
■誰が議長になるのかということ
選挙（6月24日）後の最初の議会で
すので、まず議長を決めました。し
かし、2元代表制（市長と議会）であ
る議会の長（議長）が、市民には全
く見えないままで決まってしまいま
す。結果だけが、翌日の新聞に掲載
されます。
私は（「会派」として、国頭議員

と共に）右の申入をし、議長を選ぶ
過程･どんな考えの人が議長になろう
としているのかが市民に見えるよう
なやり方をすべきだと主張しました。
しかし、今回は議論の時間がない

ということで、取り入れられません
でした。実は、前回（2年前）にも、
同じような申入をしていたのですが、
同様な理由で実現しませんでした。
議長は、慣例として2年で交代する

ことになっていますので、今度こそ、
次の議長選で、右のようなやり方を
実現させたいと思っています。
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この広報紙発行には、米子市議会政務活動費の一部を使っています

■「島根原発3号機審査申請」で始まり、「島根原
発3号機審査申請」で終わった議会でした
５月･６月に中国電力は島根原発３号機新規稼働の

ための国への適合性審査申請の動きが慌ただしく
（６月２４日の米子市議選の隙を突くがごとく）、
７月はこの動きに呼応して様々なことがありました。

■これからの課題
最終的には、島根原発3号機審査申請をすべ

ての自治体（島根県側、鳥取県側：米子市も）
が容認したので、中国電力は8月10日に新規制
基準適合性審査を国へ申請しました。
今後の流れは、以下のようになります。

この流れのポイントは以下の点です。
① 今回の「適合性審査」を合格すると、法的
には中国電力は,原発を稼働することができる。

② 「適合性審査」というのは、一定の基準
（新規制基準）を満たしているかどうかを国
（原子力規制委員会）が審査するだけのもの。

③ 審査に合格した原発は、一定の品質は保証
されるが「安全である」「事故は起こさない」
ということを保証するものではないこと
（車で例えると「車検」みたいなもの。車を運転
するためには車検をとおさなければならないが、
車検をとおった車が安全（事故を起こさない）で
あるとは誰も思っていない。）

④ 中電と自治体は安全協定を結んでいるので
稼働するためには自治体の了解が必要。

⑤ただし、安全協定は立地自治体（島根県、松
江市）は「事前了解権」を持っているが、周辺
自治体（米子市など）は持っていない。つまり、
立地自治体が了解すれば周辺自治体の意向にか

かわらず（米子市等がNoと言っても）稼働す
ることができるという内容になっていること。

■そもそも、なぜ島根原発2号機･3号機の稼
働が必要なのか
中国電力は、その必要性を「経済性」「電気

の安定供給」「環境への適合」と説明するが、
この間の議論で、このことについて、到底市民
の理解は得られていない。
（住民説明会、安全対策協議会、市議会全員協議
会において、その必要性を含め稼働に対して疑問
を呈する意見しか出なかった）

今後、国による適合性審査が行われることに
なるが、その状況を注視していくことはもちろ
んのこと、以下のことを並行して進めていく必
要性がある。
①避難計画の実効性についての検証。
②中電のいう「経済性」「電気の安定供給」
「環境への適合」の検証。
③中電は事故が起きた場合「損害の補償をする」
と安全協定で約束しているが、その実効性につ
いての検証。
④安全協定の立地自治体並みの改定。
⑤稼働の是非に関して、市民の意見を反映する
仕組みづくり。

＜お知らせ＞
以下の陳情が、趣旨採択されました！。

これは、前議会で継続審議となり、その後の選挙の
ため「廃案」となっていたものですが、市民から再度
の陳情が出され、今議会で趣旨採択となりました。
採択ではなく趣旨採択となった理由は、委員会のネッ
ト中継実現のためには、予算措置、またそのやり方な
ど課題があるということですが、やることを前提とし
て今後検討していくという議会の意思が示されたもの
と言えます。
米子市の諸課題の実質的な議論がなされる委員会が
市民にとってより身近なものとなるでしょう。
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・７月１２日（議会開会日）
全員協議会で、中電による説明と質疑
・7月１８日（議会：私の各個質問）
安全協定について質問しました
・７月２０日 中電による住民説明会
・７月２５日（議会：原発特別委員会）

中電による住民説明会に関しての報告と島
根原発3号機審査申請に関しての市民から
の陳情の審議

・8月1日（議会最終日）
全員協議会で、執行部による、島根原発3号
機審査申請に関しての米子市の意見（案）に
対しての質疑

■島根原発3号機審査申請に関連した陳情に
ついて
提出団体：島根原発･エネルギー問題県民連絡会
陳情第2号
中国電力との間で｢事前了解権｣を認める安全

協定を締結することについて
陳情第3号
｢事前了解権｣を認める安全協定締結まで､島

根原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査
申請に関する判断を行わないことについて
陳情第4号
中国電力に対して､島根原子力発電所3号機の

新規制基準適合性審査に関する市民説明会開催
を求めることについて
陳情第5号
市民の理解が進むまで､島根原子力発電所3号

機の新規制基準適合性審査申請に関する判断を
行わないことについて
陳情第6号
島根原子力発電所に係る｢検討委員会｣設置を

鳥取県に求めることについて
陳情第7号
島根原子力発電所に係る｢検討委員会｣設置を

島根県に求めることについて
陳情第8号
鳥取県に設置を求めた｢検討委員会｣が､十分

な審議を終えるまで島根原子力発電所3号機の
新規制基準適合性審査申請に関する判断を行わ

ないことについて
陳情第9号
島根県に設置を求めた｢検討委員会｣が､十分

な審議を終えるまで島根原子力発電所3号機の
新規制基準適合性審査申請に関する判断を行わ
ないことについて
陳情第10号
実効性ある｢避難計画｣を策定するまで､島根

原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申
請を行わないよう中国電力に求めることについ
て

提出団体：エネルギーの未来を考える会
陳情第13号
島根原子力発電所3号機の新規制基準適合性

審査申請について､住民が十分に理解できるよ
うに､多くの個所で時間をかけて丁寧な説明会
をすることを中国電力に求める陳情
陳情第14号
立地自治体と同じ｢事前了解権」のある安全

協定に改定されるまで､中国電力に対して島根
原子力発電所3号機の新規制基準適合性審査申
請を認めないことを求める陳情
陳情第15号
島根原子力発電所2号機･3号機が稼働してい

る時､深刻な事故が生じた場合の放射性物質拡
散シミュレーションを提出することを中国電力
に求める陳情

提出団体：市民エネルギーとっとり
陳情第16号
島根原子力発電所3号機の適合性審査申請に

関する公聴会の開催を求める陳情
陳情第17号
島根原子力発電所に関する｢専門家委員会｣の

設置を鳥取県に求める陳情
陳情第18号
島根原子力発電所に係る事故リスクへの備え

について中国電力に情報公開を求める陳情
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
残念ながら採択されたのは第2号だけでした。
右に、各陳情に関しての、各議員の賛否一覧を
掲載します。

かわらばん(2018.8）

- 2 -

陳情第2号は全会一致で採択されました。こ
れまでにも同様な陳情が採択されており、議会
の意思として「安全協定の立地自治体並みの内
容への改定」は定着しています。
安全協定の改定は、この数年にわたって、議

会や米子市当局は中国電力に要請を続けていま
すが、中電は一向に取り合おうとしません。
それにもかかわらず、陳情第3号「｢事前了解

権｣を認める安全協定締結まで､島根原子力発電
所3号機の新規制基準適合性審査申請に関する
判断を行わないことについて」が採択されなかっ
たことは残念です。不採択の理由として「より
高い安全性を求める上でも、知見や専門性を有

した原子力規制委員会による新規制基準適合性
審査を受けるべきである」ということですが、
後述するように「適合性審査」は、稼働をする
ための一つの手続きに過ぎず、安全（事故が起
きないこと）を保証するものではありません。
「稼働への手続き」に進むからこそ、その手

続きの前提となるルールを立地自治体と同じも
のにする必要があるのです。
また陳情第5号の「市民の理解が進むまで､～

適合性審査申請に関する判断を行わないことに
ついて」の不採択の理由が「「市民の理解が進
むまで」の判断基準が示されていない」という
ことでしたが、それこそ理解に苦しみます。
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と安全協定で約束しているが、その実効性につ
いての検証。
④安全協定の立地自治体並みの改定。
⑤稼働の是非に関して、市民の意見を反映する
仕組みづくり。

＜お知らせ＞
以下の陳情が、趣旨採択されました！。

これは、前議会で継続審議となり、その後の選挙の
ため「廃案」となっていたものですが、市民から再度
の陳情が出され、今議会で趣旨採択となりました。
採択ではなく趣旨採択となった理由は、委員会のネッ
ト中継実現のためには、予算措置、またそのやり方な
ど課題があるということですが、やることを前提とし
て今後検討していくという議会の意思が示されたもの
と言えます。
米子市の諸課題の実質的な議論がなされる委員会が
市民にとってより身近なものとなるでしょう。

かわらばん(2018.8）
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