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請願の趣旨 

私たち「伊方原発再稼働に反対する全国自治体議員の会」は、昨年11月2日愛媛県と県議

会に、11月16日伊方原発30キロ圏６自治体に、30キロ圏の住民同意のない再稼働を止める

よう求める請願・陳情を提出しました。 

第４回定例会で、請願・陳情を支持する議員の質問に回答でき、または議論もないまま、

不採択とされたことは、住民の命と暮らしを守る自治体議会の責任を投げ捨てたものと言

わざるをえません 

その後、以下の状況が明らかとなりました。 

第 1 に、伊方原発の再稼働に住民合意がないことが判明したことです。伊方町全戸を回

った住民アンケート調査の1月の最終集計では、伊方原発再稼働に反対53.2％、賛成26.2％

となり、再稼働が地元の要求ではないことが明らかとなりました。八幡浜では再稼働に反

対する住民投票を求める直接請求署名がほぼ 1 万人に達しました。 

第 2 に、四国電力の安全対策が不十分なままです。九州電力は、川内原発再稼働の安全

対策の条件であった免震重要棟の新設計画を撤回しました。伊方原発の免震棟は、当初め

ざした揺れを抑える免震構造ではなく、通常の建物の耐震構造であり、建物内の精密機器

を守れるものではありません。しかも原子炉からの距離は２号機から約 50 メートル、3 号

機からでも約 100 メートルしか離れていません。放射能からの遮蔽施設の広さは、作業員

の就寝スぺースが足りなかった福島第一原発の免震棟の 3 分の 1 以下の床面積です。免震

棟は形ばかりで、過酷事故の際に使える施設とは言えません。 

第 3 に、四国電力は、津波対策で敷地前面の 6.81m を想定し、敷地の高さは 10 メートル

あるので安全と主張しています。過去の津波到達記録の研究に基づけば、伊方敷地周辺で

も過去に 10 メートルに達する津波が襲ったことが示されています。県知事は、南海トラフ

地震が、中央構造線活断層の地震と同時におこることはないと勝手に思い描き、津波によ

る放射能漏れはないことを前提にした避難計画を認めました。放射能の危険性を無視し、

事故時に原発近くの道を通らせ、フェリーを使い大分県側に避難させるという全く現実性

がない計画です。住民を運ぶバスやフェリーの事業者との契約さえ締結されていません。



地震や津波が起きれば、道路は寸断され、港は損壊し、不充分な防曝設備しかない一般家

屋内への退避とされているだけです。 

これで、伊方町と愛媛県の同意だけで再稼働手続きが終了したと判断され、四国電力が

3 月以降の再稼働を実施することは自治と民主主義に反することです。 

住民への説明責任を果たさず、避難計画が不備なまま 30 キロ圏内にある貴自治体が再稼

働を承認することはあってはなりません。私たち全国の自治体議員は、伊方原発の 30 キロ

圏内にある貴自治体と議会がその責任を果たすよう求め、以下の点を要望します。 

    請願項目請願項目請願項目請願項目 

内閣及び原子力規制庁など国の関係機関、愛媛県と四国電力に対し、 

一、原発立地と 30 キロ圏自治体の住民合意のない再稼働は中止し、公開された住民説明会

で説明責任を果たすこと。 

二、避難計画が不十分であり、住民の安全を確保できないままの再稼働は中止すること。 

以上、国の関係機関及び県知事に意見書の提出、四国電力には要請書の提出を求めます。 
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