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各地の活動 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 備　考

伊方原発ゲート前 10-12時 10-12時-22時 6-12時？-22時 実行委

　湊浦パレード 15-16時 ？14-17時 実行委

　伊方町民アンケート 14時-記者会見 瀬戸内を守ろう会

　三崎軽トラパレード 14-17時？ 実行委

　九町アメーバ街宣 ？ ？ 有志

　宇和島きさいや広場 12時-街宣 原発いらんぜ宇和島市民の会

　宇和島四電支社 13時半-申入れ 原発いらんぜ宇和島市民の会

　大洲講演会 18-20時 えひめ地域再生戦略研究会

　八幡浜江戸岡交差点 8時-街宣 市民の会・女の会

松山愛媛県庁 10時半-11時 18-19時半 伊方原発をとめる会/金夕定例抗議行動

　原子力本部前 16時-申し入れ
　18時-抗議

伊方原発をとめる会

　坊ちゃん広場前 18時半-21時 瀬戸内を守ろう会ライブ

高松四電本店前 11時- 8時半-昼すぎ 8時半- 脱原発アクションin香川

　街宣・デモ pm街宣 12時-瓦町駅 脱原発アクションin香川

ハンストグループ ↑高松→松山泊 ↑伊方ゲート前 ↑伊方ゲート前 有志

高知四電支店前 pm街宣 グリーン市民ネットワーク高知

参議院会館 14-16時省庁
ヒアリング

再稼働阻止ネット

東京四電支店前 18時- 18時? 18時半- 18時半- 12-13 独立/再稼働阻止ネット/月曜定例会/
1000万人アクション

国会前 18時半-20時 首都圏反原発連合

福島・郡山 スタンディング 福島の女たち

京都 6時半-市民デモ キンカン行動



【各地の活動】 
伊方ゲート前 
８月１０日１０時～１２時　ゲート前集会 
８月１１日１０時～１２時　ゲート前座り込み抗議行動　テント設置【夜間は撤去】　午後、伊方町などで街宣 
８月１２日　早朝より行動　午前中ゲート前抗議集会 

　＊前回と同様、交通規制が敷かれます。駐車場は伊方町民グラウンド（前回と同様） 
　＊駐車場からはシャトル車　運行 
　＊八幡浜９時発のマイクロバス　運行日は11.12日 
̶- 
１０日 10時ー17時を申請確保してますが　集会は10-12時　午後は街宣でゲート前は留守になります。合流する人は（０９０-２８２０ー０１５
０）まで電話ください。 
　６人乗り２台でシャトル　伊方町民グラウンドとつなぐ。 
１１日（311の月命日）　９時までにテント立て　資材運搬車、街宣車、救護車を先入れ 
　マイクロバス９時八幡浜、９時半ゲート前着　以降はシャトルバスとして伊方町民グラウンド 
とつなぐ。 
　６人乗り２台もシャトル 
　１０時から座り込み 
　夜間の泊まり込み（キャンドルナイトのイベント）を交渉したが、夜間のテント撤去、退去を求められ、夜10時までで申請中。但し終了時間は県
警の意向によりさらに早まるかも。 

１２日　早朝６時？から午前中　集会　（午前中早いうちに再起動ボタンを押すと想定、それ以降は抗議モードへ） 

１３日　予備日　（再稼働の日程遅れあるいは臨界到達時の抗議も） 

●湊浦パレード 
　デモ申請を１１、１２日の２時～５時（時間の余裕を入れて）湊浦地区で取っているが、１１日は3時以降（瀬戸内を守ろう会の記者会見後）と
決定、１２日はスケジュールを見ての予備日程。 
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三崎 
　◯佐田岬半島突端までの自動車パレード　メッセージ看板で装飾した（西予の会）軽トラ５、６台は少なくとも参加予定。　 

　〈四電宇和島支社行動〉　８月９日　１３時半予定　原発いらんぜ宇和島市民の会 
　 
　〈講演会〉　８月１０日　１８時　大洲市総合福祉センター 
　　　　　講師：小松　正幸氏　『伊予灘中央構造線の再検討　熊本地震の関連は』 
　　　　　講師：木村　真三氏　『チェルノブイリ３０年　原発事故がもたらしたもの』 

松山　伊方原発をとめる会 
9日11時県庁申し入れ、 
①愛媛県知事宛申し入れ 
（10時10分に県庁本館２Fの県民総合相談プラザに集合です） 
　※集合時間が予定より早くなります。ご注意ください！ 
　10:30～11:00　愛媛県庁第一別館５F　環境創造センター（室）　にて 

②12日16時四電原子力本部抗議文提出、18時から同所前で抗議行動となりました。 
̶- 
伊方原発をとめる会の行動日程について 

８月９日（火）には、 
愛媛県知事宛申し入れを行うほか、 
四電原子力本部に申し入れ文書を届け、 
原子力規制委員会には、内容証明付で文書による申し入れを行います。 
※県には前回申し入れ内容への知事回答を求め、新たな申し入れを行います。 
　規制委員会へは、基準地震動の過小評価問題などで申し入れます。 
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◯８月１２日（金）四国電力の再稼働（予定）にあたっての抗議行動 
①16:00～　抗議文書を原子力本部宛に届ける 
②18:00～　「抗議」を四国電力原子力本部前で行う 

集合場所＝原子力本部西の歩道周辺（松山市湊町６丁目１?２） 
（伊方原発をとめる会役員が付近でお待ちします） 
　横断幕、のぼり、プラカードなどをお持ちください。 
　抗議のリレートークを行います。 

伊方原発とめまっしょい☆若者連合 @tomemassyoi 

2016-08-05 08:00:26 
【定期】「金曜愛媛県庁前行動」 　毎週金曜日18時より19時30分まで、 　愛媛県に対して伊方原発の再稼働を認
めないよう求める抗議行動が呼びかけられています。 　遅刻、早退ありです。県にもの申したい人は愛媛県庁前
へ！ #脱原発 #反原発 #抗議行動 #愛媛 #四国電力 #伊方原発 

高松 
８月１０日　　８：３０から本店前行動。休憩交代をしながら高知、東京。関西などの参加者を待ちます。 
　　　　　　　揃った段階で終了します。山場は朝と昼休みです。 

　　１１日　　１２時瓦町駅陸橋上集合。その時の参加人数などで市内数カ所で街宣を行います。 
　　　　　　　最初から無理な方は、尾崎さん、溝渕さんに聞いて可能な時間いご参加ください。 

　　１２日　　８：３０から本店前行動。四電社員に最後のチャンスを訴えていきます。 

９日も関西から１１時くらいから本店前行動で抗議行動をするために数人が来られます。昼休みと夕方の帰宅時間に抗議行動をされます。可能な方
は一緒にご参加ください。 
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https://twitter.com/tomemassyoi
https://twitter.com/tomemassyoi/status/761336018536583168
https://twitter.com/search?q=%23%E8%84%B1%E5%8E%9F%E7%99%BA
https://twitter.com/search?q=%23%E5%8F%8D%E5%8E%9F%E7%99%BA
https://twitter.com/search?q=%23%E6%8A%97%E8%AD%B0%E8%A1%8C%E5%8B%95
https://twitter.com/search?q=%23%E6%84%9B%E5%AA%9B
https://twitter.com/search?q=%23%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E9%9B%BB%E5%8A%9B
https://twitter.com/search?q=%23%E4%BC%8A%E6%96%B9%E5%8E%9F%E7%99%BA


◆伊方原発再稼働反対　四国電力本店前抗議行動 
原発ゼロ上牧行動（関西） 

伊方現地と高松四国電力本店の２正面からの抗議行動は四国電力に対する強いアッピールになります。上牧行動は本店前で抗議行動をします。 
　　８月８日(月)～12日(金) 
　　　　　　　　　11日(木)は休日ですので私たちも休みます。 
　　午前11時30分～午後６時30分 
 　 昼休み、退社時間を中心に、四国電力に対して 
    「再稼働反対」の抗議行動を行います。 
　　　　青春１８切符を使えば、関西から高松まで日帰り、2,370円で往復できます。 
　　　高槻から６時25分発の快速に乗れば10時51分高松着　四国電力本店は駅から徒歩8分です。 
　　　帰りは高松発午後７時10分発のマリンライナーに乗れば、午後11時16分に高槻到着です。 
　呼びかけ　原発ゼロ上牧行動　坂元千賀子 
　ブログ　　http://takatukigomi.sblo.jp/ 

〈ハンスト行動〉名称ー「どこデモハンスト」　 
　　　１０日、昼、高松四電前スタート　　集会後、松山市内移動 
　　　１０日、１８時３０分頃、松山市駅前　街宣　坊ちゃんひろば　路上ライブ１９時頃～２１時頃まで 
　　　１１日、ゲート前ハンスト　午後　伊方庁舎前ハンスト 
　　　１２日、早朝よりゲート前ハンスト　１２時終了。 

　　　１２日金曜行動　郡山、　連帯行動実施。　 

　　　松山でのハンスト支援歓迎、警備当局や、実行者の体調により予定が変更になる場合があります。  5
　　　当日の行動詳細は、沼倉まで連絡願います。０８０－１０１２－４６６１ 

高知 
　高知の行動計画が、ほぼ固まりました。 
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　8月10日正午までに、四電本店の抗議行動に合流します。 
　その後、大洲に向かい、木村真三さんらのダブル講演会に参加、 西予市で１泊。                                       
　8月11日には、伊方ゲート前定例11日集会に参加、午後、４人のうち２人は帰途につきます。残る２人は、八幡浜で１泊。 
　8月12日は、早朝から２人がゲート前抗議行動に参加。朝６時に高知を出発したマイクロバスが、１０時の集会までに到着します。午後３時頃、
高知への帰途につきます。 
　高知市では、９～12日はよさこい祭りで、どんなアクションも不可能と考え、8日午後に街頭宣伝します。　　以上 

東京 
内容：原子力規制委員会院内ヒアリング 
日時：２０１６年８月９日（火）１４：００～１６：００ 
場所：参議院議員会館地下１階Ｂ１０７会議室 
要請：再稼働阻止全国ネットワーク 
紹介：参議院議員　福島みずほ議員 

質問項目： 
Ⅰ　伊方原発３号機の再稼働を目前にして 
　１　７月１７日の一次冷却水ポンプ事故について 
　２　７月１５日―１６日の「重大事故等に対する総合訓練」について 
　３　ＰＷＲの過酷事故対策について 
　４　プルサーマル発電について 
　５　その他（再稼働までの今後の予定など） 

Ⅱ　基準地震動の設定方法について 
　１　伊方原発３号機の基準地震動の決定方法について 
　２　島崎さんの指摘とその対応について 
　３　各原発の基準地震動の設定状況について 
　４　活断層から基準地震動を決定するプロセスにおける「不確かさ」の扱いについて 
以上　再稼働阻止全国ネットワーク 
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※8/10(水)四国電力東京支社抗議行動〔伊方現地行動に連帯〕にご参加を！ 
　伊方原発３号機再稼働反対！中央構造線に火がついた！ 
　南海トラフ地震も心配　基準地震動も低くデタラメだ！ 
　第12回四国電力東京支社抗議行動にご参加を！ 
　日時：８月10日(水)18:30より19:45 
　場所：四国電力東京支社 
　　　　　東京銀行協会ビル前(丸の内１丁目/大手町駅Ｄ４出口すぐ) 
　主催：「再稼働阻止全国ネットワーク」　TEL 070-6650-5549 

かむろてつa.k.a.火炎瓶テツ @tetsu_molotov 

2016-08-07 02:22:56 
【怒涛の大拡散希望】※連続行動初日！『8/12再起動予定日！伊方原発3号機再稼働許すまじ！四国電力東京支社抗
議行動』8月8日(月)18時~(所在地:yonden.co.jp/corporate/b_es…) ※独立四国電力東京支社抗議行動
pic.twitter.com/qycRimRlVS 

月曜定例会・お吉 @okichi3 

2016-08-06 20:28:04 
【拡散願い】 
伊方原発の１２日再稼動を許さない四電東京支社前連続抗議！ 
（勝手にまとめ） 
８月１０日・水　１８：３０～１９：４５　再稼動阻止全国ネットワーク 
１１日・木・休日　１８：３０～１９：４５　#月曜定例会 

１２日・金　１２～１３　さようなら原発１０００万人アクション実行委 

菱山南帆子 @nahokohishiyama 
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https://twitter.com/tetsu_molotov
https://twitter.com/tetsu_molotov/status/761975859766964224
https://t.co/9yTOBr1LFQ
https://t.co/qycRimRlVS
https://twitter.com/okichi3
https://twitter.com/okichi3/status/761886555938041857
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https://twitter.com/nahokohishiyama


2016-08-05 20:57:37 
大至急大拡散！！ 
四国電力が伊方原発を８月１２日に再稼働予定です。 
許せません！抗議行動をします！ 
８月１２日（金） 
12:00～13:00 

四国電力東京支社前にて！ 
ＪＲ東京駅丸の内北口から西（皇居方面）へ歩４分 
主催:さようなら原発１０００万人アクション実行委員会 

福島 
　福島では、１２日、郡山駅前で連帯のスタンディングを少なくても女たち数名でやります。 
金曜行動の日なのでちょうどいい？！ 
 黒田節子（原発いらない福島の女たち） 

京都 
榊原 義道　（ＦＢ）
9時間前 ·

8月12日（金）午後6時半「伊方原発再稼働反対！市民デモ」（6時半京都駅北のビックカメラ横東塩小路公園集合・
6時45分出発）です。
伊方原発は一次冷却水ポンプからの水漏れで再稼働が延期されていましたが、四国電力は12日に再稼働を強行しま
す。「原発稼働に未来はない！」、市民の声を示していきましょう！
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https://twitter.com/nahokohishiyama/status/761531605479415808
https://www.facebook.com/yoshimichi.sakakibara.9?fref=nf
https://www.facebook.com/yoshimichi.sakakibara.9/posts/1047470855328864

