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NONONONO ではではではでは足足足足りないりないりないりない－－－－－－－－３３３３．．．．１１１１１１１１・・・・ショックショックショックショックにににに対処対処対処対処するするするする方法方法方法方法：：：：もうもうもうもう１１１１つのつのつのつの「「「「あべこべあべこべあべこべあべこべ」」」」はははは可能可能可能可能だだだだ－－－－－－－－ 

2018.8.11 at 浦和 柳原敏夫 

１１１１、、、、３３３３．．．．１１１１１１１１となとなとなとな何何何何かかかか。。。。    

単なる事故ではなく、それは事件、政変だった。３１１以後、私たちは過去に経験したことのない、

「見えない異常な時代」に突入した。 

 

２２２２、、、、３３３３．．．．１１１１１１１１以後以後以後以後のののの気分気分気分気分    

 打ちのめされ、立ちあがれないくらい落ち込む連続だった。その最大の理由は認識が足りない。３１

１以後の現実＝「見えない異常な時代」に対する認識が足りないからだ。 

 

３３３３、、、、３３３３．．．．１１１１１１１１以後以後以後以後のののの課題課題課題課題    

 第１に、３１１以後の未曾有の現実を認識する勇気を持つこと。 

第２に、その現実認識に匹敵する理想＝「現実を変える行動」とは何かを構想すること。 

第３に、単に３１１以後の現実に対し、単にＮＯと言うのではなく、ＹＥＳという理想に向かうこと。 

 

４４４４、、、、３３３３．．．．１１１１１１１１以後以後以後以後のののの現実現実現実現実――――――――「「「「全全全全てがあべこべてがあべこべてがあべこべてがあべこべ」」」」のののの「「「「見見見見えないえないえないえない廃墟廃墟廃墟廃墟」」」」のののの世界世界世界世界のののの出現出現出現出現――――――――    

 子どもの命・人権を守るはずの者が「日本最大の児童虐待」「日本史上最悪のいじめ」の当事者に。 

 加害者が救済者のつらをして、命の「復興」は言わず、経済「復興」に狂騒。 

 被害者は「助けてくれ」という声すらあげられず、経済「復興」の妨害者として迫害。 

 密猟者が狩場の番人を。盗人が警察官を演じている。狂気が正気とされ、正気が狂気扱いされる。 

 

５５５５、、、、３３３３．．．．１１１１１１１１以後以後以後以後のののの課題課題課題課題    

「全てがあべこべ」の「見えない廃墟」という未曾有の異常事態をただすこと。 

→そのエッセンスはシンプル。「私たちの運命は私たちが決める」「おかした誤りは放置せず、ただす」 

 

６６６６、、、、３３３３．．．．１１１１１１１１以後以後以後以後のののの具体的課題具体的課題具体的課題具体的課題「「「「被被被被ばくからばくからばくからばくから命命命命・・・・健康健康健康健康とととと生活生活生活生活をををを守守守守るためのるためのるためのるための４４４４つのつのつのつの市民市民市民市民アクションアクションアクションアクション」」」」    

①．国内－チェルノブイリ法に匹敵するチェルノブイリ法日本版（原発事故避難の権利法）の制定 

②．国際１－チェルノブイリ法に匹敵するチェルノブイリ法条約（原発事故避難の権利条約）の成立 

③．国際２－（スペイン・アルゼンチンほか）で、日本政府の責任者を「人道上の罪」で刑事告発。 

④．生活再建－市民の自主的相互扶助の自立組織＝社会的経済・連帯経済(協同組合、市民バンク、ワー

コレ、市民通貨)の創設 

 

７７７７、、、、３３３３．．．．１１１１１１１１以後以後以後以後のののの具体的課題具体的課題具体的課題具体的課題はいかにしてはいかにしてはいかにしてはいかにして実現可能実現可能実現可能実現可能かかかか    

 ３１１以後、明らかになったこと→職業的専門家にお任せの「間接民主主義の機能不全・破綻」 

 ３１１以後の異常事態を是正する道、その可能性の中心は「市民市民市民市民のののの自己統治自己統治自己統治自己統治」（直接民主主義・連帯

経済）の中にある。 

 そのために、私たちは「過去を再定義する」必要がある。私たちの先達が、過去の苦難の中で、いか

にして、市民自身の力で自ら困難を克服していったかの歴史、記録を正しく認識する必要がある。 

 １９５４年、杉並の主婦から始まった水爆禁止署名運動 

 １９６４年、三島・沼津の「石油コンビナート反対」の市民運動 

 １９６９年、歴史的な公害国会を引き出した東京都公害防止条例制定の市民運動 

 １９９５年、霞ヶ浦再生を、市民型公共事業として取り組んだアサザ・プロジェクト 

 １９９７年、市民主導で成立した最初の条約、対人地雷禁止条約の成立。  

１９９９年、市民主導で、日本各地の条例制定の積み上げの中から制定を実現した情報公開法 

 ２０１７年、市民主導で成立した２番目の条約、核兵器禁止条約の成立。 

    

８８８８、、、、次次次次はははは我我我我々々々々のののの番番番番だだだだ。。。。    

２０１７年５月、三重県のお母さんから市民立法の呼びかけが出された。 
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２０１８年３月、チェルノブイリ法日本版制定を進める市民運動の組織として、「市民が育てる『チ

ェルノブイリ法日本版』の会」がスタート。 

 

９９９９、、、、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条例法日本版条例法日本版条例法日本版条例のののの参考例参考例参考例参考例（（（（柳原柳原柳原柳原））））    

  ここでは、条例を制定した自治体として、さしあたり三重県伊勢市としている。 

【前 文】 

伊勢市民は、全世界の市民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに健やかに生存する権利を

有することを確認し、なにびとといえども、原子力発電所事故に代表される放射能災害から命と健康と

生活が保障される権利をあることをここに宣言し、この条例を制定する。 

他方、原子力発電所等の設置を認可した国は、放射能災害に対して無条件で加害責任を免れず、住民が

放射能災害により受けた被害を補償する責任のみならず住民の「移住の権利」の実現を履行する責任を

有すると確信する。その結果、この条例の施行により伊勢市が出費する経費は本来国が負担すべきもの

であり、この点を明らかにするため、国は、すみやかに地方財政法１０条１７号、同法２８号に準ずる
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法改正を行なう責務を有すると確信する。 

加えて、放射能災害に対して無条件の加害責任を負う国は、事故が発生した原子力発電所等の収束に従

事する作業員に対しても、放射能災害により被害を被った住民と同様、当該作業員が放射能災害により

受けた被害を補償する責任のみならず当該作業員の命・健康を保全する責任を有すると確信する。 

もっとも、今日の原子力発電所事故の巨大な破壊力を考えれば、この条例の制定だけで放射能災害から

伊勢市民の命と健康と生活を保障することが不可能であることを認めざるを得ない。 

したがって、私たちは、三重県の自治体、さらには日本の全自治体に対して、各自治体の住民の名にお

いて、この条例と同様の条例を制定すること、さらにはこれらの条例の集大成として、日本国民の名に

おいて同様の日本国法律を制定することを呼びかける。 

さらに、原子力発電所事故が国境なき過酷事故であることを考えれば、わが国の法律の制定だけで放射

能災害から日本国民の命と健康と生活を完全に保障することが困難であることも認めざるを得ない。し

たがって、私たちは、この条例制定を日本のみならず、全世界の自治体、各国に対して、原子力発電所

を有する世界の住民の命と健康と生活が保障する自治体の条例、法律の制定を呼びかける。 

この呼びかけが放射能災害から全世界の市民の命と健康と生活を保障する条約を成立させるための基

盤となることを確信する。 

伊勢市民は市の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 

 

第１章 総則 

第１条 （条例の目的） 

この条例は、原発事故その他の放射能災害の発生から伊勢市の市民及び事故収束作業員の命、健康及び

暮らしを守ることを目的とする。 

 

第２条 （定義） 

この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。 

①「放射能災害」とは、原子力発電所事故など、放射性物質が施設外に大量に放出される事故 

をいう。 

②「事業者」とは、原子力発電所等を所有し、放射能災害を発生させた事業者をいう。 

③「放射能汚染地域」とは、放射能災害で放出された放射性物質により汚染された地域のことをいい、

その区分は第８条に定めるものとする。 

④「汚染地域住民」とは、放射能汚染地域に住居を定め、居住する市民をいう。 

⑤「事故収束作業員」とは、被ばくする場所で、放射能災害の収束に関わるあらゆる作業に従事する者

をいい、その具体的な内容は第９条に定めるものとする。 

⑥「放射能災害被災者」とは、放射能災害発生時に伊勢市の放射能汚染地域に住民票を有する汚染地域

住民及び放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員をいう。 

⑦「移住の権利」とは、放射能汚染地域の移住権利地域に居住する汚染地域住民に保障される、本条例

で定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。 

⑧「避難の権利」とは、放射能災害発生直後の緊急避難に関して、放射能汚染地域の移住権利地域に居

住する汚染地域住民に保障される、本条例で定める社会的支援を受ける権利をいう。 

⑨「生存の権利」とは、放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員に保障される、本

条例で定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。 

 

第３条（基本理念） 

伊勢市は原発事故被災者となった市民の移住の権利、避難の権利及び生存の権利を保障する。 

 

第４条（救済の差別的取扱いの禁止） 

法の下の平等を定めた憲法１４条を踏まえ、放射能災害から住民の命と健康を救済するにあたっては、

伊勢市民はひとしく扱われなければならない。 
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第５条 （影響を受けやすい人への配慮） 

放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、放射能による影響を受けやすい胎児、子

どもの命・健康が守られることを配慮して行われなければならない。 

 

第６条 （予防的取組方法） 

１９９２年のリオデジャネイロ宣言を踏まえ、放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっ

ては、完全な科学的証拠が欠如していることをもって対策を延期する理由とはせず、科学的知見の充実

に努めながら対策を講じる方法（以下「予防的取組方法」という）にのっとり、適切におこなわれなけ

ればならない。 

 

第７条 （すべての関係者の参加） 

放射能災害が国難であることを踏まえ、放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、

伊勢市に関わる、放射能災害に係るすべての関係者による積極的な参加のもとに行われなければならな

い。 

 

第８条 （放射能汚染地域の区分） 

 放射能災害発生後いつの時点かを問わず、追加被ばく量（外部被ばくと内部被ばくの合計）の値また

は土壌汚染の３種類の値のいずれが以下に定める値を該当した放射能汚染地域を以下の定めに従い区

分する。 

土壌汚染密度（kBq/m2） 区

分 
区分名 

セシウム 137 ストロンチウム 90 プルトニウム 

年間追加被ばく量 

mSv/年 

１ 強制避難区域 国の定めるものに拠る。 

２ 移住権利地域 185 以上 5.55 以上 0.37 以上 １以上 

３ 放射能管理強化地

域 

37～185 0.74～5.55 0.185～0.37 0.5 以上 

 

第９条 （事故収束作業員） 

１ 事故収束作業員とは強制避難区域において放射能災害の収束に関わるあらゆる作業に従事する者

をいい、以下に定めに従い区分する。 

①．区分１ 

事故収束作業員として従事した結果、健康被害が発生し、当該被害と収束作業との因果関係が確定した

者。 

②．区分２ 

従事の時期が次の場合に応じて、以下に定める作業日数を満たす者。 

放射能災害発生後３ヶ月間までの間：作業日数を問わない。 

放射能災害発生４ヶ月後から１年経過するまでの間：５日以上作業に携わった者。 

放射能災害発生１年後から２年経過するまでの間：１４日以上作業に携わった者。 

②．区分３ 

従事の時期が次の場合に応じて、以下に定める作業日数を満たす者。 

放射能災害発生４ヶ月後から１年経過するまでの間：１～４日作業に携わった者。 

放射能災害発生１年後から２年経過するまでの間：１３日以下作業に携わった者。 

放射能災害発生２年後から４年経過するまでの間：３０日以上作業に携わった者。 

２ 放射能災害発生から○年経過するまでの間、住民設備建物の除染作業に１４日以上携わった者は区

分３の事故収束作業員とする。 

 

第２章 放射能災害被災者の権利 

  

第10条 （総論） 
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１ 放射能災害発生時に伊勢市の移住権利地域に住民票を有する汚染地域住民は、汚染状況及び被ばく

による健康影響について国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、当該地域に住み続けるかそれと

も移住（帰還を前提としない移転）するかを自ら決定する権利を有する。 

２ 移住を選択した汚染地域住民に対して、伊勢市は次条に定める移住に関する権利を保障する。 

３ 残留を選択した汚染地域住民に対しては、伊勢市は第１２条に定める権利を保障する。 

４ 放射能災害発生時に伊勢市の放射能管理強化地域に住民票を有する汚染地域住民に対し、伊勢市は

第１２条２項に定める権利を保障する。 

 

第11条 （移住を選択した場合の権利） 

１ 汚染地域住民が移住を選択するにあたっては、次の条件を満たすことが必要である。 

① 移住について、未成年者を除き、世帯全員が同意すること。 

② 移住先が第８条に定める区分１から３の「放射能汚染地域」でないこと。 

２、移住を選択した汚染地域住民に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。 

①．引越し費用の支給 

②．移住先での住宅確保・就労支援 

③．移住元の不動産・家財・汚染した生産物（魚も含む）の損失補償 

④．医療品の無料支給 

⑤．健康診断・保養費用の７割支給 

⑥．被災者手帳の交付 

⑦．年金の優遇 

３ 前項の権利は特段の理由がない限り、１回の移住にしか適用されない。 

 

第12条 （残留を選択した場合の権利） 

１ 伊勢市は、残留を選択した汚染地域住民に対し、以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。 

①．治療の無料化 

②．医療品の無料支給 

③．健康診断・保養費用の７割支給 

④．汚染した生産物（魚も含む）の損失補償その他の生活支援  

⑤．被災者手帳の交付 

⑥．「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせ

ない。 

⑦．年金の優遇 

２ 放射能災害発生時に伊勢市の放射能管理強化地域に住民票を有する汚染地域住民に対し、伊勢市は

以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。  

①．医療品の無料支給 

②．健康診断・保養費用の５割支給 

③．被災者手帳の交付 

④．「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせ

ない。 

⑤．年金の優遇 

３ 第１項の残留を選択した汚染地域住民がのちに移住を選択する場合には第11条が適用される。 

 

第 13 条 （放射能災害発生直後の避難に関する権利） 

１ 伊勢市は放射能災害発生と同時に、予め編成した緊急事態対策課及び有識者による緊急事態判定委

員会を直ちに始動させ、同委員会に速やかに本条に定める判定を行なわせるものとする。 

２ 放射能災害が発生し、国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、伊勢市の全域または一部にお

いて放射能汚染が第８条に定める移住権利地域に該当すると緊急事態判定委員会が判定した場合、避難

（帰還を前提とする移転）を求める当該地域の住民に対し、伊勢市は必要なあらゆる措置を取るものと
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する。その詳細は規則で定める。 

２ 放射能災害が発生し、緊急事態判定委員会が伊勢市の全域または一部において安定ヨウ素剤の服用

が必要であると判定した場合、伊勢市は直ちに、当該地域の住民及びペット（事前登録要）に安定ヨウ

素剤を配布し、服用できるようにする。 

３ 本条に定める緊急事態判定委員会の判定に必要な最新かつ正確な汚染状況を把握するために、伊勢

市は国に対し、ＳＰＥＥＤＩなど緊急時の放射能影響予測ネットワークシステムの情報提供を求めると

同時に、事前に構築した伊勢市独自の放射能測定装置による情報収集に努める。 

 

第14条 （事故収束作業員の生存の権利） 

放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。

その詳細は規則で定める。 

①．医療品の無料支給 

②．健康診断・保養費用の減免 

③．住環境の改善・支援 

④．公共料金・公共交通機関の減額 

⑤．有給休暇・解雇・異動時の優遇 

⑥．被災者手帳の交付 

⑦．年金の優遇 

 

第15条 （予算措置） 

１ 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者及び設置許可した者に対して、

この条例の施行により伊勢市が出費する経費全額を求償することができる。 

２ 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者及び設置許可した者に対して、

この条例の施行により伊勢市が出費する経費に充てるために法定外目的税を課税する。その詳細は別途

条例で定める。 

 

第16条 （汚染状況の測定及び公表） 

 伊勢市は、放射能災害が長期にわたるカタストロフィーであることにかんがみ、正確な汚染状況を把

握するため常時、汚染の測定に努め、測定結果を直ちに市民に公表する。 

 

第17条 （委任） 

この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 年 月 日から施行する。 

 

※ 参考情報 

 「市民が育てる『チェルノブイリ法日本版』の会」の公式ブログ 

  https://chernobyl-law-injapan.blogspot.jp/ 

柳原個人のブログ「被ばくから遠く離れて---市民が育てるチェルノブイリ法日本版--- 

          http://farawayfromradiation.blogspot.jp/       

          風評御免---リスク評価の森--- 

          https://rumor-permission.blogspot.jp/ 

          壊れゆく日本 日本捕囚 

          https://darkagejapan.blogspot.jp/ 

          もうひとつの復興は可能だ 福島原発事故とモンドラゴンの挑戦 

          http://anotherreconstruction.blogspot.jp/ 


