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『ルポ　イチエフ』
布施祐仁・著
（岩波書店 2012 年 9 月刊）

イチエフとは福島第一原発のこと。
事故” 復旧” に従事する作業員間の呼
称である。読んでいて目を閉じたく
なる本は多々あるが、その仲間に入
ろうか。現場作業員に取材した話が
５章に渡って綴られる。

日本で初めて原発作業員の実態を
ルポった人は堀江邦夫の

『原発ジプシー』（1979 年 現代書
館刊　現 講談社文庫）

である。彼は定期検査中の原発作
業員となっ て、想を練り綴った。

堀江の著には「放射能、喰った」と
いう作業員日常用語は出てこなかっ
たと記憶するが、布施の本書では頻
発する。浴びるではなく喰らうだ。放
射能を食う＝自分や家族を支える飯
を食う・食わせるになっている。

ヤンキ—は事故対策として「英雄
的犠牲者が必要だ！」と考え、日本
政府に迫った。在日米軍人だけじゃ
なく自衛隊員、機動隊員、消防隊員
の出動も必要だと迫った。さて、作
業の苛酷さはその底辺にも広がって
いる、と言及している。

読んでいて私は、戸惑ってしまう。
地元福島の作業員から漏れ出る使命
感が目を晦ますからだ。「何故か、原
発から不自由」なのだ。素直に” がん
ばれー” と言えなくなってしまう気持
ちの蟠り。原子力ムラの五臓六腑か

ら排出される悪臭ガスが、鏡を曇ら
せる。　　　　　　　　（星野建士）
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【年会費（１口）】
■正会員（１口以上）
　個人：5,000 円、学生：2,500 円
　団体：20,000 円 
■賛助会員（３口以上）
　個人：1,000 円、団体：10,000 円

NPO 法人　市民環境研究所
〒 606-8227　京都市左京区田中里ノ前 21　石川ビル 305
Tel & Fax　075-711-4832
[E-mail] pie@zpost.plala.or.jp
http://www13.plala.or.jp/npo-pie/index.html

BOOK REVIEW

人の出入りが頻繁になるほどに事務所には物が散ら
かって汚くなるのが普通であるが、この一年はその逆
である。多くの人がやって来てくれ、話していき、作
業していき、多くの運動の成果が残っていくのに、事
務所は一段と整理されていく。

多くの女性がやってきてくれる。そして、彼女らは
事務所の中だけではなく、街頭にまで出て、脱原発を
訴え、家路につく。人の流れも変わったが、流れをつ

くる人たちも変わった。そこにこの国の未来が見えそう
である。老体の男子としては男どもへの歯がゆさに苦り
切りながら、この女性達の動きに期待し、一緒に闘って
いこうと思う。

昨年の３月で大学勤務をすべて終了し、毎日を自由な
時間割で過ごせるようになったので、午前中は自宅で、
午後から夜にかけては市民研で過ごすことにした。夕方
までは訪問客や協同作業者と時を過ごし、夜にすこしだ
け自分の仕事をして一日が終わる。

3.11 以降は活動の内容の８割がフクシマであり、と
てもやりきれないほどの作業があるから、人が来てくれ
れば助けになる。仕事を分担してもらえることもさるこ
とながら、滅入る気持ちを発散させてくれるからだろう。
そして、先が見えないこの社会の閉塞感に押しつぶされ
まいと闘い続ける気分を維持させてくれる。もう少しの
間はやって行けそうである。

●●●●●●
●●●●●

石田紀郎

福島原発大崩壊から２年が経過し
ようとしている。市民環境研究所も
この２年間はフクシマに向き合おう
と自らの力量も省みずに多くの運動
に参加してきた。

2011 年 4 月 19 日に菅内閣への
提言書提出の窓口となり、その後は

「さようなら原発 1000 万人署名運
動・京都の会」の窓口となり、多く
の支援を得て 70,000 筆以上の署名
を東京の本部に送ることができ、四
条河原町での街頭署名に何度も立っ
た。そして、昨年 9 月からは、「福
島原発告訴団・関西支部」を引き受
け、1800 人の告訴人が登場する作
業を手伝った。

さらには、「大飯原発再稼働反対
要請」運動の窓口 ｫ受け、京都
府や京都市、関西広域連合などなど
への要請・要求書、嘆願書の賛同団
体に参加してきた。そして、総選挙
で自民党の大勝後の原発政策との闘
いへと、休むまもない毎日がこの２
年間である。

私自身のこの間
の動きは、40 年間
の中でも疲れる毎
日だと思う。40 年
前の大学闘争を経
験し、そこで問わ
れた「学問とは」、

「大学とは」という
問いに答えたいと
公害現場に出かけ、
モノを考え、そし
て 40 年 後 に 大 学
を去って市民環境
研究所を開設した。

その 8 年後に福島原発が大崩壊
し、水俣病を始めとする四大公害事
件に代表される公害時代以上に過酷
なフクシマに直面している。文明史
的転換を人類に求める事故であるに
もかかわらず、大学からは、「科学
とは」との問いは発せられない。「原
子力ムラ」の腐りきった輩ではない
と思われる科学者もムラの一員のよ
うにしか動かない。

京大生に質問してみた。「フクシ
マ」を自らの講義と関係させて語っ
た教員はいたかと。皆無だという。
もはや大学からは新たな時代は期待
できないのだろう。ならば、福島の
村に入り、地元の住民とともに放射
能を測り、汚された大地を眺め、苦
闘している研究者や地域 NPO との
連帯をさらに深め、原発から脱する
社会実現への運動を進めなければと
思った新年である。

なにがちがうのか？
石田紀郎（市民環境研究所代表理事）

市民研 news16

8 1



2 3

捨てられたと思いました。おそら
く、若狭湾で何かあれば、福井県
の人達、あるいは舞鶴の人達、あ
るいは京都でも丹後の方の人達
は、捨てられたという意識をもっ
て行動しないと、本当にひどい目
にあってしまうでしょう。このこ
とは、フクシマの経験から、京都
あるいは関西の人達は十分知って
おくべきだと思います。

それから、車は常に満タンにし
ておくべきですね。まじめな話、
あっという間になくなりますよ。
ガソリンがないと逃げるにも逃げ
られないです。つまり私が申し上
げているのは、原発を廃止する、
脱原発へ持っていく道のりはもの
すごく遠いということなんです。

私がなぜ百姓をやりたかったの
か。実は私は、46 歳のときに会社
の「出張」で宇宙に 9 日間ほど行
く機会がございました。その時地
上 400km から地球を見た。この
地球は、本当にきれいだった。宇
宙ステーションからは、地球が
700 ㎢以上、平面で見えるんです
よ。どのくらいかというと、数時
間を一望のもとに見渡せるという
ことなんです。そろそろ夕方だな
という、茜色の雲が、薄墨色にな
って、暗くなって真っ暗になる空
間が、一瞬の間に見られるんです。
これを見ますと、こんなきれいな 
烽ﾌをオレは見てしまって、あとど
ういう人生を送るかなんて、ちょ
っと考えちゃいます。なぜオレは
こんなきれいなものを見られたの
か、ちゃんとものを考えながら生
きよというメッセージかもしれな
い。ねじくれたオヤジでもそのく
らい考えちゃうんですよ。

要するに、具体的なものに直面
したときに、フッとその中にとら
われてしまう。そういう時間を送
ったものとして、やっぱりそのプ
ロジェクトが終わった後ですね、
「私は会社の金で出張に行ってき
ました。後は、会社の階段を登る

だけです」という気持ちで生きて
いていいのかな？　という気持ち
になりました。

もちろんその前に、一応記者で
すから世の中の仕組みなんかをい
ろいろ考えたりします。1970 年
代の初めごろからの世の中の変
化。ローマクラブが発表した「成
長の限界」というレポート、もの
の消費による経済成長は、もう限
界がきている。

どういう形で私たちが、人によ
っては限界がありますけれども、
サステナブルな社会を作っていく
こと、こういう問題について考え
ながら暮らしてきた者としては、
一個人であって人生をどう生きて
いくかは、それなりに考えざるを
えない。

それで 53 歳のときに、百姓にな
ることを心に決めました。本当に
サステナブルな 驍轤ｵというの
は、1971 年のローマクラブのレ
ポートをまとめたマサチューセッ
ツ工科大学の先生なんかも、山の
中に入って静かに自給自足の生活
をしていくことを、事実上の結論
にしてるんですね。さらにどうい
うことかというと、大都市の中で
暮らすよりも、自分の身の丈にあ
った生活をしていくというのが、
先進国ではさらに望ましいという
ことなんですね。

私自身としては、農のある暮ら

しの中で、そのうち考えようと思
っておいといたことを、きちっと
死ぬまでに整理していきたいな
と。そのためには、まず食べない
といけない。食べると言っても、
この 1 反の田んぼから、素人の私
でも、6俵穫れるんですよ。しかも、
無農薬無化学肥料。6 俵穫れると
いうのは、6 人家族で米を腹一杯
食えるということです。

去年フクシマから出たあと、何
が一番困ったかと言いますと、農
作業ができないということ、ほと
んどヒステリーというか，気分と
しては筋肉のヒステリーですね。
野良に出て、風を感じて、土をお
こして、鋤をふるい、鍬をふるう。
日常生活にはない特殊な筋肉です
ね。身体全体を動かして大地に接
するという、そして足の裏で、平
でない部分と接しながら、この足
の裏から何かを感じていくとい
う、リズム感というか。これは、
農作業をやった多くの人たちがや
みつきになる原点だと思いますね。

要するに、お日様が出て、日が
沈む。春になると春の日差しが森
の方から押し寄せてきて、田植え
に忙しいうちに、森の緑が濃くな
ってしまう。カッコウの声が聞こ
える。藤の花が咲く。「夕焼け小焼
けの赤とんぼ」っていう歌も、若
い人たちを除いて一定年齢以上の
人たちは皆、それぞれイメージで
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私は、去年 3 月 11 日に原発難
民になる前は、17 年ほど福島県田
村郡滝根町という中山間地に住ん
で い ま し た。 そ こ は 原 発 か ら
32km なんですよ。30km 圏内だ
と、避難する時に 100 万円もらえ
るんですが、2km 差で勝手に自力
で避難するという状態でしたの
で、今年の春もきちっと固定資産
税の納税要請書が来て、払わない
でいたら督促状まで来ました。要
するに原状回復していないのに、
汚染されたところからも同じよう
に税金を取るというあつかましい
自治体があそこにあるということ
を、改めて感じました。

だから、京都市内でも若狭湾で
同じ問 閧ｪ起こったら、30km 圏
外の人は一銭の補償もないと今か
ら覚悟しておいてください。それ
から、原発再稼働に賛成した地元
福井の方々は捨てられるでしょ
う。双葉町の町長が、先日テレビ
に出ていましたけれども、「私達は
捨てられた。1 年以上経つけれど
も、今後の施策も示されていない」

そのへんのことは、みなさんしっ
かり噛みしめておかないと。

生活のために再稼働させたとい
う現実が、万が一の場合にはどう
いう形になって現れるのか、おそ
らく福井の再稼働を推進した方々
は、フクシマの現実から何も学ん
でいなかった。おそらく学ぶ気も
なかった。何 ｩに対する感受性を
失った判断でしかなかったんじゃ
ないかと思います。

私は今、京都に難民として逃げ
てきております。幸いにしてこち
らのほうで仕事がありましたの
で、余命をつなぐと言いますか、
命をつなぎましたが、私の滝根町
の仲間達は残っております。よそ
に行けないからです。避難所暮ら
しができないからです。放射線が
高いということは十分知っていま
す。3 月 13 〜 15 日に日本政府が
とった判断は、フクシマを捨てる
という判断だったんです。

SPEEDI の情報が、3 月 15 日に
アメリカに伝わっていたというこ
とは、新聞でも報道されています。
でも  のとき、放射線量がすごく高
いので家の中に閉じこもるように
という国の方針、現場の人間は誰
も信用しませんよ。

大変なことが起こっているとな
ると、川内村の人もガソリンある
だけかき集めてずっとこっちの方
へ逃げてくるわけですよ。私の知
る限り、おそらく 16 〜 17 日まで
の間に、福島県内の避難所がいっ
ぱいになっているんです。そのあ
とは、県外にこぼれでるほかない。
情勢が刻々と変わると同時に、普

通の人の間の情報の交換も刻々と
変わってくるんです。緊急事態の
ときに、役場の人なんて、ほとん
ど何にも知らないですね。だから
インターネットとか、 ｢ ろんな形で
の口づての情報の中で、みんな動
き始めるんです。もしそういう行
動をパニックと呼ぶなら、もうパ
ニックは起こっていした。もう県
外に向かって、みな動き出してた
んです。

そのときにアメリカは、スリー
マイル島 1979 年に起こった経験
から、あのような事故が起こった
ときには、フェースバーンという、
とりあえず 50 マイル以内の人は退
避させるというアメリカ政府の方
針があるようでありまして、それ
に従ってオバマ大統領は、日本の
フクシマにいるアメリカ人に対し
て退避するよう指示を出してます
ね。15 日の段階では、ドイツが東
京から避難するようにということ
で、大阪の大使館で大使館機能を
始める。私のフランス人の友達に
言わせると、在京のフランス人に
対してなるべく日本を離れたほう
がいいと指示がでていた、と。本
人は移動しませんでしたけどね。

つまり、日本政府がこうやって
も、外国政府が自国民保護の立場
でどういう行動をとっているかと
いうことくらいは、ある程度の人
間の間でインターネットなどを通
じて判断が広がっていくんです。
これは、周りの人達にことばで伝
えられる。「やばいぞ」「政府とい
うのは信用できないぞ」と。

でもあの段階から、「彼らは正確
な情報を伝えない」というのは、
十分承知していたので、俺たちは

■■■■■■■■■■■■
—市民研総会　秋山豊寛さん特別講演会記録—

2012 年 6 月 24 日（土）
まとめ：和泉賀津子
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福島原発の崩壊と周辺の人々を
苦難の日々に追い込んだのは地震
と大津波だったのだろうか。地震
も津波も関係がないとは言えない
が、原発そのものが人間も含む生
物社会とはまったく相容れない存
在であることを多くの人々が長年
にわたり指摘し、説明し、闘って
きた。知らないとは言えないまで
議論が続けられてきたにもかかわ
らず、多くの権力者とそれに群が
る者たちが強引に進めてきた原発
政策が破綻し、多くの人々と地域
を取り返しのつかない状況に追い
やってしまった。

水俣病をはじめとして、我が国
では「公害」と呼ばれる悲惨な
環境問題をつくってしまった。そ
の犠牲から多くのことを学び、次
の時代への教訓としてきたはずで
あったが、残念ながら、その教訓
は生かされず、原発 54 基を建設
し、チェルノブイリの惨禍が我が
国でも起こるのではと思ってき
た。多くの公害事件でも、福島原
発のように、人々から家屋敷・田
畑山林・墓までも奪い取った事件
はない。まさに究極の公害の発生
である。そしてその惨禍は予想さ
れたことであった。

予想された事故を発生させた以
上は関係者の責任が問われるの
は当たり前のことである。民法上
の責任もあれば刑法上の責任もあ
る。であるにもかかわらず、事故
発生後１年半が経過しても、誰一
人として刑事責任が問われていな
い。法治国家とはまったく言えな
い状況が続いている。

これに対して、福島の被災者達
が福島原発告訴団を結成し、2012
年 6 月 12 日に 1,324 名で告訴状
を提出された。

告訴の内容は大雑把に言えば次

のようになる。これだけの被害
を何十万、何百万もの人々に与え
た責任を負うべき人間・被告訴人
は大きく３つのグループに分かれ
る。第１番目のグループは国であ
り、経済産業省原子力安全保安院
（3 名）、原子力安全委員会（7 名）、
原子力委員会（1 名）、文部科学省（4
名）関係者で、世にデタラメと呼
ばれ ｽ斑目が含まれる。ついで第 2
グループは放射線専門医（3 名）
で、デタラメ医者の山下俊一らで
ある。第 3 グループは東京電力取
締役ら役員（15 名）である。

そして、彼らを訴える法は、刑
法第 211 条第 1 項前段業務上過失
致死傷罪、　人の健康に係る公害犯
罪の処罰に関する法律「公害罪」
及び、「激発物破裂罪」が挙げられ
ている。

当初は福島県民だけで始まった
この告訴運動は、被告訴人らの不
法な行為によって損害を被ったの
は福島県民だけではなく、全国民
的であるとの認識から、8 月半ば
に全国に告訴団結成が呼びかけら
れた。全国に 10 支部を置くこと
となり、関西 2 府４県を取りまと
める関西支部を京都の市民団体で

引き受けてほしいとの要望に応え
て、反原発めだかの学校と市民環
境研究所が母体となって関西支部
を立ち上げたのは９月に入ってか
らである。

わずか 2 ヵ月の間の活動期間で
あったが 1,800 名が参加され、全
国では 13,262 名となった。原発
と原発事故に対する心底からの怒
りの現れである。告訴・告発とい
うのは特別の行為ではなく、法治
国家の市民としてのきわめて当た
り前の行為である。人権を踏みに
じり、法を犯した者の存在を告げ
ることであり、人権を守る社会へ
の一歩であると思う。

　2013 年 11 月 15 日に福島地
方検察庁に第 2 次告訴した。すで
に検察は関係者からの事情聴取を
開始しているというが、起訴に持
込むのかどうかは怪しい。告訴か
ら起訴へと進むには、大衆的な注
目と要請運動が必須である。告訴
後の動きを福島原発告訴団のホー
ムページで追跡していただき、現
在進めている「厳正な捜査と起訴
を求める署名」にお力添えをお願
いする。
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きるんです。こういうのって、国
民共通の文化って、こういうとこ
ろと結びついてるって、私は思う
んですよね。別にその童謡がすば
らしいとかくだらないとか封建的
だとか、そういうことではなくて、
ボクらが共通にシェアできる何ら
かの感性、感情、そういう光景が、
農の世界から生まれてきたわけで
す。日本の文化というのは、身近
な農家が作ったさまざまな風景を
もとにした感性によって作られて
いるのが、日本の文化伝統じゃな
いかと。

で、夜中に、ヤバいぞって連絡
があって、翌日は気持ちのいい日
だったんですよ、地震の翌日とし
てはね、ちょっと肌寒い気温 10 度
くらい。そろそろコブシの花のつ
ぼみが膨らみ始めてね。ユキヤナ
ギももうすぐだなという感じにな
って、福寿草が黄色い花を咲かし
てたりして、水仙も目を出して。
本当に普通の，春が一歩一歩近づ
いてきて、一気にまた花が咲くこ
ろだな、そんな感じでね。桜の枝
なんかもね、つぼみを持った木の
芽が膨らんでいる感じ。春の兆し、
そんな時期でしたよ。ラジオが空
中からセシウム……びっくりしま
した。そのときに、もう逃げない
といけない気がしたんですね。

1984 年にスリーマイル島を取
材しまして、その影響の範囲が、
政府の発表とはかけ離れた形で影
響を及ぼすということを聞いてき
ました。そのあとチェルノブイリ
５周年の集会に行きまして、基礎
学力としては持っていましたん
で、セシウムが出てきて、炉心に
異変が起こってないなんてバカな
ことはありえない。これは地震で
やられた以外は考えられない、こ
のまま進行していけば危機迫ると
思いまして、軽トラに身の回りの
ものを積み込みまして、どこへい
こうかと、方々へ電話をかけまく
ったんですけど、郡山へとりあえ

ず逃げようと。地図を広げても、
日本全国どこも原発ばかりで、ど
こへ逃げても安心できるところは
実はほとんどないんですね。

私の仲間の多くは、今フクシマ
に残っています。避難所暮らしを
した人もいますが、「あんな所で死
ぬのはイヤだ。知らない連中に囲
まれて、肩身の狭い思いをしなが
ら暮らして、 ｽの望みもないままに
生きていくのはイヤだ」と。あそ
こが放射線で相当危険なのは知っ
ている。知ってるんですよ。東京
の評論家よりもはるかに危険性を
知ってますよ。子どもたち孫たち
には、しばらく帰ってくんな、墓
はオレたちが守る、そういう感じ
で 別 れ て る ん で す よ。 危 険 は
100％承知なんです。百も承知だ
けど、村に戻ろうとその気持ちを
考えると、本当に何て言っていい
か分かんない気持ちなんですよ。

つまり、先祖が暮らして、自分
が生まれ育ち、そして自分達の子
孫に伝えていくべき土地につい
て、危険であっても、オレたちは
残る。だけど、そこが故郷と思う
人たちが何十年も経った後に、戻
ってこれる場所を確保しておこ
う。放棄しちゃったら、どんな場
所にされるか分かんない。原発の
廃棄物の集積場にされる可能性だ
ってある。フクシマ全体がそうい
う気持ちですよ。

もの凄い量の放射性物質のゴミ
がいっぱいあるんですよ。中間貯
蔵施設なんて訳の分かんないこと
言ってるけれども、中間であるは
ずはないと、みんな感じているん
ですよ。少しでも隙をみせたら、
そこに集められちゃうな、特に川
内村は、何度も産廃の処理場の候
補になってるんです。そういうと
ころで、自分達が踏みとどまらな
ければ、永 v にお上にいいように
されちゃうぞという予感があるん
ですね。

原子力ムラは、IAEA という世界

を核で支配しようとする大国たち
の談合組織とすごく結びついてい
る。国際放射線防護委員会にした
って、放射線から人々を防護する
委員会ではなくて、どこまで放射
線を人に浴びさせてもすぐにはバ
レないかということに知恵をしぼ
る団体でしかない。そういう科学、
あるいは知見と称する現状の中
で、私たちが「脱原発」と言った
とき、自分が吐いた言葉の重さに
たじろぐはずです。どんなものを
相手にしているのか。私たちはど
んな連中を相手にして、いつ終わ
るとも限らない闘いを始めたの
か。夜中に考えたら、ほとんど
100 年戦争だなと。

どこから切り崩せばいいかも分
かんない。ましてや政治家たち、
全員とは言いませんけれども、多
くの民主党の政治家たちは、電力
労連の支援を受けなければ当選で
きない。こんなことを考えていっ
たら、私たちは政治にどういうこ
とを期待できるのか、もちろん期
待はしなきゃいけないんです。さ
らには反原発の運動と言っても、
時々デモをやって、オレたちの正
義感を表明したということですむ
んだろうか。その先はどうなった
のか、そういうときに迷惑施設と
言われる原発や軍事基地、その構
造を考えたときに、私たちは今、
オキナワの闘いを学ぶべきときじ
ゃないか。彼らの蓄積と、地域ご
との根強い連帯、そして私たちが
何をめざしているか、その気持ち
の正義、そうしたことを私たちは
オキナワの反基地闘争の中で、い
ろんな事例が示されているじゃな
いか。私たちはきれいごとではす
まない闘いに足を踏み出してい
る。相当ヤバいことを始めている。
自分の良心をとりあえず満足させ
るためにやっているだけというの
は、すぐにバレてしまいます。そ
のへんのところが、これから一番
困難なことなんじゃないかなと思
ってしまう。京都に来て感じてい
るわけです。

4 5

■■■■■■■■■■
石田紀郎

■■■■■■

■■■■■■
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　最近、再生可能エネルギーの一
つとして、小水力発電を進める動き
が広まりつつある。しかし、近畿圏
は全国の中でも一番立ち後れており、
その推進のために私たちは昨年 9 月、
関西広域小水力利用協議会（http://
kansai-water.net）を結成した。こ
こで、小水力発電の利点と意義、障
壁について説明しておきたい。

　小水力発電という語は、日本で
は 1000kW 以下の規模の発電を指
すことが多い。しかし、私たちの小
水力利用は、水のエネルギーを小規
模に取り出すことで、生態系を破壊
し集落を沈めるダムを造ることなく、
また A 市民の手でできる規模の意味
で使っている。この主力は発電だが、
かつて農山村にたくさんあった水車
なども含めて多様な装置で再生可能
エネルギーの水力を使おうというこ
とである。注意しなければならない
のは、やりようによっては小水力利
用でも環境破壊になることだ。事業
化の前にケースごとに環境負荷を吟
味して対処しなければならないのは
同じである。

雨天や夜には働かない太陽光発電
と違って、小水力発電は 1 日中動く
から稼働率が６〜７倍になる。最近
は、太陽光パネルが 1kW 当たり 50
万円ぐらいなので、小水力は 300 万
円かかってもよいことになるし、実
際、すべて企業にまかせるとこれく
らいの値段になる。これでも昨年 7
月に発効した再生可能エネルギーの
固 定 価 格 買 取 制 度（FIT） で は、
200kW までの発電力の場合 1kWh

当たり 34 円で売電できるので、10
年動けば原価償却できる。しかし、
小水力の魅力は手作りでもできるこ
とである。水との関係でどこでもで
きるわけではないが、自分たちでや
れば一般家庭 1 軒分の電力分をまか
なえる 1kW の発電は、50 〜 60 万
円ぐらいで作ることができる。

　しかし、電力会社の電線との連
携も含めてシステム化され、屋根で
手軽にできる太陽 ｭ電にくらべ、
小水力発電は水利権にかんする許認
可手続きの複雑さ・困難さという大
きなデメリットがある。これについ
ては簡素化の方向で政府内の調整が
進んでいるし、とくに農業用水を使
う場合は届け出でよい方向に動いて

いるが、それでも役所仕事に慣れて
いないと申請は大変である。関西小
水協はこういうことにかんする情報
も含めて小水力発電の普及に貢献し
ていきたい。　

エネルギーを自分たちで作る意義
　小水力・太陽光・バイオマスを

利用してエネルギーを市民が作り出
すことは、原発や火力発電所をなく
すことだけが目的ではなく、国家や
大企業に支配されているエネルギー
を自分たちの手に取り戻し自分たち
で責任を持つこと、つまり、民主化
にある。そのことは大量生産・大量
消費・大量廃棄の産業社会を持続可
能な社会に変えるカギと私は考えて
いる。（黒田末寿）

市民研の仲間たち［関西広域小水力利用推進協議会］ ⑮

小水力利用を推進しよう
関西広域小水力利用推進協議会
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放射能測定器を設置
土壌分析を開始しました

石田紀郎

当事務所の隅っこにある旧風呂場
（現在は物置）を改造して放射能測定
器（NaI シンチレーション・カウン
ター）を設置しました。と言っても、
こんな高価な機器を購入する財力は
当方にはありませんから、当然のこ
とですが無料貸与です。何百万円も
する器械を設置し、ガラクタ置き場
の旧風呂場は放射能汚染と闘う被災
地や放射能ガレキ焼却場周辺の人々
を支援する最前線へと変身しました。

　
　東北はもとより各地の人々は、

自分が生活している環境がフクシマ
原発でどのように汚染されたかを知
りたいと思っています。また、放射
能に汚染さ 黷ｽ震災ガレキの広域処
理を引き受けた自治体住民は、ガレ
キ焼却でどのように地域汚染が進む
のかを案じています。このような問
題を共に考え、解決していくために
は汚染を正確に把握する必要があり
ます。京都市や他都市での東北ガレ
キ処分計画持ち上がった際、処分以
前の処分場周辺の環境状況を把握で
きる基礎的なデータがまったくない
ことから、バックグランド値の調査
を開始しました。また、福井の原発
による環境汚染調査、福島原発によ
る汚染地区の被害者の生活環境調査
を目標に当機器を活用します。対象
とする環境試料には制約を設けませ
んが、主に y 壌を対象とします。

精度と信頼度の高い測定を実施す
るために、放射能測定チームを編成
し、活動内容を相談しながら、この
半年間で多くの依頼試料の分析を進
めてきました。機器の維持管理と測
定担当、解析担当、プログラムの改
良や機器の修繕担当、分析資材担当

などに分かれ、事務所に常駐する者
もいれば、週１日は来所するものな
ど、チームワークよろしく作業をこ
なしています。測定に必要な経費（設
置時経費およびランニングコスト）
はカンパによって賄い、事務所の経
常会計に負担にならないようにしま
す。そのために測定依頼者 ﾉはカン
パを要請することにしました。今後
の測定室の活動状況や依頼状況を勘
案して料金を決定する予定ですが、
暫定的に１試料 1000 円のカンパを
お願いします。

関西地方の土壌中にどれほどの放
射能が含まれているかを調査した例
も少なく、フクシマの影響があるの
かないのかも分かりませんでした。
そこで、東北のガレキの焼却処理を
引き受けた市町村について、焼却場
を中心として、煤塵が及ぶと想定さ
れる地域の土壌調査を実施しました。
放射能量は kg 当たりで表現されま
すが、生活環境の汚染を考えると平
米当たりでの表現が必要です。そこ
で、土壌試料の採取器具と方法を統
一して土壌採取を依頼者にお願いし
ています。

また、各地に誕生した放射能市民
測定機関との交流を計り、同一試料
のクロスチェックを実施し、相互に
分析精度の向上に努め、市民が放射
能と立ち向かうための素材づくりを
共同作業で進めています。

また、今まではほとんど知られて
いなかった琵琶湖の湖心部 ( 水深 90
ｍ ) の底質中の放射能汚染度測定を
琵琶湖調査団と実施し、6 〜 20 ベ
クレル /kg 程度であること、その堆
積層との関係から、大気圏核実験と
チェルノブイリ原発事故の影響を明
らかにしました。

ハードとソフト両面での測定環境
が整いましたので、今年度から東北
地方の土壌汚染調査を開始します。
どの地方で、どのような角度からア
プローチするかは、他団体とも協議
しながら進めますので、一緒に活動
してくれるメンバーを募集していま
す。放射能測定も環境調査の経験の
ない人でも大歓迎です。脱原発を実
現するために、放射能汚染を明らか
にする活動にお力添えをお願いしま
す。

設置の目的

測定室活用の原則

現在までの成果
今後の方針

小水力という
再生可能エネルギー

小水力発電の
メリットとデメリット


