
大飯原発差止訴訟原告陳述   山本賢二 

 

１ 自己紹介 

 山本賢二といいます。1948 年 9 月 26 日生まれ、73 歳です。住所は京都府福知山市字長田市の谷 2730

番地 12。妻と二人暮らしです。職業は、教員を退職し畑の耕作（ソーラーシェアリング）をしています。

2016 年 9 月に結成された福知山再生可能エネルギー市民研究会（FSK）の事務局長をしています。 

 

２ 意見 

第 1 に、大飯原発を含む若狭原発の重大事故時の避難計画について述べます。福知山市の避難計画は

策定されていますが、それで安心できるものでなく、そもそも机上の計画で万が一の原発事故を受け入

れなければならないのかと言う疑問についてです。 

 市の計画（福知山市原子力災害住民避難計画 平成 25 年 2 月策定 平成 25 年 8 月改定 平成 29 年 3 

月改定 令和 3 年７月改定 【資料 1・2】）では、「避難範囲は、高浜発電所から半径概ね 30ｋｍ圏内を 

基本」とし、UPZ 圏内を含む該当自治会を指定しています。そこには 5 自治会 186 世帯 415 名の方が住 

んでいます。 

事故が起きた時の「全面緊急事態」の指示・行動例がマニュアル化されています。 

避難先は市の武道館及び三段池公園総合体育館 メイン・サ ブアリーナとなっていますが、そこでス

クリーニングを行い、バス等で次の避難所（それは兵庫県赤穂郡上郡町上町スポーツセンター）へ避難

します。UPZ 以外の住民はどうかといいますと、まずは通常の広域避難所へ。次に同じく上郡町のスポ

ーツセンターへとなっています。 

大飯原発は高浜原発のすぐ隣です。これらが連続的にあるいは同時に重大事故を起こしたら目も当て 

られません。私が最も疑問に思うことは、指定避難場所の市の武道館及び三段池公園総合体育館、長田

野体育館は実は UPZ 該当 5 自治会だけでなく、舞鶴市・宮津市などの緊急避難所に指定されているので

す。果たして機能するのでしょうか。大混乱です。早い話、福知山市の UPZ 圏内 5 自治会を含む近隣の

舞鶴市、宮津市の避難者は市内中心部の施設にとどまり検査や次の避難の段取り…、UPZ 該当外の福知

山市民は山を越えて兵庫県の赤穂郡上郡町へと避難します。 

 避難所の三段池体育館や武道館は福知山市役所から 2.74 ㎞、福知山市民病院から 4.04 ㎞、福知山消防

署から 4.2 ㎞の位置にあります。長田野体育館は長田野工業団地内にありますが老朽化が進んでいます。

ここに避難するには、UPZ 内 5 自治会の住民は、地区内の 6 カ所（体育館・公会堂）に集合しそこから

バスで移動します。市原・二箇下・二箇上の施設からは府道 55 号線を利用します。有路下体育館から三

段池体育館まで（自動車で。以下同じ）約 37 分 17.41 ㎞です。高津江・三河の公会堂からは国道 175 号

線を利用し市道広小路勅使線→市道上荒河観音寺線→市道醍醐寺線→三段池体育館となっています。 

問題は、事故発生時が、天気がよく、昼間で、平日曜日の好条件とは限らないことです。最悪の場合、

避難ができないことも予想され、計画通りには行きません。大江町を通る幹線道路は冬期の積雪ととも

に避難路としては不安だらけです。洪水時には潜没橋として通行止めになる橋もあります。 

 福知山市、とりわけ由良川下流域に位置する大江町では、度々の大水害に見舞われています。1 例とし

て直近の 2018 年（平成 30 年）7 月豪雨では大打撃を受けました。（資料 3）大江町では、床上浸水 81

戸、床下浸水 71 戸でした。道路の冠水で通行止めは各所ありましたが、避難経路となっている広小路勅

使線が冠水、上荒河観音寺線冠水、市の公共施設の大江支所 床上浸水、大江子育て支援センター 床上
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浸水、図書館大江分館 床上浸水、大江町総合会館 床上浸水の大被害でした。勿論、宮津方面から大江

山越えの府道も崖崩れ等で通行止めもあり、避難は不能となってしまいます。こうした気象条件では、

避難計画はまさに机上の計画になってしまいます。（資料 4） 

 更に、重大事故時には福知山市民病院（武道館まで 4.04 ㎞）と大江分院（分院から武道館まで 13.78

㎞）に備蓄してある安定ヨウ素剤の配布・服用を受けることになっていますが、とても現実的ではあり

ません。仮に休日で幼児から中学生まで全員が自宅いたとしても、その配布はスムーズに行くのでしょ

うか。平日ならば配布・診療体制はどうなるのでしょうか。曜日、時間帯、天候、季節により大きく条

件が異なり、果たして子どもたちに配布・服用が確保されるのか保障はありません。 

他にも大変危惧することがあります。UPZ 圏内の二箇下地区に舞鶴市二箇取水場（飲み水）が、二箇

上には舞鶴市有路補助取水場（飲み水）の 2 カ所の舞鶴市民の大切な飲料水施設があります。（資料 5）

もし放射能が拡散された場合、これらの施設は汚染されることになり、舞鶴市民にとっては恐ろしい事

態となります。 

福知山市など自治体には「避難計画策定」が課せれています。「机上の計画」ではあっても立てないと

いけないのです。そんな無茶を強いているのは国と電力会社・関西電力です。関西電力は避難時に情報

発信以外何の役割も果たさないのですから。事故によるいのちと暮らしの危険性に向き合わず、ひたす

ら再稼働、しかも 40 年超の老朽原発をも利益を優先して動かしている、また動かそうとしていることは

やめるべきです。 

 

第 2 に、被害者や国民に責任をとらない東電や関西電力を含む電事連に対する思いを述べます。 

「あなたは原発で幸せですか」と問いかける映画「日本と原発」を知りました。はっとしました。「余

った夜の電気、割安の料金で…」「そうだな」と思い、オール電化にして快適生活と思っていましたが、

自分たち一人一人が考えないと、と仲間たちと 2016 年 2 月上映会を取り組み 350 名超の市民に観てい

ただきました。【資料 6】 

続いて、福島の若者たちの取組を学ぼうと 2017 年 6 月ドキュメンタリー映画「種まきうさぎ」を上映

し、200 名超の市民に鑑賞していただきました。【資料 7】 

福島から自主避難して来られた方の話も聞きました。FSK の仲間で、福島へ毎年のように支援に出か

け交流している方の話も聞きました。その度に、原発は人類と共存できない、若狭の原発いらない！原

発は廃炉にすべきとの思いを強くしてきました。 

また、2016 年 9 月に「地震と活断層のはなし～近畿北部の場合」という地質学の学習講演会を取り組

みました。【資料 8】身近にあった地震・活断層・津波跡など、地層が語る歴史とこれからの防災につい

て学びました。昭和 2 年（1927 年）3 月 7 日に奥丹後大地震が起きました。（M7.3）今から 95 年前です。

昭和 23 年（1948 年）6 月 28 日には福井大地震（M7.1）が起きています。74 年前です。地震・火山列

島の日本です。若狭や京都府北部でいつ大地震が起きてもおかしくない状況です。関電は否定されてい

るようですが、過去の 14～16 世紀頃の高浜町に津波が押し寄せた証拠の地層（新潟大学調査）について

も学びました。【資料 9】 

福知山市大江町有路地区に「加久藤火山灰層」の露頭があります。今から 33 万年前霧島火山北部の加

久藤カルデラから噴出したガラス質の火山灰層で九州から中部地方の長野・山梨県境付近まで分布して

いると言います。関電も美浜・大飯・高浜原発における大山火山の爆発による火山灰層の厚さを不十分

ながら訂正したようですが、地震だけでなく火山灰による原発への影響も大きいという事実が身近にあ
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ります。【資料 10・11】自然現象の足跡を科学的に学び、蓄積された人々の知恵を大切にし、その怖さを

見つめるならば、人の命や暮らしを破壊する危険性を持つ、過酷な事故になれば制御できない原発は今

すぐやめるべきです。 

 

第 3 に、関西電力に対する思いを述べます。 

高浜町元助役による原発マネーにまつわる関電関係者との醜悪な実態の一部が明らかにされ、改めて

関西電力という会社のコンプライアンスのなさ、消費者や国民をないがしろにする実態に驚きました。 

原発と金、関電と金の関係で過去の事件が思い起こされます。それは、2003 年に関電・中電・北電の

3 者が珠洲原発計画を断念するに至りましたが、それまでにいかにお金で開発を推し進めてきたかと言う

実態です。（詳しくは朝日新聞「原発と関電マネー 立地「工作班」の証言」連載記事等）【資料 12】 

私は石川県珠洲市の出身です。同級生の漁師は「海と漁業を守れ」、知り合いのお寺さんは「故郷と海

を守れ」、元教師だった方は市長選に立候補するなど原発設置に反対していました。用地買収からして酷

いものでした。観光推進の立場から賛成する同級生もいました。「青い海と故郷を守れと言っても若い者

は帰ってこない」「原発には反対だけど、もう視察に行って（酒を）飲んでしまった。（だから賛成派に

投票する。）」町に賛成と反対の分断が続きました。 

仰天したのは、1993 年の市長選挙で両候補者の得票数は投票総数を 16 票も上回るというあり得ない

結果に。選管さえも買収され、亡くなっていた人も投票していた？と言われる驚くべき実態でした。裁

判では当然「選挙無効」となり最高裁で確定しています。関西電力の「お金」に翻弄され国策だからと

住民に危険な原発を押しつけるやり方には怒りを覚えました。「過疎になるととんでもない資本がやって

くる」とつぶやかれました。 

 この珠洲原発と関電を思い出したのは、関電の「なっとくキャンペーン ちょい手間で ず～とおト

ク」編 CM を聞いたときです。それは芸人さんにより漫才形式で「安心なっとくパック」の紹介ですが、

そこにはこんなフレーズがありました。「欲望の前には人間はみな無力なのよ」と。びっくりしましたし

酷いと思いました。（但し、なぜか現在は非公開になっていて見られない！）【資料 13】でも、人間は「欲

望」だけで生きているわけではありません。「無力」ではありません。消費者の関電離れが進んでいるそ

うです。2016 年のスイッチが始まってから累計 300 万件。2020 年度だけで 52 万件、月平均 4.3 万件だ

そうです。【資料 14】 

 

第 4 に、福知山では、市の公共施設は自然エネルギー100％の電気が利用されています。2019 年に自

然エネルギー100％供給の新電力「たんたんエナジーKK」が生まれました。【資料 15】 

「電気は再エネで」「原発の電気はいらない」「SDGｓと原発は相容れない」そんな思いを強くしてい

ます。私の所属する FSK では「脱原発・原発ゼロ・原発は廃炉に」を一歩進め、自分たちで出来ること

を、出来るところからと、営農と発電の両立をめざす「ソーラーシェアリング」を取り組んでいます。

ソーラーシェアリングは全国で 2,653 件 742ha で取り組まれています。（2019 年 農水省 HP）日本に

は畑だけでなく水田が沢山あり再エネ発電の普及は爆発的可能性があります。原発の電気はいりません。 

 最後に、裁判所におかれましては、公正な、そして歴史に耐えうる判決を出されるよう御願いし、私

の陳述を終わります。 
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【資料 1】 ※基本対象範囲内の自治会名と人口（令和 3 年 12 月現在 市の HP より抜粋 山本調べ）  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【資料 2】福知山市原子力災害住民避難計画（一部抜粋） 

ウ 屋内退避時広報例（全面緊急事態）  

エ 避難指示時広報例 （チャイム） ○月○日○時○分福知山市原子力災害対策本部から原子力発電所の事故

について お知らせします。 次の区域の皆さまに、ただちに避難していただくことになりました。二箇

上、二箇下、市原、三河、高津江自治会の皆さんは、○○時○○分までに、各 自治会の集会所前（二箇上公

会堂、二箇下公会堂、有路下体育館、市原公会堂、三 河公会堂、高津江公会堂）に集合してください。 

避難先は三段池公園内の武道館です。 避難所へはバスで移動します。 

１６ (3) 避難所の設置  武道館（猪崎） ◎避難所の初動期として、住民確認・スクリーニング等の集中

管理及び初動期対策と しての情報伝達の迅速化を図る。  武道館及び三段池 公園総合体育館メ イン・

サブアリーナ 猪崎 ◎概ね１人あたり４㎡の確保を基本とする。 

ウ 基本対象範囲外の避難者が使用する避難所 本市内公共施設等への避難を基本に現在指定の避難所と

する。  

１８ ５ 広域避難について  

（1）広域避難の実施判断 原子力災害発生時は、国が緊急時モニタリング等の結果を踏まえ、防護措置

基準（E AL/OIL）に基づき必要な防護措置の実施判断を行い、避難指示を発令する。市内の避難が出来

ない場合は、関西広域連合が策定した「原子力災害に係る広域避難ガイドラ イン」において避難先とし

て設定された兵庫県赤穂郡上郡町への避難を基本とする。  

（2）福知山市の広域避難 住民は避難の指示に従い、市内避難と同様、各集合場所に集合の上、市の用

意するバ スにて広域避難を行う。  

ア 赤穂郡上郡町の避難所  上郡町立スポーツセンター総合体育館 兵庫県赤穂郡上郡町竹万 

イ 避難経路  

６ 安定ヨウ素剤※の服用 (1) 安定ヨウ素剤の配布・服用 原子力災害対策指針では、全面緊急事態に至

った場合、ＵＰＺ圏域内では放射性物質 放出後の空間線量率を勘案し、国が避難や屋内退避と併せた防

護措置として、安定ヨウ 素剤の配布・服用を判断するとされている。 市は、国からの指示に基づき、

避難や一時移転の際に、迅速に避難集合場所等で医師 や薬剤師の協力を得て、安定ヨウ素剤の配布・服

用を行う。  

（2）安定ヨウ素剤の備蓄状況（令和３年５月末現在）市立福知山市民病院 丸薬 8,000 丸 内服ゼリー 

150 包（32.5ｍｇ） 市立福知山市民病院大江分院 丸薬 3,000 丸 内服ゼリー 50 包（32.5ｍｇ）  

 

自治会 世帯数 人口（男，女） 備考 

二箇上 ４５ １０４（５１，５２）  

二箇下 ５０ １１５（５６，５９）  

市原 １１ ２１（１０，１１）  

高津江 ４３ ９０（４４，４６）  

三河 ３７ ８５（３７，４８）  

計 １８６ ４１５（１９９，２１６）  
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舞鶴市原子力災害住民避難計画 【概要版】（平成 28 年 3 月改正） 中舞鶴小学校区（C ゾーン） 防災

対策を重点的に充実すべき地域の範囲 避難指示区域 （ゾーン）  

避難が必要な場合は、事故の状況や風向き などを考慮し、西方面、南方面のどちらに避 難を行うか判

断し、舞鶴市から連絡します。 必ず避難中継所に立ち寄りましょう …。②長田野公園体育館＜西方面

＞ 福知山市長田野町２丁目 …。 

 

●高浜発電所からの距離に応じて、概ね５㎞ごとに７つ の避難指示区域（ゾーン）を設定し、段階的に

避難 を実施する。  

●大飯発電所の事故を想定したゾーンも、高浜発電所と同様とする。 ◆予防的防護措置を準備する区域

（ＰＡＺ） 高浜発電所から概ね５km の地域 （A ゾーン） 原子力発電所の事故が起きた場合、 放射

性物質の放出前に直ちに避難する区域 発電所 対象地域 高浜 松尾、杉山 ※ＰＡＺに準じた防護措置を

行う地域 避難経路を考慮し、ＰＡＺに準じた 避難等を行う地域（A-2 ゾーン） 発電所 対象地域 高浜 

大山、田井 成生、野原 ◆緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ） ●高浜発電所から概ね 30km の地

域(Ｂ～Ｆゾーン) ●大飯発電所から概ね 32.5km の地域(Ａ～Ｄゾーン) 避難、屋内退避、安定ヨウ素剤

の予防服用等の計画を事前 に立てる必要がある区域 大浦地区全域、東地区全域、中地区全域、西地区

（野村寺、 城屋、高野台、上福井を除く）、加佐地区（蒲江、油江、東 神崎、西神崎） 発電所 対象地

域 大飯 高浜 舞鶴市域全域（松尾、杉山を除く） ※高浜発電所の UPZ には、「PAZ に準じた防護措

置を行う地域」を含む 避難中継所・避難先 ①福知山市三段池公園＜西方面、南方面＞ 福知山市猪崎３

７７－１ 避難が必要な場合は、事故の状況や風向き などを考慮し、西方面、南方面のどちらに避 難を

行うか判断し、舞鶴市から連絡します。…②長田野公園体育館＜西方面＞ 福知山市長田野町２丁目 … 

 

宮津市原子力災害住民避難計画より（福知山市への避難予定人数は 6,600 人） 
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上郡上郡町の避難所（1,260 人）上郡町立スポーツ センター総

合体育館（兵庫県赤穂郡上郡町竹万 29） 
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【資料 3】平成 30 年 7 月豪雨災害の記録 福知山市（抜粋） 
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【資料 4】平成 30 年 7 月豪雨による被害状況 
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2013 年（平成 25 年）台風 18 号豪雨災害（市より抜粋） 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料 5】舞鶴市二箇取水場・有路補助取水場 
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【資料 6】映画「日本と原発」上映（福知山市後援） 

6 年 3 月 12 日 

映画「日本と原発」上映協賛団体・関係者 様 

映画「日本と原発」を見る福知山の会代表：桐村正昭 

事務局：福知山再生可能エネルギー市民研究会（FSK） 

 

映画「日本と原発」上映のお礼 

 三寒四温、日増しに暖かくなりました。皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、過日の映画「日本と原発」の上映では、大江で 119 人、福知山で 235 人、計 354 人の方に視聴していただくことが出来ました。

皆様には格別のご協力とお取組をいただき心からお礼を申し上げます。 

 つきましては、3月8日の第3回事務局会議において以下のようなまとめを行いましたのでお知らせしますと共にお礼を申し上げます。 

なお、「映画『日本と原発』を見る福知山の会」は役割を終え、今後はＦＳＫの活動として引き継いでいきます。 

 

記 

 〇両会場合わせて市内外から 354 人が視聴し、福知山で原発問題の取組で大きな到達点を切り開いたといえます。チケット普及は 400

超、視聴者数は目標に対して、354÷400→88.5％でした。 

 〇映画視聴を通して、改めて原発の危険性や原子力ムラと呼ばれる日本の政治と社会の仕組み、原発裁判等の現実を学ぶことが出来ま

した。寄せられたアンケートは 162 通（回収率 45.8％）で、その内容のほとんどは、映画に対する高い評価、原発ゼロと再エネ普及

への強い思いが示されています。（詳しくは FSK「yahoo ブログ」をご覧ください。） 

― ９ ― 



 〇3.11東電福島第 1原発の事故から 5年目を目前に、原発の再稼働を進める政府や電力会社に対し、「原発再稼働ＮＯ！原発は廃炉に！」

の抗議と「再エネの普及・促進を！」の思いを共有することが出来ました。  

※特に、上映運動中の 2 月 20 日、関西電力は高浜原発 4 号機の汚染水漏れ事故を、29 日には本格的再稼働を目指したその日に

警報が鳴り響き炉心が緊急停止するという事故を起こしました。安全性無視と危険な再稼働ありきの姿を浮き彫りにしたと言えま

す。上映事務局は、市内各地に宣伝カーを走らせ、映画上映のお知らせと共に、危険な原発の再稼働反対、原発ゼロを訴えました。 

3 月 9 日には、大津地裁において稼働中の高浜原発 3 号機と事故により休止していた 4 号機の 2 基の運転差し止めの判決、仮処

分決定が出されるという、福井地裁に続く新たな歴史的な闘いの成果が勝ち取られました。福知山における映画「日本と原発」上

映の取組中の「出来事」という点で、上映の意義が一層増すものになったと言えます。 

〇27 の協賛団体・個人という福知山における民主団体や市民団体、労働組合、個人が力を合わせて取り組みができました。また拠出

していただいた協賛金は、「1 コインで、一人でも多くの市民に」の重要な底支えとなりました。 

今回は協賛には至らなかったものの真剣な検討を頂いたところもあり、今後の連携の大切さが確認できました。 

〇チケット普及では、各団体・個人様が工夫した取組をしていただき目標を達成することが出来ました。また、夜久野・大江の「よい

映画を見る会」の結びつきを活かした取組に学ぶことが出来ました。 

〇後援を頂いた両丹日日新聞では記事と「来週の主な行事」で、京都新聞、毎日新聞、京都民報では大きく画像入りで、朝日新聞では

「告知板」で報道されたことにより市民の関心の高まりがみられたこと、チケット取り扱いでは 4 店舗、宣伝カーの提供 2 組織など、

多くのご協力で市内外への発信が行われたことも特筆すべきことです。 

〇FSK の yahoo ブログで連日の更新により訪問者数とシェアー増が見られ、新しい取り組みができました。 

▽大江会場を視聴覚室としたことで、視聴者が午後に集中しご不便をおかけし申し訳ない状況となりました。お詫びいたします。 

▽取組を今後どのように継続させるか、アンケートに寄せられた「期待」にどう応えるのか、今後の課題と言えます。できるだけ早期

に新たな取組が出来るよう努力したいと思います。 

▽「脱原発・原発ゼロ・再エネの普及」めざして、市の「再エネ活用プラン」の具体化へインパクトある取組につなげていくことも課

題です。 

◎なお、映画会計決算では、若干の余剰金がありましたが、今後の事務処理等の費用に充て、残金は FSK の特別会計として管理し、

今後の取組に有効に活用させて頂きます。 

以上、取組のまとめ報告と上映のお礼と致します。ありがとうございました。 

 

【資料 7】映画「種まきうさぎ」上映 
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【資料 8】学習講演会「地震と活断層のはなし～近畿北部の場合」（福知山市後援） 

 

― １１ ―  



 

～ fsk-kyoto のブログ (ameblo.jp) より～ 

「小滝さんは、こうした歴史的文書や研究成果を紹介しながら、「部分的な間違いや不正 確さがあって

も歴史から、事実から学ぶという姿勢が大切」と述べました。津波の証拠 として次のような調査結果を

紹介しました。 ◆高浜町における津波堆積物 「津波堆積物から見た若狭湾を襲った 14～16 世紀頃の

大津 波について」（2015 歴史地震学会講演会講演要旨集より） 図の〇印で 3 層以上の津波堆積物を発

見 ・ ・550ｍ以上内陸部まで幅 400ｍ以上にわたって確認される ・津波は市街地のある標高約 10ｍ

の砂丘は超えずに、川を 逆流したか？ ・約 600～800 年前、約 5,200 年前の年代を示す津波堆積物 も

発見 （画像は新潟大学ＨＰより） ※3 層とは、①約 600～800 年（奈良 時代前後） ②14～16 世紀

（天正地 震） ③約 5,200 年前 ということ。 歴史的文書では、津波の高さ等は 科学的でないが、し

かし堆積物によ って、年代や標高等が確かめられる。」（まとめより抜粋） 

 

 

【資料 9】新潟大学調査「日本海側での津波堆積物調査 －福井県若狭湾沿岸での津波堆積物の発見－ 

2015 年 07 月 03 日 

新潟大学では，平成 25 年度より文部科学省「日本海地震・津波調査プロジェクト」（＊１）のうち“津波堆積物の調査”（＊２）の委託を受け，日本海沿岸域に

おける津波の履歴を堆積物から復元するための調査研究を行っています。このたび，若狭湾沿岸での調査結果の概要がまとまり，担当の福井大学山本博

文教授が 2015 年地球惑星科学連合大会において，成果発表を行いました。    

内 容 若狭湾沿岸の高浜町の海岸から約 500ｍ内陸の低地において，14～16 世紀と推定できる津波堆積物

を発見しました。若狭湾沿岸では，歴史史料から 1586 年の天正地震による津波によって被害が発生したとされ

ていますが，これまでの調査では津波堆積物は発見 されていませんでした。今回の調査では，年代値の誤差

から 1586 年とは特定できていませんが，14～16 世紀の間に津波が発生し，内陸の低地に堆積物がもたらされ

たことが明らかになりました。この津波堆積物の他に，約 600～800 年前，約 5,200 年前の年代を示す津波堆積

物も発見しました。 

― １２ ― 



 1586 年の天正地震による津波の有無が注目されていますが，歴史史料に記載されたような津波はなかったと

しても，約5,000年間に3回の津波が発生し，堆積物として記録されていることが重要であり，今後の津波防災に

関する基礎資料となるものと考えています。

 小林健彦「北陸、新潟県域の戦国期に於ける災害対処の文化史

として」『新潟産業大学経済学部紀要』

 

【資料 10】加久藤火山灰層（京都府

 

大江町南有路、有仁小学校校庭の露頭。

【資料11】福井３原発、噴火の影響見直しへ：規制委の判断は科学的に妥当か？

巽好幸ジオリブ研究所所長（神戸大学海洋底探査センター客員教授）

 関西電力は美浜、大飯、高浜の３原発について、原発から約２００キロ離れた大山（鳥取県）が噴火した場

合の降灰の厚さを、地質調査やシミュレーションなどをもとに、最大１０センチ程度と想定していた。しかし

２０１７年に、大山からの距離がこれらの原発とほぼ同じ京都市内で、約８万年前に大山が噴火したときの火

山灰である DNP（大山生竹火山灰）の厚さが３０センチあったとの研究論文が発表された（図１）。

 関西電力はこの火山灰層について、降り積もった火山灰に加えて周囲から流れ込んできた灰が混ざっている

可能性があることから、「厚さは評価できない」と主張した。これに対し、規制委は現地調査を実施して火山

灰層が２５センチはあることを確認し、関西電力に対して再評価を求めたのだ。

 新しく得られた知見を元に噴火に対する評価を行うことは当然であり、規制委の判断はその意味で妥当であ

る。 

年の天正地震による津波の有無が注目されていますが，歴史史料に記載されたような津波はなかったと

回の津波が発生し，堆積物として記録されていることが重要であり，今後の津波防災に

関する基礎資料となるものと考えています。 

北陸、新潟県域の戦国期に於ける災害対処の文化史 : 事例の検出と人々の災害観を中心

」『新潟産業大学経済学部紀要』 (40), 2012-7, p.79-98, ISSN 1341-

（京都府 HPより） 

 

大江町南有路、有仁小学校校庭の露頭。2012 年 小滝篤夫撮影 

福井３原発、噴火の影響見直しへ：規制委の判断は科学的に妥当か？

ジオリブ研究所所長（神戸大学海洋底探査センター客員教授） 2018/11/23(金

（写真：ロイター/アフロ） 火山灰層の厚さは想定の３倍

関西電力は美浜、大飯、高浜の３原発について、原発から約２００キロ離れた大山（鳥取県）が噴火した場

合の降灰の厚さを、地質調査やシミュレーションなどをもとに、最大１０センチ程度と想定していた。しかし

２０１７年に、大山からの距離がこれらの原発とほぼ同じ京都市内で、約８万年前に大山が噴火したときの火

（大山生竹火山灰）の厚さが３０センチあったとの研究論文が発表された（図１）。

関西電力はこの火山灰層について、降り積もった火山灰に加えて周囲から流れ込んできた灰が混ざっている

さは評価できない」と主張した。これに対し、規制委は現地調査を実施して火山

灰層が２５センチはあることを確認し、関西電力に対して再評価を求めたのだ。 

新しく得られた知見を元に噴火に対する評価を行うことは当然であり、規制委の判断はその意味で妥当であ

― １３ ― 
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回の津波が発生し，堆積物として記録されていることが重要であり，今後の津波防災に
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関西電力は美浜、大飯、高浜の３原発について、原発から約２００キロ離れた大山（鳥取県）が噴火した場

合の降灰の厚さを、地質調査やシミュレーションなどをもとに、最大１０センチ程度と想定していた。しかし

２０１７年に、大山からの距離がこれらの原発とほぼ同じ京都市内で、約８万年前に大山が噴火したときの火

（大山生竹火山灰）の厚さが３０センチあったとの研究論文が発表された（図１）。 

関西電力はこの火山灰層について、降り積もった火山灰に加えて周囲から流れ込んできた灰が混ざっている

さは評価できない」と主張した。これに対し、規制委は現地調査を実施して火山

新しく得られた知見を元に噴火に対する評価を行うことは当然であり、規制委の判断はその意味で妥当であ



図１ 大山噴火による火山灰の分布、厚さと原子力発電所の位置。山

元（2017：地質調査研究報告）に基づき、Google マップを用いて作成。 

６万年前に大山で起きた大噴火 

 今回問題となった DNP 噴火は、約２立方キロメートル、東京ドーム１６００杯のマグマを噴き上げた。しか

し大山は、この噴火よりさらに大規模な噴火を起こした「札付き」の火山なのだ。約６万年前には、DNP 噴火

の５倍以上のマグマを噴出した大噴火を起こし、この噴火で噴き上げられた火山灰（DKP、大山倉吉火山灰）

は中部地方でも地層中に残っている。この DKP 火山灰は、若狭湾周辺では２０センチ程度の厚さがあり、さら

に風向きによっては５０センチを超えた可能性が高い（図１）。原発の安全性を評価するには、このような大

噴火を考慮すべきであろう。 

大山火山以外も考慮すべき 

 日本列島には１１１、全世界の約１割の活火山が密集する。そしてこれらの火山の中には、超ド級の噴火、

「巨大カルデラ噴火」を起こしてきたものが、少なくとも７つもある。そしてこのような噴火が今後１００年

以内に起きる確率は約１％である（「最悪の場合、日本喪失を招く巨大カルデラ噴火」）。この一見低い確率

は、じつは阪神淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震や、熊本地震などの激甚災害の発生確率とほぼ同程

度だ。つまり、巨大カルデラ噴火はいつ起きても不思議ではない。 

図２ 九州で巨大カルデラ噴火が起きた場合に想定される火山灰の分布と厚さ

（著者作成）。青丸は原子力発電所。 

 巨大カルデラ火山が４つ以上密集する九州でこのような超巨大噴火が起きると、最悪の場合、北海道と沖縄

を除く地域で１０センチ以上の降灰を想定せねばならない（図２）。この領域では、ライフラインはほぼ完全

にストッップする。規制委は、日本の原発の多くは、巨大カルデラ噴火による２０センチ以上の降灰域にある

ことをきっちり認識する必要がある。 

 

【資料 12】朝日新聞「原発と関電マネー 立地「工作班」の証言」に詳しい（Web ニュースあり） 

― １４ ― 



1993年 4 月 18 日、当時原発立地を推進していた現職の林幹人（はやし みきんど）と建設反対派の樫田準一郎

（かしだ じゅんいちろう）で珠洲市長選挙が行われたが、投票数に対し投票総数が 16 票多かったことから不正

選挙の疑惑が浮上した。 

建設反対派は選挙無効を石川県選挙管理委員会に申し立てたが、委員会はこれを却下した。建設反対派は同

年 12 月に名古屋高等裁判所金沢支部に選挙無効を提訴し、1995 年 12 月 11 日に選挙無効の判決が出され

た。その後、石川県選挙管理委員会は最高裁判所に上告するが、1996 年 5 月 31 日に上告を棄却する決定が

行われ、選挙の無効が確定した。 

 

【資料 13】関電 CM「なっとくキャンペーン」コマーシャル   

 ミルクボーイ内海 @uttakaga 

関西電力さんの CM で漫才させてもらっております！ こちらテレビでも流れておりまして、男前に映っ

てますのでまた見てください！ 是非「なっトクパック」をチェックしてみてください！ 

https://youtu.be/nSaAaPOWwZY 

午後 11:27 · 2020 年 5月 1 日·Twitter for Android 

※このアドレスをチェックしても、現在は再生されない！ 

 

【資料 14】吉田明生 1月 19 日 13:46  ·  【関電地域の販売電力量（低圧）情報】 2022/1/19 

★関電の販売電力量（低圧）は、2021 年 6月に過去最低の 211 万 MWh を記録し、 

★新電力の販売電力量（低圧）は、2021 年 1 月に過去最高の 159 万 MWh を記録した。 

★最新統計の 2021 年 10 月でみると、新電力は 101 万 MWh で、関電は 239 万 MWh となっている。新電力

が、29.6％をしめ、関電の支配力はまだまだ大きいが、かつての 70％しか販売できていない。新電力の

販売量が関電を追い越すのも、遠くはない！ 

 

［参考］関電地域の特別高圧は合計 352 万 MWh、高圧は合計 359 万 MWh、低圧は合計 340 万 MWh で、前二

者に占める新電力の割合はそれぞれ 11.9％、27.7％。(2021 年 10 月) 

なお、小売部門の電力自由化は 2016 年 4 月から。 

［参考］関電地域の特別高圧は合計 352 万 MWh、高圧は合計 359 万 MWh、低圧は合計 340 万 MWh で、前二

者に占める新電力の割合はそれぞれ 11.9％、27.7％。(2021 年 10 月) 

なお、小売部門の電力自由化は 2016 年 4 月から。 
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吉田 明生 1 月 18 日 11:43  · 関電地域のスイッチング（契約変更）情報 （2022 年 1 月 18 日現在） ・「原発の電気はいらない署名＠関西」 

 →https://nonukes-kyoto.net/?page_id=3297 

 

 

【資料 15】両丹日日新聞記事（2020 年 9 月 28 日） 

 

 京都府福知山市は、福知山城天守閣＝内記一丁目＝で使用する電力を、10 月分から太陽光発電など再生可能エネ

ルギー由来のものに切り替える。天守閣がある城が再エネ電気の 100％供給を受けるのは、全国初の試みという。 

 世界的なＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）や脱炭素社会の実現に向けての取り組み。 

 市は今年度から市役所本庁舎や市立小中学校など 32 公共施設の使用電力を再エネ電気に切り替えており、城、市

佐藤太清記念美術館、市厚生会館など新たに 7 施設を 10 月分から加える。 

 いずれも再エネ電気を扱うたんたんエナジー株式会社＝篠尾新町＝から供給を受け、電気料金は切り替え前と比
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べてやや安くなると試算している。同社とは昨年

ー事業の推進に関する協定」を締結した。

 大橋一夫市⾧は「市の再エネに関する取り組みは、市民にはなかなか見えにくい。将来的な再エネの地産地消も

見据えて、まずは象徴的な城からやっていくことで関心を高めていきたい」としている。

 写真＝城の夜間ライトアップも再エネ電気でまかなわれるようになる

 

たんたんエナジーKK（HP より）会社概要

大学生のころ、京都の小学校の授業時間をお預かりして地球温暖化について伝えるボランティア活動をしていたことが思い起こされます。残念な

がら、授業で「このままいくと、将来はこうなってしまうかも」と語っていた内容がどんどん現実になってしまっています。

大学卒業後は、京都府地球温暖化防止活動推進センターの立ち上げに携わり、

し、自身の努力は充分であったのか、子どもたちに対する責任を果たしてこられたのか。振り返ると、未熟さを実感し、焦りが募ります。

そんな折、エネルギー・ガバナンスに関する研究プロジェクトに参画する機会をいただき、世界各地で、そして日本でも、エネルギーを軸とする魅力

的な地域づくりが行われていること、その影には、自治体と連携してエネルギー政策を進めるエネルギー事業体が存在することを知ることができま

した。 

京都でこうした動きを作るために私も何とかお役に立ちたいと、多くの方と連携しながら会社を設立するに至りました。未熟な人間ではありますが、

熱意だけは持ち合わせているつもりでおります。皆様のご指導をいただきながら活動を展開してまいりたいと思っております。

べてやや安くなると試算している。同社とは昨年 1 月、市や龍谷大学など計 5 者で「地域貢献型再生可能エネルギ

ー事業の推進に関する協定」を締結した。 

大橋一夫市⾧は「市の再エネに関する取り組みは、市民にはなかなか見えにくい。将来的な再エネの地産地消も

見据えて、まずは象徴的な城からやっていくことで関心を高めていきたい」としている。

＝城の夜間ライトアップも再エネ電気でまかなわれるようになる 

会社概要 

代表取締役 ごあいさつ 

大学生のころ、京都の小学校の授業時間をお預かりして地球温暖化について伝えるボランティア活動をしていたことが思い起こされます。残念な

がら、授業で「このままいくと、将来はこうなってしまうかも」と語っていた内容がどんどん現実になってしまっています。

大学卒業後は、京都府地球温暖化防止活動推進センターの立ち上げに携わり、20 年以上にわたり継続して気候変動対策を続けてきました。しか

し、自身の努力は充分であったのか、子どもたちに対する責任を果たしてこられたのか。振り返ると、未熟さを実感し、焦りが募ります。

エネルギー・ガバナンスに関する研究プロジェクトに参画する機会をいただき、世界各地で、そして日本でも、エネルギーを軸とする魅力

的な地域づくりが行われていること、その影には、自治体と連携してエネルギー政策を進めるエネルギー事業体が存在することを知ることができま

京都でこうした動きを作るために私も何とかお役に立ちたいと、多くの方と連携しながら会社を設立するに至りました。未熟な人間ではありますが、

熱意だけは持ち合わせているつもりでおります。皆様のご指導をいただきながら活動を展開してまいりたいと思っております。
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者で「地域貢献型再生可能エネルギ

大橋一夫市⾧は「市の再エネに関する取り組みは、市民にはなかなか見えにくい。将来的な再エネの地産地消も

見据えて、まずは象徴的な城からやっていくことで関心を高めていきたい」としている。 

大学生のころ、京都の小学校の授業時間をお預かりして地球温暖化について伝えるボランティア活動をしていたことが思い起こされます。残念な

がら、授業で「このままいくと、将来はこうなってしまうかも」と語っていた内容がどんどん現実になってしまっています。 

年以上にわたり継続して気候変動対策を続けてきました。しか

し、自身の努力は充分であったのか、子どもたちに対する責任を果たしてこられたのか。振り返ると、未熟さを実感し、焦りが募ります。 

エネルギー・ガバナンスに関する研究プロジェクトに参画する機会をいただき、世界各地で、そして日本でも、エネルギーを軸とする魅力

的な地域づくりが行われていること、その影には、自治体と連携してエネルギー政策を進めるエネルギー事業体が存在することを知ることができま

京都でこうした動きを作るために私も何とかお役に立ちたいと、多くの方と連携しながら会社を設立するに至りました。未熟な人間ではありますが、

熱意だけは持ち合わせているつもりでおります。皆様のご指導をいただきながら活動を展開してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願い 



【資料 16】FSK の活動より ソーラーシェアリングの取組 
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３福知山地方における再エネの取組は画期的な前進 

 （１）2016 年 9 月、脱原発・原発ゼロ・再エネの普及促進の立場から福知山再生可能エネルギー市民 

研究会（FSK）が誕生 

   特徴的な取組 

① 原発ゼロ・再エネの普及促進の学習と取組 

・2020 年 9 月 小滝篤夫講演会（京都府立大学講師）「近畿北部の地震」 

・2020 年 2 月 和田武講演会（元日本環境学会会長）「再エネの普及とまちづくり」 

・ 

② エネルギーの地産地消めざした地域の取組に学ぶ～フィールドワーク 

・宝塚市民発電（ソーラーシェアリング） 

・コナンウルトラ発電（湖南市）市民と地域共同体の循環型取組 

・田んぼにソーラーシェアリング（  ） 

    ・ 

③ 毎週キンカン宣伝行動（474 回 2 月 18 日現在） 

④ 気候変動危機打開のアピール 

・大型懸垂幕でアピール 
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⑤ 自前の発電所づくり（営農と発電の両立：ソーラーシェアリング 再エネの可視化） 

・FSK 紹介発電所（2016 年 8 月 11.3 ㎾ ブルーベリー栽培） 

・FSK 第一協力石原発電所（ソーラーシェアリング 11.3 ㎾） 

・FSK 第 2 協力大野発電所（ソーラーシェアリング 35.8 ㎾） 

・2021 年 4 月 市の SDGｓ推進団体に認定 

 

 （２）2019 年 自然エネルギー100％供給の新電力「たんたんエナジーKK」（木原浩貴 社長）の誕生  

   ※福知山市・龍谷大学・北都信用金庫・ダイインベストメント・たんたんエナジーKK の 5 者協力 

   ・2020 年 4 月 市役所などの庁舎、福知山城や各公共施設に自然エネルギー100％の電気を供給 

   ・2021 年 12 月市民協働発電プラン「自然の恵みの電気で子どもを育むファンド＠福知山」への出 

    資を呼びかけ。募集総額に達し受付を終了。2月から稼働 
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