
1

３．１８-１９結成集会を体験し、

チェルノブイリ法日本版
その可能性の中心、それは
「公害」を再定義すること、

「戒能通孝」の再定義の中にある

２０１８．４．２１

柳原　敏夫
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結成集会とは何か？

参加者ひとりひとりが、

Do you know where you are going to?

を自問自答する場。
結成集会とは何か？５つのＷと１つのＨを問い直し、問い続
ける場。

What：チェ法日本版の制定で何をやろうとしているのか。

Why:なぜ、チェ法日本版の制定をやろうとしているのか。

Who:チェ法日本版の制定をやろうとする者とは何者なのか？

Where:どこで、チェ法日本版の制定をやろうとするのか？

How:どうやって、チェ法日本版の制定をやろうとするのか？
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３１１以後の出来事からいろんな
意味が見えてきた

どれも、学校で、授業で、教科書で、マスコミで
教わったようなことではない。

世間世間世間世間というというというという書物書物書物書物から学ぶしかなかった。
－＞結成集会も「世間という書物」の大切な１
つ。

◎社会のマインドコントロールから知的に自衛
し、精神的自立を育むやり方を学んだこと。
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結成集会前夜のメール
Ｘです。いつもありがとうございます！先日集団訴訟、京都、東
京で判決が出ました。しかしながら棄却の部分や今の法に則っ
ての結論が出ていたところがあり、納得いかない部分がたくさん
ありました。私達は日本のこの古い法律に縛られすぎて、前に
進むことができません。日本で原発事故が起きたのにそれに添
う法律がない。なんとかして立法させなくてはならないと思いま
す。チェルノブイリ法日本版、是非とも実現させてほしいと願って
います！
よろしくお願いいたします、京都の原告も皆頑張りました。名前
も顔も出して、子ども達まで本当に頑張っています。引き続き控
訴になるかと思いますが、
こないだの判決で結構エネルギー消耗してます。高裁での不安
を抱えながらではありますが、二歩目に踏み出します。柳原さん
の活動応援しています！
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映画「ハンナ・アーレント」（2012年）
夏はまだよかった。　すぐ助かるって、希望を持っていたわ。

だけど、待ちくたびれて

女たちは無頓着になり、身体も洗わず、ただ寝転がっていた。

私は励ましたの、厳しく、優しくね。

だけど　或る晩

雨でワラ布団がボロボロになった。

突然心が折れて　疲れてしまった。

疲れ果てて　気力を失った。

だから　この世を－－去ろうか、と。

その時よ

あなたが浮かんだ。

私を探すはず。

死ねない。
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チェルノブイリ法日本版とは何か

被災者にとって、この映画の「あなた」のことだ。
　　　　　　　

突然心が折れて　疲れてしまった。

疲れ果てて　気力を失った。

だから　この世を－－去ろうか、と。

その時よ

あなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたあなたが浮かんだ。
私を探すはず。

死ねない。
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18日の結成集会

• 静岡県富士宮市から参加した長谷川克巳

さんの発言
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チェルノブイリ法日本版とは何か
この法律の制定は私たちの意思で自由に決めら
れることではなく、子どもたちの命令である。
∵天子とは天に代わって天命を実行する者。原発事故
のあとの天子とは子どもたちのこと。

《社会が道徳的に健全であるかどうかをはかる基準とし
て、社会の最も弱い立場の人たちのことを社会がどう取
り扱うかという基準に勝るものはない》 （2012年１月。

チョムスキー）

原発事故を起した大人が、子どもより先に死んでいく、
ずるい大人が子どもに対し果すべき最低限の責任、そ
れがチェ法日本版の制定。これは天命＝天子の命令
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ふたりの研究者
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生井さんの２つのアクション
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２００３年ＧＭダイズ事件

茨城県の谷和原で、民間のバイオ作物懇話会代
表が除草剤耐性用の遺伝子組み換えダイズを栽
培「周辺の非組み換え大豆との交雑や収穫物へ
の混入」の事態発生という一刻を争う事態発生。
　　　　 ↑

反GMの市民有志が緊急避難の措置として、トラ
クターにより開花済みのGM大豆のすき込み処理
を実施。 ↓

茨城県警から、すき込み処理を行なった人たち
に対する器物損壊罪の事情聴取が数回実施。
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生井さんの教え：自然選択
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中川保雄「放射線被曝の歴史」
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中川保雄「放射線被曝の歴史」

今日の放射線被爆防護の基準とは、
核・原子力開発のためにヒバクを強
制する側が、それを強制される側に、
ヒバクがやむをえないもので、我慢
して受忍すべきものと思わせるため
に、科学的装いを凝らして作った社
会的基準であり、原子力開発の推進
策を政治的・経済的に支える行政的
手段なのである。
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アーネスト・スターングラス
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スターングラスの言葉

放射能は見えない、臭わない、
味もしない、理想的な毒です。
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１９７０年１１月２４日から
１２月１８日の特別国会

①公害対策基本法から調和条項『 経
済の健全な発展との調和が図られ
るようにする 』を削除、環境保全
を最優先とする姿勢に大転換。

②大気汚染防止法の改正や水質汚濁
防止法の制定など、公害問題に関
する１４の法令の抜本的な整備が
行われた。
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１９６９年に成立した
東京都公害防止条例

①．調和条項が削除され、人間の尊
厳をすべての価値の最上位に置くこ
とを宣言し、環境保全を最優先。

②．自治体のミッション、存在意義
が市民の健康、快適な生活を守るこ
とが最大の役割である。

③．このような自治体を支配する主
体は、私達市民である 。
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戒能通孝
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私とチェルノブイリ
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「真実はどこに？」
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ワシリー・ネステレンコ



24

ヴラディーミル・チェルトコフ
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何万人の炭鉱夫たち
（リクビダートル ）
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原発事故原発事故原発事故原発事故のののの収拾収拾収拾収拾ののののシナリオシナリオシナリオシナリオ

歴史の書き換え

•事実の書き換え

•基準の書き換え

•ルールの書き換え

•行動の書き換え
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原発事故原発事故原発事故原発事故のののの収拾収拾収拾収拾ののののシナリオシナリオシナリオシナリオ

それは、

自分たちがあたかも地球最後
の世代であるかのような政策
とライフスタイル
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菅谷昭松本市長

「原発事故と甲状腺がん」（２０１３年５月）



30



31

福島原発事故とは何か

日本史上、未曾有の過酷人災。

国は３１１まで、これを想定した救済
制度、全く用意していない。
脱原発派の市民も同様。
　　　　　　　　　↓

国も市民も未曾有の出来事と正面から向き
合うことができない。これが最大の問題。

「新しい酒は新しい皮袋に盛る」しかない。

それがチェルノブイリ法日本版。　　　
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チェルノブイリ法日本版とは何か

・未曾有の過酷人災に相応しい救済制度を採用

　　　　　　　　　　　　　　→予防原則
・抽象的な理念法（子ども・被災者支援法）では

なく　　　　→具体法

・支援ではなく、→人権侵害に対して人権救済
を定めたもの。
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チェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリ法日本版法日本版法日本版法日本版はははは既既既既にににに
日本日本日本日本のののの憲法憲法憲法憲法にににに埋埋埋埋めめめめ込込込込まれているまれているまれているまれている

足りないのは成文化の手続だ
け。
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チェルノブイリ法日本版
その可能性の中心はなに？

市民立法にある。

∵　福島原発事故がもたらしたものは何か？

→「原発の安全」神話の崩壊。

　崩壊はこれにとどまらない。

　全ての神話の崩壊をもたらした。
◆デモクラシーの崩壊（「書き換え」横行・多数
者支配の機能不全）

◆経済システムの崩壊（大量生産・消費・廃棄）
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チェルノブイリ法日本版とは

２つの「市民の自己統治」

◆デモクラシーの復元－＞市民立法

◆経済システムの復元－＞市民行政

　　　　　　　　　　　　　　　　（市民型公共事業）

未曾有の過酷人災という「未曾有の事態」の
発生に対し、この事態に匹敵するだけ未曾
有の救済という「人間と社会の関係の根本
的な変革」に挑戦。
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市民立法とは

チェルノブイリ法日本版の制定
のモデル→１９９９年成立した
情報公開法

それは１９８２年、誰も知らな
い山形県金山町の情報公開の条
例制定から始まった。
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日本の情報公開条例第１号
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市民立法のエッセンス
・伝統的民主主義に対する批判。
「民主主義とは、ひと握りの専門家・
エリート層のものであり、無知な大衆
は管理されるべき存在だ」という観念
に対する全面的否定。

・「無名の、無数の市民の連合する力
が最強だ」という認識への挑戦。

市民は観客ではなく、舞台の主役に。
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市民立法　は大変か？

簡単。いま、すぐ出来る。

チェルノブイリ法日本版の基本条例
なら１分で完成。∵　１条あればよい。

　　　　　　　　　　↓

「ウソをつくな」（住井すゑ）

「書き換えをするな」（２０１８年版）
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政府の弁解：財源どうする？

おおおお金金金金はははは足足足足りているりているりているりている。。。。足足足足りないのはりないのはりないのはりないのは愛愛愛愛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それもそれもそれもそれも、、、、連帯連帯連帯連帯のののの愛愛愛愛

・２０１２年の欧州金融危機、安住財務大臣

・２０１３年度復興予算７兆５０８９億円のうち、

３５．３％の２兆６５２３億円が執行されず
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足りないのは「連帯の愛」

•お金は必要。お金だけでは不十分。
∵従来の救済は金銭的補償で始まり、終わる。

→「経済的自立経済的自立経済的自立経済的自立のののの困難困難困難困難とととと人間的孤立人間的孤立人間的孤立人間的孤立のののの継続継続継続継続」
つまり、

避難の権利の実現は、お金の給付という政治的救政治的救政治的救政治的救
済済済済だけで解決するような単純な取組みではない 。

　　　　　　　　　　↓

金銭的補償だけでなく、「経済的自立とコミュニティ
回復」という経済的救済経済的救済経済的救済経済的救済にも取り組んで、初めて救
済は身のあるものになる。
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市民参加型公共事業

•従来型：一握りの専門家（政治家。首長。官僚等）に
解決策を委ね、実行を任せるという従来の行政主導
型の公共事業ではこの問題解決は困難。

　　　　　　　　　　　　　↓

様々な形で住民、市民が協力、支援、応援をすると
いう、行政お任せではなく、市民が主導する新しいス
タイルの公共事業が不可欠。

汚染地から避難する人々の、避難先での新しい人間
関係、新しい生活、新しい仕事、新しい雇用を作り出
していく、市民参加型、市民主導の再生の公共事業
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市民型公共事業のモデル

茨城県霞ヶ浦の再生で知られる「アサザプロジェクト」
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市民型公共事業

原発事故という国難に対し、文字通り、オールジャパ
ンで市民が参加して、避難者と一緒になって避難の権
利の実現プロジェクトを遂行すること 　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　↓

【市民主導型の公共事業の中核となるアイデアの１つ】

市民が「みんなで働き（協同労働）、みんなで運営する
（協同経営）」という相互扶助の協同組合の理念。

モデルはある。スペイン・モンドラゴンの挑戦
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モンドラゴンの挑戦

７０年前、スペイン内戦で敗北、荒廃したスペインの
村モンドラゴンで、神父たちが始めた、「みんなで働
き、みんなで運営する」による相互扶助の協同組合
による経済再建の取組み。
やがて、世界金融危機の２００８年、１４，９３８人の
新規雇用を創出して‥ ‥スペイン第９位の企業に。

《モンドラゴンの人たちは言う－－モンドラゴンはユー
トピアではないし、自分たちも天使ではないと‥‥た
だ一緒に生き残る賢明な道を探しただけだと。》（映
画「モンドラゴンの奇跡」）
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アリスメンディアリエタ
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世界の連帯経済のモデル

ブラジルのポルトアレグレの連帯経済

カナダ・ケベック州の社会的経済

韓国の青年連帯銀行（トダクトダク協同組合）



48

ブラジルのポルトアレグレの連帯経済

参加型予算システムの中で最初に行われる地域住民による集会
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韓国の青年連帯銀行
（トダクトダク協同組合）

単なるお金の支援ではなく、

お金をキーワードにして、自ら新しい仕事と新
しい仲間を作り出していった取り組み。

【若者たちのためのオルタナティブなセーフティ
ネット】

トダクトダク：若者たちが、お互いに励まし合い
ながら背中をトントンとたたく姿をイメージ
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もうひとつの市民立法
原発事故が突きつけた問題「経済的自立の
困難と人間的孤独の継続」を解決する「経済
的自立とコミュニティ回復」という経済的救済、

これをカタチにする、

もうひとつの経済復興は可能だ

→市民行政＝市民型公共事業

チェルノブイリ法日本版はこの市民型公共事業の
創設を大前提
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条例モデルの意味

あくまでも１つの試案

これをたたき台にして、多くの市
民の手で、市民の知恵と創意工
夫を盛り込んで、最善のルール
に仕上げていくためのもの。
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今後の取組み

• 日本各地で、条例の市民立法の取組
みに着手。　Ｅｘ．学習会　講演会

• 条例モデルのバージョンアップ

• チェルノブイリ法日本版の原則の作成

　ｃｆ　情報公開八原則（情報公開条例
が満たすべき８つの原則を明らかにし
た）
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命の救済の実現のために

「命の救済」を定義し直す必要がある。

対人地雷禁止条約のジョディ・ウィリアムズ
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アリスメンディアリエタ

《今日の革命は参加という名前である》



55

木を植えた男（1987年）

フレデリック・バック
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最後に
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落ち込んでもへこたれてもいい。

そこから立ち直る力を身につけたんだか
ら。

私達も、
一度目は福一原発事故に打ちのめされ、

二度目は日本政府の事実の書き換え、
基準の書き換え、ルールの書き換えに打
ちのめされてきた。
今、必要なのは、そこから立ち直る力。

それを一緒に見つけ、育てていきたい。


