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私は福島原発事故以来、日本の政治が大きく

変わったと思っている。 

 一つは情報分野における国民の関心の変化で

ある。 

 今一つは原発を契機にしての、国民の政治へ

の取り組み姿勢である。 

 多くの国民は、原子力発電所を安全なものと

考えてきた。それだけではなく、原子力という

時代の最先端の技術を生かした発電所を持つこ

とに誇りさえ持っていた。しかし、福島原子力

発電所の事故で、いったん、事故が起これば取

り返しのつかないことになることを思い知らさ

れた。 

 改めて見直すと、原子力発電所に対して、警

告を発していた人々は存在した。 

 高い評価を受けた本に高木仁三郎著『原子力

神話からの解放』（2000 年出版）がある。ここ

では「『原子力は安全』という神話」から脱して、

「『原子力事故は必ず起こる』ことを前提に」と

主張している。 

 それよりも、国の中心でも、議論されていた。 

 国政の中心中の中心である衆議院予算委員会

で、である。 

 2005年 2月 23日、石橋克彦神戸大学教授は、

衆議院予算委員会公聴会で「迫り来る大地震活動

期は未曾有の国難である」という論を展開した。 

 主な論点をみてみたい。 

● 日本列島の大地震の起こり方にはですね、

活動期と静穏期というのが認められます。 

● 現在、日本列島はほぼ全域で大地震の活動

期に入りつつある、ということはほとんど

の地震学者が共通に考えております。 

● （大地震の際には）大津波が生ずる訳です。

海岸の地形や何かによってはインド洋の大

津波（スマトラ沖地震）に匹敵するような

ことが起こる場所もあるかもしれません。 

● 日本の場合、53 基の原子炉が今ありますが、

地震には絶対安全だということになってお

ります。 

● アメリカでは地震現象というのは、地震と

いうのは原子力発電所にとって一番恐ろし

い外的要因であるというふうに考えられて

おります。といいますのはですね、普通、

原発の事故というのは単一要因故障といっ

て、どこか一つが壊れる。で、その場合は

多重防護システム、あるいはバックアップ

システム、安全装置が働いて、大丈夫なよ

うになるというふうに作られているわけで

すけども、地震の場合は複数の要因の故障

といって、いろんなところが振動でやられ

るわけですから、それらが複合して、多重

防護システムが働かなくなるとか、安全装

No.14 

 
2012年 12月 6日発行 

原発事故は日本の政治をどう変えたか 
孫崎 享（元外務省情報局局長） 

1 



置が働かなくなるとかで、それが最悪の場

合にはいわゆるシビアアクシデント、過酷

事故という炉心溶融とか核暴走とかいうこ

とにつながりかねない訳であります。 

 

 石橋教授は炉心溶融の危険を警告していた。

そして、福島原子力発電所の事故で現実に起 

こった。でも、石橋教授の議論を知っている人

はほとんどいなかった。日本のマスコミは報じ

なかった。原子力は安全だという報道に終始し

てきた。 

 では、福島原子力発電所の事故の後、報道は

どうなったか。 

 石橋教授の、地震では「多重防護システムが

働かなくなり、炉心溶融につながりかねない」

という論点は真剣に議論されたか。 

 されなかった。福島原子力発電所の事故原因

を頑なに、「想定外の津波」にしている。「地震

が福島原子力発電所の事故原因である」という

ことになると、日本全国にある原子力発電所が

運転停止になるかもしれない。それで「想定外

の津波」だけが原因として繰り返された。 

 ついで、原子力発電がなければ電力不足とい

う論が、盛んに説かれた。実態を詳細にみれば

誇張だということがわかる。 

 日本の国民は、政治家、官僚、大手マスコミ、

大学教授という権威のある人々の発言を信じて

きた。しかし彼らこそ、原子力発電は安全だと

してきた張本人である。それだけではない。福

島原発事故以降も、原子力発電所は安全と説い

ている。 

 ここから、多くの人々は、大手メディア以外

の部分に情報を求め始めた。すでに高木仁三郎

著『原子力神話からの解放』でみたように、本

の分野では貴重な情報が存在している。それに

もまして、役割を増したのはソーシャル・メデ

ィアである。原発事故を機にソーシャル・メデ

ィアの需要が一気に増した。今、日本ではソー

シャル・メディアを使い独自に情報を模索して

いるグループと、依然として大手メディアの流

す情報を受動的に受け取っているグループの間

に情勢判断に大きな格差が出ている。 

 今一つは原発をめぐる一般の人々の動きであ

る。 

 今日浜岡原子力発電所は停止している。経済

産業省は原子力発電所の再稼働をめざしている。

本音ベースでは民主党政権は再稼働を目論んで

いる。読売新聞などは盛んに原子力発電所の再

稼働を主張している。これを支持する学者が依

然としている。中部電力は再稼働を狙っている。

こうした動きにもかかわらず、浜岡原子力発電

所は停止している。これらは浜岡原子力発電所

周辺の住民の反対による。住民の意思が強い政

治力を発揮している。 

 今一つは首相官邸前の再稼働反対デモであろ

う。主催者ですら、このデモがこれほど長期間

続き、多くの人々が参加するとは想定しなかっ

た。 

 このデモは従来と異なる様相を示している。 

 通常、デモは特定組織が指導的役割を演ずる。

しかし、このデモに参加する人々は誰かに指示

されて参加しているわけではない。地下鉄の霞

ヶ関駅や国会議事堂前駅に、ふらっと来る。参

加して、また自分の意思で帰っていく。かつて

のデモは短期決戦、何かの目的を達成すること

を目指した。しかしこの動きは短期を目標とし

ていない。一人ひとりが、「原子力発電所は再稼

働すべきでない」「自分でできることをやろう。

今はデモに参加することだ」とデモに来る。 

 私はこの原子力発電所の再稼働反対の動きが、

政治勢力に発展していくことを強く希望してい

る。原子力発電所の再稼働反対の動きは根本的

なことを問うている。「政治で最も重要視すべき

は国民の安全ではないか」、「政治は国民の声に

いかに近いところで判断できるかではないか」。

多分、原子力再稼働反対の勢力は TPP、オスプ

レイ、増税等他の問題でも国民の見解をより反

映させる政策を志向すると思う。 

 

（同内容を含む新書を、2013 年 2 月、筑摩書房よ

り刊行予定） 
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 3・11 から数日間のことは強烈に記憶に刻ま

れているのだけれど、思い出すことは精神的に

重い労働だ。 

 それ以前から――具体的には浜岡原発の事故

を想定して、家族を守るためのひと通りの装備

は備蓄していた。自分が所属する『世界』では、

2011 年１月号で原発問題を特集してもいた。だ

から、地震直後、どのような事態があり得るの

か、なんとなくわかった。そして、おののいた。 

 原発が次々に爆発していく、悪夢のような光

景。私が避難を決めたのは 14 日夜、首都圏に

も放射能が到達しつつあるという情報を受けて

のことだった。生まれて 1 年余りの息子は守ら

なければいけない。私は家族を連れ、愛知県の

妻の親戚宅に難を逃れた。妻の職場の了解を得

る余裕はなく、以降、放射能汚染と向き合う姿

勢の温度差というものが、さまざまな人間関係

に微妙な陰影を与えるようになった。 

 深夜の東名高速。対向車線を、とだえること

なく救援車両が向かっていく。東へ。被災地へ。

数百台、いや何千台という警察や自衛隊、消防

などの車両。自分が西に向かっていることが許

しがたく思えた。そして、「国家」という存在の

凄味を感じた。 

 高速道路から愛知県の地方都市の市街地にお

りたのは、15 日の未明だった。ガソリンスタン

ドでガソリンが購入でき、コンビニに水や電池

が並んでいる。平静な市民生活がそこにあると

いう安心感と違和感、深呼吸できる肉体的な解

放感と、今後の状況によってここも安全とは言

えないという不安感と――そして、私は仕事を

どうするのか。 

 この事態にあって、言葉が無力であってはな

らない。それは『世界』編集部の同僚の中で共

有していた意志であった。しかし、進行してい

る事態がどこまでの状況に陥るのか、まったく

見通しは立たない。放射性物質の大規模な放出

が止まらなければ、福島第一だけでなく、福島

第二までも手の付けられない状態になる可能性

は、決して空想次元の話ではない。東京で編集

作業が可能であるのかすら見通しのつかない事

態の中で、自分がここでこのままでいていいの

か、という焦燥感が募った。 

 ジャーナリストであり親しい友人でもある布

施祐仁から、私の携帯に着信があったのは、愛

知に避難した翌朝のことだった。 

「福島の原発周辺で住民が置き去りにされてい

る。ツイッターで避難させてほしいというメッ

セージがあった。これから現地に行けないか」 

 即答できなかった。現地では文字通り懸命の

冷却作業が進められているが、さらなる状況の

悪化も考えられる。避難先に妻子をおいて原発

周辺に行くこと、これは決断が必要だ。 

 布施は、「もし僕たちに何かあっても、それで

救われる命があるならいいじゃないか」といっ

たことを、まじめに発する。だが、熱意はあっ

ても、彼には運転免許がない。 

 行くしかないだろう。妻には、「救援物資をも

って栃木まで行く」とだけ言った。 

 奇跡的に、ガソリンが満タンのライトバンを

借りることができた。もともとヒロシマの被爆

者やイラクの戦争被害者も取材していた布施は、

ヨウ素剤も入手していて、出発前に服用した。

現地へ向けて、高速道路を使うために、前夜、

丸の内警察署で通行許可証をもらっておいた。 

 内部被ばくを避けるため、二重にマスクをし、

使い捨てのカッパをはおる。事故直後、ツイッ

ターで助けを求めていた人（後に高校生だった

と知った）は無事、避難したようだったので、

福島の中通りの人たちからの支援物資を福島イ

ンターの近くで大量に積み込み、浪江や飯舘を

通って、浜通りの南相馬市へ向かった。市長が

『ルポ イチエフ』 ３・１１後 

熊谷 伸一郎（岩波書店労働組合） 
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インターネットを通じて SOS を発していたか

らだ。 

 地震の影響で道路は波打ち、ところどころ大

きな亀裂が走っている。山道に入ると雪も残っ

ている。大量の物資で重量を増したライトバン

の運転は、事故を起こした際に救援が来ること

などありえない、という自覚もあって、緊張を

強いられた。福島のこのあたりは、バイクツー

リングで毎年来ていた場所だから、道を知らな

いわけではない。まったく無人の街並みが、だ

からこそ哀しい。私たちの通った道がその時、

毎時数百マイクロシーベルトの放射線量に達し

ていたことは、後に知った。 

 すれ違う車、時に前後につく車の多くが、大

量の荷物を積んでいる。避難する人たちなのだ

ろう。見たことのない自衛隊の装甲車が、聞い

たことのないサイレン音を鳴らして次々に通り

過ぎていく。後で聞いたが、この日、南相馬の

沿岸部で初めて行方不明者の捜索が行われたの

だという。装甲車は遺体の運搬車だった。 

 南相馬の市役所脇の体育館に、救援物資をお

ろす。東京のある区から飲料水などの救援物資

が運び込まれていた。市長の SOS が You Tube

で流れて、多くの救援物資が入り始めたという。

おむつなどを自家用車に積んで新潟から来たと

いう若いカップルもいた。 

 物資をおろしたあと、沿岸部に行った。津波

による破壊のすさまじさは、表現しようもない。

この光景が数百キロにわたり続いているのだと

すれば、復旧や復興は、どうすれば可能なのか

……。 

 帰り道、布施が言った。いま、原発で緊急作

業にあたっている労働者の多くが福島県民であ

り、彼ら自身が被災者であること、そして、彼

らが命を賭してでも原子炉をしずめようとして

いるのは故郷を守るためであろう、ということ

など。 

 私たちは、被ばくはしただろうが、無事とい

えば無事に帰ってきた。以来、布施はくり返し

現地に行き、原発の事故収束にあたっている労

働者を取材しつづけ、小社から『ルポ イチエフ』

を刊行した。原子力事故の対応作業という苛酷

さと、その苛酷さを放置し、そのことで利益を

あげてきた「原子力ムラ」に切り込んでいる。 

 事故は「収束」などしていない。だが、必死

で事故の拡大を食い止め、収束させようと努力

している人たちがいる。彼らなしに私の生活は

ない。政治の混乱を横目に見ながら、歯噛みし

たいような気持ちが、どうにもおさまらない。 

 

 

 

 

 

 

第 57 回はたらく女性の中央集会は 11 月 10

日(土)・11 日(日)に、京都駅近くの京都テルサ

で開かれました。10 日はよい天気で紅葉の始ま

った京都は大変な賑わいでした。京都駅のごっ

た返しようは半端ではありません。 

 「原発ゼロへ つくろう 命まもり、はぐく

む社会を／なくそう貧困 輝いて働こう ジェ

ンダー平等へ／ひろげよう！ 憲法・くらし・

平和守る女性の共同を」をスローガンに、1 日

目は分科会で、見学や体験も含め 10 の分科会

が開かれ、全国各地から集まった女性たちが学

び、語り、討論しました。2 日目の 11 日はあい

にくの雨模様でしたが、全体会を目指して 700

名近い参加者がテルサのホールに参集し、外の

冷たい雨が嘘のように熱気に包まれていました。

基調報告や文化行事とともに、安斎育郎・立命

館大学名誉教授の「放射能災害と私たちの生活」

と題する記念講演が行われたのです。 

 あの 3・11 から 1 年 8 か月、放射線防護学が

専門だからというのはもちろんですが、安斎さ

んは幼い時に福島県で疎開生活を送ったことも

あり、まさに故郷での原発事故としてご自分の

安斎育郎さんの講演｢放射能災害と私たちの生活｣を聞いて 

木村 悦子（大修館書店労組・出版女性会議事務局長）
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問題としてとらえておられます。今回の講演で

は、原発事故の理科的な側面ばかりでなく社会

科的な側面からもお話を伺えました。 

 安斎さんは「隠すな、嘘つくな、故意に過小

／過大評価するな」というのが大切な 3 原則だ

と、まずは強調されました。当時の情報の錯綜

ぶりや、その後のいろいろな報道、後から出て

くる正反対の数値や事情、あきれるほどの右往

左往が思い出されます。現在の原子力規制委員

会もどうなっているんだか、とも思ってしまい

ます。はたしてこの 3 原則は守ることができる

のでしょうか、相変わらずお上は「由らしむべ

し知らしむべからず」と考えているとしか思え

ません。 

 放射線の影響については、確定的影響と確率

的影響があるということでした。確定的影響と

いうのは、外部被曝で急性の障害が出ること。

原子爆弾を投下された広島、長崎の被害がそれ

に当たります。確率的影響というのは、内部被

曝でやがて癌などの形で影響が出てくる影響の

ことです。「当たりくじ型影響」とおっしゃるよ

うに、発症するかしないかは宝くじに当たるよ

うなものとのこと。未熟な細胞ほど影響を被る

ということで、子どもには特に影響が大きいと

のことであり、注目していかねばならないとい

うことでした。筆者の知人で、福島の子どもた

ちを夏休みなどに受け入れているボランティア

の話によると、体調がぱっとしないものの検査

の数値などでは何の問題もない子どもたちがし

ばらく福島を離れると体調がよくなるというの

です。どこまで原発事故の影響なのか検証され

ていることではありませんが、安斎さんの話を

伺うとそういうこともあるのではないかとうな

ずけました。事故発生後多くの外国人がさっさ

と東京を離れたそうですが、やはり知人である

フランス女性はお子さんを連れて夫の実家が北

海道にあるのを幸いに引っ越していかれました。

彼女は、フランスでのチェルノブイリ事故の記

憶があるので、子どものためには関東にはいら

れないと言っていました。移住先がある人はい

いのですが……。 

 被曝の実態をきちんと把握したいと思うので

すが、正しい情報とそれをどう判断把握するか

ということが課題だと思います。「過度に恐れず、

事態を侮らず、理性的に怖がる」ことを求めら

れますが、安斎さんはそれは易しいことではな

いとも言われます。せいぜい報道やインターネ

ットの情報に注意を向けておくくらいが限界か

もしれませんが、日常に紛れて目をつむるより

はましでしょうか。 

 政府の原発政策について伺うと、あらためて

暗澹たる気持ちにさせられました。現在、54 基

ある原子力発電所は核軍備競争の真っただ中で、

安全性を欠いたままで日本に導入されているこ

と、原発開発促進には石油ショックが大きな引

き金になり、米国の対日エネルギー政策や、電

力会社、官僚機構、御用学者、安全神話等々に

よって、ここまで多くの発電所が作られたこと

が理解できました。「原発をこんなにいっぱい持

つ国が戦争などできるはずがない」とも言われ

ましたが、北朝鮮のテポドンの精度が上がれば、

沿岸にある原発を１基でも狙い撃ちすれば、ヒ

ロシマ・ナガサキの何倍もの核爆弾が爆発する

ようなものだということです。講演を伺った後

になりますが、核爆弾だ、国防軍だなどという

のは愚の骨頂としか思えませんね。そういう

人々をしっかり注視し、かっこいい（？）きっ

ぱりとしたかのような言辞に惑わされないよう

にしなければと思います。 

 安斎さんは、「だらだらと原発依存社会を続け

ることは許されない。『原発ゼロの選択』へ明確

に政策的な舵を切るべきだ」と強調されました。

また、ヨーロッパに比べて豊富な太陽光や水力

の状況を指摘し、「日本は自然エネルギー中心の

社会に転換することはできる。その決断が必要

だ」と言われました。原発は大事故もさること

ながら、停止した後も無害化するまでに 10 万

年もかかろうかというような想像を絶する巨大

な廃棄物だということもあわせ、もう国任せ、

専門家任せという姿勢ではいられないというこ

とを、肝に銘じるべきと感じました。 

 目先ではない未来のために、「原発ゼロの選択」

を果たせるか否か、一人ひとりが問われること

になるのだと強く感じた講演でした。 
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 出版労連の専門部に出版・産業対策部という

のがある。その一部門に、私の所属する出版の

自由委員会がある。知っている人は少ないし、

メンバーは極少だが、出版労連にはそういう委

員会もあるんです。 

 出版の自由委員会は、1990 年代の有害コミッ

ク規制に対する反対運動として組織された。大

手版元のマンガ編集者などが参加して、規制に

対する抵抗と対抗を具体的に打ち出していく機

関として大いに闘ったが、版元各社が「自粛」

へと足並みを揃えていく中で、そこに働く版元

労働者らの規制反対運動自体は収束していく。

出版の自由委員会はその後、個人情報保護法な

ど、報道機関や取材者を狙い撃ちしたり、今般

の秘密保全法のように、取材者のみならず国民

全体の知る権利を奪う悪法に反対する運動とし

て、悪法反対への活動を続けている。かつては

出版の自由の規制に対し、版元労働者自身が立

ち上がったが、現在は主としてフリーランサー

が活動を担う。 

 政府や大資本は常に国民の目から、都合の悪

い真実を隠そうとする。隠すだけでなく、見え

ないようにしてしまいたいし、探り出そうとす

る人をうっとうしいと思っている。さらには、

政府は探り出そうとする人々の手足を縛る法律

を作りたいと思っている。探り出そうとする人、

すなわちジャーナリストである。 

 1980 年代の国家機密法以来、そのような法案

が繰り返し現れては葬り去られたが、報道規制

や大手報道機関の御用マスコミ化は進み、国民

の知る権利と出版の自由は後退の一途をたどっ

た。出版はいま、たいへんに不自由な時代にあ

る。 

 そのことは、3・11 後の状況を見ても明らか

だろう。政府や東京電力は隠そうとし、伝える

側の追及は甘かった。原発ムラの学者を動員し

て安全神話の言説を流布した。大手マスコミの

無力が露呈し、信頼を失った。それを明らかに

したのは、フリーランス・ジャーナリストやイ

ンディペンデント・メディア、Twitter などで

はなかったか。 

          ＊ 

 2012 年の出版研究集会（出版労連主催）の分

科会で、朝日新聞夕刊での長期連載で「原発と

メディア」の問題を正面から取り上げた朝日新

聞の上丸洋一編集委員を招いて、シンポジウム

「原発とメディア―原子力をどう伝えてきたの

か」を行った。原発推進論と慎重論の間を揺れ

ながら、結局は推進にシフトしていた朝日など

大手マスコミの報道の問題と、3・11 後に社是

を転換するに至った朝日の社内言論のダイナミ

ズムが見て取れる興味深いものだった。 

 企業籍ジャーナリズムとフリーランスの取材

手法の問題は、出版（取材）の自由を語る上で、

いつも俎上に乗るテーマだ。出版の自由と不自

由の問題を、原発問題をめぐる能動的な取材姿

勢の問題として考えることができたことは収穫

だったし、今後の出版の自由委員会の活動にと

っても示唆に富むものだった。 

 出版の自由に制限を加えようとするさまざま

な動きは絶えないが、出版の自由委員会でも原

発問題に当事者意識をもって取り組んでいきた

いと考えている。なぜなら、原発の取材に関し

て、取材の自由を侵そうとする動きが顕著であ

るからだ。 

          ＊ 

 3・11 直後に、海外を含む多くのジャーナリ

ストが被災地に入った。被災地に入ったこと自

体が注目されるような著名なジャーナリストた

ちが去ったあとに、被災地に通い続けている取

材者が、私の周りにも何人かいる。前者もフリ

ーランス、後者もフリーランスである。彼らは、

取材費は自腹。情報の洪水が去った今、掲載媒

体がなかなかないのが実情である。それでも車

言論・出版の自由と原発問題 ――被災地取材のフリーランスに発表の場を 

樋口 聡（出版労連・出版の自由委員会世話人／フリーライター） 
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に相乗りして、被災地に通い続けている。 

 彼らの地道な活動の中で、どこにもっともフ

ラストレーションを感じるかというと、同じ取

材者でありながら、企業籍（媒体所属）とフリ

ーランスの間に厳然と不公正がある点である。 

 どこに目に見える不公正があるかというと、

記者会見ひとつとっても企業籍を持たないため

に、政府や東電の重要な記者会見からも排除さ

れ、記者クラブもまたそれを是認する点である。 

 ジャーナリズムの中には、原発推進の社是か

ら脱却できない、あるいは積極推進の社もある。

発表ジャーナリズムの典型的な場で、原発推進

論の社が記者クラブの幹事社となる記者会見が、

政府や東電の姿勢を厳しく追及することはない。 

          ＊ 

 なぜ記者会見に入れないのかというと、フリ

ーランスがまつろわぬ人々だからにほかならな

い。隠す政府と、追及しない大手マスコミとい

う、管理され統制された構図の中に、フリーラ

ンサーが参加することで、3・11 後はジャーナ

リズムそのものを大きく変えることができたし、

大手マスコミはその中で信頼を失っていった。

フリーランサーたちはその後も、抗議して会見

場に入れることもあるかと思えば、また巧妙に

排除されたりが続いているという。会見を開放

するフリーランサーたちの運動の中で、会見を

自前で行ってしまう「自由報道協会」が設立さ

れたのはひとつのエポックだったが、問題は記

者クラブの既得権益を奪うことではなく、そこ

からインディペンデント・メディアやフリーが

何を伝えていくかだろう。出版の自由はフリー

ランサーだけのものではない。だが、フリーラ

ンスの取材する権利が担保されない報道の自由

はまやかしである。 

 被曝労働を、東京電力の労働者は下請けに請

けさせた。緩慢な殺人にも等しいと思う。フリ

ーランサー対企業ジャーナリストという図式に

は意味はないが、既得権益に安住するジャーナ

リズムは国民の知る権利を守れない。新聞やＴ

Ｖでは見えてこない被災地の姿をいま伝えるこ

とができるのも、大手マスコミの取材手法を批

判的に検証しているのもフリーランサーたちで

ある。そのことはぜひ知ってほしいと思うし、

彼らに発表の場をもっと提供してほしいと切に

願う。また、発表の場をかち取っていくこと自

体が出版の自由の拡大につながると思っている。 

 

 

 

 

 

気がつけば、原発事故から 1 年 8 か月。放射能汚染という「見えない被害」は、「命」を守るた

めの「当たり前の感覚」を確実に蝕んでいくように思える。目に見えない、匂いもない、痛くもな

い。まさに晩発性のウイルスに感染していくようだ。 

 多くの子どもたちは、マスクをしなくなった。除染されていない線量の高い芝生の上で花見をす

る家族連れがいる。川沿いの公園では、除染作業の重機が無造作に置かれているのと対照的に、土

手を下った河原で、若者を含む多くのグループが芋煮会に興じている。 

 市内の駅から 10 分程歩いたところに細い路地があり、一か所にブルーシートが被せてあった。

知人が「何だと思う？」と聞くので、「あれだよね」と答えた。「あれ」とは除染した土だ。「汚染土」

＝「あれ」でわかる会話って何？ そういう光景が普通にあるって、一体どんな世界なんだろう？ 

 学校での行事も、原発事故以前にどんどん戻されてきた。最初は春の運動会。それでも、マスク

をしながらの学校もあった。次はプールの授業の再開。高校ではマラソン大会が行われ、コースの

線量は地上 1ｍの高さで 0.8～1μSv あったが、学校側は「1μSv 以下なので走らせます。100mSv

以下なら専門家も問題ないと言っている」とのこと。生徒の命を守るための「無用な被曝を避ける」

という、発想と責任感が教育の現場からも遠ざかっている。 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』③ 

放射能汚染の中の日常 
Ｓ.Ｔ（福島市の子どもを持つ主婦） 
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 市議会では、市議の一人が「風評被害の払拭のためには、子どもたちが給食で地産地消をするの

が一番」と言った。一体「命」の他に何を守りたいのだろう。こうして、大人たちがどんどん加害

者になっていくと感じる。 

 そのたびに私たちは子どもたちを放射能から守ろうと学校や教育委員会に質問したり要望書の提

出など、働きかけをする。正直疲れるが、なんとか気持ちを奮い起こしているのが実情だ。 

 私は、2012 年の年賀状から出すのをやめた。こんな「日常」の何が「おめでたい」のか、ちっと

もわからないからだ。恐らく、この先もずっと、元の放射能汚染のない福島にならない限り、出す

ことはないだろう。 

 

 

『核大国化する日本 平和利用と核武装論』 

鈴木真奈美 著 

2006 年 8 月 780 円＋税 平凡社新書 

 

 本書は、日本が核拡散防止に躍起になる米国と

協定を結び、いかに「核燃料再処理工場」の建設

を可能にしたのか、その経過を明らかにしている。

核兵器保有論者（安倍自民党総裁）や「核抑止力

としての原発論」（石破自民党幹事長）などが政治

の前面に出てくる中で、格好の書。 （梶山 彰） 

 

 

『原発事故と被曝労働』 

被ばく労働を考えるネットワーク 編 

2012 年 10 月 1000 円＋税 三一書房 

 

 被曝労働は日本の使い捨て労働の典型だ。反原

発を掲げる労働組合としてこの問題を放置してど

うすると本書は訴えてくる。労働者が声を上げら

れない多重下請構造、問題が露呈しないようしく

まれた法制など、原発の闇をえぐり出す。被曝労

働問題にどう取り組むかを考えるうえで必読のテ

キスト。            （中村泰子） 

 

『広島の消えた日―被爆軍医の証言［増補新版］』 

肥田舜太郞 著 

2010 年 4 月 1700 円＋税 影書房 

（初版は日中出版、1982 年） 

 

 広島で被爆、その後現在まで被曝治療に生涯を

捧げる肥田医師の自伝。被爆（被曝）の実態を知

るための好著でありつつ、前半部分で描かれる終

戦間際の軍医時代、不条理の中で上官に直言し問

答になるシーンは、かの大西巨人の小説『神聖喜

劇』の一場面を髣髴とさせる。   （米森俊輔） 

 

 

 

 

 

『まだ､何もはじまっていない 

原発のない未来へ』 

●編者 ：出版労連・原発問題プロジェクト委員会 

●発行 ：日本出版労働組合連合会 

●ISBN ：978-4-931439-92-4 

●定価 ：700円＋税（※送料実費） 

問合先：出版労連（TEL：03-3816-2911 ／ FAX：03-3816-2980）担当：坂井 

 

好評発売中 

今月の漫画 ＆ 書評 
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