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2023年 金3月24日 14時時3月24日 14時
広島高裁抗告審広島高裁抗告審
仮処分決定文交付仮処分決定文交付

伊方原発３号機運転差止新規仮処分申立

私たちの戦いは命と健康と暮らしを守る戦いです

ZOOM併用 

本件の担当裁判官（広島高等裁判所　民事第４部）
　裁判長　脇　　　由紀　裁判官
　右陪席　梅　本　幸作　裁判官
　左陪席　佐々木　清一　裁判官（主任裁判官）

hek@hiroshima-net.org

メールにてお申し込みください。件名を「3.24
報告会参加」とし、お名前と所在地（県・市など）
を前日までにご連絡ください。後ほどＵＲＬや
パスワードなどをお送りします。

報告会ＺＯＯＭ参加方法

どうか広島高裁前に応援にお越しください。どうか広島高裁前に応援にお越しください。
そして一緒に裁判官の判断を見届けてください。そして一緒に裁判官の判断を見届けてください。
どうか広島高裁前に応援にお越しください。
そして一緒に裁判官の判断を見届けてください。13:25

13:30
14:00

14:05 頃
15:00 頃

17:00 頃

広島高裁前集合
広島高裁へ乗込み行進・弁護団送り出し
決定文交付

広島高裁前、結果を旗出し
記者会見・報告会開始
（広島弁護士会館３F）
終了予定

四国電力伊方原
発３号機は

瀬戸内に面する
唯一の原発

広島市域から直
線約 100km

中央構造線断層
帯の直近

M９の南海トラ
フ巨大地震

想定震源域に位
置しています広島高裁抗告審

仮処分決定文交付

私たちの戦いは命と健康と暮らしを守る戦いです

伊方原発３号機運転差止新規仮処分申立



２０１７年１２月広島高裁抗告審で
勝訴、伊方３号機の運転を止める

２０２０年３月新規仮処分提訴

２０１６年３月１１日に最初の提訴

「仮処分の戦い」はまだまだ続く

　伊方原発３号機運転差止広島新規仮処分の戦いもい
よいよ３月２４日に広島高裁抗告審の決定文交付日をよいよ３月２４日に広島高裁抗告審の決定文交付日を
迎えます。このチラシでは、私たちのこれまでの「仮迎えます。このチラシでは、私たちのこれまでの「仮
処分」の戦いを、時系列表風に振り返ってみようと思処分」の戦いを、時系列表風に振り返ってみようと思
います。います。
　広島市域から最も近い原発、瀬戸内海を挟んでわず　広島市域から最も近い原発、瀬戸内海を挟んでわず
か１００ｋｍしか離れていない四国電力伊方原発３号か１００ｋｍしか離れていない四国電力伊方原発３号
機の運転を仮処分申し立てで阻止しようではないか、機の運転を仮処分申し立てで阻止しようではないか、
という話が、広島の私たちのグループの間で持ち上がっという話が、広島の私たちのグループの間で持ち上がっ
たのは２０１５年８月のことでした。約３か月の討論たのは２０１５年８月のことでした。約３か月の討論
の後、私たちは仮処分を広島地裁に申し立てることにの後、私たちは仮処分を広島地裁に申し立てることに
しました。「ルビコン川」を渡る思いでした。しました。「ルビコン川」を渡る思いでした。
　グループの中から３人の申立人を選出、提訴日は福　グループの中から３人の申立人を選出、提訴日は福
島原発事故発生から５年目の２０１６年３月１１日と島原発事故発生から５年目の２０１６年３月１１日と
決めました。決めました。

伊方原発３号機
運転差止広島仮処分

伊方原発広島裁判事務局 伊方原発広島裁判事務局 

2016 年 3月 11 日

2016年 8月 3日2016年 8月 3日

2016年 9月 7日2016年 9月 7日

2016年 4月～ 10月2016年 4月～ 10月

2017 年 3月 30日2017 年 3月 30日

2017 年 4月 13日2017 年 4月 13日

2017 年７月・９月2017 年７月・９月

2017 年 12月 13日2017 年 12月 13日

伊方原発広島裁判原告団、伊方原発３号機運転差伊方原発広島裁判原告団、伊方原発３号機運転差
止仮処分命令申立（仮処分）広島地裁に提訴。 原止仮処分命令申立（仮処分）広島地裁に提訴。 原
告団のうちの３名が、仮処分申立人となる。告団のうちの３名が、仮処分申立人となる。

広島地裁に原告のうちの１名が追加仮処分申立て。広島地裁に原告のうちの１名が追加仮処分申立て。
仮処分申立人はこれまでの３人と合わせて４人と仮処分申立人はこれまでの３人と合わせて４人と
なる。なる。

原子力規制委員会の規制基準適合性審査全体プロ原子力規制委員会の規制基準適合性審査全体プロ
セスの中の“起動後検査”が終了。同日、「検査合格証」セスの中の“起動後検査”が終了。同日、「検査合格証」
が現地にて交付され、伊方原発３号機はそのままが現地にて交付され、伊方原発３号機はそのまま
営業運転再開（再稼働）。営業運転再開（再稼働）。

６回の審尋期日を重ねる。６回の審尋期日を重ねる。

広島地裁本件仮処分却下決定。（吉岡茂之裁判長）広島地裁本件仮処分却下決定。（吉岡茂之裁判長）

地裁決定を不服として広島高裁に即時抗告。地裁決定を不服として広島高裁に即時抗告。

広島高裁抗告審で２回の審尋期日｡広島高裁抗告審で２回の審尋期日｡

広島高裁即時抗告審、差止め命令が下される｡（野々広島高裁即時抗告審、差止め命令が下される｡（野々
上友之裁判長）上友之裁判長）

　この決定は期限付きながら伊方３号機の運転を差し　この決定は期限付きながら伊方３号機の運転を差し
止めた司法判断であるとともに、高裁レベルでは日本止めた司法判断であるとともに、高裁レベルでは日本
で初の原発運転差止司法判断となりました。で初の原発運転差止司法判断となりました。
　実際再稼働した伊方３号機はこの決定のため、約１　実際再稼働した伊方３号機はこの決定のため、約１
０か月間、運転ができませんでした。０か月間、運転ができませんでした。

2017 年 12月 21日

2018年 4月・7月2018年 4月・7月

2018年 9月 25日2018年 9月 25日

四国電力、広島高裁に異議申立及び仮処分執行四国電力、広島高裁に異議申立及び仮処分執行
停止申立。広島高裁異議審開始。停止申立。広島高裁異議審開始。

高裁異議審２回の審尋期日。高裁異議審２回の審尋期日。

広島高裁運転差止却下決定。（三木昌之裁判長）広島高裁運転差止却下決定。（三木昌之裁判長）

　こうして私たちは敗訴、仮処分の戦いは振り出しに　こうして私たちは敗訴、仮処分の戦いは振り出しに
戻り、四国電力は伊方３号機の運転を再開することに戻り、四国電力は伊方３号機の運転を再開することに
なりました。しかしながら原告団は仮処分の戦いをあなりました。しかしながら原告団は仮処分の戦いをあ
きらめないことを決定。ただちに次の仮処分提訴に向きらめないことを決定。ただちに次の仮処分提訴に向
けて準備に入りました。けて準備に入りました。
　しかし、その準備作業は難航を極めました。という　しかし、その準備作業は難航を極めました。という
のは、①勝てる提訴、②一般市民にも理解しやすい争点のは、①勝てる提訴、②一般市民にも理解しやすい争点
で提訴、などの条件設定をしていたため、なかなか新で提訴、などの条件設定をしていたため、なかなか新
たな提訴への展望が開けなかったのです。そんな時に、たな提訴への展望が開けなかったのです。そんな時に、
仮処分弁護団からの強い示唆もあり、出会ったのが元仮処分弁護団からの強い示唆もあり、出会ったのが元
裁判官の樋口英明氏の提唱する論点でした（いわゆる裁判官の樋口英明氏の提唱する論点でした（いわゆる
「樋口理論」）。また次の仮処分では「申立書」を、弁護「樋口理論」）。また次の仮処分では「申立書」を、弁護
団ではなく原告団で起案することも決めていましたの団ではなく原告団で起案することも決めていましたの
で、原告団で調査・研究の上、申立書の起案作業に入で、原告団で調査・研究の上、申立書の起案作業に入
りました。仮処分弁護団の厳しい監修と、要所、要所りました。仮処分弁護団の厳しい監修と、要所、要所
での助けを得ながら、やっと完成したのが２０１９年での助けを得ながら、やっと完成したのが２０１９年
も１２月ごろ。も１２月ごろ。
　申立書作成作業に、調査・研究から数えると、ほぼ　申立書作成作業に、調査・研究から数えると、ほぼ
まる１年費やしたことになります。まる１年費やしたことになります。
　また最初の仮処分提訴申立人４人に加え、新たに原　また最初の仮処分提訴申立人４人に加え、新たに原
告団から３人の申立人（うち１人は広島原爆被爆者）告団から３人の申立人（うち１人は広島原爆被爆者）
が加わり、合計７人で新たな仮処分提訴（「新規仮処分」）が加わり、合計７人で新たな仮処分提訴（「新規仮処分」）
に踏み切る準備が整いました。そして２０２０年３月に踏み切る準備が整いました。そして２０２０年３月
１１日に提訴することに決定したのです。１１日に提訴することに決定したのです。

2020年 3月 11 日2020年 3月 11 日

2020年 7月～ 2021 年７月2020年 7月～ 2021 年７月

2021 年 11 月 4日2021 年 11 月 4日

広島地裁民事第４部へ新規仮処分命令申立。広島地裁民事第４部へ新規仮処分命令申立。

５回の審尋期日を重ねる。５回の審尋期日を重ねる。

広島地裁、申立却下決定。（吉岡茂之裁判長）広島地裁、申立却下決定。（吉岡茂之裁判長）

　新規仮処分の広島地裁の審理の過程では、ついに私　新規仮処分の広島地裁の審理の過程では、ついに私
たちの主張と四国電力の主張が嚙み合うことはありまたちの主張と四国電力の主張が嚙み合うことはありま
せんでした。また裁判体も積極的にかみ合わせる努力せんでした。また裁判体も積極的にかみ合わせる努力
をしませんでした。をしませんでした。

2021 年 11 月 18日

2023年 1月 27日2023年 1月 27日

2023年 3月 24日2023年 3月 24日

広島高等裁判所に即時抗告を申し立て。広島高等裁判所に即時抗告を申し立て。
（高裁即時抗告審の開始）（高裁即時抗告審の開始）

第１回審尋期日。（事実上の結審）第１回審尋期日。（事実上の結審）

新規仮処分高裁抗告審決定文交付。新規仮処分高裁抗告審決定文交付。

　高裁抗告審でも裁判体（脇由紀裁判長）は、地裁同様、　高裁抗告審でも裁判体（脇由紀裁判長）は、地裁同様、
私たちと四電の主張を嚙み合わせる努力をついにしま私たちと四電の主張を嚙み合わせる努力をついにしま
せんでした。そしてそのまま結審、決定文交付となるせんでした。そしてそのまま結審、決定文交付となる
わけですが、私たちとすれば決して望ましい経過とはわけですが、私たちとすれば決して望ましい経過とは
いえません。いえません。
　ともあれ２４日の決定が、私たちの勝ちにしろ負け　ともあれ２４日の決定が、私たちの勝ちにしろ負け
にしろ、「仮処分」の戦いはまだまだ続きます。　にしろ、「仮処分」の戦いはまだまだ続きます。　
　みなさまには一層のご支援をいただきますようお願　みなさまには一層のご支援をいただきますようお願
い申し上げます。い申し上げます。

戦いの歩み戦いの歩み

でで年年年１０１７７７年年 でで広広年年 広
をを めるるる伊伊伊方方 号号号伊 をを方方 るをを止止 るるをを止止３ めめ止止止止の

年 月

２０１７年１２月広島高裁抗告審で
勝訴、伊方３号機の運転を止める

年年年２ 処年３ 処分年３ 分
年

２０２０年３月新規仮処分提訴

１１年年年年 １１１０ ６６６６ にに年３年３２０１６年３月１１日に最初の提訴

くく分分のの いいい「「「「 処処分の いい」」ははは だだ だ くくく「仮処分の戦い」はまだまだ続く

　伊方原発３号機運転差止広島新規仮処分の戦いもい
よいよ３月２４日に広島高裁抗告審の決定文交付日を
迎えます。このチラシでは、私たちのこれまでの「仮
処分」の戦いを、時系列表風に振り返ってみようと思
います。
　広島市域から最も近い原発、瀬戸内海を挟んでわず
か１００ｋｍしか離れていない四国電力伊方原発３号
機の運転を仮処分申し立てで阻止しようではないか、
という話が、広島の私たちのグループの間で持ち上がっ
たのは２０１５年８月のことでした。約３か月の討論
の後、私たちは仮処分を広島地裁に申し立てることに
しました。「ルビコン川」を渡る思いでした。
　グループの中から３人の申立人を選出、提訴日は福
島原発事故発生から５年目の２０１６年３月１１日と
決めました。

伊方原発３号機
運転差止広島仮処分

伊方原発広島裁判事務局 

2016 年 3月 11 日

2016年 8月 3日

2016年 9月 7日

2016年 4月～ 10月

2017 年 3月 30日

2017 年 4月 13日

2017 年７月・９月

2017 年 12月 13日

伊方原発広島裁判原告団、伊方原発３号機運転差
止仮処分命令申立（仮処分）広島地裁に提訴。 原
告団のうちの３名が、仮処分申立人となる。

広島地裁に原告のうちの１名が追加仮処分申立て。
仮処分申立人はこれまでの３人と合わせて４人と
なる。

原子力規制委員会の規制基準適合性審査全体プロ
セスの中の“起動後検査”が終了。同日、「検査合格証」
が現地にて交付され、伊方原発３号機はそのまま
営業運転再開（再稼働）。

６回の審尋期日を重ねる。

広島地裁本件仮処分却下決定。（吉岡茂之裁判長）

地裁決定を不服として広島高裁に即時抗告。

広島高裁抗告審で２回の審尋期日｡

広島高裁即時抗告審、差止め命令が下される｡（野々
上友之裁判長）

　この決定は期限付きながら伊方３号機の運転を差し
止めた司法判断であるとともに、高裁レベルでは日本
で初の原発運転差止司法判断となりました。
　実際再稼働した伊方３号機はこの決定のため、約１
０か月間、運転ができませんでした。

2017 年 12月 21日

2018年 4月・7月

2018年 9月 25日

四国電力、広島高裁に異議申立及び仮処分執行
停止申立。広島高裁異議審開始。

高裁異議審２回の審尋期日。

広島高裁運転差止却下決定。（三木昌之裁判長）

　こうして私たちは敗訴、仮処分の戦いは振り出しに
戻り、四国電力は伊方３号機の運転を再開することに
なりました。しかしながら原告団は仮処分の戦いをあ
きらめないことを決定。ただちに次の仮処分提訴に向
けて準備に入りました。
　しかし、その準備作業は難航を極めました。という
のは、①勝てる提訴、②一般市民にも理解しやすい争点
で提訴、などの条件設定をしていたため、なかなか新
たな提訴への展望が開けなかったのです。そんな時に、
仮処分弁護団からの強い示唆もあり、出会ったのが元
裁判官の樋口英明氏の提唱する論点でした（いわゆる
「樋口理論」）。また次の仮処分では「申立書」を、弁護
団ではなく原告団で起案することも決めていましたの
で、原告団で調査・研究の上、申立書の起案作業に入
りました。仮処分弁護団の厳しい監修と、要所、要所
での助けを得ながら、やっと完成したのが２０１９年
も１２月ごろ。
　申立書作成作業に、調査・研究から数えると、ほぼ
まる１年費やしたことになります。
　また最初の仮処分提訴申立人４人に加え、新たに原
告団から３人の申立人（うち１人は広島原爆被爆者）
が加わり、合計７人で新たな仮処分提訴（「新規仮処分」）
に踏み切る準備が整いました。そして２０２０年３月
１１日に提訴することに決定したのです。

2020年 3月 11 日

2020年 7月～ 2021 年７月

2021 年 11 月 4日

広島地裁民事第４部へ新規仮処分命令申立。

５回の審尋期日を重ねる。

広島地裁、申立却下決定。（吉岡茂之裁判長）

　新規仮処分の広島地裁の審理の過程では、ついに私
たちの主張と四国電力の主張が嚙み合うことはありま
せんでした。また裁判体も積極的にかみ合わせる努力
をしませんでした。

2021 年 11 月 18日

2023年 1月 27日

2023年 3月 24日

広島高等裁判所に即時抗告を申し立て。
（高裁即時抗告審の開始）

第１回審尋期日。（事実上の結審）

新規仮処分高裁抗告審決定文交付。

　高裁抗告審でも裁判体（脇由紀裁判長）は、地裁同様、
私たちと四電の主張を嚙み合わせる努力をついにしま
せんでした。そしてそのまま結審、決定文交付となる
わけですが、私たちとすれば決して望ましい経過とは
いえません。
　ともあれ２４日の決定が、私たちの勝ちにしろ負け
にしろ、「仮処分」の戦いはまだまだ続きます。　
　みなさまには一層のご支援をいただきますようお願
い申し上げます。

戦いの歩み


