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お元気ですか？私たちは沖縄に移住し、 父、 妹
は茨城に残っています。
私は確実に被爆をしています。症状がかなりでて
います。主に甲状腺が腫れたり、鼻血 じんましん
免疫力低下などです。
自分でもびっくりするくらい体に異常が起きてい
て、あのまま茨城にいたら、近い将来 死んでいた
かもと沖縄の医師に言われました。
先生方は公務員ですから、動けないことも、放射
能について生徒に教えることができないのもよく分
かっています。 様々な情報から真実を知った時、
すごく苦しみました。もうすでに何人の人が死んで
いるのか、ご存知ですか？私たちの世代が、あと10
年後、それよりも早くごっそりいなくなると言われ
ています。
茨城にいる友達が心配で仕方ありません。ネット
を通して、みんなに情報を流していますが、 今が
よければいい、どうせ子供産めないから、うちの親
は公務員だから動けないなど、将来に対して後ろ向
きな考えばかりです。仕方ありません。高校生が事
実を知っても、親に言えず、不安な毎日を過ごすば
かりです。だからその親に一番、放射能の怖さを伝
えられるのは教師だと思いませんか？ そのために
リスクはかなりあるかもしれません。それでも子供
たちは 大人の宝物ではありませんか？今の子供た

いま干したらお日さまと風の力で数時間後にはす
こやかに乾く。そう信じて洗濯物を干す。今日はも
ちろんのこと、数日後だって家族三人で食卓を囲め
ると信じて食材をまとめ買いする。明日が必ず来る
と信じないことには生活なんて成り立たない。
何年後かに何人か、また子どもを持てるだろうと
信じていた。だから家を建てるときには子ども部屋
を三つも作ったし、冷蔵庫を買うときには容量の一
番大きいものを選んだ。福島県須賀川市の入り組ん
だ路地の突き当りにある白い外壁の家で、平凡なが
らも堅実で安定した生活を営んでいくために。
3月11日にとても大きな揺れに見舞われた私は、

ちを守れるのは大人しかいません。 残念ながら、
国は子供の命より経済をとってしまいました。もし、
将来がんが増えて、国にあの時の放射能が原因だと
訴えても 因果関係なしといわれるでしょう。 原
発が爆発したときの「 ただちに影響はない」、 た
だちにですよ！将来はどうなのかです。
もし、今までどおり普通に暮らしていれば、将来
苦しむことは、はっきりわかっています。 私は今
がよければいいなんて絶対に思いません。今、なん
てどこでもできます。今いる場所によって将来が大
きく変わるのです。私はこちらにきてよかったと本
当に思います。ですが、一番気掛かりは茨城、関東、
東北にいる子供たちの未来。本当に怖いです。誰も
悪くありません。誰も責められません。しいていう
なら、国と東電。私たちは皆被害者です。だからこ
そ、自分の命は自分で、子供の命は親で守らなけれ
ばいけないと思います。
先生、どうか放射能について真実を調べてくだ
さい。どうかそれをたくさんの人に教えてあげてく
ださい。大事な生徒を守ってください。 そこから
は、それぞれが決めることです。
茨城での食生活 空気感染に十分お気をつけてく
ださい。ありがとうございました。
おがわら・りか：ピアノ講師。福島県須賀
川市⇒栃木⇒須賀川⇒札幌と避難・帰郷・
避難を辿るも、除染の限界や内部被曝の危
険を知り11月からは甲府に移住、生活の再
建とピアノ教室の再開を目指す。「放射能
からいのちを守る全国サミット」実行委員
長。29歳。

いろいろあっ
て無邪気に明
日を信じることが出来ないまま生きている。今まで
生活を営んでいた場所から遠く離れたところにいて、
ここで生きて行こうとしている。放射能汚染によっ
て、私たちのすべてを根こそぎに奪われたから。
「あれ」に覆われたあとの福島県で、私はどんな生
活をしていたのか。
スーパーマーケットへ行ってペットボトルの水を
その日に買えるだけ買う。水が汚染されている恐れ
があり、料理に水道水が使えないためだ。
野菜売り場では遠い南のまちから来たものだけを

買う。熊本県産の筍、鹿児島県産のいんげん、高知 海道に行く」と告げた。彼は「そんなに鼻血が心配
県産のピーマンと茄子。そんなものしか手に入らな なら明日病院に連れていけばいいじゃないか」と言
かった。
う。病院に行くためにまた被曝しろってことか。話
来る日も来る日も同じ材料でなんとか目新しいも にならない。
のを作ろうと苦労した。野菜は、汲み置いて竹炭を
放射能を避けるために、家事だって煩雑を極めた。
入れておいた水で時間をかけて洗った。米を研ぐ水 それでもどのくらい「あれ」を避けられているのか
がもったいなくて無洗米に替えた。
なんて分かりやしなかったし、どのくらい体が蝕ま
外出するということは被曝量が増えるということ れているのかも分からなかった。分からないことは
だ。だから外に出ることは命をすり減らすことであ 何より恐ろしい。想像ばかりが膨らんでしまうから。
り、娘を私の職場に連れて行くことにも幼稚園に連 窓から、冬の終わりに娘と一緒に植えたチューリッ
れて行くことにも、あるいは息を吸わせることにも プが愛らしい花を咲かせているのが見えた。昼間そ
いちいち覚悟が要った。だからほとんど外出をしな れを触ろうとした娘を厳しくたしなめたばかりだっ
かったし、彼女を外に出すときには口元をぴたりと た。幼稚園入園に合わせて彼女の好きな色ばかりで
覆うマスクをさせ、合羽を着せ、帽子を被せた。さ 埋めた花壇は、私が夫にせがんでつくってもらった
らに、地面にある放射性物質の付着を避けるために ものだ。毎朝娘を励ます力になるはずだった花が、
必ず抱くか負ぶうかして娘を運んだ。
放射能をまとって風にゆらゆら揺れている。娘がそ
ぶちまかれた放射能をなかったことにして、無頓着 の幼稚園に通うことはなくなった。そして私は、夫
を装って暮らす努力をしたこともあった。でも結局、 になにかを伝える気力すら無くした。
そんな無責任を貫くための狂った精神を、保てるは
深夜まで無言で荷造りを続けた。私には彼の顔が
ずがなかった。
今までと全く違って見えたが、彼にとっても私はな
私はおよそ50人の生徒を抱えるピアノ教室を運営 にか恐ろしいことをしようとしている、想像を超え
していた。レッスンを再開すると子どもたちが嬉し てしまった得体の知れない存在に見えたに違いない。
その合間、知り合ったばかりのテレビ屋からメー
そうに教室にやってきた。マスクもせず、自転車を
思いっきり漕いではあはあと息を弾ませながら。音 ルが届く。私が逃げることをどこかで聞きつけたら
楽やピアノや私を愛してくれているんだなと知った。 しい。早朝福島に着くようにいま東京を出たという。
3月10日まで、福島県の子どもとほかの都道府県 朝早く起きてテレビ屋を迎え、荷造りをしながら娘
の子どもは同じだった。でも今や違う。放射能まみ に朝食を作り、夫に出来る限りの食べ物を作って冷
れにされ、神経を麻痺させられてこの地に留めおか 凍した。化粧をし、着替えをし、そのすべてをカメ
れている。この国の犯したヘマを隠し、経済の発展 ラに収めてもらいながら福島空港へ向かった。
営んできた暮らしを余すことなく映像に残しても
を守るために。
子どもたちを見て発狂しそうになる心を押しとど らったことで、とても平静な心で離陸を待つことが
めるのは容易なことではなかった。やはりこれは間 できた。それは、確かにこの町で私が生き、結婚し
違いだ。この土地でピアノも音楽もない。ここは、 て娘をもうけ、家を建て、庭で好きな植物を育てて
これから先何も生まれることのない土地だ。生み出 生きてきたという記録が残されたからだ。
そうとしてはいけない土地。だんだんと渇いてガサ 娘に鼻血を出させてまで福島に留まったのは、そこ
ガサになっていく脳味噌の奥でなにかが壊れて、新 に希望を見出してしまったからだ。あそこにしか私
しくなにかが生まれた。それの正体がいまも分から たちの暮らしはないのだから、それは至極当然のこ
ない。責任感でも使命感でもない。ただこの世の地 となのだけれど。何度も絶望を繰り返してようやく
獄にぐちゃぐちゃとまみれたいと願う、からだの奥 過去を捨てる決意ができた私には、ひとつ、とても
反省していることがある。
からの餓えた欲求のようなもの。
それは、所有しすぎたことだ。土地を所有してそ
5月22日に教室を閉めることにして、子どもたち
と母親を集めて最後の会を持った。そこで私は「こ の上にばかでかい家を建ててしまったこと。夫を持
こに子どもを留めておくことは最大級の無責任だと ち車を持ち、木まで持っていた!! なんという傲慢
分かりました。約10年間子どもの教育に関わってき だろう。
た者として、ここにいることにNOを言います。今後
少し考えれば分かることだ。そんなものを持った
は北海道でピアノ教室をやるから、習いたい人は一 つもりでいても、所詮まやかしだってこと。他人も
緒に来てください」と言った。あとのことは誰にも 土も木もなぜ動くか自分で理解できていない機械も、
言いたくない。
私には本来持てるはずもないものばかりなのだった。
5月23日に娘が鼻血を出した。もう持ちこたえられ 結局、自分で持てる容量の赤いスーツケースに私が
ない。北海道に逃げる、と決めてから行くまでの猶 詰めたのは、自分のスタイルに馴染んだ衣類と結婚
予が半日しかなかった。夕方帰宅した夫に「明日北 以来使ってきた食器だけだった。

夫と揃いで使っていたものは私のぶんだけ持ってき
た。残された食器を彼がどういう思いで使っている
のか、あるいは使っていないのかは分からない。
娘のためにと詰めたのは、彼女の薄い顔立ちに合う
優しい柄の洋服。何度も一緒にクッキーを作った思
い出の詰まった抜型。そして娘の大好きなグラタン
を焼くための皿だった。
札幌で借りた部屋に入居した日に、新聞紙で包ん
だ食器を出した。役目を終えて皺だらけになった新
聞紙には、この震災で何人亡くなったか、避難所で
人がどう生活しているか、原子力発電所がいかに安
全を保ちつつ壊れているか、なんてことが書かれて
いた。とても空々しく。一人ひとりがどう命を失っ
ていったか、生きている人が避難所や放射能汚染地
帯でどう摩耗しているのか、記事から読み取れない
ことを想像すると狂いそうだ。
それらの皺を一枚いちまい伸ばして紙袋に突っ込
んだ私は、「この新聞紙、もったいないから揚げ物
の油きりに活用しよう」と考えていた。
こころは静かに落ち着いていた。
どんな土地にいっても、コンクリートの家でも木
造の家でも、大きい家でも小さい家でも、私は繰り
返す。クッキーを作り、グラタンを焼き、娘のすこ
やかな成長を希うことを。
心臓が繰り返し鼓動を打つのと同じように、何度
でも淡々と繰り返そうと思っている。（12月20日）

『世界』1月号「東海第二原発はなぜ廃炉にしな
くてはならないか」から
東海第二原子力発電所（茨城県東海村）は東京駅
から115㎞のところにある首都圏唯一の原発だ。津
波を防ぐ側壁を新設する工事が終わったのは東日本
大震災のわずか二日前。メルトダウンの危機はぎり
ぎりで回避されていた。
揺れはじめた時、東海村の村上達也村長は役場三
階の村長室で客と懇談中だった。部屋は振幅50cmぐ
らいで揺れ続けた感じだったという。震度は６弱。
飾り棚の陶芸品や彫刻が落ちて壊れ、書類もみな床
に散らばった。
窓からは瓦が落ちている家が多く見えた。すぐに
災害対策本部を立ち上げ、情報収集と道路などの危
険箇所の対策に忙殺された。村内では火力発電所の
煙突で作業中だった４人が亡くなったほか、揺れで
数十棟が全壊した。
役場から東約３キロに、日本原子力発電（原電）
の東海第二発電所がある。「いつもの地震の時と同
じように止まっただろう」と、あまり心配していな
かったという。テレビでは福島第一原発が全電源喪

失というニュースが流れ、そちらに目を奪われてい
た。
原電から第一報がファクスで入ったのは23時過ぎ。
目を通すと、やはり自動停止しており、原子炉の圧
力や推移、温度はさほど心配なものではなかった。
東海第二も危機一髪だったと聞いたのは4月になっ
てからのことだった。
「背筋が凍った」と村上さんは言う。「我々も全
村避難だったら3万7000人も逃げられただろうか。
今頃どこにいただろうか」
福島第一の事故で広く知られるようになったが、
原発は停止した後からも冷却や制御のために大量の
電力を使う。原子炉一基で一般家庭1万数千世帯分
が必要だ。東海第二でも電力確保は綱渡りの状況だっ
た。
地震直後、東海第二は揺れのために自動停止。東
京電力の送電線から送られてくる外部電力は2系統
ともとまった。非常用ディーゼル発電機3基が始動
して原子炉の冷却を始めたが、うち1基は津波の影
響ですぐにとまった。発電機を冷やすためのポンプ
が津波で約２ｍの深さまで水没したためだ。
浸水の原因は、新設した側壁の一部でケーブルを
通す穴を塞ぐ作業が終わっていなかったためらしい。
残り２台ある冷却用ポンプは無事だった。これを使っ
て非常用ディーゼル発電機を動かし続けることがで
きた。13日には外部からの送電が回復。15日に冷温
停止状態にこぎつけた。
原電は、従来は高さ4,86ｍの津波を想定していた。
2007年から見直し作業を始め、想定する津波高さを
0.86m引き上げ5.72mにした。それにあわせ、これま
でより1.2m高い側壁をを作り始めたのは2009年7月だっ
た。
東海第二を実際に襲った津波は高さ5.3m（当初は
5.4mと発表）。古い側壁より40cm高く、新設した側
壁の上端まであと80cmだった。工事が間に合ってい
なければ、もしくは津波がもう少し高ければ、すべ
ての非常用ディーゼル発電機が停止し全電源喪失の
事態に陥るところだった。「福島第一の事態になっ
た可能性は否定できなかった」（原電広報室）。
なぜ原電は最近になって津波の想定を見直し、対
策工事を進めていたのか。
話は2002年にさかのぼる。
この年の７月、政府の地震調査研究推進本部（地
震本部）は、M8.2前後の津波地震が三陸沖から房総
沖にかけて日本海溝のどこでも発生する可能性があ
ると発表した。確率は今後30年間に20％程度と予測
された。津波地震は海溝付近で大きくずれ動くため、
パルス状の高い津波をもたらす。津波の高さは最大
11メートルという試算があった。
ところが政府の中央防災会議（内閣府）は2004年、
地震本部が警告した津波地震について、福島沖から

房総沖の区間では「防災の検討対象にしない」と決
めた。「繰り返して起きていない」という理由だっ
た。地震本部の長期評価部長・島崎邦彦東大名誉教
授は、中央防災会議が地震本文部の予測を受け入れ
なかったことについて「原発が絡んでいる」と推測
している。もし地震本部の予測通りの津波に備える
となれば、津波対策を大きく見直す必要が生じたか
らだ。三陸沖の大津波を予測していた女川原発（想
定13.6ｍ）に比べ、福島第一（同5.7ｍ）や福島第
二（同5.2ｍ）、東海第二（同4.8ｍ）の想定は低かっ
た。これらを女川並にしようと思えば、防潮堤を作っ
たり、建屋や機器類の浸水を防いだりする工事に相
当な費用がかかる。
一方、政府レベルの動きとは別に、茨城県は2007
年10月に独自の津波浸水予測を公表した。これは中
央防災会議が「検討対象としない」と切り捨てた福
島沖から房総沖の津波地震を想定している。想定を
まとめた三村信男茨城大学教授は「中央防災会議の
方針は知っていたが、過去一度起きていて記録もわ
ずかだが残っていた。可能性があるならきちんとし
ようと考えた」と説明する。茨城県は、このような
津波地震が房総沖から茨城沖まで伸びる震源（M8.3）
で発生した場合を予測。その結果、東海第二の地点
で津波高さ5.72ｍになり原電が想定していた4.86mを
上回った。
茨城県に自分たちより厳しい津波想定を公表され
てしまった原電は対策見直しを余儀なくされた。そ
こで側壁の新設を始め、東日本大震災の2日前に工
事が終わった、というのが顛末らしい。
（中略）「東海第二の廃炉を強く言わなければな
らない」。東海村の村上村長がそう意識し始めたの
は、6月18日に海江田万里経済産業相（当時）が原
発の安全宣言をし、運転再開を求めていくと発表し
たときだ。「福島第一の検証もすんでいない。避難
している地域住民の救済も出来ていない。そんな段
階で『安全性が確認された、再開する』なんて、こ
ういう国は原発を持つ資格はないと思った」（後略）

東京新聞 12月20日

東京電力が、保養所や接待施設の維持管理費、年
８・５％もの利子が付く財形貯蓄などさまざまな社
員優遇に必要な費用を、電気料金を決める際の原価
に算入し、電気料金で回収していたことが本紙の調
査で分かった。こうした事実を東電も認めている。
東電の手厚い福利厚生は、電力会社を選ぶことがで
きない消費者の負担によって維持されてきたことに
なる。
電力料金は「総括原価方式」と呼ばれる方法で算
出される。施設の修繕費や燃料費など発電に必要な
費用を積み上げ、電力会社の利益を上乗せし、その

■東電の電気料金の中にこんな原価も
社員専用の飲食施設｢東友クラブ」・接待用飲食施設｢明石
倶楽部」・熱海などにある保養所などの維持管理費／女子
サッカーチーム｢マリーゼ」・東京電力管弦楽団などの運
営費／ＰＲ施設（渋谷電力館・デフコ浅草館など／一人当
たり年間８万５千円の福利厚生費の補助(他産業平均では
６万６千円）・健康保険料の70％負担(｢同50～60％）／社
員の自社株式の購入奨励金(代金の10％)・年3.5％の財形
貯蓄の利子（利子補て業がない企業がほとんど）／業界団
体・財団法人への拠出金と出向者の人件費／オール電化Ｐ
Ｒの広告宣伝費

総額を電力料金で回収する仕組み。
ただ、費用に何を計上するかは電力会社の判断に
任されている面が強い。既に、官庁ＯＢを受け入れ
ている財団法人への拠出金や広告宣伝費など発電と
は関係のない費用に入れられていたことが判明して
いる。経済産業省の有識者会議（座長・安念潤司中
央大教授）は今後、これらの費用は計上を認めない
考えを示し、同省もその考えに従う方針だ。
発電とは無関係のものが費用計上されていると新
たに判明したのは、ハード面では静岡県熱海市など
各地にある保養所や社員専用の飲食施設、ＰＲ施設
などの維持管理費。
ソフト面では、財形貯蓄の高金利、社内のサーク
ル活動費、一般企業より大幅に高い自社株を買う社
員への補助、健康保険料の会社負担など。
福島第一原発事故を受け、東電の電力料金引き上
げが検討される中、経産省の有識者会議は、手厚い
福利厚生費用を電力料金に転嫁することを問題視し
ている。燃料費などに比べれば金額は小さいが、不
透明な部分はなくすため、原価から除外させる方向
で議論を進める見通しだ。東電自身も保養所の廃止
や福利厚生の縮小などを決めている。
東電は原価に計上してきた事実を認めた上で、
「（電気料金を決める）経産省の省令に基づいて、
福利厚生の費用は過去の実績や社内計画に基づき適
切に原価に算入してきた」とコメントしている。
●電気料金支払い拒否のハウツー（某ブログから転用）
・期日までに支払わないと20日以降電気止める、という通知が
来たので、20日の13時を指定して「原発分を除いて払いますの
で取りに来てください」と通知しておいたのだが、集金にも来
てないし、送電も今のところ止まってない。「10アンペア契約
だし、全額集金しても2千円にもならんし、人件費かけて集金
に行ってうるさいこと言われたら割に合わん、勝手に使わせと
け」なんて思ったのかどうか・・・
・私は事故のあとで、すぐに東電に電話して口座引落しをやめ、
振替用紙払いに変更した。すると毎月、東電の職員がポストに
振替用紙を入れるようになっ ので、私は支払わず、この用紙
を玄関にピンで留めて重ねていき、闘いの日を 待った。
・毎月遅集料金をとられるぎりぎりの前日に指定して、とりに
きてもらう。
・昔、「ひとりでもできる反原発」アクションとして「電気料
金不払い運動」 というのがあった。全額不払いは不可能でも、
「原発で作っている料金分 を計算して払わない」というやり
方。
・朝日新聞（11/24）「プロメテウスの罠 無主物の責任（1）」
によれば「原発から飛び散った放射性物質が『無主物』で東電
の所有物でなく、除染義務はないと東電は主張」。これでいけ
ば原発から出た電気も無主物で東電の所有物ではないから料金
は発生しない、との論理が成り立つ
・先日、「終焉に向かう原子力」講演会の二次会で、上記友人
が「不払い」報告したら、講師の一人の広瀬隆さんが「みんな
でやらないと意味ないんだよね」と発言・・そのとおり。

