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　　　　 　　　　　　　　戦争戦争戦争戦争とととと平和平和平和平和

全全全全てのてのてのての認識認識認識認識とととと希望希望希望希望のののの扉扉扉扉をたたきをたたきをたたきをたたき、、、、開開開開くくくく。。。。
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 ------------YESYESYESYESをををを、、、、積極的積極的積極的積極的にににに平平平平
和和和和をををを創創創創りりりり出出出出すすすす、、、、３３３３．．．．１１１１１１１１ショックショックショックショックにににに対抗対抗対抗対抗するするするする、、、、
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

２０１９．１．１３　津市

柳原　敏夫
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本日のテーマ

３．１１からまもなく８年が経過。

私たちは、

「３１１直後のアクション」を単に持続
反復するのではなく、そこから「もう
一歩前に進み出す」必要がある。

そのために、この間の振り返りの中
から 「もう一歩前に進む」ビジョンを
模索。
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昨年１２．１の福島県郡山市

持参の

線量計

０．２
μSv/h

　

　　　　　郡山駅東口（12月１日午前１０時半）
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郡山駅西口（12月１日午後６時）

持参の

線量計

０．２
μSv/h
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内部被曝問題研究会がモニタリング
ポストの値を独自調査結果発表―
　　　　　　　　　

１００カ所を検証　→ごく一部を除き、公表数値より
１．１～１．３倍高い値。モニタリングポスト周辺の除
染されていない地域で計測→１．５～２．５倍高い
値が検出（２０１２．１０．５） 。
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行健小学校

　　　通報幕の前　０．１６マイクロシーベルト／時



7

２０１２年当時の行健小学校

測定値が４０％ちがう２台のモニタリングポスト（左が
お墨付き、右が落第ポスト）が並ぶ（県内５００ヶ所）
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６年後の２０１８年、４０％高い値を表
示する落第モニタリングポストは撤去
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郡山市内２１箇所の仮置き場マップ
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行健小学校の南、久保田公園
　　　　　　　　そこは仮置き場の１つ

公園の表面が真新しい土に覆われていることが一目で分かる
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仮置き場に埋められていた放射性汚染土壌
などを入れたフレコバックは掘り返され、その
上に山の土をかぶせた→０．２４μSｖ／時
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掘り返されたフレコンバックの移動先
→郡山市の東、東山霊園
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ＪＲ東北本線 脇の「笹の川酒造」

東北地方で唯一、ウイスキー製造免許を持
つと言われている名門酒造メーカー
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ＪＲ東北本線 脇のフレコンバック
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　　　　　　上空から（Google マップによる）

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←フレコン　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バック　　
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ＪＲ東北本線の敷地
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ＪＲ郡山貨物ターミナルの一角

　　　　背景の建物は、ビッグパレット福島
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ＪＲのフレコンバックの向かい側
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もう一歩前に進むと
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上空から見たフレコンバック団地

（Google マップによる）
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郡山市学習会

　　　　　会場の福祉カフェ「ウェルフェアカフェ」
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学習会風景

　　　　　　　ジョン・レノン「イマジン」
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第１部、戦争

私たちは放射能を忘れたがっている。

忘れて、もっと楽しいことに向かいたい
と思っている。オリンピック、しかり。

それはその通り。

私たちだけだったら、それでよい。
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しかし、放射能は忘れさせてくれない。

そして、私たちの子ども、孫、まだ見ぬ
未来の子孫も忘れさせてくれない。

放射能と子どもたちのいつも変わらぬ
無言のシグナルは---

ユルユルと、ボケっと生きてんじゃねえ
よ！

こう言ったのは、チコちゃんだけじゃない。育種学の生井兵治さ
ん、ジョディ・ウィリアムズもその一人。
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生井兵治
育種学専攻の研究者
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生井兵治の言葉ー自然選択ー

自然界では、環境に最も適したものだけ
が生き残って子孫を残しうる、その反面、
環境に適応するのに失敗したものは絶
滅する運命にある。これが自然界の掟
（＝自然選択）。

生物の進化の歴史とは、（環境に適応
できなかった無数の）生物の絶滅の歴
史のこと。
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３．１１後の自然選択

３１１後の環境＝原発事故も自分だ
けだったら、好きなように生きて好き
なようにくたばればよい。

しかし、自分の時間が届かない子孫
を考えた時、もし自分がその子孫の
立場だったら、決してそのような生き
方を是認できないだろう、しないだろ
う。
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ジョディ・ウィリアムズ

1997年、世界最初の市民立法の条約（対人地雷禁止条約）を成
立させた市民団体「地雷禁止国際キャンペーン」のメンバー。
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第２部、平和

平和は歌を歌って実現するものでも、ハトや虹
の絵を描いて実現するものでもない。

そのためには、実現可能な明確なビジョンをつ
かみ、これを実行する必要がある。

それが「平和を再定義すること」、平和に向けて
持続可能な現実的なビジョンを持つこと。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョディ・ウィリアムズ

３１１後の私たちに残されていること

--- ３１１後の「戦争と平和を再定義」し、平和を
NOではなく、積極的に創り出す必要がある。
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戦争について
福島原発事故がもたらした最大の謎

原発事故とは何か？何だったのか？
何をもたらしたのか？

　　　　　　　　　　↓

原発事故の本質は「戦争」だと言い続
ける人、スベトラーナ・アレクシエービッチ
（2017年2月NHKBS1スペシャル）。
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スベトラーナ・アレクシエービッチ
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「「「「ノーベルノーベルノーベルノーベル文学賞作家文学賞作家文学賞作家文学賞作家　　　　アレクシエービッチアレクシエービッチアレクシエービッチアレクシエービッチのののの旅路旅路旅路旅路」」」」



35

「ノーベル文学賞作家　アレクシエービッチの旅路」
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郡山から避難者、長谷川克己さん
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モルガン「人間のしるし」

われわれは、無私の愛のために生命を賭けて守る
ことができるだろうか？
‥‥決してまっすぐではない 「望みの道」を歩いて

歩き抜いて、いつか「いのちの水の湧き出る泉」を
見い出そうとする物語。
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自主避難者の言葉

「３・１１以来百戦百敗、ずっと負け続け
てきた 」

　　　　　　　　　　　↑

なぜ負け続けているのか。

　　　　　　　　　　　↓

３・１１以後の、過去に経験したことのな
かった未曾有の現実に追いついていな
いからではないか。 　
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３・１１以後の気分

正直、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。

　　　　　　　　　　↑

としたら、その理由は何か。

　　　　　　　　　　↓

３・１１以後の現実に対する認識が足り
ない、 ３・１１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
ではないか。
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３・１１以後の現実が私たちに突
きつける課題とは何か？

（私見）勇気を持つこと。それは、

第１に、 ３・１１以後の未曾有の現実を認
識する「勇気」を持つこと。　認識する勇気

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
「勇気」を持つこと。　　　　 構想する勇気

第３に、３・１１以後の現実に対し、単にＮＯ
ではなく、ＹＥＳという積極的な行動を起こ
す「勇気」を持つこと。 ＹＥＳの行動の勇気



42

第１の課題：３・１１以後の現実

「自然と人間の関係」と「人間と人間の関
係」を区別して現実を認識する必要があ
る。

なぜなら、原発事故原発事故原発事故原発事故はははは２２２２度発生度発生度発生度発生するするするする、

１度目は「自然と人間との関係」の中で、
２度目は「人間と人間との関係」の中で。
しかも１度目が過酷を極めるだけに、２
度目の事故も前代未聞の過酷を極める。
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科学技術による事故は２２２２度発生度発生度発生度発生する

一度目は、自然と人間の関係の中で、
科学技術の操作においてエラー、見込
み違いや偶然の要素によって発生し、

二度目は、人間と人間の関係＝人間社
会の交渉の中で、世論操作において確
固たる必然の要素によって発生する。
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２００５２００５２００５２００５年年年年４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日
遺伝子組遺伝子組遺伝子組遺伝子組みみみみ換換換換ええええイネイネイネイネのののの野外実験実施野外実験実施野外実験実施野外実験実施をををを発表発表発表発表

新潟県上越市の元農水省研究所が、遺伝子組換えイネの野外実
験実施を発表。コシヒカリの風評被害を懸念する農民、市民の猛
反対を押し切り、６月に田植えを実施。
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２００５２００５２００５２００５年年年年６６６６月月月月
遺伝子組遺伝子組遺伝子組遺伝子組みみみみ換換換換ええええイネイネイネイネのののの野外実験差止裁判野外実験差止裁判野外実験差止裁判野外実験差止裁判のののの提訴提訴提訴提訴
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市民の反対行動１（デモ）
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市民の反対行動２（デモ）
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市民の反対行動３（全国集会）
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農研機構への抗議行動
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バイオ研究者語録（２度目の事故）

◆「怖いと言って手をこまねいてはいら
れない。研究者の使命だ」（センター長）

◆ 「健康にただちに影響はない」」」」
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遺伝子組換え技術は２度操作する

生命に対してだけでなく、
世論（市民）に対しても。
それゆえ、
ＧＭによる生物災害も２度発生する。

一度目は生命に対する操作ミス、見
込み違いや偶然の要素によって、
二度目は市民に対する確固たる世論
操作によって発生する、と。
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　柄谷行人「世界史の構造」２７頁～

　　（５　人間と自然の「交換」）

　　同「『世界史の構造』を読む」４２頁～

　　（Ⅳ　人間と自然の交換関係）
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おさらい：原発事故原発事故原発事故原発事故はははは２２２２度発生度発生度発生度発生するするするする

１度目は「自然と人間との関係」の中で、
２度目は「人間と人間との関係」の中で。

しかも、１度目が過酷を極めるだけに、

２度目の事故も前代未聞の過酷を極
める。
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福島福島福島福島原発事故とは何か

単なる事故ではなく、それは事件、政変、犯罪。

なぜなら、

原発事故は２度発生する、

一度目は「自然と人間の関係」の中で惨事惨事惨事惨事とし
て発生

二度目は「人間と人間の関係」の中で犯罪犯罪犯罪犯罪とし
て発生。

ただし、それは今始まったことではなく、チェル
ノブイリ事故で証明済み。
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「「「「自然自然自然自然とととと人間人間人間人間のののの関係関係関係関係」」」」
放射線放射線放射線放射線のののの人体人体人体人体にににに対対対対するするするする被被被被ばくとはばくとはばくとはばくとは何何何何かかかか？？？？

３人の専門家

①菅谷昭さん　

②矢ヶ崎克馬さん　

③落合栄一郎さん
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国難を言い続ける人
故翁長雄志知事だけではない。

菅谷昭松本市長

　　　　　　　　　　２０１２年３月



57

菅谷昭松本市長菅谷昭松本市長菅谷昭松本市長菅谷昭松本市長ののののメッセメッセメッセメッセージージージージ

松本市で入寮した子どもたちを訪問（２０１４年３月）
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放射線災害は自然災害とちがう
「原発事故と甲状腺がん」（2013年５月）

原発事故が過酷事故と言われる理由：放射
線災害が従来の自然災害と全くちがう点に

ある。

それは事故そのものの収束が非常に困難、

であるのみならず、

外部に放出された放射性物質が長期間に渡
り放つ放射線により汚染地の被害の深刻さ。
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初めての郡山:矢ヶ崎克馬さんの講演

郡山駅から会場までの道中の光景に衝撃。

「見えない、臭わない、味もしない」放射能の不可解な
性質をまざまざと思い知らされる。
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年間１ミリシーベルト とは何か？
セシウム１３７→年間で約６００億本、毎秒で約
１万本の放射線を１年間継続して浴びること。
１ミリシーベルトをエネルギーに換算

→　１ｍＳｖ＝１ｍＧｙ＝１ｍＪ／ｋｇ

６０ｋｇの人→１ｍＳｖは６０ｍＪのエネルギー。

ジュールを電子ボルトに換算

→　６０ｍＪ＝６０／１．６０２×１０－１０ ＭｅＶ

１本のベータ線、ガンマ線のエネルギー

→　０．５１２ＭｅＶと０．６６１７ＭｅＶ。

１ｍＳのエネルギーはベータ線とガンマ線のエネルギーの合
計の何セット分に相当するかは以下の計算式。

６０／１．６０２×１０－－－－１０１０１０１０　÷（０．５１２＋０．６６１７）＝３．１９ ‥
×１０１１１１１１１１ 　　　　　　　　　　　　　（矢ヶ崎克馬さんによる）
　　　　　



62（（（（落合栄一郎落合栄一郎落合栄一郎落合栄一郎さんさんさんさん作成作成作成作成））））
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１本の放射線が引き起こす電離の数①

１本の放射線の電離の数は、放射線のエネルギー
を１個の電離に必要な平均電離エネルギーで割れ
ば求められる。

アルファ線：ウランのアルファ線のエネルギー４Ｍｅ
Ｖ（＝４×１０6ｅＶ）を平均電離エネルギー４０ｅＶで
割る計算式で求まる。

４×１０６ ÷４０＝１００，０００

　　　　　　　　　　　　↓
アルファ線は身体中で４０μｍ程度で止まるが、そ
の間におよそ１０万個の電離＝人体の損傷を行う。
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１本の放射線が引き起こす電離の数②

ベータ線は最大２万５０００個。

ベータ線のエネルギーは一定ではないので、今、
最大値１ＭｅＶについて計算する

→その計算方法：１ＭｅＶ（＝１×１０６ｅＶ）を平均電
離エネルギー４０ｅＶで割る計算式で求まる。

１×１０６÷４０＝２５，０００
　　　　　　　　　　　　↓

ベータ線は身体中で約５ｍｍで止まるが、その間に
最大で２万５０００個の電離＝人体の損傷を行う。
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遺伝子（ＤＮＡ）の損傷の数
遺伝子が細胞内で占める割合：重量比で０．３％。

人体の全細胞に１本のベータ線による２万５０００万
個の電離が発生と仮定→人体の全遺伝子に発生す
る電離の数は２万５０００×０．００３＝７５個。

つまりセシウム１３７のベータ線で年間１ｍSvを浴び
た場合、１本のベータ線で人体の全遺伝子に発生す
る電離の数は７５個。セシウム１３７の場合、年間１ミ
リシーベルトで年間３０００億本のベータ線を浴びる

→年間１ミリシーベルトつまり年間３０００億本のベー
タ線で人体の全ての遺伝子に発生する電離の数は、

７５×３０００億＝２２兆５０００億個に達する。
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((((山下俊一語録山下俊一語録山下俊一語録山下俊一語録。。。。２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年３３３３月月月月２１２１２１２１日福島市講演日福島市講演日福島市講演日福島市講演))))

１１１１ミリシーベルトミリシーベルトミリシーベルトミリシーベルトのののの放射線放射線放射線放射線をををを浴浴浴浴びるとびるとびるとびると皆様方皆様方皆様方皆様方のののの細胞細胞細胞細胞のののの
遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子のののの１１１１個個個個にににに傷傷傷傷がががが付付付付きますきますきますきます。。。。簡単簡単簡単簡単！！！！100ミリシーベ
ルト浴びると100個傷が付きます。これもわかる。じゃ
あ、浴びた線量に応じて傷が増える。これもわかる、
みんな一様に遺伝子に傷が付きます。しかし、我々
は生きてます。生きてる細胞はその遺伝子の傷を治
します。

いいですかいいですかいいですかいいですか。。。。１１１１ミリシーベルトミリシーベルトミリシーベルトミリシーベルト浴浴浴浴びたびたびたびた。。。。でもでもでもでも翌日翌日翌日翌日はははは治治治治っっっっ
てるてるてるてる。。。。これがこれがこれがこれが人間人間人間人間のののの身体身体身体身体ですですですです‥‥事実事実事実事実はははは１１１１ミリシーベミリシーベミリシーベミリシーベ
ルトルトルトルト浴浴浴浴びるとびるとびるとびると１１１１個個個個のののの遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子にににに傷傷傷傷がががが 付付付付くくくく、、、、100ミリシー
ベルト浴びると100個付く。１回にですよ。じゃあ、今問
題になっている10マイクロシーベルト、50マイクロシー
ベルトという値は、実は傷が付いたか付かないかわ
からん。付かんのです。ここがミソです。
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落合栄一郎さんの問題提起
即死のレベルである１０シーベルトの放射能
これを通常のエネルギーに置き換えると１０
ジュール／kg。これは体温をわずか0.002４度

上げるにすぎない。たったこれだけのエネル
ギーが人間に即死をもたらすのはなぜか？

「放射線と人体」（２０１４年３月）
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おさらいおさらいおさらいおさらい：：：：福島福島福島福島原発事故とは何か

単なる事故ではなく、それは事件、政変、犯罪。

なぜなら、

原発事故は二度発生する、

一度目は「自然と人間の関係」の中で惨事惨事惨事惨事とし
て発生

二度目は「人間と人間の関係」の中で犯罪犯罪犯罪犯罪とし
て発生。

ただし、それは今始まったことではなく、チェル
ノブイリ事故で証明済み。
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チェルノブイリ事故は二度発生した

一度目は、ヨーロッパ全土が人が住め
なくなる可能性まであった「惨事」として。
　　　



71

二度目は「犯罪」として。
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ヴラディーミル・チェルトコフ

２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年３３３３月月月月　　　　来日来日来日来日　　　　　　　　
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ワシリー・ネステレンコ

ひとたび放射能災害が発生したら、人々は人知の
及ばない深刻な事態に至ってしまい、その結果、何
十万人という人々をこれほどまでに不幸な目に遭
わせるものである以上、人類には原子力というテク
ノロジーを取り扱う資格・権利がない。
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「「「「ノーベルノーベルノーベルノーベル文学賞作家文学賞作家文学賞作家文学賞作家　　　　アレクシエービッチアレクシエービッチアレクシエービッチアレクシエービッチのののの旅路旅路旅路旅路」」」」
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何万人の炭鉱夫たち
（リクビダートル ）
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彼らの功績

ヨーロッパ全土を人が住めない土地に帰
するほどの大惨事になる可能性を防いだ。

◆事故直後のチェルノブイリ上空をヘリで
飛び、原子炉の土台の下に液体窒素を注
入すれば大惨事を防げると突き止めた。

◆そのプランを実行するために灼熱と高
濃度の放射能地獄の現場に送られた 。



77

彼らに対する恩賞（科学者）

◆ネステレンコ

➜所長の地位解任、

　 ＫＧＢによる二度の暗殺計画。

理由は、「パニックを煽るろくでなし」と警
告されたにもかかわらず、放射能を感知
する器官を持たない汚染地の住民たち
が無防備なまま取り残されているのに対
し彼らの保護を訴え続けたため。
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彼らに対する恩賞（炭鉱夫たち）

◆何万人の炭鉱夫たち

➜事故被害者の統計から除外され、「存
在しないもの」として扱われる。

この抹殺政策で、彼らの若者の殆どが身
障者となり、多くは３０、４０代で命を落と
した。

以上を犯罪と呼ばずして、何と呼んだら
よいだろうか。
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福島原発事故の惨事：
福一吉田所長の証言
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２号機の危機は東日本壊滅のおそれ

私は本当にここだけは一番思い出したくない
ところです。・・・ここで本当に死んだと思ったん
です。２号機はこのまま水が入らないでメルト
して、完全に格納容器の圧力をぶち破って燃
料が全部出ていってしまい、そうすると、その
分の放射能が全部外にまき散らされる。 最悪
の事故ですから。チェルノブイリ級ではなくて、
チャイナシンドロームではないですけれども、
ああいう状況になってしまう。・・・放射性物質
が全部出て、まき散らしてしまうわけですから、
我々のイメ－ジは東日本壊滅ですよ（2011年
８月９日吉田調書５２頁）。
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原発事故の「人間と人間の関係」
福島原発事故の犯罪

この間、あまたの犯罪が実行され、今も日々実
行されている。

その正体は次の２つに象徴的に現われている。

◆2011年４月19日、文科省２０
ミリシーベルト通知

◆山下俊一長崎大教授発言



83

文科省２０ミリシーベルト通知の衝撃

「人間と人間の関係」を象徴する出来事：通知
を知った瞬間、文科省は気が狂ったか、と。

　　　　　　　　　　　　　↓

自分を鏡にして文科省を眺めてはいけない。

彼らはちっとも狂っていなかった。
のちに、文科省省はチェルノブイリから学び尽
くし、用意周到に３．１１ショックを活用し、人々
を欺き抜いたことを知る。

当時は、汚染地に閉じ込められた子どもたちを
どうやって救済するかを思案。　　　
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文科省の犯罪（その１）

◆チェルノブイリ事故から学び尽くす

１、キエフ５２万人の集団疎開の再現を阻止
　－＞基準値の速やかな引き上げ。　

２、上記集団疎開の前日、ソ連政府はこれ
以外の集団疎開を許さないために、住民
の被ばく許容基準を一気に百倍に引き上
げ、その後、２０倍に修正。この失態を反
復しない－＞最初から２０倍引き上げ。 　
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文科省の犯罪（その２）

◆法的なクーデタの実行者

私的な民間団体にすぎない（ただし、お
友だち関係にある）国際放射線防護委
員会（ICRP）の2007年勧告（国内法とし
て取り入れられていない）に従う。

　　　　　　　　↑

法治国家（法律による行政の原理）を完
全に逸脱した、信じられない無法行為。
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ICRP2007年勧告
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　山下俊一の犯罪その１）

　　　３３３３．．．．１１１１１１１１からからからから１２１２１２１２日目日目日目日目のののの記者会見場記者会見場記者会見場記者会見場
「僕たちはがんになりません、というのは保証できま
すか？」の質問に答えて、
「『絶対安心』ということは誰も言えない。しかし、『安
心して下さい』とお願いできる。ここは大事です！」
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３１１以後の山下俊一語録１

科学的に言うと、環境の汚染の濃度、マイク
ロシーベルトが、１００マイクロシーベルト/h
(＝年８７６ｍＳｖ)を超さなければ、全く健康に
影響及ぼしません。ですから、もう、５とか、１
０とか、２０とかいうレベルで外に出ていいか
どうかということは明確です。昨日もいわき
市で答えられました。「いま、いわき市で外で
遊んでいいですか」「どんどん遊んでいい」と
答えました。福島も同じです。心配することは
ありません。是非、そのようにお伝えください。
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３月２１日福島市講演
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どんどん遊んでいい
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３１１以後の山下俊一語録２

放射線の影響は、実はニコニコ
笑ってる人には来ません。

クヨクヨしてる人に来ます。これ
は明確な動物実験でわかっていま
す。酒飲みの方が幸か不幸か、放
射線の影響少ないんですね。
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放射線の影響は、実はニコニコ
笑ってる人には来ません
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３１１以後の山下俊一語録３

・ 皆さん、マスク止めましょう。

（マスクで２時間の自転車通勤する人に）

・今の外に出て２時間半くらい自転車で
こいで行って吸っても、たいへん嬉しいこ
とに、あるいは残念なことに、まず男、20
歳以上、全く影響ありません。どんどんやっ
て大丈夫です。それはご心配いりません。
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皆さん、マスク止めましょう
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マスクで２時間自転車通勤
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２０１１年５月１日

「健康管理調査スキームについての
打ち合わせ」

山下「福島県は世界最大の実験場」

広島や長崎よりも被ばく者数の多い福島事故のデータ
が、国際機関などの研究者から熱い注目を集めている
事実を強調した上で、「福島県が主体的に調査を行い、
プレッシャーをはねのけるべき」だと、大規模な予算を組
むよう働きかけた。 （ourplanet）
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３１１以前の山下語録
• ポーランドにも、同じように放射性降下物が
降り注ぎましたが、環境モニタリングの成果
を生かし、安定ヨウ素剤、すなわち、あらか
じめ甲状腺を放射性ヨウ素からブロックする
ヨウ素をすばやく飲ませたために、その後、
小児甲状腺がんの発症はゼロです。（2009年
「放射線の光と影」５３７頁）

• 最後に、チェルノブイリの教訓を過去のもの
とすることなく、「転ばぬ先の杖」としての
守りの科学の重要性を普段から認識する必要
がある。（2000年２月29日「チェルノブイリ
原発事故後の健康問題」）
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山下俊一インタビュー
（2012年8月26日毎日新聞）

国の基準が20ミリシーベルトという事が
出された以上は、 我々日本国民は日本国
政府の指示に従う必要がある。

日本という国が崩壊しないよう導きたい。
チェルノブイリ事故後、ウクライナでは
健康影響を巡る訴訟が多発し、補償費用
が国家予算を圧迫した。そうなった時の
最終的な被害者は国民だ。
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山下発言の国際的支援：ＩＡＥＡ
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おさらい：原発事故とは何か？
第１の「自然と人間の関係」

◆３．１１以来、汚染地の子どもたちは核戦争の中
にいる。
原発から放出された大量の放射性物質によって、
外部から、そして体内に取り込まれ内部から、年間
１ｍＳｖだけでも「毎秒１万本の放射線が体を被曝さ
せるのが１年間続くもの」桁違いな量で発射する放
射線からの攻撃の中にいる。

放射線という、目に見えず、臭いもせず、痛みも感
じない、私たちの日常感覚ではぜったい理解できな
い相手との戦いの中にいる。それは放射性物質
（核種）からの攻撃という意味で核戦争。
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おさらい：原発事故とは何か？
第２の「人間と人間の関係」

　　　「あべこべ」の事態の発生。
◆子どもの命・人権を守るはずの者が「日本最大の
児童虐待・最悪のいじめ」の張本人に。

◆加害者が救済者のつらをして、命の「復興」は言わ
ずに、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、
経済的「復興」の妨害者として迫害され、

密猟者が狩場の番人を、盗人が警察官を演じている。
狂気が正気の振りをし、正気が狂気扱いされている。
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私私私私たちのたちのたちのたちの願願願願いいいい

至ってシンプル

◆「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したい、正常
に戻したい。

◆開き直って異常事態を突き進むこの国を
正気に戻したい。

◆放射能災害において「命こそ宝」という大
原則を取り戻したい。
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いかにしたら私私私私たちのたちのたちのたちの願願願願いがいがいがいが
実現実現実現実現されるかされるかされるかされるか

問題は、日本社会が持ちうる最悪の要素の全
てを露呈した３・１１以後の「全てがあべこべ」
の暗黒時代に，それはいかにして可能か。

　　　　　　　　　　　↓

その可能性の中心は、
「もうひとつのあべこべ」にある。
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「「「「もうもうもうもう一一一一つのあべこべつのあべこべつのあべこべつのあべこべ」」」」とはとはとはとは
３・１１以後に出現した「あべこべ」は生半可なもの
でなく、悪のあべこべだけでなく、政治を一握りの職
業的専門家にお任せする「お任せ民主主義」から、
アマチュアの市民が自ら統治する市民主導の参加
型民主主義に交代する「もう１つのあべこべ」をも生
み出した。
《職業的専門家とアマチュアのあべこべの時代》を
もたらし、３・１１まで劇場の観客にすぎなかった市
民が、３・１１以後、みずから舞台に上り、政治、経
済、科学技術、文化で発言するようになり、主役と
なろうとした。ここに、市民主導で原子力災害から
市民を守る立法＝市民立法の可能性の中心があ
る。
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誕生間誕生間誕生間誕生間もないもないもないもない「「「「もうもうもうもう一一一一つのあべこつのあべこつのあべこつのあべこ
べべべべ」」」」をどうやってをどうやってをどうやってをどうやって育育育育てるかてるかてるかてるか。。。。

過去に、公式の日本史に載らない、 「市民立
法」を実現してきた「希望の扉」が我が国に
存在してきた、それも至るところに。
その 「希望の扉」を全て探し出し、扉を開け、
希望の泉を汲み出し、芽をふいたばかりの
私たちの取組みに注ぎ込む。
それをしないうちは、私たちはミセン（未だ生
きず）の中にいる。
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「希望の扉」の実例１

漠然と憧れるのでも期待するのではなく、
明確なビジョンを持つことを説いた人々。

《私の挑戦は 平和が実際に何を意味するの
か定義し直すことです。平和は 歌を歌って願
うものではありません 平和は愛らしく描かれ
るハトや 虹でもありません ‥‥私にとって平
和とは 正義や平等が存在し 持続可能な平和
です。世界中で 大多数の人が尊厳のある生
活を送れるように 十分な資源を 手に入れら
れる 持続可能な平和です》（対人地雷禁止条約の
立役者地雷禁止国際キャンペーンのジョディ・ウィリアムズ）
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「希望の扉」の実例２

１９９９年成立した情報公開法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓

市民立法、その産声は１９８２年、
誰も知らない山形県金山町の情報
公開条例の制定から始まった。
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市民立法の情報公開条例第１号



111

情報公開法の制定に至るまで
のロードマップ

①「情報公開法を求める市民運動」(市民団体）
の結成　　　　　　 ↓↓↓↓

②『情報公開権利宣言』と条例モデルの起草　　
　　　　　　　　　　 ↓↓↓↓

③．②の宣言・モデルを具体化した条例を日本
各地で制定するための条例制定運動と条例の
制定　　　　　　　　↓↓↓↓

④．③の成果を元に、国法の情報公開法の制
定
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育てる会、昨年３月に結成集会
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育てる会の今後の取組み

• 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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「希望の扉」の実例３
チェルノブイリ法：内容＆出自
•チェルノブイリ法とは、
チェルノブイリ原発事故後、被ばくによる健康
被害が激増した５年目に被害者の要求を受け
て１９９１年、世界標準といわれる住民避難基
準を定めた法律がソ連で制定、ソ連崩壊後３
国（ウクライナ、ベラルーシ、ロシア）に引き継
がれた。
原子力事故から住民及び原発労働者の命と
健康を守るための、いわば原子力事故に関す
る世界最初の人権宣言。
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「ノーベル文学賞作家　アレクシエービッチの旅路」
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郡山市
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チェルノブイリ法日本版の特徴

◆未曾有の過酷人災に相応しい救済制度を採用

→×事後の個別救済（原爆症や水俣病認定） 　

　○事前の一律救済＝予防原則＆平等原則（二
重基準の禁止）

◆抽象的な理念法（子ども・被災者支援法）では
なく　
→具体法＝行政の裁量の余地ナシ

◆「支援」ではなく「責任」 →人権侵害に対する国
家の「責任」として人権救済を定めたもの。 　
→行政レベルはむろん、法律でも合理的な理由
なしに支援打切りできない。
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予防原則ってなに？

そんなもの、聞いたこともない！

　　　　　　　　↑

否、聞いたことがないくらい、とっくに、
私たちの生活のすみずみまで行き渡っ
ている。　　　↓

それを単に、放射能災害にも当てはめ
たのがチェルノブイリ法日本版（次頁以
降参照）。
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既に実行されている予防原則

◆日本国家を守るために採用している原
理原則を、日本国民を守るためにも採
用すべき。

◆自然災害から市民を救済するため採用
している原理原則を、人災である放射
能災害からの救済でも採用すべき。

◆通常の人災(交通事故)で市民を救済す
るため採用している原理原則を、過酷
人災である放射能災害でも採用すべき。
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　　　　　　　　　三宅島噴火

• 　
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既に実行されている予防原則(続き)

◆外国からの人災(戦争)で市民を救済す
るため採用した原理原則を、国内の人
災（放射能災害）でも採用すべき。

◆福島原発事故で福島の自治体の首長や
幹部は我が子・我が孫を救済するため
に予防原則の立場から県外避難を既に
実行。同様に、この原則を福島の一般
市民の子どもにも適用すべき。
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予防原則を明記した
チェルノブイリ法日本版モデル案

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。
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チェルノブイリ法の誕生

職業的政治家の手で誕生したので
はなかった。

制定前夜に、旧ソ連各地で、市民
のデモ。労働者のストライキ頻発。

昨年３月にベラルーシから来日した
学校教師のマグリシェフさん、モス
クワにデモに行く、射殺覚悟で。
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マグリシェフさん
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チェルノブイリ法前夜
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チェルノブイリ法前夜
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おさらいおさらいおさらいおさらい：：：： 「希望の扉」の実例

市民立法のために何が必要か？

→「希望の扉」を開き、「過去を変える」必要があ
る。

２０１６年来日したアレクシエービッチさんは言っ
た「日本には抵抗の文化がない」

しかし、彼女は公式の日本史しか知らない。

私達の過去には輝かしい抵抗の文化＝ 「希望
の扉」があり、それは埋もれている。

私達は「希望の扉」を開き、 「過去を変える」必
要がある。
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1994年3月2日NHK「歴史発見」
江藤新平、汚職を許さず〜明治6年・

葬られた政治改革〜
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過去は変えられる

江藤新平江藤新平江藤新平江藤新平の偉業：明治５年、司法権の独立を実現
し、行政訴訟を作った。

困窮の１０代の言葉「人智は空腹よりいずる」
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６０６０６０６０年前年前年前年前、、、、杉並杉並杉並杉並でででで始始始始まったまったまったまった水爆水爆水爆水爆
禁止署名運動禁止署名運動禁止署名運動禁止署名運動

１９５４年５月１３日から始まった署名運動、６
月２４日に265,124名（杉並区人口は約39万）。
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原水禁世界大会原水禁世界大会原水禁世界大会原水禁世界大会のののの開催開催開催開催
杉並の「原水爆禁止」署名運動は全国津々
浦々の町村、職場に広がり、あらゆる市町村
会議で「核実験反対」「核兵器禁止」を決議。
１２月に２０００万名突破。

１９５５年１月、署名運動全国協議会は、８月
６日に広島で世界大会を開くことを決め、３０
００万署名と、１０００万円募金を実現、全国
各地域、職場の代表五千名と、社会体制を
異にする多くの国々からの代表が参加、第１
回原水禁世界大会が８月６日広島で開催。
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世論の高まりは日本政府も動かす

かつて吉田内閣「日米安保条約の建前上、米国の核
実験に協力する」←鳩山首相「原爆禁止に協力する」
と言明。　

１９５６年２月、衆参両院「原水爆実験禁止決議」が採
択、
同年10月「原水爆禁止全国市会議長会議」開催、自
治体ぐるみの運動が各地に広がった。　

１９５５年１月、ウィーンで世界平和評議会の拡大理事
会に原水禁運動の代表安井郁氏が招かれ、「原子戦
争準備反対の訴え」（ウィーン・アピール）が採択。

杉並の主婦のアクションから、核兵器に反対する世界
的な連帯がスタート。
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１９６４年の三島・沼津「石油コン
ビナート反対」の市民運動

三島市ホームページの解説
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三島・沼津「石油コンビナート反
対」の市民運動の成果＆やり方

【【【【成果成果成果成果】】】】①公害対策の性格がそれまでのお役所への
陳情から、民主主義の権利を主張して自治体改革の
市民主導の運動に転換。
②三島市・沼津市の環境を守ったばかりか、日本全
体の環境保全に舵を切る転換となり、日本ばかりか
世界の公害防止のさきがけとなるような、画期的な
法整備を引き出した。
【やりやりやりやり方方方方】地元高校教師らが石油コンビナート進出
の環境影響を調査、大気汚染水汚染の公害の可能性
が判明。住民はこの報告書で公害の学習会を３００
回開催。四日市等現地調査し、その結果、多くの市
民が政府の地域開発計画に反対。
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1969年成立の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前文で宣
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。

→翌年の公害国会の実現に寄与。



138

異能の法学者 戒能通孝

明治以来の法学教育の本質を喝破：

「拒絶法学」を叩き込むことにある。
大学教師から下野→小繋事件農民弁護人

美濃部都知事の要請を受け、公害研究所
初代所長に就任。
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東京都公害防止条例前文から

第一原則　すべて都民は、健康で安全かつ快適な
生活を営む権利を有するものであって、この権利は、
公害によってみだりに侵されてはならない。
第二原則　すべて都民は、他人が健康で安全かつ
快適な生活を営む権利を尊重する義務を負うので
あって、その権利を侵す公害の発生原因となるよう
な自然及び生活環境の破壊行為を行なってはなら
ない。
第三原則　東京都民の自治組織体である東京都
は、都民の健康で安全かつ快適な生活を営む権利
を保障する最大限の義務を負うのであって、この義
務を果たすため、あらゆる手段をつくして公害の防
止と絶滅をはからねばならない。
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前文を掲げた
チェルノブイリ法日本版モデル案

【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、 ‥‥
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１９７０年11月24日から12月18
日の特別国会（公害国会）

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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おさらい：過去の「希望の扉」の訓え

職業的専門家ではなく、無名の、
無数の市民の連合する力こそ、
最強。　　↓そのためには、

市民は観客ではなく、舞台の主
役に。

◆市民立法、それはいかにして
始まるか？
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市民立法の始まり

それは

一人の声、

一人のアクションから始まる。
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対人地雷禁止条約の始まり
1991年、２人の女性（アメリカのボビー・ミュー
ラーさん、ドイツのトーマス・ゲバウアーさん）
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１９６８年　海上保安庁Gメンとして四日市着任

１９７３年　東京都公害局に転職。　
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田尻宗昭の言葉

現場にどんな悲劇があっても、

たった一人の人間がその生死を
かけて立ち上がらなければ何も
生まれはしない。　　　　　　　　

「羅針盤のない歩み」　　はじめに
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チェルノブイリ法日本版の始まり

それは、２０１７年５月、一人のお母さんの呼
びかけから始まった。

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のののの条例制定条例制定条例制定条例制定をををを一緒一緒一緒一緒
にやりませんかにやりませんかにやりませんかにやりませんか。。。。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　

私たちは福島原発事故後、非営利で保養や野菜
支援、三重県への避難者・移住者の支援などを行
なってきました。運営については会発足以来、みな
さまからのご寄付や助成金で行って来ましたが、６
年が経ち、民間にできることは限られたものだと感
じています。
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　しかし原発からまき散らされた放射性物質から日々発射され
る放射線の脅威を考えたとき、これらの取組みはまだまだ必要
なものです。では、前例のない過酷事故に対して私たちはどう
したらよいのでしょうか。正直、途方に暮れます。しかし、幸い私
たちには前例から学ぶべきお手本が２つあります。

１つは放射能災害に対して命と健康と暮らしを保障したチェルノ
ブイリ法です。これは、放射能災害に見舞われた人たちがひと
しく守られるべき、放射能災害に関する世界最初の人類普遍の
人権宣言です。これを参考に、日本でもそれに添うような法を
作るべきだと強く感じています。
もう１つは、「情報公開」の法律を日本各地の市民の手で制定し
た経験です。日本各地の自治体で地元市民と議員と首長が協
力して情報公開の条例を制定し、その条例制定の積み重ねの
中から1999年に情報公開法が制定されました。この経験を参
考に、チェルノブイリ法日本版を条例制定からスタートすべきだ
と強く感じています。
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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）

「備えあれば憂いなし」（小泉元首相）
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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「６００億ドル拠出」の発言。

・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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市民立法の限界
---チェルノブイリ法の課題---

国家の責任と金銭的救済は必要不可欠。

ただし、それは万能でない。それだけでは
避難事業にとって必要な

①経済的自立の達成
②人間的孤立の克服
が解決できないから。
　　　　　　　　　　　↑

この解決のために何が必要か？
そのキーワードは《市民型公共事業》



157

避難事業は市民主導の公共事業

・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
再生の公共事業が今こそ必要。
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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１つのアイデア】

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。

モデルはざらにある。ex.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、１４，９
３８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

《今日の革命は参加という名前である》
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おさらい

福島原発事故とその救済制度
３・１１まで「安全神話」の中にいた日本、放
射能災害の過酷事故を想定した救済制度、
全く用意していない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓

「新しい酒は新しい皮袋に盛る」しかない。
その新しい皮袋が、
①予防原則の「チェルノブイリ法」日本版
②経済的自立と人間的孤立の克服をめざ
す市民型公共事業。　
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最後に （まつもと子ども留学の子ども）
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昨年３月、寮のスタッフの言葉

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。

私たちも、

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。
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２人の言葉
◆ 「子ども福島」 2011年5月22日の郡山集

会に参加した黒田節子さん

◆「育てる会」本年3月18日の結成集会に参

加した長谷川克巳さん
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