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「テロ等防止」と嘯いて、安倍政権は「民主主義を破壊し独裁国家の礎」と

なる「共謀罪」を強行採決しました。ひるまずあきらめず闘いのうねりを職場

・地域で築き上げましょう。核兵器廃絶・反原発を掲げて取り組む、原水禁大

会・平和行進も、安倍反動政権を許さないことを確認し合う場として、結集願

います。 

   

            －－－目 次－－－ 

 １頁：7 月の活動予定 (7/3 現在) 

 ２頁：「共謀罪法案廃案！6.4 市民集会」（6 月 4 日） 

３頁：関西電力高浜原発 3 号機再稼働・抗議の座り込み（6 月 6 日） 

５頁：「共謀罪廃案！」参議院山場緊急街頭行動（6 月 13 日から 15 日） 

 ６頁：就職差別撤廃にむけた行政機関へ要請行動（6 月 12 日） 

 ７頁：「核兵器禁止条約制定」キャンドル・アピール行動（6 月 15 日） 

 ８頁：原水禁広島・世界大会実行委員会結成総会（6 月 19 日） 

    第 20 代高校生平和大使結団式（6 月 18 日） 

９頁：「第二次福島原発事故被災地フィールドワーク」（6 月 24 日から 26 日） 

１７頁：「第 36 回反核平和の火リレー」が平和公園を出発（6 月 28 日） 

 

 

 【7 月の活動予定】（７月３日現在） 

 

8 日(土）15:00 核兵器禁止条約制定報告集会（原爆ドーム前） 

11 日(火) 17:30  共謀罪施行抗議の街頭行動（中区本通り電停前） 

13 日(木) 17:30  原水禁広島理事会 （自治労会館３階会議室） 

18:00 第 2 回世界大会実行委員会（自治労会館３階会議室） 

 19 日(火) 17:30  ストップ！戦争法ヒロシマ実行委員会街頭行動（福屋前） 

19:00 朝鮮学校無償化裁判判決報告集会（広島朝鮮学校） 

 22 日(土) 13:30  憲法施行 70 周年シンポジウム（広島弁護士会館 3 階） 
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共謀罪法案廃案！6・4 市民集会開催 

        ＝広島弁護士会の呼びかけに５００人結集＝ 
 

 ６月４日日曜日の午後２時から原爆ドーム前で、広島弁護士会が呼びかけとなっ

て「共謀罪法案廃案！市

民集会」が開催され、５

００人の市民や労働組合

員が参加しました。集会

では、主催者である広島

弁護士会を代表して、下

中奈美さんから「この法

案は２０２０年オリンピ

ック・パラリンピックで

テロを未然に防止するた

めと提案しているが、既

に国際犯罪防止条約の締

結に必要な国内法は整備

されているのにも関わら

ず必要だと嘯いている。

テロ防止というが、その

真の目的は、戦争ができる国にしていくために、反対する市民や団体を犯罪者とし

て恣意的に取り締まることであり、弁護士会はみなさんと一緒に廃案に向けて頑張

ります。」と力強くあいさつがされました。 

 続いてこの法案の廃案をめざす国会議員を代表して、広島県選出の民進党参議院

議員の森本真治さんから、「法案は不透明な点が１８０件も次々と出されている。

十分な整理がされていない

にもかかわらず、審議を拒

否すると、「質問なし」と

強行採決がされるので、み

なさんの声と共に国会でが

んばる。」と国会報告と決

意がされました。 

 続いて、呼びかけに応え

て参加された市民を代表し

て、二人の女性からの同法

案に対する反対の理由が述

べられました。まず、広島

市立大学の湯浅正恵教授は、

「『安保法案』に次いで危

機感を感じてこの場に来た。

安全・秩序と銘打って当局

が問題ありと思ったら、何もしていなくても監視され、表現・言論・集会の自由を

奪い脅かされる。当局に睨まれないために自己規制することに始まって、結局は私

たち一人ひとりが言葉を奪われる。私は『機密保護法』の時も言ったが、一人の人

間として生きる自由・権利を放棄したくないから、この法案にも反対する。」と意

思表示がされました。 
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 写真家の藤岡あやさん(呉出身)は、「『共謀罪』が良く分からなかったので勉強

した。テロ対策で一般市民は対象外というが、私が護衛艦やデモをカメラで撮って

いたら、犯罪の対象にされるかもしれない。一般市民とそうでない市民との違いっ

て分かりにくい。生きる喜びや表現が制限される社会は嫌だ！」と表現手段に沿っ

て説得力のある反対論が述べられました。 

 連合広島の山崎幸治事務局は「連合としても次の４点で重要な問題があると捉え

ている。① 適用する対象があいまい。②「犯罪の」構成要件がいい加減。③捜査

等の手法が拡大され監視社会が作られてしまう。④密告などにより人間相互の不信

感をたかめる。したがって、法案は何としても撤回させなくてはならない。連合広

島としても廃案に向けて頑張る。」と、決意が述べられました。 

 集会後参加者は３梯団に分かれて、原爆ドーム前を出発し八丁堀・本通りを通っ

て平和公園までのデモ行進を行い、市民に「共謀罪廃案！」を訴えました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

核と人類は共存できない！原発に依存するな！ 

６/６ 高浜原発３号機再稼働に抗議の座り込み 

 
 広島県原水禁は６月６日夕

方６時から、原爆慰霊碑前に

おいて、同日午後２時に関西

電力が高浜原発３号機の再稼

働を行ったことに対して、緊

急の抗議の座り込みを行い、

被爆者・被爆二世や労働組合

員ら５４人が参加しました。 

座り込みに際して、原水禁

代表委員の秋葉忠利さんから、

「日米の核協力関係が強まっ
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ているが、核兵器禁止

条約が成立すれば、こ

れらを変える大きな力

になる」と世界の動き

に触れながら、今日の

座り込みの意義につい

て「日本の原発政策は、

周回遅れの行動といえ

る。その陰には、我が

国の核保有国への思い

が隠されている。その

証拠に、プルトニウム

の大量保有がそのこと

を示している。原発の

再稼働は、環境の面か

らも多くの市民の声を

作っていかなければな

らない。森瀧市郎さんが訴えた座り込みの教え、Ｃｈａｉｎ ｒｅａｃｔｉｏｎ ・連鎖反応を作ろう。

これからも頑張りましょう。」と訴えられました。 

座り込みの最後にアピール文（別掲）を参加者一同で確認し、同内容の「抗議と要請

文」を関西電力株式会社・社長あてに送付することとしました。 

安倍政権は、福島の原発事故の現実に向き合うことなく、原発再稼働推進の政策を強

行しています。この流れを止めるためには、粘り強く行動を継続することを確認し合い

ました。 

 

 

高浜原発 3号機の再稼働に抗議し、 

すべての原発運転の即時停止を求めるアピール 

 関西電力は、本日６日、多くの反対の声を無視して、高浜原発 3 号機を起動し再稼働

させました。 

 高浜原発 3 号機は、昨年大津地裁において運転差し止めの仮処分決定を受けて４号機

とともに運転を中止していた原発です。高浜原発３号機は５月１７日再稼働した４号機

に引き続きプルトニウム・ウラン混合酸化物（ＭＯＸ）燃料を使い、プルサーマル発電

をしようとしています。電力会社を取り巻く経営環境が厳しいといわれる中で、１本が

通常のウラン燃料の９倍の９億円とも言われる、異常に高いＭＯＸ燃料をわざわざ使う

ことも問題（その料金は全て電力料金に上乗せされる）ですが、使い終わったＭＯＸ燃

料の後始末については、何も考えられていないことが最も大きな問題です。現行の方針

では、ＭＯＸ燃料を再処理し、再度プルトニウムなどをリサイクルすると描かれていま

す。そのためには新規の再処理工場の建設が不可欠ですが、今現在その具体的計画はま

ったくありません。新たな再処理工場を受け入れる場所や運営主体・資金さえ明らかで

ない中で、見切り発車でＭＯＸ燃料を使い続けることは、極めて無責任と言わざるを得

ません。原発がトイレなきマンションと言われているにもかかわらず、ＭＯＸ燃料でも

同じことを繰り返そうとしています。無責任な原発再稼働とプルサーマル発電に強く抗

議します。 

原発に絶対の安全はありません。 
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 多くの国民が、原発に頼らない社会の実現を願っています。 

 原発の安全神話を再び繰り返す政府や電力会社の姿勢は、住民の命や不安を置き去り

にするものであり、決して許されるものではありません。 

 今やるべきことは、再生可能エネルギーのさらなる開発など、危険な原発に頼らない

エネルギー政策を推進することです。 

私たちは、４号機に続いて行った高浜原発 3 号機の再稼働に強く抗議するとともに、両原

発の即時運転中止を求めます。 

核と人類は共存できません！ 

私たちは、多くの市民とともに、これからもすべての原発の廃炉を求めて取り組みを進め

ます。 

 

２０１７年６月６日 

 

「高浜原発 3 号機再稼働抗議・慰霊碑前座り込み行動」参加者一同 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

  「共謀罪廃案」緊急街頭行動（参議院山場の6/13から15日３日間） 

 
広島県平和運動センターが事務局を担う、

「戦争をさせないヒロシマ１000人委員

会」は、「ストップ！戦争法 ヒロシマ実

行委員会」のメンバーと共に、参議院の山

場を迎えた6月13日から15日までの3日間、

「共謀罪法案廃案」を訴える街頭行動を行

いました。 

この行動は、衆議院における不十分な議

論にも拘らず強行採決された「共謀罪」法

案（「組織犯罪的犯罪処罰法改正案」）を、

参議院においても又もや、自民・公明・維

新による強行採決が危惧されるとして、緊

急に呼びかけて行ったもの。参加者は広島市中心部の本通り電停前において、午後5時

半から1時間の行動で、連日60人を超える人が集まり、3日間連続の街頭行動の最終日に

は、90人近い人が行動に参加し、横断幕やのぼりを掲げて、ビラを配りながら、法案が

持つ危険性について、市民に次のように訴えていきました。 

一般市民には罪が及ばないと説明がされるが、未然に組織犯罪を防ぐというからには、

警察による、盗聴・監視・密告助長などが強まり、暴力団やテロ目的の集団だけでなく、

国の政策に対しての批判や、反対運動を取り締まることが本質であり、労働組合や反対

運動の集会だけでなく、政策に反対する意思表示であれば、電話での会話やネットでの

やり取りも監視され犯罪とされてしまう危険な法律であること。 

一方で、安倍政権は、森友学園問題や加計学園疑惑問題に対しては、蓋をして隠し通

すことに終始していて、国民を欺くことである。 

国際社会の矛盾を解決するための平和的対話・協力による国づくりではなく、軍需産

業による繁栄をめざした「戦争ができる国づくり」であり、断固許すことはできない法

律、ご都合主義で国民の知る権利や民主主義を否定する危険な政権であることも併せて
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訴えました。 

この間自公政権は、2013年の秘密保護

法、2015年の集団的自衛権行使を盛り込

んだ憲法違反の戦争法の強行成立、さら

には、2016年には「盗聴法・刑事訴訟

法」の改悪を行い、究極の国民を監視す

る「共謀罪法」は「治安維持法」（1925

年に制定）と同一の内容ともいえる法案

であること。安倍政権の目的は、憲法を

改悪し「戦争のできる国づくり」である

と訴えました。 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 ６月１２日 就職差別の撤廃にむけて  
労働局・県知事・県教委へ要請 ～部落解放県共闘会議～ 

 
部落解放県共闘会議（議長：佐古正明広島県平和運動センター）は、６月１２日、広

島労働局長・広島県知事・広島県教育長に要請行動を行いました。 

就職にあたって、本人の適正・能力の判定に必要のない「本籍地・出生地」や「家族

構成・家族の職業や収入の記録」を求めたり、業務遂行に必要としない「健康診断の実

施・健康診断書の提出」が未だに行われている現状があることから、差別に繋がる恐れ

があるとして行政側に事業所への指導の徹底を要請するための行動です。 

連合が２０１６年に行った「採用選考に関する実態把握のためのアンケート」をもと

に分析した結果、上記のような採用前の事前調査が未だに行われていることが判明し、

連合としても国や地方行政機関へ警鐘を促す運動の提起がされています。 

部落解放県共闘会議では、昨年から部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に向

けて、連合広島と連携してこの運動を継続しています。 

対応した広島労働局職業安

定部の片岡信彦職業安定課長

からは、「『部落地名総鑑』

の廃止から４０年も経ってい

るが、いまだに部落差別がな

くなっていない。就職差別ゼ

ロになるまで取り組みを進め

る決意である。統一応募用紙

の使用や適性・能力の判定以

外の情報は収集しないことな

ど、全てのハローワークを通

じてと企業・事業所のトップ

セミナーなどで徹底を図っている。不適切事案が昨年５件把握。出先や支店まで徹底さ

れていない等の問題点がある。県が主導している、広島県就職問題検討会議に協力しな

がら事案に適切な指導を行っていく。」との姿勢を確認しました。その後県への要請で
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は、商工労働局の柴田勉雇用労働政策課長が対応され、引き続き問題意識をもって、国

とも連携して、事業所指導を行っていくとの回答を得ました。 

続く広島県教育委員会への要請では、今年も「要請書を受け取るだけで、特定の団体

とのやり取りはしない」との姿勢で対応されたため、学校現場、特に高等学校における、

生徒たちへの就職に際しての注意喚起や、教職員への指導の状況など聞くことができな

かったことは残念でした。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

被爆地ヒロシマから  「核兵器禁止条約制定」の思いを 

 

国連に向けて キャンドル・メッセージ を送る 

 
日本時間では６月１６日に、ニューヨークの国連本部において再開される「核兵器禁

止条約第２回会議」の成功に向けて、ヒロシマ共同行動実行委員会（２８団体で構成）

は、６月１５日夕方７時半から２００人の参加で、原爆ドーム前にて「キャンドル・メ

ッセージ」行動が開催されました。 

 

実行委員会を代表して、森瀧春子事務局長から、「市民が参加し、市民の思いをキャ

ンドル・メッセージに込めて、世界の人々に伝えましょう。そして日本政府の態度を変

えることが大事です。」「このキャンドル・メッセージは、国連事務局の日本人スタッ

フや、ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)などの努力によって、国連や世界の人々にと

どけられます。」と今日の行動の意義を訴えられました。 

つづいて、夕闇が迫ってきた中、参加者が「BAN NUKES NOW！2017」の文字に並べら

れた約1,000個のキャンドルに次々と点火して、メッセージを完成させました。被爆者、

若者、原爆小頭症と家族の会「きのこの会」の代表者が「核兵器禁止条約の成立」をと、

それぞれの立場から訴えられました。 

行動の終わりにあいさつに立った、県原水禁代表委員の秋葉忠利さんから「国連では

世界の市民の働きかけや広島の声が届き、必ず条約が作られるでしょう。今の政権によ

る政治が許され長く続くことはありません。そのためにも力を尽くしましょう。」と強

く訴え約1時間の集いは終了しました。 
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核も戦争もない平和な21世紀を！ 
 

「被爆72周年原水禁世界大会ヒロシマ実行委員会結成総会」開かれる 

 
 広島原水禁は、6月19日自治労会館において、「被爆72周年原水禁世界大会広島実行員

会結成総会」を開催しました。結成総会には労働組合代表など40人が参加して、8月4日

から6日にかけて行われる広島大会の成功に向けて、大会日程や事前の準備・当日の運

営に向けた任務分担などを確認し合いました。 

 今年の大会のメインスローガンは昨年同様に「核も戦争もない平和な21世紀を！」 

サブスローガンに「繰り返すな原発震災！めざそう脱原発社会！」を掲げて、全国の反

原発・反基地・被爆者、被爆二世の援護の取り組みに学び交流する場として開催されま

す。 

 広島県原水禁は、「核と人類は共存できな

い！」を合言葉に、7月下旬から平和行進を県

内3コース（東・西・北部）で行い、この大会

の成功にむけて、現地として取り組みをすすめ

ます。 

 

 

 

 

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

 

 「ビリョクだけどムリョクじゃない！」 

第20代高校生平和大使結団式 全国から22人集結し開催 

 
6月18日広島アステールプラザで、節目となる「第20代高校生平和大使」の結団式が

行われました。1998年に長崎で選ばれた2名が、初めて国連本部（2000年からは欧州本

部へ）を訪問して「核兵器廃絶と世界平和の実現」を訴えて以来、毎年続く活動です。

今年も「高校生平和大使派遣実行員会」の呼びかけに応えて応募した高校生が全国15都

道府県から22人が選出されこの結団式に集まり、これからの1年間の活動を誓い合いま

した。 

22人は結団式前日に広島に集まり、被爆者から被爆体験を聞き、被爆二世の案内で平

和公園を中心とした「碑巡り」原爆資料館見学、慰霊碑への献花などの行動をともにし

て被爆の実相に学んで翌日の結団式に臨みました。 

結団式は第18代高校生平和大使を務め

た脇原華怜さんの司会で始まり「派遣実

行委員会」の小早川実行委員長が「皆さ

んからは、輝く希望のようなものを感じ

た。選考委員はこの子たちは必ず『核兵

器廃絶、ヒロシマ、ナガサキの思いを伝

えてくれる』と確信して、皆さんを選び

ました。署名に込められた思い、それを

支えている多くの高校生たちの思いを受

け止めてください。」と激励。そして一
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人ひとりに大使としての委任状が手渡されました。 

続いて22人の高校生平和大使の決意表明がされました。広島県で選ばれた3人も力強

く決意を述べました。まず、英数学館2年生の船井木奈美さんは「学生の平和活動の中

で、同世代の関心の無さを痛感。被爆者の方たちが、『二度とヒバクシャを出さないで

ほしい』と言われる思い。そして72年前の事実、平和の大切さを、同世代や次世代の人

たちに伝えたい。そのためにも1万人署名活動をより活発にするよう努力します。」と

決意表明。 

広島大学付属高等学校2年生の小林美晴さんは「被爆者の思いを伝えることが大切。

そのためにも被爆体験を風化させてはならない。署名に込められた思い、集める活動に

加わってくれた仲間の思いを届けたい。」と語り、広島皆実高等学校3年の久永風音さ

んは「被爆体験を聞いたことが平和活動のスタートでした。人と人との繋がりが平和の

基礎です。人は最も大切な存在です。そのためにも核兵器も戦争もない世界を作らなけ

ればなりません。」とそれぞれが決意を表明。 

県原水禁を代表して金子哲夫代表委員が激励に参加。「今年はニューヨーク国連本部

にて、核兵器禁止条約制定がはじまり、みなさんがジュネーブの欧州本部に訪れたころ

にはすでに条約が成立しているかもしれません。皆さん方のこの間の取り組みをはじめ、

被爆者や世界の市民の声が世界を動かしてきていることに自信をもって下さい。これか

らもこの運動で培った核兵器を許さない

運動の広がりに期待します。」と激励さ

れました。 

平和大使団一行は、8月19日から26日

の日程で、スイス・ジュネーブにある国

連欧州本部を訪れ、国連軍縮局に全国の

高校生が集めた「高校生1万人署名」を

提出します。 そして地元に帰ってから

も、来年に向けてそれぞれの地域で1万

人署名活動が取り組まれます。 

 

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

 

 忘れまい！福島原発事故から6年 

   第二次福島原発事故被災地フィールドワーク実施 

その概要について、県原水禁秋葉忠利代表委員が監修されている、ブログ「ヒロシマ

の心を世界に」から紹介します。 

福島原発被災地フィールドワーク① ――浪江町の状況を伺いました―― 

 福島第一原発事故から 6 年。命を、くらしを、絆を、故郷を、奪われた人は数えきれ

ません。今もなお 8 万人を超える被災者が苦しい避難生活を強いられ、帰還の問題、生

活の再建や復興、風評被害、子どもを中心とする健康被害、除染廃棄物の処理問題など

課題が山積する中で悩み苦しんでいます。にもかかわらず、政府は福島への帰還政策を

強引に進めています。さらに、各地の原発再稼働を強行しています。私たちは、原発政

策に前のめりする政策に抗い続け、福島原発事故を風化させず、フクシマに連帯する取

り組みを継続して行っています。2014 年 11 月には、福島県平和フォーラムの協力のも

と飯館村内、浪江・南相馬沿岸、帰還困難区域境周辺を視察し被災地の現状を学んでき

http://kokoro2016.cocolog-nifty.com/blog/2017/06/post-02ff.html
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ました。今回、二度目になりますが、被災地を訪れ、被害の実態や復興状況などを視察

して、改めて原発事故とは何だったのかを考え、今後の脱原発.原水禁運動に活かして

います。 

 今回のフィールドワークの参加者は 10 名、一日目の 24 日午後 3 時に JR 福島駅近くの

コラッセふくしまの会議室に現地集合しました。 

最初に、受入れて下さる側の福島県平和フォーラム事務局次長湯野川守さんによるオ

リエンテーションがあり、その後、浪江町長の馬場有さんと、浪江町の紺野則夫町議会

議員から、「原発事故から 6 年――フクシマの現状と課題」をテーマに、浪江町を中心

にこれまでの取り組み、課題、そして今後の展望や広島との連携の可能性等についてお

話を伺いました。 

 馬場町長のお話のポイントは、被災した事実の「風化」と無責任な「風評」による被

害、そして避難している町民の生活の再建と同時に、これから町を存続させて行けるの

かどうかということでした。パワーポイントを駆使した講演でしたが、風化と風評被害

を語り未来の世代への責任を果すべく決意を表明する馬場町長に人間としての「風格」

を感じ、静かな闘志を垣間見たのは私だけではなかったはずです。詳細を載せるには時

間が足りません。またの機会に是非御紹介したいと思います。 

馬場町長(左の人) 

  また紺野議員が強調されたのは、国や福

島県の無責任さ、その結果として「二次災

害」が起り多くの犠牲者が出たという点で

した。例えば原発事故の直後に、浪江町周

辺の放射線量のデータを国は持っていたの

もかかわらず、それを被災地には伝えなか

った。その結果、原発から遠い地点という

理由で北西方向に避難した数千人の浪江町

民が被曝したことです。 

         紺野議員(右の人) 

 被災者の健康を優先する制度ができる

日を思い描きながら、そのための基礎に

なるデータを書き込む「健康手帳」を広

島・長崎の先例を見習って作ったこと、

そして、やはり子どもたちの未来が一番

心配で、被災者の医療費を無料にする恒

久的な制度を作ることを最優先したい、

そのためには、以前、一緒に案を練ったけれど実現できなかった、国際的な支援体制の

構築にも取り組みたい、と強い決意を語ってくれました。 

 その後、場所を移動して、紺野議員や福島の受け入れ団体の責任者を交えての夕食交

流会が開かれました。浪江町を訪問しお二人にお会いしたのは 2013 年 3 月でしたが、
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久闊を叙しさらなる協力体制について建設的な意見交換ができ、大変有意義だったと思

います。 

 参加者の皆さんに取っても感慨深い一日目になったようです。参加者の一人、自治労

広島県本部の鈴木孝文さんは短時間の内に次のような感想をまとめてくれました。浪江

町馬場町長からは、6 年 3 カ月が経過し風化と風評被害があること、また避難の状況や

国の対応の遅れにより、線量の高い地域に避難してしまったことが強調されました。そ

れは、浪江町が原発から北西の方向に細長い形の町であること、そして放射線がその方

向に放出されたためでした。その結果全町域が帰還困難になりました。しかし、2017

年 3 月 31 日に、一部の地域でその指定が解除され、苦渋の選択の結果、町長として解

除を承認した理由についても語ってくれました。 

その一つは、帰りたいという人は少ない、それは若い世代の人たちの間では、避難先

に定住を決めた人が多いからなのですが、「自分の家で最期を迎えたい」という高齢者

も多く、その人たちの思いを尊重したことと、「最低限の形でも良い、次の世代に町を

残したい」という意見に耳を傾けたためでした。曾孫の世代が「町が残ってくれていて

良かった」と思うような町作りをしたいと、町長としての力強い決意も示してくれまし

た。原発は町の全てを奪うと改めて感じ、原発はいらないことを再確認できた一時でし

た。 

 また、自治労はつかいちユニオンの瀬戸将央さんは紺野議員のプレゼンテーションに

ついて次のような感想を寄せてくれました。報道では決して語られることのない、2011

年 3 月 11 日、東日本大震災発生時の現場の生々しい話でした。私が率直に感じたのは、

国、東電の無責任さです。事実として、地震、津波ではなく、原発事故で、60 人から

70 人の人が施設から避難先に向かうマイクロバスの中で亡くなっていること、子ども

たちへの影響の可能性も出ていること、現在も放射線の影響の管理をしなければならな

いことなど、本来であれば最優先されるべき問題が後回しどころか、放置されているこ

となどが具体的事例です。私たち、事実を知るに至った人間が情報発信をすることで、

フクシマのミライに向けて、国際社会への訴えの第一歩を踏み出すことも含めて、進ん

で行きたいと思います。 

 福島原発被災地フィールドワーク② ――飯館村、浪江町、南相馬市の視察―― 

 フィールドワーク 2 日目の 6 月 25(日)は、朝 8:30 にホテルを出発して飯館村役場へ。 

 研修 II は、飯館村の視察でした。視察させて頂いたのは、3 月 31 日に居住制限区域

解除された地域、そして除染物質集積作業です。案内役は前福島地方平和フォーラム事

務局次長の菅野幸一さんでした。 

 飯館村では、今年の 3 月 31 日に、帰還困難区域である長泥地区を除いて「避難指示解

除準備区域・居住制限区域」の避難指定が解除されました。今日の視察では、その一番

南の端にある「減容化施設」の前――それは帰還困難地域としての指定が続いている浪

江町との境界近くなのですが――まで、飯館村内の状況をつぶさに見ることができまし

た。 

http://kokoro2016.cocolog-nifty.com/blog/2017/06/post-5b53.html
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減容化施設（左）からの帰り道は「飯館

発電」という名前で、村民の皆さんが中

心になって進めているソーラー発電事業

の現場（下）を体感することができまし

た。 

  

 視察後の参加メンバーの報告と感想です。最初に私鉄広電支部の木村浩隆さんの寄稿

です。 

 バスで飯館村南側半分を視察しました。ここは村の中でも線量の高い地域です。村全

体の避難状況は人口約 6000 人、1800 所帯で、被災当時と大きな変化はありません。日

曜日のため除染作業は行われていませんでしたが、住民不安に対応するために設置され

ていた線量計が目立ちました。 

 

目盛りは 0.679 マイクロシーベ

ルト/時です（飯館村の道路端に設

置された放射線量測定器） 

これも大切なのですが、国が昨

年 8 月に、「ネットで確認でき

る」という理由で線量データの定

期的公開を止めてしまったため、

地域ごとの比較や総蓄積量の把握

等、困難・不便になったことも多

くあります。農作物についても線

量の測定は行われていますが、特筆すべきなのは、コウタケ等のきのこ類の数値です。

特に高いことが問題なのですが、高齢者の中には「仮に害が出ても、もう残り少ない人

生だから」と言って食べる人も多いとのことでした。 
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大きな問題の一つは、医療です。市の診療所は、市外から医師が「往診」という形で

週二回、午前中だけ来てくれて存続されている状況です。また、役場横にある老人ホー

ムは、震災後避難はさせませんでした。移動に伴う身体的負担が大きいので、そのリス

クを避けるためでした。さらに役場の裏には全国初の市営の本屋が作られていました。 

減容施設のある蕨平地区は、村内で最も線量の高いところで、今は立ち入り禁止区域

になっていますが、ここで減容化された放射線汚染物の再利用についても検討されてい

ます。除染そのものは、昨年 12 月で一応完了されたことになっており、現在はスポッ

ト的に線量の高い場所についてのフォローアップ除染が行われています。また、除染さ

れた土やゴミを入れるフレコンバッグは数年しか持たず、今後、除染されたものをどう

処理するのかという大問題には答が出ていません。 

現地に来て、テレビで視たときとは違

う現実を目の当たりにして、問題の大き

さを改めて実感しました。広島に持ち帰

り、一人でも多くの人に認識を高めて貰

い、私たちでできることをもっと広範に

共有し頑張りたいと思いました。 

 同じく広電支部の松本知孝さんの追加

のコメントです。 

 飯館村に入った時、震災前はのどかで

平和な暮しがあったのだなと感じました。そして震災から 6 年経った今も、「復興」は

見た目には感じられませんでした。それは、村内の至る所に除染物の仮置き場（左上）

があることとも深く関わっています。阪神淡路大震災の際は、6 年経過した時点である

程度の復興が見て取れました。しかし福島では原発事故故の大きな負担があり、被災地

の復興を妨げています。「原発さえなければ」という思いで、脱原発そして核なき世界

を実現すべく訴え行動して行きたいと思います。 

午後は 13:00 から、浪江町の 3 月 31 日に居住制限区域から解除された地域そして津

波被害の視察、その後南相馬市の 201 年 7 月 21 日に居住制限区域から解除された地域、

ならびに津波被害を視察しました。案内役は相馬地方平和フォーラム代表の寺田亮さん

です。 

 広島県原水禁常任理事、広教祖の石岡修さんは午後の視察を次のようにまとめてくれ

ました。 

浪江町請戸漁港を見下ろす震災慰霊碑

（左）に花を手向けながら、瞬時に日常

を飲み込んだ深い悲しみに思いを寄せて

いました。 

そして午後に視察した二つの地域、困

難を抱えながらも復興に向けて進み始め
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たかに見える南相馬と、見通しが立たないまま避難指示だけが解除された浪江町の現実

を目の当たりにしました。 

誰もが故郷に帰りたいと思うだろう。しかし、帰還率 1.5%の浪江には、帰ることを

ためらわせる現実が横たわっていました。6 年の月日を経た我が家に愕然とし、野生動

物に奪われた家を取り戻すためには解体を決意せざるを得ないのですが、その決断をた

めらう人の多いことも理解できます。子どもの声が聞こえない場所に未来を描けない、

あるいは人が住まない土地で仕事が再開できるのか等、不安の種には事欠きません。そ

の不安を何より増大させているのが、廃炉への見通しが全く立たない原発の存在そのも

のです。「避難解除が復興の証」などと決して言わせてはなりません。そのためには多

くの人が原発事故の引き起こした現実を確認し、証言することが不可欠です。そのこと

を何より強く感じた一日でした。 

  広島県原水禁常任理事・前事務局長の藤本講治さんによる追加のコメントです。 

浪江町と南相馬市は、大震災と大津波によって起こされた原発事故が元で放射線への

不安が続き、未だに日常の暮しが取り戻せない地域です。 

                

津波で破壊され今でも取り

残されている家（左） 

 2 年 7 カ月ぶりに訪れた

被災地は行政や地域住民の

復興に向けた並々ならぬ営

みの中で復興への道筋が出

来上がりつつありました。

しかし、除染物質集積の仮

置き場が至る所にあるとい

う現実にも心が痛みました

し、津波に流された街なみ、

荒れ果てた田畑、子どものいない学校(廃校)など、原発震災の傷跡を目の当たりにして

原発事故が終っていないことを痛切に感じました。 

「浪江町東日本大震災慰霊碑」に参加者一同献花をし、震災で亡くなられた方々の御冥

福をお祈りするのと同時に、被災地の早期復旧・復興を願いました。「原発事故さえな

かったら」という被災者の叫びを心に刻み、脱原発の取り組みを強めて行こうと決意を

新たにした一日でした。 

福島原発被災地フィールドワーク➂ ――浪江町・大熊町・双葉町・富岡町・楢

葉町の視察―― 

 フィールドワーク最終日の 6 月 26 日（月）は 8:30 にホテルを出発し、昨日は霧のた

め十分には見ることのできなかった浪江町から始めて、大熊町・双葉町・富岡町・楢葉

町（福島第一原発近くの線量の高い地域）を視察しました。バスから降りて現地に触れ、

また高線量の場所ではバスからの視察も含めて広範囲を訪れることができました。 

http://kokoro2016.cocolog-nifty.com/blog/2017/06/post-f2b7.html
http://kokoro2016.cocolog-nifty.com/blog/2017/06/post-f2b7.html
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案内役はいわき市議会議員の狩野光昭さんです。昼食（弁当）は、時間の関係でいわ

き市から郡山市への移動中のバスの中で、その後「まとめ」を行い、13 時過ぎに郡山

駅で解散しました。 

浪江町では、避難指定解除後、帰還の準備をする中で必要性が強くアピールされた商

店街を役場の敷地内に公設民営の形で作った「浪江町マルシェ」を視察しました。担当

の係長さんの説明によると、飲食店は需要があり黒字だがその他の店は苦しい経営状況

であること、日曜日にも開店していて欲しいという要望も強いことなどの現状が分りま

した。 

              

開店前のマルシェ（右） 

 また、全部で 10 店がこのマルシェには

開店してくれたけれど、必要な商品全て

が揃っている訳ではなく、薬局は町外に

出て買い物をするしかないこと、生鮮食

料品を扱うスーパーがないこと、そして

本格的ホームセンターのないことで、帰

還のための条件が必ずしも整っていないことにも言及されました。 

 その後国道 6 号線を南下して福島第一原発のある双葉町に入り、できだけ原発に近い

場所までバスで入る予定だったのですが、6 号線から原発に至る道が閉ざされていて残

念ながらその場からの写真を撮るだけに終りました。 

 次に、楢葉

町の太平洋に

近い場所にあ

る天神岬公園

から海を臨み、

また、除染物

質の減容化施

設と自治体毎

にまとめてフ

レコンバッグ

の集積を行っ

ている施設

（左）を上か

ら俯瞰しまし

た。 

  今日通過した地域の中にはまだ帰還困難区域の指定のあるところもあり、信号機とと

もに表示されている線量も 2.00 を超えているなど、昨日とは桁の違う数字を現実とし

て目の前にして、緊張感が走りました。残念ながら高線量を示しているモニターの写真

は上手く撮れませんでした。 
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 次に、自治労はつかいちユニオンの生永裕行さんが、最終日の案内人、狩野光昭いわ

き市議による原発作業員についての報告をまとめてくれました。 

  いわき市議会議員の狩野さんからは、原発で働く人々の健康被害や労働条件の酷さに

ついての話がありました。現在、廃炉作業と除染作業にそれぞれ毎日 6000 人の作業員

が従事しています。 

作業員の中には、ごく一部ですが、賃金未払いや雇用契約に悩む作業員もおり、原発

労働者相談センターを 2015 年 2 月に立ち上げ、労働問題の解決に取り組んでおられま

した。 作業員は全国から福島県に集まっており、福島県だけでなく、全国で労働者教

育に取り組む必要があると感じました。ボランティアとして調査活動を行いながら、原

発労働者の相談センターを運営していることから得られた貴重なお話を伺うこともでき

ました。また、黒いフレコンバッグが山積みになっている様子を見ると、街が元の姿を

取り戻すまでには、相当な時間を要すると思いますが、これからが本当の復興の正念場

だと感じました。 さらに狩野議員からは、原発の建設、運営で膨大な利益を上げてき

たゼネコンが、原発事故後も除染や防潮堤の建設、その他の様々な建築工事でさらなる

利益を得ている構造についての指摘もありました。 

 3 日間にわたるフィールドワークで感じたことの一つは、チームワークの大切さです。

一人で経験したのではなく、10 人が福島で時間を共にすることで理解や共感が深まり、

より豊かな全体像を把握することが可能になりました。 全体像は現地での「体感」

「体得」に基づいています。例えば、避難指定が解除されている地域で民家の 9 割方に

は誰も住んでいない様子を直接目にすることで、また物を買える店も周りにはない上、

子どもたちの姿も見えないことから、帰還の

難しさを肌で感じることが可能になったので

す。 帰還できないのは、放射線量の高さが

主な原因ですが、これも線量計の数値を現

地で確認（左）しながら問題の深刻さや理

不尽さを共有できたと思います。 

そしてこれほど大規模かつ長期的、深刻な状

況を創り出してしまった責任についての国や

東電、原子力ムラの言動は許しがたいこと、

またこうした事態がこれからも続くことが明

白であるにもかかわらず、「収束化」を図ろ

うとする国や東電、原子力ムラに対して、私

たちが声を上げ続けなくてはならないことを

改めて強く感じました。今回、私たちをフィ

ールドワークに派遣させていただいた多くの

皆様に心から感謝しつつ、新たな決意を固め

たことを再度、強調します。 
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第３６回反核平和の火リレーが平和公園を出発  

「語り継ごう 走り継ごう ヒロシマの心を」 

広島県青年女性平和友好祭実行委員会が主催し、今年で３６回目を迎えた「反核平和

の灯リレー」が、6 月 28 日午前８時１５分、平和公園慰霊碑前を出発しました。 

 雨上がりの午前７時４５分、平和友好祭実行委員会吉浪泰祐副実行委員長の司会で始

まった「反核平和の灯リレー出発式」は、

まず慰霊碑への献花、全員で黙祷、続い

て「平和の灯」からの採火が行われ、そ

の火は、新田康弘実行委員長の持つトー

チに点火されました。   

続いて激励の言葉。最初のあいさつに立

った佐古正明県原水禁代表委員（広島県

平和運動センター議長）は、「安倍政権によって危険な方向への政治が進んでいます。

そして憲法９条を変えるといっています。憲法改悪を許さない運動が求められています。

戦争を知らない世代が、９割を超えている今、どう戦争の被害を伝えるのかが大きな課

題となっています。この反核平和の火リレーがその大きな役割を果たすことを期待して

います。」と激励。前田耕一郎広島県被団協事務局長は「戦争をなくし、核兵器廃絶を

強く願っています。それを引き継いだくれる人々となっていただくことを望んでいま

す。」と期待を込めたあいさつ。 

 スタートを前に新田康弘第１走者は「２４全市町を走り継ぎ、戦争への危機感が薄れ

ているが、核兵器の絶対悪、戦争反対を訴え、一人でも多くの人に、ヒロシマの心を届

けていきます。」と決意を表明。そして広島県音楽サークル協議会の皆さんが歌うテー

マソング「平和の火よ走れ」に送られて一般公募に応募したランナーを含め５人が元気

に慰霊碑前をスタートしました。 

このリレーは、県内各地の青年女性に引

き継がれ、県内を一周した後、７月２１日

の午後６時に慰霊碑前に到着します。 

 このリレーに対する期待を込めて、広島

県被団協は、各地の被爆者団体に対し「私

たち被爆者は一緒に走れませんが、リレー

を温かく迎え見送るにあたって、一声青年

女性を励ましてください」と案内をしてい

ただいています。 

 このリレーが取り組まれている最中の７月７日（ニューヨーク時間）には、「核兵器

禁止条約」が採択される予定です。「核兵器廃絶・被爆者援護」を訴えて続けてきた

「反核平和の火リレー」にとっても、節目の年のリレーと言えます。そして一人でも多

くの人々に「ヒロシマの心」が届くことを願わずにはいられません。  

http://kokoro2016.cocolog-nifty.com/blog/2017/06/post-fd1b.html

