２０２２年２月末日
上関原発を建てさせない山口県民大集会 御中
黒田節子（原発いらね！ふくしま女と仲間たち(仮称)）

長い長い闘いを続けておられる祝島の皆さまと全国から参集された皆さまに、福島からひとこと応援
のメッセージを送らせていただきます。
皆さん、日々のご健闘、本当にありがとうございます。
。
漁業補償金の受け取りを拒否し、毎週なされてきたという女たち中心のデモ行進など、祝島の皆さま
の闘いを知るにつけ、心から共感し、連帯していきたいと感じています。豊かな海を守る闘いが生活の
一部となり、生活そのものにもなっていっただろう祝島の反対運動の歴史を、福島から熱いまなざしを
持って思い描いております。
少しだけ福島の状況を聞いてください。
私たち市民からの抗議がなければ、国はモニタリングポストを撤去していました。民意を無視し、トリ
チウム汚染水の海洋放出を目論んでいます。汚染土を再生資材として拡散しようとしています。甲状腺
検査の学校での集団検査を見直しました。
「伝承館」という、国や東電の批判を許さず、原発事故の原因
や責任を伝えない箱物を建設し、食品の放射性物質の出荷制限基準値 100 ㏃/㎏を外そうとしています。
原発事故で被災した住民の健康や命を、あまりにもないがしろにしているこの国の有様です。
あの事故で多くの人が命を失い、そして私たちは今、「内部被ばく」に切実な不安を感じています。
汚染水放出問題によく表れているように、放射能の過小評価と情報の隠蔽はもはや誰の目にも明らかに
もかかわらず、驚くべき愚策が続いています。
不当な苦しみと息苦しさの中にいる福島の住民にとって、11 年という歳月は実は被害の深刻さが更に
分かってくるものでした。当然ながら、国や東電の無責任体制には怒りを持ち、原発そのものについて
「もう、たくさんダ！」の民意は高まっています。その声が潜在的であるだけです。私たちはこれらの
声を拾い、結集して世界に訴えることを止めることはありません。
世界の潮流は脱原発です。ドイツは脱原発へまっしぐら。今年中に全ての原発を停止するというでは
ないですか。この国の政策に足りないのは、どなたかが言ったように「７代先を考えて」未来を切り開
く哲学ではないでしょうか。福島の私たちも決してあきらめないで声を出し続けていきます。これを祝
島の皆さんの闘いに学びたいと思います。
共に頑張りましょう！
◎NO MORE FUKUSHIMA!
◎海はすべての生命の源。汚染水海洋放出許さない。
◎上関原発を絶対に建てさせないぞ！
◎コロナを超えて力強く歩んでいきましょう。

「上関原発を建てさせない山口県民集会」への連帯メッセージ
「上関原発を建てさせない！」と奮闘しておられる皆さまの取り組みに心からの敬意を表し連帯のメッセージを
送ります。
東日本大震災と福島第一原発事故から 11 年になります。この 11 年間、フクシマの人たちが負わされてきたの
は、地震や津波、そして台風や大雨という自然災害の被害だけではなく、人間の過信と過失が生み出した原発事
故の被害です。そして今、そのことが最も深刻だと感じています。
しかしながら、国や東電は事故の被害を小さく見せよう、終わったことにしようとして、放射能汚染の実態を
隠蔽し、見せかけの収束に躍起です。
事故から１１年が経ち帰還困難区域への準備帰還も始まり、新しく小中一貫校も新設され、それが美談として
報道されたり、福島イノベーション構想と称して、ロボット開発や航空宇宙開発等々、凄まじい勢いで原発から
近い浜通り地域の開発が進んでいます。
そしてそれと共に人々の意識も徐々に薄らいできているようにも感じますが、実際には、いつ終わるかもわか
らない先の見えない原発廃炉作業に毎日４千人もの人々が被曝しながら従事し、いわき市に於いてもホットスポ
ットと呼ばれる線量の高い地域が数多く点在しているのが現状です。
私が働く、教会には「いわき食品放射能計測所」が併設されていますが、口にする食べものと共に、学校の裏
庭や子どもたちが日常的に遊ぶ公園の隅など線量が基準値を超える場所が今も数多く存在している現状も知ら
されます。しかし復興の妨げになると言って放射能汚染を言うなという人たちもいます。真実を告げようとする
人達が、逆に「風評被害を生む風評加害者」と呼ばれたりして心が折れそうになるお母さん達もおられます。ま
さに「基地の町」の分断と同じ構図を「原発の町」でも見せつけられる思いですが、それでも岩国や山口と同じ
く、「未来の子ども達に誇れる故郷を残したい」と精一杯の声を上げ続ける人たちのおられることに励まされま
す。
今、近々の事として原発汚染水の海洋放出の問題があります。当初、国や東電は「関係者に丁寧に説明し、関
係者の理解なしにはいかなる（汚染水の）処分も行わない。
」と約束していましたが、事故から 10 年経った昨年
4 月、その約束を反故にして、漁業関係者や多くの地元住民が反対する中、海洋放出の方針を決定しました。放
出されようとする汚染水には、トリチウムなど処理しきれない放射性物質も含まれており、人体や海洋生物など
への影響が強く懸念されますし、海産物に対する被害も懸念されます。海は福島だけではなく全国につながって
おり、決して福島だけの問題ではありません。ひとたび放出されてしまえば取り返しのつかないことになってし
まいます。
わたしは福島に暮らして、改めて「原発といのち」は決して相いれないものであるということを強く思わされ
ています。
原発は、あらゆるいのちを危険にさらし、恵み豊かであった山や川、海の自然を奪い、故郷までも奪ってしまっ
たのです。
「上関原発を絶対に建てさせない！」
「女川原発など、原発を再稼働させない！」
「原発汚染水を海洋放出させな
い！」等々、共に頑張りましょう。
ＰＳ
いわきに来てはじめて知ったことですが、福島第一原発の敷地は元々日本軍が特攻隊の訓練地として農民から
接収した土地だといわれています。基地と原発は決して私たちのいのちとは相いれないことを改めて思わされま
す。
２０２２年 ３月
大川 清 常磐教会牧師 （福島県いわき市)

原発新設、老朽原発再稼働を止め、原発のない社会を！
若狭の原発を考える会
木原壯林
上関原発計画白紙撤回、原発全廃を目指してご奮闘のこと、ありがとうございます。また、皆様には、「老朽原
発・高浜 1、2 号機、美浜 3 号機うごかすな！」の行動に格段のご助力をいただき、感謝申し上げます。
さて、福島原発事故から 11 年になりますが、被害者の多くは今でも、避難先あるいは被害地・福島で、苦難の生
活を続けておられます。事故炉内部は、高放射線のため、ごく一部しか分からず、溶け落ちた核燃料の取り出しの
目途も立っていません。トリチウムだけでなく、除去されなかった放射性物質を含む大量の汚染水が溜り続け、太
平洋に投棄されようとしています。汚染土壌の処理法はなく、ごく表層をはぎ取って保存する他はありません。東電
と政府は、この汚染土壌の全国での「再利用」を画策しています。
原発は現在科学技術で制御できる装置でないことは明らかです。
それでも、政府は、炭酸ガス排出削減を口実にして、原発の 60 年運転を掲げるだけでなく、80 年運転への道を
開こうとしています。原発の新設と小型新型炉開発を画策し、60 年以上も前から膨大な予算を投下し続けてきたに
もかかわらず、未だ実現の見通しがたたない、再処理工場、高速炉、高温ガス炉、核融合にさらに膨大な予算を投下
しようとしています。それは、これらを進めてきた大企業や「原子力ムラ」を救済するためであり、税金の無駄遣いです。
原発推進、核依存を強める岸田政権は、昨年 10 月、第 6 次エネルギー基本計画を閣議決定しましたが、この計
画では、2030 年に原子力を 20～22％にしようとしています。これを達成するには、2030 年には 15 基となる老朽原
発の再稼働と建設中の原発の稼働、原発の新設が不可欠ですが、それだけでは足りず、定期検査間の運転期間
の長期化、原発を運転しながら保守する「運転中保全」など、原発過酷運転も必要となります。
老朽原発再稼働と原発新設を阻止し、原発のない、安心・安全な社会を目指しましょう！
ところで、関電は、昨年 6 月、運転開始後 45 年を超え、危険極まりない老朽原発・美浜 3 号機を稼働させました
が、この原発は、わずか 4 ヶ月の運転で停止を余儀なくされています。再稼働を画策している 47 年、46 年超えの
老朽･高浜 1、2 号機は停止したままです。
老朽原発停止の表向きの理由は特定重大事故等対処施設（特重施設）が未完成のためですが、全国で展開さ
れた「老朽原発うごかすな！」の市民運動、裁判闘争などの行動が、政府と電力会社の原発推進に向かった暴走
に歯止めをかけ、「老朽原発廃炉」の民意を後押し、「原発停止」を勝ち取らせたと言っても過言ではありません。
なお、「高浜 1、2 号機および美浜 3 号機の特重施設の完成は、それぞれ 2023 年 5 月、6 月頃および 2022 年
10 月頃になる」と報道されています。したがって、最低でもこの時期までは、これらの老朽原発は運転できないこと
になります。さらに、特重施設の完成後に再稼働されたとしても、2023 年末には運転停止に追い込まれる可能性
が大です。それは、関電が「使用済み核燃料の県外中間貯蔵地を 2023 年末までに探せなければ、老朽原発を停
止する」と明言しているにも拘らず、中間貯蔵候補地探しは至難であるからです。
もっともっと大きな行動を展開すれば、老朽原発を廃炉に追い込み、それを突破口に、原発のない社会を実現で
きることを予感させます。
私たちの結集する「老朽原発うごかすな！実行委員会」は、昨秋の衆院選で「脱原発を重要な争点にできなかっ
たこと」を反省し、10 月と目される美浜 3 号機の再稼動、3 月 10 日に判決が予定されている名古屋地裁でのバック
フィット訴訟、大阪地裁での美浜 3 号機運転差し止め仮処分裁判等の裁判の行方、各地での 3.11 メモリアル集会
などを念頭において、7 月参院選挙前の 5 月 29 日（日）に、大阪で、福島原発事故直後の大結集を上回る「原発の
ない明日を‐老朽原発このまま廃炉！大集会 in おおさか‐」を開催し、また、この大集会を頂点として、リレーデモ、
リレー集会、ヒトリデモ、原発電気不買運動など、創意工夫を凝らした行動を実行することを決定しました。皆様の
ご支援、ご助力をお願いします。
老朽原発の運転と原発の新設を阻止すれば、最悪でも、2033 年に若狭から、2049 年に全国から稼働する原発
が無くなります。老朽原発の運転停止に追い討ちをかけ、「老朽原発このまま廃炉」を勝ち取り、原発新設を阻止し、
原発全廃へと前進しましょう！「やれることは全てやり」、原発のない、人の命と尊厳が大切にされる新しい社会を
展望しましょう！

＜気候災害の時代、これ以上の核発電は必要ない。
すべての核を廃棄しよう！ 今すぐ＞
こんにちは、AWC 韓国委員会運営委員のイ·キョンジャです。
山口県での上関原発新設に反対する 3 月集会に連帯メッセージを送ることができて光栄です。
韓国は 3 月 9 日に大統領選挙の投票日を控えているため、韓国社会全般の諸課題が争点化して
いない状況です。当選が有力視される 1、2 位の候補の公約は、いずれも脱原発や平和とは正反
対で、経済成長と韓米同盟に基づいた朝鮮半島の安定を追求することです。
日増しに深刻化する気候災害、終わらないコロナウイルス感染症にもかかわらず、環境の観点
からの転換のための努力はほとんど見られません。労働者·民衆の立場から見れば、現政権の延
長か、もしくは後退につながる選挙であるため、非常に懸念されています。
韓国は大変深刻なことに、エネルギー消費量世界 7 位、温室効果ガス排出 6 位、二酸化炭素排
出量 8 位、1 人当たりの年間プラスチックゴミ排出量世界 3 位（88 キロ）を記録しています。
本当に恥ずかしいです。また、脱原発を公約に掲げた文在寅政権の 5 年間で原発はさらに増えて
おり、新コリ 5、6 号機まで建設中だというのですから、2083 年にならないと原発の寿命は尽
きないわけです。そのうえ、新しい政権が発足して、新規原発が建設される可能性は非常に高い
のです。
さらに、韓国政府は核輸出も積極的に模索しており、朝鮮半島の緊張の高まりを理由に核武装
の可能性まで公然と出ているのですから、私たちにとっては戦争反対と平和構築のための活動が
切実です。
新しい政権ができても、原子力振興法の廃止を含め、新規の原発建設反対、稼動中の原発の早
期廃炉、核再処理実験（パイロプロセッシング）反対、原発周辺地域の住民の移住対策づくり、
福島汚染水海洋放出反対などの実践は続きます。
2014 年から毎年 3 月に開催してきた「上関原発を建てさせない山口県民大集会」が、コロナ
により 2020 年以降は開催を中止し、代わりに小規模屋外集会やインターネットでのネットパレ
ードなどが行われていると聞きました。
最近、再びオミクロン株の広がりで周辺環境が厳しくなっているにもかかわらず、日本中で活
発に、核発電に反対する活動を進めている日本の同志たちに尊敬の言葉を送ります。
核は人類と共存することができず、地球のためにも、必ず早期に廃棄されなければなりません。
これ以上の核発電はダメです。100 万年以上保管しなければならない高レベル核廃棄物をこれ以
上作ってはなりません。
日本の民衆の、平和を愛する活動、戦争に反対し、核に反対する活動に、いつも一緒に連帯し
ていきます。
ありがとうございます。
2022 年 2 月 28 日
AWC 韓国委員会＆韓国労働者・民衆の心を集めて

さよなら上関原発ネットパレード＆上関原発を建てさせない
山口での取り組みへの連帯メッセージ
コロナ禍が収まる気配を見せない中でも、上関原発を建てさせないために創
意工夫して取り組まれている山口の皆様の闘いに心から敬意を表します。
1982 年の中国電力による上関原発建設計画の公表から 40 年に至ろうとす
る今も、祝島住民の皆様の断固とした原発建設絶対反対の闘いと、それを支える
山口の皆様の運動が上関原発の新設を食い止めています。
原発新設を阻止する闘いは、原発を全廃するための闘いの重要な一部をなす
ものです。現在、原発の再稼働を食い止めるための闘い、とりわけ 40 年越えの
老朽原発の再稼働を止めるための闘いは、全国的な運動として闘われています。
新しい原発を作らせず、老朽原発をの再稼働を許さずに闘えば、原発の全廃は必
ず実現することができます。
3.11 福島原発事故の大きな犠牲の上に、原発に未来が無いことが明らかにな
っているにもかかわらず、日本政府と中国電力は上関原発建設計画を白紙撤回
することなく、維持し続けています。原発が動かなくても電気は足りているのに、
どうして原発の新設が必要なのでしょうか。どうして危険きわまりない老朽原
発の再稼働が必要なのでしょうか。
今日、世界は大国同士が軍事力の行使と核戦争の脅しで自らの利害を押し通
していく時代がますます深まっています。このような中で犠牲を集中される
人々は常に世界の貧しい人々です。私たちはこんな世界をまったく望みません。
軍事力や核兵器を自分たちも持とうとするのではなく、それらを廃棄していく
ことこそ問題解決の唯一の道です。
私たちは軍事基地も原発もいりません。上関原発の新設に反対する山口の皆
様と連帯して、平和で安全な世界を創り出していくために共に努力します。
2022 年 3 月 3 日
アジア共同行動（AWC）日本連絡会議

今年で、上関原発計画は 40 年目を迎えました。祝島の原発反対運動も 40 年目を迎えた
ことになります。3.11 を迎えるにあたり、この 40 年という信じがたいほどの長い日々を振
り返りながら、祝島からメッセージをお届けしたく思います。
先月上関町で町議選が行われ、
《祝島島民の会》の推薦するふたりの若い議員が誕生しま
した。29 歳と 31 歳という若さです。彼らは町議選にはじめて立候補し、見事当選を果たし
ました。これからの上関町の未来をみずから作っていこうとする若いふたりの議員にエー
ルを送り、またともにがんばっていきたく思います。
町議選への立候補に際して、ひとりの議員の選んだ公約の言葉が、「わたしたちは分断を
引き継がない」というものでした。この言葉にはとても重い意味が込められています。40
年前、1982 年にもたらされた上関原発建設計画によって、全国の原発立地町村のどこもが
そうであったように、上関町には計画の賛否を巡る分断と対立が持ちこまれました。よく
顔を見知った隣人同志はもちろん、仕事仲間、親戚・親兄弟にいたるまでが原発計画の賛
否を巡って引き裂かれました。
祝島では 9 割の住民が原発反対の立場をとり、強い反対運動によって今日まで原発のな
い美しい海が守られています。しかし、上関町の住民の暮らしはこの 40 年間、常に分断の
苦しみとともにあったということを知っていただきたく思います。これは原発問題のもつ
ひとつの重要な側面であり、
「地域差別」と呼ぶべき大きな問題であると考えます。危険な
施設を都会から遠い過疎地域に作るという発想は、
「その地域の住民には原発事故／放射能
汚染の危険が及んでもよい」と言っていることを意味しています。また、地域社会が賛否
で分断されることがわかった上で原発計画がもたらされるということは、
「原発を立地する
地域はそのような目に合わせて構わない」と言っていることになるでしょう。これは過疎
に苦しむ地域の住民の人権を踏みにじる非情な差別に他なりません。このような差別行為
が原発建設という名のもとに堂々と行われていることが、そもそも人道上許されないこと
であると私たちはあらためてここで訴えます。
3.11 以降、上関原発建設は凍結され、現在は国のエネルギー基本計画にも新増設の明記
がなく、事実上計画は止まっています。現在、上関町内には「もう建設は無理なのではな
いか？」という空気が色濃くあり、原発を巡る賛否よりも別の道を探ろうという意見も出
始めています。先の「分断を引き継がない」という言葉は、この町内の現状を見据えたも
のであり、
『原発を必要としない町にするためには？』という私たちの新しい視座を広く共
有してもらいたい思いがあります。そして、原発計画によって何よりも大きく損なわれた
「町内のひととひとの関係」を取り戻したいという私たちの願いでもあるのです。祝島の
反対運動を支援してくださるとともに、上関町全体の未来を応援していただければと存じ
ます。町の未来が見えれば、原発は不要なのです。

ここ最近のウクライナ情勢／チェルノブイリ原発やザポリージャ原発を巡るニュースを
日々追いながら、11 年前の 3.11 にテレビ画面越しに福島原発の映像を見つめ続けていた時
のあの不安な気持ちを思い出しました。この不安は、明日にでも最悪の形で実現するのか
も知れません。原子力発電所というものが、戦時下においては極めて危険な存在となるこ
とを私たちはあらためて思い知らされました。原発は自国に設置した核の地雷と考えなけ
ればならないようです。
有事には原発によるエネルギーが有効であるとする原発推進論がありますが、むしろ国
家的危機をもたらす核災害のもとであると認識し直す必要があるでしょう。
中国電力本社の敷地内には、この場所が原爆による被災を受けたことを記す碑がありま
す。あの痛ましいできごとの記憶を忘れてはならないと広島の企業として訴えているもの
と存じます。
しかし、その中国電力の施設によって、私たちは原発による放射能汚染のリスクを背負
わされようとしています。それも広島市から遠く離れた山口県の過疎地域にです。
原爆による被ばくを人類で最初に受けた街である広島の企業が、原発という核施設を建
設・運転する。そして核分裂から産まれた「死の灰」による危険を他県のちいさな町の住
民たちにもたらしている… これはいったいどういうことなのでしょうか？
そして万一の破局事故が起きた際には、その「死の灰」は風に運ばれ、広島の街にも降
り注ぐこととなるでしょう。
そのようなことは、決してあってはならないことです。
私たちは、人道に反する核施設である上関原発計画を白紙撤回するよう国と中国電力、お
よび関連産業に対し強く要請いたします。
そして中国電力が非核都市・広島にふさわしい企業として原子力発電を手放し、誰もが
安心して暮らすことのできる形での電力供給にシフトすることを心から望みます。
3.11 の過ちはもう二度と繰り返してはなりません。
（2022.3.11）
上関原発を建てさせない祝島島民の会

メッセージ
上関原発を建てさせないために闘ってきた山口県民の皆様。
今年も 3 月 11 日を迎え、フクシマ原発事故から 11 年になります。あの事
故が、どれだけ福島の人々を苦しめてきたのか、今も原発を推進しようとする
人々に、もう一度思い起こしてほしいと強く思います。
この間、様々な事故拡大を防ぐ対策が取られた原発は、原子力規制委員会に
よって適合性審査が行われてきましたが、原子力規制委員会自身は、
「私たちは
原発の安全性について審査をしていない。」と言います。その原発を、国は次々
と再稼働するよう迫っています。私たちの町の島根原発 2 号機も同じ進路を突
き進んでいます。
私達住民は、この動きを止めようと、30 ㎞圏内 6 市の内 5 つの町で、住民
投票を求めて署名活動を行ってきました。住民の意見を聞き、市長判断に反映
して欲しいという、私達のあたりまえの求めは 5 つの市議会で否決され、松江
市長は再稼働自体に対する了解の回答を行ってしまいました。住民投票を否決
した各自治体市長は、
「原発の問題は複雑で多面的な問題を含んでいる。市長や
議会が担うべき意思決定だ」と、意思決定から市民を排除する意見を述べ、寒
風の中、署名に日々取り組んできた市民から怒りの声が上がっています。
現在も、再稼働に向かった動きは止みませんが、私達は福島と同じ型の原発
を二度と稼働させたくはありません。この原発を動かせば、原則 40 年どころ
か 60 年運転をめざして突き進みます。使用済み核燃料はそのまま、核のゴミ
として置きっぱなしになるに違いありません。こんなものを未来に残すなど、
無責任そのものです。
私たちは、島根も上関も、皆様とともに、全ての原発がなくなる日をめざし
て声を大にして訴え続けます。頑張りましょう。
さよなら島根原発ネットワーク
事務局 芦 原 康 江

