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査読済論文 

 

若狭地域住民は原発関連事業所とどのように 

つながっているか（労働環境と地域環境） 
 

－「80年代」と「2012年以降」の聴き取り調査から分かること－ 

 

髙 木 和 美 

 

（2017年8月10日受理） 
 

How the local residents living in Wakasa region (southern part of Fukui Prefecture) and the 
nuclear power plants related enterprises are connected with both labor and local environments 

 
－Noteworthy facts revealed from hearing surveys conducted in the 1980s and after 2012－ 

 
Kazumi TAKAKI 

 
Summary： 

This article seeks to reveal following three points on working conditions and local 
environments surrounding front-line nuclear power plants(NPPs) workers, through collecting 
direct voices(mainly focusing on real events) of those who are/were exposed to radiation while 
working in NPPs;  
1) Employment and working conditions,  2)living situations,  3) specific working and local 
environments in which systematic, elaborate and prevalent unwillingness to consider causal 
relationship between alleged workers' accidents and radiation exposures in case of workers' 
illness possibly caused by workers' accidents(workers themselves and their families also tend to 
hesitate to apply for workers' accidents compensation).  
 

At NPPs even people have been treated and discarded like a waste. It is quite difficult for 
many workers and their families to stand up and speak in public about their dangerous working 
conditions and /or to apply for compensation because of specific local environment and 
employment situation surrounding them even when they suffer illness allegedly caused by 
radiation exposure or when their own lives are at risk. NPPs inevitably generate massive wasted 
contaminated by radiation in course of their operation and maintenance. This article intends to 
present such historically-formed vicious "environment" where even people are treated like waste, 
through genuine voices of NPPs workers who are/were exposed to radiation. 
 
Key words： 
NPP workers（原発労働者），radiation-exposed workers（放射線被曝労働者）， 
industrial accident（労働災害），working environment（労働環境）， 
local environment（地域環境）， multilayered subcontracting structure（多重下請構造） 
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１  はじめに 

 

本論では、原子力発電所で働く被曝労働者の生

の声（事実あったことを中心に据えた聴き取り記

録）から見えてくる、末端の被曝労働者の置かれ

ている ①雇用・労働条件、②生活実態、③労災が

疑われる疾病にかかった時、被曝との因果関係が

追跡されない（労働者やその家族の側も労災申請

を控える）労働環境や地域環境等を明らかにする。 
一言でいえば、原発の廃棄物の中に人間も含ま

れると言っても過言ではない状況を、被曝労働者

の生の声によって提示することが、本論のねらい

である。 
筆者のみで聴き取った人々の数は限られている

が、その人々の背後には、類似の条件下で原発を

稼働させるために、また廃炉作業や核廃棄物取扱

作業をするために被曝労働者が不可欠となって以

降、いまもなお被曝労働についている人々や健康

を害して働けなくなった人々、そして死んでいっ

た人々が分厚い層をなしているといえよう。 
 筆者は、梅田訴訟１の原告側意見書（2015年11
月10日提出）を作成するために、筆者のみで実施

した若狭地域（ここでは、敦賀市も含める）２にお

ける「80 年代」と「2012 年以降」の聴き取り調

査記録を読み返し、一から書きおろした（資料 1
参照）。本論は、その意見書を書くために整理・分

類した聴き取り対象者の「生の声」を抜粋し、こ

れに集落単位で、住民と原発関連事業所がどのよ

うに繋がり合っているかを捉える事例調査（2例、

資料 3－1、資料 3－2 参照）を加え、若狭地域に

居住し原発労働に従事している人々とその家族、

近隣住民のつながりを浮き彫りにするものである。

統計的手法は用いないが、生の声を付き合わせて

いくと、実態が見えてくる。 
 若狭地域の原発群にあっては、しばしば事故が

起きてきたが、2011 年 3 月 11 日の福島原発事故

のような巨大事故に至っていない。そのために古

い原発もだましだまし使われてきた。福島並みの

事故を経験せず、既に廃炉にされた原発も含めれ

ば15基の原発を抱いてきた若狭で、原発労働者た

ちは、「労働者が人たるに値する生活を営むための

必要を充たす」（労働基準法第 1条1項）、健康を

保てる労働環境で働いてきたであろうか。 
 

１－１ 被曝労働者が受け取る賃金の性格 

 科学技術の最先端をいくといわれ続けてきた原

発は、生命・健康（被曝労働者自身とその次世代

を含む生命・健康）とカネとを交換することにつ

ながらざるをえない被曝労働を抜きにして成り立

たない。原発は、生命を交換することになりかね

ない人間の労働を常に大量に必要としている。使

用者が労働者に対し、法で規制された時間枠にお

ける過密労働や、残業の積み重ねを課して行う搾

取とは異なり、日本政府が定めた被曝線量限度値

に基づいて企業が定めた閾値までの被曝労働及び

拘束時間に対して、賃金が支払われているのであ

る。これは、人たるに値する労働が行われそれに

対して賃金が支払われているとは、到底言えない

現実である３。 
原発被曝労働の場合、例えば1 日8時間の拘束

時間の中で、ある労働者が実際に作業する時間は、

被曝線量の関係で、1日に30分にも満たないこと

がある。その場合、彼は作業前の待機時間は拘束

されている。防護服やマスク等を身につけ、ごく

短時間働いたあと、彼の次に作業現場へ行った労

働者たちが戻ってくるのを待っている。彼は、彼

の雇われている下請会社の社員がひとまとまりで

原発の敷地を出るまで待つ時間も拘束されている。

労働者の拘束時間には、当然通勤時間も含まれる。

労働者たちは、原発敷地内に泊まりこんで、交代

制で深夜の作業を行うこともある。 
 
１－２ 電力会社はなぜ多重下請構造を活用する

か 

生命・健康への負の影響が出ないという科学的

根拠はない４が、政府が設定した閾値以内の被曝で

あれば、原発労働者は、放射線の飛び交う区域で

働くことができる仕組みが作られている（労働安

全衛生法に基づく電離放射線障害防止規則）。被曝

労働者は、建前は、閾値以下で働いていることに

なっている。しかし、「80年代」並びに「2012年

以降」の聴き取り調査によれば、すべての被曝線

量が、放射線管理手帳に正確に記録されてきたか

というと、そのように言い難い５。 
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大きな事故処理にあたるのではなく、通常の定

期点検の場合でも、短時間で被曝線量限度に達し

てしまう現場が数々ある。人海戦術で細切れの作

業をつなぎ合わせ続ける体制がなければ、原発を

動かしていくことができないのだが、電力会社や

元請会社の知識と技術を持った正社員を育成・増

員・組織し、的確に一連の被曝作業にあたらせ続

ける体制を用意しようとすると、少なくとも次の

3 点が、原子力（核）開発を推進している政府と

電力会社やプラント会社にとっての大問題となる。 
 

①それに要する莫大な人件費が必要になる。 

②電力会社や元請会社の正規労働者の場合、彼ら

に被曝と関連すると思われる健康への影響が出

てもすぐさま切り捨てられない雇用契約になっ

ているので、病気休暇や配置転換、被曝労働部

署への社員の補充等の対応が絶え間なく必要と

なる。また健康への影響が表面上見られない場

合でも閾値を超えた者に対する配置転換と被曝

労働部署への社員の補充が絶え間なく必要とな

る。 

③使い捨てにできない正社員の労災補償をせざる

を得ない事例が堆積し、その事実を隠蔽しえな

い場合に、被曝労働の危険性が明らかとなり、

原発推進政策をとる政府（日本だけでなく）と

原子力関連大企業の足元がゆらぐことは十分に

考えられる。 

 

これらの事柄を勘案した電力会社や元請会社は、

必要な人員を自ら直接雇用せず、必要な時期に寄

せ集め、必要がない時期には、あるいは傷病によ

り使えなくなった場合には、いつでも切り捨てら

れる労働者６を、多重下請構造を利用して安上がり

に使用する方法を選んできた。電力会社や元請会

社正社員の労働組合が、原発関連会社の多重下請

構造の問題や、末端労働者ほど被曝線量が高く被

曝との因果関係が疑われる疾病にかかっている

人々、そのために命を落としている人々が存在す

ることを、公に問題にしたことはないのではない

か。日本の全国レベルの労働組合も、労働者階級

構成員すべての、人たるに値する雇用・労働条件

獲得のための運動が乏しい。政府も労働者階級を

分断し差別的に利用する体制を温存して、原発（核

施設）推進政策を取ってきた。 
被曝線量は、多重下請構造の末端労働者ほど多

くなる（図3、図4参照）。原発の放射線管理区域

で最も多く被曝する作業を受け持っているのが末

端下請労働者、とりわけ日雇労働者たちである。

ところが、原発労働者の中でも底辺に置かれた者

ほど、被曝が人体に及ぼす影響を学ぶ機会がない。

被曝労働につく直前の安全教育の内容は、あまり

に不十分である。いわゆる闘値以内の被曝であれ

ば、人体に害はない、自然界にも放射線はあると

いった趣旨の教育がなされていることからみれば、

安全教育の内容は「不十分」というより、低線量

被曝、内部被曝が人体に与える影響７を、正しく含

めていない点で、一種のダマシ教育といえよう。 
 
１－３  末端被曝労働者の供給源 

末端下請の従業員の場合は、正規雇用であって

も、彼一人の賃金だけで、彼の世帯の生計を賄う

のは厳しい状態に置かれている。日雇労働者とな

れば、その生活の中身は極めて弾力性がなく窮屈

なものにならざるを得ない。その日暮らし状態の

原発日雇労働者の場合、被曝が不可避の作業現場

であろうと、たった今の生活をつなぐためにそこ

に入っていく。これは窮迫就労といえよう。日本

の雇用保障、失業補償、住宅保障を含む生活保障

諸制度の不備・不足が、この窮迫就労を促してい

る。 
日雇労働者や日雇労働者と変わらぬ社会的位置

に立つ一人親方の供給源は、農林漁業に従事して

いた者、零細自営業が立ち行かなくなった者、企

業の都合により退職を余儀なくされた者、定年退

職後も働かねば生計を立てていくのが難しい状況

に置かれている者、安定職に就く機会に恵まれず

職業訓練を受ける機会にも恵まれず、不安定就労

を繰り返してきた者等で構成されている。 
このような層は社会の仕組み（日本の労働者政

策、産業政策）の中で、分厚く作り出されており、

原発は、この層の人々を、一時的に吸収しつつ、

次々と使い捨てて成り立ってきた。原発日雇労働

者の健康状態が崩れた時、傷病休暇などありよう

もなく、いやおうなく失業する。健康が大崩れす

る前に雇用契約を切られ、解雇後間もなく手遅れ

のがんで死亡した事例もあった。癌以外の病気で
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脱落した労働者も少なくない。 
 

１－４ 労災補償から排除される末端被曝労働者 

ところで、原発での被曝労働に起因する労災に

ついては、これまでがん疾患について、ごく少数、

労災認定されたケースがあるにとどまり（表 3 参

照）、晩発性の非がん疾患、とりわけ脳・心臓疾患

等の循環器系疾患については、労災制度による補

償が図られてこなかった。 
電力会社の正社員が被曝との因果関係が強く疑

われるがん疾患にかかった場合ですら、即解雇と

はならないものの、会社が労災の手続きに後ろ向

きで、健康保険による治療の後、死亡した事例が

現にあった。元請会社の正社員が、被曝との因果

関係が強く疑われる非がん疾患にかかった折にも、

使用者はその因果に触れず有給休暇を使わせ健康

保険による検査・治療をさせ、配置転換で済ませ

た事例があった。継続的に雇用されていない日雇

労働者の被曝による晩発性疾患の場合、よほど当

事者に制度を使う知識と権利意識があり、因果関

係を追跡できる条件が透明性をもって整えられな

い限り、労災補償の対象になりようがないわけで

ある。社会的に弱い立場に置かれた者ほど、正当

な声をあげられないのが、大方の姿といえる。 
原発労働に従事して被曝し、真実は業務起因性

が認められる晩発性の非がん疾患によって労働能

力を喪失したとしても、非正規雇用の被曝労働者

は、国民健康保険給付と自己負担により個人的な

病気として治療を続け、貯蓄等財産があればそれ

で生計を維持しながら、それらがほぼ費消された

段階でようやく生活保護法が適用される。当該労

働者の家族がいれば、その家族の財産も相当程度

費消されなければ生活保護法（制度的に最終的な

位置にあり最低限の内容・水準にある社会福祉制

度）による保障を受けられないのが現実である８。 
健康保険（労使共に社会保険料を負担）にせよ、

国民健康保険にせよ、ましてや生活保護制度は、

労災制度を肩代わりする筋合いにない。ましてや

本人が賃金からいくばくか蓄えた財産や家族・親

族の賃金をもって、労災による治療費や仕事に就

けないために不足する生活費にあてることは、筋

違いである。言いかえると、政府による労災補償

責任を被害者とその家族・親族に転嫁することは、

筋違いである。 
原発における被曝労働者に対する、労災補償の

システムの機能不全状態は、筆者の聴き取り調査

においては、電力会社及びその傘下企業によって、

労働者やその家族への個別対策を用いて、意図的

に作られてきた側面も見うけられる。その結果、

労災行政を通じての労災の原因究明がなされてい

ない。そして安全衛生の確保ができず、水面下で

次々と労働者が健康を害し命を落としていく悪循

環の歴史が続いているのである。 
つまり、労災保険制度という、事業主から広く

薄く保険料を徴収して、一定割合で発生する労災

事故に備えるという労災の補償保険機能が、原発

被曝労働にあっては働かないという矛盾は、極め

て大きい。この矛盾が、看過しがたい不正義の結

果を招いている。 
以上、実態を鑑みる時、例えば梅田隆亮氏にみ

られる、原発被曝労働を経て発症した晩発性の非

がん疾患について、その因果の追跡の結果、因果

を科学的に否定できない限りは、現在の労災補償

保険システムの中で補償していくことが、法の趣

旨を具現するといえる（梅田氏は、被曝作業直後

に、急性障害と思われる症状にみまわれている）。

この「法の趣旨の具現」の積み重ねが、労災行政

を通じた実践的な労災防止・安全衛生の確保を促

すことになろう。 
 
２ 「1980年代の調査」、「2012年以降の調査」の

目的、調査項目等 

 

２－１ 「1980年代の調査」について９ 

２－１－１ 調査目的 

① 原発日雇の生活問題を構造的に捉える。 
② 原発日雇の生活問題は特殊なものではなく、

日本の広範な労働者の問題と共通しているこ

とを明らかにする。 
③ 原発日雇の生活問題対策の一つとしての社

会福祉の制度的位置・性格を明らかにする。  
④ 以上のような作業をすることによって、社会

福祉の現場実践や生活問題の解決をめざす社

会運動の基本的方向をみい出す手がかりを蓄

積する。 
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２－１－２ 調査対象者 

面接人数 43 名。（内 33 名は、若狭地域の原発

で働く原発労働者や元原発労働者、死亡した原発

労働者の家族（図 2 参照）。10 名は若狭地域住民

で、医師、元医療事務職員、現役議員、元議員、

行政職員等）。筆者の知人、知人から紹介を受けた

人、喫茶店等で偶然知り合った人、中学や高校の

同窓会や冠婚葬祭の場で交流した人々の中で原発

で働いていることが分かった人、当時運輸一般関

西地区生コン支部原発分会の分会長であった斎藤

征二氏から紹介された人等を、電力会社、元請会

社、1次下請会社、それ以下の下請会社に分類し、

各階層の労働者から聴き取りを行った。日雇労働

者の置かれている状態を明らかにするために、各

階層の労働者を調査対象に含めた。 
原発労働者については、63名に打診したところ

33名の応諾があった。対象者は、若狭の範囲で地

域的にばらつきを持たせ、個々の被面接者が結び

つかないように配慮した。原発労働者は、原発で

の作業実態や下請構造などを家族も含めて他言し

ないように雇用主サイドから固く口止めされてお

り、誰が誰に何をしゃべったかが職場や地域で監

視されるような環境にあったため、原発の仕事を

請け負っている会社に調査協力を働きかけたり、

一つの町に入り短期間かつ集中的に調査する手法

は取りえなかった。反原発を掲げた社会運動の一

環として組織的に調査協力者を募る立ち位置では

なく、また労働組合サイドの立ち位置でもなく、

純粋な社会科学的研究としてであっても、調査員

集団を組んで地域に入れば、｢出会いの機会｣は閉

ざされたであろう。 
筆者は、聴き取りにあたり、対象者には、調査

研究の成果を学術論文や学会発表によって公表す

るが、その際個人が特定できるような扱いはせず、

個人の氏名はもとより会社名も必要な場合記号化

し、聴き取った内容も事実関係をゆがめないこと

を前提に一部加工する旨を伝えた。従って、表 1
は一部加工してある。 

 
２－１－３ 調査主体と調査方法等 

調査主体は、髙木和美。調査主体 1 名と調査対

象者 1 名の場で聴き取り調査。聴き取り内容は、

その場で筆記した。 

 
２－１－４  調査期間 

1986年7月1日～1987年3月31日 
※調査主体（筆者）の私的事情により、調査期間

を区切り、1987年4月から9月まで聴き取り調

査とその分析及び若狭地域の就業構造や原発建

設の歴史等地域分析を行い、10月から12月はこ

れらを修士論文１０にまとめる作業を行った。但し、

「聴き取り」の予備調査は1985年から行ってい

たし、補足調査は87年3月以降にも行った。 
 

２－１－５ 調査枠組みと調査項目 

【調査枠組み（労働問題と生活問題を捉える柱）】 

①雇用・労働条件 
②暮らしを守る手だて（利用できる政策・制度の

適用状況 
③暮らしに発生している歪み（心と身体の健康） 
④横の結びつきの中身（職場、地域、家族）。 
 
【調査項目】 
※面接時、質問を始める前に対象者に調査項目一

覧を読んでもらい、応答を筆者が手書きで記録

することについて同意を得た。但し対象者が答

えうる範囲内で自由に答えてもらうこととした。 
 
① 面接時年齢   
② 原発労働に初めて従事した年齢   
③ 出生地 
④ 生家の生計中心者の職業   
⑤ 家族構成  
⑥ 住宅が持家か否か・住居の間取り等 
⑦ 学歴   
⑧ 学卒後最初についた職業  
⑨ 原発で働く直前の職業 
⑩ 現在の生活の諸条件  
⑪ 休暇・余暇の有無とその使い方 
⑫ 原発へ働きに行くようになった動機・きっかけ 

⑬ 原発での仕事の内容 
⑭ 通勤時間・通勤手段  
⑮ 原発敷地内での拘束時間  
⑯ 実際の作業時間・作業パターン 
⑰ 賃金・手当 
⑱ 現在利用している制度・補償 
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⑲ 健康状態の変化・自覚症状等 
⑳ 原発労働について思うこと   
㉑ 生活や地域について思うこと 
㉒ 家計で最も多い支出項目     
㉓ 家計で最も節約している項目 
㉔ 悩み事は誰に相談するか    
㉕ 病気になった時、誰が介護してくれるか 
 
２－２「2012年以降の調査」について１１ 

２－２－１ 調査目的 

① 若狭地域の原子力発電所で働く労働者の労

働・生活歴の聴き取り調査をもとに、原発労働

者とその家族の「生きる条件」に関する調査研

究を行う。 
② そこから生涯にわたり安心して働き暮らせる

地域づくりの条件を導き出す。 
※①②を目的とする調査研究は、すでに 1986～

1987年に取り組んでいる。 
 

2012年以降の調査研究においては、第1に、80
年代の調査方法を踏襲しつつ新たな知見を加え、

原発労働者とその家族及び原発立地地域の住民を

対象とした聴き取り調査を行い、80年代調査との

比較を行う。複数の集落において、原発関連事業

所で働く人々がどのように存在するかも、聴き取

りにより把握する。2017 年 6 月 30 日現在、第 1
については、本論を一つのまとめとするが、今後

も継続する。第 2 に、政府・県・市町村ごとの諸

統計、地域に存在する文献・資料を分析し、聴き

取り調査結果の分析を検証する手段とする。この

第2の取り組みは、現在資料収集途上である。 
 

２－２－２ 調査対象者 

若狭地域の原発労働者、元原発労働者、原発労

働者や元原発労働者の家族、原発労働者や元原発

労働者を知人に持つ住民、自ら居住する集落の住

民の就業先をよく知る住民、議員、元議員、行政

職員、医師等。2017 年3月31日現在、27人（内、

原発労働者、末端下請会社社長、元原発労働者の

家族は、17 人。一般住民、行政職員、医師等 10
人）が聴き取りに応じた。原発労働者等27人の内

5人からは、複数回、聴き取りを行った。 
筆者は、聴き取りにあたり、対象者に対し、調

査研究の成果を論文や学会発表によって公表する

が、その際個人が特定できるような扱いはせず、

個人の氏名はもとより会社名も必要な場合記号化

し、聴き取った内容も事実関係をゆがめないこと

を前提に一部加工する旨を伝えた。 
 

２－２－３ 調査主体と調査方法等 

調査主体は、髙木和美。調査主体 1 名と調査対

象者1名の場での聴き取り調査。聴き取り内容は、

その場で筆記した。 
 

２－２－４  調査期間 

2012年1月22日～（2017年3月31日） 
 

２－２－５ 調査枠組みと調査項目 

調査枠組み 
（労働問題と生活問題の関係を捉える柱） 

※三塚武男『生活問題と地域福祉』（1997、ミネ

ルヴァ書房）図表3－1 (p.83) に依拠した。 
① 労働者・元労働者世帯の生活基盤となる雇用・

労働条件、労働内容 
② 社会的共同生活手段の利用状況（職業安定所や

社会保障制度等） 
③ 地域や職場における横のつながりの内容 
④ 上記①②③に規定された暮らしの中身（世帯構

成・家計・住居・健康状態等） 
 

調査項目 
※面接時、質問を始める前に対象者に調査項目一

覧を読んでもらい、応答を筆者が手書きで記録

することについて同意を得た。但し対象者が答

えうる範囲内で自由に答えてもらうこととした。 
 
1．年齢     2．学歴    3．出生地   
4．親の職歴   5．家族歴（出生時から現在まで） 
6．住居歴（出生時から現在まで）  
7．職歴とその時々の雇用条件・社会保険の種類・賃金・

ボーナスの有無   
8．原発で働くようになった理由   
9．配偶者と子の職歴・賃金・社会保険の種類 
10．親戚や近隣住民で原発で働く人を知っているか  
11．住民管理（近隣住民間で、または親戚の集まりの中

で、原発や原発労働への不安を気兼ねなく口にできる
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か、できないとすればなぜか）   
12．原発で働くことになった時の教育、継続して働いて 

いる間に受ける教育   
13．現場で怪我人や病人が出た時の対応   
14．労働者間の労働環境や作業手順等についての打合せ 
15．賃金について社長と話し合えるか（下請会社に雇用 

されている場合）   
16．現場で体調が悪くなった時やけがをした時の対応   
17．家族の中で、労働環境や賃金などについて話すこと 

があるか（具体的に）   
18．仕事や生活上の心配ごとの相談相手   
19．家計で、かさむものと切り詰めているもの   
20．病歴、現在の自覚症状（通院・入院歴も）   
21．家族の病歴（通院・入院歴も）  
22．同居、別居を問わず、日常的に障害者や病人、高齢

者の介護を担っているか   
23．勤め先の会社名、従業員規模、会社の所在地 
24．勤め先の会社と電力会社とのつながり（知っている

範囲の下請構造も）※「社長」や「一人親方」の場合、

請け負う方法・手順も聞く   
25．請負額（請負額の内訳やその変化も）   
26．工事見積の仕方    
27．なぜそこで働くことになったか   
28．知り合いで、被曝線量限度に至った人は、どこで働

いているか   
29．同僚等の雇用条件、職歴、社会保険等    
30．契約書及び添付書類（就業前提出物） 
31．作業服や防護マスク、安全靴等は誰が購入するのか   
32．衣服以外の消耗品（アルコール、グリス、ウエス、

ヘルメット、防護服、安全帯等）や工具は誰が購入

するのか   
33．被曝線量計と被曝限度の設定、記録等   
34．放射線管理手帳、被曝量の記載   
35．定検がない時期の労働日数、通勤時間、労働時間と

拘束時間   
36．定検中の労働日数、通勤時間、労働時間と拘束時間   
37．原発で仕事が得られない時の仕事先 
38．取得した資格、作業との関係、資格と賃金の関係  
39．経験年数や熟練度は、賃金と関係するか  
40．出勤時から帰宅まで（時間や通勤方法含むタイムス

ケジュール）   
41．通勤方法  42．作業手順  43．作業環境   
44．作業内容 

45．健康診断（どこでしているか、何か変化が出たこと

はあったか、医師による助言は？）   
46. その他 

 
３ 「1980年代」の調査、「2012年以降」の調査 

記録の内容分類 

 

原発労働者からの聴き取り調査結果を、以下の

通り、内容別にaから tに分類・整理した。 
 
a  原発に至る経路 
b  原発関連会社で就労するための仲介者等 
c  下請構造、作業指示系統  
d  不安定就労 
e  作業内容の説明        
f  教育 
g  被曝線量の違い  
h  労務管理・地域管理 
i  作業環境・作業条件    
j  被曝労働 
k ずさんな被曝管理・被曝線量の扱い、線量計

の扱い 
l  線量計の不具合        
m 健康状態  
n  健康診断           
o  労災の扱い 
p  怪我・病気即失業 
q  地元労働者の他県原発での就労 
r  地元外労働者 
s  地元外労働者の定住例  
t  その他 

 
今回は、a ～t の記録の中から、次の内容を抽

出した。 
「労働者が原発に至る経路」「地縁血縁の関係が

歴史的に積み重なった集落住民が電力会社正社員

から最末端の日雇まで各階層の原発労働者となっ

て生計を立てている現状」「多重下請構造と末端

労働者の雇われ方」「作業前の安全教育のありよ

うと末端労働者の被曝に関する認識」「具体的な

労働内容」「被曝線量の階層格差」「健康状態」 
 
 なお、聴き取り事例の記号で、例えばAWやBG
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のはじめに付くAとBは、「1980年代」の聴き取

り事例を表し、CD のC は、「2012 年以降」の聴

き取り事例を表す。「2012 年以降」の調査におい

ても、現役の原発労働者等や元労働者からの聴き

取り内容には、80年代の状況が含まれている。 
 
４ 労働者が原発に至る経路 

 

ここでは、原発で働く人々を大きく「電力会社

正規雇用」「元請、1次、2次下請正社員」「3次以

下の下請正社員」「2次以下の下請の親方」「日雇、

一人親方」の五つに分類した。元請会社と認識さ

れている会社の前に、商事会社が介在している場

合もあり、1 次下請に見えた会社が 2 次下請、2
次下請に見えた会社が 3 次下請の場合があるが、

上記の分類により、多重下請構造のおおぐくりの

階層別特徴をつかむことができる。 
 

４－１ 電力会社正規雇用 

毎年、福井県内の工業高校の卒業生の一定数が、

電力会社の正社員として採用されてきた。AW は

その一例である。高校と電力会社との恒常的な結

びつきと併せて、親族・縁者が、立地自治体行政

の幹部や県・市町村の有力議員に、あるいは電力

会社の人事関係者に対し、縁戚の子どもが電力会

社に採用されるように働きかけた例を筆者は複数

知っている。CCは、その一例である。AMは、「電

力会社Xや会社A１２の社員採用において、全くコ

ネがないとは言えない」と話した。 
CC は、電力会社 X の正社員の中には、北陸、

近畿、中国、四国、九州地方の工業高校や高専卒

業者が少なくないと言っている。中でも、美浜、

大飯、高浜原発に配属されている電力会社Xの社

員の約3分の1は、福井県出身者だと話した。 
 

４－２ 元請、１次、２次下請正社員 

1次下請正社員のABは、「転職者は、電力会社

の正社員になるのは難しいから、このごろは狙っ

て会社Aへ行く者もいる」と話した。電力会社正

社員 AW は、「電力会社 X の正社員はほぼ中途就

職の者はいないが、会社Aになると、ほかの職を

辞めてきたという者が多い。地元では会社Aにま

ず職を頼みに行き、そこで引き受けられない頭数

は、さらに下請の関係業者へと就職斡旋がされて

いる」と話した。元町会議員 AM も、「地元の高

校卒業前に電力会社Xや会社Aの入社試験に合格

しなかった者は、会社Aなどの下請、そのまた下

請に入っている」と述べた。 
70年代に農業離職者訓練を受けていたCDの場

合は、職業訓練校が会社Aの所長に橋渡しをして、

当初会社A の日雇労働者となり、3 年後に正規雇

用されている。3次ないし4次下請社長CJは、「会

社Bの従業員は、電力会社YのOBが多い。会社

Aの従業員は、電力会社XのOBが多い」と話し

ている。 
なお、有力な仲介者がないのに元請会社の正社

員となった事例がある。それは、元請会社に 3 年

勤めている間に癌を患い、闘病生活の末死亡した

労働者の妻子に対し、元請会社の側から妻である

APに就職の誘いがなされたケースである。APの

ような場合を除き、有力なコネ等がない場合でも、

20 代から 30 代前半の高卒及び大卒の失業者は、

職業安定所を通じて 1次下請や 2次下請の正社員

になった例がみられる。 
筆者の調査では、リストラでUターンし、地元

の工場で働いたが劣悪な労働条件により体を壊し

退職した後、職業安定所の紹介で 2 次下請の正社

員になった事例（BE）や、家督を継ぐため都市部

での仕事を自ら辞めてUターンし、職安を介して

2次下請の正社員になった例（AS）があった。20
代から30代のはじめの年齢で、専門学校や大卒の

学歴がある場合、転職組であっても、2 次下請レ

ベルではあるが、正社員になれる可能性がみられ

た。高校中退で職を転々とし20代半ばで2次ない

し 3 次下請の正社員になった例としては、親族の

経営する会社に採用されたものがあった（AI）。こ
の例（AI）の場合、親族の会社で正規採用する前

に、親族から別会社で鳶の修業することを求めら

れている。この他、無資格だが旋盤やべべリング

マシンを扱う技術があったため、ある 1 次下請の

日雇から別の1次下請の正社員になれた事例（AB）
があった。 

 
４－３ ３次以下の下請正社員 

3 次以下の下請正社員は、やはり転職者が多く

みられる。国鉄に勤めていたが早期退職を迫られ、
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子どもの教育費や身内への経済的支援が必要なこ

とから、知り合いの下請会社の社長の誘いにのっ

て正社員になった事例（AH）があった。20 代後

半に 3次ないし4次下請会社の正社員になった例

としては、高卒後現業部門の公務員になったが低

賃金だったので辞め、地元の工場等で働いていた

が、クレーンを扱う資格があり、地元の人の仲介

で 3次ないし4次下請の会社に入った者が挙げら

れる（AF）。「マシな賃金」を求めていた。 
 
４－４  ２次以下の下請の親方 

2 次以下の下請の親方になる経路は様々だが、

作業現場で労働者を差配することができ、上位の

会社から仕事を請け負う関係を作ることができた

者が親方になっている。 

(1) もともと兵庫県で一定の技能を求められる仕

事をしていたが、原発関連の下請会社をつくり若

狭に定住した者、地元で経営していた会社が倒産

したので人夫を集めて原発下請会社の親方になっ

た者がいた（AB）。 
(2)  2次ないし3次下請会社社長のCKは、地元

出身である。親が製造業を転じて魚の卸業をする

ようになり、それを手伝っていたが、20代で自分

の会社（土建業）を作り、70年代末から原発の仕

事を中心に請け負っている。CK は、一時期、地

元住民だけでなく知り合いを介して北海道からも

日雇労働者（冬場に仕事のない漁業従事者）を集

めて、仕事を請け負っていた。 
(3)  3次ないし4次下請会社社長のCJは、80年

代に原発で働き始めた頃、親族の経営する下請会

社の日雇だった。しかし、親族の社長が次々と病

死したため、2000 年代に入り、CJ が社長になっ

ている。2013年7月現在、身内を含め数名の正社

員を雇い自らも現場で働いている。 
 
４－５ 日雇、一人親方 

筆者の調査では、倒産による失業者、技術革新

に追いつけなかった会社の先細りによる賃金カッ

トと先々の就労不安のためよりましな賃金を求め

て退職した者、勤め先の廃業が目に見えた時期に

退職した者、低賃金の職場を転々としてきた者等

が、原発日雇労働者や一人親方となっていた。 
いくつか例をあげると、2次下請日雇労働者AA

は、地盤改良の仕事を80年代初頭までしていたが、

新工法ができて、この工法に切り替えられなかっ

た勤め先の会社の仕事が減り、諸経費上昇のしわ

寄せが労働者に来るようになったため仕事を辞め、

知り合いのつてで、原発で日雇労働をするように

なった。2 次ないし 3 次下請日雇労働者 AL は、

中卒後、ラジオ店に就職するも低賃金で辞め、職

を転々とし、20代になって鉄工所での溶接の仕事

を経て、30代の終盤に知人を通じて2次ないし3
次下請会社の日雇になっている。3 次下請日雇労

働者AKは、1959年から1964年まで地元の工場

で働いていたが、その工場が倒産したため失業し

た。その後、いくつかの職場で不安定雇用労働者

として働き、1976年から原発で働くようになった。 
2次ないし3次下請会社の一人親方CIは、中卒

後、機械の整備士として正規雇用された(社保)。

そこで10年働き、個人経営の整備会社ができた時

に勤め替えした(国保)。30代半ばに結婚し子ども

が生まれる頃、知り合いの個人経営の整備会社の

経営状態が目に見えて悪くなり自分から退職した。

退職前に話をつけてあった原発の下請会社で、一

人親方として働き始めた。85年からその会社専属

で精勤してきた。国の方針により2013年4月から

正社員扱いになったが、一人親方の時も正社員に

なった今も、働き方は同じという。 

 
４－６ 戦直後そして高度経済成長期の若狭事情

（旧大飯郡住民のくらし） 

元町会議員の AM は、「原発下請の日雇労働者

の場合は、地元の中高齢の者が多い。末端下請会

社は、失業者やもともと不安定就労だった者、定

年退職者の再就職先となっている。生活に必要な

現金収入を得るために、原発日雇になる」、「大飯

郡の経済圏、就労の場は、原発ができるまで、舞

鶴市にあったといっても過言ではない。田んぼで

生計を立てるには、少なくとも1町から1町5反

必要。この地域では、専業でやっていける農家は

まれで、自分が食べるだけの田畑を作っている家

の者は、災害復旧などの土方に出て日銭を稼いで

きた。戦前は、舞鶴の軍需産業に依存していたが、

戦後その仕事はなくなり、皆冬場に出稼ぎに行か

ざるをえなかった。林業者についていえば、外材

の輸入が増えて林業労務者の仕事はなくなった。
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炭焼きの仕事も『燃料』が変わって廃れていった。

大阪の練炭・豆炭の工場に出稼ぎに行く者も多か

ったが、それも『燃料』として使われなくなった」、

「原発が働き先になって、ある程度、過疎になる

のを防いでいると思う。ただし、ほとんどの住民

の雇用形態は日雇。住民は特殊技術を持たない者

がほとんど。働き先を選びようがない。となると、

最末端の単純労働に配置される。だから社会保険

や福利厚生というものは、会社でみてもらえず、

何か病気になったり怪我をすると、ほとんど自己

負担（髙木注：国保利用）になっている。福利厚

生はなくとも、原発日雇は、遠くに出稼ぎに行か

ずとも家から通えるところにメリットがあった」

と、地元で生計が成り立つ雇用の機会が得られな

いが故に、技術を持たない住民や失業者、不安定

就労者が原発日雇労働者となっていく実情を語っ

た。毎日自宅（家庭）に帰れない「出稼ぎ」生活

は心身にストレスをためこみやすく、また食費な

どがかさむのである。 
原発が最終の行き場であることを示すかのよう

に、3次ないし4次下請日雇労働者のACは、「年

中働ける工場があれば原発へは行かない」と述べ

た。同じく日雇労働者の AR は「原発の内部に入

るのは、気持ちのよいものじゃない。放射線が見

えたら誰も入らんやろけど、金儲けをせんならん

から行っている。もし原発での仕事がなかったら

土方をせんならん。百姓だけでは絶対に食えない」

と述べている。 
 

５「地縁血縁の関係が歴史的に積み重なった集落

において、電力会社正社員から最末端の日雇ま

で、各階層の住民が原発労働者となって生計を

立てている現状」 

 

５－１ 地元住民の、電力会社や原発関連会社へ 

    の就業パターン 

電力会社や原発関連会社で就労するための仲介

者等については、ここでは説明を省き、どのよう

な就業パターンがあるかを箇条書きするにとどめ

る１３。 

① 家族、親戚、縁者が、地元有力者または電力会

社に働きかけて就業。 

② 家族、親戚、縁者が、元請会社や1次、2次下

請会社に働きかけて就業。 

③ 親戚、集落住民、知人の世話で、下請会社に就

業。 

④ 自ら原発に特化した下請会社を作った。 

⑤ 親族が下請会社経営、そこへ就業。 

⑥ 元請会社から採用の申し出（労災隠しがらみ）。 

⑦ 電力会社正社員が婿養子に入り地元住民とな

り、結果「家族が就業」となっている。 

 
５－２ 原発と、ある集落の住民たちのつながり 

「2012年以降」の調査から、ある集落において

は、約 4 割の世帯で、原発に関係のある仕事につ

いている者がいる、もしくは転出した親族の世帯

に原発に関係のある仕事についている者がいるこ

とが分かった。そういった世帯が集落の全世帯に

占める割合が 1 割程度のところもあったが、その

集落には、原発下請会社が複数存在した。敦賀を

含む若狭地域の原発建設工事着工は 1966 年から

であり、およそ50年の間に形成された現実である

（資料3－1、資料3‐2参照）。 
以下は、一般住民 CF からの聴き取り内容であ

る。CFによれば、地元には、地元出身の電力会社

正社員と県外出身の電力会社正社員で地元に婿養

子に入った者と、元請会社正社員、幾重もの下請

会社正社員や日雇労働者が存在しており、地元の

原発で働く労働者たちは、お互いに地縁・血縁で

結ばれている。 
聴き取りを進める中で、若狭地域において、CF

が語った「ト集落」（資料 3－1 参照）ほどに原発

労働者が多くない「サ集落」（資料 3‐2 参照）も

あるが、「サ集落」の原発関連会社と取引のある事

業所や旅館、飲食店等を含めれば、また親族関係

を辿れば、若狭においては原発と無縁という集落

は想像しにくい状態にある。 
筆者が住宅地図を持って CF を訪ねたことで、

以下の話を聴くことができた。筆者は CF の住む

集落の全世帯分を聴き取ったが、本文中では、記

録の一部を記載する。「1家」「2家」とは、屋号を

記号化したものである。資料 3－1 の世帯番号と、

屋号番号は重ならないようにした。 
「1家の息子は電力会社正社員」「2家の世帯主は、

元請会社Aの正社員だったが、ガンだとわかって

肩たたきにあい、会社を変わってからガンで死亡
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した」「3家の今のおじさんも電力会社Xの下請で

働いている」「4家の世帯主は、下請会社へ行って

いた。息子は電力会社の正社員。別の電力会社に

出向している」「5家の世帯主は、原発の下請に行

っていたが辞めた。その息子は電力会社正社員」

「6 家の者は、元請会社正社員」「7 家の者も、元

請会社正社員」「8 家の息子も、電力会社正社員」

「9家の長男は、電力会社正社員」「10家の世帯主

は、原発の下請会社で働いている」「11 家の娘婿

は、電力会社正社員」「12 家の世帯主は、電力会

社Xの社員」「13家の娘婿は、電力会社Xの正社

員で、守衛をしている」「14 家の世帯主は、下請

会社の正社員だったが、ガンになり、今はその会

社を辞めている」「15家の娘婿は電力会社正社員」

「16家の息子は2人とも電力会社の下請で働いて

いる」「17 家の長男は原発の下請会社に勤めてい

る。次男は電力会社正社員」「18 家の世帯主は、

元請会社正社員だったが、定年前にガンになり、

亡くなった」「19 家の世帯主は、O 市の工場で働

いていたが、リストラされ、原発の元請会社に中

途採用してもらった。そこも定年となった」「20
家の世帯主は、電力会社正社員」「21 家の息子は

電力会社正社員」「22 家の世帯主は、下請会社の

非正規労働者」「23 家の世帯主は、電力会社正社

員」「24 家の世帯主は、元請会社の正社員」「25
家の世帯主は、公務員だったが定年退職後、知識・

技能を生かして電力会社の嘱託として働いている」

「26家の世帯主は、公務員を定年退職し、天下り

で県の原発関連の仕事に就いた」「27 家の世帯主

は、高卒後ずっと原発の元請会社正社員だったが、

ガンになって肩たたきにあった。別会社に転職後、

ガンで死亡した」「28 家の世帯主は、元請会社正

社員」「29 家の息子は、一時電力会社正社員にな

ったが、若いうちに途中退職し、公務員になった」

「30家の娘婿は元請会社の正社員」「31家の娘婿

は、元請会社の正社員」「32 家の息子は原発の下

請会社で働いている」「33 家の息子は電力会社正

社員」「34 家の世帯主は、大手プラント会社の正

社員で、全国の原発のあるところに行っている」

「35家の娘婿は、正規雇用かどうかわからないが

原発の守衛をしている」「36 家の世帯主は、電力

会社正社員」「37 家の世帯主は、原発の下請会社

で働いていてガンで死亡した」「38家の世帯主は、

下請会社の正社員」「39 家の世帯主は、電力会社

正社員」「40 家の父は電力会社の正社員だったが

定年退職したのはだいぶ昔。息子も電力会社の正

社員になった」「41家の娘婿は、電力会社正社員」

「42家の世帯主は、元請会社正社員」「43家の世

帯主は、下請会社で働いている」「44 家の世帯主

の弟は元請会社正社員」「45 家の息子は電力会社

正社員」「46 家の息子は電力会社正社員」「47 家

の世帯主も原発関係の会社で働いている」「48 家

の息子は、電力会社正社員」「49 家の世帯主は原

発の下請で働いていた」「50 家の息子は、電力会

社正社員」「51家の息子は、電力会社正社員」「52
家の息子は、電力会社正社員。ガン治療をしてい

る」「53 家は、原発の守衛」「54 家の息子は、電

力会社正社員」「55 家のおじいさんは電力会社正

社員だった」「56 家の娘婿は、原発関係の会社に

勤めている」「57 家の息子は電力会社正社員と元

請会社正社員」「58 家は、資材会社の従業員とし

て原発へ行っている」「59 家の世帯主は、元請会

社の正社員」「60家の娘婿は電力会社正社員」「61
家の娘婿も電力会社正社員」「62 家の息子は、電

力会社正社員」「63 家の娘婿は電力会社正社員」

「64家の世帯主は原発の日雇。息子は電力会社正

社員」「65家の娘婿は電力会社の正社員」「高齢者

のみ世帯が相当数ある。家族構成員が公務員や団

体職員をしていて、原発に行っていない家もある

が、原発関係の会社で働いている者がいる家と親

戚関係で結ばれている場合が少なくない」。 
 
電力会社正社員 CC は、電力会社が地元住民を

一定数雇用している状況を、次のように述べた。

「電力会社Xには、関西、北陸、九州方面出身者

がいる。その他の地域出身者もいる。高専は各県

に 1 つしかないので、鳥取や島根からも採用され

ている。美浜、高浜、大飯の原子力で働いている

電力会社Xの社員は、福井県出身者が多い。福井

県出身者は、原発部門の正社員で約3分の1程度。

大企業の正社員を地元から一定数雇用することで、

地元に貢献することになる」。 
 
５－３ 労務管理・地域管理 

 さて、５－２にみられる住民たちが受けている

労務管理や地域管理と、そのような労務管理や地
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域管理が存在する故に行われる労働者とその家族

による自主規制で、被曝労働の実態がなかなか明

るみに出ない現実、労働者が労災と思われる症病

に遭遇しても、労災として扱われないまたは労災

申請しない現実を記す。 

 

５－３－１ 労災封じ 

(1) 元電力会社正社員の妹AYは、労災の疑いのあ

る病気で兄が亡くなる前後の、電力会社と父をは

じめとする家族の対応について次のように語った。

「兄は、工業高校を出て電力会社社員になっ

た。・・・80 年代初頭の 3 年間、若狭の複数の原

発で働いていた。3 交代の運転室勤務だった。頑

丈な体つきで病気はしたことがなかった。働きは

じめて 3 年たった頃（髙木注：休日に実家に戻っ

た時）、“立ちくらみやめまいがする、寝ても疲れ

がとれない”と私に訴えた。実家に戻る前に兄は市

民病院で診てもらっていた。その病院から会社の

運転室に、兄の検査結果と共に再検査が必要と連

絡されていた。上司が兄を伴って市民病院へ行き

即入院となった。入院した翌日に、病院から親に

電話があった。急性骨髄性白血病の疑いがあるの

で、すぐ病院へ来るようにとのことだった。市民

病院に 1カ月入院していたが、上司から親に電力

会社経営の病院で治療を受けた方がよいとの連絡

があった」。「電力会社経営の病院へ移ってから、

兄は本社の原子力管理部に人事異動されていた」。

「兄がその病院に入院していた時、兄と同じよう

な症状で入院していた電力会社Xの社員Yさんが

いた。その人はD原発にいたが、入院時点で本社

の原子力管理部に人事異動されていた」。 
つまり、より治療体制の整った病院へ移動させ

たことはよしとしても、電力会社経営の実家から

遠く離れた病院へ移した意図として、一つは、AY
の兄を、共に働いていた同僚や親戚、地元住民の

目に触れない、従って口伝えで情報が伝わりにく

い環境に置いたとも考えられる。家族にとっては

福井県内の大病院または京都か金沢の大病院の方

が動きやすかったはずである。転院に伴う人事異

動により、社内記録上、本社社員が白血病死した

ことにされている。急性骨髄性白血病の疑いとの

診断が、本人より先に会社に連絡されてから亡く

なるまで、会社側の段取りが貫かれている。 

AY は言った。「兄が急性骨髄性白血病で亡くな

った後、被曝によるものかどうかという話は、電

力会社側とするにはした。会社側に、被曝のデー

タを見せてもらった。私たち家族は、労災で訴え

ることが出来たかどうか未だにわからないのだが、

労災申請すると、父母もよいと思って行かせた会

社が悪かったという結論になるように思われ、そ

れが父母には耐えられなかった。死ぬような会社

に行かせたと考えたくなかったと思う。また、近

隣から原発へ行っている人の意識も考えて、息子

の白血病死に関しては、周囲に語ることをしなか

った。同じ仕事についている人に不安を与えたく

ないと、父は言った。兄の職業と病気、死の関係

について深く追求しないと、父母が判断した。会

社側から病名を伏せてくれといった圧力はなかっ

たが、会社側からこれは労災だという話もなかっ

た」。 
治療にあたった医師たちが何も言わなかったと

しても、ついていた業務と症状・病名からすれば、

遺族が労災補償の可能性を追求する選択肢はあっ

たと思われる。しかし会社側の提示した資料や労

災申請を勧めない態度、親戚や近隣住民たちが原

発関連会社で働いていること、親がよいと思って

行かせた会社であったことなどを重ね考えた家族

は、もやもやした気持ちを抱えつつ労災申請手続

きをすることができなかった。 
 

(2) 元・元請正社員 CD は、どのような体の異変

があったか、次のように話した。「70 年代初頭、

会社Aで働くようになった年に高被曝した。その

ためホールボディで被曝量を測った。その直後は、

半年ほど、出勤するが被曝する作業現場にいかな

いですんだ。その半年を除いて 70 年代初頭から

10 年間、被曝労働についていた。80 年代に入り

失神発作が起きるようになり、下痢が度々起こり、

白血球数が変化するようになった。それでも市内

の医療機関の医師は、原発の中に入って働いても

よいと言った。産業医は入ってはダメと言った。

初めて失神したのは、出勤するため家から車で出

ようとした時。・・・市民病院や県立病院へ行きい

ろいろ検査した。失神してからも 1 年くらいは原

発内部で働いていた。現場で数回失神した。会社

の産業医から被曝作業につくなと言われた」。 
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CD のようなケースでは、失神発作が起きるよ

うになり、下痢が度々起こり、白血球数が変化す

るようになった時点で、被曝の影響が強く疑われ

るのであり、使用者側は、労災保険による治療と

休業ができるように取り計らう責任があったと考

える。産業医は、管理区域に入るなとのみ言い、

一般病院では故意か否か分からないが、CD に、

被曝の影響を考慮した説明をしていない。使用者

側（元請）は、地元の正社員をいきなりリストラ

するわけにはいかず、淡々と事務部門に配置転換

して済ませた。 
配置転換後CDは、「着工届、作業員名簿、工事

に関する事務手続、日常点検の月々の報告書を作

る事務にまわった。私の場合、事務はできたし、

元請の正社員であり地元住民だったから、配置転

換という措置になったのではないかと思う。被曝

する現場の仕事を辞めてから失神は起こらなくな

った。医科大まで行ったが、失神の原因がわから

なかった。労災の申請はしていない。医者は原因

が分からないと言った。私自身は、被曝労働と防

護服を着た特殊な作業環境が失神や下痢、白血球

数の異変等の症状の原因と思っている。事務に異

動するまでの集積被曝線量は、17,875（当時ミリ

レム）。作業現場でトラブルに直面するまでは、集

積で 100 くらい。トラブルが起きた時、1,000 は

浴びただろう。それ以降の作業は、閾値以下だっ

たと思う。同じ村の者で原発で働いていたAさん

も、失神発作を起こしている。その人は私より若

いが、車の運転が出来なくなった。この地域には、

“あったことは言うな”という、何かにつけての

聞こえない見えない圧力がある。自己規制もある。

自分の生命や健康が危険であっても、言うと悪い

やろという思いがある」。CDは、“あったことは言

うな”という、何かにつけての聞こえない見えない

圧力の下で、しかも検査・治療にあたる医師が被

曝との因果関係を口にしない中、配置転換による

雇用の継続がなされたことで、沈黙してきた。CD
は筆者に、健康保険制度を使い、有給休暇の限度

まで使って、入院・通院をして検査を受けたこと、

有給休暇の限度を超えて休むと賃金がカットされ

たり、勤めづらくなるので出勤したこと等話した。 
 (3) 元・元請会社正社員の妻APは、夫が原発で

働きだしてから体調を崩し、ガンで亡くなったけ

れども労災申請しなかったいきさつを語った。

「 60 年代末から日雇で原発の仕事をするように

なり、隣の集落の知人に誘われて 4 年後に元請会

社の正社員になった。けれども70年代半ばに亡く

なった。夫は、元請会社で働きだしてから病気が

ちになり、時々仕事を休んでいた。疲れやすく足

がだるい足がだるいと言いながら働いていた。右

足の大腿部にコブができた。正社員になってから

1年後に、市立病院で悪性腫瘍を取る手術をした。

その翌年には、他県の医大で右足を切断した。か

つて土方仕事をしていた時は国保だったが、悪性

腫瘍で入院した時は健康保険に加入していたので

助かった。元請会社からは、僅かな退職金が出た。

夫が亡くなってから、私に夫が勤めていた会社 A
から働かないかと声かけがあり、・・・清掃をして

いる。・・・私には会社 A から家族扶養手当が出

た。それも助かった。息子も高校を卒業した80年

代半ばから会社Aの社員になった」。 
APは、夫の死後、元請会社から母子とも正規雇

用の話があり、助かったと思い、労災申請を考え

なかったと言っている。APは、家等の借金もあり、

夫を亡くした時、明日からの生活をどうしていけ

るかと、一方ならぬ不安を抱いていた。 
聴き取りの限りでは、治療にあたった医師が患

者に、被曝との因果関係を疑って被曝歴に関する

資料の提示を求めた様子はない。APは、土方の時

は国保だったが、「悪性腫瘍で入院した時は健康保

険に加入していたので助かった」と、夫が正社員

であったことについて、まだよかったと言う。こ

のように使用者は、労災が疑われる地元労働者に

対し、健康保険を使わせ、死亡直後には、水面下

で遺族への個別対応をしている。 
 

(4) １次下請正社員ABは、「職場にいる者同士で

あまり仕事のことは口にしない。“お前、どんな仕

事やってるんや” とは聞かない。仮に事故につな

がることがあっても、互いに隠しあう。会社も隠

す。隠されてしまったことはその現場にいた者以

外分からない。知っている者は言わない。会社に

迷惑がかかると思ったり、自分が職を失うことに

つながると思うから。かわいそうなのは怪我や病

気になった時だ。大卒で原発で働いていた丹後出

身の人はガンで死んだが、家族はなぜか沈黙した。
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金で病気を買うことはある」と語った。丹後出身

のガンで亡くなった人の遺族もまた、沈黙したの

である。 
 
(5) 2 次下請正社員の妻AE は、労災申請しなか

った事情を語った。「夫は、勤めていた下請会社の

運動会を、町内会の仕事があるので欠席すると言

っていた。しかし会社から是非とも出席してくれ

と言われて、町内会の仕事を早く済ませて運動会

に参加した。騎馬戦の途中、頭から落ちて半身不

随になった。その後全身マヒになり、入院先で亡

くなった。会社は、労災にしないでくれと言って

きた。そのかわり、給料を半年分出すとのことだ

った。夫の勤めていた会社の労務課の人が話をし

に来たのだが、その人は、警官あがりの人だった」。

この事例は、大衆の面前での、因果関係の明白な

労災事故であった。だからこそ警察上がりの労務

担当者が、労災隠しのために金の話を持ちかけた

のである。労働者（労務担当者）が労働者とその

家族の正当な権利をつぶす役割を担わされている。 
 
(6) 3次下請日雇労働者AKは、「怪我しても言わ

ん。同じ会社内におっても、働いている者同士の

間で言わない。上の者は知っているが隠す。何で

もかんでも隠す。怪我が電力会社Xに聞こえたら、

仕事の受注に差し支えるから、内緒にしておける

ことは内緒にせえということ。怪我を隠したりす

るのはおかしいと思っても、この年になってくる

と黙認してしまう。仕組みが、長いものに巻かれ

ろになってしまって、言いたいことが言えん。労

働者も委縮して、上の顔色ばかりうかがっている

と思う」と語った。作業中の怪我が表ざたになる

とその下請会社に仕事を回してもらえなくなるた

め、同じ会社の労働者間であっても怪我を隠して

いるのある。労働者は雇用が継続されることが

日々の課題となっているので、今現在我慢できる

怪我であれば、何も言わない、言えない環境が作

られている。 
地域管理は、原発内で怪我人や急病人が出た時

にも徹底されている。元医療機関非正規職員 AJ
は、「一般の労働者の場合，現場の事故で怪我をし

たら救急病院のM病院へ運ばれるのが常だ。しか

し原発の場合は違う。原発から救急車が出ても、

最も原発に近い M 病院の前を素通りし県境を越

えたところにある病院へ運んでいる。よほど単純

な怪我の場合はM病院へ連れてくる。地元の病院

へ入院させて内部情報が地元で漏れ広がることを

恐れてのことかと思う」と述べた。このように、

原発労働者の労災が疑われる事例が、地元救急車

によって、地元の救急病院から遠く離れた病院に

運ばれる現実がある。労災申請するか否かは救急

隊員に直接かかわりがないとしても、M病院の前

を素通りすることで救急対応になるであろうか。 
 
５－３－２ 隠しあって食いつなぐ 

労災補償保険法の目的は、「当該労働者及びその

遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図

り、もつて労働者の福祉の増進に寄与する」（労災

補償保険法第１条）ところにある。原発労働者も、

電力会社正社員から日雇労働者まで、当然ながら

全て労働者であって、業務に起因する怪我や疾病

については、労災が適用されてしかるべきである。 
しかし、労働者の側は労災申請をせず、むしろ

怪我や疾病を隠そうとする傾向がある。元・元請

正社員CDは、「下請は自己規制する。公に言うと

仕事をもらえないから。労災が公になると、発注

した会社からかなり怒られる。仕事ができなくな

るのは痛手。建前は、起こったら言ってください

というが、言うとあとが厳しい。労災扱いになっ

た場合、必ず再発防止の書類を出せと言われ、厳

しいチェックがされる」と述べ、1 次下請正社員

AB も、「1 次系、2 次系を問わず、怪我をすると

仕事が与えられない。しかし作業が無くても出勤

せよと言われる。これは労災にしないため」と言

う。2次下請正社員BEも、「怪我は、…出入り禁

止になる場合がある。物を壊したときより怪我を

した時のほうがうるさい」と話した。 
元病院職員 AJ は言う。「会社 27 の人が、被曝

労働と労働者の白血病とは無関係だということを

証明してくれと言って…院長が説明にあたった。

…会社に火の粉がかからないための方策を考えて

いるようだった」。1 次下請正社員 AB も、「仮に

事故につながることがあっても、互いに隠しあう。

会社も隠す。隠されてしまったことは、その現場

にいた者以外分からない。知っている者は言わな

い。会社に迷惑がかかると思ったり、自分が職を
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失うことにつながると思うから」と言う。4 次下

請クラスの原発日雇経験者で 30 代で死亡した者

の母は、「沖縄で商売をしている。どこかから圧力

がかかると生活できなくなるので、誰にも息子の

辿った経緯を話したくない。息子の友達について

も経験を話すと、どこで話したことが漏れるか分

からず、漏れたらもう仕事をもらえなくなる可能

性もある。そっとしておいてほしい」と言ってい

ると、その母の兄が筆者に語った（CO）。 
 
５－３ －３ 誓約書に記載されない禁止事項 

電力会社正社員ADは、「別にウソは言っていな

いし、誰に悪いことも言っていないが、何もかも

書かれるのはちょっとな。他の電力会社社員に原

発で働くことに関して聞いても、あんまり快くし

ゃべってくれないんじゃないかな」と言った。2
次下請正社員BGは、「以前、ルポライターがもぐ

りこんだが、今はかなり厳しくチェックされる」、

「あなたのやっている聴き取り調査にヘタに係わ

ると圧力がかかると思う。下請労働者に聴き取り

すると、その上部の業者から、親方や労働者本人

に圧力がかかるだろう」と言った。また、2 次下

請正社員BEは、｢わしの名前は出してほしくない。

他に快く話してくれるような労働者の心当たりは

ない｣と言った。3 次下請日雇 AK も、「あんたの

村の者もようけ原発で働いとる。なかなかしゃべ

ってもらえんやろうな｣と言った１４。 
研究目的と言ってくる者に対してであれ、原発

の作業現場の話をすると、どこでどのように知れ

るか分かったものではない。知れたなら自分自身

や属する会社等に圧力がかかるであろう実状が見

える。 
3次ないし4次下請社長CJは、「誓約書は2枚

くらいある。「飲酒運転をしない」「飲みに行って

も暴れたり迷惑をかけない」といった何項目かが

書かれている。誓約書の紙には書いてないが、入

所教育の時に、“仕事にかかわることは、飲み屋さ

んや他人に喋らないように”と必ず言われる」と語

ったことは、BG や BE、AK の発言と符合する。

2次ないし3次下請日雇労働者の妻AQも、「夫は

除染作業をしていた。仕事の内容を家族にも言っ

てはならないと会社の方から言われていた」と言

った。 

飲食店経営者CAも、「うちの店にも作業員の方

はこられる。新聞記者も店にくるが、（髙木注：記

者は作業員に）話を聞きにくいそうだ。会社から

強く口止めされているようだ。客として、電力会

社Yの社員や家族を何人も知っているが、結構お

つきあいのあった方でも、原発の中の話は聞きづ

らい。だから、紹介もできない」と、口をつぐん

だ。 
次の、3 次ないし 4 次下請日雇労働者AN の話

から、原発内部での故障や事故時の応急処置など

は、できるだけ外部に漏らさず行なっていること

がわかる。「1次系で働く人たちは、現場のことを

話したがらない。僕がまだ原発で働いていた時、1
次冷却水が漏れて機械が止まった。その時はバル

ブを取り替えられず、外から包み込む補修をして

おいて、定検の時に取り換えたそうだ」。 
仕事に係わることを他人にしゃべったらどうな

るのか。2 次ないし 3 次下請日雇労働者の妻 AO
は言う。「夫は原発ができたころからずっとそこで

働いている。常雇みたいなものだ。前に、原発で

働く者のことを本にした人がいた。夫も隣の旦那

さんもその人と一緒に働いていた。隣の人はごく

気前よく、本を書いた人に仕事の話をしていた。

相手を仲間内と信じていたからだ。本になって、

隣の人は会社からそれはもうひどい仕打ちを受け

た。あんたにその気がなくても、絶対名前が分か

るようなことはせんと言われても、いつ、どこで、

どんな風にしゃべった事が公になるかしれない。

普段の生活をありのままに話してくれと言われて

も、仕事に触れずに話すことはできん。話せばつ

いつい本音で話してしまう。隣の人が本当にひど

いことになったのを見ている。疑い出したらきり

がないけど、黙っていた方が何事もなくてよい。

私らの暮らしは、毎日主人が原発へ働きに行くこ

とでやっていけている。原発から締め出されたら、

たちまち生活に困る」と。このように、たった今

働く機会を得ている者の家族も黙りこんだ。 
80年代において、労働者自身が被曝歴の問い合

わせをする場合、労働者が自身を雇う事業主に要

請し、その下請会社が放射線管理手帳発行機関に

照会することとされていたが、末端の事業主が雇

いあげた労働者の所属をその上位にある会社にし

ている場合もあった。2 次ないし 3 次下請日雇労
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働者BHは、「手帳は会社の方で管理している。3
カ月に 1 回、被曝線量の控えをくれるけど、そん

なもんはもうほかした。親方や上の会社に自分の

被曝線量をもういっぺん見せてくれとは言えない。

何のためやと聞かれる。自分の被曝線量を問い合

わせにくい環境がある」と述べた。仕事のことを

家族や他人に話さないように常に電力会社から末

端下請会社の労働者まで口封じされているだけで

なく、自分の被曝線量の記録を確認する行動も抑

制されていた。「被曝線量の控え」の意味の重要性

を末端の労働者たちほど知らない。 
 
５－４ 労働基準監督署の現状 

労基署に勤務する CE は、労災の適用について

次のように説明している。「仕事中のけが等で休業

があった場合に、報告が義務付けられていますが、

赤チン災害といわれる不休の災害の報告義務はな

いです。もうひとつ労災の申請をするかどうかで

すが、労災申請の権利は、労働者本人が持ってい

ますが、申請をするかしないかは自由です。要は

保険を使うかどうかということですから、自費診

療でする限りにおいては、なんら法律に触れるも

のではありません。例えば、…いくらその日 1 日

治療したとしても自費診療で行う、労災申請をし

ないということであれば、それで終わってしまい

ます」「休業があれば、雇いの状況に関係なく労災

の対象になります。事業主は、休業させないよう

にすることはあるかもしれませんね。クビにする

というより、出勤させるというケースが多いかも

しれません。不休なら労基署に報告する必要はあ

りませんから。仕事をしなくても、松葉杖をつい

ていようが事務所に来ていれば不休ですから」。 
結局、「申請自体がなされなければまったく我々

（髙木注：労基署）の預かり知らない」ことにな

る。そのため、労災申請させないように、怪我や

疾病が生じても会社が治療費を出して自費診療と

し、原発内に待機させて休業がなかったことにし

て、制度上労災申請の必要のない状態を作出する

事例が現にあった（AB）。 
CE は、労働基準監督署の現状を、次のように

述べている。「厚生労働省の大原則として、臨検監

督は、予告しない」「ただ、原子力発電所について

は、ゲートがありまして、テロ対策も含めて、す

っと入れない状況です。現状では、ぎりぎりのや

りとりの中で、行く当日に、メンバーの生年月日

や乗っていく車のナンバーを通告する約束になっ

ています。事前に何の通告もしないで行くと、向

こうの所内の手続をするために、ゲートで 1 時間

ほど待たされてしまいます。ですから、朝ファッ

クスを入れておくと、せいぜい30分程度でゲート

を通過することができます。一般の建設現場へ行

くようなわけにはいかないですね」「管理区域に入

る班は、私どもの監督署でアラームをセットして

いくので、現地での手続が必要です。そこでも一

定の時間がかかります。内部を電力会社側の担当

者に案内してもらいます。原発内は広いです。今

日はどこの現場で、例えば今日は会社Fが作業を

していますと担当者から聞いて、その現場に案

内・同行してもらって作業を見せてもらいます」

「過去の被曝状況を踏まえた上で作業計画をたて

なければなりませんから、何に依拠するかという

と、何に頼るかということになると、放管手帳に

なってしまうんです。それが辛いところでもあり

ます。放管手帳を偽造されたら終わりですね」「こ

こは本当に汚染がひどいので行くと大変ですよと

説明を受けることはあります」「私自身、あまり知

識もなくて、エリアの中に線量の高いところと低

いところがあって、あんまり警戒もせず線量の高

いところに立ち止って、元請の人と話こんでしま

った時、ピーピーと鳴りました。本当に知識がな

いと、そうなる」。 
 
５－５ 国籍差別を受けた極貧層の次世代が築い 

た会社の自主規制 

1 次下請社長 CL は、原発の労働安全衛生にか

かわる業務を請け負っていたことがある。原発で

の仕事は CL の会社のごく一部であり、管理区域

で常時被曝作業にあたる業務を請け負っていたの

ではない。 
そのCL が、昔からよく知っている 3 次ないし

4 次下請の会社 10について語った。「会社 10は、

どんな仕事でも黙ってする。会社10のように一切

黙ってなんでもする会社にしかさせられない、そ

んな仕事がある。上の会社に対し権利を主張した

り労働安全上問題があるというようなことを言う

者にはさせられない仕事。要するに本当に汚れ仕
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事、危険な仕事で、そこそこ熟練した技能がない

とできない仕事を、会社10のようなところにさせ

ている。何というか、かつて差別されてきた地域

の者が作った会社や親が外国籍だった者等に対し、

上の会社は、お前らは普通にしていたら仕事はあ

たらない立場なんやと、けどもさせてやっている

んやからありがたく思えという態度だ。小さな会

社 10 は、恒常的に仕事を請け負えているのだが、

会社 10 に特命でいい仕事がばんばん発注される

のを見て、僕は、地元のいわゆるがらの悪い人夫

まわしをしている親分連中に“怒らないのか？”と
聞くと、彼らは、“会社 10 は仕方がない”と言う。

会社10は、絶対逆らうことなく、上の会社からし

ろと言われたことは何でもしている。夜中でも危

険な仕事でも。だから重宝されている」。 
かつて日本で差別扱いされ、なかなか好条件の

安定職に就けなかった集落住民や外国籍で同様の

差別を受けた人々の子ども世代が、中心的な役

員・社員を親族でかためて会社をつくっている例

が、若狭地域の原発関連会社に複数見られる。 
会社10の場合、親族中心の少人数の社員で結束

し、どのような被曝労働も、夜間労働も黙ってす

べて請け負い、絶対逆らわないので、使い勝手が

よいから継続して発注されてきたようである。仕

事を継続して発注することで、会社10の社員が熟

練していくのは、発注者側にとっても好都合であ

った。会社10の社長の子は、原発関連会社の多重

構造の上位に位置する会社の正社員となっている。

会社 10 が請け負った被曝労働に従事した複数の

親族は、被曝労働との関連が疑われる病名で死亡

している。 
 
５－６ 言論の自由や思想信条の自由を奪う労務 

管理 

かつて1次下請会社9の正社員であったCHは、

「私が地域で取り組んでいた文化サークルでは、

電力会社Xから頼まれて慰問活動をしていました。

慰問活動が終わると、夜は飲み会があり、その費

用は全て電力会社X持ちでした。電力会社Xから

サークルに寄付金も入っていました」と当時を振

り返った。 
CH は、ある時、政治的には革新的立ち位置に

あると言われた劇団の公演を企画したところ、電

力会社Xからの「あらゆる協力がピタリと止まっ

た」と述べた。そして電力会社の労務管理の担当

者から、元請会社の支所を作るに際し、CHに「そ

の支所長をやらせるから・・・公演の企画から手

を引くよう」言われている。さらに元請会社から、

「会社 9 の社長に対し、CH のことがあるので、

仕事をまわさないとも言ってきた」ため、CH は

退職を余儀なくされている。 
電力会社Xから頼まれて慰問活動をしていた文

化サークルであっても、そのサークルが一度、政

治的には革新的といわれた劇団の公演を企画した

とたん、企画をした原発下請会社正社員CH に、

電力会社社員が直接、懐柔策を講じたのである。

それが失敗に終わると、CH のプライベートの時

間のサークル活動であったにもかかわらず、CH
を雇う下請会社に元請会社が圧力をかけていた。 

CH の経験は、特別な出来事ではない。当時 1
次下請会社の正社員だった AB は、次のことを語

った。「一度、息子の行っている職場（髙木注：公

営）上司から依頼があり、原発の PR 館で京都の

大学生たちに原発の話をしてくれと言われたこと

があった。その時わしは、自分の知っている具体

的な話を何もすることが出来なかった。情けない

が“電力を大切にしてくれ”としか言えなかった。

PRセンターのスタッフが普段、一般の来所者に言

っていることをそのまま話しておいた。盗聴マイ

クがないかと疑ったから。会社Aの嘱託で働いて

いるMMさんは、社会党支持者として選挙運動な

どをしていたが、もう沈黙してしまった。会社 A
の警察上がりの社員数人と会社 6の社員2人は、

品行の悪い者や思想チェックをするのを仕事にし

ている。会社 6 の社長が認めないので労働組合は

できない。苦情処理委員の制度ができたが、社員

が会社の管理職に投票するような具合で、自然消

滅した。苦情の 1 番は給料が少ないこと、作業服

は夏冬とも貸与だったものが一部自己負担で買い

取りしなければならなくなったことなど。正社員

が少ない会社がいくつも集まって原発の仕事をし

ている。労働者はつながりようがない環境にいる。

一度、わしの家に労働組合の話をしに来た原発労

働者がいたが、その人が見張られていたようで、

その人がわしの家へ来たことは、すぐに会社 6 に

知れていた。電力会社の労働組合は、選挙の時だ
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けわしらに頼みに来るので腹が立つ。わしらは会

社から自民党の議員の演説会に行けと言われて行

った。転職して会社 6 に入社した人は労働組合活

動をしようとしたが、会社から班長の役をもらっ

て、ぴたりと組合活動をしなくなった。わざと組

合活動をしようとしたのかと思うほど。他に聴き

取り可能な人と言っても、紹介できない。そうい

う体質の会社だ」。 
当時、原発内部で働いていた AB は、自ら体験

している具体的な作業内容を、京都の大学生たち

に何も話すことができなかった。それは、盗聴マ

イクがないかと疑ったためであり、元請会社と会

社 6 の社長と従業員数名による監視が行われてい

る事実を知っていたために、何がもとで、自分と

その周辺に圧力がかかるかわからず、AB として

は「情けない」対応をしたのであった。 
他に、原発を批判する住民への電力会社の対し方の

例として、市街地の自営業者CAの体験談がある。「原

発のことを意識したのは市民劇団にかかわった頃か

ら。80年代末、市民劇団の手伝いをするようになっ

た。うちの店でチケット販売を引き受けた。電力会社

Yが財団を作っていたが、劇団のメンバーに反原発の

人が2人いることが電力会社側にチェックされ、財団

から劇団に助成金がもらえなかった。パンフの広告料

ももらえなかった」とのことであった。財団は、地域

文化の振興や芸術鑑賞機会の提供などを支援する目

的で作られている。財団の助成対象は、特定の政治団

体、宗教団体、企業に所属していない団体とされてい

るが、営利を目的としない大衆組織である市民劇団が

助成対象外とされたのである。劇団内外の誰も納得の

いかない出来事だったといえよう。 

 
６ 多重下請構造と末端労働者の雇われ方 

 

６－１ 多重下請構造の全体像 

1980年代の聴き取り記録を見ると、原発労働者

が多重下請構造の中に組み込まれていることが分

かる。その下請構造は 4層にも 5層にもなってい

る。あるいはさらに下位の層が組み込まれている

こともある。そして、最も危険な被曝を伴う現場

作業にあたるのは、下位階層の労働者である。 
多重下請構造は、常態的に幾重もの中間搾取を

行える構造であり、かつ電力会社や元請会社が末

端原発労働者の雇用保険や労災保険の使用者責任

を下層の請負業者に転嫁する仕組みといえる。 
 
※下請構造と労働者の賃金 

(1) 中間搾取の具体例 
1次下請正社員CHは、中間搾取の具体例を

次のように話した。「1980年前後、電力会社X
が支払うのは、1人工54,000円と言われていた。

“1人工”とは、労働者1人当りの人件費プラ

ス諸経費のこと。職種によって幾らか差があっ

たかもしれない。元請会社Aが下請会社に支払

うのは1人工16,000円だった。電力会社Xか

らの出向や電力会社 X のOB が元請会社 A の

従業員となることはめずらしくなかった。1  

次下請の会社9は、私に1日約8,000円支払っ

ていた。私が働いていた頃、会社9は、従業員

全員を社会保険と雇用保険に入れていた。皆同

じ日給月給制。私が辞める頃、従業員は 50 人

くらいいたが、“定検の時だけ”という雇い方

ではなかった。80年代半ばに私は退職した。そ

の後、会社9は労働者派遣業の許可を取った」。 
 
(2) 工事見積もりの項目例（(2)(3)とも 2012 年 7

月20日の聴取記録による） 

  材料費、労務費、安全管理費、品質管理費、 

放射線管理費、旅費・宿泊費（地元で通勤可

能な労働者の宿泊費は出さない）、 

  リース・運搬費（クレーン、機器損料等）、 

  現場経費（請け負う会社が事務所を借りる費

用と事務所の光熱費）、 

  諸経費（現場で働く作業員だけでなく、社長

や雑用をするオバちゃんの報酬として支払

う。この「諸経費」以外の項目を全て支払い

にあてた場合、社長のところに残らないこと

になる）。 

(3) 労務費について 

① 技能認定の試験を受けた人を○特と呼ぶ。 

機械工Aの日当＋（2,000～3,000円） 
② 機械工 A で作業のまとめ役や善し悪しの判

断ができる人は、22,000～30,000円 
③ 機械工Bの日当は、 

機械工Aより2,000～3,000円少ない。 
④ 鳶工（専門的技能職）15,000～16,000円 
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⑤ クレーン工（専門的技能職） 
15,000～16,000円 

⑥ 監督 
機械工Aの日当＋（2,000～3,000円） 
＋3,000円程度。だいたい1人分。 

⑦ 雑工 
機械工Bより約1,000円程度少ない。 

 
・電力会社は、単なる雑用のみで1人分雇う計      

算はしない。理由は、機械工Aが1日働くな

かで、雑工がする作業もこなせると判断でき

るため。ちょっとした足場組みだけなら、機

械工 A ができる作業なので、「とび工」を雇

わなくてもできる。ただし、その場合、足場

を組む者には「足場組み立て主任」の資格が

必要。請け負った会社がとび工を雇いあげた

としても、とび工の人件費を別に支払わない。 
・「監督」は、「1人×工事期間」で計算する。 
・工事の内容により、AやB等、各労働者を組

み合わせて、必要な「人工数」を出す。工事

期間が1カ月としても、全員1カ月雇う計算

をしていない。 
・宿泊費は、地元労働者の場合、基本的には計  
算に入れていない。明らかに遠方から来てもら

うことがわかっている場合に、計算に入れてい

る。例えば、元請がメーカーを呼ぶ例がある。

機器をバラスのは、地元労働者。バラシた後に

検査をするのだが、その検査には専門の人が必

要。ものによっては、メーカーから来て指導し

てもらわないとできない場合がある。元請会社

がメーカーに来てもらう必要がある時には、そ

の分の宿泊費は出している。 
 
80 年代に電力会社正社員 AD は、「アスファル

ト固化設備の工事の元請は、会社Dという商事会

社。その下請が会社4。その下請が会社5。実際の

作業員は会社 5 の下請の子会社がいくつか入って

いる。会社 4 は、現場監督的立場」と述べている

（図3、図4参照）。 
80年代調査の時点と近年を比べて、多重下請構

造に大きな違いはみられない。80年代と様変わり

している点は、末端労働者を一時的に雇いあげる

会社の中に、「合法的」労働者派遣業者がかなり入

ってきた点であろう。原発の下請会社で労働者派

遣の許可を得ているところも少なくない。 
2012年以降の聴き取りで、電力会社正社員CC

が語った下請構造は、次の通りである。 
「会社A、会社E、会社C等は、電力会社Xの

元請にもなるし、電力会社Xの元請に入る会社F
の下請になることもある。電力会社Xの元請に入

った会社Fの下請に入った会社Eと契約している

下請会社がいくつもある。電力会社Xの元請に入

る会社Aの下請会社は、会社1、会社6等。電力

会社 X の元請に入る会社 C や会社 G 等の下請会

社もある。会社Cや会社G等の下請会社のさらに

下請会社がある。電力会社 X は直接会社 22 に発

注しない。具体的には会社 F（商事会社）に発注

する１５。会社 F は、会社 22 の大阪支社を間に入

れて、会社7や会社8等に発注する」。 
多重下請構造となっていることで、上位階層の

労働者は、下位階層の業者や労働者の実情を把握

できていないようである。例えば80年代の聴き取

りにおいて、電力会社正社員AW は、次のように

述べている。「下請の管理は、保修課の仕事だが、

仕事は一括して会社Aに渡されているから、下請

の状態は、電力会社Xの社員はあまり分からない」。 
3次ないし4次下請会社社長のCJは、「事故と

かトラブルがあったら、うちみたいに小さい会社

はすぐ切られると思う。他の小さい会社でトラブ

ルがあったところは切られている。ちょこちょこ

聞く。大きい会社は切られることはない。関連す

る大きな会社がないと電力会社自体が困るから、

切られることはない」と言う。事故やトラブルが

あった時、末端の下請業者に雇われた日雇労働者

が入れ替わり立ち替わり作業を担っている仕組み

自体を問題とせず、末端業者を切り捨てているの

である。ただし、切り捨てられた業者で働いてい

た日雇労働者が、健康状態が大崩れしていなけれ

ば、別に雇ってくれる業者をみつけて、特に定期

点検で労働者の頭数が必要な原発で働くことは、

めずらしくない。 
 
６－２ 期間雇用の日雇労働者、一人親方の立場 

の弱さ 

期間雇用の日雇労働者は、一人親方を含め、必

要な時寄せ集められ、いつでも使い捨てられてい
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る。 
80 年代、3 次、4 次下請会社の「常勤」は、社

長と少数の正社員で構成され、請け負った工事に

よって、人夫の頭数を、さらに下請の会社や手配

師を通じて集めていた。地元の労働者も、県外の

労働者も、こうした各階層の会社に組み込まれて

若狭の原発で働いていた。 
一人親方の場合、日雇労働者の雇われ方と違っ

ていたであろうか？ 2 次ないし 3 次下請会社と

契約しているはずの一人親方CI は、「一人親方と

いっても、会社 11 との契約書はなにもなかった。

会社11が請け負った仕事を毎日、現場に行ってし

ていただけだ。仕事の内容は、1～2か月間は決ま

っていた。その1～2か月が終わると、会社11が

受けた次の工事現場へ行く。一人親方として仕事

に慣れてからは、ボーシンとして働いてきた」と

述べている（CIは、1984年頃から約30年間、一

つの下請会社のもとで働いてきた。ここでいうボ

ーシンとは、4～5人の作業グループ〔そのグルー

プが一つの会社の場合もある〕の作業の進行役・

まとめ役を指している。2013年6月22日聴き取

り）。 
CIは、一人親方の場合、仕事の行き帰りに会社

11の駐車場まで行く際の自動車の購入やガソリン

代等を経費にできると語った。また、元 2 次下請

会社社長の子である CM（原発労働者ではない）

は、「一人親方は労災特別加入が出来る。しかし労

災申請をするときには、上の事業者の証明が必要。

証明を出してくれと言うに言えない。上の事業者

は証明をしたがらない。労災事故を出す下請は、

入れてもらえなくなるからだ。一人親方も仕事を

もらいにくくなるから、内々ですませることがザ

ラにある」と述べた。一人親方の立場はやはり弱

く、不安定なものといえる。筆者が聴き取りをし

た一人親方は、実質的に他の労働者と同じように

時間決めで、同じ事業主のもとで長年に渡り働い

ていた。継続して受注できなければ会社を維持し

ていけない下請業者や、就業の機会を失いたくな

い労働者たちは、黙して働いているのである。 
 
原発は、定検時とそれ以外の時期で、必要とさ

れる労働者の員数が大きく増減する（図 6、図 7
参照）。そのため、非正規雇用労働者は、必要とさ

れた日数が終われば仕事を失い、次の仕事を探さ

なければならない。原発労働者のうち、特に定検

時のみ雇われる日雇労働者は次の保証がない。も

ちろん、通常運転中の被曝労働者の多くも、非正

規雇用である。定期点検や事故対応の際には、原

発の下請業者及び日雇労働者は、地元に暮す労働

者だけでなく、全国から集められている。 
80年代に筆者が収集した資料の中には、福岡県

や奈良県、岡山県等の出身者がみられた。2 次な

いし 3 次下請日雇の AL は、「会社 A の下請の会

社1の下請の会社12の日雇になったこともある。

会社12の従業員は、地元の者4人、大阪方面出身

者4人、他に2人いた。仕事仲間に“仕事ないか？”
と言って、お互いに仕事の回しあいをしている」

と言っていた。また、3 次ないし 4 次下請日雇労

働者AXは、若狭地域住民であるが、「原発日雇の

仕事は、いつまでたっても落ち着きのない不安定

なものだった。定検の時期ごとに各原発を移動し

た。他県の原発にも行った」と述べた。 
2012年以降の調査では、仕事を求めて若狭の原

発にやってきた北海道（CK）、沖縄（CO）在住者

の存在が分かっている。また、若狭地域住民が他

県の原発に出向いているのも確かである。 
 
2 次ないし 3 次下請会社から仕事を請け負って

きた一人親方CIは、長年会社11の仕事をしてい

たが、会社11との契約書を何も交わしていなかっ

た。2 次下請日雇の AA は、定検中の期間雇用で

あり、ひとまとまりの仕事について日給月給の雇

用契約を結んでいた。AA は、社会保険料の事業

主負担のある雇用保険や健康保険に加入していな

かった。3 次下請日雇労働者の妻 AV は、夫が満

70歳になる前、急激に体重が落ちた時期に「年寄

りは使われん」と言って辞めさせられたと述べた。

それまで AV の夫は、日曜日でも代わりの者がお

らんと言ってまじめに出勤していたという。 
気を抜くことができない心身ともに過酷な労働

現場でありながら、原発労働者たちが社会的に置

かれた立場は極めて弱いものである。電力会社正

社員のAW ですら、「今、10 日まとめて休もうと

思うと、会社を辞めねばならないような体制」と

言った。下請になると一層立場は弱くなり、一次

下請正社員のABは、「1次系、2次系を問わず、
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怪我をすると仕事が与えられない。しかし作業が

無くても出勤せよと言われる。これは労災にしな

いためかと思う。歳の行った者が怪我をするとな

かなか治らないが、痛いのに出てくる。出勤して

何もしないでいるのは耐えられないから、まだ痛

いのに “私は治りました” と言う。周りの者は、

裏でかわいそうやなと、ヒソヒソ言っている。会

社 6 には中高齢者が多いが、高卒や大卒が入った

年に、専務は高齢者に “嫌なら辞めてくれ” と言

うようになった」と述べた。 
過酷な作業現場でありながら、仕事を失うこと

を恐れて怪我をおして出勤する理由について、AB
は、次のように説明した。「この地域は、企業が少

なく働く場がない。職を確保しようと思うと原発

しかない。みな家のローンや車のローン、教育費

などを払って、地域で付き合いをしていかねばな

らない」。 
こうした労働者について、元医療機関非正規職

員AJは、「末端の労働者は、ともかく雇ってもら

っているという感じだった。働き先はそこにしか

ないという感じ。特に中・高齢者の就職先は、原

発以外にない。こうして働いている人たちは、健

康な間は気付かないが、万一怪我したり、病気に

なったら、その時に自分には何の保障もなかった

ことに気付く」と指摘した。 
 
６－３ 作業内容の説明 
６－３－１ 雇い入れ時 

末端の原発日雇労働者として雇い入れられる際、

担う業務が放射線管理区域の場合、末端下請会社

社長や手配師から、作業環境は密閉され暑く配管

だらけで重装備が必要であること、とりわけ被曝

の危険性について、詳しく説明してもらったこと

のある者は、80 年代調査において皆無であった。

2012年以降の調査でも、作業場所の作業内容も詳

しく聞かされず、派遣業者を介して沖縄から若狭

の原発にやってきた事例があった。 
"手配師"（近年は、派遣業者）や手配師の手先

が、原発内部の計器調整の仕事の内容を実際に知

っていたかどうかは分からないが、3 次ないし 4
次下請日雇労働者AXは、｢僕と同じ集落に住む原

発で働いている "手配師" の手先が、定職がなか

った僕を原発に誘った。原発がどんなところかと

いう説明はなく、計器調整の仕事の内容だけ聞か

された｣と述べた。3次ないし4次下請傘下の一人

親方CIも、契約時に「契約書は何もなかった。会

社11が請け負った仕事を毎日、現場に行ってして

いただけだ」と言い、2 次ないし 3 次下請会社社

長のCKは、「昔はハローワークに頼まなくても人

は来てくれた。うちへ来てくれる労働者が、遊ん

でいる人を連れてきて紹介してくれた」と語った。

「遊んでいる人」とは、リストラにあったり、会

社が倒産して失業中の人や定年退職後も働き先を

求めている人、自営業がなりたたなくなった人、

長期に渡り非正規雇用で不安定な生活を余儀なく

されている人々である。鳶や溶接、クレーンオペ

レーター等、主に原発で担当する作業が明確に自

らの技能を使うことがわかっていた労働者は、自

身が担う主な作業を雇われる際に了解していたで

あろうが、それでも原発内部の作業環境、とりわ

け被曝の危険性を前もって説明されていたという

話を、筆者はこれまでに聞いていない。 
西成労働福祉センター職員UK氏による、82年

3月26日に高浜原発で働いた労働者Aからの聴き

取り記録には（資料2参照）、86年3月5日大型

バス 2 台で西成出発。高浜寮到着。入所手続き、

ホールボディ検査、3 月 6 日安全教育、3 月 8 日

仕事の説明・現場の実物模型で作業訓練等、本番

作業と記されている。就労期間は20日間であった。

この時の作業は、「蒸気発生器（SG と略称、3 器

あり）内、細管にプラグ（栓）打ち込み。プラグ

1本打ち込むとすぐさまSGからとび出す（1本打

つのに約40～50秒）」と記されている。西成出発

前の作業の説明は乏しかったようで、現地に行っ

てから「トンコ」（髙木注：現場から逃げた）した

人がいた。 
 

６－３－２ 雇い入れ後 

雇い入れ直後の作業内容の説明は、作業の種類

によると思われる。作業前の教育は、主として、

安全教育（標語のようなルールを伝える１６）がな

されていたようである。 
また、西成労働福祉センター職員が82年に記録

した事例のように、高被曝する場所でプラグ 1 本

を打つ作業については、模型を使った練習がなさ

れていた。この本番直前の練習は、その作業に熟
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練していない労働者を人海戦術で現場に繰り入れ

ていくための段取りである。 
 
７ 「作業前の安全教育のありようと末端労働者 

の被曝に関する認識」 

 

７－１  放射線、閾値に関する労働者の認識 

「現場に入っていて自分のアラームメーターが

鳴ったことはある。特にどうこう思わない。ちゃ

んと管理されているから大丈夫だ。国で決めた値

より会社で決めた値のほうが厳しいし、それは学

者の出した科学的な数値だと思う」と筆者に話し

たのは、1987 年当時 20 代半ばだった電力会社正

社員ADであった。 彼は「国で決めた値より会社

で決めた値のほうが厳しいし、それは学者の出し

た科学的な数値だ」と教育されており、その教育

内容通り応答した。全国各地の原発で働いてきた

2次下請日雇労働者AAも、「日本の場合、計画線

量を国際的な基準以下にして各会社が自主管理し

ている。被曝線量についてはほとんど問題がない

と思う。計画線量が厳しすぎるのが、仕事を進め

る上でのマイナス要因になっていると思う」と語

った。3次ないし4次下請正社員AFもまた、「次々

と違う会社の仕事を請け負うたびに、同じ内容の

教育を受けることになる。ここ（髙木注：筆者が

聴き取りをしていた喫茶店）におっても放射線は

ある。ブラジルでは自然放射線の量はすごいそう

だ。野菜にも含まれている。原発での被曝線量は、

日、月、年ごとに人が被曝しても大丈夫な基準の

中で管理されている」と述べた。 
3次ないし4次下請日雇労働者ANは、「例えば、

40ミリレム、70ミリレム、100ミリレムというよ

うに、作業に応じて許容線量を決めてセットし、

身につける。ビーと鳴ったから大変だというわけ

じゃないと聞いている」と述べた。 
3 次ないし 4 次下請日雇労働者 AR は、安全教

育を次のように説明した。「原発で被曝労働をする

にあたって、教育される。それで納得する。テレ

ビを見ていても放射線を浴びる。レントゲンの被

曝量は、私らの仕事で浴びるよりうんと多いと聞

いた。スライドとテキストを使って教育される。

朝 9 時から 12 時までと午後 1 時から 5 時まで講

習を受ける。7時から30分間試験がある。歳がい

ってからの講習や試験はかなわんな。原発に入る

前の教育の内容は、入り方、服の着替え方、放射

線とは何かについてだ。教育するのは、元請会社

の放管担当者だ。原発の敷地内に、講習を受ける

ところがある。そこに人形が置いてあって、それ

を使って服の着方を示された」。 
このように、安全教育において、x 線、α線、

β線、γ線の違いは語られず、また自然放射線に

加えて人工的に作り出される放射線を浴びること

により人体にどのような影響があるかを詳しく伝

えず、内部被曝のメカニズムに触れず、原発の外

にいても被曝しているし、地域的に自然放射線量

が多いところもある、放射線をそう恐れることは

ないという教育がなされている。しかし、このよ

うな事柄が科学的に立証されていない。また、歴

史的に ICRP が提示してきた閾値内の被曝であれ

ば人体に害はないということは、科学的に立証さ

れているわけではない。 
3次ないし4次下請日雇労働者AUは、「放射線

被曝とかかわる病気や死に至ったと思われる事例

の原因が明らかにされていくならば、みんな考え

ると思う。原発で働く際に受ける安全教育では、

指示どおりに動いていれば大丈夫だと教えられる」

と語った。 
 

７－２  放管と親方、作業員たちの実情 

80年代、若い2次下請正社員の放管BGは、「放

管が “これで安全だ” と言うと、作業員は鵜呑み

にして働きに出ていく」と語った。安全教育の場

で、「これで安全だ」と言った放管自身は、「今、

身体的に影響はないと言っているが、これから先

のことはわからない。発ガンの可能性や遺伝につ

いては、労働者に対する教育の時間に触れていな

い。しかし、教育していて午後からいなくなった

人もいた」と語った。BG は、「5 社の下請労働者

に安全教育をした時、各々の親方におこられた」

と言う。BG は親方たちから、"本当のことを言う

と、若い者は怖がる"  "本当の教育をすると人は

逃げる" 」と言われていた。放管である BG は、

上司から教育内容について詳しすぎぬよう指導さ

れ、下請会社の親方から、本当のことは言うなと

言われており、「原発の構造や、被曝について細か

いことを理解し教育できる人間は、現場の放管の
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仕事はできないと思う」と語った。 
3 次下請日雇労働者 BC は、安全教育と被曝労

働について、次のように話した。「安全教育は受け

たが、忘れている。私たち日雇は、ただ、こうい

う仕事をやってくれと言われて放射線の危険性に

ついて詳しくはわからないまま作業をしていた。

原発で働いている者は、10 人が 10 人とも言うと

思う。放射線が目に見えるなら、そこで働かんと

言うと思う。目に見えん、臭いもせん、どうなっ

ているのかはっきり分からんから、だましだまし、

生活のために働いている。日雇の私たちは、開き

直って働くか、やはり不安で辞めるかしかない」。 
そして、3次ないし4次下請正社員AFが、「放

射線を浴びることについては仕事についた頃はち

ょっと抵抗があった。いまはどうってことない」

と言うように、目に見えず臭いもしない放射線の

中で日々多くの人々が働いていると、当初感じた

抵抗感が薄れていくようである。「仕事で原発に入

る度に、安全教育を受ける。もう耳にたこができ

るほど聞いた。今までに、玄海、美浜、東海、伊

方、福島の原発で働いたことがある」と、被曝労

働に慣れきった 2 次下請日雇労働者AA は言って

いる。また、原発と無関係の職場に正規雇用で転

職できた元3次ないし4次下請日雇労働者AXは、

「手配師を通じて原発で働きだした当座は、原発

の恐ろしさ、被曝の怖さを知らなかった。原子力

エネルギーはこれから発展するものだという思い、

そこで機械を触る技術が身についたら得だと思っ

た」と語った。 
 
８ 具体的な労働内容 

 

原発労働者と一口に言っても、労働安全衛生法

及び労働安全衛生法施行令の規定に基づく電離放

射線障害防止規則に基づく放射線管理区域で作業

する者から、放射線管理区域外（髙木注：管理区

域外とされたところにいれば、一切被曝しないと

いう保証はない）での作業、原発敷地内での事務

作業に従事する者まで多種多様である。ただし、

筆者の聴取した原発労働者は、いずれも被曝して

いた。 
電力会社正社員AWは、80年代の筆者が聴き取

った時点の制御室の体制を次のように説明した。

一つの制御室に、課長、主任、班長、制御、主機、

補機がおり、制御担当者は原子炉を動かす業務な

ので管理区域には入らない。主機はタービンを動

かしている。運転中は新入社員レベルの補機が、

常時 1 次系を見回っている。補機は、1 次系と 2
次系を交替で担当している。課長と主任は、その

責任上、1 日に 1 回見回っている。つまり、制御

室に配属されている正社員も、放射線管理区域に

立ち入り、被曝していた。 
電力会社正社員の作業内容は、制御室担当にと

どまらず、電力会社正社員 AD や亡くなった電力

会社正社員の妹AYによれば、放射線管理区域で1
日につき合計 4 時間ほど、直したポンプの試運転

の立会いをしたり、何かが漏れている箇所まで、

自ら確かめに行くなど、単なる巡回より高いレベ

ルの被曝を伴う作業に従事することもあったよう

である。 
元請会社正社員AG は、同僚と共に 1 次系と 2

次系いずれもで、循環水管の掃除、配管の仕事、

ポンプの修理、除染の仕事などに従事していたが、

AG と同い年の同僚が、筆者が AG と面談する少

し前に死亡したと語った。現役世代である。 
また、元・元請正社員で 1970 年代初頭から 10

年ほど被曝労働に従事した CD は、バルブしめや

汚染水処理、廃棄物処理、濃縮された廃棄物をコ

ンクリートで固める作業、セメント詰めにしたも

のをフォークリフトに積んで、当時スレート葺き

の平屋の建物に奥のほうから積み上げる作業、廃

棄物処理建屋のコントロールルームの中で、交替

で働くなど、様々な被曝労働に従事したと語った。 
CD は、会社 A で働くようになった 70 年代初

頭に高被曝したのだが、その後約10年間、被曝労

働に従事していた。80年代に入り、失神発作や下

痢、白血球数の変化が度々あったが、それでも約

1 年被曝労働をしていた。現場で数回失神したと

のことである。その後、産業医の判断もあり、事

務作業（着工届、作業員名簿、工事に関する事務

手続、日常点検の月々の報告書を作る事務）の部

署へ配置転換された。 
2 次下請よりさらに下位の会社で働く労働者は

軒並み、高線量被曝の危険のある作業に従事して

いる。例えば、2次ないし3次下請日雇ALは、「思

ったように仕上がらない内にアラームがすぐにピ
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ッピッと鳴る。そうすると外に出る。トイレは服

を着替えるところにあるから、作業に入る前に用

を足しておく。それでも作業中にしたくなったら、

服を脱いで出てくるほかない。重装備で高被曝す

るところの作業は、短時間にならざるを得ない」

と語った。 
具体的な作業内容としては、2 次下請日雇 AA

の場合、「一次系の蒸気発生器の点検整備をする。

熱交換器が正常かどうか調べる。次の定検まで使

用に耐えうる状態かどうか、データを取る仕事」

をしていた。2次ないし3次下請会社社長CKは、

「炉心部のモーターをバラし、バラした機械をみ

がいて、もとどおり組み立てる作業」をしていた。

2 次ないし 3 次下請会社の一人親方CI は、「配管

と機械類のメンテナンスが主な仕事。定検に入る

と、経年で変化したパイプ、サビも多く寿命のき

たパイプを取り替える。これまで使用していたポ

ンプ関係を分解・点検して組み立て直す、機械類

のメンテナンスもしている」と話した。 
3次ないし4次下請会社社長CJは、高被曝する

現場での作業がうまくいかないと、予定した時間

の倍の時間がかかり、その分だけ被曝線量が増え

ると言う。「定検が入れば、燃油の取扱設備の仕事

もする。ピットから燃料を抜いたり入れたりする

際の、クレーン、コンベアカー、その中について

いるスイッチ類のメンテもしている。これは、3
日ほどで終わる。その作業は土日でもする。24時

間交代制で、仕事をする。そこにいる必要がある。

お釜の真上に行ってもそれほど被曝しない。一番

被曝するのは、コンベア点検やバスケットのスイ

ッチの点検だ。その場所へ行くのに時間がかかる。

その場へ行く時間と戻る時間の他に、コンベア点

検などに5〜6分かかる。これは、うまく行った場

合。うまくいかないと再調整で倍の時間がかかる。

5〜6分で2〜3ミリシーベルト被曝する。10分以

上かかるとさらに被曝する」。  
3次ないし4次下請会社正社員AFも、「蒸気発

生器の仕事…原子炉のふたを取って中の点検・手

入れをするための作業、リアクタークーラントポ

ンプの分解・点検のための作業などをしてきた」

と語っている。 
また、被曝労働者の作業服のクリーニングにも、

下請会社の日雇労働者が多く従事しており、特に

定期検査のときの作業量は膨大である。3 次下請

会社日雇BCは、「4年間、ずっと1次系のクリー

ニングの仕事をした。私は主に円管服をたたむ作

業をしていた。午前8時30分から午後7時まで、

1人で1日700から1,200枚の服をたたんでいた」

「定検のピークの時には、専用の洗濯粉は使用し

ていなかった。実際には水洗いしかしていなかっ

た。2～3回ドラムが回るとすぐに止めて乾燥機に

放り込んでいた。定検の時は、1,200 枚の 1.5～2
倍の量の洗濯物があった」と語っている。 

3次ないし4次下請会社日雇BFは、「初めの会

社では 1 次系の配管の点検、掃除などをした。1
日1～2ミリレム被曝した。次の会社はランドリー

の仕事で、靴下、手袋、ヘルメット、円管服など

の除染作業だった。僕は、主に裏返しになってい

る服を表に返す作業をした。表に返した服を洗濯

することになる」と語った。3 次下請会社日雇労

働者（故人）の妻AVは、「夫は、洗濯や被曝線量

の測定係、1 次系での除染作業やワイヤーをつな

ぐ作業等をしていたそうだ。作業現場に入ってい

るのは長くて1、2時間と聞いた。洗濯の仕事には

高齢者が回されていたらしい。毎月25日は働いて

いた、まじめ一方で働いていた。私が日曜日ぐら

い休んだらと言っても、代りの者がおらんと言っ

て出勤していた。残業も多かった」と語った。 
 
９ 被曝線量の階層格差 

 

９－１ 電力会社正社員と下請会社労働者の被曝 

線量の違い 

2012年以降の調査の折、元電力会社正社員CB
は、末端の下請労働者を直接目にすることはなか

ったと言っている。彼は、「定年後の再雇用も含め

て46年余り原発で働いた。積算でいうと50ミリ

シーベルトくらい被曝した。200 ミリシーベルト

まで浴びても死ぬことはない。原子炉の燃料を取

り出し、水を抜いて空っぽにして点検、改造した

ことがある。その時、結構被曝した。実際に多く

被曝しているのはメーカーの人。メーカーの下請

社員はさらに多く被曝すると思う。私は、その下

請の労働者を直接目にすることはなかった。きび

しい作業が、下請にいっているのは事実」と語っ

た。 
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このように、CB は、末端労働者による汚染除

去作業や遮蔽物の設置作業等がなされた後に、そ

れでも結構被曝する場所に入ったとのことである。

一方CBとは別の電力会社正社員ADは、80年代

調査の折、「この間まで2次系の弁の担当だったが、

今は 1 次系の弁の担当。電力会社社員は、保修課

の場合、週1回あるいは2週間に1回、現場を点

検に歩く。運転課は毎日確認に歩く」と述べてい

る。また、ADと同じ電力会社正社員AWは、「入

社してからはじめの10ヵ月間、運転課に配属され

た。その期間に、美浜1号機と2号機の中で、1,000
ミリレム浴びた。現在までの、14年弱の集積線量

は1,100ミリレムだ。同期に入社している社員で、

5,000 ミリレムになっている人もいる。1、2 号機

は古いから 3 号機より被曝線量が多くなる」と説

明した。このように電力会社正社員でも、配属さ

れた部署によって、被曝線量に差異が出ている。 
死亡した電力会社正社員の妹 AY は、次のよう

に話した。「兄は、周囲の者に、“元請会社以下の

会社では働くな。電力会社の正社員の被曝線量は、

安全範囲内だ” と言っていた。しかし、原発関係

で働いていて、兄のような病気（急性骨髄性白血

病）で亡くなった電力会社正社員が、年に1～2人

はいると聞いている」。このように、電力会社正社

員は相対的に下請労働者よりも被曝量は少なくて

すむ労働環境に置かれていても、被曝の影響が強

く疑われる病気で亡くなっている例が数えられる。

その現実を見ないわけにはいかず、2 次下請正社

員の放管BGは、電力会社や元請会社正社員は「誰

も危険なところへ行きたくないから、危険な仕事

は、みな下請に出す」と、話した。 
 
９－２ アラームメーターによる作業管理 

聴取時点の集積被曝量が 3,939 ミリレム

（39.39mSv）の元請会社正社員AG は、「同じ期

間働いてきて、僕の倍被曝している人もいる」と

言っている。 
元・元請正社員 CD は、地下で作業中にトラブ

ルがあり、元請会社社員 4 人で慌ててそのトラブ

ルに対処しようとして、短時間に被曝量が増えた

と述べた。結局 4 人で対処できず、そのトラブル

の後始末は長期間行われないままであったとのこ

とである。そのトラブルに遭遇するまでの彼の被

曝線量は、「集積で100くらい」だったが、トラブ

ルに遭遇した時「1,000 は浴びただろう。それ以

降は、閾値以下だったと思う」と語った。トラブ

ルの直後から健康状態に異変が起き、一定期間被

曝しない部署に配置転換されている。彼の集積被

曝線量は、17,875ミリレムであった。 
主に 1 次系の蒸気発生器や熱交換器を点検する

2次ないし3次下請会社社長CIも、閾値「ぎりぎ

りで走って出た」経験を語り、2 次ないし 3 次下

請社長CKも「たくさん被曝するので10分といら

れないところの作業」を行ったと話した。 
3次下請正社員AZは、「短期でなく1年中雇用

される者は、1 日 2～3 ミリレム、多くて 1 日 20
～30ミリレムの範囲で働いていた」「時 5々分ほど

でアラームメーターが鳴った者がいた」「放射線は

目に見えない。臭いもしない。機械で測るしかそ

の強さがわからん。使用済みの靴下を、まだ使え

るものと汚染して使えないものに分けて、ナイロ

ン袋に詰めて運んだ。ナイロン袋を放管の所へ持

っていくと、ビーとなるものを触っていた。ほん

のひとしずくの水がかかっていたら、もうその防

護服は高被曝をしていた」と語った。 
3次ないし4次下請正社員AFは、「定検ごとに、

原発を移動している。蒸気発生器の仕事をすると

きは、高被曝する方。1 日に 5 分の仕事」を経験

している。2次ないし3次下請日雇ALは、「原発

では、取り掛かった仕事が出来るまでその場で作

業することができない。5分や10分で作業場を離

れねばならないこともある。・・・放管が仕事の箇

所を指示し点検する。しかし放管に僕らのほんま

の仕事はわからん。ほんまに一緒に機械や配管を

見て作業してみんとわからん。何でも使えば傷む

ものだ。傷んでから傷みの内容が分かる」と、末

端労働者の高線量被曝の不安と細切れの作業にな

らざるを得ない実情を語った。また、「思ったよう

に仕上がらない内にアラームがすぐにピッピッと

鳴る」経験を語った。クリーニング作業に従事し

ていた 3 次下請会社日雇BC も「アラームメータ

ーが鳴ったことはしょっちゅう」で、「洗濯しても

線量が落ちてないので、乾燥させた服をたたんで

いる私のアラームがすぐに鳴った」と洗濯済み防

護服による被曝経験を語った。 
3 次ないし 4 次下請日雇労働者 AR は、「85 年
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から 1 次系に入っている。年中被曝労働をしてい

る者の場合、被曝線量がすぐに閾値に達しないよ

うに、作業内容が加減されている。短期契約でよ

そから来る者は、最も危ないところへ入っている」

と話した。「短期契約でよそから来る者は、最も危

ないところへ入っている」との言は、短期契約で

九州から若狭の原発に来ていた 2 次下請日雇労働

者AAからも聞かれたことである。彼は、「もたも

たしとったら線量をいっぱい浴びる。僕らの危険

というのは、線量を浴びるということだ」と、短

時間で高線量被曝した経験を語った。3次ないし4
次下請日雇ACは、｢ボルト1本締めて飛び出す仕

事｣に従事していた。 
3次ないし4次下請日雇AXも、「ポケット線量

計で、30分で200ミリレムを記録」した経験を話

した。彼は、「ホールボディカウンターの検査で引

っ掛かった三方町の人は、3 ヵ月ほど 1 次系への

出入りを禁止された。引っかかった者はしばらく

管理区域外で働いていた。僕が働いていた70年代

は、入札制ではなく、下請の人夫の頭数によって、

電力会社は人件費を支払っていた」と、高線量被

曝により線量限度を超えるために一時的に作業現

場を変えられた労働者を目の当たりにしている。 
3次ないし4次下請会社日雇BFは、「定検時、毎

日被曝線量の限度まで働いた。働いていて急に血

圧が高くなる人もいた。症状によっては 1 週間も

2 週間も休まざるを得ないケースもある」と、作

業現場の変更程度でなく、仕事を休まねばならな

い健康状態になった例を挙げた。 
3次ないし4次下請会社社長CJは、アラームメ

ーターの設定について、「会社Iの仕事をする場合、

１日100ミリシーベルトが限度で、アラームは80
ミリシーベルトで鳴るように設定。アラーム設定

の時間や被曝線量の限度は、1 次下請の会社によ

って違う」と語った。2 次下請会社日雇 AA によ

れば、「アラームメーターが鳴ることはよくある。

セットした数値より少ないのに鳴る時もあるが、

セットした数値以上になってから鳴る時もある」

とのことで、少なくとも80年代に使われていたア

ラームメーターの性能は、よかったとは言えない

ようである。 
 

９－３ 作業環境 

2 次ないし 3 次下請日雇 AL は、放射線は五官

で感じることができないため、原発労働者は「放

射線の強いところと弱いところの予測がつかない」

と語った。防護服の洗濯をしていたという 3 次下

請日雇労働者の BC は、防護服を「洗濯しても線

量が落ちていないので、乾燥させた服をたたんで

いる私のアラームがすぐに鳴った。ここの洗濯場

で、安心して働けることはなかった」と話した。

洗濯前の汚染した服やマスクに触れる者も被曝す

るし、洗濯後の服に触れても被曝するのである。

また、洗濯作業室の空間にも放射線は飛び交って

いるので、その場に立っているだけでも被曝する。

3次ないし4次下請の日雇労働者AXは、「原発内

の通路は、パイプの間にあって迷路のようなとこ

ろだった。冷却水が漏れて水浸しになったところ

に、白墨で危険という印が書かれていた。そこを

雑巾で拭いている者がいた」と話した。 
循環水管の掃除、配管の仕事、ポンプの修理、

除染の仕事等、1次系、2次系を問わず様々な仕事

をしてきたという元請会社社員AGは、「1次系に

入るのはやはりいやだ。被曝のこともあるが、1
次系の服を着て作業するのは、やりにくい。動き

にくい。いらいらする。作業の場は狭い。作業箇

所の周囲にポリシートを張るのでよけいに狭い。

一応換気はされているが、空気も悪い気がする。

ポケット線量計のピッピッと鳴る音で気ぜわしい

し、緊張する」と語った。 
2 次ないし 3 次下請日雇 AL は「原発の中に入

ると40度くらいする場所がある。長時間作業して

いられない」「高被曝するところは、服装が煩わし

いし、窓がなく密閉された作業場所は気分がイラ

イラする」と述べた。また、3 次ないし 4 次下請

日雇AUは、「炉心部での仕事を終えると冷静にも

のを考える力を失う。中がとても暑いから体がだ

るい」と述べた。管理区域内での現場作業は、被

曝という生命・健康の崩壊と直結する危険労働で

あるばかりでなく、暑く、狭く、薄暗く、絶え間

ない騒音がするところで、アラームメーターで管

理される細切れ作業の繋ぎ合わせといえる。この

環境では心身の疲労が増大するだけでなく、ひと

まとまりの仕事を、ひとまとまりの労働者たちが、

仕上がるまで継続して取り組めないため、仕事の

やりがいや達成感が湧いてこないと推測される。



57 
若狭地域住民は原発関連事業所とどのようにつながっているか（労働環境と地域環境） 

－「80 年代」と「2012 年以降」の聴き取り調査から分かること－ 

 

末端の労働者になるほど過酷な作業現場であるこ

とを訴える者が多く見受けられた。 
 
９－４ フィルムバッジとポケット線量計を預け 

る、隠す 

放管による作業現場の管理は、常時適正になさ

れていたとは言い難い。1970 年代初頭から 80 年

代初頭にかけて被曝作業をしていたという元・元

請正社員 CD は、放射線量が高い区域へ行く際に

「本当は着なければならなかったが赤服を着ずに、

黄服でバルブを閉めに行ったこともあった。配管

は床から 2ｍ以上の高いところにある。バルブを

閉めるのにハシゴをかけず、パイプを伝って登っ

て閉めた。小便はそこらへんのピットでしていた。

小便のために服を脱いで外へ出て行ったら仕事に

ならない」と、区域別に着用する衣服を変えねば

ならないという最も基本的なルールですら守られ

ていなかった実情を語った。筆者の聴き取りによ

れば、CD だけが特別にルール違反をしていたの

ではない。 
放管が、現場作業員の仕事内容を分かっていた

かについて、2 次ないし 3 次下請日雇 AL は次の

ように述べた。「放管が仕事の箇所を指示し点検す

る。しかし放管に僕らのほんまの仕事はわからん。

ほんまに一緒に機械や配管を見て作業してみんと

わからん」。 
また、3次ないし4次下請日雇AXは、「放管た

ちは一応、作業員の管理や汚染物の処理に注意を

払っていたのだが、作業員はいくらでもその裏を

かくことができた。管理区域で使って汚染した道

具類を処分せず、示し合わせてトラックできてい

る者の所へ運び、外に持ち出して使われていた。

汚染しているが見た目には新品。道具は処分した

というと、上の会社から下請の親方に道具の代金

が支払われていた。親方はそれで、よい儲けがで

きた」という。作業員たちが1 度や2度ならず放

管の目をくぐり、汚染している道具類を原発の外

に持ち出して売却等してしまうことは実際にあっ

たのであり、いかに放管の管理に抜け穴があった

かがわかる。 
労働者が、フィルムバッジとポケット線量計を

適正に身に着けていたかというと、必ずしもそう

とはいえない事実が聞かれた。原発労働者は、被

曝量が、3 カ月単位、年単位の閾値を超えると管

理区域で働くことができなくなる。仕事を継続し

たいがために、線量を低く見せかけようとするこ

とがあった。それが可能となる管理体制であった。

原発労働者の中には、線量計に記録される被曝線

量を低くするための「工夫」をする者もいた。 
2012年以降の聴き取りで、電力会社正社員CC

は、「まあ、昔ほどではないにしても福島なんかで

もあったわな。ある線量を超えたら作業につけな

い。仕事に入れなかったら金は入ってこんから、

線量計を鉛でカバーするというようなことが。福

島でなくても線量計の機械的な管理がされていな

かった昔は、被曝線量のごまかしはあったやろう

な。まあ、僕もちょっと被曝限度を超えたことが

あった。"工作室のおっちゃん" がいて、工具を借

りに行った時におっちゃんに線量計を預かっても

らった。おっちゃんは、『預かっておいちゃるで』

と言った。工作室へ放射線管理担当者と一緒に行

くわけではないから、放管はその時見ていない」

と述べた。元・1次下請正社員CHは、「労働者自

身が、フィルムバッジとポケット線量計を、実際

に作業する場所と違う場所に置くと、線量を低く

記録できた」と言っている。3 次下請日雇労働者

AZ は、「アラームメーターが重いので、外してい

る者もいた。 50CCのバイクに乗るのにヘルメッ

トをかぶれというのと一緒で、面倒くさいからだ。

それに、これだけの仕事がしたい、続けたいのに

アラームメーターが鳴るとできなくなるから、汚

染の少ないところにメーターを隠している人がい

た」と話した。3次下請日雇AKは、「原発で働き

だした頃は、アラームメーターが鳴ると止めた。

報告書には、200ぐらい浴びても95と書いて、毎

日仕事をした」と言い、ホールボディカウンター

でパスしない場合、「何度シャワーを浴びてもホー

ルボディでパスしない時、願書に判を押して外に

出してもらった」と述べた。 
この実態からすると、原発労働者に持たされて

いた放射線計測機器が示す数値は、実際の放射線

被曝量よりも低く出るように、労働者によって加

減されていた例が少なからずあるといえる。 
作業場所とは違う場所に線量計を置く、他人に

預けるなどの行為は、古くから実際に行われてい

たのである。労働者による適正でない線量計の扱
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いを可能にしたのは、放管の管理の甘さ及び放管

の配置員数が関係していると考えられる。また、

閾値を超えてしまうと仕事にあぶれるという現実

と、ひとまとまりの作業をしたいという、少人数

で工事や機器の管理・点検を請け負う末端業者社

長や労働者の思いも、適正でない線量計の扱いを

生んだと思われる。 
 

９－５ 放射線管理手帳の扱い 

放射線管理手帳は、原発労働者の被曝線量を時

系列で残し、後の健康管理、労災申請などで必要

となる重要な記録である。しかし、聴き取り調査

において、離職時に労働者に返却されないことが

あることが判明した。2 次ないし 3 次下請会社社

長のCKは、「会社25が放射線管理手帳を管理し

ている。労働者個人のものかもしれないが、労働

者が辞める時には持ち帰らせない。辞める人に返

していない。次にもし原発の被曝作業につく時ま

で預かっておいてくれという人もいる」と述べて

いる。 
また、放射線管理手帳は放管が管理していたが、

労働者が預かり知らぬところで、放射線管理手帳

の本人確認印の欄にそれぞれの労働者の印鑑が押

されていたこともある。少なくとも80年代の調査

時点の手帳には、本人確認印の欄があった。例え

ば、1次下請正社員ABは、「2 次系に移ってから

放射線管理手帳を返してもらった。会社 6 の放管

が管理していた。手帳の本人確認印の欄に，わし

の名字の印が押してあるが，わしは一度も印鑑を

押したことはない」と述べた。筆者は、電力会社

正社員CCや元・元請正社員CD、一人親方CI、
3 次ないし 4 次下請日雇CG からも、自ら押印し

たことはない、被曝労働についている時、手帳を

見ていなかったと、聞いている。 
放射線管理手帳へのフィルムバッジの値の記入

は、放管が行っていた。70 年代末から 80 年代半

ばまで1次下請正社員であったCHは、次のよう

に述べている。「放射線管理手帳には『工事名』が

載る。1ヶ月単位の被曝線量が記録される。1ヶ月

単位の記録は、労働者が書き込むのではなく、1
次下請の会社 26 や元請の会社 A の放管が書いて

いた。1 次系に入る労働者はポケット線量計とフ

ィルムバッジの両方を持っている。ポケット線量

計を、1 次系から 2 次系に出るときに機械に差し

込む。電力会社Xの機械が記録する。各労働者が

機械に表示されたデータを覚えて帰って、会社 A
の放管に伝える。口頭で言うか若しくは労働者本

人が記録する。これはポケット線量計の話。フィ

ルムバッジは１ヶ月後に現像されていた。現像の

専門業者がある。会社Aの放管に、私は、フィル

ムバッジの数字とポケット線量計の数字が違った

ときはどうするのか尋ねたことがあるが、尋ねた

放管は、照らし合わせて低い方を放管手帳に書く

と言っていた。フィルムバッジを現像したデータ

を、労働者本人は見ることがない」。 
この聴き取りから、次のような問題点が見えて

くる。第一にその放管がフィルムバッジとポケッ

ト線量計の値の内、低い方の数字を放射線管理手

帳に書いたことの問題である。第二に、労働者自

身がフィルムバッジのデータを見ることができな

いために、数字が改竄されてもわからず、また、

記録された放射線被曝量をいつでも確認できる環

境にないことである。 
 
９－６ 企業による被曝線量調整 
ところで、高線量被曝を防ぐ「工夫」がなされ

ていた。2次ないし3次下請日雇ALは、「地元の

1 年中被曝労働についている者は、長く働いてい

られるように、そしてまた、高被曝を避けえない

仕事がいつ入るか分からないから、その時のため

に、継続して高被曝するところで働かせない。高

線量被曝する所へ行ったら、次は低線量被曝の所

へ行かされる」と語った。つまり、地元原発労働

者を継続雇用し（地元対策）、いざという時に地元

に住む者を高被曝作業に動員できるよう備えると

いう「工夫」がなされていたのである。このこと

には、被曝線量に関する法令に違反しないよう、

従って労災と結びつかないようにする意味も含ま

れていると思われる。地元労働者の被曝線量をで

きる限り低線量被曝にとどめるようにしているた

め、地元外の原発労働者は短期間で高線量被曝す

る危険な作業を担う場合が多いといえよう１７。 
また、被曝線量を下請会社間で分け合うように、

原発ごとに高線量被曝労働担当と低線量被曝労働

担当を換えていた。具体的にどのようなことが行

われているのだろうか。電力会社正社員 CC は、
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次のように説明した。「定検についてだが、美浜原

発の場合、会社Cが服を着替える仕事を担当して

いる。会社Cは、本社が東京なので関東の出身者

も多い。全国に営業所がある。美浜原発で、服を

着替えなくてよいのが会社 E。一方、大飯 1、2、
3、4号機で、服を着なくてよいのが会社C、着な

ければならない作業をするのが会社 E。高浜原発

1、2 号では、会社 C は服を着ないが、会社 E は

服を着る。高浜原発3、4号はその逆。労働者の被

曝線量の調節が行われていると思われる。一人親

方の掛け持ち作業もある。クレーンが必要な作業

は、ちょっとずつだから、複数の会社の仕事を掛

け持ちすることがある。例えば会社24は、会社C
と会社 E の工事を受注している。会社 24 は、あ

る作業員が、それが一人親方のことがあるが、午

前中にたくさん被曝した場合、午後は被曝させら

れないので、作業場所を変えさせる。報酬を払っ

ているから、遊ばせておくわけにはいかない。だ

から、同一の作業員が午前中会社Cのヘルメット

をかぶり、午後会社Eのヘルメットをかぶって作

業させる場合がある」。 
 
１０ 健康状態 

 
１０－１ 被曝による疾患が疑われる症状 
聴き取りに応じた原発労働者の内、電力会社か

ら下請会社に至るまで正社員は、40歳代までの者

が多く、特段健康状態の悪さを口にした者はなか

った。ただし、調査時に、詳細な日頃の自覚症状

を調査項目に挙げて尋ねてはいない。相対的に中

高齢者が多い下請日雇労働者についても、詳細に

自覚症状を例示して尋ねてはいないが、ひとまず

日々働ける身体状態を有していた。しかし、管理

区域で働いていた元労働者の家族や体調の激変に

よる配置転換を経験した元労働者等からは、被曝

による疾患が疑われる例が次々と語られた。以下

に、その病名や症状を記す。 
「急性骨髄性白血病」（AY）、「癌が胃、十二指

腸、大腸に転移しており手遅れだった」（AH）、「あ

んまり気分が悪いから病院へ行くと言って、行っ

た時には手遅れの肝臓ガンで、医師の診断通り10
日後に亡くなった」（BA）、「会社Aで働きだして

から病気がちになり、右足大腿部に悪性腫瘍がで

きた」（AＰ）、「急に痩せてきた時、年寄りは使わ

れんといって会社 2を辞めさせられた。会社 2に

仕事を発注している会社 6 の看護婦さんから、辞

めたあとよそで働くなら、健康診断をしなさいと

言われたので、病院で検査を受けたら、胃全体、

食道、大腸、膵臓等に癌が広がっていた」（AV）、
「まれに体重が極端に減った人があった。白血球

の数が極端に多かったり少なかったりする人がい

た。骨髄液を取って詳しく調べねばならない人も

いた」（AJ）。「美浜原発の場合、白血球数が4,500
から 8,500 あれば中に入れる。それが 3,000 から

3,500 に減っていった。何度検査しても白血球数

は減ったままだった」（AK）、「白球数が通常の値

より減ってしまっており、受診したが医師は盲腸

ではないと言い、結局盲腸が破裂した」（AG）、「頭

が痛くてたまらない状態が続いた。吐き気がして

何も食べられずに寝ていると、1 週間ほどで治っ

た。月に 2、3 回そんな具合になって、それが 1
年余り続いた」（AK）、「原発で働きだしてから血

圧が高くなった。そして血圧の上下の差がなくな

り苦しんだ」（AB）、「会社Aの下請の会社6の作

業員で、ポックリ死ぬ例が多い。会社 6 の倉庫番

をしていて、紡績会社に転職した人は、転職後間

もなく脳血栓で入院した」（AＢ）、「働いていて急

に血圧が高くなる人もいた」（BF）、「原発で働い

ていた時、大飯の診療所で心臓動脈が膨れている

ことがわかった。仕事を辞める前に右手首にちょ

っと白い型が出来ていた程度だったが、手、足、

首、顔がまだらに白くなって、大きく広がってい

る」（AZ）、「K 町とT 市の人は、皮膚に電気で火

傷をしたような白と黒の斑点ができた。2 人とも

原発の内部で清掃ばかり担当し、ほこりを吸って

いた。古顔の守衛さん3人が、体に斑点が出来た」

（AB）、「原発で働いているうちに具合が悪くなっ

て、医者からはなにも納得のいく説明のないまま

に死亡」（AT）。 
 

１０－２ 健康診断 
上記のように、原発で働くようになって被曝を

はじめ人体に害を及ぼす労働環境との関連が疑わ

れる疾病に罹患する例が目につくが、その疾病予

防や疾病の早期発見のために役立てねばならない

のが、健康診断である。原発被曝労働者には、定
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期的な健康診断が義務付けられている（電離放射

線障害防止規則第56条）。 
健康診断を受ける医療機関を、各会社が指定し

ており、労働者は個々に自由に受診先を選択して

いないのが現実である。下請労働者は、雇い主と

労働者にとっての地元病院（福井県外）で健康診

断を受ける場合もあれば（AA）、下請労働者を通

常運転時で、毎日約 20 名、定期点検時には毎日

50〜60 名受け入れている原発立地地域の病院で、

受ける場合もある（AJ）。原発付近の病院職員で

あったAJは、「健康診断の証明用紙に、別の医療

機関のゴム印か、あるいは下請の会社が勝手に作

ったゴム印で、『異常なし』という文字が押されて

いた」と語った。 
3 次下請会社社長が、体がだるいと病院へ行っ

たときには「手遅れの肝臓ガンで、医師の診断通

り10日後に亡くなった。原発で定期的に健診して

いたが、これほどになるまでガンが分からないも

のだろうか？風邪ひとつひかない元気な人だった

のに」（BA）、「急に痩せてきた時、年寄りは使わ

れんといって会社 2を辞めさせられた。会社 2に

発注している会社 6 の看護婦さんから、辞めたあ

とよそで働くなら、健康診断をしなさいと言われ

たので、病院で検査を受けたら、胃全体、食道、

大腸、膵臓等に癌が広がっていた」（SU）等、重

篤な疾患を見逃している例が調査の中でいくつも

聞かれ、健康診断のずさんな実態が明らかとなっ

た。血液や尿の検査以前の、問診と触診で予見で

きると思われる進行した疾病も見逃されていると

思われる。 
労働者の側にも健康診断に臨む姿勢に問題が見

られた。労働者にとって、またその雇主にとって、

健康診断を受けるということは、半日、仕事に着

手できないことを意味する。その為、比較的厳密

に検査等を行う医療機関に対して、労働者が「H
病院なんかはもっと簡単に済むのに、ここの病院

は厳しく検査する」と文句を言うことがあった

（AJ）。さらに、白血病となった原発労働者の雇

主が、「被曝労働と労働者の白血病とは無関係だと

いうことを証明してくれ」と訴え、院長が説明に

あたったが、「その会社にとっては、労働者のこと

はどうでもいいようで、会社に火の粉がかからな

いための方策を考えているようだった」と、元病

院職員のAJは述べている。下請業者によっては、

健康診断を、原発労働者の健康状態をチェックし

疾病予防や異変発見の役割を果たすためのものと

位置づけておらず、医師・医療機関を労災隠しに

巻き込もうとさえしていた。積極的に労災隠しに

関与した医師・医療機関もないとはいえない。電

力会社経営の病院はどうであろうか。 
 
おわりに 
 
原子力事業所または除染等事業場での、2015年

3 月末における従事者（個人識別番号）の登録件

数の累計は、590,821 件で、放射線管理手帳発行

件 数 の 累 計 は 、 531,050 件 で あ っ た

（ www.rea.or.jp/kikaku/rea_news/news/2015_8
4.pdf、2016年9月17日閲覧、「放影研ニュース」

No.84、2015年7月、放射線影響協会、4ページ）。 
 
今後、すべての原発を廃炉にすることができて

も、廃炉作業や跡地管理、廃棄物の処分・移送・

保管に従事する労働者が不可欠である。元原発労

働者も、現役の原発労働者も、今後廃炉作業等に

あたっていく労働者も、生涯を通じて廃棄物のよ

うに扱われるのを防がねばならない。問題の全体

構造に照らした対策を体系的に提示するのは、今

後の課題としたいが、以下に、可能な限り早期実

現が望まれることを箇条書きしておく。 
 

(1)元労働者と現役労働者及びその家族の、社会科

学的並びに医学的方法を合わせた、過去と現在の

労働・生活・健康実態をつかむ取り組みが不可欠

である。労働現場の実態を調査する第三者機関を、

日本の代表的な複数の労働組合代表者と、当事者

である被曝労働者とその家族（遺族）、医学・労働

衛生、労働法、社会保障・社会福祉諸領域の研究

者等により組織すべきである。それは、いわゆる

原子力産業傘下からの独立が保障されていなけれ

ばならない。 
(2) 労災への対処方法としては、まず、全ての被曝

労働者の被曝線量記録を、政府組織において一元

管理する制度を用意すべきである。 
(3) いわゆる閾値と現行法における労災認定の被

曝線量基準を、実態と放射線が人体に与える影響
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に関する研究の到達点に基づいて引き下げる必要

がある。低線量被曝、内部被曝が人体に及ぼす深

刻な影響を過小評価してはならない。関連して、

防護服を着て被曝線量計を身につけねばならない

現行の放射線管理区域だけでなく、原発建屋内及

び敷地で作業にあたる者に対しては、すべて被曝

線量計を身につけさせ、被曝管理を行う規則を設

けるべきである。原発の構造上、いわゆる 2 次系

が安全と言いきれない。 
(4) 晩発性放射線障害を考慮し、被曝労働に就業す

る直前の健康診断時から、丁寧な問診と検査によ

り被曝前の健康状態や病歴を記録できる健康手帳

を、政府の責任で交付する制度も必要である。塵

肺やアスベストによる疾病に罹患したり罹患する

可能性がある労働者や元労働者に対する法令は、

被曝労働者のそれにも応用可能である。付け加え

れば、法による取り締まりがあるまで、原発内部

でもアスベストは多用されていた。 
(5) 「原発のある町」を、あらゆる地点においてあ

らゆる種類の放射線の管理を実施できる体制にし、

「原発があった町」にし、そこに居住する人々が、

安全で人たるに値する条件で生計を営んでいける

環境づくりに取り組む必要がある。それができな

い区域は、居住区にすべきでない。 
(6) 原発産業に従属的に就業せざるをえない状況

を克服し、文化遺産や自然環境等、地域特性を生

かした地域経済の再生と新たな就業の場の創出が

求められる。失対事業も必要である。それには住

民・労働者自身による、風通しのよい条件下での

話し合いとまちづくりのための結束が必要である。

但し、原発（核施設）開発を推進してきた政府と

電力会社、プラント会社が、ひも付きでないまち

づくりに必要な基盤整備等の費用を負担し、「原発

があった町」にする責務を果たす必要がある。 
(7) 原発のある町や原発労働者に特定した制度整

備の前提として、日本に居住する全労働者とその

家族の、人たるに値する雇用・労働条件、住宅保

障、教育保障、社会保障の底上げが必要である。

働く意志と能力のある人々すべてに雇用の機会を

保障すること（原則正規雇用）、厳格な解雇規制法

をつくること、年齢を問わず、単身者が人たるに

値する独立した生活ができる全国一律最低賃金制

度の確立、請負制度は 1 次下請までとし中間搾取

をなくすこと等が必要である。被曝を避けえない

業務を行う労働者については、建設業務や港湾運

送業務と同様、派遣労働を禁止するべきである。 
 
 原発労働者に対する労務管理、若狭の隅々まで

行きわたる地域管理が存在する中で、被曝労働者

やその家族に対する聴き取り調査に取り組むため

には、少なくとも 1 年は、そのことに専念できる

研究環境が必要である。筆者は、かつて地域福祉

領域の仕事を辞めて「80年代調査」に取り組んだ。

それは筆者にとって初めての研究であり荒削りで

あったが、労働問題が生活問題の源になっている

こと、社会福祉制度が労働問題対策の不備を最終

的に肩代わりしていることを明確にできた。地域

において「誰もが住みよいまちづくり」を掲げた

仕事をするからには、その地域で最も困難な労

働・生活条件のもとに置かれている住民の現実を

視野の外においてはならないことを痛感した次第

である。元被曝労働者で癌等の疾病に罹患した者

やその遺族が生活福祉資金借入や生活保護申請を

している事例が過去にはあり、現在もあると聞き

及んでいるが、その相談や申請受付にあたる社会

福祉分野の行政機関や社会福祉協議会が当事者と

共に労災の可能性を追求した例を筆者は知らない。 
 
 その後、長年大学教員でいる間に内地留学の機

会を得ることができず、踏み出した「2012年以降

調査」を本格的に進められないままにきた。現役

の間に 1 例でも聴き取りを進め、退職後となるで

あろうが、2011 年 3 月 11 日の大地震による福島

原発並みの事故が執筆時点で起きていない日本で

最も長期に渡り、林立する原発直下に置かれてき

た典型的地域「若狭」における、被曝労働につく

人々とその家族の生命・健康・生活の実態を、

「2012年～○○年」でくくって分析し、人間が尊

厳を持って人たるに値する条件で安心して働き、

可能な限り良い条件で健康を守り、家族を育て、

生涯を全うしうる条件がそこに存在するか否かを

明らかにし、世に問いたい。 
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地図の出典 http://cnic.jp/english/（最終閲覧2013年7月5日） 
Nuclear Plants and Facilities in East Asia and Japan 

(Maps current as at January 2012)，Citizens' Nuclear Information Center 
 

図２ 1980年代の若狭地域原発関連会社下請構造の一部（面接から作成） 

 

出所：髙木和美「原子力発電で働く日雇労働者の実態—若狭の日常的低レベル被曝労働者を把える試み--」 
   『立命評論』第85号、「立命評論」編集部、1987,35ページから作成 
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図３ 電力会社社員と下請け労働者の      図４ 電力会社社員と下請け労働者の 
被曝者数の推移                総被曝量の推移 

    
図３・４ともに原子力安全・保安院発表資料より 

出所：原子力資料情報室編『原子力市民年鑑（2010）』（七つ森書館、2010年）、233ページ。 
 

 

図５ 定期検査などの下請構造 

 
出所：渡辺博之「現場からの報告」日本弁護士連合会編『検証 原発労働』岩波書店（2012年1月） 
   55ページから転記。 
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図６ 通常運転時の発電所の安全確保体制 

 
 
図７ 我が国の原子力発電に関わる人材の現状 

 
出所：経済産業省 総合資源エネルギー調査会原子力小委員会第４回会合資料４－１「原子力技術・人材の維持について」（電気事業連

合会、2014年8月7日） 
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表1 事例調査対象者一覧（所属階層順） 

※面接できなかったが、電話で短い話ができたケース（３ケース）を含む。 

出所：髙木和美「迷路を語る原発日雇労働者—その生活・労働・意識の一断面」 
『賃金と社会保障』No.993、労働旬報社、1988、69ページ。
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出所：髙木和美「日雇労働者生活問題の実態分析―若狭地域の原発日雇労働者の生活実態からー」 

『日本福祉大学研究紀要』第７９号、日本福祉大学、1989,104～105ページ。
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資料１ 原発労災裁判梅田事件の概要 

『原子力資料情報室通信』第504号（2016/6/1）から転記 

原発労働の闇に司法の光を ―福岡地裁不当判決を乗り越えて― 

                                弁護士 池永 修 

 

1．原発労災梅田裁判 

 2016年4月15日、福岡地方裁判所は、原発労

働の放射線被ばくによって心筋梗塞を発症したと

して労災認定を求めていた福岡市在住の元原発労

働者、梅田隆亮さん（81）の訴えを退ける判決を

下した。 
 梅田さんは 1979 年、島根原発 1 号機と敦賀原

発 1 号機の定期検査に配管工として従事した。梅

田さんと同じように全国から集められた労働者は、

名ばかりの安全教育により放射線被ばくの危険性

も教えられないまま、超高線量の原子炉内に送り

込まれた。原子炉内の余りの暑さや息苦しさから

防護マスクを外したり、作業を中断させるアラー

ムメーターなどの計器類を外し、他人に預けるな

どして被ばく労働に従事した。線量記録の改ざん

も横行していた。 
 原発の定期検査を終えると、原因不明の鼻出血

や吐き気、めまい、全身倦怠感等に襲われて医療

機関を転々とし、長崎大学で行なわれた精密検査

によってコバルト、マンガン、セシウムなどの内

部被ばくが確認された。労災の申請を試みた梅田

さんに対して元請会社からの圧力がかかり、僅か

な見舞金と引き換えに、健康な体と誇りとしてい

た配管工の職も失った。 
 その後も原爆ぶらぶら病のような全身倦怠感に

苦しみ、2000 年に心筋梗塞を発症した。「心筋梗

塞の発症は（諸要因に加え）1979年当時の被ばく

が関与している可能性は否定できない」との長崎

大学病院医師の協力を得て労災を申請した梅田さ

んに対し、国は「被ばく線量は事業者提出の記録

上 8.6mSv に過ぎない」などとして労災を認めな

かった。 
 2012年2月、梅田さんは労災給付不支給処分の

取消しを求めて福岡地方裁判所に提訴した。これ

が原発労災梅田裁判である。 
 
2．再び光が当てられた原発労働の闇 
 約4年に及ぶ第1審の審理は、その大半が1979

年当時の原発労働の実態に再び光を当てることに

費やされた。 
 フォトジャーナリストの樋口健二氏の著作「闇

に消される原発被曝者」（三一書房1981年）やジ

ャーナリストの柴野徹夫氏の著作「原発のある風

景」（未来社1983年）など、当時の原発労働の実

態を克明に記録した文献が出版されており、そこ

には他ならぬ梅田さんの当時の証言も残されてい

る。 
 また長年、原発銀座と呼ばれる若狭の原発労働

者の聴き取り調査を行なってこられた高木和美氏

（岐阜大学教授）による膨大な研究成果は、当時

の原発労働者の実態を知り、原発労働者を取り巻

く社会的背景を解明する上で極めて重要であった。 
 裁判では、梅田さんをはじめ、当時の原発労働

の実態を知る元原発労働者たちが歴史の生き証人

として証言台に立った。原告側証人として証言台

に立った 2 名の元原発労働者（斉藤征二証人、升

元弘証人）は、いずれも悪性腫瘍や眼疾患、甲状

腺疾患、循環器疾患など放射線被ばくの影響と疑

わざるを得ない満身創痍の身体で、命がけの証言

を行なった。以下、その一部を紹介する。 
 原発は、13ヵ月に1回の定期検査が法令によっ

て義務付けられている。原子炉内部の定期検査や

補修工事は、科学技術が進歩した今日でも、生身

の人間によって支えられている。 
 原発 1 基の定期検査には、多いときで 4,000～
5,000 名の労働者が必要になる。超高線量の作業

環境下では労働者 1 人当たりの作業時間が極端に

制限され、人海戦術が行なわれる。そのための「被

ばく要員」として大量の労働者が必要となる。こ

のような労働者の圧倒的多数は、全国からかき集

められた原発ジプシーと呼ばれる日雇い労働者た

ち、そして原発に産業を奪われ、ほかに働く場所

がない地元住民たちである。 
 放射線業務に従事する労働者の許容線量は、法

令によって規制されている。このような規制を厳

密に遵守しようとすれば、事業者は、許容線量を
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超えた労働者の代替要員を次々に補充しなければ

ならなくなる。代替労働者の確保は必ずしも容易

ではなく、コストの増加や工期の遅れを招く。 
 下請け労働者にとって、許容線量を超えてしま

うことは失業を意味する。技術者として作業に従

事する労働者にとっては、任された仕事を完結さ

せないまま作業を終えることは職業的な責任感が

許さない。このような双方のいびつな利害が一致

したところに原発労働は成り立っている。 
 1980 年に敦賀原発で働いた経験もある斉藤征

二証人は、「原子炉内の作業に放射線管理者は立ち

会っておらず、防護マスクをずらしたり計器類に

不正をしても誰からも注意を受けることなどなか

った」、「自らも放射線管理者から管理区域立入カ

ードに線量計の数値よりも低い数字を記載するよ

う指示され、しかも、そこで記載した鉛筆書きの

数字すらも後日書き換えられていた」など、当時

の杜撰な被ばく管理の実態を自らの経験に基づき

証言された。 
 事業者から提出された梅田さんの線量記録にも、

被ばく労働に従事したはずの 1979 年 2 月中の線

量が記載されていなかったり、当時鉛筆書きで記

載した高い線量の数字が全て消され、30、50、10、
10、10（単位はいずれもミリレム）といった切り

の良い数字の羅列に書き換えられていることが、

梅田さんの証言により明らかにされた。 
 高木教授が集積された原発労働者の証言 1）に

は、「“工作室のおっちゃん”がいて、工具を借りに

行った時に線量計を預かってもらった。おっちゃ

んは、『預かっておいちゃるで』と言った。一緒に

行くわけではないから放射線管理担当者はその時

見ていない」（電力会社正社員の証言）。「労働者自

身が、フィルムバッジとポケット線量計を、実際

に作業する場所とは違う場所に置くと、線量を低

く記録できた」（元 1 次下請正社員の証言）等の、

原発労働者が進んで被ばく線量を低く見せようと

していたことを示す証言が多数存在している。 
 梅田さんも、このような線量のごまかしを行な

っていたことを樋口健二氏の前記著作の中で認め

ている。裁判では、東北から来たグループの同宿

の“おいさん”が小さな段ボールのような箱でグル

ープごとにみんなの線量計を預かってくれた。梅

田さんたちも、その“おいさん”に名前を書いた紙

とともに計器類を預けていたという当時の状況が

克明に証言された。 
 
3．梅田さんの被ばく量に対する科学的解明 
 このような原発労働者の証言による原発労働の

実態解明と併せて、梅田さんの被ばく線量を科学

的に解明する作業も進められた。事業者が提出し

た当時の作業指示書等の資料には、梅田さんが作

業に従事したとされる作業場所の雰囲気線量が記

載されている。この雰囲気線量を手がかりに、梅

田さんの被ばく線量の推定計算が行なわれた。こ

の作業には、三好永作氏（九州大学名誉教授）、森

永徹氏（元純真短期大学講師）、永井宏幸氏（理学

博士）、岡本良治氏（九州工業大学名誉教授）、豊

島耕一氏（佐賀大学名誉教授）ら九州の科学者が

協力してくださった。 
 この推定計算の結果、梅田さんの被ばく線量は、

島根原発においては、最小でも 2.9mSv、最大で

127.4mSv。敦賀原発においては、最小で19.1mSv、
最大で 206.3mSv という結果となった。しかもこ

の試算ですら、配管の開放などによって作業環境

の汚染度が高まった状態を反映できていないなど、

過小評価の可能性があるという。 
 1979 年当時の梅田さんのホールボディカウン

タの再解析も行なわれた。この作業には、矢ケ崎

克馬氏（琉球大学名誉教授）が協力してくださっ

た。その結果、当時の梅田さんの体内からは、半

減期の短いヨウ素131などの核分裂生成物のスペ

クトルが検出されていたことが新たに判明し、国

が主張する被ばく線量は内部被ばくにおいても著

しい過小評価であることが明らかとなった。 
 また、敦賀原発の作業を終えた 1979 年 6 月、

原因不明の鼻出血や吐き気、めまい、全身倦怠感

等の諸症状を訴えて医療機関を受診しており、九

州大学病院の当時の医療記録が奇跡的に現存して

いた。 
 この医療記録については、松井英介医師（岐阜

環境医学研究所所長）の協力により医学的な解明

が行なわれ、当時、梅田さんに発症した諸症状が

急性放射線症であった可能性が指摘された2）。 
 
4．放射線被ばくと心筋梗塞の関連性をめぐる攻防 
 原爆被爆者を対象とした放射線影響研究所の疫
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学調査において、非がん疾患のリスクの増加が認

識されるようになったのは 1992 年LSS 調査 3）
第11報に至ってからのことである。近年、急速に

知見の集積が進んでいるものの、いまだ未解明部

分も多い。 
 国は、放射線影響研究所の疫学調査で「現在得

られている 0.5 グレイ未満の結果は統計的に有意

ではない」とされていることなどを根拠に因果関

係を争った。これに対し、三好名誉教授らのグル

ープは、この疫学調査を統計学的に解析し、リス

クの増加が 94％という極めて高い確率で支持さ

れていることを明らかにし、「有意ではない」の一

言でこのリスクを切り捨てようとする国の姿勢を

厳しく批判した。 
 また、三好名誉教授らの尽力により、低線量域

において虚血性心疾患のリスクが有意に増加して

いる最新の疫学調査の結果が集積され、松井医師

の協力により、放射線被ばくが心筋梗塞発症のリ

スクとなる医学的なメカニズムも明らかにされた。 
 
5．福岡地裁不当判決 
 しかし、福岡地裁は、機械的に読み取られる「外

部被ばく線量記録の数値を改ざんすることは困難

である」といった形式論を並べて線量記録の改ざ

んを否定し、「放射線管理員等の監視の目もある原

子力発電所の管理区域内において、そのようなこ

とが容易に実行し得たとは考え難い」などとして

計器類を預けたという事実も否定した。 
 梅田さんに当時発症した急性放射線症様の諸症

状には完全に目をつむり、被ばく線量を記録上の

8.6mSv と認定した上で、この被ばく線量は「CT
スキャン 1.5 回分にも満たない程度の低線量」な

どとして心筋梗塞発症との因果関係も否定した。 
 この判決は、原発労働の生き証人が証言した原

発労働の実態から目を背け、放射線被ばくの実態

や因果関係の証明において末端のいち労働者に過

酷な証明責任を課す、極めて不当な判決である。 

6．たたかいの舞台は控訴審へ 
 「今も福島で生み出されている被ばく労働者の

ために、命ある限りたたかい続けたい」。このよう

な梅田さんの決意表明を受けて、たたかいの舞台

は福岡高等裁判所へと移された。 
 私たちは、これから始まる控訴審の審理の中で

も、歴史の闇に葬り去られようとしている原発労

働の実態に再び光を当てるべく、徹底した事実審

理を求めていく予定だ。この裁判に勝利するため

には、一人でも多くの元原発労働者たちに原発労

働の真実を語っていただかなければならず、その

ためには、より広範な市民の理解と支援の広がり

が必要だ。 
 そもそも原発は、過酷事故など起こさなくても、

おびただしい数の労働者を人海戦術に用い、労働

者の生命や健康を人柱にすることによって初めて

成立する非人道的な発電技術である。 
 放射線従事者中央登録センターには原子力施設

における放射線業務従事者として約59万人（2015
年 3 月時点）が登録されているが、同月現在、放

射線被ばくを理由として労災が認められたのは僅

かに 13 件である。つまり、原発の経済合理性は、

梅田さんたちのような原発労働者の生命、健康を

何の補償もなしに搾取することによって成立して

いる。 
 すべての原発の廃炉を願う市民の皆さんの、よ

り一層のご理解とご支援をお願いしたい。 
 
1）髙木教授と労働者との約束によりいずれも匿名とさ

れている。 
2）国が定める電離放射線に係る疾病の業務上外の認定

基準において急性放射線症が生ずるのは「おおむね50
レムを超える場合」（50 レム＝500 ミリシーベルト）

とされている。   
3）寿命調査、Life Span Study。広島・長崎の被爆者約

94,000人と“非被爆者”約27,000人を追跡調査した。
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資料2 原子炉内作業求人の件 

 

①就労先 高浜原子力発電所2号炉 

 

 

 

 

 

 

②就労者数 49人 
    46人炉内 契約（20日）満了 
 内  2人（視力が弱く別作業）満了 
    1人 3/5 5万円の待機料を受け取り 

トンコ 
③就労期間（日数20日） 
 3／5 西成出発（大型バス2台） 
    高浜寮到着（大飯郡高浜町Ｂ電業高浜寮）  

    入所手続き WBC（ホールボディ検査） 

 3／6 安全教育 
 3／8  ～仕事の説明、作業訓練（現場の実物大

模型にて）等及び本番作業 

 3／24  WBC、健康診断（尿、血、血圧、眼）、

大阪に戻る 

④労働条件 

日数20日契約 
この間休日も含め日当8,000円・飯抜。 

西成出発までの待機料 
1日4,000円（5日20,000円） 

（事前に大阪 C 郵便局ウラの貸ビルにある診療所

で健康診断を受ける。なお、B 電業 KK 大阪支店

は同じC郵便局近くの貸ビルの1室） 
 

  

 
 
⑤作業内容（ (ｲ) 及び (ﾛ) ） 
(ｲ) 蒸気発生器（SGと略称、3器あり） 
内、細管へのプラグ（栓）打ち込み。 
プラグ1本打ち込むとすぐさまSGから 
飛 び出す。（1本打つのに約40～50秒） 
《契約では、1度入った時は必ず1本は打 
つこと、とのこと。 
労働者Aは、3／0－2計5本  
3／0－2打たされた。（計）1分30秒余》 

 
（ﾛ）SG底に敷いた鉛粉末の取り出しに伴  
  う、それの袋詰め（約4～5㎏、約40袋） 

の手渡し運搬作業1日（炉内） 
 

⑥作業服（以下、着順） 

・えんか服（つなぎ）－白色綿製 

・薄い布手袋 

・白色の軍足 

・紙製のえんか服（つなぎ） 

・ゴム手袋 

・赤色の綿製くつ下 

・黄色のナイロン製ズボン 

・黄色のナイロン製胸あて 

・ゴム手袋（端をテープでとめる） 

・エアポンプ（呼吸用）の調整器を腰にバンドで

とめる 

・頭布付きカッパ状のもの（黄色・ナイロン製を

上半身にまとう） 

・ゴムマスク（全面マスク） 

 

⑦ 所持した放射線量計器 

フィルムバッジ 

デジタル線量計（アラームメーターも内

蔵･･･とのこと 300ミリレムにセット） 

 

⑧ 指揮・世話 

作業訓練指揮････B電業、 
（時々）三菱重工 

安全教育････････同上 
世話役･･････････D工業のＥ氏 

  

 

（注）高浜2号炉 
加圧水型軽水炉 
82.6万kw 
1975.11.24運転開始 
炉＝三菱重工系統 

 

約1.5m 

約2.5m 

径約40
～50cm 

鉛の粉末で足

場を平らにし

てある 
ここから入る（下から補助者 2 人が

ほうりあげ器具を渡す）。 

SG 

細管3,000余本（約2cm） 

ハンドル及びコンプレッサーを使っ

て細管（所定のもの）にプラグを打

ち込む。 
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⑨ 労働者Aの被曝量（デジタル線量計による数値

の記載あり。フィルムバッジによる量は不明 

白→真黒） 
3／○ SGに2回入る（プラグ2本打つ） 

－89ミリレム 

3／○ SGに3回入る（プラグ3本打つ） 
－156ミリレム 

（中1日おく） 

3／○ 鉛の袋運搬            
－4ミリレム （計）249ミリレム 

 

（注） 

レム････体に吸収される放射線量（単位＝ラド）

と放射線の種類による生体への影響度をかけあ

わせてきまる単位 

 
1ミリレム＝1／1,000レム  

β線、γ線では、1レム≒1ラド 
α線では、   10レム≒1ラド（α線･･･貫通

力は弱いが、体内に取り込まれると、白血病、

肺癌の原因となる） 
 

・ ICRP（国際放射線防護委員会）の勧告に基づ

き、日本では職業人・年間「許容量」5,000ミ

リレム（全身に対して）、一般人・年間「許

容量」500ミリレム（全身に対して）（アメリ

カでは一般人170ミリレム）。この「許容量」

については、多くの論争がある。ICRP勧告の

許容値も年々低下している。 
 
以下は、職業人の許容値 
1931年73,000ミリレム  
1936年50,000ミリレム 
1948年25,000ミリレム 
1954年15,000ミリレム 
1958年  5,000ミリレム 
 
 

････許容値以内であれば安全という確た

る保障はなく、低線量被曝による障害

も問題視されてきている。 
 

⑩被曝手帳 
全員D工業へ保管委任の形式で預けていること

になる。 
 

⑪請負関係 
（関西電力）－（ ？ ）－B電業－D工業 
－F土木 （雇保印紙はF名） 

         ↑ 
関電興業が入っているのではないか･･

とのこと 
 
⑫その他 

B電業高浜寮には、Dルート以外の労働者 
も多く同宿。 
西成からの就労者が最も危険な現場にま 
わされた･･･との労働者Aの言。 

 
以上 

 
 
 

※資料2は、「80年代調査」の際、1982年3
月26日に、西成労働福祉センター職員UK

氏が、労働者Aから聴き取りを行い作成し

た資料を、筆者が研究目的を伝えてセンタ

ーで直接頂き、筆者が転記・作成した。 
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資料3－1  A町ト集落の世帯の実情に関する聴き取り記録 
聴き取り対象者:  1名（ト集落住民から、2014年と2015年、2回に分けて聴き取った） 
調査員：髙木和美 
聴取場所：聴き取り対象者の自宅 

 
ト集落（個人名や企業名等は、仮称もしくは記号で表した） 
聴取番号 聴取内容 
ト-1 世帯主は、70代、独居、女性。息子は電力会社Zの正社員、隣のまちに住んでいる。 
ト-2 世帯主は、80代、独居、女性、施設に入ったかもしれない。息子は原発関係の仕事をして

いる。この集落に住んでいない。 
ト-3 世帯主、60代、独居、女性。息子は電力会社Xに入り県外で暮らしていたが辞めて、公務

員になった。町外に暮らしている。娘は県外に嫁いだ。 
ト-4 世帯主は、80代。夫婦のみ世帯。長男は、大手企業の社員で、町外に住んでいる。一時病

気だったことがある。妹は町内に嫁いだ。 
ト-5 電力会社Zのバスの運転手をしていた（原発まで社員を運ぶ）。原発の元請会社社員だっ

たAさんの家と親戚。Aさんの姉の嫁ぎ先の娘婿は電力会社Zの正社員。孫あり。 
ト-6 世帯主は、70代。夫婦のみ世帯。町内の会社に勤めていた。子はなし。 
ト-7 世帯主は、60代後半、電力会社Zのバスの運転手だった。長男は、電力会社Zの元請～1

次会社Cの正社員、次男は電力会社Zの正社員。世帯主と長男夫婦と孫の3世代世帯。 
ト-8 世帯主は、80代、独居、男性、大手企業の社員だった。妻は施設入所。息子は会社員だっ

たが亡くなった。 
ト-9 世帯主は、70代、独居、男性。町内の工場で働いていたが、工場閉鎖で失業し、一時、原

発下請の労働者だった。今は無職。 
ト-10 生計中心者は、30代、隣町の会社に勤めている（現業）。世帯主と母の2人暮らし。父は

病死。 
ト-11 世帯主は、30代、電力会社Zの正社員。世帯主夫婦と子、両親の3世代世帯。父は、電力

会社Zの元請～1次会社Cの正社員だった。 
ト-12 世帯主は、60代、仕事をいろいろ変わっている。世帯主夫婦と母の2世代世帯。子は、町

外に出た。 
ト-13 家はあるが、跡継ぎの人は、集落外で暮らしている。電力会社Zの正社員、30代。 
ト-14 世帯主は、80代、かつて公営企業に勤めていた（現業）が、定年後町内の小さな会社に非

正規で勤めていた（現業）。夫婦のみ世帯。息子夫婦は公務員だった。若い時から隣市に居

住。 
ト-15 世帯主は、50代、原発下請の会社11の正社員。夫婦と子（成人）の2世代世帯。子は安定

職。 
ト-16 世帯主は、40代、団体職員。父は職人だった。世帯主夫婦と子、両親の3世代世帯。 
ト-17 世帯主は、40代、電力会社Zの元請～1次会社Cの正社員。妻は団体職員（現業）。核家

族。 
ト-18 世帯主は、電力会社Zの正社員、一時期病気だった。世帯主夫婦と子、両親の3世代世帯。 
ト-19 世帯主は、60代、電力会社Zの正社員だったが定年退職。父は施設入所。世帯主と母の2

人暮らし。 
ト-20 世帯主は、70代、電力会社Zの正社員だった。夫婦のみ世帯。娘は嫁いだ。 
ト-21 世帯主は、50代、電力会社Zの正社員。父は、地元団体で働いていた（現業）。世帯主夫

婦と子、父の3世代世帯。 
ト-22 世帯主は、70代、独居、女性。息子は、公務員で近くに住んでいる。 
ト-23 世帯主は、40代、電力会社Zの元請～1次会社Cの正社員。父は美浜町内の工場で働いて

いた。世帯主と両親の2世代世帯。 
ト-24 世帯主は、60代、隣市の工場で働いていた。定年後、別の仕事をしている。世帯主夫婦と

娘、孫の3世代世帯。息子は、電力会社Zの正社員、集落外に住んでいる。 
ト-25 世帯主は、60代、原発関係の仕事をしていた。世帯主、息子夫婦、孫の3世代世帯。 
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聴取番号 聴取内容 
ト-26 世帯主は、60代、職人。長男は公務員。世帯主夫婦、長男夫婦、孫の3世代世帯。 
ト-27 世帯主は、80代。夫婦のみ世帯。息子は隣市で暮らしている。 
ト-28 世帯主は、70代、職人だった。夫婦のみ世帯。息子は県外。娘は電力会社Zの正社員と結

婚。 
ト-29 世帯主は、70代、夫婦のみ世帯。県外で働いていたが、ある時期に集落に戻って自営業の

後、町内の団体の仕事をしていた。電力会社Zに土地を貸している。息子は町外で生活し

ている。 
ト-30 ガンで死亡。世帯主は、40代、町内の団体職員。世帯主夫婦と子、母の3世代世帯。夫婦

とその母70歳代。妻は隣市の会社の正規職員。亡くなった父は公務員だった。 
ト-31 世帯主は、60代、隣市の工場に勤めていたが、定年退職後、農業。妻は、隣市の会社社員。 

娘の婿は、関電興業の正社員。 
ト-32 世帯主は、70代、建設会社に勤めていたが、定年後農業。世帯主夫婦と子の3人暮らし。

子2人は、県外で暮らしている。 
ト-33 普段はだれも住んでいないが、この家の者は、50代後半、県外に居住。大手プラント会社

の正社員、原発関係の仕事をしている。県外に、夫婦と子夫婦と孫の暮らす家がある。 
ト-34 世帯主は、電力会社Zの元請～1次会社Cの正社員だった。定年退職後再雇用されたもの

のガンになってからは働かせてもらえなかった。夫婦のみ世帯。子は外に出た。 
ト-35 世帯主は、50代。世帯主と母の２人暮らし。 
ト-36 世帯主は、80代、会社に勤めていた（現業）。夫婦のみ世帯。息子は公務員で、他の集落

に家を建て、核家族で暮らしている。 
ト-37 世帯主は、60代、公務員を定年退職し、専門技能があったため、原発関係の会社に再就職

した。実質、独居。妻は町外で息子と生活。母は施設。 
ト-38 世帯主は、40代、公務員。世帯主夫婦、両親の2世代世帯。世帯主の妻は量販店の店員。 
ト-39 世帯主は、70代、町内の工場で働いていたが、会社は閉鎖された。昔から自宅で商店を営

んでいる。夫婦のみ世帯。娘は嫁いだ。息子のことはわからない。 
ト-40 世帯主は、70代、独居、女性。亡くなった夫は電力会社Zの正社員だった。息子夫婦は県

外での企業で働いている。 
ト-41 世帯主は、50代、会社員（現業）。世帯主夫婦と両親の2世代世帯。妻は、隣市でアルバ

イトをしている。父は、町内の団体の仕事をしていた（現業）。母は公務員（現業）だった。 
ト-42 世帯主は、80代、独居、女性。娘は皆外に出た。 
ト-43 世帯主は、70代、公務員だった。夫婦のみ世帯。息子２人は外に出た。 

ト-44 世帯主は、60代、自動車関係の会社社員だったが、今は公営事業所の職員（現業）。妻は

公務員。3人の子どもは同居しているかわからない。きょうだいは、電力会社Zの正社員だ

ったが、若くして癌で亡くなった。 
ト-45 世帯主は、60代、女性。世帯主、兄弟とその子、母の4人暮らし。息子は、町外に住んで

おり、電力会社Zの1次会社クラスに会社正社員として、原発の仕事をしている。 
ト-46 世帯主は、40代、公務員。妻も公務員。父は隣市の会社の現業職だった。母は公務員で現

業職だった。世帯主夫婦、子、両親の3世代世帯。 
ト-47 世帯主は、60代、大手企業の会社員だったが定年退職。再雇用で同じ会社に行っている。

妻は自営業。子の一人は地元の会社員。もう一人の子は、電力会社Zの正社員。 
ト-48 世帯主は、90代、女性、独居。 
ト-49 世帯主は、80代。夫婦のみ世帯。息子夫婦は隣市で暮らしている。息子は電力会社Yの正

社員。 
ト-50 世帯主は、50代、原発の下請会社に属している。夫婦と子の2世代世帯。 
ト-51 世帯主は、50代、公務員。妻は営業職。世帯主夫婦と息子夫婦、母の3世代世帯。子は電

力会社Zの正社員。 
ト-52 世帯主は、60代、隣市の工場に勤めていたが人員削減にあい、電力会社Zの元請～1次会

社Cの正社員になった。そこも辞めて、アルバイトをしている。母は、施設。 
ト-53 世帯主は、70代、独居、男性、隣市の工場で働いていたが、その会社が傾いたので、原発
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聴取番号 聴取内容 
関係の仕事をするようになった。複数の下請会社で働いた。 

ト-54 世帯主は、60代、独居、女性。 
ト-55 世帯主は、60代。世帯主夫婦と子の2世代世帯。 
ト-56 世帯主は、80代、電力会社Zの正社員だったが、原発では働いていない。夫婦のみ世帯。 

息子は、隣市に住んでいる。電力会社Zの正社員として原発の仕事をしていたが、定年後

系列会社で働いている。 
ト-57 世帯主は、60代、町内の団体職員だった。妻は、パートなどをしている。息子は、隣市に

住んでいる。原子力研究事業組織の正社員。独身。 
ト-58 世帯主は、40代、電力会社Zの正社員。世帯主夫婦、子、両親の3世代世帯。 
ト-59 世帯主は、70代、自営業。夫婦のみ世帯。長男は県外で勤めている。次男は結婚し独立し

た。 
ト-60 世帯主は、60代、公務員だった。世帯主夫婦と父の3人暮らし。子は外に出たのではない

か。 
ト-61 世帯主は、60代、電力会社Zの守衛だった。今もしているか分からない。妻は地元の団体

職員だった。80代老夫婦。世帯主夫婦と子（成人）、両親の3世代世帯。 
ト-62 世帯主は、60代、独居女性。息子は外に出たのではないか。 
ト-63 世帯主は、60代、地元の会社に勤めていた（現業）。夫婦のみ世帯。 
ト-64 世帯主は、50代、女性。世帯主と子（成人）が暮らしている。 
ト-65 世帯主は、60代、公務員だった。妻も公務員。夫婦のみ世帯。息子は外で所帯を持ってい

る。亡くなった世帯主の父は、電力会社Zの下請会社を仲間で作った。 
ト-66 世帯主は、50代、仕事は分からない。世帯主夫婦と母が暮らしている。 
ト-67 世帯主は、60代、公務員だった。子は地元の団体職員。 
ト-68 世帯主は、60代、建設会社で働いている。世帯主夫婦と子夫婦、孫の3世代世帯。娘婿は、

電力会社Zの正社員。 
ト-69 世帯主は、70代。夫婦のみ世帯。子は外に出たと思う。 
ト-70 世帯主は、電力会社Yの社員。 
ト-71 世帯主は、80代、地元の団体職員だった。夫婦のみ世帯。息子は電力会社Zの正社員、隣

市で暮らしている。 
ト-72 世帯主は、80代、独居、女性。子は町外へ嫁に行った。 
ト-73 世帯主は、70代、町外の会社員（現業）、中年になって町内の会社員（現業）。世帯主夫

婦と母、妹の４人暮らし。子は外に出た。世帯主の兄は、電力会社Zの元請～1次会社C
の正社員だった。妻の妹の夫は、原発の下請会社を経営していた。 

ト-74 世帯主は、70代、独居、女性。 
ト-75 世帯主は、70代。夫婦のみ世帯。 
ト-76 世帯主は、60代、隣市の工場で働いていた。夫婦のみ世帯。娘は全員外に出た。 
ト-77 世帯主は、40代、電力会社Zの元請～1次会社Cの正社員。世帯主夫婦と両親の2世代世

帯。 
父は、町内の会社員（現業）だった。 

ト-78 世帯主は、40代、公務員。妻も公務員。父は職人だった。世帯主夫婦と子、両親の3世代

世帯。 
ト-79 世帯主は、50代は、隣町の会社員（現業）。世帯主夫婦と両親、祖母の5人家族。子は外

に出ている。 
ト-80 世帯主は、60代、隣市に拠点を置く原発の下請会社で働いていた。世帯主と父の2人家族。 
ト-81 世帯主は、70代、職人をしていたが、中年になって原発の下請会社で働いていた。夫婦の

み世帯。娘は電力会社Zの正社員に嫁ぎ、町外に住んでいる。 
ト-82 世帯主は、70代。夫婦のみ世帯。息子２人は原発下請会社で働いており、外に出ている。 
ト-83 世帯主は、80代、町内の団体の仕事をしていた（現業）。夫婦のみ世帯。息子は町外に住

んでいる。 
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聴取番号 聴取内容 
ト-84 世帯主は、70代、独居、女性。息子夫婦は隣市在住（現業）。 
ト-85 世帯主は、70代、若い時は町内の会社員だったが、今は、町内の飲食店や企業の建物や施

設の管理、等いろいろしている。世帯主夫婦と子夫婦の2世代世帯。息子は地元で働いてい

る。。 
ト-86 世帯主は、60代、電力会社Zの正社員だった。夫婦のみ世帯。子は同居していない。 
ト-87 世帯主は、60代、地元で自営業をしている。世帯主夫婦と子（成人）の4人暮らし。世帯

主は、は若い時、隣市の工場で働いていたが、若いうちに自営業に切り替えた。 
ト-88 世帯主は、70代、職人をしていたが、生計を維持できなかったので、原発下請会社ではた

らいていた。夫婦のみ世帯。妻は公務員だった。子は外に出た。 
ト-89 世帯主は、70代、公務員だった。夫婦のみ世帯。 
ト-90 世帯主は、90代、独居、女性。 
ト-91 世帯主は、80代、独居、女性。子は隣市で暮らしている。 
ト-92 老夫婦（70代）。職人をしていたが、途中から原発関係の下請作業員になった。癌になっ

たと聞いている。敦賀在住。 
ト-93 世帯主は、50代、電力会社Zの元請～1次会社Cの正社員。世帯主夫婦と子（一人は公務

員）の2世代世帯。母は施設にいると思う。 
ト-94 世帯主は、60代、隣市の会社に勤めていた。世帯主と子（成人）の2人暮らし。子の１人

家から通勤。もう１人の息子のことはわからない。 
ト-95 世帯主は、70代、独居、女性。子夫婦は隣市に居住。 
ト-96 世帯主は、40代、隣町の工場で働いている。世帯主と両親の3人暮らし。7 
ト-97 世帯主は、50代、公務員。妻も公務員。子は2人とも公務員。世帯主夫婦、子、両親の5

人家族。子は一人、町外に出た。 
ト-98 世帯主は、電力会社Zの正社員。妻は公務員。世帯主夫婦と子、両親の3世代世帯。 
ト-99 世帯主は50代、町内の団体職員だったが、今は公務員（現業）。世帯主夫婦と両親の2世

代世帯。 
ト-100 世帯主は、60代、隣市の会社員（現業）だったが定年退職。夫婦のみ世帯。息子たちのこ

とはわからない。 
ト-101 世帯主は、60代、隣市の工場で働いていた。夫婦のみ世帯。子は外に出ている。 
ト-102 世帯主は、60代、原発下請労働者だったが、今は職人。世帯主夫婦と子の３人暮らし。 

息子は電力会社Zの元請～1次会社Cの正社員。世帯主の父は電力会社Yの下請会社にい

て、ガンで死亡。 
ト-103 世帯主は、70代、町内の建築会社に勤めていた。夫婦のみ世帯。息子夫婦は外に出た。 
ト-104 世帯主は、60代、隣町の会社に勤めていた（現業）。夫婦のみ世帯。母は施設だろう。子

は外に出た。 
ト-105 世帯主は、60代。世帯主と母の2人暮らし。 
ト-106 世帯主は、70代。夫婦のみ世帯。 
ト-107 世帯主は、60代、隣市で自営業を営んでいる。主に隣市で生活している。母は、施設。 
ト-108 世帯主は、90代、若い頃農業と日雇仕事をしていたが、その後電力会社Yの守衛に行って

いた。夫婦のみ世帯。長男は、電力会社Zの元請～1次会社Cの正社員だったが、50代後

半に癌になり、電力会社Zと取引のある会社に移るよう迫られた。そこに転職後、がんの

ため死亡。 
ト-109 世帯主は、50代、隣町の工場で働いている。世帯主夫婦と子、父の3世代世帯。 
ト-110 世帯主は、60代、電力会社Yの正社員。世帯主と子、母の3人暮らし。 
ト-111 世帯主は、70代、原発の下請会社で働いていた。世帯主夫婦と子の3人暮らし。 
ト-112 世帯主は、80代。夫婦のみ世帯。娘２人は外に出た。 
ト-113 世帯主は、70代。夫婦のみ世帯。子は公務員で、隣市に家を建てた。 
ト-114 世帯主は、60代、時々原発の下請け会社で働いていた。夫婦のみ世帯。 

息子は、電力会社Yの正社員で、隣市に家を建て出た。 
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聴取番号 聴取内容 
ト-115 世帯主は、50代、公務員。夫婦のみ世帯。子のことはわからない。 
ト-116 世帯主は、50代、電力会社Zの正社員、病気だと聞く。世帯主夫婦と子、両親の3世代世

帯。父は地元の会社で働いていた（現業）。 
ト-117 世帯主は、50代。世帯主と父の2人暮らし。 
ト-118 世帯主は、60代。大手の会社を途中でため、町の役職に就いた。まちづくりのための法人

を作った。妻は、勤め人（専門職・現業）。子は、別の集落に家を建てた。 
ト-119 世帯主は、70代。世帯主と子の2人暮らし。 
ト-120 世帯主は、60代、地元の会社で働いていた（現業）。夫婦のみ世帯。娘は嫁いだ。 
ト-121 世帯主は、50代、地元の会社に勤務（現業）。妻は公務員。世帯主夫婦、子、孫の4人暮

らし。もう一人の子は外に出た。 
ト-122 世帯主は、50代、隣町の工場で働いている。妻はアルバイトで事務員をしている。世帯主

夫婦と両親、子の3世代世帯。 
ト-123 世帯主は、80代、公務員だった。子は２人とも外に出た。 
ト-124 世帯主は、60代、自営業。世帯主夫婦だけか、子どもの同居しているか、わからない。 
ト-125 世帯主は、40代、電力会社Zの関係の会社員。世帯主夫婦と子、父の3世代世帯。 
ト-126 世帯主は、60代、隣市の会社に勤めていた（現業）が退職、再雇用で働いているかもしれ

ない。世帯主と母の2人暮らし。 
ト-127 世帯主は、50代。世帯主の母と世帯主の子は、隣町に暮らしている。 

 
ト-128 世帯主は、60代、町内の団体職員だった。妻は、町内でパート。夫婦のみ世帯。 

息子は、原子力研究事業組織の正社員で、隣市に家を建てた。 
ト-129 世帯主は、50代、会社員。世帯主夫婦と子、両親の3世代世帯。父は隣市の工場に行って

いた。母は近いところで事務をしていた。 
ト-130 世帯主は、70代、独居、女性。亡くなった夫は公務員だった。息子夫婦は他所に住んでい

る。息子は公務員。 
ト-131 世帯主は、60代、電力会社Zの下請会社を退職。世帯主夫婦と子の3人暮らし。娘は嫁い

だ。母は施設。 
ト-132 世帯主は、70代、電力会社Yの下請作業員だった。夫婦のみ世帯。 
ト-133 世帯主は、60代、独居、男性。公務員だったが、定年後原子力関連の公的事業所に勤務し、

そこも退職した。今後、子夫婦と孫が同居するかもしれない。 
ト-134 世帯主は、50代、原発下請作業員。世帯主と両親の3人暮らし 
ト-135 世帯主は、50代、隣市の工場に勤めていたが、人員削減に会い、原発の下請会社へ行って

いたが、病気になった。今は自営業。世帯主と子の2人暮らし。 
ト-136 世帯主は、70代、独居、女性。 
ト-137 世帯主は、70代、独居、男性。子は公務員で町外に居住。 
ト-138 世帯主は、60代、職人だった。夫婦のみ世帯。 
ト-139 世帯主は、60代、独居。隣市の会社に勤めていたが、経営状態が思わしくなく県外勤務を

命じられて辞め、原発の守衛になった。息子は外に出た。 
ト-140 世帯主は、60代、大手の会社を定年退職（現業）。夫婦のみ世帯。妻は会社事務員。子は

外に出た。 
ト-141 世帯主は、70代、独居、女性。亡くなった夫は、死亡した夫は電力会社Zの下請会社に行

っていた。同居していないが、娘婿は、電力会社Zの正社員。 
ト-142 世帯主は、60代、隣市の公益事業所の職員を退職後、地元の会社の営業職に就き定年退職。

妻は営業職。子はみな外に出た。夫婦のみ世帯。 
ト-143 世帯主は、60代、独居、男性。隣市の工場で働いていた。今は地元の店で働いている。母

は施設。 
ト-144 世帯主は、80代、独居、女性。夫は施設。 
ト-145 世帯主は、60代。夫婦のみ世帯。娘夫婦は別居。 
ト-146 世帯主は、50代、公務員で管理職。妻も公務員。世帯主夫婦と、兄弟、母の4人で暮らし
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聴取番号 聴取内容 
ている。子は外に出た。 

ト-147 世帯主は、80代、農林業に従事していた。夫婦のみ世帯。息子は外に出た。 
ト-148 世帯主は、50代。隣市の大きい会社に行っている（現業）。母は施設。 
ト-149 世帯主は、70代。夫婦のみ世帯。 
ト-150 世帯主は、50代、隣市の会社に勤めている（現業）。妻は以前、隣市の店に勤めていた。 

子は外に出た。世帯主夫婦と両親の2世代世帯。 
ト-151 世帯主は、60代。夫婦のみ世帯。娘夫婦は外に出た。娘婿は電力会社Zの正社員。 
ト-152 世帯主は、60代、独居、女性。子は２人とも外に出た。 
ト-153 世帯主は、70代、女性。娘夫婦と孫が同居している。3世代同居。 
ト-154 世帯主は、80代、独居、女性、家にいるかもしくは施設。息子は公務員で、隣市で所帯を

持っている。 
ト-155 世帯主は、40代、公務員。妻は地元で現業職。子は地元の団体職員。2世代世帯。 
ト-156 世帯主は、60代、独居、男性。昔、職人だった。 
ト-157 世帯主は、60代、隣市の工場で働いていた。妻も同じ工場で働いていた。子は２人とも外

に出た。夫婦のみ世帯。 
ト-158 世帯主は、70代。夫婦のみ世帯。子は2人とも外に出た。子の一人は公務員。 
ト-159 世帯主は、80代。夫婦のみ世帯。娘の夫は、電力会社Zの正社員。 

 
(1) ト集落は、山林が多く、比較的JRや国道から遠く、交通の便が悪い。 

 (2) ト集落とその周辺の集落には、長年に渡り家族以外の他人を雇用している有限会社や株式会社

がない。 
(3) 電力会社の正社員も含め、いわゆる身内で、原発関連の事業所で現在働いている人や過去に働

いていた人のいる世帯の数は、63であった。空き家を除き、ト集落には159世帯あるが、その

内約4割の世帯が、原発関連の事業所と繋がっていた。 
(4) 長きに渡り、集落出身者以外が転入（移住）し新しい家を建てる環境がなく、この集落にとど

まって暮らす若い世代は少なくなっている。農林業で生計を立てられる世帯はなく、地元で公

務員や電力会社正社員などの安定職が得られない場合、町内外の工場で働く人々は、景気の加

減で辞めざるを得なかったときに原発の仕事に就いている。 
 
資料3－2   A町サ集落の世帯の実情に関する聴き取り記録 
   

聴き取り対象者:  1名（サ集落住民から、2015年中3回に分けて聴き取った） 
調査員：髙木和美 
聴取場所：公的施設の会議室 

 
サ集落（個人名や企業名等は、仮称もしくは記号で表した） 
聴取番号 聴取内容  

サ-1 世帯主は、60代後半。東海地域からきて町内で商店経営をしていた。今は、多角経営。

はじめ世帯主がこの集落に家を建て、次に子がその隣に家を建て、所帯をもっている。 
サ-2 世帯主は、公益法人の管理職。もとは公務員だった。 
サ-3 世帯主は70歳代の女性。独居。大手売店のパートだった。娘は外に出た。 
サ-4 （近隣住民との交流があまりなく、わからない） 
サ-5 長年町の役職をしている。子は、隣市の民間企業社員だったが、今は電力会社Zの正社員。 
サ-6 世帯主は、60代後半。地元企業の経営者だった。現在病気で現役復帰が難しいだろう。
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聴取番号 聴取内容  

妻は町内の別の集落からきている。世帯主の弟は、他の町で所帯を持った（公務員）。 
サ-7 世帯主は、30代半ば。民間の会社員。核家族。妻の両親は、隣に住んでいる。 
サ-8 世帯主は、70代後半、商店を営んでいる。独居、娘一人は近くで所帯を持ち、もう一人

は県外に嫁いだ。昔は商店のほかに建築関係の小さな会社を経営していた。 
 

サ-9 世帯主は、60代半ば。世帯主夫婦と母の2世代世帯。夫婦で年間通して民宿をしている。

観光客だけではないだろう。子は県外で働いている。 
サ-10 世帯主夫婦（50代半ば）と子は、店を経営している。町内の住民の他、様々な企業等も

店を利用している。 
サ-11 世帯主は、町内の工場に勤めていたが、もう何年も前にやめて警備会社に勤めている。子

は外に出ている。母と世帯主夫婦の3人暮らし。警備会社は、原発関係の仕事もあると思

うが、この世帯主が、どこに配属されているかはわからない。 
サ-12 世帯主は60代前半。世帯主夫婦とその子が住んでいる。世帯主の父は職人だったが、近

年なくなった。世帯主は、勤めていた町内の建築関係の会社を定年退職した。その後再雇

用されているかどうかまでは、わからない。 
サ-13 世帯主は、60代後半、男性。会社員か自営か分からないが運転手。妻がいるかどうか、

わからない。 
サ-14 世帯主は、70代半ば。世帯主と息子夫婦とその子の3世代世帯。息子と共に商店を経営。 
サ-15 世帯主は、70代後半、男性。世帯主、息子夫婦と孫の3世代世帯。息子は、原発の下請

会社（本社は町内にある）の正社員で、大飯か高浜の原発に行っている。 
サ-16 世帯主は、60代前半、企業の社長。元銀行員だった。息子は国家公務員。娘は町外に嫁

いだ。両親が隣の家に住んでいる。 
サ-17 世帯主は、地方公務員だった。世帯主夫婦の隣に息子夫婦が住んでいる。 
サ-18 世帯主は、60代半ば。世帯主夫婦と母の２世代世帯。母（80代）は、もと公務員。父は

死亡しているが、もと公務員。息子は県外で働いていたが、高齢の母をみるため戻ってき

た。 
サ-19 世帯主は、50代後半。夫婦のみ世帯。世帯主は、町外の建設会社で働いているが、もう

すぐ定年。子は町外に出た。 
サ-20 世帯主は、40代前後で独居。両親はなくなっている（父が亡くなるまで、世帯主が身の

回りの世話をしていたが、食事の世話などままならなかったようだ）。世帯主は、隣町の

工場に勤めていたが、その後日雇の土方などをしていた。安定的なしごとを得られていな

いのではないか。弟は大手企業の社員で県外にいる。 
サ-21 世帯主は、50代後半。公務員で管理職。妻も公務員。夫婦のみ世帯。子は外に出た。 
サ-22 世帯主は、長男は会社員で金沢にいたが退職し、勤めていた会社の子会社に行っている。 
サ-23 世帯主は、70代半ば。夫婦のみ世帯。民宿をしている。子は県外に出ている。 
サ-24 世帯主は、60代半ば。世帯主夫婦と母の３人暮らし。妻とともに年間民宿をしている。 

子は県外に出た。 
サ-25 世帯主は、70代前半。夫婦とも公務員だった。夫婦のみ世帯。子はいない。 
サ-26 世帯主は、70代半ば。民間会社社員だった（ブルーカラー）。今は自家消費程度の田畑

を作っている。夫婦のみ世帯。息子は町外に出た。 
サ-27 世帯主は、80代前半。夫婦のみ世帯。夫婦とも公務員だった。民宿もしていた。子のう

ち１人は県外（50代後半）。もう１人は町外（50代半ば）。世帯主は隣町の出身だが、

妻の地元に家を建てた。 
サ-28 世帯主は、60代前半。若い頃働いていた飲食店から独立し、自分の店をもっている。隣

町出身。世帯主夫婦と未婚の子（隣市で働いている）の３人暮らし。 
息子は結婚しこの集落内の住宅に住んでいる。 

サ-29 世帯主は、町内で会社経営。夫婦のみ世帯だが、子夫婦の家は隣に建っている。 
サ-30 世帯主は、60代前半。原発の下請の親方だった。今は実質隣町に居住している。 

この集落の家には、世帯主の甥が住んでいる。 
サ-31 世帯主は、50代後半。夫婦のみ世帯。この集落の建設会社の契約社員をしていたが、今
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は土建業自営。妻は訪問販売をしている。子は2人とも町外に出た。 
原発関連の仕事を請け負っているかもしれない。 

サ-32 世帯主は、60代半ば。定年退職して集落の役員をしている。妻と子夫婦と孫2人、別棟

にもう一人の子夫婦と孫が住んでいる。 
サ-33 世帯主は、60代半ば。物品の加工販売店を自営。妻と子夫婦と孫2人の3世代世帯。 
サ-34 世帯主は、60代半ば。集落内に拠点を置く会社を経営。夫婦のみ世帯。 
サ-35 世帯主は、70代後半。妻と子の3人家族。子は公務員。世帯主も公務員だった。 
サ-36 世帯主は、60代半ば。集落内で会社（製造業）を経営している。世帯主とその兄弟が役

員をし、世帯主の子もその会社で働いている。 
サ-37 世帯主は60代前半。世帯主夫婦と娘２人の２世代世帯。世帯主は、父が経営していた建

設会社の後を継いでいる。息子は専門技術の国家資格を取り、県外の会社で働いている。

娘は、世帯主と共に住みつつ、自ら始めた仕事のために、県内あちこちへ出かけている。 
サ-38 世帯主は、近隣の町の公務員だった。60代半ば。妻はこの町の公務員だった。夫婦のみ

世帯。子夫婦はこの集落内に家を建ててくらしている。 
サ-39 世帯主は、70代半ば。夫婦のみ世帯。子は外に出ている。小売店と民宿をやっていたこ

ろは、繁盛していたが、今はしていない。 
サ-40 世帯主は、30代半ば。核家族だが、近くに両親の家がある。 
サ-41 世帯主は、50代後半。大企業の下請会社に勤めていた。妻は医療機関の事務をしている。

子は公務員。世帯主夫婦と子の３人暮らし。 
サ-42 この集落に拠点を置く会社社長。60代前半。夫婦のみ世帯。娘夫婦は近所に家を建てて

住んでいる。息子は現在、県外の会社で経験を積んでいる。 
サ-43 世帯主は、30代後半。団体職員。妻は公務員。世帯主夫婦と子の核家族。 
サ-44 世帯主も妻も公務員だった。60代半ば。夫婦のみ世帯。世帯主は定年後しばらく、地元

の団体の非正規職員として働いていた。そこをやめて、今は、地元の会社でアルバイトを

している。息子夫婦は近所の家に住んでいる。 
サ-45 世帯主は、50代。世帯主夫婦と子、孫で暮らしている。世帯主は、隣市の会社社員だっ

たが、その後山田工業（仮称）に勤めていた。もう山田工業はない。 
妻は町内の会社事務員をしていた。もう一人の子は隣町に嫁いだ。 

サ-46 現在誰も住んでいない。父は息子が生まれてすぐなくなった。父母ともに公務員だった。

息子は祖父母に育てられたが、祖父母はもう亡くなっている。 
母が一人暮らしの時期もあったが、亡くなった。息子は高卒後県外で働いている。 

サ-47 世帯主は、60代前半。職人として川田工務店（仮称）にいた。妻は企業社員だったが50
代初めに退職。長男夫婦と子数人は別棟に住んでいる。 
世帯主の姉が川田工務店（仮称）に嫁いでいる。 

サ-48 世帯主は、60代半ば。世帯主と子、母が同居。妻は死亡。家族で自営業をしている。 
サ-49 世帯主は、60代前半。自営業。世帯主と妻、子 (20代半ば）の2世代世帯。 

子は技術職として、隣市の病院に勤めている。 
サ-50 世帯主は、60代半ば。この集落内の建設会社で働いてた。 
サ-51 世帯主は、50代後半、会社員。妻も会社員。子（30代前半）は団体職員。 

夫婦と子の2世代世帯。父は公務員だった。 
サ-52 
 

この集落に、自宅はある。世帯主は、実質は隣市に暮らしているようだ。隣市でスポーツ

インストラクターや自営業等、幾つか仕事をしていた。 
サ-53 世帯主は、50代は後半。藤田電工（仮称）で働いている。夫婦と長男の2世代世帯。長

男は企業の社員だったが、病気で辞めた。次男は県外で公務員をしていた。 
サ-54 世帯主は、電力会社Zの正社員。夫婦と未成年の子、父母の3世代世帯。町外に出て働い

ている子もいる。 
サ-55 世帯主は、60代半ば。隣市の工場の正社員だったが、定年退職した。世帯主夫婦と長女

夫婦、母の5人家族。集落内で営業をしている。農業もしている。 
サ-56 世帯主は70代後半。独居。 
サ-57 世帯主は、電力会社Zの元請ないし1次下請会社の正社員。 
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サ-58 世帯主は60代後半。車の修理店を営んでいる。世帯主夫婦、子夫婦とその子、父が同じ

敷地内に住んでいる。娘の夫は県外に単身赴任中。 
サ-59 世帯主は、60代半ば。夫婦のみ世帯。民宿と農業で生計を立てている。 
サ-60 世帯主は、60代半ば。独居。隣市の会社員だった。定年後も同じ会社で再雇用されてい

る。原発の内部に入る仕事ではないが、電力会社Z等から発注される仕事も常時ある。 
サ-61 世帯主は、60代後半、自営業を営んでいる。世帯主と父の２人暮らし。 

娘夫婦と子が近所に住んでいる。 
サ-62 今は、更地になっている。亡くなった世帯主は、電力会社Zの下請会社で働いていた。息

子は60代で隣市に転出している。 
サ-63 世帯主は、60代後半。会社員だったが、途中で辞めて自営をしていた。今は無職。妻は

公務員だったが定年退職。子は2人とも外に出た。 
サ-64 空き家。民宿をしていた。何人も息子がいるが町外、県外に出た。 
サ-65 世帯主、80代前半女性。世帯主の亡き夫の親族は、集落内にいる。子は外に出た。 
サ-66 世帯主は、60代前半。夫婦のみ世帯。世帯主は、隣市の工場社員。ブルーカラー。定年

後、再雇用で働いている。娘は嫁いだ。 
サ-67 世帯主は、60代後半。世帯主は会社員だったが定年退職した。妻は自営業。子の一人は

公務員。世帯主夫婦と子2人の2世代世帯。 
サ-68 世帯主は、70代半ば。県外出身だが、この集落に住んで長く、自治会長も務めた。 
サ-69 世帯主は、60代後半。集落内に拠点がある会社経営者。電力会社Zの元請会社の下請で、

2次下請けくらいではないか。若狭のあちこちの原発へ行っている。世帯主夫婦と子供夫

婦と子の3世代世帯。 
サ-70 世帯主は、50代半ば。電力会社Zの下請会社の正社員。夫婦のみ世帯。 
サ-71 世帯主は、70歳前後。隣市の会社のブルーカラーだったが、もう退職している。妻は公

務員だった。夫婦のみ世帯。 
サ-72 世帯主は、60歳前後。弟と同居、弟は自営業（職人）。 
サ-73 世帯主は、70代前半。女性、独居。死亡した夫は自営業をしていた。娘夫婦は隣市に暮

らしている。 
サ-74 世帯主は、30代後半。夫婦のみ世帯。世帯主は町外から来ている。どんな仕事をしてい

るかわからない。 
サ-75 世帯主は、50代。福井県内に幾つか営業所を持つ会社に勤めている。 

世帯主夫婦と子、両親の3世代家族。子2人は、すでに働いている。両親は、商店を営ん

でいた。 
サ-76 空き家になっている。近年、60代半ばで死亡した世帯主は、原発の下請会社で働いてい

た。 
サ-77 世帯主は、60代半ば。地元の会社で働いている。ブルーカラー。子は公務員。世帯主夫

婦と子の2世代世帯。 
サ-78 世帯主は、60代後半。会社務めをしていた。夫婦のみ世帯。 
サ-79 世帯主は、70代半ば。夫婦のみ世帯。仕事は何をしていたかわからない。 
サ-80 世帯主は、70代半ば。独居。隣市の会社に勤めていた。 
サ-81 世帯主は、70代前半。むかし、役場の職員だった（ブルーカラー）。 
サ-82 世帯主は、集落内にある会社の経営者。夫婦のみ世帯。 
サ-83 世帯主は、60代半ば。会社員だったが、定年後、集落内にある会社で働いている（ブル

ーカラー）。夫婦のみ世帯。 
サ-84 世帯主は、60代半ば。自営業。夫婦のみ世帯。子2人は外に出て働いている。 
サ-85 世帯主は、60代前半、会社を定年退職。妻は公務員だったが定年退職。世帯主夫婦と母

の2世代世帯。 
サ-86 世帯主は、集落内にある会社の経営者。沢内（仮称）も関電の元請の下請に入っている。

世帯主夫婦と父の3人家族。父は会社経営を引退した。 
サ-88 世帯主は、60代前半。世帯主と子の2人暮らし。夫は、集落内にある会社で働いていた
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が、60代になって病死。息子はどこかで働いていると思う。 
サ-89 世帯主は、60代半ば、女性。企業の宿泊施設の寮母の仕事をしている。息子夫婦は、公

務員で隣市に住んでいる。 
サ-90 世帯主は、50代前半。父とともに自営業（土木）をしている。 
サ-91 世帯主は、50代後半。世帯主夫婦と成人した子の2世代世帯。長男は原発の敷地内で働

いているが、いわゆる原発の中での作業とは全く違う。 
サ-92 世帯主は、80代、独居、女性。息子は、集落内に家を建てた。 
サ-93 世帯主は、60代後半。夫婦のみ世帯。子夫婦と孫は近所に家を建てて住んでいる。 
サ-94 世帯主は、60代半ば。隣市の商店に勤めていた。その後隣町の会社の配達員をしていた。

今は隣市にアルバイトに行っている。妻は50代で、沢内（仮称）の事務員をしている。

世帯主夫婦、子(未成年と成人)、母の3世代世帯。 
サ-95 世帯主は、50代後半。沢内（仮称）の管理職。世帯主夫婦と子の核家族。 
サ-96 世帯主は、40代半ば。世帯主夫婦と子の核家族。世帯主は、集落内の会社で働いている。

母の家は近くにある。 
サ-97 世帯主は、90代前半、妻は80代前半。夫婦のみ世帯。世帯主は、もと公務員で、自宅は

昔から商店。 
サ-98 世帯主は、60代半ば。自営業（職人）。夫婦のみ世帯。 
サ-99 世帯主は、70代半ば、団体役員。子は自分の会社を経営しており、ほとんど隣市で仕事

している。世帯主夫婦と子夫婦と孫の3世代世帯。 
サ-100 世帯主は、70代半ば、独居。昔、機械関係の仕事をしていた（自営）。原発とは関係な

い。 
サ-101 世帯主は、60代前半。町内の商店に勤めていたが、定年後、隣市へ働きに行っている。

妻は公務員で定年直前。世帯主夫婦と息子夫婦、母の3世代世帯。 
サ-102 世帯主は、70代半ば、独居。町内の団体職員だった。 
サ-103 世帯主は、60代半ば、夫婦のみ世帯。仕事は何をしていたか分からない。 
サ-104 世帯主は、60代前半。隣市へ働きに行っている。弟との2人暮らし。 
サ-105 世帯主は、会社員（ブルーカラー）。妻と子は、公務員。2世代世帯。 
サ-106 世帯主は、50歳代。電力会社Zの元請会社の正社員。妻もどこかに勤めに出ている。子

は外に出た。 
サ-107 世帯主は、60代前半、女性。民宿をしている。世帯主と子、母の3人暮らし。子は公務

員。 
サ-108 世帯主は、80代前半、独居、女性。夫は現役の頃、集落にある会社の下請仕事をしてい

た。子は町外に出た。 
サ-109 世帯主は、80代前半、独居、女性。昔、民宿をしていた。娘は嫁いだ。 
サ-110 世帯主は、30代後半。隣市の公的施設の管理職。世帯主夫婦と子の核家族。 
サ-111 世帯主は、30代後半。隣市の公的施設で働いている。世帯主夫婦と子の核家族。 
サ-112 
 

世帯主は、70代半ば、独居、女性。亡くなった夫は職人だった。子はこの集落内に家を

建て妻と子（核家族）で暮らしている。 
サ-113 世帯主は、60代半ば。団体の管理職をしていたが、定年で辞めた。夫婦のみ世帯。子夫

婦は、集落内に家を建てて住んでいる。 
サ-114 空き家。子は大学卒業後外に出た。 
サ-115 世帯主は、60代前半。原発の一次ないし2次下請会社で働いていた。夫婦のみ世帯。か

つて、父母は農業をしていた。 
サ-116 世帯主は、50代前半。公務員だったが、今は地元で働いているようだ。子は結婚してい

るかどうかわからない。2世代世帯。 
サ-117 世帯主は、60代半ば。専門職として会社を起こした。3世代世帯。亡くなった父は教員だ

った。 
サ-118 世帯主は、50前後。核家族。一般的な会社員や自営業ではない。 
サ-109 世帯主は、60代半ば。もと公務員で、退職後、夫婦で店を営んでいる。夫婦のみ世帯。
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子は地元で電力会社Zの正社員として働いていたが、今は県外にいる。 
サ-120 世帯主は、地元の建築関係の会社経営者だった。夫婦のみ世帯になっているかもしれない。 
サ-121 教師だった。世帯主は、80代、独居、女性。世帯主も夫も公務員だった。娘は町内に嫁

いだ。息子は県外の公務員になっている。 
 

サ-122 世帯主は、70代後半。夫は、自営業をしていたが死亡。子は、町内の店でパートをして

いる。孫は大きな会社の社員。世帯主と子と孫の3人暮らし。もう一人の孫は町外に出た。 
サ-123 世帯主は、40代半ば、自営業。親の家の近くに家を建てた。妻は会社員。核家族。 
サ-124 世帯主は、50代前半。物品加工販売の事業所で働いている。夫婦のみ世帯。 
サ-125 世帯主は、70代後半、企業の経営者だった。妻は公務員だった。隣に息子夫婦の家があ

る。 
サ-126 世帯主は、50代前半、たぶん年俸制で役所の仕事をしていると思う。昔は大企業に所属

する技能職だった。その後地元で経験を生かした仕事をしていた。妻は集落内で事務職を

している。息子は町外に出て働いている。娘は学生。今のところ核家族。 
サ-127 世帯主は、70代後半、町内の製造工場に勤めていた。夫婦のみ世帯。息子夫婦は、仕事

の関係で隣市の借家に住んでいる。この間、息子が生まれたと聞く。 
サ-128 世帯主は、60代後半、実質独居。車の修理工だった。妻は公務員だった。娘は町内に嫁

いだ。妻は娘の家で暮らしている。 
サ-129 世帯主は、50代後半、ブルーカラー。独居。亡くなった父母は商店を営んでいた。 
サ-130 世帯主は、70代半ば。どんな仕事をしていたか知らない。 
サ-131 世帯主は、60代後半、公務員だった。夫婦のみ世帯。妻は、かつて民宿をしていた。 

子は、町外に出た。 
サ-132 世帯主は、60歳前後、独居。昔、自営の製造販売業。民宿もしていた。今は、病気のた

めどちらもしていない。 
サ-133 世帯主は、50代半ば、企業のブルーカラー。妻は集落内にある会社、沢内（仮称）の事

務員。息子は電力会社Yへ勤めている。娘いったん現業職に就いたがやめて、固定収入の

ないことに取り組んでいる。世帯主夫婦と成人した子の2世代世帯。 
サ-134 世帯主は、60代後半、大手建設会社に勤めていた。その後、しばらく自分で会社を営ん

でいたがもうやめている。息子の１人は公務員。世帯主夫婦と子夫婦と孫の3世代世帯。

もう一人の息子は、町外に出た。 
サ-135 世帯主は、60代半ば、町の中では大きな商店を営んでいる。夫婦のみ世帯。 
サ-136 世帯主は、30代半ば、公務員、年俸制だったかもしれない。空家を買って住んでいたが、

県外で得意領域の仕事についている。妻や子も県外に転居した。 
サ-137 世帯主は、60代前半、大手企業の下請会社社員で、幾つか、外国に派遣されて働いてい

た。夫婦のみ世帯。子は外に出ている。 
サ-138 世帯主は、50代、地元の建築会社に勤めている。専門職の資格がある。世帯主夫婦と世

帯主の兄弟が住んでいる。 
サ-139 世帯主は、50代前半、父と自営業をしていたが、町内の建築会社の社員になった。専門

職の資格がある。妻は隣町の医療機関の事務をしている。世帯主夫婦と子の核家族。 
サ-140 世帯主は、60代半ば、女性。娘夫婦と孫と一緒に暮らしている。 
サ-141 世帯主は、50代前半、自営業。世帯主と息子夫婦と孫の3世代世帯。 
サ-142 世帯主は、70代半ば、独居、女性。息子夫婦は、隣に住んでいる（30代交換） 
サ-143 世帯主は、60代前半。大型商店に勤めていたが退職し、再雇用で働いている。息子との2

人暮らし。 
サ-144 世帯主は、燃料会社に勤めている、40代半ば。世帯主夫婦と父母（70歳前半）は農業を

している。世帯主夫婦と両親、子の3世代世帯。 
サ-145 世帯主は50代後半、隣市の医療機関の現業職。世帯主夫婦と子とははの3世代世帯。 
サ-146 世帯主は、50代半ば、独居、女性。町内で大型商店を経営していた両親はなくなった。

娘2人は、近隣に嫁いだ。 
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サ-147 世帯主は、60代半ば。町の中では大きな商店を経営。夫婦のみ世帯。 
サ-148 世帯主、50代、会社員。夫婦と子、母の3世代世帯。母は、介護が必要。 
サ-149 世帯主は、50代後半、女性、自営業。夫が亡くなり、妻と弟で暮らしている。世帯主の

子は県外で働いている。 
サ-150 世帯主は、50代後半。町内出身の妻と所帯を持ち、この集落に住居を持った。隣市では

大手の工場や原発関連会社から発注を受けている会社の正社員。世帯主夫婦と母の2世代

世帯。妻は地元団体の従業員。子は外に出た。母は自宅でできる請負仕事をしている。 
サ-151 世帯主は、70代後半、かつて、家族で民宿をし、世帯主は大企業で働いていた（ブルー

カラー）。夫婦のみ世帯。現在妻は病気。子は隣市に出た。 
サ-152 世帯主は、50代半ば、隣市の食品製造工場に勤めていたが、辞めて、どこか他のところ

で働いていると思われる。妻は隣市で働いている。世帯主夫婦と子、母の3世代世帯。 
サ-153 世帯主は、60代後半、隣市の工場の管理職だったが、体調を崩して今は何もしていない。

夫婦のみ世帯。妻は、一時期公共施設の事務をしていた。 
サ-154 世帯主は、50代後半、隣市の医療機関で働いている（現業）。世帯主夫婦と子、母の3

世代世帯。 
サ-155 世帯主は、50代後半、隣市の会社員（現業）、独居。 
サ-156 世帯主は、60代半ば、親が県外で専門職として会社を作り、世帯主はそこで働いていた

が、地元に戻った。妻は、町内の事業所に勤めている。夫婦のみ世帯。 
サ-157 世帯主は、60代半ば。隣市の会社を定年退職。夫婦で親が営んでいた商店を引き継いで

いる。娘は同居がどうかわからない。 
サ-158 世帯主は、息子の2人暮らし。昔民宿をしていた。農業もしている。息子はどこかへ勤め

ていたが継続していない。たくさん土地がある。 
サ-159 世帯主は、60代後半、大手建設会社に勤めていた。その後、自分で会社を営んでいたが

もうやめている。子の１人は県外。もう1人は公務員。世帯主夫婦と子夫婦と孫の3世代

世帯。亡くなった父は、町の中では影響力のある立場にあった。 
サ-160 世帯主は、60代後半、専門技術を持って会社を自営していた。今は県外で働いている。

妻は地元で見かける。子は外に出た。亡くなった父は公務員だった。 
サ-161 世帯主は、60代半ば公務員で管理職だったが、定年退職。世帯主夫婦、子夫婦、孫、母

の4世代世帯。妻は地元で働いている（現業）。息子とその妻も勤め人。 
サ-162 世帯主、80代半ば、女性。世帯主と子の2人暮らし。 

もう1人の子は県外。 
サ-163 世帯主は、60代半ば、町内の建設会社に勤めていたが、定年退職。兄弟は町外に出た。

亡くなった父は自営業だった（サービス業）。生計中心者と母の2人暮らし。 
サ-164 世帯主は、60代半ば、町外にある企業の社員だったが定年退職した。年間通しての民宿

をしている。夫婦のみ世帯。息子は公務員、町以外に居住。 
サ-165 世帯主は、60代前半、公民だったが定年退職した。妻も公務員だった。同居の子と、町

外に出た子がいる。同居している子は公務員。世帯主夫婦、成人した子、母の3世代世帯。 
サ-166 世帯主は、60代半ば、独居、女性。亡くなった夫は公務員だった。子は、公務員、集落

内に別に家をたて妻子と共に暮らしている。 
サ-167 世帯主は、60代前半、食品加工会社で働いている。息子は、町内に家を建てた（核家族）。 
サ-168 世帯主は、70代前半、自営業を営んでいる。会社勤め（現業）をしていた。妻は死亡。

正明と世帯主と母の2人暮らし。 
サ-169 世帯主は、40代。町内では大きな事業所を家族で経営している。核家族。 

世帯主が住む家とは別に、集落内に両親の家がある。 
サ-170 世帯主は、80代、独居、女性。大きな店を息子が継承。息子夫婦と子は近くに居住。 
サ-171 世帯主は、50代後半、女性、町内の事業所で働いている（現業）。世帯主と子2人の3

人暮らし。3人とも働いている。 
サ-172 世帯主は、70代半ば、地元の団体の役員をしていた。夫婦のみ世帯。昔は借家に住んで

いが、今はこの集落に家を建てて暮らしている。子は外に出た。 
サ-173 世帯主は、60代半ば。隣市で重機など材木など扱う会社で働いていた。その後、鉄工所
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でも働いていた。技術がある。原発には行っていないだろう。 
サ-174 世帯主は、60代前半、地元の会社員だったが定年し、再雇用で同じ会社に行っている。

世帯主夫婦と子（すべて成人）、母の3世代家族。子の一人は、町内にある原発の下請会

社の正社員で、系列会社に出向中。妻は若い時会社勤めをしていたが、育児や介護で2 回
仕事を辞めた。 

サ-175 世帯主は、60代前半、公務員だった。妻も公務員だった。夫婦と子（すべて成人）の2 世
代世帯。 

サ-176 世帯主は、60代半ば、職人。夫婦のみ世帯。子は外に出ている。 
サ-177 世帯主は、50代半ば、隣町の会社に勤めていたが、今は町内の会社に勤めている（いず

れもブルーカラー）。父は農業をしていた。世帯主と兄弟、両親の2世代世帯。 
サ-178 世帯主は、80代半ば、自営業をし、町の役職にも就いていた。夫婦のみ世帯。娘は町内

に嫁ぎ、息子は県外に出た。 
サ-179 世帯主は、60代半ば、会社員だった。世帯主夫婦と子、母の3世代世帯。 
サ-180 世帯主は、60代前半、独居、男性。会社員だったと思う。 

子は、近所に家を建てて住んでいる（核家族）。 
サ-181 世帯主は、60代半ば、いろいろなところところで働いていたと思う。夫婦のみ世帯。 

子は町外にいる。 
サ-182 世帯主は、50代、独居、男性。隣市の会社で働いている。夜勤のある仕事。 
サ-183 世帯主は、60代後半、隣市の建設会社で働いていて定年になったが、再雇用でその会社

に行っている。世帯主夫婦と、両親の2世代世帯。子は外に出た。 
サ-184 世帯主は、60代前半、町内の建築会社で働いていた。定年後再雇用で同じ会社へ行って

いる。世帯主夫婦と息子夫婦と孫の3世代世帯。 
サ-185 世帯主は、40代半ば、電力会社Zの下請会社の正社員。世帯主夫婦と子、両親の3世代

世帯。昔両親は、商店と民宿を営んでいた。 
サ-186 同じ集落に妻の兄弟の家もある。世帯主は隣町出身。夫婦で同じ商店に勤めていたが、現

在夫は別のところで働いている。子は2人とも県外で働いている。夫婦2人暮らし。 
サ-187 世帯主は、60代前半、昔は設備会社に勤めていたが、その後自営。今は働いていない。

妻は公務員だった。夫婦のみ世帯。 
サ-188 
 

世帯主は、50代後半、隣市の建設会社に勤めている。昔、町内の建設会社で働いていた。

世帯主夫婦と息子夫婦の2世代世帯。妻は公務員だった。息子は、隣市の量販店で働いて

いる。 
 
(1) サ集落は、平野が多く、比較的JRの駅に近く、国道にも近い。町全体から見て、町外への通勤

がしやすい位置にある。サ集落には、かつて民宿や商店が多かったが、現在、激減している。 
(2) サ集落とその周辺の集落には、有限会社や株式会社の経営者が複数おり、集落住民は、少なから

ずそれらの身近にある会社に雇用されてきた。 
(3) 電力会社の正社員も含め、原発関連の会社で現在働いている人や過去に働いていた人のいる世帯

の数は、17 であった。原発労働でないが、原発と関係ある仕事に就いている人のいる世帯を加

えると、全世帯の約1割である。 
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１ 1979年2月から6月まで島根原発と敦賀原発の定期検査（定検）で多重下請の末端労働者として原子炉格納容器内

等の仕事に従事した福岡市在住の梅田隆亮氏（原告）が、21 年経った 2000 年 3 月心筋梗塞を発症した。これは島根

原発等の定検での放射線被曝と因果関係があるとして、その治療をした長崎大学医学部付属病院での療養費について、

2008年9月松江労基署長に労災保険の請求をした。しかし、被ばく線量は8.6ミリシーベルト（mSv）に過ぎない等

として不支給決定を受け、それに対する審査請求及び再審査請求をしたが棄却された。そのためその処分の取り消しを

求めて、2012 年 2 月福岡地方裁判所に国を被告に提訴した事件である。福岡地裁は2016 年 4 月 15 日に請求を棄却

したが、原告側は控訴し、福岡高裁で2016年11月7日に第1回、2017年1月16日に第2回の控訴審が開かれた。

第3回は4月11日。 
 
２ 若狭湾岸に原発が集中的に建設されてきたことは、図1で一目瞭然である。 
  
３ ILOは「全ての人にディーセント・ワークを - Decent Work for All- 」の実現を目指している。Decent Workとは

「働きがいのある人間らしい仕事」であり、まず仕事があることが基本で、その仕事は、権利、社会保障、社会対話が

確保されていて、自由と平等が保障され、働く人々の生活が安定する、すなわち、人間としての尊厳を保てる生産的な

仕事のことである。ILO駐日事務所のホームページ参照。 
http://www.ilo.org/tokyo/about-ilo/decent-work/lang--ja/index.htm（2017年3月30日閲覧） 
 
４ ICRPが示す閾値や、この基準に基づいた日本政府が示す閾値以下なら、被曝し続けても人間の生命・健康に負の影

響はないと断定できる研究結果は出ていない。ICRP や IAEA は、短時間の高線量の外部被曝が、細胞核やその中の

遺伝子DNAをどれだけ傷つけるか、ということに基づいた評価の仕方をしており、低線量の内部被曝や細胞膜の障害

などは考慮されていない。 
 一方、低線量被曝であろうと、人体に悪影響を及ぼしうることを裏付ける研究結果は公表されている。ラルフ・グロ

イブ、 アーネスト・スターングラス著、肥田舜太郎、竹野内真理翻訳『The Petkau  Effect 人間と環境への低レベ

ル放射能の脅威―福島原発放射能汚染を考えるために』2011年（あけび書房）参照。 
この本を分かりやすく解説している冊子として、小玉順著・発行の『A  LETTER  FROM  JAPAN』2013年（常

総生活協同組合取り扱い）も参照。また、2017年1月24日付の、大飯原発3、4号機運転差し止め請求控訴事件に係

る原告側「控訴審第30準備書面」の「第5 極低線量率・極低線量の被曝であっても統計的に有意ながん・白血病リ

スクの増加が生じること」の箇所には、医学雑誌「The Lancet 」の専門誌「The Lancet  Haematology」におい

て 幾 つ か の 文 献 が 提 示 ・ 解 説 さ れ て い る 。 以 下 に そ の 内 の 2 例 を 挙 げ る 。

http://adieunpp.com/download&link3/kousai10/genjunbi30.pdf （2017年3月30日閲覧） 
① フランスの公的法人、放射線防護・原子力安全研究所に所属するKlervi  Leurssud博士らは、 
「Ionising radiation and risk of death  from  Leukaemia  and  Lymphoma  in  radiation-monitored  
workers （INWORKS）: an  international cohort study」（国際コーホート研究：放射線をモニターされた労働者

の白血病およびリンパ腫による死亡リスクと電離放射線）を公表している（2015年6月21日）、 
② David  B  Richardson ノースカロライナ大学公衆衛生専攻准教授らは、医学雑誌「British  Medical  

Journal 」 
において、「Risk  of  cancer  from  occupational  exposure  to  ionising radiation 
: retrospective  cohort  study  of  workers  in  France, the United  Kingdom, and  the  United  States
（INWORKS）」（職業上の電離放射線被曝によるがんリスク：仏英米従事者の後ろ向きコーホート）を公表してい

る（2015年10月21日）。 
 
５ 筆者は、「80年代」の聴き取り調査において、あとで書き直せるように、放射線管理者が放射線管理手帳にエンピツ

書きしていたことがあると聞いている。また、「2012年代以降」の聴き取り調査において、被曝線量を測る道具一式を

「昔、道具係のおいちゃんに預けた」ことを電力会社正社員から聴いているし、下請会社社長から、被曝線量の記録の
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際、「消えるボールペンが出た時はそれが使われたが、しばらくして禁止された」と聴いている。放射線管理手帳には、

月ごとの被曝線量を記載するページに転記者と本人が押印する欄があるが、筆者はこれまで、本人が押印した例を聞い

たことがない。また、規則通りフィルムバッジ等を身に着けていたとしても、その線量計の位置における被曝線量と労

働者の顔面、手、足などの被曝線量が、同じではないということも、「2012年代以降」調査で聴き取っている。 
 
６労働基準法第 19 条により、傷病を理由としてみだりに解雇することは認められていないが、日々雇用の場合は、こ

の法律は生かされない現実がある。 
 
７ 「ペトカウ効果」は、1972年に発見されていた。ペトカウ効果を分かりやすく解説した冊子として、小玉順著・発

行の『A  LETTER  FROM  JAPAN』2013年（常総生活協同組合取り扱い）がある。 

 
８ 公的扶助制度における扶養義務の範囲は、イギリスやフランスは「配偶者間及び未成年の子に対する親」とされて

いる。日本では「配偶者間、親子間、兄弟姉妹間及びその他の3親等内の親族」とされている。 
厚生労働省公表資料http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004c72-att/2r98520000004ca7.pdf 
（2017年3月30日閲覧）。 
 
９ 髙木和美「日雇労働者の生活問題の実態分析－若狭地域の原発日雇労働者の生活実態分析から－」『日本福祉大学研

究紀要』第79号、日本福祉大学、pp.151-212（1989）参照。 
 
１０ この修士論文は手書きである。史料になると判断し、2017年秋に、他の資料と併せて書籍として公刊する。 
 
１１ 「Listen To Their Silent Cry: The Devastated Lives of Japanese Nuclear Power Plant Workers Employed by 
Subcontractors or Labour-brokering Companies 」『社会医学研究』第31巻1号、日本社会医学会、pp.9-20（2013）
参照。 
 
１２ 会社Aは、元請であることが多いが、1次下請に位置する場合もある。 
 
１３ 80年代は、公共職業安定所を通じて原発日雇労働者になったという事例に出会わなかったが、2012年以降の聴き

取りで、80年代から3～4次下請会社社長をしていたCKは、「昔はハローワークに頼まなくても人は来てくれた。う

ちへ来てくれる労働者が遊んでいる人をつれてきて紹介してくれた。今はハローワークに募集を出している。昔は 1
人や 2 人予備の労働者を雇っていたが、今は予備を置いておく余裕はない。昔は儲かったが、今は単価が下がりまっ

たく利益が出ない。日給で払ってきた」と述べている。 
現在は、インターネット上に、ハローワークによる広告求人（労働者派遣業者がハローワークに求人している）や、

それ以外の発信元による広告求人が掲載されている。また、コンビニに求人雑誌が置かれているところもあり、原発関

連の下請会社へ労働者が連絡する方法は、仲介者を置かないパターンが広がっている。ただ、やはり昔から在る集落の

住民は、地縁血縁によるつながりと地域の有力者が動いて、各階層の原発労働者になる方法をとっている場合がある。

それはめずらしくないことである。労働者派遣業者は、若狭地域はもちろん全国各地にできているが、若狭地域の住民

が作った会社で派遣事業も行うようになった原発関連会社として、次の事例がある。「70年代初頭に、地元の工場の経

営状態がよくない中で、早期退職した者数名が、設備の保守管理・電気工事業の小さな会社を作った。70 年代末に会

社9になり、80年代半ばに株式会社になった。80年代末に労働者派遣事業許可を得ている」（2013年9月30日聴き

取り）。 
 
１４ 筆者は 1980 年代、若狭湾岸の町に居住しながら日本福祉大学大学院修士課程における学習と調査研究に取り組ん

でいた。そのことをAKに伝えてから聴き取りを進めていた。 
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１５  一般に元請会社と目されている会社の前に、系列の商事会社が受注している。そうなると、1次下請に位置すると

目される会社は、実は2次下請に位置することになる。 
 
１６ 例えば、「管理区域って何？」「管理区域でしてはいけないこと ・タバコや飲食は絶対禁物。 ・手袋を取ったり、

床にすわりこんだり、寝そべったりすることはタブー！」「作業中にマスクを取らない！」「手袋や服のそでで、汗を拭

いたりしないで！」「測定器を置き忘れないように！」「アラームメーターが鳴ったら すぐに作業をやめて、責任者の

指示にしたがい、アテンダントポイントに向かって下さい」等。 
 
１７ 3～4次下請の会社10のような、若狭地域にある原発だけでなく全国各地の原発を渡り歩き、高被曝する作業につ

くことのある地元事業所もある。また九州出身者が若狭地域に、本拠地とする会社を作り、若狭だけでなく九州の原発

の仕事も受注している例もある。 
 
 
 
※  2015年1月から2017年3月31日までの調査（集落調査、若狭地域居住の元原発労働者からの聴き

取り調査、敦賀原発で働いた経験がある元原発労働者の労災訴訟関係者からの資料収集等）は、「非営利・

協同総合研究所いのちとくらし」の研究助成によるものである。 


