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「六ヶ所再処理 工場からの 放射性廃液海洋 放出を一刻
も早く止めよう！」
「国は放射能放出規制法（仮称）を
制定せよ！」。 天恵の海を守るための運動が各地で力
強く前進してい ます。重茂 漁業協同組合、 岩手県消費
者団体連絡協議 会、豊かな 三陸の海を守る 会の三者で
進めている「市 町村議会か ら国への意見書 」送付の請
願は三月十七日 現在、採択 した市町村議会 が二二とな
り、岩手県内三 五市町村の 過半数を超えま した。残る
議会でも運動が 進められて おり、さらに、 宮城県の漁
業者や、東京の消費者の請願も始まりました。

豊かな三 陸の海 を守る
東 京 長 野 の市 町 村 議会
ための請願 運動は さらに
で消費者請願・意見書
各地で進められ ています 。
「再処理 工場本 格稼働
現在、西和賀町、一関市、
反対」を内 容とす る意見
紫波町の各 議会の 該当常
書が、九月 に東京 都清瀬
任委員会で 採択さ れ本会
市議会で、 十二月 に長野
議に上程さ れよう として
県豊丘村議 会で採 択され
います。三 団体で は残る
国へ提出されました。
十市町村議 会につ いても
東京武 蔵野市 議会 には
請願手続きを進 めており 、
「食の安全 確保の ために
六月には県 内全議 会での
再処理工場 を止め て」と
採択をめざ したい として
する陳情がなさ れました 。
います。
陳情を進め た「六 ヶ所村
宮城県
再処理いら ない消 費者の
本吉町議会でも請願
会」では全 国各地 で同趣
旨の請願・ 陳情を 行おう
と呼びかけています。
（連
絡は、武蔵 野市・ 佐藤方
ＴＥＬＦＡＸ ０４２２ ５
１ ７６０２）
多摩市 議会で も「 三陸
のサンマ・ ワカメ を愛す
る 会 」（ 豊 間 根 香 津 子 代
表）から陳 情書が 出され
運動が始まりました。
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宮城県本 吉町に おいて
も、町議会 に対し て「放
射能規制法（仮称）」制定
の請願が十 二日提 出され
受けつけら れまし た。岩
手県だけで なく宮 城県で
も放射能か ら三陸 の海を
守ろうと同 町内の 有志を
代表して、 佐藤昭 治朗さ
んら漁業者 と民宿 業など
六人が請願しました。

請願者 豊かな三陸の海を守る会
請願内容 規制法の制定
モニタリングの実施公表

普代村議会 でも七 日の本
会議で同趣 旨の請 願が上
程され可決 。十一 日には
九戸村議会 、十二 日には
平泉町議会 の本会 議で採
択されまし た。さ らに十
三日の住田 町議会 、十四
日の葛巻町 議会と 大船渡
市議会で、 十七日 には花
巻市議会で 本会議 に上程
され採択されました。

請願採択市町村議会

北上、普代、平泉、
九戸、住田、葛巻
大船渡、花巻で採択
（三 月）
北上市議 会では 、全四
会派の紹介 議員に より請
願が受けつ けられ 、経済
環境常任委 員会で 審議し
可決され、 三月七 日の本
会議で、採択されました。
出席議員二 六人中 二四人
の起立がありました。

本会議上程を待つ
市町村

２００６年９月～０７年３月

天恵の海を守ろう！
200８（平成２０）年

三陸の海を放射能から守る
岩手の会

http://homepage3.nifty.com/gatayann/env.htm

村通信番外 編』上 映会」
の成功をめ ざすこ とも話
しあわれました。

黄 色 い リ ボン ・ ス テッ
カーの運動

「ロッカショ」

２万４０００年後の地
球へのメッセージ

紹介者 関 千尋

みんなのものに

「情報のバトン」
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くな」とは決して言
わないのだから、そ
れが彼女なりの協力なので
あろうと、私もそれ以上無
理に誘うことはなかった。
そんな彼女に、こんな本
があるよと差し出すと、珍
しく興味を持って読み始め
た。ごく一般的な方々の中
には、国の原子力政策に対
する反対への呼びかけなど
は、聞いただけで拒絶され
ることも多いが、この本に
は、そんな拒絶反応を起こ
させない、とり付きやすい
魅力があるようである。
有名人やアーチストが発
信するメッセージの合間に
綴られる、私たちの生活を
脅かす危険な情報の数々。

著者

ＳＴＯＰ-ＲＯＫ
ＫＡＳＨＯプロジェクト

「岩手の会」の永田さんも指摘し
ているが、環境への放射性物質放出
を規制する法律について、環境基本
法を調べてみた。◆第１３条では
『放射性物質による汚染防止のた
めの処置については、原子力基本
法、その他の法律で定めるところに
よる』となっている。水質汚濁、大
気汚染、土壌汚染の法律でも『放射
性物質は適用外』となっている。◆
そこで原子力基本法を読んでみた
が、第２０条に『放射線による障害
防止処置』があり、さらに『別の法
律で定める』とある｡肝心の『環境
の放射性物質による汚染防止のた
めの処置』については書いていな
い。◆なぜ放射線は別にしたのか？
法的に一貫していない。ぜひ専門法
律家の見解を聞いてみたい。国会で
も明らかにしてほしい。
○豊かな三陸の海を守る会

「 みん な で 止め よ う 再処 理本
格 稼働 」 を 合い 言 葉 に市 民が
集 いま し た 。自 由 な 形で の連
帯 をめ ざ す 『親 潮 ネ ット 』の
交 流会 は 、 二月 二 三 日～ 二四
日 宮古 市 内 で開 催 さ れ、 東北
各 地か ら 集 まっ た 十 九人 は、
三 陸の 海 を 放射 能 か ら守 るた
め の方 策 に つい て 各 地の 運動
を報告し話しあいました。
「三陸の海を守ろう」
と書いたステッカーや
「黄色いリ ボン」 をクル
マや衣服に つけよ うとい
う運動や、
「子どもと海と
空の会」の 新聞意 見広告
募金につい ても話 しあわ
れました。

本の紹介

どういうわけか、私の連
れ合いは六ヶ所問題に関心
を示さない。何かにつけ極
端に入れ込みすぎる私の性
格に対する反発 であろうか 。
時折、環境団体が主催する
イベントや映画の上映会な
どに誘っても、「あなた一
人でいってらっしゃい」と、
私の活動参加に対し距離を
置こうとする。まあ、「行

菅野和夫（事務局長）

顔 を 合 わ せる と 良 い 知
恵が生まれる
夕食は和 やかな 懇親会
となりまし た。仙 台から
の参加者は 「仙台 集会を
ぜひ成功さ せたい 。お互
いネットな どで交 流する
だけでなく 、実際 に会っ
てお話しす ると理 解が深
まり、良い 知恵が 生まれ
ると実感し ました 」と語
っていました。
（Ｊ）

放射能放出を規制する
法律がないのはおかしい

岩手の半分の市町村
議会が採択へ
地元の 「豊か な三 陸の
海を守る会 」会長 の田村
剛一さんか ら挨拶 があり
ました。岩 手県内 市町村
議会での「 放射能 放出規
制法（仮称）」制定を求め
る国への意 見書請 願は、
もう少しで 三五市 町村の
半分近くで 採択さ れると
ころまでき ました 。国へ
の請願も準 備しさ らに進
めたい、と語りました。
「 六ヶ所村ラプソディー」
リレー上映会やトーク
各地の 運動で は、 三陸
沿岸でリレ ー方式 で開催
される『六 ヶ所村 ラプソ
ディー』上 映会・ トーク
の企画が話 題とな りまし
た。さらに、
「冨田貴史さ
んトークライブ・
『六ヶ所

水眼鏡
コラム

それらは、今まで
こういった活動に
関心のなかった
方々に、自分の力
の及ぶ範囲ででき
ることからやり始
めるようにと呼び
かけている。
この本は、分厚い専門書
と並べて本棚にしまってお
くような本ではない。自分
が読み終えた後は、まだこ
の情報を知らない次の人へ
手渡す本である。「情報の
バトン」とでも言おうか。
この本を読んだなら、ぜひ
あなたも、そばにいながら
今までこんな話題を持った
ことがなかった家族や友人
にバトンしてほしい。ちな
みに、わが連れ合いの感想
は、「（六ヶ所再処理工場
が）いらないっていうこと
がよくわかった」である。

行事紹介

「六ヶ所村ラプソディー」

上映三陸キャラバン

久慈市アンバーホール
三月二二日（土）
十時、十四時、
十八時
洋野町町民会館
三月二三日（日）
十時 十三時
岩泉町町民会館
四月十三日（日）
十時 十三時

