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《岩手の環境／ＲＩ廃棄物／再処理》
＊署名用紙はここにあります
http://briefcase.yahoo.co.jp/k_imag
《まった再処理分庫》

宮 古 市 ・重 茂 （お
も え ）漁 業 協 同 組
合 （伊 藤 隆 一 組 合
長 ・組 合 員 六 〇 四
人 ）は、六 月二七日
総 会 を 開 催 し、日
本 原 燃 の六 ヶ所 再
処 理 工 場 の稼 働 に
反 対 す る決 議 を採
択 し、署 名 運 動 を
提起しました。

廃液は漁業者の
死活問題

決議で は、放 射性 物質
を含む廃液 が青森 県から
流されるこ とは海 洋汚染
や水産物へ の影響 、消費
者の食の安全が 心配され 、
風評被害も 漁業者 にとっ
て死活問題 である とし、
再処理工場 の稼働 に反対
し、提携し ている 生活ク
ラブ生協を 中心と する消
費者団体と 連帯し 運動を
進めるとしています。

豊かな自然を放射能で
汚さないで下さい

政府への署名を提起

済産業省の原子力安全・保安院も計画を認めております。
また、 重茂漁 協は 決議
しかし、住民や漁業者に対して、具体的な説明もなく、本 の「行動計画」に従って、
格稼働に踏み切ろうとし てお り 我々漁業者としては、放 射
総理大臣と 経産大 臣に宛
性 物 質 を含 む 廃液 が 青森 県 沿岸 の 太 平洋 に 放出 さ れる こ と
てて「海に 放射能 を捨て
から、海洋汚染や水産物への影響が懸念されます。
、「放射
また、消費者からは、食の安全と健康への影響を心配する ないでください」
声があがっており、特に安全性が確認されたとしても、風評 能放出測定を行い、きち
被害は免れず、重茂の漁業者にとっては、死活の問題であり、 ん と 情 報 公 開 し て 下 さ
なんとしても運転を阻止する為、本総会において左記事項を い」という請願を提出す
決議し、実現に向って行動するものであります。
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青森県六ヶ所村に建設された核燃料再処理工場が完成し、
年内に本格稼働すると云われております。日本原燃は「廃液
は大量の海水で希釈される」などと安全を強調し、また、経
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三陸の海を放射能から守る
岩手の会

宮古・重茂漁協

再処理工場の稼働に反対する決議採択
生活クラブ生協と連携し署名運動開始

続け、きれ いな三 陸の海
でとれたワ カメ、 ウニな
どの主力海 産物で 生活ク
ラブ生協（ 事務局 ・東京
都、会員二 九万六 千人）
などと取引 がなさ れてお
り、今回の 署名運 動につ
いては、生 協側か ら連帯
の意向が示され ています 。
三陸の 海産物 を守 るた
めに、三陸 の漁業 者と全
国の消費者 の協力 した運
動が大きく 前進す る運び
となりました。

再処理反対の
全 国 ネットワー
ク結成へ

消費者六団体

六月に青森市で開催さ
れた「止め よう再 処理、
全国市民集 会」で 明らか
になったところ によると 、
日消連、大 地を守 る会、
生活クラブ 生協、 グリー
ンコープ連 合、生 活協同
組合連合き らり、 生活協
同組合アイ コープ 宮城の
六消費者団 体は、 再処理
反対のネッ トワー クをつ
くり、七月 二八日 発足式
を東京で開 催する といい
ます。さら に地元 生産者
消費者集会 を八月 二五日
青森で開催する 計画です 。

「放射能を一般原発並みに抑えよ」
「放射能除去装置をつけよ」

審議はま ず、県 環境生
活部からの 、二月 議会で
の「審議未 了」の 経緯の
説明があり ました 。さら
に、前議会 でも出 された
「国・保安 院の見 解」と
四月に岩手 県沿岸 部に新
聞折り込み で配布 された
「日本原燃 のチラ シ」が
資料として 配布さ れ説明
がありました。
このあ と、委 員か ら質
問や意見がありました。
先ず、及川幸子委員（民
主・県民） から「 岩手県
として住民 の安全 のため
の取り組み はどう なされ
たのか」と いう質 問があ
り、三浦陽 子委員 （同）

からは「ど うして 放射能
を海に流す のか。 食の安
全は内部被 曝の問 題を抜
きにして考えられない。
」
との意見が出さ れました 。
これに対す る環境 生活部
の説明は、 再処理 は国の
専管事項で あると して、
もっぱら保 安院の 見解や
日本原燃チ ラシ資 料の解
説に終止しました。
及川あつし委員（無所
属）から「 あまり 軽々な
判断は出来 ない。 継続審
議とし、請 願者の 意見も
聞かなけれ ばなら ない」
という趣旨の発 言があり 、
さらに高橋 博之委 員（政
和・社民ク）からは、
「安
全とする国 側や原 燃の説

岩手の会の永田世話人ら代表四人が、六
月二六日岩手県議会を訪れ、渡辺幸貫議長
に六ヶ所再処理工場の「放射性廃棄物を一
般原発 並み に抑 えるこ と 」「放射 能除 去装
置をつけること」とする請願書を手渡しま
した。この請願は七月二日、環境福祉委員
会で審査されましたが、八月七日開催予定
の同委員会で、請願者側参考人の意見も聴
いた上、九月議会で判断するとして継続審
議となりました。

岩手の会から岩手県議会へ請願書提出
環境福祉委員会・
継続審議へ

民主・自民の両政調
会長の紹介で提出
六月二六 日渡辺 議長に
提出した請 願は、 民主党
関根敏伸、 自民党 嵯峨壱
朗両政調会 長の紹 介で提
出されました。
環境福祉 委員会 は、統
一地方選後 の新し いメン
バーとなり 、一人 を除い
て入れ替わりました。
七月二日 の同委 員会に
は岩手の会 から九 人が詰
めかけ、交 代で六 人が傍
聴しました。

請願者側の参考人招致

渡辺幸貫議長に「請願書」を
渡す岩手の会代表

明は十分聞 いたが 、例え
ば、二〇〇 五年七 月の岩
手日報には 「放射 能は低
線量でも危 険」と いう記
事が載って いる。 一一月
には 原発 基準の 約一四
〇〇倍のト リチウ ムが流
されたとい う。県 として
腰を据えて 、関連 資料を
集める担当 部署を 置くな
どの方策が 必要で ある。
委員が充分 学習し てから
結論を出す べきだ 」と語
りました。
小野寺 有一委 員（ 自由
民主ク）か らは「 非常に
専門的であ るが、 参考人
を呼ぶなど もう少 し委員
会の認識を 深めて から判
断したい」 という 発言が
ありました 。委員 の中か
らは「採択 してか らさら
に学習を深 めると いう方
法もある」 との意 見も出
されました が、千 葉康一
郎委員長は 「委員 の認識
を深めてか ら判断 するこ
ととし、今 回は継 続審議
とする。八 月七日 に予定
している本 委員会 に参考
人を呼ぶ。 人選は 委員長
にお任せ願 いたい 」とい
う判断を示しました。

住 民 の安 全 のために
主体的な判断を
以上のよ うに、 今回も
継続審議と なりま した。

しかし、新 委員会 として
は、請願者 側の参 考人の
招致を決め 認識を 深めて
から判断すると しました 。
主体的に取り組もうとす

日本原燃に

再質問書発送

青 森 ・ 岩手 ・宮 城 の再 処
理工場 の停止 を求 める十二
市民団 体は、 七月 二日、日
本原燃 に、二 二項 目からな
る再質 問書を 郵送 とファク
スで送付しました。これは、
六月二 二日六 ヶ所 村の日本
原燃Ｐ Ｒセン ター に出向い
ての青 森・岩 手・ 宮城の市
民団体 の要請 交渉 で、日本
原燃が 回答で きな かった事
項や疑 問点を まと めたもの
です。
内容 は、放 射能 除去装置
に関し て「何 故青 森県議会

提出資料にあったのに消え
たのか」や、
「トリチウム
のレーザーによる除去技

現在

る姿勢がう かがわ れまし
た。次期議 会の内 容ある
判断を期待 したい もので
す。
（傍聴メモ・尚）

七月二日

術への見解」、「放出クリ
プトン、トリチウムの安
全とする根拠」
、さらに六
月十二日訂 正のプ ルトニ
ウム検出の 評価と 訂正の
経緯、その プルト ニウム
は六ヶ所工 場起源 ではな
いか、海洋 放出放 射能拡
散状況の調 査結果 など、
住民の安全 にとっ て緊急
な事項ばか りであ り、七
月三十一日 の回答 期限を
付しました。

五月の放射能廃液
放出月例報告発表

日本原燃は六 月二八日 、
国 への要 請岩 手 の会
五月の放射 能廃液 放出を
署 名 、ま す ま す 頑
発
表
しました。
それによ ると五 月の放
張ります！
出日は二四 日と二 五日の
「放射能を出すな・
二回で、ト リチウ ムが四
除去装置をつけよ」 兆七千億ベクレルでした。
ヨウ素その 他はＮ Ｄ（検
出限界以下 ）とさ れてい
ました。

現在の集約数
二万六千筆

〇七・七・十

