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4月 13日に汚染水の海洋放出方針を政府の関

係閣僚会議で決定しました。これに抗議する緊

急集会が同日 12時から官邸前で開かれ、320人

が集まりました。呼びかけ人の鎌田慧さんは「海

洋放出は認められない。政府が変われば放出は

止められる。あきらめてはいけない」と話しま

した。参加者からも、多くの反対の声があがり

ました。

海洋放出決定には、福島の漁民から「絶対反

対」の声が上がり、近隣の漁民からも怒りの声

が出されています。さらに周辺国の中国や韓国

から、抗議が行われています。

トリチウムの排出基準は国によって違います

が、米国や韓国の 4万ベクレルと比べても日本

は 6万ベクレルと甘い基準となっています。ま

た、海水を混ぜて薄めて、基準より 40分の 1未

満に薄めて排出するとしています。しかし、薄

めて流しても総量規制はありません。これでは、

トリチウム汚染水への懸念は全く払拭されませ

ん。トリチウム以外の放射性物質の取り残しも

懸念されています。今後も海洋放出をさせない

取り組みを進めていきます。
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自 然 に還 れ

呼びかけ人・ルポライター 鎌田 慧

河川が氾濫して住宅を押し流す。山火事の赤い焔

が民家を舐め尽くす。暴風になぎ倒される樹木。山

崩れの土石流。恐怖的な映像が日常化している。野

生動物がテリトリーを越えて人里や畑に出没する。

コロナウイルスが世界中に蔓延して歯止めがかか

らず、死亡者はすでに 450万人に達した。地球温暖

化は気候変動から「気候危機」と表現が変わり、ウ

イルスのパンデミックとともに、人類の生存をおび

やかすようになった。

蒸気機関をささえ、煙濛々の産業社会の原動力と

なった石炭は、いまは悪の根源にされている。それ

以前から石炭を掘りだしてきた炭鉱労働者は、落盤、

炭塵爆発、珪肺病に苦しんできた。石炭、石油から、

「明るい未来のエネルギー」と、虚妄の原発が推進

された。

が、しかし、それは原爆の商業利用（産業化）に

すぎなかった。マスコミをあげて「平和利用」と喧

伝され、核兵器が「平和」「進歩」「未来」の仮面

をつけもてはやされるようになった。

アメリカのスリーマイル、ソ連原発のチェルノブ

イリ、日本のフクシマ。三大過酷事故がつづいて、

いまや原発産業は黄昏。日本は活断層の巣の上に原

発群を建て並べ、世界一危険な列島となった。いま

だに電力会社が運転に執着しているのは、膨大な設

備投資した資金をすこしでも回収したい短慮。

電力会社や経団連からの政治資金の恩恵を受けて

いる政治家や天下り先がほしい官僚たちが、利権に

しがみついてきた。が、もう決着がついた。「安全」

「安心」「安価」は政府の犯罪的なウソだった。

高速増殖炉「もんじゅ」は廃棄。東海再処理施設

も廃棄。さらに六ヶ所再処理工場は破綻。いまや原

発の未来は完全に閉ざされた。それでもフクシマの

悲惨はいまだ継続中、故郷と仕事を失った住民の経

済的、精神的打撃は恢復していない。

原発の再稼働は認められない。もっとも危ない再処

理工場は廃棄せよ。自然エネルギー育成の予算をふ

やせ。人を殺す儲け主義から脱却しよう。人類は自

然にたいして横暴にすぎた。自然とともに生きよう。

人間ばかりか、動物や虫たちにも生きやすい世界に

しよう。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

わたしたちは、フクシマ事故のあと、脱原発、自

然エネルギー転換を政府に要求する、1000万署名運

動をはじめました。この 10 年間に 8,818,978 筆（8

月 18日現在）を集め、これまで 3回にわたって国会

に提出しました。いまでもまだ毎日、全国から署名

簿が送られてきています。が、署名は来年 1 月末に

最終集約を行い、次期通常国会期間中の提出で終了

とします。長い間のご奮闘ありがとうございました。

署名運動はいったん終りとしますが、日本の将来

を大事に想う「さようなら原発運動」は、全国の反

原発、脱原発運動の友人たちとともに、日本のすべ

ての原発が停止するまで、さらに力をこめ、拡大し

てやり抜きます。
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水戸地裁判決の理解とこれから

脱原発とうかい塾 相沢一正

3・ 18水戸地裁判決から 5ヵ月になろうといてい

る今日、判決の持つ重みを益々感じているが、一方、

自治体は避難計画策定の責務を果せ、急いで避難計

画を策定せよという自治体への圧力が顕著になって

いる。ここで改めて、東海第二発電所の「原子炉を

運転してはならない」という、判決の論理を確認し、

これからを考えたい。

まず、原子力事故は他の科学技術の成果による事

故とは比較にならない巨大な災害をもたらすことで、

それは単なる観念としてではなく現実に起こった福

島第一原発事故によって、その時にそしてこの 10年

間に目の当りにしてきたことである。

次に、事故は必ず起こる、ということ。プラント

自体においても、自然災害を契機にした複合災害に

おいても、事故は起こりうる。いつ、どこで、どの

大きさの地震、津波等が起きるかということは現在

の科学技術では予測はできない。だから、防災は不

可欠だ。原子力規制委員会の更田委員長は、「どれ

だけ対策を尽くしても事故は起こるものとして考え

るというのが、防災に対する備えとしての基本であ

ります」と述べている。

そして、事故が起これば甚大な災害をうみ、事故

は起こりうるのだから防護措置を厳重にしなければ

ならない。それが〝5層の防護レベル〟の達成という

国際基準だ。1層から 5層までそれぞれの層の防護レ

ベルは、その前段が否定されても、またその後段に

期待することなく、独立した機能を果すというもの

で、多重化した防護の思想だ。この第 1 層～第 4 層

までと第 5層の関係を、先の更田委員長は、「プラ

ントに対する対策の考えるところと、防災について

考えるところというのは、独立して考えるべきもの

である」と言い、「これが一緒くたになってしまう

と、プラントに安全対策を十分尽くしたので、防災

計画はこのぐらいでいいだろうという考えに陥って

しまう危険があります」と警告している。

ところで、避難計画策定の手続きに関することだ

が、避難計画は原子力規制委員会が所管する適合性

審査の対象ではないし、その策定は自治体の責務と

されている。策定手続きを見ると、災害対策基本法、

原子力災害対策特別措置法と原子力規制委員会が定

めた原子力防災指針に基づいて、自治体が「防護措

置（避難計画）」を策定する。それは、東海第二地

域防災協議会に提出され、そこで「確認」された後、

内閣府により内閣の原子力防災会議に「報告」され

て正式なものとなる。この手続きを見る限り、自治

体の策定した「計画」が妥当かどうかという検討と

判断の過程はどこにも銘記されていない。というこ

とは、自治体は策定の「責務」だけではなく、策定

のすべてを「丸投げ」されている。「丸投げ」とい

うことは、極端にいえば「策定できない」という判

断もその中に含みうる、と考える。自治体が「策定」

すれば、基本的には実質的な「策定」完了なのだ（な

お、自治体の「策定」とは、自治体執行部が策定し

た「計画」を、村長を会長とする東海村防災会議で

審議して了承されれば正式の「防護措置（避難計画）」

となる）。

最後に、判決は防護措置が「実現可能な避難計画

及びこれを実行し得る体制」でなければならないと

している。これは「実効性」ということであろうが、

「実効性」があるということの最も大事なことは避

難者の、人間としての諸権利が侵害されることのな

い配慮である。そもそも、戻ることさえ不可能にな

るかも知れない今の暮らしの場から避難しなければ

ならないこと自体が権利侵害なのだから当然である。
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その配慮を求めて避難の当事者である住民は意見を

言うことは勿論、策定の決定に参加する権限を持つ。

「自治体の責務」というとき、「自治体」の責任者

は首長であるが、その「自治体」には住民が含まれ

ていると解せられるから、自治体執行部の作成する

避難計画には住民の総意が反映されていなければな

らない。

人権侵害の計画に徹頭徹尾反対し、有効な手は廃

炉しかない現実を強調するのが住民の進む方向だ。

－福島原発刑事訴訟の控訴審、１１月２日（火）に第１回公判－

ヒューマンチェーンで東京高裁に訴えよう！

現場検証の実現を目指す署名にご協力を！

福島原発刑事訴訟支援団 佐藤和良

来たる 11月 2日、いよいよ東京高等裁判所（以下、

東京高裁）第 10刑事部において、東京電力福島第一

原発事故の刑事責任を問う、福島原発刑事訴訟の控

訴審が始まります。

市民の力で強制起訴された、東京電力旧経営陣の

勝俣恒久、武黒一郎、武藤栄の 3 被告人に対する福

島原発刑事裁判は、2017年 6月の第 1回公判以来、

37回の公判が東京地方裁判所（以下、東京地裁）で

開かれました。

一審では、争点の地震津波の予見可能性と結果回

避可能性を巡り、福島原発事故に至る、東京電力経

営トップの判断の誤りと津波対策を進めようとした

現場の知られざる真実、人間としての尊厳を奪われ

た双葉病院の患者さんらの過酷な現実等が次々と明

らかにされました。

しかし、東京地裁の永淵健一裁判長は、業務上過

失致死傷罪の法定刑として最大の禁錮 5 年の求刑に

対し、2019年 9月、全員無罪の判決を言い渡しまし

た。

福島原発事故の被害者・被災者を踏みにじる不当

判決に対し、検察官役の指定弁護士は「国の原子力

行政を忖度した判決」と指弾、東京高裁に控訴し、

「原判決は破棄されるべき」とし「原判決の基本的

な誤りは、津波対策の大前提となる国の津波に対す

る見解、『長期評価』の信頼性を否定した点にある。

万が一にも事故を起こしてはならないという社会通

念にも著しく反する」

とする控訴趣意書を、

昨年 9月に提出しまし

た。

この控訴趣意書に対

する被告弁護側の反論、

答弁書が本年 4月に提

出され、東京高裁第 10

刑事部の細田啓介裁判

長は、第１回公判期日

を 11 月 2 日午後 1 時

30分としました。

控訴審では、東京地裁が却下した、福島第一原発

や双葉病院の現場検証の実現、地震本部の長期評価

の信頼性等、原判決の事実誤認を覆すことが必要で

す。

私たちは、事故の原点に立ち帰り、事故被害者が

傷害を負った現場や尊い命が奪われた 44名が治療・

看護を受けていた現場などを、現場検証で見分する

よう、東京高裁に「東京電力福島原発事故刑事訴訟

の現場検証等に関する要請書」を、弁護団と共に提

出しています。

公正・厳正な裁判を実現するため、現場を検証し

て、被害の実態を把握し、刑事責任の深刻さを裁判

所が認識することが、必要不可欠です。現場検証の

実現を求める署名活動に、ご協力をお願い致します。
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【Web 署名はこちらから】
Chan ge . o r g キャンペーン

ht t p : //c hn g . i t / YJ T5HbN tM J

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

さて、東京電力福島第一原発では、2011年 3月 11

日から 10年 5ヶ月が過ぎても、政府の原子力緊急事

態宣言が解除されていません。

30〜40年で廃炉という政府と東京電力の「中長期

ロードマップ」は、燃料デブリ取り出し実現の技術

的裏付けがない上、デブリ取り出しの終期も原子炉

解体の終了も見通せず、放射性廃棄物処理も含め福

島第一原発廃止措置の完了とは一体どういう状態な

のか、定義さえ不明です。

このような状況にも拘らず、4月 13日、政府は廃

炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において、

「復興と廃炉の両立」という美名に隠れて、「廃炉

を計画的に進める」「デブリ取り出し等に大きなス

ペースが必要」として、トリチウム等タンク貯蔵汚

染水（以下、「汚染水」）の海洋放出方針を決定し

ました。

これは、2015年に政府と東京電力が「関係者の理

解なしにいかなる処分も行わない」という福島県漁

業協同組合連合会との文書約束を反故にするもので

す。

汚染水の処分を先に進め、二次被害を発生させる

ことから、全国漁業協同組合連合会など漁業者はも

とより、福島県内農林水産業・消費者 4 協同組合組

織も反対の共同声明を発し、福島県内 22自治体議会

も改めて、海洋放出方針の撤回・再検討を求める政

府への意見書を採択するなど、海洋放出強行への反

発が強まっています。

全国から、汚染水を海に流すな！これ以上海を汚

すな！と声をあげ、漁業者と連帯して、海洋放出を

ストップさせましょう。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

2012年 6月の福島地検への集団告訴から始まった

東京電力福島第一原発事故の責任を問う闘い、決し

て諦めず、ともに手をつなぎ前に進んでいきたいと

思います。

11月 2日、控訴審第１回公判では、東京高裁に被

害者、被災者の訴えをアピールするため、コロナ対

策をしながら、午前 11時 30 分から高裁前行動を行

い、ソーシャルディスタンス・ヒューマンチェーン

を正午ごろに実施します。皆様の参加を、よろしく

お願いいたします。
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原発事故避難者への２倍請求と追い出し強要を許さない

避難の協同センター事務局長 瀬戸大作

原発事故から 10年が過ぎました。現段階において

も、首都圏の国家公務員宿舎に、経済的な事情で転

居できない避難者が 30世帯以上、居住を続けていま

す。原発事故後に福島県の避難指示区域外から避難

し国家公務員宿舎に入居している避難者について、

福島県は 2019年 4月以降も国家公務員宿舎に入居を

続ける避難者に対し、「損害金」と称して家賃 2 倍

請求を現在まで続けている。多くの避難者は通常家

賃なら払える。しかし二倍家賃は払えない。

福島県は、昨年 12月、避難者の親や兄弟など親族

に手紙や訪問で〝避難者追い出し〟に協力するよう

求めていることが分かった。福島県の担当者が県内

に住む親の元に押しかけたり、書留で文書を送りつ

けた。福島県生活拠点課長名の文書「国家公務員宿

舎に入居されている御親族に関する御協力について

（依頼）」の内容は「本県としては、引き続き住ま

いの確保に向けた支援を行いますが、貴殿からも速

やかに国家公務員宿舎から転居されるよう、特段の

お力添えをお願いします」と〝追い出し〟に協力す

るよう依頼している。

さらに「御親族が自主的に転居されない場合は、

訴訟など法的手段に移行せざるを得ませんので、御

承知願います」とも明記。訴訟をチラつかせて、退

去を促すよう求めているあなたの娘（息子）さんは

「○百万円の家賃を滞納している。支払って 1 月中

に退去するよう親から言ってくれ。さもないと法的

手段に訴える」などと、脅しのようなことを続けた。

避難者の女性は私たちにいった。「〝死ね〟そん

なふうに（福島県から）言われているように思えて

しまう。正直もう死んだほうがいいのかと、何度も

頭をよぎったこともあります」

「私は生活すべてを面倒見てくださいなんて言っ

ていません。生活する分は自分で精一杯なんとかす

るから、どうか住むところだけは奪わないでくださ

いとお願いしているだけなのです」「彼女は福島に

住む老親に心配かけまいとがんばっていたのに、自

宅にまで押しかけ

て「損害賠償金はい

くらいくら溜まっ

ている。分割でいい

から払ってほしい。

そうしないと私た

ちは給料をもらえ

ない」などと言って、

法的手段に訴える

ことをちらつかせ

ています。

そもそも、彼女は通常の家賃なら払うと言ってい

るのに、福島県は〝2倍〟の額を記した請求書を毎月

送りつけてきているのです。生存権の侵害です。2

倍請求された額は、ひと月で約 4万円。手取り 10万

円の給料から支払うのはギリギリで、引っ越し費用

を貯めることは難しい。福島県は「ていねいに寄り

添う」と言って、住宅に関する相談会などを開いた

こともあるというが、住宅斡旋業者を連れてきて避

難者に紹介するだけ。Aさんも参加したが、その後、

具体的に住宅を紹介されることもなかった。公営住

宅を提供することもなく、安価な民間住宅も提供す

ることもなく、引っ越しなどの初期費用を支援する

こともなく、経済的事情で退去できなかった避難者

を一方的に追い詰めたのです。そもそも、2017年の

区域外避難者の住宅無償提供終了が「子ども被災者

支援法」「国際人権法」に照らしても違法です。

この時は、私たちの抗議もあり中止をした経緯が

あります。しかし福島県は、6月 14日付で、避難者

20数世帯に最後通告ともとれる文書を送りつけてい

ます。内容は、意向確認で、7月 2日までに回答を求

め、自主的に転居しない場合は、法的手段に移行す

る旨警告しています。どうやら、福島県 9月議会に

提訴議案の上程をおこなう可能性が強まっています。

私たちは、福島県が 9月議会に提訴議案の可決を

認めないよう求めると共に、訴えられた場合の「支
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える体制」と「闘う体制」について、参加された皆

さんと話し合い、福島県が 9 月県議会で議案を提出

した段階で、私たちの側から「原発事故避難者 2 倍

請求と追い出し差し止め訴訟」を、訴える意思を固

めています。

新エネルギー基本計画案を斬る

はんげんぱつ新聞編集委員 末田一秀

国策としてのエネルギー政策を決めるエネルギー

基本計画の策定作業が大詰めを迎えています。エネ

ルギー政策基本法で 3 年ごとの見直しを行うとされ

ていて、経産省の総合資源エネルギー調査会基本政

策分科会で昨年 10月から議論が行われてきました。

経産省は、2050 年カーボンニュートラル、2030 年

46％削減の実現に向けた政策の道筋を示すとともに、

日本のエネルギー需給構造が抱える課題の克服が重

要なテーマと説明しています。

8 月 4 日の分科会で了承された計画案が温暖化対

策の道筋をつけることができたのか見てみたいと思

います。2018年 7月に閣議決定された現行第 5次計

画は、第 4次計画が掲げた 2030年度の総発電電力量

に占める目標をそのまま踏襲し、固定価格買取制度

（FIT）の下で導入が進んでいた再生エネルギーの目

標を 22～24％程度と低く抑え込んでいました。新計

画案では 36～38％に引き上げていますが、デンマー

クで75％、ドイツで45％などの欧州各国の現状（2020

年）にすら及びません。この間の無策が招いた国際

的な遅れを取り戻すことは容易ではありません。原

発の電気を優先して太陽光の出力抑制が行われてい

るほか、新規の系統への接続が拒否される事例が続

出しています。大規模ソーラーが森林破壊や土石流

の災害要因になる心配もされています。計画案では、

具体的な取り組みとして「地域と共生する形での適

地確保」「系統制約の克服」などが挙げられていま

すが、どこまで本気で取り組むことができるかが問

われるでしょう。

一方、発電量当たりの CO2排出量が多く、全廃が

求められている石炭火力の目標は現行計画の 26％か

ら引き下げはしたものの 19％も残す計画です。アン

モニア・水素等の脱炭素燃料の混焼や CCUS/カーボ

ンリサイクル（CO2の回収、貯蔵、再利用）等の促

進が謳われ、実現するかどうかもわからない技術頼

みの計画は、温暖化対策に逆行すると言わざるを得

ません。

次に、安全性、安定供給、経済効率性の向上、環

境への適合を基本方針とするエネルギー需給構造が

抱える課題の克服ができるかどうかです。最大の課

題は、原子力の扱いでしょう。安全性や安定性がな

いことは明らかで、計画案と同時に示され

た発電コストの試算で原発は 11.7 円/kWh

以上とされ、太陽光（事業用）8.2～11.8円

/kWh、ガスコジョネ 9.5～10.8円/kWh など

より高くつくことを経産省も初めて認め

ざるを得なくなりました。

一方、新計画の策定にあたり、自民党内

に「原発のリプレースを推進する議員連

盟」（会長：稲田朋美）が設立され、基本

政策分科会も 24 名の委員中、原発に慎重

なのはわずか 2～3 名で、原発推進の意見
写真：オンラインで開催された原水禁エネルギープロジェクト（左下が末田さん）
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が相次ぎました。現行計画では「可能な限り原発依

存度を低減する」としていますが、昨年末に策定さ

れたグリーン成長戦略では「依存度低減」とともに

「引き続き最大限活用」とされ、40年越え運転の地

元同意取り付けのために梶山経産大臣は福井県知事

に対し「最大限活用」とだけ述べていて、計画案に

どう表現されるか注目していました。結果は「可能

な限り原発依存度を低減」はそのままで「必要な規

模を持続的に活用していく」とされています。新増

設は明記されず、福井県の推進派からは騙されたの

声が聞こえます。最大の問題は、2030年の目標を20～

22％に据え置いていることです。この数字の達成の

ためには新規制基準の適合申請すらしていない原発

も含めて動かす必要があり、およそ実現可能なもの

ではありません。

結局、総選挙を控え原発推進を打ち出すことがで

きず、推進派に忖度して将来比率を下げることもで

きず、課題に向き合う気概も覚悟もない計画案と言

えるでしょう。これでは温暖化対策も破綻し、ます

ます世界に取り残されることになるでしょう。

対案として、ボトムアップで再生可能エネルギー

を普及していけば石炭火力も原発も全廃できるとい

うシナリオを原水禁エネルギープロジェクトで提案

しています。ぜひ参考にしてください。

※この提案を広く知らせるため、『脱原発・脱炭素社会の構

想』（緑風出版）として出版しました。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

◆9月 3日、経産省が第 6次エネルギー基本計画策定

に向けての意見募集（パブリックコメント制度／パ

ブコメ）の開始を発表しました。次のアドレスで経

産省のプレスリリースが閲覧でき、パブコメ概要と

電子政府窓口（e-Gov）へのリンク、政府窓口の電話

番号などが記載されています。

https://www.meti.go.jp/press/2021/09/20210903003/2021090

3003.html

◆実行委員会では、パブコメ開始にあわせて「さよ

うなら原発」の声を政府に集中することを確認しま

した。意見の提出締め切りは 10月 4日（月）です。

「案」の閲覧・ダウンロード、意見の提出は電子政

府窓口（e-Gov）で行ってください。

◆「案」は、閣議決定によって成案となります。政府

は、11月 1 日から英国で開催される COP26 で日本の

温暖化対策を披露するためには 10 月中に閣議決定す

る必要があります。実行委員会では閣議決定に対して、

抗議行動を行うことを確認しています。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

＊電子政府窓口（e-Gov）は以下のページです。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

＊基本政策分科会のページで、会議ごとの動画、議事録（た

だし、現時点では５月まで）などが公開されています。

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy
_subcommittee/

【第１回】

＞＞＞ 連 続 学 習 会 ＜＜＜

日時：2021 年９月２４日（金）18:00～19:30

テーマ：新エネルギー基本計画案を斬る

お 話：末田一秀さん （はんげんぱつ新聞編集委員）

参加費：無料（オンライン開催）

・ ・ ・ ・ ・ ・

オンラインでの視聴方法などの詳細は、「さようなら原発」ホ

ームページ（ http://sayonara-nukes.org/ ）に掲載します。

問い合わせ先：sayonara2nukes@gmail.com

第 2 回は 11 月開催を計画中、Fridays For Future（未来の

ための金曜日）のメンバーからお話を聴く予定です。以降、2

カ月から 3 カ月にいちどのペースで開催する予定です。

原水爆禁止日本国民会議［編著］

Ａ5判並製／152 頁／1700 円＋税

緑風出版（2021 年 8 月発売）

【現在、Amazon へ出荷停止中です】


