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一斉行動・第3波記録ファイル

第1波の実施場所数：４６ 参加人数：610人 第２波の実施場所数：６３ 参加人数：613人
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青森市の小熊ひと美です。東海第二一斉行動第3波の報告です。
青森では3月4日㈮17:45〜18:30、JR青森駅前公園で「原発なくそう！核燃いらない！あ
おもり金曜日行動」が主催して東海第二原発の一斉行動を行いました。青森で東海第二の一
斉行動に参加するのは今回で3回目になります。
この日は2012年8月10日から始まった青森の金曜日行動が、以来1
週も欠かさずに500回の節目を迎え、八戸市や三沢市など、県内のあ
ちこちからも参加がありました。
また、3ヶ月に一度の核燃裁判の日でもあり、裁判の傍聴にきた方々
も、裁判終了後、青森地裁から駅前に足を運んでくれて、総勢30人で
抗議の声をあげ、「東海第二原発動かすな！」のプラカードを掲げてスタンディングとコールを
しました。
東海第二原発になじみの薄い参加者に向けては呼びかけ文を配布しました。ちょうど午前中、
ロシアによるウクライナのザポリージャ原発への砲撃のニュースがあり、怒りのコールが青森駅
前に響きました。
東海第二のチラシは手元に残っていたものをかき集めて、40部配布しました。青森市では東
海第二原発と言ってもそんなに知られていませんので
、駅前のバス待ちの方々にはもちろんですが、県内で反
原発の活動をされている方々にも、首都圏の老朽原発
を知ってもらうよい機会になりました。
また、日本原電が出資する青森県むつ市のむつ中間貯蔵施設に絡めて、老朽原発を漫然と
再稼働させてゆけば、青森県に持ち込まれる核のゴミもそれだけ増える現状をお話しし、青森
県にもおおいに関係するという観点からも訴えました。
大雪が心配されましたが、当日は海風が寒いながらも雪はなく、存分に訴えることができま
した。新しい横断幕と、青森でも作った核廃棄物の黄色いドラム缶リュックの灯りが夜空に映え
ていました。

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：202２年３月４日（金） 17:４５～18:３０
場所：青森駅前公園
行動責任者：小熊ひと美

行動参加人数：３０名
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青森
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配布チラシ
統一チラシ「東海第二原発を運転してはならないと命じました」、用意した１００枚のうち３０枚を
観光客らに手渡しできた。
行動内容
３月１１日（金）１３時～１４時。世界遺産２社一寺神橋そば。横断幕１枚、各自プラカード、チラシ
の配布。
行動特色
今回は参加者１３人と少数。前回、新たに統一横断幕「東海第二原発はいらない」に加え、こい
のぼりをつけた原発いらないプラカードが登場した。統一チラシは１００部中３０部と少数。
感想と次回に向けての提案等
今回の活動は、2011年3月11日（金曜日）。東日本大震災と同じ3.11（金）となった。2社1寺
周辺観光客はとても少なく、行きかう人もほとんどいなかった。しかし、3.11(金)で同じ日・曜
日も同じであることを訴え、少ないながら30枚を手渡しできた。
この日の参加者は１３名と少数ながら、みなひとりひとり信念をもって「東海第二原発はいらな
い」をアピールができたと思う。
行きかう車両は、「宇都宮」「那須」はもちろんだが、「品川」「八王子」「横浜」の首都圏のほか、
３．１１津波被害にあわれた「土浦」「福島」からの車両も目立った。私たちが手を振ると、道路向
こう側の人から手を振り返す姿もみられた。
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」役員会にて、４月１５日
（金曜日）１３時～１４時、今月と同様、日光神橋前にて３．１１東海第二いらない一斉行動を行う
予定となった。

栃木

行動団体名：さよなら原発！日光の会
日時：202２年３月1１日（金）
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：１３名
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栃木

行動団体名：アピールイレブン有志の会
日時：2022年3月11日（金）1６:00～19:０0
場所：西那須野駅、那須塩原駅、黒田原駅
行動責任者：高嶋幸雄
行動参加人数：2８名

配布チラシ
統一チラシ「東海第二原発はいらない」72枚配布
行動内容
３月１１日（金）１６時～１７時。JR宇都宮線の西那須野駅、那須塩原駅、黒田原駅の3駅で同時
開催。横断幕２枚、各自プラカード、チラシの配布、ハンドマイクによる訴え、参加者によるリレー
トーク等。
行動特色
参加者が3駅で28名参加。原発事故を受けて、原発いらないという想いで有志が集まり、

2012年より毎月11日に天候に左右されず、アピール活動を行っている。毎年3月11日は冒頭
「黙祷」を捧げてから、スタンディング開始している。
感想と次回(第４波)に向けての提案等
原発いらないという想いを栃木県北在住の二人の主婦が始めた活動で、参加者も増え、ア
ピール場所も増やして現在に至っている。大震災＆原発事故の11日にちなんで、アピールイレ
ブンと名づけ、既に10年継続している。毎月11日実施という事で一斉行動日の日にちは合わな
いと思いますが、脱原発への思いは、今後も継続し活動していきたいと思います。昨年、今年と
地方紙の下野新聞社の取材がありましたので。今年の12日の新聞記事と写真を添付致します。
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行動団体名：
日時：2022年3月11日（金）18:00～19:30
場所：
行動責任者：大木一俊
行動参加人数：22名

栃木

原発いらない栃木の会では、3月１１日１８時から１９時３０分まで、宇都宮市の二荒山神社前
でスタンディングアピールを行いました。これは基本的に有志によって毎週金曜日に行われて
いるものですが、原発事故から１１年目となるこの日は会員に参加を呼びかけるとともに、東
海第二の横断幕を掲げてアピールしました。のべ参加人数は２２名でした。
また、翌１２日１４時からは、栃木県総合文化会館の第１会議室において、原発故郷３６５０日

の上映会を開催しました。
その会場にも、横断幕を掲げました。参加者は７３名でした。

実は毎年北栃木では3月～4月にかけ
て脱原発運動の企画が多数行われてい
ます｡左のチラシは今年のその､‘さよう
なら原発！栃木アクション２０２２ プレ企
画’のものです。今年は3月6日から始
まり、4月23日までに８つもの脱原発イ
ベントが行われました（PDFファイル上
の隠しボタンの‘＋’をクリックしてご覧
ください)｡
そのうち3月11日に行われた２がこの
一斉行動・第３波記録ファイルＮｏ.2の
日光・神橋、３が同じく記録ファイルＮ
ｏ.3,4,5の西那須野・那須塩原・黒田原
駅の３駅、４が同じく記録ファイルNo.6
の二荒山神社で行われたものです。
また、翌日の12日には５の映画・「原発
故郷３６５０」の上映会が行われ､多くの
参加者が真剣に映画を鑑賞していまし
た。



茨城

行動団体名：原発いらいない牛久の会、東海第二原発廃炉牛久の会
､公害・地球環境問題懇談会

日時：202２年３月11日（金）15～16時
場所： JR牛久駅前東口広場

行動責任者：清水瀞
行動参加人数：３０名

東海第二原発いらない！首都圏ネットワーク 3・11 統一行動 牛久の報告
2022 年 3 月 11 日(金)午後 3～4 時 牛久駅前東口広場 参加者約 30 名 「東海第二原
発廃炉牛久の会」、「原発いらない牛久の会」、「公害・地球環境問題懇談会」ゲスト 利根町「い
のちをつなぐ会」佐藤さん
●11 年目の 3・11 はあの日と同じ金曜日になった。金曜行動の皆さんがいつもより早いこの
時間帯に調整してくださり、大勢が参加して幟、横断幕、看板、プラカードを展開することがで
きた。
●ゲストの佐藤さんのギターのリードで皆の歌声も流れ、今までにはない牛久駅前行動ができ
た。
●脱原発いばらきネットワークの二種類のチラシも配った。
●「いばらき未来会議」の曽我さんから送っていただいた動画 20 分「地震・津波・原発事故
東日本大震災を映像で振り返る」の DVD を駅頭で流してみた。テレビと PC を用意し、発
電機を延長コードで遠くに設置して上映した。
●昼間の屋外のため、画面が黒っぽく見えにくかったが実際に足を止めて見ていく人がいた。
駅から出てきた私立小学校の児童がしっかりと見ていってくれた。その子の生まれる何年も前
の大地震と大事故だったが、「知ってる、東日本大震災」とつぶやいた。きょう学校で黙祷した
そうだ。
●ものすごい揺れでぐしゃぐしゃになる家の中の様子や、通りの向こうから逃げる人の背後に
迫ってくる水とガレキや、真っ黒い大津波に家々が流されるようす、原子力発電所も地震で壊
れ水に襲われ、爆発したところを瞬きもせずに見ていた。
●どんなふうに思ってくれただろうか。学校ではどのように教えてくれたのだろうか。学校帰り
に怖い映像を観てトラウマになってしまうかも・・。何回もふり返って手を振って帰っていった
その子の心に、真実を知ってみようと思うときが来ますように。
●高校生の下校時間帯で駅前に制服姿の若者が大勢やってきた。遠巻きにテレビ画面を見て
いる集団もあった。自転車で通りがかった学生はテレビの真ん前に陣取って見ていった。

テレビの中でのビー、ビーという地震の警報音に、「えっ、地震来る？」という驚いている人の
声も聞 かれた。次は大きいスクリーンで夜間行なうといいかもしれないと思った。
●天気も良く風も暖かく、老体に味方した。スタンディング中に来年度は若者対象のイベントを
進める計画が話されていた。自己満足に陥らないように、再稼働までの工事期間延長の報に
も気を緩めず、県民が一人でも多く東海第二原発を意識するように運動していきたい。

報告者 中村
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茨城

行動団体名：茨城県龍ヶ崎市・市民有志
日時：202２年３月11日（金）
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

龍ケ崎市での行動は基本的に前2回と同様として、ショッピングセンターサプラ前で3月5日の
午後2時から3時まで行いました。
参加者は4名、マイク街宣とチラシ配りで、チラシは残っている「判決リーフ」と「小張チラシ、女
の子リーフ、いばらきの脱原発ネット作成の大地震チラシ」のミックスの組み合わせを。
さらに、今回は1週間の日程があったので、3月7日と11日の朝、龍ケ崎市駅での朝ビラ配りも
実施しました。全体で200セット弱の配布でした。
なお、少人数でやっていると、写真をとることを忘れてしまって、今回も記録なしです。すいませ
ん。マイク街宣では、ウクライナでのロシアの侵略戦争と、その中での原発攻撃についても触れ
てみましたが、あまり、直接の反応は感じられませんでした。

ねばり強く、重ねて続ける事なのだと思っています。
以上

９. 龍ケ崎市駅東口 一斉行動・第３波の新聞記事

㊤東京新聞
㊥下野新聞（3月12日付）
㊦神奈川新聞（3月15日付）
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茨城

行動団体名：
日時：202２年３月11日（金）1２:00～1３:00
場所：T
行動責任者：
行動参加人数：９０名

配布チラシ
「東海第二原発はいらない」、「運転してはならない」、「3.11集会プログラム(表面)・アピール文
(裏面)」「いのち・くらし・憲法をまもろう」「被爆77年、高校生が描いた原爆の絵展」
行動内容

3月11日の12時～13時の昼休みに、つくばセンター広場のステージで開催しました。参加者は
約90名。プログラムは、最初に黙祷、山本千秋さんの主催者代表挨拶、元東海村村長の村上達
也さんの東海第二原発の再稼働の阻止についての報告、憲法9条の会つくばの共同代表の石上
俊雄さんの憲法改悪の動きの報告、2つの集会アピールの読み上げと採択、佐藤せいごうさんの
ギターと歌、「首都圏ネットワーク」つくば阿部の閉会挨拶という形で続きました。
村上達也さんは、「クレーンが林立しダンプカーがばんばん走って工事を進めている。東海村議
会では早く避難計画を策定せよという請願が出て来た。何でもいいから形だけでも作れとなって
いる。原電は破綻している。ハード面でも10年間1度も原発を動かしておらず、運転技術が継承
されていない。再稼働を阻止するため市民が頑張らなければならない」と訴えました。
石上さんは、「東海第二原発の再稼働阻止と、憲法9条の改悪阻止は正念場である。ウクライナ
のロシア侵攻に触れ、今こそ憲法の理念が世界に平和をもたらすのでは」と訴えました。
アピール文は例年の「3.11集会」のアピールに加えて「ウクライナの軍事侵攻を止め撤退するよ
うに求める」アピールを採択しました。ウクライナ国旗に「STOP WAR IN UKRAINE」、「ロシア
は侵略直ちにやめよ」のプラカードを掲げて写真撮影をしました。
阿部の挨拶スピーチは、「東海第二原発いらない！首都圏ネットワーク」は、各地の原発反対の
諸団体が、東海第二原発の再稼働阻止に向けて、一斉に行動しようということででき、今回が3
回目の一斉行動で毎回60数団体が参加していることを紹介しました。
集会後30分間、通行人にチラシ配布とアピール、シール投票を行いました。
行動特色
今回の一斉行動は、震災の翌年から毎年開催されている3.11集会「さよなら原発！守ろう憲
法！昼休み集会」(共催：戦争をする国づくりNO@つくば、9条改憲NO！市民アクションつくば

連絡会)に「東海第二原発いらない！首都圏ネットワーク」つくばも加わる形で3団体の共催で
開催しました。
ウクライナへの連帯の意思を表示するためカンパを呼びかけたところ、ウクライナへの人道支
援カンパは２３６０９円ご協力頂きました。ウクライナカンパは国連難民高等弁務官事務所とユニ
セフに半分ずつ送ります。
当日はマスコミから東京新聞と地元のウェーブニュースのNEWSつくばが取材して下さり共
に記事にして下さり感謝です。
https://newstsukuba.jp/37109/11/03/

感想と次回(第4波)に向けての提案等
3団体の共催で開催できたことは良かったと思います。3.11集会と別の日に一斉行動を組ん
でも、参加者の多くはダブりますので、一斉行動に参加される方が限られると予想されます。
原電の再稼働に向けての工事の終了が約2年先になりました。約2年間の長期戦となりますの
で次回については、少し間隔をあけて行っても良いのではと考えています。
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原発再稼働阻止訴え つくばで市民集会【震災11年】

NEWSつくば

2022年3月11日

東日本大震災から11年目の11日、「さよなら原発! 守ろう憲法!」をテーマに、つくば市の市民団
体「戦争をする国づくりNO＠つくば」（山本千秋代表）など3団体が、つくば駅前のつくばセンター
広場（同市吾妻）で市民集会を開いた。「脱原発をめざす首長会議」メンバーの村上達也元東海村
村長が参加し、「（東海第2原発の）再稼働を何としても阻止するため、我々市民が頑張らないとい
けない」などと訴えた。

2011年の東日本大震災の翌年から、毎年3月11日に開催している。今年は約90人が参加した。

村上達也・元東海村 村長

村上元村長は、東海第2原発の現在の状況について、「再稼働に
向けて盛んに工事をやっている。人家にすぐ接するところでク
レーンが林立し、ダンプカーがばんばん走り回っている」などと話
した。
昨年3月に出された水戸地裁判決後の東海村の動きについて
も、「避難計画ができていないので運転してはならんという判決
が出て、議会では早く避難計画を策定せよという請願が出てき
た。何でもいいから形だけ作れとなっている」と述べた。
原発の耐震性については「東海原発のところは元々砂浜で岩盤
が深い。原発は岩盤の上に建てることが基本だが、東海原発は
岩盤が深すぎて、原電が人工岩盤といっているコンクリートを

固めた上に建っている。原子力規制庁でも最後までもめた」と原発建屋の耐震性に疑念を呈した。
東海第2原発を所有する日本原子力発電（日本原電）が再稼働に向け約3500億円の投資を
東京電力などから受けていることについても言及し、「日本原電は破綻している。再稼働しても元
がとれないところまできている。3500億円の投資を回収するためには無理に無理を重ねる」など
と指摘した。
さらに、「ハード面の心配がたくさんあるが、一番
心配なのは10年間一度も原発を動かしてないこ
と。運転技術が継承されていない」などと話した。
山本代表は「福島原発事故の被災者3万8000
人がまだ帰還できていない。被災者の要望に応
えた継続的な支援を要望したい。人間の手で制
御不可能な原発を一刻も早くなくしていかなくて
はならない」などとあいさつした。（後略）

※左の新聞記事はこの集会の
ことを伝える東京新聞

茨城

今回の土浦駅前一斉行動は、 まとめ役小張が仕事の都合上参加できなかったものの、 長
田さんと阿部さんががんばってくださり、4名でアピール行動ができました。
場所は土浦駅西口2階ペデストリアンデッキです。配布チラシは、原発いらないチラシと裁判
判決チラシ及び つくばで開催予定の3.１１集会「さよなら原発！守ろう憲法！昼休み集会」の
案内告知の3種類 で、1時間で 約150セット配布しました。
人手がなかったため写真は撮影できませんでした。
小張

行動団体名：
日時：202２年３月5日（土）１３：００～１４：００
場所：
行動責任者：
行動参加人数：４名



茨城

茨城の石岡平和の会は市内の2箇所で「東海第二原発はいらない」「ロシアのウクライナ侵攻
に抗議」のスタンディングを行いました。
前回と同じ場所、国道6号線沿いの交差点と、ショッピングモール出入り口脇で、参加人数は

8名です。今回も道ゆく車に向かって手を振りアピールしました。
自転車に乗った中学生くらいの男子生徒数人が「がんばってくださ〜い」と手を振ってくれた
り車の中から手を振ってくれる人など、いつも以上に反応があったように思います。
暖かい日でしたが風が強く、今後は横断幕は紐をつけるなどの加工を考えようかと思います。
今後、会のメンバー以外にも広く参加してもらうにはどうしたらよいかが課題です。

行動団体名：石岡 平和の会
日時：２０２２年３月11日（金）
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：８名

茨城

行動団体名：日立市民の会
日時：2022年3月日（）
場所：日立駅前
行動責任者：軍司道男
行動参加人数：5名

1
1



行動団体名：荒木(個人）
日時：２０２２年３月11日（金）
場所：東海村産業・情報プラザ前
行動責任者：荒木
行動参加人数：１名

茨城

東海村駅すぐ近くの東海村産業・情報プラザ前でのぼりを立て､チラシを置き、東海第二原発の
再稼働阻止を訴えた｡

千葉

行動団体名：原発なくせ！千葉アクション
日時：202２年３月日（）
場所：千葉駅前
行動責任者：久木野
行動参加人数：２０名

配布チラシ：戦争反対独自ビラ・福島ビラ・水戸判決リーフ
感想と次回(第４波)に向けての提案等
「改憲・戦争阻止！大行進運動」の方たちと共闘してウクライナ反戦も呼びかけました。20人
参加、ビラ「大行進運動」と東海原発反対のリーフで100枚くらい撒きました。

久木野
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3月5日㈯、松戸駅では、「東海第二原発いらない首都圏一斉行動」の前に、ロシアによるウク
ライナへの侵攻に抗議する「ウクライナに、平和を！緊急行動」が行われていたため、それに続い
ての行動となりました。参加者は１２人、スピーチとチラシ配布、署名集め、シール投票を行いま

千葉

行動団体名：東日本大震災被災者支援

日時：202２年３月５日（土）13:30～１４：３０
場所：
行動責任者：
行動参加人数：12名

した。
今回は、横断幕に加えのぼり旗も２つ立
てて目立たせました。シール投票のテーマ
は「東海第二原発が爆発！水戸市から松
戸市へ避難してくること知ってる？」でした
。結果は知っている10票、知らない15票。
知らない人の方が多いことがわかりました
。昨年３月の水戸地裁の東海第二原発差
し止め判決で示された『東海第二原発事
故の避難計画』の問題点について今後も
追及していきたいと思います。

千葉

行動団体名：希望ある未来へ！松戸アクション
日時：202２年３月５日（土）1４:０0～１５：００
場所：
行動責任者：岡本ゆう子

行動参加人数：７名

配布チラシ：エナガの会オリジナルチラシ
行動内容：チラシ配布、リレートーク、ツイキャス配信
行動特色：一斉行動
感想と次回に向けての提案等

202２ 年 3 月 5 日（土）14 時～15 時の 1 時間、松戸駅西口でアピール行動を実施しまし
た(全７名)。
松戸駅西口はバスロータリーが広がり、バスを待たれる多くの市民が立ち止まり聞いていた
だける絶好のポイントです。東海第二原発の再稼働や広域避難計画についてと、あわせて「平
和」についてもアピール活動を行いました。今回、松戸駅西口でのアクションは初めてでしたが、
エナガの会オリジナルチラシを配布させていただきました。
東海第二原発水戸地裁判決後の記者会見をツイキャス配信された方が、マイクリレーの様子
を最後まで生配信してくださいました。ツイッターを通して反響をいただくと共に、お困り事相
談も受けるなどの場面もあり、地域密着型のアピール活動ができたことは何よりでした。今後も
継続していきたいと思います。（告知バナーを作成し、SNS でアクションの告知をしました。)
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千葉

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

11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います。一斉行動につきましては、第1回より参加していま
す。今回が三回目となりました。原発全般に反対を訴えていますが、特に当地からわずか
に８０キロほどに位置する東海第二原発の再稼動は喫緊の問題であり、市民の皆さんに
も反対の声をあげようと訴えています。
感想と次回に向けての提案等
オミクロン感染拡大のため、年明けからしばらく金曜日行動を控えておりましたが、震災
から満１１年を迎える３月１１日は是非再開しようと久しぶりの金曜日行動となりました。飛
び入りもあり総勢２０名の参加となりました。今回はやはり震災の日であり、かつ当時と同
じ金曜日だったこともあるせいか、足を止めてアピールを聞いてくれる方やチラシを受け
取ってくれる方も多かったように思いました。また、なんとたくさんの高校生がやってきて
署名もしてくれたのは嬉しい驚きでした。ぜひ今後も同じ思いの皆さんと協力しながら行
動していけたらと思っています。

行動団体名：反原発東葛連合
日時：202２年３月１１日（金）
場所：
行動責任者：
行動参加人数：２０名
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配布チラシ：水戸地裁判決チラシ、エナガオリジナルチラシ
行動内容：チラシまき、リレートーク、署名
行動特色：一斉行動
感想と次回(第４波)に向けての提案等

3月5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(全9名)。今回も青空
と暖かな天気に恵まれ、駅前出入り口を通り過ぎる皆さんに東海第二原発の問題を指摘し
ながら、元気よく再稼動反対を訴えました。ちょっと風が強く横断幕が見えにくかったかも知
れません。今回はエナガの会でオリジナルチラシも作り、水戸地裁判決チラシと共に配布し
ました。チラシは柏駅のほか、流山、松戸、我孫子での行動でも利用頂きました。ありがとう
ございます。しかし、陽気がいい割りには人出が少なく感じられ、チラシは100部程度しかお
渡し出来なかったのは残念でした。残りは参加者が持ち帰り、回りの人立ちへの広報に使っ
てもらうこととしました。
マスコミ取材は地元の1社でした。一斉行動の直前に発表された再稼動スケジュールの延
伸のニュースは朗報でした。これにより今後の市民活動の取り組みの見直しも必要になるか
も知れませんが、こうした市民活動によりぜひ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：202２年３月５日（土）1４:０0～15:３0
場所：
行動責任者：
行動参加人数：９名
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流山市のでは、「原発止めよう！ 東葛の会」が中心に実施しました。第１回と第２回とほぼ
同じやりかたでした。
場所は、東武アーバンパークライン（野田線）とつくばエクスプレスとの交差駅になる「流山
おおたかの森」自由通路で、午後２時から３時まで行いました。
スピーカーによる宣伝と、署名用画板をもって準備したチラシのセット（２枚）を配りながら
署名集めをしました。
参加者は８名。集まった署名は１９筆。印象としては、反応はやや上り気味。首都圏ネットワ
ークの横断幕と新しくできたのぼり旗も使い、チラシを拡大したポスターも立てての街宣で
した。
事前に、「おおたかの森」駅周辺にカラーのチラシを１５０枚ほど配って呼びかけたが、反応
はなかった。

千葉

行動団体名：｢原発止めよう！東葛の会」
日時：202２年3月５日（土）１４：００～１５：００
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：８名
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原発止めよう！東葛の会のチラシ②
表 裏



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：202２年３月1０日（木）1６時～1７時
場所：野田市・川間駅
行動責任者：皆川純麿
行動参加人数：７名

配布チラシ：下記の2枚をセットにして配布した。
・『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）
・『3月一斉行動』+『当会の活動予定』を1枚に
したチラシ
行動内容：チラシ配布と東海第2原発再稼働反
対の呼びかけ
感想と次回(第４波)に向けての提案等
１０日(土)１６時～１７時。スタッフは７人。
地下の改札から出た少し先で2人が横断幕を掲げ、あとの人はチラシを配布した。
高校生は、話しかけるとまじめに対応してくれるのでやりがいがでるが、東海第2原発のこ
とはほとんど知らない人が多かった。バスから降りてくる工場従業員と思われる人たちは、
外国人も多くチラシの受け取りが悪かった。

毎月実施している「戦争をさせない1000人委員会鎌ケ谷」と「九条の会・この指とまれ」
の駅頭街宣に載せた形で“東海第二原発再稼動反対の一斉行動”を実施しました。
ウクライナへのロシアの軍事侵攻が始まっており、戦争に対する抗議がメインの行動にな
りました。核使用の脅しや原発周辺の攻撃などといったウクライナでの状況に対応した形で、
日本国内の原発の危険性が指摘され、“原発はいらないもの”といった声が上がりました。
又、翌日が2011年3・11から11年目。いまだに原発事故の処理が出来ていないことから核
の施設＝原発そのものへの否定・批判がされました。
鎌ケ谷市から100ｋｍしか離れていない東海村の第二原発の再稼動にも反対の訴えが
ありました。
ロシアの軍事攻撃は“NATOの東方拡大などの問題点があった”としてもどんな理由が
あっても許されない。今すぐ戦争やめろの声が。なのに日本国内で戦争状況に便乗したよ
うに安倍元首相や日本維新の会が言い出した“核兵器共有論”に対しては怒りの抗議の声
が上がりました。ウクライナで被害を受けている市民、難民になっている市民への非軍事・
人道支援のための募金活動も行われました。
参加者21名、リレ―ト―ク、チラシ150枚ほどの配布でした。

文責：藤代政夫

千葉

行動団体名： 「戦争をさせない1000人委員会鎌ケ谷｣
「九条の会鎌ケ谷・この指とまれ」

日時：2022年3月10日（木）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：２１名
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千葉

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、ハンドマイクで宣
伝しながらチラシ（首都圏ネットワークのチラシ）配布と署名集めを行いました。反対同盟の伊藤
信晴さんを先頭に決戦本部に集う仲間、計12人で14時～15時まで行動しました。署名は1回目
は10筆、2回目は20筆でしたが，今回は31筆の署名を集めることができました。
「３・11でああいう経験をしているのに、また原発を動かそうとするのはおかしい」という意見が
寄せられたり、甲状腺ガンでの東電提訴の話題で会話になりました。
行動特色
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(第４波)に向けての提案等
今回は東海第二原発の再稼働工事反対を訴える中で、「地元住民の命を蔑ろにする原発、空
港拡張の問題とウクライナでの戦争は一体の問題であり私たちの闘いで戦争を止めよう」といっ
た内容もアピールしました。ウクライナでの戦争は核戦争危機でもあり、3・11を目前にした今回
の街宣は、核の問題・原発の問題をリアルな問題として共有できたと思います。

行動団体名：三里塚芝山連合空港反対同盟（決戦本部）
日時：202２年３月５日（土）１4：００～１５：００
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：１２名

千葉

行動団体名：「東海第二原発いらない!」市川の会
日時：202２年３月５日（土）
場所：JR本八幡駅南口
行動責任者：上野通子
行動参加人数：１３名

・横断幕：3枚

・チラシ：約50枚配布（署名は少なかったけれど、チラシの）受け取りは良かったというのが参加
者の感想です。
・署名：東海第二原発と避難者訴訟最高裁→10筆
・スピーチ
①東海第二原発
②避難者訴訟と最高裁
③住宅追いだし裁判
④参加者からのスピーチ４名
・歌（3回）

19



私たちの「東海第二原発いらない！動かさないで！」一斉行動第三波は、３・１１から１１か
年の「１１行動」をかねて、３月11日12時から13時まで東電千葉支社前で行いました。
今年の３・１１は、ロシアのウクライナへの軍事進攻、チェルノブイリやザボリージャ原発の制
圧、攻撃というとんでもない事態のただなかで迎えることになり、これへの抗議も前面に出
しての行動となりました。
「なのはな生協」の方たちも合流し総勢１４名。横断幕、のぼり旗4本、ボードやゼッケンで
視覚からも訴え、コールやリレートークで日本原電、東電、そしてロシアへの抗議の声をあ
げながら、チラシや署名で道行く人への訴えを行いました。チラシは会の独自ビラと統一チ
ラシ、「首都圏連絡会」の女の子の描かれたチラシなど。今回の独自ビラには「東日本大震災
―福島原発爆発から11年 東海第二原発はいらない一斉行動第3弾 ロシアはウクライナ
への軍事進攻をやめろ！ 原発を攻撃するな！」と大見出しをつけました。３・１１から11年と
同時に、ロシアの原発への攻撃という衝撃的な事態もあってか、チラシの受け取りも署名も、
これまでにない大きな手ごたえが実感できる行動でした。

プーチンは核使用もちらつかせながら、ウクライ
ナの核開発疑惑を口実に原発の制圧・攻撃を
行っています。原発がいつでも核兵器に転用で
きるものであること、戦時には核兵器と同様の
危険をもつことがあらわになりました。これを防
ぐには「テロ対策施設」や核武装ではなく、原発
廃炉、核廃絶しかないことがますます鮮明にな
りました。この事態を「核シェアリング」や原発再
稼働に利用しようとする安倍をはじめ自民党や

維新を絶対に許せません。
東海第二原発再稼働は、今年秋から２０２４年９月に延期になりました。老朽、事故原発の
上に危険なプルサーマル発電をもくろむ東海第二は廃炉しかありません。広島・長崎の被
爆者、福島の被災者・避難者、原発労働者とともに核廃絶、すべての原発廃炉にむけて決
意も新たに闘いましょう。

千葉
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行動団体名：忘れまい３・１１！反戦・反原発の会/千葉
日時：2022年3月11日（金）１２:00～１３：００
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：１４名
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配布チラシ：①エナガの会作成パンフ 260部 ②水戸判決のパンフ 100部
横断幕（小張さん作成のもの）2枚 のぼり旗（「さようなら原発」あびこ）2枚
アッピールグッズの文言いろいろ
・東海第2原発廃炉！・東海第2原発動かさないで！～逃げられないよう～
・40年+20年も動かすの？オンボロだからますます心配
・原発のない安全な暮らしを次の世代に！未来に！
・戦争・テロがおきたら原発が攻撃される!！
・STOP THE WAR ・抗議ロシア Ｓａｖｅウクライナ
スピーチ：南北で。
感染症対策：手指消毒液、チラシ配布用手袋、マスク

以上

千葉

行動団体名：「さようなら原発」あびこ
日時：202２年３月５日（土）１４：００～１５：００
場所：我孫子駅北・南口
行動責任者：加藤マリ子
行動参加人数：２３名

行動団体名：個人
日時：202２年３月５日（土） 11:00～14:00、３月６日（日）
場所：外房線・太東駅→御宿駅、いすみ竹炭研究会の浜での竹炭作りの会場
行動責任者：ひろせしんじ
行動参加人数：1名

千葉

配布チラシ：3枚組 40セット
行動内容

03/05 外房線・太東駅→御宿駅 11:00～14:00  17kmをドラム缶コンダラを牽いて
走った。

03/06 いすみ竹炭研究会の浜での竹炭作りの会場で、チラシ配布とドラム缶コンダラ
で走った。
行動特色
コンダラは、核廃棄物ドラム缶（を模したもの）に女の子ポスター（A3版）他を貼ったもの。
いつも官邸前で走っているヤツです。
ビラは、前日にたんぽぽ舎にもらいに行ったもので、女の子のビラ他で3つを組にして配っ
た。03/05では、太東駅から初めてすぐに数組配れただけ。その他は全部、竹炭の会場で
配ったもの。
第2波に続いて、今回も千葉・外房線系でやりたかった。地元の最寄り駅から走り始めた。

2つ東京寄りの上総一宮から走り始めた方が良かったかな。ともかく、向かい風（南風）が
強くて、ちっとも走れず。3時間路上には居たけれど、走行距離はたったの17㎞。安房鴨川
迄なんて夢のまた夢だった。
それでも、大原駅の手前（？）で、ロシアのウクライナ侵略に反対する人たちのスタンディ
ングの人達とエールを交換できたし、竹炭の人も「見たよ。」と言ってくれていた。
感想と次回(第4波)に向けての提案等
今回は、僕からの声かけが遅れてしまったので、館山の人達と連携することができなかっ
た。次回は、竹すみの仲間に声をかけて、サポートカーをお願いして、どうしても複数台で
走りたい。

以上
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行動団体名：さようなら原発越谷連絡会
日時：2022年3月5日（土）13:30～１６：00前後
場所：越谷駅東口駅前広場
行動責任者：石山博
行動参加人数：130名超

埼玉

【東海第二原発はいらない 第３回一斉行動】
東海第二原発はいらない首都圏ネットワークの呼びかけに応
じて原発再稼働に反対する埼玉連絡会でも取り組みました。
当初、浦和駅東口を予定していましたが、右翼が大音量で街
宣を行っていたため、西口に移動して行いました。東口よりも人
通りがやや少ないのですが……。
１時間の行動の中で、マイクアピール、ビラ配り、シール投票に
総勢約３０名で取り組みました。シール投票は「近い・古い・ボロ
い」の〝三拍子〟そろった東海第二原発を動かしていいんで
すか？の賛成・反対を問いました。
＊＊
シール投票結果：東海第二原発運転延長に、
反対８６（９４．５％） 賛成４（ ４．３％） わからない１（ １．２％） （Facebookより転載）

埼玉

行動団体名：原発再稼働に反対する埼玉連絡会
日時：202２年３月6日（日）
場所：浦和駅西口
行動責任者：白田真希
行動参加人数：約３０名

越谷の石山です。遅くなりましたが3・5集会の報告をします。
「東海第二原発廃炉第3波」集会を3月5日越谷駅東
口広場で行いました。晴天にも恵まれて参加者は130
名を超えました。例年行っている「さようなら原発IN越
谷」（第11回）と兼ねての集会です。

13時半開始。まずは音楽。「なな＆たけ」さんが「ウイ
シャルオーバーカム」を。「勝利の日まで戦い抜こう」と
力強く歌い上げると会場は大盛り上がりました。次に
五錦雄吾さんが力強く反戦平和の歌を津軽三味線で
披露してくれました。
今回のゲストスピーカーは「東京共同法律事務所」
所属の弁護士只野靖さん。只野さんは「弁護士になり
たての頃、浜岡原発差し止め訴訟を担当したが勝てな
かった。原発訴訟は難しいと思った。しかし、昨年の東海第二原発差止め訴訟での勝利。
また、『生業を返せ、地域を返せ』で争われた福島・群馬・千葉の集団訴訟では、最高裁が
今月2日の決定で東電の上告を退けた。全国30あるこの種の訴訟で東電の責任が確定す
るのは初めてだ。これらの勝利は原告や弁護団の力だけでなく、諦めず戦い続けた皆さん
の勝利でもある」と述べると、参加者は大きな拍手で応えました。

15時にデモ出発。「さようなら東海第二原発は
いらない」と大書きした横断幕を掲げ、「私たち
は10年間続けて三金集会とデモを行っている
仲間たちです」「原発はもういらない。再稼働反
対。子供たちのために原発をなくそう」とシュプ
レヒコールをしながら市役所までデモ行進をしま
した。この日は子供の参加が多く、子供たちがデ
モ行進の先頭を歩きました。（石山博）
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３月５日、原発はいらない富士見集会。
2012年から年３回（３・９・12月）行ってきた集会・デモ。しかし、2020年３月に集会を行って（デモ
は中止に）以降、活動が休止してしまった。昨年３月、原発事故から10年というときに何もしないのは
…の思いで、原発はいらない富士見市の会の構成団体の一つである三芳九条の会が主体となって
３１１当日にスタンディングを行ったが、少人数で富士見市からの参加も一人だけだった。
ようやく今回、２年ぶりに集会を行うことができた。当初デモも行う予定だったが……。それでも実
施できたことが嬉しい。原発再稼働より市民運動の再起動を！コロナ前から集会・デモの参加者は
減少傾向にあったので、今回どれだけ集まるか不安もあったが54名もの参加。ロシアによる原発へ
の攻撃に危機感を持った人も多いこともあるだろう。
そして富士見集会では初めてジョニーＨさんをお招きした。これがもう大当たりで、大いに盛り上
がった！ 歌の力はすごい！ ジョニーさんが歌の前に言った
「ゼレンスキーは何故原発を停めなかったのか」
「チェルノブイリの事故があって、もう一基まだあったことが不思議」
「振り返ると我々日本、どうしてるんですか。まだ５４基も原発があるんだ」
本当にそのとおり。もちろん、攻撃したロシアが悪いのは言うまでもない。だけど、チェルノブイリ原
発のある国で、なぜ原発を稼働し続けているのか。自国に住む人々の命を守る気があるのなら、事
故を反省し原発をやめなければならなかった筈だ。そして、それはそのまま日本に当てはまる。
広島 長崎 ビキニ 福島
こんなに被爆・被曝の被害に遭っているのに、何故原発がいまだに稼働しているのか。
そしてただでさえ危ない原発が、攻撃対象となり得ることが恐ろしいことに証明されてしまったでは
ないか。中国が、北朝鮮が、ロシアが……と脅威を煽って安保法制までつくって、大軍拡を推し進め、
敵基地攻撃能力まで認めようとして、その一方で日本海側にズラリと無防備に並ぶ原発。武力で平
和はつくれない、話し合いで解決を、外交努力を……と訴えていくのは大前提。まずは戦争がない世
界を目指す。それは当然。だけど、危機を煽って軍拡を進めようとする側に対しては、「上から」の攻
撃に対して脆弱で無防備な原発が「国防」上・「安全保障」上（この言葉は使いたくないがあえてここ
では使う）大変なリスクである、だから原発はいますぐやめろと訴えていきたい。
原発事故から間もなく１１年。いつも言っているが原発事故は過去のものではない。その何よりの証
拠はいまだ原子力緊急事態宣言が解除されていないということ。福島の方々は現在進行形の被害を
受けている。３月だけではなく、常に福島を忘れるな、福島を切り捨てるなを主張し、反原発運動を続
けているが、それでも３月は一段と力を入れて訴えたい。集会での発言は、
・代表からの挨拶
・富士見市議の根岸操さん
・富士見市のⅠさん（お連れ合いさんが浪江出身）
・富士見市のＴさん（浪江出身・実家を泣く泣く処分）
・県議の前原かづえさん
・川越から駆けつけてくださった中島美代子さん
・富士見市原水協のＫさん
・医療生協さいたま三芳支部のＭさん
・最後は白田のリードでシュプレヒコールで締めて終了となった。（Facebookより転載）

埼玉

行動団体名：「原発はいらない富士見市の会」・三芳スタンディング
日時：2022年3月5日（土）
場所：富士見市鶴瀬駅
行動責任者：白田真希
行動参加人数：５４名



配布チラシ：3駅で400枚
行動内容：スタンディング、リレートーク、動画を流す
行動特色：市民がそれぞれ工夫したプラカード、横断幕などでアピール
所沢駅 ４０名、新所沢駅 ３０名、小手指駅 ３９名 計１０９名
感想と次回(第４波)に向けての提案等
・今までの活動や、日頃の活動の集約の場として３．１１の取組みが位置づけられ、多くの所沢
市民が参加してくれました。 東海第2原発再稼働反対に特化したビラの版下があったら印
刷して活用できると思いました。

埼玉

行動団体名：さよなら原発イン所沢連絡会、福島原発裁判を支える会・所沢
日時：2022年3月１１日（金）
場所：所沢駅、新所沢駅、小手指駅
行動責任者：村上三郎他
行動参加人数：1０９名
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埼玉

行動団体名：原発いらない市民会議/埼玉
日時：2022年3月１１日（金）
場所：上尾駅東口
行動責任者：佐々木正人
行動参加人数：９名

３/１１は上尾駅東口にて９名の参加でチラシ配布は１１０枚程度でしたが、１１周年ということ
や毎月１１日行動というのが一定程度定着してきたのかと思っています。
残念ながら写真の係が不在だったために今回は写真がありません。今後修正していくよう
にします。よろしくお願いします。

原発いらない市民会議／埼玉 事務局 佐々木正人

行動内容
亀有駅南口で４名が横断幕、１名がプラカードを持ち、２名がチラシを配布した。
チラシは、１週間後の３月１２日開催した小出裕章さんの講演「とめよう東海第二原発 <原発事
故は終わっていない>」の案内。５０枚手渡し。「とめよう東海第二原発」署名者１名。
感想と次回に向けての提案等
・横断幕を持つスタンディングが効を奏して通行人が声をかけてくれます。高校生が話しかけて
きます。「原発がないと電気は足りなくなりませんか？」とか、「あの時（３．１１原発事故時）水が
飲めなかったと知って自分が５，６歳で覚えていないのだが、大変なことになるんだ」とか。
不特定多数の通行中の人々に、伝えたいことを伝える話し方、伝え方そして答え方を絶えず工
夫し磨かなければと思います。
今回は、スタンディング参加者の一人がその高校生に親しく向き合って対応したのがよかった
と思います。一般の人々がいろんな思いをもっていることの発見にもつながり、そのことが、私
たちが当たり前にわかっている（？）ことをあらためて問われているとも思い知らされました。
・日本原電の安全対策工事が延長されたのは、水戸地裁の東海第二原発運転差し止め判決と
無縁でないでしょう。私たちの運動にこの判決はチャンスです。判決の本旨を広げ、周知したい
です｡（「ひろば葛飾から」白倉真弓）

東京

行動団体名：ひろば葛飾から
日時：２０２２年３月５日（土）
場所：千代田線/常磐線 亀有駅南口
行動責任者：白倉真弓
行動参加人数：７名
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配布チラシ：水戸判決パンフ ３・１１福島行動ビラ １５０
行動内容：3月5日1300から1430に新小岩南口にて10人で実施
感想と次回(第４波)に向けての提案等
関心は高く署名数は34名、その内２０名は女性でした。引き返してきた人が、反核運動は
何処から始まったか知っていますか？と聞いてきたとのこと。杉並の一主婦からと答えると、
そうなんですとのことでした。住所は都内だが、福島の人が多かったと言う人もいました。今
回は絡んでくる人はいませんでした。お疲れ様でした。

東京

行動団体名：NAZEN江戸川
日時：202２年３月５日（土） 1３:00～1４:３0
場所：新小岩駅南口
行動責任者：佐藤賢一
行動参加人数：１０名

東京

行動団体名：たんぽぽ舎
日時：202２年３月1３日（日）１３：００～１４：００
場所：JR王子駅前
行動責任者：市原みちえ､横田朔子

行動参加人数：１０名

配布チラシ：①女の子のチラシ（とめよう！東海第二原発首都圏連絡会） ②小張チラシ
行動内容：「汚染水を考える北区の会」（毎月第２日曜日王子駅前で、１３～１４時に行動）と
共同行動として取り組むことになり、変則的だが3月13日（日）に実施。
感想と次回（第４波）に向けての提案等
〈感想〉
①通行人のチラシの受け取りはまあまあだった。
②いつもはスタンディングとビラ配り、署名活動が主だが、この日はマイクアピールを区議と
参加者が交代で行い、通行人にアピールできてよかった。
③いつもは汚染水問題が中心だが、共同行動として東海第二原発の問題を訴えることがで
きて、よかった。今後も取り組みたい。
④音楽（ギターで弾き語り）が入り、雰囲気が和んでよかった。駅前で待っている通行人も聞
いていた。
〈今後の課題〉
①東海第二のチラシは毎回同じものでない方がよい。
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荒川での「3.5一斉行動」の取り組みについてご報告します。「脱原発荒川市民アクション」
の呼びかけで15名の参加者で取り組みました。平和憲法を守る会や区労評傘下の労組員の
方々も参加してくれました。
小張さん作成の「横断幕」「のぼり旗」をたて、会の仲間が作ってくれたボードを掲げ町屋駅
前交差点でのスタンディングです。リレートークもチラシ撒きも行いました。ちょうどロシア軍
のウクライナ侵攻や原子力発電所への攻撃があった直後だったので関心度も高かったしチラ
シのはけも良かったです。リレートークでも東海原発再稼働反対をウクライナ軍事侵攻と原
発攻撃をクロスして弾劾する声が多かったです。「戦争は最大の人権侵害だ！」「核も原発も
いらない！」などの声が区民にも届いたでしょう。
こうしたスタンディングは今後も続けていきたいとの声もありました。再稼働は延長されまし
たが必ず廃炉を実現しなくてはとの思いは共有できたと思います。最後に都電のちんちん電
車を背景に記念写真を撮って行動を終えました。

久保

東京

行動団体名：脱原発荒川市民アクション
日時：202２年３月５日（土） 1３:00～1４:３0
場所：荒川区・町屋駅前交差点
行動責任者：久保清隆
行動参加人数：１５名

東京

行動団体名：緊急会議
日時：202２年３月５日（日）１６：００～１７：００
場所：JR水道橋駅
行動責任者：天野恵一

行動参加人数：５名

JR水道橋駅前で街宣、チラシ配布を5人で1時間行った。
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東京

行動団体名：スペース２１
日時：202２年３月５日（土） 1２:00～1３:０0
場所：新宿駅南口
行動責任者：田中
行動参加人数：８名

新宿駅南口で8人で行った。行動内容としては街宣、チラシ配布、署名取りでした｡
そのチラシの受け取りはあまりよくありませんでした｡署名は３筆取れました。

３月１２日、脱被ばく実現ネット恒例の新宿アルタ前街頭行動で「東海第二原発うごかすな」
全国一斉行動の最終日に参加、７人の方が駆けつけてくださり、東海第二原発動かすな！を
主にマイクリレーで訴えました。
今回は”東海第二原発いらない” ”原発廃炉” ”東海第二原発動かすな”と手書きの大プラ
カードを脱被ばく実現ネットの横断幕と共に掲示し開始しました。
新しくアニメキャラクター鬼滅の刃をモデルにしたポスター”原発は鬼だ 許せぬ”も掲示しま
した。このポスターは毎月の東電抗議行動に参加していた時に、終わって帰る準備をしていた
時、女性参加者に呼び止められ、「捨てるに忍びないのでこれ活動時に使ってください。」と差
し出されたポスターです。新宿アルタ前で、アニメのキャラクターモデルの”原発は鬼だ”を掲
示しての行動は、少なからず、子どもたちの目を引いたようです。通り道の植え込みの縁に寄
りかかり親子で見ていた子供の楽しそうな表情が印象的でした。
新宿アルタ前は、春を思わせるぽかぽか陽よりの中、コートを脱いだ軽装の若者たちが、横
目でポスターなどに視線を送って通りすぎる中、彼らが記憶にとどめ声を上げるよう訴えまし
た。（宮口）

東京

行動団体名：
日時：202２年３月1２日（土）

場所：新宿
行動責任者：

行動参加人数：７名
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東京

行動団体名：たんぽぽ舎
日時：202２年3月５日（土） 1４:00～1５:１５
場所：御茶ノ水駅・御茶ノ水橋口、聖橋口、千代田線出入口
行動責任者：柳田真、横田朔子、平田明良
行動参加人数：２８名

御茶ノ水駅・御茶ノ水橋口では１５名で横断幕とノボリ旗を掲げながらマイクアピー
ルとビラ配りを行いました。
ビラ配りは350枚ほど撒け､「ビラの受け取りは良かった」の声がありました。
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３月５日止めよう東海第二一斉行動、
ＪＲお茶の水駅千代田線出入口の報告

報告者 平田明良（たんぽぽ舎ボランティア）

参加者は、私を含めて６名でした。道路を挟んで２か所に横断幕を掲示し、私が主にマイクア
ピールをやり、その他の方たちでのぼり旗の掲示やビラまきをしていただきました。
演説について主に留意したことは、
・東海第二が４３年を経過した老朽原発であること、それを設計限界の４０年を無理やり２０
年延長して再稼働を図ろうとしていること、
・すでに福島第一原発事故により東京都２３区の半分の面積が帰宅困難地域になっていて
人の住めない地域になっていること、
・電力は足りていること
・我々は安心して日常生活を送りたいだけなんだ、
・東京から東海第二まで１１８キロしか離れていないことなどを繰り返しゆっくり道行く歩行者
に伝えるようにしました。
ただ反省点として参加された方はみんな異なる視点をお持ちだと思うので自分ばかりが演説
者になるのでなくリレー形式でマイクを渡していく方式を取れたらと思いました。
あまり足を止めてくれる方はいませんでしたが、横断幕の汚染水という文言に執拗な抗議を
してくる聴衆がいて「メルトダウンを起こしたデブリに触れた水は、通常のトリチウム水とは異な
る」のが理解してもらえませんでした。わかった上での逆宣伝かもしれませんが。
風がとても強かったので横断幕の固定に苦労しました。当日の気象条件を加味した準備作
業が必要と思いました。
ビラの受け取りについては数十部が受け取ってもらえたかと思いますが、「ハロー原電」のよ
うに情宣の終わった後に周辺のオフィスビル等へのポスティングも実施してもよいかもしれま
せん。
カンパ箱に千円札を入れてくれた市民の方もおり心強かったです。
案の定オフィスビル側に入りすぎると警備員が飛んでくるという状況でしたが、彼らも言われ
たことを実施しているだけなので仕方ないですが、日本では生産者、消費者の立場ばかりが
強調されていて、生活者や主権者といった人間活動の側面も大事なのだということが啓蒙さ
れることを強く望むものです。



配布チラシ：女の子チラシ（3枚一組）約70枚
行動内容：スタンディング 横断幕 プラカード
行動特色
16時から同じ場所でやっていた天野さんのグループ4人が17時30分ぐらいに終るまで、合
計8人でチラシ撒きました。そのためか、前回よりチラシの受け取りが良かった。
風が強く、横断幕が飛ばされそうでした。

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：2022年3月5日（土）１7：0０～１8：0０
場所：文京区ＪＲ水道橋東口・橋の上
行動責任者：田中一郎
行動参加人数：４名

東海第二原発再稼働反対の一斉行動 NAZENいけぶくろ
3月5日 14時〜16時 池袋駅西口前 参加者9人
ロシア軍のザポリージャ原発砲撃・制圧を受けて、「改憲・戦争阻止大行進東京北部」として
「ウクライナ戦争反対」「核戦争は絶対に許さない」見出しのビラを作成。それに三つ折リーフと
NAZEN東京の東海第二ビラ、3.11反原発福島行動チラシを挟んで配布。約120枚。
署名は東海第二原発再稼働反対が13筆。南西諸島への核ミサイル（INF）配備反対署名が
16筆。
ウクライナ戦争情勢下での「今こそ核と原発をなくそう」という訴えに、立ち止まる人、横断幕
をじっと見る人がいつもよりも多かったです。

2つの署名をセットにしたことも功を奏して、「これから新宿でのウクライナ反戦デモに行く」と
手製の「戦争反対」ボードを持っていた大学生の男女などが熱心に話をして署名をしていきま
した。

東京

行動団体名：NAZENいけぶくろ
日時：202２年３月５日（土）１４:００～１６：００
場所：池袋駅西口
行動責任者：
行動参加人数：９名
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東京

行動団体名：個人
日時：202２年３月５日（土）１４：３０～１５：３０
場所：北千住駅・西口
行動責任者：和田
行動参加人数：４名

足立区・北千住駅西口にて4人で１４：３０～１５：３０の時間帯にチラシ配りを行いました。

東京

行動団体名：個人
日時：202２年３月１１日（金）１５：００～１６：００
場所：東京メトロ・霞ヶ関駅 経産省前

行動責任者：
行動参加人数：１名

東京メトロ・霞ヶ関駅､経産省前にて１５：００～１６：００の時間帯に‘とめよう！東海第二原発
首都圏連絡会のチラシ(女の子の図柄のチラシ）配りを行いました。

※このチラシを配りました。
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東京

行動団体名：原発止めろ！新橋アクション ＮＡＺＥＮ品川
日時：202２年３月５日（土）１５：００～１６：００
場所： JR大井町・阪急百貨店前

行動責任者：大野
行動参加人数：３名

原発とめろ！新橋アクションは、３月５日の１５時から１６時まで、JR大井町駅前にて、「東海
第二原発いらない一斉行動」を３名の参加で行いました。戦争で原発が攻撃された直後の
「原発再稼働とめろ！」のマイクアピールは、基地と原発は標的になること、原発に反対する
ことは戦争反対！核戦争絶対反対の声と
ひとつであり、広島-長崎-チェルノブイリ
-福島を結んで、東海第二原発再稼働反
対の声を街頭の皆さんに届けました。ロ
シアとウクライナの戦争反対のデモ帰りの
方たちや、年配の方が署名をしてくれ、わ
ずかな時間でしたが署名が１０筆も集まり
ました。
高齢の女性は、署名ボードを持つメンバ
ーの頭を優しく撫でて、戦争で原発が攻撃
されたことを上げ、「あなたたちのようにが
んばっている人がいるから大丈夫ね」と言
ってくれました。次回はもっと多くの仲間で
やりたいと思います。

東京

行動団体名：さよなら原発品川アクション
日時：202２年３月５日（土）１４:００～１5：００
場所：JR大井町駅前ヤマダ電機前
行動責任者：小川
行動参加人数：数名

JR大井町駅前ヤマダ電機前にて数名で‘東海第二原発の再稼働阻止’を訴えました。
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行動団体名：中野実行委員会
日時：202２年３月５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：８名

東京

中野実行委員会は、３月５日午後２時から３時までの一時間、JR中野駅北口ひろばで「東
海第二原発うごかすな！」の街宣を行いました。
当日北口は、東京都が無料PCR検査の特設テントが設置されており、一時、場所の変更
も考えましたがテントの職員の方に、”お騒がせします。マイクの音量に配慮をいたします。よ
ろしくお願いいたします”とお断りをして、ひろばに小張さん作成の”のぼり旗”と横断幕を設
置をして予定通りに実施をしました。
参加者は７名、いや３歳の坊やを含めて８名。参加者の構成は、地元中野のたんぽぽ舎メ
ルマガの読者が３名。FoE Japanの吉田明子さんと息子さん。中野無所属区議会議員のむ
とう有子さん。少し遅れ
てたんぽぽ舎の運営委員
の槌田晴美さんととめよ
う！東海第二原発首都
圏連絡会の松代でした。
情宣の態様は、参加者
全員が代わる代わるマイ
クを持ち東海第二原発の
危険性や折からのロシア
のウクライナ侵略でロシ
アが原発に攻撃と占拠し
たたことにふれて原発の潜在的危険性が露になった。原発を止めようと訴えました。また、水
戸勝訴判決を引きながら過酷事故の際には避難などは不可能なことや、原発由来の電気か
ら自然エネルギーへ切り替えようなどや福島原発事故によって故郷を追われ区内の都営住
宅に避難された被害者の話など、それぞれが独自の視点でアピールを行いました。
街宣用に用意した１４０セット（小張さんのチラシ、3/11原電・東電抗議集会のチラシ
とFoEJapanのリーフレット）もすべて受け取ってもらえました。

行動団体名：多摩市内の脱原発・反核団体／戦争いらない多摩市民連合
日時：202２年３月１３日（日）１４：００～１５：００
場所：多摩センター駅近くのショッピングモール
行動責任者：沼倉潤
参加人数：約７０名

14時からパルティノン多摩に通じるショッピングモールの大通りに、約70名が参加し、脱原
発団体や、原水禁、原水協などの反核団体も
加え、約一時間のアピール行動を行いました。
多摩市の平和音楽隊の歌もあり、多摩市の市
議会議員(共産党、立憲民主党、社民党)からの
発言や阿部裕行多摩市長からのメッセージも読
み上げられました。
チラシは、水戸判決のチラシと小張さん作成の
チラシ。合計600枚を配布できました。調布市
や町田市からも参加し、「原発のない暮らし@ちょうふ」の佐橋さんが連帯の発言を行ってい
ます。
のぼり旗４本 横断幕7枚 配布チラシ3種類 発言者13名 メッセージ代
読1名
『放射能で海を汚すな！東海第二再稼働反対原発も核兵器もいらない
多摩市行動』を市内脱原発各市民団体の共同行動を多摩センター駅前広
場で開催し、約70人が参加。

2022年3月13日、東京都多摩市の多摩センター駅前で「3.11」の１１周
年に際して「反原発集会」を開催した。多摩市の8の市民団体の共催で実
施し、約７０人が参加しました。福島原発事故から11周年にあたり、改めて
原発問題をみんなで考える機会となりました。原発から出された汚染水を
海洋投棄する政府方針が出されており、市民の関心も高いものがありま
した。
また、2月24日に、ロシアがウクライナに軍事侵略しており、国際的な反
戦・平和の運動が高まってきており、この集会でも「NO WAR 」のプラカードを持った参加
者が多かった。このために、本集会は「反源発」と同時に「反戦・平和」の集会にもなった。ロシ
アは、即時に、ウクライナから撤退せよ！（報告 戦争いらない多摩市民連合 永井 栄俊）

東京
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東京

行動団体名：市民有志
日時：202２年３月1３日（日）
場所：京王線・調布駅前広場など

行動責任者：沼倉 潤
行動参加人数：約７０名

3月13日（日）、調布駅前広場などで東海第二原発の再稼働を阻止する集会を行いました。
調布駅前広場では音楽演奏も行い‘東海第二の再稼働阻止’を訴えました。
また、東海第二再稼働阻止のチラシは、10部づつ、クリアファイルに入れたのを、10個程度
用意しました。参加者が、そのチラシを配りました。

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：2022年３月1２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：５名

配布チラシ：「声を上げよう」50/50「運転してはならない」50/50 「女の子」63/68 ニュース
NO.9 10/10 合計 173 枚配布

行動内容
3 月 12 日（土）14 時〜15 時 西武池袋線保谷
駅北口にて、会員 5 名参加。
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、4名がチラシ配布。「運転
してはならない」「声をあげよう」を配布後、「ニュー
スNO.9」、最後に「女の子」を配布。
行動特色：特にナシ。
感想と次回(第４波)に向けての提案等
温かな春の日で、受け取りは良かった。配布者が前 2 回より

1 名増えたことで、配布チラシ数も増えた。家族連れの小学生
が関心を持ってチラシを取りに来たり、若い男性がスピーカー
のところに来て賛意を示し、「どこの警察の許可をとればできる
のか」とアピール行動について聞いてくるなどの反応もあった（
広場は自由、許可はいらない、だれでもアピール行動できると
伝える）。アピールの内容は、前 2 回と殆ど同じ。水戸地裁判決
支持をメインに、30 キロ圏避難計画困難、首都圏原発、老朽原
発危ないなど。新しいことでは、工事完成がこの秋から 2 年遅れる、無駄な工事即刻中止を
訴える。ロシアの原発攻撃・制圧についても少し触れるが、人々は足早に出入りするため、長
くなるとアピール内容が分からなくなるので、判決関連を繰り返しアピール。配布者数は 4 人
が丁度良い感じであった。
継続することでメンバーが少しずつ変わっていくのがよい（固定 2 人＋2〜3 人）。一斉行
動への参加で連帯感もうまれ活動の励みにもなるので継続していきたい。
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東京

行動団体名：杉並実行委員会
日時：202２年３月5日（日）１５：００～１６：００
場所：阿佐ヶ谷駅南口

行動責任者：けしば
行動参加人数：５名

杉並の阿佐谷駅で曽根文子、奥田雅子、新城せつこ、けしば、市民1名で行いました。

東京

行動団体：NAZEN杉並
日時：2022年3月5日（日）14:00～１5：0０
場所：阿佐ヶ谷駅南口
行動責任者：
行動参加人数：１0名

感想と次回(第４波)に向けての提案等
NAZEN杉並３月５日一斉行動
東京・阿佐ヶ谷駅南口で１４時から１５時行いました。
参加１０人 署名３６筆
水戸判決三つ折リーフ、NAZEN東京独自ビラ、３·11福島行動ビラの3種セット約150セッ
ト配布。
午前中の『さようなら原発緊急行動』(代々木公園.渋谷デモ600)や『ロシアのウクライナ
侵攻抗議！３・５渋谷デモ』に参加した仲間が駆けつけてくれました。
戦争反対のボードも掲げて東海第二再稼働阻止•福島は終わっていない・汚染水海洋投
棄反対・戦争反対•3•11福島へ、のリレーアピールを行いました。東海第二再稼働の延期は
運動の結果だ、さらに運動を広げようと訴えました。
ウクライナで原発が戦場になっていることの衝撃は大きく、話になります。
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３月６日、午後４時から西武池袋線、清瀬駅北口のペデストリアンデッキにて、「東海第２原
発再稼働反対！」「ロシアのウクライナへの軍事攻撃は中止を！」の抗議行動を行いました。
参加者は「清瀬・くらしと平和の会」のメンバー７人、「市民の会」から２人、「『週刊金曜日』を
読む会」から１人、所沢市民が１人で、リレートークとチラシを配りました。
ウクライナの大原発が攻撃されると、福島第一原発の１０倍もの参事になること、武力で平
和は守れないこと、などをそれぞれが訴えました。”原発と戦争”という緊迫した事態を一刻も
早く終わらせなければ危険であるとの訴えを、通行中の人々が受け止めてくれたことを願っ
ています。

布施由女

東京

行動団体名：清瀬・くらしと平和の会 ､市民の会
日時：2022年3月6日（日）１６：００～
場所：西武池袋線・清瀬駅北口

行動責任者：布施由女
行動参加人数：１１名

日野市での宣伝行動の報告です。
３月１２日 １３時から１４時、イオンモール多摩平の森前にて３名で街頭宣
伝を行いチラシを配布しました。
ここで配布できたのは５０枚ほどでした。

有賀

東京

行動団体名：日野・市民自治の町をめざす会

日時：202２年３月1２日（日）１３：００～１４：００
場所：日野市・イオンモール多摩平の森前
行動責任者：有賀精一
行動参加人数：３名
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配布チラシ：水戸判決リーフ NAZEN東京ビラ ３・１１福島ビラ
行動日 行動内容：3月5日14時～15時半 八王子駅前
感想と次回(第４波)に向けての提案等
東海第二再稼働阻止の八王子街宣は、2人で行いました。1人がマイク、1人がビラまきと
署名という形で1時間20分ほど展開し、ビラは42枚、署名は13筆集まりました。
署名してくれた方は東海第二の再稼働問題を｢知っている｣方が多かったですが、署名し
た方にも、ビラを受け取る方にも、原発が焦点化しているウクライナの影響がありました。
アピールの内容も、水戸判決や福島原発事故－被曝をめぐる攻防に加え、ウクライナ情勢
を語りました。チェルノブイリなど原発が制圧され、標的となっているという核惨事の危機、
核戦争の危機や、全世界の反戦闘争、その一方で、自民や維新が｢原発再稼働しろ｣｢非核
三原則を見直せ｣｢核を持ち込め｣と言っていることの犯罪性を訴えると、若い人、お子さん
までビラを受け取って行きました。

行動団体：三多摩労組交流センター
日時：202２年３月５日（土）1４:００～１５：３０
場所：八王子駅前
行動責任者：

行動参加人数：２名

東京

行動団体：さよなら原発小田原
日時：2022年3月13日（日）１４：３０～１５：３０
場所：小田原駅前
行動責任者：大久保徹夫

行動参加人数：２２名

配布チラシ：古くて危険な 東海第二原発はいらない 声を上げよう
行動内容：チラシ配布と大型ポスター展示、スピーカーによるアピール行動（１時間）
行動特色：同上の活動にセミプロのギタリストによる反原発のライブ演奏
感想と次回(第 4 波)に向けての提案等
３／１３の１４：３０から１時間、小田原駅東口のポケットパークにて、２２名の参加者で、いた
だいたチラシの配布、脱原発ポスターを身につけ、マイク/スピーカーによる街頭アピールを
しました。
東京からセミプロのギタリストが音響装置持参で反原発ソングを唄い、アピールと交互に
活動しました。
ロシアによるウクライナ侵攻、ザポリージャ原発への砲撃などがあり、原発の危機が身近に
迫っていることもアピールしました。通りすがりの人には関心をもって見ている人もいました
が、多くは足早に去っていきました。

神奈川
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配布チラシ：脱原発かわさき市民通信NO.125 及び「東海第2いらない！首都圏ネットワー
ク」チラシ 約100枚

行動内容
3月6日、「東海第2原発いらない！一斉行動＠かわさき」を登戸駅連絡通路で行いました。
この日いろいろな行動とも重なってこちらの人数が心配でしたが、13人ものみなさんに集っ
ていただきました。
プーチン・ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻、さらに原発への攻撃などがあって、通行
のみなさんとも話もできました。びっくりしたのは署名が始まる前に通りかかった女性の方、
初めてお会いしましたが、話しているうちに署名行動もいっしょにやることになって、最初はチ
ラシを配っていただいていましたが、途中から署名板を持ってとうとう1時間30分、終了まで
付き合っていただきました。今日は「NO WAR ロシア軍は侵攻をやめろ！」のボードも。み
なさんの関心も大きなものだったようです！
もちろん、今日は「一斉行動」です。東海第2の現状もスピーチできました。連絡会の志田さ
んから今秋の再稼働を断念したとお聞きしました。私たち市民の声が効いたのだと確認しあ
いました！
今日は「東海第二原発の“再稼働工事”をやめて下さい！署名」が23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」が15筆でした。トリチウム汚染
水の海洋投棄問題への関心も多いこともはっきりしています。そして今年の「脱原発かわさ
き市民」の上映講演会、「福島のこどもたちの甲状腺がん」、この重要な問題も訴えることが
できました。チラシは100枚以上配りました。

4月の脱原発署名を10日（日）14：00～15：30溝口駅前デッキと決め、この日の行動を終
了しました。

神奈川

行動団体名：脱原発かわさき市民
日時：202２年３月６日（日）１４：００～１５：３０
場所：川崎市・登戸駅の連絡通路

行動責任者：（連絡人）喜多村憲一
行動参加人数：１３名



神奈川

行動団体名：個人
日時：202２年３月1０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：３名

神奈川県横浜市の桜木町駅頭での街宣は１２：００～１３：００。
児玉さん、そして新たに風呂橋さんが加わり、三人でチラシ撒き・小型スピーカーでウクライ
ナでの戦争反対、14基もの原発でもし外部電力が遮断されたら福島原発と同じ様態となる、
安倍の核共有発言は政治家として許しがたい、来るべき参議院選挙で自民・公明・維新に議
席を与えたら、3年間は暗黒の世の中になる等々そして本題の東海第二原発再稼働反対、
総ての原発は廃炉を訴えました。
その後は添付資料の追悼の夕べに参加しました、チェルノブイリで被災したカテリーナの歌
はいつも心に染み入ります、ウクライナ大使も会場に来ました。会場は日中は暖かく気持ちが
良かったが夜は冷え込みが厳しく毎年設営の人々の尽力に脱帽です。

横浜市港北区在住 倉田 謙

神奈川

行動団体：個人
日時：202２年３月1１日（金）

場所横浜駅西口

行動責任者：荒木
行動参加人数：１名

横浜駅西口でのぼり旗を立てチラシを置いて‘東海第二原発の再稼働阻止’をアピールし
ました。

40



長崎

行動団体名：NAZEN長崎
日時：202２年３月５日（土）
場所：長崎駅前

行動責任者：
行動参加人数：３名

長崎でも、駅前で街頭宣伝をし、署名を集めました。
東海第二再稼働へ向けた工事するな！とウクライナ戦争反対！も訴えました。
原発と戦争が一体であることを、昨日の原発周辺での戦闘と占領は示しました。311があら
ためて重要になって来ています。311まで、一週間をきりました。
頑張りましょう！

あとがきにかえて
（脱原発雑誌「季節」２０２２夏号の記事から転載・原文）

41（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）
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次のページからは一斉行動というわけではないのですが、一斉行
動・第3波に先立って東海第二原発いらない！首都圏ネットワークの
メンバーである永野勇さん、加藤マリ子さん、日下部信雄さんによる
申入書の送付が行われましたので、その書面を載せています。
これは、
・永野勇さんから茨城県知事と６市村首長宛て
・加藤マリ子さんから東海村 各村議会議員宛て
・日下部信雄さんから東海村の山田修村長宛て
というもので、この順に載せてあります。もちろん、東海第二原発の再
稼働を認めさせないための申入書です。
日下部さんはこれ以外にも、東海村 各村議会議員宛てでも申入書
を送付されていますが内容がほぼ一緒のため割愛させて頂きました。
この３つとも的確な指摘のもとにとても読みやすく書かれています。

尚、この申し入れに対しての反応は、日下部さんが各村議宛てに送
付したうちのたった1人だけが、「受取拒絶 返送願います」という反応
があっただけです。

※ワード、PDFからパワーポイントでの変換のため、字体、フォント、行
間を少し変えて載せています。
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茨城県知事と６市村

首長さま宛て

お願い「勇気あるご決断を」

永野 勇

拝啓 貴職におかれましては、日々、公務でのご活躍に対し感謝申し上げます。
さて突然のお手紙を差し上げますこと、ご容赦願います。

私は茨城県民ではなく、千葉県市原市在住の永野 勇と申します。78才です。
東海第二発電所の延長運転に関する私のお願い「勇気あるご決断を」を手紙として

お送りさせて頂きますので、どうかよろしくお願いいたします。最後まで読んで頂け
ると大変うれしく思います。
＊人間の生き続けたいとの思いと原発の関係

私は、人生は一度しかないので、いかなる状況下にあっても「人間の命と健康」が

最優先される社会でなくてはならないこと。また、この事は、どの政党が政権の座に

就こうが同じでなくてはならないことを中心とした内容のお願いを、2018年12月5日に

郵送させて頂きました。従って今回で2回目の手紙となります。

私の考えは今も変わっておりません。

＊原発を取り巻く環境

日本の場合、以下のような問題があります。

・地震や津波、火山噴火等の自然災害が特に多いこと

・島国であり面積が小さいことから・過酷事故が発生したら国を亡ぼしかねないこと。

・使用済み核燃料の後始末が出来ない状態にあること。

・原発は将来的には廃止の方向であること。

・運転延長のための特別点検には限界があること

・新規制基準は確率は小さいが過酷事故が発生することを前提に作られている事

・放射性廃棄物をこれ以上増や状況ではないこと

現在使用済み及び使用中の原発は57基ありますが、これから発生する高放射性廃棄物

はどうしても安全に処理しなくてはなりません。狭い日本でこれを達成するのは至

難 なことです。従って今後、原発の運転による高放射性廃棄物は絶対に増やすべ

きではありません。

＊東海第二発電所の危険性について

東海第二原発の危険性については、多くの方が指摘をしております。

その中でも、大きな問題の一つ目は、東海第二発電所からの３０ｋｍ圏内に９４万人
が暮らしており日本で一番の人口密集地にあることから、万一過酷事故が起きた場合
は住民の避難が困難であり、又被ばくしない実効性ある避難計画の作成も困難である
こと。
二つ目の問題は、東海第二発電所からの５ｋｍ圏内に１０を超える原子力関連施設

が存在し、とりわけ東海第二発電所からわずか2.8ｋｍのところにある東海再処理工場
(2018年６月に廃止が認可されたが、期間は70年かかる)内には多くの放射性廃棄物が
存在し、中でも一番危険なのは、今までの再処理により発生した高レベル放射性廃液
(約４００立方メートルある)です。この廃液は、ステンレス製の容器５基により保管さ
れていますが、常時冷却を要するほどの崩壊熱を出しているので常時冷却が必要です。
これらの施設と東海第二発電所の過酷事故による複合災害の場合甚大な被害になるこ
とが指摘されています。
過去30年間の統計では、3月～10月にかけての風向きは、北東ないし北北東の風が

多く、関東平野には高い山も無いのでその風に乗って放射性物質は遠くまで運ばれ、
神奈川県までが避難区域になることも有りうるとの報道がなされました。(2018年11月
11日放映のＮＮＮドキュメント)その他、東海第二発電所は、3.11の地震と津波により
被災した原発であり、古い設計の原発であり各部の劣化などが心配。

＊原発を廃止するための条件

・原発に代わる産業を国を挙げて誘致すること。

・発電事業者が原発を廃止しやすいように大胆な環境整備をすること。

＊具体的なお願い

日本は資源が乏しい国でありますので、国を挙げて再生可能エネルギーを中心に



した経済体制の確立を世界に先駆けて実現する事が必要だと思います。

また東海第二発電所の危険性は上記の通りであります。

住民の命と健康、財産を守るべき首長の皆さんは、東海第二発電所の運転延長をどうすべ

きなのか本当に悩まれていることと拝察いたします。

茨城県民はもとより近隣各県の住民の命と健康を守り、地域経済が原発の過酷事故により

大きな打撃を蒙る事を避けるためには、私は、現時点では、東海第二発電所の再稼働を止

める以外に手段はないものと考えております。そして再稼働を止めることにより、電力需

給面を含めて支障が出ることは考えられません。

今、東海第二発電所の再稼働を止められるのは、茨城県知事と６市村の首長だけです。

原発にたよらない新しい日本の幕開けを、ぜひ茨城から始めて欲しいと願います。

どうか「東海第二発電所の運転延長は認められない」と勇気あるご決断をくだされるよう

お願い申し上げ筆をおきます。

敬具

永野勇連絡先 〒290-0005 千葉県市原市山木590-2 携帯：090-2553-2587

FAX：0436-98-5858 メール：i_nagano@dreamcar.co.jp
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東海村長

山田 修 様

東海第二原発についてのお願い

初めてお便り申し上げます。日頃より東海村村民のためにご尽力されていることに敬意を

表します。

私たちは千葉県の北西部の東葛地域と言われている地域に住んでいる市民です。

私たちは、東海第二原発の再稼働に向けての動向に高い関心を抱いています。

なぜなら、一つには、東海第二原発が事故を起こしたときに、茨城県内の方々（私たちの

地域の場合、水戸市の方々）の避難先になっているからです。

東海第二原発で事故が起こった際には、東葛地域の６市（我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、流

山市、野田市、松戸市）は、茨城県の方々（水戸市民）の避難先としてすでに広域避難協定

を結んでいます（2018年10月）。しかし、避難計画を作成することは非常に困難な状況にあ

ります。不幸にして広域避難協定を締結した直後から「新型コロナ禍」が起こり、避難所の

面積をはじめ多面にわたってさらなる検討が必要になってきています。そのためか、水戸市

との避難計画についての協議はまだ一度も開かれていません。

このような事情を考えると、東海第二原発の再稼働の前提になる「広域避難計画」の作成

は本当に可能なのだろうか、という懸念を禁じ得ないのです。

東海村が、東海第二原発の再稼働とその避難計画についてどのように判断されるか、茨城

県外に住む私たちの生活にも大きな影響を与えることはご理解いただけるものと存じます。

二つには、2011年３月の東日本大震災によって引き起こされた東京電力の福島第一原発の

事故による放射性物質がこの地域にも降下し、放射能汚染のホットスポットといわれ、様々

な汚染が発生し、私たちの生活に大きな影響を受けた経験があるからです。（東京電力の福

島第一原発からは私たちの地域は約200km離れていました。）

たとえば、飲料水と土壌の放射能汚染です。私たちの住む千葉県北西部の飲料水の水源は

主に江戸川の水です（北千葉広域水道企業団が供給主体です）。東電福島第一原発の事故の

直後、この江戸川を水源とする東京都の金町浄水場の水が汚染し、給水が一時制限されまし

た。同時に、この北千葉広域水道企業団から受水している各自治体でも、水道水の供給の制

限が行われ、乳幼児を持つ家庭にペットボトルの安全な水を配布する事態も発生しました。

その他、公園・学校・保育所・幼稚園などの施設では、土壌汚染のために除染工事をせざる

を得ない事態も発生しました。残念ながら、それから10年以上も経っているにもかかわらず

いまだに高い線量が計測される場所もあり、立ち入りを禁止になっている場所さえもありま

す。これらは、およそ200km離れた東電福島第一原発の事故によって発生したことなのです。

千葉県東葛6市では、私たち住民による署名運動による要請に応じる形で、東海第二原発に

ついての6市の市民対象の説明会の開催を共同で求めることを決めて、すでに東海第二原発を

所有する日本原子力発電株式会社に伝えています。

私たちは運転開始から40年以上も経過しているうえに、2011年３月から動かしていない東

海第二原発を稼働させることによって、大きな事故が発生することを懸念しています。その

時には、東海村を含めた30km圏の６市村だけでなく首都圏を含む広い範囲で大きな被害が
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発生することをとても心配しています。私たちが住む千葉県東葛地域は東海第二原発からわ

ずか80kmから90kmしか離れていません。もし事故が起こった時には、私たちも避難しなけ

ればならなくなる危険性は十分に予測できます。

以上、色々と述べさせていただきましたが、私たちは、東海第二原発の地元である東海村
としての見識に期待し、東海第二原発の再稼働をしない選択をしていただくことを切に求め
ます。

◇放射能汚染から子どもたちを守る会・野田
野田市【連絡先：皆川純麿 seimeikoukou20@tbr.t-com.ne.jp】

◇原発止めよう！東葛の会
流山市【連絡先：日下部信雄 kusakabe-nobuo@nifty.com】

◇エナガの会
柏市【連絡先：若井正幸 bormio3000cima@amail.plala.or.jp】

◇東日本大震災被災者支援千葉西部ネット
松戸市【連絡先：武笠紀子 msk-nrk.3396@ezweb.ne.jp】

◇ピースサイクル千葉ネット
松戸市【連絡先：吉野信次 shinji-1000party@msj.biglobe.ne.jp】

以上


