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国際環境NGOグリーンピースの取り組み



2011年を振り返り
事務局長からのメッセージ

Message

　2011年は、激動の年でした。 
　東日本大震災で、被災された皆様、また現在も不
自由な暮らしを送っていらっしゃる皆様に、改めてお
見舞いを申し上げます。また、グリーンピースの活動
をボランティア、またご寄付という形で支えてくださっ
た皆様にお礼を申し上げます。  
　2011年、グリーンピースは、震災当日よりオランダ
にあります本部と連絡を取り、東電福島第一原発事
故の緊急対策チームを結成し、放射能被害の低減
を最優先に活動してきました。日本政府が、情報公開
を怠るなか、国際環境NGOとしていち早く福島県内
だけではなく、海洋・海産物の放射能汚染調査を行
い情報発信することができました。  
　グリーンピースは、これらの情報を発信するだけで
はなく、具体的な政府や企業への提言としてその実
現に向けて働きかけました。飯舘村の避難勧告や、
広範囲の海洋調査、そしてスーパーの放射能自主検
査などはその後実現されています。  
　しかし、子どもを放射能被害から守る政策はまだま
だ十分ではありません。また、悲劇をもたらした原発
は全廃ではなく、再び動き出そうとしています。  
2012年、グリーンピースは、原発ゼロの社会を必然と
すべく、スタッフ全員で取りくんでいきます。  
　また、原発事故という悲劇を繰り返さないために
は、政府や企業を監視する成熟した市民社会の形成
が欠かせません。グリーンピースは、成熟した市民社
会の形成のための活動も続けていきます。  
 
 国際環境NGO グリーンピース・ジャパン 
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1 飯舘村、福島市などの 放射線調査 

1-1 第1回調査 
飯舘村住民の避難を 

　グリーンピースは2011年3月26日か
ら、2011年中に合計11回の放射線
測定調査を実施しました。 
　3月26日と27日に実施した第1回目
の調査では、飯舘村とその周辺地域を
重点的に調査し、毎時7～10マイクロ
シーベルトという高い線量にも関わら
ず、飯舘村の大部分の村民が生活を
続けている状態を公表しました。 
　3月27日には「（飯舘）村の大部分
が福島第一原発から30km以上離れ
ており、『避難勧告』、『屋内退避』など

の指示は出されていません。飯舘村
は、すでに自主避難の措置をとり、住民
の1割以上が避難したと報道されてい
ます。しかし、住民らは十分な情報が得
られないことを危惧しながら日々の生活
を続けています」と科学的データに基
づいて飯舘村民の避難を決定すること
を政府に要請したのです。 
　その3日後の3月30日には、国際原
子力機関（IAEA）が同様に飯舘村周
辺の高線量地域について懸念を表明
し、事実上日本政府に避難範囲の拡

大を求めたという報道がされました。し
かし、そのIAEAも日本側からの圧力に
屈したのか4月1日に飯舘村でのIAEA
測定値に誤りがあったとしただけではな
く、「（飯舘村に対して）我々はそもそも
避難勧告を出していない」と発言しま
す。その後、海外メディアなどでも線量
が高い実態が指摘され、飯舘村は「計
画的避難区域」に指定されますが5月
に避難が開始されるまで高い線量の
中での生活を強いられてしまいました。 
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　4月4日から10日に行った2回目の調査においては、より
広範囲な空間線量、そして野菜などの農作物の汚染状況を
確認しました。特に人口の密集する福島市、郡山市などの
調査を優先とし、原発から約60Km離れた福島市や郡山市
などでは、チェルノブイリ原発事故後に周辺地域で避難指
示の基準となった年間積算線量5ミリシーベルトを数週間で
超える放射線量を検出（福島市内の公園では毎時4マイク
ロシーベルト、郡山市内の神社において毎時2.8マイクロ
シーベルトなど）。この調査結果に基づき4月11日に以下の
4点を求めて政府に要請しました。 

1. 福島第一原子力発電所から20km圏外のホットスポット
と呼ばれる放射線量の高い地域（浪江町、飯舘村など）
への避難指示発令と、その住民への東京電力もしくは政
府による完全な生活補償を行うこと。 

2.放射線量が依然として高く、人口も多い福島市や郡山市
を含む広域を「特別管理地域」と指定し、汚染度の高い
地区を除染するなど適切な措置を早急にとること。さら
に、住民に対して放射能から身をまもるための実行可能
なアドバイスを提供すること。 

3. 福島第一原子力発電所から100キロメートル圏内の地域
を優先として、放射性セシウム（Cs-134,Cs-137）による
汚染状況の詳細な調査(単位：kBq/m2)とその地図化を行
うこと。将来的には、東日本全域を調査対象に含めること。 

4. 子どもが放射線の影響を受けやすいことを十分に考慮
し、校庭などで年間の積算線量が1ミリシーベルトを超え
るような高い放射線量が測定された学校では、除染など
の対策が講じられるまで休校などの措置をとること。 

　これらの要請を行った当時、人口密集地である福島市や郡山
市の高線量を話題にするメディアはほとんどありませんでした。 
 

1-2 第２回調査 福島市を特別管理区域に 
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　福島第一原発からは、大量の放射
性物質が、大気だけでなく海洋にも流出
しました。また大気に放出された放射性
物質も、その約80％が海洋に落ちたと
の試算があります。放射性物質は海流
で広く拡散し、また海底に沈むなどして、
長期間汚染が続いてしまいます。 
　福島第一原子力発電所の事故によ
り海洋に流出した放射性物質を調べる
ため、第3回調査として2011年5月3日
から5月9日にグリーンピースは海洋調査
を実施しました。 
　この調査は、グリーンピース本部から
オランダ船籍の「虹の戦士号」を派遣し
行う予定だったため、船籍国のオランダ
政府から日本政府へ詳細な調査計画書
と許可申請を提出し、日本の領海内を
含む海域の調査許可を求めたのです。 
　4月28日、「虹の戦士号」を使用した
福島第一原子力発電所周辺における
海洋調査について、日本政府から許可
が下りましたが、許可内容が調査海域
を領海外（沖合約22キロより外）に限
定するなど不十分で、「虹の戦士号」を
東京湾沖に停泊させ許可の再考を求

めました。しかし、領海内での調査は認
められず、結局領海外からのみの調査と
なったのです。 
　しかし、政府からグリーンピースに対す
る海洋調査への圧力を感じ始めたころ
から虹の戦士号による海洋調査と同時
に陸から漁港を訪ねての魚介類汚染
調査を準備しはじめていました。そして、
5月2日から5月9日の日程で、地元漁師
の協力で、漁港をめぐり魚介類のサンプ
リングを行いました。 
　虹の戦士号で行った海洋調査と、沿
岸からの海洋調査の結果で、エゾイソア
イナメ（福島県小名浜港で採取）から
1kg当たり857ベクレル（Bq）のセシウム
（Cs-134+Cs-137）、カキ（福島県四
倉港で採取）から同740Bqのセシウム、

マナマコ（福島県久ノ浜港で採取）から
同1,285Bqのセシウム、アカモク（福島
県江名港で採取）から同127,000Bq
のヨウ素（I-131）および同1,640Bqの
セシウムなど、複数のサンプルから暫定
規制値を大幅に超える放射性物質を
検出しました。 
　このような調査結果を受けて、5月12
日、グリーンピースは水産関係者や消費
者の安全性確保を目的とした海洋調査
の強化と、それに伴う漁業関係者への
損害補償を日本政府に要請します。そ
の後、5月19日に厚生労働省が福島県
内での海藻類、貝類などの調査を発表
しますが、海洋汚染の状況を把握する
ためにはまったく不十分なものでした。 

2-1 第３回調査 
「虹の戦士号」を派遣 
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　そこで5月26日に再度政府に以下の
5点を要請しました。 

1. 放射能汚染水の海洋環境への意
図的放出禁止 

2. 放射能汚染水の非意図的漏出の
徹底モニタリングとその公表 

3. 魚類、海藻類、貝類、海水、底質など
を含む、太平洋沿岸域における調査
対象種および海域の大幅拡大、結
果の公平かつ速やかな発表、そして
消費者へのわかりやすい説明 

4. 3の調査によって水産関係者や消
費者の安全性が確認されるまで、水
産物の漁獲、加工、流通、販売の一
時中止 

5. 漁獲の一時中止により水産関係者
が受ける被害の公平かつ速やかな
全額補償（東京電力へ請求） 

 

 

　5月の海洋調査以来、福島県の漁業
者と良好な関係を築いていたグリーン
ピースは、その関係者から福島沿岸漁
業が8月中にも解禁されるかもしれない
という情報を入手します。そこで、福島
県の釣師浜港、久ノ浜港、四倉港、小
名浜港、勿来港漁港を中心に7月22日
から7月24日に調査を行いました。 

　この調査でも、アイナメ（福島県小名
浜港で採取）から1kg当たり749Bqの
セシウム（Cs-134 + Cs-137）、クロメ
バル（福島県小名浜港で採取）から同
1,053Bqのセシウム（Cs -134+ 
Cs-137）など、複数のサンプルから暫
定規制値を超える放射性物質を検出し
ました。 

　これを受けて、汚染された魚介類が市
場に出てしまうことを危惧したグリーン
ピースは、8月9日に政府に以下の2点を
要請します。 

1.流通される魚介類を購入する消費者
の安全性を確保するために、魚介類
のモニタリングと流通規制の強化を
行うこと 

2. 魚介類の商品情報表示について、
商品の表示ラベルに、放射能汚染
の数値と漁獲海域の表示を義務化
すること 

　この後も、グリーンピースは9月（第6
回）、10月（第7回）、11月（第8回）と漁
港をめぐっての海洋調査を続け、政府の
海洋調査拡大を実現しました。 
 
 

2-2 第４回調査 
魚介類のラベリングを 
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3-1 第５回調査 保育園、学校など 
　2011年8月になっても福島市内の保育
施設や教育施設の線量は依然として高い
ままでした。そこで、グリーンピースは夏休み
中に、除染後の学校や保育施設の放射
線量の測定を行い、除染が不十分なこと、
また、除染をしても再汚染が起こることを検
証し、発表、政府に対策を求めました。 
　調査した高等学校から、除染後にもかか
わらず、一般道に通じる場所で1時間当たり
1.5マイクロシーベルト（地上1メートル）を計
測。同じく除染後の保育施設でも、１時間当
たり0.82マイクロシーベルトを計測しました。 
この結果から、政府に、福島の人々に『避
難の権利』を認め、希望者には避難費用
の補償、住宅の提供などの公的支援、特
に子どもには、除染が完了し、安全が確認
されるまで、疎開、もしくは避難させることを
要請しました。 
　グリーンピースは、3月の調査から一貫し
て、妊婦と子どもの優先避難を訴えてきまし
た。2012年初旬までに、一部の地域で賠
償が実現しましたが、いまだに汚染地域でた
くさんの妊婦や子どもが暮らしています。移
住・保養・健康診断など、子どもたちを守る
政策の実現が早急に必要だと考えます。 
 
　12月にはウクライナからチェルノブイリの
子どもたち5万人を診てきた医師を招いて
講演、健康被害を防ぐための「教訓」を話
してもらいました。こうした活動が、「原発事
故子ども・被災者支援法」の2012年6月
成立につながりました。 
 

子どもや妊婦に避難の権利を 3 
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4-1 放射能測定室シルベク誕生 
と食品調査 

 　2011年10月、グリーンピースは汚染
された食品が広く流通している可能性
を詳しく調べるために、西新宿に「放射
能測定室シルベク」を開設しました。1キ
ロ当たり500Bqという食品の高い暫定
規制値に不安を感じる方々のために、
実際に販売されている食品の測定が急
務だと考えたのです。そこで、それまでほ
とんど測定されていなかった魚介類を中
心として「秋のお魚調査」を行いました。 
　対象はスーパー大手5社のAEON、イ
トーヨーカドー、ユニー（アピタ）、ダイ

エー、西友。これらの東京都、神奈川県、
千葉県、埼玉県、茨城県、福島県、宮城
県の店舗において秋の魚で、東日本太
平洋側で捕獲された魚介類商品を中心
に12商品ずつ購入し計測しました。 
　結果として、全60サンプル中34サン
プルから放射性物質を検出。スーパー別
では、イトーヨーカドーとダイエーにおいて
購入した各12サンプル中、それぞれ8検
体で放射性物質を検出しました。また、ユ
ニー（アピタ）で購入したワカサギ（茨城
産）は88Bq/kg（Cs-134+Cs-137）、 

ダイエーで購入したブリ（岩手産）は
60Bq/kg（Cs-134+Cs-137）で、幅広
く汚染された魚介類が市場に出回って
いることを証明しました。 
　この大手スーパー5社における抜き打
ち調査は11月、12月にも実施し、2011
年には計3回行いました。それぞれの調
査で、サバの缶詰や兵庫県産と表示さ
れたアンコウなどからも放射性物質を検
出し、加工品、さらには兵庫県など西日
本産と表示される魚介類にも汚染が確
認される実態を発信し続けています。 

スーパー5社、魚介類抜き打ち調査 
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　ところが、自主検査や独自の規制値
を設けるとなるとなかなかスーパーも進み
ません。腰の重いスーパーを動かす方法
としてグリーンピースが採用したのが、大
手5社の放射能汚染食品への考え方
や取り組みをランキング化すること、そし
てそれぞれのスーパーでの抜き打ち調査
とその結果を実名公表することでした。 
　スーパーマーケットランキングのため
に、9月2日に調査票を5社に送付、それ
ぞれの会社との会議を重ね、10月に回
答の第一次締め切り、11月11日を最
終締め切りとしました。調査では、仕入
基準、販売基準、放射能測定体制、消
費者への情報提供、政府への働きかけ

の5項目を採点しています。 
　同時に、10月20日には既述の第一
回目抜き打ち調査結果を発表し、スー
パーに自主検査の必要性を理解してもら
うとともに、消費者が独自に「お客様の
声」として投稿することも推奨しました。 
　この働きかけがきっかけで、調査締め
切り3日前の11月8日、業界最大手の
AEONは「放射能“ゼロ”目標宣言」を
発表し、自主検査の強化と独自基準の
採用を開始します。 
　グリーンピースが11月24日に発表し
たスーパーマーケットランキングは上位か
ら、AEON、イトーヨーカドー、ダイエー、
ユニー（アピタ）、西友となりました。この

ランキング発表前後、イトーヨーカドー、
ダイエー、そして西友が漁獲海域表示
の明確化を実施しました。最下位だった
西友に至っては、それまでなかなか重い
腰を上げずにいましたが、スーパーマー
ケットランキング発表を受けてその直後
に、執行役員がグリーンピースの事務所
を訪れ改善を約束しました。 
 
　このようにスーパー業界が放射能汚
染食品の取り扱いを厳しくすることで、
政府の暫定規制値見直し議論の促進
にも大きく寄与することとなりました。 
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　グリーンピースは、2012年にすべて
の原発を稼働停止しても、電力不足に
困ることもなく、温室効果ガスの削減目
標も達成できるエネルギー供給シナリオ
を2011年9月に発表しました。 
　この「自然エネルギー革命シナリオ
-2012年、すべての原発停止で日本が
よみがえる」は、ドイツの航空宇宙セン
ターと協力して作成したシミュレーション
で、2012年春までに、日本国内のすべ
ての原子力発電所の稼働停止を想定

し、原発にも化石燃料にも頼らない、未
来へのエネルギー政策の道筋（シナリ
オ）を、具体的データに基づいて作成し
たレポートです。 
　このシナリオを導入することで、原発
に頼らないエネルギー政策を実現させ、
日本の環境技術を世界トップレベルへ
導き、日本経済の復興にもつながると呼
びかけました。 
　このレポートは、右記の4点を結論とし
ています。 

1. 2012年にすべての原発を稼働停止
しても、必要な電力がまかなえること 

2.自然エネルギー・省エネ技術の拡大
による経済効果・大幅な雇用増大の
メリットがあること 

3. 2020年に、自然エネルギー発電で
電力の43％をまかなえること 

4. 2020年までに、温室効果ガスの
25％削減目標を達成できること 

5 自然エネルギー革命 シナリオ 

5-1 2012年全原発停止シナリオを作成 
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　グリーンピース・ジャパンの2011年度（1月から12月期）に
おける財務報告書はグリーンピースの国際的な基準により
作成され、国内において須永公認会計士事務所により会計
監査を受けたものです。 
　2011年度は、昨年度と比較し寄付金収入が 21％増加し
ました。東電の福島第一原発事故後、グリーンピース本部か
ら支援を受けたこともあり、国内のサポーターの皆様からいた
だきましたご寄付はすべて脱原発と自然エネルギーを促進す
るキャンペーンに使用することができました。 

6 ２０１１年度財務報告  

6-1 貸借対照表（２０１１年１２月３１日現在） 
 

6-2 収支計算書 
（自２０１１年１月１日　至２０１１年１２月３１日） 

 
 

2011年 事業・管理費の内訳　単位：万円 

 

資産   （単位：円）     
流動資産   67,255,509     
有形固定資産  700,791     
保証金  1,985,094     
固定資産   2,685,885     
資産合計   69,941,394     

正味財産     
期首正味財産  15,099,638     
剰余金  14,831,006     
期末正味財産   29,930,644     
正味財産合計   29,930,644     
 

負債     
流動負債   40,010,750     
負債合計   40,010,750     

負債及び正味財産合計   69,941,394   

収入の部   （単位：円）    
寄付収入 80,495,343    
グリーンピース本部からの補助金   90,662,000    
その他収入 1,554,821 172,711,536

その他収入        
受取利息  5,025     
雑収入  233,114  238,139

支出の部      
物販費  576,821    
事業・管理費 ※別表参照  156,757,396 157,334,217    
事業収入   15,377,319    

事業外費用      
為替差損  17,806     
雑費  600,000     
資産償却損  96,646  714,452    
税引前収入   14,901,006

事業税    7０,０００    
税引後収入   14,831,006

管理費 
4,319 
（28%） 

 

資金調達 
費用 
1,484 
（9%）  

活動費 
6,201 
（40%）  

活動サポート費 
3,672 
（23%）  

11 

Japan



7 最後に 
　2011年3月11日以降、グリーンピースは計画していたす
べての活動をキャンセルし、福島第一原発事故にともなう放
射能汚染の調査、そして原発の廃止と自然エネルギーへの
転換を求めるキャンペーンに力を注いできました。 
　政府やマスコミの情報が一方的である中、その監視役、そ
して国際NGOの視点からの情報を提供できたと思います。
2011年の活動を振り返ると、チェルノブイリ事故から学んだ
経験を活かしたグリーンピースの提言の数々は、政府が早期

に実施していれば被害や混乱の低減に寄与できたことばか
りです。 
　これは、政府や企業から補助金や支援を受け取らず個人（
サポーター）からの寄付で運営しているグリーンピースの財政
基盤が支えて実現したと言えます。この場を借りて改めてサ
ポーターのみなさまに感謝いたします。2012年も引き続きご
支援をよろしくお願いいたします。 
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みなさんの温かいご支援により、グリーンピースはこの原発地図を変えるべく
今後も活動して参ります。引き続きどうぞよろしくお願いします。

一般社団法人 グリーンピース・ジャパン
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-13-11 NFビル2F TEL: 03-5338-9800  FAX: 03-5338-9817
http://www.greenpeace.org/japan
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