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1. 双葉町ネットを始める理由

以下の理由から双葉町ネットを始めることになった。

双葉町ネットのメンバーへ 上羽鳥沢入 398-1 石澤 治彦

毎日色々見ていると、色々な人、団体が被災者を支えている。そんな中にも利益の為に動

いてたり、注目を集めたいとかの理由でやっているのがなんとなくわかる人達も居る。そ

れでも被災者の為になるのだったら良いと思う。では私はどうなのか?と思われる人も居る

と思う。私は双葉町ネットの代表がやりたい訳ではない。むしろ代わりに出来る人が居れ

ばいつでも席を譲ります。私がやっている理由はお金や名声の為ではない。離婚して別れ

た我が子、妻、家族、知人に、多大な迷惑を掛けてしまった罪滅ぼしでもある。離婚した

理由は、被ばくによる白血球増加で色々な病気も併発し働けなくなった為だ。家族を養う

事も出来ないうえに、私の治療にかかる費用まで負担させるのはできず、私の方から離婚

をお願いした。親だったら子供に負担など掛けたくないと思います。親としての責任は?と

言われても働ける身体ではないので出来ませんでした。ただ謝るしか出来ません。私の病

気が日々重くなってきて、最近動く事が難しくなって来ている。間もなく動けなくなるだ

ろう。もちろんずっと病院には行ってるがこの状態。今動ける内に、迷惑を掛けた人達に

出来る事は無いか?と双葉町ネットを始めた。他の団体と違い支援活動等ではないので資金

提供も無し、完全に自己負担でやらないと意味がない。皆の力が必要です。一人一人いろ

いろな事ができます。小さな事でも良いからがんばりましょう。
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2. 加須の避難者の現状

埼玉県の加須には、２年をすぎた今も現在 125名の双葉町からの避難者が残っている。

ほとんどの方が高齢者。70代〜90歳以上もいる。避難所の食事は、１日３食 1100円で幕

の内弁当が販売されている。プラス 50円で特別食もあるというが、月額３〜４万円程度に

なり年金受給者には厳しい。このため、弁当をとっておいたり、１食しか食べない人もい

る。要介護・要支援者、自力でトイレにいけない人は病院へ移っている。１名のみ家族と

ともに寝たきりの人がいる。

６月中旬をもって、双葉町の役場はいわき市に移転することになっている。現在いる避難

者は、いわき市に住む場所もないため、加須に残る。避難所から自力では生活をしていけ

ない人が避難所に２年以上残っているのが双葉町の避難者の現状。手続きなど、現在は役

場があるから良いが、役場がいわきに移ってからはどうなるのか？不安となっている。

国はこのような状況を放置していて良いのか。

避難所が解散するのは、避難所である以上仕方がないが、これに変わるサポートが必要。

（質問）

賠償請求はできているのか？

（双葉町の方からの説明）

双葉弁護団を作り、町として ADRで単独で手助けしている。人によって直接の請求の仕

方が難しく、している方、していない方がいる。東京電力にいただいた仮払金や年金で生

活している。50代後半の方は、年金なし、失業保険なし、仕事もなしという方がいて、大

変厳しく、病気になっている人もいる。
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3. 福島県外へ避難されている Iさんの場合

私は震災後の避難で犬 3匹と避難所に入れなくて車中泊したり、ペット可で住める所が決

まらなかったりのストレスで腰に違和感が出て通院していました。そしたら、電力が通院

証明書を医者に貰って提出したら、通院費払いますって言ってきたから、わざわざ病院に

行って通院証明書書いて貰いに行きました。そしたら、通院証明の項目に事故との因果関

係（有り、無し、不明）ってのが有って、私は、有りでしょ！って病院の先生に言ったら、

その先生が「私は、その生活を見ていないし、前の状態が解らないので、不明としか書け

ないので、電力に確認して」と言われ、電力の相談室に電話しました！すると担当が、「○○

さんのおっしゃるとおり！それは先生が証明出来ませんよね。避難先の新しい病院ですか

ら前は解りませんよね！でも、その場合は、不明でも大丈夫ですよ！きちんと通院費をお

支払いしますから！」私は、安心して、病院で通院証明書に不明と書いて貰い電力指定の

レターパックで提出しました。すると、電力から、通院費算出のお知らせが届き、その算

出額は 0円と記載して有りました！以前は一回の通院費よりは額が下がり、今は 3キロ未

満で一回の通院費 330円で私は 13日間、その病院に通院したので、46200円を受けとるは

ずでしたか、算出額は 0円です。そして、備考欄には医師による「因果関係」の診断にも

とづき算出額を計算しました！とありました。そして、一緒に同封して有った書類には 0

円での合意書が有りました！私は、すぐに、電力の相談室に電話を掛けて今までの書類提

出までの流れと、電力に確認してから不明でも大丈夫と言われた事を、説明すると、電力

の方から、不明に関しては、お支払い出来かねます！一度決まった算出額は変わらないと

言われました。言葉のまやかしに有ったのだと思い、私は、合意書に未だサインしていま

せん。おかしいと他言すれば、金に汚いと周りに非難されるので、誰にも話していません。

しかし、県内では、歯医者に掛かった通院費でも、通院は通院だと全て保証されている方

もいるようです。県内の医師も、因果関係有りとして証明書類を記入してくれる！県内外

でも、こんな差が出ている。
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東電から 0円の合意書に署名して返送と。納得出来ないので、まだ返送していません。
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4. 福島県内に今も放置されている汚染土壌

これは 1例に過ぎませんが、ロープアウトだけの区画で誰でも入れる。線量表示も無い場

所が多く、立ち入り禁止とだけ書かれている。線量表示があれば近づく事も減少する。管

理区域内は、通常至る所に線量表示がある。今の福島県内はまさに管理区域以上の環境で

す。線量表示も一定区間ではなく、特に高い場所を表示するべき。
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5. 除染作業者の証言

Nさんからメールにて

石澤先輩から聞いて、国から危険手当出ているとわかりましたが、私はもらってないで

すよ。そんな事言ったらクビになりますよ。子供と、かみさん食わせなきゃならないから、

俺あきらめます。それと私たちは監督から言われた場所しか除染できません。ですが、元々

線量低い場所を、水拭きの雑巾で拭くだけですよ。今まで雨降っているのに変らないです

よあんなの。線量高い場所は見て見ぬふりで、私たちが何の為に除染作業に入ったのかわ

からないですよ。先輩私たちは何の為に除染やってるんでしょうか ?教えて下さい!!せっか

く故郷の為にがんばるって決意して始めたけど、納得できませんよ先輩 !!

彼は、今現在も除染作業に従事して、家族の為、故郷の為に彼はがんばり続けています。

国からは、日当の他に危険手当分として 1万円が出ているにも関わらず、作業者には届い

ていない。危険手当引いたら 1000 円。福島県の最低労働賃金は 1000 円ではなく 5500円

です。問題になっているはずなのに、今も変っていないと私、石澤まで報告が来ている。
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メンバーのブログより抜粋
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メンバーのブログより抜粋
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メンバーのブログより抜粋
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メンバーのブログより抜粋
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6. モニタリングポスト周りの事実

公表されている線量が下がっているのは写真のように、周りだけが除染された為だ。こ

んな除染に何の意味があるのか。

他地区からも同じような報告が多数寄せられている。本来この除染は人が被ばくするのを

低減させる為に行うもので、モニタリングポストの数値を下げる為ではない。およそ 8割

程度の業者がこのような除染を行っている。汗水流してやってる当メンバーには頭が下が

る。チェック体制が無いのも原因の 1つだ。素人ではなく、放射線管理業員を各現場に付

け、その他にチェックする体制が望ましい。このままでは福島県だけではなく、日本が汚

染で住めなくなってしまう。日々汚染が拡大されているのは事実である。

いわき市を走っている軽トラックの荷台には 100mSv/hの汚染した土が積まれていて、そ

れを撒き散らしていたと言う事実もあるぐらいだ。

私が見ている限り、臨時の放射線管理員で実務経験も少なく、まともに測定が出来ている

とはいえない状況だ。臨時の放射線管理員の教育も徹底すべきである。

私は約 20年間放射線管理員をしてきたが、これまで見てきた中でも最悪の管理だ。
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7. 架空請求

除染等業務特別教育修了証だが、実際はそんな教育は受けていないそうだ。おそらくこの

教育にかかったとするコストも国へ請求されているのだろう。
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8. 仲間の家族の死

現在除染作業をやりながら、線量測定をがんばっている仲間の弟さんが亡くなってしま

った。私には何の力も無いのが悔しく思う。がんばってくれている仲間に、すまないとし

か言えない。くやしくて、くやしくて、泣く事しか出来ない。私に出来る事は、多くの人

達に、こんな苦労してるのに辛い目にあっている被災者が多い事を知らせる事しか出来な

い。まだ弟の側に居たいだろうに「石澤さん遅くなってすみません。なるべく早く戻り、

線量測定やるんで待ってて下さい。」とメールがあった。なんで私達がこんな辛い目に合わ

なきゃならないのでしょうか。辛くて苦しいです。私自身「誰か助けてください!!」と叫び

たくなります。私は特別な人でもなく、病気でろくに動けない身体で何もしてないのに・・・

こんな私に「すみません」なんて・・・・・私のほうが謝りたい。みんなすまない。
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9. 不足だらけの現場。

除染作業を実際行っている現場だが、測定器が無い状態でやっているそうだ。双葉町出

身の Oさんからの報告。測定器も測定する放射線管理員も足りないのだろう。

それで測定コストも請求されてゼネコンが儲けるだけ。汚染濃度が高いのか低いのかもわ

からない現場でも、彼らは一生懸命に作業する。給料は安いが故郷の為に堪えている。
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10. 故郷を離れても双葉町民

このメンバーは双葉町の出身です。大阪で家庭を築いていましたが、故郷がなくなるのを

見過ごすことが出来ず、家族に頭を下げ会社を辞めて、単身福島に帰ってきた。
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11. 遠くからの仲間

(双葉町出身 新妻 修一 一家)

除染作業従事者の気持ちも考えてもらいたい。彼らも双葉町の出身で、被災地を見て心

を痛め、泣くのをこらえがんばり続けています。

双葉町出身でフィリピンで家庭を持ち生活していて、大きい子供を国に残し、奥さんと小

さい子供を連れ除染作業をしているメンバーもいます。お金の為だけじゃありません。こ

のまま双葉町や福島県を失いたくなかったのです。作業は重労働ですが、それでも故郷を

失いたくないのです。給料が安くても文句も言わず、故郷の為、家族の為、このメンバー

は高血圧でもそれをこらえて力仕事をしています。血圧が上がりすぎ倒れてしまう事もあ

ります。自分を犠牲にしてでも双葉町、福島県をなんとかしようとがんばっているんです。



19

12. 存在しない被ばく

昔、圧力容器内に取り付けてあったジェットポンプの点検の時の話です。高線量なので、

集中環境施設に移動して作業したんですが、水遮蔽って事で水中で作業します。重量があ

り、チェーンブロックで水中に宙吊りにした状態で、上から水中へ手を伸ばし、作業員が

ジェットポンプの外観の清掃をしていました。吊り具が濡れているせいもあり、滑って外

れてしまいました。その時、作業員がジェットポンプの下側に手を伸ばし、擦っていたの

で、手を巻き込まれてしまい、作業員が高汚染の水中に引きずり込まれました。私も隣で

線量測定をしていて、とっさに作業員を掴んでしまい、一緒に高汚染の水中に引きずり込

まれました。装備は PVC(ビニールのカッパ)と全面マスクをしてマスク周りはテーピング。

その装備で、二人とも水中に引きずり込まれたんですが、奇跡的に水が内部に入る前に出

る事ができました。マスクのフィルターが水でふさがり、息が出来ず無理やりマスクを壊

しながら外し、死ぬ思いをしました。本来、こんな事故が起きれば大問題になり、プレス

発表しなければなりませんが、その時の業者の上層部からは「怪我がばれないように管理

区域から出て来い」と命令されました。作業員は、腕を骨折し痛がっていましたが、ばれ

たらクビだと言われたので、必死に我慢しました。その現場に東電の管理員も居て、見て

見ぬふりなのか、上から言われたのか、その事で話しはまったくありませんでした。同じ

業者で別な作業の時ですが、サプレッションチャンバーの改造工事。改造の為、サプレッ

ションチャンバー内の水を抜くんですが、水がなくなってくるにつれ、底部にある高線量

スラッジ(砂のようなごみ)が出てくるので、被ばくしない為に回収し、サプレッションチャ

ンバー中央部の、区切られた空間に仮置きした。サプレッションチャンバー内部の線量当

量が下がり、作業が出来る環境になった。しかし集積したスラッジは、最後には処理しな

ければならず、私が線量測定する場所に、２秒ぐらい入ると、胸に付けているアラームメ

ーターがすぐに警報を発した。即その場を離れ、作業を一時中断し退域。また再入域をし

てスラッジを測定。運び出さないと工事が終わらない。上からは、「何としても測定して作

業しろ」と命令された。言葉では言われなかったが目で合図され、その意味は「個別線量

測定器を外せ」の意味で、従わなければクビです。私は家族があるので、クビになる訳に

は行かず従いました。ICW(ワイドレンジ電磁箱式サーベイメーター)を持ち、測定に向かい、

スイッチ入れましたが、レンジをマックスにしているのですが、指示は振り切っていた。

フルスケールで 30000mSv/hを越していた。それでもその周辺の測定をするしかなかった。

測定が終わり、作業検討会議が行われた。普通なら作業できない環境だが、東電からもこ

の工事が終わらなければ、工事代金が払えないと言われる。業者もやるしか選択が出来な

かった。業者の上層部も来て、作業員に作業の説明をした。作業員からは「そんなのでき

ねぇべ」と声が上がったが、上層部の人は「出来ないやつは明日から来なくていい」と言

った。みんな生活があるので従うしかなかった。スラッジの量が大量あり、ポンプでの移

送は無理なので、バケツでリレーする事になった。高線量で５０人ぐらいだったか、その

人数で数度やる事となる。個人線量計は外しての作業だ。私もその人数に含められ、しか
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も一番長い距離だった。線量測定も振り切っていたので、正確な線量当量はわからないま

まだ。その時、どのぐらい被ばくしたのかはわからない。しかし、今回の事故処理の作業

員とは比べらものにならない線量当量だと思う。今となってはそれを証明する資料も無く、

当時も記録を残していない。昔、私の時代はそんな事を強制される時代で、命を削って仕

事をしていた。数年後、私は、その業者をやめ別な業者に入ったが、今までの実績を見ら

れ、過酷な作業へ回された。時にはペデスタルで頭から炉水をかぶり、東電も限られた人

しか知らない、高線量の場所での作業をやらされた。当然のように、個人線量測定器は外

しての作業だった。私の実際の被ばくは、放射線管理手帳に記載されている数倍の値だと

思う。そんな過酷な作業を、２０年してきた。私は中卒だったが、元請のある課の纏めと

なった。実態がばれるのを恐れての事だろう。39歳の時に体調がおかしくなり、白血球数

が極端に多くなった。耳も聞こえなくなり、難聴と診断され、その結果仕事が出来なくな

った。それに伴い、色々な病気が併発した。糖尿病と狭心症。しかし、被ばくとの因果関

係はわからないと、医師から診断された。被ばくが、どれだけしているのか知らないのだ

から、普通だったらそう診断されるだろう。

13. 天災と人災の違い

分かりやすく東電の事故がなぜ起きたのかを伝えます。福島第一原子力発電所の 1～4号

機の事故は、東電及びメーカーの設計ミスにあります。1～4号機は、建設当初海抜 20mの

高さに建設されるはずでした。しかし、給水ポンプをより大きな物にすると、コストがか

かってしまう為に、建設地盤を 10m下げ、一段小さなポンプを使えるようにしてまった。

2つ目の理由は、1～4号機の非常用ディーゼル発電機が地下にあった事。5号機 6号機

は高い位置にあります。その為、同じ事故にはなりませんでした。これは東電とメーカー

の責任です。福島第二原子力発電所は地盤を下げる事も無く、非常用ディーゼル発電機も

高い位置にあった。地下に、非常用ディーゼル発電機があれば、当然誰が考えても水没す

るのは分かると思います。それも、コストダウンが理由でそうなりました。これを東電は、

天災と言っています。私は、東電による人災だと思います。電源喪失してすぐに、ベント

と海水注入を行っていれば、防げたかもしれない。事故後、海水注入の話は出ていたが、

海水を入れてしまうと、二度と使えなくなるので渋っていた。海水注入するには、ベント

しないと入りません。
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14. 過酷な労働

原子炉建屋 5階の圧力容器脇に、使用済み燃料を保管して置くプールがある。そこに今

も、使用済み燃料が置いたままになっている。素人的に考えるなら、燃えカスだから問題

無いのだろうと思われるが、そうではない。まだ核反応する余力は残っているからだ。水

中に沈んでいる使用済み燃料を覗くと、青く光って見える物がある。それは高線量だとそ

う見える現象である。私が線量測定した時は 2600Sv/h～3600Sv/h でした。そんな物が水

面から出てしまったら、大変な事になる。今もその水越に、外気へさらされ続けているの

です。現在の、瓦礫撤去等が出来ないのは、その使用済み燃料がある為だ。高線量の場所

で、作業をしている方達は大変だと思う。全面マスクした事がある人は、わかると思うが、

慣れないと息苦しいので、長時間の作業は出来ない。昔、初めての人と一緒に作業した事

があるが、ペデスタル内でマスク付けたまま倒れた人がいた。私は、慌ててペデスタル外

へ引きずり出し、顔を見ようとしたら、マスクの中が嘔吐した物で見えなくなっていた。

そのままでは窒息してしまうので、即、はさみを使い、マスクと PVCスーツを脱がせた。

そんな危険な目に合っても、作業者の立場は弱く、文句も言えない。今だったら、当然プ

レス発表になるぐらいの事故だと思う。作業員の、体調管理が出来てなかった業者の責任

だが、その時業者の責任者は「体調悪いだったら言わね～とわかんねべ」と言った。朝礼

の時やミーティングで聞くべきなんだが、そこで手をあげて、体調が悪いと言うと帰され

給料ももらえなくなる。作業者のほとんどは、一日幾らの日雇い労働者みたいな人達で、

有給休暇なども無く、働かないと食べていけない。なぜ作業者がそんな立場なのか、それ

はその会社の社員ではないからだ。東電から元請(メーカー)に工事が発注され、1次業者で

工事管理、2次業者で工事施工するのだが、作業者は 3次、4次、5次、6次業者ぐらいの

人達で、まともな保証も無いし、給料もかなり安い。しかし他には仕事が無いので仕方な

く、原発の仕事をするしかないのだ。ある作業者と話をしたのだが、給料をもらった数日

後にはお金が無い。家賃や光熱費、家族に生活費を渡すので、自分で使えるお金など無い

と言っていた。その人はいわき市から朝早く、6次業者の車に乗せられ現場に来るそうなの

だが、朝が早い為、弁当が作ってもらえない。しかしお金も無いので、お昼ご飯を食べて

いなかった。昼に水を飲むだけで、余りにも気の毒で、私はパンを買ってあげた。私自身

もお金はそれほど持っていないので、次の日から、おにぎりを 1つ余計に作り、その人に

あげる毎日だった。末端の作業者は、そんな人が当時は多かったように思う。最近では、

お弁当屋さんが沢山原発にも入り、金額も安い。それでも末端作業員は、自分で使えるお

金がない人が多い。若い子達にしてみたら、家族がいる人達と同じ給料がもらえるので、

逆に給料は良いのかも知れない。その当時、私は二次業者の社員だったが、月収 12万円。

家族も居たので苦しい生活だった。田舎だから物価が安いとは言っても、家賃 3万円ぐら

いはしたので、光熱費と食費で給料は無くなる。私にしても、自由になるお金など無かっ

た。原発労働者は給料が良い、と言う神話みたいなものがあるが、大半の人は、私みたい

な給料だと思う。他に産業もなく、働ける場所が無いので、原発で働くしか無いのだ。
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15. 本当の災害

特に浜通り周辺の人は、農業、漁業、女性なら縫製工場、男性なら小さな町工場などの

他、産業としては原発ぐらいだろうか。農業と言っても、北海道のような広大な土地では

ないので、専業農家は少ない。昔は東京などで土方の出稼ぎをしていたのだが、年々東京

などの都市も、人口増加の為仕事が激減した。そんな時に、双葉町、大熊町に原発誘致の

話が転がり込んできた。建設すれば電源三法交付金や固定資産税で、町に莫大なお金が転

がり込むと当時の人達は考えた。仕事も出稼ぎに行かず、原発で働けるようになり、町は

潤ってきた。働いていた中にも、反原発の人は居たのだが、職を失い、家族を路頭に迷わ

せる訳には行かないので、口を開いては言えなかった。建設当初から原発は安全と言われ

て来ていたので、町民も信じきっていた。事故で、まさかこんな事態など、誰も予想して

いなかったと思う。避難命令が出ても、初めの内はそのうち帰れるから大丈夫、せいぜい

長くても 2.3日だろうと思っていた。原発で働いてきた手前、なかなか文句も言えない。そ

う考える人も多かった。「原発の燃料は爆発しねぇからだいじょぶなんだ～」と慰める人も

居たのだが、確かに燃料自体は爆発しないが、燃料が高温になって水素ガスが発生する事

を、町民は知らず、爆発は絶対にないから大丈夫だと思っていた。しかし、絶対にありえ

ないはずだった爆発が起きてしまった。言葉が出なかった。ここから町民は推進派から反

対派へと変った。それは当たり前だ。家を失い、職も失い、故郷を失い。私も従妹の子が

行方不明だったので、探しに行きたかったが、立ち入り禁止になっている為探しに行けず、

悔しい思いをした。3日寝ずに避難所を探し回った。どこにも名前は無かった。そこは私の

実父の実家で、浪江町の両竹(モロダケ)、海から数百メートルしか離れていなかった。その

場所がどうなったのか心配だった。後から、グーグルアースで衛星からの写真を見たのだ

が、あたり一面何もなくなっていた。家が、どこに合ったのかさえもわからないほどに。

従妹と連絡がついたので、子供がどうなったのか聞いたが、今だ行方不明のままらしい。「俺

もまだ探すからしっかりしろ!」と言ったが、絶望的だった・・・・。2年経った今も行方

不明のままだ。早く探してあげたい。
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16. 弱い立場

原発の仕事は切れないから、地元の人は困らないと東電の人は言っていたが・・・・。

現実はどうなのだろう?と疑問を持った雑誌社が、取材を申し込んできた。実態調査との事

で私の所にも電話がかかってきた。記者の人は、東電からは仕事が切れないから地元の人

は苦労せず、生活出来ていると説明された。しかし、実際は働いている人だったらわかる

と思うが、福島第一発電所は、GEと日立と東芝の各メーカーで作ったプラントで、東芝の

定期検査で働いている人が、日立の定期検査へ行くのは少ない。1次業者業社も違う。東芝

で働いていた作業員が日立の作業をするのは 5次、6次業者の少数だ。しかし、東電は同じ

作業者だと思ってるらしい。福島第一の東芝で定期検査が終わると、他の発電所の東芝の

定期検査へ行かないと仕事はない。出張に行かないと食べて行けないのだ。そう言う人達

を人は「原発ジプシー」と呼んでいた。他の発電所で働いていた作業員も、福島の定期検

査の時に来る事もあり、人が余り始め仕事の取り合いです。単価を下げてでも仕事を取ら

ないと食べれなくなります。その結果、昔の半分程度の単価まで下がってしまい、近年で

は原発神話など無かったのです。初めの内は、作業員を雇い入れている会社が、単価が下

がった分を負担し、薄利で作業員へ支払っていた。しかし、年々単価がもっと下がり、業

者も負担しきれなくなってきた。その結果、しわ寄せが末端作業員までおよんだ。原発神

話といわれていた頃は、作業員の日給が 2万五千円だったとすると、近年では 1万三千円

程度、酷いところだと 5000円なんて所もあるぐらいです。5000円のところが仕事が楽な

のかと言うと、違います。過酷な労働条件の仕事です。そこまで原発神話は崩れ去ってし

まったのです。儲かっていたのは、元請ぐらいだと思いますが、実は元請さえも東電から

単価を下げられていたので、なお更安くなっていったのです。6次業者の末端作業員から、

元請にまで上がった私は、それぞれの立場、苦労を経験したが、どこが楽かなんてありま

せんでした。作業員の時は、監督は楽そうで良いと思いましたが、監督には監督の苦労が

ありました。作業員から不満を言われ、上からは怒られ、板ばさみです。その割りに給料

も良くありません。定時にも帰れないし、単価が下がっているので、残業手当すら付かな

かった事もあります。月の残業が 200時間。休みが月 1日の状態が良くありました。それ

でも給料は安い。文句を言えばクビです。それが、私にとっての原発でした。と取材に答

えた。
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17. 日常の改ざん

各原子炉建屋の使用済み燃料プールには、古くなった制御棒と、チャンネルボックスも保

管されている。最終的には、集中環境施設のサイトバンカー建屋へ運び、減容します。各

原子炉建屋の使用済み燃料プールへ、キャスク(大きなステンレス製容器内部は鉛等)を沈め、

水中で 1本ずつ入れて、水中で蓋をする。それを水中から上げ、5階フロア上でキャスクの

除染。キャスク外部の汚染検査をし、問題なければ搬出して、集中環境施設へ。しかし、

外部の汚染検査も問題がある。搬出する為には、汚染かあると搬出出来ないのだが、実は

汚染がありました。私が、馬鹿正直にスミヤろ紙を、キャスクの外部にこすり付け、それ

を測定するのだが、本体と蓋の隙間を、スミヤで採取して測定してみると、かなりの高汚

染だった。でも東電の測定員は、そこは絶対に採取しない。汚染があるのをわかっている

からだ。東電の測定員に言われました。「そんなところ採取したら、搬出出来なくなるから

取るな!」と。私的には納得出来ませんでした。汚染密度がかなり高いんですから・・・・。

それを会社に言っても同じ事言われます。仕事が進まなければ困るのは会社ですから。東

電も業者もそんな感じでした。それ知っている人は、かなり居るはずなんですが、職をな

くしたくないので、言わないだけです。私は納得出来ないので会社辞めました。

18. 気密が無い建屋

原発の原子炉建屋は、定期検査の時に気密試験をする。原子炉建屋ですから、放射性物

質などが、出ないようにする為です。実は結構気密が無いので、試験の時だけ目張りをし

ます。昼間だと作業者の出入りがあるので、主に夜中に行われる。扉開け閉めすると気圧

が下がってしまうからです。搬入口、ケーブルトレイ、電線管、隙間結構あります。原子

炉建屋はそのぐらいですが、タービン建屋は、汚染があまり無いので、機密性は無くても

良い事になっています。しかし、人や動物が出入り出来るのはどうだろうか?通常人は、ゲ

ートモニターで汚染検査してから退出します。設計上も出入りが出来るほどの隙間も無い

んです。当たり前です。でもタービン建屋地下には、知る人ぞ知る秘密の搬出口と呼ばれ

ている場所があります。通常出せない物も、そこから出せます。そこまでは想像がつく人

も居ますが、人が出れる所もあります。柏崎原発に関してはそのまま普通に出れました。

当然そこから入る事も出来ます。ネコや鳥も入ってきます。福島も鳥が何度も入ってまし

た。1度犬も入りました。知らぬ間に居なくなりましたが、退出モニターを通り、出て行っ

た事を願います。今となっては外が高汚染なんでどうでも良い話ですが、そのぐらい酷い

作りだったと言う事です。
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19. 双葉町表面線量
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20. 国側の線量データ
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21. 子供達から日本政府に向けて



28

22. 放射線管理手帳

放射線管理手帳記載の合計 95.15mSv

「12. 存在しない被ばく」 に書いたように、実際の被ばくはこの数倍だが、データさえ

残さない作業だった為に、まったく不明である。
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23. 健康被害目安(成人男子)
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24. 土地、家の賠償
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25. モニタリングポスト数値
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26. 除染作業従事者の部屋

除染前の朝礼。中には女性も居ます。
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27.新たな犠牲者

4月 12日また新たな犠牲者が出た。

今、除染作業をしてくれている仲間の小野田義孝から電話がありました。彼の弟が郡山市の仮設住宅

で亡くなりました。その弟はうつ病で、一人で仮設住宅に住んでいたそうです。なぜ私達はこんな苦

しい思いしなきゃならないのでしょうか?東電役員は、今も何不自由ない生活をしています。なぜ被

害者の私達がこんなに不自由な生活しなきゃならないんでしょうか ?義孝から電話きた時「すまない

もっと早く色々やっていれば違う結果だったかも知れないのに」としか言えず号泣して言葉になりま

せんでした。義孝、俺に出来る事はするけど、力が無くてごめん。

4月 13日携帯での報告より

義孝から連絡がありました。

石澤 治彦:明日どこに行けばいいの?02:06

小野田 義孝:ゴメン、まだ司法解剖も終わってないし、兄弟での話も確定してないんだよ｡多分『密

葬』で身内だけで見送る事になると思う｡明日の夕方にしか判らない。02:07

石澤 治彦:了解、 何でも言ってくれ。02:09

小野田 義孝:わかった、有り難う｡02:09

石澤 治彦:舩橋監督とかも心配してるよ。平山議員も。舩橋監督もシェアしてくれて心配している。

シェア36人していてみんな義孝の事心配している。俺たちに出来る事あれば、何でも言ってくれ。

02:16

小野田 義孝:うん、明日の夕方にまたハルヒコ連絡するから…オレは大丈夫｡弟の事は残念だけど、

折り合いつけるしか無いと思ってる｡02:17

石澤 治彦:22日がんばろう?無念な気持ち伝えよう?俺なんか一日泣いてた。このまま終わらせない。

02:19

小野田 義孝:了解｡オレはオレの出来うる事をする｡必ず皆の気持ちを伝え続ける、それしか出来ない。

02:20

石澤 治彦:うん。02:20

小野田 義孝:これからも宜しく頼む。02:20

石澤 治彦:うん。22日は無念な気持ち、国会まで平山議員に持って行ってもらう。02:22

小野田 義孝:わかった。その時までに気持ちや考えをまとめておくよ｡02:23

石澤 治彦:皆が東電による殺人だと言って怒ってる。02:24

小野田 義孝:そうかも知れないな…東電の事故で、皆の人生を狂わせたんだよな。02:24

石澤 治彦:うん。事故が無かったらこんな事無かったかも知れないし、仮設住宅に居なかったんだ

から東電の責任。明日東電にも電話して抗議する。02:29
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小野田 義孝:弟の場合は元々メンタル面は弱かったけど、糖尿も患ってたから今回はその糖尿が原因

の可能性が高い。とにかく明日にならなきゃ、本当の死因が判らない。02:30

石澤 治彦:死因はそうだとしても、仮設住宅じゃなかったら、もっと違う結果だったかも知れないよ。

02:33

小野田 義孝:そうだな。。。結局は独りで誰とも関わらずに生活してたからな｡本当に可哀想な事をし

てしまった…悔やんでも悔やみきれない。02:33

石澤 治彦:うん。俺も今は東電に抗議するぐらいしか出来ないけど、このまま終わらせない悔しくて

悔しくて一日涙止まらなかった。02:38

小野田 義孝:弟は優しい性格で、兄弟に迷惑掛けてばっかりだから、連絡したくてもしてこなかった

んだと思う｡弟が苦しいって声を出していたのをわかってあげれなくて悔しい…だからもう同じ様な

思いは誰にもしてほしくない｡02:38

石澤 治彦:うん。俺も同じ気持ちだよ。02:39

小野田 義孝:声は出さなきゃ聞こえないし、届かない。02:39

石澤 治彦:この前稲葉君の弟もだったから、なおさら悔しくて。02:41

小野田 義孝:オレは絶対に立ち止まらないし、声を出してかなきゃならないと思う｡とにかくやれる

事をやって、皆で前に進まなきゃ。02:41

石澤 治彦:うん。これ以上こんな気持ちになる人も出したくない。だから皆に伝えないと。みんなが

義孝に「すまない」って言ってたよみんながついてるからがんばろうな。02:46

小野田 義孝:ハルヒコ、体力的にキツいだろうから 無理だけはしないでくれよ!オレは大丈夫、そん

なのヤワに生きてないし出来てない｡皆は何も悪くないよ、明日は必ず皆にオレの気持ちを伝える。

02:47

石澤 治彦:細い電話線でしか繋がってないように見えるけど、太い心で繋がっているからな。02:47

小野田 義孝:うん、本当にありがとう。02:48

石澤 治彦:うん。皆にも報告しておく。02:49

小野田 義孝:わかった。明日の事もあるから、少しだけ休むよ…ハルヒコも少しでも身体休めろよ。

02:50

石澤 治彦:うん。ゆっくり休んでくれ。02:50

小野田 義孝:また夕方にな…。02:51

石澤 治彦:うん。おやすみ。02:52

小野田 義孝:おやすみ。02:52


