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アピール 
フクシマの現実を見れば新たな過酷事故

を想定した原発の再稼働は認められませ

ん。 

私たちは、さようなら原発 1000 万人ア

クションの呼びかけに応え、 

 

一、浜岡原発を再稼働しないこと 

二、原発は速やかに永久停止作業に入る

こと 

三、原発の新増設は認めないこと 

四、再処理工場を直ちに閉鎖すること 

五、再生可能エネルギーの普及、開発を

最大限に促進すること 

六、廃炉の過程における原発立地自治体

への経済的支援を政策化することを

求めます。 

しずおか                                           ２０２０年 ３月３０日            

県勤協連ニュース    ３５５号 
                     

静岡県勤労者協議会連合会 

                    TEL・FAX 054-273-5130 

 

                ホームページ   http://kinrokyo.net/shizuoka/ 

                  Ｅ－メールアドレス shizuoka@kinrokyo.net  
 

福島原発事故から 9 年、再稼働阻止・脱原発社会実現!! 

3･11 さようなら原発 

1000 万人アクション静岡アピール（街頭宣伝）を開催 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１１日（水）１７：３０～１８：３０、静岡市葵区の青葉公園（Ｂ１ブロック前）において、 

『３．１１さようなら原発１０００万人アクション 静岡アピール行動（街頭宣伝）』が行われまし

た。内容は以下の通りです。 

  

◆プログラム  

（司会 鈴井事務局長（静岡県平和・国民運動センター） 

① 主催者挨拶  

渡邉会長（静岡県平和・国民運動センター）     

原子力政策の転換を求めるアピール 

② 申入れ報告  橋本勝六代表委員 

         中部電力及び県への申し入れ報告 

③ 連帯挨拶 鈴木卓馬氏 

（浜岡原発を考える静岡ネットワーク代表） 

        杉山淳氏（立憲民主党静岡県連副代表） 

 ④メッセージ 大隅靖事務局次長 

        福島平和フォーラムメッセージ紹介 

        避難された堀川文夫様メッセージ紹介 

⑤ 閉会挨拶 福井豊氏（静岡県勤協連 事務局長） 

 

◆ 主  催   原水爆禁止静岡県民会議 

       静岡県平和・国民運動センター 

       静岡県勤労者協議会連合会  
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東部ブロック勤労協研究集会開催 
 
本年度の東部ブロック勤労協研究集会は伊豆の国

市・富士市・三島市より３０名が参加して開催され

ました。 

 ◆日 時 ２０２０年３月１８日（水）13：30～  

 ◆会 場 三島市本町 Ｖｉａ701 １階 

 ◆講 演 『浜岡原発は廃炉？いや再稼働？』 

◆講 師 鈴木卓馬氏 

（浜岡原発を考える静岡ネットワーク代表） 

 ◆司 会  三島市勤労協・山田信昭氏 

  開会挨拶 三島市勤労協・仁杉秀夫氏 

       静岡県勤協連・福井豊 氏 
 

（１）原発を取り巻く世界の流れ・・・脱原発の方向 

・イギリス 原発の先進国 失敗の先進国 原発が高コスト 

・フランス 国策として７割を原発に頼っている。会社は破綻した  

がやめるわけにいかない 

・ドイツ  ７基が稼働（原発比率は約１３％）しているが、福島第 

一原発事故を受けて、あらためて脱原発の方針を表明した。倫理委  

員会が「２０２２年までに全原発を閉鎖」と決定 

・イタリア チェルノブイリ事故の影響を受け、1987 年国民投票が行わ

れ、1990 年までに核燃料サイクル関連施設を含む全ての原子力施設が閉

鎖された。 

・アメリカ スリーマイル島事故（1979）以来、新しい原発は造られていない 

・台湾・韓国  総統選で脱原発を掲げる民進党の  

蔡英文（さいえいぶん）総統が大勝した 

・中国 ３．１１以降、原発建築許可は下りず 

・ロシア・インド いまだに推進 

・トルコ  東芝は失敗、三菱は撤退。残るは日立だ  

が安全基準の厳格化とコスト（100 万キロワットの 

原発建設に 1 兆円かかる）の高さがネックに。  

新規建設は難しい 
 

（２）石炭火力はどうか 

・高コスト、CO2 を大量に出すが、日本でも、これを 20 基くらい造ろうとしている。  

・超超臨界圧（石炭を燃焼させて作る蒸気を従来よりもさらに高温、高圧にして発電する方式。熱効

率が高いため 0 燃料使用量が少なく二酸化炭素（CO2）排出量も削減できる）の採用もあるが・・・ 

・炭酸ガスの固定化は温暖化との関連があるのか？ 

・大手銀行や保険会社からの建設資金ストップ…事故があった時の損害が大きい。  

（３）日本の原発は？ 

・現在、稼働しているのは８基（3 月に川内原発停止） 

・中長期のエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」の政府案が、2 月 25 日に公表され

た。原発を「エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」と位置づけ、安全

性が確認されたものは再稼働を進めるとしているが？？ 

 ・加圧水型  

大飯（関西） 高浜（関西） 玄海（九州） 川内（九州） 伊方（四国）５発電所の９基 

・沸騰水型 

柏崎刈羽（東京）６，７号機 東海第 2（日本原子力発電）女川（東北）が新基準に合格 

講
師
・
鈴
木
卓
馬
氏 
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・84％の国民が「原発事故はまた起

きる」と回答（中日新聞アンケ

ート 20 年 3 月） 

・原発マネー還流問題（関西電力）

や、日本原燃の敦賀におけるデ

ータ改ざん など 
 

（４）福島原発の今 

2011年 3月 11日から 9年、いまだ問題が山積  

・事故原因不明のまま 原発事故が地震によるものか、津波によるものか。津波のせいにして、防波

堤があれば再稼働するという推進派。 

・棄民政策が進行 避難者 47000人 困

難区域を次々と解除して、帰宅を促す。 

町おこしが進む一方、帰還者は少数 

チェルノブイリ（1986）同様に展望が

ない 

・原発推進で儲け、復興事業で儲ける

「原子力マフィア」 

・汚染水は 1日 170トン トリチウムの危険性（水と分離できない） 

・放射能汚染物質と中間貯蔵 フレコンバックに入れたままの汚染土はどうなる？（「毎日新聞より

「現行法では、汚染土を中間貯蔵施設に搬入後

30 年以内に県外で最終処分するということだが、

受け入れる自治体はまずないだろう。このスキ

ームは空手形である」田中俊一・前原子力規制

委員長） 

 

（５）中電と浜岡原発 

1，2号機は廃炉  3，4号機新基準審査申請中  

5号機海水でダウンか？6号機諦めず 

〇防波堤・・・22 メートルで完成した後、中部

電力は２４日、浜岡原発で想定する最大の津波

の高さについて、すでに完成した防波壁（標高

22 メートル・工事費 4000 億円）を上回る 22.5

メートルとする試算結果を原子力規制委員会に

示した。 

〇耐震性・・・原子炉建設当時のまま 1000ガル

対応。しかし東日本大震災は 2933ガル、熊本地

震は 1740ガル。住宅会社の耐震性（三井ホーム

は 5115 ガル、住友林業は 3406 ガル）に比べて

も劣る。 

〇県知事 現状では再稼働は認められない 

〇県議会 動きはないが自民党が多数。 

原発反対派は 3名。 

〇周辺首町 ＵＰＺ圏（原発から概ね半径 30キ 

ロ圏内）は賛同なし、反対または無回答 

 富士宮市長は反対 

〇静岡県民 反対が約７０％ 

〇周辺自治体（菊川、牧之原、掛川） 

反対５５％、賛成３０％ 

 （３Ｐ資料 上下とも：東京新聞ＷＥＢより） 
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（６）反対運動 

〇「浜岡原発の再稼働を許さない静岡県民ネットワーク（県ネット）」 

55団体が登録、3月 11日アクションでは 65団体が連記  

2020年 3月 11日付 中電に要請書を提出 

〇「浜岡原発を考える静岡ネットワーク」（5団体） 

1997年結成、会員約 300人・団体。当時は東海地震の発生を想定し最も危険な原発との位置づけ、 

原発問題は難しいとの観念を払しょくしながら原発の問題点を県民に訴える。 

2020年 2月 5日 県危機管理部原子力安全対策課と意見交換会 川勝知事に申し入れ 

〇原発訴訟 2002年静岡地裁仮処分申請 本訴を追加 2008年敗訴 現在東京高裁にて係争中 

       

◆浜ネット２０２０ 闘いの争点◆ 

中部電力の勝野社長は、地元新聞のインタビューで「正念場を迎えて

いる」「最大の課題である基準地震動と基準津波が決まれば、先行他社の

工程に乗ってスムーズに進む」としている。しかし、２月４日の地裁での口頭弁論では「原告主張に

対する反論はなく、主張も何ら科学的根拠がない」と弁護団は批判している。（中略）川勝静岡県知

事は、再三にわたり浜岡原発の再稼働については現状では認められないと語っている。現状とは何か。

避難計画と使用済み核燃料であることは間違いない。原発は危険でありコストも高い。そして事故と

もなれば、スリーマイル、チェルノブイリ、フクシマを経験し、十分その惨禍を見知った。（中略）

その中にあって「避難計画」と「核のゴミ」は原発推進の「アキレス腱」なのだ。この二つは、どん

なに彼らが頑張ってもクリヤー不可能なのだ。（中略）再稼働すれば必ず出てくる使用済み燃料「核

のゴミ」はどこにもって行っても受け入れてもらえない。これは日本だけではない。世界中どこでも

同じ問題を抱えている。それを承知で原発を進めるなどもはや犯罪行為と言わねばならぬ。（中略） 

浜岡原発の立地する御前崎市では、昨年大規模産廃処理施設を巡って１２月８日住民投票が実施さ

れ、投票率 60.81％、90.20％という圧倒的反対多数で産廃処理施設が拒否された。この背景には産廃

施設が低レベルの核のゴミ処理を狙うものがあり、それを市民が警戒した結果ではないか。今まで御

前崎市民は、こと原発問題となると口をつぐみ思うことが言えないことを強いられてきた。市議会も

一部の議員に牛耳られ自由にものが言えない雰囲気の中で推移してきた。産廃住民投票は過去の閉塞

状態を完全に打ち破った。そしてこの状況をバックに、本年４月の市長・市議選挙に向け運動が強化

されている。御前崎市民の今後の動きに注目し、期待したい。（鈴木卓馬）  

（浜ネット会報 113 号「NO NUKES 静岡 Press」より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆インフォメーション◆  浜岡原発を考える静岡ネットワーク（浜ネット）より 

  浜ネット講演会 （講演に引き続き、総会を開催します） 

  〇日時 2020 年 4 月 29 日（水・祝） 13 時開場 13 時 30 分開演 

  〇会場 静岡労政会館 6F 大ホール   

  〇講演 「東京電力の三悪人」 （講師：海渡雄一弁護士） 〇参加費 500 円 
  
  浜ネット 会員募集中 危険な浜岡原発の再稼働に反対！エネルギー政策を転換しましょう。 

年会費 3000 円 （随時入会可） ＴＥＬ054-271-7302 ＦＡＸ054-271-7339 
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☆伊豆の国市勤労協 

第 56 回新春囲碁大会を開催 

新春囲碁大会を２月１６日（日）に韮山時代劇場和室に於いて、天候不順の中、市内外から４５名

の参加で開催しました。 

 競技はＡクラス（４段以上）、Ｂクラス（３段以下）に

分かれ、最初の対戦は抽選による同番号対局で始まり、

５戦対局で開催しました。 

 今回は、最高齢９８歳６段の相川名人をはじめ、多く

の有段者、女性の参加もいただき、真剣無言の対局で、

盤上の目線、碁石の音の中で熱戦が展開されました。 

 最終戦に９８歳の相川名人の５戦連勝に注目が集まり

ましたが、惜敗の奮闘に皆さんの同情が集まりました。 

 和気あいあいの有意義な大会でした。 

 

 

成績は以下の通りです。 

Ａクラス（４段以上） 

４勝賞 

相川東三（大仁）最高齢９８歳 

米山則夫（韮山） 

植松静治（韮山） 

足立光雄（函南） 

伊藤博（修善寺） 

 

Ｂクラス（３段以下） 

５勝賞（全勝賞） 

米山利雄（長岡） 

山本秀雄（函南） 

４勝賞 

木内清（韮山） 

佐藤藤一郎（中伊豆） 

菊池耐（函南） 

 

※商品は蜂蜜、参加者全員に砂糖 

（通信員 小粥崇男） 

各地区活動報告 
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☆静岡地区勤労協 

幹事会で今後の活動を決定 
静岡地区勤労協は３月２３日（月）１０時から静岡労政会館で幹事会を開催し、当面する活動 

①２０２０年度定期総会の日程②２０１９年度無料法律・生活相談の実績及び２０年度の実施計画

などの取り組みついて確認しました。 

静岡地区勤労協では月１回土曜日に弁護士及び現・元市会議員による無料法律・生活相談を開催

して、どんな相談でも受け付けています。ご近所、お知り合いの方に紹介してください。 

◆相談日 ４月２５日（土） ５月２３日（土） ６月２７日（土） 

 ◆時間  １４：００～１６：００ 

  ◆会場  静岡労政会館４階会議室（葵区黒金町５－１） 

 ◆弁護士  増本雅敏弁護士 

  ◆世話人 勤労協より交代で２名出席               （通信員 福井 豊） 

 

 

 

 

◆◇◆ 県勤協連 掲示板 ◆◇◆ 
 

◎５．３憲法フォーラムｉｎ静岡「憲法記念日講演会」 

   ・日時 ２０２０年５月３日（日・祝）１３：３０～ 

   ・場所 静岡県総合社会福祉会館シズウェル（静岡市葵区駿府町 1-70） 

◎日本勤労協 東海北陸ブロック第１３回総会 

・日時 ２０２０年５月３１日（日）１４：００～６月１日（月） 

・場所 石川県加賀市片山津温泉「かのや光楽苑」 

 ◎静岡県勤協連第５８回定期総会 

   ・日時 ２０２０年６月２０日（土）１３：００～  

・場所 静岡県労政会館５Ｆ視聴覚室  

 

 

 

 

 

 

  

   

 


