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『サリン事件の真実』
Anthony T.Tu（新風舎文庫）
「サリン事件の真実」には、1994

年に起きた地下鉄サリン事件と松本サ
リン事件が、毒物学の世界的権威であ
る氏の助力により解決へと導かれる経
緯が記されているが、読後一番に思っ
たのは「河野義行さんが冤罪に陥れら
れずに済んでほんとうによかった」。

一度被疑者となれば、よほどの潔白
の証明がされない限り犯人と断定され
てしまう日本の捜査状況の中で、Tu
先生の科学的知見とアドバイスによ
り、河野氏の自宅にあった薬剤ではサ
リンが生成できないことが証明されな
ければどうなっていたか、ほとんど絶

望的であるからだ。
捜査に携わるなかで、オウム教団の

施設のどこで誰が何をしたか・しなか
ったかについて、Tu 先生が確認した
ことと実際に裁判で認定されたことに
は異なる部分もあったと、著者ご本人
から伺った。まもなくそのことを書い
た著書も発行されるという。

たとえその誤差が有罪無罪や量刑に
変化をもたらすことがないとしても、
自分が事件の中で何をしたのか・しな
かったのかについて、被害者や遺族に、
裁判所に、社会に正しく理解されなけ
れば、加害者は、裁判が確定しても、
自らの罪に心から向きあうことができ
ないように思われる。

科学と、それがもたらす技術は、人
間を傷つけると同時に救うこともでき
る。科学者以外の者も、そのことを知

り、コントロールしなければならない。
Tu 先生の科学者としての責任の取り
方は、科学と人間社会の関わりにおい
て、もっとも尊敬されるべきあり方で
はないだろうか。

木村祐子（きむら・ゆうこ）
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【年会費（１口）】
■正会員（１口以上）
　個人：5,000 円、学生：2,500 円
　団体：20,000 円 
■賛助会員（３口以上）
　個人：1,000 円、団体：10,000 円
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BOOK REVIEW

毎年のことながら、10 月半ば頃から当事務所への学
生の出入りが多くなる。京大農薬ゼミの連中が、今冬
のミカン販売の準備を始めるからである。販売するの
は和歌県海南市で栽培している省農薬ミカンであり、
農薬ゼミが 30 年以上も病害虫発生状況の調査を続けて
いる省農薬ミカン園の収穫物である。

学生団体が農産物を学園祭などで販売し、大学が付
属農場の野菜などを学内販売することもあるが、農薬
ゼミの販売数量はそれらとはケタが違う。今年度の販

売担当量は減少したが、1 箱が 10 キロ入りで 1200 箱
を売りさばく。そのため宣伝から配達、集金完了までは
相当な労働である。

私も働くが、もし学生メンバーが責任を持った動きを
しないならば、このミカン生産者は路頭に迷うことにな
る。なぜなら農協や市場では省農薬ミカンは扱われない
からである。京大の中でも環境問題を課題に掲げたサー
クルはいくつかあるが、１軒の農家の生計の大部分を支
える活動をしている団体はなく、「逃げられない環境問題
への取り組み」である。環境を冠に付ければ多額の研究
費が得られるため環境を冠した研究者集団がのさばる学
界では、「いつでも逃げられる研究手法」を前提とし、数
年の研究期間を終わると奇麗な本を書いて終わる。環境
破壊の現地に関係し続ける研究者などほとんどいない。
これからも「逃げられる環境科学」が栄え、「逃げられな
い被害者」の苦悩は続く。農薬ゼミのメンバー数はジリ
貧状況であり、逃げを用意した環境研究は隆盛である。

逃げられない環境
問題への取り組み

石田紀郎

市民環境研究所とは一体なにを目
指して設立し、10 年以上も維持し
てきたのだろうか。この団体に期待
し、応援してくださっている人々に
何を返しているのだろうかと毎年の
年の初めに悩んでいる。

この文も 2014 年の正月３ヶ日
の終わりに悩みながら書き始めた。
答えはないが、今の世の中の酷さに
少しでも抗して生きて行く場が必要
であり、抗して生きている人々が集
まれる場になれば、こんな団体を構
えている言い訳になるだろうと、い
つもの逃げ口上で今年も走り出そう
と思う。

フクシマ以降の原発関連の集まり
やデモでも若者がいかに少ないかを
今更述べるまでもない。そんな風景
を見続けていると、ついつい大学生

に対して小言や批判が先行してしま
う。言ってもだめだと分かっていて
も、長年大学に勤務していた身から
は辛辣な言葉しか出ない。現在のフ
クシマの状況に今後何十年も関わ
り、解決しなければならないのは彼
ら若者だから、嫌われようとも若者
批判は続けねばと思う。

そんな８月に京大での３日間の集
中講義を担当し、その内の半日はゲ
ストに講義をお願いした。今年のゲ
ストは受講生と同学年の二十歳の女
性で、数名のメンバーと、「全国の
人の福島原発への意識が風化してい
るのを感じ、福島の現状を伝える」
ために活動している。演題は「福島
のいま」である。

実家が福島県北部にあり、高校卒
業時に被災したが、その年に京都の

大学に進学した。しかし、実家は柿
栽培の専業農家で干し柿（あんぽ柿）
が放射能汚染で出荷自粛となり、学
業継続は無理となって退学した。自
分もつらいが、懸命に生きる人々の
姿を見て、苛酷な放射能汚染に苛ま
れる福島の現状を全国に訴えたいと
全国行脚を始めたという。

話の内容に入る前のこの自己紹介
は同年代の受講生に衝撃を与えた。

「放射能汚染」「避難民」「震災関連死」
「新しい土地で生きる人々」「除染」
「子どもたちの健康検査」と福島が
抱える問題を端的に話してくれた。
淡々とした話し振りで、講演と質問
に冷静に答える姿は同年代の受講生
に多くの刺激を与えただろう。

こんな若者の活躍の場を用意し、
支えることが年寄りの務めであり、
当研究所の任務の一つだろうと思わ
せてくれた。

石田紀郎（市民環境研究所代表理事）
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若者に活躍の場と支えを

若者批判は嫌われても

今年も「存在意義」を考えた
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　私は、元々は改憲反対の運動を
してきました。皆さんがやってお
られる原発反対運動を、アジェン
ダという雑誌を通じて発言してき
ました。そんな中で原発事故に衝
撃を受け、自分もちゃんと反対の
声を上げていかなあかんと思って
やり直しています。特に、3.11以
降に、関電の大飯原発が最初に再
稼働を決められてしまうことにな
ってきた。原発の事故が及ぶなか
で、地元の私たちが止めないとい
かん、地元として声を上げていか
ないと、関電の原発は止められな
い、とにかく何かやらなあかん、
と。民主党の前でスタンディング
アピールやったり、京都府庁前で
抗議活動やったり、福井県でも
色々とやった。市民から声を市議
会へ上げることで少しは効果があ
ったりもする。地道な色んな活動
をやってみないといけない。
　去年の夏からは関電前で毎週金
関行動をやっている。多くて300
人、冬になっても100〜200人、毎
週ずっと100から200人で変わらな
い。それは、京都で関電に向けて
大飯原発反対！とか高浜再稼働反
対！とか声を上げないといけない
という表れ。雨の日も風の日も暑
い日も寒い日も集まる。ずっと毎
週大きな行動ができる訳ではない
が、何かのときに大きな集まりに
なる。それが関電に対するプレッ
シャーになる。今後も続けていこ
うと思う。皆が東京へ行ったりす
ることはなかなかできないが、地
元でできることをすることが大切
だと思います。

●具体的に地域でやられているこ
とを、どのような形で議会とかに
通していくのか。今、議会に若い
人たちも出てきてるんですが、割

とイメージ展開に頼ってしまうと
ころがある。具体的な経験をされ
ている方が、地域でどのような形
でやっておられるかを、どのよう
な経験をどのような形で結びつき
うまく動いていくのかを示してい
きたい。

●今年は3月最初の土曜日に円山音
楽堂で集会をやろうということに
なってきています。ちょうど再稼
働の新基準で申請はいっぱい出て
きますから、これから電力会社同
士のケンカになると思います。そ
ういう意味で新基準による再稼働
の認可が大きな問題点になってく
ると思います。

●プルサーマルが何かということ
が一般的に認識されていない。非
常に危険だということをもっと宣
伝しないといけない。

●ああいう大事故が起こって初め
て気がつく人が多くて、色々な公
害問題でもピークになったら時々
出てくる。事故がいつ起こるかわ
からんなんて、何ぼ言うてもダ
メ。「何で原発保険ないねん！」
ていう運動をもっとしたらええ。

●暮れの選挙で結局、焦点化する
ことに失敗した。原発では政策に
ならんかった。うやむやになって
選挙の政策には全く結びつかなか
った。負け方がえげつない。国政
自体の動きについても、長期的な
視点で考えていかなあかん。その
中で目の前のことも考えなあか
ん。世界中のことも考えなあかん
し、日本の現実も考えなあかん。
目の前のことと長期的なことと、
この2つの間で訳わからんようにな
ってきてる。そこをどう調整して
いくのか。規制委員会の科学的な
判断と福井の経済的な判断と、地
元の判断。科学者や政治家たち
は、自分たちは関わっていないよ
うな顔をして運転している。原発

輸出や憲法9条はどうなるのだろ
う。戦前のような、昭和の初めの
ころのような、あの時代を彷彿と
させる。いっぱいやることがあ
る。その中で何から手をつけてど
う運動していくのか。

●民主主義の大きな視点に立つこ
とが大切。原発の問題とか、憲法
改悪とか、イジメとか生活に関わ
ること。原発なら原子力ムラとい
う構造の問題とか、情報開示しな
いこととか。科学技術もある意味
で民主主義問題なんですよ。 NPO
とか縮小社会も、ある意味拡張な
んですよ。でも同じ方向を目指し
てる。資源の見方が非常に狭くな
っている。生活の中にヒントがあ
るはずなんです。それを視点に市
民運動をする。僕は、バイバイ原
発のデモに行ってすごく感激し
た。僕ら」の時代は警察とケンカ
することがカッコ良かった。今は
警察と話ししてる。誰でも参加で
きる。音楽流してる。つまり入り
やすい、わかりやすい。生活の身
近な中にある。こういった運動の
方向を、どうやって我々自身を変
えながら続けていくかが課題。

●大阪と京都でガレキの問題をや
っています。放射能が子どもたち
に与える影響から、皆の力が一つ
になっていくような動きを作って
いければと思います。

●私の住んでいる3000人くらいの
町にもバイバイ原発の組織があ
り、時々2〜30人集まっていろん
なことをしゃべるんです。反原発
の話や映画会ばかりでしたが、一
週間ほど前に、ある人が「私は太
陽熱温水器を使ってます」と発言
し、次の集まりは太陽熱温水器と
雨水タンク、それの専門家を呼ん
で話を聴くことにしよう、という
ことになった。だから、反原発と
言ってもこれ以上何をしていいか
わからん、という状態から違う方
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　今、一番大事だと思うのは、皆
が思っていることをシェアすると
いうことです。もうひとつは、一
人ひとりが持っている経験とか、
そのバックグラウンドを生かすと
いうことが肝心だと思ってます。
自分は専門じゃないからどういう
ふうに関わったらいいのかわから
ないし簡単には関われない、でも
自分も何かできたらやりたい、と
思っている人は多いと思います。
　その思いとパワーをどうやって
動かせるか。多くの人の思いをど
うやってうまく繋げるか。それぞ
れの人が一生懸命になれることを
どんどん作っていく。大飯原発に
ついては本当に具体的に止めてい
く。京都府庁、滋賀県、あと議会
など、反対する材料がいっぱいあ
ると思います。

　何としても今、原発のパイオニ
アである日本原燃から脱原発を勝
ち取っていく動きを作るべきだと
思います。2011年、福島原発事故
のあと原発は止まりましたが、電
力の料金はその前とほとんど変わ
りません。日本原燃は、設備利用
率が下がっても、基本料金として
電力会社からごついお金をもらっ
て、発電ゼロでも計上利益は出て

いるという状態です。そんなバカ
な会社があるわけがない。この辺
もこれから訴えていきたいと思っ
ています。関西電力は安全の問題
ではなく経営の問題ということを
言っている。安倍総理は、再稼働
は原子力委員会が安全と認めたも
のに限りと言っているので、焦点
は原子力委員会になっていくと思
う。また、地元自治体の同意が大
きな課題になる。安倍昭恵さんは
「私は原発反対なので、外に原発
を売り込むことは非常に心が痛む
ところがあります」という発言を
したそうです。それがどこまで安
倍総理に及ぶかというのも見所。

本気でやらなあかん
槌田劭さん

（使い捨て時代を考える会）

　1974年の伊方の裁判は、人類文
明史上最悪の犯罪だと確信し、自
分としては生き方も変えてきまし
た。脱原発の流れは着実に進んで
いますが、再稼働する原発が出て
くる可能性は、そう簡単に止まら
ない。だから本気でやらなあか
ん。福島であんな事故があったの
に何で世論も政治も動かないのか
という苛立ちは、最近の２年間急
速に脱原発に関わった人ほど強
い。多年やってきた者はここで可
能性が出たと感じる。原発は絶対
止まります。ただし、いつ止まる
のかということと、止まるまでに
何を主張しておくか、ということ
がその後を決定する。
　工業文明が破綻することは必然

なんです。原発を維持するために
も石油文明が一定の水準で動いて
いなければ原発も維持できない
し、造れない。石油文明や工業文
明は没落する運命、必然性を私は
確信しています。しかし、いずれ
は止まるのを成り行きで待ってい
る問題ではない。原発を動かせば
死の灰がたまり、これを処理しよ
うにも処理する技術がない。そう
いう危険なものを造り出して電気
を使って楽しむ。そしてそれを未
来にツケをまわしてどうする、と
いう道理的倫理的犯罪な訳です。
　我々はそういう問題に直面し
て、脱原発・反原発の問題をして
いるのであって、福島の放射能を
怖がって済む話ではない。事実に
直面しなければならない。原子力
については安全技術なんてありま
せん。制御できないものを扱うこ
とは本質的に危険なんです。科学
技術なんてインチキなんです。だ
から事故が起こって当たり前なん
であって、福島で起こったことを
うろたえたり驚いたりすることは
何もない。
　ただし、あそこで起こった悲惨
な現実、これについては一層心を
強く痛めなければならない。物質
文明・科学技術文明に浮かれてい
ることの愚かさ、これが今、問わ
れています。何としても脱原発を
実現しなければいけない。倫理的
道義的、あるいは生き方のありよ
うを考えないで、ただ単に原発を
止めるというだけでは、その問題
は解けない。
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3.11以降の
2年間を振り返って

思いを、どう繫ぐか
アイリーン・スミスさん
（グリーンアクション）

　今年の定期総会は、市民研ニュースレターの 17
号に原稿を書いていただいた４名の方（アイリーン
さん・佐伯さん・槌田さん・藤井さん）に話題提供
をしていただき、そのお話をもとに参加者の方に議

論していただきました。
　結論を出すというのではなく、これからどのよう
に動いていったらいいかということを考え直す一歩
になれば、という意図で行いました。

何としても脱原発を
佐伯昌和さん
（反原発新聞）

地元でできることをする
藤井悦子さん

（アジェンダ・プロジェクト）

 意見交換
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向、エネルギーとかの方へ移ろう
としています。そういうふうに運
動の方向がちょっと変わっていく
という視点も持ったら面白いかな

●私は原発反対運動とかではな
く、子どもたちと一緒にいろいろ
な立場の人と話をするような活動
です。最近「あるもので楽しく暮
らす会」という活動をしていま
す。「あるもの」は、「自分自
身」「自分の中にあるもの」「リ
サイクル」「自分がどういうふう
にどんな環境で楽しく暮らしてい
くか」などの意味です。避難して
きたお母さん方の中でどうしてい
いか分からない、家族バラバラ、
お仕事も見付からない、安全もど
こまで？　何を信じていいのかわ
からない、という話を聞けば聞く
ほど私たちができる範囲は限られ
てくる。そういった中で、色々な
人のネットワークがどう連なって
支えていくのかというところが、
この会にすごく期待しているとこ
ろです。

●僕らの地域は朽木の中でも若狭
に近くって、古い時代から若狭と
結びつきがある。この数年間で若
い家族とか単身とか、人口がじわ
りじわりと増えています。そうい
う人たちは100％若狭の原発に大
反対で、目立った活動はないが、
若いお母さんたちが役場へデータ
や線量計を持ってこいとか言いに
行ったりしている。実際にその仲
間たちが昨年、大飯のゲートで太
鼓叩いたりしてた。僕は町へ出て
関電の前に座り込みとかはようせ
んかったが、若い人たちがどうい
う動きをしてるかは結構耳にして
いる。
　僕自身は「火の山ひろば」とい
う団体で、山をどうやって若返ら
せるかということに、この数年間
エネルギーを注いでいる。炭のこ
とで除染に関わる情報として聞い
てください。福島の山ではしいた

け農家も壊滅的で、よそから原木
持ってきてもダメなんですね。現
場が汚染されてますから。その除
染について、たとえば落ち葉をコ
ンパクトにして、それを低温炭化
の条件でやると、含まれているセ
シウムは煙で出ない、高温炭化に
すると煙で出てしまう、というよ
うなことが少しずつ分かってき
た。現場でいかにコストをかけず
に、もう少し広い面積で地元の人
がコミットして除染ができる方策
をという議論を、去年くらいから
東北を中心にやっている。僕自身
も頼まれている低温炭化の炭づく
りをやって、福島へ送って役に立
ちたいと思う。

●関電の人たちがどれくらい反原
発運動運動に加わっているのかに
ついては、今の関電の内部の空気
からすると、いたとしても表に出
ない。2011年5月から毎月関電へ
の交渉に行っているが、交渉にな
らない。あんな理不尽な、あんな
ヒドイ会社はないです。関電には
守ってくれる政府や財界がいて、
恐いもんはいない。だから実にヒ
ドイ。

●エネルギーのコンサルタントを
やってる人が日本に来たとき、人
は究極にはhappinessや快適な暮
らしとかを欲していると言ってい
た。ブラジルの事例を挙げ、学校
が暗いので外の明かりを入れるパ
ネルを作ったら中の電気が不要に
なった、節電にもなったが、実際
はその部屋のスペースの気持ちが
変わって、太陽の入る部屋になっ
て、皆楽しく勉強ができるように
なり成績が上がった。電気代だけ
でなく、やるべきことをやって、
そういえば電気代も減った。そう
いうコンセプトで、自然な材料を
導入して町屋の快適happyな暮ら
しへ。京都がモデルになれたら。

●福島原発告訴人を受け付けてい

るときに、関電を退職した人の奥
さんから電話があって、ぜひ告訴
したい、主人は多分理解してくれ
るであろうと。でも頻繁に郵便物
が送られてくるとちょっと困るの
で、郵便物は送らないでください
と。でも告訴はしたいということ
で、陳述書も出してくれた。陳述
書には「夫は元関電社員で」と
「電力会社は今の状態ではダメ
だ」というようなことが書いてあ
りました。

●夏に何人かで浪江町へ行ってき
た。ゴーストタウンだった。疲れ
た役場の担当の方は、こういう状
態を皆に見てほしいと言ってい
た。やっぱり関西と関東では温度
差がある。そういうことも含め
て、これからもチャレンジしてい
きたい。

＜最後に＞
　この2年間、今日お集まりの皆さ
んは、ブレーキを踏む間もなく動
き回ってこられたと思いますが、
当面のスケジュール、政治的に動
いている当面の動きに対抗してい
かないと仕方がない。やりながら
地域とどう連携していくか、それ
で短期戦・長期戦も頑張っていか
ないと。そういう体制をつくって
いくのが我々の仕事だと思ってい
ます。市民環境研究所というのは
そういう意味で、いろんな動きの
交差点になっていきたいなと思っ
ています。市民研には、福島など
から避難してこられた方々も結構
来ており、福島県の『福島民報』
『福島民友』という二つの新聞も
送られてきています。現地との温
度差を実感していただきたい。そ
して今日のような議論をぜひ日常
的にやっていきたい。

＊それぞれの方の発言は、紙面の都合上か
なり省略しています。すべての議論の記録
を残していますので、全文をお読みになり
たい方は市民研までご連絡ください。

（まとめ：柏木夫美・和泉賀津子）

市民研の風呂場は物置場と放射
能測定室である。そこには、NaI
シンチレーションカウンターがひ
っそりと鎮座し、結構な活躍をし
てくれているので報告する。

市民研に放射能測定チームがで
きたのは２年前のことである。機
器の由来などは割愛するが、事務
所に毎日出勤する石田が測定を、
週に１回ほど来所して渡辺が計算
を、時々来所するこの道のプロで
ある河野がソフトを担当している。

このチーム結成の意図は、
１）福島原発崩壊の被災者の生活
の場の環境試料（土壌）の汚染度
を測る
２）福井原発に近接する関西のバ
ックグランド値（土壌）を測る　
３）他の市民団体の放射能測定活
動を支援する

以上の３点である。対象試料は
土壌が中心で、食糧などは特別の
場合以外は取り扱わない。料金は
１検体 1000 円のカンパをお願い
しているが、いろいろなケースが
あるので、委細面談で決めること
にしている。　

これまでに測定した検体数は定
かではないが、上記の各目的に対
応する試料が持ち込まれている。
福島県やその周辺地域の被災住宅
敷地内の土壌調査では、２万ベク
レル以上の値も検出されており、

避難の判断にそれぞれの方が利用
されている。また、除染の効果と
その持続性も検証している。関西
の土壌試料調査、他の市民団体と
の同一試料のクロスチェックによ
る相互協力を進めている。調査結
果は調査依頼者にまず帰属すると
考え、公表等については調査依頼
者が決定することにしている。

調査依頼者と市民研が合意して
公表したのは「滋賀県高島市安曇
川町の鴨川河川敷に不法に投棄さ
れた木材チップの放射能汚染調査
結果」だけである。

高島市は琵琶湖の湖西にあり、
琵琶湖に流入する鴨川の河口付近
の河川敷に大量の木材チップが不
法投棄されたのは 2013 年 3 月。
９月になって放射能汚染された福
島のチップであることが判明し、
滋賀県環境部が調査した結果、
3000Bq/kg の放射能を検出した
と発表された。地域住民からこの
問題の相談を受け、10 月に現地に
赴き、木材チップを採取して市民
研で測定した。最大値が 12000 
Bq/kg で、その他の３サンプルと
もに 8000 Bq/kg 前後という驚く
べき値を検出した。

そして、この結果は地元住民の
発表で毎日新聞の記事となって公
表された。滋賀県はこの発表を受
けて再調査した結果、3900 Bq/

kg という数値を発表し、市民研の
測定方法は適切でないと批判した。

なぜこのような差が発生したか
と言えば、県は水分を十分に含ん
でいる試料（湿重）を、市民研で
は環境試料分析の常法である常温
常圧下で乾燥（風乾）した試料（風
乾重）を測定したためである。植
物体などを分析する際の常識であ
る風乾重ベースの分析方法は環境
省では認めていないというのが県
の主張である。

たしかに福島原発崩壊後に出され
たガイドラインには、下水処理場な
どの汚泥の放射能測定は湿重でやる
こととなっているが、木材チップに
ついては記されておらず、環境試料
分析の常法を採用するのが研究者の
常識である。なぜなら、このチップ
が当地に投棄された時点では、現在
のような水ぬれ状態でなかったはず
である。県はなんとしても 8000 
Bq/kg を超えないようにするため
に湿重測定をしなければならないの
だろう。今までの経過と今後の推移
は「市民環境研究所ブログ、http://
shiminken.blog50.fc2.com/　で順
次報告するのでご覧いただきたい。

市民研放射能測定チームは、今
後も放射能汚染物質の拡散を阻止
し、被災者の方々に必要なデータ
を提供していきますので、測定を
希望される方はご連絡ください。

滋賀県高島市に不法投棄された
福島の放射能汚染チップ

▲現場に立つ県職員 ▲搬出作業 ▲霰の降る中での抗議行動
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ウクライナ 25 年報告翻訳プロジ
ェクト（以下、「当プロジェクト」
と略す）は、昨年（2013 年）4 月
に発足し、8 月より市民環境研究
所の事務所での活動を開始致しま
した新顔です。

当プロジェクトは、ウクライナ
政府緊急事態省が 2011 年に公表
した国家報告書「チェルノブイリ
事故から 25 年：将来へ向けた安全
性」（原文：ウクライナ語・英語：
英 語 表 記 "Twenty-five Years 
After Chernobyl Accident : 
Safety for the Future"、以下「同
報告書」と略す）を日本語に翻訳
し公開することにより、広く一般
市民ならびに行政担当者に東京電
力福島原発事故後の対策について
の議論の基礎を提供し、福島核災
害による現世代ならびに将来世代
へ悪影響を最小限に喰いとめるた
めの施策の形成に貢献することを
目的としています。

同 報 告 書 は、2012 年 9 月 23
日に放映されました NHK ETV 特
集シリーズ『チェルノブイリ原発
事故・汚染地帯からの報告「第２
回　ウクライナは訴える」』という

番組の中で番組作成資料として紹
介されましたので、存在自体はご
存知の方も多いかと思います。し
かしながら、その内容については
あまり知られていません。

同報告書は、チェルノブイリ原
発事故のプロセスを追うだけでは
なく、これにより生じた核災害が
自然環境や人体へ及ぼした影響、
ならびにウクライナ政府がチェル
ノブイリ原発災害に対してどのよ
うな対策を講じてきたかを包括的
にまとめたものです。

東電福島原発事故後、日本では、
原発災害の後処理をどうするかに
ついての議論があまり深まってい
るようには見えません。しかし、
事故そのものの収束だけに留まら
ず、『既に広範囲にばらまかれてし
まった放射能汚染の現実に如何に
対処すべきか』が、今後数十年の
最重要課題であることを真摯に受
け止めるべきです。

同報告書は、日本人が今後向き
合うことになる放射能汚染の後処
理を考える基礎的な知見を提供す
るものです。内容は専門的である
ものの、今後日本が行うべき対策

を考える上で、同報告書は被災さ
れた方々を含めできるだけ多くの
人々に読まれてしかるべきだ、と
いう問題意識に基づいて、当プロ
ジェクトは立ち上げられました。

ただし、全 8 章構成の同報告書
のうち、健康影響に関わる部分（３
章・４章）に関しましては、「チェ
ルノブイリ被害調査・救援」女性
ネットワークとＮＰＯ法人市民科
学研究室の有志の方々が訳された
ものが 2013 年４月に公開されて
おります。

従いまして、当プロジェクトは
それ以外の部分の翻訳に取り組ん
でおります。当プロジェクトが翻
訳した文章は、訳した部分から随
時 Website に公開し、翻訳の精度
が向上するごとに随時更新してい
く予定です。

当プロジェクトが、穏やかで知
的な雰囲気の中で気持ち良く活動
できるのも、ひとえに事務所にお
集りになる皆様の御かげと深く感
謝いたしております。これからも
どうぞよろしくお願いいたします。

（会計兼幹事：進藤眞人）

市民研の仲間たち ⑯

チェルノブイリを風化させない
ウクライナ 25年報告翻訳プロジェクト

他山の石とする

原発事故の包括的な報告書

支援法に関しては、国会議員や
地方議会への働きかけを続けると
ともに、支援法の理念を広めてい
くこと、保養受け入れや避難者支
援など具体的な実践の実績を積み
あげていきたいと思います。

大阪市社会福祉協議会は、関西
で唯一、県外避難者の情報支援事

業を国から受託しました。そうし
た活動の後押しもしていきたいと
思っています。

＜被ばく強要＞＜原発推進＞＜
軍国化＞という３つの歯車がかみ
合い、強引に回されようとしてい
る、大変な試練の中ですが、バラ

バラにされず、＜それぞれの闘い、
ひとりひとりの働きが互いに影響
を与え助け合っているのだ＞とい
うイメージをもちながら、あきら
めることなく、微力をつくしてい
きたいと思います。

今年もよろしくお願いいたしま
す。

2012 年 6 月に議員立法された
「原発事故子ども・被災者支援法」
は、今回の原発事故による放射能
汚染の現実をふまえ、被災者が暮
らしを再建し健康を確保するため
に必要な支援施策を国の責任で行
うという極めて重要な法律です。

一定以上の汚染のある地域は「支
援対象地域」とされ、その地域の
住民やそこから避難した被災者
に、それぞれに必要な支援策が実
施されるという「居住に関する自
己決定の尊重」の基本理念が明記
されています（第二条第二項）。こ
の理念は、分断に苦しむ被災者に
とって一条の光となり、特に避難
区域外に暮らす被災者やいわゆる
自主避難者にとって、「避難の権
利」の実質的保障につながる大き
な希望となりました。

しかし、皆さまのご存じのとお
り、昨年 8 月末に復興庁から発表
され、10 月 11 日に閣議決定され
た「基本方針」では、同法の理念
を骨抜きにする内容でした。その
特徴は主に３つ。

第一に、支援対象地域について、
指定基準設定を回避し、福島県内
33 市町村に限定したこと、

第二に、在住と帰還を推進し避
難は支援しないという施策内容、

第三に、住民の健康確保のため
の施策については検討を始めると
して先延ばしにしたこと、です。
これに合わせて、いくつかの重要
な動きが年末にありました。

まず、原子力規制委員会が「20
ミリシーベルト帰還案」を出しま

し た。11 月 11 日、20 ミ リ シ ー
ベルトの被ばくを下回ることが見
込まれる地域へ帰還を促進するた
め、4 回にわたって開いていた『帰
還に向けた安全・安心対策に関す
る検討チーム』が提言をまとめ、
原子力規制委員会が了承しました。

内容は、今まで政府が除染目標
として定めていた “年間 1 ミリシ
ーベルト” を事実上撤回し、空間
線量ではなく、「個人線量計」によ
る自己管理で「年間被ばく量 20 ミ
リシーベルト以下」をめざそうと
いう驚くべきもので、各方面から
多くの批判の声があがっています。

復興庁の「被災者に対する健康・
生活支援に関するパッケージ」か
ら福島近隣県の住民の外部被曝量
調査の項目がなくなる一方で、環
境省が「福島第一原子力発電所事
故に伴う住民の健康管理の在り方
に関する専門家会議」を、11 月
11 日と 12 月 24 日に開催しまし
た。同委員会の人選、映像メディ
アの取材制限などが批判されてい
る同会議ですが、被曝被害を見え
ないものとしたい専門家が多い中
で、日本医師会の石川広己委員は、
『日本医師会が考える重要施策』
を示し、「十分なデータが示されな
い中で、子どもを持つ親の不安は
計りしれない。そのため、健康調
査や医療補償については、学齢期
以降も含めて国が実施主体となっ
て進めるべき。将来、もし疾病等
にかかることがあれば、十分な医
療補償ができるよう立法措置を急
ぐべきだ。もし被害者が望むなら、
広島・長崎の被ばく者の方々のよ
うに、健康手帳を発行し、生涯に

わたって健康診断を受けられるス
キームを確立すべき」と発言しま
した。こうした声を後押ししてい
きたいです。

第二回会議では、近隣県の初期
被曝について、データがないため
不明であるが考慮する必要はない
という方向で議論が進められたと
のことです（ママレボ通信ブログ
より）。市民による監視と圧力がと
ても重要ですので、ご注目ご支援
をよろしくお願いします。

支援法の理念の実現を求める全
国的な動きとして注目していただ
きたいのは、昨年 9 月から始まっ
た「原発事故被害者の救済を求め
る全国運動」です。京都でも多大
なご支援をいただきました請願署
名は、全国で約 8 万筆となり、11
月に国会に届けた後、先の臨時国
会で、原発事故の損害請求権の時
効を 10 年に延長する特例法が可決
されました。これにより、損害賠
償請求権が 3 年で消滅してしまう
消滅時効を 10 年に延長、また、賠
償請求権が自動的になくなる「排
斥期間」が、事故から 20 年ではな
く、損害発生から 20 年に変更さ
れ、将来的に健康被害が出た場合
などにも、賠償請求が可能となり
ました。

署名はその後も続々と集まり、
現在 15 万筆を超える勢いです。こ
の声をもって、来たる 1 月 28 日
に、第 2 回目の国会請願行動を行
います。

東日本大震災と東電原発事故発
生から 3 年。

支援法を骨抜きにする
「基本方針」でスタート

20ミリシーベルト帰還

環境省　住民の健康管理に
関する専門家会議

原発事故被害者の
救済を求める全国運動

2014年、私たちは……

これからもご支援を！

原発事故被害者を支援する運動
宇野さえこ（福島からの避難者）

→

→


