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年 月 日、自由民主党（以下、自民

党）は決選投票で新しい総裁に安倍晋三を選出

した。民主党が分裂傾向にあり、「維新の会」

の支持にも陰りがみえるなか、この総裁選挙は、

次期総選挙での自民党の「必勝」が期待される

もとで次期首相選出のための総裁選の様相を

みせた。

なるほど、現下の「政局」のみに光をあてれ

ば、自民党は幸運にも相対的優位を維持する条

件をもっている。政権交代以後、沖縄の米軍基

地問題、消費税増税、そして原発問題といった

課題で、世論と運動から痛烈な指弾を受け、憲

政史上最大の離党者を出してしまった民主党

や、目下、地域的なポピュリズム政党であるこ

とと「議会の一政党」として国政に進出するこ

との「ジレンマ」に苛まれている維新の会に比

べて、自民党はこの間、かれらの「盾の裏」に

隠れて無傷なままに過ごしてきたからだ。

だが、長期的なスパンでの、政党の盛衰とい

う観点からみれば、自民党は党として明らかに

衰退傾向にあり、そして、安倍総裁の誕生はそ

れに拍車をかけることになるだろう。益荒男ぶ

りはただの空威張りであり、政治的に優位なこ

ととは逆説的に、ヘゲモニー政党としての自民

党はついに死を迎えつつある。

＊

日米安保闘争を終え、高度経済成長が本格化

した 年代から、政界再編が始動する

年代までの自民党は、先進国では稀な、パーフ

ェクトといってもいいヘゲモニー政党だった。

この時代の自民党は、日米安保体制のもとで一

国平和主義的に経済成長を実現するという、い

わゆる「安保繁栄論」をイデオロギー的な結束

基盤に、企業支配と開発主義を両輪に多元的な

支配システムを構築した。中選挙区制のもと、

各派閥は党内で激烈に競合し、それが社会内部

の諸階層の要求を―革新勢力よりも深くかつ

広く―掘り起こし、その見返りに政治的支持調

達回路を無数に張り巡らせるという、柔軟かつ

ダイナミックなヘゲモニーシステムをつくり

あげた。族議員と官僚のネットワークは「絶対

に政権交代が起こらない」保証のもとで極めて

安定的かつ合理的に機能した。これこそが、自

民党による、議院内閣制のもとでの長期的な一

党支配を可能にした力の源泉だった。

ところが、 年代、グローバル化と新自

由主義の時代に入り、それまでの安定的な社会

基盤が徐々に掘り崩されるようになってきた

こと、そして「政治改革」によって小選挙区制

が導入されることで、自民党はそれに対応する

組織改革が必要になった。 年の政界再編

はそのはじまりではあったが、自民党の場合、

「政権交代」のパラドックス 
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年代までのシステムがあまりにも首尾よく

機能しすぎたために、逆にそれが足かせとなっ

て改革が困難になるという隘路に逢着したの

である。「政治改革」が崩壊したあとの 年代

の自社政権、また 年代の自公政権は、「与

党」としての延命策にはなったが、党そのもの

の改革を遅らせることになった。この間、 年

代には 万人いた党員は、 年代には

万人程度まで激減し、今回の総裁選では 万人

にまで減少した。

＊

党員投票で誕生した小泉政権は党改革遂行

の最大の機会だった。新自由主義政策で従来の

支持基盤を切り離しつつ、都市中産階級中心に

ヘゲモニーを再編することがそこでは試みら

れた。しかしそれは、結果的に本当に「自民党

をぶっこわし」てしまい、「与党」を失うこと

に帰結したのだ。だがそれでも、政権交代によ

る下野も、党改革の機会だったのだ。縛りの多

い与党ではなく野党の間のほうが、党内の世代

交代を促進し、多数派戦略の再構築が容易だか

らだ。ところが、小選挙区制のもと派閥が衰退

したことでかつてのような多元的な競合はも

はや起こらず、オルタナティブなシステム構築

どころか実態はむしろ民主党より「右」にイデ

オロギー的に整序されるかたちで基盤の狭隘

化がすすんでしまった。ひたすら右派的なスロ

ーガンを繰り返し、民主党の失点を拾い上げ政

局にからめることに躍起で、長期的な展望をも

って党改革を構想するグループは遂にあらわ

れなかったのだ。

さらに、自民党はこの間の政治の変化に完全

についていけなかった。民主党系と社共につい

ては、各自立場や次元が異なるものの、反原発

運動をはじめとする大衆運動と政治との大規

模な関係変化に対応を迫られた。まがりなりに

もそうした経験が、各党のありかたに化学反応

をもたらしている。他方自民党は、民主党の「盾

の裏」にいたおかげで、風当たりが弱く、何も

変わらなかった。結局、党改革どころか、今回

の総裁戦で党員投票で過半数を占めた石破を

落とすという、わざわざ党執行部の求心力を落

とし、党内の活力を奪う選択しかできなかった。

これは望んでそうなったというより、党そのも

のの硬直性がもたらした帰結である。

このような経緯の果てに選出された安倍は、

さっそく、総選挙の争点に「憲法改正」を打ち

出している。安倍晋三の狙いは、小泉政治の再

現を、「憲法改正」でやることだ。「（改正発議

に）反対と思っているような横柄な国会議員に

は次の選挙で 退場してもらいたい」などと安

倍が益荒男ぶりをみせているのは、まさに小泉

のウケウリであり、大恥をかいた首相時代では

なくて、「大いなる夢」を見せてもらった官房

長官時代の経験に根差している。「領土問題」

の追い風をうけつつ憲法改正を高く掲げ、それ

を争点にして自民党は勝利し、維新の会ととも

に一挙に憲法改正を発議し、「国民的意思」を

そこで体現する。かくして「国論の統一」は果

たされ、原発、ＴＰＰ、米軍基地問題といった

「国論を二分する」課題を脇においやれるだろ

う、というのが安倍の戦略である。

だが、縷々述べてきた自民党のヘゲモニー政

党としての生命力をかんがみれば、かりに自民

党が与党に返り咲いたとしても、それはただの

敵失によって得られたものに過ぎないことが

わかる。そこには、小沢民主党が練り上げた政

権交代戦略にくらべればなんの展望もなく、せ

いぜいアメリカがつっかい棒になってくれる

だけの極めて脆弱な政権ができるに過ぎない。

自民党政権は、この間、とりわけ ･ 以降劇的

に台頭した社会運動の一撃を正面から食らう

ことになり。かれらはそれに民主党以上に対応

できず、こんどこそ壊滅的な痛撃を被り、栄え

あるヘゲモニー政党からより純化した一右翼

政党に格下げになるだろう。したがって次の総

選挙は、自民党の「ろうそくが消える前の最後

の輝き」の瞬間であり、政治的多数派による社

会的な合意調達がもはや困難な状況であるこ

とが露呈する「危機の時代」の幕開けになるだ

ろう。
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現在は、高校生向けの英語の学参編集者だが、

大学ではなぜか、理学部物理学科に在籍してい

た。実は、ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀

樹と同じ小学校に行っていたので、小さなころ

から物理学者にあこがれていた。学者になる夢

は、自分の能力の限界を悟った大学１回生の

月でついえたが、 回生のときには、加速器を

使った原子核関連の実験などもしていた。よく

ある話だが、実験中に被曝したこともある。

そんな中、私が反原発の運動を始めたのは、

回生のときだったと思う。就職も決まらず、

留年が決定したころだろうか。新聞やミニコミ

に投書したり、ヘルメット学生と一緒にデモを

したり、学習会に出たりしていた。デモといっ

ても 人くらいのもので、警官のほうが多いと

きもあった。学生運動は完全に下火だったし、

また、「反原発」というテーマでは人が集まら

ない時代だった。

反原発の運動をなぜ始めたのかは記憶にな

いが、放射線に身近に接していたことも関係し

たのだろう。さらに、 冊の本が私に大きな影

響を与えた。『石油と原子力に未来はあるか』

（槌田敦 著、亜紀書房）と『反原発事典 』（反

原発事典編集委員会 編、現代書館）だ。 冊と

も私が 回生だった 年に発行されている。

これらの本は「原発に未来はない」ことを私に

確信させてくれた。

スリーマイル島の原発事故は、 年 月

日に起こった。この日は、架空の原発事故を扱

った映画『チャイナ・シンドローム』（監督：

ジェームズ・ブリッジス）がアメリカで公開さ

れた 日後、関西電力大飯原発 号機が営業運

転を開始した翌日という、歴史的には「絶妙な」

タイミングでの事故だった。映画は事故後、大

ヒットし、日本でも 月に公開された 私も当時、

映画館で見た）。大飯 号機は、事故の影響で、

営業運転開始直後にもかかわらず、「検査」に

入らざるをえず、その後、今回と同様、「再稼

働」に至った。当時も再稼働に反対する運動は

あったが、おもに地元の福井県が中心だったよ

うだ。私が当時、新聞やミニコミに投稿した文

書には以下のように書いてある。

「先日、テレビでインタビューをしていました。

大飯原子力発電所の運転再開の時です。大阪に

住んでいる人たちは、口々に『地元の住民が反

対するのは〈地域エゴ〉だ。私たちの生活は電

力の恩恵を受けているのだから、我慢すべきだ』

という趣旨のことを言っていました。それとは

対照的に、地元の人たちは、『安全だと言われ

ても信用できない。不安でしようがない』とい

う意見でした。大阪の人の中には『私たち都会

人は光化学スモッグや排気ガスなどの公害を

我慢しているのだから、田舎の人は原発ぐらい

我慢するのは当然だ』と断言する人もいました」

現在とは、まるっきり反対の構図だ。が、都

会と地元が分断されるという、原発推進派に有

利な状況であったことには変わりないと言え

る。

この年の夏ごろに、家の近所の喫茶店 ほんや

ら洞 で「スリーマイルに行かないか」という誘

いを受けた。相手は、後の京都精華大学の学長

である中尾ハジメ氏と、この年から京都精華大

学の教員になった槌田劭氏『石油と原子力に…』

の著者である槌田敦氏の弟 である。「事故の調

査に行くんだけど、現地で運転手してくれな

い？」という軽いノリだった。私は迷った。留

年中とはいえ、中学の数学講師もしていたので、

丁重にお断りした。今から思えば、惜しいこと

をしたものだ。人生、変わっていたかもしれな

いのに…。その後、中尾先生は、野草社から『ス

リーマイル島』（ 年）を出版された。

年４月、私は現在の会社に就職した。

それを機に、労働組合作り、組合運動にかまけ

て、反原発運動からはだんだん離れていった。

年に組合を結成し、出版労連に加盟した

が、当時は、「反原発」を唱える政党は存在せ

ず、出版労連も原発問題を扱うことはなかった。

私が学生時代の運動の話をしても興味を持つ

人は少なく、唯一、大阪の中央執行委員のひと

りが「原発関連の本を貸してほしい」と言って

きたくらいである（その時に貸した『反原発事

典 、 』は、いまだに返ってこないが…）。

数十万の人が動く現在の「脱原発」の運動を

見ていると、隔世の感があるが、事故があり、

犠牲があってからしかこのような運動がおこ

らなかったことに忸怩たる思いはある。私が

スリーマイル島の原発事故のころ 

水野恒和（出版情報関連ユニオン京都支部事務局長） 
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「反原発」の運動を続けていても、状況は変わ

らなかっただろうが…。それでも、沖縄の基地

と同様に、「地元」を補助金・寄付金・雇用と

いう「人質」で黙らせる構図を変化させ、せめ

て今回のような事故の後には、都会と地元が手

を取り合って同じ目標に向かっていくという

ことができなかったものだろうかと考えてし

まう。都会と地元が分断されている結果、福井

県とおおい町の承認だけで、今回の大飯原発の

再稼働を許してしまったとも言えるからだ。

原発に反対する人の中にも「もう一度、原発

で事故が起これば、今度こそ取り返しがつかな

いことになるだろう」などと言う人がいるが、

今回の福島の事故は、十分に「取り返しのつか

ない」状況を作り出したではないか。せまい日

本に、住むことのできない地域が出現したのだ。

原発はもはや「もう一度だけ賭けてみる、動か

してみる」ということは許されない代物だ。世

界の子どもたちのためにも、私たちのためにも、

絶対になくさなくてはいけない。その思いがあ

る限り、今回の運動は、目的を遂げるまで継続

できるはずだし、都会と地元も協調できるはず

だ。私も、今回は最後までおつき合いしたいと

思う。

Q：どうして反原連は、そんなに労組が嫌いなの？ 

A：嫌ってないよ～。最近は、官邸前の抗議行

動に労組の旗を持ってきても排除してないし。

地方の脱原発運動では、地元にもとからある労

組系と市民系の団体が協力し合っていること

が多い。反原連も、表には出さないけど、中の

人には労組系が多いよ！ 

Q：労組も反原連の人たちと共闘できますか？ 

A：さあ…。それより反貧困に取り組むべきで

は。労組が貧困問題に取り組んだことで、若い

人の組合に対する見方は、良いほうに変わって

きた。でもこのところ、反貧困運動は著しく後

退しているよね。なぜなんだろう。 

原発問題の勉強会での木下ちがやさんのお

話をまとめるなら、こんな感じだった。しかし

これでは ツイートくらいにしかならないので、

もう少し肉付けすると…

 

 脱原発運動を、官邸前の行動だけで見ている

から、労組が排除されているような感覚を持つ

のではないか。地方に拡散した脱原発行動を見

ていくと、それぞれの地方で活動してきた労組

系や市民系の運動団体が、それまでの確執を超

え、協力し合って担っている。脱原発によって、

労組と市民運動の断絶は、むしろ埋まってきて

いると考えられるのでは。原発問題はあまりに

も大きいので、いがみ合っている場合ではなく

なっている。共産と社民ですら、一緒にやって

いる状況。しかしマスコミは、そのような地方

での運動の有り様を伝えようとせず、「新しい、

若い、個人で参加のデモ」などと書き立て、誤

った印象を抱かせる報道をしている（ちなみに

官邸前の参加者の年齢層、中心は ～ 代、

家族連れも多い。あとは団塊世代。 代は少な

い）。反原連の中には労組系のメンバーもたく

さんいるし、考え方の違いはいろいろあるが、

対立はない。首都圏青年ユニオンが貧困問題に

取り組んだりした結果、世の中での組合のイメ

ージは良くなっていると思う。

 労組系と市民運動系の対立は、 年代に深刻

になった。 が台頭してきた一方、中産階級

の右傾化が進んだ時期。 年の薬害エイズ

問題の運動の時、労組と市民を分ける方針がは

っきりと打ち出されたと記憶している。イラク

反戦デモの時、市民と労組でコースが分けられ

た。そういうやり方は気持ち悪い。しかし、反

原連の中には運動に不慣れなメンバーもいて、

ルールを守らせることでいっぱいいっぱいに

なってしまい、それが旗問題を起こしている。

そのへんは大目に見てほしい。

 さまざま批判はあるだろうが、反原連は権力

におもねったりしていない。警察＝権力と見な

す向きもあるが、参加者の多くにとって権力者

とは官邸の中にいる人たちだ。 時に集合して

時にさっさと解散するのだって、それが精一杯

なんだし、抗議行動が習慣化していることを評

価していい。首相との会談も、民主党の政治力

学の中で実現したこととは言え、抗議行動が無

木下ちがやさんのお話を聞いて 

宮地香奈（筑摩書房労働組合） 
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視できないものになった証。政治的な成果を上

げている。とはいえ、福島の人が東京のデモに

違和感を持つということはあるだろう。…

 

 ずいぶん枝葉を切り落としてしまったが、こ

のようなお話だったかと思う。以下、わたしの

感想も少し。

 わたしが今回の勉強会に参加したのは、やは

り旗問題に関心があったからだった。もとより

旗やのぼりは嫌いなので、反原連の「旗は遠慮

して」という方針は「わかるわかる」と思った

し、日の丸が来なくていいやとも思っていた。

最初の頃は、「日の丸は遠慮しているのに組合

旗持ってきやがって空気読まない左翼が」とい

った話に笑っているくらいだった。しかし、労

組の旗を持っていると反原連スタッフがやっ

てきて排除する、といった話を聞くようになり、

中学校の風紀委員か週番かよとうんざりした

し、日の丸は増えても放置みたいだし、ずっと

運動をやってきた人たちにはもう少し敬意を

払ってもいいんじゃないの？ といった感想

（年寄りをいじめるな的な）を抱くようになっ

てもいった。

 一方で、労組と言えば電力総連、またその上

にある連合も、脱原発など一顧だにしない様子

だが、これに対して何も言えない「脱原発に取

り組む労組」って何よ？ という疑問も湧いて

きていた。

 今回の勉強会で、旗問題への関心は一気に薄

れた。この記事が出る頃には、話題に上ること

すらなくなっているのでは。もっとも、反原連

による排除の話は、今もネット上に散見する。

また、お話の中では、労組系と市民運動系の対

立が中心になっていたけれど、いわゆる「普通

の人たち」は労組と市民運動をいっしょくたに

して忌避していると思う。木下さんからは、な

ぜ労組は嫌われるか、への応答はなく、「なん

で嫌うんだよーぶーぶー」と不平を表明したか

ったであろう参加者は肩すかしを食らったの

ではなかろうか。（でも木下さんは「労組嫌わ

れてないよー」と言いつつ「だから嫌われるダ

メな左翼あるある」をいくつか紹介していた。

労組の旗しか持ってこないとか官邸に突っ込

めと煽るとか労組旗を掲げて隊列の先頭に立

ちたがるとか。一覧表にして掲示し、ぜひとも

今後の参考にしてほしい…）。

 木下さんのお話の白眉は、労組は貧困問題に

取り組むことで評価された、しかし今、貧困問

題への取り組みは盛り下がっている、なぜか…

という発言にあったと思う。木下さん（に代表

される労組に理解のある外の人）が労組に何を

期待しているのかが伝わってきた。

 わたしにとって官邸前の抗議行動の何が良

かったと言えば、官邸前に行ったよと、普通に

同僚や友達に言えることだった。すてきだ。ポ

ップな政治運動。それはそれでいい。でも、出

版労連にそのようなことは求めていない。

 原発は止めてほしい。けれど、廃炉になって

からも被ばく労働は続く。こんなに原発が注目

を浴びている今でさえ、被ばく労働に携わる人

たちの労働環境は劣悪だ…と布施祐仁さんの

『ルポ イチエフ －福島第一原発レベル の

現場』（岩波書店）を読んで教えられた。労組

として原発問題に取り組むなら、労働を切り口

にして、被ばく労働の問題に関わってもいいの

では、と考える。あるいは、「脱原発に舵を切

れ」と連合前でアピールするとか。そのような

行動こそが「組合ならではの活動だ。労組があ

って良かった」と世の人に言わしめるのではな

かろうか。世の評価のために組合活動があるわ

けではないことは承知のうえで。それだったら

「動員されて旗をふってもいいな」と、わたし

は思う。

スリーマイル島原発事故から数年後のこと

だ。テレビ番組か映画を録画したビデオを見る

機会があった。その一場面で、原発や核燃サイ

クル基地を下北半島などの“僻地”につくるこ

とをどう思うかと街頭インタビューで問われ

た東京のサラリーマンが「 人死ぬより、１人

原発エレジー 

  都市民に敵視される福島被災住民 

長岡義幸（フリーランス記者） 
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死ぬほうがいい」と応えた。この受け答えを見

て涙がとまらなくなったものだった。原発地

帯・予定地に暮らす者は、都市生活者に、死ん

でもかまわない存在として扱われていたのか、

と。私の実家は福島第一原発から ちょっ

とのところにあり、実家の畑は、東北電力の浪

江・小高原発の予定地になっていた。

昨年 月の大震災では、その実家は津波に流

され、今年の 月まで警戒区域となって、立ち

入りを制限されていた。原発事故の放射線によ

る直接の死者はいまのところ確認されていな

いし、たぶん今後もそれほど放射線被害が拡大

することはないと思われるものの、この地で暮

らせるかといえば、遠い将来になるだろうこと

は覚悟せざるを得ない。子ども時分から、原発

に何かあれば、ここには住めなくなるかもしれ

ないと思っていたことが現実となってしまっ

た。

今回の事態に直面して、 年ほど前に見たビ

デオの記憶がよみがえり、その後、ひょんなこ

とから、何の映像だったのかがわかった。広瀬

隆さんの『東京に原発を！』の文庫版に記され

ていた。

それは、 年 月 日に放映された日本

テレビのドキュメント 「東京に原発がやって

くる」という番組だった。ところが、サラリー

マンは「 人殺すより、 人殺したほうがいい

ではないか」とコメントしていたという。私が

思い出した「死ぬほうがいい」ではなく、もっ

と露骨な「殺したほうがいい」というのが正確

な発言だった……。

心臓が締め付けられる思いがした。原発地帯

で暮らしている（いた）者は、「死んでもいい」

のではなく、「殺されてもいい」存在だったの

である。

       

原発事故直後、高円寺や新宿、明治公園など

で開かれた反／脱原発集会・デモに積極的に参

加した。だが、徐々に違和感を覚えるようにな

り、足が遠のいてしまった。とりわけ官邸前行

動を筆頭にした、一部の反／脱原発デモ・行動

には、不快感さえ抱くようになっていた。なぜ

そう思うようになったのか。

沖縄のオスプレイ配備反対を典型にする反

基地運動と現下の反／脱原発運動を比較して

気がついたことがある。沖縄の行動は、沖縄を

蔑ろにする政府・米軍という権力と対峙した取

り組みである。私は、基地に反対する沖縄民衆

を無条件かつ全面的に支持する立場である。

一方、私が反／脱原発運動に乗れなくなった

のは、こんな感情からだった。

以前と以後の反原発運動は、大きく様変

わりした部分がある。かつての運動は、都市（電

力消費地）と農村（原発地帯）が連帯し、とも

に政府や原子力産業を追及していた。だが、い

まや主流となった反／脱原発デモ・行動には、

都市と農村を分断し、地方を攻撃し、対立を煽

る方向の言説が流通するようになっていた。

全原発が停止した 月、代々木公園での出来

事だ。ランキンタクシーというラッパーが「甘

い言葉に踊らされ／大事なふるさとサヨウナ

ラ／いくら泣いてもいくら泣いても後の祭り

／札束の山に目がくらみ／豊かな暮らしと勘

違い」などと歌い、福島県民、とりわけ第一原

発の立地町である大熊、双葉の住人に悪罵を投

げつけ、矛先を向けてきた。集会では、参加者

がランキンタクシーとともに歓声を挙げてい

た。その様子はすべて で確認すること

ができる。

沖縄が対権力の闘いだとすれば、反／脱原発

デモ・行動の一部は、被災地たる福島の住民（な

かでも彼らと一緒に行動しない住民）を敵とす

る運動を組織していたのだ。対権力（だけ）で

はなく、対福島、あるいは対住民との係争と化

しているのである。かつての無関心層とともに、

容認派や、東京には原発をつくるな、地方の原

発地帯の人間は殺してもいいと考えていた者

らが、内省なしに、反／脱原発に転じたからだ

ろう。

あるいは、震災瓦礫問題。宮城や岩手の震災

瓦礫を放射能瓦礫だと見なして搬入を阻止し

ようとしている「拡散反対派」は、国や行政を

批判しつつ、拡散反対に懐疑的な岩手や宮城の

住民、ときに震災瓦礫の広域処理とはかかわり

のない福島の住民にまで悪態をつく。汚染を拡

散するな、汚染された瓦礫は福島に集めろと訴

え、これに反対する者は、まるで「非国民」か

のようにレッテル貼りするのが常だ（私は「非

国民上等」ではあるが）。彼／彼女ら都市生活

者にとって、平穏な暮らしを破壊した原因をつ

くった原発立地地帯の人間は、憎しみの対象な

のであろう。だが、福島にも子どもはたくさん
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暮らしているのに、その福島を瓦礫の集積場

（最終処分場）にしろという者どもの「子ども

を守れ」の声がむなしく響く。

原発事故後、新たに反／脱原発運動に参加し

た都市生活者の多くが沖縄問題に取り組まな

いのは、ある意味、当然である。彼らの主張の

ベースは、東京（都市）を汚染地帯にするな、

ゴミは原発地帯に捨て置けと主張し、「いまま

での生活を守れ（もとの生活に戻せ）」と訴え

るものだ。誰かのための運動ではなく、自分の

ための運動という側面のほうが強い。いわば生

活「保守」運動である。自らに累が及ばなけれ

ば、興味も関心もないのは、すでに事故前の原

発に対する態度で実証済みだ。従って、もとよ

り沖縄など眼中にない。

原発地帯は、実は昔も今も都市の捨て石でし

かなかった。そのうえ、いまや（反／脱原発運

動に加わる一部の）都市住民は、原発地帯の住

人を敵とまで見なす。原発反対の声が大きく広

がったとて、都市のつけを地方に回すというの

は、原発事故前も事故後もまったく変わってい

なかった。むしろより剝き出しになっていた。

ただ、都市と農村の相克は温存されるものの、

反／脱原発が“過激派”による運動だとレッテ

ル貼りされ、（現在、反／脱原発運動に加わっ

ている多くの人々も含めて）敵視あるいは無視

された過去を思えば、皮肉といえば皮肉なのだ

けれど、かつて原発反対の声を敵視・無視した

人々が加わり、多数派に依拠する「保守」運動

に転じたことによって、原発そのものがなくな

る日が近づいてきたのは確かだろう。

福島第一原子力発電所事故から、 年半、大手マスメディアによる情報操作により、私たち日本人

は、原発事故があったことさえ忘れようとしています。昨年 月には、野田総理大臣による事故の

収束宣言がなされたものの、 号機などの危機的な状況が今も続いていることは周知の事実です。

この緊急事態が続いている中でも、福島にいる私たちは、通常の生活を送ることを強制されてい

ます。爆発当初には、 の情報を隠され、ヨウ素剤の配布も行われずその後も文部科学省によ

る年間被曝線量を子どもを含めて に引き上げられました。緊急事態だったはずなのに、いつ

の間にか福島は、安全だということになっています。 しかはなれていないところで、原発が

基も爆発したというのに。加えて給食への地元食材の使用、表土撤去をされない μ を超える校庭

での体育授業。子どもを守るべき学校が子どもたちを被曝させるのです。風評被害払拭のために子

どもたちが犠牲にされています。

毎日新聞 年 月 日の記事で、福島県で実施されている「県民健康管理調査」において、県

が事前に委員を集め、原発事故と甲状腺がん発生の因果関係を否定する意見の統一を図る秘密会が

実施されていることが明らかにされました。「県民健康管理調査」自体が、国が被害を補償したくな

いために健康被害を隠蔽する目的で作られたと考えざるを得ません。子どもの命と向き合おうとし

ない、この結果は、隠し通せるものではないのに。

これまでの子どもたちに対する甲状腺検査でも ％を超える子どもの甲状腺にのう胞や結節が

見つかりました。こんなに異常が出ているにもかかわらず、 次検査は不要、 年後の検査で大丈夫

と言いくるめようとしています。

私は、原発事故後、政府やＴＶからの情報が信じられず、原発関連の本を買いネットで調べて、

勉強しました。そして自分の無知から子どもたちを危険な目に合わせてしまったことをずっと後悔

し続けています。国や自治体に福島の子どもたちの疎開を訴えてきましたが、手遅れになってはい

けないと思い、去年の夏休みに娘２人を米沢へ転校させました。これが今、私が子どもにしてやれ

る精一杯です。

私自身は、米沢から福島の職場へ毎日通勤していますが、福島市内で高校生たちが、ランニング

福島発リレーエッセイ「被災と向き合う日常から」② 

子どもたちの命を守りたい 
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したり、赤ん坊を抱いたお母さんを見るたびに、胸がつまりそうになります。

本当に大丈夫なんですか。何かあったら、責任とってくれますか。子どもの体を元通りにしてく

れますか。

国は、何度も私たちを裏切ってきました。もう信用することはできません。子どもの命は、自分

で守らなければならない国です。

これ以上、子どもたちを被曝させない、放射能汚染を日本全国に広げない、私たちが将来の子ど

もたちのために今やるべきことです。私たちは、誰かに判断してもらうのではなく、自分で調べて

考え行動すべきです。

そして、力を合わせて、これほど危険な原子力発電をやめさせなければ日本の未来はないと思い

ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書  評 

『独立国家のつくりかた』 
坂口恭平著 

2012年5月発行 
講談社〈講談社現代新書〉 

坂口恭平さんという人をご存知です

か？（０円ハウスや都市型狩猟採集生活

で有名！）原発事故後、経済より命と迷

いなく動き、人を支援した彼の行動力、

その考え方を読んで、同世代として共感

多々。こういう人、最近増えてきている

と思います。30 代の思考研究にぜひ。 

（橘田結唯） 

『検証 原発労働』 
日本弁護士連合会編 

2012年1月発行 
岩波ブックレットNo.827 

原発の作業労働者の証言と実態が、簡

便に短時間で読みきれる。作業員の過酷

な環境とそれをやむなくさせている社会

構造とお金の流れ、責任を取らない東電

や企業、違法・脱法行為が平然と行われ

ている背景が、記述されている。なかな

か知りえない現場の実態がなまなましく

書かれている。読みながら怒りや憤りが

こみあげてくる。 (小川富弘) 
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