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市民環境研究所
（石川ビル）

川端通

【年会費（１口）】
■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

NPO法人　市民環境研究所
〒606-8227　京都市左京区田中里ノ前 21　石川ビル 305
Tel & Fax　075-711-4832
[E-mail] pie@zpost.plala.or.jp
http://www13.plala.or.jp/npo-pie/index.html

市民環境研究所はビルの３階の１室を賃貸している。
マンションの１軒分を間仕切りを取り除いて一部屋に
した物件であるからトイレも風呂場もある。風呂場は
物置にしていたが、３年前に放射能測定用のシンチレ
ーションカウンターという何百万円もする装置が設置
された。
このところは小休止しているが、測定依頼があれば

稼働できる。主には汚染土壌中の放射能を測定していた
が、先週までは東京のホコリの放射能を計っていた。
東京都内はどこも関西の 100 倍以上の放射性セシウ

ムが含まれている。もちろんフクシマ由来であるから、
セシウム 134 もある。荒川区のある家庭の掃除機にた
まったホコリには、なんと 1100ベクレル／ kgを超す
セシウムが検出された。関西なら 10ベクレルもないた
め、その 100 倍以上である。東京はどこでも数百ベク
レルはある。家の掃除は欠かさないでやってほしいし、
床に寝るのはよくないと依頼者にメールを入れて、暗い
気持ちになった。
安倍首相が言うところの「放射能は制禦されている」

を信じて誰もが生きているとは思わないが、この数値を
怒りに変えてほしい。
なお、放射能測定を依頼される方は市民研までご連絡

ください。

セシウムの数値を
怒りにかえよ！

石田紀郎

『帝国の慰安婦』
̶̶植民地支配と記憶の闘い

朴裕河　著（朝日新聞出版）

この問題については、新聞記事を
人並み以上にチェックしてきたつも
りだった。が、いわゆる「目から鱗
が落ちる」箇所に付箋をつけながら
本書を読了したときには、文字通り
「付箋だらけ」になってしまった。
一体マスコミはなにを報道してき
たのだろうか。
（国家による）強制連行か、（自発
的な）売春か̶̶日韓両国とも声高
な「特定の層」の主張は大きくすれ
違い、それぞれの国内で異を唱える

者には「売国奴」のレッテルを貼り、
正常な言論が疎外されてしまってい
るという事実は、戦前を思わせる。
著者は、これまで表面に出てこな

かった元慰安婦たちの証言に耳を傾
けて検証し、双方の主張の矛盾をつ
くなかで、この問題の本質は、「帝国
主義」のもとでの「女性問題」であ
ることを鋭く指摘する。
＜元慰安婦たちにいま必要なのは、

「あなたが悪いのではない」という言
葉である。そのような「慰安」の言
葉を、「慰安」を与えさせられてきた
彼女たちにいま、贈りたい。＞とい
う著者の感慨は、この問題を取りま
く状況の本質を衝いていると思う。
慰安婦問題が「政治問題」に矮小

化される限り、解決の日は遠い。
日韓両国で学んだ著者の言うとお

り、「日韓両政府は、ただちに、この
問題の解決を話し合う国民協議体を
作」り、「期間を決めて」、「ともかく
も＜合意＞を導き出すことを約束し
て対話を始める」ことが一日も早く
実現することを祈りたい。

水口保（市民環境研究所理事）
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今年も福島原発崩壊日に近い３月
７日に「バイバイ原発3.7きょうと」
を祇園の円山野外音楽堂で開催し
た。市民研関係者もおおいに活動さ
れ、2,300人の参加であった。雨中
のデモも市役所までのコースで盛大
に行われた。4月は統一地方選挙で
明け暮れたが、５月16日には同じ
く円山野外音楽堂に1,000 人を超
す参加で「女たち・いのちの大行進 
in 京都」が開催された。女性中心
のデモはピンク色での表現で進ん
だ。いずれの行進も元気だった。
確かに、福島原発崩壊も４年前の

ことになり、激しい脱原発運動の疲
れもあろうが、多くの人の闘いは途
切れることなく続いている。ところ
が、我が家が何十年も購読し続けて
いる朝日新聞の京都版には上述の集
会記事は一行も掲載されなかった。
そう言えば、去年もそうだったのか

もしれない。安倍内閣や御用学界や
御用財界や御用言論界などから叩か
れ、消耗し、縮こまったからだろう
か。この数年の朝日新聞にはマスコ
ミとしての気概が感じられない。言
論界が御用になったらおしまいであ
ると新聞社は充分に承知している筈
だから、己の終末を認識しての振る
舞いなのだろう。
ボチボチ『朝日』との付き合いを

閉じるのがよかろうかと思い出し
た。市民研の仲間の何人かはすでに
縁を切ったと聞いている。
福島原発崩壊後の学界もお粗末で

ある。いくつかの研究所にはその組
織の掲げるプロジェクトの趣意書の
お粗末さを指摘させてもらったが、
カネにタカリ、カネがタカレル組織
に接近し、当然のこととして御用世
界に近づくには、こんな輩の戯言な
どを聞いているヒマはない。まっと

うな返事をくれることもなく、それ
よりも御用界に近い位置へと上っ
て行く学者のなんと多いことか。
だから、市井でものを考える存

在として、クレーマーと言われるほ
ど世の中への異議を言い続けてい
かないと、と思う。

石田紀郎（市民環境研究所代表理事）
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マスコミ・学界が
総御用化されるなかで
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「クニ」ってなんだろう。近ごろ
の社会・政治を考えるとき、考え
込んでしまう。『広辞苑』によると、
漢字では国と邦の二つが示されて
おり、多義性がある。国土・国家
にはじまり、地方・田舎、故郷な
どである。
ふるさとに帰ると言えば、生ま

れ育った土地・風土やそこに生き
る知人たちがなつかしく連想され
る。他方、国家と言えば、大日本
帝国であり、社会を金銭利害で支
配する財界との利権複合体である。
同じコトバ、「クニ」と語られると
き、人びとを混乱させ、惑わすの
ではないだろうか。
過去に学び、現実を見つめなけ

れば、未来は暗い。過去において、
故郷と国家とは矛盾なく共存した
のだろうか。50 年前、「公害」と
いう言葉が流行語であった。「水俣
病」から反省することの少なかっ
た公害企業とそれを支援した国家
は公害のたれ流しを認めつづけた。
ふるさとの海を汚染された漁民の
悲しみや有機水銀中毒に侵された
被害者に心を痛める人間性は公害
企業にも国家・政府にも期待でき
なかった。
そして、50年前、1965年には、

阿賀野川流域で、昭和電工の廃水
による有機水銀中毒事件が発生し

た。しかし、多くの庶民は高度成長、
経済大国に向かって猛進する現実
を喜び受け入れていた。「クニ」の
繁栄に酔い痴れていたのだ。
さらにさかのぼる 80 年 前、

1935年には政府は「国体明徴声明」
を発表している。美濃部達吉の天
皇機関説を攻撃するためであった。
治安維持法違反で大本教が弾圧さ
れている。国家主義という言葉は
忘れられているが、強烈な国家主
義がその後の暴走をもたらした。
軍部の謀略にはじまる満州事変
（1931年）は日中戦争（1937年）
へと進む。「満州は日本の生命線」、
鉄鋼・石炭の確保は「国家の存亡」
にかかわるというわけであり、太
平洋戦争の泥沼に突入への道を拓
いた。軍と財閥の利権の構造は強
固であり、その権益護持は絶対至
上であった。

私たち「臣民」は、お国のため
に戦地で尊い生命を奪われた。海
外での若者たちの死は 240 万にの
ぼるが、その過半は飢えと病気に
よる。武器も食糧も補給されず、
南洋の島々、中国の奥地で、ただ
逃げ回って野垂れたのだという。
国家は謝罪するどころか、「靖国の
英霊」との虚偽を今も重ねる。
70年前、敗戦は「終戦」と言い

かえられた。多くの庶民にとって

は、空襲のない安心、ホッとした
出来事であったが、犯罪的戦争の
責任は国内で問われることがなか
った。
国家の犯罪を問わぬ風潮は戦後

を貫いて、今も流れている。一連
の公害事件でしかり。4年前の福
島原発事故でもしかり。十万を超
える人びとが故郷を追われ、何
十万の人たちが生活の安心・安定
を奪われているのに、公害企業・
東電も、原発を推進してきた国家
も、その責任をとらない。原発推
進の姿勢を変えず、原発再稼働に
今も熱心である。なんということ
だ。
コトバに騙されてはならない。

安倍首相は「お国のために、尊い
生命を捧げた英霊に哀悼の意を…
…」と言うが、戦前・戦中の反省
も謝罪もない。「国民の生命を守る
のが国の責務だ」と言うが、シリ
ア人質事件では「国益」のために
人質を見殺しにした。そして、今、
国家存亡の生命線を守るため、集
団的自衛権と言う。再び戦争をし
たがっているようだ。
故郷と国土の文化に生きる生命

をたいせつにするのか、それとも、
お国のために生命を捧げるのか。
その選択の岐路に立っている。最
大・最悪の環境破壊をもたらす戦
争に孫たちを巻き込まぬ責任の重
さを思う。

生命の岐路にあるこのクニ
槌田　劭(市民環境研究所理事)

　市民研で避難者支援の相談会をし
ているときに、「福島と繋がる京都
の会」が北区の町家 Gallery cafe
龍で『写真展　飯館村 Part Ⅱ』を
開くと聞き、ぜひ宇治でもやりたい
と思った。同席していた「こども検
診医療基金・関西」の山内小夜子さ
んも東本願寺でやりたいとのこと。
かくして京都を北から南へと巡回す
る写真展の開催が決まった。
　福島原発事故から４年。事故は終
息していないのに、メディアで取り
上げられることも激減し、国は反省
もせず原発容認に舵を切った。先の
見えない暮らしに被災者・避難者の
苦悩は深まっている。忘れてはなら
ないとの思いで写真展開催を進めた。
　宇治では平和の会と使い捨て時代
を考える会の共催で 3/26 ～ 29 に
開催することになった。会場は公民
館など公共施設を借りるのもいいけ
れど、使用料が結構高い。それなら、
と無料でできる私の自宅でやること
になった。
　自宅は夫の母方の実家で、敷地内
に橋姫神社が鎮座している。家は普
通の民家より少し広いのだが、はた
してうまく展示できるのだろうか。
友人に相談したら、すぐさま助っ人

になってくれて、他会場へ出向いて
下見をしてくれたり、展示方法を考
えてくれたり。14畳ほどのスペー
スに、パネルには襖を利用し、座敷
でくつろげるような仕立てで画廊が
できあがった。古びた襖も効果的で、
なかなかの完成度。座敷画廊も悪く
ないとひとり悦にいった。

　さて、ローカルな場所しかも個人
の家みたいな会場で来てもらえるの
だろうか。ふたを開けてみると、4
日間で 80人ぐらいの来場者があっ
た。座敷でくつろげる空間が功を奏
して、だれもがじっくり写真を見て、
座り込んで居合わせた人と感想を述
べ合ったりしながら、ゆっくり過ご
していた。マスメディアでは取り上
げられない飯舘村のレポートは、原
発事故の悲惨さを伝えて余りある。
その印象をこもごも語り、深く心に
刻んだように思う。
　来場者は開催時間外でもお構いな
しの友人知人も少なくなかったのだ
が、町内からも数人来てくれた。こ
れもローカルな所で開催した成果の
一つと思う。特筆すべきは、偶然通
りかかった福島県から避難されたと
いうご夫婦が来場されたこと。たま
たま宇治に観光に来ていて、表の張

り紙を見て入ってこられた。福井に
避難していたのだが、息子が京都の
大学に入ったので、思い切って京都
に引っ越してきたばかりとのこと
で、「福井では福島ナンバーの車で
走っていたら、冷たい視線を浴びた。
いたたまれなく住所を福井に移して
福井ナンバーに変えた。住所変更し
たとたんに福島県からの通信が来な
くなった」と話された。

　聞いて唖然とした。なんというこ
となのだろう。原発立地自治体では
避難者は原発推進の邪魔になるとで
も思うのだろうか。ひとたび事故が
起きれば同じ立場になるという想像
力すら働かないのだろうか。関東圏
では福島ナンバーの車にガイガーカ
ウンターを向けた人がいたとか、車
を壊されたという例もあるそうだ。
　助け合うことを忘れ、みんな自分
のことしか考えないようになってし
まったように思える。そして自主避
難者にどこまでも冷たい行政には言
葉もない。それもこれも原発がもた
らしたことだ。原発は絶対に許せな
い。この先も原発を止めるために、
福島事故の現実を伝えるために、や
れることはできうる限り実行しよう
と、改めて思った。
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飯舘村写真展を開催して
山田晴美（平和の会）

[ 平和の会インフォメーション ]
第20回平和のために
ヒロシマ市民被爆絵画展

＜日時＞ 2015 年 7 月 24 日（金）
～ 26日（日）　■入場無料
＜会場＞宇治市中央公民館　交流ロ
ビー・展示集会室

7 月 24 日 ( 金）■絵画展　10：
00 ～ 17：00　■映画上映　10：

30 ～ 11：30『チェルノブイリ・
クライシス』（1986 年ソビエト映
画）■ミニ講演会　13：30～ 15：
00　米澤鉄志さん（宇治市在住）『私
のヒロシマ被爆体験』

7月 25日 ( 土 ) ■絵画展 9：00～
17：00　■映画上映　10：30 ～
11：30『チェルノブイリ・クライ
シス』■映画上映と講演　13：30
～ 16：00『チェルノブイリ・クラ

イシス』上映＆佐伯昌和さん（反原
発めだかの学校）講演『原発のない
社会をめざして』

7 月 26 日 ( 日）■絵画展　9：00
～ 16：00　■映画上映　10：30
～ 11：30『チェルノブイリ・クラ
イシス』　■歌と講演　13：30 ～
15：30　川口真由美さんとおもちゃ
楽団の歌＆米澤鉄志さん講演『私の
ヒロシマ被爆体験』

市民環境研究所
＜支援団体＞
1●縮小社会研究会：理事会および研
究会支援

2●太陽光発電ネットワーク：研究会
支援

3●環境監視研究所：研究会支援
4●京大農薬ゼミ：研究会支援

5●放射能なんでも相談室：自主的勉
強会開催支援

6●原子力自主講座：自主的勉強会開
催支援

7●フクシマ原発告訴団・関西：告訴
人の募集と告訴団活動参加

8●福島とつながる京都の会：写真展
開催準備支援

9●子ども被災者支援法署名運動：署
名活動事務支援

10●滋賀県放射性チップを告発する
会：放射能測定作業と活動支援

11●こども検診医療基金・関西：活
動支援

12●戦争をさせない1000人委員会：
署名活動支援

寄稿寄稿

自宅で開いた写真展

原発がもたらす貧困な精神

ローカル会場のメリット

クニ̶̶故郷？　国家？

コトバに騙されるな



4 5

当選に至らなかった理由として
色々な課題があります。
選挙を経験している全国の市民

派との交流や選挙経験ある方々と
の情報交換、基本を押さえた選挙
活動などをもっと早い段階から展
開していれば、勝算があったかも
しれません。
確認団体の「市民ネットワーク・

きょうと」の活動の仕方も煮詰め
ていけば、さらに有用性は広がる
でしょう。
自分たちの不十分な活動のなか

で左京区で 2,282 票の得票を得た
ことは大変大きな成果です。
これを達成するために、特に選

挙期間はたくさんの方が時間を割
いて、色々な形で参加してくれま
した。
一年近くの長い期間を犠牲にし

て選挙活動に参加してくれた仲間、
1日の中で数時間だけでも参加して
くれた人や、遠方から週末だけ参
加しに京都まで来てくれた人、今
まで人前で話す機会もなかったの

に街宣車のうぐいすやカラスに参
加してくれた方、全国からたくさ
んの支援を送ってくれた方など、
その人それぞれの参加は人と人の
関係性を急接近させ、ぼくたちは
大変大きな力を持てることを知り
ました。
「ロクローと市政を考える会」

の代表をお願いした石田紀郎先生、
そして力を貸していただいた市民
環境研究所の関係者の方々には大
変お世話になりました。石田先生
並びに市民環境研究所の今までの

活動による信頼はぼくたちの選挙
に大きな追い風となりました。こ
の場をお借りして皆様に感謝した
いと思います。
今まで純粋な意味の市民派が当

選を果たせなかった京都市議選で
すが、今回の経験を生かし、次は
ぜひ市民の価値観を議会に持ち込
む足がかりとできるよう、地力を
増す活動を続けていきたいと思っ
ておりますので、今後の動きにご
注目ください。
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■事業全体について
  現在の日本にとっての最大最重要
の環境問題が、崩壊した福島原発と
再稼働を政府が企てている原発にあ
ることは異議のないところである。
当NPOでも活動の中心を福島原発
に始まる諸課題に費やしてきた。
個々の事業内容は下記のとおりであ
るが、これらの事業・運動を通じ
て、いままではなかった人々の交流
が生まれ、新たな動きへと発展して
いく場としての当NPOの存在が社
会的に認知された年度であった。そ
して、次年度に連なる多くの活動が
継続していることをまず報告する。

　しかし、昨年と同様に、当NPO
が当初の運動の中心としてきた、広
範囲の環境問題を議論する場／環境
塾の開催ができなかったことはおお
いに反省しなければならない。その
理由としては、環境塾の企画運営を
する集団（グループ）を当NPO内
に形成できなかったことであり、会
員諸氏の登場の場を作成することを
当NPO総体として取り組む必要が
ある。
　福島原発関係諸問題はなんら解決
されることなく、時間の経過ととも
に深刻化し、問題が多岐にわたりつ
つあるとの認識から、下記の諸事業
に参画してきた。関係諸氏諸団体の
支援の中で当NPOの実力以上の行
動と活動基盤が形成できた平成26
年度であったと報告する。
■教育・啓発事業

　広く一般市民を対象にした講演会
の実施。また、各団体の講演会に協
賛した。
１定期総会記念講演会　平成26年
６月21日　
＜テーマ＞「水俣と福島から国の責
任を問う」講師：熊本学園大学　中
地重晴さん
２講演会　平成26年10月20日
＜テーマ＞「“離れている”のに
“ちっとも離れていなかった”」講
師：常総生協　柿崎洋さん
３放射能なんでも相談会：20回開
催し、放射能／原発の基礎を学習
4環境関連書籍、ビデオの蒐集と貸
し出し事業
５さよなら原発1000万人署名・京
都の会の呼びかけ団体として参加。
６「バイバイ原発京都集会」：協賛
団体／実行委員に参加

市民環境研究所
Ｈ26年度事業報告（抄）

この経験を生かして
次回こそ
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3.11 以降、政治の暴走がひどく
なり、私たちの日常をおびやかす
さまざまな政策が横行しています。
それにより、政治に無関心でい

ると危機的な状況を招くことを実
感した市民が全国各地で立ち上が
りました。
2012年の参議院選挙にミュージ

シャンの三宅洋平が無所属で立候
補し、17万票を獲得しながら落選
し、現在の選挙制度の矛盾を露わ
にしながらも市民の政治参加に火
をつけることとなりました。
その後、各地で次々と市民によ

る立候補が進み、2015 年 4 月の
統一地方選挙ではさらにたくさん
の市民派が選挙に挑んだのです。
京都市会議員選挙には左京区か

ら広海ロクロー、下京区は白塚悦
子、右京区からは鈴木勇子と三人

の市民派が立候補
しました。無所属
市民三人が団結し
「市民ネットワー
ク・きょうと」と
いう確認団体を結
成するという快挙
が起こり、全国的
にも大変注目され
る地方選挙となり
ました。
結果的には三人

とも落選で幕を閉
じましたが、この選挙により多く
の人々が声を上げ、繋がる結果と
なったと思っています。

日本の選挙制度のあり方に問題
もいっぱい感じました。政党が有
利なあり方や高額な供託金などは
もちろんですが、実際に選挙活
動にかかる費用も大きく、また
立候補者の生活を圧迫する現実
も実感できました。
それでも短期間にたくさんの

方々と深くつながることができ、
ネット選挙の普及で全国的に支
援を募ったり、選挙区はもちろ
ん、全国から参加してくれるボ
ランティアの方々には本当に大
きな力をいただきました。
三宅洋平が中心となって展開

された「１万人立候補プロジェ

クト」により、全国で立ち上がる
市民派同士が共闘できたことも大
きな収穫でした。
広海ロクロー陣営は 4月 12 日

の開票立会を書類不提出を理由に
拒まれ、4月の末に左京区選管の方
で書類が出て来るという不祥事が
起こり、現状、選管の謝罪につい
て未だ決着がつかない事態も起こ
っています。
地方自治体の職員が選管を兼ね

ていることに本当に中立性がある
のかという疑問、しかしそれでも
選管が 100%信頼できるという前
提で選挙が行われている現実、も
また選挙に出てみなければ体現で
きなかったことです。
今後は会計報告を終えたら、政

治団体としては解散し、任意団体
として活動を継続していきたいと
考えています。
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闘いはこれからだ！
̶京都市議選に立候補して̶

広海　ロクロー
特定秘密保護法・集団的自衛権行使・憲法改正・原発再稼働等々、民主主義の
根幹を揺るがすような動きがあるなか、4月 12 日に投開票された京都市議会議
員選挙に立候補した市民がいた。その一人、広海ロクロー氏が闘いを振り返る。

2015 統一地方選挙報告

市民の政治参加に
火がついた

選挙を体験して
わかったこと


