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老朽原発 40 年廃炉訴訟市民の会
今号のデンジャラスくん通信は、いつにも増して盛りだくさんです。重要な報告がたくさんある上に（講
演会、前回期日、サマーセミナー、損害賠償訴訟判決など）、この秋は精力的なキャンペーンをいくつも計
画しているからです。その間にも、原発推進側の許し難い策動もあるし！忙しい！！
そこで、まず秋の計画、次にご報告の数々、最後にニュースなどをお届けします。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【10〜12 月は「老朽原発うごかすな！」
キャンペーン＆リレーデモ】
10/16（水）12 時に県庁前に集まれ！
高浜 1・2 号第 13 回＋美浜 3 号第 11 回 口頭弁論
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
原発うごかすな！実行委員会＠関西・福井は、3 月
の高浜現地集会に続き、５月に関電本店包囲アクシ
ョンを呼び掛け、東海地方からも 10 名ほどが参加
し、淀屋橋の関電本店から御堂筋を南下して難波ま
【2019 年 10 月 16 日（水）】

でデモしました。

12:00〜「老朽原発動かすな！」アピール
＠愛知県庁前（本庁）

さらに同会から、10 月〜12 月大規模なキャンペ
ーンが呼びかけられました。10 月 1 日から 11 月

12:30〜

22 日の「老朽原発うごかすな！キャンペーン」と、

12:50〜 原告受付
（傍聴券の配布は 13 時以降 先着順です）

本流が 11 月 23 日に高浜原発をスタートし関電本
店着 12 月 8 日まで徒歩でリレーする 200 km の

みんなで名古屋地裁へ移動

13:30〜高浜原発 1.2 号機 第 13 回口頭弁論
● 火山影響評価の問題に関する主張

「老朽原発うごかすな！リレーデモ」です。
本流に先立って、福井市、舞鶴市や名古屋市から
「支流」がデモを繋いでいきます。10 月 12 日の米

14:30 頃〜 原告受付＆傍聴券配布
15:30〜美浜原発３号機 第 11 回口頭弁論
● 原発関連記事から（北村栄弁護士）

原での「老朽原発うごかすな！」集会には、当会も

● その他主張

協賛、藤川弁護士が報告、草地妙子さんがあいさつ
をします。京都からいつも裁判の応援に来てくださ

（検討中）

16:45 頃〜記者会見＋報告集会
＠ＫＫＲホテル 3F「芙蓉の間」

るので、この日は名古屋からもできるだけ参加しま

グ
ンディン
スタート
すな！
発うごか
＆老朽原
ーン協賛
キャンペ

しょう！（同封ちらしをご覧ください。）

ファ
クラウド

そしていよいよ、私たちの次回期日 10 月 16 日
です。京都からマイクロバスを仕立てて多くの

□━━━━━━━━━━

【toold カフェ】第 5 回
10 月 2 日（水）
by 井上功務弁護士
原子炉容器は加圧熱衝撃（PTS）で壊れる！

仲間が来てくれる予定です。13：30 開廷に先立っ
て、12 時から県庁前でアピールを行い、名古屋地裁

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

までみんなで移動します。この機会をリレーデモの

老朽原発の原子炉容器は、長い間放射線にさらさ

名古屋からの支流のスタートとしたいと思います。

れ、脆くなっています。一方、配管破断事故等が起

盛り上げましょう！
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きて、緊急に炉心に新たに冷たい冷却水が入ると、

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
冷えた内側の金属が縮んで亀裂が一気に広がります。 【講演会報告】元福井地裁裁判長の樋口英明さん
こ れ を 加 圧 熱 衝 撃 (PTS=Pressurized Thermal

原発に向き合う裁判官の責任、あなたの責任

Shock)と言います。じゃあ、関電はどうやって、そ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

んな状況になっても原子炉容器は壊れないと評価し

5 月 11 日に元福井地裁裁判長の樋口英明さんを
お招きして講演＆トークの機会を持つことができま

ているのでしょう? それは本当に信用できるの？
今回は 7 月の高浜 1.2 号機の裁判で、原子炉の加
圧熱衝撃(PTS)評価の問題点について陳述した井上

した。
樋口さんのレジメはユニークです。話をよく聞い
ていないと意味が分からないようになっています。

弁護士が、この問題をていねいに解説します。

まず「2 人対 15 人」とは何か。原発差し止めを巡る
２０１９年１０月２日（水）18:30〜21:00

裁判で判決が出た中で、地震を理由に止めた裁判長

名古屋市市民活動推進センター（集会室）

の数で、止めたのは樋口さんと大津地裁の山本義彦

（地下鉄名城線「矢場町」下車 ナディアパーク６F）

裁判長の二人だけ。止めなかったのは 15 までは数
えたが、とのことでした。

講師：井上 功務 弁護士
（老朽原発４０年廃炉訴訟弁護団、金山法律事務所）

ホームページの 5/11 講演会報告に録画などあり
ま す の で ぜ ひ ご 覧 く だ さ い 。 http://toold-40-

資料代＆参加費／400 円（お茶 or コーヒー付）

takahama.com/2019/05/12/20190511hokoku/

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10/1 スタート予定！クラウドファンディング】

樋口さんのお話より
「ポンコツ家電もポンコツ自動車も危険です。しか

Cloud Funding って何？

し、止まれば危険はありません。それに対して、原

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
総会で北村弁護団長のお話にありましたが、訴訟
費用が年間で約２５０万ほどかかっているところ、
これまでの会費とカンパの収入では大変厳しい状況

発の場合は止まったら危険になる。冷やし続けなけ
ればいけない。根本的に危ない。ポンコツ原発を動
かしていい理由が全く見当たりません」

のため、クラウドファンディングに挑戦することを

「原発を止めるのは難しいようでもあるし、易しく

検討してきました。資金を集めるだけでなく、この

もある。原子力規制委員会、内閣総理大臣、地元の

機会に広く老朽原発のこと、この裁判のことを知っ

県知事、地元の市町村長、裁判所。誰かが一人でも

ていただくことも目指しています。10 月 1 日にス

止めると言ってくれれば止まる。しかし、誰も止め

タートできる予定です。

ようとしない。」

クラウドファンディングとは、インターネットを
通してプロジェクト（事業計画）への投資を募る仕

「政治家の選択の中で、だいたいの問題は６割正し

組みです。通常、数十万円から数百万円の投資額を

ければ４割間違っていても少しずつ世の中良くなる。

一般の人から集めるた

だけど、原発はそうじゃない。取り返しのつかない

めに、クラウドファンデ

選択をしてはいけない。安倍首相は、経済第一と言

ィング専門のサイトに

うがそんな訳がない。我が国を破滅から救うのが、

応募して、人々に関心を

彼の責任です。」

持ってもらうために、タ
イトル、キャッチコピー、
紹介文、写真、お返しプ
レゼントなどを工夫し
ます。
皆さんも、ご参加と拡
散にご協力ください。
ホームページ等で告
知します！

「総理大臣は、総理大臣の責任を果たし、裁判官は
裁判官の責任を果たす。私は裁判官としての責任を
果たしたという自負はあるが、それで自分の責任は
終わったとは思わない。皆さんは、原発の危険性を
知ってしまった以上、それを多くに伝えるのが皆さ
んの責任です。特に若い人に伝えてください。若い
人は原発に対して責任がないけれど負担だけを負わ
なければならない。非常に申し訳ない。若い人に特

に伝えてください。それがあなた方の責任です。」
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□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

福島第一原発事故の被害が未だ続いていることなど

【丸３年】6/20 高浜 1・2 号機延長認可から３年
名古屋駅東口で街頭宣伝しました

を述べました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

（１）破壊靱性予測評価は信用できない

高浜原発１・２号機の延長認可から３年目の日、

破壊の応力に原子炉容器の金属がどれだけ耐えら

名古屋駅東口に２０数人が集まって、老朽原発は特

れるかという関電の予測（破壊靭性遷移曲線）を見

に再稼働を許してはいけないと訴えました。

ると、30 年目に取り出した試験片で評価した曲線に
比べて 40 年目の曲線は温度の高い方に大きくシフ
ト、（２）の PTS（加圧熱衝撃）状態遷移曲線のグ
ラフとの間に余裕がなくなっています。
＜参照＞ 20190711 準備書面（43）(中性子照射脆
化・JEAC4201 及び JEAC4206 の問題点について）
被告は、原子炉容器の脆化予測方法 JEAC4201 を
保守的に改定したからと反論しました。しかし、ま
さにこの点についての会話が規制委の会合であった
のです。2015 年 12 月、山田知穂審議官が関電の説

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【口頭弁論報告】
高浜 1、2 号機第 12 回＋美浜 3 号機第 10 回

明に対して、データに最もよく当てはまるように曲
線を引いた「ベストフィッティング」ではないか、
どういう保守性が入っているのかと質問。つまり、

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

想定外の悪いデータが出たため、当該データとの整

7 月 11 日、あいにくの風雨にもかかわらず、関西

合性を保つために JEAC4201 の方を変えたので

や福井の仲間が駆け付けてくれました。

は？という訳です。

さて、老朽原発で最も心配されるのが原子炉圧力

それに対し関電は、「すみません。式自体が保守

容器の脆性破壊。これが起こるかどうかを評価する

的だというふうに受け取られるような説明をしてし

ために、温度変化に対する（１）材料の抵抗力（破壊

まいましたが、・・・（中略）・・・式自体に何か保

靭性値）と（２）亀裂を広げようとする力（応力拡大

守性が含まれているというものではないと考えてご

係数）の２本の曲線をグラフで見ます。この（１）

ざいます。」と自ら認めてるじゃないですか！

「破壊靭性遷移曲線」と（２）「PTS（加圧熱衝撃）

たった一回の試験片データが加わっただけで、余

状態遷移曲線」（応力拡大係数を亀裂の先端温度に

裕が大幅に減るような予測評価が信用できるのでし

対して計算したもの）の２本が交わると原子炉容器

ょうか。

が壊れる可能性があるのです。これを「デッドクロ

（２）ＰＴＳ状態遷移曲線は、こんな落ち着いた山

ス」と言います。これまで何度か、弁護団が裁判で

型ではない！

示してきました。

事故によって高温高圧の炉内に緊急に冷却水が送

今回の高浜 1、2 号機の口頭弁論では、（１）破壊

り込まれたら、炉の内側の金属は縮もうとします。

靱性予測曲線について、被告の反論に対する再反論

金属に亀裂があると、引っ張られて広がろうとする

を小島啓司弁護士が行い、（２）PTS 状態遷移曲線

力がかかります。（PTS すなわち加圧熱衝撃状態）

の求め方が不合理だということを井上巧務弁護士が

この力は、内側と外側の温度差によって変わり、つ

主張しました。

まり、金属と冷却水の熱伝達率によって大きく変わ
ります。

美浜 3 号機の口頭弁論では、（３）中野宏典弁護
士が 6 月 17 日の川内原発の設置変更許可の取り消

＜参照＞20190704 準備書面（44）（PTS 評価計
算の不合理性）

し訴訟で福岡地裁が火山リスクに関連する原告の請
求を棄却した判決を批判しました。
最後に、（４）北村栄弁護団長が、この間の新聞記
事をまとめ、原発や関係施設のトラブルが多いこと、
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そうなると、PTS 状態遷移曲線は、関電の示すよ

のことがない限り違法としないという裁判官の思考

うなきれいな山型ではなく、もっと尖ったいびつな

停止を批判しました。

形になるはずです。理由は、①炉内環境は、曲線を

◆準備書面はホームページに掲載。

求める方法 JEAC4206 の式の条件と全く違う

◆インスタグラムに報告あり。

②

瞬時に冷やされた金属が核沸騰を起こすと熱伝達率
は何倍も高くなるが、考慮されていない

③熱伝達

率は一定ではなく、時間の経過とともに激しく変動
するが、考慮されていない

【次回以降の期日】来年まで期日が決められました。
2019 年 10 月 16 日（水）

④プルーム（冷却時に

生じる冷却温度の不均一さ）によって熱伝達率の高

13:30〜 高浜 1.2 号、15:30〜 美浜 3 号
2020 年 1 月 22 日（水）

い部分が出てくる。

13:30〜 高浜 1.2 号、15:30〜 美浜 3 号
2020 年 5 月 7 日（木）
13:30〜 高浜 1.2 号、
15:30〜 美浜 3 号
□━━━━━━━━━━━━

【愛知サマーセミナー】
福島の高校生が
名古屋で叫びました！
━━━━━━━━━━━━■
7 月 13 日から 3 日間、南山
大学・高等中学校（男子部・女
子部）・小学校で盛大に行われ
た「愛知サマーセミナー」にて、
私たちは「おんぼろ原発やめよ
これらを考慮すると、（２）の PTS 状態遷移曲線

う会」という柔らかい名前で講

の応力拡大係数は（１）の破壊靭性値よりも大きく

座を企画しました。7 月 15 日に福島から東京に避

なる場合があり、両曲線は完全にデッドクロスして

難している高校生・鴨下全生（まつき）君とお母さ

しまいます！

まを招きました。鴨下さんらは他の避難者家族とと
もに、ヨーロッパで福島原発の問題と避難者の実情
を訴える旅をしてきました。昨年、ローマ法王にも

（３）噴火予知を前提の火山ガイドは不合理！
6 月 17 日、福岡地裁は、川内原発 1、2（九州電

謁見しました。

力）の設置変更許可の取り消しを求める原告の請求
２コマの講座で多くの中高生を含む 70 人以上が、

を棄却しました。判決は、火山活動のメカニズムが
解明されている訳ではないから、予知できることが

彼らの訴えを聞きました。９歳のときのビデオメッ

前提の火山ガイドの合理性に「疑いが残る」
（おっ、

セージは、涙なしに見ることはできませんでした。

いいじゃん！）としながらも、破局的噴火のような

「避難者家族はたいてい貧乏です。お父さんが仕事

低頻度の自然災害は、想定しなくても「違法」では
ないと言うのです。（ガクッ！）
それならと、中野宏典弁護士は切り返します。本
件（美浜 1 号機）は、めったに起こらない破局的噴
火ではなく、頻度がもっと高い大山倉吉テフラ（DKP）
規模を問題にしているのだから、判決の前半に言う
ように、審査基準の火山ガイドは不合理であり、違
法だ！と。さらに、専門的な規制委の判断はよほど
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を辞めてくるか、１人福島に残って働いているから。」 大臣が許可取り消しをしなかったのも、東電に不利
お父さんが週末家族と過ごしたあと、別れが辛くて

益だし、電気の安定供給に影響するから良いのだ（著

弟が布団の中で泣く事。学校では「汚染」といじめ

しく合理性を欠くとはいえない）という判断です。

られることなど。ヨーロッパの報告の中では、ドイ

（註）長期評価：2002 年に国の地震調査研究推進

ツの高校生が「事情がよく分からない、休み時間を

本部が出した。津波地震は、三陸沖北部から房総沖

返上してディスカッションを続けよう」と教師に訴

の海溝寄りのどこでも発生する可能性があると指摘

えた事など、日本の高校の様子とまったく違うこと

した。

などを話してくれました。
判決後の報告集会では、空前絶後のひどい判決だ、
参加した高校生から、「同じ高校生から話が聞け
て良かった」とか、難しい話にも「意外に（？）面白

ふざけるな、泣くのももったいない、などの怒りの
声があがりました。

かった」との感想が寄せられました。これからも若
い世代に原発のことを知らせる活動を続けていきま

原発避難者の集団訴訟は全国で約３０件あり、１

しょう！

審判決は１２件出ていますが、国も被告となった９

◆インスタグラムに鴨下全生君のローマ法王への手

件のうち、国の責任を認めなかったのは今回を含め

紙全文、講座参加者の感想を掲載。

３件のみ。他と比較しても酷い判決だったのです。
原告は 8 月 16 日に控訴しました。

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆インスタグラムに報告あり。

【次の事故につながってしまう判決】
8/2 損害賠償訴訟愛知岐阜：国の責任は認めず

◆「原発事故避難者の会・愛知」FB もご覧ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

原発は、絶対安全に稼働すると約束だったはず。
原告の岡本早苗さんは「約束破る行為を司法が容認

【止められる！】Ｎｏ特重施設, Ｎｏ稼働！

していいんですか？」と怒りをあらわにしました。

規制委が決めた期限までに出来なければ、稼働中
原発でも止める

馬奈木厳太郎弁護士（生業訴訟）は、「国は何かやっ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

ていれば免責されるという判決だ」と厳しく批判し

規制委は、4 月 24 日に特定重大事故等対処施設

ました。

（特重施設；報道ではテロ対策施設とも呼ばれてい
る）が期限までに完成しなければ、原発の運転停止
を命じることを決めました。特重施設は、福島原発
事故後の新規制基準によって設置が義務付けられま
した。
当初の期限は新規制基準が出来てから５年以内だ
ったのに、それぞれの原発の工事計画認可から５年
と期限を延ばしてもらっていました。ところが、関
電・九電・四電は、再度延期して欲しいと規制委に
泣きつきました。さすがの規制委もこれには応じま
せんでした。
稼働中の原発の中で一番早く期限が来るのは、九

判決は、津波地震を指摘した「長期評価」（註）は

電の川内原発１号機です。来年３月に施設が完成し

確立した知見ではない、予見可能性は必ずしも高く

なければ運転停止になります。関電の原発では、高

ない、津波被害は切迫していなかった、対策をした

浜３号機の期限が来年 8 月です。老朽の高浜１号機

としても間に合わなかった、津波対策より地震対策

はたとえ来年６月に再稼働しても、１年後に特重施

に注力していた、どんな措置をするかは国が好きに

設ができていなければ停止です。
決められる（広範な裁量が認められている）、経産
-5-
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電力会社は、特重施設の完成が間に合わないとな
れば、テロ対策を口実に情報を不開示にして、いろ

この犠牲を忘れず、電力会社の好き勝手を阻止し
ましょう！

いろ手抜き工事をする可能性があります。また、
特重施設では、使用済み燃料プールの安全は保障
されません。全原発の即時廃炉を求めて活動を強
化しましょう！
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【美浜事故から 15 年】原発定期検査が
さらに緩くなる！毎 13 ヶ月から毎 24 ヶ月で
OK に！「安全」と自分で判定する！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
来年４月、原発の稼働率を上げるため、定期検
査を簡易にするなど規制を緩める新検査制度(維
持基準)が施行されます。主な内容は：

延長運転に向けた工事が進む美浜３号機 2019 年 9 月

（１）「ひび割れた機器・配管を補修せずとも次回
定期検査まで耐えられる」と電力会社が評価すれば

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのまま運転を継続できる！

（３）定期検査を電力会社が自ら行い、自ら「安全」

【火山灰】規制委は、基準不適合は認めるも
運転停止させず！
福岡地裁は「めったに起こらない自然災害は
考慮しなくていい」と

と判定し、規制庁は報告を受けるのみ！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

（２）定期検査の間隔が、従来の 13 ヶ月から 24 ヶ
月にまで延長できる！

火山灰については、電力会社を追い詰めていたは
原発の故障やトラブルの原因の約 3 割は、「点検
による保守不良」つまり定期検査でも見つけられな

ずでしたが、規制委が関電に助け船を出し、福岡地
裁が九電を後押ししました。

いヒビや傷によると言われています。だから普通は
もっと定期検査に時間とお金をかけるべきだと考え

＜降灰 10cm 想定はさすがにダメ、申請やり直し、

ますが、電力業界は逆です。「定検でも見つからな

なのに停止は？＞

いのだから、運転しながら（傷の）状態を監視すれ

6 月 19 日に規制委が関電に対して出した大山生

ばよい」！これにお墨付きを与えるのが新検査制度

竹テフラの噴出規模の見直しについての命令では、

です。

火山灰層厚の想定が設置許可基準不適合だとしなが
らも、取り扱いについては、「基準不適合だが、噴火

＜教訓はどこへ？：死者５名・重傷６名の美浜３号

が差し迫っているとはいえないから、原子炉を止め

機事故！＞

なくて良い事にしといたろ」「申請のやり直しは年

2004 年、美浜３号機の２次冷却水の配管が破裂
して高温の蒸気が噴出、定期検査の準備のため近く

末までで良いよ」というものでした。優しすぎる！
怒

で作業していた下請け会社 11 人が犠牲になりまし
大山の降灰 25cm 程度というのは新知見だから、

た。破れた配管は水流や腐食によって厚みが減る「減
肉」を起こし、10 ミリだった厚みは最も薄い所で 0.4

関電がこれに合わせる（バックフィット）のに規制

ミリまで減っていたといいます。この箇所は、２８

委は猶予をあげたとのことですが、我々の裁判で主

年間１度も検査されなかったけれど、問題は指摘さ

張しているように、関電は 30 年前の文献を見逃し

れており、この年の定検まで先延ばしにされていま

ていただけで新知見ではないんですけどね！

した。しかも、運転中に検査の準備作業を行ってい
ともかく規制委は、関電３原発が火山灰問題で基

たために犠牲者が出たのです。

準不適合であることは認めました。しかし、新しい
-6-

2019 年９月 20 日 №10

層厚想定の申請が許可されるまでは、これまでの

てメモして行きました。カッコいいな！若いな！と、

10cm で審査を継続する、さらに、改造工事等が必

おじさん・おばさんは感心しきりです

要になったら、新たに猶予期間を設定してあげると

（註 1）クラウドファンディング：前述【クラウドフ

決めました。規制委は、原発を止めないことを最優

ァンディング予定】をお読みください。

先にしています！怒
テキパキと会議を進める渡部さんは、愛媛県生ま
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会（美浜

れ 28 歳、名古屋大学法学部、名古屋大学法科大学

の会）をはじめ８団体が共同声明を発表し、「規制

院卒、2017 年に弁護士になりました。若手ですが、

委員は、直ちに原発の運転停止を命じて、火山灰の

我々の裁判ですでに 2 回も口頭弁論を行いました。

再審査を行う」ことを求めています。
http://www.jca.apc.org/mihama/saikado/state
ment190529.pdf

昨年 3 月の 高浜 1・2 号機第 6 回期日に、適格につ

＜噴火で原発事故が起こってもいいと
「社会通念」？＞
一方、川内原発 1、2 号機（九州電力）の設置変更

いて被告の反論に対する再反論をし、今年 1 月の高
浜 1・2 号機第 10 回期日には、火山審査の違法性
について口頭弁論しました。
＜原発裁判に関わるきっかけ＞

許可の取消を求める裁判では、火山問題のみを争点

若さを見込んで、昨年 7 月の愛知サマーセミナー

に争われましたが、6 月 17 日福岡地裁は原告の請

（註 2）では高校生たちに原発のことを伝えるため

求を棄却しました。これに対して、私たちの裁判の

に、講師をお願いしました。2011 年当時、大学 1 年

前回期日に中野宏典弁護士が批判する陳述を行いま

だった渡部さんが、当時小学生だった高校生たちと、

した。

あの時何を思ったか、その後どう変わったかを話し

判決によると、火山影響評価ガイドを不合理では

合いました。渡部さんが私たちの弁護団に入った理

ない理由を平たく言うと「今、九州のカルデラの周

由は、「当たり前のことをなぜやらない？」と思っ

りにたくさんの人が住んでいるということは、原発

たからと言います。

が火砕流に襲われてもいいとみんなが考えている
（社会通念？）。ということは、原発関連法令も破
局的噴火まで頭にない（考慮しているとはいえない）」
いったいどういう理屈ですか！また、東京などに在
住する原告については、原告適格を否定しました。
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【toold40 弁護士インタビュー】渡部貴志さん
クールで熱い若手弁護士が行く！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
今日もクラウドファ
ンディング（註 1）の会
議のために、名古屋 E&
Ｊ法律事務所の渡部貴
志（わたなべ

たかし）

弁護士を訪ねました。会
議室のスクリーンに渡
部さんが自分のパソコ
ンの画面を映し出し、市
民の会のメンバーとサ
イト・レイアウトや、文
章、写真などを検討しま

渡部さんの高校は、地元のやんちゃな高校生から
狙われる高校でした。「法律を知らないことは危険
だ。」「悪いことは悪い。理不尽を許してはいけな
い。」と思ったのが、弁護士になったきっかけでし
た。原発事故のあとは、「危ないものは危ない。止め
るために裁判しかないなら、裁判を闘う」と思い、
裁判に関わることにしました。シンプルでクールだ
けど、熱い男なのです。
＜アジアの人々に会いました＞
大学生の時には 2〜3 ヶ月の旅行を何度もしまし
た。アジアの国々が好きで、タイ、カンボジアやベ
トナムを旅行しました。どんな人がいるのだろう、
知らないのは恐怖だと思い、山岳民族の村を訪れま
した。価値観が変わると言われるけど本当だろうか
と思ったけど、「ボクはボク」変わらなかったと言
います。そして、「笑っていれば何とかなる」とい
うことを学びました。
（註）愛知サマーセミナー：私立高校の教職員・保
護者・ 高校生が中心に企画し、20 年以上続いてい

る地域市民と学校が結びついた市民参加型セミナー。
した。そして、決まったことを画面上で議事録とし
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□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【講演会】11/23（土）中野宏典弁護士
全国原発裁判の現状と 老朽原発裁判の展望を語る
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
私たちの 40 年廃炉訴訟は、老朽原発について規
制委員会を真っ向から訴えた裁判としては全国初の
裁判として 3 年半闘ってきました。全国では、たく
さんの原発裁判が行われています。その多くに加わ
っている中野宏典弁護士をお招きし、火山問題や司
法の判断枠組みについてなどお聞きし、原発裁判の
現状と老朽原発裁判の展望について考えたいと思い
ます。ディスカッションの時間も持ちます。
老朽原発
2019 年 11 月 23 日（土）
うごかす
な！
キャンペ
13:30（13:00 開場）〜16:00
ーン協賛
名古屋市教育館 3 階第 4・第 5 研修室
講師：中野 宏典 弁護士
入場無料
＊ご注意：名古屋市教育館は、下記の住所に移転し
ました。（名古屋市東区泉一丁目 1 番 4 号）
＜最寄駅＞地下鉄：桜通線「久屋大通」下車 1A 番
出口徒歩 8 分
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【お願い】会費納入をお願いします
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2019 年度の会費の納入率が現在、６割ほどとな
っております。郵送宛名ラベルの 2019 年、2018 年
に★印がついていない方はそれぞれの年度の会費が
未納ですので、ご無理のないところでどうかご協力
をよろしくお願いいたします。
市民の会の年会費は 2,000 円/年です。

会費・カンパのお振込み先
【ゆうちょ銀行】
口座番号：００８１０−０−１５３７４８
口座名義 ：40 年廃炉訴訟市民の会
（ ヨンジュウネンハイロソショウシミンノカイ）
【他銀行から】
金融機関コード：９９００（ゆうちょ銀行）
店番号：０８９

【デンジャラスくん通信 発行責任】
★老朽原発 40 年廃炉訴訟市民の会★
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 18-22
三博ビル 5F 名古屋第一法律事務所内
TEL：080-9495-9414
E-mail：toold40citizens@gmail.com
HP：http://toold-40-takahama.com/people/
Instagram、Twitter などは HP からどうぞ

当座預金
店名：〇八九 店（ゼロハチキユウ店）
口座番号：０１５３７４８
※会員になって継続的にご支援ください。振込票
に、「入会申し込み」と明記し、氏名・住所・電
話番号のご記入があれば、会員登録されます。メ
ールアドレスのある方はご記入ください。ホーム
ページからも会員登録できます。メールマガジン
等を配信します。
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