
福井から原発を止める裁判0会

=第 9回・ 2022年度定期構会・ 資料=

2022年 6月 26日 (日 )午後 1時～

裁判の会事務所 (織田ビル 2階 )

昨年度総会は、新型コロナウィルス感染に対し、全国的に警戒警報が出される厳しい状況

となつていることから、総会開催を見合わせ、カタクリ通信にて会計方向のみ掲載、報告と

させていただきました。

今年度は、いまのところ全国的にも3蜜 を避けることは呼びかけていますが、少しづつ行

動緩和が進んでいることから、開催することとしました。しかし1昨年 (2020年度総会)の
ように事前に総会議案を送付 `議決をすることはせず、総会後カタクリ通信にて総会内容を

報告、意見集約することとします。

議題は以下のとお りです。 (午後 1時～1時 30分

第 1号議案 2021年度・活動報告 (活動日誌から)

第 2号議案 2022年度 `活動方針

第 3号議案 2021年度決算報告・会計監査報告

第 4号議案 2022年度予算案報告

第 5号議案 事務局役員体制

特BII学習会  午後 1時 40分～3時 20分

広島地裁での「戦後最悪の司法判断 “吉岡決定」学習会

講師 伊方原発運転差止広島裁判事務局

哲野イサク様  山本幸造様



==2021年 度・活動報告■■ ‐
―
  ■ | | ‐

_|‐‐  ・   |

<裁判の支援等>   ■ _■

(「裁判の会」事務局のメンバーが参加したもの。)

2021/04/08→東京地裁 宗教者核燃裁判(第 12回口頭弁論)

2021/04/13→福井県原安課ヘサヨナラ原発福井ネットワニクと使用済み核燃料について
申し入れ。

2021/04/09→福井県安全専門委員会(第 99回 )

2021/06/21→大阪地裁 美浜 3号機仮処分申し立て

2021/07/03→東京地裁 宗教者核燃裁判(第 3回口頭弁論)          
」

2021/08/04→名古屋地裁 老朽原発裁判(高浜 1.2号 19回、美浜 3号 17回)

2021/10/04→大阪地裁 美浜 3号機仮処分(第 1回審尋)      .
2021/11/12→福井県安全専門委員会(第 100回)             .
2021/11/15●名古屋地裁 老朽原発裁判(高浜 1.2号 20回、美浜 3号 18回)

2021/12/01→大‐阪地裁 美浜 3‐号機仮処分(第12回審尋) . =‐ ‐  :
2022/02/04→名古屋地裁 老朽原発裁判(高浜 1.2号 21回、美浜 3号 19回)

2022/03/07→大阪地裁 美浜 3号機仮処分(第 3回審尋)

2022/04/21→名古屋地裁 老朽原発裁判(高浜 1.2号 22回、美浜 3号 20回 )

2022/05/23→大阪地裁 美浜 3号機仮処分(第 4回審尋)

くカタクリ通信の発行>

●第 42号(2021/06/16、 20P)●美浜3号機運転差し止め仮処分、福井県地元同意の経
緯(地元自治体の動きを詳述)、 福井0石川&核燃サイクルの訴訟   ‐

●樋日英明氏講演会特別号(2021/10/01、 20P)●樋日英明氏講演会の報告
●第43号 (2021/10/08、 4P)→美浜3仮処分第 1回審尋(争点は地震と避難計画)、 福井・

石川&核燃サイクルの訴訟

●第 44号(2022/02/05、 4P)→規制委は「熱伝達率」を把握してなかった !、 福丼・石川
&核燃サイクルの訴訟

<学習会等の開催>      ‐

■2021/09/05 講演会

講師→元福井地裁裁判官 樋口英萌氏

テーマ→樋日英明氏が見通す原発差止訴訟の転換点
場所→福井市ユー,アイ福井&敦賀市あいあいプラザ&You ttubeライブ配信
参加人数→ライブ配信            ____
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内容→福井地裁判決が出されたその福井の地での樋日英明さんの講演会を、 オー

ル福井反原発連絡会、日本科学者会議福井支部、「福井から原発を止める裁判

の会」の三者共催という形でようやく実現することができました。講演を文字起

こしをして整理したものが「裁判の会」のウェずヽ く卜に掲載してあります。

http://www.adieunpp.com/news/katakuri/210905_higuchi.pdf

■2021/12/11 第 15回学習会

講師→サヨナラ原発福井ネツトワーク若泉政人氏

テーマ→関電美浜 3号機の使用済み燃料の交換可能年数の水増しについて

場所→当会事務所&Zoom配信 参加人数Ⅲ20名

典容→サヨナラ原発福井ネットワークでは、美浜 3号機の使用済み燃料の問題点とし

て、①新規制基準による基準地震動の対応工事(750ガル寺993ガル)で、美

浜 3号ピツト貯蔵容量が 1,118→809体へ減少したため、3号機で貯蔵中の

1・ 2号機使用済み燃料 150体を2016年度に1・ 2号機に移し、余裕を38体

から188体へと増やしている、②美浜 1・ 2号ピツトは 3号と共用ではないの

に、102号ピツト余裕 102体分を美浜 3号用と想定している、などを指摘して

いる31・ 2号機使用済み燃料は2035年末までに搬出予定だが、美浜 3号 60

年運転期限は 2036年 12月であり、新規制基準連合性審査を受けていない

1・ 2号ピツトを美浜3号用に使うのは安全無視の法令違反になるのではないか

との主張しています。

■2022/02/26 第 16回学習会

講師→「福井から原発を止める裁判の会」事務局長 嶋囲千恵子

テーマ→カーボンニユートラルと原発

場所中当会事務所&Zoom配信 参加人数→17名

内容■「温室効果ガスの排出を実質的にゼロにする」というカーボンニユートラル(CN)

の定義から始まり、気候変動枠組み条約の歴史を辿り、CN達成における問題点

などを説明。『人新世の「資本論」』の著者である斎藤幸平さんの視点も織り交ぜ

て、最後は原発が温暖化対策として利用可能かどうかを検討。日本の自然エネ

ルギー電力比率の上昇割合がEU諸国と比較して低いことも印象に残りました。

原発と気候変動対策との関係について!よ、再生可能エネルギーの生産手段の選

択も注視しながら私たちが考え続けなければいけない問題だと感じました。

<事務局会議の開催> 会議はいずれもZoomを fl孵して実施。

2021/05/12■総会、学習会について検討

2021/05/27嗜総会の内容について詰め

2021/07/06中次国カタクリ通信の内容検討



2021/07/22吟学習会について検討

2021/08/26時樋口英明氏講演会について

2021/09/23時講演会の反省等

2021/10/06時樋口英明氏講演会の文字起こし等

2021パ0/28時名簿管理等について

2021/11パ8時次回学習会について

2021パ2パ 6時次回通信の内容について

2022/01/20時次回学習会について

2022/02/24時通信発送作業等について

2022/03/24吟総会、学習会の内容について

2022/04/06時吉岡決定の勉強会について

2022/04/28吟他の裁判等の情報、総会、吉岡決定について

2022/05/26吟明日のハナコ、次回通信について

2022/05/30時総会について

==2022年度・活動方針＝＝
①原発運転差し止めを求める新たな訴訟の福井地裁での提訴に向けて、弁護団、関

係諸国体と引き続き前向きに協議を進めています。現在、美浜3号機の再稼働差

し止めを求める仮処分がたたかわれていますが、その決定は今秋にも出そうな情

勢です。私たちとしては、その結果も踏まえて、新たな裁判闘争を福井の地で開始

できるよう、今年度も各地での反原発のたたかいとの交流を発展させていくとと

もに、関係諸団体との協議を進めて参ります。

②事務局主催の学習会を今年度も連続して企画します。とりわけ新たな裁判闘争の

提起に向け、事務局をはじめとして会員の皆さまの学習と争点理解につながるよ

うな内容を企画していきたいと考えています。新型コロナの感染状況に関わらず、

事務所で‘の開催とズームによるオンライン参加を組み合わせたハイブリッド方式に

より、在宅あるいは県外や遠隔地からの参加も可能なかたちで、行っていきたいと

考えております。

③上記、学習会内容の報告、活動報告などを中心として、会報fかたくり通信Jの発行

を今年度も継続して参ります。全国の会員の皆さまと定期的につながり、情報を共

有していくうえで大きな役割を果たしてきた「かたくり通信 jは今年度も年数回の

発行を予定しております。
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福井から原発を止める裁判0会

2021年度決算 ‐

(2021年 4月 1日～2022年3月 31日

く収支計算書>

予算 決算

会費入金会員数 (延→ 250人 570人

2021年度決算の概要お よび特徴 について        会計担当・ 奥出春行

今年度の会貴納入は延べ570名の方から2,61■ 548円 というたくさんの入金がありました。予算は250人・

250万円としていましたが、たくさんの会費・カンパを寄せて頂きました。本当にありがとうございました。

ウクライナでのロシアによる原発攻撃が報道される中で、「怖さJ ・ 滸 さない」との思いが会費納入につ

ながったのではないか思われます。

収入の中には、小浜の会より老朽原発チラシの印刷分を返金されました。また、美浜原発仮処分裁判費用

を立替ていました力ヽ 断食募金より補填させて頂きました。

費用の特徴としては、宣伝費として老朽原発チラシの新聞折込などがありましたが、学習会などの開催が

少なく講師料はありませんでした。

通信費は福井県内原発を対象とした裁判支援への案内はがきやその内容をカタクリ通信という形で会員に

ゆうメールで発信しているものがほとんどです。

今年度も、コ田ナ下のため総会が開かれません力ヽ 会計のみ報告させて頂きます。不明な点やご意見があり

ましたら、当会事務局員までご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

2021年度募金会計の報告  (こ の募金会計は中蔦哲演氏から呼びかけられた「一食断食募金」です。)

202■年6月 21日 美浜原

発3号機再稼働差し上

め仮処分裁判および今

後の弁護団支援のため、

31き 続き使用していき

ます。

前年度錬越金 3.584,025

老朽原発反対キャラバン行動分担金(オール福井) 職 00C

老朽美浜 3・ 再穣働チラシ印刷 (地域配布用) 礼 7頓

老柄美浜3・ 再稼働チラシ印刷・福井新聞折込 201,80〔

者朽美浜3・ 再稼鐵チラシ印刷・福井新聞折込 16a71〔

受取利息 26

睡日議 会燿躍唱ビ 5名 5脚
醜食募金1名 5脚

老朽美浜 3原発仮処分募金 5名 13rЮЮ

合計 3,C07ρ 51 667β OC

次年度繰餞金 2,939,745

当期収入 2021予算 2021決算 当期支出 202ユ 予算 2021決算

醐 繰越‐C誠■預金のみ 96L再 1 967F61 事務費 (用紙住 ‐■ビ‐ 1印覇旬 700,00 675,082

会費収入 (カ ンパ含む) 2,000,00 2,614・ ,548 交遷費 (事務局行動羹なめ 300,000 239:051

普通預金受取利息 5 11 置信費 (ゆ うメール、′ヽガキ代など: 600,000 457,765

断攀 O名 ) 0 5,001 講師料 (学習会 ,講演会)2名 50100C 0

小浜0会より返金 0 90j05C 印刷費 (かたくり通信・ 学習会チラ 600,o00 26,428

美浜薇処分裁判費用良じ 1 422,603 部 讚 儀 綿 新お 422,60G

證期資金 (裁判準備金) 1,500,o00 1,300,00C 協賛金 (名古屋老朽裁判) 2,000

小計 4,467,766 5,599,97C 小計 2,250,000 1,82293

次期繰越残高 2,217,766 3,777,044

合計 事 67,760 ■599,976 合計 4,467,766 ■599,976

認巳」≧・堪蟹翼塁瀾買

“

≧霧果姜墜」≧     717,766   2,277,044



福井から原発を止める裁判の会

202狩度予算

C2022年4月 1日～2023年3月 31日 )

く収支計算書>

コ霧J≧・籠肇ヨ登餞 越」
= 2,277,044  2,277,049

決算 予算

会費入金会員数 (延→ 570人 350A

く202年度 役員体制>

代表    中蔦 暫演 (再)

副代表   東山 幸弘・高浜 (再)

事務局長  嶋田 子憲子 (再)

次長  小野寺 恭子 (再)

rtA長  南 康人 (再)

会計  奥出 春行 (再)

事務局員

特別事務局

会計監査

小野寺 租彦 (再)

山本 雅彦・敦賀 (韓

大嶋 麻紀鱚 )

徳井雅信 (関西特派員)

高岡ひとみ (再)

藤岡寿美子 (再)

科目 2021決算 2022予算 科目 2021決算 2022予算

前期繰越 (現金・預金のみ) 967,761 2,277F044 劇務費 (■ビ機 料・ インク代 675,082 5は0嘔Ю

会費収入 (カ ンパ含む) 2,61へ 548 1,500,000 事務局交通費 (各地裁判支撻 239,051 200,000

普通預金受取剰息
‘
ニ

● 通信費 (ゆうメー′k助≒他) 4571765 500,000

断資募金 (1名 ) 5,000 O 肇師料 0国分) 0 100,0側

嗜ヽ浜0会より返金 90,050 カタクリ通信・チラシF「騨費 26,423 200,000

美浜値処分裁響嚢澤戻し 4227606 宣伝費 (福井新爾詢 422,606 C

置霧預金 (裁攀準備金) 1,500,000 1,500,00〔 臨贅金 (名古屋老構裁判) 2,000 C

収入小計 5,599,976 5.277,049 支出小計 1,8227932 1,50■008

爽閣操越残高 3,777,044 3,777,049

収入合計 5を599,976 5″7,049 支出合計 5麟9,976 募″ 710149

2021年度 会計報告

2022年 6月 6日 (月)午後 2時～4時 裁響0会事務F~rに て

立会人  次長 :小野寺恭子   会計担当 :奥出春行

現金畿納帳・普通預金、悽取書など
=確

に認帳・管理されていたことを確認しました。

監査人  高岡ひとみ

藤圏寿美子

会計報告0正式文書は、麗途本人自筆にて事務所に保管されています。押印はなくさせて頂きました。ご了承ください。



福井から原発を止める裁判の会会劇

,第一桑 (名称)

本書撃「薔井から原彙を止める裁判の会 (略称■福井原発裁判0会 )Jと
称し、篠井暴内に事務所 (連絡先)を置く。     ■ ‐

。第
=秦

(目的)      「 ‐

本余は、裁判を通して穫井県内にある原発を止めるために原書団・申立人
を組織するとともに、弁護団を支嬢し、人々に広く書発活動することを目的
とする。

・第二暴 徐 員)       .
本会の目的に鷲回する人は議でも会員になることができる:

・第四条 (会費)

本金の会員織、年3000円の金識を会計年度中に入金するものとする。
・第五彙 (機関監)

本会は、機関紙「かたくり通信Jを発行し、希轟する会員には郵送またはメ
ールにて届ける。

・第六乗 (総会)     .  |[
ホ会は、年1回の総会を開催する。総会議案は参加した会員数の過半鞍をも

つて承認・決定する。縮会には、本会が支援する裁判に関わる弁護国のいずれ
の弁護士も参加することができる。

・第七乗 (役員会)

本会の目的を遂行するため、役員会を置き日常活動の承認、決定を行う。役

員会は、本会が支援する裁判の原告団または申立て人から、それぞれ1名以上
を選出、これを役員として構職する。役員は総会において承認を得るものと

する。

役員の任期は2年とする。但し,再任は妨げない。

・諄八無 (役員会の機能)

役員会が必要と認めた場合t必要に応じて全会員を対象に臨時会饉を招集、

日常活動の運行について報告、意見集締を行い還警に反映させる。

・第九条 (代表)

本会に代表1名を置くものとし、役員の互選によって選出する。優|し、総会
の承認を得るも.0とする。

・第十条 (事務局長)

本会籠事務局長1名―を置くものとし、役員の写選によつて選出する。捏じ.

:議会の承認を得るものとする
`事

務局長は、代表の合意のも,と事務局をおく。

ウ ｀



事務目協薔輌9EEとの日常的な情報棄機eすすめ、書員へOI― その他

日漱濶麟犠還青する。

・第十―秦 (会針)

ホ象に会計 1名を置くものとし,IE■0=轟によつて選出する。置し、構會

の機澤七轟●ものとする。

・籍十二彙 (会計監壼)

本書には総会において選出・ 摯澤0もとs役二として舎針菫童を2名置く。

・第十三秦 (財政)

t●Iの財政は、金費,書付金、事幕収入によつてまかなう。

・菫十日彙 (会計年度)

本奎OnI「年度は、4月 1日～翼年3月 31日とし、清■のまとめとともに,

構會に報告するものとす0.
・ 第III(象爾0職魔)

本會硼に覇澤されていない事項は,構金にて議
=・

遭加決定する。

贈期

1、 本彙用は2013年 3月 30日より異臓する。

2、 ホ会闘は2015年 5月 23日より政定、実議する。

細
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