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【主催者あいさつ】  関 昭生（日本輸送サービス労働組合連合会・執行委員長） 

 

私たちＪＴＳＵは昨年２月に結成以降、現場で働く組合員の声から労働組合として政策を練り上げてき

ました。 

結成直後に直面した大きな課題は、昨年３月１４日の常磐線の全線開通でした。２０１１年３月１１日の東

日本大震災から１０年が経とうとするなか、福島第一原発事故の影響により最後まで不通区間となって

いた常磐線・富岡～浪江間が運転再開となりました。原子力災害によって不通となった線区の運転再開

は、誰も経験したことのないことです。 

駅で働く者、鉄道施設や設備関係で働く者、車両のメンテナンスをする者、運転士、車掌、それぞれ鉄道

の現場で働く者が、低線量被ばくのリスクの中で鉄道の安全を守り続けています。そしてそのリスクは当

然ご利用いただいているお客様にも降りかかるものです。 

福島第一原発事故はいまだに終息の目途がたたないどころか、増え続ける汚染処理水の問題や先月

の地震の影響で原子炉格納容器内の水位が低下していることなど、事故は現在も進行している状況下で

の鉄道の運転再開なのです。 

私たちは震災からの早期復興を願ってやみません。しかしあの大震災から学んだことは、大自然を前に

した人間の無力さでした。震災は過去の出来事ではなく今起きている事、そしてこれからいつ起きるかわ

からないけれど、必ず起きることなのです。ですから現実から目を背けるのではなく、現実としっかり向

き合い、本当の意味での復興をしていかなければなりません。 

そのために私たちは、ＪＲ東日本輸送サービス労働組合水戸地方本部の組合員と共に、運転再開から一

年、現場で起きていることを検証してきました。そして常磐線の全線運転再開から一年経ったいま、鉄道

労働者の視点で、現在起きている問題から本来の復興はどうあるべきか、未来のエネルギーについて専

門家の皆様からアドバイスをいただき、共に討論を通して政策を練り上げていきたいと考えています。 

コロナ禍でオンラインというスタイルになりましたが、本日は埼玉県都幾川町こだま医院・児玉順一先

生、認定ＮＰＯ法人環境エネルギー政策研究所・飯田哲也所長、福島県双葉町議会議員・菅野博紀様にご

参加を賜りましてシンポジウムを開催する運びとなりました。 

そしてＪＴＳＵ議員懇談会の皆様にもオンラインで参加して頂いております。今日はスケジュールの都合

により、大変失礼ではありますが、ご紹介とご挨拶いただくことができません。今日のシンポジウムをも

とに議員懇談会の皆様方とともに政策実現に向けて議論を深めてまいりたいと思います。 

この一年間は新型コロナウイルスの猛威によって私たちの生活は大きく変わりました。これまで私たち

は「成長、成長」と言われる社会の中で生きてきました。コロナウイルスは今の人間社会の弱点を炙り出し

たのではないでしょうか。自然環境破壊、少子高齢化、格差問題など人類の存亡に関わるような大きな問

題が私たちの目の前にあります。これからは成長よりも持続可能な成熟社会を目指していくべきだと思

います。 

 短い時間でオンラインという初めての試みでシンポジウムを開催しますため、不手際があるかとは思い

ますが有意義なシンポジウムにしてまいりたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。 
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【実行委員長 問題提起】 久保 博明（日本輸送サービス労働組合連合会・政治共闘室） 

 

なぜ私たち日本輸送サービス労働組合連合会がシンポジウムを開催するに至ったかを述べさせていた

だきます。 

まず始めに、私たちは鉄道に携わる

ものとして、常磐線が東日本大震災に

よって寸断されたその日から、再び“つ

なげる”ことを目指してきました。そし

て、今後二度と線路を分断させてはい

けないと考えています。しかし、私たち

は、政策思考図「メタ・２０２４」にあるよ

うに「安全」と「健康」を両輪として総合

労働政策を練り上げていますが、その

観点から、昨年３月１４日のダイヤ改正

に合わせて全線開通した常磐線は安全

と健康が守られているのかという不安

があります。私たちは、残念ながら「そ

れは守られていない」、特に「健康」が脅

かされていると実感しています。その

理由は放射能による外部被ばくと内部被ばくの問題です。 

昨年のダイヤ改正で、最後の不通区間だった富岡～浪江間

は、「特定復興再生拠点区域」として除染を行ったとし、帰還困難

区域を解除され運転再開となりました。しかし考えてみてくださ

い。福島第一原発事故により放出された放射能物質は、チェルノ

ブイリの事故と同じで、原子力緊急事態宣言は未だに解除され

ずレベル７のままです。チェルノブイリは３０年以上たった現在で

も半径３０キロ以内は立ち入り禁止です。大野駅は福島第一原

発から約４キロの距離しかありません。しかも福島第一原発は収

束のめどがたっておらず、現在進行形で放射能を放出し続けて

いるのです。しかも解除されたのは線路のみです。線路のすぐ

両側は除染がされていない高線量の帰還困難区域です。線路脇

に壁などがあるわけではありません。物理的な境があるわけで

はないのです。風が吹けば除染されていない木々に付着している放射性物質が風と共に、雨が降れば地

面に堆積している放射性物質が土などと共に線路内に容易に入ってくることが考えられるのではないで

しょうか。現在の常磐線、富岡～浪江間は高線量の帰還困難区域の中を走っているのと変わらない状況

です。 

このような状況の中、放射能被ばくからどのように働く私たちと利用する乗客の皆さんの健康を守る

のかという問題意識から私たち日本輸送サービス労働組合連合会は、加盟単組であるＪＲ東日本輸送サ

ービス労働組合中央本部及び水戸地方本部、ジェイアールバス関東労働組合と連携し「常磐線全線開通

に伴う労働政策」の中間報告を作成し、その政策資料に基づきこの間取り組んできました。この間の取り

組みを通じて見えてきたことを３つの視点で述べていきます。 

 

まず始めは「健康労働」についてです。放射能被ばくは富岡～浪江間を乗務する乗務員とお客さまだけ

ではなく、線路等の保守作業や線路脇の樹木を伐採する工務職場の仲間や車両の点検を行う車両センタ

ーの仲間の問題でもあるということです。また運転再開してから分かってきたのは、頻繁に発生する野生

JTSU政策思考図「メタ２０２４」 
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動物、特にイノシシとの衝突や、強風による線路外からの枝や看板などの飛来物の問題です。繰り返しに

なりますが、線路外は高線量の帰還困難区域です。その高線量区域から入ってくる野生動物や飛来物は

当然放射能に汚染されています。 

今回運転再開となった富岡～浪江間は、作業に従事するにあたり、

「特定線量下業務事業者特別教育」の受講や、ガラスバッチの着用が

義務付けられていることからも危険な業務であることは言うまでも

ありません。しかし法律を見てみても、帰還困難区域から先行解除さ

れたにも関わらず、東日本大震災復興特別区域法や福島復興再生特

措法に常磐線に関わる記述がありません。放射線管理において航空

業界では、パイロット等が被ばくする放射能について、年間６ｍ㏜と

いう国際基準が策定されていますが、帰還困難区域の中を運行して

いる私たち鉄道労働者には安全ガイドラインがないのです。更にはＪ

Ｒ東日本会社経営陣も私たちの放射線被ばくの問題意識とまったく

向き合おうとしません。 

現在、原ノ町の組合員は、会社から渡されているガラスバッチでは

線量を管理するには不十分のため、「Ｄシャトル」を南相馬市から借

り、昨年６月から着用しています（写真左）。放射能被ばくから働く仲

間たちを守るためには、このように考えられる様々な取り組みを積

み重ね安全ガイドライン策定へと積み上げていかなければなりませ

ん。 

 

次に「安全労働」についてです。先ほども述べましたが、すでに野生動物との衝撃が多発しています。ま

た先月１３日に福島県で発生したような大地震や近年スーパー台風などにみられるように激甚化してき

ている気象状況など自然災害も想定されます。「安全労働」は「健康労働」と密接に関わってきます。この

ような問題により列車が停止した場合、その時間が長くなるほど被ばくリスクは高まります。また災害時

の避難誘導はどうするのかなど、被ばくリスクの低減のためにも安全運行に関わる諸問題について、原

因究明や検証運動を継続していくことが重要です。 

 

最後に新たなエネルギー政策について

です。私たちは当初、常磐線全線開通は

オリンピックの開催に向け、国の内外に

復興をアピールするためだと考えていま

した。しかし、富岡～浪江間の各駅を現地

調査していくことにより、東日本大震災

及び原子力災害によって失われた福島県

浜通り地域等の産業を回復するために、

新たな産業基盤の構築を目指す国家プ

ロジェクト、「福島イノベーション・コースト構想」の存在を知りました。今後この構想により街が大きく変わ

ることが予想されますが、安全・安心な街づくりと原発問題はセットです。私たちは、富岡～浪江間の各駅

に約５～１０箇所程度の「定点調査個所」を決め、今後２年間かけてどのように変わっていくのかを調査す

ることにしました。これまでに７月から３か月おきに計３回行ってきています。 

私たち公共交通機関の使命と役割は何かを考えた時、地域の発展と活性化に寄与することが必要では

ないでしょうか。その観点から、現在行われている開発は本当の意味で地域のためになっているのかを

見ていくだけではなく、どのように新たな社会を地域と共に創るかを考える必要があります。そこにはエ

ネルギー政策が当然含まれます。放射能問題を抱える原発の存続はあり得ません。地球温暖化や地球環

組合員が着用しているDシャトル 



4 

境を考えたとき化石燃料の使用は論外です。ＳＤＧｓの達成に向け、脱炭素そして原発政策から再生エネ

ルギー社会へと新たなエネルギー政策をＪＲ東日本のみならず、地域の皆さんと共につくることが必要で

はないでしょうか。 

本日参加していただいたパネリストの皆さまをはじめとして、多くの皆さまと共にこのシンポジウムで

議論を深め、総合労働政策の実現につなげていきたいと考えています。 

 

 

【パネルディスカッション】 

 

【座長】 

それでは、これよりパネルディスカッションを開催いたします。私は、日本輸送サービス労働組合連合会

で、労働政策室次長の宮内です。よろしくお願いします。 

今回は、コロナ禍ということもあり感染予防のためオンラインという形式でシンポジウムを開催してい

ます。不慣れなため参加者の皆様には、うまくお伝え出来ない場合もあるかもしれませんがご了承いただ

きたいと思います。 

早速ではありますが、パネルディスカッションのパネリストの皆様をご紹介させていただきます。本日

はお忙しい中、４名のパネリストの方にご参加して頂いております。 

お一人目は、環境エネルギー政策研究室所長・飯田哲也様です。飯田さんは、最近でも多くのマスメデ

ィアに登場しています。金子勝さんとの対談で「メガリスク時代の日本再生戦略」という本も出しています

ので、皆様もご一読いただければと思います。 

続きまして、医療法人やまびこ会・こだま医院の児玉順一様です。山田耕作様から急遽バトンタッチして

参加をしていただいています。児玉先生は、学校の教員から医師免許を取り開業しています。労使関係に

も凄く詳しい方です。教員の時代は労働組合の書記長を経験され、労使関係にも詳しい方です。よろしく

お願いします。 

続きまして、福島県双葉町議会議員・JTSU議員懇談会にも所属していただいています菅野博紀様で

す。菅野さんは１月に選挙があり見事当選され、本日は会場にお越しいただいております。 

最後になりますが、JR東日本輸送サービス労働組合員で、現在、原ノ町連合分会執行委員長・菊池正

人様です。菊池さんは現在原ノ町運輸区で電車の運転士としていわき～仙台間を乗務されています。 

以上の４名とディスカッションを行っていきます。よろしくお願いします。 

昨年３月１１日に常磐線が全線開通して、１年が経過しました。日本輸送サービス労働組合連合会とし

て、常磐線の全線開通に伴う労働政策の中間報告を作成し、取り組みを通じて見えてきた３つの視点「放

射能による健康問題」「安全の問題」「そして鉄道は電機が必須となりますが、今後を創造する「新しいエネ

ルギー政策」の３点に分けて討論を進めていきます。 

最初に、福島第一原発事故から１０年を迎えましたが、健康問題について菊池さんから放射能に対する

組合員の声や、鉄道業に携わる様々な系統があると思いますので、業務の実態や特徴点などを教えてい

ただきたいと思います。 

 

【菊池正人さん】 

私からは、先ほど座長から言われました通り、今の勤務実態というところで業務の実態についてお話し

ていきたいと思います。 

私たちは分会方針として、南相馬市からＤシャトルという積算線量計を南相馬市から借りて仕事中も

仕事外も計測をしています。これで１時間ごとの線量のグラフ化出来るということです。それを地元在住

の方と、いわきから通勤している方とで月間での線量の変化が現れるかを現在調査しています。このＤシ

ャトルは、業務ではない時も常に持ってもらっています。この地域に来た以上、業務以外でも被ばくリスク
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があるからです。私たち分会がＤシャトルを持つことにしたのは、その被ばくリスクがどのくらいあるのか

を知る術がないからです。 

空間線量を計るモニタリングポストは、磐城太田から広野までの駅と駅間に設置されていますが、駅と

駅の中間の距離に設置されているのではなく、例えば竜田－木戸間でいえば竜田駅を出て最初の踏切

付近に設置（竜田駅から１ｋｍくらいしか離れていない）されていたり、双葉－大野間や浪江－双葉間で

は、原子力規制委員会が公表している線量分布のデータに準拠した場所に設置されていません。すなわ

ち、その区間の最大線量を発するエリアに必ずしも会社として設置しているわけではありません。また、複

数箇所に設置すべきという駅間もあります。ただ、設置するととんでもない数値が出るため運転再開で

きるわけがないくらいの線量だと思うので、多分会社は設置しないだろうと思います。 

また、会社はガラスバッジを原ノ町以南に乗務するときだけ貸与していますが、私たちは原ノ町－いわ

き間を月間で 16往復、浪江－富岡間は片道約20分かかります。トータルで月間約 10時間40分、年

間にすると約 106時間は高線量区間に私たちは居ることになりますが、ガラスバッジを持たされてまも

なく 1年になりますが、測定結果に変化があった原ノ町運輸区の社員は誰一人としていません。それはな

ぜか？ガラスバッジの測定レンジが高く、1mSv以下の小数点の数値はゼロ表記となり、本当はどのくら

い被ばくしているのかが分からないのです。毎月、月間のデータを会社からもらうのですが必ずゼロ表示

になっています。これでは、本当はどのくらい被ばくしているのかが全く分かりません。そのために私た

ちはこのＤシャトルを持って小数点以下の細かい数値まで計っていこうということがこの発端です。わが

分会で使っているDシャトルは小数点以下の数値も可視化でき、今後の被ばく推定量も分かります。非

常に良いもので、Dシャトルを持った組合員からも「非常に安心できる」という意見ももらっています。 

ちなみに私の場合は事故由来の年間推定被ばく量は 1月末時点で70μSvだそうです。私は１年半

前に水戸運輸区から原ノ町運輸区に強制転勤させられてきたのですが、転勤させられなければ浴びるこ

とのなかった７０μＳｖは「余計な被ばくだ」ということです。比較対象として、積算で100μSvは、福島

第一原発の見学者にプラントから退避を促すリミットだそうです。そこに間もなく近づくということです。 

一方、工務職場（地上の線路脇で作業をする人）、特に電力の組合員の皆さんにもＤシャトルによる計測に

協力してもらっています。私たち乗務員は高線量区間を基本的には素通りするだけですが、専ら地上で

作業する彼らはどうなのだろう、ということからＤシャトルを

持ってもらっています。 

確かに、獣除け

の柵の内側の敷

地内では線量は

低減しているそう

です。それでも

1μSv/hを超え

る場所はざらに

あるそうです。双葉－大野間のトンネル上部は5µSv/hを超

え、獣除けの柵の外で6µSv/hを超える場所もあります。そ

ういった場所で工事や敷地内に伸びてきた木や枝の伐採などで長時間滞在するため、月頭にＤシャトル

の測定結果を見るとその時間だけ数値が跳ね上がるそうです。電力のみなさんはもちろんのこと、保線・

信号通信も含めグループ会社や下請けの業者もこの場所で作業するにあたって何らかの放射線対策は

しているのだろうかという疑問が湧きます。よく双葉－大野間の旧上り線、現在は避難通路として使って

いる場所ですが、そこに止めた車の中で下請けの作業員がトラックの中で昼休憩でもしているのでしょう

か、車の中で寝ている場面を見かけます。あまり褒められた状況ではないと思うのですが、除染電離則の

原則から言えば、作業が終わったら一旦その場から離れなければなりません。発注元はＪＲなのですから、

そういうことは下請け・グループ会社も含めて監督・指導すべきです。 
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野生動物、特にイノシシについてですが、浪江－富岡間の、帰還困難区域に接している沿線には獣除け

の柵はあります。しかし、沿線すべてを囲っているわけではなく、トンネル上部には柵がなく、踏切にも柵

はありませんから獣を 100％侵入させないとはなっていません。 

会社は、セントラル警備保障（ＣＳＰ）からリースを受けた忌避装置（光と

獣が嫌がるモスキート音が出る装置・写真右）を出没例が多い場所に今年

になってようやく設置しました。そのほかにも先行して試作品を桃内駅周

辺に設置していましたが、それでもイノシシは出没し、列車と衝撃します。

忌避剤も散布していますが、イノシシは、割と学習能力が高いから慣れて

しまうようです。 

浪江町役場と富岡町役場にＪＲ側から駆除・捕獲の要請はあるかを聞き

に行ったのですが、そのような要請はないそうです。またイノシシと列車

の衝撃事象が昨一年間で27件も発生し、列車が遅れていたことも、あま

り沿線自治体側では関知していないことも分かりました。マスコミも、双

葉－大野間と新地－坂元間での２時間以上遅れたイノシシとの衝撃事象

しか報道していません。 

その27件のイノシシとの衝撃事象ですが、この件数は小高

－富岡間に絞った件数であり、常磐線いわき－岩沼間トータル

ではもっと件数は多いです。また日没から終電までに走る列車

がイノシシと遭遇する確率が高いため、その時間帯は常に衝突

の不安と隣り合わせで運行しています。 

イノシシは、つがいや親子で移動することが多く、１度に複数

のイノシシとぶつかることもあり、その際は生きている個体も

いる可能性もあることから近づかないよう会社から指導され

ていますが、１頭しかいない場合で、車体床面などに支障する

場合には、乗務員の手によって線路脇へ移動させることになっ

ています。薄いゴム手袋をして移動させろというのです。掴み

どころが悪ければすぐ破けてしまいます。南相馬市の担当者に

聞いたところ「もっと厚い手袋を使わないとだめですよ。被ば

くよりも先に疫病を引き起こす血液がつくかもしれません」と

いうアドバイスも頂いています。これ以外に乗務員の被ばくや

疫病からのリスクを低減させる防護策は取られていません。ま

た電車には防護服も搭載されていません。さらに、帰還困難区域に隣接する区間でこのような事象があ

っても、輸送指令は周辺の放射線量を乗務員に聞いてきません。原ノ町以南を乗務する際にはリアルタイ

ムでわかる空間線量計を持たされているのですが、会社からは「そこは何μＳｖありますか？」と聞かれた

ことはありません。さらに「絶対乗務員がどかせ」と言わんばかりの指示でイノシシの撤去を要請してきま

す。「1μSv/hを超える場合は降車しなくていい」ということはＪＴＳＵとＪＲ東日本会社の団体交渉で確認

はしているのですが、それが現場レベルまでは周知されていないのが実情です。そういうことなので、現

実問題として、疑問を感じながらも降車したり、指令からの強硬な姿勢に屈して降車している状態です。 

他にも問題はあります。列車と衝撃したイノシシを誰が片づけるのかということです。これは保線の社

員が処分する場所まで搬送する仕事があるということを聞いています。ただ、ここに解釈上の相違があ

り、列車と衝撃した状態から保線社員が車両から引っ張り出して線路外に移動させることも含まれるの

か、乗務員が線路脇に移動させたイノシシを別な場所に搬送するだけなのか、ルールが曖昧なままです。 

 また、車両メンテナンスの仲間から聞いたのは、「車体や床下のスクリーニングを会社としてやらない」

のだそうです。確かに浪江－富岡間は砂利も枕木もレールも新品にしました。しかし、風や砂塵とともに
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線路外の放射性物質やそれに汚染された枯葉や埃などが線路内に飛んできます。それが列車風で巻き上

げられて車体や床下に付着したり、車内に吹き込んできたりもします。 

今はコロナ禍ですから、どこを走る列車も窓を少し開

け、ドアは駅に着くたびに全開です。そのような中で浪江

－富岡間では「止めた方がいい」と職場でも訴えました

が聞き入れてもらえません。「今日・明日のコロナ」か「数

十年後の被ばくによる健康リスク」か、難しい天秤です。

そういった区間を走った列車の、清掃や車両を触る仲間

は少なからず被ばくリスクを抱えています。会社がよく

言う「ちょっとなら大丈夫」ではなく、今後何年もその業

務を続けていけば被ばくは蓄積するものと考えます。 

車両メンテナンスの仲間が独自にフィルター類の埃や

床下にこびりついた汚れ、洗浄水を検査機関に持ち込ん

でスクリーニングしたところ、100ベクレルを超えるセシ

ウム 137が検出されたそうです（写真左）。もう3回は

半減期を迎えたはずのセシウム 134も微量ながら検出

されています。口にしてはダメな量の汚染度合いですか

ら、防塵・防護対策は会社として考えるべき事柄だと思

います。 

 

 

【座長】 

ありがとうございます。菊池さんから鉄道の保守をしている屋外や線路近傍での作業実態、放射能の

影響を受ける区間を走行している車両、またそこに生息している動植物の対応、Dシャトルによる検証の

報告をいただきました。 

菊池さん自身も７０μSvという被ばく量という報告もありましたが、組合員からも同様の不安の声が

上がっています。 

続きまして、児玉さんから放射能の危険性や内部被ばくなどについて、富岡～浪江間の鉄道に従事し

ている我々の作業実態やDシャトルの検証結果から見える問題点などについてお聞きしたいと思いま

す。 

 

 

【児玉先生】 

 今日は、JR常磐線が抱える放射能汚染問題について絞ってお話をさせていただきます。その前に、問

題提起をしていただいた久保さん、現場の様子をお知らせいただいた菊池さん、お二人のお話を聞いて

本当に真正面から放射能汚染の問題に向かおうとしていることに関心・感動しています。私もその思いを

ここに持って来ていますので、お話します。 

 放射能の低線量内部被ばくの問題は、一方では「低線量は無害だ」という宣伝もされています。しかし、

低線量被ばくでも、「低線量なりに健康を損なう」ことは、既に世界的な合意になっています。日本の学者

だけがこれに反対しているようです。でも、国際的には低線量被ばくは「健康を害する」「ガンも増やす」と

なっています。 
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はじめに、「低線量被ばくをやめよう」と言ったのは、１９６３年の部分的核実験停止条約（PTBT）で、大

気圏内の実験、地上・水中の核実験をやめる、これをしないと低線量被ばくが世界に広がって私たちの子

や孫が被ばくする・病気になる・ガンになる、だからやめようという条約の締結でした。アメリカもソ連も

イギリスも賛成してこれが成立しました。もうすでに１９６３年の時点で、「国際的な合意」として低線量内

部被ばくは避けなければならない合意が出来ていたわけです。全面的に発効したのは今年です。ずいぶ

ん時間が経っていますが、それでも合意ができていったのです。ですから、低線量であっても放射能汚染

の被ばくは避けなければいけないということです。 

 そして、福島ではどうなっているのかということですが、「見えない

放射能を可視化する」ということで、東大の森先生と写真家の加賀谷

先生が出版した本の写真です。これは飯舘村の山の中から拾ってき

た手袋です（写真左）。これを放射線の感光板の上に載せておきます。

すると手袋についた放射能のごみが放射線を発して感光板を感光さ

せます。それが黒い線や点になって

見えてきています。 

同じように、飯舘村の山の中から

採ってきたふきです（写真右）。ふき

の葉の姿がうっすらと映っていま

す。茎は黒く映っていますが、これは

茎に付着した放射能のゴミです。こ

れは外部被ばくです。この茎を伝っ

て葉にまでいって隅々まで広がった

放射能（セシウム）が放射能を出してこのきれいな葉っぱを形どってい

ます。これが内部被ばくの姿です。所々ぽつぽつと黒いところや茎が黒

くなっているのは、外から付着した放射能です。これは外部被ばくにな

ります。これは鉛筆でも絵具でもない、放射能（内部被ばく）が描いたふ

きの葉っぱの姿です。 

 

 野ネズミを捕まえました。野ネズミを感光板に載せておくと野ネズミの

姿が描かれていきます（写真右）。ここでも鉛筆も絵具も使っていません。

描いた素材は放射能（セシウム）です。ネズミの体の中に取り込まれたセシ

ウムが体中に広がって感光板を感光させているのです。セシウムは筋肉に

多く集まりますから、太もも、臀部、胸や心臓など筋肉のあるところに多く

集まります。これが内部被ばくです。それからネズミの体には黒いぽつぽ

つが出来ています。これは、体に着いた放射能のゴミです。外部被ばくに

なります。 

 同時に、この動物たちを処理しなければならない常磐線の皆さんにとっ

ては、これが直接皆さんの体に着いたり、髪の毛に着いたりして持ち運ぶ

ことになってしまいます。立ち入り禁止区域で何が起こっておるのか。こ

うやって動植物や物に被ばくさせていることを見ていただきました。 
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 次は、福島の人たちの体に何が起きているのか。これは９月１１日の

「週刊金曜日」ですが、明石正二郎さんというジャーナリストですが、熱

心に放射能汚染による発ガンについて追っている方です。福島でも何

度もガンの危険を訴えてきましたが、いよいよ「福島のガン多発は疑え

ない」として掲載したものです。黒くなっているところが統計学的に明

らかにガンが増えているのです。胃がんで見ていますが SIR（標準的

罹患率比）で全国の平均を１００とします（写真左）。それを超えると平

均よりも高い県となります。この数字が１１０を超えると、国立がんセン

ターでは「数字を超えた県はガンが多い」とみなすことになっていま

す。そうすると２０１２年から男子はずっと胃がんが増えています。それ

から女子でも１０９．２がずっと続いています。男女とも胃がんが増えて

いるということがわかります。 

 それから、胆のう・胆管がん（写真右）。これもやっぱり、黒くなっている

ところが統計学的に見て優位の増加ということになっていますが、男子

は２０１３年からずっと増えており、女子も２０１４年から１１０を超えた状

態になっています。男性だけですが前立腺がんです。これも同じように考

えて下さい。やっぱり１０９．７ですからおよそ１１０。２０１６・１７年は統計

学的に見て優位に増えているとなっています。 

 もう一つは子どもの小児甲状腺がんです。もともと、小児の甲状腺がん

というのは、とても少ない。１００万人に一人か二人という本当に珍しい

ガンなのです。ところがこれが、チェルノブイリでも増えましたし、福島で

も増えています。チェルノブイリではたくさんの病気がありますが、放射

能が関係すると認められた病気は「小児甲状腺がん」「白血病」「白内障」

の３つしかありません。そのうちの一つが「小児甲状腺がん」です。福島で

は合計で２６４人、１００万人に一人か二人と言われている「小児甲状腺がん」がこの１０年で２６４人、１年

間で２６人も罹患しているという計算です。ということからしても、福島の人たちの健康は深刻です。 

 その福島と関東を結ぶのが常磐線です。結ぶだ

けではなくて赤いところは人が入ってはいけない

ところです。そこを電車が走っている。チェルノブ

イリでは３０ｋｍ以内は立ち入り禁止ですが、常磐

線は大野駅の近くで原発から４ｋｍのところを走っ

てくる。どういう神経で国やＪＲはここを開通させ

たのでしょう？どのくらい酷いかわかります。 

 空間線量を比較すると、双葉駅付近が４．４６μＳ

Ｖ、踏切付近では４．８１μＳｖ、そして東京が０．０４

μＳｖ。東京と双葉駅付近ではおよそ１００倍の差が

あります。１００倍の線量があるところを常磐線は

走っている。大野駅付近では７．６７μＳｖですか

ら、１９０倍になります。とても信じられない高線量

のところを電車は関東に向けて走ってくるので

す。そして高線量のところでイノシシを処理したり

しているのですからこれは大変なことです。 

 こうした高線量区域を走る常磐線で仕事をしている皆さんが、どれだけの被ばくをしているか。先ほど

Dシャトルの話もありましたから省きますが、これもデータは使いようによっては立派な武器になると思

います。特に１時間おきの線量がわかるというのは、ホットスポットを見つける上でも大変な武器になり
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ます。これで１か月の合計を出した。そうすると大体平均すると５０μSvになる。１年間にすると１２倍の

０．６ｍＳｖ（６００μSｖ）になります。そうなると、私たちの頭の中には「１ｍＳｖ」という限度があるものです

から、「うーん、どうだろうかな？」とはじめは思っていたのです。しかし、だんだんと考えていくうちに、２

か月くらい前に、県立医大の先生が２９３名の帰還した住民の被ばく量を計測したそうです。やはりここで

もDシャトルを使っているのです。そうしますと、浪江町・飯舘村が高くて１．０ｍSvを超えている。１１の

町村の帰還者（２４時間暮らしている）の平均被ばく量は０．９３ｍSvでした。先ほど菊池さんが「高線量

区域に年間１００時間」とお話してくれましたけれども、そこの区間にいる時間は年間１００時間ですが、駅

に到着するたびにドアを開けるのですよね。そしてそこの汚れた空気を吸い込んで、ドアを閉めてまた走

る。そうすると乗務員の皆さんの被ばくは、単にそこに止まっていただけに留まらない長さがあるように

思います。それでも０．６ｍSvですから、その止まっている間の被ばくはかなりの量ではないのか。です

からDシャトルをもっと分析して、そして携帯する人をもっと増やすと大きな力になると思いました。 

 そして０．６ｍSvを考える材料として資料を集めまし

た。文部科学省のホームページにはいろいろな被ばく量

のデータが出ているのですが、原子力施設の周辺住民に

どのくらいの被ばく量限度を約束したかと言うと、０．０

５ｍSv（５０μＳＶ）です（写真左）。さっきの皆さんの月平

均の５０μSVと同じ数字です。しかし、文部科学省の数

値は年間です。１年間の合計で５０μSｖになるようにす

ると言っているのであって、原発をつくる時は「とにかく

安心なんだよ、ゼロに近いんだよ」ということを出して勧誘するのです。 

ところが、皆さんの浴びているこの線量は月に５０μＳｖです。ですから１年間では０．６ｍＳｖになってしま

す。 

そうすると、乗務員の０．６ｍＳｖの意味を考

えてみました。実は「被ばく限度量」というの

は、「経済的にこれくらいの被ばくは我慢して

よ」という押し付けられた線量。健康のために

はもっとゼロに近い方が望ましいのです。上げ

れば原発企業の利益は増える。下げると厳しく

なりますからお金がかかりますが、市民の健康

は守られる。つまり「経済か健康か」というせめ

ぎ合いが被ばく限度量を決めてきたのですが、

だんだんと下げられた。いまは１．０ｍＳｖ（年間）

が国際的な合意になっています。これより少し低いですが、実はこれよりも低い基準があった。イギリスの

防護委員会が市民の放射能への不安が強くなって、それをなだめるために１．０ｍＳｖから０．５ｍＳｖに引

き下げたということがありました。つまり、ここまで下げられるのです。その０．５ｍＳｖよりも０．６ｍＳｖは

少し高い。先ほどの原発周辺の住民には２０分の１ｍSvで済んだ。しかし、いざ事故が起こったら今度は

突然「２０ｍSvまで大丈夫」と言い出した。この原発事故が起きてから、長崎から呼び寄せられた山下副

学長は「１００ｍＳｖまででも大丈夫」と方々で講演してみんなから「ミスター１００ｍＳｖ」というあだ名を頂

戴した。こうやって基準というものはいくらでも大きくしたり小さくしたりできる。この小さくした状態を

どう掴むか。これが私たちの運動だと思います。 

 そして常磐線がやってくる東京ですが、もう既に高線量になっています。人が集まる・車が集まる、飛行

機が集まる・電車が集まる、そういうところは１．０ｍＳｖを超えています。空気からも流れてきています。

そういうことで、東京が大変なことになっています。ですから、東京は３・１１の後、２０１１年から血液のガ

ンが増えています。悪性リンパ腫、悪性骨髄腫、白血病、合計２８．８％も増加している。全国では１８．４％

です。これも問題です。ここにまた、ＪＲの皆さんが運転する電車が放射能汚染を運んでくる。世界有数の
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汚染地帯を走って放射能を運んでくる常磐線となると、これはもう大変なことです。ですから私も常磐線

は労働者、乗客、沿線住民の「命と健康」を乗せていると思っています。仙台～福島～茨城～千葉～東京

の長い区間を常磐線は一筋に結んでいます。そして、ところによっては汚染をまき散らし、通勤・通学の人

にも、沿線の住民の皆さんの被ばくにも関わっていると言えます。責任は重大です。本来は国やＪＲが真

剣に考えなければいけないところですが、そこは全く無視している。とにかくオリンピックのために福島

復興のシンボルに常磐線を開通した。そして今でも毎日、誰も乗らない・誰も降りない駅でドアを開けて、

復興のセレモニーを行っている。そのために被った被ばくは全線にまき散らしている。そのような状態で

すから、本当に国やＪＲの責任ではあるけれど、そこで働く皆さんが自分たちの健康を守るためにも何と

か頑張らなければいけない、そう思っています。 

 

【座長】 

児玉先生ありがとうございました。ここで話された内容は JTSUの Youtubeチャンネルのも動画で

アップしてありますのでご視聴いただければと思います。 

児玉さんからご説明頂きましたが、現在の状況について低線量であっても有害であり避けなければな

らない人体への影響や危険性が明確になったのではないかと思います。また、我々の検証が鉄道労働者

として初めてのデータになると思いますので、引き続き検証を継続していきたいと思います。 

一方で、この間も全線開通に向けた組合員の不安の声については、労働組合としても会社と議論をし

てきています。ここで再度菊池さんから、現場で働く組合員の不安の声に対しての現場管理者の対応や

団体交渉での会社回答などをお聞きしたいと思います。 

 

【菊池正人さん】 

運転再開前は、浪江－富岡間の線路上はまだ帰還困難区域でしたので、会社は訓練運転をするにあた

っては、「特定線量下業務従事者講習」を原ノ町運輸区の運転士・車掌には受講させました。これを受講し

ないと帰宅困難区域に立ち入ることができないのですが、運転再開後に異動してきた新人の運転士・車

掌にはこの講習を受講させていません。この区間を乗務する以上、除染電離則の概念などは学んでおく

必要があると思います。 

運転再開にあたっておこなった団体交渉による会社回答は、「除染したから問題ない」に終始していま

す。一部会社回答の例をあげますが「車両については問題ない」「スクリーニング検査もおこなわない」「用

地外から用地内に侵入してきた倒木・飛来物・動物等はどこから侵入してきたか分からないため、用地内

にて処理したものは一般の廃棄物として処理する」「（利用者へのモニタリング装置の開示は）放射線量が

大きく下回ったことから運転再開を決めた。よって利用者に対して沿線の線量を開示する考えはない」と

いうものです。 

 先ほどから述べていますが、線路脇の獣除けの柵の外は帰還困難区域であり、除染開始時期すら決ま

っていない、いわゆる「白地地域」の中を線路が通る所もあります。そこから線路内に伸びてきた草木や

侵入してきた動物が汚染されていない訳がありません。工事で出た廃材や伐採した枝、雑草等と衝撃し

たイノシシが一般の廃棄物同様、焼却や埋め立て処分されます。廃棄物処理法の一般廃棄物の定義には、

但し書きとして「放射性物質またはそれらに汚染されたものを除く」とあります。それらをスクリーニング

もせず、「警戒区域が解かれた場所だから」「環境省もそれでいいと言っている」という理由だけで普通に

処分することが果たしていいのでしょうか。環境への影響は決して皆無ではありません。私たちは単に放

射線に対してヒステリックになっているのではなく、エビデンスが無い以上、不安要素はなるべく排除し

なければならないと考えているので会社に問題提起をしているのです。 

 

【座長】 

ありがとうございました。会社として対策の不備が明らかになったと思います。健康はもちろんのこ

と、法令にも抵触するような作業実態もあるのではないかと思います。 
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続きまして双葉町議会議員の菅野さんから、会社や県や自治体の対応について、また、常磐線開通に

伴う地元の現実などをお聞かせいただきたいと思います。 

 

【菅野博紀さん】 

 今いろいろな話を聞いて、特に児玉先生のお話に関してはちょっとびっくりするような話もあります。

まず、JRさんの常磐線開通に向けての私たちの認識については、その区間に対してはトンネル型やドー

ム型という認識がありました。皆さんが思っているように、オリンピックに向けて町民もわからないよう

な進捗状況、今なお帰還困難区域、特別解除地域などいろいろあります。特に言わせてもらえば、JRさ

んの線路に関しては、私たちは「特別解除地域」だと思っていました。しかし、今回いろいろな話を聞いた

中で、一回は除染したけれども、また線量が戻っているところが実は結構あるのです。最初に除染の定義

というわけではないのですが、当町でも幼稚園や病院などの建物の「試験除染」というものを何回かやっ

てみました。それでは「このくらいの除染で大丈夫」という数値はありません。除染をしたらどれくらい下

がるのかという程度です。そのあとに、安全値に下がるまでの除染を行いました。当町もある程度緩和さ

れたところがありましたが、ここで問題なのが、町民から電話をいただく時に「前回帰った時よりもうちの

放射線量が上がっているのだけれども、どういうことなんですか？」と言われることがあります。私も放

射能の専門家ではありませんのでなかなかお答えできないのですが、いろいろ調べると、先ほどのお話

にもあったように、原子力事故前は放射能の放出はなかったはずです。しかし、いまは環境省と東京電力

に問い合わせると、「いまも放射能は放出されている。これは国の基準があるので、それ以上は出してい

ません」との回答が返ってくる。そういうことはあまりメディアでは取り上げません。放射能による汚染度

が上がったり下がったりする原因はいろいろあるとは思います。JRさんで言えば線路ですね。線路が本

当に安全なのかと言われれば、やっぱり先ほどおっしゃったように、風で飛んできたり、イノシシだけでは

なくアライグマ、ハクビシン、クマの目撃情報もありましたが、四つ足動物がわざわざ線路内に入る時に

「ここは汚れていないから」といって足を拭きますか？拭かないですよね。そのままの格好で来ると思い

ます。イノシシはよく寝転がっていろいろなことをするそうですが、そういう行動もすると思います。 

 

 あと、イノシシは当町では一頭２万円、町として処分します。猟友会にお願いして捕獲してそれを町とし

て処分するというのは国としての基準もありますので、それを食べるとかは絶対しません。ですが、その

反面、来年は一部「帰町宣言」をして住民が戻ってくるという中で、農業を通じて米など安全な食物を作

りたいという話があります。でも「それを作って食べるのか？」という不安はありますよね。ちょっと国と

かけ離れているところがあるのではないかと私は思っています。 

 そのような中で JRさんも皆さんに説明責任があるのではないかと思います。「ここは放射線量が高い

よ」などの説明は当町の住民にも行政として行わなければならないことです。危ないか・危なくないかは

会社も判断すべきですし、本当に安全であれば、JRの社長さんや取締役の方々がきちんとそこの場所に

行って、自分の体で「危なくない」ということを示していただくのが最優先すべきことではないかと思い

ます。 

 

 また、国の対応に対しては、国は結構「嘘つき」です。これは私も震災前から議員をしていて、今回で５期

目になりますが、東京電力、原子力保安院（今はない）に対して「『事故は絶対ない』ということはあり得ま

せんよね？」と質問を一回したことがあります。これは議会の中で皆さんがいるところで質問したので

す。その時に「絶対ありません」という回答がありました。「絶対」の根拠がないので、再度いろいろと質問

をして説明していただきましたが、その中で「すみません、私には理解できないのでもう少し簡単に説明

していただけますか？」と言ったのですが、相手も「時間がきたので・・・」と言って終わってしまったことを

覚えています。その後「責任は取る」というお話があったことは聞きましたが、どうですか。国の機関であ

る原子力保安院が事故後に何をしたかというと、無くなりましたよね。無くなって名前を変えて同じよう

な人がまたいる。これが「責任を取った」ということなのでしょうか。非常に腹立たしく思いました。その後
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は、原子力保安院から名前を変えてからは、そういう場には来なくなりました。一昨日も新潟の原子力発

電所のこともいろいろありましたけれども、本当に国が管理しているのかという不安と、年間１．０ｍSv

から２０ｍSvになった時に、そこは私たちも「何を根拠にしているのか」と聞いたところ、「世界の国々で

はもっと被ばくしているところもある。そこを考えると底辺が低すぎた」ということが国の説明でありまし

た。しかし実際は、今まで１．０ｍSvだったところを２０ｍSvにしたということは、私たちのところは前の

町長も言っていたのですが「今までは１．０ｍSv以下だったので、その状態にしないと戻れませんよね」と

言ったら、「日本の法律です」と。立法権を持っているのは国ですよね。その人たちが無責任に法律を動か

したり数値を変えたりするのは、非常に遺憾だと思います。今までの実績でないものを今回の事故によっ

ていろいろなものをつくっていますよね。それに乗っている大企業。労働組合の皆さんが、会社から説明

を受けていないのと、国の対応は同じではないでしょうか。 

 現場に出る人たちが何もわかっていないで、町で言えば町民が何もわかっていない中で「本当に酷い国

だな」、皆さんで言えば「酷い会社だな」というのもわからなくはないです。 

 

 地元の現実で言えば、帰りたい人はどうしてもいるのです。それは何十年もそこで育った方がいるから

です。夫婦で奥さんが亡くなった、旦那さんが亡くなった、あそこには墓がある。だから私だけでも帰りた

い、という方がいます。もう長くないから、そうであれば帰りたい。だけど反面、子供たちがいる方は安

全・安心・健康が１００％確保できなければ帰れないという方もいます。いまアンケートを取ると、ほぼ「わ

からない」という方が一番多いと思います。それが「来春帰れますよ」と言われた時に「本当に安全だから

帰っていいよ」とは国も言いませんよね。それでは帰れる状況ではない。「帰りたいけど帰れない」という

状況が今の現実だと私は思っています。時間的なこともありますが、皆さんが一番困っていることを今後

も私もできる限り協力していきたいと思っています。 

 

【座長】 

ありがとうございました。常磐線が開通した区間の国や企業の現状が明らかになったと思います。私も

共感を持てたのですが、JRの線路内の問題についてもお話をいただきました。特に「動物が足を拭いて

立ち入るのか」というところは、大変わかり易くご説明いただけたと思います。我々も放射線量を的確に

把握していく必要があるのではないかと思います。 

時間の関係で健康問題の討論が最後になりますが、児玉先生からこれまでの討論を聞いて感想をお願

いします。 

 

【児玉先生】 

 先ほどの話を補う形でお話しますが、あるジャーナリストが品川に行って取材しています。「この電車は

毎日洗うのですか？」と聞いたら、「そうじゃない、５日に１回です」という返答があったそうです。やっぱり

「毎日洗った方がいい」と組合から要求を出したらいかがでしょうか。そしてイノシシの処理は高線量の中

での作業ですから、最低でも除染作業を行う人の防護服を着てやるべきではないかと思います。 

 もう一つは、運転上では、誰も乗らない・誰も降りない駅では電車を止める必要もないし、ドアを開ける

必要もないと思います。ですからこの３つを緊急課題としてまとめてやるだけでもずいぶん変わってくる

のではないかと思います。 

 皆さんの運動の大きな壁が１．０ｍSvから２０ｍSvに勝手に変えてしまったところにあると思います。

すべての数値が２０ｍSv以内だからということが団体交渉の端々に表れていると思います。そこを見据

えた運動がこれから必要なのではないかと思います。 
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【座長】 

パネルディスカッションを通じて放射能の危険性について改めて認識が深まったと思います。あの事故

から１０年を経過しましたが、未だ経験していない健康被害は広がり続けていると思います。特に放射能

による影響には、身体的な影響と遺伝的影響があります。しかし、低線量や内部被ばくなどのように、数

十年かけてから発生するような晩発障害は確率的なものであって、しきい値が明確にならず、健康障害

が発生した場合に放射能との因果関係を証明するのは難しいと思っています。 

その意味で今回、水戸地方本部の仲間を中心に行っていただいたDシャトルによる調査は、原発事故

による鉄道労働者の影響を明確にして、今後の対策をつくり出す貴重なデータになると思っています。引

き続き、今回参加をいただいた方々のご協力をいただき、組合員の命を守ることを第一に、労働組合版

の基準値をつくり上げていきたいと考えています。 

このシンポジウムで有識者の皆さんから頂いたことを検証運動に繋げ、「常磐線全線開通に伴う労働政

策」をより豊富化し最終報告に繋げていきたいと考えています。 

 

【座長】 

ここからは安全問題についてパネリストの方の意見もいただきながら進めていきたいと思います。 

JTSUで、安全・健康労働政策室の阿部です。普段は医療従事者として、働いております。よろしくお願

い致します。 

放射線における、危険性についてパネリストから様々な意見が出されていますが、富岡～浪江間につ

いては、今もなお常磐線がまさに帰宅困難地域の中を走っている状態が日常となっています。仮に電車

が災害により緊急停止した場合、長時間の停車は被ばく量の増加をもたらし、より安全に安全なルートを

通って乗車しているお客様を迅速に安全地域まで避難させる必要があると思うのですが、常磐線の全線

開通直前の災害時の訓練や、線量の高い区間を乗務することへの乗務員への教育や説明はどのように

行われていたのでしょうか? 

 

【菊池正人さん】 

駅間停車時の避難経路についてはペーパーでレクチャーを受けたのみです。一部の社員はいわき地区

の合同訓練会にて実際に避難経路を歩きましたが、全員に同じことをしていません。いまだに線路から脱

出する扉の鍵番号は乗務員には教えられていません。「そうなったときに指令が教える」「浪江から夜ノ森

駅までの区間は原ノ町駅の駅員が鍵を開けに来てくれる。それまでは車両から絶対に降りるな」と言われ

ています。しかし「道路が寸断した」、「通信が途絶した」などの場合、それでも車両にいる方が安全なので

しょうか？最近、津波の想定が改定され、浪江～双葉間の線路の一部も津波の浸水域として含まれまし

た。被ばくから逃れることももちろんですが、津波から逃れることも大事であることから、鍵番号は教え

ておくべきです。 

昨年も早朝に双葉－大野間でイノシシと衝撃し、車両故障となってしまい、2時間20分立往生となっ

た事象がありました。その際は、お客様を救済するタクシーが発生から 2時間後に来ました。なぜ2時間

もかかったか？それは救済を依頼したタクシー会社が7時からしか営業しておらず、発生時刻から30

分ロスしたこと、普通に南相馬市から車で40分はかかる距離なのに、原ノ町駅からタクシーが出たた

め、平日おなじみの福島第一原発作業車と中間貯蔵渋滞に巻き込まれ、到着まで 1時間近くかかったこ

とが要因です。乗客はたった3名でしたが、業務用車や原ノ町運輸区の緊急車両で対応できなかったの

かという疑問があります。こういう時のために車両を常駐させておくべきではないかと考えます。 

また、線路外へ出た後の避難経路について、乗務員に貸与されているタブレットの避難アプリをどこま

で読み解き信用できるかの問題もあります。 

大野駅の直近の避難場所は大熊町役場です。駅から4ｋｍ以上離れています。常磐自動車道のさらに

西側まで徒歩で避難しなければなりません。お年寄りは耐えられるでしょうか。 
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 富岡駅と夜ノ森駅の避難場所は富岡町役場、富岡駅から北西に3ｋｍ、夜ノ森駅から南東に３ｋｍのとこ

ろにあります。これだけ言われて理解できる乗務員がどれだけいるか。原ノ町運輸区の乗務員で地元出

身者は数名しかいません。原ノ町運輸区は転勤者を中心に構成されているのに、実際にその道を歩いて

みようという訓練などが行われません。「大丈夫か？」と思ってしまいます。富岡駅を例にすれば、私だっ

たらすぐ近くの高いところとして旧富岡高校の方に逃げれば町の中心部で一番標高が高い土地だし、距

離も半分だと認識できるのですが、そうした理解を深めるための訓練は必要だと思います。  

 

【座長】 

全線開通当時、私も覚えているのは、聖火リレーの出発地点の、J ビレッジの除染がされていなかった

という報道がされるなど、オリンピック開催を直前に、相当バタバタしていたという記憶があります。しか

し、先ほどの菊池さんのお話を聞きますと、訓練状況など、常磐線全線開通時に、マスコミなど外向きに

知らされていることと、実際とは相当違っているように思いますし、改めて実態をお聞きしまして、大変

不安な中、開通当時を迎え、また現時点でも同じ不安を抱えていることがよくわかりました。 

最大手の公共交通機関として、まず地元をはじめとする利用者やそこで働く駅員、 乗務員、関係者の

安全を一番に考えることは当たり前のことで、関わるすべての人の安全配慮を考えなければいけないの

は当然でありますし、これまでの現場のお話からしても早急に現場社員と、地元の市民の方々と「安全」、

その先の「安心」できる鉄道に向け、しっかりと話し合うべきではないでしょうか。 

 この根本にあるのは放射線の認識です。私自身、医療従事者としての感覚で言えば、放射線の安全基準

の考えた方にしても、例えば、血液検査で昔は正常値という範囲がありましたが、今は基準値となってい

ます。それはその範囲にあっても、正常とは言い切れないということなのです。 

 福島では、放射線量の高い基準のガイドラインを一般の労働者や町民、市民、県民に当てはめ、安全基

準を満たしているという方向性を行政は示していますが、そもそも低線量被ばくの問題は、内部被ばくで

の影響や活性酸素を増加させ細胞障害性があるとも言われておりますし、低線量被ばくが半永久的に続

く時のしっかりとしたデータの収集はまだ、世界的にも福島で始まったばかりと認識しています。 

 原子炉から放出されたものであることからしても、福島における放射線問題は「ここからは安全」、「ここ

からは危険」というものはないのではないでしょうか。皆様ご存じの通り、自然界には元々存在している

放射線もあります。原子炉から放出された放射性物質、つまり全く別次元の放射線が負荷されていると

も言えます。 

開かれた自由な議論の中で、被ばくさせない対策を追求し、市民や労働者の手で「安心」「安全」を確立

することが必要だと思います。「基準より下なので問題ない」というような乱暴な対策・議論で結論づけて

はいけないと思いますし、特に非常時の訓練や認識、教育を軽く見るなどということはあってはいけませ

ん。甲状腺の異常は 10年後からとも言われています。 

私たちＪＴＳＵは、「原子力公害」とも言える、見えない、人体の影響に対して、そこで働く労働者や市民、

関係者の安全と安心を追求し、リスクと向き合うことを総合労働政策の中で、「リスクコミュニケーション」

として提唱しています。 

例えば、現場での放射線量実測で、その地域ごとに納得できる基準を作り、調査や対策、管理をすると

いう方法もあるのではないでしょうか。市民による議論を通してしっかりと管理され、市民によって安心

して暮らせる市民の手による町を再建することがこのフォーラムの目標でもあります。 

時間の関係上このセクションの最後になりますが、常磐線を通して私たちＪＴＳＵの仲間も直面している

放射線問題から市民・関係者の方々の安心を第一に一緒に考えていき、さらに深め、政策につなげていく

ことを申し上げまして、このセクションを終わります。 

 

 

 

 



16 

【座長】 

交通環境労働政策室の高井です。よろしくお願いいたします。 

昨年３月１４日の「常磐線全線開通」は、私は「東京オリンピックに向けた震災から復興のアピール」だと

思っていました。映画「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ５０」を拝見した際にも、そのような印象を持ちました。地元では、

自治体が「駅を中心とした街づくり」が行われているのにも関わらず、住民の帰還が進んでいない実態に

着目し、「被災地では住民の帰還よりも何が行われているのか」を労連として調査し始めました。３ヵ月に

１度、開通区間の駅を訪れ、２年間かけて開通区間の駅前の移り変わりの様子を定点で調査してきていま

す。 

ここでこれまでの調査を、少し紹介させていただきます。 

富岡町の夜ノ森駅の駅舎は、昨年の４月当初、東西

を結ぶ自由通路と改札しかありませんでしたが、その

３か月後には東口駅前広場から自由通路までの「障碍

者用スロープ」が作られ、またその３か月後には「駅待

合室」ではなく「駅前待合室」が建設されました。さら

には、更地だった西口には、送迎用のロータリーが作

られました。 

福島第一原発の立地自治体である大熊町の大野駅

は、特定復興再生拠点区域に指定されているため、現

在も駅周辺しか徒歩では移動することができず、未だ

駅近辺の住宅にはバリケードが張られており、立ち入

ることができません。そのような中でも、東口および

西口には「報徳観光」が運営する富岡町と大熊町を結

ぶ循環バスや観光タクシーの乗降場がつくられ、公共

交通機関の整備が進められております。 

同じく、立地自治体である双葉町・双葉駅の東口に

は、取り壊し待ちをしている家屋がある一方で、更地であった駅西口には「ＵＲ都市機構」が、12.3haに

もおよぶ広大な土地に「復興再生拠点市街地形成施設事業」として住宅の工事が進められています。ま

た、双葉町には「複合災害の記録と教訓を将来へ引き継ぐ。」をコンセプトとした「東日本大震災・原子力

災害伝承館」が開館され、その「東日本大震災・原子力災害伝承館」と双葉駅を結ぶ無料のシャトルバス

が、列車の発着時刻に合わせて運行されています。 

このような街づくりの変化に着目し、さらに調

査を進めてきたところ、その背景には「福島イノ

ベーション・コースト構想」の存在があることがわ

かってきました。「福島イノベーション・コースト構

想」とは「浜通りの失われた産業の回復を目指

す」国家プロジェクトです。先ほど紹介した「東日

本大震災・原子力災害伝承館」もその一翼を担う

ものであり、県が５０数億円かけて建設しました。

その「東日本大震災・原子力災害伝承館」の中で

も「福島イノベーション・コースト構想」が最後に

展開されておりますが、「原発事故は収束している」「未来の日本に向けて、過去は振り返ることなく前を

向いて進もう。」としか見てとることができません。そして、その福島イノベーション・コースト構想に携わ

るのは、地元企業ではなく、「東京電力」を中心とした大企業ばかりであります。 
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我がＪＲ東日本会社も例外ではあり

ません。赤羽国交大臣が記者会見で発

言した「福島イノベーション・コースト構

想の輸送力確保のための常磐線全線

開通」であることや、ＪＲ東日本常務取

締役が「最初は特急を走らせる予定は

なかった」という発言。またＪＲ東日本

元会長が参与として、現常務執行役員

が理事として携わるなど、常磐線がこ

のタイミングで全線開通するのも頷け

ます。しかし、そこで働く労働者や利用

者が犠牲になることはあってはならないことであります。ＪＲ東日本会社は団体交渉で『「安全の根拠」は

「国が安全と言っているから」「除染をして線量が下回ったから」』「極力追加被ばくさせないようにする」

と回答はしておりますが、高線量区間である開通区間を乗務する乗務員に対して、今まで以上対策は全

く示されておりません。また、労働組合側からの具体的な要求に対しては、ほとんどが『対立』となってい

ます。私は、このような会社の姿勢に警鐘を鳴らし続けなければなりません。 

本日参加の菅野双葉町議会議員、地元の現状、また企業による動き等を聞いて、どのようにお考えで

しょうか？  

 

【菅野博紀さん】 

 実は、先ほどの菊池さんのコメントの中で気になることがありまして、当時３・１１の夜から海に取り残さ

れた方の救助と炊き出しの水がないということで、それに対応していました。なぜかというと、行政の車

はライトバンで四駆が一台しかない。その時に、朝方戻った時にちょうど双葉町に関して内閣総理大臣・

菅直人（当時）名で、「双葉町全域避難」命令が出ました。それからがとても大変なことになりました。なぜ

かというと、国が用意してくれた避難するためのバスを用意していただいたのですが、道路などが寸断し

て入ってこれなかったのです。各避難所には連絡も取れず、私も「避難してくれ」と呼びかけに走り回りま

した。それでも自分の車、近所の人たちの乗り合いとかで長い行列が出来てしまいました。原子力災害が

発生した時の避難訓練も行い避難計画もありましたが、一つも訓練が役に立ちませんでした。 

 今の避難計画はどうだったのかということを、３・１２の避難命令が出てからの行動・実績が生かされて

いるのか。先ほど言ったように、双葉町では駅のコミュニティセンターに避難でしたが、隣町で何ｋｍも歩

くということが本当にできるのか。地震だけの災害であればいいのですが、万が一の原子力災害があっ

た時の避難経路なども確保されていないと私は思っています。 

 そういうところをＪＲさんとしては、一生懸命国との交渉を行って「白地地域」と呼ばれる除染を全くして

いないところも緊急時には解放して通れるようにしておくことも必要ではないかなということも不安に

なる要素ですよね。労働組合だけでなく JRの乗客も含めて考えなくてはなりません。 

あと、復興計画に関しては、いろいろな大企業が来るのはいいと思うのですが、それに伴って「補助金

目当て」が多いのかなと思います。本当の街づくり・復興というのは、そこに住んでいた人たちが、自分た

ちが住みやすい街づくりという視点が一番重要だと思っています。 

今の双葉町で言えば、いろいろな企業を誘致してきていただくのは大変結構です。しかし、緑があって

も、食べ物に関してはいろいろ不安があります。海に関しても、原子力発電所は隣町にありますが、実際

には「日本の水質１００選」に選ばれるほど水の透明度も高く、魚もたくさんいるところです。それが汚さ

れるようなことがなければいいなと思います。復興計画についても「あと何年後」というのは分かりませ

ん。私が死んでしまってから後かもしれないし、その前かもしれない。その時に自然あふれる双葉町・緑の

まち双葉町になってもらうことがいちばんありがたいことです。原発事故前の双葉町のように戻るとい



18 

うことは難しいかもしれませんが、東京の関連企業がたくさん来ている中で「汚されたまちづくり」よりも

「故郷・双葉町」にしていただきたいというのが私の個人的な意見です。 

 

【座長】 

菅野双葉町議会議員に地元・双葉町の現状を出していただきました。ありがとうございました。私も福

島県南相馬市の出身であります。実際、原発事故の時は福島市や茨城県土浦市、千葉県成田市と転々と

避難しました。原発事故によって、住民がふるさとを追われただけではなく、浜通りを中心とした地元の

歴史や文化までもが犠牲となり、消されようとしています。これだけの甚大な被害が起き、未だに収束の

兆しすら見えない中であるのにも関わらず、国を始めとして誰一人責任を負うことはしていません。それ

ばかりか、菅内閣総理大臣の所信演説にもあったように、「原発施策は変えない」「安全な原発をつくる」

という、国は「原発施策」をベースロードとして「東京電力の復活」を目指しているのではないでしょうか？

それは、「東日本大震災・原子力災害伝承館」に併設されている「双葉町産業交流センター」に陣取る東京

電力の事務所の数を見れば一目瞭然であります。私たちは、そのような企業と共に歩むべきではありま

せん。そして、我がＪＲ東日本会社も同じ道を歩むべきではありません。労働者には分配されず、「大企業

だけが潤う社会」、これまで来た道を戻る、同じ道を歩むようなことがあってはなりません。 

私たちは、脱原発社会を求める・実現するにあたって、代替エネルギーを検討せざるを得ません。また、

地球温暖化などの地球環境を考えると、化石燃料を中心とした火力発電も今後どのようにしていくべき

なのかも考えていかなければなりません。 

先日、実家に帰省する際に福島市から飯舘村を抜けて南相馬市に向かいました。その際、飯舘村の沿

道で「飯舘電力」という看板を拝見しました。この「飯舘電力」とは「福島第一原発事故により、理不尽にも

全村避難を余儀なくされた飯舘村で、村民自ら未来を選択し、自らの手で地域を次世代に渡すため、飯舘

の資源を利用し、再生可能エネルギーを通じて飯舘村民の自立と再生を促し、自信と尊厳を取り戻すこと

をめざす」としています。まさにこれまでのエネルギーではなく、「再生可能なエネルギー」の実現に向けて

踏み出し始めていると考えますが、飯田哲也さんは今後のエネルギーについてどのようにお考えでしょう

か？ 

 

【飯田哲也さん】 

 原発事故から１０年ということで、前半は安全のお話を伺っておりました。私は元々、原子力の専門で、

大学・大学院・原子力産業界にも勤めていたので、非常に心を痛めているのですが、先ほど名前の出てい

た飯舘村にたまたま放射能雲が行ったところで雨・雪が降ってかなりそこは厳しい放射線レベルであった

わけですが、私も大学時代に第一種放射線主任技術者の資格を取得し、栃木県とか宮城県北部までかか

っているこの領域は、第一種放射線主任技術者の資格を持った人しか入れない「管理区域」のようなレベ

ルに汚染されたわけです。２０ｍSvというのは、いわゆる「職業被ばく」の水準です。それをかなり強引

に、日本はかなりデタラメに基準を変えてしまったということと、放射能の８割は太平洋へ飛んで行って

しまったので、これでもまだ救われています。これがもし、柏崎刈羽とか他の場所であれば、本当に東日

本エリアは住めない状況になっていたであろうし、福島原発事故もいくつかの奇跡・偶然がなければ東京

も含めた東日本エリアが壊滅していたということは改めて認識しておいた方がいいと思います。 

先ほど児玉先生からも内部被ばくの話がありましたが、ある意味放射線の「粒」が飛び散っているわけ

ですから、これは前半にいろいろお話がありましたが、外部被ばくと同時に内部被ばくのリスクが常にあ

るということは認識しなくてはなりません。これは今も私が第一種放射線主任技術者であって、さらに管

理区域の中のグローブボックスの中で扱っていた放射能が飛び散った状況というのは、非常にリスクが

高いなと思います。 

 やっぱり日本人は原発に関して、３・１１を境に檄然と意識が変わりましたので「原発を推進する」という

人は、かつての６割から今や１～２％しかいない。それに対して「原発は廃止していこう」という人が圧倒
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的多数ですので、世論をしっかりと受け止めて国民の意思でエネルギーを変えていくということが必要

であろうと思います。 

 

 たまたま１０年前の福島原発事故が起きたタイミングというのは、いわば世界に対して太陽光と風力が

劇的に増え始めたタイミングでもあって、これは設備容量（瞬間発電能力）なのですが、これで言うと今や

太陽光と風力はそれぞれがほぼ原発の倍くらいまでいっています。発電量そのものはどうしても太陽光

と風力は発電の設備利用率が若干低いので、発電量ではまだ追いついていないのですが、水力も含めた

再生可能エネルギー全体で見ると、すでに原子力の倍くらいは発電していますし、今年末には太陽光と風

力の発電量が原発の発電量に追いつき、さらに追い越すという急激な拡大がこの１０年で起きています。 

 これによって、いまの世界の認識が劇的にこの１０年間で変わっています。福島原発事故は、世界史の偶

然ではあるのですけれども、たまたま、世界史的なエネルギー大転換の号砲（スタート）となる号令になっ

たという意味では世界史の中にしっかりと刻み込まれると思います。 

 １０年前には考えられなかったのですが、今やエネルギーの中心は風力と太陽光、特に太陽光が今後の

電力、エネルギーのすべての中心になるという見方にこの１０年間で完全に変わりました。実際に、太陽エ

ネルギーというのは１年間に地球に降り注ぐ量は、我々人類が使っているエネルギーのおよそ１万倍降り

注いでいますから、量的には申し分ないほどある。そして、いうまでもなくCO2も放射能も出さないク

リーンなエネルギーですし、太陽が続く限りほぼ「永遠のエネルギー」です。それが、何といってもこの１０

年間で劇的に安くなったことが、この大転換の始まりです。太陽光はこの１０年間で９割、つまり１０分の１

のコストになった。風力は７割減、およそ３分の１のコストになった。そして、太陽光と風力がこの１０年で

「ワン・ツーフィニッシュ」といいますか、一番安いエネルギーに変わりました。特に日本のエネルギー政策

の担当者や産業界の人たち、あるいは大学の先生（専門家など）といわれる人たちも、実はちゃんと勉強

していないので、頭の中が１０年前でとどまっているのです。つまり「太陽光はまだ高い」「風力も高い」

と。ところが世界の認識は、いまや「太陽光と風力は一番安いエネルギー源なのだ」という認識で突っ走

っています。一方や原子力は、どんどん高くなるばかりですし、福島の破滅的な事故を見たら「原子力に

頼るべきではない」というのが、本来は日本人が自ら決めなければならないということです。 

 

 太陽光と風力がこれまでも安くなるし、これからも同じようなペースで安くなっていく。ついでに言え

ば、蓄電池もこれまで１０年間で９割減、さらにこれから１０年で８割減。この３つの技術というのは、コン

ピューターと同じ原理です。コンピューターは Intelを作ったゴードン・ムーア博士が、技術学習効果（コン

ピューターは２年で倍の速度になる）ということを今から５０年前に言って、この５０年間ずっとコンピュー

ターは２年で倍の速度になっていったわけですが、その結果として、１０年前のスーパーコンピューターが

今日のスマホの心臓部分に入っています。今のスーパーコンピューターの性能のCPUが１０年後にはス

マホの手の中に入る、というペースで進化しています。全く同じ技術効果なのですが、少規模分散型のハ

イテクノロジー、大量生産型のハイテクノロジーは、技術が日進月歩でどんどん「技術の改良」あるいは「生

産技術の改善」あるいは「コストダウン」というものが小さく積み上がってくることによって、継続的にど

んどん性能が上がって、継続的にコストが安くなる、というのが太陽光と風力と蓄電池の共通の傾向で

す。 

 このコストダウンのスピードは、歴史的に見ると天然ガス、石炭、石油、液化天然ガスが、かつての石油

ショック、リーマンショックとか、石油価格の上下などに空から隕石が降ってきたかのようなペースで太陽

光発電のコストが下がり、先ほど述べたようにいまや一番安くなったと。まさに既存の化石燃料の市場パ

ラダイムが根こそぎ変わろうとしているというのが、この１０年であり、これからの１０年という凄まじい変

化の真っ最中なんですね。 

  

一方、原子力は先ほど述べたように作れば作るほど高くなる。アメリカとフランスの歴史上最初の第一

号機から一番新しいといっても今から２０年前の原発ですが、作れば作るほどどんどん高くなるというこ
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とで、原子力は事故やトラブルを起こすたびに、新しい安全規制が盛り込まれて、パッチワークのように

新しい接ぎあてが行われてさらに大型化するためにコストが高くなる。それ以外にもコストだけではなく

て、福島原発事故で明らかになった巨大事故がありますし、核廃棄物の問題はどこまでいっても解決でき

ない。そして放射線の健康への影響は、どうあがいても逃れられない。規制機関は原子力事業者に独立

性を失われ、そして核兵器と表裏の関係があるから、民主主義とも相容れないということなので、やはり

原子力は早々に去っていった方がいい。 

 

 太陽光と風力と蓄電池が急激に安くなることによって、これから何が起きるかというと、太陽光＋蓄電

池を新たに作る方が、既にある石炭火力を動かすよりも安くなるという事態があと１０年以内に来るだろ

うと言われています。そうすると、世界で化石燃料発電の市場は年間８００兆円あると言われています

が、その８００兆円の市場が大崩壊を起こす。これを「ギガホール」と言われていますが、実際にその第一

号となるプロジェクトが去年インドで入札が行われて、太陽光４００Mｗ（４０万Ｋｗ）の太陽光発電を、普

通のよくあるメガソーラーではなくて、稼働率８０％（１年間×２４時間×３６５日＝８７６０時間のうちの８

０％の稼働）を目指すそうです。そのためには蓄電池が必要です。このようなベースロードと言いますか、

需給調整可能な太陽光発電が去年入札されて、なんと１ｋｗ/hあたり４円とインドにおいても石炭火力と

ほぼ同等の太陽光発電が既に新設で太陽光＋蓄電池ができるようになったのです。これは世界で一番早

いプロジェクトですが、これが１０年する間に世界中、おそらく日本でも実現するようになると、原発も化

石燃料もいらなくなる時代がそう遠くないと思います。 

 つまり、太陽光と風力と蓄電池が今後の電力の主役ですし、後でお話ししますが、その劇的に安くなっ

た太陽光と風力をベースにしながらそれを更に暖房、給湯、輸送あるいは産業界、他の分野に展開すると

いうことで、これを「セクター・カップリング」と言うのですが、つまり、一次エネルギーのすべてを太陽光

と風力が一番ベースを担う時代が見通されていて、その他の再生可能エネルギーや地熱、バイオマス、小

水力などは、そんなに伸びないというのが私の認識です。 

 

 モビリティは、これもほぼ同時か５年～１０年遅れで太陽光と風力の「電力大変革」と同時に起きていま

すが、もちろん立役者はテスラです。先ほど蓄電池も過去１０年で１０分の１のコストになったと述べました

が、電気自動車が安くなっただけではなくて、同時に同じ技術学習効果によって、自動運転（オートマス・

ビークル）、ライドシェア（日本では入っていないがUber）、いわゆるスマホで呼べる白タクサービスの３

つが重なると、「無人でスマホで呼べる自動運転の電気自動車（EV）」というサービス（ロボタクシーとも

言われている）が、技術的にはほぼ実現可能の水準まで来ています。この３つが重なると、自動車を買っ

て維持するコストのおよそ１０分の１くらいで済むということで、化石燃料のガソリン・ディーゼル車を買う

のではなくて、MaaS（モビリティ・アス・ア・サービス）にこぞって１０年くらいでシフトするんじゃないか。

こちらも１０年単位でシフトする。そうすると、ガソリン・ディーゼルのマーケットのおよそ３割の石油市場

が大崩壊をして、年間１０００万台を作っては売るというトヨタ、ホンダ、日産、フォルクスワーゲンといっ

た、「作って売る」という古い化石燃料自動車の自動車産業そのものも大崩壊するんじゃないかと言われ

ていて、この２つが両輪でいま起きています。 

 

 ところが日本は、「原子力にこだわる日本」と「水素にこだわる日本」という２つの困ったことになってい

ます。世界は「EV＋自動運転＋ライドシェア」に突っ走っているわけですが、効率で言っても水素燃料電池

というのは、EVは当然１００％再生可能エネルギーでないといけない訳ですが、１００％再生可能エネル

ギーの電気を EVとして使えば最終的に燃料効率は９５％、走行する時の効率がロスを入れても総合効

率で７３％ですが、水素燃料電池は燃料効率が５２％、最終的に走行する時の総合効率（水素をもう一度

電気にする必要がある）が２２％、更には電力をパワー・トウ・リキッド（再生可能エネルギー電気から液体

燃料を作る）というものもあるのですが、そうすると（アンモニアを作るというものもあるが）、これも非常

に効率が悪くて、少なくとも陸上のモビリティ、特に自動車系というのは EVが効率的にも圧倒的に有利



21 

です。その他にも水素を配分するコストとかもありますし、実際、世界の中で EVはどんどん伸びていま

すが、燃料電池自動車（FCV）は統計上出てきませんし、最新のアメリカの状況を見ても、トヨタや経済産

業省がいくら力を入れても、そもそも燃料電池は一桁少ない上に、おととしから減り始めています。「もう

水素燃料電池の時代は来ないだろう」というのが世界的な認識になっているということです。おととしで

大体２００万台、若干コロナの影響で去年はスローダウンしていますが２５０万台 EVが売れているのに対

して、FCVは１万台程度、しかもいま EVは世界中のメーカーが自動運転も含めて膨大な新規参入があ

って蓄電池も含めた様々なエコシステムが出来ているのに対して、FCVをやっているのはトヨタとホンダ

とヒュンダイくらいですし、インフラと言っても場合によっては EVは自宅でも十分充電できますし、FCV

はインフラもない。価格も十分安くて、しかも最近は中国の蓄電池工場（テスラのギガファクトリー３）がオ

ープンして、テスラが日本でもいよいよ３００万円台で買えるようになったということで、これから出すト

ヨタと日産の新型EVよりもテスラの既に売り出されているモデル３の方がはるかに安いということに

なっています。ということで、少なくとも FCVの自動車の時代は来ないだろうと。 

 今は、デジタルの大革命をベースにしながらエネルギーの大変革とモビリティの大変革が単に普及する

というよりも産業界、それから社会とか政治とかも含めて根こそぎ変わるということで「破壊的変化」が

起きると言われています。 

 

 電力の話に戻ると、太陽光と風力を中心にどうやって変わっていくのかという鍵になるのが、太陽光と

風力のことを「自然変動型」つまり、お天道様任せ・風任せなので「自然変動型電源（VRE）」と言われてい

ますが、これをまずは電力の中で比率をどこまで高めていくかということ。ゆくゆくは１００％ですが、世

界で一番比率が高いのはデンマークと南オーストラリア州。これは第一段階、第二段階、第三段階、第四段

階と自動車の教習所のような感じで、日本はまだ第二、第三段階に入ったところですが、ヨーロッパのほ

とんどの国は第三段階、そしてデンマークと南オーストラリア州は第四段階で６０％を超えています。 

これの鍵は「柔軟性」という専門的な考え方なのですが、太陽光と風力は一番安くてクリーンで、しかも

純国産でこれを最大限増やしていくために、これまでは「ベースロード」というものを思い込んでいたわけ

ですが、日本はこのベースロードに対して太陽光や風力が上回るからということで九州電力などは止め

たりしているわけです。しかし、この発想を転換して「実はベースロードはいらなかった」という発想の転

換がこの２０年の間にヨーロッパを中心に起きて、太陽光と風力を「変動するベース電源」として一番下に

おいて、需要も変動するわけですから、需要と変動するベース電源との間を「柔軟に埋めていきましょう」

という考え方に、電力の世界の中のパラダイム転換が起きたということなのです。南オーストラリア州は

世界最大の蓄電池を３年前（２０１８年）に７５億円を投じて導入して、１年間で３０億円を稼いでしまった

のです。２年半で投資回収ができるということを証明して、今年いっぱいでこれを来年までに電力の７

０％を太陽光と風力にして、２０２５年までに電力１００％を太陽光と風力にするということで、南オースト

ラリア州は先進的な取り組みをしています。 

 デンマークはちょっと違ったやり方で、風力発電が５０％ですが、全土に７０％の住宅・建物をカバーする

高ジェネレーションで熱供給をする「地域熱供給」がありまして、その熱源であり電力である高ジェネレー

ションが風力発電を補うような形で動かされています。それによってお湯の量の変動が起きますが、これ

はお湯のタンクの中で吸収する。さらにそれでも余る風力発電を直接お湯に変えていくということで需

給調整をするというのが第三段階です。 

 第四段階は世界で最も進んでいるところですが、デンマークは風力が５０％で、バイオマスが約３０％、

残り２０％を更に風力で７０％くらいまで増やすのですが、増えた風力を使って何をするかというと、一旦

水素に変えて水素と二酸化炭素を合わせると、天然ガスと同じメタンガス（風力ガス、CO2フリーのメタ

ンガス）になるんですね。そういう形で太陽光と風力が劇的に安くなったので、それで水素を作って二酸

化炭素と合わせることによってメタン化し、メタンであれば天然ガス同様、いまは色々なところで使えま

す。そういう意味で言っても、日本は勘違いして水素が普及しているのですが、日本の水素は「グレー水

素（CO2が出る水素）」なのですが、世界が注目している水素は「グリーン水素（再生可能エネルギーから
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つくった水素）」で、水素のニーズがどんどん増えつつあります。どういう形で使われるかというと、太陽

光と風力をベースにしながら、電力で直接使うというのはモビリティの中で再生可能エネルギー電力です

し、先ほどの「風力ガス」という形になれば、例えば天然ガス自動車も走れますし、アンモニアもつくる事が

出来ますので農業にも使える。そして日本でも実証が始まっていますが、スウェーデンやドイツでは石炭

を使わない製鉄を再生可能エネルギーからつくった水素でやる「直接還元製鉄」をやろうということで進

んでいます。そしてデンマークのように再生可能エネルギー電力をベースに温熱に使うという形で、一次

エネルギーのベースが太陽光と風力になるということが１０年前には考えられなかった発想なのですが、

今はその方向で動きつつあります。 

 日本のエネルギー政策は、相変わらず原発も間違えていますが、水素の使い方も間違えていまして、こ

のまま行くと、日本の産業界の要でもある自動車産業すら先行きが危うくなりそうな時代に突入してい

るという状況です。 

 

【座長】 

飯田さん、ありがとうございました。電気のコスト、環境への影響がどうなっているのか明確になった

と思います。時間の関係で意見交換を予定していましたが、開催できず大変申し訳ございません。準備を

していただいた皆様には改めてお詫びを申し上げたいと思います。後ほどご意見は JTSUまで頂ければ

と思います。 

このシンポジウムで有識者の皆さんから頂いたことを検証運動に繋げ、「常磐線全線開通に伴う労働政

策」をより豊富化し、最終報告に繋げていきたいと考えています。本日はパネリストの皆様、ありがとうご

ざいました。 

 

 

【シンポジウムまとめ】 渡辺 良（日本輸送サービス労働組合連合会・労働政策室長） 

 

●シンポジウムにおいて確認した「到達点」とこれからの「課題」 

 まずは、本日は大変お忙しい中、シンポジウムのパネルディスカッションに出席頂きましたパネリストの

皆さま大変ありがとうございました。多くの貴重なご意見を頂きました。今後の検証と最終報告に活かし

ていきたいと考えています。また、遠くいわきまでお越し頂きました多くの組合員の皆さん、そして、リモ

ートで参加頂きました組合員と議員懇談会の皆さま、そして、日頃からＪＴＳＵを支えて頂いているすべて

の皆さんに感謝とお礼を申し上げます。リモートによるオンラインでの開催のため、多くの不具合があり

ましたことをお詫び申し上げます。シンポジウムの提言内容は速やかにまとめて、ホームページ等で皆さ

んにお届けしたいと考えています。 

シンポジウムのまとめとして、「安全」「健康」「エネルギー政策」の３点の視点で、１年間の検証で見えて

きたことである「到達点」と、これからの「課題」を明確にします。その上で、「最終報告」に向けてこれから

の１年の道のりを皆さんと共に歩み、さらに検証を積み上げていくこととします。 

 

まず１点目に、「安全労働」についてです。 

大前提として、会社による働く私たちの放射線管理がまったくなされていません。私たちは、組合員の

健康を担保し、安心感を得るため、Ｄシャトルを活用した検証では放射線量を「見える化」することを意識

してきました。パネルディスカッションでは、特に「イノシン」との衝撃時の対応を取り上げました。児玉先

生から「常磐線沿線にはいまだに高線量区間が多数存在している」とお話がありました。全線開通した線

路付近の限られた範囲での除染であることやモニタリングポストが適切な位置に設置されていないこと

を含め、帰還困難区域における駅間の線量が見えないため、乗務員が長時間停車した際、判断できない

こと、また、その他にも現場の菊池さんから報告がありましたが、長時間停車の際のバスによる救援体制

のあり方や樹木伐採時の未だに高い空間線量と積算線量、また、常磐線車両を検査する勝田車両センタ
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ーで線量計を振り切るほどの高い線量が検出されたことなど、まったくと言えるほど問題が解決されな

いままで、会社は常磐線を全線運転再開させたことを今一度認識しなければなりません。 

したがって、今後の課題は、これまでと同じく団体交渉で確認した事項、いわゆる「議事録確認」を遵守

させることと同時に、帰還困難区域で業務に従事する際には「特定線量下業務従事者講習」を必ず受講さ

せることや、児玉先生から頂いた「せめて毎日、車両を洗浄すべき」というアドバイスを含め、先に述べた

課題の解決に向けて、ＪＲ東日本会社に申し入れを行い、解決に向けた労使協議を行います。また、これら

の問題を利用する乗客の皆さんや沿線に住まれる皆さんをはじめ、行政などに訴えることで社会に広範

に発信し、解決に向けて一歩ずつ進めていきたいと考えています。 

 

２点目には「健康労働」についてです。 

今日の児玉先生のお話によって、改めて「低線量でも健康を害すること」「たとえ低線量であっても放

射能被ばくを避けなければならないこと」そして、数値には見えない内部被ばくの危険性が明確になりま

した。また、積算線量の関係では、健康管理や勤務のあり方など問題は山積しています。やはり、自然界に

すでに存在する放射能と今回の原発事故で放出された本来は自然界に存在しない放射能との危険は全

く異なるものであり、単純に比較して「安全」とは言い切れないことを今一度明確にしなければなりませ

ん。 

したがって、今後の課題は、放射線量の値の違いを明確にすべく他地域の放射線量と対比を行うなど、

放射線量の管理を継続していくことで、健康診断の検診項目の具体化を求めること、あるいは検診のあ

り方の抜本的な見直しを求めていきます。 

また、児玉先生から「経済的に押し付けられた線量」と言われていましたが、「経済」か「健康」かと、まさ

に現在のコロナ禍における「二元論」の選択がここでも問われています。このような二元論に陥ることな

く、航空業界の安全ガイドラインを教訓とし、鉄道業界における安全ガイドラインとして「放射線管理に伴

う安全基準」を働く私たちの視点で練り上げていきます。 

 

３点目に「新たなエネルギー政策」についてです。 

東日本大震災による福島第一原発事故から１０年を迎えました。いまだに３万5,000人を超える方が

原発事故による放射能から逃れるために、故郷に帰れずに避難生活を送り続けています。菅野議員から

「帰りたいけど帰れない」と言われていましたが、被災後に元の住まいに戻られた方は約３割と報道され

ています。 

本日は飯田先生より多岐に亘り、具体的かつ明確な根拠を含めたお話がありました。「原発がなければ

生活が成り立たない、経済が成り立たない」といった「原発神話」の古い考え方から発想を転換し、「二元

論」からの転換をしなければなりません。ＪＴＳＵは、この事故を人災である「原発災害」と位置付けて、改め

て「脱原発」「反原発」の立場を明確にします。一方で、今なお原発を温存・活用しようとする日本政府の立

場と考え方には「反対」であることを明確にします。 

飯田先生は著書の中で、原発事故の責任を取らない大企業を、「ゾンビ企業」と位置付けておられます

が、そのゾンビ企業が中心となり、「国策」として進められている「福島イノベーション・コースト構想」は、ま

たもや「ゾンビ企業」の利益のために、廃炉事業にとどまらず、今後のエネルギー政策で利益を得ようとし

ていることを今一度認識しなければなりません。 

したがって、今後の課題は、これからのエネルギー政策は化石燃料文化の終焉に伴い、地域が独自に行

う地域中心の分散型「自然エネルギー」に転換していくことです。そして、このような地域エネルギーを

JTSUは支援をしていきます。また、引き続き、「定点観察」を行いながら、街の復興が大企業の利益では

なく、地域と住民中心の街づくりとなるように組合員と共に検証し訴えていきます。そして、鉄道では自

然エネルギーを活用した「蓄電池車両」を導入し、「蓄電設備」を充実させていくことを、常磐線を出発点に

して具体的に提起していきます。 
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最後になりますが、今後のエネルギー政策の転換を通じた私たちＪＴＳＵの考え方である「グリーン・ジョ

ブ２０２８」構想を簡潔に提起します。 

今、地球が気候変動によって野生化し、地球が燃えています。この地球危機を回避するために、欧米と

中国は「第三次産業革命」と言われる「グリーンニューディール政策」を提起しています。これはエネルギー

政策の大転換に伴い、通信や交通、不動産を中心とする社会インフラを、デジタル技術を駆使して整備し

成長を促すという政策です。 

私たちＪＴＳＵは、「グリーン・リカバリー」の考え方を参考にして、今後のエネルギー問題とポストコロナ

の同時解決を目指し、「グリーン・ジョブ」構想を具体化し、労働政策を打ち出すことを検討しています。そ

れは、直近の課題であるエネルギー問題やコロナウイルス感染拡大にも共通することは、まずは「命」を最

優先することであり、今日の「シンポジウム」は「命」が最優先ということでは、まさに「グリーン・リカバリ

ー」と言えます。 

また、大変残念な結果であると言わざるを得ませんが、２１春闘の内容を見ても、資本主義が限界を迎

えていると言わざるを得ません。これ以上の「成長」を求め続けていくことは地球環境の「破壊」につなが

ることから「成長」より「成熟社会」への変革が必要です。その場合には、「儲け」より「必要性」の議論を重

視していくべきだと考えています。生産過程や利益配分のあり方、そして、生きていくための社会保障に

ついて、「人」を中心とした労働政策を練り上げていくこととします。なお、この構想を練り上げながら、今

後、「エッセンシャルワーカー」や「ＳＤＧｓワーカー」との社会連帯を追求し、社会の抜本的な変革を求め

て、各単組と共に運動をつくり出していくことを決意しています。 

 

結びに、エネルギー政策の転換は「平和な未来社会」の創造であることを訴えます。繰り返される悲惨

な侵略と戦争の根拠は、化石燃料をはじめとする資源争い・略奪にありました。化石燃料から自然エネル

ギーに転換することは資源争い、略奪に終止符を打つことにもつながります。したがって、エネルギー政

策の転換に向けて積極的に行動・実践することは「平和な未来社会」の創造であり、私たちＪＴＳＵが先頭

に立ち、ＳＤＧｓの精神を基に、社会変革に向けて取り組んでいくことを決意します。 

以上、申し述べまして、「シンポジウム」の成功に向けて多大なるご協力頂きましたことに改めて感謝を

申し上げまして「シンポジウム」のまとめとさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

 

 

文責・編集 日本輸送サービス労働組合連合会 広報室 
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