
私は福島県から現在２才の息子を連れ、大阪府内で母子避難生活を送っています。 

旦那は現在も福島で働いています。 

 

忘れもしない 2011年 3月 11日。 

外は雪が吹雪いていて寒い日だったと記憶しています。 

私は生まれて初めて震度６強の地震を体験しました。聞き慣れない携帯電話からの警戒音。

緊急地震速報でした。地震が来る、どうしよう…と多少パニックになったものの、息子に

上着を一枚着せ終えた時に揺れが始まりました。最初はそれほどでもありませんでしたが、

次第に揺れが強くなり立っても座ってもいられない状況でした。当時 1 才 1 ヶ月だった息

子を右手に抱え、左手で部屋のどこかにしがみついて身体が持っていかれないよう必死に

長い揺れがおさまるのを待ちました。 

私達はベッドルームにいたのですが、リビングから食器が落ちる音や、バターン、ドーン

という大きな音が聞こえて家が崩れるのではないかという恐怖でいっぱいでした。 

 

そして本震がおさまった隙に外へ逃げようとベッドルームを出ようとした時、リビングの

状態に愕然としました。部屋中のドアというドアは全て外れ落ち、数メートル先に倒れて

いました。 

また壁に付いていたはずのキッチンがアイランドごと無い！！あんなに重いキッチンが壁

からスポーンと外れて移動していました。そしてベッドルームやリビングに設置してあっ

た蓄熱式暖房機も壁から剥がれて数メートル先で倒れていました。後になって分かったこ

とですが、蓄暖は重さが 200 キロくらいあります。揺れに耐えていた時その蓄暖が私達の

方へ迫ってきていましたが私は動くことができず、私達の数センチ前で止まって倒れまし

た。もしその下敷きになっていたら…と考えただけでもぞっとします。。 

 

そしてピアノが 90度回転し、私達がいたベッドルームの出口をふさぎかけていました。私

は息子を抱えてピアノをよじ登り瓦礫の山と化したリビングの瓦礫をかき分け玄関に向か

いました。靴を履こうにも全ての物が散乱していたので靴の在処など分かりませんでした

が、とりあえず左右違っていましたが最初につかんだ靴を履いて外に逃げました。 

 

外は雪が吹雪いていてとても寒く、たいした防寒着も着ぬまま、裸足の息子を必死で抱き

締めていました。ひっきりなしに襲ってくる震度６クラスの余震、電柱も激しく揺れ倒れ

てくるのではないかと安全な場所を探しました。それからしばらくして近くで仕事をして

いた義父が駆け付けてきてくれました。義父の乗った車は道路に埋もれて動かなくなって

しまい、途中から走ってきたそうです。近所の家も瓦や屋根が崩れ落ち、農業用ダムが決

壊し土石流となって民家を飲み込み生き埋めになった人たちもたくさんいました。 

 



次第に外が暗くなりはじめたので、とりあえず私の実家へ息子を連れて避難することにし

ました。実家は原発からわずか 40キロしか離れていません。しかし震災当日の時点ではま

さか原発が爆発するなどとは思ってもいなかったので、地震の被害が少なかった実家へし

ばらくの間身を寄せることにしました。その夜は度重なる大きな余震で地響きがなり止ま

ず、なかなか寝付けない息子は一晩中泣いていました。 

 

日が変わって… 

安全安心と言われていた福島第１原発がついに爆発する日を迎えることになりました。 

テレビで屋内待避から避難へ指示が切り替わるのを知りました。10キロ圏内から 20キロ、

30キロ…と範囲も広がり私達が今いる 40キロまで、なんらかの指示が出るのも時間の問題

だと思いました。 

その頃、20 キロ圏内の警戒区域からの避難者２千人を私達の町で受け入れていました。そ

の町の町長や役場の人達も一緒でしたので、警戒区域の様子や避難の様子などすぐに情報

が入ってきました。 

 

 

そして私の町でも警戒を呼び掛ける町の防災無線が鳴りはじめました。 

放射能が大量に飛んでくるので全町民は屋内待避をするようにとのアナウンスが聞こえ、

どんなに寒くても暖房を止めてドアや窓を目張りするよう指示がありました。 

しばらくして 40才未満の全町民に安定ヨウ素剤が配布されることになりました。その時初

めて「安定ヨウ素剤」というものを知りました。説明の書かれた文書には、大量に被爆す

る直前か直後に飲むことで被爆を防げるというものでした。しかし効果は 24時間だけ。日

頃の私達の生活において、まず飲むことのない薬の配布が始まり、これはただ事ではな

い！！と手が震えました。 

 

早くここを出なくては・・・と思いながら、薬の配布を待っていました。 

しかし私達の住民票は被災した時に住んでいた市にあったので、住民票が無いことを理由

に薬を受け取ることができませんでした。なんとか息子の分だけでよいので分けてくれな

いかと何度も頼みましたが、人数分しかない！と断られてしまいました。それでもなんと

か手に入れようと、あちこちに電話をかけ、たらいまわしにされながらも保健所や県、千

葉の放医研などにも電話をかけ交渉を続けました。 

 

そして状況が変わらぬまま、少しでも遠くへ逃げた方が良いと判断し、被災した自宅へ一

旦戻ることにしました。自宅は原発から 65キロほどの距離だったので、40キロの実家より

は少しはマシだろうとその時は思っていました。しかし後になって分かったことですが、

40キロの実家より 65キロ離れた自宅の方が放射線量が高かったのです。しかも 3～4倍あ



りました。当時私たちは何の情報も無かったので、より線量の高い方へ逃げてしまったの

です。後悔してもしきれません…悔やんでも悔やみきれない。早く情報を公開してくれて

いたら…と国や東電を何度も何度も恨みました。 

 

そしてしばらくして安定ヨウ素剤を手に入れたものの、すでに飲むタイミングが過ぎてお

り飲むことができませんでした。安定ヨウ素剤は飲み方やタイミングを間違えると大変な

ことになると聞いていました。 

実際に薬を飲んだという友人から聞いた話ですが、人にもよりますが副作用は死に至るほ

どでは無いが大きく副作用が出る場合が多く、実際に頭痛や嘔吐、発熱、顔がパンパンに

腫れる…などの症状が出た人が少なくなかったとのことでした。私の知人は飲んだ翌日に

顔が腫れ激しい嘔吐に見舞われ、子供と一緒に病院で点滴を受けたそうです。 

警戒区域から私の実家のある町へ避難してきた人達も安定ヨウ素剤を皆携帯していました。 

しかし国からの指示があったのは爆発してしばらく経ってからのことでした。 

被曝の直前か直後に飲まなければ意味が無いこの薬を被曝から守るために飲むことがでず、

こうしてたくさんの人達が被曝してしまいました。 

 

震災の日からわずか数日間でいろいろな恐怖に見舞われ、私のストレスも極度の状態でし

た。 

とにかく放射能から逃れたいという思いしかありませんでした。 

こんな何も情報が無い恐ろしい所で怯えながら過ごすなんて考えられない！地震で被災し

ただけでも怖い思いをしているのに、なぜそれ以上に得体の知れない放射能という恐怖に

怯えなければいけないのか。。。 

そして、福島を出ようと決心しました。しかしその直後、移動手段が無いことに落胆しま

した。 

当然ながら新幹線も高速バスも通っておらず、福島空港からの飛行機をキャンセル待ちす

るも一向に順番が回ってくる気配も無く… 

更にガソリンも底を尽きどこにも売っていない状況。それでもなんとしてもこの場から息

子を連れ出さなくては…と家族に相談しました。 

 

近所ではビニールハウスを営んでいる農家が多かったので、日頃から燃料をタンクで買っ

て家に置いてあるという話を聞き、1リットルでもいいから分けてもらえないかと農家のあ

ちこち電話をかけました。 

そしてなんとか 20リットル集めることができ、少しほっとしました。どこにもガソリンが

売っていない中、譲っていただいて本当にありがたく思いました。 

 

そしてその翌日、スーツケースに息子の最低限の荷物だけを入れて、私の着替えは入れる



余裕が無かったので私は身一つで、新幹線の通っている栃木県那須塩原駅まで旦那に車で

送ってもらいました。 

途中渋滞が多く時間がかかりました。車内の放射線量は外とあまり変わり無いと後から知

って、今思えば飲みそびれていた安定ヨウ素剤をここで飲ませておけば良かったのかもし

れない・・・と後悔しました。 

 

そしてやっと那須塩原駅付近に差し掛かった頃、駅のあちこちにたくさんの車が乗り捨て

てありました。 

この所有者たちも皆必死に逃げたい思いでここまで来たのだろうとすぐに分かりました。 

そして駅のホームまで旦那が送ってくれ、始発駅だったので新幹線がすでに到着していま

した。 

発車するまでの間、旦那も新幹線の中でわずか 15分でしたが別れを惜しんで息子と一緒に

過ごしました。旦那は仕事や全壊した家のこともあるので、私たちと一緒に行くことはで

きない・・・と言いました。 

しかし自宅に戻ったら無事でいられるのか命の保障は無い。何より放射能という得体の知

れないものを相手に旦那は・・家族は・・・大丈夫なのだろうか。 

私たちはなすすべも無く、また何の情報も無く、もしかしたら今この瞬間が旦那と会う最

後になるかもしれないという思いで、悲しみがこらえきれず涙が止まりませんでした。で

きることならこのまま旦那を引き止め一緒に連れていきたい、と何度も思いました。 

 

しかしそんな私の想いも届かず、旦那は新幹線を降りホームから私たちを見送りました。

地震だけなら避難などする必要はなかったのに、原発事故のせいでそれまで幸せに暮らし

ていた私たちは引き裂かれてしまった。地震だけならたとえ家が全壊しようとも借金を抱

えようとも、どうにでもなったはず・・・と悔しさでいっぱいのまま私と息子は東京へ向

かいました。 

息子は当時 1 才 1 ヶ月。避難をするために新幹線に乗っていることも、パパとの別れも何

一つ理解しておらず、初めて乗る新幹線にただただ無邪気に喜んでいました。そんな息子

を見ていたら、ますます辛くなり涙は溢れるばかりでした。 

 

…1時間程して東京駅に着きました。その時はまだ東京の汚染度合も分かりませんでしたが、

ひとまず福島から逃れられたという解放感でいっぱいでした。 

駅のホームでは弟が待っていてくれました。１才の息子を連れ、ベビーカーとスーツケー

ス２個を持ち疲れ切った私には大変ありがたく思いました。その日仕事だった弟がわざわ

ざ半休を取り迎えに来てくれ、私たちの住まいが見つかるまでの間、6畳１間の弟のワンル

ームマンションに住まわせてもらうことにしました。東京で頼れる親族は弟しかいません

でしたが、仕事で海外へ行くことが多かった弟とはそれ以降ほとんど会うことはありませ



んでした。 

 

数日して、東京都が被災者向けに無料で都営住宅を提供する記事を新聞で見つけました。 

即、応募することに決めました。申し込みは都庁まで行かなければいけませんでした。 

しかしその時すでに私と息子は体調不良をもよおしていました。最初に息子が嘔吐と水下

痢、発熱。翌日には私も同じ症状に。激しい下痢と嘔吐に見舞われていましたが、なんと

してでも都営住宅の申し込みに行かなくては今後の住居が無い…そう思うと寝ているわけ

にもいかず必死で電車に飛び乗りました。 

途中、品川駅まで行ったところで力尽きて倒れてしまいました。意識朦朧とする中、駅員

さんに大丈夫かと声をかけられましたが、何が何でも申し込みに行かなければという思い

で、その場を後にし都庁へ向かいなんとか申し込みを済ませました。 

 

そして帰る途中で病院を見つけ診察してもらった結果、息子も私も何かのウィルス性胃腸

炎にかかっていました。私達は共に苦しんでいましたが、息子は私よりも程度が軽かった

ため、私だけ入院するよう言われました。しかし幼い息子を一人残して私だけ入院するわ

けにもいかず、なんとか息子も一緒に入院できないかとお願いしましたが断られたので、

仕方なく弟のいないマンションへ帰ることにしました。 

途中、何度も道端に吐いては座り込んでしまい、なんとか家にたどり着いた後も私は大変

具合が悪く、息子の世話もしなければならない状況で辛くて辛くて泣きながら世話をした

ことは今でも決して忘れることができません。 

放射能から逃れるために母子避難を決意し、今までに経験することのなかった辛く悲しい

日々。 

放射能さえ無ければ・・・原発さえなければ・・・という思いが再び私の頭をよぎりまし

た。 

こんな時に旦那が傍にいてくれたら…同居していた義両親や近くに住んでいた両親がいて

くれたら・・・と何度思ったことか。交通機関が完全に復旧しておらず、すぐに助けを呼

ぶこともできないなんて・・・。 

 

そして数日が経ち、必死で申し込みをした都営住宅に当選することができ、しばらくは住

居の心配も無く避難生活が送れると、やっとホッとすることができました。 

それから息子と２人の避難生活が始まりました。 

提供してもらった都営住宅には、冷蔵庫やテレビ、エアコン、ガスレンジ、寝具が用意さ

れていました。 

買い物にも困らないようにと自転車も用意してくれていました。震災で家が全壊しそれだ

けでも大変な中、さらに圧し掛かる自主避難という二重生活での多額の出費で厳しい金銭

状況の中、私たちにとってそれらの用意されたものは大変有り難いことでした。 



 

福島県民は東北電力を使っているので東京電力は使用していません。その私達が東京電力

の原発事故のせいで日々辛い思いをしています。 

福島から県外へ避難した子供達が放射能がうつると言われ学校でいじめに遭い、いじめら

れるくらいなら被爆する方がまだマシだ・・・と泣く泣く福島へ戻る子供も少なくありま

せんでした。 

大人だけでなく、子供たちもその小さい胸が破裂しそうなほど心を痛めているのです。 

子供ながらにそんな選択をしなければならないなんて、あまりにも残酷ではありません

か。。。 

 

東京も汚染の状況が深刻なのは心得ていました。 

福島ではなんの情報ももらえない事実をすでに私は経験し痛いほど分かっていたので、東

京へ来てからも決して国や東電を信用せず自分の勘だけを頼りに水道水は使わず食材にも

気をつけ、外出時にはマスクや帽子は欠かさず、決して雨に濡れないように注意していま

した。おもいっきり走らせたいときは、近くのショッピングモールまで行き、その中で走

らせるなどしていました。 

けれども歩き始めの活発な息子を室内に閉じ込めておくのは可哀そう・・・と思うことも

あり、放射線を気にしながらも、時間を決めて外に出すことがありました。 

外に出す度に、幼いわが子を被曝させてしまった・・・と自己嫌悪に陥る自分と、部屋に

閉じ込めておくのは可哀そうという思いが入り混じり、毎日葛藤の日々でした。 

 

なぜこんなにも放射能を気にしながらも東京で過ごしてきたか…理由は２つあります。 

まだ 1才になったばかりの息子を少しでもパパに会わせてあげたかったこと。 

東京なら頑張れば月に３回くらいは父親が会いに来れる距離。福島から高速バスで 4 時間

かけて息子に会いに来ていました。 

 

そしてもう１つの理由は、私があまり身体が丈夫ではなかったということです。 

もともと喘息持ちで以前は吸入器を持ち歩いていました。ここ数年は発作が落ち着いてい

たので安心していたのですが、震災での心労がたたったせいか、放射能に汚染された空気

を吸い込んだせいか分かりませんが、久しぶりに発作が出てくるようになりました。めま

いで倒れることもしばしば。そして悲しいことに、この避難生活中に流産もしました。 

もし私が急に具合が悪くなった時、息子を守り切れるのかが何よりも心配でした。 

東京なら真夜中でも福島から車で駆け付けられる。高速道路を飛ばしてくれば 2 時間半ほ

どの距離です。 

そして私たちは、しばらく東京で避難生活を送ることに決めました。 

 



しかし、しばらくして「東京を出たい！」という思いが何度も襲ってきました。 

その都度、なんとか自分に言い聞かせて東京にとどまっていました。しかし放射能を気に

しながらの生活はやはり耐えがたいものがありました。不運にも私が入居を許されたアパ

ートは都内でも線量の高いとされる某区。しかも目の前には某清掃工場の煙突がそびえ立

っていました。よりによって清掃工場の目の前だなんて…自分の運の悪さを恨みました。 

 

 

そしてちょうど 1 年を東京で過ごした後、震災の翌年の 3 月についに大阪府へ再避難する

ことに決めました。 

当然、旦那や義両親には反対されましたが、何を言われようと私の心は決まっていました。 

そして大阪への引っ越しが終わり、今度こそやっと息が吸えると清々しさを感じました。 

しかし、これからは今までのように月に 3 回もパパが息子に会いに来ることはできない。

福島空港から伊丹空港まで飛行機ならたったの 1 時間なのに、往復 6 万円かかる運賃が私

達の再会を妨げていました。 

家族の反対を押し切ってまで大阪に来たのだから、具合が悪くなったからと言ってすぐに

家族を呼ぶことはできません。私は大変なプレッシャーを感じるようになりました。 

 

身寄りも無い土地勘も無いこの大阪の地で、放射能から逃れるために現在も息子と２人避

難生活を送っています。 

 

しかしこれで本当に良かったのか、と引っ越してきた当初は何度も自己嫌悪に陥りました。 

東京でもっと私が頑張っていれば息子は大好きなパパともっともっと会えたはず。私が２

人を引き離しているのではないか…と。息子にとってどうすることが一番良いのか、正直

私には分かりません。 

被曝してでも家族が一緒にいる方が幸せなのか、家族がバラバラになり息子に淋しい思い

をさせてでも被曝を避けるべきなのか、何が一番良いのか考えても考えても答えが出ませ

ん。 

誰か教えて下さい・・・誰に聞けば答えが出るのですか？私達はいつまでここで過ごせば

よいのですか？ 

家族が安心してまた一緒に暮らせる日は戻って来るのですか？ 

 

洗濯物を取り込む時にふと沈む夕日を見上げながら、６００キロ離れた福島の空を思い出

します。 

離れ離れになった家族も同じ空を見ているのだろうか・・・自然豊かな私たちの故郷は今

どうなっているのだろうか・・・と。 

震災から１年以上経った今でも、空を見上げると涙がとめどなく流れてきます。 



 

もし息子が将来結婚をする日がやってきて、その相手が福島以外の人だとしたら相手の両

親は何と言うだろうか。もしかしたら、息子に対して「ちゃんと子供は作れるのか…」な

どと言うかもしれない。 

福島で被曝した私達は、これからもずっと偏見の目で見られるかもしれない。だから私達

は避難生活を続けるしかないのです。そして健康を守るために…。なんの罪も無い息子の

将来の幸せを奪わないように・・・。 

 

しかし、意を決して大阪まで避難してきた私達に、更なる危機が迫っています。 

今私達の周りでは汚染瓦礫の広域処理についての問題が取り上げられています。 

私は被災者として、瓦礫の受け入れを拒否される度に、正直複雑な気持ちになることもあ

りました。 

しかし汚染は最小限に留め、全国に広げるべきではないと考えています。 

汚染されていないきれいな土地までも汚してはいけないと。 

自分の故郷が汚染させられる悲しさを痛いほど分かっているから。 

 

 

しかしながら、福島には行き場のない大量の汚染瓦礫があります。しかも高濃度に汚染さ

れ手の付けられない瓦礫が。私たち福島県民はこの先もこの高濃度に汚染された瓦礫を県

内に置き続けなければなりません。東京電力など使用していない私たちがなぜ…。 

 

福島県内には避難区域に指定されていなくても、とても線量が高い地域がたくさんありま

す。私の自宅もいまだに空間線量が 0.8マイクロ sv前後あり、庭の花壇などは余裕で 1を

越えます。草むらや山へ近付くとその何倍もの数値を線量計が指しています。高圧洗浄機

で除線した我が家のベランダは 0.6から下がりません。 

そのうえ高濃度に汚染された山のような瓦礫をも私たちは普段の生活の中で抱えていかな

ければならないのです。 

私の自宅周辺は２年も住めば、ほぼ２０msv に達します。原発作業員なら２０msv に達し

た時点で一旦職を離れなければなりません。しかし私達の家族はこの先、何年も、何十年

もそんな土地に住み続けなければなりません。原発作業員の癌の発症率は、その他の職業

の人たちより高いことは皆さんもご存じのとおりです。事故後１年以上経った今でも息子

の健康診断すらまだ順番が回って来ない状況の中で、私の旦那のように幼い子供を抱えた

親達の健康まで国は世話してくれるのでしょうか？？ 

何の信用もできないこの国で暮らすなら、自分で自分の身を守るしかありません。残念で

すが。。。 

 



できることなら家族が一緒に他県へ移住するための費用を国や東電に支払って欲しい。 

しかし私たちはこの汚染された土地から出ることも難しく、移住費用など支払ってもらえ

るわけもなく、汚染瓦礫と共存していかなければならない現実を皆さんに知って欲しい。

この高線量の中で今現在も子供たちが、親たちが、普通に生活し日々被曝し続けていると

いう現状も。 

 

 

そして、原発の再稼働という更なる問題が私達被災者を苦しめています。 

まだ終息してもいない、今現在も放射能が出続けている原発を抱えながらなぜ再稼働など

と言えるのでしょうか？ 

安全が確認されたら再稼働？？安全？？？ 

一度このような取り返しのつかない事故を起こしておいて、次など無い！！ 

再稼働など、あるはずが無い！！！ 

福島第一原発のこの事故が、安全などあり得ない！と証明したではありませんか。。。 

もう答えは出ているのに・・・ 

もう元には戻らない汚染された土地、家族の健康・・・一体どう落とし前をつけてくれる

のか！！と言いたい。 

 

再稼働に賛成している人たちへぜひ言わせていただきたい・・・ 

 

「本当に原発は必要なのですか？？？？？」 

 

稼働させる必要があるというなら、あなたがたの妻や子供の住民票を福島に移し、まずは

一家揃って福島に住むべきです。１０年、いや５年でもよいので住んで下さい。。実際に苦

しみながら住んでる人たちがたくさんいるのです。福島の現状を知れば再稼働などと語れ

るはずがありません。 

国会も福島に移し、政治家もその家族も皆福島に住むべきです。それが「再稼働」を口に

する者の責任だと思います。 

 

警戒区域の中では、今もなお線量が高いために行方不明者の捜索が十分にできていない状

況です。 

再稼働という過ちに足を踏み入れるなら、警戒区域の行方不明者をあなた方が捜索し、ご

家族のもとへ返すべきです。 

もし震災直後に救助に行っていれば助かった命もあったはず・・・ 

線量が高いために救助もされずに亡くなられた方たちはどれほど無念だったか・・・ 

見捨てられてよい命なんてない。こんな悲惨な事故は二度と起こしてはいけない。 



「絶対安全」ではない地震大国での原発再稼働の結末は・・・ 

 

言うまでもありません。。。 

 

 

とても長い文章になり申し訳ありません。最後までお付き合い下さりありがとうございま

した。 


