東日本大震災と福島原発事故
被災者連絡会と自主避難の会
３・１１から一春秋目の発言

3月11日、東日本大震災追悼と回復と安全祈願
2時半より本堂

追悼とは痛みを共有することであり、そこから真の回復と安
全が復興します。そして現在起こっている被曝の真の回避、
格差社会での生活再建、そして痛みの共有を通しての心の交
流と心の格差を乗り越えた和解ができることを祈ります。

三月十 一日を迎 え石手 寺で はこ の一 年間 交流 会で

つらく困難にあるということを知ることによって始まります。

出会っ た人々に ︑この 日を 迎え るに あた って の文

本日の追悼は、亡くなられた方、また津波と放射能によって

集を作 り︑また 当日式 の言 葉と して 各方 面の 当事

始まります」と。

者の方 に式辞を お願い し次 の言 葉を いた だき まし

ていただくことが何よりです。そこから一緒にできることが

た︒本 堂で追悼 と回復 祈願 ︑今 も心 配が 残る 汚染

「私達の痛みを一緒に考えてください。いっしょに寄り添っ

区域の 真の安全 祈願を 被災 者の 方々 とお 祈り した

南三陸の方とお話ししました。

後︑﹁ みないっ しょ３ ・１ １︑ カク サ︵ 心の 痛み

住職より一言

と仕事 を得ての 新規復 興︶ ヒバ クの ない 世を ︵つ

境内にて３、１１の灯火

くろう︶﹂の灯文字の前で言葉をいただきました︒

定時
黙祷、亡くなられた方の追悼
黙然、現在の困難を一人一人に対して共感
読経
後、三重塔前
豊山太鼓
挨拶
津波被災者の言葉
原発に被災者の言葉
自主避難の会の言葉
打てば響く会水軍太鼓
種智院にて交流会

○津波被災者を代表して
私達は宮城県気仙 沼市から 避難して おります ︒垣下と 申します ︒本
日は別の会場で行わ れている 慰霊祭に 参加する ため︑手 紙を送ら せて
いただきました︒
一年前︑大きな地 震と津波 で沢山の 人と故郷 を失いま した︒今 でも
時間が止まったまま ですが︑ あの日に 生まれた 赤ちゃん が歩いて いる
映像を見るともうこ んなに時 間が経っ ているの かと浦島 太郎の気 持ち
が分かるような気がします︒
愛媛県に来て一か らの生活 でこの一 年とにか くがむし ゃらに﹁ 生き
る﹂ことだけを考え て過ごし てきまし た︒だん な生活を してきた のか
振り返っても覚えていません︒
この先のことも見 えていな い状態で とにかく 一日をど う消化す るか
を考えながらの日々です︒
被災地は一年にも なるのに 未だにガ レキガ残 り被災者 の心もボ ロボ
ロのまま今日という 日を迎え ています ︒どうか 一年前の この日︑ テレ
ビの前に座り恐怖の 映像を見 ながら流 した涙を これから もずっと 絶対
に忘れないで欲しいと願います︒

垣下家一同

そしてこの震災を 教訓に家 庭内︑地 域での防 災意識が 高まり南 海地
震にそなえていただきたいと思います︒

○被災者また強制避難区域代表して
笑顔あふれる明日を︵大人の責任︶

多くの避難者もまた同じです︒

お とと い︑ 福島の 親 しい 知 人か ら 手
紙が 届き まし た︒そ の 中に こ う書 い て
あり まし た︒ ﹁みな さ ん元 気 です か ︒
私は 元気 です ︒だけ ど 心の な かは い つ
も雨 が降 って います ﹂ ︒と い うも の で
す︒ ２０ １１ 年３月 １ １日 の あの 日 か
ら心 が晴 れる ことが な かっ た ので す ︒
私たちが失ったものは何でしょうか︒
共に今を生きてきた 多くの人 を亡くし ました︒ 祖先た ちが命を つな
いできた地を追われ︑その地で生きるはずだった今の時を失いました︒
失われたものは数多く ︑大きい ものでし た︒そし て私た ちの人生 は︑
自分の意思とは無関係に大きく変えられてしまいました︒
私たちが得たものはあったでしょうか︒
﹃命﹄の尊さを考えさ せられま した︒今 まで意識 するこ とのなか った
﹃絆﹄というものを強 く感じま した︒人 々の温か さ︑出 会いのす ばら
しさを知りました︒し かし︑そ のすべて は︑失っ てはじ めて気付 かさ
れたものである︒そう思うと︑くやしく感じるものでもあります︒
２０１１年３月１１ 日の地震 ︑そして 津波は多 くの尊 い命を奪 いま
した︒３月１０日現在 ︑死者１ ５８５４ 人︑行方 不明者 ３１５５ 人︒
亡くなった方々の無念 の想い︑ 残された 人々の悔 しさ・ 悲しみ・ 苦し
みは︑今なお被災地に渦巻いています︒
そして３月１２日︑東京電力福島第一原子力発電所の爆発事故によっ
て︑私たち多くの福島 県民は︑ ﹃生きる 場﹄から 切り離 されまし た︒
震災から一年が経ちま したが︑ 多くの人 々は︑未 だに﹃ 生きる場 ﹄を
求めさまよい続けています︒
今回︑この場に来る ことので きなかっ た原発事 故によ って避難 を余
儀なくされたある強制避難者の訴えです︒
今まで普通の生活を 営む人々 は︑放射 能の知識 どころ か考えた こと
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もないというのが殆どであったと思います︒
事故後は膨大な情 報が溢れ ︑歴代の 政治家︑ 官僚︑原 子力村の 科学

私も同じく︑しかし 同じ過ち は二度と 繰り返さ ないよ うに︑﹁ これ
からの未来を生きる子 供たちに 何を残し てやれる のだろ う﹂と考 え続

うに電力業界の権益 構造に組 み込まれ て来た事 を知らさ れました ︒東

未来を生きる子供たち に残して やれるも の︑子供 たちの ために守 らな

そして叶うならば被 災者では ないすべ ての人た ちにも ︑これか らの

けながら生きていこうと思います︒

電の経営陣の無責任 さにはあ きれるば かり︑﹁ 値上げは 権利・・ ﹂に

くてはならないものは 何である べきかと いう事を 考えて 欲しいと 思い

者︑経済界︑地方自 治体に至 るまで︑ 原子力と 言う蜜に 集まる蜂 のよ

は︑かぎりない怒り が湧き上 がってき ますし︑ このまま 誰一人そ の責

私たちそれぞれの決 断が尊重 され︑明 るい未来 を描け る日が早 期に

ます︒

そして電力会社︑ 経済界を スポンサ ーとして きたメデ ィアが原 発問

訪れる事を︑そして︑ 子供たち の笑顔あ ふれる明 日がつ くられて いく

任を取ることなく推移する事にも納得できません︒
題をタブー視して︑ しっかり とした報 道をして 来なかっ た事にも 大き

渡部寛志

事を願います︒

いる親の姿や気持を︒

に退避する人に分かれ た時︑じ っと家の 中で窓も あけず 子供を抱 えて

二度の爆発で同じ市 に住みな がら︑何 ㎞かの違 いで逃 げる人と 屋内

考えてみてください︒

た︒

その直ちにを耳にす る度に我 が子の将 来が重な り︑寒 気を覚え まし

﹁直ちに影響はありません﹂︒

原発事故が発生して政府が言い続けた言葉︑

うにまでなった一年でした︒

おかげさまで古里を 恋しく思 いながら も︑この 地に愛 着が持て るよ

謝申し上げます︒

まされ︑助けて頂きま した︒こ の場をお 借りいた しまし て︑心よ り感

私達はは自主避難者 としてこ こ愛媛で ︑数多く の人に 支えられ ︑励

○自主避難されている方を代表して

東日本大震災愛媛県内被災者連絡会代表

な責任があり︑今後の報道には猛反省をして頂きたいと思います︒
でも︑でも︑恨み だけでは 何も解決 しない！ いつまで も被害者 とし
て悲しんでばかりで は︑誰も 幸せにな れない！ 一日でも 早く一人 でも
多くの人が前を向いて歩き出せる事が一番大切だと思うのです︒
私は福島県大熊町 の︑福島 第一原発 から約５ ｋｍの場 所に住ん でい
ました︒
今 は 愛 媛 県 に 避 難 し て し て い ま す が ︑ い つ も 心 は 福 島 を 向 い て い ま す︒
﹁どうしたらこの大 事故から 立ち上が れるのか ﹂﹁どう すれば大 切な
友人や子供たちが幸せになるのか﹂そればっかり考えています︒
今もそこに生活し 続ける人 たちと︑ ふるさと を追われ た人達の 無念
をなぐさめ︑誇りを 取り戻す 道︒その ためには ︑みんな で新しい ふる
さとをつくりましょう！
私達被災者・避難 者は逃れ ることの できない 大きな責 任を感じ てい
ます︒そしてこれからをどう生きるかを必死に考えています︒
そもそもヒトの歴 史は﹁誤 り﹂と﹁ 後悔﹂の 繰り返し かもしれ ませ
ん︒けれどもきっと ︑私たち の父︑母 は︑じい ちゃんば あちゃん は︑
そして祖先たちは︑ これから を想い︑ その時々 を必死に 生きて来 たは
ずです︒
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また、公営住宅などの無償貸与の期間延長を要求する。

石手寺にて、約30人。
＜9/11＞震災6ヶ月法要。石手寺にて約30人。

＜9/21＞愛媛県へ「民間賃貸住宅の借り上げ無償提供制度の導入▽被災者同士の相互

市町村自治体による援助格差の是正と最低生活の保障となるべき支援の要求。

＜11/19＞賠償問題（弁護士）と放射線被曝（医師）の学習会。石手寺にて約30人。
⑤賠償の請求

＜12/4＞語り合う集い。愛媛県及び福島県への要望書のとりまとめ。
石手寺にて約25人。

保育園の確保。（格差社会、非正規社員化、失業社会の是正）。

（以上は東日本震災被災者連絡会、自主避難の会、打てば響く会、石手寺の共同の活動です）

一カ月経っても二カ月 経っても︑公表されている放射線量と︑自分で実際に 計っ

＜8/27＞語り合う集いと弁護士相談会。愛媛県への要望のとりまとめ。

た値が２倍近く違う時の驚きを︒

をしていただけるようにお願いしたい。

県内の食べ物が次々に出荷停止になる中︑すでにその前から食べ続けていて︑子

避難に正当性がある以上住居保障は最優先である。県に愛媛県内でも他県のように民間賃貸住宅の借り上げ支援

＜6/18＞百か日法要と弁護士相談会。石手寺にて、約40人。
＜7/23＞交流会。石手寺にて、約30人。

供に与えてしまった無念を︒

②住居確保

つい先日︑メルトダウンが早い段階で予想されていた事を報道で知りました︒

＜5/21＞交流会。石手寺にて、約30人。

でももう︑いかりでこぶしを挙げる気力さえない私達です︒

定とその開示の要求をする。

自主避難という立場は︑同じ被災した仲間を捨ててきた罪悪感が常についてきま

・愛媛県、福島県への要望活動

す︒

また、民間人を加えた作業チームによる放射能測定とその情報開示を要求する。また、徹底した除染と放射能測

強制的に避難させられた人の境遇に触れる度︑自分の悩みがちっぽけで後ろめた
くなります︒
自分がわがままをしているだけのように感じます︒
そんな時︑マスクもせず外で遊んでいる子供を見て︑なぐさめられます︒
玄関で服やくつをはたいて入らずに︑
﹁ただいま！﹂
と︑決起にかけ込んでくる子供達に救われます︒
せめて現場が落ち着く まで︑汚染された土地でも生活していこうと決心がで きる
まで︑自主的に避難できる権利を与えて下さい︒
この権利が早い段階か ら認められていたなら︑どんなに違った気持で︑この 一年
目を迎えられたでしょう︒
今︑福島県だけでなく ︑東日本全体に汚染された土地があり︑汚染された海 があ
ります︒
有名な﹁くもの糸﹂を 引用させていただくなら︑子供を抱えて︑年寄りを抱 えて
逃げようとする人達に︑どうぞ希望の糸を垂らしてください︒
それをつかむのも︑つかまないのも個人の意思に委ねてください︒

＜12/18＞交流会。ふたみ潮風ふれあいの館にて、約15人。
広範囲にホットスポットが出ている。避難せざるを得ないことは明白で当然、物的精神的賠償がなされるべきで

これこそが人間らしく生きる権利だと考えるからです︒

＜10/15＞交流会。石手寺にて約30人。
＜11/13＞自主避難の会、交流と語り合う集い。奥道後ホテル及び石手寺にて約40人。

東電、国が安全だと言うので避難が遅れ被爆したことに対しての謝罪と賠償。

この一年︑歯を食いし ばって生きてきました︒そして︑たくさんの愛媛県民 が助

④支援の公平平等化

専門機関、被爆者を含んだ構成員による適格な測定、測定頻度、測定結果の分析、その開示を要求する。

けてくれました︒私達はその事も決して忘れません︒

交流の支援▽生活家電の支援」を要望。愛媛県庁にて、参加者3人。
健康調査など健康状態の安全確保の施策要求。

ありがとうございました︒

３０キロなどのライ ンや自治 体の境界 線で放射 線が消滅 したり不 安が
軽減されたりするわ けではな く︑避難 する人が いるのは 当然だろ う︒
な の に 自 主 避 難 者 は ︑ 避 難 の 必 要 性 を 政 府 が 明 確 に 認 め て い な い た め︑
﹁逃げなくてもいい のに逃げ た﹂と︑ 周囲の理 解からも 補償から も取
り残されている︒
昨年１１月に石手 寺であっ た交流会 の場で結 成された ﹁自主避 難の
会﹂は︑避難を正当 と認め︑ 移転費用 などの支 援を受け られる﹁ 避難
権利区域﹂を︑広く 設定する よう求め ている︒ 国が﹁避 難は妥当 ﹂と
はっきりと認めるこ とで︑精 神的にも 経済的に も救われ るという 主張

今後」について要望。福島県庁にて、参加者6人。
＜2/11＞交流会。賠償問題（弁護士）と医療生協の学習相談会。石手寺にて、約50人。
⑥仕事と生活の保障

だ︒同会副代表で小 ６の長男 と松山市 へ避難し ている二 葉美智子 さん

・避難者どうしの親睦を深めるための交流会
・弁護士、医師による学習・相談会

③内部被爆の測定。健康確保

＜12/23＞福島県へ「自主避難者への支援▽避難地での生活支援の共通化▽避難区域の
ある。

︵５５︶は﹁私たち は過敏と 思われ︑ 避難が正 しいのか 迷いもあ る︒

難を可能とするための施策である経済的支援や賠償をした。同等あるいはそれ以上の避難支持を徹底してほしい。
チェルノブイリ事故では年間１㎜シーベルト以上の地域を避難権利区域として、避難の必要性の認定と、その避

これまでの活動

①放射能被爆による避難権利区域の指定要求
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低い線量でも避難す る権利を 明確に示 し︑正当 性を認め てほしい ﹂と
訴えている︒
福島県の推計では ︑同県か らの自主 避難者だ けで５万 人以上い る︒
これらの人たちを︑ ﹁自主的 ﹂という 状態に留 め置いて いていい のだ
ろうか︒
◇避難権利区域
８６年のチェルノ ブイリ原 発事故後 ︑旧ソ連 の各国が ︑強制避 難対
象の﹁ 移住の義 務ゾー ン﹂の他 に︑年間 １ミリシ ーベルト を超 える
被ばく の恐れが ある区 域を﹁移 住の権利 ゾーン﹂ として指 定︒ 公的
補償や 移転先提 供の対 象となっ た︒日本 でも避難 希望者に 政府 が移
転費用 などを支 援する ﹁特定避 難勧奨地 点﹂があ るが︑対 象は 年間
２０ミリシーベルトの﹁ホットスポット﹂のみ︒

自主避難の会で以下の要望をお願い致します
平成23年12月4日

お︑松山に戻るしかなかった︒
北 茨 城 で は ︑ 学 校 給 食 に 地 元 食 材 が 使 わ れ ︑ 公 園 で 子 供 た ち が 遊 ぶ︒
放射能を恐れて避難 する人は 少数派で ︑幼稚園 からは﹁ なぜ戻っ て来
ないの﹂と問い詰められた︒

﹃孫をおいて行けない ﹄などと 言って福 島にとど まって いる︒不 義理
をして申し訳ない﹂との思いは消えない︒
福島県いわき市で暮 らしてい た会川奈 緒子さん ︵３６ ︶は︑小 ４と
幼稚園児の娘２人と︑ 愛媛県松 前町に避 難した︒ ﹁女の 子なので 影響

震災前は︑大手自動 車工場で パート勤 務し︑収 入も安 定してい た︒

が心配﹂と言う︒
逆に﹁子供に寂しい 思いをさ せている のはお前 だ﹂と責 められ︑ 絆も
しかし︑愛媛で何とか 見つけた 働き口は １年契約 の派遣 で収入は 以前

夫 と も 意 見 が 食 い 違 う ︒ 何 回 言 っ て も ︑ 夫 は ﹁ 大 丈 夫 ﹂ と 繰 り 返 す︒
きしむ︒子供を思う 心に変わ りはない のに︑安 全と危険 のはざま で︑

■﹁安全﹂の線引き

﹁母子手当をもらってやっとこさ﹂とこぼす︒

昨年２月に離婚した元夫は︑津波で亡くなった︒負担の重さに︑

ため︑家賃５万８０００円も全額工面する必要がある︒

には︑他県の多くが導 入してい る民間賃 貸住宅の 借り上 げ制度も ない

越し費用約４０万円や 借りたア パートの 保証金な ども自 前だ︒愛 媛県

より少ない︒自主避難 のため東 京電力の 仮払いは 受けて おらず︑ 引っ
おかし い

夫婦は揺さぶられている︒
鳥居塚さんは言う ︒﹁地元 に残った 人が普通 で︑私は
んです﹂
■経済的負担も重荷
﹁姉妹︑親戚︑知 人︒全て 捨てて自 分だけ逃 げてきた ﹂︒昨年 １１
月︑松山市の石手寺 に愛媛県 内の自主 避難者が 集まった 交流会で ︑女
性︵６２︶が訴えた ︒３月︑ 一人で暮 らしてい た福島市 から一人 息子
補償問題は︑政府指 示を受け た避難者 でさえ遅 れが指 摘されて いる

資格があるのか﹂と 遠慮があ った︒自 主避難者 だけが集 まると聞 いて

これまでの交流会 は避難指 示区域の 人たちが 中心で︑ ﹁自分に 参加

ているので︑将来に向 けての貯 金に回し たい﹂︒ そう期 待した会 川さ

円など自主避難者らへ の補償指 針を示し た︒﹁今 は最低 限の生活 をし

文部科学省の原子力損 害賠償紛 争審査会 は︑よう やく子 供１人４ ０万

が住む松山市へ移ってきていた︒

初めて参加した︒﹁ 知らない 所に来て 話し相手 も少なく ︑うつに なり

んだが︑その後︑東電 の補償指 針策定な ど動きは 遅く︑ 賠償はま だ始

が︑自主避難はさらに遅い︒原発事故から約９カ月たった昨年１２月︑

かかっていた︒皆さんと話せて良かった﹂と打ち明けた︒

警戒区域内とは汚染 の度合い が違うと はいえ︑ 誰も避 難したく てし

まっていない︒
はない︒心配してい る俺の気 持ちも考 えてみろ ﹂︒息子 に半ば怒 鳴ら

ているわけではない︒ 低線量の 放射線の 被害が明 確でな いうえ︑ 半径

﹁︵放射能被害は ︶お母さ んが考え ているよ うな︵小 さな︶も ので
れて避難し︑残りの人生は愛媛で過ごすと決めているが︑﹁友人も

話に制 限を感じ るし︑実 際に取材 を受けて 嫌な思い をされた 方も い
自主避難者は報道信 用してい ないから ︑この愛 媛県に いるので あっ

ます︒

二〇一二年三月十一日に向けて皆さんに書いていただいた結果です︒
①この一年間を振り返って思うこと

て︑報道されているように安全ならば自主避難していません︒

たので 最初はと ても不安 でした︒ 町で話し かけてく れる方が 多く ︑

いただ き︑とて も感謝し ておりま す︒私達 は︑知り 合いが居 なか っ

⑦愛媛のみなさんへ︒ この一年 は沢山の 愛媛の方 々に支 援︑応援 して

ます︒

供養と︑自分や家族 が助かり ︑生きて いること に感謝 したいと 思い

⑥沢山の方が︑津波や地震で亡くなりました︒

②現在巧くいっていること︑困難なこと
③国や東電や人々に訴えたいこと︒前回と重複して結構です︒
④国や東電や人々に訴えたいことで︑具体的に訴訟や調停など取りかかっ
たことやこれからしようと思うこと
日にやりたいこと︑やるべきこと

⑤会あるいはボランティアにやってほしいこと
⑥ 月

福島か ら来たと いう話に なると﹁ 大変だっ たねーず っと愛媛 にお っ
たらえ え﹂と言 って下さ います︒ 温かい方 が多く励 みになり ます ︒
と助け てくれる 友達も出 来ました ︒地元︵ 福島︶の 友達とは 避難 し

今では お友達も できて子 供達も楽 しく生活 していま す︒なん かあ る
●

てる事 で本音で 話せなく なってい ます︒こ れからも 愛媛県で 生活 し
ていきますのでよろしくお願いします︒
一日も早く原発が収まってくれることを願っています︒
●

東電へ︒

拡散防止︒脱原発︒ベーシックインカム︒

子供達の食の安全 確保︒発 送電分離 ︒東電の 破綻処理 ︒汚染瓦 礫の

気づか された事 ︒全ての 物に︑人 に︑事に ︑感謝し て日々を 過ご せ

良かったことは今ま で当たり 前と思っ ていたこ とがそ うではな いと

的に追いつめられた年はなかった︒とにかく辛かった︒

の人生 もどうな るのか不 安でいっ ぱいだ︒ こんなに も肉体的 ︑精 神

①今までの生活が︑い っぺんに １８０度 変わって しまっ た︒これ から

電力会社は総括原 価方式を 逆手に取 り原子力 発電所を 造り原発 ︑使

る様になった︒人の温かさを知った︒
な事︒今の仕事に必要な資格がもう少しで取得できそうな事︒

②３月末までの契約の 仕事だっ たが４月 からも継 続して いただけ そう

賠償責 任︵自主 避難者 へも︶を 果たし︑ 出来なけ れば破綻 処理 すべ

と離れ て生活し ている淋 しさ︒料 理をきち んと作る 時間がな く︑ 子

母子疎開のため︑頼 れる人が 身近にい ない︒子 供たち がずっと 父親

⑤会での報道陣を規 制して欲 しいです ︒現場に 報道陣が いるだけ で会

きです︒

ら徴収 したにも 関わら ず損害賠 償の対応 は問題外 ︒東電は 速や かに

用済み 核燃料︑ 社員の 福利厚生 費などな ど電気代 に上乗せ し市 民か

③国へ︒

席していいものかと思っています︒

ます︒ 自分の中 では避 難者でな くなった 感覚が有 りこのま ま会 に出

仕事や 育児に追 われ避 難者の会 に出席す ることが できなく なっ てい

楽 し く 過 ご し て 居 ま す ︒ 福 島 に い た 時 の 様 に 親 が 近 く に い な い の で︑

②就職も決まり半年 が過ぎ︑ 方言や生 活も慣れ てきまし た︒子供 達も

⑦その他一年を迎えて言いたいこと
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供のた めの避難 なのに ︑子供に ものすご い負担を させてし まっ てい
る︒

避難した私達は幸せだとつくづく感じております︒疲れました︒
②子供達は学校︑幼稚 園に毎日 楽しそう に行って います ︒周囲の 方々
地元の復興に携わり たい気持 ちがいっ ぱいです が︑や はり帰ら ない

の支えが︑あってのことと感謝の毎日です︒

る︒つ いこの間 も汚染 されたま きが沖縄 で消費さ れてしま った ︒も
と出来 ないので しょうか ？離れた 場所から 何かでき ることは ない の

③愛媛に避難して来 たが︑少 しずつ汚 染が西日 本にも拡 大して来 てい
う東日 本だけの 問題で はなくな って来て いる︒ど こまで子 供達 を守
かな？と考えますが分かりません︒
③補償をもらっていわ きに避難 している 人々の中 には朝 からパチ ンコ

れるの か不安で いっぱ いだ︒こ れ以上全 国に汚染 を広げて はい けな
いと思 う︒きち んと検 査をして ︑安全な 物を出荷 するのは 当然 のこ
うです︒子供をもつ親からも治安の悪さを指摘する声もありますが︑

などの 遊興に明 け暮れて いる人も 多く︑プ チバブル となって いる そ

国は国民を守る気 があるの か？
避難者 というこ とで我慢 してしま うそうで す︒補償 は福島県 にと ら

と︒
思う︒ 今だに温 度が不 安定で注 水量を増 やしたり 等してい るで はな
われず東日本全体で不安の声をあげる人達にも及ぶべきと考えます︒

冷 温停止な どまだま だ先のこ とと

いか︒適当なことばかりでごまかさないでほしい︒
強化で 元にもど すことを 全力でや って欲し いです︒ 子供も大 人も 早

とする と生活で 遊べる程 の補償よ り一日も 早い除染 や︑検査 管理 の

ていただいた︒本当に感謝している︒

⑥考えられない︒

お誘い下さるのでありがたいです︒

⑤土地勘がないので︑ 色々な催 し物で︑ その都度 覚えて います︒ 色々

ん︒

④国や東電も精一杯や っている と思うの で︑訴訟 などは 考えてい ませ

く帰りたい気持ちで一杯なのです︒

すべき︒未来の子供達のためにも︒

それこ そ日本が 終わっ てしまう と思う︒ 少しずつ でも原発 は廃 炉に

い ま だ に 地 震 が 頻 繁 に 起 き て い る ︒ ま た 同 じ 事 が ど こ か で 起 き た ら︑

でも︑愛媛にも伊 方原発が あるし︑ 全国のい たる所に 原発があ る︒

⑦この一年︑愛媛の たくさん の人々に 助けてい ただいた ︒やさし くし

●
●

①どのように夏冬を 過ごした のか︑あ まり感覚 がありま せん︒３ ・１
１の困 乱が昨日 のこと に思えま す︒まだ まだあの 日に縛ら れて いる
①正直まだ日常生活に 実感があ りません ︒いつの 間にか 時間だけ が過
ぎてしまった感じです︒

毎日で す︒子供 を日々 育てるの が精一杯 で︑福島 のことを 考え ても
何も変 わらない 状況に だんだん 苛立ちも 感じなく なってい ます ︒行
以前のような安定した生活をおくりたい︒

年2 月1 日
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私達には健康で文化的 な生活を おくる権 利がある はずで す︒原発 事故

返してください︒

③避難し二重生活によって通常の生活費以外にかなり出費しています︒

れていることの寂しさはやはりぬぐうことができません︒

②穏やかな環境で暮ら せている ことに感 謝してい ます︒ でも故郷 を離

政 は 仮 設 住 宅 以 外 は あ ま り 目 に 見 え た 復 興 も せ ず ︑ 海 岸 は 瓦 礫 の 山︒
道 路 は デ コ ボ コ ︒ 公 営 の 水 道 水 は 国 の 基 準 に は 達 し て い な い と し て︑
︵放射 能︶不検 出と発 表する毎 日︒小学 校の給食 は風評に 負け るな
と地元 産で強制 的に食 べさせら れている 現状︒内 部被曝検 査は 対象
年齢に 入ってい るのに 北部より 順で︑中 部の私達 は４〜５ 年後 との
こと︒ これで﹁ いわき 市も検査 を始めま した﹂と 発表して いま す︒

ら し か 再 出 発 で き な い ﹂ な ど ︑ 率 直 な 気 持 ち を 文 章 に 表 現 す る こ と も︑
話し合う中で明確になった要望をまとめ行政へ届けることもできた︒
﹁ 最も 盛 り上 が った ﹂ と振 り 返る 交 流会 は ︑連 絡 会か ら 派 生 し た

ニ ュ ース Ｕ Ｐ ：福 島 か ら﹁ 自 主﹂ ︑ 声 上 げ ら

﹁自主避難の会﹂の１１月の初会合︒﹁強制避難の人に比べれば⁝⁝﹂
と︑遠慮があった福 島第１原 発事故の 自主避難 者が同じ 立場だけ で集
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まることで次々口を 開いた︒ ﹁避難し て良かっ たのかど うか︑自 信が

日 朝刊

◇避難する権利認めよ

＜おおさか発・プラスアルファ＞

持てない﹂などと︑悩みや思いを打ち明け合った︒
しかしその後︑雰囲気は下降気味だ︒前回２月の交流会では︑﹁１
１月の熱気はどこに 行ったの か﹂と感 じた︒自 主避難の 会では︑ 避難
の正当性を認め補償 も受けら れる﹁避 難の権利 ﹂を求め る要望を まと
めていたが︑その後 の国など の議論で も話題に 上らない ︒﹁言え ば伝
わり︑変わっていく と思って いたが︑ ﹃もうい いや﹄と 思い始め てい

東京電力福島第１原 発事故で は︑多く の人が全 国各地 に自主的 に避
難している︒健康に対 する放射 能の影響 に︑絶対 的な基 準はない ︒政

る︒︵訴える︶相手を失ったという感覚﹂と代弁する︒
警戒区域など強制避難の参加者についても気がかりだ︒仕事を見つ

府が避難を指示した﹁ 警戒区域 ﹂などの 外で感じ る不安 は︑家族 の間
でさえまちまちだ︒見 えない恐 怖は︑時 に夫婦の 絆さえ きしませ る︒

けるなど目標を立て 直しつつ ある人も いるが︑ ﹁当然と 思ってい た賠
償も進んでいない︒ 補償があ てにでき ない中で ︑失望し ていく可 能性

自主避難者の会が生まれた愛媛から︑その姿を報告する︒

稚園児の子供２人と昨 年３月か ら松山市 で暮らし ている ︒北茨城 に残

福島県境に接する茨 城県北茨 城市の鳥 居塚愛子 さん︵ ３３︶は ︑幼

■子への影響恐れ

が高い﹂と話す︒
また︑個人情報保護を理由に行政から避難者の連絡先が入手できず︑
参加できた人が一部 にとどま っている ことを憤 る︒﹁会 合に参加 し︑
ホッとする権利をは ぎ取って いる︒被 災者が自 治会のよ うなもの を作
れる法律が必要だ﹂と訴える︒
多くの課題に向き合いながら始まる震災２年目︒﹁でもやりますよ﹂

す︒間違いが有れば 正してい ただき︑ みなさま のお気持 へと原点 回帰

た新聞社の方が書い ていただ きました ので︑客 観的資料 として載 せま

この一年を振り返り この先を 見据え︑ この一年 ともに歩 いていた だい

丈夫か︒子供に影響が 出れば取 り返しが つかない ﹂︒不 安はむし ろ強

くの清掃センターでは ︑作業員 が防護服 姿だった ︒﹁こ こで育て て大

外の食材を探したが︑ 見つけら れたのは 北海道産 のネギ だけ︒家 の近

８月︑一時帰宅した ︒子供た ちの健康 を考え︑ スーパ ーで地元 産以

る夫とは離れ離れだ︒

しながら歩んでいきたいと思います︒

まった︒父と離れるの を寂しが る子供や 二重生活 の負担 を考えて もな

︻中村敦茂︼

石手寺住職加藤俊生
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大震災１年：忘れない
／愛

避難 者事

く処理しないと福島の未来はありません︒
務局・加藤俊生さん︑支援の継続誓う− −愛媛

失望広がる今こ そ

東電は普通であれ ば破綻処 理される べき会社 です︒一 年経過す る現
媛

東日本大震災から１１日で１年となる︒もう１年な

月
日 日
時 21
分配信
3 11
( )15

低濃度︵国の基準 値以下︶ の瓦礫処 分につい て︵特に 岩手︑宮 城︶
のか︑まだ１年なのか︒それは︑被災地 ・被災者 との

毎日新聞

在︑大 半の経営 者は責 任をとっ ていませ ん︒今後 多額の税 金を 投入
する訳 だから現 役員は 責任をと って退職 し︑外部 より厳格 な役 員を
入れる 事が望ま しい︒ 損害賠償 支払いに ついては ︑迅速か つ被 害者

は全国 の自治体 にはも っと協力 をして頂 きたい︑ 住民の方 も被 災地
物理的︑心理的距離で決まる︒元の姿を 思い出す のが

の立場に立って丁寧に︑十分な支払いをする事︒

の復興 に理解を してほ しい︑明 日は我が 地域とな るかも知 れな い事
なり︑日常とはほど遠 い被災地 の日々︒ 四国に住 む私た ちは︑た った

難しいほどに破壊され尽くした町は広々 とした更 地に

⑤これからの会は︑ 自主避難 ︑強制避 難を分け る事無く 集まり︑ 食事
１年で︑それを忘れて はいない だろうか ︒そこで 毎日新 聞の四国 ４支

を考えて頂きたい︒
会等で 近況︑悩 み等を 語り合え る場所に して頂け るとあり がた いで
人々

局は被災地︑被災者と つながり 続けてい る︑四国 の
避難者事務局・加藤俊生さん︑支援の継続誓

忘 れない

す︒今 までは東 電への 賠償金請 求の話に 偏ってい ましたが 自主 避難
の姿を取り上げます︒
う−−愛媛

◇失望広がる今こそ

者に対 しても賠 償の決 定がなさ れました ︒今後は 弁護士さ んへ の相
談は各個人で行えばよいと思います︒
避難生活はまだま だ続きま す︑この 会が楽し くやって いけるよ う加

石手寺にて犠牲者の方々の追悼をさせて頂きたいと思っています︒

⑥知人も犠牲になり ました︒ 我が家族 が無事で ある事に 感謝し当 日は
た被災者につながりが 生まれ︑ ﹁得られ たものは 大きい ﹂と思う 一方

加藤俊生さん︵５４︶ は両会を 事務局と して支え てきた ︒孤立し てい

﹁自主避難の会﹂︒松 山市の四 国霊場五 十一番札 所﹁石 手寺﹂住 職︑

東日本大震災で避難した人たちが集う﹁愛媛県内被災者連絡会﹂と

⑦ 愛 媛 に も 原 発 が 存 在 し て い ま す ︑ 自 分 た ち の 経 験 を 活 か し 原 発 問 題︑
で︑震災から１年の今 ︑参加者 に広がる あきらめ や失望 も感じる とい

藤住職︑ボランティア方々に今後とも宜しくお願い申し上げます︒

放射能 汚染等に ついて 啓発活動 等に関わ る事がで きればと 思っ てい
う︒﹁だからこそ支援 する私た ちが頑張 らなけれ ば﹂と ︑自分に 言い

①一年間︑いろいろ考 えさせら れました ︒故郷と いう形 のわが家 から

●

くなってきている︒

まだま だ故郷を あきらめ ることが できず︑ その間で 苦しむ時 間が 長

⑦松山市に移転してこ の土地に 骨を埋め る覚悟が できつ つつある が︑

えになれればよいが・・・と考えている︒

⑥他の避難者ともより 多く知り 合いにな り少しで もどな たかの力 や支

個人の力では情報量を全部とらえることは困難であるため︒

共有できた︒﹁元通り の生活は 無理とい う現実を 受け入 れるとこ ろか

月例の交流会では︑参 加者らは 同じ境遇 だからこ そ語り 合い︑辛 さを

﹁東北弁で話せてよかった﹂﹁福島ナンバーの車にホッとした﹂︒

大震災では発生２カ月後の昨年５月︑避難者と共に連絡会を設立した︒

しかしスタートが発災 後１年半 と遅れた ことを悔 やんで いた︒東 日本

阪神大震災︵９５年︶でも同寺で避難者の交流会を開いた加藤さん︒

聞かせる︒

ます︒

発行

東日本震災被災者連絡会︑自主避難の会︑事務局石手寺
打てば響く会︑石手寺
松山市石手二丁目９│

☎ 089-9770870 HP/nehan.net
まだ書かれていない方は事務局までお送りください

以前の安全基準に戻して下さい︒
④個人の力ではどう にもなら ないこと ばかりで す︒一緒 に考えて いた
だけないでしょうか︒
⑤避難者同士︑気持ちを共有できることにとても慰められています︒
これからもどうぞよろしくお願いします︒
⑥個人的には親しかった人と再会する日にできればと思っています︒
⑦夢だったらいいのに・・・と思います︒
●

一年がたつことに国︑東電にいらだちの気持ちも生まれてきました︒

突然︑ 見知らぬ 土地での 生活があ たえられ 毎日複雑 な気持ち のま ま

しかし︑三月十一 日に体験 した地震 ︑その後 の原発事 故がトラ ウマ

早く除染をし︑原発 が落ち着 き︑元の 福島に戻 ること を願うば かり

①松山の人々の心遣いや支援がとても心強かった︒
になっ ているの か︑些 細な音︑ 揺れ︑人 の声等に 反応し立 ちす くむ

です︒
②うまくいっているこ とといえ ば︑農地 がどんど ん増え ていき︑ 新た

ことがある︒
また︑松山への避 難途中の 困乱に立 往生する 自分の夢 を見てと び起

な農業 再開がで きたこと です︒そ れにとも なって支 出が多く なり ︑
●

収入が安定せず困難さを感じます︒

きるこ ともある ︒その 度に︑私 よりひど い経験を した人達 は現 在ど
うしているのか考える日が多くなっている︒
②東電︑国︑福島県 の対策の 実態が見 えにくく ︑自分の 立つ位置 がど

の出来 事から始 まり︑い ろいろな 事があり ました︒ 一方で福 島で の

①あっという間だった ような長 かったよ うな複雑 な心境 です︒ま さか

よいか︒

生活が 遠い過去 のように も感じて しまいま す︒いま だに﹁夢 だっ た

うなの か︑具体 的に知 りたい︒ 福島の家 ︑土地の 除染をど うし たら
親戚︑知人と離れ ている時 間が長く なればな るほどに ︑心の距 離ま

ら﹂と思う時もあります︒一年前に生まれた悲しみはあの時のまま︑

東電

後ろ楯は国ですので特に訴えたいことはありません︒しいて
･･･

かげんにしろ！！

③国 ･･･
﹁一年が立ちましたけど？﹂と思います︒福島で起きた事に国
はどれ だけの責 任を感じ ているの か︑大い に疑問に 感じます ︒い い

くか︑困難を感じています︒

ずれは 福島に戻 りたいと 考えてい るので︑ どうつな がりを保 って い

②今までの福島での人 とのつな がりが希 薄となっ てきま した︒私 はい

そしてにくしみは大きくなっています︒

で遠く なる感じ がして 後ろめた い︒まる で今回の 加害者の よう な心
情になることがあり︑心が乱れることが多い︒
③原発に頼らない電力政策をたて粛々と実行していってほしい︒
④ 私 の 生 活 し て い た 地 域 が 自 主 避 難 者 へ の 補 償 対 象 に 含 ま れ た の だ が︑
具体的 にどんな 手続き 方法など が必要な のか︑県 外避難者 へも ︑で
きる限り知らせてほしい︒
また︑松山までの交通費等も請求できるか知りたい︒
⑤福島県や福島市の 補償︑汚 染土地︑ 家の除染 がどの程 度進んで いる
か調べてほしい︒
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人々 ･･･
岩手︑宮城で起きた事を忘れず福島で起きている事から目を
背けず日々を送ってほしい︒
になっ ていたの ですが愛 媛ではそ うはいき ません︒ なんとか 今の と

福島では両親と同居 だったの で子供が 病気のと きなど いつもお 世話

②生活の場も決まり︑ 気候の良 い松山で 地域の方 々と仲 良くして いた

④東電への本払い請 求をまだ していな い︒証拠 書類や何 やらと被 害者
ころは 夫婦でや ってます ︒故郷を 離れる寂 しさは日 々増すば かり で

言えば﹁ガンバレ﹂として﹁勇気を持て﹂です︒

側の負 担が大き すぎる ︒それと 請求方法 も様々な ので︑ど うす れば
す︒

だいているので生活面はかなり順調です︒

よいの か様子見 が続い ている︒ しかし農 業を再開 させたた め仮 払い
東電の賠償の手続き がどのよ うになる か不安で す︒金 銭面では かな

③国策でやってきた原 子力政策 の犠牲に なったの だから 手厚く守 って

れば支払うことのない支出が多くて大変です︒

りきび しいので ・・・夫 の転職に より給料 減など原 発事故さ えな け

金も底をつきつつあり何とかしなくてはならない︒
一企業である東電が 全ての被 害者に自 ら手をさ しのべる 事はあり えな
いだろ う︒なら ば早く 国営化し ︑国がす べての責 任を持つ 事で ︑わ
かりやすく︑そして確実な賠償に取り組んでほしい︒
東電にはとにかく放 射能を止 め今まで 汚染され た部分 はきれい に除

欲しい︒故郷を失う苦しみは筆舌につくしがたい︒

大人︑子供のカウンセリング︒
染し︑元通りの福島にして欲しい︒それができないのなら賠償をしっ

⑤衣服︵大人も子供も含めて︶の提供︒
避難者の仕事の支援︑援助︒
かり︑ 東電が計 算した金 額ではな く私達被 害者が提 示する金 額を 支
払っていただきたい︒
月末 の土地の 区分分 け以降に 提出

幸い私達は松山に親 戚︑知人 がいまし たので比 較的落 ち着いて 生活

も︑話 しは聞い てくれ ても取り 合ってく れない議 員さんが ほと んど

うが大 事なよう です︒ 先日︑伊 方原発廃 炉の請願 書を持っ て行 って

国民の健康や子供 たちやそ の子供た ちの未来 よりも目 先のお金 のほ

りです︒

て生活 できるよ うにする べきだと 思う︒た とえ︑高 線量域を 除染 し

い場所 に回し徹 底して除 染し︑自 主避難な どしない で子供を 安心 し

高線量地域の除染を 止め︑そ れにかか る莫大な 費用を 汚染濃度 の低

どうするか考える﹂では止めないに等しい

発送電分離等に移行する 事を決定 する︒自 民党のよ うに﹁

その よ
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避難者の要求実現︒
⑥供養︒東日本大震 災で起き たときの 出来事︑ 気持ちを 忘れない よう
④まだ書類は提出して いません ︒
精神的損害以外は領収書 をつけ請 求するつ もりです ︒

にＤＶＤ鑑賞など？
●
すぎます︒

⑥静かに石手寺で手を合せて鎮魂の意を表したい︒

⑤福島にいる子供たち を春休み ︑夏休み など松山 に呼ん で交流し ︑思

知人な どを思い 出した め息ばか りでてい ます︒愛 媛に来て たく さん

⑦生活も仕事も落ち着 いてきた 私達家族 ︑いつま で被災 者として 生き

の人生 の中でと ても大 きい事故 が起こり ︑はや一 年です︒ 早か った

の人に 支えられ やっと 生活も仕 事も落ち 着いてき た時だか らこ そ離

ていく のかな？ とふと思 う時があ ります︒ まだまだ 原発は終 息し て

い出を 作っても らいたい ︒少しで も放射能 のない所 で思いっ きり 体

れ離れ の両親や 友人︑ 福島に残 っている 子供たち のことな どい つも

いない し︑故郷 にも帰れ ません︒ こういう 面ではま だまだ被 災者 で

ような 気がしま す︒自 分の生活 ︑子育て に追われ る毎日で すが ︑一

心配す る日々が 続いて います︒ この一年 で私たち がどれだ けい ろん

すが︑ 松山で普 通に生活 している 私達はこ のまま︑ 石手寺の 方の お

基しか稼動 してい ませんが 電力

な人た ちに支え られて 生きてき たかを実 感できま したし︑ 常に 感謝

基の原発のうち現在

世話に なりつづ けていい のでしょ うか？人 は私たち が被災者 だと 知

日本にある

の気持 ちを忘れ ず生き ていかな ければと 分かった 気がしま す︒ いろ

日からは 普通の人 として社 会に

一部の政治家や企業 の利益の 為に私た ちの生活 が脅か されたく はあ
りませ ん︒安心 して暮ら したいだ けです︒ 日本は自 然エネル ギー に
所にあるようです︒

よる発 電技術が 世界トッ プレベル だといい ます︒も うすぐ手 の届 く

た家の 大家さん が特異 な方で追 い出され るところ です︒ま だ避 難中

気付いた人達の一人 一人の︑ 一つ一つ の選択で 少しず つ平和が 訪れ
ます︒みなさんイメージしましょう︒不安の反対が平和です︒
●

発を一 刻も早く 廃炉に し︑各村 ︑町程度 の規模の 代替エネ ルギ ーに

できました︒

①昨年の三月十八日に着の身着のままで松山に避難いたしました︒

よる発電で電力を自給できる社会を実現できるよう取り組むべき

石手寺さんに避難者 連絡の会 を立ち上 げて頂き 多くの 避難者と 出合
い︑語り合うことが出来ました︒加藤住職には感謝です︒
現地︵双葉郡︶は各 町村長の まとまり がなく︑ 未だに 中間貯蔵 施設
の設置 場所も決 まらない 状況です ︒首長の 行動に腹 立たしい 思い を
しています︒
②私達は今後老後生活 に入りま すので︑ 就職は考 えてい ませんが 二人
とも病気を抱えておりそちらの療養生活が気になるところです︒
③国は今後 年で原子力発電を廃止にし︑自然エネルギー︑ガス発電︑

です︒ 様々なし がらみ が絡んで いるので す︒今︑ 政治を動 かし てい

ても通 常の生活 ができる には何十 年もかか る事でし ょう︑

年 先に

る権力 者たちや システ ムでは私 たちを救 ってくれ ない事を 痛感 しま

うな場 所を国は 高く買い 上げて中 間貯蔵施 設にして 汚染廃棄 物を 早

⑦この事態に至って も原発を 推進する 政治家や 企業には あきれる ばか

⑥被災された方︑亡くなられた方に祈りを捧げたいと思います︒

ざいます︒

⑤石手寺︑会の存在 と催しに 励まされ ています ︒いつも ありがと うご

全な食物を与えて欲しい︒

況など をきちん と国民 に知らせ て欲しい ︒未来を 作る子供 たち に安

④東日本の放射能汚 染の真実 とチェル ノブイリ の現在ま で続く被 害状

︵小水力発電が利率がよく有効︑電線の権利も自由化すべき︶︒

民︑世 界にしっ かり開 示し責任 をとって 頂きたい ︒同時に 日本 の原

③政府や東電の責任 逃れの茶 番劇には うんざり です︒事 の重大さ を国

思い︑空家を探しています︒

のよう で落ち着 かない ですが次 のベスト な展開の 為のステ ップ だと

②周囲の方々に温か く応援し ていただ き感謝す る毎日で すが︑入 居し

ている事を実感しています︒

た方た ち全てに 感謝し ています ︒つくづ く周りの 人たちに 生か され

活が維 持できな くなる﹂ と危機感 を煽って いたのは ウソとい うよ り

はぜん ぜん足り ています ︒﹁原発 が止まる と電力不 足になり 今の 生

2

●

・

るとみ な﹁かわ いそうに ﹂︒﹁た いへんだ ったわね ﹂︒とい う目 で

見ます︒もう一年過ぎ るので

いろと考え前に前に後ろを振り返らず進んできた一年でした︒

を動かして遊んでもらえればと思います︒

①誰もが予測をしな かった地 震からは じまり︑ 津波︑原 発事故と 自分

万では 少な

しようと思ってます︒ 月末までの書類は一応︑完成させています︒

3

人にな った時や ねむる 前などい つもいつ も津波で 亡くなっ た友 人︑

10

11

洗脳行為ではないでしょうか︒

出て行こうと思います︒

54

①あっという間に過 ぎてしま いました ︒避難に 対し関わ っていた だい

11

した︒私たちが変わらないと政治は変わりません︒

10
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