歳。
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原発事故で多くの大人が傷つきま
した。
しかし、一番傷ついたのは子ども
たちなのではないかと私は感じて
います。私は 歳という多感な時
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当時十五歳だった私私私私ががががチェルノブ
年３月 日は中学校の卒業 期に原発事故を経験し、非常に傷
イリ法日本版にににに寄寄寄寄せる思思思思いいいい
式の日でした。午前中に卒業式が つきました。
あり、午後に自宅にて被災。
安達和叶 札幌市
年５月半ばに家族全員で山 それから、死の淵を歩き、真っ暗
形県山形市に家族移住。
なトンネルをあるき続け、
年５月半ばに単身で札幌市 様々な変遷を経て、「生きる覚悟」
に移住。
を持つことの大切さについて考え
るようになりました。
たった数行で終わってしまうプロ 多感な時期に死というものを見つ
フィールですが、ここには壮絶な めたからこそ、
出来事がたくさんあったというこ 今の私は生きる希望や光というも
とは言わずもがなでしょう。
のを見ることができているのだと
原発事故により、多くのものを喪 思っています。
失しました。
それまで大人を絶対視し、信じて 私は札幌に来てから多くの方との
安達和叶（あだちわかな）と申し いましたが（それだけ純粋でした） 出会い、先人たちからバトンを受
ます。
原発事故を堺にして、
大人の黒さ、 け取っています。札幌で「チェル
ノブイリ法日本版の学習会」に参
郡山市出身で、
育ちは伊達市です。 社会の黒さを目の当たりにし、
出身といっても、０歳、１歳ごろ 命をないがしろにするという非人 加させていただき柳原さんのお話
を聞きました。とても気持ちを揺
滞在していただけなので記憶はあ 道的な国の方針と、
りません。
それになんの関心も抱くことのな さぶられました。ご縁というのは
郡山、渡利、伊達と３つの地域に い、または疑問を感じることのな 本当に不思議なもので、柳原さん
「大人」という存在にとことん のお話にとても共感した私は、先
住んだことがありますが、一番居 い、
生からのお声掛けのもと、正会員
傷つけられました。
住期間が長いのが伊達です。
として共に活動させていただくこ
伊達市は飯舘村の隣にある市で、
とになりました。柳原さんから受
とても線量が高かったのにもかか
け取ったバトンは希望の光を感じ
わらず、避難区域になりませんで
させるバトンで、「私のような知
した。
識の無い若者が受け取っても大丈
夫なのだろうか」と思わず感じて
当時
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しまいました。
ですが、「年齢も立 は非常に高く、子どもたち、若者
場も知識も関係ない」という柳原 たちを取り巻く環境というのは劣
さんの言葉にまた感動し、感謝し 悪です。そのなかでも「生きる」
てバトンを受け取りました。出会 ことを選ぶということもまた一つ
いに偶然というものはこの世には の覚悟なのだと私は考えています。
なく、全て必然だなぁと感じる今
日このごろです。
光と闇は常に表裏一体だと思いま
す。
今、私の年代や下の年代、子ども 一人にできることは限られている
たちは本当に苦しみの中にいます。 としても、その限られていること
それは戦後、バブル、そしてその を寄せ集めたら、きっと道は拓け
後を生きてきた人たちが私達に残 ると信じています。点も集まれば
した未来そのものであり、私達は 線になるように、ひとりひとりが
繋がり、共に歩むことで未来につ
それを「享受」しています。
ながる希望の道を作ることができ
表に立つことで「若くて何も知ら るはずです。
ないくせに、生意気」と言われる
一方、
黙っていれば、
「近頃の若者 そのために、ぜひ、上の年代の方
は」と言われる。
には知識、知恵を貸していただき
「だったらどうしろというのだ」 たいと心から思っています。
という思いをただ黙って飲み込み、
ただ、上の世代に従うことしかで もちろん、私はじめ、傷つき続け
きないという自分に嫌気がさして ている子どもたちの傷はなかった
いる同年代が非常に多いです。
ことにすることはできません。
ただ、
これからできること、
「今こ
混沌とした世の中ゆえ、年齢関係 こ」でできることは未来につなが
なく疲弊してしまっているという っています。
のが現状なのだろうとも感じます。 私ができることは過去に報い、精
一杯「生きる」ということだと思
っています。
それこそ、近年の若年層の自殺率
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自分に何ができるのかと考えると、
正直、自信がない。
でも自分がどの方向に向かって
行くかは決めることができる。

私は違う世界を見たい。
自分たちは無力なんかじゃない、
何かを変える力があるんだって知
りたい！
だから、自信がないまま進もう。
絶望を希望に、涙を笑顔に変え、
光に向かって進もう！
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平和を作り出す希望の光を持つ子
は私たちに本当に望む世界を
どもたちに未来へのバトンを渡し 思い描かせた。
たい。
それはきれいな水、
きれいな空気、
それが私の夢であり、北海道とい きれいな大地。
う地でやりたいことでもあります。 子どもたちの健やかな成長。
命を大切にする社会…
至らないこと、勉強不足な部分も
あるかと思いますが、ぜひご教授 「 核 兵 器 廃 絶 キ ャ ン ペ ー ン
いただければ幸いです。
」のノーベル平和賞授賞式
皆様何卒宜しくお願いいたします。 で、原爆被爆者のサーロー節子さ
んは言った。
光光光光にににに向向向向かって
「自分が建物の下敷きになってい
ると気づいた時、自分の肩に触れ
岩間綾子 栃木県塩谷町
る手があった。その人は言った。
とちの実保養応援団
諦めるな。動き続けろ。光が見え
るだろう。その光に向かってはっ
ていけ！」

は私たちに沢山の望まない
世界を見せた。そして私たちは沢
山
と言い続けた。

1
1
3
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過去 現在 未来
上野正美 伊勢市
ふくしまいせの会

(

(

三重県伊勢市といえば、お伊勢さ
んが有名です。
と言っても、地図でどこ、と直
ぐに当てられない方も多いかもし
れません。名古屋から南へ２００
、伊勢湾の入り口付近の左側と
いえば何となく想像していただけ
ますか。

産まれた時から、神宮の森は視
界にありましたし年末年始はたく
さんの人が訪れる場所なので、取
り立ててそこは何かと考えたりも
しない所に育ちました。
大晦日はいとこ達（実は男の子
は１人もいなくて女の子ばかりで
した）４〜５人と母方の祖母と一
緒にお参りに行くのが恒例でした。
どんど火という大きなたき火を
神宮の境内で燃やして、寒くてか
じかんだ手をかざしたり、女の子
が集まるのですから、それはそれ
は賑やかなしりとりゲームが始ま
ったりしながら参道を進んで行っ
たのを今でも思い出します。
高校卒業後、日本赤十字の看護
学校を出て、正看護婦になりまし
た。
実は高校２年の時に父親は脱サ
ラをしました。退職金を使って小
さな印刷会社の下請けのような工
場を建てました。高校生ながら、
自立しなければ何かが不安で仕方
がないという気持ちで進路を決め
る時が来ました。教科書代 万円、
全寮制学費も要らない場所だった
ので日赤の看護学校に進学しまし
た。ナイチンゲールという名前を
ご存じだと思いますが、体の中に
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わずかかもしれませんが、私の中
に人の役に立ちたいという気持ち
が植え付けられたのだと感じます。
年３月 日の震災後、
福島
第一原発が爆発した日は、病院で
はなく重度心身障害者施設のボラ
ンティア兼看護師として伊勢市内
の作業所にいました。
そして音はほとんど聞こえない
けど、付いていたテレビの画面か
ら、ボン、という爆発の音を聞い
た気がしました。
あれから長い長い時間が過ぎま
した。多くの方々が右往左往して
逃げ惑い、呼び掛け合い、励まし
たり、または置き去りにして、そ
して泣いたり、分かれたり、再開
したり、死んでしまったり
もし、地震や津波に対する備え
がもっともっとできていたら状況
はきっと変わっていたでしょう。
これは人災なんですね。
８年目を迎えて、私は今は法律
を作る事に全力を尽くそうとして
います。
活動は今年大きな山場を迎える
予定です。でも、多くの人たちは
もう終わった事なんだという捉え
方もしています。
とても残念ですが、これが今の
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本当の現実です。力が及ばず気持
ちだけで活動を終わらせる時が来
るかもしれません。しかしまだ、
諦める訳には行きません。一体な
んの力が私をそうさせるのか、考
え、そして想像してみました。そ
れは津波や地震や放射能で生活で
きなくなって自死された方々の魂
がそうして欲しいと願っているか
らなのではないでしょうか。
一市民の呼び掛けなどで国など
動かせる可能性は、たぶん殆どゼ
ロに近いのかもしれない。
では、止めますか。止めたくて
も死者の亡霊達がそれを許してく
れません。
今は死者の力に任せて流れて止
まるまで行ってみようと思います。
伊勢神宮には、外宮と内宮があ
ります。
外宮のそばに私が産まれ育った
家があります。外宮の正面左側に
勾玉池（まがたまいけ）という池
があります。字のとおり、形が勾
玉に似ていることから名前が付け
られたのだと思います。以前はそ
の周りが素敵な遊歩道で、多くの
市民がジョギングや散歩道として
利用していました。実は私も心が
沈んだり、悩み事を持ったりした
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日には一人でそこに散歩に行った
り、山の間の木々の隙間から覗く
コロコロたちに遭いにも行ったも
のでした。
でも、残念なことに資料館を建
てる為にその遊歩道は閉鎖されて
しまいました。
実はその資料館も一昨年の台風
で浸水し、未だに復旧をしないま
まです。
箱ものを建てるために失われて
しまうもの、その中には人々の心
であり、歴史も含まれているのか
もしれません。夢のエネルギーは
多くの犠牲と共にその魅力をこと
ごとく失って行きました。海沿い
に建てられた原発はいつでも津波
に遭う可能性もありますし、福島
と同じような危険は平和と紙一重
の差で成り立っているのではない
かと考えてしまいます。
年に産まれた子どもたちは、
いよいよ春から２年生になります。
放射能のことなど、本当は考え
なくても生きて行けたら一番いい
ですね。
でも、きっと最終処分場や汚染
水の問題、そしてこれから出て来
るいろいろな健康被害などこの子
どもたちはどうしても関わってい

かなければならない運命が待って 子ども脱被ばく裁判などの応援を
います。
介して、「子供を被ばくから守る」
伊勢市からもしチェルノブイリ とする運動を続けてきました。子
法日本版条例を発信する事ができ 供はこの国の未来を担う存在であ
たなら、後始末もできないままこ り、健康で平和な社会の中で育つ
の世からいなくなる私たち大人の ことが求められています。そのた
責任の、ほんの少しだけでも役立 め原子力災害で被ばくして不健康
つことができるのではないでしょ になってしまうことは絶対に防が
うか。
なければならないと考えています。
しかし、不幸にも福島第一原発の
いつか未来から地球に宇宙の生 事故により多くの放射性物質がば
命体が降り立った時に、ひょっと らまかれ、被ばくをする子供たち
したら日本は核のゴミ捨て場にな が増えてしまいました。これを少
っているかもしれません。
しでも救済しようとして裁判が起
そうなる事を私たちは望んでは こされたのですが、こうした行政
いないと信じながら…
と対立する活動に対して、裁判所
は行政側の立場に立ち、行政も自
らは過ちを犯さないとする無謬
（むびゅう）性を前面に出して対
立するか、或はのれんに腕押しの
ごとく、無関心さを示し続けてき
ます。こうした中で新宿や霞ヶ関
で街頭宣伝を毎月繰り返してきま
したが、一向に大きなうねりを市
民の間に作れないばかりか、ます
ます市民の関心が薄れてくるのが
現実です。
チェルノブイリ法日本版への思思思思いいいい
大庭有二 小田原市
考えてみると我々の運動はボラ
ンティアによって支えられており、
脱被ばく実現ネット
私どもは、
ふくしま集団疎開裁判、 その活動やその資金は自らの時間

を削り個人的支出によって賄われ
ています。これに対して、対立す
る行政側は給料がもらえる仕事と
して時間を割き、かつ必要とされ
る資金は税金の一部を使うことが
できる立場に立って対応していま
す。さらに、 必要とされる人材も
不足すれば補充ができると言う行
政の立場と訴える側の市民との間
には全く不平等な条件の体制を取
らざるを得ない状況です。
こうした状況を打破するには行
政と対立するのではなく、我々の
活動の協力者として行政が動かざ
るを得ない状況を作る必要性を感
じていました。 そうした中で、チ
ェルノブイリ法日本版の説明を受
けた際に、行政はもともと法律や
条例によって動く仕組みになって
いるので、それによって彼らを味
方として働いてもらう考えは理に
かなっているし、その為の努力は
報われるだろうと期待ができまし
た。そのため、チェルノブイリ法
日本版はこれに正面から取り組も
うとする活動だと思うようになり
ました。
これがたとえ一地方の市町村の
条例であっても、その住民にとっ
ては行政が協力してくれる重要な
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後押しとなるし、国への働きかけ
も個人が行うのと行政が行うので
は全く違うであろうとも思うし、
条例が本当に基本的な部分だけで
あるとしても、市町村の役人が給
料をもらいながら仕事として粘り
強く国に働きかける役割を担って
くれるならば、これ以上の強力な
助っ人はないはずです。
原子力災害の被ばくはどのよう
な主義主張あろうと、どの政党に
属そうとも差別なく降りかかる災
害です。さらに、東海地震、東南
海地震、南海地震などの超巨大地
震が起こることが確実視されてお
り、それに伴う原発事故の可能性
は否定できないし、起こって不思
議のない状況です。そうした状況
下で行政が行う役割を明確に決め
ておくことは大切であり、それを
国ができないとしても各地方自治
体が独自に決めておくことで住民
が助かることは目に見えています。
備えあれば憂いなし（最小限に抑
えられる）だと多くの住民が考え
ることで、こうした条例が各地で
作れると思います。
しかし、初めてのことは内容や
意味がなかなか理解してもらえず、
さらにこうした運動に協力するこ
と自体に不安も感じるので、及び
腰になってしまうのが普通です。
そのため、無関心を装い近づかな
いでいようとする人がどうしても
多くなるのは事実です。この障壁
を乗り越えるのが当面の課題です
が、日本に幾つもある地方自治体
の一つがこれを乗り越えることが
できれば、その後に続くことは比
較的簡単なのではないかと思い、
今後もこの活動に協力して行きた
いと思っています。

福島原発事故被災地のののの今今今今 ～～～～心心心心
のののの分断からの回復～～～～
小笠原学（静岡市）
（支援交流「虹っ子」
）
３． 以降、自分の中で世界が
変わりました。
人の命を大切にすると思ってい
た日本は、子ども達の健康を優先
しませんでした。
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自分は今までの無知・無関心を
悔やみました。
静岡から出来る事として、野菜
支援・保養・街頭募金活動に取り
組ませてもらっています。
支援交流活動を通じて感じてい
る深刻な問題は、放射能基準値の
引き上げによる被災地の家族・友
人・地域の心の分断です。
基準値が引き上げられた事で、
放射線リスクのある地域・被災者
が「安全」と「危険」で分断され
ている様に感じます。
チェルノブイリ原発事故では５
年後にチェルノブイリ法が制定さ
れ、国際基準である年１ｍＳｖで
移住・保養・医療の保障がありま
したが、日本は事故７年以上が経
過する今でも避難基準値は国際基
準の２０倍のままです。
２０１８年には復興庁から「放
射線のホント」
、
そして文部科学省
から「放射線副読本」
が発行され、
内容は『福島県内の放射線の量は
低下しており、国内や海外の都市
とほぼ同じくらいになっている。
』
『福島原発事故による外部・内部
被ばく検査結果は、健康に影響の
出るレベルでは無かった。
』
とされ
ています。

本当に福島原発事故による健康
影響が無かったのであれば、なぜ
小児甲状腺がんが増えているので
しょうか？
本当に放射能汚染が低下してい
るのであれば、なぜ土壌汚染を公
表しないのでしょうか？
セシウム１３７の半減期は３０
年であり、事故後７年・８年では
まだほぼ変わらない状態で存在し
ます。
現在福島県内だけでなく福島県
外にも、放射線管理区域（４万
）に相当する放射能汚染地域が
存在します。
福島県内には、放射能汚染が低
い地域もあります。
初期被ばくの問題も含め、空間
線量のみではなく、土壌汚染によ
るリスクを考えた上での被災地・
被災者認定が必要だと思います。
国際的な基準値（４万
）で、
放射能汚染地を被災地と認定し、
移住・保養・医療の権利を保障す
る事が、被災者の心の分断を改善
させる唯一の方法だと思います。
子ども達の未来に、「命が大切」
だと言える社会を願います。
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希望のののの光光光光・・・・子子子子ども達達達達にににに残残残残すすすす宝物
岡田俊子 さいたま市
脱被ばく実現ネット

(

(

福島の原発事故は多分皆さん
もそうであったように私の生活を
一変させました。
故郷が大変な事になっている
とジッとしていられずに、友人と
ボランティアとして現地に行った
り、繋がった方達の求めている救
援物資を集めて届ける事をしなが
ら、官邸前抗議に通い続けていま
した。 そんな時 福島 郡山市
の子ども達が起こした裁判を支援
している市民ボランティアグルー
プ「ふくしま集団疎開裁判の会」

))
(

)

(

福島応援プロジェクト茨城・
（現・脱被ばく実現ネット）が文
科省前等で抗議集会をしているの 茨城県市民連合
を知り、福島の子ども達を救おう 戦前に生を受けた私は、子供のこ
と自らも抗議をなさっていた弁護 ろから女の子に対する差別に敏感
団長・柳原弁護士とお会いするこ で、そのことに反発する、大人か
ら見ると嫌な子どもだったと思い
とが出来ました。
それ以来裁判の応援や講演会、 ます。中学生のころは担任の教師
デモなどの活動に参加し、私なり に疎まれ、虐められました。中学
のこれまでの経験はこのボランテ 卒業と同時に就職、貧乏であるこ
ィアをする為だったのかと思える とが差別される原因となることを
ような日々の中、柳原さんのチェ 学びました。この差別から逃れる
ルノブイリ法日本版への強い思い には学ぶしかないと思い、仕事を
しながら定時制高校に通い、自力
を知りました。
情報公開法を手掛けた方のお で大学を卒業、ある政府系研究所
話しを聞きに同伴させて頂いたり に就職。そこで、今度は権力によ
色々話をお聞きするうちに、大人 る差別の非人間的厳しさを経験し
の責任として未来ある子ども達を ました。振り返ってみると、私の
救うにはもうこのチェルノブイリ 人生は、差別の中でもがき続けた
法日本版しかないという思いでい ものでありました。
っぱいになりました。
こうした体験があって、
年
絶望感の漂う今だからこそ希 の ・ 福島原発事故後、権力
望の光になるような子ども達に残 による人権無視の様々な差別、住
す大事な贈り物して一人でも多く 民間でも見られる差別などを見る
の皆さんに仲間になって頂き、一 につけ、何とかしなければとの思
緒に頑張っていきたいと思ってい いを強く持つことになったのだと
ます。
思います。
何をするべきなのか、初めは手
探り状況でした。とりあえず、被
ばくの健康被害について、チェル
ノブイリの経験を学び、友人の小

)

)
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1
0
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市民のののの力力力力でででで、、、、原発のののの被被被被ばくからい
のちを守守守守るために
長田満江 茨城県つくば市

3

11

張さんの提案で「福島の子供の保
養」に取り組み、同時に、茨城県
にある東海第２原発を含め、すべ
ての原発を廃炉にする運動にも、
微力ながら参加し、それを今も続
けています。
すべての原発をなくすと同時に、
いま、大事なことは、 ・ で
被災した福島の人々が被った被害
の補償を受け、被ばくによる健康
被害に対応でき、これ以上の被ば
くを受けないよう、法的に守るし
かない。政府には法を作る気がな
い以上、市民が作る必要があり、
このことが私の最後の仕事、と覚
悟を決めています。

3

11
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法法法法のののの不備とととと政治のののの勝手をををを赦赦赦赦せない
小張佐恵子（土浦市）
市民が育てるチェルノブイリ法
日本版茨城・福島応援プロジェク
ト茨城
年、福島原発事故が起きて私
は生命の危機を強く感じ、 歳だ
った息子に海外脱出を勧めました
が、彼は日本を出ることはありま
せんでした。
地球から核を無くすために命をか
けてこれからの人生を送ろうと私
は心に決めました。
十五年ほど前から、自分の人生の
苦しさの根底に性差別があること
を学ばせてくれた長田満江さんと
ともに、人権問題や環境問題など
の市民活動に取り組んでいました。
原発の問題も発信していましたが、
今から思えば危機感の浅いものだ
ったと深く反省し続けたこの８年
間です。
３月末から、脱原発の署名活動を
始めてみると、放射能の危険性に
無関心な人々があまりにも多いこ
とが分かり、愕然としました。そ
こで学習会や講演会、上映会など
の活動に大車輪で取り組みました。
その一方、福島の子供たちを受け
入れる保養キャンプの実施を決意

33

し、長田さんや友人たちとともに
７月、第１回目のキャンプを実施
しました。チェルノブイリの事故
後保養ボランティアを続けてこら
れた野呂美加さんの活動を知って
いたので、できることをやろうと
考えたのです。
あれから８年。民間の保養団体は
目に見えて弱ってきて、十回のキ
ャンプを開催してきた私たちの活
動も、やや息切れしてきました。
自分も含めて、身の周りで体調不
良の方が多いことも心配です。被
ばくの危険を伝えること、対策を
練ることも必要です。
原爆投下以来の政府のやり方から
「内部被曝を認めるとは思えない
し、自衛していくしかない」と考
えてきたものの、人々の無関心は
酷くなるばかりです。
政府対応を諦めていてはいけな
い！ 避難計画を自治体に丸投げ
し、事故の責任を放置した法の不
備と政治の勝手を黙って赦してい
ては、未来を失うことになる。
運動のあり方を考えなければなら
ない、と反省し始めた時に「チェ
ルノブイリ法日本版の市民立法」
を作る運動に出会いました。「こ
れこそ今取り組むべき活動だ！」

が不通です。メール可能が多い。
間もなく移動します。ＰＣはいつ
もひらくことはできなくなります。
携帯アドは○○です。共に生きま
しょう！道を開きましょう！』
こんなメールを日頃世話になって
いる方々誰彼となく送ったのは、
忘れもしない
年３月 日の
朝８時過ぎ。大地震からおよそ
時間。その後の 日（火）が最も
高い放射線値を出しているから、
福島第一原発では危機的な状況に
刻々と陥り始めていた頃です。高
崎に避難先を変えて 日ほど。こ
のときに群馬県でもホウレンソウ
とカキ菜に出荷規制が出て、有機
農業で安全な土造りに汗流して頑
張っている妹夫婦のショックは、
見ているのも辛いものでした。な
んでこのようなことに！
その年の 月末は、平常値（
〔マイクロシーベルト〕 ）を
超大幅に超える（
以上）
郡山でした。
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■今、私（たち）は無力感におそ
われている。本当はたくさんのた
め息をつきたいのだ。どうにもな
らないと、はっきりいってしまい
たいのだ。

15

と思い定めて参加し、地元で２回
の学習会を開きました。
地域の中で地道に運動を広げてい
くことを課題にして、チェルノブ
イリ法日本版の市民立法を、是非
実現させたいと思います。
あらゆるいのちを守るために！
「「「「チェルノブイリ法日本版」」」」条例
をををを福島でも作作作作りたい！！！！
黒田節子 郡山市
原発いらない福島の女たち

■ 年前の緊急避難
『 親愛なる皆さんへ：最大・最良
の行動は、今、原発からなるべく
離れることだと思います。私たち
は、緊急に会津に逃げます。友人
も南へ、西へ逃げています。電話

８
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あれから間もなく８年目。多く
の人を巻き込んで原発いらない！
運動ができてきた一方、「復興・創
生」への流れの中で、本当のフク
シマがどんどん消されようとして
いる。溶け落ちたままの核燃料、
タンクが足りず海へ流される汚染
水、不足する原発作業員（被ばく
労働のこと）
、
増え続ける健康被害、
強いられる帰還、住宅補償の打ち
切り、
核汚染物質と焼却炉問題…。
避難解除された町では少しずつ人
が戻っているかのような報道がな
されているが、住民は原発作業員
の方が多いという実態はほとんど
伝わっていない。デブリ取り出し
がいつできるか分からない状況で、
インフラ整備だけが進んでいる。
これまで除染基準としてきた
／年を１時間あたり
と
する換算が、見直しされる動きが
ある。原子力規制委員会の委員長
は 月の委員会で、
／時と
いう値について、ガラスバッチで
計測した個人線量と比較すると
「４倍程度、保守的」と発言。「改
めないと帰還や復興を阻害する」
と見直しを提案した。さらに、昨
年９月の日本学術会議の「子ども
被ばく」報告を共有したい。報告

mSv

書は、子どもの放射線感受性が２
～３倍高いことを認めてもなお、
子どもも含めて健康影響は「ない」
／年
と強弁し、さらには、
の帰還基準を子どもや妊婦を含め
て適用しても何の問題もないとい
う方向を提起している。
また、
年 月に公表の復
興庁の「風評払拭」文書はさらに
露骨である。「結論が出ていない」
というような「曖昧な表現」は「不
安を煽る」
、
だからはっきりと問題
「ない」と断言するように、「あ
る」という見解は全て「風評」で
あると決めつけるように、という
内容が、政府文書および大臣指示
として、全ての省庁に対して指示
されたという。
「しあわせになるための『福島差
別』論」
、「放射線のホント」
、「小
学生のための放射線副読本〜放射
線について学ぼう〜」と「中学生・
高校生のための放射線副読本〜放
射線について考えよう〜」
、
これら
はすべて復興庁の指示通りになさ
れたものだ。
しかも、政府は、その際、福
島への修学旅行・教育旅行を全国
的規模で組織することや、全国の
学校給食に福島県産農林水産物・

食品を広範囲に利用することなど、
子どもをダシにして、つまり被ば
くの犠牲にして、この放射能「安
全・安心」宣伝をやろうとしてい
るのだ。もう出る言葉もない、と
いうのがフクシマの現状だ。
■安倍政治のおかげで「忖度 そん
たく 」という言葉を知りました。
原発いらないはそれなりに市民権
を得たかもしれないが、ここフク
シマではそれだけではまったく足
りない。脱被ばくの主張、「もう
被ばくさせないで！」「避難させ
て！」この声をもっとあげなくて
は。しかし、避難を正面からいえ
る人たちは県内では限られている。
それは、情報不足というより、周
囲との軋轢を避けたいという忖度
心が働くからだ。ここ被ばく現地
でチェルノブイリ法日本版を作ろ
うとしたとき、まずこの壁をうま
く乗り越えなくてはいけない。ま
っとうな主張をしながら、多くの
共感を得ることがダイジとなるだ
ろう。
「ひとつのＮＯ！たくさんの
ＹＥＳ！」これは反グローバリゼ
ーションの運動で出てきた言葉で
すが、「ＮＯではなくＹＥＳ！」
という柳原さんはさらに過激です

ね。（笑）
あれは事故から間もない年だ
ったと思う。集会＆デモに参加す
るために、郡山駅から一人検知器
で測りながら歩いて来られた柳原
さんをよく覚えているんです。そ
の後、「ふくしま集団疎開裁判」
や「まつもと子ども留学」に尽力
をつくされ、「脱被ばく実現ネッ
ト」では新宿アクションがずっと
なされている。ふくしまの子ども
たちのために、定期的にデモ行進
をしてくれる人たちを他に知りま
せん。
■
年 月 日、子ども脱被
ばく裁判第 回口頭弁論が福島
地裁で開廷された。
なんとその法定内で、事故直後
に「にっこり笑っている人には放
射能は来ない」と迷言を吐いた、
あの山下俊一が福島市で行った講
演記録がＤＶＤ上映されたのだ
（１時間以上も）。私も傍聴席か
ら見ていたが、その画面の中で繰
り返される例の語り口は、「毎時
μ でも心配ないですよ」と
いうもの。こうやって私たちを被
曝させたのだと思うと、フツフツ
と怒りが蒸し返す。時が流れ、健
康被害が誰に目にも明らかになっ
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反省となりました。「子どもを守
るために大人として原発のことに
対して何もアクションを起こして
いなかった！」
ということでした。
年以上前に（故高木仁三郎氏
の）原子力資料情報室のスタッフ
になった方のお産にかかわった時
に原発のことについていろいろと
教えてもらい、福島原発の事故が
起きたら東京も危ないという危機
意識はあったつもりでした。
しかしながら、故郷の福島に戻
り生活してみると徐々にのどかな
大自然での生活にその意識は薄れ
何もアクションを起こすことなく
いたのでした。
私は、産む側の立場として、お
産にかかわる仕事をしてきました。
お母さんになる人のお産と生まれ
てくる赤ちゃんのジェントリーな
権利を多くの方に伝え活動仕事を
してきました。
柳原弁護士の「チェルノブイリ
法日本版設立」講演会をお聞きし
て、私が活動してきたことは母と
生まれてくる子の生涯にわたる心
身の健康と人権を守ることだった
んだと、原点に気づかせてもらい
ました。
福島から末の子を非難させてか

ら、手弁当で子どもと親の会をし
たり、国連での発表をする子ども
の学習会を開いたり、ハワイでの
子供の保養プロジェクトの引率な
どもしてきました。
今後は、子どもたちが、自分で考
え行動できるよう大人としてこの
チェルノブイリ法日本版案を多く
の方に広め共に作っていくために
微力ですが活動したいと思ってい
ます。できれば、子どもたちのた
めの学習会やその親御さんも一緒
に考え話す場などもできるとよい
と思っています。
ともに、このチェルノブイリ法日
本版を作り上げる活動をしていき
たいと思います。

チエルノブイリ法日本版 一周年
記念によせて
舘崎やよい 苫小牧市
苫小牧の自然を守る会
反核、反原発の意思を本質的に世
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ている中で、山下教授を初めとす
年３月 日の地震が起き
る御用学者たちのウソが法廷でも たとき、最初の１時間くらいはそ
追求される日が近いだろう。
の当時頻繁にある地震と同じくら
折りしも
も浴びた少女 いだと思っていました。なぜなら
がいたことが分かり、山下が「深 ば、宮城沖地震を郡山で体感した
刻な可能性」を示唆していた記録 時に比べて、また、阪神淡路大震
も出てきた。「次はＤＶＤではな 災の時は静岡で体感した時に比べ
く本人だ！」と息巻く弁護団に追 て揺れが最初は穏やかでそうたい
したことはないと感じてしまった
い風だ。いいね！
「見えない放射能」と行き先の のです。そして、福島に戻ってか
「みえない暗雲」が漂っているフ ら地震が起きるたびに原発は大丈
クシマだが、「見えないものの力」 夫なのか？と思っていたことさえ、
によって人間は力強く前に進むこ 日常のあまりにも平和で穏やかな
とができるというのもまた真実で 生活の中、薄れていたのでした。
はないだろうか。人の繋がり、未 ところが、徐々に揺れが大きくな
来への信念。ひとつひとつ、こな り立っているのもやっとの状態に
なって初めて、
原発のことは！と、
していきたい。
思い始めました。
学習会をををを子子子子どもたちにも
そして、大きな後悔が、その後
佐佐佐佐々々々々木木木木 恵美（田村市→小金井市） 徐々にのしかかってきました。そ
チャイルドバースコーディネ の時の思いは、今も消え去ること
ーター。 フクシマ避難者） はなく大人としての責任として重
くのしかかっています。
『原発は危ない。原発の事故に
なった時に大変なことが起きる。
子どもたちのために安全安心な社
会を作る努力をしてきたのか？』
ただ、今の自分が平和に暮らして
きて何も行動を起こしていなかっ
たことに愕然として、深い後悔と
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に問うために そしてこれから生 場所に返すのかと思うと胸が痛ん
きる命のために、この法律が誕生 でたまりませんでした。最初に思
することを切に願っております。 った、ベラルーシのような小さな
この法律こそが、３・１１を経て 国でさえ子どもたちは全員保養に
覚醒しなければならないと思考す 出ることができるのに、なぜ日本
るときのよすがです。
でそれが出来ないのか？それがず
ーっと消えなかった昨年、この活
チェルノブイリ法日本版にににに一歩でででで 動を知りました 涙
もももも！！！！
子どもたちに負わせてしまった
想像を絶する重荷に対して、大人
藤田のりえ 兵庫県加古川市
（東はりま ゆるわくキャンプ） ができるせめてもの償いではない
か。
国の方針に抗うこの活動をたと
え一歩でも進めたい、保養キャン
プを始めたのはこのスタートライ
ンに立つためだったと確信してい
ます。先を歩いてくださっている
少数ではあるけれど精鋭戦士のよ
うな皆さんに必死でついて行きま
す！

(

本気度がががが問問問問われている今今今今だからこ でのアンケートに心愛さんが記名
そそそそ
三三三三ッッッッ橋橋橋橋
子子子子
ト
キ
（
野
田
市
）
をし「先生何とかなりませんか」
沖縄とつながろう野田の会
と助けを求めているのに、その答
えが父親にアンケートの写しを手
渡すというあり得ないことがなさ
れてしまったのです。誰が父親に
アンケートの存在を知らせたのか
についても不明である。また、児
童相談所はそれを受けて一時保護
年 月６日～ 月 日
をすることとした。その後、親族
宅での生活を条件に戻すも、間も
なく自宅に戻ったとのこと。心愛
さんの一時保護当時の所長は、結
果的に心愛さんを救えなかったこ
とから、当時の児相の判断は「間
違っていた」と話す一方、親元へ
戻ることを黙認した判断プロセス
について「覚えていない」「わか
らない」
との弁である。
これでは、
心愛さんは報われないのではない
でしょうか。日常的に父親から虐
待を受けていることは明白である
にもかかわらず、関係機関全員こ
ぞってそっぽを向いてしまったの
だから。残念ながら本気度は全く
伝わってこないのだ。ここまでの
経過を辿る中で、なぜ児相は一時
保護の後、児童養護施設への入所
措置をとらなかったのだろうか。

18

76

(

私の地元である千葉県野田市は
正に不名誉なことで連日のように
テレビ新聞等をにぎわせている。
歳４年生心愛さんの命を救え
なかったのか？と市民の多くの人
の胸に刺さっていることでしょう。
特に私は長年児童養護施設の保母
として、２歳から 歳までの子ど
も達と共に過ごしてきた。今 歳
ですから数十年も前のこととなり
ますが。その自分の経験を通して
今回の事件に至った経緯を報道を
基に辿ってみた。そこで気づいた
ことは、
関係者 担任、
教育委員会、
市担当課、県柏児童相談所など
其々が自分の立場としての本気度
が欠けていたのではないか。学校
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(

)

7
1
0
2
(

)

原発について、放射能について、
何も知らなかった、知ろうとしな
かった自分を恥じることから始ま
った。
保養キャンプ。最初はなんとか
無事に、元気に親元にお返しする
ということにみんなが必死になっ
ていました。しかし年を追うごと
にこんなに可愛い子ども達をあの

10

11

12
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入所していれば救うことが出来た
であろうに、と思うと胸が痛くな
る。ここに、私の拙い経験から本
気に子供を守るということについ
て体験をもとに触れさせて頂きま
す。
担当していた４年生の男子Ｔ君
は、ある時「僕ねえ今度お父さん
が迎えに来ても帰りたくないんだ
よね」と言ったので「どうした
の？」と聞くとしばらく言いにく
そうにもじもじしながら「だって
ねえ、僕のお父さんは僕が家に帰
った時にスーパーでお刺身とかな
んかを盗ませるんだもの」と言っ
た。数日後、父親から電話があり
「息子を一時帰省 お盆とか正月
又は長期休暇 させてほしいんだ
けど」と言いました。あっきたな
あと思い、早速「お父さん、今回
はＴ君を返すわけには行かないん
です」どうしてなんだというので
「それは、お父さん自分の胸に聞
いて下さい」おめえ、保母の分際
でなんだ俺は父親で親権もあるん
だよ。というので、「お父さん、
父親らしいことをしてから来てく
ださいね、私はＴ君の今担当者と
しての責任がありますから」とい
うと、つべこべいいやがってえ、
今から行くから首を洗って待って
ろお。
というので
「分かりました。
待ってますからＴ君のお父さん必
ず来てくださいね」と言って電話
を切った。その途端に、足がガタ
ガタ震えていることに気が付いた。
即、電話でのやり取りを傍で聞い
ていた園長が言った。「あんたね
え、あとは私に任せなさい。あん
たの身にもしものことがあったら、
私は、あんたの田舎のご両親に申
し開きが出来んでしょうにい」と
言ったが「園長さん、私がＴ君の
担当保母なので、私に引き続き見
させてください」と言い切った。
本気度とは、腹をくくる覚悟であ
ろうと確信するものです。どの時
点で私は腹をくくったかというと
「首を洗って待ってろお」のタイ
ミングで、即「もしも園長が責任
をとらなかったら、私がとるしか
ないなあ」しかし、園長はその上
を行ってました、入所しているＴ
君とおまけに職員である私おも守
ろうと既に腹をくくっていたので
す。先に述べた、野田市の児童虐
待死事件では残念ながら、教師、
教育委員会、市関係課、そして、
県柏児童相談所のすべての関係機
関が本気度責任をとる覚悟ができ

なかったから、救える命おも守れ
なかったといえるのではないでし
ょうか。悔しいですが。ひるがえ
って、福島第一原発事故から３月
日で８年を経ようとしていま
す。そのような最中、 日の自民
党大会で安倍総理は旧民主党政権
批判の中で「あの悪夢のような民
主党政権が誕生した。決められな
い政治、経済は失速した」と述べ
た。これに対して、 日の衆院予
算委員会で「民主党政権の反省は
ある。しかし、私たちは歴代自民
党政権の重荷を背負いながら政権
を運営した」と民主党政権で外相
や副総理を歴任した岡田氏が反論
した。このくだらないバトルを見
ていたら腹立たしくなり、国民か
ら言わせれば五十歩百歩であり、
自分勝手な屁理屈で国民を愚弄し
ている以外の何物でもない。福島
原発事故当初、スピーデイを即公
表しないことにより、知らないま
ま風向きの方向に逃げたとか。ま
た、ここにきて自主避難者に対し
ては住宅保証を打ち切り。福島県
の県民健康調査によると、事故当
時 歳以下で甲状腺がん及び疑
いとされた人たちは 名を超え
たとされています。年間被ばく線
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12

10

量１ミリシーベルトから ミリ
シーベルトに上げてしまった。フ
レコンパックは野積みにされたま
まで。未だ「原子力緊急事態宣言」
は発令中であり、放射能汚染地域
であるにもかかわらず帰還宣言を
するなど。このような状況下で、
安倍総理はアンダーコントロール
と声高に叫びオリンピック開催に
向けてひた走っている。これこそ
が国による原発事故被災者への虐
待ではないでしょうか。もう、二
度とこのような辛い思いをしない
させないために、そして、次の世
代に重荷を背負わせないために。
今生きている世代責任として本気
に取り組みます。加害者責任を明
確にし、保障の義務を果たさせる
ための法律。市民が育てる「チェ
ルノブイリ法日本版」条例制定
を！本気度が問われている今だか
らこそ。
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られるようになりました。
ネット上では「風評だ」「実害だ」
と争う場面も多く、いったい何が
本当なのか混乱もありましたが、
信頼できるたくさんの人たちと出
会い、 や新聞では決して報じな
い放射能汚染や健康被害、
被害者、
避難者のこと、何もかもがとても
深刻なことを地道に発信してくれ
ている人たちに、感謝や尊敬の気
持ちの思いでいっぱいですが、そ
ういった人たちの応援をすること
がとても大切なことだと気づきま
した。
引きこもりがちで臆病だった私が、
汚れた社会の現実を知り、同じ思
いの仲間が増えていくことで、本
来の自分を取り戻し、以前より活
発な活動ができるようになりまし
た。
今では
や
で権力
ありそうな国会議員のコメント欄
に言いたいことを書き込むのが趣
味のようになり、街宣では遠慮な
く自公の悪政の数々を、知り得た
情報からどんな風に言葉にすると
伝わるのか？など考えながら街頭
に立ち、いろんなイベントに参加
しては、チラシ配りや署名をもら
ったりすることに命を燃やしてま

す。
を利用しながら核兵器利用には反
対もしない、税金で生きる多くの
福島原発事故の事故対応はあまり 議員が正義も秩序も誠実さの欠片
にも理不尽で人権を蔑ろにするだ もない悪政で吐き気のする日本を
けでなく、未来の子どもたちへの 築き上げ、憲法９条の前文にある
暴挙でもあります。
「日本国民は正義と平和を基調と
アベノミクスは次々と悪法を強行 する国際平和を誠実に希求し…」
採決し日本を戦争できる国に変え、 どう考えても現時点でアウトな国
推進のために漁業権も林業も 会議員たちが憲法 条を改正（改
水も農家も、私たちの生活に欠か 悪）するという。こんな恐ろしい
せないものをたくさん売飛ばし、 ことはない。
大企業の利権と戦争犯罪を繰り返
「チェルノブイリ法日本版」の
すアメリカの奴隷国家になってし 制定を目指すために絶対必要なこ
まいました。
とは、憲法も守れない悪質議員を
地方からも落とし、市民の力とな
ってくれる信頼出来る議員を選出
して行くこと。
そして日本を救うためには政
権交代が絶対必要だ。

(
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この悪政を変えるのは選挙し
かありません。
国会が機能しないのであれば
地方から声をあげて地方議員に国
会へ声を届けてもらわなければな
りませんが、私の住む愛知県日進
市でも国会と同じ現象が起きてい
て、自民党、公明党の数の力で核
兵器禁止条約に日本政府の署名を
求める意見書も、共謀罪反対意見
書も否決され、福島第一原発事故
による被害者をチェルノブイリ法
並みの救済を求める請願書も否決
されました。
「平和な世界を」と綺麗な言葉

V
T

9

この国には、これ程の危機に陥
ってることを知らされず、無関心
なままな人たちがたくさんいます。
税金がどれだけ権力者たちに
よって悪用されているのかを知ら
ない人たちに伝えたい。

))

福島が緊急事態発令中で私た
ちの 倍の被ばく量を当たり前
にされ、補償も賠償もされないま

12

生生生生きるテーマはははは生生生生かす
吉田弥生 愛知県日進市
平和活動家

８年前の福島原発事故当時、私は
うつ病で薬を服用し東日本大震災
の の映像を見ては朝から毎日
のようにポロポロと涙が流れ、薬
の量を少し増やした日もありまし
た。そんな状態なので被災地支援
はとても無理だなって、心身とも
に良くなり、除染で福島がもっと
落ち着いたら必ず行こうと決めて
いました。
うつ病発症でパソコンが怖くなり、
をなるべく避けていた私は、
情報難民になっていましたが、体
調も良くなり友達から
を進められたくさんの情報をが得

20
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柳原敏夫（川越市）
まつもと子ども留学基金

11

私達は放射能を忘れたがっている。
しかし、放射能は忘れさせてくれ
ない。
放射能のいつも変わらぬ無言のメ
ッセージは――ユルユルと、ボケ
っと生きてんじゃねえよ！
この教えに最も忠実な原発の支配
管理者。
放射能に勝てないことを百も承知
している彼らは、
外向けに「健康に直ちに影響はな
い」と言いながら、
内向けには、自分の家族、子弟は
真っ先に避難させている。

私達は放射能を忘れたがっている。
しかし、私たちの子ども、孫、ま
だ見ぬ未来の子孫はそうは思って
いない。
彼らは生きたいと願っている。放
射能を忘れて生きていけないこと
を分かっている。
この世にこの願い以上に貴いもの
があるだろうか。
そのとき、私たちに残されている
ことは――ユルユルと、ボケっと
生きてんじゃねえよ！

３・ 以後の私たちに残されてい
ることがあるとしたら、

11

しかも、子育てと時計の針が反対
周りの、日々、重篤化していく親
の介護。
子育て以上に、もう自分の時間な
んか取れない、と観念する。

(2)

ま汚染地に帰還させていること、
避難者の支援を打ち切っているこ
と、仮設から追い出しをやってる
こと、被害者のための復興はされ
ていないこと、
の放射
性廃棄物が日本全国で埋め立てら
れ、一般ゴミとして燃やされ、再
利用されようとしていること、放
射能は怖くないと間違った知識を
植え付け、命や健康をも奪うよう
な復興が進んでいることを。
多くの人が持ってるスマホを
武器に最大限に有効利用して欲し
い。
「チェルノブイリ法日本版」
、
で検索！
いいね！ツイート、リツイート、
指一本で短時間で出来る被災者支
援にご協力よろしくお願いしま
す！

人生、いつだって、暮らしが、生
活が自分に襲いかかる。
自分の時間が取れたと思った時に
は、自分の身体がガタガタになっ
ている。
人生、自分の自由になる瞬間は永
遠に訪れない。
だから、
、ここがロードス島島島島だだだだ、、、、ここで 今、ここで、跳ぶこと。そして跳
跳跳跳跳べべべべ！！！！
べると思うこと、それが大切。
夕方五時、職場を飛び出し、東武 自由か服従かの選択ではなく、そ
東上線池袋急行ホームに並ぶ。
の間に、自分なりにできることが
六時までに保育園に飛び込ために。 あるという、もう一つの選択を発
見し、創造すること。
息子が迎えを待っている。
息を切らし、
ホームに並びながら、 それが大切。
自分が、餌を求める雛の世話をす
る親鳥だと悟り、
未来ではなく、今ここで、
子育てが終わるまでもう自分の時 ここがロードス島だ、ここで跳
間なんか取れない、と観念する。 べ！
私にとってそれが、市民立法「チ
。
深夜零時、下に降り、ビッショリ ェルノブイリ法日本版」
濡れた親父の紙パンツを交換する。
子育てが終わり、よしゃ！と思っ
、３３３３・・・・ 以後のののの私私私私たちに残残残残ささささ
れていること
たとき、親の介護が始まる。
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それは、単に （
「再稼動反対」
「支援を打ち切るな」
）
と言うので
は足りない。
「福島の犯罪」をただし、積極的
に を言う必要がある。
放射能の危険にさらされた命の救
済を具体化する必要がある。
その最初の一歩、それが原子力災
害から私たちの命・健康・暮らし
を守る世界最初の人権宣言、旧ソ
連で出現したチェルノブイリ法、
その日本版を制定すること。

11

開いて、市民立法「チェルノブイ
リ胞日本版」を実現し、あべこべ
をただす――それが３・ 以後の
私たちに残されていること。
◆◆◆◆◆◆◆◆
育育育育てる会会会会にににに寄寄寄寄せられたメッセージ
敬称略

不足を理由に冬季、原発再稼働を
言い出しかねない。
原発を運転する以上、事故が起
こったときどうするか？避難の選
択の自主性に加えて損害賠償、健
康診断のありかたも事細かく救済
法案が作られるべきなのだが、日
本では
後、「放射能は健康被
害を及ぼさない。
ミリシーベ
ルト以下では！」という異世界に
突入した。ではなぜ、第５福竜丸
の乗組員が病気になって命を落と
していったのか？
ミリという
被ばく線量で説明できず、彼らは
広島・長崎の援護法の適用外にな
ってる。人権がない異世界。被ば
くの世界。
「原爆の被ばくの型と、チェル
ノブイリの被ばくの型は違うでし
ょう？」といのは、私達が救援し
てきたベラルーシ共和国の科学ア
カデミーの科学者たちだ。原発事
故は長期間、死の灰まみれで暮ら
し、それを食す、という人類にと
って経験のない被ばくの型で、チ
ェルノブイリでは多くの子どもた
ちが小児甲状腺がんを発症した
（それでさえ 年も因果関係を
争った）
。
チェルノブイリ法は年間総被ば

0
0
1

11

11

(

)

チェルノブイリ法日本版制定がめ
ざすもの
野呂美加（北海道北見市）
（チェルノブイリへのかけ橋）
九月六日、未明、北海道を襲った
ブラックアウト。停電の中で一番
欲しい情報は泊原発がどうなって
るか？まさかの「外部電源喪失」
。
もしも、放射能漏れが起きたら、
福島原発事故同様、
ただ、
「汚染さ
れ損」がもたらされるだけ。電力

く線量が１ミリで被爆者認定とい
うところにフォーカスされてるが
実際にはもっと厳しい。空間線量
ではなく、
「土壌線量の汚染（キュ
リー）＋内部被ばく線量」が、計
測され続けている。つまり、国の
責任で国内の土壌汚染を計測する。
その上にたってリスクグループの
設定。①汚染地域から強制移住、
あるいは自主避難②汚染地域に住
んでいる③原発事故消火作業者
（事故の年、それ以外の年）④①
～③の子ども⑤チェルノブイリ障
害者（小児甲状腺がんなど）
、これ
らの人々には毎年、健康診断が義
務付けられている。さらに食品検
査なども、
市場での抜き打ち検査、
検査器械の校正の法律など、事故
から 年が経過した今も法律は

14

NO

だが、日本社会が持つ最悪の要素
の全てが露呈した３・ 以後の
「全てがあべこべ」の暗黒時代に
それは可能だろうか。
可能である。なぜなら、３・ 以
後に出現した「あべこべ」は生半
可でなく、悪のあべこべだけでな
く、政治を一握りの職業的専門家
に任せる「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ひっ
くり返る「もう一つのあべこべ」
を生み出したから。
私達には公式の日本史に載らない、
私達が未だ知らない、栄光の「市
民立法」の遺産がある。
この「希望の扉」の全てを叩き、

30

YES

10

1
1
.
3

0
0
1

つくりつづけられ
に渡ると言
われてる。
時間がたてばたつほど、
厳しくなってきてる。子どもたち
もサナトリウムでの保養や海外保
養（ボランティア）継続してる。
つまり、原発事故の健康被害は国
の責任と考えてる。もちろん、最
初から棚ぼた式にチェルノブイリ
法があったわけではなく、旧ソ連
時代、
に監視されてる時代に
ベラルーシの人々はモスクワでデ
モをしたという話をきいて驚愕し
た。
命の保証は‥完全にない。「な
ぜそんなデモをしたの？」という
問いに汚染地域の教師は答えた。
「子どもを守る、それがベラルー
シ人のプライドだから」
。
本気でな
ければ人の心は動かず、人を守る
法律はつくれないのだ。
子どもや身体の弱い人にとってた
とえ１ミリ以下でも被害は出る。
望まない被ばくから人々を守るた
めにチェルノブイリ法日本版は絶
対に必要。それは私たち、日本人
のプライドを取り戻す戦いだ。
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平成 年３月 日 金
時
分恐怖の東日本大震災が起き，二
重の人災に寄る東京電力福島第一
原発事故。 年前のチェルノブイ
リ原発事故と同等の世界レベル７
の事故が起きた。その為，東日本
全域が放射能と言う想像を絶する
汚染地帯となった。加害者である
東京電力、原発を推進した国・福
島県は、国民に事実を隠し、被ば
くした人びとを見捨てた。私もそ
の一人で、何が起こっているのか
―正しい情報を得ることなく、逃
げ遅れて、無用な被ばくをしてし
まった。まして、弱い立場にいる
我が子を被ばくさせてしまったこ
とへの懺悔で、今も悩み苦しんで
いる親たちがいることを誰が理解
してくれるのか―。

14

散り散りに非難を余儀なくされ ノーマ・・・・フィールド 米国シカゴ
た避難者は、各地で救済と補償を
日本文学研究者
求め裁判を起こしている。
しかし、
我が子を何としても被ばくさせま
いとして、避難をした自主避難者
の一部が、昨年３月末で住宅無償
提供が打ち切られた後、山形県米
沢市の借上げ住宅に住み続ける自
主避難者８世帯に対し立ち退きを 多くの人たちは、当時の旧ソ連政
求める裁判が起こされている。
府が、チェルノブイリ災害に被災
この理不尽な出来事を何としても した人々、特に子供たちを守るた
食い止めなければいけない。私同 めに、福島原発災害に日本政府が
様、子どもを抱え、自主避難した 執行した保護政策よりも遥かに大
母親が昨年５月、自害した。彼女 きな範囲で保護を与えたことを知
を救いあげることができなかった。 らずにいます。ゆえに日本におい
この重い十字架を私は一生背負っ て、チェルノブイリ法設立を目指
す市民の活動は、日本政府の国民
て生きていく。
弱者斬り捨ての世の中を今、私 への対応がいかに恥ずべきものか
たちが変えなければ、彼女の死は を示す上で非常に重要なことだと
むくわれない。国・司法が動かな 思います。すでに起きてしまった
いのを黙許することなく、国民自 ことは、元に戻すことは出来ませ
現在、
そして将来の世代の人々
らが国・東京電力に責任を取らせ ん。
るために、「チエルノブイリ法日 のために最大限の保護を約束し、
本版」を制定したい。まず、その その責任を全うするために最大の
必要性を訴える声をあげ、市民の 努力を行うことが、日本政府の義
努力で自治体政治を動かして条例 務だと思います。
化を果たす。我が子を守る唯一の チェルノブイリ法日本版市民活動
手立てだから、流れる汗も苦にな 創立第一周年記念、おめでとうご
らない。
ざいます。皆さまの更なるご活躍
をお祈り申し上げます。
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福島被ばくの「「「「避難者として」」」」
松本 徳子（郡山市→川崎市）
避難の共同センター・母子避難
者
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原文
◆◆◆◆◆◆◆◆
がががが育育育育てる「「「「チェルノブイリ法法法法
Most people are unaware of 市民
日
」」」」のののの会会会会のののの情報
the provisions enacted after the 本版
一一一一、、、、会会会会のののの誕生
Chernobyl disaster that aimed
to provide for far greater 二〇一七年五月、三重県伊勢市
protection of nearby populations,の一人のお母さんの呼びかけ「チ
especially children, than has ェルノブイリ法日本版の条例制定
ever been envisioned in Japan を一緒にやりませんか」から始ま
after the Fukushima disaster. った。翌年三月一日に正式発足。
二二二二、、、、会会会会のののの目的
The efforts of the Citizen Society
for the Establishment of the 市民立法により、チェルノブイリ
Chernobyl Law in Japan are 法日本版を制定すること。
三三三三、、、、会会会会のののの主主主主なななな活動
vital to showing just how
shameful the response of the ①．会員の自治体で、市民立法に
Government of Japan has been よりチェルノブイリ法日本版条例
toward its own citizens. What を制定すること。
「チェルノブイリ法日本版」の
has happened cannot be undone.②．
It is the duty of the government 内容・必要性・市民立法を広く世
to take responsibility and exert に知らせること。
its utmost to maximizing ③．日本各地の条例制定の成果に
protection for present and 基づき、市民立法によりチェルノ
ブイリ法日本版の国法を制定する
future generations.
Congratulations on the first こと。
四四四四、、、、会会会会のののの原則
anniversary
of
your
establishment, and my best ①．会の市民運動は、会の目的に
wishes for your important work. 賛同する市民の自由な参加を歓迎
する開かれた運動とする。
Norma Field ②．会の市民運動に参加する市民
は意見の違いや立場の違いをお互
いに尊重する。

五五五五、、、、会会会会への参加
会の目的に賛同する市民の皆さん
の参加を募っています。参加の仕
方は正会員 個人 と賛助会員 個
人・法人 の２通りがあります。
六六六六、、、、会費・・・・寄付・・・・カンパのお願願願願いいいい
日本各地の自治体で市民立法の実
現のために講演会、学習会、チラ
シ作成など諸々の費用がかかりま
す。皆さまの会費、寄付、カンパ
によるご支援をお願いいたします。
◎◎◎◎ゆうちょ銀行（ゆうちょ銀行間）
名義 市民が育てる
「チェルノブ
イリ法日本版」の会
記号
１０３７０
番号
９５４４５５７１
◎◎◎◎ゆうちょ銀行（他行から）
名義 市民が育てる
「チェルノブ
イリ法日本版」の会
店名
〇三八（読み方は「ゼロ
サンハチ」
）
普通預金
店番
０３８
口座番号 ９５４４５５７
◎◎◎◎郵便振替
口座００２９０―５―８８１６４
加入者名 市民が育てる「チェル
ノブイリ法日本版」の会
詳細は会の公式ブログ →→→→
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