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二〇二年三月に起きた
東京電力福島第一原発事
故︒節目の十年に先駆けて
フリーライターの吉田千亜

昨年出版された本がある︒
︵四一一︶が執筆した﹁孤塁 双

葉郡消防士たちの3・H﹂
だ︒作中で描いたのは︑事
故直後に被災の最前線で奔
走した地元消防士だった︒
例えば三月十二日の夜︒
﹁津波で流された﹂と救助

要請を受けた富岡消院署の

った︒第一原発の立地町

面々は福島県大熊町に向か
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だ︒急行した車のライトで

浮かび上がったのはキラキ
ラ光る粒子︒数時間前︑最

初の水素爆発が起きてい
た︒﹁これが︑あれか︒爆
発の灰か﹂︒彼らの頭によ

ぎったのは﹁死の灰﹂だっ

以後も第一原発は爆発を

たが︑それでも捜索を続け

︒
た

繰り返した︒原発構内から

消防に届く負傷者の搬送依
頼︒危機的な現場に向かう

﹁今まで︑ありがとう

一人は同僚にこう漏らす︒
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万三千九百三十件︒前年度
から二割以上増え︑過去最

と一緒になって︑政府や自

治体に制定を訴えたい﹂

材が心配になった︒吉田は
一人で給食センターへ向か

日本ジャーナリスト会議

い︑﹁産地を教えてほし

やがて吉田は福島で暮ら

感謝の言葉に︑涙がこみ上
げ
た
︒

た︒﹁こういうのをね︑待
ってたんです﹂︒参加者の

人︒次は四人︒それが十
人︑三十人と増えていっ

開いた︒初回に来たのは二

だと思った﹂
翌年の春から︑埼玉県内
に避難してきた母親らを対
象に交流会を始めた︒同じ
撞遇の人同士が悩みを分か
ち合う場をつくりたかっ
た︒地元の市を通じて案内
状を送り︑月一回ペースで

たちもそう感じているはず

配だった︒福島のお母さん

玉にいても子どもの体が心

事業を企画した︒﹁私は埼

査済みの食材を福島に送る

て吉田も運営に関わり︑検

母親たちの全国団体ができ

七月に放射能を心配する

ようになる︒

す人たちにも思いをはぜる

︒
た

当を作り︑長男に持たせ

表を見て同じメニューの弁

できない吉田は給食の献立

ですよ﹂という言葉︒納得

い﹂と訴えた︒しかし︑返
ってきたのは﹁気にしすぎ

命を賭した人たちの思い

︒
た

校に入ると︑給食で使う食

四月になって長男が小学

った︒一時は避難も考え

夜中までパソコンに向き合

はどうすべきが知るため︑

ばないか︑被ばくを防ぐに

まると︑埼玉まで影響が及

ていた︒﹁異常事態が起き
ている﹂︒原発の暴走が始

外に出ると︑大渋滞ができ

まで長男を迎えに行こうと

の下に身を潜めた︒幼稚園

れ︑二歳の長女を抱えて机

が倒れそうになるほど揺

埼玉県内の自宅はテレビ

る危機として体感した︒

の災害ではなく︑自らに迫

書評コーナーなどを担当し
たが︑二年後に長女が誕生
し︑再び子育て中心の生活
に戻った︒
そんな中で起きたのが
﹁3・HLだった︒遠い地

ーライターになったのは︑
長男の出産から二年ほどだ
った〇六年ごろ︒女性誌の

を機に三年でやめた︒フリ

された仕事は宣伝で︑結婚

は出版社に勤めた︒ただ任

た吉田は︑幼い頃から物書
きの仕事に憧れた︒大卒後

をくみ︑彼らの活動を伝え

︵JCJ︶賞に選ばれた︒

事故直後から福島の母子ら支える

興和群弐合

紅

悩んできた

血流を促進

疲労などふ

同時に患叡

まずは患叡

腰の内側﹁
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その腰彊
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会を重ねるにつれ︑複雑

﹁政府は被害を矯小化﹂
被ばく対応への疑念執筆の根底に

な状況に置かれる人たちが

﹁自主避難者﹂たちだ︒

いることも分かった︒避難
区域外の地域から避難した

た消防士の活動にスポット
を当てたが︑そもそも彼ら

問いたかったからだ︒

吉田は毎晩︑子どもが擾

自主避難者への乏しい支

の聞き取りを始めたのは︑

付いた後にファミリーレス
トランで原稿を書いた︒三
事故がもたらした被害を詳

カ月にわたってこの生活を
続け︑自身初の著書﹁ルポ

援などを見るに付け︑﹁政

しくつかむためだった︒

母子避難 消されゆく原

そらしてきた﹂ ﹁被害を矯

府は事故の被害者から目を

く︑楽観論をうのみにでき
なかった︒
事故直後の放射能汚染や
避難の状況を知るために話
を聞いたのが︑地元の消防
士たちだった︒避難誘導も
担った彼らなら情報を持っ
ているのではと考えた︒
取材を進める中で分かっ
たのが消防士たちの苦悩
だ︒特攻隊のような仕事を
強いられたことは﹁被害﹂
の一つだと感じた︒それな

のに︑彼らの活動はほとん
ど伝えられてこなかった︒

民が少なからずいたこと︑

避難区域外でも汚染の測定
器が高値を示したことも分

かったため︑重要な背景と

﹁孤塁﹂の出版後︑吉田

して作中に書き込んだ︒

は改めて事故後の被災状況

を聞き取っている︒﹁どん
な被害があったか記録して

おかないと︑被害がなかっ

たことにされかねない︒実

際とかけ離れた歴史が残る

深刻な被ばくに見舞われ

のは嫌なんです﹂

た人は本当にいないのか︒

に人知れず苦悩していた人

自主避難者や消防士のよう

たちはいないのか︒﹁い

た﹂というなら書き残し︑

二度と同じ被害が生じない

手厚い支援につなげたい︒

は新型コロナウイルス禍に

ようにしたい︒世間の関心

＝おわり

右側または中央に印字され

交流会に来た女性は﹁避
と切り出した︒どこか後ろ

難者じゃないですけど・﹂
めたさを感じているようだ
った︒別の女性は手の震え

が止まらなかった︒周囲の
目を強く気にし︑心に負荷

ハ年に刊行した︒ニ年後

発事故被害者﹂をまとめ︑

小化している﹂と考えてき

に駆り立ててきた︒そんな

た︒その憤りが吉田を執筆

版︒復興五輪が喧伝される

中でも強く疑問を抱いてい

事故後を生きる人々﹂も出

中で強行された避難指示解

ばくを巡る対応だった︒政

たのが事故直後の住民の被

には﹁その後の福島 原発

しなくていい﹂とすり込む

吉田は消防士の証言を書

除や﹁放射能の問題は心配

府は焦点となる甲状腺内部

一方で一連の取材を通じ︑

き残したいと考えた︒その

向いているが︑吉田はこの

敬称略︶

先も原発事故の被災者に思
いをはぜる︒︵榊原崇仁︑

〃喜音漢…さ空音喜喜○

葛喜喜m劃す鵜看臆喜○

ご案内させて頂きました査定
の金額により、ご売却をお考え
になられることをお勧めしま
す。この方法ですと無理があり

【機種・製造番号の調べ方】
機種・製造番号は天井のフタ
を開けて、金色のフレーム

トラブル・クレ ム等の発生がありません。

がかかっているように見え

た︒避難の孤独と不安から
アルコールに頼ってしまっ
た母親とも知り合った︒

﹁私も避難を考えたけ
ど︑実際に避難した人の苦

労は想像を超えていた﹂
自主避難者は避難区域か

程度﹂と流布してきたが︑

被ばくについて﹁問題ない

原発近くから逃げ遅れた住
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政府のリスクコミュニケー
ションなどを扱った︒

測ったのは千八十人と少な

二日￣二重百一簾 謬緋言霊 ）

当日、お引取りのご依頼を頂け
ました場合は、その場でご精算
の上で、お引上げすることもで
きます。（一部地域を除く）運送
費等はかかりません。

○音喜寡…擁SS音音○

〃音喜寡日量喜喜喜○

弊社の専門スタッフがお伺い
し査定の内容と結果をご案内
いたします（地域ごとに回りま
すので、出張貫がかかりません

お問い合わせを頂けますと、基
準の金額をご案内いたします。
お申込頂きましたら、お近くを
通る卓の予定を事前にご案内

三冊目に当たる︒命を賭し

醸緩瀾開聞同園駁 ∴∴：∴ 言∴； ∴∴

ら逃れた人と違い︑月十万

円の賠償が出なかった︒住
宅の無償提供も一五年六月
に打ち切りが決まった︒政
府が翌月に開いた説明会で
は支援拡充を求める声が相
次いだが︑役人の一人は﹁お
時間です﹂と書いたボード

そんなころ︑自主避難す

「
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を掲げて発言を遮った︒
る母親らを題材に本を書い

に吉声るし受るはやらに

子∴
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ています。

鱈定の結果を聞かれた上で、お客様自身が決められる方法ですので、ご安心下さい〉

再活用

弊社の買い取りシステムでは

としで寄付されます○

てほしいという依頼が吉田

に舞い込んだ︒事故前から
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書く仕事をしていだが︑一

冊まとめるだけの分量を担
ったことはない︒それでも

吉田は引き受けた︒自主避
てきたことを伝え︑支援が

難者たちが人知れず苦悩し
乏しいままでいいのか世に
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被災記録今も「なかったことにされるのは嫌」

