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日本政府は「GX実行会議」を昨年7月27日に
初開催し、これまで5回実施 原発推進を明言2

GX＝Green Transformation

気候変動の主な原因であるCO2などの
温室効果ガスの削減と、企業の競争力
向上を両立していこうとする取り組み



原発が環境対策にならないことはこの1枚で明らか
核燃料廃棄にすごい時間ーしかも危険があり続ける

（出典 核燃料開発機構）
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しかも原発はポンコツ湯沸かし器＝海温め装置
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その上原子力はオワコン
（終わったコンテンツ）

もんじゅは2016年末廃炉決定
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核燃料サ
イクルは
実現せ
ず！完全
破たん

もともと核燃料サイクル
の要が高速増殖炉だった

いつまでもできないので要の
高速増殖炉が消されてしまった



問題点1 福島原発事故の教訓が
何も踏まえられていない！
爆発した福島3号機 福島中央テレビ撮影
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本来あってはならない「ベント」
を実行するも2号機は失敗し爆発7



4号機燃料プールは奇跡的に
「干上がり」＝破局を免れた！
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実は3号機へのヘリコプターからの放水も一か八か
の決死行動だった NHK「原発事故“最悪のシナリオ”」(20210312)より9



問題点2「次世代型原発の開発・建設」の検討を指示⇒
現世代原発が危ないということ！(8月24日)
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コアキャッチャーを装備⇒メルトダウンを完全
に防げない⇒キャッチャーがない原発はアウト11



問題点3実は「革新軽水炉」
はすでに破たんしている
欧州加圧水型原子炉(EPR)
の建設が難航、高額化
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フィンランドのオルキルオト原発3号機、フランスのフラマンビル原発3号機、
中国の台山原発1，2号機として建設が進められたが、どこもトラブル続きで難
航。

台山原発1号機は2018年、2号機19年、オルキルオト原発は2022年3月から稼働
を始め、フラマンビル原発も来年第二四半期に燃料初装荷の予定とされてるが、

その間に建築費が当初予算をはるかに上回ってしまった。
フラマンビルは当初予算約4100億円から約1兆6560億円と4倍に膨張、オルキ
ルオトも2015年の段階でも1兆1600億円になっていた。とても採算がとれな
い！アレバは2018年1月に倒産。



第3世代＋原発建設で東芝は崩壊した
廃炉作業が続く東京電力福島第一原発を背景に、東芝の看板と記者会見で額に手を
やり厳しい表情の東芝の綱川智社長を組み合わせたコラージュ(東京新聞20170129)



64基建設を目指した東芝
原子力推進派は現実を直視できない！今も同じ



小型モジュール炉（SMR）は新しい技術ではない！

SMRは、製造規模の経済性を達成できず、建設速度が遅く、ス
ケールアップによる効率性を犠牲にし、安価ではなく、遠隔地
や炭鉱跡地に適しておらず、多大なセキュリティコストに直面
し、廃炉にはコストと時間がかかり、賠償責任保険に上限が設
定される。意図的に効率の悪い方法を選んでいるのに、課題は
何ら解決されていない。SMRは、1950年代から存在しているが、
当時より今の方がましになったわけではない。

マイケル・バーナード TFIE Strategy チーフストラテジスト/ 
distnc technologies 共同設立者 / Agora Energy 
Technologies 戦略アドバイザー、ボード・オブザーバー
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問題点5原発の耐震性はすごく低い
大飯原発再稼働差し止め判決から考える(2014年5月21日)
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南海トラフ地震＝西日本大震災や相模
トラフ地震＝関東大震災も迫っている17



福井原発銀座も「ひずみ集中帯」の上18



トルコの人々を助けよう！記事に複数の寄付先が
民間援助こそが大事！独自の寄付金集めも開始します！

https://www3.nhk.or.jp
/news/html/20230209/

k10013975811000.html



問題点6 美浜・高浜・伊方原発など加圧水型原
発には特有の深刻な欠陥が（高浜原発 守田撮影）



加圧水型原発と蒸気発生器
（weblio辞書より）



美浜原発3号機で2次系配管破断
事故発生5人死亡6人重傷

(2004年8月9日 テレビニュースより）



実はアメリカ(サンオノフレ原発)に強気で輸出したSG
が故障（左 三菱重工HP 右 ANNの報道）



問題７高浜原発で点検のたびに蒸気発生器細管損傷発見



高浜4号機、1月30日に自
動停止。制御棒不具合？



問題点８しかも福島原発から大量の放射能汚染
水が再び海の中に投じられようとしている！

左 BBC 右読売新聞
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政府・東電は「薄めて流す」「基準を
大幅に下回っている」というけれど
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実は汚染水はすでに大量に海に流れ込んでいる
東電はそれを知りながら2年間放置していた28



安倍首相が世界に「汚染水は完全にブロックされてい
る」と大嘘を発表。東電の策略にはまり国が予算を出す

ことに⇒東電を罰すること抜きに汚染水対策は進まない
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GXは原発だけが眼目ではない 「新しい資本主義」
の名の下の積極財政＝バラマキへの転換が要！

左 NHK 右 高知新聞
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十倉経団連会長スピーチ 「2022経済展
望とサスティナブルな資本主義の道筋」

写真は日経新聞 20211223
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https://www.keidanren.or.j
p/speech/2021/1223.html



あまりに公的分野を崩壊させてしまう中で社会が回らな
くなりだし「社会的共通資本」を持ち出しはじめた！！32



わが師、宇沢弘文先生は、資本主義の矛盾と
生涯にわたって格闘されました！
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そもそもの資本主義は自由放任⇒大恐慌⇒
ケインズ主義へ⇒戦争でこそ回転⇒1971

ドルショック⇒新自由主義＝市場原理主義

もともと資本主義は「新古典派経済学」＝市場原理主義に支えられてきた

しかし1929年世界恐慌が発生⇒ケインズ主義が登場

スペンディングポリシー⇒経済をまわすために政府が積極的にお金を出す。

一番の中心が戦争だった！朝鮮戦争、ベトナム戦争で世界は好景気に

ところがアメリカがベトナムで行き詰まり、財政赤字になり金の交換を停止

⇒ドルショック・・・世界経済が停滞(スタグフレーション)

これを打開するものとして「すべてを市場に委ねよ」という新自由主義が台頭。
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市場原理主義の考え方

〇市場がすべて！「自由」な経済活動を妨げる障壁をでき
るだけなくす

＝政府はできるだけ小さくあるべき。

〇公共事業や公共サービスは人をなまけさせる。自由競争
こそが人を働かせる。社会保障制度こそが人をダメにして
いる。

〇競争の自由を阻害する労働組合は解体すべき。

⇒日本では国鉄が分割民営化され国労を解体

このもとにグラス・スティーガル法を撤廃するなど、あら
ゆる資本の暴走を抑える仕組みが無化され、世界的に労働
三権などが解体されてきた！



十倉氏が「資本主義は行き過ぎた」というならその
下で得た「利潤」を償還し、公共性を復活すべきだ36

👈かつては国労の
職員がポイントをラ
ンプなどで温めて凍
結を防いでいた。
分割民営化による相
次ぐ合理化が、雪に

弱い現状を作った。



これは人権蹂躙！企業の内部留保を償還し、金持ちか
ら税をとって政府が「子供の貧困」をなくすすべき。
企業は非正規雇用をやめ、真っ当な給与を払うべき
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「世界規模で異常気象が発生し、大規模な自然災害が増加するな
ど、気候変動問題への対応は今や人類共通の課題となっている。
カーボンニュートラル目標を表明する国・地域が増加し世界的に
脱炭素の機運が高まる中、我が国においても 2030 年度の温室
効果ガス 46%削減、50 年のカーボンニュートラル実現という
国際公約を掲げ、気候変動問題に対して国家を挙げて対応する強
い決意を表明している。」

⇒なぜ脱炭素化だけになってしまうのか？そもそもの格差の是正
＝行き過ぎた儲けの償還は？災害対策は？異常気象に伴う食糧事
情悪化への対策は？災害に対する社会保障の充実、貧困対策は？

異常気象対策＝カーボンニュートラルだけはおかしい！
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「このような中、22 年 2 月には、ロシアによるウクライナ侵略が発
生し、世界のエネルギー情勢は一変した。世界各国では、エネルギー
分野のインフレーションが顕著となり、我が国においても電力需給
ひっ迫やエネルギー価格の高騰が生じるなど、1973 年の石油危機以
来のエネルギー危機が危惧される極めて緊迫した事態に直面している。
エネルギー安定供給の確保は、言うまでもなく国民生活、企業活動の
根幹である中、このような危機に直面し、我が国のエネルギー供給体
制が脆弱であり、エネルギー安全保障上の課題を抱えたものであるこ
とを改めて認識することとなった。」

⇒実際にはエネルギーは使いすぎ！しかもその大きな部分が戦争につ
ぎ込まれて、軍事だけはCO２排出に規制がない。膨大に出されてい
ながら、どの国も「脱炭素化のため戦争をやめよ」とは言わない。

核産業と連なる軍需産業のうごめきにご用心！
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朝鮮戦争によるた日本の「高度経済成長」を象徴する
東京タワー 約三分の一が米軍戦車のスクラップ製！



実はいま進んでいることも軍事
スペンディングとなっている



社会的共通資本の三つの範疇

社会的共通資本は自然環境、社会的インフラストラクチャー、
制度資本の三つの大きな範疇にわけて考えることができる

自然環境

大気、水、森林、河川、湖沼、海岸、沿岸湿地帯、土壌など

社会的インフラストラクチャー

道路、交通機関、上下水道、電力・ガスなど社会資本

制度資本

教育、医療、金融、司法、行政など

農の営みと農村、都市なども社会的共通資本



宇沢先生は原田先生に導かれて胎児性水俣病患
者さんの家をまわられた！(2006年2月23日守田撮影)



こうした無謀でひどい流れを押し
とどめ、脱原発へと再転換させる
ために必要なのは何か。原発から
命を守るために大事なのは何か。

⇒私たち民衆に大きな力があるこ
とをしっかりと見つめること。自
信を持つこと。
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福島原発事故以降、わたしたちは
次々と原発を止めてきた45



安倍首相の原発輸出策に「私の国の首相は大嘘つきな
のでけして騙されてないで下さい！」とアピール

2014年3月 サムソンにて
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もんじゅも輸出もとめました
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今起こっていることは、核産業の
危機ゆえの巻き返し。これに向き
合い脱原発を進めるために大事な
のは被曝の危険性を訴えること！
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必要なこと1 そもそも東日本をはじめ今も深刻な被曝
被害が起こっている。これと向き合うことが大事！
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必要なこと２ 被曝のごまかしを見抜こう
『放射線副読本すっきり読み解きBOOK』を読む会に参加を50

1回目はアーカイブでご視聴く
ださい。2回目は2月26日(日)18
時、28日(火)10時からです。

お申し込みは以下から



必要なこと3隠された被曝被害を
明らかにしよう

内部被曝の影響とともに、被曝の遺伝的
影響を明らかにし、被爆者と新ヒバク
シャ、その二世、三世への補償、保障、
保証を実現していくこと。補償は被害を
賠償すること。保障は保健、福祉などの
手当てをすること。保証は二度と核被害
が起こらないようにすること、核兵器と

核原発の廃棄！(右は被爆二世・三世健康
調査アンケート、ダウンロード先)
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第二回被爆二世三世健
康調査アンケート

ダウンロードはこちらから

↓↓↓



必要なこと4国際人権法を活用しよう！
国連特別報告者報告の活用を！
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調査後のステートメント

https://onl.sc/tnSmjud



必要なこと５ 平和の実現を！実は現在のウク
ライナ紛争も原発事故が大きな背景としてある



第３章「チェルノブイリ惨事の放射線
学的・医学的結果」に掲げられた疾病

甲状腺疾患、白内障、免疫疾患、

神経精神疾患、

循環器系疾患（心臓・血管など）、

気管支系疾患（肺・呼吸など）、

消化器系疾患（胃や腸など）

原発周辺の高汚染地域からの

避難民のうち、 慢性疾患を持った人

1988年には31.5パーセント

2008年には78.5パーセント

 慢性疾患を持つ第二世代

 1992年 21.1％

 2008年 78.2％

 内分泌系疾患 11.61倍

 筋骨系疾患 5.34倍

 消化器系 5.00倍

 精神及び行動の異常 3.83倍

 循環器系疾患 3.75倍

 泌尿器系 3.60倍



そして2014年に政変、同じ年、同じ国連科学委員会

(UNSCER)が4月に福島の被害を声明で否定、福島県で
説明会も開催 写真左は2014年2月のキエフ 右2014年9月



「そしてテレビは”戦争”を煽った！」 秀逸です。



チェルノブイリ原発事故の深刻な被
害こそが、ウクライナの社会的分裂
の大きな要因だったしいまもそうな
のではないか？

ウクライナに必要なのは被曝被害を
癒す医療援助だ！

必要なのは即時停戦！軍需産業が後
押しする殺し合いを止めよう



2011年3月、ロシアの日本大使館に花、人
形、そして折り鶴が捧げられた(外務省)



最後にーこの心を広めたい
「ヒロシマの体験は「悲劇と怒り」を基礎としてその

到達点に「優しさ」を教えているのでは」

木原省治さん Facebookのアイコンより
左は著書『僕のヒロシマノート』表紙
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以下の講演動画もご覧下さい！
カンパ・投げ銭もよろしくお願いします

ウクライナについて

戦争について

https://youtu.be/h_7v6yelfyM

やさしい経済の話

社会的共通資本について

https://youtu.be/z0GM1Mv4XGA
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振込先 ゆうちょ銀行
なまえ モリタトシヤ
記号14490 番号

22666151

Paypalからもカンパができ
ます。
自由に金額設定できます。

https://www.paypal.me
/toshikyoto/1000

https://www.paypal.me/toshikyoto/1000
https://www.paypal.me/toshikyoto/1000

