
いう中でだんだんと認識を少しづつ一致
させながら、寄り道や無駄話がいっぱい
ありながらやっていくのが議論なんです
けど、ほんと台本通りにいろんなことが
粛々と進んでいくかんじなんです。絶対
どこかで事前に会議してるというかんじ
がある。また寄せられているいろんな疑
問を回避しながら進むし、環境省から出
てくる材料をきちんと批判してない。こ
れはおかしいとしたらどういう可能性が
あるか、僕でも思いつくことがほとんど
議論にならないというのが最初からあり
ました。これはなんかちょっと不審だな
あと思ったのがまず１つです。

もう１つ僕が参加して気づいたのは、
そういう現場に行って傍聴している人の
多くが関東や東北からの避難者の方なん
です。僕はまことに失礼なことに、関東
からの避難者というのはちょっと大げさ
なんじゃないかという印象もちょっと持
ってたんです。どういうふうに考えたら
いいかわからないなと。そういう方たち
と傍聴したあと喫茶店なんかで話をして
いると、びっくりしたのが、関東の人た
ちも健康被害を体験されてから避難して
る人がほんとに多かったんです。これは
未だにテレビでもほとんど報道されない
ような話ですが、鼻血にしても今まで経
験した鼻血とぜんぜん違うものだし、ア
ザがいっぱい出るとか、呼吸器系その他
いろんなところの病気が治らないとか、
これはちょっと気のせいとかほかの原因
でとかではすまないなという意味の健康
被害を経験されてる。そのことに非常に
驚いたんです。そこで少なくとも国の言
ってることは信用したらあかんなと。関
東ですらそういう健康被害を体験されて
るわけですから、放射能の危険をどのく
らいで評価すべきかわからない。それか

ら勉強をはじめたというのが僕自身の実情
です。

■ 誰も責任をとらない仕組み

さいしょは大阪府と話をしたり、その次
の環境省や、さいごに去年の6月くらいか
ら大阪市ともやりとりするようになったん
ですが、総じて言えることは議論をしてい
くと、どこかで、ここから先は学者さんが
議論して出した結論なんでというところに
行き着くんです。その先はブラックボック
スなんです。じゃあそれならその学者さん
が出てきて住民説明会で直接説明してく
れ、質問したいですって当然思いますよね。
でも絶対そういうのは出てこなくて、説明
は私ども行政が責任をもってやりますと言
うんです。責任もってやるんなら、ちゃん
と学者さんの議論をあんたがたが理解した
上で、ここで再現してみせてくださいと言
っても、そんなことは絶対できないんです。

そういうことが重なって、やっぱり行政
というものがどうやってこういう問題を進
めていくのか。自分の担当の範囲で考えて、
そこから先はもう隣の人の責任です。ある
いはまかせた学者さんの責任ですと。伝言
ゲームで、いろんな人が関わるたんびに1
人1人の責任があいまいになって希薄にな
って、最終的に誰が責任をとるのかわから
ない話になる。

過去のケースでみれば、公害というのは
常にこういう形で悪化していった。水俣で
もそうですし、その他のいわゆる環境破壊
はみんなこういう調子で進んでるわけで
す。
ですからまず手続きとか行政の人たちの姿
勢をみたときに、ほんとに彼らの言う通り
危険ではないんだとしても、このような説
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この1年あまり、震災がれきのことに関
わってお話する機会をもらって活動して
きました。どんなことをしてきたか、僕
以外の人たちのことも含めて紹介します
と、そもそもこの震災がれきの話が大阪
で始まったのが2011年の秋です。9月頃
に、当時の橋下大阪府知事が、受け入れ
に向けた検討会議を設置するということ
を発表して、この検討会議自体が条例上
根拠がないもので、あとから条例をつく
って、後付けで法的に根拠づけたんです
けど、秋に6回ほど検討会合がもたれて、
4名の学識者が議論して受け入れに向けて
の指針をつくるということをやってまし
た。

僕は原発に反対する活動を仲間として
ましたので、その中で話を聞いて、それ
はどういうことなんだろう、大丈夫なの
かなと思って、その検討会合に傍聴に行
ってました。僕自身が最初どう考えてた
かというと、福島で発生している汚染に
比べるともちろん桁がいくつも違う問題
だし、そこまで心配する必要はないんじ
ゃないかというふうな印象をもってたん
です。それで行政の方の話を聞いて、納
得できればそれでいいし、怖いことはも
ちろん怖いですがそれが実際どういうも
のだと説明できればそれでいいわけです
から、そういうつもりで行政の話を最初
聞きに行ったんです。

でも1回目行って、これはまずいんじゃ
ないかという印象を最初から受けました。
それは検討のしかたですね。僕らも学会
に行ったり研究会に行ったりしますけれ
ども、議論というのはふつう議論らしく
するするものです。議論らしくというの
は、たとえば勘違いであったり間違いと
いうのは議論の中で出てきて、ああ今の
質問は僕は勘違いしてましたとか。そう

震災がれき広域処理はここが問題
もじもじ先生 こと下地 真樹 さん（阪南大准教授）のお話

震災がれき広域処理を大阪が受け入れた問題で中心となって反対運動を進め
てきたもじもじ先生は、昨年10月に演説しながらJR大阪駅構内を通ったとい
う理由で12月に逮捕・勾留された。これに対しては憲法学者グループが抗議声
明を出したように、日本が民主主義国家とは言えないことを露呈した強引な逮
捕・勾留だったが、その背景にはなんとしても広域処理を進めたいという国や
大阪府市の思惑があるとしか思えない。ではこの震災がれきの広域処理とはい
ったいどういうものなのだろうか。

この１月に神戸でもじもじ先生の話を聞く機会があったので、その中から広
域処理問題を中心に掲載させていただきます。（お話の全部をYOUTUBEにアッ
プしてあります：www.youtube.com/watch?v=dNaEgtHIAj4）



いうと、今回のように一度にたくさんの
廃棄物が出てきた場合には、処理がしき
れないのでまわりで協力しましょうとい
うことになる。広域というとすごく広い
気がしますが、ゴミを運ぶのにも手間ひ
まコストがかかるわけですから、近くで
手伝うというのが基本なんです。阪神大
震災のときには主に兵庫でたくさんがれ
きが出て、兵庫と大阪で協力して処理し
た。その次に多いのが岡山です。そうい
うふうに近隣で、できるだけ輸送費をか
けずに処理するというのが基本なんです。
それは日本のほかの震災でもそうですし、
海外でもそうです。

今回の広域処理というのは、北九州に
運んで燃やしてますが、ものすごい超遠
距離まで運ぶ。これは超広域処理という
ふうに言う人もいます。今までに例のな
い政策です。それは画期的という意味じ
ゃなくて、あまりにも不合理なので、こ
んなことやったことがないんです。

今回、この広域処理を進めるためにや
ってることというのはひどくて、まずそ
の超遠距離までの輸送費を金に糸目かけ
ずにやる。どうしても広域処理したいが
ために、全国どこでも自治体に協力して
くれってことなんですけど、たとえば検
討するだけでも国はお金を出します、と
いう形で、とにかくお金にものを言わせ
る。

お金を払うと、ほんとにそれが経済的
に合理的なことなのかということを度外
視して、補助金ほしさにやってしまうと
いうことが必ず起こるんです。ですから
僕ら経済学の世界では、何かをするから
お金を渡すということをやるのは非常に
慎重に考えなきゃいけないと考えます。
特にこういったプラスマイナス非常に微
妙な計算をしないといけない政策におい
て、ほんとに健康被害はどうなのか、安
全性はどうなのか、処理するところはど
こでやるのか、どこで埋めるのかてこと
をやって、環境への負荷、健康被害、そ
ういうものをちゃんと考えて適切かどう
かということを判断してもらいたいんで
すが、お金を払いますよということにな
れば、問題があってもお金がほしいがた
めにやるというところが必ず出てくるわ
けです。

だからこういうことをやるときは、財
政処置、つまりお金を渡すからやってく
ださいということは基本的にやってはい
けないんです。

日本の場合には原発自体も、原発をつ
くった場所にはたくさんの交付金が降っ
てきます。それで地元の経済が成り立っ
ているというような、補助金が覚醒剤み
たいになってくるわけです。シャブ漬け

明で納得して大丈夫ですと人に言うのは
無責任だと思います。

ですから間違ってるかもしれないとい
うことは織り込み済みで、素人ですから
まず行政に質問を投げかける。安全であ
ることを証明するのは行政の責任である
ということできちんと説明を求める。そ
れで説明ができないのであれば、やるこ
とで責任とれないわけですからやめるべ
きだというような話をしてきました。

文部科学省が出してる「放射性物質の
都道府県別降下量と汚染」という資料が
あります。大まかに全国的にどうなのか
ということを見るときに、けっこう参考
になります。東日本の多くのところが黒
く塗られています。また例えば今回、大
阪市にがれきをもってきて燃やすという
岩手県は大阪の150倍くらい多く降って
いることになります。ですから汚染の度
合いはずいぶん違っているわけです。

東京はどうなっているかというと、実
は岩手よりずっとひどいんです。大阪に
比べると900倍、1000倍近い数値です。
北関東もけっこう高いです。それがどこ
で止まったかというと、長野の西側の日
本アルプスでさえぎられて、ここより西
の方にはほとんど奇跡的にといっていい
くらい流れてこなかった。西日本に比べ
ると、たとえばアメリカの西海岸の方に
もっと汚されたところが場所によっては
ある。

岩手は部分的にかなり高レベルで汚染
されていて、その岩手のがれきを大阪に
持ってくるという話になっているんです。

■ 不合理な超広域処理

今回、広域処理ということがいわれて
ますけど、はじめてこういう言葉を聞い
た人もいると思います。

ふつうゴミっていうのはどういうふう
に処理しているかというと、域内処理。
だいたいゴミを出した場所で、その自治
体の域内で処理をするのが原則なんです。
ゴミはみんな嫌なものだから、自分が出
したものは自分のところで処分しましょ
う。それがいやだったら出すのを減らし
ましょう。嫌なものを他人に押し付ける
のは、お金を払ってもよくないよねと。
なんでそれがよくないかというと、お金
を少し出せばよそに押し付けられるとい
うことになると、経済的にしんどい地域
に押し付けることになるし、ゴミを減ら
す、環境への負荷を減らすということが
進まなくなるので、基本的に域内処理な
んです。

広域処理がどういう時に出てくるかと
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経済というふうに口の悪い人は言ってま
す。今回の広域処理もそういうやりかたで
進めようとしている。

海外ではどうかというと、たとえばドイ
ツの原発、40年前は日本とほとんど変わ
らないんです。やっぱり経済界はがんばっ
て推進しようとしてたわけですけれども、
原発をつくるかわりに迷惑料としてお金を
渡すということはやってきませんでした。
だから原発に依存して生活してるという人
がそれだけ少ないので、原発は不合理だと
なったときに引き返しやすいわけです。

日本ではこういうことをやるときに、反
対意見をお金で黙らせるということが一般
的に行われているので、政策を変えなけれ
ばならない時に非常に難しく複雑な問題を
わざわざ作ってしまう。

それで先にも言いましたが、これは超広
域処理であり前例がないほど不合理なもの
です。だからそれをどうしてもやるのは高
いハードルです。説明責任を果たしてもら
う必要がありますが、１つには安全性がど
うなのかということです。2つめに必要性
はどうなのか。どのくらいちゃんと丁寧に
この２つについて説明できるか。僕に言わ
すと両方ともほぼ0点だと思ってます。

じゃあその0点の政策がなぜこんなに強
引に進められてるか。ちゃんと民主的に議
論をして、その議論をふまえて政策をする
かしないか、そういう手続きを踏んでたら
できないはずなんですが、なぜできるかと
いうと、手続きが途中途中ですごくゆがめ
られてることがあります。

広域処理政策からもう少し視野を広げる
と、こういう不適切な手続きで政策を決め
ているということが、原発政策もそうです
し、軍事基地の問題や消費税とかもそうで
すが、日本で出てくる政策一つ一つを決め
る手続きがそうとうおかしいということを
考えさせられます。

■ がれきの安全性について

安全性は確認されていません。まず放射
能がどれくらいあるかというときに、よく
放射線の線量計をがれきに向けて、針が振
れないのでこれは汚染がたいしたことない
です、安全ですと言いますが、あれは意味
ないです。

汚染されている環境を測るシーベルトの
単位で汚染している物の汚染度を測ろうと
してもわからないんです。たとえば1kgあ
たり5000ベクレル汚れているもの、これ
は1kgあたり100ベクレル以下のものしか
持ってきませんと言ってるわけですから、
5000ベクレルというとひどい汚染です。
つまり基準の50倍汚れているがれきがこ



きのにおいがひどいんですとか紹介して
たりしますが、数百カ所ある仮置き場の
全部がそうだったら、それは国がおかし
いんです。生活圏に影響を及ぼす仮置き
場が全体のうちどれくらいあるのかと聞
いても、環境省は教えてくれません。1割
もないはずです。そしてそういうのを優
先して処理するとか対処するというのは
十分に可能なはずで、１つを100という
ような紹介のしかたで、がれきを処理し
ないと生活環境に多大な影響が及ぶよう
な紹介のしかたは、やっぱりゆがんだ情
報だと思います。
そして全国に対象にした超広域処理とい
うのは輸送費という形で無駄遣いをしま
す。それでも助けるためにお金を使いま
しょうと言うんですが、実際、財源とい
うのは限りがあるわけで、輸送費に無駄
使いしたらほかのことができなくなりま
す。ですからこういう無駄使いを減らす
のは復興のためにも必要なことです。

また発生したがれきの量をきわめて過
大に見積もっていたことが明らかになり、
見直しのたびに減ってます。2011年3月
の震災発生して直後から総量の推計をし
てたんでうすが、当初2200万トンと言っ
てました。
これを1年間ほったらかしにして、2012
年のゴールデンウィーク明けくらいに
1800万トンくらいまで減ったんです。二
割くらい減りました。当初2200万トンの
うち広域処理にまわすと言ってたのは
400万トンでした。だからその400万ト
ンが丸々減ったということになります。

1年間、なぜ数字の見直しをしなかった
のか。これは重大な問題です。推計のた
びに減っていくとしたら、広域処理を強

引に進めるよりも当然調査を先にすべきで
すが、1年間その情報を隠しました。これ
を環境省に直接聞いたときには、個別の推
計の見直しはしてたけど、総量に反映させ
なかったと。そんなばかみたいな話はあり
ません。隠したとしか言えないです。

その後さらに処理が進むにつれて、思っ
たより早いペースで処理が進んでいく。こ
れは何かというと、がれきの山の上の方を
燃やしていって取りのぞいたら、下の方は
土砂があって、土砂っていうのは燃やしよ
うがない。それは子供のいいわけですかと。
それで結局どうなったかというと、岩手か
ら埼玉に運んできて燃やしていたがれき
は、もともとあと1年やる予定だったんで
すが、昨年末で終わりました。1年3ヶ月
前倒しで終わったんです。年が明けたら、
宮城県のがれきを北九州に運んでたのを、
この3月で終わると。宮城からの広域処理
はもう終わりですと言ってる。これも1年
前倒しです。もう過大に推計していたとい
うのが隠しきれなくなってきているわけで
す。
大阪市ももう絶対いりません。大阪市がい
ま計画しているのは3万6000トンですけ
ど、岩手から搬出している埼玉がもういら
ないと言われてるんですから、大阪市もい
らないはずです。ひどい話です。

■ 役所の論理

じゃあなんで環境省がこんなしょうもな
い政策をこだわってやるのかというと、環
境省にかぎらず官僚組織というのは一度と
った予算はどうしても使いたいわけです。
環境省は震災がれきの処理ということで、
3年間で1兆円の予算をもらうことになっ
た。これがどれくらいかというと、阪神大
震災のときの2000万トンを処理するのに
5000億くらい使ってます。ですから今回
は2000万トンよりだいぶ少ない、たぶん
1500万トンくらいの量のがれきを処理す
るのに2倍の予算をつけてもらってる。阪
神大震災のときは1トンあたり2万円くら
いでしたが、東京に運んで処理してるのが
6～7万くらい。北九州の試験焼却で10万
をはるかに超えてたと思います。現地での
処理についてもそうとうばらつきがあっ
て、たとえば三重請求していた業者が見つ
かっていて、そういうところをチェックで
きなかったところでは、自治体によってか
なりの差がある。でもずさんでもインチキ
請求でも、環境省としてはとった予算を消
化する。それが関係団体に流れるわけです。
少なくともそうやってどこかにお金を渡す
ことができるという意味で、官僚的に無意
味ではないんです。　

だから予算がじゃぶじゃぶあって使いた
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こにあったとして、線量計を向けたらど
れくらい振れるかというと、0.0006マイ
クロシーベルトとかいうくらいしか出ま
せん。つまり元がどれくらい汚れている
かを調べる時に線量計では汚染の度合い
がわからないんです。

基本的に汚染したものをばらまいたり
薄めたりしていけば、どんどん危険性が
増えていくので、測れないようなやり方
で測って安全だと宣伝をして、じゃあ薄
くて大丈夫だからばらまきましょうなん
て、そんなの信用できないわけです。

で、がれきには放射能以外にも多様な
有害物質、ヒ素、六価クロム、アスベス
ト等が含まれています。アスベストは阪
神大震災の時に吸ったんじゃないかとい
う方がさいきんも亡くなっています。20
何年たって発症するわけです。公害とい
うのはそういう形で出てくる。短くても5
年とか10年とか、20年とか、そういうス
パンで出てくる。被害が出た時には責任
者はもういないわけです。

ですから今大阪市でやることがいつ頃
被害が出るかということもわかりません
が、環境問題というのはそういう発想で
対処していかないとアスベストの中皮腫
のようなものを出してしまう。だから危
険性のあるものは確信がなければできる
だけ厳重に扱うというふうに考えるべき
ですが、放射能以外についてもぜんぜん
できていません。
焼却処理、埋め立て処理、どちらも安全
性はどちらも十分には確認されていない。
環境省なんかは確認したと言ってますが、
さっき話したように、やりとりしてると
ブラックボックスに入ってしまう。じゃ
あどのくらい被ばくしたらどのくらいの
影響が出るのか。低線量の内部被ばくに
ついてですが、弱い放射線を長ーく浴び
るとか、特に体内に取り込んで体内で浴
びるというのはどのくらいの危険性があ
るのかということを計算するときに、国
の考え方はかなり楽観的にすぎるんじゃ
ないかという指摘はあります。

というわけで、安全性については疑問
というか全体的に受け入れられない問題
が残っている。

■ 広域処理の必要性

次に必要性はどうか。そんな危険性を
受け入れても被災地を助けるために、ど
うしてもやらねばならないのかというと、
その必要はありません。すべてのがれき
は仮置き場に搬入済みで、生活圏に影響
を及ぼす仮置き場はというと、テレビな
どでは仮設住宅のすぐそばにあってがれ



にか買い物したりとか絶対しませんよね。
こういう人にだまされて詐欺にひっかっ
かったといったら、だます方も悪いけど、
でもこんな人信用したらだめだよと、た
ぶん誰でも思いますよね。

でも行政は堂々とこういう重要な情報
を隠したままお願いしますってことを未
だに言ってます。で、大阪府の検討会議
は環境省の提出資料を疑いませんし、議
事録がどうなってるかということに関心
ないんです。
ですからそういう決定手続きというのは
まったく不適切なものです。

その後の説明会も、大阪市で出るもの
が大阪市内でとどまるわけではないのに、
ほかの地域の人が参加できないとか、そ
ういうことをやってます。

そんなふうに広域処理の問題というの
は、安全ではなく、必要性もなく、不適
切な手続きで進めてきて、危険物質の拡
散につながります。

■ がれきだけではない怖い話

これをもう少し、原発事故後の日本と
いう文脈の中で広くとらえると、放射能
に対する管理の政策として、どういう状
況にあるか。まあちょっと怖い話があり
ます。
現在の日本政府の政策は、放射能汚染は
基本的に薄めてばらまくというものです。
これは震災がれき処理だけでなく、東
北・関東で毎日出てくるゴミはかなり汚
染されています。これをどうするかとい
う時に、ほんとはもっと厳重な管理が必
要になりますが、今までと同じように燃
やしたいというのが環境省の考えです。
薄めてばらまく。食べて応援というのも
同じです。汚染した食べ物を西日本を含
めて全国的に流通させて、それは当然食
べたら体の中に入るし、排出されたらそ
の地域の環境の中で循環しはじめる。

一方で、汚染地ではどういうことをす
るかというと、なるべく避難させないど
ころか、そこに雇用をつくったり、積極
的にそこに人が増えていくような、福島
県の人口を減らさないようなことをして
ます。

東京電力は社員の給与計算とかそうい
う事務的な機能を福島本社に移すみたい
なことを年が明けてから発表してます。
東京電力の社員は責任あるかもしれない
けど、社員も被害者と思えるようなこと
をやってます。東京電力の株主や経営陣
が原発にしがみついて、汚染の責任をと
らずに、今まで通りのことをやるために、
東電の社員も人身御供のように福島で働
けということになってきてるわけです。

ひどいことです。

汚染地での被ばくを危険だと認めて避難
させるのではなくて、そこに居続けるため
にあらゆることをしてます。
たとえば、食料品の暫定基準値をひきあげ
ました。それは安全だからひきあげたわけ
ではありません。ひきあげなければ何が起
こるかというと、基準値が守れない場所で
は農業生産ができない、お魚採れないとい
うことになります。そこにいる農業、水産
業関係者は廃業です。原発事故で多数の人
が仕事を失ったことになれば、当然その人
たちへの補償や移住などしなければならな
くなる。でも基準値をゆるめるというだけ
で農業・漁業をつづけてくださいと言える
ので、何万人もの仕事を奪い取りましたと
いう責任を回避できる。ほんとに安上がり
に汚染者の責任を回避できるのが暫定基準
値というわけです。

危険なものはばらまかないというのが原
則なのに、今回はあまりにも簡単にその原
則を放り投げてしまいました。それは原発
を使い続けるということから逆算で話がど
んどん出てきてます。原発を使い続けるた
めには被害を認めてはいけない。というこ
とは避難させてはいけない。農業・漁業そ
の他の生産活動を続けさせなくてはいけな
い。事故で出てきたゴミを、コストをかけ
た厳重な管理というのはしてはいけない。
今まで通りに燃やしたり埋めたりしないと
いけない。何もかもできるだけ3.11以前
と同じようにやりたい。ほんのちょっと放
射能がついただけですよ。みなさん忘れま
しょうと。

それで薄めて拡散する。子どもがおねし
ょしたときに、一生懸命広げて乾かしたり
しますが、それと同じです。（笑）そんな
のでは意味ないわけです。かえって悲惨な
ことをもたらすだけです。■
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いが使い切れないというときには、不正
があっても不正を調べないという動機が
官僚組織に生じることになる。それでも
使い切れない、どうしようとなると、広
域処理を是が非でも進めるために、うち
で検討しますと言ってくれれば、それを
メディアに流して、ああやっぱり必要な
んやなあという世論づくりに役に立つ。
だから実際にやるかどうかは別にして、
検討しますと言ったらそれだけで補助金
を渡す。それで神奈川とかでもそういう
ことやってたんですけど、これは伝聞で
すが、検討しますと手をあげて、実際に
は検討してないと。たとえば会議を持つ
とかの実態がない。それで追求されて環
境省は不適切ですと認めて金を出さない
ことになった。でも環境省は指摘がなけ
ればやっぱり出してたでしょう。そうい
う状態が出てきてます。

組んでしまった予算を消化すると。じ
ゃあそんなことしないで、避難者とか現
地に残って汚染に対処してる人を守るた
めにお金を使えばいいじゃないかと思い
ますが、そんなことはしない。この期に
及んで、人間の命をどう守るということ
を誰も真剣に考えていない。

■ 不適切な手続き

このでたらめな政策がどういう手続き
の中で行われたかというと‥‥。

震災発生後1ヶ月くらいに環境省が学者
さんを集めて設置した廃棄物処理の安全
について検討する会議では、議事録がさ
いしょ非公開でした。で、情報公開請求
があって公開したんですが、その後、議
事録をつくるのをやめましたというんで
す。
昔、薬害エイズってありましたよね。非
加熱の血液製剤を使ってた血友病患者が
エイズに感染する危険性があるんじゃな
いかと、それを厚生省のエイズ研究班で
検討したはずだ。危険性を知りながら使
用を放置したとすれば、その結果エイズ
に感染したことに責任がありますが、そ
の検討の議事録が出てこないということ
がありました。そのあと政権交代して菅
直人氏が厚生大臣になったらすぐその議
事録が出てきて、やっぱり危険性を承知
した上でやってたじゃないかみたいな話
になって大問題になったということがあ
ります。

今回の環境省の安全評価検討会もそれ
に似たような話で、議事録がぜんぜん出
てこないんです。非常に重要な部分がま
だ隠されたままで、安全だということを
言い張っている状況があります。

こういうことをする人を信用して、な

情報ソース
★「モジモジ先生 釈放会見 動画・文字
起こし（概要メモ）」 http://p.tl/xjSB
★ 「学生の皆さんへ：阪南大学経済学
部准教授　下地 真樹」
http://p.tl/Coy8
★放射能拡散に反対する市民を支援す
る会　http://p.tl/p3-4 ＊２月末段階
でまだ逮捕拘留されている人がいます。
★がれき広域処施策の課題と総括（池
田こみち）　http://p.tl/2N7o
★誰にでも理解できる「瓦礫の広域処
理が許されない12の理由」
http://p.tl/-0lr


