
 

九州電力玄海原発関連の動き 

 

 

「2018年３月」 

 

２０１８年 

３月２日 玄海原発再稼働中止を 市民３団体、九電本社に要請書（毎日新聞） 

      https://mainichi.jp/articles/20180302/ddl/k41/040/437000c 

３月２日 九州電力、17 年度も寄付見送り（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/187794 

３月２日 原発マネーはいま 迫る玄海再稼働／下 ３０キロ圏「見返りを」 周辺自

治体、リスクに不安（毎日新聞） 

      https://mainichi.jp/articles/20180302/ddp/041/040/022000c 

３月３日 迫る再稼働 不断の安全対策、松浦市長求める（毎日新聞） 

      https://mainichi.jp/articles/20180303/ddl/k42/010/601000c 

３月６日 九電安全神話？冊子波紋 玄海事故汚染、福島の「２０００分の１」 住民

に配布、知事ら苦言 原発再稼働下旬にも（西日本新聞） 

      https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/399043/ 

３月６日 原産協会と関西原子力懇の就職説明会に九州電力など初出展（電気新

聞） 

      https://www.denkishimbun.com/archives/25462 

３月６日 原発新増設の意見書案 玄海町議会（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/189251 

３月６日 県議会一般質問ピックアップ（３月５日）（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/189234 

３月６日 原発災対本部、設置前倒し 県議会一般質問（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/189235 

３月６日 玄海再稼働可否、２０日判断 佐賀地裁（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/189318 

３月６日 反原発団体、県議会に請願書（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/189701 

３月８日 岸本・玄海町長 町長選不出馬を表明 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/190275 

 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/saga/article/399860/ 

      https://mainichi.jp/articles/20180308/ddg/041/010/011000c 
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３月９日 玄海３号再稼働控え訓練実施／九州電力、事故対応手順を確認（電気新

聞） 

      https://www.denkishimbun.com/archives/25633 

３月９日 ＜玄海原発＞松浦市議会が再稼働反対決議（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/190578 

３月９日 ＜玄海原発＞九電、３号機事故想定し訓練（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/190581 

３月９日 玄海町長選不出馬へ 岸本氏、後継の存在示唆（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/190597 

３月１１日 「福島を忘れるな」玄海再稼働反対へ気勢（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/191639 

３月１３日 玄海再稼働反対決議へ 平戸市議会、避難対策に不安（長崎新聞） 

      https://this.kiji.is/346139437308216417?c=174761113988793844 

３月 14 日 玄海原発２３日にも再稼働 

      https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/401012/ 

 https://mainichi.jp/articles/20180313/k00/00m/040/180000c 

 https://www.asahi.com/articles/ASL3F4G4DL3FPLFA003.html 

３月１４日 九電、原発対策冊子を撤回（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/192562 

３月１４日 脱安全神話 県の検証規制委頼み＝教訓は生かされているか 迫る玄

海原発再稼働＝（１）（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/192656 

３月１５日 【玄海再稼働】再稼働特需再び町に 「やっぱり原発」依存なお 「廃炉時

代」自立模索も（西日本新聞） 

      https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/401230/ 

３月１５日 使用前検査、最終段階 玄海原発３号機（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/192995 

３月１５日 （２）安全対策 終わりなき巨額投資（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/193098 

３月１５日 ３号機の再稼働 知事「やむを得ない」（毎日新聞） 

      https://mainichi.jp/articles/20180315/ddl/k42/040/267000c 

３月１６日 （３）離島避難 荒天リスク、諦めも（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/193403 

３月１７日 （４）避難道路 完成まで長い道のり（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/193893 
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３月１７日 プルサーマル再開へ 玄海３号機２３日にも（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/193883 

３月１７日 【玄海再稼働】原発まで１３０キロ阿蘇火山リスクは？ 九電→破局的噴 

火予兆わかる 専門家→データに限界予測困難 安全性の見方定まら 

ず（西日本新聞） 

      https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/401793/ 

３月１８日 玄海再稼働可否、２０日に判断 佐賀地裁（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/194190 

３月１９日 遠さがネック？計画に甘さ 玄海原発再稼動、佐世保ルポ 避難と受け

入れに不安 [長崎県] （西日本新聞） 

      https://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/402118/ 

３月１９日 被ばく医療 体制、人材づくり道半ば 従事者広がり、不安も 

＜教訓は生かされているか 迫る玄海原発再稼働（５）＞（佐賀新聞） 

http://www.saga-s.co.jp/articles/-/194483 

３月１９日 【速報】玄海町議会が原発新増設意見書可決（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/194605 

３月２０日 反原発 12 団体が玄海原発再稼働撤回要請（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/194910 

３月２０日 九電が玄海核燃料対策、申請へ（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/194911 

３月２０日 原発新増設、立て替え求める意見書可決（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/194938 

３月２０日 （６）使用済み核燃料 先見えぬ再処理サイクル＝迫る玄海原発再稼働 

教訓は生かされているか＝（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/194940 

３月２０日 玄海原発再稼働差し止め却下 佐賀地裁、仮処分決定 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/194980 

      https://www.asahi.com/articles/DA3S13412492.html 

      https://www.asahi.com/articles/DA3S13412289.html 

 https://www.asahi.com/articles/ASL1Y6RSQL1YTTHB00R.html 

      https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/402540/ 

      https://mainichi.jp/articles/20180320/k00/00e/040/228000c 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28346630Q8A320C1ACX000/ 

 http://www.sagatv.co.jp/nx/news/detail.php?id=2430 

 http://mainichi.jp/articles/20180321/ddm/012/040/065000c 
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３月２１日 長崎）玄海原発差し止め却下 県内３市長の反応（朝日新聞） 

      https://www.asahi.com/articles/ASL3N538YL3NTOLB00J.html 

３月２１日 玄海原発、火山リスク認めず 自然災害、真摯に向き合え（福井新聞） 

      http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/307985 

３月２１日 玄海原発差し止め却下 噴火リスク認めず 佐賀地裁（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/195329 

３月２１日 九電「多角的評価 認められた」九電、噴火監視体制を強調（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/195383 

３月２１日 玄海差し止め却下 県内首長「緩みなく安全対策を」玄海町長「妥当な判

断」（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/195385 

３月２１日 九電が伊万里市議会に説明 再稼働控えテロ対策など（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/195397 

３月２２日 （７）地元同意権 範囲拡大議論、県内は低調＝教訓は生かされているか 

迫る玄海原発再稼働＝（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/195633 

３月２２日 玄海原発３号機 あす 23 日、再稼働 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/195606 

      https://www.nishinippon.co.jp/flash/f_kyushu/article/402924/ 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28417050S8A320C1ACX000/ 

      https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/402374/ 

３月２２日 ３号機、あす再稼働 締め出される再生エネ 電力会社「送電線余裕ない」

（毎日新聞） 

      https://mainichi.jp/articles/20180322/ddp/041/040/011000c 

３月２２日 被ばく医療「担い手」不足 国指定の拠点、九州は長崎大のみ 現場から

は懸念も 玄海原発 23 日再稼働（西日本新聞） 

      https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/402832/ 

３月２３日 玄海原発３号機が再稼働 ４号機は５月再稼働予定 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196136 

      https://www.asahi.com/articles/ASL3R1PNDL3RTIPE002.html 

      https://mainichi.jp/articles/20180323/k00/00e/040/240000c 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28478480T20C18A3ACX000/?nf

=1 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201803/CK201803230200

0266.html 
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 http://www.sagatv.co.jp/nx/news/detail.php?id=2454 

      http://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20180323/5080000153.html 

 http://rkb.jp/news/news/42233/ 

 http://www.sagatv.co.jp/nx/news/detail.php?id=2455 

 http://rkb.jp/news/news/42245/ 

      http://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20180323/5080000145.html 

３月２３日 ＜玄海原発＞唐津市長「２号機廃炉を」（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196040 

３月２４日 ＜玄海原発再稼働＞九電社長、安全確保を最優先（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196587 

３月２４日 ＜玄海原発再稼働＞県内首長の反応（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196588 

３月２４日 「危険性、変わりない」玄海町の平田さん（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196599 

３月２４日 ＜玄海原発再稼働＞動く国策 県民、思い複雑（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196600 

３月２４日 ＜玄海原発＞壱岐、平戸市が再稼働反対決議（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196602 

３月２４日 ＜玄海原発＞九電、２号機の安全主張 佐賀地裁、差し止め訴訟（佐賀

新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196604 

３月２４日 玄海３号機が再稼働 新基準５原発７基目（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196608 

３月２４日 玄海原発再稼働 「事故は起こる」前提で（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196485 

３月２４日 玄海原発再稼働 全島避難はできるのか（中日新聞）      

http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2018032402000126.

html 

３月２４日 佐賀・玄海原発３号機、再稼働 ７年３カ月ぶり 九電３基目（毎日新聞） 

      http://mainichi.jp/articles/20180324/ddp/001/040/002000c 

３月２４日 佐賀・玄海原発再稼働 募る避難の不安 「国と九電は支援の保障を」

（毎日新聞） 

      http://mainichi.jp/articles/20180324/ddl/k42/040/351000c 

３月２４日 ＜玄海原発再稼働＞抗議の中、原子の火（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196606 
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３月２４日 九電、電気料金据え置きへ 再稼働で利用者の期待高まるも…値下げに

は慎重な姿勢（西日本新聞） 

      https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/403370/ 

３月２５日 原発と暮らすということ（７）＜上＞ 再稼働と玄海町（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196848 

３月２６日 九州電力玄海３号機、７年３ヵ月ぶり稼働／プルサーマル４基に 

      https://www.denkishimbun.com/archives/26213 

 http://www.saga-s.co.jp/articles/-/197161 

３月２６日 原発と暮らすということ（７）＜下＞ 物言えぬ雰囲気（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/197160 

３月２９日 玄海３号機 営業運転、４月 24 日にも（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/198402 

３月２９日 脇山町議が出馬表明 玄海町長選 現職後継で（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/198416 

３月２９日 社長直轄の「玄海原子力総合事務所」新設へ 

      https://mainichi.jp/articles/20180330/k00/00m/020/171000c 

      https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2875220029032018LX0000/ 

      https://www.sagatv.co.jp/nx/news/detail.php?id=2493 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/198797 

３月３０日 原発事故、早期に意思決定（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/198762 

３月３０、３１日 玄海３号機から蒸気漏れ 発送電を停止 九州電力 再稼働１週間 

      https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/405002/ 

http://www.saga-s.co.jp/articles/-/199252 

      https://www.asahi.com/articles/ASL3Z7JBLL3ZTIPE03J.html 

      https://this.kiji.is/352454928142369889 

      https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2883839030032018ACYZ00/ 

      https://www.hokkaido-np.co.jp/article/176481?rct=n_science 

      http://mainichi.jp/articles/20180331/ddm/008/040/159000c 

      http://www.kyuden.co.jp/press_180330b-1.html 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00467997?twinews=20180331 

      

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201803/CK2018033102

000250.html 

３月３１日 九電、５年ぶり新燃料受け入れ（佐賀新聞） 

      http://www.saga-s.co.jp/articles/-/199326 

https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/403370/
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/196848
https://www.denkishimbun.com/archives/26213
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/197161
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/197160
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/198402
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/198416
https://mainichi.jp/articles/20180330/k00/00m/020/171000c
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2875220029032018LX0000/
https://www.sagatv.co.jp/nx/news/detail.php?id=2493
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/198797
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/198762
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/405002/
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/199252
https://www.asahi.com/articles/ASL3Z7JBLL3ZTIPE03J.html
https://this.kiji.is/352454928142369889
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2883839030032018ACYZ00/
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/176481?rct=n_science
http://mainichi.jp/articles/20180331/ddm/008/040/159000c
http://www.kyuden.co.jp/press_180330b-1.html
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00467997?twinews=20180331
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201803/CK2018033102000250.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201803/CK2018033102000250.html
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/199326


 

３月３１日 玄海原発トラブル 2 時間後に報告 知事が九電に苦言（テレビ朝日） 

      http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000124122.html 

３月３１日 玄海原発３号機、１日から点検 蒸気漏れの原因特定へ（岩手日報） 

      https://www.iwate-np.co.jp/article/kyodo/2018/3/31/21438 

３月３１日 蒸気漏れ 営業運転移行スケジュールに影響（毎日新聞） 

      https://mainichi.jp/articles/20180401/k00/00m/040/116000c 

３月３１日 「やっぱりトラブル」３号機蒸気漏れで市民団体（毎日新聞） 

      https://mainichi.jp/articles/20180331/k00/00e/040/258000c 

 

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000124122.html
https://www.iwate-np.co.jp/article/kyodo/2018/3/31/21438
https://mainichi.jp/articles/20180401/k00/00m/040/116000c
https://mainichi.jp/articles/20180331/k00/00e/040/258000c

