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白浜町長への要望書 

 

温泉観光とパンダの町・白浜町を核のゴミの捨て場にしないよう 

使用済核燃料の「中間貯蔵施設」は受け入れないとの意思を 

あらかじめはっきりと表明してください 

 

⽩浜町⻑  井澗 誠 様 
 

⽩浜は道後、有馬と並ぶ日本三古湯の一つとして知られ、パンダの町としても有名で、世
界的にも高い注目を集めています。天然資源など様々な観光資源に恵まれ、さらに町は「⽩
浜温泉街活性化構想推進計画」を立て、日置川流域をも含む広域構想も推進されています。
日置川原発の立地を拒否した町としても知られています。 

そこに、実質的に永久的な核のゴミ捨て場となる「中間貯蔵施設」がつくられる可能性が
浮上しているため、私たちは強い危惧を抱いています。 
 
 関⻄電⼒は昨年１１⽉、福井県知事に対し原発の使⽤済燃料の貯蔵所を福井県外につくる
こと、今年(2018)１２⽉までに計画地点を公表することを約束しました。⽩浜町日置川周辺
では関⻄電⼒が海岸に近い⼟地をすでに買い占めていると⾔われ、現地立地部員も増員され
てさまざまな動きを示していることから、計画地点となる可能性が高いと考えられます。 
 町⻑は昨年９⽉１５日の町議会において、高レベル放射性廃棄物の最終処分場については
受け入れるつもりはないとの意向を表明されました。ところが他方「中間貯蔵施設」につい
ては、そのような拒否の姿勢を示そうとはなされていません。 
 
 ⻘森県むつ市は１⽉７日に関電の使⽤済燃料の受け入れを拒否しました。宮津市と舞鶴市
を含む京都府は「中間貯蔵施設」を拒否する姿勢であることをはっきりと表明しています。
兵庫県の日本海沿岸の全３市町（豊岡市、香美町、新温泉町）も拒否する姿勢であることを
私たちはアンケートで確認しています。また、兵庫県と⼤阪府の瀬⼾内海沿岸でも、受け入
れたいという市町はないことをアンケートで確認しました。このような状況の中で、⽩浜町
の意向が⼤きな焦点として浮上しています。 
 
 現在、核燃料サイクルはもんじゅの廃炉などによって実質的に破たんしています。本来「中
間貯蔵施設」からの搬出先であったはずの第２再処理工場は、資源エネルギー庁のサイクル
図からは消えており、どうするかいまは未定であることを同庁は認めています。関電の「リ
サイクル燃料貯蔵センター」パンフレット（2016.3）では、３０〜５０年間貯蔵した後、六
ヶ所再処理工場に運ぶように描かれていますが、その再処理工場の寿命は４０年程度と⾔わ
れており、５０年後に存在している保証はありません。その結果再処理ができなければ、原
発の使⽤済燃料は「リサイクル燃料」ではなく、ただの核ゴミと化してしまいます。「中間
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貯蔵施設」はその実、永久的な核のゴミ捨て場となり、子々孫々に深刻な危険な負担を押し
付けることになります。また、輸送ルートにあたる地域に危険をもたらすことにもなります。 
 

１．使用済燃料の貯蔵期間は法的に定められていない上、貯蔵後の行き先はありません 
 

使⽤済燃料を何年貯蔵するかは法的に決められていません。仮に５０年としても、変更申
請によって伸ばすことができることを原子⼒規制庁は認めています。 

肝心の貯蔵終了後の具体的な搬出先施設は見えていません。すなわち、そこが永久的な核
ゴミの墓場にならないという保証は何もないのです。高浜原発２８基分という膨⼤な危険な
核のゴミが子や孫に残されていいのでしょうか。 
  

２．南海トラフの巨大な地震や津波による危険性があります 
  

南海トラフ地震は今後３０年間に７０〜８０％の確率で起こるとされており、貯蔵期間中
に確実に起こるものと考える必要があります。⽩浜町周辺は震度７となり、津波は高さ約２
０ｍと予測されています。 

地震によって建屋が倒れたり歪んだりすると、空冷式の冷却が損なわれる恐れがあります。
使⽤済燃料が出し続ける熱でキャスク（容器）が破損し放射能が放出される危険性がありま
す。⻑期間にわたる劣化と地震動によってキャスク内のバスケット（仕切り板）が崩れ、臨
界事故が起こる危険性もあります。 
 

全国や世界の人々から愛される観光の町・⽩浜町を核のゴミ捨て場にしないでください。
子や孫に重⼤な脅威を与える施設は無条件に拒否してくださるよう、以下の要望をします。 

 

要望事項 

 使用済核燃料の中間貯蔵施設を白浜町はけっして受け入れないという意思を、あらかじ

め早急に表明してください。 

 

２０１８年４⽉１６日 
 
避難計画を案ずる関⻄連絡会 

連絡先団体： 
グリーン・アクション 京都市左京区田中関田町 22-75-103 TEL:075-701-7223  FAX:075-702-1952 
原発なしで暮らしたい丹波の会 京都府南丹市園部町船岡藁無 8-2 こだま方 TEL:090-3862-2468 
脱原発はりまアクション TEL：079-421-2853／ 原発防災を考える兵庫の会 TEL：080-5707-7908 
美浜・⼤飯・高浜原発に反対する⼤阪の会（美浜の会）  

   ⼤阪市北区⻄天満 4-3-3 星光ビル 3 階 TEL：06-6367-6580  FAX：06-6367-6581 この件の連絡先 

賛同団体：２００団体 
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賛同団体 ２００団体 

 

【北海道】核ごみ問題研究会/ チェルノブイリへのかけはし/ 道民視察団/ 苫小牧の自然を

守る会/ ベクレルフリー北海道  【青森県】核燃から郷土を守る上十三地方住民連絡会議/ 

核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団/ 核燃を考える住民の会/ 日本キリスト教団核問題連絡

会/ 花とハーブの里  【岩手県】三陸の海を放射能から守る岩手の会/ 寺崎前地区の環境

を守る会/ 春を呼ぶ会  【宮城県】みやぎ金曜デモの会/ みやぎ脱原発・風の会  【山

形県】フクシマの子どもの未来を守る家  【福島県】原発いらない福島の女たち/ 脱原発の

日実行委員会/ 虹とみどりの会/ 福島原発 30 キロ圏ひとの会/ 放射能ゴミ焼却を考えるふ

くしま連絡会/ 緑ふくしま  【茨城県】脱原発とうかい塾/ 脱原発ネットワーク茨城  【 

栃木県】子供の未来を考える会ハチドリ/ とちの実保養応援団  【埼玉県】柏崎・巻原発に

反対する在京者の会/ 原発から住民の命と安全を守る連絡会/ 原発のない社会をめざす鶴ヶ

島市民の会/ まちネットワークよりい  【千葉県】ティナラク織の会「カフティ」/ 習志

野・小さな風の会/ 東日本大震災被災者支援千葉西部ネット  【東京都】  女性会議/ 国

際環境 NGO FoE Japan/ 国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン/ 国際青年環境 NGO A SEED 

JAPAN/ 原子力規制を監視する市民の会/ 原子力資料情報室/ 原発体制を問うキリスト者ネ

ットワーク/ 原発メーカー訴訟原告団/ 原発を考える品川の女たち/ さよなら原発品川ア

クション/ さよなら原発@めぐろ/ 戦争への道は歩かない！声をあげよう女の会/ 脱原発・

東電株主運動/ たんぽぽ舎/ 東電株主代表訴訟/ 日本キリスト教協議会「平和・核問題委員

会」/ PKO 法「雑則」を広める会/ ふぇみん婦人民主クラブ/ 福島老朽原発を考える会/ プ

ルトニウムなんていらないよ！東京/ 放射線被ばくを学習する会/ 緑の党グリーンズジャパ

ン/ 六ヶ所・再処理いらない！消費者の会/ 六ヶ所みらい映画プロジェクト  【神奈川県】 

JFOR－かながわ/ 日本キリスト教団  【新潟県】柏崎刈羽原発再稼働を考える佐渡の会/ 柏

崎刈羽市民ネットワーク/ さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト  【富山県】まわれ水車の

会  【石川県】志賀原発を廃炉に！訴訟原告団/ のとじょネット/ ふぇみん婦人民主クラ

ブ金沢支部  【福井県】原子力発電に反対する福井県民会議/ 原発設置反対小浜市民の会/ 

福井から原発を止める裁判の会/ 福井県平和・環境・人権センター/ ふるさとを守る高浜・

おおいの会/ （株）森と暮らすどんぐり倶楽部  【長野県】原発のない未来をめざす会  【岐

阜県】放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜  【静岡県】太田川ダム研究会/ 原発な

くそうミツバチの会/ 浜岡原発の広域避難を考える静岡県東部実行委員会/ 浜岡原発を考え

る袋井の会/ UPZ 市民団体交流会  【愛知県】核のごみキャンペーン・中部/ クオータ制

の実現をめざす会/ 市民がつくる災害に強いまちづくりの集い/ そらとも/ ＜ノーモア南

京＞名古屋の会/ フェアトレード&エコショップ オゾン/ 不戦へのネットワーク/ 未来に

つなげる・東海ネット  【愛知・岐阜・三重】緑の党・東海  【三重県】子育てグルー

プ ハハノワ  【滋賀県】脱原発・滋賀☆アクション/ ネットワークあすのわ/ 彦根・愛

知・犬上 原発のない社会をつくる会  【京都府】 女性会議・京都/ アジェンダ・プロジ

ェクト/ ウチら困ってんねん＠京都/ 亀岡のおいしい水を守る会/ かめおか夢咲くネット/ 

京都・市民放射能測定所/ 京都脱原発原告団/ 京都・丹波／亀岡市民まちづくり風の会/ 京
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都・水と緑をまもる連絡会/ 原発賠償京都訴訟原告団/ 原発なしで暮らしたい宮津の会/ コ

ープ自然派京都/ 再稼働を考える上林の会/ 3.11 ゆいネット京田辺/ NPO 法人使い捨て時

代を考える会/ 七番めの星/ No Base!沖縄とつながる京都の会/  米軍 Xバンドレーダー基

地反対・京都/近畿連絡会/ 平和憲法の会・京都  【大阪府】おおい原発止めよう裁判の会/ 

大阪大学附属病院看護師労働組合/ 大阪の公害問題を考える会/ オールターナティブズ/ 

原発ゼロ上牧行動/ 原発やめよう/つながろう関西・マダム会議/ 子どもたちに未来をわたし

たい・大阪の会/ 市民のひろば/ 白良浜大好き/ ＳＴＯＰ原子力★関電包囲行動/ 脱原発

へ！関電株主行動の会/ 地球救出アクション 97/ 日本基督教団大阪教区核問題特別委員会/ 

ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン/ 阪南中央病院労働組合/ ぴあ・ネット/ 福

島原発からの放射能放出をやめてほしいと願う阪大病院看護師の会/ 緑の大阪/ リブ・イ

ン・ピース☆9+25  【兵庫県】安全食品連絡会/ 原発の危険性を考える宝塚の会/ さいな

ら原発尼崎住民の会/ さよならウラン連絡会/ さよなら原発神戸アクション/ のりたま農

園/ 阪神・市民放射能測定所/ Mamacorabo  【奈良県】さよなら原発北葛の会/ 「脱原発」

桜井の会/ 奈良脱原発ネットワーク  【鳥取県】えねみら・とっとり（エネルギーの未来を

考える会）  【鳥取県・島根県】さよなら島根原発ネットワーク  【岡山県】核に反対す

る津山市民会議  【広島県】いのちと未来を考える会三原/ 瀬戸ふるさと農園  【山口県】

いのち・未来うべ/ 憲法を活かす市民の会・やまぐち/ 被爆二世の会/ 連帯労組・やまぐち  

【徳島県】脱原発市民ネットワーク徳島  【香川県】みんなと未来へあゆみ隊  【愛媛県】

原発さよなら四国ネットワーク/  MOX 反対伊方の会  【高知県】グリーン市民ネットワーク

高知/  針木９条の会  【福岡県】 女性会議福岡県本部/ Atopylabo/ 安保関連法に反対

するママの会筑豊/ いとしま市民ネットワーク『市民が主役』/ 今を生きる会/ 核・ウラン

兵器廃絶キャンペーン福岡/ 九州シネマ・アルチ/ 九電消費者株主の会/ 原発しっちょる会

/ 原発八女ん会/ 酵素風呂を愉しむ会/ さよなら玄海原発の会・久留米/ さんばば/ たん

ぽぽとりで/ 怒髪天を衝く会/ ながくつ工房/ 福岡・戦争に反対する女たち/ 福岡で福島

を考える会/ 放射能市民測定室・九州/ 望雲/ ボノワ/ 緑の大地と青い地球をのこす会/ 

レインボープロジェクト  【佐賀県】玄海原発反対からつ事務所/ 玄海原発プルサーマルと

全基をみんなで止める裁判の会/ 原発いらない介護者の会  【長崎県】原発なしで暮らした

い・長崎の会  【熊本県】安定ヨウ素剤ネットくまもと/ 熊本・原発止めたい女たちの会/  

グループ原発なしで暮らしたい・水俣/ 原発避難計画を考える水俣の会  【大分県】あした

の命を考える会/ 脱原発大分ネットワーク/ 日本基督教団津久見教会  【宮崎県】北きり

しま移住支援センター/ さよなら原発小林連絡会/ 平和を守るみんなの会/ 松原農園  

【鹿児島県】生命(いのち)を考える福島と鹿児島の会/ 川内原発 30 キロ圏住民ネットワーク/ 

天文館アトムズ/ 反原発・かごしまネット/ ピースアクト出水/ 被ばく医療を考える会かご

しま 




