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6月30日と7月1日の二
日間にわたって、いわき
市で「震災と放射能汚染
後をどう生きるのか 第
１回ふくしまフォーラム」
が170人の参加で開催さ
れました。
全体会では、代表の長
谷川秀雄さん（NPO法人
いわき自立生活センター）
が、「ふくしまフォーラ
ムの課題は、震災の教訓
について被災地から発信
することだ」と話し、中
手聖一さん（子どもたち
を放射能から守る福島ネッ
トワーク）は、「住民に
は住み続ける権利、避難
する権利、帰還の権利が
保障されるべきだ」と話
しました。
鈴木絹江さん（田村市、
ケアステーションゆーと
ぴあ）、海渡雄一弁護士、
佐藤和義さん（いわき市
議）の発言の他、木幡仁・
ますみさん夫妻（大熊町
町民）は、「町にはもは
や帰ることができない。
町民の被害への全面的補
償と被災者援護手帳の発
行を求める」と話しまし
た。
13の分科会が行われ、

8月12日、ティアラこ
うとうで、「脱原発社会
をめざす8.12労働者集会」
が開催された。主催は、
全港湾労働組合、国鉄労
働組合、全日建連帯労組、
全国一般全国協、都労連、
全水道東京水道労組、東
京清掃労組7労組呼びか
けの実行委員会。フォー
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被ばく労働を考えるネッ
トワーク準備会は「廃炉
と除染作業に従事する労
働者の被ばく」分科会を
担当し、60人を超える参
加者で盛況でした。
石丸小四郎さん（双葉
地方原発反対同盟）は、
「下請けは下に行くほど
条件が下がり、線量が高
くなると首になる。特に
『アトックス』は下請け
労働者を使い捨てにして
働かせてきた。原発は暴
力団に深く依存しており、
原発の収束作業では舎弟
企業が労働者を支配して
いる」と話しました。
福島第一原発で収束作
業を行っているＡさんは、
「収束作業労働者は原発
立地町周辺の労働者、社
会が予め策定した犠牲に
なってよい労働者だ。脱
原発運動の現状は被ばく
労働について余りにも鈍
感だ。自分たちが一方的
被害者であるとの認識か
ら脱却し、都市は田舎に
原発を押しつけてきたこ

と、被ばく労働を押しつ
けてきたことを問い直し
てほしい。このことなし
に新しい社会を作り出す
ことも原発をなくすこと
もできない」
と話しました。
福島第一原発で収束作
業に就いている労働者を
自分の息子さんに持つ木
田節子さんは、「息子は
現在も原発は日本に必要
と思っている。悔しい。
犠牲的精神は分かるが止
めてほしい。自分の気持
ちが通じない」と話しま
した。
福島第一原発で収束作
業を行っているBさんは、
「原発内では、労災が本
人申告制になっており、
現場の安全対策協議会が、
労働者を締め付けるだけ
になっている現状がある。
原発で収束作業についた
労働者全ての健康調査を
継続するべきである」と
話しました。
斎藤春光さん（いわき
自由労組）は、「除染電
離則の改正は、ボランティ

ア等に対して放射線の計
測が代表者で可能とする
等尻抜けになっている」
と話しました。
最後の全体会では、各
分科会の要点が紹介され
るとともに、第1回「ふ
くしまフォーラム」で提
起された課題を整理し、
できるだけ早く第2回、
第3回と論議を継続して
いくことが確認されまし
た。
県外から来た参加者た
ちはマイクロバスや乗用
車に分乗して、津波で大
きな被害を受けた久ノ浜
地区の現状を見て住民か
ら話を聞き、また福島第
一原発事故「収束」作業
の拠点となっているＪヴィ
レッジ近くを訪れ、被ば
く労働の現状についての
説明を受けました。
第1回ふくしまフォー
ラムは、被災地自身の取
り組みとして、被災者・
住民相互の討論を深めま
した。被ばく労働に対す
る運動を作り出していく
上でも重要な出発点とな
りました。
（桂武／いわき自由労組
書記長）

ラム平和・人権・環境が
協賛し、1260名の労働者・
市民が参加した。
呼びかけ団体と結集し
た実行委員会を構成する
組合は、従来から「反原
発、脱原発」を掲げて闘っ
てきたが、福島第一原発
事故を止めることができ
なかった。その反省に立っ

て、「今度こそ、持続的
な運動の上に、原発ゼロ
の社会を実現しよう！」
と決意し、その一歩とし
て取り組んだ。
基調報告で、（1）安
心して暮らせる福島を取
り戻し、子どもたちを放
射能から守り、再稼働を
許さず、再処理を止め、
脱原 発 社会 を めざ す 、
（2）職場における放射
能安全対策を現場の知恵

を出し合い作り上げる、
（3）地域運動、住民運
動との連携、（4）「さ
ようなら原発1000万アク
ション」を労働運動から
担うことを提起した。
講演は京都大学原子炉
実験所助教、小出裕章さ
ん。広島・長崎の原爆の
被害と怖ろしさから話を
はじめ、原発一基（100
万キロワット）は一年で
ウラン１トンを燃やし、
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その結果出す核分裂生成
物は広島原爆の1250倍と
なり、福島事故で放出し
たセシウム137の量は政
府発表で広島原発の168
発分となる。今も福島第
一は進行中で、収束など
していない。政府は法令
基準を次々とゆるめてお
り、これでも法治国家と
いえるのか。（1）子ど
もを被曝させない、（2）
一次産業を守るのが私の
願いと語る。脱原発を主
張する議員に脅しを掛け
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る電力労働組合の存在に
関連して、かつてチッソ
の第一組合が、水俣病の
公害企業に加担したこと
を1968年に自己批判した
「恥宣言」を紹介し、ま
ともな労働組合活動への
期待を語った。
今後の脱原発運動の取
り組みの一層の強化を誓
い、団結ガンバローで締
めくくった。
（遠藤一郎／全国一般全
国協議会）
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現場労働者日記
～ガソリンの巻～
毎日毎日 「ご安全に！」「ご安全に！」の繰り返しで
いいかげん頭くる。んなこと言われてもどこに安全が約
束されてんだ？
収束作業と終息宣言。ステップが進んだと聞いて、俺
は足を踏み外す。俺らの仕事場はヨウ素が無くなったか
らとチャコールフィルターからダストフィルターへと変わり、
クセー空気とクセー飯を天秤にかける。チャコールに替
えてくれと言った仲間は軽くあしらわれ、言葉呑み込み
ゲロ呑み込みこぶし握り作業する。
危険は潜むものではなく見ないふりをし隠し、個人レ
ベルでやり過ごすもの。今日も帰れば飯にありつける。
郷(さと)に帰るよりはましだ、ここに来る前よりは増し
た日当なんだから。コンビニでアテ買い燃料流し込み、
アカとグチ流し、１日１日を感じ幸せたしなみ今日もそ
れなりに満足して床につく。
今日もかけられる、「ご安全に！」で自分に魔法をか

丑寅旅団のボランティ
ア活動を「実習」させて
もらうべく、私がいわき
市・泉玉露仮設住宅に向
かったのは、7月22日の
ことだ。旅団の皆さんに
初めてお会いしたのは、
小名浜地区労のメーデー
に参加したとき。デモ後
のバーベキュー大会で紹
介され、昨年春以来の活
動 を 教え て いた だ き、
「そのうち実習させてく
ださい」とお願いしてい
た。
仮設住宅は富岡町住民
を中心に、220戸、5～60
0人の規模で、わりとこ
じんまりしている。第2
集会所で準備していると、
三々五々、約25人の住民
が来訪。丑寅旅団は整骨
治療、もう1つのグルー
プ「ほぐし隊」は足湯と
マッサージと飲料の提供
をおこなう。1年以上も
続いていることなので、
みな顔なじみなのか、い
ろいろ雑談の花が咲いて

いた。このような「場」
を提供していること自体
が、大切な被災者支援に
なっているように見えた。
この仮設住宅は、住民
間のコミュニケーション
も、活動も盛んだという。
集会所には、4月8日付の
「富岡町泉玉露応急仮設
住宅自治体スローガン」
が貼り出してあった。
◆政府はわれわれへの生
活保証を行え
◆東京電力は被害に応じ
た補償を直ちに行え
◆富岡町当局は国・東電
に補償実現を要求する先
頭に立て
◆国・県・富岡町は双葉
郡住民のための暮らしと
健康を守る施策を直ちに
実施せよ
◆双葉郡は一つだ。とも
に力を合わせてこの困難
を生き抜こう
――というもの。
この日の参加は、仮設
から通勤する原発労働者
との接触の可能性を探る
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ける。タネや仕掛けは解いてはいけぬ。夢はさめて半月
後に現実を見る。将来を隠し、危険手当てとほしょうは、
とうの昔に神隠し。先行きなしの身をあんじ、かける暗
示。
「ごあんぜんに」
水が染みる穴あいたブカブカの靴ブクブク鳴らして、
ちゃちくなったタイベックで暑さやり過ごし、汗と雨に
溺れ、終わったと思えばサーベイ待ちで並ばされ、後ろ
の奴と抜け道考え、どうせどこも汚ねえんだ帰っちまえ
と、今さら気にしてもしょうがねえ、死ぬときゃ死ぬと
割りきって笑い飛ばして。そんな毎日。
そんな俺らを横目に乗り込むスカスカでご立派な観光
バス。お次に通るは、汚ねえ路線バス。行ったり来たり
今日も飽きずに。電力様と満員の作業員、どちらがどっ
ちかは言わずもがな。……yes.

火をつけるか？のみこ

むか？
「ご安全に」
あなたが望む被害者像の側面を語るなら、そんな毎日。
（G）

ため。その点では掲示板
に除染作業の募集もあっ
たりで、それなりに手ご
たえがあった。その後、
経産省テントひろばの仲
間が同じ仮設住宅に伺っ
たが、その時は住民20人
位が集まって東電への補
償請求の勉強会が行われ
ていたという。仮設住宅

の住民が互いにつながり、
外の運動とも連携する関
係が強まっている。
11月25日にも私たちは
いわき市でイベントを持
つが、原発労働者と出会
う場面をもっと広げてい
く必要があるだろう。
（岩下雅裕／立川自衛隊
監視テント村）
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11 加入者名 原発労働
裁判・梅田さんを支える
会
（小倉かなへ／鯛ベック
ｓ）

被ばく労働を考える
ネットワーク活動日誌
（2011.8～2012.9）

【2011年】

脱原発関係のアクショ
ンと言えば「廃炉」の声
が定番、しかし実際に廃
炉にする人は酷い被ばく
をする。
ということで何人かで
国会包囲や集会に行って
は「原発労働の待遇改善
も訴えよう」てなチラシ
を配っておりました。
そんな時、福岡で元原
発作業員・梅田さんが労
災認定を巡って裁判を起
こしていると知りまして、
これは応援せねばと「労
働被ばくを忘れるな」ア
ピール用に作った缶バッ
ヂを、原発労災裁判カン
パ集めグッズにしました。
脱原発デモ終わりの人
たちに「原発労働の労災
認定裁判の支援バッヂを
販売しています」と声を
かけると、一個300円の
ディ○ニー級高額バッヂ
にも関わらず、次々に売

8.27…斎藤征二さん講演
会「原発労働者の労働運
動」（共催＝全国日雇労
働組合協議会・フリーター
全般労組・福島原発事故
緊急会議被曝労働問題プ
ロジェクト／ユニオン運
動センター会議室）
8.28…被ばく労働問題相
談会（市ヶ谷ルノアール）
9.28…被ばく労働問題相
談会（西日暮里ルノアー
ル）
＊「被ばく労働を考える
ネットワーク準備会」を
たちあげ
10.25…関係者で、双葉

2012年11月1日

町反対同盟の石丸小四郎
さんを訪問
10.28…ネットワーク準
備会会議（全国一般全国
協）
11.18…「脱原発を実現
する労働者集会」（よび
かけ＝全日建連帯労組・
全港湾・全国一般全国協
／田町交通ビル）でアピー
ル
12.15…ネットワーク準
備会会議（西日暮里ルノ
アール）
12.21…被ばく労働に関
する省庁交渉に参加（全
国労働者安全センターほ
か ／衆議院第一議員会
館）に参加

【2012年】
1.11…ネットワーク準備
会会議（全国一般全国協）
2.2…ネットワーク準備
会会議（全国一般全国協）
2.20…ネットワーク準備
会会議（文京区民センター）
3.2…ネットワーク準備

れて行く──カンパだけ
出してくれる方も──多
くの人が原発労働を気に
掛けてはいるものの、現
状が掴めずに動けないで
いるのではないか、そう
感じました。
いわき駅前で出会った人たち
模索舎にも置いて
私は福島県いわき市に在住し、毎週金曜日にいわき駅
貰っていますバッヂ
前の南口駅前広場で18時から1時間程度、原発反対等の
＆JINセット。
アピール行動をしている。郡山駅前で全国の金曜日行動
tybx86@gmail.com
への連帯行動が始まったことに触発され、1人でもやろ
Twitter：@tybecs
うとプラカードを持って立ち始めたのである。今は多い
●梅田さんを支える 時で30人弱が集まっている。また、他に福島県内では福
会へのカンパ先はこ 島市・郡山市・南会津郡・会津若松市で金曜日行動が行
われている。
ちら
立っているだけで実に様々な出会いがある。１年前ま
ゆうちょ銀行 口座
番号 01700-1-1259 で福島第一原発で働いていたという方が自分も反対だと
声をかけて下さったり、今第一原発で働いている方が配
11
加入者名 原発労働 布していた福島原発告訴団のチラシを見て「福島の人が
裁判・梅田さんを支 こういうことをしてくれるのは嬉しい」と足を止めて下
さり、下請業者と東電社員との差別扱いが酷いこと、震
える会
[他銀行から振り込 災で漁が出来なくなった元漁師や若者が労働者に多いこ
と等を語って下さったりする。今後も原発の前線基地で
む場合]
店名 一七九店（17 何が出来るか考えながら立ち続けたいと思う。
（髙橋幸子／いわき駅前アクション）
9）当座番号 01259
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会会議（全国一般全国協）
内部学習会＝坂東喜久恵さ
ん（清掃一部事務組合／た
んぽぽ舎）のお話
3.9…被ばく労働に関する
省庁交渉（衆議院第一議員
会館）に参加
3.10…「原発いらない 地
球（いのち）のつどい」分
科会「被曝労働の実態～使
い捨てられる下請け労働者」
（主催＝自治労郡山市職労・
全国一般いわき自由労組・
全国一般ふくしま連帯ユニ
オン・被ばく労働を考える
ネットワーク準備会／郡山
市労働者福祉会館）を共催
3.17…ネットワーク準備会
会議（全国一般全国協）
3.24…4.22集会準備会会議
（文京区民センター）
3.31…復刻版DVD「原発は、
いま」完成
4.7…4.22集会準備会会議
（文京区民センター）
4.22…ネットワーク準備会
主催「どう取り組むか 被
ばく労働問題」交流討論集
会（代々木八幡区民会館）
4.29…「震災復興を闘う小
名浜メーデー」（小名浜横
町公園）でアピール
5.3…「野宿者・失業者・
持たざる者は団結する！5.
3メーデー」（御徒町公園）
でアピール
5.13…ネットワーク準備会
会議（ピープルズ・プラン
研究所）
6.16…ネットワーク準備会
会議（ピープルズ・プラン
研究所）
6.30…ふくしまフォーラム
「震災・放射能汚染後をど
う生きるのか」分科会「廃
炉と除染作業に従事する労
働者の被曝」（いわき市労
働福祉会館）を担当
7.6…被ばく労働に関する
省庁交渉（衆議院第一議員
会館）に参加
7.8…ネットワーク準備会
会議（ピープルズ・プラン

被ばく労働を考えるネットワーク通信
研究所）
7.29…いわきでの相談活動
現地打ち合わせ（いわき自
立生活センター）
8.18…ネットワーク準備会
会議（ピープルズ・プラン
研究所）
8.19…いわきでの相談活動
現地打ち合わせ（いわき自
立生活センター）
9.15…「被ばく労働者の命
と権利を守る闘いを！ 記
録映画『原発はいま』上映
と討論」（主催＝本郷文化
フォーラム・ワーカーズス
クール／同事務所）で講演
（なすび）
全都反弾圧集会（主催=争
議団連絡会議／千駄ヶ谷区
民会館）でアピール
9.17…ネットワーク準備会
会議（ピープルズ・プラン
研究所）
9.23…いわきでの相談活動
現地打ち合わせ（いわき自
立生活センター）
9.29-30…全国寄せ場交流
会分科会「震災被災者の生
存権と原発被ばく労働問題」
（神奈川県三浦市）に参加
9.30…「『東海村臨界事故』
を忘れ ない東京圏行動」
（主催=実行委員会／スペー
スたんぽぽ）でアピール

2012年11月1日

三一書房から発売中！

『原発事故と被曝労働』
フォトジャーナリスト樋口健二さん推薦
「危機感に裏打ちされた全６章は一読に値する」

さんいちブックレット007
本体価格：1,000円
ISBN 978-4-380-12806-6
被ばく労働を考えるネットワーク編

編集後記

会計報告
（2011.8～2012.9）

今は、もう秋。時の過
ぎ去ってゆく早さを、特
に感じさせられる季節…
なのは私だけでしょうか。
多忙と貧乏でどこにも
行けなかった夏だったの
で、8月19日に参加した
いわき自立生活センター
での打ち合わせは、小旅
行としても思い出に残っ
ています。
中村光男さんの運転す
る車に便乗して着いたい
わきで、最初に立ち寄っ
たのは、字長橋町の古刹・
性源寺でした。目当ては、

●収入
集会収入 \78,500カンパ \78,911DVD売り上げ \46,800収入合計 \204,211-

●支出
施設使用料 \23,000印刷代 \11,110コピー代 \2,975交通費 \45,000（4.22集会）
DVD制作費 \14,980消耗品 \2,940支出合計 \100,005-

●残高 \104,206-
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同寺にある「朝鮮人労務
犠牲者の碑」。常磐炭田
における労働力として徴
用・強制連行された朝鮮
人約14,000人のうち、130
名が追悼されていました。
常磐炭田から採掘され
た石炭は、その輸送を主
眼として敷設された常磐
線によって東京に運ばれ
ました。炭坑の時代も原
発の時代も、この地方は
エネルギーの生産を課せ
られてきた…ということ
になります。
（杭迫）

