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配布チラシ
①女の子チラシ（首都圏連絡会）
②統一チラシ（首都圏ネットワーク）
③老朽原発敦賀２号廃炉 裏面敦賀関連新聞記事（首都圏連絡会）
④青森県を核のゴミの最終処分地にさせない
（「青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地としない条例条例」制定を求める県民の会）
⑤六ケ所再処理工場は動くだろうか？（核燃料廃棄物搬入阻止実行委員会）

行動内容
日時：2021.12.10 17:30～18:15
場所：青森駅前公園
参加人数：７人
マイク街宣とスタンディング、チラシ配布

行動特色
12.11当日は地元の行動および講演会が重なったので、前日
の12.10の金曜日行動を拡大して、青森駅前公園で行いまし
た。青森駅のすぐ横の海からの寒風が吹きすさぶ中でのアピー
ルとなりました。
東海第二原発についてのマイク街宣と、統一行動のために作成した「東海第二原発動かす
な！」「核のゴミ増やすな！」の２種類のプラカードを掲げてスタンディング
青森では首都圏原発といってもなじみが薄いので、前回同様、青森県むつ市にある日本原電
が出資するむつ使用済み核燃料中間貯蔵施設との関連からアピールしました。
青森駅前とは言え、寒くて人通りも少なく、皆さんポケットに手を入れているのでチラシの受け
取りはあまりよくありませんでした。

感想と次回(第３波)に向けての提案等
東海第二原発の統一行動は９月に続き２回目でした。
青森県内には林立する軍事施設を縫うように核施設が存在します。六ヶ所再処理工場ほかの
核燃サイクル施設、大間原発と東通の３つの原発、むつ使用済み核燃料中間貯蔵施設と、タイ
プの異なる問題が山積みで、いつもこれらの課題で手一杯です。
しかし老朽原発の問題も、核燃サイクル政策と並ぶ全国的に大きな課題なので、この行動が定
期的に続くのは青森市民にとっても、青森で活動している私たちにとっても大事なことだと思い
ます。
ただ、そうは言ってもやはり首都圏の原発については当地ではよく知られていないので、前回
も今回も一人が提案をして、話し合いで参加を決定しています。今回はその際に仲間に読んで
もらう、東海第二原発の問題点と行動の必要性をコンパクトにまとめた呼びかけ文があればと
思いました。
次回からはその都度、行動提起を文書に綴ってMLで呼びかけていただければ、地方の組織の
中でも提案がしやすいかなと思いました。

行動団体名：原発なくそう！核燃いらない！
あおもり金曜日行動

日時：2021年１２月1０日（金） 17:30～18:15
場所： ：青森駅前公園
行動責任者：小熊ひと美
行動参加人数：７名

青森
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新潟

行動団体名：NAZEN新潟
日時：2021年１２月1１日（土） 1３:30～1４:３０
場所： ：新潟駅万代口
行動責任者：山口元子
行動参加人数：１０名

NAZEN新潟
新潟では､新潟駅万代口で13:30～14:30までスタンディグ・リレートーク・東京電力には原発
を動かす資格はありません！ 東京電力・柏崎刈羽原発の｢設置許可取消し｣ を求める署名を
10名で行いました。署名数は32筆｡出張できているという東京の若い男性や福島県二本松市
出身だという女性が駆け寄ってきて署名したり､新潟市在住の2名が｢署名を集めてくれる｣ と
署名用紙を持って行きました。２００７年の中越沖地震が原因で原子炉建屋に隣接する施設を
地中で支えるくいの損傷が発見され､くい約１８００本が直接点検されていないことが9日にマ
スコミに報道されたばかり｡私たちの安全・安心な未来の社会のためには東京電力に原発を運
転させることはできないと訴えました。(行動責任者：NAZENにいがた山口元子）

福島

NAZENふくしま
本日､天候にも恵まれ予定通り､東海第二原発再稼働反対の統一行動を行いました。
１２時～13時３０分に福島駅東口歩道で、15人が参加しました。 幟旗１０本 再稼働反対・
署名板、署名４６筆。 バンドマイクを使ってリレーアピールをしました。 福島､人通りは少な
いのですが15人の参加で活気のある行動になりました。1時間で帰った人もいたので集合写
真は9人です。責任者、高橋です。

行動団体名：NAZENふくしま

日時：2021年１２月1１日（土） 1２:０0～1３:３０
場所： ：福島駅東口歩道
行動責任者：高橋
行動参加人数：１５名
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感想と次回(第３波)に向けての提案等
紅葉シーズンは終わったが、世界遺産２社１寺周辺は若い人を中心に思っていた以上に
観光客でにぎわったうえ、観光バスなど行き交う車両も途切れがない現場状況だった。
「日光の会」などの参加者が駐車場を見つけるのに一苦労するほどの混雑ぶりだった。それ
だけ「東海第二原発いらない」をアピールするには、またとない機会となった。

この日の参加者は「日光の会」だけでなく、告知を知って下野市の「環境を考える会」会員
２人や小山市に住む「全労連」役員も参加。参加者は２３人を数えた。前回「第一回」は「日光
の会」会員１１人の参加だったが、この２倍以上の参加者となり、大いに盛り上がった。

行き交う車両は「宇都宮」「那須」はもちろんだが、相変わらず「品川」「練馬」「足立」「世田
谷」などの首都圏のほか、「群馬」「水戸」など北関東からが目立った。この日は児童・生徒ら
を乗せた観光バスが次々と通っていったのも特色か。私たちが横断幕を示しながら手を振
ると、観光バスの車内からたくさんの手を振り返す姿が見られた。

スタンディングアクションを終えた直後の「さよなら原発！日光の会」役員会では、「せっか
くの機会を使って、次回以降、併せてシール投票もできないか」という提案があった。観光客
らが原発問題をどのように考えているかを示すひとつの方法として、採用することを決めた。
次回以降の「金曜行動」「第三回一斉行動」で実施することにした。

栃木

行動団体名：さよなら原発！日光の会
日時：2021年１２月1１日（土）
場所：日光市・神橋付近
行動責任者：富岡洋一郎
行動参加人数：２３名
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行動団体名：群馬さよなら原発アクション
日時：2021年

場所：高崎駅西口
行動責任者：
行動参加人数：5名

群馬 茨城

行動団体名：
日時：2021年１２月1１日（土）PM４：００頃
場所：日立駅前
行動責任者：軍司道男
行動参加人数：２名
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茨城

行動団体名： 12.11一斉行動牛久
日時：2021年１２月11日（土）15～16時

場所： JR牛久駅前東口
行動責任者：清水瀞
行動参加人数：１４名

行動内容
12月11日(土)JR牛久駅前東口にて 15～16時
牛久の3団体から13名と取手から1名が協力して駅前行動を実施した
◆東海第二原発廃炉牛久の会 (12／10金曜行動でも駅前行動 )
◆原発いらない牛久の会
◆公害・地球環境問題懇談会

行動特色
のぼり、横断幕、プラカードを持ってのスタンディング
詩人金子つとむさんは詩篇の配布と木内みどりさんのメッセージテープを流す

今回は新しい立て看板「もう帰って来られない『避難』したいですか。ＮＯ!」
だから「東海第二原発の再稼働はやめて」そして「原発はいらない」ことを訴えた。

感想と次回(第３波)に向けての提案等

若い世代が東海第二原発の危険性を知らないので知らせる工夫
→ 若い世代の人が訴えないと、年寄りの訴えを若い世代は聞かない

次の参院選対策を始めないとならない

参加者
牛久金曜行動の皆さん(福島、佐藤、長谷川、清水) ・ 取手の金子さん
原発いらない牛久の会(藤田、黒須、杉森、小熊、中川、青柳、橘高、髙橋、中村）
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配布チラシ：統一チラシ「声をあげよう 東海第二原発はいらない」
道沿いのスタンディングのため、数枚しか配れませんでした。

行動内容：12月11日（土）13：00〜14：00（国道6号線沿い）14：30〜15：30（ウエルサイト
ショッピングモール脇）横断幕、プラカード、ノボリを使用、7名参加。
行動特色：前回同様スタンディング、車に向かって「手を振る」。

感想と次回(第３波)に向けての提案等
前回9月に初めて街道沿いで行ったところ、駅頭よりも通行量が多く反応もよかったため、今

回は2箇所でスタンディングしました。
「手を振ってアピールする」ので、目立つように白い手袋で行いました。
「なんだろう？」と見てくれますし、中には会釈を返してくれたり手を振ってくれるドライバーもい
ます。窓を開けて大きく手を振ってくれた人もいました。

デモやスタンディングは「参加している人」と「見ている人」の間にいつも温度差を感じます。そ
こに繋がりを持たせるために手を振っています。もし手を振って返してくれたらその人も「参加」
して一体感が生まれますし、反応があればもちろん私たちも嬉しいです。最初はメンバーも気
恥ずかしかったようですが、今回はみんなで手を振って和やかにアピールできました。「やって
る方も楽しく」がモットーです。今はマスクの下の「笑顔」ですが、マスクを外せる時が来たら「笑
顔で手を振る」がポイントですね。早くその日が来て欲しいです。

行動団体名：石岡 平和の会
日時： 12月11日（土）13：00〜14：00、14：30〜15：30
場所：国道6号線沿い、ウエルサイトショッピングモール脇
行動責任者：齋藤 和男
行動参加人数：７名

茨城
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行動団体名：
日時：2021年１２月1１日（土）PM１２：３０～１３：３０
場所：
行動責任者：
行動参加人数：７名

茨城
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茨城

行動団体名：
日時：2021年9月11日（土）1５:00～1６:00
場所： TX
行動責任者：
行動参加人数：２１名



配布チラシ：判決リーフ、大地震が起きたらどうしようチラシ(脱原発ネットワーク茨城)
行動内容：マイク街宣、チラシ配布
行動特色
前回と同じ場所で、土曜日の昼下がりではあったが前回よりは人通り少
なかった感じ。チラシは80枚弱程度の受け取り。集まれた人数は半減した。
感想と次回(第３波)に向けての提案等
前回集まれた人に呼び掛けたが、都合ついた人が減り、前回の8人と比べて半減の、
今回は4人での行動となった。新しい人に声を掛ける段取りが、もっと必要。

茨城

行動団体名：茨城県竜ケ崎市・市民有志
日時：202２年１２月11日（土）
場所：ショッピングセンター・サプラ
行動責任者：披田信一郎
行動参加人数：４名

ショッピングセンターの前で‘再稼働阻止’を訴えた

配布チラシ：原発いらないNEWS
行動内容：毎月１１日（月命日）に駅頭などで宣伝

感想と次回(第３波)に向けての提案等
毎月１１日に駅頭などでチラシ配布やマイクを使っての署名の訴えなどを実施しています。１
２月１１日は桶川駅西口での行動で１２０枚のチラシを配布しました。
今回は写真がないのですが参加は８人でした。
毎月の駅頭宣伝行動は土日祭日の場合は１１時から、平日の場合は１７時から横断幕やポ
スターなどの宣伝物と手作りチラシとマイクでの訴えです。
今回のチラシは裏面に首都圏連絡会のチラシコピーで実行しました。

埼玉

行動団体名：原発いらない市民会議/埼玉
日時：202２年１２月11日（土）
場所：桶川駅西口
行動責任者：佐々木正人
行動参加人数：８名

配った首都圏連絡会のチラシ 11
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埼玉

配布チラシ：「東海第二原発はいらない」（最新）と「えっ！知らなかったの」２種類
行動内容：11日午後２時から3時浦和駅東口で14人参加（写真は11人）
行動特色
数人が交替でスピーカーで東海第二の問題を訴えつつビラを配る

感想と次回(第３波)に向けての提案等
当日は天気も良く人出も多かったのですが，やはりなかなか受取りがはかばかしくなかっ
たという感じです。でも時々立ち止まってビラを配布する仲間に話しこんで行く人もいまし
た。私が話しているときも，女の子を連れた婦人が傍で首肯きながら聞いていました。何か
質問がありますか，と聞くと原発の問題に関心があるということだったので連絡先を聞いて
おけばよかったと思いました。
今回は横断幕があったので何の街宣か前回よりよく伝わったのではないかと思います。
浦和の東口は不動産屋が看板を立ててチラシ配りをしていたり、路上スポーツをするもの
もあったりでにぎやかでしたが、それなりに訴えることが出来たのではないかと思っていま
す。事前の再稼働反対埼玉連絡会の会議では、街頭行動ではシール投票とか署名集めと
かいろんなことを組み合わせた方がよいのではないか、また持続的定期的にやることが必
要なのではないかということが話し合われました。
次回の行動までに街宣の場所なども含めて皆で話し合って具体化していきたいと考えて
います。

行動団体名：再稼働反対埼玉連絡会､九帖の会・さいたま
日時：202２年１２月11日（土）
場所：浦和駅東口
行動責任者：菅井益郎

行動参加人数：１４名
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14：00～集会（55名参加） 15：00～駅前商店街パレード
15:30～16:30平和を願う音楽とスピーチ 成功しました。

埼玉

行動団体名：さようなら原発越谷連絡会
日時：2021年9月11日（土）1４:00～１６：３０
場所：越谷駅東口
行動責任者：
行動参加人数：５５名

原発なくせ！千葉アクション
千葉の12.11行動です。
千葉駅前で11時～12時 演説、署名集め リーフ配布１１人参加、署名26筆、
水戸判決リーフ２００枚
9月より多い人数で行えました。
責任者：久木野

行動団体名：原発なくせ！千葉アクション
日時：202１年１２月11日（土）11時～12時
場所：千葉駅前
行動責任者：久木野
行動参加人数：１１名

千葉
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千葉

行動団体名：東日本大震災被災者支援

日時：2021年１２月11日（土）13:30～15:00
場所：
行動責任者：
行動参加人数：12名
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配布チラシ：水戸地裁判決チラシ、太田和美新市長の『再稼働は望まない』答弁チラシ
行動内容：チラシまき、署名、リレートーク
行動特色：一斉行動

感想と次回(第３波)に向けての提案等
１2月11日14時から1時間半、柏駅西口でアピール行動を実施しました。青空が広がる天気
のもと、10月31日に柏市長に当選したばかりの太田和美新市長の『東海第二原発再稼働は
望まない』答弁(12月9日の第4回柏市定例議会にて)を道
行く皆さんに紹介しながら、いっしょに再稼働に反対しようと
呼びかけました。参加者は12名(3団体と個人)。チラシは約
160部受け取ってもらう事が出来ました。（過去の実績と比
較しても決して悪くない数字です。）今回は一斉行動の主催
団体：首都圏ネットワークのメンバーの方が自主的に作成・
販売してくれた綺麗な横断幕を利用、また、同様にやはりメ
ンバーの方が作成した号外チラシ（太田和美新市長答弁を
紹介）を利用させていただきました。どちらも一斉行動参加
者に大変好評でした。なお、マイクで｢号外です｣と言って、チ
ラシをまいたら道行くひとのアンテナにピンと響くようで、チ
ラシの受け取りが良くなることを発見しました。
マスコミの方も2社取材いただきました。ぜひこれからもみ
んなで協力してこの運動を継続、拡大し、東海第二原発の再
稼働を止めましょう。

千葉

行動団体名：

日時：2021年１２月11日（土）13:30～15:00
場所：
行動責任者：
行動参加人数：12名
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配布チラシ：オリジナルチラシ

行動内容
チラシまき、リレートーク、署名集め、一斉行動横断幕
前日１０日に一斉行動の呼びかけに連帯して参加しました。
行動特色：私たちは2011年3月の福島原発事故のあと、柏市及びその周辺の市民有志が集
まって、2012年8月以来、毎週金曜日を街頭アピールの日と決め、原発依存の社会を変えよ
うと訴える活動をしてきました。参加人数は概ね１０人程度です。第１回(9/11)一斉行動の際
は、柏駅南口の一斉行動に合流しましたが、今回は前日１０日（金曜日）の金曜行動を一斉行
動に連帯して行うことにしました。普段の訴えと合わせ、特に来年の再稼働の恐れのある東海
第二原発の危険性を訴えました。なお、この日は447回目の柏駅前東口金曜行動でした。

感想と次回(第３波)に向けての提案等
柏駅東口、金曜の夕方と言うこともあり、人通りは多いですが急ぎ足の方も多く、なかなか訴
えが届いているかどうか不安に思いながらも原発に対する問題意識を高めたいと行動してい
ます。今回第２回一斉行動に参加し、ぜひ今後も同じ思いの皆さんと協力しながら行動して行
けたらと思っています。

行動団体名：
日時：2021年１２月1０日（土）
場所：
行動責任者：

行動参加人数：1０名前後

千葉



配布チラシ
①東海第二原発差止訴訟原告団／首都圏ネットワーク発行のリーフ《2021年3月18日
水戸地裁は 「東海第二原発を運転してはならない」と命じました》

②当会発行の「東電・東葛支社前アクション通信」の「号外」（柏市長が「東海第二原発の再
稼働はしないことが望ましい」と議会答弁したことを写真
入りで報じた。
③当会が毎月第３金曜日に行っている「東電・東葛支社前
アクション」に配布している「通信」
の11月号（「東海第二原発はキケン原発」を知らせる内

容／東電HDへの「柏崎刈羽原発
の再稼働を断念することを求める要求書）

行動内容
流山市にの「おおたかの森自由通路」でスピーカーによ
るアピールとチラシ配布と署名（「東海第二原発22年8～
9月の再稼働に反対します」の署名呼びかけ）：署名者数
は15筆。
行動特色
前回とほぼ同じですが、新たにディズニー映画「モンスタ
ー・インク」のサリーの着ぐるみが登場したこと。新たに「横
断幕」が使えたこと。
今回は、12月9日に柏市議会で内田ひろき市議の質問に対して、この10月31日の選挙で
当選したばかりの太田和美市長が「東海第二原発は再稼働しないことが望ましい」という答
弁を報じたチラシを作ることができたこともよかった。このチラシは別途添付します。
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千葉

行動団体名：｢原発止めよう！東葛の会」
日時：2021年１２月1１日（土）
場所：流山おおたかの森・自由通路
行動責任者：日下部信雄
行動参加人数：1０名

サリーの着ぐるみが一斉行動を盛り上げた スピーカーで再稼働阻止を訴えた



配布チラシ：『え！知らなかったの？ あなたの近くのキケン原発！ それが東海第２原発』（首
都圏連絡会発行）
行動内容：チラシ配布と署名の呼びかけ（３筆）
行動特色：
感想と次回(第３波)に向けての提案等
１１日(土)１７時～１８時。スタッフは１０人。
小張さんから送っていただいた横断幕を改札正面に掲げる。チラシ『え！知らなかったの？
あなたの近くのキケン原発！ それが東海第２原発』（首都圏連絡会発行）１４２枚配布。
土曜日のためか、乗降客が少ない。
今回初めて参加してくれたH・Hさんが次のような感想を寄せてくれた。
当初は老若男女を問わず１人としてビラを受け取らず、大いに落胆した。無関心。自分に無関
係と思っているようだ。根気よく続けていたが、そのうち特に若者を中心にパラパラと反応が
あったが、全体としては鈍い。彼らにより強く訴えていくためには、アプローチの仕方を考える
必要があるのではないか？即ち、直感的に理解できるビラの書き方や、直感的に理解できる
話し方、接し方等々。

配布チラシ：首都圏ネットの７月チラシ、新しいチラシ
行動内容：JR本八幡駅南口 １３時から１４時
行動特色： 21名の参加（他の会場からの出入り含む）マイクでアピール。替え歌も。

千葉 本八幡駅での行動報告します。
当初、北口を予定していましたが、先客があり、南口に変更。他の行動ポイントからの参加
者を含めると、２１名になりました。
・千葉県原発訴訟の原告と家族を支援する会
・東電の刑事責任を追及する会 他
＊＊＊＊＊＊＊
「東海第二原発いらない!」市川の会
山口

千葉

行動団体名：「東海第二原発いらない!」市川の会
日時：2021年１２月11日（土）13:０0～1４:00
場所：JR本八幡駅南口
行動責任者：上野通子
行動参加人数：２１名

千葉

行動団体名：放射能汚染から子どもたちを守る会・野田
日時：202１年１２月11日（土）1７時～1８時
場所：野田市・梅郷駅
行動責任者：皆川純麿
行動参加人数：１０名

18
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チラシ
小張さん作成の三つ折りちらし、首都圏連絡会議の「女の子」のチラシ、会独自の定例ビラ
内容・特徴・感想
私たちはいつもの東電千葉支社前の「１１行動」をかねて、１２時から１３時までの一時間、１１
名で一斉行動を行いました。
二つの共通ビラのほかに、「東海第二原発いらない！第二波一斉行動 古くて危険な東海
第二原発 改ざん、隠ぺいの日本原電」と三段見出しをつけた定例ビラをセットしてまきました。
東電のまわりに、いろどり豊かな小張さん作成の横断幕を張り、５本ののぼり旗を立て、「東海
第二を動かすな」「汚染水を海に流すな」などのボードを並べ、「女の子」ビラの裏面の東海第
二の危険を描いたイラストの拡大コピーを首にかけ、視覚からも訴えました。「原発なくせ！千
葉アクション」や千葉の避難者原発訴訟を支援する方の参加も得て、シュプレヒコールや
ショートコールをはさみながら、マイクを交代してそれぞれの思いを訴えるリレートークを行い
ました。裁判では避難者を前に「賠償金を払いすぎた」と言い放ち、これ以上一円も払わない
と居直りながら、再稼働のためには２２００億円以上の資金を投入する東電に、改めて怒りを
叩きつけました。私たちの行動は、日本原電と一体の東電への抗議と道行く人への訴えが
半々で、多くの人に東海
第二の危険を訴えるにはまだまだ工夫が必要と感じました。
特筆すべきは、参加者の半数の人が、時間差で行われた二つの行動に連続して参加したとい
うことです。一斉行動ならではの展開でした。
地震が多発しています。何としても東海第二の再稼働を阻止し廃炉にするため、声を上げ続
けましょう。

千葉

行動団体名：忘れまい３・１１！反戦・反原発の会/千葉
日時：2021年１２月11日（土）
場所：東電千葉支社前
行動責任者：中井はるみ
行動参加人数：１１名
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配布チラシ
タイトル、そのチラシの作成団体名、そのチラシの主旨など首都圏ネットワークのチラシ
行動内容
チラシや署名用紙やその他の告知物などを使ってどのような行動をしたか反応など京成成
田駅前に「すべての原発 再稼働反対！」というのぼりを２本立てて、反対同盟の伊藤信晴さ
ん、宮本麻子さんを先頭に、決戦本部に集う仲間、計13人で12時～13時までチラシ配布と署
名集めを行いました。署名は前回の倍の20筆を集めることができました。
天候も穏やかで昼時だったこともあってか、署名への反応やビラの受け取りも良かったと思
います。成田での行動ですが、今回の署名は地元の方よりも、東京をはじめ、千葉、習志野、
船橋、八千代など首都圏地域の住所が目につきました。
地元・香取市の方は「台風の時は大変な思いをした。あの時、地元じゃないとすぐ喉元過ぎ
れば熱さを忘れちゃうって思ったけど、原発もそう。それじゃあダメなのよね」と言って署名して
くれました。
行動特色（その行動のコンセプト(主旨)及び目的(その行動によっ目指した目的など)
反対同盟は沖縄、福島など「国策」と闘う人々との連帯を掲げており、原発についても「全て
の原発再稼働反対」をスローガンに掲げています。東海第二原発はお隣の茨城だから身近な
問題でもあります。首都圏ネットワークの趣旨に賛同し、決戦本部で討議して行動に参加して
います。

感想と次回(一斉行動第３波)に向けての提案等
今回は統一行動の時間と私たちのスケジュールが重なったため、時間をずらして取り組みま
した。時間をずらしてでもやって良かったと思います。12時～13時という時間は、かえって良
かったかもしれません。人出は多くはありませんでしたが、その割には足を止めてくれる人、会
話してくれる人が多く、再稼働の問題を直接伝えることができました。

千葉

行動団体名：三里塚芝山連合空港反対同盟（決戦本部）
日時：2021年１２月11日（土）１２：００～１３：００
場所：京成成田駅前
行動責任者：伊藤信晴（この日の行動責任者）
行動参加人数：１３名
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配布チラシ：オリジナルチラシ ２００枚ほど
行動内容
12月9日（木）午後3：30～4：30の間、新鎌ケ谷駅頭での街頭宣伝をしました。第二回目の
一斉行動の一環として「東海第二原発再稼動反対」の訴えをしました。
行動特色
第二回目の一斉行動の一環として「東海第二原発再稼動反対」の訴えをしました。水戸地裁
で「運転してはいけない」の判決が出るほど防御が出来ていない（避難計画ないのと同じ状
態）こと、40年を超え老朽化した原発、1400ｋｍのケ―ブルの不燃化が出来ていないこと、民
間住宅ほどの耐震性もない東海第二原発が事故を起こしたら原発から100ｋｍの鎌ケ谷市も
多大変なことになると訴えました。”再稼動絶対反対！”
当日は「戦争をさせない1000人委員会鎌ケ谷」と「九条の会鎌ケ谷・この指とまれ」が毎月第
二木曜日に共催で実施している街宣にのせて実施しました。岸田政権の軍事拡大路線の危険
性（敵基地攻撃能力をもちGDPの2％＝11兆円の軍事予算）、更に改憲推進（戦争する国へ）
に対し平和主義を実現するためにも声を上げていこうと市民に訴えました。23名の参加。リレ
－ト―クと200枚ほどのチラシまきをしました。いろいろな立場から訴えることが出来ました。

千葉

行動団体名： 「戦争をさせない1000人委員会鎌ケ谷」
日時：2021年１２月９日（土）1５:３0～1６:３0
場所：新鎌ケ谷駅頭
行動責任者：藤代政夫
行動参加人数：２３名



行動内容
東海第二原発いらない首都圏一斉行動 参加
12月11日 15：00～16：00。天気晴れ。京成ユーカリが丘北口
参加スタッフ18名。リレートーク、チラシ配布は約150枚、署名集めは41筆、でした。
今後、二次集約日まで、署名活動は継続予定です。
毎月第三金曜、京成臼井駅南口で原発ゼロ・温暖化防止の宣伝活動（6～7名で）をしていま
す。

佐倉・原発問題を考える会 代表
佐倉市江原台2-22-18 清水鉄治 090-9383-5229

配布チラシ：「東海第二原発はいらない声を上げようチラシ」を配布
行動内容：チラシ配布、トラメガでアピール、横断幕、のぼり旗
行動特色：リレートーク

感想と次回(第３波)に向けての提案等
市議と市民でマイクを回し、２時間リレートークを行なった。道ゆく人が２名署名に協力してく
ださった。
ただ、多くの人が無関心で通り過ぎて行くことが心配。成田市は東海第二から80kmの距離
にあるが、自分事として捉えられない人が多く、どのようにして関心を持ってもらえるのか、今
後の課題。

千葉

行動団体名：原発はいらない成田の会
日時：2021年１２月11日（土）
場所：JR成田駅参道口
行動責任者：会津素子
行動参加人数：約１０名

千葉

行動団体名：佐倉・原発問題を考える会
日時：2021年１２月11日（土）１５：００～１６：００
場所：京成臼井駅南口
行動責任者：清水鉄治
行動参加人数：１８名
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2021/12/11首都圏一斉行動 報告 安房小湊から館山 走りました
by ひろせ 2021/12/12

「東海第二核電いらない 首都圏一斉行動」に参加しました。前日まで59か所と案内され
ていたので、僕の分も加えてもらって60か所になるのかな。千葉・外房線系としてはどうして
も外房線の駅から走り始めたかった。でも、2時からの館山の会場には時間内に走り込みた
いし、というので、あれこれ迷って、結局、上総興津駅より2つ先の安房小湊駅から09:30に
走り始めた。（軟弱路線です。）
小湊の駅前でドラム缶を組み立てていたら、「どこまで走るのですか。がんばって」と声を掛
けられた。元気百倍。アピールできたということ？ドラム缶の骨の向きや輪っかの位置等々大
分工夫した。だから準備に20分位使ってしまった。風もないし、お日様一杯だし、絶好のサイ
クリング日和。海を左手に見てのんびり走った。ウインドブレーカーも脱いで、大田の30km
連帯のヒブスだけにして走った。鴨川から先で仁右衛門島入り口のあたりに坂があっただけ。
あとは余り凸凹はなし。楽勝のはずなのに、何か自転車が重かった。南三原駅の先で線路を
超える前におにぎりを2つ食べたら少し回復。お腹が空いていただけだったかも。13時には
館山駅着。なんだこれなら勝浦駅からだって走れたのに、とは後付けの話。初めての道だっ
たのだから、これで良しとしないとね。
館山駅前でのアピール行動は、電車から降りてくる人バスから降りてくる人へのビ
ラの配布。スピーカーで歌とアピール。「話しますよ。」と前日に言ってしまったので、話したけ
れど。やっぱ下手。それでも、延々時間をもらったので、人家の近くにある原発であることや、
古い原発であること、90万人の避難なんてできないこと等々トツトツとしゃべらせてもらった。
それにしても駅を通る人の少ないこと。電車で来るのは高校生と旅行客。生活している人
は皆車を使っているとのこと。街頭に立つって、都会と同じに考えてはいけないね。都会では
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千葉

行動団体名：
日時：2021年１２月1１日（土）9:００～１３：３０
場所：
行動責任者：広瀬

行動参加人数：1名

ないやり方でやらないとね。
それと、ビラを受け取ってくれる人の少ないこと。受け取ってくれる人の比率で言えば都会よ
り良いのだと思うけど。どうして、何を言っているのか聞いてみよう、と思えないのだろう。原発
反対の人の方が圧倒的に多いのにね。配り切れなかったビラは駅近でポスティング。ビラを配
っている人からは受け取らないけれど、ポストに入っているビラなら読むって不思議だよね。
東海村でのビラ配りまたやりたいね。
以上



千葉

行動団体名：
日時：2021年１２月1１日（土）１４：００～
場所：
行動責任者：

行動参加人数：

行動内容
「とめよう東海第二原発」横断幕と手描きプラカード数点を掲げ、道行く通行人の目にうっ
たえる。
〇2021年1月16日開催の「講演会」/満田夏花さん「終わりなき原子力災害」の案内ちらし
を配布80枚。参加を呼び掛ける。
〇マイクを片手に3人それぞれが以下のポイントなど代わる代わる説明
・JR亀有駅まで110キロの東海第二原発の危険性と水戸地裁の運転差し止め判決の周
知

・福島原発事故の被害・被ばく・避難者の実際
・原発のそのものの構造物としての元来の問題点/危険性
など

行動団体名：
日時：2021年１２月11日（土）
場所：
行動責任者：
行動参加人数：１０名
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東京
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配布チラシ：愛称「女の子のチラシ」
行動内容：マイクアピール、横断幕、のぼり旗、チラシ配布
感想と次回(第３波)に向けての提案等
愛称：「女の子」ビラのねこちゃんのセリフ…
『ぼくも安心して暮らしたいよ』のチラシを通行の市民に紹介
◎ 12月11日(土)ＪＲ亀戸駅北口は
、晴れ、風も穏やか、絶好の「東海第
二原発いらない！再稼働やめて！」
第２回一斉行動日和りでした。
参加者は９名。
駅前を通る市民に配布するビラは、
「えっ！知らなかったの？あなた の
近くのキケン原発！」(愛称：「女の子」
ビラ)です。
前回の９・１１第１回一斉行動の時よ
りも受け取りがよかった。
(うれしい！、第１回は雨もあり受け
取ってくれる人が少なかった)
◎ この日の行動で感心したのは、参加メンバーの１人がマイクでアピールした内容です。
この方は、その日初めて「女の子」ビラを読んで、その紹介をしました。
「女の子が、かかえているねこちゃんのセリフ…『ぼくも安心して暮らしたいよ』－と言っていま
す…原発事故による放射能被害を心配しています」というように、ビラの内容をていねいに通
行する市民に訴えていました。

東京

行動団体名：さようなら原発1000万署名・江東
日時：2021年１２月1１日（土）１２:００～１３：００
場所：ＪＲ亀戸駅北口
行動責任者：小山芳樹

行動参加人数：９名

活動内容
署名30筆
被爆者の方の署名あり｡。
近隣の活動家の方が1名、ゼッケンをつけて参加して下さいました。
話になった方、「竜ケ崎市だから東海原発の危険性は知っていた」「近場の人は知ってた
がほとんどの人はあまり存在を知らない」とビラを見て署名してくれました。また、「申し訳な
いけど東海第二の工事を下請けで10前くらいに携わった」という人が署名し､「あれは古い
原発だ」と言っていました。被ばく者の方が署名してくれました。参加してくれた青年労働者
が職場の仲間と偶然出会い話になるということもあり、盛り上がりました。
反応は良かったです。

東京

行動団体名：NAZEN江戸川
日時：2021年１２月11日（土） 1１:00～1２:00
場所：亀戸駅前
行動責任者：佐藤賢一
行動参加人数：１１名



スペース21と申します。第2波行動の報告です。

12.11東海第二原発いらない ！第２波一斉行動at巣鴨
今回は、どこにしようかと散々迷った挙句にわれわれの年齢に見合ったイメージかもしれな

いと巣鴨駅前をセレクト。ここは、前回実施のアルタ前での雰囲気とは大違いで、署名担当や
ビラ配布の仲間らが子どもらや家族連れそれに老人らに紛れるような雰囲気の中で情宣。「グ
ラグラ揺れる列島に原発危な～い」「原発や火力から再生可能エネルギーにシフトしましょう」
「東海第二の再稼働工事をやめさせましょう」「皆さん声をあげましょう」などと語り掛けるよう
訴えた。中には話し掛けてくる通行人も。一時間ほどで署名５筆とビラは約100枚配布できた。
終了後、次回もここ“巣鴨”でいこうと皆の意見は勿論一致した。
さて、同じころ東海第二原発にもっと近い野田市では、「放射能汚染から子どもたちを守る

会」呼びかけの一斉行動にも私たちのメンバーが参加して訴えた。
スペース21（大畑義博）
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東京

行動団体名：スペース21
日時：2021年１２月1１日（土）
場所：巣鴨駅前
行動責任者：大畑義博

行動参加人数：５名

東京

行動団体名：
日時：2021年１２月1２日（日）
場所：王子駅前
行動責任者：
行動参加人数：５名
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東京

行動団体名：
日時：2021年１２月1１日（土）
場所：北千住駅
行動責任者：

行動参加人数：５名

東京

行動団体：緊急会議
日時：2021年１２月1２日（日）
場所：有楽町線・江戸川橋駅
行動責任者：
行動参加人数：５名
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NAZENいけぶくろ報告
時間：11時から12時30分。場所：池袋西口。参加人数：10名。署名：25筆。責任者：櫛淵
署名者-埼玉県の住人だけどこれは重要､話ながら署名。東海第二リーフ、署名。
「とめよう戦争への道！百万人署名運動」の方たちとのコラボで行ったので会見反対署名も一
緒に行いました。

東京

行動団体名：NAZENいけぶくろ
日時：2021年１２月1１日（土）１１:００～１２：３０
場所：池袋駅西口
行動責任者：櫛淵

行動参加人数：１０名

アクション：デモ行進
行動内容
日時：12月11日 13:00～14:00
場所：銀座(日比谷公園中幸門から東電前を通って銀座一丁目の小さい公園までのデモで
す。)
参加人数：11名
行動特色
私たちは六ヶ所村再処理工場に反対して毎月の定例デモを行ってきている｢首都圏市民の
集い｣です。六ヶ所村再処理工場のアクティブ試験開始(2004)以来撤退を求めて毎月デ
モと経産省前アピールをしてます。
今日は参加11人で、再処理止めよう！とともに｢東海第2原発いらない｣首都圏ネットワー
クの一斉行動に賛同して｢東海第2原発動かすな｣もアピールしました。
もちろん私たちは脱原発や東電福島原発事故のアピールもしているので、今月のデモは、
東海第2いらない！の一斉行動に連動することにしました。少人数ですが、銀座の街を行く
人たちに、マイクからの響く声で山椒のようにピリリと存在感を示せたのではないかと思っ
てます。

東京

行動団体：再処理止めたい首都圏市民の集い
日時：2021年１２月1１日（日） 13:00～１４：００
場所：銀座
行動責任者：小川
行動参加人数：１１名
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配布チラシ：原告団三つ折りチラシ／小張さん作成チラシ
行動内容：原電本店前でのアピール 通行人に対してのチラシ配布

1)郵政ユニオン内の脱原発プロジェクトチームで労働者(組合)も一斉行動に参加し、

東海第二をとめる行動に参加できないかを検討。
現役の社員は午後の活動は勤務の関係で制約があり、
シルバーユニオン、郵政労働運動を交流誌の発行を通じて活動している「伝送便」編集員会、
さらにピースサイクルの仲間に呼びかけ、本店前でアピールすることになりました。
労働組合のナショナルセンター「連合」が、脱原発運動の足を引っ張り、
労働組合が中々、声を出せない現状の中で、
組合旗を掲げアピールする行動ができたらいいなという気持ちからの呼びかけでした。
(2)当日、原電本店前にはとめよう東海の横断幕２本、原発ゼロ1本、龍の絵柄の横断幕1本、
組合旗3本 ピースサイクル1本 東海1本、ピースのドラム缶を設置。
トラメガでのアピールでは、福島原発事故の収束作業に従事した池田実さん
(伝送便編集委員・郵政4.28不当処分最高裁勝利判決原告)も加わり、アピールしました。
(3)当日、ジョニーＨさんも駆けつけ、歌でアピール。
急遽、東電前で動画を撮影してくれている高地さんも参加し、ツイキャスで実況中継。
郵政関係者以外の方も加わり、12名の参加で15時~15時45分まで45分間のアピール行動
をやり遂げました。
チラシ配布は土曜日で一通りが少なく2種類合わせて40枚ぐらいでしたが、
近所の小学生の男の子が一人でずっと私たちの行動を見守ってくれていました。

東京

行動団体名： PRO

日時：2021年１２月1１日（土）１5:００～１5：45
場所：日本原電前

行動責任者：
行動参加人数：１２名

(4)今回、ジョニーＨさんの歌で始まりましたが、始まってすぐ(2.3分)に30代の男性がク
レームを言いに来ました。彼の主張は「土曜日で原電が休みの日に、なぜ、あなたたちはこん
な行動をやるのか。近所迷惑だ。何のために、誰に向かってやっているのだ。こんなやり方で
は支持されないぞ」というものでしたが、7.8分のやり取りをして彼は引き上げていきました。
警備員は1人だけ奥のほうで見ているだけの対応。トラブルにはなりませんでしたが、始まっ
て間もなくのクレームでしたので普通の住民の対応とは思えない感じでした。

感想と次回(第３波)に向けての提案等
ツイキャスでの動画配信、ご検討願います。
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12.11一斉行動・記録シート
行動団体名：たんぽぽ舎
責任者名：柳田真(㊵㊶ ㊷)

配布チラシ：３種をセットにした。（首都圏連絡会作成の「女の子のチラシ」、首都圏ネットワーク
作成の「水戸地裁判決チラシ」、小張さん作成の「東海第二原発はいらない声を上げようチラ
シ」）

行動内容：３種セットのチラシ配布、トラメガでアピール、横断幕、立て看板、のぼり旗
場所・ＪＲ御茶ノ水駅３ヶ所(お茶の水橋口、聖橋口、千代田線出入り口前)
行動特色：
感想と次回(第３波)に向けての提案等
東海第二原発いらない－首都圏ネットワーク第２波行動
１２/１１（土）第２波行動－たんぽぽ舎４ヶ所で奮闘

柳田真(とめよう！東海第二原発首都圏連絡会・たんぽぽ舎）

○東海第二原発いらない・首都圏ネットワークの第２波行動に、たんぽぽ舎は現在のもてる全
力で取り組んだ。
第１波（９月11日）は３ヶ所であったが、第２波（12月11日）は４ヶ所で実施した。かつ御茶ノ
水駅の３ヶ所は実施時間を75分とした。その概略の速報です。
じつは一週間前に大阪・福井の集会へ精鋭隊８人余を派遣していたばか
りなので、正直いって“疲れ気味”でやっとこさの面もあったのだけれど…

○12月11日（土）の４ヶ所行動
・千代田区ＪＲ御茶ノ水駅「御茶の水橋口」 14：00から15：15 

たんぽぽ舎 23人
・千代田区ＪＲ御茶ノ水駅「聖橋口」 14：00から15：15 

たんぽぽ舎 9人
・千代田区ＪＲ御茶ノ水駅「千代田線口」 14：00から15：15  

たんぽぽ舎 6人

◆たんぽぽ舎聖橋口の報告
横田朔子(たんぽぽ舎ボランティア）

急に冷え込んできた東京だが、今日は快晴で風もなくポカポカ陽気で、行動参加者の足取
りは軽かった。
私の担当は「聖橋口」で、参加者は９名。
マイクアピールと３種類のビラをセットにして配布。署名活動も行った。

今回やって良かった点は、
(1)山崎久隆さんがアピールを一手に引き受け、誰にでも分かるようにゆっくり、短く、くり返
してとても聞きやすかった。
(2)ビラの受け取りは前回よりさらに良かった。
例えば親子連れの場合は子どもに「ママ(パパ）に読んでもらってね」と優しく声かけしながら
ビラを渡すと、ほとんどの子どもが受け取ってくれた。
また、最初はビラを受け取らなかった若い女性が、マイクアピールを聞いたあと、自分から
ビラを取りに来て熱心に読んでいた。
さらに、通行人の若い男性がビラまきのメンバーに「原発が全部止まったら日本の電気は足
りるの？」「原発はコストが一番安いんじゃないの？」と質問し、15分会話して「自分ももっと
勉強します」と帰って行った。
参加者の感想として、「この行動はとても有意義だ。原発のことを余り知らない人々に働き
かけ、考えてもらえるキッカケになる。抗議集会も大事だが、こう言う行動はぜひ続けたい」と。
参加者全員の核心につながったと思う。

東京

・文京区ＪＲ水道橋東口 橋の上 15：30から16：30    
東海第二原発に反対する有志 4人

ＪＲ御茶ノ水駅の実施時間は1時間15分とした（15分延ばした）。まいたビラの数は３点セッ
トで300枚強でした．（計900枚）マイクは３台、のぼり旗は８本、立て看板は７枚（白倉さん
作）、横断幕は６枚（馬場さん作）などなど。
たんぽぽ舎単独の力でなく、応援として「日本・朝鮮－未来への扉－」の６人と山谷労働者３
名など日ごろのたんぽぽ舎活動のつながりのグループも加わってもらった。写真班は２名。
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配布チラシ
３種をセットにした。（首都圏連絡会作成の「女の子のチラシ」、首都圏ネットワーク作成の
「水戸地裁判決チラシ」、小張さん作成の「東海第二原発はいらない声を上げようチラシ」）
行動内容：３種セットのチラシ配布とスタンディング。４名参加。
行動特色： 後楽園のイベントがあり、通行人はとても多かった(チラシ受け取りは少ない)

東京

行動団体名：東海第二原発に反対する有志（たんぽぽ
舎の講座会議メンバー）

日時：2021年１２月1１日（土）１５：３０～１６：３０
場所：文京区ＪＲ水道橋東口・橋の上

行動責任者：冨塚元夫
行動参加人数：４名

東京

行動団体：
日時：2021年１２月1１日（日） 13:00～１４：３０
場所：
行動責任者：
行動参加人数：３名



★中野実行委員会の松代です。中野駅北口で実施した一斉行動の報告をいたします。
１４時に私が司会を務めて開始、１５時までの一時間おこないました。参加者は、７名。小張さん
に作っていただいた横断幕を背景にリレー・トークを行う中で、訴訟団作成三つ折りビラ・女の
子のリーフレット・小張さん作成ビラをセットにして透明のビニール袋にいれて道行く人に配りま
した。
■内容ー⇒リレー・アピール（４名）：むとう有子（中野区無所属区議会議員）・吉田明子さん（国
際NGO環境団体Foe Japan）・中野区民の男性・松代修平（とめよう！東海第二原発首都
圏連絡会）

■配布チラシ枚数：６０セット（小張さん作成ビラ・女の子リーフレット・訴訟団三つ折りビラ）小張
びら２０数枚
①リレー・トークは、松代が来年の１２月にも再稼働が画策されている東海第二原発は東北大
地震の時にあわや福島第一原発と同じになりかけた老朽被災原
発でひとたび事故を起こせば東京にも放射能雲が襲い、避難をし
なければならなくなるなど、その危険性・問題性を総論的に伝え、
FoE Japanの吉田明子さんは、１１月に中野区がカーボンゼロシ
ティ宣言をしたことを紹介ながら、電力の自由化によって使用する
電力を 選べるようになったことなど地域や生活に密着した話でア
ピール。中野区無所属区議会議員のむとう有子さんは、チェルノ
ブイリ原発事故から一貫して反原発を訴えてきたこと、福島原発
事故によって故郷を追われた人々が区内の都営住宅で困難な生
活を強いられたことなどを紹介、原発を動かしてはならないと訴え
ました。また、区内在住の男性は、政府が原発は二酸化炭素をだ
さないクリーンなエネルギーと喧伝していることについて、原発か
ら海に排出される温水が生態系にダメージを与え、また海に閉じ
込められている二酸化炭素を空気中に放出する海温め装置だと
気候変動にかこつけて原発再稼働にまい進する政府と電力会社を批判しました。
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前回は、杉並実行委員会に合流をさせていただいての参加でしたが、今回からは中野実

行委員会として東海第二原発再稼働反対を訴えました。事前の確認では、参加予定者は８
名でしたが、体調不良や急な所用で５名となり少し不安な気持ちになりましたが、杞憂に終
わりました。なんと！たんぽぽ舎のメルマガ会員だという中野区在住の男性と国際NGO
環境団体FoE・Japanの主要なメンバーである吉田明子が三歳半の息子さんを連れて参
加してくださいました。
中野駅北口は普段は、

チラシの受け取りが悪く
２時間で１００枚程度しか
さばけないので すが、
６０セットのチラシは３５分
ほどでなくなり、あとは予
備の統一チラシでしのぐ
嬉しい結果でした。

東京

行動団体名：中野実行委員会
日時：2021年１２月1１日（土）１４：００～１５：００
場所：中野駅北口ひろば
行動責任者：松代修平

参加人数：7名



東京

行動団体名：杉並実行委員会
日時：2021年１２月1１日（土）１４：００～１５：００
場所：阿佐ヶ谷駅南口
行動責任者：けしば

行動参加人数：６名

NAZEN杉並
阿佐ヶ谷駅南口にて12時～13時 参加15名 署名４１筆
リーフ独自ビラセット（約１００セット強）・金曜行動ビラ等
リレートーク・署名・水戸判決リーフ・独自ビラで駅前に
出ました。
署名取りに４～５人・皆でビラ配布とスタンディングとト
ークを行いました。
トークでは東海第二再稼働するな！と併せて福島原
発の放射能汚染水海洋投棄反対！・福島は終わって
いない！も訴えました。福島出身の仲間もマイクを握
りました。
独自ビラは表は東海第二再稼働するな！、裏には汚
染水海洋投棄反対・福島は終わっていない！ 「黒い雨判決」を活かそう！としました。
前回より足を止める人が多い感じです。話し込んだ方との名刺交換もありました。
試みにカンパ箱を置きましたところ、何人かの方が、こちらがお願いしなくてもカンパを入
れて下さいました。
署名数も1時間の阿佐ヶ谷駅前では多い方です。手応えありです。今後具体的な行動を
提起してゆくような宣伝にしてゆきたいと思います。（NAZEN杉並・飯塚）

東京

行動団体：NAZEN杉並
日時：2021年１２月1１日（日）12:00～１3：0０
場所：阿佐ヶ谷駅南口

行動責任者：
行動参加人数：１５名
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● 3・11反原発福島行動へ

●海を奪うな！福島第一・放射能汚染水の海洋投棄絶対反対！
政府は､福島県民・全国民・全漁業者・世界の人々の反対の声を踏みにじって福

島第一原発｢(放射能)汚染水の海洋放出｣を関係閣僚会議で決定しました(4月17日)｡
岸田首相は就任早々､福島第一原発を視察し､｢汚染水の海洋放出は先送りできな

い課題｣とし､｢関係者の理解なくしていかなる処分も行わない｣とした約束を反故に
して､｢海洋放出｣強行を宣言しました｡陸上保管等､他の実現可能な方法を排除して
行われる｢海洋放棄｣は｢責任の投棄｣です｡太平洋地域の全ての住民・漁業者に長期
にわたる被ばく・内部被ばくによる健康被害を強制するものです｡

●福島は終わっていない！ふるさと返せ！国・東電は責任をとれ！
岸田首相は福島市内で｢復興なくして日本の再生なし｣と発言しました｡政府の言

う｢復興｣とは｢福島原発事故をなかったこと｣にすることにほかなりません｡国も東
電も被爆・放射能汚染の責任を一切取っていません｡政府の主導のもと福島県県民
健康調査委員会は甲状腺検査の縮小に大きく舵をきりました｡｢基本調査(外部被爆
線量調査)｣に事実上終止符が打たれました｡広島の｢黒い雨｣裁判では､75年にわたっ
て健康被害をもたらします｡福島での｢被爆｣健康被害との闘いは始まったばかりで
す｡

●広島「黒い雨」判決､「内部被爆｣を認めた勝利判決を活かす！
20年7月､広島で｢黒い雨｣裁判が勝利・確定しま

した｡判決には｢黒い雨による内部被爆｣について､
｢黒い雨の降る空間には放射線微粒子が充満するた
め､雨に打たれても打たれなくとも呼吸による内部
被爆がもたらされる｣と明記されています｡また､汚
染した農作物や水による内部被爆も挙げられていま
す｡呼吸と飲食という人体活動全てが被爆となると
いう指摘です｡広島の被爆者の粘り強い闘いが､初め
て司法に｢内部被爆｣を認めさせました｡さらに､判決
では被爆者の認定にあたっては「『疑わしきは申請者の利益に』という方針で臨む
べきである」と述べています｡福島第一原発事故による被爆と健康被害を巡っても
これを駆使して勝たなければなりません｡東海第二運転差し止め訴訟水戸判決では､
避難できないとの判決がなされました｡
黒い雨判決と水戸判決を活かして全ての原発再稼働阻止へ闘おう！

東海原発いらない！再稼働するな！

●水戸地裁一審「運転差し止め」判決！東京高裁へ！
21年3月､東海第二原発運転差し止め裁判で水戸地裁は､「実現可能な避難計画及びこれを
実行し得る体制が整っているというにはほど遠い」「放射性物質の生命､身体に対する深
刻な影響に照らせば､何らかの避難計画が策定されていればよいなどといえるはずもな
い」として「運転差し止め」判決を下しました｡「避難できない」という画期的判決で
す｡広島での「黒い雨訴訟」での「内部被ばく」を認めた勝利判決とともに､今後の編原
発の闘いに画期をなすものです｡日本原電は東京高裁へ控訴しました｡闘いは東京高裁へ
移ります｡東京高裁での「具体的危険性」と「避難計画」をめぐる闘いとなります｡

●再稼働へ向けた工事の中止を！
東海第二原発は運転開始から43年経過した老朽原発､3・11で被
災しかろうじて事故を免れた傷んだ施設です｡原電は､規制委員
会による「新基準適合」をたてに､実現可能な避難計画もないま
ま､再稼働へ向けた工事を強行しています｡すでに「使用前検査」
に入っており､22年秋には燃料を装荷して「原子炉を起動＝再稼
働」しようとしています｡

●東京電力・日本原電に原発を動かす資格なし！
日本原電は敦賀2号機の審査で地質データを都合の良いように書き換え・改ざんしていた
ことが発覚しました｡東京電力は柏崎・刈羽原発でずさんな工事が次々と発覚していま
す｡東電福島第一原発では汚染水の海洋投棄を強行しようとしています｡原電は東電から
の資金援助がなければ成り立たない会社です｡

●東京・首都圏で東海第二原再稼働反対の大きな声をあげよう！
東京は東海第二原発から100～150km圏内です｡福島原発事故では220km圏の千葉県や東
京都内への深刻な被害は免れません。東海第二再稼働反対の大きな運動を東京―首都圏
で作ってゆきましょう｡工事中止を求める署名(呼びかけ・東海第二原発いらない！首都
圏ネットワーク)を広げよう！

●フクシマを繰り返すな！被爆から命守れ！すべての原発今すぐなくそう！

NAZEN・東京(全ての原発いますぐなくそう！全国会議・東京)
東京都杉並区天沼2-3-7-2A TEL：090-6658-1544(北島)
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東京

行動団体名：
日時：2021年１２月1１日（土）
場所：新宿
行動責任者：

行動参加人数：8名

8
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配布チラシ：統一チラシ「声をあげよう 東海第二原発はいらない」、水戸判決のリーフレット
行動内容：12月11日（土）13：00〜14：00  JR大井町 阪急前
横断幕、プラカード、ノボリを使用、6名参加。
マイクでアピール、一人が署名取り８筆、チラシまき ３０枚
感想と次回(第３波)に向けての提案等
署名をして頂いた方にプラカードの写真を見せると、「相馬でしょ」「浪江でしょ」と地名を
言ってくださる方や、「屋根に放射性物質が積もって流れ、雨どいの下を区議さんに測って
もらった」「飼っていた猫2匹が血液の癌で死んでしまって可哀想だった」など話になりまし
た。
前回は秋葉原でやりました。人が多い割には、人との距離感が遠かったのですが、今回は、
地域に入っていけてる感じで、なかなか良かったです。
大井町に住んでいる友人からちょうど街宣をやっている時間「そばを通った、『原発』って
言葉が聞こえた」と聞き、短い時間でも、マイクなどを使いアピールすると大勢の人に影響
を与えるることが出来る！とこの統一行動の意義が確認できました。
しかし、課題も見えてきました。署名に応じてくれた方は、少し年配の方々です。小さなお
子さんや、若い方たちは、「何のことを言っているんだろう」という顔で、原発のこと、福島の
事故のことはピンと来ない感じなのかな、福島原発事故のことも含め、訴えていかないとい
けないね、とみんなで感想を出し合いました。避難者の子どもの世代がいじめなどをのり越
え、大人になり反原発の活動を始めているのを見て、若い世代への働きかけを強めていこ
うと語り合いました。
今回は、facebookで見つけた、東海原発で事故が起こり、放射能が放出されれば、東京
まで何も遮るものがないと一目見てわかる画像で新しいボードを作りました！ 製作された
方にも喜んでいただきました！
これからも、「福島原発事故とはどんなだったのか」「福島原発事故は終わってない」、一
目で、一言で「東海第２原発は動かしてはならない！」と伝えられるようない工夫して、統一
行動を続けていきたいと思います。

東京

行動団体名：原発とめろ！新橋アクション
日時：2021年１２月1１日（土）１3：００～１４：００
場所： JR大井町・阪急百貨店前
行動責任者：北村美和子

行動参加人数：６名
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東京

行動団体名：杉並実行委員会
日時：2021年１２月1１日（土）
場所：
行動責任者：

行動参加人数：

三多摩労組交流センター、
11時15分～12時15分の1時間、立川駅南口デッキで一斉行動の街宣を行いました｡
参加者は３人。1人がマイクでアピールし、2人がビラを配りながら署名を取り、1時間で

10筆の署名が集まりました。
署名は、市議会議員の方、東海村を含む茨城県出身者(複数名）、反原発国会行動に参
加したことがある方などが書いてくれました。
訴えは、水戸地裁の画期的判決を伝えることを土台に、福島原発事故は何一つ終わって
いないこと、福島の怒りとともにすべての原発なくそう、改憲・仙蔵・核武装へ進む岸田政
権を倒そうと訴え、手応えを感じました。特に、福島原発事故は終わっていないということ
に反応する方が多かったように感じました。（内田）

東京

行動団体：三多摩労組交流センター
日時：2021年１２月1１日（日）1１:１５～１２：１５
場所：JR立川駅前

行動責任者：
行動参加人数：３名

‘福島事故は終わっていない’に反応する人が多かった
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配布チラシ：訴訟団三つ折りチラシ／小張さん作成チラシ／子供カット絵チラシ
行動内容
(1)第108回「原発ゼロ」調布行動の集会時に佐橋さん、沼倉が発言。
集会参加者と通行人に3種類のチラシを配布。
(2)集会終了後、11時15分ごろより11時50分ごろまで一般の市民にチラシ配布
(3)署名を実施する予定でしたが、チラシ配布におわれ、今回はできませんでした。
●一斉行動参加者(チラシ配布協力者)7名
●チラシ3種類合計約280枚配布
行動特色
(1)毎月11日に調布市内の市民団体が持ち回りで開催している「原発ゼロ」調布行動(60
名以上参加)に参加し、前回の一斉行動の報告と東海第二原発の危険性を佐橋、沼倉が
訴え、終了後のチラシ配布行動への協力を呼びかけました。
集会では20代の若者が飛び入り発言「自分は原発に対する考え方は皆さんと違うが、
いろいろなことを知って考えていきたい」と短い言葉でしたが素直な意見を表明。発言後、
チラシと敦賀2号機データ改ざん問題4ページの小冊子を渡し、受けとっていただきました。
(2)ひろばで同時刻開催されていた市民マーケットは100名以上の市民でにぎわっていま
したが、こちらの参加者はあまり関心がなさそうで、チラシも配布できませんでした、それで
も前回に比べ、通行人のチラシ受け取りは好評。横断幕は東海関係が3点、主催者2点、
他のぼり旗、広場に掲げ音楽あり、リレーアピールありで、にぎやかな集会雰囲気が功し、
受け取り者も増えたと思われます。逆に終了後は、通行人の反応も低下し、受け取り者は
少なくなり苦戦しました。

東京

行動団体名：市民有志
日時：2021年１２月1１日（土）１０：００頃～１１：５０
場所：京王線・調布駅前広場
行動責任者：沼倉 潤

行動参加人数：７名



配布チラシ：「運転してはならない」100/100 「女の子」32/100 合計132枚配布
行動内容
西武池袋線保谷駅北口にて14時～15時 会員4名参加（1名前半30分のみ）。前回作成
した縦長プラカードの日付を変えて自転車に付ける。1名がトラメガでアピール、2～3名が
チラシ配布。まず、「運転してはならない」を配布。100枚配布完了後に「女の子」を配布。
感想と次回(第３波)に向けての提案等
自転車にプラカードを養生テープで固定する作業をしていたところ、「持っててあげましょ
う」とコートを着てこれからお出かけ風の女性が手伝ってくださった。「一人ですか？」と聞
かれ、「いえいえ後からメンバーが来ます」と返答し、リーフを差し上げた。他にも、わざわざ
取りにみえる女性もあり、反応・受け取りは良かった。原発賛成の若い男性がメンバーの市
議相手に（市議と知ってか）長々大声で話す場面もあった。
暖かで風もない土曜日の午後早い時間帯という条件が、受け取る側に気持ちのゆとりが
あるように見えた。首都圏から最も近い原発、老朽原発、30キロ圏避難計画困難、水戸地
裁判決内容、一斉行動等について短いセンテンスでゆっくり繰り返し説明したところ、関心
を持っていただけたように思う。今後も継続していきたい。

東京

行動団体名：原発はいらない西東京集会実行委員会
日時：2021年１２月1１日（土）１４：００～１５：００
場所：西武池袋線・保谷駅北口
行動責任者：柳田由紀子

行動参加人数：４名

大田和美・柏市長､原発再稼働を容認しない！

40

(議事録では‘も’と記録)



配布チラシ
２種をセットにした。（「東海第二原発はいらない声を上げようチラシ」、「ゆめ通信」）
行動内容：２種セットのチラシ配布、トラメガでアピール、横断幕、立て看板、
場所：西武池袋線 清瀬駅 北口、南口２ヶ所
行動特色：市民の会に声をかけ、参加したいとのことで、一緒に行動した。

感想と次回(第３波)に向けての提案等
参加者の感想
本日の東海第二原発再稼働反対の一斉行動は、署名が11人、チラシも思ったより受け
取ってくれた。とてもいい行動になったと思う。いつもこうしたやり方がベストと思っているわ
けではないが、臨機応変、その場で対応する取り組み方で良かったと思う。
それぞれの持ち場で力を発揮するというのが良かった。阿部さんの橋渡しも良かった。運
動に広がりができたと思う｡【福田三津夫】
阿部さんのおかげで思いがけず共産党の市議も駆けつけ、二ヶ所で別れて行うことができ
て良かった。南口のロータリーでは、バス待ちの方たちが真剣に聞いている様子だった。
「耐震度がハウスメーカーより弱い原発、核のゴミを六ヶ所村より多く抱える東海村の首都
圏原発の危険性」を訴えた。又、福島近海の海は黒潮や親潮など三つの潮が流れる世界の
有数の漁場なので、汚染水を流すことなどもっての他、ましてや第二の苛酷事故をあの近海
で起こしてはならないことを訴えた。
マイクを持って、呼びかけている私のそばにきた年配の女性が、「そうですよね、原発は本
当に怖い。止めないといけないと思います。」と話しかけてきた。
終了後、約100セットのチラシが捌けたことを確認。署名も11筆いただいた｡
【溜口】
チラシはセットした120部とその後、追加した「東海第二原発はいらない 声を上げよう」の
チラシ150枚がはけた。参加者は北口9人、南口6人での行動だったので、合計約300枚弱
のチラシを配ることができた。

東京

行動団体名：清瀬・くらしと平和の会 ､市民の会
日時：2021年１２月1１日（土）１４：００～１５：００
場所：西武池袋線・清瀬駅北口､南口
行動責任者：布施由女

行動参加人数：１５名

41
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12月11日 午後２時から午後３時
豊田駅北口
主催:反原発自治体議員·市民連盟 有志
参加者4名
チラシ配布 マイク宣伝
有賀

東京

行動団体名：反原発自治体議員·市民連盟 有志
日時：2021年１２月1１日（土）１４：００～１５：００
場所：豊田駅北口
行動責任者：有賀精一

行動参加人数：４名

12.11一斉行動が東京新聞・千葉版で報道された

(2021年12月15日 東京新聞・千葉版）
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木村（雅）です。
昨日、１２時５０分～１３時５０分まで一人で南大沢駅前でチラシまきをしました。
久保さんから預かった東海第二チラシのうち９５部を配布しました。
老朽・被災原発東海第二、首都圏に最も近い東海第二、UPZ３０ｋｍ圏に９０万人以上が住
む東海第二、…と話して撒いていると、いつもよりも受け取りが良かったです。
ついでに、今日も昼に駅前を通ったので、東海第二のチラシ残り２０部または再稼働阻止
全国ネットワークチラシ１０部と、原発いらない金曜行動チラシ３０部とをセットにして配布し、
完売（？）しました。

取り急ぎ報告します。

東京

行動団体名：
日時：2021年１２月1１日（土）12:50～13:50
場所：八王子市・南大沢駅前
行動責任者：木村雅英

行動参加人数：１名

東京

12.11一斉行動・記録シート_八王子
行動団体名：金八デモ実行委員会
責任者名：（メール連絡先: kinpachidemo@gmail.com）
行動内容
八王子市内中心部約３㎞を２３人がデモ（12月10日）。１１日の東海第二原発動かすなの
一斉行動を伝えながら、再稼働反対のアピールをしました。
行動特色：この日は、「金八デモ」の第370回

行動団体：金八デモ実行委員会
日時：2021年１２月1０日（土）
場所：八王子市内中心部

行動責任者：メール連絡先（kinpachidemo@gmail.com）
行動参加人数：２３名
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神奈川

配布チラシ
脱原発かわさき市民通信第123号､東海第2原発はいらない！声をあげようのセット
行動内容：上記チラシ配布、署名、マイクリレー、ジェンベ演奏
行動特色：2011年からの毎月駅頭での署名運動の継続を一斉行動に応用
感想と次回(第３波)に向けての提案等
今回12月11日には14人が参加 上記のチラシ100セットほどを配布
署名行動として「東海第二原発の再稼働工事をやめて下さい！署名」を21筆、
「トリチウム等を含むALPS処理水の海洋放出方針の再検討を求める署名」を14筆集めた。
休憩時間に参加者全員で「あたり前の地球」を歌い、「東海第2いらない！」と歌声をあげた。
2011年福島事故に衝撃をうけて川崎市内全域から集まった「脱原発かわさき市民」は毎
月の署名行動を10年間続けて来ましたが、その署名も福島事故直後では２時間で200筆
を超えていました。
しかし今は「とめよう！東海第2原発署名」など、今年の最多は4月の51筆です。
今回12月も21筆でした。「トリチウム汚染水を海に流すな署名」は14筆でしかありません！
「脱原発の声も響いてこない」という声を聞こえますが、原発への怒りを小さくしてはなりま
せん。
あの福島原発事故、この神奈川県、川崎市内にも避難された人々がまだまだ多く、2017
年の住宅支援の打ち切りなどがあっていまだ多くの人々が苦しい生活をよぎなくされていま
す。
「東海第2原発いらない！」だけの呼びかけでは、なかなか集まりも良いとは言えません。
やはり福島原発事故によっての被害者や避難されている方がたのご苦労を見つめていくよ
うにしたいと思います。そうした人々のご苦労になんとか学んで私たちも継続して「脱原
発！」を続けていきましょう！

行動団体名：脱原発かわさき市民
日時：2021年１２月1１日（土）１４：００～１５：３０
場所：川崎市・JR武蔵溝ノ口駅前デッキ上
行動責任者：（連絡人）喜多村憲一

行動参加人数：１４名

♪あたりまえの地球、合唱しました！

## うみにさかながおよぎ そらにはとりがとぶ そんなあたりまえのちきゅう いつまでのこ
るだろう・・・・ 東海第2原発いらない！東海第2原発いらない！ ##

脱原発かわさき市民のみなさん、原発いらない！みなさん、昨日12月11日は＜東海第2原
発いらない！一斉行動＞でした。
東海第2原発のある茨城県を軸に首都圏の全都県と福島県をはじめ全国で５２カ所（12月8
日現在）で行われました。かわさきももちろん参加！脱原発かわさき市民の呼びかけに応えて
市内でがんばっている「しょめいたい」のみなさんにも参加していただきました。東海第2原発
については30㎞圏内に94万もの人々が住んでおり、ほとんどの自治体で避難計画もできて
いません。避難計画ができている自治体ももちろん実効性などない机の上での計画です。
3月の水戸地裁での「運転差し止め判決」はまったく当然のこと、日本原電は運転を断念しな
ければなりません。しかし、当事者の日本原電は「避難計画など自社とは関係ない」と地裁判
決を無視して準備工事をこのコロナ禍のなか、おおぜいの労働者を集めて強行しています。怒
りのスピーチが続きました。休憩の前にみんなが集まって歌を想いきり歌ってみました。「あた
り前の地球」！
ジャンベの響きも効いていました。「あたりまえの地球 いつまでのこせるだろう」 ずっと残さ
なければなりません。原発いらない！東海第2原発もいりません！
14人のみなさんに集まっていただきました。「沖縄ブルーアクション＠かわさき」の日程なども
あっていろいろと忙しいなかほんとうにありがとうございました。
署名とマイクリレー、チラシは「脱原発かわさき市民通信」第123号と「東海第2原発はいらな
い！声を上げよう」のきれいなチラシのセットを100枚ほど配りました。
「東海第二原発の “再稼働工事”をやめて下さい！署名」が21筆（ほかに鈴木さんが集めも
ちこんでくれた署名49筆）、そして「トリチウム等を含むALPS処理水の海洋放出方針の再検
討を求める署名」が14筆でした。日本原電が東海第2原発の再稼働を断念するまで、やってい
きましょう！
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配布チラシ
統一チラシ「古くて危険な東海第二原発はいらない声を上げよう」、用意した６０枚をわずか
30分で「完売」、非常に反応が良かった！
行動内容
１２月１１日（土）１5時～１5時半。小田原駅前、交番横の街路上で、各自プラカード、チラシの
配布
行動特色：参加者は5名。特にカトリック新聞社記者の倉田氏がたまたま参加してくれた。
感想と次回(第３波)に向けての提案等
今回は前回のようにマイクで説明する事をしないで、キャッチコピー的に「東海第二原発の
危険性を訴えるチラシです！」と通りすがりの人に訴えました。
その方が、マイクで詳細に訴えるより、通行人にとって受け取りやすいように感じました。

神奈川

行動団体：さよなら原発小田原
日時：2021年１２月1１日（土）１５：００～１５：３０
場所：小田原駅前
行動責任者：大久保徹夫
行動参加人数：５名

わずか３０分で用意したチラシ６０枚すべて配った

（前ページの続き）
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神奈川県横浜の桜木町駅頭１２：００～１３：００の報告です。
国会前でネオンで原発反対のボードを掲示されていた横浜神奈川区在住の児玉さんが
駆けつけて下さった。私は添付写真の幟旗を掲げマイクを1時間離さずガンガン訴えて、児
玉さんがチラシを配布して下さり2名でしたが気合い入れての街宣でした。
木村さんの下記HPは適宜御覧下さい、大変な貴重な情報が掲載されています。
http://www.jca.apc.org/~kimum/

神奈川県横浜市港北区在住 倉田 謙

神奈川

行動団体名：
日時：2021年１２月1１日（土）１２：００～１３：００
場所：横浜市・桜木町駅頭
行動責任者：倉田 謙

行動参加人数：２名

神奈川

行動団体：
日時：2021年１２月1１日（土）
場所：横浜市・JR桜木町駅
行動責任者：荒木
行動参加人数：１名

http://www.jca.apc.org/~kimum/
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長崎（NAZENナガサキ）です。昨日から今年の保養の写真展をしていて、その会場ギャ
ラリーで署名を集めています。今２１筆です。見に来た人にお願いしているので、街頭のよう
に短時間に一気に集まるわけではありませんが、14日まで写真展はするので、続けて集め
ていこうと思います。原電の態度に対して、みんな怒っています。フクシマと繋げながら、さ
らに集めます。

長崎

行動団体名：NAZEN長崎
日時：2021年１２月1０日（土）～１４日（水）
場所：長崎市万屋町・コクラヤギャラリー
行動責任者：

行動参加人数：１名

長崎では、福島の保養などの写真展が行われた

最後に､厳選の笑顔のフォト２枚（モノトーン）
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12月11日(土)､‘東海第二原発いらない！首都圏ネットワーク’の主催で首都圏を中心に､北
は青森から南は長崎までの1都10県において､‘東海第二原発の再稼働阻止！’のアピールを一
斉に､同日に(一部9～14日)､行いました｡この一斉行動は実は第2波(2回目)で､第1波はその
3か月前の9月11日に同主催で行われました｡
この一斉行動はこの後も3か月おきに行われ､第3波は3月11日頃､第4波は6月11日頃､第5
波は9月11日頃に行い､東海第二原発を再稼働しようとしている日本原電(株)がその(事実上
の再稼働と思われる)試運転の時期と定めた､来年秋まで続ける予定のものです｡その12月11
日に行われた一斉行動の第2波について書かせて頂きたいと思います｡
この第2波の一斉行動はとても盛り上がった､とその行動に参加し(私は神奈川県川崎市溝の
口駅デッキでの行動に参加)､この行動全体の集約をしている私は感じることができました｡それ
は全体的に､行動した際の配ったチラシへの反応が良かった､‘東海第二原発の再稼働阻止’を
訴えている時の聞いている方々の反応がとても良かった､といった報告が多数上がってきている
ことからそう感じました｡
例えば栃木県日光市の､世界遺産である２社１寺周辺での‘さよなら原発！日光の会’の行動
では､多くの観光バスに対して､｢私たちが横断幕を示しながら手を振ると､観光バスの車内から
たくさんの手を振り返す姿が見られた。｣という報告があったり､東京・中野駅北口広場での､‘中
野実行委員会’の行動では､「行動中､４～５名の市民がメンバーに話しかけてきました。そのうち
の二人について紹介をします。一人は、中学受験を控えているという小学生の女子。私たちの話
を立ち止まって熱心に聞いてくれたのでそばによって話かけて、『チラシを読んでください』と手
渡すと、『本を読むのが大好きです。原発のことも勉強します』と応えてくれました。」といった報
告もあり､私たちのこの一斉行動への反応が好意的であったことが感じられました｡
また､この行動の目的である‘東海第二原発の再稼働阻止’とは直接には関係がないと思われ
る地域での行動があったこともこの一斉行動の特色でした｡例えば青森県の青森駅前広場で行
われた‘原発なくそう！核燃いらない！あおもり金曜行動’の行動は､ 「青森では首都圏原発と

いってもなじみが薄いので、前回同様、青森県むつ市にある日本原電が出資するむつ使用済み核
燃料中間貯蔵施設との関連からアピールしました。」ということでした｡実は青森で東海第二原発の
再稼働阻止を訴えたことはこの行動の第1波までなかったようで､青森でこの行動をした人たちが､
いかにして訴えるか､を熟考したことが分かりかつ､むつ使用済み核燃料中間貯蔵施設の問題提起
をすることもでき､相乗効果も生まれたものでした｡
長崎では､‘NAZEN長崎’によって‘長崎市万屋町コクラヤギャラリー’において､12月10日～14
日に行われた‘吉田和生写真展「福島の今とナガサキ保養で生き返るフクシマの子どもたち」
(https://kokuraya.co.jp/gallery/detail.php?id=911)に併せてその会場内に､今年の3月
に水戸地裁において下された東海第二原発の差止判決について記されたリーフレットと､再稼働阻
止を求める署名用紙が置かれました｡東海第二原発がある茨城県から遠く離れた長崎でこのことが
できたことによって､遠く離れていても､‘原発＝(原爆の)核’ということをこのギャラリーに来た人た
ちに想起させることができ､決して他人ごとではないということを分かってもらえると思いました｡
そして‘3.11福島第一原発事故’が起きた福島でもこの行動は行われ､この福島と青森､新潟､栃
木､群馬､東海第二原発がある茨城､埼玉､千葉､東京､神奈川､長崎と､合計で1都10県で61の行動
(12月19日時点の集計)が一斉に行われました｡上述させて頂いた行動の他に､これらの都県でもた
くさん記したいことがあり､その行動の多くが､「第１波の時より盛り上がった」とか､｢行動した私たち
と､その訴えを聞いている人たちとの間に深いつながりが持てて本当に良かった｣等の感想だったの
でここに記したいところですが､字数に制限があり､記すことができないことが残念なくらいです｡で
すがもちろん私たち‘東海第二原発いらない！首都圏ネットワーク’が目指すところはこの行動の成
功ではありません｡私たちが目指すところは言うまでもなく､‘東海第二原発の再稼働阻止’です｡そ
のためのこの行動です｡だからこそ､東海第二原発の試運転が行われる来年秋の､9月の第5波まで
私たちはこの一斉行動を続けるのです｡
それを踏まえてこの一斉行動第2波のことをここで記すことができたのはとても有意義なことだと
思っています｡この私たちの一斉行動へ支持・支援を頂ければ､幸いに存じます｡
(文責：東海第二原発いらない！首都圏ネットワーク 志田 文広)

～12.11一斉行動を終えて（あとがきにかえて）～
No Nukes Asia Forum No173から‘東海第二原発いらない！12.11一斉行動’を転載


