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〈フクシマから〉の女・たちの横行―東奔西走図

「福島」で起きた悲しみを伝えよう。〈フクシマ〉の怒りを伝えよう。私・たちこそが「原発

いらない」の声をあげようと、東に西に、時には海をまたいで横行―東奔西走する福島の女・た

ち その鮮烈な動きは、この列島の多くの人びとに、勇気と希望をもたらし続けてきました。

私・たちは、以前から、福島の女・たちの軌跡のようなものを、なんとか形にしたいと思って

きました。以下の「〈フクシマから〉の女・たちの横行―東奔西走図」は、ネット上で見ること

ができる、あるいは、何人かの方からうかがうことができた「３・11」以後から現在までの、日
本列島各地あるいは、海外へ出かけて行かれた足跡の「記録」にもとづいて作成したものです。

私・たちの勝手なお願いに応じてくださった方々に、あらためて感謝とお礼を申し上げます。

もちろん、女性・たちの動きは、これに尽きるものではありません。もっともっとたくさんあ

るはずです。以下に表示したのは、あくまでお寄せいただいた方の｢記録｣にもとづいたものであ

ることを、あらかじめお断りしておきます。また、福島から「避難」された人たちの中にも、こ

の列島各地でなおも同じ思いで〈フクシマ〉を生きようと奔走されてきた、ここには視えないた

くさんの動きがあるはずです。その奔走ぶりも今回は、ほんの一部しか取りあげることができま

せんでした。残念なことですが、合わせてあらかじめお断りしておきます。

「３・11」以後の時間の中で、彼女たちが向きあおうとしたものとはなにか。闘おうとしたも
のとはなにか。そして寄り添おう、つながろうとしてきたものとはなにか。この列島を東へ西へ、

南も北もそして海のむこうまでもいとも簡単に越えていく彼女たちの、すぅと風が吹き抜けたよ

うな伸びやかさ、おおらかさ、いさぎよさ。それらがなにかとてもいとおしく切なく思われるの

は、多分、人が生きていくことを支える大事なもの、本当のものを生みだそうとする、静かで素

朴な力を感じるからだろうと思います。静けさの中に揺るぎない芯がある、彼女たちの生き方を

感じるからだろうと思います。

「私たちはいま、静かに怒りを燃やす東北の鬼です」(2011年、「９・19さようなら原発集会」
・東京での武藤類子さんのスピーチより） 能登に住む友人の誘いで武藤類子さんにお目にか

かったとき、「東北の鬼は、どこか悲しい感じで角がなくて、『仏の化身』のように思われている

のですね。鬼は、悪者として迫害されながらも大きな力に抗おうとしている人であり、福島の人

たちの姿に重なったんですね」と話された、ぬくもりにあふれた言葉の響きが、今も心に残って

います。この「横行―東奔西走図」は、とめどない悲しみの底から、それでもつながろうと一歩

一歩を踏み出してきた彼女・たち一人ひとりの、強くて深くて静かな足どりの軌跡。「あまりに

も傷ついている〈フクシマ〉が、はじまりの地になりたい」

武藤類子さんのこの言葉が、胸深く静かに響いています。

「福島の悲劇が、そして私たちの叫びと行動が、世界の原発を止める大きな第一歩になること。

そこにこそ、私たちの切実な望みと福島に生きる意味があるのだと信じたい」(藤岡美恵子『福

島を生きる』(新評論)）に収められた「２．福島に生きて」の中の黒田節子さんの言葉です。こ

の言葉のもつ厳しさに、はっとする。黒田さんのてらいのないまっすぐさが、この列島横行を照
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らしているように思われます。

「横行―東奔西走図」を補足するために、「原発いらない福島の女たち」の「ブログ」から、

中でも特に心打たれたものをいくつか取り出してみました。たくさんの思いを柔らかく包み込ん

だ、彼女たちの伸びやかで朗らかな活動ぶりを感じていただければと思います。

なお、以下の「横行―東奔西走図」は、〈フクシマから〉の女・たちの軌跡を私・たちなりの

視点で整理したものです（図中の「凡例」参照）。このようなことを試みることじたいがきわめ

て不遜であることを、私・たちは自覚していないわけではありません。この〈フクシマから〉の

横行に対して、私・たちはどのように、〈フクシマへ〉の横行を果たすことができるのか？

このような〈問い〉の前に、私・たちは立っています。

おわりに、ご多忙の中を私・たちの要望に応じて「記録」を寄せてくださった方々に、あらた

めてお礼を申し上げます。

〈フクシマから〉の女・たちの横行―東奔西走図
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〈フクシマから〉の女・たちの横行―東奔西走図 2011年
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〈フクシマから〉の女・たちの横行―東奔西走図 2012年

東京都拡大
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○：避難の地から アピール・講演・スピーチ・報告・説明
▲：福島から 申入れ・抗議
■：福島から 参加・デモ・パレード
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〈フクシマから〉の女・たちの横行―東奔西走図 2013年

東京都拡大
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●：福島から アピール・講演・スピーチ・報告・説明
○：避難の地から アピール・講演・スピーチ・報告・説明
▲：福島から 申入れ・抗議
■：福島から 参加・デモ・パレード
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〈フクシマから〉の女・たちの横行―東奔西走図 2014年

1～10月
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▲：福島から 申入れ・抗議
■：福島から 参加・デモ・パレード
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〈補註〉 「原発いらない福島の女たち」の「ブログ」から

http://onna100nin.seesaa.net/
2011年 5日 アクション企画「原発いらない福島の女たち」募集開始！

10月 昨夜、郡山市で第１回ミーティングが開かれ、熱い議論の末、

アクション企画「原発いらない福島の女たち」が決定しました。

「もう、黙ってらんにー！」という福島の女たち１００人で、

霞が関に乗り込むぞー！というアクション企画です。

経産省前には、座り込みができるスペースがあるとのこと。

わたしたちも、そこに陣取る予定です。

日程は、１０月２７日～２９日（各日１０時～１５時）。

この３日間、フル参加はもちろん大歓迎ですが、

都合のつく数時間でも大丈夫です。

１００人集めるの、どんだけ大変なんだろ～と思っておりましたが、

実は、募集チラシが完成する前から既に、

３４人の女たちがフライング・エントリー(@_@；)
歴史を変える（かもしれない）１００人の女たちに加わりたい方は、

大至急、申込書を書いてください。

26日 あと 1日！
いよいよ、歴史を動かす女たちが、立ち上がり、座り込

む日が、明日に迫ってきました。

改めて、ここまで決定したことを確認いたします。

●名称

原発いらない福島の女たち～１００人の座り込み～

●集合場所

営団地下鉄（丸の内線・日比谷線・千代田線）

霞が関駅 Ａ１２出口付近

「原発いらない福島の女たち」の黄色いノボリが目印。

参加者は、必ず「受付」を通って、注意事項等が書かれ

たチラシを受

け取ってください。

参加費やカンパ、差し入れも、「受付」で対応します。

●持ち物・服装

アクションのシンボルカラーは「黄色」です。

黄色いものを、どこかに身に付けて参加いただけると、アクションに

一体感・連帯感が出て、より効果的になります。

折り畳みの簡易イスと放射能防御用のマスク、防寒対策、雨天対策は

各自お願いいたします。

東京のサポート隊から、炊き出しやお茶を準備いただけるそうです。

マイ箸、マイカップを持参いただけると助かります。

●大まかなスケジュール

http://onna100nin.seesaa.net/
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(１) 毎朝、プレス向けの説明会を開きます。

１０時半から３０分くらい、今回のアクションの意図を説明し、記者の方々から

のご質問にお答えする時間を作りました。

この件は、報道各社宛てに「取材のお願い」を提出してありますが、もちろんフ

リーランスのジャーナリストさんも大歓迎です。ぜひお越しください。そして、

わたしたちのアクションを広めてください。

(２) 経産省に要望書の申し入れに行きます（人数制約あり）。「福島の女たち」

からの、４つの要望を書いた書面を、経産省に届けに行きます。日時は、２７日

１１時を予定しています。

(３) 女性国会議員さんを訪問したいと考えています（人数制約あり）。２７日、

２８日の午後、予定しています。

(４) 福島市渡利地区住民政府交渉を傍聴します。２８日１２：３０から１６：

３０の予定。

(５) 原発いらない福島の女たち～１００人のデモ～

２９日１１：３０集合：日比谷公園・中幸門

１２：００スタート、東電前・銀座・東京駅前を経て、常磐公園にゴール。

＊最寄りの銀座線神田駅より虎ノ門駅へ向かい、経産省前に戻れます。

＊途中での出入りも OKです。
(６) 最終日の終了後、交流会を予定しています。

２９日１５時～ 日比谷公園かもめ広場

(７) 岩上チャンネルでＵｓｔ中継いただくことになりました。

今回のアクションが、ライブ中継されるそうです。

残念ながら参加できない…というみなさんは中継をご覧ください。

これらのスケジュールの合間に、指編み隊、カギ編み隊などの手仕事タイム、飛

び入りライブなどのパフォーマンスタイム、東京のサポート隊による炊き出しタ

イムなどが行われます。

「歌いたい」「踊りたい」「発言したい」など、アピールを希望される方は、受付

でお申し出ください。

プログラムを調整いたします。ここに書きましたスケジュールはすべて流動的で

す。

現場で次々と変更されていく可能性が大いにあります。

初めての活動であり、段取りや仕切りに至らない点も多いと思われます。みなさ

ま、なにとぞ、ご了承ください。

三日間、みなさまとともに、元気に、明るく、非暴力の姿勢で、「原発からの卒業」

を訴えてまいりたいと思います。

また、福島からの参加者と、全国の参加者が、たくさん交流できることも願って

います。

どうぞ、積極的に話しかけ、語り合い、想いを分かち合ってください。

脱原発アクションは、これからも長く続くものだと思います。

同じ願いの人々が、つながり合い、いざというときには声を掛け合い、力を結集

する必要があると思います。

そうした出会いの場にもなることを祈って、明日、初日を迎えたいと思います。
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2011年 1日 緊急募集「全国の女たち」に参加しよう

11月 「原発いらない福島の女たち」は、

３日間で延べ２３７１人が経産省前

で座り込みました。おしゃべりをし

て、編み物をして、福島の現状をお

伝えして、すばらしい時間を過ごし

ました。

最終日には、１０００人が銀座の町

をデモ行進しました。日比谷公園「か

もめ広場」のフィナーレでは、みん

なが泣いて、笑って、歌って、叫ん

で、一つになって、これからも、つ

ながりあって活動していくことを誓いました。わたしたちの切なる願いは、子ど

もたちを安全な場所に逃がすことであり、二度とこのような恐ろしい事故が起き

ぬよう、すべての原発を廃炉に向かわせることです。

ところが、わたしたちが受けている辛苦を無視して、信じられないニュースが駆

け回っています。

玄海原発の再稼働、ベトナムへの原発輸出…！わたしたちは今、静かに怒りを燃

やす東北の鬼です。これは類子さんの９・１９スピーチのワンフレーズです。東

北の鬼となって、原発利権構造維持派のみなさんに、「原発はもういらないんだ」

と伝えに行きましょう。

今も、わたしたちの座り込みを引き継いで、「全国の女たち」が１週間の座り込み

に入っています。

19日 フクシマから訴えます―大飯原発再稼働阻止へ向けて

フクシマから訴えます。

昨年 3月 11日の東日本大震災と津波をきっかけとした、福島原発事故の結果、私
たちの故郷福島の広大な地域が高レベル放射能で汚染されてしまいました。その

直後の 4月 19日、文部科学省は「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断にお
ける暫定的考え方について」を福島県に示しました。それ以来、1 年３ヶ月以上
経過した現在も、年間被曝基準 20ミリシーベルトが県民生活のあらゆる場面に押
し付けられています。

これは法規に定める一般人の年間被曝基準 1ミリシーベルトの実に 20倍、部外者
の立ち入りが禁止される放射線管理区域の 6 倍強にも相当します。わたしたちが
健康リスクにおびえ、不安な日々を送っているのには正当な理由があります。私

たちは、今現在も、被ばくを強要される生活が続いています。

除染してもまたいつの間にか線量は戻り、１年を過ぎてもホットスポットのある

学校が郡山市で小学校 15 校、側溝では毎時 20.4 μＳｖ。こういう中で、市は４
月から屋外活動を一日当たり授業で１時間以内、部活動で２時間以内とした小中

学校の屋外活動「３時間ルール」を解除しました。給食米にも「地産地消」、プー
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ルも解禁、「帰村宣言」、18 才以下 3,750 人のうち 30%が喉にしこり・のう胞。こ
れを山下教授はどう説明するのでしょう。自殺者（商店の経営者）がまた出てし

まいました。いったい何人死ねばいいというのでしょうか。私は、回線がぶち切

れるほどの怒りを感じています。

また、線量の差は軒下を分け、親類縁者や隣近所の共同性を絶ち切ってしまいま

した。すでに避難生活で親子が別れ、またしても補償額による分断。これらの地

域の伝統的な共同体は、もうけっして元通りには再生できないでしょう。フクシ

マの悲しみはここにもあるのです。

昨年 12 月 16 日、国は事故の「収束」を宣言しましたが、これはあまりにお粗末
というより、県民をはじめとする国民を愚弄する宣言でした。事故現場の実態は

いまだに予断を許さず、放射能の漏出も続いていて、この面でもわたしたちは日

々不安を強いられているのです。

世界が注目する４号炉の状況は、何が起きるか検討もつかない危険な状況です。

また、ヨウ素剤の配布や避難経路などの対策の発表もありません。国会の原発事

故調査委員会による事故の原因究明もまだ終えず、メルトダウンした核燃料の状

態さえも分からないままです。

悲惨な原発事故にもかかわらず、原子力「必要」キャンペーンが進められていま

す。

計画停電の欺瞞、電気が不足するとの恫喝。しかし、これらをとっくに見抜いて

いる私たちは、2010 年時点で、世界の自然エネルギー発電総量が原子力発電総量
の世界合計を超えたことを知っています。だまされるわけにはいきません。

口先だけの安全宣言でつくろい、再稼働を急ぐのはなぜですか？ついに野田政権

が、大飯原発の再稼働を決定しました。いのちよりも「原子力ムラ」の利権をあ

くまで優先するというのです。ウソとペテンとごまかしと無責任に満ちたやり方

を決して認めることは出来ません。

地球上に生命(いのち)を授けられた者たち、大地、水、空気、動植物、すべてが

日々脅かされています。全ての原発の廃炉を切実に願う私たちは、ここ福井の方

々、全国の、世界の脱原発を目指す心ある人々と共にいます。フクシマにはハイ

ロを選択した多数の県民がひかえています。フクシマは諦めるわけにはいかない

のです。

わたしたちは大飯原発の再稼働を断じて許しません。

わたしたちは、子どもたちを、わたしたち自身を守ります。

わたしたちは、新しい世界を創るために行動します。

ＮＯ ＭＯＲＥ ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ！

ＮＯ ＭＯＲＥ ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ！

ＮＯ ＭＯＲＥ ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ！

2013年 16日 声明「テント広場３年目に寄せて」私たちはあきらめない！

9月 ―福島の過酷な日々の中で―

私たちはあきらめない！
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～福島の過酷な日々の中で～

2011年 3月 11日のあの事故から 2年半を過ぎても、「収束」どころか、いまだに
「原子力緊急事態宣言」は解除されていません。７月の参議院選挙直後に東電は

ついに、高濃度汚染水が海に流れていることを認めました。世界の海を汚染し続

けている日本は、海外諸国からも強い批判を集めています。

原子炉からは、いまも毎日 2 億 4 千万ベクレルもの放射性物質が環境に放出され
ています。原発労働者 1 日平均 3 千人余の 7 割が福島県民です。これらの労働者
の多くがピンハネなど多重に搾取されている劣悪な待遇の中、十分な防護もなく

被曝しながら作業に従事させられています。白血病の労災認定基準以上の被曝を

した人が、約１万人に上ることも明らかになりました。

福島県内では、莫大な予算を使いながらその効果が疑われ、思うようにはかどっ

ていない除染の問題もあります。放射性廃棄物は、中間貯蔵施設や仮置き場が決

まらないため、自宅の敷地内に埋められたり、山積みにされたままです。国はこ

れらの廃棄物をできるだけ市町村において焼却し高濃度焼却灰を埋め立てようと

しており、第二の原発事故と呼ばれる再汚染をもたらそうとしています。

福島県「県民健康管理調査」報告（2013 年 8 月 20 日）で、子どもたちの甲状腺
に悪性(癌)が 18 例、悪性の疑いが 25 例判明しています。小児甲状腺癌は、普通
は 100 万人に 1 人しか発生しないといわれています。私たちは「恐ろしい低線量
被曝下の日常」のただ中で暮らしています。

福島県は 2020 年までに 15 万人とも言われる原発難民をゼロにする方針を決めま
した。県外避難者への支援策は次々に打ち切られています。除染をして人々を戻

し、事故を矮小化したいというのが国の思惑、それに唯々諾々とぶら下がって復

興を遂げたい、というのが自治体の思惑です。莫大な復興予算も動いています。

12 年 6 月に成立した｢子ども･被災者支援法｣は 1 年以上放置されたままです。同
じく 12年 6月に郡山市の 14人の小中学生が安全な地への避難の救済を求めて「ふ
くしま集団疎開裁判」を起こしました。しかし一審の郡山地裁も二審の仙台高裁

も「却下」しました。また、12 年 11 月には「福島原発告訴団」14,716 人が福島
原発事故の責任を国と東電側に求めて福島地裁に告訴・告発を行いました。これ

に対しても一昨日 9月 9日、日本中が 2020年東京五輪・パラリンピック開催決定
に沸く中で、東京地検は「却下」を言い渡しました。

こうした福島のどちらを見回しても心が塞がるような日々の中で、未来へ向けて、

今を生きる大人たちのやらなければいけないことはあまりにも明らかです。私た

ちは満ちたぎる怒りを変革へのエネルギーに替えて、風化させようとする力に抗

い、声を上げ、事実を訴え続け、真の復興を求めていきます。

テントと出会い、テントに学んだ私たちは、テント立退き裁判にも強く抗議し、

再稼働の嵐に立ち向かいます。私たちはあきらめません。
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2014年 13日 「女たち・いのちの大行進」に参加してきました。

5月
５月１１日（母の日）、福島を

出発し、郡山を経由、会津組も乗せて、

バスは上野を目指しました。バス受付担

当のＲ子さん、ありがとうございました。

当日バスガイド役のＫ子さん、お疲れさ

までした。参加されたみなさん、ありが

とうございました。

「女たち・いのちの大行進」は大・大・

大成功でした。１０００人の女性たちが

明るく歌い踊り、核や戦争や差別のない、平和な社会の実現を訴えました。福島

の女たちもパレードの先頭に立ち、大いに歌いました。

詳しくは、公式ブログ「ご参加ありがとうございました」をご参照ください。

「福島の女たち」からは、荒井祐子さんが代表してスピーチ。自分自身の震災後

の生活を語った後で、「第２の福島を生まぬため、みんなで力を合わせましょう」

と、力強く宣言。会場から大きな拍手をあびました。
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「〈フクシマへ〉折り返す」とはどういうことか

藤岡 彰弘

２０１４・９・２１ ラウンドテーブル「〈フクシマへ〉折り返す」

Ⅰ
１ 問題提起

「９・２３フクシマを忘れない！再稼働を許さない！さようなら原発全国集会」のタイトルにつ

いて抱いた違和感 「再稼働阻止」と「フクシマを忘れない」は不釣り合いである。「再稼働阻

止」といった具体的なアクションを裏打ちする脱／反原発運動の側の意思を表す言葉として、「フ

クシマを忘れない」というのは極めて不十分である。再稼働の動きを押し返すには、「忘れない」

という消極的な姿勢ではなく、運動が「〈フクシマへ〉どうやって折り返すか」が大きく問われて

くるのではないか。

２ 「フクシマ」と聞いて連想することをそれぞれが挙げてみる

挙げられた中身は、三つの傾向に分けられた。

●はじめに

「３・１１事故」の発生から３年半以上が経過した。

行政による「復興」キャンペーンばかりが伝わってくる中で、「事故」の風化が懸念され始めて

いる。その一方で、甲状腺ガンの疑いを持つ子どもの増加が報じられ、被害の実情にきちんと向き

合おうとしない国や東京電力を訴える訴訟や、それらに加わる人々が急増している。

今回のラウンドテーブルでは、こうした事態をどのようなものとして受け止め、その上で私・た

ちの側から、福島に向かってどのように折り返していけるのかを、一緒に考えたいと思った。

最近、脱／反原発の集会やデモでよく目にし、耳にする「フクシマを忘れない」というフレーズ

は、現在もその被害を受け続ける人々との間に、ある距離を置いて発せられているもののように思

えてならない。被害を受けている人々が発する「私たちのことを忘れないでください」という言葉

は、ほとんど悲鳴に近い言葉であり、それへの応答として「忘れないよ」というのでは、あまりに

不釣り合いではないだろうか。

被害を受け続ける人々との間に距離があるとすれば、それはどうしたら埋めていけるのだろう。

あるいは、どうしたら、そうした「フクシマ」との齟齬を露呈している現在の脱／反原発運動のあ

り方を越えていけるのだろうか。そして、私・たちが「福島に折り返す」とは、どうすることなの

か 私・たちは、このことについて、丸テーブルを囲んで、意見を出し合うことを試みた。

以下に、2014 年 9 月 21 日に富山で開かれた小さな集まり「ラウンドテーブル」で、私が話題提
供者になって話し合ったことのアウトラインを紹介する。そのことで、私・たちの「〈フクシマへ〉

折り返す」ことについての現時点でのスタンスが伝われば、と思う。
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首相のウソ

・原発事故からの「復興」は「地方創生」とリンクしている・・・うさんくさい

・全村避難と除染の問題 〈政府の対応の酷さに憤慨〉

Ｂ ・空白・・・津波の映像から続くそのときの感情

・空・・・深呼吸できない空がある。「ふるさと」という歌が歌えない人たちがいる

〈何もできない無力感、悲しみ〉

Ｃ ・被曝後の世界を生きる者たち

・切り捨てられた人々／地域

・未来完了の死者 これから先もさらに低線量被曝を被り続け、「生」を蝕まれるであろ

う人々＝未来の「死」がすでに完了したことにされてしまう人々。この「未来完了の死

者」を弔うとはどういうことか？

〈そこで生きる人々に対しどう関わるかを自問自答〉

資料作成：藤岡

● 例えば 2014年 9月 1日～ 7日
一週間に見る地元新聞「福島民報」に踊る「復興」の見出し

9月 1日(月) ・復興担う若者躍動 パリの東北復幸祭 世界に希望示す
・復興貢献志向強まる 安積高校創立 130周年

9月 2 日(火) ・避難者支援の大熊町関東事務所 開所一ヶ月
町復興支援室Ｈさん 一都五県の町民 1380人見守る

・東京のＮＥＣ「復興支援マルシェ」
・20日原町でロックフェス 音楽で復興後押しを

9月 3日(水) ・ふくしま復興大使 全国訪問
古里再生交流記 中三 14歳、商工会 38歳、会社員 69歳

・23日 復興支援将棋フェスいわき 森内竜王らトークショー

9月 4日(木) ・復興願い三匹獅子舞 いわき諏訪神社 児童ら奉納

9月 5日(金) ・論説 新聞協会賞Ｗ受賞をうけて シリーズ
「復興へ県民と共に歩む」「ふくしまは負けない」

9月 6日(土) ・古里の復興考える 福島商工生と福島明成高生 熱心に議論

9月 7日(日) ・復興へ熱いエール 「フレーフレー福島！」
白河で東京六大学応援団連盟

・3月末までに復興提言 川俣山木屋地区 復興推進委員を委嘱
・「ふくしま復興・未来の森づくり基金」
寄付第一号 20万円贈る 農林中金福島支店

・国際産官学セミナー始まる
あすまで北塩原ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ復興支援で開催
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３ 地元紙の見出しから見えてくること

・わずか一週間分の地元紙の見出しを見るだけで

も、まるで「復興」の洪水。「復興」を現地での

いろいろな動きの枕詞に使う意図的な紙面作りが

なされている。

・現地の人々の日常的ながんばりをすべて「復興」

に繋ぐ、「復興」＝希望という構図。しかし、「復

興」という言葉を氾濫させることで、「原発事故」

の被害の矮小化が謀られると同時に、「事故」を

引き起こした者たちが免責されてしまうことに疑

問を感じる。

・新聞では「復興」を伝える際には、決まってひら

がなの「ふくしま」が使われている。その一方で、

カタカナの「フクシマ」は出て来ないという使い

分けがなされている。

４「復興」の洪水の渦中にいる人たちを何と呼べばい

いのか

① それぞれが呼び方を挙げてみる

・「避難民」というと、そこにいる人やすでに移住

した人は入るのか？

・そういう意味では「避難民」を「被難民」と呼ぶ
．

べきだ

・「強制帰還民」もいる

・それは「被幽閉者」に近いイメージ

・「強制被曝民」と言える

・「自分の『生』を奪われた人々」

・避難民の「避」を取って「難民」、あるいは「棄

民」と自分たちのことを言っている人たちはいる

・「スケープゴートにされた人々」とも言える

② 挙げたものから考える

・①の中でいちばん大きいカテゴリーは「被難民」だろう。

・「難」を英語で言うと、「トラブルﾄﾞ（troubled）」＝「トラブルを負っている」あるいは「イン
ポッシブル（impossible）」＝「できない」という二つになるのではないか。ところで、「被難
民」は二つのカテゴリーで分けられる。避難民／帰還民 この両方に「困難」をつけると、

「避難『困難』民」／「帰還『困難』民」になり、それぞれ「避難」と「帰還」について「ト

ラブルを負っている」という意味と、「できない」という意味の両方をもつことになる。どっ

 

 

 

作図：藤岡
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ちに転んでも「困難」。

・しかも、家族が「避難『困難』民」になったり「帰還『困難』民」になったりする場合がある。

その人たちは、自分を何者だと言いようがない。単身赴任者についても何者か言いようがない。

つまり、外部の者がこの「避難民」という言い方を平気で使っているうちに、もっとその内部

で起こっている割りきれない「困難」が見えなくなりはしないか。分裂・股裂き状態の人、家

族がいて、身の振り方を決定しようがないという人が一番多い。

・「困難」を表す概念が奪われている。いつかは戻りたいと思いながら別の所に住んでいる人が

多い。帰還圧力もあるのではないか。あきらめきれない人たちが「避難『困難』民」／「帰還

『困難』民」の両方にいる。

・「民」というのは、いつでも家族単位で考えられている。なぜか。「復興」側も、それに疑問を

投げかけている側も、「家族」という単位でしか見ていないのはおかしい。家族と関係のない

所にいる「民」が、ほとんど視野に入っていないことが気になる。

Ⅱ
１ 「復興」ではない。「解放」である

・しかし、今述べられたようなカテゴリーに分けた人の眼、つまり私・たちの眼は、何の眼なの

か。良心的な研究者／社会学者の眼？あるいは神の眼というところだろうか。

・「原発いらない福島の女たち」は、「フクシマ解放機構」からの使者たちだと思えばいい。この

列島で反原発運動を推し進める者が、当然私・たちも含まれるが、なぜ「フクシマ解放機構」

をつくらなかったのか。なぜこの場は、「フクシマ解放機構・富山セクション」ではないのか。

・「フクシマ解放機構」と言うのであれば、それは何からの解放なのか。

・「避難民」から「スケープゴーツ」まで、Ⅰの４の①で私・たちが列挙したような存在である

ことから解放されることだと言ってもいいのではないか。被曝の強制による「緩慢な『死』へ

の囲い込み」を含むいろいろな困難からの解放のための「力」を結集させる際のあり方が、「フ

クシマ解放機構」のイメージだ。このような「解放」という視点をもたない限り、原子力災害

の中を生きる人々のあり様をカテゴリー化して捉えることが、本当に意味をもつとは思えない。

・「復興」という言葉はうさん臭いので、「」を付けるべきだというが、それならば、フクシマ「復

興」ではなく、「解放」と言うべきだろう。

２ 「フクシマ」と「ふくしま」と「福島」

・先程も述べたように、ひらがなの「ふくしま」は、現地の人々が「困難」の中を生きているこ

とを、「復興」という言葉の氾濫や偽りの「希望」によって隠蔽する時に使われている言葉。

・そうしたひらがなで表される「ふくしま」に対して、原子力災害の中を生きる現地の人々が「困

難」の中から声を上げ、行動を起こす際のあり方を捉えようとする際に、カタカナの「フクシ

マ」が使われる。

・広島や長崎での原爆投下の悲劇のもつ意味を全世界的なこととして表そうとする際に「ヒロシ

マ」・「ナガサキ」と表記されることがあるが、そのようにそこで起きていることの普遍的な意
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味を示すという意味でも、カタカナの「フクシマ」は使われている。

・日本列島の中の東北地方にある福島という地域が、原発を招き寄せた構造も含めて歴史的に背

負わされて来たこと これは、漢字の「福島」に刻印されている。

・今までの論議を整理して言えば、「福島」での収束不可能な原子力災害による巨大な被害を、

支配の側が「復興」イデオロギーによって隠蔽・矮小化しようとする時のあり方が、ひらがな

で表記される「ふくしま」だということになるだろう。そのように、大きな苦しみの中で互い

に支え合って生きようとする人々の共同性が「ふくしま」への人々の囲い込みのために利用さ

れることで、「フクシマ」を生きる人々の抱える「困難」がより不可視にさせられると同時に、

現地の人々が自分たちの「生」のとてつもない破壊・侵害に対して怒りや「拒否」を突きつけ

ることを大きく妨げられている。

・そのことによって、原子力災害を引き起こした者たちの免罪が謀られ、原発再稼働や原発輸出

が進められようとしていることに大きな怒りを覚える。

３ 「ふくしま」の中で「フクシマ」を生きる人々

・ひらがなの「ふくしま」がカタカナの「フクシマ」をいかに囲い込み、抑圧しているのかとい

う視点を得ることで、問題が少しずつはっきりしてきたように思う。そのように「ふくしま」

の中で「フクシマ」を生きている人々に、私たちはどうかかわれるのか、あらためて考えてみ

たい。

・「原発いらない福島の女たち」が書いた抗議文のフレーズ 「見えない縄で手足を縛られて

いるようだ。声を挙げたくても挙げられない」 この言葉の前で絶句することを、私・たち

は、どう超えられるか。

・「原発いらない福島の女たち」が再稼働阻止闘争で原発立地現地へ行って、「私たちはこういう

経験をしてきた。ぜひ再稼働させないようにがんばりましょう」と言うことはあっても、自分

たちが「３・１１」以降受けてきた苦しみや悲しみを縷々述べるということは、あまりないよ

うに思う。

・「声がなかなか挙げられない」というのは、「フクシマ」を生きている人々自身が自分たちのこ

とをどう捉えていいのかが分からない、ということではないか。

・それはむしろ、「フクシマ解放機構」が弱いからだと考えるべきではないか。私・たちも含め

て、再稼働に反対する側が、「フクシマ」を生きる人々に対し、「受けてきた苦しみや悲しみを

縷々述べてほしい。それをまるごと受け止め、『解放』に向けて、共に考え合いたい」という

大きな構えで向き合えていないのではないか。

・漢字の「福島」 この日本列島上で原発を誘致している地域の中でも、とりわけ福島は、東

北という地域が中央によって歴史的に背負わされてきた差別・抑圧の構造がまずあって、その

上に原子力資本が被さってきたという背景がある。国家が原子力資本を後押しするという形で、

福島原発は成り立ってきた。そういう構造を含めて漢字の「福島」がある。そうした状況の中

で「３・１１」が出来（しゅったい）したのだが、そういう構造をいかに壊し、あるいは、根

底からどう変えていくかということに着手しなければ私たちは生きていかれないのではないか

と、そのときには誰もが真剣に考えたように思う。
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・その際に、私・たちも含めて、多くの人たちがカタカナの〈フクシマへ〉いかに向かうかと考

えたわけだが、漢字の「福島」が壊れてしまいながら、なおもそうした構造が温存され、ひら

がなの「ふくしま」がいち早く成立してしまっている。そのことをこの列島を生きる者たちは、

正面から問題にしていかなければならない。日本列島をこの先どう構成していくのかという課

題として、そのことを考えねばならない。
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Ⅲ
１〈フクシマから〉の解放を目指す 「フクシマ」を政治の問題にする

・Ⅰの２で出された「復興」と「地域創生」のリンクということで言えば、「地域創生」というの

は、日本列島全体の劣化が進んでいく中で、「美しい国日本」とか言いたい首相が、「地域からも

う一回底上げしなければ」と言っているだけ。それに対して自分たちがどういう日本列島像を打

ち出すのかが問われている。

・「フクシマを忘れない」という言い方は、「フクシマ」に対して、そう言える「距離」があるか

らできること。そうだとしたら、その距離を少しでも自分の方から埋めるにはどうしたらいいの

だろうか。

・距離のことを問題にしているが、それは必ずしも空間的な距離を言っているわけではないので

はないか。

・空間的な距離でなければ、何の距離があるのか。

・時間的な？心理的な？心的な距離？

・それは一面では確かに心的な距離であるが、同時に、いわば、「政治的」な距離とでも言うべき

ことではないか。「フクシマ解放機構」がどこにいようと「フクシマ」の解放を目指すというよ

うな意味で、「フクシマ」との間にそうした距離が生じていることをどう越えるかということを

政治の問題として捉えなければならない。もちろん国会内政治ではない。日本列島に生きるもの

が、そこにどういう政治をこそ創出しなければならないのかという意味での政治の問題。

・「日本列島をどうするのか」という大きな問いを立てたときに、例えば「オキナワ」が負ってき

たものを、その大きな問いの中にどう位置づけるのか、ということがまさに問われるわけだが、

それと同じように、この「フクシマ」をどう位置づけるのか、ということもまた、真正面から問

われなければならない。

・地理的にどこかに空間をもたないと、「フクシマ解放機構」にならないということではない。私

・たちが、「フクシマ解放機構・富山セクション」であってもかまわないはずである。

・例えば、「パレスチナ解放機構」は、全世界に散らばっている「パレスチナ難民」たちと、イス

ラエルと境を接して日常的な恐怖と戦いながら自治区を存続させているパレスチナ人民の両者を

つなぐ架け橋となって、「パレスチナ解放」を目指すものである。現在は国際情勢の中でパレス

チナの民衆は大きな苦難を強いられているが、かつては、故郷を追われて世界各地に散らばるパ

レスチナの民衆は、地理的な近接性を前提としない分散的な集団性と戦闘性を獲得して、イスラ

エル国家との果敢な闘いを展開してきた。その国家をもたないパレスチナ民衆の闘いは、自国に

いながら国民としての権利や保護を剥奪されている世界各地の被抑圧者にとっては、解放への

「夢」を体現するものとしてあった。

「フクシマ解放機構」もまた、そのような意味で、全国に散らばった〈フクシマから〉の「避難

者」たちと、漢字の「福島」がカタカナの「フクシマ」へと変貌したところで必死に生きている

人々との両方に足を置き、架け橋となって「解放」へと向かうようなイメージで思い浮かべてい

る。

・私は「原発いらない福島の女たち」を、不可視の「フクシマ解放機構」から派遣されて各地に
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出向いている使者というイメージで考えてみるのだが、そのような変革への予兆を感受して、そ

れを大きく描き直すような「イメージの政治」が、私・たちの側に決定的に欠けているように思

う。それをどのように取り戻すのかが、私・たちに問われているのではないか。

２ 負の意識に呪縛されることを超えて「〈フクシマへ〉折り返す」とは

・「フクシマを忘れない」ということにカタカナの「フクシマ」を閉じ込めないで、そこから〈フ

クシマへ〉とどう折り返すのか。

・その問いは、さらに言えば、「再稼働阻止」と〈フクシマへ〉という動きの両方を含めてトータ

ルに原発をめぐる政治をどう形成するのか、という問いになると思う。「折り返す」には、今あ

る〈フクシマへ〉という運動を踏まえて、それを前提にするしかない。最初の人たちは、取るも

のもとりあえず〈フクシマへ〉と向かった。そのこと自体はとても貴重なことだったと今でも思

う。しかし逆に、〈フクシマへ〉関わる運動が再稼働阻止の運動へ何を返すのか、という問いも

またあるべきで、その両方がなかったらおかしなことになる。

・「〈フクシマへ〉折り返す」というと、「何ほどのこともできず、申し訳ないことをしている」

というマイナスの気分＝負の意識に陥りがちだが、むしろ、支配の側は、そうした私たちの負の

意識につけこんで、「復興／絆」キャンペーンを展開しながら、原発事故の惨禍とそれによる人

々の苦しみを隠蔽し、原発事故を引き起こした自分たちの責任を不問にすることに努めてきたの

ではないか。

本当は逆に「フクシマ」を生きる人々から、「フクシマ」の苦しみをマイナスに共有することを

超えようよ！と言われているような気がする。

・確かに、「〈フクシマへ〉折り返す」ことが、単なる謝罪の気分になったらいけない。「忘れな

い」という言い方には、そんなネガティブな気分を感じてしまう。

・例えば、「ＦｏＥＪａｐａｎ」という国際環境ＮＧＯ団体は、原発事故の発生後、いち早く〈フクシマ

へ〉入って被災者支援を行ったが、現在は、３０キロ圏の問題や原発事故の避難計画の問題に関

わっている。このように、被災者支援の経験を生かして原発再稼働に固執する支配体制への反撃

の仕方を研ぎ澄ますという意味で、「ＦｏＥＪａｐａｎ」は反原発運動への「折り返し」ができている

と言えるのではないか。それはきわめて貴重なことだし、そのような「返し方」をいくつも立体

的に積み重ねていくことが大事だと思う。

・今、原子力規制委員会が、避難の問題にまで取り組まざるを得なくなっている。運動の側が、

そう追い込んだとも言える。再稼働をめぐって国家と列島住民が総対決するという構図にまで押

し上げること そのこと自体が〈フクシマへ〉の大きな「折り返し」の一つだろう。このよう

に、「原発を政治の問題にする」という回路を通らないと、「折り返す」ということが負の意識の

サイクルの中に閉じ込められたままになってしまう。

・漢字の「福島」は原発立地になる構造を持った場所。その福島に「折り返す」ということは、「福

島」だけでなくすべての立地地域に「折り返す」ことにもなる。それが政治にするということで

あり、日本列島をこれからどう構成し直すのかということなのではないか。

・漢字の「福島」を包囲するひらがなの「ふくしま」にカタカナの「フクシマ」をぶつけること

で打破する そういうつもりで考えたらいいのではないか。
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３ 「フクシマ」を「憲法」＝社会構成の原理の問題として考えること

・憲法９条が、アジア・太平洋戦争におけるアジアとこの列島のすべての死者たちの上に成り立

っているとするならば、「フクシマ」のすべての「被災者」の上に成り立つもの、それに対応で

きる普遍的な理念とは、何なのか。

・それを「憲法の問題ではない」と言ってはいけない。そう言ってしまうと、憲法はいつでも政

治の問題ではなくなってしまう。

・カタカナの「フクシマ」を憲法の問題として考えることは、決して空想的なことではない。そ

もそも政治は人々の営みに依拠してこそ成り立つもの。個々の人々が生きている中に政治を形成

する根拠はある。そういうものの上に立って、日本列島をどうするかと考えることが政治なのだ

ろう。

・「原発はそもそも憲法違反だ」という訴訟を、これまで誰もやったことがない（「原発メーカー

訴訟」の中でノー・ニュークス権(No Nukes Rights)が主張されていることを知った。論旨を訂正
する必要はないと思うが、そのことをわきまえていなかったことを反省している)。これまでの

原発裁判で、直近の大飯原発の差し止め訴訟の判決が一番よかった。それを使ってさらに前へ出

ることが、私・たちの「憲法構想」の中に入っていなければならない。

・憲法とは、この列島上に暮らしている住民が、どう自分たちの社会をつくっていくのか、とい

うことの在り方をいう。それをあえて「憲法」と言わなくてもいいが､どういう原理で構成する

のかということが最も大事なことである。

・日本国憲法を、なにも「不磨の大典」としてアンタッチャブルなものにしなくてもいいはずだ

が、この間の安倍流の「解釈改憲」攻撃で運動側が劣勢を強いられる中では、どうしても「憲法

を守れ！」ということになってしまう。しかし、"ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ"は、「憲法」という意味である
と同時に、国家・社会の「構成」という意味であることからすれば、"ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ" を変える
というのは、何も安倍の専売特許ではなく、私・たち自身が、もっと自由に論じていいはずだ。

４ 今、一番必要なのは、イメージする力＝構想力である

・「〈フクシマへ〉折り返す」ということがどういうことかが、少しずつはっきりしてきた。反原

発運動が政治をどう引き寄せていくのか、私としては、このことにこれからも積極的に関わって

いきたい。「自治」というものを私・たちが、もっと引き出していかなければならないと思う。

私・たちは、志賀原発については３０キロ圏内の自治体に避難計画のことで迫っているが、「自

治」ということと絡めて、もっと大きく構想していきたい。

・「福島は『独立』する！」という宣言文が、「2011．6．26 グッバイ原発！さよなら放射能！ハ
ンカチパレード福島アクション」という、「３・１１」以後初めての福島県内での集会では出て

いた。それを力にする前に、ひらがなの「ふくしま」が突出してしまった。今は「復興」一辺倒

になってしまっているが、その頃は「独立」というイメージが「宣言文」の中で表現されるとい

うことが、確かにあったのだ。

・自分が生きている現実を否定する／超えることのありようを「仮構」すること それは、日

常から距離を取らない限り出来ないのだが、そうすることが同時に日常を変える力にもなる。そ
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のような運動的な「仮構力」・「構想力」が、私・たちの側に段々と弱くなっているように思う。

・「３・１１」からほんの 3ヶ月後の「ハンカチパレード」で、福島「独立」を言おうとした人々
の気分はよく分かる。それを、運動の側が、「この列島をどう構成するのか」ということとして

受け止めて、しっかり応答していかないといけない。

・「〈フクシマへ〉行く」というレベルで「折り返す」ことは、まだこれからも必要であると思う。

しかし、それだけでなく、イマジネーションの力で、「独立」という声に込められた「フクシマ」

の人々の意思や日本国家への「拒否」の思いをどのように引き受けるかが、同時に問われている

ように思う。そのような「折り返し」方が、列島上で暮らす住民として、「私・たちはこの列島

社会をどうつくりかえるのか」という大きな問いを考え合うことの中で、できたらいいと思う。

〈フクシマから〉・〈フクシマへ〉
資料作成：藤岡

ジャンル 〈フクシマから〉 〈フクシマへ〉

・被曝問題 ・３ａ!（安全・安心・アクション） ・原発事故子ども被災者支援法
（とりわけ ｉｎ郡山 市民会議

子ども） ・子どもたちを放射能から守る
福島ネットワーク ・子どもたちを放射能から守る

・いわきの初期被曝を追求するママの会 全国ネットワーク

・自主測定 ・いわき放射能市民測定室 たらちね ・未来の福島子ども基金
・チェルノブイリ子ども基金

・避難者支援 ・福島ぽかぽかプロジェクト（短期・長期の保養）
・原発事故被害者の救済を求める

全国運動

・住宅 ・キビタキの会 他多数 ・避難・移住・帰還の権利
（避難先居住） ネットワーク

・裁判で闘う ・福島集団疎開裁判の会
・生業を返せ地域を返せ福島原発訴訟 ・福島の子どもたちを守る

他多数 法律家ネットワークＳＡＦＬＡＮ

・福島原発告訴団
・原発労働者裁判（ピンハネ告発）

・地域で声を ・大熊町の明日を考える女性の会
挙げる ・とみおか子ども未来ネットワーク

・被曝労働 ・被曝労働を考えるネットワーク

・事故の追求 ・福島原発事故緊急会議
・福島原発震災情報連絡センター
・福島老朽原発を考える会

（フクロウの会）

・ジャンルを ・原発いらない福島の女たち ・ＦｏＥ Ｊａｐａｎ
超えて
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反原発！ 列島右往左往記

◎ はじめに

藤岡 彰弘
「３・１１／３・１２」からすでに３年半 この間、この列島上では様々に反／脱原発運動

が展開されてきました。その中でも、2012年夏の「大飯の闘い」は、くっきりと「『拒否』の〈前〉
線」を切り拓いたという意味で特筆されるものでした。その「大飯の闘い」を受けて、2012 年
の 11月には、「再稼働阻止全国ネットワーク」が発足します。そして今、その「再稼働阻止全国
ネットワーク」等を中心として、川内原発の再稼働を巡る闘いが、大きなヤマ場を迎えています。

列島上の反／脱原発運動にとって、この３年半の流れは、シングルイシューの一つとしての展

開ではなく、圧倒的な力で再稼働へと踏み込んでくる日本という国家と全面的に対峙し、この列

島をどのように構成していくのかという〈問い〉を創り出すことができるかどうかのせめぎ合い

の過程であり、今、まさにその真価が問われようとしています。 私はこの間、この列島上で取

り組まれたいくつもの集会やアクションに参加することを通じて、様々な運動がその「動線」を

交わらせ重ねようとする試みに直接関わっていきたいと思い、それこそ「右往左往」しながら、

富山・能登と各地との間を何度も行き来しました。日本国家と電力資本に対して「拒否」を突き

つける様々な「動線」の蓄積が、「拒否の〈前〉線」へと転成していくまさにその場に駆けつけ、

そこからなにを、どう富山・能登の運動に持ち帰るかを、考えたかったからです。

①「反原発市民の会・富山」

1980 年から活動を始める。能登と富山を繋ぐことから志賀原発を止める力を創
り出していくことをめざし、頻繁に志賀現地と富山とを行き来しつつ、富山・能

登での運動形成を試み続ける。現在、同会代表。

②「〈越境〉ネット」

2011 年秋に発足。正式名称は「越境する原子力災害対策／原子力規制行政を求
める住民ネット・富山」。県の境界や住民間の分断を超えた、自治体相互、住民

同士、運動間の越境を目指そうと、全国の動きや情報をフォローしながら、「『原

子力災害対策』情報」の発行をはじめ、「セミナー」の開催、各自治体への申し

入れ行動など、多岐にわたる活動を展開してきた。
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これは、その私の足取りを、年ごとに記録として整理し、振り返ってみた、言わば「右往左往」

の途中経過報告です。

※ 1 なお、私・たち「生・労働・運動ネット富山」が 2013 年に発行した「『拒否』の〈前〉
線情報 No．2」の FOCUS 欄に、私が報告し、それを巡って論議した「『3・11 ／ 3・12』以
後の反原発運動 私の歩みに沿って 」が掲載されています。そちらも合わせてご一読

ください。

※ 2 私が主体的に関わっている富山・能登での運動について、ごく簡単に説明します。

③ 「命のネットワーク」 （以下「命のネット」と略す）

当初は、1988 年より始まった「志賀原発差し止め訴訟」の原告を支える運動と
して 2001 年に発足。2010 年の敗訴決定後は、その後の運動の担い手として、主
に志賀現地とその周辺で活動してきた。2011 年からは、富山県内に「命のネット
ワーク・呉東」と「命のネットワーク・呉西」が発足し、能登と富山を繋ぐさら

なる運動形成を模索している。現在、同ネットワークの事務局次長。

④「命のネットワーク・呉東」 （以下「命のネット・呉東」と略す）

志賀原発差し止め訴訟の富山県東部の原告が中心になって 2011年初頭に発足。
富山県内で年に 1 ～ 2 回程度、講演会を開催する他、「命のネット」との共同行
動や、他の運動グループとの連携も積極的に行っている。
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反原発！ 列島右往左往記
２０１１年

列島各地へ
6・25/26 福島県へ 南相馬市、福島市を訪れる（ハ

ンカチパレード他）

9・18 「原発廃止に向けて全国交流集会」反原発運動

全国連絡会（総評会館）

9・19 「9・19原発にさようなら集会」(明治公園）

12・3 「もんじゅを廃炉へ！全国集会」集会とデモ（敦

賀市）

12・4 交流集会 反原発運動全国連絡会（京都市)

前半

《3・11後 取るものもとりあえず

動き出す》

3・11 事故以降、立ちあらわれた
新旧のグループ・個人と共に、取る

ものもとりあえず､県内と能登をか

け廻る。その最後に 6月の福島行き
があった。それ以来、「福島にどう

折り返していけるのか」という問い

が残り続ける。

北陸中日新聞（9・4）

ハンカチパレード（6・26）

明治公園（9・19）

セミナー開催（11・20）
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２０１１年 は能登での取り組み
能登／富山で

3・16 ｢反原発市民の会・富山」（註①）

北電本社への第 1 回申し入れ（その
後 6月までに 3度）

4・10 事故後、富山で初めてのデモ

5・9 ｢命のネットワーク｣（註③）と共に志賀町長への申し入れ

5・3 5・15 志賀町高浜・富来地区ビ

ラ入れ

5・26 ～ 北電本社前で抗議行動始め

る（現在まで毎週水曜）

6・11 脱原発サウンドデモを実行

7・10 ～ 8・28 「反原発市民の会・富

山」反原発ラウンドテーブル 計 4

回開催

7・30 映画『10万年後の安全』上映実行委に参加

8・11 ～ 8・28 反原発県内キャラバン夏・県内 7 市をたずね歩く――

富山湾沿岸自治体へ(つどい＋申し入

れ)

9・27～ 10・6 「反原発市民の会・富山」

反原発県内キャラバン秋・さらに 8 市

町村へ（申し入れ）

9・11 ～ 11・20 「反原発市民の会・富

山」反原発ラウンドテーブル秋 計 3回開催

10・27～ 29 ｢原発いらない福島の女たち｣に呼応する県庁前座り込み

11・20 ～ 2014・2・19 「〈越境〉ネット」（註②）セミナー「地域自治

体と原子力災害対策／原子力規制行

政」 計 3回開催

12・10 「さよなら志賀原発！七尾集会」

とデモ

富山駅前で（4・10）

富山市内デモ（6・11）

さよなら志賀原発！（12・10）

反原発キャラバン（8・21） 小矢部市長申し入れ（8・16）

滑川市長申し入れ（8・26）

魚津市長申し入れ（8・26）

後半

《腰を落ち着け、県内自

治体と向き合う》

各地域自治体が「原子力

災害対策」をどうするかが

原発再稼働をめぐる大きな

焦点になるとみさだめて行

動を起こす。夏から秋にか

けては、県内に 15 ある市・
町・村をたずねて廻る「反

原発県内キャラバン」を敢

行。11月からは「安全協定」
「原子力防災」についての

連続セミナーを開催。富山

と能登をつなぎ越境しあう

｢越境する原子力災害対策／

原子力規制行政を求める住

民ネット・富山｣（略称｢〈越

境〉ネット｣）の活動を開始

する。
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２０１２年

列島各地へ

3・25 「大飯原発 3、4号機『再稼働』に慎重な
判断を求める市民

集会」（福井市）

5・27 「大飯原発再稼働阻止・全国集会」（福井

市）

6・17 「大飯原発再稼働反対全国集会」（福井県

庁前）

6・30～ 7・1 オキュパイ大飯行動

7・13 初めて官邸前行動に参加

7・15 「再稼働阻止・全国相談会」（中央区浜町

区民館）

7・16 「さようなら原発 10 万人集会」（共産党
系も）（代々木公園）

8・18/19 再稼働阻止全国ネットワーク（略称「阻
止ネット」）準備会発足 「ストップ伊方原発

再稼働 とめよう大飯原発 8・19 松山行動 in
愛媛」

11・9 官邸前行動参加 アピールポイントでア

ピール

11・10 「阻止ネット」結成集会（文京区民会館）
11・11 「反原発

1000000 人大

占拠」（三者合

同企画）芝公

園

12・ 8 「もんじ

ゅを廃炉へ！ 全国集会」（福井）

12・9 阻止ネット・西日本交流会

《全国の動きと、能登／富山をつな

ぐ右往・左往が始まった》

6 月から 7 月にかけて反／脱原発の
運動状況が大きく揺れ動く。オキュパ

イ大飯の闘いや、官邸前行動の盛り上

がりを受けて、「再稼働阻止全国ネッ

トワーク」が発足の準備に向かう。地

域間の交流にとどまらない集中した力

の形成への試みが始まった。｢命のネ

ットワーク」「反原発市民の会・富山｣

も、この動きに加わっていく。

能登でも、9 月の羽咋市役所前での
テント行動を経て、「安全協定」を足

がかりとした各自治体への働きかけが

始まりかけた。「〈越境〉ネット」とし

ても、富山県に対し、2 度にわたって
原子力防災に関する「私・たちのパブ

リックコミットメント」を提出。全国

各地の動きや取り組みをフォローしつ

つ、夏から秋にかけて県内全 15 市町
村の歴訪を行い、自治体としての取り

くみ姿勢を問うた。

「阻止ネット」をはじめとする全国

的な動きに、能登と富山をつなげたい

と、行きつ戻りつを繰り返す、まさに

右往左往状態への突入期だった。

さよなら10万人集会（7・16）

阻止ネット結成集会（11・10）

オキュパイ大飯チラシから
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２０１２年 は能登での取り組み
能登／富山で

1・29 「〈越境〉ネット セミナー」

2・12 富山県東部の市民運動グループ・個人が集まり「命

のネットワーク・呉東」（註④）発足する

2・18 「命のネットワーク」第 2回総会 講演：浅田正文

さん（避難者）

3・21 「〈越境〉ネット」県知事あての質問書（第 1 弾）
提出

4・11 「〈越境〉ネット」私・たちのパブリックコミット

メント（その 1）提出
4・13 「〈越境〉ネット」北陸電力へ要望書提出

4・26 「命のネットワーク」「安全協定」問題で氷見市、

七尾市、中能登町、羽咋市の 4市町に申し入れ行動
5・11 「〈越境〉ネット」私・たちのパブリックコミット

メント（その 2）提出
6・9 「石川県・富山県合同原子力防災訓練」（第 1回）の
監視行動に志賀町、羽咋市へ

8・17 ～ 9・3 「〈越境〉ネット」として県内 15 自治体を
歴訪。アンケートへの回答を尋ねる

9・1 ～ 9・12 「命のネットワーク」羽咋市役所前で「座

り込み・テント村行動」を続け、「安全協定」を促す決

議を市議会に求める

9・30 「福島原発告訴団・北陸」金沢／富山で集会

10・21 能登・金沢・富山から参加し、志賀町全戸ビラ入

れ

11・14 「命のネットワーク」、「安全協定」問題で七尾市

に要請

セミナー（1・29）

セミナー（2・19）

羽咋市庁前座り込み（9・3）

告訴団説明会（９・30）

羽咋市庁前座り込み（9・3）

告訴団説明会（９・30）
告訴団説明会（９・30）
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２０１３年

列島各地へ
1・26/27 阻止ネット・全国合宿（たんぽぽ舎）

5・18/19 阻止ネット・柏崎応援ツアーに参加

6・2/3 対規制委交渉と国会大包囲行動に参加（東京）

6・23~25 阻止ネット・松山合宿。伊方現地も訪問

6･29/30 阻止ネット・「大飯 1 周年行動」の集会とデモに
参加 （小浜市・おおい町）

7・8 対規制委「安全審査」受付抗議行動に参加（東京）

7・28/29 阻止ネット・川内原発相談会に参加（薩摩川内

市内及び川内原発ゲート前）

8・24/25 阻止ネット・再稼働阻止討論集会（たんぽぽ舎）

12・7/8 「2013 もんじゅを廃炉へ！全国集会」への参加
後、福井の反原発運動グループと交流

《阻止ネットは模索が続き、

能登は停滞状態となる》

年明けから再稼働に向けた

「安全審査」申請への動きが続

く中、4 月の能登・羽咋での合
宿を含め、「阻止ネット」によ

る列島各地での集会、行動、合

宿が毎月のように連続し、その

ほとんどに参加した。いくつか

の原発が一番手として取りざた

される中、どこに、どのように

力を集中すべきかを見定めるた

めの模索が続いた。

一方、志賀原発をめぐっては、

建屋直下の断層に対しての北陸

電力による調査→再調査→再々

調査がズルズルと続けられた。

問題の基本的な構造に変わりは

ないのに、県や市町村といった

自治体は様子を見合うばかり。

反対運動側もこれを打破してい

くことができず、停滞を余儀な

くされた。

阻止ネット羽咋合宿で （4・13）

大飯を止めろ 全国集会（6・29）

伊方原発ゲート前 （12・1）
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２０１３年

能登／富山で
1・22 「〈越境〉ネット」が富山県に質問書を提出

2・23 「命のネット」第 13回定期総会
記念講演「福井からの報告」（話し手：山崎隆敏さん）

3・25 「〈越境〉ネット」が「私・たちのパブリックコミットメント」

をめぐり、県と交渉

4・13/14 阻止ネット・

羽咋合宿。合宿の参

加者で現地ビラ入れ

も行う

6・15 志賀原発前で「3・11」後、初のデモ行進
7・15 「命のネット・呉東」主催・講演会

「元東電社員が語る福島の現在」（話し手：吉川彰浩さん）

9・9 「命のネット」が志賀原発現地周辺に新しい看板の設置を開始

（10月下旬までに 3枚完成）
10・13 「命のネット・呉東」主催・講演会

「「３・１１」と向き合い続ける」（話し手：矢部史郎さん）

11・16 富山・石川合同避難訓練の監視行動でオフサイトセンターへ

11・30~12・2 「伊方原発再稼働反対・松山大集会」に「命のネット」

から 10人参加。八幡浜の「伊方の家」も訪問

羽咋合宿 （4・14）

現地赤住 新看板

《阻止ネットは闘い

の拠点として伊方

の家を設ける》

ようやく秋頃

から狙われてい

るのは伊方原発

ではないかとし

て、闘いの拠点

となる「伊方の

家」を八幡浜市

内に設け、 11
月の集会に全国

の結集を図る。

それに応じて能

登・富山からも

10 人以上が参
加し、全国の力

に引き寄せられ

るようにして、

ようやく停滞打

破への動きが始

まった。
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２０１４年

列島各地へ
1・18~20 阻止ネット・｢再稼働阻止のための全国相談会｣

（たんぽぽ舎）と対規制委交渉に参加

3・9 福井県鯖江市での「３・11 メモリアルアクション─
原発のない新しい福井へ」に参加

3・15/16 阻止ネット・全国相談会（鹿児島市）と「３．

１６さよなら原発 かごしまパレード！」に参加

4・21~25 「川内の家」で現地応援（元双葉町長の井戸川

克隆さん講演会の準備・手伝い等）

4・26/27 阻止ネット・全国相談

会と合宿に参加（京都市）

6・12~15 鹿児島県庁前行動と阻

止ネット・全国相談会（鹿児島

市）に参加

7・2/3 環境省前での「女たちのダイイン行動」と阻止ネ

ットの事務局会議（東京）に参加

7・25/26 阻止ネット臨時会議（東京）で「全国リレーア

クション」を提起。また、官邸前での「金曜行動」にも

参加

8・3~9 「全国リレーアクション・九州要請行動」（福岡

→鹿児島）に参加

8・26/27 阻止ネット事務局会議（東京・亀戸中央公園）

と対規制委交渉

9・23 「さようなら原発 全国大集会」（東京）に参加

9・27/28 川内原発阻止鹿児島行動（川内原発ゲート前及

び鹿児島市天文館公園）

11・5 ～ 7 鹿児島県議会と県知事

の川内原発再稼働同意への反対

行動に参加

〈この項続く〉

薩摩川内講演会で（4・22）

鹿児島県庁前テント（11・7）

《「阻止ネット」は川内に集

中、能登では30km自治体に

迫る》

年明け早々に再稼働一番手が、

川内原発にしぼられ、「阻止ネッ

ト」は薩摩川内市内に「川内の

家」を設けることに。9 月には
原発敷地近くの海岸にテント村

を出現させ、いよいよ「臨戦態

勢」に移行していく。

私も、この時期は、3月、6月、9
月とうち続く鹿児島／川内現地

での集会・デモ等への参加だけ

でなく、4 月に「川内の家」へ 1
週間弱の現地応援に出かけた。

さらに「全国リレーアクション」

と名付け、全国からメッセージ

幕を携えて応援しようと「阻止

ネット」に提案し、そのための

協力を求めて 8 月に九州各地を
廻った。

一方、能登では、停滞状況を

何とか打ち破るべく、30km 圏の
自治体への要請行動をようやく

実現させることができた。「命の

ネット」が中心になって、これ

まで働きかけてこなかった周辺

自治体にもアンケートを行い、

全部で 11 の市・町を訪ねて、各
首長にその答えを求めた。今後

は、この取り組みを足がかりに

テーマをしぼった上で、さらに

個々の自治体に迫ると同時に、

より広い、地域を越えたつなが

りを模索していきたいと思う。
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２０１４年

能登／富山で

3・1 「命のネット」第 14回定期総会
記念講演「活断層の上に立つ志賀原発」（話し手；児玉一

八さん）

3・8 「命のネット」が志賀原発反対小屋前で凧揚げと「風

船飛ばしプロジェクト」を行う（以後、毎月実施）

5・14 「命のネット」が原子力規制委志賀事務所へ初め

ての抗議・申し入れ

5・25 「命のネット」主催・講演会

「『フクシマ』からの報告」（話し手：黒田節子さん・原

発いらない福島の女たち）

6・7 「命のネット・呉東」主催・講演会

「福島第一原発過酷事故の実態 炉心溶解から汚染水漏

洩まで」（話し手：山崎久隆さん・たんぽぽ舎）

6・21 「能登女ネット」主催・講演会

（話し手：武藤類子さん・原発いらない福島の女たち）

7・14 「〈越境〉ネット」が富山県に質問書を提出

（7・30に回答）
7・23~8・23 「命のネット」が 30km 圏自治体行動を石川
・富山の 11市・町自治体に対して行う

8・13 「命のネット」が北電の「安全審査」に対して北電

本社と志賀規制委事務所に抗議

9・15 「命のネット」が 30km 圏自治体要請行動の「総括
会議」開催

11・2～ 3 国主催志賀原発避難訓練の監視行動とアンケー

ト調査

風船飛ばしプロジェクト （3・8）

規制庁前抗議行動（8・27）

風船飛ばしプロジェクト （3・8）
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〈この項続く〉

北電前ランチタイム行動 (毎水曜）

要請行動 報告（10・4）
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報告

川内原発 再稼働阻止 全国リレーアクション
反原発市民の会・富山 藤岡 彰弘

１ 発端
2014 年６月１３日、「川内原発再稼働に反対する鹿児島県庁前行動」の終了
後、鹿児島市内で「全国阻止ネット」主催の「全国相談会」が開催されまし

た。約７０名の参加者で、近づく再稼働に反対し、現地を応援するアイディ

アについて話し合いました。その場で私から提案したのが、「全国リレーアク

ション」という企画です。

全国集会という、いわば用意された「場」にただ参加するのではなく、そ

こに、それぞれの地域で取り組んでいる行動やアクションの「躍動感」や「持

ち味」を持ち寄ることはできないだろうか。

全国から現地に集まるのは容易ではない。だから、その「持ち寄る」とい

う行為を列島の北から順にリレーしてつなげていって、最後に鹿児島に届く

という具合にできないか。そう考え、持ち寄るものを具体的な形にするとい

う意味で、川内現地の人々へのメッセージを書いた横幕をシンボルとして提

起したのでした。

その横幕作りになるべく多くの人が参加し、リレーで多くの人の手を介せ

ば、たとえ、実際に鹿児島の集会に参加できずとも、充分全国からの現地へ

の激励と再稼働反対の意志が現地で表されることになる、そう考えたのでし

た。

２ 圧縮
「全国リレーアクション」の企画は｢再稼働阻止全国ネット｣の事務局会議

で諮られ、実施が決まりました。

しかし、実行に移す段になって、準備不足、発信力不足により、残念なが

ら各地を「リレー」して横幕を申し送りしていくことは無理だと判断せざる

を得なくなりました。

「リレー」にこだわったのは、たとえ地域が隣接していても、運動相互の
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交流が必ずしも活発でないという「全国」の実体があり、そこに風穴を開け

る意味で、各地が横幕をつくり、隣接地域のアクションの場にそれを持ち込

んで手渡し、イベント的にリレーしていくことで、その「勢い」を鹿児島に

まで持ち込みたい そう考えたからです。

しかし、結果的には横幕のリレーはほとんどなく、「アクション」の意味も

大幅に圧縮されました。せめて、作った横幕を使ってなんらかのアクション

を各地で行い、そのときの様子と共に現物を送る。動画でも画像でもいい。

それを鹿児島現地で見てもらい、連帯の熱い思いを感じてもらおう 「リ

レー」が無理ならせめてそれくらいはしたいと思ったのですが、画像をアッ

プしたのは、私・たち「反原発市民の会・富山」だけだったようです。

結局、「全国リレーアクション」の活動の中身として残ったのは、全国各地

から、連帯の思いを表すメッセージを描いた横幕を、９月２８日の｢ストップ

川内原発再稼働９・２８全国集会｣に送ってもらうということだけになってし

まいました。

３ 要請
それでも、鹿児島現地になるべく多くの地域から横幕を寄せてもらうこと

に価値があると考え、そうしてもらおうと決めました。趣旨に賛同し、自ら

要請行動に出ることを志願された山田和秋さんが７月１６日に北海道、東北

に向けて出発。柏崎、泊、大間、女川、福島、東海の各原発現地をバイクを

駆って要請に廻りました。

私の方は、宮崎県の黒木和也さんに案内してもらい、８月３日からの５日

間で、福岡、長崎、佐賀、大分、熊本、鹿児島の順に九州各地を廻り、各地

で運動を担う方々に、横幕の持ち寄りを要請したのです。

その後も山田さんは浜岡、大阪、広島と精力的に各地を廻り、私の方は、

富山、石川、福井の各運動グループに声をかけて廻りました。

結果、最終的に集まった横幕は、34枚となりました。

４ 展開
全国各地から届けられたり、直接鹿児島に持ち込まれた横幕は、一部を集
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会前日の全国相談会の会場に張り出しましたが、本格的に展開できたのは、

９月２８日当日の午前中の川内原発ゲート前行動から

でした。

抗議行動のさなか、まず集まった人たちに、横幕を

手に持ってもらうようお願いし、残ったものは、道路

向い側のガードレールにずらりと並べ、ガムテープで

固定していきました。

午後１時から、鹿児島市中心部にある天文館公園で行われた｢ストップ川内

原発再稼働９・２８全国集会｣ いわば、ここが本番です。しかし、全ての

横幕を展開できそうなスペースがなかなか見当たりません。やっとみつけた

ステージ下の階段状スペースに、開始直前になんとか展開。７０００人が集

まったこの集会。ステージ近くの人たちしかよく見えなかったかもしれませ

んが、なんとか集まった横幕をすべて展開するこ

とができました。

ただ、その後のデモ行進には、もちだした横幕

を私自身が責任を持って回収できないと判断し、

集会で展開したものと、集会中に集まったものと

を箱詰めにし、展開行動を終えました。

５ 総括
その後、箱詰めにした横幕を鹿児島現地から富山に送っていただき、一枚

一枚をあらためて確認し、こちらで画像として記録。また、今後のデモ行進

時にも使いやすいよう、約半数の横幕を三枚一組とし、縫い合わせたり、補

強したりしました。そして、横幕の作成、送付にかかわってくださった方々

に、私の方でお礼の手紙を送り、ようやく、いつでもまた鹿児島に持ち込め

る状態にしました。

さて、当初企画した｢全国リレーアクション｣ですが、先にふれたように｢リ

レー｣の意義も｢アクション｣の意味も途中で置き去りになってしまったと言わ

ざるを得ません。この原因は、一義的にはそもそもの提案者である私自身が

この企画にどう関わり、どこまで担うのか態度をはっきりさせず、中途半端

な形で｢再稼働阻止全国ネット｣の事務局会議に、この企画の事務局的役割を

お願いしてしまったことにあると反省しています。しかし、同時に、このこ

とにより、｢再稼働阻止全国ネット｣が事務局機能の弱さゆえ、全国への発信

力／波及力がまだまだ足りないのだということが、はからずも露呈したので

はないかと思います。
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私がこのことにこだわり、あえてここまで言及するのは、「リレー」や「ア

クション」は叶わずとも、全国から寄せられた横幕という現物が、手元に存

在するからです。私・たちの呼びかけに応じて、鹿児島現地への連帯の熱い

思いを届けることに賛同してくれたグループが全国にあり、その思いを込め

た現物がこちらの手元にあるというのに、その思いの熱さに応じた扱いを、

呼びかけた側の私・たちは、はたしてできているのか、という問いに、強く

突き動かされているからです。

今回のことを教訓とするならば、今後こういった企画については｢再稼働阻

止全国ネット｣とは連携しつつも、独立した企画としてプロジェクトチームを

立ち上げ、役割分担を明確にし、予算的な裏付けもきちんとするべきだと思

います。

ということで、「全国リレーアクション｣は、ここでいったん区切りとした

いと思います。寄せていただいた横幕の今後の活用主体については、私が責

任をもって提起し、川内原発再稼働阻止の運動を側面から応援するという趣

旨に沿って、別の名称で活用していきたいと思います。

どうか今後ともよろしくご協力ください。
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檄 再稼働反対

経産省前テントの皆さん

泊原発の廃炉をめざす会
なくそう原発・核燃 あおもりの皆さん

女川原発に反対する皆さん 東海第二原発再稼働に反対する住民一同

月蝕歌劇団
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のとじょネット

すべての原発をとめよう伊豆半島住民連合会

経産省前テントの皆さん

横須賀核燃料監視グループ

各地から寄せられた声

命のネットワーク・富山
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とやま市民放射能測定室
反原発市民の会・富山

さよなら原発福井ネットワークいしかわ｢１１人の会｣(避難者・支援者の会)

富山県平和運動センター
さよなら！志賀原発ネットワーク
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大阪に集った人々から 愛媛・松山と｢平和行進｣の皆さん

広島原水禁大会 会場からの声 さよなら原発島根ネットワーク

全国各地から｢平和行進｣で
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脱原発大分ネットワーク さよなら原発 佐賀連絡会

鹿児島市のみなさん

鹿児島から

姶良市の皆さんから

長崎県民医連の皆さん
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鹿児島からの声

薩摩川内市からの声

ピース・アクト出水

宮崎県からの声
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11月7日

「鹿児島県知事 川内原発再稼働同意表明」に怒る

2014年11月7日を忘れてはならない
n 県議会の議場を圧した傍聴席からの｢ＮＯ！ 再稼働｣のどよめきを

n ドタバタと田舎芝居を演じ続けた知事と議会、演出した安倍政権を

n 一方で踏みつけにされ、顧みられなかった〈フクシマ〉の叫びを

はっきりしていた敵の弱点
n 避難は余儀なくされるのに周辺市町村には再稼働についての｢発言権｣すらな

いという矛盾点

n いちき串木野市や姶良市などの鹿児島県内、さらに列島各地で拡がる｢発言

権｣を求める住民の声の高まり

n 周辺市町村の声に耳を傾けない県知事、避難計画の審査をひたすら回避する

原子力規制委員会、両者の責任逃れに終始する姿勢

その弱点を突き崩せなかった反／脱原発運動
n 弱点をさらす敵に対して、運動の力を結集して対峙する〈前〉線を形成しきれな

い反／脱原発運動の弱さ

n 再稼動反対をシングルイシューとしてしか取り組めず〈列島の未来〉の問題とし

て政治を引き寄せきれない力量不足

11月7日を新たな〈はじまり〉の日へ
n 何よりもまず、この列島上の反／脱原発運動全体の弱さと力量不足をはっきり

見すえること！

n その上で敵の政治パフォーマンスをはねのけ、もう一度敵の弱点をみさだめ、

そこに運動を集中し、大胆に政治を運動の側に引き寄せていく、新たな〈前〉線

の形成をつくりだそう！

n 11月7日を、その〈はじまり〉の日と位置づけ、〈フクシマ〉へ折り返していくこと

の〈はじまり〉へとつなげよう！
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◎ あとがきにかえて

この３年半の「右往左往」の中で、それでもいくつもの貴重な出会いと交流の深まりを得るこ

とができました。その一つが、何と言っても「原発いらない福島の女たち」の名のもと、列島各

地へと踏み出してきた女性たちと知りあえたことです。

出会いはちょうど「再稼働阻止全国ネットワーク」が発足する頃にさかのぼります。私の「右

往左往」の足取りとも何度も交差し、とうとう能登にまで来ていただくことができました。

そのような彼女たちとの出会いに背中を押されるようにして、この 9 月 21 日のラウンドテー
ブル「〈フクシマへ〉折り返す」を企画し、さらには、「〈フクシマから〉の女たちの横行 東

奔西走図」を作成しました。それらを、私の「右往左往」の記録と共に、このように一冊の冊子

にまとめることができたことを、大変うれしく思います。また、あつかましいお願いにもかかわ

らず、ご協力いただいた皆さんと、いくつもの出会いに感謝致します。

さて、先頃の福島県知事選挙では、自民党・民主党・公明党・社民党等の相乗り候補が当選し

ました。いわば、カタカナの「フクシマ」を脇に追いやって「復興」だけを強調する、ひらがな

の「オールふくしま」が勝ちを得たということなのでしょう。しかし、この選挙結果にこそ、「フ

クシマ」の問題を、やむなく福島に住む人たちや、やむなく「避難」している人たちだけの問題

にキリツヅメることを認めてしまい、はっきりと敵を名指せないでいる、反／脱原発運動全体の

ありようが反映されているのではないでしょうか。

「復興ふくしま」は、まさに安倍首相の言う「美しい国日本」にリンクしており、それに対し

てどのような日本列島像を対置できるのかが、私・たちに問われているはずです。その問いにき

ちんと向き合うことができなければ、「ふくしま」の中で「フクシマ」を生きる人たちや、そん

な中でも果敢に声を挙げ続ける人たちと、本当の意味で出会ってはいないということなのだと思

います。

「再稼働を阻止すること」と「〈フクシマへ〉折り返すこと」 この二つは、安倍が引きず

り込もうとする「未来」をきっぱりと「拒否」し、列島の新しい未来図を描き出そうとしている

という意味では、通じ合っています。しかし、だからこそ、それぞれの「拒否の〈前〉線」をき

ちんと形成していかなければ、結局は分断されてしまうのではないか。今回の選挙結果は、それ

を端的に表しているようにも思えます。

「福島の女たち」は、果敢に全国へと踏み出しています。では逆に、「全国」から〈フクシマ

へ〉は、どう踏み込めているのでしょう。川内原発の再稼働を巡って事態が急迫していく中だか

らこそ、私はこの問いを胸に持ち続け、さらなる歩みを続けていくつもりです。





刊行物案内

　生・労働・運動ネット　富山
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             No. １　（2013・7）
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             No. ４　（2014・5）
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ＺＩＮＥ・２　2014・秋
　　　〈フクシマへ〉折り返すことにむけて
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