同社は昨春の緊急事態宣 左片
て社員の出勤率を約1・5

言以降︑テレワークを進め ﹁

発礼賛な藷も
／「環撞、経済効率良い」
／「復興、廃炉は願調」

↓イE二
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を求めている企業が多い﹂
と手応えを話す︒
政府はテレワークを推進

災害に弱等謹言スト

﹁福島の経験を通じ︑原

l

発は自然災害に弱いと露呈
しだ﹂︒経済臨め問題も明

らかで ﹁3億11﹂を愛惜

だ安全対策頚は維綺麗など
を含め︑全国の原発で十三
兆円に上るとされる︒事故
時の処理費用も膨大で︑福
島のケースで言えば経産省
自身が二十一兆円超と公表

済みだ︒﹁環境に擾しいと

いうのもウソ︒先の事故で

ションを円滑にするための

技術を取り入れることも大

切
だ
﹂

どまる浪注町や富岡町はそ

︵第2回問題︶

の割合を載せずにいる︒
自番︵10点︶
原子力に好印象を抱かせ
白の次の一手を︑AIDの申
るための﹁演出﹂は︑福島
ださい︒
絡みの記述だけではない︒
核燃料サイクルのカギを

握る高速増殖炉のうち︑開

発の第二段階に当たる原型

年末に廃炉が決まった︒技

炉﹁もんじゅ﹂は二〇一六

していた︒それなのに先の

術革新の行き詰まりを象徴

資料では技術革新のページ
を設け︑取り上はたのはな

んと︑実験炉﹁常陽﹂ ︵茨

械県大洗町︶︒
常陽は初臨界が一九七七

年と古いうえ︑もんじゅの
前につくられた実験炉にす
ぎない︒神奈川工科大の藤

前出の資料では不都合な

放射能汚染がどれだけ広が
ったと思っているのか﹂

業は順調﹂ ﹁汚染水は凝土

村陽教授︵物理化学︶は

願／︵ァ

票3と上辺を広げるのがうまい

黒1と自二子をアタリにし章

第1問正解﹁1の一一﹂ ︵黒1

︵第1回の解答︶

壁などで発生量を大幅削

ず﹄ ﹃原子力はまだ前進す いて白4なら黒5と二子を取っ

真実が多く省かれている︒
﹁福島で廃炉に向けた作

減﹂と強調する一方︑汚染
水の海洋放出に地元が猛反

のは何でもいいから善しう

る﹄と装うため︑書けるも

詰め㊧

﹁﹃核燃サイクルは諦め

ず︑﹁残された課題への対

第2回問題

発する現状は丁寧に伝え

応﹂という項目で﹁処理水 と考えたのだろう﹂とみ
の取扱い﹂と触れる程度 ︒
る
冒頭の大島氏は﹁資料に

らしいなら︑民間企業が喜

んで進める︒わざわざ基本

攻める。（10分で、二段）

書かれるように原発が素晴

解除された田村市や川内村

要はない﹂と皮肉り︑﹁原

計画に支援策を盛り込む必

︒
だ
福島原発事故後の住民帰
還についても︑避難指示が

は︑本来の人口と比較した

の失敗を隠すための工作に

子力礼賛の記述はこれまで

居住者数の割合として﹁84

00％﹂ ﹁81・3％﹂と示

他ならない﹂と突き放す︒

し︑復興ぶりをアピールす

る一万︑一〜二割程度にと

出題 九段 石田 章
【ヒント】黒先。弱点を

今夏をめどにエネルギー基本計画の改定を
目指し、昨秋から議論を重ねている経済産業
省の有識者会議。だが、その内容は首をひね
りたくなるようなものだ。二酸化炭素の排出
を抑制するカーボンニュートラルを大命題に
＿格t含息
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ii電受 大力領 ＿阪の問

にれ一ン古どらた稼′半 しぼ五・巣か独0働年

で震引 独立性、審査緩む規制委 電

∴

︒
た
最近で言えば︑昨年末に
関電大飯原発3︑4号機の
設置許可を取り消す判決が

﹁規制妻の審査に何ら過誤

出た際︑更田豊志委員長は

東 直子

﹁三十年経ったら楽に﹂

？﹂

？﹂ ﹁どうかな︑お酒次

東京都豊島区

︵評︶重い問いを受

くいなしているため

読者にバスされ︑そ

る︒会話のズレの妙

十年後を考えずにい

友達がいなかったからそ

由でいまのわたくしがあ

大阪府寝屋川市

︵評︶友達を作らな

はなく﹁いなかっし

﹁それだけ﹂では心

が︑全ての理由にし

るせなさを抱えてら

︒
う

﹁冗談に決まってんじゃ

ており

相模原市南区

Uだろ？ あんなの﹂な
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も欠落もなかった﹂と発

言︒厳格な審査を求める声

に耳を貸そうとしなかっ

︒
た
形だけの反省︑形だけの
規制強化︒その十年間の積
み重ねが︑今回のエネ墓本

計画議論に表面化してい

る︒福島第一原発が立地す
る福島県双葉町の元町長︑

井戸川東隆氏は﹁再び事故
が起きかねない︒また被害
が短小化され︑生活支援や

補償がうやむやにされる︒

福島の被災者の救済も進ま

ない﹂と訴えた上︑原子力

のリスクと担い手の危うさ

を踏まえ﹁原発推進なんて

1薄墨皇辛欝部品嵩張鷲宮i

認められない︒国民の方々

二三二二三三

は改めて認識してほしい﹂

と語る︒

費原しした要す社存同だ

