も多い。炉の中すら見えていないのに、なぜ現在示され
ている対策で問題ないと判断できるのか。
住民避難についても、まだまだ課題は多く、そもそも福島のように避難が長
期化した場合には、避難者の生活環境を復元することなど、 初から不可能
であることは明白。
そうした中で、再稼働を認めることは、福島の被害者を冒涜するに等しいこ
とを、全ての人が認識すべき。
全ての原発の再稼働に反対です。

関西が、直に被害地となる高浜原発稼働に反対表明をお願いします。

　私は福井県の嶺南の若狭町で暮しています。高浜原発3・4号機が再稼働
し、過酷事故になれば、原発難民となります。そうなれば、難民にとっても
難民を受け入れていただく人にとっても苦難の道を歩むことになります。
　関西の多くの人たちの力をお貸しください。高浜原発3・4号機の再稼働に
反対してください。

日本

福島に接する地域に住んでいます。私の考えでは、原発が稼働すれば、例え
事故が起こらなくても、被害は時と場所を越えて、全ての生き物に及びま
す。自治体に対して、政府と対立せよと働きかけるだけでは、不十分だと思
います。むしろ、住民と共にエネルギーを含めた生活の自立を進めようと、
働きかける運動が大切ではないでしょうか。

凄く危ないモノであることを解っていて
更には事故が起きたときの始末の仕方も確立していないのに稼働などあり得
ないのでは無いではないですか？

高浜を廃炉にしましょう。
訴訟などには参加できれば、加わりたいと思います。

事故が起きれば琵琶湖も汚染され関西全域は生活出来なくなります。再稼働
は絶対反対です。

原子力はあきません。絶対にあきません。

私は東京電力福島第一原発事故の汚染被害で家族がバラバラに住むことに
なった者です。原発は絶対に駄目です。



高浜３･４号原発の再稼動反対！すべての原発の再稼動反対！国内原発は直
ぐに廃炉に！日本を放射能被害から守ろう！福島事故被害を忘れるな！

原発事故が起これば、関西全域に被害が及びます。福島原発の事故の詳細も
わからないうちの再稼働は、事故に真摯に向かい合ってないと考えます。

原発はなくても電気は足りています。
一旦事故を起こすと、時空的に未曾有の災害を起こす
原発は地上からなくしてください。
お願いします。

人間の手に負えない原発は
もう終わりにしなければなりません。終わりにしても半永久的に消えない負
の遺産を
私達は未来に残してしまったことを猛省しなければいけませんよね。
こんな署名活動をしなくても良い日が1日でも早く来ることを切に願いま
す。どうか反対活動を頑張ってください、北海道より応援しています。

　原発は人類の手に負えない。福島の収拾も出来ない事態をみれば明白で
す。事故が無くても核のゴミがどんどん増えています。一日も早い完全停
止、廃炉に向けた技術開発・世界的連携にこそ力を尽くすべきです。再稼働
なんて無責任の極みです。絶対にやめてください。子孫に負の遺産をゴミを
残さないでください。

フクシマのような事故を二度と起こすことは受け入れられません。

高浜原発3・4号の再稼働に反対します。

仏国からのメッセ＝ジなのですが、Tchernobyl事故３０周年と福島第一事故
５周年を記念するところで、日本での原子力発電所の再稼働とういうのは、
如何に恥ずかしい出来事であるか強調したいと思います。日本だけが経験し
た原発による被害をまったく無視し、生き物や環境上の残酷な影響を考える
政府は野蛮の状態に後退してしまったものとしか思われないのです。原子炉
が一番多い仏国と米国の例をまねてはいけません。むしろ西洋国を脱原発へ
の道に指導してくれることはこれからの日本国家の使命として考えるべきで
はないでしょうか。そうでなければ、遅かれ早かれこの地球が人間が住めな
い地獄になってしまうことに決まっているのです。

関西広域連合は、再稼働の同意権は立地の高浜町・福井県だけでなく、30km
圏内を含む京都府・滋賀県など関西一円にあると述べてきました。4月に
は、避難計画等が不備な状況では「再稼働に同意できる環境にはない」と国
に求めました。しかし、11月の国への予算提言では、「再稼働は国の判断
で」として、これまでの姿勢を後退させています。事故が起これば国が責任
を取らないことは、福島原発事故の避難者のおかれた状況からも明らかで
す。事故が起こってからでは、遅過ぎます。

高浜で事故が起これば関西は全滅します。



廃炉は早めに、出力は控えめに。
尊厳をもたせて、引退させてやりましょう。

安全性は？使い古した核燃料はどこに？
なんら解決してない問題が山積みであることに目を向けると再稼働なんてで
きないはず。
反対します。

カナダ

東北、関東地方の多くの山、川、湖、人々の暮らす都会も街も村も畑も福島
原発事故で汚れてしまいました。そして今も毎日海を汚し続けています。放
射能汚染の恐怖を感じながら生きています。再稼働には絶対反対します！

住民の命と暮らしを守るのは自治体の中心の役割です。福島の原発事故も終
結はしていません。関西広域連合委員会の高浜原発再稼働反対行動をされる
事に奮闘されることを期待し、応援します。

川内原発に続いてのこの暴挙は絶対にゆるされるべきことではありません。
30キロ圏内の宮津市の市長も反対を唱えているのに。
もし、事故が起こってもフクシマのように誰も責任をとりません。
二度目の原発事故が起こった時、その時は日本が滅亡する時なのに再稼働は
自殺行為だと悟って下さい、子ども達を危険にさらさないで下さい。

全ての原発はいりません。
電力エネルギーに頼りすぎの生活スタイルもかえる必要があります。海の汚
染・海水の温度上昇は世界中からの温排水が影響していると思います。

人が放射能を制御することは不可能なこと。避難計画も非現実的。
国も電力会社も誰も責任をとれない原発は一刻も早く廃炉にするべきです。

原発事故は一度起これば、地域住民の暮らしが破壊されます。地域の首長で
ある皆様に、他の電力供給の道をぜひ考えていただきたい。

避難計画の未整備、規制基準の甘さ（700ガルで良いのか？）何一つ再稼働
を許せる条件はありません。事故によりUPZ内だけでなく、関西にも被害が
出ることは、福島を経験した私たちは知っています。どうか高浜3.4号の再
稼働に反対の意思表示をしてください。

ＣＯＰ２１でも分かるように世界は再生エネルギーに向かっています。MOX
燃料を使う高浜原発の危険性は事故があった時取り返しがつきません。経済
的な見地から見ても原発は負の遺産となり、早く再生エネルギーに変えない
と日本の経済は破綻します。
高浜原発だけでなく原発政策から脱却し、一日も早く再生エネルギーに変換
するよう希求します。

原発再稼働絶対に許さない！



今安倍政権の権力の強さを思えば、利用できるものや連帯できるところと
は、とにかくつながってこちらも大きくならないとダメだと思います。特に
一般の人々はよくわかっていません。そして、このごに及んでも自分には関
係ないと思っています。だから、そんな人々に対して、認識を広めるために
も、一般の人々に自然と刷り込めるマスコミの力を借りることが求められる
と思います。その方法の一つに、小泉さんと連帯することも大切だと思いま
す。どうか、まだ彼の人気のあるうちに、彼らと連帯して大きおなうねりを
参院選に向けてつくっていけたらと思います。

福島の悲劇を忘れるな

事故が起これば収取がつかない、手におえないことは、よくご存じのはずで
す。
自分たちの今だけが良ければそれで良いという考え方は、本当にみっともな
いと思います。
原発で利益を得ない（迷惑をこうむるだけの）人や、事故が起きたら汚染さ
れた場所で生きていかないといけない子供達、未来の子孫達のことを考えて
ください。

再稼働反対します。
いい加減、懲りてください。

東海第二原発から直線距離で７０ｋＭのところに住む龍ヶ崎市の橋本と申し
ます。１８０キロ離れた福島事故の時も龍ヶ崎市民は大量の放射能を浴びて
おりその被害は遠く離れた東京都や横浜にまで広がったことはよくご承知の
事と思います。都心に 短距離に位置する東海第二に原発事故が起きれば、
関東地方一帯が被害地元となる
ことは自明の理です。
多くの市民が原告となり再稼働阻止の訴えを起こし、また県内の過半数を超
える市町村議会が再稼働反対の意見書採択を行っています。
共に再稼働阻止のため頑張りましょう。

ひとたび事故が起これば、広範囲に被害が及ぶことは、福島の事故から明ら
かです。

再稼動に反対という立場ではなく、福井県の合意だけで若狭の原発の再稼動
を決めることに反対です。
地勢的にみて、高浜原発は「京都原発」です。事故が起きたら舞鶴市、福知
山市、京都市まで多大な被害が及びます。そして琵琶湖も汚染され、京阪神
地区の飲料水に使用できなくなる。まさに近畿壊滅です。
関西広域連合として、現状の再稼動に向けた動きに一致団結して抗議してく
ださい。そしてせめて30キロ圏内の隣接自治体の同意を取り付ける。住民投
票で民意を確かめる。そのようなプロセスを踏んでいただくようお願いしま
す。

高浜原発３−４号の再稼働絶対反対です。

関西に住む私たちの安全、安心に為、高浜原発の再稼働に反対を
表明してください。



関西が汚染されたら、もう日本に食べるものはなくなります。再稼動絶対反
対です。

あの過酷な福島原発事故が、5年目に入ろうという今も収束していないとい
うのに、高浜原発を再稼働しようとはまったくもって考えられません。ひと
たび高浜原発で事故が起きれば、関西地区はほとんどの地域が汚染され、飲
み水になる琵琶湖も汚染のために使い物にならなくなるでしょう。アメリカ
の先住民の教えに「７代先の子孫のことを考えて行動しよう」という言葉が
あります。７代先とまではいかなくとも、目先の経済のため「今だけ」「自
分だけ」という発想で、ばくちに近い原発の再稼働をもくろむのは、子々
孫々に恨まれる亡国の施策としか思えません。原発は人間の手に負えるもの
ではないのです。再稼働に絶対反対します。

福島事故の教訓に従い、原発からは撤退すべきです。関西のみならず、全国
の多くの市民の願いです。

すべての命を守るために、ともに力を合わせましょう。

行政の方々が名を連ねることがとってもじゅうようで、うれしいことです。
いくら市民が、民間団体が訴えても届かない声があります。どうぞ、これか
らを生きる子どもたちを守ってください。

東京電力福島第一原発の爆発事故で、日本の多くの地域や人々が放射能汚染
され、子どもたちへの健康被害は尋常では有りません。小児甲状腺がんは通
常１００万人に１〜２人でした。１１月の福島県民健康調査で発表された小
児甲状腺がんは１５２人を数えます。今後もこの人数は増え続けることが予
想され、それ以外でも突然死や持病の悪化等が聴かれる昨今です。
原発と人間は共存してはいけないのです。
ひとたび、福島原発の事故のような事態になれば、日本全国が放射能で汚染
されつくします。再稼働はやめてください。

電気は足りていますよ、安全な再生エネルギーにシフトしなさい。
貴方達に他人の命を奪う権利は無い。

原発事故による被害実態、汚染実態を国はきちんと調べようとしていませ
ん。そんな国が事故の責任を持つと言っても誰が信用しますか。原発は動か
してはいけないのです。事故の責任を取るっていっても取りようがないでは
ないですか（総理大臣、もちろん安倍晋三氏は総理を辞めたあとも責任が付
いてまわりますが刑事責任、民事責任を受けても、放射能による人的災害、
自然の被害への責任は取れる訳ではない）。
原発がふたたび事故を起こせば日本は終わりですよ、確実に。

避難者の受け入れ計画や 避難計画が十分でないままに進めることは許され
ません。
保育園に勤めていますが、毎年 毎月様々な想定で訓練をしていますが、毎
回反省事項、改善事項が出てきます。
計画を見ただけで不十分さがわかるような計画の中での再稼働は、非常識極
まりないものです。



福島原発事故をまっとうに対応できない政府に、再稼働の資格はありませ
ん。事故があっても福島のように責任を取らずごまかすだけです。電力は原
発がなくても足りています。再稼働に反対をお願いします。

高浜原発3・4号の再稼働はとんでもないことです。福島事故を経験した日本
が，これ以上原発に頼ろうとすること自体，子どもたちと未来に対する巨大
な犯罪です。
ですから，広域連合として，再稼働に反対を表明してください。

琵琶湖汚染の危険性は切実です。福島の事故から想起すると、それだけでは
ないさらに広域に及ぶ放射線汚染が惹起され、生活の基盤を根底から揺るが
されかねない事態も予想されます。再稼動に反対の民意をお酌み取りいただ
き、国に再稼動反対表明を行われますよう、要望いたします。

30年以上昔に作られた原発を再稼働するのは絶対に反対です。
原発事故が起こったら一地域の問題ではなく日本全体の問題、国際問題で
す。
それは東北の震災の時に明らかになったはずです。
海外からの信頼はまったく回復していません。
何かあってからでは本当に取り返しがつきません。
老朽化している原発を動かす、という愚行をやめるよう反対を表明してくだ
さい。どうぞよろしくお願い致します。

関西圏でも事故が起きれば、もう日本は世界から見放されます。事故を未然
に防ぐには再稼働をあきらめ、廃炉に向かってかじを切っていくしかないで
しょう。どうか、あきらめないで頑張ってください。

福島はなお深刻です。
原発再稼働などもっての外です。

危険とわかっているものを動かす理由がありません。子どもたちに胸をはっ
て説明ができないことを、する理由がありません。原発再稼働に賛成する理
由がありません。

地震・津波対策はできていません。全電源喪失になります。メルトダウン対
策はできていません。電源がないときいかにして、圧力容器を冷やすか、緊
急時冷却装置の使用マニュアルもありません。
福島事故のときは、あっても活用できませんでした。規制委員会も知識もマ
ニュアルもありません。ましてや、電力会社は全く無知です。緊急時の対策
マニュアルもなしで、メルトダウンは防げるわけがありません。地震が起こ
ればまた放射能が日本国中にばらまかれる大災害になります。再稼働は自殺
行為です。

日本にも世界にも原発は必要ありません。
2011年でそのことを皆が知ったはずです。

今のことだけでなく、未来についても思いを馳せてください。
原発再稼働は、あとは野となれ山となれという思想。あとは立ち入り禁止の
野と山…でしょうか。



市民の命と暮らしを守るのが行政の仕事です。
いったん事故が起これば も被害を受けるのは
しょうがい者や子どもたち。
そうしたことがわかっていながら
再稼働を許すなんてもってのほかです。

インドネシア共和国　バリ
よろしくお願いします。　　　　　ありがとうございます。

これ以上地球を汚さないでください。

再稼働にしっかりと反対してください。

電力が足りている今、再稼働する必要はありません。
琵琶湖を守りましょう。

危険極まりない再稼働に大反対です！

第2の福島ができたら、日本人は日本に住めなくなります。子供の未来の前
に自分も被爆したり、ガンになって死ぬなんてゴメンです。再稼働しないで
も、電力を賄う道を模索してください。

大都会に住むひとりとしての大反省をこめて、強く反対します。

関西は原発事故が無かったかのように、節電意識も薄れ
もとの生活に戻っています
電力は足りている！危険な原発の再稼働、とても危険な
高浜原発再稼働には絶対反対です

福島の惨状を国民はもう忘れていると思ったら大間違いです。

福島原発の事故の真相も解明されていないし、廃炉の道筋さえできていない
のに、再稼働するなんて認められない。原発事故で家や田畑を汚染された
方々は、もう二度と故郷には帰れない。汚染の深刻さが充分認識されていな
い。再稼働で生じる汚染物質はどうするんでしょう、汚染物質の処理方法も
決まっていないでしょう！！
一企業の利益のために、祖先たちから受け継いできた日本の自然が汚染され
ることは許されない。

高浜原発の再稼働に反対します。私たち日本国民は、福島の原発事故から真
摯に学ぶべきです。
原発事故は取り返しのつかない被害を引き起こすことを考えれば、地震列島
の上に暮らす我々は、原発と手を切るべきです。
電気の供給は原発以外の方法で十分可能です。

もともと危険な原発は稼働させてはならない。
ましてや福島第一原発の事故処理も終わっていない現在、
安倍内閣は何を考えているのか。狂気の沙汰です。



福島の原発は収束どころか危険が高まっているのでは？事故を起こした原発
から出る物質は、人間や海山の生物の生存を脅かす危険な物質です。しかも
長い期間毒を出し続けます。
地震国日本に本当に原発は必要なんでしょうか。お金を儲けなくては生活が
成り立たないから、危険な原発を動かすことは仕方がないことなのでしょう
か。私たちは未来に責任を持たなくてはなりません。原発において保障でき
る安全は有り得ないし、国は責任など取れないでしょう。そんな無責任な国
に再稼動を許可する資格はありません。原発を動かさなくても生きていける
道はきっとあるはず。八方塞がりのように見えても、いろいろな考えを集め
れば何かが見えてくると思います。原発を動かさない道は、これからの日本
を救う道になると信じています。

再稼働については言葉を失う位に怒っています。CO2の問題は又別です。絶
対再稼働は
人々も環境も壊します。

　福島を見てください、避難者の生活支援も打ち切り、健康管理も保障もせ
ず、力づくで「なかったことにする」ばかりのこの政府のやりかたを見てい
て、再稼働に賛成するのは、正直言ってあまりにも楽天的、正気を疑う自殺
行為です。

　失って初めて気づいても、遅いのです。風向きによって、水にのって、広
域に広がることを自覚し、強力な反対を表明してください。

再稼働反対です&#8252;

安全性に疑問、、危機管理に無責任な体制が恐ろしいと思います。

私は愛知県の住民です。関西電力の消費者ではありませんが、もし高浜原発
で重大事故が起これば、風下地域の私たちも被害を被ることになります。み
なさんが琵琶湖を水源とする飲料水等を心配するのと同様に、私たちも水源
の流水域の森林が汚染されれば同じように長期的な影響を受けます。関西電
力は、事故対策にかける費用を惜しみ、国もそれを容認しています。国が
まったく頼りにならないことは福島の事故でよく分かったのではないでしょ
うか。今のままでは地域の住民を守ることもできません。ぜひ再稼働に反対
の声をあげてください。みなさんにはその権利があります。

先の福島原発事故を省みず、明確な避難計画も被曝を避けるための現実的な
計画も無いままでの老朽化した原発再稼働は無謀であり、異常としか言いよ
うがありません。事故時に被害を蒙るであろう要介護者や介護を行う者の安
全性についての議論も対策もしていないなど論外です。
早急な再稼働に走ることなく、計画を白紙に戻し、老朽化した原発の廃炉の
道筋を考えて実行して行くのが正しい道だと考えます。
これ以上放射能による被害を拡大させるような事はしないで下さい。



福島ではいまだに事故が収束せず、放射性物質の環境放出がとまりません。
ひとたび事故が起これば、故郷を奪われ、人間関係がずたずたになります。
こんなフクシマの二の舞は絶対に避けてほしいのです。
安全な原発などありません。
日常的に放射性物質をもらしつつ、被曝労働者を生み出さなければ運転でき
ない原発は廃止すべきです。

あれほどの大事故が起こり、未だに多くの被害者が避難を余儀なくされてい
ます。東電福島原発事故の原因も未解明。原子力規制委員会による新規制基
準は穴だらけ。住民の命に関わる避難計画は明らかに不十分。こうした中で
再稼働にゴーサインを出そうとする政府や地元自治体。もはや、住民の命を
守ることが出来るのは、「被害地元」である関西広域連合の自治体に他なら
ないと思います。勇気を持って、高浜原発3・4号機の再稼働に反対の意志を
表明してください。

高浜３・４号機の再稼働は、絶対反対です。福島の現実をどう見ているの
か、見解が聞きたいです。あの実態を無視して、どうして再稼働できるとい
うのか聞きたいです。経済より命が第一です。

原発反対

夫の実家は滋賀県の琵琶湖のふもとです。
生まれ故郷の大阪にも京都にも奈良にも親戚がたくさんいます。

一旦事故が起これば、人間の手に負えるものではないことが明らかな原発
を、再稼働するなどということは、理性と知性と人間性を疑わざるを得ない
暴挙であると思います。

福島原発はいまだに、収束に至る気配すら感じられません。放射能の影響
は、これから、ますます出てくると思われるのに、何もなかったかのよう
に、政府は取り扱っている。4年前の原発事故の対応もきちんとできていな
いのに、原発の再稼働は、狂気の沙汰と言わざるを得ない。

なんとしても止めてください。止めないと一生の悔いとなるでしょう。

いかなる理由があろうとも、原発再稼動は絶対ゆるせません。

目先の事だけでなく、将来の事を、子供のことを考えて下さい。安倍政権の
調子に踊らされず、判断して下さい。

安全が保証出来るなら、原発の横に住んでください。それが出来ないのなら
安心出来ませんね。

高浜原発の地元住民と福井県民の生命を守り、関西全域の市民の安全を確保
するために高浜原発３･４号の再稼動を認めない強固なご意思を表明して下
さい。



再稼働を認めてはならない！ずさんな安全基準、避難計画。

目先のことだけで良いのでしょうか？
周辺地域のこともイメージしていただきたい。
地元の産業や就業の構造的問題も理解出来ますが、なおのこと、はっきり次
への転換に必要な予算措置、支援構築への声が大事で、それに応え考え取り
組む政治が求めれます。

原発は日本では安全に動かせないことは明らかです。国民の命を第一に政治
をしてください。お願いします。

宮城県でも、女川原発再稼働が急がれています。
日本全国どこの原発も稼働させない運動をご一緒に進めていきましょう。

高浜原発再稼働は高浜町、福井県だけの問題ではありません。広範囲にわ
たって多くの人々の生活基盤を根こそぎ奪い、放射能による健康被害が長期
にわたること、さらに事故処理さえ進まず先の見通しが立たないことなど、
福島原発の事故で明らかになりました。この甚大な被害から何も学ぼうとし
ない、責任を感じない国と東電に怒りを覚えています。川内原発に続いて高
浜原発再稼働、もう、これ以上、命と暮らしへの不安を強いることはしない
でください。委員会の皆様、住民の命と生活を守ることが使命と思い、どう
か再稼働に強く強く反対してください。

規制委は基準をクリアしても事故が起きないと保証できないと言っていま
す。福島とその周辺の放射能汚染は国や福島県が公言しているよりはるかに
恐ろしいものです。事故が再び起きれば国の衰退、消滅の恐れが現実化しま
す。
是非再稼働に反対して下さい。

福島原発事故は、まだ終わっていません。
未来の子供たちにこれ以上負の遺産を残すわけにはいきません。
原発はいらない。絶対に再稼働に反対です。

福島から避難して４年９か月たちました。避難生活をしている人はいまだ１
０万人もいます。
福島の事故をなかったことにしないでください。
同じことが起こらないようにするのは原発を動かさないことです。
電気は足りています。人々の生活から不安を取り除くためにも再稼働に反対
してください。

生命と環境に回復不能なダメージをもたらすあらゆる原発の再稼働は絶対許
せません。高浜３,４号機再稼働にも強力に反対してください。

もう原発はいりません。未来の為に新しい自然エネルギーの開発と普及に予
算を当てるべき。

将来を担う世代、まだ生まれていない世代に対する負債を拡大していくこと
になると思います。勇気ある撤退をお願いします。

原発核事故が起きて、良いことは何もありません。もはや、原発に絶対安全
はありません。人の生命を危機にさらすエネルギーはいりません。あらゆる
犠牲の上に成り立つ生活はいりません。再稼働は絶対反対です。



福島第一も、まだまだまだなのに再稼働！どこまでアホなんでしょうか。
この国が終息するのが先かもしれません…
みんなに拡げて断固阻止！です。宮崎からですが、同じ日本国、賛同しま
す。

福島の事故検証なくして再稼働はありえません。

原発の運営は常に、事故のリスクとそれに伴う想定外の被害や不安を伴うも
のであり、私も皆様と同様に再稼働に反対します。

福島原発事故から私たちが学んだことは、原子力発電は日本では誰一人とし
て責任を持って動かせないものだということ。
何故なら、いまだ福島原発事故の責任を誰一人として引き受ける人がいない
という事実です。
もし、若狭湾でテロ、地震、津波そのほかの原因で過酷事故が発生した場合
にも同じことになると思います。被害は甚大で「日本が終わる」と福井県の
普通の市民も、多くの国民も思っていることでしょう。
規制基準も福島原発の事故原因が不明な状況の中で設定された基準で、規制
委員会の委員長すら「安全とは言いません」と名言されています。

どうぞ、どうぞ。皆様の見識を持って再度「原発の再稼動」について冷静な
検証と議論をお願いします。市民のつたない声にも耳を貸してください。
よろしくお願いいたします。
（これは福井県嶺北地域の親友のことばでもあります）

福島の苦しみを無駄にしないでください。
関西も汚染されてもいいんですか。

すべての原発の再稼働反対！！

原発ではなく、再生可能エネルギーへの道をさぐるべきだ。

これ以上トイレのないマンションといわれる原発を動かしてはなりません！

原発は人のいのちを犠牲にして、特定の人々に利益をもたらすもの。何とし
ても止めたい。

琵琶湖が汚染されたら、関西には誰も住めなくなります。京都も大阪も神戸
も滅びるのです。再稼働は、あり得ません。

冷静なご判断を



活動ありがとうございます。守田敏也さんのブログで書名の事を拝見しまし
た。私は栃木県境に接する群馬県に住んでおり、東北大震災の揺れや福一事
故の恐さを経験しました。仕方なく放射能汚染地帯に留まっているもので
す。いまやせっかく止まっている原発を動かすこと、しかも老朽化したプラ
ントを稼働させるなんて論外です。
広域連合のみなさん、どうぞよろしくお願いいたします。

原発事故から住民を守るのは、避難計画を策定している自治体の役割です。
避難計画に実効性はありません。高浜原発3・4号の再稼働に反対を表明して
ください。

原発事故が起きたら、誰も責任がとれないことを福島の事故で実証してい
る。悲惨な事故はもう二度と起こしたくありません。原発はいりません。

子供達の未来に私の署名がお役に立てるのであれば光栄です(^_^)v

人の命と引き換えの経済に何の価値があるのでしょうか。
更には原発が本当に経済に必要なのか、それも非常に疑わしいというのに、
再稼働というのは狂気の沙汰としか思えません。
世界レベルでエネルギー改革が実行に移されつつある現在、原子力エネル
ギーに頼っていては、日本は取り残されてしまうのではないかと危惧してい
ます。日本の技術力を新しいエネルギー生産の開発に向ければ、国内にとど
まらず国際的な貢献にもつながると思います。

原発の再稼働に絶対反対です。電力会社をはじめ原子力村の犠牲に国民がな
らないように、反対運動をやり続けなければなりません。
巨大な権力と戦っている皆さんには、いつも頭が下がります。無力な老人に
出来る事は署名活動ぐらいしか出来ませんが、陰ながら応援しています。
t

カナダから応援します。

高浜原発３・４号の再稼動反対！

福島県民をはじめ、首都圏の福島の被害者を切り捨て
全国に汚染を積極的にばらまく政策を続けながら再稼動は狂気の沙汰です。
国民を全滅させる政策でしかありません。

すでに全国にばらまかれている汚染、手がつけられなくなっているメルトダ
ウンした
幾つもの原子炉の対処ができてから初めて他の原子炉を再稼動出来るかどう
かの議論が始まります。

これ以上、メルトダウンする原子炉を増やしてはなりません。
関東にいると電車の毎日の急病人遅延、白血病、急死を聞かない日はありま
せん。
日本人の滅亡がカウントダウンされている状況です。
関西を死守しなければ、逃げる場所もなくなります。



避難計画が必要な施設そのものが異常です。

あれだけたくさんの人々を不幸にした悲劇を又繰り帰すのでしょうか・・・
誰の目にも明らかな「真実」を隠し、いったい誰の為の再稼動なのでしょ
う・・・

全ての原発を廃炉にし、今すぐ新しいエネルギーミックスに移行すべきで
す。
「反対」だけでなく「提案」することも必要だと思っています。　私は
「Off-gridで小さく暮らす」を提案します！

世界中の原発・原爆を無くそう。

原発の再稼働に反対します。

［要請の理由］

避難計画はまったく実効性がありません。
要援護者の避難先・避難手段は確保されていません。
介護者が一緒に避難できるのかさえ決まっていません。
安定ヨウ素剤は京都府30km圏内の7市町で、各1か所に備蓄しているだけで
す。配布方法などは決まっていません
関電・国の被ばく評価は、福島原発事故を無視した過小評価です。
5km地点で1mSv以下。福島原発事故並みに評価すれば約780mSvです。
放射能放出率は福島原発事故時の千分の1以下（4.2テラベクレル）です。
高浜原発で事故が起これば、関西1,400万人の命の水瓶である琵琶湖が汚染
され、甚大な被害が及びます。

［要請の理由］

避難計画は実効性がありません。
要援護者の避難先・避難手段は確保されていません。
介護者が一緒に避難できるのかさえ決まっていません。
安定ヨウ素剤は京都府30km圏内の7市町で、各1か所に備蓄しているだけで
す。配布方法などは決まっていません
関電・国の被ばく評価は、福島原発事故を無視した過小評価です。
5km地点で1mSv以下。福島原発事故並みに評価すれば約780mSvです。
放射能放出率は福島原発事故時の千分の1以下（4.2テラベクレル）です。
高浜原発で事故が起これば、関西1,400万人の命の水瓶である琵琶湖が汚染
され、私たちにも甚大な被害が及びます。



今や高浜原発がmox燃料を使用するということ、その被害の甚大さについて
は多くの市民の知るところです。
しかも老朽化をしている原発での事故の確率は非常に高く、事故が
起これば関西一円はもう壊滅的だということは、素人の私でも思い至るとこ
ろです。
関西広域連合に参集される皆さん方個人個人はほとんどの方が家庭があり、
子や孫もお有りと思いますが、「今」の経済効果と子や孫の将来を考えた時
に、住民全体の将来を考えることは地球に生きる
住民としてあまりにふつうのコトとだと思えないですか。
７０％を超える国民が原発に再稼働することを反対しているのに、それを無
視する政策を後押しすることの是非を冷静に考えて下さい。守らないと行け
ないのはナニですか。
右へ倣えをすることではありません。
再稼働に賛同しないでください。
事故が起こればもう終わりです。

福島のことも解決できずに高浜の再稼働は納得できません。反対です。

関西の水瓶、琵琶湖と１，４００万人の暮らしを守って下さい。

　反対の声を確実に政府に、県に伝えることが大切です。
　私自身は具体的な行動がとれませんが、とにかく、奮闘をお祈りします。
　当座の経済活動援助による、金権的押し切り政策をなんとしてもストップ
したいものです。

子や孫の世代に負の遺産をもうこれ以上残すことにこころが痛みます。原発
はその 大のものです。一基も稼働しない、させないことを望みます。

　福島原発事故の被害者をそのままにしたまま、しかもこの地球上に放射能
を垂れ流しにしたまま、高浜原発再稼動は許されません。
　地球は、私たち一人ひとりのもの！あなた方だけの地球ではありません。

原発はいりません。

せっかく冷えている炉をまた熱くするなど、絶対にしてはならない事。



高浜原発３・４号機再稼働に反対します。
ひとたび事故が起これば、福井県の高浜町の人々は、住む場所を失い、避難
所生活となります。被ばくした子どもたちは、甲状腺がんや鼻血・骨折・発
熱などの症状を出し、明らかに、発症率が高まります。にもかかわらず、
「原因不明」として対策も講じられず、被爆の被害に甘んじるしかない国家
です。
このような無責任な国家のもとで、再稼働はありえません。原発がなくて
も、日本は電力供給は足りていることは、この3年間が証明しています。ど
うか、原発再稼働をやめてください。

高浜で原発事故があれば、東海地方も放射能で汚染されます。福島原発事故
被害の甚大さを見れば原発ゼロにするのが当然です。ともに戦いましょう！

危険な原発を再稼働する事は許せない。
再稼働しなくても電気は賄えます。
フリーエネルギーがいくらでもある。
事故が起きた時、誰が責任取れるのでしょうか？
人間の力では無理です。
人として真っ当な判断をお願いします

高浜原発３・４号機の再稼働に絶対反対です。
福島での事故の対応すら覚束ない中でこの上、事故の危険性を持つ原発を再
稼働させることなど考えられません。将来にわたるツケ（事故による汚染・
放射性廃棄物など）を少しでも少なくしていくことが今を生きる人間の責務
です。

福島原発事故も未だ解決されていないにも関わらず原発再稼働はありえませ
ん。
避難計画も実効性がありません。住民の命を守るために再稼働に反対をして
下さい。原発再稼働は立地自治体だけの問題ではなく周辺の自治体にとって
も重要な問題です。

福島が収束不可能なのに、再稼働なんてあり得ません。

福島の事故が未だ収束していない現状下で、なぜ再稼働を急ぐのでしょう
か？！
その上、廃棄物の処理方法さえわかっていないのです。人類の手に負えない
原発は即刻、止め、安全な再生可能エネルギーに転換しましょう！

原発がなくとも電気は足りています。経済的、人権的、環境的に、どう考え
ても原発の電気は不要です。

福島第一原子力発電所の事故も終了していない現在、再稼動はできません。



福島第一原発事故は現在収束していないだけでなく、今後の収束のめども立
ちません。１~４号機すべてが大変危険な放射能濃度であり、このような状
況下で働く人たちは、下請け企業のもとに搾取されて安い賃金で健康被害に
甘んじて働いています。すべての原発の再稼働は認められません。再稼働さ
せようとするすべての政治家、原発関係者、企業の人たちは、自ら福島原発
の収束作業現場に数年働いたうえで再稼働に賛成すべきです。自らは安全地
帯にいて、再稼働させることは人間としても許されないことを知るべきで
す。

福島原発事故の収束もできていないのに、川内、伊方に続いて今度は高浜原
発の再稼働とは、もうお話になりません。政府は一体何を考えているので
しょうか。そもそも日本に原発を持ち込んだこと自体がおおきなミステイク
であったのに、その上、再稼動とは、日本の国民は怒るべきです。実際に事
故が起きた場合の非難手順も不完全と聞いているし、避難訓練も不十分、非
難回路などありません。惑う国民を被爆に追いやる選択が残っているだけで
す。これはごく小さい事故時の話です。もし大きい事故があれば日本の将来
はもうないかもしれません。水汚染、土地汚染、空気汚染。。。そんな怖い
ものをどうして維持していくのでしょうか。誰のために何のために、これほ
ど半永久的に有害きわまるものを又稼動させるのでしようか。キチガイ沙汰
としか思えません。

再稼動、絶対反対。
事故が起きたら誰も責任が取れません。
負の遺産を増やすのはやめてください。

再稼動を前提の議論ならば、とにかく実行可能性が現実に担保され、かつ模
擬訓練により何度も問題点が検証され、改善の余地の無い避難計画が共有さ
れていることが出発点となろう。しかし、それが存在しない今は「再稼動」
の言葉や行為はありえない。常識で分かること。

原発再稼働に反対します。

原発は廃炉にすべきです。

通常稼働するだけでも、処理しようのない廃棄物を出す原発です。ひとたび
事故が起これば、人間の力ではどうしようもないことは経験ずみのはずで
す。福島第一原発事故の収束も目途のたたない中、再稼働をしようなんて信
じられません。
　高浜原発運転差し止め仮処分の判断は当然です。この判断が覆されること
のないよう、再稼働反対の表明をお願いします。

もう原発は辞めるべきです
事故がなくても、核廃棄物が貯まるばかりで、安全な処理方法も見つかって
いません
事故があれば、もう住めなくなります
福島事故の教訓から学ぶべきです
福島の復旧と廃炉が先決と思います



原発以外のエネルギーでも電気は作れます。
もう原発に頼らなくても良いのではないでしょうか?

原発はただちに廃止してください。

再稼働など、もってのほかです。

オーストラリア

今でさえ、何とか関西〜九州の食料を何とか探して汚染の少ないものを選ん
でいるのに、事故が起きたらもう食べられるものが一切なくなります。人間
の作ったものに「絶対安全」なんてありませんし、万が一の時の被害を考え
たら作ってはいけないものだったのに。。。とやりきれない思いです。

事故で水が飲めなくなるのは嫌です。再稼動しないでください。

原発は、天からの賜物である、山と海を穢しました。私たちのご先祖様が大
切に守って来てくださった大地を、僅か数十年で汚してしまいました。でき
るだけ早く綺麗に戻し、未来の世代に負の遺産を残さないことを、いま、決
意しましょう。

　これからの原発政策を考える上で、約4年9カ月前の福島の大事故を 低基
準にする事は誰も理解できると思う。しかし今だにその事故原因さえ特定で
きていないうえでの、今回の規制基準への適合にどれ程信頼して良いのかわ
からない。
　また原発自体の必要性についても、2年近くの原発ゼロの生活を国民の節
電への努力もあり電気は足りました。
　上記から、事故が起これば福島以上の被害の可能性が少しでもあるものは
一刻も早く廃炉働きかけて下さい。
　もし再稼働を容認するのであれば、それは「共犯」です。

私の故郷が近いので大地震があれば放射能汚染され、故郷がなくなります
&#128560;
再稼働しなくても経済は不自由してません&#8252;

・原発がなくても電力は足ります。
・原発は平常時でも大量の放射性物質を放出して、多くの健康被害を起こし
ています。
・原発燃料棒使用済みのものの処理には、莫大な費用と十万年の時間がかか
ります。

原発を止めてください。

未来に、負の遺産を残すまい。



福島における事故に誰が責任を負えるのか、負ったのか？目先の利益のみ考
えて、将来をなくする愚かさに気づいて欲しい。

同じ過ちを繰り返さないために…
声を挙げ続けましょう！

政権を替えるしかありません。連合政府に向けて野党は一層の協力を。民主
党には失望している。思い切って切ることも視野に。

福島原発事故は収束していません。今も放射能汚染を海、空にながしつづけ
ています。原発事故ですぐに亡くなった人は少ないかもしれませんが、いま
も続く汚染で人々の健康は徐々に害されてきています。政府は大丈夫と汚染
物も全国のみならず世界に拡散していますが、その被害は日がたつごとに明
らかになってくるでしょう。
人の健康が損なわれれば日本の国の働き手の労働生産性も低下し国際競争力
もなくなります。
電気は足りているのに事故がおこらなくても、コストが高い原発再稼動なぞ
ありえません。高浜原発は関西一円の水がめの琵琶湖の３０KM圏内です。責
任をとるといいながら事故がおこれば責任は税金で支払われるのです。政府
の総括原価方式のもと原発事故後も東電はつぶれていません。事故がおこっ
てからでは、遅すぎるのです。世界中の人が迷惑です。ただちに再稼動を中
止してください。

＊原発導入当初、原発損害賠償法、法律設立前の事故による損害額は一般会
計の当時の国家予算の2倍以上が隠された。損害額1999試算では当初の予測
50億が兆に。

中国地方の島根原発２号機は、再稼働に向けての原子力規制委員会での審査
が行われています。高浜、大飯運転差止判決は司法の正当な判断で、我々大
きな勇気を与えてくれました。２５０km範囲と言っても、原発事故では避難
が必要になります。広島も島根、伊方原発の１５０km圏内にあります。島根
原発の避難計画で４７万人の内、広島県は約１７万人を引き受けると言って
います。事故が起これば避難を受け入れどころか、広島県内の人も避難をし
なくてはなりません。よって、原発の再稼働をしないように、広島県にも表
明してもらいたいと、運動を始めました。是非とも、関西広域連合として
も、再稼働に同意しないで、原発を止める方向で取り組んでください。



イタリア在住

福島の事故後の日本の対応を海外から胸を痛めて見守っています。
実際に福島に住まれている方、日本に住まれている方を思うと、海外に住み
ながら、色々と意見する気にはなれません。
しかしながら、皮肉にも海外に住んでいる者の方が、より多くの現実にそく
した情報を得られるという皮肉な状況にあり、そんな海外在住者が出来る数
少ないことの一つが、原発の再稼動を阻止するためのアクションではないか
と考えます。
もうたぶん、大地震はおきないとか、津波は来ないとかいう楽観的な予想の
元に、不必要な電力を作り続けることはできません。

福島での事故の収束方法も判らず、被害者への救済すら出来ない状況で、老
朽化した高浜原発を地元市民の反対にも耳を貸さず、根拠の無い、いい加減
な安全神話を信じ無理やり再稼働を進める関西電力や、原発村のやることに
は怒りの思いしかありません。
絶対に再稼働はやめるべきです。

関西広域連合は、関電に対してすでに30Ｋ圏含む関係自治体との立地自治体
並の安全協定をむすばない限り再稼働容認は困難と表明しています。その協
定を関電は無視しています。この高浜再稼働の重大局面を迎えている今、関
西広域連合として沈黙を決め込むことは関西広域連合のこれまでの立場から
もできないはずです。幾世代もの命をはぐくむ関西の命の水、びわ湖を守っ
ていくためにも再稼働反対を表明することは、 低限の責務です。

　日本の原発は絶対に安全であると言明していましたが、レベル７の事故が
発生しました。
　新基準は安全の保障にほど遠く、原子炉の基本部分の安全性は全く改善さ
れなく、事故が起きた時の対処が若干追加された、または追加される予定が
あるに過ぎません。
　そもそも安全であるなら避難計画や、避難訓練どころか、新基準さえ必要
性がなく、福島事故も起こらなかったはずです。
　それに対し、説得性のある回答ができないにもかかわらず、またもや
安全神話を運命を託し、 悪数千万人を超える人々を被爆者にする原発は稼
働させるのは、はなはだしい人命軽視であり、認めることはできません。

地震国日本に原子力発電所は無謀です。

ひとたび大きな事故が起きてしまったら、人間の力ではどうにもならない状
況にもなってしまいます。
どうか、再稼働に反対して下さるようお願いします。
よろしくお願いします。



お湯を沸かすだけの仕事に核を使うのはやめよう。
人は事故を起こすもの。
一度、事故を起こすと核は他のエネルギーとは雲泥の大被害を起こす。
人類は核で遊んではならないのだ。

高浜原発はＮＨＫの報道ですら「老朽原発」と言っています。再稼働は滅び
の道です。関西全域が住めなくなります。水瓶の琵琶湖が汚染されたら関西
の人たちは飲料水がなくなります。再稼働はすぐ止めて下さい。３０ｋｍの
避難計画に実効性がない事実はなんら変わりません。福島を見ればその汚染
が数字の地域以上に拡大、拡散されているのがわかります。関電は儲けのた
めに高浜原発３号機４号機を再稼働するのは即時止めて下さい。

またあの惨劇を繰り返すのはいい加減にしてもらいたいです。

スペインより。

再稼働は絶対反対です。

福島の惨事を忘れたのでしょうか！
日本の再生エネルギー技術は素晴らしく、原発はもはや過去のものになりつ
つあります。原発利権関係者は国を滅ぼす前に目を覚ますべきです。

地球上の土地や海。そして空もつながっている。危険な原子力発電の再稼働
は、反対です。

フランス在住

どこであれ、原発を稼働させるなんて、狂気の沙汰です。ひとたび事故が起
これば、責任の取りようがない事態になることは、福島原発事故で明らかに
なったのではないですか。無責任な再稼働は許されることではありません。

国が責任を持つという出来もしない口約束を前提に再稼働を認めることには
賛同できかねます。、

福島原発の影響を目の当たりにしながら、
再稼働とはどういうお考えでしょうか？
日本の未来、子どもの未来。
のびのび暮らしたい、暮らさせたい。
怯えながら、肩身の狭い思いをして生きる事、、
美しい日本が汚れていく事を 誰が望むのでしょう。
どんな理由であれ、
この現状を無視して稼働に賛成する方一人一人
目を覚ましてください。

福島の事故をなかったことにはできません。まだ何も解決していないのに再
稼働すべきではありません。



関西広域連合委員会のみなさま

私は高浜原発3・4号の再稼働に反対です。
避難計画には実効性がなく、関電や国の被ばく評価は、
福島原発事故を無視した過小評価であるのは明らかです。
また、福井地裁が出した仮処分の内容をしっかりと考えてください。

危険な原発を動かさないことは、
私たちの子孫への責務です。
ご英断をお願い致します。

原発事故が起これば関西は被害地元となります。
福島原発事故の実態と被害を無視することは許されません。
住民の命と暮らしを守るため関西広域連合として再稼働にはんたいを表明し
てください。

再稼動とんでもないです。

収束の目処もたたない福島原発事故の現実を直視してください。
世界の潮流は脱原発へと変わらざるを得ないところに来ています。
再稼働に反対してください。

国がどう責任を取るのか知りませんが、事故が起きてつらい思いをするのは
その土地の人たちです。
どうか日本人として真摯な判断をお願いいたします。

福島原発事故の実態と被害を聞いて胸を痛めています。
高浜原発３・４号の再稼働には絶対に反対です。頑張ってください。

私は高浜原発3・4号機の再稼働に絶対反対です。原発事故は起こってしまい
ました。未だ収束していません。被害は増しています。そこが解決されない
限り、構造としても組織としても誰にも責任が無いこの不完全な機械を止め
なければ日本人全体の存続、日本の存続は保障されません。
日本にはもっと素晴らしい技術があります。フリーエネルギーに転換して行
く道を進みましょう。

再稼働断固反対！

京都府生まれ反対います。

高浜で事故がおこれば、岐阜も２５０ｋｍ圏内に入ります。
近畿圏内の大都市も避難しなければ成らず、どう避難をするのか疑問です。
とにかく、福島の教訓が活かされない以上は、稼働することに絶対はんたい
です。目先の経済よりも事故の悲惨さを考えます。



高浜原発3・4号の再稼働に反対します。
福島原発事故の原因はいまだ不明で、事故の責任が誰にあるのかも明確にさ
れず、他方で健康被害が明らかになりつつあるというのにその対策が採られ
ない。そのような状況下での再稼働は行うべきではありません。
琵琶湖は美しく、周辺のまちも実に良いところばかりです（私はこの夏、自
転車で一周して改めて実感しました）。関西の来し方行く末に絶対に必要な
「社会的共通資本」であり、汚してはいけません。そんなことは誰にも許さ
れないのです。

すべての原発を廃炉にして永久処理の方法を総力を
あげて考えましょう

巨大地震が想定されており、再稼働は絶対反対です。

全ての原発事故が解決して、核廃棄物の処理の見通しが立つまでは再稼働な
んて考えられません。断固反対です。

福井県の隣、石川県でも他人事ではありません。福島であれだけの事故が起
こり、未だに放射性物質を処理もできず、汚染水は漏れっぱなし、避難され
ている方もまだまだ多い状態。それを見ていて、なぜ再稼働に踏み切ろうと
するのか、全く理解できません。リスクが大きすぎる原発は再稼働すべきで
はありません。再稼働反対の表明をしてください。

原発が再稼働したら、核ゴミが増える。放射能とは人も動物も植物も共存で
きない。それは福島が大変な犠牲を払って教えてくれた。だから、次世代に
負の遺産を増やしはならない。

東日本大震災後、日本列島の何処かで毎日地震が起きています。原発から出
る使用済み核燃料の処理は？ 終処分場は？問題がなに一つ解決しないまま
原発再稼働する理由は？原子力村、経団連、電力会社、安倍政権、政治家、
官僚、一部の利権屋たちの金儲けのためです。原発事故が起きたら犠牲にな
るのは一般市民です。政府は被爆から国民を守らない。福島原発事故で明ら
かになりました。「放射線管理地区」に強制帰還を命じ、事故前は放射性破
棄物として捨てていた基準値のものを「安全基準」に変え、内部被曝を国民
に強要している。恐ろしいことです。
原発なくても電気は足りている。日本列島全ての原発再稼働反対！

スイス

反対です。

命を守ってください。
高浜原発3･4号の再稼働に反対を表明してください。

原発はいらない！必要ない！NOと言い続けましょう！
福島原発事故は終わっていません！



新規制基準には不備がいっぱいある。パブリックコメントの回答が安全神話
そのものであった。例えば、過酷事故が起こった場合、放水銃で放射能が大
気中に放散しないようにするとか放射能が汚染水と混じって放出しないよう
にするとか何を考えているのかわからなかった。また、田中委員長が「安全
とは申し上げられません」と言っているのに、川内でも伊方でも自治体の長
は「国が安全と言った」と言って再稼働に同意している。これも訳がわから
ない。福井地裁の判決をもっと真摯に受け入れてほしい。福島の現状をよく
見てほしい。同じことが起こらないようにするには、原発は絶対に再稼働さ
せてはならない。

東京在住です。福島第一原発の事故以来、近所の公園でもセシウムがかなり
の高濃度で検出されています。関西広域連合も目を覚ましてください。」

フランスからも再稼働反対です。

再稼動には絶対反対します。

コントロールできない原発を再稼働するのは犯罪です。再稼働は絶対に禁止
です。

放射能は目に見えない脅威です。私利私欲でなく次世代の事を真摯に考える
べきです。安全と言うなら再稼働賛成者皆さん原発の周りに住んで下さい。

再稼動は民意を踏みにじるもの許さない。

未来の人に 負の遺産を残すことは辞めましょう
&#8252;&#65038;&#8252;&#65038;

再び原発事故が起きたらどうするんですか？
核廃棄物処理はどうするんですか？
国民が安心、安全に暮らせる方法は別にあるはずです。
太陽光、風力、地熱など、新しい産業を育てるチャンスです。ぜひこれらの
産業を育ててください。

もし、なにかあったら、放射能被害は、3代目まで及びます！

申請理由により関西広域連合の主張に賛同致します。

原発の再稼働反対です。福島の教訓をなぜ生かさない？狂気の沙汰としか思
えない。誰も責任を取れない事をするのは間違いです。

高浜原発3・4号が再稼働して、将来現フクシマのような苛酷事故を起こした
ら、関西広域が被害を受けるだけというより、日本そのものが亡くなりま
す。亡国です。日本国民は何処に避難するのでしょうか。現在日本はそもそ
も電気は足りているのに何で原発を再稼働させる必要があるの？

フランスより高浜原発３、４号の再稼働に反対します。関西だけに限らず原
発事故のおそらしさを知った日本人は原発に頼らない暮らしを目指すべきだ
と思います。皆さまの地道な活動に感謝し,応援致します。



再稼働、絶対反対てす。
事故が起これば
関西地方だけではなく地球レベルの責任問題に発展します。
誰か責任を取るのでしょう？

再稼働しないでください。お願いします。

国民の命を危険に晒す原発の再稼動は許しません、財界と与党議員が推し進
めるのは経済優先のみ、命は考えてないことが明らか、今まで無しで電力は
足りていました。
絶対再稼動はんたいです。

止めましょう

再稼働に反対します！

再稼働はもってのほかです。一刻も早く原発による発電を停止させ、そのあ
との核のケア政策の実現に至らせるまで闘い抜きましょう。

４月２３日の関西広域連合の国への申し入れの３項目は、いずれも実行され
ていません。「これらが実行されないとすれば、高浜発電所の再稼働を容認
できる環境にはない」との立場を守り、高浜３・４号の再稼働は容認できな
いとの態度を明確に表明してください。

祈核封印

原発事故から住民を守るのは、避難計画を策定している自治体の役割です。
国の責任において原発の再稼働が進められようとしていますが、責任を強い
られるのは周辺に住む住民そのものです。
事故が起これば国が責任を取らないことは、福島原発事故から4年以上たっ
ても解決できない汚染水の状況や避難者のおかれた状況からも明らかです。

原発周辺地域の避難計画は現実的な実効性がありません。

地震等の災害やテロの危険性もあります。
手遅れとならないうちに、一日でも早く廃炉への道を進むべきと考えます。
原発に頼らない社会の構築を国民全員で作り出していくことを望みます。

よって再稼働に反対します。

豊かな自然を…。

人間の手に負えない原発は要らない！

ご苦労様です、事故が起これば、山を越えて汚染するので、他人事ではござ
いません！絶対反対です&#8252;&#65038;



狭い日本列島で原発再稼働を画策する等、愚の骨頂で国を滅ぼしかねませ
ん。是非住民の命と安全と暮らしを守るために、行動を起こして下さい。未
来を担う子どもたちや若者たちの為に切実にお願いしたい。

政府はまだ根拠のある福島事故の解決の目途を付けられていません。
住民の被害への適切な補償もしていません。
国民に向けて事故の責任所在の明確化すらしていません。
その同じ政府が保証するという万一の事故の場合の責任とは何ですか？
そんなもので住民の安全が守れると本気で考えているのですか？

住民の利益に反し、住民を危険に曝す事業を規制し住民全体の利益を守るこ
とが首長の務めではないのですか？

原発を稼働する必要を感じません

原発減らそう、日本のために。

手遅れになる前に。

原発を稼働させることは、核廃棄物を生み出すことです。人類は核廃棄物の
放射性物質を除染する方法を知りません。どこかに移動して保管するしかな
いのですが、どこにも受け入れ場所はありません。私たちは福島事故でその
ことを知ってしまいました。この問題の解決なくして再稼働はありえませ
ん。

高浜原発3・4号の再稼働に反対！

もう一回原発事故が起きたら日本は完全におしまいです。
再稼働はやめてください。

この自然災害の多い日本でのエネルギーに原発を使用することは自殺行為で
す、我が国は自然エネルギーを目指すべきでしょう。

放射能被害は原発の周囲数十キロではおさまりません。やめて下さい。

地震大国、火山大国の日本はすでに活動が活発な時期に入っていると言われ
ます。地球規模の気候変動も激しさを増しています。こんな国で原発を動か
すのは経済の為なのでしょうが、先ずは人命と平穏な暮らしを守ることが政
治の 大の目的であることを確認したいと思います。更に、処理法が見つか
らない放射性廃棄物を増やすことの愚かさを考えて、未来に希望がもてる国
にするのは今の大人の責任です。

原発に未来はないと、みんな本当はわかっているはずです。なのに、やめら
れない、本当に愚かです。日本の未来のために、未来を生きる子供たちのた
めに、訴え続けていきましょう。

福島の収束なしに再稼働はありえません

原発は絶対反対！！
なし崩しに再稼働はゆるせません！
今こそ　みんな団結して阻止しましょう
将来７世代先の人々に良い世の中を残す義務がわたくしたちにはあります。



勤務先の関係で10年余り滋賀県下で生活していました。
琵琶湖の重要性を考えると、福島事故よりもはるかに被害が大きいと予感し
ます。
首相官邸前抗議に月2回ほど参加して抗議していますが、是非関西でも再稼
働反対の活動を強く押し進めていただきますようお願いいたします。

福島原発事故の原因、対策等がなされている状況等
とは言えない中での高浜原発3・4号の再稼働は許されることではありませ
ん。二度と福島原発事故のような事故を起こしてはならないと思うからで
す。これ以上人間の手に負えない放射能のエネルギー
を私たちの社会生活に使おうする原発はやめてください。
強くお願いします。

原発再稼働なんて狂気！！今すぐすべての原発廃炉へ！！

世界的には原発より自然エネルギーによる発電の方が多くなっています。す
でに、原発は経済的にも意味がなくなりつつあります。
日本は先進国のエネルギー政策と逆の方向を歩いています。

そればかりか
福島の原発事故では多くの人がまだ、家を追われ苦しんでいます。
海外では福島の事故を契機に原発を順次撤廃していくことを決めた国がいく
つもあります。当事国である日本はこれほどまでの国民の負担と苦しみが
あってもまだ理解できないのでしょうか。

高浜原発の再稼働反対します。

2度と福島のようになってはならないです。
今、孫は九州に避難していまだ帰っていません。
私は、まだ福島原発が収束出来るまでは無理だと思います。
それから、私の周りには癌になっている人が急速にあらわれました。
私もその恐怖におののいております。
親族が何人かいるもので、なんとしても止めてください。

世界から見てもこれから原発を再稼働するのはどう見ても狂気の沙汰です。
目先のお金や脅しに負けないでこれから先の日本をしっかり見てください。
人間が住めない場所をこれ以上、作らないでください。

カナダ

再稼働とか言っている人とその家族がそこに住んで、責任取ってくださいと
言いたいです。近隣住民が安全に生活する権利を奪ってまですることでは絶
対にありません。福島の件でこれだけ怖い目にあっているのに、本当に腹立
たしいとしか言いようがありませんが。



再稼働絶対反対です！

絶対 NO ！！  です。
未来に負の遺産を残してはならない！！
この日本は世界の雛形。
日本は地球の未来に影を落としてはなりません！！

再稼働絶対反対！関西広域連合の皆さま、応援しています。頑張って下さ
い。

福島原発事故の実態と被害を考えると、ここ大阪にも想像を絶する被害が生
じる可能性があり、とりわけ近畿の水がめの琵琶湖に放射能汚染水が流れ込
み、大阪の水道水が放射能まみれになることが予想され、大阪は人間の住め
ない死の街になります。たかが電力のため、（今や自然再生エネルギーも利
用可能）もっと厳しく言えば電力業界の目先の利益のために現代、未来の
人々を犠牲にすることは断じてゆるされません。

　孫、子のために即刻、原発を廃炉にしてください。

福島第一原発の事故が全く収束していないのに、原発再稼働など有り得ない
&#8252;

高浜原発再稼働の阻止をお願い致します。高浜原発問題は福井県だけの問題
でなく関西地域全体の大きな問題です。関西広域連合には、高浜原発につい
て大きな決定力と責任が課せられています。
私達関西地域の代表として、地域の発展と命を守るため、再稼働反対表明を
してください。新しい時代に合った地域の発展建設に関西広域連合が貢献す
ることを期待しております。よろしくお願い致します。

私個人からは、高浜原発３・４号の再稼動を、来春の、電力小売り自由化の
結果を見てから、検討し直して頂ければ、幸いです。お願い申し上げます。

事故が起こってからでは遅すぎます。それでなくても、原発は存在するだけ
で大変なリスクを背負っています。核の 終ごみ処理場は決まっていない
し、方法さえも決まっていません。
まず人の命、環境保全が大事です。安心・安全に暮らしたい。誰もが願うこ
とです。
再稼働しないでください。

原発は絶対に再稼働させてはなりません。災害が起こったとき、誰も放射能
の被害をゼロの状態に戻すことはできません。一人一人の健康も生活も日常
も、動物や植物の生命だって、原発推進派の所有物ではありません。将来世
代に危険なゴミを押し付けてはならない。断固再稼働に反対します。



市民の安全といのちを守る道を探ることが、自治体首長に求められる も大
切な役割だと考えます。地震列島の日本で原発の安全確保のできる自治体は
ありません。首長にできることは、稼働させないよう住民の先頭に立って意
見を言うことだけ、事故が起きれば何一つ責任を果たすことはできません。
その時はもう遅いのです。廃炉へ向けてしっかり意見を述べてください。心
から訴えます。

福島原発事故の実態と被害を無視した再稼働は、絶対に許されません。
被害地元である関西の住民と琵琶湖を守るため、関西広域連合は今こそその
役割を果たすべきです。

大阪府民は琵琶湖から流れてくる淀川の水で命をいただいています。琵琶湖
が汚染されれば生きてゆくことはできません。
原発は直ちに廃炉に！
今廃炉にしたとしても完全に安全になるには何百年もかかるのです。この上
再稼働などとんでもないことです。

貴広域連合は、3/11福島事故後は福井県の原発稼働に反対していました。
今、稼働容認に転じる理由など何もないはずです。２千万住民の安心安全の
ために、かつての方針を貫いてください。

アメリカ

原発稼働に反対します。日本、世界、地球の未来をもっと考えましょう。

美しい国土とそこに生きる国民を守って下さい。

エール交換！亡国への道阻止。

高浜原発3.4号再稼働に反対します

再稼働反対を表明して下さい。

福島はまだ終わっておらず、健康被害はこれからです。

人を殺す原発に賛成しないで下さい。

私は高浜町の隣の京都府舞鶴市の出身です。
姉や親戚が住んでいます。
私の故郷が「原発に頼らない」「原発から自由な」暮らしを取り戻せるよ
う、力を尽くしてください。
私も東京でできることをやっていきます。

原発を動かさないで下さい。



福井の原発の脅威は関西も東海も差し迫った問題です。
福井地裁の判決が根源的な道理を示しています。
日本から2カ所目のHUKUSHIMAを出さないよう、
日本を滅ぼすことなく後世に伝えていけるよう、
今日本に生きている人間が勇気を出し、力を尽くすべきです。
再稼働反対の決断を希望します。

未来の子供たちのために勇気ある決断をお願いします。

一番大切なものは人の命です。未来のための英断を望みます。

日本における全ての原発の再稼動に反対いたします。
それは日本国民として当然の要求だと思います。

もし高浜に何かあれば私たち愛知県人も避難しなくてはならなくなります。
いったい何処へ行けと言うんでしょうか？

高浜原発３・４号の再稼動に強く反対します。

地震国日本での原発運用は自殺行為です。
再稼働絶対反対！

私は愛媛県大洲市の伊方原発から２０ｋｍの海岸沿いに住んでいます。天気
の良い日なら伊方原発が直接見えます。
その伊方原発で、12月15日に1号機（炉停止中）の補機用冷却水配管から９
４tもの冷却水漏れ事故がありました。原因は閉めたはずの電動弁がしまっ
てなかったためとの事です。四国電力に対して、事故の翌日からこれまで再
三詳細原因を公表するよう要求していますが、６日間過ぎた今も「調査中」
との返事で進展が見られません。愛媛県の「原子力安全対策課」へは四国電
力への指導を要望しましたが、ここも四国電力の言い分を伝えてくるのみで
す。
事業者と行政には、住民の健康を守ろうとの意識は見られず、このような無
責任な人達による原発稼動など到底許せません。
恐らく、関西電力も同様な対応ではないでしようか。
特に「高浜原発再稼働を差し止め訴訟」に対して下された仮処分を 大限尊
重すべきであり、高浜原発の再稼動は許されないと考えます。

再始動しなければ事故は起こらないですョ！

私は、日本にある全ての原発の再稼働および、新しい原発の建設・稼働に反
対します。

福島の原発事故の反省もなく再稼働することはありえません。
日本が核のゴミ捨て場にならないように新しいエネルギーに代える
べきです。



福島第1原発の事故により、東京も汚染されました。多くの幼い子どものい
る家庭が関西に避難しました。東葛地域はホットスポットとなり、子育て施
設や公園等の除染が必要となりました。茨城県のホットスポット地域の子ど
もたちには甲状腺検査で異常が見つかっています。原発事故は、被害が広域
にわたります。再稼働させないことが、事故・被害の 大の予防保全です。
再稼働に反対表明してください。

そもそも、原子力規制委員会の設置を、国会で決めたことは
780名の国会議員の無責任から出来上がったものと類推します。
小生は、この委員会を、「原子力推進委員会」と解しています。
なぜなら、規制のハードルをさげたら、合格ということになります。
まさに、現在が、このようになってます、、、、。
であるならば、アンポンタンの国会議員780名は、ただちに
この原子力規制委員会を、解散させ、原発再稼働の是非は
原発一基ごとに、国会での審議で、決めるに戻すべきである。
福島原発の事故原因がまだ確定していない状態で、原発再稼働ありきの、原
発推進委員会(原子力規制委員会)の高浜原発3・4号の再稼働は
白紙の戻すべきと、判断すべきである。

子供たちの幸せな未来を守ってください。

福島の事故が解決していないうちに、どんどん再稼働していく状況は、皆で
きちんと反対の声をあげなければいけないと思います。
頑張って行きましょう！

一部の人間の利益のために、国民の命と健康を奪うのはやめてください。

原発は反対です

再稼働に反対して。被爆する関西もぢもとだ



＜Question＞『不都合な真実』のアル・ゴアもロスチャイルドの手
下？
この前、『不都合な真実』を観たのですが、ネットでは賛否両論で、
何が本当だかわかりません。
アル・ゴアもロスチャイルドの手下なのでしょうか？
もしそうなら、この映画もプロパガンダですか？
連日連夜メディアを賑わす環境問題は、いわば「隠れ蓑」でしょう
か？もちろん、環境問題が実際非常に差し迫った問題なのは間違いな
いでしょうけれど。
＜Answer＞
お察しの通り、アル・ゴアはロスチャイルド一派です。
もう少し詳しくいうと、アル・ゴアの活動資金は、ジェイコブ・ロス
チャイルドの親友、マーク・リッチが提供してきました。
マーク・リッチは、ジョージ・ソロスの資金源であった投資家であ
り、国際的な鉱物業者であり、武器・麻薬商人であり、ユダヤ・マ
フィア“パープル・ギャング”の支配者でもあります。
ちなみに、アル・ゴアの父親は、ユダヤの政商アーマンド・ハマーの
企業オクシデンタル石油の副社長でした。アル・ゴアの娘カレナは、
ロスチャイルド財閥アメリカ代理人シフ家のアンドリュー・Ｎ・シフ
と結婚しています。

『不都合な真実』のお陰で、その危険性とコスト高ゆえ衰退しかけて
いた原発が息を吹き返しました。（半永久的に管理し続けなければな
らない核廃棄物の管理費用を含めれば、最も高くつくエネルギーで
す）
原発や核はロスチャイルド一族の独占事業です。温暖化や気候変動が
問題であることは事実ですが、その要因は複合的であり、二酸化炭素
だけが問題ではなく、廃熱量が多すぎることも大きなウエイトを占め
ています。原発は膨大な熱を海に排出し続けていますから、「地球温
暖化防止に原発を」というのは真っ赤なウソです。
つまり、アル．ゴアは一流のセールスマンということですね。
余談ですが、「CO2の増加が温暖化の原因」という理論が広まったの
は、1988年6月23日に米国上院議員チモシー・ワースが主導したのエネ
ルギー委員会の公聴会で、証言に立ったジェームズ・ハンセン博士の
持論をマスコミが一斉に取り上げたのが始まりです。
1997年にはメディア王テッド・ターナーが国連に10億ドル分のＡＯＬ
タイム・ワーナー株を寄付し、その資金で地球温暖化問題に取り組む
「国連財団」が設立されました。この「国連財団」の筆頭理事がチモ
シー・ワース上院議員であり、専務理事にはエンマ・ロスチャイルド
が名を連ねています。

http://rothschild.ehoh.net/question/09.html

上記、引用記事ですが原発には利権が絡んだ不透明な点がたくさんあ
ります。
そして福一原発の事故のように、人間の手で扱えないものは扱うべき
ではありません。よって、原発の再稼働には反対致します。



東京電力の原発事故は｢絶対に事故は起こらない｣と言えないというこ
とを示したと思います。そして、いったん、原発事故が起きると多く
の人々が被曝して、故郷を終われることも分かりました。こうした経
験をして、それでも｢福井の原発は大丈夫｣と考えて、原発を再稼働す
ることは、東電の原発事故の教訓化ができていないということです。
経験から学んでください。

私は原子力発電所再稼働に断固として反対します。被害者達のことを
忘れないでください
人間が住める場所が無くなったら、どうするつもりですか？食べる物
が全て汚染されたら、どうするつもりですか？被爆して、一生病気を
抱えて生きて行く事になったら、どうするつもりですか？何の為に動
かすのでしょうか？もっと一般の人に行き渡る説明をして下さい。知
らない若い世代がたくさん居ますよ…コソコソと進めないで下さい。
福島の原発事故が未だ終息の見通しもない中、再稼働はあり得ませ
ん。
地域だけでなく日本の未来のために、再稼働は絶対にやめてくださ
高浜３・４号再稼働反対



福島第一原発事故の後始末も
何一つできないのに、
何が高浜原発再稼働だ！と思います。
頭が狂ってるとしか思えないです。

高木敦賀市市長さんは、今の大金さえあれば50年、100年先の子供が全部カ
タワモンでいいらしいですが、迷惑極まりないですよ。

フクイチを全て片付け、放射能の漏れも、汚染水の漏れも片付け、福島やダ
メになった日本半分を原発事故前に戻してから、再稼働の話をしていただき
たい。

それをできもしないで、ふざけるにもほどがありますよ。

お疲れ様です。微力ながら参加いたします。

原発再稼働反対&#8252;

再稼働反対。全国の稼動を阻止します。

再稼働反対いたします。

　福島第一原発事故の教訓が全く生かされないと言う愚かな選択をしては、
末代までの恥です。ぜひ、再稼働にはNOと声を大にしてください。

原発周辺住民は毎日２４時間放出の放射能をあびて被爆する事を広く国民に
知らせてほしい。
(1997年１月逝去平井憲夫さん)”日本の原発は今までは放射能を一切出して
いませんと、何十年もウソをついてきた。
でもそういうウソがつけなくなったのです。
原発にある高い排気塔からは、放射能が出ています。
出ているんではなくて、出しているんですが、
二四時間放射能を出していますから、
その周辺に住んでいる人たちは、
一日中、放射能をあびて被曝しているのです。”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/bdff093dcf70dc855d7825f009c597b0

岐阜県も、福井の原発の風下です。避難計画も実効性が無く、ひとたび事故
が起きれば、日本が分断されてしまいます。いったいどこに逃げればいいと
いうのでしょうか。人の命を軽視し、経済ばかりを追求するのはやめてほし
い。福島の人々は今も苦しんでいます。第二の福島を作らないためにも、み
んなの思いを大きな力につなげていきましょう。



海外から見ると今の日本の状況は以上と思われても仕方がありません。地震
と津波、火山大国の島国に５４期もあるという事実。国民の力で全部止めた
のにまた再稼働というのは、いかなる意味を持つか？必要がないから全部止
めても電気は供給されていたのです。しかも、一度止めて何年も経った稼働
は危険極まりない。原発の安全が確保できる技術は存在しないのです。事故
になったら、誰も立ち寄れない。ゴミは誰も欲しくない。廃炉になっても冷
却が必要、何年も時間がかかるなどコストだけではなく環境に著しく悪影響
を及ぼす悪魔のエネルギー。国土をこれ以上汚染しない、国民の幸福を追求
したら原発は即廃炉、再稼働はなし。です。

高浜原発3、４号の再稼働に反対します

どの地域の原発であっても再稼動は絶対反対。リスクに対応できないのに再
稼動するのは無責任この上ないことです。利益のために国民にリスクを背負
わせるのは人間としてやるべきことではない。金の亡者を追放しなければ平
和で安全な暮らしはできません。

福島の惨劇はまだ終わっていません。それどころか年々ひどくなっていま
す。
あの大惨事から学びましょう。
手放す勇気を持ってください。

電気は余ってるのに、世界では原発を止める方向なのに、原発再稼働はあり
えません！原爆を2つも落とされた国に核の平和利用などありえない！

発電よりも人格権が大事。
あたりまえのこと。
原発なんて時代遅れ。

再稼働に反対します。
民意を無視した行政には強く抗議します。

福島の現状を見れば、国が責任を取ることなどあり得ません。故郷が失われ
てからでは遅いのです。
当事者である周辺住民の皆さんの声を結集して、再稼働に反対してくださ
い。お願いします。

福島の事故を知っていて再稼働したいとは…
いい度胸してますね。事故で住んでいた土地を離れて暮らしている方のスト
レスを理解しているのだろうか。事故への想定が甘すぎます。
避難経路対策もはっきりしていません。交付金や目先の雇用で容認してると
しか言いようがないです。原発事故以来 原発に対する不信感ばかりです。
たかが電気で命や土地を振り回されるのはゴメンです。再稼働反対です。

地震国日本に原発はふさわしくありません。再生可能エネルギーの開発に全
力を注ぐ時です。どうぞよろしくお願いします。



この星を継ぐ若い世代の方々や未来を担うこどもたちのために、また、この
星の未来のために原発を動かさないことは、 低限必要なことです。本当に
レベルが低いことですが。

私たちの家、地球をみずから汚す行為をなんとも思わない方々の仕組みはも
うすぐ終わりを告げるとわたしは知っています。（確信を超えておりま
す！）

原発は、人間社会とは、共存できない物です。

自然エネルギーにしか未来はない
原発はブレーキのない車、トイレのないマンション
子供たちの未来のために、共に力を合わせて
絶対に諦めないで頑張りましょう。

この何千年に及ぶ営みと風土の蓄積を、万が一でも危険にさらさないで頂き
たい。これは命の悲鳴です。
貴方がたはこのことを代弁していただけるものであると御信頼してお願いを
申し上げます。
どうぞ宜しくお願い致します。私たち自身よりも、次世代の為にもお願いさ
います。

福島第一原発事故によって、日本のみならず世界が受けるマイナスは、日本
の多くの人々にとって、無視できる程度のものであったと云えるものなので
しょうか。被害はまだ見えてはいないものもあります。全原発が停止してい
ても、大停電等で、困ったことはありませんでした。すでに大量に使用済み
核燃料を保有していて、その処分先もまだ確定していないのに、そして、そ
の後始末は他国に託せるものではないのに、地震多発国で、水に恵まれた日
本のどこに保管できるかを考えれば、再稼働を一旦棚上げにして、これまで
ためてしまったものの後始末の目途をつけることが先でしょう。

原発は事故を起こさなくても運転するだけでトリチウムというベータ線核種
の放射能を放出します。放射能の及ぼす環境や人体への影響は解明できてい
ないことも多く、このまま再稼働して放射能の放出を許せば、未来に禍根を
残す可能性が非常に高いと思います。どうか、高浜原発の再稼働は許可しな
いでください。

もう危険極まりない原発は地震のあるこの国にいりません。

原発は必要ない。無くても電力は足りているのに、何故動かしたいのか…理
解出来ません。

あと一回、大きな原発事故がこの国で起きたら、それで日本はゲームオー
バーですね。
再稼動は自分の頭に弾の入った銃口を押し当て、引き金を半分引いている状
態です。
狂気の自殺ゲームに国民を巻き込まないでください。



福島原発事故の被災地、被災者、避難者の現状を知ってください。関西で再
現しないでください。

原発を再稼働することに反対です。
原発事故が起こって住めなくなるのは嫌です。

高浜原発3、4号の再稼働に反対します

原発反対！！
原発なくとも電気は足りる事は、この四年半で立証済みです。
事故が起きても何も学ばない、考えられません。
壊れた時の直し方が分からないのに、稼働させるのはやめてください。

再稼働に絶対反対です。

再稼働大大大反対。当然です。みなさん『知ってる』通りです。

「事故が起きたら、国が責任をもつ。」と現政権のエライ人達は
平気で言うが、福島の現状を見たらとても信じられません。
あれほどの事故が起きたのに、再稼働などできないはずなのに…。

　事故後の福島の現実＝近い未来の高浜の姿？！
考えたくないけど明日は我が身と考えるべきです。
今ならまだ間に合います。是非、反対を表明してください。

原発の存在そのものに疑問を持っています。
廃棄物の処理場もない中で、ゴミだけ増やしていくような恐ろしいことをな
ぜ平気な顔でやろうとするのか不思議で仕方ありません。

避難計画以前の問題だと思います。
危険なゴミをこれ以上増やすような行為はやめてください。

原発は絶対に再稼動してはいけない

関東では健康被害が増えています。関西まで汚染されたら、もう日本は終わ
りです。

事故により関西の水瓶である琵琶湖の放射能汚染が心配されます。
琵琶湖は関西の歴史と文化にとって欠かせません。万一、琵琶湖一帯が放射
能によって汚染され、暮らしも文化も崩壊した場合の我が国の損傷は計り知
れないでしょう。便利さために冒すリスクは余りに膨大過ぎます。
自然環境、歴史、文化どれをとってもかけがえのない琵琶湖を守るべきで
す。

プルトニウム幻想から卒業してください。

原発再稼働に将来性はありません。故に、廃炉を選択する事を切に望みま
す。



電気は足りています。CO2地球温暖化もうそです。日本が温かいのは、ヒー
トアイランドです。マスコミに騙されないようにしたいですね。原発の電気
は全く必要なく、原発がなくて困るのは、一部の原発で儲けている企業だけ
です。一般の人達は、原発がなくても全く困りません。危険なだけの不要な
物です。

福島で起きたことをもう一度反芻してください。
そして、繰り返すことのないように！

再稼働に心から反対します。
連帯しましょう。

国は今でも責任を完全に取ってはいません。何としても住民の命と暮しを守
るために、再稼働に反対してください。

福島を繰り返すのは愚弄です！
これ以上原発事故で泣く人、悩む人を出してはなりません。再稼働は絶対に
阻止しなければなりません。

福島原発事故から5年が近くなってきましたが、いまだに福島県内は放射能
で汚染された状態が続きます。何より、福島の子どもたちの間では甲状腺が
んが増え続けています。一度、原発事故が起きると、甚大な影響が広がるこ
とを私たちはよく理解できたのではないでしょうか。適合性審査も原発の安
全性を保障するものではありません。今こそ、原発のない暮らしを実現する
のが政治の責任だと思います。生活破壊と命を脅かす原子力時代をこれ以上
続けないことを宣言してください。

東電福島第一原発事故でもう金輪際、原子力発電をエネルギー政策に活用す
ることをやめるべき。今も故郷に帰れない人たちがいる、帰っても「放射線
管理区域」の線量の中で子供達が学校に通うなどという、人権無視の政策が
行われていることを憂います。こんな事故は戦争以外では起こりえないほ
ど、原発事故は環境汚染の規模も、未来にわたって健康被害が続く時間的な
スケールも、比類ないものです。事故による放射能の漏洩は今も続きます。
放射性災害廃棄物の行方も定まりません。原発の使用済み燃料プールは７割
埋まり、これ以上ゴミを増やせる状況にありません。しかも、高レベル放射
性廃棄物の行き場も決まりません。地震列島、水の島、日本列島には安定し
て隔離可能な場所などありません。これ以上放射性の廃棄物を作らないこと
です。再稼働など言語道断です。自治体のレベルでも、国レベルでも、どん
なレベルであったとしても、原発災害に万全の対応はできないでしょう。核
の利用を諦めるべき時です。人類には核を扱うことはできないと思います。



東京電力福島第一原子力発電所の世界 大の過酷事故の、原因解明も、収束
も全くできていない状況での、原発再稼働は断じて許せません。海外諸国か
らも、日本の愚行に驚きと不信お声が多く上がっています。原子力規制委員
会の田中委員長本人が、安全とは言えない、保証しないと言い切っている状
態での再稼働は、無責任の極みです。再稼働は、日本国を破滅に導きかねな
いという事実に、誠実に向き合って、高浜原発の即時廃炉を実行することこ
そが、国民の安全安心に対する責任を果たす唯一の道です。

福島原発事故の収束も出ていない中での「再稼働」には、絶対反対です。

被害地元に入ってしまうやもしれぬ三重県民として、利権地元の同意だけで
再稼動を強行してしまうことは納得出来ません。
福井地裁の差し止め決定を真摯に捉え、各地の住民の生命と暮らしに責任を
持つ貴連合の良識ある対応を祈ります。

高濃度放射性廃棄物の処理方法も無いままに、原発を再稼働するよな無責任
な行動に、断固反対します。

原発は危険性があまりに高いだけでなく、廃棄物問題、過酷事故を起こした
時の甚大な被害、全ての面から、時代遅れの非合理的な発電手段にすぎませ
ん。すべての原発は、即時廃炉にすべきです。

再稼動絶対反対です。

高浜原発3・4号の再稼働はやめてほしいです。

原発が稼働することは、核廃棄物が増えることです。これ以上の核の利用は
止めるべきです。

フクシマの収束と原因究明無くして原発再稼働など絶対にあり得ません｡子
の世代､孫の世代､その先の世代に対して責任ある行動を取ってください｡

再稼働は大変危険です。万が一深刻な事故が起これば被害は関西だけではと
どまりません。すべての命を守るために再稼働に反対してください。心から
お願いします。

もう原発の電気は使いたくありません。福島の事故も全く収束していませ
ん。もし事故が起きたらだれがどんなふうに責任をとってくれるのか示して
ください。

原発事故の責任を取れるものなど、誰もいません。誰も責任を取れない事故
を起こす可能性を持つのが原発であり、そのような装置は、決して動かして
はなりません。福島事故が終息していないにもかかわらず、福島事故の原因
も確定していないにもかかわらず原発を稼働させるなど、未必の故意たる犯
罪です。犯罪に加担してはなりません。



関西広域連合がマッチングをした広域避難計画は実効性があるものができた
のでしょうか。
高齢者、障がい者の避難もできる体制がとれていないのではないですか。
福井県から兵庫県への広域避難のスクリーニング場所は30km圏外にないので
はないですか。
これでは広域避難計画ができたことにはなりません。
この状態で、高浜原発の再稼働が行われ事故があったら広域連合の責任では
ないでしょうか。
少なくとも実効性がある避難計画ができなければ再稼働は許されないはずで
す。再稼働に反対する表明をすべきです。

原発再稼働は一億玉砕への道です

福島原発事故を見てもう地球上には原発要らない。もうこれ以上の被害・悲
しみ・収束しない現状を繰り返すのはやめたいです。
よろしくお願いします

住民の立場に立ち、国、電力会社にはっきり物を言って下さい。

福島から学んでください。
もういちど同じ事がおきたら、再稼働勧めた人たちの犯罪です。
責任のとりようがないので返って安心なのではありませんか？
被害にあいたくない、毎日不安な思いで過ごしたくはない。
地球温暖化の原因でもある原発はいりません。

安全じゃないものを後世に残さないてください、

原発が重大事故を起こせば、被害は広範囲に及びます。
事故が起こるのは原発があるから。
原発がなくとも電気は足りています。
脱原発をともに目指しましょう。

原発は地球上のすべての生命を破壊するものです。高浜原発３号機、４号機
の再稼動に反対の表明をなさるものと期待しています。

原子力発電所の運転には万が一の危険性があってはならないという 高裁判
決と､いまだ収束の目処も立たない福島第一原発事故の教訓を踏まえ､住民の
人格権を 上位に認定し､住民の安全を守るには不十分な規制委基準を指摘
した福井地裁判決による司法判断を軽んじる関電や規制委の主張を根拠に､
これほど多数の２５０km圏内住民の懸念や反対の民意をも無視して高浜原発
の再稼働を容認されるなら､その判断を下した関西広域連合にも連帯責任を
負っていただきます｡万が一の場合には､関西広域連合の現責任者の皆様の責
任も徹底的に追及させていただきますので､そのつもりでいてください｡



福島原発の悲惨な事故はまだ問題が山積で解決のメドさえ立っていません。
それなのに高浜原発３号機、４号機の再稼動はもってのほかです。反対の表
明をしてください。

あなたの責任で、あなたの町が次のフクシマになる。
首長として、そのことを覚悟の上で行動されることを望みます。

　チェルノブイリとフクシマの現実は、原発巨大事故の影響は原発立地自治
体にとどまらず、県境や国境すら超えることを教えている。
　したがって、原発の立地と稼働の許認可権は、原発立地自治体だけでな
く、その広大な周辺の自治体ももつべきだ。
　高浜原発３、４号の再稼働は認められない。少なくとも、関西広域連合と
して、ストップを書けるべきだ。
　わたしたちは、原発のない暮らしを求める。いま引き返さなければ、滅び
の道を避けられない。
　関西広域連合の賢明な選択を願う。

福島原発事故の原因も解明されず、処理も進んでいない中で再稼働は、絶対
認められません。避難計画も実行性が確保されないなど問題です。

避難計画ができていないのに再稼働するなんて、人命を軽視してます。関西
を守るために再稼働に反対するべきです。

未だ終息の見通しも立たない福島原発を無視して
高浜初めどの原発も再稼働など許されません。

いのちと核は共存できません!

国が責任をとるとか言ってますが、こんな白々しいことがどうして信用でき
るでしょうか。福島の人を愚弄しています。故郷を失うことに対しては、誰
も責任は取れません。

事故が起こったら手のつけようのない物はいりません。

もちろん、私も再稼働に反対です。

全ての原発再稼働反対！

再稼働に断固として反対します。

　発電施設で事故があったとき、大勢の人間が避難しなければならないよう
な、そして環境の原状回復が不可能な発電方法からはいい加減卒業する決断
をして下さい。また、韓国では通常の原発運転による周辺住民の被曝につい
ての疫学調査により、甲状腺がんの発症率が一般と比較して、２．５倍との
結果で、甲状腺がんの住民が裁判で勝訴したそうです。原発労働者の白血病
発症率も３倍という調査結果もあり、関係者の健康の面から見ても、国家の
医療費抑制の観点からも、もう二度と稼動すべきではありません。



高浜原発3・4号機の再稼動は、京都・滋賀をはじめ、広範な地域の住民を大
変な事故による放射能汚染の危険にさらします。電気が不足しているわけで
もなく、避難計画もまともに作れていない中で、再稼働を強行するなど絶対
にあってはならないことです。一度でも大事故が起きてしまえば、取り返し
のつかない汚染が起こることは、福島の事故で明らかになったことです。二
度とこのような被害を起こしてはなりません。私たち住民を、そして豊かな
文化と自然と社会を守るために、高浜原発の再稼働に反対してください。

若狭湾に過去に地震による津波があった事を書いた本を読みました（1586年
天正地震）。福井の原発の再稼働は見切り発車のようで不安を感じます。福
島原発事故で、ひとたび事故があれば広域に被害が及ぶことが明らかになり
ました。どうか関西・中部の住民を守って下さい。

福井地裁の判断に従え！

井戸敏三さま、仁坂吉伸さまをはじめ委員のみなさま！
福島の悲劇を繰り返してはなりません。私たちの関西の運命を、一企業であ
る関電に委ねることなどできません。関西住民とともに、高浜原発再稼働に
反対しましょう！

福島を見てください。再稼働なんて、ありえません。

高浜原発から85kmのあたりで暮らしています。福島の事故では200km離れた
千葉県にもホットスポットがあり、他人事ではありません。大阪は滋賀県か
らの避難者受け入れになっていますが、受け入れるより先に逃げなければい
けないかもしれません。実行不可能なおざなりな避難計画のまま、未来を生
きる次世代に押しつけるだけの核のゴミを作らせないよう広域連合としてき
ちんと再稼働反対の表明をして下さい。

世界中の原発をとめましょう。

滋賀も、京都も、大阪も、兵庫も、奈良も
地元だ！つまり、大事故が起これば関西はたちまちプルームが降り注ぐ。
100％安全だなんてほら吹きしか言えないこと。未来を死に神に差しだして
まで手に入れる電力はない。全て廃炉に！と宣言するのが行政の使命だ。

自治体の首長こそが住民を守りべき役割を担うはずです。再稼働の動きに
「反対」を明確にしたうえで、安心・安全のためにはどうすべきかを提言す
るべきです。国の方向性を了とすることはあまりにも住民の気持ちを裏切る
ことになります。

全国の仲間が応援しています。
是非とも、力を合わせて、高浜原発3・4号の再稼働をストップさせましょ
う！



リアルに想像して、そこにしっかりと立って、考えていきましよう！
命を絶するものを作ったからには、それを治め処理する知恵が今、本気でか
からないといけないと、福島・東北が教えてくれています。
国は責任をとっていない。ならば、自治でもって主張して命を大切にする当
たり前の道理でもって、再稼動反対表明を出して欲しい。

福島の原発が、まだ何も解決していません。避難者や残された人たちを助け
てあげてください。再稼働は、異常な考えだと思います。

原発の再稼働は関西の住民を危険にさらすものです。本当に関西経済のこと
を考えるならば、原発に依存しない経済を目指すべきです。

若狭湾沿岸には、敦賀発電所に2基、美浜発電所に3基、大飯発電所に4基、
高浜発電所に4基、もんじゅに1基、計14機の原子力発電所が集中している。
人口密集地である大阪圏や、その飲料水源である琵琶湖に近く、原発事故時
の被害が危惧されていたが、1586年天正地震で津波が発生した記録があるこ
とが東日本大震災後の新聞報道などで広く知られるようになり、懸念が高
まっている。(wikiより)
ひとつが福島第一なみの事故を起こせば、となりの原発も避難しなくてはな
らなくなるでしょう。人がいない原発は事故を起こします。事故が連鎖しま
す。日本が終わります。
お願いだから正気に戻ってください。

もし事故が起きたら、生活の全てが破壊されます。
経済も含め取り返しがつきません。
どうか、再稼働反対の声を上げてください。
持続可能な未来のためにも、お願いします。

日本中の原発を無くしましょう。

断じて反対します!!

　福島第一原発事故が起きて、もっとも大変だったのは自治体の方々です。
若狭の原発で事故が起きない保証などありません。実効性のない避難計画で
はパニックが起きるだけです。
　それに高浜原発3･4号機ではMOX燃料が使用されます。従来のウラン燃料と
同様としか捉えられておらず問題の多い炉であるため、再稼働など、もって
のほかです。
　早急に、反対表明をしてくださるようお願いします。

原発を再稼働するのは原発を輸出したいためだけだ。大企業の利益に比べれ
ば地元に落ちる金は微々たるものである。事故が起きれば、誰も責任をとら
ない、事故を収束できない、地元の人間を見殺しにする。そんな非情企業の
利益のためだけの原発再稼働は断固反対である。再稼働は理性なきアベ政府
の暴走のひとつだ。

再稼働なんてありえません。絶対にやめてほしいです。

福島の東電原発事故を私は忘れていません。忘れません。



　原発は人類に処置出来ない装置です。高濃度放射性物質の処理方法が未だ
に見出されていません。後世に負の遺産を残す原発など決して稼動させるべ
きではありません。原発なくても電気はたりているのでしす。今年の夏の猛
暑下でも、電気は不足しませんでした。安倍政権はベ−ス電力として原発は
必要と頻繁に発言するが、戦争継続の為のベ−スとしてゲ原発を保持したい
のです。戦争になれば、被爆で被害を受ける者など問題ないと思っているの
です。世界平和保持の為にも原発廃棄すべきです。

再稼働の必要はありません。

ひとたび原発事故がおきれば立地のみならず周辺地域住民、またへ経済活動
にも打撃となり、事故の収束は目途がたちません。それが福島原発事故から
学んだことではないでしょうか。
高浜原発が再稼働となれば関西に住む私は事故への不安とともに、都会で使
う伝電力のために危険を地方に押し付けているという罪悪感にも怯えなけれ
ばなりません。
事故がないと仮定しても、被曝労働を強いられる人がいること、処理の場所
さえ決まっていない放射性廃棄物が出続つづけるのです。関西広域連合とし
て、地域住民の命と生活を守るために再稼働反対を表明してください。



ひとたび、事故が起きればどうなるかを身を持って知ったはずの私たちが、
なぜ不安を抱えたまま再稼働を許せるのか。
地震大国の日本で想定外が起きればまた同じ悲惨な事故になり、悲惨な被害
者を生みます。稼働するだけで、後世の人に核の尻拭いを延々と脈々と押し
付けるような原発を直ちに辞めてもらいたい。
日本が世界で原発を廃止するリードを取るべきです。なぜなら戦争被爆国で
あり、フクシマを体験しているからです。日本しかリードを取り、原発を廃
止し、核を無くし、率先して他国の核保有国を無核化していける可能性があ
る国はありません。日本がやるべきことです。
そして、地方から思い切ってやるべきことだとも言えるはずです。

私は京都市の給食の食材を0ベクレルで目指してほしいと訴えましたが、市
の返事は政令都市である京都市がそれをすることはできないという、返事に
もなっていない返事でした。
つまり、「政令都市である京都市が食材を国が定めた数値までしか対応でき
ないので、こどもたちは仕方なく内部被曝するしか仕方ありません。」
と聞こえます。
政令都市がこんな考え方をするのは本当におかしいと思います。
市民が国に訴えてもどうしようもないのだから、地方都市ががんばるところ
なのではないですか。
大人の事情をこれ以上こどもに背負わせてはなりません。
絶対に再稼働を阻止して下さい。

高浜原発は元より、すべての原発に反対します。

再稼働、反対します。
原発に頼らない電気の使い方をしていくのは、もはや私たちの責務です。原
発関連の仕事をしている人たちの生活保障も含め、電力会社や私たちは変
わっていくべきだと思っています。

原発再稼働の元凶、安倍政権を打倒しましょう！

放射性廃棄物の処理ができないのに、絶対再稼働はだめです。
ドイツは、なんといっても市民の力が動かしている・・そうです。
頑張りましょう！

馬鹿げた政治。国民の命は一体何なのか。自民の政治は日本を滅ぼします。
関西を第２の福島にする気なのでしょうか。関西戦ってください。

地球温暖化を停めるのは原発の再稼働ではなく、再生可能エネルギーの研究
開発しかありません。そのために国を挙げて努力を推進して行くのが、被爆
国日本の政府の取るべき道ではないでしょうか？

原発再稼働はパンドラの箱を開けることになります。大きな罪です。どうし
ても阻止することが人類の、いや地球すべてのためですね。頑張りましょ
う。



いくら国が責任を取ると言っても、原発事故についてはその能力がないこと
が明白です。それがはっきりしているのに再稼働を認めるなら、民の不幸に
目をつぶる政府と同罪です。事故が起こったとき、「再稼働の責任は国にあ
る」と言えるとしても、同意した責任は変わらず問われます。どうか住民の
安全に対する責任を果たすため、再稼働に同意しない勇気を奮い起してくだ
さい。

このまま原発を稼働させるなら若狭湾沿岸で原発の過酷事故が起こることは
間違いありません。そうなれば関西一円日本の中央部が壊滅し、アジア全体
も放射能汚染で住めなくなるでしょう。
神仏も恐れぬこのような企てを平気で進める連中とはいかなるものであろう
か。

事故後の福島原発を見よ。今も海や空に死の灰を流し、人々が苦しめられて
います。被曝の犠牲者、なりわいを奪われた犠牲者の前で、また原子力発電
所を運転しようとするのは、行政公害企業の居直りです。裁判所の判決を読
めば、住民のために行政が考えることは住民の安全であり、一度取り返しの
つかない事故が起きた時には、自治どころか、生活の維持そのものができな
くなるということで、利益と命とをはかりにかけて、リスクを住民に押し付
けるのは不当であり許されないということがわかるはずです。いやしくも住
民の負託を受け当選した自治体の長の皆様は、本来の自治の目的に立ち返っ
て、高浜原発の再稼動を許さない判断をしていただきたいと思います。これ
は健康に人生を全うしたい、食べて毒にならない米や野菜を作れる関西を
守って欲しいという、切実な願いでもあります。根本的な自衛本能から真剣
に反対しないと政府と電力会社に殺されます。ぜひよくお考えいただきたく
お願い致します。

共に頑張りましょう

　若狭に林立する関電の原発は、いったん事故を起こせば、関西圏全体に影
響を及ぼさずにはおきません。それに、琵琶湖が汚染されたら、上水を供給
することもできなくなるでしょう。
　一方、高浜原発３・４号機が動かなくても電力供給に支障はありません。
一私企業の利益のために、関西圏の市民の生活が脅かされることは容認でき
ません。

取り返しのつかない事故を起こす可能性があり、40年以上の稼動ができない
原子力発電所に依存するより,どこにでも建設できる,そして再生可能なエネ
ルギーにシフトすることがエネルギーの自給率も高められて重要だと思いま
す。

原発は事故がなくても害があることをもっともっと、何も知らない国民にア
ピールしないと再稼働は止められない。



避難手段の確保はもちろん、多くの問題を積み残したままで、もし事故が起
これば、近畿一円に取返しのつかない被害をもたらす再稼働を、立地自治体
だけの同意すすめる----とんでもないことです。
関西広域連合として、オール関西のために奮起してください。

事故の可能性が否定できず、国民の大半が全原発の廃炉を願っているのに、
再稼働など絶対に許されないことです。みんなで阻止しましょう。

福島での原発事故は万に一つの不幸中の幸いで、放射性物質の大半が海側へ
行きました。福井の地理条件、原発林立状態を考えると、福島の被害どころ
ではない。国がどの様な責任を取れるのでしょうかね？

避難計画に実効性がありません。琵琶湖の水が汚染された時、
どう対応するのですか？

核と平和は共存出ないという経験は東日本大震災で経験したはず。
歴史に学び、同じ過ちを繰り返す愚かな未来を創ってはいけない。
日本だけではなく世界中にいる、現在なお被害に苦しまれている方々
核に関わる労働者たち、人類だけでなく自然も破壊が進んでいます。
せっかく止まった高浜原発を再稼動させることは
断固とてし反対いたします。

福島の原発事故で、心底懲りました。

原発不要です



福島原発事故の原因究明も、溶け落ちた核燃料の回収も、溜まる一方の汚染
水の処理もできておらず、今尚１０万人を超える方々が避難生活を強いら
れ、避難しておられない多くの方も放射能の不安の中で生活をされ、農業、
林業、漁業への多大な被害を出し続けている中で、原子力規制庁の方々さえ
も安全とは言えない原発を、電力会社の儲けのために再稼働させることは許
されないと思います。
福島県だけで既に１５２人の子どもたちが小児甲状腺がんになりました。
「放射能の影響ではないだろう」という意見もありますが、「放射能の影響
ではない」という証明もされてはいません。不調を訴えるのは子どもたちば
かりではなく、白血病、心疾患、脳血管疾患、持病の悪化などは関東も含め
広範囲で増加しており、健康被害は小児甲状腺がんだけではありません。
「地球温暖化をストップさせるためには火力発電ではなく原子力発電が必要
だ」というのは、稼働している時だけの温室効果ガスの発生しか見ておら
ず、詭弁でしかありません。
何よりも、人類の手に負えない放射能を生み出し続けることは、破滅への道
を進むことになります。
福島原発事故は 悪の事故ではありません。
万が一高浜原発がチェルノブイリ級の事故を起こせば、福井の１４基の原発
全てに近づけなくなり、全てがメルトダウンすることになり、人類は日本の
みならず地球に住めなくなります。
「絶対安全」はありえません。
高浜原発３・４号機の再稼働に反対を表明し、人類を守ってください。
よろしくお願いします。

福島事故の責任を東京電力は取ろうとしません。国も同様に原発被害者の人
たちの保障を打ち切ろうとしています。そのような現状で再稼働すれば、も
しもの事故のときに関西電力も同じことをするでしょう。
あの日、あの時、全国民が原発事故は人類の英知を集めても防ぐことも対処
することもできないと思い知ったはずです。
どうぞみなさん、後世にそして子どもたちに恥じない大人の判断をしたくだ
さい。原発再稼働には決して賛同しないでください。反対してください。

事故が起きた場合、リスクの高すぎる発電方法はやめてください。



「福井の原発」を脅威と感じている岐阜県西濃地域の住民です。
福島第一原発事故と同程度の報社性物質が「関ヶ原ルート」で流入してきた
場合、岐阜県は19市町７６万人に避難指示を出さねばならない可能性があ
る、と岐阜県が試算しています。
「７６万人の避難」は事実上不可能です。避難計画はできていません。避難
計画を作ったとしても実効性のない机上の空論になてしまうことでしょう。
「７６万人の避難」という数からしても大混乱は必至です。迅速な避難が必
要な乳幼児や妊婦を優先させるという「秩序」は保たれれるでしょうか？介
助者・看護者が必要な患者や、障がい者、高齢者はどうなるのでしょうか？
　実効性のない防災計画・避難計画で危険なMOX燃料を使用する高浜原発の
再稼働を決めるのはあまりにも無謀です。住民のいのちを守ることは、関西
電力の経営云々よりも、遙かに優先されるはずです。
　高浜原発3３・４号機の再稼働には明確に「NO」を表明して下さい。

電気は足りてます。
電力会社の都合より、人の命です。
そんな簡単なことも分からなくなる日本は、終わりです。

関東から、お願いします。これ以上、10万人がいまだに還れず、事故の対応
もままならず、原子力緊急事態宣言下の日本です。

高浜原発で事故が起きれば、琵琶湖が汚染され、関西圏の水瓶が使えなくな
ります。日本人の心のふるさとが壊滅的被害を受けます。原発が安全でない
ことは、福島事故で思い知ったことです。再稼動させないでください。

　基準地震動や汚染水対策・避難の問題など大変多くの解決されていないこ
とがあります。事故があれば大変な事態を招き、西日本も汚染されてしまい
ます。再稼働には絶対反対を表明していただきたいと思います。

福島の東電の原発事故はいまだに収束せず、子供たちに甲状腺がんが多発、
放射性廃棄物の埋蔵地も見つからず、避難民は今も10万人を超えているで
しょ。決して対岸の火災でないのですね。他山の石とすべきです。知性・理
性・感性、そして想像力と良心に生きてください。主権者住民の生命・安
全、尊厳を守ってくださいよ。

これまで貴連合が政府に注文を付けていた内容は全く改善されておりませ
ん。あくまでも住民の命を守る立場で再稼働に反対してください。

東京電力の事故以来、数年間原発の電力なしで過ごせた日本ですから、その
まま廃炉過程につなげて欲しいです。



福島原発の始末さえついていない現実をどう理解しているのか？
幸いにも放射線物質被爆の被害を免れた関西を、なぜ被爆の恐怖にさらすの
か？
原発のない状態でも十分電力は賄えているのに、なぜ必要なのか？

以上に明確に答えられないくせに再稼働など笑止千万！

もう本当に、これほどの被害を出している、危ない原発を動かすのはやめて
ください。
大切な土地、水を汚さないでください。
何を大事にすべきか、心から考えてください。

いつ地震が起こるかわからない、一度事故が起これば私たちの命も未来の命
も、水も山もすべての生き物が危機に瀕します。福島原発事故から何も学ば
ず、あえて命の危機を招く原発再稼動を絶対に許さないよう高浜原発再稼動
に反対を表明してください。それは譲ることができない地元自治体の責務で
す。

頑張ってください。わたしも微力ながらご協力します。

高浜原発で事故が起これば被害は関西にも及びます。関西住民の避難体制
も、また避難者の受け入れ体制も、まだ十分ではありません。このような状
況での再稼働は許されません。
再稼働反対の意思を明確に表明してください。

福島第一原発の完全処理を行わず再稼働とは何事か！
法律は1mSvなのに20mSvとは何事か！法律どおり住民の命を保護せよ。
人権と道理を守ることより企業利益を優先する国家権力は憲法のもとに許す
べからず。

事故が起きれば取り返しのつかない事が証明された今、どれだけ基準の高い
基準を設けても回避できない事がある危険で不安な電源は人類にとって悪で
しかない。福島の終息の目処、被災者救済が出来ていない現在、他の原発再
稼働はあってはならない事である事は世界の常識である。関西圏は原発から
近く事故が起きれば全てが終わる。人間が自然をコントロール出来ない事は
明白であり、それをあたかも出来るように信じ、信じさせる行為自体、犯罪
であり、目先のわずかな利益や欲に蝕まれた愚かな行為であることに１人の
人として気付いてほしい。再稼働には断じて反対する。

各種調査では住民の6割が再稼働に反対しています。関西広域連合として、
反対していただくことを強く期待します。

再稼働などもってのほかです。私たちの生き方を見直しましょう。



福島第一原発事故の収束もできないまま四年半が過ぎました。まだ誰も責任
をとっていません。ふるさとを奪われ、いまだに仮設住宅に住んでいる方も
多いというのに、原発再稼働をさせようとする意味が理解できません。これ
以上犠牲者をだしてはなりません。それでなくても放射性廃棄物はどのよう
に処理するのですか？誰も答えることができていません。核のゴミは増え続
けています。一部の金目当ての者たちのために国民を犠牲にする今の政治は
間違っています。高浜原発3・4号機の再稼働に強く反対します。

すでに、原発の発電量は再生可能エネルギーで十分賄える。電力会社の都合
だけの再稼働はこの国の将来を危険にさらすだけ。

再稼働には絶対反対です！

日本の長 総理かたがた 詫び寂び 理解くださいまし。

避難計画に実効性はありません。　関電・国の被爆評価は、福島原発事故を
無視した過小評価です。

この申し入れを貫いて、再稼働を容認しないでください！
2 原子力発電所の再稼働は、どのような判断基準でどこがどのような手順で
認めるのか、 リスクに関する責任は誰がどのように負うのか等、国の責任
体制を明確にすること。こ のため、必要な法的枠組みを整備すること。そ
のなかで同意を求める範囲等、立地自治 体及びPAZ、UPZ区域を含む周辺自
治体の位置づけを明らかにすること。

原発事故で千葉県から自主避難しました。
全てを失いました。

もし、事故が起きたら、、もう逃げるところないです。

どうか再稼働しないでください。

関西一円、否、日本全体が被害を受けます。特に関西は、琵琶湖がやられた
らひとたまりもありません。京都市も７０km圏内です。福島原発事故をキチ
ンと見据えれば、再稼働はあり得ないのではないか。

避難計画の中に、様々な障がいを持つ方たちの事は含まれてますか？
心づもりと違ったことが起こった時、パニックになる自閉症の方は逃げられ
ますか？
寝たきりの方や呼吸器をつけた方や胃瘻の方は？・・・・
逃げられない方の命を犠牲にすることを想定しての再稼働でしょうか？
また生き物が命をつなぐのに絶対必要な水・空気・土より、原発を動かすこ
との方が大事ですか？
再稼働に賛成の方や、その方たちが大事にされてる方々の命が脅かされるこ
とも例外ではないと思いますが。
再稼働は、狂気の沙汰でしかないです。
絶対反対です！



再稼働に反対しています。どの原発も廃炉に向かって欲しい。

実効性のある避難計画の策定は不可能です。住民を犠牲にする可能性の高い
ことはやめてください。避難に関しては自治体任せにするような、無責任な
関電の再稼働を許さないようにしてください。

福島原発が地震で壊れたことを踏まえれば、地震列島の上にある原発を再稼
動させれば再び過酷事故が起きる危険性は十分にある。
ましてや、稼動により溜まっていく使用済み核燃料・高レベル放射性廃棄物
を安全に処理する決定的な方法はない。
原発事故が起きたらどうなるか？
福島原発で被災された方はいまだに仮設住宅。原発労働者の労災が認められ
るよりも高い基準の20ミリシーベルト/年を子どもにも押し付けている。
SPEEDIの開示もなく人々は被曝させられ、放射性物質により故郷が汚染さ
れ、命を繋ぐ上で も大事な水がめ（琵琶湖）の上にも降ってきて底に溜
まっていく。
「もしも」の先まで考えるのが行政の姿。再稼動に反対して頂きますよう、
お願い申し上げます。

事故は必ず起こるのですよ。
福島で起こってることをよく考えて判断してください。

署名はしますが、原発事故は核実験と同じで、地域単位の合意では不十分で
す　国民投票したっておかしくないし　国際条約で禁止すべき事柄です

避難という考え方自体が間違いです　事故は終息しません　避難ではなく移
住です

現政権は、中国や北朝鮮からの攻撃に怯え、違憲な戦争法を通した反面、原
発再稼働に励んでいます。福島にも学ばず、避難の困難さ、琵琶湖の汚染、
テロの攻撃など、私たちが心底恐ろしいと感じる現実的な脅威には、全く無
頓着です。こんな政権に任せては置けません。私達国民の力と賢明さで高浜
原発再稼働を何としても止めさせます。

一旦事故が起これば取り返しがつかないことは福島でよく分かったのに何故
再稼働を許すのですか？国があてにならない今、せめて各自治体だけでも市
民の味方をしてください。

福島第一原発の被害は、いまも続いています。

原発に依存しない社会にしていきましょう！

再稼働に反対します。



高浜原発の再稼動に反対します。
福島の原発も終息の目処がたたずはっきりとした汚染の状況も、人体への影
響もわからないままであるのに、再稼動させるのは不安で仕方がありませ
ん。いつまた地震が起こるかもわからない日本列島では廃炉しか考えられま
せん。

しっかり勉強し、現実を見てください。
放射性物質は人間の思うように封じ込め出来ないし、人間と共存できないこ
となんてとっくの昔に皆さんお気づきなんじゃないですか？
これ以上、私たち若い世代に負担を強いる政治はやめて下さい。
私は、高浜を始めとする日本にある原発の再稼働に反対します。

原発過酷事故は取り返しがつきません。
緊急避難の困難はもちろんのこと、長期に渡る避難は、人々の暮らしもコ
ミュニティも破壊します。それは、私自身がこの5年、避難者として経験し
てきたことです。
事故後の対応よりも、事前の予防。
再稼動は絶対に食い止めてください。

原発過酷事故は取り返しがつきません。
緊急避難の困難はもちろんのこと、長期に渡る避難は、人々の暮らしもコ
ミュニティも破壊します。それは、私自身がこの5年、避難者として経験し
てきたことです。
事故後の対応よりも、事前の予防。
再稼動は絶対に食い止めてください。

福島の事故を起こしておいての再稼働はあり得ません。
安全神話は虚偽であったということですから。

私の一票が皆様の力添えになりますように。

原発いらないよ。

過酷事故発生時の、関西圏及び日本海をはじめとする国土への甚大な社会的
経済的リスクはあまりに大きく、再稼働を見合わせてください。

避難計画も実際的でない上、耐震性にも問題がある高浜原発３・４号の再稼
働はありえません。住民の命と暮らしを守るために、再稼働に反対してくだ
さい。



地震大国の日本での原発再稼働は狂気の沙汰です。
福島原発事故がなんら終結していない中、原発再稼働は
あり得ません。
日本のように技術力があり自然が豊かな国は、世界の見本と
なるような再生エネルギー、自然エネルギー立国になって
欲しい。
高浜原発が大きな事故を起こせば琵琶湖が汚染され、淀川、瀬戸内海も
汚染されます。そうなれば、日本は破滅します。
高浜原発再稼働に断固反対します。

原発は本質的に危険ですから、稼働するどころか全廃するのが当然ですね。

私の親類にも関西の人いますが、前時代の技術にいつまでもこだわる理由は
ないと思います。応援しています。

１歳4ヶ月の子の母親です。未来を生きる子供達にとっても、私達にとって
も、本当に必要なのは電気ではなく、できるだけ自然なままの環境です。使
える電気が制限される事には耐えられますが、事故の危険におびえながら生
活することには耐えられません。絶対にやめていただきたい。

大の環境破壊なのに、なぜ原発を推し進めるのでしょう！こんな危険なも
のを私たちの子孫に残してはなりません！

福島第１原発事故の責任を誰も問われない。再稼働等言語道断。
未だに１０万人もが流浪の民、故郷を根こそぎ失った福島県民として命がけ
で再稼働に反対すること断固支持する。

原発に絶対なんてものはありません。
安全でない以上、動かしてはいけません。
再稼働に同意できません。
やめてください。

福島のじこはまだ終わっていないどころか、さらに広がっているのです。自
己の責任も曖昧にしたままの再稼働は、さらに大きな事故につながります。

福島第一原発事故があって、現在も約１０万人の人々が帰還できない国土が
存在する事実・・・・
戦闘地域での後方支援とそれに引き続く集団的自衛権が行使可能となった
今、日本もフランスのようにアメリカと同調して空爆を行えば、ＩＳが原発
テロを起こすかもしれない・・・
「原発はなくしたい。」これが関西全域の住民の総意ではないでしょうか。
住民のために、頑張って頂きたいと思います。



脱原発と再生エネルギーへの転換歴史的な課題です。誰でもわかる加減法に
よる再エネで、投資額やライニングコストが安価で安全、安心である。ま
た、核のゴミを中和するような技術開発の費用より、性能のよい蓄電池の技
術開発のほうが安価である。

原発のない未来を。
子供たちにこれ以上大人の負債を負わせないでください。

幸福に長生きしますように、幸福な輪廻転生をしますように。
すばらしい、ありがとう、日本から。
wonderful. thank you. from Japan.
kouitirou toyosima

原発の事故は絶対起きないという保証はありません。人による事故、地震な
どによる事故、事故が起きたらそれは日本が破滅に向かう道です。事故が起
きないよう安全運転に心掛けるなどということで運転を認めてはなりませ
ん。地域住民の健康、生活の安全を守るのは関西広域連合委員会の皆さんで
す。国の判断などに任せるべきでありません。きちんと再稼働反対を貫いて
ください。

原発に反対する理由は１００あると言いますが、たった一つ、高濃度廃棄物
の処理が決まっていないと言う理由だけで充分です。それを増やすだけの繰
り返しは許されません。その危険性は今生きている私たちの子、孫、ひ
孫・・・、延々と続きます。賢明な判断で再稼動に反対されることを切に望
みます。

原発はローテクの極みです。効率の悪さは目もあてられません。
廃棄物の処理方法も決められないまま、再稼働などもってのほか。
そもそも、事故が起きてしまった時の退避方法や場所などを決めなくてはな
らないような施設そのものが、全く道理にかなわない。
今後人口も減り、国内産業も縮小せざるを得ないと分かっている現在、どの
意味でも費用対効果 低、核のゴミを生み続ける原発はこのまま廃炉しかあ
りません。

暴走を止めるには、共同、連合が絶対に必要です。
ぜひ市民一人一人の声を代表して、日本各地に先駆けて行動を起こしてくだ
さい。

またもや“安全神話”で再稼働なんて、知恵ある人間ならすべきことではあ
りません。人間は過ちを起こしても、過ちを繰り返さないように努力できる
存在のはずです。
どうか「高浜原発再稼働反対」の英断をしてください。

高浜原発で事故が起きた場合、被害は関西一円に及びます。けっして高浜だ
けのもんだいじゃないません。
ぜひ、再稼働を食い止め、関西を守ってください。



福島原発事故では、東日本全体が放射能で汚染されました。偏西風により、
西日本で原発事故が起きれば、日本のほとんどの地域が汚染されます。原発
の再稼動を止めてください。よろしくお願いいたします。

経済も大事だが、それよりも
人間の尊厳を大切にする決定を&#10071;

琵琶湖が汚染されたらおしまいです
再稼働は断固として反対します。

高浜原発3・4号の再稼働に大反対致します。

琵琶湖に放射性物質が降ったら、近畿は終わりです。原発再稼働はやめて下
さい。

福井だけでなく、関西の生活用水の水瓶･琵琶湖も汚しかねない原発の再稼
働に強く反対します。
原発にたよらないエネルギー源は日本の技術で確立出来ると思います。

再稼働絶対ダメです。

福島の苦しみを忘れるな。再稼働など、地球と人類への罪を引き起こすこと
になります。

再稼働、絶対反対です。

関西の自治体で一致団結して再稼働に反対してもらいたいのですが・・・

再稼働のメリットと事故リスクを冷静に比較すれば、
結論は明らかでしょう。
原発を動かしてはならない。

電力は足りています。原発再稼働はめちゃくちゃです。何より大切なのは生
きとし生けるもののいのちです。経済ではありません。

*東電の福島第１原子力発電所の未曾有の大惨事を、決して繰り返してはな
らない！

*原発は、廃棄物処理まで含めると、発電費用が地上で も高い。

*住民本位の行政をすべきです。

関西電力の、まるで福島原発での事故がなかったかのような、そして原子力
発電の危険性を無視し、事実を捻じ曲げたり、自分たちに都合よく解釈して
稼働させたいという悪質な態度を放置しておくわけにはいきません。関西域
にすむ皆さんの生命にかかわる問題であり、そして福島の東電第一原発の事
故がそうであるように、ひとたび事故になれば日本国中にかかわる甚大な被
害です。関西広域連合として、あらゆる圧力に負けず、命の問題として、再
稼働に反対を表明してください。

絶対に反対です。あなたたちの孫子にも影響します。
未来の子どもたちのために、原発のない国を作りましょう。



福島第一原発の片付けが 優先です。
目処も立たない状態です。
何か事あらば、避難すればとの事ですが、
気流に乗って
日本列島中に撒き散らせば、
海洋に垂れ流せば、
どこに逃げても同じ事です。
再稼働に反対します。

原発の再稼働はとんでもないことです。安全性もゴミ処理も確保されないま
ま、住民の命をまた日本全体を危険にさらすことは許されません。再稼働に
反対します。

関電は解散するべきです。
頑張りましょう

不要なことが明快。市民の安全や、廃棄物の処理方法に対する無責任。全て
において、無茶苦茶です。
目先の利益、権益を守るための稼働に大反対です。

私はもう老人で「事を起こす力もエネルギー」もありません。
関西連合の皆様を心から応援しています。
よろしくお願いします。

「責任」など、だれも取ることができないのは、福島の原発事故で明らかで
す。何一つ、収束していません。その状況で原発を再稼働しようとするな
ど、無責任も甚だしい愚行です。安倍政権はいったいどこを、だれを、見て
いるのですか。

福島では子供たちに甲状腺癌が多発し、いまや若い世代は県外に移住し、年
寄りだけが残っているケースが多くなってます。このような状態を放置し、
危険な原発を再稼働するのに承認できる人は日本と世界の未来を考えない人
です。かっては国敗れても山河はあったのに、私たちには山河がなくなって
しまうのですよ。いまの政府は国ではないと確信してます。子供を作れない
国にしているのは誰でしょう。

再稼働を容認できる環境にはない、はずです。
再稼働に反対して下さい。

事故が起こった時の事を考えるとゾッとします。

もう、どの原発でも、事故があってはなりません。
関西であれば、日本が、終わります。

関西を被害地にしないでください。
原発の再稼働を関西の住民は望んでいません。
原発に頼るエネルギー政策はもうやめましょう。
高浜原発３・４号の再稼働に反対の表明をしてください。



高浜３、４号機の再稼働は許るせん。再稼働反対　放射能から岩沼を守る会

福島原発事故被害者家族の縁者です。
母は今でも避難時の話をします。想像を絶するような体験だったようです。
同じような目に会う人がでないよう強く望みます。皆さんの活動を応援しま
す。

私たちは、「まさか」のことは起こるということを、阪神大震災、東日本大
震災と「福島原発震災」で思い知ったはずです。
福島の事故解明もおざなりなまま、アリバイ的な規制基準で高浜原発をはじ
め、原発を再稼働することは、同じ過ちを重ねることです。
住民の命と暮らしを守る自治体の使命を全うするため、原発再稼働に反対し
てください。

金より命。福島原発事故の教訓を忘れたか！

関西を第二の福島にしないでください。もう愚かなことはやめましょう。

東京から滋賀へ嫁に来て4年。
地元の方は湖を、うみ、と呼びます。
夏に泳ぎに行くと、アユなどの稚魚が足元に泳ぐ、うみ。
高浜で万一事故があれば、うみは確実に汚染されます。
水が汚染されれば、土地も、作物も、生き物も汚染されます。
これ以上、安心して住めない土地を、この小さな島国に作ることは馬鹿らし
いと思いませんか？
美しい環境を、そのまま後世に伝えませんか？

原発の再稼働に反対します。

要援護者の避難先・避難手段が確保されていない状況で再稼働は許せませ
ん。福島県事故並の奉書能放出が起きれば琵琶湖が汚染され、関西一円が汚
染し、被曝します。住民の命と健康を無視した再稼働を認めることができま
せん。高浜原発は廃炉にすべきです。

全て同意いたします。
原子力村及び政府の非道を多くの人が分かることができるように願ってやみ
ません。

国民を守る姿勢のない政府の態度に怒りを超えて失望です。

高浜原発3・4号の再稼働に、絶対反対です。
2度と東電福島原発事故と同じ惨事を繰り返してはなりません。
それが、原発事故の教訓であり、福島事故被害者の切なる願いです。



滋賀県在住です。
私たちをどうか殺そうとしないでほしい、という願いとともに署名します。
どうかどうか、声が届きますように。
よろしくお願い申し上げます。

高浜原発にしろもんじゅにしろ福井にある原子力発電は、その消費自治体の
原発であると思います。
反対デモや署名活動から自分の日常のとらえ返しと生活転換をしていくこと
が大事かと思います。
特に都会の生活は様々な弱者の犠牲の上に成り立つ依存した生活ですので
ね。
家の外で出来る原発反対と家の中で出来る原発反対があるのではないかと思
います。そんな話が出来る集会も必要ですね。

京都市民は琵琶湖の水を得なければ生活できません。もし、原発事故が起き
琵琶湖の水が汚染されたら、どうやって生きていけるというのでしょう。も
ちろん京都に住む人だけでなく、関西圏に住む人全てが危険にさらされま
す。1400万人の手当など不可能です。まさしく命の琵琶湖なのです。
そして、避難計画に実効性がないことに何ら変わりはありません。
高浜原発再稼働に関西広域連合として反対をお願いします。

高浜原発で事故が起これば、関西の水がめである琵琶湖が放射能汚染されま
す。福島事故の実情も原因も不明の今、再稼働には絶対反対です。

ご健闘を！

水も空気もつながっていることをなぜ理解しようとしないのか！

今さえよければそれでいいのか！

そんな考えしかもてない人が決めようとすることに
賛同できるわけがありません！

　お互い、他県住民の犠牲の上に立って自県の都合で再稼働を認めるやり方
はやめにしましょう。また、向こう１００年の見通しなしに、目先のお金を
優先して原発を動かすのは、もういいかげんでやめましょう。

再稼動、絶対反対です

関西広域連合の活躍を期待します。

あかんもんはあかん！
危険性のあるものを使い続ける意味がわからん
未来へ異物を残しては人として恥ずべきこと



国が安全だと判断する基準が甘すぎます。再稼働には反対です。原発を使わ
ずにすむ日本社会のありかたをみんなで考えていきたいです。

高浜原発3・4号の再稼働に強く反対をします。

　兵庫県篠山市に、春に移住したものです。
　もし、フクイに多数存在する原発で事故が起こったら、わたし達はどこで
暮らしていけばいいのでしょう。子どもを持つ親として、深刻な問題です。

　一度事故が起こったら、取り返しのつかない事態になることを、あのフク
シマの事故が証明しています。今も、多数の罪のない子ども達・人々が苦し
んでいます。
　どうか、高浜原発３・４号機再稼働に反対を表明してください。

原発は過去のものです。
今後、その過去のものの処分にどれだけの危険と費用が将来の人々にも影響
を及ぼすことになるのかを考えて、心が痛まず、行動を起こさない政治家は
政治家とは言えないでしょう。

もう少し我慢してがんばろう
脱原発社会がやってくる

原発は自然に存在しない放射線を発生し拡散させます。
その理由は、自然には核分裂しない原子核を人工的にムリヤリ分裂させる、
つまり自然に反する技術だからです。
そのために循環しないでいつまでも拡散・残留する各種の放射性物質を発生
させるのです。
単に天変地異による危険だけが反対の理由ではありません。

国の不条理は許せません。

要介護の親が京都にいます。ごく一部の人間の利益のために、大勢の命を危
険にさらす原発は人道的に破綻していると考えます。再稼動を止めさせる活
動を支持します。命どぅ宝。

琵琶湖の近くに住む者です。安心して暮らしたいです。法的にも仮処分で差
止めと判決が出ているはずです。お考えが早期すぎると思います。そして、
何年も動かしていない原発を再稼動するリスクもこわいです。お金よりも
命、お金よりも安心を選択してください。お願い致します。福島原発もま
だ、収束しておりません。こんど何かあれば、日本に本当に住めなくなると
考えます。



福島事故は未だ収束の目途さえ立たず、避難されている市民は１０万人を超
えている。故郷を失い、仕事を奪われ、家族の絆さえ失っている方々がい
らっしゃいます。
知事・市長のみなさんにお伺いします。
人的な事故は絶対に起きないですか。
想定外の天災・地震・火山は絶対に起こらないですか。
こんなことは誰も断言できません。
原発事故は、他の事故とは違い一旦起こってしまえば国民を不幸に
陥れるものです。
こんなことさえお分かりにならない知事・市長のみなさんではないと信じま
す。
賢い選択・決断をなさってください。その決断が、みなさんが国民から尊敬
されることになるのです。晩節を汚さないようにお考えください。

再稼働に反対です。

国が「責任を持つ」と宣言すれば、魔法のように実効性のある避難計画が現
れるわけではありません。福島原発事故の被災者に対する現在までの対応を
見れば、避難に対しても、被曝後の医療ケアに対しても、土地の放射能汚染
に対しても、国が何一つ責任など取れない、取ろうとしていないことは明ら
かです。
東京大学の村井先生の地震予測では、東日本大震災前にあらわれた大地震の
兆候が、今月再び現れたとのこと。南海トラフ地震も近いと内閣府が言って
います。
知事におかれましては、住民の無事を第一に考え、国がなんと言おうとも毅
然と再稼働に反対の意を示していただけるようお願いいたします。

福島原発解決もできないで再稼動はありえない。再稼動絶対ダメ。

高浜原発の事故がおきれば、いのちの水がめ琵琶湖が汚染されます。ただで
さえ、核のゴミを出し続ける原発の再稼働は子孫のために絶対やめて下さ
い。

国民の安全な暮らしに、原発は要りません。どうぞ　再稼働しないでくださ
い。

なによりも先に、「いのち」を考える決断をしてください。

滋賀県に住む者として、琵琶湖の放射能汚染をかんがえると、再稼動は狂気
の沙汰です。再稼動絶対反対！

福島の現実から目を背けず、しっかり見てください。被害が長期に渡る原発
が必要ですか？



関電はずっと赤字が続いて、内部留保のお金をすべてはきだしました。来期
も今期同様の赤字になり、繰延税金資産の全額取り崩しを求められれば、債
務超過に陥ります。関電は原発の再稼働で黒字化を目指しています。東電も
福島事故の前、中越沖地震で柏崎原発が長期停止し、決算は連続の赤字でし
た。だからこそ東電は福島原発を停止して、津波対策をするわけにはいかな
かったのです。事業者の経営状況はとても重要な判断基準です。安全よりも
金儲けを優先する関電の再稼働を認めないでください。

事故が起きてからでは遅すぎます。フクシマにより私の住む神奈川県でも放
射能に汚染されてしました。放射能測定器を購入して自宅を調べたら、自宅
も放射能汚染されていました。近所では水玉状態に汚染の濃い場所がありま
した。ひとたび原発事故が起きたら、風によって運ばれてくる放射能は防ぎ
ようも無く、原発を再稼働させない限り解決方法がありません。
電気は足りています。核武装の為の原発再稼働です。
原発事故が起きても、戦争になっても、原発が有る事で、関西地域の人々の
生命が脅かされます。
関西広域連合として、再稼働に反対を表明してください

関西は、原発のないクリーンなエネルギー環境を次世代の子供達に残しませ
んか？関西が主導でやれば、後に続く地域も増えます。原発は事故が起こら
なくても原発を稼働するだけで放射能を放出します。
京都府知事、京都市長、是非京都も脱原発に動いて行って下さい！！

原発は危険です。稼働させないでください。

福島の教訓が全く生かされていない再稼働は許されるものではありません。
福島やチェルノブイリの被害を考えれば、京都も十分汚染地域になり、琵琶
湖が水瓶の関西への影響は甚大です。
老朽化した原発が重大事故を起こす確率は福島より高いと考えるのは当然で
す。
原発立地地域だけに同意権があるとするのは、福島の事故を考えれば見直す
べきであるのは当然です。
関西広域連合はこういう時こそ一致団結して意思表明をするべきです。
再稼働反対の市民の声も大きく関西広域連合を後押ししています。

もう1度事故が起きたら日本もおしまいです。いえ、事故が起きなくても、
原発はありえません！頑張ってください。

実効性がない避難計画では、住民の命と暮らしを守れません！



再稼働。

ほんとうに必要ですか？

未来に責任もてますか？

色んなしがらみがあるでしょう。

でも、良心に耳を傾けてください。

心の声にしたがってください。

国民のいのち・健康を考えるべきです。金儲けといのちとどちらが大切なの
ですか？福島に学べば、再稼働を許すことはできません。

神奈川県民ですが人ごとではありません。
応援しています。

私のふるさとは福井です。高浜原発３・４号の再稼働は絶対にやめてくださ
い。福島原発事故の被害を見たら、とても原発再稼働なんて言えないはずで
す。地域住民のいのちを守るために、関西広域連合は、再稼働に強く反対を
表明してください。お願いします。

恩恵を直に受ける地元の賛成を得さえすればという不合理な決定権に基づい
て強行に再稼働することは許されません。命がお金で売り買いされるに等し
い不道徳な行為と受け止めています。再稼働には絶対に反対です。

原発と原爆の本質は、放射線被ばく被害です。生命体とは共存できない技術
です。しっかり考えて行動してください。

総括原価方式の甘い汁を吸うことと、プルトニウム保有目的のために、国民
生活を脅かす無謀を止めてください。

ただちに廃炉手続きに入るべきです。

高浜原発で事故が起これば、琵琶湖が汚染されます。
再稼働は正気の沙汰とは思えません。

事故の検証も出来てないのに、いや近寄れないので不可能のに、どの原発も
再稼働はありえません！断固反対です！

原発事故が起これば、関西は被害地元となります。
福島のように、空白地帯となります。
その教訓を活かすために、再稼働は絶対に容認できません
 住民の命と暮らしを守るため、関西広域連合として、再稼働に反対を表明
してください。



　福島原発事故は、これでも不幸中の幸運で、４号炉使用済み燃料は膨大な
放射能を拡散せずに済みました。東京の一部を含む２５０キロメートル圏の
約３千万の住民が避難しなければならない事態に到る恐れがあったのです。
高浜原発事故が起これば、一千万市民が琵琶湖の水が飲めなくなるのみなら
ず、大阪を含む２５０キロメートル圏内の人が西方面の九州や外国へ避難し
なければならないのです。今回政府・自治体が作成した避難計画はそのよう
な大事故が起これば何の役にも立ちません。今回の避難計画は福島の放出放
射能の一千分の一しか見込んでいません。関西広域連合は、少なくとも若狭
の全原発の廃炉を政府や電力会社に強力に要求すべきであり、代替エネル
ギー導入を率先する、そのようにしてくださるようお願い申し上げます。

再稼働はしてはなりません。
福島第一原発事故で関東地方がどれほどの被曝をし、どれほどの不安を持つ
ようになったか。
また放射能が関西地方まで広がったら、つまり西日本の海を汚染し陸地を汚
染したら、もう国産の食べ物がなくなります。
放射能の恐ろしさを考えてください。

地震、津波、火山大国の日本では原発は必ず過酷事故を引き起こします。加
えて、現状の原子力規制委員会は福島第1原発事故をきちんとレビューせず
に、中途半端な審査で再稼働を認めています。使用済み核燃料の処分方法も
ありません。高浜をはじめ、若狭湾一帯の原発・核燃料施設再稼働を認める
ことは、近畿地方のみならず日本破滅への道です。全力で再稼働をやめさせ
てください。原子力や原発に未来などありません。20世紀型の老朽化した未
熟で危険な技術にすぎないのです。つまらない妥協はやめましょう。このま
までは原子力ムラに私たちが滅ぼされてしまいます。心中させられます。

関西のみならず日本のすべて、世界のすべての原発に反対です。
　福島の事故、これからまだ広がる甚大な被害、影響が予想され、これから
日本の存続そして世界の環境に関わる大事な事案と考えております。　止め
ることが始まりだと考えています。　今は署名しかできませんが、　益々こ
の動きが広がり、動きとなるよう応援しております。

事故時の避難手段ももちろんですが、稼働時の核廃棄物も地元が引き受け
る、事故後の全ての汚染物も地元が引き取る、とすれば、それを受け入れる
地域は少なくなる、つまりは原発の建設や再稼働はできなくなります。地域
も利益は受け取り不利益は拒否する姿勢では、他の地方へ押し付けるだけに
なります。
福島事故以来、茨城は人が出て行き、農業も衰退の一途です。こうならない
ように今踏ん張って下さい。

まだ原発に頼ろうとしているなんて考えられない。

高浜原発３．４号の再稼働に反対します



私は、小学校から大学まで、その後も長年、京都、大阪、神戸で過ごしまし
た。京阪神には、私の親族、友人が大勢住んでいます。その命の水を汚すよ
うな再稼働には、強く反対してください。

福島の事故をただの事故として終わらせてはいけない。教訓として生かさな
くては、被害にあわれた方々に申し訳が立ちません。

どんなことがあっても高浜原発の再稼働にはんたいします。
命が一番大切です。

福島の現状を見れば、一度原発事故が起きたら、その被害は地理的時間的に
無制限に拡がり、「収拾」などあり得ないことがわかります。阪神大震災を
経験した者として、自然の力の大きさ、怖さを実感しています。自然の力に
は人間に制御できないことがたくさんあります。でも原発は今ならまだ人間
の力で制御できます。再稼働せず、このまま廃炉を選択するべきです。

東京電力福島原発の事故は、今に至るまで東京にも被害を与えています。
同じことを繰り返さないように、高浜再稼働を認められません。

関西広域連合委員会様へ
高浜原発３・４号の再稼働に反対してください。福島の現状を直視してくだ
さい。未だに事故の原因究明がなされず。なす術がありません。原発事故が
起こった場合の高浜原発の立地条件は、福島原発よりはるかに悪条件です。
被害は福島の何倍にもなる可能性があり、琵琶湖の水が汚染されると、京阪
神巨大都市の上水道はアウトです。自治体の 大の責務は、その地域に住む
住民の安全です。倫理的に考えてください。原発は再稼働できるものではあ
りません。

原子力基本法、即ち我が国の安全保障に原爆製造が寄与するとくろであると
いう
エネルギー政策の選択を誤った政府自民・民主・公明などが過去のひ弱な核
分裂炉発電である。これを後生大事に原発村の本家電力会社グループが過酷
事故をも敢えて容認して稼働を目論んでいます
我々大多数の国民の脱原発の意思を代表している
関西広域連合の各位に連帯のエールを送ります
ガンバロー！！！！

九州の住人です。

川内と玄海の二つの原発の再稼働に反対して闘っています。

私たちは日本にある全ての原発の地元住民です。

フクシマの教訓を踏まえて、高浜原発の再稼働に反対して下さい。

決してあきらめず、引き続きよろしくお願いします！



福島原発事故の実態と被害を無視することは許されません
高浜原発3・4号の再稼働に反対を表明してください。

そして、根本的に人間の手に負えない原発そのものを、日本は勿論世界中か
ら撤廃して、安全な暮らしを求めていってください。

よろしくお願いいたします。

自然エネルギーに変えるチャンスにしましょう。

避難計画が全く不十分。私は大阪府箕面市の市議ですが、３０`圏内の高島
市から避難してくる人の受け入れ態勢はまだできていません。
滋賀県公表では、箕面市も50から100ベクレルのプルームが飛んでくるパ
ターンが３ケースあります。その時は箕面市民は屋内退避と言われていま
す。高島市からの避難してきた人は受け入れられません。それ以上の遠隔地
への避難となっていますが、そういう計画も全く立てられていません。そも
そも避難ができるものなのかどうか、もっと真剣に人の生活、命を考えるべ
きです。自治体住民の生活、命を預かる広域連合として率先して再稼働に反
対することをは当然の義務です。

福島原発事故の実態と被害を無視した高浜原発3・4号の再稼働に強く反対し
ます。空も大地も川も海もつながっています。

この地球に原発は要りません

関電も政府も主権が国民に有ることを知らないのではないか？再稼動など許
せるものでは無い。

一般市民は反対する手段が乏しく、助かります。

原発は　廃絶すべきものです。

従って　高浜原発3・4号の再稼働にも反対です。

関西広域連合委員会の皆さま　ご苦労さまです。
宜しくお願いします。

若狭湾と関西は山を挟んでとても近いので驚きました。福島の事故の現状を
考えれば、高浜の再稼動はとても無理です。止めさせましょう！

お仕事で、よく滋賀県と福井県に伺っています。福井県には美しい文殊山が
あり、ふもとでは平和産業のメガネづくりが今もさかんに行われています。
わたしは高速原子炉のもんじゅより、この山の文殊が大好きです。一方滋賀
県には、海かとみまごうばかりの世界でも有数の古代湖、琵琶湖がありま
す。そして、周囲を広葉樹生い茂る山が取り囲んでいます。その水辺の景色
の、豊かなこと。こうした人々の美しい営みと自然を脅かす存在は、もうや
めにしましょう。本当は少しくらい電気がなくても、何とか生きていけるっ
て、誰もが思っているのに。



前略

日本には「核発電」エネルギーは不要です。

早々。

関西で大学院に通っていました。京都など、若い学生さんたちが世界中から
たくさん集まる地域でもあり、再稼働は世界全体の問題です。災害リスクの
高い現在において、再稼働を認めるのは危険すぎます。福島第一の事故で
180qも離れている自宅の土地も汚染されました。子供たちの健康不安の話も
耳に挟み、なぜせめて初期被爆を防げなかったのかと忸怩たる思いです。ど
うか、再稼働に反対を表明していただけるよう、お願いします。

月２回福島の仮設住宅に通って、お年寄りに足のマッサージをしています。
これから先のことを思うと、政府のやりかたは許せません。再稼働には反対
です。

　高浜原発が事故を起こしたら、兵庫県の神戸もたった2時間で放射能に汚
染されます。その兵庫県に福井の人たちを避難させる計画を見て驚きや怒り
を感じます。
　もともと、福島原発事故の原因究明も、10万にんを超える避難者の救済
も、多発する甲状腺癌への対応もできていない情況で、人々の安心できる生
活や豊かな国土を犠牲にするリスクのある原発を稼働させること事態に無理
があるので、その対策がおかしな物になるのだと思います。関西の水瓶とい
われている、わたしたちの命を支えている琵琶湖まで放射能の危機に晒し
て、高浜原発を再稼働させる意味が理解できません。
　どうか、国民や県民の命や生活まで賭ける計画は、止めてください。福島
第一原発事故後、関西の安全な野菜を福島に送るなど支援してきましたが、
関西まで放射能にやられたら、日本はどうなるのでしょう。
　みんなで人間としての叡智を持ち寄り、大所高所に立って、日本や地球の
未来を考えていきましょう。
　よろしくお願いします。

原発廃止・再稼働反対のために総力を挙げて戦うようお祈りいたします。世
界で原発、核兵器が増えれば、人類世界は絶滅の日を迎えるであろうと思わ
れます。

原発廃止・再稼働反対運動が世界に広がりますように。

高浜原発3・4号の再稼働に反対をします。

再稼働に反対してください。



フクシマ原発事故は今もまだ収束には程遠く、地球規模で放射能汚染をまき
散らし続けています。原発に関しては、関西はもちろん、日本全国すべてが
地元です！　悲劇を繰り返さないために、原発にも化石燃料にも頼らない自
然エネルギー、再生可能エネルギーへの転換を関西から進めてください。

東京でも高浜原発再稼働反対の訴えを街頭でしています。
頑張りましょう！

原発は、人類にコントロールできる装置ではないのです。
高浜原発の過酷事故が起これば、西日本全域が、高度の放射能汚染にさらさ
れ、人の居住できる地域ではなくなります。
高浜原発３，４号機は、30年以上経過した老朽設備であり、金属設備の耐用
年数を超過したものであり、事故の確率は、極めて大きいものです。しかも
危険なＭＯＸ燃料を使用するものであって福島第１原発以上に危険度が高い
ものです。
このような原発を再稼働することは許されません。

再稼動には強く反対します！

これ以上日本を核のごみだらけにして、未来につけを残すことは出来ない！

一人の力は微々たるもの。でも声をあげなければ後悔します。
自分の地域になくても関心をしっかり持ってほしい。
もっと多くの人が原発の恐ろしさを自覚してほしいものです。
地元の組長さん、知事さん、目先のお金に惑わされず、しっかり反対の立場
を持ってほしい。地元の人たちも本当に賛成していいの？考えてください。

原発ゼロをめざして！

個人的なことですが、私は舞鶴で生まれ育ちました。夏になれば高浜や本郷
の海岸で泳いでいた。今は、老いた母が一人住んでいます。失われていく環
境、もしもの時の不安、考えるだけで嫌になります。原発の必要ないことは
証明されています。再稼働は絶対反対です。

なににおいても理不尽な今のこの国は、生きる人・生きたい人を追

い込むだけ。

だれも置き去りにしてはならん。

だれも犠牲になってはならん。

取り返しのつかない原発を一つ残らずなくしたい。



原子力に依存しない社会を希望します。

福島原発事故からの学び、そして犠牲を忘れないで下さい

福島第一原発事故の収束めども立たずに、再稼働なんてありえないです。
世界では原発に頼らないエネルギーがたくさん普及してきているのに、日本
は遅れています。R水素を検索してください。切り札は「R水素」です。

原発が無くても人は生きていけるはず。

避難計画が実効性を持たない状況での再稼働は明らかに人権侵害です。

人口と原発が集中している関西はとりわけ重大で再稼働反対は待ったなしの
課題です。

よろしくお願いします。

福島の現状を見ても被害が広範囲に及ぶことが分かっています。
避難計画をおざなりにして再稼動を急ぐのは理解できません。
高浜原発の再稼動は断固反対を表明してください。

原発は危険なだけで一部の利権者以外、何らメリットがありません。高浜原
発再稼働という愚かな選択は到底許されません。

高浜原発の再稼動に反対します。

誰も責任とれないような原発再稼動は大反対です。事故はいつかは起きる。
事故が起きれば関西全域が汚染され人は住めなくなる。それほど危険な原発
をなぜ再稼動させるのですか？

核と人類は共存できません。
福島原発の事故の被害復旧もできていないのに原発の再稼働はありえませ
ん。

　福島第一原発の事故を見ないのでしょうか。
足尾銅山鉱毒事件について，田中正造翁は，「真の文明は山を荒らさず，川
を荒らさず，村を破らず，人を殺さざるべし。」と述べていますが，まった
くその通りだと思います。
　福島の事故は収束していませんし，いまも放射能汚染をもたらしていま
す。そうした事態を，京都，滋賀，大阪，兵庫などで再現して良いのでしょ
うか。福島の事故以上の事故が起こらないと想定しているのでしょうか。再
稼働反対を表明してください。

電力会社、関連企業、政府経産省の利益・権益のために、国民のあんぜんを
ないがしろにする悪性は許せません。日米核・原発マフィアの言いなりに沈
黙していることは、環境破壊の共犯者になります。

日本のどこにも原発は入りません！

兵器もエネルギーも、核に頼らない世の中をつくっていくために、足もとか
ら一歩ずつ進んでいきましょう。

断固反対。



再稼働して絶対大丈夫な原発はありません。　原発事故は絶対起こしてはな
らないものです。　って事は、再稼働していい原発はどこにもありません。

311が起こったこの国で再び原子力発電が行われることに問題がないと言え
る人間はどこにもいないと思います。
福島での事態の収拾すら目処が立っていない状況で同じ過ちを繰り返す可能
性を増やす行為はテロを企てるくらいしてはならないことだと思います。

事故を起こさなくても、原発から放射能が放出され続けて、人類を滅亡に導
きます。

前の原発事故で 関東も本当は住めません。同じ事を繰り返す可能性がある
のに 何故再稼働するのか？次に 事故が起きたら関西だけじゃなく 世界規
模は 間違いないですよね。再稼働反対です。

現在は西日本の皆さんの多くは福島の原発事故が他人事になっています。
しかし、ひとたび事故が起これば関西圏の人々の暮らしはことごとく壊され
てしまいます。
どうか、原発の再稼働に反対の声を上げてください。

再稼動に反対です！

福島第一原発事故は収束していません。地震や噴火活動期にある現在、事故
原因が解明されない限り、高浜原発３、４号機を運転すべきでないと考えま
す。賢明な判断をお願いします。

子や孫の世代にツケを残すことは許せません。
ダメなものはダメ！
勝つまでやり続ける、それが人としての当然の生き方です。
再稼働反対！
原発廃止！

高浜原発で事故が起これば、関西1,400万人の命の水瓶である琵琶湖が汚染
され、甚大な被害が及びます。関西広域連合として、住民の命を守るため
に、ぜひ高浜原発３・４号機の再稼動に反対を表明してください！

福島原発事故は、住民から故郷を奪ってしまいました。
作業員の方たち、子どもたちへの健康被害もスゴク心配です。
原発事故に、誰が責任を取れるのでしょうか？
今できる選択は、原発を再稼働しないということです。
高浜原発3・4号の再稼働に反対を表明してください。
よろしくお願いします。

再稼働の反対します。
関西広域連合応援しています。

再稼働、絶対反対！

国民の生命を守るために原発から撤退をしてください。



多くの声が、命とくらしを守るためには必要です。私たちは、核と共存でき
ません。

何をするにも便利なものにはリスクはありますが、放射能のリスクは人類破
滅につながります。

安倍政権の原発再稼働の動きは、間違っていると思います。

再稼動に反対します。もし事故があったら取り返しがつきません。
関西の皆様どうぞ反対の意志を強く持っていてください。

高浜原発 再稼動に反対します！ 地震大国日本から、すべての原発を無くし
て、１日も早く 自然エネルギーに切り替えるべき！

ひとたび事故が起これば、誰も責任は取れません。
そのことを福島原発事故後に強制的に避難をした人たち、自主避難をした人
たちが
教えてくれています。
電力会社も国も県も、奪われた事故前の『暮らし』を取り戻すこと、責任を
取ることを放棄しています。
この5年未満の原発の無い暮らしで何も不都合はありません。このようなお
粗末な避難計画で住民を守れると考えているなら詭弁としか言いようがあり
ません。
今年も関西電力の株主総会で『脱原発』を提案した大阪市、京都市は素晴ら
しいと思います。ぜひぜひ関西圏の原発の再稼働にも反対の大きな声を上げ
て下さるよう期待します。

再稼働には反対です。

東電福島第一原発の事故は、事故がおきれば回復し難いことを明らかにしま
した。また、原発がなくても、日本の社会も経済も重大な影響を受けないこ
とも明らかになりました。使用済み核燃料の処理も全くできていません。十
万年以上も管理が必要なのは、次世代どころさ、後世に負の遺産を押し付け
るものでしかありません。許されない、まさに犯罪行為です。あらたに使用
済み核燃料を増やすことを許してはなりません。再稼動に反対してくださ
い。

将来の子供達の為に、必要なものではない！

どんなに安全基準を厳しくしようと、事故の可能性がゼロになるわけではあ
りません。事故が起きたときに責任を取ってくれる人と、どのように責任を
取ってくれるのかを明文化するように求めていく運動も大事だと思います。
そもそもそんなことは無理ということであれば、「責任はとらないが再稼働
する」と言っているのと同じですから。



どうか福島で起きていることの深刻さをよく理解してください。そして二度
とこのような悲劇を繰り返すことの無いよう原発は全機廃炉にしなければな
りません。
ひとたび見れば事故が起これば、国は何の責任も取りません。それどころか
安倍はこの取り返しのつかない原発の過酷事故を引き起こした張本人です。

再稼働反対です。
何を準備しても、絶対はありません。
放射能に関して、しきい値はないということで、存在自体が危険です。
核のゴミを10万年管理出来る保証がありません。

高浜原発の再稼働に、断固反対します。

福島の原発事故があったにもかかわらず　又再稼働に臨むことは
許される事ではありません。人の暮らしの安全を第一に考えることが重要と
思います。

　事故があれば、国民の健康を無視して、放射線許容レベルを上げ、被害が
なかったことにする。これが政府の「責任」の取り方です。国の財政が破綻
しても、被害者を救済する。この覚悟がなくて、「責任」など取れるわけが
ありません。
　事故があれば、三重だって気象次第で重大な被害を受けます。被害地元は
棄民されるのです。再稼動に反対して下さい。
　

原発は、環境破壊なので、脱原発にしなくてはいけないと考えています。

再稼動を１分１秒でも遅らせる努力が大切だと思います

自然災害以外にもヒューマンエラー、テロなど原発事故リスクはなくなりま
せん。ひとたび事故が起これば取り返しの付かない甚大な被害を及ぼす原発
を再稼働すべきではありません。

再稼働断固反対します。
福島の原発事故はまだ収束もしていません。
これ以上、原発はいらない。廃炉しかないです。

私は茨城、栃木、長野の野菜を買っていません。
埼玉の親戚の癌、心筋梗塞を心配しています。
原発は危険です。
食べられる魚、野菜、きれいな海、吸っていい空気をうばわないでくださ
い。

がんばろう



狭い国です。県境もなにも関係ありません。ひとたび事故が起こったときの
被害は必ず関西地方にももちろん四国にも。どうか毅然と反対を表明してい
ただくことを願います。

すべての原発の再稼働には絶対反対です！

関西に生きる一人として命と暮らしを守るために再稼働に反対する声を共に
あげていきます。

人間の命が一番です＼(^^)／  それ以外何があるのですか♪

子どもたちを守りたい、その思い一つでこの世の中をひっくり返したいで
す。

私が住んでいるのは東京ですが、関西だってまぎれもなく日本の一部です。
東北の原発事故により沢山の命や自然の恵みに対する信頼が奪われたことは
火を見るよりも明らかです。
そんな被害を繰り返すような過ちを再び再稼働という形で、それも住民の
方々の承諾もなく「理解して頂けたと思っている」と一方的なその態度に怒
りすら覚えます。
友人、知人、そして私が知らない誰かのかけがえのない故郷を放射能で汚染
させられた場所になんてしたくない。
私は再稼働に反対します。

福島原発事故の実態と被害を無視した高浜原発3・4号の再稼働に反対しま
す。

福島の現実を直視して下さい。

福島事故はなかったことだと考え、自分さえよければ日本の未来などどうで
もよいとして再稼働を妄想するのは狂気の沙汰です。

痛恨の極みである「フクシマ」の傷みを感じながら、怒りを込めて連帯の署
名をいたします。玄海原発の地元佐賀でも踏ん張ります。諦めずに歩みま
しょう！

もしも地震が若狭を襲ったら、テロリストが若狭を狙ったらと心配でたまり
ません。

よろしくお願いします｡
頑張って下さい。

電力源としての原子力が、実は不必要だったことが判明した今、関西地方
は、原発の事故や故障で放射能汚染を被らないうちに、一刻も早く原発の廃
止に取り組むべきです。既得権にしがみついて、全うな経営努力を怠ってい
る関電に付き合って、核廃棄物を増やしながら、不安を抱えて暮らす必要は
ないのです。原発事故を起こさせず、将来への負担を増大させない選択をし
てください。



東京電力福島第一原発の事故のついて、その原因究明や責任の所在の特定も
出来ないまま、まして放射線被曝の対応もいい加減なまま高浜原発を再稼働
するなど言語道断です。
人間の英知や能力をはるかに超えた、核エネルギーのコントロールが不可能
なことは、すでに東京電力福島第一原発の事故で明らかです。原発という制
御不可能な方法に頼らずとも、エネルギーを生み出す方法を我々は十分承知
しています。原発に依らない、自然や地球環境に優しく、人間の英知の及ぶ
エネルギーを手にしましょう。

私の住む宮城にも女川原発があります。
危険な原発全機、即廃炉にしましょう！！

原発は一度事故が起きれば、なかなか収束できないことは福島の現状を見れ
ば明らかなことです。
その上、廃棄物の管理に数億年かかると言われています。これは人類の手に
負えないものです。
次の事故が起こらないよう、即廃炉を求めます。

再稼働はやめてください。

原発は、リスク、コストの両面で間違いなく不要です。
それでも必要というなら、必要である説得力ある根拠（数字などにより説明
したもの）を提示してもらいたいです。

福島が何ひとつ解決していないのに
再稼働する  などというのはあまりに無謀です。
どうか、クリーンなエネルギーに切り替える方向で
ご検討ください。

反対運動ありがとうございます！
原発は世界的に縮小しています。
日本は原爆を受けた国で更に福島の事故なんですから、
率先して原発反対し、安全なフリーエネルギー開発や対策に力を入れるべき
ですね。
福島原発はイスラエルの会社が管理しています。
そこも大問題だと思いますし、
安倍みたいな戦争商人が総理では、決して良くなりませんね。

関東からですが、日本に原発は不要です。
応援しています！がんばりましょう。

沖縄から応援しています

関西全域の存亡に関わる問題です。リスクは大きすぎます。今、そして未来
の暮らしと文化を守るために行動してください。



いまや「福島原発事故はなかった」ことにされようとしています。
放射能汚染は、厳然としてあります。再稼動など狂気の沙汰です。
電気は足りているではないですか。
何としても再稼動を止めましょう。

リスク込みで考えてまだこれから原発をあらためて動かして核のゴミを増や
すメリットがあるなんて信じられない。
日本のどこでも反対です。

再稼働反対します

福島原発事故では150ｋｍも離れた宮城県北部への放射能による農業被害が
おきました．70ｋｍ離れた宮城県南部ではいっそうひどい農業被害が発生し
ています．高浜で一旦事故が起きれば人口密集地域の関西圏での被害は農業
はおろか人体にも多大な被害を及ぼすことになります．福島県ではなお10万
人を越える避難民が放置されたままです．高浜原発の再稼動問題は人ごとで
はありません．昨年まで宮城県に住んでいましたので，特に思いは強いもの
があります．
良識人の判断として再稼動に反対の表明を出して頂きたい．このことを強く
要請します．

原発はもう必要ありません！情報隠蔽や嘘などつかないで人として心改めて
下さい  国民はみんな見てます！

原発再稼働反対

仮に運用上の安全性が高まったとしても、核廃棄物の処理が出来ない以上原
発を稼働させるべきではありません。

力あるものの暴力はやめてください。

原発による電力は使いたくありません。
電力を作る方法にすぎないもので、ドキドキハラハラしたくありません。
自然災害が多発する日本で、原発を使うのは自爆行為だと思います。
原発の運転はしないでください。

これ以上日本を原発の危険にさらさないでください。

壊れないハードディスクは無いといいます。私たちPCユーザーはハードディ
スクが壊れる事を前提にバックアップをとったり、増設したりします。これ
と同様に、壊れない原発施設などあるわけがありません。それなのに壊れる
ことを前提にしていない現在の原発政策は、完全に誤っていると思います。
高浜原発3・4号の再稼働に反対します。

原発をやめて、再生可能エネルギーにシフトを。関西から変えていきましょ
う！

高浜原発再稼働に反対します。
原発なしでやっていけたのに、わざわざ再稼働する必要はない。



再稼働を許しては子どもたちに顔向けできません。

高浜3・4号の再稼働は日本全体を危険にさらす可能性が強いと思います。が
んばって下さい。

次世代へ負の遺産を丸投げしようといている関わるすべての大人へ問いた
い。３１１の教訓は何処へ？いまだ避難生活をされている人々がいる。日本
人の民度などこんなものなのか？再稼動反対。

差し止め仮処分を何だと思っているのか？理解できない。再稼働絶対反対！

関東では福島第一原発事故の恐怖が未だに続いています。
関西の住民のみなさんに同じ恐怖を感じてほしくない。
関西広域連合として原発の再稼働に反対を表明していただきたいと思いま
す。

原発の必要性に疑問を持ちます。原発全廃を訴えたい。

福島事故への反省もない。将来の子どもたちに危険だけを残す。それでも、
ただ金儲けのためにだけ、目先の利益のためにだけ原発を動かそうというあ
なた方は日本人ですか、人間ですか、恥ずかしいと思いませんか、責任が負
えますか。恥を知りなさい。

福島第一原発の核燃料が何処に有るのかも確定出来ないのに再稼働はありえ
ない。
そして稼働すると核のゴミを後世に残してはいけない。

原発はなくても人間は生きて生けます。放射性汚染物質に囲まれては人間は
生きて行けません。放射能は、あらゆる人間の営みを台無しにします。その
ような危険性をはらむ原発を再稼働させることには断固反対します。

福島原発事故の原因究明がされていず、さらに、被害が広がっている中で、
原発を再稼働させるなんて考えられません。

日本に原発はいりません。一旦事故となれば甚大な被害を及ぼすことは必至
です。再稼働に反対してください。

金儲けより命の安全が大切。

福島原発事故の実態と被害を無視することは許されません
高浜原発3・4号の再稼働に反対します

道のりは遠くても頑張って下さい。

高浜原発再稼動に反対します。
事故が起きる可能性はゼロではありません。絶対的に原発は安全ではないの
です。福島でそれは証明されました。事故が起きれば私たちの命が際限なく
脅かされる原発の再稼動に反対します。

地震列島日本に原発は1基もいりません。
世界の流れも再生可能エネルギーです。日本の高い技術力をそちらに生かし
ましょう。



私の周りには随分福島原発事故によって移住されてきた方がおります。皆さ
ん今までの生活を捨ててこちらへ来ており、大変苦労して今の生活をなり立
たせている状態です。
多くの人の為に全くなっていない原発の真の姿がここに現れていると思いま
す。

原発がこの世界から１つでも無くなる事を希望しています。

フクシマの過酷な事故の反省もなきままに、再稼働を目論むとは、第２、第
３の事故の可能性を無視する鈍感、無責任。福島がこれまで、いや、これか
らどれだけの痛みを負うことになるか、現実から目を背けたままに経済優先
のアホノミクスそのもの。
絶対再稼働反対。福島の痛みに気付かない、気付こうとしないままで、経済
優先の旗印を振り回す、共に生きる心を失っている政治屋、金で腹を膨らま
せている輩たち、 後の 後に責任のがれするなよ！！　イヤ、なんとかか
んとか言い逃れを吐き出すに違いない連中をどうしたら抹殺出来るか。彼ら
こそ放射線の噴き出す現場に身を晒して痛みを感じる人間になるために現場
に来い！！

福島第一原子力発電所の事故の教訓はどこに行ってしまったのか？
30年を越える老朽原発であり、地震対策などははっきり言って杜撰。その上
実効性のない非難計画しか立てられていない。この現状から見ても高浜原発
の再稼働はあり得ない。

高浜原発で事故が起これば、琵琶湖も汚染を免れないと思います。
そうなれば、関西一円の多くの住民が被害を受けると思います。
私は高浜原発の再稼働を望みません。

避難計画には何ら実効性がなく、事故が起これば命の保証はない。
未来ある子どもたちの為にも、高浜原発3・4号機の再稼働には断固反対しま
す。

震災国日本において、絶対の安全安心はありません。
被害があれば取り返せないほどの膨大な危険と汚染。
福島ですら収束できないのにやめてください！！

関西と、とりわけびわ湖を守るため、よろしくおねがいします。

再稼働は絶対反対です。
やめてください。
お願い致します。

安易に扱えないものはダメなんです
行き場のないゴミを、これ以上出すべきでは有りません。再稼働に絶対反対
です。

冷静に、客観的に見て、考えて、再稼動してしまって良いのでしょうか？



高浜原発再稼働絶対反対!

すべての原発即廃炉!

これ以上日本を放射能で汚さないで。
原発要りません。

地球温暖化防止に安易な道は原発再稼働です。しかし、それは人類の破滅に
繋がります。それをよく考えないいけません。

生命の水を供給する琵琶湖が回復不可能な状態まで放射性物質で汚染される
危険性が非常に高い、核物質発電所は永久に不要です。
電力はあり余っているのです！汚い汚い「核物質発電所」は被曝被害を広げ
るのみです。

広島、長崎、福島を経験した日本が、核に依存した社会を、今抜け出さなく
てはならないと思います。

原子力発電は事故対策や廃棄物の処理など技術的課題が解決されておらず、
コスト面でも疑問が残ります。商用利用は認めるべきではありません。

日本列島は現在火山活動の活発期であり、いつ巨大地震による原発立地土壌
への影響が起るとも限らず再稼働した場合の使用済み核燃料の貯蔵場所につ
いても未解決です。過去、原発は関連施設での人的管理ミスも多々あること
を考えれば、原発事故の可能性は絶対ゼロではなく、事故がおきれば被害は
立地地域のみならず広域に長期間に及ぶ可能性があり、特に事故時に琵琶湖
の水の汚染も考えられる原発は決して再稼働してはならないものだと思いま
す。日本は原発廃炉技術の発展と廃炉のための技術と人材育成にこそ、原発
関連産業の歩をすすめるべきであり、原発に変わる自然エネルギーにこそ地
域発展の将来があると思います。

電気は足りてる。無駄な再稼働は止めよう。

高浜原発再稼働、だんぜん反対です！　貴連合会は、反対理由の第一に、
「避難計画は実効性がありません」と言っておられます。この理由自体がナ
ンセンスです。——実際に事故が起これば、逃げ場はないのです。避難計画を
作っても、決して役立ちはしません。（その理由を書くと長くなりますので
遠慮します）
高浜原発では、従来の燃料の20倍も燃焼力のあるウランを多く含んだＭＯＳ
燃料がつかわれるはずです。もし、事故を起こした場合、その被害の深刻さ
は。想像がつきません。
関電は、原発事故発生まで、東電と同様に、多くの重要な事故やミスを、ひ
た隠してきました。この体質は、政府と同じで、全く信用ができません。原
発は、かならず事故を起こします。人は、ミスを犯します。——高浜原発は、
絶対、再稼働させてはなりません。
——国は、政府は、ウソつきであることを、よくご存じのはずです。琵琶湖の
水も大事ですが、もっと大切なのは、人のいのちと、これからの子どもの命
が大切です。ともに頑張りましょう。



原発を再稼働させようとする人の気が知れません。人の命や健康よりカネが
大事なんですか。福島の事故を何と思っているのですか。
原発を再稼働させようとする政党には決して投票しません。

原発に頼らないプランを練らないで、再稼動を急ぐと結局高エネルギー社会
をさらに促進してしまいます。少子高齢化が進む中、化石燃料がなくとも暮
らせる社会作りを急ぐべきで、しかしそれは化石燃料がないと稼動できない
原子力ではないことも明らかです。

福島第一の総括も出来ず、汚染水の問題も、汚染された廃棄物の処理もまま
ならないまま、川内原発に続き、他の原発を再稼働させるなんて狂気の沙汰
です。

政府に一任するのではなく、関電に被害地元の住民に対する避難経路説明会
を開かせるようお願いします。

なんとしても再稼働阻止を貫いてください。全国に係わる問題です。応援し
ています。こちらでもできることをやります。

原発事故を経験した日本人は、人々の命を守る義務と責任があります。
再稼働に反対を表明して下さい。

高浜原発で万一、大規模事故が起きたとき、琵琶湖の汚染をはじめとして、
関西全体が居住不可能地域になり得ます。そんなことは起こらない、とは福
島の後では言えませんし、再稼働をめぐる安全確保、避難計画を見ても、不
安は深まるばかりです。周辺自治体として是非、高浜原発の再稼働に反対し
てください。

高浜原発3・4号の再稼働に反対します。

危険なことを前提にして再稼働を止めてください。

再稼働に強く反対します。

再稼働には絶対反対です。

安倍晋三との個人的な利権にこだわらずに、市民の安全という大義を守って
ください。

電気は足りています。再稼働を止めてください。地元の経済は再生エネル
ギーの経済活動で雇用を促進してください。

素晴らしい自然は、四国の命。

福島原発事故が、未だに収束していない状況があるなかで、そしてだれも責
任を取らないありえない現実のあるなかで、再稼働を進めるなんて、国民を
馬鹿にし愚弄しているとしか言いようがありません。再稼働に反対を表明致
します。

原発は要りません

高浜原発になにかあれば、滋賀県民は暮らせなくなります。
県民の命を守るために、再稼働反対を表明してください。

福島第一原発の事故で、私は東京から大阪へ移住しました。
日本に原発は必要ありません。
再稼働に強く反対します。



未だに解決されていない原発事故。
電気は足りているのに・・・

そもそも避難計画が必要な原発を稼働させることが問題です。これは原発が
１００％安全ではないと認めていることと同じです。原発がなくても電力が
足りている現在、関西電力という私企業の利益のために危険な原発を再稼働
するのは、住民の暮らしを無視し企業の社会的責任を放棄しています。福島
の反省のかけらももなく、こんなことが許されるのでしょうか。関西広域連
合は、目先の企業と地元の利益を優先させるのではなく、関西に住む１，４
００万人（この数字は福島の比ではありません）の命と暮らしを守って下さ
い。

高浜原発に対する福井地裁判決を真摯に受け止め、再稼動をやめさせるこ
と。関西広域連合は、その責任と力を持っています。
国・政府の独断に任せず、住民のいのちに対して真の責任を果たすべきで
す。

安全神話は架空だったのです。福島原発事故で、誰も責任をとれないもの
を、高浜原発で 稼働を許される必然性がありません。一握りの利権／権力
にいのちを左右されるのは、戦争の赤紙と同じ恐怖です。反対します。

 政府や原子力発電関連企業の横暴は眼を覆うばかりです。

強引な再稼動を見過ごすことはできません。

かげながら応援しています。

福島原発事故の検証がなされないままの再稼働など絶対に許してはいけませ
ん。原発が一基も稼働しないで問題なく過ぎた４年間の実績があるのです。
経済優先、住民の権利無視の暴挙です。再稼働阻止あるのみです。頑張って
ください。

　絶対に再稼働反対！応援しています！！

地元住民の安全を 優先に判断してください。

福島の人たちが未だに帰還できない現状を見聞するたび、もう原発は動かし
てはならないと痛感します。「賢者は歴史に学び愚者は経験から学ぶ」とい
う格言があるように、フクシマの事故という「歴史」から私たちは学ぶべき
なのです。応援しています。

再稼動 断固反対する！

日本人の生存を脅かす、原発の再稼働に反対します。



喉元過ぎれば何とかですか？

真剣に考えているのでしょうか？

自分の子どもや孫の未来を考えないのでしょうか？

負の遺産を残していくのでしょうか？

組織の一員としてではなく、一人の人間として考えてください。

住民が安心して暮らすためには、原発があってはなりません。
事故後の対応が不十分です。避難先、避難路、なにをとっても安心とは程遠
いものとなっています。福島の事故でもう私たちは散々な経験をしました。
高浜原発の再稼働には絶対反対です。

署名くらいしかできませんが、、
阻止しなければ！と思います。
頑張ってください！

人の手に負えない放射能、
そのようなものを使うべきではないと思います。
美しい山と琵琶湖、豊かな田園が広がる滋賀県を守ってください！
お願いします。

福島出身のものです。
一度、事故か起きると大変な事がわかったのだから
再稼働するべきではないと思います。
再稼働するのはやめてください。
あまりにも愚かな行いです。

この期に及んでも、人智を集めた避難計画等が作成できずにいる実態を見れ
ば、その者たちに原発の運転を任すことが出来ようか。

私たち国民がはっきりと意思表示しないと、なんでもなし崩しに推し進める
政府を止めることはできません
意思表示しないことは、無関心あるいは賛成していると同義です

私1人の力は小さく、その声は小さいですが、この声が何万人、何十万人に
束なれば大きな力となると信じています

再稼働に反対すると同時に、福島の事故で今も苦しみ続けている人々が、一
刻も早く安全な環境で生活が再建できるように願います

福島での事故は何一つ解決していません。先の見通しもたっていません。こ
んな状況でどうして原発を再稼動できるのでしょうか。今度事故が起これ
ば、もう日本に安心して住めるところが無くなります。原発再稼動はしない
でください！



若狭の原発で過酷事故が起これば、関西は高濃度に汚染されて人が住めなく
なります！！

事故が起きれば関西一円、避難しなければなりません。そんなことは不可能
ですし、国が責任を取れるものでは絶対ありません。なんとしても近畿、日
本、世界の未来を守るため再稼働反対してください。それが行政の 低責任
です。

再稼働、あかん！

お願い！
原発の再稼働は絶対に阻止して！！

震災で多大な被害を出した原発。
まだまだ、被害はおさまるどころか、今もなお
放射性物質を拡散しています。
放射能については、まだまだ私たちのわからないことばかりで、
人間の操れるものではないと考えます。
そんな原発を再稼動することは、断固反対致します！
日本に原発は必要ありません！
原発なしでも、電力は足りています！！

人体に危険しかない原発。
再稼動は絶対に反対です！

再稼働に反対します。

福島はまだ何も終わっていません。始まってさえいない状況です。
これ以上原子力に頼る事は終わりにして下さい。
全ての原発の再稼動絶対反対。
宜しくお願い致します。地球の為に。

原発は差別

人口の密集した都市部の人も、一本道しかなかったり、船で逃げるしかない
人も、原発事故が起きてしまったら、現実のところは全員が無事に逃げる事
はほとんど不可能です。取り返しがつかないことになる危険性がある原発再
稼働はやめてください。

皆様の行動に賛同し、応援しています。海外在住ですが、福島県の出身で
す。原発事故で命を落とし、人生、健康をくるわせ、苦しみ続けるのは福島
だけにしてください。元双葉町長の井戸川氏も一人で訴訟にふみきりまし
た。放射線被ばくのおそらしさは明かです。　委員会のメンバーをみます
と。知事や市長の名前が連なっており、心強く思います。どうぞがんばって
ください。遠くから応援しています。　カナダのモントリオールより。



福島原発の事故の収束もできていない今の日本で、地震や噴火などの災害も
増える中、いざ事故が起きた時には取り返しのつかない事態になってしまう
原発を動かすなんて許されません。

どうか地域の事、国民の事を第一に考え、再稼働に反対をしていただけます
ようお願いいたします。

再稼働によって得られるものは、電気による幾ばくかの利便性と、現状の経
済を回し続けられる時間が少し増えることだと思います。放射性廃棄物は増
え続け、原子力からの脱却は先伸ばしになり、事故（災害由来含む）の危険
性は高くなり又危険性の続く期間は長くなります。
福島における事故で、それがどれ程の事態を生じさせるか私たちは知ったは
ずです。後戻りするような選択はやめてください、お願いします。

原発事故は地元だけの問題ではありません。ぜひとも関西広域連合で反対の
声を上げてください。

１００％安全な原発はない。放射性廃棄物の処理もできない。福島の原発事
故の処理も全くできていない。こんな状態で原発を再稼働することなどあり
得ない。後世に負の遺産しか残さない原発は今すぐ廃炉にすべき。

原発は、福島の事故で明らかなように、コントロールのつかない多大な被害
を地域、地球規模に与えます。使い済み燃料も、汚染物質も行き場がなく、
日本に放射線汚染が拡がっている今、高浜原発３，４号再稼働はあり得ませ
ん。企業としての社会への責任が取れません。倫理と常識を持って、再稼働
はやめるべきです。

原発は危ない。未来永劫に厄介なものです。そんなものに手を付けないのが
良識です。やめられないというのは、何かとても邪悪なもののインタヴェン
ションを感じます。

環太平洋造山帯の真上に位置する日本で、原発を稼働させるのは自殺行為で
す。
再稼働反対。

高浜原発の問題は福井一県の問題ではなく、滋賀県・京都府・大阪府にも深
くかかわる問題です。関西圏はまざに運命共同体です。故障のない機械、事
故のない機械はこの世になく、原発も例外ではありません。しかも、一度事
故が起これば、全く人間の手に負えないのが原発です。関西広域連合は、高
浜３・４号の再稼働に断固反対を表明してください。

原発の再稼働はありえません！



某国と揉めたら、福島・六ヶ所無・敦賀湾、弾道兵器の
目標地点。
某国の技術を過小評価する向きがあるが、既に彼らの能力は
目標に正確に命中させる事が可能になっている。
単に再稼働反対を叫ぶだけではなく、安全保障問題の 弱点
になっている事、より啓蒙すべき。
核施設への攻撃禁止されている、と、寝言を言う輩もいるが、
某国と揉め、福島沖にドボンと威嚇攻撃され、次は命中させる
ぞと明言されても、揉め事を続けるのだろうか？？？

　電気は本来、消費地で作るもの。高浜のような遠方で発電して安全対策の
監視ができるのですか？

福島の事故はいまだ収束していません。これから廃炉まで100年はかかる、
費用60兆円、放射能汚染はチェルノブイリ事故を超えるものとなるでしょ
う。もし、老朽化している高浜原発が事故を起こせば、関西圏だけでなく日
本中が大変なことになります。再稼働には反対！を表明してください。

若狭の原発で事故があれば、福井県だけの問題ではありません。西風、東
風、南風、事故の時の風がどう吹くのか、福井県が予想できないのと同じよ
うに関西広域連合でも、事故後すぐに判断できません。風まかせの避難計画
など机上の空論です。とにかく、原発が動いていなければ、関西の人達は使
用済み核燃料の保管だけに注視していれば良いので、安心度は格段に違いま
す。高浜の再稼動を関西広域として、絶対に容認しないでください。

フクイチ後の避難移住者が京都にもたくさんいます。高浜原発の風下に琵琶
湖=関西の水がめがあることも、福井の原発を再稼働してはいけない大きな
理由。そのエリアに住まう人々の生命に直接関係あること。原発立地自治体
と国だけで「了承」してはいけない事項であることは自明のこと。

原発による電気は必要ありません。
安心して暮らしたいです。

福島原発の現状をかんがえれば 原因追及が出来ない事はもちろん、現在な
お周辺への放射能の拡散が続いています。それを防ぐことも出来ていませ
ん。その上、原発周辺で作業に従事する方々へ被ばくを強いています。
その経験を考えれば、高浜原発で事故がおきれば、福井からの避難の受け入
れどころか、自分たちの県民の保護も出来ず、事故処理も出来ないのは目に
見えています
そんなリスクを冒すほど、原発による電力供給が大事とはとても考えられま
せん。
再稼働には声をあわせて反対して下さい。



国の原発利権で国民を犠牲にしないでください
こんな危険な原発をこの狭い日本で稼働し
事故が起ってもしっかりとした保証もなく
事故の原因さえつかめていない
此の日本と原発とどちらが大切なのですか
豊かな自然と国民の生命を守るのが政府の
役目でしょう
原発利権は 早無いのです残るのは
莫大な遺物（原発放射能廃棄物）処理費
これ以上増やすことは許せません
再稼働を進めることは人間の所業とは到底思えません

自治体は、市民の命と安全を守るのが第一の役割です。
福島原発事故でみるように、一度事故が起きてしまったら、現場は混乱し、
地域は汚染され、命や地域コミュニティも破壊されます。
原発の危険、市民を確実に避難させることが明確でない中、ぜひとも関西広
域連合として原発再稼働反対の意志表明をお願いいたします。

再稼働を止めましょう！

原発事故の影響は広範囲に及びます。自分たちの問題でもあります。再稼働
に反対の表明をしてください！

住民の命と健康を守るために原発再稼働に反対して下さい。

人と自然の命を 優先に考えてください

取り返しのつかない地球にしてしまうことにこれ以上手を貸さないでくださ
い

原子力は，人間が扱えるものではないと思います。福島原発事故の実態や被
害もなんら明らかになっていない状態で，再稼働はぜったいやめてほしいで
す。

福島原発事故はまだまだ何の解決にも至っていない。問題山積、再稼働など
何をほざいているのか！血迷っている安倍自公政府には恐怖を感じます。

誰も責任の取れない放射性廃棄物をこれ以上増やし続けるのはやめてくださ
い。福井地裁の判断を真剣に受け止めてください。再生エネルギーに軸足を
置き、命と安全、経済を成り立たせる政策転換ができるよう良識ある判断を
してください。再稼動は近畿全域の生活と自然を破滅に導きます。やめてく
ださい。お願いします。



原発は、いくら厳しい規制をしても、危険性は、なくならない。
被爆国である日本、福島事故を経験した日本、原発をなくして、
安心してくらしたい。欧州では、自然再生エネルギーで６割もの
電力を賄う国が出てきている。風力発電に適した日本は、風力発電だけでも
日本全体の電力を賄える可能性があると言われている。
燃料のいらない再生エネルギーに舵をきって、原発をなくしてください。

なんとしても、再稼働は阻止していただきたいと思っています。

原発事故が起きても被害地元はただ打ち捨てられることが福島原発事故で明
らか。被害は地元だけ留まらず、負の影響は未来に世代にまで及ぶ。身勝手
な再稼働に断固反対します。

福島原発事故の原因追及がないままで、また、圧力容器の材質の劣化がある
高齢の原発の再稼働には反対します。

原発事故は、全く収束していないどころか、これからどんどん被害が拡大し
ていくように見えます。責任を取る意味でも、再稼働には反対です。再稼働
よりも再生可能エネルギーに労力と資本をつぎ込むべきです。また、エネル
ギーを極力消費しない生活を目指すべきでしょう。それが、3.11の震災から
私たちが学ぶことです。

動いていなくても恐ろしい原発を
再稼働するなんて考えられません。

一日も早い廃炉を目指してがんばってください！

再稼働反対。

「原発事故は人の営みを根底から破壊する」ことになる
【再稼働ＮＯ！】の素晴らしい判決を真摯に受けとめよう。

高コストのエネルギー政策はおかしい。省エネルギーと再生可能エネルギー
を国策として進めないと国が民族が滅びてしまう。ということで再稼働反対
です。

再稼働には反対です。

福島第一原発事故の悲劇を２度と繰り返さないで下さい。

高浜原発でひとたび事故が起これば福井にあるすべての原発事故を巻き起こ
し、西日本は破滅的被害を受けます。関西の水瓶である琵琶湖、瀬戸内海、
日本海ともに汚染され閉鎖水域でもあることから長期の汚染により食料庫へ
の被害も甚大となります。電力供給もほぼ原発ゼロであった2年で足りてい
ることが証明されており、原発コストは高いことが判明したことから（稼働
コストが安いと言うのは経産省のレトリックで総コストは明らかに他の電源
構成よりも高く安全コストと廃棄コストを含めると負の遺産であることは明
らか）原発を動かさないのは合理的な判断です。まして命を脅かす危険のあ
る原発を利権によって動かすのは人間尊重しない人の道にあらず、不正義の
極みです。



福島原発事故の教訓を何一つ活かせていない再稼働などもってのほかです。

原発いりません

原発事故は絶対に起きないと国がいってきて起きたものです。そして起きて
も誰も責任は取りませんでした。原発つくってもうけ、廃炉作業でもうけ
る。再稼働でもうける。原発ゼロにしましょう。

再稼働反対!再稼働反対!再稼働反対!!!

賠償をしてきた東電社員として原発は負の遺産だと断言します。
経済より命や健康を優先してください。

私は南九州出身です。川内原発が再稼働してしまい
世界中の皆様に申し訳ありません。もう原発はいりません。高浜原発が再度
稼働しないことを心から望んでいます。

　原子炉は事故が起こりやすく、それが大事故のときは天文学的な損害が出
るので、世界の損保会社は保険契約を断るそうです。電力需要の面からは原
発に頼る必然性はまったくないのに、なぜ危険な原子炉を再稼働をするので
しょうか。

高浜原発の再稼働に反対です。
福島原発の事故から地元や近隣住民の不安は続いています。
低せん被ばくの影響が出るのはこれからで、終わりなんてありません。
企業には住民を不安にさせない社会的責任をがあるはずです。
再稼働はやめてください。

同じ過ちを繰り返すことになる。事故が起こっても誰も責任を取らないし、
責任を誰も取れない状況での再稼働はあり得ない。

福島原発東電事故で明らかなように、一部地域のことではない。少なくとも
半径100Kmの住人からの意見を取り入れてもらいたい。

人類のことを考えたら、原発はいらない。

故郷の関西が福島やチェルノブイリのようになることは
避けたいです。起こってからでは遅いのです。ですから
今、止めることが切実です。

関西でなく関東だって被害を受けます。そもそも廃棄物処理すらシステムが
出来ていないにもかかわらず再稼働は無責任。是非、再稼働阻止していきま
しょう１



東京電力福島第一原発の事故のような事故を二度と繰り返さないよう
に・・・ある電気事業者は自社のホームページに「直接的な原因は、津波に
よってすべての交流電源が喪失し、炉心を冷却する手段がなくなったこと」
ともう断定的な文字が踊っていますが、事故の真実・解明はいまだに解明さ
れず東京電力からは新たな当時の分析が報道されていることは周知の事実で
す。そのことを踏まえても再稼働の新規制基準審査適合審査に合格したから
と言って稼働していいいと考えるのはいかがなものでしょうか。今一度ひと
ごとのような考えは捨てて真摯な対応倫理的考えをのぞむとところです。

事故が起きたら、難民です。はらはらする毎日より、安眠したい。

再稼働に反対します。原発再稼働は、エネルギー政策上の問題ではありませ
ん。住民の命に関わる問題です。避難計画が、住民レベルにおいてまで広く
支持を受けていない現状で、再稼働すべきではありません。

福井で事故ったら関西のみならず日本がオワリます

「起こるはずがない」ことにされていた原発事故が起こったのです。多くの
人の生命・健康が脅かされ、人生そのものが壊されました。事故は収束して
いません。これからもどんな事態になるか分かりません。原発は安上がりで
もなく、安全でもないことが十分立証されました。たとえ事故が起こらなく
ても、放射性廃棄物の処理という難題があり、原発労働者の被曝という犠牲
も避けられません。一時の経済的利益のために未来を売り渡すことはやめて
ください。これから生まれて来る人々のためにも、賢明な判断が必要です。

・異議審中ですが「運転してはならない」と、仮処分決定がされてます。関
電がなぜ再稼働を進めようとしているのか全く理解できません。
・私はフクシマにより金沢市へ避難を余儀なくされています。再び私たちの
ような国民をつくってはなりません。
・広域連合としても、安全・安心を無視した再稼働に反対してくださるよう
お願いします。

人間は勿論、動物・植物・水・空気・土・砂利・・・破壊者から守りましょ
う。

原発なくても生活ができます。
人間を第一に考えれば、再稼働には反対せざるを得ません。
日本から原発を輸出しようという政治家を国政の場に送らないようにしたい
ものです。
関西だけの問題ではありません。
原発の再稼働は、一基なりとも許したくありません。

すべての原発いりません

事故がありましたら、関西エリアの被害は目にみえています。
ご尽力ください。



原子力発電は信用できない。これ以上経済の為に欺瞞を続けるべきではな
い。

広域でのまとまりは従来にもまして大切だと思います。
秘密法だって、戦争法だって、みな同じです。

未来の子どもたちへの負の遺産を残さない、それが私たちに与えられた使命
です。

原発はだれも責任のとれないものです。
責任のとれないものを稼働させる道理も権利もありません。
福島の事故でも明らかなように、原発事故の影響は地元はもちろん、日本全
土に影響をあたえ、子子孫孫にまで被害を及ぼし、その事故処理のために多
額の税金が無駄に使われます。
原発がなくても日本は大丈夫だったことは過去2年間で明らかです。
高浜原発再稼働に反対します。

原発は非人道的なプラントです。日々必ず放射能を撒き散らします。保守点
検要員などの被爆労働者無くして稼働出来ません。
   また、一度大きな事故を起こすと、人類の手に負えない事となり生存権
を侵害され明白な憲法違反です。誰にも責任はとれません。
    電力は足りているのに、なぜ稼働せねばならないのか・・・。理由は明
白です利権だからです。また核爆弾の製造に必要だからです。
    いずれの存在理由も主権者国民をないがしろにするものです。
生み出される核廃棄物は既に日本国中でおびただしい量になっており、依然
として処理方法がなく、そのこと自体を取っても実に無責任です。
    福島原発事故はいまだ、原因究明はおろか、なんの収束もできていませ
ん。その上誰もなんの責任も問われていないのは、明白な憲法違反です。
   他の原発の稼働などもってのほかです。

福島原発事故の原因解明ができておらず、また各原発の安全性確認が完全に
なされていない段階で高浜原発第3、4号炉の再稼働に踏み切ることは大変危
険です。断固反対します。

未来にむけて、先見の明ある、賢い選択をしていただきたいとお願いいたし
ます。

頑張って下さい。頑張りましょう。

原発は、永久に人類に被害をもたらします。政府も財界も、もういい加減に
目を覚ましてほしい！

関西に家族がいます。日本全国、どこに住んでいても、目に見えない原発の
被害は他人事ではありません。皆が自分のことのように、原発に疑問を持
ち、安全を問いかけて反対したいと思います。政府は再開を急ぐより、原発
に代わるエネルギーの実現に力を入れて欲しいです。

再稼働などあり得ません、住民の安全をもっと真剣に考えて下さい



絶対反対です。自然災害は予測できません。福島でよくわかったはずです。
国も無責任すぎます&#8252;&#65039;
今まで、原発が止まっていても、生活できていたし、国民として、電気の節
約努力してます。
まず政治家が福島に住んで下さい。ええかげんにしてください。
福井の方には、稼働しなくても、援助金を考えましょう。海外にばらまくお
金があるなら、国内をきちんとしてからにしてください。
絶対反対です。

福島の原発事故の収束も見ず、事故原因の究明もされぬまま、故郷を奪われ
た人たちを置き去りにして原発再稼働はあり得ない。

未来に負債を押しつけ、目先の経済性を追いかければ良いと言うものではな
い。

再稼働を押し進めようとする者は、胸に手をあてて、ゆっくり問うてみるべ
きだ。人間の手に余る廃棄物の山を押し付けられる子どもたちの身になっ
て、想像力を働かせて欲しい。
もうこれ以上、悪魔的行為に手を出してはいけない。

岐阜も無事では済みません・・・・
再稼働してはいけません。

誰も責任を取らない、責任が取れない、手に負えない原発の再稼働は言語道
断です。

再稼働に反対！

琵琶湖のほとりに住んでいます。原発事故が起こらないなんて、誰にも断言
できないのです。実際に、想定外の事がおこることが、事故なのですから！
絶対絶対、再稼働反対です。子供たちの将来の事を考えても、絶対反対で
す。

福島第一原発事故を思い出してください。そして、まだ何も解決していない
こと、多くの人たちが人生を変えられてしまったことを思い出してくださ
い。核のゴミはどうするのですか？せめて、ゴミが100％安全に処理できる
ようになるまで、原発の使用をやめてください。
経済的な問題であれば他の解決策を模索できます。でも原発事故は今のとこ
ろ人間には何もできないのです。この先何十年、何百年とこの国に生きてい
く子どもたちのことに思いをはせてください。

国と電力会社への信頼は2011.3.11で完全に崩壊しました。これが私の再稼
働への反対理由です。まだ信頼するのですか？

脱原発！  電力は足りている。福島第一原発事故を忘れてはならない。原発
事故は人びとの生活を破壊する。



 原発＝核発電は国民を蔑にした政官財の悪しき利権構造の象徴。無責任の
極み。
　そもそも原発にはデメリットしかない。
　核廃棄物の処分方法無し。原発を全廃しないのに核廃棄物を受け入れよう
とする所なんてあり得ません。原発施設内の使用済み核燃料の置き場所はあ
と数年で一杯です。もんじゅも無駄なカネ食い虫なだけの役立たずで、核燃
料サイクルなんて妄想でしかありません。再生可能エネルギーが不安定とか
言ってるのは日本だけ。世界は既に再生可能エネ拡大に向かっています。
　原発はコスト高の斜陽産業で市場経済では採算はとれません。日本の安全
基準は欧米の常識的な基準すら満たしていませんし、これをやれば更にコス
ト高。加えて未だに収束していない悲惨なフクシマのように、事故の際の補
償等を考えれば正確な値を弾き出せないほど高くなります。膨大な財政赤字
の日本が無駄な税金を投入することは誤り。原発関連の雇用・経済は廃炉作
業でも40年程度確保できるため、その間に他の産業に転換させることが十分
できます。
　また、電力需要自体も縮小していますし、温室効果ガス排出量は、再生可
能エネルギーの普及に依り、原発を稼働していない2014年度でも減少してい
ます。責任の所在も不明確、避難計画もなし。等々原発を再稼働させる理由
は何処にもありません。

フクシマの悲惨な事故を省みれば、原発推進派は死んで詫びたっておかしく
ないぞ！

原発の再稼働に反対することを求めます。

おつかれ様です。
お互いにがんばって参りましょう・・！
ご尽力に感謝申し上げます

原発廃止は日本の将来を決定する大切な決断です。世界の原発ロビーに焦点
を当てて戦っていきましょう。

再稼働、とんでもない。福島の後始末もできてないのに。

様々なしがらみがあることと思います。
大変だろうと思います。
しかし、どうか、何とか再稼働反対の姿勢をお願いします。
関西だけでなく、日本全体の問題ですから。
私は関西が好きです。応援しています。
どうぞ宜しくお願いします。



高浜原発の再稼働に私たち福井県民も懸命に反対運動をしてきましたが、残
念ながら、大きな力に押し切られてしましました。
関西の方々にも甚大な被害が及ぶことが解っているのに稼働しようとする事
に、関西圏の皆さんで反対してください。１４００万人の命の水がめの変わ
りはどこにもありません。原発にサヨナラするのは今です。

裁判所は福島原発事故を防ぐ機会を逃したことに対して真摯に反省して同じ
過ちを繰り返さないでください。

夫が京都府の舞鶴市の生まれです。
高浜原発まで８キロです。
なぜ舞鶴市が地元にならないのでしょうか。
川内原発や伊方原発では、政府が
「国の責任において再稼働する」というと
知事も市長も納得していますが、事故が
起きたらどう責任をとるのか、内容のない言葉
にだまされてはいけない。
再稼働は絶対すべきでない。

原発事故により、福島県の住民の多くは（実際は福島県だけに限りません
が）大きく人生を狂わされました。自殺率も高く、家族バラバラの生活を余
儀なくされている人たちも未だに大勢います。高濃度の放射性廃棄物に囲ま
れ、見えない放射線におびえながらの生活は人間の正常な生活とは言えませ
ん。福島で起きたことを教訓にするならば、原発の再稼働はあり得ません。
これ以上苦しむ人びとを生み出さないために、再稼働に反対してください。

福島の事故の経験から、万が一福島のように事故がおこったときの周辺地域
への被害は甚大なものであることが明らかになりました。
被ばくした土地を「除染」しても、今度は除染した土の処分地の確保に困っ
ている状態です。事故を起こした原発の廃炉は遅々として進んでいません。

高浜原発で事故が起こると、近畿の水瓶である琵琶湖も汚染され、福島以上
に広範囲な被害がでることが容易に想定されます。また、ようやく増えてき
た海外からの観光客もこれなくなり、地域への悪影響ははかりしれないもの
があります。

どうかこのような不安な状況での再稼働はしないでください。

放射能事故は、一部の地域にとどまるものではありません。みんなで力を合
わせて再稼働させないためにがんばりましょう。



福島原発の反省を忘れぬようにしてください。
再稼働に反対します。
事故が起きた場合には再起不能に陥ると思います。
政府は責任を負いきれない。

　高浜原発は災害の際に、放射脳汚染が琵琶湖に及び、甚大な被害を及ぼし
ます。その点からも、再起動せず、廃炉にすべきです。

行政の職に就きし者として、
増してその長としての責任と良心に従い、
実態に沿わない避難計画をもとにした
再稼働に反対をしてください。

実際には、その職において難しい実状があるのかもしれませんが、
多くの命がかかっています。
決断があとで誤っていたではすまされません。止めるのは今です。
特に福島の事故を経験した後では、言い訳はききません。
住民を守るという、みなさんの本分をどうか忘れないでください。
職務を縛るのは、圧力や形面上の規則ではないはずです。

脱原発、自然エネルギーを

再稼働反対を支持します。

鹿児島県は避難計画もままならないまま再稼働してしまいました。日々不安
な毎日を過ごしています。電力会社の利益のためではなく、住民のリスクを
考えて原発の再稼働はしないでください。

反対しているのは県民の一部、という福井県の物言いに強い怒りを感じま
す。
3.11以降の福井県は、自治体は自浄作用を失い、県民の大多数は見て見ない
振りをしています。情けない事態ではありますが、県外の広域レベルで声を
上げて下さることに、期待せずにはいられません。

再生可能エネルギーが既に可能になりつつあります。

原発再稼働反対&#8252;

倫理
哲学
思いやり
愛
自然との調和
未来
今、止める！

福島第一原発は放射能を毎日々々放射能を垂れ流し続け、事故の収束もまま
ならない中、高浜原発３・４号の再稼動など許せるはずもありません。日本
の国土を放射能で汚染し続ける原発は動かさないで下さい。



後（処理済み核燃料処分）まで責任も持てない事業はやめてください。国
か責任持つといっても、国民に押し付けることに違いはないので無責任なこ
とは認められません。

地震国日本で、原発は不要！

琵琶湖が汚染されたら取り返しのつかないことになる。事故が起こらなくて
も不安な日々を送るのは嫌だ。再稼働反対！

原発再稼動に日本の未来は見出せません。一時の経済効果を追い求めて、日
本を失うことになる原発再稼動を止めるべく、頑張りましょう。

　私達府民・市民は小さな声を届けるだけです。何も知らず声も届けず、声
も出さない人も多くいると思います。しかしみんな原発の恐ろしさを知って
いると思います。今や夢のエネルギーと考える人はいないでしょう。決して
安全とは言えない。そんな危険なものだから、事故が起きてのかたずけはと
ても困難。だから停止し廃炉にすることを考えることが一番必要だと思いま
す。市民・府民を守る立場から是非とも国、関電に再稼働反対を申し出て下
さい。

責任を取りきれるかどうかわからない物事について、反対するのは当然だと
思います。責任感のある真面目な人間ならそう考えるはずと思います。おま
けに今朝（１７日）の報道では、福島第一原発事故の原因の一つとして、原
子炉内を減圧するために必要な部品の耐熱温度が２００度しかなかったこと
が発表されたそうです。事故原因についての新しい調査結果は今後も増えて
いくはずですが、それらを待たずに早急に作られた｢規制基準」は不十分な
ものでしかなく、これを満たしたからと言って
再稼動してよいものとは到底思われないと改めて感じます。

福島原発事故の原因も不明であり、事故処理も手付かずで、汚染水はたまる
ばかりでかつ垂れ流しであり、避難者対策もまったく不十分なままです。岡
山県にも避難者が多数います。すぐやるべきことは、高浜原発の再稼動では
なく、福島の対策であり、また、高浜の避難対策やさらなる厳重な安全確認
です。再稼動に絶対反対です。

何が今必要か…も大事ですが、福島の二の前はならんやろう…なんて予想し
ても、誰にも当たることはありません。
もう一度…また、もう一度、違う方向から検討をしてください。
高浜だけ…ではないのです。その周り、琵琶湖に何かあれば、瀬戸内、太平
洋まで影響が及びます。
今、何かあったらどうなるのか…考え直してみてください。

 

三重県北部も福井からそんなに離れていません。
再稼働するようなら福井産のものはボイコットしたいと思います。

原子力発電を止めるためにできることへの協力は惜しみません。



高浜原発が再稼働されようとしています。かぎ握るのは影響地元の関西広域連
合です。ぜひご署名＆拡散をお願いします！
<a href="https://goo.gl/nXniKp" rel="nofollow">https://goo.gl/nXniKp</a>

関西広域連合委員会　御中

原発事故が起これば、関西は被害地元となります。住民の命と暮らしを守るた
め、関西広域連合として、再稼働に反対を表明してください。

［要請の理由］

１．避難計画は実効性がありません。
・要援護者の避難先・避難手段は確保されていません。
・介護者が一緒に避難できるのかさえ決まっていません。
・安定ヨウ素剤は京都府30km圏内の７市町で、各１か所に備蓄しているだけで
す。配布方法などは決まっていません。

 ２．関電・国の被ばく評価は、福島原発事故を無視した過小評価です。
・５km地点で１mSv以下。福島原発事故並みに評価すれば約780mSvです。
・放射能放出率は福島原発事故時の千分の１以下（4.2テラベクレル）です。

 ３．高浜原発で事故が起これば、関西1,400万人の命の水瓶である琵琶湖が汚
染され、甚大な被害が及びます。

 　関西広域連合は、再稼働の同意権は立地の高浜町・福井県だけでなく、30km
圏内を含む京都府・滋賀県など関西一円にあると述べてきました。４月には、避
難計画等が不備な状況では「再稼働に同意できる環境にはない」と国に求めま
した。しかし、１１月の国への予算提言では、「再稼働は国の判断で」として、これ
までの姿勢を後退させています。事故が起これば国が責任を取らないことは、福
島原発事故の避難者のおかれた状況からも明らかです。

　国の防災会議は、１２月１８日にも高浜原発に関する防災計画を了承しようとし
ています。しかし、国が形式的に了承しても、避難計画に実効性がない事実は
なんら変わりません。原発事故から住民を守るのは、避難計画を策定している
自治体の役割です。

要請事項：高浜原発３・４号の再稼働に反対を表明してください。

署名提起団体：避難計画を案ずる関西連絡会／グリーン・アクション／原発なし
で暮らしたい丹波の会／脱原発はりまアクション／日本消費者連盟関西グルー
プ／美浜の会／国際環境NGO ＦｏＥ Japan／原子力規制を監視する市民の会

提出予定：12月22日頃（24日の関西広域連合委員会の前）

 ※注：関西広域連合委員会のメンバー



連合長：井戸敏三（兵庫県知事）／　副連合長：仁坂吉伸（和歌山県知事）

委員：滋賀県知事／京都府知事／大阪府知事／鳥取県知事／徳島県知事／
奈良県知事／京都市長／大阪市長／堺市長／神戸市長／
これからの環境問題を鑑みても原発の再稼働や輸出なんて、
とても考えられる事ではありません。
原発は一日も早く無くすべきです。
福島での事故、現在もまだ続く汚染状態を、無駄にしないでほしい。

関西広域連合の方には、福島原発事故の実態について、市民運動団体としても
通わせてもらいました。
福島の方がどれだけ大変な思いをされてきたか、テレビや福島の地元紙では復
興しか言いませんがその実態は子供達に被曝を強要しています。明らかな人権
違反。人道違反なのです。許されません。関西からこの日本の将来にも関わる
問題には取り組んでもらう他にありません。
ぜひ、関西の良識をお願いいたします。全原発の即時廃炉。日本国民の命と、
良識に関わる話です。
何卒、宜しくお願いいたします。
フクシマ事故の原因究明無しに再稼働など絶対にあり得ないでしょう｡子の世
代､孫の世代､その先の世代に対し責任ある行動を取ってください
すべての原発を廃炉しよう！！
再稼働に反対!!

避難もできない狭い日本列島。そんなに稼働させて自滅したいんでしょうか？本
当に何を考えているのでしょう。
福島事故後に微震が続く住み慣れた関東を後に自主避難した福井が再稼働す
るならまた移住させていただくまでです。
命をないがしろにする知事がいる県福井、事実を見ようとしない県民性ももうこり
ごりです！怒りまくるのも疲れました。
風下の岐阜市に住んでいます。古ボケた原発の再稼働なんて　もってのほかで
原発は不要です。
風下の名古屋だがや。
ここで何があれば琵琶湖が汚染され兵庫県民の私にも深刻な影響があります。
再稼動に反対します。
ふざけるのは、もう止めて、福一事故の処理を、何事よりも最優先しろ。
私は、この世に生を受けた証として、断固反対します。

再稼動絶対反対します！
福島第一の事故も収まっていない現在、再稼動などありえません。

関西広域連合は自然エネルギーで成り立つ未来を先取りしてください！
ふくしま原発はまだ、事故が起きてるんだ‼️
何を考えてるねん‼️
関西の環境を破壊する高浜原発の再稼働は許しません。
福井県の経済的エゴだけで、関西を放射能汚染させないで！



禁忌を破って、龍神の地を穢した者たちに祟りが下る。再稼働により、それを見
ることになるでしょう。
再稼働反対！国民の命よりも金を欲しがる財界が許さない！
原発原発なしで国内の電力事情は困っていません。
原発事業関連で生計を立てている方は、再稼働ではなく、廃炉・解体作業、放射
性物質管理作業にシフトを変更すれば、この先何年も就労できます。
 否応なくそんな時代が来るのです。
だから、再稼働から廃炉へ一刻も早く決断してください。

どんなに危険かもう充分に分かったでしょう。やめようよ。
心から原発再稼働、反対です。

今声をあげなくては日本全ての子供達、それどころか世界中に申し訳ない事に
なります。

日本が世界に原発を撒き散らす事を含め、このキャンペーンに賛同します。
当然です

原子力発電所は、現場作業員の被曝、放射性廃棄物の超長期の保管、そして
事故が起こった際の致命的なダメージという、３つの欠点を抱えています。一部
の人間のごくわずかな間の利益のために、この国やそこにいる多くの人の安全
を危険に陥れる、エゴイズムのかたまりのようなこの施設の再稼働に反対しま
す。

福島の被害を直視し、住民の命や生活第一の観点から、再稼働に反対してくだ
さい。

原発はいらない。
原発なんか、いらない！
賛同！
安心安全な未来を子どもたちに残すために絶対反対です！
福島原発の原因さえはっきりしない段階での原発再稼働には反対します。
元京都府住民（青葉山を挟んで高浜原発の反対側）で友人も多いので心配で
す。
人が修理もコントロールも出来ない危険な原発は廃炉にしてください。
福島の事故の検証も済んでないのに何故原発を再稼働出来るのでしょうか？疑
問です。再生可能エネルギーや高効率天然ガスコンバインド火力発電などを稼
働させれば原発は一切必要ありません。
自分たちの利益だけ、国民の平和と健康を無視した原発再稼働は、絶対に許せ
ません。
今も誰もどうすることもできない福島の原発のことを、まるでなかったことのよう
にして、再稼働など、ありえません。しかも原発の電気は、わずかなもの。電気
のためではないこともバレました。日本中で反対すべきです。
原発政策から、転換を図るときだと考えます。
避難計画も避難対策も十分できない日本には、原発は不要です。

当然反対します。
再稼働に断固反対します！



原発が必要と言うなら、最大の電力消費地の都心がある大阪湾に作れ！なぜ
送電ロスを犯してまで遠隔地の若狭湾に作るのだ？
原発が必要と言うなら、最大の電力消費地の都心がある大阪湾に作れ！なぜ
送電ロスを犯してまで遠隔地の若狭湾に作るのだ？
高浜原発再稼働反対

数十キロ圏内の周辺住民を含む「安全」を確保できない上に、福島原発事故が
収束する見込みが立っておらず、ましてや使用済み核燃料の処理方向が福島1
号機が稼働してから40年余り経ても確立できていないのに、再稼働はあり得ま
せん。

全国から原発はなくなってほしい。
福島の悲劇を繰り返してはいけない️
原発不要。危険なものはやめるべきです。しかもひとたび事故が起きれば地球
規模で何千年も何万年も放射能汚染をまきちらすような欠陥技術は、絶対に
使ってはならない。
日本で起きた福島第一原発事故は未だ収束できず、廃炉に到る行程さえ見えて
いません。
国土が狭く避難経路も避難先も確保できない日本に再び大地震や津波が来な
い保証はゼロに等しい。原発再稼働は事故リスクが高すぎます。
豊かな地熱やバイオマス発電を開発し、日本産の資源を活かした電力開発にシ
フトしましょう。
福島第一原発の片付けが最優先です。
原子力発電所が無くても電力不足にならないのですから、再稼働する必要は無
いので反対します。
核施設の再稼働は、核の災害、核の汚染のリスクを高めることにしかならない。
電力会社やその関連企業の利益のために、多くの住民の命と生活、広大な自
然環境を危険にさらしてはならない。
絶対ダメ。
樋口裁判長の判決を無駄にしないでほしい。電気と人の命を天秤にかけること
自体、まちがっている

日本は唯一の被爆国で、しかも、未だに終わることない福島第一原発の事故を
抱えた国です。

これほど被爆し続け、苦しみはわかっているはずなのに、その事故の後処理も
終わらないのに、他の原発の再稼動をするなんて、考えられません。避難計画
だけでは対応できず、何かあった時の被害を考えれば、再稼動を断念すべきだ
と私は思います。

Shut them down, seriously!

向かうべき方向性は、再生可能エネルギー、核融合とプラズマ、それに宇宙太
陽光発電です。
   核分裂反応は、放射能汚染を引き起こすので、決して使ってはならない。



未だ終息していない福島原発事故。放射線量が高すぎて進まない作業、仮設住
宅に住んでいる方もほったらかし。それでもまた原発を動かすのですか？！また
事故が起きて関西が汚染されたら誰が責任を取りますか？
高浜原発再稼働に反対いたします。
長い戦いになると思いますが、ぜひ頑張って下さい。私たちもかんばります。
フクシマのあと、原発はありえないという事は世界の共通認識だ。

しかも、原発なくても電気はまかなえることも分かった。

再稼動する意味が分からない。
福島の原発事故の処理も出来ていないのに再稼働などあり得ない！目の前の
利益で世界を滅ぼさないで！
自殺したい人達は、自分達だけで行うべきで他人を巻き込んではいけません。
不毛な事業はたたんで、再エネに未来を託したい！
幸福に長生きしますように、幸福な輪廻転生をしますように。
すばらしい、ありがとう、日本から。
wonderful. thank you. from Japan.
kouitirou toyosima

拙速な
「東北」はまだおわってないどころか何もわかってすらいない。電力不足の脅し
はどうした？健忘症の日本人であってはならない。日本を物理的に崩壊させる
原発には断固反対！
福島を放ったらかしにして、また何の教訓も学ぼうとせず再稼働とは信じられな
い！絶対反対です
#子孫の繁栄願うなら原発キッパリ諦めよ！
福島の子供たちに甲状腺がんが、増加
福島の事故の収束もままならない現状にあるのに、裁判所も危険を認めた原発
を再稼働させるなど、意味が分かりません。
実効性のある避難計画も作れぬままに再稼働させるなど言語道断です。
全ての原発の再稼働に、断固反対します。

再稼働は絶対にやめて下さい。福島の事故後の様子をみてください。絶対に起
きないと言われていたことが起きたのです。いい加減目を覚ましましょう、日本
人！

安全に１００％が無い以上、事故が起こった時にフォローが聞かないものは使う
べきじゃないかない。至ってシンプル。
絶対に許せません！もし事故が起きたら、近畿が死ぬということをわかっていま
すか？
福島第一原発の片付けが最優先です。
それができて初めて次が考えられます。
一つの所で膨大なエネルギー作ることそのものが危険です。
高浜原発３・４号基再稼働は反対です。放射線は目に見えない中で放出し続け
ます。命と環境を守るために抗議します。
賛同シェアお願いします
何を考えているのでしょうか？



原発再稼働反対
原発は全部廃炉に!!
未来の宝子供達の為に原発諦めよ️
国民の命を危険にさらしてはいけません。再稼働しないでください。
再稼働絶対反対！
３０キロ範囲で原発事故の影響が収まるとは限りません。立地自治体のみの判
断で原発再稼働させようというのは、福島の教訓を無視すること。賢明な判断を
望みます。
未来に負の財産は残していきたくありません。
再稼働への口実になってはならない。
原発は辞めてください。
日本が破滅してしまう！
全原発即廃炉
原発は世界の未来をなくすものです。人類の英知をしぼり原発をなくしましょう。
原発再稼働反対！
再稼働はあり得ません
賛同します！
再稼働　NO　WAY!!
地震国日本で原発は無理です。
もう原発はいらない！

原発再稼動なんて、狂気の沙汰！★
何かあったら政府が責任を取るといっているが、故郷がなくなれば政府はどのよ
うに責任をとるのでしょうか？福島の例を見ればそれがどれだけいい加減な口
約束だかがわかります。
再稼働は絶対に反対です。
原発事故後の福島を直視します。

原発は世界の損保会社から相手にされないほど危険なものです。事故を起こせ
ば福島原発にも見られる通り、際限のない損害を出します。こんなもの入りませ
ん。

安全対策を優先しない危険なものを動かそうなんて考える電力会社は企業とし
ても人としても失格です。こんな危険なを成り立たせている政権も人として失格
です。再稼働しなくても危険ですが、再稼働は、適切な処理方法がどの国でも見
つかっていない、毒性のある使用済み核燃料を増やす事であり、また事故が起
きた際は停止中の時より状況悪化が急速に進みます。再稼働は愚かすぎます
し、悪といっても良いことです。(その燃料で核兵器を、などと考える人々もいるよ
うだから恐ろしい)

事故があってからでは遅いんです。第一、使用後廃棄物はどうするんでしょう？
こんなトイレのない家を建てるような計画は許せません
福島原発事故の収束もできず、非常事態宣言が解除されないなかで、高浜原発
の再稼働に強く反対します。
時代に逆行する原発に反対さぜるを得ないです。
事故が起きたら何十キロ圏内と避難をしないといけない発電がなんで必要なの
か理解に苦しみます。原子力で電気を作るという馬鹿なことはやめるべき！
一回事故を起こせば無限の被害を産む、原発とはそういうものだということを福
島から学んだはずです。再稼働なんてありえない。



原発嫌い
嘘つき大嫌い 
原発の再稼働には断固反対をいたします。
核廃棄物のこれ以上の増大は私たちの子孫に大きな禍根を残すためです。
福島の事故が全く収束していないにもかかわらず、悪い方向に話を勧めようとす
ることに、抗議します。
賛同します
すべての原発の再稼動に反対します。
日本には地熱や海洋といった安全な自然エネルギー源がある。原発は余りにリ
スクが大きすぎる。日本が滅ぶ前に止めるべきです。
他の国はともかく、日本の地理には全く原発は向いていません。日本の技術な
ら、本来原発抜きでも発電は充分可能です。リスクが余りにも高すぎる。
賛同します。
福島の事故が起きたことで、原発を推進してきた方々は責任とったでしょうか？
多くの人々を苦しめた処罰は受けたのかな?
無責任な再稼働なんてとんでもないことです。政治家というのは、欲のために動
くのではなく、日本を守るために動いてほしいものです。
危ない原子力発電はもういらない。電力は余っている。私たちの生活スタイルを
変える時だ！命や生活に代わることができない。原子力発電は不要だ！
すべて廃炉に。電力が足りていることは証明済み。原発の存続はありえない。
みんなで決めよう！大事なこと！
福島事故の実態からして、万一の場合は国が責任を持つとの言葉ほど空疎で
無責任な発言はありません。関西広域連合の真価が試されています。再稼働に
反対を表明してください。
高浜原発３・４号の再稼働に断固反対です！
福島の収束も出来ず、被災者への十分な手当てもしないで再稼動なんてありえ
ません。
美しく豊かな海や山を守り感謝し利用していく暮らしにこそ重点をおいてほしい
当然、こんな物はいりません。絶対に再稼働に反対します！
せんでいい
福島の原発事故を忘れたのか。福島の事故の収束も目途が立たず、高浜原発
再稼働は無責任過ぎる。再稼働に絶対反対。
賛同します！
福一の事故原因の解明も収束作業も未完の中で新たな安全神話での稼働に反
対です。
一旦事故が起きた場合誰も責任はとれません。被爆者を元の体に戻すことは誰
もできません。
この世の原発全て、即時廃炉しか選択肢はありません！
福島原発事故からもうすぐ５年目を迎えようとしている今現在、収束の気配すら
見られません！
この世の全ての原発、即時廃炉しか選択肢はありません！
もうすぐ、５年目を迎えようとしている福島原発事故は、収束の気配すら見られま
せん！
安心して住める国にしてください。原発はいらない！
原発もういらなくても、日本はやっていけるでしょう！コストも高く原発は、もはや
人の手ではどうにもならないものです。断固再稼働反対です！



再稼働はやめて下さい！
かこくじこで何人死のうが、日本の国土が壊滅しようが、誰も責任を取らなくても
良いと思っているのが良くわかります。こんな人達を儲けさせるために、国土と
そこに住む人々を捨て石にされるリスクを負わされるのは、断固お断りします。
もう原発は必要ありません。福一の問題も解決出来ていないのに再稼働はおか
しいです。再稼働させたいのであれば、福一を、撒き散らした放射能の問題を解
決してからにしてください。
賛同させて頂きます
原発反対！

私の家は福島第一原発から233kmも離れている。あの福島第一原発事故の日
は風に乗って放射能が首都圏方面に流れて着て、ストンと柏市にも落ちた。翌
日アメリカの情報をネットで見た友人から「すぐにそこから逃げて」とメールが
入ったがまさかこんなに離れている千葉県で高濃度になっているとは半信半疑
だった。
現在ここは1万ベクレルの汚染土まで直線で700m。そしてあれから毎週金曜日
柏駅前でも放射能測定器で計測している。もちろん放射能数値は未来に渡って
下がらない。今年から児童の甲状腺癌も出て来ている。
これらは東京新聞でしか報道されない。
まだわからないのか？原発再稼働は地元だけの問題ではなく日本全土、そして
今も太平洋へ流れ出している人類全部の生死がかかった問題なのです。お金
のために稼働させてはならない。

言語道断！！
環日本海を殺めてしまう。何より、軍拡の元凶で、地球を殺してしまうので、許せ
ません。
安全な原発なんて１台もない
即廃炉を！
原発入りません
原発再稼働には絶対反対です！
原発は全て反対です。
日本においてだけでなく、世界のどこであろうと人の手に負えない危険な原発は
廃絶するべきです。
日本を人の住めない国にしてしまうおつもりでしょうか？
再稼働なんて許せない。
福島第一原発事故原因の究明も、未だ途上にある中での原発再稼働などもって
のほかです！日本を滅ぼしたいのですか！
原発をなくそう ! 日本のすべての原発廃炉 !!
避難計画の安全性・確実性は検証されていない。仮にＯKだとして、無事避難で
きたとしても、福島の現実気を見ると、故郷をうばわれ帰還ができなくなるおそれ
あり。それはない、無傷のまま故郷を返すと約束できますか？　これに対する責
任ある回答がない限り、原発は動かすべきではありません。



理不尽な政治家たちの 電力会社への利益共用を許すわけにはいきません。再
稼働
放射線の汚染はもうたくさんだ！
再稼働は止めてくれ！

私はすべての原発再稼働に反対します。
世界有数の地震多発地帯であるこの国に54ヶ所もの原発を作ってしまった政財
界のリーダーたちの責任はあまりにも重い。

反戦・反核・反原発
日本には不必要なモン

再稼働して被爆したくない。電気足りてるんやし無駄遣いする必要ないやん。
福島のことを忘れないでください。
高浜で事故が起きれば、京丹後や舞鶴、小浜はじめ、美しい若狭湾が死の海に
なります。関西への被害はもちろんですが、名古屋も無関係ではありません。半
日くらいすると名古屋にも放射能の雲が押し寄せます。自然災害は人間の考え
が及ばないような巨大災害さえ起こします。まずは再稼働停止、そして一刻も早
い廃炉をお願いします。

私も賛同させていただきます～‼
12月21日までです、賛同をお願いします。
再稼働絶対反対!!
この広い太陽系の中で人間を含む生物が、安全に生存できるほんの“点”みた
いな僅かな空間を、１０万年以上経ないと使用済み核燃料やその他の放射性廃
棄物の毒が消えないところに変えてしまった、人類とはなんと愚かなんでしょう。
日本だけでなく、世界中の原発を認めません。
福島を解決するのが第一です。
苦に自体が縮小に向かう中、
原発の役割は昭和の時代とともに
終わりました。
いい加減無意味な延命はやめて、
次に行きましょう。
ホント止めてください。
絶対反対‼️
自然災害はとめらるない、福島も解決していない、無責任な政府、
稼働しなくても電力たりていますし、節電の努力はしています。
福島の事故を体験し、放射性廃棄物の処理が不可能なことをみても、原発は人
間にはコントロール出来ません。安全性の呪縛から解放されて再生エネルギー
に切りかえて下さい。
日本のような地震国で原発を稼働させることは非常に危険です。原発は温暖化
を防止するどころか温排水で温暖化を促進します。絶対廃炉にするべきです。



私の故郷岐阜も放射能の被害範囲になるはず。他人ごとではありません。福島
の被害者がまだ故郷に安心して帰れない状況で、なぜ再稼働なのか。全く理解
できません。安心して生活できる社会を！

チェルノブイリ、福島の事故から何も学んでいない。
地震だっていつ起こるかわからない。
余りにも危険です。
絶対反対！当たり前です！
事故があったら、日本海だって、西日本の食だってだめになる。
こんな事は分かりきったこと！
どう責任とるの？
絶対反対！
日本は原発に頼るエネルギー政策を 止めるべきです
原発はいらない、未来のために。それだけです。
云うまでもありません。

高浜原発３・４号機再稼働に断固反対します。 原発再稼動で、側に近づけば即
死するレベルの猛毒の核のゴミが大量に産み出される。核兵器の材料になるプ
ルトニュウムも中に含まれる。なので、再稼動でこれ以上、核のゴミを増やすこと
に断固反対!　核兵器の材料を産み出すことに断固反対! 元々、原発の原子炉は
核兵器の材料を製造する装置として開発された。発電はついでにやってるだけ
だ。日本では、 そのことを国民に隠す為に、発電目的で、核の平和利用として、
原発が始められた。実際は平和利用ではない。国民を騙す為に言葉だけ利用し
ただけだ。核保有国には必ず原発が有る。核保有国の人々は、みんなその事実
を知っている。知らないのは日本国民だけだ。始から日本政府は、核兵器を製
造できる能力を自国で持つのが目的で原発を始めたのだ。非核三原則も建前
上、国民を騙す為に利用してきただけだ。そして、原発再稼動で、核燃料の毒性
は1億倍高まる。その高まった原子炉の中へ、年に一度の定期点検で、被爆労
働者が、危険なことを何も知らされず、清掃作業をする決まりになっている。なの
で、再稼動でこれ以上、原発の被爆労働者である人間の命を犠牲にすることに
断固反対! 原発再稼動でこれ以上、海や空、大地など、日本や世界を放射能で
汚染させることに断固反対! 原発再稼動でこれ以上、被爆により、人間の命や動
物など生き物の命が犠牲になることに断固反対!　さらに、日本の全ての原発
は、活断層の上に建っている。全ての原発が危険だ。何時大事故が起きてもお
かしくない状態に有る。再び、大事故を起せば、日本全土高濃度汚染地帯に
なってしまうだろう。なので、全原発、即刻廃炉作業に移行すべきだ。原発なしで
も電気は足りてる。寧ろ日本の発電能力は、原発なしでも有り余っている。原発
など100%必要ない。核兵器も100%必要ない。だから、原発も再稼動も断固反対!
未来を継ぐ為にも、悪魔の産物である原発は即刻辞めるべきだ。

原発の再稼働は地球温暖化にも何の役にも立たず、発電コストも青天井で高
く、放射能汚染、放射能被曝の危険性も甚大で、一度事故が起きれば、広域で
汚染されて住むことが出来なくなり、模した後の使用済み燃料は放射能と排熱
の塊で、１０万年も管理を余儀なくされるなど、原発は１００外あって一利なしで
す。即刻全世界の原発を停止し、再生可能エネルギーに全世界がシフトすべき
です。



フクシマの事故後の評価を全く無視し、再稼働しようとする厚顔無恥な企業は許
せない。
原発は要らない。直ぐに廃炉にすべきです。
福島の後始末もできないのに
再稼働反対です
同じ過ちは二度と繰り返さない。断固反対。
性懲りもなく再稼働とは。
原発を再稼働を考える事は，絶対に危険です。福島の現状を見て下さい。まだ
解決できない問題が山積みです。原子力発電の再起動絶対反対です。
無知、無計画は即中止を。
滋賀県民です。
原発はいらない。
ひとたび事故が起これば非常に大勢の国民が被爆し、広大な土地が人が住め
なくなる原発の再稼動には絶対反対です。もちろん、すべての原発は即刻廃炉
にすべきです。
再生可能エネルギーへの変換こそ進めるべきです。
30年を経過した高浜原発3・4号機の再稼働に反対します。住民を本当に守る
避難計画もできていません。事故が起きて、琵琶湖が汚染されたら取返しがつ
きません。再稼働に強く反対します。
いつまで  嘘の原発マネーに しがみついてるの
福島原発を よく見ろ！！
多くの再稼動計画に共通する事項の一つとして、（避難計画）の曖昧さ・無責任
があります。安全神話を今以て是とする原発稼動に反対し、代替エネルギー、と
りわけ再生可能エネルギーの戦略的国家プロジェクトも求めます。
本当に勘弁です。
原発は事故が起きれば、一生その周辺の土地に戻れない歴史上最悪の環境破
壊です。地震の巣であり台風の通り道である日本列島で、しかも、原発が無くて
もエネルギーは足りている現状で、わざわざ危険を侵して動かす必要はありま
せん。むしろ安全に廃炉を計画し着実に実行に移していくほうが正解です。さら
に自然エネルギー利用に移していければ、その地域の振興にもなります。
原発はもちろん、すべての電気を作るための新たな建設はいりません。すべて
の自然エネルギーは自然破壊エネルギーだからです。
原発0へ向けて、日本人1億人が頑張りましょう。
原発を必要としているのは明らかに國民ではない！そして電力のためでもない‼
不安を抱えた生活が幸せなはずありません。原発がない世界を実現しましょう。
いい加減にして欲しいです。
原発は廃棄物の処理もままならないのに再稼働とは断じて容認する訳にはいけ
ません。
日本はもちろん、世界の原発を廃炉に！
事故が起きても国がは責任を取らない
賛同!
避難計画も実効性が無く、再稼働を暴力的に押し通そうとする国は、万が一事
故が起きた場合、被災した地域や人々に対して責任を取らない事は、福島原発
の現実を知れば明らかです。事故による環境汚染の被害は半永久的に続き、逃
げられた人々さえも難民になります。再稼働に反対します。



信頼性保全性の面から考えて役立つ原発とならない。再稼働すれば原発自身も
運転員も経営者も隣近所の住民も、そして伊勢三河湾に住む私たちにもリスクと
不安と災いと余分なコストが降りかかってくることは自明のこと。目先の利益を考
えるよりも10年先、20年先の利益を考えよう。合理性と科学性、経済性からメリッ
トなし。損得学で言うところのフューチャーオブリゲーションを理解してほしい。

子どもたちの未来をために脱原発!
福島過酷事故がまた繰り返されます。今の人類には使用済み燃料棒の始末も
できず、再稼働されれば、汚染が蔓延します。
反対です
再稼動絶対反対！
福島の現状をを知るにつれ、このようなことを再び起してはならないと本当に思
います。
それには、再稼動を止めるしかない！
今でも「絶対に安全」という者がいたら、ここへ出て来なさい！
こどもの明るい未来のため、再稼働を希望しません。
福島第一原発の事故検証も不十分な中での再稼働はあり得ません！
放射能に関する情報を、福島事故後、知りました。福島の事故処理も不可能な
現状から、地震活動期の今なおのこと、原発再稼働はあり得ないのではないで
しょうか？国民の蒙る被害を無視するほどに、政治が行われるのはなぜでしょう
か？
守ってください。
私たちのくらし、子どもたちの権利。
高浜原発の再稼動もやめてください。理由は大飯原発差し止め判決にありま
す。読んでください。<a
href="http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84237"

要請の理由の特に３が需要。水がないと生物（人間）は生きていけない。買えば
いいとかそういうことではない。事故が起これば確実に起きる現実だ。我々は流
浪の生活や通院しながらの生活なんか望んではいない。福島の事故を忘れよう
としているか。ぜったに許せません。放射能汚染だって、都市と山間地では対処
の困難さも違う。山間地の人間は空気みたいに思っているか。いい加減にして
ほしい。福井県知事。あなたはもし本当に事故が起きた後、責任を取れますか。
一人の人間としてその事の重さに耐えられますか。。。？
高浜原発が事故を起こせば、琵琶湖は猛烈に汚染されて、関西一円の土地・水
は汚れて住めなくなる。
再稼働、断じて反対！！
3人の子供の母親です。教室でも将来の日本人たちの顔を眺めています。次の
世代のためを思えば原子力発電なんてできないはずです！！！
まだ『3．11』 は終わっていない！！。
関西の水瓶である琵琶湖は４００万年の歴史を持つ古代湖。これ以上の破壊は
許されない。
原子力は必要ありません
原発の危険性は福島事故で証明済。安全を証明するものは何もない。
原発は人類と共存出来ない。
断固反対する。
100歩譲っても　再稼働の合理性は有りません！



賛同します。
福島第一原発事故は収束していない。
原子力安全規制委員会殿へ
万一の甚大事故に備え、地域住民の安全と国土汚染を防ぐため、「原発の再稼
動は危険」と
判断し報告されるよう、お願い申し上げます。
どこの施設を動かしても地球規模の汚染は免れない。ましてや今の政府や電力
会社は無能なので手をこまねいているだけ 動かせる道理は無い
再稼働絶対反対します！
高浜原発３・４号の再稼働に反対します。
福島の現実を直視せよ。
いうまでもない。

問題にしているのは、原発の安全対策や避難計画の出来不出来のことでは無
い。
原発が人知で制御できない放射性物質を扱っている点である。
  事故が起これば、自治体全体が避難しなければならない危険この上ない施設
（原発）がこの社会に存在していること自体が問題なのである。
  原発は全て即刻、廃炉にし、片付けに入るべきものである。
  私たち国民は、自分の命や財産を国や電力会社に預けているわけでは無い。
まして、国や電力会社には私たちの命や財産を脅かす権利はどこにも断じて無
い。

福井地裁の判決文を読んで見てください。再稼働出来るわけがありませんよ
ね。
まず動く。民意を現す。諦めない。
福島でもまだ放射能は垂れ流しです。解決の目処もたたないのに再稼働は自殺
行為です。

東日本の被害は深刻です。知らされていないだけで、病気、死亡率が増えてい
ます。知らないでは済まされない状況です。再稼動はもう犯罪と言えるのではな
いでしょうか。日本人を殺していく事が普通になる感覚としたら他の国の事をと
やかくいえないと思います。
次の事故で日本沈没です。再稼動など止めて下さい。
原子力発電所再稼働に反対します。
原発はいりません。危険ですから

核ゴミの捨て場も確保せずに再稼働など、有り得ない、何よりも名だたる地震大
国にもかかわらず、まさに”狂気の沙汰”。人命無視の政策は安倍妖怪が棲み
ついた異常な国難！！
関西の水がめを守って下さい長命寺さま！鮎がたべられなくなります。
もちろん賛同します。
福島第一原発の事故が未だに収束していないのに、原発を再稼働させるのは
やめてください。事故が起きた責任を、誰も取れないことは明らかだと思います。
再稼働は、あり得ません。
福島原発の事故を収束させられず、汚染を放置する日本が、原発を再稼働させ
るなど狂気の沙汰です。再稼働反対。
断固反対!



原発がすべて止まっても日本は大丈夫。無駄で危険な再稼働はやめなさい。
ノー・モア・フクシマ！
再稼働に反対します️
再稼働反対！
福島の原発事故がいまだ収束していない日本で，なぜそれほど再稼働にこだわ
るのか理解不能です．
原子力発電はこれから使うのではなく、廃炉の時代にするべきだと思います。他
に沢山発電方法はありますし、労力とお金を掛けるのはそちらにして下さい。
危う過ぎる原発はいらない。
フクイチ事故の原因究明と収束・廃炉の目途すら立っていない現状で、他の原
発を再稼働するのは、余りにも拙速過ぎるし、無責任です。
原子力には平和利用などありえない。燃料のウラン採掘・精錬でさえひどい放射
能汚染を生み出し、その近隣住民を被曝させて命を奪っているのが現状。今す
ぐに原発は廃炉に！
またまた 再稼動ですか？ 信じられない！
再稼働に反対します。
日本国内全ての原発稼働に反対します。
事故が起こらなくても原発作業員や地域住民のが被ばくによって成り立ってい
る、決してクリーンではない原子力発電からの即時撤退を要求します。
福島を解決しないまま 再稼働なんて、歴史に禍根を残します。問われているの
は、今の私たちです。

第２、第３の福島をつくる気ですか？
日本でこれ以上原発事故が起きたら、日本はなくなります。再稼働、反対。

実家が京都府南丹市です。高浜原発に事故あれば、即、影響受けます。、原発
と人類は絶対共存できません。、断固再稼働反対！
地震大国 日本に 原発、それも老朽化した原発は要りません！
人類の英知を結集してもいざという時に制御できない原発は無くしましょう。
原子力発電所はなくなっても何の問題もないばかりか、国民にとって何の得にも
益にもならない…と 言うより、危険なだけの不要なものだと思います。再稼働に
反対します。

原発を再稼働する前に、安全保障上のリスクについても充分に議論すべきで
す。

原発のお金が欲しいなら廃炉をすれば地元は潤います。今度事故があれば日
本に住む場所がなくなります。福島のことをもっと知れば原発再稼働なんて狂っ
ているとだれでもわかります。
安倍の原発売り込みのために自国民を犠牲にする事は絶対反対

    福島が解決されていないのに、安全地帯にいて、川内をはじめ次々稼働しよ
うとする政治屋癒着電力会社の神経にただただ呆れる。福島原発事故で、まだ
こりないか！これだけ環境破壊、人間破壊を進めていて、まだこりないか！
火山と地震列島の日本でコントロールできない危険な原発は稼働反対です。被
害はいつまでも続きます。責任を取らない人たちの欲望の犠牲にはなりません。



原発事故は取り返しがつかないし、国も事業者も責任を取らない。福島の現実
でわかりきっている事なのに、国も事業者も再稼働しか考えていない。ならば、
反対する一人ひとりが止める行動をとるしかない。なめられてバカにされてて、
それで無関心な人達が多くて、悔しい。今日の飲み会で、耳を傾けてくれる人に
高浜の事を伝えます。

再稼働をやめてください。被ばくの症状がそこらじゅうで現れています。安倍さ
ん、貴方も人の子ならどうすればいいか分かるはずです。板挟みになっているの
かもしれないし、全国民の力を結集して核廃絶に向かいましょう。そういう国策に
してもらいたいです。
断固反対します
仮に高浜が福島原発の様な事故を起こしてしまえば関西が汚染されてしまう。
そうするとこの国に住む人たちは食べられるものがなくなってしまう。経済の事ば
かりじゃなく生きることを考えるべきだし、再稼働なんてとんでもない、日本は原
発から即時撤退すべき。まず福島原発を再検証して再稼働をやめ福島原発災
害の人たちへの保証をすべき。再稼働反対。
福島第1原発事故は未だに収束していません。この事故で原発は、もう動かして
はならない。廃炉にしなければならない。
管理する術を持たない者達に、それを取扱う資格は無い。

扱うに足る能力が無い事は、過去の事例で証明済み。
再稼働に反対します。
再稼働への準備なんて全く整っていません。世界一の安全基準と言うなら、その
前に福島原発のデブリの最終処理、高濃度、低濃度汚染物質の処分の決定、
汚染土の処分の決定、これをすべて終えて、しかも、責任の所在をはっきりさせ
る、（政府が全面に立って責任を取る）という言葉の責任の取り方を国民がそれ
でいいというまで煮詰めて責任の取り方を考える。これでやっと最低限の事をク
リアと言えるんではないでしょうか。
未だ誰も、どの企業も、国もフクイチの責任は背負ってません。国民が背負わさ
れてるだけです。
福一の原発不具合の再発防止が済むまでは、絶対に反対です！
フクシマも未だ収束していません。というかその見込みすら立っていません。そ
んな状況で絶対に動かしてはいけません。
反対です。
事故が有れば地球規模の汚染になります。しかも、若狭地方は地形からもわか
るとおり、陥没した断層密集地帯じゃないですか、再稼動なんで常識を持った人
間のすることじゃない！
原発は動かしたらいかん。再稼働に関係した者はすべて首を刎ねられる。
過去の負の出来事を簡単に忘れる日本人、盲目的に政府を信じると確実にこの
国は滅びます。
反対です！
技術が確立していない原子力発電所の再稼働に反対です！
経済よりも安全・安心が大切。
世界が脱原発を進める中、日本だけが再稼働はあり得ません。トイレなきマン
ションと言われる核のゴミ問題もさることながら、福島原発事故も終わっていない
ので、廃炉にするのが必定です。



高浜原発の再稼働をさせないで下さい。

高浜原発の3・4号機再稼働に反対します‼️
原発などいう発電方法は人類の魂のレベルが低次元である証拠であるので、改
めて当然である
原発は即時停止。その後段階的に廃止すべし。
原発は放射能の完全な封じ込めを絶対条件としてのみなんとか稼働を容認され
てきたもの。福島第一原発事故で封じ込め対策がまったくの無策であった事が
露呈しているのに原発を稼働させる事は重大犯罪です。
原子炉を動かす、ということは、核廃棄物を製造することにほかならない。
核廃棄物の処理を、いまだ人類はできていない。
できる見通しも、無い。
#NoNUKE
一昨々日、東京で避難生活をおくってる方々から「このままだと再来年の春に住
宅を強制退去させられる」と聞きました。
福島の事故の責任を住民に押し付け、原発再稼働なんざ許せません。
福島原発事故の検証も出来ていないのに、また再稼動させたいそれぞれの格
納容器は古いままなのにどうして安全だと言えるのか？このように無理やり推し
進めたがる人たちに、ある種背筋が寒くなるものを感じる。
今もずっとレベル７のままですよ。５年経ってもまだ福島第１原子力発電所の責
任を取れていないのに、再稼働と言えるメンタルが理解できません。狂ってるん
ですか？個人として冷静に判断してみましょうよ。あなたの生活に原発は必要で
すか？あたしは原発も核もいりません。
高浜原発の再稼働に反対します。これ以上の原発による事故・核廃棄物の発生
は、日本をどこにも住むことが出来ない場所にしてしまいます。
高浜原発再稼働に反対します。

原発再稼働なんてとんでもない！！福島後も嘘ばっかり吐き続けて、騙されると
思ってるんですか？そんなバカばっかりじゃありません。安全性も避難計画も全
く信用できません。絶対に反対です。
原発はハイリスクだし、何万年に一度という確立と言うが、使用済み燃料は10万
円単位で保管が必要だし、長期に見れば必ず破たんするという内容なのに再稼
働するのはおかしい。しちゃいけない。
あと一回、大きな原発事故がこの国で起きたら、それで日本はゲームオーバー
ですね。
再稼動は自分の頭に弾の入った銃口を押し当て、引き金を半分引いている状態
です。
狂気の自殺ゲームに国民を巻き込まないでください。

福島原発事故が収束できない状況での他の地域の原発再稼働は異常な判断
だ。また高浜原発が事故を起こせば琵琶湖が汚染されて関西地域の水がだめ
になる。これ以上放射能汚染地域を増やさないためにも再稼働はするべきでは
ない。そもそも火山・地震大国の日本の原発は危険であり事故をきっかけとして
原発政策はやめるべきだ。
ラストスパート！
これ以上被曝を増やさないで。



高浜と川内の地裁の判断が、わかれており、また、福島事故の評価や復旧がま
だ全く見えない状況での再稼働には反対します。


