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 2013 年 4 月 13 日早朝、兵庫県淡路島を震源

とする地震が発生、淡路市で震度 6 弱を観測。

中四国近畿 5 府県で 32 人の負傷者（4.18 消

防庁調べ）、兵庫、大阪、徳島の３府県で計 8886

棟が損壊（5.11 朝日新聞）の被害がありまし

た。地震の規模を示すマグニチュード（M）は

6.3、震源深さは 15km と発表されました。近畿

では 1995 年の阪神・淡路大震災（兵庫県南部

地震）（M7.3）以来の最大の地震です。 

今回動いた断層は、兵庫県南部地震の際に動

いた同島の野島断層の南側の断層と推定されて

います。各報道では、近い将来に発生が予測さ

れている南海トラフでの巨大地震の前兆ではな

いかとの懸念を示す記事が一斉に掲載されまし

た。 

 しかし、筆者は南海トラフの巨大地震ととも

に、もう一つの巨大地震の発生の可能性を怖れ

ています。それは、今回の震源地のすぐ南に横

たわっている中央構造線の存在です。中央構造

線は、中部、西日本では長野県の諏訪湖から伊

那谷を南下、愛知県の渥美半島を経て、紀伊半

島中央部を横断、淡路島南端を切って、四国の

吉野川を形成、愛媛県の四国山地の北辺を断ち

切りながら松山平野を横断、同県の上灘から瀬 

 

 

戸内海の伊予灘海底を走り、伊方原発前面海域

を経て、九州の大分県別府湾に入り、さらに熊

本県の宇土半島を経て八代海に至る、という全

長約 1000km に達する日本最大の活断層です。

特に和歌山県から西の四国全域、別府湾地域は

A 級の活動性を指摘されています。2003 年には

政府の地震調査研究推進本部の地震調査委員会

が、伊方原発の前面海域を含む「四国西部（石

鎚山脈北縁西部）と伊予灘（海底）の断層が連

動して動くと M8 ないしそれ以上の規模の地震

が発生する可能性がある」と判断を示していま

す。 

 M8 の地震だと、1891 年に起きた濃尾地震で

は水平で 8ｍ、上下で 6ｍにも達する地変（断

層）が発生しています。原発の直近でこうした

巨大地震が発生すれば、たとえ電力会社が主張

する通りに施設がいくら頑丈に造られていても、

その施設の建つ地盤が崩壊したり、地すべりが

発生すれば施設が大きな損傷を受けるでしょう。

100 万 kW 級の原発では平均で 1 基あたり配管

類の総延長 170km、ケーブルは 1700km にも

なります（『プルトニウム発電の恐怖』創史社）。

大きな地震では、電源の喪失だけではなく、配

管、ケーブルの損傷も数え切れないほどの箇所

No.20 

 
2013年 6月 14日発行 

淡路島地震・中央構造線・伊方原発を結ぶ危ない連環 

近藤 誠（伊方原発反対八西連絡協議会事務局担当・ 

伊方原発 1～3号炉運転差止請求訴訟原告） 



2 

 

で発生するでしょう。2007 年の新潟県中越沖地

震では M6.8 の地震で、柏崎刈羽原発で変圧器

の火災、原子炉上部の天井クレーンの破損など

を含む 7 基で合わせて 2600 件を超える被害が

発生しました（『震度６強が原発を襲った』朝日

新聞社）。2011 年の福島原発事故は 3 基の原子

炉内の核燃料が溶融、4 号機でも水素爆発で建

屋が破壊されました。第一原発 1 号機では一次

冷却系配管の損傷の可能性を国会事故調査報告

書でも指摘しています。その他の配管、ケーブ

ルなどの被害は現時点では具体的にはわかりま

せんが数え切れないでしょう。一度、原発震災

が起これば対処するすべなどないと誰しもが思

い知らされました。 

 さらに不安があります。2012 年 7 月に伊方

原発を止める会が開いた講演会で、元東大地震

研究所准教授だった都司嘉宣（つじよしのぶ）

（独）防災科学技術研究所客員研究員は、中央

構造線、別府湾活断層や瀬戸内海西部地域の津

波などの調査研究結果を基に、「最近 2～3 年間

で分かってきたこと」として、次のような研究

結果を明らかにされました。 

それは、1596 年（慶長元年）9 月 1 日に発生

した大分県や、愛媛県北部地域で起きた地震、

同月 4 日の別府湾震源地震（香川県でも被害記

録あり、愛媛県内も被害あったと推測できる。

都司研究員）、同 5 日に京都･伏見で地震が発生

（近畿、和歌山、中央構造線の一部も動いた。

同上）したことを挙げて、中央構造線と近畿の

活断層との関連を指摘。そのうえで、伊方沖を

含む伊予灘の中央構造線活断層が動くと伊方原

発は震度 7 の激震の揺れを受け、10ｍから 15

ｍに達する津波が襲う可能性があると指摘され

ました。 

 原発直近（伊方原発沖の中央構造線系断層は

海底表面上では原発から 6km 程度の距離です

が、巨大地震では数 km 程度の距離は実質的に

は直下といえるでしょう）で大きな揺れが発生

すると、1～2 秒後という極めて短時間で揺れが

施設を襲うため、揺れを感知してから 2 秒以上

かかる制御棒の挿入が間に合わない恐れがあり

ます。そうなると、核分裂は止まらず「暴走」

することになります。その果てはどうなるのか

想像すらしたくありません。 

また、四国電力は伊方原発は 4.5ｍの津波し

か想定せず「敷地は標高 10ｍにあるので大丈夫」 

と言い張って防潮堤建設の計画すらありません。

なのにストレステストでは 14ｍの津波でも核

燃料の重大な損傷には至らないと主張していま

す。お金と時間のかかる工事はやらないために

二枚舌で押し通そうとしているようです。 

 一方、南海トラフの巨大地震との関連も無視

できません。1854 年の安政大地震では、32 時

間をおいて起きた M8.4 東海、M8.4 南海の連動

地震の 2 日後に、伊方原発の建つ佐田岬半島の

西端付近を震源とする伊予西部地震が発生しま

した。M7.3～M7.5 の大地震であり、中央構造

線系の断層が動いたと都司研究員は指摘してい

ます。M7.3 でも高速道路を倒壊させた兵庫県

南部地震と同規模です。M7.5 なら 2 倍の地震

エネルギーによる激震が原発を襲うのです（マ

グニチュードが 0.2 大きくなるとエネルギーは

約 2 倍、１大きくなるとエネルギーは約 32 倍

になります）。 

 近畿、南海トラフのいずれの地震の影響でも

伊方原発直近の中央構造線活断層が動く恐れが

あるのです。広域に被害が及ぶ巨大地震が発生

すると中央構造線に沿って形成された地すべり

地帯に覆われた四国内の送電網も広域に破壊さ

れ、原子炉冷却の電源が長期的に断たれる可能

性があります。道路崩壊によって必要な救援態

勢も避難も困難になるでしょう。原発災害につ

いて、こうした被害の想定は四国電力や愛媛県

は想定していません。新規制基準でも対応策は

ありません。敷地内の電源車で何とかなると期

待するのは電力会社だけの願望です。 

原発は地震が起きなくてもスリーマイル島原

発事故やチェルノブイリ原発事故で明らかな通

り大事故は発生します。世界最高の基準で百万

年に 1回以下の大事故確率を目指すとしていま

すが、現実には過去 32 年間で 3 回の大事故が

起きました。基数で見れば 6 基、5 年に 1 基の

割合で発生しています。原発を停止、廃炉とす

ることが最高の安全保証です。 
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オートマチック自動車を運転するうえで大切

なことはアクセルよりも、ブレーキの操作の方で

ある。クリープ現象といって、ブレーキペダルを

踏んでいなければ、アイドリング状態でも動き出

すため、運転者は常にアクセルで加速させること

よりも、ブレーキで車体を制御することに注意を

払わなければならない。 

 このブレーキとアクセルは反原発運動になぞら

えることができるかもしれない、と思い浮かべた

のは、2011年の夏頃のことだっただろうか。当時、

出版労連の中央執行委員だった私は、福島第一原

子力発電所の事故を受け、出版労連として反原発

運動に取り組むための委員会を立ち上げようと準

備をしていた。震災の混乱がやや落ち着きを見せ、

原発事故に関する情報も徐々に詳らかになってい

く中、これから展開されていくであろう反原発運

動はとても長く、また忍耐を強いられるものにな

るであろうという予感がしていた。 

 周囲の人々の激しい怒りのエネルギーに感化さ

れ、デモに積極的に参加したり、情報収集に躍起

になっていたりしたが、なにぶん不真面目で飽き

っぽい性分が災いしたのか、「このペースで運動を

展開していけば、いつか飽きて運動から脱落する

日が来るかもしれない」と迷いが生じ始めていた。

その迷いを断ち切り、またそれまでとは違って運

動を作り上げていく立場を経験するために、あえ

て原発問題プロジェクト委員会の事務局長という、

指令を出す側に自らを追い込むことにしたのであ

る。 

 第1回の原発問題委員会（当時は原発問題プロ

ジェクト委員会の準備会という位置づけだった）

が開かれ、集まった人々の怒り、悲しみ、不安や

恐怖、そして一部参加者の驚くべきほどの知識や

情報収集能力を目の当たりにし、私は一つの予感

を確信に変えることになる。 

「この運動、そしてこの委員会には、アクセルで

はなく、ブレーキが必要だ」 

 いうまでもなく、運動を展開していくうえで大

変心強いメンバーが集い、各自の関心の的には多

少の差異は認められるものの、それぞれが共有し

ている反原発への熱い想いは全て大事にしなけれ

ばならないと考えた。しかし、放っておけば、ど

んどん議論が専門化していき、また日々の生活を

犠牲にしかねない行動が増せば、自ずと行動に加

われない人を批判するようになっていくのではな

いかという危惧も生じた。（いや、もっと正確にい 

うと、メンバーの気迫に押され、あたかも「事務

局長のくせにそんなことも知らんのか、こんな大

事な行動を欠席するのか」と責められているよう

な気にさえなることもあったので、ブレーキの比

喩はある意味で自身の不真面目さを都合よく解釈

した方便に過ぎない……。） 

 ともあれ、「専門化しすぎて知識の少ない人間が

議論に参加できない」、「行動が軍隊式の強制を伴

う」といったことが生じないように、事務局長を

務めた 1年間は極力緩やかに、それぞれの自発的

な取り組みとなるような委員会運営を心がけてい

た。心がけと実際がどれほど乖離していたか、と

いうご批判については甘んじて受けたいと思う。 

         ＊ 

 この間、様々な団体が主催するデモや行動に参

加してきたが、なかでも「脱原発杉並」の取り組

みはユニークでおもしろい。労働組合が主催する

デモや、ネットで呼びかけられた市民団体の主催

するデモなどと違って、非常にローカル臭という

か、商店街が主催するお祭りに似た雰囲気を持っ

ているのである。1954年に第五福竜丸被曝が起き

た際に、杉並区の主婦たちが反核運動を始めたこ

とは有名だが、その反核運動の出発点ともいえる

土地から反原発運動を発信していくために何がで

きるのか、会議では老若男女を問わず、真剣に議

論を交わす。 

    持続可能な反原発運動の展開のために 

                  郭 敬樹（原発問題委員会）   

  

  

東田 雄三（電力会社関係者） 
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 そこから生まれた新たな運動の形態として、「脱

原発花見」、「脱原発盆踊り」、「デモ割」、「デモ屋

台」などなど、地域との結びつきが強いからこそ

可能になった、非常に個性的な運動が生まれてい

っている。こうしたユニークな取り組みは高円寺

を拠点とする「素人の乱」に代表される若者層が

牽引している面もあるが、見逃せないのは教育問

題などで長年地道に運動を継続してきたベテラン

層がしっかりと運動の下支えをしていることであ

る。住宅街を使ったデモの予告のために近隣住民

へのビラまきや、近隣店舗へのデモ割の交渉など、

昼間働いている若者ができない運動に必要な雑務

をベテラン層が担っているのである。 

 この小さな運動の中には、今の日本社会に必要

とされているあらゆる問題に対するヒントが隠さ

れているように思われる。地域社会における近隣

住民との繋がり、グローバル企業と個人商店との

闘い、世代間闘争、ワークシェアリングなど、「脱

原発」という出発点から日常生活に遍在するあら

ゆる政治的課題、生活課題に気がつかされた人も

多かったことだろう。 

          ＊ 

 この先も持続可能な反原発運動を展開するため

には、今一度、自身の生活課題を意識する必要が

あるだろう。「言いたいことがあっても、どうも周

囲の人には口に出せない」、「食品の安全について

心配をするだけで、他人から白い目で見られる」、

「原発や放射能の話題に触れようとすると、煙た

がられる、あるいは『削除』の命令を出される」

などなど、これらはどれも私たちの社会生活、職

業生活における、原発を巡る「生活課題」である

といえるだろう。 

 反原発運動の直接行動における参加者数は、

徐々に減少してはいるものの、むしろこの運動の

火種は日々のあらゆる生活空間に浸透している。

むろん現在の運動の局面においては、ブレーキよ

りもアクセルの方が求められているのかもしれな

い。だが、いずれにせよ運動はこれからも続き、

忍耐を強いられ続けていくことだろう。時には心

が折れかけることもあるだろうが、緩やかに協力

し合いながら議論を重ね続けることが重要である。

そして、原発事故から2年以上経った今だからこ

そ、思い出してもらいたい、「人体に直ちに影響は

ない」という言葉に隠された、真に意味するとこ

ろを。さらに、人類は未だに原発事故と放射能汚

染に対するブレーキを見つけられていないという

ことも。 

 

 

私にとってデモは、見るものでした。 

はじめてデモを目の当たりにしたのは、中学生

時代の 1970 年代末でした。記憶は曖昧なのです

が、ゴールデンウィーク期間中に銀座に出かけた

ときに、数寄屋橋交差点付近だったか、とにかく

大きな通りで、デモと遭遇したのです。 

デモの内容も覚えていませんが、全国的な組織

のデモだったようで、隊列は都道府県別にまとま

った、かなり大規模なものでした。はじめて見る

デモ行進に興味をひかれ見物していると、都道府

県によって流儀がちがうことがわかってきました。

整然と行進するところもあれば、腕を組んで気勢

をあげながら激しく蛇行していくところもあるの

です。 

通りには、車の上からデモを監視している警察

の人がいて、その人はデモ隊がおとなしく行進し

ているあいだは何も言わないけれども、蛇行する

ところが出てくると、「行進中の●●●●の××

県の諸君、今すぐ蛇行をやめなさい！」とマイク

で制止するのでした。もちろん、デモ隊の人たち

は警察の人の言うことを聞くわけもなく、蛇行を

続けていました。私は、そんなデモ隊の人たちに

ある種の小気味よさを感じながらも、「自分にはあ

れはできないな」という距離感も同時に覚えてい

ました。 

1980年代に入って高校、そして大学へと進みま

デモは見るもの？ 

田澤 泉（小学館労働組合） 
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したが、集会だ、デモだ、という政治的熱気はそ

こにはなく、デモ参加を要請されるような機会も

ありませんでした。 

1990年代に社会人となった私は、入った会社が

ユニオンショップ制だったことから自動的に組合

員となりましたが、そこでもデモは遠い存在でし

た。5 月 1 日は社休日でしたが、メーデーに参加

する人は周囲にほとんどいなかったのです。私も、

一度くらいは参加したほうがいいかなと思うこと

もありましたが、行動に移すことはありませんで

した。 

そんな私が生まれてはじめてデモに誘われた

のは、具体的な日時は覚えていないのですが、

2003年暮から2004年にかけての冬のことでした。

知り合いのフリーの編集者からメールで、自衛隊

のイラク派兵反対の集会＆デモへの参加呼びかけ

を受けたのです。 

イラク派兵には私も反対でしたが、集会&デモ

への参加には、二の足を踏まざるをえませんでし

た。中学生時代にデモ隊に距離感を抱いたように、

デモというかたちで自分の意思を表明する行動を

とるということに、どうしても抵抗があったので

す。私は思うだけで行動には移せない、「意気地な

し」だったわけです。それでも参加するかどうか

当日まで迷いましたが、家を出る勇気はとうとう

わきませんでした。それでよかったのか……。こ

の体験は、私の心に澱のようなものを残しました。 

そして、2011年の東日本大震災と福島原発事故。

私は、立場的には大学時代から「原発反対」でし

たが、イラク派兵のときと同様、その意思表示を

したことはありませんでした。原発が続々とつく

られ既成事実化するなかで、「しかたない」とあき

らめの心境になっていたのです。しかし事故のあ

とで、それは間違っていた、もっときちんと反対

の意思表示をしなければいけなかった、と痛感し

たのです。 

それでも具体的な行動に移るには時間がかか

りましたが、子どもへの放射能の不安からやはり

「脱原発」を真剣に考えはじめた妻といっしょに、

日比谷公園での脱原発の集会に参加するなど、行

動することに少しずつ心身を馴らしていきました。 

 

そして 2012 年 4 月、私はついに脱原発を訴え

るデモに妻とともに参加したのです。はじめてデ

モに接した中学生のときから 30 年以上を経ての

「初体験」でした。あいにくの雤で参加者は数百

人でしたが、新宿の街を行進して、都庁前へとむ

かいました。 

道沿いや歩道橋の上、車の中などから多くの人

の視線を感じ、はじめは恥ずかしく、シュプレヒ

コールの声もなかなか出せませんでした。そんな

私を支えたのは、脱原発の思いとともに、イラク

派兵反対のときのように後悔したくはないという

思いでした。そしてさらに、思いを同じくする人

たちが一緒だということも、私にとっては大きな

力となったのです。歩いているうち、シュプレヒ

コールの声も少しずつ出せるようになっていきま

した。デモのあと、体は雤に打たれて冷え切って

いましたが、心は充足感でみたされていました。 

つづいて私は、今度は知り合いの絵本作家さん

と誘い合って、2012 年 7 月の「さようなら原発

1000万人アクション」の集会＆デモに参加しまし

た。その絵本作家さんが「アクション」に賛同・

メッセージを寄せていることを知って声をかけた

ところ、すぐに「いっしょにデモに行こう！」と

いうことになったのです。当日は絵本作家さんの

仲間たちがたくさん集まり、思い思いに声をあげ

ました。 

この二度のデモ経験は、確実に私を変えました。

意思表示の行動をとることへの抵抗感が、まった

くとまではいかないものの、かなり減ったのです。

その後も私は、金曜夜の官邸前抗議に足を運んだ

りしました。そして今年の 5月 1日には、出版労

連中執としてメーデーにはじめて参加し、デモで

は出版労連の隊列の先頭に立って横断幕を持つ役

割を担いました。かつての自分からは想像もつか

ない姿です。みなさんからみればたいしたことで

はないかもしれませんが、私にしてみれば大きな

変化でした。 

原発事故をきっかけに、私にとってデモは、見

るものから参加するものへと変わったのです。 
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 幼いころ、切符を集めるのが好きだった。 

何ということはない、父が出張の折などに改札口

を定期で出て、回収されずに済んだ切符を娘への

土産にしていたのだ。 

今年になり、荷物の山から懐かしい箱が出てき

た。約 30 年ぶりに手にした国鉄の硬券。漢字も

地理もよくわからぬまましまいこんだものだが、

何枚もに同じ出発地が刻まれていることに気づい

た。 

「柏崎」「石巻」「浪江」「双葉」「富岡」 

 

 父の勤務先は東芝だった。タービンの設計から

キャリアをスタートし、最終的にはタービンの長

翼を製造する部門の責任者を務め、3 年前に退職

した。 

 小学生のころは、父が冷蔵庫やテレビを作って

いないことが不思議だった。中学生のとき、たま

たま見たテレビ番組で、日本の総合電機メーカー

は電気を作るところから電気を使うところまで手

がけて発展してきたこと、なかでも発電のプラン

トを担う重電部門は花形部門であることを知った。

仕事のことを語らぬ父だったが、誇らしげに働い

ている理由が少しだけわかったような気がした。 

だが、チェルノブイリ原発事故が起きた。冷戦下、

核の恐怖を意識しつつ育ってきたこともあり、私

は「原子力」発電に疑問を抱きはじめた。 

発電所では頻繁にトラブルが起き、父は夜中も

正月も駆けつけていた。 

「原発って、危なくないの？」 

「少し危ない場所もあるけど、別に専用の服を着

て仕事する人たちがいるんだよ」「ちゃんと安全に

作ってあるから大丈夫。電気がなくなったら困る

だろう？」 

そう言う父に、私は反論できなかった。 

高校３年、社会科の教師が近所の工場への見学

者を募った。日本ニユクリア・フユエル。地元の

納税額上位企業の一覧に、謎の名があったことを

思い出した。核燃料の製造工場だった（現グロー

バル・ニュークリア・フュエル・ジャパン。近年

はＭＯＸ燃料も製造。所在地：横須賀市久里浜）。 

手を挙げたのは私を含めて 10 人にも満たなかっ

た。防護服を着て、安全ですよと言われ触れたウ

ランペレットの実物。だが、偽装トラックを仕立

てての物々しい搬送の様子をとらえた展示写真を

見て、「安全ですよ」の言葉を素直に飲み込めない

自分がいた。 

 

これらは今回の原発事故が起きるまで、ほとん

ど思い出すこともなかった記憶だ。高木仁三郎さ

んや樋口健二さんなどの存在を知りながらも、原

発を我が身のこととして引き受けぬまま、私は

2011年 3月 11日を迎えた。 

5 歳と生後 2 か月の二人の子どもたちを抱え、

育児休業中に起きた東日本大震災。12日、原子力

資料情報室の記者会見をユーストリーム中継で見

て、とんでもないことが起きていることを知った。

子どもたちを連れ、父が定年後にＵターン移住し

た北海道へ向かうことを決めた。 

空港へ向かう車窓からの景色は、色を失って見

えた。発電により得た糧で成長し、出版界の端く

れで培った感覚により情報を掴み、育休中で身動

きがとりやすいのをいいことに、父がその稼ぎで

建てた家に逃げる――。卑怯な自分が苦しかった。 

父は呆然とテレビを見ていた。私が初めて耳に

した「１Ｆ（イチエフ）」「建屋」「復水器」といっ

た言葉は、父には日常用語だった。３号機のター

ビンには、若いころに設計した部品もあるという。 

だが父は、原子炉について、ましてや放射能に

ついては、門外漢だった。社内ではタービン部門

より原子炉部門のほうが上と見なされ、東電との

交渉においても原子炉部門が表に立つ、そんなこ

とも父はぽつぽつと語った。原発労働者や地域住

民にリスクを押しつけ、原発の産む利益に浴して

いた点では何ら変わりないのに、父が原子炉に直

私事としての原発――あの日までとあの日から 

渡部朝香（岩波書店労働組合） 
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接携わっていなかったことは、私にとって精神的

な逃げ道だった。 

 

 4 月には自宅に戻った。被災地の過酷な状況と

比べものにならない東京にいながら、やはりエゴ

イスティックに自分の子どものことが気がかりだ

った。放射能汚染の実態はどうなのか。地域に知

り合いも少ないなかで大きな余震が来たら。そし

て、原発に、被災者の方に、自分はどう向き合っ

たらよいのか、何ができるのか――。 

混乱したまま、高円寺から始まったデモの第１

回に足を運んだ。以降も、不安や疑問への答えを

探し、からだを動かした。 

秋口には、地域でのつながりを求めて社会福祉

協議会の地域情報紙づくりに参加した。給食の放

射能測定を求める運動などを展開している小学校

の保護者たちに連絡をとり、取材した。 

同じころ、バス停で赤ん坊連れの私に声をかけ

てくれた年配のご夫婦がいた。南相馬から避難し

てこられたという。そのご夫妻と他の避難者の方

数人にお願いし、地区の集会所でお話し会を開い

た。 

放射能対策を議論する市議会の傍聴、都民投票

条例のための街頭署名等々、不慣れなことにいろ

いろ手を出した。娘に抱っこでつきあってもらい

ながら。 

そうしているうちにできた縁から、「にしとう

き ょ う市民 放射 能測 定所 ある びれ お 」

（http://west-tokyo-albireo.com/）の立ち上げに

声をかけていただいた。西東京市在住の小児科

医・山田真先生が私財をなげうって購入した測定

器をもとに、市民の手で開設された測定所だ。測

定技術を学び、最初に測ったのは自分の母乳。そ

れから、いくつもの食品を測った。今も活動を続

けている。 

 

測定所の活動には、三春町から西東京市に母子

避難されている「つながろう！放射能から避難し

たママネット」代表の増子理香さんも参加してい

る。増子さんのお話や、ほかの避難者の方のお話

を聞くにつけ、原発や放射能そのものだけが問題 

 

ではないことを痛感させられる。 

例えば母子避難の困難は、シングルマザーの、

ひいては子育て中のすべての女性たちにも共通す

る困難がある。困難が複合的であるほど、命が危

機にさらされる可能性（自殺や虐待等）も高まる。

多くの人が指摘しているように、原発が推進され

てきた社会構造と、今、被災者の方や私たちが直

面する問題は、同根だ。 

 こうした出会いや気づきは、当然ながら私だけ

に特異なことではない。周囲を見渡しても、震災

後、それまで地域活動や市民活動に無縁だった人

たち、とくに母親たちが、さまざまに動き、つな

がっている。 

 

 私自身は、震災で何かを失ったわけではない。

未だ被災地を訪ねてもいない。原発に関わった父

の娘、東電の電力消費者、東電株主である都民と、

幾重にも加害の側にある後ろめたさが、つきまと

う。 

ここには書ききれないが、父がエンジニアを目

指したのも、僻地の農村出身で製鉄所の底辺労働

者だった祖父からの前史がある。父の後史として

出版業界に身を置く私がある。それぞれの選択に

は歴史的・地理的なめぐりあわせが張り付いてい

る。 

人はその時代、その土地でしか、生きることが

できない。私は、祖父とも父とも違う時代を、原

発事故の被害が続き、原発事故の可能性を持つこ

の国で、ルーツを背負って生きていくしかない。

そして、子どもたちは、その先の時間を生きる。 

不安や疑問は、これからも続く。さまざまな問

題の先に立ちはだかる「日本」は、相手にするに

は、あまりに巨大だ。でも、具体的に取り組むべ

き課題はいくつもある。そして、隣人として誰か

にできること／誰かから与えられることも、たく

さんある。 

この２年間がそうであったように、これからも

きっと、人とのつながりから、なすべきことが与

えられていく。そう予感している。 
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 福島原発事故の被災地南相馬市小高区に、摩辰（まだつ）という開拓村があります。 

 戦後復員してきた若者たちは、職がなくて途方に暮れていました。昭和 24 年頃、私の叔父は、

それらの若者たちと、国有林を払い下げてもらって、開拓を始めました。当時は重機はなく、総て

手作業でした。原野を切り開き、松の木の根っこを掘り起こし、藪を刈り払い、畑を耕し、家畜を

飼い、辛酸をなめつくしました。10 年、20 年と苦闘は続きました。 

 しだいに生活も、ゆとりができてきました。一代目の若者は、孫を抱きニコニコ顔のご隠居とな

りました。亡き父母の後を継いだ子らは、養豚あるいは大根や人参など、換金作物をつくり、益々

開拓村を豊かにしていきました。 

 藁葺家は、瓦屋根の家に建て替えられ、前途が明るくなってきたとき。3 月 11 日の大地震・大津

波。東日本大震災です。 

 その翌日、防災無線が流れました。「第一原発の事故により、小高区は全員避難ときまりました。

ただちに避難してください。」 

 50 年余の苦闘は、一瞬のうちに吹っ飛びました。あれほど苦楽をともにした開拓の仲間は、離散

してしまいました。 

 原発事故から 1 年半。小高区は昼間だけ、帰宅が許可になりました。私は息子と一緒に、摩辰の

開拓村を訪れました。私も耕した畑には草が生い茂り荒れ果てていました。瓦屋根の家々は、寒々

とひっそりとたっていました。 

 怒りと悲しみが、こみ上げてきました。同行した息子と彼の妻が、「開拓の心は死なない」という

題で、開拓村への鎮魂歌を作詞作曲して、CD を作りました。そして開拓村の方々、小高区の方々

に、お配りしました。 

 精魂込めた土地を奪われ、離散させられた方々の怒りと悲しみを、1 人でも多くの方々に伝えた

いと願っています。 

 <追記>「開拓の心は死なない」の CD は無料です。ご希望の方は、aratameken@yahoo.co.jo まで

ご連絡ください。 

 

 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑨ 

今日も明日もそして次の日も 我は進み往くべし  

  

 

新田目 建（福島県いわき市在住） 


