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       狛江の放射能を測る会ニュース号外        2016/10/14 

福島紀行 2016 「6年目」という曲がり角 
2016 年 4 月 4 日～4 月 6 日 

狛江の放射能を測る会 二階堂 まり 

 

 2012年 4月に「狛江の放射能を測る会」として初めて被災地を訪問してから 5回目の福島訪問

になった。毎年ほぼ同じ時期に二泊三日でいわき市と福島市飯坂町に宿泊して、同じ地点で放射線

量を測定することを基本とし、変化を調べ、いくつかの団体や組織の方たちと話し、現地を見て声

を聴いてきた。もちろん通行できる道路や入れる区域が変わるのに従って私たちの訪問場所も変わ

っている。 

事故から五年たった今年、特に強く印象に残ったのは、① 毎年増え続けていたフレコンバッグ

（放射性のゴミを入れる）の数が今までの比でなくものすごい勢いで増えていて美しい里山の風景

の中に醜く哀しく存在していること ② 行政が避難指示解除→帰還宣言へと一直線に進もうとし

ている中で、住民には苦脳が重く重くのしかかっていること ③ 公共だけでなく民間からの支援

金も打ち切りになり、その中で、前に進むために被災者を新しい形で支援しようと創意工夫をして

いる方たちがいることだった。 

 

[１]  ザ・ピープル（特定 NPO http://npo-thepeople.com/）でのお話 

元々は古着のリサイクル活動をしていた NPO。被

災者や原発作業員が多く移ってきたいわき市にある。 

北隣の広野町は 3 月 5 日にイオンがオープン。原発作

業員の町になっている。 

次々と帰還宣言をして 2020 年までに何もなかった

ことにしようという意向が強く見えるが、住民の気持

ちはそれに乗っていない。いわき市に避難してきた人

たちの中には定住を決めた人も、住民票を移さずにい

る人もいる。６年目ということで被災者支援団体にと

っては大きな曲がり角を曲がったといえる。 

＊交流サロン 

小名浜交流サロンをはじめ 4 か所あった民間運営

の「サロン」の助成金が全て打ち切られた。自分たちが運営していた小名浜交流サロンは情報の共

有や、交流の場つくりの役割を果たしてきたことで存続を望む声もあったが、利用者は比較的近く

て歩いて来ることができ、自力で仲間作りができる方がほとんどで、自立化が進んできたこと、来

られるメンバーが固定化してきたことで、閉鎖を決断した。現在は勿来（なこそ）の 1 ヵ所のみ。

避難者として地域に接点がない頃は、大きな役割を果たしていた。町の社会福祉協議会（社協）は、

規模は小さいが交流事業を継続するといっている。 

６年目で大きな曲がり角を曲がったと語る
ザ・ピープルの吉田恵美子さん（左から２人目） 

http://npo-thepeople.com/
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＊これからは？ 

① 農業を通して繋がりたい。いわきコットンプロジ

ェクト（口に入れない農作物として放射能の移行率が

低いコットンを有機で作ろうと震災一年後に始めた

事業。どんどん、学校や他の町にも広げている）。い

わき市の津波の被災者も取りこんでプロジェクトを

もっと大きくしていく。色んな人が集まって「農」を

通して自分を立て直していく場にしたい。ニートの若

者もコットン栽培に来ていて、その内の一人の女性が

合同庁舎の支援関係の事務職についた！「被災者支

援」の看板をいつまでも掲げるのではなくニートなど、

どこの地域にもある問題に対処できる場にしたい。栽

培は週３日４人のコットンチームがやっている。必要

な時期にみんなを呼ぶ。 

だが、それに出てこられない人たちをどうするか？サロンに来ていた人たちは「みなし仮設」に居

た人が多い。いろんな理由で仮設は無理で民間アパートを仮設として暮らしている人たちなので、

仮設で暮らす人より孤立している。サロンがなくなっても繋がりを保ち、困った時は助けに行くと

かするため「看板」は出したままにしておく。 

② 「コミュニティ交流員」の仕事は行政の委託を続けて受ける。県営復興公営住宅（原発事故避

難者のための住宅）の交流支援事業はとても大変な事業。すぐ隣には市営災害住宅（市の津波被災

者のための住宅）があり、集会施設使用は片や無料、片や有料、交流の支援員がいる、いないなど

と大きく異なる。こうした仕事は行政ではできない。「みんぷく」として方針を打ち立てて一年半

受託してきた。交流員は始め社協に遠慮して控えていた戸別訪問も途中からやるようになった。今

は情報を共有するために月一度「小名浜会議」を開く。個人の状況、訪問の漏れや、訪問し過ぎが

ないか等々情報を交換して考える。集まるのは、みんぷく・市の社協・町の社協・浪江町・大熊町・

富岡町・双葉町・ボランティアセンターからそれぞれ代表が出てくる。この辺りのことも行政の方

からは何の提案もなく、みんぷくが音頭を取っている。2016 年度３年間の事業として４億円規模

になる予定。民間が機能しているという実績を作って県側にしっかり色々な提案ができるようにす

る。 

仮設住宅の立ち並ぶ広い「中央台」は、今は３分の１くらいしか住んでいない（2012 年に来た

ときはとてもにぎやかだったが）。物置きにしている人もいるそうだ。 

これからは帰還しない人への締め付けが強くなっていくだろう。選べなくなる。避難指示解除が

されれば、いずれはみんな「自主避難」したということにされ、賠償金も打ち切られてしまう。  

いわき市で甲状腺癌の手術で首に残った痕のことでいじめられ、仕事に行けなくなったという話を

聞く。 

「いわき市だってヨウ素がいっぱい飛んだのに、被災者が押し寄せ原発作業員が大量に入り『復

興景気』で行け行けムードになり子どもたちの未来のことなんて平気平気！と考えもしない。そし

て避難者には余所者目線。未来に『もっと避難者たちに優しくしてあげればよかった』という日が

来るのではないか・・」と吉田さんは憂う。 

③ おてんと SUN プロジェクト：企業とコラボしてコットンの商品を売る。コットンのオリジナ

ルブランド作りと販路の開拓。イギリスの「口に入れても大丈夫な」化粧品会社ラッシュジャパン

富岡町からの避難者が月１回集って栽培を行う

「みんなの畑」（吉田恵美子さん提供 2015） 



3 

 

「たらちね」のベータ線放射性核種測定装置 
 
装置の特徴は、従来では３週間ほどかかる測定
をサンプル作成時間も含め３日程でやってし
まうことだ。その秘密は、「たらちね」が開発
した特別な化学処理を使った前処理方法と液
体シンチレーションカウンターによるチェレ
ンコフ光の測定にある。半減期の長いストロン
チウム 90(90Sr：半減期、28.79 年)を直接測定
する変わりに、放射平衡＊にある娘核種で半減
期の短いイットリウム 90(90Y：半減期、64 時
間)から出るより強いチェレンコフ光を測定す
ることでより早く、より微量なストロンチウム
が測定できるとのこと。検出限界はサンプルに
もよるが、0.16 Bq/Kg ぐらいまで可能。 

＊https://goo.gl/LIAMVh 

の全店舗で扱ってくれている。 

④ ほかに「広野町ワイワイプロジェクト」を民間団体が始めた。広野町の海べりの防災緑地に 2500

本の植樹をしてオーナーになり 10 年間の管理に関わるというものだ。 

⑤ 若者のプロジェクト 

水俣との交流プロジェクト：今まではピープルがお膳立てをしたが、「これからは自分たちで自

立して何とかやって行きたい」と高校生たちが言いだした。熊本の NPO が航空料金は出してくれ

ることになり、それ以外は東京に行って企業に頼んだりする予定だ。 

 

[２]  いわき放射能市民測定室 「たらちね」 にて 

（http://www.iwakisokuteishitu.com/） 

市民測定室なんていう名前から想像できる範囲を

軽々と超えている。イギリスの科学ジャーナル誌にスト

ロンチウム９０の測定の論文が載り、日本全国の学会の

環境放射能研究会にも論文を出している。去年大きな決

断をして多額のお金をだして始めたβ線の測定事業が

定着し頑張っている。普通は二週間かかる測定が三日で

出来るようになったのだから海外からも注目される。掃

除機のゴミの測定では、吸い込み口の形によって数値

が違うという。ダイソン（本社：英）製のも

のは靴から落ちるゴミを吸わせる（室内で靴

を履く文化）ために床にピタッとついてゴミ

をとるからしっかり測れる。結果は数値がハ

ンパじゃない。５万ベクレルなんていうのも

ある！！因みに、お米は食べる許容値が１０

０ベクレル以下！ 

甲状腺癌の検査は 2014 年は 33 回やって 

1893 人を調べ、2015 年は 2050 人調べた。癌

の他に心臓病、白血病などがあるそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベータ線測定を始めて 1 年。国内外に論文も発
表している「たらちね」の鈴木薫事務局長（右端） 

「たらちね」で聞いたことで興味深いこ

とは、セシウムとストロンチウムの比に

ついてだ。政府のサイトを見るとセシウ

ムとストロンチウムの比は千：1とか

万：1とのことらしいが、実際「たらち

ね」で測定して見ると、 

川俣町の桑の葉 Cs：18.5 Bq/Kg  

Sr:7.99 Bq/Kg ≒ 2.3 : 1 

別の落ち葉では 100:1 のようなもの

がある。いずれにしても、政府はストロ

ンチウムを極端に少なく見積もってい

ることが分かる。「たらちね」が測定し

たデータは貴重である。 
液体シンチレーションカウンター

(Hidex300SL/SLL 全自動 TDCR) 

https://goo.gl/LIAMVh
http://www.iwakisokuteishitu.com/
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［３］浜通り医療生活協同組合 でのお話 

（http://hamadori-coop.jp/houjin/） 

福島地方裁判所のいわき支部にはたくさんの訴訟が持ち込まれているが、判事が４人のみで、さ

らに訴訟担当は３人しかいない。どの裁判も二カ月に一回程度しか開かれない。文書も多く、物凄

く時間がかかる。いわき市民訴訟（原告 1,574 人）、原発避難者訴訟（約 560 人）、南相馬市民訴訟

（400～500 人）、原発労働者の訴訟が３件（除染作業

員や原発労働者のピンハネ、建屋の汚染水の中に突っ

込めと言われて被ばくした労働者など）とたくさんの

訴訟がある。４年たってもちっとも進まないため判事

を増やせという建白書を作って、本庁に出してくれと

支部に提出する。５月 23 日の裁判に 300 名くらいで

裁判所を囲んでデモする予定。 

民事裁判は賠償を求めるものだから「金がもっとほ

しいのか？」とか「金」が注目されるが、民法 709

条、国家賠償法の頭に書いてあるように賠償を求めな

いと国と東電に責任を認めさせられないから

そこがポイント。つまり責任を認めさせるこ

とが焦点。民事の方が刑事よりダメージが強

い。2016 年に原発被爆者訴訟原告団全国連絡

会（約 9,000 人）が結成され 33 の原告団の内

２７～２８団体が加入して連絡を取り合い、

証人の陳述内容を共有し、こういうところで

攻め込まれるよという弱い点の認識も含めて

情報を共有するなどして団結して行く。 

IAEA（国際原子力機関）が出した総括文書

の技術編は日本語に翻訳していない！裁判官が

国と東電に日本語訳を出すように求めたら「翻

訳を出す気は全くありません」と。おそらくうまく公文書にしない形で訳されていて、都合のいい

ところだけ利用しているのだろう。隠しているということは都合の悪い重要なところがあるはず。

今、いわき市に元原子力研究所の人がいて 3 カ月掛りで日本語訳にとりかかっている。いわき支部

に出しそれから全国に回す予定だ。 

その他に、 

○歴史上初めて複数の町が五年間人口ゼロに！ 

2015 年 10 月１日の国勢調査（三か月以上住んでいる人口を調査）で県内の四町がゼロ。二村は 

41 人と 18 人いるということになっているが、実際は 41 人は国の許可を得た特養老人ホームの入

居者（飯館村）で 18 人は帰還準備の宿泊者（葛尾村）だから実質は６つの町村が人口ゼロ。1920

年から始まって今年で 20 回目の国勢調査の歴史上初めてのことだ。戦争で多くの出征者・戦死者

がでてもこんなことはなかった・・（この特養老人ホームは事故後２年目の 2014 年に飯舘の役場に

行って、すぐ脇にある老人ホームをちょっと覗いてみたらお年寄りが住んでいて、しかも若い看護

師・介護士さんが通いで来ていると知り本当にびっくりしたあそこだ）。 

 

浜通り医療生協理事長の伊東達也さん（左から2人目） 

国勢調査で４町が５年間人口ゼロ！２村が数十人（特養
ホーム入居者および帰還準備の宿泊者）。戦争時でも無
かった異常な状況が続く。 

http://hamadori-coop.jp/houjin/
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震災関連死者数 

○震災関連死 

４月３日現在、

2,037 人と、つい

に２千人を超え

た。地震と津波の

直接死が 1,604人

だから 400 人以

上も多い。福島県

の自殺者は 2015

年 11月末で 80人

いる、次に多い宮

城県は 40 人だ。 

○廃炉行程 

廃炉までの長い

道のり危険な使

用済み核燃料が、

壊れた原子炉建

屋内のプールに

入っている。取り出し完了は３号機が４年後、２号機が６年後、１号機が７年後と言っているがす

でに遅れている。その後、溶解した燃料を取りだそうとロボットに調べさせているが、まだどこに

あるかもわからない（どの面下げてオリンピックをやるつもりなんだろう！！！）。半世紀以上か

かるのでは。伊東さんはチェルノブイリに事故 20 年後に行き石棺を見たが「100 年はもつだろう。

300 年くらいもってほしい」という話をきき、「なくなるのではなくずっとそこにあり続けるのだ

な。嫌だなと思った」と話された。福島も石棺化にならざるを得ないのかも？と。 

○中間貯蔵施設 

福島県内の除染に関して、避難区域は国が、それ以外は市町村が行っている。４３自治体から出

てくる放射性廃棄物は現在のところ仮置き場 1070 か所、現場保管 10 万 6 千か所に置かれ、これら

を双葉町と大熊町にまたがる 16k ㎡の広大な「中間貯蔵施設」に運ぶことになっている。「中間」

貯蔵とは法律に「30 年以後は持ち出す」と書かれているが、県民の多くはそれは嘘！で永久保管に

なるのではと考えている。この地域は全県民が散り散りに全国各地に避難しているので集まってデ

モをしたり反対したりすることもできない。 

○帰還宣言ｖｓ棄民 

国は被ばく線量が 20mSv/ｈ以内なら、肥満や野菜不足よりも癌にかかるリスクは少ないなどと

言って、早期帰還を強く打ち出してきた。帰還できると言われても実際には帰還は進まず、2011

年９月に早々と宣言がなされた広野町でも４年半たって戻ったのは４割程度。しかも町民に代わっ

て事故収束・除染の作業員の住む町になり作業員のための 3,000 人規模の団地が計画され、すっか

り変貌してしまっている。約 26,300 人が住んでいた「帰還困難区域」は山林に囲まれていて政府

は除染をしない。つまり棄民とされる。浪江町の津島地区は約 430 所帯 1,400 人が暮らしていたが

住民は「今声をあげなければ『廃村』にされ、『棄民』にされてしまう」と提訴して裁判を闘って

いる。「末代まで闘う」「生活空間の除染（里山ももちろん）」を一番に掲げている。 

○甲状腺癌の問題 

福島県の直接死 1603人 

復興庁調べ 

2015 年９月末現在 

981 336 255 186 221 1979 

合計 

918 836 

25 12 27 18 

455 372 

33 12 29 9 

福島県の関連死者数は 2015 年末に 2000人を超え、今年 4月には 2037人となった。心身の
過酷な生活が続く。 
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去年も話されたが、大切なことは被曝が原因かどうかの論争ではなく、子どもたちの継続的な健

康診断、検査と医療体制の充実と確立だということを忘れてはならない。他にも「避難」「食材」「甲

状腺癌」のことなどで家族が分断されやすいが、みんなで対立をなくし子どもを守っていくことが

必要。意見や思いは色々で難しい。例えば浪江町は健康手帳を配ったが町こぞっての賛成ではなか

った。持っていると差別されると。原爆手帳と同じだ。違うのは恩恵に関して書かれていないこと。

国がやれば、全国どこへ行っても検診や治療が受けられるし金もあるから恩恵を受けられるのだが、

国はやらず、今は県が 18 歳までは健康チェックの金を出すと言っている。しかし金が足りなくな

ってきている。町だけではどうしようもないのだ。 

 

［４］楢葉町、７００年以上続いた寶鏡寺にて早川住職のお話 

９月５日に避難指示解除になったが 500人ほどしか帰ってい

ない。第二原発は廃炉にすると言わない。何故なら、戻ってく

るのは年寄りばかりだから 30 年もすれば反対する人はいなく

なるもの。それから再稼働をするのだろう。復興なんて嘘！人

のいない地にするのが狙いだ。インフラ整備・基盤整備をしな

いととりあえず住めないのでやっているが結局は要らなくなる

物だ。やるのは誰のため？結局ゼネコンが儲かるだけ。何百年

も続いた農家も畳んで出ていく。（早川さんも）「孫に継いでも

らうことになっていたが断念したよ。（700 年以上続いた）この

寺をどうやってたたむか悩んでいます。悩んだってしょうがな

いんだが、住職となって心がけて色々やってきたことがご破算

になっちゃった。ハハハ・・・」 

原発から使用済み燃料や放射性物質を取り出したって持って

いくところがない。石棺にするしかないのかな。「避難計画」で

はなく「移住計画」にするべきだ。 

原発事故で住めなくなるのがこの辺りだけに限定されたのは

本当にラッキーだった。あと２時間も遅れたら 250 キロ圏がや

られて東京もダメになっていた。気象条件も何も

かもがラッキーで奇跡中の奇跡（でこの程度の被

害で済んだ）だったのに国民はそれを知らされて

いない。これを教訓に全国で止めるべきなのだ。

再稼働を言っている人たちの頭の中には追い出

された 84,000~85,000 人の命のこと、暮らしのこ

と、未来のことなんて片隅にもないんだ。避難指

示が解除になったら支援金を打ち切るというの

でみんなで騒いだら一年間だけ延ばした。打ち切

る理由の言い草が、いつまでも支援していたら自

立心が育たないだと。（強い口調で）「馬鹿にする

んじゃない！」「ウルトラマンだったら片っ端か

らぶっ飛ばしてやりたい」。再稼働に関してみん

な地震と津波のことばかり話しているが、スリー

７００年続く寶鏡寺本堂。本堂前では
0.135 ㍃ Sv/ｈだが、とうろう脇で 0.3、
あぜ道で 0.4 あった（もちろん除染
後）。早川住職は「自分の代でお終
い。後継ぎがいたのに無念」。何百年
も続いた農家も畳むことに。 

楢葉町の現状 

全住民が避難した市町村で最初に帰還宣言（2015

年 9月 5 日）した町。 

北隣の富岡町にまたがって福島第 2原発 4基があり、

国も東電も廃炉を言明しない。 

  解除時の人口は 7,363 人。 

  2016年 9月 2 日現在 

    戻った人 681 人 約 9.2％ 

     内、40代までは 110 人 1.5％ 

  避難指示解除後、帰還しない人は自主避難者とさ

れ、賠償金（支援金）は 1 年後に打ち切られる。原発

の存在、不十分な除染、環境整備が整わないなかで、

避難指示解除は被災者の切り捨て以外、何物でもな

い。 

  早川住職は、「年寄りしか戻らない。やがて死に絶

える。それを待って第 2 原発を再稼働するのだろう」と

憤る。 
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マイルもチェルノブイリも違う。どちらも人的操作のミスだ。原発は事故が免れないものなんだ。

国民が我がこととして考えなければ、そういう政権を選ばないようにしなければどうしようもない。

帰ってきた人たちも５年も仮設にいたんですっかり老けこんじゃったよ。以前は腰が曲がっていて

も百姓やって歩きまわっていたのに、すっかり足腰が弱って戻って来ても百姓はできない。楢葉の

原発関連死は 132 名。直接死（津波）は 13 人。楢葉はもしかしたら帰れるというボーダーのとこ

ろだが、使用済み燃料はキャスクに入れて空冷にすればいい物をプールにいれていて収束が全く進

んでいないし、第二原発は廃炉にしないで再稼働を狙っているし、これではもっと町民が戻ってく

るとは思えない。「安倍首相が広野の未来学園高校に来て畑の食べ物を食べて安全！とやる」 

（寶鏡寺は高台にあって丘全体に桜の大木がある。今年は春が早いそうで桜を始め様々な花が咲き

乱れ本当に美しい。こぶし、木蓮、レンギョウ・・・鶯が上手に鳴き、トビが舞い、スズメ、ヒバ

リの声。何もなかったかのよう・・。一度目に来た時（２０１２年）は里山そして澄んだ川の流れ

のあまりの美しさに息をのんだ。「見た目」はなんの異常もなかったから。その後は毎年フレコン

バッグの黒い山が増えていき・・・） 

 

［５］放射能測定 各地域のようす 

＜夜の森の桜並木にて＞ 

今までは色づきさえしていなかったが今年は

満開！！！ 

樹齢１００年ほどの木が約 500 本ある。昼間は

入れるため数台の車が来ていた。鶯が得意そうに

何度もなんども歌っていた。なかなか見つけられ

ないはずの鶯をカップルと一緒に見つけた

～！！そして青空をバックに空に咲き誇る桜の

花の枝から枝をヒヨドリが楽しそうに渡って行

く。天国のようで悲しい・・・。以前は子どもが

笑いながら走り回り、大人たちは手作りの煮物や

オムスビを広げて酒宴に興じていたんだろうな。 

＜富岡駅前＞ 

すっかりガラーンと整地されてしまった。駅の

トイレに倒れかかった電柱も消え、黄色いテープ

で仕切ったままの店先もなくなった。記憶からも

なくなっていくのだろうか。海岸沿いにはフレコ

ンバックの延々と続く広大な壁。そして、焼却

場！もう使われることのない駅前案内掲示板の

前には仮設トイレが建っていた。 

＜都路 古道＞ 

去年出来たファミマの向かいは車の整備の

店？すっかり雰囲気が変わった。毎年変わるなあ。

去年再スタートした小学校、どのくらい児童がい

るんだろう。２８８号線の都路街道を大熊町の方

へ入っていくと、行けども行けども通行止めにな
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らず、あとちょっとで双葉町の辺まで行けてしまう。時間切れで戻ったが、車も結構来たし、６号

と繋がったのだろうか？全体的に、「復興」のため車

は多く、バイパスができ、通れなかったところが奥ま

で行けている。線量はあんまり変わっていないのに・・。 

＜葛尾村役場＞ 

復興推進係長に話を聞く。６月 12 日に避難指示解

除になるので役場が戻ってきたところだ。町民は郡

山・田村・三春で８０％が避難生活をしているそうだ。

インフラ整備は徐々にやっている。医者に関しては、

歯医者はいるが医者は先生が年寄りで無理なので患

者は都路町に送ることになる。 

人の移動のための交通はなるべく整備する。ダメに

なった家の解体はやり始めているがその後に建てる

ことも含めて１～２年の順番待ち。復帰後１年で国の

支援金は打ち切りになるが、そのあと市が支援すると

かは無理だ。帰らない人への支援も無理。出来ることは情報を送り続けるくらい。住民票を移され

ちゃったら、もう連絡は取らない。移さない人が多いのではないだろうか。宅地と農地とそこから

20 メートル先までは除染するが、ここは 70％が山で、そのほとんどが国有林なので地主が除染を

要求するということもない。（町の農地は一面５段に積んだフレコンバッグの山にびっしり緑のシ

ートがかぶせられている。ここに帰るんだ・・。黄色い

旗がはためいていたので「除染中」かと思ったら「とび

だし注意！」。誰が飛び出してくるのだろう・・？） 

＜伊達市（霊山、月舘）＞ 

土筆（つくし）が可愛い。でも 0.4μsv/h（0.23 が普

通の許容の上限）だ・・。月舘小学校は B 地区にされ

たのですぐには除染がなかったため、みんなで校庭の土

をひっくり返して除染したそうだ。近くの小国小学校は

上をプルーム（放射能を含む雲）が通ったので汚染がひ

どく多くが避難したとか。ちょっとの距離なのに・・。 

＜飯舘にて＞ 

向かう途中、廃屋の庭に黄水仙が群生して満開中。

少し寒いので白い木蓮はまだ少し膨らんでいるだけ。

臼石ではフレコンバッグを積んだトラックが行く。

「ニュートラックいいたて（競馬場）」はきれいにな

ってＪビレッジみたいに作業車がいっぱい。ひもろぎ

の里の石碑（自然が誇りの町の象徴）が撤去されてい

たのにはショック！その後ろの木の根もとの石仏５

体はそのままうつむいていた。道路を挟んで反対側は

美しい広大な田園が広がり、山を背景に５段のフレコ

ンバッグの山がズラーっと並び、無数の作業車とプレ

ハブの作業員の飯場が広がる。ぐるりのロープには黄

葛尾村役場。6月 12 日に約 9割強にあたる世帯
（417世帯 1342人）が避難指示解除となった。山
間部の村であり、生活の場でもあった山は除染さ
れていない。8月 1日現在帰還者は 43世帯 72人
と 5％に過ぎない。苦悩が続く。 
役場で 0.34、除染された国道で 0.57μ Sv/ｈ 

月舘小学校。対岸の案内板で 0.39μ Ｓｖ/ｈ。 

飯館村ひもろぎの里。美しい山間の田圃にフレコ
ンバックのヤマ。県内で仮置き場は約１，０７０か
所。現場保管は１０６，０００カ所。 0.75μ Ｓｖ/ｈ。 
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色い旗に「除染作業中」「まず確認、慌てない！」の文字。土の山をショベルカーでならしている。  

ビニールシートが敷いてあるので仮置き場を作っているのだろうか？飯舘のどこを走っても美

しい里山の風景の中にフレコンバッグ、黄色と青のショベルカー。あの日本で一番美しい村と言わ

れた飯舘が壊されて行く・・壊したのは誰？？映画「大地を生きる」で須賀川の農家の人が「山は

生活の一部なんだ！生活空間は除染するから帰れと言われても（除染されていない）山全体が生活

空間なんだ」と言っていたのを思い起こした。山道を走っていると沿道の斜面の除染に遭遇。数人

で急な斜面を熊手でひっかいている。枝や枯葉を落している。夏は暑くて大変ですと。農地は除染

するところは紐で囲ってオレンジのリボンを一つ一つ結んでいる。なんかすごく大昔の作業みたい

だなあ。 

＜（川俣町）山木屋地区～＞ 

途中、第８仮置き場、第９仮置き場などの矢印

がある。浪江町境に近づくと牧場地帯になる。牧

場主さんが自殺されたところだ。浪江に入ってす

ぐ立ち入り禁止ゲートがある。ゲートのすぐ横に

「峠の直売所」という庇を掲げた小さなお店が。

果物やトマトの絵がほほ笑んでいる。道路沿いに

何百という小さな黄水仙が咲き誇っている。警備

員さんたち、ちゃんと見てあげてね。その奥には

蕗のとうがいっぱい・・ 

二本松の方に向かう。両側に白い高い塀が作ら

れ中はフレコンバッグの山の列。仮置き場だ。フ

レコン街道。まるでパレスチナの分離壁のようだ。 

 

６年目を迎えて、政府が避難指示を解除さえす

えば復興は終わりとでもいうように、それしかな

いかのように、急ぎに急いでいる。その中にいる

現地のみなさんの怒りの声、哀しみの声、いらだ

ち、諦め、悔しさ・・の声が今でも耳に残る。こ

の５年間は何だったのだろう？ここ以外に住む

日本人はもう忘れてしまっているのか？「喉元過

ぎれば・・」「人の噂も・・」「臭いものには・・」。

すぐ忘れる日本人の性格に、自主規制のマスコミ

が拍車をかける。これからもっともっと「オリン

ピックに向けて」日本人は福島をなかったことに

していくのだろうか？原発賛成の人はここで５年前に起こったこと、いまの本当の姿を本当にわか

っているのだろうか？福島の現実を体験してもなお、老朽原発も含めて次々と再稼働を認める国。

熊本の大地震があっても、川内原発を止めようとしない国。鹿児島の震度は出さないように地図を

映さないＮＨＫ・・。狂っている。色んなことが。今回の福島はその象徴のように見えた。 

まず、みんなに忘れないようにしてもらわなければ。この報告が少しでも「何も終わっていない福

島」を語り合うきっかけになってくれればいいと思う。訪れれば訪れるほどあの里山が愛おしくな

る・・・ 

山木屋にあった、太陽光パネル。 

114号線終点 川俣町・山木屋地区と浪江境のゲート。 
「峠の直売所」が悲しい。 1.67μ Sv/ｈ 
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狛江の放射能を測る会 

(http://hakarukai.clean.to/) 

 連絡先：西尾真人 

    ☎03-3480-7477 

 

 

国道３９９号線を葛尾村から田村市に入る掛札峠を

南下。阿武隈高地南部を望む。 

私たち狛江市民の日常的な

被ばく線量は１時間当たり 

約 0.060 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄです。 

山木屋 

http://hakarukai.clean.to/

