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二泊三日の旅　初日
　羽田空港 7時 55 分発 JAL1161 便は、雪をかぶった岩木山を眼下に
しながら海岸線を北上し、やがて津軽海峡で右に旋回降下し始めると無
事定刻の9時15分函館空港に着陸した。1時間20分のフライトである。
空港には驚いたことにピーターさんの出迎えがあった。ピーターさんは
「あさこはうす」桜植樹のために到着した我々を歓迎するため、新学期、
多忙な学校の仕事の合間をぬってわざわざ出迎えて下さったのである。
感激！
　そのピーターさん、我々の予定を聞くと先ず佐藤国雄さんのところに
案内したいと言う。佐藤国雄さんは地元の版画家、独自の宮沢賢治論で
多くのフアンを惹きつける一方、原発に反対する活動家の一人である。
突然、朝の訪問にもかかわらず佐藤さん夫妻は仕事場でもある二階の部
屋に一行を招き入れ、もてなして下さった。階段を上ると、そこは味の
ある木彫の椅子や棚のある部屋に通じており、ところ狭しと佐藤さんの
作品が我々を迎えてくれた。筆者には、その雰囲気がすでに “宮沢賢治
の世界 ”であった。一行はその作品に目を奪われながら、佐藤さんの語
る博学に惹き込まれ長居をしてしまう。佐藤さんは縄文文化の研究家、
積み重ねて来られたその豊富な実績は、とても市井の片隅においておけ
ないすばらしいものである。一行は、縄文文化とその底流にある “平和
の思想 ”を熱く語る佐藤さんに感嘆！　レクチャーだけに終わらず、辞
する時には著書『山猫博士のひとりごと』（北水）を頂戴し、サインま
で求める有様であった。ピーターさんが我々を案内したいとしきりに言
われたわけである。

津軽海峡　往復の一日
　津軽海峡、函館と大間間を往復する便は一日３便。一行は往路、函館
港 9：10 発～大間港 10：40 着、復路大間港 14:10 発～ 函館港 15:40 着。
つまり滞在時間正味三時間で、桜の苗木を 30本植えるのである。下船
前のことであった。港のすぐ傍に見える大間原発の建屋をカメラで収め
ようと甲板に出ると、秋山眞兄さんが私に教えてくれたものがあった。
その指し示す船体壁には「平成 23.24 年度　電源立地交付金充当施設」
とあったのである。
　「う～ん」とうなってしまう。前回もこの航路を利用していたのだが､

あさこはうす桜植樹ツアー報告
CNFE会員　栗原　茂



- 2 -

CNFE NewsLetter No 6
私は気づいていなかった。いわゆる､ 原発を誘致す
ると生じる “ずぶずぶの関係 ”が、このようなかた
ちで姿を変え、かくして我々一行もまたその関係に
“乗船 “させられているのだ。忸怩たる思い。
　さて大間港には八木沼トラベルビューロー (*^ ▽ ^*)

手配の小型マイクロタ
クシーが待機していた。
少しでも時間を稼ぐた
めである。前日からの天
気予報はしぐれ、曇り雨
模様。“最悪の事態 ” に
備えなければならない。
筆者は履き潰してもい
い靴を東京から持参し
ての参加だった。
　しかし、幸いなこと
に、雪解けの水が流れ
る沢を幾度もまたぎな
がらの穴掘りも、一人で６本相当割り当ての穴掘り
の作業も、天は我々に味方し、とげがジーンズを突
き抜けてめくり上げると痛々しい傷跡の “勲章 ”を
もらう崔さんの笑いもあったが、無事に終了。汗ば
む終盤は上着を脱ぐほどであった。小笠原厚子さん
と、取り寄せたお昼を一緒にする頃には、なんと心
地よい暖かな日射しまで整えられたのである。食事
の前に八木沼豊さんが、筆者に祈りを求められたの
で、代表して感謝の祈りを捧げた。
　　木には希望がある (ヨブ記 )　。世界一危険な
　　大間原発工事を向こうに回して、鉄条網越しに、
　　平和の象徴としての桜が､ 無言の抗議と抵抗の
　　証となるように！。熊谷あさこさんから小笠原
　　厚子さんへ、さらにその娘さんに引き継がれて
　　いく、此処「あさこはうす」での “脱原発の営
　　みと抵抗の闘い ”がしっかりと守られ、下北半
　　島の自然と大地を守る “夢のプロジェクト ”と
　　して、今後さらに多くの人々の協力者を得て、
　　一歩一歩、確実に実現して行くことが出来るよ
　　うに！と。

あさこはうすの夢実現のために
　今回の桜 30 本の植樹は、ＣＮＦＥのプロジェク
トとして 2年越しに実現出来たものである。2012
年度 6 月に実施された「下北半島原発スタデイツ

アー」で記念植樹された 3本の桜に次いで､ 第二
弾の 30 本。もちろん小笠原厚子さんの要望に沿っ
てである。もっとも正直に報告すると､ 作業中に、
持参した苗木を木立の中に見失ったのか、作業終了
時に 3本分の添え木が残ってしまった。見失われ

た苗木には申し訳ない
が、数の上では 27 本。
結果 2 年前の 3 本の桜
に合わせて、合計 30本
の桜が植えられたとい
うことになる。植樹に
関する専門的な一切の
手配は、同行、指導を
した宮嶋明さんによる
もの。いわゆる支柱と、
結ぶ紐、植樹後の肥料
にいたるまで、頭の下
がるお世話だった。今

回の桜植樹のための献金､ カンパでご支援頂いた多
くの方々のお名前を覚えるとともに特筆して感謝の
意を表したい。
　さて今後のことだが、「あさこはうす」には、こ
の闘いを維持するための国内外の来訪者をお泊めす
るもう一棟のログハウスを建てたいという希望があ
る。それはこれまで 35 年間続けられた “反大間原
発、脱大間原発の拠点 ”を守り続けるため、また水
源地を電源開発（Ｊパワー）に止められたとはいえ、
残されている自然の沢を生かして子ども達のための
遊び場「池」を造成したいという夢もあるからであ
る。ところが現実に、それらの夢を実現したくとも、
原発推進から抜けきれない地元業者から人手や材料
を入手することは全く不可能なのである。地元業者
にとっては「あさこはうす」を手伝ったということ
にでもなれば即自分達の仕事を失う、ここにも “ず
ぶずぶの関係 ”ができあがっているからである。さ
～て、どうする。CNFEの知恵と人脈を生かす次の
策が待たれる。

大間原発オオマチガイ
　植樹を終えた日の夜、函館市まちづくりセンター
で「お話しとライブ」が企画されていた。準備した
のは、ピーターさんら地元で、「バイバイ大間原発
はこだてウオーク」の活動をしている皆さん。会場

▲あさこはうす
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には 50 人ほどの市民が集まって満席。釧路から泊
まりがけでの参加者もいる。まず「原発メーカー訴
訟の会」事務局長､ 崔勝久（チェスング）さんが熱
弁をふるう。「原発を止めましょう！　再稼働を許
さない！　海外に原発の輸出をさせない！　周到な
準備をした台湾では原発を阻止したい市民が国会を
包囲し、その 30 分後にはきれいに掃除を済ませて
退去したというニュースを聞きました。私は感動し
ます。事故後､ 何一つ収束していないにもかかわら
ず厚顔で原発を輸出する日本政府とメーカー、「原
賠法」で守られているメーカー日立、東芝、ＧＥを
訴えましょう！　現在、世界 39 カ国から 4928 名
の原告が「原発メーカー訴訟」に名乗りを上げまし
た。外国人が3分の 2です。放射能と司法に、国境、
国籍はありません！　皆さん、日本人だけ生き延び
るつもりですか？」と。

　続いて「原発メーカー訴訟」
の主席代理人、弁護士島昭宏
さんがエレキギター片手に登
場！「これだけの事故を起こ
しながら免責されている原発
メーカーはおかしいと思いま
せんか？この相手との闘いに
どう挑むか。まず彼らを被告
席に座らせる。世の中で一番
危険なモノを作りながら、通

常有すべき安全性に瑕疵があれば、その責任を問う
ことができる。憲法違反、民法上の不法行為を突い
ていく。世界中の問題だから、世界を相手にしよう。
原発事故にショックを受けた人、誰もが参加できる
裁判闘争にしたい。我々には原発の恐怖から逃れ
る自由がある。ノー・ニュークス（NO　NUKES）権、
社会的生存権、幸福を追求する権利、憲法上の人権
問題として高めて行くことが課題だ」と。
　迫力がありましたねえ。「ボク本当に弁護士なん
デス」冒頭から､ 聴衆を笑いに引き込みながら分か
りやすく法律の問題点を次々と解明する一時間。聴
衆を身構えさせないウイットで包み、聞いているう
ちに次第に人々の社会的正義と良心を目覚めさせて
いくライブ。なぜ原発に取り組むようになったのか
島弁護士の面目躍如たる素顔が覗ける夜でした。

函館を離れる日に

　三日目の 4月 11 日、函館地方裁判所では大間原
発訴訟の第 12 回口頭弁論が開廷される日。私は傍
聴席にいました。口頭弁論､ 意見陳述に立ったのは
児童自立支援施設の教師、山本淳さんと、長年反核・
反原発運動に取り組む函館市議の経験もある高橋松
江さんのお二人の原告。筆者は傍聴券を手にするこ
とができたので満席の法廷にいたのだが、20 名を
こす被告側代理人からは残念ながら、一言の反論も
意見も聞くことが出来なかった。
　裁判後の集会で只野弁護士から教わったことがあ
る。それはそもそも大間原発の「地震基準動」は低
く設定されているという問題の指摘である。被告代
理人らが何ら反論できないのも、そのためではない
かと。どうやら青森県全体が低く設定されているら
しい。
　となると六カ所村の核燃料施設も同じだというこ
とになる。工事中の大間の原子炉は福島と同じ沸騰
水型だ。原子炉メーカーは「改良型」というが、そ
れは経済性を優先した改良型であって、安全性は一
段と後退したものではないのか大いなる疑問。
　函館市議会がこぞって国と電源開発の 2者を相
手どって、「大間原子力発電所差し止め訴訟」に踏
み切ったのは 4月 3日。人口 27万人の函館市は大
間原発から最短で 23 ｋｍの地点にある。大間がも
し事故を起せば函館市民に避難の退路はなく壊滅す
る。さらに大間原発はフルMOX燃料でありウラン
燃料の何倍もの危険がある。地方自治体の提訴は国
内外初のこ
とだ。今後
の推移を大
いに注目し
たい。函館
市の訴訟が
決まると直
ちに全国か
ら 1200 万
円の寄付が
寄せられたと地元紙が報道をしていたが、この反
響の背景には 2010 年度に建設差し止めの住民訴訟
「大間原発訴訟」があったことを明記すべきだろう。
　本紙の前号 “巻頭言 ”は、その大間原発に関わる
菅野真知子さん（CNFE会員）の寄稿だった。再読
を乞うて、あさこはうす桜植樹レポートを結びたい。

▲ロッカー島弁護士

▲大間原発訴訟報告会
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Ⅰ　アベノミクスとは何者
かー “ ～ノミクス ”・“ ～の
経済学 ” という称号を与え
る自体すら許されない

安倍政権においてその政策
に人間が不在
　《原発は反いのち》の対極
に、安倍政権の成長戦略が
ある。昨年 6 月の「安倍政

権の成長戦略」を語る安倍氏本人のスピーチの中で、
つまり一国の政策責任者が重要な政策を語る場面に
おいて、人間という言葉を一回使っただけであった。
しかも、戦後の、日本の高度経済成長の象徴の一
つである 1970 年開催の大阪万博に出品された「人
間洗濯機」を引き合いに出したその言葉の一部とし
て、《人間》が行きがかり上一回使われていたに過
ぎない。政策は人間にどうかかわるか、人間と経済
や政治の関係に言及しない人間軽視の政策は許され
ない。“～ノミックス ”とも言えないものである。
　人間は経済活動を営む唯一の生物である。経済活
動とは、人間による、人間だけの、人間のための活
動であり、経済活動を行うことは、人間が人間であ
ることの証であるといえるのだから、人間をないが
しろにし、人権を踏みにじるものは、一見それは経
済活動と見えたとしても、それを経済活動とは我々
は呼んではいけない。ところが今日的日常では、経
済が前面に出ると人間が引っ込むことを強いられる
状況が多々見受けられ、経済と人間は対峙しがちで
ある。すると、私たちはこの経済の凶暴さから人間
を守るために、経済とは別の枠組みの中で人権運動
や弱者救済のための制度の仕組みを作って行く法体
制の整備を考えがちであるが、人間性を踏みにじる
ものを経済活動とは認めないというところから出発
すべきである。“ノミクス”同様に、“ブラック企業”
という言葉はブラックなやり方をする企業経営者を

糾弾するに適切な表現であるように思えるが、一見
“企業 ”としての体裁をとっていても、ブラック組
織を “企業 ”であると認知せず、ただ “ブラック ”
と呼びたい。人権の礎となる特性を持っているはず
の経済活動に働きかけるはずの経済政策において、
人間不在であることは本源的な矛盾であり、許され
るものではない。

安倍政権の目指す方向は富国強兵である　
　アベノミクスで富国、憲法改定で強兵という流れ
を作り出そうとしており、「成長戦略」は、世界制
覇戦略の野望に満ち満ちている。「成長戦略」のス
ピーチには、「成長」が 41 回、「世界」が、37 回
登場する。《今日本が再び世界をリードする場面が
来た》《世界の中心に踊り出ることができるように
なった日本》《世界最高水準を目指す日本》《世界一
企業が活動しやすい日本》《世界大競争に打って出
る日本》《世界で勝つ日本》《世界を席巻する日本》
であり、まさに世界制覇戦略である。

富国強兵が基本路線であれば、かれらの原発再稼働
に向けての執念の背後にあるのは武装への妄念であ
る
　原爆と原発の違いが判らない人たちを「核アレル
ギー病」とかつては呼んでいたが、今の日本の政治
の現状を見れば、あまりにもアレルギーがなさすぎ
である。4月 4日に自民党「資源エネルギー戦略調
査会」で議論が行われ、「エネルギー計画」が衆議
院を通過した。原発依存体制の強化内容の議論の資
料の要点はつぎのようである。
1　電力の安定供給を考えると原子力を放棄する選
択はあり得ない。再生可能エネルギーに過大な期待
を寄せるべきではない（細田健一）
２　再稼働をしないと経済はぐちゃぐちゃになる。
原子力の技術を確立し責任を果たすべき　（大西秀
夫）

いま原発体制を問う
ー格差のない社会を目指してー

　特　　　集

ＣＮＦＥ公開講演会（2014年 4月 29日）
講師：浜　矩子さん（同志社大学大学院教授）

▲講演する浜　矩子さん
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３　原子力の未来を信じていることを書くべきだ。
安定的な原子力を増やしていく考えは間違っていな
かった
４　再稼働は国が責任を持ってやってほしい
再稼働にこだわる背後にある富国強兵・核武装とい
う底流を我々は見透かす必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　

成長と原発不可分論はまやかし
　原発再稼働の根本には、成長というものに対する
こだわりの強さがある。原発推進派は、日本経済の
現状保持、生活コストアップ、原油依存による自然
環境破壊など、省エネと省資源の路線で反撃するが、
それは原発稼働によるかさ上げされてしまっている
経済活動のレベルの現状維持である。より高度に達
する語感を持つ「成長幻想」に囚われている。これ
ほどまでに成熟している日本経済が、未来永劫、連
綿と規模が大きくなり続けることはありえない。原
発ゼロを前提としての経済活動の水準を模索すべき
であり、「経済成長率」という言葉をやめて「成長
拡大率」としたらどうか。　　
　集団的自衛権や原発論議では、論破しようと思っ
た時、すでに相手の土俵に上がり、術中にはまって
しまうのだから、自分の土俵に引きずり込むことが
肝要である。自分の論理として、平和憲法を守り抜
き、丸腰であることが最も「積極的平和主義」であ
るとか、「拡大率」という言葉がふさわしいでしょ
うというような、自分の言葉を持とう。

Ⅱ　格差のない社会を目指して

「トリクルダウンの経済学」はまやかしである
　成長戦略とのかかわりで、「トリクルダウンの経
済学」がある。富める者が富めば、貧しい者にも自
然に恩恵が落ちてくる（トリクルダウン）ので上の
ほうを優遇する必要があるという安倍政権の立場
は、まやかしである。トリクルはダウンせず、ラウ
ンドするのが実際である。強い者同士で富がぐるぐ
る回り、高速回転でバブル経済になるが、恩恵は
落ちないことが、サッチャー政権下のイギリスと、
レーガン政権下のアメリカで実証されている。サッ
チャーリズムもレーガノミクスも典型的なトリクル
ダウン政策であり、金持ち優遇を租税面でも規制の
面でも解放することで格差なき社会を目指す経済学

理論だった。しかし、社会的経済的格差はどんどん
拡大こそすれ、縮まることはなかった。強いものを
より強くすることが活力ある経済社会への近道であ
るという理論はまやかしである。経済活動からはじ
き出されてしまっている人々をその中に取り込み、
まともに生きる権利を保障する役割を政策が果たさ
なければ、格差なき社会は実現する見込みはない。
そもそも富国強兵路線である以上、政権は人間を幸
福にする経済の実現を考えていない。富国強兵路線
は自ずと弱者を切り捨て、弱者救済は、百害あって
一利なし、という論理になり、戦前の大日本帝国に
おいてもナチズム下のドイツにおいても、若くて元
気な人のみ尊重され、弱きものは徹底的に排除され
た。成長路線への固執が、人への選別という意味で
格差拡大の温床につながる。

国家戦略特区構想から諸国共生へ　
　ある特定の地域に限って様々な規制の適用を免除
するという「特区構想」の特定地域も、むしろ “ブ
ラック特区 ”である。役に立たないものは特区の外
に放り出される。ただし、特区政策とは内在的に邪
悪というものではなく、発展途上の国が最貧状態か
ら脱却するには経済の発展段階において必要な合理
的な選択であるが、日本のようにすでに完成度の高
い国が特区政策などふりかざすのは、格差ある社会
を目指している政策体系としか考えられない。打倒
富国強兵、目指せ諸国共生。

掲げるべき合言葉は「シェアからシェアへ」
　経済用語である市場占有率の意味での「奪い合い」
の意味である「シェア」から、「分かち合い」の「シェ
ア」へ発想の転換をすることが、国境なきグローバ
ル時代をともに生きるクリティカルな要因である。
辿りつくべきは「多様性と包摂性（包容力）」が出
会う場所、座標平面を想定する。２本の軸、包摂性
を表す縦軸と多様性を表す横軸を交差させる。縦軸
が包摂性の軸で、上にいけばいくほど包摂度が高ま
り下に行くほど排除の論理が出てしまう。横軸が多
様性の軸で、右に行くと多様性が高まり、左に行く
と多様性が後退して均一性が出てしまう。
１　右上の場所　　包摂性が確保されて多様性も実
現している。ここを我々はめざしたい。
２　左上の場所　　原点より上側なので包摂性は確
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保されているが、多様性は後退して均一性の論理が
前面に出ている。これは今までの日本的経営論理で
あり、均一雇用・年功序列・終身雇用・護送船団様
式。包摂性が高いので落ちこぼれがないが、出る杭
は打たれてしまう。ところが今の日本はその位置か
ら右斜め下に向かっているところです。（右下とい
うのは、生き方や働き方、価値観に多様性を認める
代わり、格差の狭
間で落っこちる人
が沢山出てくる。）
３　 右 下 の 場 所　　
多様性は確保され
るが、包摂性はな
くなり、排除の論
理が前面に出てく
る。ヨーロッパの
現状がこれに当た
る。ユーロという
通貨を守っていく
ためにドイツなど
が南ヨーロッパを包摂性で抱きとめ合うのではな
く、排除の論理を振りかざすのに対して南ヨーロッ
パの人たちは怒っている。多様性のるつぼであるこ

との奥深さがあるはずのヨーロッパの人たちが、包
摂性で抱き留めるのではなくて、排除の論理が出て
いることが心配である。
４　左下の場所　　我々の目指すところと真反対の
場所　包摂性もなく排除の論理が前面に出ている暗
黒空間、北朝鮮・ロシア ( 今混沌状態 )。暗黒空間
は日本にないのかと思うと、日本では現状において

はさしずめ橋ズム帝
国としての大阪市。
しかしこの調子で日
本国全体が富国強兵
路線で突っ走ってい
くと、日本国自体が
暗黒空間になりかね
ないだろう。シェ
アーからシェアーへ
という合言葉を掲げ
ながら、グローバル
時代の理想郷である
諸国共生の多様性と

包摂性の出会う場所に乗り込んでいかなければなら
ない。

質疑応答
Q１─ TPP…シェアからシェアへの発想と TPP 論
議とどう関係があるか。
A１─ TPP タイプの貿易協定の論理は基本的に奪
い合いのシェアの発想に基づく。TPP とは自由貿
易協定を環太平洋エリアで締結しようというもので
ある。看板に偽りありでこの経済連携協定を本日以
降は「地域限定排他貿易協定」と言い換えてほしい。
相手と地域を限定してその内側だけで、貿易関係を
強化する。これはまさしく包摂性でなく排除の論理
である。こういう囲い込み型の貿易ブロック提携に
経済権益を求め、1930 年代の世界は悲惨な状況に
なって行き、結局は武力を伴なう奪い合いになって
いった忌まわしい歴史があった。その轍を踏まな
いようにと、世界貿易機構（WTO）の基本原理は、
自由・無差別・互恵。TPPはこの無差別原則に真っ
向から反し排除の論理をお互いにぶつけ合う。諸国

共生を混ざすべき日本が加担してはいけない。すで
に解決的論理を飛ばして条件闘争に入っている以上
はまとまるはずはない。
Q２─安倍政権の支持率はなぜ下がらないのか。
A２─安倍政権の支持率を支えている層は、
（１）富国強兵路線で恩恵に与り、日本を取り戻す
ことでメリットがあると思っている富裕層・財界の
一部。　
（２）若い層　若者が追い詰められた思いで単純な
強いメッセージに引き寄せられている。都知事選で
の田母神票、隣国を攻勢できる姿勢に引き寄せられ
集団的自衛権を支持するネット右翼を構成している
若者たち。これらはナチスドイツをも２２６事件を
も彷彿させる。揺れる若者の心を変なところでつか
んでいる。彼らの視野を広げ心を解きほぐしていく
ことが必要。
Q３─富国強兵路線が見えていながらアベノミク
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CNFE活動記録（2014年 2月～ 6月）
２月５日 『ニュースレター』第 5号発行

２月１４日 2013 年度第 3回運営会議を中止・延期（大雪の為）

３月２２日 第 3回運営会議

４月９日～１１日 あさこハウス植樹ツアー

４月２９日 2014 年度総会　　公開講演会：講師・浜矩子氏

７月４日 2014 年度第 1回運営会議

ＣＮＦＥ2014年度活動方針・計画

スに藁にもすがる思いで期待している中小零細企業
者。人々の絶望に付け込むかのようだ。
A３─２・３のグループに対して、個人個人のレベ
ルでどう動けばよいのか。折に触れて、会話の中・
SNS 発信手段を有効に用いて呼びかける。問題意
識を頭の中に持っていると、出会いの場面がある。
日々神経を研ぎ澄まして、虎視眈々とやっつける機
会をねらっていく。キーワードは陰謀。打倒富国強
兵の大陰謀を企んでいるときほど、気持ちよくて元
気で頭も回転し、燃えることはない。常日頃頭の中
にそれをため込んでいると、いざというときによい
アイディアが浮かぶだろう。気構えが重要。
Q４─「シェアからシェア」を実現するため、世
界レベルでのルールつくりが必要ではないか
A４─特にキリスト者は出来ればルールに縛られる
のでなく、内発的思いで誰もに強制されずに「分か
ち合い」に行きたいものである。神によって生命を
与えられた人間、神の被創造物である人間の心意気
の問題である。ルールがなくてもできる人を目指し

たい。
Q５─座標空間の中で、アメリカはどこにいるか
A５─下手をすると暗黒空間に落ち込んでいく恐れ
がある状態であるし、ヨーロッパとも似ている。多
様な人がいるアメリカであるが、多様な人同士に寛
容な抱き留めあいの思想が低下して、ティーパー
ティーのようなものも出てきて、中が混乱している
ゆえにオバマの登場当初の理念と遠く離れたところ
に引っ張られている。今年冒頭の一般教書演説は内
容空疎であった。今や彼は不本意男に成り下がって
いる。
Q６─安倍政権こき下ろしばかりやっていて、メ
ディアから排除されたり、プレッシャーはないです
か。
A６─ないと思っている。メディアから干されてい
るという感じはない。新刊書が目立たない所に置か
れるようなことはある。

（文責：編集部）

１）昨年度、首都圏以外の在住会員の相互交流を図るとともに、その地域での脱原発活動関連のグループや
個人との交流・連携を形成するとの活動方針を掲げ、関西地域の会員によってそれが実現させることが
できた。
今年度も同じ趣旨で、九州または北海道で実現させることを目指す。

２）「原発メーカー訴訟」活動との連帯・協力を推進する。

３）日常的な会員間のコミュニケーション強化のために、ニュースレターの発行とホームページの一層の充
実を図る。

４）首都圏集会の開催 ( 主催又は共催 ) を継続する。

５）会員拡充のために、リーフレット、ニュースレターの積極的活用を図る。

６）「あさこはうす」への支援・協力を継続する。



　２０１４年度の年会費（個人２, ０００円、団体５, ０００円）の納入をお願い
いたします。同封の振替用紙をご利用ください。

　※過年度年会費未納の方は、その分も一緒にお願いできればと思います。
　※既に納入済みの方にも振替用紙を入れてありますが、ご了解ください。
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編集後記
▼「ニュースレター」第 6号をお届けします。当
初 6月上旬発行の予定でしたがひと月程遅くなっ
てしまい誠に申し訳ありません。今号はいずれも 4
月に行われた「あさこはうす」植樹ツアーの報告
と、CNFE総会に合わせて開催しました公開講演会
での浜矩子氏の講演録で構成しました。浜氏にはと
ても充実した講演をしていただいただけではなく、
編集部でまとめた講演録原稿のチェックもしていた
だき心から感謝しております。▼この夏は原発によ
る発電量０で過ごすことになりますが、原発再稼働
に向けて政府・電力会社・財界は必至であることは
変わりありません。5月 21 日に大飯原発 3・4 号
機運転差止め判決が出され司法が久しぶりに「原発
ムラ」追従を止めました。過去と同じく上級審で逆
転される可能性が高いという不安を払拭できません
が、この判決を基盤にさらにいっそう再稼働反対の
声が強くなるように力を合わせたいと思います。▼
編集後記に相応しくないかもしれませんし、またご
存知の方も多いかとは思いますが、福島の現状を裏
打ちする数字を記しておきます。6月初め現在、東

電福島第 1原発の汚染水貯蔵タンクは約 900 基が
稼働、後 100 基準備中。毎日約 400 トン強の汚染
水が発生しており、政府は 16 年までにタンク容量
を 80 万トン（現在 45 万トン）にする計画をして
いるが、800 強日分にしかならない。政府・東電も
「本当は海に捨てるしかないと考えております」と
公言している。「凍土遮水壁」の工事が 6月 2日よ
り始まった。300 ～ 350 億円で鹿島建設が請け負
う。規制委員会が今回許可した場所は、障害物（地
下）が少ない建屋山側のみ。均一に凍らないと地盤
沈下が起こる可能性があるといわれ、地中の温度も
常に一定である条件も必要になり、冷却機が常に正
常に運転されなければならなく、専門家の間でも効
果に疑問を持つ者が少なくないようです。▼ 6月
初め現在の福島県避難者数は県内 93,864 人、県外
58,608人。仮設住宅32,576人、借上住宅56,806人。
これまでの自殺者数 36 人、震災関連死者数 1,383
人。震災関連死申請 2,063 人で不認定 345 人、継
続観察 67人、認定 1,651 人となっています。自殺
者はアルコール依存症が大半とのこと。今年になっ
てからも孤独死が４人おり、今後いかに孤独死を防
いでいくか、また仮設住宅の方の中にウツ状態にな
りケアーを必要とされる方が多く見受けられ、この
ことへの対応が大きな課題になっています。▼以上
の数字の背後にある現地の「いのちと尊厳」が直面
している事態を思うと、安倍政権の破廉恥さは極ま
れりと思わざるを得ませんが、私たちがそれを阻止
し、変えるために更に連帯し
て行ければと思います。
（仙人）


