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福島原発事故８年！生活も健康も安全も守らない安倍政権
「原発ゼロ基本法案」は与党の妨害で１日も審議なし！
環境省の有識者会議は、濃度低減の技術が進めば、汚染土のほぼ全量の１４００万立方㍍が再利用できるとしてい
る。そして実証事業と称して県内で再利用を進めようとしている。中間処理施設の建設時には、最終処理は県外とい
っておきながら、今や県内で最終処理を行おうとしている。安全であれば東京のオリンピック施設で利用すればいい。

福島県民の生活と健康を守ることこそ最優先
２月２８日に朝日新聞に掲載され
た、福島県民への世論調査の結果
によると圧倒的多数が汚染土の公
共工事への使用、汚染水の海洋投棄へ
棄、原発の再稼働に反対している。また
そして住民の６５％が、「事故の教
訓が原子力政策に生かされていな
い」としている。国が地方に政策を
押し付けることが繰り返されている。
野党４党の「原発ゼロ基本法」
野党４党が国会に提
出した「原発ゼロ基本
法 」が１度 も審 議 され
ないまま、丸 １年が経
過 した。与 党 は、４月
の統 一 地 方 選 、今 夏
の参議院選で、「脱原

投稿

発」が争点化することを避けるために、審議入りを拒み続
けている。原発ゼロ法案は、施工後５年以内に全原発の
運転を止めることや、電力供給量に占める再生可能エネ
ルギーの比率を２０３０年までに、４割以上に高めること等
を盛り込んでいる。立憲民主、共産、社民、自由の４野党
が共同提出しているが、それに対して与党の自民・公明
両党は審議拒否を重ね、維新や国民も非協力である。

維新の大阪府・市政の専横に終止符を
２０１５年５月に多数の市民によって否決された「大阪都
構想」を、維新の会は再燃させてきた。そして今回は公
明党と裏取引で投票を提起したが、３月７日の法定協議
で否決された。すると、知事・市長が辞職し、市議選・府
議選の宣伝活動に利用するという自分勝手な対応。
府 民 の怒 りを受 けて、「都 構 想 に終 止 符 を打 つ」とし
て、小 西 元 府 知 事 と柳 本 元 市 議 が立 候 補 した 。自 民
党、公明党、立憲民主党などが支援することになった。
私達は７年前、維新が原発市民投票を拒否し、大飯原
発再稼働に動いた裏切りを覚えている。維新を許さない！

ＮＨＫ番組を見て「緊急被曝医療の闘い～誰が命を救うのか」 (神奈川 高須賀)
ＥＴＶ特集「誰が命を救うのか、医師達の原発事故」

８年前の福島第一原発事故で、原発事故に対応する
「緊急医療体制」が、なんら準備されていた実態はなく、
現場で医師たちが危険な状況の中で、やりながら学ん
だ試行の苦悩が、画像として鮮烈に収められている。
ＮＨＫが、番組を企画したきっかけは
「原子力安全神話」の下にあった当時の被ばく医療の
実態と、事故の対策として全国各地から福島に駆けつけ
た医師たちには、共通する、対応しきれなかった苦悩と
葛藤がある。番組では、いま原発再稼働が進む中で、
「命を守るため」には何が必要なのか。医師たちの目線
で原発事故の全貌を追体験している。
福島原発事故発生時、国の指揮命令系統は混乱に陥
っていた。汚染された住民への対応、取り残された住民
（入院患者等）や、爆発で負傷した原発作業員や消防・
自 衛 隊 員 の治 療 など、最 前 線 で奔 走 した医 師 たちに
は、命をめぐる重い判断が委ねられた。それを撮影され
た数千の写真と映像によって、そのすさまじい実態を明
らかにしている。
事故直後の救命救急の現実はこうも過酷だった
危機状況の下での医師たちの写真と証言の説得力が
すさまじい。救助・治療を行う各組織と人間の判断の葛
藤。 緊急時の対応マニュアルが実質的になかったこと。

それが今はあるとされていても、再稼動が最優先課題と
されている限り、再び地獄が再現されるに違いないという
こと。現地の状況も把握できないまま、規制委員会／官
邸／中央官僚組織が避難範囲を５km→２０km→３０km
と拡大させる中で、緊急救助関係者は、生身でとにかく
行動しなければならない。ただしその判断基準は現場任
せ、というこの地獄絵は再発しないという保証はない。
水素爆発が起きる中で現
場では、明確な知識も、情
報も、基準もない中で、消
防、医療、自治体、原発現
地職員、自衛隊隊員他
が、不安と絶望、死の覚悟
をもって動かざるをえなか
った。その有様を、このドキ
ュメンタリーは伝えている。
この番組で事故から学ん
だことはすさまじかった。
NHK 画面から
東電の姿は全く出てこない
（注）見逃し番組を見るには、ＮＨＫオンデマンドから。
（有料・無料・登録などがわかります。）
https://www.nhk-ondemand.jp/

「湘南 Theo の平和のページ」（ http://hws3.spaaqs.ne.jp/ezetheo01/datugenpatu/hokusetunokaii.html）
でバック No の閲覧とダウンロードが出来ます

関電の原発安全対策費に１兆円 （3/9）日経産業
関電の７基の原発テロ対策費など安全対策費が、合わ
せて１兆円となった。原発による無意味な乱費である。
福島原発事故費用最大８１兆円（民間調） （3/10）朝日
東電原発事故の対応費用が総額３５兆～８１兆となると
民間のシンクタンクが発表。政府試算２２兆を大幅に上回
る。廃炉・汚染水処理に５１兆、賠償に１０兆、除染２０兆。
政府が算定しない最終処理費用を見込んだことによる。こ
れには住民や避難民、地域の経済の経済的負担は含ま
れていないので、実態はより巨大なものになると思われる。
福島事故炉の放射線放出量２倍に （3/８）NHK
ＮＨＫの３月８日の放送によると、福島事故原発から放出
されている放射性物質の量は、今年の１月までの量が、前
年比２倍近くになっているという。放出量は「基準値を大き
く下回っている」としているが、廃炉作業や建屋の工事で
増加したとしている。この量は建屋からの空間放出量で、
地下水や排水の放出量は含まれていないと思われる。
米軍駐留費負担を５割増を要求へ （3/13）朝日
日本は独国の３倍、伊国の１２倍、韓国の５倍、英国の１
９倍を米軍駐留費として約５．３兆を支払っている。そして
多くの基地が配置されている。トランプ米大統領は、米兵
給与、艦船の機構費用など費用の 50％増しを要求するこ
とを示唆している。こんなばかげた要求は拒否し、基地を
撤去させ、無法で専横な米軍は撤退させるべきである。
辺野古ノー市民抗議集会に１万人 （3/17）朝日
沖縄那覇市で１６日集会が開かれ約１万人が参加した。
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東電原発事故業務上過失致死傷裁判
旧経営陣最終弁論で無罪を主張
３月１２日、東京電力の旧経営陣３人の、業務上過失
致死傷罪の第３７回公判が開かれ、弁護側が最終弁論
を行った。検察側（強制起訴なので弁護士）は３人に、
禁固５年を求刑している。最終弁論で弁護側は、「予見
可能性は認められず、３人は無罪だ」と述べた。この弁
論が最終弁論となり、１年８ヶ月続いた公判は結審した。
年内に地裁での判決が予想される。
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止めよう！戦争への道
めざそうアジアの平和 関西のつどい

「安倍改憲 NO!」「辺野古埋め立て
やめろ！」「朝鮮半島に平和を！」を
スロ―ガンに開かれる。沖縄からは元
山 さんが出 席 される。沖 縄 の闘 いの
息吹を学び、沖縄の運 動に応えうる
運動を関西に作り上げよう。
会場を埋め尽くし、運動の出発点
に！デモで政府に抗議しよう！
３月２４日（日曜日）１３：３０～
会場：エルおおさか エルシアター

4/14 中国人強制連行大阪・花岡国賠訴訟
１・２９判決と今後の闘いに向けて
地裁判決は「4・27 西松最高裁判決」に従い「訴求権な
し」として請求棄却となったが、判決の中身はほぼ考え
得る最大の成果を得た。今後は、舞台は「高裁」に移り、
「4/27 最高裁判決」の「訴求権なし」への反駁と、地裁で
勝ち取られた成果（「事実認定」と「国の関与」等）の保
持が課題となる。引き続き裁判支援のために闘っていこう。
日時：４月１4 日（日） 13：30～
場所：エルおおさか 南 734（天満橋）

徴用工裁判韓国大法院判決 問われたのは日本の植民地主義

2018 年 10 月 30 日、韓国の大法院（最高裁判所）は元
徴用工が求めた損害賠償について、新日鉄住金への支
払命令を確定させました。これに対して安倍首相は「国際
法に照らしてありえない」と言い、河野外相は韓国政府に
抗議を続け、マスコミでは「韓国が蒸し返した」という主張
ばかりが流布されています。
１、元徴用工の受けた被害は強制連行・奴隷労働
１９９０年代、多くの強制連行裁判が闘われました。そのす
べてが「二国間条約で解決済み」「時効」「国家無答責」を
理由に敗訴となりましたが、被害の事実は認定されていま
す。それはまさに強制連行であり、奴隷労働でした。
「日本で技術を習得すれば朝鮮半島内で技術者として
就職できる」「家族の生活費も送ってやる」「徴用に応じな
ければ家族が逮捕される」といった甘言や脅迫による強
制的な徴用が行われました。そして劣悪な労働環境でし
た。「寮は有刺鉄線で囲まれ 12 畳の部屋に 12 人が収容
された」「食事は粗末で量も少なく休日も月 1、2 回しか与
えられなかった」「こん棒で腰部を 20 回殴打された」……。
安倍政権はまずはこれらの事実に向き合い、「日本は悪
いことをしたのだ」と認めなければなりません。

２、日本政府は植民地支配の被害を賠償していない
今回の韓国大法院判決で指摘されたのは、「日韓請求
権協定によって賠償されていない」という事実です。個人
の請求権の有無が問題になったのではありません。
日韓請求権協定によって日本は韓国に対して無償 3
億ドル、有償 2 億ドルを支払いました。しかし、これは賠
償金ではなく「独立祝い金」です。日韓請求権協定の交
渉過程で、日本政府は朝鮮半島の植民地支配の不法
性を最後まで認めませんでした。悪いことをしたわけでは
ないから、賠償は支払わない。そういう主張です。
だから韓 国 大 法 院 から、こういう判 決を下 されたので
す。「日本政府は植民支配の不法性を認めなかった。だ
から強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象
に含まれたとするのは難しい」
日本政府は 1965 年の日韓請求権協定から今に至るま
で、朝鮮半島を植民地支配したことを「悪かった」「申し
訳なかった」と口にしたことはありません。ゆえに賠償した
こともありません。
いまこそ日本の植民地主義が問われているのです。
(おかだ だい)
「脱原発・放射能汚染を考える」 No191 （2019/03/20）

