災害ボランティアネット通信

あの日から三年…
東日本各地に残る地震・津波
の被害は、私達の記憶から少し
ずつ薄れてきています。
そして現在、私達は放射能問
題に背を向け、どこか他人事に
して、現実から目をそらしてい
るのではないでしょうか。
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南相馬市の『今』
南相馬市の

201
201４年夏

二〇一三年十二月二十一日、
ＮＰＯ災害ボランティアネット
ワークの代表者である友人の梁
河文昌さんと南相馬の地に足を
運んだ。福島の現状は、新聞や
テレビ、インターネットでさま
ざまに報道されてはいるが、現
状が本当にマスコミの報道して
いる通りなのか、いささか疑い
をもっていた。だからいつか、
直接自分の目や耳で確かめたい
と思ってはいたが、諸事情で今
までそれが叶わなかった。とこ
ろが有り難いことに、定期的に
ボランティアで福島の二本松に
足を運んでいる梁河さんが、私
に声をかけてくれたのである。
マスコミは情報を流すにして

も、
その利益を考えざるを得な
いので、
その情報が国民や市民、
住民にとってどれほど大切な
のかを考慮することよりも、
情
報をどれだけコンパクトに分
かりやすく速く伝えることが
できるかを優先しがちである。
また、
国や行政の都合のよい情
報だけを流すことにもなりが
ちである。その結果、伝えられ
るべきことが伝えられないと
いうことが起こってしまう。
今回、
直接現場を視察するこ
とができて、
マスコミの流す情
報からでは決して知ることの
できない福島の現実や、
国や行
政の在り方を知ることができ
た。梁河さん御自身が、今回の
視察活動をＮＰＯの活動の一
環としてどこまで考えておら
れたかは分からないが、
一緒に
行動した私は、
「マスコミのよ
うに利益に縛られない非営利
団体の活動だからこそ、
真実を
伝えることが出来る」という、
ＮＰＯの新しい可能性を感じ
ることができたのである。

1

福島県の現在は
現在は…
二〇一四年 福島県の
二〇一一年三月十一日の大
地震・大津波を引き金として、
福島第一原子力発電所は甚大
なる被害をもたらしました。
原子炉の爆発とともにまき
散らされた放射性物質は、
福島
県浜通りを中心に東日本の広
域を汚染しました。

今回の通信では、福島での活
動を通して、私達が見てきたこ
と、聞いてきたことを、出逢っ
た方々を通じてお伝えしたいと
思います。

↑二本松市・同朋幼稚
園内にある、放射線量
計測機です。
福島の人々にとって、
放射性被ばくは、今でも
現実の脅威なのです。

福島版

話は元に戻るが、
二十日は二
本松のホテルに泊まり、
二十一
日に自動車で、
飯舘村を通り抜
けて南相馬にたどりついた。
そ
こで、南相馬に住みながら、そ
の地に訪れる人々にその現状
を報告する仕事をしておられ
る木ノ下秀俊さんとお会いし、
車でいろんなところを案内し
てもらい、説明を受けた。それ
をここにすべて記すことは出
来ないので、
以下の三つにまと
めることにした。

高濃度の放射能が
放射能が生活
①高濃度の
環境に当たり前
たり前のように
環境に
潜むおそろしさ
南相馬はほとんど除染がさ
れていなかった。行政（南相馬
市）は、震災後一年以内に除染
（基準は、0.23 マイクロシー
ベルト）を約束したが、それが
果たされぬまま二年四ヵ月が
過ぎ、
昨年七月には白紙に戻さ
れていたのである。その結果、
都市濃縮により、特定の箇所

ていた。木ノ下さんが放射能の
濃度を測って下さったが、驚く
ほどの数値だった。まさに都市
濃縮の典型である。
説明では駐車場のコンクリー
トに付着している土の放射能の
濃度が高いのは、放射能で汚染
された農村部から来る車のタイ
ヤに、高濃度の土が付着してい
て、それが駐車場のコンクリー
トに付着するのだろうというこ
とであった。しかし、行政にそ
れを訴えても、
「除染しても土を
置く場所がない」という理由で
除染しないのである。南相馬は
除染がほとんどされていないと
いっても、実は、学校、役場、
公民館などはわりあい除染され
ている。しかし、たとえば竹中
工務店が仕切っている除染作業
の、その除染した土の仮置き場
は、人が住んでいる住宅街のほ
んの近くにあり、その住宅街の
住民にとっては非常に危険であ
る。
ショッピングセンターという
日常的に利用する生活に密着し
た場に、当たり前のように高濃

度の放射能があったことや、
住
宅街のほんの近くに除染した
土の仮置き場があったことに
とてもショックを受けたので
ある。

本当は危険なのに
危険なのに、
②本当は
なのに、基準
げて安全なことに
値を上げて安全
安全なことに
してしまおうとする行政
してしまおうとする行政
それを応援する
と、それを応援
応援する国
する国の無
責任さ
責任さ

木ノ下さんのお話では、
南相
馬市で近々、
健康マラソンがあ
るらしいが、
行政がそのマラソ
ンのコースのポイントに住民
たちに立ってもらおうとした
ら、
断った人たちがいたとのこ
とである。断った人たちは、線
量が高いことに気づいている
住民たちであるとのこと。
健康
マラソン開催の狙いは、
南相馬
はほとんど除染されていない
危険な場所なのに、
安全である
ことにしてしまおうとするこ
とにある。

2

（コケ、石、黒土など）の放射
能レベルは、10 マイクロシーベ
ルトを越えているものもあり、
それを踏むことは、まさに地雷
を踏むようおそろしさがある。

マイクロシーベルトを指している。

震災直前に建てられたショッ
ピングセンターは、震災後には
全く利用するお客様がいないの
で経営が立ち行かない状態だっ
たが、周りに仮設住宅を建てた
ので経営が成り立ち、また仮設
住宅の住民にとっても近くにシ
ョッピングセンターがあるのは
とても便利である。
しかし、ショッピングセンタ
ーの駐車場のコンクリートに付
着する土が雨に流され、駐車場
の隅に濃縮された状態でたまっ

南相馬の土の上で計測。数値は９．０８５

つまり、
健康マラソンは名ばか
りで、
それを開催しようとする
動機もこめた意味でまさしく
「不健康」
マラソンなのである。
国は今まで
「年に１ミリシー
ベルト以上が危険」
を基準にし
ていたのが、
「20 ミリシーベル
トまでなら大丈夫」と、基準を
上げて来た。
除染しても効果が
ないなら安全基準を上げると
いうやり方だが、
まさしく開き
直りである。
その行政の開き直
りを国が支持し応援するとい
う、
とんでもない構図があるこ
とを、
木ノ下さんから教えてい
ただいた。
その説明を聞いていて、
「行
政は、
本当に住民の命を第一に
思っているのだろうか？」
とい
う疑問が起こった。
「そうでは
ない」ということを、福島第一
原発事故が起こった当初の行
政の対応を通して、
木ノ下さん
は教えて下さった。例えば、行
政は避難指示を出すタイミン
グが遅かったが、
どうして遅く
なったかと言うと、
被害を出来
るだけ小さく見せようとした

しかし、行政は「五キロ圏内
は危険でも、二十キロ圏内では
人も住め、作物も食べられる」
というイメージを作りたいとい
う。それで、どうにかして太田
村でも作物を作らせたい行政は、
太田村と同じく原発から二十キ
ロほど離れた村で米を作らせ、
天皇に献上し、天皇が食べたと
いうことで、
「お前たちも出来る
はずだ」と太田村の人たちに圧
力をかけているとのことである。
五キロより外は作物が食べられ
るというイメージを作りたいた
めである。
新潟大学が研究した結果、米
の場合、セシウムは土からは吸
収しにくく、水からは吸収しや
すいということが分かったので
ある。太田村に流れ込む水は堤
（つつみ）
、沼、山のダムから来
ているが、それらはすっかり汚
染されている。だから、太田村
の作物はセシウムを多く含むの
だ。もし太田村で作物を作れと
いうのなら、堤、沼、山のダム
の水をまず除染すべきだが、そ
れは国の定めた除染マニュアル

にないのでしない。除染もしな
いで、食物を作れというのは無
謀ではないか。
住民の命より経済を優先す
るという行政のやり方を聞く
たび、ただただ、あきれるばか
りであった。
南相馬を訪れたときのこと
を思い起すたび今でも、
木ノ下
さんが繰り返し言われた
「復興
と言うが、
放射能汚染に対して、
行政は開き直り、
国はそれを応
援している」という言葉が、私
の頭を駆け巡るのである。

放射能のおそろしさ、
③放射能のおそろしさ
のおそろしさ、国
行政の無責任さに
無責任さに、
や行政の
さに、目と
をふさぎたくなり、何も
耳をふさぎたくなり、
えたくなくなる思考停
考えたくなくなる思考停
という名のおそろしさ
のおそろしさ
止という名

我われが南相馬に訪れた日
の朝刊で目にしたのが、
「福島
早期帰還九十万円を追加賠償」
という記事だった。
木ノ下さん
に原発十キロ圏内を案内して
いただいている途中にその記

3

からであるという。ヨウ素剤を
あっても配らなかった理由もそ
うである。しかも、そのことに
対する謝罪は未だに一切ないの
である。私は非常に憤りを感じ
た。

木ノ下さんは、太田村という
田んぼの多い村を案内して下さ
った。実は地図上に太田村とい
うのはないのだが、新聞ではそ
う呼ばれている地域があり、そ
こは原発から二十キロ離れてい
る。
そこで採れる作物やお米は、
一番多くて 200 ベクレル、平均
でも 70～80 ベクレルあり、口
にするのは危険である。

支援のおもな内容は、新鮮な野菜の提供です。

事の話題が出て、
今まさに目の
前に広がる荒涼とした光景、
二〇一一年三月十一日のまま
の光景と、
政府の原子力災害現
地対策本部の打ち出した
「福島
早期帰還九十万円を追加賠償」
という方針とのあまりのギャ
ップに、梁河さんは「除染もし
ていない放射線量も高い、
何一
つ整備されていないのに、
帰還
とはいったいどういうことな
のか」
とただただ呆れるばかり
で、
あいた口がふさがらなかっ
たようだ。
梁河さんが呆れるのも当然
だ。現在でも、福島第一原発で
は危険な作業が続いている。
防
潮堤も出来ていない。
除染も出
来ていない。
人も住んでいない。
そんな状態で、
自分だけ帰って
きても生活は全く不可能だろ
う。
九十万円もらったらここに
住めるかと言ったら、
絶対に無
理に決まっている。
住民のこと
を全然考えていない無責任な
政策だ。私にはそう思えた。
福島第一原発二十キロ圏内
は、昼は往来を許されるが、

住むことは許可されていない。
盆と正月だけ例外で、宿泊でき
る。我われは原発から２０キロ
あたり離れたところ、つまり人
が住めるとされているぎりぎり
のところも、車でいろいろと案
内してもらった。
屋根の除染は、家の周辺の線
量を下げるのにかなり効果的で
あるが、
金がかかるとの理由で、
行政はしようとしない。屋根と
同様に線量を下げるのに効果的
な方法が、家を囲む木を切るこ
とであるが、費用が相当かかる
から切れないのである。東電も
その費用を出さない。切った
としても、
捨てる場所もないし、
燃やすこともできない。九十万
円を出すから帰ってこいと言う
前に、国や行政はしなければな
らないことがあるのではないの
か？
車で、木ノ下さんの母校のそ
ばを通った。学校の柔道場・剣
道場を取り囲む木は、線量が高
いとのことである。もともとそ
れらの木は、山から吹き下ろす

風から道場を守るためにあっ
た。
ところが山全体が汚染され
ており、
山から吹き下ろしてく
る風にその放射能が乗って町
にやって来て、それらの木に、
その汚染された風が吹き付け、
線量が高くなる。だから、道場
の空気は特に風で土埃が立つ
と、
かなり汚染された空気とな
るのである。
除染して一時線量が下がっ
ても、
結局また山から来る風で
汚染される可能性がある。
この
問題は、
百年や二百年では解決
がつかない問題である。
全く人
間の手に負えないことが福島
では起こっているのである。

積み上げられた汚染土。これをどのようにしたら
いいのか。 その答えは、まだ誰も出せていない。

案内も終りに近づいたとき、
木ノ下さんは
「ゼネコン、
住民、
行政、ショッピングセンター、
お店などなど、
いろんな人の思
い入れが交錯し、
思惑が入り乱
れ、
何をすることがいいことな
のか、
本当のところはよくわか
らないのが現状ですね」
とつぶ
やかれた。
その言葉が今でも心
に残っている。
住民の安全を犠
牲にして経済的な復興を目指
している国や行政に対して怒
りを感じた一日だったが、
しか
し、
本当は誰も何をすることが
いいことなのか、
正しいことな
のか分からない。
どうすること
が正しいのかを我われ人間が
判断できる限界を遥かに超え
てしまった、
取り返しのつかな
い出来事が起こってしまった
のだ。我われが生きている間、
いや、
もしかしたら人類がこの
地球からいなくなっても、
まだ
地球は汚染されているかもし
れない。
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福島から茨城に向う車中、
我
われは無言であった。
特に私は
放心状態で何も考えられなか
った。
放射能のおそろしさ、
国や行
政の無責任さに打ちのめされ
てしまった。
すっかり思考が停
止してしまったのである。
しか
しある意味で、
これが一番おそ
ろしいことなのかもしれない。
今、
この文章をつづりながら、
決して見失ってはならないこ
とがあるのを感じる。それは、
国への問いである。
福島第一原
発の事故から起こったから
「こ
そ」
、などという表現は使いた
くないが、
しかしこの事故がな
かったら、
原発に依存し続けた
この国の在り方を根底から問
い直すということは私には起
こらなかったのだ。
その問いを
思考停止によって見失わない
ように私は歩み続けたい。

最後に、
どうしてもこのこと
だけは記しておきたい。

南相馬というと、すぐ福島第
一原発の事故による被害を思い
浮かぶが、津波で亡くなられた
人は 525 人、加えて震災関連死
が 447 人、海沿いの集落で全滅
状態、集落ごと消えたところも
ある。今は跡形がなくても、確
かにそこに人がいて、確かに
人々の暮らしがあったのだ。我
われは決してそれを忘れてはな
らない。

寄稿

平野 喜之 さん
石川県かほく市高松、浄専寺
住職。今回をはじめ、幾度も参
加していただいております。

協力のお願
ご協力のお
のお願い

「ＮＰＯ法人 災害ボランテ
ィアネット」は現在も、東日
本大震災によって傷ついた
人々の支援活動を行っており
ます。
そしてその活動を支えてく
ださる、
「正会員」
「賛助会員」
も募集しております。
志のある方は、電話・ホー
ムページからなどでご一報く
ださい。後日、詳細資料を送
らせていただきます。
また、ご寄付も随時受け付
けております。
左の口座まで、
よろしくお願いします。
（前号まで、口座番号を誤っ
て表記していました。謹んで
お詫び申し上げます）

振込先… ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
振込先…
加入者名… ＮＰＯ法人
ＮＰＯ法人
加入者名…
災害ボランティアネット
災害ボランティアネット
口座番号… 001100110-4-418730
口座番号…

編集後記

『他人事として受け止めて
いるかぎり、決して根本的な
解決にはならない』
震災後、様々な出会いの中
からいただいた言葉でした。
震災からすでに三年、しか
し原発の被害は終息のめど
もたたず、公共機関の中には
「臭い物にふた」でごまかそ
うとする動きも感じられま
す。
『ほんとうにそれでよいの
か？ ほんとうに今のまま
でよいのか？』
痛烈な問いを感じました。
（文責・大内崇久)

左にあるものは、ＮＰＯ活動報告

用ブログのＱＲバーコードです。

どうぞご覧ください。
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佐々木さんとハハレンジャー
は、セシウム０の園児食『るり
めし』
を作ったり、
一年に数回、
放射性物質に汚染されていない
地域へ、子どもたちを保養に出
したりして、地道な活動を続け
ておられます。

願いから生まれたこの市場は、
毎月十日・二十日に開催されて
います。

ハハレンジャーの『願い』
放射線被ばくの影響を最も
強く受けてしまう存在は、
成長
期の「子どもたち」です。
『子どもたちを、
どうやって放
射線被ばくから守ればよいの
か』
『子どもたちに、
どうやって安
全な食事を用意できるか』
福島県二本松市でこの問題
に取り組んでいる佐
佐々木るり
さんが、
子供たちを守るために
結成したのが、ハハレンジャー
です。
五児の母であり、
幼稚園の先
生でもある佐々木さんは、
園児
のお母さんたちとともに様々
な活動を続けています。
今回、
我々が野菜を届けに行
った「青空市場」も、ハハレン
ジャー主催の市場です。
「子ど
もたちに、
放射能に汚染されて
いない、新鮮な食事を」という

佐々木さんは語っています。

「今福島は、
『風評払拭』ムード
一色で、
不安な声はあげにくい。
私はそれがとても心配。
風評払拭だけに躍起になって
しまうと、実害まで覆い隠され
てしまうから。
気を付けなければならないこ
とと、気にしすぎなくてもいい
部分とをちゃんと知っておきた
い。風評と実害は分けて考えな
くちゃいけないと思う。そうす
れば、これ以上の無駄な被ばく
は防げるはず」

「ある人は「もう福島に住むと
腹をくくった」と話していまし
た。でも、私は、諦めるという
意味で腹をくくるのは違うと思
うのです。子どものために一生
何かをするという意味の「腹を
くくる」
じゃなければならない、
って。

福島の人たちは、今もここに
住んでいることの罪悪感を持っ
ています。子どもを危険なとこ
ろに住まわせているって。だか
ら話したがらないということも
あります。でも、声が上がらな
くても、何も考えてないわけで
はありません。
私は、一時的な運動や活動で
はなく、一生、自分の生き方と
して福島のことを伝え続けなけ
ればいけない、「二度と繰り返
さないで」と声を上げ続けなけ
ればいけないと感じています」
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