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スケジュールありきの村井
県政と脱原発県民運動
も、避難 計画について「現状
ではなお 相当の課題が残され
ている」 と実効性に欠けてい
ることを 認める判断を示しま
し た。

住民不在 、
民意無視の
再稼働同意

宮城支部
ル ありきであることが明らか
で す。全県での住民説明会開
催 を要求し、より多くの県民
の 声を聞いてから判断すべき
だ という声も無視されたので
す。
立地自治体 の住民がそれぞ
れ の議会に再稼働に同意しな
い よう求める「請願書」を提
出 し熟議を求めましたが、女
川 町議会、石巻市議会では、
安全性論議が置き去りにさ
れ、地元経済に寄与すると
か、エネルギーは国策だと
か 、避難計画については「避
難 道路整備」にすり替えた論
議 で再稼働を容認、続いて宮
城 県議会でも不同意請願の趣
旨説明すらさせないで否決
し、再稼働を容認しました。
それを受け 、２０２０年
月 日、村井宮城県知事は
「 県民の総意」を装い、再稼
働に関する地元同意を表明
し 、東北電力に「事前協議の
了 承」、経産相に「再稼働の
理 解表明」（地元同意）を行
い ました。再稼働は２年後の
２ ０２２年度以降としていま
す。

い、偏った正義感や不安感の矛

原子力規制委員 会は、２０
２０年２ 月 日に新基準に適
合したと 「審査書」を示し、
６月には 実効性に欠けた避難
計画を原 子力防災会議（首相
が議長） が了承していきまし
た。
宮城県は、コロ ナ禍である
にもかか わらず、住民説明会
を県内７ ヵ所で開催して再稼
働に向け た手続きが淡々と進
められま した。２０００名を
対象とし た説明会での参加者
は 名（ ％）で、全会場ほ
とんどが 反対意見であったに
もかかわらずそれを受けて
「住民の 声を聞いた」として
議会での 同意へと進んでいっ
たのです 。住民の声を聞くだ
けで、「 ガス抜き」でしかな
く、実績 づくりとスケジュー

新型コロナウイルス感染症・第

先が感染者や医療従事者、その
政府へ緊急対策を求めると同

三波は急速な拡大状況にあり感染
処遇への改善がない中、医療離職

時に、感染拡大に留意しつつ働

家族等に向かっています。

者も増え、医療現場は通常診療に

く者たちが生活を軸に団結し、
・共助」ではない寛容性をもち

も支障が出る崩壊状態にあると悲
新型コロナウイルスは、医療の

「共生」する取り組みを労働組

他人を非難・排斥せずに「自助

問題にとどまらず、社会問題、経

合は率先してやらなければなり

自由主義による市場優先の乱開発
と自然破壊、生産拠点・供給のグ
ローバル化が根底にあるとされま
す。
国民が求める「感染拡大を抑
え、医療現場の負担を軽減し命を
守る」に対する菅政権の回答は
「ＧｏＴｏトラベル」等、「今だ
け・周りだけ・自分だけ」東京五
輪目当ての経済最優先の政策であ
り、感染を更に拡大させ、コロナ
解雇者を増大させるとともに、生
活困窮者などを直撃し、特に女性
の自死数はコロナ感染死をも超え
ています。
また、国や自治体からの一方的
な感染防止「自粛」要請等に伴

再稼働を止める
新たな闘いを！
女川 原発の地元同意表明
がされるなかで、昨年
月、大飯原発 ３、４号機の
設置許可取り 消しの判決が
出され、原子 力規制委員会
自ら作った審 査ガイド（地
震動のバラツキも考慮す
る）すら守っ ていないとい
う原子力ムラ の実態を露わ
にしました。
また 、避難計画における
「屋内退避」 についても、
内閣府が作成 した「原子力
災害時の防護措置（暫定
版）」で陽圧 化（排気装置
と給気装置を 組み合わせ、
気圧を高く保 ち外気を入り
にくくする） した施設では
％被ばくを低減できる
が、秘密性の ある家屋でも
３割程度の低 減しかなく被
ばくすること が明らかにな
りました。
また 、コロナ対策でバス
の移動や避難 所でのディス
タンスを保つ ために、バス
台数の確保、 避難所の倍増
が求められます。ますま
す、避難計画 の実効性が求
められるのは必至です。
上記 の課題を新たな視点
とした再稼働 ストップの取
り組みを進めて行きます。

そうした なか、厚生 労働省
ウイルス感染症分科会の緊急提

強く要求しましょう。
また、東京都がコロナの影響
の感染防止対策の取組みの強化 陥っている人を助ける宿泊場所

で、これまでにも増して職場で で職や住まいを失い生活困窮に

第三波の急速な拡大のなか

てきました。

を守るため闘いや取組みを続け （通知）」を活用し、使用者へ

働者、家族、利用者の命と健康 感染予防及び健康管理について

下でも新型コロナ感染症から労 おける新型コロナウイルスへの

多くの労働組合が困難な状況 言」を発出しました。「職場に

調査）しています。

毎月５万件前後で推移（厚労省 は、ようやく 月「新型コロナ

期「４～９月」 万件その後も

窮相談が例年の３倍に増えて上 も必要です。

賃金の低下が急増する中で、困 する労働環境、労働条件の検証

り、８万人もの解雇や雇止め、 った在宅勤務、テレワークに関

新 型 コ ロ ナ 感 染 症 拡 大 に よ と共に、緊急対応策として始ま

済問題、政治的問題でもあり、新

痛な訴えが出ています。

者 万人超え、政府の診療体制や

県民世論は、６ 割が再稼働
に反対 （地元紙世論調査：２
０２０年３月実施）。
２０１９年２月 私たちは、
県内の 市民団体や労働団体な
どとと もに宮城県議会に「女
川原発 再稼働の是非を問う県
民投票 条例案」を 万筆超の
署名とともに提出しました
が、県 議会は、賛成少数で否
決しま した。（２０２０年３
月県議 が再提出した条例案も
否決） 村井知事は、「原子力
は、重要なベースロード電
源。再 稼働の是非は国の責任
で判断 すべき。賛成、反対で
多様な 意見が汲みとれない」
と否定的な意見でした。
条例案否決を受 け、石巻市
民は、 宮城県知事と石巻市長
を相手 取り、避難計画に実効
性が欠 けているとして「同意
差止め 仮処分申立」を仙台地
裁に起 こしましたが、一審、
二審と もに却下されました。
二審で は、「同意と再稼働は
同一視できない」としつつ

東電福島第一原発事故から10年を迎えようとしています。あの過酷事故により、人々は職も住まいもふる
さとも棄て、荷物だけ持って逃げざるをえませんでした。いまもなお、ふるさとを喪失し4万人を超える原発
事故被害者が避難生活を余儀なくされていますし、立ち入ることができない帰還困難区域も残っています。
一方で、「2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会実現」に沿って原発推進が叫ばれ、老朽原発の運転延
長（40年から60年へ）や被災原発の再稼働、そして「復興五輪」と偽った原発事故隠し・風化策が進められて
います。
私たちは、この10年、脱原発社会の実現に向けて被災者に寄り添い取り組みを進めてきました。各支部から
の取り組みの報告を記載します。
本部：宮城県仙台市若林区新寺一丁目5-26
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を提供する「ＴＯＫＹＯチャ けで労働三団体（連合・全労
レンジネット」に繋げる運動 連 ・ 全 労 協 ） 市 民 団 体 等 が
として日本労働弁護団呼びか 「年越し・支援コロナ被害相

コロナ禍の今、時間給で働

コロナ禍で非正規労働者は せん。
「貧困」に直面し、雇用の保
障と最低限の生活を維持する く人々は「８時間働けば暮ら
ことさえ困難になっており、 せる賃金」の最低賃金補償実
正規労働者も例外ではありま 現が死活問題です。

住まいも失う状況が拡大して
おり、特に女性の自死が急速
に増えています。

月 日に総額 兆円の第
三次補正予算案が閣議決定さ
れましたが、コロナ感染拡大
防止に対しては、補正予算全
体の４分の１以下でしかなく
改善には程遠い額です。更に
雇用調整助成金の２月まで特

新型コロナ感染拡大のな
か、職と住まいを失ったコロ
ナ被害労働者など生活困窮者
の越年を支援する活動が全国
各地で、労働組合やボランテ
ィア、弁護士の皆さんの協力
で実行されました。
東京では、労働三団体と労

談村」（コロナ村）を新宿・ 急に必要とされるコロナ対策 見送りです。
大久保公園に開設しました。 としての医療や生活の為の予
先ごろの安倍前首相「桜
算は、補正予算で対策済みと ・虚偽答弁」の釈明は、国
民の怒りを倍加させ「安倍
微増です。
医療報酬や介護報酬など、 継承」の菅政権へも反発は
菅政権は 月 日１０６兆 喫緊の課題の医療体制の改善 広がっています。今こそ、

です。反貧困ネットワーク
など様々な団体が全国各所
で「緊急相談会」や「大人
活相談、宿泊場所確保、「Ｔ
食堂」「炊き出し」等が実
ＯＫＹＯチャレンジネット」
への申請や生活保護申請の同 施され、寄せられたカンパ
行支援などが行われました。 はシェアされたそうです。
「自助」を強制する菅政
外国人や女性専用相談ブー
ス、ＬＧＢＴ当事者のための 権の無策と正反対に、社会
相談や医療相談なども実施さ 的連帯が結実したものにな
れました。
りました。今後も続くコロ
ナ禍での解雇、雇止めなど
命と生活を守る対策を政府
年間都内の公園で寝ていたビ に求めていこう！
ルマ人を、「ＴＯＫＹＯチャ
レンジネット」を通じてホテ
ルにつなげたことなど外国人
の相談も増加し、２００８年
のリーマンショックの「年越
し派遣村」を超えるペースで
相談が寄せられたそうです。
「立場の弱い非正規労働者
らが雇用の調整弁として切ら
れる構造は 年前と何も変わ
っていない」と実行委員会の
棗弁護士。今後も労働団体と
協力して取り組みを継続して
進めて行くことにしていま
す。
支援カンパが全国から約

万円寄せられたということ

より、地方審議会で１円～３ ・非正規、外国人などのあ
円 の 引 き 上 げ に 留 ま り ま し らゆる労働者が団結し、命
た。
と生活、権利を守るために
春闘はコロナを口実とし 賃上げを求めて闘われなけ
た様々な攻撃と対峙し、正規 ればなりません。

り、毎年３％余りの引き上げ
られてきた最低賃金は、昨年
中央審議会０％目安の答申に

た昨年の 春闘では、賃金引
上げが一部の大企業にとどま

落が 年以上続いている日
本。コロナ禍のなかで闘われ

横行し、デジタル化、リモー
トワーク化が急速に拡大し、
労働時間や雇用形態の変更、
成果重視と労働破壊が進行し
ています。
先進国で唯一実質賃金の下

６千億円の２０２１年度予算 には程遠く、感染「第３波」 あらゆる闘いを結集して２
案を閣議決定しました。
に見舞われる中、コロナに苦 ０２１年、菅自公政権を打
防衛費に５兆円、国土強靭化 しむ国民を支える財政措置は ち倒しましょう。
には５年で 兆円。しかし緊
例措置延長や緊急小口資金の
３月までの特例貸付延長など
のコロナ関連の生活支援策も
合計で１兆円に満たない額と
なっていて、打ち切りを想定
しているものになっていま
す。一方で「ＧｏＴｏトラベ
ル」の来年６月までの延長に
も１兆円超が配分され、菅政
権の目玉政策に多額の予算が
配分されています。

コロナ第３波の感染拡大の
厳しい状況下で 春闘の闘い
が開始しました。
コロナ禍を口実にした解雇
や人減らし、賃金引き下げが

働弁護団が実行委員会を立ち
上げ、 月 日～ 日、１月
２日の三日間、 名を超える
ボランティアの協力で「年越
し支援・コロナ被害相談村」
を新宿区立大久保公園で開設
し、食料支援、労働相談、生

三日間で相談者総数は 名
（内 女性 名、外国籍
名）で、相談者の年代は、
代１名、 代 名、 代
名、 代 名、 代 名、
代 名、 代 名、 代７
名、不明 名だったそうで
す。
ほとんどが所持金ゼロか数
百円しかなく、失業して家賃
が払えず、ネットカフェ暮ら
しもお金が尽きて相談にきた
方、外国人の相談では、技能
実習生のベトナム人女性は、
仕事を失い所持金がなく帰国
できない相談、難民申請が認
められずホームレスになり２

住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等
で寝泊りしながら不安定な就労に従事する者や離職
者に対して、・生活支援・居住支援・資金貸付及び
厚生労働省と連携した就労支援等のサポート事業を
実施することにより自立した安定的な生活を送って
いただくことを目的とした制度。
「東京都内に直近６か月以上継続して生活してい
ること」が対象になっているが、コロナ禍で緩和す
る対応。

菅政権の場当たり的対策に
より新型コロナウイルスの感
染者数が最多を更新し続け、
感染拡大に歯止めがかからな
い状況が続いています。それ
と同時に、経済への影響が長
期化し、厚労省統計による
と、コロナ関連の解雇・雇止
めは７万６千人を超え、休業
者は２００万人を超えていま
す。生活困窮者などが仕事も

☆８時間働けば生活でき
る賃金を！
☆８時間働けば暮らせる
社会を！
☆差別を根絶し、全労働
者に同一労働同一賃金
を！
☆コロナ解雇、賃下げを
許すな！
☆全ての労働者に仕事を
保障せよ！
☆生活できる休業・失業
給付と給付期間延長
を！
合わせて「安倍政治」を継
続し、命を軽視し、権力を私
物化し、国民に「自助」を押
し付ける菅政権に対し、抜本
的なコロナ感染防止対策と命
と生活を守る対策を求める闘
いも 春闘の重要な闘いとし
て取り組んで行きます。
共に闘いましょう！

※ＴＯＫＹＯチャレンジネット（東京都）
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