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２－（１）－１ 

2016.3.19     ふくしまの現実を伝える 

          飛田 晋秀 

 

 私は報道カメラマンではありません。 

職人を取り続けていている、今から８年前北海道から静岡まで職人を撮影していました。 

九州を回り編集に取りかかった時に２０１１年の東日本大震災が起こりました。 

震災の撮影をするか悩みました。私は取り組んでいた分野が違う、この震災に対してシャッター切

らない方がいいのではないかと思っていました。 

私はいわき市小名浜地区に知り合いの方がいます。震災後お見舞いに行きました「是非、小名浜の

状況を見てもらいたい」その方は、津波で知人７人が流されました。 

「絶対に風化させてはならない」と訴えられてそれで考えを改めて、原発被災地の入れるところま

で撮影をしてまいりました。 

２０１１年４月末から７月小名浜から広野町の撮影をしてきました。 

その間にボランティア活動にも関わり、私の町も体育館に避難をしていました。 

そこで知り合った人と「そうだったら是非一緒に行って撮影をしてもらいたい」と 

年が明けて２０１２年１月末に初めて、避難区域に入りました。原発被災地、許可なければ入る事

は出来ません。今までの地域と一変して、放射能が高い所です。 

現地に入って涙が止まりません。そのうち怒りがこみ上げてきました。 

街があって人がいない、始めてみる光景にあぜんとしてしまいました。聞こえるのは、風の音 

地震で倒壊しているシャッターのトタンの音、何か風が見えるような気がしてならなかった。 

一年がまもなく過ぎるのに何もかもそのままの姿である。原発事故さえなかったら宮城・岩手県の

様に津波が引いて戻る事が出来た。しかし原発地域は放射能が高いために、帰ることが出来ない。

国、東電は原発は絶対事故は起きないと「安全神話」で言っていた。 

事故は起きた、取り返しのつかない事になってしまった。 

今５年が過ぎても何も変わっていない、それどころか現在は、もっとひどい状態であります。 

家の中は、動物、ネズミ、また泥棒が入り腐りかけてきている。今でも放射線量も高い。 

しかし国、県は帰還させている。原発は収束しているかのようにして復興している。 

原発は、収束どころか、1・２号機の排気筒、破断箇所、５箇所・変形箇所、３箇所 この排気筒の

高さ 120．0m あり柱脚部の基礎は２０㏜と言う線量の高さ「防護服を着ても５～２０分位で死亡す

る（2013.10.7 東電 参考資料）こういう事を知らせないで、また事故が起きたらどうするのか？」  

私は２０１２年８月頃に当時小学２年児童（女の子）に「おじちゃん私大きくなったらお嫁さんに

行けますか」と言われ返事が出来ませんでした。「ごめんね」と言うのがやっとでした。 

帰りの車の中で家に着くまで涙が止まりませんでした。こんなことを言わせてはいけない、 

この事実を撮影し続けて後世に残していかなければならない。絶対に原発を無くしていかなければ

ならない。日本だけの問題ではなく世界でも原発を無くしていかなければ、人類は、破滅をしてし

まう。多くの方々に現実を、見ていただきたいとおもいます。               
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２－（２）－１ 

スピーチ原稿（松本徳子さん） 

郡山市から避難した母子が体験したこと 

松本徳子 

私、松本徳子は、２０１１年３月１１日１４時４６分、勤務先の福島市にて東日本大震災

に合い、帰宅困難となり、福島市の高校の体育館にて、不安と寒さの中、一夜を過ごす事

となる。当時、私は郡山市で夫と小学６年生の次女と暮らしていた。 

翌１２日、体育館内で、インターネットから流れる、各地の被害、そして津波の映像が目

に飛び込んでくる。 

何としても 自宅に帰らなければと思い、福島市からタクシーで郡山市へ戻る中、郡山市

の被害の大きさに驚く。そして、食糧と水の確保に近くの店に２時間以上かけて並ぶ。少

ない食糧を手に自宅に１４時３０分頃到着。家族は無事、自宅に集まっていた。 

ホッとしたのも束の間、唯一電気だけが繋がっていたため、テレビが付いていた。そのブ

ラウン管から驚く映像が目に入ってきた。福島第一原発の１号機の爆発の映像だった。 

主人は 大変な事になった!!と。とにかく情報を得る為、ラジオも付け、釘付けになった。 

強い余震の中、寒さの為の石油確保、ガソリンの確保に 

ガソリンスタンドに並ぶ異常な程の車の数の中に、主人と交互に並んだ。 

そして、３月１４日、再び、福島第一原発の３号機の爆発。 

東京にいる妹が、郡山にいては危ないのではないかと、せめて次女を自分の所に連れて来

た方が良いと連絡があり、 

当時、交通手段が少ない中、なんとか高速バスのチケットが取れ、 

３月２４日１１時発の高速バスに次女と二人 妹の住む東京へ向い、娘を妹夫婦の家に預

け、私は再び郡山へ。不安な日々が続く中、 

３月２５日より仕事開始の連絡。郡山から福島へ高速バスで通勤する日々が始まる。 

そして、次女の通学する小学校より、中学校入学式の連絡。不安はあるが、当時、頻繁に

福島のラジオで、「福島は安全である、マスクをする必要はない、子どもを外で遊ばせてい

い、洗濯ものや布団を外で干していい」と語っていた、長崎から来た山下俊一という人物

の発言に影響されて、入学式のため、次女を東京から郡山へ連れ戻した。 

５月中旬、勤務先のスタッフの４歳の息子さんが鼻血を出していると聞く。それがきれい

な鮮血の鼻血ではなく、黒びた鼻血だと言う。 

そんな話と同時進行に、６月１０日、東京にて、福島の子どもを守るため、母親が訴える

という記事を目にする。私は仕事を休み、東京へ。 

そして、やはり 私たちが心配、不安に思っていた事が、静かに始まっている事を理解す

る。そして、そこで、福島の子どもを放射能から守るメーリングリストがある事を知り、

早速、私はメンバーに登録。それからは情報収集のため、インターネットや本をむさぼる

日々が始まる。 

６月２３日の朝、次女がやや多めの鼻血を出す。同僚の話していた事と同じ、きれいな鼻

血ではなく、黒く固まった鼻血だった。鼻血は収まり、学校へ。すると学校でも鼻血を出

したと教頭より電話連絡。その後も、数回の下痢症状と吐き気による学校早退の娘を見る
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２－（２）－１ 

だび 不安が募る中、メディアやラジオからは長崎医大から来た山下俊一という人物が、

「安全ではないが安心して生活をして大丈夫だ」という講演を話していた。 

でも、私は 自宅や自宅周辺の放射線量を計ってみようと思い、市議会委員の方から線量

計をお借りして計ると、 

家の中の１Ｆが毎時０．４～０．６マイクロシーベルト、２F が毎時１．２マイクロシー

ベルト、玄関外が毎時２．６～２．７マイクロシーベルトあった。 

私はこのままでは、娘を被ばくさせてしまうと思い、 

７月１３日、夏休みを待たず、妹夫婦を頼り、東京へ。 

次女を連れて、自主避難を決める。 

その時期、神奈川県で民間借り上げの応募を８月１日から開始する情報をメーリングリス

トから知り、早速、応募。 

１０月３１日、やっと神奈川の民間借り上げ住宅を借りれることとなり、妹夫婦宅から川

崎へ住居を移動するも、娘はもう妹夫婦の自宅から近くの中学校へ通学を開始していたた

め、私と娘は別々の生活をする事となる。夫は、仕事の関係で避難できず、夫とは、１～

２ヶ月に１回程度しか会うことができない。 

今思えば、当初は慣れない東京の生活、環境の違い、人間関係にかなりの不安と喪失感で

心が疲れている中、それでも無我夢中で過ごして来た様に思う。 

 

私は、２０１１年７月に自分で自宅の線量を測定するまで、郡山の空間線量のデータを聞

いたことがなかった。メディアも伝えないし、行政も教えてくれなかった。今では、郡山

でも３月１５日から高い線量を記録していたことが判っている。私は、行政から正しい情

報と知識が与えられていれば、もっと早く適切な行動をとることができたし、せっかく一

旦避難した次女を郡山に戻すこともなかったと思う。残念でならない。 

 

２０１１年１２月、前野田総理が、福島第一原発の事故に収束宣言をする。どういう理由

なのか、今もって私には分からない。 

 

その後、次女は、郡山にいたときほど体調不良を訴えることはなくなったが、傷の治りな

どが悪くなっていると思う。私は、ひざの痛みが出たり、高熱が出たりし、２０１３年９

月、膠原病（ライター症候群）と診断。感染がきっかけとなる自己-免疫疾患だ。医師から

は、ほぼ１年で完治する病気だと説明されたが、現在も内服治療中で、定期的な血液検査

が必要だ。身体中の関節が痛く、特に寝起きが大変。医者からは、橋本病もあると言われ

ている。私は、これらの病気は、いずれも被ばくとの因果関係が否定できないと思う。 

 

福島県から、県民健康管理調査として、２０１１年３月１１日から４ヶ月間の行動を書く

ように基本調査が送られてきた。私と次女は、一生懸命思い出して書いた。その後、この

４か月間の被ばく量について、私は「１．９ミリシーベルト」、次女は「１．８ミリシーベ

ルト」との通知が来た。わずか４か月間ですから、これだけでも大変な被ばく量ですが、
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２－（２）－１ 

こんな行動記録だけで算定する被ばく量は全く信用できない。日本政府や福島県が、本当

に国民や県民の健康を心配するのなら、被ばくの初期に、血液検査や尿検査をしてほしか

った。 

 

私は、日本政府と福島県は、事故直後に、せめて子どもだけは避難すべきだったと思う。

事故直後、フランス、ドイツ等海外の政府は日本にいる自国民に被災地や首都圏から離れ

る様に勧告した。３月１６日には米国は福島第一原発から(50マイル)80キロ圏内の米国民

に対し避難を勧告した。しかし、日本政府は"ただちに影響は無い"として重要な事を何一

つ、私たちに知らせず、私達市民は被ばくしてしまったのです。 

当時、飲み水、食べ物、石油、ガソリン等を確保するため、子どもを連れてあの放射能物

質が飛び交う中,路上に並んでしまった事を悔やんでいる親が沢山いる。あの時、海外の政

府が勧告した様に日本政府が正しい情報や避難指示を出していれば私の娘は無用な被ばく

をせず大量の鼻血を出すことや体調不良を訴える事は無かったはずなのだ。 

福島県の首長たちの中には、事故直後に自分の家族は逃がしながら、私たちに対しては、

「避難する必要はない」「復興、復興」と言い、子どもたちを逃がそうとしない人がいると

いう話を聞いた。とても腹立たしい思いです。 

この国では、国民が大切にされていない。日本がこんな国だったのか、という深い落胆が

ある。私自身の今後の健康も不安だし、高校２年生になった次女の将来も不安だ。次女は、

２０１１年４月から７月まで余分な被ばくをしてしまい、これからいつ発病するかもわか

らないという時限爆弾を抱えて生きていかなければならなくなった。 

 

今月１６日の郡山の自宅の回りでは毎時０．６や２．２６マイクロシーベルトの場所があ

った。これは放射性管理区域と同レベルだ。看護師がレントゲン室に入るときは、必ずプ

ロテクターを付ける。子どもにはできるだけレントゲンを撮らないことも当然のこと。放

射線管理区域と同レベルの環境で、子どもたちが無防備に生活しているのは明らかに間違

っている。 

今月８日に発行された雑誌に公表された、NPO 法人の測定結果によると、現在、次女が事

故当時通っていた郡山の中学校は地表面線量が毎時０．５２マイクロシートベルト、土壌

の放射性セシウム 137は 438,000ベクレル/㎡であり、愕然とした。あと少しで、チェルノ

ブイリ避難基準で強制移住ゾーンの放射性セシウム 137の 555,000ベクレル/㎡だから。 

このような危険にも関わらず、日本政府と福島県は、自主避難した人々の避難先の住宅に

対する家賃提供を２０１７年３月で打ち切る事を正式に発表した。それは私たち自主避難

者をこのような危険な場所に帰還することを促すためにだ。このような政策は、私たち自

主避難者の命と健康を脅かす犯罪「人道に対する罪」ではないでしょうか。 

私たちは、是非、日本政府と福島県の責任を明らかにしていきたいと思う。そして、世界

中の人々が、私たちと一緒に、原発事故から子どもたちの命を守ってください。そのため

にともに頑張りましょう。 

以 上 





2011 年７月 31 日計測

2016 年 3月 17 日計測

NPO法人ふくしま 30 年プロジェクト
計測
自宅西側道路付近

毎時 2.3μSV　５年経ってもこの高さ

松本さん自宅（福島県郡山市）

Ms. Matsumoto, home
 (Koriyama-shi, Fukushima)

庭は西側の庭で除染した所
毎時 0.6μSV

0.6 micro sievert/h has been detected
at decontaminated garden.

2.3 micro sievert/h has been 
detected .

entrance

parking lot



週刊「女性自身」３月２２日号「原発事故５年目・福島の現実」ルポ

福島県 60 小中学校周辺「放射性物質」土壌汚染調査

「８割の学校で18歳未満立入り禁止の数値が出た！」
女性自身と専門家（第一種放射線取扱主任者の資格を持つ、NPO法人市
民環境研究所研究員の河野益近さん）による調査（2016/1/6～2/9）で、
放射線管理区域以上の数値が調査した学校の８割で出たとのことです。
取材・文は和田秀子氏（フリーライター）

女性自身３月２２日号
の誌面から



 

「もう１つの救済は可能だ」 

柳原敏夫 

この場で私が言いたいことは「もう１つの救済は可能だ」ということです。 

私は３１１まで原発について特に考えたことのない、日本の普通の市民でした。ですから、日

本に原発事故が発生するとは夢にも思っていませんでした。 

 

だから、福島原発事故が発生した時も、最初、信じられませんでした。そのあと、これがどれ

くらい深刻な事故であるかも理解できませんでした。ずっと夢を見ているようでした。 

福島原発事故の重大さを初めて理解したのは、チェルノブイリ事故と対比した時でした。同時

に、チェルノブイリ事故で現地の人たちがどれほど大変だったかを初めて知りました。 

 

いま私たちに必要なことは被ばくから命を守ることです。これが最も重要な救済です。 

しかし、救済は祈りではありません。 

私にとって、救済とは正義と平等を伴う、持続可能なものを意味します。 

現在も、福島と東日本で放射能被害が続いています。その中で、私たちは、単に被害の現実を

訴えるだけではなく、放射能被害に苦しんでいる人たちに対する具体的な救済策を積極的に提

案しなければと思いました。 

 

それが次の４つのアクション「もう１つの救済は可能だ」です。 

①．人権法である チェルノブイリ法日本版（原発事故における避難の権利法）の制定 

 

②、人権条約であるチェルノブイリ法国際条約（原発事故における避難の権利条約）の成立→

そのモデルは地雷禁止国際キャンペーンによる対人地雷禁止条約の成立。 

 

③．刑事責任の追及：世界各国で、日本政府の責任者を「人道上の罪」で刑事告発 

→その実例がすでにスペインやアルゼンチンにある。 

 

④．貧困に苦しむ避難者の生活再建－市民の創造的相互扶助の自立組織＝連帯経済・社会的経

済(協同組合、ワーコレ)の創設 

 

福島原発事故は日本史上、最悪の人災です。それは資本主義経済が行き着いた最悪の結果の１

つです。その結果、日本の多くの人々が希望も持てず、苦しんでいます。 

今、世界社会フォーラムが掲げてきた「もう一つの世界は可能だ」という希望が原発事故で苦

しんでいる被害者の人たちにとって本当の救いになるのか、それとも絵に描いた餅なのか、そ

の真価が問われているのだと思います。 

私たちは上記の４つのアクション「もう１つの救済は可能だ」をこれからスタートさせます。

これが成功するかどうかは、私たち日本の市民運動の努力によりますが、同時に世界の世論の

関心と連携と支持が得られるかどうかにもかかっています。 

私たちの願いと希望が一歩でも前進できるように、一緒に協力していけたらと願っています。 

 

念のため、この４つのアクションを推進する団体はこの分科会の主催者「脱被ばく実現ネッ

ト」という訳ではありません。 

 

最後に、２人の人を紹介させて下さい。一人は阿部健太郎さん。彼はチェルノブイリ法日本

版と国際版の制定に熱心に取り組んでいます。瀬戸大作さんは貧困に苦しむ避難者の生活再建

に熱心に取り組んでいます。よろしくどうぞ。 



　皆様、こんにちは。参加させて頂いで有難うございます。阿部健太郎と申します。一市民として新しい日
本版と国際版チェルノブイリ法制定の計画についてスピーチさせて頂きます。
 
　2011 年の日本の原発事故から５年が経ち、それ以来 40 万人の福島の子供達が放射能の影響を受けました。
そして、いまだフクシマの問題は終わっていません。この瞬間までいまだに続いている問題です。今日 166
人の福島の子供達が、甲状腺がん、または甲状腺がんの疑いと診断されています。放射能の脅威は福島にと
どまらず東京エリアにまで及んでいます。また 10 万人以上の避難者の未来は今日に至るまで暗礁に乗り上
げたままです。そして、私はフクシマ後、被災者、被害を受けたその他の人々を守る効果的な法律がないと
いう事に気がつきました。よって放射能から影響を受ける全ての命、特に子供達を守る為の新しい国内法、
国際法を作る事の重要性に気が付き始めました。考えとしては全ての人々を助けるという事、核推進であろ
うと反対であろうとこの地球上の全ての人々が現在、未来においてこの保護法の恩恵を受けるべきだという
事です。私の意見では、健康は最も重要な事で私たちは元気に健康である事がなければ生き残る事が出来ず、
人生を楽しむ事が出来ません。そのためチェルノブイリ法日本版と国際版は健康のための法律です。
 
　チェルノブイリ法日本版と国際版は科学、医学、倫理そして人権によって支えられます。この法律は一般
の人々が理解できるようにとてもわかりやすく書かれるべきです。言い換えれば、これは放射能についての
（世界のすべての人々の基本的人権の為の宣言である）国連の世界人権宣言のような日本版、国際版チェル
ノブイリ法を意図したものです。健康を維持する為の権利を守る為に、この法律をどの国の誰でも理解が出
来、採用することが出来るものです。よってチェルノブイリ法日本版と国際版は世界共通の法律にすべきで
す。
 
　そしてもう一つのとても重要なことは、この法律は色々な分野の専門家の協力を得て市民が計画を立てる
べきだという事です。この法律は日常の人々の為のもの、特に最も傷つきやすい人々、すなわち子供達の為
のものです。この法律はごく限られた一部の人々だけを喜ばせる為にあるべきではありません。私の意見で
は、もっと長期的で実践的な一般市民の試みが必要とされ、一般市民の試みはすぐに燃え尽きてしまう運動
のようになってしまうべきではありません。私がフクシマ後に感じた事に基づけば、もし我々市民が被災者
や我々すべての為に誰かが助けてくれるのを永遠に待っているのであれば何も先には進まないという事で
す。もし影響力のある当局もしくは人々が何もしないのであれば、他に誰がやるのでしょう？そうです、我々
市民です。それが今までのところ、唯一の前向きな選択肢であると思います。
 
　さらに、一般市民の努力と結束を支えるために、「国境なき市民団」の結成を考慮したいと思います。「国
境なき市民団」は専門分野や経験を必要としない多様なスタイルのオンライン上の国際市民コミュニティー
で、平和を求めるすべての誰もが非暴力的、平和的、外交的そして人道的な方法でこの市民コミュニティー
を利用し、各自の社会問題に関する運動の為に参加出来るというものです。本部や地位や非暴力的、平和的、
外交的そして人道的な方法で行う事以外には規則はなく、誰もがそれぞれのやり方で参加できます。
 
　最後に、フクシマの惨事によって被害に遭われた全ての方々、家族の方々、世界中の全ての惨事よって被
害に遭われた方々に対し深い哀悼の念を表します。そして全ての福島の方々、特に子供達と彼らのご両親、
原発労働者、緊急救助隊員をはじめ人道的支援活動にあたった方々、ボランティアやその他の方々、我々の
地球上のすべての仲間の皆さん、ここにいる全ての皆様、そしてより良い世界のために平和活動をされてい
る全ての方々に対し感謝いたします。皆さんなしでは、私はやっていく事はできません、そしてこれからも
続けていくことは出来ません。有難うございます。
　聞いて頂いて有難うございます。心より感謝致します。
 

阿部  健太郎

チェルノブイリ法日本版と国際版について
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　東京電力福島第１原発事故に伴い、福島県では避難指示区域に住んでいた人のほか、被ばくを避けるため区域外か
らも多くの人 が自主避難を続ける。避難先は全国に及び、行政に把握されず支援の網からこぼれ落ちている人も少な
くない。福島県は自主避難者への仮設住宅の無償提供を ２０１７年３月で打ち切る方針を示した。県によると、無償
提供が打ち切られる自主避難者（昨年６月までに避難指示が解除された地域の避難者も含む）は昨年１０月時点で約
１万３０００世帯、約２万５０００人。

　避難先公営住宅からは退去、民間借上げ住宅においても敷金の支払いなどが求められるなど「住まい」が一方的に
奪われる。住み続けても家賃補助が実質的に打ち切られるなど、母子家庭や、二重生活を強いられ経済的に苦しい家
庭にとっては、経済的な圧力で帰還を強いられることにほかならない。

　この国の政府は、避難当事者が様々な形で訴えても、正面から対応する事もしない。そうして時間を経過させ、避
難当事者が精神的にも経済的にも「やせ 細る」事を待ち、倒れ帰還させる。避難し留まる人々を絶対少数派に追い込む。

　「原発事故災害は人災であったという認識」、すなわち国家責任である事さえ認める事もしない。災害救助法は被災
県の判断で決める事を盾に「福島県が決めた事だから」と繰り返す。本当は政府が福島県を説得したはずだ。詭弁を
繰り返す。①自己発生責任②原因究明責任③被害者支援責任　３つの責任全てを果たしていない。

　“今後は、帰還か定住かの二者択一” になるという。避難者といいう存在を失くす。「避難者の定義」も政府は現段階
でもおこなわない。各自治体からの申告数をカウントするだけだった。正確な避難者数や避難者の実態さえ掴まずに「最
低限の命綱の住宅支援」を打ち切る。

　このような状況で自主避難者は経済的、精神的貧困に追いこまれ、既に避難生活を断念し帰還を準備している人が
多いという。政府の狙いどおりの展開になって いく。僕らは、避難者の置かれている「生存権」すら守れていない。
時間はない。短期間でこの問題を社会的に可視化しなければならない。国会論戦の焦点にし なければいけない。もっ
と国会周辺で、街頭にでて訴えなければいけない。東京都や自治体に向けて救済策を求めなければいけない。住宅か
ら追い出し強要され た場合の居住権や経済的支援などの生存体制も考えなければいけない。このままでは避難者から
自死者がでる。来年４月、本当に避難者は現在、居住する場所か ら追い出されるのだ。

　原発事故 5年を迎えた時に、ここまで「原発事故被害者の人権が侵害され」「健康に生きる権利が侵害される」事を
誰が予想しただろうか！放射能被害の事実 を語ったり、避難の権利を語るだけで「お前が風評被害なんだ」と言われ、
多くの沈黙する母親たちがいる。「避難したくても避難できない」多くの家族、避難 を選択したが、帰還を強制され住
宅など生活支援を打ち切られ「被ばくか貧困か」を迫られる避難家族、「避難者をとりまく分断線－避難者ととどまっ
た人々の 分断線」被害者同士が分断させられない事、被害を矮小化せず事実と向き合う事、幸福に生きる権利、健康
に生きる権利、それが 5年後の現在！ 

　支援団体が調査した「原発事故による避難世帯の生活実態調査」では避難者の６０％近い世帯が年収３００万円以
下となっている。世帯収入が減少している一方で生活費負担が上昇、月平均７．５万円、二重生活や首都圏での生活
費の高さなどが主な理由、既に避難生活が長引くことによって生活に困っている比率６８％、それでも、６５％が避
難生活を続けたいと回答している。

　「原発事故被害者と支えあう組織づくり」も同時に準備しなければならない、” 本当に住宅支援が打ち切られたら避難
者は路頭に迷う。”” 避難者の多くが母子避難者、原発離婚に追い込まれた方も多くいる。就労支援や働く為に必要な保
育支援、既に貧困におかれた家族にはフードバンクや子ども食堂など、食糧支援が求められている。子どもを守る為
に「避難を選択した家族」を棄民化させてはならない。支えあい自立支援していく組織を準備したい。

生活再建の連帯経済等について

瀬戸　大作
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　５年前の福島の惨事、当局の恥ずべき偽り、すべての犠牲者の悲惨な運命と相次ぐ苦難、
これらすべてが１９４５年 8 月のあの過酷な日々について我々が学んだ人類の存在に対するとてつ
もない脅威に立ち向かわなくては行けないという差し迫った必要を劇的かつ痛烈に表したものです。
　注意深く記録を見れば今日まで人類が核の脅威を生き抜いてきた事はまさに奇跡であると至極明
らかに判ります。
　今まで多くの事故があり、その幾つかの場合、政治的指導者による犯罪的冒険主義はいうまでも
なく、末期的な核戦争になる寸前でした。
　そして本日お集まりの皆さん、核戦争の脅威は明らかに拡大しています。それが原子力発電と燃
料の問題に密接に関係しており、それらの問題が引き起こす可能性のある極度の危険を示す証拠が
何処よりも緊急なとても悲劇的に明白である場所で我々皆がこれらの問題に対して深い懸念の念を
持って熟慮するべきです。
　福島の子供を救うという差し迫った必要を単に進めるだけでなく、持続可能で安全なエネルギー
生産に向けて彼らの社会を動かすという同様の必要の為のガイドラインを提供し、また背景の間近
に待ち受けるもの、すなわち１９４５年８月にあのような恐ろしい方法で放たれて以来離れてはい
なかった破壊の脅威から人類を守るために待ち受けている格闘の為のガイドラインをこの会議がも
たらす事を希望し信じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノーム・チョムスキー

　The Fukushima catastrophe five years ago, the disgraceful deceit of the authorities and 
the miserable fate and continued suffering of the victims all provided a dramatic and 
wrenching demonstration of the urgent need to confront the extraordinary threat to 
human existence that we learned about those grim days of August 1945. 
　A careful look at the record since reveals with shattering clarity that it is a virtual 
miracle that humans have survived the nuclear threat until today. There have been 
innumerable accidents which in some cases have been minutes away from terminal 
nuclear war, not to speak of criminal adventurism by the political leadership. And as you 
meet today the threat of nuclear war is visibly increasing, closely linked to the issues of 
nuclear power and energy that we should all be contemplating with deep concern 
nowhere more urgently than where you are meeting where the evidence of the extreme 
dangers they can pose is so tragically visible. I hope and trust that this assembly will not 
only carry forward the urgent need to save the children of Fukushima but will also 
provide guidelines for the no less urgent need to move their societies to sustainable and 
safe energy production and will also provide guidelines for what is lurking not far in the 
background, the struggles that lie ahead to save humanity from the threat of destruction 
that has never been remote since it was unleashed in such a hideous way in August 1945.

                                                        Noam Chomsky

Noam Chomsky



　「原子力発電所」を美しい日本の各地に作
らせてしまったのは日本人の大人たち、全員
の責任だ。
　その被害を、未来に繋がる子どもたちに絶
対、残してはならない。
　今、後悔しながら思うのは、子どもや若者
たちを、一刻も早く安全な地域に移してやっ
て欲しい、という事。
　これは思慮が欠けていた
日本の大人たち、すべての
緊急の責務です。
　懇願です。

　　　　　　ちばてつや

2013 年２月　疎開裁判の会チラシ
へのメッセージ。表紙にもちばさんイラストが。
この時点では甲状腺がんは疑い含め１０名。今は１６６名。

ちばてつやさんのメッセージ

2015年５月 23日　新宿デモへのメッセージ

資料裏面には今回ちばさんが描いて下さった子ども達の絵を印刷しました。カラー版は展示物をご覧下さい。

　あの震災の時。

　あの原子力発電所が水素爆発を起こして、放射性物質がばら撒かれてしまった、絶望
的瞬間を目の当たりにして、何よりも真っ先に頭をよぎったのは、後世の日本の国の担
い手であり、ボクたちの尊い宝物である、東日本の子どもたちに対する、深い懺悔の気
持ちでした。

　絶対起きないと言われていた、絶対にあってはならない事故を起こしてしまった。

　日々の忙しさにかまけて見過ごしてきた、我々大人がその責任から
は決して逃れられないならば、せめて今、子どもたちに出来る全ての
ことで、償わせてもらいたい。

　この国は今、そんな子どもたちをなおざりに、他の何を大事にし、
何を守ろうとしているのか。

　すでに取り返しのつかない過ちを犯している、罪深い我々大人たち
は、もう二度と、子どもたちを裏切ってはならないのです。

ちば  てつや



4/1（金）   18：30～19：30　
　文科省前抗議行動　その後、財務省上辺りに移動予定。
　　
4/10（日）  16：00～17：00
　街頭宣伝　新宿ホコ天にて　（紀伊国屋前からアルタ前辺り）
※今回は新宿にて街頭宣伝します。　　

　　

ボランティア募集していまーす。　
　出来る時でかまいません。
　ぜひ、ご参加ください！
　お家で出来るボランティアも歓迎です。
　私達は子ども達の未来の為に共に
　繋がり行動を起こして行きましょう～。

当面の行動予定



絵　ちばてつや　2016年３月

フェイスブック　https://www.facebook.com/fukushimasokai
ツイッター　https://twitter.com/Fsokai

連絡先090－8494－3856（岡田） nijisaiban@gmail.com

脱被ばく実現ネット
(旧ふくしま集団疎開裁判ブログ)

脱被ばく実現ネット活動ブログ

ゆうちょ銀行「脱被ばく実現ネット」　
支店番号　008　　記号：10080-14196841

カンパ宛先

ちばてつやさんが新しいイラストを贈って下さいました！

Tetuya Chibaillustration/
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	20フォーラム裏表紙

