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「観に来るなと言っているようなもんじゃん！」

と森達也のビールを飲む手が一瞬止まった。ドキ

ュメンタリー映画監督で作家でもある彼は「え、

入場料が 3000 円？！」と。 

 満席の観客を前に上映後のゲストトークで「こ

んなにお客が入って、正直に言えば羨ましい」と

言っていた森だが、その後の打ち上げの居酒屋で

初めて彼は、私が共同監督をした映画『遺言～原

発さえなければ』の東京での劇場初公開の鑑賞券

の値段を知ったのだ。 

 森に言わせれば「ドキュメンタリーで、しかも

3 時間 45 分。そのうえタイトルが『遺言』で、

『原発さえなければ』。さらに、（1 本の映画と

しては破格に高額のチケット代の）3000 円って

三拍子揃ったら」誰も観に来ないだろうというの

だ。 

 しかし、3 月 8 日に公開されると、連日、映画

館は入れなかった観客で溢れた。100 席の劇場に

20 人の立ち見が入り、さらに 60 人の「第二会場」

を設置したにもかかわらず、だ。映画を製作した

我々も、それを支えたボランティアの面々も、広

報・宣伝を請負った会社も、映画館側も、「誰も

観ない」と思われたこの映画が、映画館＝ポレポ

レ東中野の 1 日の観客動員数のレコードを塗り

替えた確たる理由を推し量りかねた。が、しかし、

目の前には上映 2 時間も前から整理券を求める

人たちが現に列をなしていたのである。 

 その後もチケットを求める行列と、お帰りいた

だくしかなかった鑑賞希望者が続いたことを思う

と、3・11 の原発震災から 3 年を経てなお、原発

事故とその影響に、市民の関心が遠のいたわけで

はなかったと考えざるを得ない。 

もちろん、「考えざるを得ない」と書くのは、

「震災や原発事故の関心が急速に低下している」

「福島を忘れてはいけない」と、私だけでなく多

くのメディアに関わる人々が思い込んでいたから

である。 

 事実、この映画『遺言～原発さえなければ』も

当初は上映館がなかなか決まらなかった。上記の

事情から「ホントに客が入るのか」と映画業界の

人々に言われていたのだ。そればかりでなく雑誌

や書籍も編集部サイドの「売れない」との判断か

ら、なかなか原発震災関連の企画は通りにくい現

状を私も体験していた。また、3・11 に絡めたテ

レビの視聴率が、予想を下回って芳しくないこと

もテレビ局関係者は口にしていた。 

映画『遺言～原発さえなければ』製作備忘録 
 

豊田 直巳（映画『遺言』共同監督 フォトジャーナリスト）   
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写真① 
自ら命を絶った菅野重清さんの弔問に訪れた飯舘村の酪農仲

間の長谷川健一さん 2011 年 6 月 相馬市    ©豊田直巳 

 

 もちろん、背景には安倍晋三政権発足後、原発

再稼働や輸出に向けての政治の動きが加速し、特

定秘密保護法の強行採決や集団的自衛権の閣議決

定問題に象徴されるように 9 条のみならず、憲

法そのものを骨抜きにしかねない立憲主義の否定

ともいえるような自民党政治の暴走に対処するこ

とに人々の意識が向かわざるを得なかった側面は

あるだろう。 

 しかし、それでもなお原発震災の現実を、文字

通り体験してしまった多くの人々にとって、「公

式発表は信用ならん」「マスコミを鵜呑みにして

はいけない」と、政府やマスメディアに対するぬ

ぐい難い疑念が消えたわけでなかったのだろう。

だからこそ、この映画を観終わった後の感想に

「本当のことがわかった」「真実が描かれていた」

との言葉がネット上にたくさん綴られることにな

ったのだと、思う。 

 この映画はドキュメンタリーだからといって、

教育や運動を目的としたものではない。第一初め

から映画製作を目的として撮影されたものでもな

い。ただ、私も、もうひとりの共同監督の野田雅

也も、震災の翌日から福島に入り、翌日には爆発

した東京電力福島第一原発から数キロまで迫って

取材、調査をしてしまった人間である。しかも、

震災前から 2 人ともフォトジャーナリズムの仕

事をしてきた。 

 そうした取材者の責任として、「おそらく世界

史に残る大事件」である原発震災が、目の前で生

起するなか、「ともかく、この事実を記録するし

かない」との思いからスチールカメラと VTR カ

メラで撮影を続けるしかなかったというのが正直

なところだ。 

 しかも、この間に私は『フォト・ルポルタージ

ュ 福島 原発震災のまち』（岩波書店）、『フ

クシマ元年』（毎日新聞社）、そしてこの映画の

上映と同時に刊行した新刊『フォト・ルポルター

ジュ 福島を生きる人びと』（岩波書店）と単著

も出してきたが、それでも、文字にしきれない

人々の声音があることを取材の現場で感じていた。

いわゆる、「間」である。 

 

写真② 

菅野重清さんが「遺言」として堆肥小屋にチョークで書き残

した「原発さえなければ」の文字        ©豊田直巳 

 

 こんな原発事故さえなければカメラの前に立つ

ことも、また VTR カメラにその表情とともに声

を残すことなどなかった市井の人々が発する叫び

と囁き、呻きとを行き来するゆらぎの中にある

「間」。そこには、テレビのニュースや報道番組

からこぼれ落ちてしまう人々の真情があると思っ

たのである。 

 だからこそ、というべきか、映画には解説はも

ちろん、ナレーションも効果音も音楽も入れなか

った。唯一のエンディングのバッハ無伴奏チェロ

組曲のみで十分と考えた。目の前の人々のこの 3

年間は、シナリオはなくとも、まるでカメラの前

で演じるドラマのような展開を強いられたからだ。

それが、ご覧いただいた方の多くが口にした「長

さを感じなかった」という感想に象徴的なように、

観客をしてドラマに「参加」していただけた理由

だろうと思っている。 

そして、おそらく、としかいえないが、その

「真情」を、映画を観た人々は「真実」だととり、

そしてまだ観ていない人々は、そこに原発震災の

「真実」を観たいと思っているのではないだろう

か。 

こうした原発震災下に生きる人々の真情は、と 



3 

 

 

きどきスチールカメラで切り取った飯舘村の人々

の、子どもたちの一瞬の表情にも垣間見えると、

私は映画の全国上映の合間にも福島に通っている。 

 

「原発メーカー訴訟の会」は 2013 年 5 月から活

動を始めた。各地で原発稼働差し止めや、補償の

訴訟が起きているが、事業者である電力会社、国

を相手にするだけでは不十分で、正に「原発体制」

（事業者、メーカー、国など）の中心に位置し、

全く黒子となっている原発メーカーに応分の負担

をさせる必要があると考えている。 

なぜ事故を起こした原発のメーカーが訴えられ

ないのか？ 製造物責任（PL）法では製造者責

任が必ず問われるのに、なぜか？ この疑問がそ

もそもの出発点だ。私たちがこの疑問から、メー

カー訴訟を起こすための集会を開いた時に、意気

投合し、その後議論し共に訴訟に向けて準備して

きたのが、島昭宏弁護士をリーダーとする弁護団

の方たちだ。 

 

私たちが原発メーカーを訴える理由 
多くの被災者が東電に賠償請求をし、その額は

10 兆円を超えると試算されるが、東電は支払い

能力がないので、国から 1 兆円の資本注入を受

け、さらに数兆円に上る除染費用も国から支援金

を受け取って対応している。しかしこれらは最終

的に税金・電力料金の形で国民負担となる。被災

者である国民自身が補償金を支払うのだ。 

しかし、原発事故については電力会社だけでは

なく、当事者の原発メーカーも責任を負うのが当

然ではないのか。ところが、原発メーカーはこれ

までほとんど非難の対象とさえされず、一銭の賠

償金も支払っていない。 

その理由は、原子力損害賠償法（原賠法）が事

業者（電力会社）のみに責任を集中させ、通常な

らば問われるべき製造物責任（PL）法を適用除

外としているからだ。そしてこの原発メーカー保

護法ともいうべき原賠法は、アメリカが原発を世

界に売り込み、建設する際に世界標準として原発

輸入国に受け入れを強要してきたもので、具体的

には原子力協定の中に入っている。 

この法律は元々、アメリカの国内法であるプラ

イス・アンダーソン法（PA 法）から来ている。

アメリカで原発を建設する際、主たるメーカーだ

ったゼネラル・エレクトリック（GE）社とウェ

スチングハウス（WH）社は過酷事故が起こった

場合、PL 法による一般市民への賠償金が天文学

的になり、会社が倒産することを恐れ、連邦政府

にメーカーとなる代償として過酷事故時の免責を

求めた。その結果、原発メーカーの PL 法適用除

外、電力事業者への賠償責任集中となり、電力事

業者が一定の賠償積立（または保険）をすること

になった。そして、さらにアメリカが原発を輸出

する際に GE 社、WH 社の要求で、輸入国側に

メーカーを免責する各国版 PA 法（各国版原賠法）

を作らせることを求めたことによる。 

日本の原発メーカーである日立、東芝、三菱は、

これに倣って今回の福島第一原発事故の原因を解

明しないまま、国内での原発ビジネスの縮小を補

填するがごとく、トルコ、インド、ヨルダン、フ

ィンランド、リトアニア、ベトナムなど海外への

原発輸出を推進しようとしており、その際に各国

版 PA 法（メーカー免責法）を作らせ、アベノミ

クス成長戦略の一環として過酷事故免責で、さら

なる利益拡大を図ろうとしている。 

インドへの原発輸出は 1980 年代にアメリカの

大久保 徹夫（原発メーカー訴訟の会 事務局） 

 

原発メーカーには責任がないのか？ 
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化学工場の大事故により、メーカー責任を問う法

律があり、それが日印原子力協定締結の障害にな

っている。しかし、日本とアメリカは「天変地異

的な状況があった場合、その法律は適用しない」

という条項を入れることでそれを骨抜きにしよう

としている。 

つまり、国際的な原発体制／原発メーカーにと

って、電力事業者への一極責任集中の制度がある

限り、原発事故に対して何の痛痒も感ずること

なく、世界に原発を拡散していくことができる

のだ。 

既に世界的な原発過酷事故はほぼ 10年に 1度

の確率で起こっており、今後も起こることは確実

であろう。地球規模となるその被害、何世代にも

及ぶ遺伝的影響の深刻さを考えると、この原発体

制の根幹にある（世界レベルでの）原子力損害賠

償法のメーカー免責に関する条項の無効をまず日

本で勝ち取り、さらに各国の反対運動をされてい

る「草の根」を応援して同様の訴訟を起こし、世

界の原発体制を廃絶に持ち込みたい。 

 

訴訟の狙い 

「福島第一原発が爆破する映像を見て精神的ショ

ックを受けた」ことに対する賠償請求で 1 人 100

円。世界の誰でも原告になれるが、民法上の時効

3 年を意識し原告募集は今年の 3月に締め切り、

東京地裁に第 1 次提訴（2014.1.30）、第 2次提

訴（2014.3.10）をした（地裁との合意でこの二

つの訴訟を一本化することとなった）。この訴訟 

は請求賠償金を取ることではなく、「原発メーカ

ーに責任がある」ことを勝ち取ることが目的であ

る。 

このことにより、世界から原告を集めることが

できた。昨年 11月、釜山での「世界教会会議」

に集まった 150 か国 5000人のキリスト教関係者

に訴え、この 1 月には事務局長の崔勝久が台湾、

フィリピン、インドネシア、ドイツをまわり、原

告参加を訴えた。各地で原発体制の問題（原賠法

の存在、メーカー免責など）を訴えた結果、各国

でも意識が高まり、最終的に、日本、韓国、台湾、

アメリカ、インドネシア、フィリピンなど 39 か

国 4128人が原告に参加された（ロシアからの参

加はあったが、中国からの参加者がないのが残

念）。私たちの狙いは世界各国で過酷事故が起こ

った場合にメーカー責任を問うことである。それ

により、メーカーが原発のリスクを避けて原発ビ

ジネスから撤退することを狙っている。 

世界初のこの訴訟は最終的に憲法違反（第 29

条財産権、第 14条平等権、第 32条裁判を受ける

権利）を提起することになり、最高裁まで行くこ

とは確実で、長期間の闘いとなる。その場合に大

切なのは、この訴訟に対する世論の関心・支持を

広げていくことである。 

私たちはそのことも含め、「ノー・ニュークス

権」（原子力の恐怖から免れて生きる権利）とい

う新しい人権（憲法 25条 生存権）の存在を訴え

る百万人署名運動を開始した。是非皆さんがこの

署名活動に参加してくださることを念願している。 

 

（原発メーカー訴訟：下記の URL 

http://www.change.org/makersoshojapan  

から Change.org の東京地裁宛オンライン署名を

お願いします） 

■はじめに 

 教科書検定の流れは、一般に知られていないこ

とも多いかと思います。本稿は、「教科書会社以

外の人が読んでもわかるように」という依頼でし

たので、厳密性よりもわかりやすさを優先してみ

ます。 

■検定のサイクル 

 教科書検定は、それぞれの教科書につきおおむ

ね４年ごとに行われます。つまり、ある年に小学

校教科書の検定があったとしたら、翌年が中学校

教科書、その次の年が高校１年で使われる教科書、

さらに次の年が高校 2 年で使われる教科書、と

教科書検定の舞台裏 

石川 将（実教出版労働組合） 
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いうような具合です。ここでは、学習指導要領が

改訂されたときの、高校 1 年で使う教科書の検

定を想定して、実際の流れを以下に書いていきた

いと思います。 

 さて、教科書として発行するには文部科学省

（文科省）の検定に合格する必要があり、そのた

めには文科省へ検定の申請を行わなければなりま

せん。公表された「学習指導要領」で示されてい

る「目標」や「内容」、加えて「学習指導要領の

解説」を読み込み、どのような教科書にするかを

編集者と編集委員の先生たちとで議論し、検定の

申請をするための「白表紙」をつくります。「白

表紙」とは、検定の合否判断に予断をもたせない

という理由から、どこの出版社の本かわからない

ようにするため、目的とする学校・教科・種目名

のみ書かれたまっ白い表紙の本になっていること

から、そう呼ばれます。この白表紙をつくるまで

1 年以上かかるわけなのですが、とりあえず無事

に白表紙ができたとしましょう。 

 

■検定申請から検定意見通知まで 

 完成した白表紙を、必要書類とともに文科省に

提出します（検定の申請）。教科書が学校で使わ

れ始めるおよそ 2 年前の春頃です。教科・科目

によって「この日からこの日まで」と申請する日

が決められており（4 日間程度）、その間に白表

紙を提出しなくてはなりません。なお、検定申請

の際には、検定審査料を支払わなくてはなりませ

ん。高校用教科書は 1 ページあたり 540 円（Ａ5

判）ですので、200 ページの教科書であれば 10

万円以上かかります（新入社員のときに「えぇ、

タダで検定してくれないの」と感じたのを覚えて

います）。 

 検定申請後、4～5 か月くらい経ったあとに

（夏～秋）、文科省から連絡があり、検定結果が

知らされます。この時点で、多くの場合は「留保」

（＊注）とされ、検定意見がつけられます（検定

意見の通知）。検定意見に対して適切な修正を行

えば合格になるよ、ということです。この結果が

知らされるまでの期間は、とても不安です。とい

うのも、制度的には「不合格」も当然ありうるわ

けです。この期間に、次の年に検定が行われる高

校 2 年で使われる教科書の白表紙も同時並行で

つくっています。その業務に追われる中でも、し

ばしばフッと不安がよぎります。精神衛生上良く

ない期間です。 

 

■修正表の作成 

留保になった場合は検定意見を通知され、35

日以内にどのように直すのかを考えて、「修正表」

を文科省に提出します。検定意見は、少ない教科

であれば 10 か所以下のものもありますが、多い

教科では 1 冊につき 200 か所を超えてしまう場

合があります。検定意見には「どう直せばいいか」

は記されておらず、「理解し難い」とか「学習指

導要領に示す○○に照らして、扱いが不適切であ

る」とか、そのような抽象的な表現で各箇所につ

いて書かれていますので、その趣旨を十分に理解

し、修正案を考えなくてはなりません。検定意見

が 200 か所もあると、単純にこの分量を直すだ

けでも極めて大変な作業量です。1 ページ全体を

書き直さなくてはならないこともありますし、あ

る箇所を直した場合、関連してここも直さなけれ

ばならない、というのが当然出てきます。短い期

間ですべてを検討し、修正表に示さなくてはなら

ないので、残念ながら長時間過密労働となってし

まうことが多々あります。当然、次の年の検定の

ための高校 2 年用教科書白表紙の作成も並行し

て行っていますので、極めて業務が錯綜します。 

どうにか修正表ができて、文科省に提出しても

まだ終わりません。ここからの 35 日間は、「修

正表の修正」の期間です。提出した修正表に対し、

検定意見の趣旨と違うとか、この直しでは不十分

ではないか、というような形で教科書調査官から

連絡があり、修正表をさらに直していくのが次の

35 日間、というわけです。せっかく 200 か所の

修正を行っても、結局また多くの再修正をする必

要が出てくるわけです。ここでは、編集者や編集

委員の「思い」に反するような修正をしなくては

ならないこともあります。ある検定意見に対する

修正として、「直観的でわかりやすく」という方

針で直したところ、「この修正では厳密性が足り

ない」と言われてしまうこともあります。教科や

編集担当によっても異なりますが、ここでのやり

とりの結果として、調査官の意向に沿った修正を

する場合もありますし、「思い」を理解してもら

って、妥協点を見出す場合もあります。 
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■見本本の完本 

 「修正表の修正」が終わり、十分な修正がなさ

れたと教科用図書検定調査審議会によって認めら

れた場合、晴れて「検定合格」となり、見本本の

作成になります（学校で使われ始める 1 年前）。

修正表で記した内容をすべて反映させれば見本本

となるのですが、多くの場合、ここで自主的な訂

正、「訂正申請」をすることになります。例えば

「検定意見がつかなかったもののわかりにくい表

現」とか「検定に引っかからなかった誤記」など

について、発行者が訂正を文字通り「申請」し、

これも文科省から許可をもらわなくてはなりませ

ん。検定合格の通知が来てから、42 日以内に見

本本を文科省に提出します。この 42 日間で訂正

申請を行い、文科省から許可をもらったうえで見

本本に反映しなくてはならないので、ここも日程

的にタイトです。 

 

■検定をめぐる最近の情勢 

 2014 年 1 月に、中学と高校の社会科（地歴公

民）の検定基準が一部改正されました。その内容

自体に加えて、日程的な面でも問題があると思い

ます。中学校教科書の検定申請は、14 年の 5 月

です。わずか 4 か月程度で、ほぼできあがって

いる教科書の記述について再検討しなければなら

ないわけです。 

 

 これまで記してきた検定制度そのものが日程的

にきびしいことに加え、こうした制度の改正、学

習指導要領や学習指導要領の解説、検定申請の日

程の公表などが極めて余裕のないタイミングでな

されることが多いのです。良い教科書の発行のた

めにも、こうした点の改善を求めていきたいと考

えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は、3・11 からほぼ半年後に開催された

「9・19 さようなら原発 5 万人集会」で発言され

た、福島在住の武藤類子さんの「私たちは棄てら

れたのだ」「引き裂かれていく人と人のつながり」

「さまざまな苦渋の選択がありました」という発

言を忘れることができません。 

 私の両親は、今では福島県の本宮市に合併され

た元の白沢村の出身です。当然ながら私の親類縁

者は、福島市や郡山市、本宮市周辺の中通りと、

そして今では新産業都市政策のもとでの吸収合併

の結果大きな都市となったいわき市のある浜通り

に散在しています。親の世代はほぼ他界し、今で

は私の従兄弟やその子どもたちが、農業、商業、

土木・水道事業などに従事し、地域に密着して生

活しています。 

 3・11 の地震と福島第一原子力発電所の爆発の

時は、それは大変であったと聞いています。いわ

き市に住む従兄弟は、とるものもとりあえず、家

族を車に乗せて栃木県の日光市今市まで逃げ友人

の家に世話になったということです。また、別の

従兄弟は、水道事業に従事していた関係で、いわ

き市のライフラインが壊滅状態のなかで、生活水

を確保するために奮闘したそうです。日本全国か

ら支援物資や飲料水がトラックに満載されて運ば

れてくるのですが、放射能汚染の恐怖からそのほ

とんどが郡山でストップしてしまい、そのまま引

き返してしまうという状況のなかで、水を確保す

るために悪戦苦闘したということです。 

 原発事故後 2 か月ほどして親類の葬儀があり、

雨の降りしきるいわき市へ行ったことがあります。

苦渋の選択を迫る原発事故と原発労働 

國分 司郎（出版情報関連ユニオン） 

■編集部注 

1980 年代までの検定では、教科用図書検定審議会で原稿

本に合格・不合格内定・条件付合格という判定がなされて

いた。しかし、そのほとんどは「条件付合格」となり、

「合格」扱いとされてきた。そのため、検定意見に沿って

修正された内閲本の記述をめぐり、著者・編集者側と教科

用図書調査官との間で、質問や検定意見に対するやりとり

を行う余裕があり、また「不合格」がちらつかずに、著

者・編集者側の「思い」を残すこともできた。その後に、

見本本を提出し最終的な検定結果が出る。 

 しかし、1989 年の検定制度改定によって、原稿本・内閲

本・見本本の三段階審査から申請図書（白表紙）審査へと

一本化されると、「条件付合格」は廃止され、合格でも不

合格でもない「決定留保」の段階が設定された。一見「条

件付合格」と同等のように見えるが、そうではない。本稿

の執筆者がいうように不合格になる可能性もあるのだ。 
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その従兄弟の病院関係に勤めている娘さんが生ま

れたばかりのお子さんを実家に預けるために車に

乗せてつれてきていて、できるだけ放射能からわ

が子を守るために緊張したおももちで赤ちゃんの

顔にまで覆いをかぶせ、いとおしそうに手渡す姿

を見て、なんともいえないつらい思いをしました。

仕事の関係で地元を離れるわけにもいかず、もし

自主避難をすれば補償も簡単には受けられず、仕

事も失うわけで、生きるすべを失わざるを得ませ

ん。苦渋の選択をして日々の生活を送っていると

いうことです。「生きていかなければならないん

だよ」と重々しく語った従兄弟の顔が、反原発集

会に参加したり、汚染水漏れのニュースを聞くた

びに思い出され、武藤さんの集会での発言が常に

脳裏に蘇ってくるのです。こうしたことを思うと

原発政策をおしすすめてきた政府と電力会社への

怒りをおさえることができないのです。 

 浜通りで津波の被害を少なからず受けたいわき

市ですが、原発北西部の相双地区に比して線量も

相対的に低く、いまでは原発事故からの復興の拠

点としてにぎわっているそうです。街の旅館･ホ

テルは原発関連の労働者の寮としてほぼ満室状態

が続き、繁華街はにぎわい、そしてまたあらゆる

犯罪が激増しているということです。そればかり

ではなく、いわき市の住民の間では、厳しい日々

の生活を強いられている元々のいわき市の住民と、

働くこともなく（実際はあらゆる生活の場をうば

われて）高額の賠償金をうけて「遊んでいる」避

難住民との反目･対立が発生しており、なんとも

言いがたいつらい複雑な思いをしているというこ

とです。 

 私自身は、子どものころセンセーショナルな形

でマスコミに取り上げられた第五福竜丸の被曝事

件や「ストロンチウム９０の恐怖」を強調してい

た映画を観たりして、雨にぬれると頭の毛がぬけ

るのではないかと放射能の恐怖に縮みあがってい

ました。また、就職後の職場にも被爆手帳をもっ

た広島出身の先輩がいたり、同僚にも胎内被曝の

関係で結婚や子どもを生むことを躊躇していた仲

間がいたりした関係で、核実験や原発開発には大

きな疑問をもっていました。労働組合に加入して

からは、「反核や反原発」をうたった学習会に幾

度か参加したりする程度で、反原発の活動家とい

うほどではありませんでした。 

 しかし、あの大地震と原発事故から 3 年余の

経験から、次のようなことをはっきりとさせてい

かなければならないと考えています。 

 原発推進や核兵器の開発は人間のすべてを奪い

つくすということです。人間は労働という形で自

然に働きかけ、その産物を摂取することを通して

自らの命、社会を再生産しています。この命の再

創造を原発や核兵器そのものが断ち切るのだとい

うことを肝に銘じなければなりません。広島、長

崎、そして核実験によって汚染されつくした太平

洋の島々、スリーマイル島、チェルノブイリ、福

島などの核惨事によって多くの人々の生業と生活

の場が奪われ、家族は分断されてしまったことに

そのことははっきりと表れています。しかし、そ

れだけではありません。ウラン鉱の採掘から燃料

棒製造、原発の稼動、一旦事故が起きればその補

修とメンテナンス、そして使用済み核燃料の再処

理、放射性廃棄物の処理にいたる全労働過程を通

じて、人の健康と生命、社会生活のすべてを奪い

去る、これほどの非人間的・非社会的な労働があ

るでしょうか。 

 原発推進の背後には、政府や財界による資本の

増殖や軍事大国化（核兵器保有能力の確保）への

衝動があることは明らかです。原発労働の問題性

は原発問題委員会主催の学習会でも明らかにされ

ています。本来人間が豊かな生活をつくりだすた

めの手段としての巨大な生産設備が、逆に人を人

とも思わず消耗品として使い捨てにする、働けば

働くほど健康を損ない貧しくなるという完全な倒

錯がそこでは行われているのです。 

 出版に関連する労働にたずさわる私たちは、何

か仕事をすることにおいて自己実現しているかの

ような意識をもつことがままあります。しかし、

私たち出版労働者も原発にたずさわる労働者も、

ともにこのような矛盾に満ちた社会に生きている

ということを踏まえないならば、原発労働者との

本当の連帯もつくりだすことはできないのではな

いかと考えさせられます。 

 私たち働くものを大切にする社会をつくりだし

ていくために、「原発のない未来」をめざす取組

みに積極的に参加をしていきたい。 



 

 

 福島県の子どもたちの甲状腺検査は、約 37 万人のうち、約 25 万人の検査結果が公表され、検査は継

続中だ。2 月 7 日の県民健康管理調査検討委員会で、悪性（癌）と悪性の疑いが合わせて 75 人と発表さ

れ、そのうち悪性確定が 32 人、良性が 1 人と発表された。福島県立医大の医師らは事故との因果関係

を否定している。 

 毎日新聞のスクープ（2012 年 10 月 3 日）で、県民健康管理調査検討委員会の前に秘密会が行われて

いたことが発覚。「がん発生と原発事故の因果関係はない」と口裏を合わせ、県が進行表を作成し、振

り付けを行っていた。市民が求める尿検査を回避し、SPEEDI の話を避け、話題をそらすようにも求め、

「秘密会」の存在を隠し、口止めをしていた。 

 また、県民には、「安全だから安定ヨウ素剤を服用するな」と言っていた県立医大がその関係者にの

み極秘配付し、服用。口止めしていた。山下俊一氏（現・県立医大副学長）が「ヨウ素剤は不要」と、

医大の医師たちを前に強調したからだそうだ。講演でも、「子どもは裸で外で遊んでも問題ない」と話

していた。今回、郡山の医師・武本泰氏が情報公開請求をして、明らかになった（当時、医大以外では、

三春町だけが独自判断で、ヨウ素剤を服用した）。 

 健康被害は甲状腺だけではなく、子どもも大人も、様々な症状で現れる可能性がある。原発事故子ど

も・被災者支援法の理念に基づき、予防原則にたった健康管理体制を実施すべきだ。 

子どもたちを安全な場所に避難させる、安全な食べ物を提供する、保養を制度化するなど、子どもた

ちを守るためにやるべきことがたくさんある。しかし、現実には、（歴史的にも）事故の実態と被害は

過小評価され、隠され、嘘の情報が流され続けている。そして、心配しすぎる人としない人の対立にさ

れ、ものが言えない雰囲気が作られ、不安や苦しみを抱え、押し黙るように仕向けられている。一瞬の

利益のために、命が大切にされない無責任で無関心な社会。疲れ果て、絶望の中に沈み込み、放射能よ

り人間のほうがこわい！ と心底思う。あきらめない人たちと、少しでも現状を変えるために必死でも

がき続けるしかないのだと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地脇 美和（福島県から北海道へ移住） 

大人の責任とは 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑲ 


