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　7月8日、安倍元首相が選挙演説中に銃殺
されるという衝撃的な事件が起きました。国
会議員からマスコミまで一斉に「民主主義・
言論の自由へのテロ」と口をそろえる。しか
し安倍元首相は言論の域をとうに超え権力
をほしいままにふるってきた。民営化と規制
緩和で労働者を非正規雇用と低賃金に突き
落としてきた。森友問題では官僚を自殺に追
い込んだ。原発事故を受けた「復興」政策で
は多くの命を奪ってきた。改憲を煽り、教育
勅語を暗唱させるような幼稚園を認可し、子
どもたちを戦場に送る政策を進めてきた。何
が「偉大な政治家」か。労働者・民衆を撃ち
続けてきた彼に、２発の銃弾が返ってきたと
も言える。
　自民党は「選挙後にできるだけ早いタイミ
ングで改憲案の国会発議を」（茂木幹事長）
と改憲を公言、岸田首相は「安倍元首相の遺
志を引き継ぐ」などとコメント。ウクライナ
を軍事支援するNATOに岸田首相が参加、
自衛隊はすでにルーマニアで軍事輸送を行
い事実上の参戦状態にある。安倍のやってき
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たことを引き継いでたまるか。原発をなくし戦争
をとめよう。
　６月17日、福島生業訴訟と３つの避難者訴訟
をめぐる最高裁判決で、国の責任は認められなか
った。来年5月の広島サミットが決まり、ヒロシ
マ・ナガサキの被爆者の怒り、さらには福島の怒
りをつぶして戦争に向かうための結論ありきの
判決。しかし1人の裁判官の反対意見が判決文に
盛り込まれ、判決全体を論破する内容。３・11の
衝撃は社会的にも裁判官の中にも依然として存
在している。マスコミの安倍賞賛に負けずに福島
の現実を訴え続けましょう。

岸田首相が NATOに参加することに抗議し反戦デモ
（ 6月 28日、東京・新宿）
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核戦争阻止！ 8.6ヒロシマ大行動
改憲・大軍拡・核ミサイル配備の岸田政権打倒！

　いよいよ８・６ヒロシマ大行動まで
１ヶ月をきりました。今年は「核なき
世界」の大ウソをかかげ、G７広島サ
ミットに向かって改憲・大軍拡・核ミ
サイル配備を進める岸田政権との対決
として大決戦となっています。

2023年広島サミットは核戦争会議！2023年広島サミットは核戦争会議！
　岸田首相は、５・２３日米首脳会談で「広島ほど平和へのコミッ

トメント（誓約）を示すのにふさわしい場所はない。核兵器の惨禍

を人類が二度とおこさないとの誓いを世界に示す」として、来年５

月に広島でのG７サミット開催を決定しました。広島県警にサミッ

ト対策課を設置し、２万人超の警備体制を予定。2016年のオバマ

訪問時の５倍の超厳戒態勢となろうとしています。

　広島市副市長に内閣官房参事官を起用し、７月２１日には「広島　広島市副市長に内閣官房参事官を起用し、７月２１日には「広島

サミット県民会議（仮称）」を発足させようとしています。「県や

市町、広島商工会議所、観光、平和関連の各団体などで構成」（中

国新聞）と被爆者団体なども組織しようとしています。

　今年のドイツ・エルマウG７サミットはロシア・中国を「敵国」　今年のドイツ・エルマウG７サミットはロシア・中国を「敵国」

とみなして戦争態勢を準備する戦争会議そのものでした。広島で開

催すれば「平和」！？それこそ「広島」の名で核戦争を準備する会

議以外の何者でもありません。本気で核戦争をやろうとしているか

らこそ、反戦反核の意識・運動の解体なしにはできません。

　だからこそ岸田首相は「核なき世界の実現」として原水禁運動や　だからこそ岸田首相は「核なき世界の実現」として原水禁運動や

野党勢力を取り込むことで、ウクライナ戦争から中国侵略戦争、世

界戦争・核戦争へ、日本の参戦に対する総翼賛状況を作り出そうと

しています。私たちは断固、G７広島サミット反対！をかかげて闘

いぬきます！

岸田政権を労働者・市民の力で打倒しよう！
　岸田首相は、非NATO国である日本の首相として初めてNATO　岸田首相は、非NATO国である日本の首相として初めてNATO

首脳会議に参加。「ウクライナは明日の東アジアかもしれない」と

中国脅威をあおり、台湾有事も想定し、インド太平洋の安全保障に

対するNATOの積極的関与を訴え、「…米国を中心とする軍事同盟

と連携する姿勢がより鮮明になった」（朝日新聞）と戦争同盟・戦

争会議に積極的に関与する事で、日本の帝国主義として生き残りを

図ろうとしています。その為の「骨太方針22」での「戦時

財政」、防衛費２倍化、年金・医療・介護・障害福祉など

の社会保障削減。さらには「新しい資本主義のグランドデ

ザイン及び実行計画」、「芸備線廃線」に象徴される、JR

ローカル線の廃止と一体で、貨物の軍事輸送の確保・戦争

動員を打ち出しています。

　私たちは、沖縄・日本全土への中距離核ミサイル＝INF配　私たちは、沖縄・日本全土への中距離核ミサイル＝INF配

備など、具体的に進められる戦争政策に反対署名を呼びか

けています。街頭でも怒りの声が充満しています。

　参院選の最中、安倍元首相が銃撃されました。「核武装　参院選の最中、安倍元首相が銃撃されました。「核武装

」を持論とし、ウクライナ戦争に乗じて「核共有」発言、

「民主主義」を徹底的に破壊し、社会を崩壊させてきた安

倍元首相。これを引き継ぐ岸田政権を私達のたたかいで打

倒しましょう。

総力で結集をお願いします！！
　原発・福島原発事故をめぐっても、「骨太方針」には、　原発・福島原発事故をめぐっても、「骨太方針」には、

原子力の扱いについては昨年から一歩踏み込み、「最大限

活用」と明記し安全審査の効率化を進めるとしています。

　６月には福島原発事故の賠償を求めた裁判で最高裁が国　６月には福島原発事故の賠償を求めた裁判で最高裁が国

の責任を認めない判決を出しています。「核共有」、核武

装政策のために、原発事故を居直り、福島を圧殺しようと

する、ヒロシマの岸田を許さない。「ヒロシマ・ナガサキ

・ビキニ・チェルノブイリ・フクシマをくり返すな！」「

核武装のための原発再稼働・増設を許すな！全原発を廃炉

に！」「放射能汚染水の海洋放出絶対反対！」

　今年は安芸太田町の保養も再開します。８・５NAZEN　今年は安芸太田町の保養も再開します。８・５NAZEN

分科会（13時～14時半）開催予定です。

　全国の皆さん、８・５－６ヒロシマ、８・９ナガサキを

たたかい、核戦争絶対阻止しましょう！！

NAZENヒロシマ事務局・矢田三恵

◆8月６日(土)◆
07:15～　原爆ドーム前　8・6アピール集会
08:15～　黙祷後、岸田首相の記念式典出席弾劾デモ
12:30～　核戦争阻止!8・6ヒロシマ大集会　
               ＠広島県立総合体育館・小アリーナ
15:00～　8・6ヒロシマ大行進（→平和公園解散）
◇主催︓８・６ヒロシマ大行動実行委員会◇主催︓８・６ヒロシマ大行動実行委員会

◆8月５日(金)◆
関連企画　＠広島市東区民文化センター
13:00～　NAZEN分科会
15:00～　産別集会・学生集会
18:00～　青年労働者集会
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★改憲と戦争の
         岸田政権倒せ！
  　日本の岸田首相は６月末、今ウクライ
ナ戦争をしている軍事同盟・ＮＡＴＯ（北
大西洋条約機構）の首脳会議に日本の首相
として初めて出席しました。この直後に、
日本の防衛費の対ＧＤＰ２％化を発表し、
改憲を強行して一挙に軍事大国、戦争国家
化を図ろうとしています。岸田政権は中国
からの危機をあおり、台湾・中国を戦場とからの危機をあおり、台湾・中国を戦場と
した戦争の準備を進めています。　
　米日の中国への軍事的圧力も日々強まっ
ています。九州、沖縄・南西諸島の米軍基
地や自衛隊基地、さらに全国に中距離ミサ
イルが配備されはじめています。
　長崎でも陸自水陸機動団が強化され、オスプレイの訓練が始ま
ろうとしています。さらに「核の共有」まで言い出され、日本の
核武装への道、核戦争に協力・参戦する道が開かれようとしてい
ます。ウクライナとともに東アジアでも核戦争の危機が進んでい
ます。

★ウクライナ戦争止めよう！
 　今こそ「戦争反対︕　核戦争反対︕　すべての核兵器を世界か 　今こそ「戦争反対︕　核戦争反対︕　すべての核兵器を世界か
らなくせ︕」の運動が求められています。戦後の被爆者民衆の闘
いを継承、発展させて、この新たな核戦争の危機に反対していき
ましょう。
　２月に勃発したウクライナ戦争は、ロシアとＮＡＴＯ諸国の核　２月に勃発したウクライナ戦争は、ロシアとＮＡＴＯ諸国の核
戦争の危機を生み出しています。アメリカなどＮＡＴＯ諸国はヨ
ーロッパで、ロシアを標的にした中距離ミサイルの配備を進め、
他方ロシアも「核兵器の使用」を公言し、戦争は泥沼的に継続し
ています。スウェーデンとフィンランドがＮＡＴＯに加盟しまし
たが、ＮＡＴＯの拡大はますますロシアを追いつめ、さらに戦争
を拡大させています。世界核戦争の危機をはらんだウクライナ戦
 争を、世界の民衆の連帯で今こそ止めていきましょう︕　 争を、世界の民衆の連帯で今こそ止めていきましょう︕　

　２０１１年３月の福島原発事故はすでに終わったとして、
新たな原発増設計画を推進していくために、福島原発事故で
発生したトリチウム等の放射性物質を含んだ汚染水の海洋放
出を来年度にも行おうとしています。岸田政権のこれらの原
発推進政策に反対します。
　この放射性汚染水の海洋放出は、全世界から批判が出てい　この放射性汚染水の海洋放出は、全世界から批判が出てい
ます。現地・福島も反対しています。だが、岸田政権はその
批判を封殺し、この暴挙を強行しようとしています。
 

★フクシマと連帯して8.9長崎へ！
　被曝から７７年、私たちは歴史の分岐点に来ています。改　被曝から７７年、私たちは歴史の分岐点に来ています。改
憲と戦争に反対し、核兵器と原発の全廃を目指す運動が、今
ほど重要な時はありません。２０１１年の福島原発事故を忘
れない。広島「黒い雨」訴訟の勝利の上に、長崎、福島のす
べての被ばく者に手帳を︕　原発事故で甲状腺がんになった
６人の若者の裁判を支援しよう︕
　８月９日の午後、反戦反核長崎集会を開催します。福島と　８月９日の午後、反戦反核長崎集会を開催します。福島と
連帯して原発と核兵器の全廃をかちとりましょう。多くの皆
さんのご参加をお待ちします。（８．９集会ビラより転載）

★今こそ原発の全廃を！
  　原発に反対する闘いもますます重
要になってきています。原発そのもの
が、地上に置かれた原爆であり、危険
で処理不能な放射性物質を膨大に生み
出し、一度事故を起こせば子々孫々ま
で人類の生存と生活に影響を及ぼしま
す。また原発は、平時における核開発
を進める手段でもあり、日本の核武装を進める手段でもあり、日本の核武装
化・核戦争参戦への道を開きます。戦
時においては相手からの攻撃の焦点と
なり、より危険な状況におかれます。
こんな原発はただちに全世界からなく
すべきです。
　しかし岸田政権は、原発の再稼働ど
ころか小型原発等の原発の新設推進を
掲げています。

◆日時︓８月９日（火）14:00~
◆場所︓長崎県勤労福祉会館４階　第二第三中会議室

◇福島から／佐藤幸子さん（福島共同診療所建設委員会代表）
◇長崎から／城臺美彌子さん（長崎被爆者）

◆爆心地へのデモ︓８月９日　9:45城栄公園集合／10:15デモ出発
主催︓NAZENナガサキ

共催︓改憲・戦争阻止︕大行進実行委員会共催︓改憲・戦争阻止︕大行進実行委員会

★改憲と戦争止めよう！　★台湾・中国を核の戦場にするな！　★原発の再稼働、新設反対！　★放射性汚染水を海に流すな！

8.9 反戦反核長崎集会
◆被曝77年◆　被爆者の怒りで、戦争止めよう！　核兵器と原発の廃絶を！



国鉄千葉動力車労働組合
「新・戦争協力拒否宣言」

（抜粋）

　三たび戦争が世界をのみ込もうとしている。全世界の労働者と固く連帯し、眦（まなじり）を決してこの戦争を止めるための闘

いを開始しなければならない。それは労働組合の最も本質的な課題だ。

　われわれは、ロシアのウクライナ侵攻をつよく弾劾する。しかし、米政府が主導したＮＡＴＯのすさまじい東欧拡大政策、巨額　われわれは、ロシアのウクライナ侵攻をつよく弾劾する。しかし、米政府が主導したＮＡＴＯのすさまじい東欧拡大政策、巨額

の武器援助の歴史を見れば明らかなように、この戦争の真の原因をつくりだしたのはアメリカでありＮＡＴＯだ。資本主義は成

長の余地を失い、世界中が激しく衝突している。新自由主義が、自らが生み出した矛盾によって大崩壊しようとしている。それ

が戦争を生み出している真の原因だ。

　東アジアでは、「台湾有事」をふりかざした中国侵略戦争の危機が迫っている。米バイデン政権は「台湾防衛に軍事的に関与

する」と主張し、岸田政権は「防衛費10兆円」、敵基地攻撃能力の確保、沖縄・南西諸島の急速な軍事拠点化、改憲断行に突き

進んでいる。

　２千万人のアジア民衆を虐殺する侵略戦争の歴史を繰り返してはならない。　２千万人のアジア民衆を虐殺する侵略戦争の歴史を繰り返してはならない。

　われわれは、多くの解雇者をだしながら、国鉄分割・民営化攻撃との35年に及ぶ闘いを貫き、団結を守りぬいている。民営

化と戦争は一つの攻撃であった。2003年にイラク戦争に反対してたちあがったストライキをきっかけに、今日まで続く国境を

越えた労働者の国際連帯闘争が始まった。だからわれわれは、資本主義・新自由主義を終わらせる労働者の闘いこそが戦争

を止める力であることに揺るぎない確信をもっている。

　イラク戦争を契機とした有事法の制定により、われわれ鉄道労働者は、戦争協力が法的に義務づけられる立場に置かれるこ　イラク戦争を契機とした有事法の制定により、われわれ鉄道労働者は、戦争協力が法的に義務づけられる立場に置かれるこ

とになった。ウクライナ―中国侵略戦争の危機によって、政府の戦争政策と対決し、戦争協力を拒否する闘いは、差し迫った避

けて通ることのできない課題となって浮上している。それは平和を求める労働者の特別の任務だ。この闘いは強靭な団結がな

ければ闘えない課題だ。国境を超えた労働者の広範な連帯を必要とする闘いだ。密集せる反動と対決し、長期にわたる抵抗を

貫いて戦争をストップさせる厳しい闘争を覚悟しなければならない。

　今国交省では、ＪＲ在来線の４割を廃線化し「国力」を国防に集中しようとする国家改造計画が策定されようとしている。鉄道　今国交省では、ＪＲ在来線の４割を廃線化し「国力」を国防に集中しようとする国家改造計画が策定されようとしている。鉄道

貨物輸送に関する別な検討会には、防衛省が参加し鉄道の軍事利用が正面課題として検討され、すでに装甲車、155㍉りゅう

弾砲等の輸送訓練が始まり、御用労組はそれに協力している。

　われわれは、こうした困難な闘いをやりぬく土台を築きあげるために、「３労組共同声明」（動労千葉、関生支部、港合同）を発

表し、全国の仲間たち、世界の仲間たちに、労働運動の再生に向けて共に討議し、変革に向けた計画をつくり、行動を組織しよ

うと呼びかけ、11月、東京への結集を呼びかけている。

　世界中で労働者が新自由主義に抗し、戦争に反対して闘いにたち

あがっている。雇用・権利、医療、社会保障、教育、社会生活のすあがっている。雇用・権利、医療、社会保障、教育、社会生活のす

べてが破壊され、何もかもが限界だ。今こそ闘いにたちあがらなけ

ればならない。

　鉄道を戦争のために使わせるわけにはいかない。われわれは、圧

政に苦しむアジア―世界の民衆と連帯し、力を合わせて戦争反対の

闘いにたちあがる。われわれは未来への希望を自らの手で築きあげ

るために、平和のための任務として戦争協力を拒否する。

「戦争協力を拒否する闘いは
　　平和を求める労働者の特別の任務」

４

　動労千葉は6月26日に
開催した第86回定期委員会に

おいて「新・戦争協力拒否宣言」を
決議しました。抜粋して転載します。

（NAZEN事務局）

動労千葉が『新・戦争協力拒否宣言』！！
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●避難者訴訟で、最高

裁「４訴訟最高裁判決」

（6月 17日）は国の責任

を認めなかった。しかし、

最高裁第二小法廷の裁

判官の一人は国の責任

を認める「反対意見」（判決文全体５４ページの内、３

０ページを占める）を述べている。３１１子ども甲状

腺裁判は、原告意見陳述を認めさせ、闘われているこ

とが決定的だ。子ども脱被曝裁判も重大な局面を迎え

ている。健康被害を認めさせ責任をとらせなければな

らない。黒い雨判決・水戸判決に続いて、避難者裁判、

控訴審、各裁判が続いている、内容は決して負けてい

ない。注目し、勝利へ向けて支援していきたい。５月

３１日 泊原発の運転を差し止める判決が札幌地裁

で下された。「北電が自ら招いた結果だろう」（朝日新

聞社説）。弁護団声明から重要な点をまとめてみた。             

（NAZEN東京 飯塚）

 

（１）立証責任は、被告である電力会社側にあるとした 

 北海道電力は「立証責任は原告にある」と主張して

きた。判決では「被告（北電）の側において、当該原

子力発電所が、事故による周辺住民に対する人格権侵

害のおそれがないことを相当の、資料、根拠に基づい

て主張立証する必要があるというべきであり、被告が

これを尽くさない場合には、当該原子力発電所が自然

現象に対する安全性を欠くものであり、人格権侵害の

おそれがあることが事実上推定される。」とした。全国

の原発訴訟への影響は大きい。

 

（２）被告・北海道電力の主張立証のサボタージュを厳しく指弾した 

 北電は「国の審査を待って」（クリアしてから）詳し

い主張をするとしてきた。「長期間経過してもなお被

告が主張立証を終える見通しがたっておらず、原告ら

に対しいつ明確になるかわからない、あるいは審査会

合の状況によって変更され得る被告の主張立証に

延々と対応することを余儀なくされる」としてこれを

排斥した。電力会社が規制委員会の審査中であること

を盾に、まともに訴訟に対応しないやり方に裁判所が

厳しく指弾した。「国の審査結果が示されず、訴訟が膠

着状態になっている、浜岡、志賀、大間の訴訟に、直

接影響する可能性がある」（弁護団声明） 

 

（３）「津波防護施設は存在しておらず」として原発の安全性を認めなかった 

 北電は、「既存の防潮堤について指摘されている地

盤の液状化や揺すり込み沈下が生じる可能性がない

ことについて裏付けていない。今後建設予定とする新

たな防潮堤について、高さ以外の構造等が決まってい

ない」として、「津波防護機能を保持することのできる

防護施設は存在しておら

ず」として運転差止めの

最大の根拠とした。 

津波での初の判断だ。

 

（４）適切な防災計画＝避難計画がない場合は運転差止め 

主に①敷地内地盤②地震③津波④火山及び⑤防災

計画の適否について争った。判決は「津波防護対策を

欠いていることが明らかであるから」とそれぞれに判

断は示していない。しかし「その全てについて上記基

準等に係る安全性の要請を満たす必要があるもので

あって、いずれか 1つの点においてでも安全性に欠け

る場合には、そのことのみをもっても、人格権侵害の

おそれが認められることになる。」とした。適切な防災

計画＝避難計画のない場合は、それだけで運転を差し

止めるべきとした。これは、避難計画が、原発再稼働

に求められる安全性と切り離されてきたこれまでの

判例を批判し、運転差し止めを認めた東海第二原発水

戸判決に続く二例目の判断である。 

札幌地裁、泊原発・運転差し止め認める 
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７月１５日、東電に署名を提出します！
提出に加え、以下の内容で質問をぶつけ、回答を求めています。

第４号　2022年７月

署
名
用
紙署名数

（※７月１１日現在の集約数です）

国内902筆

国外548筆

①国際基準にまで濃度を薄めるという以前に、
トリチウムという放射性物質が人間の健康に与え
る影響の種類、その可能性についてどう考えていますか。

②世界中のトリチウムを大量に発生する核施設周辺では小児白②世界中のトリチウムを大量に発生する核施設周辺では小児白
血病や先天的障害が増えています。福島第一原発でトリチウム
を海洋放出すれば、同様のことが生ずると思いますが、どう考
えていますか。

③特に核実験の被害を受けてきた南太平洋、北マリアナ諸島自③特に核実験の被害を受けてきた南太平洋、北マリアナ諸島自
治連邦区の住民から反対の声が上がっているが、認識していま
すか。国内のみならず、国外での健康被害が確認された場合、
責任も東京電力にあるということで間違いないでしょうか。

④水道水にもトリチウムが含まれているという主張が見受けら
れますが、「ALPS処理水」と水道水のトリチウム濃度はどれ
くらい違うと認識していますか。

⑤海洋に流したトリチウムについて、生物濃縮はしないと考え⑤海洋に流したトリチウムについて、生物濃縮はしないと考え
ていますか。もしくはどれくらいの濃度まで濃縮する可能性が
あると考えていますか。

⑥地元関係者・漁業者の合意なく、海洋放出の工事の本格着工
はしないと報じられているが、間違いないか。その場合の本格
着工とは何を指すのでしょうか。

⑦放出しようとしている処理水中に含まれるすべての放射性物⑦放出しようとしている処理水中に含まれるすべての放射性物
質の種類とそれぞれの放射線量について、国や東電以外の純粋
に第3者性が担保された組織・機関で継続的に調査・報告する
ことを約束できますか。

⑧わざわざ事故を起こしていない５～6号機前から坑道を掘削⑧わざわざ事故を起こしていない５～6号機前から坑道を掘削
して１ｋｍ沖合に放出する、としたのはロンドン条約違反を回
避するためではないのか、という疑いが持たれているが、この
疑問に対しての説明を求めます。

 「放射能汚染水を流すな全国署名」を

７月１５日に東京電力・原子力センター

宛に提出することが決まりました。

　第一次集約を６月末としていますが、

まだ手元に署名がある方は至急事務局ま

でお送りください。

　当日は、署名提出および意見交換の場　当日は、署名提出および意見交換の場

を持つと同時に、東電抗議行動を同時並

行で行います。

◆７月１５日（金）16時〜17時　

＠東京電力本店ビル前

　ぜひご参集ください！ 

　当日は、署名提出および意見交換の場

を持つと同時に、東電抗議行動を同時並

行で行います。

◆７月１５日（金）16時〜17時　

＠東京電力本店ビル前

　ぜひご参集ください！ 

注目!!
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◆最高裁、原発事故の国の責任否定
　福島第一原発事故に伴い、避難した福　福島第一原発事故に伴い、避難した福
島県民ら約3700人が国と東電に損害賠
償を求めた４件の訴訟の上告審判決で、
最高裁第２小法廷は17日、国の賠償責任
を認めない初の統一判断を示した。「国
が想定津波に基づき東電に防潮堤を建設
させたとしても、津波による原発事故を
防ぐのは困難だった」。三浦守裁判官は防ぐのは困難だった」。三浦守裁判官は
反対意見を述べた。

（６月18日　毎日）

◆東電管内初の「電力逼迫」注意報
　経済産業省は26日、東京電力管内で　経済産業省は26日、東京電力管内で
27日に電力需給が厳しくなる見通しと
なり、初めての需給逼迫注意報を発令
した。想定よりも気温が高くなり、同
日夕に電力の最大需要に対する供給の
余力を示す予備率が５%を下回るとみ
る。需給が厳しくなるのは、火力発電
所の休止や廃止が進み、３月の福島県所の休止や廃止が進み、３月の福島県
沖地震で一部の火力発電所が損傷。

（６月27日　日経）

2
0
2
2
年
  ６
月
12
日
～
７
月
11日

◆青森再処理工場、廃液冷却が停止
　日本原燃は３日、青森県六ケ所村の使　日本原燃は３日、青森県六ケ所村の使
用済み核燃料再処理工場で高レベル放射
性廃液を保管している液槽の冷却機能が
失われ、約８時間後に復旧したと発表し
た。液槽には水を循環させて冷却させる
設備が２系列あり、Ａ系列は停止中。２
日午後３時半ごろＢ系列の弁が閉まり、
当直員が手動で弁を開き、午後11時40分当直員が手動で弁を開き、午後11時40分
ごろ冷却を再開。

（７月３日　共同）

◆福井県経団連、エネ庁に提言
　福井県経済団体連合会の八木誠一郎会　福井県経済団体連合会の八木誠一郎会
長は６日、経済産業省で資源エネルギー
庁の保坂伸長官らと面会し、原発の早期
再稼働を進めるべきだなどとした、原子
力政策についての提言書を手渡した。提
言は原発の建て替え（リプレース）や次
世代型原子炉の開発推進も求めており、
面会後の取材に八木氏は「最初に福井で面会後の取材に八木氏は「最初に福井で
やりたい」と述べた。

（７月６日　共同）

◆大熊町中心部の避難指示解除
　福島県大熊町で30日、帰還困難区域の　福島県大熊町で30日、帰還困難区域の
うち「特定復興再生拠点」で避難指示が
解除された。対象はＪＲ大野駅や旧役場
などがある町の中心部。同拠点での解除
は葛尾村に次ぎ２件目、原発の立地地域
では初。東隣には汚染した土壌を保管す
る中間貯蔵施設がある。今回の解除を経
ても、町の面積の半分は解除されず帰還ても、町の面積の半分は解除されず帰還
困難区域として残る。

（７月１日　朝日）

◆経産省に全漁連会長「断固反対」
　全国漁業協同組合連合会（全漁連）の　全国漁業協同組合連合会（全漁連）の
坂本雅信会長は27日、経済産業省を訪
れ、福島第一原発の汚染水の海洋放出に
「断固反対」とした特別決議を、同省の
松永明参与に手渡した。決議は坂本氏を
新会長に選任した23日の全漁連通常総
会で、全会一致で採択。反対決議は３回
目。坂本氏は「会長が代わっても対応は目。坂本氏は「会長が代わっても対応は
変わらない」と強調した。

（６月27日　共同）




