
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寿都町民だけを

苦しめないで 
子どもたちに核のゴミのない寿都を！町民の会 広報紙 2022 年 10・11 月合併号 （No.44）  

9 月 28 日、旭川で行われた日本弁護士連合会
（日弁連）シンポジウムに行って来ました。 

与えられたスピーチの時間は 5 分。私たちの２
年間の運動にかけたエネルギーや思いを全国か
ら集まった弁護士さん方にどう伝えるか、吐きそ
うになりながら考えました。私が主張したかった
のは、核のゴミ問題は、寿都町⺠だけが苦しむこ
とではなく押し付けられることでもないこと、し
かし、最終処分法の在り方はそうではない現実で
す。 

当日は、314 名の弁護士さんが全国各地からお
集まりになりました。皆さんに、この問題に注目
していただきたいとお願いしました。そして、人
権を無視した一方的な理不尽な法律に振り回さ
れている私たち町⺠を⽀えてほしい、核ゴミ問題 

に使われるのは国⺠のお⾦なのだから、全国⺠の
問題であること、いま私たちは国や町⻑が仕掛け
る分断に立ち向かい、それを越えて、賛成や反対
や中立も分からない方々、子どもを交えてどんな
寿都にしていくのか対話をしていきたいと申し
上げました。緊張しながらも精一杯伝えました。 

皆さんもぜひ小さくて良いので、考えることを
やめずに、諦めずに、自分事として行動して頂き
たいと思います。 

シンポジウムに参加されていた弁護士さん、大
学の先生。また新しい繋がりを頂きました。これ
からの活動に協力して頂けそうです。そして、2
日間私の想いに付き合ってくれた家族、⽀えてく
れた会のメンバーにもとても感謝しています。あ
りがとうございました。 

海渡雄一弁護士撮影 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文献調査のなかで、六ヶ所村が核燃料サイクル
施設を誘致し、エネルギーの村として発展した成
果が PR されています。しかし、六ヶ所村がなぜ、
核燃料サイクル施設を誘致しなければならなか
ったのかが覆い隠されているように感じます。 

ここでは、論文や、六ヶ所村役場の職員の方に
インタビューした情報を整理し、六ヶ所村の今を
考える材料を提供いたします。 

 
◆もともと貧しい 1 次産業の村だった 

六ヶ所村の一般農家の稼ぎは少なく、人口の 9
割が冬になると出稼ぎに行き、残った親戚の家に
子どもたちが多くて 20 人も預けられ一つ屋根の
下で冬を過ごすような貧困地域でした。核燃料サ
イクル施設の受け入れを開始したばかりの 1990
年の時点で、村⺠の平均所得は 180 万円ぐらいだ
ったそうです*1。その昔、戦後の開拓集落では、
⻘森県の農業指導がなされていたものの、農業投
資のために負債⾦額が膨らんでおり、開発に対す
る住⺠の期待は大きなものがありました*2。 

 
◆国策の誘致に希望を託す 

1969 年、「新・全国総合開発計画」という工業
化の波が下北半島にやってきました。火力発電と
石油コンビナートを軸に日本最大の重工業地帯
を建設するという「むつ小川原開発」計画です
*2,5。この計画をにらみ、不動産業者がさかんに土
地を投機買いし、開発予定地の住⺠の多くが土地
を手放して企業誘致を待ちました*3。六ヶ所村の
開発の中心部に位置した二つの漁協では、コンビ
ナート開発に関わる港湾建設の一環で、漁業権を
放棄、漁業補償がなされました。一方で、港湾か
ら離れた村北部にある「泊漁業協同組合」は一部
の漁業権を放棄しただけでした*2。 

しかし、2 度のオイルショックが開発計画に大
打撃を与え、1984 年までに国家石油備蓄基地が 

建設されただけで国策は空振りしました。第 3 セ
クター「むつ小川原開発株式会社」は 5,200ha（じ
つに寿都町の半分の面積）の広大な売れ残り用地
をかかえ 1983 年には約 1400 億円の赤字に陥り
ました*2, 4。農地を手放した住⺠は経済的な苦境
に立たされ、代替耕作地も手当てされずに、人間
関係や地域社会までもが破壊されたままだった
のです*3。「出稼ぎを解消します。一⼾から一人、
開発関係の工業に安心して働けます」という⻘森
県のキャッチフレーズにのって開発予定地の土
地を売った住⺠は、生活基盤を失い、以前にも増
して出稼ぎに行く必要に迫られたのでした*3。 

 
◆「新・むつ小川原開発」の申し入れ 

1984 年に電気事業連合会が⻘森県知事に対し
て「下北半島の太平洋側に核燃料 3 施設の立地」
を申し入れました。核燃料事業導入による「むつ
小川原開発」の新機軸を目指した⻘森県は「要請
に応じてしかるべきとの最終判断に至った」*2、
当時の村役場も「これしか選択肢がなかった」と
述べています*5。1 年かけた六ケ所村への立地論
争の末、1985 年 4 月に核燃サイクル施設立地が
決定しました*1。 
 当初のむつ小川原開発の際に、漁業権のすべて
は放棄しなかった「泊漁業協同組合」の漁業者ら
は慎重・反対派、推進派に分かれ深刻な対立関係
に陥り、その中で傷害事件、文書偽造、村県行政
の漁協自治への介入など異常な事態が発生し、訴
訟問題にまで発展しました*2。また、大手ゼネコ
ンから地元建設業者への下請け化が進み、村の 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経済的基礎は第 1 次産業から建設業に大きく変
質、次第に核燃サイクル事業推進の方向性を固定
化する状況が定着していったのです*2。そのなか
で 1997〜2002 年の 2 期を務めた橋本寿村⻑は、
電気工事会社からのわいろ疑惑で⻘森県警に取
り調べを受けた後に自殺しています*6。国策の失
敗のツケを取り返すため、六ヶ所村への負担とし
わ寄せは極まったのでした。 
 
◆原発よりも危険な再処理工場 

1993 年に着工された使用済み核燃料再処理工
場は 2022 年になっても正式に稼働できていませ
ん。そんななか、今年７月２日、高レベル放射性
廃液タンクの冷却機能が約 8 時間の間失われて
いたことが分かりました。原因は弁を閉めていた
からだと言いますが、万が一気付かないでいたな
ら、廃液が沸騰し、大事故につながっていた可能
性があります*8。貯蔵放射能の 100m3 の 1%が外
部に放出されていた場合、六ヶ所村の施設付近の
住⺠の全数もしくは半数が死亡し、全⻘森県⺠が
避難し関東地方にまで影響が及ぶという指摘も
あります*9。 
 
◆おわりに 

六ケ所村は、国策に振り回され、多額の借⾦を
被り、核燃料サイクル施設の受け入れしか選択肢
がないところまで追い詰められたのです。その結
果、六ヶ所村は工業化を果たし、村⺠の平均年間
所得は 350 万円*7 までに向上し、経済的には豊か
になったようです。このような経緯をたどって何 

とか今の地位を勝ち取った六ヶ所村の村政を批
判することはできません。ただし、大型風車 92
基、日本最大規模の太陽光発電所を誘致したこと
による成果もあります。核燃料サイクル施設の恩
恵だけではありません。原発が一年で排出する放
射性物質を一日で出す再処理工場*10 が、うまくい
かずに約 25 年もまともに稼働できていないため
に環境汚染がなく、今に至っています。そういっ
た失敗の連鎖の中で、絶妙なバランスの中にある
のが六ケ所村の姿であるようです。 

万が一の事故で、何が起きるのか、私たちは福
島で目の当たりにしました。いま、NUMO が一
部町⺠を六ケ所村への視察に連れていっていま
すが、こういう負の側面は正確に伝えられている
のでしょうか？ 
 
*1 六ヶ所村役場 政策推進課 吉岡主悦課⻑、高村博文課⻑補
佐ヒアリング回答（2020 年 10 月） 出稼ぎの実態には諸説ある。 
*2 秋元健治、神田健策（2001）「むつ小川原開発六ヶ所村漁業〜
港湾建設漁業補償と核燃料サイクル海域調査をめぐって〜」、『弘
前大学農生報』、No.4 : pp.109-123.  
*3 飯島直子（2012）「第 3 章大規模開発下の地域社会の変容」『核
燃料サイクル施設の社会学―⻘森県六ケ所村』有斐閣、pp.119-
137.  
*4 小山田和代（2015）「⻘年期の移行問題を通じた公害問題と教
育とをめぐる環境教育研究ー⻘森県六ケ所村におけるむつ小川
原開発計画を事例にー」、『環境教育』、Vol.25-3、pp.27-37.    
*5 伊藤奈々恵（2016）「第 2 章 核燃サイクル 30 年 六ヶ所村
の現状 シンポジウム ⻘森県下北“核”半島の現状と課題」、『専
修大学社会科学研究所月報』, 2022 年 10 月 3 日閲覧 
*6 Wikipedia 六ヶ所村  
*7 ある統計の村⺠一人当たりの年間所得は 1000 万円を超える
計算例もありますが、これは原子力関連企業役員の高額な給与が
平均値を押し上げており、村に住んでいる実感として補正した計
算である年間 300 万円〜350 万円がもっともらしいそうです（吉
岡課⻑ 回答*1 及び小山田*4)。 
*8 2022 年 7 月 4 日北海道新聞。 
*9：日本弁護士連合会 第 64 回人権擁護大会シンポジウム第 1
分科会「高レベル放射性廃棄物問題から考える脱原発〜原発に頼
らない、地域社会と日本のエネルギー自立〜」、『基調報告書』p88 
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/event/year/2022/kich
o_houkokusho_64_dai1.pdf 
*10 原子力情報資料室 https://cnic.jp/knowledgeidx/rokkasho 

2022 年 7 月 4 日北海道新聞 
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町⺠の会のチラシは、配布ボランティアの皆
さんのおかげで、ふたたび全⼾配布が可能に
なりました。配布ボランティアの皆様にお礼
申し上げます。また、引き続き、配布ボランテ
ィアを募集しております。チラシは美容室ミ
リアン、ペンションメロー、吉野商店など町内
数ヶ所で配布もしております。事務局にご連
絡いただければ、お渡しできます。 

９月７日、フランスの高レベル放射性廃棄物深
地層処分場の候補地であるビュールの市⺠団体
から、町⺠の会へ連帯メッセージが届きました。
10 月 6 日には、⻑く核廃棄物最終処分場の候補
地であったドイツ北部の町ゴアレーベンの市⺠
団体からも届きました。あたたかく、強い⽀援と
連携の心を感じるメッセージを受け取り、寿都に
住む私たちは、同じような苦しみを持つ人が世界
にも多くいらっしゃることを知りました。 

フランス・ビュールからは「毎年多額の資⾦が
交付され、道路の改修や町の美化や建物の維持に
使われている。そのために絵葉書のようになった
が、地域から住⺠はどんどん減っていく」とあり、
寿都の状況とよく似ていると感じます。ドイツ・
ゴアレーベンからは「核廃棄物処分場探索が、唯
一地学的条件だけを考慮して行われることを祈
る」とありました。この地では、候補地決定まで
のプロセスが不透明であることが指摘され、40 

年かけた活動で計画が白紙に戻ったそうです。な
んと心強いことでしょうか。 

メッセージには、「私たちは、寿都の人々が子
どもや孫の安全を心配するのは当然だと考えま
す。このプロジェクトは無害ではなく、この土地
に住む人々、そして未来の世代に、何百年にもわ
たって影響を与えるものだからです」「広大な砂
漠の中で声を上げている孤立した存在のように
思えるかもしれませんが、あなた方の勇気、先見
の明、そして次に続く世代に対する顧慮はとても
重要であると同時に、正しいものです」などと綴
られていました。 

メッセージをいただいたおかげで、私たちの活
動が広く世界から注目され、応援されていること
を実感しました。私たちは、「次に続く世代に、
子や孫に何を残すのか？」しっかりと考え、行動
していきます。メッセージは今後、原文や日本語
訳で拡散をしていく予定です。 

ドイツ・ゴアレーベ
ンは、この映画のモ
デルにもなった地域
です。 


