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『おべんとうの時間』
布阿部 了 ( 写真 )、 阿部 直美 ( 文 )

（木楽舎、2010 年 4 月刊、1,400 円）

目次には、39 人分の名前と職業が
載っている。職業とはいいながら、「お
ばあちゃん」というのもある。「砂か
けさん」？、「伶人補」？なんて人も
いる。この本は、筆者が「日本中を
回って、手作り弁当の写真を撮る」と
宣言し、北は北海道から、南は沖縄
まで、113 人もの人たちの弁当を取
材し、39 人の弁当と弁当にまつわる
インタビューをまとめた本である。

あるページを開けると、右側には、
眼光鋭い、革のコートの老人が、左

側には、この老人には似つかわしく
ない、玉子焼きとウィンナーの入っ
た、かわいらしいお弁当が写ってい
る。これは写真家の芥川仁さん。「水
俣」や「土呂久」を撮った写真家と
して名前は知っていたけれど、顔は
知らなかった芥川さんにこんなとこ
ろで会えるとは思っていなかった。

最近は、職場の昼休みが 45 分しか
ないこともあり、弁当生活をしてい
る。もっとも、毎朝、料理をするわ
けではなく、週末に作りだめしたお
かずを弁当箱に詰めるだけであるが。
おかげで、これまではもっぱら頭で
しか考えていなかった「食」の安全
性や食糧自給率、フードマイレージ
といったことを、週末に食材を求め
て、スーパー巡りをするときに実感
するようになった。お財布にやさし

い、そして、多分、身体にもやさしく、
「食」を考えるきっかけにもなる弁当
生活を、みなさんも始めてみません
か。

（小林純一郎）
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■正会員（１口以上）
　個人：5,000 円、学生：2,500 円
　団体：20,000 円 
■賛助会員（３口以上）
　個人：1,000 円、団体：10,000 円
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BOOK REVIEW

市民環境研究所の旧風呂場（物置場）に設置した放
射能測定器は休む間もなく働いている。分析対象は、
東北のガレキ焼却を受け入れた都市での環境調査、京
都に避難してきた人々の故郷の土の汚染調査などであ
る。もうひとつ重要なことは、京都市内に設立された
市民測定所や自主測定している飲食業での測定結果の
うち、腑に落ちない試料についての再検査である。再
検査でも不可思議な結果が出た場合には、知り合いの

大学研究者のゲルマニウム計測器で分析してもらうとい
う、クロスチェック体制の構築である。

この半年ほどで、この体制がほぼ確立できたことから、
市民による放射能測定としては高い信頼を得られるよう
になったと思う。もちろん測定事業としては採算性が要
求されるところであるが、福島支援の一部門としては、
採算性よりも脱原発運動に貢献できることのほうが大事
と思っている。

とはいえ、わが NPO の財務担当者の許容範囲なのだ
ろうかと心配である。わが測定器は市販されているもの
とは違い、手作りそのものの風体をしている。見た人は
構造がよく分かると喜んでくれているので、関心を持た
れたら一度見に来てください。そして、読者の知り合い
で、福島原発崩壊によって汚染された土壌の調査を希望
される方があれば連絡をください。どのように調査分析
するかの相談をしましょう。

放射能測定器は
休みなし

石田紀郎

市民環境研究所という組織を立ち
上げてから丸 10 年が過ぎた。

1980 年代中ごろに、京都大学薬
学部のある近衛通から路地を少し入
ったところにある３軒長屋の１軒を
借りて、「きょうと・市民のネット
ワーク」の事務所にし、今ではめず
らしくない市民講座を開催するな
ど、京都市内の市民団体／市民運動
の交流の場を作ろうとしていた。

そして、2003 年４月にネットワ
ークを解散し、現在の市民環境研究
所の事務所を開設した。ここでも、
市民講座の開催、市民運動団体の交
流、環境問題の相談、環境関連情報
の発信基地でありたいと考えてい
た。しかし、その機能が十分に発揮
されることなく、ひっそりとした個
人事務所にしか見えない存在でしか
なかった。

もちろん、「環境塾」と名付けた
市民講座には多くの課題を持った
人々の参加があったが、そこから新

たな運動が展開したとは言いがたい
ままに数年が過ぎていった。

そして、3.11 以降、市民講座は
原発関連課題となり、ここを連絡先
とする運動は「さようなら原発
1000 万人署名・京都の会」や「福
島原発告訴団・関西支部」や「福島
とつながる京都の会」などが生まれ、
集う人々の顔ぶれは新旧入り交じ
り、開設当初にめざしていたものと
なりつつある。

京都のそれまでの市民運動とは何
の関係もなく、知り合いもなく、自
らが動かねばならないと考えた人々
が動き始め、それぞれが運動の困難
さに出くわし、新たな連携を求める
なかで、市民環境研究所とも接点を
見つけてくれ、当事務所もそれらの
人々をつなぐ役割を果たすようにな
ってきた。

それがこの２年間の当研究所の変
遷であり、代表の私自身の毎日の時
間の使い方も大きく様変わりした。

琵琶湖や和歌山や中央アジアの環境
課題に費やす時間が極端に減少し、
フクシマが中心課題となった。私た
ちの国のあり方、文明のあり方を根
底から変えねばならない事態に直面
しての当然のことである。

そして、なぜそのような事態を招
かないようにできなかったかと悔や
む毎日であるが、そのような思いだ
けに止まっている訳にはいかない。
新たな人々とともに、フクシマと向
き合い、闘い、新たな時代を切り開
くための毎日にしなければと思う。

６月に開催する総会のプログラム
を事務局で相談した結果、3.11 以
降の２年間の大きな企画続きで疲労
した現状では、大きな総会ではなく、
この２年間の運動を総括し、これか
ら何年続くかわからないフクシマと
原発への取り組みについてゆっくり
と議論する場にしたいと考えてい
る。どうか６月 22 日の総会に参集
されるようお願いします。

総会を議論の場に
石田紀郎（市民環境研究所代表理事）
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の圧力が非常に強くなっていま
す。敦賀原発２号炉・東通原発・
大飯原発直下に活断層との指摘は
重く、重いが故、関西電力は大飯
原発活断層調査計画への試掘溝 70
メートルでは不十分との原子力規
制委員会に対して「調査範囲は十
分」とし、変更しない計画書を提
出しました。敦賀２号炉について
敦賀市長は「予断を持たず、幅広
い見地から慎重に審議を」、福井新
聞社説は「科学的根拠を示すべき
だ」と原子力群の生き残りをかけ
て動いています。

この７月から施行の原発新基準
に対して、茂木経済産業大臣は再
稼働は「早ければ秋」と審査へ圧
力をかけています。自民党は再稼
働に関して原子力規制委員会の安
全判断を優先すると公的に明記し
ているのですが。

人員も足りない中、問題は山積
する原子力規制委員会の不十分性
は重々承知の上で、その仕事にエ
ールを送りたいと思います。

結びに、今年も京都市が関西電
力株主総会に「脱原発依存を」の
株主議案を提出したことを喜ばし
く思います。「フクシマ」に思いを
馳せる多くの市民の声で、自治体
を変え、東京電力や国に福島原発
事故の刑事責任と賠償責任をきち
んととらせる運動を強く大きくす
ることから、脱原発社会への展望
を勝ち取っていきたいと思います。

（はんげんぱつ新聞京都支局）

京都における市民運動は、いつ
ごろから始まったのだろう。ベト

ナム反戦の流れを作ったべ平連運
動は、50 年近い昔のこととなっ
た。国家はもちろん、党派からも
自由な自覚的市民が、個人の自立
と責任において参加する、新鮮さ
があった。私が直接かかわったも
のでは、使い捨て時代を考える会
や水、ゴミなどの運動がつづいた。
政治的課題というよりは生活と環
境に焦点が当てられていた。その
動きの中軸として、「きょうと・市
民のネットワーク」があり、その
後は市民環境研究所として引き継
がれている。感謝である。

市民という言葉には、今となっ
ては少々の抵抗感が残る。都市文
明への疑問が深まるからであり、
「私民」という言葉に近しい気分
を強めるからである。「私」の自覚
を時代が求めている。

文明の転換、いや没落期となっ
て、公と私の矛盾が膨らんできた。
近頃、国益という言葉が目立ちは
じめた。日本近海の島をめぐって、
東アジアの緊張を煽る危険な陰謀
が目立つ。改憲の動きも、それに
呼応している。そして、大臣、政
治家も靖国参拝に大手を振る。「国
のために命を捧げた御霊に追悼の
誠を……」などという。

正義の戦争に滅私奉公を強いら
れた「国民」は、血と涙の犠牲を
積み重ねて敗戦を迎えた。しかし、
犯罪的戦争の責任者たちには、反
省・陳謝の言葉なく、国民も国の
責任や戦犯の犯罪を問わなかっ
た。忠良なる「国民」のままだっ
たということなのだろうか。

その状況は、戦後復興・高度成
長の世となっても恥ずかしながら
続いた。経済発展の国策故に、公
害企業の犯罪は目こぼしとなり、
水俣でも、神通川でも私民は涙で
あった。今も福島原発事故である。
被災者の救済支援は軽視され、日

本経済発展のため、原発再稼働の
策動が目立つ。「お国のため」の詐
術である。
「国のために生命を捧げた」兵卒

私民は、武器や食料の補給もなく、
野山をさまよい、飢えた。そして
今、御霊と持ち上げられる。その
虚偽・詐術の先を注目したい。

国枠的政治家たちは、沖縄でも、
TPP でも、アメリカに卑屈である。
どこが愛国的なのだろうか。売国
的だと言いたくなるが、それも錯
誤だ。国権より私権、国益よりも
民権だからである。自覚的私権を
尊重する私民運動を強めたい。生
活と生存の環境は、平和あっての
ことであり、若い人たちに期待す
る。

（使い捨て時代を考える会顧問）

毎週金曜 17 〜 19 時、関電京都
支店前のキンカン行動に参加して
います。思い思いのプラカードを
持ち、「原発反対」「福島忘れるな」
等とコールする京都のキンカン行
動は、昨年 6 月末に官邸前行動に
呼応して始まりました。大飯原発
の再稼働直後は 300 人ほど、冬か
らは 100 〜 150 人が参加し続け、
もうすぐ 1 年になります。

福島原発事故がいまだ収束すら
できないのに、関西の住民を危険
にさらして大飯原発の再稼働を強
行し、さらに原発の新設や輸出ま
で推進する政治に心の底から怒っ
ているのです。キンカン参加者は、
関電が大飯を停止して全原発の再
稼働をあきらめるまで、声を上げ
続けようと心に誓っています。
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「原発は、生き生きとした地域づ
くりの大きな障壁になっている。
市民のための経済が大事。だから
こそ、素早い脱原発が必要だ」と
いうメッセージをみんなで分析
し、マスコミなどに伝え、日本中
に普及させたいです。

日本で現在動いている唯一の原
発——若狭湾に面している福井県
の大飯原発 3・4 号機は、京都市役
所から約 60km の所にあります。
大飯が、今後の日本の原発運転の
メルクマールになります。ですか
ら、9 月の定期点検前に大飯原発
を停め、日本中の原発の再稼働ゼ
ロをめざしたいです。具体的には
以下の取り組みを考えています。

7 月 18 日までには福島事故後の
新規制基準が施行されますが、大
飯原発３・4 号機はそれを踏まえ
て申請しなくても、今動いている
ままで 9 月の定期点検まで運転さ
せようとする評価会合が原子力規
制委員会田中俊一委員長の私案の
元に進められています。これを審
議している原子力規制委員会の会

合（「大飯発電所 3・4 号機の現状
に関する評価会合」）を多くの市民
で監視していきたいです。また周
りの断層の 3 連動問題を先送りす
るなど、へんな方向に行かないよ
う福井と関西の自治体とマスコミ
に働き掛けたいです。

福井・関西の原子力防災計画の
問題に取り組み、事故があった場
合、  子ども・妊婦・要介護者・要
支援者に対する被害をできるだけ
最小限に抑えたいです。実現には、
京都市だけでなく、兵庫県・奈良県・
四国などの受け入れ先を含め、原
子力防災の大変さをみんなで共有
することになるし、若狭の原発は
すべて廃止し、早急に使用済み燃
料が地震に耐えられるようにしな
ければいけないことが明らかにな
ると思います。ですから、京都市
をはじめ多くの医療・介護、子供
にかかわっている関係機関・協会
に働きかけていきたいです。

「原発震災」という言葉を初めて
使い、そのような震災について警
告を鳴らして来た石橋克彦氏は、
福島第一原発事故以降参議院の委
員会に呼ばれ、浜岡原発の次にリ
スクが高い原発はどこかという国
会議員の質問に対し、「若狭湾一
帯」の原発と回答しています（2011
年 5 月 23 日 ) 。「明日起こっても
おかしくない」は、決して絵空事

ではありません。福島第一原発事
故以前にできなかったことを今、
やっておくべきです。

（グリーン・アクション代表）

福島原発事故後の痛恨の極みは
山ほどあるのですが、その中の一
つに「鉢呂経産大臣、死の町発言
問題」があります。

北海道のある農協の参事（職員
のトップ）から社会党の衆議院議
員になったベテランの反原発派
が、野田政権で経済産業大臣に就
任。「将来は原発ゼロに」「着工前
の敦賀３・４号機や上関原発は困
難」との発言を福井新聞などは一
面トップで「経産相が異例の言及」
と報じました。

私は「なかなかやるな。先制パン
チは上々。勝負はこれから。ここで
黙れよ」と思っていた途端、「死の
町」発言で辞任。マスコミの無茶苦
茶な報道から、裏にある勢力を強く
感じました。その後の野田政権を思
うにつけ、そのとき何も動けなかっ
た自分が情けなくなります。

さて今、「原子力規制委員会」へ
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3.11以降の
2年間を振り返って

大飯原発に注目！

原発は
地域づくりの
障壁

アイリーン・美緒子・スミス 弱者への被害を抑える

いま、やるべきこと

敵の敵は味方
今、反原発運動に思う

佐伯昌和

痛恨の極みのこと 市民の声で脱原発を

市民運動の発展を、
若い人に期待する

槌田　劭

「私」の自覚が求められる

私民運動を強めたい

京滋の住民こそが、
若狭の原発を
停める声を

藤井悦子

京都のキンカン行動

巻頭に石田代表理事が書いているように、今年度の通常総会は、3.11
以降の社会情勢を振り返り、今後の運動のあり方を考える機会にしたい
と考えている。総会に先立って、議論の材料の一つとして、寄稿いただ
いた。ぜひ、総会に参集いただき、議論を深めていきたい。
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NPO 法人太陽光発電所ネットワ
ーク（PV-Net) は 2003 年 5 月に
発足しました。2005 年 12 月に準
備会が結成され、関西地域交流会
は 2006 年 6 月に結成されました。

PV-Net の会員は、現在 (2013
年 3 月 19 日 )2684 世帯で、関西
地域の会員は 213 世帯です。

太陽光発電システムを設置した
住宅は「太陽光発電所」となります。
その住民が発電所のオーナー「発
電所所長」になるわけです。発電
所長が共同で発電所を守るために
結成したのが NPO 太陽光発電所ネ
ットワーク (PV-Net) です。太陽光
パネルを購入した発電所長はパネ
ルの消費者であり、同時に太陽光
発電システムで電気を生産し売買
している生産者なのです。従って、
PV-Net は消費者であり生産者であ
る二つの側面を持つ市民運動なの
です。

たとえば、パネル製造業者や設
置工事業者から消費者としての権
利を守らなければなりません。

不良なパネルや不適切な設置を
摘発し、また、発電量の低下、太
陽光発電システム ( パネルやイン
バータ等々の設備 ) の故障や劣化
を調査し、その補償や交換の交渉
を行います。

また、発電した電気を電力会社
に買い取ってもらいますが、その
価格が安い場合には、システム設
備投資金額の回収が不可能になり
ます。政府や社会に固定価格買い
取り制度の設立、適正な買い取り
価格の設定要請、システム設置の

補助金要請等々の活動を行います。

PV-Net の活動は化石燃料の消
費、温暖化ガスの発生による地球
温暖化現象を、市民生活の現場か
ら食い止める運動として始まりま
した。太陽光を生活に必要な電気
エネルギーに変換するだけでなく、
より電気の消費を抑える活動も取
り組まれています。

PV-Net は設立当時から再生可能
エネルギー社会をめざす活動に取
り組んできました。

特に 3.11 の福島原発事故によっ
て日本はエネルギー政策の転換を
求められ、2012 年 7 月から固定
価格買い取り制度が始まり、同年
12 月には太陽光パネル設置世帯数
が 100 万軒を超えました。パネル
の大衆化が進むことで、ますます、
PV-Net の存在意義が試されようと
しています。

PV-Net は、入会金 3000 円と
年会費 3000 円を会員が出し合い、
また、事業収益や補助金を受けて
運営されています。東京に PV-Net
の事務所が設置され 2 か月ごとに
理事会が行われ、PV-Net を運営し
ています。

年に一回の総会が開かれ基本的
な活動方針を決めます。また、全
国には数多くの地域交流会が組織
され、その組織運営を行っていま
す。たとえば、関西地域では京都、
大阪、兵庫、奈良と滋賀県に地域
交流会が組織され、日常的に地域
に密着した活動がなされ、地元自

治体への補助金申請、交流会、講
演会やイベントなどを行っていま
す。

現在の PV-Net の主な活動を以
下に記します。

１ グリーン電力の売買（二酸化
炭素を発生しない電力の売
買）

２ PV 健康診断 ( ソーラーシス
テムの設置条件と日射観測
データを基にして、期待で
きる推定発電量を算出しま
す。これを実際の発電量と
比較することで、システム
の故障や不具合が判明しま
す。)

３ 固定価格買い取り制度を活用
した市民共同発電所の設定
のための助言や援助

４ 災害時のソーラーシステムの
危機管理に関する啓蒙活動
と対応技術の伝達

５ 太陽光パネルの設置に関する
助言

< 連絡先 >
〒 113-0034
東京都文京区湯島 1-9-10 
湯島ビル 202
TEL：03-5805-3577
FAX：03-5805-3588
http://www.greenenergy.jp/
info@greenenergy.jp
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二つの側面をもつ市民運動
太陽光発電所ネットワーク (PV-Net）
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滋賀生まれで京都に長く住む私
は、若狭に原発を強いてきた「電
力消費地」であり、かつ「被害地元」
でもある京滋住民のひとりとし
て、京滋から強い反対の声を上げ
て関電に原発をやめさせなければ
と思うのです。多くの人は 3・11
までは京滋が「原発の地元」だと
は思っていなかったと思います。
しかし福島原発事故を目の当たり
にして、京滋の住民も自治体の首
長や議会も「被害地元」として声
を上げるようになってきました。
府や県も関電に圧力をかけ続け、
京都市は昨夏の議会決議を根拠に

今年の株主総会でも「脱原発依存」
の議案を提出、原発の代替エネル
ギー導入を急いでいます。ほとん
どの原発が停止する中で国は今夏
の節電目標を定めず「原発がなく
ても電気は足りる」ことを事実上
認めましたが、関西広域連合は脱
原発をにらんで 9％の節電目標を
掲げました。自治体がもっと脱原
発の声を上げていくような住民の
運動も必要だと思います。

経営・経済のため、あるいは日
米同盟の対中国政策や日本の核兵
器保有など、原子力ムラの思惑は
様々でしょうが、粘り強い運動が

多くの原発の再稼働を止め続けて
いると思います。先日の大飯差し
止め訴訟の地裁決定はかなりひど
いものでしたが、活断層の３連動
が起こることは認めました。関電
は「3 連動は起きないから安全性
の評価はしない」と開き直り、ま
た新安全基準適合評価報告書で「4
号機は事故を起こさない」とし、
規制委員会も「あまりに単純で考
え方がまったく足りない」と指摘
しています。
「地元」住民として粘り強い運転

停止・再稼働反対運動を続け、原
子力ムラを包囲し、全原発を「廃
炉」へと追い込んでいきましょう。

（アジェンダ・プロジェクト）

京滋から脱原発の声を

住民が発電所所長に

再生可能エネルギー社会を

PV-Net の運営は

PV-Net の主な活動

市民環境研究所に一人の男性
が訪れ、長谷川健一さんの写真
集「飯舘村」の写真展を開催し
たいが、一緒にやらないかと提
案された。初対面のこの男性は
山本宗隆さんである。「1000 万
人署名」や「福島告訴団」の運
動を共につくってきた佐伯さん
や福本さんが加わり、写真展だ
けでなく、島田惠さん製作の映
画「福島　六ヶ所　未来への伝
言」をドキュメンタリ・フィル
ム・ライブラリーの又川さんの
参加を得て上映することになっ
た。
さて、主催団体をどのように

するかと相談した結果、この 2
年間は集会や署名などの多くの
個別活動に参加してきたが、福
島の惨状を考えるなら、これか
ら何年も続く各種の福島支援活
動を包括的に表現する組織名に
してはということになった。
そして、「福島とつながる京都

の会」が誕生し、その最初の活
動として写真展（５月 9日から
12 日）と映画上映会（５月 11
日）をウィングス京都で開催し、
多くの来場者と多くの新たな交
流が生まれた。
写真展は数百人が、映画は

200 人ほどの参加があり、新た
なネットワークも誕生し、各種
の分野にわたって福島支援活動
を展開する場が誕生した。会員
諸氏から意義ある活動を提案し
ていただき、この会を成長させ
てください。

「福島とつながる京都の会」

全原発を廃炉に


