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　青森県大間町に電源開発が原子力発電所を建
設中です。私は、2010 年 7 月に函館地裁に建
設差し止めを求めて提訴した裁判の原告になり
ました。大間原発訴訟の会代表の竹田とし子さ
んとは学生時代からの親しい友人で､ 彼女から
大間原発がどんなに危険であるか聞かされてい
ました。12 月 24 日に第 1 回口頭弁論が開かれ、
翌年の 3 月 11 日、代理人弁護士と裁判所の協
議の最中にあの大震災が発生しました。訴状には､ 原子力発電の危険性
や問題が縷々述べられていますが、それを証明するかのように福島第一
原発の事故は推移しています。
　当初、呆然と事故の報道を見るだけでしたが、なんとしても大間を稼
働させてはならないという思いで、近隣の公園で行われた集会に､ 手作
りのビラを 50 枚持って参加しました。ビラはあっという間になくなり
ましたが、大間に原発が建設中のことはほとんど知られていないことが
わかりました。この集会には､ 教団千葉支区女性ヤスクニ集会に出席し
ているメンバー何人もが参加しておられて､ 背中を押されて､ 生まれて
初めて街頭でマイクを持つという経験をしました。「いつでも、どこでも」
大間について語らなければと決心しました。
　大間からも函館からも遠い千葉市に住む私にできることを考え、まず

『勝手に支援団ニュース』と名付けた手作りのニューズレターを作りま
した。これにも、多くの友人が原稿を書いたり、編集を助けてくれたり、
発送を分担してくれて今までに 11 号まで出しました。大間は建設中と
いってもできているのは外側の箱だけで核燃料は入っていません。あの
苛酷事故の後、計画は断念されるだろうと思っていたのに､ その気配も
なく 11 号まで続いたことは残念だと思っています。
　大間原発は 1978 年に立地要請があり、計画は二転三転し、2009 年
に当時の甘利経産大臣によって世界に類のないフル MOX の改良型沸騰
水型軽水炉として許可されました。原発敷地内には故熊谷あさ子さんが
売却を拒んだ私有地があります。今も長女の小笠原厚子さんによって「あ
さこはうす」として守られています。なにより大間原発は再処理によっ
てできるプルトニウムを燃やすための原発です。実験炉も実証炉もなく
いきなり商業炉として､ 原発運転の実績のない電源開発によって建設

大間原発はいらない
CNFE会員　菅野　真知子
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･ 運転されます。下北半島には活断層の存在も指摘
され､ 津波の想定も小さすぎると言われます。フル
MOX 炉からでる「核のゴミ」は 500 年間冷やし続
けなければならないとも言われます。
　大間原発は、函館と津軽海峡を隔てて約 20㎞、
青森市より近く、大間町民は買い物や通院はフェ
リーで函館へでます。熊谷あさ子さんも函館でカラ
オケを楽しみました。とても歌がお上手だったとい
います。事故が起こると道南地方への影響が非常に
大きいと懸念され、函館地裁への提訴となりました。
函館市議会は全員一致で大間原発の無期限凍結を
求め、訴訟のための予算も計上されました。2012
年 10 月に工事が再開されたときは､ 函館市には事
後報告でした。市長
や商工会の代表は上
京して電源開発に抗
議しています。また、
2013 年 10 月 31 日
に電源開発社長は､
函館市に安全協定締
結を求めると述べま
した。建設ありきの
協定には応じられな
いと函館市長は激怒
したと報じられてい
ます。
　裁判は 2013 年 11
月 1 日までに 11 回の口頭弁論が行われました。第
2 次、第 3 次原告が第 1 次に併合され全員で 665
人です。現在第4次原告団も提訴予定で募集中です。
今までに､ 原告のうちのべ 22 名が法廷で意見を述
べました。人口 6000 人の大間町で熊谷あさ子さん
を支えてきたたったお二人や、函館や周辺地域に暮
らす農業や酪農を営む若い家族、福島から避難して
いる方、車いすの青年など、また、弘前市で海産物
などを通信販売している女性、神奈川県でチェルノ
ブイリの子どもたちの保養プログラムを続けてきた
方など、みなさんが原発の危険性・問題点・不安を、
自分の生活の中から、自分の言葉で裁判所に訴えま
した。私も 2013 年 3 月 15 日に、千葉県における
福島第一原発事故の影響について述べさせていただ
きました。
　首都圏でも多くのグループが協力して､ 時々電

源開発前で抗議行動が行われます。二度、東京
YWCA 会館でも報告集会が行われました。大間原
発でできる電力の約 40％は東京電力が購入する取
り決めです。電源開発の本社は銀座にありますし、
首都圏の私たちに無関係な原発ではありません。大
間の電力は沖縄電力をのぞく 9 電力会社に配分さ
れることになっています。再処理が行われなければ
必要のない発電所です。大間原発を、今、やめるこ
とができれば、廃炉作業もいらないのです。
　福島から 200㎞離れた千葉でも地震があると震源
地を確かめ、原発の心配をします。千葉地裁でも福
島から避難した方たちが国や東京電力に賠償を求め
る訴えを起こしています。なんの落ち度もないのに

生活が破壊された人
びとが大勢いるので
す。事故から 2 年以
上経っても、自宅の
庭の芝やハーブから
放射性セシウムが検
出されました。2013
年 11 月に測定した
雨水タンクの底の泥
水は 1㎏あたり 7762
ベクレルという高い
数値を示しました。
東京電力は柏崎原発
の再稼働を目論んで

いますが、事故の原因もわからず、避難者の生活再
建はならず、廃棄物の行き先もなく、なお再稼働、
輸出を進める人たちの考えが私にはどうしても理解
できません。
　今、いろいろなところで、結論を先に決めて、異
論を排除し、数の力で何かを進めようということが
横行しています。脱原発運動は、そういう弱い立場、
少数者を犠牲にしている社会に対するチャレンジで
もあるように思えます。それは私が教会の中でこだ
わってきたことにも通じる問題です。運動の中で私
と同じ思いの方たちに出会うことができました。初
対面の方たち、旧知の方たちとの新しい関係、さま
ざまなアイディアの運動のかたちや拡がるネット
ワークに励まされます。あきらめず、大間原発の建
設中止を求めていきたいと思っています。
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　11 月 9 日 ( 土 ) 午後、日本聖公会川口基督教会
を会場として、『世界から見た日本の原発問題』と
題するシンポジウムが開かれた。聖公会、カトリッ
ク、日本基督教団、朝祷会のメンバー、在日大韓基
督教など、教派を超えてキリスト者が、また、信仰
の違いを超えて仏教（真宗大谷派）から、そして原
発被災地からの避難者、関西で支援活動をしている
グループ、またさまざまな角度から原発反対を訴え
ている市民グループが集まりました。出席者は 80
人にのぼりました。
　基調講演に立った「原発メーカー訴訟の会」事務
局長の崔勝久氏 (No Nukes Asia Actions Japan 事
務局長、原発体制を問うキリスト者ネットワークの
共同代表でもある ) は、済州で開かれた「いのちの
平和 (Peace for Life) 民衆フォーラム」、および釜
山で開かれていた WCC（世界教会協議会）総会に
参加した印象と報告を皮切りに、広い視野から総合
的に原発問題を捉える必要性を訴えられました。日
本では戦後、戦争の被害者としても、また加害者と
してもその責任を明確に追及することが行われてお
らず、曖昧なまま放置されていることから誤った歴
史認識が生まれていることを指摘し、世界的な植民
地体制の一貫として、日本の原発問題を理解するこ
とが必要であることを鋭く指摘されました。崔
氏は、そのためにも、現在、原発事故の責任追
及の対象となっていないメーカーに対する訴訟
を提起し、さらに、そのことによって原発の輸
出にストップをかけることが必要だと力強く訴
えられました。 
　基調講演を補う形で、5 人の方からテーマ別
報告がなされました。小山英之氏（美浜・大飯・
高浜原発に反対する大阪の会代表）が「福島原
発事故の現状」、佐藤勝十志氏（滋賀県内避難者
の会副代表）が「原発被害者はなぜ集団訴訟に
踏み切ったか」、内藤新吾牧師（原発体制を問う
キリスト者ネットワーク共同代表・日本福音ルー

テル稔台教会牧師）が「キリスト者（信仰者）とし
て原発をどう考えるのか」、長田浩昭氏（原子力行
政を問い直す宗教者の会）が「仏教者・宗教者とし
て、原子力問題を問う」、池島芙紀子氏 ( ストップ・
ザ・もんじゅ代表 ) が「自然と共存する脱原発エネ
ルギーの町へ」とそれぞれ題する報告をされました。
報告はいずれも極めて具体的に原発がもたらす害悪
を指摘し、それとの闘いの方向が示されました。
　休憩を挟んで、関西在住の避難者の方から更に補
足報告があり、避難者の現状が参加者の胸を打ちま
した。その後の質疑応答も白熱し、参加者の決意が
表されていたように感じました。シンポジウムは午
後 1 時 30 分から 5 時まで、たっぷり 3 時間半の内
容の濃い集会となりました。
　最後に、メーカー訴訟の原告団参加へのアピール
があり、会を閉じました。キリスト者を中心に宗教
者、無宗教の市民団体が一致して協力したこと、そ
して、具体的な行動への糸口が与えられたことを考
えると、このような集会が実現したことの意義は極
めて大きいと言わねばなりません。引き続きこの動
きを継続して行きたいと思っています。

「世界から見た日本の原発問題」
シンポジウム報告

　特　　　集

原発問題を考える関西キリスト者集会事務局代表
日本聖公会川口基督教会牧師　　岩　城　　聰
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　2013 年 11 月 9 日の大阪シンポジウムご協力く
ださいましたすべてのみなさまにお礼を申しあげま
す。CNFE からは企画段階にはじまり、講演者や
報告者の派遣、寄付などで多面的ご支援をいただい
たことに感謝申しあげます。
　当日の参加者は記帳された方 76 名、うち避難者
5 世帯 10 名、避難元の福島、埼玉、東京をふくめ
て 10 以上の都府県から参加がありました。原発避
難者からは予定されていたテーマ別報告者のほかに
2 名の発言がありました。
　内容を欲ばってしまい、テーマ別報告の数が多す
ぎた感もありますが、アンケートをみるとほとんど
の方が好意的評価をしてくださいました。アンケー
ト回答は 23 通、47 項目の意見がありました。
　2013 年 12 月の復興庁のまとめでは、全国の登
録避難者数は約 274,000 人となっており、過去

のピークであった 2012 年 6 月の 347,000 人から
73,000 人減少しています。これは原発避難者とく
に区域外（自主）避難者に、本来あるべき保護も支
援もないため、経済的負担や家族分断、精神的苦難
により、希望する避難が続けられず帰還している人
があるのではないかとおもわれます。日本政府は国
際的ガイドライン（例：国連人権委員会の「国内強
制移動に関する指導原則」）を「法的拘束力がない」
との理由で配慮せず、区域外避難者を放置していま
す。避難者は全国に散在しており、憂慮すべき事態
です。わたしたちは反原発の具体的活動とともに、
被害者の苦難によりそう具体的活動も求められてい
るのではないでしょうか？　そしてそれはわたした
ち自身の能力を高め、ゆたかな生きかたへの道をひ
らく「恵み」でもあるのではないでしょうか？

シンポジウム事務局を担当して
ＣＮＦＥ会員　　寺　本　　和　泉

シンポジウムを終えて
原発問題を考える関西キリスト者集会実行委員会

事務局　弓　場　　彬　人

　早いものでキリスト者が主導する関西市民の宗
教、教派、市民活動団体の垣根をこえた私の知る限
り画期的な初めての原発問題の集会が開催され正月
を挟み 2 か月が過ぎようとしている。
　開催のきっかけは原発体制を問うキリスト者ネッ
トワーク（ＣＮＦＥ）の総会決議によるもので内藤
新吾共同代表を責任者として関西地区などＣＮＦＥ
の趣旨にそった集会を関東地区以外で開催しようと
いうものであった。
　ＣＮＦＥの理念と原発輸出反対の趣旨に賛同した
会員として会員拡大を通じて関東地区だけでなく日
本から世界へＣＮＦＥの事業が拡がるのは当然の成
り行きとして決議に参加させていただいた。
　ただ関西地区からの総会出席者は私一人でどのよ
うに応答したらいいのか、総会を終え帰阪した私は
ＣＮＦＥ入会を身近な人に奨めながらも関西地区で
の集会開催について考えあぐねていた。その矢先近

畿地区の宗教者平和協議会主催による６月１３日の
宗教者シンポジウムに内藤新吾牧師がパネラーとし
て出席されるという情報を入手、急遽関西地区のＣ
ＮＦＥ会員に呼びかけ、シンポジウム前に会場の一
室で内藤牧師を中心に関西地区での集会を打診し、
開催することが決定した。関西地区のＣＮＦＥ会員
一同が顔を会わせ、内藤共同代表から直接ＣＮＦＥ
について説明を受け、理解を深める良い機会になる
と思ったが会員の出席は予想より少なかった。ＣＮ
ＦＥ会員以外の出席者が過半数を超え、内藤共同代
表との話し合いの時間も会場主催者の都合で充分に
とれず、ＣＮＦＥについての理解が深まらないまま
に詳細は後日、その日の出席者を中心に開かれる会
議で決めていくこととなった。
　以降当日の出席者を中心に事務局代表に日本聖公
会川口基督教会の岩城聡牧師になって頂き、新たに
オブザーバー的に崔勝久共同代表の参加やＮＮＡＦ
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市民活動家の佐藤大介氏も実行委員に加わり、数回
会議が重ねられ１１月９日にシンポジウム「世界か
ら見た日本の原発問題」開催に至ることとなった。
　当初集会の参加者対象について意見が交わされた
がキリスト者だけの集会では今後の運動で拡がりが
期待できないという意見が大勢を占めた。開催にあ
たってはキリスト者以外の宗教者、市民活動家にも
参加、協力してもらおうと「世界から見た日本の原
発問題－加害者としての日本」の崔勝久氏の基調講
演を中心に、テーマ別報告においてはその分野の多
士済々の論客が宗教、宗派などを超え手弁当で協力
してくださった。
　福島原発事故により派生した多岐にわたる原発問
題を廃絶するには「体制そのものを問う問題の中核
に切り込まなければいけない」「問題の収束にむけ
た将来エネルギーの確保と手法、まちづくりについ
て」「国民に課せられる自立と共生」「福島原発被害
者への対応」などについての意見が交わされた。最
後に会場から原発メーカー訴訟が反核、反差別、反
植民地主義を包括した訴訟であり、根幹であること
に気づいたという女性からの意見があり当日のシン
ポジウムは盛況のうちに終了した。
　またシンポジウムの計画の最中、ＮＮＡＡによる
6 月の原発地域を回る韓日市民ツアーの応答で韓国
からキリスト者や市民団体が来日した。当初予定し

ていなかった日韓市民ツアー一行との交流の関西市
民集会も急遽別に計画され 10 月 4 日開催された。
ＮＮＡＡ中心メンバーの参加やシンポジウム実行委
員の多数の協力があり、それまでの聖霊に導かれた
一連の流れが１１．９のシンポジウム開催に収束し
たかのようであった。又開催にあたってＣＮＦＥ書
記秋山眞兄氏と内藤新吾共同代表がわざわざ東京よ
り、崔勝久共同代表はＷＣＣからの帰路来阪、お疲
れのなか講演をいただき、賛助金としてＣＮＦＥよ
り寄付を頂いた。開催にあたり出席者、関係者の方々
に心からの感謝を申し上げたい。
　ＣＮＦＥや聖霊に導かれたキリスト者を中心とす
るＮＮＡＡメンバーのこれまでの活動の積み重ね
が、関西での同志の呼応や日本聖公会川口基督教会
や賛同者・団体の協力につながり盛況のうちにシン
ポジウムが開催されたことに深く感謝したい。
　原発メーカー訴訟は、原発メーカーを相手にする
と同時に、人知れず世界を支配している原子力産業
を保護する原発体制との総力戦である。今後更なる
聖霊の高まりとともにこのような動きによるＣＮＦ
Ｅの理念、目的が周知徹底され全国津々浦々まで拡
がり、さらに隣国のアジア諸国から世界へと連帯の
輪が広がっていくことが、シンポジウムを通じて期
待され強く感じた次第であった。

CNFE活動記録（2013.9.30 ～ 2014.1.25）
9 月 29 日～

10 月 5 日
国際連帯プロジェクト共催「脱アジア平和のための日韓市民による西日本ツアー」。韓国
11 名、日本 19 名 (CNFE5 名 )、計 30 名参加。玄海・伊方・高浜・美浜・大飯原発及びも
んじゅ、祝島・神戸・仙台・福島などを訪問。

9 月 30 日 『ＣＮＦＥニュースレター』第 4 号発

10 月 19 日 国際連帯プロジェクト関連『「原発メーカー訴訟」の会』発足集会

11 月 9 日 シンポジウム『世界から見た日本の原発問題』を関西在住会員が中心になって大阪の日本
聖公会川口基督教会で開催。崔勝久共同代表が講演。参加者 80 名。（本誌報告参照）

11 月 15 日 2013 年度第 2 回運営会議開催

11 月 23 日 緊急要請「トルコへの原発輸出に道開く原子力協定に反対を！」に団体賛同（8 頁参照）

ＣＮＦＥ運営会議・総会案内
2 月 14 日 ( 金 )18：00 ～ 20：30 　　2013 年度第 3 回運営会議　＠信濃町教会

4 月 29 日 ( 火・休日 )
　　　　　　　 10：30 ～ 12：30 　　2014 年度ＣＮＦＥ総会

　　　　　　　 14：00 ～ 16：00 　　関東集会 ( 講演会 )　講師：浜矩子氏
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１． 私たちの視野
　今回、原発メーカー訴訟を起こすに当たって、こ
の訴訟の背景として私たちＮＮＡＡの考えている視
野をまず説明すべきと思います。
　　①私たちの最終目標は、世界から核（発電、兵　　
　　　器）を廃絶すること。
　　　　そんなことを言うと、大言壮語と言われが　　
　　　ちですが、まったく真面目にそう考えていま
　　　す。なぜなら、この核は「人類・生物と共存
　　　できない物」であり、特に原発を稼働させれ
　　　ば、永久的な有毒物である「死の灰」を地球
　　　上に蔓延させてしまうからであり、こんな聖
　　　書でいう悪魔的なものを作り出してしまった
　　　我々の世代の責任だと認識するから。
　　②現在世界を支配している「国際原発体制」は
　　　アメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリ
　　　スなどの主要国の相互不信の産物として先の
　　　大戦後に形作られたものであり、①項で述べ
　　　た「核の重大欠陥」を放置したまま、覇権を
　　　どこが握るかの競争をしてきた結果、肥大し
　　　てきたのであって、国際協調、国連など頂上
　　　間での合意に期待することは「百年河清を待
　　　つ」ことに等しく、頼れない。
　　③従って、私たちは今回の「フクシマ事故」に
　　　驚愕した世界市民の連帯、「国際的草の根」
　　　によって、それぞれの国で原発を廃絶するこ
　　　とを、相互支援しつつ、実現し、最終的に世
　　　界レベルで核を廃絶しようと考えた。
　今回の日本での原発メーカー訴訟はその第一歩で
あって、これが最終目標ではない。
２． 原賠法の悪魔性
　原賠法はアイゼンハワー大統領が 1953 年に国連
に提案した ”Atoms for Peace” によって、原発が
アメリカで誕生した時点にまで遡る。アメリカ政府
からの要請で原発を建設するに当たって、ＧＥ、ウェ
スティングハウスなどの原発メーカーは受注を最初
拒否した。過酷事故が起こった場合、彼らは放射線
の有毒な性質を熟知していたので、住民被害の補償
が巨額になり、企業の存続が不可能になることを恐

れたから。
　その結果、アメリカ政府は事故時の補償を「事業
会社に一極集中させ、原発メーカーは免責する」と
いう原賠法のルーツであるプライス・アンダーソン
法を 1957 年に成立させた。
　そして、更に原発を日本などに輸出する場合にも、
原発メーカーを免責する、「原賠法」を原発輸入国
が作ることを要求して、ＧＥ、ウェスティングハウ
スなどを免責にするようにした。
　結局、原発を建設、稼働する国には「原子力協定
の一部」としてどの国にもプライス・アンダーソン
法と瓜二つの原賠法が作られることになる。
　原賠法の第 1 条、目的には、①原発事故の補償
を速やかに実施できるようにする、②原子力の健全
な発展に資する、が必ず謳われており、この②の実
態が「原発メーカーの免責」＝「原発メーカー保護」
になっている。
３． 原発メーカーに責任を負わせない限り、原
発は世界中に建設される
　この原賠法によって補償を免責された原発メー
カーである日立、東芝、三菱は日本国内での原発ビ
ジネスが先細りになるので、「儲けるために」海外
への原発輸出を安倍総理に託してベトナム、ヨルダ
ン、トルコ、フィンランド…へ大輸出攻勢を掛けて
いる。事故の賠償を東電に一極集中させて。
　つまり、この原賠法が、「国際的原発体制」の重
要な根幹の一つなのだ。　それをまず、日本で「原
賠法は憲法違反」として、訴訟に踏み切り、そして
更に国際連帯で韓国、台湾でも同様な訴訟を起こし
てゆく。そして、その訴訟と並行して、私たちがデ
モや集会、メディアへの投稿などによって、一般大
衆、それも国際的にアピール行動を継続して、世論
形成をし、訴訟を側面から支援してゆく。それがこ
の原賠法訴訟で私たちが考えていることです。
４． 原発メーカー訴訟の法理論
　これは既に、弁護団長の島昭宏弁護士がサマリー
を書かれているので、それを以下に提示します。
　本訴訟においては、責任集中制度が違憲であるこ
とを前提に、ＰＬ法及び民法 709 条に基づく損害

原発メーカー訴訟の準備状況
ＣＮＦＥ会員・NNAA　大久保　徹夫

　提　　　言
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賠償を請求する。
　原告は世界中の人々であり、請求額は精神的慰謝
料１人 100 円という一部請求。争点はあくまでも
原発メーカーの責任の有無である。
　責任集中制度によって侵害される人権は、まず、
不法行為によって損害が発生しているのに賠償請求
ができないことから、憲法 29 条 1 項が保障する財
産権である。次に、あらゆる製造者は製造物の欠陥
から生じる事故による損害を賠償する責任を負うに
も関わらず、最も危険な製造物である原発について
のみ免責されているのは不合理な差別であるといえ
ることから、14 条の平等原則違反である。更に訴
訟を提起しても免責規定を理由に、製造物の欠陥な
いし製造者の過失についての実質的審理がなされな
いとすれば、32 条の裁判を受ける権利が侵害され
ているといえる。
　しかし、これらの人権侵害のみを主張しても問題
の本質は表現されない。そこで、我々は、13 条の
幸福追求権及び 25 条の健康で文化的な最低限度の
生活を保障される権利から導かれる「原子力の恐怖
から免れて生きる権利」＝「ノーニュクス権」の侵
害を主張することとした。
　いかなる場合でも、製造者としての責任を免れる
とすれば、原発メーカーは安全性よりも経済性を優
先させるインセンティブを与えられていることにな
る。何より、被害者の保護よりも原子力事業の発展
に重きを置く責任集中制度は、ノーニュークス権を

侵害しているといえる。
　さらに、違憲主張とは別に、原賠法 5条に基づ
く請求も考えられる。同条は電力会社は故意の第三
者に対して求償できるという規定であり、民法 423
条によって、この請求権を代位して請求するのであ
る。
　この請求は、まさに原賠法に基づく請求であるた
め、直接的に原発メーカーの故意について審理を求
めることになる。この場合の故意とは敢えて事故を
起こしたということではなく、事故がこる可能性
を認識しながら、それを許容する心理状態をいう。
1970 年代から欠陥が指摘されていたマークⅠ型の
格納容器を製造したメーカーが事故の発生を認識し
ていなかったと言えるであろうか。
　以上が穂訴訟における大まかな法理論である。
５． 原告獲得状況と原告参加の勧誘
　原告募集が国内と国外に渡るので、訴訟を第一次

（国内原告中心）、訴状提出１月３０日とし、第二次
（国内＋外国）、3 月 10 日前後と二回に分けて募集
します。トータルで１万名を超す原告を獲得するこ
とを目標としていますが、１月１０日現在、国内で
７１０名です。是非、原告として訴訟に参加しませ
んか？
　訴訟委任状や原告参加の方法については、「原発
メーカー訴訟」で検索とすれば、訴訟の会のホーム
ページに入れますので、ダウンロードして参加して
ください。

　“ 今日ね、○○君がね、しゃべってて給食食べるのが遅かったの。そしたら先生が、みんなとごちそう
さまが言えないならかりんさんのようにお弁当持ってきなさいって言ったの。私は原発事故さえなければ
給食食べてたよ。みんなより食べたい気持ちが一杯なのにさ、それってひどいよね…。”
　先日はこんなことがありました。教育相談なるいわば二者面談でのこと…
　“ 二時間目の休み時間、かりんさんには無理に校庭で遊ぶようには言えませんが、他の子を一緒に教室
で遊ぶよう誘わないでほしい。本人に話してもらえますか。”

　おかしな大人、しかも担任、さらに学年主任。
　こんな大人から子供たちは何を学ばねばならないんだろう？？？
　学校が本当に必要なのかさえ、私には疑わしい。
　もう何もかも嫌だと投げ出して子供達と日本からいなくなりたい。
 …いっそこの世界からいなくなりたい。
　いや、その前に子供達を傷つけるすべてのものをぶっ壊したい。

こらむ

こらむ

by 平 栗 朱 実次女のつぶやき…
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▼先日、私たちの教会で『六ヶ所村ラプソディー』
等の映像作家・鎌仲ひとみ監督を招いてお話を聞い
た。鎌仲さんは福島の子ども達を被曝から護りたい
との強い思いを、とても分かりやすく語ってくれ、
教会学校の子ども達も熱心に聞いていた。今夏に完
成予定の次回作『小さき声のカノン』が待ち遠しい。
▼子ども達の未来をますます闇にしていく力に、私
たちはますます抗していかな
くてはならない。（仙人）

編集後記

国会議員各位
「トルコへの原発輸出に道開く原子力協定に反対を！」（緊急要請）

　私たち、原発輸出に反対する NGO および市民は、福島第 1 原子力発電所の事故を踏まえ、原発輸出
促進政策は即座にやめるべきであると考えており、現在、国会承認手続きが進行しているトルコとの原
子力協定の批准は、無謀な原発輸出を促すものとして、これに反対します。
　トルコは世界有数の地震国であるにも関わらず建物やインフラの耐震補強は進んでいません。仮に日
本から輸出する原子炉の耐震性が高いものであったとしても、大地震が発生した場合、周辺インフラが
寸断される可能性が高く、事故への対処が極めて困難になります。地元自治体であるシノップ市長も原
発建設に反対している中では、住民避難計画の適切な策定・実施も困難です。
　現在、日本政府は日本原子力発電株式会社に委託してトルコのシノップ原子力発電所の地層調査を
行っていますが（平成 25 年度原子力海外建設人材育成委託事業：11.7 億円）、日本原子力発電は、原
子力規制委員会が活断層と認定した敦賀原子力発電所直下の断層を活断層ではないと主張し続けてお
り、国費で行う調査の委託先の妥当性、調査結果の信ぴょう性も問題になっています。調査報告書が公
開されるかどうか政府は明言を避けており、日トルコ両国の市民が、情報にアクセスできないまま、同
建設事業が進む可能性があります。
　さらに、日本では福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、原子力の推進機関と規制機関の分離が行わ
れ、原子力規制委員会が発足しましたが、トルコでは、推進と規制の両方をトルコ原子力庁（TAEK）
が担っており、「推進と規制の分離」が図られていません。放射性廃棄物の処理計画は策定されていま
せん。
　私たちは、日本政府に対してトルコ・UAE の原子力発電所におけるシビアアクシデント対策、地震
対策、テロ対策、住民避難計画、住民への情報公開、住民協議の開催状況等について質問しましたが、
政府側は「原発計画に対しては当該国が責任をもって検討・立案する」とのみ回答し、それ以外の具体
的な事項についての回答はありませんでした。しかし、日本の公的資金を利用して、当該国の原発建設
を支援するのであれば、日本政府は当然のこととしてその説明責任を負うはずです。
　日本では福島第一原子力発電所の事故により、多くの人々がふるさとを奪われ、放射能汚染に苦しん
でいます。現在も汚染水は漏れ続けており、事故は終わっていません。汚染水処理・廃炉・除染・賠償
にかかる費用は計り知れません。
　このような状況で、一部のプラント・メーカーの利益のために、税金など公的資金を使って原発輸出
が進められることに、私たちは強く反対します。また、このような問題を置き去りにして、国会で原子
力協定が批准されることがないよう、強く要請します。

呼びかけ団体：「環境・持続社会」研究センター（JACSES）、国際環境 NGO FoE Japan


