
  活動報告（２００６年３月～２０10年2月）
日付 宛先 提出者 内容

06.3.22 佐賀県知事古川康 止めようプルサーマル・佐賀 「玄海原発3号炉のプルサーマルの事前了解をしないで下さい」の署名簿提出8,026名

3.26 佐賀県知事古川康 止めようプルサーマル・佐賀 抗議声明　事前了解に対する抗議声明

3.26 佐賀県知事古川康 止めようプルサーマル・佐賀 緊急要請書　事前了解しないよう緊急要請書

3.26 佐賀県知事古川康 止めようプルサーマル・佐賀 事前了解に対する抗議声明

3.26 佐賀県知事古川康
佐賀県平和運動ｾﾝﾀｰ
社会民主党佐賀県連合

事前了解に対する抗議声明

3.29 佐賀県知事古川康 止めようプルサーマル・佐賀 最終署名提出　20,260名　(3/12～28、17日間の署名）

4月～9月 「もっと知ろうプルサーマル」県民の会・ＳＡＧＡ 県内各地（約40箇所）でプルサーマルについての勉強会を実施

10.3～12.3
「プルサーマル・大事な事は住民投票で決めよう佐賀
県民の会」発足

佐賀県初の県民投票条例制定の署名活動実施　53，191筆

０７．０２月 同上署名提出を受けて臨時県議会開催　自民党公明党の反対により否決

2007年2月～
「プルサーマル・大事な事は住民投票で決めよう県民の会」有志により新たに「プルサーマルと佐賀県
の100年を考える会」を立ち上げる

7.7～8 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会 高知県東洋町町長　澤山保太郎氏講演会開催（佐賀・唐津）

7.16 新潟中越沖地震 新潟中越沖地震　東京電力柏崎刈羽原発想定外の被害

7.22 声明文 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
中越沖地震によって生じた柏崎刈羽原発の様相外の事実を受けて、玄海原発の運転停止とプルサー
マル計画の凍結を求める声明

7.22 経済産業大臣甘利明 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会 プルサーマル計画、核燃料サイクルの中止を求める要望書　甘利大臣に直接手渡す事が出来た。

7.22 経済産業大臣甘利明

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
からつ環境ネットワーク
脱原発ネットワーク・九州
佐賀県平和運動ｾﾝﾀｰ
玄海原発設置反対さが県民会議

全国全ての原発の運転停止と、プルサーマル計画、核燃料サイクルの中止を求める要望書

7.24 佐賀県知事古川康

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
からつ環境ネットワーク
脱原発ネットワーク・九州
佐賀県平和運動ｾﾝﾀｰ
玄海原発設置反対さが県民会議

中越沖地震によって生じた柏崎刈羽原発の様相外の事実により、玄海原発の運転停止とプルサーマ
ル計画の凍結を求める要望書

「私達の玄海原発プルサーマル阻止運動記録」
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  活動報告（２００６年３月～２０10年2月）
日付 宛先 提出者 内容

「私達の玄海原発プルサーマル阻止運動記録」

7.24
九州電力社長
眞部利應

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
からつ環境ネットワーク
脱原発ネットワーク・九州
佐賀県平和運動ｾﾝﾀｰ
玄海原発設置反対さが県民会議

中越沖地震によって生じた柏崎刈羽原発の様相外の事実により、玄海原発の運転停止とプルサーマ
ル計画の凍結を求める要望書

7.24 玄海町長岸本英雄

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
からつ環境ネットワーク
脱原発ネットワーク・九州
佐賀県平和運動ｾﾝﾀｰ
玄海原発設置反対さが県民会議

中越沖地震によって生じた柏崎刈羽原発の様相外の事実により、玄海原発の運転停止とプルサーマ
ル計画の凍結を求める要望書

7.24 九州電力社長眞部利應 「もっと知ろうプルサーマル」県民の会・ＳＡＧＡ 中越沖地震により柏崎刈羽原発の被害を受け玄海原発についての質問提出

8.03 佐賀県知事古川康
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
からつ環境ネットワーク
脱原発ネットワーク・九州

玄海原子力発電所に関わる質問及び申し入れ書

10.01 同上佐賀県より回答

12.12 佐賀県知事古川康 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
申し入れ書（11/25の防災訓練に参加して実効性が極めて乏しい訓練になりえていない訓練に対する
申し入れ）

1.18 佐賀県知事古川康
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
からつ環境ネットワーク
脱原発ネットワーク・九州

玄海原発のに係わる質問及び申し入れに対する回答への再質問

08.01.21
プルサーマルと佐賀県の
100年を考える会

佐賀県知事古川康 昨年12月12日の申し入れに対する回答書

3.31

プルサーマルと佐賀県の
100年を考える会
からつ環境ネットワーク
脱原発ネットワーク・九州

佐賀県知事古川康 1月18日付再質問の回答

5月 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
唐津市及び玄海町の薬店でヨウ素剤アンケート実施（95店中28店回答：ヨウ素剤を常時置いている薬
局は0でした）

5.31 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会 水口憲哉氏講演会開催（唐津市）

7.23 佐賀県知事古川康 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
要請書提出（ヨウ素剤アンケートについて、唐津及び玄海町にヨウ素剤配布要請）この事で、やっと公
民会や幼稚園学校に置くようになった。しかし私達は、各家庭にそれも全県下に配布を要望したが受け
入れてくれなかった

12月
2010年からプルサーマルが始まるといわれていたが、ここに来て2009年中にも玄海原発プルサーマル
が実施されるとニュースが飛び込む。時間的余裕がなくなった事を感じた。
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  活動報告（２００６年３月～２０10年2月）
日付 宛先 提出者 内容

「私達の玄海原発プルサーマル阻止運動記録」

09.01.30
九州電力社長
眞部利應

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
からつ環境ネットワーク
脱原発ネットワーク・九州
佐賀県平和運動ｾﾝﾀｰ
玄海原発設置反対佐賀県民会議
原水爆禁止佐賀県協議会
玄海原発設置反対佐賀県民会議
原発はもういらない九州連絡会議

国土交通省規則に適合しない疑いのあるＭＯＸ燃料輸送を許可しないで下さい

09.01.30 玄海町長岸本英雄

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
からつ環境ネットワーク
脱原発ネットワーク・九州
佐賀県平和運動ｾﾝﾀｰ
玄海原発設置反対佐賀県民会議
原水爆禁止佐賀県協議会
玄海原発設置反対佐賀県民会議
原発はもういらない九州連絡会議

国土交通省規則に適合しない疑いのあるＭＯＸ燃料輸送を許可しないで下さい

09.01.30 佐賀県知事古川康

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
からつ環境ネットワーク
脱原発ネットワーク・九州
佐賀県平和運動ｾﾝﾀｰ
玄海原発設置反対佐賀県民会議
原水爆禁止佐賀県協議会
玄海原発設置反対佐賀県民会議
原発はもういらない九州連絡会議

国土交通省規則に適合しない疑いのあるＭＯＸ燃料輸送を許可しないで下さい

2.12～13
国交省交渉・保安院交渉
参加

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会より参加 国交省交渉で質問　国が責任は持たない、責任のたらい回しを国の担当役人の口から聞いてきた。

2.13 国土交通大臣金子一義 ＭＯＸ燃料輸送中の臨界事故を憂慮する全国の市民 国土交通省規則に適合しない疑いのあるＭＯＸ燃料輸送を許可しないで下さい

2.26 国土交通省への意見書 国会議員20名による
国土交通省はＭＯＸ燃料海上輸送の安全性については十分に念を入れて確認すべきです。日本の核
燃料輸送上の法律が守られているという確認がされるまでは、ＭＯＸ燃料の輸送を承認しないようにす
べきです。

2.26 講演会：事前了解
唐津市で藤田祐幸し広瀬隆氏講演会　　　　　　　　　　　　その途中26日18時30分ごろＭＯＸ燃料輸送の
事前了解を古川知事はまたもや出し抜けに了解、それはただ電話だけの了解というものだった。

2.27 佐賀県知事古川康
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
グリーン・アクション
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会

抗議文　　ＭＯＸ燃料の輸送を急いで事前了解したことに強く抗議します。交渉　　　　　　藤田・広瀬両
氏も交渉に参加　私達市民の後押しになっていただく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐賀市で藤田
祐幸氏広瀬隆氏講演会
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  活動報告（２００６年３月～２０10年2月）
日付 宛先 提出者 内容

「私達の玄海原発プルサーマル阻止運動記録」

2.27 佐賀県知事古川康

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
グリーン・アクション
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会
他33団体

要請書　ＭＯＸ燃料が輸送中に臨界事故を起こす擬義は払拭されていません。この疑問が解消するま
で事前了解は決してしないで下さい　　　陽部署提出後交渉：昨日業務時間外の事前了解を知った市
民の怒りは頂点に達し、藤田広瀬両氏の同席で、知事との面談を要求、誠意のない交渉時間切れ

3.02 佐賀県知事古川康 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
佐賀県を核のゴミ捨て場にしないで下さい。使用済み核燃料中間貯蔵施設の建設を了解しないよう強
く求めます。

4.17 玄海町長岸本英雄 反ＭＯＸ市民行動4・17の会 重大な放射性廃棄物となるＭＯＸ燃料使用に反対する声明　ダイイン抗議をする

5.18 ＭＯＸ搬入 静岡・浜岡原発にＭＯＸ搬入される。

5.18 経済産業大臣二階俊博 使用済ＭＯＸ燃料を憂慮する全国の市民

資源エネルギー庁交渉参加。全国420団体からの賛同を集め質問・要望書提出・玄海、伊方、浜岡原
発へのＭＯＸ燃料の装荷を許可しないで下さい、原発現地を核のゴミ捨て場にするプルサーマル計画
を凍結して下さい（第二再処理工場の準備委員会である五社協議会の中間・最終報告は出ていないと
国が認めた。

5.21 佐賀県知事古川康 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会 「使用済みＭＯＸ燃料について」「中間貯蔵施設について」県へ質問書提出

5.21 佐賀県知事古川康 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会 ＭＯＸ搬入に抗議する声明文提出

5.23 ＭＯＸ搬入 玄海原発へＭＯＸ搬入される　抗議行動（玄海原発前）

5.23
九州電力社長
眞部利應

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会 ＭＯＸ搬入に抗議する声明文提出

5.23 玄海町長岸本英雄 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会 ＭＯＸ搬入に抗議する声明文提出

ＭＯＸ搬入 伊方原発へＭＯＸ搬入される

6.06 ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙを止める市民アクション実行委員会 九電本社前から市役所裏の公園まで行進しながら福岡市民にﾌﾟﾙｻｰﾏﾙの危険性を訴える。

6.12 電気事業連合会発表 プルサーマル実施を5年延期と発表

6.16
経済産業大臣 二階
俊博

衆参国会議員21名による

二階経済産業大臣への意見書提出　使用済みＭＯＸ燃料の処理の方策が具体的に明らかになるまで
は、ＭＯＸ燃料の原発炉内への装荷を延期するべきです。　また、早急に使用済みＭＯＸ燃料の行方に
ついて明らかにするべきです。現状のままでは、ＭＯＸ燃料を使用する原発が永久に核のゴミ捨て場と
なってしまいます。

7.02 佐賀県知事古川康 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
使用済ＭＯＸ燃料の行方に関する国との交渉結果（5/18）を踏まえた質問・要望書提出　　及び古川知
事との直接面談要求の緊急申し入れを提出。

7.02 玄海町長岸本英雄 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会 使用済ＭＯＸ燃料の行方に関する国との交渉結果（5/18）を踏まえた要望書提出

7.05
ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙを止める市民アクション実行委員会
みらい実行委員会

天神警固公園にて街宣、ビラ配り
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  活動報告（２００６年３月～２０10年2月）
日付 宛先 提出者 内容

「私達の玄海原発プルサーマル阻止運動記録」

7.23 佐賀県知事古川康 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
佐賀県は玄海原子力発電所が立地する玄海町唐津市の全戸に対して、放射能障害を防除するため
のヨウ素剤を配布し、市民の健康被害への予防に最大限備えるよう要請します。

7.27 佐賀県知事古川康 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
7月2日1週間後の返事と約束したが面談なし再度要求。これまで一度も県民との場に出てこない。古川
知事との面談再要請提出

8.02 ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙを止める市民アクション実行委員会

8.11
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
みらい実行委員会と美人の会

資源エネルギー庁森本課長との玄海町役場内で交渉（森本ファイナルアンサー発言）　　　　5/18エネ
庁の発言との食い違い

8.19 関西電力発表
関西電力はメロックス社製ＭＯＸ燃料を自主検査したところ前年量のうち4分の1もが関西電力の自主
検査項目の1つにひっかかったため、不適合とみなし使用しないことを決めた。

8.27 佐賀県知事古川康

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
ＮＯ！プルサーマル佐賀ん会
グリーンコープ生活協同組合さが
止めようプルサーマル・佐賀
玄海原発対策住民会議

私達は8月末から始まる玄海原子力発電所3号機の定期検査においてＭＯＸ燃料装荷を了承しないこ
とを強く要望します。要望書提出（賛同団体全国より５２０団体）

9.06 ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙを止める市民アクション実行委員会

9.11 佐賀県知事古川康 プルサーマルと佐賀県の100年を考える会 県へペレット自主検査に関する要望書提出

9.11 佐賀県知事古川康 原発さよならえひめネットワーク
私たちは、九州電力玄海原発3号炉ＭＯＸ燃料装荷に佐賀県知事として、了承されないことを了承しな
いことを強く要望します。要望書提出（愛媛より3名来佐）

9.11 佐賀県知事古川康 浜岡原発を考える静岡ネットワーク
九州電力玄海原子力発電所3号機においてＭＯＸ燃料装荷を拙速に許可しないよう、佐賀県知事に強
く要望します。要望書提出（静岡より1名来佐）

9.13～19 天神ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙカフェ みらい実行委員会

9.14
佐 賀 県 議 会 議 長
留守茂幸

ＮＯ！プルサーマル佐賀ん会
「玄海原子力発電所3号機でのﾌﾟﾙｻｰﾏﾙ実施延期を求める決議」採択を求める請願書提出　47万の全
国からの署名提出

9.18
経 済 産 業 大 臣
二階俊博

使用済MOX燃料を憂慮する全国の市民
官僚主導で行われている偽装への疑問　使用済ＭＯＸ燃料の処理方策に関する準備的検討の進捗及
び高浜3・4号機用ＭＯＸ燃料ペレットの大量不合格問題に関する質問書

9..30 佐賀県知事古川康
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀

関西電力が不採用にしたメロックス社製造ＭＯＸ燃料と同じような燃料が九州電力のＭＯＸ燃料に入っ
ていないかどうか確認して下さい。９月１７日佐賀県議会における自民党峰達郎議員のＭＯＸ燃料に関
する質問と県の回答についての佐賀県への要請書提出　　　このとき突然10月2日（3日）装荷ニュース
が入る
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  活動報告（２００６年３月～２０10年2月）
日付 宛先 提出者 内容

「私達の玄海原発プルサーマル阻止運動記録」

10.1
佐 賀 県 知 事 古 川 康
佐賀県議会議長 留守
茂幸

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀

装荷中止を求める緊急要請提出　議会紛糾しＭＯＸ装荷のスケジュール延期が決まる　市民抗議

10.1
佐 賀 県 知 事 古 川 康
佐賀県議会議長 留守
茂幸

みらい実行委員会（福岡） 九州電力ＭＯＸ燃料装荷を延期来て下さい　要望書提出

10.1
原 子 力 安 全 ・ 保 安 院 長
寺坂信昭

グリーン・アクション
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会

緊急の公開質問・要望書提出 （フランスのアレバ、メロックス社製ＭＯＸ燃料の安全性と品質保証につ
いて海外の原子力安全規制当局に問い合わせて下さい。）

10.2
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
みらい実行委員会

佐賀より上京し経済産業省交渉参加、また国会議員まわり（7名）

10.3 反原発全国集会参加（明治公園）佐賀福岡より参加

10.6

佐 賀 県 知 事 古 川 康
佐賀県議会議長 留守
茂 幸 九 州
電力社長 眞部
利應

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀

緊急要望書提出　　玄海原発3号機ＭＯＸ燃料の検査と結果を公表して下さい

10.04 ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙを止める市民アクション実行委員会

10.06
福岡市長　吉田弘
福岡県知事　麻生渡
福岡市市政記者クラブ

みらい実行委員会

環境教育を考える会
ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙを止める市民アクション実行委員会

NPO法人たんぽぽとりで

福岡市と市政記者クラブ、福岡県防災課に対して申し入れ行動
（賛同団体多数）

107 保安院交渉参加　保安院の発言“不良品が混じっている可能性がある”（佐賀より6人参加）

10.9

佐 賀 県 知 事 古 川 康
玄 海 町 長 岸 本 英 雄
佐賀県議会議長 留守
茂 幸 九 州
電力社長 眞部
利應

佐賀県議会議長　　　留守茂幸
九電・県知事・議長・玄海町へ緊急要望書（10/7保安院交渉の結果をふまえて、関電と同じ不良品が
混じっている可能性があると保安院が発言）提出（佐賀県議会に原子力安全・保安院を呼んで説明を
受けて下さい）

10.14

佐賀県議会議長 留守
茂幸 自民党佐賀県議
会議員各位 自民党政務
調査会長岩田和親

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀

ペレット自主検査問題についての質問・要望書提出
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  活動報告（２００６年３月～２０10年2月）
日付 宛先 提出者 内容

「私達の玄海原発プルサーマル阻止運動記録」

10.15

プルサーマルと佐賀県の
100 年 を 考 え る 会
止めようプルサーマル・佐
賀他団体

玄海町長岸本英雄
ＭＯＸ燃料の装荷に係わる要望（10/9）について（回答）原子力安全・保安院に対し呼んで説明を求め
る必要はないと回答

10.15
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀
10月15日ＭＯＸ装荷に抗議する会参加者一同

ＭＯＸ装てん開始　県庁で抗議集会、知事室前で抗議。県知事・玄海町・県議会・九電へ抗議文提出

10.17 みらい実行委員会

10.18

福岡市民近郊住民に
ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙの問題提起
　　　しながら危険性を
　　　　　　　　　訴える

みらい実行委員会
「プルサーマルよりカーニバル」実施
講演会、ライブ、上映会とトーク、写真展、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等
200名参加による天神大パレード（天神警固公園アピール、演奏のあと天神界隈一周）

10.19
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀
みらい実行委員会

玉屋前街頭アンケート（高木さん作成）実施（１００年・止めプル）

10.20～
　　　　　○日間

九電本社前街宣
みらい実行委員会
美人の会

昼12:00～13:00　九電本社前にてプルサーマルの危険性をアピール
九電本社広報部に次期説明会開催を要請、MOX燃料装荷後の現状に対して質問

10.29
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀

佐賀市民会館大会議室勉強会にて学習会（国の検査基準に法的根拠がない点）

10.29 佐賀県知事古川康

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀
グリーン・アクション
福島老朽原発を考える会
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会
みらい実行委員会

原子力安全・保安院に確認して明らかになったこと・国の輸入燃料体検査には、法的根拠を持った具
体的判断基準はありません。保安院を佐賀県に呼んで県民の前で、説明させてください。それまでは、
玄海3号機の原子炉起動を認めないで下さい。

10.3
みらい実行委員会
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀

九電本社交渉参加（福岡・みらい実行委員会）参加

11.01 ﾌﾟﾙｻｰﾏﾙを止める市民アクション実行委員会

九電本社前街宣
みらい実行委員会
美人の会

11.4 佐賀県議会議員
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀

プルサーマル・ＭＯＸ燃料に法的根拠のない国の検査についての要望書提出

7/9



  活動報告（２００６年３月～２０10年2月）
日付 宛先 提出者 内容

「私達の玄海原発プルサーマル阻止運動記録」

11.05～１２日
まで8日間

九電本社前テント村

みらい実行委員会

NPO法人たんぽぽとりで
日本熊森協会福岡県支部
プルサーマルと佐賀の100年を考える会

ＮＯ！プルサーマル佐賀ん会

美人の会

福岡県内、佐賀県内、対馬、熊本、山口県上関から応援者駆けつけ、連日8日間の24時間体制で寝泊
りしながら、九電に対してプルサーマルの見直しを訴える。
全国各地からの応援多数がブログに集合

11.4

内閣総理大臣・鳩山由紀
夫 民主党幹事長・小沢一
郎 国家戦略担当・内閣府
特命担当大臣(経済財政政
策、科学技術政策)・菅直
人 内閣府特命担当大臣
（行政刷新）・仙谷由人
内閣府特命担当大臣・福
島みずほ（消費者及び食
品安全、尐子化対策、男女
共同参画）経済産業大臣・
直嶋正行 文部科学大臣・
川端達夫 環境大臣・小沢
鋭仁　佐賀県知事古川康
玄海町長岸本英雄　　九州
電力社長　　　　　　　　眞部
利應

みらい実行委員会
日本熊森協会福岡県支部
ＮＯ！プルサーマル佐賀ん会
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
からつ環境ネットワーク

46万人もの人々がプルサーマルの中止」を求めています。人々の声を無視しないで下さい！玄海原発
プルサーマルを中止するよう、強く要望します。　　　賛同団体（全国から750団体賛同）

11.5

佐賀県知事古川康
玄海町長岸本英雄
九州電力社長
眞部利應

臨界に達する 試運転開始！！県知事・県議会・玄海町・九電へ抗議文提出（１００年・止めプル）

11.9
佐賀県知事古川康
佐賀県議会議長　　　留守
茂幸

グリーン・アクション
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会

ＭＯＸ燃料に関する国の具体的審査基準は存在しないことを関電は認めました。具体的基準が確立さ
れていないプルサーマルは中止すべきです。玄海3号機の調整運転をただちに中止するよう九電に要
請してください。
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  活動報告（２００６年３月～２０10年2月）
日付 宛先 提出者 内容

「私達の玄海原発プルサーマル阻止運動記録」

11.12

内閣総理大臣・鳩山由紀
夫 民主党幹事長・小沢一
郎 国家戦略担当・内閣府
特命担当大臣(経済財政政
策、科学技術政策)・菅直
人 内閣府特命担当大臣
（行政刷新）・仙谷由人
内閣府特命担当大臣・福
島みずほ（消費者及び食
品安全、尐子化対策、男女
共同参画）経済産業大臣・
直嶋正行 文部科学大臣・
川端達夫 環境大臣・小沢
鋭仁

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
緊急要請提出　　玄海原発3号炉プルサーマルの中止を九州電力に要請してください。
県民の不安は全く解消されていません。

09.11.20
プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
みらい実行委員会

自治労会館にて唐津オフサイトセンター常駐保安院との交渉、佐賀県議員　名参加

11.日～　　
サイレント
　　　スタンディング

12.2
佐賀県知事古川康
九州電力社長
眞部利應

プルサーマルと佐賀県の100年を考える会
止めようプルサーマル・佐賀

玄海３号機のプルサーマル通常運転開始に対する抗議声明

12.2
九州電力社長
眞部利應

みらい実行委員会 玄海3号機プルサーマル見切り創業への抗議声明

10.02.21 九州電力 玄海原発プルサーマル裁判の会立上げ提訴に！ 私たちは諦めません。安心できる普通の暮らしを私達と未来の人たちの為に取り戻すためです。
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