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4.低線量長期被ばく影響の考え方

とれらのサノレに関する論文を公表したところ，

メディアは大きな関心を寄せてきた とくに，血

液学的変化の論文6)は，出版元のネーチャー・ノミ

プリッシングがプレスリリースし7己こともあって，

フランスのガーディアン紙や米国のワシントンポ

スト紙などでも取り上げられていた.

各紙からコメン卜を求められた専門家の多くは，

標本が少なすぎる，データのばらつきが大きすぎ

る，より高レベノレの汚染地域でのデータが無い，

といった批判的な意見を述べたうえで，本研究が

被ばくと健康影響の因果関係を証明していないと

主張していた 著者らも，これらの指摘には同意

する しかし，前述したように，個体レベルでの

累積被ばく量を正確に知ることはできない.

そもそも，人類史上でほとんど経験のない低線

量長期被ばくの影響について，被ばく量との因果

関係を明らかにすることが可能なのだろうか.少

なくとも，多様な被ばく笑態の再現実験など不可

能である 著者は，先のような専門家からの批判

的意見を， 1990年代に始まった環境ホノレモン問

題の際に何度も受けた経験がある.いわゆる環境

ホノレモンも放射性物質のように環境中の動態が複

雑であり，かつ多様な化学物質によって複合的に

影響を与えている可能性が高い.そのため，明確

な因果関係を示すことは困難であった.

こうした生物影響に関する意見対立は，ヒロシ

マやミナマタ以来，繰り返されたもの左通底する

科学的態度が背景にある左想像される しかし，

本来，臨床症状や検査データの異常が観察された

事実から，疫学的に原因へアフ。ローチするのが未

知の環境災害に対する科学的な態度だろう.生物

影響の議論は，因果関係の立証よりも生物学的パ

ラメータの変化の有無を問題にすべきではないか

前述した Karmaus教授らの研究グループは，

先の研究を継続する形で 2008年から 2010年にも

同様の血液検査を実施している8) このときは，

合わせてホールボディーカウンターによるセシウ

ム測定も行った.この場合でも累積被はく量を実

測できないが，セシウム蓄積濃度の対数値と赤血

球数や血色素濃度などで統計的に有意な負の相関

を明らかにしており，その変化は著者らの研究結

果と酷似している.

さらに，同研究グループは上記と同じ集団を対

象に血液中の免疫グロプリンを測定し，セシウム

による居住地域の土壌汚染レベノレと相関する変化

を見出したの.とれは何らかのメカニズムで被ば

くによる免疫機能への影響があることを示唆して

いる.

いずれにしても，チェルノプイリ災害から 30

年近く経てもなお，新たな事実が報告される状況

を見れば，フクシ7 左向き合うには淡々と事実を

積み上げるのが科学者の務めなのだと確信してい

る.

(はやましんいち)
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原発事故と避難政策
広域避難における避難住宅の課題一一

森川清

はじめに一一原発事故による避難の特徴

福島原発事故によって放射性物質が広範囲に拡

散し，現在も福島第一原発は冷却をつづけなけれ

ばならず，放射性物質の放出も続いている 放射

線被爆の影響を避けるための方策として最もわか

りやすいのは，放射能に汚染された地域から離れ

ることで，そのためには避難するしかないわけだ.

放射性物質は広範囲に拡散する可能性があるから，

事故の規模によって広域に避難するとととなる，

避難すれば，当然，避難先において生活を営む

ために住宅が必要となる.避難住宅の提供として

は，災害救助法の応急仮設住宅という枠組みがあ

る.広域避難で利用できるように，災害救助法

35条(2013年改正前)を活用して各都道府県にお

いて支出した避難費用について求償できることが

明らかにされた1)

この広域避難の通知は福島県のみに向けられた

ものではないが，福島県からの他県への避難者数

は他県よりも圧倒的に多く，福島県で把握されて

いる範囲でもピーグ時(2012年 4月 5日現在)に

は6万 2736人に及び，すべての都道府県に避難

者がし、る.

生活を維持するための経済的基盤を維持しつつ，

放射線に対する感受性が高い子どもを避難させる

ために，父が福島県に残って働き，母子で避難す

るとし、う事例が多くみられる目母子避難形態は，

家族全員で避難するわけではないので，避難自体

がきわめて不安定な状態であって，二重生活での

生活費の負担も過大となる.

福島原発事故が収束せず，除染が十分に成果を

上げておらず，避難は長期化している 今もなお，

福島県からの県外避難者数は4万 5735人である.

ピーク時から約1万 7000人が減少したが，その

うちの半数近い約 8000人の減少分が比較的近隣

の山形県である (2015年 1月 15日現在)

県外への避難では，建設塑応急仮設住宅がつく

られるわけではなく，公営住宅や民間借上げ住宅

による「みなし応急仮設住宅」に避難するのが主

たる避難形態となる それは避難が見えにくくな

り，避難者のコミュニティの形成が困難になる一

方で，放射能汚染という偏見や差別から免れるた

めに避難を秘密化して目立たぬように避難生活を

することともつながる.なお，福島県は，県外の

みt;;.し応急、仮設住宅の新規の受付について， 2012 

年 12月 28日で終了させた.

との状況に対して，ニーズに合った政策がとら

れているのか とられていない場合，いかなる解

決が求められるかを，以下，検討する

1 避難政策，とくに応急仮設住宅の経過

(1) 基本政策としての帰還政策

2012年 3月，福島復興再生特別措置法が成立

し，同法に基づき，同年7月に福島復興再生基本

方針が鴎議決定された 同方針は，福島県の復興

再生を旗印に産業・雇用を創出しつつリスクコミ

ュニケーションを図るなどして帰還政策を推進し

ていくものとなっており，避難を継続・拡充する

動きとは正反対の政策が基本政策となった.その

一環として，福島県は，同年 11月から県外避難

者の一部を対象に県内避難住宅への住み替え支援

策を始め，同年 12月に福島県外のみなし応急仮

設住宅の新規受付を終了させた.

帰還政策に反する動きは抑えとまれることとな
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る 賠償問題からも置き去りにされ財政的に支援

も乏しい避難指示等区域外からの避難者(以下，

「区域外避難者」という)を支援するために.2012 

年6月に成立した「東京電力原子力事故により被

災した子どもをはじめ左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J(原発事故子ども・被災者支援

法)は，行政への義務付けがなく(逆にし、えば市民

に権利性がない).財政措置を義務付ける規定も

ない「理念法」にされてしまった.

(2) 区域による分断政策

被害者への賠償や支援策には，区域内・外で格

差がある.区域に対応する形で原子力損害賠償紛

争審査会の賠償基準が異なっていたり，比較的に

放射線量が高いにもかかわらず福島県以外の地域

というと止で支援が乏しかったりする.

たとえば，応急仮設住宅の供与の根拠で、ある災

害救助法は，福島県全市町村に適用されている.

他方，学校教育や保育所入所事務などの避難先

自治体での支援の特例を定める「東日本大震災に

おける原子力発電所の事故による災害に対処する

ための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移

転者に係る措置に関する法律J(原発避難者特例

法)の指定市町村は，福島第一原発 30km圏内の

市町村(緊急時避難準備区域に指定されなかった

いわき市も含む)である.そのため.30km圏外

の福島市や郡山市から避難しても原発避難者特例

法の対象でなぜ、ということで，避難先の自治体か

ら保育園入所や公立小中学校入学を拒否されるこ

ともある.県内避難ではあるが，区域外避難者に

ついて会津若松市が公立小中学校への入学を拒否

したとし、う報道もなされている2)

区域外避難者に必要な措置を講ずるこ左として

いる原発事故子ども・被災者支援法の「被災者生

活支援等施策の推進に関する基本的な方針J(基本

方針)において，支援対象地域とされたのは，浜

通りと中通りのお市町村である.同法には区域

外避難者の権利性が規定されておらず財政措置も

義務付けられていないことから，従来の支援のカ

タログ。が掲載されただけで新規性はなかった.そ

れ以外に，基本方針において汚染状況調査や除染

などに絡めて「準支援対象地域」を設けている.

(3) 応急仮設住宅の供与

災害救助法(2013年改正)4条1項1号は，応急

仮設住宅の供与を救助」ごして定めている.

供与の基準としては，同条3項および災害救助

法施行令3条により定められた内閣府告示「災害

救助法による救助の程度，方法及び期間並びに実

費弁償の基準j がある.同告示2条2号に応急仮

設住宅についての基準が定められている

その基準では，対象者は「住家が全壊，全焼又

は流失し，居住する住家がない者であって，自ら

の資力では住家を得ることができないものJ(イ)

左され，供与期間は「完成の日から建築基準法第

85条第3項又は第4項に規定する期限までとす

ること J(ト)とされている.また. 1応急仮設住宅

の設置に代えて，賃貸住宅の居室の借上げを実施

し，これらを供与することができるとと J(ホ)が

規定されている.

上記(卜)から建築基準法85条 3・4項の規定に

より応急仮設住宅の供与期聞は原則 2年以内とさ

れるが. 1特定非常災害の被害者の権利利益の保

全等を図るための特別措置に関する法律J(特定非

常災害特措法)8条によって 1年単位での延長を

可能にしている

応急仮設住宅の供与期間が原則 2年以内とされ

ている理由について. 1応急仮設物としての耐用

年数並びに建築基準法第85条の規定により同法

の適用を受けない仮設建築物として存続できる期

間あるいは，大規模な災害を除けばこの 2年聞に

一般的な恒久住宅の建設が可能である等を考慮の

うえ定めたものである」と説明されており31，そ

の前提は，フ.レハ7'の建設型応急仮設住宅で、ある.

(4) 災害救助法の弾力運用

政府は. 2011年3月19日，区域外避難者に対

する全面支援を行う旨を決定し，同日，当時の災

害救助法の所管官庁であった厚生労働省は，災害

救助法の蝉力運用についての通知を出した.民間

賃貸住宅・空き家の借上げによる応急仮設住宅の

供与，非被災地の都道府県への避難について，災

害救助法35条(2013年改正前)の活用が可能であ

ることが明らかにされた.
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事事力運用は数次にわたって通知され，同月 25

日，厚生労働省から応急仮設住宅として公営住宅

等の活用が示された4) 同年4月4日には. 1福

島第一原子力発電所周辺区域からの避難者である

か否かに関わらず」災害救助法の適用対象である

ととや. 1居住する住家がないJ1自らの資力では

住家を得る事ができない」という要件についても

弾力運用がなされ. 1必要と考えられる希望者に

はできる限りこれらの応急仮設住宅を供与される

よう御配慮願いたい」と積極的に区域外避難者を

援助すべきことが示された5)

また，厚生労働省は，同年3月12日に雇用促

進住宅の活用を示し6).同月 19日には区域外避

難者を含めて利用を可能にする旨を明らかにし

たの そして，同年6月3日に「当面の間，福島

県内に居住していたと認められる者」を避難者と

して対象に含めることを明らかにした8)

たとえば，東京都では. 2011年4月の避難所

における一次避難の段階で，避難指示等区域内か

らの避難者に対してはみなし応急仮設住宅の提供

が行われたが，区域外避難者に対しては別の避難

所への移転がなされるとし寸分断が行われた し

かし，これらの弾力運用によって区域外避難者に

対してもみなし応急仮設住宅が提供されるように

なったのである.

(5) 応急仮設住宅の供与の延長

原則IJ2年以内主されている応急仮設住宅の供与

について.2012年4月17臼，厚生労働省は，自

ら 11年延長するこ止にいたします」と通知して

厚生労働省自らが判断する体裁をとっていたが9)，

1年後の 2013年4月2日通知10)では. 1応急仮設

建築物である住宅については，特定行政庁の判断

で存続期間の延長が可能J1民間賃貸住宅等を借

り上げて供与している応急仮設住宅についても，

災害救助担当主管部局の判断で供与期間の延長が

可能」として形式的に判断を自治体に任せた.災

害救助法は法定受託事務なので，国の判断が背後

にあって自治体が決めるというのは形式に則って

いないとはいえない.

その後は都道府県の判断ということで，厚生労

働省から通知されず，福島県は2014年5月28日，

さらに 1年間(2016年3月31日まで)延長するこ

とを発表し，受入都道府県に依頼した ただし

槍校岐村，只見町，柳津町，三島町，昭和村の 5

町村の避難元については延長されなかった

(6) 災害公営住宅と有償化の動き

福島原発事故の長期避難者向け災害公営住宅に

ついて，福島県は4890戸を整備する計画を立て，

その一部について 2014年 11月から入居開始とな

った.対象者は 1現在避難指示の対象となって

いる区域(帰還困難区域，居住制限区域，避難指

示解除準備区域)に，平成23(2011)年3月11日

時点、で居住していた者」である.旧緊急時避難準

備区域からの避難者や区域外避難者は，上記の者

の入居が完了するまで入居できず，地震・津波で

住居を失った者など避難元の市町村の募集の要件

に当てはまる場合に限って市町村営の災害公営住

宅への応募が可能となるだけである もちろん，

災害公営住宅は有償である ただし，避難指示区

域内から避難している者については，東京電力は

家賃柏当額を賠償の対象として直接請求を受け付

けており，当面の問は実質的に住宅使用料を負担

することはない

また，国土交通省は.2014年9月26日，原発

事故子ども・被災者支援法の支援対象地域からの

区域外避難者について. 1当分の間」の措置とし

て，各市町村の判断で公営住宅(有償)に入居する

ための住宅困窮要件を緩和することができるよう

にし，これによって避難先の公営住宅への入居を

容易にする取扱いをはじめた さらに，二重生活

をしている避難者については，各市町村の判断で，

住宅使用料を定める収入額の算定について優先的

な取扱いをすることができるとしている，

2 避難住宅政策の課題

(1) 求められるのは長期無償の避難住宅

原発事故子ども・被災者支援法に基づく基本方

針によって応急仮設住宅の供与期限が「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

供与期闘を平成27年3月末まで延長.同年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.Jとされ. 2015年4月以降
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の延長を前提としない取扱いのごとく示されたζ

とから，避難者団体である「ひなん生活をまもる

会」が応急仮設住宅の無償提供期間の延長等を求

める署名 1万 6002筆を集め. 2014年 4月25日

に内閣府防災担当に，その後は福島県，東京都に

それぞれ提出した

その後，福島県から 2016年3月末までの延長

が発表されたが，避難者ーたちが求めているのは

長期・無償の避難住宅の提供であるー

第 1に，避難を継続せさ9るをえない状況が続い

ている.いまだ局地的に放射線量の高いホットス

ポットが多数存在し，それがどとなのかは日でみ

てもわからない状況であり，住民の不安は大きし、

放射性物質汚染対処特措法による除染も，十分に

進んでいない.除染によって生じた廃棄物は，そ

の最終処分の目途もまったく立っておらず，福島

市・郡山市・いわき市などの都市部を中心に仮置

き場の確保もままならない状態で，多くのケース

で自宅や学校等での現場保管を余儀なくされてい

る.食品や水などからの内部被爆の恐れも払拭さ

れていない 2013年8月に3号機のがれき撤去

時に放射性物質を飛散させるなどしており，さら

に福島第一原発の使用済み核燃料の取り出しゃ汚

染水漏れ等に止もなって深刻な事故が起きる可能

性もないとはいえず，帰還すれば事故が起きたと

きに影響を受けるリスクも高まる

第2に，避難生活を短期間で区切るのでは，逆

に生活を不安定にしてしまう.避難生活でも，生

計を維持するために働かなければならないし，子

どもは学校に通いながら成長していく，原発事故

による避難では，放射能汚染ないしはさらなる被

害リスクを避けるために被災地から離れて広域に

避難するこ左となるから，避難住宅の提供が打ち

切られて帰還させられることとなれば現在の仕事

や学校を継続させられない.仕事や学校は. 1年

単位で延長するか否かを判断すべきものではない

から. 1年単位での延長という枠組み自体が重大

な問題を抱えている

第3に，避難世帯は，二重生活や消費生活構造

の変化で生活費負担が増えており，経済的に苦境

に立たされており，有償の住宅で避難を継続する

ことは困難である 避難世帯の経済状況をみると，

避難前と比べて生活費が増加している避難世帯が

多く，避難住宅の無償提供を打ち切ると止は，避

難世帯の家計に大きな打撃を与えるもの止なる.

筆者が運営にたずさわる災害ボランティア団体

「東京災害支援ネット」が全国の広域避難者を対

象に 2014年夏に実施した実態調査(r原発事故に

よる避難世帯の生活実態調査J)によれば，避難世

帯の 73%が生活費増にあえぎ，その平均増加額

は月額7万 9470円であって，避難世帯には重い

負担になっている とりわけ，東京電力から今日

に至るまて、十分な賠償金を受け取っていない区域

外避難者や賠償を打ち切られた旧緊急時避難準備

区域からの避難者などにとっては，避難住宅の無

償提供の打ち切りは帰還を命ずるに等しい母子

のみが避難し，福島県内等に生計維持者がとどま

るという「二重生活」を余儀なくされている世帯

で民生活費がとくに増加しており，こうした母

子避難者に対しても，事実上，避難総統の断念を

強いることとなってしまう.

第4に，非被災地におけるみなし応急仮設住宅

氏建築基準法 85条の応急仮設建築物ではない.

建築基準法 85条3・4項に基づいて 2年の供与期

間に限定する意義に乏しく，特定非常災害特措法

8条によって延長期間を 1年単位に限定する意義

も乏しい.

そうであれば，第 1ないし第3の事情を考慮し

て，むしろ「災害救助法による救助の程度，方法

及び期間並びに実費弁償の基準J2条2号の賃貸

住宅の居室の借上げに関する規定(ホ)でみなし応

急仮設住宅については期間制限がない旨を明記し

て，建設型の応急仮設住宅の期間制限の規定(卜)

の対象外であることを，告示におし、て明らかにす

べきである

(2) 応急仮設住宅間の転居(いわゆる仮設問

移動)について

応急仮設住宅間の転居については，原則として

認めないとととされており. r真にやむを得ない

事情がある場合」に被災県と協議して例外的に認

めるとし、う運用がなされている.上記運用の理由

は，被災県の要請と災害救助法の趣旨であるとさ
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れてし、る.

東京災害支援ネットは，東京都と山形県に対し

て文書開示請求をして，転居の基準や転居を認め

た事例を調査した.

東京都カミらは，①健康上の理由や介護等の事情

で，避難者が当該住宅に居住を続けることが困難

な場合.~家主の都合による場合，③その他(③-

1・近隣住民等から犯罪行為等の被害を受けてい

る場合など，居住を継続することが，避難者等に

著しい危険を生じさせる場合，③-2・すでに応急

仮設住宅に入居している世帯において，入居者数

が変更となった結果，住宅規模等の標準を著しく

逸脱するなど，避難生活の継続等に支障をきたす

場合，③ 3:避難の長期化にともない，現状の世

帯構成では居住を続けることが困難な場合で，世

帯構成の変更を行う場合)について認める旨であ

ったが，具体的な事例の回答はなかった.

山形県からは，具体的伝事例の回答があり，①

隣人トラフツレで賃貸人からも住み替えを要請され

ている事例U.②隣人トラフツレ等による精神的スト

レスのため借り上げ住宅にも近寄れない事例，③

集合住宅での生活の経験のない避難者がストレス

等のため入院しており，退院後の生活環境改善の

ために転居相当の主治医の診断がある事例，④入

居者に疾患があり症状緩和のため転居が必要であ

る事例，⑤現在の住居に居住するととが困難で，

主治医の意見書が付された事例，⑥高齢の母が自

力で起きとがれず常時介護が必要な状態であるに

もかかわらず，介護用ベッドを設置できる部屋が

なく介護に支障が生じている事例，引昔り上げ住

宅でダニ被害が出て心身の失調があり，主治医か

ら早期の住宅環境の変更が必要との診断がなされ

ている事例があった

しかし，これらはし、ずれも原則として認められ

ないものを例外的に認めるかとし、う裁量判断であ

り，必ずしもニーズに合致しているとはいえない

東京災害支援ネットへの相談では，エレベータ

ー設備のない避難住宅の 5階に居住し，妊娠中の

妻にとって 5階への階段の上り下りが大きな負担

となって，不正出血が生じる事態となっていたが，

仮設問移動が認められないというものがあった.

いちど出血すると 1週間ほど出血が続き，腹痛も

ひどい.不正出血は流産の前兆の 1っともされて

いる症状であり，母体止胎児の生命の維持にあた

って重大な事態が生じていたが，負担の少ない低

層階への転居が認められなかった そのため，東

京災害支援ネットで. 2013年 12月に，山形県に

対して，避難者の「救助に万全を期すJと左を求

めたところ，すみやかに転居が認められた

現在提供されている応急仮設住宅は狭い等の理

由で，より環境のよい住宅を求めている避難者は

多い 東京災害支援ネットが 2014年夏に実施し

た避難世帯の実態調査でも，避難者の 1割が他の

仮設住宅への移動を希望している 避難者は，従

来の普通の生活を奪われ，故郷を離れて長期間の

避難生活を余儀なくされていることからすれば，

応急仮設住宅が狭院である，就業場所への交通の

便，あるいは保育，教育，治療，介護等の生活状

況の変化等の事情があって，避難世帯の環境改

善・生活向上に資する場合には，環境のよいみな

し仮設住宅への仮設問移動を認めるべきである

(3) 建設型応急仮設住宅からみなし応急仮

設住宅への移転について

みなし応急仮設住宅における仮設問移動の問題

は，建設型応急仮設住宅にもパラレノレに考えるこ

とができる.

とれまでの避難の一般的な形態として，建設型

応急仮設住宅から災害公営住宅へという流れがあ

る.建設型応急仮設住宅は，応急仮設建造物であ

って，設備に問題がないとはし、えない相談を受

けていても，生活音が気になるなど不満が多い.

東京災害支援ネットが 2014年夏に実施した避

難世帯の実態調査においても，応急仮設住宅の入

居期間の延長について，みなし応急仮設住宅に入

居してし、る回答者のほとんどが延長を希望してい

るのに対して，建設型応急仮設住宅に入居してい

る回答者の半数が延長を希望していないという明

白な結果が出ている

現段階では，災害公営住宅の入居対象者が限定

されており，家賃の減免や東京電力からの賠償に

よって，当面の間は入居者に費用負担がない形が

とられるだろうが，福島原発事故の避難者が分断
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されずに避難住宅の供与を受けるためには，特定

の避難者について災害公営住宅に移行させて，区

域外避難者が引きずられるように有償の公営住宅

に移行させられるのではなく，建設型応急仮設住

宅に避難している者はみなし応急仮設住宅に移行

できるような道筋もつけていくべきであるーとく

に避難区域が解除された地域からの避難者で，建

設型応急仮設住宅に住まわされてし、る避難者につ

いては，喫緊の課題であるといえる

3 恒久立法の必要性

原発事故子ども・被災者支援法の推進団体の 1

つである日弁連は. 2014年 7月 17日. I原発事

故避難者への仮設住宅等の供与に関する新たな立

法措置等を求める意見書」を政府に提出した目こ

れは，権利義務関係がなく行政裁量任せで財政措

置も義務付けられていない原発事故子ども・被災

者支援法では，避難住宅政策は困難であることを

認識したうえで，原発事故避難者の避難住宅政策

について「新たな立法措置jを求める大きな方向

転換だといえよう.

災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与は，建

設型応急仮設住宅を原則としており，みなし応急

仮設住宅は例外的な扱いである.また，災害救助

法 35条(2013年改正前)による広域避難について

も，とれほどの広域避難を想定したものではない

し，各種行政サービスを他県の自治体で受け続け

ることは想定されていない.福島原発事故におけ

る避難のように，長期で経済的負担が大きく，母

子避難を典型とする不安定な避難は，仮設問移動

の必要性も高くなる.そういった意味で，災害救

助法に基づく応急仮設住宅の供与では，原発事故

の住宅政策の対応として不十分であることは明ら

かであり，福島原発事故のような過酷事故を想定

した恒久立法を新たに制定する ζ とは必要である.

しかし，福島復興再生特別措置法と同法に基づ

く福島復興再生基本方針による帰還政策のもとで

は，新規立法の見通しは厳しい.このまま新規立

法によって避難住宅政策の変更を求めていくのは，

原発事故子ども・被災者支援法と同様に骨抜きに

されてしまう可能性が高い.

新規立法によらずとも，前記のとおり「災害救

助法による救助の程度，方法及び期間並びに実費

弁償の基準」を改正して，みなし応急仮設住宅に

ついては期間制限がなく，建設型の応急仮設住宅

の期間制限の対象外であると止を明記したり，仮

設問移動をできるだけ広く認める運用をしたりす

ることは可能なはずである

そとで恒久立法の制定を求めるとともに，まず

は避難者の現実とニーズを突きつけて，告示の改

正や運用の変更を強く求めていくべきである.

(もりかわきよし・弁護士)
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原発ADRの現状
その成果と限界・課題について一一

小島延夫

はじめに

福島第原発事故は，日本の環境破壊として例

のない，近代史上最悪の環境破壊となったが，そ

の問題に対応するために，新たに. ADR(裁判外

紛争解決手段)として設けられたのが，原子力損

害賠償紛争解決センターである目

筆者は，その発足当初の 2011年 9月に，向セ

ンターの仲介委員に指名され，実際に，パネノレ

(センターにおいて当該事件を担当している仲介

委員をいう.以下同じ)として，多数の案件を担

当(2015年3月2日現在までで累計 98件)してき

た 本稿はそうした経験及びこの間の報道その他

を踏まえたものであるが，あくまでも，筆者の個

人的見解であるととを最初にお断りしておきたい

1 福島第一原発事故と ADRの必要性

(1) 迅速な救済の必要性

福島第一原発事故は，巨大な規模の災害という

側面を有しており，適切な時期に救済措置がとら

れないと，より被害が拡大するとし、う要素がある

とれらへの対応は，災害法制に基づく行政的救

済止しての避難所・仮設住宅の提供，飲食物・寝

具などの提供，医療費などの無償化があるが，と

れだけでは不十分で，特に本件のように原因者が

明確な場合には，原因者による早急な救済措置と

しての金銭補償(仮補償含む)が必要である.その

ための制度構築と運営を考えなければならない.

(2) 裁判所の量的限界及び時間的限界

人的原因によって発生した災害による被害救済

について，争いがある場合，本来，担当すべき機

関としては裁判所がある しかし，裁判所には，

以下にみる通り，いくつかの限界があり，迅速な

救済を提供できないおそれがある.

第 1に，量的な限界である.福島第一原発事故

による避難者数は，政府指示の避難区域に限って

も15力人前後に上る 政府指示の避難区域の事

業所数だけでみても. 8000事業所となる さら

にその区域外まで含めると福島県内だけでも，救

済措置が取られるべき住民だけで 100万人以上と

なり，裁判所の処理能力を圧倒的に上回る

第2に，時間的な限界がある

裁判所は，終局的な紛争解決機関であるため，

誤りのない正確な判断を求めるとし、う傾向があり，

左もすれば，厳格な手続き運用や具体的詳細な個

別主張，級密な立証を要求し，救済措置提供が遅

れがちとなる まして，本件のような社会的に影

響の大きな問題となるほど裁判所は慎重になる.

また，仮払い，一部和解しての継続などといった，

柔軟な手続き運用も，不可能ではないはずである

が，そうした柔軟かっ迅速な救済を行うというこ

とは得意としていない目

(3) 簡易・迅速な紛争解決手段

そうしたことから，裁判所以外に，中立で独立

した紛争解決機関を設け，そこで，多数の案件に

対応でき，また簡易・迅速な被害救済を可能とす

るような制度をつくりあげる必要があった.

2 原子力損害賠償紛争解決センターの設置

と和解仲介手続の実施状況

(1) 原子力損害賠償紛争解決センターの設

置

そうした紛争解決機関としての期待をもって設

置されたのが，原子力損害賠償紛争解決センター


