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■提訴に向けた個人的動機 

私は京都で弁護士業をしていますが、千葉県

柏市出身です。 

2011 年 3 月 11 日以降、東日本大震災とそれ

に続く東京電力の原発事故が発生しました。私

は地図で福島第一原発から実家までの距離を計

り、200km くらいあることを確かめて自分を落

ち着かせながら、ひたすらテレビのニュース番

組を見ていました。柏に住んでいる親には一時

的に京都に避難するように勧めたのですが、返

事は「仕事や世間の手前、そんなことはできな

い」でした。政府が責任をもって退避勧告しな

いと逃げることすらできないのが日本という国

なのだと思い知りました。これは、若狭湾で事

故が起きたときの京都とて同じことです。 

また、原子炉建屋が次々に爆発し、高濃度の

放射線が測定される中、多くの東電職員や救援

の消防、警察、自衛隊が文字通り決死の冷却作

業を続けていました。そのような大量の被曝労

働者によって守られている自分自身も恥ずかし

くなりました。 

御用学者たちがテレビで繰り返す「安全だ」

も全く信用できず、テレビに向かって怒りをぶ

つけていました。特に、1 号機が爆発した直後

に「原子力ムラ」を代弁して「（東電が意図的に）

爆破弁を使った可能性がある」としゃあしゃあ

と言ったあの学者さんは、悪い意味で一生忘れ

ません。 

こういう様々な思いを抱えた結果、自分自身

の欲求として、訴訟に進まざるを得なくなった、

というのが正直なところです。 

 

■大飯原発差し止め訴訟の提起 

「原発を止めなければ」という思いを持つ弁護

士は多数おり、議論を進めていく中で、大飯原

発の運転差し止めの提訴を決め、京都脱原発弁

護団を結成しました。元裁判官で京都弁護士会

会長も務められた出口治男先生に団長をお願い

しました。そして訴状を練り上げていきました

（訴状の全文は、ネットで「京都脱原発弁護団」

と検索し、ブログで見てください）。安斎育郎さ

んをはじめとする20人が呼びかけ人となって、

原告を募集しました。 

（1）原発の根本的危険性 

訴状で最初に訴えたことは「原発の根本的危

険性」です。訴状では「原発が有する根本的な

危険性は、人類を含む生命に対して極めて有害

かつ防護困難な放射線を極めて長期間にわたっ

て発し続ける放射性物質自体が核燃料となり、

原発の運転中はもちろん、運転停止後も膨大な

量の熱エネルギーを発する点にある。」としまし

た。いくつかの文献を参考にした位置づけです
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が、これを考えるだけでも、自然科学と実務的

な法律運用の合間で相当悩みました。 

（2）福島第一原発事故の原因と損害拡大の現状 

訴状では福島第一原発の事故の発生原因と

その結果現在も拡大している損害についても記

載しました。これが 3.11 後の原発訴訟の原点だ

からです。 

事故原因については、大ざっぱに言えば地震

による電源喪失と地震動による配管等の直接的

な破壊としています。弁護団自身が畑違いのこ

とを調べるのに苦心した上、それを裁判官や原

告にも分かる形で記載するのは苦労の連続でし

た。この「裁判官や市民が理解できる訴訟進行」

は弁護団の中でも常に討議されているテーマで

す。弁護団自身も市民の皆さんと学びながら前

に進んでいきたいと考えています。 

また、損害発生の状況については、被曝によ

る被害が現在も拡大し、コミュニティや生活基

盤を根こそぎ破壊している状況や、それが不可

逆的で回復不可能なものであることを様々な面

から述べました。事故によって発生した損害の

全貌は弁護団自身も捉え切れていない部分もあ

り、福島で奮闘している弁護士とも共同しなが

ら、今後も深めていくつもりです。 

（3）若狭湾の原発でも事故は起きうる 

日本は世界中の地震のうち、マグニチュード

6 以上のものの 2 割が発生する地震大国です。

そして、過去の大きな地震のいくつかは想定外

の地震源から想定外の大きな地震動が発生して

起きています。日本では、いつ、どこでも、原

発を破壊する地震が起きてもおかしくはないの

です。また、大飯原発の付近や直下には目に見

える形で活断層も指摘されています。これを基

本に据えた上で、原発の構造上の脆弱性や、原

発の安全設計審査指針類がもはや無効であるこ

となどを論じました。 

（4）事故が起きれば京都をはじめとする関西も

回復できない深刻な被害を被る 

原子力規制委員会が公表した資料や、京都府

が高浜原発を例にして公表した SPEEDI の予

測結果などをもとにして、若狭湾の原発で一度

事故が起これば、京都をはじめとする関西でも

回復できない深刻な損害が発生することを述べ

ました。 

（5）大飯原発は差し止められなければならない 

それにくわえて、原発がなくとも電力が足り

ることは2012年夏に証明されました。もはや、

大飯原発の運転を差し止め（これは永久に運転

しない、という意味です）しなければならない

ことは明白です。訴状では大飯原発の運転差し

止めに加えて、違法に原発を存在させ市民の生

活を脅かし続ける国と関西電力に対して慰謝料

請求もしました。 

 

■訴訟の意義と今後の展望  

訴訟の意義は、①脱原発を求める広範な市民

の声を形にし裁判所にぶつける、②訴訟自体が

脱原発運動のペースメーカーとなる、③訴訟を

通じて弁護団、原告団も原発の危険性に関する

学習を大いに進めることで、訴訟でも、社会運

動でも原発の運転差し止めを勝ち取ることにあ

ります。 

原告の募集は 2012 年 9 月後半から始め、11

月29日の提訴時点で1107名の原告の方が集ま

りました。今後、同規模以上の第二次提訴をす

べく、準備を進めています。 

今後の課題は、正式に原告団を結成し、原告

の方々自らが訴訟を通じた活動を活発にできる

場を作ることだと思っています。現在、世話人

会の準備会を企画しているところです。 

訴訟自体はまだ第一回期日の指定もなされ

ていない状況です。これについては、会場の問

題（裁判所の法廷では原告や傍聴者が入りきれ

ない）もあり、裁判所と協議して一定の結論を

出してから期日が決まるものと思われます。恐

らく、第一回期日は 4 月以降でしょう。 

 

第二次安倍政権発足後、政府、財界をはじめ

とする「原子力ムラ」が原発再稼働を強力に推

進しており、新設すら口にしています。市民が

反対の声を大きく上げる必要性は益々強まって

います。若狭湾の原発から最も近い大都市であ

る京都で、訴訟と運動の力を合わせて、必ず大

飯原発を止めたいと思います。  
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 2012 年 11 月 13 日、男女平等センターにて

開催された「まだ、何もはじまっていない 原

発のない未来へ」の読書会に参加した。「読書会」

ということなので、ブックレットの読み合わせ

をやるのかと思っていた。出席されたかたはほ

とんど執筆された方で、それぞれの視点という

か思いを話し合いながら深めていく読書会であ

った。原発問題委員会の学習会への参加はだれ

でも参加できるということで、何故原発なのか、

反原発なのか、その意味を捉えることが大切な

ことだと思い、参加した。参加された方は委員

会でも議論を重ねてきていることがわかり、初

めての私にとってみれば自分の勉強不足もあり

多少難解なことも多々あった。 

様々の視点からの議論であった。印象に残っ

ているのは、核兵器廃絶の平和運動と反原発運

動の関係についてや、子どものいる人の反原発

の活動や、反原発は労働者の問題だと提起され

たことや、原発１基につき 3000 人の被ばく労

働者がいることなどである。それらのことを共

有しながら、それぞれに頑張っていることがひ

しひしと伝わってきた。参加されたすべての人

が発言され、原発事故に関してのそれぞれの考

えを聞くことができてよかった。 

 私は、北部地協で 6･9 行動などの反核運動に

参加してきた。広島・長崎に原爆が投下されて

21 万人もの尊い命が奪われた。核兵器は人殺し

の兵器である。核兵器反対、核兵器をなくそう

とやってきた。福島原発の事故があって、核開

発そのものに反対しなければならないと思った。

原発の稼働は核燃料サイクルの中で原爆を製造

できるのである。また核燃料の廃棄物は、何万

年も消えないであり続ける。原発を稼働させれ

ばさせるほど増え続けるのである。このような

危険極まりない原発が意味するものは、権力者

のためであり、戦争と変わりないと考えていた。

どちらも弱者が犠牲になると発言した。原発で

言えば、「核の平和利用」のために推進されてき

たと思う。しかし福島の原発事故が起きてから、

安全でもなく、安心して生活できるものではな

い。安全で廉価なエネルギーではないことが明

らかになった。また教育的に教科書や文科行政、

マスコミが尻押しをして来たことも見逃せない。 

「まだ何も終わっていないにもかかわらず」福

島の原発事故が、いまマスコミなどでは、ほと

んど取り扱われず、薄れていると思う。その後

ブックレットを再度読み返した。そして以前読

んだことのある『原発がどんなものか知ってほ

しい』ということを書かれた平井憲夫さんの言

葉を思い起こした。1997 年に亡くなられている

が、原発の本質をついていると思う。「私は原発

反対運動家ではありません。20 年間、原子力発

電所の現場で働いていた者です。」という文章か

ら始まりまるが、その最後の部分を記しておく。 

「原発がある限り、安心できない 原発は確かに電

気を作っています。しかし、私が 20 年間働いて、

この目で見たり、この体で経験したことは、原発は

働く人を絶対に被曝させなければ動かないものだ

ということです。それに、原発を造るときから、地域

の人達は賛成だ、反対だと割れて、心をズタズタ

にされる。出来たら出来たで、被曝させられ、何の

罪もないのに差別されて苦しんでいるんです。 

みなさんは、原発が事故を起こしたら、怖い

のは知っている。だったら、事故さえ起こさな

ければいいのか。平和利用なのかと。そうじゃ

ないでしょう。私のような話、働く人が被曝し

て死んでいったり、地域の人が苦しんでいる限

り、原発は平和利用なんかではないんです。そ

れに、安全なことと安心だということは違うん

です。原発がある限り安心できないのですから。 

それから、今は電気を作っているように見え

ても、何万年も管理しなければならない核のゴ

ミに、膨大な電気や石油がいるのです。それは、

今作っている以上のエネルギーになることは間

違いないんですよ。それに、その核のゴミや閉

鎖した原発を管理するのは、私たちの子孫なの

『まだ、何もはじまっていない』読書会に参加して

小濱 福男（出版情報関連ユニオン） 
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です。 

そんな原発が、どうして平和利用だなんて言

えますか。だから、私は何度も言いますが、原

発は絶対に核の平和利用ではありません。 

だから、私はお願いしたい。朝、必ず自分の

お子さんの顔やお孫さんの顔をしっかりと見て

ほしいと。事故だけでなく、地震で壊れる心配

もあって、このままでは本当に取り返しのつか

ないことが起きてしまうと。これをどうしても

知って欲しいのです。 

ですから、私はこれ以上原発を増やしてはい

けない、原発の増設は絶対に反対だという信念

でやっています。そして稼働している原発も、

着実に止めなければならないと思っています。 

原発がある限り、世界に本当の平和はこない

のですから。」と。 

 原稿依頼されたあと、事態が急変した。野田

政権が衆議院を解散し総選挙が行われ、自民党

が政権をとった。そして安倍政権が発足した。 

安倍政権は原発推進に進もうとしており、「原子

力規制委員会が安全を確認した原発は、政府の

責任で再稼働をすすめる」「新増設はしないとい

う前政権の方針は見直す」「核燃料サイクルにつ

いては放棄する選択肢はない」と停止中の原発

の再稼働、原発の新増設を認めるなど危険性を

さらに高めている。そして石破自民党幹事長は、

「原発を維持するということは、核兵器をつく

ろうと思えば一定期間のうちに作れるという核

の潜在的抑止力になっている」と言っている。

また「核廃棄物はすでに大量に貯まっているの

だから、今から原発をなくす理由にはならない」

などと矛盾に満ちた茂木経産相発言などがどし

どし出てきた。 

今まで憲法 9 条で封じられてきた「集団的自

衛権の行使」を可能にしようとし、参院選で 3

分の 2 を確保し、憲法 96 条を過半数に変え、

憲法改悪に突き進もうとしている。 

米軍基地やオスプレイ等沖縄の問題、尖閣列

島の問題、北朝鮮の核弾道ミサイル問題などな

ど、問題は山積している。たたかいは正念場に

なっている。 

 

昨年 11 月 22 日、上野千鶴子さんを迎えて出

版女性会議の集会がおこなわれました。上野さ

んはその冒頭で「私のエネルギー源は怒りです

……いい加減にしたいのですが、怒りの種は尽

きない。その最たるものが原発事故」「私は知ら

なかったから、などとは決して言えない。知っ

ていたのに耳をふさいで知らない振りをしてい

ただけ」と。大変厳しい言い方で自分を責める

ように反省されていました。「自分は耳をふさぎ

知らない振りをしていただけ」とまで言い切っ

て反省する上野さんに、私は驚きながらもこの

狭い日本に 54 基もの原発を許してきてしまっ

たことへの、私たちの責任の重さをあらためて

痛感させられました。 

そして、昨年 4 月の原発問題プロジェクト委

員会でおこなわれた 3.11 報告集会で「反核平和

運動に関わってきたが、原発には反対してこな

かった」と、反省しながら出版労連も早急に脱

原発に向けて全力で取り組むべきだという女性

の発言が思い出されました。3.11 以前から、私

は核の塵を生み出し続ける原発には反対でした。

しかしそれは集会などに参加する程度で、職場

などで積極的に原発反対の運動を進めることは

できませんでした。 

「安全でクリーンなエネルギー」「平和利用」と

いう言葉に私たちは目を眩ませられ、勘づいて

はいても、そこから目をそらせ気がつかない振

りをしてきたのではないでしょうか。炉心溶融

事故や爆発事故が絶対に起こらないなどとは、

決して言えないのですから。ましてや日本にお

いても、原発での事故はしょっちゅう起きてい

たのですから。07 年中越沖地震のとき柏崎刈羽

「知らない振りをしていただけ」と言われて 

伊豆野 千穂子（出版情報関連ユニオン） 
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原発で煙が上がるのを見たときの衝撃を、私は

今でも忘れられません。 

79 年の米国スリーマイル島原発での炉心溶

融事故や 86 年に起こったソ連のチェルノブイ

リ原発での炉心溶融爆発事故を、その大きな犠

牲を私たちは何一つとして教訓とすることがで

きなかったということではないでしょうか。故

郷から着の身着のままで追いやられ怒り悲しむ

人たちや放射能汚染による病苦に苦しむたくさ

んの子どもたちなど、チェルノブイリ原発事故

での惨事を私たちはテレビの画像や新聞などで

嫌というほど見たはずです。私たちはこうした

事態に対して、どのように考えどのように立ち

向かってきたのか、今あらためて問い直さなけ

ればならないのだと思います。 

今、福島第一原発では事故の収束のために被

ばくしながら、自らの生命を危険にさらしなが

ら働いている人たちが大勢います。いつ大爆発

してもおかしくない危険な現場で働いているの

です。そのおかげでなんとかギリギリのところ

で現状が保たれているのです。私たちはこのこ

とを決して忘れてはならないと思います。日比

谷野音でおこなわれた集会で、福島の方が「東

京でこうして集会ができるのは、福島第一原発

で命の危険を承知で事故収束のために働いてい

る、多くの福島県民がいるからだということを

忘れないでほしい。自分たちがやらないで誰が

やるのかという気概で働いている。そのおかげ

で今東京は無事でいられるのだから」と言われ

たことが、とても印象に残っています。そして、

毎月院内で開かれている集会「女たちの一票一

揆」で、福島の女性の「私は原発で故郷を失い

避難生活を強いられ、家族はばらばらに離れて

暮らし、子どもは福島第一で危険な収束作業に

とられた」「夫にはいい加減にしておけと言われ

たが、とても黙って我慢しているわけにはいら

れない」という訴えを忘れることはできません。 

たとえ事故が起こらなくても原子力発電所

に働く人たちは、多かれ少なかれ被ばくしなが

ら日々の労働を強いられているということを、

私たちは考えなければならないのだと思います。

下請け、孫請けなどの非正規労働者である彼ら

は、被ばく線量の許容量を超えたらいとも簡単

に解雇されてしまうのです。こうした労働が原

発建設以降長年続けられてきた、ということを

私たちはあらためて考える必要があると思いま

す。被ばくして使い捨てという過酷な労働条件

の下で働かされている人たちが大勢いるという

ことを、私たちは第一に考えるべきだったので

はないでしょうか。知ってはいても行動しなけ

ればそれは上野さんの言う「知らない振りをし

ていた」ことになるのではないでしょうか。ア

メリカの原水爆によって被爆の恐ろしさを知っ

ている私たちだからこそ、被ばくしながら働か

ざるをえない人々のことに、思いを馳せること

ができるのではないでしょうか。ヒロシマ・ナ

ガサキの惨状を、被爆した人たちの苦しみとそ

の二世・三世までにおよぼす肉体的・精神的影

響を、私たちは少なからず知っていたはずです。

だからこそ、反核平和の運動を取り組んできた

のだと思います。なのに、その被ばくの恐怖と

背中合わせで生活しなくてはならないような労

働を、その労働現場である原発を私たちは許し

てきてしまいました。このことを肝に銘じなが

ら、原発反対の運動を推進していかなければと

思います。 

原発を稼働させるということは、核を保有す

ることに他なりません。原発が続く限り、そこ

には使用済み核燃料が絶え間なく生み出され、

放射性廃棄物は増え続け、それは核兵器として

いつ何時でも転用できる。だからこそ日本政府

は地元の反対運動を押し切って、札束で頬を打

つような姑息なやり方で「安全・クリーン・安

価」などと国民を欺きながら原子力発電所の建

設を強行してきたのです。 

昨年12月の衆院選挙で圧勝した安倍政権は、

日本における軍事力の強化を公言して憚りませ

ん。今後原発の再稼働はもちろんのこと新・増

設も強行してくることでしょう。維新の会の大

躍進にも背中を押されながら、財界の要望に応

えてそれは早急になされるに違いないと思いま

す。原発に反対し様々な取り組みをしている私

たちにとっては、いまこそが踏ん張りどころだ

と思います。 
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 原発事故は、今現在も多くの人たちの命と暮

らしを脅かしている。事故が起きなければ、あ

りえなかった避難生活や、被曝――被害は、拡

大し続けているといっていい。 

その責任が、東電と原子力事業を推進してき

た国や「専門家」たちにあることは疑いようが

ない。だが、いまだ過失責任は明確に追及され

ず、被災者に対する補償も不十分きわまりない

状態にある。それどころか、このお粗末な対応

をさらに後退させ、東電は、避難区域外の住民

に対する一律賠償の打ち切りを表明し、国は、

被災者の医療費負担免除などの措置を 3月で打

ち切るとしている。 

放射能の健康影響に対しては、福島県はいう

までもなく、茨城・群馬・千葉・栃木・宮城な

ど放射能汚染が及んだ地域での長期にわたる調

査が、国の責任において行われるべきだろう（法

的義務がないとしても）。しかし実際は、自治体

任せの状況で、福島県による「県民健康管理調

査」は、かの山下俊一教授が副学長を務める福

島県立医大に実務が委託され、問診票の回収さ

えあまり進んでいない（昨年末で約 23%）。水

俣病のときと同じように、いや、それ以上に巧

妙に、国と企業が結託し健康被害を隠蔽しよう

としているように思える。 

被災者の命と暮らしをないがしろにするこ

のような状況に、もっと怒りの声が沸き上がっ

て当然のはずなのだが、残念ながら、そうは見

えない。自己責任イデオロギーが浸透しきった

この国では、「公的責任」を問う力さえ人々から

奪われてしまったのだろうか。 

もちろん、「原発事故の責任をただす！」と

奮闘している取り組みもある。福島原発告訴団

の運動もその一つだ。福島県民 1324 人（第 1

次）と全国 1 万 3262 人（第 2 次）が、勝俣前

会長・西澤前社長はじめとした東電幹部、当時

の原子力安全・保安院や原子力安全委員会メン

バーら政府関係者、山下俊一ら放射線専門医師

を刑事告訴・告発した。私も、告発に加わった。

このまま事件当事者を許していいわけがない、

という憤りもあるが、検察の強制捜査と刑事訴

訟によって、今回の事故がなぜ引き起こされ、

多くの人々が放射能被曝を強いられたのはなぜ

か、全容を明らかにし、その過ちを公の場でた

だしたい、という思いが強くある。 

第 2 次告訴の声明は、高らかに宣言する。 

   

「責任を負うべき人々が責任を負い、過ちを償

うことができるよう、／民主主義社会のしくみ

を活かしていかなければなりません。／私たち

は、深い憤りと悲しみの中から、／今回の告訴

という行為の中に、未来への希望と、人と社会

への信頼を見出します。」 

   

検察は、告訴・告発を受理し関係者に事情聴

取を行っているものの、任意捜査にとどまり、

強制捜査はなされていない。報道によれば、こ

の 3 月にも立件の可否が判断されるが、起訴は

困難な模様だという。これに対し告訴団では、

「福島原発事故に関し、厳正な捜査と起訴を求

める署名」（http://urx.nu/2ZaN）に取り組みは

じめた（第 1 次締め切り 2 月 15 日、第 2 次締

め切り 3 月 5 日）。だが、1 月 21 日現在、ネッ

トでその情報が飛び交う状況には至っていない

ようだ。 

もちろん、実際に起訴されて、刑事罰が下さ

れたとしても、それで被害者の救済がなされる

わけではないし、放射能汚染が止まるわけでも

ない。しかし、責任の明確化とその処罰は、原

発・エネルギー政策の大転換点となるだろうし、

被害補償と放射能汚染に対する取り組みを大き

く改善するものとなるだろう。 

「原発のない未来へ」読者のみなさんには、ぜ

ひ署名にご協力いただきたいと思う。 

東電・国の責任を曖昧にしてはならない 

角田 三佳（出版情報関連ユニオン・合同支部・大月書店班） 
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 私は、脱原発と、脱放射能、そして被害補償

の運動を一体のものにしたいと考えている。そ

うした思いをのせて、昨年 2 月には、大島堅一・

除本理史『原発事故の被害と補償――フクシマ

と「人間の復興」』を刊行した。しかし残念なが

ら、期待したような売れ行きとはなっていない。

また今年は、水俣病に深く関わってきた医師・

高岡滋先生の経験から、原発事故が引き起こし

た環境汚染が健康に与える影響に対して医療が

なすべき課題を示す本を刊行する予定だ。 

運動とともにある本の売れ行きは、運動の力

に大きく左右される。読者が広がることで、運

動を力づけることもある。自民党政権になり状

況はより厳しくなっているが、被害の補償が十

全になされ、脱原発、脱放射能が権利として確

立するまで、しつこく、あきらめずに、この問

題に取り組んでいくつもりだ。 

最後に、先の声明から。 

  

「声を出せない人々や生き物たちと共に在りな

がら、／決してバラバラにされず、つながりあ

うことを力とし、／怯むことなくこの事故の責

任を問い続けていきます。」 

 

参考：福島原発告訴団ホームページ 

http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.jp/ 

 

 

 

 

 

 

放射線測定を通し福島の問題と向き合ってきた。 

2 年前の慌ただしさから一転、今の福島は事故前の日常に戻りつつある。勿論、未だに故郷へ帰

れない 16 万の人々。自主避難や除染、風評被害など深刻な問題が数多くあり、そして何一つ解決

してはいない。にもかかわらず町は酔客で賑わい、先の衆議院選での投票率は低く、人々は日常を

謳歌する。これが良いことなのか悪いことなのか分からない。 

私たち市民放射能測定所は 2011 年の夏より活動を開始した。なかなか動かない国や行政を尻目

に、学校をはじめとする生活環境の放射線測定に始まり、食品と WBC（ホールボディーカウンタ

ー）による体内の残留放射性物質の測定を行ってきた。その数は食品なら約 6400 検体、WBC では

1 万人近くになる。そこで見えてきた現実は多様だ。食べるのか食べないのか。留まるのか避難す

るのか。測定結果から少しでも判断材料を求める人。納得し安心したい人。不安を煽るかのように

結果を扱う人。まるで原発事故そのものが無かったかのように安心・安全を唱える人。生産者と消

費者、若者と年輩者。母親と父親。中高生と幼児。そして地元民と非地元民。 

すべてを納得させる説明はできず、その不甲斐なさに悩みもした。そして、セシウム以上に早い

事故の記憶の半減期。 

活動に意味があったのか自問もするが、少なくとも行政や専門家より早く市民自らが動いた事実

があり、そして、現在も多くのデータと経験の蓄積が残っている。 

全国の類似の測定所の多くが設立から 1年を経て、その活動意義と経営的な問題に直面している。

その流れで 2013 年、多くの測定所が活動を終了すると思われる。 

今後は各施設が持っているデータの共有化とその管理、そして食品や体内の放射性物質の推移を

記録していくことがおもな活動の柱となろう。 

セカンドオピニオンを持たない施策は危険だ。私たちの活動が来るべき次の事故に役立つことが

無いよう祈るばかりである。 

 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑤ 

福島－測定の現場から－ 
丹治 宏大（市民放射能測定所） 
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『南へ』 

野田秀樹 著 

2011年 1800円＋税 新潮社 

『21世紀を信じてみる戯曲集』所収 

 

 火山の噴火の有無を喧々諤々し

ながら、どこかで破局は来ないと信

じている人々。真実より名声や空気

に阿る専門家やマスコミ。警告する

狼少年の被る理不尽…2011 年 2 月

初演の戯曲がなぜこうも「思い当た

る」のか。この国で繰り返される無

責任の構造の、笑えない戯画。 

（岩下 結） 

 

 

『つなみ－被災地の子どもたちの 

作文集 完全版』 

森 健 編 

2012年 1300円＋税 文藝春秋 

 

 震災の体験、悲しみ、そこから前

進しようとする姿勢、将来への決意

など、ここに綴られた子どもたちの

力強い言葉にふれ、われわれ大人は、

今、何ができるかと考えずにはいら

れなくなる。 

大宅壮一ノンフィクション賞を

受賞した雑誌特集の書籍化。 

（山中 邦人） 

 

 

『朽ちていった命 

－被曝治療83日間の記録－』 

NHK「東海村臨界事故」取材班 著 

2006年 438円＋税 新潮文庫 

『被曝治療 83日間の記録 東海村臨

界事故』2002年 岩波書店の文庫化 

 

 1999年9月30日、茨城県東海村

JCOで起きた臨界事故は、2人の技

術者を大量の中性子線で被曝させ

死に至らしめた。染色体を破壊し、

臓器・組織・機能を壊し続ける放射

線被曝の過酷さ凄絶さは正視に堪

えないが、私たちはこの現実を直視

する責務がある。 （小山 比路志） 
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会場：文京区民センター2A 

講師：岩下雅裕さん（被ばく労働を考えるネットワーク・立川自衛隊監視テント村） 

なすびさん（被ばく労働を考えるネットワーク・山谷労働者福祉会館活動委員会） 
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被ばく労働の現状と問題点を学び、労働者の安全と権利を確保するためにどう取り組むかを考える。 


