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もっと詳しく！ ナース　ワゴン αNo.31

現行法での 
自衛隊の活動について
　現行法下での自衛隊の活動は主に3つです。

　1つ目の活動は「武力の行使」です。

　つまり戦争を行うことです。自衛隊には「防衛出

動」という役割が与えられ、発動の要件が3つあり

ます。

【要件1】

わが国に対する急迫不正の侵害がある場合

…簡単に言うと「いきなり攻撃をされた場合」です。

【要件2】

これを排除するために、ほかに適当な手段がない

…例えばミサイルが海に落ちても、その後何も起こ

らなければ、反撃の必要がありません。どこかの

船がやって来ても、目の前に米軍がいるならアメ

リカが守ってくれるという前提があるので、「自

衛隊が何とかするしかない」という状況でない限

り、自衛隊は動いてはいけないということです。

【要件3】

必要最小限度の実力行使

…先制パンチのように相手の軍に乗り込み「攻めて

くるなよ」と武力や腕力を持って行動をしてはい

けませんということです。

　このように制約されているのは、憲法9条がある

からです。憲法9条は「戦争をしてはいけない」「戦

争のための武力を持たない」「脅しをしない」とい

うものです。

　これまでの政府は「戦争をしてはいけない」の意

味を「自分の国がやられたときは仕方がない」と考

えていたので、自分の国がやられたときにはこの3

つの要件によって反撃ができました。

今の法律はどのようなものか、国会

で審議されている法律が可決される

とどうなるかについて、分かりやす

く教えてくださいました

安保関連法案（新安保法制）の全体構造
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　自分の国がやられた時にやり返すことが「個別的

自衛権」で、自分の国がやられていないのにやり返

すことが「集団的自衛権」です。例えば、韓国が北

朝鮮にやられた時に、日本が攻撃を受けていなくて

も、韓国と一緒に北朝鮮を攻撃しようとすることで

す。これまで政府は「自分の国がやられたら攻撃し

ますが、集団的自衛権は自衛権の限界を超える」と

の見解を示してきました。

　2つ目の活動は「後方支援」です。

　自衛隊が主体的に戦争をするのではなく、ほかの

国を応援することです。後方支援には2つのパター

ンがあります。

　1つは「周辺事態法」です。日本の周りで戦争の

ような事態が始まり、アメリカが日本を守るために

頑張ってくれているときには自衛隊が協力しようと

いう法律です。この法律は1999年に作られました

が一度も使われていませんし、そのような事態は起

こっていません。

　今の法律には、日本の周辺で武力紛争が起きてい

なくても、自衛隊が海外に行けます。それが2つ目

の「特別措置法案（特措法）」です。小泉首相の時

にテロ特措法やイラク特措法という言葉が出てきた

のを覚えているでしょうか。テロ特措法は「期間が

2年間」と限定されています。例えば、アフガニス

タン戦争では「2年間だけ応援し、その後について

は2年後に考えましょう」としました。

　2年後に延長できるかどうかは分かりませんの

で、自衛隊を海外へ送りたいと思っている人には、

限定されずに海外へ送れる別の法律が欲しいという

わけです。

　2年間に限定したのは「武力行使の一体化」を避

けるためであり、「憲法9条違反」をしないためです。

武力行使の一体化を避けるとは、戦場で武力戦をし

ているアメリカ軍と一緒になって活動してはいけな

いということです。日本はほかの国へ行って戦争が

できません。一体化しないために活動場所を非戦闘

地域としています。そこで、政府は「戦っている場

所で活動していないので、アメリカと一緒に武力行

使しているわけではない」と説明し、自衛隊を海外

へ送っていました。

　しかし、自衛隊ができることにも限りがあります。

例えば、イラクでは医療・給水などで、インド洋で

は物品提供・艦船給油などを行っています。給油特

措法という「油と水をあげる。武器や弾薬は運びま

せん」という法律もあります。

　3つ目の活動は「PKO」です。

　1992年くらいから自衛隊はPKO（国連平和維

持活動）で幾度も海外へ行っています。日本の活動

は、国際救援活動や選挙監視活動など治安維持活動

を含まない業務です。これも憲法9条違反を避ける

ためです。日本は海外で戦争をしないことになって

いますから、PKOにおいても縛りがあります。武

器の使用は「正当防衛」「緊急避難」「武器等防護」

の時のみと限定され、PKOでも「自分がやられた

時でなければ武器を使ってはいけない」というルー

ルがあります。

何が言いたいのか分からない 
新しい安保法制
　新しい安保法制では、「我が国と密接な関係にあ

る他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が

国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福

追求権の権利が根底から覆される明白な危険がある

場合（存立危機事態）」となります。

　これに対し、国会で「具体的にどのような時なの

か」を問われた政府は10日後に「過去に事例があ

りませんでした」と答えました。過去の事例にもな

く、現在においても想定されていないのに、このよ

うな文章を入れたのはなぜでしょう。

　「我が国と密接な関係にある他国」について、政

府はアメリカは入ると断言していますが、「我が国

と密接な関係」というのがよく分からない表現です。

同盟を結んでいる国といえばアメリカですが、貿易

相手国なら、中国・韓国・オーストラリアも入りま

す。限定があるようでない表現です。

　「我が国の存立が脅かされ」とはどのような意味

か分かりますか？　これもよく分かりません。「国

民の生命、自由および幸福追求権の権利が根底から

覆される明白な危険がある」これもよく分かりませ

ん。何が言いたいのか分からないことばかりです。

　政府は「我が国と密接な関係にある他国に対する

武力攻撃が発生した場合、集団的自衛権も一部OK
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になる」と説明しています。

新安保法制では 
攻撃されていなくても攻撃する
　新しい安保法制の問題点は、「日本が攻撃されて

いないのにほかの国を攻撃すること」「ほかの国へ

の攻撃を排除するための実力行使ができること」で

す。

　例えば、ハワイが攻撃され存立危機事態だとされ

れば、日本が助けに行かなければなりません。そし

て、アメリカと一緒になって反撃をします。船や飛

行機で移動して、燃料も確保します。日本が直接や

られたときより、やることが増えます。武力の行使

は必要最小限度とされていますが、集団的自衛権が

可能になるということは「日本が攻撃されていなく

ても、攻撃をする」ということです。この考え方は

「ヤバイ」と思います。

　そのほかの問題点としては、秘密保護法により情

報が知らされないことです。秘密保護法というのは、

政府が秘密にしたい情報を秘密にできる法律です。

　例えば、我が国と密接な関係にある国が攻撃され

た時、具体的なことを聞いても「作戦上のことなの

で答えられません」と言われる可能性があります。

皆さんが「本当にほかの国の戦争が自分の国に関係

があるのか」と疑問に思っても国が情報をくれない

ので分かりません。これから国家で審議されている

安全保障法制が決まったら、自衛隊の活動はもう私

たちにはよく分からないものになってしまいます。

　要件が抽象的で、その根拠も秘密保護法でよく分

かりません。しかし政府は「存立危機事態です」「集

団的自衛権です」と言います。つまり、政府の恣意

的な判断になりかねないというわけです。

自衛隊が武器を持ち 
世界中どこへでも行く
　「周辺事態法」が「重要影響事態法」に変わります。

これまでは日本の周辺で戦争のようなことが起こっ

た場合に自衛隊が出向くという法律でしたが、これ

からは「重要な影響が生じるような事態が起これば

自衛隊が世界中どこへでも行く」ことになります。

　活動場所は、これまで「非戦闘地域」でしたが、「非

戦闘現場」に変わります。戦闘行為を行っている現

場を戦闘現場といいますが、そのすぐ側でも銃弾が

飛んでいなければ戦闘現場ではないということにな

り、自衛隊が活動できるようになります。アメリカ

軍は「弾が切れた」「燃料がなくなった」と自衛隊

に来るでしょう。すると日本も撃たれます。戦争を

している時に戦闘現場か非戦闘現場かは意味があり

ません。

　法律が変わると弾薬の提供や発進前戦闘機への給

油ができるようになります。つまり、自衛隊の活動

内容が戦争に近くなるわけです。攻撃に必要な爆弾

も燃料も用意できるようになります。

　重要影響事態法の問題を2つに絞ると「世界中ど

こでも行けること」。そして、「殺し、殺されるリス

クが上がること」です。

　また、必要な時に何度でも行けるようにしようと

いう法律が「国際平和共同対処事態法」です。国際

平和のために日本などが共同で対処すべき事態とな

れば海外へ出向きます。しかし、活動内容や活動場

所は「重要影響事態法」と変わりません。活動地域

は世界中です。活動場所も戦闘地域の非戦闘現場な

らOKです。弾薬の提供もできるし、発進前戦闘機

の給油や整備もできます。

　「本当に国際平和共同対処が必要なのか」「本当に

重要影響事態なのか」は秘密保護法で我々には分か

りません。政府が重要影響事態と言ってしまえば、

それに従わざるを得なくなります。安保法制と秘密

保護法がくっついてしまうと「ヤバイ」というわけ

です。

アメリカの戦争に 
日本は反対の立場をとれない？！
　PKO の活動も変わります。「PKO＋国際連携平

和安全活動」が自衛隊の活動に付け加わります。ほ

かの国から「自衛隊来てください」と頼まれ、「分

かりました」と言った場合、どこへでも行かなけれ

ばいけません。
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　例えば、アメリカやNATOの国がどこかで戦争

をしているときに「日本も国際連携平和安全活動を

してください」と言われたら、これまでは「憲法9

条があるから行けない」「PKO法には歯止めがある

から行けない」と言えました。ところが、この法律

ができると国連が統括しなくても行けるため、「嫌

です」と言えない限り行くことになります。日本は

アメリカの戦争に反対したことが一度もありません

ので、今後アメリカから頼まれた時に断れるか非常

に不安です。

殺し合いのリスクが高まる 
治安維持活動と駆け付け警護
　これまでのPKOの活動に「治安維持活動」と「駆

け付け警護」が加わります。治安維持活動は戦争と

少し違い、テロリストや犯罪者集団などに対し武力

を使って退治することです。これまでは禁止されて

いましたが、これからはできるようになります。駆

け付け警護は、ほかの国がやられている時に駆け付

け、武力で犯罪者集団を追い払うものです。

　このような活動は実際にアフガニスタンなどで行

われ、派遣された軍隊の人たちが何人も亡くなって

います。イラク戦争に行っていないドイツでも治安

維持活動で何十人もの人が亡くなっています。平和

維持活動は、実は戦争そのものよりも人が死ぬ危険

が高い。そこに日本の自衛隊も行くようになるのが、

これからの法律です。

　これまで日本の自衛隊が活動できたのは武力攻撃

事態、個別的自衛権の行使だけでした。ごくごく一

部だった自衛隊の活動が、新しい安保法制が成立す

ると、「いつでも、どこでも、海外で武器が使用で

きる」ように変わります。つまり自衛隊が海外で人

を殺してしまったり、殺されてしまうリスクが上が

るということです。

身近な人が、戦争に 
行くことにならないように
　先日、札幌駅前で「このような法律を作らないで

ください」と署名運動をしていたら、デパートから

大学生くらいの若い男性3人が歩いてきて署名をし

てくれました。署名の理由を聞くと「高校時代の友

達に自衛官がいる」と言っていました。家族、友達

に自衛官がいる人も多いと思います。そういう人た

ちが戦争に行くかもしれません。仮に自分の周りに

自衛官がいなかったとしても、病院で働いている方

が行くことになるかもしれません。公務員もいろい

ろな場面で戦争に協力させられます。トラックの運

転手やパイロットも軍事物資を運ぶことになりま

す。いろいろな職業に影響が出てきます。自分たち

が撃たれるかもしれません。

　日本が戦争をする国にならないよう、平和を守り

続けられるよう、多くの人に呼びかけましょう。

重要影響事態の活動場所に関して、非戦闘現場の「例

外有り」とは具体的にどのような場合でしょうか。

戦闘現場の例外とは、捜索・救助の活動です。捜索・

救助という名目をつければ戦闘現場へ行けます。救

助は武力戦をやっているところに行くわけですか

ら、自分も武器を持っていく可能性があります。で

すから戦争の危険があるところで活動することと変

わりありません。

参加者からの質問

回 答
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観光復興キャンペーンは 
原発マネーで行われた洗脳宣伝？
　私は工業高校に勤めていますが、実際に自分の目

で見てきたことや聞いてきたことなどを授業で紹介

したいと、3.11以来、毎年3月に福島に行ってい

ます。今年も3月末に行ってきました。

　私は通勤で厚別駅を利用していますが、構内で福

島の桜のパンフレットが山積みになっているのを見

つけました。新さっぽろ駅にも、札幌駅にも同じ広

告がありました。先月、遠軽に行きましたが、その

時に乗ったローカル線の車内にもありました。日本

の全てのJRの駅と車内にこの広告があるようです。

これだけの宣伝をするのにはとても費用がかかりま

す。この費用がどこから出てくるのか調べると「福

島県観光復興キャンペーン委員会」だと分かりまし

た。あるパンフレットに「この観光ガイドブックは

平成26年度福島原子力事故影響対策部特別交付金

事業の助成を受けて作成しています」と書かれてい

ました。

　この交付金は原発マネーです。電源三法という法

律があり、電力会社は税金を納めなくてはいけませ

ん。原発を持っている発電所は国に税金を納めて、

国はそれを原発が建っている地元に交付金として落

とします。これが原発マネーです。電気代として電

力会社が徴収したお金を国に払い、国がそれを交付

金として払うのが電源三法交付金です。この原発マ

ネーを使って福島県観光キャンペーンを行っていま

す。

　この福島の広告は「福島はもう綺麗になったんだ、

大丈夫なんだ」と思わせるためのプロパガンダ（広

報活動）です。洗脳宣伝です。これまでも、「原発

は大丈夫」「原発は安心です」「爆発しません」と原

発マネーを使い、そう思わせてきました。今は観光

キャンペーンというかたちで「福島は大丈夫ですよ」

とプロパガンダを行っています。

自分の目で確かめたくて 
福島へ
　私は、福島へ行って本当の姿を見てこなければい

けないと思いました。本当に人が安心して住めるの

か、自分の目で見て聞いてきたことを北海道の人に

伝えなければいけないと福島へ行ってきました。

　福島は「浜通り・中通り・会津」と大きく3つの

ブロックに分かれています。県庁所在地の福島市、

浜通りは原発と津波で大変な目に遭いました。放射

能は風に流れて中通りへ。会津は山があるのであま

り放射能に汚染されませんでした。むしろ栃木や茨

城、群馬、千葉の方に流れていきました。放射能は

風向きに注意しなければいけません。川下に逃げて

はいけません。放射線物質は黄砂みたいなものです。

山にぶつかって向きを変えたので山があるところに

は飛んでいきませんでした。

　現在、立ち入ることができても寝泊りしてはいけ

川原氏は市民に向けた「原発出前授業」

を各地で行い、その講演数は2011年

5月から本日で324回目。今回は福

島のお話をしていただきました。普段

は、北海道立札幌琴似工業高等学校の

地理・公民担当の先生です

原発出前授業
フクシマは今どうなっているのか
札幌琴似工業高等学校教諭：川原 茂雄 氏
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ないところがあります。立ち入りも寝泊まりもして

はいけない地域もあります。立ち入りも寝泊まりも

してはいけない地域は全然除染が進んでなく、いつ

帰れるか分からない状態です。ここだけで7万人、

全体では11万人を超える人たちが避難をしていま

す。故郷に帰れない、自分の家に帰れない状態が4

年も続いています。

いわき市の仮設住宅は 
お年寄りばかり
　いわき市の駅前は、普通の状態に戻っていて札幌

駅前と変わりありません。ところが、街外れにある

運動公園の一部は応急仮設住宅が並んでいます。応

急といいながら既に4年経っています。仮設住宅の

対応年数は3年といわれています。1棟に3軒くら

い入るらしいのですが、隣との仕切りは鋼板1枚で

す。隣の人のいびきがうるさくて寝れないような状

態です。1週間2週間なら我慢はできますが、4年

です。なぜ長く居るのかというと、戻れるかもしれ

ないという話があるからです。はっきりしないので

出ていくにも出ていけません。若い人は戻らないと

早々に決めて出ていきました。結局残っているのは

お年寄りばかりです。ローンを組めない、新しい家

を建てても仕方が無い。年金暮らしのお年寄りばか

りです。

止まるな、開けるな、 
降りるな、曲がるな
　仙台まで行ける国道6号線は原発事故でずっと通

行止めでしたが、今年は通れるようになっていまし

た。原発のすぐ横です。2.5kmまで行けます。し

かし一般の人は通れるだけです。条件があります。

「途中で止まるな」「窓を開けるな」「降りるな」「右、

左に曲がるな」。見つかると警察に捕まります。

　広野町は立ち入りができます。人も住んでいま

す。広野町から楢葉町に入る境にあるJヴィレッジ

という施設はサッカー日本代表の合宿所です。サッ

カーコートが4面も5面もあり、国際公式試合がで

きるようなコートもあります。ここが原発事故収束

の拠点となりました。前線基地です。収束にあたる

作業員がJヴィレッジに集結し、白い防護服に着替

えてバスに乗っていきます。そして原子力発電所か

ら帰ってきて防護服を脱ぎ、検査をしてシャワーを

浴びて戻っていました。国際試合ができる素晴らし

いサッカー場でしたが今は原発収束作業にあたる独

身寮です。昨年も一昨年も状態は全く変わっていま

せん。時計が地震が起きた2時46分で止まってい

ます。あれからここは時が動いていないんです。

放射能のゴミで 
再び海が見えなくなりました
　原発から8kmくらいのところに富岡町がありま

す。ここも昨年までは入れませんでした。3.11以

前は目の前に街が広がり、駅のホームから海は見え

なかったそうです。それが津波で家が流されて海が

見えるようになりました。ところが今年は、放射

能のゴミの山で再び海が見えなくなっていました。

ホームと階段の間にフレコンバックという除染で出

た枝や草を入れた大きな袋に入ったゴミが積まれて

います。反対側は手付かずです。4年前から時間が

止まったままです。

　富岡町は桜が綺麗だそうです。『夜の森』という

桜の名所があって毎年たくさんの観光客が来るそう

ですが、でも今は立入禁止です。桜は春になると咲

きますが人は来ません。

山積みのフレコンバックは 
どこへ？
　大熊町と双葉町の境目に福島第一原子力発電所が

あります。今ここに中間貯蔵施設を作ろうとしてい

ます。除染で出たゴミ、フレコンバックを集中させ

て置こうとしています。広さは東京ドーム18個分

です。フレコンバックを30年の間ここにためて、

30年後県外へ持っていこうとしています。どこに

持っていくんでしょうか？　どこも引き受けてくれ

ません。福島の人にも聞きましたが、誰も30年後
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に除染したゴミがなくなるとは思っていません。な

ぜ30年後なのか。今の総理大臣も官僚もおそらく

30年後は多くいません。無責任なやり方ですね。

　福島第一原子力発電所の一番近い道路の少し手前

が放射能が最も高かった場所です。福島に行く時は

放射能測定器を持っていきますが、だいたい福島

のいわき市や二本松市で0.1μSvから0.3μSvで

す。大通公園1丁目にも測定器がありますが、札幌

ではだいたい0.03μSvです。札幌の10培です。

今年は少し下がっていましたが、福島の立入禁止

ゾーンに入ると3μSvを超えます。札幌の100倍

です。最高で4μSvを記録した場所もありました。

私が原発の一番近くまで行ったところで1.5kmで

す。ここから先は許可証が必要なので行けませんで

した。

「騙されていたこと」を伝える 
双葉町の負の遺産
　双葉町には「原子力は明るい未来のエネルギー」

と書かれている看板があります。1987年に小学生

に標語を募集し、当時小学6年生の子が応募したも

のです。双葉町の議会でこの看板の撤去が決まりま

した。標語を考えた大沼勇治さんは撤去が決まった

時、「なぜ外すんだ。負の遺産として残すべきだ」

と怒りました。町の言い分は「壊れて落ちたら危な

いから」ということですが、そもそも立入禁止区域

なので人は歩いていません。大沼さんも署名を集め

て反対しましたが撤去が決まりました。

　皆さんはアウシュヴィッツ強制収容所に「働けば

自由になる」という看板があるのをご存知ですか？　

働いても自由になるわけではありませんでしたが、

その看板を見て「ここで頑張って働いたら収容所か

ら出られる」と思ったんでしょうね。今でも看板は

その場所に残っています。アウシュヴィッツの負の

遺産であり、歴史的産物です。双葉町の看板も残す

べきだと思います。「原子力は未来の明るいエネル

ギー」だと騙されていたことを、この看板が伝えて

います。

たくさんの墓石が 
集められていました
　浪江町は原発立地地域ではありませんが、原発マ

ネーをもらっています。泊原発は泊村にありますが、

共和町も岩内町も原発マネーをもらっています。近

隣地域に原発マネーが落ちます。

　浪江町は立入禁止区域ですが、浪江町の人と一緒

なら入ることができます。そこで私は地元の中学校

の先生を紹介してもらい、一緒に請戸地区を訪れま

した。昨年は瓦礫でひどい状態でしたが、3.11か

ら4年が経ち瓦礫はかなり片付いていました。とこ

ろが、あちこちに墓石が集められていました。どこ

にあったのか、誰のものか分からない墓石です。福

島では自治体で出た瓦礫のゴミは自治体で処理をす

ることになっています。フレコンバックは最終的に

大熊町と双葉町の中間貯蔵施設に持っていくそうで

すが、瓦礫はその場所で処理しなければならないそ

うです。

学校の時計は津波が来た 
3時38分で止まっていました
　請戸地区は津波に襲われ放射能に襲われた地区で

す。津波が来て、消防や警察が被災者を助けに向か

おうという時に原子力発電所が爆発しました。すぐ

に半径10km圏内は避難、立入禁止です。家に閉じ

込められてる被災者がいるにもかかわらず消防や警

察も助けに行けません。遠くから車のクラクション

が聞こえるんです。まだ生きているわけです。一生

懸命クラクションを鳴らしているのに助けに行けな

いんです。救助に入れたのは1週間後です。すでに

手遅れでした。浪江町の人たちは「なぜあの時助け

に行けなかったんだろう」とものすごく悔やんでい

ます。ほかの地域は自衛隊が救出に行きましたが、

浪江町は原発から10kmのため行けませんでした。

災害だけであれば助けれられていた命が原発事故に

よって助けられなかったということです。このよう

な現実を請戸地区の人たちは経験しました。

　請戸小学校は建物は残っていますが1階は津波で

やられています。まだ縄跳び、ピアニカなどがその
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まま残っており、手渡される予定だった卒業証書も

そのままです。津波の影響で床が腐り抜けています。

でも生徒は全員助かりました。すぐに山のほうに避

難したからです。全ての物をそのままにして逃げま

した。時計が津波が来た3時38分で止まっていま

す。2階は津波が来ませんでした。黒板には救援に

来た消防や自衛隊員の人たちが励ましの寄せ書きを

しています。グランドは瓦礫置き場になっています。

動いているのは 
点滅する信号だけの「死の街」
　浪江町の市街地は許可証がなければ入れません。

浪江駅前もあの日からずっと時間が止まっていま

す。瓦礫も循環バスも4年前から置きっ放しになっ

ています。4年間手付かずです。何も動いていませ

ん。動いているのは点滅する信号だけです。「死の街」

だと言って大臣をクビになった人がいましたが、本

当に「死の街」だと思いました。

　観光パンフレットで福島が綺麗だとアピールして

も原発から10km、20km、30kmの区域はこのよ

うな状態です。誰も住めません。なぜ片付けないか

というと、家、建物、車、全て放射能のゴミだから

です。片付けるとなると全て瓦礫焼却炉に持ってい

かなければいけません。しかし除染をするといって

も街一つ分除染しなければいけません。途方もない

話です。

健康で文化的な最低限度の 
生活を営む権利はどこへ？

　浪江の人たちは飯舘村を通って二本松市に流れ着

きました。二本松市は原発から70kmくらいのとこ

ろですが、仮設住宅があります。市街地から車で

15分ほどかかります。周りは山と畑です。車があ

る人は二本松市の市街地まで行けますが、車がない

お年寄りは大変です。買い物は循環の買い物バスを

利用しています。若い人は新しい住宅を買い、結局

残るのは年金暮らしのお年寄りばかりです。あまり

良くない例えですが、強制収容所という印象を受け

ました。自分の家や暮らし、仕事があった故郷に戻

れません。放射能から逃げてきても0.5μSvある

地域で生活しています。0.57μSv以上は放射線管

理区域になります。この病院だとレントゲン室など

です。放射線管理区域は資格のある人か検査をする

人しか入ってはいけない区域です。放射線管理区域

で0.57μSvなのに0.5μSvあるところで4年も

生活しているんです。

　浪江町の馬場町長さんは「私たちは憲法に守られ

ていないのではないか。浪江町民に憲法は適応され

ているのか」とおっしゃいます。「憲法13条には

幸福になれる権利がある。憲法25条には健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利があるというのに

浪江の町民は転々と避難をさせられている。私たち

は憲法に守られているのか」。私は、これは明らか

に憲法違反だと思います。このような状態を放って

おいて何が復興でしょうか。何がオリンピックで

しょうか。

新聞やテレビで 
報道されない光景
　福島に行ったら至るところにフレコンバックがあ

ります。国道や歩道あちこちにあります。除染の作

業中の写真を見ると作業員がフレコンバックを開け

てシャベルで土を入れています。作業員はマスクを

しているだけです。除染は白い防護服を着ているの

かと思っていましたが、誰も着ていません。解体置

き場には6段吊りのフレコンバック。福島はこれが

日常の光景です。しかし、このような映像はあまり

新聞やテレビで報道されません。一方で桜の写真を

出して「福島は大丈夫です」としています。でも皆

さん、これが本当の福島です。このような状況をそ

のままにしておいて、避難してきた人が4年間もあ

のような場所に押し込められていて、何が復興です

か。何がオリンピックですか。私は強い憤りを感じ

ました。
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約7万人の人たちが 
故郷を失いました
　浪江町には「希望の牧場」という300頭の牛を

飼っている牧場があります。立入禁止区域ですが吉

沢さんという方がここで牛を生かし続けています。

ここの牛たちは3.11がなければ肉牛として処分さ

れていました。原発事故が起き、ここの牛は国から

殺傷処分を受けました。しかし吉沢さんは「殺せな

い。家族と同じなんだ。肉牛として売るために命が

なくなるのは宿命だけれど、放射能を浴びたからと

いって全て殺すことはできない」と、ほかの牧場か

ら逃げてきた牛なども全て抱え、300頭を飼い続

けています。

　福島市に戻る帰り道は本当に綺麗な夕焼けでし

た。もし、あの事故がなければ飯舘村は牧歌的な農

村地帯でした。けれど今は誰も住んでいません。そ

してフレコンバックの山が積まれています。約7万

人の人たちが故郷を失いました。まさに「故郷の喪

失」です。彼らは、仕事や家、家族の絆、豊かな自然、

そういったものを失ったわけです。私たちはこの事

実をもっともっと認識するべきではないかと思いま

す。もし自分が生まれ育った故郷を失ったら、もし

自分の家を失ったら、どうするでしょうか。

福島の子どもたち100人以上に 
甲状腺がんの疑いや診断
　もし放射線物質が目に見える粒々だったら…もち

ろん本物は目に見えないくらい小さいものですが

……。福島には放射能の粒々が降りました。この粒々

をフレコンバックに入れてもダメなんです。未だに

街の中にあちこちにあるわけです。放射能が降り注

いだのは、街の7、8割を占める森林です。あの森

林に降った粒々は風が吹いたら街へ落ちてきます。

除染しても効果ありません。福島の人は除染に効果

がないことをみんな知っています。

　今心配なのは福島の子どもたち100人以上が甲

状腺がんの疑いや甲状腺がんの診断を受けいている

ことです。手術を受けた子どもたちが50人以上い

ます。甲状腺がんはリンパにがんが発生します。な

のでリンパを取ってしまえば命に別状はありません

が、取ってしまうと一生ホルモン剤を飲まなければ

いけません。我々の年代であれば朝昼晩と薬を飲ん

でいても仕方がありません。しかし10代の女の子

が甲状腺を取ったら死ぬまでホルモン剤を飲まなけ

ればならないのです。そして福島の子どもたちは「い

つ自分がなるか」という不安に今も怯えています。

福島の子どもたちを 
定山渓藤野の保養ハウスへ
　私は福島の子どもたちが1人でも多く、できれば

疎開というかたちで北海道に逃げてきたら良いと思

い呼び掛けました。来た方もいます。しかしまだ何

万という福島の子どもたちが不安に怯えながら暮ら

しています。そこで私たちの仲間が定山渓の藤野

に保養ハウスを作りました。古い農家の民家をリ

フォームして、市民のカンパを募って、6つの家族

が寝泊まりできる施設が昨年の冬に完成しました。

　本日お願いしたいのは、募金です。後ろにある募

金箱に10円でも100円でも構いません。カンパを

していただけたら保養ハウスの子どもたちの飛行機

代や食費にしたいと思っています。8月3日には子

どもたちのためのチャリティーライブをやろうと

思っています。収益は全て子どもたちのために使い

たいと思っています。そして私の本の売り上げも印

税も福島の保養ハウスのためにカンパさせていただ

いています。皆さんもカンパや書籍の購入にぜひご

協力ください。


