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労働問題研究から原発事故を考える
木下 武男（昭和女子大学特任教授）

3・11の原発事故のとき、私は、自著『格差
社会にいどむユニオン』（花伝社、2007年）の
韓国語訳の序文を書いていた。そこで「韓国や
アジア諸国､ そして全世界の人々に、地球を放
射能汚染にさらしてしまったことに深くお詫び
申し上げます。この事故は、東京電力はもちろ
んのこと、日本の政府と日本の国民がもってい
た、原子力発電に対する危機感のなさがもたら
したものです」とお詫びした。日本国民は誰も
が責任の一端を負っている。
労働問題を研究している私の責任はなんなの

だろうか。それは、労働組合論を専門にしてい
た私が、労使一体となって原発を推進してきた
東電労組の体質の危険性を広く明らかにしてこ
なかったことだと思った。私は、1990年ごろ、
東京電力の思想差別裁判の運動に関わり、労働
者から会社の実態を知らされたこともあった。
原発事故の直後、当時の裁判闘争を記録した本
などを手がかりに、「東電の暴走と企業社会的
統合－労使癒着によるチェック機能の喪失」
『ＰＯＳＳＥ』（11号、2011年 5月）を書いた。
簡単に述べると1952年の電産争議を闘った産

業別組合は崩壊させられ、その後、日本型雇用
システムを土台にして、労働者は、企業の支配
と統合のメカニズムに強く組みこまれた。その
企業社会的統合の上に労使癒着の企業別労働組
合が確立し、原発推進に邁進するようになった、
ということになるが、会社側は 1960年に勝利

を確認しているので、60年間も労働者の統合と
労使癒着の組合がつづいていることになる。
このような労使癒着の東電労組は、古くから
民社党という原発を推進する政党と深い関係を
もっていた。東京電力の職場には、民社党職場
支部があって、選挙では総動員体制がとられて
いた。今日では、民主党の議員に原発推進かど
うかの「踏み絵」を踏ませ、推進ならば組織ぐ
るみで選挙活動をする。東電労組に限らず、全
国単産である電力総連も同じ体質なので、全国
規模で原発推進議員の選挙活動が展開されてい
ることになる。
労働組合が民主党を中心にしているならば、
電力会社の方は自民党である。このようにして
労使ともどもが国の原発政策に深く関わってい
る。こうして 2005年には、原子力発電は「過
渡的エネルギー」と位置づけられていた政策が、
原発の相次ぐ設備寿命の到来にそなえて、
「2030年までに 14基を新増設」するとの政策に
転換したのである（「エネルギー基本計画」
2010年 6月）。
なお、このような支配と統合は東電にかぎっ
たことではない。日本では、半世紀にわたって、
民間大企業の中で、企業に対等な立場からもの
を言うことができる労働組合が存在しないので
ある。この事実のもつ意味は重い。世界に見る
ことのない日本特有の社会現象である。原発事
故は、この問題を深刻に考えることを、労働運
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動側に改めて突きつけたといえるだろう。
さて、つぎに原発事故に関連して、私が専門

研究者の立場から発言しなければならないと
思ったのは、原発作業員の労働問題だ。一つは
被曝という労働災害の問題である。ちょうど雑
誌『自然と人間』（2011年 8月号）からインタ
ビューされたので、「原発事故―労働組合は何
をしているのか？」という内容で発言した。
まず、原発作業員の労働の特質を明確にする

必要がある。この労働者たちは被曝を前提に労
働をしている。たまたま被曝したのではなく、
量はともかく、必ず被曝する。このように労働
災害をうけることを前提にした労働は他にはな
い。したがって、本来ならば、建設労働法や港
湾労働法のように原発労働法のようなものが
あってしかるべきなのである。
しかし、当面必要なことは、被曝という労働

災害の問題は、電力会社に責任があるのは当然
だが、第一義的な責任は国が負うべきだ、とい
うことを明確にすることだ。被曝線量の許容限
度を守らせるのは、基準を定めた国の責任であ
る。労働基準法や労働安全衛生法を守らせると
いうことであれば、労働基準監督署の監督官を
現場に常駐させることも考えられる。

 被曝を前提にして働く原発労働者に、安全
と健康の面からも国は制度をととのえるべきだ
ろう。電力会社や元請・下請企業とも、原発労
働者の被曝線量を測定し、被曝限度を超えない
ようにする法的義務を負っている。測定された
被曝データは、労働者が保持している「放射線
管理手帳」に記入されるとともに、公益財団法
人「放射線影響協会」の中央登録センターに送
られる。被曝データは協会に一元管理されてい
るのだ。2012年には 49万人分のデータが集中
されているという。
この一元管理によって、全国の原発で働く原

発労働者も被曝限度を超えないで働くことがで
きる。しかし、東電は、事故から 2年たっても、
福島第一原発で事故後働いていた 2万 1000人
分のデータを協会に提出していないという（朝
日新聞 2013年 2月 28日）。これでは被曝限度を
超えて働く労働者が続出しかねない。
原発作業員の「放射線管理手帳」は被曝量が

記入されているだけだ。線量計を持たされない
で作業させられる労働者も多いようだ。国が強
制力をもって管理しなくてはならない。たとえ
ば、原爆被爆者のための「被爆者健康手帳」の
ようなものが考えられる。「被曝者手帳」をも
らえれば医療費が無料になる。
廃炉まで数十年かかるとされている。
原発作業員に定期的に検査をするとか、一定
の被曝を受けたら医療費を一生補償するくらい
のバックアップ体制をつくることが必要だ。手
をこまねいて、労働者を見殺しにするようなこ
とがあってはならない。
原発作業員の労働問題で考えたあと一つは、
下請構造のもとで作業員の処遇が劣悪だという
ことだ。原発労働者は、重層的下請構造という
下請け・孫請け・ひ孫請けの会社から調達され
てきた人びとが多い。東電が仕事を関電工や機
器メーカーに発注する。その元請けが、下請
け・孫請けに原発労働者を集めさせる。末端の
労働者は、被曝検査を受けたのか、被曝したの
かもわからないままにされている。
どうすればよいのか。一番よいのは、元請け
が直接雇用にすることだが、それは難しいだろ
う。ここでも国が、原発労働の特殊性にもとづ
いて、その雇用に責任をもつことだ。たとえば
の話だが、原発労働に従事する労働者の求人は、
すべて職業安定所をとおすことにする。元請け
は､ 職業安定所に求人を出し、職業安定所が人
を紹介するようにする。職業安定所の求人はす
べて労働条件が明記されているので、違法はつ
かみやすい。原発労働者の中には、全国各地の
原発で働く者もいるが、すべて各地の職安が把
握できるようになるだろう。
このようにすると、ピンハネはなくなり、ま
た、得体の知れない会社が人を集めて請負会社
に送り込むようなことも不可能になるだろう。
被曝に曝され命を削る労働が、人類と地球の未
来を確保している。ピンハネどころか、きちん
とした報酬があってしかるべきだろう。正当な
報酬と医療保障のあり方を国は考えるべきだ。
労働基準行政と職安行政の二つからきちんと正
常化することを急がなければならない。
労働問題研究の立場から原発事故を考えると
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「どう向き合うか　被ばく労働問題」学習会に参加して考えたこと
高岡　實（出版情報関連ユニオン）

東京電力福島第一原発事故から、はや２年。
史上最悪の「過酷事故」は事故の収束はおろか
「廃炉工程」に入る見通しも立っていない。今
も原発事故による放射線被曝は広がり、より深
刻さを増している。福島現地では原発事故処理
作業において、さらに大量の原発被曝労働者が
生み出されている。この現実に向き合い原発被
曝労働者の実態にせまる学習会が行われたこと
に私は大変意義深いものを感じた。この間、反
原発・脱原発運動にとりくんできた出版労連が
労働組合として、さらに反原発運動の課題は何
か！「被ばく労働問題」にとりくむその第一歩
を踏み出したと思ったからである。
この 3・7学習会では「被ばく労働を考える

ネットワーク」の岩下雅弘さんの問題提起「も
う一度考えてみよう。反原発運動とは何だろう
か？　被ばく労働問題の歴史的・構造的背景に
ついて」と同じネットワークのなすびさんから
は「除染労働問題と争議の現状」の報告と訴え
があった。私が一番注目したのは、福島原発事
故が引き起こされた「本質的原因」は「地震で
も津波でもない」とし、「労組も闘い（安全運
動など）がなかったからだ」という痛烈な反省
だ。そして原発被ばく労働者は多層の下請構造
の底で差別的状況に置かれていることが問題な
のだという労働者目線から、怒りとこの現状を
何としても変えなければならないという意志を
強く感じたからだ。
会場での質疑応答でも原発被ばく労働と下請

構造の問題が論議された。参加者から日本の原
発被ばく労働の多重下請構造とそれを許してき
た労働運動の弱さの問題が指摘された。電力資
本とともに原発推進の旗を掲げる電力総連など
の労組が下請労働者をサポートしてこなかった
（私も労組がむしろ原発被ばく労働を下請化す

ることを望んできたと聞いている）ことを。こ
の論議を通しても私たち労働組合がとりくむべ
き課題が明らかになったと思いう。
今一度、福島第一原発で収束作業に従事する
原発下請労働者に思いを馳せてみよう。懸命に
働く労働者、被ばくを強制される労働者たちは、
その危険手当や日当をピンハネされている。放
射線被曝線量隠しが横行し「許容量」を越えれ
ば使い捨て、労働災害の認定や保障もされない。
このような過酷な労働が、労働者の何の権利も
ない多重下請構造によって許されているのだ。
怒りとともに、この現実を変えていかねばなら
ないと思う。
過去にも原発反対の集会やデモに参加してき
たことのある私は「被ばく労働の実態」につい
て知らないわけではなかった。潜入ルポライ
ターの衝撃的現場報告 (堀江邦夫著『原発ジプ
シー』)を読んだ。また写真家樋口健二さんの
『闇に消される原発被曝者』を観てその被曝す
る原発労働者の呻きを聞いた。原発と被ばく労
働に対する言いようのない恐怖と生命の危機を
感じた。そして人間として、こんな事が許され
ていいのかとの怒りと思いで、原発反対に関
わってきた。福島第一原発事故に直面し、反原
発運動に参加するようになった現在において、
過去のヒューマニティにとどまっていては、現
に苦吟する原発被ばく労働者にせまることはで
きないと思っている。今回の学習会に参加して、
私は被ばく労働を強制される原発労働者に思い
を馳せるとは、同じ労働者としての自覚と実践
がなければならないとより深く考えるように
なった。労働組合として何をなすべきか。何が
できるのか。さらに労組の学習会や行動に参加
し、その第一歩を踏み出そう。

き、日本の労働運動と労働問題の中で隠れてい
たもの、最も醜悪なものが明るみに出された感

じがする。労働問題に関しても今後とも各方面
からの検討がなされなければならないだろう。
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去る 2013年 2月 10日首都大学東京「秋葉原
サテライトキャンパスＢ・Ｃ・Ｄ室」において
開催された、とみおか子ども未来ネットワーク、
首都大学東京社会学広域避難研究会・富岡調査
班、筑摩書房（協賛）による「原発事故と避難
の 2年―その構造と真実を考える（情報交流
会）」に参加した。
木村英昭氏（朝日新聞記者）、原発避難者団

体「とみおか子ども未来ネットワーク」の市村
高志氏ら 3名の方の講演を軸に会が進む中、出
版という「情報を扱う仕事」に関わる者として
の感慨を新たにせざるを得なかった。
私たちは震災・原発災害の情報に、おもにメ

ディアを通して接する。
だからメディアの責任は大きい。木村氏のよ

うにじっくりと取材を重ね、真実を探るような
報道もある一方で、現地の状況を見ることもな
く、単に官庁などから公表される情報、そのま
ま受け入れると健康に被害が出たであろう情報
を流しているだけの報道もあり、そのせいで事
実を誤認させられることもあった。
報道といえども経済活動の一環であること、

いきすぎた取材活動が救助活動の妨げになるこ
とを理解したうえであっても、やはり、後者で
は問題があったと言わざるを得ない。
もちろん、報道を「消費」する側にも問題が

ある。もとより公正中立な報道などは存在し得
ないが、そのような認識を持たない人がとても
多い。日本人の約 7割が報道は公正と捉えてい
るとの統計もあると聞く。震災前は私も一定の
信頼をしていたが今は違う。皮肉にも震災に
よって知恵を得たのだと思う。
ところで、2012年の野田首相（当時）の「原

発事故収束宣言」を見て、今も戦中の「大本営
発表」が続いていることに気づいた人も多いの
ではないか。これは情報統制の綻びの一端であ
る。シナリオが駄作であったおかげでそれに気
づいたが、自民党政権になって、ライターは、
かなり腕を上げたようである。注意したい。

一方、当事者である被災した方々はどのよう
に報道をとらえているのか？
会の中で、市村氏らから、マスコミを通すと、
自らが伝えたいこととは別の意味で情報が伝
わってしまうことに無力感を覚え、もはや発言
自体がつらいとの発言があった。
また、最初は喜んで受け入れてくれていた避
難先の大家さんが、日々何もせず、補償金を
持ってパチンコに出かける被災者を白眼視する
ようになったケースもあるという。
発言者が「伝わらない」と感じるのは、伝達
者が咀嚼をせずに情報を伝えるからであろう。
普通の人がギャンブル性のあるものに手を出す
のは、職がないなどの、何らかの焦りがあるか
らではないか。それに、補償金とは、失ったも
のの一部が形を変えたものにすぎない。
足りないのだ。情報伝達のすべての段階で、
私たちは想像力を働かせなければならない。
「理解」という遠い段階を目指すのに、それは
欠かせない。
この世界は、どこもかしこもまだら模様であ
る。被災地にはいろいろな悲しみがある。そし
て、ときには歓びもあるはずだ。だが、どんな
に正確な報道であろうと、情報技術が進もうと、
すべてを伝えることはできない。
放射性物質に汚染された地域、海抜の低い、
津波に襲われた地域は、もはや、元に戻すこと
はできない。職場を失った人は経済基盤だけで
はなく、人とのつながりも失った。血縁、地縁
のつながり以外に、人は多くのつながりを持っ
ていることに今更ながら気づく。
そして、高線量地域では、子どもが外で遊ぶ
自由も、安心して生活する権利さえも失われ、
つながりの「場」でさえも無くなった。
しかし一方では、避難先で新しい幸せや歓び
を見つけた人もいるかもしれない。
被災地にも悲喜こもごも、被災者も人によっ
ていろいろな出来事がある。私たちはその全て
を見聞きすることはできない。

重圧と希望―情報・出版に関わるものとして
小野 孝則（医学書院労働組合）
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情報を伝えていくのは神ならぬ人である。
人々を「被災者」としてくくらざるを得ない。
母数となる情報が多くなればなるほど「人」の
姿は見えにくくなっていく。私たちは、個々人
の事情を把握できない。また、そうでなければ
情報の海に溺れてしまう。結果、伝達されてい
るものの正体があやふやなものになる。時には
作為による「印象」であることも少なくない。
結局、メディアの本質とはそういうものなのか
もしれない。
報道メディアは物事を表現するときに、紋切

型にしてしまいやすい。たとえば、某国は根拠
なく領土権を主張し傍若無人であるとか、某国
は独裁国家でいつ暴発するかわからないなど、
多く見られる表現がそれにあたる。　
本来は、何らかのパワーバランスの上に浮か

んでくるまだら模様を、メディアという色のつ
いたレンズを通して見ているに過ぎないのに、
私たちはそれを普遍的なものと勘違いする。そ
れは、情報伝達における定型的な表現、つまり
は「書く側」の利便性と無縁ではない。
メディアにはもう一つ傾向がある。
人間は忘却するものだから、思い出す作業が

必要だ、なのにその役目を持つべき報道メディ
ア自体が「忘却」していってしまう。震災から

2年という、歳月と呼ぶには短すぎる時間の中
でも、それは起こっている。
でも、仕方がないのだ。定型的表現も、忘却
も、すべてはこれまでの商業的な報道・出版に、
暗黙の裡に求められてきたことである。なぜな
ら、限られた労力・時間・紙面にすべてを入れ
込むことなど不可能だし、無意味だからだ。つ
まり、これは既存メディアの限界なのだ。
しかし、私たちは今、ネットというこれまで
とは違う情報の伝達手段を持ちつつある。世界
はつながっている。
「本当のほんとう」は、それでも誰にも見え
ないが、それがわかっていればいいのだ。間違
うことを、いや、悪意さえ隠れていることを前
提につながることで、全員が当事者になること
ができる。
今の力では、どう努力しても分解も中和も無
毒化もできないものに、まだら模様に覆われて
しまったこの世界で、当事者である私たちは、
どうしたら復興したことになるのか。
私たちにできるのは、心に思うことだけかも
しれないが、無力ではない。考えることをやめ
ずにいたい。情報を収集し、分析し、判断する
力を取り戻すのだ。きっとそれが原動力になる。

始まって２年　これからの長い長い時間
馬場 裕子（原発問題委員会）

原発を身近なこととして考えたことは恥ずか
しながらなかった。そして 3・11の日を迎えた。
自分が原発についてこの日までにどれほどの知
識があったかすら今は思い出せない。たぶん、
肝心なことは何も知らなかったに違いない。
事故後、重大事故らしいとわかってからはグ

ルグルと気持ちは堂々巡りし、動けなくなった。
食べられるものがなくなるかと思うと怖くなり、
とりあえず風呂に水を溜めた。この時初めて、
日本の津々浦々に原発が立ち並んでいることを
知った。全部で 17か所 54基…逃げ場は、な
い？
そのころ日本に住む外国人は次々と離日して

いった。インドネシア軍が自国民の救出に来て
いた。東京にあったフィンランド大使館は国外
退去しないまでも、すばやく広島に移動してい
た。海外の知人からは、「逃げなくて大丈夫
か？」とメールが来た。そして当時の日本人の
ご多分にもれず、海外メディアと国内メディア
の、原発危機報道の落差に驚き、自分の生きて
いる世界が変わった気がした。

翌 4月末に帰省した関西は別世界だった。震
災も原発事故もまるで他人事ならぬ他国事のよ
うだった。だがここにも東京同様、放射能汚染
からの避難者が大勢いた。事故後 1年経った
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2012年 3月、家族ぐるみで三重県に避難された
村上真平さんを訪問した。
彼は、農業高校を卒業後、世界各地で農業指

導をやり、その土地に合わせた農業があるのを
現地の人から逆に学んだ経験から、どこにあっ
ても大切なのは持続可能であること、そしてそ
れにベストなのは自然農法だという結論にたど
り着いたという。日本に戻って、自身の農業を
始めるために全国各地を探し歩き、そして飯舘
村に出会った。
「こんなすばらしいところが見つかるなんて。
まるで桃源郷だと思いました。本当にうれし
かったです。」見渡す限り緑が広がりその向こ
うに深い森があり、手前には小川が流れている。
地味も水も豊かな土地であることが、そのとき
撮られた写真には写っていた。撮った村上さん
の気持ちも映っていたのかもしれないが。
自然農法は人の手を入れすぎない環境―雑草

も虫もとり除かず共存させる、自然を壊さない
農業のやり方―で、地面には立ち枯れた雑草が
毎年堆積してゆく。こうして村上さんの場合は、
ようやく土が出来はじめ軌道に乗りかけた矢先
に原発事故が起きた。
ここを「桃源郷かと思った」村上さんだが、

近くに原発があることを忘れたことなどなく、
そのため震災直後に原発の危機をいち早く知り、
翌日未明には、「二度と帰ってここで農業はで
きないだろう」との覚悟で、米と家族と海外か
らの研修生を車に乗せて村を出たという。
今も盛んに福島では「除染」が進められてい

るが、そういう行為が自然農法とはおよそ相容
れないものであることはよくわかる。
そして村上さんのその後は、日本各地や原発

大国フランスからも請われるままに、今回の事
故、いまの生活、そしてこれからのことを、講
演しに回っておられた。

2011年 9月東京で村上さんの講演を初めて聞
いたとき、在日外国人からの問いに「あなたは
避難という選択をしたが、そうしない人がいる
のは何故だと思うか？」というのがあった。
私ならどうしただろう？　東京に居残った私

は、事故直後の 3月末くらいから自分の住んで

いる地域の線量が相対的に高いことに気付いた。
継続して線量測定していた原子力関係者の HP
で知ったのだ。いわゆるホットスポット！？　
福島第一からは 200km以上離れているのに？
ちょうど放射能を帯びたプルームが私の住まい
のあたりで雨を降らせて、汚染されたらしい。
6月には区が正式に線量の測定を始めた。結局、
引っ越しはせず私は今もここに住み続けている。
私なりに理由はある。まず、自分には小さい子
どもはいない（自身も若くない）こと。そして
今の生活では自宅にいるのは半日程度、住まい
はマンション 7階であること。そしてこのあた
りは、2年弱で線量は 2割以上減り、2012年末
には国の除染基準未満になっていた（つまり除
染は不要、らしい）。

さて、村上さんのご家族の避難先は伊賀上野
から更に山間の村で、近くの小学校は徒歩では
ちょっと遠いが、小学生の娘さんは新しい学校
で習った歌を披露してくれ、学校は毎日楽しい
と話してくれた。ただ、近所には、いっしょに
遊べる年代の子どもはいないとのこと。
仮住まいしておられるお家は、古いけれどよ
く手入れされた大きな 2階建てで、近くに彼が
目指していた自然農法を実現できそうな田畑も
ひろがっていた。過疎の村では、うまくいくと
このような立派なお家と農地を借りるチャンス
もあるのだと知った。地域のかたとの交流も盛
んで、飯舘村にいたときになるべく近い暮らし
方を心がけておられるようだった。
だが、多くの家族にとって、母子避難も、家
族ぐるみ避難も、それぞれにとても大変なこと
なのは容易に想像がつく。

「なぜ避難しない人がいるのか？」その問い
に戻ろう。

2013年 3月、福島に残って医療機関で働きつ
づけている人の話を聞いた。
福島市民は自分たちも被災者ながら、原発か
らの避難民を受け入れている立場でもある。も
とより、医療や介護現場では人手不足だったが、
震災後それがさらに重くなってきた。この 3月
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にも辞める医師がおり、救急病院の看板をおろ
した病院がふえ、もし自分がここで急患になっ
たら…生活していくうえでのリスクがどんどん
高くなっている。これはもう先の見えない消耗
戦だから、場合によっては撤退もありえるだろ
うと自身思いながら働いている。でも、撤退戦
は一番むつかしい戦いでもあると思っている。
事故後 2年目の 3月、すっかり落ち着いてし
まったかの全国版の被災地報道だが、「原発さ
えなければ」と遺書を残して震災直後に自死し
た酪農家の詳報が掲載されていた。東電を訴え
るという遺族の記事として。この 2年、自死し
た人たちは時間とともに増えている。ただ、も
はやそれは被災地の地方紙のニュースにはなっ
ても、全国紙のニュースにはならなくなっていた。
「いまは、一部の人たちだけが我慢すればい
いような状況になっているように感じます」と

は、先の医療関係者の弁である。

この 2年は、「あれからまだ 2年しか経って
いないのか…」と感じるほどに長かった。それ
は原発から逃げ、家族離散の避難生活に疲れ、
この 4月からいわき市で家族水入らずの生活を
再開しようとしているかたの弁である。「1日
や 1週間は相変わらず短いのに」。
実はこれには私も全く同感なのだ。どこへも
避難せず、せっかく溜めた水すら使い切らず、
結局食べものにもそんなに困らなかった私も。
それは、先の見えない消耗戦を戦っている人
にとっての長い時間でもあり、今も収束してい
ない原発処理（廃炉）への長い長い時間に、私
自身が無意識にシンクロしているということか
もしれない。

　福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑧

震災、原子力発電所事故から 2年
かんざわ 沙織（福島避難母子の会 in 関東）

今年は、お雛様を飾った。2年ぶりに。
昨年は、出してあげることができなかった。
6歳になった娘の背後の 3段飾りが、少し小さく感じられた。
その分この子が大きくなったのだと、最近、やたらと時の流れを感じる。
あれから 2年か・・・もう 2年か・・・まだ 2年か・・・と。
昨年の 3.11 は、友人と 2人で、午後 2時 46分の黙祷で目を瞑り、　それまでの 1年を思い出して

いたら、ぽろぽろ涙が出て、ひとしきり泣いた。
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おもえば、
家を飛び出した、3月 14日。
二度と会えないと思った、祖父母の手を振る姿。
車内は、息を潜める大人とはしゃぐ娘。
気がついたら会津若松。
避難所にスクリーニングの行列。
テレビから、会津若松市、毎時 0.3 マイクロシーベルト。ここにもいられない。
友人親子と山梨、富士山の麓、4月 1日。
きれいな空、森の匂い、どろだらけの娘。
新幹線再開の報、福島には戻らず、一路、東京へ、4月 12日。
友人と別れ、娘とふたり避難所へ。
娘の頭にあてられる、サーベイメーター。
この子がなにをした？
食事は出ません、この食券で外食してください。
入浴はできません、この券で銭湯に行ってください。
自分の陣地を、パーテーションとダンボールで。
移動で疲れ早々と寝息を立てる娘、なかなか寝付けない、私。
頭上を歩く人の音が響く、隣の人の物音が聞こえる。
明日、パパに電話しよ。
目から溢れ出たものが、耳に流れる、天井の高い避難所。
移動、赤坂プリンス、3食いただき、お散歩して、コンサートに招待されて。
なに不自由ない。
シーツ干すの難しいですね、笑いあっても、この人は誰なのか、どこから来たのか。
数百人が探りあう。
早く出たいが、行く当てがない。
自主避難の方は都営住宅には入れません。
やっと見つけた住まい、5月 14日。

ここまでが、最初の 2ヶ月。
それから同じ区内の避難者の方が声を掛けてくれて、避難者の会に参加した。避難母子の会。楽し

かった。
それでも、テレビで福島のことが流れるたび、涙が出た。
仕事をしても続かなくて、なにもやる気がおきない。
でもその間に、夫は順調に仕事で成績を残し、娘はいつの間にか 5歳になった。
あたしはなにしているんだろう。
それを吹っ切ってくれたのが、昨年の 3.11。
それからの 1年は、前向きに過ごしてきた。
そして昨年末、福島のある地で暮らすことが決まった。

「どうして帰るの？」
「帰ってくるの！　うれしい！」
「せっかく避難したのにもったいない！」
「帰ってきなよ、大丈夫なんだから～」
いろいろな意見があるけれど、私は自分が決断したことに自信を持つ。
私は福島で暮らしていく。
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