
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当会について 

 当会は、東京電力福島第一原子力発電所事故（以下、「原発事故」という。）により被害を受け、

または原発事故を原因として全国各地に避難を余儀なくされた人々（以下、「原発事故被害者」と

いう。）が多数存在し、その多くが先の見えない生活や健康への不安を抱え、長期にわたる避難生

活に伴う生活苦、補償並びに損害賠償請求にかかる問題、いわれなき偏見や差別などの諸問題に苦

しめられていることに鑑み、これら諸問題の解決に向けて，原発事故被害者自らが支えあう気持ち

を持って結束し、平穏な生活を取り戻すための活動を行うことを目的として、平成２５年２月１０

日に設立された原発事故被害当事者の団体です。 

 主に原発事故子ども・被災者支援法等についての支援制度の拡充を求める活動や賠償問題にかか

る情報交換のほか、被害者どうしの親睦交流を図る活動などを行っています。 

 

会員数  正会員 （＊１）  ５２名 

     賛助会員（＊２） １４１名 

     合 計      １９３名  （平成２６年８月３１日 現在） 

 

 

役 員  代 表  井川 景子 

     副代表  岡本 早苗 

     幹 事  岡本  誠 

     幹 事  猪腰 広明 

 

事務局  〒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 

事務局長   江里 二郎（司法書士） 

         

 

 

 

 

 

（＊１）正会員  平成２３年３月１１日に東北若しくは関東地方に居住していた「原発事故被害者」 

         であって、当会の目的に賛同して入会した個人 

（＊２）賛助会員 当会の目的に賛同し協力するために入会した個人 

 

 

 

 



ＡＲＰＮのあゆみ（平成２５年２月１０日～平成２６年１月３１日） 

２月のできごと 

１０日（日） 設立総会、設立記念シンポジウム「子どもの未来を守るために私たちは立ち上がります。」 

  参加者  当事者 ４１名 

一 般 ７７名 

スタッフ４７名 

来賓等 １７名 

マスコミ７社１０名 合計１９２名 

１６日（土）① 篠岡地区ボランティアの集いで講演 

      ② ３．１１後に立ち上がる若者たち（ピースあいち）で発表 

２４日（土）① 生協主催「愛知県への広域避難者との交流会」に参加 

      ② 弁護団意見交換会に参加 

（２月２８日現在会員数 正会員４１名 賛助会員７０名） 

 

３月のできごと 
                   ２日（土）  ＪＡ尾張中央 小牧地区 篠岡支部総会で講演 

                   ６日（水）  メールマガジン第１号配信 

１０日（日）  エール２ＮＤ出店 パネル展、キャンドル販売 

１２日（火）   第１回定例会開催  テーマ「原発事故子ども・被災者支援法って 

なあに」 

１８日（月）  メールマガジン第２号配信（エール２ＮＤ、第１回定例会報告） 

２４日（日）① アースデイいわき in なごや 2013愛知 meets 福島に出店  

パネル展、キャンドル販売 

         ② メールマガジン第３号配信（第２回定例会案内） 

３０日（土）  愛知県民主医療機関連合会 被ばく対策委員会主催 

「福島原発事故を忘れない～映画上映と避難者との交流会」参加。 

      （３月３１日現在会員数 正会員４１名 賛助会員９３名） 

 

４月のできごと 
 ５日（金）  メールマガジン第４号 配信 

（アースデイいわき報告、民医連集会報告、第２、３回定例会告知、正会員集会告知） 

 ６日（土）  第２回定例会開催  テーマ 「私たちの声を弁護士さんに聞いてもらいましょう！～弁護 

士さんとの意見交換会～」（於 名古屋市立大学 滝子キャンパス） 

        オブザーバー 土屋勝彦 （名古屋市立大学教授） 

ユーディットブランドナー（オーストリア人ジャーナリスト） 

１０日（水）① 尾張旭市長との懇談 

 ② メールマガジン第５号 配信（４月２３日 名市大特別講演会の案内） 

１４日（日）  正会員集会を開催 （正会員・役員 ２０名 参加） 

１７日（水）  第３回定例会開催   テーマ 「原発の賠償問題の意見交換会」     

２０日（土）  北名古屋市ボランティア協議会での講演 

２３日（火）  名古屋市立大学「国際関係論」主催特別講演会 

 テーマ 「原発事故からの自主避難体験」 

２４日（水）① 原発事故・子ども被災者支援法に関するアンケート実施 

      ② メールマガジン第６号 配信（活動報告、正会員集会の報告） 

 （４月３１日現在会員数 正会員４４名 賛助会員９７名） 

 

５月のできごと 

 ４日（土）① 犬山 絆プロジェクト 体験発表 

② メールマガジン第７号配信（子ども・被災者支援法 福島フォーラム） 

 ５日（日）  犬山 絆プロジェクト出店（パネル展、キャンドル販売、募金活動） 



１０日（金）  原発事故子ども・被災者支援法に関する要望書（暫定版）完成 

１１日（土）  原発事故子ども・被災者支援法 福島フォーラムに参加。復興庁参事官、国会議員に要望 

書手渡し 

１２日（日） ① 第４回定例会 テーマ 「原発事故子ども・被災者支援法 私達の要望をまとめましょう！」 

      ② ARPN 男子会開催 

３１日（金）① 支援法要望書(確定版)完成 

  ② メールマガジン第８号配信（ご協力のお願い） 

   （５月３１日現在会員数 正会員４６名 賛助会員１００名） 

 

６月のできごと 

２日（日）  第５回定例会 テーマ「A.R.P.N交流会 ぶっちゃけトークセッション」 

１３日（木）  豊橋市立津田小学校で「命の授業」 

１５日（土）  メールマガジン第９号配信（水野参事官ツィッター暴言問題について） 

１８日（火）  会報 第１号「ARPN通信～未来へのあゆみ～」発行 

１９日（水）  ARPN 女子ランチ会 開催 

２４日（月）  福島原発事故損害賠償愛知弁護団 ８家族２９人、国と東電相手に第一次 

提訴。岡本副代表、岡本幹事 司法記者クラブで会見 

２６日（水）  メ～テレ「ＵＰ」放送 岡本副代表、岡本幹事を取材。 

（６月３０日現在会員数 正会員４６名 賛助会員１０１名） 

 

７月のできごと 

６日（土）  第６回定例会  

テーマ 「弁護士さんに聞いてみよう！裁判？ADR？私にもできる？」 

１３日（土）  DAYS JAPAN写真展「地球の上に生きる2013」（於 国際センター） 

        パネルディスカッション「放射能から逃れるために」 

１４日（日）  第２回 ARPN 男子会 

２７日（土）  メールマガジン第１０号配信（第７回定例会について） 

   （７月１８日現在会員数 正会員４９名 賛助会員１１０名） 

 

８月のできごと 

３日（土）  瀬戸市のイベント講演 

     ４日（日）  第７回定例会    テーマ 「A.R.P.N 親子で交流会～ 

   夏休み企画！暑い夏を吹っ飛ばせ！！みんなで楽しく過ごしましょう～」 

２２日（木） 井川代表が全国１８人の原告団のひとりとして「子ども・被災者支援 

法」の基本方針の策定を国に求める「政策形成訴訟」提起。 

３０日（金）  復興庁が「原発事故子ども・被災者支援法」の基本方針（案）を発表 

   （８月３１日現在会員数 正会員４９名 賛助会員１１５名） 

 

 

９月のできごと 

 ５日（木）  メールマガジン第１１号配信（緊急定例会について） 

 ８日（日）  緊急（第８回）定例会  テーマ 「基本方針案について解説とパブコメ」 

１０日（火）～１２日（木） 

      ①「パブコメを一緒に書きましょう」 

      ② メールマガジン第１２号配信（「原発事故子ども被災者支援法の基本方針案 

に意見を！（緊急）」） 



      ③ A.R.P.Nのパブコメを提出 

１２日（木）  会報 第２号「ARPN通信～未来へのあゆみ～」発行 

２１日（土） 「原発事故被害者の救済を求める全国集会in福島」に参加（於福島県文化ｾﾝﾀｰ） 

２６日（木）  公益信託 愛・地球博開催地域社会貢献活動基金（通称 モリコロ基金）初期 

活動助成決定 

 

   （９月３０日現在会員数 正会員４９名 賛助会員１１５名） 

 

１０月のできごと 
 １日（火）  メールマガジン第１３号配信（「A.R.P.Nのみんなで署名活動をしよう。」） 

１１日（金）  原発事故子ども・被災者支援法の基本方針が閣議決定される。 

１８日（金）  メールマガジン第１４号配信（「明日の署名活動。雨天の場合」） 

１９日（土）  街頭署名活動（子ども・被災者支援法の幅広い適用と具体的 

施策の実施、賠償の時効問題の抜本的解決を求める請願署名） 

「第１回A.R.P.Nのみんなで署名活動をしよう！」（於 ＪＲ 

尾張一宮駅東口） 署名数  ２５０筆 

３０日（水）  署名 一次集約分 ９０７筆を集約団体へ送付 

   （１０月３１日現在会員数 正会員５２名 賛助会員１１４名） 

 

１１月のできごと 
 ２日～４日  街頭署名活動「第２回A.R.P.Nみんなで署名活動をしよう！」（於 ＪＲ尾張 

一宮駅東口） 署名数 ４０１筆 

 ８日（金）  JA尾張中央高蔵寺支店講演 

１２日（火）  メールマガジン第１５号配信（日本福祉大学学祭出店のご案内） 

１７日（日）  日本福祉大学学祭でのパネル展、署名活動（於 美 

浜キャンパス）署名数  ２５０筆 

１８日（月）  メールマガジン第１６号配信（「日本福祉大学学祭 

ブース出店報告」） 

２４日（日）  愛知民医連第４４回学術運動交流会 被ばく対策特 

            別分科会での講演（於 名古屋国際会議場） 

                    テーマ 「原発事故子ども・被災者支援法基本方針の問題点」 

２９日（金）  署名 二次集約分 ２，６７１筆を集約団体へ送付 

   （１１月３０日現在会員数 正会員５２名 賛助会員１１４名） 

 

１２月のできごと 
４日（水）  原賠時効特例法、原賠ＡＤＲ時効中断特例法 成立 

      ○消滅時効 損害及び加害者を知ったときから３年→１０年 

      ○除斥期間 不法行為のときから２０年→損害が生じたと 

きから２０年 

６日（金）  東別院の保養イベントの事前勉強会に講師派遣 

８日（日）① 第９回定例会「ぶっちゃけトークセッションＰＡＲＴ２！！  



～クリスマスだぜ！！子どもたちとちょっと楽しんじゃおう企画～」 

② 忘年会 

１９日（木）  会報 第３号「ARPN通信～未来へのあゆみ～」発行 

２５日（水）  東別院保養プロジェクトに参加    

   （１２月３１日現在会員数 正会員５２名 賛助会員１１４名） 

   （ １月３１日現在会員数 正会員５２名 賛助会員１１４名） 

 

 

ＡＲＰＮのあゆみ（平成２６年２月１日～平成２６年８月３１日） 

２月のできごと 

１０日（月）  設立一周年 

２０日（木）  エール３RD 出店者会議 

２３日（日）  メールマガジン第１７号配信（「通常総会と記念シンポジウムのご案内」） 

   （ ２月２８日現在会員数 正会員５２名 賛助会員１１４名） 

 

３月のできごと 

２日（日）① 平成２６年度（第１回）通常総会開催 

       第１号議案 平成２５年度事業報告及び収支決算承認 

       第２号議案 幹事改選 

       第３号議案 平成２６年度事業計画案及び収支予算案承認 

     ② 設立１周年記念シンポジウム「原発事故後の社会を考える： 

       避難する権利とベーシックインカム」 

       主催 ベーシックインカムを考える会２０１４ 

        共催 反貧困ネットワークあいち、あゆみＲ．Ｐ．Ｎｅｔ 

 

６日（木）  メールマガジン第１８号配信（「総会,記念シンポの報告」） 

７日（金）  メールマガジン第１９号配信（「イベントのご案内」） 

 

 

 

 

 ８日（土）  被災者応援・犠牲者追悼イベント「エール３ｒｄ ～これからも一緒に～」出店 

        （於 真宗大谷派名古屋別院（東別院境内一帯）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０日（月）  井川代表、岡本副代表がインタビューを受ける。名古屋平和学習テキストに収録されるもの 

       （於 名古屋市立大学） 

１１日（火）① 中京テレビ「キャッチ」 岡本副代表、岡本幹事出演 

      ② 有限会社おり紙様総会にて井川代表講演 

１２日（水）  ＣＢＣラジオに井川代表出演 

１５日（土）① メールマガジン第２０号配信（「お花見会のご案内」） 

      ② 放射能被害を勉強する会（有限会社おり紙様にて）にて井川代表が講師を務める 

      ③ イケメンドットコムのパーティーで缶バッジ販売 

２４日（月）  有限会社おり紙様「チャリティカット」にて缶バッジ販売、啓発資料展示 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （３月３１日現在会員数 正会員５１名 賛助会員１２５名） 

 

４月のできごと 

 ６日（日）  お花見会 開催（於 真宗大谷派名古屋別院（東別院）「ごぼう桜まつり」会場） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７日（月）  有限会社おり紙様より金３７，１２２円ご寄附 

１１日（金）  『手記』原稿募集開始 

１６日（水）  メールマガジン第２１号配信（「訴訟説明会の案内」） 

２３日（水）  義捐給付奨学金制度の紹介（正会員メーリングリスト） 

２６日（土）  訴訟説明会に参加（於 ウィンク愛知１３０３号室） 

    

   （４月３０日現在会員数 正会員５１名 賛助会員１３５名） 

 

５月のできごと 

 ２日（金）  メールマガジン第２２号配信（「第１０回定例会のご案内」） 

１１日（日）  第１０回定例会「汚染マップのパネルを作ろう ～あなたの声を伝えましょう～ 」 

        （於 愛知県司法書士会館） 

１４日（水）  「原発被災者の住宅確保を求める院内集会」に参加（於 参議院議員会館講堂） 

２０日（火）  会報 第４号「ARPN通信～未来へのあゆみ～」発行 

２９日（木）  タケダ・赤い羽根 広域避難者支援プログラム２０１４ 助成決定 

 

   （５月３１日現在会員数 正会員５１名 賛助会員１３５名） 

 

６月のできごと 

 １日（日）  「日本をとりもどすマツリゴト day」に出店 

        （於 白川公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２日（月）  講演（於 みなと福祉会） 

 ４日（水）  メールマガジン第２３号配信（「第１１回定例会、臨界幻想鑑賞のご案内」） 

９日（月）  タケダ・赤い羽根 広域避難者支援プログラム２０１４ キックオフミーティング出席 

       （於 東京 大手町サンスカイルーム会議室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日（火）  甲状腺医療費無料化を求める院内集会参加（於 参議院議 

        員会館） 

１５日（日）  第１１回定例会「皆で持ち寄りランチ会＆舞台鑑賞をしよ 

        う！！ 」（於 栄 いちご栄ビル（ランチ会）、愛知芸術 

        文化センター（舞台鑑賞）） 

 

 

 

 



 

１６日（月）  「手記」編集係 ５名を任命 

２１日（土）   クリエーターズマーケット vol.30 に出店（於 ポートメッセ名古屋） 

 

   （６月３０日現在会員数 正会員５２名 賛助会員１３６名） 

 

７月のできごと 

１０日（木）  福島原発事故損害賠償愛知訴訟 第１回口頭弁論が９月２６日午後２時と決定 

１７日（木）  メールマガジン第２４号配信（「第１２回定例会のご案内」） 

２０日（日）  愛知サマーセミナー２０１４で講演（於 名古屋経済大学付属高蔵高校） 

２８日（月）  有限会社おり紙様「チャリティカット」にて缶バッジ販売、啓発資料の展示 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （７月３１日現在会員数 正会員５２名 賛助会員１３９名） 

 

８月のできごと 

 １日（金）  メールマガジン第２５号配信（「市民公開シンポジウム実行委員会開催のご案内」）  

 ３日（日）  第１２回定例会「夏休み特別企画 流しそうめん流しましょう ～流しそうめんとスイカ割 

        り、垂れ幕製作の夏～」（於 発達センター あつた） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７日（木）  第１回 被災者による市民公開シンポジウム「青空のもとで ～今、自分にできること～」 

        実行委員会開催（於 愛知県司法書士会館） 

２３日（土）  ２０１４東別院 御坊夏まつり出店（於 真宗大谷派名古屋別院（東別院）） 

２４日（日）  ２０１４東別院 御坊夏まつり出店（ 同 上 ） 

２５日（月）  タケダ・赤い羽根 広域避難者支援プログラム２０１４ 第１回研修会 

        （於  大阪市中央区 社会福祉法人大阪ボランティア協会 小会議室） 

２６日（火）  タケダ・赤い羽根 広域避難者支援プログラム２０１４ 個別相談 

        （於  同上 ） 

２９日（金）  第２回 被災者による市民公開シンポジウム「青空のもとで ～今、自分にできること～」 

        実行委員会開催（於 愛知県司法書士会館） 

 

   （８月３１日現在会員数 正会員５２名 賛助会員１４１名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



原発事故・子ども被災者支援法基本方針の問題点 

                       原発事故被害者支えあいの会 あゆみ R.P.Net 

                                              事務局長    司法書士 江里 二郎 

第１ はじめに 

１ 原発事故・子ども被災者支援法の概要 

（１）法律の名称 

「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」 

（２）法の目的 

第１条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東 

   京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質が広く拡 

散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科 

学的に十分に解明されていないこと等のため、一定の基準以上の放射線量が計測さ 

れる地域に居住し、又は居住していた者及び政府による避難に係る指示により避難 

を余儀なくされている者並びにこれらの者に準ずる者が、健康上の不安を抱え、生 

活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていること及び当該支援に 

関し特に子どもへの配慮が求められていることに鑑み、子どもに特に配慮して行う 

被災者の生活支援等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、被災者の 

生活を守り支えるための被災者生活支援等施策を推進し、もって被災者の不安の解 

消及び安定した生活の実現に寄与することを目的とする。 

   ＊被災者生活支援等施策推進の理念を定めた法律で、理念法といわれている。 

支援施策の具体的な中身は法が定める基本理念に沿って、政府が「基本方針」を定めた上で、 

具体的施策を決定することになっている。 

（３）法が定める基本理念と基本方針に定める事項 

①基本理念（第２条） 

被災者生活支援等施策は 

１ 災害状況、復興等に関する正確な情報提供が図られつつ、行われるべきこと 

２ 被災者一人一人が支援対象地域における居住、他地域への避難、避難先からの帰還について 

 の自己決定できるよう、いずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければなら

ないこと ⇒ 避難する権利の保障 

３ 被災者の健康上の不安の早期解消のため、最大限の努力がなされるものであるべきこと 

４ いわれなき差別が生じないような配慮がなされるべきであること 

５ 放射線量の低減及び健康管理に万全を期することを含め、子ども、妊婦に対して特別の配慮

がなされなければならないこと。 

６ 支援の必要性が継続する間確実に実施されなければならないこと 

この崇高な基本理念にのっとり、基本方針を定めるべきことが条文上明記されている。 

②基本方針に定める事項等（第５条２項） 



 １ 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的方向 

 ２ 支援対象地域に関する事項 

 ３ 被災者生活支援等施策に関する基本的な事項 

 ４ その他被災者生活支援等施策の推進に関する重要な事項 

③意見の反映（第５条３項） 

基本方針の策定にあたって政府は、あらかじめ、その内容に原発事故の影響を受けた地域の住 

民やそこから避難した人々の意見を反映させるための措置をとらなければならないことが条文上規定

されている。 

（４）支援の対象となる方 ＝ 「被災者」 

・一定の基準以上の放射線量が計測される地域（支援対象地域）に留まっている方   

 ・支援対象地域からの避難者（自主避難者） 

   ・避難指示の区域からの避難者（強制避難者） 

   ・上記に準じる方 

（５）法が定める支援施策の概要 

留まっている方への支援施策 医療の確保、子どもの就学援助、食の安全安心の確保、放射線量の低減、地域における 

取組の支援、保養等心身の健康保持に関する施策、家族と離れて暮らすこととになった

子どもに対する支援 

自主避難の方への支援施策 移動の支援、住宅の確保、子どもの学習支援、就業支援、避難先の地方公共団体による

サービスの提供を円滑にうけることができるようにするための施策、避難元の地方公共

団体との関係維持、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援 

支援対象地域から帰還する方

への支援施策 

移動の支援、帰還先での住宅の確保、就業支援、地方公共団体によるサービスの提供を

円滑に受けることができるようにする施策 

強制避難の方への支援施策 特定原子力事業者による損害賠償の支払促進等資金確保、家族と離れて暮らすこととな

った子どもに対する支援 

健康、医療 ・被ばく放射線量の推計、評価に関する施策 

・定期的な健康診断の実施 

・医療費の減免、医療の提供に係る施策 

３ これまでの経緯 

  平成２４年６月２１日 超党派の議員立法により衆参両院全会一致で法律が成立 

       ６月２７日 法律の施行 

法律施行後も具体的支援施策はおろか基本方針すらだされない状態が 

１年２ヶ月続く。この間、復興庁への要望書の提出や様々な要請活動 

のほか、影響を受けた地方議会や自治体の首長などから意見書等の提 

出も行われた。 

  平成２５年８月３０日 復興庁より突然「基本方針案」の発表。わずか２週間の間（９月１３ 

日まで）、パブリックコメント（意見募集）に付すと発表。 

             パブコメ期間が短すぎるとの批判を受けて、その後９月２３日まで延 

             長すると発表 

       ９月１１日 基本方針案についての説明会（福島県文化センター）来場者１７０名 

         １３日 同上（東京 TOC 有明ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ）来場者 １００名 

         ２３日 パブコメ期間の終了。多くの被災者が要望してきた内容とかけ離れた 

             基本方針案に４，９６３件もの意見が寄せられる。 

【主な意見の類型ごとの件数】 

○支援対象地域に関するもの      約２，７００件 

 ○被災者への支援に関するもの 

  ・移動の支援に関するもの        約５００件 

  ・住宅の確保に関するもの        約７００件 

  ・就業の支援に関するもの        約４００件 



 ・健康調査・医療の提供に関するもの 約１，５００件 

 ○手続に関するもの          約２，０００件 

      １０月１１日 基本方針が閣議決定 

４ 私たちが考える基本方針の問題点 

（１）基本方針策定について 

  基本方針案策定にあたっては影響を受けた地域の住民や避難者の意見を反映させる措置が講じ 

られなければならない（第５条３項）ところ、そのような手続きは実施されていない。 

政府見解では以下を実施したので、意見反映はされているとしている 

 ・パブリックコメント期間を延長 

・９月１１日と１３日に説明会開催 

・被災者団体等が主催する会合に出席し意見聴取したこと 

（２）支援対象地域について 

「支援対象地域」は、福島県中通り及び浜通りの市町村（避難指示区域等を除く。）とする。 

 （中略） 

このため、上記の「支援対象地域」に加え、下記Ⅲに記載する施策ごとに、「支援対象地域」より広範囲な地域を支

援対象地域に準じる地域として定めることとする。 
（参考） 中通り：福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市の一部、 

鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、 

中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 

浜通り：相馬市、南相馬市の一部、新地町、いわき市 

       「支援対象地域」は 以上の 33市町村 

  条文上、支援対象地域は「（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基準以上である地域をいう）」としていることから、放射線量を基 

準として定められるべきものである。多くの被災者は福島県全域及び公衆被ばくの基準である追 

加被ばく線量年間 1 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ以上の地域を支援対象地域とするよう要望してきた。 

ところが基本方針では、条文に規定された「一定基準」を示すことなく、「福島県中通り及び浜通り

の市町村（避難指示区域等を除く）」を支援対象地域とした。復興庁の説明では「原発事故発生後、年

間積算線量が 20 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄに達するおそれのある地域と連続しながら、20 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄを下回るが相当な

線量が広がっていた地域においては」住民の不安の度合いが高いというらしい。 

この法律が、「当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明さ

れていないこと等のため」被災者が不安を抱え、その不安を解消することが目的の法律であるならば、

不安の度合いなどという客観性を欠くあいまいな基準で支援対象地域は定められるべきではなく、一

定基準を明確にして定められるべきである。 

被災者だけではなく、自治体の声すらも無視して定められた支援対象地域であり、被災地域の 

更なる分断を招くものと言わざるを得ない。 

（３）医療の確保 

  特定被災区域における国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の窓口負担の免除につい 

ては平成２４年９月末で国の支援が終了し、保険者任せになっている。既存施策の運用により解 

決できない部分は、本法によって抜本的な解決が図られるべきだと考える。 

（４）放射線による健康への影響調査、医療の提供等 

 ①健康診断等の実施について 

 ・基本方針では「福島県の全県民を対象とした外部被ばく線量調査や、事故時１８歳以下の子ど 



もに対する甲状腺検査等必要な健康管理調査を継続する」とあり、健康診断に関して明確に実施 

を表明しているのは、事故当時、福島県民でありかつ１８歳以下であった子どもに対する甲状腺 

検査のみである。実施期間や頻度、方法、甲状腺検査以外の検査等については明らかにされておらず、

「新たに有識者会議を開催し」「今後の支援の在り方を検討」とあるに過ぎない。 

放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないため、避難者が健康 

上の不安を抱えていることから、支援が必要であるとしたこの法律の目的からすれば、健康被害 

防止の観点から、子どもに限らず、あらゆる年代で、また甲状腺検査に限らず、考えられるあら 

ゆる健康診断を実施すべきである。 

・福島近隣県については、「新たに個人線量計による外部被ばく測定等をモデル的に実施。その結 

果を踏まえ、さらに拡充を検討」とあるが、第１３条２項は「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及びこれに準じる者に係る健 

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になるよう必要な措置が講ぜら 

れるものとする」と規定していて検査対象はあくまで「一定の基準以上の」「地域」にいた人であ 

って、「個人の被ばく線量」を基準として検査対象を定めるとは規定していない。速やかに一定基 

準（１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ）を定めて健康不安の払拭のために最大限の努力が払われるべきである。 

②医療費の減免 

基本方針には医療費の減免に関して「被ばく量の観点から、事故による放射線の健康への影響 

が見込まれ、支援が必要と考えられる範囲（子ども・妊婦の対象範囲や負傷・疾病の対象範囲） 

を検討するなど、県民健康管理調査や個人線量把握の結果等を踏まえて、医療に関する施策の在 

り方を検討」と記されたのみである。  

・第１３条３項は、「被災者たる子ども及び妊婦」が医療を受けたときには「負担を減免する」として

いるのであり、減免の具体的手続きについて基本方針に明記されるべきである。 

・第１３条３項の規定によれば、まず減免をするというのが法律の定めであって、その上で「放射線

による被ばくに起因しない負傷又は疾病」であった場合は支援対象から除外されることになっている。

放射線が人の健康に及ぼす危険が科学的に十分に解明されていないことから、放射線による被ばくに

起因しない負傷又は疾病であるかは個々の症状等によって判断されるべきであり、あらかじめ支援対

象や範囲を限定すべきではない。 

第１３条３項 

 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」 

（５）住宅の確保 

 ①子育て定住支援賃貸住宅の整備 

  基本方針には「子育て世帯が定住できる環境を整えるため、公的な賃貸住宅の整備を支援する」 

 とあるが、これは「人口が流出し、地域の復興に支障が生じていると認められる地域（福島県中 

 通り等）」に整備されるものであり、避難者に帰還を促す施策でしかない。 

 ②民間賃貸住宅を利用した応急仮設住宅の供与期間の延長、公営住宅への入居の円滑化 



・基本方針には「借上げ仮設住宅を引き続き提供する」とあり、具体的取組として「全国におい 

 て、民間賃貸住宅等を活用した応急仮設住宅の供与期間を平成２７年３月末まで延長」としてい 

るが、これは「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく住宅の供与ではなく、既存の「災害救 

助法」に基づく民間賃貸住宅を利用した応急仮設住宅のことである。災害救助法は、あくまで災 

害に際して住居を失った被災者に対して応急的な措置として仮設住宅を供与するにすぎないため、 

福島県からの避難者を除き、住宅の全半壊等の要件に当てはまらなければ住宅の供与が受けられ 

ないという問題、期間限定のためいつ終了するかわからないという問題、転居ができないなどと 

いった様々な問題がある。 

（供与期間の延長は既に決定されていたことであり改めて基本方針にいれるような施策ではない） 

・民間賃貸住宅等を活用した応急仮設住宅の供与は昨年１２月で終了しており、避難の自己決定 

を難しくしている。新規に避難を希望する人に対しても住宅の供与を行うことができるよう、原 

発事故子ども・被災者支援法に基づく住宅の供与を基本方針に盛り込むべきである。 

・基本方針の具体的取組として、平成２７年「４月以降については、代替的な住宅の確保等の状況を

踏まえて適切に対応」また「公営住宅への入居の円滑化を支援」とあるが、既存の公営住宅は数が逼

迫しており、入居が困難な状況にあるから、福島県外にも災害公営住宅の整備等が実施されるべきで

ある。 

③福島県外からの避難者への支援 

・福島県以外からの避難者については民間賃貸住宅等を活用した応急仮設住宅の供与を受けることが

できない人がほとんどである。第３条は国の責務を明記しており、基本理念に沿った支援施策が求め

られるところであるから、福島県以外からの避難者についても住宅の支援施策を講じるべきである。 

第３条 

  国は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任並びに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ことに鑑み、前条の基本理念にのっとり、

被災者生活支援等施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（６）移動の支援 

  基本方針の具体的取組としては「原発事故発生時に福島県中通り・浜通り（警戒区域等を除く。） 

又は宮城県丸森町に居住していた避難者のうち、原発事故により避難して二重生活を強いられて 

いる母子避難者等に対し、高速道路の無料措置を実施」とあるが、対象者、対象範囲が狭い上、途中

下車や経路についても限定される等の問題がある。利用しやすい制度にすべきである。 

また高速道路に限定されているが移動が長距離でもあることから公共交通機関等の利用についての

施策を検討すべきである。 

 

                                      以   上 

 

 

 

 

 



別紙意見書 

１ 施策推進の基本的方向性について 

 （対象部分）基本方針（案）の１ページ 

 （意見①） 

法第２条の基本理念に沿った施策が推進されるべきことを明確にすべきである。 

    ①災害状況、災害からの復興等に関する正確な情報の提供がはかられること 

    ②支援対象地域での居住、他地域への避難、帰還に関する自己決定権の尊重とそれを可能とす 

るための支援施策の推進 

    ③被災者の健康上の不安を早期に解消するために国の責務として最大限の努力がなされること 

    ④被災者に対するいわれなき差別の防止 

    ⑤健康被害の未然防止の観点から放射線量の低減及び健康管理に万全を期すること 

    ⑥支援施策の推進は被災者支援の必要性が継続する間続けられること 

 （理由）  

   基本方針は基本理念にのっとり定められるべきものであり、この点明確にされるべきである。 

   

 （意見②） 

   法１４条に基づき、基本施策の具体的な内容について、全国各地で被災者の意見を半年以上にわ 

たって聴取し、その意見を確実に反映させることを明確にすべきである。 

（理由） 

  施策の適切な実施については、被災者の声を十分にききとる必要があるため 

 

２ 支援対象地域について 

（対象部分）基本方針（案）の１ページから２ページ 

 （意見）福島県全域及び事故発生から１年間の追加被ばく線量が１ミリシーベルトを超える地域を支 

援対象地域とするべきである。その際、放射性物質は行政区画に関係なく拡散しているため、 

ホットスポット等行政区画の一部に１ミリシーベルト以上の地域がある場合には、その行政区 

画全域を支援対象地域とするべきである。 

 （理由）本法は、放射性物質が広く拡散し、放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険につい 

て科学的に十分に解明されていないことから、被災者が多くの不安を抱えていることに配慮し、 

その不安を解消することを目的とした法律である。この法の目的からすれば、不安を抱える人 

がいる地域は全て支援対象地域とすべきで、少なくとも公衆の被ばく限度である年間１ミリシ 

ーベルト基準に支援対象地域は定めるべきである。 

 

３ 支援施策について 

あ）（対象部分）基本方針（案）の４ページから５ページ（３）食の安全及び安心の確保 

 （意見） 食品中の放射性物質の検査基準の見直しとともに食品検査の徹底及び検査結果及び生産地 

を食品に表示すべきである。 

 （理由） 食に対する不安が増大する中で、その不安を払しょくする必要があるため。 

 

 い）（対象部分）基本方針（案）の６ページから７ページ（７）移動の支援 

 （意見①）母子避難者等に限定せず、子どもの有無にかかわらず、支援対象地域（福島県全域及び事 

故発生から１年間の追加被ばく線量が１ミリシーベルトを超える地域）からの避難者に対し 

て高速道路の無料化を実施すべきである。またこの場合にルート上の首都高速なども無料化 

すべきである。 

 （理由） 二重生活を強いられているのは、子どものいる世帯だけではなく大人も同様であるから。 

また適用範囲については本法の基本理念からいっても福島県中通り・浜通り又は宮城県丸森 

町に居住していた住民に限定することは妥当ではないから 

 

 （意見②）年２回程度の鉄道等による移動を認めるべきである。 

車移動による場合は燃料代実費及び往復新幹線等の鉄道運賃実費等の全部又は一部を補助金 

として交付すべきである。 



 （理由）移動が長距離であることや、高齢者がいる世帯等は車による移動が困難なケースもあり、移 

動の費用負担が避難者の生活を圧迫しているため。 

 

う）（対象部分）基本方針（案）の７ページ（８）住宅の確保 

 （意見①）新規避難者向けの住宅支援を実施すべき 

 （理由） これから避難することを考えている人がたくさんいることや法２条の基本理念にのっとっ 

た支援をするべきだから 

 

 （意見②）避難時にかかるないしかかった費用を支援すべき 

 （理由） 避難の経済的負担が大きく、法２条の基本理念にのっとった支援をするべきだから 

 

 （意見③）全国における、民間賃貸住宅等を活用した応急仮設住宅の供与期間は法２条６項の規定に 

沿い、期限を定めることなく、支援の必要性が継続する間確実に実施することを明記するべ 

きである。またこの場合の避難の必要性が継続する限りとは、個々の被災者が必要なくなっ 

たと判断したときまでであることを明記するべきである。 

  （理由）原子力事故により、避難者は生活基盤を全て失い、避難地での生活基盤を一から作らなけ 

ればならなかった。国が原子力政策を推進してきたという社会的責任を考えるとき、この事 

故によって失った避難者の生活基盤を回復していくことは国の責務である。 

また発災から２年半が経過した今日においても低線量被ばくによる健康への影響は明らか 

ではない。このため今後も長期の避難生活を強いられることとなるが、住居の問題は、就職・ 

進学等をはじめ将来の生活設計に重大な影響を与えるとともに大きな不安要因であるから、 

災害救助法による応急仮設住宅の提供期間の規定によって延長を繰り返すのではなく、法２ 

条６項の基本理念にのっとり個々の被災者が支援を必要とする限り継続するべきだから 

 

 （意見④）災害救助法に基づく応急仮設住宅の提供を受けられない支援対象地域（福島県全域及び事 

故発生から１年間の追加被ばく線量が１ミリシーベルトを超える地域）からの避難者への住 

宅の無償提供ないし家賃補助を実施すべきである。 

 （理由） 災害救助法に基づく民間借賃貸住宅等を利用した応急仮設住宅が既に提供されてはいるが、 

被災３県以外からの避難者はこれらの提供を受けることができない者が多数存在し、長期に 

わたる避難生活で経済的に苦しい状態が続いているから。 

 

 （意見⑤）民間賃貸住宅等を利用した応急仮設住宅から転居した場合においても、住宅の無償提供を 

すべきである。 

 （理由） 避難先で、応急仮設住宅から転居した場合に住宅の提供を受けられなくなるが、避難当初 

は避難先の環境や地理的状況が把握できない段階で住居が定まってしまい、その後就職、進 

学、家族の成長や人数の変動があっても転居ができないため 

 

 え）（対象部分）基本方針（案）の９ページから１０ページ（１３）放射線による健康への影響調査、 

医療の提供等 

 （意見①）支援対象地域（福島県全域及び事故発生から１年間の追加被ばく線量が１ミリシーベルト 

を超える地域）の居住者及び同地域からの避難者については成年者、未成年者を問わず全員 

を対象とした健康検査を実施すべきである。この場合の検査内容については、以下の検査を 

含む放射線による人体への影響を知りうる全ての検査を生涯にわたって実施すべきである。 

・甲状腺検査 ・ホールボディカウンター ・血液検査 ・尿検査 ・心電図検査 ・成人病 

検査一般 

  （理由）国は、国民の生命及び身体を保護すべき責任を負っているところ、放射線が人の健康に及 

ぼす危険について科学的に十分に解明されていないため、被災者の健康被害を未然に防止し、 

健康上の不安を解消するために最大限の努力を払い、万全を期することは国家としての責務 

であるし、健康被害を未然に防止できれば国家としての利益にもつながるものであるから 

 また多くの被災者は健康上の不安に苦しめられており、この不安の解消は急務であるから 

 



 （意見②）福島県以外の健康調査も即刻行うべきであり、有識者会議での検討に委ねるような先送り 

はするべきではない 

（理由）「予防原則」の観点から健康検査については一刻を争う問題であり、法２条５項の基本理念、

法１３条２項の規定に従うべきであるから 

 

 （意見③）法１３条３項による被災者が医療を受けた場合の医療費の減免に関する施策、医療の提供 

に関する施策について明記するべきである。また、妊婦子どもに限定することなく同条が適 

用されるようにすべきである。 

 （理由）原子力事故による影響と思われる疾病等で被災者が医療を受けた場合に、医療費を減免する 

のは当然のことである。法１３条３項が予定しているのは原則的に被災者が医療を受けた場合 

に速やかに医療費の減免等がなされ、放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病の場合の 

み例外的に減免されないということである。とすれば事故後２年半が経過し、健康被害のリス 

クが高まるなかで、明らかに放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病の場合を除いては 

速やかに医療費減免等の施策を行うべきである。 

今後、支援が必要とされる範囲の検討や施策の在り方を検討するなどは先送りでしかない。 

     

４ 被災者（住民・避難者）の意見反映方法等について 

（対象部分） 基本方針（案）の１２ページ 

（意見） 法１４条に基づき、施策の具体的な内容に意見を反映させるための公聴会を被災者が居住

する全国全ての市町村で開催するべきである。 

 （理由） 法１４条で規定されていることでもあり、支援施策には被災者の意見を反映させるべきだ

から 

 

５ その他 

 （対象部分） 基本方針（案）の全部 

 （意見） 基本方針（案）は法５条３項により事故の影響を受けた地域の住民、避難している者の意 

見を反映して提示されるべきである。 

 （理由） 法５条３項は基本方針を策定しようとするときは、「あらかじめ」事故の影響を受けた地域 

の住民や避難者の意見を反映させるために必要な措置をとることが規定されているが、その 

手続きが行われていないため。これは明らかな手続き違背である。 

尚、復興庁は基本方針（案）についてパブリックコメントに付したり、９月１１日及び１ 

３日に説明会を開催するというが、これらによって「あらかじめ」意見を反映させたとは言 

えないことを付言する。 

 

                                以  上 
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