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東日本大震災と福島第一原発事故から
間もなく10年

　2011年3月11日に東日本大震災と福島第一原

発事故が起きてから、間もなく10年になります。

私がこうしてお話しすることで、「福島を忘れない」

という気持ちを新たにしていただけるなら大変にあ

りがたいと思っています。

　福島に住む私たちも、これほどの津波被害が出る

とは考えていませんでした。病院は自然災害だけで

なく、放射線とも闘わなくてはなりませんでした。

原発事故も同時に起きたことが、東日本大震災の大

きな特徴です。

　私の長女が2010年の10月に生まれています。

震災時はちょうど生後4カ月目。育休中の妻と長女

を妻の妹が住む能登へ避難させました。2カ月にわ

たり家族は別離を余儀なくされ、長女が初めてつか

まり立ちをしたころを私は知りません。

自然災害ではなく
あれは史上最大の公害

　福島第一原発事故は史上最大の「公害」であると

いうことを、まず、押さえておきたいと思います。

自然災害や一企業の事故ではなく、「企業による経

済活動と国の政策」による被害だったということで

す。

　水俣病もそうでした。日本で公害と言われるもの

のほとんどが、国の政策に乗っかった企業が起こし

ています。これが「史上最大の公害である」という
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由縁です。この認識がないと福島の10年を見誤る

ことになります。

　東日本大震災の福島第一原発事故の被害は、非常

に広範囲にわたっています。1000㎢にわたって避

難指示が出ました。避難者数は17万人です。他の

公害と比べても大きな数です。福島県では震災後に

亡くなった災害関連死が直接死を上回っています。

多くの方がその後の生活環境の激変や療養環境の変

化などで亡くなりました。福島県警の統計によると、

自ら命を断った方は103人。生活再建を諦めて自

ら命を断つ選択をした方も含まれています。

　「原発事故で死んだ人はいない」と言った人がい

ました。確かに、致死量の放射線を浴びた人はいな

いのかもしれません。しかし、原発事故の影響で生

じたさまざまな理由で亡くなった方がたくさんいま

す。自宅に戻れないまま、避難先の仮設住宅や公営

住宅で、孤独死をした方は130人以上です。こう

した人々が原発事故の被害者なのです。

私たちは放射線のことを
一から勉強しました

　「放射性物質が放出されると健康被害が出る」と

いうことを前提に話をしていますが、実は原発事故

当時と現在を比較すると、その認識はだいぶ薄れて

いるというのが私の実感です。

　例えば、私が勤める小名浜生協病院の現職員の半

数は震災のときにいなかったので、原発事故を経験

していません。先日、埼玉県の中学校で福島の話を

する機会がありましたが、生徒たちは東日本大震災

当時、3歳から5歳。地震や津波への関心は高くあ

りません。「そのようなことがあったんですね」と

いったレベルです。皆さんの院所でも、若い方や新

卒の看護師さんたちは、当時の震災や事故の報道を

覚えていないかもしれません。

　震災が起きてから、私たちは放射線について勉強

しました。福島で暮らすという選択をしたので、生

活に必要な知識として身に付けなければならなかっ

た。北海道でいうなら、水道管を凍結させないため

に厳冬期は水道の水を抜くといったようなことで

す。ごくごく当たり前の生活をするために、放射線

のことを知る必要がありました。放射線の強さを表

す単位ベクレル（Bq）と放射線による人体への影

1.(1) 史上最大の公害 

2011年7月16日現在 

2011年9月8日現在 5 
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響を表す単位シーベルト（Sv）などを一から勉強

し直しました。現在、福島の中学校では理科の時間

に放射線についての授業があるようですが、それま

では誰も勉強していませんでした。福島第一原発事

故があってから、私たちに「放射線」が突き付けら

れたんです。

発がんへの不安や恐怖は
生涯続きます

　放射線によってどのような健康被害が出るのか。

一般的に言われているのが、甲状腺がんの発症リス

クの増大です。チェルノブイリでは事故後、甲状腺

がんの子どもたちが多発したという報道がありまし

た。民医連が長く取り組んできた被ばく者医療で見

えてきたのは「放射線を浴びるとがんになる、がん

以外にもさまざまな病気が出る」ということです。

　原発事故後に放射された放射性物質の中で一番多

かったのがヨウ素。ヨウ素は甲状腺に沈着し、がん

を発症させる。だから、母親たちは強い不安を感じ

ました。わが家にも甲状腺検査の案内が届きまし

た。エコーと医師の触診により、B判定もしくはC

判定が出たら二次検査という流れです。200人の

子どもたちに甲状腺がんが見つかっています。こう

した現状が原発事故によるものという判断は難し

く、「これまで検査をしたことがないから、今まで

見つからなかった甲状腺がんが見つかっているだ

け」という意見もあれば、「これまでの医療の常識

から考えると、甲状腺がんを発症する人が多過ぎる」

という意見もあります。私たち民医連の中でも意見

が分かれています。

　ここで重要なのは、現時点で異常がないことイ

コール「生涯安全」ではないということです。今は

がんが見つからないかもしれない。でも、5年後、

10年後にがんを発症するかもしれない。あるいは

20年後、30年後、子どもたちが中高年になったと

きに出てくるかもしれない。今、見つからないこと

が、今後も発症しないという保障にはならないので

す。甲状腺がんが原発事故に由来しているかどうか

放出された放射性物質の量と半減期 
核種 半減期 放出量 生物学的半減期 主な沈着場所 

I（ヨウ素）131 8.02日 160PBq 138日 甲状腺 

Cs（セシウム）134 2.06年 18PBq 70日 筋肉 

Cs（セシウム）137 30年 15PBq 70日 筋肉 

Sr（ストロンチウム）90 28.8年 140TBq 49年 骨 

Pr（プルトニウム）239 2.41万年 3.2GBq 200年 骨・肝臓 

9 

接頭辞 

K（キロ）＝1,000（千) 

M（メガ）＝1,000,000（百万） 

G（ギガ）=1,000,000,000（十億） 

T（テラ）=1,000,000,000,000（兆） 

P（ペタ）=1,000,000,000,000,000（千兆） 

• 放出された放射性物質はヨウ素131が最も多い 
• ヨウ素131の半減期は短いため、短期間のうちに消滅(壊変)する 
• 環境中に最も多く留まるのは2種類のセシウム 
• セシウム134は事故後10年で5回の半減期を迎えており、現在では 

ほとんど検出されない 
• セシウム137は半減期が30年なので、まだしばらく環境中に留まる 
• ストロンチウム90は体内に取り込まれると長期間にわたってβ線を出し

続けるので、人体への危険度が高い 
• プルトニウムは半減期が長く、毒性も強いが、放出量は少ない 
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について議論を交わすのではなく、子どもたちへの

検査を30年後、50年後、それ以上継続し、健康

を管理し続けることが大事だと考えています。

さまざまな場面の分断を
裁判で解決したい

　福島第一原発事故の被害の中で注目されるのは健

康被害ですが、最も大きな被害は「分断」だと思っ

ています。分断はさまざまな場面で発生し、私たち

を苦しめました。放射線量が高かった地域と低かっ

た地域で異なる考え方や世代による認識の違い。お

じいちゃんおばあちゃんと、小さな子を抱えたお母

さんとでは、その家に残るかどうかという判断も異

なりました。

　おじいちゃんは早く福島へ戻りたい。母親はこの

子を連れて帰ってもいいのだろうかと悩みました。

私は「この放射線量であれば、親子がバラバラで暮

らすリスクの方が高い」と判断し妻と子は2カ月後

に福島へ戻りましたが、戻る方が心配だと判断した

お母さんたちもたくさんいました。こうした分断を

さまざまな場面で生み出したことが、放射線による

大きな被害でした。

　さらに、賠償による差がありました。同じ避難者

同士でも、道路を1本挟んで避難指示が解除になっ

た地域と解除にならなかった地域があり、賠償金に

も差が出てくる。原発避難か津波による避難かで、

賠償金が違う。

　この分断を解消したいと、私が選んだ手段が裁判

でした。「自分たちの地域社会が回復しなければ、

分断は解消しない。地域を返せ」と権利の侵害を訴

えたのです。私たちはリーフレットを作り、メッセー

ジを発信しました。

　広島の原爆被ばく者の方とお会いしたときに「被

ばく者の長年の訴えが被爆者援護法という法律につ

ながった。原爆症と認定されれば医療費も出るし、

僅かだけれど生活の補償もある。もちろんそこに認

定されない人もいるけれど、自分たちの権利を社会

が認めてくれたことになる。福島の人たちも自分た

ちの被害を訴えなくては、誰もあなたたちの権利を

守ってはくれませんよ」と言われました。被ばく者

の方に言われたことが、原発被害を訴える契機にな

りました。自分たちの権利は、誰かが守ってくれる

ものではないことを広島の被ばく者の方に教えてい

ただきました。

　「裁判で権利の侵害を訴える」だけではダメで、

社会的な共感を得る必要があります。原発避難者の

集団訴訟は全国で30余り提訴されていますが、そ

2.(1) 私たちが裁判で訴えていること 
(いわき市⺠訴訟) 
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のうちの29の原告団が集まって「原発被害者訴訟

原告団全国連絡会」をつくっています。私たちの弁

護団長である小野寺利孝氏も「公害裁判は被害に始

まり被害に終わる。徹底して被害を訴えること。そ

して、原告とそれを支える弁護士、その周りにたく

さんいる支援者、この三者による運動に市民が共感

しないとダメなんだ」とずっと言い続けています。

画期的な判定と驚きの判決には
雲泥の差がありました

　2020年9月30日、仙台高等裁判所で『生
なりわい

業を

返せ、地域を返せ！』福島原発訴訟原告団・弁護団

の生業訴訟に画期的な判決が出ました。裁判長は「福

島第一原発の事故に対して、国は東電と同等の責任

がある」と堂々と言いました。これまでのたくさん

の裁判で東電の責任を認める判決はありましたが、

初めて高等裁判所が「国の責任は事業者である東電

と同等である」と認めたのです。

　また、「東電は津波の危機を認識していたにもか

かわらず、経済的な機能不全を恐れて対策を先延ば

しにした」と明言しました。画期的でした。規制・

監督する立場にあった原子力安全・保安院が、東電

の不誠実な対応を唯々諾々と受け入れ、規制の権限

を行使してこなかったことが事故につながったのだ

と。はっきりと「不誠実」という言葉を使いました。

高等裁判所の裁判長のその言葉に驚き、そして勝訴

を喜び合いました。

　さらに、東電側の「現在の賠償基準である中間指

針に従ってお金を払っている」との主張に対しても、

「現在の賠償基準は被害の実態に即していない」と

言いました。福島県外の原告にも被害を認めました。

東京や福島ではなく、遠くに自主避難した方々のほ

とんどが国や市町村の支援対象外でした。茨城県や

宮城県などは、放射線量が高いにもかかわらずそれ

まで賠償の対象になっていませんでした。こうした

地域の被害も認めたなど、ほぼパーフェクトな内容

でした。

　いわき市は賠償額が少し下がりましたので、若干

の不満はありますが、それでも意義について高等裁

判所がほぼパーフェクトに認めたことが大きい。生

業訴訟では、もし東電が控訴しなければ控訴しない

としていましたが東電は控訴しました。現在は上告

し最高裁判所で審理されています。

　もう一つ、2021年1月21日に、東京高等裁判

所で判決がありました。群馬訴訟といって、群馬に

避難している人たちが起こしている裁判です。ここ

では賠償額については上積みがされました。これま

で1人30万円くらいしか認められていなかった賠

償が、もう少し増えました。ところが、「国に責任

はない」という驚きの判決でした。国の責任を認め

た仙台高等裁判所の判決とは、雲泥の差です。原発

事故の被害地である仙台の高等裁判所と直接の被害

地にはなっていない東京の高等裁判所とでは、こう

も受け止め方が違うものかと私たちは愕然としまし

た。

　2月19日には東京高等裁判所で、千葉県に避難

している40人余りが起こした千葉訴訟の2審判決

があり、1審とは逆に国の責任を認める勝訴判決が

出ました。これから、東京に避難されている方の東

京訴訟などの判決が待っています。私たちが訴えて

いるいわき市民訴訟も3月に1審の地方裁判所の判

決が出ますが、東京高等裁判所の判決によるこの大

きな揺り戻しが地方裁判所での判決に影響を及ぼす

のではないかと大変危惧しています。

今の福島の光と影
～富岡町の見せかけ解除と楢葉町のハコモノ～

　裁判が進む中、福島は今どうなっているのか。福

島の復興には光と影があります。光が当たっている

所と、光が当たっていない（復興が進んでいない）

所があることをお伝えしたいと思います。

　JR常磐線の富岡駅は津波によって駅舎が流され
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ましたが、復旧工事によって新しい駅舎が完成し、

現在は再開しています。富岡駅の復興していく姿は、

折に触れてニュースに流れ、復興の象徴として紹介

されています。

　楢葉町の天神岬という高台に火力発電所があり、

そこから定点写真が撮影されています。震災前の風

景と、津波が上がってくる姿も捉えられています。

ここから見える広大な除染廃棄物の仮置き場は、フ

レコンバッグがブルーシートに覆われています。こ

れが中間貯蔵施設へ運ばれ、数が減ってきたことが、

連続写真から見てとれると思います。

　現在、浜通りには前・安倍晋三首相が肝入りで進

めたイノベーションコースト構想のプロジェクトに

よって、最先端産業が続々と集まり廃炉国際共同セ

ンターができました。元々あったオフサイトセン

ターが原発近くにありましたが、放射線量が高く放

棄され、少し離れた所に第二原発のオフサイトセン

ターを新たにつくり直しました。

　Jヴィレッジは、日韓ワールドカップの日本代表

が合宿した施設です。東京オリンピック聖火リレー

のスタート地点になっていたので、「Jヴィレッジが

再開しました」「そこから聖火リレーが出ます」と

いうことでオリンピック需要を見込んだハコモノが

やたらとあちこちにできています。何もない山の中

にいきなり新しい駅「Jヴィレッジ駅」ができました。

16億円ほどかけてつくられましたが、本当に何に

もない山の中なので乗降客は全くいません。誰もい

ない駅に毎日、電車が入っています。

　スカイアリーナは温水プールやフィットネスが備

わった大きな施設です。運営はJヴィレッジです。

楢葉町に住んでいる方に聞くと「ハイカラ過ぎて落

ち着かない。私たちは温泉施設の方がいいよね」と

いう感じで、利用者は東電社員ばかり。町民はほと

んど使っていない状況です。

　そして、国内最大級の全天候型屋内練習施設。約

30億円のサッカーコートがドームにすっぽりと収

まっています。お金をかけた施設がバンバンできて

いる。それが今の福島の姿です。

　自分で視察マップを作り使っています。国道6号

線や高速道路、JR常磐線などが書き込んでありま

す。経済産業省のマップを基に作ったものですが、

視察に来た方たちに配り見ていただきながら歩いて

もらっています。

22 
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報道されない
福島の「影」も知ってほしい

　これまでお伝えしたのは既に報道されている「光」

の部分です。これからお伝えするのは「影」の部分

です。

　夜ノ森駅に向かって入るための道路が2020年3

月に避難指示解除になりました。帰還困難区域の中

に駅が3つありましたが、それを解除しないと常磐

線が全線開通できないことから駅に入るための道路

だけを解除しました。

　道路は通れますが、歩道から両脇は入れない。こ

んな解除の仕方ってありますか？　路地を挟んで立

イノベーションコースト構想で新しい建物
は次々できるが… 

2017年に開設された第二原発のオフサイトセ
ンター（楢葉町） 

富岡町役場前にできた、JAEA(日本原子力研究開発機
構)の廃炉国際共同研究センター 
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オリンピック需要も見込んでの 
ハコモノばかり 

Jヴィレッジにできた国内最大級の全天候型屋
内練習施設。サッカーコートがドームにすっ
ぽり収まっている。 24 

温水プールやフィットネスジムを備えた 
ならはスカイアリーナ 

常磐線の新駅「Jヴィレッジ駅」16億円かけて作っ

たが、乗降客は全くいない 
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ち入り禁止という状況が今でも続いています。「見

せかけの解除、見せかけの復興」です。

　富岡町にあった回転ずしの店名は「アトム」。お

皿が載ったままずーっと9年間も放置されていまし

たが、2020年に解体されました。それまで私は、

視察に来てくださった人たちを必ずここへ案内し、

「時が止まったままの場所」と紹介していました。

　富岡第二中学校の体育館は、以前、北海道民医連

の代表の方が福島へ視察に来られたときに見ていた

だいた場所です。震災当日、卒業式が行われていま

したが、その日の夕方には避難所になり、次の日に

はみんな出て行ってしまった。それ以来、ずっと時

が止まったままでした。ここも2020年の夏に解体

されました。

見せかけの解除、見せかけの復興 
夜ノ森駅前も解除になったが、入れるの
は道路だけ。両脇の住宅や商店はバリ
ケードのまま 相変わらず、路地を挟んで立ち入り禁止 

26 

9年間止まっていた時間が、少しずつ
動き出した 

皿が乗ったままの回転寿司店 

富岡二中の体育館 

27 2020年になってどちらも解体され、更地になっていた 
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　このように、少しずつ動き出している部分と、光

が当たっていない部分がまだまだあります。

　最近のニュースなどで、「何万人の方が避難を続

けている」と数字で報道されていますが、本当の避

難者は一体何人いるのか……。福島県が出している

2021年2月の被害状況即報によると3万6192人

でした。17万人が避難した中での約3万7000人。

「3万人以上の人が避難を続けているけれど、ずい

ぶんと生活が戻っているよね」と感じるかもしれま

せん。でも、この3万7000人という数字に入って

こない避難者がたくさんいます。

　例えば、住民票を移してしまった人。双葉町や楢

葉町にいた人が「もう帰れない」と、いわき市に住

民票を移すと生活を再建した人とみなされる。ある

いは、避難先で自宅を建てた人。5年も10年も経っ

て、いまだに帰れないわけですから、次の家を探し

ます。これも生活再建者とみなされ、避難者ではな

くなります。

　例えば大熊町の町内帰還者は154人で、町内居

住者が857人です。復旧関係の工事関係者、ある

いは廃炉作業に来ている人たちも町内居住者として

町の人口にカウントされます。ですから、さまざま

な資料を見ても実際に何人が住んでいるのか、自主

避難者は何人なのか分からない。市町村の発表する

数字と県の発表する数字も異なります。町では元い

た住民は避難者としていますが、県では生活再建し

た人はカウントから外します。私たちが調べたとこ

ろでは「元の住んでいた所に戻っていない人」は5

万4000人余りです。

生業や家業が続けられないために
戻れない避難者もいます

　町へ戻ったとしても、再開できる業種とそうでは

ない業種があります。例えば、歯科医院。自主避難

者に帰還するための条件を聞くと「医者がいるか」

「クリニックや診療所が開いているかどうか」を条

件に挙げる方が多くいますが、歯科医院の開院がな

かなか難しいですよね。帰還者が町内にせいぜい

1000人くらいですから、歯科医院を再開しても成

り立たないんです。

　美容院も同じです。町内に住んでいる方は作業員

も多く圧倒的に男性です。ですから理髪店はそれな

りに需要があるようですが、美容院は需要がありま

せん。私がずっと定点観察している富岡町でも2軒

くらいしか再開していません。まだ1軒も再開して

いないのが喫茶店です。喫茶店でお茶する人がいま

せんから。花屋さんも同じです。生業である商売の

3.(2)いま避難者は何人いるのか？ 
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 震災前の 
人口 

現在の 

住民登録 
町内帰還者 

町内居住者 
（作業員含） 

避難者数 
人口 世帯数 

浪江町 21,434 16,770 6,816 1,509  20,138 
双葉町 7,140 5,806 2,230 0 0 6,813 
大熊町 11,505 10,276 3,889 154 857 10,274 
富岡町 15,961 12,464 5,658 1,549  10,912 
楢葉町 8,011 6,771 2,988 4,036  2,770 
広野町 5,490 4,728 2,171 4,231 6,917 497 

2020年11月末工藤調べ 
避難指示の出た12市町村のうち6町のみを抽出 
市町村がHPで公表している数値をもとに、県の避難

地域復興課の資料などから作成 
複数の統計資料から作成しているので、数値を足して
も合計は合わない 
 
 

原発、除染、様々な復興工事関連の作業員が各町に多数居住しているが、住民
票を移してる例は稀なので、実際に何人住んでいるかは把握が難しい 
 
復興庁と県の出す統計では、住民票を避難先に移すと「生活再建者」とされるが、
市町村の統計では避難者にカウントされているので数字は合わない 
 
避難市町村以外からの「自主避難者」は既に統計に載らなくなっている 

▼講演配布資料より転載
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需要がなければ帰れないのです。「自分たちは、避

難者にもカウントされなくなってしまった。支援の

手から「取り残される感」を強くしています。

　稲作については約8割が再開していると福島の統

計で出ています。しかし、福島のお米は以前のよう

に売れません。先日行った県外のスーパーには、宮

城のお米、山形のお米、秋田のお米、新潟のお米、

茨城のお米が並んでいました。しかし、福島のお米

だけが並んでいませんでした。以前、福島米を陳列

していた棚に並んでいたのは、国産米という表示の

お米でした。そのお米の裏を見てみると、福島県の

お米と他県産のお米がブレンドされて国産米という

表記になっていました。福島米は飼料米としても作

られています。食用米ではなく、牛に食べさせるお

米です。こうしたものを全部合わせて「約8割が再

開」と言っています。福島の独自銘柄は福島県内で

は売れますが、県外ではもう売れなくなっています。

福島の海に流れ出る原発の汚染水は
焦眉の課題です

　原発から南側は海流の関係で敬遠されがちです。

福島県の漁業生産量を調べてみると、沖合や遠洋の

漁業は50％ほど再開していますが、沿岸漁業は再

開できない。福島県で獲れる魚種は約400種。今

のところ魚種に制限はありませんが、漁獲量に制限

があり試験操業のままです。遠洋漁業なら水揚げ港

を切り替えて、釧路や根室辺りの漁場に出向けば魚

を揚げることができる。太平洋産の魚になるわけで

す。ところが、福島県内の港に魚を揚げる船主がい

なくなってしまった。その理由は原発の汚染水が与

えるダメージです。今の福島に差し迫る「焦眉の課

題」です。

　原発の敷地が汚染水の保管タンクでいっぱいにな

るでしょう。これをどうするか。国と東電は海に流

す気満々でいるわけです。汚染水を流されたら、1

割くらいまで再開できた漁業が、マイナスからのス

タートになってしまう。当然、大反対です。福島県

内59ある市町村のうち42の自治体が反対あるい

は慎重な対応を求めるという意見書をあげていま

す。そして宮城県議会や茨城県議会など、福島県外

でも決議が上がっています。内陸の市町村からも「福

島と言われて風評が広がる。だから汚染水は流さな

いでほしい」と反対決議がどんどん出てきます。

　海沿いにある地域は原発の立地地域です。この地

域の人は「原発反対」の意見書はあげていません。

宮城県議会や茨城県議会が反対決議を上げたのに、

福島県議会がまだ出せない。これが、この後の話に

つながってくるところです。

 2008年 2017年 回復率 

沿岸漁業 18,000t 1,800t 10％ 

沖合漁業 77,000t 47,700t 62％ 

遠洋漁業 6,000t 3,300t 55％ 

30 

第一原発から北に5km.のところにある請戸漁港。遠景に第一

原発の煙突が見える。 
未だ試験操業中ではあるが、漁獲できる魚種に制限はなく、
400種類以上の魚が獲れる。ここに汚染水を放出されたら、そ

のダメージは計り知れない。 

福島県の漁業生産量 

• 県内10漁港は2017年までに復旧工事を完了 
• 水産共同利用施設は12の卸売市場のうち6市場

が再開。2市場が再開準備。残り4市場の再開は

不透明。 
• 被災漁船873隻のうち2017年までに340隻
(15％)が復旧。 

 
 出荷先は再開当初は県内に限られていたが、現

在では41都道府県へ拡大している。 

 販売価格は概ね他の産地と同等まで回復したが、
他の産地での生産量が多い魚種は売れにくい。 

 福島県の魚は扱ってくれない業者もいる。 
 

▼講演配布資料より転載
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今の福島には官僚統治機構の
悪しき慣習が凝縮されています

　北海道民医連新聞にも掲載されたことがある「東

日本大震災・原子力災害伝承館」は2020年にオー

プンしました。このネーミング自体、「公害である」

という認識がないんですね。伝承館はイノベーショ

ンコースト構想の予算で建設されました。避難指示

が解除された町の表通りからではなく、反対側の海

側から入ると、伝承館の周りに津波の瓦礫がそのま

ま残っているのが確認できます。避難指示が解除さ

れていない場所なんです。避難指示が解除されたの

は伝承館の敷地内だけ。こんなところに、「福島の

原発事故を伝承する新施設をオープンさせました。

さぁ、皆さん前を向いていきましょう！」と呼び掛

けているんです。これらは、被災者の生活再建につ

ながらない支援です。

　たくさんの予算が投じられていますが、こんなも

のばかりです。イノベーションコースト構想に予算

は付けても、避難者の家賃補助はとっくに終了。復

興工事があちこちで進んでくると次を狙って大手ゼ

ネコンが寄って来る。ゼネコンにとっては「工事が

できる。儲かるぞ」ということです。大規模事業が

行われると、地元は下請け、孫請けです。落ちてく

る予算のわりに利益が少ない。経済が復興したよう

に見えても、地元は豊かにはならない。これまでの

歴代政権が営々と重ねてきたこの国の縮図だと私は

見ています。戦争責任の放棄もそうです。原爆被ば

く者の原爆症の認定訴訟もそうです。弱い地方を利

己的に利用して利益を得てきたゼネコンとこれに結

託した官僚の悪しき統治機構、そういったものが福

島には凝縮されています。

原発での地域おこしは
大いなる幻想です

　「原発で地域おこし」はまさに幻想。幻想でしか

ありません。原発が福島へ持ち込まれたときに、当

時の福島県知事は浜通りの地域を示し、「福島のチ

ベットみたいな所に原発をつくって一大産業を起こ

そうじゃないか」「相双地区の未来を、ここに新し

くつくろうじゃないか」と言いました。双葉原子力

地区の開発ビジョンの中には「原発によって浜通り

の地域が一大工業地帯になる」「仙台に次ぐ工業地

帯になる」と、ビジョンという名の「大いなる幻

想」が書かれています。原発をつくると確かにお金

は入ってはきますが、それで浮かれていると原発が

4．福島のいま 

2020年9月20日に双葉町にオープンした「 東日本大震災・原子力災害伝承館」（右側） 
左は「双葉町産業交流センター」 
避難指示が解除された表通り（画面奥側）から入るとわからないが、海側から入ると 
津波によるがれきがそのままになっていた。 

伝承館 
産業交流センター 

町の中心部 
国道6号線 第一原発まで

約3km. 
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なければ生活できない町ができあがります。だから、

原発の危険を知っていても、地元から再稼働を求め

る声が上がります。

九州の川内原発もそうです。女川でも2020年11

月に原発再稼働に同意するという申請が出ました。

汚染水反対の決議でも立地地域からだけ反対決議が

あげられていません。それだけ、原発マネーは魅力

的だということなんですね。

　北海道では寿都町と神恵内村が原発マネー欲しさ

に文献調査に手を上げました。しかし、文献調査で

終わらせてくれるわけがない。六ヶ所村は30年と

いう約束で原子燃料サイクル施設の立地を受け入れ

ましたが、もう30年が経ってしまいましたよ。こ

うやって経済的に豊かではない地域に「お金が欲し

いだろ、これを引き受けろよ」と言って地方を追い

込んでいく。このやり方で、日本は国を築き上げて

きたんです。われわれは、それに気付き、負けては

ならないと思っています。

福島の復興は
終わっていません

　現在の菅政権は安倍政権をそのまま引き継いでい

ます。「福島は東京オリンピックを成功させた。福

島の復興は終わった」と言いたいのです。でも、福

島は終わっていません。

　こんな悪しき官僚統治を繰り返してはならない。

だから福島を忘れてはいけない。福島を忘れないこ

とが、原発ゼロへの力になります。皆さんの力もぜ

ひ貸していただきたいと思っています。

　私は、震災前までは原発に対して「消極的賛成派」

でした。CO2を出さないという点で、地球温暖化を

考えるとベターな選択かもしれない。他に選択肢は

ないと思っていました。しかし、福島の事故が起き、

考えが及ばないほどの大きな被害が生じました。今

の私の認識は「原発は地域を壊してしまうもの」に

変わりました。

　北海道の皆さんに強く強く伝えたいのは、「原発

で地域おこしは絶対にできない」ということです。

　本日はどうもありがとうございました。	 （了）

福島は終わっていない 
福島を繰り返してはならない 
 
福島を忘れてはいけない 
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　私は2年前の「福島被災地視察・支援連帯行動」

に参加し、現地の方から直接お話を伺い、自分の目

で報道されていない福島の現状を見てきました。

　楢葉町の帰還住民の方と懇談したときに印象的

だったのは「ちょっと避難のつもりが、もう7年に

なる」「大家族がバラバラになってしまった」「原発

事故で、当たり前に流れてきた日常の生活から強制

的に引き離された」との言葉です。とても胸に刺さっ

たのを覚えています。

　ほかにも、原発で働いている人たちの当時の過酷

な労働環境や命がけで原発事故の対応に当たってい

た方たちの話も伺いました。日常の生活では知るこ

とができないような現状や福島の状況を教えていた

だいて原発に対して冷静に向き合わなければと思い

ました。

　私が住む黒松内町は、核のゴミ問題の文献調査に

応募した寿都町の隣にあります。原発や核の処分問

題で「絶対安全」ということはない。福島で起きた

ことが自分の身に起きるかもしれないと考えるべき

だと気を引き締めました。

司会 北海道勤医協本部看護部 須田 倫子 統括看護部長最後に

　寿都町や神恵内村が核のゴミを引き受けたら、福島のように追い込まれていき

ます。原発に頼って成功した地域はない。文献調査で21億円が入ってくるかも

しれませんが、それによって豊かな農村や豊かな漁村が完全に企業城下町になり、

何かあると、それまでの暮らしが大きく変わったり、住むことができない人々が

　工藤さんありがとうございました。本当に、福島を繰り返してはいけない。だからこそ福島から学ぶ。そし

て「原発ゼロに向けて、私たち一人一人が発信していく必要がある」という熱いメッセージを受け取りました。

ありがとうございました。

工藤氏からの
コメント

参加者の感想 黒松内町国保くろまつないブナの森診療所 富樫 真紀 看護師長

出てくる。残された人たちは「頼むから、もう1回原発を稼働してくれ」となっていく。福島は間違っ

た判断を50年前にしたわけです。北海道は福島と同じ間違いを犯してはなりません。
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