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使用済ＭＯＸに関する経済産業大臣への質問・要請書 

 

使用済ＭＯＸ燃料は超長期に地元で貯蔵されプール水の漏れで環境を汚染します 

玄海３号、伊方３号のＭＯＸを直ちに炉内から取り出すよう指示してください 

福島Ⅰ-３号、高浜３・４号、浜岡４号へのＭＯＸ装荷を認めないでください 

すべてのプルサーマルの進行を凍結してください 

 

経済産業大臣 直嶋 正行 様 

２０１０年８月３日 

使用済ＭＯＸ燃料を憂慮する全国の市民 

 

 すでにＭＯＸ燃料は玄海３号機及び伊方３号機に装荷され、およそ３年後には使用済ＭＯＸ燃

料となって炉内から取り出されます。その搬出先もないままに、使用済ＭＯＸ燃料をつくりだす

行為そのものが原子炉等規制法に違反していると考えます。 

現状では、使用済ＭＯＸ燃料は超長期にわたって地元原発サイト内の使用済燃料プールに保管

されることにならざるを得ません。ところが、先行している米国では老朽化した使用済燃料プー

ルから微量の放射能汚染水が数年間も気づかれないまま漏えいし続け、その結果、放射能汚染水

が大量に環境に流出しています。私たちはこのような事態になることを強く憂慮します。 

昨年５月１８日に私たちは４２０団体で、使用済ＭＯＸ燃料の行き場がないことを主な理由と

して、プルサーマル計画を凍結するよう貴職に要請しました。そのとき経済産業省は、使用済Ｍ

ＯＸ燃料の処理の方策の準備が整っていないことを認めながら、その後強引に計画を進め、装荷

を許可しました。このことに私たちは強く抗議します。 

今回改めて、使用済ＭＯＸ燃料の行き場がないこと、プールでの超長期の保管による環境汚染

について質問するとともに、プルサーマルの進行を凍結するよう要請します。回答は文書で示す

とともに、直接説明の場を設けてくださるよう要請します。 

 

質 問 事 項 

 

１．事業者の申請内容と原子炉等規制法第２３条第２項第８号について 

 「原子炉等規制法」(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)では第２３条第

１項で「原子炉を設置しようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、政令で定める

ところにより、当該各号に定める大臣の許可を受けなければならない」とし、その第２項で「前

項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならな

い」と定めています。その記載すべき事項の中に、第８号として「使用済燃料の処分の方法」が

入っています。 

 この点、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第２条第１項第５号では、「法第２

３条第２項第８号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方

及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること」と規定しています。 

 これらの法的規定について質問します。 

（１）これらの規定によれば、事業者は原子炉設置許可申請書に「使用済燃料の処分の方法」に
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関して、処分の方法と相手方を記載しなければならないということでよろしいですか。 

（２）例えば、九州電力の 1970 年 5 月の玄海原子力発電所の原子炉設置許可申請書では、使用済

燃料の処分の方法の項に「使用済燃料は、動力炉核燃料開発事業団に送り、再処理を行なう」

と書かれていますが、この場合、処分の方法が再処理で相手方は「動力炉核燃料開発事業団」

であるということでよろしいですか。 

（３）関西電力と東京電力は１９９８年に高浜３・４号機及び福島第一３号機でプルサーマルを

実施するための原子炉設置変更許可申請書を提出し、その中の「使用済燃料の処分の方法」

の項で次のように記載しています。「使用済燃料は、国内の再処理事業者において再処理を行

うことを原則とすることとし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理する。再処理の委

託先の確定は、燃料の炉内装荷前までに行い、政府の確認を受けることとする。ただし、燃

料の炉内装荷前までに使用済燃料の貯蔵・管理について政府の確認を受けた場合、再処理の

委託先については、搬出前までに政府の確認を受けることとする」。貴職はこの申請を許可し

ました。 

   この事業者の申請内容について、以下を質問します。 

(a) 処分の方法は再処理だということでよろしいですか。 

(b) 「再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理する」と書かれていますが、貯蔵・管理は原

子炉等規制法第２３条第２項第８号でいう「処分の方法」には該当しないということでよ

ろしいですか。 

(c) そのような「貯蔵・管理」がどうして「処分の方法」の項に書かれているのですか。 

(d) 再処理の「相手方」はどこにも書かれていないということでよろしいですか。 

(e) 「再処理の委託先については、搬出前までに政府の確認を受ける」となっていますが、こ

れでは、搬出先が決まらない場合は結局「相手方」を記載しなくてよいことになるのでは

ありませんか。 

(f) 法的手続きに関するこのような判断を事業者が勝手に申請書に書くことがどうして許さ

れるのですか。 

 

２．原子力政策大綱等について 

 原子力政策大綱(2005)では、「(5)中間貯蔵及びその後の処理の方策」(p.38)において次のよう

に書かれています(下線は引用者)。「中間貯蔵された使用済燃料及びプルサーマルに伴って発生

する軽水炉使用済ＭＯＸ燃料の処理の方策は、六ヶ所再処理工場の運転実績、高速増殖炉及び再

処理技術に関する研究開発の進捗状況、核不拡散を巡る国際的な動向等を踏まえて 2010 年頃から

検討を開始する」。 

また、原子力立国計画(2006)では基本シナリオ７）で「六ヶ所再処理工場の操業終了時頃(2045 

年頃)に第二再処理工場の操業を開始し、回収されるプルトニウムは FBR で再利用する」と書か

れています。 

（１）政策大綱のいう「処理の方策」は、現在はまだ検討開始されていないということでよろし

いですか。 

（２）立国計画が策定された当時、六ヶ所再処理工場の操業開始及び「もんじゅ」の試運転再開

の時期は 2007 年が予定されていました。つまり検討開始までに踏まえるべき状況の観察期

間として３年間が採られていました。ところが現在、六ヶ所再処理工場はまだ試験運転終了

の目処さえ立っていません。「もんじゅ」は出力約１％で試運転再開して７月末から停止し、

2011年春に出力４０％運転に入り、2012年秋にようやく１００％運転に入る予定です。 
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このような３年間を経た後でないと「もんじゅ」がまともに動くという判断はできないの

ではありませんか。全体的にいまから３年間は観察期間とするべきで、「処理の方策」の検

討開始はその後にするというのが大綱の趣旨に沿った妥当な判断ではありませんか。 

（３）「もんじゅ」か六ヶ所再処理工場のどちらかがつまずけば、第二再処理工場計画は宙に浮

き、したがって使用済ＭＯＸ燃料の搬出先も見えなくなるということでよろしいですか。 

 

３．使用済ＭＯＸ燃料の超長期貯蔵の危険について 

 事業者の設置変更許可申請書では、使用済ＭＯＸ燃料は「再処理されるまでの間、適切に貯蔵・

管理する」と記載され、貴職はこれを許可しています。この点について下記の質問をします。 

（１）「再処理されるまでの間」とは、第二再処理工場が操業開始されるまでということですか。

現状では、少なくとも 2045 年以降までということでよろしいですか。その場合、原発の運転

期間を過ぎた後になってもまだ貯蔵されることがあり得るのではありませんか。 

（２）それだけ長期にわたっての貯蔵・管理をどのように保証するかについて、事業者から何か

具体的な方策が提出されていますか。あればそれを示してください。 

（３）使用済燃料プール(ピット)から環境に放射能汚染水が漏れる事態を貴職は容認する立場で

すか、それともそれは防止すべきだという考えですか。 

（４）使用済燃料プールから環境への漏えいはどのようにして検知・判断するのですか。 

（５）米国のセーレム１号機の使用済燃料プールでは気づかれないままに５年間以上にわたって、

結果的に大量の放射能汚染水が環境に漏れていました。ここでは漏れ検知機構も役に立たな

い状況でした。米国ではこのような漏れが大きな社会的問題になっています。 

セーレム原発のような事態を防ぐ手だてがありますか。あれば具体的に示してください。 

（６）超長期保管の場合、老朽化によって予期せぬ危険が到来しかねません。超長期に保管する

のは事実上核のゴミ扱いをしていることになりませんか。そのような長期保管自体を避ける

べきではありませんか。 

 

 

要 請 事 項 

 

 危険で行き場のない使用済ＭＯＸ燃料をつくらないために、 

 

１．直ちに玄海３号機及び伊方３号機を停止させ、炉内のＭＯＸ燃料を取り出させてください。 

玄海３号機の第２陣のＭＯＸ燃料の炉内装荷を認めないでください。 

 

２．福島Ⅰ－３号機、高浜３・４号機及び浜岡４号機について、ＭＯＸ燃料の炉内装荷を許可し

ないでください。 

 

３．泊３号機、女川３号機、島根２号機及び志賀１号機について、プルサーマルの進行を現状で

凍結させてください。 

 

 

２０１０年８月３日 
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使用済ＭＯＸ燃料を憂慮する全国の市民 

 

提出団体(794 団体) 

 

（沖縄）高江ヘリパットいらない住民の会／ブロッコリの森を守る会／Kahuna Trading 

（鹿児島）天文館アトムズ／図書出版南方新社／反原発・かごしまネット 

（宮崎）太陽光．風力発電トラスト／ポリティカル・アイ宮崎／宮崎の自然と未来を守る会／NPO

法人 H-imagine 

（大分）ヴェスナの会／おおいた祝島ファン倶楽部／おはよう農園／小原農園／草の根の会／脱

原発大分ネットワーク／地球にやさしい母の教室Ｇｒｅｅｎ*ｋｉｔｃｈｅｎ／自然育児サーク

ルＧｒｅｅｎ*Ｍｏｍ／日本キリスト教団津久見教会／フェルデンクライス大分の会／ポリティ

カル・アイ大分 

（熊本）NPO 法人エコシステム／ガイアみなまた／日本キリスト教団 武蔵ヶ丘教会／ＮＰＯ法

人水俣教育旅行プランニング／水俣はぐれ雲工房 

（長崎）あうんどう／アヒンサー・地球に人にやさしい社会をつくる会／石木川まもり隊／オラ

ンダの花やさん／核のない海・ナミノイオ／原発なしで暮らしたい・長崎の会／たべつむぎ／長

崎ジェンベクラブホロヤカン／フェアトレードカフェ パオ／プルサーマルを考える会ｉｎ長

崎・諫早／「ミツバチの羽音と地球の回転」実行委員会・長崎／産びのたね／雪の浦手造りハム

／レインボーネットワーク・ながさき／私にできることを考える会／No Mox Sasebo 

（佐賀）悪性疾患や先天異常を予防する会／安心な健やか地域づくりを進める会／一休堂／岩屋

の舎／核の炎を憂うるイザナミの会／家庭菜園を愛する会ーⅠ／家庭菜園を愛する会ーⅡ／から

つ環境ネットワーク／唐津の海を守ろう市民の会 ／貫魚堂／カントケント／グリーンアースの

会☆／玄海原発対策住民会議／玄海原発プルサーマル裁判の会／原子力反対ツインズ／原発ほっ

とケーない会／コビトの会／佐賀聖書集会／佐賀の海を愛する会／佐賀の自然を愛する会／佐賀

ＢＢの会／皿屋／そよ風の会／ゾウの会／ＮＰＯシグナルキャッチ／自然を愛する会／自由大好

き市民の会／地域通貨ヤゴタ／地球環境を温暖化や放射能汚染から守る会／鳥栖キリスト教会／

止めようプルサーマル・佐賀／ニコニコ／日本科学者会議佐賀支部／納富建設／花とみつ蜂で世

界を幸せにする満蜂堂グループ／羊の歌／風土研究会／部落解放同盟佐賀県連合会北波多支部／

プルサーマルと佐賀県の 100 年を考える会／「プルサーマル本当に安全ですか？」と言い続ける

会／ほいあん堂／放射能汚染を憂慮する会／放射能から命と健康を守る女医の集い／ほっとけな

いプルサーマル／ぽにょぽにょさんの海と森と食を守る会／魔女ハウス／マドンナ／「もっと知

ろうプルサーマル」県民の会・ＳＡＧＡ／大和の自然を守る会／４桁コンマの会／私にできる事

を考える会／BIG FAMILY／GOOD INFLUENCE FOR YOU．／LOVE GREEN の会／NO！プルサーマ

ル佐賀ん会／PINEBOOKS 

（福岡）愛の会／アースヒーリング／アクアクリエート／安達マリン／アプロス／アンティーク

雑貨の tique／安保破棄福岡県実行委員会／育児を楽しむ父親の会／石垣島の青い空／（有）イ

ソップハウス／いとまの楽人／岩崎税理事務所／インディゴ連盟１９７０’／ウィットフォーゲ

ル研究所／ウエットランドフォーラム／占部整体院／映画同好会虹の会／エコ倶楽部／エブァの

会／エフクラブリトル・ママン／エフコープ糸島支所／エフコープ大野城店／エフコープ久留米

支所／エフコープ早良支所／エフコープ城南支所／エフコープ新宮支所／エフコープ新宮店／エ

フコープ生活協同組合／エフコープ花畑店／エフコープ平尾店／エフコープ舞松原店／エフコー

プ労働組合／エフコープ若松支所／エポカコミュニケーションズ／大川ペットクラブ／オーガニ



5 

 

ックハウス夢広場／大橋シルバークラブ／沖縄ファンクラブ／オスカル君ファンクラブ／オ・デ

リス／おひさまや／おやつの村／おやつや風樹／遠賀動物を守る会／ガイアプラン２１／ガイア

レインボー／核・ウラン兵器廃絶キャンペーン福岡／核・どうかしろの会／核と未来を考える会

／風のおくりもの／風の森Ｆｕｋｕｏｋａ／活元仲間の会／家庭平和を願う会／からだ活性空間

ゆらり／華連人／（株）河野木材／環境共育を考える会／環境啓発団体 地球のめぐみ／NPO 法

人環境と健康を考える会／観山堂／癌と白血病を考える会／企画多加喜／戯曲研究会／北九州足

効舎／ギフトライフ／九州産直クラブ／窮鼠の会／草乃実塾／久原農園／くまもり応援隊福岡／

クライム／（有）グリーンフィールド／クロツラファンクラブ／クロツラを守ろう会／クロトピ

ーズ／ケアハウスしあわせの家／携帯基地・撤去期成同盟／健身整体院／郷原やまと言葉研究会

／小倉筆禅道の会／国連支援交流会・資源循環プロジェクト／ココカラの木／こころ整体／心の

サポート伊都／個人タクシー 山下／子育てサークルぽっかぽか／こちあか／こどもの未来をつ

くる会／コビル一家／コロポックルの会／才食健美／再生可能エネルギー推進市民フォーラム西

日本／債務と貧困を考えるジュビリー九州／聰子の日記広場／里山を守る会／サナクア／サビ猫

隊／サロンド・ソフィア／さをりひろば／しあわせのたね／しーずびれっじ／しずくエコクラブ

／自然塾黒天打水／自然を愛する会／市長仕分けの会／自分で電気を作る会／志摩の風／写真の

会パトローネ／周船寺エコ倶楽部／シュタイナッハ智之／シューベルトを唄う会／書心舎／女性

会議福岡南支部／女性の健康を考える会／素人芝居上演を目指す会／しんぐう 9条の会／心透会

／NGO「人権・正義と平和連帯フォーラム」／新日本婦人の会なごみ班／新日本婦人の会福岡県本

部／新婦人福岡中央支部小笹班／新婦人福岡中央支部当仁班／スペースエナジー研究所／すべて

の武器を楽器に変えよう会／㈱スロー風土／清か農園／草食クラブ／ソルティール・ヌクリエー

ル／第九を唄おうⅰｎこじか／抱っこの会ちくご／種紡ぎ・ムラ／タマちゃんとステちゃん／ダ

ムはいらん隊／たんぽぽとりで／地球外生命体協同組合／地球にやさしい雑貨店アメリ／チー

ム・アメリ／チーム・炭焼き体験／チーム地球／ちゃり亭／中華橋本／つみきや／テラ・コーポ

レーション／天狗の会／トイレの無いマンションを考える会／トイレ問題を考える会／土公建

築・環境設計室／鳥栖の未来を考え実行する会／怒髪天を抜く会／土夢創舎／中川酒店／那珂川

婦人クラブ／ながぐつ工房／渚クラブ／ナチュラルフーズげんき／菜の滴本舗／日本科学者会議

福岡支部／日本基督教団九州教区伝道センター 平和人権部門／日本任侠道倶楽部／ネットワー

ク・コスモポリタン／ネットワーク・ミラクル福岡／のほほん処 野の花／八ちゃんラーメン／

平和を創る会／畑のレストランひだまり／パティスリーにしむら／花ふさ／ハーモニーウォータ

ー／針灸院えんあん／ハンドメイド・ＵＭＥ／パンドラの会／バンビの木箱／パンプキン／ピア

ノファクトリー鯨／ひかり施術院／ピュアマックスジャパン㈱／ひるねこ食堂／ヒロタ倶楽部／

びわの会／風車の会／フォーブ／（有）フォーライフ／フォレストレンタルクリニック／福岡歌

会／ふくおか自由学校運営委員会／福岡美人の会／福岡美男の会／フラクタル２０１０／プルサ

ーマルを止める市民アクション実行委員会／憤怒の会／ベビーサイン北九州／ベルレックスジャ

パン／放射能と楠の木設立準備会／ボスの時間大川／ポップライフカンパニー／ホブデン英語ス

クール／ボリス・アクーニンを読む会／マナキッチン／マナバーガーズ／味噌は命を救う／水巻

アトピッ子の会／水巻のデカにんにくを広める会／水巻の有機野菜を育てる会／未病館／みらい

実行委員会／ミノリ・アン／みのりの会／みんな地球っこ／みんなで創るお料理教室／ムスビの

会／無添加ハウス／宗像の風／無農薬でゲンキ会／桃子とその子ども達／森の案内所／森の熊さ

んと仲間達／山口川の自然を守る会／山を動物に返し隊／有機建築研究所／やまんばの会／ゆり

根だより／ゆり根の会／横浜ナイターズ／ラーメン倶楽部 とら／ルシーラ／龍国寺／レイライ

ンの会／ローズハウス／わくわく工房／和月～ｗａｚｕｋｉ～／和の心・三味線同行会／ワール
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ドレポートに学ぶ中間の会／ワンゲル下ろう会／Ｆｏｏｔｂａｌｌｃｌｕｂ北斗七星／Ｉ女性会

議福岡県本部／ｉｎｇの会／J-net ファアトレードセンター／Ｌｅｔ‘ｓ農／mobile kitchen 

HINODE／ｍｏｍｏ～ナチュラルスイーツ工房～／ＭＯＯＮ ＴＡＢＬＥ／natural food shop ナ

チュ村／ｎｏ ｍｏｘ Ｊａｐａｎ／OB＆OG 会／ＯＦＦで子供を守る会／ＮＰＯ法人 ＰＬＡ

ＮＴ Ａ ＴＲＥＥ／ｔｅｔｅ 

（愛媛）アースエンジェルス／阿部悦子と市民の広場／アンジー／伊方原発反対八西連絡協議会

／いけだみえともっと大好きな街にする会／今治海岸生物調査の会／愛媛環境ネットワーク／愛

媛の活断層と防災を学ぶ会／おおのスマイルファーム／核燃料サイクル政策に反対する東温市議

有志の会／風をおこす女の会・松山／キッドマン／原発さよならえひめネットワーク／原発さよ

なら四国ネットワーク／原発なしで暮らしたい松山の会／故紙回収９２３グループ／子どもの教

育と未来を考える会・えひめ／サイケデリコ／幸せの扉／四国 国鉄労働者会議／四国 朝鮮問

題研究会議／四国 反核・反原発問題研究会議／四国労働者・民衆センター／自然とともに生き

る市民の会／スワロウテイル／瀬戸内海大好きクラブ／日本人の誇りを守る会／農薬空中散布に

反対する市民の会／ハッピーオーラプロジェクト／(株)ハマダビル／パルコ＆ロッソ／東アジア

の歴史を学ぶ会・松山／日々くらしのモノ。／プルサーマル計画を憂慮する有志の会／プルトニ

ウム政策に未来はない！脱原発えひめネット／辺野古・高江に基地を作らせない松山行動の会／

ヘブンズキッチン／放射能を憂慮する市民の会／松山故紙友の会／松山サッシ工事／松山ピーク

オイル問題を考える会／松山ＹＷＣＡ／モア・ミュージック松山本店／リンダリンダ／greenti 

グリーンティ。／ＩＢＤ愛媛／makoyukko／Ｏｎｅ‘Ｓ Ｃａｆｅ／Track time 

（高知）原発さよならネットワーク高知／緑の市民会議／NO-テモ-かまん！ プロジェクト 

（徳島）打ち水作戦会議／太陽と緑の会／まこままネットワーク 

（山口）あーす☆ガイド山口／美しい錦川を未来へ手渡す会／えっきー／上関原発を建てさせな

い祝島島民の会／上関原発計画の根っ子を見る会／原発いらん！下関の会／原発いらん！山口ネ

ットワーク／自然の種／市民活動グループ NANA／天然酵母パンはな／虹のカヤック隊／日本熊

森協会・山口県支部／ピースウォーク山口／ボチボチ 

（広島）有限会社 木村鍼灸院／中電株主行動の会／東北アジア情報センター／ピースサイクル広

島ネットワーク／ピースリンク広島・呉・岩国／広島アジア友好学院／プルトニウム・アクショ

ン・ヒロシマ／ボイス・オブ・ヒロシマ／らぶ・あーすネット広島 

（岡山）岡山バプテスト教会／核廃棄物はいらない美作地区住民の会（NO NUKES 美作）／環瀬戸

内海会議／高梁川流域を放射能から守る会／放射能のゴミはいらない！県条例を求める会／ピー

スサイクルおかやま日本原ルート実行委員会 

（島根）島根原発増設反対運動 

（鳥取）ウラン残土市民会議 

（和歌山）原発がこわい女たちの会／脱原発わかやま／つゆくさと大地の会／ひとふで屋／やめ

よら原発 NO 核熊野の会 

（奈良）奈良脱原発ネットワーク／ミツバチの羽音と地球の回転上映会実行委員会奈良／

DearChild／Green＆Peace 

（兵庫）安全食品連絡会／原子力行政を問い直す宗教者の会／原発の危険性を考える宝塚の会／

玄米と旬の野菜 MOMONGA／こうべ消費者クラブ／播磨灘を守る会／ランド・アンド・ライフ 

（大阪）あい・あんど・ゆう／あひおひ／いのちのねっこ／ウィメンズボイス／おいしいごはん

の会／大阪大学附属病院看護師労働組合／くらしを見つめるひととき／さよなら原発箕面市民の

会／市民のひろば／ストップ・ザ・もんじゅ／正食の店青山／月のつぼみ／ノーニュークス・ア
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ジアフォーラム・ジャパン／阪南中央病院労働組合／みみずの会／美浜・大飯・高浜原発に反対

する大阪の会／森のこや／リブ・イン・ピース☆9＋25／「六ヶ所村ラプソディー」を上映する会

in 阪南中央病院／GAIA-JAPAN／GAIA-takaishi／ＭＯＭＯ 

（京都）アジェンダ・プロジェクト／祝島茶会アトリエ＠京都出町柳／核のごみキャンペーン関

西／京都原発研究会／京都・水俣病を告発する会／グリーン・アクション／コープ自然派京都／

コープ自然派京都「はじめのいっぽ」／再処理を案ずる府民の会／田那部工房／七番目の星／日

本バプテスト同盟京都バプテスト教会／ぶんぶん京都の会／未来をつむぐ母の会／（株）よつ葉

ホームデリバリー京滋／楽天堂・豆料理クラブ／若狭の原発を案じる京都府民／RadioActive 

（滋賀）オープンセサミ／淡海里の家事業協同組合／上関の自然を愛する会・近畿／川村工務店

／きっころ／暮らしを考える会／グリーンワーク／原発を知る滋賀連絡会／工房ふれっしゅ／甲

賀森と水の会／滋賀らしい環境こだわり住宅つくり手ネットワークグループ代表者会議／職人が

つくる木の家ネット／手仕事工房むいむい／なちゅらる・まま／日本熊森協会滋賀県支部／晴粒

(ハレツブ)／ぴゅあくらぶ みつば／ペルル／木考塾／楽布工房／ワイルドキッチン／Crescendo

の会／Habby Road 0 

（愛知）核のごみキャンペーン・中部／竹倫の台所／反原発ネットワーク豊橋／脱原発！中電株

主といっしょにやろう会／DAYS JAPAN サポーターズクラブ 名古屋／虹の天使種まき隊 

（静岡）海洋子どもクラブ／風の丘歌会／がんこ親父の会／桐屋呉服店／小池設計／子ども達に

明るい未来を／こまめや／笹原商店／サンセイかばん店／サンビレッジ渚／地震で原発だいじょ

うぶ？会／シーフードカフェ／其田皮膚科／ダイビングハウス波／卓球同好会／男性専科料理教

室ＡＢＣ／ちびっ子クラブ／土屋商店／中島温灸教室／中村土地家屋調査士事務所／浜岡原発を

考える静岡ネットワーク／美容室 髪風船／ひょうたん寿司駅前店／ペンション・グリーンリバ

ー／ミドリクリーニング／みのり食品／やさしい家／やまと整体／原発震災を防ぐ風下の会／み

しま原発を学ぶ会 

（岐阜）徳山ダム建設中止を求める会／平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声／放射能のゴミ

はいらない！市民ネット・岐阜 

（福井）原子力発電に反対する福井県民会議／原発設置反対小浜市民の会／つるが反原発ますほ

のかい／敦賀ミツバチの会／福井県平和・環境・人権センター 

（石川）命のネットワーク／原発震災を案じる石川県民／ストップ！プルサーマル北陸ネットワ

ーク／能登原発差止訴訟原告団／羽咋市勤労者協議会 

（富山）北陸電力と共に脱原発をすすめる株主の会 

（新潟）生きさせろ! にいがた／エコロジーショップみずすまし／「小林茂の仕事」Ｏタスケ隊

／さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト／脱原発をめざす新潟市民フォーラム／平和と緑の会／

ピースサイクル新潟／みどりと反プルサーマル新潟県連絡会／刈羽村生命（いのち）を守る女性

の会 

（山梨）エムアンドエムズライスファーマー／みどり・山梨 

（神奈川）アビルサロン／乾治療院／今田治療室／江ノ島接骨院／沖縄と手をつなぐ鎌倉市民有

志の会／ＮＰＯかまわ／健康ダイエットサロン／弘明寺マッサージ治療院／咲おり順子／セル

フ・エスティーム・リンケージ／千畳岩／痩身教室荒木田／損保オフィス／大地に麦を実らす会

／たまにはまじめに考えよう川崎北部の会（略称：たままじの会）／時をみつめる会／戸倉整形

外科／トランジションタウン鎌倉／なぎ治療院／日本科学者会議神奈川支部／ハーモニーカフェ

／反田整骨院／ピースニュース／プルトニュウムフリーコミニケーション神奈川／麦っ子畑保育

園／やわら接骨院／養生庵／横浜北生活クラブ生活協同組合反核平和ヒロシマ実行委員会／吉村
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はり灸院／ASK グローバルアカデミー／ＳＡＹタクシー 

（東京）有限会社 アース・プランニング／足元から地球温暖化を考える市民ネットえどがわ／

あづま寿司／安保無効訴訟をすすめる会／医療・福祉の戦争協力に反対する会／岡田青果／温暖

化と放射能から地球環境を守る会／カフェ・オハナ／生地の大川／９条改憲阻止の会／キューバ

連帯の会／くまもり応援団ＩＮ綾瀬／クラシック音楽同好会／原子力資料情報室／原発・核燃と

めようかい／原発に反対する貧乏人の会／原発を考える品川の女たち／こくさいや／サヨコオト

ナラ／三精会／三多摩ピースサイクル／三陸のサンマ・ワカメを愛する会／「終焉に向かう原子

力」実行委員会／シルフレイ／ストップ原発＆再処理・意見広告の会／ストップ・ザ・もんじゅ

東京／すなめりの会／瀬戸内うみすずめ会／創史社／空と海の放射能汚染を心配する市民の会／

武永医院／脱原発・東電株主運動／たべ・のみ・スペース『かけこみ亭』／たんぽぽ舎／チェル

ノブイリと日本の未来を考える会／東京・水俣病を告発する会／東京ピースサイクル／とりかえ

草／ナチュランド本／菜の花の会／日本科学者会議／日本消費者連盟／ネット・ローサ／徘徊老

人の会地下室会議／パタゴニアを支える会／ピースサイクル全国ネットワーク／非戦図書館人の

会／ひとり九条の会／ふぇみん婦人民主クラブ／福島老朽原発を考える会／プレシャス ワン／

ふろむ・あーす／ほたるの会／みどり地所／目黒精神保健を考える会／ヤドカリハウス／よい食

と環境を未来に伝える会／劣化ウラン兵器禁止・市民ネットワーク／劣化ウラン研究会／劣化ウ

ラン廃絶キャンペーン／六ヶ所・再処理いらない！消費者の会／わらべうた研究会／ＥａｒｔＨ

ｅａｒｔＨ／ＰＫＯ法「雑則」を広める会／東電と共に脱原発をめざす会 

（千葉）インテリア小柳／浦部接骨院／エコハウス長丘／核燃やめておいしいごはん／柏の里ひ

だまり／原発いらない！ちば／タヤナギ接骨院／千葉・茨城ピースサイクル 

（埼玉）「核分裂過程」の上映を実現させる会／暮らしを守る戸田の会／小林大木企画／埼玉ピー

スサイクル／そうかりんぐ／手作り工房ｐｅｐｅ／電磁波・環境もんだい埼玉ネット／日本バプ

テスト連盟公害問題特別委員会／ママと作ろう会／リサイクルグループ・カリーナ 

（群馬）NPO 法人足元から地球温暖化を考える市民ネットたてばやし 

（栃木)西屋敷／非電化工房／萌工房／ゆっくり学団 

（茨城）企業組合ワーカーズ・コレクティブはぁもにぃ／企業組合ワーカーズ・コレクティブは

ぁもにぃ 牛久ブロック／企業組合ワーカーズ・コレクティブはぁもにぃ 県央ブロック／田内

鮮魚店／脱原発とうかい塾／電磁波に反対する会／日本民謡協会橘教室 

（山形）葉っぱ塾 

（福島）会津子どもクワイア／アジア太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ心に刻む集会・あい

づ／阿部農園／㈲あんぜんなたべものや／いいたいことをいうかい／いやしい系食糧危機対策委

員会／いわきエスペラントクラブ／我無（GAM）の会／九条の会・会津若松・西栄町学習会／銀河

のほとり／郡山の未来をつくる会／粉モノ研究会／さつき自然食品店／里山喫茶「燦」／里山の

味 天然工房／真宗大谷派光照寺／ストップ！プルトニウム・キャンペーン／脱原発福島ネット

ワーク／チャンド・メラ／電気通信産業労働組合福島支部／同慶寺／とめようプルサーマル！三

春ネット／ともちんかふぇ～／ドロップス／パパゲーナ／㈲ピックアップ／「ヒバクシャ―世界

の終わりに」を見る会・ふくしま／ＮＰＯ百笑屋敷／福島県自然保護協会／福島原発３０キロ圏

ひとの会／福島県有機農業ネットワーク／ふくしま連帯ユニオン女性グループ ／ふくしま

WAWAWAー環・話・和ーの会／盆踊り研究会／マクロビオティック料理会のぎのたね／みちくさ研

究所／みどりの未来・ふくしま／魅力的な都路をみんなで考える会（MMM の会）／森のこめら・

会津／わいわい市民政治＠ふくしま／若松栄町教会／若松栄町教会 イングリッシュアカデミー

／若松栄町教会 ベビーホーム／Earth-B Project／infinity farm／Rainbow Harbs／おさい／Ｓ
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ＴＯＰプルサーマル！ふくしま 

（秋田）NPO 白神山地アートミュージアム／白神山地きみまち舎 

（宮城）原子力発電を考える石巻市民の会／三陸・宮城の海を放射能から守る仙台の会（わかめ

の会）／ＮＰＯ地球とともに／脱原発東北電力株主の会／東北大学遺伝子組み換え実験農場を憂

う地域住民の会／止めようプルサーマル!女川原発地元連絡会／日本手酌の会／日本ミツバチを

守る鬼首の会／日本ロケットストーブ普及協会宮城支部／プルサーマルいらねット仙台／米軍は

米国へ！ 防衛必要なら核燃やめちゃいま商会／水俣病に学び、放射能から海空大地を守る会／

みやぎ脱原発・風の会／元日本兵の証言を記録する会 

（岩手）三陸の海を放射能から守る岩手の会 

（青森）核燃サイクル阻止 1万人訴訟原告団／核燃から郷土を守る上十三地方住民連絡会議／核

燃止めよう浪岡会／核燃料廃棄物搬入阻止実行委員会／核燃を考える住民の会／青森県六ヶ所

村・花とハーブの里／PEACE LAND 

（北海道）あーす☆ガイド北海道／岩内原発問題研究会／後木工務店／宇井農場／核の平和利用

を問うクリスチャンの会・札幌／環境を考える会「地べたっこ」／櫻井 BLUES 農場／札幌気功会

／サッポロッカショ／大地の会／花もよう／虹のカヤック隊応援団＠北海道／ニセコの粉雪を守

ろう会／ニセコの自然とエネルギーを考える会／「プルサーマルを知ろう」後志住民ネットワー

ク／北海道おおきな株の会／北海道電力と共に脱原発をめざす会／反核・反原発全道住民会議／

無防備平和のまちをつくる札幌市民の会／森の映画社／レーチェルの会／Ｉ女性会議北海道 

（全国）エネルギーシフトを考えるデータバンク・プロジェクト 

（海外）Hugo Taichi Club／Stir for The Change 

 

連絡団体 

グリーン・アクション 

(〒606-8203) 京都市左京区田中関田町 22-75-103 

      TEL:075-701-7223 / FAX:075-702-1952 

美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会 

(〒530-0047) 大阪市北区西天満 4-3-3 星光ビル 3F 

      TEL:06-6367-6580 / FAX:06-6367-6581  

    mihama@jca.apc.org 

福島老朽原発を考える会  

(〒162-0825) 東京都新宿区神楽坂 2-19 銀鈴会館 405 号 共同事務所ＡＩＲ気付 

   TEL:03-5225-7213 / FAX:03-5225-7214 

  原子力資料情報室 

  (〒162-0065) 東京都新宿区住吉町 8-5 曙橋コーポ 2B 

 TEL:03-3357-3800 / FAX:03-3357-3801  

 

 


