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3・11 以後の 2 年の間に、日本の宗教界は原

発に依らない社会に向け、声を上げ行動する方

向で歩みを進めてきた。宗教界の情報紙（週 3

回刊行）である『中外日報』は 2013 年の元旦

号に「脱原発・反原発が 9割」との記事を掲載

している。同社は新たに「コメンテータ制度を

導入」した。「宗教界の各分野の第一線で活躍す

る有識者 45 人に委嘱し、社会的に関心の高い

諸問題やテーマについて随時意見を求めて紙上

で紹介していく」というものだ。玄侑宗久氏（臨

済宗）、野下千年氏（カトリック）、黒住宗道氏

（黒住教）、東久世通世氏（大阪産土神社）等、

教団の指導者と教団所属のオピニオン・リーダ

ー的な学者・文化人が名を連ねている。 

この 45 名に東日本大震災をテーマにアンケ

ートを行った。原発問題についての選択肢は、

Ａ現状維持 or 原発推進、Ｂ原発を減らす or 廃

止、Ｃ即時全廃・再稼働中止、Ｄわからない、

である。結果はBの「他のエネルギーへ徐々に

転換を図りつつ原発を減らす、あるいは将来い

ずれ廃止する」 が 29件で 64.4％と最も多かっ

た。C の「即時全廃・再稼働中止」は 12 件で

26.7％、両者をあわせると 9割を超える。これ

は日本の宗教界の指導層の意見の動向を知るう

えで有益な資料だ。 

同日の同紙社説は「『災後日本』に必要な視野

の歴史的な転換」と題され、「福島原発災害の深

刻さは原発推進に関わり経済発展という目標が

最優先されてきた危うさをあらわにした」と述

べている。より具体的にこうも述べている。「経

済成長こそが幸福の源泉と考えると、新たに開

発される最先端科学技術ばかりに期待をかける

ことになる。科学者は経済成長を推し進める機

関との連携を強め、経済発展に関わりが薄いが

人間生活にとって極めて重要な領域は軽視され

ていく。原発で働く作業員や事故被災者、また

膨大な量の放射性廃棄物を持て余すに違いない

未来の世代の人々の尊い生命と健康が視野の外

に置かれる」。 

そして、精神生活の次元が重要だとしてこう

結んでいる。「一国の生活が潤いある、深みと心

の豊かさを備えたものになるためには宗教や倫

理、それと密接な関わりを持つ文化が大切であ

る。これらは人と人の豊かな交わりの基礎とな

るものだ。経済発展至上主義を進めると、その

ような意味での生活の基盤が軽んじられる」。

「3・11 後の日本社会を『災後日本』と呼ぶと

すれば、そこでは幸福な生活について視野の転

換が求められる。経済成長は望ましい。しかし、

人間らしい生活の基盤を破壊して進められる経

済成長はそうではない。この認識を分かち合い

具体化していくことは、災後日本の重い課題と

No.17 

 
2013年 3月 5日発行 

脱原発への宗教界の動き―２年目の３・１１ 

島薗 進（東京大学大学院人文社会系 教授） 



2 

 

なる。」 

3・11 以前の時点では、宗教界の原発問題へ

の取り組みは積極的だったとは言えない。だが、

3・11 以後、日本の宗教界は言わば目が醒めた

ようだ。伝統仏教界の連合組織である全日本仏

教会の宣言文「原子力発電によらない生き方を

求めて」の発表（2011年 12月 1日）は、その

ことを示す象徴的な出来事だろう。この宣言文

は被災者の痛みに心を寄せる言葉から始められ

ている。「東京電力福島第一原子力発電所事故に

よる放射性物質の拡散により、多くの人々が住

み慣れた故郷を追われ、避難生活を強いられて

います。避難されている人々はやり場のない怒

りと見通しのつかない不安の中、苦悩の日々を

過ごされています。また、乳幼児や児童をもつ

多くのご家族が子どもたちへの放射線による健

康被害を心配し、『いのち』に対する大きな不安

の中、生活を送っています」。 

そして、社会の目指すべきあり方について、

大きな方向づけを示している。「私たち全日本仏

教会は『いのち』を脅かす原子力発電への依存

を減らし、原子力発電に依らない持続可能なエ

ネルギーによる社会の実現を目指します。誰か

の犠牲の上に成り立つ豊かさを願うのではなく、

個人の幸福が人類の福祉と調和する道を選ばな

ければなりません」。「私たちはこの問題に一人

ひとりが自分の問題として向き合い、自身の生

活のあり方を見直す中で、過剰な物質的欲望か

ら脱し、足ることを知り、自然の前で謙虚であ

る生活の実現にむけて最善を尽くし、一人ひと

りの『いのち』が守られる社会を築くことを宣

言いたします」。 

原発依存を反省し、そうではない社会のあり

方と個々人の生き方を求めていくという、宗教

界からの意思表明は、その後、さまざまな形で

続けられていく。これは政界・財界・官界や大

手メディアの動向とはだいぶ異なる。宗教界は

政治・経済的な権力構造に距離をとって、「犠牲」

となる人々と「いのち」を尊ぶ立場から声を上

げようとしている。これは日本の宗教界の構成

員それぞれの意思を反映したものだが、おそら

く世界の宗教界の動きを反映し、またそれに大

きな影響を及ぼすものとなるだろう。チェルノ

ブイリ原発災害が欧米のキリスト教界を脱原発

へと方向づけたように、福島原発災害は、まず

は日本の宗教界を脱原発へと方向づけた。この

動きが世界的な宗教界の共通世論となる日も遠

くないかもしれない。 

これは今後のグローバルな市民社会において、

諸宗教が世論形成に大きな役割を果たしていく

可能性を示唆するものだろう。グローバルな公

共空間で宗教が一定の役割を果たす傾向が見え

てきている。ここで注意しておきたいのは、こ

うした傾向はこの数十年、少しずつ勢いを増し

てきていることだ。生命倫理問題と平和問題は

そのよい例だ。引用した全日本仏教会の宣言文

は、以下のようにも述べていた。「全日本仏教会

は仏教精神にもとづき、一人ひとりの『いのち』

が尊重される社会を築くため、世界平和の実現

に取り組んでまいりました」。 

1954 年のビキニ核実験による第五福竜丸の

被曝後に高まっていく核実験反対運動をバネと

した平和運動が左翼運動、市民運動としては収

束していく中、1970 年に世界宗教者平和会議

（WCRP）が発足する経緯を思い出すのは自然

である。世界最大の宗教協力平和組織である世

界宗教者平和会議において、日本の宗教界が大

きな役割を果たしてきたことを考えると、今後

の世界的な脱原発の潮流において日本の宗教界

が一定の役割を果たすことを期待してもよいの

ではないだろうか。 

放射線被曝による健康被害を隠そうとする動

きや、原発にまつわる権益をあくまで守ろうと

する動きは、なお続くことだろう。原発をめぐ

る近未来を考えると悲観的にならざるをえない

材料が多い。だが、宗教界の動きには、脱原発

に向けて希望を失わなくてよいと判断する材料

が、確かに含まれていると考えてよいだろう。 

 

（近刊『つくられた放射線「安全」論――科学

が道を踏みはずすとき』河出書房新社） 
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 2011（平成23）年3月11日の福島第一原子力

発電所事故が社会へ及ぼした影響と、事故後の電

力事業をとりまく情勢の激変は、電力事業に携わ

ってきた者にとっては、電力のサービスを通じて

経済・社会へ貢献してきたという自負を打ち砕く

ものだった。さらに現在、原発の功罪だけにとど

まらず、今後の電力事業のあり方や現行の電力供

給システム存続の可否が議論されるという状況を

前にして、原子力事業に直接関わっているか否か

を問わず、厳しい岐路に立たされているとの思い

は強い。 

 ところで、電力という商品の特質とは何だろう

か。それは、単一メニューでサービスの質は安定

供給（停電がない）ということであり、私たちは

これまで、ひたすらこの安定供給を第一義として

努めてきた。しかしながら、“供給”という概念は

一般の企業活動の販売と異なり、世間からは「上

から目線」に映りがちであり、メニュー、グレー

ド、価格、メーカー等を自由に選べないこととも

相まって、電力事業者と需要家との間に次第に意

識のギャップが生じることになったのだろう。今

回の事故で社会からの信頼が失墜することにより、

そのギャップは、一層拡大した感がある。 

 だが、電力の安定供給が過去の高度経済成長を

支え、現在の高度技術社会の基盤となってきたと

いう想いによって、原子力発電をただ電力安定供

給の効率的・効果的手段の一つとして捉え、今回

の事故が起こりうることは考えたくなかったこと

も事実である。今までに原子力発電の導入は、｢フ

ァウスト伝説｣における悪魔メフィストフェレス

との契約と言った人がいるが、福島の惨状を目の

当たりにすると、正鵠を射ていたと言わざるを得

ない。 

 福島復興と着実な廃炉が最優先課題である現時

点で原発再稼働の是非を論じる立場にはないが、

原子力の今後に対し、個人的な所感を述べてみた

い。 

 電力設備の事故が社会に及ぼす実害の大半は停

電である。まれに感電という人身事故があるが、

ほとんどが電力関係者内で、公衆安全を脅かすこ

とは極めて少ない。今回の原発事故のように、電

力設備の事故が社会へ実害をもたらすケースとし

て、他に送電線鉄塔の倒壊や火力発電所の火災の

構外への波及が想定される。これらの電力設備事

故対策の基本的考え方は、公衆安全を脅かすもの、

または広範囲・長時間停電に至るものに対しては、

未然防止に万全を期すが、その他については経済

性との見合いで設計し、事故が起きた時に、的確、

迅速に対応することに、力を入れてきた。また、

事故を経験し、再発防止を検討することにより、

信頼性、安全性の向上が図られてきた。さらにそ

れが技術の進歩につながるという波及効果も見ら

れた。 

 しかし、今回の原発事故は、これまでの事故に

対する考え方とは一線を画するものであろう。原

子力発電技術の専門家ではないので、今回の原発

事故の原因と、今後安全性がどこまで確保できる

かについては、技術評価はできないが、再発ゼロ

を目指しても果たすのは不可能であり、万一起き

たときの社会に及ぼす影響の深刻であること、現

行の技術力、経済力では、事故後の対応が極めて

困難であることを考えると、悪魔との契約更改は

再考の余地があろう。 

 しかし、これまで3割の電力需要を担ってきた

原子力発電に依存せずに、従来通りの電力の品質

と価格を維持することを、電力事業者だけに委ね

るのはきびしく、産業界、一般需要家など社会全

体で今後のエネルギー戦略を議論していく必要が

ある。 

 原発事故のかなり前から、地球温暖化対策とし

ての再生可能エネルギーの開発や次世代の合理的

需給システム（電力貯蔵技術、情報処理技術を駆

使したスマートグリッド）の開発が進められてき

ており、今回の事故を契機に促進される傾向にあ

る。しかしこれらの技術開発だけでは、従来の電

力供給量を、コストを維持したまま確保するのに

「メフィストフェレスとの契約」―電力の安定供給という視点から 

東田 雄三（電力会社関係者） 
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は限界があり、産業構造、社会構造の変革が必要

である。 

 さて、今回の事故は、原発というエネルギー戦

略の問題だけでなく、電力供給体制（製造・流通・

販売の 1社一貫体制、地域独占など）のあり方そ

のものに問題提起がなされ、国を中心として、発

電・送配電・小売の分離、電力全面自由化、各種

規制の撤廃等が検討されている。 

 今後、この新しい体制が構築されれば、従来の

体制下における電力供給サイドの原発の功罪に関

する議論は自ずと変化し、原発の安全性の面から

だけでなく、新しい電力供給システムの中で原発

が持続可能か否かで原発再稼働の是非に対する解

答が得られるのではないかと思う。 

 

東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故か

ら2年がたつ。原発の恐ろしさを目の当たりにし、

「安全神話」に絡め取られていた己の無知を恥じ

た。前政権は、早々に原発事故の「収束宣言」を

発したが、現実を見れば収束などしておらず、2

年たった今でも故郷に帰れず、不自由な生活を余

儀なくされている16万人の人たちがいる。 

原子力発電所は、事故の危険だけでなく、放射

性廃棄物の処理問題など、人知を結集しても制御

できない。人類は「モンスター」を作り出してし

まった。原発の危険性を知り、多くの市民が「原

発なくせ」と立ち上がった。出版労連も「脱原発」

を宣言し、さまざまな運動に参加した。それから

2 年、全国各地でさまざまな「原発なくせ」の集

会やパレードが行われている。毎週金曜日の首相

官邸前抗議行動は、今も続いている。 

2012年の総選挙で、福島選出の国会議員は「原

発反対」を掲げて当選した。しかし、安倍首相は

財界の意向を受けてか、原発再稼働に前向きだ。

廃炉の道筋も決められず、被災地域での除染作業

は進まず、地域再建の目途も立たない中での原発

再稼働とは、国民の生命・財産より経済性重視と

いうことか。原発輸出を目論む政府・財界による、

日本製原発の「安全性」を主張するための再稼働

なのかとさえ思えてしまう。つい 2年前に起きた

原発事故を忘れたかのように、そして今も続いて

いる被害に目をつぶるかのように。 

戦争を語るとき「被害と加害」の視点が重要だ。

福島の場合も同様で、被害と加害の問題は考える

べきだ。そんな中で「誘致を認めた福島の人々に

も責任がある」という意見がある。しかし、私は

この意見に与しない。過疎に苦しむ地域に、札束

で頬をはたくように誘致を進めた国と企業の責任

は重い。それ以上に、大都市一極集中と地方の衰

退、地域間格差の拡大など、大きな社会構造の中

で考えなければならない問題だからだ。2011年 3

月 11 日以前、福島県双葉町は全国でワースト 5

に入る赤字自治体であった。原発が地域経済を潤

すという言説がいかにいい加減であったか。原発

をなくすと地域経済は疲弊するかといえば、必ず

しもそうではない。風力発電で村起こしに成功し

たオランダなどの例は実に参考になる。また、「廃

炉ビジネスで経済は成り立つ」という考え方もあ

るらしい。ものはやりよう、ということだろう。 

福島をはじめ全国に設置された原発の問題は、

沖縄の米軍基地問題と多くの点で重なる。もちろ

ん、かっこつき「地元合意」の原発と、銃剣とブ

ルドーザで奪い取られた末の米軍基地という違い

はあるが、一極集中した大都市から見れば周縁部

分での出来事であり、多くの人々に「わがこと」

として受け止められてこなかった点では、同じで

はないだろうか。 

戦後、本土の米軍基地は大きく縮小された。し

かし、沖縄の米軍基地はほとんどが手つかずのま

まだ。「沖縄は基地経済でもっている」という言説

がある。こうした話を聞くたびに、「いつの話か」

と思う。2012年現在、沖縄の県民所得に占める基

地経済の割合は 5％に台にとどまる。沖縄県の跡

地利用報告書によれば、米軍基地が返還された北

谷町美浜では、生産誘発額で返還前の215倍（623

沖 縄 と 福 島 

寺川 徹（出版労連 書記長） 



5 

 

億円）、那覇新都心では16倍（874億円）と、大

きくふくらんでいる。現在の普天間基地で試算す

ると、日本人基地労働者は 197人、基地の年間賃

借料は 67 億円だが、返還されて跡地利用がなさ

れれば、32,000人の雇用と 3716億円の生産誘発

額が見込めるという。もはや基地経済に依存して

はいない。こうした実情を本土の私たちは知らな

い。無関心は罪でさえある。 

現在の沖縄では、基地があることによるさまざ

まな被害、米兵が繰り返す事件・事故におびえな

がら生きていかなければならない。残念ながら、

こうした現実も私たちは「わがこと」として理解

できていない。今回の選挙で沖縄選出議員は、「普

天間基地の辺野古移設反対」を掲げて当選した。

また、県内の全市町村（41自治体）が、オスプレ

イ配備に反対している。オール沖縄の願いだ。し

かし、政府・防衛省は「辺野古移設の理解を得た

い」とし、オスプレイの機数を増やそうとまでし

ている。 

沖縄の人々は、「なぜ沖縄だけがこんな目に遭

わなければならないのか」と感じている。その思

いは、本土との「差別」から、いまや本土による

「イジメ」とさえ映っている。大手メディアが真

実を伝えない、この責任は大きい。しかし、それ

以上に「わがこと」と感じることのできない私た

ちの責任は大きい。大田昌秀さんの『醜い日本人』

（岩波現代文庫）は、「理解ある同胞という顔をし

ているが痛みの分担となると背を向ける」「国が沖

縄を差別的に扱うのは、国民の暗黙の了解なしに

はあり得ない」と、痛烈に指摘している。 

沖縄でのさまざまなとりくみに参加したこと

がある。「本土から来てくれたことはありがたいが、

ぜひ地元でも行動を起こしてほしい」と言われた。

「醜い日本人」でないところの日本人になるため

に、しなければならないことは多い。 

福島原発の問題も同じだ。自分もそうだが、「わ

がこと」として捉える想像力が欠落しているのだ

ろう。なぜ「わがこと」として考えられないのだ

ろうか。社会のあり方や生活スタイルの変化のせ

いだろうか。それとも自己責任が強要され、他者

との関係を希薄化させるような教育のせいだろう

か。古い話だが、松川事件で作家の広津和郎は「足

を踏まれた人は、痛いだろうな」と、踏まれた人

の痛みに思いを馳せた。感受性の問題だろうか。

以前、韓国の歴史研究者に話を聞いたことがある。

日韓で共通の歴史認識を構築するためには、とい

うテーマだった。彼女は言う。「無知は誤解を呼び、

誤解は対立を招く。相互に知り合うことが必要だ」

と。まず「知る」ことから始め、「他人事」ではな

く「わがこと」と捉えることができるようになり

たいと思う。そして地元で行動を起こしたい。 

出版労連は、被曝労働の問題を考え（3/7、文京

区民センター）、さようなら原発大行動（3/9、明

治公園）、原発ゼロ大行動（3/10、日比谷野音）、

さようなら原発講演会（3/11、品川区立総合区民

会館）など、さまざまなとりくみに参加すること

を呼びかける。 

平和で安全で、だから安心することができる、

そんな社会で働き、生活することができるように、

できることにとりくんでいきたい。 

 

 

 

 

 

 出版労連として「原発」問題に取り組む、その

際に欠かせない視点が 2 つあると考えています。

1つは「出版」、もう１つは「労働」です。 

先に、労働について。これまで出版労連では、

原発と教育やメディアを考える学習会を行ってき

ました。だが、やはり労働組合として「被ばく労

働問題」に取り組んでいきたいと話し合っていま

す。まず第 1回として、3月 7日に、被ばく労働

を考えるネットワークの岩下雅弘さん、なすびさ

んを招いて学習会を開催します。 

命をけずるような被ばく労働が、現場の労働者

とりわけ下請けの労働者に強いられています。被

ばく労働というと、特殊に見えるかもしれません

が、そこには、日本における労働事情一般が抱え

原発事故が浮かび上がらせた日本の矛盾 

松永 彩子（出版労連 原発問題委員会） 
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る矛盾が潜んでいます。例えば健康や賃金が必ず

しも保障されない不安定な雇用や下請け構造は、

出版・印刷・取次といった私たちが働く産業にも

存在しています。 

原発での作業は、事故が起きなくても、日常的

に被ばくを伴います。だから、安全性を高めれば

大丈夫、という問題ではありません。そして、放

射性廃棄物（核のゴミ）処分の問題は、これまで

先送りにされてきましたが、原発廃止を遅らせれ

ば遅らせるほど、核のゴミは増え続け、問題はさ

らに深刻になります。原発の廃炉にも、事故の収

束や除染（実際には取り除けるわけではなく移動

させるだけの移染）にも、核のゴミ処分にも、被

ばく労働はつきまとうのです。 

被ばく労働は、なくしていくべき性格のもので

あり、そのためにも原発に代わる地域の産業、雇

用の転換を考えてゆく必要があります（原発輸出

などもってのほか）。でも被ばく労働は今、存在し

ます。だからその現状、問題点を知り、労働者の

安全と権利を確保するためには何ができるか、考

えていかなければなりません。 

＊ 

次に、出版について。委員会立ち上げの時から、

出版にこだわった活動をしようと話し合ってきま

した。それは原発の報道や教科書・副読本記述を

検証してゆくこと、それから、ニュース『原発の

ない未来へ』の発行を通じて、原発問題について

考え、言葉にしてゆく、発言の場をつくってゆく

ことです。このニュースには副題として「出版に

働くものだからこそ、できること」とありますが、

「しなければならないこと」だと考えています。 

ここに寄せられた毎月の原稿を読んで感じる

のは、日本社会のありようです。広島・長崎そし

て第五福竜丸の被爆を経験している日本に、なぜ

54基もの原発がつくられたのか、その政治的・経

済的な背景に目を向けてみる必要があります。そ

してそれを容認してきてしまった日本社会、日本

人のありようも問われます。 

原子炉の原点は核開発です。「原子力」は単に

エネルギーの問題ではなく「核」の問題でもあり、

国策として進められてきた（核兵器をつくる潜在

的能力を保持するという思惑もあって始められた

ことが明らかになりつつある）――その出発点を

抜きにしては、問題の所在を見誤ってしまいます

（そこに様々な利権が生じて複雑になってしまっ

て一筋縄では原発廃止に持ち込めない状態になっ

ています）。 

原発と出版を考えるうえでもう 1つ、重大な視

点があります。それは情報公開の推進と「言論・

出版・表現の自由」を守ることです。原子力は「核」

の問題であるからこそ、情報は隠され、規制され、

批判する者は排除され、そして原発は「安全・ク

リーン・安い」といったまやかしが喧伝されて、

世論はミスリードされてきました（資源エネルギ

ー庁が原発に関するメディア情報を監視してきた

ことも判明しています。なお、2012年の原子力規

制委員会設置法の付則で、原子力の憲法である「原

子力基本法」に「わが国の安全保障に資すること」

という一文が追加されたことは由々しき事態であ

ると考えていますが、これを見ても原子力は「核」

の問題なのです）。 

表現の自由をめぐる問題は、原発に限らず、非

常に重要な課題です。自民党の憲法改正草案では

表現の自由が制限されかねない内容となっていま

すが、情報公開を訴え表現の自由を確立するため

に、出版の産業別労働組合として取り組むととも

に、個々人としては一人ひとりが情報を吟味し考

え発信する、それが大切ではないかと思います。 

＊ 

先ほど、政治的・経済的な背景に目を向けてみ

る必要があると述べました。組合が、「政治的」と

言われる課題に取り組むことに拒否感を示す、あ

るいは敬遠するむきもあります。仮に「原発」あ

るいは「反核」「憲法」といった事柄が「政治的」

課題に含まれるとしても、そうした課題について、

組合は大いに取り組んでいいと思います。特定の

政党を支持しようなどと言っているのではありま

せん。私たちの暮らしは、嫌でも政治・経済とは

切り離せない、結びついているのです（もっとも、

原発反対の運動は、「政治運動」というより「社会

運動」という言葉がしっくりくるとも思っていま

す）。 

労働組合は、労働条件や生活の維持向上を求め

て組織する団体です。そして社会全体の改善を目
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指して活動をしていく団体であるし、そうあって

ほしいと私は思います。今の社会は、経済成長の

名の下に効率化や利益が優先されるあまり、モラ

ルが崩れて、企業も国も暴走していく危険性をは

らんでいます。実際、現場で働く人間が、あるい

は国民が、企業や国の暴走に目をつぶってきた結

果が原発事故であったり、数々の公害や事故、不

祥事であったりすると思います。それに私たちの

払っている税金の遣い道が、社会保障や福祉、あ

るいは被災者にもっと使われてしかるべきなのに、

実際には金の流れはどこに向かっているでしょう

か？ やっかいなことに、個々人のモラル以前に、

社会全体のシステムが、命や環境を守ることより、

一部の者の利益を優先する構造へとつくりかえら

れてきています（それもグローバリズムの浸潤に

よって、一国の問題にとどまらなくなっている）。

今やこうした問題へのアプローチは必然なものに

なっています。原発を廃止させるには、このよう

な社会全体の問題に斬り込んでゆく必要があると

考えています。 

＊ 

毎週金曜の官邸前行動をはじめ様々な集会や

デモなどで、原発はいらないという意思表示が続

けられています。原発事故を機に、今までデモに

参加したことがなかった人たちにまで運動が広が

って、昨年 12 月の衆議院選挙では何か変えられ

るのではないかと期待しました。結果はがっかり

するものであったわけですが、ここで無力感や敗

北感に沈むのではなく、奮起しなければならない

と思っています。原発を動かそうという勢力が、

ここまで巨大な化け物になってしまっているとい

うことなのです。彼らは自分たちに都合のいいよ

うに、社会の枠組みを変更しようとしています。

私は非常に危機感をもっています。でも同時に、

希望を失ってはならないとも感じています。 

原発反対の運動がなければ、原発は大飯の 2基

どころかもっと再稼働させられていたでしょう。

原発廃止はまだ達せられなくても、少なくとも歯

止めにはなっている、そのことを希望としてつな

ぎながら、何ができるかを考え、行動していきた

いと思います。そして、表現の自由やデモをする

自由は、憲法で保障されている私たちの権利です

が、それを実行していかなければ、権利は守られ

ないとも思っています。 

「命や環境を守りたい」、私たちが求めているのは、

本来誰もが反対するはずのないことなのです。 

 

（※本稿は2013年2月14日出版労連臨時大会で、

原発問題委員会の特別代議員として発言したこと

を元にまとめたものである）。 

 

 

 

 

 

2011年の 3月はじめ、私はふとしたきっかけで「チェルノブイリ」とパソコンに打ち込み、検索をか

けた。 

パソコンのモニターには、妊娠 7か月の妊婦にはやや衝撃的な画像や文章が並んでいた。眺めている

だけでも疲れてきたので、その日は早々に眠ることにした。 

地震が起きたのは、それから何日も経たないうちだった。 

地震直後に、埼玉の大叔父宅に避難し、そこで妊婦検診を受けた。その後しばらくして福島に戻り、

かかりつけの医院でも妊婦検診を受けた。 

どちらの医師にも、「子どもに放射能の影響はないのか」と質問したが、めいめいに「それはありえな

い」と返答が返ってきた。私はひとしきり悩んだ結果、隣県である新潟県に避難し、そこで出産した。 

ここまではよくある話だが、我が家の場合、その先がうまくいかなかった。 

避難生活であっという間に財産が底を尽き、夫婦共に働かなければ食べられなくなった私は、まだ生

後 3か月になったばかりの息子を義母に預け、福島の元の職場に「出稼ぎ」に行った。 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑥ 

放射能が破壊するもの 
Ｎ・Ｓ（介護ヘルパー） 
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放射能の危険から息子を逃がしたことはよかったが、生まれたての子どもと母親が離れて暮らすこと

は、確かに強い母子の絆を断ち切ってしまうほどの重大事だった。 

結局、私が「出稼ぎ」から戻り、家族全員が揃ったのは、息子の 1歳の誕生日のことであった。 

息子の寝返り、初めてのハイハイ、つたい歩き、一人歩き、すべて、私は見たことがない。勿論息子

は私のことを親とは認識せず、本当に甘えるようになってきたのは、今年に入ってからだと思う。 

「ただちに影響はない」と、事故当時、国の偉い人は言った。 

確かに、身体への影響はなかったかもしれない。しかし、放射能は人間関係を激しく破壊した。少な

くとも、私と息子の関係は、原発事故によって破壊された。もしかすると、私たちだけではなく、日本

国に住むすべての人間は、大なり小なり壊されたものがあるのではないか。 

本当に「影響がない」のか、放射能が何を破壊しているのか、国の偉い人はきちんと考え直したほう

がよいのではないか。 

 

『なぜ院長は「逃亡犯」にされたのか－見捨てら

れた原発直下「双葉病院」恐怖の 7日間』 

森 功 著  2012年3月 1500＋税 講談社 

『検証 福島原発事故 官邸の 100 時間』（岩波書店）

は中枢の動きを検証したが、立地地域では何が起きて

いたか。本書は50人もの犠牲を出した医療施設の避難

状況を検証したものだが、自力では動けない要介護高

齢者を抱えた施設・病院での実態は事故のリアルな影

響を突きつける。         

（北林 岳彦） 

『電通と原発報道－巨大広告主と大手広告代理

店によるメディア支配のしくみ』 

本間 龍 著  2012年6月 1500円＋税 亜紀書房 

3.11 以前に少なくとも私は原発の危険から疎くなっ

ていた。一因として、直近の衆院選挙もそうだが、マ

スメディアによる方向付けは絶大だったと思う。本書

はその現実をつまびらかにするために、広告代理店の

存在を具体的な流れを追って示している。スポンサー

の意思を反映してマスメディアが動いていることを、

生々しく理解する必要があるだろう。  （東 則孝） 

書 評 


