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　みなさん。１月23日から開会する通常国
会において、軍事費２倍化の国家予算成立が
狙われています。4月からの予算は２月中の
成立が不可避で、一ヶ月強の歴史分かつ国会
決戦。国会へ押し寄せ戦争の道を止めよう。
　岸田首相は訪米しバイデン大統領と会談、
ロシアへの経済制裁とウクライナ支援、日米
安保の強化、日本の「反撃能力」保有と米の
トマホークミサイル購入を確認。軍事費２倍
化予算から５月広島サミットへ、戦争政策を
突き進んでいます。これとセットで進められ
ているのが、老朽原発の活用を含めた全面的
な原発推進政策です。年末のGX会議の結論
を受け２月の閣議決定が狙われる。もともと
核保有を国際的に認められない敗戦国・日
本が、プルトニウム保有の唯一の正当性とし
てきたのが原発と核燃サイクルでした。これ
を保持するため、住民の生命も福島事故の反
省も無視し危険な老朽原発を稼働させ時間
を稼ぐ。福島の怒りはその道に真っ向から立
ち塞がる力です。汚染水海洋投棄はその最先
端の攻防です。首相は関係閣僚会議を開き、
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汚染水放出開始を「春から夏」と表明、東電は「春
を目指す」と豪語しています。福島原発事故をな
かったことにさせてはならない。３・11、全国か
ら福島に集まり声をあげ、絶対に止めよう。
　北海道から日本海側を豪雪が襲い、新潟・柏崎
刈羽の地元では「原発事故時の除雪体制」が問題
になった。実際の避難で除雪などしている暇はな
い。実際には逃げられない。「避難計画の不備」を
理由に東海第二の稼働禁止を決定した水戸判決
をめぐる控訴審が１月31日から始まります。元
法務省の裁判官を据えて判決を覆そうとする国
の姿勢を見ても、原発再稼働をかけた重大攻防。
今年は間違いなく正念場です！　

昨年の 3•11反原発福島行動（福島市）。全国から集ま
り声をあげよう。
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 12 年目の 3.11 反原発福島行動。福島現地から声

を上げ、全国・全世界の労働者と共に戦争を止め、す

べての核と原発なくそう！以下、３.１１反原発福島

行動実行委員会からの呼びかけです。 

 

 

原発事故をなかったことにして 

戦争する国への国家改造を許さない 

 安保３文書閣議決定をもって戦争する国として臨

戦体制に入った日本。岸田政権は、広島・長崎の核被

爆から 77 年間、日本の労働者民衆に不文律のように

あった反戦の思想を踏みしだいた。ヒロシマ・ナガサ

キの被爆者の闘い、福島の怒りを叩き潰して、核戦争

に向かって、原発政策の大転換。原発再稼働・運転期

間延長、次世代型原発の新増設などを決め、あげくの

はては「復興予算」を軍備費２倍化の財源に使うとま

で言っている。 福島の憤りが再燃する。｢いまだ自宅

に帰れない人がいる中、どうしてこんな話がでるか」

（福島民友） 

 

戦争の危機に向き合う闘いを 

 ｢主権者に何をするか！」。かつて三里塚闘争で、機

動隊の暴挙に農民は牙をむいて抵抗した。いままた三

里塚は、国家権力との激しい攻防に入り、緊迫してい

る。全国から学生、青年労働者が市東孝雄さんの自宅

前天神峰に結集し、権力の奇襲に備えて監視体制、座

り込み体制に入っている。市東孝雄さんの農地取り上

げ強制執行は、戦争のための農地強奪だ。国家意思で

軍事空港にするな。沖縄、九州では、米軍･自衛隊に

よる共同大演習が展開されている。うるま市、与那国

町の公道を機動戦闘車両が走行。与那国町では、｢台

湾有事｣に備えて島外への避難のための基金設置を町 

 

議会で全会一致で可決している。戦場化する沖縄の現

実に、地域住民の危機感がそこまで来ているというこ

とだ。 

 ５月のＧ７先進国首脳会議を広島で開催するにあ

たり、岸田は、「人類が核兵器の惨禍を二度と起こさな

いと平和を誓うに広島ほどふさわしい場所はない」と

した。 だが岸田は、核推進論者の実体をもつ。福島の

核被曝を封印する反動の深みに入って自己保身か。岸

田政権の延命を断ち切ることでしか、命も平和も、子

どもの未来も守れない。核戦争への危機をはらみ泥沼

化しているウクライナ戦争。最悪の事態を避けなけれ

ばならない。｢新自由主義｣攻撃にあらがいながら、戦

争反対を叫ぶ全世界の労働者民衆とつながり、自国の

戦争政権と闘うことで戦争は止められる。岸田戦争政

権を打倒することが急務だ。戦争を止める闘いを、地

域、職場、学園の足もとから起こそう。 

 

汚染水海洋投棄は、海への核投下だ 

核で命を、人生を、世界のすべてを破壊するな 

 福島県知事・内堀雅雄は、岸田政権に追随し、汚染

水海洋投棄を決定。｢３.１１子ども甲状腺がん裁判｣の

７人の原告の耐えがたい惨状や訴えも聞かない。守る

べき県民を自ら欺き蹂躙する政治を実行している。漁

民をはじめ福島の怒りは沸騰点を越えている。汚染水

海洋投棄を絶対止めよう！ 

 今年の３.１１反原発福島行動は、｢核戦争に向かう

岸田政権打倒！｣｢汚染水海洋投棄に加担する内堀県

知事弾劾！」の声高らかに、集会とデモを成功させよ

う。反戦反核の大きなうねりを国内外につくりだす発

火点となる、その日にしよう。共に闘いましょう！  

 

        ３.１１反原発福島行動実行委員会 
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2022 年 3 月 11 日反原発福島行動・信夫山公園 



　昨年 12月 2日、福島市において第 46回の県
民健康調査検討委員会が開かれた。検討委員
会は、すでに甲状腺以外の調査は事実上終了
したという姿勢のもと、甲状腺検査のみの検
討となった。コロナを理由に検討委員会の頻
度も減ったため昨年６月までの検査結果が公
表され、穿刺細胞診の結果悪性と判断された
のは新たに 12名、少なくとも 338名が甲状腺
がんとなっている。

「健康影響ないとアンケートに」
　　　　　　　　環境省委員が主張
　討論では、環境省の神ノ田昌博・保健部長
が「『放射線被曝による健康影響は将来的に
も見られそうにない』とするUNSCEAR（国
連科学委員会）2020報告を理解している
か」をアンケート項目に追加せよと強烈に主
張。示し合わせたかのように県外の委員が同
調し、県内の委員からは反対が相次いだ。
　このアンケートは、甲状腺検査縮小を主張
する委員から「検査のデメリットを伝える」
目的で検討され始め、検査対象者及びその保
護者から無作為に 6000人を抽出して行われる
方向。すでに「数十倍のオーダー」で甲状腺
がんが発見され、７人が訴訟に立ち上がり、
過酷な闘病の実態が明らかになっている時に、
「被曝による健康影響ではない」と検査縮
小・廃止に繋げるなど絶対に許されない。
　環境省という国の機関が、福島県として立
ち上げた検討委員会に委員を出すことには当
初から疑問視されていた。環境省は第５回か
ら 7回（2012年 1月〜6月）まではオブザー
バーでしかなかったが、その参加の際「私ど
も環境保健部では、古典的な公害病でありま
す水俣病や大気汚染などを担当しております。
そうした経験やノウハウの一部が活用できれ

ばということで、細野大臣の御下問のもと参
上いたしまして」などと発言、金と暴力で被
害者から有識者まで黙らせてきたノウハウを
発揮することを明言していた。

軍拡で狙われる検査や医療助成の廃止
　岸田政権が軍事費倍増を打ち出し、復興財
源を使うという方向が打ち出された。いわば
被災地を切り捨てて戦争を構える決断とシン
クロして「健康影響ない」と強弁する動きが
国から持ち込まれたことは見過ごせない。
　復興財源とは、3•11東日本大震災からの復
興を目的に所得税 2.1％上乗せ（2037年まで）
と住民税年間 1000円上乗せ（2023年まで）で
徴収されてきた財源だ。10年間の復興予算 32
兆円のうち４割を占め、防潮堤や高速道路の
整備、高台への住宅地の移動など住民帰還の
ためのインフラ整備、産業再生や悪名高い
「風評払拭リスコミ」などに使われてきた。
すでに産業再生をうたった企業誘致では、
「CBRNE（シーバーン：Chemical＝化学、
Biological＝生物、Radiological＝放射線物質、
Nuclear＝核、Explosive＝爆発物）環境下
（つまりこうした兵器を使用した環境！）で
のロボット遠隔技術」までうたわれている。
復興財源の軍事使用はすでに始まっている。
　廃炉作業や中間貯蔵施設整備などは別財源
で行われているが、実は復興予算のうち 5.9兆
円は被災自治体に交付されてきた。これが削
減されれば県や自治体への財政圧迫は確実で、
甲状腺検査や医療費助成（18歳まで無料）が
削減のターゲットになる可能性は高い。
　軍拡と一体で、核武装の邪魔になる健康被
害の実態を切り捨てる国のやり方を絶対に許
してはならない。甲状腺検査の縮小・廃止に
反対の声を！（事務局）

１２・２県民健康調査検討委員会
アンケート「健康影響ない」めぐり大もめ
狙われる甲状腺検査の縮小・廃止と復興財源の軍事利用
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　１月31日に東京高裁で、東海第二原発差止
訴訟の控訴審が始まる。それに向けて１月22
日には、東海第２原発運転差止訴訟団の主催
で日比谷図書館コンベンションホールにおい
て「裁判勝利！決起集会」・デモが開かれる。
一審水戸地裁の運転差し止め判決を覆すこと
は絶対に許さない決意で、全力決起しよう。

　国の訴訟を指揮した判事が裁判長
　昨年９月に最高裁は、この訴訟の裁判長に
永谷典雄（ながや　のりお）氏を任命した。
経歴を見ると、2003年に東京法務局訟務部副
部長、2006年に法務省大臣官房参事官（訟務
担当）、2014年に法務省大臣官房審議官（訟
務担当）、2020年に広島地裁所長などとある。
「訟務」とは、広島法務局によると「個人や
企業が国を訴えたり、逆に国が個人や企業に
対して訴訟を起こした際には、法務省の訟務
担当職員が国の代理人として裁判を行いま
す」とある。それを法務省大臣官房審議官
（訟務は２人）としてやっていたわけだから、
文字通り「訟務」のトップの位置である。国
の訴訟を担当し指揮してきた首謀者なのだ。
そういう人物が、東海第二差止訴訟という民
事裁判の裁判長となって出てきた。この控訴
審は、国との真正面からのやりあいになった
ということである。
　昨年９月に、原告・住民側、被告・日本原
電、東京高裁の三者による裁判の「進行協
議」が行われた。裁判所は日本原電に「再稼
働はいつ予定しているのか」としつこく問い
ただした。原電は24年９月までに再稼働に向
けた工事を終える予定である。弁護団は、再
稼働予定の前に一審判決を覆す意図があるの
ではないかと感じたとのこと。こんな横暴を
許してはならない。

　23年夏以降に７基再稼働の政府方針
　12月22日に岸田政権は、原発の新規建設、
運転期間の延長、７原発の再稼働を盛り込ん
だ「ＧＸ（グリーン・トランスフォーメー
ション）実現に向けた基本方針案」をとりま
とめた。今年閣議決定し、関連法の改定案を
通常国会に提出するという。ウクライナでい
つ核戦争となるかもしれない情勢下で、核武
装に向けて強行突破を図っているのだ。
　当面の最大問題は、これまでに再稼働した
10基に加え、新たに７基を23年夏以降に動
かしていく方針である。７基はいずれも原子
力規制委員会の審査を通った後、工事の遅れ
などで運転できていない。この中に東海第二
原発と柏崎刈羽６、７号機が入っている。
「基本方針案」には、再稼働のため「地元の
理解確保に向けて、国が前面に立った対応」
と明記されている。差止訴訟控訴審だけでな
く再稼働の地元攻防も、国との激突になると
いうことだ。
　原発推進の要をなしてきた日本原電が所有
する東海第二原発、そして福島第一原発事故
になんの責任も取ってない東京電力の最大原
発である柏崎刈羽原発、この２つの再稼働を
絶対に止めよう。そのためにも、東海第二高
裁裁判に勝ち抜こう。

　過酷事故が起きても避難できない
　一審水戸地裁は、過酷事故が起きても避難
できないという一点で差し止め判決を出した。
控訴審でも避難問題が中心をなす。東海第２
原発差止訴訟団のホームページには、12月
28日付けの「控訴審準備書面（１） 避難の
困難性(1)茨城県広域避難計画は破綻し白紙状
態であること」が掲載されているので、学習
しよう。（事務局）

東海第二差止訴訟・控訴審の勝利へ
　１•２２決起集会・デモ－１•３１東京高裁に
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　NAZEN ヒロシマは 12 月 11 日、広島市中
区ひとまちプラザにおいて、25 名の参加で12
回目の総会を行った。はじめに、「原発はご
めんだヒロシマ市民の会」の木原省治氏より
「原発推進に舵を切った岸田政権の愚かさ」
と題して講演をいただいた。木原氏はGX(グ
リーントランスフォーメイション:脱炭素戦略)
実行会議で「有識者」とされた人物のほとん
どが原発推進で、「原発トランスフォーメイ
ション」であると糾弾。2012年の革新的エ
ネルギー・環境戦略以来、閣議決定されてき
たエネルギー基本計画の「福島第一原発事故
を経験した我が国は、再生エネルギーの拡大
を図る中で、可能な限り原発依存度を低減す
る」との方向性を根拠なく反故にし、原発の
運転期間延長・再稼働・新設を加速させると
いう大きな方向転換を、首相の懇談会という
密室の場で行ったことが最も許しがたい、と
憤りを露にされた。また、「電力ひっ迫と価
格上昇は別問題であり、現在の電力料金制度
は再エネ、新電力潰しとしか考えられない」
「全国で唯一、廃炉・再稼働・新稼働・新設
の全てに関わっている中国電力は、闇カルテ
ルの課徴金707億円を公取委から課せられる
不祥事の真っただ中で、上関原発建設を続け
られるような経営状態ではないのに、山口県
に対して埋め立て申請を延長するのは国策へ
の忖度か」等を次々に指摘された上で、
「NAZEN ヒロシマの皆さん、共に闘ってい
きましょう」と力強く言っていただいた。 

　次に事務局から、NAZEN の活動の中で学
んできたのは、反原発運動はラジカルな社会
変革運動だということをあらためて提起。①
現実の核危機の中で戦争を止めるには労働者
が連帯し、②自国岸田政権の核推進政策と対
決し、③フクシマと連帯し 3・11 反原発福島
行動を成功させ、④ G7 広島サミット反対闘
争~8・6 ヒロシマ大行動へ結集し、⑤学習と
意見交換の場を増やす取り組みをしていこう、
と訴えた。

　安芸太田町議・大江厚子氏からは、形を改
めた保養受け入れについてと、「黒い雨」被
爆者への手帳交付の現状と問題点(疾病要件に
よる線引き・胎内被曝の証明・死亡による申
請却下)について報告を受けた。

　予定時間を上回る討論の後、具体的行動の
一環として、中国電力に対し、島根原発再稼
働・新規稼働・上関原発建設を中止すること、
電力料金値上げをしないこと、を盛り込んだ
申入れ書を採択し閉会した。 

　開催翌日の長崎被爆二世裁判一審不当判決
でも明らかなように、国は被曝(ことに内部被
曝)の実相を明らかにしないばかりか、あらゆ
る機会と手段を用いて隠蔽し、矮小化し、責
任を回避する。これに対して私たちは、正面
から対峙し、問題を単純化せず、階級的団結
の下で大衆運動として反戦・反核・反ヒバク
を原則的に闘い続ける必要がある。どうか新
年もご支援ご協力のほどよろしくお願いした
い。

「岸田政権の核・原発推進と対決しよう !」

NAZENヒロシマ総会開催
　　　 NAZEN ヒロシマ呼びかけ人 渡子 健 
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世界に広がる汚染水流すなの声★その２

署名の第二次集約は３月11日！
第10号　2023年1月

署名数

国内1849筆
国外    607筆

●2023/1/11現在の集約数です。

　change.orgでの国際署名へのコメントの一部を紹介します。

◎汚染された水を飲み、体を洗い、植物に撒いたら、私たちはどんな影

響を受けるのか…（ニュージーランド）

◎私は「処理水」を飲めない。（日本）

◎海洋を汚染することはできません！　私たちの子どもたちや将来の世◎海洋を汚染することはできません！　私たちの子どもたちや将来の世

代のために、どうしてこのような恐ろしい災害を引き起こすことができ

るでしょうか？！！　これは地球全体に対する犯罪行為となります。

（アメリカ）

◎水は命です。（アメリカ）

◎私たちの惑星はそのままで十分めちゃくちゃです！（カナダ）

◎この汚染を海に放出することは、自然に対する犯罪であり、人道に対◎この汚染を海に放出することは、自然に対する犯罪であり、人道に対

する犯罪ですが、原子力産業の典型的なステップです。（ウエールズ）

◎核排水の海への投棄に反対（トルコ）

◎海は神聖なるものです。私たちには海を汚染する権利は

ありません！（イギリス）

署名用紙の
ダウンロードは
こちらから↓↓

　政府は今年の春から夏にかけて、汚染水の海洋投棄の開始を表明
しました。３月11日を第二次集約とし、東京電力に再び提出をして
いきたいと思います。全国で署名を広げ、事務局まで署名の集中を
お願いします。                (写真は昨年7月の署名提出@東電前）

https://chng.it/gN8GHwFRg7

SNSなどで拡散を
よろしくおねがい

します!!
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◆送電網を10年間で1000万㌗増
　政府は今後10年間で、原子力発電所10基　政府は今後10年間で、原子力発電所10基
の容量にあたる約1000万㌗分の広域送電網
を整備する。過去10年の８倍以上のペース
に高め、電気を地域間で効率よく融通する
体制を整える。新たに日本海ルートで北海
道と本州を結ぶ200万㌗海底送電線を設け、
30年度の利用開始をめざす。27年度までに
東日本と西日本を結ぶ東西連系線は90万㌗東日本と西日本を結ぶ東西連系線は90万㌗
増の300万㌗に拡大する。東西連系線につい
ては28年度以降、さらに増強する案も。過
去10年の整備量はあわせて120万㌗にとど
まっていた。　　　　　(12月19日　日経)

◆東海第二の放射性物質拡散予測
　日本原子力発電は、東海第二原発で過酷　日本原子力発電は、東海第二原発で過酷
事故が発生した場合の放射性物質の拡散予
測を茨城県に提出した。県が、広域避難計
画の策定が必要な30㌔圏内の被害を想定す
るため、原電に予測を要請していた。原電
は、炉心が損傷し安全対策も機能せず30㌔
周辺まで放射性物質が拡散する場合と、対
策が機能した場合をそれぞれ予測。県は民策が機能した場合をそれぞれ予測。県は民
間研究機関に評価を委託し、妥当と判断で
きれば内容を公表するとしている。県は検
証後に避難者数やバス台数などを算出し、
避難計画策定の参考にする。　　　　　　
　　　　　　　　　　 （12月24日　毎日）
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◆新潟の健康分科会、２月最終報告
　原発の安全性を巡る新潟県独自の「三つ　原発の安全性を巡る新潟県独自の「三つ
の検証」の一つで、福島第一原発事故が住
民の健康に及ぼした影響を議論する健康分
科会は会合を開き、最終報告書を取りまと
める時期について２月初旬までを目指すこ
とで一致した。「健康分科会」以外はすで
に報告書をまとめ知事に提出していて、健
康分科会の最終報告書が提出されれば全て康分科会の最終報告書が提出されれば全て
が揃う。ただ、鈴木座長「膨大なデータの
調査に時間がかかっている」、積み残して
いる議論もあるとして、若干の延長にも含
みを持たせた。(１月５日　新潟日報など）

◆東電社長、今春放出方針変わらず
　東京電力の小早川智明社長は福島第一原　東京電力の小早川智明社長は福島第一原
発の汚染水の海洋放出方針を巡り、開始時
期について「政府方針に従ったスケジュー
ルで進めている」と述べ、今春頃とする従
来の目標は変わらないとの認識を示した。
現在、海底トンネルの放出口のコンクリー
ト製構造物を海底に埋める作業を進めてい
る。ただ、気象条件の影響を受けやすいたる。ただ、気象条件の影響を受けやすいた
め、完成時期が遅れ、放出が今夏以降にず
れ込む可能性も。小早川社長「作業工程の
組み替えや作業時間の短縮で今春に間に合
うよう進める」　　(１月６日　福島民友)

◆六ケ所村再処理工場、２年延期
　日本原燃は、青森県六ケ所村の使用済み　日本原燃は、青森県六ケ所村の使用済み
核燃料再処理工場の新たな完成時期につい
て、これまで示していた時期から２年延期
し「24年度上期のできるだけ早期」にする
ことを明らかにした。延期は26回目。原燃
はこれまで、規制委から審査の場で資料や
検討の不足をたびたび指摘されており、ス
ケジュール通りに審査が進むかどうかは不ケジュール通りに審査が進むかどうかは不
透明。再処理工場は１９９３年に着工した
が、設備トラブルなどで完成時期の延期が
繰り返されてきた。総事業費の見通しは14
・４兆円にのぼるとされる。
　　　　　　　　　　（12月27日　朝日）

◆政府方針、原発建設へ転換
　政府は22日、原発の新規建設や60年を超　政府は22日、原発の新規建設や60年を超
える運転（停止期間を運転期間から除く）
を認めることを盛り込んだ「ＧＸ（グリー
ン・トランスフォーメーション）実現に向
けた基本方針案」をとりまとめた。23年に
閣議決定し、関連法の改定案を通常国会に
提出する。  2011年の福島第一原発事故後
に堅持してきた政府の方針が大きく転換すに堅持してきた政府の方針が大きく転換す
る。再稼働の加速、核燃料サイクルの推進
も盛り込まれた。これまでに再稼働した10
基に加え、新たに７基を来年夏以降に動か
していく方針を示した。(12月23日　朝日）
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●郵便振替口座 

口座番号 00120-8-763817 

加入者名 ＮＡＺＥＮ

●銀行口座からの振り込みの場合

〇一九店　0763817

カンパの
振込先

◆埼玉◆1/21(土) 忘れない忘れさせな
い︕3.11フクシマ学習会／14:00~
埼玉会館６B
会議室／資料
代700円／主
催︓NAZEN埼
玉・埼玉反原
発アクション発アクション
◆東京◆1/22(日) 東海第２原発差止訴
訟東京高裁裁判勝利︕決起集会・デモ／
14:00~日比谷図書館コンベンションホ
ール／15:45デモ出発／主催︓東海第2原
発運転差止訴訟団
１/31(火) 東海第二差止控訴審第1回裁１/31(火) 東海第二差止控訴審第1回裁
判／9:00集合／10:30~東京高裁101号
法廷
◆長崎◆2/25(土)
 NAZENナガサキ
結成11周年集会／
記念講演・小出裕
章さん章さん／18:15~
長崎県勤労福祉会
館４F／資料代100
0円／主催︓NAZE
Nナガサキ
◆東京◆2/26(日) ビキニデー東京集会◆東京◆2/26(日) ビキニデー東京集会
／講演①希望の牧場・吉澤正巳さん②ふ
くしま共同診療所・杉井吉彦さん
16:30~阿佐ヶ谷地域区民センター／資
料代500円／主催︓NAZEN東京、共催︓
原発とめろ︕新橋アクション
◆青森◆3/5(土)◆青森◆3/5(土)　さようなら原発・核
燃「3.11」青森集会
／講演「私が原発を
とめた理由」元裁判
官・樋口英明さん／
12:30～青森市文化
会館／主催︓なくそ
う原発・核燃、あおう原発・核燃、あお
もりネットワーク

4/9(日)「4・9反核燃の日」全国市民集4/9(日)「4・9反核燃の日」全国市民集
会／講演「再処理工場の危険性」佐原若
子さん（核燃サイクル阻止1万人訴訟原
告団）／13:00～青森市民ホール／主催
︓2023年「4・9反核燃の日」全国市民
集会実行委員会

＜3.11反原発福島行動’23の成功にむけて、
　　　　　　　　　　　賛同をおねがいいたします！！＞


