
要請書　「同意権」すら放棄したのは無責任 要請書　今なお「原子力緊急事態宣言発令中」です
県民の生命と財産を守るのが知事の最大の責務 玄海原発再稼働に同意しないでください
玄海原発再稼働に同意しないでください 玄海町長　岸本英雄様
佐賀県知事　山口祥義様
2017年2月27日　　提出団体4団体　／　賛同団体129団体

賛同団体名 県名 賛同団体名 県名
1 NPO法人チェルノブイリのかけはし 北海道 66 (有）有機コーヒー 福岡県
2 花とハーブの里　菊川慶子 青森県 67 チェルノブイリ友の会 福岡県
3 原発いらない福島の女たち 福島県 68 ワールドエコロジーネットワーク 福岡県
4 習志野・小さな風の会 千葉県 69 小倉筆禅道の会 福岡県
5 福島老朽原発を考える会 東京都 70 水巻の有機野菜を育てる会 福岡県
6 PKO法「雑則」を広める会 東京都 71 宗像の風 福岡県
7 東電と共に脱原発をめざす会 東京都 72 北九州やまと言葉7研究会 福岡県
8 六ヶ所・再処理いらない！消費者の会 東京都 73 ネットワーク･ミラクル福岡 福岡県
9 原子力規制を監視する市民の会 東京都 74 百姓庵 福岡県
10 原発を考える 品川の女たち 東京都 75 活元仲間の会 福岡県
11 プルトニウムなんていらないよ！東京 東京都 76 エヴァの会 福岡県
12 核のゴミキャンペーン 東京都 77 地球のステージ北九州 福岡県
13 さよなら原発★ちがさき 神奈川県 78 女性の健康を考える会 福岡県
14 9の日スタンディング★ちがさき 神奈川県 79 沖ノ島の世界遺産登録を考える会 福岡県
15 民の声新聞 神奈川県 80 心透会 福岡県
16 神奈川の平和と民主主義を希求する市民の会 神奈川県 81 土夢創舎 福岡県
17 脱原発アクション☆飯田 長野県 82 夢野農場 福岡県
18 浜岡原発の広域避難を考える静岡県東部実行委員会 静岡県 83 陽だまりたんぽぽの会 福岡県
19 しずおかハートnet. 静岡県 84 ようこそ読書会ふくつ 福岡県
20 核のごみキャンペーン・中部 愛知県 85 戦争法を廃止する福津の会7 福岡県
21 脱原発・滋賀☆アクション 滋賀県 86 ゆり根の会 福岡県
22 原発賠償京都訴訟  原告団一同 京都府 87 ふくおか市民政治ネットワーク・那珂川 福岡県
23 美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会 大阪府 88 九州玄海訴訟原告団「いとしまの会」 福岡県
24 ノーニュクス・アジアフォーラム・ジャパン 大阪府 89 東区から玄海原発の廃炉を考える会 福岡県
25 のりたま農園 兵庫県 90 原発をなくす糸島の会 福岡県
26 えねみら・とっとり（エネルギーの未来を考える会） 鳥取県 91 日韓/韓日反核平和連帯 福岡県
27 Mox反対伊方の会 愛媛県 92 ＢＩＧ　ＦＡＭＩＬＹ ＦＡＲＭ 佐賀県
28 原発から子供を守る女の会 愛媛県 93 玄海原発対策住民会議 佐賀県
29 原発さよなら四国ネットワーク　　　 愛媛県 94 佐賀県平和運動センター 佐賀県
30 （有）グリーンフィールド 福岡県 95 原発ゼロ武雄市民の会 佐賀県
31 風ふくおかの会 福岡県 96 原発を考える鳥栖の会 佐賀県
32 次の宗像のつくり方の会 福岡県 97 原発なしで暮らしたい・長崎の会 長崎県
33 ヒュッゲなカフェ 福岡県 98 脱原発！電力労働者九州連絡会議 長崎県
34 (有)　有機コーヒー 福岡県 99 全九電同友会 長崎県
35 ワールドレポートに学ぶ中間の会 福岡県 100 長崎県被爆者手帳友の会 長崎県
36 九電消費者株主の会 福岡県 101 原発再稼働を許さない山都住民の会 熊本県
37 福岡サウンドデモ裁判原告団 福岡県 102 原発避難計画を考える水俣の会 熊本県
38 博多湾会議 福岡県 103 グループ原発なしで暮らしたい・ 水俣 熊本県
39 ☆ホシニネガイヲ☆ 福岡県 104 熊本・原発止めたい女たちの会 熊本県
40 I女性会議福岡南支部 福岡県 105 シネマ・ぽこあぽこ 熊本県
41 えとう真実とレインボープロジェクト 福岡県 106 NPO水俣病共同センター 熊本県
42 原発知っちょる会 福岡県 107 水俣病被害者互助会 熊本県
43 原発八女ん会 福岡県 108 原発ゼロをめざす水俣の会 熊本県
44 さよなら玄海原発の会・久留米 福岡県 109 水俣の暮らしを守る・みんなの会 熊本県
45 しあわせのたね 福岡県 110 原発学習会 熊本県
46 死刑廃止、タンポポの会 福岡県 111 熊本から民主主義を阿蘇の民の会「あそみん」熊本県
47 Ｉ女性会議福岡県本部 福岡県 112 平和を編む会 熊本県
48 たんぽぽとりで 福岡県 113 あべ広美勝手に応援団 熊本県
49 ナチュ村(イムズ店） 福岡県 114 阿蘇9条の会 熊本県
50 ナチュ村(千早店） 福岡県 115 平和つむぎ 熊本県
51 バンビの木箱 福岡県 116 日本基督教団津久見教会 大分県
52 福岡で福島を考える会 福岡県 117 日本基督教団佐伯教会 大分県
53 ふくおか緑の党 福岡県 118 あしたの命を考える会 大分県
54 ふくおか市民政治ネットワーク・福岡城南 福岡県 119 環境NPO法人　H-imagine 宮崎県
55 ふくおか市民政治ネットワーク・福岡東 福岡県 120 宮崎の自然と未来を守る会 宮崎県
56 緑の大地と青い地球を残す会 福岡県 121 太陽光・風力発電トラスト 宮崎県
57 Ｉ女性会議大野城支部 福岡県 122 松原農園 宮崎県
58 あすなろプロジェクト 福岡県 123 被ばく医療を考える会かごしま 鹿児島県
59 ～子ども-地球-未来を守りたい～ 福岡県 124 川内原発建設反対連絡協議会 鹿児島県
60 楽書喜 福岡県 125 川内つゆくさ会 鹿児島県
61 怒髪天を衝く会 福岡県 126 生命（いのち）を考える福島と鹿児島の会鹿児島県
62 ミラクルスイッチ 福岡県 127 川内原発30キロ圏住民ネットワーク 鹿児島県
63 脱原発糸島ネットワーク 福岡県 128 避難計画を考える緊急署名の会 鹿児島県
64 戦争と原発のない社会をめざす福岡市民の会 福岡県 129 川内原発を考える肥薩ネットワーク 鹿児島県
65 無添加ハウス 福岡県


