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 もっと知っていれば、原発をここまで放っておか

なかった。福島の苦しみを生むことはなかった。 

 2011 年 3 月から東京電力記者会見に通い、メ

ルトダウンやスピーディ隠し、汚染水のたれ流し

の犯罪を追求し続けた日隅一雄弁護士は、その最

中、末期ガンの告知を受けた。 

 余命数か月と告げられながらも、市民メディア

NPJ の編集長として、記者会見に百回通い続け

た。告知された期間を越えて生き抜いた。しかし、

痛みと苦しみ、生命の不安と孤独感が襲った。マ

ンションから飛び降りたくなるほどの腹部の痛み。

何故、そんなに頑張るのか。何が駆り立てるのか。

2012 年に入ってからインタビューで聞いた

（NPJ 動画インタビュー）。 

 「ぼく一人で福島第一原発事故を止められたわ

けではない。しかし、もっと勉強していれば、福

島の人たちの苦しみは防げたはずだ。その後悔が

責める。そのことを考えるなら、この病いの痛み

や苦しみ、不安など、福島の人たちの苦しみに比

べれば小さいものだ。（そう思って）会見に通

う」 

 それはこちらの倫理観、良心に真正面から打ち

込んでくる言葉だった。この年の 6 月 12 日、病

院に一泊することもなく日隅君は逝った。日隅君

の最後の講演は 6 月 10 日だが、その写真では微

笑さえ浮かべている。 

 私の心をこんなに痛めさせるもの、それは私が

知らされない、愚かな民として何十年を過ごさせ

られた、ということではないか。 

 54 基もの原発があったこと、福島のような事

故に発展しかねないインシデントが、他ならぬ福

島第一、柏崎刈羽、もんじゅ、その他全国のあち

こちで起こっていたこと、人生のほとんどをその

地の原発を作らせないために打ち込み、時を費や

してきた人たちがいたこと。福島第一の地元にも

いたこと。知らなかった。知らされなかった。俺

は、私は何をしていたのだ。福島に通って支援し、

金曜日の官邸前抗議や代々木公園で集う 15 万人

の人々の胸には、その痛みが往き来していたはず

だ。 

 自民党改憲草案は、そのような時の経過のど真

ん中に、2012 年 4 月発表された。原発事故の最

中に持ち出された改憲構想という意味で、これは

戦後の改憲のどの時期とも違う意味をもつ。 

良心を、あきらめず──原発と憲法 
 

梓澤 和幸（弁護士） 
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 自民党案 21 条 2 項が、「前項の権利（表現の

自由、集会の自由）といえども、公益、公の秩序

に反するときは、その行使を許さない」という条

項をもつのも、この意味において象徴的である。 

 表現の自由は、意見、情報の発信の自由だけで

なく、人々の知る権利、情報流通の自由を憲法上

の価値として保障する、ということは、今や通説

である。 

 国際人権規約（自由権規約）第 19 条【表現の

自由】が 

１．すべての者は、干渉されることなく意見を持

つ権利を有する。 

２．すべての者は、表現の自由についての権利を

有する。この権利には、口頭、手書き若しくは

印刷、 芸術の形態又は自ら選択する他の方法

により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類

の情報及び考えを求め、 受け及び伝える自由

を含む。 

としていることも想起されてよい。改憲草案 21

条 2 項は、原発のような知るべき事実、知らせ

るべき事実を闇の彼方に葬り去るたくらみなのだ。

原発事故や放射能に関わる情報を公共の安全に関

わる特別秘密として隠し、これを取材、報道する

ものには懲役 10 年をくらわす秘密保全法〈特定

秘密保護法〉など、改憲のもたらす闇のリアルを

わかりやすく見せるものと言わなければならない

だろう。 

 戦争と軍についても、原発と同じく私たちは盲

目にさせられすぎている。2013 年 4 月 21 日週

刊 BS-TBS で自民党改憲草案の起草委員の一人

である石破茂自民党幹事長は、「なぜ自衛隊でな

く軍なのか」と問われて答えた。あの独特の視線

で。 

 現在の自衛隊で隊員が上官の命令に従わない場

合は、自衛隊法で最高でも懲役７年が上限である

ことを説明し、こう語った。 

 「『これは国家の独立を守るためだ。出動せ

よ』と言われたときに、いや行くと死ぬかもしれ

ないし、行きたくないなと思う人がいないという

保証はどこにもない。だから（国防軍になったと

きに）それに従えと。それに従わなければ、その

国の最高刑に死刑がある国なら死刑。無期懲役な

ら無期懲役。懲役三百年なら三百年。そんな目に

遭うぐらいなら出動命令に従おうっていう。…こ

うした重罰を科すために（国防）審判所は必要で、

石破氏は『公開の法廷ではない』と付け加え

た。」（東京新聞 2013 年 7 月 16 日） 

 九条改定では戦力保持、交戦権容認が問題にさ

れるが、戦争ができる国にする憲法とはこういう

ことなのだ。つまり、兵士の命、家族の人生とい

う価値は下位に置く。原発を推進し、被害者を苦

しめて救おうとしない政治家や、官僚や、会社の

経営者たちの利益に国益、公益という美称をかぶ

せ、そのために命さえもあからさまに差し出せと

いう不正義。政治家たちがこんなことを考えてい

るなんぞ知らなかった。 

 原発も憲法も、あまりにも真実から遠ざけられ

てきた。 

 出版の人たちをはじめとするメディアの人たち、

とくに労働者に申し上げたい。 

 自分は知らないという自覚に立て。その無知を

乗りこえたとき、驚きと痛みから、初めて「知ら

せる」という仕事が生まれる。自民党改憲草案を

何回も噛み砕こう。あるご婦人は、改憲草案に関

する講演を聞いてくださったその晩、深夜三時ま

でかかって草案を読み込んだという。このように

して改憲草案が目指す国家構想のリアリティをそ

れぞれに掴むことが求められている。 

恐ろしい現実だが、改憲発議を経て、やがて

国民投票を迎えるかもしれない。それまでの 2、

3 年の間、根拠のある希望を若者たちに語れるた

めに必要なのは「質」だ。ぼんやりとした沈黙を

要求する「空気」を突破できる知的良心の質を獲

得しよう。 
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 長崎で行われた原水爆禁止世界大会へ参加して

きた。長崎へはこれまで何度か足を運んでいたが、

こういった大会へは初めて参加した。 

 私は、祖父が長崎出身で被爆者でもある。その

ため、幼いころからぽつりぽつりと祖父が語る

「原爆の怖さ」というものがほかの子どもたちに

比べ身近にあったと思う。しかし、今年の夏ほど

平和や原爆、そして原発について考えた夏はなか

った。 

 原水禁大会では、人の多さとその熱気に圧倒さ

れてしまった。私は、一つの会場で行われる講演

会のようなものを想像していたのだが、実際は、

長崎の街のあちらこちらが会場となり平和運動の

拠点となっていた。 

 原水禁大会の二日目、私は「青年のひろば」と

いう分科会にでた。「青年のひろば」では被爆者

の方と直接話し合いができる。祖父というあまり

に身近な存在だったために、逆に深く聞くことの

できなかった長崎の事実を、初めて会った被爆者

の方から聞くことは、予想以上に私の心を動揺さ

せた。話をしてくださったのは、当時 6 歳、現

在 74 歳の仲地さんという男性で、今まで被爆体

験を誰にも語ってこなかったという。「本当なら

もっと当時がわかる人がいいんだけど。私なんて

話す資格ないんだ」。なぜか申し訳なさそうに何

度も繰り返した。その姿に、「被爆者」とひとく

くりにできない、してはいけない個々人の感情や

背景があるのだと感じた。小学校の友人を原爆で

亡くした仲地さんには、どこか「生き残って申し

訳ない」という思いがあるようだった。祖父にも

そのような思いがあるのだろうか…。 

 「核の問題で、仲地さんは原発のことをどうお

考えですか」。10 代の少年からでた質問。この

質問をした少年は、自分の兄弟子が福島原発の収

束工事に携わったことをきっかけに「核」につい

てもっと勉強がしたいと、自ら大会に参加してい

た。仲地さんは、しばらく考え込んだ後、「しか

たがないことだと考えている」と答えてくれた。

この答えに、私たちは少なからず驚いた。被爆者

というのは、反核、反原発である、という勝手な

構図ができていたのに気付かされた。「核の平和

利用というのなら、ある程度しかたがないことな

のかもしれない」と話した仲地さんの複雑な表情

が胸に焼きついた。「核」の怖さを一番知ってい

る、身をもって体験している、被爆者の方に「し

かたがない」と言わせてしまっている。もちろん

仲地さんは、原発の有用性に惹かれてそう答えた

のではない。唯一の被爆国である日本で原発がや

められないのなら、それはもう「しかたがない」

こと。戦後 68 年の夏、仲地さんが感じているの

は、あきらめに近い感情だった。 

 原水禁大会で、様々な人に出会い、様々な情報

に触れた。そのなかで、私は、これからどこへ進

めばいいのか、指標のようなものを得ることがで

きた。いままではただ漠然と「原爆のない平和な

世界へ」と思うだけだったのだが、こうした平和

の大会に参加する、署名をしてみる、など具体的

に動くことを知ったのだ。にこやかな仲地さんが、

唯一語気をあらげ言った「国際情勢とか難しいこ

とはわからん。わかるのは戦争は二度としちゃい

かんってことだけ」という言葉。そうした被爆者

の方の声を、私たちがいかに伝えていくことがで

私は初めて被爆者の「声」を聴いた 

 石井 敦子（岩波書店労働組合） 

「原水爆禁止世界大会」に 

参加して 
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きるのか。平和への思いのバトンをつないでいく。

原爆のない世界へ、戦争のない世界へ。そして、

仲地さんが「しかたがない」と言った原発のない

世界へ。68 年経って癒えない傷がある。道のり

は長い。しかし、私は一歩一歩を踏みしめていき

たい。私が祖父や仲地さんからもらったバトンを

しっかりつなげたいのだ。

 今日は 9 月 1 日。関東大震災が起きた日だ。

小学生の頃は、9 月 1 日は避難訓練があり、いつ

大きな地震が起きてもおかしくない、だからそれ

に備えて真剣に訓練を受けないといけない、と言

われていた。中学校以降は避難訓練の記憶もほと

んどなければ、大地震が起きるなんてことは考え

ずに日々を過ごしていた。そして、2 年前の

2011 年 3 月 11 日。未曾有の大地震で起きた問

題。それは、避難訓練では防ぐことのできない大

きなことだった。当時は計画停電の実施やスーパ

ーやコンビニから消えた食料や水を目の当たりに

して、ただ漠然と不安になったものだった。 

そんなときに、タイの北部の山岳民族の住む

村へ 2 泊 3 日のトレッキングに行った。震災か

ら１週間もたたない頃だった。電気も水道もない

村で過ごした 3 日間で、気持ちが楽になった。

便利な世の中に慣れきってしまった私には、そう

いう生活に１週間と耐えられないだろうとは思う

が、たとえ、電気がなくなったとしても、まった

くなにもできなくなるということではないと少し

不安が和らいだのだ。 

時を同じくして、ドイツに住む友人から一時

帰国を見送るという連絡があった。話を聞くと、

ドイツ人のパートナーに一時帰国を延期してほし

いと懇願されたという。チェルノブイリの原子力

発電所の事故が起きたとき、その友人のパートナ

ーはより身近に放射能の恐ろしさを感じ、その影

響をうけた人や犠牲になった人を見たのだという。

原発事故が明るみになったとき、日本国内よりも

敏感に原発問題に反応したのはヨーロッパ諸国で

はなかったか。福島原発の事故をうけ脱原発を決

めたドイツに、どれだけ日本の原発事故が大きな

影響を与えているのかを実感した気がした。 

そして、今年 8 月 8～9 日に長崎を訪れ、多く

の人たちが原発への不安や反原発を訴えているの

を目の当たりにした。それは、日本各地で起きて

いる動きのようだった。私には、この先何十年と

たってから影響が出てくるであろう放射能の問題

をどうも現実的に捉えることができず、ただ漠然

と取り返しのつかないことが起きていると、そう

思うだけであった。政治家が、著名人が、そして

一般市民が反原発を訴えたところで何が変わるの

か。彼らいわく、その訴えを広げ、共有すること

に意味があるという。 

長崎から東京へ帰る途中、山口に住む祖父母

の家に寄った。祖母に、長崎に行くことになった

経緯や長崎での出来事を話すと、彼女自身の戦争

体験の他に原発のことについての考えも話してく

れた。それは『原発反対』であった。「便利なこ

とはわかるが、原発ではなく、違うエネルギーで

やっていけるのであれば、それに越したことはな

い。難しいことはわからないが、きっと原発以外

の道もあるだろう」と祖母は言っていた。私も、

難しいことはまったくわからない。ただ、望むの

は安全だ。それが保障されるのであれば、それで

いいと思ってしまう。戦争はもちろんのこと、原

発も「安全」は保障されないものだったのだと改

めて感じた。 

8 月の長崎での原水爆禁止世界大会に参加した

ことから「原爆と原発」というテーマについて原

稿依頼を受けたとき、私には原発に対する意見と

いうものはなかった。どんなに問題視したところ

で変化が起きると思えなかったからだ。嘘か本当

かもわからない情報に不安になるよりも、関心を

持たずに考えることをやめて傍観していた。だか

ら今回、自分の経験を通して感じたことをまとめ

てみて、原発について考えるきっかけとなったこ

とは大きな一歩だ。

吉田 遥（開隆堂・開隆館労働組合） 

原発について考えるきっかけに 
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 2013 年 8 月 8、9 日、長崎で開催された原水

爆禁止世界大会に参加した。2 日間という短い参

加期間ではあったが、たいへん貴重な経験で、多

くのことを学んだ。自分がこれまで原爆について

いかに無知であったかを実感した。また、原爆に

ついて勉強すると同時に、現在、日本で最も大き

な問題の 1 つとなっている原発についても考え

る機会となった。 

 8 月 8 日には「2015 年に向けて－核兵器全面

禁止の行動を」という分科会に参加した。2015

年に NPT（核拡散防止条約）再検討会議があり、

それに向けて話し合ったのである。この分科会で

は全国各地、さらに世界各地で核兵器全面禁止の

ために活動されている方々の貴重なお話を伺うこ

とができた。そのなかで、多くの方が述べ、心に

残ったのは「若い人の参加が少ない」「もっと若

い人にも活動を広げていきたい」との声であった。

確かに、分科会の参加者に私と同年代の参加者は

少ないように感じた。 

 私自身も参加したのは、今年度入社したため声

をかけていただいたからである。もし職場でこう

した機会がなければ、自分から進んで参加はしな

かっただろう。 

 恥ずかしい話ではあるが、今回参加するまで、

私にとって長崎に原爆が落とされたことは「過

去」のことであり、自分には直接関係のないこと、

という意識があった。むしろ、意識すらしていな

かったといっても過言ではない。もちろん、原爆

は恐ろしいものであるし、平和は尊いものである、

という漠然とした意識は持っていたが、実感とし

てそういったものは持っていなかったのである。 

 分科会で「若い人の参加が少ない」との発言を

聞き、自分自身ももっと原爆に関心を持ち、主体

的にこうした活動に参加していかなければいけな

いと感じた。9 日に原爆によってもたらされた遺

構めぐりに参加した。そこでガイドをしてくれた

方が言ったことばでとても印象的だったものがあ

る。それは、「長崎には広島の原爆ドームのよう

な有名な遺構がない」というものである。しかし、

実際には長崎に原爆が落とされたのは 68 年前に

なるが、長崎の街には原爆の恐怖や悲しみといっ

たものがまだ残っているように感じた。これは、

実際に原爆を体験した被爆者の方々がその悲劇を

語り継いできたからこそのものであるとも感じた。 

 そして、長崎に行って感じたことは、この悲劇

を二度とくり返してはいけないということであり、

そのためには被爆者の方々が語り継いできたもの

を私たち若者がさらに次の世代へと語り継いでい

かなくてはいけないのである。 

 もう 1 つ、今度は私たちが当事者として経験

したもので、次の世代へと語り継いでいかなくて

はいけないのが、3.11 である。長崎に原爆が落

とされてから 66 年たった 2011 年に「被ばく」

と呼ばれる悲しい出来事が起こってしまったので

ある。私たちはもう二度と「被ばく」を起こして

はいけない。そのためにはその原因となるものを

取り除かなくてはいけないだろう。そもそも原発

さえなければ、2011 年に「被ばく」は起きなか

ったはずなのだから。 

 もし私たちがこのまま原発を稼働し続け、「被

ばく」の原因を残したまま社会を維持していった

ならば、50 年後の若者たちは 3.11 のことなどな

かったことにしてしまうだろう。現在を生きる私

たち若者が原発について真剣に考え、行動を起こ

していかなくてはいけない、未来の若者が「被ば

く」する可能性をゼロにし、「被ばく」の恐ろし

さを語り継いでいかなくてはいけないのだ。 

 かつて、長崎で原爆の恐ろしさを経験した方々

が私たちたちに語り継いでくれたものを、そして、

私たちが経験した 3.11 を未来の若者たちに語り

継いでいかなくてはいけない。そのために現代の

若者として今できることをしていこう。長崎でこ

のような決意を抱いた。この気持ちを忘れずにい

きたい。 

 

 

世代を超えて伝えゆくべきこと 

品田 晃一（開隆堂・開隆館労働組合） 

 

「
原
水
爆
禁
止
世
界
大
会
」
に
参
加
し
て 
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戦争は平和である。 

―ジョージ・オーウェル『1984 年』 

 

 沖縄県は日本国内では福島第一原発から最も遠

い。そのためだけというわけではないだろうが、

原発事故を機に沖縄に移住した著名人も少なくな

い。また、福島の子ども保養プロジェクト「球美

（くみ）の里」が 2012 年 7 月に始まり、18 次

保養グループを募集中だ。福島の子どもたちの健

康維持・回復に、沖縄の風土が貢献できることは、

沖縄の人々にとって誇らしいことだろう。 

 ただ、沖縄が原発の被害と無縁の土地であるは

ずはない。福島第一原発の爆発の後、沖縄にも放

射性物質が飛来した。台湾には、激しい反対運動

が起きている建設中の第四原発を含め 4 か所 8

基の原発があり、中国の原発の多くが、沖縄から

は東シナ海の対岸である。黄砂や PM2.5 の飛来、

大量の漂着ゴミ問題が示す通り、季節風が吹きつ

け黒潮に洗われる沖縄は、中国、台湾で原発事故

が起きれば、確実に深刻な被害に見舞われる。原

発事故の危険のない所は日本にはほとんどないと

言うしかないであろう。 

 原発の危険から無縁ではない沖縄だが、沖縄に

はそれ以外の深刻な核の危険がある。それは米軍

基地の集中によるものだ。その日常的な核の危険

を二つ例示したい。 

 まず、海の危険から。沖縄本島の太平洋側に人

口 12 万人弱のうるま市がある。同市のホームペ

ージの「防災情報」に、「原子力艦による事故が

起きたら」という項目がある。「万一事故などが

起こった場合、国をはじめ県や市は、周辺地域の

方々の放射性物質の被ばくを避け、またはできる

だけ低減するための防護措置を講じます」と述べ

ている。これは、うるま市にある米海軍の港湾施

設「ホワイトビーチ地区」に原子力潜水艦などが

頻繁に寄港するからである。沖縄県は地上 4 か

所、海水 3 か所のモニタリングポストを設置し

ており、原子力艦が寄港するたびに周辺の海水や

海底土の分析をし、発表している。 

 ホームページには「屋内待避の指示がでたとき

は…」「避難の指示がでたときは…」「屋外での

簡単な被ばく防護法」といった説明が続く。横須

賀、佐世保と同じく、原子炉が周辺の海を動き回

っている。事故が起きたら、と思うとぞっとする。 

 二つ目は空の危険。今年 8 月 5 日、米軍の

HH60 救難ヘリが宜野座村の米軍基地内の原野

に墜落・炎上し、搭乗員 1 人が死亡した。現場

が地元の飲料水用ダムに近かったこともあり、放

射性物質が飛散したのではないかと不安が広がっ

た。2004 年 8 月 13 日に沖縄国際大学に大型ヘ

リ CH53 が墜落した記憶が生々しいからだ。 

 沖縄国際大の事故では、6 枚ある回転翼のうち

の１枚の、付け根にある装置のストロンチウム

90 が回収できないままとなった。その量は 1850

万ベクレル。なぜヘリに放射性物質が使われてい

るのか。回転翼の「安全装置」と「氷結探知機」

に使われている―という説明がされているが、当

時やその後の新聞報道などを見てもそのメカニズ

ムについて詳しい説明はなかった。 

 この疑問について、小出裕章・京都大学助教が、

沖縄で発行されている雑誌「けーし風（かじ）」

47 号（2005 年 6 月発行）のインタビューで詳し

く説明している。 

 ストロンチウム 90 は、ウラン 235 の核分裂に

よって生成し、約 29 年の半減期でベータ（β）

崩壊する放射性物質である。骨に蓄積されやすく、

ウランなどよりはるかに毒性が強い。小出氏の説

明をまとめると、次のように理解できる。1 枚 1

枚の回転翼は中空になっている。そこに圧縮空気

を充填し、ストロンチウム 90 とベータ線測定装

置を取り付ける。回転翼にひびが入るなどして空

気の密度が下がるとベータ線の値が上がるので、

亀裂や劣化を発見できるのである。同様に、ベー

タ線を測定することで氷結も探知できるのだとい

う。ストロンチウムはベータ線だけを出す物質で

あり、一度装着すればヘリの寿命の間はもつ半減

米倉 外昭（新聞労連副委員長、琉球新報記者） 

沖縄の日常につきまとう「核」 
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期 29 年というのも好都合だという。 

軍事目的であれば、搭乗員や整備員の健康は犠

牲にできるとする、むき出しの非人間性がここに

現れている。地元・宜野湾市の消防隊員はそこで

必死に消火作業に当たっていたのだ。米軍は、回

収できなかった分は燃えて消失したというでたら

めを発表しつつ、汚染を隠すため現場の土を掘り

起こして持ち去ってしまった。 

 このような物体が沖縄県民の頭上を飛び回って

いる。海であれ山中であれ、事故が起きればただ

ちに周辺環境を汚染し、住民の命への脅威となる。

今年 8 月の事故は、現地立ち入りは制限された

ままだが、県が土壌などを採取し、まだ分析中で

ある。 

さらに、危険な武器そのものの問題も指摘した

い。久米島北方に鳥島という無人島がある。米軍

がそこを射爆場として使っている。1995 年から

96 年にかけて米軍はそこで劣化ウラン弾 1520

発を「誤射」し、約 1300 発が放置されていたと

いう事件があった。海水をかぶる岩礁に多数の劣

化ウラン弾が突き刺さった状況が当時、地元では

大きく報道された。軍からの通報は 1 年以上過

ぎてからだった。地元自治体と漁協は 1997 年 2

月に那覇防衛施設局（現沖縄防衛局）に厳重に抗

議し、早急の回収と、回収が終わるまでの演習中

止を求めた。 

核ではないが、クラスター爆弾を搭載した戦闘

機が嘉手納基地を飛び立ち、空の状態で帰還する

様子もしばしば報道されている。このような兵器

を実射する訓練が行われれば、誤投下される危険、

搭載したまま墜落する危険がつきまとう。沖縄は

そのような恐怖に日々さらされている。 

沖縄の核問題は、現時点では軍事基地がもたら

す多様で深刻な環境問題の一角にある。軍事基地

がもたらす環境問題は、あらゆる段階で人権侵害

を引き起こすという意味で、核兵器や原発と連続

しているのである。 

日本の平和のために在沖米軍が必要だと信じて

いる人は、決して少なくない。では、その「平

和」とは何だろうか。誰かを危険にさらし続ける

「平和」とは、「戦争」と同義ではないだろうか。

全国の原発や核施設に対するのと同じように、沖

縄がさらされている核の危険にも注意を向けてい

ただきたいと思う。

私は原発事故発生時、東電福島第一原発から約 15km の南相馬市小高区川房に家族 7 人で暮らしてい

ました。阿武隈高地山裾の自然豊かなところで、当然ながら先祖伝来のこの地で一生を終わるつもりで

いました。 

しかし、2011 年 3 月 11 日の原発事故により私たちの生活は一変しました。突然の避難指示により、

ふるさとを追われ、せいぜい 3 日間くらいかなと思っていた避難も 2 年半が経ってしまいました。行政

の不手際から放射線量の高い飯舘村に 3 日間滞在した後、新潟市、高崎市と避難し、息子の仕事の都合

で成田市に移り丸 2 年が過ぎました。 

振り返って考えてみると今回の被災で一番の被害者は将来のある、物言えぬ子どもたちではないだろ

うかと思います。私の場合、10 歳を頭に 3 人の孫と同居していますが、慣れないアパート生活、少し騒

がしいと他の住人から苦情が来るので、孫たちも私たちも神経を磨り減らしながらの生活です。 

さらには理由もよく判らないまま、学校や幼稚園の友だちと別れ、避難先の学校への転入を余儀なく

されています。元の学校は離れた場所の仮校舎で授業は再開したものの、今もって在籍率は 25％程度で、

ふるさとの友だちと一緒に勉強することはもう叶わないと思っています。 

また、孫たちは自宅が居住制限区域になっていて線量も比較的高いことから、避難以来一度も生まれ

育った家へ帰ったことがありません。現時点では親たちはもう自宅には戻らないと決断したようで、そ

飯崎 忠雄（成田市在住） 

原発事故、一番の被害者は子どもたち 
 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑫ 
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れは子どもたちの健康を考えてのうえではあろうと思いますが、孫たちが不憫でなりません。 

原発事故が「風化」されていると言われますが、私はかねがねいずれそうなると考えていました。穿

った言い方をすれば、政府や東電は「風化」を期待しているのかとさえ思えてなりません。事故の処理

をないがしろにし、原発の再稼働や、他国へ首相自ら原発を売り込むなどはその最たるものでしょう。

しかしながら私たち自身はどうなのでしょうか。当初あれほど頻繁だった電話・メール・手紙といった

お互いのコミュニケーションが今ではほとんどなくなってしまいました。それはまぎれもなくお互いが

現状に感化され、いろいろなことを自分自身の心の奥のどこかに追いやってしまっているということで

はないでしょうか。 

復興や除染の遅延、東電の対応、帰還、不帰還の決断、健康の維持等々、私たちをとりまく情勢は

益々深刻化しつつあります。このような状況の中で、原発事故を風化させないため、これからも黙する

ことなくあらゆる機会をとらえ声を上げていこうと思います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上きみどり 著 

 2013年 3月 838円＋税 竹書房 

仙台在住の漫画家が、福島に住む or 住んでい

た家族を取材した漫画。県外産の野菜を選んだり、

水を買ったり、「何だ。私と同じじゃん」という

のが率直な感想。自分が、福島に住む人を何か特

別な「被災者」という目で見てしまっていたこと

に気づかされた。ほのぼのとしたタッチだが、原

発 3 キロ圏内の農家の農機具（何千万円もす

る）が全て盗まれていたというエピソードはつら

い。  

 

しりあがり寿 著 

 2011年 8月 650円＋税 エンターブレイン 

朝日新聞の連載 4 コマ漫画「地球防衛家のヒ

トビト」は震災当時の日常や、やり場のない感情

を思い出させる。その他いくつかの短編を収載。

擬人化した原発が「私にはわかっていたの、私が

皆の手に負えるような女じゃないって」と呟いた

り、ファンタジックでブラックなユーモアに溢れ

ていながら、真実を突いている。震災後、半年弱

での発行。 

（2 冊ともに 金井 真由子） 

書  評 

 
あの日からのマンガ 

 
ふくしまノート① 


