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わたしが福島へ月に一度のペースで行くように

なってから 2 年半が過ぎた。2011 年 5 月福島に

できた「子どもたちを放射能から守る福島ネット

ワーク」という組織から「一度子どもたちのから

だの様子をみてほしい」と呼びかけられ、同年 6

月を一回目として「子どもたちのための健康相

談」を行ってきたのだ。 

2012 年になってからは福島から全国各地に避

難している人たちを対象にした健康相談会も各地

で開かれるようになり、それにもわたしは参加し

てきた。 

そして、福島へ行く回を重ねるごとに、また、

地方で避難者と呼ばれる人たちに会うたびに、わ

たしの心は重くなる。 

福島には今も空間線量の非常に高い地域があり、

そうした地域はとても安心して住める状態ではな

い。だから避難している人たちの多くは、経済的

にも精神的にも追いつめられながら、福島に戻る

気持ちになれないでいるし、また福島に残ってい

る人の中にも不安を抱いて毎日をすごしている人

が沢山いる。 

しかし国や県、さらには世界的な原子力関係の

機関などは挙
こぞ

って「福島の事故は大したことはな

かった。政府の適切な対応のおかげで健康被害は

なかったし、これからも健康被害は起こらない。

福島はすでに安全な地域になっている」とキャン

ペーンしている。その中で福島での被曝者の不安

の声はかき消され、多くの人は口を閉ざすように

なった。声をあげて「症状がある」と訴えてもそ

れは「放射線を異常にこわがる状態（放射能恐怖

症と呼ばれている）によって起こった症状にすぎ

ない」と一蹴されてしまう。 

このようにして原発事故も放射能汚染も風化し

忘れ去られていくのだが、放射能による被害を過

小に見せかけ、低線量被曝や内部被曝による健康

障害はないことにしてしまうという大衆操作には

長い歴史がある。原子力産業を推進しようとする

勢力、核兵器を保有しようとする国々にとって低

線量被曝はアキレス腱であり、低線量被曝の恐し

さを市民に知られてはならなかったのだ。 

1954 年のビキニ環礁水爆実験では久保山愛吉

さんの死のみがとり上げられ、それ以外の第五福
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竜丸の乗組員、さらには同じ時に付近の海域にい

た千隻近くの日本漁船の乗組員の健康がどのよう

になったかについて、知らされることもなかった。

もちろん、マーシャル諸島の人たちがその後どん

な暮しをしてどんな健康状況であったかなど報道

されることもなくわたしたちの多くは知らなかっ

たと思う（その悲惨な状況を知るには『水爆の島 

―マーシャルの子どもたち』（島田興生/文・写

真、津田櫓冬/絵、福音館書店、1996[2009]）が

絵本なので子どもと一緒に読めてよい）。 

1999 年茨城県東海村での JCO 臨界事故では 2

人の労働者が亡くなったが、それ以外の被曝者に

ついてはその後の状況が知られていない。2000

年当時 JCO 従業員の他、周辺住民など 666 人の

線量評価が行われたが、従業員で最大の人は 48

ミリシーベルトであり、従業員の平均被曝線量は

4.9 ミリシーベルトとされた。そして 48 ミリシ

ーベルトというかなりの高線量をあびた人も含め

て、なんの医学的根拠もなく「健康への影響はな

い」と結論づけられてしまった（日本原子力学会

JCO 事故調査委員会による）。その後について

は「特別な健康診断の必要はないが労働者・住民

の不安に対して応えるために健康診断を行う」と

いうことで健康診断が続けられている（これと同

じことは今、福島でも行われていて、健康診断は

“健康被害は考えられないが、市民の不安を解消

するため” という名目で実施されている）。 

このように低線量被曝は、健康への影響はない

と宣伝され、放射能に関する事故が起こるたびに

「大したことはなかった。将来も心配はない。」

というキャンペーンに乗ってわたしたち市民も忘

れ去ってきたのだ。しかしそうした忘却の影で一

部の地域の人たちが切り捨てられている。 

「大したことはなかった」として忘却する歴史

はすでに広島の原爆投下時に始まっていたことを、

わたしたちは銘記しておきたい。 

『ヒロシマ・ノート』（大江健三郎/著、岩波

新書、1965）は 50 年近く読み継がれているドキ

ュメントだが、この中に次のような文章がある。 

これは大江が 1963～64 年に広島を訪れた時の

記録で 1955 年当時のことを書いたものだ。 

「被爆の日から十年、現地の新聞である中国新

聞の印刷所にすら、原爆あるいは放射能と組んだ

活字はなかった。《原子爆弾の放射能の影響によ

って死ぬべき者はすでに死に絶え、もはやその残

存放射能による生理的影響は認められない》とい

う一九四五年秋の米軍側原爆災害調査団のあやま

った声明が世界にひろがっていったあとの十年間

の沈黙。」 

ここでは「残存放射能による生理的影響はな

い」とされてしまったことに注目したい。これは

低線量被曝による健康障害はないとされて、低線

量被曝者が切り捨てられてしまったということを

意味する。この切り捨てが原爆投下後わずか数か

月という時点で行われたことに驚かされるが、こ

の声明のため低線量被曝者の追跡調査も行われな

かったわけで、それが広島での被害の過小評価に

もつながったということだ。 

大江はさらに次のように書く。「現在、核兵器

保有国のすべての指導者と国民のすべては、かれ

らの記憶から広島を抹殺したがっているはずでは

ないか。原水爆被災白書があきらかにしようとす

るとおりに、広島は、核兵器の威力の証拠である

より、核兵器のもたらす人間の悲惨の極北の証拠

である。それをひとまず忘れて、なんとかやって

ゆこう、というのが世界一般の態度だ。」そして

大江は、広島でたびたび「自分は原爆のことを忘

れたい」「ピカについて話したくない」という被

爆者に出会ったことも記している。これらの記述

は今の福島にそのままあてはまる。 

わたしたちは福島を忘れてはならない。福島に

ついての報道を燃料棒の取り出しや汚染水問題に

限局してしまっているマスコミに対して、福島の

住民、福島からの避難者の声を伝え続けていくこ

とを強く求めたい。 
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福島原発告訴団は、福島地方検察庁に対して、

東京電力の勝俣前会長・清水元社長、班目元原子

力安全委員長ら計 33 人と東京電力株式会社を 1

万 4716 人で告訴・告発していましたが、去る 9

月 9 日福島地検決定の 1 時間前に東京地検に移

送という暴挙のうえ、33 人を不起訴処分としま

した。 

その日は 2020 年東京オリンピック招致決定の

日であり、また新聞休刊日でもあったのです。大

きなニュースに隠れるように発表するのは官僚の

常套手段ですが、１か月前からこの不起訴処分は

朝日、日経などでリークされ必然的に各社の扱い

は小さくなりました。しかも福島告訴団が告訴も

していない菅直人元総理の名前を前面に出し「東

電原発事故、菅元首相ら全員不起訴処分」という

見出しをほぼすべての報道機関が使っています。

菅元首相を告訴しているのは唯一「被災地ととも

に復興を考える会」という何ら実態のない団体で

あり、代表の高部正樹なる人物は元自衛官でアフ

ガニスタンなどの戦場に傭兵として参加している

人物であり、Twitter のアカウントは迷彩服です。

東京地検が記者に配布した資料にはこの団体名も

代表者の記載もなく、菅元首相の名前だけを抽出

して告訴団があたかも被告訴人として指定してい

るかのような恣意的なものであり、そのレクチャ

ーは 2 時間半にも及んだといいます。原発は長

年自民党が推進してきた国策であり、当時の政治

家を非告訴人に入れると責任の所在があいまいに

なり、また政局に利用されかねないとの福島告訴

団の判断だったのに、検察庁は民主党つぶしに利

用したのです。同じく原発事故責任者を告訴して

いる広瀬隆さん明石昇二郎さんも菅元首相を告訴

はしていません。記者クラブ制度の中で官僚によ

って記者たちが洗脳されている実態を垣間みるよ

うな出来事です。東電株主代表訴訟も東京地検等

に抗議文を送り、マスコミにも送付しましたが、

訂正記事を掲載したところは皆無でした。 

検察庁は告訴団がこれまで「福島地検での処

分」を何度となく確認し約束したことを裏切り、

東京地検に移送しました。「福島で起きた災害に

ついて等しく被害を受けた福島県民によって構成

される検察審査会の民意によって不起訴処分の適

否を判断してもらいたい」という要望は当たり前

のことです。このような地元検察審査会への申立

てを妨害する意図による移送は違法であり、無効

です。まさに「名ばかり捜査・被告訴人への思い

やり捜査・なれ合い捜査」を象徴していると言わ

ざるを得ません。 

福島告訴団は、不起訴処分を受けて東京検察審

査会に対して申立てを 10 月 16 日に行いました。

検察審査会は一般市民 11 人で構成されるため、

福島原発事故や福島の実態に関心がない方にも明

確に被疑者の犯罪性を立証しなければなりません。

そのために事故責任を立証できる東電の関係者 6

名に絞って告訴することとしました。文科省の官

僚、放射線リスク管理アドバイザーなどの学者に

ついては今後健康被害の実態が明らかにされてい

く中で放射線によるものと確認された時点で新た

な告訴ができると判断したのです。本来なら東電

や経産省、福島県などに家宅捜索が入り、証拠の

押収があってしかるべきです。成立した「特定秘

密保護法」が施行されてしまえば、この証拠は特

定秘密に指定され、闇から闇に葬られてしまいま

す。さらにその証拠があるのかないのかすら、い

つ廃棄されたのかも市民には知ることもできなく

なってしまうでしょう。こちらの闘いも継続して

いかなければなりません。 

  

さらに、告訴団は 9 月 3 日、福島第一原発の

汚染水放出事件について、東京電力の新旧幹部

32 人と法人としての東電を、公害罪の被疑事実

で福島県警に刑事告発しました。 

告発は 10 月 11 日に受理され、捜査が開始さ

れました。 

汚染水は今年の流行語大賞にもノミネートされ

るほど連日新聞をにぎわせ、世界中の関心事とな

東電福島原発事故の個人責任を追及しています 

木村 結（東電株主代表訴訟事務局長） 
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りました。2020 年東京オリンピック招致のため

に安倍首相は「汚染水はコントロールされている。

福島第一原発の港湾内の 0.3km2 範囲の中で完全

にブロックされています」と世界に向けて大ウソ

をつきましたが、その後も汚染水漏れを各所で起

こし、敷地内一杯に作ったタンクは既に 37 万ト

ンの汚染水が貯められ、タンクを造る敷地もない

状況。毎日 400 トン排出される汚染水は 2 日半

で 1 個のタンクが必要というスピード。東電の

無為無策ぶりにはあきれるばかりです。安倍首相

が胸を張ったシルトフェンスは単なるカーテンで

あり、船の航行や工事のたびにはずしており、破

れたり、台風で流されたり、外洋に汚染を出さな

いはずはなく、気休め程度の装置です。 

東電は鹿島建設の凍土壁プランを汚染水対策と

して採用予定でしたが、実験段階の技術であり、

膨大な維持費がかかることから非難が集中しまし

た。そこで 9 月に国内外から汚染水対策を募集、

779 件の応募がありました。今後内外の専門家 8

人を加えて協議を重ねる予定です。2 年 9 か月経

ってようやく世界の英知が集まることになったわ

けです。 

一方、停止しているすべての原発周辺では海の

環境が改善され、魚が戻って来ている、魚種が増

えたなどの報告もあります。原発は事故を起こさ

なくても環境を悪化させるシロモノであることが

明確になっています。 

福島原発は川の流れを変え、丘陵を 33m 掘り

下げて建設したため、建設当時から稼働中も地下

水との闘いに明け暮れていました。事故直後、民

主党政権が地下水が汚染されないよう、1～4 号

機の周囲を地下岩盤までの深さ 30m の遮水壁を

造るよう進言したにもかかわらず、1000 億円の

予算を計上すると債務超過となることを理由に東

電は拒否。このロードマップ通りに実施されてい

れば、今回のような汚染水問題は起こらなかった

といえます。これは明らかに東電の不作為であり、

また検察庁が告訴団の告発を受けながら東電に対

して厳正な調査も捜索も行わず放置した結果なの

です。東電は誰ひとり罪に問われないことで、慢

心し、官僚よりも官僚的といわれる東電体質を反

省することもなく、汚染水の垂れ流しという二次

災害を引き起こしました。告訴団は 6000 人を超

える告発人を集め、12 月 18 日に委任状第二次提

出を行います。 

まだまだ長い闘いが予想されますが、東電株主

代表訴訟は、福島告訴団と共に、東電と原発事故

を引き起こした責任者たちへの個人責任を追求す

る手を緩めることなく闘います。ともに闘いまし

ょう。 

※訴訟の詳細は下記を参照。カンパ等ご協力お願いし

ます。 

東電株主代表訴訟 

http://tepcodaihyososho.blog.fc2.com/ 

福島原発告訴団 

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

2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が起き、福

島第一原発事故が起きてから、新聞やテレビなど

で連日、原子力発電・放射能関連のニュースが取

り上げられることで、関心が高まり、私は原子力

発電・放射能のことを少しずつ知るにつれ、原子

力発電は人間の管理能力を超えていると強く思う

ようになった。 

まずは被曝線量限度の基準が不明確であること

だ。政府は原発で働く人の被曝線量限度は、福島

第一原発事故以前は年間で 50 ミリシーベルト、

また 5 年間で 100 ミリシーベルトとしていたが、

事故直後に政府は福島第一原発事故に限り上限を

250 ミリシーベルトへ引き上げている。これは事

故収束作業の人手不足を補うため、一人あたりの

和田 拓也（大日本図書労働組合） 

原発問題について調べてみたこと 
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被曝線量限度を引き上げたのだろうか。原発で働

く人以外の国民は、年間の被曝量が 1 ミリシー

ベルトに達してはならないという基準があるが、

これも事故後には年間 20 ミリシーベルトまでと

年間被曝線量限度を引き上げている。しかし、国

際原子力機関（IAEA）の調査団の 2013 年 10 月

の報告書では、国際的基準に照らし、「年間 1～

20 ミリシーベルトの範囲内のいかなるレベルの

個人放射線量も許容し得る」と示した。このよう

に被曝線量の上限が変化すると、本当に危険であ

る基準というものに曖昧さを感じ不安になる。 

また、放射能についてだが、放射能とは物質が

放射線を出す能力のことで、人体に直接害を及ぼ

すのは放射線であるという。放射性物質は放射能

を有する物質であり、放射線を出す能力を持つ物

質のことである。その放射性物質は放射性同位体

の元素（原子）を含み、放射性同位体とは、放射

線を出して他の元素（原子）や安定同位体に変化

する元素（原子）である。ところで安定同位体と

は放射線を放出せず、状態が変化しない元素（原

子）である。人体を構成する物質の 1 つである

タンパク質は水素・炭素・窒素・酸素・リンの元

素が集まってできた高分子化合物で、これらすべ

ての元素にも、放射性同位体が存在する。しかし、

100％近くが安定同位体であり、放射性同位体は

無いに等しいくらいの存在量なので、通常は人体

内の放射性同位体を心配する必要はないという。 

原発事故で話題にあがるセシウムはどんなもの

かというと、原子番号 55 の元素で、自然界に存

在するほとんどのセシウムが安定同位体なのだそ

うだ。大量に摂取しない限り無害であるが、原子

炉や原爆の核燃料であるウランに中性子をぶつけ

てウラン原子核の核分裂を起こすと、セシウム原

子の放射性同位体（セシウム 137）が発生する。

これが放射性廃棄物といわれる。セシウムは大気

中に飛散しやすく液体に溶けやすい性質があり、

この性質によりセシウムの放射性同位体（セシウ

ム 137）は広範囲に拡散する。セシウムの放射性

同位体（セシウム 137）が体内に入ると、血液の

循環で内臓に放射線（ガンマ線）を放出し、人体

を内部から傷つける。さらに体内のカリウムと置

き換わって筋肉に蓄積され、放射線（ガンマ線）

を放出し続ける。このように呼吸や飲食、皮膚な

どを通じて放射性物質を体内に取り込むことを内

部被曝という。セシウム 137 は最終的には体外

へ排出されるが、体内に取り込まれてから体外に

排出されるまで 100～200 日かかり、その間、体

内の組織は直接、放射線（ガンマ線）を受け被曝

し続けるという。 

また、内部被曝のうち、何十年後かに健康被害

が起こることは晩成障害と呼ばれていて、ガンや

白血病を発症することがある。ガンや白血病は被

曝していない人でも発症する可能性があるため、

症状だけを診ていても被曝によるものなのか、そ

うでないのかの区別ができないので、汚染された

地域に住んでいた人が数十年後にガンになったと

しても、被曝によるものかどうかがわからない。

その証明ができず損害賠償を受けられないのであ

る。 

そして、原発の運転で使用した使用済燃料の再

処理後に残る放射性が高い廃棄物は、高レベル放

射性廃棄物と呼ばれている。高レベル放射性廃棄

物のうち最も特徴的なものは放射性廃液であり、

この廃液はガラス固化体化されたあと、放射線の

発生がなくなるまで地中に保管する地層処分が計

画されている。しかし、保管場所はまだ決まって

いないのが現状である。現在のところ青森県六ヶ

所村の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターで

一時的に保管されているが、高レベル放射性廃棄

物は放射能が安全なレベルまで減少するには 10

万年近くの歳月がかかるともいわれており、保管

し続ける施設の建設が現実的ではないし、保管場

所が決まっていないまま、今まで原発が動いてい

たことにも疑問がある。もちろん原発が運転され

ているかぎり、置き場のない放射性廃棄物が今後

も増えていくのである。 

この他にも、どのくらいかかるのかわからない

原発廃炉費用が含まれている総括原価方式の電気

料金、原発のある市町村へ渡されている寄付金、

放射性廃棄物の海への投棄、世界の原子力関連メ

ーカーに日本の企業が名を連ねていること、特定

秘密保護法による原発の内部情報隠蔽の危険性な

どの問題もあることがわかった。 

政府が原発を推進しているのは経済的・外交的

な事情があるのだと思うが、安全対策が不十分な

まま推進されることは難しい問題である。今も公

的機関などでは各地域で空気中の放射線量が計測

され、日々公表されている。日本中の人の住んで
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いる地域は問題のないレベルとされているが、気

づかぬうちに匂いもなく目にも見えない放射能に

よって人体に影響を受けているのではないのか。 

一方、原発を停止するなら、他の電力での対応

策が必要であるが、その辺りも踏まえ、今後も原

発問題に注意を向けていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、安倍政権は原発輸出に向け突進している。

まずその動きを 2013 年に限ってまとめてみる。 

 

1 月 16 日 安倍首相（以下安倍と略）が初の外遊で 

 ベトナムへ、海洋安保の連携強化、原発売込みなど 

2 月 10 日 サウジアラビアと原発輸出の協議開始 

2 月 25 日 東芝がフィンランド原発建設での優先交渉 

権獲得 

3 月 26 日 東芝、チェコの原発建設入札で優位に 

4 月 4 日 シノップ原発建設、三菱重工とアレバ 

（仏）の合弁企業が受注でトルコ政府と合意 

4 月 30 日 安倍、サウジで原子力協定などの検討を 

 合意 

5 月 2 日 安倍、ＵＡＥと原子力協定に調印 

5 月 3 日 安倍、エルドアン・トルコ首相と原子力 

協定締結に合意、三菱重工とアレバの受注確定 

5 月 29 日 安倍、シン・インド首相と原子力協定の 

 早期締結に合意 

6 月 16 日 安倍、ポーランド、チェコ、スロバキア、 

ハンガリーと原子力分野などでの協力をうたう共同 

声明 

6 月 27 日 IAEA で日本政府代表が「わが国の原子力 

技術には多くの国から高い信頼が寄せられており、 

事故の教訓を活かした世界最高水準の安全性を有す 

る原子力技術を世界に提供していく」と演説 

9 月 25 日 ＮＹ証券取引所で安倍は「日本は、原発の 

安全技術で、これからも世界に貢献していきます。 

放棄することはありません。福島の事故を乗り越え 

て、世界最高水準の安全性で、世界に貢献していく 

責務がある」と演説 

10 月 29 日 三菱重工・アレバ連合が原発建設受注で 

トルコ政府と合意、安倍・エルドアンが原子力協力 

に関する共同宣言 

このような原発輸出の先頭に立ってトップセー

ルスに励む安倍のキャッチフレーズが「福島原発事

故の経験を生かした世界最高水準の技術」である。 

なんというおぞましい言葉であろうか。事故の

現場では、放射能の脅威にさらされながら、出口

の見えない収束作業が続いている。4 号機の使用

済み核燃料プールから燃料棒を取り出す綱渡りの

作業が開始されたばかりだ。毎日 400 トンずつ

増える汚染水の処理もままならず、垂れ流されて

いる。現場作業員は重層的な下請け構造の下、幾

重にも賃金をピンハネされ、被曝しながら、働い

ている。 

そして今なお多くの被災者が故郷を離れた生活

を余儀なくされている。私は最近福島に行ってき

たが、原ノ町駅前のシャッターが下りたままの書

店さんやほぼ無人の避難解除準備区域の南相馬市

小高区を見、もともと寿命 2 年でガタガタにな

っている仮設住宅で、隣近所に遠慮してイヤホン

をつけてＴＶを見ている方の話を聞いた。そして

帰還困難区域である飯舘村長泥に向かう車中で、

線量計の数値がだんだん上がり、理性は警告して

いるが、周りの風景は相変わらず美しく、皮膚感

覚では全く怖くないという経験をした。ここに原

発事故の怖さと影響の大きさが集約されている。 

 

安倍はこのような現実を知らないわけではない。

にもかかわらず、「福島原発事故の経験を生かし

た世界最高水準の技術」という趣旨の発言を繰り

返し、原発のトップセールスに励んでいる。福島

原発事故の教訓は、事故は二度と起こしてはなら

ず、そのためには全原発の即時廃炉でなくてはな

らず、原発輸出など論外であるにもかかわらず、

安倍がこのように語るのはなぜなのか。 

伊豆野 潔（出版情報関連ユニオン） 

「福島原発事故の経験」は 

いかに「教訓化」されてはならないか 
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6 月 14 日安倍政権は、「アベノミクス第三の

矢・成長戦略｣の柱として、2020 年の日本企業の

インフラ受注額を、現在の 3 倍の約 30 兆円に拡

大する目標を掲げた「インフラシステム輸出戦

略」をまとめた｡その中心に原子力関係を置き、

現状の約 3000 億円の受注金額を 20 年までに 2

兆円に拡大するとした。 

そして「原発などについて、官民一体で取り組

み、政府全体として支援していく」として、「原

子力協定の締結を進める」・「首脳・閣僚レベル

によるトップセールスを毎年 10 件以上実施す

る」など、原発輸出の後押しを強調している。 

さらに、「原発などの先進的な低炭素技術を活用

して途上国の経済開発と温室効果ガスの削減に貢

献」などとほざいている。このように安倍政権の

目玉であるアベノミクスの中心に原発輸出が位置

付けられている。 

 

また原発メーカーである日立・東芝・三菱重工

を擁し、財界主流である日本経団連は、10 月 15

日「今後のエネルギー政策のあり方に関する提

言」を行った。 

そこでは「デフレから本格的に脱却し、成長を

目指すべく、政府は 6 月に日本再興戦略を決定

した。…実質 2％程度の成長を実現するためには、

事業活動の維持や新規投資の前提となるエネルギ

ーが、経済性のある価格で安定的に確保される必

要がある。…産業界としては、これまで開発して

きた世界最高水準の技術を基に革新的技術の開発

に貢献する決意である。また、開発された技術の

国内外への普及は、世界規模での課題解決のみな

らず、わが国の成長にも資することとなる」と。 

経団連は福島原発事故についての自らの責任に

ついて一言も触れることなく、「経済再生」のた

めに「エネルギーが経済性のある価格で安定的に

確保される必要」＝原発再稼働とともに、インフ

ラ輸出に、とりわけ国内での新増設は極めて難し

いため 1 基数千億円もの原発プラントの輸出へ

の支援を政府に要求しているのだ。 

 

安倍が原発輸出のトップセールスに励むのはも

ちろん「経済再生」のためだけではない。今や原

発製造能力を持たないアメリカに代わって、新興

国が原発建設によって中国との密接な関係を持つ

ことにくさびを打ち込むためにも、そして「潜在

的核兵器製造能力の保有」に必要な原発関連の技

術を維持・承継するためにも、原発輸出は必要と

考えているからである。戦争準備の弾圧立法であ

る特定秘密保護法が公布されたまさに 12 月 13

日、経産省の審議会が「エネルギー基本計画案」

を発表し、原発を「基盤となる重要なベース電

源」と位置付け、核燃料サイクルや高速増殖炉も

んじゅも継続を明らかにした。 

 

このように「福島原発事故の経験を生かした世

界最高水準の技術」という詭弁でもって、原発被

災者を棄民とし、収束作業に携わる労働者を踏み

つけにしながら、「経済再生」と日米（軍事）同

盟のために、原発再稼働と原発輸出に向けて暴走

しているのが、安倍政権であり、財界首脳なのだ。

このような「福島原発事故の経験」の「教訓化」

を許さず、みんなの力で原発再稼働と原発輸出を

阻止しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、東京都が、福島県避難民への住宅提供支援を 2015 年 3 月末で打ち切りと発表した。また、南

相馬市議会全員協議会は「避難指示解除準備、居住制限区域」を 2016 年 4 月に解除する方針を表明し

た。確定ではないにしても、体に緊張が走った。国は賠償支払期限を「避難指示解除後 1 年」と決めて

いるからだ。今後の生活と終の棲家が決められないままカウントダウンが始まったのだ。60 歳目前に生

活のため被災者特別雇用でとりあえず就職したが、それもあと数年。次に大きく舵を切るための選択を

吉田 浩（東京都大田区在住） 

先が見えない避難生活 
 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑮ 
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迫られている。 

妻と娘の家族 3 人で着の身着のまま故郷（南相馬市小高区）を追われ避難先を転々としたが、信頼で

きる身内のいるところで将来につなげたいと考え、東京に避難してきた。当初は、3 年後くらいには明

るい展望が開けると思っていたが、環境の変化と不慣れな職場にストレスをかかえながら、地に足が着

かない状態が続いている。 

事故以前、私で三代目の婦人服小売店を経営しており一生現役のつもりだった。当然、地域と深くか

かわりキャリアを積んできたし存在意義もあった。しかし、土地、財産、商圏、アイデンティティ、人

間関係、全てが一瞬で消し飛ばされた。さて、今後どうするか…。今でも答えが出ない。 

全国各地に散々になった仲間は、息子が避難先で職に就き、今ではそこが生活基盤になっていて孫の

事も考えると戻れないという人が多い。行政やマスコミが、一部の人をクローズアップし「早期帰還、

復興、除染を待ち望む住民」を演出しているが、現況とかなりのギャップがある。除染しきれないダム

や川底の高濃度放射能汚染、倒壊家屋の撤去の申込みが 1000 件。10 月中旬には、62 店舗で運営してい

た商店街の協同組合が、解散を決めた。後継者問題も含め、将来に光が見えないからだ。 

国が責任を持って、居場所を奪われた被害者の住宅問題を解決すべきである。居住場所が決まらない

限り、次の一歩は踏み出せない。復興はその先にある。 

 

 

 

 

原発ホワイトアウト 

若杉 冽 著  

2013 年 9 月 1600 円＋税 講談社 

本書は現役官僚が匿名で書いた小説仕立ての告

発本という触れ込みで話題になっている。 

次のような描写があった。政権の再交代で落選

した元一年生議員に何気なく善意をよそおい職を

斡旋しにいく電力会社幹部。ホイホイ乗る悪気の

ない元議員。浅はか故にカネで雁字搦めにされ、

野党にも抜かりなく「飼い犬」を作る。そういう

話は知っていたが、アポのタイミングや会話の内

容など真に迫る感がある。 

著者が経験的に実感している官僚や政治家らの

思惑を登場人物に語らせ、虚実織り交ぜながらス

トーリーは進む。「脱原発俳優・山下次郎」など

と明らかにモデルが特定できるものもあるが、そ

れを詮索するよりいかにもと思われる思考回路や

行動原理に着目したい。 

明快すぎる筋立てと役割のはっきりしすぎた登

場人物には、むしろ単純な「陰謀論」に陥らない

注意も必要、という警鐘を逆説的に鳴らしている

のだと勝手に解釈することにした。 

（米森 俊輔） 

書  評 


