
戸惑いと希望の狭間で
～見えない怖さと気候危機に晒されて生きる～

FridaysForFutureNasu 発起人・東北大学4年
益子実香

さようなら原発 学習会発表資料



学習会に先立って…
•戸惑い＝自分がここで発言する資格があるのか
→避難指示を受けていない
→原発労働もしていない
→自主避難もしていない
→福島原発が発端で活動せざるを得なかった高校生の知り合いがいる

•今の自分にとって最も語りにくいが、切り離せないテーマ

•私は専門家ではない。「若者」を消費しないでほしい
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生まれ育ちは
栃木県那須郡那須町

出典：栃木県庁HP，2021，「リンク集」（2021年10月22日取得，https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/intro/tochigi/link/lkshityouson.html ）．
みんなのデータサイト，2021，「東日本ベクレル測定マップ（2020年7月オリンピック時）」（2021年10月22日取得，
https://minnanods.net/maps/?pref=tochigi&m2_kg=kg&time=2020&sum_137=sum ）．

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/intro/tochigi/link/lkshityouson.html
https://minnanods.net/maps/?pref=tochigi&m2_kg=kg&time=2020&sum_137=sum


大好き那須町！―事故当時は…？
• 小学5年生（10歳）、あまり記憶
がない

• 経験したもの：甲状腺エコー検査、
校庭の除染、学校林の探索中止、
ガラスバッジ、ホールボディカウ
ンター、タラの芽を食べるな

• 親が必死に守ってくれた
家がホットスポット💦💦

写真：益子撮影（2019年5～9月頃）
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何とかしないと、本当にまずい！

仙台駅で一人スタンディング
（2019年6月） FFF那須を立ち上げ、グローバル気候

マーチを主催！（2019年9月20日）
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何とかしないと、本当にまずい！

最初はたった2人だけ。毎週金
曜日に座り込み開始。

なぜか、留学生にばかりに響く…。
日本の学生の大半が関心を示してく
れない悩み…
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令和元年東日本台風（台風19号）の爪痕

撮影：
東北大学文学部社会学調査実習3班及び益子
実香（2020年10月19日、2020年11月7日）



なぜ、丸森町筆甫地区へ？

• きっかけは、台風19号

• 社会学調査実習（3年次）でテー
マに選んだ

• 災害支援に行けず、現場を見ず
してスクール・ストライキをし
ていた罪悪感



なぜ、丸森町筆甫地区へ？

•「負けたくない」

•「失いたくない」

•「地域づくりを学びたい」

•筆甫の取り組みに「希望」



出典：【左図】宮城県HP, 2017「各市町村教育委員会の記録」https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sisetsu/kakukyoui.html （2021年10月22日取得）

現在は
宮城県丸森町筆甫（ひっぽ）

福島県飯舘村
【右図】Google Map, https://goo.gl/maps/ThMTvdSGW4vA4kfy7 （2021年10月22日取得）をもとに作成

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sisetsu/kakukyoui.html
https://goo.gl/maps/ThMTvdSGW4vA4kfy7


出典：【左図】宮城県HP, 2017「各市町村教育委員会の記録」https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sisetsu/kakukyoui.html （2021年10月22日取得）

住民 ：490人
高齢化率：57％

福島県飯舘村
【右図】Google Map, https://goo.gl/maps/ThMTvdSGW4vA4kfy7 （2021年10月22日取得）をもとに作成

住民自治×助け合い
×知恵×自然と四季×…

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sisetsu/kakukyoui.html
https://goo.gl/maps/ThMTvdSGW4vA4kfy7


出典：【左図】宮城県HP, 2017「各市町村教育委員会の記録」https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sisetsu/kakukyoui.html （2021年10月22日取得）

福島県飯舘村
【右図】Google Map, https://goo.gl/maps/ThMTvdSGW4vA4kfy7 （2021年10月22日取得）をもとに作成

「忘れられた被災地」
「陸の孤島」

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sisetsu/kakukyoui.html
https://goo.gl/maps/ThMTvdSGW4vA4kfy7




原発事故後の筆甫の取り組み
• 自分たちで地域内を測定して
放射線量マップを作成

• 地域の有志が出資して放射線
測定器を購入

• 地域をあげての福島との同等
の補償をもとめるADR訴訟
東電が要求をのんで和解
698名・272世帯が申立書

出典：筆甫地区振興連絡協議会「丸森町筆甫地区放射線量マップ」（PDF版），（2021年1月18日取得，http://www.miyagikenmin-
fukkoushien.com/pdf/material/etc/ramap.pdf ）．

http://www.miyagikenmin-fukkoushien.com/pdf/material/etc/ramap.pdf


ひっぽ電力、始動
• 原子力発電ではなく、自然エ
ネルギーへ（住民出資）

• 「未来が失われた」地域づく
りへの切り札

• 荒地や旧中学校の校庭の一部
を利用

• 避難所となる地域の主要施設
に日常業務の自家発電＆非常
用蓄電池

写真：益子撮影（2021年5・6月）



ひっぽ電力の取り組み
• 今年度から新たに2人
を雇用（移住促進）

• 草刈業務による地域内
での雇用創出

小水力発電・森林資源に
立ち返ろうという流れ
➡私のミッション

写真：益子撮影（左2021年5月・右同年8月）

平松発電所 奥に見えるのが除染土の仮置き場



森林と距離ゼロで向き合って見えてきたこと
• 森づくりはとても長い時間が必要
今は無理でも生きて結果を見たい！
という決意

• 放射能汚染さえなければ
本来、安心して使えるはず
薪・ほだ木・遊び場

• きちんと事実を知ること
調査方法を考え協力を仰いで実行
1つひとつの疑問を無視しないで調
べる・聞く・読む



森林と距離ゼロで向き合って見えてきたこと

• 「環境」を啓蒙していたが、全く環境
について分かっていなかった
現場で汗をかいてから言うべきだった
水脈・土・空気の流れ

• レジャー好きな人はいるのに、生活の
一部としての森が消えかかっている

• 貴重な「生きるための知恵」「歴史」
が失われていく危機



最後に…
• 今、なお苦しんでいる人がいること（原発事故も同じ）
無関心ではいられない、グローバルノウスの私が加害者

• 再エネなら何でも良いわけではない
• 再エネシフトだけで気候変動は解決しない
合言葉はSystem Change！生産・労働の次元から根本変革が必要
あらゆる社会問題を包摂している

• 気候危機への不安から、子どもを産むのを深く悩む同世代
普通の学校生活が送れない・未来を描けない
SNS上、親から批判にさらされて上の世代の尻ぬぐいをさせられている
ただ、活動する若者のなかには原発事故について全く知らずに「必要悪」だと振
りかざしていたインテリもいたという衝撃と怒り

➡一緒にそれぞれの立場でつながり、学び合い、活動していきたい！
➡ただし「教え諭す」「説教」をされたいわけではない



ひっぽにぜひ、来てください♪
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