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　みなさん。昨年２月に開戦したウクライナ
戦争は、米独の最新戦車や長距離ミサイルの
投入など、世界を飲み込み拡大しています。
食べ物も資源も不足し物価は高騰、それをさ
らに投資家が食い物にする。戦地の爆撃の裏
で軍需産業も濡れ手に粟です。絶対にこんな
戦争は止めなければなりません。
　現役の米空軍大将の「米国と中国が2025
年に戦う」なる内部メモが報じられ、この戦
争はアジア・世界へと拡大が狙われる。岸田
首相は軍拡と戦時増税に踏み切り、老朽原発
すら動かしてでもあくまで核にしがみつく。
そのために福島の事故と被曝の被害をなき
ものにしようとする。今年の３・11は岸田
政権を福島の怒りで倒す闘いとなりました。
　岸田首相は、規制委員会で反対意見が出て
保留されたにもかかわらず、2月 10 日に
「GX実現に向けた基本方針」を閣議決定し、
事故当該である東電の柏崎刈羽原発、日本一
危険な東海第二、さらには被災し福島事故手
前までいった女川原発などの再稼働を狙う 。
37年を迎えた高浜原発４号機はすぐに異常
をきたして停止。福島事故を繰り返すな！
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　また、被曝と健康被害、被害者の苦しみをなき
ものにしようとしています。７人の若者が甲状腺
がんの責任を認めろと裁判に立ち上がり、ヒロシ
マ・ナガサキやビキニの被爆者の闘病と核廃絶
への訴えは今も鮮烈に続いています。これを否定
する核・原発政策を許してはならない。
　トリチウム等の放射能汚染水の海洋投棄は、意
図的に汚染を拡大し、被曝と健康被害を切り捨て
核政策に突き進む岸田政権との正面からの闘い
です。５月広島サミットとの兼ね合いで「春から
夏に放出開始」と含みを持たせている。戦争反対
の声と結びつき、汚染水海洋投棄を止めよう。
３・11で福島から、戦争と核・原発をなくす行
動に立ちましょう。

東海第二原発の運転差し止め判決の維持か破棄かをめ
ぐる高裁の闘いを前に行われたデモ（ 1月 22日東京）



 

 

 

朝起きると必ず⻭磨きをして水を飲む。150μg の

チラージンと一緒に。 働きすぎで、気持ち喉に腫れを

感じる。手術痕のあるところを触ることが癖になった。

腫れを感じる時は、手を当てると少し違和感が和らぐ。

がんと共に生きる生活は 7 年になる。旅行の準備も、

最後に必ず、薬を持ったか、確認することが当たり前

になった。普段、意識はしない。がんは、ただ常に側

にある。 

  

その全ての始まりは、大学 2 年生の時の北海道旅

行だった。 福島を出て東京で一人暮らしをはじめて2

年が経ち、父から誘われた。旅行の目的はもう一つあ

った。妹の甲状腺検査だ。「ついでだから、お前も受診

しろ」。言われるがままにエコー検査を受けると、医師

から「見たことがない映り方をしている」と言われた。 

何が何だか分からないまま、ただ父と医師が話す様子

が記憶に残っている。後で知ったことだが、この時、

父は「乳頭がん」と伝えられたという。 

 広島にいる専門医に診てもらうことになった。チェ

ルノブイリ原発事故後、ウクライナで、子どもたちの

甲状腺がんを手術してきた名医だった。自覚症状が全

くなく、生活にも支障が出ていない。「本当にがんなの

か」。 自分で理解出来ないまま、1 回目の手術を受け

ることになった。術後しばらくは声が出なかったが、

経過は良好で、後遺症もほとんどなかった。 

 だが、半年も経たず、2 回目の手術を受けることに

なった。前回の手術で、全ての腫瘍を取りきれていな

かったためだ。前回は、甲状腺を半分だけ摘出したが、

今回は全てを摘出するという。 

 後で知ったことだが、手術は 7 時間にも及んだとい

う。手術をした首だけでなく、腰、臀部(でんぶ)にも

強い痛みを感じる。尿道カテーテルが上手く機能して

いなかったため排尿することが出来ず、お腹が膨れ上

がっていた。ナースコールでそのことを伝えようとし

たが、声が出ない。何回も、何回も、声を出そうとす

るが喉から息が漏れるだけで意思が伝えられない。看

護師にジェスチャーをしたら、ようやく理解してくれ

たが、この時はじめて、自分の声、自分の言葉で、意

思を伝えられないもどかしさを経験した。このまま一

生、声が戻らなくなったらどうなるのか。 暗い手術室

の中で痛みに耐えながら、声が出ないことに強い絶望

を感じた。しずまり返った部屋の中で、ひたすら鳴り

続ける心電図の音を聞いていると、この時間が永遠に

続くかのように感じた。「こんなにも辛く、声も失うの

なら、いっそ、死んだ方が楽かもしれない。」そう思っ

た。  

 朝になっても、麻酔はなかなか切れなかった。声は

出ず、身体(からだ)にはまだ強い痛みが残っている。

家族が面会に来てくれても、反応する気力がない。人

の声だけが頭の中に残り、ただひたすら「何も考えた

くない」という思いで心が閉じてしまっていた。 

 手術を終えてから丸一日が経過してからようやく

麻酔による身体のだるさがなくなり、まだ枯れている

ものの、声も少しずつ戻ってきた。病室に来た家族を 

安心させるために、明るく振る舞えるくらいまでに、

体調も回復してきた。少しずつ声を取り戻す中で、今

ある「当たり前」が、とても尊いものだ、と感じられ

るようになってきた。入院期間は予定より⻑引いたが、

10 日ほどで退院となった。  

 自分は、アヴィーチーという DJ が昔から好きで、

その時も、イヤフォンから アヴィーチーの「The 

Nights」が流れていた。父と息子のかけがえのない思

 1月 25日、３１１子ども甲状腺がん裁判の第４回の口頭弁

論が開かれた。高エネルギー加速器研究機構（KEK）の黒川眞

一名誉教授の意見書を提出、原発から 60 キロの福島市紅葉

山のモニタリングポストのデータから少なくとも 60mSv の

内部被曝をしたと算出。さらに 2 人の原告が意見陳述を行っ

た。意見陳述を抜粋して掲載します（２人目は次号）。 
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３１１子ども甲状腺がん裁判・第４回口頭弁論 

「自分の意思大切に生きていく」  



い出を歌った曲だ。「He said “One day you’ll leave this 

world behind. So, live a life you remember.” (父は言っ

た。“いつかお前もこの世を去る時が来る。だから、忘

れられないような人生を送りなさい”)」そんなフレー

ズが丁度耳に飛び込んできた。  

 父の気持ちは分からなかったが、深夜の病室で死に

たいと思ったことを深く後悔した。「いつか死ぬなら、

それまで、精一杯の人生を送ろう。」「自分のことで、

父親が負い目に感じさせたくない」。2 度も首も切る

手術をしたなら、もう半分死んだようなものだ。今ま

では、家族や周囲から見て無難な選択をしてきたけど、

これからは自分の意志を大切にしよう。この時、そう

心に決めた。 

 

 甲状腺がんは、深刻な病気ではないと言われている

が、自分の場合、結局、これまでに 4 回の手術を受け

ている。3 回目の手術は 1 年後。就職活動の真っ最中

で、手術日は、合同説明会の解禁日だった。死を意識

した日から、目の前のできることに集中してやりきり

たい、そう思ってきたため、再発が分かっても気持ち

がブレることはなかった。オペ室に呼ばれるギリギリ

まで、就活に向けた自己分析に時間を割き、その 2 ヶ

月後には、希望の会社に就職が決まった。 

入社 2 年目。休暇をとって彼女と広島に旅行に行っ

た。旅行の最終日、かかりつけ医に出向いて、エコー

と細胞診を行った。首に太い針を刺し、細胞をグッグ

ッとスポイトの様に吸い上げる。その場で、反回神経

に隣接したリンパ節にがんの転移が見つかった。「あ

あ、またか。仕事の休みはどうしよう。何回やっても、

結局、再発のリスクはなくならないのか。」そう思った。 

 オペの説明は父と聞いた。反回神経がすでに機能し

ていないので、反回神経を切断し、気管切開を行うと

いう。反回神経を切断すれば、声を失うか、話せたと

しても、声帯が正しく機能せず、掠れ声になる可能性

がある。少なくとも今の声は戻らない。当たり前のよ

うに説明する医師は、声がなくなることを考えた事が

あるのか。態度に出やすい父が、横でとても憤ってい

るのを感じた。 

「声は失くせない。」仕事の合間を縫って、セカンド

オピニオンを受けた。ファイバースコープでみると、

切断する予定の反回神経は、問題なく動いている。反

回神経の切除は回避すべきとの意見書をもらいそれ

を主治医に持ち込んだ。手術の直前に術式の変更が決

まった。 

 声は大丈夫か。誰かがいるかもしれないので小さく

「あーー」と声帯を動かす。声は掠れて出づらい。た

だ、声はある。ほっと胸を撫で下ろす瞬間。首を切っ

た後は可動域が狭まるため、毎日ストレッチをする。

ちょっとずつ、ちょっとずつ、首があと少しでも右、

左に動かせるように。 

  

今回は手術後に、アイソトープ治療も受けた。高濃

度の放射性ヨウ素を服用して甲状腺がんを内部被曝

させ、がん細胞を破壊する治療だ。この治療を受ける

前は、何よりも食事制限が面倒だ。仕事中は休憩の合

間を縫ってコンビニに向かうが、まず見るのは裏に記

載されている成分表。あれにもこれにも増粘剤が入っ

ている。増粘剤は、食品に粘度を付ける食品添加物だ

が、成分にヨウ素が含まれている。あれもだめ、これ

もだめ、考えるのが面倒。世の中には増粘剤が溢れて

いる。外食をしても、まず聞くのはやはり成分。増粘

剤が入っているか質問すると、その場では対応できず、

奥でスタッフがやり取りしているのが見える。 

 アイソトープ治療前は、チラージンの服用も休止す

る。止めて 2 週間ほど経過すると、身体がむくみ、手

もパンパンに腫れてくる。 

 入院は、隔離病棟。人を被曝させないためだ。治療

前の説明書には、「服用後、性交渉は半年間禁止」とあ

る。 目には見えない放射性物質。もしかすると生まれ

てくる将来の命にも影響があるかもしれない。それが

気がかりだ。 

 

 再発するかもというのは、頭の片隅には常にある。

がんの再発は覚悟しているが、前だけを見たいと考え

ている。自分の病気が放射線による被曝の影響と認め

られるのか。この裁判を通じて、最後までしっかり事

実を確認したい。 

 

 

３・11子ども甲状腺がん裁判に全国 

からの支援を。意見陳述の全文、支援 

の方法などは下記リンクから見られま 

す。www.311support.net/ 

３ 
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郡山市で1・29講演集会を開催
　　原発・核燃サイクル絶対反対!!

　1月29日郡山市中央公民館で、3・11反原発福島行

動実行委員会が主催する講演集会を開催。核燃サイク

ル阻止１万人訴訟原告団理事長の山田清彦さんを講師

に招き、福島県内各地から反原発闘争をたたかう人々

が参加して、熱気あふれる集会となりました。

　講演に先立ち、実行委員会作成の「3・11から12年　講演に先立ち、実行委員会作成の「3・11から12年

・原発事故被災地の今」と題するビデオを上映、「復

興」など幻想にもならない現実に、全員怒りを新たに

しました。続いて、椎名千恵子さんが主催者を代表し

てあいさつに立ちました。椎名さんは、岸田政権が進

める軍事費2倍化攻撃と一体で原発政策の大転換が進め

られようとしている現状に触れ、「本集会を前哨戦と

して成功させ、３・11福島集会に上り詰めて行きましして成功させ、３・11福島集会に上り詰めて行きまし

ょう。放射能汚染水海洋放出を、絶対に阻止しましょ

う！」と集会の獲得目標を提起しました。

　講演で山田さんは、青森県六ヶ所再処理工場建設の

現状と破綻性、稼働した場合の危険性を、資料を通じ

て明らかにしました。汚染水海洋放出に関しては、六

ヶ所再処理工場から放出されるトリチウム量は年間

9700兆ベクレルで、福島原発の総量850兆ベクレル

と比べ桁違いに多いことを明らかにしました。「だか

ら、六ヶ所を止めるためにも福島で放出を止めなけれ

ばならない」と力を込めて語りました。フクシマと六ばならない」と力を込めて語りました。フクシマと六

ヶ所のたたかいは一つにつながっていると訴えたので

す。質疑応答の中で山田さんは、反原発運動の拡大と

継承性をどのように作り出したらよいかとの質問に、

六ヶ所闘争での苦闘にも触れ、「次世代の人々に、自

分達の責任で問題提起を絶えず続けていくことが重要

だ」と述べています。

　次に、会場からの発言を受けて行きました。ふくし

ま共同診療所の杉井医師は「トリチウム汚染水は命の

問題である」という情報発信が重要、「健康被害とし

て海洋放出を捉えよう」と訴えました。子ども甲状腺

裁判にも触れ、健康被害を隠そうとする傾向が強い中

で「原告７名の陳述にしっかり学び、甲状腺被害の実

態の暴露を全力で行おう」と呼びかけました。

　全国農民会議の鈴木光一郎さんは「原発事故で牛乳　全国農民会議の鈴木光一郎さんは「原発事故で牛乳

3・11反原発福島行動実行委員会

が出荷出来なかった、予想をはるかに越えた現実の中

に突然たたき込まれた、農民の不安の日々を伝承して

いく、これから生きる人々が安心できる世の中を創っ

て行きたい」と語られました。

　浪江町の「希望の牧場」の吉沢正巳さんは「汚染水　浪江町の「希望の牧場」の吉沢正巳さんは「汚染水

が海に流されたら、漁港も関連の道の駅なども完全に

ダメになると、大音響で訴えるのは、辛くて本当に苦

しい。でもこれからもガンガン行動し、汚染水を阻止

していく」と決意を述べました。

　反原発のたたかいを続けてこられたＡさんは「汚染　反原発のたたかいを続けてこられたＡさんは「汚染

水が安全だと、子どもまで巻き込んだデマの流布が許

せない。メディアがジャーナリズムを失い、政府の放

送機関になっている、政府を変えなくてはならない」

と語り、高線量下で避難を解除する無責任さに怒りを

あらわにしました。

　阿武隈山地の豊かな大自然の中で御家族と生活され　阿武隈山地の豊かな大自然の中で御家族と生活され

ていたＢさんは、過酷な避難生活を経験し家族の未来

も奪われたことを語り、「訴訟団としてたたかってい

ますが、自分は勝つまであきらめない」と涙声で語ら

れました。

　中通り地方から参加されたＣさんは「汚染水を『AL

PS処理水』というごまかしは許されない。国の軍事費PS処理水』というごまかしは許されない。国の軍事費

２倍化と原発再稼働を止めようと、ＳＮＳで発信を続

けていく」と勇気のある発言を行いました。

　全討議を通して、フクシマの心底からの怒りと苦し　全討議を通して、フクシマの心底からの怒りと苦し

みと、たたかう者だけが享受できる感動を全員で共有

しました。最後に実行委員会から、福島市で開催され

る３・11原発福島行動'23への総結集を呼びかけて集

会を締めくくりました。



岸田政権は戦争・核戦争へ
ののめり込みと一体で原発
政策の全面的大転換に踏み

込んだ。既存の原発の運転期間延長、新たな原子
炉の開発建設をめざす、これまでに再稼働した10
基に加え、東海第二原発を含む全国で７基を「国
が前面に立って」再稼働するとしている。
　東海第二では昨年3月18日水戸地裁で「避難で
きない」として画期的な運転差止判決を勝ち取っ
た。この判決は岸田の再稼働政策に立ちはだかっ
ている。昨年５月には札幌地裁・泊原発運転差止
訴訟において「適切な防災計画＝避難計画がない
場合はそれだけで運転を差止めるべき」との判断
が出された。「黒い雨」判決とともにこの判決を
生かし切ろう。東京高裁控訴審に勝利しよう。
●控訴審勝利へ決起集会・都心デモ　　
　１月22日、東京・日比谷図書館コンベンション
ホールにおいて、東海第二原発差止控訴審勝利へ
向け東海第２原発運転差止訴訟原告団主催の決起
集会と「東海第二は首都圏・東京の原発だ！」と
訴える銀座デモが200名の結集で勝ち取られた。
地元の闘いと首都圏を貫く都心での集会・デモを
うちぬいたことは控訴審勝利へ大きな力だ。
●裁判は「最後の砦」ではなく運動のひとつ
　集会では、東海第二原発運転差止訴訟原告団共
同代表・大石光伸さんが「私たちは水戸地裁判決
の判断枠組みを高裁でも勝ち取ることを目指す。
東京高裁は、この判決をひっくり返そうと手ぐす
ね引いて待っているだけでなく、裁判長にこれま
で法務省で国が訴えられた裁判を指揮監督してい
た人間を送り込んできた。東海第二の控訴審は、
公正中立な裁判を求める闘いから始まります。裁
判は決して最後の砦ではなく、運動のひとつ。み
んなの闘いを重層的に連携させて結集して粘り強
く闘ってゆきましょう」と挨拶。
●控訴審で、水戸判決の本質を守り抜く
　鈴木裕也弁護士は「これまでの裁判では、避難
問題を施設外の問題、原発施設の安全考慮の対象
外としてきたことに対し、水戸判決は避難計画及
びこれを実行できる体制も含め原発施設に求めら
れる安全であるとした。これまでの判例を180度
転換した画期的判断だ。水戸判決の守るべき本質
は①原発事故被害の深刻性・重大性②安全確保の
困難性③予測を司る科学の不確実性④事故発生時

における現実的避難の困難性、以上の4点になる。
控訴審では原子力災害対策指針に定められている
避難計画すら、東海第二地域ではできるはずはな
いことを具体的事実に基づいて主張してゆく」
「永谷裁判長に対して、自らこの訴訟から外れる
ことを勧告し、第一回口頭弁論冒頭において裁判
長忌避申し立てを行うこと」が宣言された。
●調べてわかった裁判官の経歴
　海渡雄一弁護士からは「昨年9月に東海第二原
発差止訴訟の担当になった永谷典雄裁判長が、初
顔合わせの進行協議に体調不良を理由に欠席し、
今後の訴訟進行について左陪席に代弁させた。そ
の中で、裁判官から『被告（日本原電）にも意見
陳述をしてもらいたい』と持ち出してしてきた。
不審に思った弁護団が調査したところ、永谷裁判
官は 34年間の裁判官の経歴の内 14年間法務省で
訟務担当として国側の指定代理人を努めてきた人
物であることがわかった。六ケ所の再処理工場の
安全審査に対する行政訴訟では直接国の代理人と
して立証を行った。東海第二でも当初の国を相手
とした行政訴訟の際の訟務担当審議官として国側
の立証を管理監督していた可能性が高い。協議欠
席も弁護団との顔合わせを避けたようだ。法律上、
永谷裁判長の忌避が認められる可能性は低くない。
その後の訴訟指揮に強い警告になる」と報告。
●永谷裁判長打倒！―初戦での勝利は運動の力！　
　1月25日、東京高裁は、東海第二の控訴審で
「係属部を変更」するとし、その理由を「諸般の
事情から」とした。弁護団・原告団が永谷裁判長
に対し「裁判を担当するのは不適格だ」として
「回避勧告」を出し、「裁判官忌避」まで考えて
いると迫ったことに対し高裁は「忌避理由を認め
ずに済ませようとした」。永谷裁判官は22日の集
会を非常に気にしていたという。敵は「水戸判
決」をひっくり返すためにどんな手でも使ってく
るだろう。新たな裁判長での闘いとなる。敵は恐
れている、私たちは追い詰めている。闘い抜こう。
●3・11福島反原発福島行動’23へ
　NAZEN東京は2月26日　ビキニ被爆69年講
演会「汚染水海洋投棄を止めよう！」を開催する。
福島の怒りと結ぶ再稼働阻止の闘いがある限り、
岸田は核・原発政策の「大転換」を貫徹できない。
３・１１福島へ結集しよう。東海第二再稼働を阻
止しよう（NAZEN東京　飯塚）。

極悪裁判長を替えさせた！　東海第二控訴審勝利へ集会・デモ

５
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３・１１に向かって街頭に立とう

3.11賛同カンパを!!

第二次締め切りは３月11日
　　  再び東電に署名を提出予定

https://chng.it/gN8GHwFRg7

国外署名はこちら↓
署名用紙の
ダウンロードは
こちらから↓↓

国内署名はこちら↓

3.11福島へ全国から集まろう
           汚染水流すな！　署名を持って街頭へ

第11号　2023年2月

署名数

国内1860筆
国外    626筆

●2023/2/11現在の集約数です。

　昨年３.11反原発福島行動2̓2から開始された「放
射能汚染水を流すな」全国署名は、一年間の署名運
動を展開してきました。全国各地での街頭署名、さ
らには多くの皆さんがまわりへ署名を広げ送ってい
ただきました。海外にも署名が広がっています。7
月には第一次の署名提出を行い、二度にわたって東
電に質問を送付し回答を受け取りました。東電が無
視できなかったのも、全国からの署名の力です。視できなかったのも、全国からの署名の力です。
　政府は今年の「春から夏」に汚染水の海洋投棄を
開始すると表明しました。この一年の運動の集大成
として、何よりも3.11福島に全国から集まり声をあ
げましょう。何としても汚染水の海洋投棄を阻止し
ましょう。

　全国の街頭で、職場で、署名を広げてください。
原発事故を繰り返してはなりません。３．１１に向
かって街頭に立ち、署名を呼びかけましょう。

　３月に再び東電への署名提出を予定しています。
全国から署名を送ってください。３．１１集会当日
に持ってきていただいても構いません。

SNSなどで拡散を
よろしくおねがい

します!!

●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
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◆東海第二の拡散予測、２月に結果
　東海第二原発で過酷事故が発生した場合　東海第二原発で過酷事故が発生した場合
の放射性物質の放出量などを予測する「拡
散シミュレーション」の妥当性について、
茨城県が専門業者に検証を委託し、２月末
までに報告を求めている。県が委託したの
は、核融合炉の安全解析や新型炉の解析評
価、原子力防災の支援などを業務とするナ
イス(東海村村松)。業者は専門家などによイス(東海村村松)。業者は専門家などによ
る４人ほどの委員会を設置し、原電が示し
た放出量や気象条件などを検証する。５回
の会合を開く予定。　（１月24日　茨城）

◆米核物理学者、汚染水放流は危険
　米国ミドルベリー国際大学院の核物理学　米国ミドルベリー国際大学院の核物理学
者フェレン・ベレス教授は、東電が約４年
間調査した汚染水データを分析し、「汚染
水に何が入っているか分からない」と明言
した。東電は64の放射性核種を測定してい
ると言うが、資料を見ると９つの核種しか
検査していない。また、タンクの４分の１
だけで測定し、主にタンク底にある高水準だけで測定し、主にタンク底にある高水準
のスラッジ（カス）廃棄物の濃度は情報が
一切ない。「最も憂慮する点は漁業産業へ
の影響」（１月26日　中央日報日本語版)

2
0
2
3
年
 １月
12
日
～
2
月
11日

◆基本法に「原発活用は国の責務」
　原発活用に向けて政府が通常国会に提出　原発活用に向けて政府が通常国会に提出
する関連法の改定案が分かった。原子力利
用の原則を定めた原子力基本法には、原発
活用による電力の安定供給の確保や脱炭素
社会の実現を「国の責務」と明記。これま
で上限としてきた60年を超える運転を可能
にする運転期間の規制は「原子力の安定的
な利用を図る観点から措置する」とし、原な利用を図る観点から措置する」とし、原
発推進の姿勢を鮮明にした。電気事業法や
原子炉等規制法など５本をまとめた「束ね
法案」とする。          （２月９日　共同）

◆高浜４号機、制御棒落下の可能性
　関西電力高浜原発４号機で原子炉が自動　関西電力高浜原発４号機で原子炉が自動
停止したトラブルで原子力規制庁は、制御
棒を上下に動かし炉心の出力を調整する駆
動装置に異常があり、何らかの原因で制御
棒が落下した可能性が高いとみていること
が分かった。高浜原子力規制事務所は、制
御棒は全部で48本あり、自動停止により全
て落下した後、停止操作や点検に伴い何本て落下した後、停止操作や点検に伴い何本
か引き抜いた状態だったと説明。制御棒駆
動装置の異常が自動停止の原因との見方を
強めたもようだ。       （２月９日　福井）

◆政府、原発建て替え「敷地内」
　政府が昨年末に示した「ＧＸ（グリーン　政府が昨年末に示した「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」の修正案が判明した。原発
の新規建設については、「まずは廃止決定
した炉の建て替え」としていたが、「廃炉
を決定した原発の敷地内での建て替えに限
り」と変えた。原発活用に慎重な議員も多
い公明党に配慮したとみられる。原発の建い公明党に配慮したとみられる。原発の建
て替えを推進している自民党の議員連盟は
別の地域にある原発新設も「建て替え」に
含めるべきだと主張。   (1月29日　朝日)

◆東電、柏崎刈羽の再稼働見込む
　東電は、６月以降の家庭向け電気料金に　東電は、６月以降の家庭向け電気料金に
ついて、平均29・31％の値上げを経済産業
省に申請した。燃料価格の高騰で悪化した
経営環境を改善させたい考えだ。料金の算
定基準に柏崎刈羽原発の再稼働を織り込ん
だ。７号機を今年10月に、６号機を2025
年４月に再稼働させるとして料金を算定。
小早川社長は「実際の再稼働の時期を約束小早川社長は「実際の再稼働の時期を約束
できるものではない」とも述べた。東電が
料金を値上げするのは、原発がすべて停止
していた12年以来。　　(1月24日　朝日)
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3.11反原発福島行動’23会場への交通アクセス
◆福島◆3/11（土）3・11反原発福島行動'23／
12:00開場13:00開始／集会後デモ出発／
会場︓福島県青少年会館・体育館（福島県福島市黒
岩字田部屋53番５号）／主催︓3・11反原発福島行
動実行委員会／連絡先090-5237-9851（長沢）

●東北新幹線「福島」駅下車
（→タクシー約10分）
●東北本線「南福島」駅下車
（→タクシー約３分・徒歩15分）

◆京都◆2/19(日)
 2・19舞鶴集会／
お話①希望の牧場・
吉澤正巳さん②元全
日本運輸一般労組原
発分会・斉藤征二さ
ん／13:30~舞鶴市政ん／13:30~舞鶴市政
記念館ホール／集会
後デモ／主催︓反原
発舞鶴行動実行委員会
◆東京◆2/23(木・休)2.23全国反戦集
会／13:00~芝公園23号地／集会後デモ
／主催︓改憲・戦争阻止︕大行進
2/24(金)2.24国会抗議行動＆軍拡予算2/24(金)2.24国会抗議行動＆軍拡予算
反対署名提出／10:00衆議院第2議員会館
前／主催︓改憲・戦争阻止︕大行進
◆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／18:15~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

◆全国◆3/4(土)~12(日) 　東海第二◆全国◆3/4(土)~12(日) 　東海第二
原発再稼働するな!第７波一斉行動／主
催︓東海第二原発いらない︕首都圏ネット
ワーク

◆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、あおも
りネットワーク
◆東京◆3/11(土)　第114回東電本店合同抗議◆東京◆3/11(土)　第114回東電本店合同抗議
／13:30~東京電力本店前(新橋)／呼びかけ︓経
産省前テントひろば・たんぽぽ舎
3/11(土)　日本原電本店前
抗議行動／16:00~日本原
電本店前(秋葉原)／主催︓
とめよう︕東海第二原発首
都圏連絡会、共催︓再稼働
阻止全国ネットワーク
3/21(火・休)　さようなら3/21(火・休)　さようなら
原発集会／会場︓代々木公
園（詳細未定）／主催︓さ
ようなら原発実行委員会

福島駅東口　バス時刻表（土・日）

★★全国の仲間の皆様★★東海第二再稼働するな︕第
７波一斉行動への取り組みお願いします。
●実施予定について、事前にNAZEN東京から首都圏ネ
ットワークに登録します。日時・場所・団体名を事務
局へ集中して下さい。
●実施後、簡単な報告と写真を送付して下さい。
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