
「原発事故子ども・被災者支援法」は2012年6月21日に成立しました。
被害当事者や支援者、国会議員たちの想いのこもった立法でした。
しかし、この法律は、全く実施されていません。
成立から１年－－被災者の置かれている状況は益々切実なものになっています。
現在の課題を整理するとともに、立法の原点にたちかえって、改めて原発事故の被害、
被災者の想いを見つめ、今後について考えます。

【院内集会】
子ども・被災者支援法成立から１年
～支援実施を求める原発事故被災者の声

　6月21日（金）13:40-15:30　参議院議員会館B109
◆プログラム　（※プログラムは変更する場合があります）
○実施されていない支援法の現状
　・全体状況・・・･･･････・･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福田健治弁護士（SAFLAN）
　・避難者の住宅支援問題・・・･･･････・･･・・・・・・・・・・・・・阪上武さん（福島老朽原発を考える会）
　・健康問題①県民健康管理調査の現状と問題点・・・・･･・・・・・・・・・・・・満田夏花（FoE Japan）

・健康問題②被ばくと健康診断について
　･･････・･･・・・・・・・・・・・・吉田由布子さん（「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワーク）

　・チェルノブイリ視察報告から・・・・･･・・・・・・・・・・・・・･･・・・・・・・・・・・・海渡雄一弁護士（日弁連）
　・支援法実現のために必要な予算措置にむけて

　・・・・・･･・・・・・・・・・・・・・･･・・・・・・・・・・・吉野裕之さん（福島市在住、市民会議在住者支援班）
　・質疑応答
○避難の実情
　･自主的避難の問題①・・・・･･・・・・・・・・･･・・・・・・・・・二瓶和子さん（福島市から東京へ避難中）
　・自主的避難の問題②・・・・･･・・・・・・・・･･・・・・・・・・・宍戸慈さん（郡山市から北海道へ避難中）
　・自主的避難の問題③・・・・･･・・・・・・・・･･・・・・・長谷川克己さん（郡山市から静岡県へ避難中）
○市民の取り組み　

・放射能からこどもを守ろう関東ネットの取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・増田薫さん（松戸市在住）
○省庁関係者から
○国会議員から
○行動提案
　・支援法を広めよう！地方議会に呼びかけよう！
　　・・・・･･・・・・・・・・・・・・・･･・・・・伊藤恵美子さん（子どもたちを放射能から守る全国ネットワーク）
　・質疑応答
　・閉会挨拶
◆主催：　原発事故子ども被災者支援法 市民会議

◆問い合わせ先：　原発事故子ども被災者支援法 市民会議 事務局（渡辺・満田）
国際環境NGO FoE Japan気付　tel: 03-6907-7217 fax: 03-6907-7219
〒171-0014 豊島区池袋3-30-22-203

★原発事故子ども・被災者支援法市民会議とは★
原発事故子ども・被災者支援法について、その運用に原発事故被災者の声を反映させ、被災者
のための具体的な支援策を実現することで、福島原発事故に起因する放射線被ばくを低減し、
放射線の健康等への影響を回避することを目的とする当事者・支援者団体のネットワーク。全国
５６団体が参加。　http://shiminkaigi.jimdo.com/



 

★スピーカープロフィール★ 
●宍戸慈（ししど・ちか）さん 

福島県郡山市から北海道札幌市に独身女子で１人で避難。避難後、福島と全国をつなげるラジオ番組『カラ

カラソワカ』を立ち上げ、パーソナリティを務める。まだ子どものいない福島女子のための福島女子による

団体『Peach heart』共同代表。昨年は、ウクライナにも出かけ現地の状況を独自に取材。最近南相馬在住の

復興に関わる男性と結婚したばかりだが、支援法により住み替えや交通費の補助がないこともあり、今後の

見通しがなかなか経たない状況。 

 

●菅野美成子（すがの・みなこ）さん 

福島県伊達市梁川町在住。３児の母。伊達市霊山町小国地区が 2011 年 6 月 30 日付けで特定避難勧奨地点の

指定により避難を選択し翌月３日に避難。昨年 12月テレビのニュースで解除を知り、翌日郵送で解除の通知

が届き愕然とする。今年 3 月末で賠償も打ち切られたが、子どもを守るため避難を続けている。避難先に腰

を据えようとするが、解除により公的支援策の対象から外され、「色々前進しようとしても足踏み状態のまま」。 

 

●二瓶和子（にへい・かずこ）さん 

福島市から東京に 2 人のお子さんと母子避難中。 

 

●長谷川克己（はせがわ・かつみ）さん 

昭和 41年 12 月 22 日生（46歳）静岡県生まれ。各地を転々とした後、平成 15 年、福島県郡山市に移住。「先

祖代々郡山」の女性と結婚。平成 17年に長男を儲ける。永住予定も、原発事故での放射性物質拡散による子

供への健康被害を危惧し、平成 23 年 8 月、静岡県富士宮市に避難。福島在住時に妻が身篭った長女は平成

24 年 2 月に無事出産。現在、同地にて起業、「デイサービスセンターうつくしくらぶ」を運営。家族は妻、

長男（7 歳）、長女（1 歳 4 ヶ月）の 4 人。 

 

●増田薫（ますだ・かおる）さん 

松戸市を中心とした「こども東葛ネット」、茨城県南部～千葉県北西部～埼玉県南東部の 36 団体のネットワ

ーク「放射能からこどもを守ろう関東ネット」代表。原発事故の後、自分たちの地域が放射能汚染のホット

スポットだと知り、慣れないtwitterや Facebookなどを利用して市内の仲間と繋がり、こども東葛ネットが

誕生。さらに、汚染ホットスポットでの土壌調査をきっかけに放射能からこどもを守ろう関東ネットが誕生。 

 

●吉野裕之（よしの・ひろゆき）さん 

福島市在住。影響が明らかではない現状で無用な被曝を避けるため、妻子を県外に避難させている。支援活

動としては福島の現状紹介から「保養プログラム」や「移動教室」の必要性を問うている。支援団体の協力

を得ながら保養のデータベース「ほよ～ん相談会」を紹介し、また今年度は県内の教育委員会との連携によ

る「移動教室」を４件実施予定。子ども福島ネット保養班、日本子どもＮＰＯセンター理事、原子力市民委

員会アドバイザー、原発事故子ども・被災者支援法市民会議 在住者支援班他。 
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2013 年 6 月 

「原発事故子ども・被災者支援法」Ｑ＆Ａ 
 
原発事故被災者支援法（正式名称：東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民

等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律）が 2012 年 6
月 21 日、国会で成立しました。しかし 2013 年 5 月現在、政府は同法の基本方針を策定しておらず、

同法に基づく施策は実施されていないのが現状です。 
 

Q１：なぜ、この法律が必要だったのでしょうか？ 

A１：原発事故の被害に苦しむ多くの人たちの救済や権利の確立が進んでいません。避難を余儀な

くされた人の中には、経済的な苦境や生活の激変に直面し、多くの困難をかかえている人も少なか

らずいます。災害救助法に基づく、住宅借り上げ制度が適用されていましたが、昨年いっぱいでそ

の新規申込が打切りとなってしまいました。とどまっている方々も、子どもを外で遊ばせられない、

被ばくが不安、将来的な健康への不安がある、保養プログラムが十分でないなど多くの問題に直面

しています。さらに、被ばく回避・低減政策は不十分であり、健康管理調査も福島県に限定されて

いまる上、内容が不十分です。国の責任において、被害者の支援を早急に行う必要がありました。 
 
Q2：この法律のポイントはどのようなものですか？ 

A2：原発事故の被災者の幅広い支援、人々の在留・避難・帰還を自らが決定する権利の尊重、特

に子ども（胎児含む）の健康影響の未然防止、健康診断および医療費減免などが盛り込まれていま

す。 
○国の責任 
・ 「これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」として国の責任

を明記しています（第三条）。 
○「支援対象地域」 
・ いままでの政府指示の避難区域よりも広い地域を「支援対象地域」として指定し（第八条第一

項参照）、そこで生活する被災者、そこから避難した被災者の双方に対する支援を規定していま

す。? 「Q6 支援対象地域はどの範囲となるのでしょうか」参照 
・ 支援の内容は、第八条、第九条に定められています。 

 支援の内容 

支援対象地域に住む被災

者 

医療の確保、子どもの就学等援助、家庭・学校等における食の安全確保、自然体験

活動等の施策、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援、除染、学校

給食等についての放射性物質の検査など 

支援対象地域から避難し

た被災者 

移動の支援、移動先における住宅の確保、学習等の支援、就業の支援、移動先の地

方公共団体による役務の提供を円滑に受けることへの支援、支援対象地域の地方公

共団体との関係の維持、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援 

帰還する被災者への支援 移動の支援、住宅の確保に関する施策、就業の支援に関する施策、地方公共団体に

よる役務の提供を円滑に受けることへの支援、家族と離れて暮らすこととなった子

どもに対する支援 
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・ 第十三条第二項では、被災者の定期的な健康診断、とくに子どもたちが生涯にわたっての健康

診断を受けられることが規定されています。 

「少なくとも、子どもである間に一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住したこと

がある者（胎児である間にその母が当該地域に居住していた者を含む。）及びこれに準ずる者

に係る健康診断については、それらの者の生涯にわたって実施されることとなるよう必要な措

置が講ぜられるものとする。」（第十三条第二項） 
 

・ 第十三条第三項では、医療費減免について規定しています。Q３～５で解説します。 
 
Q3：医療費の減免は、子ども・妊婦に限定されるのですか？ 
 
A3：「子ども・妊婦以外の医療費の減免については、認められるケースもある」というのが国会に

おけるこの法案を提案した議員からの答弁でした。 
第十三条の第三項には下記のように規定されており、子ども・妊婦については明確に規定されてい

ますが、成人に関しては明確ではありません。 

国は、被災者たる子ども及び妊婦が医療（東京電力原子力事故に係る放射線による被ばくに起

因しない負傷又は疾病に係る医療を除いたものをいう。）を受けたときに負担すべき費用につ

いてその負担を減免するために必要な施策その他被災者への医療の提供に係る必要な施策を

講ずるものとする。 

なお、昨年 5 月、複数の市民団体が、本法案に関する要請書および署名を提出しましたが、その一

つが医療費の減免範囲を成人にも拡大してほしいというものでした。 
【詳しくはこちら】医療費の減免措置の拡大を求める要請 
http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-9a8b.html 
 

Q4：子どもたちが成人したあとの医療費はどうなるのですか？ 
 
A4：国会審議においては、一定の線量以上に居住または居住したことのある子ども（胎児含む）

に対しては、生涯にわたって医療費を減免するとの答弁が得られています。ただし法文上はそのよ

うに明記されていません。 
 
Q5：医療費の減免措置をうけるにあたり、被災者が被ばくとの因果関係の証明をしなければなら

ないのでしょうか？ 

 
A5：被ばくと疾病の因果関係の立証責任は、被災者が負わないことになりました。広島・長崎の

被ばく問題や、水俣病の被害者が長年苦しめられてきた経験を踏まえてのことです。 
提案にあたった国会議員は、「放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病に係る医療を除いた

もの」であることを理由に医療費の減免措置を行わないということであれば、これについては国が

立証責任を負うと答弁しています。 
 
Q6：支援対象地域はどの範囲となるのでしょうか。 
 
A6：第八条第一項において、支援対象地域は、下記のように定義されています。 
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「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回ってい

るが一定の基準以上である地域」 

現在の政府の避難指示の基準が年間 20 ミリシーベルトですので、支援対象地域は、「一定の基準」

以上、年間 20 ミリシーベルト以下となります。 
 
国会の審議では、この「一定の基準」に関しては、ICRP（国際放射線防護委員会）が公衆の被ば

く限度を年 1 ミリシーベルトとしていることなどをあげ、「1 ミリシーベルト以下を目指していく」

「再び被災者を分断することがないよう、被災者の意見や地域の実情を踏まえてきめていく」（谷

岡郁子議員、2012 年 6 月 14 日、参議院東日本大震災復興特別委員会）、「福島県は全地域含まれる」

（森雅子議員、6 月 15 日、衆議院東日本大震災復興特別委員会）との答弁でした。 
今後、第五条の実施方針の中で規定されていきます。 
 
なお、チェルノブイリ原発事故後、周辺国で制定された「チェルノブイリ法」では、年間の追加被

ばく量 1mSv以上の地域を「避難の権利ゾーン」、5mSv以上の地域を「避難の義務ゾーン」として

規定しました。（参考）アレクサンドル・ヴェリキン氏来日講演～権利を勝ち取った苦難の歴史 
「チェルノブイリ法」への道のり～年１ミリシーベルト以上を「避難の権利ゾーン」に～ 
＞http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/a-c939.html 
 

Q7：この法律の主務官庁はどこになりますか？ 
 
A7：幅広い省庁が関与します。基本方針は復興庁、放射線に関する調査は文部科学省、除染や健

康管理支援は環境省、住居の確保や移動の支援は国土交通省、就労支援は厚生労働省などです。 
 

Q8：法律に書き込まれている理念はすばらしいのですが、絵に描いた餅に終わらないでしょうか？ 
 
A8：この法律には以下の特徴と課題があります。 
・ いわゆる「プログラム法」であり、理念や枠組みのみを規定。政府は、支援対象地域の範囲や

被災者生活支援計画などを含む「基本方針」を定め、その過程で、被災者の声を反映していく

ことになっている。しかし、いつまでに政府が基本方針を策定するのか、明記されていない。 
・ 支援対象地域の定義がされていない。これについても「基本方針」の中で規定される。 
・ 主務官庁が明記されていない。復興庁が中心的な役割を担うが、関連省庁が多いことにより、

責任の所在があいまい。地方公共団体との役割分担があいまい。 
 
これらの点を踏まえて、国、国会議員、地方公共団体、被災当事者、支援団体、市民など幅広い連

携により、法律を活かしていかなければなりません。 
 

Q9：現在の状況は？ 復興庁の「支援施策パッケージ」とは？ 

 
法律制定後、１年近くたつのに、いまでに基本方針は策定されていません。 
復興庁は、2013 年 3 月 15 日、「原子力災害による被災者支援施策パッケージ～子どもをはじめと

する自主避難者等の支援の拡充に向けて～」を発表しました。根本匠復興大臣によれば、「子ども・
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被災者支援法による必要な施策については、この対策で盛り込んだ」とされています。しかし、こ

のパッケージは、極めて限定的なものであり、下記のような問題があります。 
l 多くの被災者・避難者の深刻な実態を反映していない。 
l 被災者・支援者の意見が反映されていない。 
l 多くの施策で、対象地域が被災三県や福島県の一部に限定されるなど、非常に狭い。被災者の

間にさらなる分断を持ち込むものである。 
l 自主避難者向け新規施策として、高速道路の無料化など限定した内容しか盛り込まれていない。 
l 健康対応に関しては、現状の福島県の県民健康管理調査などの継続実施にとどまっている。よ

り詳細な検査や福島県外における健診が実施されることになっていない。 
 

Q10：市民団体の取り組みは？ 

 
この法律の制定を受け、被災当事者、支援団体などからなる幅広い市民のネットワークである、「原

発事故子ども・被災者支援法市民会議（以下、市民会議）」が立ち上がりました（2013 年 6 月現在、

56 団体注参照）。事務局は、FoE Japan と、福島の子どもたちを放射能から守る法律家ネットワー

ク（SAFLAN）が担っています。 
市民会議では、国会議員と歩調を合わせ、政府との対話を通じて、一刻も早い支援の具体化に向け

て、働きかけを行っています。2012 年 11 月 28 日には、復興大臣と会合を持ち、「原発事故子ども・

被災者支援法」の基本方針に関する提言を提出しました。また、政府交渉を実施しました。 
 
○「原発事故子ども・被災者支援法」基本方針に関する要望：２頁 
○「原発事故子ども・被災者支援法」基本方針に関する要望と提言：18 頁 
http://shiminkaigi.jimdo.com/2012/11/28/対話集会-原発事故子ども-被災者支援法-を活かして-市民か

らの提案/ 
また、災害救助法に基づく住宅借り上げ制度の新規申込の打ち切り問題に当たっては、継続を求め

て、厚労省、福島県に緊急署名を提出し、交渉を行いましたが、及びませんでした。 
（文責：満田夏花／FoE Japan） 

 
注）＜運営団体＞子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク、福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク、国
際環境 NGO FoE Japan、福島老朽原発を考える会、ハーメルン・プロジェクト、グリーンピース・ジャパン、子ども
たちを放射能から守る全国ネットワーク、福島避難母子の会 in 関東、東日本大震災市民支援ネットワーク・札幌むす
びば、任意団体 Peach Heart、ピースボート、市民放射能測定所  CRMS、３１１受入全国協議会、福島原発震災情報連
絡センター、富士の麓のうつくし村 ＜参加団体＞ヒューマンライツ・ナウ、子どものための平和と環境アドボカシ
ー(PEACH) 、安全安心アクション in 郡山(３a 郡山) 、子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワーク、福島
乳幼児妊産婦ニーズ対応プロジェクト事務局、みちのく会、福島避難者子ども健康相談会、つながろう！放射能から
避難したママネット＠東京、つながろう！放射能から避難したママネット＠埼玉、ハイロアクション福島、こども東
葛ネット、ゆるりっと会、きらきら星ネット、NPO 法人大沼・駒ヶ岳ふるさとづくりセンター、子ども未来 NPO セン
ター（いわき市）、放射能から子どもを守ろう安中の会、毎週末山形、JDF 被災地障がい者支援センターふくしま被災
者支援会議、JANIC、福島避難者子ども健康相談会、子どもたちの健康と未来を守るプロジェクト、福島原発事故緊
急会議生きる権利プロジェクト、宮城脱原発・風の会、チームくさっぱら、放射能から子どもを守ろう関東ネット、
とねぬまた地域向上委員会、福島の子どもたちとともに・世田谷の会、世田谷こども守る会、放射能から子供たちを守
る沼田の会、放射能から子どもを守ろう利根沼田、ＮＰＯ山梨ナチュラル工房、子どもたちを放射能から守るみやぎ
ネットワーク、パルシステム生活協同組合連合会、ホッとネットおおさか、市民科学者国際会議、「チェルノブイリ被
害調査・救援」女性ネットワーク、原発事故子ども・被災者支援法を考える山形会議、那須野が原の放射能汚染を考
える住民の会、会津放射能情報センター、広島福島保養プログラム実行委員会、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、日
本国際ボランティアセンター(JVC)（57 団体）  
連絡先（事務局）：福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）  

国際環境 NGO FoE Japan Tel: 03-6907-7217 Fax: 03-6907-7219 



当事者が達成したいもの 達成手段 達成のエンジン

からだからだ

くらしくらし

こころこころ

Ø 健康診断
Ø 健診結果の公開
Ø 医療費減免
Ø 線量測定と情報公開

Ø 借り上げ住宅延長
Ø 保養（県外含む）支援
Ø 移動教室
Ø 就労支援

Ø 離れた家族の移動交通費
Ø 避難者の心のケア

権
利
構
成

受
益
構
成

n 東電・国への損害
賠償請求訴訟

n 子ども被災者支援
法の実施

n 被災者生活再建支
援法の適用拡大

n 新規個別立法の可
能性模索

n ・・・

n 公明党健康診断法
案

n 災害救助法適用拡
大運動

n 民間連携での支援
プログラム継続

n 受け入れ側自治体
の移住支援

n ・・・

政治的リーダーシップ

行政の実施担当者

ロビイング・モニタリング

国民世論

Ø 超党派議員連盟
Ø 主要党内の担当チーム設置
Ø 各政党・議員との重層的で

継続的な信頼関係醸成

Ø 担当部局、担当者の設置
（広域避難支援担当課）

Ø 年次計画、PDCA確立
Ø 避難者・支援者含めた公式

の実施委員会の立上げ

Ø 市民会議、ネットワーク深化
Ø 当事者運動の後押し
Ø 地方議会の推進議決

Ø 避難問題の一層の社会問題
化、世論喚起

Ø 著名人賛同人
Ø 学会、報道関係者巻き込み

原発事故避難者のための恒久対策立法を求める運動の現状整理
2013/5/20
文責：河﨑

自己決定権の尊重
（それぞれの選択の肯定）

自己決定権の尊重
（それぞれの選択の肯定）



「原発事故子ども・被災者支援法」の理念に基づき、

予防原則にたった健康管理体制を！

①地理的範囲の拡大を

②検査内容の強化を

③情報公開ルールの確立を

• 県民健康管理調査：福島県のみ

• 特別な健診は、避難区域からの避難者の
み

• 福島県でも、避難区域外は、小児の甲状
腺がんのみ

• 甲状腺機能低下、白内障、心臓や血管の
疾患、免疫・内分泌の障害、糖尿病などに
対応した検査がされていない

• 福島県立医大がデータをすべて管理し、
公開・非公開を決めている。

• 第三者が検証できない。

甲状腺癌または疑い27人。検査で病気とわかった数（有病率）と実際に発生した数（発生

率）を考慮しても、統計学上「多発」？ チェルノブイリに学ぼう！

• 事故による健康影響の可能性
が想定される幅広い対象者を
設定すべき。

• 避難区域対象の健診を拡大

• 甲状腺の機能低下も含めた
詳細な血液検査、血圧、心電
図、尿検査などを追加。

• データ開示の判断や、疫学調
査の倫理的側面も含めた検
討・監視を行うための第三者
委員会の設置を

現

状

現

状

現

状

「放射線被ばくと健康管理のあり方に関する市民・専門家委員会」緊急提言（ 2013年2月28日）より作成／FoE Japan

提 言

提 言

提 言











2013 年 6 月 21 日 

 

政府による 1 年間にわたる不作為に抗議し 
原発事故子ども・被災者支援法に基づく基本方針の速やかな策定を求める声明 
 

原発事故子ども被災者支援法市民会議 

 

 原発事故子ども・被災者支援法の成立から、本日で 1 年になりました。 

 

 支援法は、福島第一原発事故後、広範な放射能汚染が続く中、被災者自身が避難するか

居住を継続するか選択できるよう必要な支援を行うことを定めています。放射線の影響を

懸念する被災者は、支援法に基づく支援策が充実することで、被ばくを避ける権利が確立

される一助になると期待しました。 

 

 しかし、成立から 1 年を経たにもかかわらず、支援法に基づく基本方針はいまだに策定

されていません。私たちは、日本の国内法令や国際的な勧告に基づき、少なくとも追加被

ばく線量 1mSv 以上の区域を支援対象区域とすること、被災当事者や支援者との常設の協

議機関を設けることなどを要請し続けてきましたが、いまだに回答はなく、すべてが曖昧

なままにされています。 

区域外避難者への施策も、高速道路無料化措置が復活した以外には、何も進展がありま

せん。福島県外の被災者への健康診断の実施や、子ども・妊婦の医療費の減免措置も実現

していません。保養・移動教室のための予算はごくわずかにとどまります。 

 

そしてなによりも、政府は、被災者からの意見を集約し反映させるための措置を何ら採

っていません。これは、明らかに支援法の規定に反するものです。 

 

 民間借り上げ住宅の新規適用は打ち切られ、新規避難は極めて困難になりました。乏し

い支援の中、避難者の経済的・精神的苦境はより深まっています。いまだ汚染地域に住む

被災者は、被ばく回避や保養、そして県外に避難した家族とのつながりを維持するための

往復など、多くの出費を強いられています。また民間の善意からなる全国的な避難者支援・

保養プログラム支援の取り組みも、資金面や人材面での苦境に立たされています。 

 

 支援法に基づく基本方針に被災者の声を反映させ、具体的な支援策の実現を目指してき

た私たちは、ここに、政府に対し、1 年間にわたり支援法の条文を無視した不作為に対し

て強く抗議し、直ちに被災者の意見反映のために公聴会等を開催し、速やかに基本方針を

策定するよう、改めて求めます。 



原発事故子ども被災者支援法市民会議 

 

＜運営団体＞子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク、福島の子どもたちを守る法

律家ネットワーク、国際環境 NGO FoE Japan、福島老朽原発を考える会、ハーメルン・

プロジェクト、グリーンピース・ジャパン、子どもたちを放射能から守る全国ネットワー

ク、福島避難母子の会 in 関東、東日本大震災市民支援ネットワーク・札幌むすびば、任意

団体 Peach Heart、ピースボート、市民放射能測定所 CRMS、３１１受入全国協議会、福

島原発震災情報連絡センター、富士の麓のうつくし村 ＜参加団体＞ヒューマンライツ・

ナウ、子どものための平和と環境アドボカシー(PEACH) 、安全安心アクション in 郡山(３

a 郡山) 、子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワーク、福島乳幼児妊産婦ニー

ズ対応プロジェクト事務局、みちのく会、福島避難者子ども健康相談会、つながろう！放

射能から避難したママネット＠東京、つながろう！放射能から避難したママネット＠埼玉、

ハイロアクション福島、こども東葛ネット、ゆるりっと会、きらきら星ネット、NPO法人

大沼・駒ヶ岳ふるさとづくりセンター、子ども未来 NPO センター（いわき市）、放射能か

ら子どもを守ろう安中の会、毎週末山形、JDF 被災地障がい者支援センターふくしま被災

者支援会議、JANIC、福島避難者子ども健康相談会、子どもたちの健康と未来を守るプロ

ジェクト、福島原発事故緊急会議生きる権利プロジェクト、宮城脱原発・風の会、チーム

くさっぱら、放射能から子どもを守ろう関東ネット、とねぬまた地域向上委員会、福島の

子どもたちとともに・世田谷の会、放射能から子供たちを守る沼田の会、放射能から子ど

もを守ろう利根沼田、ＮＰＯ山梨ナチュラル工房、子どもたちを放射能から守るみやぎネ

ットワーク、パルシステム生活協同組合連合会、ホッとネットおおさか、市民科学者国際

会議、「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワーク、原発事故子ども・被災者支援

法を考える山形会議、那須野が原の放射能汚染を考える住民の会、会津放射能情報センタ

ー、広島福島保養プログラム実行委員会、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、日本国際

ボランティアセンター(JVC)、世田谷こども守る会」（57 団体） 

 

連絡先（事務局）：福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク（SAFLAN）  

国際環境 NGO FoE Japan Tel: 03-6907-7217 Fax: 03-6907-7219 

 



2012 年 6 月 21 日

伊達市の特定避難勧奨地点解除について

・ 2011 年 6 月 30 日および 11 月 25 日に伊達市霊山町小国地区など計１２８世帯を指定。指定の

ときの基準は、事故発生時点からの積算線量年 20mSv（一般的に、指定時期によるが、毎時

3.0μSv～3.2μSv）
・ 2012 年 12 月 14 日に解除。原子力災害対策本部によれば、解除の基準は今後１年間の積算で

年 20mSv。毎時 3.8μSv。※参考）放射線管理区域は３か月で 1.3 ミリシーベルト。毎時換算

約 0.6μSv。
・ 原子力災害対策本部によれば、12 月上旬の測定で、すべての地点が毎時 3.8μSv を下回ってい

るため、指定解除を決定。

・ フクロウの会および FoE Japan が実施した測定によれば、未だに毎時 0.6μSv を上回る地点も

多い。土壌汚染のレベルも場所によってはセシウム 10 万ベクレル／kg 以上（除染後の人家の

庭、畑）を計測するなど、安心できるレベルではない。

・ ３か月後の 2013 年 3 月に賠償も打切り。原子力損害賠償紛争審査会が定めた指針に基づく。

※政府側は、個別具体的な事情を考慮し、東電が賠償を支払い続けることもありうるとする。

・ 住民説明会などは開かれず、住民は、指定の解除を「報道で知った」。

・ 指定の際には、地域を分断するため、「世帯」指定ではなく、「地区指定」にするべく、住民た

ちが経済産業大臣に要請するも、きき入れられなかった。

・ 指定も、解除も、住民にとっては一方的なものであり、「社会的合意」が得られた措置とはいえ

ない。賠償も打ち切られ、避難者は兵糧攻めのようにして、帰還を迫られている。

・ 国連人権理事会における特別報告者アナンド・グローバー氏報告では下記のように勧告されて

いる。

「健康に対する負の影響の可能性に鑑みて、避難者は可能な限り、年 1mSvを下回ってから帰

還が推奨されるべき。避難者が、帰還するか留まるか自ら判断できるように、政府は賠償およ

び支援を供与し続けるべきである」（パラ 49）
政府は上記の勧告を深刻に受け止め、開かれたプロセスで避難基準について検討しなおすべき

である。                       （文責：満田夏花／FoE Japan）

伊達市小国地区から避難された菅野美成子さんからのメッセージ

福島県伊達市梁川町在住の菅野です。

３児の母で伊達市霊山町小国地区が平成２３年６月３０日付けで特定避難勧奨地点の指定により

避難を選択し翌月３日に避難をしました。

避難指定の仕方についてもかなりの疑問が残っており避難指定のかたに配布された「特定避難勧奨

地点の設定に係るお知らせ」として通知されました。その中の一部抜粋ですが、“お住まいの小国

地区は、全体にわたって事故発生後１年間の積算線量が２０mSv を超えると予測されてはおりま

せん。しかし、お住まいの住居やその近傍において空間線量率が２０mSv を超える可能性も否定

できません” そして、意向調査も同封されておりました。家の敷地内の玄関先、庭先中央の２カ

所のみの測定で避難できる権利が決まってしまったのです。たったの２カ所でです。住民集会や署



名活動、要望書提出等を実施しましたが何一つ住民の意向はきかれることがありませんでした。

その後、気持ちが解決することなく避難生活がスタートしました。避難指定のことを思うと避難し

ていても「いつ解除されるのか」と不安な日々でした。

避難指定の際の住民の訴えをもとに市も国も対応するだろうと思っておりました。測定、説明、相

談会ももちろん行われるものと・・・市民としてどこかまだ伊達市を信じていた所がありましたが、

私の考えや思いは浅はかでした。

平成２４年１１月２８日付、「環境放射線モニタリング詳細調査の実施について」の通知

とともに「特定避難勧奨地点の解除について」２０mSv 以下となることが確実であることを確認

できた場合、解除を行うことといたします。という文がとどきました。翌月５日に測定にはきまし

たが、測定の結果がどのような状況なのかケースバイケースで対応するのか説明会が行われるだろ

うと思っていた矢先・・・１４日の朝ネットから流れる情報と日中のニュースからの解除のニュー

スにより知らされ、動けなくなるくらい驚きました。

また、次の日には特定避難勧奨地点解除に係るお知らせが郵送されてきたのには本当に驚きまし

た。文には、原子力災害現地対策本部長から伊達市に対し、特定避難勧奨地点解除の通知がありま

したので、お知らせいたします。と、市長からありましたが、その他、原子力災害現地対策本部や

町からの通知は全て写しのものでした。その後、色々と電話をしたり直接市に足を運び解除の理由

などや除染しても線量の高さなど話し訴えましたが、市からは、ありきたりのことしかかえってき

ませんでした。挙句の果て、「３０年、気を付けて生活しろというのですか？」と問いただすと、

「すみません」と頭を下げるのみでした。このままでは、自宅に帰らなければならなくなると思い、

家族で色々相談し前進する覚悟を決めました。というのは、避難先に腰をすえて生活しようと・・・

子どもは、避難しながらも高線量の地域の学校に通っていたし、Ｈ２５年度から新１年生になる子

供もおりました。転校、転入させ、いざ土地の購入、家の購入をと動きましたが、

自宅が購入して４年目になろうとしていたためローンが残っていることがあり借入金にも限度や

条件がついてきてしまいなかなかうまく進めない状況です。災害復興住宅融資という国の支援があ

ることも前進しようとしたらしりましたが、避難がすでに解除になってしまった今では適用しない

といわれてしまう始末。

解除になる。この日で解除になる。とわかった時点で動き出すという人もいるのではないでしょう

か？解除猶予期間もない説明会・相談会もない。たった１回の除染と測定で高線量の地域に戻され

るとはおもいもしなかったです。今現在、色々前進しようとしても足踏み状態のままでいます。

賠償金は、３月までで終了しました。今は、自主避難です。主人の仕事の賠償は続いてはおります

が、あてにはできない状況です。というのは、賠償そのものが課税され所得税額、事業税、町県民

税などほとんど満額とられる状況で通知がくるのが怖くなっておりました。

どうして、精神的に苦痛な日々を送り、賠償金に頼らせて・・・

挙句の果ては、税金でほとんど吸い取っている。じゃ・・・私たち家族は、住みたくない高線量の

自宅に帰らないとならないのでしょうか？子供を守りたいです。危険だとわかっていて子どもを危

険な場所にやる親がどこにいますか？できることとなら、小国地区の子どものいる家庭すべてに避

難して欲しいと解除されても思い続けています。


