ベラルーシ訪問報告（暫定版）

国際環境 NGO FoE Japan

2015 年 7 月 11 日

【１. ベルラド放射線安全研究所】1

訪問日時： 2015 年 4 月 1 日

10：00～12：00

対応者 ： アレクセイ・ネステレンコ氏（所長）

（ホールボディーカウンター測定も受けました）

◆ベルラド放射線安全研究所の概要

URL

： http://www.belrad-institute.org/ （言語：露・独・英・伊・仏）

所在地

： ベラルーシ・ミンスク

2 Marusinsky pereulok 27, Minsk, 220053, Belarus
連絡先

： +375 17 289 03 83、belrad@nsys.by

設立

： 1990 年

創設者

： ワシリー・ネステレンコ

代表者

： 所長 アレクセイ・ネステレンコ
副所長 ウラジーミル・バベンコ

活動概要 ： １）ホールボディーカウンターによる体内セシウム（137）量の測定
２）地域の食品放射線測定所のネットワーク化とそれらを拠点とした情報提供
３）食品放射線測定器、ガイガーカウンターの開発と製造
４）ペクチン配合ビタミン剤「ビタペクト」の製造・配布
５）各地での教師や親のための放射線教育
職員数

1

： 約 20 名

報告：吉田明子
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（１）ベルラド研究所の成り立ち
ベルラド研究所は、1990 年に民間2の、放射線研究所として設立
され、国家からは独立した機関として活動しています。その創設者
は、アレクセイ氏の父の、ワシリー・ボリソヴィチ・ネステレンコ
氏であり、ベラルーシ国立科学アカデミー・核エネルギー研究所の
所長3も勤めていた核物理学者でした。最初の移動原子炉を作った人
でもある、とのこと。それゆえに核の恐ろしさを知っており、チェ
ルノブイリ原発事故後は、何度も現地・近隣に足を運んだそうです。
調査や情報公開にあたっては、政府による圧力がかかったそうです。
そこで、ワシリー・ネステレンコ博士は、汚染の実態を調査し、事
実を究明するために、研究所を開きました。
研究所の設立にあたっては、ソ連学術アカデミー会員の
アンドレイ・サカロフ氏、国際平和財団連盟会長のアナトリ・カル

ワシリー・ネステレンコ氏
（写真：ベルラド研究所）

ポフ氏、作家で文学者のアレス・アダモヴィチ氏が支援しました。

（２）食品や土壌の放射線測定
ベルラド研究所は設立後、550 台以上の食品放射線測定器、また 800 台以
上の空間線量測定機を製作してきました。
1991 年から 1994 年までの間に、地域の放射線測定センターの仕組みが整い、
最も多いときで 370 ヵ所の地域拠点もできました。地域拠点では、住民たち
が自分たちの畑の農作物や森で取れた食材などを検査したり、放射線防護に
関する助言をうけることができたそうです。
これらの地域拠点は、当初は国の「チェルノブイリ原発事故被害克服」の
予算も受けて運営されていましたが、1995 年から徐々に減らされ、2003 年
にはなくなりました。現在はドイツ、日本のパートナー団体からの支援で、
9 箇所の地域拠点（中学校に置かれている）を運営しています。
ベルラド研究所ではまた、これまでに地域拠点での放射線測定や農産業の
ために、800 人の放射線測定技師を養成してきています。
（写真：ベルラド研究所）

（３）ホールボディーカウンターによる子どもたちの放射線モニタリング
ベルラド研究所では、1997 年にホールボディーカウンター（WBC）ラボを設立し、7 台を備
えています。主な検査対象は、汚染度の高いゴメリ州、モギリョフ州、ブレスト州の子どもたち
です。
ベルラド研究所では、設立以来のべ 45 万回分以上の測定データを蓄積しています。

2

ベラルーシでは、大学、研究機関などほとんどが国立で、民間のものは少ない。
年

31977～1987
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測定活動には、ドイツやアイルラン
ド、アメリカ、ノルウェーの市民団体
が大きく支援しています。
ホールボディーカウンターでの測定
は、非常に簡単です。写真のようなソ
ファーに２，３分座り、しばらく待て
ば、データをもらえます。
測定費用は、
1 回あたり 2 ユーロ（約 250～300 円）
程度（汚染地の子どもたちの測定は無
料）です。
アレクセイ・ネステレンコ氏のお話
（写真：ベルラド研究所）

を聞きながら、私たちも測定してもら
いました。日本メンバーで、ND～25 ベクレル／キログラム、ドイツメンバーで 10～20 ベクレ
ル／キログラム程度でした。検出限界は体全体で 15 ベクレルです。個別のデータについては気
になるものの、全員概ね「対策が必要なレベル（20 ベクレル／キログラム）
」は下回りました。

（４）放射性物質排出のためのビタミン剤「ビタペクト」の配布
ビタペクトとは、ビタミンとペクチンとを配合した錠剤です。放
射性物質を排出する効果の高いペクチンを含むアップルパウダーに、
ビタミン B2、B6、B12、C、E、βカロチン、葉酸、ミネラル分な
どを配合しています。
ベルラド研究所では 1990 年代からペクチンの放射性物質排出効
果を研究し、2000 年の 4 月から、保健省の認可を得て、ビタペクト
の製造・配布を始めました。広く普及させるために、フランスやウ
クライナで販売されている同様の錠剤とくらべ、3 分の 1 から 2 分
の 1 の価格で作り始めたとのこと。
研究所では、体重 1 キログラムあたり 20 ベクレル以上測定された
子どもたちにビタペクトを無料で配布しています。そのほか、希望
者には一つ 4 ユーロで販売しており、私たちもいくつかお土産に購入しました。
次のグラフは、ベルラド研究所がゴメリ州の小さな村ヴェルボヴィチの子どもたちの体内セシ
ウム 137 量の変化を経年でみたものです。山が高くなっているところは秋の測定で、きのこやベ
リーなどの影響がかんがえられるとのこと。線の緑色の部分はビタペクトの投与期間で、体内セ
シウム量が減少しているのがわかります。
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グラフ：ヴェルボヴィチの子どもたちのセシウム 137 量の平均値の変化
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（４）保養の効果
ベルラド研究所では、保養に行く前と後に WBC による測定を行い、保養による効果も可視化
しています。汚染のないバランスのとれた食事やビタペクトの服用も含め、平均して 40～60％の
放射能量低減が確認されているとのことです。
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（５）移動測定車
ベルラド研究所では、ワゴン車に食品放射線測定器とホールボディーカウンターを搭載した
「モバイルラボ」を活用し、汚染地域での食べ物と体内汚染との関係の研究などを行っています。
これまでに、研究所本部や地域拠点とモバイルラボとをあわせて、のべ 34 万 7000 以上の食品検
体の検査を行ってきました。うちモバイルラボでは、2009 年から 2013 年の 5 年間で 5200 回で
す。汚染の高い食品は、野生動物の肉、きのこ、ベリー類など森でとれる食物や湖の魚、牛乳、
牧草などです。

（写真：ベルラド研究所）

（５）ベルラド研究所の果たす役割
ベラルーシでは、一般の市民がガイガーカウンターや土壌や食品の放射線測定器に日常的に触
れ、その測定情報を手にするという環境にはありませんでした。2014 年に来日したリュドミラさ
んとマーシャさんも、福島の市民放射線測定所で初めて、ガイガーカウンターやホールボディー
カウンターを見たと言っていました。
そのような環境の中で、
ベルラド研究所が 1990 年代の多いときで 370 ヶ所もの地域拠点を人々
のアクセスしやすい学校などに開き、測定と情報・知識の共有を行っている研究所の活動は、重
要な役割を果たしています。
一方で、国のチェルノブイリ原発事故に対する政策が「事故被害の克服」から「復興」のステ
ージに移ろうとした 2007 年には、国家からの圧力がまして、重箱の隅をつつくような審査が行
われたりしたそうです。ビタペクトの製造も、国内では禁止され、現在ではチェコのパートナー
企業のもとで製造しているそうです。
またベルラド研究所による研究データは、WHO には政府による公的な機関でないということ
で、認められていません。
そういった困難を乗り越え、現在もドイツをはじめ国際的な支援を受けて活動を継続し、膨大
なデータベースを蓄積し続けています。自治体レベルでは、行政との協力もしているとのこと。
ベラルーシの置かれた厳しい現実と、民間の努力を思い知らされます。
・ 辰巳雅子（2011 年 7 月 13 日）
「ベラルーシの部屋ブログ」「ベルラド研究所について」
http://blog.goo.ne.jp/nbjc/e/c382ef7eca8660531e895c8a646e7f2a
・ ウラジーミル・バベンコ、ベラルーシ･ベルラド放射能安全研究所、辰巳雅子訳（2011 年）
『自
分と子どもを放射能から守るには』 世界文化社
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【２. 子どもたちのリハビリ保養センター「Nadeshda（希望 21）
」】4
訪問日時： 2015 年 4 月 2 日

11：00～15：00（施設内での昼食も含む）

対応者 ： イリーナ・ネステロヴィチ氏（所長代理、小児科医、2000 年～）
タチアナ・マイサック氏（広報担当）

◆リハビリ保養センター「ナジェジダ（希望 21）
」の概要
URL

： http://www.nadeshda.by/ （言語：露・独）

所在地

： ベラルーシ・ミンスク州ヴィレイカ

Dorfrat Ilja, 15

222417

（ミンスクから北に約 80km）
連絡先

： +375 17 717 61 90、center@nadeshda.by

設立

： 1992 年 7 月 28 日

共同運営者： ベラルーシ国立社会環境団体「生き生きしたパートナーシップ」
ベラルーシ非常事態省
「チェルノブイリ後の生活」協会（ドイツ・フランクフルト）
「ドイツプロテスタント教会の男性教徒」協会（ドイツ・ハノーファー）
「プロテスタント教会男性教徒の社会貢献」協会（ドイツ・シュヴェルテ）
加えて、日本のチェルノブイリ子ども基金（東京）が、継続的パートナーとして
支援
事業目的 ： １）チェルノブイリ原発事故被害の軽減
２）国際連帯の促進
３）将来に向けた子どもたちの教育
事業内容 ： チェルノブイリ原発事故による汚染地域を中心とした子どもたちの保養
職員数

： 約 180 名
（うち 32 名が医療センター（医師 4 名、歯科医師 1 名、看護師 19 名ふくむ））

4

報告：人見やよい、吉田明子
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（１）プロジェクト「希望 21」と保養センターの成り立ち
この保養センターは、チェルノブイリ事故後、被曝を受けた子どもたちを助ける目的で、1992
年７月にドイツとベラルーシの共同プロジェクト5「21 世紀の希望（ロシア語でナジェジダ：
Nadeshda）
」としてスタートしました。そこには、ベラルーシ政府のチェルノブイリ委員会も入
っていました。希望 21 のウェブサイトによれば、2007 年までは、国立の「放射線研究所」が「希
望」の共同経営者としてチェルノブイリ事故被害対策委員会に参加していました。ところが、2007
年 6 月 1 日（No.251）の大統領令により、「希望」共同経営者としての「放射線研究所」の分担
（役割、権限）は、ベラルーシ共和国の非常事態省に移管されています。「放射線研究所」の役
割の変化があるようです。
（※詳細確認中）
1992 年にベラルーシ政府の中に建設委員会ができて、保養に適切な土地の選定が始まりまし
た。選定の条件としては、もちろん放射能汚染がないこと、近くに高速道路があるなど子どもた
ちに事故のリスクがないこと、自然環境が美しいことなど。候補地の中から、ベラルーシ国立大
学の生物学科がフィールドワークに使用していた土地が選ばれ、大学から土地を買い取って必要
な施設を建設し、1994 年 9 月にオープンします。1994 年 9 月 24 日に、67 名の子どもたちを迎
えて最初の保養滞在が行われました。最初の子どもたちは、汚染のひどいモギリョフ州からやっ
てきました。汚染地域の子どもたちの保養の滞在費は、政府から支出されていますが、センター
の運営自体は「民営」で、それがこのセンターの特徴の一つです。後に、この希望 21 をモデル
にほかに 8 箇所の保養センターが作られましたが、それらはすべて国営です。

（２）子どもたちの保養滞在
開所 1～3 年は、3 カ月滞在のプ
ログラムが実施されていました。
なぜ 3 カ月かというと、ベラルー
シの学校は 1 年を 4 つに分けて、1
学期 3 カ月というペースで授業が
行われているからです。いわば、1
学期を丸々この保養センターで過
ごすことで、心身ともに健康を取
り戻すプログラムが組まれていま
した。子どもたちは長期間の滞在
で、体調はもちろん、精神的な面
でのケアも受け、ここを出て地元に戻ったときに、どういう生活を送ればいいかを学びます。
4 年目（1995 年）からは、ベラルーシ政府が様々な形で運営に関与するようになり、医療的な
面では予算もつきました。同時に、ここを利用する子どもたちの数も増え、当初の 3 カ月プログ
ラムが難しくなり、保養期間はどんどん短くなっていきました。1998 年からは、滞在期間が 1
カ月になり、現在は 24 日間になっています。

5

ドイツの社団法人「チェルノブイリ事故後の生活」
（フランクフルト）、ベラルーシの社団法人「チ
ェルノブイリ事故後の生活」（ミンスク）
、ベラルーシ・チェルノブイリ委員会（ミンスク）など。
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このような長期の保養滞在が実現されたのには、背景もあります。旧ソ連時代に戦前から、
「ピ
オネールキャンプ」というボーイスカウトのような、子どもたちに集団生活を教える制度があり、
夏休みを中心に、日本でいう林間学校のような長期滞在が行われていたとのこと6。そのため、長
期の保養滞在を実施しやすかったということはあったそうです。

（３）保養中の生活
子どもたちはまず、出発前に地元で健康診断を受けてやってきます。到着後、2 日間を準備期
間として検診等を行い、データ（住環境、病歴のカルテ）を元にクラスを編成し、3 日目から通
常の学校のように授業が始まります。子どもたちの保養プログラムで大切なのは、「医療、心理
学、教育」の 3 つ。この 3 つを組み合わせて、その子どもに最適のプログラムが組まれていると
のこと。
滞在中は、まず朝起きて、朝食を食べたのち、午前中は授業と治療の時間です。午後には、ク
ラブ活動のようなプログラムがあり、その間におやつの時間。夜も、ディスコのようなプログラ
ムなどもあるそうです。毎日魅力的なプログラムがたくさん企画されていて、24 日間という期間
でも、まったく飽きることなく、子どもたちは滞在を満喫して帰るそうです。
長年支援で関わっているチェルノブイリ子ども基金事務局長の佐々木真理さんによれば、とく
にここ希望 21 では、民間の施設のため職員の思いやりとケアが行き届いており、自分の子ども
たちのように面倒を見る。施設が充実していることだけでなく、そのような暖かい対応が特徴だ
と言います。
子どものときに甲状腺の病気を持っていて、希望 21 に滞在したことがあるというモギリョフ
州出身の青年アレクサンドルも、2014 年に日独ベラルーシ交流で日本を訪問した際に、保養滞在
は、多彩なプログラムがあって毎日がとても楽しく、終わるころには明らかに「元気になった」
実感があったと語っていました。
さらに、センター内には、「チ
ェルノブイリの部屋」があること
も大きな特徴です。原発事故の際
の写真や、被害状況が見られる立
体地図、各国からの支援の状況な
どが展示されています。このよう
な展示室、ベラルーシ国内でも多
くありません。チェルノブイリ子
ども基金など、日本からの支援に
ついても展示されていて、図書室
には日本語の絵本や、広島・長崎
に関する本も置かれています。

チェルノブイリ子ども基金ニュース（2015 年 6 月）
、P.8-9、平野進一郎氏の記事より
http://homepage2.nifty.com/chernobyl_children/101.pdf
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（４）センターの運営の現状
ここを利用するのは小学 1 年生から 11 年生までの子どもたち（6～17 歳）です。295 人の子ど
もたちと 25 人の引率者、合計 320 人が一度に滞在できる施設容量です。その 24 日間コースを、
年に 14 回実施するローテーションで、常に定員いっぱいの状態。1 年間で 4000 人を超える子ど
もたちが、ここを利用している計算になります。
子どもたちの滞在費は無料で、70％が政府の負担、残り 30％を海外 11 か国（ドイツ、イタリ
ア、オーストリアが多い）の NPO などの支援に頼っています。ちなみに、滞在費は 24 日間で
441 ユーロ（日本円で約 57,000 円7）です。
新しい取り組みとしては、2015 年 1 月から「母と子プログラム」をスタートさせました。子
どもがお母さんと一緒に宿泊し、保養プログラムを体験できます。24 家族（24 人の子どもと 24
人の母または父）を受け入れることができ、滞在費用は政府が負担しています。
なお、日本のチェルノブイリ子ども基金が、設立当初の 1993 年から、寄付や物資の提供など、
多大な支援をしています8。チェルノブイリ子ども基金は現在、夏に行われる病気を持った子ども
たちの特別保養するほか、全体の運営費の数パーセントも支援しています。
2015 年には訪問・見学者のためのゲストハウスもオープンし、今後多少の独自財源としていき
たいとのことです。

2014 年 9 月、
「希望 21（Nadeshda）
」は、保養開始から 20 周年を迎えました。

（５）医療について
2012 年、センター敷地内に医療センタ
ーがオープン、医師 4 人、歯科医 1 人、看
護師 19 人が 24 時間体制で勤務していま
す。それ以前は、医療のための施設は敷地
内に点在していて効率が悪かったため、一
か所のセンターに集約したそうです。ほか
に、ラボ、マッサージルーム、トレーニン

1 ユーロ=130 円とした場合
チェルノブイリ子ども基金による講演報告（2001 年）
http://www.smn.co.jp/cherno/news/46/01.html

7
8
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グルーム、水中治療、CO2 治療、アロマセラピールームなども併設されています。
ここに来る子どもたちの中には、ガン（リンパ、甲状腺）・呼吸器官疾患・心臓疾患など様々
な病気を持つ子も多くいます。現在特に多いのは呼吸器官の疾患。ベラルーシの子どもたちの
25％は、呼吸器系に何らかの問題があるといわれています。汚染地区の子どもたちは免疫力が落
ちているので、ここに到着してすぐに、風邪などにかかる子も多いといいます。逆に、甲状腺ガ
ンの子どもたちは減ってきていて、「事故前のレベルに下がっている」とベラルーシの学者たち
は発表しているそうです。しかし、
「30 人病気の子どもたちがいて、その中で 2～3 人が甲状腺ガ
ンです」という説明もありましたので、発症率は未だ高いのではないかと考えられます。
子どもたちは、保養滞在に来る前に、地元で健康診断を受けてカルテを持参します。医療セン
ターでは、医師 1 人が約 100 人の子どもたちを担当。カルテを作成、治療方針を決定し、地元へ
帰ったあとの指示書を出してくれます。ここへ来て、歯科医に初めて診てもらう子どもたちも多
く、虫歯の治療もしてもらえます。治療はすべて無料です。

（６）ベラルーシの保養の状況
ベラルーシには、このセンターを含めて 9 か所の保養センターがあります。施設のキャパシテ
ィーは平均して 1 回 300 人くらい。9 か所全部の合計に加え、非汚染地での通常の林間学校のよ
うな滞在も含めれば、年間 10 万人ほどの子どもたちが保養プログラムに参加しているとのデー
タがあります。
保養施設を利用できる対象は、汚染地区（セシウム 137 の汚染が 5 キュリー／平方キロ以上＝
実効線量 1mSv 以上に換算）に住んでいる子どもたち全員ではなく、約 60％に留まっています。
どの子が保養に来るのかは政府が選抜する仕組みになっています。
汚染地区の範囲は 5 年に 1 度、見直しが行われています。事故当初は、5 万 1890 平方キロメー
トルが汚染されたと発表されましたが、現在は 4 万 7738 平方キロメートルに縮小され、4142 平
方キロメートルが汚染地区から外されました。
チェルノブイリ法が 2008 年の改訂で、原発事故被災者への支援が縮小されていく方針だとい
うことについては、
「噂として流れている」とのこと。しかし、2016 年までは予算がついている
し、それ以降も突然打ち切られる
ことはないと思っている。9 つあ
るセンターもそれぞれ専門分野
に特化していくことを検討して
いる。学校単位ではなく、少数の
保養も受け入れできるように動
いている。チェルノブイリ被災者
の支援でなくなった場合は、セン
ターの定款を変えて、病気の子ど
もたちの保養センターとしての
存続も考えている。その一つとし
て『母と子プログラム』の取り組

10

ベラルーシ訪問報告（暫定版）

国際環境 NGO FoE Japan

2015 年 7 月 11 日

みも考案した」という答えでした。
センターは、1 年ごとに政府と契約して運営費を出してもらっているのだそうで、政府の方針
によっては存続の危機もありうるのかもしれません。

＜表： 子どものサナトリウム療養および健康づくりに関するデータ＞
年

療養などの対象となる人数

実績人数

充足率（％）

2001

405,926

229,883

56.7

2002

397,885

222,370

55.9

2003

357,912

212,220

59.3

2004

334,788

208,563

62.3

2005

275,196

177,011

64.3

2006

258,462

138,982

53.8

2007

213,099

138,524

65.0

2008

195,118

128,365

65.8

2009

174,418

115,003

65.9

2010

156,876

104,856

66.8

（出典：「チェルノブイリ原発事故・ベラルーシ政府報告書」
（2011 年））

●感想・コメント
毎年、10 万人もの子どもたちが、24 日間の保養プログラムに無料で参加できる体制というの
は、本当に素晴らしいことだと思います。
最後にイリーナさんが、「子どもたちが、温かい雰囲気で受け入れられていると感じられるよう
な施設であるよう、子どもたち一人ひとりに向かう気持ちで運営しています」と答えてくれたの
も印象的でした。施設は、設備やプログラムの優劣ではなく、運営する人の「気持ち」が最も大
事なのだと思います。日本にも、温かい気持ちで受け入れてくれる、常設の保養センターが必要
であると思います。日本政府が予算を組むべき事案だと思います。（人見やよい）
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【３. ベラルーシ公益財団「子どもたちに喜びを」】9

訪問日時： 2015 年 4 月 1 日

15：00～17：00 （事務所訪問）

対応者 ： オルガ・ダルシュケヴィチ氏（代表・事務局）
イリーナ・○○○○○氏（事務局）
リュドミラ・マルシュケヴィチ氏（小児糖尿病プロジェクト）

日

時： 2015 年 3 月 30 日 19:00～21:00（お話）

対応者 ： イリーナ・グルシェヴァヤ氏（共同創設者）

◆財団「子どもたちに喜びを」の概要

URL

： http://www.bag-tschernobyl.net/ （言語：露・独）
＊独自サイトはなく、ドイツのパートナー団体のウェブサイト

所在地

： ベラルーシ・ミンスク
220123 Minsk / Belarus

Str. Kropotkina 97 - 115

+375 172 374564、freude-kindern@tut.by

連絡先

：

設立

： 1990 年

創設者

： ゲンナジ・グルシェヴォイ博士（2014 年 1 月にガンで死去）
イリーナ・グルシェヴァヤ博士

代表者

： オルガ・ダシュケヴィチ

パートナー団体： ドイツ連邦ネットワーク「チェルノブイリの子どもたちのために」

活動内容

：

医療支援、子どもたちの外国での保養、教育、移住、情報・文化交流、人道
支援など

職員数

： 事務局有給スタッフは 2 名、ほかボランティアスタッフ
ベラルーシ国内に 70 団体のネットワーク

9

報告：八島千尋、吉田明子
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（１）財団の成り立ちと子どもたちの保養プロジェクト
ベラルーシの公益社団法人「子どもたちに喜びを」は、1989 年にゲンナジ・グルシェヴォ
イ博士とその夫人イリーナ・グルシェヴァヤ博士が、ベラルーシで最初の民間団体として、
当初は「チェルノブイリの子どもたちに」の名前で設立しました。その後、ベラルーシ国内
約 70 のチェルノブイリに関する団体と 33 の被災地域青少年団体のネットワークとなりまし
た。設立以来、国外の団体や都市とベラルーシ内の団体等との連絡を橋渡しし、数多くのプ
ロジェクトを実施・支援しています。
財団設立のきっかけとなったのが、1990 年から始まることとなる外国での子どもたちの保
養です。財団のボランティアスタッフで、旅の一部でバスガイドを務めてくれたタマラさん
によれば、当時、インドからチェルノブイリ事故の取材に来ていたジャーナリストが、イン
ドでの子どもたちの保養滞在を提案、ガンディー財団の支援を受けました。ゲンナジ・グル
シェヴォイ夫妻の奔走で、25 人の子どもたちをなんとか集めて送り出したのが最初だそうで
す。このとき、子どもたちが非常に生き生きして帰ってきた様子を見て、保養を継続的に実
施することを決めたそうです。
その後、今日までにのべ 37 万人以上の子どもたちがヨーロッパを中心に世界 23 カ国でプ
ログラムに参加しています。多いときには 1 年間で 21 カ国に 3500 人を送り出したこともあ
り、日本でも実施したことがあるそうです。現在は、ドイツ、スイス、オランダのみで実施
しています。ドイツのパートナー団体「チェルノブイリの子どもたちのために」は、ドイツ
国内で、保養受け入れを行うグループなど、250 団体ものネットワークがあり、ドイツとの
連携が特に強くなっています。
ただ、2005 年には、ルカシェンコ大統領が国会で「外国での保養は子どもたちの教育によ
くない、やめるべきだ」と発言し、波紋を起こしました。財団のイリーナ・グルシェヴァヤ
さんや内外の市民団体の呼びかけで、国に対する訴えや要望が相次ぎ引き続き認められるこ
ととなりました10。現在のベラルーシの法律では、海外での保養は夏の期間に限られています。
グルシェヴォイ博士は 2014 年に亡くなり、その際に団体の再登録が必要になりましたが、ち
ょうどこのころ、大統領の意向で「チェルノブイリ」という言葉の使用が禁止され11、2014 年 2
月以来、「子どもたちに喜びを」という名前に変えて、活動内容としてはまったく同様に継続し
ています。
1990 年の設立以来、国外の団体や都市とベラルーシ内の団体等の橋渡しや、数多くのプロジェ
クトを実施・支援しています。重点活動は医療支援、健康維持支援、教育、移住、情報、文化交
流、人道支援などが主で、幅広い分野にわたる活動のために事務所と会計や事務などの有給職員

10

財団ウェブサイト、動画より
http://www.bag-tschernobyl.net/kinderreisen/22-gesundung-von-belarussischen-kindern-im-ausla
nd.html
11 2014 年 4 月、来日時のマリア・ブラトコフスカヤ氏プレゼンテーションでもこのことが伝えられ
る。ただし、実際にはチェルノブイリという言葉を使うことを禁止する法律はない。大統領による市
民団体の締め付けは 2005 年ごろから強くなっている。インタビューを重ねた結果、少なくない人数
の人々が、反政府的な内容やチェルノブイリに関する話は禁止されていると感じ、委縮している様子
が見受けられた。http://www.foejapan.org/energy/evt/140419.html
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を 2 名有しています。またボランティア登録数は 500 人を超えています。

（３）若者プロジェクト「未来ワークショップ」
財団では、かつて保養などに参加した現在 20 代くらいの若者たちが自ら参加・運営する
プロジェクトも実施しています。
「将来へのまなざし－持続可能な世界のためにともに」とい
うモットーのもと、若者会議や、若者フェスティバルを毎年開催しています。歌や踊りもあ
る楽しいイベントに加え、エネルギー問題や放射能汚染に関する問題について、若者同士で考え
意見を述べる貴重な機会となっているとのことです。

同時にドイツのパートナー団体などとの間で、若者交流プログラムも始まりました。ドイ
ツ・ロットヴァイルの「核の脅威のない世界のための市民団体」が 2007 年ごろから継続し
て実施している若者交流も、その一つです。2013 年から、FoE Japan も日本メンバーとし
て参加しています12。
若者プログラムの重点の一つは「世代間の架け橋」です。2009 年からは次の「バブシュカ」
プロジェクトと協働し、学生や生徒も参加しているそうです。

（４）一人暮らしのお年寄りの支援「バブシュカ（おばあちゃん）
」プロジェクト
このプロジェクトは、チェルノブイリの避難地域などから移住してきて現在ミンスクのアパー
トで一人暮らしをしている年配の女性たちと若い世代との交流を促すものです。週に一度、若者
とバブシュカ（おばあちゃん）とで一緒に持ち寄りでお昼ご飯を食べたり、芸術鑑賞をしたりお
茶を飲んだりしています。
今回私たちの滞在中にも、オペラ座でのバレエ鑑賞に一緒に行ったり、マーシャさんの民謡鑑
賞に一緒に行ったりしました。また最終日は、ちょうどロシア正教のイースター前祝の日で、教
会に行った後にカフェでお話し、原発事故後の避難の体験について少しだけお話を聞くことがで
きました。

（５）女性・少女のための相談所プロジェクト
1990 年代初めから「女性・少女のための相談所」プロジェクトも実施しています。薗ころ
には、人身売買や、女性売買、家庭内暴力などがまだ日常的に残っていたそうです。教育や
情報普及、出国支援などを行うこのプロジェクトは多くの地域で成果をあげたとのこと。
1999 年からは、罪を犯した少女たちの刑務所出所後のサポートも行っています。

（７）その他の重点活動：
そのほかにも、障がい者への支援やリクヴィダートル（原発解体作業従事者）の家族へ
の支援、心的外傷後ストレス障害（PTSD）に悩む子どもたちとその家族や、汚染地域に住
む子どもたちや家族に対する、臨床心理士や社会福祉士によるケアなども行っています。
小児糖尿病プロジェクトについては次節。

核のない世界の市民団体の代表アンゲラ・ゲスラー氏によると、団体は 2011 年からドイツ在住の
日本人との交流を始めている。
12
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【４. プロジェクト「糖尿病と生きる」（財団「子どもたちに喜びを」）】13

訪問日時： 2015 年 3 月 25 日～3 月 28 日
※八島千尋が糖尿病の子どもたちの保養合宿に同行参加
対応者： リュドミラ・マルシュケヴィチ氏

◆財団「子どもたちに喜びを」－プロジェクト「糖尿病と生きる」
（財団の１つのプロジェクト）

責任者

： リュドミラ・マルシュケヴィチ

開始

： 1990 年

活動内容 ： １型糖尿病の子どもたちへの支援、教育
国内外での合宿プログラムの実施

13

報告：八島千尋

15

ベラルーシ訪問報告（暫定版）

国際環境 NGO FoE Japan

2015 年 7 月 11 日

（１）糖尿病の子どもたちを対象とした支援プログラム
2014 年に日本にも来たことがあるリュ
ドミラ・マルシュケヴィチさんは、自ら 20
歳の時から糖尿病を患っています。数学教
師の傍ら、財団ボランティアとして、糖尿
病プロジェクトを 1990 年から開始しまし
た。1991 年には糖尿病への対処法を学ぶ
学校「糖尿病と生きる」も設立しました。
学校では、血中糖度を自分で測定する方法
インスリン治療の方法を子どもたちに教
え、大人には糖尿病を持つ子どもたちへの
心理的対峙法を教えています。
リュドミラさんはドイツ・ロットヴァイル
で専門知識を学び、「糖尿病は病気ではなく
ライフスタイル」だと教え、受講後に子ども
たちが将来に希望を持つことができ、子ども
やその家族に大きな可能性を与えるプログ
ラムを実行しています。リュドミラさんは、

事故後、１型糖尿病（生活習慣が原因の２
型とは異なり、自己免疫性疾患などが原因
と考えられている）の子どもたちが増えて
いるといいます。ベラルーシには約 1500 人
の１型糖尿病の子どもたちがいて、年間で約 70 人の子どもたちがこの学校で学びます。1999 年
以来、年に 2 回（国内と、夏に国外で）合宿プログラムも行われていて、活動費や参加費（1 日
30 万ベラルーシルーブル＝約 3000 円）は寄付で賄われています。

（２）
「糖尿病と生きる」合宿プログラムの様子
私は「糖尿病とともに生きる」全スケジュ
ールの 4 泊 5 日のうち、後半 2 泊 3 日の日程
に同行させてもらいました。
子どもたちは、1 日 6～8 回の血糖値測定
と記録を訓練し、糖尿病とポジティブに向き
合うための話、また血糖値測定器等の様々な
使い方など、リュドミラさんから毎日丁寧に
教えてもらい、みんな真剣に聞いている様子
でした。食事内容は厳しく制限されており、
1 日に 3 回の食事と、3 回の軽食を、栄養や
糖類などにしっかり気を配り、規則正しく摂取していました。
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糖尿病の子どもたちは体の弱い子も多いですが、ストレスを溜めず運動し、体力をつけること
が生き生きとした生活にとても良いものだとし、1 日に 1 度、20 分程度のプール水泳をプログラ
ムに組み込んでいます。入水直前にはチョコレートを二片食べさせていました。今回、参加者の
少女の母親がスポーツの先生であり、ボランティアとして参加しつつ特に子どもたちとの運動の
時間に貢献していました。水泳以外にも、食前のウォーキングと食後の軽いスポーツ（ポルカや
ドッチボールやバレーボールなど）に取り組み、運動の時間は子ども達の無邪気な笑顔を多く見
ることのできる時間でした。
午後のお昼寝時間の前後では、ミサンガ等の手芸や、最終日の自己表現大会で発表するパフォ
ーマンスの計画と準備に積極的に取り組んでいました。そしてすべてのプログラムを終えて、み
んなの生き生きとした自己表現大会の発表では、とても上手な歌を歌った子や、華麗なバレエの
ステップを披露した子、空手の型と私のために追加で「イチ、ニ、サン、シ…」と 10 までの数
字を日本語で話してくれた子もいました。どの子もみんな生き生きとして目に輝きがありました。
この活動前にはとても暗い気持ちでやってくる子も多いと聞いていましたが、プログラムが終了
して両親と再会した子ども達の晴れ晴れとした笑顔と、両親のとても嬉しそうな顔を見て、この
活動がどの子にとっても良い変化となって影響を与えていくのだの実感しました。

＜タイムスケジュールの例（3 日目）＞
8:00

起床

8:30

朝ごはん（パンケーキのようなもの、クラッカー、シュガーレスジャム、
にんじんのサラダなど）
ウォーキング

10:00

プール（20 分程度）
血糖値のチェックと記録、講話

12:00

昼食（マッシュポテト、鶏肉ソテー、海藻サラダ、魚介ベースのスープなど）
バレーボール

13:30

血糖値のチェックと記録、昼寝

16:00

血糖値のチェックと記録、軽食、ミサンガなどの手芸

18:00

夕食（ポテト、鶏肉、にんじんのサラダ、スープなど）
ドッチボール

19:30

血糖値のチェックと記録
血糖測定器等の話

21:00

血糖値のチェックと記録、軽食

22:00

就寝

23:00

インスリン注射

（３）ベラルーシの１型糖尿病
下記の図は、ミンスク州とゴメリ州の小児１型糖尿病の発生率を比較したものです。ゴメリ州
のほうが、明らかに高い値となっています。
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グラフ： ベラルーシ、ゴメリ州における小児１型糖尿病の発生率（ミンスク州との比較）
（出典：Alena Zalutskaya, Tatiana Mokhort, 2003）14

図： ベラルーシの小児１型糖尿病の子どもたちの数（州ごと、2014 年 1 月時点）
（出展：2014 年、財団「子どもたちに喜びを」）

14

Alena Zalutskaya, Tatiana Mokhort, 2003,

“Incidence of childhood type 1 diabetes mellitus in Gomel, Belarus.”
http://www.researchgate.net/publication/8974145_Did_the_Chernobyl_incident_cause_an_increas
e_in_Type_1_diabetes_mellitus_incidence_in_children_and_adolescents
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【５. ドイツの支援による移住村 Stari Lepel】15
訪問日時： 2015 年 4 月 3 日
対応者 ：

11：30～14：00

ヴァレンチーノ氏 （Ökodom 広報担当）

◆スターリ・レペル村（ドイツの NGO ハイムシュタット・チェルノブイリ）の概要
URL

： http://www.heimstatt-tschernobyl.org/ （言語：独・英）
（運営しているドイツの NGO）
http://www.oekodomstroj.by/ （ミンスクの団体、言語：露）

村の所在地： ベラルーシ

連絡先

ヴィテプスク州 レペル村の一角

： Heimstatt Tschelnobyl e.V. 「チェルノブイリに代わる故郷（協会）」
Rechbergstraße 16, 71088 Holzgerlingen （ドイツ）
Tel: 07031-414269 E-Mail: kontakt@heimstatt-tschernobyl.org

関連団体：

ミンスクのパートナー団体「ÖkoBau（エコ建築）」
pereulok Uralskij, 15-107

220037 Minsk, Belarus

Tel： +375 17 269 91 13

E-Mail: oekobudaunik@gmail.com

Ökodom Stroj（ベラルーシ・ミンスク）（「ÖkoBau 」の姉妹団体）
http://www.oekodomstroj.by/
設立

： 1990 年

設立者

： ディートリヒ・フォン・ボーデルシュヴィンク

活動内容 ： １）チェルノブイリ被害最小化のための移住支援
２）環境負荷の低い、省エネルギー・自然素材の家をボランティアとともに建設

15

報告：深草亜悠美
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（１）ドイツの支援団体「Heim-statt Tschelnobyl e.V.」の成り立ち
プロジェクトの始まりは、1990 年にディートリヒ・フォン・ボーデルシュヴィンクとイム
グラート・フォン・ボーデルシュヴィンクがベラルーシの病院で、放射能汚染による病に苦
しむ子どもたちを目の当たりにしたことでした。
「私たちは汚染を受けた子どもたちの病床に立ち、病気の具合を心配している。ドイツの
多くの団体が子どもたちの保養受け入れをしているが、問題は子どもたちが、その後また汚
染の強い故郷の村に帰らなければならないということだ。だから私たちは、被災者が自国内
で、より汚染の低い新たな居住地を得られるような可能性を探った」16。
この、ディートリヒ・フォン・ボーデルシュヴィンクは、今回の参加者の一人、シャルロ
ッテのお兄さんです。また彼の曽祖父は 20 世紀初頭に障がい者福祉施設「ベーテルの家」
を作った人です。ディートリヒ氏は、1987 年に初めてベラルーシを訪問、当初は、第二次世
界大戦のドイツ軍の非人道的な侵略に胸を痛め、償いをこめてその戦跡を訪問する目的があ
ったそうですが、その中で、チェルノブイリ原発事故の看過できない被害影響を目の当たり
にしたそうです17。

（２）移住村プロジェクト
そこで二人は、木と粘土の家を自分たちで立てる
という移住プログラムを開始することにしたそうで
す。1991 年から、夏季に毎年、ボランティアのグル
ープとともにベラルーシに 3 週間滞在し、汚染の低
い北部地域に、被災者家族とともに、家を建て始め
ました。それ以来、現在までに、ドルシュナジャと
レペルに計 60 棟以上を建設し、1500 名以上のボラ
ンティアがベラルーシ・ドイツから参加しています。
最初の村（Drushnaja）の建設は終了し、31 軒の家
が建てられました。団体のウェブサイトによると、プロ
ジェクトの目的は汚染された土地に住む人々に、良い食
事や医療が受けられる場所を提供し、さらに社会復帰や移住者同士が出会い、助け合う場を作り
上げることにあるそうです。さらに、環境にやさしい建設方法を提案することで、国にとって一
番良いエネルギー源を探すことにもつながっているということでした（村には太陽光パネルが設
置されており、採用している住宅建設方法は省エネ率が高い）。
家づくりは、ボランティアの手づくりで行っています。毎年夏に３週間のワークキャンプを開
催し、ドイツやイタリア、ベラルーシ国内からのボランティアの青年たちと移住希望の家族の協
同によって、粘土と葦、木材を使う伝統的な工法で行います。専門技術を持っていなくても参加
することができます。壁の厚さは 48 センチで断熱性に優れており、自然素材を使う環境負荷の
16

ウェブサイトより：http://www.heimstatt-tschernobyl.org/index.php?fid=&id=7-0-0-0-0
DIE WELT、2012 年 12 月 26 日 ディートリヒ・フォン・ボーデルシュヴィンク氏取材記事
http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article112182308/Lebensweg-war-vorgezeichnet-dannkam-Tschernobyl.html
17
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少ない家であるので「エコハウス」と呼ばれ、公には持続可能なまちづくりという側面もアピー
ルし、ミンスクにあるベラルーシの団体 Ökodom Stroj（エコドーム）と連携しています。

（２）レペル村のプロジェクト「スターリ・レペル」
首都ミンスクから車で 2 時間ほど、
北東 150 キロの場所にあるレペル村
（ヴィテプスク州）でのプロジェク
トは、1994 年から始まりました。
2015 年 4 月現在、27 軒の家が建っ
ており、汚染された地域から移住し
た約 80 名が生活しています。村の
近くにはレプラ湖と呼ばれる湖が
あり、4 キロ離れた場所には町と学
校、そして 3 キロ先にはコルホーズ
（協同農場）があるため、子どもた
ちは学校に通いやすく、親たちは町
やコルホーズがあるのでそこで職を得ているそうです。
入居希望者は公募しますが、36 歳未満で子どもが少なくとも一人おり、また移住元の土地が年
間一キロ平方メートルあたり 5 キュリー（実効線量約 1 ミリシーベルト）以上汚染されているこ
となどが条件となります。スターリ・レペルプロジェクトに政府機関の補助金などは一切なく、
ほとんどが外国の支援で賄われています。ただし、
道路や上下水道などのインフラは政府によって
建設されたそうです。村には公民館と医療センタ
ーがあり、これらの施設は移住者だけでなく近隣
の住民にも使用されています。
公民館は、2008 年から 2009 年にかけて建設
されたパッシブハウス18で、村の人々が交流した
り集まったりする重要な場所となっています。私
たちも、見学後ここでお話を聞きました。
医療センターには医師が 1 人、看護師が 4 人勤
務しており、一人の医師が近隣 7～9 つの村を往

スターリ・レペルの公民館

診しています。またこの往診区域には約 2700 名の住民が住んでおり、産婦人科の医者は年に 3
回診療所に出張してくるそうです。

（３）建設中のお宅を訪問

18

建物の性能を上げる事により、冷暖負荷が低く、エネルギー効率のよい住宅。ドイツ・パッシブハ
ウス研究所が規定する認定基準をクリアしたものをいう。
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ちょうど、建設中（ほぼ完成）のお宅の中を見
せていただくことができました。２階部分はまだ
構造がむき出しになっていましたが、1 階部分は
ほぼ住めるようになっていました。一部、配管な
どまだ出ているところもあり、手づくりの痕跡が
見られました。しかし全体的に、素敵なお家で快
適そうです。
移住者の女性、タチアナさん（28 歳）はブレス
ト州の汚染地域出身で、以前は教師をしていたと
のこと。3 歳（推定）の男の子と 0 歳の女の子が
います。子どもの健康を考えて移住を決意、プロ
グラムに応募し、2014 年の 11 月から個々に住ん
でいるとのことでした。

--------------------------------------------------------------＜お問合せ＞
国際環境 NGO FoE Japan
〒173-0037 東京都板橋区小茂根 1－21－9
03-6909-5983
www.foejapan.org
2015 年 7 月 11 日
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