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『特定非営利法人アジア環境・エネルギ―研究機構』設立総会の後、最初の事業として東日本

大震災の被災地の福島県への視察を行いました。「円谷さん、前畑さん、お二人の理事の事前の下

調べと現地交渉などの万全の準備と、加えて福島大学の後藤康夫教授の適切な説明により、2 日

間ではあったが、このフクシマツアーは私にとっては原発事故の深刻さと脱原発の必要性を強く

再認識させる意義深いものであった。」(丸山恵也) 
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１.福島視察 

福島視察行程（2014 年 6 月 7 日～9 日） 

6 月 7 日（土） 

◇JR 東北新幹線利用  東京駅八重洲北口改札口前午前 07 時 30 分 

東京駅＝（新幹線やまびこ 175 号）＝福島駅 09:45（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ前で福島大学後藤教授と合流） ＝ （貸

切バス）＝（国道 114 号）＝飯館村役場 飯野出張所＊（菅野村長）＝＜12 号線＞＝南相馬市小

高区（車窓見学）＝（車中弁当）＝浪江町請戸（町内視察）  ＝（１２号線） ＝ 川俣町 ＝福島 

土湯温泉 向瀧旅館宿泊  夕食：18:30～20:00 

会議：20:00～21:00  元気アップつちゆ/加藤代表レクチャー 質疑 

6 月 8 日（日） 

土湯温泉 ＝（旅館バスで往復）＝ 元気アップつちゆ １６号源泉見学（雨天のため中止）＝ 

＝＝  伊達市霊山町（太陽光発電） （バイナリ―発電所視察）09:00  

＝＝ 相馬市 浜通り・農産物供給センター 昼食 ＝＝ 

＝＝ 伊達市三浦代表理事のレクチャーと見学、買物＝ 福島市市内物産店 

＝＝（新幹線やまびこ 150 号）＝＝大宮駅 東京駅  解散 
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フクシマツアー概要 

円谷英夫 

 

アジア環境・エネルギー研究機構のプロジェクト第一弾として、東京電力福島第一原子力発電

所周辺地域見学ツアーを 6月 7日（土）、8日（日）に行いました。小雨の中、福島駅前のモニタ

リングポスト前に集合した参加者１３名は、引率役の福島大学後藤康夫教授と合流、説明を受け

た後バスで出発しました。 

全村避難となっている飯館村では村役場飯野出張所で菅野典雄村長と面会。村長は、避難のこ

とを振り返ったうえで「除染はなかなか進まない。放射能は住民を分断する。放射能の影響は人

によって違うし、除染の効果も場所によって違う。結果として住民同士の心の溝が深まり、精神

戦争をしているような感じだ」と語りました。県道１２号線沿いでは、除染の現場が見られまし

た。水田や地面を削ったところもあれば、山肌を伐採し禿山のようになったところもありました。

後藤教授によれば、これらはすべて実験だということです。 

 次いで浪江町請戸港周辺へ。ここは立ち入り禁止区域なので、震災のがれきも、津波で陸に流

された漁船も、崩れた家屋も当時のままになっています。慰霊碑があり、全員で祈りを捧げまし

た。 

 浪江町からきびすを返して福島市の土湯温泉へ。土湯温泉は震災当時１６軒あった旅館が９軒

に減り、今は１２軒まで回復したといいます。ここで原発に対するアンチテーゼとして地熱発電

所と小型水力発電施設の建設を計画している「元気アップつちゆ」の加藤勝一代表にお話を聞き

ました。現在、実現に向け東奔西走中とのこと。質疑応答では活発な発言が相次ぎ、熱い議論と

なりました。 

 

二日目は市民が自然エネルギーに取り組む現場を訪問しました。まず、伊達市霊山（りょうぜ

ん）へ。ここで太陽光発電に挑戦する福島県農民連の佐々木健洋氏を訪問しました。佐々木さん

は、「原発事故でこりごりのこの土地で自然エネルギーにチャレンジするのはいいとして、大手資

本に任せて電気と利益を持って行かれる植民地型はだめ」ときっぱり。地元の農家に土地を借り、

補助金なしで設置にこぎつけました。となりには別の市民団体の太陽光パネルも設置され、市民

型新エネルギー基地という感じです。 

 次に訪問したのは、相馬市の浜通り農産物供給センター。運営する NPO 法人野馬土（のまど）

の三浦広志代表理事のお話をうかがいました。「東京電力本社前に牛を連れて行って抗議したのが

私です」と話し始めた三浦氏は、南相馬市小高区で農業をしていました。震災後、避難先の東京

と相馬市を往復して中央省庁、東京電力、自治体と交渉、相馬市に農産物供給センターを開設し

ました。現在は、賠償金と補助金などを資金に、センターの屋上と南相馬に太陽光パネルを設置

しています。「絶対にあきらめない」という言葉に、こちらが元気をもらいました。 

 

 二日間で福島市と浜通りを２往復し、かけ足で震災、原発事故の爪跡と市民の自然エネルギー

へのチャレンジを見学しました。両日とも同行して的確な解説をいただいた、福島大学の後藤康
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夫教授に一同、心より御礼申し上げます。 

福島駅近くのモニタリングポスト前で後藤康夫先生と合流 

後藤康夫先生（福島大学）にご案内いただき有意義な視察を行うことができました。「視

察に来ていただくこと自体が、フクシマにとって支援になるのですよ。」といっていただき、

私たちができることは何かを改めて見つめ直しました。後藤先生ありがとうございました。 

 

 

飯館村役場飯野出張所にて菅野典雄村長よりお話を伺う 

原発事故で引き裂かれた村の現状を聞かせていただき、なお事故の影響がある中で復

興を進めること難しさを改めて感じました。 
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２.福島視察に参加して 

  

深刻な事態だが、明るい福島の未来も見た 

                                 丸山恵也 

 

円谷さん、前畑さん、お二人の理事の事前の下調べと現地交渉などの万全の準備と、加えて福

島大学の後藤康夫教授の適切な説明により、2 日間ではあったが、このフクシマツアーは私にと

っては原発事故の深刻さと脱原発の必要性を強く再認識させる意義深いものであった。 

 ツアー前半の請戸地区に象徴される除染どころか人間がすむことのできない高線量の広大な廃

墟地の視察は、これまでの想像をはるかに超えた深刻なものであった。ここには地震、津波、原

発三重苦の地域で、いまだに倒壊したまま家、破壊され陸地に乗り上げたままの大きな船、錆び

た鉄の塊と化した沢山の車等が放置されていた。飯舘村菅野村長からは住民帰村への取り組みの

苦闘の話を聞き、また小高地区の戦前旧満州開拓からの引揚者によりようやく肥沃となった土地

が原発被害により耕作不能となった説明を、高線量を知らせるアラームが鳴り続けるバスの中で

聞いた。 

 ツアー後半は土湯温泉町の地域復興を目指す地熱発電事業、霊山町の農民連・市民の太陽光発

電事業、さらに相馬野馬追の「野馬土」地区の農業再生事業を、実際にその担い手になっている

人たちの元気いっぱいに、明るい将来を信じて頑張っている姿を確認できた。ここでは福島の未

来をみる思いがした。 

 私自身、このフクシマツアーを通して得られた思いは、ひ

とつには福島の現実とそこに住む人たちから目を離さずに

いなければいけないということ、もう一つは脱原発のエネル

ギー・シフト問題への取り組みの緊急性の認識であった。 

 

 

福島復興の光明と闇 

荒川 紘 

 

 福島県で暮らしながら請戸港をはじめて目にすることが

できた。場所は東京電力福島第一原発の６.６キロメートル

北、報道機関は事故の現場近くからの報道を避けてきたので

テレビで放映されることもなかったようだ。私は見ていない。

あたり一面は雑草の深く生い茂る無人の草原、そこには陸に

打ちあげられた何艘もの漁船が浮かぶ。ここに多くの人の生

活があったことを教えてくれるのは、道端に設けられた簡単な慰霊の台、国の大愚策のために犠

牲となったと記す卒塔婆があった。 
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 飯館村復興の先頭に立っている菅野典雄村長にもはじめてお会いした。成長一辺倒を転換した

マデー（真手）ライフの夢に同感できた。若い人たちの活動も聞けた。外部資本によらない自立

の復興には大賛成だ。それには農学の学習経験が活かされている。岩手大農学部、千葉大学芸学

部に学んだ方たちも活動を引っ張っているとの話だった。菅野村長は帯広畜産大学の卒業生であ

る。それは事故以前からの闘いのつづき、宮沢賢治の闘いの継承だ。原子力工学者の「産学癒着」

が福島の悲劇を生み出す一方で、ここでは復興のために「国

民のための大学」の精神が活かされている。大学で科学史を

教え、「財界のための科学・技術教育」を批判してきた私に

はうれしい報告であった。私にはここにフクシマの真の再生

の光明が見えた。 

 霊山の入り口でのトイレ休憩のとき、立ち寄った近くの店

にあったのは自動販売機だけ。店番をしていた８０歳になる

女性は、以前は人気の食堂を経営していたが、原発事故で客が激減して食堂を廃業、子どもたち

も店を離れて、今はこうして販売機の番をしながらの一人暮らしだという。東京電力からの補償

も、店の前がコンクリートの駐車場のため、線量が低く測定され、不利な査定をうけているとの

話もしてくれた。フクシマに光も見ることができたが、多くの被災者は今なおこのような暗黒の

なかで苦しんでいる。 

 土湯温泉。吾妻連峰から流れる荒川の清流の眺めがよかっ

た。「智恵子抄」にも詠われているように、福島は山と水の

国、原発はまったく似合わない。 

 

多様な課題と多様な解 ― 福島を訪問して 

小

西一雄 

 

 今回の旅の前にも、山間部と平地とでは除染の効果が違うといった程度の認識はあった。だが

実際に現地の人の話を聴き、現場を見るにつれて、除染ひとつとっても、そこには多様な認識、

多様な課題があり、したがって多様な解があることを実感した。全村避難を余儀なくされている

飯館村の菅野典雄村長の話で印象深い言葉のひとつに「１ミ

リシーベルトの呪縛」がある。 ―― 飯館のような山林に

取り囲まれた地域で、放射線量が１ミリシーベルト以下にな

らなければ帰還できないといえば、それはほぼ実現の見込み

のない話である。しかし５ミリシーベルトという目標であれ

ば実現可能であり、健康上それは許容できると考えている。

だから５ミリシーベルトということで合意して帰還の道を

拓きたい。しかし、村民によっては１ミリシーベルトでも不安を感じる人もいるし、子供を抱え

た若夫婦と老人とでは考え方も違ってくる。だからそれぞれの村民の判断を尊重し、それぞれの

立場を理解し、支援していくきめの細かい対応が必要だ。飯舘村は平成の大合併に参加せず、村
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民数も限られていることからきめの細かい対応が可能である。一律の解決策などは無い。 

 次に訪れた浪江町の請戸地区。ここには、津波で流され

た船がそのまま点々と残されている広い草地（実際は、震

災当時のまま残された田んぼや破壊された住居の土台に

群生する草草）が拡がる奇妙な風景があった。だが意外な

ことに線量計が示す放射線量は福島駅前の線量計のそれ

よりも低い。私が「線量が低いのになぜこの地域の復旧は

遅れているのでしょう」と問いかけると、今回の視察旅行

の案内役を引き受けていただいた福島大学の後藤康夫先生が一言、「ここは原発に近すぎるんです

よ」と呟かれた。その一言が妙に腑に落ちた。飯館村は原発から 20 ㎞離れている。しかし請戸は

福島第一原発の目の前といってよい場所にある。しかも浪江町は飯館より大きく、同じ浪江でも

地域によって被害の程度が相当に違う。だから飯舘の話をそのまま浪江の「解」として当てはめ

ることはできない。 

 翌日訪ねた伊達市の霊山地区で太陽光発電による地域興しをしている農民連の佐々木健洋さん

は、国の補助金に頼らない、それに振り回されない運動ということを強調されていた。ところが

その後に訪れた南相馬で地産地消の運動を展開している三浦広志さんは、いかに補助金を有効に

活用するかという話をしておられた。この違いの背景のひとつは、原発から 20 ㎞圏内の地域か、

放射線量は高くてもその圏外の地域かといことにあるらしい。つまり補助金の在り方自体が両地

域ではが違うのである。だがそれ以上に興味深かったのは、南相馬の三浦さんも霊山の佐々木さ

んと同じ福島県農民連のメンバーであったことである。そこで「同じ組織で運動しているのに方

針にはずいぶん違いがあるのですね」と三浦さんに訊くと、自分たちはそれぞれの現場にあった

運動を作ろうとしているので、同じ組織だからどこでも同じ方針というような考え方はとらない、

というのがその答えであった。これまた腑に落ちた。 

 今回痛感したのは、一口に復旧・復興といっても、地域

によって、あるいは被災者の家族構成によって、あるいは

職業によって、その課題は非常に多様であり、したがって

その課題に対する解もまた多様であることを直視しなけ

ればならない、ということであった。ところが、行政のも

っとも苦手なのがこの「多様な解を認める」という姿勢な

のである。行政には一律な解こそが公平性を担保するのだ、

という抜きがたい「信仰」がある。そしてこのような行政が人々の対立をもたらし、人間関係を

引き裂くのである。菅野村長の「原発は人々を引き裂く」という言葉が胸に残った。                

 

 

放射線のリスクと生活のリスク ― 福島ツアーに参加して 

                                           前畑憲子 
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 大学に進学するまで過ごした福島であったから、原発の災害後も何度も福島市の親戚を訪れて

いる。３．１１から 3 年も過ぎているのだから、家も道路も修復され始めている。しかし、町や

郊外をみるとなんとなく釈然としない思いが残る。これは何だ。少し考えてみると、その正体が

見えてきた。散歩の道すがらみる家は真新しい。こじんま

りとはしているが心地良さそうな家々である。だがその小

さな庭をみると雑草が生い茂っている。なんとなくちぐは

ぐなのである。姉にこれを尋ねると、お子さんのいる若い

夫婦の家で、他所に避難しているので、時々、家の空気を

入れ替えに来ているのだ、という。そうか。低線量とはい

え、他の市の放射能の値とはひと桁高い福島である。そこ

での生活がもたらす健康への不安はなかなか払しょくできるものではないであろう。とくに小さ

なお子さんをもっている家族にとっては、どんなに新しい家を造ったばかりであっても、そこに

住み続けるわけにはいかぬという判断をするのも無理からぬことである。同級生に会えば、彼女

らの心配も同じで、孫の健康のことである。そしてまた、娘や息子家族との同居をめぐる意見の

相違や、別れのさびしさについてである。そんなこんなで、福島での身近な経験から、原発災害

の並外れた被害の深刻さについては、知っているつもりであった。だから、今回の福島ツアー参

加の私の目的は、津波と原発災害との二重の災害にあった現場をこの目で確かめること、そして

また、これはまったく二次的なものであるが、小さい頃、父と鱸を食べに国道 115 号線を通って

松川浦漁港方面に何度か行った思いでのルートをもう一度たどってみたい、と思ったのである。 

 第 1 日目の飯館の菅野村長にこれまでの飯館の状況と現在、そして未来の飯館についてレクチ

ャーを受け、それから山越えをして浜通り向かい、依然として３．１１のままだという小高地区

を通り過ぎて浪江町の請戸地区に入った。雨の中、バスを降

りると、そこには、ただ雑草と瓦礫の平地に何艘もの漁船が

ポツンポツンと「置いて」ある。海の匂いも気配も感じられ

ない。もちろん人の気配もまったくない。まるで巨大なアー

ト展でも見ているような錯覚にとらわれそうであった。よく

見ると何軒かの空洞になった家屋があり、瓦礫の中に確かに

人間が生活をしていた痕跡を見つけることができる。海と第

一原発が見える場所まで移動したが、雨で原発は見えなかった。再び飯館村を通る県道 12 号線を

福島に向かった。行きも帰りもバスの中で線量計のアラームが時折なっていた。宿に戻っての地

熱発電への取り組みのレクチャーを除くと、第 1 日目の体験はこれだけであった。しかし、現場

で日々苦闘されている飯館村長の話を聞き、そして二重の災害に見舞われた請戸地区の状況を実

際に見たことによって、今まで私が知っていたと思っていた原発災害の問題の深刻さが自分の中

で凝縮して一つの像に結ばれた。それは、原発災害とは、一度起こってしまうと元には戻らない、

という当たり前といえば当たり前のことである。だが、このことの意味は大きい。元には戻らな

いという前提のもとですべてが進行せざるを得ないのである。生活のリスクによる年寄りの災害

関連死を極力避けようとすれば故郷へ戻ることが最良であろう。しかし、それには放射性物質の

害を一定程度許容しなければならない。一方、若い人々は放射線のリスクを許容することは極力
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避けたい。しかも山や海での生業が成り立たない。山・漁村

での大家族の生活が破壊される。高齢者だけの地域になり、

医療や生活が成り立たなくなる等々。故郷にもどろうと、故

郷から離れようと、どちらをとろうともリスクが伴うのであ

る。健康と生活とが広範囲にそして長期間破壊され不安にさ

らされるのである。菅野村長は生活のリスクと放射線のリス

クのいずれかを一定程度許容するしかないという苦しい選

択を話されていた。 

「一人の命は地球より重い」と教えられて私たちは育った。原発を再開しようとし、外国に輸

出しようとする昨今、この教えはどこに行ってしまったのだろうか。バスの中、こんなことを考

えながら帰路に就いたのだった。 

 二日目の国道 115 号線の思い出ルートでは、季節の魚を食しに行こうとした 50 数年前の車の

中にいる自分と父、そして原発災害についてのレクチャーを受けようと線量計のアラームのなる

バスの中にいる今の自分とを重ね合わせたとき、この５０数年の日本の歴史は｢進歩｣したという

ことができるのだろうか、と自問しつつ、その時と同じ緑の中を揺られながらほぼ 2 時間の行程

を行きすぎたのであった。 

 

 

NPO法人野馬戸の取り組みから受けた衝撃と感銘 

菊地 進  

 

本研究機構に参加して最初の視察が福島県飯館市、南相

馬市小高区、浪江町請戸、土湯温泉地熱発電、霊山町太陽

光発電プラント、相馬市農産物供給センターであった。現

地に足を運び、関係者からじかに話を伺うことの大事さを改めて感じた視察であった。わずか 2

日間であったが、これほど密度の濃い視察に加われたのは初めてといってよい。これも、何人か

の先生による事前の調査、福島大学の後藤康夫先生によるナビゲートがあったからに他ならない。 

今回の視察を通じ様々な驚きがあったが、いま振り返ってみて、私が最も衝撃を受けたのは「特

定非営利法人野馬戸」の取組みであった。代表理事の三浦広志氏は、2011.3.11 まで農業を続け、

学生時代から志向していた「有畜複合農業」の形がほぼ完成したところで津波によりすべて奪わ

れてしまったのである。しかも、原発被害で東京への避難も余儀なくされたという。失望感いか

ばかりであったであろうか。 

三浦氏は、失うものは何もなくなったという思いもあり、せめてフクシマの復興のために役立

とうと何度も何度も農水省交渉、東電本店交渉を行い、その先頭に立ち、被災者の今後の生活と

環境のための施策・賠償を勝ち取っていった。そして、かねてより役員を務めていた農民連の事

務所を南相馬市小高区から相馬市南白髭に移し、仲間とともに 2012 年 10 月 NPO 法人野馬戸を

立ち上げたのである。ここでは、安全性を確認した農産物を供給するための放射能検査施設、新

鮮で安心な農産物・加工品の販売、復興支援やボランティア活動に関わる方々や被災地見学の方々
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が集うための広場「cafe 野馬戸」の提供などを行っている。 

cafe 野馬戸は、年 2 回の「野馬戸まつり」、「田園アートプロジェクト」、農業体験などの交流拠

点ともなっており、野馬戸としては、このほかに、被災地の問題を風化させないための福島第 1

原発見学ツアー、原発に頼らないエネルギー確保のための太陽光発電事業の取り組みなども始め

ている。そして、国との交渉、東電交渉を引き続き粘り強く展開しているのである。 

田畑をすべて流され失意のどん底にあった中から立ち上がり、こうした取り組みを始めたエネ

ルギーはどこから湧き上がってきたのであろうか。野馬戸からは大変大きな衝撃を受けるととも

に、その姿勢より大変強い感銘を受けた。こうした機会が得られたのは、「アジア環境エネルギー

研究機構」の立ち上げに尽力された諸先生方のおかげであり、その設立に感謝するとともに、そ

の運営の一員となった自分にいったい何ができるのか、野馬戸から大変大きな問いかけをされた

思いである。 

 

 

 

３.資料 

  

浪江町に提出した請戸地区立ち入り依頼文 

 当機構設立に当たり、最初の事業として「福島視察」が計

画されました。その際、浪江町請戸地区への視察を欠くこと

ができないと考え、設立準備会段階で、請戸地区立ち入り許

可願いを浪江町に提出し、許可を受けたうえで視察を行いました。以下のその時の依頼文です。 

 

浪江町請戸地区立ち入り調査のお願いと立ち入り場所について 

  

特定非営利法人              

アジア環境・エネルギー研究機構設立準備会 

 

アジア環境・エネルギー研究機構は 5 月 18 日に発足総会を開催するべく準備中の NPO で、

その中核は大学関係者、編集者、弁護士などが担っています。理事長予定者は古賀  嘉悦大

学名誉教授（元学長）です。この NPO の最初の取り組みとして 6 月 7 日、8 日に福島を訪問

し、福島大学関係者の協力もえながら、①原発事故と復興事業の現状、②廃炉への取り組み、

③再生可能エネルギー事業の展開の三つの課題についてヒヤリングと現地の視察を行う計画を

たてています。③についてはすでに土湯の地熱発電事業の関係者との意見交換会と現地見学が

決定しており、②については研究者からのヒヤリングを行います。今回浪江町にお願いするの

は①の課題にかかわる現地視察とヒヤリングです。 

 私たちは、福島の復興は三つの分野で並行して進められるべきだと考えています。第一は、

除染と生活環境整備のための社会資本整備事業です。第二は、廃炉作業を東電の枠を超える一



10 

 

大研究プロジェクトとし、また廃炉作業自体を国として事業化することです。第三は、原発に

かわる新たな再生エネルギーなどの研究・開発・事業化の一大拠点を福島に構築することです。

このいずれもが大量の公的資金の投入を必要としますが、現状の対症療法的で逐次的な公的資

金投入の積み重ねよりも効果的な資金投入になります。 

環境・エネルギー問題の政策形成を行う出発点は、なによりもまずフィールドワークによっ

て歴史と現状を把握することです。その際とくに福島第一原発事故についてのフィールドワー

クが出発点になります。浪江町は津波と原発事故の両方に直撃されている地域として、これま

でもいくつかの映像や活字資料が公表されてきましたし、報道番組でもたびたび取り上げられ

てきました。しかし研究の出発点として現状を知るには、なによりも研究者自らが現場に立ち、

自らの眼で観察し、ヒヤリングをすることが大切です。浪江町には帰還区域や避難解除準備区

域などが混在していますが、できれば請戸地区への立ち入りをお許し願えればと考えています。

そしてこのヒヤリングと視察を、「除染と生活環境整備のための社会資本整備事業の展開」の可

能性を明らかにすることに繋げたいと考えています。 

以上の趣旨から、今回の浪江町への訪問調査では｢除染｣の問題を中心課題と考えています。 

①除染計画にこの間変化はあったのか。変化があったとすれば、どのような理由によってか。 

②除染作業と廃炉作業とはどのような関係にあるのか。 

③設定された除染計画の進行状況はどのようなものか。 

④今後の除染作業の障害となる事由にはどのようなものがあるか。 

⑤除染が｢完了｣しても町の再生にとって障害となる問題はなにか。 

 以上を踏まえて今後考えたいのは次のような課題です。 

 除染はそれ自体がまったく新しい｢社会資本整備事業｣といえますが、そこでの問題点と政

策課題を整理することが第一の課題です。第二に、｢生活整備基盤整備のための社会事業｣とい

うのは、従来のような産業基盤整備をイメージしているわけではありません。｢生活基盤整備｣

とは具体的には、学校、病院・介護施設に加えて基本的な商業施設の整備です。除染が進み町

への一部帰還が可能となっても、当然のこととして町の人口が震災以前にすぐに戻るわけでは

ありません。それでも、これらの施設は町の再生に不可欠です。したがって、これらを国の社

会資本整備事業として位置づけることが大切です。 

以上の趣旨を御理解いただき、ご協力いただければ幸いです。 

 

 

浪江町請戸地区浪江港にて 

霧のためこの日は見えませんでしたが、この海の先に福島第１原子力発電所があります。 
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