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2013.09.08定例会「支援法について解説とパブコメ」 

2013.09.12 パブリックコメントを書こう 

2013.09.21 原発事故被害者の救済を  

求める全国集会 

2013.10.19 支援法訴訟についての会議 

2013.11.02～04 一宮にて署名活動 

 2013.11.17 日本福祉大学学園祭出展 

署名活動、募金活動、    

キャンドル販売 

 

 

 

９月２１日（土）に原発事故被害者の救済を求める
全国集会 in福島が開催されました。（主催：原発事
故被害者の救済を求める全国運動実行委員会）本
集会は、「原発事故子ども・被災者支援法」の「基本方
針案」が被害者の望むのものと程遠いものだったため被
害者の声を訴えて行く必要あり、原発事故の被害につい
ての損害賠償の請求権が、３年で時効消滅してしまうと
いう問題を解決するため、福島県内外の当事者や支援
者が立ち上がり、声をあげていくために開催されたもので
す。また、請願署名をはじめ、全国運動のキックオフ集会
として開催されました。 

１、まずはじめに、集会実行委員会代表から     
①子ども被災者支援法の基本方針を法の理念に基づく
ものに作り上げ、被災者の生活のため、具体的な予算に
つなげること②原発による損害賠償請求の時効の問題
を解決する必要があるの 2点において、小異を捨て大同
で団結しましょうと挨拶がありました。 

２、呼びかけ人代表として福島県弁護士会会長及び
パルシステム東京理事長から               
すべての子どもたちが安心で安全な暮らしを送ることがで
きる社会をつくる必要があること、原発の利益は、福島第
一原発の電気を使っていた自分たちが受けており、その
事故による被害者を放っておくことなどできないとの挨拶
がありました。 

３、３つの問題提起がなされました。           
①支援法の現状「福田健治 弁護士  ＳＡFLAN
（福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク）所属」      
基本方針，実施されるはずの施策は，１年２か月放
置され、復興庁は，被災者の意見を反映させるための
必要な措置を全くしてこなかったため、支援法具体化訴
訟を提起するに至りました。                     
８月３０日に基本方針案が発表されましたが、被災者
の声，支援者の声を反映したものとはいえず、反映する
ための措置をとらずに発表されたこと自体が法律の趣旨
に反している。                         

 

 

問題点として、①支援対象地域が狭すぎること②避難
者，新たに避難するための人の施策がすくなすぎる。移
動に関する施策など。打ち切られた住宅支援の再開もな
い。③健康管理，医療費の減免措置は先送りされてお
り、今後検討するとしかされていない。 

 ②時効問題の現状「的場美友紀 弁護士 日本弁
護士連合会」                        
早ければ，２０１４年３月に消滅時効になる可能性
がある。東電は柔軟な対応をするとしているが、対象とし
ているのは，仮払保証金を支払っている人（東電が被
害者と認めている人）のみであり、国は，時効中断特
例法を制定したといってもＡＤＲの申立した人は少なく
対象とされる人は少ない。実際に多くの人がまだ，申立
てをしていない。                       
さらに除斥期間の２０年も問題。２５年後などに原発
の影響が分かったら困る。除斥期間の排除も求める必
要ある。すべての人が，適正かつ確実な損害賠償を受
けるためには，時効期間延長，除斥期間の排除という
立法が必要。そういう声をあげ，国に伝えてほしい。 

 ③求められる健康管理体制の充実「木田光一 医師 
福島県医師会副会長」                  
必要なことは、国の直轄事業による全国的な健康支援
を推進することが必要であり、国連の「健康を享受する権
利」の視点から施策を推進することが必要ある。     
かかりつけ医や地域の医師会等を活用し，データの一
括管理なども必要であり、福島の県民に正しいデータを
提供することも重要である。 

４、被災当事者スピーチ                 
福島県在住の方 3名、避難者４名、帰還者１名、福
島以外での被災者 2名の計 10人からそれぞれのつら
い状況を各短い時間でしたが、心こめてお話下さいました。 

５、来賓あいさつと決意表明               
荒井広幸 国会議員（新党改革代表） 川田龍平 
国会議員（みんなの党）神本美恵子 国会議員（民
主党） 山内鉄夫 司法書士（日本司法書士会連
合会副会長） 

 

６、論点整理                        
海渡雄一 弁護士（日本弁護士連合会災害対策本
部副本部長）より、論点整理として、子ども被災者支
援法の立法者意思を確認し、避難・滞在・帰還のそれ
ぞれの事故決定権を尊重すること。チェルノブイリの健康
被害から支援対象地域を画す一定の基準は１イリシー
ベルト以外にあり得ないこと。基本方針案は帰還の促進
に偏っていること。避難者に対する施策拡大と全国的な
健康診断体制を確立すこと。を提言されました。 

７、行動提案                        
全国５００万人署名運動                
当事者団体の全国的連携                 
自治体からの発信                          
関東での取り組み                      
子ども・被災者支援法を活かしていこう（私たちの声によ
って変えていくことができる。だからパブリックコメントに書い
てほしい。）                                     

との提案がなされ本集会は閉会しました。 

イベント報告 

 

第 2号会誌に同封させていただきました「原発事故子ども・被災者支援法」の署名に      

第一次集計 907筆 、 第二次集計 2671筆、合計 3578筆の署名が集まりました！   

たくさんの署名をありがとうございました！！                               

第三次締切が 12/31 になりました。お手元にある方、ぜひ事務局までお願いいたします。                               

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

あとがき                                                    

こんにちは、編集委員のいくママです。この夏に出産した息子を連れて、12/8 の定例会に参加さ

せていただきました。久しぶりにみなさんにお会いしてお話しして、それぞれの 2年半を感じつつ、  

でも前を向いている姿に、私一人ではないと、いっぱい元気をもらいました。ありがとうございます。 

まもなく原発事故から 3年ですね…。いまでもつらい日や落ち込む時は正直あります。それでも、

前を向いて、また皆さんとお会いできる時を楽しみにしつつ、一緒に歩いていけたらと思います。                

皆様がお健やかで穏やかな新年を迎えられますようお祈り申し上げます。                                                    

追伸：今回キオコさんの 4 コマはお休みです。次回をお楽しみに！ 

ご意見やお問い合わせ・お子さんのイラストなど 事務局「編集委員」係までお願いします。        

〒466-0053 名古屋市昭和区滝子町２８番１０号 司法書士法人よつ葉合同事務所                  

あゆみ R.P.Net 事務局 江里 二郎 宛 

E-mail jimu@ayumi-rpn.com   TEL 080-3076-8005   FAX 052-883-2013 

～原発損害賠償申立について考えている方へ～  

第 2次訴訟が年明けから動き出します。  

福島原発事故損害賠償愛知弁護団が集

団訴訟を行っております。福島県全域及び

年間追加被ばく線量１ミリシーベルトの地域

にえる地域に居住していた方を対象としてい

ます。 ご相談の窓口はこちらです。 

 

 

 

 

             

 

〒450-0002 名古屋市中村区名駅       

3丁目 13番 26 号   交通ビル 9階                                                  

大樹法律事務所(たいじゅほうりつじむしょ)内                

「福島原発事故損害賠償愛知弁護団」                                                             

連絡先 TEL：052-414-7338                           

FAX：052-414-7339                          

HP  http://genpatsu-aichi.org/    

 

 

～この事業はあいちモリコロ基金の助成金を受けています～ 
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会員の皆様 

2013年も残すところあと僅かとなりました。         

今年も原発被害者を取り巻くニュースは、本当にたくさん

のことがありました。                     

ひとつひとつの問題に対し、皆で力を合わせ取り組んでく

ることができたのも、賛助会員の皆様の多大なお力添え

のお陰でございます。 

大変感謝しております。 

これからも会員のみなさまひとりひとりとしっかり手を繋いで

一歩ずつ前へ歩んでいきたいと思います。 

どうぞ、来年もよろしくお願い致します。 

また定例会やイベント等で皆さまとお会いできますことを 

楽しみにしております。 

 

代表 井川 景子 

 

 

9月 21日、私は福島で行われる全国

集会に参加をしました。 

2011年 3月のあの日、子供を連れて

必死に避難をしてから初めての福島の地

に足を踏み入れた。どんな顔をして福島

を歩くのか、福島の知り合いに会ったらどう

しようか、言いようのない緊張で頭も心も

ぐちゃぐちゃになりながら福島駅に降り立っ

た。 

全国集会やフォーラムなどには今まで代

表任せにしていた為、初めての参加で知

り合いは事務局次長の林さんぐらいでし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容は弁護士の先生方からの問題提起

等がありそのあと被害者のスピーチ、福島

の方はもとより関東の方もたくさん来られ

ていました。 

 

 

被害者の方々の話を聞いて、本当に私

達と同じ想いをしているのだと再認識し、

私達の訴えている事は何も間違っていな

い！皆同じ苦しみがあるのだと心新たに

前に進む力を頂きました。全国集会でと

ても印象に残った言葉で「諦めない！ぶ

れない！こびない！」というのがありました。

私達も大きな団体ではないけれど、諦め

ず・ぶれずに・こびることなく歩みが遅くても、

ただひたすらに、前に前に進んでいきたい

と思いました。           

副代表 岡本早苗           
（会の詳細は 4ページ目の下段 「原発事故被害

者の救済を求める全国集会 in 福島」参照ください）

ARPN会員数（12/10現在）  

正会員 51名  

賛助会員 114名 

 

年末のご挨拶 

 

原発事故被害者の救済を求める全国集会に参加して 2013.9.21 
 

 

お知らせ ： あゆみ.R.P.Net 総会を 2014 年 3月に予定しております。 日時など詳細は決定次第お知らせいたします。 
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一宮での署名活動 

連休に一宮駅で街頭署名を行いました。私

は 4日の祝日だけの参加でしたが、当事者

が声をあげるということで、たくさんの方が立ち

止まって署名してくださいました。 

若い女性、若い男性、子供さんもご高齢の

方も、本当にたくさんの方々が書きながら「忘

れてないよ。」とか、「これは大切だよね。」だと

か、「大変でしたね。ずっと応援しますから。」

などなど、温かい声を掛けてくださいました。 

下記は力を貸してくださった賛助会員さんから

の署名活動報告です。 

『3日間の街頭署名の結果を報告します。 

4日の署名の数は 191筆、3日間の合計

は 401筆でした。               

署名をして頂いた多くの方に感謝です。   

多くの方と話す機会もありましたが、     

子ども被災者支援法を知っている方は 2 人、

やはり殆ど知られていないのが現実です。  

やるべきことがまだまだあると反省です。   

みんなで知恵を出し合って、へこたれず、今を

頑張りましょう』。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加された井川真一さん（正会員）からの

感想もいただきました。 

『先日、尾張一宮駅前にて署名活動をして

きました。 

忙しいところ足を止めて、ご署名いただいた

方々には誠に感謝いたします。 

しかしまだまだ件数が足りません。 

より多くの署名を頂くには場所もありますが、

活動をする側にも不足な点があるなと思い、

いろいろ言わせていただきます。 

まず人数が少ない。 

看板的なものを置き、大人 5~6、それに伴う

子供数人だったのですが、それでは街ゆく

人々にはインパクトに欠けていました。 

それぞれが散り散りに声をあげている状況だっ

たのですが、そうではなく、 

具体的なやり方の案のひとつとして、10人く

らいでまとまって、横断幕のようなものを持ちな

がら大声で訴える。それこそ拡声器を使ったり

するべきなのではと思います。 

それで更に 10人でひたすら用紙を持ち、 

 

人々に当たっていく。 

なので最低でも 20人くらいでやるべき事だと

思います。 

多少なりとも、大勢という見た目のインパクト

は重要ではないでしょか。 

世の人々がそういう活動を見て、目にとまり、

耳に入り、頭で理解できてこそ、心に響くので

はないでしょうか。 

世を動かす。 

例えば、法律を動かす事というのはそういうこと

から始まるのではないでしょうか。 

 

大半の方が素通りしていくのですがそれではい

けないのです。氏名と住所を書いて頂く”魂”

のような協力が必要なのです。いまの私たちは。 

 

みなさんの中で、この会が署名活動をしてい

るという事を存じている方はどのくらいいるので

しょうか。 

どうしても参加できない方や、知らなかった方。

いると思います。 

公衆の前で恥ずかしいな。 

そう思っている方。いると思います。 

はい。 

めちゃめちゃ恥ずかしいですよ。声もそんなに

出ないですよ。噛んだりするし。 

でも多分みんなでやったら、へっちゃらですよ。 

やるからにはみんなでやりましょうよ。 

なにより自分達の事ですからね。』 

 

パブコメをみんなで書こう 

『支援法のパブリックコメントをみんなで書こ

うの会を一宮でやりますので、良かったら…』

と、井川代表に誘われ、私は主人と二人の

子供たちと共に 平野幹事宅に向かいまし

た。その時の私は、ただ あゆみの皆さんに

会えるのが楽しみで向かっていました。 

到着後、すぐに本題に…ところが、私は支

援法もパブリックコメントの意味もさっぱり分

からず…書類を目の前に、なんだか自分は

場違いだったと思ってしまいました。 

そこで、井川代表はじめ、岡本副代表ご夫

婦・平野幹事に支援法の内容を教わりな

がらパブリックコメントを考えていると、だんだ

んと溢れるように出てきました！ 

はじめの基本方針（案）から、対象地域

は狭く限られているし、私達が求めているよ

うな事は全く書かれていませんでした。 

こんな法律が、このまま世に出ても、被災

者支援にはならない！！そう思いました。

自分は場違い…なんて思ったけれど、自分

こそ、無関心ではいけない！！こうして、パ

ブリックコメントを書くことで、少しでも変わる

ならやるべき！と、やる気が出てきました。 

こうして、みんなで書いたからこそ、パブリック

コメントの大切さに気づけましたが、一人で

は 何も分からず、無関心のままだったと思

います。 

この会に参加して、本当に良かったです。こ

れからも、できるだけ色々なことに参加して

いきたいと思います。 

正会員 Ｔさん 

 

 

活動報告 
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9/8定例会 

私は初めて 9月 8日、定例会に参加しま

した。今回の定例会では原発事故こども・

被災者支援法（以下被災者支援法）

の基本方針案の問題点を考え、私たちに

何ができるかが話合われました。江里先生

が復興庁の提示している「被災者生活支

援等施策の推進に関する基本的な方針

（案）」をわかりやすく説明してくださいまし

た。 

私は被災者支援法は私達のためのものだ

と思っています。だからその内容も私達の思

いを十分に取り入れられていると確信してい

ました。しかし今回提示された「被災者生

活支援等施策の推進に関する基本的な

方針（案）」は以前から提示されていた

内容と変わりはありませんでした。それどころ

か今まで私達に寄り添い私達の声を聞き

思いを理解しようとする機会はないまま今

回の「被災者生活支援等施策の推進に

関する基本的な方針（案）」が提示され

ました。誰のための何を目的とした支援法 

 

なのか？と感じました。私達のためにつくら

れたものです。私達の声を聞き私達のため

につくりあげられたことはとてもありがたいこと

です。ようやくつくりあげられたのです。ですか

ら内容も私達の思いを十分に取りいれられ

安心してあたりまえの生活ができるものでな

いといけません。 

そのためには「自分はなにができるのか？」と

考えるようになりました。声をあげなければ

私達の思いは届きません。今回の「被災者

生活支援等施策の推進に関する基本的

な方針（案）」については短期間ではあり

ますがパブリットコメントを出せることを知りま

した。今まで私達の声を聞き思いを理解し

ようとする機会はなかった分、ここで思いを

伝えようと思いました。パブリットコメントとい

う言葉を初めて聞いたので全くわかりません

でしたが今回の定例会でその説明がありま

した。また会員の方々もパブリットコメントを

出すかたが多く、一緒に考えてくれる機会も

あったのでとても心強く自分の思いを伝える

ことができました。 

 

私は避難してきて 1年 8 カ月になります。

子供たちも新しい環境に慣れました。避難

者としてではなく普通にあたりまの生活がし

たい、と思いますが心のどこかでいつも避難

者、と心苦しい思いがあります。だからそっと

していたいのが本音ですが子供たちの未来

のために私達があたりまえの生活、安心で

きる生活をするためには今できることをやら

ないといけない、受け身ではいられない、と

思いました。私達を応援し寄り添ってくれる

方がたくさんいるのも事実です。子供たちの

未来のために前向きにすすんでいきたい、と

改めて思いました。 

定例会に参加したのは初めてでしたが同じ

思いの方々と顔をあわせて話すと旧友と再

会できたような気持ちになりました。思いも

共有できて気持ちが軽くなって元気が出ま

した。また皆さんにお会いしてたわいない話

をして元気をもらえたらと思います。 

正会員 太田さん 

日本福祉大学 美浜キャンパス出展 

11/17日本福祉大学美浜キャンパスの

学祭にてブース出店して参りました。     

日福大の学生さん達には準備期間のちょう

ど１年前から託児でサポートしていただいて

おり、そのご縁で出店に至りました。   

10時から 17時まで学生さんたちのご協

力のもと、元気に署名活動とキャンドル販

売と募金活動を行いました。        

学生さんたちも私たちの活動内容をよく理

解してくださり、署名活動の説明もきちんと

してくださっていた事にとても嬉しく思いました。 

後半は「のど飴ない？」「声がかれた…」など

と言いながら、みんなで大きな声で訴えるこ

とができたので、たくさんの若い方たちが署

名や募金をしてくださいました。      

子ども達は、寒空のもとでも子供向けの催

し物に夢中で遊んでいました。       

参加してくださった会員の皆様、お疲れさま

でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本福祉大の学生さんからも感想をいただ

きました。ありがとうございます！ 

私たちは保育学生ということもあり、託児に

関わっています。限られた空間の中でも、お

もちゃを持参するなど子どもたちが楽しく過

ごせるように工夫しています。毎回子どもた

ちの成長が見られるとともに、元気をもらえ

るこの時間をとても楽しみにしています！ 

その一方で、もっと私たちにできることはない

かと思うようになりました。まずは身近なとこ

ろで発信したいと思い、大学祭にブースを

出すという協同企画を提案させていただき

ました。当日は、子どもたちにも手伝ってもら

いながらキャンドル販売や署名活動などをし

ました。しかし立ち寄ってくれる大学生が少

なく、原発事故への関心の薄さを痛感しま

した。このことから、今後はもっと幅広い世

代に目を向けてもらえるような活動を考えて

いきたいと思いました。 

私たちの活動は託児がメインですが、「あゆ

みＲ.Ｐ.Ｎet」にとって不可欠な存在とな

れるよう全力でサポートしていきます。みなさ

んに出会えて本当に良かったです。明るい

未来に向かって共に歩んでいきましょう。こ

れからも末長くよろしくお願いします    

＼(^o^)／ 

 

日本福祉大学生 

刈間芽莞 

向田美里 

山原美希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


