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経済産業大臣　宮沢洋一殿

内閣府特命担当大臣（原子力防災）　望月義夫殿

原子力規制委員会委員長　田中俊一殿

脱原発をめざす首長会議

世話人　桜井勝延（福島県南相馬市長）

三上　元（静岡県湖西市長）　

村上達也（元茨城県東海村長）

事務局長　上原公子（元東京都国立市長）

関西広域連合の「申し入れ」の早期実現を求める

　関西の２府５県４政令市で構成される「関西広域連合」は２０１４年１２月２５日、「原発災害

対策に関する申し入れ」をまとめ、政府に提示しました。

　要望では、ＵＰＺ（緊急時防護措置準備区域）を含む周辺自治体に対しても、立地自治体並

みの安全協定を早期に締結するよう、関西電力に指導することなどを国に求めています。

　また、申し入れで示された７項目にわたる要望が実行されないとすれば、「高浜発電所の再

稼働を容認できる環境にはない」との考えを申し入れ文で表明しています。

　ＵＰＺを含む基礎自治体などの首長がメンバーとなっている、私たち「脱原発をめざす首長

会議」としても、災害時における住民の生命を守るという自治体の責務に鑑みて、関西広域連

合の申し入れは当然の内容であると考えます。

　関西広域連合の申し入れに対し、可能な限り速やかに実現することを政府に求める。 あわ

せて、それが実現されない段階で高浜発電所の再稼働を認めることがないよう、強く求めるも

のです。

連絡先：「脱原発をめざす首長会議」事務局

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-13-1-2F

電話:03-6851-9791, FAX:03-3363-7562



　2015年２月２日現在、会員は以下の通りです。
会員名簿

北海道
上田文雄 札幌市長

静岡県
田村典彦 吉田町長

工藤篤 元・恵山町長 三上元 湖西市長
青森県 鹿内博 青森市長

岐阜県
堀孝正 瑞穂市長

秋田県
門脇光浩 仙北市長 室戸英夫 北方町長
髙橋浩人 大潟村長

愛知県
河村たかし 名古屋市長

山形県 阿部誠 三川町長 佐護彰 元・日進市長

宮城県

大関健一 元・栗駒町長
滋賀県

平尾道雄 米原市長
狩野猛夫 元・松山町長 藤澤直広　 日野町長
鹿野文永 元・鹿島台町長 村西俊雄 元・愛荘町長
川井貞一 元・白石市長 京都府 中山泰 京丹後市長
葛岡重利 元・鴬沢町長 三重県 鈴木健一 伊勢市長
佐藤仁一 元・岩出山町長 奈良県 山下真 生駒市長
森久一 元・山元町長

兵庫県

泉房穂 明石市長
新潟県 笹口孝明 元・巻町長 酒井隆明 篠山市長

福島県

伊藤寛   元・三春町長 嶋田正義 福崎町長
井戸川克隆 元・双葉町長 中川智子 宝塚市長
古張允 矢祭町長 西村和平 加西市長
根本良一 元・矢祭町長 広瀬栄 養父市長
桜井勝延 南相馬市長

鳥取県
松本昭夫 北栄町長

佐藤力 元・国見町長 森田増範 大山町長
馬場有 浪江町長 島根県 矢田辰夫 元・知夫村長

栃木県
入野正明 市貝町長 広島県 秋葉忠利 元・広島市長
鈴木俊美 栃木市長 山口県 井原勝介 元・岩国市長
高久勝 那須町長 香川県 梶正治 丸亀市長

群馬県 関清 川場村長 愛媛県 石橋寛久 宇和島市長

茨城県

今泉文彦 石岡市長 三好幹二 西予市長
島田穣一 小美玉市長 徳島県 笠松和市 元・上勝町長
高杉徹 常総市長

高知県

岡本淳 元・中村市長
豊田稔 北茨城市長 久保知章 元・三原村長
中島栄 美浦村長 下村正直 元・黒潮町長
市川紀行 元・美浦村長 高瀬満伸 元・四万十町長
先崎千尋 元・瓜連町長 田中全 元・四万十市長
宮嶋光昭 元・かすみがうら市長 西村正家 元・中村市長
村上達也 元・東海村長 長谷川賀彦 元・中村市長

長野県

伊藤喜平 下條村長 山下幸雄 元・宿毛市長
岡庭一雄 元・阿智村長 吉門拓 元・佐賀町長
菊池幸彦 南牧村長 福岡県 加治忠一 香春町長
清水澄 原村長 佐賀県 江里口秀次 小城市長
曽我逸郎 中川村長 長崎県 田中隆一 西海市長 
原久仁男 木曽町長 大分県 首藤勝次 竹田市長
田中勝已 元・木曽町長 宮崎県 椎葉晃充 椎葉村長
吉川貢 元・高森町長

鹿児島県
大久保明 伊仙町長

埼玉県
大澤芳夫 元・長瀞町長 五位塚剛 曽於市長
頼高英雄 蕨市長 高岡秀規 徳之島町長
田島公子 元・越生町長 沖縄県 稲嶺進 名護市長

東京都

阿部裕行 多摩市長
上原公子 元・国立市長
佐藤和雄 元・小金井市長 顧問
保坂展人 世田谷区長 佐藤栄佐久 前福島県知事
邑上守正 武蔵野市長 嘉田由紀子 前滋賀県知事
矢野裕 元・狛江市長 浅尾慶一郎 みんなの党 衆議院議員

千葉県

相川堅治 富里市長 阿部知子 日本未来の党 衆議院議員
秋葉就一 八千代市長 江田憲司 維新の党 衆議院議員
石井俊雄 元・長生村長 河野太郎 自由民主党 衆議院議員
玉川孫一郎 一宮町長 志位和夫 日本共産党 衆議院議員
根本崇 野田市長 篠原孝 民主党 衆議院議員

神奈川県
加藤憲一 小田原市長 玉城デニー 生活の党 衆議院議員
松尾崇 鎌倉市長 福島瑞穂 社会民主党 参議院議員

山梨県 倉嶋清次 笛吹市長 山本太郎 新党 ひとりひとり 参議院議員

静岡県
石井直樹 元・下田市長
小野登志子 伊豆の国市長
鈴木望 元・磐田市長

全国39都道府県　107名　（元職43名含む）
　　　　　　2015年2月2日付


