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青森県 を高レベル放射性廃棄物の最終処分地にしない

県条例制定の署名運動にぜひご参加を
Help!

「最終処分地」とは？

「青森県条例制定運動」が
はじまっています
青森県民有志から「青森県を高レベル放射性廃棄物
の最終処分地にしない条例」制定の署名運動が始まっ
ています。
高レベル放射性廃棄物とはいったいなんでしょう
か？青森県の人はなにを求めているのでしょうか？

高レベル放射性廃棄物とは？
高レベル放射性廃棄物とは、一般には核のゴミと言
われていますが、ゴミなどという生やさしいものでは
ありません。核分裂前の燃料と比べると、放射能濃度
が約１億倍となった、極めて危険な毒物なのです。
使用済み核燃料からウランやプルトニウムだけを抽
出し、残ったドロドロの廃液、これは前述のように、
使用前核燃料と比べると約１億倍に濃度が高められた
放射能のカタマリですが、これをいわゆるガラス固化
して固めたものを「ガラス固化体」と呼びます。これ
が「高レベル放射性廃棄物」です。１メートル以内に
近づくと即死するといわれている危険なシロモノです。

地層処分場イメージ

青森県六ヶ所村には高レベル放射
性廃棄物をつくる再処理工場があり
ます。最終処分地が決まらなければ、
なし崩し的に青森県が事実上の最終
処分地になるのは目に見えています。
青森県の有志の人たちは、このこと
（青森県が事実上の最終処分地となるこ
と）を危惧しているのです。青森県
知事（三村申吾氏）は国と「青森県を

最終処分地としない」との約束を取
り付けていますが、これは口約束で
なんの拘束力もありません。国と青
森県を拘束する県条例を制定しよう、
というのがこの署名運動の趣旨です。
【資料出典】原子力発電環境整備機構（NUMO）広報パンフレット「知って欲しい地層処分」
https://www.numo.or.jp/kagakutekitokusei̲map/pdf/shittehoshii̲a4.pdf

青森県のローカル問題ではない

ガラス固化体製造直後

これは青森県のローカル問題なのでしょうか？私た
ちはそうは考えていません。

表面線量

1500Sv/h

なぜならば、このような危険な高レベル放射性廃棄
物とともに暮らしたくないという気持ちは、私たちも
共感できるからです。考えてもみてください。例えば
広島県が高レベル放射性廃棄物の最終処分地となれば、
みなさんは反対するでしょう。ですからこれは、青森
県のローカル問題ではないのです。

110Sv/h
1m 位 置

即死

核燃料集合体
（使用済核燃料）

「高レベル放射性廃棄物」は地下深
くに穴を掘って埋めることになって
います（地層処分）。この処分地のこ
とを「最終処分地」と呼んでいます。
しかしその最終処分地がどこになる
のか候補地すら決まっていません。

この構造は「沖縄基地問題」とよく似ています。私
たちは米軍基地を沖縄に一方的に押しつけて知らん顔
しています。今また高レベル放射性廃棄物を青森県に
押しつけて知らん顔はできません。同じ轍を踏んでは
なりません。社会正義に反します。

ガラス固化体
高レベル放射性廃棄物
【核燃料集合体の資料出典】原子燃料工業 web サイト
http://www.nﬁ.co.jp/product/prod02.html
【ガラス固化体の資料出典】原子力発電環境整備機構（NUMO）広報パンフレット
「知って欲しい地層処分」

高レベル放射性廃棄物をどうするかはまた別な問題
で国民的議論にかけるべきだと考えます。 ２頁に続く
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この署名運動に
参加することの意義

下北半島を取り巻く
巨大自然災害の指摘

私たちはこれまでいろんな問題にほおかむりしてき
ました。自分の利益のために汲々としてきました。し
かし、それももう限度です。高レベル放射性廃棄物を
青森県民にだけに押しつけることはできません。
従って「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分
地としない条例」制定を求める署名運動に参加するこ
とは、社会正義実現への第一歩を踏み出すことになる
のです。

放射性物質の集積場と化す
下北半島
下北半島は「核施設」のデパートです。
まず六ヶ所村には日本原燃があり、日本原燃は使用
ＭＯＸ燃料製造工場（建
済核燃料再処理工場（建設中）、
設中）
、ウラン濃縮工場、低レベル放射性廃棄物最終処
分場、高レベル放射性廃棄物一時貯蔵施設を抱えてい
ます。北隣の東通村には東北電力の東通原発があり、
さらに建設中の東京電力東通原発があります。その隣
のむつ市には、使用済核燃料中間貯蔵施設があります。
さらにその西の大間町には、建設中のＭＯＸ燃料のみ
を使う電源開発の大間原発があります。これほど狭い
地域に原発の入口から出口までの施設が揃った地域は
他に例がありません。
これは、つまり膨大な量の放射性物質が下北半島と
いう狭い地域に集中していることを意味します。

大間原子力発電所

津軽海峡

（建設中）

大間
北方
断層

大間町

旧原子力船「むつ」
関連施設
使用済核燃料
中間貯蔵施設

風間漁村

それでは、下北半島を取り巻く自然環境はどうでしょ
うか？言い換えれば、これら大量の放射性物質は巨大
自然災害に対して安全であるかという問題になります。
こういう観点でみると、下北半島は地質史的に見れば、
繰り返し巨大自然災害に襲われた地域なのです。ここ
では直近の研究から２つの点だけを指摘したいと思い
ます。

日本海溝・千島海溝を震源とする
超巨大地震
下北半島は、その太平洋沖に日本海溝・千島海溝が
走っており、そこを震源とするＭ９クラスの超巨大地
震・巨大津波の発生が想定され、すでに公表されてい
ます。（日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキ
ンググループ、2020 年４月）

千島海溝
震源モデル

⽇本海溝
震源モデル

東北地⽅
太平洋沖地震

⽇本海溝震源モデルから推計した震度分布
佐井村

むつ市
東通村

下北半島

東通原子力
発電所（建設中）
（東京電力）
東通原子力
発電所
（東北電力）

横浜断層

六カ所村

陸奥湾

出戸西方断層

横浜町

大陸棚
外縁断層
（活断層）
六カ所断層
（撓曲）

原子燃料サイクル施設

２

使用済核燃料再処理工場（建設中）
ＭＯＸ燃料製造工場（建設中）
ウラン濃縮工場
低レベル放射性廃棄物最終処分場
高レベル放射性廃棄物一時貯蔵施設

（2022 年 6 月現在）

【上下図・資料出典】内閣府 / 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググルー
プ「被害想定について」「５．日本海溝・千島海溝沿いにおける最大クラスの震度分布・
津波高等の推計」より引用・加工
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko̲chishima/WG/pdf/211221/shiryo05.p
df

その際、下北半島では震度６〜７の地震となり最大
加速度では８３０〜１５００ガルの揺れと予想されま
（国土交通省・国土技術政策総合研究所の震度対応表による）
す。

しかし、日本原燃・六ケ所再処理工場の耐震基準は
７００ガル。いったい同再処理工場は、この地震動に
耐えられるのか？数字を比較すれば、答えは自ずと明
らかでしょう。しかも施設の中には、使用済核燃料を
使った本格稼働前の試験（アクティブ試験）により高濃
度の放射能に汚染しているため、人が近づくこともで
きず、必要な耐震補強工事ができないものもあるので
す。

十和田カルデラの巨大噴火
十和田湖

青森県

秋田県

約 60km

岩手県

【写真資料出典】気象庁「東北地方の活火山／十和田」より
https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/sendai/204̲Towada/204̲index.html

六ヶ所村から南へ約６０ｋｍの十和田湖は、3.6 万
年前と 1.５万年前に火山爆発指数６の巨大噴火を起こ
した火口に水がたまったカルデラ湖です（十和田カルデ
ラ）
。この火山爆発で噴出した噴火物は１８ｋｍ３〜２
０ｋｍ３。このときと同等の２０ｋｍ3 のマグマがすで
にたまっていることを示唆する研究が２０２２年５月
に産総研（国立研究開発法人・産業技術総合研究所。独立

１９９１年フィリピンのピナツボ山噴火の写真。火山爆発指数（VEI）6。
１９９１年６月１２日大爆発、噴煙は高度１９ km に達し、その直後の噴火では噴煙が
２４ km に達した。（プリニー式噴火）絶頂期の６月１５日、噴火による火山灰は高度４
０km に達した。噴出物の総量は約１０km3。１９９１年 4 月（噴火の２ヶ月前）、大噴
火の兆候が観測され６月５日（噴火の約 1 週間前）
、広範囲に避難命令が下された。
【資料出典】wikipedia「ピナトゥボ山」より

行政法人として設置された経済産業省所管の公的研究機関）

から発表されました。発表によると今後も同様の噴火
を繰り返す可能性があり、巨大噴火は低頻度だが甚大
な被害をもたらすとしています。

火砕流に襲われ火山灰で覆われた、当時アジア・太平洋地域最大のアメリカのクラーク
空軍基地。空軍基地の面影もない。
【資料出典】英語 wikipedia「Mount̲Pinatubo」

このように下北半島は、最近の研究においても巨大
自然災害に襲われる蓋然性が高い地域だということが
いえます。
【資料出典】産総研「十和田火山の巨大噴火を引き起こしたマグマの蓄積深度が明らかに」
より
https://www.aist.go.jp/aist̲j/press̲release/pr2022/pr20220512̲2/pr202205
12̲2.html

みなさん、ちょっと想像してみてください。この巨
大自然災害に襲われる蓋然性が高い地域に、よりによっ
て最も危険な放射性物質が大量に集積している、これ
が、私たちが置かれた現実です。

火山爆発指数６とはどれくらいなのでしょう？
２０２２年１月のトンガ沖の海底火山噴火や、１９
９１年フィリピンのピナツボ火山噴火が火山爆発指数
６です。その時の火砕流到達と火山灰降下のため、ア
メリカはアジア・太平洋地域最大のフィリピンのクラー
ク空軍基地（ピナツボ火山から約２０ｋｍ）を放棄せざる
をえませんでした。十和田カルデラが次の大噴火を起
こした場合、六カ所村再処理工場に火砕流が到達する
かどうかは微妙なところですが、大量の火山灰降下の
ため、機能不全に陥ることは確実でしょう。

もう一極集中は止めよう
自然災害の発生は止めることはできませんが、放射
性物質の一極集中は止めることができます。この意味
でも、この署名運動に参加することは大きな意義があ
ります。
「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地としな
い条例」制定を求める署名運動にぜひご参加ください。

３

青森県知事
青森県議会議長

殿
殿

子どもたちに負の遺産を残さない
「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地としない」
条例制定を求める請願署名
青森県六ヶ所村の高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）一時貯蔵施設における貯蔵期間は 30 年から
50 年であり、初搬入の 1995 年から、すでに 25 年が過ぎました。最終処分場操業までに 30 年以上かかる
にもかかわらず、最終処分地の候補地すら決まっていません。再処理工場が動き出せば、高レベル放射性
廃棄物は増える一方です。このままでは青森県が最終処分地となる不安がますます高まります。
青森県を最終処分地としないことは、県民の総意です。このことを内外に明確に示し、青森県を最終処
分地としないための条例を制定する必要があります。
よって、条例制定の提案権と条例の執行権のある青森県知事に要請し、条例制定の提案権と議決権のあ
る青森県議会議長に請願するものです。

【 請 願 事 項 】
青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地としない県条例を制定すること。
氏

名

住

所

※いただいた署名は青森県議会請願と青森県知事への要請以外には用いません。
呼びかけ団体
子どもたちに負の遺産を残さない
「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地としない条例」制定を求める県民の会
連絡先 住所
取り扱い団体

〒039-1166

青森県八戸市根城 9 丁目 19－9

核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団 事務局内
URL：http://www.kenminnokai.shop/

署名締切：2022 年 8 月末

浅石法律事務所内
TEL・FAX 0178-47-2321

インターネット署名はこちら→

集約：上記呼びかけ団体に直接送付いただくか、
下記連絡先へ 2022 年 8 月 25 日までにお送り下さい。
取扱団体

４

〒733-0012 広島市西区中広町 2-21-22-203

伊方原発広島裁判事務局

