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 クラウドファンディングの締め切りは 12 月 13 日。目標額を達成しなければおじゃんになる All-or-
Nothing 方式の資金集めですから、ハラハラドキドキ！今一歩のご協力をよろしくお願いします！ 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【クラウドファンディング】 

あと２４日、約３０万円！ 
老朽原発廃炉をめざす「全国初」の裁判にご支援を 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 電気料金や税金の潤沢な資金を持つ関電と国に闘
いを挑んでいる我々ですが、資金不足を理由にあき
らめる訳にはいきません！ネットを通して、より幅
広く資金集めをしています。ぜひ一人でも多くの方
に知っていだだけるように、お近くの方にお声かけ
をお願いいたします！  
＜All-or-Nothing方式：目標に届かないとチャラ！＞ 
 今回、手数料を抑えるため、所定の期間中に目標
額の資金が集まらないと１円も受け取れない方式で
挑戦しています。 
 
＜申し込み方法＞ 
（1）CAMPFIRE（クラウドファンディングのサイ
ト）会員登録 
（2）私たちのページに入って、「プロジェクトを支
援する」ボタンをクリック。  
期間：10 月 1 日～12 月 13 日  
         23 時 59 分 59 秒まで 
目標：250 万円（１年間に必要な裁判実費） 
リターン（お返し品）：茶畑和也の新作グッズも
充実しています。 
 
             ＜インターネットは 
               苦手という方へ＞ 
             代わりの寄付の方法が 
                ありますので、 
              当会へお問い合せ 
                  ください。 
             TEL 080-9495-9414 
 
 

 
＜支援者にはニュースなどを送っています＞ 
 登録しなくてもご覧いただけます。まずは覗いて
みてください。 
 
＊毎日新聞に掲載されました 
2019 年 10 月 20 日 
「原発訴訟費ネットで募集 クラウドファンディン
グ開始 名古屋の原告弁護団」 
   
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【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 
━━━━━━━━━━━━■ 
 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
など聞き、原発裁判の現状と
老朽原発裁判の展望について
考えます。 
《入場無料！》後述、【toold インタビュー】参照。  
 
と き 11 月 23 日（土） 
    13:00 開場、13:30～16:00 
ところ 名古屋市教育館３階第４・第５研修室 
 
＊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 1-1-4  
（地下鉄：桜通線「久屋大通」下車 1A 番出口徒歩
8分） 

老朽原発 40 年廃炉訴訟市民の会 

 

「巨大噴火に備え

なくていい」という

のが社会通念？ 
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□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【報告】10/16 法廷の前にアピールしました！ 
＠県庁前「老朽原発うごかすな！」キャンペーン 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 10 月 16 日はキャンペーン中でもあり、いつにも
増して多くの仲間が駆けつけてくれました。入廷に
先立ち、愛知県庁前でアピール。私たちはこれまで
も、愛知県に対して、老朽原発の再稼働に反対して
くださいと署名とともに要望を届けてきました。ま
た、大村秀章知事には、知事選挙のときに公開質問
状を出しました。しかし、返ってきたのは彼のマニ
フェストだけで、そこには老朽原発のことはまった
く触れていませんでした。あらためて原発再稼働Ｎ
Ｏを表明するよう求めました。 
 
 福井や関西の仲間や原発事故被害者の方からは次
のような発言をいただきました。 
 
＜「老朽原発うごかすな！」キャンペーンの趣旨＞ 
 「原発うごかすな！実行委員会＠関西・福井」の
木原壯林さんが、「老朽原発の再稼働を止めれば、
2033 年には福井県から、2050 年には全国から原
発がなくなる」とキャンペーンの趣旨を説明しまし
た。 
 
＜福井で多くの裁判を闘うこと＞ 
 「福井から原発を止める裁判の会」の小野寺さん
は、多くの裁判を行っていることを報告しました。
志賀原発の北陸電力に対する株主訴訟を 6 月に提訴。
宗教者の会として日本原燃への提訴を検討している
こと。中嶌哲演さん（福井県・明通寺住職）が行って
いる大飯 3，4 号差止め仮処分訴訟は、この日が決
定でした。訴えを却下されたことがのちほど報告さ
れました。 
 
＜金まみれの関電を徹底追及＞ 
 グリーンアクションのアイリーン・スミスさんは、
10 月 15 日に大阪で集会を行い、関電マネーを徹底
追及する署名を呼びかけ、10月17日に署名を直接、
関電に手渡すことを再三の要求でやっと受け入れさ
せたと報告しました。 
 
＜台風 19 号が福島にも甚大な被害を＞ 
 浪江町から避難している菅野みずえさんは、台風
19 号が福島県内で 27 人もの人が亡くなったなど、
甚大な被害があったのに報道が少ないと訴えました。
そして除染されていない山から相当の量の放射性物

質が川を経てうちに流れ込んだであろうことを報告
しました。 
 
＜国策なのに国に責任がない避難者賠償＞ 
 南相馬市から避難している伊藤廣明さんは、損害
賠償訴訟の 8 月 2 日の地裁判決で、原発は国策なの
に「国に責任がない」とされたことに強い怒りを表
しました。 
 
 アピールの後、デンジャラス君を先頭に名古屋地
裁までみんなで歩きました。 

 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【報告】10/16 福井や関西からも応援。 
                             法廷は満席に！ 
高浜 1・2 号第 13 回＋美浜 3 号第 11 回 口頭弁論 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 名古屋地裁まで歩いた後、みんなで名古屋地裁第
２号法廷に入りました。法廷は原告・支援者でいっ
ぱいになりました。 
 
 高浜法廷では、兼村知孝弁護士が、関電への火山
に関連するバックフィット命令について口頭弁論を
行い、美浜法廷では、北村栄弁護団長が、新聞記事
の要約と小説家・高村薫氏の文章を紹介しました。 
 
＜火山灰 26cm と認めたなら、 
       対応できるまで運転止めろ＞ 
 「バックフィット」とは、辞書には「最新の技術・
知見を取り入れた基準に適合するよう、既存の設備
を更新・改造すること」とあります。関電は、大山
（鳥取県）が噴火した場合、高浜・美浜原発へ最大
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10cm しか積もらないと想定していましたが、規制
委員会が 26cm 積もったことがあると認め、それに
対応するよう命令しました。それなら、緩い想定で
運転許可したことは違法です。それなのに、規制委
員会は運転停止を命令しないのはおかしいと子ども
でも分かるでしょう。（子どもに失礼？） 
 
＜高村薫の警告：人類は原発を片付ける意思を持て＞ 
 6 月 18 日の朝日新聞への寄稿「原発と人間の限
界」で、高村薫氏は述べています。人間は、原子炉内
でおきる「すべてを計算できたはずもない。」「小惑
星に、探査機を直陸させることはできても、高レベ
ルの放射能で汚染された原子炉内で活動できるロボ
ットさえ十分に実用化できない。」使用済み核燃料・
耐用年数を超えた原発という「途方もない負の遺産
をAI が片付けてくれることはない。」私たちは、こ
の警告を真摯に受け止めなければなりません。 

 
＜原子力規制委員会の驚くべき 
      手抜き審査と開き直り＞ 
 報告集会では、規制委員会が
原子炉容器の監視試験片の原デ
ータを関電から受け取りもせず、
関電の評価結果を鵜呑みにして

認可を行った問題について、国が提出した反論の内
容の報告もありました。監視試験片とは、原子炉容
器に同じ鋼材の試験片を入れておいて、中性子を浴
びてどのくらいもろくなったかを定期的に取り出し
て試験をするものです。なんと国は、原データをい
ちいち確認するようなことは法令上求められていな
いし、人的物的にそんな手間のかかる審査はできな
い、関電に品質保証体制があることを確認している
から問題ないのだという主張だったと聞き、会場に
は驚きと怒りの声が広がりました！ 
 
 このような手抜き審査で延長認可された老朽原発
の再稼働は、絶対に止めなくてはなりません。 
 次回は１月で寒くなりますが、どうか多くの傍聴
をよろしくお願いいたします。 
◆準備書面はホームページに掲載。 
◆インスタグラムに報告あり。 
 
【次回以降の期日】 
2020 年１月２２日（水）、５月７日（木）、 
８月２７日（木） 
いずれも  
13:30～ 高浜 1,2 号、15:30～ 美浜 3 号 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【11/23～12/8「老朽原発うごかすな！」 
                               リレーデモ】 
高浜現地から 200km、関電本店を包囲しよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 10 月 12 日の「老朽原発うごかすな！米原集会」
は、なんと台風 19 号に阻まれ、名古屋からの参加
は叶いませんでした。しかし、集会は決行され、「脱
原発をめざす首長会議」世話人の平尾道雄米原市長
の挨拶、福井原発訴訟（滋賀）弁護団長の井戸謙一
弁護士の講演が行われました。 
 名古屋から駆けつける予定だった弁護団事務局
長：藤川誠治弁護士と市民の会共同代表の草地妙子
はメッセージを寄せました。 
 
 リレーデモ本流は、11/23～12/8 高浜原発から
関電本店までの 200km リレーデモです。主な日程
は下のとおり： 
 11/23（土休）正午  出発集会＠高浜原発 
 11/26（火）午前 10 時 近江今津駅出発、 
                                  近江高島駅へ 
 11/27（水）午前 10 時 近江高島駅出発、 
                 志賀駅へ 
 12/ 8（日）大阪・関電本店に到着、 
                    午後 2 時より関電包囲大集会 
 
 関電包囲大集会では、40 年廃炉訴訟市民の会もア
ピールさせていただきます！東海地方からもたくさ
んのご参加をお願いいたします。 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【報告と予告】 
  11/10 デンジャラスくん 岐阜を走った！ 
12/14「さよなら原発パレード in ぎふ」にも
登場予定！ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 「老朽原発うごかすな！キャンペーン」に呼応し
て、11 月 10 日に「デンジャラスくん 岐阜を走る」
が企画されました。デンジャラスくんが、いびがわ
マラソンを応援しながら、フルマラソン、ハーフマ
ラソンの参加者に老朽原発廃炉をアピールしました。 
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 揖斐川のすばらしい自然の中で、デンジャラスく
んがアピールできるなんて、感慨深いものがありま
した。ランナーさんたちも手を振ってくださったり、
デンジャラスくんとロータッチしてくださったり、
がんばってくださいとのお声も多数。 
 揖斐川町は若狭の原発から 30km 圏。岐阜県の原
子力防災訓練も行われています。昨年は、美浜３号
機で原子力災害が発生したと想定した訓練が行われ
ました。安全に楽しく走ることができる環境を、絶
対に次代につないでいこうとの思いを強くしました。 
 その後、関市の「環境フェアせき 2019」で参加者
とふれあい、名鉄岐阜駅前で宣伝行動をしました。 
 12/14「さよなら原発パレード in ぎふ 第 35 回」
にもデンジャラスくんが登場します。 
 会場：岐阜市・清水緑地公園（JR 岐阜駅すぐ南側） 
 集会：10:30 より  デモ：11:00 より 
 連絡先：さよなら原発・ぎふ  
          伊藤 090-8952-0013 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【関電マネー】告発人になろう！11/30 締切 
 関電の原発マネー還流問題の真相を究明し、 
 犯罪には罰を 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 関西電力の役員らが、福井県高浜町の元助役・森
山栄治氏（今年３月に 90 歳で死去）から３億円以
上の金品を受領していたことが明らかになりました。
見返りに森山氏の関係する業者が、関電から工事を
受注。さらに、福島原発事故という惨禍の後、業者
は安全対策工事（特に老朽原発の工事は大掛かりに
なる）などで一層儲け、不正な資金の還流は常態化
したのです。 
 関電役員らを告発するために、
「関電の原発マネー不正還流を
告発する会」ができました。告発
人を募集中。11 月 30 日必着。 
詳細は同会 HP→ 

＊告発を委任する代理人は、河合弘之、海渡雄一、
井戸謙一、薦田伸夫、加納雄二、笠原一浩の各弁護
士です。 
関電の原発マネー不正還流を告発する会 
事務局 〒910－0859 福井県福井市日之出 3-9-3 
原子力発電に反対する福井県民会議気付 
TEL ０７７６－２５－７７８４ 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【名古屋上映】12/4（水）～6（金）３日間限定 
  「４０年 紅どうだん咲く村で」 
         ＠名古屋シネマテーク 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 この裁判の原告でもあり、2017 年に名古屋地裁
で陳述された美浜町議の松下照幸さんが、原発マネ
ーにまみれモノが言えなくなった地元で孤軍奮闘し
てきた姿を追ったドキュメンタリー映画です。 
 関電原子力事業本部（美浜町に所在）は一般社員
も含めて、行政と密接な関係であることがわかるシ
ーンも登場します。 
 
『４０年 紅

べに

どうだん咲く村で』 
原発銀座で"希望の木"を植え続ける男と母、そして
妻、40 年の軌跡。 
 
＜３日間限定上映＞＠名古屋シネマテーク  
１２月４日（水）～６（金）連日 16:00 から１回 
入場料：当日券  
  一般 1500 円 大学生1400 円 シニア1200円 
 
2019 年／日本／102 分 
◎監督・撮影・編集：岡崎まゆみ  
◎出演：松下照幸、松下ひとみ、石地優、 
    ラウパッハ・スミヤ・ヨーク、飯田哲也 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【予告】来年 2 月 15 日に第４回市民の会総会 
  記念講演：講師は 河合 弘之 弁護士 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
と き：2020 年２月１５日（土）13：30～ 
ところ：名古屋ＹＷＣＡ  
    ２Ｆ（ビッグスペース） 
記念講演：河合 弘之 弁護士 
（40 年廃炉訴訟弁護団/関電 
原発マネー還流を告発する会） 
（＊詳細は次号で） 
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□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【立ち向かおう！原発も気候危機も】高校生が
再び吠える！ 
11/29（金）グローバル気候マーチ＠名古屋・栄
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

 
 7 月に愛知サマーセミナーの講師をしてくれた高
校生・鴨下全生(まつき）くんが、原発も温暖化も、
大人が問題を先送りにしていると訴えています。そ
して、11 月 29 日に世界中で計画されているグロー
バル気候マーチに皆さんにも参加を呼びかけていま
す。 
【11/29 グローバル気候マーチ＃２】 
 プレ集会 17:00 より 
                 ＠エディオン久屋広場（松坂屋横） 
 マーチ開始 17:30 より 
        （久屋大通→栄交差点→大津通→久屋広場） 
 マーチ終了後 18:30 より 交流 
         ＠エディオン久屋広場に戻る 
 持ち物：プラカード・懐中電灯・防寒着 
 服 装：自由（コスチューム大歓迎！） 
 主 催：Climate Action Nagoya / FFF 名古屋 
 問合せ：尾形 090-9928-3299 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【toold40 弁護士インタビュー】 

中野 宏典 弁護士 
空気を読まない、優しい男 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 この男は、今日も山梨から名古屋にやってきた。
高浜・美浜原発（福井）の行政訴訟を名古屋で闘う
弁護団の一員だからだ。それで驚いてはいけない。
大間原発（青森）、川内原発（鹿児島）、伊方原発

（愛媛）の訴訟の弁護団にも加わっている。まさに
日本列島を北から南まで駆け巡っている。それなら、
もっと便利な街に本拠をおいて、出張っていけばい
いじゃないかと誰しも思うだろう。なぜ山梨から?そ
の理由こそが、彼が「ひねくれ弁護士」と自称する
ゆえんであり、彼の優しさの証明だ。 
 
 そもそも彼がなりたいのは、司法過疎地の弁護士
なのだ。彼が生まれ育った山梨の街は、圧倒的な「司
法過疎地」だった。だから、弁護士 2 年目の 2010
年、司法過疎地・江差（北海道）の法テラススタッフ
弁護士になった。スタッフ弁護士とは、司法過疎を
含む様々な理由で法的サービスを受けにくい人々が
適切な法的サービスを受けられるよう、国が給料を
払って雇い、全国各地に配属させた弁護士をいう。 
 そんな「司法過疎地の弁護士」が、勉強のために
もほかの弁護士と仕事をしたいと思い、2010 年に
軽い気持ちで加わったのが大間原発差止訴訟だった。
その 2 回目の期日が、2011 年 3 月 11 日だった。
裁判所が揺れた。彼の人生を変えた。自分のできる
ことはやろうと思った。2013 年、故郷の山梨に帰
った後、他の原発訴訟に関わるようになっても、大
間原発への思い入れは強い。 
 
 まだ若く、原発の技術的な事を知らなかった中野
は、自分の強味は何かと考えた。それが、行政法や
司法審査枠組み論だった。ロースクールで、新しく
司法試験科目になった行政法を専門的に学んできた
からだ。中野は、それまでの原発訴訟の判決を全部
読み直した。そして、なぜ負けるかを研究したのだ。
中野は、技術論に偏りがちな先輩弁護士に向かって
「難しくて分かりません。裁判官にも分かるわけが
ないです！」と意見した。このような空気を読まな
い男を、河合
弁護士などは
「面 白い や
つ」といい、全
国の原発訴訟
からお呼びが
かかるように
なった。 
 
 中野のもう
１つ の強 味
は、火山であ
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    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  

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。 

る。川内原発訴訟で初めて取り上げることになった
当時、あまりにもマイナーなテーマだったため担当
する弁護士がいなかった。海渡弁護士から「お前や
らないか」と中野に声がかかった。中野も、規制委
員会の審査基準があまりにいい加減なので、理屈で
いえば勝てないはずがないと思い、専門的に担当す
るようになった。 
 
 今の世の中は、力ある者・声の大きい者が勝つ一
方、人々は多数に押しつぶされ、言いたいことを言
わない空気がある。法律に従って困っている人を助
けようとしても、上手くいかないことも多い。それ
でも「先生がオレのために頑張ってくれたから」と
言われると嬉しい。中野は、主権者教育の出前授業
をするという。子どもたちに法的なものの考え方を
教える。講演会を乞うご期待！ 
（参照：【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） 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【お願い】会費納入＋カンパをお願いします 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 弁護団の活動を支援するために、毎年、市民の会
から資金をお渡ししますが、残念ながら年間活動費
には大きく足りていません。 
 2019 年度の年会費未納の方は年会費 2000 円の
納入をお願いします。 
 他の皆さまにも、出来ましたらカンパをお願いい
たします。 
 
 

【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 


