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2016年5月31日

原子力規制委員会委員長

田中 俊一 様

5月23日の話合いを踏まえた、熊本地震と川内原発に関する緊急申し入れ

私たちは5月12日、貴職に「2016年熊本地震を踏まえた川内原発の基準地震動に関する公開質問状」を提

出し、5月23日の原子力規制庁（職員2名）との話合いの場で口頭回答を受けました。

その中で、原子力規制庁は「現時点で、川内原発の基準地震動の見直しを働きかける、ないし、運転停止

命令を出すというところにはない」と説明されましたが、熊本地震と川内原発に関する私たちの主張、すなわ

ち、①熊本地震の前震であるM6.5の地震で1,000ガル超（はぎとり波換算）の地震動が起きた可能性、②益城

観測点の地下地震観測記録が川内1・2号の基準地震動を超えた可能性、③地震動評価手法の一つである

耐専スペクトルが大幅な過小評価である可能性については、事実として認めざるを得ませんでした。

そして、原子力規制庁は、「今回の地震の観測記録について、きちんと分析すべきということで・・・規制委

員会として大きな地震があった後にですね、きちんと情報収集をしていくという姿勢自体はそれはそう思って

おります。」と説明し、「熊本地震はまさに今調査をやっているところでございますので、そういう知見を踏まえ

て、その位置づけ（今回のM6.5の地震の益城観測点での地震観測記録を「震源を特定せず策定する地震

動」に組み入れること）についても検討していきたいと思います。」と回答されました。また、「現時点で詳細はぎ

とり波解析をやるというところまで、まだ、我々の知見収集も至っていないので、そこの必要姓があってやって

いくということになれば、それは規制委員会、規制庁、旧JNESのグループもありますので、そういった中で解析

なんかは当然やっていくことになりますけども。・・・現時点ではあくまで仮定の話なので、ここで詳細はぎとり解

析をやりますというふうに私が何か宣言するようなことはできません。」と言い訳をされました。2016年熊本地震

では横ずれ断層によるM6.5の地震で震度7の激震観測記録が益城観測点で採れており、これを詳細に分析

し、基準地震動の策定に反映させることは原子力規制委員会の義務だと私たちは考えます。

さらに、原子力規制庁は、炉規法上の「法的権限で認められている範囲内であれば止める権限はある」とし

ながら、「現時点で、何かこの概算のはぎとリ波で、Ss-1を比較上超えているので、現時点で止めましょうという

そこまでの権限を我々は有していない。」「ある種概算で、もしかしたら、川内の原発の直下で同じような地震

がもし起これば、仮に1,000ガルを超えるかも知れない、その段階で、九州電力に対して停止命令を出せる、

そこまでの権限ではない。」と居直っています。「地下地震観測記録を2倍にするはぎとり波の概算」で私たち

が示した上記の①～③の知見に基づき、更なる詳細なはぎとり解析を行って基準地震動に反映させるのは当

然のことですが、フクシマを繰り返さないため、手遅れにならないため、少なくとも解析を終えるまでの間、川内

原発の運転を停止させ、再稼働審査を凍結させるのが、原子力規制委員会の義務だと私たちは考えます。

このような観点から、以下のことを緊急に申し入れますので、真摯にご検討下さり、速やかに対応して下さる

よう強く求めます。

１．4月14日のM6.5の地震では震源断層近くで1,000ガル超の地震動（はぎとり波換算）が発生した可能性が

高く、至急、再現モデルを構築して地震動解析を行ってください。また、得られた知見を基準地震動に反映

させて下さい。

２．4月14日のM6.5の地震に関する益城観測点での地震観測記録を詳細にはぎとり解析し、これを「震源を特

定せず策定する地震動」に位置づけ、基準地震動に反映させて下さい。

３．２の詳細解析によるはぎとり波を川内原発の市来断層帯市来区間M7.2の耐専スペクトルと比較し、耐専ス

ペクトルが大幅な過小評価になっていることを確認し、耐専スペクトルを抜本的に改定してください。

４．上記解析を行う間、川内原発の運転を停止させ、再稼働のための適合性審査をすべて凍結して下さい。

以上
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呼びかけ団体：川内原発建設反対連絡協議会、川内つ

ゆくさ会、反原発・かごしまネット、まちづくり県民会議、川

内原発活断層研究会、さよなら原発：アクションいぶすき、

原発ゼロをめざす鹿児島県民の会、かごしま反原発連合

有志、原子力資料情報室、若狭連帯行動ネットワーク(事

務局担当)

賛同団体・個人（５月２４日現在 ８６団体、７７７個人）

[北海道] 林○○、池田○○○、池田○

［青森］ 核燃サイクル阻止一万人訴訟原告団、浅石○○

［宮城］ みやぎ脱原発・風の会、舘脇○○、篠原○○、

小野寺○○、服部○○

［福島］ 双葉地方原発反対同盟、社民党福島県連合、

脱原発福島県民会議、フクシマ原発労働者相談センタ

ー、脱原発の日実行委員会、福島原発30キロ圏ひとの

会、福島県教職員組合、石丸○○、佐藤○○、今田○○

［新潟］ 柏崎原発反対刈羽村を守る会、武本○○、

[茨城] 反原子力茨城共同行動、常総生活協同組合、

大石○○、根本○○、谷田部○○

[東京] すなめりの会 再稼働阻止全国ネットワーク、原子

力資料情報室、原発メーカー訴訟原告団、緑の党グリー

ンズジャパン、プルトニウムなんていらないよ！東京、原

発はいらない西東京集会実行委員会、I女性会議、中村

○○、池田○○、片岡○○、柳田○○、古荘○○、古荘

○○、伴○○、西尾○○、湯浅○○、木村○○、星川○

○、野副○○、木村○○、松尾○○、井上○○、佐古田

○○、島○○、八木○○、鈴木○○、片岡○○

[神奈川] 相模原市民グループ「こどもまもりたい」、プラン

ト技術者の会、長谷川○○、千葉○○、鈴木○○、熊坂

○○、牛山○○、小沼○○

[千葉] 古川○○

[埼玉] 野口○○、栗原○○

[長野] 野本○○、野本○○、野本○○、野本○○、西

村○○、伊藤○○

[静岡] 馬場○○、馬場○○、藤田○○

[愛知] 核のごみキャンペーン・中部、安楽○○、村上○

○

[石川] 志賀原発を廃炉に！訴訟原告団、原発震災を案

じる石川県民、北野○○、堂下○○、岩淵○○、中田○

○、奥村○○、橋本○○、北尾○○、川本○○、川本○

○、中垣○○、斎藤○○、泉○○、種市○○

[福井] 原子力発電に反対する福井県民会議、サヨナラ

原発福井ネットワーク、株式会社森と暮らすどんぐり倶楽

部、石地○○、松下○○、山崎○○、田代○○、若泉○

○、酒井○○、五十嵐○○、山崎○○、村上○○、石黒

○○、東山○○

[京都] 京都原発研究会、山田○○、田中○○、稲田○

○、尾崎○○、坂岡○○

[滋賀］ 原発を知る滋賀連絡会、バイバイ原発山中比叡

平、更家○○、池野○○、西村○○、大津○○、中野○

○

[奈良] さよなら原発北葛の会、奈良脱原発ネットワーク、

反原発奈良教職員の会、堀田○○、加藤○○、畑○○、

梅谷○○、稲葉○○、黒川○○、田中○○、坂本○○、

古川○○、平岡○○、保浦○○、橋本○○、柴田○○、

中西○○、小野○○、榎本○○、旭○○、小笹○○、高

栄○○、由井薗○○

[大阪] 原発ゼロ上牧行動、平和と民主主義をめざす全

国交歓会、風をおこす女の会、ノーニュークス・アジアフォ

ーラム・ジャパン、NPO法人安全な食べものネットワーク・

オルター、おかとん原発いらん宣言２０１１、とめよう原

発！！関西ネットワーク、ＳＴＯＰ原子力★関電包囲行

動、釜ケ崎日雇い労働組合、関西よつ葉連絡会、環境フ

ォーラム市民の会（豊中）、吹夢キャンプ実行委員会、福

島の子どもたちを放射能から守ろう・関西、mame-ten-caf

e、チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西、ヒバク反対キャン

ペーン、地球救出アクション97、国際女性年連帯委員

会、科学技術問題研究会、若狭連帯行動ネットワーク、

ふえみん・大阪、稲岡○○、稲岡○○、定森○○、猪又

○○、高橋○○、奥谷○○、本多○○、小川○○、東野

○○、山本○○、鳫野○○、康○○、坂元○○、坂元○

○、長澤○○、寺岡○○、寺岡○○、寺岡○○、陶山○

○、山川○○、中山○○、岸上○○、松野尾○○、 橋

野○○、弓場○○、金澤○○、中沢○○、世良○○、山

本○○、木下○○、松尾○○、松尾○○、古橋○○、春

日○○、高木○○、小山○○、大久保○○、吉田○○、

岩本○○、吉村○○、中島○○、宇野○○、井上○○、

井上○○、田中○○、大塚○○、大塚○○、藪下○○、

中森○○、篠田○○、江上○○、松永○○、石田○○、

石田○○、榊原○○、北山○○、高橋○○、杉岡○○、

山岸○○、筒井○○、田辺○○、竹中○○、三田○○、

須藤○○、舘○○、山田○○、曽我部○○、黒石○○、

平田○○、畑○○、滝沢○○、小川○○、寺澤○○、山

田○○、宮島○○、松田○○、長崎○○、立間○○、許

斐○○、許斐○○、田崎○○、高島○○、小堀○○、小

畑○○、縣○○、三橋○○、喜多楼○○、三浦○○、藤

木○○、伊藤○○、荒岡○○、荒岡○○、山本○○、堀

井○○、安土○○、宮本○○、木村○○、鎌田○○、川

嶋○○、中川○○、足助○○、中嶋○○、千本○○、大

館○○、難波○○、岡本○○、難波○○、豊後○○、石

賀○○、稲田○○、小森田○○、川上○○、山田○○、

岡本○○、長宮○○、中西○○、中溝○○、中溝○○、

永島○○、森本○○、大林○○、飯田○○、岸本○○、

岸本○○、高橋○○、樋口○○、仰木○○、木村○○、

境○○、筒井○○、吉瀬○○、新野○○、山本○○、伊

賀○○、藤田○○、山本○○、吉田○○、長谷川○○、

長谷川○○、松浦○○、松浦○○、増井○○、近藤○

○、大崎○○、菊澤○○、神原○○、山口○○、西岡○

○、小林○○、石田○○、小橋○○、大西○○、乾○

○、吉田○○、荒武○○、武永○○、近藤○○、市川○

○、井尻○○、眞鍋○○、北村○○、北村○○、大松○

○、北山○○、樋口○○、後藤○○、北野○○、恒川○

○、生野○○、川口○○、道山○○、藤川○○、今滝○

○、山内○○、世古○○、小松○○、佐伯○○、佐伯○

○、佐木○○、後絵○○、武佐○○、太田○○、青淵○

○、石川○○、朝廣○○、青島○○、吉高○○、池田○

○、吉村○○、吉村○○、三上○○、鞍田○○、奥村○

○、宮本○○、前川○○、前田○○、根木○○、高場○

○、宮崎○○、雨宮○○、小松○○、浅野○○、永井○

○、寺本○○、羽田野○○、田中○○、山口○○、植垣

○○、森○○、中尾○○、木田○○、大椿○○、島田○

○、出水○○、千葉○○、肥後崎○○、徳○○、徳○
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○、徳○○、杉本○○、藤原○○、佐々木○○、池田○

○、富田○○、高橋○○、高岡○○、芦原○○、倉山○

○、板井○○、高島○○、藤田○○、掛屋○○、後藤○

○、吉田○○、増田○○、橋浦○○、川口○○、塩満○

○、影本○○、平林○○、 野村○○、石井○○、芳賀

○○、大段○○、畑○○、土田○○、小山○○、藤原○

○、松本○○、森本○○、佐保田○○、佐保田○○、梶

本○○、藤原○○、西岡○○、境目○○、坂原○○、勝

山○○、道脇○○、玉木○○、村上○○、藤原○○、藤

本○○、藤原○○、林○○、川村○○、竹山○○、陣内

○○、山本○○、市川○○、宮津○○、日高○○、森田

○○、古谷○○、橋本○○、峰地○○、峰地○○、峰地

○○、西森○○、仲○○、本岡○○、有光○○、布藤○

○、木田○○、島田○○、桶○○、上杉○○、中川○

○、中川○○、貫名○○、吉川○○、金田○○、山田○

○、樋口○○、国分○○、上仲○○、山中○○、山端○

○、山端○○、青山○○、高寺○○、本多○○、芳賀○

○、岡本○○、小川○○、田渕 ○○、太田○○、三上

○○、出水○○、今木○○、岡野○○、米山○○、片岡

○○、大西○○、後藤○○、平松○○、中村○○、野澤

○○、土井○○、美佐田○○、清水○○、大町○○、大

町○○、鎌橋○○、鎌橋○○、蒲池○○、池田○○、

山下○○ 志水○○恭子 久保○○廣子 川岡○○

明恵、山崎○○、富田○○、富田○○、森本○○、大野

○○、大石○○、松本○○、木下○○、船越○○、亀井

○○、久保○○、久保○○、門林○○、安達○○、遠藤

○○、鎮西○○、井畑○○、池田○○、堀本○○、前田

○○、長沢○○、長沢○○、山崎○○、徳井○○、原○

○、杉村○○、三田○○、三井○○、土田○○、上原○

○、林○○、古川○○、玉岡○○、小路○○、斎藤○

○、川島○○、中島○○、梅田○○、田中○○、大森○

○、春日○○、田中○○、成瀬○○、成瀬○○、成瀬○

○、成瀬○○、梅田○○、梅田○○、阿部○○、徳永○

○、柿本○○、柿本○○、西村○○、西村○○、西村○

○、長安○○、長安○○、向井○○、石黒○○、小熊○

○、牛田○○

[兵庫] 原発の危険性を考える宝塚の会、さよなら原発神

戸アクション、さよならウラン連絡会、甲東平和を考える

会、現代を問う会、心といのちをはぐくむ会、折口○○、

吉村○○、川上○○、大鹿○○、上村○○、土屋○○、

齋藤○○、末吉○○、村上○○、山本○○、橋本○○、

米勢○○、海老○○、高木○○、竹林○○、有山○○、

竹林○○、北川○○、蔵本○○、尾西○○、隅田○○、

西岡○○、荒西○○、細川○○、藤原○○、米田○○、

藤井○○、山内○○、赤瀬○○、山口○○、向井○○、

板谷○○、野田○○、山﨑○○、三浦○○、大藤○○、

山田○○、佐野○○、福永○○、白井○○、川口○○、

藤原○○、野津○○、水田○○、石塚○○、柏井○○、

宮嵜○○、小原○○、佐竹○○、原○○、井上○○、小

林○○、中井○○、津村○○、味村○○、寺西○○、松

原○○、小谷○○、富樫○○、森○○、森永○○、松田

○○、池辺○○、宇野○○、田中○○、仁木○○、乗鞍

○○、高鷲○○、福井○○、信長○○、植木○○、西村

○○、古家○○、大島○○、田中○○、飛田○○、蒲牟

田○○、矢野○○、玉田○○、岩村○○、いなだ○○、

高橋○○、山崎○○、田中○○、伊澤○○、馬場○○、

高橋○○、高橋○○、井上○○、衛藤○○、菅野○○、

森本○○、林○○、柿薗○○、田村○○、石田○○、大

津○○、小副川○○、高橋○○、浜○○、中田○○、前

田○○、黒河内○○、佐藤○○、村上○○、立石○○、

中川○○、田中○○、振津○○、建部○○、木村○○、

高橋○○、玉山○○、喜岡○○、辰野○○、井上○○、

勝目○○、川口○○、田中○○、井上○○、黒河内○

○、長谷川○○、北上○○

[和歌山]上平○○

[岡山]奥平○○

[広島] 原発はごめんだヒロシマ市民の会、木原○○、脊

尾○○、石岡○○

[山口]原発いらん！山口ネットワーク、三浦○○、門脇○

○

[島根] さよなら島根原発ネットワーク、島根原発増設反

対運動、島根原子力発電所３号機の運転をやめさせる訴

訟の会、芦原○○、阪本○○

[愛媛] 渡部伸二と市民の広場、原発さよなら四国ネットワ

ーク、原発さよならえひめネットワーク、原発なしで暮らし

たい松山の会、愛媛の活断層と防災を学ぶ会、放射能を

憂慮する市民の会、農薬空中散布に反対する会、愛媛

環境ネットワーク、八幡浜・原発から子供達を守る女の

会、大野○○、渡部○○、阿部○○、小倉○○、垂水○

○、垂水○○、古茂田○○、土居○○、大本○○、井出

○○、松尾○○、谷口○○、国本○○、泉○○、内田○

○、斉間○○、須賀○○

[長崎]崎山○○、染木○○、平野○○、阪口○○

[鹿児島] 川内原発建設反対連絡協議会、川内つゆくさ

会、まちづくり県民会議、川内原発活断層研究会、反原

発・かごしまネット、さよなら原発：アクションいぶすき、原

発ゼロをめざす鹿児島県民の会、かごしま反原発連合有

志、避難計画を考える緊急署名の会、さよなら原発いの

ちの会、ピース・アクト出水、井上○○、馬場○○、北畠

○○、鳥原○○、森○○、大毛○○、白鳥○○、向原○

○、小川○○、城○○、赤星○○、井ノ上○○、杉原○

○、山中○○、福島○○、永池○○、のぐち○○、大久

保○○、福崎○○、福崎○○、図師○○、徳満○○、松

永○○、松永○○、梅北○○、赤星○○、永田○○、野

口○○、高木○○、有馬○○、安藤○○、小川○○、川

畑○○、小薗○○、小原○○、城下○○、嶽釜○○、田

中○○、佃○○、外山○○、道免○○、鳥原○○、鳥原

○○、中俣○○、馬場園○○、福丸○○、堀之内○○、

松田○○、松田○○、松山○○、三園○○、武藤○○、

森永○○、山下○○、山下○○、若松○○、橋爪○○、

松元○○、鮫島○○、八木○○、今村○○、橋野○○、

馬場○○、前園○○、西薗○○、増尾○○、坂下○○、

川路○○、池畑○○、道免○○、道免○○、中村○○、

中村○○、中村○○、鳥越○○、平○○、嶌田○○

塚田○○、園山○○、有村○○、上山○○、室屋○○

連絡先：若狭連帯行動ネットワーク

久保 TEL 072-939-5660 dpnmz005@kawachi.zaq.ne.jp
長沢 TEL 072-269-4561 ngsw@oboe.ocn.ne.jp


