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再生可能エネルギーに関係する財テクとしては，
大手の銀行が出しているエコエネルギーファンド
やソーラー株式ファンド（太陽電池メーカーの株のミッ
クス），銀行自体が運営しているバイオガス発電な
ど再生可能エネルギー発電装置への投資もある。
けれども，これらは市民エネルギーというコンセ
プトとは違う，ただの財テクだ。兵器メーカーに
投資するよりは倫理的でエコロジカルだと言える
だろうが。
エネルギー協同組合や再生可能エネルギー発電

事業への投資のよさは，（たいていは地元の）市民が集
まって，自分たちの意志を反映させながら，地域
分散型の電力供給を実現させていける点である。
これこそが「エネルギー転換」に欠かせないポイ
ントだ。化石燃料・核燃料と違って，再生可能エ
ネルギー源は各地に分散しているから，各地でこ
れを利用するのが一番の近道，そして各地で利用
できるのは各地の市民自身なのである。なにより，
「今日も私の風車が回っている」，「太陽がかんか
んで発電もすごいだろうな」と，実際に発電して
いる様子を見ることができるのは，うれしいもの
だ。
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「福島人権宣言を考えるシンポジウム」
から

編集部

2012年 11月 11日に福島市で「福島人権宣言
を考えるシンポジウム」が開かれた。福島人権宣
言とは，福島県内の在住者・元在住者の声をふま
えて，弁護士の野村吉太郎氏（赤坂野村総合法律事務所）
がまとめているもので，適宜改訂されている。以
下はその 2012年 10月 2日版である＊1。

福島人権宣言
私たちは今，大いなる不安の中で日々生活して
います。うつくしま，福島。私たちの故郷がカタ
カナでフクシマと呼ばれたり，放射能問題に頭を
これほど悩ますことは，全く考えたこともありま
せんでした。
原発事故直後，私たちは老若男女を問わず，放
射線を浴びました。その後も，線量の違いはあれ，
外部被ばく・内部被ばくを続けています。原発か
ら放出された眼に見えない放射線が，電離作用に
よって身体細胞の遺伝子を切断しています。子ど
もを外遊びさせるかどうかなど，日々困難な選択
を迫られています。何も気にせずに深呼吸するこ
とさえできなくなりました。これらの事実により，
私たちは精神的にも大きく傷ついています。
このような放射線の健康リスクと隣り合わせの
環境で，日常生活を送っている人が大勢います。
しかし決して健康に無関心というわけではありま
せん。簡易な放射線検査機を購入して測定をしな
がら，外部被ばく・内部被ばくをどうやって避け
て生活したらよいか毎日悩んでいます。特に，感
受性の高い子どもたちの被ばくを避けるためにど
うしたらよいかは切実な問題です。

＊1―http://home.v05.itscom.net/ans-law/nomuralaw/toppu.
html
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住み慣れた場所から避難している人も多くいま
す。それが強制であれ，任意であれ，それまでの
日常生活を捨てて生きていかねばなりません。経
済的な負担はもちろんのこと，家族や地域と離れ
ばなれになることによって精神的な苦痛を感じて
います。
福島に住み続ける人も，去った人も，かつては

希望と期待を持って福島で生活していました。み
な故郷を愛する気持ちは同じです。にもかかわら
ず，福島に留まる人，避難している人，避難しよ
うとしている人との間に心の隙間が広がっている
という悲しい現実があります。
原発事故により私たちは多くのものを失いまし

た。しかし，もうこれ以上失いたくありません。
一，私たちには，憲法で保障された幸福追求権が

あります。
一，避難する，しないを自分で選択する自己決定

権があります。
一，放射線被害について，私たちが納得いくまで

情報を得る，知る権利があります。
一，差別のない，自由かつ平等な社会を求める権

利があります。
一，健康な身体を持ち，福島の自然を愛し，楽し

む生活を送る権利があります。
一，財産が放射能汚染により侵害された場合には

完全な補償を求める権利があります。
一，私たちが愛した元の福島を返してほしい。そ

う主張する権利があります。
　　何も考えずに水が飲みたい。おいしい米，野

菜，果物，魚，肉，これらを何の不安もなく
食べることのできる，元の福島に戻してほし
い。

　　子どもの笑顔を見守りながら，家族や近所の
人たちが笑顔を交わして仲良くできる，昔の
福島に戻してください。

一，元の福島に戻すことが無理ならば，私たちが
納得のいくまで，その償いを求める権利があ
ります。

私たちは立ち上がることをここに宣言します。
本当の笑顔と人権を取り戻すため。

シンポジウム冒頭において野村氏は，以下の日
本国憲法からの抜粋を示し，憲法の人権規定を享
受する人としての生きる権利が侵害されているの
ではないか，と問題提起し，福島人権宣言は，憲
法にもとづいた，心の支えと理論武装になると述
べた。

日本国憲法（抜粋）

第十三条　すべて国民は，個人として尊重される。
生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利につ
いては，公共の福祉に反しない限り，立法その他
の国政の上で，最大の尊重を必要とする。
第十四条　すべて国民は，法の下に平等であつて，
人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，
政治的，経済的又は社会的関係において，差別さ
れない。
第二十一条　集会，結社及び言論，出版その他一
切の表現の自由は，これを保障する。
第二十二条　何人も，公共の福祉に反しない限り，
居住，移転及び職業選択の自由を有する。
2　何人も，外国に移住し，又は国籍を離脱する
自由を侵されない。
第二十五条　すべて国民は，健康で文化的な最低
限度の生活を営む権利を有する。
2　国は，すべての生活部面について，社会福祉，
社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ
ればならない。
第二十九条　財産権は，これを侵してはならない。
2　財産権の内容は，公共の福祉に適合するやう
に，法律でこれを定める。
3　私有財産は，正当な補償の下に，これを公共
のために用ひることができる。
第九十七条　この憲法が日本国民に保障する基本
的人権は，人類の多年にわたる自由獲得の努力の
成果であつて，これらの権利は，過去幾多の試錬
に堪へ，現在及び将来の国民に対し，侵すことの
できない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条　この憲法は，国の最高法規であつて，
その条規に反する法律，命令，詔勅及び国務に関
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するその他の行為の全部又は一部は，その効力を
有しない。
2　日本国が締結した条約及び確立された国際法
規は，これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条　天皇又は摂政及び国務大臣，国会議
員，裁判官その他の公務員は，この憲法を尊重し
擁護する義務を負ふ。

野村氏は，これらの憲法の規定にもとづいて，
一人ひとりに，幸福追求権，居住・移転の自由と
いった自己決定権，言論・表現の自由と関連する
知る権利，差別のない自由かつ平等な社会を求め
る権利，健康で生活を楽しむ権利，財産侵害を拒
み，財産侵害をもとに戻せないのであれば償いを
求める権利があることを確認した。
そして 97条に記されている基本的人権の信託
を「小さな穴のあいた風船」に喩え，空気を吹き
込み続けて風船（＝基本的人権）のふくらみを保つ必
要性のあることを述べた。

99条に規定されているように，公務員には憲
法尊重擁護義務があり，それを求めることができ
ると述べて，趣旨説明を締め括った。

次に，石田葉月氏（福島大学），近藤香苗氏（パティ
シエ，福島市から京都市に自主避難），郡司真弓氏（NPO

「ふくしま支援・人と文化ネットワーク」でリフレッシュハウス

の提供などの支援，福島出身）から，それぞれの活動や
思いについての発表があり，さらに多数の会場参
加者からとぎれることなく発言が続いた。「健康
被害が実際にでている」（伊達郡桑折町，女性），「不安
解消が目的にされているのはおかしい」（福島市，女
性），「儲けてきた原発関連企業 100社の内部留保
80兆円をはき出していただきたい」（田村市，男性），
「戻りたい だが戻れない くやしさを いま来た道
を二度振り返る」（思いを歌に詠んだ福島市の男性），「（慈
しんできた）庭の木，花，家庭菜園がなくなり，虚
脱感で胸を締め付けられる思い」（福島市，男性），
「（昨年 7月 19日の政府交渉の場で，「福島県民も，他の日本国

民と同じく，等しく，無用の被ばくをせずに生活できる権利が

あるでしょう？」という市民の問いに対して政府側担当官から）

「（権利があるかないか）わかりません」といわれた」＊2

（二本松市，女性），「無農薬の野菜を子どもに送るの
を本当に楽しみにしてきた。それが奪われた」（二
本松市，同上の女性），「子どもたちには放射性物質の
ない給食を願う。子どもたちが健康に生活できる
かどうか心配」（福島市，女性），「内部被曝の健康被
害は立証がむずかしい。むしろ日本全国の子ども
たちの血液検査をすべき。お医者さんの連帯を」
（郡司氏），「不安と絶望の日々。やけどのような症
状がでてぴりぴりする。放っておかれている感じ。
むしろ政府で移住をすすめてほしい」（伊達郡桑折町，
女性），「法を政府が守らないのが問題。個人賠償
をすすめず非人間的」（川俣町町議の男性），「福島の人
はおとなしい。生活が全部奪われた。帰還後の生
活が心配。仮設住宅からあの世にいきたくない」
（川俣町，男性），「人権の問題にこれから子どもたち
は直面する」（福島市，教員の男性），「事故前のレベル
を求めるのは真っ当な要求で，当然の権利」（石田
氏），「（法人として東京電力に賠償を求めたところ）放射線
測定器は賠償の対象にならないといわれた。事故
がなければ必要がないものなのに。職員も避難し，
休業した。東京電力は休業補償はできないとい
う」（福島市，女性），「「賠償の対象になっていない」
は東京電力の決まり文句。加害者が基準を押しつ
けている。被害者が守る必要はない。法的には，
相当因果関係のあるものは賠償しなければならな
い。中間指針を自分勝手に解釈して押しつけてい
るのが問題。解釈が間違っている。放射線測定器
も原発事故がなければ必要のなかったもの。自信
をもって損害賠償請求を」（野村氏），「砂埃を吸う
のに誰もマスクをしていない。学校はマスクをす
るように言っていただきたい」（同上福島市の女性），
「安全な環境が用意されないことに憤りを感じる。
子どもの人権が踏みにじられている。子どもが勉
強し，活動し，守られるのは当然の権利。日本は
子どもを守らない国だ」（福島市，女性），「WHOの
健康の定義によれば，心配しなければならない生

＊2―動画記録が次のサイトに保存されている：http://kiiko 
chan.blog136.fc2.com/blog-entry-845.html
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活自体が，すでに健康被害を受けていることだ」
（永幡幸司氏，福島大学教員）。最後に野村氏は，「自由
民権運動の発祥地が福島県三春町であることを思
い出した。福島人権宣言への賛同呼びかけを広げ
ていきたい」と述べて，閉会となった。

国連人権理事会特別報告者のプレス・ス
テートメントより

編集部

2012年 11月 26日，東京の日本記者クラブに
て，「達成可能な最高水準の心身の健康を享受す
る権利に関する国連人権理事会特別報告者」であ
るアナンド・グローバー氏が報道向けの声明を公
表した＊。グローバー氏はインドの法律家で，
2013年 10月の人権理事会まで特別報告者に負託
されている。この声明は，11月 15日～26日の
来日調査の結果概要を述べたものである。グロー
バー氏の報告書は 2013年 6月に公表される予定
である。
発表文の全文は末尾に掲載する。この声明には

次のような指摘がある。
従来の原子力規制の枠組みに，「効果的なモニ

タリング体制の欠如ならびに，規制当局の透明性
と説明責任の欠如」（引用は国連広報センターによる日本語
訳，以下同）を認め，「原子力規制委員会の委員長や
委員は，独立性を保つだけではなく，独立性を保
っていると見られることも重要」とし，利害対立
を開示する手順をできるだけ早急に導入するよう
要請している。
さらに，現在の日本の被ばく状況について，以

下のように述べている。
「日本政府は，避難区域の指定に年間 20 mSv
という基準値を使用しました。これは年間 20 
mSvまでの実効線量は安全であるという形で伝

えられました。また，学校で配布された冊子など
の様々な政府刊行物において，年間 100 mSv以
下の放射線被ばくが，がんに直接的につながるリ
スクであることを示す明確な証拠はない，と発表
することで状況はさらに悪化したのです。」
これは世界的な原子力業界の規制値と大きな差
があると指摘する。放射線管理区域（3カ月で 1.3 

mSv以上）では，「作業員は当該地域での飲食，睡眠
も禁止」「年間 2 mSvを超える管理区域への妊婦
の立ち入りも禁止」であることを確認する。
さらに，チェルノブイリ原発事故では，「強制

移住の基準値は，土壌汚染レベルとは別に，年間
5 mSv以上」であったことを述べ，「多くの疫学
研究において，年間 100 mSvを下回る低線量放
射線でもガンその他の疾患が発生する可能性があ
る，という指摘がなされています。研究によれば，
疾患の発症に下限となる放射線基準値はないので
す」と述べた。
グローバー氏はモニタリング体制にもつよい疑
問を表明した。モニタリング値が近隣居住地の値
を反映しておらず，住民による独自測定とは開き
のある多くの例を見たという。そして，「日本政
府に対して，住民が測定したものも含め，全ての
有効な独立データを取り入れ，公にすることを要
請」している。
グローバー氏は，「放射線汚染区域」が福島県

に留まらない広い範囲に存在していることを示唆
し，健康管理調査を福島県内のみならず「放射線
汚染区域全体において実施することを要請」した。
また，健康管理調査の「調査範囲が狭い」とし，
その背景を，「チェルノブイリ事故から限られた
教訓しか活用しておらず，また，低線量放射線地
域，例えば，年間 100 mSvを下回る地域でさえも，
ガンその他の疾患の可能性があることを指摘する
疫学研究を無視しているため」と厳しく指摘した。
そして，健康を享受する権利の枠組みに従って日
本政府は，「慎重に慎重を重ねた対応をとること，
また，包括的な調査を実施し，長時間かけて内部
被ばくの調査とモニタリングを行うよう推奨」し
た。＊―http://unic.or.jp/unic/press_release/2869/


