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生き活き政治ネットでは2月14日、〈政治カフェ〉「コロナについて語ろう｣を開催、２０人の参加がありま

した。新型コロナウイルス関連の動画を見たあと、検査や医療体制に関する意見や疑問、緊急事態宣言にお

ける権利保障への意識の低さ、同調圧力、ワクチンの安全性など、多角的多様な意見交換ができました。

まだまだ議論が必要ということで、５月１６日に「コロナについて語ろうPartⅡ」を開催します。

政治カフェ『コロナについて語ろう』に参加して今思うこと

「そうだったらいいのにな♪」は幼い娘のお気に
入りだった歌。県内の新型コロナ感染者が連日二桁
を記録する中で、未だにPCR不要論やオリパラ開催
を声高に叫ぶ政治家の頭の中は、こんな風なのかも
しれない。公助を担うはずの政府のコロナ対策は希
望的観測と場当たり的な対応に終始し、心理職とし
ては気になる国民のメンタルケアはお粗末なまま。
災害時はまず安全を確保し、水や食料、当面の資

金が保障されて夜眠ることができれば人は安心でき
る。そして周囲と助け合い、失った大切な人やもの
を悼み合うことで生きる力を保つことができる。そ
の過程で必須なのがこうした心の動きを的確に把握
して人々を安心させ、空腹から守り、正しい情報を
適切に伝えられるリーダーの存在だ。
残念ながら現実は厳しい。二度目の春を迎えても

予防（ワクチン）も診断（PCR検査）も治療（薬)も
満足に供給されない。ひたすら国民に我慢と自粛を
求める一方で政治は一部の業者や支援者に手厚く、
税の再分配がなされないまま貧困家庭は増え、感染
者への差別は拡大し、絶望の中で女性と子供の自殺
者は急増している。第４波はサイエンス（科学）と
ファクト（事実）よりも政治とカネが優先された当
然の結果としてもたらされた。民が困窮している時
こそ政治的リーダーシップによる公助の出番なのだ
が彼らの動きは驚くほど鈍い。
英語で「部屋の中の象」という表現がある。見え

ない筈はないのに不都合なことを見ようとしない心

理現象を指す。私たちは不幸にもこの象が見えない
人々に暮らしと命を委ねている。主要メディアも同
様で、恣意的に編集されたニュース映像や演出され
た番組が日々公共の電波で垂れ流されている。膨大
な情報の中から正しい情報を選び取るのは容易なこ
とではなく、今や現場を知る臨床医や優れた研究者
によるコロナ情報はほぼネットでしか見つけられな
くなっている。そのネットでさえ妨害を受けること
もしばしば。私の親のようにニュースをテレビでし
か見ない高齢者が騙されるのも無理はない。情報を
信じれば自分や家族の命を守れない、そんな局面に
来ている。
国政選挙が近い。長期政権を許したツケを私たち

はコロナ禍で十分支払わされた。憲法と法に基づい
た政治を取り戻さないと暮らしも命も守れない。個
人の幸福実現のために本物の汗をかける候補者を選
ぼう。今ならまだ間に合う。

溝淵 由理（臨床心理士）

政治カフェ「コロナについて語ろう｣ ２月１４日 市民会館
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日時ì ５月１６日（日）１３：３０～１５：３０

会場ì コムズ５Ｆ会議室５（松山市三番町）

お話ì 川端 善一郎さん（微生物生態学、総合地球環境学研究所名誉教授、元愛媛大学教授）



福島原発事故から１０年 いまだ原子力災害の渦中に

３月３１日、高松高等裁判所の避難者裁判（東京電力福

島第１原発の事故で福島県から愛媛に避難してきた２３人

が、国と東電に損害賠償を求める訴訟）を傍聴しました。

今回で結審し、判決は９月２６日に出されます。

原告４０分、東電２０分、国５０分の意見陳述。原告代表

の渡部寛志さんの意見陳述では、先を見通せない１０年

間の苦悩がひしひしと伝わり、涙が出ました。

「私にとってのこの１０年は、『時を巻き戻したい』と思

う１０年です。子供たちのためにもっとよりよい環境を作

ってあげれたはず、もっと楽しんで、もっと喜びあえる事

をして、家族一緒に．．．と思ってしまいます。」

若い子育て家庭を翻弄させた原発事故、東電の罪は

深いです。残念ながら、その自覚を感じない東電の陳述

高松高等裁判所前 入廷行進 ３月３１日

は、そこまで言うのかというほど冷淡なものでした。

国は津波の予測が困難だった、もし対策をしていても

防げなかったという言い訳を長々話しました。

予測も対策も困難なのなら原発は動かすべきではあ

りません。ひとたび事故を起こしたら、取り返しがつかな

いことは、東京電力福島第一原発事故が証明していま

す。避難者裁判へのご支援をお願いします。

渡部さんの「意見陳述書」の結びの言葉です。

「福島第一原子力発電所の事故は、絶対に起きて
はならない出来事でした。『目に見えないモノ』が
恐怖を生み、生きる場を奪い、家族を引き裂き、
人々の営みを破壊しました。あまりに悲しく、あ
まりに悔しい結果を生みました。なぜこんなこと
になったのか、どこに『誤り』があったのか。被
害者が納得する形で究明できなければ、この惨事
を終わらせる事はできません。もし、東京電力と
いう一企業に責任をなすりつけ、国の責任を有耶
無耶にさせる結果となるならば、『被害の回復』は
ますます遅れてしまいます。そしてこの社会は、
再び誤った道へ進みかねません。裁判官の皆様、
私たちは「前に進みたい」と願っています。 国と
東京電力に対し、事実の歪曲を許さず、被害の実
態を把握させ、責任逃れを許さぬ判断をされます
よう、お願いします。」

１月２４日、ＮＰＯ法人市民科学研究室代表理事の

上田昌文（うえだ・まさふみ）さんを講師に （オンライン）

５Gの健康影響について学習会を開催しました。

５Ｇ（第５世代移動通信システム）とは、３Ｇや４

Ｇで使用している周波数帯に、３つの高周波数帯を加

えて「超高速化」「多数同時接続」「超低遅延」を実現

するシステムだそうです。ただし、周波数が高いと電

波が届く距離が短いので、基地局をおよそ１００メー

トルおきに設置しなければならなくなるようです。そ

うなると、多数の基地局と人の接点が近くなり、現在

より１０倍から１００倍の電波を浴びる（低強度多頻

度暴露）計算になるそうです。つまり、人体への健康

影響が懸念されるのです。特に、子どもたちが心配に

なります。政府は、５Ｇをベースとした社会構想（スー

パーシティ構想等）を提示しています。ＧＩＧＡスクー

ルもそのひとつです。しかし、ＩＣＴ（情報通信技術）

を装備しても深く学べる保証はないと指摘してくれま

した。共感するところです。紙に手書きし覚えること

は学習の基本と思います。

現在、「デジタル庁関連法案」が国会、参議院で審

議されています。ばらつきのある国と自治体の情報シ

ステムを共通化し行政サービスや民間ビジネスに生か

すとのことです。現状個人情報は、「相当の理由」「特

別の理由」があれば本人の同意なく目的外利用や第三

者への提供が認められています。しかも、チェックす

る個人情報保護委員会の権限が非常に弱いのです。ま

た、デジタル庁のトップは首相とするようです。野党

議員が「デジタル庁が集約した個人情報が、内閣情報

調査室を通じて官邸に吸い取られるのではないか」と

ただしています。デジタル監視警察国家（Ｍ・フーコー

の言うパノプティコン＝一望監視システム）となる懸

念がぬぐえません。

谷口 博徳（生き活き政治ネット世話人）

５Ｇ学習会「５Ｇの光と影 新たな電磁波の健康影響について」に参加して



汚染水の海洋放出に反対します！

海を守れ！ 漁業を守れ！ 子どもたちを守れ！

４月１３日夕刻、菅内閣が、東京電力福島第一原発

事故で発生した汚染水（放射性物質トリチウムを含む

「処理水」）を海洋に放出する方針を閣議決定したこ

とを受け、これに抗議する「放射能汚染水 海洋放出

反対！ 緊急スタンディング」を行いました。急な呼

びかけでしたが、これに応えて松山市駅前に約２０人

が集まり、スタンディングとスピーチや歌で、お仕事

や学校帰りの方々に訴えました。

海洋放出方針を巡っては、全国漁業協同組合連合会

（全漁連）が「絶対に容認できない」との立場を表明。

福島県内の市町村議会の約７割が、反対決議や政府に

慎重な対応を求める意見書を可決しています。海外か

らも懸念の声が広がっている中での暴挙です。

福島の人たちだけの問題にしてはいけない！

愛媛からみんなで声を上げましょう！

子どもの声を消したのです ～３月議会内科検診全文削除～
松山市議会議員 田渕 紀子

まず初めに、２０２１年松山市議会３月定例会中、

小中学校の女子内科検診の在り方について質問をし

た中で、私の未熟さ故に、医師に誤解を与える表現

が含まれていたことについて謝罪いたします。また、

発言の全文削除という異例の扱いについて、市民の

皆様から、ご心配やお見舞いの声をいただいており

ますことにお礼申し上げます。

ことの発端は、数名の女子児童生徒からの訴えで

した。

学校で行われる内科検診で、養護教諭や学校医に

より、同意のないままに、ブラジャーを首までまく

り上げられ、胸部を露出され精神的苦痛を受けたと

いうものです。２０２０年１０月～２０２１年２月

の間、電話での調査ができた６１校中、３校がこれ

に該当しました。

子どもの性的な羞恥心をないものとして扱う、女

子内科検診での人権問題に対し、教育委員会の対応

を質した際、問題提起そのものが医師への侮辱であ

ると論点が替えられ、問題の本質である女子児童生

徒の苦痛の声が覆い隠されました。１５人の議員と

ともに、子どもの権利を守るため翌朝まで闘いまし

たが、全文削除に応じるまでに追いこまれたことは、

痛恨の極みとしか言いようがありません。

議会閉会後の３月２６日に、文部科学省から全国

の高等教育以下を管轄する担当課にむけて「児童生

徒との健康診断時の脱衣を伴う検査における留意点

について」という事務連絡が通達されました。いま、

全国的に沸き起こっている、内科検診ハラスメント

対策の要望に答えたものだと思います。これについ

ては、６月議会でも追ってゆこうと考えています。

当選おめでとうございます ! !

愛南町議選
金繁 典子さん
町長選に引き続き、電
話勝手連ご協力ありが
とうございました。

内子町議選
塩川 まゆみさん
愛媛に移住して１０
年。地縁血縁のない
中での快挙です。

【 素敵な選挙カーは宇和島市議浅野修一さんの提供です。】



生き活き政治ネット（武井たか子を支える会）2020年度 活動報告＆会計報告

＊｢生き活き政治ネット通信｣発行(4月､8月､11月､1月）
＊｢生き活き政治ネットメール通信｣で情報発信（適宜）

5月 3日 5・3憲法記念日スタンディング ＊世話人会の開催（毎月1回）
7月23日 政治カフェ「2020年岩国基地の今」
8月29日 講演会「四国電力は原発を廃止した先駆者として活路を見いだせ」
9月19日 「安保法制（戦争法）強行採決から５年9･19抗議集会」9条パレード
9月25日 グローバル気候マーチ
10月 4日 政治カフェ「今日の世界経済の変化と日本―コロナ大不況下の日本の針路」
11月15日 県議会報告会
12月17日 乾式貯蔵施設設置を認めるな！ 子規博前行動
1月24日 5Ｇ学習会
2月 7日 コムズフェスティバル 議会に女性をおくる会
2月14日 政治カフェ「コロナについて語ろう」
3月11日 福島をくり返さない！伊方原発いらない！３・１１愛媛集会＆デモ

会計報告（2020年1月1日～2020年12月31日）単位：円
収入 支出

前年度繰越 82,339 人件費 632,170 会費・カンパをありがと
会費・カンパ 640,622 備品・消耗品費 162,060 うございます。
武井特別会費 1,500,000 事務所費 409,149 今年度は、コロナ禍で、

組織活動費 96,268 学習会などの開催が減っ
機関誌発行費 536,533 たこと、講師のオンライ
その他 3,000 ン出演が増えたことで、
次年度繰越金 258,781 経費が減り、繰越金が増

合計 2,097,961 合計 2,097,961 えています。

í 労働者協同組合法キックオフ集会in徳島
5月15日（土）１３：３０～１６：３０ ZOOMでのオンライン参加
記念講演「協同労働というはたらき方～人と地域を活かしあう協同組合の誕生～」
古村伸宏さん（日本労働者協同組合（ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ）連合会 理事長）
申込方法・申込フォームから （https://forms.gle/4KrrcYasWCd1Bvbt9）
連絡先：実行委員会 (089-968-1612 酒井さん）

í 学習会 伊方原発を止めるために!! 大飯原発設置変更許可取り消し判決から学ぶ
５月２３日（日）１３：００～ 道の駅八幡浜みなっと みなと交流館多目的ホール
講師：小山英之さん （リモート出演） ZOOM参加申込先 kyoudoukoudou@gmail.com
連絡先：伊方原発をなくす会 (090-8698-2114)

í 伊方原発をとめる会 第１１回定期総会
５月３０日（日）１３：３０～ コムズ５階大会議室
記念講演：「原発からの命の守り方」（講師：守田敏也さん）
連絡先：伊方原発をとめる会（089-948-9990）

í 高齢社会をよくする女性の会全国大会in松山総会・記念講演「機嫌よく下り坂を降りる」
講師：上野千鶴子さん（社会学者・東大名誉教授）（リモート出演）
６月１３日（日）１３：３５～１４：３５ コムズ５Ｆ大会議室

※「第40回高齢社会をよくする女性の会全国大会 in 松山」は10／23(土)、24日(日）コミセンで開催。
連絡先：実行委員会（089-931-1261 篠崎さん）

í 伊方原発運転差止訴訟 第２６回口頭弁論
７月１５日（木）１４：３０開廷 松山地方裁判所
原告１３：００ 傍聴希望者は１３：３０ 地裁ロビー集合

※報告集会 １５：４５頃～ Ｒ－２番町ビル５Ｆ
連絡先：伊方原発をとめる会（089-948-9990）

活 動 報 告（2020年4月～2021年3月）

https://forms.gle/4KrrcYasWCd1Bvbt9

