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☆ニュースレター7 号は、4 月 4 日、5 日に行われた東海村と富岡町を中心とする視察旅行の概要と感

想文、および 5 月 17 日に行われた第 2 回未来社会研究会での牛久保秀樹氏の報告概要をお届けいたしま

す。 

 

 すでに事務局からお知らせしてある通り、ROAEE の NPO としての認可手続きが完了したことを受

けて、7 月 12 日に「NPO 法人アジア環境・エネルギー研究機構第 1 回総会」を下記の要領で開催いた

します。出欠の通知や委任状の提出などをすまされていない会員は、事務局宛て返信葉書をお出しいた

だくようお願い申し上げます。 

ROAEE 第 1 回総会 

日時：7 月 12 日(日) 13：30 から 14 時 30 分 

会場：立教大学 4 号館・別棟 4151 教室 

 

 □既報のとおり、総会終了後、エネルギーシフト研究会が下記の要領で開催されます。ふるって参加

くださるようお願い申し上げます。 

第 3 回エネルギーシフト研究会 

テーマ：日本のエネルギー － 新エネルギー導入とそのもたらすもの ― 

講師 ：川口洋一郎氏（新エネルギー財団 新エネルギーパートナーシップ会員） 

日時 ：7 月 12 日(日) 15：00 から 17：00（講演 90 分、質疑応答 30 分） 

会場 ：立教大学 4 号館・別棟 4151 教室 

 

 

 

 

Ⅰ 第 2 回視察旅行に参加して 

 昨年の福島視察旅行につづき、今年は 4 月 4 日、5 日に東海村と富岡町を中心とする視察旅行が行われ

ました。旅行の日程の詳細は、円谷会員の感想文に付された行程表を参照してください。 

 

○ 除染ってなんだろう    円谷 英夫 

 

奇妙な気持ちに襲われた。富岡町の居住制限区域にある堀内則夫さんの自宅を訪ね、お弁当を食べて

いた時のことだ。親しい友人の実家にお邪魔し、お昼をご馳走になっているような気がしてきた。家に
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は生活の匂いがあるし、外を見れば手入れされた庭とのどかな田園風景が広がる。でも、実際には、壁

にかかったカレンダーは２０１１年３月のままだ。庭が手入れされたように見えるのは除染作業のため

だ。 

 除染ってなんだろう。原子力発電所の事故で放射能が撒き散らされたのだから、放っておけないこと

はわかる。なんとかしなければならない。住んでいた人たちにとっては愛する郷土だ。しかし、一度大

自然に降った放射能をなかったことにすることはできない。除染作業で一時的には線量が下がる。でも、

時とともに他の場所に降った放射能が雨や風によって運ばれてくる。道路の除染は道路から２０ｍまで

と決められて、そこから先は手付かずだ。剥ぎ取った汚染土だってどこかに運んで保管しなければなら

ない。 

 除染作業はゼネコンの仕切りだ。先日行った気仙沼、陸前高田、大船渡では土地のかさ上げ工事の真

最中だった。住民と行政の論争が起こった防潮堤も、上に向かってせり上がり始めた。私が会った地元

の人は「海が見えなくなって返って危険だ。モノ作りにつながらないと政治は動かない」と言った。土

地のかさ上げも防潮堤もゼネコンの仕切りだ。 

 別にゼネコンが悪だとは言わない。政治はしたたかだなと思う。肉親を失った人の哀しみも、突然土

地から追い立てられた人の苦しみも、利権に変わって行く。 

 

【視察行程】２０１５年４月４日（土）～５日（日） 

４月４日 

東京駅前 8:00（貸切バス）＝（常磐自動車道）＝茨城県那珂郡東海村・日本原子力発電東海事業所、東

海テラパーク 10:45（自由見学）11:45＝東海村村議会議員・相沢正一さん訪問 13:00（相沢さんの講演

と意見交換）15:00＝（常磐自動車道）＝いわき湯本温泉「新つた」 

４月５日（日） 

「新つた」8:30＝いわき市泉玉露・富岡町応急仮設住宅 9:00（交流施設見学）9:30=（原発事故賠償問題

を勉強する有志の会・堀内則夫氏、ＮＰＯ法人大震災義援丑寅旅団・平田誠剛氏同行）＝富岡町夜ノ森

（桜並木と帰還困難区域と居住制限区域の境界線視察）＝国道６号線を大熊町、双葉町を通り浪江町ま

で往復＝富岡町居住制限区域内の堀内さんの自宅訪問・昼食＝ＪＲ富岡駅前など富岡町内視察＝ＪＲ竜

田駅＝いわき 15:40＝（常磐自動車道）＝東京駅前 19:00 

 

 

○ 地球の裏側で考える、「脱原発」    青田 孝 

 

なぜドイツでできることが日本でできないのだろうか？今回の福島視察で脱原発政策について改めて

考えさせられた。旅が好きでドイツは何回か訪れたことはある。もちろん一介の旅行者が、メルケル首

相をはじめとするドイツ政府がどのような経緯で脱原発を決めたのかが分かるほど話は単純ではないの

だろう。しかしドイツ、そしてヨーロッパの人々のエネルギー消費に対する考えは、日本のそれとは大

分異なるようだ。それが脱原発政策を可能にしたのではないか。 

 某月某日の早朝、チェコのプラハからドイツのニュルンベルグへドイツ国鉄の列車で向かった時だ。

アールヌーヴォー風の駅舎が歴史ある街並みと調和する中央駅。午前６時５分の出発より 30 分も前に着
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く。ロービーは早朝にも関わらず、これから仕事に向かう人、旅に出る人ですでにかなりの賑わいだ。

ホームには目的の列車がすでに待機している。手でドアを開けまだ無人の車内に入り指定された席を探

す。駅の天井灯もほとんど消された状態で、車内は真っ暗闇に近い。車内の保安灯を頼りにようやく席

を探しあてる。することもないので暗闇に座っている。日本ならすでにホーム、そして車内は煌々と灯

りが点いているのにと思いつつ待つこと 30 分。車内が明るくなったのは出発３分前だった。 

さらに日本と異なるのが駅名などの表示板だ。日本なら地下鉄の地上出入口には、夜になれば蛍光灯

の光がまぶしい表示板が必ず設置されている。しかしヨーロッパでは地上の出入口に看板はあるが、夜

も含め無灯のものがほとんどだ。 

地下に降りてもその違いは歴然だ。地下道の明るさは単なる皮膚感覚だが、日本の半分以下だろう。

また地下に設置された駅名表示板は日本では裏から蛍光灯で照らすものが多いが、ヨーロッパは違う。

壁に直接、タイルなどでモザイク風に駅名を表示しているのをよく眼にする。そこに電気の消費はない。 

 省エネルギーは照明だけにとどまらない。エスカレーターもドイツなどはほとんどが止まっており、

利用者が近づくと動き出すものが多い。故障し近づいても停まったままのものがあるのもご愛嬌だが。 

もちろん乗客数や列車密度の違いなど、日本と彼の地を単純に比較し、「やはり日本は｣というのは無

理があることは承知している。しかしある電鉄会社の広報担当者から聞いたことがある。「鉄道のサービ

スのほとんどはお客様のお求めに応えた結果です」。日本の明るい駅は、「駅が暗い」、「駅名が見にくい」

との乗客の声が導き出したとも言える。言い換えればドイツでは少々暗くても、また少々不便でもそれ

が節約になるなら「仕方が無い」と思う気持ちが日本人よりすこしだけ多いのかも知れない。さらに太

陽光、風力など再生可能なエネルギーに対する取り組みも一歩秀でている。ほとんどの住宅の屋根の上

には太陽光発電の装置が黒光りし、風通しのよさそうな場所には風力発電の柱が文字通り林立している。 

今回の視察でもエネルギーの大量消費で成り立つ都市基盤のあり方に対する疑問が話題になった。衛

星写真で見れば地球上で最も明るい場所のひとつが東京だ。その中には点けなくてもいい明かりもある

はずだ。 

3･11 の事故を受け、ドイツは 2022 年末までに原発を廃止することを決めた。これに対し事故の当事

国は、将来的に原発比率を 22％にするという。この数字を維持するには老朽化する既設の原発だけでは

間に合わない。行政は伸び続ける電力消費に対応するためにという。もし「もう少し暗く」「ちょっと不

便」な生活を人々が受け入れればこの数字は変わらないだろうか。視野が狭く、想像力を欠く行政を変

えるためにも。 

雨が降ればかすんで見えなくなるほど原発から離れている住宅地が未だに無人で、割れたガラスがそ

のままのガソリンスタンド、棚が崩壊したコンビニなどを中心に広がる広大なゴーストタウン。帰宅の

めどもたたないまま、４年たった今も仮説住宅で暮らす人々。ひとたび事故を起こせば、人々の暮らし

を根底から破壊してしまう原発を、廃止はおろか新設まで考えている行政に、なぜこの苦しみが目に入

らないのだろうか。 

地球の反対側の人々はこの事故を教訓に脱原発に踏み切ったというのに。 
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○ 富岡町に行ってあらためて感じた原発事故の恐ろしさ    菊地 進 

 

今回のツアーは２日目からのみの参加で残念であったが、昨年の飯館村、南相馬、浪江町より南の富

岡町、楢葉町を中心とする地域に行くことができ、また違った目で見ることができた。 

昨年も思ったのだが、「除染」が進められているというが、これは何か中和剤のようなものをまいて汚

染物質を消滅させるというものでない。原発事故により飛散した放射性物質をかき集め、袋詰めして別

の場所へ移動させることである。つまり、汚染された表土、草木、落ち葉などを集め、仮置き場へ移動

させるのである。これをもって「除染」という。何とも違和感を禁じ得ない言葉である。 

富岡町を車で移動中、黒い袋が山積みされた仮置き場をたくさん目にした。ブルーシートがかけられ

たりもしていた。こういう状況を見て放射性物質というものはやはり何かの操作で消し去ることができ

るような代物でないことを改めて感じさせられた。これらは仮置き場から中間貯蔵場に運ばれ、いずれ

最終処分場に移されるという。しかし、そのめどなど全く立っていない。 

放射性物質の仮置き場 

 

建物近くの「除染」はこのように行われるが、少し離れた森や林はどうか。ここでは、林縁から２０

ｍほどの範囲で「除染」を行っているのみという。すなわちその範囲で、落ち葉等の堆積有機物を回収

し、仮置き場へ移動させるのである。その奥はそのままである。これが森や林の「除染」である。富岡

駅跡に向かう途中の林を通過中、その話を聞き、これでは「除染」などほとんどできていないに等しい

と思わざるを得なかった。 

富岡町夜の森という地域に桜並木が広がっていた。ただし、放射線量が同じく高いのに、その道路の

右、左どちらに家があるかで補償内容がまるで違ってくるという。帰宅困難区域であるかどうかの違い

である。行政の都合で線引きされては怒りが収まらない。この問題は県を超えても生じており、栃木県

北部の住民が福島県と同様の放射線量が測定されていながら、全く補償の対象になっていないことに対

して怒り、東電への訴えを起こしたのも当然である。 

事故などなかったら富岡町の桜並木は、さぞ賑わっていたことだろう。しかし、住居は立っているが

人がだれもいない。時々掃除に来るのか、建物は比較的きれいである。でも誰もいない。忽然と消えた

かのようである。 

（次ページにつづく） 
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富岡町桜並木 

 

富岡駅はホームの土台のみで、駅舎は跡形もなく、津波の激しい威力を思わせた。半分崩れ、中がむ

き出しになっている建物が近くにたくさんあった。いつ崩れるか大変危険である。大震災・原発事故か

ら４年以上たったにもかかわらず、手つかずのままである。その原因は、いまだに溶け落ちた核燃料を

取り出すこともできないでいる福島第１原発の事故にある。原発事故の恐ろしさをあらためて感じた今

回の視察であった。 

富岡駅前の商店 

 

 

 

○「街中に立つ原発」と「補助金行政がもたらす被災者分断」    小西 一雄 

  

昨年の福島視察ツアーにつづき、今年は東海村と富岡町を中心とする視察旅行に参加した。 

4 日に訪れた東海村では、村議の相沢氏が東海第 2 原発の廃炉を求める闘いについて熱心にレクチャー

をしてくれて感激したが、なによりも驚いたのは原発の立地条件であった。「原発通り」と名付けられた

街中の道路を海岸方向へ直進して左折すると、すぐそこに東海第 2 原発の入り口があり、100 メートル

ほど先に原発が見えている。まさに街中で原発が稼働しているのだ。相沢さんの話では当初原発周辺は
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空き地であったようだが、その後無造作に街が拡がっていったということであった。日本電子力発電（株）

も行政も原発のリスクにいかに無頓着であったかを象徴する話である。 

5 日はいわき市の冨岡町仮設住宅に立ち寄り、そこで待ち合わせていた平田さんと堀内さんの案内で冨

岡町に向かった。無人となった町や村の風景は昨年も飯館村や浪江町で経験しているのだが、飯館村は

農村で家々は点在しており、浪江町では津波の被害の大きさに眼がいっていたので、冨岡町の眺めは全

く違った印象を受けた。冨岡町夜ノ森の桜並木の通りに立つと、そこには外から見るかぎりではまった

く普通の家々が通りの両側に小奇麗なたたずまいを見せて建ち並んでいる。しかしそこは放射線の影響

でまったくの無人の街となっているのである。原発事故の恐ろしさが静かに迫ってくる不気味な光景で

ある。そして道一本を挟んで片側は帰還困難区域、いま一方の側は居住制限区域となっている。そして

帰還困難区域では住民 1 人あたり 600 万円の補償金が、居住制限区域では 200 万円の補償金が支払われ

ているとのことであった。行政としては確かにどこかで線引きをせざるをえないであろう。しかしそれ

が機械的に道路一本で区切られているのはなんとも割り切れない話である。昨年の飯館村でも原発が

人々を分断するという話を聴いたが、ここでも補償金が人々を分断している姿が浮かび上がってくる。

途中、堀内さんのご厚意で居住制限区域にある自宅に立ち寄らせてもらった。ゆったりとした敷地と庭、

囲炉裏のある部屋、家の前の池、隣接する農地、どれをとっても放射線被害がなければさぞかし快適な

田舎暮らしがあっただろうと実感できた。しかしその家も壊して立ち退く日が近いそうである。 

 

✒✑✑✑✑✑✒✑✑✑✑✑✑✒✑✑✑✑✑✑✒✑✑✑✑✑✑✑✒✑✑✑✑✑✑✑✑✒ 

 

Ⅱ 第2回未来社会研究会（2015年5月17日）概要 

 

報告者：弁護士 牛久保秀樹 

 以下は当日のレジュメです。 

 

 ディーセント ワーク・働きがいのある人間らしい仕事…国際労働基準で考える 

      

１ ILOとは 出逢い ILOの役割 精緻な監視機構 

２ ２１世紀のILO 

   ４つのコア条約―ILO加盟だけで効力を承認 

     平等、児童労働の禁止、強制労働の禁止、団結権の尊重 

   ディーセント ワーク（DECENT WORK）の提起 

３ 国際基準からみた日本の問題 

    ILOへの非協力・労働基準の低さ 

      １８あるILO労働時間関連条約の未批准 

      ILO勧告の不遵守 

         公務員の労働基本権 女性差別 強制労働 教員の勤務評定 

４「ディーセント ワーク（DECENT WORK）」（人間らしい労働・仕事）の提起 

     人間としての尊厳、自由、均等、安全の条件で、男女が生産的な好ましい仕事を得る機会を
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推進すること 

     パイロットプログラムの作成  

 DECENT WORKの歴史と理解 

     イギリス産業革命時のディーセントライフの提起 

     チャップリンの「独裁者」、ヘンリーフォンダの「怒りの葡萄」 

    日本の非正規労働の問題 

        ※非正規労働の基準策定 

５ 「ディーセント ワーキング タイム(decent working time）」（人間らしい労働時間） 

      ５つの要件 ① 労働者の健康に良い労働時間 

          ② 家族に友好的(friendly)な労働時間 

          ③ 男女平等を進める労働時間 

          ④ 生産的な労働時間 

          ⑤ 労働者の選択と影響が認められる労働時間 

    新しいＩＬＯ労働時間条約への模索 

６ 活用されうるILO条約 

   ８７．９８号結社の自由条約 １２２号雇用促進条約 １００号男女報酬平等条約 

   １１１号差別禁止条約 １５６号家族責任労働者保護条約 

７ 日本社会のかかわり 

(1) 銚子無線異職種単身長時間通勤配転撤回裁判 

   ＩＬＯ１５６号家族的責任を有する労働者の保護に関する条約 

   ＩＬＯ１６５号家族的責任を有する労働者の保護に関する勧告 

    「１７項 家族的責任を有する労働者が就業に係わる責任と家族的責任とを調和させることが

できるように雇用条件を確保するため、国内の事情及び可能性並びに他の労働者の正当な

利益と両立するすべての措置をとるべきである。」 

(2) 野村證券女性差別事件解決 

   ＩＬＯ１００号同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約  

 (3) ＪＲ採用差別事件でのＩＬＯ勧告 

(4) ＩＬＯ・ユネスコ共同委員会の日本訪問 

     「教員の地位に関する勧告」 

 (5) 日航整理解雇事件勧告 

(6) 産業別ディーセントワークの検討 

    郵政、金融、医療 

８ 日本のディーセントワークのナショナルプログラム 

条約批准率の低さが最大の問題 

    １８９中４８（２５．４％）；７５％の空白 

 画期的な「職業上の安全及び健康を促進するための枠組みに関する条約」（第 187号）批准 
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９ 世界の運動 

  フランスの  フランスの批准反対運動 もう一つのＥＵ 

  オランダ  １．５社会を目指して パート、正規社員選択自由化法 

  スウェーデン 福祉社会が雇用創出 

  デンマーク ディーセントワークの「輸出」 

１０ 戦争と平和と国際労働基準 

 (1) 公正な労働条件でこそ平和は守られる 

     ＩＬＯ憲章「世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立することができる」 

     １９６９年ノーベル平和賞 

 (2) 国際貢献の第一は、国際基準を遵守した国づくり 

     憲法前文「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう

と努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。」 

    ９８条２項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを

必要とする。」 

以上 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


