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日本退職教職員協議会
各単会 会長 様
日本退職教職員協議会
会長 西澤 清

3・8「原発のない福島を！県民大集会」、3・15「フクシマを忘れな
い！さようなら原発 3.15 脱原発集会」への参加について（紹介・参
加要請）

連日のご健闘に心より敬意を表します。
福島第一原発事故から３年目を向かえようとしています。事故の収束も見えないまま、
今も１４万人もの県民が避難生活を余儀なくされ、県外にも５万人が避難しています。補
償・賠償も遅々として進まず、生活や健康、就労に、福島県民の不安はますます増大し、
困難な状況に直面しています。このような事態を招いた原発を容認することなく脱原発を
めざし、原発災害を風化させないために３月８日に福島県内で標記集会が、3 月 15 日は東
京で標記集会が行われますので紹介および参加要請をいたします。
なお、下記の通りこの週は全国で脱原発を求める
この集会は福島県平和フォーラムが中心となって実行委員会が結成され、
「原発のない福
島を！県民大集会」として開催されるものです。９日にはフィールドワークも行われます。
日退教は事務局参加を予定していますが、各単会におきましても自主的な参加をご検討
ください。
記
Ⅰ．「原発のない福島を！県民大集会」について
１

日時

2014 年 3 月 8 日（土）

11 時開始

２

会場
メイン会場：郡山市「ユラックス熱海」3,000 人規模 県外は下記以外
福 島 会場：福島市 県教育会館
1,000 人規模 県外は東北地方
いわき会場：いわき市文化センター
500 人規模 県外は茨城県等関東一部
＊ インターネットで 3 会場つなぎ、会場ごとの独自プラグラムも計画されてい
ます。

３

＊ 事務局はメイン会場に参加します。
集会内容
添付資料参照

４

原発被災地フィールドワークについて

（１） 日時 3 月 9 日（日）

8 時 30 分

ＪＲ郡山駅西口発（集合 8 時 20 分）

15 時 30 分
（２） 募集人数

ＪＲ福島駅着

40 名程度（大型バス 1 台）
＊参加人数が多くなった場合にはバスを増やすなど対応していただけるとのこ

とです。
（３） 日程
8 時 20 分

郡山駅西口集合

8 時 30 分

郡山駅西口出発

9 時 40 分～10 時 30 分

飯館村での研修（線量計は一人ひとりに配布する予定です）

11 時 20 分～12 時 30 分

南相馬市小高区（元警戒区域→避難指示解除準備区域になって
約 1 年 8 ヶ月経過）視察→浪江町（4 月より避難指示解除準備区
域）視察

12 時 30 分～13 時 15 分 昼食休憩
13 時 15 分～14 時

南相馬市など津波被害視察

15 時 30 分

福島駅着

（４） 参加費用

5,000 円（バス代・弁当代・資料代・線量計借上げ代として）
参加費の徴収方法・キャンセルの扱いについては別途連絡します。

（５） 参加申込

参加申込書（別紙）に記入のうえ下記までＦＡＸしてください。
申込締め切り 2014 年 2 月 15 日
〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台３―２―１１

連合会館１階

原水爆禁止日本国民会議
℡０３－５２８９－８２２４

Fax０３－５２８９－８２２３

Ⅱ3・15「フクシマを忘れない！さようなら原発 3.15 脱原発集会」
1 日時 2014 年 3 月 15 日（土）13：30～
2 会場 日比谷野外音楽堂
３

内容
12：30 開場
13：00 オープニングライブ 真相の噂（コントグループ）
、岡大介（カンカラ三線）
13：30 開演 司会：木内みどりさん
福島からの報告 武藤類子さん（ハイロアクション福島）
呼びかけ人アピール 内橋克人さん 大江健三郎さん 鎌田慧さん 澤地久枝さん
被曝労働者のアピール
原発再稼働の現地報告

14：30 デモ出発（銀座方面）
４

参加要請
関東ブロック近県単会（千葉・千葉高・埼玉・東京・東京高・神奈川・神奈川高）３名、そのほ
か自主参加をお願いします。
原水禁国民会議発第 51 号

九州ブロック各原水禁 御中
中国ブロック各原水禁 御中
四国ブロック各原水禁 御中
近畿ブロック各原水禁 御中
各

中 央 団

御中
フォーラム平和・人権・環境
原水爆禁止日本国民会議
議

長 川野 浩一

事務局長 藤本 泰成

原発再稼働にＮＯ！ いのちが大事！
さようなら原発 九州総決起集会の開催について
連日の活動に敬意を表します。
東京電力福島第一原発事故から２年９ヶ月が経過をしました。事故の収束にむけて作業が継続されて
いますが、いまだに原子炉内の核燃料がどういう状態になっているのかわからず、収束の目途は全くつ
かない状況です。
環境への放射性物質の拡散が続き、冷却に使われた水や地下水など大量の放射性物質を含む汚染水が
海洋へ流出するなど、極めて厳しい現実となっています。放射性物質に汚染された地域は、除染作業の
効果も上がらず、放射線管理区域と同様の汚染地に多くの人々が暮らさざるを得ない状況が続いていま
す。
福島ではいまだに１５万人を超える人々が苦しい避難生活を余儀なくされています。昨年６月に超党
派で制定された「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく「基本的な方針案」が８月末にようやく発
表されましたが、放射線量に基づいて、公平性、客観性のある合理的な基準を定めることなく、支援地
域も福島県の中通り、浜通りに限定するなど、被災住民がのぞむ支援・救済とは大きくかけ離れていま
す。
政府は、福島事故で苦闘している県民の思いに寄り添うことなく、事故を起こした経験を踏まえ「世
界一安全な原発となった」とうそぶき、大企業の利益だけを考え、原発の海外輸出に突き進む姿勢は、
絶対に許してはなりません。
また、
「原子力災害対策指針」にもとづく地域防災・避難計画は、国民が安心して避難できるものに
はなっておらず、電力会社との安全協定についても自治体や住民の願うものにはなっていません。
使用済み核燃料の保管・最終処分場問題、活断層・地震対策が山積みしているなかで、原発再稼働を
許すことはできません。
経済産業省は１２月６日、エネルギー基本計画の素案を提示しましたが、「原発ゼロ目標」を否定し
原発を「優れた安定供給性と効率化を有し、運転コストが低廉で、運転時に温室効果ガスの排出もない」

と評価して、
「エネルギーの需要構造の安定性を支える重要なベース電源である」として素案に明記し、
核燃料サイクル政策の推進も打ち出しました。脱原発を求める声が国民の中に根強くある中、原子力ム
ラの復活をめざす動きに大きな怒りを覚えるものです。
私たちに求められた課題は、
「今なお不安を強いられている福島県民をはじめ、放射能汚染で苦しむ
人々の怒りや不安の声」を多くの人たちに拡げ、脱原発の国民世論を再度大きく盛り上げていくことに
あります。
つきましては、福島原発事故を風化させることなく、「人間のいのちを大事にする」立場から、原発
再稼働阻止と原発廃炉、再生エネルギーへの転換にむけて、九州ブロック原水禁などを中心として、下
記の日時に九州総決起集会を開催することになりました。本日ここにそのご案内とともに、西日本を中
心とする原水禁からもご協力をお願いいたします。
記
１．日

時

２０１４年２月１６日（日） １３時～１５時３０分

２．場

所

佐賀県佐賀市天神３丁目２番 「どんどんどんの森」

３．集 会 名

原発再稼働にＮＯ！ いのちが大事！ さようなら原発 九州総決起集会

４．主

九州ブロック原水禁

催

原発はいらない九州連絡会議
玄海原発設置反対佐賀県民会議
川内原発増設反対鹿児島県共闘会議
５．日

程

１２時３０分

受付開始

１３時００分

集会（内容については協議中）

１４時００分

デモ行進

１５時００分

県庁包囲行動

１５時３０分

終了予定

※包囲行動終了後に解散となりますが、県庁近くに大型バスを止める場
所がありません。したがって、集会場横駐車場まで戻っての乗車となり
ますので、予めご了承をお願いします。
６．規

模

７．参加要請

３,０００人
九州ブロック各原水禁
佐賀県 ２０００人

福岡県 ２００人

長崎県 １００人

大分県

熊本県 １００人

宮崎県 １００人

１００人

鹿児島県 １００人

沖縄県

１０人

中国ブロック各原水禁、代表参加
四国ブロック各原水禁 代表参加
近畿ブロック各原水禁 代表参加
各中央団体 代表参加
８．駐 車 場

貸切りバス等については、集会場横広場を確保しています。自家用車で
参加の方は、近くの有料駐車場をご利用下さい。

９．問い合せ

佐賀県平和運動センター（柳瀨事務局長）

電話０９５２－３２－２２１１ / FAX０９５２－３２－２２１２
メール sagaheiwa@ivory.plala.or.jp

アクション・イベント
各地の予定
※各地で開催される集会やデモを紹介してまいりますので情報をお知らせください。ぜひお近く
のアクションへ足を運んでください。（記載情報に間違い等あればお知らせください）。⇒ E-Mail :
sayonara.nukes@gmail.com

―２０１４年―
3/8～3/15 NO NUKES WEEK
●フクシマ連帯キャラバン行動（詳細が決まり次第アップしていきます）
福島・北関東ルート：いわき～茨城～栃木～群馬/埼玉～千葉～東京
浜岡・南関東ルート：静岡～山梨～神奈川～東京
3/9(日) いわき 9:00～12:00「被災地見学」→ 13:00～15:00「駅頭署名街宣」→ 16:00～18:00
「交流会」
3/10(月) 茨城 東海村要請 集会（水戸市内）
3/11(火) 栃木
3/11(火) 静岡 御藤崎市要請 牧ノ原市要請 焼津市要請 中部電力申入れ
【12 日】富士市要請 沼津市要請
3/12(水) 群馬 集会（高崎市内）
3/12(水) 山梨
3/12(木) 埼玉 11:00～12:00「大宮街宣」→13:30～15:30「交流会」（浦和）→16:30～17:30「県庁
前街宣」
3/13(木) 千葉
3/13(木) 神奈川 厚木基地爆音防止期成同盟へ表敬訪問 藤沢街宣 鎌倉街宣 逗子街宣
三浦市要請 横須賀市要請 学習交流会（横浜市）
3/14(金) 東京 東電抗議行動 経産省前抗議行動 経団連前抗議行動
3/8（土）
●フクシマを忘れない！さようなら原発北海道集会（札幌市）
日時：3 月 8 日（土）10：00～集会 11：00～デモパレード
会場：共済ホール（中央区北 4 西 1）
主催：「さようなら原発 1000 万人アクション北海道」実行委員会

●福島県民集会（郡山・いわき・福島）
日時：3 月 8 日（土）11：30～
会場：ユラックス熱海（郡山市）
サブ会場：いわき市文化センター（いわき市）、福島県教育会館（福島市）
●バイバイ原発３･８きょうと（円山野外音楽堂）
日時：3 月 8 日（土）13:30～14:45
●3.9 NO NUKES DAY 原発ゼロ☆大統一行動 ～福島を忘れるな！再稼働を許すな！～（東
京）
日時：3 月 9 日（日）13：00～大集会 14：00～巨大請願デモ・国会包囲
場所：日比谷野音（大音楽堂）・国会議事堂周辺
●3.9 さよなら原発 関西行動（大阪市）
日時：３月９日（日）１０：００～
会場：北区民センターホール（１０：００～）
扇町公園（１３：００～）
主催：実行委員会
3/15（土）
●フクシマ連帯キャラバン行動～日比谷野音結集デモ～
日時：3 月 15 日（土）9:30
集合：第五福竜丸展示館（江東区夢の島 2―1―1 夢の島公園内）
（東京メトロ有楽町線新木場駅下車 10 分）
内容：9:30～9:45 集会 9:45 デモ出発～明治通り～日曹橋左折・永代通り～10:45 休憩/東陽公
園
10:55 出発～11:55 休憩/永代橋西詰ひろば
12:05 出発～呉服橋左折・外堀通り～13:30 日比谷野外音楽堂
＊デモ途中の参加も可能です。休憩地点の東陽公園、永代橋西詰での合流が便利です。
東陽公園：江東区東陽３－２７（東京メトロ東西線東陽町駅下車 1 分）
永代橋西詰：中央区新川 1 丁目（東京メトロ東西線茅場町駅下車 10 分）
●フクシマを忘れない！さようなら原発３．１５脱原発集会（東京）
日時：2014 年 3 月 15 日（土）13：30～
会場：日比谷野外音楽堂

※2014 年 9 月 15 日（月・休日）は「さようなら原発大集会（代々木公園）」を予定しています。

