
■2004年 
4月 九電、玄海原発3号機でのプルサーマル実施を
表明 
■2005年 
12月25日 佐賀県主催「プルサーマル公開討論会」 
■2006年 
3月26日 古川佐賀県知事、プルサーマル事前了解 
10月3日～12月3日 「プルサーマル・大事なことは住
民投票で決めよう佐賀県民の会」、県民投票条例制
定請求署名活動。翌年2月佐賀県議会で否決 
■2007年 
2月 県民投票の会を改め「プルサーマルと佐賀県の
100年を考える会」発足 
■2008年 
５月 唐津・玄海の薬店でヨウ素剤アンケート実施（95
店中28店回答：ヨウ素剤を常時置いている薬局は0） 
５月３１日 水口憲哉氏講演会開催（唐津市） 
■2009年 
5月23日 MOX燃料の玄海原発搬入  
12月2日 プルサーマル営業運転開始 
■2010年 
2月21日 「玄海原発プルサーマル裁判の会」発足 
8月9日 3号機MOX燃料差止請求、佐賀地裁提訴
（原告130人） 
12月1日 MOX燃料差止請求第1回公判 
12月9日 3号機ヨウ素もれ事故 九電に抗議、質問
書、要望書を提出 
■2011年 
3月11日 MOX燃料差止請求第2回公判 
      東日本大震災・福島原発事故発生。 
■6月5日 提訴1周年活動報告会・広瀬隆氏講演会 
10日 知事へ「住民説明会開催」要請行動 知事室前
座り込み 
21日 知事へ「国による住民説明会」要請行動 
24日 知事要請行動 知事室前座り込み 
26日 国主催「住民説明会」抗議行動 
28日 九電株主総会・デモ 
29日 海江田・経済産業大臣の県知事・玄海町長面
会への抗議行動 
■7月5－10日 広河隆一「チェルノブイリ、フクシマ写
真展」 
7日 玄海2・3号機再稼動差止仮処分申立（90人） 
8日 県主催「住民説明会」抗議行動 
   「住民がつくる玄海原発説明会」（菊地洋一氏、
藤田祐幸氏、小山英之氏、豊島耕一氏、戸田清氏） 
11日 県庁包囲行動 
17-18日 緊急シンポジウム「玄海原発は『安全』か？」
（井野博満氏、小山英之氏） 唐津・佐賀 
20日 九電本店へ「やらせ」抗議と緊急署名（脆性劣
化問題）提出 
22日 第3回公判＆仮処分審尋、報告集会、裁判の
会事務所開き 
26日 知事へ「脆性劣化問題専門家会議」要請と「安
全対策に関する質問状」提出行動 

29日 「原発さよなら署名」提出上京行動と政府交渉 
■8月7日 福島県いわき市議・佐藤和良さん囲む会 
11日 知事へ「県民への謝罪と玄海原発全炉停止を
求める要請」「玄海原発安全性説明責任に関する質
問書」提出 
23日 裁判ニュース第３号発行 
■9月6日 佐賀市教育委員会に給食問題要請行動 
11日 9･11再稼動反対・脱原発佐賀行動 デモ・集会 
12日 古川康・佐賀県知事に巨大声明文提出 
26日 「やらせ」に関する百条委員会設置、1号機脆
性問題、ガレキ問題で佐賀県庁要請行動 
■10月3日 2005年県主催公開討論会に関して佐賀
県へ申入れ 
11日 県説明番組に対して監査請求 
21日 第４回公判・第２回審尋 デモ・報告集会 
■11月2日 玄海4号機運転再開抗議全国５ヶ所同時
行動 
9日 九電交渉 
11日 裁判ニュース第４号発行 
21－29日 玄海1号機脆性問題で佐賀県内全市町要
請行動 
25日 「あれから2年、さよならプルサーマル12・2緊急
佐賀行動」佐賀県庁へ要請とデモ行進 
29日 九電に１号機の安全に関する申し入れ 
■12月6日 武雄市長ガレキ受け入れ問題で関係7市
町に緊急要請行動 
17－18日 肥田舜太郎さん講演会（佐賀、福岡） 
19日 運転再開に反対する政府交渉 
27日 玄海原発全基停止請求、佐賀地裁提訴（178人） 
 
【2012年】 
■1月14－15日 脱原発世界会議出展 
19、24日 福岡県・福岡市へ安全協定締結要請行動 
20日 第5回公判・第3回審尋とデモ行進・報告集会 
21日 カラー機関紙『そいぎ』第２号発行 
26日 運転再開に反対する政府交渉 
■2月11日 裁判ニュース第5号発行 
25、29日 「３・１１行動」街頭・佐賀県庁前宣伝 
■3月1日 佐賀県議会に「原発安全協定の改定陳
情」提出、佐賀県内全10市10町に協定締結要請行動 
3-4日 「３・１１行動」佐賀市中心部ポスティング行動 
11日 「忘れないで３・１１脱原発佐賀行動」集会デモ 
12日 シンポジウム『日本とドイツ 原発事故から何を
学ぶか』共催 
22日 佐賀県議会各会派にがれき問題で要請、4月
初旬までに佐賀県内全10市10町に要請 
■4月13日 第6回公判・第4回審尋・全基停止初公判 
28日 玄海町ポスティング行動1回目 
■5月5日 全原発停止・再稼働阻止街頭宣伝行動
（佐賀・福岡） 
12日 玄海町ポスティング行動2回目 
15日 大飯再稼働ストップ！政府交渉参加 
17日 裁判ニュース第6号発行 
26日 玄海町ポスティング行動3回目 

玄海原発プルサーマルと全機をみんなで止める裁判の会 

活動の軌跡（2010-2016）  



■6月1日 玄海２・３号機仮処分第５回審尋 
16-17日 提訴2周年報告会・樋口健二さん講演会（16
日・佐賀、17日・福岡）開催 
22日 古川・佐賀県知事へ「再稼働反対」要請行動 
23日 玄海町ポスティング行動4回目 
27日 九州電力株主総会 
■7月3日 玄海町長・町議会に安全協定改定要請、
佐賀県内全10市10町に安全協定締結要請 
13日 首相官邸行動連帯・佐賀県庁金曜集会25日 
井野博満先生勉強会（議員・自治体向け） 
■8月2-3日 原子力規制委員会人事案白紙撤回を求
める佐賀緊急宣伝 
17日 第7回MOX公判・第6回審尋・第2回全基公判 
30日 福島原発告訴団・佐賀説明会 （事務局引き受け） 
■9月8日 玄海町ポスティング行動5回目 
11日 佐賀県知事と玄海町長に再稼働反対要請行動 
13日 九州電力本店に再稼働反対要請行動 
■10月6日 裁判ニュース第７号発行 
13日 玄海町ポスティング行動6回目  
28日 原子力防災訓練見学 
    玄海町ポスティング行動7回目 
■11月1日 日韓反核自転車ツアー玄海町交流会 
5日 佐賀県知事に玄海原発再稼働に関する質問 
10日 玄海町ポスティング行動8回目 
21日 原発事故子ども・被災者支援法フォーラム・学習
会開催 
30日 第8回MOX公判・第7回審尋・第3回全基公判 
■12月2日 「玄海原発みんなで止める！大集会」 
9日 ピースボート日韓クルーズ案内 
25日 放射能拡散予測記者会見 
 
【2013年】 
■1月7日～放射能拡散予測について佐賀県内全市
町まわり 
16日 原子力規制庁交渉参加 
31日 裁判ニュース8号発行 九電値上げ公聴会参加 
■2月8日 九州電力本店交渉 
17日 福島原発告訴団・九州報告集会 
20日 「原子力防災」佐賀県知事要請・質問書提出 
■3月1日 第9回MOX公判・第8回審尋・第4回全基公判 
2日 放射能拡散予測問題・糸島学習会 
   九電値上げ問題佐賀説明会参加 
11日 忘れないで３．１１佐賀県庁前座り込み行動 
16日 大飯原発仮処分裁判・判決前集会参加 
25日 「防災計画」佐賀県知事抗議・要請行動 
26日 佐賀県防災会議傍聴 
■4月16日 大飯不当判決声明発表 
20日 裁判ニュース9号発行 
23日 九州電力本店交渉 
26日 チェルノブイリの日・佐賀県庁前アピール行動 
■5月7日 関西電力高浜原発MOX輸送抗議質問書
送付 
■6月7日 第10回MOX公判・第9回審尋・第5回全基公判 
8日 提訴3周年活動報告会 
21日 井野博満・東大名誉教授を囲む懇談会 
■7月3日 九州電力本店交渉 
8日 再稼働阻止全国集会・政府交渉 
12日 再稼働申請・九電抗議、佐賀県知事・玄海町長
へ要請 

16日 再稼働請「事前了解なし」知事と玄海町長抗議 
29日 佐賀県市長会長・横尾俊彦・多久市長に要請 
■8月1日 裁判ニュース10号発行 
22日 佐賀県町村会長・武村弘正・大町町長へ要請 
■9月3日 佐賀県議会原子力特別委員会委員長へ
要請 
6日 佐賀玉屋前宣伝 
7日 福岡天神宣伝 
13日 第11回MOX公判・第10回審尋・第6回全基公判 
14日 活動報告会 in 福岡 
18日 佐賀県議会原子力特別委員会より回答 
21日 長崎県松浦市鷹島にポスティング・戸別訪問 
27日 原子力規制委員会玄海現地調査抗議行動 
30日 日韓市民ツアー玄海交流会 
■10月1日 政府交渉（汚染水問題） 
8-9日 原発事故子ども被災者支援法緊急行動（佐
賀・福岡） 
10日 支援法政府交渉 
17日 九州電力本店交渉 
27日 ピースボート日韓クルーズ・玄海町案内 
■11月10日 さよなら原発 11・10 九州沖縄集会 
13日 行政訴訟提訴、第１回 MOX 弁論準備 
17日 裁判ニュース11号発行 
18日 佐賀県議会原子力特別委員会傍聴 
30日 原子力防災訓練見学 
■12月1日 NONUKESえひめ集会 
2日 反プルサーマルの日みんなで歩く玄海町 
   玄海町長要請、九州電力要請 
3日 佐賀県知事要請 
4日  「原発情報秘密だらけ」ストップ！秘密保護法
全国集会 
8日  原子力市民委員会意見を聴く会・福岡 
13日 佐賀県議会原子力特別委員会（井野博満氏招
致）傍聴 
15日 ストップ川内集会 
 
【2014年】 
■1月4日 エネルギー基本計画パブコメ宣伝（福岡） 
17日 佐賀県知事へ避難計画で抗議質問 
22日 宗像『２プル』座談会 
24日 行政訴訟第1回公判、第2回ＭＯＸ弁論準備 
25日 飯塚座談会 
29日 規制庁交渉（汚染水、避難） 
■2月2日 鳥栖『２プル』座談会 
16日 さようなら原発九州総決起集会参加 
17日 座談会・福岡 
19日 メーカー訴訟報告会・福岡 
23日 セヴァン講演会・出展 
■3月1日 裁判ニュース12号発行 
4日 政府交渉 
5日 九州電力本店交渉 
8日 さようなら原発佐賀集会（唐津）にてアピール 
9日 忘れないで3.11佐賀「飯舘村」上映会 
11日 佐賀県知事要請行動 
13日 第3回ＭＯＸ弁論準備手続き 
   川内原発「優先審査」決定抗議街頭宣伝 
16日 NONUKES鹿児島集会 
   高木仁三郎市民基金プレゼンテーション 
28日 北九州・２プル座談会 



■4月5日 避難計画問題・水俣交流会に参加 
14日 佐賀市に避難計画質問要請（以後、県内全20
市町に対して順次提出） 
18日 行政訴訟第2回口頭弁論、全基第8回公判、2･
3号機仮処分第12回審尋、ＭＯＸ第4回弁論準備 
30日 政府交渉（避難、火山、汚染水） 
■5月8日 避難計画質問要請（唐津市、玄海町に提
出し、全市町への提出終える） 
9日 福岡市に避難計画質問要請（福岡県内16市町
に同様に提出） 
10日 裁判ニュース13号発行 
12日 佐賀市から避難計画質問への回答（以後、県
内全20市町から回答・面談） 
19日 過密避難問題で県庁にて記者会見 
20日 国会議員レク＜避難、火山、汚染水＞ 
23日 大飯原発運転停止判決 共同声明発表 
27日 九州電力本店交渉 
30日 全基第9回公判、2･3号機仮処分第13回審尋、
ＭＯＸ第5回弁論準備 

提訴４周年活動報告会  
31日 上岡直見講演会・佐賀 
■6月1～2日 上岡直見講演会・伊万里・福岡 
2日 玄海町から避難計画質問の回答・面談（県内全
市町から回収終了） 
9日 佐賀県知事へ避難計画で質問・要請行動 
12日 佐賀県議会へ避難計画で要請行動 
13日 鹿児島県議会包囲行動、14-16 いちき串木
野・避難学習会 
29-1日 鹿児島避難計画調査同行 
■7月14日 MOX裁判事前記者会見 
16日 川内原発"審査書案"抗議街頭宣伝 
18日 MOX裁判証人尋問 
22日 オスプレイ抗議行動 大臣・知事・県議長・市長
に要請書提出 
■8月4～6日 川内パブコメ学習会（鳥栖/北九州/福岡） 
11日 避難計画・病院福祉施設アンケート調査開始 
21日 避難計画政府交渉 
24日 避難計画交流会in鹿児島 
27日 九州電力本店交渉 
■9月1日 裁判ニュース14号発行 
5日 避難に関する知事回答について記者会見 
9日 玄海町議会ヨウ素剤説明会傍聴 
10日 川内原発「審査書決定」緊急抗議街頭宣伝 
12日 福岡県政記者室記者会見 
19日 ＭＯＸ裁判結審 
20日 ＭＯＸ裁判勝利へ向けて福岡集会 
28日 鹿児島・ストップ川内再稼働集会参加 
■10月2日 九州電力本店・火山緊急要請行動 
2-5日 鹿児島・「審査書説明会」対策市民学習会 
9日 避難経路検証 <唐津市浜玉～鳥栖市> 
11日 原発と戦争のない社会をめざす福岡市民の会
にて講演 
20日 鹿児島県庁「公聴会開催」要請行動 
22日 糸島座談会 
23日 伊万里座談会 
24日 政府交渉・院内集会（避難・火山・地震問題） 
25日 福岡・秘密保護法集会・デモ（パネラー参加） 
    神奈川県茅ヶ崎で座談会 
■11月7日 川内再稼働抗議緊急宣伝 

12日 福岡座談会 
19日 太良町・危険区域調査 
20日 佐賀県知事避難問題再問・要請 
    佐賀市・ 危険区域調査 
21日 九州電力本店交渉 
24日 福岡座談会 
■12月2日 反プルサーマルの日集会（唐津市） 
        玄海町・九州電力要請 
7日 長崎座談会（避難計画） 
19日 佐賀座談会 
20日 裁判ニュース第 15 号発行 
25日 九州の “ 原発ゼロ ”3 周年街頭宣伝 
 
【2015年】 
■1月13日 政府交渉 
16日 MOX 追加弁論、第11回全基差止公判、第14回
2・3号機仮処分審問、第4回行政訴訟公判 
17日 判決勝利へ向けて ! 福岡集会 
21日 座談会・大分 
24日 原子力防災訓練見学 
25日 ストップ再稼働鹿児島集会参加 
26日 佐賀県知事面会要請行動（6団体共同） 
■2月5日 判決リーフレット完成 
9日 座談会・佐賀・幼稚園 
12日 座談会・戦争と原発を許さない福岡市民の会 
18日 座談会・佐賀 
19日 座談会・糸島 
25日 避難計画について佐賀県知事質問・要請行動 
26日 座談会・福岡 
■3月1日 MOX 判決前学習会 
1日 裁判ニュース第16号発行 
2日 座談会・北九州 
3日 座談会・福岡 
4日 佐賀県議会原子力特別委員会傍聴 
5日 座談会・福津／宗像／福岡 
8日 国際婦人デー福岡集会 
11日 佐賀県平和センター福島連帯集会 
16日 福岡県知事要請行動 
18日 大飯裁判報告集会（大阪） 
20日 ＭＯＸ不当判決 
25日 判決報告集会（福岡） 
■４月３日 控訴申立て（佐賀地裁） 
10日 座談会・佐賀 
17日 反原発6団体・山口祥義佐賀県知事と面会 
22日 川内原発仮処分決定・街頭宣伝 
■5月10日 ストップ川内再稼働！川内・母の日行動 
14日 裁判争点学習会（講師：小山さん） 
15日 行政訴訟第5回弁論､全基差止第12回弁論 
   2･3号機仮処分第16回審尋 
20日 座談会・佐賀 
22日 佐賀県知事へ避難と再稼働に関する質問要請 
27日 鹿児島3.11実行委・九電本店交渉 
29日 座談会・佐賀 
■6月7日 ストップ再稼働福岡集会 
7日  裁判ニュース第17号発行 
9日  座談会・佐賀 
12日 座談会・福岡 
28日 提訴5周年活動報告会・『ブッダの嘆き』上映会 
29日 政府交渉・川内再稼働 



■7月7日  川内原発核燃料装荷抗議宣伝 
18日 高木基金成果発表会 
23日 ヨウ素剤自治体アンケート 
24日 佐賀県バス協会、昭和ﾊﾞス労組など訪問 
  座談会・佐賀 
26日 原子力防災を問う全国の集いinかごしま 
■8月9日  川内原発ゲート前集会 
10日 川内1号機起動抗議・九電本店前行動 
    ピースボート玄海町案内 
11日 川内起動抗議・佐賀玉屋前街頭宣伝 
20日 佐賀県女性議員政策研究会 避難計画報告 
21日 座談会・熊本県山都町 
27日 福岡司法記者クラブ記者レク 
■9月7日  MOX第1回控訴審 
11日 全基差止・行政訴訟・仮処分裁判 
16日 座談会・佐賀グリーンコープ 
■10月1日  熊本県山都町職員組合女性部学習会 
6日  九州電力本店要請行動 
9日  佐賀県知事要請行動 
14日 座談会・福岡 
15日 川内2号機起動抗議・佐賀玉屋前街頭宣伝 
24日 裁判ニュース第18号発行 
25日 福岡市民の会学習会にて報告 
30日 全基差止裁判追加提訴 
■11月5日 東区廃炉の会 玄海町案内 
6日 短大にて授業 
11日 座談会・お母さん未来TaneCafe（佐賀） 
13日 佐賀県女性議員政策研究会で報告 
20日 行政訴訟・全基差止・仮処分裁判 
22日 和白環境フェスタ・パネル出展 
26日 佐賀市議会「九電説明会を求める陳情書」提出 
28日 原子力避難訓練（佐賀県・福岡県）見学 
29日 『首相官邸の前で』上映会/大学生・玄海町案内 
  ／福岡市民の会学習会で報告 
30日 唐津市議会、鳥栖市議会などに陳情書提出 
■12月2日 反プルサーマルの日・玄海町戸別訪問・ 
       玄海町長要請 
3日 九電社長と佐賀県知事へ12.2要請／ 
  伊万里市議会等に陳情書提出（県内全市町終了） 
7日 MOX第2回控訴審／高校にて授業 
9日 佐賀市議会・白倉市議一般質問（避難計画） 
  佐賀県環境センター訪問 
17日 佐賀市議会九電説明会意見書否決 
25日 玄海全停止丸4年街頭宣伝＠佐賀／鳥栖 
26日 玄海全停止丸4年街頭宣伝＠天神コア前 
■1月20日 九州電力本店交渉（免震重要棟問題） 
21日 避難計画全国集会・政府交渉 
23日 座談会・東区廃炉の会 
27日 裁判ニュース第19号発行 
29日 脱原発佐賀ネットワーク署名開始 
■2月5 佐賀地裁・行政訴訟/全基差止/仮処分 
8日 座談会・幼稚園（佐賀） 
9日 免震棟建設：佐賀県知事・議長要請 
15日 糸島モニタリングポスト調査 
16日 座談会・ママの会佐賀 
18日 同志社大・環境問題ゼミ玄海案内 
19日 福岡高裁記者レク、福岡県庁モニタリング調査 
23日 座談会・ママの会佐賀 
26日 ホシニネガイヲ（福岡）学習会 

29日 ＭＯＸ控訴審結審 
■3月8～13日 3.11パネル展 
12日 福島に連帯する佐賀県集会にて報告 
27日 新電力自由化シンポジウム 
31日 免震棟建設：九州電力本店要請 
■4月10日 糸島市個別訪問 
17日 脱原発首長会議総会（伊万里市）参加 
21日 熊本地震「川内止めよ」九電緊急要請 
22日 佐賀地裁・行政訴訟/全基差止/仮処分 
25日 政府交渉・高浜/地震 
26日 兵庫県篠山市訪問 
27日 藤津鹿島地区平和運動センター学習会/報告 
28日 核ゴミ前向き発言：玄海町長抗議行動 
■5月1、4、19日 糸島市福祉施設・保育園訪問 
11日 座談会・福岡 
18日 伊万里西松浦地区平和運動センター学習会
にて報告 
25日 玄海免震棟建設撤回：九州電力本店抗議 
26日 座談会・糸島 
28日 裁判ニュース20号発行 
■6月5、24日糸島市避難経路説明会 
8日 司法記者室レク 
10日 佐賀県知事・議長へ再稼働反対署名提出 
27日  福岡高裁ＭＯＸ不当判決 
■7月1日 佐賀地裁・行政訴訟/全基差止/仮処分 
2日 提訴6周年活動報告会 
 
【会として取り組んだ主なものを掲載。座談会は300回
以上開催してきました。】 

判決後報告集会。次の行動へ決意を固め合いました 

2016．6.27 福岡高裁門前にて 


