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カナダ連邦ケベック州ミスティッシニ村出身の 33 歳。先住の狩猟

民族、クリー人。ケベック州職員、モントリオール在住。2006 年ミ

スティッシニ在住の頃、発表されたストラテコ社によるマトゥーシュ

ウラン鉱山開発計画に反対し、若者代表として活動。2013 年の公聴

会により開発は中止が決まり、2014 年、会社側は探鉱キャンプの閉

鎖に追い込まれた。 

How We Stopped Uranium Mining on Our Lands: 
A report from the Cree People of Mistissini, Quebec, Canada 

2014 年、カナダ・ケベック州でのウラン鉱山開発計画が、先住民族クリー人による長年の反対

運動が功を奏し、州政府の意向により中止になりました。 
鉱山開発会社のストラテコ社が 2006 年に計画を発表してから、自然環境と生活環境を守るため

に若者代表として反対運動に参加されてきたショウン・アイザーホフさんが運動状況を報告されま

す。カナダは世界第 2 位のウラン鉱石産出国です（2015 年現在）。産出量の 85%が輸出に回り、

残りがカナダ国内の原発の燃料等として使用されています。広島と長崎に落とされた原爆の材料

も、もとはカナダから産出されたものです。 
ショウン･アイザーホフさんは、沖縄大学教授・吉井美知子さんの招聘で初来日し、沖縄や広島

を回るスピーキングツアーの一環として東京を訪れます。是非、カナダの現状にご注目下さい。 
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Even after the Fukushima Dai-ichi nuclear catastrophe, nuclear 
energy has been promoted in Japan and throughout the world as 
an essential “clean-energy” alternative to fossil fuels. However, 
this view of nuclear energy has been strongly contested. The 
proven environmental hazards of uranium mining have led to 
strong opposition to uranium mining and nuclear energy in 
many places by the rural and indigenous communities where 
mining occurs. In recent years, the Cree Nation of Mistissini, in 
Quebec, Canada, fought against plans to mine uranium on its 
territory, and its efforts resulted in the Quebec government 
refusing to permit uranium mining. 
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Shawn Iserhoff is currently an official of the Cree School Board. 
He was also an elected Councillor to the Cree Nation of 
Mistissini from 2014-2018. During his public lectures in 
Okinawa, Hiroshima and Tokyo, Shawn will describe how 
youth groups and local governments took actions and 
collaborated with similar national and international groups in 
order to pursue their goal of stopping uranium mining activity 
on their ancestral lands. This talk will also touch upon the 
history of the damage uranium mining has caused in other 
communities throughout the world, as well as on the connections 
between uranium mining, nuclear energy, nuclear waste 
disposal, and nuclear weapons—both the stockpiled weapons 
and the depleted uranium weapons that have been used since the 
1990s in international conflicts.   

 

 


