
中央構造線が動き出した今、 

伊方原子力発電所 3号機の 7月再稼働を止めることを求める請願 

２０１６年５月２６日 

     議会議長     殿 

 

提出者 伊方原発再稼働に反対する全国自治体議員の会 

  東京都杉並区議会議員 けしば誠一 

  愛媛県鬼北町議会議員 山本 勣 

   愛媛県北宇和郡鬼北町大字出目 2891 電話 090-9771-7089 

             外 賛同者 別紙のとおり   名 

 

             紹介議員           

 

 

 

 

 

 

 

 

請願の趣旨 

  

私たちは、伊方原発の再稼働に反対する全国自治体議員の会です。 

4月 14日熊本市を襲った巨大地震は、その後も、熊本、阿蘇、大分県中部と震源の領域

を広げながら、1000回を超す余震が続いています。 

 気象庁は、14 日夜の震度 7、マグニチュード 6.5 の熊本地震の後、16 日未明の震度 6、

マグニチュード 7.3 の地震を「本震」と訂正し、東日本大地震に続く日本の震度階では最

高レベルと判断しました。地震学者は、本州から九州を横断する大断層「中央構造線」上

で日本人が体験した最初の地震だと認定し、マスコミも報道しています。中央構造線南端

で稼働中の川内原発を即時停止することと、中央構造線に沿った伊方原発の稼働を止める

よう地震学者や火山学者から求められています。 

 今回の地震により、伊方原発の再稼働を認めた原子力規制委員会と、追認した国、愛媛

県と伊方町の安全性の論拠がすべて崩れました。 

  第 1に、地震学者が、熊本地震が阿蘇、大分へと連鎖しており、次は愛媛であると警告

していることです。伊方原発が中央構造線活断層のすぐ近くにあり、立地上の安全条件が

崩れています。 

 第 2に、今回の益城町での加速度が 1580ガルを記録したことです。かつては「重力の加



速度」である 980 ガルを超える地震動はないという前提で、各地の原子力発電所の設計基

準はせいぜい 500～700ガルとされ、伊方原発は 650ガルで安全だとされていました。伊方

原発の構造上の安全性を示す前提が失われました。 

 第 3 に、今回の地震で、貴自治体の避難計画がまったく役に立たないことが分かったこ

とです。緊急時の自動車やバスでの避難は、崖崩れで道が通れなくなりました。原発から

西側の「予防避難エリア」に住む約 4900 人の住民は、大分県にフェリーで渡るにも避難

先の大分自身が被災地では、受け入れようもありません。流れの速い豊予海峡は、津波警

報が出ていれば避難自体が無理です。 

 第 4 に地震による原子力災害が起こった際の「屋内退避」の危険性です。熊本での死者

の大半が、国が屋内退避を指示した家屋の倒壊によるものであり、被災者は、直後は車で

暮らすありさまでした。原発を止める以外、安全対策はないこということです。 

以上の理由から、 

一、住民のいのちと財産を守る自治体議員の責任から、原子力規制委員会と愛媛県、伊方

町は伊方原発再稼働の認可を取り消すこと。 

二、中央構造線に沿った地震が続く今、不安に駆られている伊方原発 30 ㌔圏自治体の住

民に対し、原子力規制委員会と愛媛県の公開住民説明会を開くこと。 

三、四国電力は、伊方町での再稼働のための戸別訪問をやめ、再稼働を中止すること。 

以上、国の関係機関、愛媛県、伊方町に対する意見書、四国電力に対する要請書を提出

するよう求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

賛同者（2016年５月 25日段階  名、請願者含め計   名） 

石川稔    愛媛県議会議員       渡部伸二   愛媛県議会議員             

田中克彦   愛媛県議会議員       梶原時義    愛媛県松山市議会議員       

武井多佳子  愛媛県松山市議会議員    浅野修一   愛媛県宇和島市議会議員   

岩城泰基   愛媛県宇和島市議会議員   坂尾 眞   愛媛県宇和島市議会議員   

高田幸也   愛媛県鬼北町議会議員    二宮 淳   愛媛県大洲市議会議員    

梅木加津子  愛媛県大洲市議会議員    武田雅司   愛媛県大洲市議会議員    

才野俊夫   愛媛県内子町議会議員    宮岡徳男   愛媛県内子町議会議員    

石崎久次   愛媛県八幡浜市議会議員   岩渕治樹   愛媛県八幡浜市議会議員   

遠藤素子   愛媛県八幡浜市議会議員   大山政司   愛媛県八幡浜市議会議員   

坂本茂雄   高知県議会議員       大岸眞弓    高知県香美市議会議員    

濱田百合子  高知県香美市議会議員    川島憲彦   高知県安芸市議員      

北澤一男   高知県須崎市議会議員    木下永次郎  高知県須崎市議会議員       

豊島美代子  高知県須崎市議会議員    森田收三   高知県須崎市議会議員       

土居信一   高知県須崎市議会議員    髙橋立一   高知県須崎市議会議員       

濱 憲司   高知県須崎市議会議員    川村一朗   高知県四万十市議会議員     

谷田道子   高知県四万十市議会議員   大西友亮   高知県四万十市議会議員     

岩井優之介  高知県四万十町議会議員   山岡 力   高知県宿毛市議会議員       

山岡 勉   高知県いの町議会議員    前田晃    高知県土佐清水市議会議員   

宮地葉子   高知県黒潮町議会議員    浦木秀雄   高知県大月町議会議員       

植田真紀   香川県高松市議会議員    太田安由美  香川県高松市議会      

名倉 毅   香川県さぬき市議会議員   大塩哲和   香川県さぬき市議会議員   

間嶋三郎   香川県さぬき市議会議    柳 誠子   鹿児島県議会議員      

佃 昌樹   薩摩川内市議会議員     井上勝博   薩摩川内市議会議員     

小川みさ子  鹿児島市議会議員      野口英一郎  鹿児島市議会議員      

岩中伸司   熊本県議会議員       神田こうじ  熊本県合志市議会議員    

河野康臣   大分県宇佐市議会議員    荒木龍昇   福岡県福岡市議会議員    

佐藤英行   北海道岩内町議会議員    斉藤うめ子  北海道ニセコ町議会員    

五十嵐正雄  北海道占冠村議会議員    木幡ますみ  福島県大熊町議会議員    

三瓶宝次   福島県浪江町議会議員    馬場 績   福島県浪江町議会議員    

菅野清一   福島県川俣町議会議員    佐藤喜三郎  福島県川俣町議会議員    

高橋道弘   福島県川俣町議会議員    高橋道也   福島県川俣町議会議員    

菅野喜明   福島県伊達市議会議員    松本静夫   福島県葛尾村議会議員    

松本 操   福島県葛尾村議会議員    佐藤源市   福島県二本松市議会議員   

菅野 明   福島県二本松市議会議員   佐藤八郎   福島県飯舘村議会議員    



渡辺 計    福島県飯舘村議会議員    半沢 高   福島県桑折町議会議員    

佐藤栄三   福島県桑折町議会議員    佐藤武朗   福島県桑折町議会議員    

片平秀雄    福島県桑折町議会議員    川名静子   福島県桑折町議会議員    

広野吉雄   福島県矢祭町議会議員    蛇石郁子   福島県郡山市議会議員    

矢部忠夫   新潟県柏崎市議会議員    重野正毅   新潟県柏崎市議会議員    

若井洋一   新潟県柏崎市議会議員    笠原晴彦    新潟県柏崎市議会議員    

飯塚寿之   新潟県柏崎市議会議員    佐藤正典   新潟県柏崎市議会議員    

近藤容人   新潟県刈羽村議会議員    小山芳元   新潟県議会議員       

長部 登   新潟県議会議員       堂下健一   石川県志賀町議会議員    

北野 進   石川県珠洲市議会議員    角倉邦良     群馬県議会議員             

加賀谷富士子 群馬県議会議員       針谷育三   栃木市議会議員             

西 房日   栃木県宇都宮市議会議員   阿部功志   茨城県東海村議会議員 

伊坂晴天    茨城県土浦市議会議員    伊坂 章   茨城県ひたちなか市議会議員 

柴 元気   茨城県下妻市議会議員    金子かずお  茨城県筑波市議会議員    

飯田正美   茨城県水戸市議会議員    石松俊     茨城県笠間市議会議員    

杉森弘之    茨城県牛久市議会議員    須藤京子    茨城県牛久市議会議員    

村上香代子   埼玉県三郷市議会議員    鈴木 勉   埼玉県松伏町議会議員    

金崎昌之    埼玉県秩父市議会議     清野和彦   埼玉県秩父市議会          

太田哲二   東京都杉並区議会議員    山本あけみ  東京都杉並区議会議員    

新城せつ子  東京都杉並区議会議員    市来ともこ  東京都杉並区議会議員    

そね文子   東京都杉並区議会議員    奥田雅子   東京都杉並区議会議員    

川野たかあき 東京都杉並区議会議員    原田あきら  東京都杉並区議会議員    

くすやま美紀 東京都杉並区議会議員    山田耕平   東京都杉並区議会議員    

上保まさたけ 東京都杉並区議会議員    金子健太郎  東京都杉並区議会議員       

富田たく   東京都杉並区議会議員    松尾ゆり   東京都杉並区議会議員    

のろ惠子   東京都大田区議会議員    むとう有子  東京都中野区議会議員    

坂本史子   東京都目黒市議会議員    斎藤ゆうこ  東京都荒川区議会議員    

土屋典子   東京都足立区議会議員    浅田保雄   東京都文京区議会議員    

佐藤有恒   東京都北区議会議員     福田光一   東京都北区議会議員     

野呂恵子   東京都太田市議会議員    みずま雪絵  東京都葛飾区議会議員    

山口菊子   東京都豊島区議会議員    小松久子    東京都東京都議会議員    

門間淑子   東京都羽村市議会議員    森てるお   東京都西東京市議会議 

布施由女   東京都清瀬市議会議員    有賀精一    東京都日野市議会議員    

川名ゆうじ  東京都武蔵野市議会議員   大沢ゆたか  東京都立川市議会議員    

山本ひとみ  東京都武蔵野市議会議員   片山かおる  東京都小金井市議会議員   

坂井悦子   東京都小金井市議会議員   陣内やす子  東京都八王子市議会議員   
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佐藤あずさ   東京都八王子市議会議員   上村和子   東京都国立市議会議員    

重松朋宏   東京都国立市議会議員    橋本久雄    東京都小平市議会議     

田村みさ子  東京都日の出町議会議員   近藤ひろし  東京都瑞穂町議会議員    

飛騨紀子   東京都青梅市議会議員    嶋崎英治   東京都三鷹市議会議員    

野村羊子   東京都三鷹市議会議員    白石玲子     東京都東久留米市議会議員  

山崎陽一   東京都羽村市議会議員    間宮みき   東京都東久留米市議会議員  

市原広子    東京都狛江市議会議員    藤代政夫   千葉県議会議員       

入江晶子   千葉県議会議員       長南博邦   千葉県野田市議会議員    

阿部治正   千葉県流山市議会議員    広瀬明子   千葉県浦安市議会議員    

内田みえ子  千葉県我孫子市議会議員   長南博那   千葉県野田市議会議員    

山口裕之    千葉県長生村議会議員    立川智浩   千葉県長生村議会議員    

増子勇男   千葉県長生村議会議員    石川吉一    千葉県長生村議会議員    

宮内一夫    千葉県習志野市議会議    大野博美    千葉県佐倉市議会議員    

池奈美枝   千葉県柏市議会議員     増田 薫   千葉県松戸市議会議員    

会津素子   千葉県成田市議会議員    桑村邦博    千葉県銚子市議会議員    

秋元のり子  千葉県市川市議会議員    朝倉幹晴   千葉県船橋市議会議員    

浦田秀夫   千葉県船橋市議会議員    三宅圭子   千葉県船橋市議会議員    

宮田清子   千葉県柏市議会議員     小林伸行   神奈川県横須賀市議会議員  

大波修二   神奈川県大和市議会議員   村井正信    静岡県西脇市議会議員    

大石和央   静岡県牧之原市議会議員   松谷 清    静岡県静岡市議会議員    

藤井廣明   静岡県東伊豆町議会議員   石川 翼   愛知県安城市議会議員    

佐藤光司   岐阜県中津川市議会議員   杉谷伸夫    京都府向日市議会議員    

佐々木きえ  大阪府河南町議会議員   増田京子   大阪府箕面市市議会議員   

中西智子   大阪府箕面市議会議員    山下慶喜   大阪府茨木市議会議員    

小林昌子   大阪府和泉市議会議員    戸田ひさよし 大阪府門真市議会議員    

高木りゅうた 大阪府高槻市議会議員    高橋 登   大阪府泉大津市議会議員   

松村ひろ子  大阪府交野市議会議員    手塚たかひろ 大阪府枚方市議会議員    

北上哲二   兵庫県川西市議会議員    小林るみ子  兵庫県議会議員       

永井俊作   兵庫県明石市議会議員    西平知春   広島県三原市議会議員    

芦原康江    島根県松江市議会議員 

 

以上 

 


