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一一 月 二 五 日い わ き 。 第 一 回 の 相
談会開始直前。村田医師を囲んで

相談会を前にした打ち合わせ。ボラ
ンティアには若い世代が目立った

予定されています。労働
者の生の声も含めて、次
号でまとめて報告できれ
ばと思っています。
会計報告にあるように、
この間、多くの方からネッ
トワークへの賛同と多額
のカンパをいただいてい
ます。本当にありがとう
ございました。しかし、
定期的な現地での相談会
や、構想している現地拠
本紙前号でご案内の通 の講演も収録しています 実が報じられています。 点建設といった課題を考
り、11月9日、東京・亀 （要旨とはいえ、分量が 楢葉町での先行除染に従 えれば、まだまだ不足し
戸で「被ばく労働を考え 多いので、次号と分載で 事していた当該労働者が ているのが実情です。引
るネットワーク」の発足 す）。
現地の労働組合に結集し、 き続き、賛同の拡大・カ
集会が持たれ、ネットワー
発足したばかりのネッ 全国一般全国協や被ばく ンパをよろしくお願いし
クは正式に活動を開始す トワークですが、この間 労働を考えるネットワー ます。
ることになりました。
力を注いでいるのは、除 クも協力して争議が闘わ
ネットワークの活動が
ネットワークとしての 染労働者の争議支援です。 れ、勝利的に解決しまし よく見えないというお叱
最初の取り組みが、11月 メディアでも「手抜き除 た。
りもいただいています。
25日のいわき市での労働・ 染」の問題とあわせて、
その後、郡山で除染労 ニュースやブログなども
健康・生活相談会でした。 労働者に支払われるべき 働者の連帯・交流の集い 充実させて、発信力も高
多くの人の参加を得て、 危険手当のピンハネや、 も持たれ、2月末には、 めていきたいと思います
マスコミなどでも取り上 その他労働条件や待遇、 除染問題に絞った厚労省・ ので、どうぞよろしく。
げられましたが、同時に 安全衛生面でのひどい現 環境省交渉と院内集会も
（新）
いろいろな課題も
浮かび上がってき
たと思います。今
後も定期的に現地
相談会に取り組ん
でいく予定です。
本号は、この二
つの行動の報告を
中心にまとめまし
た。25日のいわき
の集まりで行なわ
れた村田三郎さん
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結成集会に300名が来場!!
盛況のうちにネットワーク発足
3･11東電福島第一原発
事故による未曾有の大惨
事をくいとめるため、大
量の原発作業員が動員さ
れました。彼らは高線量
の放射線を浴びながら、
危険で過酷な作業に従事
しました。
原発事故を収束させ、
廃炉までには40年かかる
と言われています。気の
遠くなるような時間です。
それにもかかわらず原発
労働者の健康と安全、権
利がしっかり守られてい
るとは言えません。
原発労働者だけではあ
りません。原発から飛散
した放射性物質は東日本
を広範囲に汚染し、今ま
で放射能とは無縁だった
職場、地域で、私たちは
放射線被ばくと向き合わ
ざるを得ない状況がうま
れています。
被ばく労働を私たち一
人ひとりの問題として考
え、行動していくために、
被ばく労働を考えるネッ
トワークは結成されまし
た。11月9日（金）午後6
時30分から亀戸文化セン

ターで、被ばく労働を考
えるネットワークの結成
集会が開催されました。
定員90名の会場に約300
名の人々が詰めかけ、集
会は熱気あふれるものに
なりました。
呼びかけ人を代表して、
樋口健二（写真家）さん、
斎藤征二さん（敦賀原発
で労働組合を結成した経
験を持つ元原発労働者）
がアピールしました。
樋口さんは、「40年前
から原発被ばく労働をやっ
てきた。いま被ばく労働
の実態が少しずつ闇の中
から浮かび上がってきた。
ぼろ雑巾のように捨てら
れてきた原発労働者達へ
の鎮護だ。被ばく問題に
立ちあがっていただいた
ことに感謝したい。これ
からが正念場だ」と期待
を述べました。
斎藤さんは、「原発労
働者を切り捨て、取り替
えなければ原発は稼動し
ない。放射能を浴びなが
らの人海戦術だ。福島第
一では何も知らない若い
人がたくさん働いている。
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斉藤征二さん

樋口健二さん

原発労働者がいなければ
原発は稼動せず、事故収
束もない。被ばく問題に
どのように取り組んでい
くか智恵を出し合ってほ
しい」と訴えました。
つづいて神奈川労災職
業病センターの川本浩之
さんから、原発事故後の
被ばく労働問題について、
本工主義の幻想、企業内、
産別運動の成果と限界を
踏まえ、当事者が参加で
きるような運動が求めら
れているとの提起を受け
ました。
つづいて福島現地から、
全国一般いわき自由労組
の桂武さんが、楢葉町の
先行除染事業における労
働争議を報告しました。
危険手当のピンはねを許
さず、下請業者と団体交
渉を通じて争議を闘って
います。当事者も「除染
作業での被ばく対策はマ
スク1枚。現場監督から
は70mSvの被ばくはタバ
コ1本を吸うのと同じと
言われた」と発言しまし
た。国直轄の除染事業で
さえ現場の被ばく対策は
ズサンで、除染則とはほ

ど遠い実態がみえてきま
した。
会場の参加者からも、
東電の安全無視を指摘す
る発言、福島第一で解雇
された下請労働者を支援
する訴えなど、活発に意
見が出されました。
最後に、日雇全協の中
村光男さん（日雇全協）
が集会のまとめと今後の
被ばく労働ネットの取り
を提案しました。「まだ
私たちは原発や除染の被
ばく労働者と出会えてい
ない。11月25日に現地で
相談会を開催し、継続し
ていきたい。一人ひとり
が被ばく労働の当事者だ。
被ばく労働ネットワーク
に参加し、現地の人たち
の力になり喜んでもらえ
るような運動を、力を合
わせて作っていこう」と
訴えました。
被ばく労働を考えるネッ
トワークへの賛同者をひ
ろげ、いわき市に活動の
拠点を作っていくことが
確認され、結成集会は盛
況のうちに終了しました。
（飯田勝泰／東京労働安
全衛生センター）

労働・健康・生活の
３ブースで相談に対
応。鍼灸治療も実施

2012年11月25日、初め
てのいわきでの相談会が、
いわき「ゆったり館」で
開催された。当日は東京、
福島ほか各地から50人を
超える有志がスタッフと
してそ の開催 を担い 、
「労働相談」「健康相談」
「生活相談」の3つのブー
スで相談会が行われた。
労働相談には、田村市
の除染特別地域での除染
労働者5人が訪れた。鹿
島ＪＶの三次下請に雇用
され2ヶ月働いたが、危
険手当は払われておらず、
健康診断や除染講習も自
費、当初はマスクの支給
もなかった。食事や宿舎
も劣悪でタコ部屋同然だっ
た。この相談をきっかけ
に、現在、当該労働者22
人による争議が進められ
ている。
健康相談と平行して行っ
た鍼灸治療には4名が訪
れた。生活相談では、仮
設住宅に住む浪江町の方
が訪れ、国の安全基準に
対する怒りをスタッフに
ぶつけた。甘い安全基準
は汚染の少ないところに
は関係なく、事実上、原
発周辺被災地にだけ適用
される。我々は差別され
ているのではないか、と。
13時半からは、「労働
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者被曝と健康影響～健康
を脅かされる被曝労働者
～」と題する阪南中央病
院・村田三郎先生の講演
会が行われた。村田先生
は原爆被爆者や被曝労働
者の診療や実態調査など、
労働者や住民の被曝問題
に長年関わってこられた。
講演では、100mSv以下の
被曝でも健康影響がある
ことを報告した研究デー
タや、82年に行った福島
原発の下請労働者調査で、
原発労働者と原爆被爆者
の疾病には強い相関が見
いだされたことなどが紹
介された。村田先生は被
曝労働者を巡る制度的問
題も指摘しつつ、長期的
な線量管理と健康診断の
必要性を強調した。
そのほか、福島老朽原
発を考える会（フクロウ
の会）が行った放射能測
定プロジェクトのパネル
紹介などが展示された。
手の空いたスタッフは、
湯本の旅館外に繰り出し
情宣活動を行った。
参加者はスタッフを含
め160人。相談件数自体
はそれほど多くなかった
が、非常に得るものの多
い相談会だった。
（なすび／山谷労働者福
祉会館）
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私は、いわき市で障が
い者への介護サービスを
提供している事業所の代
表であり、
「3.11被災者を
支援するいわき連絡協議
会」の会長も務めている。
2012年11月25日に、い
わき市で開催された「放
射能汚染下で働き、暮ら
すこと」講演会・相談会
の呼びかけ人のひとりと
して、このイベントに加
わった。
脱原発運動や被災者支
援活動に関わっていて、
いつも不思議に（不満に）
思っていたことのひとつ
が、収束作業や除染作業
にあたっている労働者の
存在が、ほとんど意識に
ないことだ。会話に上る
ことすら稀だ。
福島第一原発事故が、
現状でなんとか止まって
いるのは、被曝しながら
もそこで働いている労働
者がいるからだ。その人
たちがいなかったら、いっ
たいどんな事態になって
いたか！ 私は「申し訳
ない」という思いで一杯
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メイン会場の大会議室は、参加者どう
しの出会いの場にもなっていた
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だ。
停止中の原発でも維持
管理にあたっている労働
者は、被曝を強いられて
いる。また、廃炉を決定
しても、解体作業では大
量の被曝が懸念される。
「無視され続けてきた
原発労働者の問題に、もっ
と光を！」――これが、
私の強烈な思いであった。
今回の講演・相談会はそ
の第一歩である。2回3回
と継続していくのが肝心
と考えている。
今回やってみて、収束
作業や除染作業に従事し
ている労働者に、どうやっ
てチラシを手渡すのか、
どうしたら情報が耳に届
くのか、に創意工夫が必
要と感じた。彼らの通勤
方法、日常生活のエリア、
主な情報入手の手段等を
分析し、「必要な人に必
要な情報をいかに届ける
のか」に取り組んでいき
ましよう。
（長谷川秀雄／ＮＰＯ法
人いわき自立生活センター
理事長）
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2012年11月25日「放射能汚染下で働き、暮らすこと」講演会・相談会

◆講演要旨◆

労働者被曝と健康影響～健康を脅かされる被曝労働者(上)
村田三郎（阪南中央病院副院長）
きょうの集会の呼びかけ人のお一人に、双葉地方
原発反対同盟の石丸小四郎さんが名前をつらねてお
られます。私も、石丸さんと一緒に1982年頃から、
原発の下請け労働者の実態調査のお手伝いをさせて
いただきました。ひと月からふた月に１回、いわき
で労働者の健康診断をしました。このときから原発
の危険性について訴えてきたつもりでしたが、福島
原発の事故で、本当にたくさんの住民や労働者が、
大量の被ばくを強いられてしまうことになったこと
について、私自身、申し訳ないという気持ちでいっ
ぱいです。

●原発事故後の労働者被ばく
早速、本題に入らせていただきます。震災の翌日、
福島第一原発で爆発事故がおき、周辺で90人が被ば
くしたのではないかといわれています。骨組だけに
なってしまった原子炉建屋の写真を皆さんもごらん
になったと思うのですが、その現場で何が起こって
いたかということです。
安全確保のルールや手順がなし崩しに緩和されて
いたという作業員の証言が多くあります。本来、１
日の作業で１mSvを超える被ばくが見込まれる場合、
労基署に作業計画書を届け出なければいけないのに、
それがなくなり、また作業後の労働者の除染も十分
行われないまま、作業に復帰したということがあり
ました。４月にはくるぶしまで高汚染水につかって
作業をしていた労働者が、２～６Svもの大量の局所
被ばくをしています。うち２人は、β線によるやけ
どを負うという状
態です。しかし、
東電はこうした事
故を隠そうとし続
けてきました。
皆さんもよくご
承知だと思います
が、労働者は全面
マスクをして現場
に入るわけです。
しかしそれは内部
被ばくを防ぐため
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のものではあっても、外部被ばくを防ぐものではあ
りません。私も放射線を扱う仕事をしますが、その
時には鉛のプロテクタを付けます。でも、労働者は
そういうものはしません。言い換えれば、外部被ば
くをするのが前提で仕事をしているのです。そのマ
スクも、暑さや呼吸困難に陥りがちのために、隙間
をちょっと空けないとやっていられない。そういう
現実については、すでに多くの証言があります。そ
うした労働であることの結果として、2011年の3月1
1日から、2012年5月31日までに働いた約２万人の労
働者の総被ばく線量は、263人Svになっているので
す。これは10Svあたり１人の癌死亡が生じるとして、
26人の死者が出る規模です。もちろん、この総被ば
く線量は東電によって公表されている数字であって、
実際には、8月に報道された鉛カバーによる線量隠
しのような悪質な事例がたくさんあるはずです。し
たがって実際の被ばく線量はもっと高くなると思わ
れます。

●放射線の健康影響
それで、放射線がもたらす身体への影響というこ
とですが、放射線にはα線、β線、γ線の三種類が
あることはご存じだと思います。γ線は鉛でなけれ
ば遮蔽できず、身体を突き抜けていきますが、それ
は癌や白血病を引き起こします。さらにヨウ素やセ
シウム、ストロンチウム、コバルト、プルトニウム
などを内部に取り込んでしまうと、それ自身が放射
線を放出しますから、継続的に影響を与えることに
なります。基本的には呼吸を通じてこれらの核種が
取り込まれ、甲状腺や肺、腎臓などに取り込まれて
いきます。それぞれの核種によって、蓄積されると
ころが違います。放射線が身体を通過するときに水
酸化イオンというものが生じ、それが染色体を傷つ
けることになります。その結果細胞が死んだり、突
然変異を起こしたりして、癌になったり、身体的機
能の低下をもたらすことになるわけです。
福島県の環境医学研究所に勤めておられる村本さ
んが、80年代に、被ばく労働者のリンパ球を集めて、
染色体異常の出現率と集積線量の相関関係を調べま
した。0～140mSvの累積線量に応じて、出現率は明
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らかに直線を描いて増加していきます。一般の人び
との染色体異常の出現率が0.1（1000個の細胞中で
１個出現している）であるのにたいして、100mSvの
ところでは0.4（1000個の細胞中で４個出現してい
る）という数字を示しています。この調査結果は当
時福島県内でも問題になりました。県は、染色体の
異常が出たからと言って、すぐに癌の発生に結びつ
くものではないとして、村本さんの研究結果を小さ
く見せようとしました。他にも同じような研究はな
されていまして、大阪医大の中村さんという方の調
査では、20mSvの被ばくで、染色体の中のＤＮＡの
二重鎖結合が傷つく頻度は約５倍に増えるとしてい
ます。つまり、100mSv以下の低線量被ばくにおいて
も、明らかな影響が出てくるということです。

●労働者の被ばく実態
私が被ばく労働の問題に関わるようになったのは、
たった１回の原発内作業での被ばくで、放射性皮膚
炎を負った岩佐嘉寿幸さんとの出会いからです。私
も、もともと大阪にいたのですが、70年には大阪で
万博が開かれました。原子力の火で作った電気を万
博会場に送るということで、大飯や若狭の原発建設
が急ピッチで進められたのです。いまから考えれば
本当にうかつなことですが、原発で働く労働者がど
ういう存在としているのかということについて、当
時はまったく見えていませんでした。その後、79年
のスリーマイルの事故の映像で、モップで汚染水を
ふきとっている労働者の姿を目にしました。よく、
事故はあっても外部への放射能漏れはなかったなど
という話がなされます。しかし内部では放射能を浴
びる要員がいる。いわば、原発という巨大科学技術
の中に原始的な被ばく労働が埋め込まれていること
を知って、私はたいへん衝撃を受けました。99年に
はＪＣＯの臨界事故が起こります。政府と学者が一
体になって、事故の影響に対する過小評価をさかん
に行いました。物に対しての補償はするが、人に対
しては補償をしない。私もこのとき、大泉さんたち
の住民健康被害訴訟に関わったのですが、ずっと気
になっていたのは、事故で亡くなった２人、そして
大量被ばくをしたもう１人についての報道はあった
けれども、このときの事故収束作業に携わった173
人の労働者についての報道が、まったくなされてい
ないということでした。
日本における被ばく労働者の数は、70年から始まっ
て、2007年段階で７万人です。延べでいえば40万人
にもなります。ほとんどが電力会社の社員以外の下
請けです。さらに、被ばく実績を見ますと、下請け
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の浴びる被ばく線量の割合が非常に高いという特徴
があります。電力会社の社員の10倍以上の線量にな
ります。
それでも事故前は、年間20mSvを超えた労働者は、
2009年の数字で７万６千人のうちの７人、最高でも
25mSv以下でしかなかったのです。しかし、事故後
は東電社員２人が最大で678mSvもの被ばくをしてい
ます。それも、外部被ばくが88mSv、内部被ばくが5
90mSv。事故後の被ばく線量がいかに高いかという
ことがおわかりになると思います。
さらに、累積線量で見てみたいと思います。少し
古いデータですが、27万人を調査対象にしたデータ
で、２万人が20mSvを超えていました。50mSv以上が
9000人、100mSv以上が5300人です。事故が起きてい
なくても、累積でこれだけの被ばくをさせられてい
たということを忘れてはいけません。しかし、事故
後の１年３か月だけで、累積で20mSv以上が3200人、
50mSv以上が1000人も出ています。事故直後は熟練
した東電社員が大量の被ばくをしていますが、最近
は下請け労働者の線量が増加しているという結果も
出ています。

●深刻な労働実態と除染労働
原発作業員は、被ばくを強制され、線量も蓄積さ
れる中で、不安にさいなまれながら仕事をしている
わけです。しかし東電は、事故直後は線量計が足り
ないと言って、それを持たずに仕事に入らせました。
ちなみに、労働者の被ばく線量に対しては、もとも
と、緊急時であっても100mSvまでしか許されていま
せん。しかし、今回の事故でそれを250mSvまでに改
訂しました。3月14日のことです。いまはまた元に
戻っていますが、たいへんな線量です。線量を超え
たら、線量を蓄積しないですむ仕事に回して、そこ
で働いてもらうようにするのが当然だと思うのです
が、逆に線量を超えても働けるようにするために線
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量限度を上げ
たのです。そ
の背景には、
電力総連など
による厚労省
への要請があっ
たということ
です。
先ほども言
いましたが、
電力会社の社
員に比べて多
くの下請け労
働者がいます。
１万人の電力
会社の社員に
対して、７万人の下請けがいます。福島第一でも、
1100人の東電の社員に対して、9000人の下請けです。
しかしこの危険な原発の仕事を、多重下請けの下の
方の人たちに担わせるということは、どうしてもお
かしい。にもかかわらずなぜそうするのか。危険な
仕事は社員ではなく下請けにやらせるということも
あるでしょう。さらに、賃金が安く使えるというこ
と、そして、被ばくの責任をあいまいにさせるため
だと思います。東電は高線量の実態を把握していて
も注意喚起さえしない。線量管理もきちんとしてい
ない。労働行政は勧告をして調査するとは言っても、
実際に事業所や元請けに乗り込んで処分するなどと
いうことはしません。
深刻なのは、2011年12月の政府の事故収束宣言に
よって、危険手当が支給されなくなったり、防護服
などの装備が軽微なものに変わったり、放射線管理
がないがしろにされたりしたということです。たと
えば、内部被ばく線量の測定は、毎月行われていた
のが３か月に１回に減らされてしまいました。しか
も東電の場合、２mSv以下は記録レベル未満として、
記載されないというのです。これはまさに犯罪です。
被ばく線量隠しや危険手当のピンハネなども含めて、
労働者の健康と生活が、次々と脅かされてしまうと
いう実態がますます明らかになっていると思います。
福島第一原発の収束作業においては、あいかわら
ず圧力容器内に水を注入し続けることによって、炉
心溶融を起こした燃料棒の冷却のための水位を保た
なければならない状態です。しかしそこからどんど
ん水が漏れ出しています。汚染水を処理するために、
たくさんの労働者が働いています。2万4000人の労
働者が必要だといわれ、東電は人の確保はできてい
ると言いますが、実際にはその半分しか登録されて
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いないことも明らかになりました。そうするとます
ます実際の労働者の被ばく線量は上がらざるを得な
くなるし、熟練した労働者が働けなくなることで、
新たにまた、不慣れな多くの下請け労働者が動員さ
れ、入らされるという悪循環になっています。
もうひとつ、原発外の労働ですが、除染作業もま
た被ばく労働にほかなりません。20mSv以上の地域
は、2013年８月末までに50％の低減を図る、そのた
めに積極的地域参加型の除染が必要、20mSv以下の
地域への帰還をすすめるといったことを、「低線量
被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ」
が提言しています。20mSv以下は危険ではないとい
うのですね。それで、除染作業が進められているわ
けです。しかし、実際は汚染物質はなくなるのでは
なく、溝や地下水などを通って移動しているだけな
のです。福島市の渡利地区に行ったときに、その様
子を見せていただいたのですが、剥がした庭の表土
を、同じ庭に穴を掘って地面に埋めるのです。どう
しても盛り上がってしまいますから、そこに青いビ
ニールをかぶせてある。線量計で測ってみると、道
路は0.11μSv/h、つまり年間でも１mSv程度なので
すが、盛り土のところに行くと0.4μSv/h、溝のと
ころで計ってみると2μSv/hにもなるのです。いわ
ば線状の除染はできても、面状の除染はできないわ
けです。
除染作業には地域の住民が動員されていますが、
その多くがマスクも付けていません。付けていたと
しても、風邪をひいたときにつけるようなマスクで
すから、風が吹いて埃が舞ったときなどに放射性物
質を吸って内部被ばくする恐れが大きい。元の生活
を取り戻したいという住民の気持ち、また、生活の
糧を奪われた人びとの足元を見るようにして、除染
作業に駆り立てていると私は思います。それはまた、
事故の発生責任と補償責任を曖昧にすることにも繋
がると思うのです。さらに、除染をビジネスチャン
スとしてまたゼネコンが入り込んでいます。そこで
多重下請けなどの差別構造が持ち込まれますし、こ
の間問題となっている、除染労働者に対して払われ
なければならない危険手当のピンハネ、また被ばく
管理・健康管理の不徹底などの問題も出てきている
わけです。
最近、原発労働者の方々の発言が少しずつなされ
るようになりました。地元出身の労働者が、郷土愛
というか、僕らみたいな人間ががんばっているんだ
から、第一原発はいま落ち着いているんだ、そのこ
とにもっと目を向けて欲しい。けれどもやはり、将
来の健康が心配だと、顔を隠して発言されていたの
が、とても印象的でした。（次号に続く）
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年間で8,100万円。「100 れば、会社が弁護士に支
万円はまけといてやりま 払った年間顧問契約料は
すよ」と彼は笑った。
1,000万円にのぼる。か
そこに憎悪がある。
事務所の片隅でぶっ倒れ
彼を使用しながら責任 たや解雇によって収入も
そう呼ぶしか、どうに て丸まった背中の上に、 をとらず、いまだに対話 住居も失った彼は、組合
も表わしようがないので 仄くらく立ち上るそれか にも応じようとしないア の支援を受けながら慣れ
そう呼ぶのだけれども、 ら、私は目をそらすこと トックス社は、彼との交 ない書類作成に急き立て
つるっとした拒絶でもな ができない。
渉を阻むことのためだけ られる。
く、ささくれ立った傷心
10ヶ月で20mSvを食ら に、弁護士を雇った。組
ジュウソウテキシタウ
でもない。そこにあるの おうなどと、いちどたり 合は団体交渉の開催を求 ケコウゾウが、人をツカ
はただしく憎悪だと思う。 とも思ったことのない人、 めて、アトックス社の不 イステニスルシクミが問
東電にはへつらい下請 それでも原発で働く方が 当労働行為の救済を東京 題なのだ、と、私は彼に、
けには大声でどなり散ら まだ楽だ、などとは口に 都労働委員会に申し立て 言った。それが彼の憎悪
すアトックス社員、雨露 もしたことのない人、い たことへの会社の対応が に見合うものなのかは分
をどうしのぐかを想像す ますぐ廃炉せよと、嬉し それだ。
からない。
ることもなく、彼を含む げに誰かに命じる人、私
その弁護士と対決した （山口素明／フリーター
30名の従業員を解雇し住 も含むであろう、その人々 ことのある別の組合によ 全般労働組合）
居も奪ったサンシード役 に出会うたび、それはひ
いわき駅前から...②
員、彼らに向けられるも りりと軋む。
私は毎週金曜日の原発反対の意思表示“いわき
のとはまた別のもの。激
「生涯賃金を支払うな
励に、と手を握ってくる らアトックスもサンシー 駅前アクション”を呼びかけている。思いつきで
人の掌にしみる汗に、声 ドも許してやろう」と私 始めた行動も半年経ち、様々な人が様々な想いで
をかけてくる人に彼が向 は彼に軽口を叩いた。年 駅前に立ち続けている。ある人はギターを片手に
ける人懐っこい笑顔に、 間270万円だから今後30 歌を歌い、ある人はマイクを手に持って切々と訴
え、ある人はプラカードを持ちながらじっと耳を
傾け、ある人は手製のチラシを配り……駅前の通
行人が少し離れたところでそれらの様子を見てい
～リビングデッド～
る。駅前に定着した風景である。初めて参加する
かなたと耳元 ゴーっなる集塵器
人もぽつぽつ増え続けている。
グラウンド０のビート つかの間のひと息
福島県内でも空間放射線量が比較的低いこの町
はきなし意思 民なき街
では、ホットスポットが局所的に点在するにもか
カチカチ山のタヌキみたくどろどろに沈む
かわらず、放射能不安を口にすることが益々困難
意識なく吐くため息
になっている。また、いわき駅前にもたくさんい
火中のクリと目覚ましの競争
るはずの原発・除染労働者、警戒区域からの避難
免震棟の夜はふけ ひとときの休憩所
者と市民とは、ほとんど交わることなく切り離さ
遠くかなたの昼間のけんそう
れてしまっている。そのような現状の中で、駅前
ひっきりなしのラインひきなし
では警戒区域の方が「原発労働者の安全を守れ」
所せましやせわしくなく
という大きなプラカードを掲げて立っている。あ
なくなくロッカー室の定位置 今は関係なく
る人は「原発はなくさなければならない」と訴え、
体のばすへいおんよ
ある人は「東電と国はこの苦しみが分かるのか?!」
と怒りに声を震わせている。アクション後の交流
けど少しの揺れにも飛び起きる この心
会では、原発で働いたことがあるからこその怒り、
足と意思はあり ほっ
いわきの放射能汚染実態、原発をなくすための方
策等、率直な想いや意見が次々に出される。私は
今日も都会は関係なく進み たぶん俺はゾンビ
原発事故のもたらした重層的な問題をひしひしと
感じながら、これをもっと電力大量消費地に届け
安全神話の幻想との戦争
なければと日々強く感じている。
（Ｇ）
（髙橋幸子／福島県いわき市在住）

現場労働者日記
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マにし 、文科 省管轄 の
「放射線審議会」議事録
を読み返すなどしました。
去る10月11日に、原発 ピンハネ然り、メンタル この「放射線審議会」で
事故にともなう被ばく労 ヘルス然り、要員確保問 は福島原発事故の直前に、
働などをめぐる国との交 題然りである。残念なが 日本の放射線防護の基準
渉を行なった（福島第一 ら現行の労働法制のもと の法令化について「中間
原発事故に伴う被ばく労 で国ができることには限 報告」 を出し ていま す
働に関する関係省庁交渉、 界があるのだが、いろい （2011年１月）。
衆議院第１議員会館）。 ろな所に立ち入る権限は
この「中間報告」では、
ここでは、やりとりの詳 あるのだから、ジャーナ 今回の原発事故を先取り
細ではなく、おおまかな リストに負けないくらい するかのように、原発事
流れを報告させて頂きた の行動力を期待するとこ 故等における緊急作業時
い。
ろである。
の人命救助の場合の被ば
通常の国との交渉であ
事故が起きた時の緊急 く限度を500mSvまたは10
れば回を重ねるにつれて、 作業については、のど元 00mSvまで引き上げる等
「見解の相違」で話し合 過ぎれば……の感がある。 の議論がされています。
いが煮詰まってしまうも そうではなく、改めて法 「国際的な」基準に合わ
のだが、鉛板カバーによ 整備も含めて検討が必要 せてＩＣＲＰ2007年勧告
る被ばく隠し、除染作業 だと考える。
を日本の放射線防護の基
の危険手当不払い問題を
ただ、ＩＣＲＰ勧告を 準にも取り入れるべきと
はじめとして、次から次 どのように活用するのか、 の議論です。しかしこの
へと新たな課題が生まれ しないのかなど、十分議 「中間報告」が最終決定
てくることは、非常に嘆 論できていないことも否 される前に原発事故が起
かわしい事態である。し めない。加えて、縦割り き、急きょ「緊急時被ば
かしながらだからこそ、 行政の弊害がここでも見 く限度」が250mSvまで引
きちんと国に言うべきこ え隠れしている。米軍の き上げられました。
とは言い、議論すべきこ 兵士が東電を相手取る裁
「放射線審議会」では、
とは議論しなければなら 判を起こしたことが報道 「安全神話」という名の
ない。
されているが、自衛隊や 通り、原発事故の悲惨な
大きな課題として、下 消防がどのように関与す 厳しい想定をこれまで本
請け重層構造をどう崩し るのかは、非常に大きな 当にしてこなかったこと
ていくのかが、あらゆる 問題をはらんでいる。
がよく分かりました。原
問題解決のカギになって （川本浩之／神奈川労災 発事故時の緊急作業の被
いる。放射線管理然り、 職業病センター）
ばく限度の問題、救命活
動などのみずから危険を
冒して作業にあたる志願
者の被ばくの問題など。
議事録を読んでいると、
全国労働安全衛生セン おり、５回ほど開催しま 現場の作業員の放射線被
ター「被ばく労働者支援 した。「被ばく労働を考 ばく防護や被ばくの抑制
局」では、今回の福島原 えるネットワーク」の皆 の観点からの議論は薄く、
発事故 を受け て改め て さんも多数参加していま 放射性物質が大量に放出
「放射線被ばくとは何か？」 す。
された現実の事態にどう
「放射線被ばくの安全対
学習会ではまずは今回 防護基準を合わせていく
策とは何か？」を考える の原発事故で緊急の課題 かという泥縄議論が中心
学習会を開催しています。 としてあった「緊急作業 でした。そしてこの「放
２か月に１回程度行って 時の被ばく限度」をテー 射線審議会」での議論に
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もあった「被ばく管理の
責任体制」について、関
西労働者安全センターの
西野さんより論点整理し
た学習会をして頂き、現
在は「ＩＣＲＰ2007年勧
告」を読む学習会へと続
いています。
このように放射線被ば
く防護が法令的にどのよ
うに国内に取り入れられ
ているのかを、まずは中
心的なテーマとして勉強
しています。地味な学習
会ですが継続して続けて
いき、被ばく労働者の健
康といのちを守っていく
活動につなげていきます。
皆さまもぜひ学習会にご
参加ください。
（全国労働安全衛生セン
ター被ばく労働者支援局
／鈴木江郎）

会計報告
（2012.9～2013.1）
●収入
前期繰り越し 104,206
ネットワーク賛同金
310,000
カンパ
701,265
集会収入（11.9） 33,500
DVD売り上げ
78,400
本売り上げ
78,000
収入合計
1,405,371
●支出
いわき相談会（11.25）経費
129,440
施設使用料
15,150
印刷・コピー代 80,807
交通費カンパ（福島参加者ほか）

70,000
DVD制作費
50,030
ニュース発送代 13,500
事務用品・消耗品 8,676
送料
2,048
支出合計
369,651
●残高...1,035,720
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で、そこを「未来」への
突破口にしようとした。
だが、原発をそう思う者
などない。ここに私たち
昨年9月に『石炭の文
学史』（インパクト出版
会）を出された池田浩士
さん（京都精華大）を迎
えて、福島原発事故緊急
会議の被曝労働問題プロ
ジェクトによる講座（連
続講座「今こそ、被曝労
働（者）問題を考えよう
炭鉱労働と原発労働─
─「闇の中」の労働の歴
史」2012年11月24日）が
開催された。
新著は厚さ3.2㌢、重
さ800g以上あり、歴青炭
のように稠密だ。炭鉱の
「土壁の闇」から原発の
「コンクリートの闇」へ
と語り継ぐ今回のお話も
実に真っ黒だった。
大学2年の60年安保デ
モで炭坑夫たちの隊列を
見た瞬間にそれは始まる。
炭鉱内に限らず「石炭の
一生」にはさまざまな労
働者たちが関わった。選・
洗炭やボタ捨て、坑内か
ら河川や海上での荷役や
運搬、粉塵爆発と土壌陥
没の今も続く「公害」など。
さらに火野葦平の小説に
絡めて語られる、雇用と
労務の管理、国家統制と
財閥資本の「共演」に抗
する労働者の闘いまで、
とても要約できない。こ
こでは2点だけ特に鋭い
提起について報告しよう。
ひとつは、原発震災以
前から始まる「炭鉱ノス
タルジー」への警戒であ
る。石炭労働を炭鉱街の
記憶に切り縮め、苦しかっ
たが懐かしい昔話に押し

込めて「文化遺産」にす
るような本や映画がいく
つも出て、広く見られて
いる。常磐炭鉱のすぐ北
が福島の原発地帯である。
フラダンスの映画や坑内
労働を描いた版画の遅す
ぎた評価は、過去の「悲
惨」を見せることで後ろ
に被ばく労働を隠す、い
わば「遮蔽スクリーン」
のように映らないか？
ふたつめは、石炭労働
をめぐる重層支配構造は
「古いシステム」なのか？
──ということである。
戦中に三井系の北海道炭
礦汽船の労務担当重役だっ
た「前田一」は、戦後に
は日経連幹部として財界
全体の対労働運動戦略に
重きを成す。「蛸つり」
と呼ばれた労働者キャッ
チ法 、彼ら を酷 使する
「寄せ場」や「監獄部屋」
や「納屋」、そして「強
制連行」まで。すべて坑
夫たちから建設日雇い、
さらに被ばく労働者たち
にまで語られた言葉であ
り、引き継がれた制度で
ある。「事業者」である
石炭や電力資本を免責す
るシステムはもちろんの
ことだ。「資本の本源的
蓄積」は終わらない。だ
が── 「会社ブッ潰れ
ろ、事務所は焼けろ、残
る炭 坑は坑 夫の もの」
（古市春彦「炭坑唄」19
33年、前掲書より）と、
今私たちは唄えない。か
つて は寄せ 場や 工場を
「俺たちのもの」と叫ん
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が抱える難関がある。
（平井玄／福島原発事故
緊急会議被曝労働問題プ
ロジェクト）

被ばく労働を考えるネットワーク活動日誌
（2012年10月～2013年1月）
【2012年】
10.7...ネットワーク準備会会議（ピープルズ・プラン研究所）
10.11...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
10.15...ネットワーク編『原発事故と被曝労働』（さん
いちブックレット）発行
10.24...「原発はいま」上映会（共催＝反原発映像上映
会＋鯛ベックs／カフェ☆ラバンデリア）のゲストとし
て発言（斉藤征二・なすび）
10.28...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）
10.30...「被ばく労働を考えるネットワーク通信」第１号発行
11.2...あおぞらＵＳＴ放送〈テントひろばから～／Tent C
olor〉に出演（岩下雅裕）
11.2...ネットワーク準備会会議（ピープルズ・プラン研究所）
11.3...「持たざる者」の国際連帯行動（主催＝同実行委
／千駄ヶ谷区民会館）に参加
11.9...「被ばく労働者に安全と権利を！」11.9「被ばく
労働を考えるネットワーク」設立集会（亀戸文化センター）
＊ＮＨＫ、朝日新聞、毎日新聞などで報道
11.10...「再稼働阻止全国ネットワーク」結成集会（文
京区民センター）でアピール
11.15...全国一般いわき自由労組などを中心に取り組ん
できた、楢葉町先行除染危険手当ピンハネ問題争議解決
11.19～20...いわきでＦＯＦ香港とミーティング・交流
会・フィールドワークをもつ
11.22...除染危険手当ピンハネ問題で記者会見。ＮＨＫ、
朝日新聞、テレビ朝日、共同通信、ＦＮＮなどで報道
11.23...「東電よ、労働者の被曝問題、子どもの被曝問
題に向き合え！ 11.23 東電前アクション」（主催＝同
アクション／東京電力本社前）でアピール
11.25...「放射能汚染下で働き、暮らすこと」第１回講
演と相談会（主催＝実行委員会／いわきゆったり館）
＊ＮＨＫ、中日新聞などで報道
12.8...ネットワーク運営会議（ピープルズ・プラン研究所）
12.9...ネットワークいわき会議（いわき市民文化センター会議室）
12.15...レイバーフェスタ2012（主催＝同実行委員会
／新大久保R's アートコート）に参加、ブース出店
12.23...ネットワークいわき会議（社民党いわき支部協議会）
【2013年】
1.6...「除染作業労働者のための連帯・交流・相談の集い」
（共催＝被ばく労働を考えるネットワーク・ふくしま連
帯ユニオン・いわき自由労組・全国一般労働組合全国協
／郡山市労働者福祉会館）
＊朝日新聞で報道
1.14...日雇全協反失業総決起集会・デモ（玉姫公園）でアピール
1.19...ネットワーク運営会議（ピープルズ・プラン研究所）
1.31...ネットワーク事務局会議（東京労働安全衛生センター）

第 2 号

被ばく労働を考えるネットワーク通信

地域文化創造館
にて勉強会を開
催しました。一
部二部に分かれ、
樋口さんからは、
原発労働を40年
近くつぶさに見、
フィルムに焼き
つけた歴史的な
昨年３月より地味に活 流れからの被ばく労働を、
動していた、私たち鯛ベッ 向井さんからは寄せ場や、
クｓですが、年末にかけ 野宿者を長年支援する現
ていくつかのイベントを 場からの視線で、不安定
開催しました。今回貴重 な労働や差別的な待遇の
な紙面を頂きましたので 労働について語って頂き
その報告をさせて頂きま ました。
す。
その後の質疑の中で、
まず10/24（水）に、 「なぜ差別的な働き方が、
新宿のCafe★Lavanderia これまで温存されてきて
で『原発はいま』の上映 しまっていたのか？」と
会を開きました（経産省 いう問いに対して、向井
テント前広場の第１回上 さんからは「それはおそ
映会に続き２回目）。こ らく、その働き方が世間
れは、こちらの会場で第 から隠されていたからだ」、
20回を迎えていた「反原 樋口さんからは、「社会
発映像上映会」に相乗り が豊かになる過程で一部
させて頂く形で実現しま の人だけを豊かにさせた
した。ゲストスピーカー やり方のせいだ」という
には、映画に登場する元 答えを得ました。個人的
運輸一般労働組合原子力 にとても腑に落ちました。
発電所分会長・斉藤征二
今回お力をお借りした
さんと、被ばく労働ネッ 皆さんに共通するのは、
トワークのなすびさんに 語っても語りつくせない
おいで頂き、直接当時の という、熱のこもった語
状況を聴くことのできる り口です。そこに3・11
貴重な時間となりました。 以前から原発の残酷さに
続いて12/23（日）に いち早く気づき闘ってこ
は、「第1回がくしゅう られた歳月を感じました。
かい 被ばく労働から考 しかし樋口さんはこうも
える“社会構造”」と題 言われました。「今から
して、写真家の樋口健二 知ったって全然いいんだ
さんと、山谷労働者福祉 よ」と。その言葉を励み
会館・活動委員の向井さ に進もうと思います。
んをお呼びし、雑司ヶ谷 （松田景子／鯛ベックｓ）
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フレンドオブ福島（FO
F）は、3・11地震と津波、
そして原発事故によって
破壊された福島を救おう
と、早急に福島への支援
活動を立ち上げた香港を
拠点としたNGOです。FOF
香港については、ホーム
ページ（http://www.fof
311.com/index_jap.html）
をご覧ください。
事故以前から、福島の
美しさに惹かれて写真を
撮っていた写真家のフラ
ンシス・トングさんから、
「自らの命を危険にさら
して福島第一原発で働い
ている労働者の行動に心
を打たれた」とコンタク
トがありました。一昨年
の秋、来日したフランシ
スさんとじっくり話をす
る機会を得ました。そし
て「原発で働く労働者の
実態を知りたい」という
要望に応えるため、3・1
1以前からの日本の原発
労働者の実態、私たちの
運動の取り組みを伝え続
けています。フランシス
さんが撮影した写真を売っ
たお金は、原発労働者へ
のカンパとして、長年、
福島現地で原発労働者に
寄り添って闘い、現在、
被災者としていわき市で

活動している石丸小四郎
さんたちのグループに託
されました。
昨年11月19～20日、香
港からフランシスさんを
はじめ３人と、彼らの訪
日を支える日本のメンバー
がいわきを訪れ、労働者
の被曝問題と取り組むメ
ンバーと交流を持ちまし
た。石丸さんが福島の現
状、なすびさん、中村光
男さんらがこの間の活動
を報告。現場で働いたＡ
さん、除染作業に従事し
たＢさんが体験を報告し
ました。その後の交流会
でも、現場の状況に関す
る質問が活発にやりとり
されました。翌20日は、
桂武さん、鈴木裕さん、
石丸さんたちの案内で広
野町、楢葉町、Ｊヴィレッ
ジ周辺をまわり、地震・
津波に襲われた生々しい
実態、原発労働者の宿舎
などを見ました。FOFの
メンバーたちは、案内者
のみなさんがしてくださっ
た話と、ご自身が被災し
ながら労働者の支援活動
に取り組んでいる姿に感
動したと伝えてくれまし
た。
（原子力資料情報室／渡
辺美紀子）

編集後記
11月25日、いわきでの相談会の帰路。湯本の温泉旅
館の“立ち寄り湯”を利用しました。入浴中、となり
のシャワーを使う人に「仕事場はどこ？」と聞かれ、
意図か解らずとまどうこと数秒。すぐに旅館を寮代わ
りに被ばく労働に携わる労働者なのだと気がつきまし
た。恐らくは、予想外に賑わっていた男湯のほとんど
が。彼らにこそ、この日はすでに済んでしまった相談
会のことを伝えなければ…と思ったのでした。 （杭）

