
 
 
 
 
 
 

 
 
 

	 	 	 	 大間原発のおはなし	 
	 1976 年大間町議会が原発誘致を議決して始まった
大間原子力発電所。原発を初めて作る「電源開発株

式会社」が建設します。2008 年 4 月建設許可がおり
5 月に工事が始まりました。2011 年 3 月 11 日に起
きた福島原発事故を受け、工事は中断しました。

2012 年 10 月電源開発は工事再開を強行。現在、工
事の進捗率は 37％弱です。 
	 函館市は 2014 年 4 月 3 日、国と電源開発を相手
取って大間原発建設差し止めの裁判を起こしまし

た。事故が起きたとき、大間原発から５０キロ圏内

に３７万人を擁する道南圏の住民を守ることが難し

い。福島原発の事故を経験しこれだけの影響がある

のに近隣自治体にはまったく説明もなく、建設に意

見を言う機会がないのは理不尽であるとの主張であ

る。原発建設に地方自治体がノーを言う初めてのケ

ース。函館市の提訴に全国、世界から賛同の声が寄

せられています。 
	 函館市民が中心を担う「大間原発訴訟の会」は

2010 年 7 月、国と電源開発を相手に裁判を起こして
います。函館市と市民グループが大間原発建設の差

し止めに向けて手をつなぎ、大間町と函館市がとも

に生きるために、原発のない未来をめざしません

か。 
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これからの予定    
5月  3日「伊佐真次さんが語る」講演会 
	 	 	 	 	 函館市民会館	 午後１時３０分〜	 600円 
	 	 	 	 （沖縄。高江から基地の撤回を求めて） 
5月 17日	 「木下黄太ウクライナ報告」 
	 	 	 	 	 函館市民会館	 午後１時３０分〜	 800円 
5月 18日	 バイバイ大間原発はこだてウオーク 
	 	 	 	 	 午後２時	 旧戸井町汐首漁港集合 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 080-5596-4117（高橋） 
7月   3日	 第１回函館市裁判	 午後 3時〜	 於東京地裁	 	 	 
7月 18日	 第 13回	 大間原発裁判（於函館地裁） 
7月 19日	 大マグロック（於大間町） 
7月 20日	 大間原発反対現地集会 
 
これまでの活動    
2月   9日	 エシカルストリーム参加 
	 	 	 	 	  原発カフェ（20人参加） 
3月 19日   厚沢部で大間原発のおはなし 
4月   4日   後藤政志さんのおはなしを聞く会 

大間原発が生み出す放射能や海の汚染は 

わたしたち、こども、 

    そのまたこどもたちの未来を汚します 

原発のない大間町を未来に残したい・・ 

そのためにわたしができることってなんだろう 

わたしとあなた、 

         そしてみんなで探しませんか 

大間とわたしたち・未来につながる会  
山田あゆみ＆野村やすこ	 

連絡先：０９０−６６９６−５７８１	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （のむら）  
oomagennpatu@gmail.com	 

大間原発情報が載っているブログ	 

大間原発止める道・・ 
	 	 	 	 	 http://ooma.exblog.jp/ 

 
海でつながる「おおま」と「はこだて」・・ 

	 	 	 	 	 http://ooma-dounan.org/ 

	 	 こんなこと予定しています	 

◎ 「大間みらい通信」の発行  
	 	 	 	 	 	 メール発信＆函館市内に配布 

	 メール配信希望の人はアドレスをお知らせください。 
  

◎「げんぱつカフェ」 
   大間原発はどうして危険なの？ 

   放射能ってどうして恐いの？ 

   原発のゴミはどこにいくの？ 

   原発＝原爆ってほんとう？ 

       知らないことがいっぱいです 
 
みんなで話し、わかることをふやしましょう。	 

私たちの未来に本当に原発は必要なのか、	 

自分で考え自分で答えを見つけるための	 

小さなカフェです。	 

函館で、大沼で、近くの街で開きます。	 

	 

	 開催日時はメール、ブログ、Facebook	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 でお知らせします。	 

◎「大間原発おはなし出前」  
	 	 大間原発のことをやさしく説明します。	 

	 	 パワーポイントや地図、グラフを使って	 

	 	 大間原発の仕組みを説明します。	 

	 	 	 問い合わせはメールあるいは連絡先迄	 
 



 
 
 
 
 
 
 

 -新たに設計し直されました 

    東京と函館、二つの裁判を見に行こう！  

	 2010 年 7 月 28 日、「大間原発訴訟の会」は国と

電源開発を相手に工事差し止めと損害賠償を求めて

提訴しました。2014 年 4 月 11 日第１２回の口頭弁

論。弁護士によるプレゼンテーションと原告の意見

陳述があり、傍聴する人にわかりやすい裁判を目指

しています。2014 年 4 月 3 日に函館市により提訴

された裁判は 7 月 3 日に第 1 回目が行われる予定で

す。二つの裁判は函館と東京で開かれます。大間原

発を止めたい人は２つの裁判所に集まりましょう。

原告でなくても裁判を傍聴できます。函館地裁、東

京地裁で大間原発ノーを届けましょう。	 

  

        山の暮らし・街の暮らし	  
自然とともに生きるためにわたしたちに出来ることを

提案します。出来るだけエネルギーを使わず楽しく暮

らすコツ。大沼山田農場にくらすあゆみと、函館に住

むやすこが日々の暮らしをつづります。 
  

山の暮らし・・あゆみ  

  
『不便は楽しい』・・	 	 

	 山の暮らしは不便です。体や頭を使わなければ、ご

飯を作ることもできません。わが家では薪ストーブや

炭を使って煮炊きをします。時には釜戸も使います。

買い物も頻繁にはいけないので、買い置きの材料や、

あるものでメニューを考えます。畑を作り、旬の野菜

と山菜を毎日食べ、保存食も作ります。こんな生活を

していると、体の方から旬を求めてきます。春の山菜

はもちろん、時々は、お肉もお魚も「今日食べた

い！」と体が訴えてきます。体の声を聞きながら作

り、頂く食事は、「楽」です。そんなご飯が食べたく

て、今日も山や畑に向かいます。「不便」って楽しい

ですよ。	 

 
街の暮らし・・やすこ  

  
『ほうき掃除、はじめました』・・ 
	 生協からほうき職人手作りの座敷ほうきが届いた。

春になって誇りが目立ってくるけれど掃除機出すのも

面倒ってときに、これは便利。食器棚の脇やベランダ

の溝、ちょっとこぼしたパン屑にもさっと使える手軽

さがいいね。ラグの汚れもソファの隙間も細いところ

に手が届く気持ちよさ。重たい掃除機引っ張り出して

コードを引きずりながらの手間がいらなくなった。も

ちろん電気代もかからず、減るのは身体の脂肪。 
	 子どもの頃、母は新聞紙を水に濡らして小さくちぎ

ったものを部屋にまき、ホコリをたてずに掃いてい

た。電気を使わないで家事をすると得した気分になる

から不思議。	  
 

 大間とはこだて 守りたいもの 

１	 大間にはマグロがある	 

２	 津軽海峡にはイカが泳ぐ  

３	 大間と函館の間の津軽海峡は	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 いるかの泳ぐ美しい海	 	 

４	 	 大間と函館は縄文文化のふるさと	 

	 	 	 	 	 	 	 	 昔々人々は丸木舟で行き来した	 

５	 函館山から観る１００万ドルの夜景	 

	 	 	 	 	 

６	 大間町の展望台から観える夜景は	 

	 	 	 	 「横夜景（ヨコヤゲー）」はデートスポット	 

	 ７	 	 津軽海峡は昆布、ウニ、ふのり、わかめ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 海藻たちの生い茂る豊かな海	 

	 ８	 これ以上電気や水やエネルギーを	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 無駄遣いしたくない	 

	 ９	 本当に大切なものは	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 自然とともに暮らすなかにある	 

１０	 未来につながる豊かな自然をこどもたちへ	 

	 	 	 大間原発のこれ迄のあゆみ	 
2008年  4月・大間原発建設許可が出て建設工事始まる。 
2010年  7月・・「大間原発訴訟の会」が国と電源開発を相   
                           手に大間原発建設差止めの裁判を起こす。 
2010年 12月・・第１回裁判が函館地裁で行われる。 
2011年  3月・・東日本大震災により福島第一原発事故 
2011年  3月・・東日本大震災の影響を受け、大間原発工 
                            事がストップする 
2011年 ４月・・函館市長選挙で工藤氏、大間凍結謳い	 	 	 	 	 
	 	 	 	              当選 
2012年  5月・・定期点検により日本の原発はすべて停止 
2012年  7月・・国は大飯原発の再稼動を強行 
2012年  9月・・函館市工藤市長が大間原発に疑問 
2012年 10月・・電源開発は大間原発工事再開を強行 
2013年  9月・・函館市は電源開発に説明を求める 
2013年 12月・・函館市議会で工藤市長は大間原発訴訟費 
	 	 	 	 	 	 	 	 用支出を 議会が可決 
2014年 2月・・函館市工藤市長は大間原発訴訟定期を表明 
2014年 3月・・函館市議会は２人の反対議員を除く全員で 
	 	 	 	 	 	 	  大間原発差止め訴訟を承認 
2014年 4月・・函館市、東京地裁へ大間原発建設差止めを 
                           提訴。 
2014年 7月 3日・・東京地裁で第１回函館市裁判・ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 午後 3時より 


