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兵庫県学校厚生会館いっぱいの参加 

 

坂本充孝さんと森松明希子さん 

「第 37 回メディアを考える市民のつど

い」は、3.11 から 5 年「切り捨てられる福

島は平和憲法の故郷だった」をテーマに、講

師に東京新聞福島特別支局長・坂本充孝さん

を迎えて､兵庫県学校厚生会館で行なわれま

した。120 人の会場に 157 人の参加、はじ

めに、「イムジン河」の替え歌で「阿武隈川

水清く」のギターの弾き語り、と詩の朗読が

ありました。好評でした。坂本さんは、自ら

福島特別支局長のポストを志願し単身で福

島に在住して取材を続けておられます。3.11

から 5 年後の福島の実態が、写真によって紹

介されました。福島の自然と死の町と化した

風景は、全国的に報道されないので初めて知

った人も多く参加者の胸を打ちました。ま

た、居住制限区域の南相馬市には日本国憲法

草案を書いた鈴木安蔵さんの家があります。 

坂本さんは、鈴木安蔵の生涯を紹介、日本

国憲法の土台となった「憲法草案要綱」とそ

れができるまでの福島の自由民権運動の脈

絡について語られました。 

第 37回 メディアを考える市民のつどい 

「切り捨てられる福島は平和憲法の故郷だった」 

 

休憩後、特別発言として福島県郡山市から

大阪市に 2 人の子どもと避難している森松

明希子さん（原発賠償関西訴訟原告団代表）

のお話しがありました。 

福島からの避難者は 10 万人以上、避難し

たくても避難できない人たちの思いや人権

を切り捨てる政府と東電への怒りと悲し

み・憲法こそがよりどころ、と訴えられまし

た。 

 森松さんの訴えは参加者の心に響くもの

でした。感想文が 27 人から出され「来てよ

かった」「このような集会をこれからも続け

てほしい」という声がありました。 

 

 

 

 

 

 

ギターと弾き語り  

菅野逸雄さん 

イムジン河の替え歌 

「阿武隈川」 

♪阿武隈川 水清く  

とうとうと流る 

水鳥自由に  

群がり 飛びかうよ… 

 

詩の朗読  

望月逸子さん 

クラシック音楽 

「バッハ ビオラ・ダ・ガンバと 

チェンバロの為のソナタ  

ト短調第二楽章」にのせて 

詩「乱反射」の朗読… 
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母なる川 阿武隈川 

こんにちは。冒頭ですばらしい歌と、詩の朗読を拝

聴さしていただきました。「阿武隈川」という替え歌

が、以前からあるというのを私は初めて知りました。

あれは間違いなく福島に行ったことのある人が作っ

た歌だなと思いました。福島市というのは阿武隈川の

ほとりにありまして、県庁なんかも阿武隈川の岸辺に

あります。それを県庁から見ますと、阿武隈川の向こ

う側に安達太良山（あだたらやま）と吾妻山、今の季

節ですと雪をかぶって真っ白になったその山がドカ

ーンと見えます。福島市というのは非常に景色のいい

ところです。歌を聞いていたらその光景がそのままだ

なと思いました。福島県の中心部の福島市と郡山市は

水運によってつながった都市です。阿武隈川というの

は、まさに福島県の母なる川ですけれども、原発事故

が起きたときに、その川を流れる風と一緒に放射性物

質が飛んできたのです。ですから、福島市とか郡山市

といった福島の大都市は意外に放射線量が高いとい

う結果になってしまいました。 

10 か月で取材行 4 万キロ 

「ふくしま」を書き続ける 

簡単に自己紹介をします。私は東京新聞の福島特別

支局長という役をやっております。支局長というと、

何か立派なように聞こえますけれど、実際のところは

私を含めて、この福島支局に勤務しているのはただ 1

人であります。もともと福島県は、東京新聞がカバー

しているところはありませんでした。ですから、支局

も置いていませんでしたが、原発事故で、1 人ぐらい

は福島の中に住んで見ている者がいるべきだろうと、

急きょ特別支局というのを作りました。私はその 2代

目です。私は原発事故の当時は、東京本社の特報部で

総括デスクをやっていました。若い子たちを次から次

へと福島県内に送り込んで調べさせるということを

やっていました。それからしばらく離れてしまったも

ので、私も何か福島に置いてきたものがあるような気

持ちがあって、このポストが空いたときに、「じゃあ、

私が行くよ」と手を挙げて行くことにしました。現在

は「ふくしま便り」とい

うコラムが私の唯一の

仕事のようになってい

ます。ポンコツ車にカメ

ラを放り込んで、東北の

村々を走り回るという、

数十年前にやっていた

ような生活を今もう一

回やっていまして、非常に充実感があります。この福

島県というのは、北海道、岩手に続いて日本で 3番目

に大きい都道府県です。端から端まで車で走ると、250

キロぐらいあります。しかも、山道ですので、軽く 2

時間半とか 3 時間ぐらいかかってしまったりします。

ですから、この 10 カ月の間に、私のポンコツ車はも

う 4万キロぐらい走りました。車が壊れるか、私が壊

れるか、というところです。 

「日本国憲法」の起草者「鈴木安蔵」の

生家を なぜメディアは無視？ 

今日のテーマは、「切り捨てられる福島は平和憲法

のふるさとだった」という話です。まずは憲法のほう

からお話をします。 

実は、現地にもかなり早い段階で「9 条の会」がご

ざいまして、そこの方々とお知り合いになり、お話を

することがありました。9 条の会の会長さんは吉原泰

助さんとおっしゃる方で、もともと国立福島大学の学

長をされていた人です。「国立大学の学長が 9 条の会

の会長をやってるんだ」と思って私はびっくりしまし

た。福島はそういう土地柄ですね。福島大学というの

は、もともとはマルクス経済学とか盛んで、そういう

研究をされていた方が非常に多かった所です。吉原泰

助さんとお話をしていた時に「坂本くん、鈴木安蔵を

知ってるか？彼の生家は今、南相馬にあって親類縁者

は避難しているんだ」と聞かされました。それを聞い

てびっくりしました。鈴木安蔵という名前は本で読ん

で、おぼろには知ってはいましたが、彼が南相馬の出

身で、そこが原発事故のせいで居住規制区に入ってい

るという話は全く知らなかったのです。「何に驚いた

か」というと、事故から丸 4 年間、マスコミがもう散々

 

お話：坂本 充孝さん 
  
 東京新聞 福島特別支局長 

 

坂本充孝さん 
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あそこに人を送って、取材して

行ったはずなのに、この話が 1

回も出てこなかった。1 回ぐら

い出てきたら、私もどこかで読

んで知ってたと思うんです。そ

れが私の知る限りでは、こうい

うことを書いた新聞もなかった

し、報道したテレビもありませ

んでした。原発事故後に、原発事故報道の一環として

書いているのに「なぜ、そんなことになったんだろう

か」と驚いたのです。本来、日本国憲法にまつわるエ

ピソードですから、鈴木安蔵さんの話も小学校の教科

書に、易しく書いて載せていてもいい話だと思います。

それもこの国では一切ありませんでした。そのぐらい

に、日本国憲法にまつわるエピソードというのは極め

て丁寧におおい隠されてきました。私は原発の安全神

話とも、つながっているような気がします。原発に携

わっている人であれば、いかに危険であるかというこ

とは誰もが知っていたのですが、それを覆い隠した上

で安全であると、ずっと強弁をしてきたわけです。そ

れと同じように、日本国憲法についても、自民党はア

メリカに押しつけられた憲法だと主張してきました。

そのくらいの大きさで、実は日本人の起草者がいたと

いう事実を覆い隠してきたわけです。だから、南相馬

の人たちもこの話については、恐らく知っている人も

いたかもしれないけれど、あまりさわらないほうがい

いだろうと思ってきたのですね。ですから、誰も知ら

なかったのです。私は憲法学者でもないし、研究者で

もないのですが、一介の新聞記者である私が現地で調

べた鈴木安蔵と南相馬の話というのをお話ししよう

と思います。             

鈴木安蔵は憲法の間接的起草者 

鈴木安蔵さんという方は、1904 年、明治 37年 3月

3 日に南相馬市の小高区というところで生まれました。

南相馬市は、もともと相馬中村藩の城下町でして、人

口1万5000人ぐらいの小さな町

ですが、それなりに歴史を持っ

た町です。お父さんは銀行員だ

ったそうですけれども、安蔵の

誕生の1カ月前に27歳で病死し

てしまいました。父親不在で、

家は没落していくのですが、猛

勉強をして、県立相馬中学から第二高等学校、それか

ら京都帝国大学に進むわけです。非常に正義感の強い

少年であったようで、この県立相馬中学のときに、同

級生が下級生に対してリンチを加える事件があった。

これに対して鈴木安蔵さんが、同級生７０数名に聞い

てストライキを打った、それで停学処分を食らったと

いうこともあったそうです。子どもの頃はそういう気

性だったので、仙台の旧制第二中学（旧制高校）に行

ってからも「社会文化研究会」というものを立ち上げ

て研究をしたとか。そこから京都帝国大学に進んだわ

けですから、大変な秀才だったとは思います。京都大

学の 2 年生の時に社会科学研究会の活動をしていた。

それが治安維持法に引っかかり逮捕されました。この

ときの「学連事件」は全国で一斉に 40人から 50 人ぐ

らい捕まったらしいのですが、そのうちの 1人だった

ということです。帝国大学は、自主退学になりました。

彼はそこからたった一人、在野の研究生活に入るわけ

です。そして、憲法について研究をしていきます。東

京に移ってその研究をしていたのですが、ここで、も

う一回また治安維持法で逮捕されました。前回は執行

猶予がついていたのですけれども、今度は実刑という

ことで2年半ぐらい獄中にとらわれることになるので

す。当時、彼は結婚していましたが、奥さんに憲法に

関する文献を買ってきてもらって、次から次へこれを

読みあさったそうです。その中で一つ、彼が至った結

論というのは、日本の憲法学というのが、歴史的な考

察がまったくない、単に文献を追認していくだけでし

かない、ということでした。そして、出獄したあとに、

「憲法の歴史的研究」という本を自分で刊行しました。

これはまた即日発売禁止になったのです。そういうふ

うに、憲法の研究をしていたわけですが、中央の学会

から、一顧だにされない、１匹オオカミのような人だ

ったわけです。ところが、その人に大変なチャンスが

巡ってきます。終戦になりまして、日本がポツダム宣

言を受諾してポツダム宣言にのっとった新憲法を作

らなければならないことになりました。当時はまだ幣

原喜重郎内閣だったのですが、

最初に GHQのマッカーサーがや

ったのは、その幣原喜重郎に「草

案を作って持ってこい」と言っ

たそうです。ところが、草案を

作って持っていったものが、戦

前の明治帝国憲法と寸分も変わ

 

会場いっぱいの参加者 

 

鈴木安蔵 
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らないような内容だったんです。それで、これでは話

にならん、ということでマッカーサーに蹴飛ばされま

した。しかし、マッカーサーは GHQの当時、かなり日

程的に追い詰められていたので、何とかして早く草案

を作れということになったらしい。その当時、鈴木安

蔵らは憲法研究会という会を作って草案を作ってい

ました。この草案が完成した時に自分たちで大きな新

聞社や内閣、GHQに送りつけたのです。それを GHQが

ちゃんと英訳して検討をしまして、これが一番適当な

のではないかと判断しました。これをもとにして現在

の日本国憲法を作ったということなのです。憲法研究

会のまとめ役というのが鈴木安蔵さんだった。憲法学

の世界では鈴木安蔵が日本国憲法の間接的な起草者

であると書いているようです。 

鈴木憲法草案の原点 

「日本国の統治権は日本国民により発する」 

レジメの 3、4、5枚目に書いてあるのが憲法草案要

綱で、これが鈴木安蔵さんたちが作ったものです。日

本国憲法の最大の特徴は、戦争放棄ですが、戦争に関

するくくりというのがないのです。いわゆる、「戦争

放棄・9 条」というのは、鈴木安蔵さんたちが言いだ

したものではなくて、その後に、マッカーサーと幣原

喜重郎とのやり取りの中で生まれたものだと言われ

ております。有名な「ペニシリン会談」という逸話が

あります。幣原喜重郎がひどい風邪になった。マッカ

ーサーが当時、大変貴重だったペニシリンを「早く治

せ」と送った。そのお礼に幣原喜重郎がマッカーサー

のところに出向いて、2 人きりの会談をした、と。そ

れを「ペニシリン会談」と言うらしいです。ふざけた

名前ですけど。9 条は、その中で生まれたと言われて

います。 ここが憲法学者とか、歴史学者の方が議論

する一番熱いところだと思います。 

ただこの憲法草案の一番の特徴は、この冒頭にある

根本原則というところです。「日本国の統治権は日本

国民により発する」と。「天皇は国政を親(執)らず、

一切の最高責任者は内閣とする。」従来、天皇の「臣

民」であった日本人は、ここで初めて「国民」という

ことになったわけです。当時、大変画期的といわれた

考え方を持ち込んだ。それが「憲法草案要綱」の最大

の功績であった。それが今の日本国憲法の基であった

ということですね。 

「自由民権運動」の発祥の地・ 

福島と土佐 

憲法草案要綱というのは、ある日突然生まれたので

はないということを、ここでお話ししておかなければ

なりません。福島県というところは、明治の自由民権

運動が非常に盛んなところだったのです。土佐と福島

というところは並んで非常に盛んだったと言われて

おります。実際、福島県では当時から、元士族たちが

自由民権運動ということで起こした、反乱に近いよう

な「喜多方事件」とか、「福島事件」も明治の初めの

頃にあるのです。いわゆる県会、今で言う県議会が開

かれたのも福島県が最初だという。そのぐらい進歩的

な人たちが多かったんです。その最大の理由は明治に

なった時点で、賊軍であったということですね。戊辰

戦争に敗れて福島にいた士族たちはみんな悲惨な思

いをしたわけです。その中で明治政府は軍事増強に突

っ走っていくのですけれど、彼らの目から見たら、そ

れは薩長の私兵としての軍隊ですから、そういった軍

事増強には断固反対だというところから始まったの

が、福島の自由民権運動だった。 

憲法草案要綱には、最終的には取り上げられなかっ

たのですが、鈴木安蔵さんが一番こだわったのは、実

は「抵抗権」という権利だったと言っています。「抵

抗権」というのはわれわれには耳慣れない話でありま

すが、この源流は植木枝盛（うえきえもり）さんという

土佐の自由民権運動家にあります。 

「日本人民は兵器をもって、これを抗することを得

る」ということです。要するに、政府が実力を持って

暴走したときには、日本国人民は武力を持って制する

ことができると。暴走することがあったら、抵抗する

ことができるということを「抵抗権」と命名して、こ

の中に入れています。ですから、間違いなく鈴木安蔵

さんは、植木枝盛の血脈というのを受け継いでいる人

だったと思います。植木枝盛の「東洋大日本国国憲按」

だけではなくて、当時このような憲法草案は日本国内

に３０ぐらいあったそうです。ほかに有名なのは「五

日市憲法」というのもありますが、これを憲法枠の中

では私擬憲法と呼ぶそうです。この私擬憲法が日本の

国の中に埋もれているのもあったかもしれないから

３０よりもっとあったかもしれない。それぐらい民主

的な憲法を作ろうという機運が満ち満ちていた時代

だったのですね。そういったものに蓋をするようなか

たちで憲法は制定されたわけです。日本が太平洋戦争

に敗れて、さあ平和の時代になったという時に、もと

もと新憲法を作っていた人たち、その流れをくむよう
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な人たちの中か

ら、今度こそチ

ャンス到来とい

う機運があふれ

てくるわけです。

その中でこの発

露として最終的

に生まれたのが日本国憲法です。したがって日本国憲

法というのは、決して GHQに押しつけられたものでは

ない。憲法を決めるのは日本人の願いというようなも

のを、GHQが受け入れた結果だったのです。 

鈴木安蔵の生家は避難指示区域に 

この方が鈴木安蔵さんです。これが鈴木安蔵さんの

生家です。鈴木安蔵さんは南相馬で生まれ育ちました

が、仙台の旧制第二高等学校に入った時代から小高を

離れまして京都へ行きました。あとは鈴木安蔵さんの

お姉さんが薬局を守りながらこの家を守りました。林

薬局ということで今でも残っています。原発事故が起

きた時、ここの家には鈴木安

蔵さんの甥のお嫁さんで、千

代さんという、80歳になる方

がご長男と一緒に薬局をや

りながら残っていました。と

ころが、ここはちょうど原発

から18キロぐらいの地点で、

避難指示区域ということで

一切、人は住んではいけないことになりました。それ

で鈴木安蔵さんの子孫の方は現在、千葉県に避難して

住んでいらっしゃいます。小高の商店街はメインスト

リートで林薬局もあるんですが、いま行くと町がゴー

ストタウンになっています。誰一人住んでいない。4

年 10 カ月たちまして、この小高は今年の 4 月に避難

指示解除になることになっています。一応住んでもい

いよということになるんですが、今までほかの地区が

順番に解除になっています、他の地区を見ると帰って

きた人はせいぜい 10％ぐらいでした。これだけの時間

がたってしまうと、ほかに生活基盤ができてしまって

いますし、もう帰ってこな

いことになっています。そ

こで小高もどんなになるの

かなと。小高地区では、避

難指示解除に反対する住民

がとても多いので難しいの

ではないかとも言われていま

す。ここに教会がございます。

この教会は鈴木安蔵さんが子

どもの頃から親とともに通っ

た教会です。福島県の自由民権

運動の底流を作ったのはキリ

スト教会じゃないかという話

もあります。欧米の文化を取り

入れるすべとして、ヨーロッパ

から来た牧師さんなどからいろいろなことを学んだ

んですね。そして必然的に行きついたのがキリスト教

的な博愛主義とか民主主義だったということです。福

島の街はどこに行ってもキリスト教会がボンとあり

ます。その周辺で自由民権運動が起こっています。 

ここに銅像の写真があります。これは河野広中とい

う明治時代の自由民権運動家で、政治家だった人の銅

像が福島県庁の裏、阿武隈川を見下ろす丘の上に立っ

ています。この人が福島県の自由民権運動をリードし

たと言われています。もう一つびっく

りしたのは、南相馬、小高区というと

非常に小さな田舎町ですが、ここにも

う 1 人「知の巨人」という人がいたの

です。それが埴谷雄高（はにやゆたか）

です。戦後最大の思想書といわれる『死

霊』という本を書きました。埴谷雄高

も小高の出身で鈴木安蔵さんの10年ぐ

らい後輩です。この人もやはり治安維持法に引っかか

って投獄された経験がありますね。非常に似たような

人です。そういう空気というのは、この小さな田舎町

に満ち満ちていたのです。埴谷雄高というのは本名で

はなく、般若の面の「般若」というのが本当の名前だ

そうです。相馬中村家の代々の剣術師範の家柄で大変

由緒正しい名前ですが、本名のほうがペンネームみた

いです。 

南相馬というところは、相馬

の馬追という行事があります。

今でも毎年 7月になると、１年

に１回、馬に乗ったよろい武者

が 500 騎ぐらい集まってきて、

専用のスタジアムで、競馬をし

たり、旗の奪い合いをしたり、

模擬戦みたいなものをするところです。ここまで憲法

に関する話を簡単にさせてもらいました。 

 

ゴーストタウンとなった小高の商店街 

 

鈴木安蔵が通った教会 

 

河野広中銅像 

 

 

相馬馬追い 

 

鈴木安蔵さんの生家（南相馬市） 
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切り捨てられるフクシマ 

丸川環境相の暴言と現地の実状・ 

次に「切り捨てられる福島」という話を少しさせて

いただきます。先日、丸川珠代環境相が除染の早期目

標について、「年間 1 ミリシーベルトと定めたのは科

学的根拠が全くなく、時の環境大臣が決めたことであ

る」と当時の民主党が決めたことだと発言をしました。

大変民主党から責められまして、のちに謝罪しますけ

れど、この発言の真意がどこにあったのか、新聞とか

テレビの報道を見ていたのではあんまりよくわから

なかったのではないでしょうか。この背景にあるのは

事故が起きた直後、確かに長期目標年間 1ミリシーベ

ルトと言っていたのですが、これがいつの間にか政府

は 20 ミリシーベルトまで許すということに変えまし

た。年間 1ミリシーベルトがどのぐらいの数値かとい

いますと、毎時に直すと大体 0.1 マイクロシーベルト

ぐらいです。これは今の福島市、郡山市などもそのぐ

らいです。あの辺でようやくぎりぎり達成できるかど

うかというぐらいの数値です。もっと高い避難指示区

域に行った場合には、年間 1ミリシーベルトというの

はとうてい無理な数字です。ですが政府はいつの間に

かこれを 20 ミリシーベルトまで引き上げたのです。

これがいかにムチャクチャな話かと言えば、日本医師

会が 20 ミリシーベルトに対する考え方を示していま

す。 

日本医師会は、特に子どもについては年間 20 ミリ

シーベルトという数値は到底容認しがたいと言って

います。ところが、昨年の 6 月

に政府は「福島復興指針の改訂」

というのを閣議決定しました。

ここで20ミリシーベルトまでは

仕方がないという話になったの

です。ですから、20 ミリシーベ

ルトの範囲の地域はすべて避難

指示も解除するし、慰謝料とか、

生業に対する損害賠償について

も打ち切りにするという閣議決

定をしたわけです。来年の 3 月

までを一つの目標として規制解

除をする。避難指示区域には 3

種類あります。帰還困難区域、

居住制限区域、避難指示解除準

備区域です。上から順番に汚染

の度合いが深刻であるということです。この帰還困難

区域は、もうとうてい帰れないということになってい

るのですが、その他の二つの区域については、基本的

に来年の3月までに全部解除すると言っています。「解

除する」というのはどういうことか。そこにいた人た

ちは原発事故の被災者ではなくなるということです。

もともと単に住んでいた住民という人と同じレベル。

いろいろな補償も打ち切ると言っています。ですから、

いまあちこちで「解除は早すぎる、われわれは切り捨

てられるだけだ。」という話が起きています。避難指

示区域の人たちも、その周辺の人たち、福島とか郡山

の人たちも、今まで受けていた補償、例えば中小企業

とか商店の人たちも事故前に比べて、売り上げが下が

っている分については、東京電力が補填していたもの

を来年の 3月で打ち切るということです。また、県外

に避難していた人たちへの住宅補助を打ち切るとい

う。そういうふうに、あらゆる分野から原発被害の痕

跡を消そうとしています。来年の 3月をもって原発災

害は終わりとしようという大きな流れがあるのです。

それがまさに「切り捨てられる福島」なのです。 

飯舘村の風景 

農地の８分の３が廃棄物置き場 

このビニール袋の下には、黒いフレコンバッグとい

うのがいっぱい入って

います。これ、「仮置き

場」ではありません。実

はこれは仮仮置き場（カ

リカリ置場）というんです。 

仮置き場は仮置き場で一つの

要件があります。それは住宅地

から離れた林の中などに平なと

ころを見つけて、地権者に 3 年

間の賃貸契約をして作るもので

す。仮置き場の意味自体は、中

間貯蔵施設に持っていくまでの

とりあえず置いておく所です。

しかし中間貯蔵施設が今、全く

できていないので、全部、仮置

き場に留まっているということ

です。実は仮置き場さえ今はで

きていないんです。作ろうと思

 

避難指示区域の概念図 

 

仮仮置き場 
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うと必ず反対が起きたりして、場所が見つからない。

でも、除染をしているので日々、フレコンバッグが出

ています。しょうがないからもう置いちゃったんです

よ、ここに。そういうところを「仮仮置き場」と言っ

ているのですが、ここは、もともとはきれいな一等農

地だった所です。そこに土を盛ってしまってこんな感

じで作っているのが仮仮置き場なんですね。飯舘村の

場合には 9割以上が仮置き場じゃなくて仮仮置き場で

す。全部の農地が 800町歩ほどで、そのうちの 300町

歩が仮仮置き場になっている。8分の 3 です。そんな

飯舘村に「来年の 3月に帰ってこい、営農を再開しま

しょう」と言っているのですが、じゃあ、まずここに

ある全部で150万パックのフレコンバッをどこに持っ

ていくんだ、ということです。しかも、このように仮

仮置き場にしてしまった農地をもう一度水田に戻す

ことができるのか、という話です。  

普通、農地の除染は、「反転耕」と言って土を深く

ひっくり返すと表面の線量が少し下がるので、そうい

う方法で「農地除染」と言っていたのです。でも飯舘

村の人たちは農地に対

するこだわりがとても

強かったので、「そんな

ことは到底許せない」と、

全部表土を 5 センチは

ぎ取って、ここに別な土

を持ってくるということをやりました。ところが持っ

てきたのが、土ではなくて山砂だったものですから、

もともと畑だったところが、雨が降ると水たまりがで

きるのです。水がはけない。もうカラカラの地面です。

農地が全部そうなってしまった。ここでもう 1回農業

をやるといったら 10 年かかるか 20

年かかるかわからないと言います。 

ここに大きな山があったのが削ら

れて、すべて無くなってしまいまし

た。無くなってしまった山が村の中

に二つ三つあります。ヒマワリを植

えている所があります。ヒマワリを植えてそれを枯ら

すと、いくらか土壌が戻

るんじゃないかという

ことでやっているんで

すけれど、その有効性に

ついてはわからないと

いったところです。飯舘

村の一番奥にゲートがありまして、ここから先は、帰

還困難区域で長泥地区といいます。 

ここについては今だに人が入ってはいけない所に

なっています。そこではハウスの中の水耕栽培だった

ら野菜が作れるんじゃないかと、やってみているとこ

ろです。恐らくこの先、飯舘村の農業というのは、こ

ういうかたちでしか再開できないのではないかと言

われています。 

小学生は助かったが、 

１００人も親が亡くなった 

この写真は、浪江町の請戸（うけど）小学校から見

た福島第一原発です。遠く

に見える山のあたり、ここ

に小さな白い煙突のよう

なものが見えます。それが

福島第一原発です。小学校

から距離にして4キロぐら

いのところです。バラックのようになっている建物が

請戸小学校です。この小学校は、子どもたちの機転に

よっていち早く山に逃

れたので津波が来ても1

人も死ななかったとこ

ろですが、宮城県の大川

小学校とはまるっきり

反対と言われることも

ある学校です。 

何しろ原発から近いので、片づけに行くこともでき

ない。当時のそのままで残っています。ここでは子ど

もたちは死ななかったのですが、子どもたちの親が津

波で 100 人ぐらい死にました。

それは三陸の人たちの悲劇

と同じですが、福島の場合、

よりひどいことになったの

は、すぐに原発事故が起きた

ものですから、誰も助けに行

くことも探すこともできなかったのです。津波が

起きてから助けを求めるクラクションが、3 日ぐらい

鳴り続けていたそうです。海に漂流した人たちが声を

出したり、クラクションを鳴らしたりしていたんです。

そういう声を聞いた人もいるんですが、その当時は放

射能が怖くて救助隊だって入らなかったのです。そう

してみすみす死んでいったんです。だから今でもこの

ような状態になっているのです。 

 

壊れたままの請戸小学校 

 

山砂に入替えた田んぼ 

 

原発が見える請戸小学校 

 

ヒマワリ 

 

線量測定する農家の人々 

 

小学校の黒板に 

「原発再稼働反対」 


