
 福島原発事故で全町避難が続く双葉町で、３月４日に

「帰還困難区域」の避難指示が初めて一部解除された。 

 今回の解除は、１４日に全線開通する常磐線の駅を使

えるようにするためであり、『復興オリンピック』の聖火リレ

ーの宣伝のための短時間の立ち入りは許可されるが宿

泊や定住は認められない。双葉駅では、駅前広場など

聖火リレーの催しが予定された 0・19 平方㌔ｍだけである。

 双葉町と同様に、大熊町では大野駅周辺が、富岡町で

は夜ノ森駅周辺の避難指示が解除される。 

 進まない除染、中間貯蔵施設、汚染水海洋放出 

 福島からは今なお全国に５．1 万人（復興庁調べ）の

人々が県内外に避難している。そして双葉町、富岡町、

大熊町、浪江町、葛尾村、飯館村などに帰還困難区域

が残され、福島原発周辺には、最終処分地が未定のま

ま「中間貯蔵施設」が建設されている。福島では放射線

の許容量が高いままで、子どもたちが生活を強いられて

いる。福島原発に溜まり続ける「トリチウム汚染水」は住民

と漁民の反対を無視して、海洋放出されようとしている。 

 国は復興庁を２０３０年まで延長する。しかし予算は１０

分の１に削減され、帰還困難区域の除染は予算化も行

われていない。避難生活が長期化する中で、一方的な

帰還要請だけでなく、避難先での定住支援など避難者

の立場に立った施策が必要である。 

東京で２３０００人き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱脱原原発発・・放放射射能能汚汚染染をを考考ええるる  
Ｎｏ.２1５   ２０２０年３月２３日 

脱原発・放射能汚染を考える北摂の会 

nonukes.hokusetu@gmail.com 

 

「森友疑惑」文書改ざん 自死に追いこまれた職員の手記と遺書が公表
安倍首相の「私や妻が・・」発言による改ざん強要の犠牲！！ 

「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

『再エネ財源』を『原発促進財源』に流用 

 森友問題をめぐる財務省の公文書

改ざん事件は、本省から改ざんを強

要された職員の自殺を招いた。事件

発覚から２年、自殺した近畿財務局

管財部の上席国有財産管理官だっ

た赤木さんの遺族が１８日発売の「週

刊文春」に、彼が死の直前につづっ

た「手記」を公開した。 

 安倍首相の「私や妻がかかわってい

れば首相も議員も辞める」との答弁

（２０１７/２/１７）をキッカケに、財務省

の佐川宣寿理財局長（当時）が改ざ

んを指示。改ざん前の文書に「安倍

昭恵首相夫人」と繰り返されていたか

らだ。１８年３月に改ざん事件が発覚

し、赤木さんは自殺に追い込まれた。 

 改ざんの経過を示す「手記」 

 赤木さんは「手記」の中で、〈本省は

最後は逃げて、近畿財務局の責任と

するのでしょう〉―と、本省から改ざん

の責任を押し付けられる『恐怖』を記

している。森友問題の担当部署に

所属していたため改ざんを強要さ

れた。売却経緯を知る直属の上司

や職員は本省から改ざんを指示さ

れた後、他部署へ異動したという。

「手記」の中で、佐川理財局長な

ど財務省幹部らの行状を実名で

具体的に記述している。 

 誰も刑事責任を負っていない 

 佐川氏をはじめ幹部職員らは、

国有地を８億円も値引きして売却

した背任や公文書を改ざんした虚

偽公文書作成の疑いで告発され

たのに、大阪地検は全員を不起

訴とし、誰も責任を問われていない。 

 今回、真相を解明するため、ご家

族が、国と佐川氏を相手取って約

１億円の賠償請求を１８日、大阪

地裁に提訴された。疑惑の解明の

のためにも、佐川と安倍首相の責

任を徹底して追及して行こう。 

 特別会計予算の「エネルギー対策特別会計」には、原

発の立地対策などに使われる「電源開発促進勘定」（電

力料金に上乗せされた電源開発促進税を財源）と、再生

エネの普及、燃料の安定供給などのための「エネルギー

需給勘定」（石油･石炭の輸入者からの石油石炭税を財

源）の２種類がある。 

 今回政府は「原子力災害から福島の復興および再生に

関する施策」に使う資金を、電促勘定に繰り入れる改正

法案を３日に閣議決定して、国会に提出した。原発事故

 秋田県の海沿いに、国内最大規模

となる洋上風力発電の計画が政府の

主導で進んでいる。もしすべてが完

成したら、秋田の海岸には風車が立

ち並び、最大２００万ｋＷの発電量（原

発２台分）となる。政府は地元産業界

を活性化するというが、実質は、風

車・部品や建設ノウハウなどの洋上風

力発電の技術的蓄積のための、大企

業向けの産業育成策である。 

 洋上風力発電にも反対の声 

 秋田県では反対の声も広がってい

る。その理由は、①風車の音波など

での健康被害、②渡り鳥・野鳥の衝

「復興五輪」の宣伝のために、常磐線の全線開通のための避難解除 
避難者の住居を奪い、汚染地への帰還を強要する復興事業 

の処理費用の一

部が国家負担と

なり、その国家負

担は年々増加し

て い る 。 今 後 の

増 加 を 考 え る と

財源不足となる。

それを目 立 たな

いようにごまかす

た め に 、 再 生 エ

ネ財源から流用

をするというのだ。 



 第３者委報告は「金品提供」が、関電がいうような「森本元助役の犯罪で関電側はその暴力に強要された『被害者』

である」との説明の虚妄は覆した。「金品提供」が会社ぐるみの贈収賄であったこと、その背景には森本元助役を利

用した高浜原発の建設と再稼働にからむ「暴露されては困る」ことがあったことまでは言及した。この事件は高浜町に

原発を建設してきた関西電力と、高浜町の助役を務めた森山氏が、利権をやり取りしながら、町を原発城下町に仕

上げてきた結果である。そこまでしないと建設できない「原子力発電所」の腐った姿を示しているのである。この「原発

の闇」を追求し、電気代と税金の不正使用と浪費の体質を改め、地域に民主主義を取り戻すことこそが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関電の原発マネーが高浜町も福井県も汚染 

 ３月３日に高浜町の「調査委員会」は町長を含む１８人

の職員が森山氏から金品を受け取っていたとの「最終報

告書」を公表した。福井県の調査委員会は昨年１１月に

県職員１０９人が同様に金品を受け取っていたと報告し

ている。この金品は森山氏の意向だけでなく、関電の意

向を受けて森山氏が提供していた可能性も考えられる。 

 稲田明美、世耕弘成など政界にも汚染 

 今回の「報告」は関電社内に限定されているが、昨年１

０月には、元助役の関連会社「オーイング」と関連会社

が、自民党の稲田明美元防衛大臣に献金していた。 

 世耕弘成参院幹事長の資金団体は、「柳田産業」から

４年間で６００万円の献金を受けていた。原発を推進する

安倍首相のお気に入りの議員がここでも登場する。 

 第３者委報告は、本質的な責任追及をしていない

 第３者委員会は、委員長が但木敬一・元検事総長、奈

良道博・元第一東京弁護士会会長、具阿弥誠・元東京

地裁所長の３人に、久保井一匡・元日弁連会長が顧問。 

 電力業界からは「金品受領者も総額も上積みされたし、

歴代社長の責任が認定され、社外会長が提案され、世

間から納得されるのでは」との期待が表明されている。 

 しかしこの報告は、口先の批判だけで、会社法の収賄

罪、特別背任罪を告発していない。３代の社長と経営陣

によって会社と市民がこうむった損害を請求しようともして

いない。そして問題の本質である「原発推進によるゆが

み」を解明も告発もしていない。それなしの「ガバナンス」

「コンプライアンス」は世間を欺くだけの方策である。 

 新会長に原発推進の榊原前経団連会長 

 ３月１９日の新聞によれば、関電会長には前経団連会

長の榊原氏が内定した。近く関電の取締役会で承認し、

６月に開かれる株主総会で決定されることになるという。 

 榊原氏は２０１４～18 年まで経団連の会長を務め、原発

推進派として、原発再稼働を一貫して求めた。経団連会

長として、安倍首相の経済政策との連携を重視し、現在

も資源エネルギー庁の審議会の会長を務めている。 

 原発推進と再稼動工事での不正な金の動きで社会的

信用を失った関電に、社外から会長を投入することで、

「ガバナンス」と「コンプライアンス」を確立するという。 

 しかし内定した榊原氏は東レの社長・会長であった時

に、子会社でタイヤコード等の品質データが改ざんされ

ていたのを見過ごし、２０１７年に露呈しガバナンスの不

足が批判された。その人である。今回の選択は、「ガバナ

ンス」でなく、「原発推進」がキーワードとなっている。 

 会社ぐるみの戦後最大の贈収賄事件 

 助役を退職した森山氏による、関電役員への「金品の

提供」は２０１１年の福島原発事故後に急激に増加した。 

 現金１０００万や、菓子折りに入った金貨や小判、洋服

仕立券などが提供され、関電側は高級料亭で接待を繰

り返した。そして要求に 

応じて入札情報の提 

供、特命発注を繰り返 

し、森山関連４社に対 

して、２００２年から１７年 

で４５５５件、９２２億円 

の発注を行った。 

 受け取った現金や金 

貨などは各自が保管 

し、「仕立券」で高級ス 

ーツを仕立てて着用し 

ていた。一部を「返還」 

したのは、２０１８年１月 

に金沢国税庁が吉田開発に税務査察を開始したことを

察知した後である。受け取った金品のうち約１億６千万円

相当を豊松担当副社長がまとめて返還したのである。 

 歴代社長、会長が関与し、森山元助役と親密な豊松副

社長が中心に行われた会社ぐるみの贈収賄である。 

 電力会社は、原発関連で政府から多くの支援を受けて

いる。また「総括原価方式」によって利益が保証されてい

る。贈収賄で高額な発注をしても利益を圧迫することは

ない。その費用は電気代として消費者が負担させられ

る。今回の裏金はまさに電気代から搾取されたものである。 

 豊松秀巳元副社長の贈収賄を立件せよ 

 報告の中でも豊松副社長が２０１１年１１月に森山氏か

ら受け取った現金１０００万円と、「塩浜工業への元請化

の要求」、それに対応した２０１２年の総額２８億円の工事

発注は、贈収賄罪を構成している。大阪地検は直ちに

捜査を行い、立件すべきである。 

 豊松副社長は森山氏と「非常に親しい」関係で、総額１

億１千万円の金品を受領している。「報告」でも。「法令

順守違反の大きな人物」と指摘されている。 

 豊松氏は昨年６月に退任後、「エグゼクティブフェロー」に就

き月額４９０万円の報酬を得ている。そのうち３０万は国税

局への修正申告による追加納税の穴埋めであり、９０万

は役員の報酬カットの穴埋めだという。豊松氏への関電

の手厚い対応は、豊松氏が受け取っていた現金が、国

や自治体の政治家や官僚に供与する資金として利用さ

れていたのではないかとの疑念が浮かび上がる。 

「関電金品受領問題第３者委員会報告」ですら贈収賄を指摘 
関電 会社ぐるみの贈収賄犯罪は経営者と企業の犯罪だ！ 

検察庁は「見返り期待の金品提供」＝贈収賄事件を立件せよ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後の結論はまったくのデタラメ！ 

反対を抑えて、無理やり原発を推進

したことが今回の犯罪の原因なのに、

それには触れずに、形式的なガバナン

スやコンプライアンスを問題にしている。 

原因は①高浜原発立地時代の話を

森山氏の暴露される、④原発の運営

や再稼働に支障が生じる の内容は

なになのか？公開出来ない森山氏を

使っての原発推進はなになのか？ 

株主総会で、議長として自由

な発言を妨害した森詳介・八

木誠元会長、無責任な原発

推進を発言する豊松副社長

の重い責任は原発推進だ！ 

豊松元副社長は森山氏から現金１

０００万円を受領し、翌年度には総

額２８億円の工事が発注された。

委員長は、「非常に疑わしい」とし

ながら、「犯罪になるかは難しい」。

あわせて４２１回（年平均 1000 万円）

の接待を行い、多額の金品を受領し、

１２０件以上の発注約束を行い、情報

提供を行った。情報提供した競争入

札では森山氏関連企業が全て入札。 

金品受領者は社内調査の２０人か

ら７５人に増加し、総額も３億６千万

に拡大。森詳介元社長・会長関経

連会長も金品受領が判明して会社

ぐるみの贈賄であった。 

第三者委員会 調査と報告はしたけれど告発は弱く弁護の書 



 安倍首相、汚染水「時間的余裕ない」(3/11 朝日)

 安倍首相は福島の報道機関とのインタビューで、「意思

決定まで時間をかける暇はそれほどない」と発言し、「水

をためるタンクは２０２２年夏ごろに満杯となる。準備作業

に時間がかかるので時間的余裕がない」と述べた。漁業

者・住民の反対意見は無視して、汚染水の海洋投棄を

「責任を持って処分方針を決定する」と述べた。 

 原発避難裁判 札幌地裁・仙台高裁で責任認定(朝日)

 ３月１０日、札幌地裁で、東電と国の責任を認定し、避

難者の原告８９人に総額 5293 万円の賠償を命じた。 

 １２日には仙台高裁で避難者２１６人の損害賠償裁判

の控訴審で、１審から増額された判決が行われた。原発

の集団訴訟では初の高裁判決である 

 福岡高裁、水俣病患者認定を覆す判決(3/14 西日本) 

 胎児期や幼少期のメチル水銀被害を訴える「水俣病

被害者互助会」の未認定患者８人が、国と県、チッソに

損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は１

３日、３人を患者と認めた熊本地裁判決を取り消し、全

員が水俣病ではないとして請求を棄却した。 

 一審で患者と認められた佐藤英樹さんについては「胎

児期と乳幼児期に高濃度のメチル水銀に曝露した」と認

定しながら、他の疾患に罹患しているで、「感覚障害は

水俣病に起因するものではない」と結論付けた。 

 また原告８人を水俣病と診断した阪南中央病院の医

師 2 人の診断結果は「検査結果の正確性に対する配慮

を欠いている」として採用しなかった。 

 原告弁護団は記者会見で「これまでの議論や判例を無

視したひどい判決だ」と批判し、上告する方針である。 

2 

 「特定重大事故等対処施設」の遅れで川内原発停止  

 昨年４月 29～30 日に「アジアから問われる日本の戦争」

展が開かれ、約 20 団体と 700 名の参加で成功した。 

 九州電力は１６日、

川 内 原 発 を 停 止 し

た。稼動中の原発は

順次期限切れで停

止となる。本来は新

基準施行時から５年

以内であったが、大

幅に延長され、工事

計画認可から５年以

内 となっている。今

後も耐震規制などで

対応できない原発は

停止となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案内 ５月４日～５日 エルおおさか（天満橋） 
 「アジアから問われる日本の戦争」展 2020 

「脱原発・放射能汚染を考える」 No215 （2020/3/23） 

 今回はより規模を拡大して 27 団体

が参加して５月４-５日に開催され

る。７階・９階の８部屋でびっしりの展

示。４日昼にはメインイベントで池田

香代子さんが「抵抗について」を講

演。演劇・音楽やその他の企画も。 

ご友人を誘って参加ください！ 

５月４日～５日 朝１０時～夜８時半 

エルおおさか（天満橋）７･９階で 

 ③ 「都構想」には大阪市の破壊以外の内容はない 

 「大阪都構想」は、①大阪市を廃止し、４つの「特別区」

に分割する ②大阪市が所持していた種々の財源・行政

権を大阪府に譲渡する。③残された財源・行政権を特別

区に分割して残すというものである。その内実は、大阪維

新の会のいう「行政の効率化」等とは真逆のものである。 

 大阪市として実施されていた水道事業や児童自立支

援施設、保護施設、市立病院、斎場など分割できない１

００以上の行政サービスについては「一部事務組合」をつ

くり運営することになり、逆に「都構想」によって「府、特別

区、一部事務組合の三重行政となってしまう。 

 大阪市は「商都・工業都市」としての長い歴史を持ち、

「政令指令都市」として多くの予算と権限を持っていた

が、４分割された小規模な「特別区」には交付金が減額

され、住民サービス関 

連だけの予算が残さ 

れ、多くの政策的予算 

は府に吸い上げられ 

てしまう。大阪市が実 

施してきた住民サービ 

スは、すでに大阪維 

新の会が切り下げていることを見れば、引き下げられるこ

とは明らかである。敬老パス助成などの将来も不安である。 

 市税の７割が大阪府に集中され、府議会での特別区の

議員数だけでは大阪市民の利害を反映することは出来

大阪維新の会の「都構想」・「ＩＲ（バクチ場）構想」を阻止しよう 第２回 

ない。そのなかで予算は、大阪維新の会の主導で、IR

（バクチ場）予算、万博予算などに投入される。 

 「２重行政の効率化」ということで、府立病院と私立病院

の統合再編など、およそ市民・府民の生活に反してい

る。また特別区設置による現在の区役所を「特別区」庁

舎に整備拡充する費用、コンピュータシステムの改修、

そして約３００人といわれる人員の増加などコスト増となる。 

 ④「都構想」を推進する「大阪維新の会」の魂胆 

 ２００７年に平松邦夫氏が大阪市長となり、２００８年に橋

下徹氏が大阪知事となった。その時に橋下知事と大阪

市との意見が食い違うことがたびたび起こったため、橋下

氏は大阪府市統合本部の会議で「大阪市の金と権限を

奪い取る」と公言したという。そして「現行制度を維持する

限り、利害が対立するような問題に対する合意形成は困

難で、再び二重行政が生じる可能性が高い」と主張し

た。（第１２回法定協での橋下氏の発言） 

 この橋下氏の発言に、大阪維新の会の考えが集中され

ている。大阪市で情報公開をはじめとする民主主義の強

化、文楽協会や交響楽団など文化事業への助成の継

続、市民との対話、朝鮮学校への補助を進める平松氏

に敵意を持った橋下氏の怨念にその基本があるといえ

る。 そして、ＩＲ事業や万国博のために大阪市民のお金

を奪うために、大阪市政を破壊しようとしているのである。 
   
 次号には、⑤維新が狙う「IR（バクチ場）構想」、⑥反
「維新」の共闘で「都構想」を粉砕しよう！ を予定。 


