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※九電｜ご対しても同趣旨の要望書を岡田、

提出しています。

緊急要望書

九州電力lご、川内原発を即時停止させ「定期検査入リの前倒しJ'Ir求めるごと。

1号機は昨年の8月什日、 2号機は10月15日よリ再稼働していますが、それぞれ今

年の10月と12月iご定期検査のため停止する予定です。

熊本地震の影響｜ごよって、川内原発周辺や敷地内、原子炉建屋直下の断層が連動し

大事故が発生するごとを危倶します。

園川内原発2基を止めても昨年と同様の節電と昨年と同じ量の他電力からの融通を

すれば、平成25年度（並みの猛暑）でも予備率基準3パーセントを超える8%とな

リます。

九電の今年4月8日公開資料より

’猛暑需要1,564kw。
目供給力1,785万kw 178万kwCJII内原発2基） =1,607 +21 （昨年の節電量にもどす） +61 （他電

力からの融通） =1,689万kw

1689-1564=125万kwの予備力

目125÷1564=8%の予備率

※昨年は実施しなかったが、随時謂整契約電力31万kwを需要から減らせば、ぴらlご予備率は大き

くなる。

IIIJ 11内原発l::l;;t、約束していた免震重要棟もなく、事故対応が、できるのかも不安で、

す。

回避難計画の実効性も熊本地震の現状を見れば、改めて地震防災と原子力防災は相

反します。木造住宅での屋内退避なピ無理です。 1997年｜ご発生した鹿児島県北西

部地震（3月26日lごM6.6、5月3日｜ごM6目4）でも余震が多発しました。

回安定ヨウ素剤i;;J:5キロ圏外は事前配布ゴれず、事故発生後｜ご配布するごと｜ごなっ
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ていますが、停電と道路寸断、倒壊した建物からの救助なども配布も取リ｜ご行くご

とも困難です。

回運転開始後31年と32年目の老朽原発だが高経年化技術開面の一部先送りをして

認可した。

圃活断層、断層の評価について、熊本地震｜ご学び、再検討するごと。

特lご川内原発｜こ向かつて延びている活断層が川内原発まで延びないか、また直下｜ご

至リ地盤がずれるごと｜ごよリ原子炉施設を破壊し大事故iご至らないか検討するご

と0

・早期の定期検査入リが必要

再稼働入リの段階で発生した事故lごついて、原子炉を止めず｜ご先延ばししたごと。

( 1 ）復水器細管が損傷して穴が空き、海水が二次系配管I：流入。原因究明は次固

定期検査｜ご先延ばしざれた。

(2) 3基ある一時冷却材ポンプの軸振動計の点検と交換を残る2基はしていない。

原因の説明も不十分。

・2号機の蒸気発生器の交換は当初2014年の予定が延期ざれ次々回の定期検査時｜ご

延期した。
省電気ケーブル不正敷設問題を現場で確認し報告、公開するごと。

川内原発30キロ圏住民ネットワーク

（略称原発30キロ圏住民ネット）

事務局 〒8960021 LIちき串木野市住吉町134

TEL 0996-32-9726 FAX 0996-32 9727 

携帯090-9130-0995

代表 高木章次

（いちき串木野市／避難計画を考える緊急署名の会共同代表）

副代表西宮典子

（才よなら原発＠ひおきの会代表）
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鹿児島県知事伊藤祐一郎様

原子力安全対策課様

2016年4月1日

川内原発30キロ圏住民ネットワーケ

要望書
昨日の3月31日lごi;J:川内原発！こ免震重要棟が完成し運用ざれている予定でした。東京電

力の柏崎刈羽原発の免震重要棟は敷地造成工事を含めても約1年半で建設し2010年1月か

ら運用しています。
日置市では3月29日｜ご原子力規制委員会委員長と鹿児島県知事lご対し、今回の九州電力

が提出した川内原発免震重要棟新設計画変更｜ごついて、本市議会は、免震重要棟の設置を
前提として再稼働の許可を得たものであリ、ぞれを変更するごとに理解が得られないた
め、下記のごとを強く要望いたします。として、 「九州電力｜ご対して、市民の安全を担保
とする免震重要棟を早急｜こ新設し、安全基準を遵守するよう指導するごと」との意見書が
本会議で全会一致で採択されました（総務委員会も全会一致）。それぞれ住民からの陳情
｜ごよるものです。
姶良市議会lごおいても3月25日、鹿児島県知事｜ご対し「九州電力iご川内原発の免震重要

棟の早期建設を求めるよう要望するJ意見書が採択されました（総務委員会では全会一致。

本会議では16対7）。
現在約50坪（170平米）の代替緊急時対策所があるだけで、安全よリ再糠働を優先し、

1号機は8月｜ご、 2号機は10月iご再稼働｜ご入っています。
地震等｜ごよリ大事故が発生した場合、十分な事故対応ができず福島原発事故を超えるよ

うな被害が発生するごとを恐れます。

以下要望します。

1、九電lご対し
・市民の安全を担保とする免震重要棟且を早急｜ご新設し、安全基準を遵守するよう指導する

ごと。
規制委員会への申請は取リ下げるごと。

－免震重要棟完成まで川内原発在停止するごと。
2、規制委員会｜こ対L.
・九州電力lご対して、市民の安全を担保とする免震重要棟を早急に新設し、安全基準を遵
守するよう指導する己と。
－九電の耐震構造の緊急時対策棟の審査｜ご入らないごと。
・免震重要棟完成までJII内原発を停止することを九電1：：指示するごと 0

3、九電と規制委員会！こ対して
・県民｜ご対する説明会を実施するごと。また県民からの説明会要求lご応じるごと。

趣旨説明
昨日の3月31日｜ごは川内原発lこ免震重要棟が完成し運用ざれている予定でした。東京電

力の柏崎刈羽原発の免震重要棟は敷地造成工事を含めても約1年半で建設し2010年1月か
ら運用しています。ごれは中越沖地震｜ご襲われた耐震構造の緊急時対策室のドアが歪んで



開かず中｜ご入れなかったため、屋外の駐車場で対策するごと｜ごなってしまった反省から
ですが、新潟県の泉田知事が東電！こ強く要求した結果でもあリます。福島原発事故当時の
清水正孝東電社長は国会事故調査委員会で「あれ（免震重要棟）がなかったらぞっとす
る」と報告しています。

しかし九州電力は昨年の12月17日｜こ突然、免震重要棟の建設を撤回し、現在ある代替
緊急時対策所の代替の文字を削LJ、隣LJlご耐震構造の「耐震支援棟Jを建設する計画を規
制委員会｜ご提出しました。発表以前、九電｜＝免震重要棟建設の進捗状況を質問しても「答
えられなしリヒ拒否ざれていましたが、完成時期が延びる発表があるものと思っていま
した。しかし規制委員会でも免震重要棟建設撤回は批判ざれました。※規制委員会の田中
委員長は今年1月6日の記者会見で「私の考えというよリも、一応ぞれを前提として許可
を得ているわけですから、ぞれは基本的lごは守っていただがないといけませ人ね。ぞう
思います。」「変更申請在出してくるというごとは、許可条件lご入っているというごと
を意昧しているのだと思います。」と回答しています（記者会見録よリ）。
とごろが九電は反省するごとなく、 3月25日iごまた免震でなく耐震構造の「緊急時対策

棟」の計画を規制委員会ヘ提出しました。

緊急時対策所11免震構造の方が耐震構造｜ご出べて有用であるごとが福島原発事故でも実
証ざれています。免震構造は約30年の施工実績があり、成熟した技術と認知ざれていま
す。総理官邸も六本木ヒルズも九州大学医学部付属病院も免震構造です。
九電の免震重要棟建設撤回と、その撤回申請を受け付け審査するというごとは、福島原

発事故の経験と教訓を無視するだけでなく、地震大国日本のピルも病院も工場も住宅、そ
してざまこTまな構築物が耐震構造から免震情造｜ご変わっていく歴史を否定、逆行するごと
であリ、日本全体の安全に極めて問題です。
そもそも大事故はいつ起きるか分からないという前提ですから、免震重要棟なしの川

内原発再稼働を規制委員会が許したごとが、間違いです。

＠九電｜己建設する意志があれば、十分な余裕で再際働前｜ご免震重要棟を建てられたと思わ

れる。

東電は2007年7月16日｜ご中越沖地震｜ご襲われた柏崎刈羽原発において、造成工事も含め
て約1年半、地質調査を含めても1年と11力月で建設した680ti'ルの地震lご耐える免震重
要棟の運用を2010年1月から始めた。 (2008年／平成20年2月からボーリンゲ｜こよる地質
調査、造成工事を6月から実施し2009年／平成21年12月！＝建屋は完成し2010年／平成22
年の1月から運用開始）
.中越沖地震で7基の中で一番大きかった1号機の水平（東西）方向の観測値680ガル
（原子炉建屋墓礎版上で観測ざれた最大加速度値）を受けるごとを前提｜ごして建てた
( 680ti'／レロ耐えられるように建てたと東電相崎刈羽原発広報／電話｜己て）。免震構造｜こ
よリ揺れは直接建屋｜こ伝わらず、大手く低減ざれる事｜こなる。川内原発の基準地震動の最
大は水平620ti'Jレ。柏崎刈羽原発と出べても、基準地震動を理由に建設できないというご

と｜ごはできない。
。免震重要棟建設スケジュールは存在しないのか。

川内原発の場合、 2013年9月の敷地造成工事開始から（2014年の6月｜ご敷地造成工事は終
えたとしている。なぜごれほど長期聞かかったかの理由は不明） 2016年3月まで2年と7
力月あった。
建設スケジュールを作成しているはずだが公開を要求しても拒否している。秘密｜ごする
理由はない。作成していない可能性がある。九電は説明しなければならない。

＠実証試験や加振試験を実施する必要があるため免震の方が2年程度遅くなるとしている
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が、規制委員会は試験を要求しているわけではないと九電は回答。
免震技術は約30年以上の有用な研究実績や施工実績があリ、成熟した技術と認知ざれ

ている（JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構も「免震構造の審査手引きの提案平
成26年T月 January 2014Jより）申請書｜＝、

0耐震構造の選定の理由の2つ目｜ご「免震構造では、原子力施設としての安全性の検証｜＝
必要な実証試験や加振替験を実施する必要があるごとから、耐震構造の方が2年程度早く

完成できる見込持。」との記載がある。

しかし、規制委員会と規制庁は試験実施の指示は出していない（九電広報｜ご電話で確認）

＠試験のためlご耐震構造の方が2年程度早く完成できる見込砕と認識したのは何年の何月
なのか、九電は「答えられなしIJと回答している。
申請書の0耐震構造の選定の理由の1つ目｜ご「耐震構造は、原子力施設の豊富な建設実績
を踏まえ、設計を確実に行える。」とある。
己れを理由lごするなら、少なくとも2014年の免震重要等建設を前提とした規制基準適

合性認可前lご言うべきである。今｜ごなって、九電として免震構造のものを作った事がな
いごとに「気がついた」とは言えないはず。
実際の設計も施工も九電ではなくゼネコンなどの建設業者が行う。すでiご東電等が建設済
再であるから、理由lこならない。東電｜ご相談すれば済むごと。

。300人から200人iご100人少なくなった収容要員。
緊急時対策棟の収容要員1;1200人以上、当初計画の免震重要棟は200人としている（ 3月
25日！こ提出された九震の円｜｜内1,2号機の更なる安全性ー信頼性向上への取組みに係る原
子炉設置変更許可申請の概要」の3ページ、）。
しかし平成25年8月13日の九電資料iごは下記の記載があリます。
100名プラス200名で300名です。九電に問い合わせたとごろ、見直したからだとのごと
で、理由説明の文章があるのが聞いたのですが、あるとは言いません。
延床面積は緊急時対策棟が約5,070rrl、免震重要棟が約6,600rriと記載されています0

1,530rri少なくなっています。 23%すくなくなっているので、すから、当然と思います。
100名少なくなったとは知られたくないので、しよう。

0緊急時対策所の収容要員約100名iご加えて、発電所事務所等の執務室が使用できない場
合を想定して、その他の要員約200名が収容できるスペースを遮へいエリア内｜ご確保す

る。

＠耐震構造の緊急時対策棟の建設期間を発表しない。
免震構造の方が2年間建設期聞が、延びるとしながら、耐震の緊急時対策棟の建設期聞を発

表しようとしない。

＠耐震構造とほぼ同額では暖昧。免震重要棟の総工費を公開すべき。
九電は「技術的な検討を重ねて総合的に判断したが、費用も関係ないわけではなし1」ヒ発
言している。 「総工費は約190億円で免震棟の新設とほぼ、同額だという。」と報道されて
いるが、 「ほぼ、」とは陵昧な表現。何億円、何十億円どちらのほうが高いのか。免震棟
｜ごついて具体的な金額を根拠と共1：発表すべきρ

＠敷地の状態を公開すべき。何か問題があるのではないか、確認が必要。

＠九電は免震重要棟撤回の件でいつ住民｜ご対して説明をするのか。
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説明会の予定はないという回答があるのみ。

＠規制委員会は免震重要棟撤回の件でいつ住民lご対して説明をするのか。
規制委員会は2014年10月lご川内原発30キロ圏の薩摩川内市、日置市、阿久根市、さつま
町、いちき串木野市で実施ざれた「J11内原子力発電所｜こ係る新規制基準適合性審査結果｜己
関する住民説明会Jで、下記を配布資料lごも明記し説明しています。
申「平成27年完成予定の免震重要棟内｜ご同様の機能を有する緊急時対策所を設置する方針

を確認。」
約束を破った九電lごJ11内原発の即時停止を指示し、県内で説明会をすべきです。

川内原発30キロ圏住民ネットワーケ
（略称原発30キロ圏住民ネット）

事務局 干896心021 いちさ串木野市住吉町134
TEL 0996”32-9726 FAX 0996-32司 9727
携帯090-9130-0995
川内原発30キロ圏住民ネットワーケ
代表 高木章次

（避難計画を考える緊急署名の会共同代表）
副代表西薗典子
（ざよなら原発＠ひおきの会代表）

いちo'串木野市／避難計画を考える緊急署名の会
日置市／ざよなら原発＠ひおきの会 西薗 典子

出水市／ピースアケ卜出水 福島直 子
阿久根／反原発あくねの会仙波敏郎

富永澄子
姶良／松尾晴代
さつま町／若松静美
長島町／城雅典（賛同）
鹿児島市／かごしまの未来を語る会青山浩一

城真理
薩摩川内市／田中ひろ持武藤智子
｜ま均、
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緊急要請書
熊本地震の余震が続く中、川内原発1号機2号機の原子炉継続運転に抗議する l

川内原発の運転を直ち1.：：：停止せよ！

九州電力代表取締役社長瓜生道明様

内閣総理大臣安倍晋三様

経済産業大臣ヰ椅枕針量

環境大臣・原子力防災担当大臣丸川珠代様

原子力規制委員会委員長田中俊一様
2016年 4月21日

玄海原発プルサーマルと金基をみんなで止める裁判の会

今を生きる会

戦争と原発のない社会をめざす福岡市民の会

東区から玄海原発の廃炉を考える会

プルサーマルと佐賀県の 10 0年を考える会

4月 14日夜9時26分、熊本県益城町を震源とする震度7 （マグニチユード6.5）の大地震が発生しました。余震

が続く中、再び16日深夜1時25分、南阿蘇村を震源とする震度6強（マグニチユード 7.3）の地震が襲い、停電、

断水、火事、土砂崩れ、橋崩壊、道路寸断、家やマシショシの倒壊司と凄まじい被害となりました。鉄道右道路ち空

路もマヒし避難どころではありませんでした。余震の恐怖に、野外で一夜を越す住民がいっぱいでした。建物の下敷

きになったり孤立したりと救助隊を待つしかない住民ち多数いました。高齢者や障がいがある人、幼子を持つ家族や

妊婦の避難は困難を極めました。あの、けたたましい緊急地震速報の音が耳から離れません。

この上に原発事故が起きればどうなっていたか、九州中のみならず日本中の人たちが怯えました。福島では、地震・

津波から逃げる最中に住民に放射能が襲いかかり、被ぱくを強いられることとなったことをみんな知っているからで

す。

しかし、九州電力は 14日夜 10時頃、 日II内原子力発電所1、2号機とち通常運転継続中、玄海原子力発電所は停止

中であり、設備点検を行ない、ブラシトの状態等に異常は確認されていなし＼Jと発表。 f通常運転継続中jとのζι
に私達は仰天しました。原発には何万本という配管があります。あれだけの大きな地震が起きた直後に止めもしない

で、わずかな時間でどれほどの点検を行ったというので‘しょうか。

今回の地震は熊本のみなちず大分でち連動して発生したり、後で起きた「余震jが f本震Jとされたり、専門家の予

想を超えるような動きをしています。さらに川内原発は日本列島を横断する中央構造線といラ大きな活断層の南端に

位置しています。大地震が原発の直下で起これば、巨大な揺れに襲われ、放射能を大量に放出するような大惨事とな

るのは避けられません。 Nl内原発には火山噴火力、襲いかかることだってあるのです。

菅義偉内閣官房長官は 16日に「J11内原発を停止する理由はないjと述ペました。 18日には田中俊一原子力規制委員

会委員長は f安全上の問題は起きない」と繰り返した上、 「科学的根拠がなければ、国民や政治家が止めてほしいと

言ってもそうするつもりはないjとまで述べました。未た官十り知れない地震発生状況を過小評価し、万が一の危険を

想定して防ごうとしない政府と九電の倣曇な態度に手以重は怒りを禁じ得ません。

熊本地震、 5年前の東日本大震災を経験した私達は、原発事故が地震などとの複合災害となる可能性が非常に高いこ

とを身をちって経験しました。 f想定外jという言い訳は、ちう許されません。

”第二のフクシマ原発事故Hは許されません。

命を脅かし、ふるさとを奪う原発は、ちう動かしてはならないのです。

今回の地震の被害を踏まえて、川内原発の運転を即刻停止するよう、以下の通り強く要請します。

E要請事項

1目九州電力川内原発1・2号機の原子炉をただちに停止し、すべての配管の状態や建屋施設について点検し、結果

を明らかにすること。

2目九州電力玄海原発について、すべての配管の状態や建屋施設について点検し、結果を明らかにすること。

3. 専門家の知見をもとに、起こりうる地震の規模や影響を改めて検討し、住民の命を守る「国家主導での具体的で

可視的な避難計画Jを策定すること。
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