連帯のための声明
“日本の人々とともに"
“We stand as one with the people of Japan”
【東京、2011 年 3 月 21 日】 ネパールの山上からニューヨークの街角まで、世界中すべての地において、貧困の解消の
ための世界的な市民社会ネットワーク「貧困をなくすためのグローバル・コール」（Global Call to Action against Poverty:
GCAP）に参加する全てのメンバーは、日本から届いた地震と津波による破壊のイメージに驚愕し、すべての事実とそれを
裏付ける写真、映像の背景にある、人々の織りなすストーリーに共感しています。
私たちは、日本を襲った、人々の心胆を寒からしめる恐るべき災厄に直面している日本の人々と固く連帯します。私たち
の思い、そして祈りは、日本にいる私たちの仲間、家族、友人とともにあります。私たちは、愛する者たちを失ったすべて
の家族に哀悼を、安否を気遣う家族に共感を届けます。私たちは、福島第 1 原子力発電所から放たれた放射線の被害
の可能性を気遣う全ての父親・母親たちと共感します。
実際、私たちは日本で生じた破壊のイメージにたじろがざるを得ません。瓦礫と化した町の真ん中で座り、泣く若い女性、
家の屋根の上に鎮座する漁船、破壊された建物から死体を運び出す、マスクをしたレスキュー隊のスタッフたち。一方、
80 歳の女性とそのお孫さんが崩壊した建物から 9 日ぶりに救出されたというニュースに、私たちは涙しました。悲しみの
中にも希望を感じることができたからです。
「マグニチュード 9.0 に及ぶ地震と巨大な津波のインパクトが、日本という国家をその根底から揺るがしている」。日本人と
その世界中の友人たちは、今回の事態をこのように形容します。私たちは時間をとって、復興を支援するために最も有効
な方法は何かについて、情報を共有していかなければなりません。
国際連帯
日本国政府は、この規模の危機を取り扱う上で独特の地位を有していると言えるかもしれません。日本は、1995 年の阪
神・淡路大震災を乗り越え、その後、ハイチからパキスタンにいたるまで、巨大な災害の救援のために、資金と技術を提
供してきました。
しかし、どんな国にも、巨大な自然災害に単独で立ち向かわなければならない必然はありません。現在までに 128 ヵ国
（その中には低開発の状態にある貧困国も数多く含まれています）が、日本への支援の提供を申し入れましたi。また、30
以上の国際機関が、救援に向けた援助のために、日本政府および地域の非営利組織とともに取り組んでいます。私たち
GCAP は、この苦難と危機に世界の国々が共同して取り組んでいる、その姿勢を賞賛します。一方で私たちは、世界中を
蝕んでいる貧困と環境の危機に対して、世界の指導者たちがこれだけの意欲を持って日々取り組んでほしい、という願い
を持つことを禁じえません。
復興に向けた努力への貢献
緊急人道支援を援助している個人および組織は、地域において専門性を持つ日本の組織を支援することが求められます。
物資の寄付は、現場で緊急救援に取り組んでいるグループの、そもそも限界のある資源配分の方法をより歪める可能性

があるので、勧められません。資金的支援は、現地の市民社会向けには、ジャパン・プラットフォーム、もしくは、（特活）国
際協力 NGO センター（JANIC）が設立した緊急支援基金 （English information on the NGO Relief Fund: Here）が行ってい
ます。詳細は本声明の末尾を参照してください。
次のステップ
日本は、災害救援と、福島の原子力発電所で生じうるさらなる過酷な事態を防ぐための措置とを同時進行で取り組んでい
ますが、災害救援から復興へとステージが移行していくにともない、私たちは、日本国政府および世界の指導者たちに、
以下のことを検討することを提言したいと思います。
1．完全な透明性と情報アクセスの権利の保障
日本の市民、さらには世界中の人々は、福島の原子力発電所の問題に関連して、安全性および公衆保健に関して、
できるだけ早く、正確な情報を得る権利を有しています。私たちは日本国政府に対して、公開しうる情報をできる限
り早く完全に公開するよう、あらゆる努力を払うことを求めますii。
2．緊急サービスの適切な供給
日本政府と国際社会は、国際人道法に基づき、生存者たちに対して、早急に水、食料、医療ケア、その他の必須
サービスを提供する責任がありますiii。もちろん、この種の災害においては、実施プロセスにおいて大きな挑戦課題
を抱えることは必定なのですが。特に、緊急支援と復興のためのイニシアティブにおいては、高齢者、障害者、言語
的・文化的障壁のために孤立する可能性のある外国人、女性、子供など、最も脆弱な立場にある人々を支援するた
めに追加的な努力をしなければなりません。
3．モニタリングとアカウンタビリティ
世界、および地域の市民社会は、国際的な援助と国内的な緊急支援のための資源の分配が、本来対象とする受益
者に届いているかどうか、また、プロジェクトが効果的に実施されているかどうかについて監視する必要があります。
日本政府と援助機関は、こうしたモニタリングのための努力を十分に支援しなければなりません。
4．災害後の調査
国連は、将来の災害の防止およびそのインパクトの軽減のために、日本における教訓を考慮に入れ、以下の事項
についての調査のためのヒアリングを行う必要があります。
・

原子力の安全性

・

自然災害と気候変動のリンクiv

連帯をもって
「あなたは一人ではありません」。私たちは、日本の人々、国家、そして政府に対して、こう申し述べたいと思います。死者
を埋葬し、生き残った人々を支援している全ての方々へ。私たちは、みなさんと共にいます。オーストラリア、チリ、中国、
ハイチ、インド、インドネシア、ニュー・オーリンズ、ニュー・ジーランド、パキスタン、ロシア、スリ・ランカ、トルコ、そしてその
他あまたの場所において、母、娘、父、息子、兄弟、姉妹たちは、災害とそれが引き起こす悲劇をみな、経験しています。
私たちは、あなた方の国々が被っている苦痛と苦難を共有します。踏みとどまってください。私たちはあなたとともにいま
す。

GCAP に つ い て ： 「 貧 困 を な く す た め の グ ロ ー バ ル ・ コ ー ル 」 は 、 世 界 の 貧 困 問 題 に 取 り 組 ん で い ま す 。
http://www.whiteband.org/を見てください。
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＜日本の緊急支援のサポート：寄付に関する詳細＞
現地で行われている緊急支援をサポートしたい個人および団体のみなさまには、現地の状況に精通している日本の
団体を支援することをお勧めします。物資支援は、現地の緊急支援団体の資源配分の可能性を狭めるため、お勧め
できません。資金支援は、「ジャパン・プラットフォーム」もしくは、（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）が運営する
緊急支援基金に対して行うことができます。

ジャパン・プラットフォーム
ジャパン・プラットフォームは、日本の NGO32 団体のコンソーシアム、経済界、外務省が連携した国際的な緊急支援
団体です。同団体は、2011 年 3 月 11 日に日本の東北地方で生じた地震および津波に被災した人々への緊急支援
を行っています。詳しくはジャパン・プラットフォームのウェブサイトへ。（English Page）

（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）緊急支援まとめて募金
日本の NGO は、2011 年 3 月 11 日に生じた地震と津波で被災した人々への緊急支援を行っています。日本の市民
社会団体のネットワークである（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）は、この緊急支援を行う NGO の活動を支援
する「まとめて募金」を設置しました。JANIC の構成団体である NGO 少なくとも 27 団体が、この緊急支援に取り組ん
でいます。JANIC「まとめて募金」は、これらの活動への資金的支援を受け付けています。詳細については、JANIC
「まとめて募金」のウェブサイトをご覧ください。（English Page）
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"Factbox: Japan disaster in figures" (Reuters, 19 March 2011)
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“Japan’s Tragedy – Tohoku Earthquake and Fukushima Nuclear Plants: Japanese are not informed of the truth,”
Takeichi Saito, Takeichi Saito, Representative, Iwanai Nuclear Plant Study Group
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“The Agenda for Development” (United Nations; section on “Humanitarian Issues and Development”
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“Global Warming may bring tsunami and quakes: scientists” (Reuters, 17 Sept, 2009), “Learning from Japan;
Promoting Education on Climate Change and Disaster Risk Reduction” (The Brookings Institution, 14 March 2011)

