
⑨地震多発地帯と原発

・~JJりは100基以上造ったが、
そのほとんどは地震のない東海岸に

・ヨ士旦立f＇＼ は150基造ったが、カンブリア台地という
地震が全くない大地に

•i;里担アは地震国で、チェルノブイリ事故後は、運転していた
3基を廃炉にし、建設中、計画中も含め12基全ての原発から撤退

＠主主土立r支立ドは原発ゼロ。2025年までに、
再生可能エネルギーを90°/oに

＠方士宮~·の19基は、西海岸にはゼロ
＠地震大国で、53基の原発と核施設を造った日本は異常

• 3.11以降、地震活動は活発化し、南海トラフの巨大地震も近い
＠全国どの原発も直近に活断層があり、
近年、大地震のない所も危ない（例：福井）
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1悔「原発ゼロ」でも電気は足りている

2011年以降、全国の最大電力量は下り、1993年並みに。人口減

少は進み、電力自由化も始まり、よりいっそうの省エネ・節電・自然

エネルギーの促進、天然ガスやコジェネレーション（熱電併給）大

型燃料電池の普及等が進むでしょう。

危険で高い原発は全く不要です。

2.そもそも原発は非常に高い

福島原発事故で莫大な費用がかかる事が明白となり、今まで、隠

されてきた核のゴミの後始末には、今後、天文学的な数字の費用

由主未来の子ども逮への負の遺産となります。元電力会社のトップ

が「18年間、歴代の首相7人や自民党有力者に年関数値、円を裏

金として献金していたJと告白。それは政治献金廃止決定後も続

き原資は全て電気料金でまかなわれたのです。

又、莫大な広告費も、立地自治体への交付金も、湯水のように使

われてきたのです。
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4”止まっていても危険！動けは更に増える核のコミ

すでに全国の使用済み核燃料貯蔵量（猛毒の核のゴミ）は約1

万7千トンもあります。核のゴミは各原発敷地と六ヶ所再処理工場

でプーJl保管冷却されています。

地震の激動期に入った日本で、いつ、どの原発が地震や津波で

電源を失い、冷却できなくなって、福島第一原発4号機のように止

まっていても爆発するかもしれない状態です。

ましてや再稼働すれば、やっかいな核のゴミがますます増え、リス

クを高めます。今や日本は核のゴミ屋敷なのです。

5.原因究明也事故の収束もできていない

事故の原因究明なしに対策は打てません。しかし、強い放射能で

調査できないのに規制委員会は「新基準」を作り、再稼働の審査

をし、合格を向しています。

溶けた燃料が今、とeこにあるのか？汚染水が日々 、海へと漏れ続

けています。一方、汚染水を貯めるタンクは増え続け、阪られた敷

地では早晩、破綻します。



⑫地震多発地帯と願発

'1i '1!.~些~J；力は100基以上造ったが、
そのほとんどは地震のない東海岸に

•§.士目笠l'\ lま150基造ったが、カンブリア台地という

地震が全くない大地に

－~リアは地震国で、チェルノブイリ事故後は、運転していた
3基を廃炉にし、建設中、計画中も含め12基金ての原発から撤退

＠ 主 主＝，2竺'.'.ZL.ドは原発ゼ口。2025年までに、

再生可能エネルギーを90o/oに

＠君主ダの19基は、西海岸にはゼロ

＠地震大国で53基の原発と核施設を造った日本は異常

• 3.11以降、地震活動は活発化し、南海トラフの巨大地震も近い

＠全国どの原発も直近に活断層があり、

近年、大地震のない所も危ない（例：福井）
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1.核燃料サイクル政策とは

全国の原発から出た使用済み核燃料を、六ケ所村に集めて再処

理し、ウランと高レベル廃棄物とプルトニウムに分類し、取り出した

プルトニウムを高速増殖炉もんじφで燃やし、又専用の再処理に

かけてプルトニウムを増殖させ、何度も燃料として使うという夢の

計画。全体ですでに13.2控巨円をかけています。

2.もんじゅ廃炉、ほぼ決定

約半世紀かけて、1.2兆円の税金を使い、度重なる事故で何の

役にも立たず失敗しています。今後も続ければ10年で6000億円

十廃炉費用3000億円。廃炉だけならば30CD億円で安いことから、

図はようやくもんじゅ廃炉を決意しました。

3.破綻した核燃料サイクルをまだ継続？

しかし国は、相変わらず再処理を続け、高速炉（増殖炉も含む）

計画を続けるという方針で、もんじゅに代わる炉として実証炉案を

出し、増殖と減容という全く異なる機能を持たせることを目標にし

ているようですoフランスとの共同開発・アストリッドには5700億円と

いう巨額の費用の折半が求められています。又、日本独自に「もん

りφ2Jを建設する構想もあるようですが、いつまで国民を危険な目

にあわせるのか、愚の骨頂です。

八方塞がりの現実を見ないのは、戦争を終結できなかった戦中の

内閣と同じです。

4.増殖も滅容も不可能

滅容とは、高レベル廃棄物を減らす研究ですが、プルトニウムとナ

トリウムを使い、増殖以上に技術的に難しく、新たな施設がいくつ

も必要になり、費用も高額です。しかもゴミは減らずむしろ増えると

いいますo先陣を切っていたアメリカもすでに断念しています。

5置再処理の危険性

世界でも、この化学プラントは大変厄介で、大きな事故を起こして

います。

1957年「ウラルの絞惨事J 1977年「ドイツの再処理li工場J
1980年「フランスのラ・アーグJ1986if「アメリカのハンフォードJ

6.六ケ所村の再処理工場

ガラス回化に失敗し、23回も延期。プーJレには2968トンの使用済

み核燃料があり、24日ぱの高レベル放射i生廃液がタンクにあります。

再処理のほうが直接処分より約2倍高いことは国も認めています

(2012年原子力委員会・小委員会の試算），

7.地震・津波の危険性

尾殿沼と府架沼に挟まれた位置

にあり、太平洋に直結。海岸から

5キロ。過去に大きな津波がありま

した。地震や津波で冷却lできなく

なれば東北から北海道が廃櫨に

なる大惨事になります。

8.余剰プルトニウム問題

日本は今、48トンもの余剰プルトニウムを保有し、そのうち36キロ

グラムは98%という高純度の核兵器級フ。ルトニウムです。潜在的

な核兵器保有国として殴界から疑惑を持たれています。
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1. r原発ゼロJでも電気は足りている

20日年以降、全国の最大霞力量は Fり、1993年並みに。人口減

少は進み、電力自由化も始まり、よりいっそうの省エネ・節電・自然

エネJレギーの促進、天然ガスやコジェネレーション（熱電併給）・大

型燃料電池の普及等が進むでしょう。

危険で高い原発は全く不要です。

2.そもそも原発は非常に高い

福島原発事故で莫大な費用がかかる事が明白となり、今まで隠

されてきた核のゴミの後始末には、今後、天文学的な数字の費用

が、未来の子ども達への負の遺産となります。元電力会社のトップ

カ汗18年間、歴代の首相7人や自民党有力者に年間数億円を裏

金として献金していたJと告白。それは政治献金廃止決定後も続

き原資は全て電気料金でまかなわれたのです。

又、莫大な広告費も、立地自治体への交付金も、湯水のように使

われてきたのです。

3.狭い日本「避難は不可能j

米国では、有効な避難計画がないと原発を動かせません。

日本では規制委員会も政府も避難計画を自治体に丸投げして責

任を押しつけています。

避難計画とはヒパクを避けるためのもの。放射能が出る前に避難

しなければ無意味です。現実には、皆が車で逃げ出せば幹線道

路は渋滞し、天候次第では陸路も海路も不可能に。なにより地震

で道路が寸断されたら絶望です。また「避難弱者」（要介護の病

人や老人、障がい者）の移転先と移動手段の確保が全図的にで

きていません。過酷事故を想定すると250キロ圏外など狭い日本

には、どこにもありません。

避難は不可能です。自治体は住民が安全に避難できないのに再

稼働を認めないでドさい。そもそも、なぜ不要な電気のために住

民が命をかけ、避難しなければならないのでしょうか。

4.止まっていても危険！動けば車に増える核のゴミ

すでに全国の使用済み核燃料貯蔵量（猛毒の核のゴミ）は約I

万7千トンもあります。核のゴミは各原発敷地と六ヶ所再処理工場

でプール保管冷却されています。

地震の激動期に入った日本で、いつ、どの原発が地震や津波で

電源を失い、冷却できなくなって、福島第一原発4号機のように止

まっていても爆発するかもしれない状態です。

ましてや再稼働すj1,ば、やっかいな核のゴミがますます増え、リス

クを高めます。今や日本は核のゴミ屋敷なのです。

5関原因究明も事故の収束もできていない

事故の原因究明なしに対策は打てません。しかし、強い放射能で

調査できないのに規制委員会は「新基準Jを作り、再稼働の審査

をし、合格を出しています。

溶けた燃料が今、どこにあるのか？汚染水が日々 、海へと漏れ続

けています。一方、汚染水を貯めるタンクは増え続け、限られた敷

地て4土早晩、破綻します。

安倍総理が言った「コントロール下にあるjとはほど遠い状況です。

6.日：本の原発は「世界最高基準の安全性Jというウソ

安倍総理は旧本が最高の安全基準Jと大見得を切りましたが、
フィンランドのオルキルオト原発に見られるように西欧では格納容

器を二重の壁で覆いテロ対策とし、メルトダウン・メルトスルー対策

として溶けた燃料を受け止めるコアキャッチャーを設けています。

日本の原発にはこれらの対策はないのです。また、ベントにフィル

ターが付いていません。加圧水型にはベントもありません。

福島の子どちのための保養施設「沖縄・球美の里jで甲状腺検査在受ける子ど
も。沖縄・球美の里では保護中、プログラムの中のひとつとして、協力医師に
よる子どもたちの甲状腺検査もお乙なっている。

2015年写真／広河隆一（フォトジャーナリスト）
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1核燃料サイクル政策とは 5.再処理の危険性 日本では規制委員会も政府も避難計画を自治体に丸投げして責

任を押しつけています。

6.日：本の原発I;!:r世界最高基準の安全性jといっワソ

安倍総理は「日本が最高の安全基準jと大見得を切りましたが、

フィンランドのオルキルオト原発に見られるように西欧では格納容

器を二重の壁で夜いテロ対策とし、メルトダウン・メルトスルー対策

として溶けた燃料を受け止めるコアキャッチャ｝を設けています。

日本の原発にはこれらの対策はないのです。また、ベントにフィル

ター古刻いていません。加圧水型にはベントもありません。

全国の原発から出た使用済み核燃料を、六ケ所村に集めて再処

理し、ウランと高レベル廃棄物とプルトニウムに分類し、取り出した

プルトニウムを高速増殖炉もんじゅで燃やし、又専用の再処理に

かけてプルトニウムを増殖させ、何度も燃料として使うという夢の

計画。全体ですでに13.2兆円をかけています。

世界でも、この化学プラントは大変厄介で、大きな事故を起こして

います。
避難計画とはヒパクを避けるためのもの。放射能が出る前に遊朝i

しなければ無意味です。現実には、皆が車で逃げ出せば幹線道

路は渋滞し、天候次第では陸路も海路も不可能に。なにより地震

で道路がす断されたら絶望です。また「避難弱者J（要介護の病

人や老人、障がい者）の移転先と移動手段の確保が全国的にで

きていません。過酷事故を想定すると250キロ圏外など狭い日本

には、どこにもありません。

1957年「ウラルの核惨事J 1977年「ドイツの再処理工場j

19sn年「フランスのラ・アーグ」 1986年「アメリカのハンブオ」ド1

2.もんじゅ廃炉、ほぼ決定
6.六ケ所村の再処理工場

約半世紀かけて、l.2兆円の税金を使い、度重なる事故で｛可の

役にも立たず失敗しています。今後も続ければ10年で6000億円

十廃炉費用3000億円。廃炉だけならば30CD億円で安いことから、

国はようやくもんじφ廃炉を決意しました。

ガラス同化に失敗し、23回も延期。プールには2968トンの使用済

み核燃料があり、240rrlの高レベル放射伯廃液がタンクにあります。

再処理のほう古可直接処分より約2倍高いことは国も認めています

(2012年原子力委員会・小委員会の試算）。

避難は不可能です。自治体は住民が安全に避難できないのに再

稼働を認めないで下さい。そもそも、なぜ不要な電気のために住

民が命をかけ、避難しなければならないのでしょうか。

3.破躍した核燃料サイクルをまだ継続？

しかし国は、相変わらず再処理を続け、商法炉（増殖炉も含む）

計画を続けるという方針で、もんじゅに代わる炉として実証炉案を

出し、増殖と滅容という全く異なる機能を持たせることを目標にし

ているようです。フランスとの共同開発・アストリッドには5700億円と

いう巨額の費用の折半が求められていますo又、日本独自に「もん

じゅ2Jを建設する構想もあるようですが、いつまで国民を危険な目

にあわせるのか、愚の骨頂です。

7岡地震・津波の危険性

尾駿泊と騰架泊に挟まれた位置

にあり、太平洋に直結。海岸から

5キロ。過去に大きな津波がありま

した。地震や津波で、冷却てちなく

なれば東北から北海道が廃嘘に

なる大惨事になります。
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八方塞がりの現実を見ないのは、戦争を終結てづきなかった戦中の

内閣と同じです。

4. 増殖も滅容も不可能

日本は今、48トンもの余剰プルトニウムを保有し、そのうち36キロ

グラムは98%という高純度の核兵器級プルトニウムです。潜在的

な核兵器保有国として世界から疑惑を持たれています。 ti1i務
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トリウムを使い、増殖以上に技術的に難しく、新たな施設がいくつ

も必要になり、費用も高額です。しかもゴミは減らずむしろ増えると

いいます。先陣を切っていたアメリカもすでに断念していますc
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埋里型空 ----- 三 <I 
なくそう浜岡原発命とふるさとを守る腹枝市民の会さよなら原発神戸アクションふえみん大阪健康アメニティた¢しんほう
誤岡原発を考える静岡ネットワク安倍川製紙労働組合静岡県労働組合共闘会議とめよう原発日関西ネットワ ク
豊中市退職教職員協議会平和と民主主義をめざす全国吏歓会原発震到を案じる石川県民緑町大阪チェルノブイリ
ヒバクシャ救提関西三陸の海岩手の会ノニュクス。アジア7オーラムジャパン若狭の属売を案じる守口市民の会
福井から原発を止める裁判の会 21世紀宗教者の会 「子ども脱被ばく裁判の会J STOP原子力女聞電包囲行動
みみずの会 NPO法人安全な食べものネットワークオルタ 吉祥院揚院脱原発の会ょっ葉ホムデリパリー京誼
脱原発政策実現金国ネットワーク とめよう「もんじゅ」関西連絡会 リサイクルショップろばくん 自然環揖センター
ストップザもんじゅ f国の理想jネットワーク原発の危険性を考える宝塚の会 弁護士，去人ぎふコラポ東掘地域人権
運動連合社民党兵庫県漣合東部大阪共同鴎入会核燃料サイク凡阻止1万人訴訟原告白 平和人権。民主主苦を考える
西瀧窓法集会実行委員会はりねずみ工窟と仲間たち九大生協労組ふえみん婦人民主クラブエスペラント友の会
ょっ葉ホムデリパリ一川西兵庫県地域人権運動連合原水爆禁止新謂県協誠会獄図県平和労組会語タ雲舎株式会社
9条連近飽奈良脱原発ネットワーク原発震胞を考える堺の会六甲培う会 「技摘と社会J資料館広尾九条の会
神戸国陣キリスト教会描知山たねまきアクション広島長崎全国統一実行委員会名古屋YWCA アジェンダブロジヱク卜
安全農産供給センター輯畑貴グリン文京都原発はごめんだヒロシマ市民四会脱原発わかやま原発いらない 1ちは
三多摩たべもの研究会問西ょっ葉連絡会大阪平和人権センタ 原子力資料情報室酒井ひろゆきとともに歩む会
みどり奈良 日本の伝臨食を考える会フクシマ原発労働者相謹センタ 関西ょっ藁連絡会大師産地直送センタ
市民のひろば函館YWCA ストッププルトニウム神喪川連絡会コ プ自鵠揖ヒ・ユア大限 脱原発明石eたとの会
原発誼置反対小浜市民の会さよなら忠毎原発の会久留米公益財団法人世和会 9条連近世北部劇屋川教職員組合
匠原発蟹の連清原発とめよう秩党人戦争あかん1尼崎女たちの会全突関宮前プロジェクト大阪府教職員組合
鳥取白保保謹の会生活協同組合兵庫いきいきコープ長熔県退職女性教職員の会原子力発電話こ反対する福井県民会議
JR西労閏西地i謀本部みずすましグループ静岡県中部地区労働組合会議管理機ユニオン関西八戸ムラサキツユクザ¢会
緑の党伊Jンヌジャパンふたば幼曜個新社会党大阪府本館書良平和フォーラム怯野医院全港湾関西地本大j阪支部
臨本いのちと土を考える会大阪府歯科保険医協会提助修道会西成修道院新婦人天王寺主部全日建運輸連帯労働組合
近器地方本部全日産運輸連帯労働組合間西地区生コン支部全日建運輸連帯労働組合近畿地区トラック支部佐野医院
京都YWCA平和委員会北河内平和人権センタ 一般社既宮人宜冬舎日本国民救提会北九州桔支部脱原発をめざす
首長会詰朝霞学校ユニオン新揖人此花支部西国勝平和研究室原発いらない栃木の会聖母訪問会大舶修道院
さよなら原発1口00万人アクションn岡山実行委員会カルメル会修道院部落解放同盟全回連合会生活クラブ生活協同
組合北j毎道金石，ぬ相手日シヱル労働組合 JR西日本芳働組合関西地媛本部脱車発ネう卜ワーク九州 さよなら原発北九
州連絡会全石油スタンダードヴアキューム石油労働組合九大生労組輯研莞作地区平和センタ 秋悶県平和センター
秋田県平和労組会識さよなら原発田光の会 JR東海労働組合新幹韓関西地方本部阪神産地直送センタ なのはな
生活協同組合東電株主代表訴訟 ／女性会詩間山日本YWCA

まだ必要額に達していません．ぜひと協力をお願いいたします。ぷI'¥J.ミ＇－＇.、マ了耐
「意見広告市民の会（ストップ・ザ・もんじゅ）J j勺均倍弐I叩

までお問い合わせください。 ¥ ¥._) J¥粕時Z

福島の子とちのための保養施設f沖縄・球美の里jで甲状腺検査在受オる子ど

も。沖縄・球美の里では保護中、プログラムの中のひとつとして、協力医師に

よる子どもたちの甲状腺検査もおこ怠っている。
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賛同個人 努T .. . I 
近藤知子縮井千恵子徐翠珍中沢浩二回中節子池島実紀子永井通雄永井長子西尾漠山城恵子謹回E弘 1t111諭稲葉律子さはしゃよい穫蝿宣子麻野他郎石岡真由海塩田幡空間口理子窺藤白血児馬場浩太鈴木卓馬中村光一
中村敏枝黒田麗小川幸子小西弘泰山口俊哉大森浩子三橋秀子 4林アイ子大山芳一折口恵子晴夫安部栄子持永輝子有山陽子 JII崎悦子白井草喜子西線一黒沢男回宮大二郎竹内治男須，i<利子本国都南史銭宮調子佐属若子
宮崎寛副島俊子 Ill原畳喜の永田文夫手lj元克巳小山高置久努荷矢椅紀踊川措腐新田容子牛丸教子佐藤みえ福島みどり山国みち子岸上英二北川れん子橋本杉子銅畠正美木村祥子誼担知佐子機山麓弘・恵子井上書紀子
深見文子持政松枝石川直太下末かよ子篠井右；台国島征三岡本厚子海護雄一末田一秀斎麗置新宮塵大片岡栄子今大池はるみ水戸喜世子池尻京子弁上真実子青木利市・ヤヨイ木村真植木和夫宮武雅博下山丸呈子堀岡信男
伊麗傾片岡洋子斎議純子能勢克希牧野拍子中島昭子吉田伊公子小池；満里子奥却費夫安達由起世々木昭示川那部浩哉稲村守村上幸子近匝利子杉田尋子店調かおり臼野岳補予北川政幸加堂妙子上田孝子麗井石根三輯浩
今井秀郎河原弁輔子高木久仁子佐保誠誼担輝一酉尾康子川崎悦子岸上京子山本弘史上野より子加隠晴彦山田光 本軍宏子筒池把都美中温室夜子聞f豊雄関志保子昭人中崎典子甘悶とし子内国田鶴子 d関村和子桜井車里子
小田切恵美子土屋道子佐々木佳喜子下村利子小畑勝彦古戸Zのみ埴辺捜直井上伸子中西則雄坪川描子野村桂代島原良子満川裕成長谷川敏子村国文代神山邦子永井栄前田浩子辻村幸子山岡葺量子大谷弘子土井淑平
謹井佐江美松本素子江上啓造豊巻絹子山本質塩屋陸子伊藤明子荒武重信久慌きよ子榎本世秀筒井由雄小林収 4林由紀子鈴木謹北川喜妻子宍戸恵子林目樹井口隆史金井菓子椴田みえ己中村ひろみ柏崎住冊子黒部信一
長沢正義竹内子冬高田博光阿部直子鬼田昌世井上智子能畳智江植田剖中北龍太郎間孝村上聖子安川寿之輔坪内秀行岡国美枝子鈴木富葺三回宜充塚ゑ美津子山本淳子中川ユミ子橋本省吾廿立静子黒悶克恵土代武
捜部静枝平井達也西村忠雄植木和夫奥山儲二安倍史子寺鴎和総伊藤震直家周子藤井悦子南部寿則山本童子村上清智子・自由帝国雄一梅本多代子大木映子桐山千淳一ノ木勝地松綾子芦席店江今臨田保中井智窓子高橋国明
出時智子木原書泊中村選金子昌彦大田美智子奥芝畳清野菜盲笹川栄子大橋諒子藤本月子前川純 河野措太夫北村直子多々抽真弓柳田真上野千鶴子大田幸世吉岡範子山本弘史谷川佳子天野陵野村いくよ小島さっき
石黒弘基長笹川浩一市川元i江水田ちつみ豊巻絹子荒武重信新藤月子山下孝子大河内匠恵大島盟紅子原育美山本車西本健拍子大貫調子山本祥子鈴木担山国主主博森岡春生柴橋圭介品川清子横山莞樹田村幸雄杉林晴美
朝宣崇夫中村哲也石田正量青谷俊明船橋明子清水瑞穏両踊豊子瀧川清雄宮本博志椴木邦＝井上淳五奈川博正布子酒井出布子賓館克子議時聞照江雅子高潮典子黒河内繁華政行長沢峯子監下正子友関シズ工謄きよ子
立花由美子米山美津子前島英雄木戸進次葱子呈井邑介宮城恭子永井世作沼津千加森口揖玉蝿敬子池島拓真由美松下昌子いなだ多恵子河口鹿子中高哲誼上川倫子近藤亨子主回韓山本普ー西村学門林洋子大野恭子
抽冬香苗育悶秀子ますだ京子土井武士佳代子諦木正史聞神豊島場明子山本1寺田小端武三北困もゆる東山孝弘山下伸生山中紀代子材木則行西尾正直古川完揖橋績正子岡部良一菊川和子中島真由美 d松晴子本国智子
田村栄子樫本悦子田淵直岩石紘間服部検司上回久美子大山とし子高註慧子日野宮子吉野信哉大石車子井上公子末定琴美村西佳雄北線和明入江主善右衛門南方由 松本千賀子田中鹿子鈴木成和島京子山崎博堀尾昭子
田島昭泉森本宥紹三輪幸雄三輯春江岡田亜紀子倒中和恵くまがいマキ東藤直子柴田志麻枝両向陸線井利之二俣和聖秋山好北野幸雄栗原；子竹川節子菊地昌幸庄龍量子瀧師節維久能聖書補間和美枝大須賀令子小畑力雄
手賀公一山田謂末田辰夫小久保正弁上年弘生永敬子榎本みつ校大内義栄字泊谷明美措井商石田良E 林あつ子福武公子錦木めぐみ大越和代河野教羽山田真難披幸矢奥平紀子村図浩子射E葺恵子柴眉置葺村西貴子
寺田ったえ註元輝美村上光子難誼勝子稲村時馬庭奈子宇野京子山本質量荒居幹英惜泉高見河村彩子酒本線小林陸一知枯麗図幸代松永勝子林浄子今中盤治田中康子大橋明子大醜潤；台平野良一小山高官海野副弘
垂水正和相沢正誼崎やよい向田彰子桜井勝恵山首元三；浦真智市JI陣子福田千鶴子森晶子井手公平長調重喜小林佐代子吉田銀山接持立高山佳昌近藤博子林融ニ野宮政子融俊吉平良長田沢村和世主近講喜子楠本普
西山穂子宜弁玉江置撞聖子中島真宮地まさ代弁谷栂夫畑真理子松尾京子井上真紀子永山富子貴閏月美向井京子奥野満栗原哲北山ただお樋口傑塩田秀子石原あそ中口進小冊太作下詰洋子中咽清大場事宜坪井秀雄千鶴
佐々木留美子成田忠義中村量葱小宜原弘子阿部陽子谷井尚子利元克巳西川昌康問中和代坪国軍奈弥苦勧告夫井手十即加高義雄板和恒木元秀美赤沢美恵子船越郷子上林絢子鶴田亜i沙大野圭子兼紛障畑中祥子講呈耕郎
岡淳渉ハガセイコ是枝瞳美恵子柏原千里矢島祐治十三子鈴木智子山見拓高松恵子千四文彦潤子松木日目，台吉岡康江畑章夫難誼希美子桑原輝子菅陪聖子持立朋美内田智小島雅春久米千代子塩本洋調ロ由紹子大森署員
永康紀美子生駒晶山中孝夫三原泰尚大竹進大森利子清水措子広畑貞昭大丸力蔵田温山本時子中谷実好阪歩美知子大Ill光佳熊醤直遇。万寿美陪回知美西国とし子宮保融不動憲治大野哲朗弁本典子小西弘泰掴口正夫
寺尾光身新海敦佐々木輝喜小浜謹次輯間措朗殿平善彦庄村憧世子矢野めぐみ泉池子八田左記子仁木三智子栴昌則子杉山彬弥生川田節子小野三夫曽我日出夫島崎義孝勝連夕子岡田雅宏寺戸月美坪井秀雄村田真置
中国利子躍ミザ子小杉万里子ハ田雅章亀田孝則村上孝子商田恵美子上田和子村上輸江口祐三山本幸広大久保京子川竜真理原圭治虫明博子佐伯融升閏和子高島美智子碕山轄井上豊山i臥子柏木弘・育子春木伊津子
大廿恵美子湖協宣雄平野かおる樽美政恵堤和子柏野健一藤井博子社本担校北川佳子越智哲太郎小笠原弘子領国富美子宮水小百合鈴木貴明永野仁転谷調子岡沢文彦今中哲二脅麗謹有賀文子北村洋美佐久間謹子中村芳子
大木一世山原和子武田悦子 Ill端春核武藤頼子安達寿子飯図浩向井千晃西川和男伊東邦子森野修 津本純子河端則子後藤由華子きむら秀幸端本軍子塩崎良；白須高昭男小牧明子野口まゆみ此川師子川崎節子揖Ill美鳥
迎千恵子描宮益樹久貝畳美子井上淳子蒔弁和子柳谷迫子励子入江敦八木浩一荒祐山中恵子松原田車折井幸雄万年山えつ子伊麗員寺沼一雄鈴木孝松本亜紀子魚住公成拒困和子麻生自一戸水孝博三木良車問部洋泊
浅川亮片山邦子北野幸雄工藤世子酋谷はるみ秋元寿子黒回車三好明古荘洋子竹熊千鏡子森本由喜恵兼祖秀代若林健捜辺矩夫貴田典子上則康幸酒井幸子席、弘葺江原盤江上ユミ子高橋望野鈎朋子山口良子梅野牧利・千賀校
吉岡恵子近藤童治中谷俊一大井哲郎塚原博山岸康男植村邦彦大西利津子所ゃなぎ高倉茂子富田修司柏村克彦山本祈未子飛石輝小林圭ニ野湾春子園中一郎三谷雅子小宜光実註新一斑桂子園卓司穴谷まどか武図貞彦
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