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 戦後 75 年となる今年は、新型コロナ感染拡大に始まり、地球温暖化による豪雨、災害レベルの猛暑が続
き、戦没者を悼む式典から花火大会まで中止・縮小になる異様な夏でした。この上、地震などの災害が重な
ったらどうなるだろうと、心配になります。こんな時こそ、家族や仲間の心をつないで、コロナ禍・温暖化・
原発延命の企みに打ち勝ちましょう！ 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【報告】7／27  
コロナのため、傍聴席が 3 分の 1 に減らされて 
高浜１・２号第 15 回＋美浜３号第 13 回 口頭弁論 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 新型コロナウイルス感染拡大で５月の期日が取り
消され、今年１月以来の口頭弁論が７月２７日に行
われました。 
 感染防止対策で 100 人定員の第２号法廷で、傍聴
席は通常の３分の１の席数に制限され、原告席も出
席予定の原告の一部の席も確保できない状況でした。
（もちろん裁判所には全員分の確保を要請したので
すが認められず）そのため、先着順の傍聴券を入手
するため有志が早くから裁判所内の法廷入り口で列
を作って待ちました。 
 高浜裁判の傍聴券は 20 枚、美浜は 27 枚でした。 
 法廷に入れなかった方には桜華会館での待機企画
で、関電の火山灰過小評価問題、規制委の秘密会議
事件についての映像をご覧いただきました。 
 
 今回もこのコロナ禍の中で、地元福井や隣接する
京都など関西・北陸から何人も仲間が駆けつけてく
れました。裁判所前のミニ集会では、「若狭の原発
を考える会」の木原壯林さん、「ふるさとを守る高
浜・おおいの会」の東山幸弘さん、「原子力発電に反
対する福井県民会議」の中嶌哲演さんなどに、短い
時間でしたが取り組みや現地の状況を報告していた
だきました。 
 
＜裁判体の変更と弁論更新＞ 
 今回は、４月の裁判体の変更に伴う弁論更新が行
われました。 
 右陪席（向かって左）裁判官が異動したので、今 

までの左陪席・後藤隆太裁判官が右陪席に代わり、
左陪席に新しく若林慶浩裁判官が就任しました。裁
判長は角谷昌毅裁判官で変わりません。 

◎高浜原発 1.2 号機 第 15 回口頭弁論 
 ●原子炉容器の中性子照射脆化問題（小島寛司弁護
士） 
 ●原子力規制委員会の火山審査秘密会議事件（上野
孝治弁護士） 
 ●原発関連記事まとめ（北村栄弁護士） 
◎美浜原発３号機 第 13 回口頭弁論 
 ●地震動評価と耐震安全性問題（甫守一樹弁護士） 
 ●電気ケーブルの劣化問題（谷次郎弁護士） 
 
＜秘密会議事件＞ 
 今回のハイライトは、毎日新聞のスクープ・規制
委の秘密会議について、新人の上野孝治弁護士が口
頭弁論デビューしたことです。報告集会では、上野
弁護士が所用で抜けたため、井上功務弁護士が代わ
りにビデオを交えてプレゼンテーションを行いまし
た。 
詳しくは →後述【スクープ】参照 
勉強会を予定しています。→後述【TOOLD カフェ
＠ZOOM】参照 

老朽原発 40 年廃炉訴訟市民の会 
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＜監視試験片の原データ提出命令の申し立て＞ 
 報告集会では弁護団から、高浜事件の方で文書提
出命令の申し立てを行ったと報告がありました。原
子炉容器の監視試験片の原データを、関電・規制委
から裁判所に提出するよう、裁判所は命令を出して
欲しいと求めたのです。 
 
 当訴訟で重要な争点の一つが、原子炉容器の中性
子照射脆化の問題です。これまで原告側は、関電に
対して原データを提出するよう求めてきましたが、
一向に提出されません。また規制委は、関電から受
け取っていない、認可に当たって原データを確認し
なくても問題ないと開き直っています。 
 監視試験片の原データ公表の必要性については、
市民の会総会で記念講演もしていただいた井野博満
さん、「原発はどのように壊れるか」を井野さんと
共同執筆された小岩昌宏さんの連名の意見書も提出
しました。意見書では、被告は「技術的評価の結果
を記載した書類」の提出を受けて審査を行えば十分
としているが、評価の結果だけでは試験データの解
析法が適切かどうかは判断できない、すでに意見書
（甲高Ｅ３）で述べたが、高浜 1 号炉の破壊靭性値
観測データは驚くほど少なく、まともな評価ができ
るとは思われない、これが全てのデータなのか事実
を公表すべきである、などの指摘をされています。 
 関電から原データを受け取っていないとしている
規制委も対象としたのは、規制委の事業者との面談
記録に、原子力機構への委託事業のために各電気事
業者から監視試験データを借用したことが書いてあ
ったためです。 
 原データの確認すらせずに評価結果を鵜呑みにし
て、老朽原発の運転延長という重大な認可を出すよ
うな原子力規制はあってはなりません。 
 東京電力は、2002 年の地震調査研究推進本部の
長期評価を基に津波対策の必要性を認識し防潮堤の
検討までしながら隠し続け、対策を先送りにして取
り返しのつかない過酷事故を起こしました。事業者
は都合の悪いことは隠すものとの認識に立って原子
力規制を行うことが東電福島原発事故の教訓ではな
いでしょうか。 
 関電の役員報酬補填事件についてのコンプライア
ンス委員会の調査結果においても、『関西電力では、
CG コードに従って人事・報酬等諮問委員会を設置
していたものの、都合の悪い情報は報告・付議せず、
聞こえの良い「きれいな情報」だけを報告・付議し、

同委員会を軽視していた。』（概要 p.11）と指摘さ
れています。 
 
＜報告集会は ZOOM 参加あり＞ 
 感染予防として長時間の密集を避けるため、報告
集会は時間を短縮しました。さらに今回は、会場に
来ることのできない人のために、ZOOM 参加ができ
るように手配しました。１名の方が参加しました。
今後も取り組んでいきます。 
（ZOOM 利用については後述。） 
 
＊書面や書証、IWJ 配信の報告集会録画リンクはホ
ームページに掲載しています。 
＊インスタグラム、フェイスブックでも報告してい
ます。 
 
【次回以降の口頭弁論期日】 
（10 月は当初予定から前倒しになりました） 
2020 年１０月５日（月）＠名古屋地裁 
  13:30～ 高浜１・２号機 第 16 回口頭弁論 
  15:30～ 美浜３号機   第 14 回口頭弁論 
2021 年１月２８日（木）＠名古屋地裁 
  11:00～ 高浜１・２号機 第 17 回口頭弁論 
  14:30～ 美浜３号機   第 15 回口頭弁論 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【呼びかけ】９／６老朽原発うごかすな！大集会 in 
おおさか 
＋名古屋サテライト会場：スタンディング 
＆ＳＮＳデモ＋ハガキで要請 
━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 新型コロナウイルスの終息が見込めない現状です
が、「老朽原発うごかすな！大集会 in おおさか」は
９月６日に予定通り開催します。 
 ただし、各団体としての参加は自主判断にゆだね
られたため、名古屋では市民の会として、栄スタン
ディングなどを企画しました。 
 
＜老朽原発うごかすな！大集会 in おおさか・うつ
ぼ公園＞ 
 ９月６日（日）13:00～集会、14:30～デモ。 
 その他、大阪では御堂筋などでスタンディングア
ピール、チラシ配布が計画されています。   
 →「老朽原発うごかすな！大集会 in おおさか」実
行委員会ブログ参照 
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＜名古屋サテライト会場：スタンディング 
                         ＠名古屋市栄・三越前＞ 
 ９月６日（日）の 13:00～14:00 に名古屋サテラ
イト会場として、栄・三越前付近にて街頭スタンデ
ィングを行い、ツイキャス配信します。 
 厳しい暑さも予想されるので、無理をされないよ
うお願いします。涼しいところで休みながら、また
少しの時間だけにするなど工夫しましょう。マスク
の着用、水分補給を各自でお願いします。 
 ツイキャスを視聴しての参加も歓迎です。 
 ツイキャスは下のURL のどちらかになります。 
 http://twitcasting.tv/toold40nagoya/show/     
  または  
 https://twitcasting.tv/lizardisland7 
 
＜ＳＮＳを利用して 
     「老朽原発うごかすな！」の声を発信＞ 
 ツイッター、フェイスブック、インスタグラム等
ＳＮＳは、感染症流行下において欠かせない発信ツ
ールとなっています。初めての方もこの機会にぜひ
ＳＮＳに挑戦していただきたいと思います。 
 
「大集会 in おおさか」と同時刻（９月６日 13 時
～14 時）に、ハッシュタグ「#0906 老朽原発うご
かすな」をつけてＳＮＳで発信してください。他に
下記のハッシュタグを追加しても OK です。 
 #ワイロよりハイロ 
 #ShutDownOldNuclearPower 
 #関電高浜原発１号機２号機 
 #関電美浜原発３号機 
 
 屋内でも屋外でも、好きな場所で「老朽原発うご
かすな！」のアピールをして、その写真やイラスト
と一緒にメッセージを添えると効果的です。 
 
 ハッシュタグ付きの投稿は、市民の会が見つけて
ＳＮＳでシェアします。もし、ＳＮＳでの発信が難
しい方は、前日までに 40 年廃炉訴訟市民の会事務
局あてに下記をメールで送ってください。市民の会
のツイッターで発信させていただきます。 
（１）メッセージ（必須） 
（２）お名前（もしくはペンネーム）（必須） 
（３）お住まいの地域名（任意） 
（４）（１）～（３）を合わせて 120 字以内にして
ください 

（５）写真やイラスト（任意） 
 Ｔシャツを着て写真を撮ったり、ホームページか
らダウンロードして、デンジャラスくんフェイスシ
ールド（型）や 9.6 用バナーを使っていただけると
嬉しいです。 
 ↓バナーの例 

 
＜ハガキで、自治体に申し入れ／関電に抗議＞ 
 大阪や栄のアクションに参加できない方には、２
種類のハガキが準備されています。 
（1）原発立地自治体（福井県、高浜町、おおい町、
美浜町）へ「老朽原発の運転を拒否し、コロナウイ
ルス下での原発運転、老朽原発再稼働準備工事をを
許すな！」の申入れハガキ 
（2）関電へ「老朽原発うごかすな！老朽原発再稼働
準備工事を中止せよ！」の抗議ハガキ。 
「老朽原発うごかすな！大集会 in おおさか」実行
委員会ブログよりダウンロードできます。  
 
＜引き続き、賛同と支援を募集しています> 
賛同金：団体 1 口 3000 円、個人 1 口 1000 円。複
数口歓迎。 
郵便振替用紙に、団体あるいは個人名、連絡先、名
前公表の可否を明記の上、下記に振込みを。 
【郵便振替加入者名】 
 「老朽原発うごかすな！ 大集会  in  おおさか」
実行委員会  
【口座番号】００９９０－４－３３４５６３  
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【いま原発現地では】 

高浜・美浜再稼動へのハードル 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 関西電力は、新型コロナの感染者が増加する中で
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も、定検や対策工事に入る作業員に一部 PCR 検査を
実施するなど、原発運営への影響を最小限にとどめ
ようと必死です。 
 
 高浜１・２号機と美浜３号機の工事も、残念なが
ら着々と進んでいます。今年３月に、高浜１・２号
機で特重施設工事中の作業員がトラックに轢かれる
という死亡事故がありましたが、工事完了時期はそ
の際延期されて以来変わらず、高浜１号機、美浜３
号機は今年９月、高浜２号機は来年４月の予定です。 
（工事の進捗状況は→ 検索「関西電力 高浜発電
所だより」） 
 
 再稼働について、関電は当初工事完了後１ヶ月程
度を見込んでいましたが、美浜３号機を来年１月以
降、高浜１号機を３月以降とする再稼動工程を21日
に規制委員会へ申請しました。 
 
 しかし、報道でも指摘されているように、実際に
稼動するには地元（美浜町または高浜町と、福井県）
の同意が不可欠です。 
 まず、関電から町に工事が終わりましたとの報告
があり、町議会議員が現地視察して議会で審議した
後、町としての判断をします。 
その後で福井県の原子力安全専門委員会が検討し、
県議会そして県知事が同意するという段階を踏まな
ければなりません。 
 
 高浜町では、隣接する音海地区の自治会が反対表
明をしています。その上、昨秋に発覚した不正金品
受領事件で、関電の信頼は地に落ちています。中間
貯蔵施設の候補地についても、2018 年中に決める
という県との約束も守れず、未だに目処もつかない
中では、地元同意には時間がかかる可能性がありま
す。 
 
 一方で、特重施設（特定重大事故等対処施設）設
置の５年の猶予期限の問題があります。高浜１・２
号機の期限は来年6月 9日、美浜3号機は 10 月 25
日です。今月３日には高浜３号機がこれの完成が遅
れて動かせなくなったばかり。稼働中の４号機も 10
月 8 日にはこれで止まります。関電にとっては死活
問題ですが、私たちにはこのまま高浜の全原発をず
っと止めておけるチャンスです。頑張りましょう。 
 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【スクープ！】原子力規制委 更田委員長の「虚偽
説明」明白に 

毎日新聞が事前秘密会議の音声記録入手 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 原子力規制委員会は、議論を公開しその内容を議
事録に残すことが原則です。ことが起こったのは
2018 年 12 月、規制委は、火山灰について重要な決
定をしようとしていました。正式な会議に先立って、
規制委員会の特定の委員と規制庁の担当者だけで事
前に秘密会議を行い決定していたことが、今年１月、
毎日新聞のスクープで明らかになりました。これに
ついて、7月 27 日の口頭弁論で、上野孝治弁護士が
陳述しました。 
 
 2018 年 11 月、規制庁が、大山生竹噴火（約 8万
年前）による降灰が京都市越畑地区で 25cm あった
ことを認めていました。越畑と同じくらいの距離に
ある高浜・大飯・美浜原発の想定が 10cm では済ま
ないので、規制委員会は関電に対する措置を検討し
ていました。 
 
 事前秘密会議では２つの案が出されました。第１
案は、シンプルに、３原発の設置変更許可申請の前
提が変わった（つまり基準不適合状態）んだから申
請をし直しなさいと文書で指導すること。 
 第２案は、うだうだと時間稼ぎをして設置変更許
可の可否の判断を先送りする案、つまり（１）規制
委が関電に再調査を命令、（２）関電が報告書を提
出、（３）規制委が元々の前提（10cm）と有意な差
があるか認定（あるに決まってるでしょ！）、（４）
その間に関電は申請をし直す。 
 
 毎日新聞の入手した音声データでは、驚くべきこ
とに、更田委員長がリードして第２案に決めたこと
が聞き取れます。実際、規制委は第 2 案のとおり、
関電に調査命令を出しました。その後、関電は、降
灰の想定を増やすと返答しましたが、噴火はめった
に起こらないと
学者でもないの
に言い張り、規制
委もそのまま運
転継続を認めて
いるわけです。 
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 毎日新聞のスクープについて、更田委員長の会見
での説明、さらに国会答弁は、音声データと大きく
食い違います。このような規制委は、まったく信用
できません！ 
 
 秘密会議の音声をぜひお聞きください！ 
＊毎日新聞 2020 年 3 月 25 日「原子力規制委 更
田委員長の『虚偽説明』明白に 事前会議の音声記
録入手 資料を基に議論主導」 
→検索「毎日新聞  更田委員長 虚偽説明」 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【TOOLD カフェ＠ZOOM】 

9／29（火）19～21 時 阪上武さん 
「原子力規制委員会に原発をとめられるのか？ 
～規制委員会の火山審査をめぐる作為と不作為」 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 上述の「原子力規制委員会の火山審査秘密会議事
件」には、そこに至った動機と背景があります。私
たちの裁判の原告でもある阪上武さんが、東京で規
制委をウォッチしたり、行政不服審査請求などで直
接規制庁とやりとりして得た情報なども含めて詳し
く解説してくれます。 
（全国どこからでも参加可能。オンラインで質問も
できます。） 
 
【TOOLD カフェ＠ZOOM】  
「原子力規制委員会に原発をとめられるのか？ 
  ～関電原発の火山審査をめぐる 
        規制委の作為と不作為～ 
とき ９月２９日（火）19～21 時 
講師 阪上 武 さん 
   （原子力規制を監視する市民の会） 
申込 参加希望の方はメールで申し込みください。
ZOOM リンクをお知らせします。 
 → toold40citizens@gmail.com 
 
＜ZOOM でのご参加方法＞ 
（1）参加希望の方は、以下までお申し込みください。 
  toold40citizens@gmail.com 
   接続アドレスをご案内します。 
（2）パソコンかスマートフォンでインターネットに
入って、上記でご案内する接続アドレスをクリック
してください。 
（3）ZOOM が初めての方は、自動的にアプリケー

ションがダウンロードされます。 
（4）「会議に参加する」を選ぶようになったら、前
述でご案内の会議 ID とパスワードを入力します。 
（5）「ビデオ付きで参加」を選んでください。 
（6）パソコンの場合は「コンピューターのオーディ
オで参加」、スマートフォンの場合は「インターネ
ットを使用した通話で参加」を選んでください。も
し「ダイヤルイン」を選んでしまうと電話料金がか
かります。 
（7）以上を当日までに試してみましょう。当日は、
時間になったら再び「会議に参加」して TOOLD カ
フェに参加してください。 
   
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【関電役員報酬補填事件】 
   コンプライアンス委が調査結果公表 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 今月 17 日、関電の元役員らが、過去の業績悪化
に伴い減額した役員報酬を退任後に密かに補填して
いた事件について、コンプライアンス委員会の調査
報告書が公表されました（関電 HP に掲載）。 
 明らかになったのは、森元会長をはじめとする元
役員たちが、消費者・株主、そして自社の従業員、現
役役員すら差し置いて、私欲のために自分たちだけ
退任後に多額の報酬を補填していたという事実です。 

 森元会長は、法令違反で
あることを認識し、批判を
免れようと工作していたと
いいます。 
 これほどモラルを欠いた
トップが経営していた関電。
こんな会社に、原発をうご
かす資格はありません。 
 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【コロナ禍、仮処分を申請】 
 原発弁護団が申請、関電のすべての原発の 
               運転差止めを！ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 ５月１８日、河合弘之弁護士を始めとする脱原発
弁護団が、新型コロナウィルス感染の猛威を理由と
して、関西電力に対して、関電３原発の運転差止め
仮処分を大阪地裁に申請し、7 月 21 日にその第１
回審尋が開かれました。 
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 美浜町では既に関電子会社の社員の感染者が出て
います。原発重大事故の場合、住民は早急に移動し、
避難所で被ばくを避けなければならなりません。そ
の際、三密すなわち密集、密着、密閉は避けられま
せん。このような事態にならないように、原発を停
止しておくしかありません。 
 原発への具体的な脅威について、原子力情報コン
サルタント佐藤暁さんが書かれた意見書が、脱原発
弁護団全国連絡会のサイトで紹介されています。 
→ 検索「脱原発弁護団 新型コロナウイルス猛威
を理由とする原発差止仮処分申し立て」 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【ニュースいろいろ】 
  コロナ禍の中でも、休まず訴訟がぞくぞく 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
＜原発マネーにまみれた関電役員を市民が追加告発、
株主が提訴＞ 
 昨年１２月以降、原発マネーの不正還流に怒る市
民 3371 人が関電役員を告発していたのに加えて、
６月９日に 2172 人による追加告発が行われました。 
 また６月２３日、市民株主が、関電役員 22 人を
損害賠償を求めて提訴しました（それに先立って、
関電自身が旧経営人を提訴していました）。 
 詳しくは→検索「関電の原発マネー不正還流を告
発する会」 
  
＜北海道電力、老朽の泊原発１、２号の運転延長を
検討＞ 
 採算性はないのに、北海道電力の藤井裕社長は、
老朽の泊原発１、２号機について「運転期間の６０
年までの延長を検討する」と表明しました。 
◆北海道新聞 2020 年 7 月 6 日  
 社説「泊原発運転延長 撤回し廃炉の道模索を」 
 
＜原発の運転延長か判断は、鹿児島の新知事に託さ
れる＞ 
 ７月５日県知事選では、原発政策について「変節」
した現職の三反園訓氏を、元経済官僚の塩田康一氏
が下しました。川内原発１、２号機の運転延長につ
いての動向が注目されます。 
 
↓世論調査：運転延長に「反対」「どちらかといえば
反対」合わせて 53.8%、「賛成」「どちらかといえ
ば賛成」38.0%を上回わる。 

◆南日本新聞 2020 年 7 月 5 日 
 社説「２０２０知事選・原発政策 判断迫られる運
転延長」 
  
＜原発が稼働すると熱帯魚のすみかに＞ 
 京都大学舞鶴水産実験所の益田玲爾教授の研究成
果が報道されました。「原発稼働中、周辺の海水温
は２度高く、地球温暖化が進んだ２０５０年ごろの
状態に相当する」そうです。潜水調査を実施したと
ころ、高浜原発稼動中には熱帯性の魚が生息してい
たが、2012 年に高浜原発が止まると熱帯性の魚は
いなくなったとのこと。でも、また稼働してしまっ
たので・・・。 
◆福井新聞 2020 年 6 月 30 日 
「原発排水で日本海に熱帯魚が定着 高浜原発周辺、
稼働停止でいなくなる」 
 
＜フランス最古の原発が廃炉へ＞ 
 フランス電力は、フランス東部フェッセンハイム
原発 2 号機の稼働を終了、1 号機とともに廃炉にす
る方向と伝えました。最古と言っても 43 年。高浜
原発１号機は 45 年が経過！ 
◆共同通信社 2020 年 6 月 30 日 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【toold40 弁護士インタビュー】 

井上功務（いさむ）弁護士 
弁護士になる前から決めていました！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
「弁護士になったら 40 年廃炉訴訟の弁護団に入り
ます」井上功務は、2016 年、司法試験浪人中、市民
の会と弁護団の交流会に参加したとき宣言していた。 
 宣言に違わず井上は、2018 年 1 月、弁護士登録
するとすぐに弁護団の一員になった。さっそく、そ
の年の 7 月には「被
害の特異性と原発の
恐ろしさ」について
の弁論更新で法廷デ
ビューを飾った。1
年後の2019年7月
には、「老朽化」班
の「中性子照射脆化」
チームの「PTS（加
圧熱衝撃）状態遷移
曲線」を担当してプ
レゼンテーションを
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行い、同 10 月に toold カフェでも説明した。そし
て3年目の今年7月には、規制委の「秘密会議事件」
についての準備書面作成には、リーダー的立場で携
わった。若手ながら、弁護団になくてはならないメ
ンバーになっていた。 
  
 原発裁判との最初の出会いは、2012 年、井上が
名古屋大学法科大学院で学んでいるときだった。エ
クスターンシップ（職業への理解を深める研修）で
北村栄弁護団長に出会い、原発裁判の現場に連れて
いってもらった。司法試験に 1 回目に落ちた時、人
権派弁護士団体が主催するスタディーツアーで、福
島の帰還困難地域を見学した。トラックが店に突っ
込んだままだった。酷い状態だが、これでも「不幸
中の幸い」だったと知った。たまたま 4 号機の燃料
プール上の原子炉ウェルに水が溜まっており、それ
が破れて燃料が冷却されたなど。「原発は要らない」
と強く思った。 
  
 「あまり物欲がないんです」と井上は言う。車や
マイホームなどもあまり興味がない。ほとんど飲み
にも行かず、自宅で寛いでいるで時間ほとんど本を
読んでいる。哲学・歴史・宗教・心理学・自己啓発・
社会情勢に関するものなど、特に仏教に興味がある。
曹洞宗の和尚様の YouTube を見るのも好きだ。弁
護士は悩みに寄り添う仕事なので、和尚様のお悩み
相談に対する回答はとても勉強になる。
和尚様に寄せられた、とある「これから
1 年以内に目が見えなくなる。結婚する
こともできないだろうし、今後生きる希
望が見いだせない」という相談について、
「目が見えなくなるという未来に途方に
暮れるのではなく、今、目が見えないこ
とを前提に生活をしてみなさい。」「今
の自分を受け入れて、今を精一杯生きな
さい」と和尚様は答えたという。 
  
 弁護団はすごいと思う。金銭的報酬は
ゼロなのに「それでもやるんだ」と思う。
だから、そういった弁護士が集まる。 
 そんな空間で働くのは楽しい。書面を
作る担当になると、先輩弁護士たちが「こ
ういう点を調べて」とか「ここを見れば
参考にして書けるよ」とか教えてくれる。
井上がたたき台を書いて意見をもらう。

複数の人の手が入って、徐々にクオリティが上がっ
ていくのは楽しい。前述の「PTS 状態遷移曲線」の
準備書面を書いたときは、人生一度もしたことがな
かった徹夜を経験した。書きながらメールすると、
深夜なのにすぐに返事をくれる。締め切り間近では
朝 5 時まで作業することもあった。 
  
 今度参加する「秘密会議事件」は、火山に関する
事件だ。今は中野先生の専門だが、井上も一から勉
強しようと思う。 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【報告】２/１５ 第４回市民の会＜総会＞ 
   ＋河合弘之弁護士の記念講演を行いました 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 大変遅くなりましたが、去る２月１５日に 40 年
廃炉訴訟市民の会の第 4 回総会を行ったことを報告
します。 
 第 1 部は、市民の会の総会。2019 年度の活動報
告、会計報告、監査報告と 2020 年度活動計画と予
算案ほかが承認されました。 
 藤川弁護団事務局長からは、裁判の状況と勝訴の
ための今後の方針について説明がありました。 
（説明概要） 
「裁判は終盤に近づいているので、弁護団として判
決までのスケジュールを考えている。まだ被告から

老朽原発 40 年廃炉訴訟市民の会 2019 年度収支報告 
（2019 年 1 月 1 日～2019 年 12 月 31 日） 
収入（円） 支出（円） 

一般会計 
前年度繰越  368,674  会議施設代  231,490  
会費 ※ 938,000 印刷費  107,217 
カンパ  1,362,600  通信費  342,571  
物販売上  28,500  事務用品費  46,947  
イベント入場料  210,200  講師謝礼等  141,500  
その他 
（預金利息等） 

8 交通費  43,480 
物販仕入れ
代  1,620  

諸会費 0  
雑費  7,832  
弁護団支払  1,600,000  
次年度繰越  385,325  

合計  2,907,982   合計  2,907,982   
※2018 年度分 53 名(106,000 円)、2019 年度分 373 名
(746,000 円)、 2020 年度分 43 名(86,000 円) 
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反論が出ていない争点もあるので、１年くらいは書
面のやりとりが続くと思うが、来年２０２１年夏、
秋くらいには証人尋問を行い、最終準備書面を提出
し、判決は２０２２年の夏や秋くらいというイメー
ジでおり、このことは１月の期日の前に裁判所、被
告、参加人には上申書として送っている（そのこと
について裁判所と意見交換はしていない）。 これま
で原告が主張した争点は６０を超えていて、しかも
難しい内容のものも多い。裁判官がこれを全てしっ
かり検討できるのかというと難しいと思う。裁判官
が消化不良のまま判決を書くのでは裁判をやった意
味がない。そこで、争点を絞ることを考えている。
先ほど申し上げたのはその上でのスケジュール感。
絞り込んだ争点以外は撤回して被告による引き伸ば
しも防ぎたい。地震、火山、老朽化などについて１
０くらいに争点を絞りたい。裁判官が重要と考えて
いる争点を撤回してしまう可能性などデメリットも
あるが、絞ることのメリットが大きいと考えている。
原告、市民の会の皆さんに賛成、了解していただけ
ればと思う。」 
 
 第 2 部は、脱原発弁護団全国連絡会共同代表の河
合弘之弁護士による記念講演です。テーマは、「原
子力マネーの闇 関電告発と脱原発』。河合弁護士
のお話は、わかりやすくておもしろかったと大好評
でした！関電原発マネー不正還流を徹底追及する一
方、お話の最後にはこれからの社会のあり方につい
ても触れ、『「今だけカネだけ自分の会社だけ」で突
き進む経済成長に価値があるとされてきたこれまで
の社会では行き詰まることはわかっている。“豊かさ”
の価値感を変え、持続可能なみんなが幸せな社会を
めざす、そのために自然エネルギーと資源循環型の
社会の構築が必要』と展望されました。 
 講演終了後、北村栄弁護団長から力強い決意が述
べられました。 
 藤川弁護団事務局長と河合弁護士のお話は、ホー
ムページの映像記録よりご覧いただけます。 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【報告】６／２０高浜老朽原発の運転延長認可４年
アクション 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 2016 年 6 月 20 日、高浜 1，2 号機の運転延長認
可がおりてから４年が経ちました。この日、梅雨の
晴れ間の下、デンジャラスくんも一緒にひさしぶり
の街頭アピールを 16 名ほどで行いました。 
 
 私たちは、次のような訴えをしました。なぜ名古
屋地裁で関電の若狭の老朽原発の裁判をしているの
か、関電の原発マネー還流事件のこと、老朽原発の
認可や対策工事で犠牲者まで出ていること、老朽原
発でも古い機器は取り替えるから大丈夫というけれ
ど最も重要な原子炉容器は取り替えられないこと、
その原子炉容器の劣化の評価のもとデータを原子力
規制委員会はチェックもしていないこと、そして、
なにより福島原発事故の被害者は未だ救済されず、
汚染水を海に流そうとしているような現実があるこ
となど、老朽原発の再稼働を止めたい、このような
原発政策を変えたいという思いを交替で語りました。
インスタグラムやフェイスブックで、写真などをご
覧ください。 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【会員対象】 

通販ご利用ください！新作グッズ販売中 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 みなさまのおかげでクラウドファンディングの目
標を達成することができましたこと、あらためて感
謝申し上げます。 
 クラウドファンディングのお返し品として作製し
たＴシャツやトートバッグ、ポストカードを目標達
成記念グッズとして２月から販売しておりますが、
新型コロナウイルス感染症流行により、直接販売す
る機会があまりなくなってしまいました。 
 そこで会員のみなさまに通販をご利用いただこう
と考えました。（当面、通販は会員対象とさせてい
ただきます。） 
 事務局にメールでご注文いただきましたら、事務
局からグッズと振り込み用紙をお送りしますので、
代金をお振込いただくという流れです。恐れ入りま
すが、送料、振込手数料のご負担をお願いいたしま
す。 
 担当者が一人ですので、対応に少々お時間をいた
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だく場合もございます。どうぞご了承ください。 
＊ご注文方法 
 40 年廃炉訴訟市民の会事務局にメールでご注文
ください。 
 お名前、お送り先ご住所、お電話番号、品名（Ｔシ
ャツはハートの色とサイズを選んでください）、個
数をお知らせください。 
 老朽原発 40 年廃炉訴訟市民の会事務局 
 toold40citizens@gmail.com 
 
・デンジャラスくんハートＴシャツ 
                （ポストカード付） 2,000 円 
 色（生地は白）：ピンク／ブルー 
 サイズ（男女兼用）：Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＸＬ 

 
・トートバック 1,500 円  
高さ 36cm×横 25.5cm 
×幅 10.5cm  
生地の色は生成り 
 
・ポストカード 
４枚セット 500 円 

 
 
 
 
 
 

 
＊Ｔシャツのサイズ表は同封ちらしをご覧ください。 
＊グッズのカラーイメージはホームページをご覧く
ださい。 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【お詫びと訂正】TOOLD40 弁護団紹介 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 前号 No.12 でご紹介しました弁護団名簿で、井戸
謙一弁護士と望月賢司弁護士のお名前の漢字を誤っ
て記載してしまいました。誠に申し訳ありません。
お詫びして訂正いたします。 
 
 
老朽原発 40 年廃炉訴訟弁護団（2020.1 月現在） 
 弁護団長 北村栄 名古屋第一法律事務所 

 弁護団事務局長 藤川誠二 藤川法律事務所 

 弁護団員（ホームページ掲載順） 

 河合弘之  さくら共同法律事務所 

 冠木克彦  冠木克彦法律事務所 

 井戸謙一  井戸謙一法律事務所 

 伊神喜弘  東合同法律事務所 

 青木秀樹  東京御茶の水総合法律事務所 

 望月賢司  望月賢司法律事務所 

 只野靖    東京共同法律事務所 

 鹿島啓一  弁護士法人 金沢税務法律事務所 

 海渡雄一  東京共同法律事務所 

 福井悦子  名古屋第一法律事務所 

 甫守一樹  弁護士法人 奔流 

 小島寛司  弁護士法人 名古屋 E&J 法律事務所 

 谷次郎    冠木克彦法律事務所 

 大河陽子  さくら共同法律事務所 

 中野宏典  つる法律事務所 

 佐々木学  TOKYO 大樹法律事務所 

 小林哲也  松下法律事務所 

 林翔太    弁護士法人 名古屋南部法律事務所 

 露木洋司  城南法律事務所 

 安井一大  鶴舞総合法律事務所 

 中川亜美  弁護士法人 名古屋法律事務所 

 兼村知孝  名古屋第一法律事務所 

 鈴木亮平  しるべ総合法律事務所 

 松村啓史  名古屋第一法律事務所 

 井上功務  金山総合法律事務所 

 渡部貴志  弁護士法人 名古屋 E&J 法律事務所 

 小嶋啓司  名古屋第一法律事務所 

 都築さやか 弁護士法人 名古屋南部法律事務所 

 熊本拓矢  名古屋第一法律事務所 

 進藤一樹  弁護士法人 名古屋南部法律事務所 

 上野孝治   弁護士法人 名古屋 E&J 法律事務所 

 弁護団事務員 吉名紀子 名古屋第一法律事務所 

 

T シャツもトート
バックも生地は厚
みがあってしっか
りしてます♡ 
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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。 

 

□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【お知らせ】9/12（日） 

第 36 回さよなら原発パレード in 岐阜 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
と き ９月１２日（日） 
    10:30～ 集会 11:00～市内パレード（デモ） 
ところ 岐阜市清水緑地公園 
    (JR 岐阜駅南口から東へすぐ) 
内 容 「原発（不要不急!）やめて  
             いのちを守れ（コロナ対策)」 
主 催 さよなら原発・ぎふ 
    （連絡先：090-8952-0013） 
＊ 熱のある方は参加をお控え下さい。 
＊ マスクの着用をお願いします。 
＊ カード記入をお願いします。(集会参加者から 
    コロナ感染が判明した場合、連絡するため) 
 
□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【お願い】会費納入をお願いします 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 皆様のご支援によって訴訟活動や訴訟の支援活動、
広報活動を行うことがでます。2020 年度も引き続
きご支援をお願いします。会費は2,000円/年です。 
 郵送宛名ラベルに★印がついていない方は、2019
年度会費が未納となっております。こちらも併せて
納入いただけましたら 
幸いです。よろしく 
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/ 

  FB、Instagram、Twitter などは HP からどうぞ 

p.6【ニュースいろいろ】参照。
ウニについては、2014 年の記
事にあった益田教授のお話か
ら。高浜原発そばの海のこと。 


