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 新聞報道によると、「電源開発（東京）は９月２８日、建設が中断している大間原発（青森県大間町）

について年内に工事を再開する方針を固めた」とされている。私たちは、電源開発に対して、大間原発

の工事再開に反対し、建設を断念することを強く求める。 
 また９月 15 日に枝野経済産業大臣が「既に設置許可を与えている原発について、これを変更すること

は考えていない。」と述べ、それを追認するかたちで、建設再開を政府として支持する旨の考えを表明し

た野田政権に対しても、大間原発の建設再開容認を取り消すことを求める。 
 大間原発の建設再開は、日本社会の多数派となった脱原発を求める声を無視しふみつぶそうとするも

のだ。同時に、政府が決めた「２０３０年代の原発ゼロ」をめざす「革新的エネルギー・環境戦略」を

政府自らが踏みにじる行為である。 

 私たちは、日本政府と電源開発が一体となって進めるデタラメな大間原発建設を絶対に認めない。原

発なしでも電力が足りることは、この夏に証明されており、大間原発を建設する理由は、何もないので

ある。 
 しかも大間原発は、商業用では世界で初めてのＭＯＸ燃料を全炉心で使用する、きわめて危険性の高

い原発であり、もし稼働したら、青森県や北海道に放射能が放出され基幹産業である漁業や農業の一次

産業などに被害を与えることになる。事故が起これば、その被害の大きさがどれほどになるか想像もつ

かない。まして大間の前沖に複数の活断層がある可能性も指摘されているのだから、建設そのものが間

違っている。 
 大間町では６月に全国から 130 人が集まり、３０年ぶりの反原発デモが行なわれた。これまで反対の

声を出せなかった地元でも不安の声が広がっている。建設予定地から 23 キロしか離れていない対岸の函

館市では、９月２５日、市議会で大間原発の無期限凍結を求める決議案を全会一致で可決した。「大間原

発はいらない」という声は広がっている。電源開発は、こうした声に耳をかたむけ、大間原発建設から

撤退すべきである。 
 日本政府は、「原発の新増設は行わない」という方針を守り、大間原発の建設再開容認を撤回すべきで

ある。 
 大間原発建設を断念することを、重ねて強く求める。 
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脱原発!子どもたちを放射能から守ろう!!江別実行委員会 アジア農民交流センター 
日野人権・環境・平和の会 たんぽぽ舎 ピープルズ・プラン研究所 原発いらない！ちば 
憲法を生かす会 過去と現在を考えるネットワーク北海道 幌延問題を考える旭川市民の会  
みどり北海道 No Nukes Asia Actions (NNAA) –Japan 女たちの広場 福岡地区合同労働組合 
原発さよなら千葉 市原憲法を活かす会 平和懇談会はんのう 平和懇談会ちば 
国際環境ＮＧＯグリーンピース・ジャパン 京都・水と緑をまもる連絡会 地の人・宗教対話センター 
「プルサーマルを知ろう」後志住民ネットワーク ＮＰＯ法人環境市民 原子炉メーカーを糾弾する会 
ベクレルフリー北海道 関西合同労働組合 放射性物質拡散ＮＯ!の会  
Globe サポーター危険学プロジェクト 岩内原発問題研究会 三島・原発震災を防ぐ風下の会 
脱原発ポスター展 ふくしまの子ども達を救う会 玄海原発 プルサーマル裁判の会 
なくそう原発・平和をつなぐ会 市民の意見３０の会・東京 改憲阻止！労働者・市民行動 
広島瀬戸内新聞 安保破棄北海道実行委員会 医療九条の会・北海道 北海道反原発連合 
風車問題を考える住民の会 SAVE CHILD 一宮 福島県教職員組合郡山支部女性部  
安全安心アクション in 郡山 ブラジル被爆者平和協会 アジア共同行動（AWC）首都圏 
泊原発の廃炉をめざす会 矢作川流域下水道反対市民の会 脱原発ネットワーク倶知安 
食政策センター・ビジョン２１ 田布施町まちづくり研究会 特定非営利活動法人アジア太平洋資料セ

ンター（PARC)  反戦老人クラブ・京都 原発なしで暮らしたい丹波の会 プルトニウムフリーコミニ

ケーション神奈川 東日本大震災 被災地物資支援活動：NBC 作戦 インドネシア民主化支援ネットワ

ーク アジェンダ・プロジェクト 神奈川県労働組合共闘会議 戦争はいやだ！ 市川市民の会 
ふぇみん婦人民主クラブ 特定非営利活動法人日本消費者連盟 脱原発ネット釧路 放射線被曝を許さ

ない会 NPO法人APLA エコピースくらぶ 原発を問う民衆法廷実行委員会 平和と民主主義をめざ

す全国交歓会 子どもたちの未来を考える親の会 東京都学校ユニオン ごみを考えるネットワークえ

ひめ 子供の未来を考える会 カネミ油症未認定ダイオキシン汚染を止める会 グリーン・アース 
時を見つめる会 さよなら原発の会中津川 核のごみキャンペーン・中部 ノーニュークス・アジアフ

ォーラム・ジャパン 新空港反対東灘区住民の会 反安保実行委員会 泊原発を止める会 脱原発ネッ

トワークしりべし 札幌 YWCA サスティナブル２１ さよなら玄海原発の会・久留米 環境教育ふく

おか 原発体制を問うキリスト者ネットワーク 鎌倉平和学習会 風の町の未来's 太陽への道社  
東北アジア情報センター（広島）許すな！憲法改悪・市民連絡会 宮崎の自然と未来を守る会 I 女性会

議札幌 I 女性会議北海道 憲法リテラシー向上委員会 脱原発ネットワーク・ニセコ ぐるぅぷ未来 
いのちのネット・呉東 不戦へのネットワーク 北海道のエネルギーの未来を考える 10000 人の会 
ハイロアクション福島 STOP プルサーマル！ふくしま ふくしま月明かりの会 能登原発防災研究会 
NPO 法人小川町風土活用センター 脱原発大分ネットワーク いのち・未来 うべ 5.3 改憲阻止共同行

動実行委員会 原発とめよう秩父人 特定非営利活動法人 水泳 NPO 原発八女ん会 みどりの未来・

ふくしま 虹とみどりの会 ピースサイクル２０１２全国ネットワーク ピースサイクル２０１２千葉

ネットワーク 市民自治をめざす１０００人の会 松戸市民ネットワーク「松戸で生きたい私たち」 
東日本大震災被災者支援千葉西部ネットワーク みどり千葉 反原発自治体議員・市民連盟 「脱原発」

を考える市民講座・四日市 東電前アクション！ 電気通信産業労働組合（電通労組） 意見広告の会 
原発を考える品川の女たち 放射能防御プロジェクト近畿 原発やめよう/つながろう関西・マダム会議 



川西子どもの食と未来を守る会 脱原発はりまアクションの会 福島原発事故緊急会議 再稼働反対！

全国アクション ストップ・ザ・もんじゅ 子どもと成人の内部被曝を考える市民の会 みどり福岡 
I 女性会議旭川支部 特定非営利活動法人高木仁三郎市民科学基金 原発止めよう！ 東葛の会 
ふくしま WAWAWA－環・話・和ーの会 雫の会 FoE Japan さよなら原発ぎふ 福島老朽原発を考

える会（フクロウの会）日本環境法律家連盟（JELF)  放射能 NO! ネットワーク取手 脱原発・滋賀

☆アクション プルトニウムなんていらないよ!東京 こおりやま「楽笑村」 いとしま菜の花プロジェ

クト 清か農園 脱原発へ！中電株主行動の会 子ども未来＠寄居・深谷 ぶんぶんトークの会 
脱原発をめざす女たちの会 原発おことわり三重の会 グリーンピースサポーターズクラブ熊本 
19 日佐世保市民の会 原発いらん！下関の会 核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団 Atomkraftfreies 
Japan- SAYONARA GENPATSU Duesseldorf 島根原発増設反対運動 怒髪天を衝く会 ストップ！

放射能汚染ガレキ・関西ネットワーク 戦争協力にＮＯ！葛飾ネットワーク さよなら原発・かながわ 
あさひガンマーネットワーク たきがしら・希望ネツトワーク 平和憲法を守る荒川の会 たんぽぽと

りで さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト 首都圏反原発連合 エネルギーシフトパレード 平和へ

の大結集・千葉 健やかに暮らして生きたい埼玉人会 原発さよならエダ NO デモ実行委員会 
三陸の海を放射能から守る岩手の会 七番めの星 （株）森と暮らすどんぐり倶楽部 九州住民ネット

ワーク 未来の福島こども基金 チェルノブイリ子ども基金 小まめ堂 脱原発の日実行委員会 
原子力資料情報室 伊方原発反対八西（はっせい）連絡協議会 八幡浜・原発から子供を守る女の会 
原発さよなら四国ネットワーク グリーン・アクション 一般社団法人 Office Ecologist せたな９条

の会 新日本婦人の会せたな支部 宇宙はてない社 原子力発電を考える石巻市民の会 原発・核燃と

めようかい 原発のーてもえーじゃない BINGO！実行委員会 原発震災を考える福山市民の会 みど

り福山 市民 SOHO 蒼生舎 六ヶ所みらい映画プロジェクト 日の出の森・支える会 すなめりの会 
埼玉県飯能市消費者団体連絡会 グリーン市民ネットワーク高知 原発いらない福島の女たち 花風香

の会 ATTAC Japan(首都圏） さよなら！志賀原発ネットワーク 脱原発かわさき市民 さよなら原

発神戸アクション 三多摩たべもの研究会 大沼・こども未来舎 ＮＰＯ法人 花の森こども園 日本

国憲法第 99 条の会@mixi 電気通信産業労働組合 青森支部 よそものネット・フランス よそものネッ

ト」在外邦人の脱原発ネットワーク SORTIR DU NUCLEAIRE PARIS (SNP)  みどりの未来・のだ 
ソーラーネット 国際 NGO・R 水素ネットワーク みらいアクション青森  まちづくり県民会議 
バスストップから基地ストップの会 東日本旅客鉄道労働組合高崎地方本部 「平和への結集」をめざ

す市民の風 原発の危険性を考える宝塚の会 新エネルギーをすすめる宝塚の会 放射能防御プロジェ

クトおうじ 緑の党 Greens Japan ＤｅａｒＣｈｉｌｄ 生存のための科学・茨城 川内原発を考える

研究会 原発と暮らしを考える会 ゆるゆる新聞 非戦ユニット・ピーストレイン 原発なしで暮らし

たい丹波の会 放射能から子どもたちを守る世界ネットワーク かみしほろ 5000 本のひまわりの会 
大阪此花発！STOP がれき 近畿ネットワーク 花とハーブの里 たんぽぽ会 プルサーマルと佐賀県

の１００年を考える会 三陸・宮城の海を放射能から守る仙台の会（わかめの会） MOX 反対伊方の会 
放射能と子どもの未来を考える会 郷土教育全国協議会 電通労組宮城支部 美浜・大飯・高浜原発に

反対する大阪の会（美浜の会） 
（以上 ２４０団体） 
 



  
 


