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新年のごあいさつ 
                                                

                  高橋 進（滋賀自治体問題研究所理事長）  

 明けましてめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いします。 

 今年は 4 月に統一地方選挙、7 月に参議院

選挙があります。地方と国の政治を市民の生

命と暮らし、人間の尊厳をまもり、育てるよ

うに変えていく絶好の機会です。 

 昨年 12 月に発表された 2019 年度予算案

は、消費税の 10%への引き上げ、消費喚起と

増税対策と称する支離滅裂で金持ちに有利

な様々な対策、社会保障費の自然増の数千億

円の押さえ込みなどの国民生活の圧迫・破

壊、同時に F35 戦闘機の 105 機ものアメリカ

からの爆買と「いずも」の「空母化」、陸上

イージスの配備に示される大軍拡を特徴と

しています。もはや、「専守防衛」という従

来の防衛政策の原理を投げ捨てたと言え、自

民党の元国会議員を含め、マスコミや各界の

人々から強い批判と危惧が表明されていま

す。 

 第 2次安倍内閣は成立直後の 5年前から毎

年、史上最高の軍事費を更新し続けています

（2019 年度は 5 兆 8000 千億円）。また、安

倍政権は憲法 9 条改悪や緊急事態条項の付

加など、憲法改悪を執拗に狙っています。こ

れらは、憲法違反の「集団的自衛権の容認」

を契機に進められている日本の軍事化、アメ

リカへの「永続敗戦」「対米従属」の表れと

言っても過言ではありません。今こそ、「軍

備よりも、福祉と教育を！」「戦争準備より

も近隣諸国・世界の平和の構築を！」を強く
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訴えることが必要です。 

 地方を取り巻く状況を見ると、政府は小規

模自治体の自治権の事実上の剥奪となりか

ねない広域行政である「圏域」の形成の推進

を目指しています。また、昨年国会を通過し

た水道の民営化が可能になる法律改定が示

すように、「公・共・私のベストミックス」

の名の下に、市民生活を守るという行政の根

本的な公的役割を放棄し、民間企業に儲ける

場を提供する政策を進めています。他方で

は、民間企業の儲けにならない領域では、人

口減少という「国難」に対処するために、自

治体は大小に関わりなく、職員数を半分にし

て経費を削減し、手が届かない部分は住民自

身が「支える」ことを一方的に求めています

（総務省の「自治体戦略 2040 構想研究会報

告、2018 年 7 月 3 日）。 

 実際、2018 年 7 月に発足した第 32 次地方

制度調査会に政府が諮問したのは、「人口減

少が深刻化する高齢者人口がピークを迎え

る 2040 年頃から逆算し顕在化する諸課題に

対応する観点から、圏域における地方公共団

体の協力関係、公・共・私のベストミックス

その他必要な地方行政のあり方について、調

査審議を求める。」というものです。この地

方制度調査会には、先の「自治体戦略 2040

抗争研究会」の報告が、そのまま資料として

提出されています。 

 しかし、これらの施策は格差の拡大や貧

困・抑圧への抗議し、まっとうな仕事と生存

を求める人々、個人が人間として尊重され、

自由に生きることができる社会を求める

人々から反撃を受けつつあります。 

 安倍政権の政策は、政策そのものに本質的

な矛盾を抱えています。「地方創生」と銘打

った「ふるさと納税制度」「（これは看板に

偽りあり、納税ではなく、とんでもない住民

税と所得税の寄付控除制度）は、多くの自治

体で住民税の収入減をもたらしており、「地

方創生」ではなく、地方破壊であり、税制度

の本質を崩すモラル・ハザードを引き起こし

ています。高額返礼品・「地元産品」をめぐ

る地方自治体と国との抗争は、その破綻を示

すものです。 

 安倍政権が大々的に「成長戦略」・国策と

して進めてきた原発輸出は、英国、トルコ、

リトアニア、インド、ベトナムなどすべてで

失敗しました。再生可能エネルギーが主流で

安くなっている時代に、その政策の時代錯誤

ぶりを如実に示しています。戦前の軍備の例

で言えば、空母の時代に時代錯誤の巨艦主義

に固執し、戦艦大和を建造したことを思い出

させます。 

 沖縄県民世論を無視した辺野古への新基

地建設に対する県民の痛切な叫びや怒り、全

国・世界での反対の声（米国大統領への請願

署名の広がり）、陸上イージス配備計画の自

治体での反対の声は、平和と自然環境、静か

な生活を求め、自分たちの地域のことは地域

の住民に決定権があるべきだという地方自

治の理念を体現するものです。普天間基地移

転の賛否を問う沖縄県の住民投票は、保守系

が多数を占める市町村議会での予算否決に

より、県内全市町村で実施できるかどうか危

ぶまれていますが、このような住民投票の妨

害行為は、住民自治の否定であり、大きな非

難と自己矛盾をもたすことでしょう。 

 昨年に滋賀県高島市の自衛隊のあいばの

演習場で起きた迫撃砲弾の一般道路への落

下と自動車の破壊は、この演習場の実弾演習

場としての根本的な欠陥を示すものであり、

実弾演習の中止が不可欠です。しかし、自衛

隊は安全対策が再構築されたと主張し、正月

明けには実弾演習の再開を決定しました。私

は、あいばのの実弾演習の事故とその再開を

見て、このようなことが沖縄では日常的に起
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こっているのだと、あらためてその恐ろしさ

とひどさ、日本の主権のなさへの怒り、沖縄

の人々への思いを強く抱きました。 

 地方自治と住民の生活、安全と平和、人権

と自由、雇用、地域産業を守り育てる課題は、

本年にはますます重要になります。研究所は

市民の要望に応えて本年も努力する所存で

す。 

会員の皆さんや関係団体の皆さんの、一層

のご協力とご支援をお願いいたします。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

森脇 徹（共産党高島市議）  

 ＜ 「もう少しであの世行きやった！」＞ 

2018 年 11 月 14 日、「バーン・・」とい

う炸裂音と同時に車が大きく揺れた・・。そ

の瞬間左後ろ見るとドアガラスが吹っ飛び、

座席にガラスが散らばる。K さんが、国道

303 号脇に一時駐車したその瞬時の出来事

だった。ドアを開けると、もの凄い白煙と砂

ぼこり、南の演習場方向からは「バーン、ヒ

ュー」と爆撃音。車を見ると、ドアに穴、そ

して粉々になったガラス片の中に金属塊

が･･･。「とんでもない事件だ。砲弾か？」

と K さんは警察と市役所に電話。 

マスコミは当日、翌日と、トップニュース

で報じた。共産党市議団には議員ラインで夕

方に連絡があり、夜だったが現場へ急行、市

基地担当に事実経過を確認し、被災者にお見

舞いした。被災者は「数十センチ差であの世

行きやった･･･」「防衛は何度も同じ過ちを

繰り返すな･･･」と怒りの声だった。 

三年前、重機関銃「跳弾」があり、この記

憶が鮮明なだけに、演習場射程６ｋｍ以内に

生活する１５集落約千人の衝撃はかってな

く大きなものだ。 

 

＜国会安全保障委員会自民理事が「政治

の問題」と謝罪＞ 

事件から三日後、事件の説明と謝罪をした

いと、防衛省幹部から市に連絡があった。説

明会の案内あったのは「饗庭野演習場区長連

絡会」の１５地区長にだけであった。当日、

席上に陸上自衛隊中部方面隊の幹部２人と

自民党の大岡衆議院議員（滋賀一区）、そし

て福井高島市長が並んだ。４氏の謝罪から始

まったが、出席者一同、なぜ大岡議員が説明

側に座っているのか分からなかった。しかし、

大岡議員の次の説明で理解できた。「私大岡

は、日米安保に基づく安全保障委員会の理事

としてこの場にいます。今回の重大な事案の

謝罪に伺ったと同時に、今回事案は、勝れて

政治の問題です。饗庭野演習場が（日米地位

協定に基づく日米共同使用基地）重要な演習

場であり、地元の皆様に引き続きこの演習場

での訓練を認めていただけるか、という大き

な事案だと受け止めている」旨を発言。 

続いて各区長が堰を切ったように発言。

「自衛隊訓練は必要だと認めているが、今回

の出来事は一歩間違ったら生死にかかわっ

ておりただ事でない。饗庭野は実弾訓練をす
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るには狭すぎる。今後一切止めて下さい」「実

弾演習場内に国道を通すこと自体が間違い

だ。続けるならトンネル化を」などの意見が

次々とだされた。 

 

＜市長・議会が抗議と実弾中止を要求 ＞ 

高島市長は事件の翌日、中部方面隊と防衛

省に抗議し、徹底した原因究明を求めた。防

衛省は饗庭野での一切の実弾訓練を中止し、

全国の同型８１mm 榴弾砲劇実弾訓練を中

止した。事件直後の高島市議会は 12 月定例

会。開会日冒頭に「実弾落下事案に抗議し、

徹底した原因究明と再発防止を求める意見

書案」が提案された。内容的に実弾訓練の中

止を記述しない万全の安全対策とした玉虫

色的な部分があったが我々含めて全会派一

致で採択された。開会中であった県議会にお

いても同様の意見書が採択された。 

同時に演習場周辺市民から「饗庭野演習場

での実弾訓練の禁止を求める請願」が共産党

市議団２人と市民派議員の３人が紹介議員

として提出され議論されたが賛成少数で不

採択となった。一般質問も自民系会派、市民

派、共産党などから４議員が立ち、１２月定

例議会はさながら饗庭野砲弾事件議会とな

り、防衛省に抗議・解明、実弾中止と陸上自

衛隊実弾演習の可否をめぐる論戦が展開さ

れた。また、共産党県議団は、高島市議団と

現地調査を行い、自衛隊中部方面隊と今津駐

屯地に対し抗議を行うとともに、県政危機管

理の問題としても県民の生命財産を守れ、と

県議会で知事の姿勢をただした。 

 

＜背景は戦争法実施・海外での武器使用

訓練 ＞ 

今回の事件の政治背景は、いみじくも事件

直後に大岡衆議院議員が謝罪冒頭で「当委員

会にとって、饗庭野演習場は極めて重要な訓

練演習場」と語ったことに収斂できる。即ち

「新安保法制の下、国連決議なくとも地球の

裏へでも米軍との共同派遣の命令が下れば、

いつでも参戦できるよう、全陸上自衛隊員が

米国と共有の武器で練度を高めることが必

須だ。中部方面隊配属の 5 万人隊員にとり重

要な実弾訓練場が饗庭野演習場である」とす

る防衛省の位置付けなのだ。 

 

＜頻発する実弾場外被弾事件＞ 

三年前の重機関銃「跳弾」事件（市民団体

は事実は誤射事件という見解）以降、この三

年間、防衛省は饗場野演習場での実弾射撃の

使用禁止をしないどころか、120mm 榴弾、

155mm 榴弾と使用武器を増やし、訓練形態

も単一の武器実弾射撃よりも4種類5種類の

武器で総合的に実弾射撃する統合型訓練形

態を増やしている。中部方面隊の中核演習場

として、年間使用日数は 300 日を超え、の

べ訓練隊員を年間 23 万人まで増やしてきた。

その結果、砲撃実弾誤射事件だけでなく、隊

員の武器持ち出し事件や市街地徒歩訓練で

の死亡事故など市民を巻込む事故が毎年の

様に起きている。戦後自衛隊発足後 60 年間

に記録に残る実弾場外落下事件は民家全焼

含む 9 件、証言含めると数十件にも及び実弾

演習に伴って不可避的に発生しているとい

える。 

 

＜饗庭野での実弾訓練禁止を！議会一般

質問で厳しく迫る＞ 

12 月議会では、私は、この問題一点に絞

って質問した。以下にその概要を紹介する。  

【森脇議員】市県が防衛省と三年前に締結し

た「再発防止と緊急時の覚書き」と陸幕「達」

を遵守すれば起こりえない事件だ。約束を守

れぬ組織に今後の保証ないのではないか。 

【副市長】覚書き第１条に定めた「訓練では
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演習場使用規則を遵守」とは言い難い状況な

ので関係機関に厳重抗議と原因究明、再発防

止策を要請した。  

【森脇】周辺住民は自衛隊訓練を認める住民

でも「あいば野は実弾演習をするには狭すぎ

る。実弾は禁止を」。射撃陣地から的までの

距離が２㎞しかなく、他の演習場では「射程

機能が３㎞以内の機種に限る」と定めている。

武器別の検証をすべきだ。 

【副市長】科学的に計測し正しく訓練すれば

事故はない。 

【森脇】複数の隊員が計測訓練していてこの

事故だ。三年前の実弾再開時の再発防止策

（①規則見直し②部隊長の点検指導③訓練

部隊への覚書き要綱の徹底④自治体への連

絡遅延の検証）この４点が三年間にどう実践

されたか市が主体的に検証すべきだ。 

【副市長】 演習場周辺１５自治会区長連絡

会で説明受け検証している。 

【森脇】事故直後、市は被害者から連絡受け

たが、その時点で覚書に定めた実弾訓練の即

刻中止の要請をしたか。 

【副市長】中止の要請を部隊のほうにしてい

る。ただ事実確認が定かでなく、すぐ中止を

要請できなかったと認識している。 

【森脇】被弾された被害者が電話していても

即実弾中止にならず、被弾現場に９６分も救

出待機を余儀なくされた。今回のように訓練

部隊の長が場外落下を認識しない場合、市が

覚書き条項や陸自達１５条に定める「部外者

が中止要請できる」の調整系統を検証すべき

だ。 

【副市長】現在防衛省で事故究明中であり、

再発防止についても検証だ。その結果報告で

適正判断したい。 

 

＜市県は住民生命守る立場にたちきれ＞ 

同時に私は、次のような問題を提起した。

①被害者は国道敷地に一時駐車していて被

弾した。国道３０３号線管理者の滋賀県とし

て、不特定多数の市民など通行者の安全を確

保する危機管理の役割がある。防衛省に対し

県市連携で具体的な安全策を求めているの

か。②吹田市青少年施設関連市道が射撃位置

に最も隣接している。吹田市と連携した安全

管理対処がなされているか。③徹底した原因

究明として、防衛省・中部方面隊内で立ち上

げた事故調査委員会で、被害当事者や演習場

周辺市民が納得いく原因究明ができる第三

者調査委員会だと確言できるか。④調査結果

の報告は、特定の自治会役員に限定した説明

会でなく、全住民を対象に丁寧に行なうよう、

防衛省に要請せよ。 

 

＜防衛事故調報告に市民納得ない、再調

査を＞ 

議会最中の 12 月 18 日に陸自事故調査結

果を市長･議会に説明、「実射部隊の隊員個

人ミスが重なった。19 人を処分した」と説

明。司令は、「県知事に 3 時に説明行くので

市議会説明時間は 30 分で」と進行、説明 20

分、質疑 10 分と極めてきわめて実務的な対

応であった。「納得いかない」等と３議員が

質疑。 

その 2 日後に中部方面総監から「饗庭野演

習場における射撃訓練の再開について」依頼

文書が市長宛に要請。報道各社は再開依頼を

批判的に報じました。 

共産党議員団は本会議で「防衛省の市民不

在の早期再開の要請に遺憾の意を表する。市

長は受諾するべきでない。陸幕の事故調査結

果に市民納得ない。再調査を」と次の 4 点を

指摘した。 

 

＜８１ｍｍ単体原因でなく、攻撃型総合訓

練最中事故が核心＞ 
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一つ目は、当日の訓練は、総合戦闘射撃

訓練実施であり、８１mm 迫撃砲訓練はその

一部にも関わらず、８１mm 迫撃砲訓練のみ

の調査に限定し、総合戦闘射撃訓練全体の中

で、８１mm 迫撃砲訓練の時系列及び全体の

体制を含め、どの様に関わっていたかの一切

の検証がみあたらない。そこにこそ事件の原

因と考えられる重大な自衛隊訓練の問題点

が潜んでいる可能性を否定できない。 

二つ目は、調査結果によると、①射撃要

員が未配置のまま射撃準備。②隊員の思い違

いで方位角２２.５度も違えた。③安全点検

員がこの誤りを確認せず発射。④発射後、着

弾地点を確認する要員がいるのに確認出来

ず。⑤このため、射撃訓練を中止することな

く長時間継続した。⑥高島市と結んだ「覚え

書き」にも違反し、事故通告が大幅に遅れた。

このように、２重、３重どころか、５重、６

重にミスが重なっているにもかかわらず、主

な原因を個人的ミスとして処理することは、

自衛隊組織のあり方、自衛隊の体制そのもの

の構造的課題に全く踏み込んでいない。 

三つ目は、射撃距離が２.５km しかなく、

狭い中規模演習場である饗庭野演習場で総

合射撃訓練を実施することを承認した陸上

自衛隊の訓練方法そのものに真の原因があ

るのではと市民や報道が指摘しているにも

係わらず、原因究明とその対策に、地理的条

件が勘案されたとは言い難い。 

四つ目に、この調査結果から、加害者で

ある自衛隊のみで行った調査の不適格性だ。

第三者による再調査が絶対に必要であり、

「市長は安易に実弾再開を認めるべきでは

ない」と提起した。 

 

＜市長：実弾再開許容と新部隊誘致＞  

しかし福井市長は年末 27 日に上京し、防

衛大臣と面談で「実弾再開要請を許容します」

と再開同意した。 

年開け、市商工会主催の賀詞交換会で市長

は本意を吐露。「大臣と二人になった時間に、

事案発生以後に温めてきた思いを率直に申

し上げた」と発言、隣席の参加者は、饗庭野

演習場・今津駐屯地に配属していた戦車大隊

撤退後の防衛大綱後の新部隊誘致の話しか

な、と語っていた。その方向であるなら、実

弾再開のみならず戦争法実施のより危険な

実弾訓練の誘致を防衛省に持ちかけたこと

になる。饗庭野の平穏を願う市民は、新部隊

の誘致を認めないだろう。 

 

＜実弾中止で県内市民団体が初の共同＞ 

12 月 8 日、高島市今津住吉公園に約 400

人の県民が「実弾場外落下に抗議、饗庭野で

の実弾訓練中止を」と県内平和団体が統一し

ての集会が開催、デモでは自治労組合旗と自

治労連の組合旗が並んで行進する場面とな

った。戦争法廃棄で市民と野党の粘り強い統

一が実現しているが、過去、日米合同演習反

対では統一できなかった経過がある中、滋賀

県内での基地問題での市民統一が実現した

ことの意味は大きい。今後予定されているオ

スプレイ訓練参加を含んだ日米合同演習反

対の新たな市民共同広げる契機にする機運

ができた。 

 

＜自民支持者も「実弾やめとけ！」 住民

に大きな変化＞ 

演習場周辺の住民意識に変化が生れてい

る。請願人で基地隣接の青少年施設で働く青

年は「３年しか経っていないのに、今度は誤

射の個人ミスと原因を特定。実弾射撃する組

織にミスが幾つも重なったとは信じられな

い。しかも迫撃砲は、炸裂すると３６０度、

２０ｍ範囲内の人間を殺傷する実弾。今度の

事件は恐怖を覚える。そんな危険な武器での
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実弾射撃訓練の再開だけは禁止して欲しい」

「いま実弾訓練中止で、とても静かです。こ

れが普通なんですね」と語った。 

瓦屋根実弾貫通の集落住民は「ワシは自民

党や、政権支持や、自衛隊にも賛成や。しか

し、この演習場での実弾砲弾ごとはアカン。

５㎞から飛ぶものをここでは無理なことは、

この 3 年間で証明された・・・』 

「この饗庭野でも、沖縄のように粘り強く

闘いを続けよう、の合い言葉がでています」

とあいば野平和運動連絡会の泉勝男さんは

語る。そこに新たな展望を見いだしている。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

12 月 25 日、福井の原発 7 基の運転差し止

めを求めた本訴（2013 年 12 月 24 日提訴）

第 21 回口頭弁論が大津地裁で行われました。

これに向けて原告側は準備書面(52)～(55)を

提出。 

このうち、準備書面（52）、(54)は、それ

ぞれ大飯、高浜の地盤は、関電の主張のよう

に決して安定した地盤ではないなどの問題

を指摘した原告準備書面に対して、関電が反

論していますが、これに再反論したものです。

原告主張に対する関電の反論は不十分なも

のであり、地震動を予測する経験式のバラツ

キを考慮すべき要素（震源特性、伝播特性、

サイト増幅特性）のうち、地盤の特性による

増幅を考慮しなくていいという被告の主張

の根拠が立証できていないことを指摘して

います。 

準備書面(53)は、原発が備えるべき安全性

について、「社会通念」で判断する流れがで

きていますが、社会通念を判断するために考

慮すべき必要最低限の要素を示すなど総論

部分の主張を整理したものです。 

準備書面(54)は、高浜原発の敷地地盤の問

題を指摘した原告主張に対する関電側の反

論に対する再反論。 

準備書面(55)は、最近の原子力規制委員会

での判断でも関電の火山噴火に対する対応

は不十分であることを指摘したものです。 

一方、関電側は、準備書面(36)から(39)を

提出。(36)、(37)はそれぞれ大飯原発、美浜

原発の土砂災害に対する安全性について、

(38)は、美浜原発の敷地地盤について均一で

安定したものではないと問題点指摘をした

原告準備書面(45)に対する反論、(39)は、使

用済み核燃料ピットの安全性について問題

点を指摘した原告主張に対する反論ととも

に、救釈明に対する回答が行われています。

この主張内容について、代理人弁護士が口頭

で説明を行いました。  

次 回の予定について、原告側は、①今回主

張があった美浜の地盤問題、②救釈明に対し

て回答があった放射性廃棄物の処分問題な

どを予定しているとし、ほぼ主張は出尽くし

ているので、あと 1〜2 回で完結したいとし

ました。一方、関電側は次回、高浜原発の土

砂災害に対する安全性の主張のほか本日の

火山に関する原告主張の反論などを検討し

たいとしました。 

 次回は、3 月 7 日 14:30 からとされました

が、口頭弁論が始まる前に行われた裁判所と

双方の代理人とで行われた進行協議では、6

月 4 日、9 月 10 日、12 月 10 日についても

それぞれ 14:30 からと期日が設定されてい

ます。 



しがの住民と自治 第 330 号 2019 年 1 月 15 日 

 

- 8 - 

 

 なお、福井原発訴訟（滋賀）を支える会で

は、次回の裁判終了後に以下のとおり 2019

年の総会を開催することとしています。この

なかでは、代理人弁護士 2 名による講演があ

り、支える会の会員以外の方も多く参加して

ほしいと呼び掛けています。 

 

 

 

12 月 22 日、日本科学者会議滋賀支部主催で「先進諸外国の自然エネルギー利用の現状と

原発・火力に依存しない我が国のエネルギー利用の展望」という講演会が大津市内で行われ

ました。講師は河野仁さん（兵庫県立大名誉教授）です。講演の一部を紹介します。 

 

【温室効果ガスの削減

目標が EUなどと比べて

低い日本】 

 下表に示すとおり日

本の温室効果ガスの削

減目標は、EU などと比

べると、2060 年目標は

同程度となっているが、

そこに至る 2020 年、

2030 年の目標はかなり

低く、2060 年目標が実

現性のないものとなり

かねない。 

 2019年福井原発訴訟(滋賀)を支える会総会 
 日時 2019 年 3 月 7 日（木）16:30〜19:00 

    ※裁判や記者会見の状況によって多少ずれる可能性があります。 

 場所 滋賀弁護士会館 

 内容 記念講演 

    「想像を絶する原発被害について」(仮題)   田島義久弁護士 

    「2018 年の原発裁判をふりかえって」(仮題) 井戸謙一弁護団長 

  ※ふたつの講演を概ね2時間程度、残りの時間で支える会の 2018年の活動報告と2019

年の活動計画について報告、議論をしていただきます。 

  ※記念講演はどなたでも参加できます。（参加費無料） 
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【自然エネルギー使用実績

も少ない日本】 

 右の表に示すとおり、自然

エネルギーの使用実績割合

は、ノルウェー、デンマーク、

ポルトガルなどでは電力の

50～90%が自然エネルギー

であるのに対し、日本は 15%

と少ない。 

 

 

【固定価格買い取り制度で

太陽光だけがのびた】 

固定価格買い取り制度導

入により、太陽光だけが大き

く伸びた。ポテンシャル（潜

在発電可能量）としては後で

述べるように風力の方が大

きいのだが、これは業界の力

の差ではないかと思われる。 

 

【太陽光と風力に接続可能量

（接続上限）が設定】 

 日本の電力会社は、電力の

需給バランスをたもつうえ

で、太陽光と風力は変動電源

という理由で「接続可能

量」すなわち接続上限を

設定し、受け入れを制限

している。2018 年は九州

電力がのべ 4 日、太陽光

の受け入れを制限した。

連携線を使って他の電力

会社に送電すべきであっ

たのにこれをやっていな

い。四国電力はそれをや

っていた。これに対してヨーロッパは再生可能エネルギーの接続を優先し、気象予報により

太陽光、風力発電量を予測し、火力の出力を調整している。日本は原発をベースロード電源
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としてこれを優先しているため、再生可能エネルギーが抑えられている。 

 なお、東京、関西、中部各電力は接続可能量の設定をしていない。 

 

【日本は風力と太陽光だけで需要のほとんどを賄える】 

・風力の導入ポテンシャル

つまり潜在的発電能力は、

現時点の発電設備容量の 5

倍あり、太陽光をあわせて

考えると原発は不要である。 

 

【まとめ】 

 日本は風力、太陽光、

水力、バイオマス、地熱

など豊富な自然エネルギ

ーがあり、エネルギーの

自給が可能。 

 省エネを実現し、化石燃料から自然エネルギーにシフトさせるには、 

① エネルギー基本計画を国民の間、国会で議論する。 

② 「炭素税」「排出権取引」などの法規制と政策が必要。 

③ 電力については、 

ｱ) 発・送電の法的分離 

ｲ) 送電線への自然エネルギーの優先受け入れルール確立 

ｳ) 電源別の出力コントロールセンタ 0をつくり、自然エネルギー優先で運用 

ｴ) 発・送電情報の公開（公共性） 

環境対策を考えた風力発電東野設置場所や風車騒音基準などを整える必要がある。 

 

（※講演資料をご希望の方は、次のアドレスに申し込んでいただければ PDF データを送付し

ます。 Shigajichiken2009@yahoo.co.jp） 

林永代さんの後任に安齋
あんざい

友
ゆ

美
み

さん      
 長年にわたり研究所の諸々の事務処理を担っていただいた 

林永代さんにかわり事務を担当していただくことになった安 

齋さんです。昨年 12 月から新婦人県本部の専従役員となって 

おられ、少し時間をさいて研究所の仕事をしていただくことに 

なりました。 

 なお、林さんは新婦人の活動に専念されることになりますが、 

必要な場合にはサポートをお願いすることとしています。 


