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再稼働問題の本質とめざすべき道

金子勝（慶應義塾大学教授）

電力会社が原発再稼働を急ぐ背景には、原発

の「不良債権」化がある。この「原発＝不良債

権」という本質を隠すために、いくつもの根拠

の曖昧なキャンペーンを繰り返し、再稼働を急

いでいる。たとえば、財界は「原発が動かないと、

停電になる」「日本経済がダメになる」と国民

を脅しているが、いったい何基の原発が必要な

のか、根拠となる数字を示してこなかった。そ

の背後にあるのは、安全性を担保できない原発

という不良債権を抱えていると、電力会社が潰

れてしまう事実がある。この問題を隠して、ひ

たすら電力不足のキャンペーンを張っているの

である。

たしかに、夏のピーク需要を乗り切るには、

いくつかの工夫が不可欠である。

まず、料金体系の見直しが挙げられる。企業

との契約でピーク時の電力料金を引き上げ、そ

れ以外の時間の電力料金に差をつけたり、夜間

料金や休日の料金をさらに低くして、夜間操業

や休日出勤に伴う超過賃金の支払いをカバーで

きるようにしたりすることが有効だろう。つぎ

に、電力会社以外がもつ、東京電力に匹敵する

自家発電電力を有効に使うこと。民間の余剰発

電能力に関しても、十分な情報開示が行われた

か、疑問である。

さらに 2003 年 11 月に、電力の一部自由化に

よって日本卸売電力取引所が設立されたが、実

際には日本卸売電力取引所も、送配電を監視す

る側の電力系統利用協議会も、大手電力会社の

出身者でほぼ占められ、接続料を高くして自由

な電力売買を妨げてきた。

3・11 の原発事故以降でも、日本卸売電力取

引所はほとんど機能しなかった。大手企業が

持つ自家発電をもう少し自由に売買できるよう

に、運営組織も価格設定も含めて日本卸売電力

取引所を改革すれば、電力供給量は飛躍的に増

加するだろう。また全国の節電努力が進めば、

電力会社間の融通がもっと可能になるだろう。

原発に過剰に依存してきた経営的戦略によっ

て、関西電力は、原発が再稼働しないと赤字が

累積して「ミニ東電」化してしまう。しかし電

力需給の調整という点だけなら、東西間におけ

る周波数の違いを、周波数変換所を増やすこと

によって融通すればよい。

では、なぜ電力会社や財界は、こうした対策

をとらず、原発再稼働を急ぐのか。一つには、

財界の中心にある電力会社の、地域独占と総括

原価主義という既得権益を守るためだと考えら

れる。さらに、夏に原発が動かないで電力が足

りてしまうと、多くの国民に原発ナシでもやっ

ていけることが分かってしまい、電力会社は困

ることになる。安全性が担保できない危険な原
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労働組合として責任を持とう ― 当事者としての 3 ・ 11

田村真理（岩波書店労働組合）

3 月 11 日に郡山に行った。「原発いらない！

　3・11 福島県民大集会」に参加するためだ。

3月 11 日は被災地にいたかった。いたかった、

というより、いなければいけないと思っていた。

鎮魂の日に、被災地で反原発の運動、というこ

とについては、議論がいろいろあるかもしれな

い。現にあったことも承知している。しかし私

は、身体全体で、心全体でこの状況を感じたかっ

たし、とらえなければいけないと思ったのだ。

3・11 が私たちに与えた衝撃は計り知れない

もので、そのことについては、これまでいろい

ろな人が、それぞれの立場で語り、また書いて

いる。だから、私がここで何か目新しいことを

言える自信があるわけではない。ただ私自身に

ついて言えば、私たちはもう 3・11 以前に戻れ

ないことだけははっきりしているのだが、では

どうすればよいのか、そのことだけが私の頭の

中をグルグル回り続けていた。私はだから、答

えのようなものを見つけるためにも、現地を訪

れたかったのかもしれない。

いままで、社会の矛盾――格差、貧困、不当

労働行為、人権侵害など、さまざまな問題があ

り、 労働組合としても取り組んできた。しかし、

今回の福島第一原発事故により露呈した原発を

抱える社会の矛盾は、その構造を知れば知るほ

ど、いままでのどんな理不尽なことよりも、現

代日本が直面している根源的な矛盾であると言

えると思う。哲学者の高橋哲也氏は、これを「犠

牲のシステム」と呼んでいる。私は遅まきな

がら、原発が私たちの生活の根本を揺るがすも

発が、すべて不良債権になってしまうからだ。

そして、本当に原発をゼロベースで見直すこと

になってしまう。

これは、電力会社や財界守旧勢力の利益にそ

ぐわない。原発を運営する電力会社にとって、

減価償却が終わった老朽原発ほど儲かるものは

ない。つまり、福島原発のような老朽原発ほど、

稼働すれば利益が出るのだ。要するに、原発再

稼働問題はエネルギー問題というよりも、むし

ろ電力会社の経営問題なのである。

しかし、老朽原発は動かせば、当然のことな

がら、危険性も高まる。もう一度、同じような

事故を起こせば、日本は終わってしまうだろう。

世論調査を見るかぎり、多くの人々がその危険

性を感じている様子がわかる。

実際、原発に未来はない。東京のマスメディ

アで大々的に報じられることは少ないが、地域

の動きは早く、再生可能エネルギーへの転換を

めざして動き始めている。もはや、エネルギー

危機や金融危機を突破するには、「日本版グリー

ンニューディール」「環境エネルギー革命」以

外にないだろう。

環境エネルギー革命が進むと、再生可能エネ

ルギー自体が新しい産業として登場し、スマー

トグリッドと双方向的な送配電網やスマートタ

ウンの建設といった新しいインフラが必要にな

り、建物の断熱化などの新しい建築需要を掘り

起こし、蓄電池や省エネのさまざまな新しいシ

ステムの開発、新しい耐久消費財の登場など、

広い範囲にその影響が及ぶ。

原発がなければ日本経済がダメになるという

主張があるが、これは全く逆である。むしろ、

こうした後戻りの道を選択すれば、世界で起き

ている環境エネルギー革命からますます取り残

されてしまうだろう。

2012 年 6 ～ 7 月に、日本社会はエネルギー

政策の転換点を迎える。6月には東京電力の株

主総会があり、7月には再生可能エネルギー法

（再生可能エネルギーの固定価格買取制度）が

施行され、7～ 8 月にはエネルギー基本計画が

策定される。それが「失われた 20 年」を断ち

切る第一歩となるか、「失われた 30 年」へと向

かってしまうのか――どちらを選ぶかを決める

のは私たち自身なのだ。
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のであるということをようやく認識したのであ

る。

自立的で持続的な経済基盤を持つことができ

ないでいる過疎地方の人びとの心を「札束」で

買い、都会で使用するための電気を作る原発

を押しつけていることに気づかされた。都会で

生活する私たちだけが電気を使いたいだけ使い

「経済発展」のおこぼれを受けているという非

対称性の何が、どこが持続可能な社会であるの

だろうか。「反原発」は「反体制」の象徴では

なく、人間らしい生活を阻むものへの抗いとし

て労働組合が取り組むべき課題だと思う。しか

も最大にして緊急のものとして。

以前、反核平和運動に少しだけ関わったこと

がある。いまも、余裕があれば関わりたい気持

ちはある。何人もの被爆者の方の話を聞いて冊

子にまとめたり、各地の平和行進に参加したり、

三宅島のＮＬＰ基地建設反対のために三宅島を

訪れたりした。私にとって、その運動で知り合っ

た多くの「当事者」の方々との交流は素晴らし

く、大きく触発されるものもあった。いま、そ

の運動の実効性はあったかと問われれば、私は

あったと自信を持って言える。

3・11 の郡山での集会の後、釈然としないま

ま思いを巡らせていた時に、「あっ！」と鼓動

が高鳴ったことがあった。「平和利用」という

言葉が突き刺さってきたのだ。3・11 以降、メ

ディアで「原子力の平和利用」論が取り上げら

れ、意見が交わされていたが、自分の中で関わっ

てきた反核平和運動とは全くと言っていいほど

切り結ばなかったのである。それが「あっ！」

と思った瞬間、氷解したのだ。私が関わってき

た反核平和運動では、すべての「核」について

反対しては来なかったのだ……。

そうは言っても、チェルノブイリ問題などに

は取り組んでいた。ただ、それは一過性のもの

だった。「原子力も、平和利用なら OK」とい

う表現こそしていなかったが、殺戮のための核

兵器の廃絶のみが最大で喫緊の課題だった。い

ま思うと、「平和利用」と思わされていた原発

に関わる地域や、被曝を前提にした原発労働者

などがどのような状況にあるかなど考えること

もしなかった。そして、何の疑問も持たずに電

力を消費していた。この点については、深く過

去の自分と向き合って考えたいと思う。

3 月 11 日は、午後からの集会の前に、郡山

駅近くの会議室で行われていた市民団体主催の

集会に参加した。そこでは、原発事故の影響で

郡山から避難している、小学生のお子さんを持

つお母さんの話を聞いた。「何を信じていいか

わからない。郡山から避難する前に、近所のお

子さんが鼻血を出したので医者に行ったが、医

者は大丈夫という。ある方は、避難すると逃げ

たと非難されるのでそうできない。また、避難

先でなじめずに帰ってきた人もいる。私の場合

は、結局、神奈川県に避難した。しかし住居の

関係で、まだ子どもとは一緒に住んでいない」

等々。普通の生活を、ある日突然、強引に奪わ

れた人の逼迫した言葉である。

「原発いらない！ 3・11 福島県民大集会」に

向かうときに乗車したタクシーの運転手さん

は、「あなたたちはどこの集会に行くの？　反

原発の集会だね」と私たちの「思想」を確かめ

た上で語り始めた。「あんな事故が起こってい

るんだから、原発はいらないなんてみんなそう

思っているんだよ。でも、そんなことは声に出

していえないんだよね」。郡山は被曝線量がか

なり高く、その日は日曜日だったにもかかわら

ず、子どもの姿はない。なるべく外では遊ばせ

ないようにしているのだ。先ほどの女性の言葉

もタクシーの運転手さんの言葉も、内容として

はメディアを通して知っていたことだが、直接

聞くこと、見ることにはとても意味があった。

そこに、私たちと変わらない多くの人の暮らし

が、ごく当たり前のように存在していること―

―その重みがずっしりと響いた。

私たちは生活を維持し存続させるために、賃

金アップを要求したり、労働条件の改善を求め

たりする。それらと同じように、いやそれ以上

のこととして、私たちの生活を根底から覆すも

のに対しては闘う必要があるのではないか。労

働組合として責任を持って「反原発」に取り組

むべきではないだろうか。

かつて、反核平和運動に関わっていたときに、
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私たちは何をしていたのか、今、何を感じるべきなのか

北林岳彦（実教出版社労働組合）

与えられた課題は安保体制や核軍備をめぐる

運動と反 ( 脱 ) 原発運動の関わりの経緯を描く

ことであった。しかし悶々とする内に時間は過

ぎた。10.30 の福島県民集会へ参じたが、そこ

にいていいのか、という思いもあった。電力の

受益者として、原発の危険から遠く身を隔てて、

この歳月、自分は何をしていたのだろうか。

次々に原子力発電所が建てられる時代に、私

は育った。大学時代に一時在籍した社会科学系

サークルは原発と核燃料サイクルの問題を学習

テーマにした。しかし周囲のサークルやセクト

関係者は、原発問題を放射能嫌悪のようなもの、

「障害者差別を助長する」としか考えていなかっ

た。家庭でも父親から「お前のような奴を放射

能アレルギーと言うのだ」と罵られた。

チェルノブイリ原発事故が起きたとき、私は

就職活動に殆ど関心を奪われていたかも知れな

い。アルバイト先の広告代理店がある自民党代

議士の衆参同日選ポスター制作に関わっていた

が、彼の選挙区が伊方原発立地地域だったこと

に思い至ったのは最近である。それ以前に故・

高木仁三郎氏に一度だけお会いする機会があっ

たが、それは三里塚（成田）空港反対運動の分

裂をどう観るかを話し合う場であった。

大学 3年のとき広河隆一氏主宰の運動に関わ

り、ユダヤ人差別がシオニズムの構造を支え

パレスチナ問題を生んだ歴史を学びつつ、真の

多民族共存とは何かを考える講座を開催してい

た。そこで広河氏と広瀬隆氏が出会う場に居合

わせた（同じ 1967 年にお互いを知らぬままキ

ブツで働き、パレスチナ人の存在を知るように

なったという）。シオニズムがアメリカの軍事

的影響力拡大や国際資本と共犯関係を結んでい

く経緯を講座では共有し、広瀬氏もその後『赤

い盾』を著した。

そしてチェルノブイリ以後、月刊誌『DAYS 

JAPAN』（講談社）の創刊と二人のコラボレー

ションによる原発告発の特集「四番目の恐怖」

が編まれるに至ったのだ。しかし当時私はパレ

スチナ難民支援の市民運動に関わり続けてはい

たが、広河氏のチェルノブイリ問題に対する情

熱の真意を理解してはいなかった。彼は、原子

力災害はどこでも起りうると強く認識していた

のである。

私の中では原子力問題は通奏低音ではあれ遠

景となりがちだった。大阪に赴任した折に若狭

の原発を対象とした運動に関わった同僚が提起

し、社内に「放射能倶楽部」なる任意団体が作

られたが、彼以外に原水禁運動と反原発を連動

したものとして考え実践している人は少なかっ

ただろう。逆に私は原水禁運動をアリバイ的に

感じ距離を置いてきた。倶楽部の活動は「楽し

く」行うことが前提で、旧動燃へ「もんじゅ廃

炉」の突撃要求をしたこともあったが、総じて

啓蒙のレベルにも至っていなかっただろう。進

行中の事態とのギャップを思うと、忸怩たるも

のがある。

震災発生直後、マスコミは原発のことを伝え

ず、焦燥を覚えた。しかし一旦事故が隠しよう

のない事実となると、東京での情報は原発、あ

るいは放射能を巡る論評に席捲された。しか

しそれに対する受け止め方は、東北や北関東の

被災現場での感覚とはずれがあっただろう。三

陸の津波被災地を見た上で誤解を怖れずに言え

被爆者の方や三宅島ＮＬＰ基地反対の地元の方

と交流して、いちばんうれしく思ったのは、支

援者でしかない私たちを「当事者」として扱っ

てもらったときである。そのとき、運動がひと

つになったように思えた。そして、今回の 3・

11。私たちは明らかに当事者なのである。騙さ

れていたと言うことも含めて、そうなのだと思

う。
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ば、今更放射能がどうした、それどころじゃな

い、という気分も私は抱いていた。

津波の被害実態はすさまじく、軽々しく「復

興」などと言えぬ個人・社会の深い傷があった。

行方不明者にも加えられぬ膨大な犠牲。人口の

半分が消えてなくなった町。復興しようにも働

き手がごっそり持って行かれ、高齢者ばかり残

された地域もある。原子力政策を否定する私で

さえ放射能報道が疎ましく、なぜ東北の実態を

見ないのかと自棄な気分になった。まして「我

われの言ったとおりになった」と語る一部の反

原発運動家には失望した。

しかし無論私も、奢れる原子力システムを

軽々と破壊した「3.11」の自然の力にカタスト

ロフ的衝撃を受けていた。いや、信じ難い現実

が起きていることに、阻む努力を怠った事実を

突き付けられていた。「福島第一事故以後」と

いう時代に生きている事実は、もはや紛れもな

いのだ。

津波以前に東北は格差や過疎といった矛盾に

喘いでいた。地域が立ち上がれない打撃の深さ

はその矛盾の帰結だ。その意味で震災は予め準

備されていたとも言える。原発震災においては

何をか言わんや、である。故郷を失った人びと

は難民であり、さらに行政により棄民にされつ

つある。子どもたちさえ汚染の中に拘束され、

科学の名を借りた非科学的な忍従と国家政策へ

の服従が要求される。命を重んじないそのよう

な国や社会を不作為であれ選び形成してきたの

は、他でもない私たちだ。

あのチェルノブイリ事故の後、私たちは何を

してきたのか。本気でこの核汚染の体系を止め

る努力をしてきただろうか。ウラン採掘から廃

棄物処理まで、交付金で故郷を原発に売らされ

た過疎地方から、下請け労働を提供してきた都

市の寄せ場まで、正視してきたか。労組や政党

は真摯に取り組んできたか。「平和利用」は反

核の対象外だとしてきたことを率直に顧みてい

るか。あるいは今なお現実を直視せず「経済成

長維持」「電力不足の危機」と自らを欺き続け

てさえいるのではないか。

今何をしなければならないのか。母親たちの

押し潰されそうな不安、希望を見出せない福島

の人びと、壊された社会の絆、あるいは嘘の暴

力。それらに反応できるまともな感性を取り戻

すことがまず、求められているのではないか。

脱原発デモ考

岩下結（出版情報関連ユニオン／合同労組）

原稿依頼を受けたとき、「なんでも好きなこ

とを」と言われ、少しのあいだ途方にくれた。

原発についてなんでも？　3.11 以降起こったこ

とはあまりに膨大すぎ、それについての論評や

論争も辟易するほど見てきた。この1年あまり、

何かを食べ、買い物をし、子どもを世話しなが

ら、常に頭の隅から離れない。人間関係すら、

良くも悪くも変えられたと思う。

しかし、それではあまりに茫漠としすぎだし、

他の方も多かれ少なかれ似たような経験を語ら

れている。そこで、ここでは「デモ」について

書きたい。昨年来、数多くのデモに参加してき

た自分だが、それ以前から「デモ」には特別な

感情というか関心をもっている。ロスジェネ世

代のはしくれとして、「自由と生存のメーデー」

をはじめとするいわゆる反貧困／プレカリアー

ト運動のデモにも多く参加してきた。

震災後に各地で展開された脱原発デモの数々

は、それらのデモより規模の面では 1桁か 2桁

大きい。しかし、2000 年代を通じたデモ文化

の蓄積があったからこそ、このように花開いた

ともいえると思う。震災後はじめての大規模な

脱原発デモが、4月 10 日に 1 万 5000 人を集め

た高円寺「素人の乱」主催のものだったことは、

そのことを端的に語っている。

素人の乱はその後、ほぼ 1か月に 1度のペー

スで大規模なデモを主催したが、昨年 9月以降

は単独のデモを主催していない。個人どうしの
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ゆるやかなつながりである素人の乱にとって、

突如 1万人規模のデモを率いることに伴う労力

や負担は過大だったのだろう。残念ではあるが、

他のさまざまな組織や運動体に先駆けて重要な

時期を牽引したことの価値はゆるがない。

かわって最近の首都圏で存在感を増している

のは、ツイッターデモ（TwitNoNukes）と「脱

原発杉並」だ。ツイッターデモは、Twitter 上

のつぶやきから始まった組織色のないデモと

して、渋谷でのデモのほか経産省や首相官邸前

での抗議行動も毎月のように主催している。脱

原発杉並は、高円寺も含む杉並区の住民や商店

主、諸政党の議員など老若男女を巻き込む地域

デモ。「カラオケカー」や飴玉を配るカートも

登場する「ゆる系」のノリで、2月のデモには

5000 人超を集めた。

こうした新しいデモが次々あらわれ、かつて

に比べれば、政治に無関心だった若者も躊躇な

く参加するようになってきたことは間違いなく

よいことだ。もちろん、現在の原子力ムラ体制

を変える有効な方法が他にないという消極的な

理由もあるだろうが、それは今に始まったこと

でもない。デモは民主主義の重要な要素であり、

「一部の」党派や圧力団体のもののように思わ

れていた過去のほうがおかしいのだ。

しかし一方で、突如浮上した原発という問題

の巨大さは、従来の社会運動「業界」の垣根や

棲み分けをあっさり破壊し、結果として齟齬や

対立も生んでいる（ソーシャルメディアによる

可視化の効果も大きいだろう）。それをよく示

していると思えるのが、「シングルイシュー問

題」と呼ばれるものだ。

先述のツイッターデモは「特定の政治的スタ

ンスに依ることなく、反原発／脱原発のみを唯

一のポリシー」として掲げ、主催するデモでは

「テーマと関係のない特定の政治団体や政治的

テーマに関する旗やのぼり、プラカード等」の

自粛を要請している。一見もっともな主張だが、

「憲法 9条を守れ」とか労組の団体旗などもこ

れにあたる、と言われればどうだろうか。組合

活動をしてきた諸先輩方には違和感を抱かれる

方もおられよう。が、そこは踏みとどまって一

考してみてほしい。「左翼なら」「労働組合なら」

当然のように共有してきた前提は、その外から

の参加者にも同様に要求できるものだろうか？

「脱原発には右も左も関係ない」とよく言わ

れる。実際、「右から考える脱原発デモ」とい

う保守系デモも存在する。しかし、彼らとも共

闘しようというとき、「9条」や組合旗は「無

関係な政治的主張」として――少なくとも、一

定数の人には映ってしまう、ということだ。も

ちろん逆もまた然りで、右翼がデモで日の丸を

掲げることに反発する人々もいる。

シングルイシュー主義は、こうした対立を避

け、「脱原発の一点での共闘」を目指す戦略の

ひとつなのだろう。実際、ツイッターデモは「右

から考える脱原発デモ」との人的交流も多いよ

うだ。しかし当然、左派系の活動家からの批判

も多く論争を呼んでいる。自分自身、このシン

グルイシュー主義に一理を感じつつも、それが

取りこぼしてしまうものへの懸念は払拭できず

にいる。

むろん、こうしたことは小さな差異であり、

より大きな原子力ムラ体制との闘い、そして未

だ多い無関心層への働きかけのほうが重要だ、

と言うこともできる。けれども、「幅広い連帯」

「国民的共闘」といった言葉をお題目でなくリ

アルなものとして想像するなら、皮肉にもその

条件が揃いつつある今、左派だけがこれまで通

りの姿勢でよしとしてよいのだろうか。

5 月 6 日、全原発停止を祝う「脱原発杉並」

と「素人の乱」共催のデモに参加した。出発後

いきなりの豪雨と霰に見舞われずぶ濡れになり

ながらも、デモ隊は「原発ゼロ」を祝う明るい

ムードで高円寺の街を歩いた。手づくりの横断

幕やプラカードから、地域労組や諸政党の旗ま

でがカラフルに翻る（ちなみに脱原発杉並のコ

ンセプトは「有象無象」。ＨＰには「（副題は自

由）」とある）。沿道の表情も好意的で、住宅街

ではドラム隊も音量を下げるなどの配慮があっ

た。素人の乱以来の蓄積のなかで、デモの側も、

それを受け入れる地域社会も、互いに成熟して

きていると感じた。

「この雨はきっと、全原発停止で気を抜くな



7

大飯原発再稼働に反対の声を！

阿部博幸（筑摩書房労働組合）

5 月 26 日　福島第一原発 4 号機の原子炉建

屋の内部が公開された。TVニュースでこの 4

号機の核燃料プールの崩壊現場が写し出され、

使用済み核燃料 1331 体（これはほぼ原子炉 3

基分に相当する）は白いシートで覆われてい

た。コンクリートの壁、そして鉄骨がむき出し

になっていた。2011年3月15日水素爆発によっ

てこの 5階の屋根は吹き飛んだ。黄色い原子炉

の格納容器のフタが見えた。東京電力は耐震補

強工事を行ったので「4号機原子炉立屋は傾い

ておらず、燃料プールを含め地震で倒れること

はありません」と言う。

しかしこのガレキ処理工事、その突貫工事の

現状、コンクリートのズサンさなどからして、

震度５で崩壊するだろうと指摘されている。配

管工事を請け負った会社経営者も厳しい放射能

被曝に晒された環境の中で、新たな地震による

冷却用の配管パイプの破断の恐れと不安を語っ

ている。それだけではない。東京電力はこの使

用済み核燃料をどのように取り出すのか？　さ

らに、大地震の発生により、いつ核燃料が溶け

出すかもしれないなどの不安な状態は今も続い

ているのである。

このような中で野田政権は大飯原発再稼働を

正式に関係閣僚会議（野田首相、細野原発相、

枝野経産相、藤村官房長官）でこの一両日中に

も決めようとしている。野田政権は関西電力大

飯原発 3、4 号機の再稼働を「周辺自治体の理

解が大筋で得られた」ので「最終的には私の責

任で判断する」としている。また「安全基準は

暫定的なものであり」「規制庁発足後の新たな

安全基準で再稼働が適正でないとされれば、原

発を止めることもありうる」と細野原発相は述

べている。

関西の経済団体などは電力不足、経済停滞を

理由にして早急に大飯原発の再稼働を求め、野

田政権は福島第一原発事故前の安全基準や規制

の枠のままで、声高に新たな原子力「安全」神

話を作り出そうとしている。「暫定的な安全基

準にはおおむね適合している」ので「安全」だ

としている。だが、果たしてそうなのだろうか？

ところで、この 4月～ 5月にかけて、大飯原

発の再稼働をめぐって焦点になっていたのは関

西広域連合の自治体知事たち、とりわけ橋下徹

大阪市長の言動だった。4月初め、橋下市長は

「このプロセスで再稼働を許したら本当に怖い

ことになる」と、野田政権に政治的な揺さぶり

をかけ、「反対」の姿勢を示した。そして４月

24 日、大阪府市の大飯原発再稼働「8条件」を

発表した。これは原発 100 キロ圏内の自治体と

の安全協定締結などを求め、京都府や滋賀県な

どの周辺自治体とともに再稼働の動きを牽制し

ようというものであった。しかし福井県自体が

14 基もの原発を受け入れ、電源三法交付金は

2010 年度までに 3461 億円、電力会社からの核

燃料税が 2011 年度から 5年間で 609 億円が見

込まれているのである。こうした原発立地県の

既得権益、また利権が絡んでいるのでまとまら

ない。

5月になると、彼は関西経済三団体の 15％の

電力不足にどう対処するのか？という経営者団

体の意向には逆らえず、その後は「うわべばっ

という天の警告です。」終了後のリレー発言で

そう発言したのは一水会顧問の鈴木邦男氏だ。

社民党の選挙カーの上で右翼団体の元代表が発

言するという図も、原発事故がなければ見られ

なかった光景かもしれない。

3.11 以降、私たちは無数の分断を見てきた。

原発や放射能の "悪 " の本質はこの分断にある

のではとすら思う。だからこそ、いかにつなが

り続けるか、その市民的な知恵がいま切に必要

だ。「つながり続けることが私たちの力」とい

う 9.19「さようなら原発」集会での武藤類子さ

んの言葉を、あらためて反芻する。
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かり言っていてもしようがないんでね。事実上

容認ですよ」とそのハシズムの本性を露わにし

たと言うべきか。既に藤村官房長官が「電力が

足りずに困るのは大阪だ。橋下さんは理解して

くれている」「おっしゃていることは、ちょっ

と支離滅裂なところがある」と見透かしていた

（？）のである。

ところで、野田政権は大飯原発再稼働の安

全対策 30 項目を発表したのは 4月 5日である。

このうち 14 項目はすでに緊急安全対策として

実施済みのものだ。電源車の配備、消防車、ポ

ンプ車などの分散配備、緊急時の対応計画やマ

ニュアルの策定などがそうである。ところが、

肝心の中長期的な対策は未実施あるいは数年後

という。防潮堤のかさ上げ工事、水素ガスの除

去装置、放射性物質を減らすフィルター付きベ

ント設備は完成時期の見通しさえない。また免

震重要棟の設置は 4年先というので

ある。たった三日の間に合わせの付

け焼刃「安全対策」とヤユされる始

末なのだ。

この大飯原発のある若狭湾一体は

敦賀原発を始め「原発銀座」と言わ

れる。この原発の運転年数を見ると、

日本原電の敦賀原発 1号機 42 年、2

号機 25 年。関西電力の美浜原発 1号

機 42 年、2号機 40 年、3号機 36 年。

高浜原発 1号機 38 年、2 号機 37 年、

3号機 27 年、4号機 27 年。そして大

飯原発の 1号機 33 年、2 号機 33 年、

3号機 21 年、4号機 19 年。３０年以

上の亘る老朽化した原発が集中して

いるのだ。

そしてこの一帯に複数の活断層が

あり連動して大地震を起こす可能

性がこれまでも指摘されてきた。大

飯原発には海底断層と陸地の断層を

つなぐ全長 63 キロの連動が想定さ

れる。このすぐ近くにある敦賀原発

の２号機に直下に活断層が走ってい

る。この敷地内には 160 の断層が見

つかり全長 100 キロの活断層群が連動する可能

性があると指摘されており、地震が起きた場合

原子炉直下の断層も同時に動く可能性が高いと

専門家は調査の結果を発表している。まるで地

震の巣の上に、敦賀半島・若狭湾一帯の原発が

あるのだ。

これらの原発の定期検査では毎日約 1000 人

の労働者が働いている。施設内の機器、配管の

点検や補修のために放射性物質で汚染された施

設の中である。その内の 7割近い下請け労働者

は被曝にさらされ、悲惨な病状に苦しめられて

いる。正社員と下請け労働者では放射線チェッ

クのフィルム自体が異なるのだ。中性子が検査

できないという。私はそうした労働者とともに、

改めて全ての原発を廃炉にしよう！と思わずに

はいられません。MIC、出版労連の多くの仲間

ともに大飯原発再稼働反対の声を挙げよう。




