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一斉行動・第４波記録ファイル
日時：２０２２．６．４～６．１９
行動地域数：６２か所 参加人数：４９５名以上
行動都県：青森、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、

千葉、東京、神奈川、広島、徳島、長崎



一斉行動・第4波の行動地域・参加人数一覧

青森県
１．青森駅前公園 5名

福島県
２．福島駅前 ５～６名

栃木県
３．西那須野駅前 7名
４．黒田原駅前 3名
５．那須塩原駅前 3名

群馬県
６．高崎駅西口・ペデストリアンデッキ 5名

茨城県
７．JR牛久駅東口 21名
８．国道124号線イオン鹿嶋前 １１名
９．龍ヶ崎市・ショッピングセンター・サプラ ５名
１０．TＸつくば駅近くのセンター広場 １２名
１１. 土浦駅西口2階のペデストリアンデッキ ６名
１２．石岡市・国道6号線沿い 7名
１３．石岡市・ウェルサイトショッピングモール脇 （１２と同じ団体）
14. 東海村産業・情報センター入口脇 1名

埼玉県
15. 越谷駅東口越谷市・中央市民会館5階会議室 ４０名
16. 浦和駅東口 13名
17. 桶川駅西口 8名

千葉県
18. 所沢駅東口 21名
19. 松戸駅東口 9名
20. 柏駅東口 8名
21. 〃 西口 16名

22. 我孫子駅北口
23.     〃 南口 （２２と２３の計３０名）
24. 流山市おおたかの森自由通路 8名
25. 東武アーバンパークライン愛宕駅西口 4名
２６．京成・成田駅前の広場 13名
27. 千葉駅東口 12名
28． 東電千葉支社前 12名
29. 市川駅北口 13名
30. 新鎌ケ谷駅頭 17名
31. 外房線・太原駅→大綱駅 2名
32. 京成本線・臼井駅南口 5名

東京都
33. 千代田線/常磐線 亀有駅南口 8名
34. JR北千住駅西口 7名
35. 新小岩駅南口 12名
36. ＪＲ王子駅前 11名
37. 町屋駅前交差点 8名
38. JR池袋駅ルミネ口 8名
39. 巣鴨駅前 7名
40. ＪＲ「御茶ノ水駅」お茶の水橋口 14名
41.  ＪＲ「御茶ノ水駅」聖橋口 7名
42. ＪＲ「御茶ノ水駅」千代田線口 4名
43. ＪＲ「御茶ノ水駅」聖橋口② 5名
44. 水道橋駅東口の橋上 2名
45. 日本原電本店前 8名
46. 霞ヶ関駅経産省前 4名
47. 大井町駅前ヤマダ電機前 7名
48. JR大井町駅・阪急百貨店前 7名
49. 京王線 ・つつじヶ丘駅北口 1名
50. 新宿アルタ前 9名

51. 中野駅北口 8名
52. 阿佐ヶ谷駅南口 5名
53. 阿佐ヶ谷駅南口② 15名
54. 調布駅前広場 3名
55. 西国分寺駅南口 １０名
56. 阿佐ヶ谷駅南口 6名
５７．清瀬駅北口 7名

神奈川県
58. JR桜木町駅頭 1名
59. 中原区・エポックなかはら大会議室 18名

広島県
60. 中国電力本社前 7名

徳島県
61. 徳島駅前 2名

長崎県
62. 長崎駅前・高架広場 2名
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総行動地域数：６２地域
総参加者数：５３５名
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一斉行動・第４波告知チラシ 青森

行動団体名：原発なくそう!核燃いらない!あおもり金曜日行動
日時：202２年６月1０日（金） 17：45～18:15
場所：青森駅前公園
行動責任者：小熊ひと美
行動参加人数：計５名

遅くなりましたが、東海第二原発の一斉行動の報告です。
６月10日に、青森駅前公園で東海一斉行動を行いました。
17：45～18:15
参加者は5人でした。
青森では4回目でした。
プラカードを掲げ、東海第二原発の危険性について、また、むつ使用済み核燃料中間貯蔵施
設には東電と日本原電の核のゴミが運び込まれることを青森市民に訴えました。
写真を添付します。



福島

行動団体名：NAZENふくしま

日時：202２年６月1１日（土） 1３:０0～
場所： 福島駅前
行動責任者：椎名
行動参加人数：５～６名

２.福島駅前

多くの若者が怒り共有
福島駅前で全国統一行動をたたかう

「東海第二原発再稼働も福島原発の汚染水海洋放出も許さない!!」
この強い思いで闘う仲間が6月11日土曜日の昼下がりに福島駅前に結集した。
ビラ配布と署名とに分かれ、リレートークの声が響く中、全国統一行動が始まった。東海第二
原発再稼働の策動は日本の核武装化に直結し、ウクライナ戦争の拡大と世界戦争への道であ
ることが鋭く弾劾され、汚染水海洋放出に反対するビラと署名が道行く市民、特に若者の中に
浸透していった。
署名に応じてくれた高校生グループは、「戦争に行かされるのは、他でもないあなたたち」と
いう訴えに、「そうだ、そんなの許せない」「放射能が危険だってこともわかってる」と次々に署
名してくれた。率先して署名してくれた母親に続いて、当然のようにペンをとった大学生の娘さ
ん。彼女がビラを受け取りすぐに署名に応じてくれた後、彼も続けて署名してくれた二人連れ
等々。市民の反応は今
までにないほど活性化
したもので、特に若い
人たちが多数「原発は
許せない」という思い
を共有してくれたこと
は大きい。
この思いを力に変え
、東海第二原発再稼
働阻止、福島原発汚
染水海洋放出反対を
成し遂げ、日本の核武
装と戦争・改憲を狙う
岸田政権を打倒しよう。

３.西那須野駅前 ４．黒田原駅前 ５．那須塩原駅前

栃木

行動団体名：アピールイレブン
日時：202２年６月1１日（土）
場所： ：西那須野前、黒田原駅前、那須塩原駅前

行動責任者：高嶋幸雄
行動参加人数：計１３名（西那須野駅７名、黒田原駅３名、那須塩原駅３名）
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群馬 ６.高崎駅西口
ペデストリアンデッキ

行動団体名：群馬合同労組(高崎金曜日行動)
日時：202２年６月10日（金） 1８:０0～２０：００
場所：高崎駅西口ペデストリアンデッキ
行動責任者：清水彰二
行動参加人数：５名

配布チラシ：原発とめよう群馬 原発事故・現状だより629号（右面に表面を掲載）
行動内容：
6/10㈮18～19時、高崎駅西口ペデストリアンデッキで5名でマイクとビラまき。19：30～20：
00高崎金曜日行動でも東海第二原発反対をアピール。
行動特色：
ビラの受け取りはとてもよい。100枚くらいまけた。女子学生が二人でしばらくずっと聞いてい
てくれたり、若者の反応がよかった。
東海第二原発アピール用のA2サイズのボードを4枚作成し、ゼッケンも作って、デコレーション
して、マイクでアピールしたのがよかった。
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茨城
行動団体名：原発いらいない牛久の会、東海第二原発廃炉牛久の会

､反原発牛久駅前行動実行委員会
日時：202２年６月1０日（金）15～16時
場所： JR牛久駅前東口広場
行動担当者：中村弘美
行動参加人数：２１名

雨が降り出しそうな天気の中だったが元気に集まり、通行する市民、ロータリーに駐車する車
の人たちに訴えた。福島さんのスピーチに続き、6月5日に開催された茨城県母親大会で採択さ
れた「東海第二原発の廃炉を求める特別決議」が読み上げられた。
また、3時半ころから続々と下校してきた大勢の高校生たちに向けて母親大会で発表した「県
内で東海第二原発再稼働反対に取り組んでいる団体からの発言」も読み上げることができた。
これからは若者に向けて届けなければという小川仙月さんのツィッターの紹介でわかりやすい。
脱原発ネットワーク茨城で作成した東海第二に関する三つ折りパンフを高校生たちにかなり受
け取ってもらうことができた。今回は100部用意して時間内にちょうど無くなった。受け取った女
子たちに「ありがとう」と声をかけると親指を上に向けて応えてくれた! おじさん、おばさんは大
変うれしくなった。
また、首都圏連合から応援に駆けつけてくださった方々は、さすがに慣れたもので、駅前広場
のイベントスペースに腰かけている男子学生たちに話しかけて語り合っていた。
今回は駅前行動の皆さんがマイクを用意してくれて、何人かでスピーチをしたが、単にたむろ
しているように見える学生たちが、こちらの看板やのぼりを見て、スピーチを聞いていてくれるの
が分かった。次回は暑い季節になると思うが学生の帰りの時間を考えたりして効果的な時間設
定しようという話をした。
この首都圏ネットワークの統一行動に牛久の共同代表で東奔西走し、イスに腰かけての参加
ではあったが、公害・地球環境問題懇談会の旗を立てて東海第二再稼働反対の看板を支えて
くれた牛久の清水瀞さんが6月4日に天に召され、皆と一緒に駅前に集えなくなったことが今回
ことのほか身に染みた。清水さんをお手本に皆でがんばり続けます。
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城県龍ケ崎市での一斉行動の第4波について実施報告いたします。
定点としている、ショッピングセンター「サプラ」入り口前にて、6月11日の土曜日、午後2時よ
り3時までの1時間参加者5名で、街宣としてマイクでのよびかけと、チラシ配布を実施しました。
チラシは、残っていた 「判決リーフレット」 と、いばらきの脱原発ネットが作成していた 「大地
震チラシ」 とを組み合わせたものを、約150セットほど配布しま
した。
写真の撮影は下のですが、その後、送信しようとして消してしまって、残っていません。すいま
せん。

以上

行動内容
「東海第2原発再稼働反対」と「戦争反対」を掲げてスタンディングとマイク宣伝を行いました。
行動特色
あまり歩行者は通らないのですが信号待ちしている人たちに話しかけ対話するようにする人
員配置。
感想
東海第2原発から30km外とはいえ東海第2原発を知らない学生が多い。やはりチラシを
配った方がいいと感じました。

茨城
行動団体名：鹿嶋九条の会
日時： 2022年6月12日（日） 15時～１６時
場所：国道124号線イオン鹿嶋前
行動責任者： :山縣 理絵子
行動参加人数：１１名

国道124号線イオン鹿嶋前

行動団体名：茨城県龍ヶ崎市・市民有志
日時：202２年６月11日（土）
場所：ショッピングセンター・サプラ
行動責任者：披田信一郎
行動参加人数：５名
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行動団体名：

日時： 2022年6月12日 1３時～１３時４０分
場所：T
行動責任者：
行動参加人数：１２名

茨城

配布チラシ
「古くて危険な東海第二原発はいらない声を上げよう 一斉行動第4弾」を配布した。
行動内容
6月11日13時から14時の行動の予定であったが、雷雨のため13時40分で終了。つくばセン
ター広場で横断幕を掲げて、CDプレイヤ―のスピーカーとマイクを使って、宇野さん、石上さん
の2名により通行人へ、「東海第二原発の再稼働反対」の訴えとシール投票への参加を呼びか
けた。シール投票、チラシ配布を行った。シール投票はつくばと土浦の行動分を合わせて、原発
再稼働に賛成2票、どちらともいえない15票、反対37票であった。
行動特色
関連団体10から、当日参加できる人を募った。結果、12名が集まり、一斉行動を行った。12
名に「日本原電事業へ廃炉の決断を求めるの申込書」、「茨城県知事へ再稼働を許可しない要
望書」への個人賛同人のお願いをした。
感想と次回(第4波)に向けての提案等
当日の予報では一斉行動の時間に雨が予報されていたが、屋外行動なのでこの時間帯に雨
の降らないことを願って開催したが、途中から雨となり止むを得なく中断した。この時期の屋外
行動の難しさを感じた。
シール投票の結果は予想外で再稼働反対が圧倒的に多かった。これが市民の本音で、政治
の方が市民の意見を無視しているのだと改めて思った。
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茨城
行動団体名：

日時： 2022年6月12日 14時10分～１５時２０分
場所： 2
行動責任者：小張佐恵子
行動参加人数：６名

行動内容
6月11日15時から16時の行動の予定でしたが、雷雨のためつくば行動が13時40分で終了し
たので、土浦に移動して14時１0分に開始し、15時20分までのアピールでした。
土浦駅西口2階ペデストリアンデッキで横断幕を掲げて、チラシ配布。参加人数は６名でした
が、シール投票やマイクスピーチがあったので、格段と注目度が上がりました。
日下部さんが主にマイクスピーチをしてくださり、合間に小張もスピーチ。日下部さんは７.5セ
ンチのバッチも作ってくださって、アピール度が万全でした。
つくばの阿部真庭さんが「東海第二原発の再稼働反対」の訴えと参加を呼びかけてくださった
シール投票は、つくばと土浦を合わせて、原発再稼働に賛成2票、どちらともいえない15票、反
対37票でした。再稼働に賛成2票は小学校低学年の男児と高齢の男性でした。
行動特色
行動の場所が、駅前通路で狭いせいか、チラシの受け取りが良くてやりがいが感じられました。

1歳くらいの子どもさんを抱いた若い父親と、母親の家族が「原発のことが解らないので、教え
て欲しい」と声をかけてくれたので、しっかり説明させてもらいました。原発を推進させるために、
危険性や放射能の毒性が隠されていることを話し、「大切な子どもさんを守るために、これから
も勉強してほしい」と最後にまとめると、「お話が聞けて良かったです」と、とても真摯な感じで挨
拶してくれたので、嬉しかったです。
地道に対話を続けることが大切だと、今更ながら感じられました。７〜８歳の男の子が、シール
投票で賛成に貼りました。その時お母さんが慌てて、「反対に貼らなければだめじゃないの！」と
言われて、替えさせようとされまし。それで、「今のお子さんたちは、反対すること自体が良くな
い事と思わされて教育されているので、自分で考える機会が奪われています。ちゃんとおうちで
話をして、原発がどうして危険で反対しなければならないかを、納得させてあげてください。今
無理に貼り替えさせない方が良いですよ」と言ったら、びっくりされて、「勉強になりました」と感
謝されました。
「原発いらないHP」の内容を充実しておかなければならないと、思いました。

感想と次回(第4波)に向けての提案等
比較的に反応が良いとはいっても、原発再稼働に賛成の声もそれなりに聞かれます。その方
たちに分かってもらえるように、不断の努力を続けていかなければならないと考えます。
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配布チラシ
一斉行動第4弾・消費税の秘密
行動内容
横断幕やプラカードを掲げスタンディング、7名参加
行動特色
車に向かって手を振る。
感想と次回(第５波)に向けての提案等
天気が心配でしたがなんとか2箇所で活動できました。場所が街道沿いと駐車場出入り口な
ので通行人は数える程度でチラシはほとんど渡せませんでしたが、手を振り返してくれるドライ
バーは一定数見受けられます。
小さな街なので駅頭などでの人出は限られるため、今後も道路沿いのスタンディング行動が
主な活動になると思います。

茨城
行動団体名：石岡平和の会
日時： 2022年6月1０日（金） 14時０0分～１６時３０分
場所： 6

行動責任者：増山みゆき
行動参加人数：7名



茨城
行動団体名：荒木福則(個人)
日時： 2022年6月１０日(金）１２：００～１６：００
場所：東海村産業・情報センター入口脇、東海駅構内
行動責任者：荒木福則
行動参加人数：1名

配布チラシ
首都圏連絡会公式チラシ(女の子のチラシ)と水戸地裁判決のチラシのセット
行動内容
‘東海第二原発の再稼働反対’の看板を掲げ、「ご自由にお取りください」と書いた台にチラシを
置いて座り込みをした。
１２：００～１４：００の2時間は東海村産業・情報センター入口脇で行い、１４：００～１６：００の2時
間は東海駅構内の人が上り下りする階段及びエスカレーターの所で行いました。

行動団体名：さようなら原発越谷連絡会
日時： 2022年6月11日(土）
場所：越谷駅東口越谷市中央市民会館5階会議室
行動責任者：石山博
行動参加人数：４０名

埼玉

越谷では第4波一斉行動への参加として、DVD「原発の町を追われて・10年（堀切さとみ監
督作）」の上映と元酪農家の鵜沼久江さんのお話を聞く会を催しました。その後、第7回「さよう
なら原発越谷連絡会の総会を開きました。有意義な一日でした。
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埼玉
行動団体名：原発再稼働に反対する埼玉連絡会、九条の会・さいたま
日時：202２年６月１８日（土）１５：００～１６：００
場所：浦和駅東口
行動責任者：菅井益郎

行動参加人数：約１３名

1週遅れで埼玉でも昨18日の土曜日「東海第二原発いらない」の街宣を行いました。午後２時
から3時まで「戦争反対、9条守れ」の行動､続いて3時から4時まで東海第二再稼働反対の街
宣を行いました。メンバーは若干入れ替わりましたが､13名ほ
どが参加しました。女の子の2つ折りのリーフはたいへん受取

当初街宣を予定していた
前週の夜の「浅井基文講演
会」で配布したA4チラシな
どを含めて全部で300枚
ほどを配り終えました。今
回は「九条の会・さいたま」
と「再稼働反対埼玉連絡会」
で行いました。

りがよかった。

埼玉 桶川駅西口

行動団体名：原発いらない市民会議/埼玉
日時： 2022年6月１１日（土)
場所：桶川駅西口
行動責任者：佐々木正人
行動参加人数：８名

原発いらない市民会議/埼玉の佐々木です。
６月１１日は桶川駅西口において８名の参加で、例月行動としてマイクでのアピール、看板、横
断幕、チラシ配布（福島原発裁判関連、溶け落ちた核燃料でコンクリートも溶け落ちてしまって
いる状態、そして、東海第二原発再稼働反対）を訴えることができました。雨の降る前時間で
かったと思います。チラシは８０枚程度受け取ってもらえました。
今回も写真は忘れてしまっていました。次回にお送りします。
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埼玉 所沢駅東口

行動団体名：さよなら原発イン所沢連絡会、福島原発裁判を支える会・所沢
日時：202２年６月１0日（金）１４：００～
場所：所沢駅東口
行動責任者：村上三郎

行動参加人数：約２１名

配布チラシ：約９０枚
行動内容
駅前でリレートークしながら、署名を訴える。
「東海第２原発の再稼働工事をやめてください」２１筆
「福島原発刑事訴訟、東京高裁は公正な判決を」２１筆が得られた。
行動特色
長机に署名を置いて訴えた。立ち寄って書いてくれる人が２０名。
感想と次回(第5波)に向けての提案等
緊急の呼びかけを、メールとハガキで行い、参加者が２１名。原発を止めたい、無くしたいとい
う気持ちをお持ちの方アピールの場になりました。これからも続けて行きたいと思います。

13



千葉 松戸駅東口

行動団体名：東日本大震災被災者支援千葉西部ネット、ピースサイクル千葉
日時：202２年６月１１日（土）１３：３０～１５：００
場所：松戸駅東口
行動責任者：武笠紀子

行動参加人数：約９名

第４回目の「東海第二原発いらない」一斉行動を行いました。「東日本大震災被災者支援千葉
西部ネット」と「ピースサイクル千葉」主催の、松戸での行動です。
松戸駅東口で、6月11日㈯の午後1時30分から3時まで、東海第二原発いらないアピール行動
を行いました。
マイクでのスピーチ、チラシ配布、署名集め、シール投票を実施しました。参加者は９名、集まっ
た署名は12筆でした。人通りは多かったのですが、チラシの受け取りはあまり良くなかったです。
それでも、寄ってきて署名してくださる人がいたり、横断幕をチラチラ見ながら歩く人は多く、「東
海第二原発いらない」のアピールにはなったようです。まだまだ、再稼働の危険性が伝わってい
ない気がしました。

柏駅東口

行動団体名：反原発東葛連合
日時： 2022年6月１０日（金)１８：００～１８：３０
場所：柏駅東口
行動責任者：
行動参加人数：８名

配布チラシ：オリジナルチラシ
行動内容
チラシまき、リレートーク、署名集め、一斉行動横断幕
行動特色
私たちは2011年3月の福島原発事故のあと、柏市及びその周辺の市民有志が集まって、

2012年8月以来、毎週金曜日を街頭アピールの日と決め、原発依存の社会を変えようと訴え
る活動をしています。一斉行動につきましては、第一回より参加しています。
今回(第4回)は行動開始時刻のころから雨が降り始めましたが、その中でもいつも同様に、
原発反対、東海第二原発再稼動反対を急ぎ足の皆さんに訴え、行動の終いを“ふるさと”の合
唱で締めくくりました。参加者は8名でした。
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行動団体名：
日時：202２年６月１９日（日）1４:０0～15:３0
場所：
行動責任者：
行動参加人数：１６名

配布チラシ：エナガオリジナルチラシ(避難)、エナガ通信(No.19)
行動内容：チラシまき、リレートーク、署名
行動特色：一斉行動
行動内容
今回はメンバーの都合により一斉行動期間より1週間遅れの
行動になりました。6月19日(日)14時から1時間半、柏駅西口
でアピール行動を実施しました。参加者はエナガ史上最大？

の全16名でした。参院選公示直
前ということも重なり、にぎやか
な街宣となりました。
今回も避難をテーマにしたエナガオリジナルチラシとエナガ
通信(不定期発行。参院選を意識した私たちの生活にまつわ
る多様なテーマで訴え)をセットにして、駅前出入り口を通り過
ぎる皆さんに配りました。大変
暑い中での活動で、日陰と天日

を交代しながら150部ほどを配布出来ました。メンバーの印象
としては受け取りが良かったという意見が多かったです。
また、今回はじめて偶然通りがかった方から、自分も話した
いという申し出があり、発言をいただきました。とても嬉しい
経験でした。ぜひこうした経験をつなげて、東海第二原発再
稼動断念につなげたいと思いました。

千葉
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千葉
行動団体名： 「さようなら原発」あびこ
日時：202２年６月１１日（土）1４:０0～15:００
場所：我孫子駅北・南口
行動責任者：
行動参加人数：３０名

実施日：６月１１日（土）１４：００～１５：００
実施場所：①我孫子駅南口 １９名参加 ②我孫子駅北口 １１名参加 ＜計３０名＞
配布物：「東海第2原発をうごかさないで」186部配布（エナガの会作成リーフレット2022    

年6月版）、同じく「水戸地裁判決」版48部配布
署名：7筆
・前日から雨模様が心配でしたので天気予報・雨雲レーダーを流し、当日8時に実施決定の
お知らせを流しました。
・スピーチは、前もって複数の方に打診し、計7名に話してもらいました。1人約15分。まだま
だ話せそうな方がいらっしゃるので次回もできるだけ多くの方に話してもらおうと思ってい
ます。
・2台のスピーカーの内、1台は肩に掛けるタイプだったのでこれまで重くて大変でした。
今回はテーブルの上に置いたので北口のスピーチはかなり楽に行うことができました。
・小張さんから送っていただいた横断幕2枚は両駅で良く目立ちました。「さようなら原発」あ
びこののぼり旗も1本ずつ南北に置きました。当会のバナーも南口の真ん中に張りました。
歩行者には大きいものしか目に入らないため、これらは重要です。
・2時の段階では16名の参加でしたが、15分くらい経つと2４～５名に増え、 更に参加者と
顔見知りの方が、手伝ってくださるという具合にひょいと参加して下さった方もいて結果的
に3０名となりました。身近な人が行動していると私も～と、気軽に参加できるのは地元開
催の良さだと思いました。
・リーフレットの受け取りはいつもと変わりませんが、「東海第２原発は何県にあるでしょう？
地図にありますね」というスピーチに反応した小学生がリーフレットを二人で見て調べてい
る姿がほほえましかったです。
・また、別の方のスピーチで「私のような高齢者はもうすぐこの世からいなくなるのだから、原
発事故から逃れられるかもしれないけれど、若い皆さんはこれから先、原発事故と向き合う
ことが多くなる」と話すと、リーフレットを取らずに通り過ぎた若者が引き返してリーフレット
を取りに来たそうです。
・1滴の雨にもあたらず無事終了。 以上 「さようなら原発」あびこ 加藤マリ子
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千葉
行動団体名：原発止めよう！ 東葛の会
日時：202２年６月１１日（土）1４:０0～15:００
場所：流山市おおたかの森自由通路
行動責任者：日下部信雄
行動参加人数：８名

私たちは、6月１１日（土）午後2時～３時、これまでと同じ「流山市おおたかの森自由通
路」で実施しました。
この日は、参院選挙が近づいている土曜日なので、もしかしたら立候補予定者の活動と

かち合うと面倒くさいと思って、事前に流山市に道路使用許可を取っておきました。この
「自由通路」は、「つくばエクスプレス」（TX)の開通に合わせて行われた開発の中で、もとも
とからある東武アーバンパークライン（東武野田線）とTXの乗り換え通路であり、二つの

鉄道をまたいで作られた通路です。基本的に流山市の公道とい
う位置づけです。階段とエスカレーター、エレベーターで昇り降りす
るので、もちろんと車の通行は不可能です。
幸い、選挙がらみの街宣活動とはぶつかりませんでした。
私の準備不足で、開始ぎりぎりに私が現場に到着しましたが、す
でに援軍である「エナガの会」の若井さんとたんぽぽ舎の志田さん、
私たちのメンバーの樫さんが怖い顔をして待ち構えていました（失
礼、怖い顔というのは間違いでした）。
志田さんがお持ちいただいた横断幕と私たちの横断幕の二つ統
一の横断幕が張られました。結構目立ちました。また、ネットワーク

ののぼり旗も立て、私たちの「原発止めよう！ 東葛の会」の小さめ
ののぼり旗を立てました。
ところが、なんと準備不足をまたさらけ出し、ラウドスピーカーを
忘れてしいました。やむなく肉声で「東海第二原発はいらない」な
どを大声で宣伝をしました。志田さんの声は一段と大きく、参加者
一同負けないよう大声を張り上げました
最終的に8名の参加がありました。参院選の関係であるいつも
協力してもらっているある政党関係者（もちろん、この活動の時
は、政党の名は使いません）の参加がありませんでしたが、応援の
方々のおかげでこれまでと同じく８名の参加となりました。
用意したチラシは「エナガの会」が中心になって作り、「原発止めよう！ 東葛の会」と「さよ

うなら原発・あびこ」が賛同して作ったカラー
チラシに「原発止めよう！ 東葛の会」独自の
チラシを合わせたものを２００セット準備しまし
た。１５０セットはさばけました。この場所での
１時間の街宣としては「多い」と言ってよい数
です。
たんぽぽ舎の志田さんは「東海第二原発は
ここ」と地図をかいたプラカードを付けて大き
な声で呼びかけていただいた効果もあったと
思います。



千葉
行動団体名：放射能汚染から子どもたちを守る会・野田
日時：202２年６月１０日（金）1６:０0～
場所：東武アーバンパークライン愛宕駅西口
行動責任者：皆川純麿
行動参加人数：４名

配布チラシ：オリジナルチラシ
行動内容：チラシまき、呼びかけ、一斉行動横断幕
行動特色
６月１０日(金)、「首都圏ネットワーク」主催～東海第二原発いらない、うごかさないで！第
４回一斉行動～を愛宕駅西口で行いました。
あいにくの強風に抗して 横断幕をひろげ、リーフレット・チラシを配布しました。私たちは毎
月１１日に、駅頭行動を、梅郷、愛宕、川間の三駅順番に実施しています。愛宕駅は乗降客が
少なく、今回はこちらの参加も４名で、少々さみしい展開でしたが、リーフレット・チラシは８０
部受け取ってもらえていました。
首都圏ネットワークの呼びかけチラシの下半分に上映会、学習会など私たちの活動日程や
再稼働を止める行動へのお誘いなどをいれた チラシを添付します(右項)。
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６月１１日、は東海第二原発の廃炉を呼びかける一斉行動に賛同し、運転差止めを求める
署名行動に立ち上がりました。
集まった１３人の仲間は京成成田駅前の広場に散らばってリーフレットの配布と署名の働き
かけを行うとともに、代わる代わるマイクを握ってアピールを続けました。
反対同盟の伊藤信晴さんは「原発再稼働は先の日米首脳会談で話し合われた台湾海峡
をめぐる軍事介入、日米による中国侵略戦争に向けた動きと一体であり、日本の核武装の
問題だ」と訴え、軍事空港絶対反対を掲げてきた三里塚が先頭になって阻む決意を語りまし
た。
４回目となる今回も、列をなして署名に応じてくれる場面もあり、多くの方が関心を寄せて
協力してくれました。東海第二原発再稼働工事反対署名と放射能汚染水を流すな全国署名
がそれぞれ１４筆集まりました。

千葉
行動団体名：三里塚芝山連合空港反対同盟、支援連絡会議
日時：202２年６月１１日（土）
場所：京成・成田駅前の広場
行動責任者：伊藤信晴
行動参加人数：１３名
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千葉
行動団体名：原発なくせ！ちばアクション
日時：202２年６月１１日（土）１１：００～１２：００
場所：千葉駅東口
行動責任者：久木野
行動参加人数：１２名

配布チラシ：水戸判決リーフレット他
行動内容：演説・ビラ配り・署名
行動特色：特になし
感想と次回(第５波)に向けての提案等
２・２４ウクライナ戦争以来、毎週１回土曜日に千葉駅前で街頭宣伝をやっている改憲戦争
阻止大行進・千葉と一緒に行動。東電前でやっている方も参加して、１２名の参加でおこない
ました。東海第二再稼働反対の署名８筆集まりました。
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千葉
行動団体名：忘れまい３・１１！反戦・反原発の会/千葉
日時：202２年６月１１日（土）１２：００～１３：００
場所：東電千葉支社前
行動責任者：中井はるみ
行動参加人数：１２名

６・１１一斉行動第４波の報告

配布チラシ：ネットワーク作成の三つ折りちらし、首都圏連絡会議の「女の子」のチラシ、
会独自の定例ビラ

内容・特徴・感想
いつもの東電千葉支社前の「１１行動」をかねて、１２時から１３時までの一時間、１２名で一
斉行動を行いました。
ネットワークの三つ折りチラシや「女の子」ビラのほかに、「東海第二原発いらない！一斉
行動第４波 東海第二原発は廃炉へ 泊原発（北海道）差し止め判決が出た！」と三段見
出しをつけた今日の独自ビラをセットしてまきました。１１時からの千葉駅前での行動を終え
て参加してくれた「原発なくせ！千葉アクション」の方たちや、なのはな生協の組合員の方も
含め、１２名での行動でした。
東電のまわりに小張さん作成の横断幕、５本ののぼり旗、「東海第二を動かすな」「汚染水
を海に流すな」などのボード、そして「千葉アクション」の遠目にもわかる「東海第二動かす
な」の大きなボードを並べ、シュプレヒコールとリレートークで訴えました。前回もそうでした
が、ウクライナでの原発攻撃や地震の頻発もあってか、ビラをとってくれる人が増えてきた
感じがします。
今回一番うれしかったのは、署名に「再稼働なんてとんでもない」とすぐさま応じてくれた
若い男性労働者がいたことです。聞けば、派遣で一時期東電の賠償業務に関する仕事をし
ていたそうです。事故のたいへんさが痛いほどわかったとのことでした。二度と事故による
苦難を繰り返させないために、何としても再稼働阻止から廃炉へむけて声を上げ続けま
しょう。
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千葉
行動団体名：「東海第二原発いらない!」市川の会
日時：202２年６月1２日（日）１４：00～1５：00
場所：市川駅北口
行動責任者：上野通子
行動参加人数：１３名

市川行動は、6月12日（日）に実施しました。
前日までの天気予報は、「午後は雨が止む」となっていたのが、当日の朝は、ちょうど14時
頃が雨の予報で、午前中は ずっと天気予報とにらめっこしていました。
午前中降った雨が止んだのに、13:30頃振り出したので、急きょ市川駅北口に変更を決め
ました。（最初の予定は、本八幡駅南口）
参加者は、13人でした。初参加者２名。今回、
埼玉から、一斉行動(6/10～6/12)のうち、6
/10と6/11は参加できないので、6/12に実施
するところを捜して、市川行動に来てくれた方
がいました。
横断幕は、4枚。東電刑事裁判のパネル(？)
を持って来てくれました。
チラシは 約90セット配布出来ました。（東海
第二女の子チラシ、水戸地裁リーフレット、最高裁行動日、支援する会）
スピーチは６人で、 避難者訴訟最高裁、東電刑事裁判、住宅追い出し裁判、東海第二原
発の問題などについて、話してもらいました。いつものように合間に替え歌を２回入れまし
た。
署名(東海第二原発いらない)は10筆。チラシは前回よりたくさん配れました。
グループで歩いていた若者が、ひとりチラシを受け取ってくれ署名もしてくれました。友達
と一緒だと気になっても、通り過ぎる事が多いのに、すごいなと思いました。
７月は10日（日）に行います。（14:00～ JR本八幡駅南口の予定）
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外房線・太原駅→大綱駅

行動団体名：ピースサイクル
日時： 2022年6月11日（土）１０：００～１４：００
場所：外房線・太原駅→大綱駅
行動責任者：ひろせしんじ
行動参加人数：２名

千葉
行動団体名：戦争をさせない1000人委員会・鎌ケ谷、9条の会鎌ケ谷この指とまれ
日時：202２年６月9日（木）16：00～17：00
場所：新鎌ケ谷駅頭
行動責任者：藤代政夫
行動参加人数：１７名

新鎌ケ谷駅頭

配布チラシ：オリジナルチラシ
動内容：リレートーク、一斉行動横断幕
行動特色
6月の一斉行動は今回も「戦争をさせない1000人委員会・鎌ケ谷」＆「9条の会鎌ケ谷
この指とまれ」の定例街宣のときに東海第二再稼動反対の横断幕を掲示して実施しました。
「敵基地攻撃論・核共有論・2％軍事費」の問題点を訴えると同時にウクライナ戦争の早
期停戦を訴えるなか、ウクライナの原発の状況から原発の危険性も訴えました。
更に脱炭素エネルギ―政策との関係で100ｋｍしかはなれていない東海第二原発の再
稼動反対についても数名がト―クの中で訴えました。ウクライナ戦争によって世の中が軍
事に流れている中、「気候危機・再生エネ・脱原発・コロナ感染症対策・新自由主義による
格差と貧困」という基本的課題と共に反軍事＝平和主義を訴えていかなければと思いま
す。（すべて関連しています）



6月10日（金）18時半～19時半、京成本線臼井駅南口で定例の金曜宣伝において貴団
体より入手したチラシの当会名のミニシールを貼って手渡し配布しました。参加者5名、配布
数約50 残りは各自友人知人に渡しました。
毎月、月一回の金曜18時半からの宣伝です。通勤通学の多い時間帯ですが年々通行人
の数が減少傾向です。いつもは手作りの1色印刷で、今回はカラーチラシなので、受け取ら
なくても、一目みる人の数は多かったようです。

以上 報告します。

千葉 京成本線・臼井駅南口

行動団体名：佐倉・原発問題を考える会
日時：202２年６月１０日（金）1８：３0～1９：３0
場所：京成本線・臼井駅南口
行動責任者：清水鉄治
行動参加人数：５名

千代田線/常磐線 亀有駅南口

行動団体名：ひろば葛飾から
日時： 2022年6月11日（土）１６：００～１６：３０
場所：千代田線/常磐線 亀有駅南口
行動責任者：白倉真弓
行動参加人数：８名

行動内容
４名が横断幕を持ち３名がチラシ配布。１名が交代でマイクをとり東海第二再稼働反対を訴え
ました。配布チラシは「ひろば葛飾から」の「考えよう 原発クイズにチャレン」、「えっ！知らな
かったの？」、「水戸地裁差し止め判決」の三種合わせて３０枚ほど手渡ししました。
手にしたマイクでは、「戦争になれば原発は自国に向けた核兵器になる」こと、「（５月３１日）札
幌地裁で泊原発に差し止め判決がでたこと」「来る参院選挙で原発を止める候補者を選ぶこ
と」、「被ばくがなぜ恐ろしいか」、「トリチウム汚染水を海に放出してはならないこと」、首都圏の
「東海第二原発を再稼働させぬこと」などを訴えました。
感想と次回に向けて
当日は同所で、私たちのスタンディング前に、先行して歌唱ライブをしている人が重なり、３０
分割り込ませてもらいました。場所を先取りする余裕がないのが常ですが、ライブ者が気持ちよ
く譲ってくれて時間を短縮したとはいえ、予定通りスタンディングできました。
私たちのスタンディング予定時間の前後で１０分くらい私たちの横断幕をライブ者の横で掲げ
持ち、ライブを聞く人や通行する人の目についたかと思います。思わぬ相乗効果があったかと
も思います。ライブ者はそれを自然に認めてくれていたのは、平和を共有した空気が流れてよ
かったかなと感じました。
当日は、首都圏連絡会からも2人の参加者があり、活気が加わりました。
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東京



東京 JR北千住駅西口

行動団体名：緑フォーラム
日時：202２年６月１０日（金）～12（日）
場所：JR北千住駅西口
行動責任者：和田
行動参加人数：7名

6/10日～12日東海第二原発いらない行動（緑フォーラム）
緑フォーラムでは、6/10日～12日まで足立区JR北千住駅西口にて、ビラ配布と署名活動

を行いました。参加者はのべ7名。原発の半径30キロ圏内に住む94
万人に放射能の影響が及ぶことを訴えました。通行人の方は、「原発
は無くならないとダメだ」と署名に協力してく
れました。別の方は、一旦通り過ぎましたが、
こちらに戻ってきて署名してくれました。「私
は今足立にいるけど、実家は水戸なの」と言
ったので、「水戸地裁でも、原発の運転禁じ
る判決出しましたね」と相手に伝えました。す
ると、その女性は、水戸地裁が“実効ある避
難計画や防災体制が整えられているという
にはほど遠い状態で、人格権侵害の具体的

危険がある”という理由で東海第二原発の運転を認めない判決をしたのを知っていて、「が
んばってください」と声をかけてくれました。さらに、多くの方に、東海第二原発の危険性を
知らせていくことが必要、と感じています。

新小岩駅南口

行動団体名：NAZEN江戸川
日時： 2022年6月11日（土）１０：００～１１：３０
場所：新小岩駅南口
行動責任者：佐藤賢一
行動参加人数：１２名

本日新小岩南口で12名で横断幕1.上り1.4立看板1で開始、10.30から11.30まで実施。連
絡会署名20.汚染水反対10筆、パンフビラ組み合わせ、100枚撒きました。赤ちゃんを抱いたお
とうさんやおばあちゃんが署名してくれました。途中から某保守政党の大音響の妨害行為的な
事態もありましたが、抗議し、時間きっちり貫徹しました。
若い人の関心が高くなった気がしました。
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配布チラシ
①女の子のチラシ（止めよう！東海第二原発首都圏連絡会）
②水戸判決チラシ
③たんぽぽ舎金曜ビラ（５．２７号、山崎久隆「福島第一原発の汚染水海洋放出をやめさせ
よう」

④参院選立候補予定者への処理水・原発などの公開質問状への回答一覧表 の４種類。
行動内容：①マイクアピール ②チラシ配り ③署名活動 ④横断幕
行動特色
前回３月に引き続き、「汚染水放出に反対する北区の会」（毎月第２日曜日王子駅前で、

13 時～14 時まで行動）と共同して、一斉行動第４波を取り組んだ。チラシの受取りは前回
同様多くはない（70 部位）が、アピールに耳を傾けてご自分の方からチラシを取りに来た男
性や、小学生の男児が僕にも下さいとチラシを取りにきたり、若いカップルがチラシをスムー
スに受け取ってくれて、わずかづつでも前進していることは、参加者も励みとなった。終了後
集合写真を撮り、感想を述べ合った。やはり毎月スタンディングを続けることが大事で、通
行人も少しづつ注目してくれるのではないかと。
毎月のスタンディングは汚染水問題が中心だが、併せて東海第二原発の問題もアピール
できるので、地元に根付いた活動を大事に取り組んで行きたいと考えている

東京 ＪＲ王子駅前

行動団体名：たんぽぽ舎
日時：202２年６月１２日（日）１３：００～１４：００
場所：ＪＲ王子駅前
行動責任者：市原みちえ・横田朔子
行動参加人数：１１名

町屋駅前交差点

行動団体名：脱原発オール荒川アクション
日時： 2022年6月11日（土）１０：００～１１：３０
場所：町屋駅前交差点
行動責任者：久保清隆
行動参加人数：８名

配布チラシ：「えっ！知らなかったの？」パンフとチラシセット
行動内容：6月11日（土）、14：00～15：00、町屋駅前交差点でのスタンディングとスピーチ。
行動特色
横断幕とのぼり旗を立てる。今回は会の結成時に作った手作り横断幕があったのでかざしま
した。チラシは70セットぐらい作ったのですが、全部捌けてしまいました。あの「女の子の表紙」
が目立って受け取りも良かったのではと思いました。 スピーチは参加者の持ち回りでやりまし
た、いろんな訴え方があり良かったのではと思います。
反省点
この行動スタイルは参加しやすいようなので継続したい。もっと目立つ何か工夫が必要かなと
も思ってます。
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東京 JR池袋駅ルミネ口

行動団体名：ＮＡＺＥＮいけぶくろ
日時：202２年６月１１日（土）１１：００～１３：００
場所：JR池袋駅ルミネ口
行動責任者：櫛渕
行動参加人数：８名

場所はJR池袋駅ルミネ口に急遽変更（予定の
場所は立憲民主党）、時間は11時30分から12時
30分。参加者8人。東海第二再稼働反対署名4
筆、核ミサイル配備反対署名4筆。
NAZENマイク情宣しながら、NAZEN東京の
ビラを挟んだ東海第二のリーフ配布、80枚くらい
ははけたか？ボードも立て掛ける。
エピソードとしては多国語で表示した反戦ボード
を見て通りかかりの外国人男性が親指を立てて

笑顔でうなずき賛意を示すことあり。反省点はまだまだ宣伝が足りないと思いました。

巣鴨駅前

行動団体名：スペース21
日時： 2022年6月11日（土）
場所：巣鴨駅前
行動責任者：田中
行動参加人数：７名

６．１１とめよう！東海第二原発第4波行動（巣鴨駅前）
巣鴨駅での６．１１行動は、7名でビラの配布と署名活動を行った。
1時間余りで30枚ほど配布、半分以上は放課後の中・高生が受け取ってくれた。
署名も呼びかけたが残念ながらこの日はゼロ。呼びかけに迫力不足かと反省もするが前回よ
りも通行人の反応がどうも鈍い感じがある。「原発はクリーンエネルギー」の政権＋資本のキャ
ンペーンやそれに飲み込まれるようにメディアの姿勢も怪しい。
新潟の知事選で廃炉を訴える片桐候補を見捨てて立憲民主党は自主投票にした。何という
体たらくぶりだろうか。メディアにも民衆にもネガティブな反応を引き出すのは自明であろう。
だが、５．３１札幌地裁は泊原発運転差止判決を下した。水戸地裁判決に次ぐ朗報だが改めて
再稼働やめよと強く訴えていこう。
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6/11ＪＲ御茶ノ水駅お茶の水橋口の報告
配布チラシ
「えっ！知らなかったの？」に「東海第二原発を運転してはならない」＋「7/6(水)第48回
日本原電本店抗議と東電本店合同抗議」の案内ビラをはさんだ３点セット。
行動特色
横断幕３枚、「とめよう！東海第二原発首都圏連絡会」とたんぽぽ
舎ののぼり旗を立てて３点セットチラシを配布し、御茶ノ水駅３か所
で300枚余り配った。また、トラメガで東海第二原発再稼働反対を
訴えた。発言者は３名。参加者は14名。
よかった点
１．白倉さん作成のイラストをカラーコピーしたプラカードを首から
提げてアピール。
２．横断幕、のぼり旗を駅前に掲げた。
３．第３波の時は発言者が１人だったが、今回は３人に増えた。
４．たんぽぽ舎＋αの精鋭部隊(中年部・高年部）がんばった。
反省点
横断幕をガードレールなどに貼り付けるだけでなく、人手で持てるくらい参加者を増やした
い。 柳田 真（たんぽぽ舎）

東京 40. ＪＲ「御茶ノ水駅」お茶の水橋口

行動団体名：たんぽぽ舎
日時：202２年６月１１日（土）１４：００～１５：１５
場所：ＪＲ御茶ノ水駅お茶の水橋口
行動責任者：柳田 真
行動参加人数：14名
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配布チラシ
①女の子のチラシ「えっ！知らなかったの？」に ②水戸判決チラシと ③「７．６第48 回日本
原電本店抗議＆東電本店合同抗議」の案内チラシをはさみ、3 点セッ ト

行動内容
①マイクアピール ②チラシ配り ③署名・ハガキ活動④横断幕 ⑤のぼり旗⑥プラカード
行動特色
➀通行人は学生、若いカップル、親子連れ、労働者等多様で、チラシの受取りは前回よりや
や少なかった（90 部）。前回同様女の子のチラシは子どもが受け取りやすい傾向が見ら
れた。

②横断幕は通行人の目に着きやすいように、改札口の真ん前の道路の手すりに貼ったので、
目を向けている人が多かった。

③アピールは 2 人で行なった。できるだけ短く、要点を分かりやすい言葉で話すよう努力し
た。

④署名は自分の方から協力してくれる人たちが毎回いて少し会話もできるので、少数でも
効果はある。

⑤はがきは街頭では難しい。
入梅中の街頭行動は天候が一番気になるが、当日は雨も降らずラッキーだった。
＜今後にむけて＞
➀アピール者をもう少し増やしたい。いろんな人が自分の言葉で通行人の心にインプットさ
れるような工夫が大事。

②音楽など文化的な活動を加えると、通行人の注目度もアップするのではないか。
③何よりも大事なことはこうした街頭宣伝を続けること。今は 3 カ月毎だが、体制が作れる
グループは月 1 回実施できるのが望ましい。
終了後参加者全員 27 名で集合写真を撮り、感想を述べ合った.

東京 ＪＲ「御茶ノ水駅」聖橋口

行動団体名：たんぽぽ舎
日時：202２年６月１１日（土）１４：００～１５：１５
場所：ＪＲ「御茶ノ水駅」聖橋口
行動責任者：横田朔子
行動参加人数：7名



42. ＪＲ「御茶ノ水駅」千代田線口東京
行動団体名：たんぽぽ舎
日時：202２年６月１１日（土）１４：００～１５：１５
場所：ＪＲ「御茶ノ水駅」千代田線口
行動責任者：松本
行動参加人数：４名

配布チラシ
①女の子のチラシ「えっ！知らなかったの？」に ②水戸判決チラシと ③「７．６第48 回日本
原電本店抗議＆東電本店合同抗議」の案内チラシをはさみ、3 点セッ ト

行動内容
①マイクアピール ②チラシ配り ③署名 ④横断幕 ⑤のぼり旗 ⑥プラカード

43. ＪＲ「御茶ノ水駅」聖橋口②

行動団体名：緊急会議
日時： 2022年6月1０日（金）16:30～17:30
場所：ＪＲ「御茶ノ水駅」聖橋口
行動責任者：天野恵一
行動参加人数：５名

６月１０日（金）１６：３０～１７：３０の時間帯で街宣、チラシ配布、署名集めを行った。
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東京
行動団体名：東海第二原発に反対する有志
日時：202２年６月１0日（金）１３：００～１４：００
場所：水道橋駅東口の橋上
行動責任者：中村泰子
行動参加人数：２名

行動特色
今回は志田文広さんと中村の二人で行ったので、思い切り目立つように、横断幕3枚、

31

とめよう東海第二のノボリ旗2つを橋桁にくくりつけ、橋を占領した感
じでチラシ配布を行いました。
志田さんはプラカードを持ち、地声で声をからして渾身のアピール
をし続けました（おつかれさまでした）。中村は、プラカードを頭に巻き
付け、首から別のプラカードをぶら下げて、一人ひとりに声かけしなが
ら、チラシ配布を行いました。ある程度通行人の注意は引いたと思い
ます。
チラシを配っていたら、最近の原発状況について好意的に質問され
てきた人もいて、言葉を交わせてよかった

感想と次回に向けての提案等
水道橋駅は、後楽園目当ての方々など大変人通りは多く、各
地から人が集まってくる場所です。しかし、お急ぎの人が多いよ
うで、チラシの受取りはよいとは言えません。今後も粘り強く行
動を続けるしかないと思います。

です。
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東京
行動団体名：郵政脱原発プロ／ピースサイクル全国ネットワーク
日時：202２年６月１０日（金）１７：３０～１８：３０
場所：ＪＲ「御茶ノ水駅」千代田線口
行動責任者：沼倉 潤
行動参加人数：８名

配布チラシ：２種類
・えっ！知らなかったの？ あなたの近くの危険原発
・「東海第二原発を運転してはならない」水戸地裁判決ビラ
行動内容
6月10日(金)17時30分～18時30分に日本原電本店前でアピールとチラシ配布
行動特色
●郵政脱原発プロとピースサイクル全国ネットワークの呼びかけで、日本原電本店前でア
ピール行動を行いました。

3月期には一斉行動に参加できませんでしたが、この日は8名が参
加。金曜日の本店社員が退社時の17時30分から1時間、マイクア
ピールとチラシ配布を行いました。
●マイクアピールでは6人の方が発言。
東海村から六ヶ所村に27年間自転車で走り続けているピースサ
イクルのメンバーからは 老朽原発の危険性、フクイチの廃炉作
業を経験されている方からは被ばく労働の問題、千葉から参加
された方からは避難者訴訟の問題、横田基地のある多摩地区か
ら参加された方は基地と原発の問題など多彩な視点からアピー
ルしていただきました。
首都圏ネットワークの志田さんからもアピールしていただき、予

定を超え1時間のアピール行動になりました。
●通行人へのチラシは20数セットの配布に留まりましたが、それでも興味深く受け取って頂
く方が少しづつ増えていく印象を受けました。
原電社員の動向を見極めるため、裏の通用門にも行きましたが、社員の姿は少なく、様子
は分かりませんでした。
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東京
行動団体名：経産省前テントひろば（有志）
日時：202２年６月１0日（金）１7：００～１8：００
場所：霞ヶ関駅経産省前
行動責任者：久保清隆
行動参加人数：４名

配布チラシ：パンフ「えっ！知らなかったの？」+「東海第二原発を運転してはならない」
行動内容：6月10日（金）、17：00～18：00、霞ヶ関駅経産省前
行動特色
テントひろばの経産省金曜行動の場をお借りし横断幕、のぼり旗を立ててチラシ配りを中
心に東海第二原発再稼働反対を訴えた。司会者から本日は「東海第二原発いらない！一斉
行動」にも連帯していることが紹介されスピーチも行うことが出来ました。集会参加者は40
名位だったがほぼ全員にチラシのセットを配りました。
また座り込みに参加しているユニオンの方々が通行人へのチラシ配りを手伝ってくれまし
た。
反省点
テントひろばの金曜行動と重なることが多いので、今後は早めに事前に取り組めるよう準
備していきたい。

行動団体名：さよなら原発品川アクション
日時： 2022年6月5日（日）
場所：大井町駅前ヤマダ電機前
行動責任者：小川
行動参加人数：６名

６月５日（日）に街宣、チラシ配布、署名集めを行った。署名集めは‘汚染水の海洋放出は
NO！’で、７筆集まりました。
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東京
行動団体名：原発止めろ！新橋アクション＋NAZEN品川
日時：202２年6月11日（土）14：００〜15：００
場所：JR大井町駅・阪急百貨店前
行動責任者：北村美和子
行動参加人数：７名

配布チラシ：首都圏連絡会のリーフとパンフ、NAZENのビラ
行動内容：１４～１５時まで。７人でスタンディングとマイク宣伝と署名取り（２筆）
行動特色
署名は数は取れませんでしたが、熱心な討論になりました。首都圏連絡会のパンフ（東海
第２原発の地図入りのもの）の拡大コピーをボードにして
スタンディングしましたが、通る人ほとんどが熱心に見て
行きました。子どもも大人も。注目は上がっていると思わ
れました。戦争への危機感と原発の危険性を感じている
のではないかと思います。

マイクでは、運動の力で東海第
二の工事、再稼働を遅らせたこ
となど展望を語り、一方でウクラ
イナ戦争の長期化や「台湾有事」、
原発の危険性、核戦争への発展
可能性と被爆者（ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ）の決起について訴
えました。
反省点としては、私もはっきりとしゃべることが出来なかったので
すが、今、政府も東電などもCO２削減（「カーボンニュートラル」）で
「原発が重要な電源だ」とうそを強めて生き残りを図っているので、

その批判をやることが重要かなと思いました。多くの人がからめとられていると感じますの
で。
大井町は人通りも多く、新橋アクションの担い手のなんぶユニオンの事務所も近く、これで
３回目の行動になるので、地元に定着していければと思っています。いろんな行動で忙しい
中でも、「一時間の行動」はやりやすく、次回も、頑張って行きたいと思います。

行動団体名：個人(原発のない暮らし@ちょうふ）
日時： 2022年6月１0日（金）～１２日（日）
場所：京王線・つつじヶ丘駅北口
行動責任者：佐橋正文
行動参加人数：１名

第4波行動の報告です。
場所 : 東京都 調布市西つつじヶ丘 京王線 つつじヶ丘駅北口
人数 : 各日1人
日時 : 6/10  AM 07:00～07:30

6/11  AM 09:15～09:45
6/12  PM 15:15～15:45

行動 : "東海第二原発は、いらない"の横断幕を掲げてスタンデング
以上、報告致します。佐橋正文(原発のない暮らし@ちょうふ)



6月12日（日）16時～17時、新宿アルタ前にて脱被ばく実現ネットボランティア、支援者の
9名でスタンディング、リレートークをしました。
首都圏に一番近い茨城県の東海第2原発が再稼働して事故が起きれば、どんな大変な事
になるか。。。甲状腺がんになってしまった300人を超える若者達の事など訴えながら当会
作成のチラシ・東海第２老朽原発を稼働させるな！と311子ども甲状腺がん裁判のチラシを
セットにしておよそ100部配布できました。
参加して下さった生田まんじさんの呼びかけでアルタ前で演奏していたお知り合いの
ミュージッシャン４人も合流して下さり、東海第二原発再稼働反対！や汚染水海に流すな！
の歌をコラボしたり～アルタ前を行き交う人々も注目の大盛り上がりでした。

東京
行動団体名：脱被ばく実現ネット
日時：202２年６月１2日（日）１６：００～１７：００
場所：新宿アルタ前
行動責任者：岡田俊子
行動参加人数：９名
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東京
行動団体名：中野実行委員会
日時：202２年6月1１日（金）13：00～14：00
場所：中野駅北口
行動責任者：松代修平
行動参加人数：８名

【行動特色】
参加者は、中野無所属区議会議員の武藤ゆうこさん、国際環境団体FoE Japanの吉田
明子さんと息子さん（３歳）、それに５名の中野区民。この参加者８名でセットしたチラシを配
布しな代わるがわるマイクでアピールを行いました。用意した１３０セットは時間内に配布で
きました。
チラシの配布では、吉田さんの息子さん３歳のL君が道行く年配の女性の羨望の眼を受け
ながら貢献をしてくれました。マイクアッピールでは、小張チラシを活用して東海第二原発の
危険性を訴え、小泉元首相たちの反原発活動の紹介しながら反原発に右も左もないこの国
の人々の命を守る活動であることなどを訴えました。
そのほか、甲状腺がん裁判やトリチーム汚染水のことなど多岐にわたりましたが、それぞれ
内容がかぶらない工夫をしながらアピールをしてくれました。そして来る参議院選挙では、
反原発を掲げる政党への投票も呼びかけたことも付け加えておきます
最後に、街宣の中で接した4名の方との出来事を紹介して報告をおえます。
■20代後半と思しき男性「原発をやめて電気が足りなくなったらどうするの」という問いに
スタッフが再生可能エネルギーについて丁寧に説明。日本が活力を取り戻すためにも化石
燃料に頼るだけでなく、エネルギー分野で新しい産業を興すことが必要などと話をして、一
件落着。
■「お前ら共産党？反原発なんて言っているのは中野と武蔵野の一部の奴だけだ！」と捨
て台詞を投げかけていった中年男性。
■チラシを受け取り、立ち止まってアピールを聞いてくれた方が2名。一人の女性は、「原発
に反対です。いま勉強中だけど地球温暖化も疑問！それで原発を動かすなんておかしい」
と話して頑張ってくださいとエールを送ってくれました。もう一人は、中年の男性で会話は成
立しなかったようですが、15分ほど立ち止まってアピールに耳を傾け拍手を送ってくれまし
た。

以上

行動団体名：杉並実行委員会
日時： 2022年6月１１日（土）１４：００～１５：００
場所：阿佐ヶ谷駅南口
行動責任者：けしば誠一
行動参加人数：５名

6月11日、阿佐ヶ谷駅南口で2時から3時、議員2人、区議補欠選挙候補（翌日からスタート）
1人、市民2人計5人で行いました。
風船を用意して、欲しがる子どもには渡しつつ、交代で訴えました。

けしば誠一
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東京
行動団体名：NAZEN杉並
日時：202２年６月１1日（土）１２：３０～１４：００
場所：阿佐ヶ谷駅南口
行動責任者：飯塚
行動参加人数：１５名

配布チラシ
水戸判決三つ折りチラシ・NAZEN東京東独自ビラ東海第一再稼働するな・汚染水を海に
捨てるなチラシ（次ページ参照）
行動内容：チラシ配布・署名・リレートーク
行動特色
参加１１～１５名（署名は交代で5～６人で、チラシ配布を３～4名交代で マイクでのトークを
交代で）
感想と次回に向けての提案等
結果 東海署名１８筆 汚染水署名１４筆 中距離ミサイル配備反対署名5筆
チラシは三つ折りリーフ・NAZENビラ二種類をセットにして 約200セット弱配布できまし
た。
特徴
ビラの受け取りがいつになくよいように思えました。受け取ってから読みながら歩いてゆく
人が多かった。 日本で働いているマレーシアの方が親子で、汚染水海洋投棄許せない、原
発は良くないと署名してくださいました。原発・核問題への注目は高いと感じました。
トークでは東海第二・汚染水・戦争と核問題で行いました。東海第二では再稼働へ向けた
工事を強行するな、東京の原発だ！と訴え、汚染水問題では杉並区議会での復興庁汚染
水ビラ配布への追及に、「（トリチウム水は）薄めれば飲んでも問題ない」等と区教委がとんで
もない答弁をしていることも訴えました。また、「すべての核と原発なくそう」と訴えました。
今後、署名と署名してくれた方との会話を増やしてゆきたいと思います。



杉並区がトリチウムの大ウソチラシを配布している！
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東京
行動団体名：市民有志
日時：202２年６月１1日（土）１０：００～１０：３０
場所：調布駅前広場
行動責任者：沼倉潤
行動参加人数：３名

配布チラシ：３種類
・えっ！知らなかったの？ あなたの近くの危険原発
・「東海第二原発を運転してはならない」水戸地裁判決ビラ
・小張さんチラシ
行動内容
6月11日(土) 10時から30分間、通行人に対し2種類のチラシを組み込み配布しました。

10時30分からの第114回「原発ゼロ」調布行動でも東海第二について発言。
行動特色
●第114回「原発ゼロ」調布行動（毎月11日に調布市内の市民団体が持ち回りで企画準備
し、1時間で開催）の開始前10時から30分間、チラシ配布を行いました。2種類のチラシを
セットにし、約100セット200枚を3名で通行人に配布できました。この日の集会参加者は
45名でしたが、参加者には小張さん作成のチラシを約30枚配布。集会でも東海第二につ
いて発言し、駅前ひろばの通行人の方にもわかるように老朽原発40年稼働の危険性を訴
えました。
●集会を担当されたのは「調布狛江合唱団有志」の歌声グループの方たちで、沖縄の踊り
のグループも参加。にぎやかな集会になり、通行人も立ちどまりチラシも心よく受け取っても
らえました。
●集会終了間際から雨が降り、チラシの配布は断念せざるを得ませんでした。
●一斉行動の参加者としては3名です。横断幕は3枚、他のぼり旗を広場に掲げました。
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東京
行動団体名：三多摩労組交流センター
日時：202２年6月１１日（土）
場所：西国分寺駅南口
行動責任者：徳永
行動参加人数：１０名

行動団体名：原発はいらない西東京集会実行委員会
日時： 2022年6月１１日（土）１４：００～１５：１５
場所：西東京市西武池袋線・保谷駅北口
行動責任者：柳田由紀子
行動参加人数：６名

配布チラシ
「運転してはならない」50/50 「女の子」50/50  ニュースNO.
10 2/2  合計102枚配布
行動内容
6月11日（土）14時~15時15分 西武池袋線保谷駅北口にて、
会員5名+協力者１名、合計6名参加。
縦長プラカードの日付を変えて自転車に付ける。1名がトラメガ
でアピール、5名がチラシ配布。
チラシには、「大MAGROCK」関係と「にしとうきょう市民放射能
測定所あるびれお」関係のチラシを挟み込み配布。
行動特色：特にナシ。
感想と次回(第5波)に向けての提案等
12時頃雷鳴を伴う通り雨があったが、予定時間には晴れ、配布
者も増え、用意したチラシ102枚をすべて配布できた。自転車に
立てたプラカードを読みに近づいて来られた方や、配布者に話しかけに来て「頑張ってくださ
い」などと励ましてくださる方もあった。受け取りがよい場所なので、継続していきたい。
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三多摩労組交流センター/一斉行動・第四波報告
６月11日 東海第二原発再稼働工事反対街宣。
10人参加で50分。署名は４筆。いわき出身で、横田はじめ反基地闘争に興味ある人が署
名。「資料を送ってください」と話しになりました。
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東京
行動団体名：清瀬平和とくらしの会
日時：202２年6月４日（土）
場所：清瀬駅北口・ペデストリアンデッキ
行動責任者：布施由女
行動参加人数：７名

”清瀬・くらしと平和の会”では６月４日（土）に、清瀬駅北口 ペデストリアンデッキにて
会の仲間（写真参照）とともに、「とめよう！東海」第二原発」の街宣を行いました。
時節柄、「ウクライナに平和を！」「ロシアによる侵略は停止を！」の行動も行いました。
活動内容は、マイク宣伝、署名活動、チラシ配布などでした。私たちの行動に、絡んでくる

来る方が、時々います。今回もいました。その他は、通行中の半分ほどの人がチラシを受け
取ってくれました。

行動団体名：個人
日時： 2022年6月１１日（土）１５：００～１６：００
場所：JR桜木町駅頭
行動責任者：倉田 謙
行動参加人数：１名

皆様
神奈川県横浜市のJR桜木町駅頭街宣の様子をお知らせします。
昨日6月11日１５：００～１６：００に小型スピーカーで
原発再稼働反対と来るべき参議院選で原発を容認する議員に対する落選運動を行いました。
今回は一人でしたが新潟出身で13年前に地元横浜の公立高校を定年退職され方が話し掛
けて来られ、原発再稼働や有権者教育の不足が低投票率を生み出している等々を話し合い、
有意義な1時間となりました。

横浜港北区在住 倉田 謙

神奈川



神奈川

行動団体名：脱原発かわさき市民
日時：202２年6月１１日（土）１８：００～
場所：中原区エポックなかはら大会議室
行動責任者：喜多村憲一（連絡人）
行動参加人数：１８名

配布チラシ： 「古くて危険な東海第2原発はいらない」チラシ
行動内容
当日主催した「子ども甲状腺がん裁判を支援するつどい」の会場で「東海第2原発の再稼
働工事をやめて下さい署名」を実施 62筆集まった。
行動特色
脱原発かわさき市民は、6月11日「子ども甲状腺がん裁判を支援するつどい」を18：30か
ら開きました。雨模様ということで心配しましたが、みなさまの力強いご協力、ご参加もあっ
て100人の参加で大成功、大きな力をいただきました。
主催側のスタッフは18人ほどのみなさんが活躍していた
だきました。
「311子ども甲状腺がん裁判」の弁護団副団長でがんば
る河合弘之弁護士のいつもながらの歯切れのいいスピー
チが50分続き、そのあとでの質疑応答や映画のお話でも
大きな示唆をいただきました。
「報道特集」の一部の放映でこの問題の経過を説明、お話の後での26日の裁判での原告
の女性のお話を聞きました。これはもう何とも言えないほどに心に突き刺さるものでした。
5月26日の裁判当日では、それまで「裁判では原告の感情的な話など必要ない」と放言して
いた東電の代理人もこの原告の女性のスピーチに圧倒され、聞いたあとでは「原告の話につ
いては裁判長にお任せします」と言うしかなかったというのも、もっともだと感じました。
この甲状腺がん裁判を支援し、また今後の私たちへの活動に向けた会場カンパは

90,000円を超える額になりました。70,000円を河合さんにお渡しできたこと、ほんとうに
良かったと思います。
関連しての東海第2原発ストップの署名も多くの参加者が応じていただきました。やはり署
名行動は重要だと思いました。
今後とも月1回の署名とスタンデングを市内駅頭で続けていきます。
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行動団体名：NAZENヒロシマ、８・６ヒロシマ大行動実行委員会
日時：202２年6月１０日（金）１７時１５分～１８時１５分
場所：中国電力本社前
行動責任者：NAZENヒロシマ事務局・矢田三恵
行動参加人数：７名

配布チラシ：NAZEN 東京のチラシ、NAZENヒロシマ通信
行動内容：中国電力本社前でスタンディング、マイクアピール、署名呼びかけ
行動特色
毎月第三金曜日に、金曜行動を行なっています。今回は、統一行動の一貫として６月１０日
金曜日に変更し、行ないました。 １７時１５分～１８時１５分。７名で、退勤時の中国電力労働
者、近隣の市役所労働者、学生などへのチラシ配布。 今回は特に中国電力労働者の受け
取りがいつもより良かったように思います。

広島
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徳島
行動団体名：NAZEN徳島
日時：202２年6月11日（土）10:00～
場所：徳島駅前
行動責任者：仙田
行動参加人数：２名

「東海第二原発はいらないアピール行動」報告。
行動は 徳島駅前でのアピール行動としました。
配布チラシ:NAZEN東京東海ビラ
行動内容：東海第二原発反対署名
行動特色
徳島駅前でのびらまきと、署名参加人数 2名 署名 5筆
雨だったにもかかわらず、ビラの受け取りもよく、関心の高さを感じました

長崎

行動団体名：個人
日時： 2022年6月１１日（土）１５：００～１６：００
場所：JR桜木町駅頭
行動責任者：倉田 謙
行動参加人数：２名

皆さん、お疲れ様です。
長崎での東海第二原発再稼働反対の行動は、本日正午から１時間、二人で長崎駅前高架広
場で行いました。
集まった署名数は、12筆でした。一緒に、放射線副読本反対の署名も集めました。
写真を添付しておきます。

ＮAＺＥＮナガサキ 菊地
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長崎でも、‘再稼働工事の中止’が訴えられた
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MEMO


