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代々木公園に 17 万人が参加 
「7.16 さようなら原発 10 万人集会」 

政府は市民の声を聞け!! 
 

 
７月 16 日、東京・代々木公園を会場に、「さようなら原発一千万署名 市民の会」の主催で、「さようなら原発 10

万人集会」が開催されました。猛暑にもかかわらず、個人や家族連れ、労働組合、市民グループなど、国内外から

17 万人が参加しました。この参加者数は、日本でこれまで開催された脱原発関連の集会では最大の人数です。 

集会はサッカー場に設置された第１ステージ、野外音楽ステージを使った第２ステージ、トラックの第３案内カ

ー、第４案内カーの４ヵ所に分かれてプログラムが組まれました。それぞれの場所でトークやライブが行われ、会

場を盛り上げました。パレードも明治公園を解散地点とする「原宿コース」、恵比寿東公園をめざす「渋谷コース」、

新宿中央公園で解散となる「新宿コース」の３コースで行われました。 

 

 
東京都千代田区神田駿河台3-2-11 

連合会館１階 原水禁気付 

「さようなら原発 1000万人アクション」 

実行委員会 

 

電話 03-5289-8224 

F A X 03-5289-8223 
 

さようなら原発 
1000 万人ニュース 

 

第９号 

2012年９月４日 
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司会を務めた講談師で賛同人の神田香織さん 

 
オープニングでは小室等さんらが演奏を聴かせた 

 
コンサートなどが行われた第２ステージ 

 
朝早くからたくさんの参加者が詰めかけた 
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集会での発言 
  

坂本龍一さん 
音楽家／呼びかけ人 

福島の後に沈黙しているのは野蛮だ 
 

 

 思い起こせば 42 年前に、私はまだ 18 歳で代々木公

園、ここにいました。そのときは日米安保改定反対と

いうことでここにいましたけれど。そのときは、学生

や労働者の集まりでしたが、今日は毎週金曜日の首相

官邸デモと同じように、多くの普通の市民の方がいら

しています。僕も日本人、一市民として来ました。本

当に 40 年以上ぶりにここにいるということは、私も感

無量です。 

原発に対する恐怖や、日本の原発政策に対する政府

の怒りというものが、日本国民に充満しているのだと

思います。首相官邸前の毎週の抗議もすばらしいこと

とは思いますが、残念ながらそれだけでは原発は止ま

らない。再稼働されてしまった。もちろん、声をあげ

ていくことは大事ですが、それだけでは政府の耳には

届かないらしい。そういうわけで、こういう大きな集

会を催したり、パブリックコメントをじゃんじゃん書

いたり、あるいは地方に、脱原発の首長を増やすなど。

地方にも見識のある方はたくさんいらっしゃいます。 

それから、長期的にはなりますが、われわれに出来

ることは電力会社への依存を少しずつ減らすというこ

と。こういう声が、プレッシャーとなって彼らにも届

きます。言ってみれば、たかが電気です。たかが電気

のために、何で命を危険にさらさなければいけないの

でしょうか。いつ頃になるかわかりませんが、2050 年

くらいには電気などというものは、各家庭や事業所や

工場などで自家発電するのが当たり前、そうなってほ

しいと思っています。子どもの未来を危険にさらすよ

うなことはするべきではないと思っています。「福島の

後に沈黙しているのは野蛮だ」。これが私の信条です。 
 

内橋克人さん 
経済評論家／呼びかけ人 

福島の悲劇に学ばない政治家を国会に

送るな 
 

 
 この広い代々木公園を埋め尽くし、会場の外にまで

あふれ出る膨大な数の参加者の方々。皆さま方の今日

の勇気ある「さようなら原発」の声が、ゆがんだ私た

ちの国と、社会のあり方を正す、最も大きな、そして

確かな力になっていくでしょう。 

 もう原発はやめてという、必死の叫びをあざ笑うか

のように、平然と大飯原発が再稼働されました。３号

機に続けて、４号機が再稼働され、今月下旬にも２基

の原発が再稼働する予定となっています。今や、再稼

働候補の原発は全国に続々とあります。新しい安全基

準もないままに、再稼働が強行されます。 

まさに再稼働計画は、目白押しの状態です。私たち

の声、福島の悲惨な現実は、どこへかき消されてしま

ったのでしょうか。私たちが最も警戒しなければいけ

ない社会の空気、二つの警鐘を発しておかなければな

りません。第一に「原発反対などと叫んでいても意味

がない」という、脱原発運動への嘲りの空気が醸し出

されているということです。原発の代わりはどうする

のか。対案なく反対といっても意味がないというもの

です。しかし、決してそうではありません。 

対案なければ反対なしというのは、政府と官僚が主

権者である国民、市民を脅し、口を封じるための常套
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手段でした。核心となる情報を隠しておいて、お上の

いうことに盾突くとはけしからん。対案を出せ。こう

いう仕組みです。人々の魂に根付く平衡感覚とか、鋭

敏な危険察知能力。あるいは、およそ命あるものに必

ず備わっている畏怖心。そういったものこそが、安心

社会の礎であります。 

 二つめは、新しい原発安全神話が大手をふるい始め

たということに警鐘を鳴らしておかなくてはなりませ

ん。報じられているように、原子力安全基本法の基本

方針に、いつのまにかわが国の安全保障に資するとい

う文言が加えられて、政府案が成立してしまいました。 

 かつて、原発 100 基構想というものがありました。

私たちが住むこの国の海沿いを 100 基もの原発が取り

囲む。一体いつ、私たちはそのようなことに合意を与

えたでしょうか。国民的コンセンサスのないまま、ひ

た走り原発大国は破たんしました。合意なき国策へさ

ようならという声をあげていかなければなりません。

福島の悲劇に学ばない政治家を二度と国会に送っては

なりません。このことが未来への最低限の責任だと思

います。 
 

鎌田 慧さん 
ルポライター／呼びかけ人 

「原発は嫌だ」の声でエネ環をパンク

させてやろう 
 

 

 全国からお集まりの皆さん、今日の成功は皆さんの

おかげです。大成功です。原発を一刻も早く止める、

という風にしたいと思います。私たちは、全国のあら

ゆる人たちと力をふりしぼって、780 万筆もの署名を集

めました。それを６月 15 日、首相官邸に持っていきま

して、藤村（修）官房長官に提出しました。しかし、

その次の日に（政府は）大飯原発の再稼働を決めまし

た。こんな政府がありますか。こんな主権者の声を、

民意を、汗と涙にまみれて集めた署名を、踏みつぶし

て平然としている。このような内閣に私たちは「ノー」

を突き付けたい。 

 これから福島がどうなるか全くわからない。対策も

ない。これから使用済み燃料がどうなるかもわからな

い。停止していても、地震があったら爆発するかもわ

からない。そのような危険な状態にありながら、まだ

原発にこだわっている。このような国民の生命と財産

を無視するような政府に対しては、徹底的に弾劾して

いきたいと思います。 

 今日はこれから、３コースに分かれて行進します。

原発は嫌だという声を世界中に広げていきたいと思い

ます。政府は 2030 年（原発）15％で逃げ切ろうとして

います。絶対許せない。ただちに０％です。皆さん、

政府はパブリックコメントをやると言っています。原

発は嫌だ、という声でエネルギー環境会議をパンクさ

せてやりましょう。 
 

大江健三郎さん 
作家／呼びかけ人 

私たちは「侮辱」の中に生きている 
  

 

 私は小説を書いて生きてきまして、いま 77 歳であり

ます。そして、昨年９月のことですが、明治公園の集

会（9.19 さようなら原発集会）に参加しました。そし

て生まれて初めての経験をしました。６万人を超える

市民が集まりました。それは群衆というものではなか

った。一人ひとり、注意深い市民が個人の意思で集ま

って集会を開いているということが、しみじみわかり

ました。そのとき、東北からいらした女性の言葉が胸

にしっかり染み込みました。 

私は「さようなら原発」の運動は勝つと思いました。

そして私は 750 万を超える署名を首相官邸へ提出する

グループにも入れていただきました。そこで私たちは

（藤村修）官房長官に 750 万の署名をお渡ししたので

すが、それに対する官房長官の答えは、「（野田佳彦）

首相の言うことを聞いてください」、とのことでした。

その翌週、私は首相の大飯原発を再稼働することにし



5 
 

たという声明を聞くこととなりました。私は正直、落

ち込んでしまいました。そして私は小説家ですから、

自分の尊敬してきた作家の作品を読んでみました。皆

さんは中野重治という作家をご存じかもしれませんが、

私たちの父親の世代と、私たちの世代で最も影響が大

きい作家で、最も優れた人間が誰かといえば、それは

中野重治さんです。 

 「もはや春風であった。それは連日連夜、大東京の

空へ砂と煤煙とを巻き上げた。風の音の中で母親は、

死んだ赤ん坊のことを考えた。母親は手紙の最後の行

を書いた。『私らは、侮辱の中で生きています』」。 

何より、この母親の言葉が、私の心を打ちますのは、

原発大事故のなお続く中で、大飯原発を再稼働させた。

さらにそれを広げていこうとしている政府に、私は今、

自分が侮辱されていると感じるからであります。私ら

は侮辱の中に生きています。私たちは政府の目論みを

打ち倒さなければなりません。 
 

落合恵子さん 
作家／呼びかけ人 

ここにいるのが国民であり市民だ 
 

 

 声は後ろの方まで届いていますか。すみません。後

ろのほう、大丈夫ですね。よろしくお願いします。 

それにしても何という政治であり、政権なのでしょ

うか。「コンクリートから人へ」、と言っていた人たち

が命より原発を選んでしまったのです。私たちの怒り、

いま外は 33度といっていますが、冗談じゃありません、

100 度超えています。 

私たちは、命への、暮らしへの、この重大なる犯罪

と侵略行為の共犯者になることはできません。私たち

は二度と加害者にも被害者にもなりません。そのこと

を約束するために今日ここへ集まっています。自らの

存在にかけて、闘うことをやめません。原発はいりま

せん、再稼働を許しません。原発輸出させません。す

べての原発を廃炉にします。 

私たちが守るのは一つ、命です。命であり、暮らし

であり、田畑であり、海であり、空であり。原発はも

とより、オスプレイも基地も全部反対です。私たちは

すべての命を脅かすものとここで対峙していきましょ

う。子どもがいて、お年寄りがいて、人と人とがつな

がっていて。あの日常を返せ！ 

野田政権に聞きます。あなたたちが国民と言うとき

に、いったい誰を見ているのか。今日ここにいるのが

国民であり市民なのです。 

私たちは性懲りもなく原発を推進する人たちに、本

当の民主主義とは何なのか教えなければ。私たちの声

は、「大きな音」ではないのです。原発推進を、独裁を

挫折させてやろうじゃないか。そして、こんなにつら

い思いをしている子どもたちに、もう少しましな明日

を残してから死んでいきましょう。もう一度約束です。

再稼働反対、原発そのものに反対。すべてに反対する

ことから命は再生していくことを。 

暑いです。熱中症に気をつけて。これからウォーク

が始まります。水をしっかり飲んで。ケガのないよう

に。捕まらないように。しっかり主張し続けましょう。 
 

澤地久枝さん 
作家／呼びかけ人 

核は無条件撤廃、核はいらない 
 

 
（写真提供：自治労本部） 

 暑いですね。今日、10 万人は大丈夫かなと思いなが

ら来ましたが、それ以上の人でした。私たちが一生懸

命、こういうことをやっているのは、未来のためだと

思います。絶対にもう、核に汚染されて、人々が細々

と生き延びているというような地球にはしたくない。

そのときに、日本がどの国よりも率先して、核を捨て

て生きていくという、そういう選択を野田さん（佳彦

首相）という人に考えてもらいたい。 

東京も食べる物が汚染されています。大人は覚悟し

て食べればいいけれども、小さな子どもたち、子ども
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を産むお母さんたちは、それをどうやって避けるのか。

日本列島全部、もう道はないのですよね。 

核は無条件撤廃、核はいらない。そうなれば、輸出

もしなくて済みます。日本は産業大国だとか、経済大

国だとか言っているけれど、日本が小さな国になるこ

とを、なぜ恥じる必要があるのか。 

福島という故郷は奪われたけれど、まだ奪われてい

ない故郷がこれだけあると実感できるような方法をと

らなければなりません。そのためには、この炎天下に

ここへ来てくださっているという皆さんの気持ちが、

あの首相官邸にいる、あるいは国会を埋めている人た

ちに届かなければ、この国は民主主義も何もありませ

ん。「私の意見はこうだ」と言うことを、はばかること

はありません。怖がることはないと思います。そこで

試されるなら試されてみようではありませんか。 

子どもさんの声ってすごくよく通りますね。あなた

のために私たちがんばっています。 
 

瀬戸内寂聴さん 
作家／呼びかけ人 

悪いことはやめてくれと言い続けましょう 
 

 
（写真提供：自治労本部） 

 私は満 90 歳になりました。おそらく、この中にたく

さんの人がいらっしゃいますが、私より年上の方はい

らっしゃらないと思います。「冥土のみやげ」に皆さん

がたくさん集まった姿を見たかったのです。 

 ちょうど 100年前に日本に起こった大逆事件だとか、

女性の「青鞜」の運動などを書いております。去年で

100 年だったのですが、どこもマスコミは取り上げませ

んでした。だから私は情けないと思って、また書き直

しています。そうするとたくさん人たちが読んでくれ

ました。ただ、新聞に書いたものですから。今の若い

人たちは新聞を読みません。それをまた本にしました。

なぜ、そういうことをしつこくやるかと言いますと、

100 年前に日本は大変自由を奪われた時代がありまし

た。自分のためではなく、人のために新しい政治をや

ろうとしたら、全部捕まって何もできない時代があり

ました。その冬の時代を経て、現在があるのですが。

私たちは今、毎日を何不自由なく暮らしているけれど

も、さまざまな人たちが苦労をして、自由を守ってき

たから今日があるのだと思います。 

いくら（人がたくさん）集まっても、私は 90 年生き

てきましたから非常に懐疑的なのですが、これがすぐ

に原発を止めるとか、政府の方向を変えるとか、そう

はならないのではないかという、非常に疑り深い気持

ちを持っております。それでも私たちは集まらなけれ

ばならないのです。なぜなら、私たちは税金を払って

いる日本の国民です。だから、政治に対して言い分が

あれば、口に出して言っていいのです。身体で表して

いいのです。そういうことを、今の人たちはあまりし

なくなりました。悪いことはやめてくれと、たとえ相

手が聞かなくても言い続けましょう。 
 

広瀬 隆さん 
作家 

私たちは賭けをしているときではない 
 

 
（写真提供：自治労本部） 

 そうそうたる方々の中にいるのは居心地が悪いので

すが、ちょっと話をさせていただきます。まずここに

お集まりの皆さんに心から感謝申し上げます。そして

今日の主催者の皆さんに。 

 空を見上げてください。ヘリコプターがいっぱい飛

んでいます。あのうちの一機は皆さんのお金で飛ばし

て、正しく報道しています。地上と全国を結んでいま

す。この数はとてつもない数です。数えられないほど

です。しかし、まだ原発が動いているのです。これは

不条理です。ここにいる私たちの多く、そして大飯原

発を動かした関西電力の経営者もみんな大人です。大

人と大人が対峙して、いま原発が動いているというの

はどういうことなのか。これは、私たち日本の社会全
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体が、いま子どもたちや若者に対して、取り返しのつ

かない罪を犯している、私はそういうふうに感じてい

ます。だから何とか止めたいのです。そうしないと、

私は自分のかわいい孫たちに顔向けできません。 

 日本は一応、工業立国で世界トップです。自動車を

大量に生産しています。自動車はエンジンで走ります。

実を言うと、去年と今年の一年半で、「エンジン発電機」

が原発 10 基分も生産されたのです。これを多くの企業

が買ったのです。関西地方で、これを午後のほんの２、

３時間動かせば、全く電力不足は起こらないというこ

とがわかっているのです。それは翻って考えますと、

関西電力が大飯原発を再稼働した理由は、電力不足で

はないのです。関西電力の福井県若狭に抱えている原

発を廃炉にすれば資産がなくなる。彼らは経営破たん

を避けるためにこういうことをやっているのです。で

すから、私はどうしたらいいか考えました。 

 今日のそうそうたる呼びかけ人の皆さんがずらっと

並んで、関西電力の経営陣が相手方に並んで、同じテ

ーブルについて取引をしたいと思うのです。私たちが

求める条件はたった一つ、原発を止めること、それし

かないです。向こう側が求めることは経営破たんを避

けたいということです。これは取引できると思います。

電気料金の値上げ。皆さんは怒るかもしれませんが、

いまこのまま運転を続けていればどうなるか。私たち

は賭けをしているときではないと思うのです。 
 

中嶌哲演さん 
福井県小浜市・明通寺住職 

ビッグピンチをビッグチャンスに変え

ていこう 
 

 
（写真提供：自治労本部） 

 大飯原発の再稼働に反対し続けている皆さん、そし

て今日お集まりのすべての皆さん。本当にありがとう

ございます。地元の中の地元、小浜市民の一人といた

しまして、再稼働見切り発車をストップできなかった

ことに、忸怩たる思いを禁じえませんが、かれこれ 30

年前に、その小浜市民は強力な反対運動を展開しまし

た。その折の、一人の小浜市民の声だけは皆さんに伝

えておきたいと思います。「（大飯原発）３、４号機が

増設されたならば、私たちの子や孫に死刑宣告を受け

たのも同然だ」という言葉であります。 

長年、進言し続けてまいりました、若狭の住民、一

仏教徒として、端的に皆さんに訴えます。大飯３号機

は残念ながら、もうフル稼働に入っております。この

大飯３号機が 24 時間フル稼働しますと、1830 万ｋｗの

膨大な電気を作り出します。さらに言えば、一日動か

しますと、関西電力は多く見積もりましても、５億円

を手にすることになります。一日動かしますと、広島

原爆３発分の死の灰が生成されるという事実でありま

す。これらの単純な事実の中に、原発必要神話の根源

と、安全神話の根本的な欺瞞があります。 

関西方面への送電の件ですが、関西広域連合の知事

さんたちは、福島原発震災を受けて、被害地元の主張

を元に、これは非常に真っ当な主張なのですが、それ

を元に反対し続けてこられました。夏の電力不足がど

れほどでたらめかは、広瀬さんのお話にもありました。

なぜ火力発電所が大都市圏の海岸沿いに林立している

にもかかわらず、なぜ原発だけは福島や若狭でなけれ

ばならなかったのでしょうか。新たなヒバクシャ、被

曝労働者を必要としたのでしょうか。 

ビッグピンチをビッグチャンスに変えていくべく、

ここに結集されている皆さんの大きな輪の中にこれか

らも加わり続けて参りたいと願っています。 
 

武藤類子さん 
ハイロアクション福島原発 40 年実行委員会 

私たちはかしこくつながりあおう 
 

 
（写真提供：自治労本部） 

 暑い日差しの中を、「さようなら原発 10 万人集会」

につながる皆さん、本当によく来てくださいました。
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主催者でもない私がこんなことを言うのはちょっと変

ですけど。 

 今日皆さんにお話ししたいのは、悲しみと困難の中

でそれぞれが、本当によくやってきたね、ということ

です。明らかにされていく事実の中で、さらにがっか

りすることや、驚き、あきれることもたくさんありま

した。数々の分断は、私たちをバラバラにしようとし

ました。暗闇の中で傷つき翻弄され、混乱しながら、

それでもつながり続け、一人ひとりが最善を尽くして

きたと思います。それがこの公園に広がる色とりどり

の花模様です。官邸前の熱い金曜日です。日本中で展

開される福島の子どもたちの保養プロジェクトや健康

相談会です。日本のあちこちに市民の力で建てられた

放射能測定所です。さまざまな人たちが立ち寄ってい

く経済産業省前テントです。いち早く、マンパワーを

送り込んでくださった、障がいを持つ人を支えるネッ

トワークです。被曝の中で行われた数々の除染実験で

す。見知らぬ土地で勇気をふりしぼった新しい生活で

す。「福島の女たち」の大飯原発弾丸ツアーです。1,300

人以上の市民による集団告訴です。電力会社を訴える

数々の裁判です。政治に訴えるあらゆる取り組みです。

情報開示や自治体へのたゆまぬ働きかけです。インタ

ーネットで、瞬く間に広がっていく小さな報道です。

映画であり、音楽であり書物です。各地に広がるユー

モラスな福島の盆踊りです。いま私たちの上を飛ぶヘ

リコプターです。 

そして今日、福島県の二本松市というところから、

テクテクと歩いてやってきた人がいます。「灰の行進」

の関さんです。この会場におられます。彼は６月のあ

る日、たった一人で東京へ向かって歩き始めました。

かつて、3.11 の事故が起きる前に、二人の若者が東京

から福島までを歩き通す、廃炉ウォークを試みようと

したことがありました。それは消費地東京から、原発

現地の福島へ電気を送る道を逆にたどり、原発なき新

しい世界のビジョンを考える行進のはずでした。しか

し、今、電気の道をたどりながら、放射能に汚染され

た庭の土を背中に背負って関さんは一歩一歩、歩いて

来ました。明日、東電と経産省に「あなたがたが出し

たものを返しに来たよ」と渡しに行くのだそうです。

暑い日も雨の日も歩くうちに、一人、二人と同行者が

増え、今日は、どれくらいの人々とともにこの公園へ

歩いて来られたのでしょうか。 

私たちは、今日ここで、「本当によくやってきたね」

と自分をほめ、いま隣りにいる人をほめましょう。そ

して、深く息を吐き、体をいたわりましょう。私たち

の行動を支えてきた大切な体です。これ以上、自分自

身をすり減らしてはいけません。 

しかし、それでも福島の現状はあまりにも厳しいの

です。４号機、甲状腺検査、再稼働、ガレキ問題、安

全保障、廃墟と復興の間で、ひっそりと絶たれていく

命たち。アメリカのジョアンナ・メイシーという人が

かつて言いました。「絶望こそが希望である」と。福島

原発事故という最悪の事態の中から、私たちはかすか

な光をたぐり寄せ、今、このように青空のもとに集ま

っています。声なき声と共にあり、分断の罠にゆめゆ

め落ち込むことなく、かしこくつながりあっていきま

しょう。ともに歩んでいきましょう。 

(写真：今井 明／編集：事務局) 
 

 
画家の奈良美智さんがステージに作品を提供 

 

もうすぐ 800 万筆！ 

「さようなら原発 1000 万人署名」継続中 
 

 ６月の時点で、約 750 万筆を集めて、政府と国会に

提出を行った 1000 万人署名。目標の 1000 万筆をめざ

して、現在も継続中です。９月４日現在の集計で署名

数は 7,996,979 筆。800 万筆を超えた時点で、２回目

の提出行動も計画されています。まだまだ署名のこと

をご存じない方がいらっしゃるはずです。送っていた

だいた署名は必ず無駄には致しません。引き続きのご

協力をよろしくお願いします。 

 
●署名に関するお問い合わせ 
Tel.03-5289-8224（事務局／原水禁） 

  


