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風力︑太陽光︑
小水力こそ
日本で利用可能な自然
エネルギーの資源量は︑
太 陽 光︑中 小 水 力︑地
熱︑風力だけでも︑２０
億キロワット以上と推定
されています︵環境省な
ど︶︒これは︑日本にあ
る発電設備の電力供給能
力の約１０倍︑原発５４
基の発電能力の約４０倍
です︒

原 発なしでも
エネルギーはまかなえる

原子力発電は未完成で
危険なもので あること
は︑スリーマイル島原
発︑チェルノブィリ原発
に続いて福島原発事故で
も明らかになりました︒
原子炉から飛散した放射
性物質︵死の灰︶を回収
することも︑閉じ込める
こともできず︑使用済み
核燃料の放射線の強さが
半分になるのに長いもの
では２万年もかかりま
す︒誰が将来にわたって
責任を持てるでしょう
か︒

原発は未完成の技術
﹁死の灰﹂は閉じ込められない

︒
共産党のホームページに︶

日本共産党は６月１３日︑﹁
原発からのすみやかな撤
退︑自然エネルギーの本格的導入を︒国民的討論と合意
をよびかけます﹂
との提言を発表しました ︵
全文は日本

日本共産党が﹁提言﹂
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桜井市長は代表質問への答弁で︑﹁長期的には自然エネルギーへの
転換が必要だが︑短期・中期的には原発︑火力はいる︒安価なエネル
ギーを安定して供給できないと︑生活や産業のレベルが下がる︒国が
原発を必要と考えるなら︑安全対策の強化を望む︒私見だが従来の最
大の地震・津波の倍の規模を基準にすべき﹂と述べました︒
これを受けて砂田市議は日本の発電量の実際を示して︑原発がな
くてもエネルギーはまかなえると反論し︑原発は決して安くないと

原発は高くつく

し てい
る のは
モデ ル
計 算
で ︑水
力 の稼
働率は４５％︑火力︑原子力が８
０％と仮定しているが︑実態に合

砂田市議 原発を運転
してきた３７年間の実際
にかかったコストを比較すると原
子力発電は１キロワット時あたり
１０・
６８円もかかり︑火力９・
９
円︑水力３・
９８円より高くつく
︵表参照︶︒資源エネルギー庁
が原 発
のコスト
が安 い
と試算

3,400

わない︒

﹁周辺自治体が困ら
な いよ う 安 全 担 保
を﹂
桜井市長 代替エネルギーの確
立には相当の時間がかかる︒現時
点では原発などのエネルギーに頼
らざるを得ない︒原子力規制機
関をつくることは賛成だ︒地元自
治体︑周辺自治体が困ることのな
いように安全を担保して欲しい︒

﹁志賀原発運転再
開には住民説明会が
必要﹂

砂田市議 志賀原発の運転再
開に小矢部市も関与し︑意見表
明をすべきではないか︒
総務部長 運転再開にはしっか
イクロシーベルトでした︒同時期
小矢部市 学 校 ・保 育 に︑富山県射水市環境科学セン
所で放射能測定へ
ターにある放射線モニター︵
地上
高１５メートル︶
では毎時０・
０５
小矢部市は今後︑学校︑保育
２〜０・
０５３マイクロシーベルト︒
所︑消防署などで放射線量を定
同センター前庭の地上１メートル
期的に測定し︑市民に公表しま
で測った値は︑毎時０・
０６〜０・
０
す︒砂田市議の全員協議会︵２
６９マイクロシーベルトでした︒小
４日︶での質問に総務部長が答
矢部市の測定値はこれらの２倍
えました︒
前後の値を示しています︒
４月１８日︑１９日に射水市で
放射線量
採取した降下物︵
雨︑ちり︶
に放
市内で
射性ヨウ素１３１を検出︵
１平方
県平常値の２倍前後
メートルあたり２・
４ベクレルと３・
１ベクレル︶
︒これは福島原発との
小矢部消防署において︑６月２
関連が疑われます︒
１日から２４日まで１階の通信司
これらの測定結果は︑過去の自
令室で放射線量を測定したとこ
然放射線量の範囲以内で︑直ち
ろ︑毎時０・０９〜０・１５マ
に健康に影響がないといわれてい

東日本大震災後３ヶ月
りとした安全対策を講じること
目の６月下旬︑岩尾滝の
はむろん︑住民へ
の説明が必要で︑
教育センターへ
向かった︒
北陸電力が小矢部市で住民説明
来年度用として文科省
会を開催することを要望したい︒
検定を通った教科書が展示されて
いて︑その中から︑小矢部市の子ど
小矢部市は
もたちが使う教科書が選ばれるこ
志賀原発の風下
とになる▼さて原発事故後︑急に
表沙汰になったエネルギー問題を
砂田市議 志賀原発で事故が
中学公民の教科書で見ると︑Ｊ社
起きたときの放射能飛散のシミュ
版︑﹁
原子力発電では安全性の高い
レーションをすべきだ︒志賀町のア
技術を確立し﹂
︵
おやおや︒これが
メダスでは今年１月に北西の風が
本当なら過酷事故は起きていない
最大瞬間風速２１・
６ｍを記録︒２ はず︶
︒Ｉ社版︑﹁
今後は安全性や
０１０年のデータでも２月には北 放射性廃棄物の処理 処分に配慮
北西の風が１９・
３ｍ︑１０月にも１ しながら﹂
︵
残念ながらその技術が
４・
１ｍの風が吹いている︒小矢部 ない︶
︑﹁
増大するエ
ネルギー需要を
市は原発の風下だ︒
まかなうものとして期待されてい
総務部長 県へ
の重点要望に︑ ます﹂
︵
今では“
昔話”
になった︶
とあ
風向きによるシミュレーションとＥ る▼他の五社は慎重表現で︑３・
１
の １後も︑差し支えなし︒︵
ＰＺ︵原子力防災対策重点実施地域︶
この差は
見直しを求めることにしている︒
なんだろう？︶
▼展示室に編集趣
意 書 が置 いてあ る︒見 ると︑﹁
基
ます︒富山県では原発事故以前 礎︑基本﹂
を第一に掲げるのは五
で最大の放射線量は毎時０・１ 社︒Ｊ︑Ｉ二社は﹁
愛国心﹂
︒二社に
４７マイクロシーベルトですが︑こ あって他社にないものは﹁
公正と効
れは全国で一番高い値です︒
率﹂
︒︵
ここに違いがあった！︶
▼Ｉ
砂田市議は︑たばこと肺がん 社版﹁
国家に守られて生きる私﹂
と
の危険性が叫ばれ︑今日では公 いう章に︑原発計画が持ち上がっ
衆の集まる場所で禁煙とされた て生れた﹁
対立﹂
を﹁
合意﹂
にもって
いく事例が︒﹁
国に守られている﹂
感謝の念で︑﹁
公正と効率﹂
を忘れ
ず合意を目指せば︑﹁
原発との共
存﹂
＋﹁
安全配慮﹂
となると︒︵
実際
は﹁
安全配慮﹂
は空手形だが︶
︒︵
そ
うだ！枠組みが大切なんだ！もし
﹁
人類愛﹂
と﹁
持続可能﹂
の枠だと︑
結論はどうなる？︶
▼﹁
愛国心﹂
教
科書は“
福島第一を恐れるな︒こ
れが国益であり国策だから”
とさ
さやいている︒願い下げである︒濃
い緑の中を︑重い心で帰る︒

こ と を 引 き 合 い に︑﹁
原発の
﹃安全神話﹄のため放射能の危
険性について国民はほとんど知
らされていないが︑低い放射線
量でも発がんの危険性はなくな
らず︑赤ちゃんや︑子どもほど
影響が大きい︒市内の学校や保
育所で定期的に放射線量を測定
し︑市民に公開すべきだ﹂と述
べました︒これに対して総務部長
が測定と公開を約束しました︒

･

指摘しました︒

桜井市長
総務部長

http://www2u.biglobe.ne.jp/~sunata/
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