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はじめに

日常への回帰？

藤岡美恵子

福島第一原子力発電所の事故から一年半になろうとするいま︑史上最悪の原発災害が私たちの目の前
で日々展開している︒震災後︑﹁三・一一以前の日本に戻ることなどできない﹂という声を多く聞いた︒
実際︑日本社会が抱え込んできた科学・技術︑政治︑社会︑経済の矛盾や問題が震災と原発事故によっ
て一挙に露呈してしまった後は︑﹁戦後﹂になぞらえた﹁災後﹂という言葉こそがふさわしいと思えた︒
多くの人が人智をはるかに超えた大きな自然の力の中でかろうじて人間が生かされていることを否応な
く実感させられ︑人間の社会を超えて人間と自然との関係にも思いをはせるようになったと語った︒
しかし︑わが身を振り返り周囲に目を遣れば︑あたかも何事もなかったかのように日常を生きる私た
ちがいる︒首都圏でも震災の年︵二〇一一年︶の夏ごろまでは︑会社や居酒屋や電車の中でさえ︑放射
線量や汚染食品のこと︑東京電力の事故対応が話題に上ることはごく普通だった︒しかしその後︑余震
が確実に減少するのに歩調を合わせたかのように︑そういう会話も減っていった︒いま︑日常の風景は
三・一一以前と変わらないように見える︒
だが︑三・一一以降︑同じ時間を生きてきた福島の人の﹁寝ても覚めても原発事故のことが頭から離
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れない﹂︵吉野裕之︑本書二五頁︶という言葉に接すると︑どきりとする︒夢から現実に引き戻されたよ
うな感覚に陥る︒そして次のような文章に遭遇すると︑その現実の重さを思い知らされる︒
避難にせよ︑除染にせよ︑日本政府のとってきた態度は福島棄民政策だ︒私たちもそれは分かっ
ている︒避難政策の拡充もせず︑自助努力に任せたままだ︒いま行われている除染は︑住民流出を
防ぎたい自治体によるデモンストレーションに過ぎない︒電気も食料も供給できない福島は︑もう
れ変わろうとしている〝福島人〟﹂﹃世界﹄二〇一二年四月号︑七四頁︶

用無しとでも言いたいかのように︑日本政府は本質的な解決策をとろうとしない︒︵中手聖一﹁生ま

政府が国民を﹁棄てた﹂︑その国に住む私たちは︑どうするのか︒国民が﹁棄てられた﹂傍で︑民主国
私たちも⁝？

被災地以外の人々は多くの場合︑三・一一以前のように生きて行ける︒または生きて行ける振りをで

家の住人である振りをし続けるのか？ ﹁用無し﹂と言わんばかりなのは政府だけか？
きる︒しかし︑被災地︑とくに福島の人々は三・一一以前に戻りたくても戻れない︒この事実は決して

│

の苦境はむしろ深まっている︒しかし︑そうした報

故郷から引き剝がされ帰還の見通しも立たない人々︑放射線量の高い地域に暮らさざる

消えることはない︒それどころか︑テレビのドキュメンタリー番組や新聞報道などを通じて伝えられる

│

福島の人々
を得ない人々︑そこから自主的に避難した人々
道やインターネット上の情報を注意深く追ったり︑集会に積極的に参加したりしない限り︑福島の苦境
を知る機会はあまりに少ない︒それでいいはずはない︒考えてもみよう︒一六万人︵﹁自主﹂避難者を
含まない︶が住む家を追われ︑将来の見通しを描けない状態に留め置かれているのだ︒一六万人の避難

民が﹁難民﹂と呼ばれないのは︑国境を越えていないからというだけのことなのだ︒
三・一一以前には戻れない

多くの人はそれでいいはずはないと感じると思う︒本当は︑おそらくいまでも多くの人が︑三・一一
以前と同じようには生きられないという感覚を漠然としていても抱いているのではないか︒原発の再稼
働に反対の人が六〇％近くに上る ︵共同通信社全国電話世論調査︑二〇一二年五月二六日・二七日実施︶とい
う事実がそれを物語っている︒首都圏でも以前と同じような日常を生きているように見えて︑水面下で
は確実に変化が起きている︒放射線量が比較的高い︑いわゆるホットスポットの一つである千葉県柏市
では人口の流出が続いている︒人口は減っても世帯数は増えていることから︑母子が避難し父親が単身
で市内に住むケースが増えているのではないかと市は見ている ︵ http://mainichi.jp/select/news/20120407k0000e
︶
︒福島と同じ問題が静かに起きている︒︿私たち﹀も︿福島﹀なのだ︒
040189000c.html
だが︑避難にしろ︑食品の放射能汚染にしろ︑多くの場合︑問題や悩みは個々人のレベルで処理され
ているように思う︒それを福島の人々の境遇に結び付けて︿私たち﹀の問題として解決していこうとす
る大きな運動をまだ私たちは作ることができないでいる︒原発をなくしたいという思いを共有する見知
らぬ者同士が出会い︑手を携え︑脱原発に向かって大きな流れを作っているのに対して︑原発事故が引
き起こした福島の人々の苦悩を受け止め︑その苦境を少しでも和らげ︑この史上最悪の原発災害をとも
に乗り越えて行こうという動きはまだ小さい︒
本書は︑脱原発を訴える書でも︑非政府組織︵ＮＧＯ︶の支援活動のたんなる記録でもなく︑そうし
た︑ともに︿苦﹀を受け止め︑乗り越えていくことをめざす運動へのささやかな呼びかけの書である︒
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福島の声に耳を澄ますことによって︑ＮＧＯや市民運動︑さまざまな個人の福島への関わりとそこにお
ける葛藤と格闘の跡をたどることによって︑私たちがこれから福島とどうつながっていけるのかを考え
るための手がかりとしたいと考えている︒
福島の声に耳を澄ます

まず︑三・一一以前に戻りたくても戻れない福島の人々がこの一年あまりをどう生きてきたのか︑い
ま福島で何が起きているのか︑そして何を私たちに呼びかけているのかを知るために︑福島の人々の声
に耳を傾けてみよう︒
第Ⅰ部﹁福島の声﹂には子どもから放射能を守る活動︑福島の現状と脱原発を訴える運動︑健康相談
活動︑有機農業を通じた地域の再生をめざす活動に携わる四人に寄稿していただいた︒それぞれの身に
三月一一日とその後に起きたことを辿っていくと︑避難︑家族と離ればなれの生活︑作付禁止などが何
の予告もなく突然降りかかってくることの不条理さがくっきりと浮かび上がる︒﹁幻影につつまれたよ
うな日々を送ることになってしまった﹂︵吉野︑本書二五頁︶という言葉に︑その衝撃の強さを感ぜずに
はいられない︒
そして私たちは︑事故直後から一貫する国や行政の無責任さをあらためて思い知らされ︑その中で福
島の人々が怒りと悔しさと無力感を抱えながら︑いかに必死に抵抗してきたかを知るのである︒これだ
けの人災が起きても︑国は住民を守らないし︑被害者の声は届かないことを︑私たちはしっかりと心に
留めておかなくてはならない︒
だが︑水俣病一つをとっても明らかなように︑国が住民を守らず被害者の声を無視するのはこれが初

めてではないことも思い起こそう︒福島の人々の声を聴くということは︑時を遡り︑空間を超えて︑近
代科学・技術と経済成長主義によって生命を傷つけられ︑土地に根差した文化を破壊されてきた数多く
の︿福島﹀の声を聴くことでもある︒
また私たちは︑原発災害の根本に︑福島と東京︑地方と都市の歪な関係が横たわっていることをあら
ためて知ることになるだろう︒インタビューで有機農家の菅野正寿氏が述べるように︑福島は長く首都
圏への食料︑労働力︵出稼ぎ︶︑エネルギー︵電気︶の供給地であった︒戦後︑国の農業政策に翻弄され︑
農業と農村が疲弊していく中で立地自治体は原発を受け入れていくのである︒
福島の人々を苦しめる不安︑葛藤︑亀裂も伺い知ることができる︒いまも︑あるいはいまだからこそ
というべきか︑福島の人々は放射能への不安を周囲に話すことができない︒若い女性たちも﹁保養に行
︒
きたいことを表立っては言えない状況にある﹂という ︵橋本俊彦︑本書六八頁︶
避難すべきか否か︑福島の米を食べるか否か︑除染すべきか否かをめぐって家族内︑友人間︑地域社
会内で亀裂と分断が起きたことはすでにさまざまなところで語られている︒その真っただ中に生きる福
島の人々はどう考えているのだろうか︒吉野氏は次のように書く︒
震災と原発事故以降︑懸命に福島を生きている人がたくさん居る︒私たちはその一人ひとりの決
断と迷いを認め︑声にならないほどの小さな声にみみをすまし︑互いに寄り添い合う意味を狭める
べきではない︒︵本書四一頁︶
同時に︑福島に心を寄せる人々と福島の間にも微妙な落差があることを私たちは知るだろう︒
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福島の人はおとなしい︒もっと怒ってもいいのに︒そんな声がどことなく聞こえていた︒私たち
が怒っていないハズはないし︑それどころか︑悲しさと悔しさに日々気持ちがかき乱されている︒
いい加減な﹁風評﹂に抗すべく︑何かやってみたい︑それも目に見える形で︒︵黒田節子︑本書五一頁︶
放射能汚染の危険性に敏感で子どもたちを守りたいと思う人ほど︑福島の農産物を忌避し︑放射能ゼ
ロの食品を求め︑なぜ福島の人々は避難しないのかと問う︒が︑そんな問いかけに﹁困難を私たちだけ
で引き受けよというのか﹂と福島の人々が感じたとしても無理はない︒農業をやめることも避難するこ
とも簡単な選択ではないからだ︒福島の人々は︑放射能をめぐる意見の対立︑軋轢︑葛藤からも苦しん
でいる︒だから﹁耳を澄ませ︑互いに寄り添い合うこと﹂が大切なのだ︒
そして︑︿福島の声﹀から聞こえてくるのは怒りや苦悩や悲しみだけではない︒絶望してもおかしく
﹁子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク﹂の吉野氏の報告から︑子どもを守ろうとする親た

ない状況にありながらも︑静かに︑しかし深く大地に根を張るように︑前を見据える姿が見えてくる︒
ちの自然発生的な運動が︑瞬く間に全国に共鳴の輪を広げていったことが分かる︒おそらくその運動に
関わった人々の大半は︑原発や放射能の専門知識を持っていたわけではなかっただろう︒そういう親た
本書一三七頁︶と語る︒絶望にかられ︑無力感にとらわれてもおかしくない状況にもかかわらず︑その

ちの一人が三・一一からの一年間を振り返って﹁生まれてから今までで一番勉強をした一年﹂︵原田麻以︑
ように学び︑力をつけていく姿に︑なにか人間の秘めた力を垣間見るような気がする︒
鍼灸師で健康相談を行っている橋本氏は︑大震災を生き延びる智慧を学び合っていこうと語りかける︒
農地の放射能と格闘する菅野氏は︑農家だけに責任を押し付けるのではなく︑一緒に解決策を考えよ

うと対話を呼びかける︒
そしていまや脱原発運動の象徴的存在になった﹁原発いらない福島の女たち﹂の黒田氏は︑総被曝時
代に入ったことが鮮明になったいま︑ますます強力なネットワークと今までの垣根を越えたグローバル

支援者が「当事者」になった

これらの呼びかけの先にいるのは私たちである︒

で弾力性のある市民運動が求められていると語る︒

─

福島の声に応えようとするＮＧＯと市民運動

こうした呼びかけに引き寄せられるように福島の人々の声に耳を傾け︑福島を訪れ︑交流や支援を始
めている団体や個人がいる︒そのうち本書第Ⅱ部﹁福島とともに﹂で焦点をあてるのは︑普段は海外で
支援活動を行う︑あるいは海外の問題にとりくむ国際協力ＮＧＯである︒日本国際ボランティアセンタ
ー︵ＪＶＣ︶とシャプラニール＝市民による海外協力の会は途上国での農村開発や緊急支援に長年とり
ｎは︑環境問題を軸に途上国と日本の関係を問い続け︑日本政府の政策を変えるために提言活動をして

くんできた︑日本を代表する国際協力ＮＧＯである︒地球規模の環境問題にとりくむＦｏＥ Ｊａｐａ
きた︒国際協力ＮＧＯセンター︵ＪＡＮＩＣ︶は国際協力ＮＧＯのネットワーク組織である︒
各団体の報告からは︑一度や二度福島に行くだけでは︑あるいは短期に物資の支援をするだけでは分
からない︑現場に長くいるからこそ知り得る福島の複雑な事情や人々の微妙な感情の襞が伝わってくる︒
それを通して私たちは︑この災害が一人ひとりの人間に︑それぞれの地域社会にどのような傷と痛みを
もたらしたのか︑その一端を垣間見ることができる︒
そして︑本書の報告や共同討論から浮かび上がってくるのは︑実はこの原発災害では支援を行うＮＧ
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Ｏ自身も﹁当事者﹂になったということである︒
それが端的に表れているのが放射能被曝の問題だ︒どの団体もスタッフを派遣するからには︑被曝の
問題を考慮せざるを得ない︒どこでどんな支援を行うのか︑どのくらいの期間活動するのか︒その判断
を下すときに︑福島の住民が突き付けられたのと同じ問題に答えを出すことをＮＧＯも迫られた︒
それだけでなく︑福島にとどまる人々を支援することが︑避難したい人々に無言の圧力になり︑ます
ます避難できなくさせてしまうという批判に直面することになった︒逆に︑避難を促す活動はとどまら
ざるを得ない人々の苦悩を深めるのではないかという議論も出た︒そうした状況で支援に関わろうとす
れば︑ＮＧＯはある立場を選ぶことを余儀なくされる︒被曝︑避難︑除染をめぐる意見の対立に否応な
く巻き込まれる︒ＮＧＯ自身が﹁当事者﹂になったのである︒
その中で各団体や個人が何を考え︑何に悩んだのかを読者と共有したいと思う︒なぜならＮＧＯだけ
ではなく︑言ってみれば日本に住む者全員がすでに﹁当事者﹂だからだ︒先に述べた避難の問題だけで
なく︑食品の安全︑がれきの処理︑除染問題など︑選択しようのない選択︑解決策のない問題への答え
を迫られているのは福島の人々だけではない︒私たちも個人として︑あるいは自治体の構成員や有権者
としてそうした問題への判断を迫られている︒その際︑何をよすがとして判断するのか︒それを考える
ための手がかりが︑ＮＧＯらの葛藤の中に見出せるのではないだろうか︒
ＮＧＯにとって転機となるか

今回の震災と原発事故は︑これからＮＧＯが社会の中で果たして行こうとする役割をも問いかけてい
る︒阪神淡路大震災ではボランティアが社会的に大きな注目を集めたが︑東日本大震災ではさまざまな

市民団体の力がクローズアップされた︒なかでも︑私たちが注目したのは︑普段海外で活動する国際協
力ＮＧＯが初めて本格的に国内の災害救援に関わったことである︒
ＪＡＮＩＣの調べによると︑加盟一五七団体︵二〇一一年一二月現在︶の三七％にあたる五九団体が
救援活動を行ったという︒しかし︑そのうち福島に関わった団体は一七団体︵二〇一一年一一月時点︶
にとどまる︒なぜか︒その理由を突き詰めて考えていくと︑ＮＧＯの存在意義という問題を考えざるを
得なくなる︒
なぜこれまで国内問題にとりくんでこなかったのか︒なぜ福島支援を行うのか︒福島支援と海外の途
これまで意識してこなかったこうした問題を考えるようになり︑同時にこれまでの海外での自分たちの

上国支援とはどう関係しているのか︒原発問題にどういう立場をとるのか︒福島支援を始めた団体は︑
活動を振り返り始めている︒
もしかすると︑福島支援は日本の国際協力ＮＧＯにとって大きな転機となるかもしれない︒途上国の
と福島の人々の苦境を結び︑国境を越えて社会の矛盾に光を当て︑一緒に苦労しながらよりよい世界を

﹁大変な﹂人たちを援助する﹁豊かな﹂日本の市民団体︑というイメージから脱却して︑途上国の人々
作って行こうという︑新しいＮＧＯ像が生まれるかもしれない︒
福島と生きる

福島の人々はある日突然︑選択しようのない選択を迫られ︑解決策のない問題に答えを出すことを迫
られることになった︒避難するにしてもとどまるにしても︑大きな経済的︑精神的負担を強いられる不
条理には変わりがない︒除染して線量を少しでも下げたいと思っても︑汚染廃棄物の処分場も決まらず︑
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広大な山林を除染することなど不可能に思える︒先行きを見通せない不安と︑家族内や地域社会内の分
断や亀裂から生じる重い精神的負担の中で︑生活と将来像をどう立て直すのか︒福島の人々が直面して
しかし︑なぜこんな事態が起きたのかという問いに対する答えはすでに出ている︒このような事態が

いるこの事態に対して︑私たちのだれも明快な展望を指し示すことができない︒
起きると警鐘が鳴らされていたにもかかわらず︑それを省みることなく原発の稼働を続けた責任は︑国
や東京電力だけでなく︑結果的にそれを許した私たちにもある︒福島の人々に突如降りかかってきた不
条理な︿苦﹀を福島の人たちだけに押し付けたままにするのか︑少しずつでもそれを自分で引き受けて
いくのか︒選択は私たち一人ひとりに委ねられている︒
放射能汚染をなかったことにはできないが︑この人類史上稀にみる複合災害に対して︑私たちが国と
東電︑原子力ムラ︑自治体︑それぞれにしかるべき責任をとらせ︑被害者の苦痛と苦悩を少しでも減ら
せるようにあらゆる必要なこと︑可能なことをやったと言えるようになれば︑この閉塞した日本の社会
も少しは風通しがよくなるかもしれない︒
そのためにできることを一人ひとりがしよう︑というのが本書の読者へのメッセージである︒
ＮＧＯや市民運動の役割の一つは政府を動かすことであるが︑それは本書のＦｏＥ Ｊａｐａｎの報
告が示すように容易なことではない︒残念ながら日本ではＮＧＯや市民運動の力は大きくない︒事故原
因の究明も終わっていないのに︑反対の世論にお構いなく原発の再稼働を強行するような政府を変える
には︑市民一人ひとりの息の長い行動が必要だ︒
同時に肝に銘じておかなければならないのは︑原発がなくなろうが存続しようが︑被害を受けた人々
の苦痛と苦悩は続いていくということである︒それをできるだけ減らすための法制度︑生活・産業支援

が必要だ︒もちろん︑そうした体制作りの責任は国と東電︑自治体にある︒が︑国が動かないなら市民
のレベルで福島の人々を支えていかなければならない︒そうした活動をすでに多くのＮＧＯや市民運動︑
個人が始めている︒たとえば︑福島の子どもの保養︑全国各地に避難した人々への支援︑放射能汚染の
実態調査︑農産物の購入や農家との交流︑健康相談と治療ができる診療所作り︑国や東電を相手取った
裁判など︑多様な活動がとりくまれている︒いまはそうした活動の輪は小さいが︑これを社会の中で﹁多
数派﹂の活動にしてくことができれば︑そのときはいまとは随分違う日本になるだろう︒
﹁総被曝時代﹂に入ってしまったいま︑︿福島﹀は︿私たち﹀である︒これから福島の人々とどう手を
携えて︑ともに生きていけるのか︑私たちが︿福島﹀に試されているのだと思う︒本書は福島の内と外
で︑葛藤も︑軋轢も︑矛盾も抱え込みながらその挑戦を受けて立とうとしている人々の記録である︒
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265

あとがき

本書に収めた福島の声やＮＧＯの苦闘の跡を辿ると︑あらためて三・一一がたんに規模の大きな災害
三・一一が顕わにしたのは︑この国の政府が人の命を守ることや住民の意思の尊重などごく当たり前

だったのではないことを思い知らされる︒
のことさえしようとしない︑できないという︑統治の崩壊とも言うべき事態である︒実はそれは︑菅野
正寿氏 ︵本書インタビュー︶が言うように︑福島や東北の各県では震災以前から農漁村の疲弊という形で
顕在化していた︒それが震災と原発事故によって非情な形で私たちの目の前に突き付けられたに過ぎな
いのである︒
三・一一後の社会に希望の芽を見出すとしたら︑﹁地域の住民を主人公とした地域の再生﹂︵本書九三
頁︶こそがこれから私たちの目指すべき道だと︑多くの人が感じはじめていることである︒その希望の

芽をＮＧＯが育てることができるかどうか︒それが問われていることを︑本書に関わったＮＧＯも感じ
ている︒そう考えると︑ＮＧＯは目前の被災者の﹁ニーズ﹂に応える以上に何をすべきかをいよいよ検
これまで私たち編者は︑ＮＧＯが政府からの独立性と社会変革の志向性を失いつつあるのではないか

討する時期に来ていると言える︒

│政治への視線／ＮＧＯ運動はどこへ向かうべきか﹄二〇〇六︑﹃脱﹁国際協力﹂│開発と平和構築を超えて﹄二〇一

との危機感を抱き︑他のＮＧＯ・研究者の仲間とともに問題提起を行ってきた ︵﹃国家・社会変革・ＮＧＯ

12.9.21 11:25:29 AM
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266
267 あとがき

一︑ と も に 藤 岡 美 恵 子・ 越 田 清 和・ 中 野 憲 志 編︑ 新 評 論︶
︒ だ が︑ 三・ 一 一 が Ｎ Ｇ Ｏ に 突 き 付 け て い る のは︑

人間を守らない国家にどのように対するのかという︑もっと端的で切迫した問いである︒この問いを前
に︑ＮＧＯは自らにあてはめてきた鋳型をはずし︑もっと想像力をもって社会のビジョンを思い巡らし︑
たとえば︑政府が福島の人々を見捨てていると言わざるを得ない以上︑﹁福島自治政府﹂を樹立する

そのビジョンにおける自己の位置を思い描いてみることが必要ではないかと私たちは考えている︒
という提案はどうだろう︒福島の人々が日本国と東電からの賠償・復興金を資源に︑再生・復興の道筋
と復興予算の使途を自分たちで決め︑外国や日本の諸地域と交易・交流し︑内外のＮＧＯや市民運動の

︑二〇八
Vol.49

二一〇頁︶
︒著者の松島氏は琉球出身で︑かねてより琉

このような考えは決して荒唐無稽ではない︒すでに東北自治政府の樹立を訴える論者がいる ︵松島泰

支援を受けながら︑新たな福島を作るのだ︒

勝﹁東北自治政府の樹立を望む﹂﹃環﹄

球人は先住民族であり国際法に保障された人民の自己決定権を行使しうるとの基本認識の下︑琉球独立
﹁三〇兆円の「復興市場」も︑被災地外の企業が受注するという植民地経済が強化されようとしてい

論を展開している島嶼経済論の専門家である︒
る﹂︵二〇九頁︶な か で︑﹁東 京 政 府 が 危 機 を 終 息 さ せ る こ と が で き ず︑ 民 に 希 望 を 与 え ら れ な い 以 上︑
東北人は自らの力で地域を復興させ︑原発依存社会から脱する道を歩む必要がある﹂︵二一〇頁︶という
松島氏の主張は決して的外れではない︒原発事故が白日の下に晒した﹁受益者と受難者が異なる構造﹂
︵本書﹁ＮＧＯ共同討論﹂二三七頁︶を変えようにも︑地方でも国政レベルでも選挙を通じて抜本的な政策

│

そう考えるほうがむしろ自然ではないか︒

転換を展望することも難しい︒日本国の政治制度や国民の同情に頼ることができないとすれば︑自己決
定権を行使して自らを治めることしか道はない

多くのＮＧＯは﹁自治政府なんて﹂と戸惑うかもしれない︒しかし︑それは私たちがこれまで国家の

枠組みに囚われて︑住民の自己決定や自治を深く考えてこなかったからかもしれない︒被災地で明らか
になっている現実は︑このような形で思考の境界を広げていくことを私たちに迫っている︒
ＮＧＯが﹁住民の自己決定と自治が確立されるような日本﹂というビジョンをもつなら︑そのビジョ
ンの実現を目指して︑いま被災地でどのような支援をすべきか︑というように問題を立てることができ
る︒というより︑そのように問題を立て直さなければ︑被災地の人々にとっての本当の回復や再生の道
筋は見えてこないのではないだろうか︒
とはいえ︑普段ＮＧＯがそのような社会構想を考えたり議論したりする機会は少ない︒住民への直接
的な支援というミクロレベルの活動とそのような社会的ビジョンの間には距離がありすぎる︒そこで︑
本書を閉じるにあたり︑そうしたビジョンとミクロレベルの活動の間をどうつないでいくのかという問
題について少し考えを述べてみたい︒
＊
一つは被災者・被災コミュニティとのつながり方だ︒三・一一が顕わにした日本社会の危機を解決す
るには︑地方から変わっていくしかない︒そのためには︑被災者が自ら声を上げることができるような
いま福島の反原発運動を担う人々が︑全国各地に出かけて行って脱原発を訴えている︒そして︑そう

環境作りや制度の改変が必要であり︑そこにおいてＮＧＯは大きな役割を果たすことができるだろう︒
した人々を支え励ます多くの団体や個人が存在する︒福島の人々が行政や国︑東電に対して声を上げら
れるように︑組織の立ち上げ・維持を支援したり︑場合によっては国会議員や専門家との橋渡しをした
り︑各地の住民運動の経験交流を支援するといった活動を行っている︒この場合の福島の人々とは︑県
外に避難・移住した人々も含むことは言うまでもない︒
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福島に限らず︑被災地の地元の市民運動やＮＰＯがもっと力をつけられるように支援することは︑資
だが︑ここで気になることがある︒宮城県の第二回被災者支援連絡調整会議 ︵二〇一一年九月八日︶に

金力や経験の豊かな国際ＮＧＯだからこそ果たせる重要な役割である︒
参加したＮＧＯ・ＮＰＯ一五団体のうち︑本部が宮城県にあるものはわずか三つで︑残りの多くが国際
ＮＧＯだったと報告されていることだ ︵仁平典宏﹁︿災間﹀の思考│繰り返す３・ の日付のために﹂赤坂憲雄・

後の政府・ＮＰＯ・ボランティアを考えるために﹄明石書店︑二〇一一︶
︒田中氏は行政からの委託事

ちは何も学べない︒がれき問題にしても︑がれきを受け入れないことが決まれば問題が解決するのでは

多くの場合こうした議論は︑互いに相容れないことを確認して終わってしまう︒だが︑それでは私た

射能問題に直面する人々はさらに傷つき︑苦しむことになった︒

ときに意見を異にする人々への罵倒や蔑みの言葉も飛び交った︒議論の過程で福島やその他の地域で放

これらの問題に﹁正解﹂はない︒にもかかわらず︑賛否に立つ双方が自らの正しさを主張して対立し︑

北の県︑東日本と西日本︑農家と消費者︒食品の安全性︑除染︑がれき処理をめぐる分断︒

放射線量の高いところと低いところ︑避難した人ととどまった人︑福島とそれ以外の県︑福島と他の東

この分断は︑被災者間や福島の中だけでなく︑日本全国を巻き込み︑さまざまな領域で生じている︒

ない︒

三・一一は社会に深刻な分断を生み出した︒このことに触れずに原発災害を︑福島を語ることはでき

＊

自己決定と自治の確立﹂というビジョンも︑一歩近くに見えるようになる︒私たちはそう思うのである︒

ＧＯもある︒もっと多くのＮＧＯが明確にこうした方向に向かって歩み出せば︑遠大に見える﹁住民の

以上を一言で言えば︑﹁社会に根を張る﹂ということになるだろうか︒すでにそれを実践しているＮ

ていくことはできないのではないか︒

どうつながるのか︒このことを意識的に考えていかなければ︑ＮＧＯが社会の中で確固たる基盤を作っ

う意識を捨て︑自分で動かなければ何も変わらないと思った人たちだろう︒ＮＧＯはそういう個々人と

三・一一後︑被災地支援や脱原発運動に動き始めた人々は︑お上意識や﹁誰かがやってくれる﹂とい

れるべきではない︒

する個々人に対して︑﹁上から目線﹂で自分たちを優越的位置に置くエリート意識につながることを忘

した︒だが︑支援の﹁プロ﹂集団であると強調することは︑一歩間違えればボランティア＝社会を構成

でＮＧＯがボランティアと一緒に扱われ︑結果的にＮＧＯの力が十分に活かされなかったことを問題に

らをボランティアと明確に区別すべき支援の﹁プロ﹂だと考える傾向がある︒だから︑今回の震災救援

国際協力ＮＧＯもまたボランティアを募集しなかった︒というより︑国際ＮＧＯの多くはむしろ︑自

えている︒

のほうに顔を向けるようになった結果の表れではないかとして︑これをＮＰＯの自立性の危機として捉

業がＮＰＯの資金源と活動の中心を占めるようになり︑会員やボランティアよりも行政︵資金提供者︶

論│３・

ＧＯ・ＮＰＯの中でボランティアを募集したところが極めて少なかったと指摘している ︵﹃市民社会政策

二つ目は︑社会︵個人︶とのつながり方だ︒ＮＰＯ論の研究者︑田中弥生氏は︑震災救援を行ったＮ

必要ではないだろうか︒

か︒地元ＮＰＯの自己決定と組織強化のスペースを資金力豊かな国際ＮＧＯが狭めていないか︑省察が

担っていく地元ＮＰＯよりも︑国際ＮＧＯのほうが行政により大きな影響力をもつことになりはしない

小熊英二編﹃辺境からはじまる東京／東北論﹄明石書店︑二〇一二︑一四六頁︶
︒これでは今後の地域の再生を
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ない︒
どうしたら分断を乗り越えられるのか︒これは︑私たち日本に住む者全員に問われている重い課題だ
が︑とくに福島支援や脱原発に関わるＮＧＯや市民運動はこれを避けて通ることはできない︒
この間さまざまな議論を見聞きし︑福島の人の声に耳を傾けてみて︑少なくとも二つのことが言える
と思う︒
一つは︑被害者を加害者にしないこと︒福島で農業を続ける人へ﹁毒を食わせるのか﹂といった言葉
が投げかけられたが︑それでは被害者である農家がさらに苦しむだけで何の問題解決にもならない︒食
品の安全を問題にするなら︑たとえば大地を守る会のように安全を確保できる基準値を生産者とともに
作り︑その測定値や測定方法を公表すると同時に︑消費者に対して東日本の第一次産業を崩壊させない
二つ目は︑被災者に自分の考える﹁正解﹂を押し付けないこと︒もっと端的に言えば︑被害者に﹁説

ように支援しようと呼びかける姿勢が大事ではないか ︵本書第４章の参考文献を参照されたい︶
︒
教﹂をしないことだ︒被災者の決定を自分の考えに照らして安易に判断するのを控え︑その人の立場に
立って考えること︒そして個々人が避難するにせよ︑とどまるにせよ︑食品を食べるにしろ食べないに
しろ︑自己決定をできるような条件を整えること︒ＮＧＯ活動に引き付けていえば︑支援現場にいるＮ
ＧＯがそうした自己決定の模索の過程に伴走し︑その過程を外部に向かって丁寧に伝えることも分断を
乗り越えるためにできる大事な仕事の一つになるはずである︒
＊
いわき市で開かれた第一回ふくしまフォーラム﹁震災と放射能汚染後をどう生きるのか﹂︵二〇一二年
六月三〇日〜七月一日︑同実行委員会主催︶でも︑この被災者の自己決定という考え方を基本に据えて︑そ

の実現のために被災者と支援者がどう協力し合えるのかが話し合われた︒そこに参加して出会ったある
言葉は︑まさに﹁住民の自己決定と自治の確立﹂を目指す宣言のように聞こえた︒
ある分科会で︑福島の人たちが福島の現状や避難・移住をめぐる葛藤や軋轢を県外からの参加者に
縷々語ってくれたときのことだ︒郡山市在住のある人の﹁私たちはこれだけ苦しんできた分︑このまま
じゃいやだと強く思うんです﹂との言葉を受けて︑その場にいた﹁子どもたちを放射能から守る福島ネ
ットワーク﹂前代表の中手聖一氏が言った︒﹁自分たちが新しい福島人に生まれ変わり︑新しい文化を
福島の人も︑福島支援に関わる人も︑﹁ＮＧＯであろうが個人であろうが︑とにかく福島に来て︑ま

作らないと福島の再生はないと思っている﹂︒
ず人の話に耳を傾けてほしい﹂と呼びかけている︒それが支援の第一歩だと︒むろん︑福島の人は福島
以外にもいる︒福島の人の話をまず聴くこと︒ そこから始めよう︒脱原発運動に関わる人も︑自分と家
族の放射能被曝を心配する人も︑福島の人の声を聴きに行こう︒どんな小さなことでもいいから︿福島﹀
とつながり続けよう︒

藤岡美恵子
中野 憲志

ＮＧＯも︑ローカルな運動とつながり﹁新しい文化﹂を作る営みの輪に加わろう︒そうすれば︑社会
は変えられる︒

二〇一二年八月一五日
編者
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