岩 手 県 議 会 は十 二 月
八 日 ︑﹁放 射能 海 洋放 出
規 制 法 の法 律 制 定 を求
める請 願 ﹂と ﹁岩 手 県 を
六ヶ所再処 理工場の放射
能汚染 から守 ることにつ
いての請 願 ﹂を環境 福 祉
委員会で可否同数 ︑委員
長裁定で不採択としまし
た︒
ま た ︑盛 岡 市 議 会 で
は︑既 に岩手県 内三五市
町村中三二市町村議会
で採 択 されている﹁法 律
制 定 を求 める請 願 ﹂
の審
議 を続 けて来 ましたが︑
十 六 日 開 催 さ れた総 務
常任委員会で賛成 ５︑反
対 ４ で 採 択 と なり まし
た︒しかし︑十 九 日 の本
会 議 で︑あえて採 決に付
され︑賛 成 十 九 票で︑過
半数にあと一票足 りず不
採択となりました︒
放 射 能が海に流され︑
ガラス溶融炉の致命的欠
陥 が明 らかになる中 ︑県
民の期待に逆らう判断に
各地から厳 しい批判の声
が上がっています︒

請願の審議・経過

岩手県内市町村議会

「放射能海洋放出規制法」請願の経過
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委員会で採択された請願
をあえて本会議で採決し
ました︒その結果︑第一
会派の盛友会等が反対し︑
採択賛成は十九人で過半
数を一人下回りました︒
総務常任委員会は請願者
からの意見聴取など問題
点を深めての結論でした
が︑本会議では︑討議不
十分のままの採決となり
残念な結果となりました︒
市議有志﹁要望書﹂送付
採択に賛成した議員は
連名で︑日本原燃に宛て
て公聴会の開催や放射能
除去装置設置努力などを
内容とする﹁要望書﹂を
送付しました︒

八幡平市は採択

十二月十 七日八 幡平市議
会は﹁放射 能海洋 放出規制
法制定請願 ﹂を可 決採択し
ました︒

２００６年９月 「海を守る会」請願を
山田町・宮古市議会など採択。
１０月までに１３市町村議会採択
２００７年３月までに１５市町村議会採
択となる。 ６月「重茂漁協・消
費者団体・海を守る会」請願提出
２００８年３月までに可決２２市町村議
会となり、１２月までに３２市町
村議会となる。 盛岡市議会８月
に請願者から意見聴取。 １２月
総務常任委員会で採択。しかし本
会議で否決。

採決の結果は採択賛成
が四人︵無・民・自・社︶
反対が四人︵無・民・民・
自︶でした︒党派が分か
れているのは私達が党派
を超えて県民の安全を第
一義に訴えたことが反映
し︑最終的に議員個々の
判断によったためと思わ
れます︒この結果可否同
数でしたので千葉康一郎
委員長︵民︶の判定で不
採択となりました︒この
裁定に際して千葉委員長
は﹁これまでの審議を踏
まえて関係機関に﹃要望
書﹄を出すことにします﹂
としました︒
盛岡市議会本会議で採決
盛岡市議会は総務常任

２００７年２月 岩手の会、請願書提出
（統一地方選で審議未了）
６月 岩手の会、請願書再提出
８月 推進派山名元氏を参考人招致
９月 反対派小出裕章氏参考人招致
２００８年１月 経産省原子力安全・保
安院石井康彦氏を参考人招致
６月 岩手の会、請願取り下げ
９月 重茂漁協ら３団体請願提出。
岩手の会、鱈の会、新たに請願提出
１２月 ２請願とも審査賛否４：４ 議
長裁定で不採択

県 議 会︑請 願 者の意見 聴
取なしで採決
八日行われた岩手県議
会環境福祉委員会では︑
これまでの︑三人の参考
人招致や二回にわたる六
ヶ所工場の視察で論議は
尽くされたとする意見が
出され採決となりました︒
しかし被害を心配する重
茂漁協や県消団連︑市民
団体など請願五団体から
の意見聴取がなされてお
らず︑ガラス溶融炉の致
命的故障と高レベル廃液
の蓄積の現況︑さらには
活断層問題など十分議論
されないままでした︒
岩手県議会︑﹁要望書﹂
送付を確認

岩手県議会（環境福祉委員会）

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

青森岩手宮城など
﹁
憂慮する﹂
市民団体
十一日青森県庁を訪れ
たのは﹁花とハーブの里﹂
︵六ヶ所村︶の菊川慶子
さん︑﹁岩手の会﹂︵盛岡
市︶の永田文夫さんら五
人︒市民団体には﹁ＰＥ
Ａ Ｃ ＥＬ Ａ ＮＤ ﹂︵八 戸
市︶︑﹁核燃料廃棄物搬入
阻 止 実行 委 員会 ﹂︵青 森
市︶などのほかに︑岩手︑
宮城︑千葉︑東京︑静岡
の市民団体︑さらには広
島市や鹿児島市まで︑全
国から市民が賛同団体に
名を連ねました︒

一月十六日までに回答
応対した青森県原子力
立地対策課三上雄二総括
副参事と桜庭浩副参事に

再処理工場 の安全性 を憂 慮する全国 三八の市民団体
は連名で三村申 吾青森県知 事宛﹁耐震 安全質問書 ﹂を作
成し︑十二月十一日︑代表五人が青森県庁を訪れ提出し
ました︒変動地形学者の﹁直下活 断層説﹂が提示 された現

常用電源車 もなく ︑地震に
対する評価 や対策 ︑備えが
極めて不十 分なこ とが分か
った︒青森 県は人 々が未来
永劫安心し て暮ら せるよう
監督官庁と しての 責務を果
たしてほしい︒

三項目の申し入れ内容
１︐渡辺 教授の﹃
Ｍ８ 級大地
震﹄
の指摘について
専門学者 が新知 見に基づ
いて﹃六ヶ 所工場 は活断層
の上に立地 してい る﹄と発
表した以上 ︑青森 県は︑こ
れまでの国 の安全 審査につ
いて︑やり 直しを 申し入れ
るべきではないか︒
２︐直下型地震への安全対策
について
◎工場に溜 まって いる高レ
ベル放射性廃液は何立方㍍
か︒チェル ノブイ リ事故時
の放出の何 倍か？ ◎電源喪
失事故への対策◎延べ一三

日本原燃十二月十 一日︑ガラ ス溶融
炉の復旧のために 差し込んだ ﹁攪拌
棒﹂がＬ字状に曲 がり引き抜 けなく
なった︒炉壁の損傷の可能性もある︑
と発表しました︒

渡辺満久 教授ら の﹁工場
直下活断層 ﹂指摘 報道のあ
と︑私達市 民団体 は日本原
燃に質問書 を提出 し九月一
日回答を得 た︒そ れによっ
て︑直下地 震につ いて﹃マ
グニチュード六 五
･ ﹄までし
か評価していないこと︑非

知事宛質問書の要旨

在︑一刻も早い対処が必要です︒

菊川さんが質問書を読み
上げて提出しました︒両
氏は﹁青森県はエネルギ
ー確保と安全を政策の第
一としている︒回答期日
には間に合わせたい﹂と
答えました︒市民側は﹁活
断層問題は国任せにして
おけないのではないか︒
エネルギーよりも命を育
む環境を守ることが第一
であると強く申し入れま
した︒

記者会見
申し入れの後県庁で記
者会見を行いました︒こ
の後︑原燃による﹁ガラ
ス固化体溶融炉のトラブ
ル﹂の記者会見があった
ためか︑記者は七〜八社
から︑ＴＶカメラ数台が
持ち込まれていました︒
東奥日報︑デーリー東北
などが翌日報じました︒

日本原燃ホームページから

青森県庁

〇〇㌔㍍もの配管の地震に
よる被害対 策◎万 一環境へ
の放射能放 出事故 があった
場合の﹃環 境影響 評価﹄は
行っている か︒◎ 故高木仁
三郎博士の ﹁高レ ベル廃液
百立方㍍の うち１ ％漏れた
だけで青森 全域・ 岩手︑北
海道の一部 は全員 避難﹂と
いう指摘を どう評価 するか︒
３︑青森県の責任
◎アクティブ 試験により
﹃再処理﹄は未熟な技術で
あ る こ とが 明 瞭 とな っ た︒
﹃再処理﹄ の凍結 を申し入
れるべきだ ︒◎放 射能の大
気や海洋放 出は環 境基本法
違反と思う がどう か？◎近
県への連絡 体制は どうなっ
ているのか ◎国と は別に県
の安全審査 委員会 を設けて
はどうか◎ 超危険 な﹃高レ
ベル放射性 廃液﹄ を最小に
おさえる対 策を取る べきだ︒

六ヶ所工場蓄積の

高 レベル放 射 性 廃 液は

保安院が公表

二 四 〇 立 方 メートル

六ヶ所工場のタンクに
溜まっている危険な﹃高
レベル放射性廃液﹄の量
は二四〇立方㍍であるこ
とを原子力安全・保安院
が公表しました︒十二月
十八日︑参議院議員会館
で開催された国会議員五
人と市民による国への要
請書提出集会において︑
担当者が公表しました︒
日本原燃は私達の質問に
﹁技術上の秘密﹂として
答えませんでした︒この
集会の模様については後
続号で詳報します︒

強 烈 な放 射 能 のも とでの遠 隔 操 作

写真は︑人がそばに寄れば即死す る高レベ
ル放射性廃液と︑ガラスを混ぜて約 一千百度
Ｃに熱して溶かす溶融炉内部の写真 です︒耐
熱金属の攪拌棒が曲がってしまいま した︒も
ちろん全て遠隔操作で作業します︒ この十月
二六日の溶融炉停止以来復旧作業が 懸命に続
けられましたが︑十一月二日には﹁ 挿入窓が
開かなくなった﹂︑二三日には﹁攪拌棒が抜け
なくなった﹂と報道され︑末期的状況です︒

現 地 視 察 で何 を説 明 さ れたの か

このような中︑十一月十三日︑現 地工場を
視察した岩手県議八人と同行記者に ︑日本原
燃はどのような説明を行ったのでし ょうか？
岩手県民としてはもっと詳しく知りたい︒

