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３・ 手ぬぐいを広げる小宅さん
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小宅貴史
̭͂ͬ࿒ດͅ 青年
対談

（ＮＡＺＥＮいわき共同代表）

×西納岳史（いわき合同ユニオン書記長）

◆自分の言葉で語ろう
小宅

いわきでは青年労働者の学習会を定期的

内容は知っての通りですが、おかしいなと思う

にやってるんですが、最近は「自分の言葉で語

と同時に、安心を求めてしまっている自分もい

る」ということが議論になってますね。僕自身

たと思います。ああいう状況の中で原子力ムラ

も３・１１の経験とそこから今にいたるまでの

の勢力に主導権を与えてはならないと強く思い

思いを自分の言葉で語ることが大事なんだと改

ます。

めて考えました。

震災と原発事故からの５年間を振り返って、
自分としては被曝との闘いだったと同時に、福

西納

いわき合同ユニオンも結成から３年間で

島を自分がどう見ているのか、福島がどう見ら

２ケタの労働者を組織する労働組合になりまし

れているのかということを常に問い続ける連続

た。今は新たな闘いに打ってでています。その

だったと思います。隣県で働いていると「福島

中で、とりわけ女性労働者が自らの思いや怒り

は大変だな」あるいは「福島はもう大丈夫だろ

を「初めて形にすることができた」と話してく

う」という声が聞こえてくる。でも放射能には

れている。原発労働者の方も対談集会の後に、

県境なんてないんですね。

「これを書き残すことが自分の使命なんだ」と
言って、震災当日からの収束作業の実態を綴っ
てくれました。
◆３･11 が人生を変えた
小宅

僕は３・１１の当日は隣県の工場で派遣

労働者として働いていました。地震の後は会社
から自宅待機命令が出されましたが、１３日に

東電いわき事務所にデモと申し入れ（2014 年 2 月
一番左が西納さん 二番目が小宅さん）

なると親戚から「原発が危ない」という話を聞
いて白河市に避難しました。その後いわき市に

◆原発労働者の感覚に学ぶ

戻り職場に顔を出して、１５日には近所の水道

西納

局に水汲みに行きました。でもその時がちょう

わっていない」という言葉はすごい重みがある。

どいわき市を放射能のプルームが直撃して、大

政府は「復興キャンペーン」を使って、時間的

量のヨウ素が降っていた時だったんですね。そ

にも空間的にも３・１１原発事故から民衆の意

の後は栃木県の那須に再び避難しましたが、３

識を隔離・分断しようとしているけど、日々原

月２２日には会社から呼び出しが入って、翌日

発で働く労働者にとっては自分たちの職場と労

には工場も再開しました。

働がまさに３・１１その日から切れ目なく続い

原発労働者の方の「事故当時から何も変

原発事故直後からいわきのローカルＦＭラジ

ている。地続きになっているんです。原発労働

オでは山下俊一の放送をさかんに流していた。

者の訴えから、僕らは３・１１その日に常に立
2

ち返ることができるんです。
小宅

民主党の野田政権の時に出された「原発

事故収束宣言」に一番怒ったのは原発労働者で
す。
「事故が収束したなんてとんでもない。ふ
ざけるな！」と。昨年８月のいわきでの集会で
発言された除染労働者の方も「安倍首相は『東
北の復興なくして日本の復興なし』と言ったが、

いわき駅前で団結がんばろう！（2014 年 2 月）

それを担っているはずの自分たちは最低限の労
働条件すら保証されていない。このペテンが許

の回答を示せていると思います。

せない！」と訴えました。

「いわき合同ユニオン支援共闘会議」のスロー

地続きということで言えば、３・１１以前か

ガンは「だれもが人間らしく生きられる世の中

ら地続きなんですよね。原発を推進し、反対す

のために、たたかう労働組合を、共に支えよう・

る者を踏みにじってきた体制は変わっていな

共につくろう！」です。
「動労水戸支援共闘」

い。原発をなくすためには、この地続きを民衆

と一体での具体的な行動方針として、地元福島

の力で断ち切ることが不可欠だと思います。

でこそ拡大したい。

◆自分たちが現実を変える

◆春闘と一体の３・１１

誰かに任せていても現実は決して変わらな

小宅

今年の３・１１は「春闘と一体の３・１１」

い。今こそ福島県民がもっともっと主体性を発

ということが実行委員会で議論されています。労

揮しないといけないと思います。いわき駅前で

働組合を甦らせ、自分たちの現場で闘うことが、

の反原発金曜アクションも一貫して続けられて

遠回りのように見えて、実は原発を止めていく最

います。反原発集会を３・１１当日にやること

大の力になるということだと思います。

の意味は、福島で生きる僕たち自身への問いか
けだと思います。問いかけて、「自分たちは何

西納

をすべきなんだ」という自己規定の闘いとして

組合の直接的・具体的な闘いに展望があるとい

やり抜く。安倍政権に対して「お前たちの好き

うところに課題が絞り上げられてきていると感

なようにはさせないぞ」という声を叩きつける

じます。動労水戸の被曝労働拒否の闘いに絶大

日にしたい。

な信頼を寄せてくれた原発労働者とつながるこ

全国での原発再稼働阻止の闘いは、労働

とを通して、僕たちはその挑戦権に手をかけて
西納

現在進行形の収束作業の最前線で格闘し

いると思います。

ている原発労働者の訴えこそが、福島にかけら
れている「復興」キャンペーンの重圧を突破す

◆原発労働者との団結を求めて

る核心の力を持っていると思います。いわきの

小宅

人と話をすると、家族や親戚、友人や知り合い

ながることを目標に取り組んでいきたい。その

の中に必ず原発や除染で働いている人がいる。

ためにはいわき合同ユニオンの一つ一つの闘い

被曝労働は決して他人事ではない。被曝労働の

を全力で闘い抜いて、地元いわきの地域の中に

最前線で働く労働者のために、自分たちに今何

もっともっと打って出ていくことが求められて

ができるかを誰もが真剣に考えている。動労水

います。ＮＡＺＥＮいわきも、福島の現状と原

戸の被曝労働拒否の闘いや、いわき合同ユニオ

発労働者の声を全国に発信していく役割を担い

ンの地域に根を張った闘いが、
「労働運動の分

ます。全国の仲間の期待に応えられるように、

厚い力関係で原発労働者を守ろう」という一つ

これからも頑張っていきます。
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原発労働者が３・１１で僕らの闘いとつ
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東京中部ユニオン・北村美和子

◎もっと多くの人に観てほしい！
年明け早々の１月 17 日、東京・日比谷コン
ベンションホールで、待望の『A2-B-C』の上
映会を開催しました。予想を超える 180 人の
方が参加。初めてお会いする方ばかり。国会前
や日比谷公園、街頭で合計５千枚のチラシを配
布しました。ふくしま共同診療所のニュースや
週刊金曜日に告知していただき、ネットも駆使

☀

し、
熱い思いで準備してきた甲斐がありました。

参加された方の感想

☀

・大変素晴らしい映画でした！全国各地で上映さ

「山形から来ました。観たいと思っていた時、

れることを切望しています（ 女性 50 歳）

中止になってしまって。今日は、新幹線で来ま

・ニュースで知ることのない貴重なお話を聞かせ

した」と現れた若いカップル。
「ふくしま共同

てもらい、
改めて考えさせられました
（男性 38 歳）

診療所を支援しています。お友達からもカンパ

・母親や子ども達の生の声が実感でき、福島の現

を集めて来ました」と優しい笑顔で話かけてく

実の大変さを、東京にいながら共にしていくこと

ださったご婦人。「安倍政治を許さない」「反原

ができたらと思いました。
（女性 66 歳）

発」の小さなステッカーをつけ、おそらく国会

・福島の状況をこのような形で上映、日頃活動さ

前抗議にかけてつけていらっしゃる方々も多数

れていることに対して感謝申し上げます。
（男性

参加。会場は早くから一杯になりました。

57 歳 避難者）
・新鮮な印象を受け、またやるべきことはこれか

映画の上映の後、椎名千恵子さんのお話では、

らだと強く思った。上映運動頑張ってください。

イアン監督の映画配給停止の際の葛藤と再開に

（女性 75 歳）

いたる思いが紹介され、ふくしま共同診療所の

・杉井医師の熱のこもったお話、とても感動しま

杉井吉彦医師からは、
「映画で映しだされてい

した。先日、わずかですがふくしま共同診療所

る２年前より、今は一層深刻な状況である」と

のためにカンパしました。この映画の上映会を

医療現場での格闘を語って下さりました。終

自分でもやりたいと思います。イアンさんのお

わった後も、椎名さんや杉井さんと話し込まれ

話もうかがってみたいのでメールを送ります。

る方々がたくさんおられました。

・本当に
「イカッテ」
いいときがある。
（男性 62 歳）

参加されたみなさんの表情から、悲惨さを嘆

・私が住む「ふくしま」では当たり前の話なのに

くのではなく、この状況に立ち向かって行こう

配給停止になるとは驚きです。日本の政治、
行政、

という明るさと会場に広がる連帯を感じまし

経済がすべてにおいて「金」であることは日本

た。大成功です。東京から、フクシマを思う気

の未来は真っ暗で、子ども・孫たちがかわいそ

持ちを届けたい！

うです。
（男性）

◎全国各地で上映と講演を！

・自分の認識では、放射線量という落ちている情
報をテレビのニュースなどで判断していましが、

この企画をとおして、
『A2-B-C』の上映と「５
年目の福島の現実」のお話を多くの人々が求め

内部被曝の長期的に継続する健康問題を見落と

ていることを実感しました。

していたことを、はっきり映画からつきつけられ
ました。
（女性 63 歳）

たくさんの人々に、この映画と「福島の今」
を届けましょう！

・政府、東電に対しての怒り、声を上げる事の大

原発事故への怒りは、出口

切さを改めて強く思いました。
（男性 64 歳）

を求めています。全国で上映運動を！
6
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■変える力はここにある！私たちが歴史を動かす！

≖† ≔≔ӒҾႆᅦᘍѣ⃮≔≙

■埼玉・町長の決断＝子どもたちを被曝させない
と き 2 月 20 日（土）13：30 〜（13 時開場）
ところ パストラルかぞ・展示室
ゲスト 前双葉町長・井戸川克隆さん
ふくしま共同診療所・布施幸彦さん
主催 実行委員会 090-3312-9895
■映画『Ａ２−Ｂ−Ｃ』東京・すぎなみ上映会
と き 2 月 21 日（日）① 13:30 〜② 16:30 〜
ところ セシオン杉並・視聴覚室
主催 杉並上映実行委員会
連絡先 ＮＡＺＥＮ杉並 090-2442-2811（飯塚）
■ＮＡＺＥＮナガサキ結成４周年の集い
と き 2 月 21 日（日）午後 1:30 〜
ところ 長崎県教育文化会館 2 階大会議室
講演 崎山比早子さん
主催 ＮＡＺＥＮナガサキ 095-800-1107
■すべての原発なくそう 神奈川集会
と き ２月 27 日（土） 14 時開会
ところ 横浜市戸塚公会堂・１号会議室
講演 照沼靖功さん（動労水戸）
主催 ＮＡＺＥＮ神奈川（090-9108-1351 中村）
■映画『Ａ２−Ｂ−Ｃ』東京・足立上映会
と き 2 月 28 日（日）① 14 時〜② 17 時〜（終
了後感想・交流会あり）
ところ 足立区勤労福祉会館（綾瀬駅西口 3 分）
主催 足立上映委員会・放射能を考える下町ネット
ワーク（共催） 後援 NAZEN 江戸川
連絡先 03-5879-6809 メール noradioactivity@gmail.com
■映画『Ａ２−Ｂ−Ｃ』名古屋上映会
と き ２月 28 日（日）13 時〜
ところ 名古屋ＹＷＣＡ会議室
主催 ＮＡＺＥＮ東海／共催 東海合同労組
080-3624-6434（岩田）
■ビキニ水爆実験・被ばくから 62 年
原発なくせ！戦争やめろ！３･１ビキニデー東京集会
と き 3 月 1 日（火）午後 7 時〜（開場 6 時半）
ところ 杉並区勤労福祉会館ホール（杉並区桃井 4-3-2）
講演 ふくしま共同診療所院長 布施幸彦医師
主催 ＮＡＺＥＮ東京 090-2442-2811（飯塚）

と

３月１１日 ( 金 )12 時開場 13 時開会
会
15 時 郡山駅へデモ出発
ところ 郡山市・開成山野外音楽堂
主催 ３・１１反原発福島行動実行委員会
080-3324-0311（橋本）FAX 024-575-5124
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ＮＡＺＥＮ会計報告
昨年 1 年間、みなさまの暖かいご支援によっ
てＮＡＺＥＮ活動、北富士保養を行うことがで
きました。ご報告し、御礼申し上げます。

口座番号

00120-8-763817

加入者名

すべての原発いますぐなくそう！全国会議

収入
繰り越し
会費
通信代金
カンパ
会場費
雑収入
収入計
支出
旅費・泊費
発送費用
印刷代
会場費
賛同金
救援カンパ
諸経費
支出計
残高

◇◆◇

繰り越し
カンパ総額
参加費
支出総額
残金

64.542
517.250
237.875
108.000
10.300
6.000
943.967
333.020
307.815
157.573
8.400
24.353
5.080
30.857
867.098
76.869

● 2016 年北富士保養
（2015 年 9 月
〜 2016 年 1 月）
収入
繰り越し
147.875
カンパ
80.001
パンフ売上 70.850
収入計
298.726
支出
千葉保養参加 11.420
送料
990
支出計
12.410
現残高
286.316
（目標は 100 万円です！）

診療所基金はこちら

◇◆◇

★郵便振込口座 02200-8-126405
福島診療所建設基金
★銀行口座
福島銀行

本店（110）普通

福島診療所建設基金

代表

1252841
渡辺

★ＰａｙＰａｌでのお振り込み
アカウント

〇一九店

254.406
838.974
188.300
1133.805
147.875

福島診療所建設委員会の口座へ

振替口座 ◇◆◇

銀行口座からの振込の場合

（2014 年 9 月
〜 2015 年 8 月）

（2015 年 1 月 1 日
〜 2016 年 1 月 30日）

ＮＡＺＥＮの活動をぜひ年会費（1月〜 12 月分）
で支えて下さい。年会費は個人一口 2000 円、団体
一口 3000 円です。よろしくお願いします。
郵便局

● 2015 年北富士保養

● 2015 年度一般会計

౬Ί⛼ǸЅⳭȴɼɚȢ
ǚⲭǔǧȎǩ
◇◆◇

き

clinicfukushima@yahoo.jp

0763817

渡辺馨（福島診療所建設委員会）

※振り込みの際は、
「年会費○人、○団体分」
「保養カンパ」などお書き下さい
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