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 文明の終焉期に流行するものが 2つあるとい

われる。科学技術万能主義とカルトである。と

ある終末説によれば、2012 年 12 月に人類が滅

するとされ、それが真実であれば、この拙文が

目にふれることもないはずである。目にふれる

ことをもって、とりあえずの新年の祝賀とさせ

ていただきたい。 

 

 さて、1986 年、チェルノブイリ原発事故の折

のこと。さして親しくない友人から、聖書の中

の「ヨハネの黙示録」のくだりを示されたこと

がある。 

「第三の御使が、ラッパを吹き鳴らした。する

と、たいまつのように燃えている大きな星が、

空から落ちてきた。それは、川の三分の一とそ

の水源との上に落ちた。この星の名は『苦よも

ぎ』と言い、水の三分の一が『苦よもぎ』のよ

うに苦くなった。水が苦くなったために多くの

人が死んだ（黙示録 8 章 10、11 節）」 

 チェルノブイリはロシア語で「苦よもぎ」と

いう意味である。「それみたことか」――その「預

言者」の高揚した表情が、今なお私の記憶にあ

る。 

 そして福島第一原発事故の後も、多くの「預

言者」が現れた。カルトのそればかりではない。

「事故は起こるべくして起きた。それみたこと

か」と。しかし、なぜ予見していたにもかかわ

らず事故を防ぐことができなかったのか、その

弁を聞くことは尐ない。 

 黙示録（アポカリプス）は、世の終末を暗示

した言葉を記したものだ。単なる予言の書では

なく、隠された真理が示されるという。その不

気味な内容のため、教会の説教でも引用される

ことはほとんどない。「（黙示録は）壮大な誤植

である。聖書から除くべき異端の書」と言う者

さえいる。しかし、これまで長年にわたって訂

正されずにきた「誤植」には、それなりの意義

を読み取るべきである。 

       

 黙示録は、千年王国にも言及する（20 章 4

節～7 節）。終末の日が近づき、神が直接地上を

支配する千年王国（至福千年期）が間近になっ

たと説く。しかし憂慮されるのは、その至福の

期間中にも核廃棄物は残るであろうことだ。高

レベル放射性廃棄物の半減期は約 10 万年であ

る。千年王国が何回必要となるのだろうか。原

発事故の惨状、放射性物質の処分問題などを思

うにつけ、人類の滅亡を予感させる黙示録的世

界と現代が紙一重に思える。 

 悪魔（サタン）は千年の間封印されるが、再

び復活し、人類をだまして聖なる都を襲うとも

いう。放射性廃棄物はいつまで封印され得るの

     

No.15 

 
2013年 1月 9日発行 

地獄の黙示録考 
浩 

 

内田 浩（原発問題委員会事務局長） 



2 

か。責任を負うと政治家は語るが、いったいど

のように 10 万年後の責任を負えるのだろう。

廃棄物処分の技術を持たないまま、とりあえず

核技術のみを利用したという事実を、後世の人

はどう見るだろうか。 

まさしく、「悪魔の力と契約を結ぶもの（マ

ックス・ウェーバー）」である。そして原発を維

持することは今や罪である。これは一信仰の問

題ではなく、目の前にある、しかし隠された現

実である。 

 周知されているように、事故当日から現在ま

で事故現場で作業する労働者の被曝の程度は正

確にはわからないという。それどころか、さま

ざまな隠蔽工作すら行われている。再び黙示録

に言う、「これらの災いに遭っても殺されずに残

った人間は、自分の手で造ったものについて悔

い改めず、なおも悪霊どもや、金銀銅石木それ

ぞれで造った偶像を礼拝することをやめなかっ

た。また彼らは人を殺すこと、まじない、みだ

らな行い、盗みを悔い改めなかった（黙示録 9

章 20、21 節）」。千年王国に入るための条件は、

悔い改めである。 

 また、この期に乗じて、多くのトリックスタ

ーが現れ、世を惑わしている。これまでの国家

のあり方を見直すべき時だと言う者や、「天罰」

発言をする一方で、科学技術の成果を享受する

べく原発を維持しようとする者が現れた。安直

な言説を弄し、「まじない」を駆使する預言者た

ちにだまされてはならない。 

 「3.11」は、われわれはものの考え方、世界

観に影響を与えるものであった。近代の科学主

義、技術万能主義への痛烈な打撃でもあった。

現代人は、人智を超えた圧倒的な力への畏れを

失っているのではないか。 

 

終末論が折々に立ち上がってくる背景は何

か。そこにわれわれ人類への警告を読み取るか

らではないだろうか。核反応によって放射され

うる核エネルギーには限界がない。あるとすれ

ば、制御不可能という限界である。核エネルギ

ー利用には莫大なリスクが伴い、人間の一瞬の

ミスを見逃さず、われわれを地獄へと導く。 

 「苦よもぎ」の惨事があったにもかかわらず、

そこから警告を読み取らず、わが国はその後、

東海村 JCO 臨界事故や美浜原発事故などを起

こした。そして今回の福島原発事故――。 

 まもなく「3.11」から 2 年になる。事故が黙

示した真理から目をそらし、何もなかったかの

ように振る舞う人が増えた。そのような社会は

黙示録的光景として映じる。事故の「教訓」を

再び忘れ、文明の利便性のみを追求しようとす

るとき、本当に人類は終末を迎えることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 年 11 月 3 日（土）～4 日（日）、出版労

連の震災復興支援活動の一環で、南相馬市小高

区でのボランティア活動に参加してきました。

募集は、土曜から月曜の 3 日間でしたが、私は

土・日のみの部分参加でした。参加者は運営委

員を含めて 8 人。メンバーに恵まれ、楽しい活

動でした。以下、概要です。 

 1 日目は移動日。朝 10 時に出版労連本部で集

合し、レンタカーのミニバンで福島へ。途中、

二本松で作業着など装備品を購入し、夕方、当

日宿泊する伊達市月舘町のつきだて花工房に着。

つきだて花工房は宿泊・研修・会議用の複合施

設で、併設の交流館では、地元産の野菜を直売

したりしています。本当はボランティア用の簡

易宿泊所に泊まる予定でしたが、土曜は満員だ

ったため、つきだて花工房に泊まることになっ
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たのです。しかしそのおかげで、交流課の金澤

さんの話を聞くことができ、ボランティア初心

者の私としては貴重な機会になりました。金澤

さんには、ウクライナ製の放射能測定器を使っ

ての野菜の測定現場を見せていただきました。

夜は金澤さんの畑の野菜で豚汁を一緒に作り、

サンマを炭火で焼いて食べ、遊びに来たのか、

と思うような楽しい晩ご飯となりました。食後

は車座になって金澤さんから震災後のご苦労を

聞きました。つきだて花工房でのエコツアー受

け入れなどの活動が軌道に乗り始めた矢先に原

発事故が起こり、すべてが狂ってしまったこと。

放射能被害と風評被害の両方で特に高齢の農家

の方々がすっかり気を落とされていること。ま

た、フクシマというカタカナの地名が穢れの烙

印を押されたようで強く抵抗を感じるというこ

となど、印象に残りました。 

 翌日は 5 時半起床、8 時に南相馬市ボランテ

ィアセンターで受付をしました。市の社会福祉

協議会から委嘱を受けたボランティアセンター

という性格からか、社協の課長が挨拶をしたり、

何度も来ているボランティアの方に額入りの表

彰状（！）が渡されたり、以前行った遠野のボ

ランティアセンターとはかなり様子が違ってい

て、尐し驚かされました。作業は 8 人一組で個

人宅の草刈りを割り当てられ、センター備付の

道具とミニトラックで現場へ。センターおよび

現場は、警戒区域の見直しにより、宿泊はでき

ないものの日中は自由に立ち入ることができる、

という場所で、住民はすべて避難していて、が

らんとした町並みでした。草刈り作業をしたお

宅も住んでいる方はおらず、留守宅での作業と

なりました。ビニールハウスの中で背より高く

伸びたセイタカアワダチソウを見て最初は途方

にくれましたが、さすがエンジン草刈り機。思

いのほか作業が進んで、お昼過ぎにはきれいに

なり、達成感がありました。午後に派遣された

２軒目のお宅の庭もきれいになりました。 

 夕方、作業を終えてボランティアセンターに

戻り、道具とトラックを返却。何度も来ている

ボランティアたちが道具を丁寧に洗い、トラッ

クの掃除をしているのを見て、私たちもゴシゴ

シ洗いました。この後、町のホテルの浴場を借

りて汗を流し、私を含めた日曜帰りの参加者は

帰路につきました。 

  ＊  ＊  ＊ 

 作業日が 1 日だけの短い日程でしたが、私は

震災以来、福島（といっても広いですが）に行

きたいとずっと思っていながらなかなか果たせ

なかったのを、今回の機会を得て、ようやく行

くことができました。なぜ福島に行きたかった

かと言うと、報道で見ているだけだった場所に

自分の身をおいて個人的な関わりを持ちたかっ

た、というようなことでしょうか。 

 正直、今回の作業が実質的に現地の方の役に

立ったかは微妙なところです。というのは、草

刈りをしたお宅の方が近日中に家に戻って住む

ことは難しいと思いますし、草も春にはまた茫

茫と生えてしまうだろうからです。ただ、家の

方が一時帰宅したときに庭とビニールハウスの

草がきれいに刈られているのを見て尐しでもほ

っとして下されば、自己満足ですが、行った甲

斐はあったと思っています。 

 参加してみて改めて思ったのは、見えない放

射能のやっかいさでした。参加にあたっては、

たった 2 日だし、とそれほど放射能の心配はし

ていませんでした。どちらかというとアスベス

トの方が怖いと思って、アスベスト・放射能両

方に対して装備を整えたつもりでした。しかし、

事前に福島県放射能測定マップで見ると小高区

の線量が高めに出ており、大丈夫なつもりだっ

たけど、やっぱりびびった、というのが正直な

ところでした。結果的には、作業した場所の放

射線量は思っていたほど高くなく、作業内容も

アスベストに関係ありませんでした。 

 行ってわかったのは、線量はほんの１メート

ルの違いでも、場所によってかなり違うという

こと。草刈りをした庭で線量計を持って立って

測ると約 0.25 マイクロシーベルト（毎時）でし

たが、雨樋の水が地面に注ぐところを尐し掘っ

て測ると、とたんに 3 マイクロシーベルトくら

いに上がりました。林の低地も高い数値が出ま

した。運営委員の方によると、フル参加での累

積外部被曝量は大体 19 マイクロシーベルトだ
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とのこと。私は部分参加なので、その半分くら

いでしょうか。 

 レントゲンや飛行機など、放射線に被曝をす

る機会は日常的にあり、それぞれに対してどの

くらいのリスク感覚でいるべきか、私も勉強不

足で答えを出せないでいます。当然ながら被曝

の機会は尐ない方がよいし、若い人たちは特に

避けるべきだと思います。その一方で、福島や

その他のホットスポットで暮らさざるを得ない

人たちのことを考えると複雑な思いです。 

 

 福島に身を置いて福島のことを考えたい、と

いうのが今回参加した動機でした。訪れた地域

のもっと南には、高い線量に晒されながら福島

第一原発で作業をしている方々がいます。しか

し、そこに身を置いて作業をする勇気は私自身

にはなく、そのことに対して矛盾を感じてもい

ます。せめて作業員の方たちが忘れられている

ような感覚を持たないようにするには、自分に

何ができるのか。また福島に足を運んで考えた

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

東京都が、日比谷公園をデモ行進に利用する

ことに制限を加え始めた。従来、デモ参加者は

公園の一角に集まり出発してきたが、東京都は

これを禁止し、集まる会場として園内の日比谷

公会堂や野外音楽堂を有料で借りるよう求める

ようになった。 突然の変更である。日比谷公園

の使用を認めなかった東京都の行動は、「集

会、・表現の自由」を侵害する憲法違反でもある｡ 

 『11.11 反原発 1000000 人大占拠』は前述の

ような攻撃を受け、13 時から予定していた日比

谷公園からの「デモ出発」は中止としたが、15

時からの首相官邸前、国会議事堂周辺をはじめ

とする永田町・霞が関一帯の抗議行動について

は行われた。 

 私は 13 時すぎ、集会デモ禁止の日比谷公園

に立ち寄った。警察官複数が公園入口でピケを

張り、デモ参加者を入園させない構えで監視を

していた。公園の向かい側の『弁護士会館』前

広場では、市民グループが「デモを認めろ！」

などのシュプレヒコールで気勢をあげていた。 

 15 時前、出版労連の集合場所『文部科学省前』

に行くと、『福島集団疎開裁判』のメンバーが、

福島県からの参加者や避難者の声などを訴え続

けていた。「切り干し大根を屋外で作ると汚染さ

れるので、ほこりの入らない場所で作るように

と指導されている。福島の子どもたちは 1 年 8 

か月もそんな中で生活をし、今日はマラソン大

会をしている。福島の子どもたちは切り干し大

根以下の扱いを受けている」と怒りを込めた訴

え、「福島県では放射能を気にする人を『心配性』

『気にしすぎ』と病気のように言われる。子ど

もを守りたいという気持ちで避難しても、経済

的な理由や家族間の問題で福島に戻る人も多い」

など、声を詰まらせながら現状を報告していた。

その傍では裁判費用のための「福島原発事故か

ら子どもを守る『集団疎開裁判』ブックレット」

を販売。私も買い求めた。 

 同時刻、斜め前の経済産業省界隈、反対側の

財務省前の歩道も人であふれかえり、警察官が

拡声器で大声を張り上げて規制を続けていた。 

 雨が降り出した中を、警察官の数の多さに強

い違和感を持ちながら、私たちは国会議事堂に

向けて歩き出した。到着した国会議事堂周辺も

警察による歩道使用規制が厳しく、原発再稼働

の反対を訴える人たちの傘で歩道が埋め尽くさ

れていた。立ち止まるスペースを求めて強い雨

と寒さの中、「大飯原発の再稼働反対」、「原発は

いらない」などと訴えながら移動した。 

 正門前付近にはいたるところに大型スピーカ

ーが設置され、主催者による抗議集会のスピー

東京都の不当な「デモ規制」攻撃を受けながら「原発即時ゼロへ」 

「反原発 1000000 人大占拠」行動   
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チだけが流れてきた。各政党代表、作家・落合

恵子さん、ルポライターの鎌田慧さん、音楽評

論家の湯川れい子さん、弁護士の宇都宮健児さ

んらがスピーチを。ミュージシャンの坂本龍一

さんから寄せられたメッセージも紹介され、雨

と寒さと足のしびれと共に、抗議行動は終了し

た。 

 そして、帰りの“足”も警察官の規制を受け、

最寄り駅に着くまで悪戦苦闘。憲法で保障され

ている「集会・表現の自由」を行使するのに、

こんなにも“不自由”になったのはなぜなのか。

“平和憲法”が泣いている！ 

 冒頭に書いたデモ規制「東京都公園使用禁止」

の影響が、全国の自治体にも伝染してきている。

中野区では“大声や音楽はダメ”という、｢原発

デモ｣規制を行い始めている。政治上の意見の表

明が萎縮しかねないこの規制。憲法をないがし

ろにする勢力とのたたかいも重要であり、「原発

ゼロ」を実現するためには、“平和憲法”が必要

十分条件であることを忘れてはならない。 

 

年末に行われた衆議院選挙の各政党の「原発

政策の公約」を下記に記載する。作家高村薫さ

んが、「3.11」についてのインタビューで発言し

ていた。「『想定外』という言葉が使われました

けれども、今回の場合にはそもそも想定しなけ

ればならないことが想定されていなかった、と

いう意味では『人間のやることに限界がある』

という以前の話で『問題外』の事態だったと思

う。『これで大丈夫だろうか』というその想定を

するときに、非常に恣意的に、自分たちの都合

のいいように作ってきたと思います。だからこ

れは、科学技術のモラルの問題だと思います。

そして、政治家が客観的データを元に論じるよ

り先に、原発を『政争の具』にしてしまったと

感じています。」 

 「公約」を守らせるためにも、私たちは政治

に関心を持ち発言を続けていきましょう。 

 【民主党】→2030 年代に原発ゼロ。【自民党】

→全原発の再稼働は 3 年以内に結論。10 年以内

に最適な電源構成を確立。【未来の党】→10 年

以内に「卒原発」。【公明党】→可能な限り速や

かに原発ゼロ。2030 年代に再生可能エネルギー

の比率を 30％に。【維新の会】→2030 年代まで

にフェードアウト。脱原発依存体制の構築。【共

産党】→即時原発ゼロ。青森県六ケ所村の「再

処理施設」を閉鎖。【みんなの党】→2020 年代

に電力完全自由化による原発ゼロ。【社民党】→

直ちに脱原発。【新党大地】→天然ガスの代替エ

ネルギーで原発ゼロ。【国民新党】→将来の脱原

発依存への道筋を提示。【新党改革】→原発に依

存しない社会の構築。【新党日本】→廃炉こそ新

しい公共事業。【幸福実現党】原発推進。 

 

 

 

 

 

 

 

災害時要援護者って知っていますか   

私は田村市船引町に住んでいます。田村市は

福島第一原発から真西に20キロから50キロ圏

内にあります。市役所は原発から 40 キロのと

ころにあり、私のうちのすぐ近くです。 

 原発事故の避難では、障がいを持つ人たちは

大変な困難を強いられました。１人も亡くなる

ことなく避難できた病院があることも、避難中

や避難後に 50 人もの死亡者を出した病院があ

ることも聞きました。今回の避難中に、私たち

の利用者の一人が介護給付時間数をオーバーし

てしまい、そのために緊急時の介護給付申請を

しましたが田村市に却下されました。その利用

者が福島県に審査請求をした中で、「要援護者避

難計画」のことを知り、対策を立てることが私

の課題となりました。 

 皆さんのところの市町村にも「災害時要援護

者の避難支援計画」や「プラン」というものが

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』④       

障がいを持つ人の視点から見た防災計画 

 

「「 

 

 

 

 

鈴木 絹江（ケアステーションゆうとぴあ理事長） 
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制定されています。過去の災害に学んで作成さ

れた、要援護者の避難計画です。これが機能し

たのかどうかというと、私の知っているところ

では機能しなかったのです。皆さんのところで

はどうだったでしょうか。 

 この避難支援計画には、全体計画と個別計画

があります。全体計画には、対象区域、対象者

の範囲、要援護者の情報、情報の取り扱いが示

されています。個別計画では一人ひとりに対し

て誰が誰をどこへどのように避難させるのかが

計画されています。けれど私の市では個別計画

は立てられていない状態でした。また、要援護

者とは誰かが、明確にされていませんでした。 

 災害時要援護者については、一般的に、手上

げ方式といって、いざとなったときに「私を助

けてください」と市役所に登録しておくところ

が多いのです。介護保険や福祉サービスを使っ

ている、障がい手帳を持っている、一人暮らし

の高齢者世帯といった人の情報を、役所はつか

んでいます。そして市役所は「あなたは災害時

要援護者として登録しますか」と聞くのですが、

災害のない普通のときに聞かれても、自分の障

がいを知られたくない、家族がいるから大丈夫

だといって、手を上げない人がたくさんいるわ

けです。だから手上げ方式だと要援護者リスト

からもれてしまうのだと思います。最近では、

本人の意思確認の方法を、リスト掲載に同意し

ない人のみ申し出る「逆手上げ方式」に変更し

ているところもあります。また避難支援計画を、

全市民にきちんと周知しているのか、それも文

字だけでなく点字とか音声とかで周知している

のかという課題があります。 

残った人は避難できなかった人だった   

南相馬の事例でいえば、人口 7 万人のうち６

万人が避難して、1 万人が残りました。残って

よい人というのは緊急時に自分で避難できる人

ということでしたが、実際には自分で避難でき

ない人が残らざるを得なかったという実態でし

た。 

 その残った人たちに対して、生活介護事業所

などをしている友人たちが、実態調査のアンケ

ートをしました。すると福祉サービス利用者は

3 割で、利用していない人は 7 割もいたことが

わかりました。そしてその７割の人たちは、要

援護者として支援される必要があったのに市側

は知らないでいたわけです。 

 南相馬市の場合は、市長が個人情報の公開に

踏みきったので、この状態がわかったのです。

しかし、他の地域では情報公開に踏みきらなか

ったので、要援護者がどのように亡くなったか、

どのように避難したかも把握していないのだと

思います。 

 福島県の場合には、地震と津波と原発の問題

がありました。原発の問題では、浜通りのほう

では支援物資が入ってきませんでした。医療物

資も入ってこなかったのです。そして、避難で

きなかった人たちには、物資も届かずに、亡く

なった人もいると聞いています。 

原発事故での要援護者とは？   

原発事故の避難計画では、要援護者をどこま

で含めるのかが課題になると思います。たとえ

ば火事や津波なら、何メートルとか何百メート

ルとか移動すれば避難できるのですが、原発事

故は何十キロ単位です。チェルノブイリの事故

のときには、「80 キロは逃げなさい」といわれ

ていました。私は、「これは会津の山を越えなけ

ればだめだ」と思いました。 

 80 キロ避難するには、車をもたなければなり

ません。一人暮らしや高齢者だけの世帯は車が

なかったり、また若い世代と同居している人も

あの時間帯では家族は働きに行っていて家には

いませんよね。さらに、障害を持つ人で自主避

難したいと思っている人たちもいましたが、車

がなければ避難できません。 

 津波や災害関連死では障がいを持つ人も持た

ない人もどちらの方もたくさん亡くなっていま

す。その中で、障がいを持つ人は、障がいを持

たない人たちの倍の数が亡くなっているのです。 

 地域の避難計画の中には、避難するときの支

援団体などが書かれていますが、津波や原発事

故の時は、支援者も避難しています。そういう

ときにはどうなるのでしょう。歩ける人や走れ

る人、車のある人たちは自分で逃げることがで

きますが、障がいのある人たちは自分で避難す
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ることができません。ですから、支援者が助け

に来てくれないと困るわけですが、誰が責任を

もって避難支援するのか、大きな課題がありま

す。 

誰が責任もって避難指示を出しているの   

「災害時要援護者の避難支援計画」の個別計

画の指示を市町村の誰が責任を持ってやるのか、

私たちにはわかりませんでした。市町村行政の

人でも、避難した人もいましたし、隣町の原発

事故からの避難者を受け入れたり、救援物資を

受け入れたりしていてあの時はてんやわんやで

した。ですから障がいを持つ人たちのところへ

誰かが行って助けたという話を聞いていません。

本当に誰が責任を持って避難情報を発令して、

どこにどのように避難するのか、私たち障がい

を持つ者には知らされていませんでした。 

 この避難計画は大雨とか台風とかを想定して

いるのだと思います。災害も大規模・中規模・

小規模に分かれた対応も必要ではないのかと、

今回のことでわかりました。特に避難計画に原

発事故は想定されていないので、どのように避

難するのかわからないのです。マスクをするの

か防護マスクをするのか合羽を着るのか、どこ

に集まるのか、どこまで避難するのか、そして、

どのような移送手段で避難するのか、ぜんぜん

わからないのです。 

私たちの避難先はホテルや旅館  私たちの

事業所ではとにかく 80 キロは避難しようと考

えて、まずは昭和村へ、そこから新潟県へ避難

しました。体育館や公民館が避難所として用意

されていましたが、うちのメンバーは重度の人

たちが多いので、体育館は選ばず、新潟ではホ

テルとか旅館を避難先として提供してくれてい

たので、そこをめざして行きました。 

 なぜかというと、一つには障がい持つ人たち

には、体温調節が非常に難しい人たちがいるの

で一定の温度管理が必要なのです。二つ目に食

事の提供が重要で、食べなければならないもの

や食べてはいけないものがある人がいるのです。

みんなが大変なときに障がいを持つ者だけ味噌

汁付きかと怒られそうですが、避難食のおにぎ

りだけの生活をしていると体調を崩し、あっと

いう間に動けなくなり熱を出し亡くなるという

最悪のパターンになります。三つ目はある程度

動ける広さが必要だということです。体育館の

避難所は足の踏み場もないような状況です。障

がいを持つ人はトイレに行ったり着替えをした

りいろんな動作をするのに他の人より広さと時

間が必要です。自分で動けないとなると、トイ

レにいくのは大変だから水分を取らない、食事

も尐なくする、するとたちまち体調を悪くする

のです。3・11 の時も１週間夜も昼も寝ずに車

いすに座りきりの人も何人かいました。そして

体調を崩しました。だから私たちは、この三つ

を兼ね備えているのはホテル・旅館だと判断し、

そこに避難しました。大きなホテルに行けば必

ず車椅子トイレがありバリアフリーだったりし

ます。 

逆行する動き 施設へ   

私たちの事務所は重度の障がいを持つ人の

自立生活を支援しているセンターです。今回避

難した人の中には体育館への避難は無理なので、

どこかの施設に入りなさいと誘導されて、施設

に入らざるを得なかった人が何人かいます。だ

から災害時用に施設がもっと必要なのだという

話を耳にしました。いままで福島県は地域の中

で暮らすことを進める方向に行っていたのに、

施設が必要だという逆行するような方向が今回

提案されているようです。 

 私はそうではなくて、地域にある資源をもっ

と活用すること、ホテルや旅館などが特別な配

慮を必要とする障がいを持つ人に開放されてい

ればいいと思うのです。そうすれば亡くなると

いう最悪の事態はもう尐し防げたのではないの

かと考えています。 

 障がいを持つ人の視点で、病人も高齢者も含

めますが、防災計画はいろいろ考えていかねば

ならないので、今後の課題になると思います。 

最後に   

今回の原発事故は地震や津波などの自然災

害とちがって人災だと思うのです。確かに病人

や障がいを持っている人たちは電気の恩恵にあ

ずかっている人が多いです。しかし、たかがお

湯を沸かすエネルギーを得るために原子力を使
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わなければならないのか、別のエネルギーがあ

ったのではないのかということを私は提起した

いと思います。障がいを持つ人たちも、自分に

とって電気は必要であると同時に電気をどう使

うのか、どういう形でエネルギーを得ていくの

かを考えることが問われていくと思います。最

重度の人たち特に人工呼吸器を使っている人た

ちの、支援者が避難してしまったら私たちの命

はどうなるのかという問いかけと、電気がなく

なったら困るということは、社会の中で生きて

いく根源的な問いかけであると思っています。

原発エネルギーは、貧しい人と立場の弱い人を

追い詰めて、犠牲にして、成り立つエネルギー

です。私たちは心して、再生可能エネルギーへ

の転換を図らなければならないと思います。 

 そして何より大事なことは、障がいを持って

いる人に、自己選択するための情報をきちんと

伝えているかということです。聴覚障がいを持

つ人たちにも視覚障がい、知的障がいを持つ人

たちにも、わかりやすいことばで今回の原発事

故や放射能の被曝についてきちんと伝わってい

るのかは疑問です。ここ福島に残るのか、ある

いは避難するのか、もしくは戻ってくるのかと

いう選択を自分で判断するための情報を、障が

いを持つ人たちに伝えなければならないという

ことを問題提起したいと思います。 
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