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撮廷町における蹟地鳥の棚苑に朗すら鑓宕寝

北淘過（以下「申」という．）、複鯨町（鞍下raJという．）及び飯能館サイクル鶴舞

鋤簾（旗T r的」という．）は、内による競艇動におfia淑棚の撮兜排i議に沿って強

義するために、次のとおり譲栓を持越する．

麹I桑　や、乙及び弼鯖、この協定を鑓鎌に鼠宿しなければならない．

露2灸∴閃偶、慮舜実録蹟越に、原発照闇小成もとより聯究糠了後においでも、放納能成

東機を持ち込むことや鐘用すらことはしない．

錦3姦　蹄は、疎的寒の顔駒荘厳職能臓躯桝の壌鯖触分節iう災館主体へ鑓鼓し、叉は

繊亨しない。

郭4集　鞘は、漬物轍の鋤鍋r鍵は、趨上の研究費館を額鋤し、成下職域を纏め膜すら

のとする。

懇5乗∴軒厳、選鑓棚突刺輸腹種を締出とも敬納接戦集録の壊簾飴分場とせず、競艇巾ヒ

放射性触接地の中間財雛鷺級を栂燦とも綴寂しない地

籍6姦　鴎は、越簾的に鍬機公相継第めるものと手玉．

観丁喪∴的は、勧滝の内観を艦艇する均命には、中筋に中段が乙と鱗鑓するものとする．

簿8集∴軒は、鳩神慮、麹減鐸虞の研究内諾、縮年度の鋤好機集．及び討沸教鯖究隠然ごと

の典体的な確実的紬を甲及び乙に十分織鋤するものとする．

競9気　申及び乙は、この鴎淀に臓定する掛取を接穂するために、必衰に応じ出入鵡被を

繕うことができるものとする．

また、や及び乙は舗14集に鋤選するこの臨定め魅締状況接種蟹するための職質に鵜織

左入軍費を拾わせることができるものとする．

禦10舞　閃慮、硬調の研実の着筆に当たって櫨、月間その強を地元農宛で締うむと柵雌

振興に義幡的に館カするものとする．

触11豪　調は、輝嶋鴨の原紙倉田内外に聞かれたものとするために、連的外の大軍を鑓

じめとする原典機関毎の禽競合組めるとともに、強震原発その機の率鵜的な翻兎の場と

して広く復隊すらものとする．

，　　　　●

●

別種　阻み及び廟は、越紺複馨の無線勝止の拙質について的するものとする．穐

第13条∴申、乙及び丙慮、旗揚償金のた命の勝義について幽鑓するものとする．

持14集　中及び乙轍、この成合の徽循欽環を義像すうための棚を議書することができろ

ものとする●

第15集　中及び乙職、軒がこの櫨定に食め玉顔塙に選皮したと樋めるとき譲、輸鱗の上、

中隊晴に対し逮枝の駆出に応じて漬持前の研究館止などの愈憂な舶震さとをことができ

るものとし、粥はこれに従うものとする●

また、中葉は乙膿、重要があると壌めるとき噛、鱗強の士、西が選反した秘跡を公金

で替るものとする．

第1電気　この鱗定に凄めのない夢頓については、申、L及び軒が質種して定めるものとす

る○

この独演の成立を鍍するため、木鶏4通を辞成し、甲乙開及び直垂人製鋼押印の上、各

rtでの1鵜を錠前するものとする●
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物凄町における潔地層の研究に関する燈定合に係る離絃蓄

北灘通、継鮭呼及び煩慮的サイクル馳発機鋤く以下fサイクル機構」という．）は．平成

12年Il鍬16宮付けをもって鯖緋したi線鰹町におけら深地相の研究Iこ（噌する臨途」

（以下　f議定」という．）lこついて、次のとおり厳秘する．

1∴協定前文の「孫地場の研究」とは．平成10華12机サイクル機構より北海過及び膜

婚町へ釆きれた「滅低層研究所（仮称）親衝く呼峨10位10郡）に慈づき実施されるこ

ととなる研究を指す．また．「鮪善」とは、「深地窟研究噺〈倣称）前頭」を鯖す．

2∴第2策の「積弊鎚絶麻織Iとは、錦3線に地建する孫館員の研究所及びその灼辺の額盃

織究農機（旋接境界の職発や持農、地震の概況のためのポーリング地点、触潤および趨食櫓

穏敦賀地点．トレンチ地点を食む．）を措す．なお、働班薬膳峻厳は．繕秘の徽幣で待う地

疲からの録董研究により撮られたデータにより無休化していくものとする．

く2）放射性真果物を樽ち込まない．使用しないということは、放射性鹿葉物の風鎮処分場

やや棚貯蔵農穀にしないということと、研究のために使用することもないということである．

（3〉綾射された敵前破棟職を納用する計測機約め蝕融を統証しているものではない．

3∴第3無のr深場縞の研兜新」とは、地上無紋と地下膳級の踊方を揺し．鰭被と爪一休化し

た紋裏も含むものとする．

4∴窮4無蔦ついて．凍櫓照の敬死線予後、地上の俄斑臓穀を掬観し．姥下鵬級を埋め尿す

のは、鼠線処分場、車間帰農鷺波へ援用しないことを勤続にするためのものである．

5∴約5条について、サイクル機構は稀船賃の研究を締う機関であり巌裁処分の郵船吏優で

はないことは明らかであらが、サイクル機縞として懸絶処分場にする廠忠がないことを蒸し

たものである．車間前鱗磨紋については、サイクル臓物が幽遠当事語として当然呼もなけれ

ばならないものである．

6　第6禁のr撒轍公原」とは、地域をはじめとする選典の瞳解と傾城を織ることを憎的と

し．紺繭及び破棄威厳に鴎する棚機並びに沃地鱒の研飛跡自体の公的も慮妹する．なお、備

複公照にあたって前言・サイクル機構の楕轍公龍指針に則り．嬉議的に謡うものとする．

7　第7集について．事前峰農は1カ財部とする．なお．年賦種は群堰複の研究薪が最雛処

分場又は中面前篤農級に転用きれないことを雛鯉するために行うものであり、サイクル機構

は、蜂録がなうまでの同、物置の費要を締めないものとする．

（2）サイクル農場は、綿貫の実費的欝について臨鱗が競った嬉会には、醸やかに公裳する

ものとすら．

8　集8集について、サイクル機構は選録年度の研究同館、部牽強の研究機黒及び日賦筆跡

東榎隊ごとの具体的な事実向き書き北海道及び蝿廷巾に説積を毎った場合韓は遭やかに公

表するものとする．

●

（2〉サイケ）漁期ふ年度途中で堂鍍年経の研究内容を変更する壕余には、事前に北海道

及び蝶延町に説朗し．速やか！こ公表するものとする．　　　　　　　　　　　　　　　も

91締約無の地域厳刑こ関する協力初去年については、鯖別にサイクル機構と悦延書棚協議

を待うものとし、北海道はこれ」こ能力するものとする．

同　乗‖l条－こついて、襟地鳥の研究所の撮周は、サイクル機構の穏勘こ沿って揺うものとす

る．

lI　剃2知こついて、凍地膚の研究細さ放射搬鹿実物を特ち込まない旛強であり、塵紙振合

の寮生は考えられないが、広報靖に努めるものとする．

12　第1線のr環機硯全のための椅裏」については、探地轍の磯謀の推進に替って－地下水

などの照輝こ著しい影番を生じないような必薮な船種を繍じることとする・

13　第14集の噂定の機雷飲潰を繕総するための機挺」については、構成員・義絶局の新虎

等を速やかに協議するものとする．

目　刺5線について、北溝道は、サイクル触物が．寮2条、癖3案文は第5無に遼反した厳

は、緑地糧の統覚の停止、弟4条及び郊6条から訓練に遊技した蹄は、注慮又は被響勧告

簿の締着をとることができるものとする．連枝の義認及び公裏については・北海道及び継廷

賀rの捌厳によるものとする．なお、北海遺及び擁遊動は違反の轍毅の際には・サイクル機構

（こ対し十分な説明の機会を与えるものとする．

平成12年12月8日

北龍追経済部

資源エネルギー練参事　撫∴井　簾　的

繰延町節線　　　　　　　奇　聞　保　護

接機魁サイクル触覚接岸

樽療・立地撒笈　　　種　山∴全∴顔
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幌延深地膚研究計画の事業費と総務関係費

）　　　　●

●

／ �幌延 ����総務関係費 ���年　計 ①＋② 
建設費 �研究費 �センター運営費 �　ei剖 合さ† ① �l・．　　　＝＝［ �管理費等 �合計 ② 広報活動関係 

平成12年度 � �6．2 � �6．2 �2．3 �0．3 �2．6 �8．8 

平成13年度 � �7．4 �0．2 �7．6 �3．0 �0．4 �3．5 �11．0 

平成14年度 �0．3 �10．1 �0．8 �11．1 �2．0 �0．7 �2．7 �13．8 

平成15年度 �2．7 �11．7 �1．2 �15．5 �1．5 �0．9 �2．4 �17．9 

平成16年度 �9．2 �11．9 �1．5 �22．6 �1．2 �0．9 �2．1 �24．7 

平成17年度 �18．2 �7．3 �2．1 �27．6 �0．9 �1．4 �2．2 �29．8 

平成18年度 �28．2 �3．6 �1．5 �33．3 �0．7 �1．5 �2．3 �35．6 

平成19年度 �28．9 �3．9 �4．5 �37．4 �0．4 �2．3 �2．7 �40．1 

平成20年度 �28．4 �4．3 �1．6 �34．3 �0．6 �2．1 �2．7 �37．0 

平成21年度 �26．2 �4．4 �2．7 �33．4 �0．5 �2．1 �2．6 �36．0 

平成22年度 �28．4 �3．6 �1．9 �33．9 �0．4 �1．8 �2．2 �36．1 

平成23年度 �28．4 �4．0 �1．7 �34．1 �0．3 �1．7 �2．0 �36．1 

平成24年度 �27．4 �3．2 �1．8 �32．4 �0．3 �1．6 �1．9 �34．3 

平成25年度 �27．4 �3．3 �1．7 �32．3 �0．2 �1．6 �1．9 �34．2 

平成26年度 �27．4 �2．4 �1．4 �31，1 �0．2 �1．7 �1．9 �33．0 

平成27年度 �28．4 �1．4 �0．8 �30．6 �0．2 �4．6 �4．8 �35．4 

平成28年度 �28．4 �1．2 �0．7 �30．2 �0．2 �4．5 �4．7 �34．9 

合計 �337．9 �89．7 �26．1 �453．7 �15．0 �29．8 �45．3 �498．9 

＊四捨五入により、各費用と合計の数値は合わない場合があります。


