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はじめに

本研究では、茨城県東海村における、ふたつの施設の受け入れをめぐる決定過程につい

て概略する。ひとつは、1935（昭和 10）年に茨城県村松村に設立された、全国初の国立

結核療養所、村松晴嵐荘（以下「晴嵐荘」）である。もうひとつは、1955（昭和 30）年に

東海村（村松村と石神村が合併して誕生）に設立された、全国初の原子力施設、日本原子

力研究所（以下「原研」）である。
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結核療養所にせよ原子力施設にせよ、いわゆる「 」1 と呼ばれる施設であり、その

受け入れをめぐっては、推進派と反対派に分かれて紛争が発生するケースが多い。しかし

東海村の場合、晴嵐荘・原研いずれの場合も紛争がほとんど発生せず、短期間に受け入れ

が決まった経緯がある。村松村における晴嵐荘受け入れの経緯、及び東海村における原研

受け入れの経緯を比較することで、両者に共通する政策決定構造を明らかにすることが、

本研究の目的である。

１　村松晴嵐荘開荘以前の東海村（旧村松村）

本章では、村松晴嵐荘が設立された村松村に焦点を当て、晴嵐荘開荘以前の状況につい

て概略する。

１－１　村松村の地勢・産業

村松村一帯の地域は、海岸より砂が吹き上げられて陸化した地に農民が入植し、村松

東方・村松西方という村落が形成されたのが始まりとされる2。1889（明治 22）年の町村

制施行時に、村松、石神白方、石神豊岡、諏訪間、船場、照沼の 6カ村合併によって村

松村が成立した3。茨城県北部に位置する平均的な純農村だったが、砂地や砂山が多いため

大規模な開墾ができず、稲作や畑作には向かない土地であった。大正中期頃にまとめられ

た『村松村ノ過去ト現在』には、当時の村松村の産業の状況について、以下のように述べ

られている。

本村産業ノ将来、本村ハ農業ヲ以テ主生業トシ、耕地ノ如キ将来開墾ノ面積計リ知

ルヘキナリ、故ニ一層農業教育ノ徹底ヲ期シ村民ノ自覚ヲ促シ、肥料ノ製造配合ニ品

種ノ改善ニ栽培法ノ改良ニ十分ナル智識ヲ与ヘ、同一面積ニ於ケル収穫ノ増進ヲ計ル

ト同時ニ一方労力配分上副業ノ奨励ヲナシ原料ノ加工等を計ルベキナリ、工業ハ環境

ノ変動アルニアラザレバ決シテ望ム能ハサルナリ、然も其ノ工業タルヤ農業ヲ中心ト

セザルベカラズ、即チ農産製造業タルナリ（下線は筆者。以下同じ）4。

1  とは「 （自分の裏にはあってほしくない）」の略語であり、施設の必要性は認識するが
自らの居住地域には建設して欲しくないとする住民たちや、その態度、あるいはその施設そのものを指す用語であ
る（清水 1999）。

2  『東海村史編纂資料Ⅰ』 。
3  桜井 1987： 57。
4  『東海村史　通史編』 695。
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このように、村松村は農業を主産業としながらも耕作可能な土地が少なく、「耕地ノ如

キ将来開墾ノ面積計リ知ルヘキナリ」と記述されているように開墾できる土地も限られて

いた。また工業については、北の日立市、南の勝田村（現ひたちなか市）という工業地帯

の狭間に位置し、「環境ノ変動アルニアラザレバ決シテ望ム能ハサルナリ」と、発展が望

めないことが大正期からすでに指摘されていた。まさに「寒村」という表現がふさわしい

貧しい地域であったことがうかがわれる。このような村松村にとって、結核療養所の受け

入れは、村の産業構造を覆す一大事件であった。

２　村松晴嵐荘の開荘と拡張

本章では、初の国立結核療養所「村松晴嵐荘」が村松村に設立された経緯について述べ

る。それに先立ち、明治から昭和初期にかけての我が国における結核の位置づけと、結核

対策の進展についても概略することにする5。

２－１　「国民病」「亡国病」としての結核

結核の歴史は古く、古代人の骨から結核菌が発見されるほどであるが、爆発的に感染が

広がったのは、産業革命以後のことである。世界に先がけて産業革命を成し遂げたイギリ

スの場合をみると、工場制生産の拡大とともに結核死亡率も急激な上昇がみられる。産業

革命のもたらす過酷な労働と生活環境の悪化は、各国においてもイギリスと同様の結核の

蔓延を招くこととなった。

わが国でも明治維新後、殖産興業の進展にともなって結核患者の数が急速に増大した。

地租改正による農村の疲弊、出稼ぎや奉公人などの都市への集中、労働者や低所得者の

増加、都市の衛生環境の劣悪化など、多くの社会・経済的な変動が結核まん延を助長した

と言われている。こうした事態を受け 1900（明治 33）年には最初の結核統計調査が開始

された。調査の結果明らかになったのは、結核まん延の主な原因が、当時わが国の産業の

中心であった製糸業や紡績業に働く女工たちであり、また軍隊内で発病した除役兵たちで

あるという事実だった。結核は都市部にとどまらず、帰郷した女工や除役兵によって農村

でも広がりを見せていたのである。

5  本章にまとめた結核対策の歴史については、『国立療養所史（総括編）』、『国立療養所史（結核編）』のほか、加賀
谷（2003）、青木（2004）、高三（2004）などを参考にした。
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された。調査の結果明らかになったのは、結核蔓延の主な原因が、当時わが国の産業の中

心であった製糸業や紡績業に働く女工たちであり、また軍隊内で発病した除役兵たちであ

るという事実だった。結核は都市部にとどまらず、帰郷した女工や除役兵によって農村で

も広がりを見せていたのである。
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図１は、結核の統計調査が始まった 1900（明治 33）年から 2010（平成 21）年までの、

我が国における人口10万人当たりの結核死亡者数をグラフにしたものである6。調査開始

以来、結核による死者は多少の増減はあるものの高い水準で推移し、特に 1935（昭和

10）年から 1950（昭和 25）年にかけては死亡原因第 1位を占めるようになった。明治期

から昭和初期にかけて、結核はまさに「国民病」「亡国病」だったのである。

２－２　結核撲滅のための官民の取り組み

こうした事態を受け 1904（明治 37）年に「結核予防に関する件」が発令され、人の集

まる学校、病院、駅、劇場などで痰壺の設置と消毒を徹底することが規定されたものの、

大きな成果を上げるには至らなかった。

1913 年（大正 2）年、日本結核予防協会（会頭：伯爵芳川顕正、副会頭：佐藤進、渋沢

栄一、理事長：北里梅三郎）が設立され、「結核療養所設立に関する内務大臣あての建議書」

6  1944（昭和 19）年～ 1946（昭和 21）年の 3年間は、戦争のため調査が行われていない。

図１．人口 10 万人当たりの結核による死亡者数の推移（1900 年～ 2009 年）
（『結核の統計 2010』を基に筆者作成）
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「６大都市の市長にあてた療養所設置を要請する建議書」などを提出。国に対して結核予防

体制の充実を迫った。政府はこれを受ける形で1914（大正 5）年に「肺結核療養所の設置

及国庫補助に関する法律」を制定し、①国は人口 30万人以上の市に対して肺結核療養所

設置を命ずることができる、②療養所設置費用の 6分の 1から 2分の 1を国が補助する、

と定められた。

1919 年（大正 8年）には「結核予防法」が制定された。これは、 ①旅館などの従業員に

対し健康診断を義務づけ、結核患者がこれらの業務に従事することを禁止する、②人口 5

万人以上の市に対する療養所設置命令、③療養所設置費用の国の補助、④従業禁止または

命令入所によって生活できない者に対し生活費を支給、4つを主な内容とした。これによっ

てわが国における療養所建設も徐々にではあるが進みはじめた。以下、明治後期から大正

期にかけての、官民の結核療養所の状況を簡単に紹介する。

⑴　民間療養所

民間療養所は、1887（明治 20）年に鎌倉海浜院が開設されたのを皮切りに、1889（明

治 22年）に須磨浦療養病院（兵庫県）、1892（明治 25）年に鎌倉病院（神奈川県）、1896

（明治 29）年に平塚杏雲堂病院（神奈川県）、1899（明治 32）年に恵風園（神奈川県）、

1900（明治 33）年に南湖園（神奈川県）、1910（明治 43）年鈴木療養所（神奈川県）など

が相次いで設立された。しかしこれらの多くが湘南海岸一帯に建てられたことからもうか

がえるように、民間療養所のほとんどは富裕層患者向けの施設であり、入院料は極めて

高額であった。鎌倉海浜院の場合、開院直後に逗留した患者が「上ナル者一日二円にして、

下ナル者一円」と書き残している。鎌倉海浜院開院の 3年後に開業した帝国ホテルの宿

泊料が最低 2円 78 銭であることから、鎌倉海浜院の料金は帝国ホテル並みであったこと

がわかる7。それから 50年後の 1937（昭和 12）年の鎌倉南湖園の場合でも、入院料は最

低でも 1日 2円 50 銭であり、1世帯月 60 円程度で生活していた庶民の払える額ではな

かった。しかし、結核の最も蔓延が甚だしかったのは、まさにその貧しい庶民においてで

あり、加賀谷が指摘するように、わが国の結核問題は同時に貧困者の医療問題、すなわち

救療事業と深く結びついていたといえる8。

7  高三 2004： 59。
8  加賀谷 2004： 27－28。
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⑵　公的療養所

1914（大正 5）年に「肺結核療養所の設置及国庫補助に関する法律」成立後、公的療養所は、

1917（大正 6）年の大阪市立刀根山病院が設立されたのに続いて、1918（大正 7）年に

神戸市立屯田療養所、1920（大正 9）年に東京市療養所、1920 年（大正 9）年に横浜市

療養院、1922（大正 11 年）に名古屋市立八寺療養所と、大都市を中心に相次いで設立

された。しかし療養所の設置は地方の財政事情の逼迫もあって、大正 15年に至っても先

の６大都市に加えて、長崎、新潟、函館、福島にそれぞれ 50 ～ 60 床の療養所が新たに

設置されたにとどまり、それらを合わせても全国の公的結核療養所の病床数はやっと

1780床に達したに過ぎなかった。当時100万人を越えるとみられていた患者を前にして、

いかに多くの患者を収容するかという現実的課題にたえず悩まされ続け、十分な治療効果

を上げることができなかった。

このように、明治後期以降、日本における結核療養所は民間と自治体によって設置が

進んだものの、治療費や病床数の面で大きな問題を抱えていたと言わざるを得ない。やが

て戦争が激化し、結核患者がさらに増大すると、国立の結核療養所の設置が叫ばれるよう

になるのである。

２－３　村松晴嵐荘の開荘

1931（昭和 6）年に満州事変が勃発すると、結核に罹って除役になった兵士がそれまで

以上に農村にあふれるようになり、社会問題化しつつあった。こうした事態を重く見たの

が、内務省の衛生技師だった浜野規矩雄9 である。浜野らは、結核が原因で徐役になった

軍人が郷里に帰り、結核が蔓延さえることをせき止める方法として、結核発病の病兵の

療養所を作り、治療してから帰郷させるという案を持ち、「国家的施設としての徐役軍人

のための療養施設」建設のために内務省、軍部、日本結核予防協会などを相手に運動を

行った10。これが功を奏し、①日本結核予防協会が三井報恩会から 25万円の寄附を受け、

また日本結核予防協会が茨城県村松村にある村松海岸の国有林の一部を譲り受けることと

なった。

村松村が療養所の建設地に選定された理由は、「東京から鉄道でおよそ三時間の圏内で

9  1897 年（明治 30）生まれ。慶應義塾大学医学部卒業後、内務省技師として結核予防に携わる。1938（昭和 13）
年より厚生省技師、のち傷兵保護院医療課長となり、国立結核療養所の設立と結核病床拡大に尽力した。1946（昭
和 21）年厚生省予防局長。退官後はらい予防会理事長等を務めた（大森 2003： 51 － 52）。

10 『五十周年記念誌』 41。
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1914（大正 5）年に「肺結核療養所の設置及国庫補助に関する法律」成立後、公的療養所

は、1917（大正 6）年の大阪市立刀根山病院が設立されたのに続いて、1918（大正 7）年

に神戸市立屯田療養所、1920（大正 9）年に東京市療養所、1920 年（大正 9）年に横浜

市療養院、1922（大正 11）年に名古屋市立八寺療養所と、大都市を中心に相次いで設立

された。しかし療養所の設置は地方の財政事情の逼迫もあって、1926（大正 15）年に至っ

ても先の６大都市に加えて、長崎、新潟、函館、福島にそれぞれ 50 ～ 60 床の療養所が

新たに設置されたにとどまり、それらを合わせても全国の公的結核療養所の病床数はやっ

と 1780 床に達したに過ぎなかった。当時 100 万人を越えるとみられていた患者を前に

して、いかに多くの患者を収容するかという現実的課題にたえず悩まされ続け、十分な

治療効果を上げることができなかった。

軍人が郷里に帰り、結核を蔓延させることをせき止める方法として、結核発病の病兵の

療養所を作り、治療してから帰郷させるという案を持ち、「国家的施設としての徐役軍人

のための療養施設」建設のために内務省、軍部、日本結核予防協会などを相手に運動を

行った10。これが功を奏し、①日本結核予防協会が三井報恩会から 25万円の寄附を受け、

また日本結核予防協会が茨城県村松村にある村松海岸の国有林の一部を譲り受けることと

なった。

９ 1897（明治 30）年生まれ。慶應義塾大学医学部卒業後、内務省技師として結核予防に携わる。1938（昭和 13）
年より厚生省技師、のち軍事保護院医療課長となり、国立結核療養所の設立と結核病床拡大に尽力した。1946（昭
和 21）年厚生省予防局長。退官後はらい予防会理事長等を務めた（大森 2003： 51－52）。

10 『五十周年記念誌』 41。
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年間日照時間が最も長く、しかも敷地面積は患者一人当り 100 坪として将来 100 名を

収容するため 10万坪、付近住民との緩衝用地として 5万坪、合計 15万坪の要地を手当

できるという条件で候補地が物色され、特に大切な日照時間については過去 20 年まで

さかのぼって気象記を検討した」という11。また「当時の茨城県知事林信夫氏の下にあっ

た衛生課長の玉木緝熙が非常に熱心に誘致した」という浜野の回想も伝わっている12。

こうして 1935（昭和 10年）10月17日、「結核療養所村松晴嵐荘」が発足した13。敷地

面積は 62 465㎡と広大だが、施設は病棟 1棟と外気小屋 10 棟ばかりで 50 床という、

ささやかなものであった。この段階の晴嵐荘はあくまで日本結核予防協会が設置・運営す

る療養所ではあるが、国有林の寄贈を受けたこと、初代荘長を当時内務省衛生局予防課長

だった高野六郎14 が兼務したことなどからもわかるとおり、近い将来国営化されることを

前提とした施設であり、いわば国立療養所設立までの「繋ぎ」であった。

２－４　晴嵐荘の拡張と用地買収

1937（昭和 12）年の 2月、国会で国立結核療養所の予算通過のメドがつくと、内務省

衛生局長の狭間茂15 が内密で村松村を視察した。晴嵐荘の国有化にともなう用地拡張に際

し、民有地を買収するか、国有保安林を開放するかを最終的に決定するためであったと

いう。経緯は不明であるが、結局、内務省の裁断は民有地買収と決まった。この決定の

直後、浜野と、のちに国立化後の晴嵐荘の初代荘長を務めることになる西野重孝16 は村松

村の村長を役場に訪ねて、内密に国の方針を打ち明け、用地買収への協力を依頼した。

村松村の当時の村長、照沼信忠は、江戸時代の水戸藩において「横目付」を代々務め

た照沼家の出身である17。明治維新後も「大洗海岸まで他人の土地を踏まずに行くことが

11 加納 1990： 77。
12 『40 年の歩み』 10－11。
13 唐沢 1987： 46－47 など。
14 1884（明治 17）年茨城県結城市の生まれ。東京帝国大学医学部卒業後、内務省伝染病研究所に入所。1923（大正

12）年に内務省衛生局予防課長となり、1938（昭和 13）年の厚生省創設時に初代予防局長を務めた。退官後は北
里研究所所長などを歴任した（副田編 2010： 190－191）。

15 1893（明治26）年広島県生まれ。東京帝国大学法科英法科卒業後内務省に入省。内務省衛生局長などを経て、1938（昭
和 13）年に茨城県知事、1940（昭和 15）年に内務次官を歴任する。戦後は公職追放されるものの、日本住宅公
団総裁などを務めた（森田 1991）。

16 1904 年（明治 37）年米沢藩藩医の家系に生まれる。東京帝国大学医学部を卒業後、内務省に入省。国立結核療養
所村松晴嵐荘の初代荘長などを経て 1940（昭和 15）年、宮内省侍医に。1966（昭和 41）年から侍医長になり、
43年間にわたって天皇家の主治医を務めた（『産経新聞』1993 年 3月 23日）。

17 横目付とは農村支配のための水戸藩独自の役職であり、庄屋や組頭、さらに一般農民の生活ぶりなどを監視する任
務を持っていた。照沼家が支配した村々は、村松・照沼・長砂・白神北方・石神豊岡・馬渡・前浜・平磯・田部野・
中根村など 10か村に及んだ（佐久間 2009： 118）。
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16 1904（明治 37）年米沢藩藩医の家系に生まれる。東京帝国大学医学部を卒業後、内務省に入省。国立結核療養所
村松晴嵐荘の初代荘長などを経て 1940（昭和 15）年、宮内省侍医に。1966（昭和 41）年から侍医長になり、43
年間にわたって天皇家の主治医を務めた（『産経新聞』1993 年 3月 23日）。
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出来た」という屈指の大地主として、また政治家一家として村松村に君臨し続けていた。

信忠は早稲田大学政治科卒業後「信濃毎日」の記者となり、井上日召、愛郷塾頭の橘孝三

郎等と親交した。またやはり早稲田出身で「信毎」にいて、その後近衛文麿首相のブレー

ンといわれた茨城県選出の代議士風見章とも親友だったという18。20 代後半の頃に「信濃

毎日」を退社し帰郷。前村長である父、恒太郎の引退後に村長となり、晴嵐荘の拡張・国

有化が取りざたされた 1937（昭和 12）年当時は、2期目に再選されたばかりであった。

照沼は「村長」という合法的なパワーに加え、代々村松村に君臨した「横目付の家柄」と

いう伝統的権威を持ち合わせた政治的リーダーだったといえる。

浜野と西野が照沼村長に国の方針を打ち明けた 2月末から、用地買収が決定される5月

10日までの顛末について、西野が詳細な手記を残しているので、長くなるが引用したい。

浜野先生と私が村長に計画を打明けた時、一瞬、彼の顔面筋肉が硬直したのを覚え

ている。そして、国の方針として決定したものなら今更し方ないが、実行となるとそ

う簡単には行くまいと云うのがその答だった。

（中略）2週間余りも経ったある夕、平常と変らぬ温顔を綻ばせて現れた彼を見て

私はほっとした。（中略）話によると、満蒙浪人の笹目と云う人物を介して、林銃十

郎総理の秘書官近藤氏と手紙を往復した。その結果近藤氏からは、充分成算ありとの

返書を得た。若しも、横目を親分と仰ぐ子分共がその土地を手離すことに飽くまで強

く反対したら、その時は、筵旗の先頭に立つ。そして内務官僚の頭越しに直き直きに

林総理と、国有林開放の交渉をする。その段取りがついたという。（中略）この近藤

書記官からの返書を懐中深く秘めて照沼村長は警察部長との会見に臨んだのである。

そしてその懇請に対して協力はするがやはり困難は覚悟してもらい度いと云い置いた。

（中略）さて、5月 10 日未明、菅谷警察署長から地主一同に召集令が出された。

そしてその所有地を国へ売り渡すよう伝えられた。全く寝耳に水であった。殆ど全村

がごった返し、てんやわんやの状態となった。横目様はどうなされるのだ、どう云う

お考えなのだ。頼みとするのは村長唯一人。子分共は照沼村長を取り巻いた。「お上

の方針だと云うから、今更しようあんまい」そう云って眼をつぶり腕を拱く彼横目の

本心を見通し得たものはその時 1人もいなかったのだ。「しようがない」と云い切ら

ず「しようあるまい」と余韻を残したのではあったが。一同は止むなく買収に応ずる

18 『40 年の歩み』 13。
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こととなって大勢は決した。価格の取り決めも難行はしたがそれは只技術的な仕事で

ある。深更に及んで漸く全員との調印が終わった。荘の 2階の交渉現場から疲れて

引き上げて来られた当事者の内務省の松崎氏、柳沢氏それに早朝から正服姿で応援隊

長として出張、私の官舎で頑張って居られた生悦住警察部長等とささやかな慰労の盃

を挙げたのは夜半の 1時頃だったろう。

（中略）全額で 3万円に満たないものだったと記憶している。国家権力の強かった

時代の昔がたりでしかない。それにしても、村長照沼信忠氏の郷土に根を張ったあの

隠然たる力と、苦悩を乗り越えて示された決断とがなかったら、事態はもっと紛糾し

ていたであろうことは想像に難くない19。

西野の手記にもある通り、用地買収が地主たちに伝えられた 5月 10 日は、成り行きを

心配した政府が内務省から役人を応援に派遣し、県警部長も官服姿で待機していた20。しか

し、前述のような照沼村長の権威と「しようあるまい」の一言で、地主たちの抵抗もなく、

わずか 1日で、また極めて安価での用地買収が決定した。

これは他の結核療養所と比較しても異例の早さといえる。当時結核は不治の病であり、

また国民の間で結核に対する正確な知識が広まっていないこともあり、結核療養所を忌諱

する感情が強かった。事実、前述した湘南海岸の民間療養所南湖園の場合、地元茅ヶ崎

村では村民らの反対で用地の取得交渉は難航している21。また1914（大正 5）年の「肺結核

療養所の設置及国庫補助に関する法律」成立後 1923（大正 12）年までに設置された官立

及び公立の結核療養所 18か所のうち 14か所で反対運動があったことが確認されており、

いずれも設置命令から完成まで数年、最も長い広島市立畑賀病院にいたっては 14年もの

歳月がかかっている22。これらと比較しても、村松村における晴嵐荘の受容が極めて迅速で

あり、その背景には、伝統的権威及び合法的パワーを兼ね備えた村長の存在と、「お上に

は逆らえない」村意識という、一種前近代的な統治構造があったことは疑い得ないだろう。

だが、突然土地を取り上げられる格好になった地主たちには、やはり釈然としない思い

もあったようである。用地買収に応じた地主の子息で、のちに晴嵐荘職員となった 氏は、

19 『40 年の歩み』 12－14。
20 志田 1981： 94。
21 高三 2004： 41。
22 青木（2009）。ただし青木は、各都市が公立療養所の候補地を市外に求めたことを指摘し、「反対運動とは、近代

的な権利意識と前近代的な村意識が混在するところに繰り広げられた住民運動であった」と述べている（ 162）。
この点において、村松村の置かれた状況とは異なっていることも注意すべきである。
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は逆らえない」村意識という統治構造があったことは疑い得ないだろう。

し、前述のような照沼村長の権威と「しようあんまい」の一言で、地主たちの抵抗もなく、

もあったようである。用地買収に応じた地主の子息で、のちに晴嵐荘職員となった照沼勝
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当時の様子を振り返って以下のように述べている。

其の頃、人の話しでは、土地は国家固有のもので、地主は国から借りているようなもの

と言はれた事もあった。それを聞いた父親は、この地に生まれ育って、農業一途に働いた

愛着とこれからの生活を考へたのか、もう・・・とうにもならないと、一人で、いろり端で、

お茶を飲みながら呟いて、泣いていた。それは 6人の子供の事と又自分（父親）は数年前

からの脳卒中症で寝たり起きたりの状態で、勿論、労働はできなかつたからである23。

それから約 1か月後の昭和 12年 6月 23 日、日本結核予防協会は晴嵐荘の施設一切を

国に寄付し、日本初の国立結核療養所「村松晴嵐荘」は誕生した。敷地面積はそれまでの

5倍以上 338 061㎡。15 の病棟と 400 棟の外気小屋を合わせて患者 1000 名以上の収容

力を有する、当時日本最大の結核療養所となった24。

３　晴嵐荘が村にもたらした変化

３－１　手ぬぐいを当てて

照沼村長の権威と統率の下、晴嵐荘の拡張を受け入れた村松村であったが、先祖からの

土地を一片の命令で強制的に買収されたことに対する地元村民の強い不満があり、晴嵐荘

関係者の苦悩も大きなものがあった25。また当時まだ不治の病とされ、結婚にも差し支え

る遺伝病のように見なされていた結核を扱う晴嵐荘は村民にとっては「招かれざる客」

だった。晴嵐荘の看護婦や患者を見かけると、百姓仕事をしていた村人は農具を放り出し

て一目散に逃げたという26。当時晴嵐荘の医師で、後に第 3代荘長を務めることになる加

納保之は、当時の様子について以下のように述べている。

荘長室から真っすぐに 100 メートルほど誘導路がつけられていて、そこに正門があり

その外側に村松宿から照沼方面へ通じる公道があるのですが、丁度その時、一人の農婦が

通りかかりました。その農婦は門の前で急に立ち止まりました。そこから数歩あとずさり

23 I 氏の手記より。なお同手記は、筆者が 2011 年 12 月 22 日にヒアリングした際、ご本人から直接手書きの原稿を
いただいた。

24 『二十周年記念誌』 1。
25 『東海村史　通史編』 613。
26 『五十周年記念誌』 19。
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夫氏は、当時の様子を振り返って以下のように述べている。

23 照沼勝夫氏の手記より。なお同手記は、筆者が 2011 年 12 月 22 日にヒアリングした際、ご本人から直接手書き
の原稿をいただいた。

それから約 1か月後の 1937（昭和 12）年 6月 23 日、日本結核予防協会は晴嵐荘の

施設一切を国に寄付し、日本初の国立結核療養所「村松晴嵐荘」は誕生した。敷地面積は

それまでの 5倍以上 338,061㎡。15の病棟と 400 棟の外気小屋を合わせて患者 1000 名

以上の収容力を有する、当時日本最大の結核療養所となった24。
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してごそごそとふところを探っていましたが、やがて手ぬぐいを取り出し、門の反対側の

道端へ移動し、その手ぬぐいで鼻と口を押さえ、小腰をかがめて門の中をうかがうように、

しばらく見ていましたが、急に門の前を脱兎のように駆け抜け、手ぬぐいをふところに

納めて、とぼとぼと去ってゆきました。若かった私はそう言った村人にどう対処すべきか

悩んだものでした27。

また、地元から晴嵐荘附属看護婦養成所への入学が決まったある女性は、近所の住民か

ら「この村も大変なことになった、肺病は不治の病で空気伝染するっちぅゅうから、あん

な所に行くもんでない」と言われ、「晴嵐荘に勤めるなら近所つき合いは勿論、親戚つき

合いもしない等ときびしい話でもちきり、耳に栓でもしたいような気持でした」という手

記を残している28。晴嵐荘開荘当初の村人の動揺がうかがえる。

３－２　様々な「利益」の享受

しかし、開荘からさほど時間がたたないうちに、晴嵐荘が村松村に様々な「利益」をも

たらすことが明らかになってきた。

⑴　無医村の解消

村松村はそれまで無医村であったが、晴嵐荘は結核以外の村民患者を外来患者として

受け入れた。また、時に片道数時間かけて深夜の往診に応じたり、看護婦らも、村の婦

人会や消防団等に包帯の実技指導に行ったり、小学校に学童のシラミ取りや 接種に

出張するなどした。こうした晴嵐荘の医師・看護婦らのボランタリーな奉仕の背景には、

「誰もが嫌う結核療養所を開設するについて、村民の医療をするという約束」があったと

も言われているが29、「色々な難問を飲んで頂いた地元の方々には有形無形で療養所を誘致

してよかったと思って頂かなければならない」という思いもあったようである30。いずれに

せよ、村松村の医療レベルは飛躍的に向上した。

27 加納 1990： 76－77、『五十周年記念誌』 18－19。
28 『40 年の歩み』 46。
29 『40 年の歩み』 64。
30 『40 年の歩み』 45－46。
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⑵　雇用の創出

農業以外産業がない村松村において、晴嵐荘は雇用創出の役割を担うこととなった。

まず、土地買収された地主の子弟らは優先的に職員として採用され、次いで村内の若者

が炊事係等の雑用夫として雇用された。彼らの賃金は医師や看護師、国から派遣される

正規職員に比べれば微々たるものであったが 31、本給の他に賞与も支給され、「ハナタレ

小僧のお前がこんな大金を」と家族を驚かせるほどだったという32。また、村松村の女子

5名が附属看護婦養成所に入学し、以後も地元から養成所に入る子女が続いた。彼女たち

はのちに晴嵐荘における看護の中核を担っていくことになる。

⑶　商業の発展

晴嵐荘が拡張され、多数の医師・看護師・職員らが村松村に転入してくると、彼らを

相手とする商店や飲食店が立ち並ぶようになった33。これらの店は次第に「脱柵」した患者

らも相手にするようになり、賑わうようになった。

このように、晴嵐荘が村に様々な利益をもたらすことが明らかになってくるにともない、

晴嵐荘に対する村民たちの態度は軟化していった。こうしてかつての寒村は、晴嵐荘に

よって少しずつ豊かになっていった。

３－３　村の発展（人口増加と財政の安定）

晴嵐荘は村松村に対し様々な「恩恵」をもたらした。それにともない、かつての寒村は

少しずつ発展していった。ここでは、村の人口と財政のふたつの側面から考察する。

図２は、1925（昭和元）年の人口を 0とした、1954（昭和 29）年までの村松村の人口

の推移、及び、後に村松村と合併することになる石神村の人口の推移である（参考のた

め、茨城県全体の人口増減のグラフも挿入した）。両村を比較してみると、1925（昭和元）

年から 1929（昭和 4）年頃までは人口にほとんど差がなかったが、1930（昭和 5）年に

石神村の人口が激減している。この年はいわゆる昭和恐慌が発生しており、村松村に比し

て稲作が盛んだった石神村の方がより深刻な影響を受けたことが推測される。結局、石神

31 当時炊事係として採用された前述の I 氏によると「日給で 65銭の辞令」であったという。
32 『五十周年記念誌』 61。
33 『40 年の歩み』 9。
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図２は、1954（昭和 29）年までの村松村の人口の推移、及び、後に村松村と合併する

ことになる石神村の人口の推移である。両村を比較してみると、1925（昭和元）年から

1929（昭和 4）年頃までは人口にほとんど差がなかったが、1930（昭和 5）年に石神村の

人口が激減している。この年はいわゆる昭和恐慌が発生しており、村松村に比して稲作が

盛んだった石神村の方がより深刻な影響を受けたことが推測される。結局、石神村の人口

は終戦を迎える 1945（昭和 20）年まで回復することはなかった。

31 当時炊事係として採用された前述の照沼氏によると「日給で 65銭の辞令」であったという。
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村の人口は終戦を迎える 1945（昭和 20）年まで回復することはなかった。

一方の村松村は、昭和恐慌の影響が比較的少なく、県全体の増減とほぼ変わらない人口

停滞状況が続く。大きく変化するのは 1937（昭和 12）年、晴嵐荘が日本初の国立結核療

養所となり、病床を拡大した時期である。この年に約 600 人の増加があったのを皮切り

に、戦局悪化に伴う晴嵐荘患者及び職員の集団疎開があった 1942（昭和 17）年から 1944

（昭和 19）年を除き34、人口はほぼ一貫して増え続けた。茨城県全体の人口が、終戦を迎え

る 1945（昭和 20）年まで緩やかな上昇に留まっていることと比較しても、村松村の人口

増加が急激であったことがうかがえる。正確な年は不明であるが、晴嵐荘一帯は新たに

34 「昭和 19年昭和 20年の退荘患者が多いのは、大東亜戦が苛烈となつたため飛行機からの機銃掃射及び艦砲射撃熾
烈きわめたために比較的軽症の患者は退所し、郷里に帰郷や栃木療養所に集団疎開したからである」（『開荘二十周
年誌』 11－12）。

図２．村松村・石神村・茨城県の人口の推移（1935 年～ 1954 年）
（『村の歴史と群像』pp222-227、『茨城県統計書昭和 30 年』p14 を基に筆者作成）
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図２．村松村・石神村・茨城県の人口の推移（1935 年～ 1954 年）
（『村の歴史と群像』pp222ー227、『茨城県統計書昭和 30 年』p14 を基に筆者作成）
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「晴嵐荘地区」となり、村松村最大の人口を擁する地区にまで成長するのである35。なお、

昭和 23年度の人口が減少しているのは、晴嵐荘が「敗戦後の事とて患者自身も極度に疲

労し薬品も少く、その上食糧も思うにまかせぬ状態にあつたため、死亡率は激増し、昭和

22年には入荘患者の 15％と最高の死亡率を示した」ためであるという36。晴嵐荘が村松村

の人口動態にいかに大きな影響を持っていたかがうかがえる。

次に財政面を見てみよう。表 1 は 1954（昭和 29）年、合併前年の村松・石上両村

の予算を比較したものである37。歳入面では「国庫支出金」「県支出金」「繰越金」の項目

において、村松村が石上村を大きく上回っている。最終的な歳入額は両村で大きく変わら

ないが、これは石上村が 30万円の村債を発行していることによる。支出面を見ると、「教

育費」「保健衛生費」で、村松村が石上村を大きく上回っている。財政についての資料が

焼失しているので詳細な分析はできないが、晴嵐荘の存在が村松村の財政にプラスの影響

35 「晴嵐荘部落は、現在1147人の人口と75戸の世帯数を有し、世帯数では本村で第4位、人口では1位にある。はじめ、
昭和 10年日本結核予防協会の手によって建てられ、昭和 12年国立結核療養所となり、林間中に数十戸の小住宅
をたて新しく一集落を形成した」（『東海村誌』 29－30）。

36 『開荘二十周年誌』 12。
37 1953（昭和 28）年以前の村松・石神両村の財政状況について東海村役場に照会したところ、「昭和 39年 3月の東

海村役場全焼により焼失したものと思われる」との回答をいただいた。また、東海村立図書館、茨城県立図書館、
茨城県立歴史館、茨城県庁にもあたったが、資料を得ることはできなかった。

表１．1954（昭和 29）年度の村松・石上両村の予算比較

（『東海村誌』p105）
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を与えていたことが推測できるといえよう。

４　結核から原子力へ

一寒村に過ぎなかった村松村は、晴嵐荘の開荘とその後の国有化・拡張により、大きな

繁栄を遂げるにいたった。しかし終戦後、結核を取り巻く環境は大きく変化し、村松村は

岐路に立たされることになる。本章では、特効薬開発による結核死亡者数の激減と晴嵐荘

の変質、そしてその後、日本初の原子力施設である原子力研究所を誘致するにいたるまで

の東海村の経緯について概略する。

４－１　化学療法の普及による結核患者の減少と晴嵐荘の変質38

1944（昭和 19）年、アメリカで結核の治療薬であるストレプトマイシンが発見され

た。結核に対するストレプトマイシンの効果は驚異的であり、当時の連合国を中心に

結核患者が激減した。まだ第二次世界大戦中だったため日本への導入は遅れたものの、

戦後の 1949（昭和 24）年 4月、研究用ストレプトマイシン 5000 人分が輸入され、化

学療法の治験が始まった。当初は「高嶺の花」だったストレプトマイシンだが、翌 1950

（昭和 25）年にストレプトマイシンの国内生産が開始され、さらに健康保険でも使用でき

るようになり、多くの結核患者がストレプトマイシンの恩恵を受けることになった。同年

10 月、パス（ ）の製造が認可され、ストレプトマイシンとの併用療法が開始された。

さらに 1952（昭和 27）年 6月、ヒドラジッド（ ）製造認可。三者併用が開始された。

こうした化学療法の確立により、結核の死亡者数は激減した39。

晴嵐荘においても、ストレプトマイシンが輸入された 1946（昭和 24）年より化学療法

が行われ、以後死亡者は減少していった。図 3は、1938（昭和 13）年から 1954（昭和

29）年までの晴嵐荘における患者死亡率の推移である。重症患者の多くが疎開した 1944

（昭和 19）年から 1945（昭和 20）年を除き、死亡率は一貫して上昇傾向にあったが、

1947（昭和 22）年をピークに減少に転じ、特に化学療法が始まった 1949（昭和 24）年

以降は急激な減少がみられる。1950（昭和 25）年には 10％を割り、外科療法の進歩した

1954（昭和 29）年にはわずか 2 7％にまで激減した40。

38 本節で概略する結核対策の経緯は、加賀谷（2003）、青木（2004）、高三（2004）を参考にした。
39 図 1を参照。
40 『二十周年誌』 12。
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1944（昭和 19）年、アメリカで結核の治療薬であるストレプトマイシン（ ）が発見

された。結核に対するストレプトマイシンの効果は驚異的であり、当時の連合国を中心

に結核患者が激減した。まだ第二次世界大戦中だったため日本への導入は遅れたものの、

戦後の 1949（昭和 24）年 4月、研究用ストレプトマイシン 5000 人分が輸入され、化

学療法の治験が始まった。当初は「高嶺の花」だったストレプトマイシンだが、翌 1950

（昭和 25）年にストレプトマイシンの国内生産が開始され、さらに健康保険でも使用でき

るようになり、多くの結核患者がストレプトマイシンの恩恵を受けることになった。同年

10 月、パス（ ）の製造が認可され、ストレプトマイシンとの併用療法が開始された。

さらに 1952（昭和 27）年 6月、ヒドラジッド（ ）製造認可。三者併用が開始された。

こうした化学療法の確立により、結核の死亡者数は激減した39。
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このように、化学療法の進歩と普及により結核患者が激減するようになると、結核療

養所の縮小、国立療養所の性格転換が唱えられるようになった41。「国民病」「亡国病」対策

の最前線と位置づけられてきた晴嵐荘の役割も、次第に変質していった。

４－２　東海村の危機感

1955（昭和 30）年 3月 31 日、村松・石神両村が合併し、新たに「東海村」が誕生し

た。合併前後の村松・石神村両村を合わせた人口の増減を示したのが表２である。自然

増減は常に増加を示しているが、社会的増減（転入・転出）は一貫して転出が超過して

いることがわかる。これらのうちどの程度が晴嵐荘の退荘患者で占められているかは不明

だが、「晴嵐荘地区では約 400 人へったが、これは国立結核療養所村松晴嵐荘の入院患者

の減少という特殊な事情によるものである42」という『茨城県史』の記述と併せれば、相当

程度が晴嵐荘患者及びその関係者で占められていることがうかがえる。

41 『40 年の歩み』発刊のことば。
42 『茨城県史＝市町村編Ⅰ』 528。

図３．晴嵐荘患者の死亡者数の推移（1938 年～ 1954 年）
（『開荘二十周年誌』p11 を基に筆者作成）
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これまで考察してきたように、産業のない一寒村に過ぎなかった村松村の発展は、晴嵐

荘に大きく依存してきた。村松村と合併した石神村にしても、農業以外に産業はなく、農

業の規模も大きくはない。

戦後の化学療法の発展は結核患者に、ひいては日本社会全体に福音をもたらした。しか

しそれにともなう晴嵐荘の患者減少によって、新たに誕生した東海村は、元の寒村に戻る

か、あるいは晴嵐荘以外の新たな「産業」を見つけるかの岐路に立たされることになった

のである。

４－３　原子力研究所の誘致

ちょうど同じ頃、政府内では、新たなエネルギー政策の要として原子力エネルギーを

推進する動きが活発化していた。1954（昭和 29）年に、国会において 2億 5000 万円の

原子力関係予算が可決。翌 1955（昭和 30）年 11 月 30 日には「財団法人原子力研究所

（以下、原研）」が発足した。さらに同年 12 月には「原子力基本法」「原子力委員会設置

法」および原子力局を新設する「総理府設置法の一部改正法」のいわゆる「原子力三法」

が成立し、翌年から施行された。これを受け、原研は同年 12 月 16 日に土地選定委員会

を組織。原研施設敷地の選定を開始した43。

原研施設の候補地は「なるべく国有地を賃借すること」「東京からの距離が近いこと」

「ある程度以上の広さがあること」といった社会的条件に加え、「風向きや風速」「雨量」

「周辺の民家や工場との相関位置」「農地・森林等との相関位置」など、自然条件や周辺環

境も検討事項として取り扱われた。1956（昭和 31）年 1月下旬時点の候補地は、習志野

旧練兵場（千葉県）、高崎市外白衣観音山一帯（群馬県）、岩鼻旧陸軍火薬廠（群馬県）、川

43 土地収用委員会の選定過程の詳細については、『東海村史　通史編』 775－820 に詳細に記述されている。ほかに
齊藤 2002： 15－30、茨城新聞社編 2003： 57－71 などを参考にした。

表２．東海村（旧村松村＋旧石神村）の人口の増減（1952 年～ 1956 年）

（『東海村誌』p42 を基に筆者作成）
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越市郊外高萩付近（埼玉県、民有地）、横須賀市武山旧海兵団跡（神奈川県、米軍使用中）、

水戸市郊外米空軍爆撃演習場（茨城県、米軍使用中）などであった。中でも有力な候補地

とされたのは高崎市と横須賀市であった。これらは上記の諸条件に合致していたことに

加え、政界でいち早く原子力の平和利用を提唱した超党派グループの中心役であり、原研

の設立にも大きくかかわった中曾根康弘代議士（自民党）と志村茂治代議士（社会党）の

地盤であるという事情もあった44。原研施設の候補地の選定過程には、自然条件や社会的

条件のほかに、政治的側面もあったことがうかがわれる。

ところで茨城県は、1956（昭和 31年）1月 9日に、土浦地区である阿見町の茨城大学

農学部の敷地と水戸地区である水戸射爆場の北部およそ 50万坪の実地検査が原研によっ

て行われるというまで、知事を含めた県職員は、茨城県が原研の立地候補地として挙がっ

ていることを知らなかったという45。またこの段階では、東海村は原研の候補地に含まれて

いなかった。

東海村が原研の候補地として浮上したきっかけは、東海村の初代村長である川崎義彦の

「ひらめき」であったという 46。

川崎義彦の生家である川崎家は、江戸期に組頭47 を務め、明治維新後も村会議員などを

たびたび輩出した家柄である。義彦の父である義郎も、村松村村会議員、那賀郡会議員、

村松村長などを歴任しており、川崎家は、（前述した照沼家ほどではないものの）村松

村における名望家のひとつであった。つまり川崎村長は（晴嵐荘開荘時の照沼村長と同じ

く）「村長」という合法的パワーだけでなく、「組頭の家柄」という伝統的権威を持ち合わ

せていた。

晴嵐荘の患者数減少によって、村の発展に危機感を持っていた川崎にとって、原研誘

致の話はまさに「渡りに船」であった。1956（昭和 31年）1月 17日、米軍水戸射爆場が

候補地になっていることを新聞報道で知った川崎は、「返還問題もあり、射爆場は無理」

と判断。その北の村松海岸の国有林を候補地に、と県に働きかけを行った48。当時は村発

足後初の村議選の真最中ということもあり、全ては村長の独断行動だったようである49。

44 須藤 1989：p36。両氏は誘致をめぐって激しい綱引きを演じたという。なお所属政党は1956年当時のものである。
45 齋藤 2002：p25。
46 茨城新聞社編 2003：p62。
47 組頭とは、水戸藩の農村支配における役職のひとつであり、横目付の下で実際の村政の運営に当たる役職である（『東

海村文書資料　照沼家・野上家』解題）。
48 『毎日新聞（茨城版）』1997 年 7月 8日。
49 茨城新聞社編 2003：pp62－63。
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水戸市郊外米空軍射爆撃演習場（茨城県、米軍使用中）などであった。中でも有力な候補

地とされたのは高崎市と横須賀市であった。これらは上記の諸条件に合致していたことに

加え、政界でいち早く原子力の平和利用を提唱した超党派グループの中心役であり、原研

の設立にも大きくかかわった中曾根康弘代議士（自由民主党）と志村茂治代議士（日本社

会党）の地盤であるという事情もあった44。原研施設の候補地の選定過程には、自然条件

や社会的条件のほかに、政治的側面もあったことがうかがわれる。

珂
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当時村役場職員として村長の秘書役であり、原研誘致担当の事務局長であった須藤浩三50

は、当時の状況について後に以下のように語っている。

当時はまだ射爆場がすぐに日本に返還になるとはだれも考えられませんでした。し

かし、村長は「原研は発足間もない東海村の村づくりに役立つのではないか。射爆場

は無理でも、隣接の村松の国有林（現有地）なら誘致できるのではないか」と思い立

ち、早速、友末知事のもとへ進言に行ったわけです51。

県は 1月末に視察団来県の通知を受けると、急きょ、水戸射爆場に加え、川崎村長か

ら進言のあった東海村村松地区（約 330 ヘクタール）についても「県試案の候補地」と

して現地に案内することを決定52。2 月 1 日、国の選定委員会が射爆場を視察した際、

「水戸第2地区」として視察コースに加えられた。そして約 350 ヘクタールのクロマツ林は、

水の便も良く、委員は「理想的」と評価し、村松地区は有力候補地として浮上した。当時

の毎日新聞は、「選定委員会が現地を視察した時に“ こつ然 ”と現れた」と表現している53。

村松地区が一躍有力候補地として浮上したことにより、茨城県と東海村の誘致活動が

にわかに活発化した。2月 6日、県は「原子力施設誘致規制同盟会」結成。同日東海村

議会も「原子力研究所誘致特別委員会」を設置する。2月 8 日には村役場内に「原子力

研究所設置対策委員会」が設置。2月 10 日には村民らから成る「原子力研究所施設誘致

東海村規制同盟会」が結成された 54。

しかし、こうした茨城県・東海村の盛り上がりをよそに、原子力委員会は粛々と選定

作業を進めていた。わずか 1ヶ月あまりの間に 5回の土地選定委員会の会議が開かれ、2

月 8日の第 6回土地選定委員会において、武山、水戸、岩鼻、高崎の 4地区を最終候補

地とする結論に達し、その旨の土地選定委員会報告が翌9日に原子力委員会に提出された。

この報告を元に、原子力委員会は 2月 15 日、武山を原研の敷地として決定。政府に答申

した 55。

50 須藤はのちに東海村議会議員、同議長、東海村文化協会会長などを務めた。また原研誘致当時の東海村の状況につ
いて、多数の証言を行っている。

51 茨城新聞社編 2003：p62－63。
52 茨城新聞社編 2003：p64。
53 『毎日新聞（茨城版）』1997 年 7月 8日。
54 『東海村誌』（1958 年版）：pp196－197。
55 齋藤 2002：pp17－18。
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ところが 3月 17日、政府は、①武山は自衛隊の訓練地として返還を要求していたこと、

②米軍からの返還の見込みがないこと、の 2点を理由に武山案の再検討を原子力委員会

に指示。にわかに政治問題化する。この背景には、「自民党中曽根の地盤高崎と社会党志

村の地盤横須賀・武山、このふたつの候補のうち武山が選定されたというのは与党自民党

としては納得がいかなかったという政治的闘争の意味もあった」という 56。

4月 6日、政府は武山案を不適当として原子力委員会に差し戻し、同日、原子力委員会

は再検討の結果、茨城県東海村村松地区を候補地に選定した 57。当時の事情に詳しい、森

一久（原子力産業会議副会長）は「東海村の敷地が広大であったというのが、一番の理由

でしょうが、けんか両成敗という面もありました」と茨城新聞のインタビューの中で語っ

ている 58。

以上の経緯を踏まえると、原研の候補地として最終的に東海村が選定されたのは、政治

的闘争の落としどころという、いわば「棚から牡丹餅」の決定であったといえる。しかし、

そもそも川崎村長の「ひらめき」がなければ、そもそも東海村は候補地にもならなかった。

こうした一連の流れに対して、東海村の村民たちはどのように見ていたのだろうか。当

時は 1954（昭和 29）年の第五福竜丸の事件をきっかけに、公衆の間に放射能の危険性に

対する感情が急速に広まっていた時期である。実際、有力候補地であった武山では、「危

ないものは来てもらいたくない」と住民の反対運動が起こっていた 59。ところが東海村に

おいては、誘致に対しては住民からは反対らしい反対はほとんど起きていない 60。また建

設に先立って、敷地内の 3万坪の私有地の買収、墓地移転、官有林を管理していた愛林

組合の入会権の制限、海岸使用制限などの懸案事項があったが、これらも問題なく解決し

ている 61。

候補地に選定された直後の、1956（昭和 31）年 8月に茨城大学が東海村の村民を対象

に実施した世論調査によると、「東海村に原子力研究所ができることになってあなたは喜

んでいますか」という設問に対し、「喜んでいる」と答えたのが 41 0％、「喜んでいない」

と答えたのは 19 3％に過ぎなかった 62。そして「喜んでいる理由」としては、「交通の便

56 東洋大学編 2005： 102。
57 『東海村史　通史編』 805。
58 東洋大学編 2005： 102。
59 雨宮 2000： 81－82。
60 茨城新聞社編 2003： 72。
61 雨宮 2000： 82。
62 『東海村誌』（1958 年版）： 205。
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そもそも川崎村長の「ひらめき」がなければ、東海村は候補地にもならなかった。
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がよくなる」「村の次男、三男にとっては、就職問題が明るくなる」「村が繁栄する」など

の意見が挙がっている。

村民たちの態度について、國部と吉川は、「原子力施設の立地に関する限り、東海村は

外部からの反対の圧力なしで、純然たる地元住民の合意の上で受け入れを決定した、特殊

なケースであったといえるだろう」と述べている 63。大きな抵抗無しに受け入れがなされ

た背景には、かつて晴嵐荘の受け入れ、結果として村に繁栄をもたらした経験が、原子力

施設という一種の「迷惑施設」に対する村民の抵抗感を減じ、その受け入れによってもた

らされる受益を期待させる作用をもたらしたことが推測される。

また、川崎村長ら村の政治的リーダーの運動も無視することはできない。2月 1日の土

地選定委員会の視察から 4月 6日の原子力委員会による東海村の決定にいたる 2か月間

は、中央への誘致運動と同時に、村長を中心に集中的に地元対策が行われた時期であっ

た。川崎らは「（原研を）村が積極的に受け入れることによって、東海村の将来の地域

開発につなげて行こう」と村のリーダーたちを説き伏せた 64。こうした説得が功を奏し、

「村長や村議会がいうのならば任せよう」という考えが大半の意見となって、原研の受け

入れにつながったという65。それらを容易ならしめたのは、晴嵐荘の受け入れの時と同様、

伝統的権威と合法的パワーを持つ村長の存在と、それを受け入れる村の統治構造であった

と推測される。

その後、東海村には、核燃料サイクル機構（旧動燃）、日本原子力発電の原子力発電所、

民間企業や大学の研究施設、核燃料工場など、原子力関連施設が次々と建設され、東海村

は「原子力の村」全国的に知られる存在になっていくのである。

おわりに

東海村の 2011（平成 23）年 6月現在の総人口は 37 658 人。これは村としては全国

3番目の規模であり、住民の 3人にひとりは原子力関係者であると言われている。１人

当たりの村民所得（2008 年度）は 297 万 4000 円と水戸市を上回り、財政力指数（2010

年度）は 1 687 と茨城県 44 市町村の中で第 1位を誇る。こうした豊かさの源泉はいう

までもなく原子力であり、村税収入の 42 5％は原子力施設からもたらされる固定資産税

63 國部・吉川 1999： 129。
64 國分・吉川 1999： 130。
65 雨宮 2000： 82。
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3 番目の規模であり、住民の 3人に１人は原子力関係者であると言われている。１人

当たりの村民所得（2008 年度）は 297 万 4000 円と水戸市を上回り、財政力指数（2010

年度）は 1.687 と茨城県 44 市町村の中で第 1位を誇る。こうした豊かさの源泉はいう

までもなく原子力であり、村税収入の 42.5％は原子力施設からもたらされる固定資産税

　

は「原子力の村」として全国的に知られる存在になっていくのである。
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で占められている66。1999 年 9 月 30 日に 臨界事故が発生し、作業員 2名が死亡、

周辺住民の中性子線被曝や風評被害などの影響があったが、原子力がもたらす村の繁栄は

現在も続いている。

かつて産業のない寒村に過ぎなかった東海村は、1935（昭和 10）年の晴嵐荘受け入れ

によって繁栄の糸口をつかんだ。そして化学療法の発達によって晴嵐荘に変質の兆しが

見られた直後の 1956 年（昭和 31）年には原研の受け入れを成功させ、さらなる発展を

遂げた。

本稿で論じた晴嵐荘と原研の受け入れについて、『東海村史編纂資料Ⅰ』では次のよう

にまとめられている。

陸化した地には農民の入植があり、村松東方・村松西方という村落が形成された。

しかし砂山が多くて生産があがらず、入会地的性格が強かったのではないだろうか。

石神のように遠い祖先の時代から営々と耕作してきた土地ではなく、かつて海の後退

によって出現した土地だったことが、日本最初の国立結核療養所としての晴嵐荘や日

本原子力研究所を誘致することに成功したのである。また先見性をもった人物が村松

村にいたことも特筆されよう67。

以上のように、晴嵐荘・原研の受け入れが容易に行われた背景には、まず①東海村は

他に産業のない寒村であったこと、②伝統的権威と・合法的パワーを持つリーダーが村民

を説得できる合意形成構造が存在したこと、が挙げられる。また原研に関しては、③晴嵐

荘の受け入れが結果として村に繁栄をもたらしたことが、「 」施設に対する村民の

抵抗感を減じ、むしろそれを「村の繁栄の礎」として受け入れる土壌を作ることになった。

そして、④結核が不治の病でなくなったことにより、晴嵐荘の患者数が激減し、新たな

「産業」が必要とされた際、⑤ちょうど同じ時期に国が原子力施設の候補地の選定を始め

たという偶然を、川崎村長の「ひらめき」によって活かすことに繋がった。その意味にお

いて、村松晴嵐荘受け入れの経験は、「原子力の村、東海村」誕生の原点となったのである。

66　ここに記述した東海村の統計指標はいずれも 2011 年 7月 3日現在入手できる最新のデータである。出典は「参考
サイト」を参照。

67　『東海村史編纂資料Ⅰ』 。
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で占められている66。1999（平成11）年 9月30日に 臨界事故が発生し、作業員2名

が死亡、周辺住民の中性子線被曝や風評被害などの影響があったが、原子力がもたらす村

の繁栄は現在も続いている。

かつて産業のない寒村に過ぎなかった東海村は、1935（昭和 10）年の晴嵐荘受け入れ

によって繁栄の糸口をつかんだ。そして化学療法の発達によって晴嵐荘に変質の兆しが見

られた直後の 1956（昭和 31）年には原研の受け入れを成功させ、さらなる発展を遂げた。

本稿で論じた晴嵐荘と原研の受け入れについて、『東海村史編纂資料Ⅰ』では次のよう

にまとめられている。

陸化した地には農民の入植があり、村松東方・村松西方という村落が形成された。

しかし砂山が多くて生産があがらず、入会地的性格が強かったのではないだろうか。

石神のように遠い祖先の時代から営々と耕作してきた土地ではなく、かつて海の後退

によって出現した土地だったことが、日本最初の国立結核療養所としての晴嵐荘や日

本原子力研究所を誘致することに成功したのである。また先見性をもった人物が村松

村にいたことも特筆されよう67。

以上のように、晴嵐荘・原研の受け入れが容易に行われた背景には、まず①東海村は

他に産業のない寒村であったこと、②伝統的権威と合法的パワーを持つリーダーが村民を

説得できる合意形成構造が存在したこと、が挙げられる。また原研に関しては、③晴嵐荘

の受け入れが結果として村に繁栄をもたらしたことが、「 」施設に対する村民の抵

抗感を減じ、むしろそれを「村の繁栄の礎」として受け入れる土壌を作ることになった。

そして、④結核が不治の病でなくなったことにより、晴嵐荘の患者数が激減し、新たな

「産業」が必要とされた際、⑤ちょうど同じ時期に国が原子力施設の候補地の選定を始め

たという偶然を、川崎村長の「ひらめき」によって活かすことに繋がった。その意味に

おいて、村松晴嵐荘受け入れの経験は、「原子力の村、東海村」誕生の原点となったので

ある。
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