
０ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：NAZEN 事務局 東京都杉並区天沼 2-3-7-2A info@nazen.info 
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全国のみなさん、原子力規制委は５月２日、稼働中の大飯原発３・４号機について「新基準」を満たすか否かの会合を開始、６月下旬の答申を目指すとしています。でたらめな判断と再稼働の突破口が狙われていることは間違いありません。３・１１から２年余、真剣に闘ってきた反原発運動の正念場を迎えています。再稼働阻止の声をさらに大きく！ 100 万人規模の行動を！  そして内部被ばくに立ち向かい、子どもたちを守ろう。再稼働と裏表の「復興・安全」キャンペーンの中で、福島、そして全国の子どもたちが被ばくさせられています。ふくしま共同診療所の運動を支え、つながり、全国で保養と避難、がれき、食や医療の問題と向き合い、運動をつくろう。放射能と国家権力に立ち向かうため、強く、深くつながろう。職場から闘う労働組合をつくろう。動労

水戸の被ばく労働反対のストライキに続いて、社会を動かす労働者として職場から声をあげよう。世界とつながりすべての原発と核をなくそう。 改憲をめぐる参院選が近づいています。改憲は、自民党自身がつくってきた戦後あり方、政党の枠組みから官僚機構まですべて覆すことであり、そうしなければ私たちの声を抑えることもできなければ戦争もできない、原子力マフィアの側の危機でもあります。時代が大きく動こうとしています。命の危機は生きることへの問いかけでもある。全原発の廃炉へ。民衆の側から溢れるエネルギーを結集して、絶対に成し遂げていける。元気に闘いましょう！ 全国的なつながりを進めるために、ＮＡＺＥＮ通信を発刊します（毎月 11 日発刊予定）。愛読、寄稿、ぜひよろしくお願いします☆（織田） 

安全安全安全安全がががが確認確認確認確認されたされたされたされた原発原発原発原発はははは再稼働再稼働再稼働再稼働しますしますしますします（2/28施政方針演説） 

今年３・
11福島現地での行

動にも参加しました☆（写
真は３・
11反原発福島行動

のブログより）
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プレステージの演奏と、会場を埋める参加者。３・
11反

原発福島行動では、県民の悔しさの象徴、牛がタイム

キーパーを務め、柔らかな怒りで参加者に訴えかけた。

 

２年目の３・１１。 「収束されない原発、何もかも根こそぎ奪われた福島の地」で、私たちは毅然と声を上げました。  福島は許さない！ 諦めない！ 第二の福島を繰り返させない！  この声は全国に、全世界に響き渡り、集会の参加者は１３５０名を超え会場は溢れんばかり。世界からの賛同は最終集約で５５０を超えました。  抗いの叫びは強く、鋭いもの。だからこそ五感に染み入る表現豊かな集会にしたい。思いが叶い、プレステージはパンチの効いたアートパフォーマンス。サックス、コントラバスの生演奏。かんしょ踊りのワークショップが終わるころには、会場いっぱいに瑞々しい解放感が漲っていました。 
「「「「ならぬものはならぬならぬものはならぬならぬものはならぬならぬものはならぬ」」」」     続く多岐にわたる発言は、ひとことが聞く人の魂を揺さぶっていることが手に取るように伝わる。 司会役の会田恵さんは、「今日福島のこの地で、原発はいらないと声を上げることがうれしい。『ならぬものはならぬ』という言葉はいまの政府にこそ突きつけてやりたい」と発言。  私は、保養先で古民家再生にいそしむ中学生を紹介しました。彼はそこに友達も連れていきたいと、慣れない仕事も頑張っています。放射能時代を生きていくしかないことを知り、未来に向けて足下の答えは既に出している。希望そのものです。これらの子どもたちの未来を被曝からも、戦争からも守りたいと訴えました。  「町を荒廃させる原発よりも過疎の方を選びたい。それが子孫に残してやれる唯一の道だ」。原発を拒み続けた和歌山から希望を運んできたのは、脱原発わかやまネットワークの寺井拓也さん。「脱原発は苦難の果てに勝ちとったもの」と語る言葉

の重み。  青森県大間で、親子二代に渡って原発反対を叫ぶあさこはうすの小笠原厚子さんを支えるのは、闘いの地平を一人切り開いてきたお母さんの言葉。「一回起きたらもう二度と元には戻らねぇんだど。おめぇらわかるか。おらの生活も子どもも畑も海もなんにもなくなっちまうんだ」。 広島から駆けつけた反戦被爆者の会・下田禮子さん（82）の勢い。「緑の美しい福島を奪って、なおもまた、再稼働しようとしている安倍内閣をぶっ飛ばしましょう」。福島から帰ってより元気になり活躍されているとのこと。 闘う農民、全国農民会議からは本宮町の酪農家・鈴木光一郎さん。「原発・ＴＰＰ・三里塚、そこから見えてくるのは全くずさんな国家、企業に基づく国策の破綻。私たちが声を上げていくことが必要だ」。 「福島と沖縄の問題は共通」と訴えるのは沖縄意見広告事務局の加藤範子さん。  
「「「「僕僕僕僕たちがたちがたちがたちが歴史歴史歴史歴史をををを作作作作るんだるんだるんだるんだ」」」」    浪江町、希望の牧場の吉沢正巳さんは、「国が



 

 

 

 

 

殺処分という以上、僕らは闘うしかない」「今、歴史的な闘いの最中。歴史を作るんだ僕たちが。体を張って」。こらえきれずに涙を拭う人、決死の覚悟に眼を開いて聞きいる人。会場全体がピーンと張り詰めた瞬間でした。 ストライキで被曝労働を拒否した報告は、動労水戸・平支部の国分勝之さん。「会社は放射能をどんどん吸い込んだって関係ない。だから闘わなければ生きていけない現実が福島にある。労働組合で闘い生き延びよう」 国労郡山工場支部の橋本光一さんは「原発労働者が団結して闘う労働組合を作り、ストライキで闘い始めたら状況は変わる」と確信をもって発言。 最後に学生が登壇。福島大学生が「事故の原因は地震でも津波でもない。自民党、東京電力、御用学者だ」と言い切り、最年少の浪江町出身の高校生は「活動している理由の１つは、僕らで最後にしたいから。生き証人となって活動を続ける」。これを聞いただけでも来た甲斐があったと反響。 ふくしま共同診療所から「仮説住宅回りを始めています」とは布施幸彦医師。建設委員会の佐藤幸子さんは「今の福島に共同診療所は希望そのもの」と今後の協力を呼びかけました。 やがてデモの時間。赤衣装、黒衣装のかんしょ踊り隊、楽隊、色とりどりの旗、旗、旗 ！ レプリカ牛と、再登場の牛さん。個性豊かに反原発、怒りを表すプラカードやバナーの数々。そして何より怒りに充ちた力強いシュプレヒコールに、街行く人が釘付け
集会宣言集会宣言集会宣言集会宣言    農民は、春が来ても鍬をもてない 漁民は、イカリを海におろせない 酪農家は、子牛の誕生を喜べない 労働者は、非正規と被曝労働を強いられる 子ども達のいのち、私たちの日常、未来を奪われている福島の現実。 疾病、分断、錯綜、目を背けたくなるほど厳しい現実がある。 しかし、私たちは、揺るがない。立ちはだかる壁を階段にして超えていこう 今日私たちは、「３・１１」を、反原発メモリアルデーとして、 ８・６広島、８・９長崎に続く、核兵器、原発、すべての核廃絶を誓う日、 そして、「３・１１」を忘れない、忘れさせない日にすることを、 市民、農民、漁民、労働者とともに、ここに宣言いたします。  ２０１３年３月１１日 

になり、拍手や声援が飛び交い、福島、全国の参加者を励ますのでした。 
「「「「いのちのいのちのいのちのいのちの叫叫叫叫びのびのびのびの祭祭祭祭りりりり」」」」        「今日はいのちの叫びの祭りでした！」デモ解散のとき、マイクを握ると思わず出た言葉でした。 祭りの準備は一人ではできません。「誰ひとり必要でない人はいなかった」。スタッフ総勢３０名は互いに自覚・信頼し、団結してやりきった賜物としての成功でした。 さて、その後の福島。予想を超えた結果を生み出した「３・１１反原発福島行動」の感動は関係者の胸で冷めやらず、いまだ話題から消えることがありません。３時間ノーカット版の DVD を見ては喋り、世界か

らの賛同メッセージを読み返しては、国際連帯のうねりに驚くのでした。「次は仮設住宅からシャトルバスを出そう」「いや、今年の成功のカギは日常行動の積み重ね。日々自分の足元で何をするかだよ！」口々に言い合いながら、３・１１の原点を見つめなおし、明日に向かっています。 しかし尚厳しい現実にある福島。見えない放射能戦争の中に小さな命が放られ、「復興狂想曲」が鳴り響くのです。「いのちより金」の構図が凝縮されている福島。市民、農民、労働者、全国、全世界の繋がりをより強く、より固く！ 今日もその想いを噛みしめています。 （（（（診療所基金診療所基金診療所基金診療所基金のののの振振振振りりりり込込込込みみみみ先先先先はははは最後最後最後最後ののののページページページページ）））） 

福島駅前でデモ解散。訴える吉沢さん、そして椎名さん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 年 10 月の緊急準備避難区域の解除をうけて、JR はいわきから広野まで延長運転、広野駅にとまっていた放射能汚染の電車４両（Ｋ５４４）を勝田車両センターで検査をして、営業運転に使うと言ってきた。運転士・車掌がいないと回送出来ないわけだけど、結局は JR 東労組が協力するわけ。わきの公園に子どもがいるのにバーッと水しぶきあがる洗車機かけて。記者会見したり、周辺にビラまいたり、これはおかしいと訴えた。職場の中も、危険だ、やらないとなってきて、最後にスト。JR東労組の中から青年労働者が決起するわけだよね。放射能がある電車を持ってきて、自分の仲間にその仕事をさせるのは許せねぇと。スト翌日に彼が組合加入書を書くんだけど、一番仲良かったやつがじゃまをする。「動労水戸いったら終わりだ」とかね。彼は被ばく労働に対してものすごく怒って動労水戸に入ることになる。中労委から問い合わせもきた。「被ばくの問題では争議通告してないでしょう」と。労働の安全の問題なんだと押し返した。向こうは違法ストだとやろうとしたんだろうけど、青年組合員が入って決着ついた。強行すればまた入っちゃうと。そういう闘いがあって、Ｋ５４４は車両センターの一番奥へ。  
組合組合組合組合でのでのでのでの真剣真剣真剣真剣なななな討論討論討論討論    しかしこの３月、３波の春闘ストライキ闘争の打ち上げをやってたところに会社から電話が入って、Ｋ５４４を放射線測定して使うと。２年たっても線量は全然減ってないんだよね。それを業者にやらせると。車庫の中にいれる仕事をやれって指示を出してくるわけ。２５日は夕方からストライキやって、現場にアピール。会社は団交で「別に K544 を絶対使わなくちゃ足りないという話ではない、資産の運用なんだ」と。ますます現場は怒りが湧きあがっ

てくる。結局メイントランス（変圧器）の交換はやられちゃうんだけど、今度は屋根に上って絶縁測定をしろと。屋根上は線量測定もされてない。昼休みに組合員が集まって、これは今からストライキだと。通告してストライキ。それで K544 は車両センターの奥深くにしまわれた。  職場全体が団結できればいいけど、ストで他の労働者にやらせるのは苦しいという議論もした。大子でラジエターの除染のときは最初会社の助役は雨ガッパ、ゴーグル、マスク、だけど、社員は始まったら半袖でやってる。側溝の放射線量が高くなっていく。助役がどぶさらいし始める。証拠隠滅するわけ。誰も闘わなかったら、問題にもならなかったよね。組合員が燃料タンクの上にたまっているチリを浴びて体に発疹ができたこともあって。「そしたらうちらの職場では何も仕事ができねぇ」、実際そうなんだよね。だからこそ、ラジエターとＫ544、典型的なことを闘いにしたんだよね。  
福島福島福島福島とともにとともにとともにとともに職場職場職場職場からからからから闘闘闘闘うううう     今年の３・ １ １は、「もう福島は大丈夫、原発事故は終わった」みたいな雰囲気をぶっとばしていく必要があったんだよね。冷却装置が三日くらいとまったとき、広野までの乗務員が持つ積算線量計が高いと言う。何もおきてないってのは嘘。冷やして初めて下がっているだけ。その間ふつうに電車が動いているんだよね。ＪＲは絶対にとめない、社員を守んない。内部被ばくは、吸い込んだら体の中で放射線を出し続ける。これを会社は絶対に認めないんだよね。福島の「復興」も、避難区域がどんどん解除されていくわけじゃん。電車が走ってるんだから戻れとか。避難区域が解除されると、あんたは自主的に避難しているだけですよってことになっちゃう。補償金が出ないから戻らざるをえなくなっちゃう。そういう



 

 

 

 

 

ものとの闘いだよね。 
外注化外注化外注化外注化にににに対対対対してもしてもしてもしても職場職場職場職場でででで乱乱乱乱     去年から外注会社への業務外注化が強行されたけど、ヘルメットもない、安全靴もない。服はサイズがバラバラで着らんない。出向に行きますかという面談もない。  ３月ダイヤ改正があって、労働条件が変わる。それを組合と会社が協議する必要がある。ＪＲではやってるんだけど、ＭＴＳ（水戸鉄道サービス＝外注会社）では一切やらない。組合無視なんだよね。人を減らすのも、会社の作業のやり方変えるのも会社の自由。勝田車両センターでは、仕業検査やったり、水をいれたり、清掃なんかもやんなくちゃけない。ものすごい忙しい作業が発生している。組合に提案して、協議しないからだよね。  外注化は転籍。俺の職場なんか丸ごと外注化されているから、「出向」と言っても２度と戻れない。運転や検査の仕事を覚えるためにＪＲに逆出向するしかないんだよね。ＪＲが技術を持っているから。だったら戻せよと。そして偽装請負。無法地帯になってきちゃっている。その一方で安全は切り捨てられている。無責任だよね。外注化っていうのは結局誰も責任とらない。 ものすごい青年は怒って、スト破りはやらないってことになってる。スト破りする労働者をつるし上げ。「外注化反対のストなんだぞ。おまえにはもう飯つくってやんねぇ」とか。仕業検査っていうのはペアで電車の右と左に分かれてやるんだけど、片方だけやれと指示が出る。そんな業務命令は、正しくない。聞こえねえ、ふざけんなと無視。青年たちの外注化への根底的な怒りなんじゃないかな。おとなしく会社に従っていれば、東労組に入っていれば、とか、それじゃ何もよくならないと。 

   労働組合労働組合労働組合労働組合のののの力力力力     反原発運動は東海第一原発のときから闘ってきているけど、労働組合の問題にしない組合が多いじゃん。東海原発だって、臨界事故で被ばくした組合員もいる。組合としては、被ばく、原発の問題というのは、労働者の労働条件や生命や安全を守る面からすれば、ちゃんと位置づけてたたかっていかなきゃならない問題だと思うんだよね。どんなに小さい労働組合でも、方針を掲げて闘う。それが今重要。刃向かってもだめだって思うかもしれないけど、実は違うんだってところを見ることができるか。資本はそれ以上に悩んでる。そこを見て闘っていく、仲間を増やしていく。会社の幹部もとりこむっていうくらいの気迫で、運動していくとおもしろいんじゃないかな。 動労水戸に入れば試験にはうかんねぇし、運転士になれねぇし。でも仲間ががんばってっからがんばれる。一人がやられたらみんなで闘う。おまえがやられても構わねぇよってやつはいねぇから。事故やってもいろんな背景があって事故になっているわけだから、それは会社のせいだと闘う。この人本当に動労水戸か、みたいな人も、ずっと動労水戸なんだよね。すげぇ自覚してるし、ちゃんとやるときはやる。普段はふざけてばっかりいる組合員とかもいっぱいいるけど（笑）。誇りがあるよね。金でひっぱたかれてもなびかねぇって。金やるよ、試験受からせるよ、とか、そういうのを一切拒否したときに、ふざけんなってなるわけよね。   
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●夏の原発再稼働と対決を！

　フランスのアレバ社の会長は「日本では今年中に

原発６基を再稼働するかもしれない」と言っている

そうです。国際原子力マフィアは日本の支配階級と

既に合意ができていると見ていいと思います。今夏

参院選で自民党が勝ったら、表向き「活断層云々」

と厳しいことを言っている原子力規制委員会そのも

のを骨抜きにし、耐震などのクリアのみでどんどん

再稼働に踏み切って来るのは目に見えています。

   伊方、柏崎刈羽、泊、東通などの値上げと関連付

けた原発再稼働の動きは絶対に許せません。「アベ

ノミクス」のせいで私たちの生活は大変なことに

なっていますが、火力はお金がかかるからという原

発再稼働の理由もまったくデタラメです。

　安倍政権の登場で一気に変わりました。青森では、

警備体制が一変し、日本原燃、東北電力、RSF のＣ

Ｍなどがガンガン流れています。

●原発再稼働のためのむつ中間貯蔵施設

　この自民党政権の登場による動きは、青森の核施

設に端的に現れています。

　むつ中間貯蔵施設は、東京電力と日本原子力発電

の原発から出る使用済み核燃料を乾式（空気冷蔵）

で 50年間貯蔵する施設です。核燃サイクルが、そ

れも当てのない第二再処理工場での再処理が前提で

す。第二再処理工場をどこにつくるのかもまだ決

まっていません。それにこの施設の安全性も非常に

疑問です。これが８月に完成します。

　３・11 以降、核施設の建設は、基本的に止まっ

ていたんですが、ここだけは事実上進行していまし

た。どこからまず使用済み核燃料をもってくるかと

いうと新潟の柏崎刈羽原発からだというのです。今

年の 10 月に本格操業したいと言っていますが、周

辺の自治体との安全協定を結ばないと操業できませ

ん。でも、その前に、使用前検査の為と称して、８

月にすぐ柏崎刈羽原発から入れたいと言い出しまし

た。なんとしても東京電力は再稼働したいんです。

柏崎刈羽原発全体の使用済み核燃料の貯蔵率は既に

８割を超えています。これを出さないと原発を動か

せなくなるので急いで作った中間貯蔵施設に核燃料

を運びこむ実績をつくりたいのだと思います。

●フルＭＯＸの大間原発建設阻止を！

　大間原発は、下北半島の最北端の大間町で建設中

の原発です。これは全炉心でフルMOX燃料を燃や

すという危険な原発です。大間は、フルＭＯＸを世

界で初めて実証炉でもなくいきなり商業炉でやると

いうものです。プルトニウム満載の非常に危険な発

電所になるんです。

　電源開発という会社が大間原発をつくっています

が、ここは原発をつくったことがない会社です。そ

もそも、水力発電や送電施設などが専門の国策会社

だった。はじめての原発建設で、さらにフルＭＯＸ

の原発です。おまけに技術の蓄積もこの会社にはあ

りません。

　大間では粘り強い現地の闘いが、３・11 以降一

気に広がりをみせてきました。が、元々、原発建設

は計画通り進んでいませんでした。亡くなった熊谷

あさこさんがいくらお金を積まれても絶対土地を売

らなかった闘いで、はじめの計画が大きく変更を余

儀なくされていました。また、娘さんの小笠原厚子

さんがその闘いを引き継いで「あさこはうす」を守っ

ていたからです。現在も敷地内のど真ん中に１万平

米の「未買収地」があるのです。

　民有地、そして大間町民の住んでいる処のすぐ

そばに原発が作られようとしていることも大きな問

題の一つです。炉心からあさこはうすの土地までは

250mです。近くには民家がたくさんあります。函

館市からは 30キロもありません。大間で、過酷事

中道雅史
（大間原発反対現地集会実行委、ＮＡＺＥＮ青森）

全国から６・16
大間原発反対集会へ！



故が起きれば、福島原発事故のレベルを遙かに超え

ます。

●青森で広がる核武装への危機感

　私は「３・11」以前からずっと核燃料サイクル

に反対し続けてきました。大間原発は、核燃サイク

ルの要となる発電所です。ここを止めれば、核燃サ

イクルは止まります。核燃サイクルが止まればすべ

ての原発は止まるんだという論理で昔から反対運動

をして来ました。

　私は、核燃料サイクルは「日本のマンハッタン計

画だ」といつも言っています。「六ヶ所」も「核兵

器製造工場だ」という位置づけで反対運動をやって

います。元々、これを言い出したのは、全国被爆者

青年同盟の友野幽さんです。私とNAZEN 青森の仲

間は、この思いを受け継いで闘っています。

　そもそも 1954 年に端を発し、80 年代なかばに

大きく踏み込んだ、中曽根らが主導した核武装計画

です。たとえば、六ヶ所のMOX燃料加工工場の工

程、配管を一本変えれば純度の高いプルトニウムが

得られるようになっています。

　青森の金曜日行動とかで、私たちが訴え続けてい

ると、若い人も、ふつうの人も、「あそこは核兵器

製造工場だ」と発言しちゃうわけです。しゃにむに

青森でプルトニウムを製造するのはおかしいんじゃ

ないかと。

　私たちは慣れっこになってしまいましたが、ラジ

オ、テレビでは「放射線は安全だ」といったような

ＣＭがバンバン流れています。そういう番組も３・

11 以前のように増えて来ています。これに接する

と青森に来る方は活動家に限らずみんな驚きます。

攻撃は激化しています。ここは正念場。核燃サイク

ル、何より大間の原発をどうしても止めたいという

思いが強くあります。

●６月16日、大間現地で1000人のデモを！

　６月 16日は大間現地で集会をやりますのでぜひ

青森に来てください。

　現地集会は、11 時 10 分から１時間以内でコン

パクトな集会をやって、町内デモをやります。いま

まで 30年間、デモはやれて来なかったんです。以

前は、ビラを撒いただけで、住民から胸ぐら捕まれ

るという状況でした。しかし、昨年、集会やデモを

やったら、大きな反響でした。公民館での学習会「な

ぜ私たちは大間原発に反対するのか」には、事前に

まいたビラを見て参加された町民が十数人おられま

した。すごいことです。昨年６月は１５０人でデモ

をして、デモの最終地点で２００人にふくれあがり

ました。町民も入ってきて沿道では手を振る人がい

て、とても感動しました。僕らは「子どもたちを守

れ」と、マグロックのミュージシャンと一緒に地元

の人に危険性を訴えました。昨年 11月の工事再開

抗議の現地集会は 410 人の参加で、380 人で町内

デモを貫徹しました。もし１０００人でデモすれば

町民ももっと運動に入ってきます。一大決断をした

ので、ぜひ青森に来てください。

　（４・29 ちばアクション学習会での中道さんのお話を編集）

６・16大間原発反対現地集会
日時：６月１６日（日）１１時１０分～

場所：大間原発に反対する地主の会・所有地

主催：大間原発反対現地集会実行委員会

ＨＰ：http://nonukesooma.wordpress.com/

連絡先：０８０－６０４１－５０８９（中道）

建設中の大間原発のすぐそばには民家が立ち並ぶ
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 ６月ドイツ訪問が決定☆ドイツ・ゴアレーベンの核廃棄物最終処分場建設反対運動から、現地でのデモへのお誘いをうけたことがきっかけです。線路を占拠しての核廃棄物搬入阻止の闘いはあまりにも有名☆（写真）福島の声や、職場や街頭で取り組まれる闘い、ふくしま共同診療所の運動を世界に拡げるとともに、現地行動に集まる世界の運動とつながり、今年の８・６ヒロシマを世界大会に押し上げることがもう一つの目的です。３人の渡航（福島から椎名千恵子さん、事務局から織田、動労千葉国際連帯委から通訳）で６０万円ほどがかかる見込みです。原発の廃炉へ、世界的運動を切り開くための渡航、カンパにぜひご協力を！ 

 ＮＡＺＥＮは、運動に賛 同・参加する一人ひとり、もしくは団体の年会費によって運営しています。ぜひ年会費で支えてください。毎月の通信を発送致します。  年会費は、個人一口２０００円、団体一口３０００円です。個人の２０００円は、半額ずつ各地のＮＡＺＥＮと全国財政に振り分けられ、団体の３０００円は全額全国財政として使われることになりす。  会計年度は１月１日～１２月３１日です。  全国でつながり、原発と核のない社会をつくるため、ぜひ納入をお願いします。 


