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The reality
of radiation damage and the concerns for the life among the citizens and based upon
分科会２を開催するにあたってのテーマは、放射線被害の現状や住民の健康、生活面の不安
these
situations, we gathered to discuss on the issues regarding the atomic bomb radiation in
の問題について目を向け、そのうえで、あらためて長崎原爆の被害の問題について考えること、
Nagasaki
and also discuss as to what we can do to provide support to those people who live in
被爆地長崎の市民として、被災地福島に対して何ができるのかを考えること、と設定されてい
Fukushima,
ました。who have been exposed to the radiation of nuclear power plants.
「フクシマからナガサキを考える」という、そのテーマが実際に深められたかどうかという
I don’t
know, whether or not we have been able to help really the discussion in line with the theme
点では、不安がありますが、福島の現状、原発の問題についての認識というのは深まったとい

thatうふうに考えています。
had been presented to us but we at least have been able to understand deeply about what are
the issues which have been caused by the Tokyo Electric Power at Fukushima Daiichi Power
Plant.この分科会では、３名のパネリストの方の報告をもとにして議論しました。最初に発言して
いただいたのは、福島県立小高工業高等学校３年生の吉田有沙さん、今年の高校生平和大使の
We１人で、彼女が原発事故の直後、どういう体験をされたかについて、写真を交えて話していた
had a high school student, Arisa Yoshida, who goes to Fukushima Prefectural Odaka Techni-

cal だいて、今、考えていることを率直に語っていただきました。
High School and who is also one of the members of the Nagasaki Peace Messengers and she
told us
about the experiences of hers and she shared the photos that were taken in Fukushima.
彼女は、浪江町の自宅で地震に遭って、情報がきちんと届けられていなかったがために、被
She曝線量の一番高い所の避難経路をたどり、現在もその被曝の不安を抱えています。中学校３年
talked about what she was actually thinking. She experienced the earthquake in Namie town
and生の卒業式のときに原発事故と大震災に遭ったため、その後、高校に入ってから３年間、ずっ
because of the fact that information was not given precisely, she had to move through the area
where
the radiation dose is highest. At the time of the graduate ceremony of junior high school that
と仮設校舎で高校生活を終わるようになっているという状況から、今、どういうことを一番訴
sheえたいかというと、多くの人が現状を受け入れるというよりも、どこかで諦めているのではな
was going, before graduating from junior high school, she experinced the earthquake and for
theいか、つまり、普通ではない生活が当たり前になってきしまっているということについての、
next 3 years that is the her school days, she had to study at the temporary school building.
What
she wanted to make an appeal「確かに２年以上もたてば過去の出来事になるのは当たり前
most was that people were not actually accepting the reality.
気持ちの落ち着かなさを吐露し、
Many
people
were really
giving up the reality. Many people have started to take for granted the life
だ」と。
「ですが、
忘れないでください。教訓にしてください。毎日の生活に不安や不便を感じ、
that大切な人たちと離れ離れになる寂しさを感じ、要らぬ差別を受け、未来に不安を抱えて暮らす
they had to endure with. Of course that incident occurred more than 2 years ago, but she just
made
an appeal that we should not forget it. Now, would you please, do not let the incident be
人を、もう、一人として出ないでほしい。二度と繰り返さないでほしい」ということ。さらに、
forgotten.
There are so many people who are concerned about the future and that situation
should
原発に対しては、結構、控えめに話されたというふうに私は思ったのですが、
「原発に対する
never
be created again.
考えは様々だと思いますが、今をつくる大人の方たちには二度と同じことを繰り返さないため
Also,
she talked about her ideas about their nuclear power generation but she was saying that the
の正しい選択をしていただきたいと思っています。そして福島の現状を正しく理解してほしい
adults
should not repeat that accident. She also said that the adults should make right
です。風化はさせないでほしいです」ということを訴えておられました。
decisions. Once again, the adults should learn the lessons of Fukushima. The incidents and accidents２番目に報告、発言をしていただいた東京大学の哲学者、高橋哲哉先生は「福島原発事故か
occurred in Fukushima should not be forgotten. That’s what she said.
ら見えてくるもの」ということで、まず、福島原発事故をどう見るかという点については、現

Andに引き起こされた被害だけで捉えることには反対であると話されました。事故が実はあれだけ
also, we have another panelist, Tetsuya Takahashi, who is the professor of University of
Tokyo.
He explained to us about the Fukushima accident. He said that it was the fact that lthough
で収まったというのは不幸中の幸いだったのであり、最悪のシナリオというのが総理周辺で考
theえられていたように、3,500
problem occurred but the scope
of damage was confined to that level is in a sense lucky situa万人の避難が必要になる─実際には避難できるわけがない規模な
tion.のですが─、
It could have
been hugely extended.
そういう事故になる可能性をもっていたということ、
福島原発事故については、
「こ
れが原発事故だ」ではなくて、もっと、ひどい事態になるということを含んでいたものとして、
Fukushima
case has given us the implication that we could have had much more serious or much
原発事故というものを考えなければならない、と。
larger
incidences. In case of Korea, there was a case in which they lost electricity for a certain

period of time. That type of nuclear power accidents could occur in any place. And due to a nuclear

power plant
that operation is based upon the sacrifices of somebody, in other words, the benefits
また、その後も韓国の原発で全電源喪失事故があったように、どこでもいつでも起こり得る
can be obtained
at the expense of the sacrifices of the other people; the excavation of the raw
というふうに考えなければならないということを指摘されました。しかも、原発については、
materials
and also those people who are working at the frontline of the electric facilities, so once
全て、原発を動かすためには、この事故があったときの犠牲はもちろんですが、事故がないと
again, this
is really the system based upon the sacrifices of the other people, and he was raising
きでも犠牲の上に成り立っているシステムなのだと。ある人々の犠牲の上にしか別の人々の利
the question,
is it really the right thing to do?
益が得られないシステムというのが原発なのだということで、例えば、原発労働者、下請け・
孫請けの労働者も含め、あるいは、原料の採掘も含め、そういう形で犠牲というものが恒常化
The nuclear
weapon development and nuclear power generation is really the both sides of
しているシステムなのだということを踏まえた上で、そういう形でしか維持できないものが、

the coin.あっていいのかということを問われていました。
We are at the Nagasaki Global Citizens’ Assembly for the elimination of nuclear
weapons. また、原発問題については、当初から核開発、核兵器の開発という目的と原発推進というこ
Back in 1950s, nuclear power generation started in Japan. Since that time, there was
the potentiality
that nuclear power generation was created in order to maintain the nuclear
とが表裏一体のものとして進められてきたということ。ここは「地球市民集会ナガサキ」です
deterrence,
so just have to present the issue that really have to reach the conclusion
that
we
から、核兵器廃絶ということがメインのテーマですが、原発というのは
1950
年代に日本で開
really have
to totally eliminate nuclear power generation, which could lead to the zero nuclear
始されたときから、すぐ、潜在的核抑止力というポテンシャルを保有、維持するという意味で
weapons,
just as well as the being atomic bombing brought us the recognition of elimination
推進されてきたのだということをしっかり押さえて、原爆被爆が核兵器廃絶という認識をもた
of nuclear
weapons.
らしたように、原発事故からは原発ゼロという認識に到達しなければならないのではないかと
いうことを話しておられました。
Professor Shimizu of the Fukushima University was talking about the separation of the people of

Fukushima.
Those people who have been able to receive compensations and who have not been
そして、３番目に報告に立たれた福島大学の清水修二先生は、県民がいろいろな形で分断さ
able to, れている。被害者同士が分断されている。賠償を得ている人、補償を得ている人、得ていない
and there are people who stay there, keep staying there and those people who have left
there. There
were some conflicts and antagonisms between these two groups.
人。それから、避難した人、避難せずに残った人、そういう中で、いろいろな形で分断や軋轢
The damages
were of course on their adult lives in general,
but at the same time there are separaというものが生じているという事態にふれて、
原発事故の放射線被害というのは全生活の面で、
tions, those
conflicts were triggered as well, there is a notion that children should not be brought
生活を維持していくうえでもたらされるあらゆるかたちで表れるのだということを理解する必
up there.要があると指摘されました。
That kind of
comment is not always coming out from the vicious intentions, but sometimes those
それから、避難ということについても、例えば、被曝線量が高い所で生活している人に対し
comments
could hurt people very deeply. People cannot believe it safe and secure by being
て、危険だから避難したほうがいいだとか、子どもをこんな所で育ててはいけないとかいうの
persuaded.
But people have to decide what they should and would do, based upon the information
は、決して悪意から出ているのではないけれども、その善意が時としては、非常に人々を苦し
they could
get. It is not persuasion to lead people to the direction but relationship of trust.
めるのだということも理解して、では安全だとか、安心だとかということは、どう考えるのか
And if you
believe that the other parties are telling you with the feelings, with compassion, the true
という点については、説得できるものではないと。つまり、情報は全部出して、それで判断し
compassion,
to give you the comments on the situations, then you can believe what those people
てもらうということなのだけれども、その場合に、説得して何かの方向に行かせようというの
were saying.
In the case of Belarus, the information was provided in order to receive the reliance
ではなくて、それはもう信頼関係。この人がどういう立場で自分たちに接しているかというこ
from people
for long time, instead of giving orders from the other people like you should do this and
とを考えて、そういう人であれば言っていることが信頼できるということなのだろう、と。
do that, soこれは、ベラルーシでも長い間かけて、情報を出してくるときに、信頼を得るような形でそ
I think the wordings that you could use would be that ‘it would be nice or it would be
more advisable
to do this’. Those people who live in Fukushima would be more willing to accept
の情報を提供してきたということを踏まえれば、少し雑な言い方ですけれども、上から目線で、
those advices
if the right
wording or right
way of talk with
compassion is utilized.
こうしなさい、
ああしなさい、
これで安全です、
安心ですというようなことを言うのではなくて、
こういうことで、いろいろな危険はあるけれども、私はこう思うと言ったときに、その人が言っ
ていることだったら信頼できるなという、そういう寄り添い方をしていくということが大事だ
It is a really
difficult matter what we are able to do from Nagasaki. There were questions from

the floor. Fukushima people do not want to be called as the hibakusha. They don’t want to be

singled out
as Fukushima residents. Also, they have the radiation health handbooks but some
ということを、福島の中で暮らしている立場から発言されたと思います。
people – in some municipalities they don’t issue those handbooks in the vicinity of Fukushima

because theそういう意味で、長崎が、何ができるかということについては、非常に難しい問題で、フロ
citizens themselves do not want to be given the handbooks because they will be

known to アからの質問もあったのですけれども、福島の人は片仮名の「フクシマ」と言われることを、
be hibakusha of nuclear power generation. It is really important to interact faithfully

with themどうも嫌う、いいと思っていないとか、あるいは、被曝者と呼ばれることに非常に抵抗が強い
standing on their standpoint. We can’t talk decisively about what should be done to

the peopleということもある。先ほどの吉田有沙さんの浪江町の場合は、放射線健康管理手帳というもの
of Fukushima only based upon the experiences of Nagasaki and Hiroshima. I don’t

know whether
or not and how we can reevaluate at what should be done in Fukushima based
を全町民に配っているけれども、他の自治体では、それについて被曝者だと思われるのが嫌だ

upon the facts
in Nagasaki but I think we have been able to deepen the understandings for the
からといって実施されていない、拒否している自治体もあるということもありましたので、私

situation at
the least. Thank you very much.
たちは、接し方としてはその人たちの立場に立って、しかも、誠実に対応していく。長崎の被

爆はこうだったから、こうだとかいうことを、断定できるのではなく、誠実に接していくとい
うことが非常に大事だなと感じました。

最初に言いましたけれども、フクシマからナガサキを逆照射するというようなことが、どれ

くらい達成されたかどうかは分かりませんが、福島の現状だとか、どういう対応の仕方をした
らいいかについて、認識は深まったものというふうに考えております。

