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政府を追いつめる市民の声
――「７・16　10万人集会」を成功させよう！

鎌田慧（ルポライター）

この国はおかしい、と思うひとが多くなって
きました。増税、ＴＰＰ、沖縄など、自民党時
代となんにも変わらない、よわいものいじめの
政策がいくつもあります。

いま、わたしが緊急の課題として怒っている
のは、せっかく危険な稼働を停止して、たくさ
んのひとをホッとさせている原発を、またはじ
めようという、無神経、傲慢ぶりです。

大飯原発を再稼働させる理由は、夏場のピー
ク時に、関西電力圏の電力が１５パーセントほ
ど足りない、というのが理由です。

が、この数字は、どんどん変わった数字で、
根拠が定かではありません。節電してやりくり
すれば、間に合うという計算もあります。

他の電力会社から調達するとか、揚水発電を
キチンと使うとかの努力もせず、足りないから
再稼働するといっているのは、再稼働するため
に、電力不足を言い募っているにすぎないよう
です。

去年のような猛暑になれば、８月に電力不足
になる、ということです。もしそれが本当だっ
たとしたなら、９月になったら電力不足は解消
されるわけですから、それで原発を止めるとい
うかと思えば、それには口を噤んでいます。

わたしが、原発に批判的なのは、危険な発電

所だからですが、それとおなじくらいに嫌いな
のは、やり方が汚いからです。「民主、自主、
公開」というのが、原子力基本法に定められて
いる、原子力開発をはじめる「条件」でした。
かつて侵略国だった国の核武装を防ぐ、さらに
は被曝国が核に関わる歯止めでもあったでしょ
う。ところが、野田政権はこれに、「安全保障
に資する」の文言を入れ、核武装への道を開き
ました。

いままでも、実際は「民主、自主、公開」な
どとは裏腹に、「嘘、カネ、脅し」の三条件で、
この四十数年、原発建設をやってきました。い
まも「電力不足」、「経済が大事」、停電する
と「病院で点滴ができなくなる」という、嘘、
カネ、脅しをやっています。これまで、マスコ
ミをつかって、堂々とやってきた手法です。

東電社長が、自分の発電所が放射能を撒き散
らして苦情を受けると、放射能は「無主物」と
言い逃れたり、「電気料金を上げる権利があ
る」などと平然と発言するのは、広大な地域を
一社で独占してきた傲りと、発電から送電まで
を一手に支配している、独特の権力性からのこ
とです。

官僚も、政治家も、学者も、マスコミも、地
方自治体も、独占企業から上がる膨大な資金力
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にものをいわせて封じ込めてきました。いまは
国の資金をつかって、賠償金を払うことになっ
ていますが、この天文学的な被害はとても一社
で支払えるものではない。それが原発の実際で
す。

大飯原発の安全性の証明は、「ストレステス
ト」でしたが、自社でやった手前味噌。コン
ピューターで計算しただけの「机上の空論」
で、現実的にはなんらあらたな安全施設をつく
ることなく、三年後の安全対策をいっているだ
けのものです。あらたに、活断層につながる
「破砕帯」も発見されています。

「原子力村」以外の学者たちから批判されな
がら、それでも大飯再稼働を「安全だ」と認め
たのは、経済産業省の「安全・保安院」でした。
安全・保安院は、名前とはまったくちがって、
原発推進機関・経産省のいわば別働部隊で、福
島事故後、あまりの八百長ぶりを批判され、解
体が決まっているものです。

わ た し た ち、「『 さ よ う な ら 原 発 』
１０００万人署名市民の会」（内橋克人、大江
健三郎、落合恵子、鎌田慧、澤地久枝、坂本龍
一、瀬戸内寂聴、辻井喬、鶴見俊輔）は、６月
１５日に首相代理の藤村官房長官に、７５０万
筆の署名を手渡しました。

官邸を訪問したのは、内橋克人、大江健三
郎、澤地久枝さんとわたしの四人でした。それ
ぞれのひとたちが、政府の核政策を批判しまし
た。７５０万筆の重さを感じて欲しい、と主張
したのです。

署名は、すべての原発の廃炉とプルトニウム
を生産する再処理工場とそれを使用する増殖炉
「もんじゅ」の廃炉、そして持続可能なエネル
ギー政策への転換を求めるものでした。

わたしたちは、その三日前にも、国会で４０
人以上の議員たちと同じ主旨の集会をひらきま
した。民主党、共産党、社民党、無所属の議員
が集まりました。

民主党の議員ふたりが、原発に反対すると、
選挙は応援しない、と労組から脅かされてい
る、と発言しました。原発産業は労使一体で、
原発利権をまもろうとしているのです。大飯原

発再稼働反対、核政策からの転換を訴える院内
集会、政府への抗議のあと、すぐ再稼働を決定
したのは、運動への挑戦です。

野田政権は、菅首相のときの「脱原発依存」
（閣議決定）を放り投げ、原発依存の政策をす
すめています。これまでの自民党とのちがい
は、まったくありません。脱原発といいながら
も、４０年稼働、場合によってはさらに２０年
延長など、決して認められない政策です。

政府などは、福島事故は津波の影響といって
いますが、まだ実際のことはわかっていませ
ん。地震のショックによるパイプの破断、とい
う説も強いのです。

大飯原発再稼働は、福井県知事が同意した、
という形で決定されました。知事が官邸を訪問
して、首相や官房長官、経産相、原発担当大臣
と会って決定した、というのですが、運転の危
険を指摘されているのに、それを無視して、少
数の政治家たちで決められる問題ではありませ
ん。これまた八百長です。

自治体の首長は、政府が安全だというから安
全だ、といい、政府は立地自治体が承諾したか
ら、運転できる、という。そしてだれも責任を
とらない。これが福島原発の事故の構造です。
いま、またおなじことの繰り返しです。そして
だれも責任をとっていません。

事故前と事故後、なにも変わっていません。
事故から一年四ヶ月たって、再稼働をはかって
いるのは、このまま日本の原発５０基（福島の
４基は壊滅）が停止したまま、夏を越して原発
不要の世論が巻き起こるのを、避けるためで
す。

政府は主権者たる国民が、原発社会から脱却
したい、と主張しているのを無視して、核産業
で利益を確保したい財界の意志に従っているの
です。こんなひどい政府は考えられません。ま
だ被害者がでているし、これからどうなるかわ
からないのに、儲けのためにだけ危険な原発を
稼働させようとしているのです。

わたしたちは、７月１６日（月）、連休最後
の日に、代々木公園の全部を埋め尽くす「さよ
うなら原発 10 万人集会」をひらき、デモ行進
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を行います。
呼びかけ人の内橋克人、大江健三郎、落合恵

子、鎌田慧、坂本龍一、澤地久枝、瀬戸内寂聴
さんが出席し、アッピールします。瀬戸内さん
は、京都からの参加です。

１０００万署名も、あと２５０万筆で達成し
ます。とにかく、力を合わせ、もう二度と事故
は起こさせない。そのため全原発を停止、廃炉

にする運動を拡げ、政府に決断を迫ります。か
つて敗戦の現実をよく知っていながら、「国
体」（天皇制）護るために、ヒロシマのあとナ
ガサキへの原爆投下を許したのは、時代に責任
を取ろうとしなかったものの犯罪でした。

これから来るものたちへ、もうこれ以上の核
汚染とあらたな恐怖を遺さない。そのために全
力を尽くそう。

2 年目の原発問題委員会
原発問題委員会委員長／平川修一

「経済性を優先させ、万物の生命の尊さには
目を向けない資本の論理と、今の生命と未来の
いのちを守ることを行動規範とする、労働の論
理の闘いが原発反対運動だと気づいた」。これ
は、本ニュース No.5 に寄せた「出版労連の脱
原発運動／これまでとこれから」（『まだ、何
もはじまっていない』出版労連ブックレットに
再録）の結語である。

ここでは、原発をなくしていく運動に労働組
合が取り組む際の論理的出発点を表現したつも
りである。「原子力ムラ」の解剖は、日本社会
の政治的・経済的構造を明らかにし、「原子力
ムラ」解体の闘いは、資本の論理が大手を振っ
て闊歩している日本社会の変革を求める闘いと
響き合う。その主体は市民であり、労働者なの
だと思う。

自分が得したり楽したりする一方で、他人が
犠牲を強いられるのは心苦しいけれど、まあ仕
方がない、と考えることや、自分の身の安全が
担保されているのであれば他人の苦しみにも手
を差し伸べることができるのになぁ…、といっ
た思考から脱皮することが、「労働の論理を自
分のものとする」ということだと思う。しか
し、それを生きていくうえでの自分の背骨、あ
るいは羅針盤として自らの内側に獲得するの
は、それほどたやすいことではない。「ああで
もない、こうでもない」と仲間と腹を割って討
論しながら、自分の考えを高めていくことで獲

得できるのが、労働の論理だと思う。それが労
働者的ヒューマニズムとして具体化されて表
現・発信されていく、私のささやかな経験から
そう思う。

福島を、政治が生み出した被災者を、労働者
的ヒューマニズムをもって想い起そう。過去と
未来をも含んだ生活の破壊だけでなく、人間性
そのものを壊されてしまった（とも言える）被
災者を、現実的にも精神的にも私たち一人ひと
りが引き受ける決意をすることと、今述べたこ
ととは無縁ではない。

原発問題委員会は 2 年目を迎えた。出版労
連の特別委員会として「労働組合」にこだわっ
ていきたいと思う。世論調査では、関西電力大
飯原発の再稼働には反対の意見が多数である。
しかし一方で、決して少なくない一定数の賛成
意見が存在する。出版労連のなかも同様の「対
立」はある。「原発すぐ止めろ！」を主張する
組合員もいれば、「長い目で見れば脱原発だと
思うが、すぐには…」という考えの組合員も存
在する。「原発は怖いが、声高に『反対！』を
叫ぶのはどうも……」とか「反対運動をガンガ
ンやっている人たちにはついていけないなぁ
……」といった感覚を抱いている組合員は少な
くない。こうした組合員との対話を増やしたい
と思う。

「労働組合」へのこだわりにはもう一つあ
る。消費税増税関連法案の正体一つ取ってみて
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も分かるように、市民・労働者に犠牲を強いる
「悪の構造」は、政・財・官を中心に構成され
ている。だがここで問題にしたいのは、労働組
合の存在である。原発推進の〈六角連合〉を見
ても、その一角をしっかりと占めている。

ここで考えなければならない問題は、原発ゼ
ロ社会を創るために一緒にたたかっている市民
運動の人々から、労働組合はどのように見られ
ているのか、ということである。「原発推進に
手を貸してきたくせに！」「動員で運動に参加
するなんて！」等々、非難されることが少なく
ない。「それは連合であって、われわれは違う」
と胸を張っても、それだけで市民と手をつなぎ
合えるわけではない。どこが違うのかを、言語
と肉体をもって実践的に表現していく必要があ
る。「株主価値の向上」とまで主張して、また
ぞろ原発推進を堂々と掲げ出した連合幹部に対
する批判内容を「経営者と一体となっている、
同じだ」といったレベルにとどめず、もっと深
め、強める必要がある。その作業は、労働組合
の論理と倫理、そして歴史までも分析すること
になり、労働組合すなわち出版労連の新生への
道につながると確信する。

「ファシズムは笑顔で忍び寄ってくる」「戦
争は平和時に準備される」といった言葉から学
ぶべきことは「先を読め」ということだろう。
原発が「絶対安全」の鎧を着けて押し入ってき

たことを忘れてはならない。化けの皮が剥がれ
た今、〈原子力ムラ〉の連中は、再稼働を成し
遂げるために、笑顔をかなぐり捨て、強面で強
権的にあらわれはじめている。今後、彼らが繰
り出してくるであろう原発推進のための新「理
論」を、一つひとつ丁寧に批判していくことが
重要になってくる。「出版に働くものだからこ
そ、できること」を実践しよう。言葉をもって、
活動をもって！ 「先を読む」力を発揮し、み
んなで決めたことはみんなで実践するという原
則にのっとって、労働組合運動として取り組ん
でいきたい。

課題の一つに、委員会のいっそうの拡充があ
る。「原発すぐなくせ！」を叫ぶ人も、「緩や
かな脱原発」を主張する人も、そして「どう考
えればいいのか分からない」という人も、みん
な集まってきて欲しい。論議しよう、意見交換
をしよう。原発問題委員会は、〈原子力ムラ〉
のように、嘘と隠蔽と利権確保のために閉ざさ
れたものではない。思ったように原発問題を話
し合い、出版労連内外の人々に問題提起する開
かれた公共の場としたいと考えている。ニュー
スの発行やブックレットの刊行など紙の礫（つ
ぶて）を活用し、「悲観もせず、楽観もせず」、
しかし初心は手放さずに、出版産業の労働組合
らしくたたかっていきたい。

絓秀実氏講演会傍聴記
北林岳彦（実教出版社労働組合）

福島第一原発の爆発事故後、あまりにも急速
に展開する深刻な状況に、反射的に対応してき
た側面もなきにしもあらずである。少し立ち止
まり、これまで原子力に抗する運動はどのよう
な経過を辿ってきたか、特に労働組合はいかに
あったか振り返って検証したい、また今後何を
すべきか外部の意見も聞きたいという声があっ
た。今回の学習会はそうした要請に応えるもの
として企画、折りしも『反原発の思想史』（筑
摩書房）を上梓された絓（すが）秀実氏にお話

を伺うこととなった。
カジュアルな装いで講師席に着かれた絓氏、

『日本読書新聞』の元編集長としても知られ、
近年は新左翼運動史にも力を注いでいる。以下
は多岐に渡った講演内容の忠実なるサマリーを
断念し、恣意的にポイントを摘出して「誤読」
に堕すことを怖れないメモである。近著で触れ
ている毛沢東主義的科学技術論からの武谷三男
批判、また毛沢東主義の代表的論客であった津
村喬（現在の反原発運動のベースに繋がる東洋
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志向サブカルチャーを醸成）、あるいは「市民
科学者」高木仁三郎の思想的バックグラウンド
（毛沢東、宮沢賢治、エコロジー主義）などに
も軽く触れるに留めており、講演内容は独自な
バージョンである。少々著書の内容を援用して
補足した。

ビキニでの日本のマグロ漁船の被爆を契機と
した「反核運動」の系譜は、なぜ核の総体＝原
子力への批判に向かわなかったか。アイゼンハ
ワーの「アトムズ・フォア・ピース」ドクトリ
ンが核兵器と民生用原子力を「別物」として切
り離し、一方ソ連も鏡像のような原子力体系に
拠ることで ｢ 共存体制 ｣ を創出したことに発す
る。武谷の核軍備は否定するが原子力は手懐け
られるという思想は戦後民主主義を享受する社
会に受容され、唯一の被爆国民だからこそ原子
力を正しく使えるのだ、という奇妙な奢りさえ
伴っていた。こうした原子力観、科学技術論が
乗り越えられるには、学園叛乱で新しい視点を
獲得した思想や研究者が産まれるのを待たねば
ならなかった。

むろん原発立地地域住民の反対闘争は存在し
た。しかし「土地（あるいは海）を守れ」とい
う主張は原子力への直接的な批判としては展開
せず、同時期の三里塚（成田空港反対闘争）
や水俣がクローズアップされる中で陰の部分
となった。原潜の寄港反対も取り組まれはした
が、あくまで反戦運動であった。

「1968 年革命」は国家と資本そして大学が
科学技術を支配することへの懐疑と抵抗を呼び
起こし、高木仁三郎にも影響を与えたが、一方
ヒッピームーブメントを通じて自然回帰、東洋
的なるものへの傾倒など「ニューエイジ」カル
チャーを派生させた。中でも乗り越えるべき西
欧近代「知」に対抗するものとして、毛沢東の
第三世界論や農民主義的「根拠地論」がその他
もろもろの東洋的なものと一緒くたに論じられ
た。文化大革命と毛の評価の失墜により勢いを
失い忘却されたが、その根拠地論的要素、東洋
的なエコロジー主義は継承され、現在の反原発
運動の基底にある。

チェルノブイリ原発事故にも拘らず、すぐに

は反原発運動は盛り上がらなかった。広瀬隆氏
が著書『危険な話』を著し、別府の一主婦が講
演会開催に奔走してから、新しい反原発運動に
火が点く。それは伊方原発出力調整阻止運動
(88 年 1,10 月 )、東京「原発止めよう 1 万人集
会」( 同 4 月 )、八ヶ岳山麓「いのちの祭り」( 同
8 月 ) に結実した。運動にはニューエイジやエ
コロジーが密接に関係し、またロハス（健康・
持続可能性志向）的ライフスタイルを求める中
流層、そして女性の社会運動のハードルを下げ
たフェミニズムの影響が見落とせない。しかし
昭和天皇「崩御」、東西冷戦構造の解体、そし
てバブル景気の崩壊という三つの「喪失」によ
り昂揚は失われた。

「脱原発」と「反原発」を明確に意識して峻
別すべきだと絓氏は主張する。橋下徹大阪市
長・ブレーン古賀茂明は「脱原発」を掲げ、関
西電力 ( あるいは民主党政権 ) に対して最も有
効な戦術を行使しているかに見える。しかし、
この「脱原発」が意味するものは何か。財界も
ネオリベ陣営も原発の非効率を認識し、少なく
とも国内での増設はない。その上で発送電分
離・自由化、また再生可能エネルギーを推進
し、海外への生産拠点移転とともに「旧・第三
世界」へ原発を輸出しようとする。これは資本
主義の要請であり必然である。国内製造業の衰
退と「脱原発」はパラレルであり、「脱原発」
は格差と貧困を促す。もし格差を是認して原発
に反対するなら、それはロハス的運動に収斂し
アッパーミドルクラスにしか担えない。マスコ
ミが原発輸出を報道せず、第一義的に輸出反対
を掲げる運動がないことは憂慮すべき問題だ、
と氏は語る。

労組に関して。工場労働者が不可視化され、
労働者モデルが「サラリーマン」となった挙
句、非正規雇用の増大でモデルが空洞化した。
ロハス的でない反原発運動を反格差と両立させ
追求することは難しい。まして出版労働はもと
もと格差社会のモデルである。この矛盾を打破
するには、資本主義そのものを問うことしかあ
り得ないが、「サラリーマン労組」では「反資
本主義！」とは叫べないでしょ？
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福島県で原発事故被害を考える
渡辺尚人（岩波書店労組）

2011 年夏、災害ボランティアとして福島県
に通いだした。福島県には縁もゆかりもない
が、故郷が東電の別の原発の 20km 圏内にあ
る自分には、福島県が放射能汚染で忌避され人
手不足にある状況をどうしても人ごとに思えな
かった。東電ユーザー、受益者として原発事故
への責任を感じる面も大きかった。

東京から南相馬市までは約 340 キロある。
寸断された常磐自動車道を迂回して内陸側か
ら、当時はまったくの無人だった飯舘村を抜け
て、つづら折りの県道を初めて進んだ。このと
きの緊張は良く覚えている。放射性物質を吸い
込むことが怖くて窓をしっかり閉めて走った。
その怖さは様々な知識が身につくにつれ軽減さ
れていくのだが、事故からまだ日が浅い当時
は、とにかく放射線は危険だという情報こそ多
くあれ、低線量被曝との付き合いかたについて
の知識は求めても得づらかったと思う。

南相馬市は、地震、津波、放射能汚染という
複合的な被害を強いられながら、国が描いた同
心円で、退去、半退去、それ以遠という 3 つの
区域に分断されていた。住民は半分以下に減っ
ていたし、岩手県や宮城県のようには大きな団
体のボランティアバスが通ってきておらず、や
はり人手不足だった。待っていた仕事は、農地
や住宅の泥出し、共同墓地の片付け、草刈り、
がれき拾いなど様々だった。例えば農地の泥出
しでは、泥が詰まった側溝を掘り出す。それだ

けだが、いちいち何かにスコップが当たる。角
材、屋根瓦、塀のブロック、茶碗など、あらゆ
るものが掘り出される。津波の被害とはそうい
うものなのだ。共同墓地では、片付けが終わっ
た一角で納骨があったと聞いて多少はホッとし
たりもした。しかし、どれも思っていた以上に
達成感のない、きりがない仕事だったものだか
ら、長く通うことになった。

何度も通うとなると、被曝量は気になる。福
島県内ではテレビでも自治体の広報でも詳しく
各地の線量が報じられていたが、3 度目からは
線量計を持つようにした。すると、心配してい
た作業現場の線量は 0.3μSv/h もないことが
わかって、むしろ道中で通過する福島市や郡山
市などの線量の高さこそが心配になりだした。

だから 1 月からは、福島市の市民グループ
による除染活動にもボランティアとして参加す
ることにした。大きな禅寺に事務局を置き、そ
のご住職が代表を務めるグループで、国や行政
への強い批判姿勢を持っていることに共感し
た。国は年間 1mSv 以上の追加被曝が予想さ
れる地域について自治体が対策するのを支援す
ると言い、それを受けて各自治体が「福島市ふ
るさと除染計画」や「郡山市ふるさと再生除染
計画」などを展開中なのだが、予算も小さく歩
みが遅い。そこで市民も自ら独自に動き出した
一例がこのグループで、除染ボランティアはそ
れらを手伝う。前述の災害ボランティアも続け

会場からは被曝労働者をいかに組織するの
か、立地地域の生存のために何をすべきか、安
全保障上の核サイクル必要論にどう抗するか、
といった質問が飛んだが、必ずしも噛み合った
議論にならず不完全燃焼との感想も聞かれた。
原発の海外移転への警鐘は肯うべきだが、広範
ではないにせよ取り組みも存在する。被曝労働

者の組織化は難しく啓蒙が先決という話はリア
ルだが、もはやその先を展望しなければならな
い。労組が資本主義と対決しなくなったという
のは事実だが、では今そう動くことで労働者を
守れるかは確証がない。しかしまずは現在地点
を朧気ながら認知できたであろうか。
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ながらなので、福島県にいる時間は倍になっ
た。

さて、除染の現場。除染は地味な測定の繰り
返しから始まる。このグループでは、使い勝手
が良く 4 万円前後と手頃なウクライナ製の線
量計を並べて地面の線量を測る。主に小中学校
などの通学路沿いにある 3μSv/h 以上のホッ
トスポットを処理することに決め、2μSv/h く
らいは（高いと思ってもこらえて）無視しなが
ら、見つけた場所に印を付けて回る。そこまで
が計測係の仕事だ。

ちなみにホットスポットは、周囲に一定量あ
る（あった）放射性物質が雨水などで流されて
集まり、その場所に定着したものだ。放射性物
質の種類はセシウム 134 および 137 で、ガン
マ線を発生する。ほとんどのホットスポットは
除染後に再び線量が高くなることはないから、
多くは 2011 年 3 月のうちにできたと考えて良
いだろう。

作業係は、計測係がつけた印を探して、表土
剥がしにとりかかる。放射性物質を含む土をス
コップで 2 センチから 5 センチの厚さで削っ
て防水袋に詰めるのが基本だ。一度に深く削る
と除染土の量が大変なことになるから、線量が
下がらない場合でも、線量計で結果をみながら
少しずつ削る厚みを増やす。それでも大量にな
りがちな、除染土を詰めた防水袋は、あとで回
収係が分かるよう道路沿いに並べておく。

僕の経験で言えば、それだけで大抵のホット
スポットは 1μSv/h 近くにまで劇的に線量が
下がる。80% カットは難しくないが、除染し
ても 1μSv/h ある。そもそも周囲の線量が 1
μSv/h 近くあるのだから残念ながらそれ以上
は望めないし、土を出しすぎてもいけない。

スコップで線量が下がらないときは、高圧洗
浄機と水タンクを積んだ軽トラックを使う。舗
装の継ぎ目に放射性物質が隠れているような

ケースでは高圧洗浄が抜群に効く。しかしこれ
は意外に出番が少ない。

最後は回収係が軽トラックで作業現場を回
り、除染土を回収する。除染土を詰めた袋は
表面で測って 20μSv/h 近いこともあり、その
場合の 1kg あたりのベクレル数は 50 万を超え
る。この土の行き場がないことこそが福島県全
域で大問題なのだが、このグループでは禅寺の
敷地に仮置場を確保しているので、そこに運ん
で保管し、近い将来にあるはずの行政による回
収に備えている。

以上でひとまず終わりだ。仮置場を確保でき
ない場合は、剥がした表土はどこかに掘った穴
に埋めるなどして保管しなければならないか
ら、除染作業を行うこと自体が難しい。むしろ
それが汚染地域の市民が置かれているスタン
ダードな現状だ。

それでも、今できることはやったほうがい
い。やらないよりはいい。除染現場では誰もが
口を揃えてそう言う。そして、こんな大変な状
況で住み続けるのか、移住するべきではない
か、などと口にする県外者は一人もいない。こ
の僕もけっして言わない。それは、どの程度の
汚染ならば住めるのかを学び、除染を含む放射
線防護をしながら住むと決め、できるだけ普通
の生活を送ろうとしている大勢、あるいは諸条
件から移住を望めなかった人々にかけるべき言
葉ではないからだ。

最後の最後に言うが、この放射能汚染を招い
た東電と国の責任はとてつもなく大きい。そし
て原発事故がどれほど震災復興の妨げになって
いるかは、言うまでもない。しかし、その責任
がしっかりと果たされる日まで、この現実を放
置しておくわけにはいかない。支援の人手が足
りない福島県に、今やらなければならないこと
が山ほどあるのである。

私と反 (脱 ) 原発運動 ( 活動 )
小川富弘（日本文化科学社労働組合）

私の活動の出発点は反核運動からである。 30 年前、20 歳台前半のころになる。労働組合
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の青年婦人部の募集に応じて広島の原水爆禁止
世界大会に前日夜から夜行列車で早朝の広島駅
に降りて他の仲間が仮眠している間に、ひとり
で「原爆ドーム」を見に行った。何ともいえぬ
印象を受けた。慰霊碑の「安らかに眠ってく
ださい。過ちは繰返しませぬから」という誓い
を胸に、合流して平和記念資料館や式典に参
加し、被爆者のお話や学習会で学んだ。「10
フィート」運動の映画や各種の記録映画や反戦
映画の経験を積み重ねた。

その後、埼玉県東松山市の「丸木美術館」の
「原爆の図」を観て、そこの丸木夫妻が原発に
反対して自家発電機で生活していると知った。
原発について考えるようになり、文京区労協の
呼びかけに応じて東海村原子力発電所の見学会
にバスで参加した。そこで働く組合員から説明
を受けたことも良く覚えている。

核兵器も原子力発電もウラン 235 やプルト
ニウム 239 を核分裂・連鎖反応させて臨界状
態にして大量のエネルギーを発生させる。そし
て放射性物質 ( ヨウ素、セシウム、プルトニウ
ム、ストロンチウム、トリチウム等 ) を長期間
出し続け、細胞や遺伝子を傷つける可能性を
知った。地震や台風、老朽化や水が失われたら
の不安もあるが、ミサイルなどを受ければ、首
都圏も廃墟となるかもしれないと恐怖した。ま
た、使用済み放射性廃物や廃液をどう処分する
のかを考えさせられた。

多くの人が不安に思い、無いほうが良いと
思っている原発を「ウソ」でかためた安全神話
で、政府・裁判所・自治体、マスコミが擁護し
てきた。お金と過疎を理由に農業・漁業等を破
壊し、地域の協働（共同）や反対を潰してきた
歴史があった。立地の格差、施設内の過酷な労
働環境と健康被害も見逃せない。

東京電力福島第一原発のメルトダウンが無
かったとしても、通常に稼動した状態でも大気
中や海洋や地下に大変危険なものを流していた
のだと思う。また、原子炉内や使用済み核燃料
も含めてその出し続ける熱や放射線を遮るため

に水が使われますが、その汚染とともに発電に
必要な量に倍するほどの熱を冷却するために海
水温を暖め続けるという環境破壊を、許すこと
ができない。また、大気、大地、森林、河川・
湖沼、海、そして生物を汚染していく。私たち
は核と決して共存できない、命や健康に関わる
問題ということである。

未来に豊かな自然や環境を残すために、一部
の自分たちのことしか考えない無責任な人たち
に対して、私たちは風力や太陽光や地熱・温泉
熱や水力・小水力、潮・波力、バイオマス、人
工光合成といった再生可能・自然エネルギーに
よる電力・熱エネルギーで、原発の無い社会を
作っていかなければならないと思う。ウラン
鉱山の作業や残土の問題、当然ながら輸出も禁
止、世界中から廃炉 ( 時間と費用は莫大で、処
理も難しい ) を直ちに実行させよう。

健康被害は、これから、甲状腺や白血球をは
じめ、リンパ球や腎臓等にダメージを発生する
人が増えることが予想される。正確な情報とそ
れの理解・判断をあやまらないように、これか
らも学び、伝え、闘っていかなければなりませ
ん。「貧困解消」と「格差是正」は重要である。
弱い立場におしつけにならないように教宣も含
めて注意を喚起していかなければならない。

六ヶ所村の再処理工場や「ふげん」や「もん
じゅ」といった核燃料サイクルも実現が極めて
難しいし、事故が起きるととんでもないことに
なることは、誰でも想像できる。地震の多いこ
の国で一か所に大量に危険な物を集積・保管し
ていることは、大いに不安といえる。大飯原発
の再稼働をストップさせ、伊方や柏崎刈羽の再
稼働を絶対阻止しなければならない。このたた
かいは長期にわたるひとりひとりの、また、労
働組合にとって着実に続けていかなければなら
ない課題だ。全ての核兵器を無くして、全ての
原発の廃炉を目指し、「さよなら原発」そして
未来に何を残していけるのか、全力で取り組み
たい。


