
被災者友の会・高槻

第７回「わたしたちの未来」感想と意見

わかなからのAnswer

Q１「わかな十五歳」読みました。泣きました。
A１ありがとうございます！たくさんの人に読んでいただけるように私も活動していくので、ぜひクチコ
ミで広げていただければと思います(^^)

Q2ヤング・ケアラー  に関して、ケストナー「点子ちゃんとアントン」，アミーティスのクオレの中の「少
年筆耕」を思い出しました。

A2
私は存じなかったので、これから見てみようと思います。

Q3初めて参加して、たっぷり聞かせていただきました。ありがとうございました。他の予定があり退出
します。森松さんありがとう。わかなさん、ありがとう。相馬市・メンタルクリニックなごみ、精神科医，

蟻塚亮二。

A3
蟻塚先生。ありがとうございます。いつか先生とも対談叶えばと思います。PTSDの経過については
私も自身の経験から先生の文章などを拝見する度に｢ああ、私のたどってきた道は間違っていな

かったのだ｣と、改めて｢苦悩の日々｣を思い返すこともあります。参加してくださって本当にありがとう

ございました。

Q4小児甲状腺がんの検診の縮小はまさに子供の権利条約違反ですね。

A4
そうですね。目の前でおこっていることを見て見ぬふりして無かったことにすることで子どもたちもま

た傷ついているでしょうね。ただ一方で｢それは放射能のせいだ｣と位置づけられることで｢傷ついた｣

(人権侵害だ)と主張する人もいるのでしょう…。悲しいですが、そういった分断が何度も何度も重なっ
ていつの間にか姿すら見えなくなるくらいに木っ端微塵になってしまっているように思えます。なんと

かしたいです。

Q5風評加害という言葉をグローバーさんに知って欲しいです
A5
ノーマさんが仰っていた｢風評被害｣という言葉の日本語訳がない、ということはとても驚いたのと同

時に納得しました。事実を認めて自分の主張をしていく(主権者教育、人権教育がなされてる証拠で
しょうか)力があるからこそ、風評被害、などという言葉(感覚)すらなかなかないのかもしれません。風
評被害＝デマとして説明するわけにもいきませんし、日本の独特の｢空気を察して流れ、流されてい

く｣(事なかれ主義？？？)という雰囲気を少しでも伝えられたらとも思うのですが。日本でもNetflixな
どで公開された｢チェルノブイリ｣という映画をみたとき、かなり、ショックをうけました(フラッシュバック



しました)。本当に当時のあの｢あったことをなかったこととして、なんとか事実を隠そうとする｣中で、
人々が目の前の真っ暗な現実に具合が悪くなっていく様子は当時の自分と重なりました。あの、事

実を有耶無耶にしていく雰囲気をロシアではどんなふうに言っていたんでしょうね。風評被害に似た

言葉はウクライナなどの国にもしかしたらあるのかもしれません。私もまだ、適切な言葉が見つから

ずにいますが、(たとえばヒロシマやナガサキで語られる｢ピカドン｣などのような当事者から発せられ
るあの事故を表現するコトバ、など)これからも、模索していきます。すみません。脱線しました。感想
ありがとうございます。

Q6児童の権利条約の政府訳　第４条文中に「自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で」
と訳されているが「手段」の原文は resources であり，正しい意味は「資源」であり，実質的には「予
算」を意味する。すなわち子どもの権利のために政府は予算を確保することを条約で約束しているは

ずなのに，「手段」と訳されることで意味がわからなくなる。社会権規約でも同じ。

（編注）子どもの権利条約　英日両文　https://www.jinken-kodomo.net/zyoyaku/
A6
これには私も驚きました。

私が所属するチェルノブイリ法日本版の会では、人権に基づいて法を作ろうということで動いていま

すが、ぜひ他の仲間たちにもこのことを知らせたいと思いました。ありがとうございます。

Q7日本政府は意図的に誤訳しているのでは。
A7そうかもしれませんね…。そうだとすれば、ほんとに、卑怯ですよね…。

Q82年前に公開された「国内避難に関する指導原則」の政府訳にもおかしなところが多くあると思い
ます。政府訳のほかに研究者訳があるときはそれも参照し，英語原文も参照しないと意味がわから

ないことがあります。

（編注）

国内避難に関する指導原則（外務省仮訳，2019）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000536758.pdf
国内強制移動に関する指導原則（GPID日本語版作成委員会訳，2010）
https://www2.ohchr.org/english/issues/idp/docs/GuidingPrinciplesIDP_Japanese.pdf

A8 ありがとうございます。勉強になります。人権のこと、感覚的にわかっていても、全くもって勉強不
足です。もっと意欲的に学んでいこうと思います。

Q9チャン・イモーの「あの子を探して」という映画の原題は「誰も残されてはいけない」です。
A9
題目は知っていましたが見たことがありません。これから観ようと思います。ありがとうございます。

おもえば、日本語訳と英語が全く違うもの、ありますよね。都合のいいように表現したり、スポンサー

がどこがつくかとか、そんなことでねじ曲げられた表現になることもありますよね。注意深く見ていこう

と思います。

Q10みなさん、それぞれ貴重なお話をありがとうございます。傾聴の定義、心にとめたいと思います。
被害を受けた人達が｢ワガママ｣であり、社会に｢迷惑」をかける、という感覚に多々出会う様な気がし

https://www2.ohchr.org/english/issues/idp/docs/GuidingPrinciplesIDP_Japanese.pdf


ますが、こうした価値観はどうすれば変えて行けるのでしょう。わかなさんの活動のなかで、いかがで

しょう。

A10
改めてご質問ありがとうございます。

ワガママだと指摘する側もまた、傷つけられて生きてきた過去があるのかもしれませんよね。それこ

そ、子供のときから、私は｢迷惑をかけずに生きなさい｣といわれて、1人でなんでも出来る人間になら
なければならない、と思っていました。でも、原発事故のあと、私の価値観が完全に崩れ去って、あ

のあと分かったことは｢ひとは1人では生きていけない｣ということや、｢私は(こんなふうに)生きたい｣と
思ってもいいんだということです。人生の主人公は自分自身です。本当のワガママな人は、あなたの

言うとおりにしますから、あの人がこう言ったから、と言いながらそれに対して｢文句を言うことしか出

来ず｣｢私は悪くない｣と開き直る人かもしれません。みんなが、それぞれ｢自立して(できることできな
いこと、やりたいことやりたくないことを自覚して生きること)｣自分の人生を主体的に生きながら、個が
支え合うことができれば、｢あの人ワガママだよね｣という僻みも妬みも、怒りも悲しみも、少なくなるよ

うに思います。ありがとうございます。

Q11以前は中学校教員。現在は教育委員会に務める立場の者です。特にわかなさんに対して、教員
が寄り添えなかった事に対して情けない思いと原発の問題以外でも今でも存在しているのが否定で

きない思いもあります。自身の反省と今後の決意を固めるキッカケを頂きました。ありがとうございま

す。

A11
ありがとうございます。私の本も読んでくださった方でしょうか。もしまだでしたら、良かったら、よんで

ください。辛いかもしれませんが。｢寄り添う｣って難しいです…。私も仕事柄、よく考えますが、寄り添
うって、｢理解しようとすること｣｢理解し続けようとすること｣なのかな？と思います。当事者じゃないか

ら、相手の痛みがわからない、ということも場合によってはあると思います。でも、想像力と創造力を

使って、相手の｢きもち｣や｢けいけん｣を感じることはできるのかなと思います。子どもたちに本当の

意味でがちんこで向き合って、寄り添えるゆとりが先生方にも必要なはずなのに国はそれを理解して

ないので残念ながら、仕事、でいっぱいいっぱいにさせているように思います。どうか、大変かとは思

いますが、諦めずに子どもたちと向き合っていただければ幸いです。中学生や高校生にむけて講演

会をしたこともあるので、もし、タイミングが合えば。図書室に私の本を置いていただければ嬉しいで

す。ありがとうございました。

Q12風評って、ありもしないうわさをたてる、という意味かと思いますが、実際は、被害、実害を受け
ているのですよね・・・それがなぜ、風評か。理解できません。

A12そうなんですよね…。ありもしない、うわさをたてる。あることをないことにして、隠蔽して、、、そう
しながら見て見ぬふりをする…。福島エートスなどという言葉も当時よくきかれましたね。。。悲しいで
す。ただ、それぐらいの認識でいないと現地になんて住んでいられないから、ということから風評被害

などという言葉が生まれてしまっているのかなとも思ったり…。ひとりひとりが辛くとも現実に向き合え
たら(心の反応として見て見ぬふり(目を背けたくなる)することで心を守るというのはある意味正しい、
人間らしい反応なのですが…)(残酷な現実に向き合う＝パンドラの箱と向き合うこと)、恐らく風評被
害ということばもなくなると思うのですが…。一筋縄ではいかないですね。ありがとうございます。



Q13避難したことを話すと、住んでいる人に失礼だというのが、日本の人の特徴です。失礼なのは避
難せざる得ないような状況にした側であるのに。事の本質を見誤るような言説、あるいはうわべの感

情に流されてしまう事が多いような気がします。

A13ありがとうございます。そうですね。避難したこと＝住んでいる人に失礼 と思うのは何故なんで
しょうかね。まるでそこが住んじゃいけないあところだとでも言ってるようなもんじゃないか！！！とい

う｢怒り｣から、｢失礼｣だと思うんでしょうかね。全くもって、質問者様がおっしゃる通りで、矛先を向け

る相手を間違ってしまったが故に、軋轢も分断も起こってしまって子どもにしわ寄せがいってしまっ

て、イジメという犯罪がおこってしまってるわけですが。そういう分断を上層部は望んでいるし、そうい

うシナリオを作るのに恐らく慣れているんだと思います(そういう分断を作りやすいニュアンスの言葉
を選ぶクセがついている、という感じ)。身近なところで、そういう人がいたら、すこし、突っ込んで話を
聞けるといいですね。ひとこと、｢どうしてそう思うの？｣と聞いてみてもいいでしょうし、｢そっか、

じゃぁ、逃げてきた人は悪者なの？｣とか、すこし極端に話をあえてふってみて、相手の反応を見てみ

るのも｢相手の本質｣が分かってくるようにも思います。感想ありがとうございます。

Q14わかなさん、森松さん、伊藤先生お話ありがとうございました。
わかなさんへのメッセージです。

わたしは震災当時中学２年生だったので、わかなさんとほぼ同年代になります。

恐怖や不安を大人に気をつかって言えないという抑圧された状況について、

子どもたちが平気でいられるわけがない！その通りだと思います。

震災、原発事故とは文脈が異なりますが、私自身は家族の事情で子ども時代の多くを

自由に、素直に生きることができなかったと今振り返って苦しく思っています。

このような状況がヤングケアラーの問題に結びつくと森松さんのお話を伺った際に、

はっとさせられました。子どもたちの我慢の蓄積という問題にたいして、3.11のときに
子ども世代だった人たちと、これからの子ども世代の人たちとともに、共同しあえるようなかたちを一

緒にこれから探がしていける仲間と出会えたような気がしました。

ちなみに、わたしはいま大学院で原発事故によって被災・避難された方たちの生活史の聞き取り（

3.11前後をふくめた個人の人生について）をしています。わかなさんが、命以外のことにふりまわさ
れて生きざるをえない社会を変えたいと強く思うように、わたしも一人一人の存在そのものが肯定さ

れるような社会になることをつよくおもっています。ぜひ一度、わかなさんとお会いしてみたいです。

A14
改めて、ありがとうございます(^^)
こうして知り合えたこと、心から嬉しく思います。ひとりひとりが、生きていていいんだ、と存在を肯定

できる社会を一緒に作りましょうね(^^)これからもよろしくお願いします！

Q15勉強した内容
東日本大震災被害者。

「何よりも命です。」

過労死等防止問題。

「命より大切な仕事はない。」



どちらも、ジュネーブへ行き、訴えてきたことです。

３１１は、本当に悲惨な原発問題があり、命とはなんだと言うことを本当に考えさせられます。

過労死等防止問題は、ジュネーブから、日本で過労死防止法ができました。

どちらも、同じように「命」の問題です。

政府は、本当に逃げてばかりでひどいです。

Q15
そうですね。原発のことに限らず色んなことを命の問題として認識し直すと、シンプルな答えが出るよ

うな気がしています。環境問題とそうですが、気候正義、という視点からみるのか、それとも人権とい

う視点からみるのか、によっても異なるのでしょう。いのちをまもる、その当たり前のことができたら、

世の中から、核も戦争も、環境破壊も、差別もいじめも、貧困もなくなることでしょう。ほんのちょっとし

たところから、行動できると思うので草の根からでもやっていきたいですね。いのちをまもるこうどう

を。感想をありがとうございます。

Q16風評加害ということばは、私も、こちらのフォーラムでききました。
http://shiteihaiki.env.go.jp/fukushimamirai/sonosaki/dialogue/report_210523/　
私は、この、風評加害、意味をまったく理解できませんでした。

A16私も15歳のあのとき、理解できませんでした。自主避難することについて学校の先生から、お前
が行くと風評被害が広まる、といわれたときの｢なんとも言えない気持ち｣が蘇ってきます。実害しか

ない、不安しかない、のに。よく、｢直ちに影響は無いし(すぐに影響が出る訳でもないし、)エビデンス
がない｣というひともいて、｢だから風評被害｣なんだと、言われることもありますけど。仮にそうだとし

ても、｢影響が今後出るのか、出ないのかも分からない｣と表現するのがてきせつだろうし、なにより、

｢人を不安に陥れるような事故が起こった｣ということだけで立派な｢実害｣だと思うんですよね…。こ
れって、DVとかと一緒で、殴られていないけれども毎日精神的な暴力はうけている、というケースと
何ら変わらないと私は思ってます。日本人はずっと、国から殴られ続けていて、麻痺している。なれて

しまっている。むしろ、国にまもられてる、育ててもらってると思ってる。。。毒親やDVなどと一緒で
す。身近な｢社会｣(家族、学校、など)から、変えられること、向きあうこと、は沢山あると思います。少
しずつやっていきたいですね。ありがとうございます。

Q17寺本さん、わかなさん、森松さん、伊藤先生、申先生、そして皆様、ありがとうございました。今
回、初参加でしたが、とても勉強になりました。

日本社会は抑圧されて、自由を侵害され、強制されてきた人ばかりなので、他人が自由に意見を表

明することに対し、やはり抑圧でおさえていくのだと思います。そういったことは、戦前から何も変わっ

てないのではないかと思っています。

本当に原発事故は色々な問題をあぶり出したと思います。課題は多いですが、少し希望が見えた気

がします。どうもありがとうございました。

A17そうですね。抑圧するのはよくない！暴力は良くない！とはいいますが、抑圧する側、暴力を振
るうがわもまた｢病んでいる｣のでしょうね。見えにくくなっただけで戦前から本質は変わってないので

は…と私も思います。(もちろん、これは勝手な憶測です。すみません。)戦争が終わったからと言っ
て、なにもかわっていない、おわっていない、のですよね。原発事故ももちろんそうですが。黒い雨裁

判が今年はようやく光が見えました。この光はまさに真っ暗な(黒い雨)のなか、原告団ひとりひとりが
諦めずに(生きていくんだ！という)希望を持ち続けたからこそ、得られたものなのだと直観的に感じ
ました。抑圧する側に寄り添うというのも難しいのかもしれませんが、人権というのはまさに、抑圧す



る側もまた守られるに値する人であるということも大切な時点かと思うので、全ての人が本当の意味

で救われる世の中にしていきたいですね！こちらこそ、ありがとうございました！

Q18中国で活躍していた日本語教師の先生が小さなお子さんをつれて福島の実家へ戻られました。
夏休みには、自然の中で遊んでいる姿が何度も写真にとられ FB に投稿されていました。わたしは
いてもたってもいられず、どうしようか悩んだのですが、げんぱつについて書かれた絵本を FB で紹
介しました。先生は、いいねをしてくださったのですが、その後も何も変わりませんでした。が、それが

その方の選択なのだからとそれ以上には何もしませんでしたが、今も考えてしまいます。

A18
そうですね。そこに住む権利もあってしかるべきだし、その人の気持ちが尊重されるべきだとは思い

ます、が、お気持ちよく分かります。私も同じことを考えて高校生の時は永久ループにハマって鬱に

なりました…笑 20ミリシーベルトに引き上げて線引きされたことを淡々とつたえて、将来において健
康に影響がないとは決して言えない、ということを本当は｢科学｣の側の人が言わなければならない

のでしょうけども、残念ながら｢言えない理由｣があるんですよね…。その理由も、人権という視点から
みれば、｢ちっぽけな｣｢見栄｣の塊だったり。。。みんな自分の首を守りたいし、みたいものをみたいよ

うにしかみません。ただ、その地域は危ないんだ！という正論は、仮に科学的に正しくとも、｢気持ち

的に正しいのか｣というと、そこは複雑なんですよね。｢わかっているけれども、、、｣という矛盾を抱え

てしまうのが人間の性、なのかもしれません。そういう複雑な人間の気持ち(感情)もまたきちんと汲
み取る国の包容力が欲しい所ですが、そういう｢大人｣もいないので、子どもが辛いんでしょう。子ども

たちはその矛盾を理解できないし、だからこそ、残酷だったりもします。たとえば、温暖化が止まらな

いのは人間が悪い。だから、人間はいないほうがいい。くらいの極論と正論を展開してしまうように。

矛盾を感じていることに蓋をして見て見ぬふりするのが｢大人の対応｣なのだと言う人もいますが、私

はそうは思いません。矛盾を感じていることをしっかりと感じて理解したうえで、｢だったらどうしたらい

いのか｣を想像し創造するのが｢大人の対応｣なのではないかと私は思います。脱線。長くなりまし

た。ご参加いただいて、ありがとうございます。

Q19電波が悪いようですので、このあたりで失礼させていただきます。ありがとうございました。わた
しは学校図書館司書をしており、わかなさんの本をおかせていただいています。

A19ありがとうございます！とっても嬉しいです。お陰様で全国の図書室、図書館からジワジワと連
絡がきて本も広まってきました。どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします(^^)

Q20今日は貴重なお話をたくさん聞けて、いろいろ考えさせられました。伊藤先生がドイツの若者の
活動を紹介してくださいました。日本でもこうした若者が出てほしいのですが、日本では、政府の見解

が教科書に記述され、市教委や管理職に管理された教員が従順な子どもを良しとして、異なる意見

を持つ子どもを尊重する環境がないと思います。教育の現場にメスを入れていく必要があるのでは?
と感じました。ありがとうございました。

A20教育現場へのメス入れは必要不可欠ですよね。私もそう思います。どうしたら入れられますか。
今の学校のカリキュラムを根本的な変える必要もあると思いますが、1番は市民や親御さんたちか
ら、そういう声を集めてムーブメント化させるのがいちばん手っ取り早いのかもしれません。そのため

にも人権教育を！！！と発信していく力(知識や言葉)を獲得していきたいなぁと伊藤先生のお話を
聞いて感じていました。ご参加ありがとうございます。



Q21今日はありがとうございました。避難したことで、子どもたちは、原発事故について向き合うこと
ができた、しないといけなかった。ということも一つあるのかもしれませんね。避難していない子どもた

ちももちろん考えていないということではないと思います。避難していない子どもたちの声も聴く機会

があるといいと思いました。

A21そうですね。子どもたちの声を聞くゆとりのある社会になればとおとおもいます。多くの場合、大
人の側に余裕がなくて｢お前は社会に出たことがないくせに｣とか｢こどものくせに｣とか言われてし

まったり、頭ごなしに｢あなたはまちがってる｣といわれたり、｢周りと一緒であること｣を強いられがちで

す。その方が大人が子供を管理しやすいからでしょう。自分たちも忙しいのに！という大人の悲痛な

叫びは子どもたちへと形を変えて届けられます。｢あなたたちのために｣というニセモノの｢愛｣になっ

て。私も講演会を始めた頃は怒りや憎しみが強くて、どうしても大人に当たり散らしてしまうことがあり

ました。が、それを受け止めてくれる素晴らしい｢大人｣と出会うこともできました。私の人生の中で受

け止めてもらう、とか、寄り添ってもらう、とかそういう経験が少なかったのだということも講演会を初

めてから改めて痛感させられたりもしました。子供がおかれている環境は大人が考えているよりも

もっと壮絶だと思った方がいいのかもしれません。子どもの声をきくのも勇気がいりますね。私も子ど

もたちの前で話をするときも、きくときも、本当にドキドキするし、終わったあと帰り道泣いてしまうこと

もありますし。。。それでも、必要なことなんですよね。がんばります。本当にご参加いただいて、あり

がとうございます。

Q22おっしゃる通りと思います。避難した子もとどまった子も帰還した子も本当はどうおもっていたの
か、いるのか、安心して話せる場が必要だと私も思います！避難したことで向き合えた子もいれば、

「隠れ避難」といって、自分の中でなかったこと、避難したという事実を黒塗りしながら生きている子も

いて、向き合えなかった子どもたちのほうが多かったように思います。わかなさんのように、言語化で

きるお子さんばかりではないですものね。。。そんな安心して子どもたちが話せる場がずっと必要で

すし、これからも必要だと思っています。

A22 大人ですら向き合うことが難しく話すことがはばかられているような現状の中で子どもが話すの
は難しいですよね。。。私も受け入れられることがある程度分かっているから話せているだけで、不

特定多数でどんな人がいるのかも分からない中で発言してくださいと言われたら、かなり抵抗します

から。。。こどもももちろんですが、まず、大人も安心して話せるような環境が必要だと思います。(大
人の心のゆとりが子どもたちにとっては必要不可欠です…)

Q23避難していない子どもたちの声が聴ける場ができたら…それはなんと素晴らしい、また必要なこ
とでしょう。

A23
本当に素晴らしいことですね。実現させましょう。その為に、私たち大人の方が聞く姿勢やゆとりを持

つことが大切ですね。頑張りましょう(^^)

Q24避難した人避難しなかった人、避難できた人、避難したかったけどできなかった人、そういったド
ロドロしたものもやもやしたものを生むのが原発事故だという事を、この国に住む人たちがしっかり認

識しないといけないのでしょう。意図的に目を閉じないで。

A24本当におっしゃる通りですね。本日はありがとうございます！

Q25みなさまのおはなし、本当にありがとうございました。



もし、ICRP の公衆の追加被ばく限度 1mSv を基準に、避難の権利、自主避難された方に最低限の
権利が認められていたら・・・。ずっとそれを想いながら聴いていました。

結局、政府側、自治体側は、住民が全員避難すると、県として成り立たなくなる。だから、急に

20mSv などという数字を出したのだろうと思います。
極めて重大な事故が発生した場合、政府・国が明確な指針を示さないと、社会に大きな分断をおこ

し、言われなき差別も生まれます。

日本は、水俣の公害問題などの経験がありながらなにも成熟できていない社会であることを痛切に

想います。

少しでも、この社会が変われるよう、微力ではありますが行動していきたいです。

A25ご感想ありがとうございます！本当に！私もそう思います。歴史は繰り返す、といわれますが、｢
だから学んでいくのだ！｣という姿勢が大切なのでしょうね…。そこが抜け落ちてしまっているのかも
しれません…。わたしも学び続けたいと思います。ありがとうございます。

Q26安全かどうかの基準は、社会が受け入れ可能かどうか、許容できるかどうか・・・。ICRP の公衆
の追加被ばく限度 1mSv も、社会が受け入れている価値観の基づくもの。
年間の被ばく線量 20mSv までは「安全」ということはなにも根拠もありません。
1mSv も、安全かどうかの指標にはならないというのが持論です。
A26そうですね。ほんとうに。そもそも、ひばくしない、ことを基準にした方がいいでしょうね。ご参加頂
いてありがとうございます。

Q27今日も本当に大切なことばかり聞くことができました。有難うございます。わかなさんの本も読ま
せていただきましたが、今日改めて、私は深いところまで理解していなかったのでは？と感じました。

子供が言えない、言ってはいけないと思わせるようなことがどれだけ深刻な傷を子供の心に残してし

まうのか…それを考えさせられました。でもわかなさんや石塚さん他…のように、今大人になって真
実を言ってくださることは本当に大切なことだと思いました。本当に考えさせられます。このような会

をしてくださって、本当に有難うございます。

A27
こちらこそ、ありがとうございます。

大人も苦しかった、から、こどもも苦しいんですよね。子どもは親に笑ってて欲しいと想ってるし、無垢

に信じてしまうものです…。でも、その大人がフキゲンで笑わず、信じられない存在だったら…。子ど
ももまた人間不信になってしまうことでしょう！まず大人から変わらなければならないですよね。私も

1人の大人としてできることをしていきます。こちらこそ、ありがとうございます！

Q28寺本様、わかな様、森松様、伊藤様、申様、皆様、今日はありがとうございました。
３．１１のことは、他人事ではありません。私は、被害者ではありませんが、原発問題にとても反対し

ています。日本のどこにいても原発の被害者になりかねない問題です。

早く日本から原発を失くして欲しいです。原発に１００％安全なんてありません。

避難者の皆さんの苦痛をこの連続ＺＯＯＭで、たくさん学び、辛い思い、酷い対応、など理解できまし

た。本当にありがとうございました。

A28ご参加頂い本当にありがとうございます。そうですね。私は日本の全ての人が当事者だと思って
いますし、被害者なのではないかなと思っています。だからこそ、みんなが救われ、みんなが幸せに



なる方法を模索した方がいいと思っています。これをある人は｢お人好し｣とか｢綺麗事｣と言ってきた

りもしますが、私は本気で誰しもが救われて欲しいと思っています。誰しもが被害者になり、そして、

加害者にもなりうる、そんな恐ろしい社会システムを変えていきましょう。まずは、私はわたしの足

元、身の回りから連帯していこうと思います。本当にありがとうございます。

Q29たくさんの学びをありがとうございました。
日本のあらゆる問題はすべて、人権軽視(自他ともに）に帰結すると、常々感じています。
その人権軽視を正当化するための社会の態度は、非常時には特に、マイノリティに対する有形無形

の抑圧となって吹き出してくる。

権力の側がそうであるのはその性質上当然なのかもしれませんが、せめて私たちは、一人一人がそ

れに抗うことで、力を増やし、その抑圧を跳ね返したい、

そのためには、可能な限り、抑圧を受けている当事者の声に耳を傾ける事。それをフィードバックし

て（表現をお借りすれば、「点検」し）、克服する道を模索し続けること。

そんな気持ちを新たにしました。

A29素晴らしいメッセージありがとうございます。私も模索し続けます。人権に基づいて考えることが
出来たら、本当に世の中のありとあらゆる問題が解決しますよね。私も高校生の時に人権という言

葉が獲得できなかったものの、｢命が優先される社会であればこんな事にはならなかったのに｣と何

度も思いました、先日もチェルノブイリ法日本版を作る会で！まさに、｢非常時には特に、マイノリティ

に対する有形無形の抑圧となって吹き出してくる。｣に通ずる話になりました。非常時こそ、その人の

本質が見えてくる、と。私が高校生の時に感じた、｢ドロドロ｣はその｢本質｣だったのだろうと改めて振

り返っています。今日は本当にありがとうございました。

Q30今日は、ありがとうございました。わかなさんと森松さんの本は、もちろん読んで、大変辛くなる
ほど感銘しました。友人達にも薦め、大きな反響がありました。15歳の当事者の少女の生の声を、こ
の本で初めて知り、ショックを受けました。子どもの心の中をおもんばかる余裕がなかった大人たち

も辛いですね…。　　母親の立場で書かれた森松さんの本もつらかったです…。避難したくないけれ
ど、やむを得ず避難してもバッシング…。色々な状況から福島に残っても、本音を決して言えない状
況…。分断を生み出すのは、政権の常套手段としか思えません。フクシマは終わったことにしたい政
権。原発問題は、まだ全く終わっていません。東京に生活する人間として、もっともっと頑張らなけれ

ばならないと思っています。

A30
こちらこそ、ありがとうございました。本も読んでくださってありがとうございました。本当におっしゃる

通りです。私もこれからもがんばります。共に歩んでいきましょう。ありがとうございました！

Q31言わないとなかったことにされてしまいます。放射能は目に見えませんから…タブー化すること
で、喜ぶのは原発を推し進め、責任を問われている側だということは忘れてはいけないのかなと思い

ます。ただ、本当にバッシングはひどいです。ほぼヘイトスピーチです。。。

A31そうですね。ヘイトスピーチですね。
ただ、安全神話側から言わせたら、原発反対とか、放射能は危ない、なんていう論調が｢ヘイトス

ピーチ｣だと思うみたいです…悲しいです。お互いがいがみ合うことない道を模索出来たら良いので



すが、逃げるのではなく、互いに対峙する勇気と努力が必要なのでしょうね。。。エネルギー使います

ね。ありがとうございます。

Q32子どもの権利条約から考え、ヤングケアラーの問題として考え、グローバー勧告から考え、格差
社会で誰もが持つ抑圧――今日もたくさんの気付きをいただきました。感想を言われた当時中学生
だった方とわかなさんとの出会いに、私も嬉しい気持ちになりました。今後できることをしていこうと思

います。皆さま、ありがとうございました！

A32そうですね。私もヤングケアラーの視点から考えるのは目からウロコ、でした。とても納得出来ま
した。本当に参加してくださって、思いを寄せてくださってありがとうございました。

Q33このＺＯＯＭの勉強会は、今後は開催されないのですか？私は、今後とも続けて欲しいと思って
います。どうでしょうか？ ご検討お願い申し上げます。
私は、過労死の方で活動してますが、やはりどちらも大切なのは「何より命です。」とても、勉強にな

ります。このＺＯＯＭは続けて欲しいと願っています。

A33そうですね。私も継続してほしいな、と思っていますが、それぞれの場所で新しい場を作ることも
必要かとも思います。ぜひ、過労死の活動の中でもこういった会もできないか、検討してみても良い

かもしれませんね(^^)私も自分が所属する会や大切な人と一緒にこれからも活動していこうと思いま
す！本当にご参加ありがとうございました！

Q34私は、途中からこちらの会に参加させていただくようになりました。ぜひ、これからも、企画を続
けてくださったらと思います。原発事故から避難されている方に寄り添える場に、お声をきかせて下さ

る場に感謝を申し上げます。ありがとうございました。

A34
こちらこそ、本当にありがとうございました。

寺本さん、みなさん、このような機会をいただけて、本当にありがとうございました。また、共に学び合

うご縁いただけて、幸せです。皆さんの中に希望があります。私も諦めずに前に進んでいきますので

皆さんも諦めずにいてください。生きて、いきましょう。またお会いしましょう！

- - - - - - - - - - - - - -


