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r避難用住宅の無償提供期聞の長期延長を求める署名」提出にあたって

本日、安倍晋三内閣総理大臣及び山谷えり子内閣府特命担当大臣(防災)に宛て

て、 「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名Jを提出致します。

福島原発事故のため、首都圏のみなし応急仮設住宅に避難している私たち避難世

帯のグ、ループである「ひなん生活をまもる会Jと、同じように京都に避難している

避難者と支援者のグ、ループである「うつくしま大ふくしまm京都」、そして、埼玉

県の避難者支援団体である「震災支援ネットワーク埼玉j の3団体は、昨年 11月

以来、避難区域外からの避難者(区域外避難者)も含めた全ての原発事故避難者に

対し、みなし仮設住宅等の避難者向けの住宅を無償で長期間提供すること等を確約

・実行することを求め、上記の署名活動を行ってきました。その結果、 4万497

8通の署名が集まり、本日提出の運びとなりました。

昨年も、 「ひなん生活をまもる会」が同様の署名運動を行い、 16002筆の署

名を提出しました。その後、原発事故避難者の応急仮設住宅の提供期限は、平成 2

8年 3月まで延長されました。今年は上記3団体が共同呼びかけ団体となって全国

の避難者・支援者・市民の皆さんに署名を呼びかけ、更なる長期の避難用住宅の無

償提供を訴えたところ、昨年の 2倍をはるかに超える沢山の署名が集まりました。

ところが、当初、私たちの偵Ijからの署名提出の打診に対して、内閣府の担当官の

方は「国が要望書を受け取る性質のものではないJ r内閣府防災で対応することが

できないj などと述べたという話があり、署名受渡しの日程調整に手間取りました。

内閣府は、この要望書の主題である「応急仮設住宅J制度を定めている災害救助

法等に基づく「被災者の応急救助に関すること」等を所管する官庁です。仮設住宅

の提供期間の定めの大本は、内閣府防災担当が所管する政令である災害救助法施行

令 3条 1項に基づく内閣府告示[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」であり、内閣総理大臣には基準を変更する権限があります。上

記の基準を超える期間等を定める場合、同施行令3条2項に基づく特別基準を設定

することになりますが、これには、内閣総理大臣の同意が必要であり、これも内閣

府防災担当の所管です。また、災害救助法に基づく救助は、都道府県知事が行うも

のとはいえ、法定受託事務であり、今回の福島原発事故においても、所管する国の

官庁(福島原発事故発生当初は厚生労働省でしたが、現在は内閣府に所管が移って

います。)が福島県等の被災自治体や被災者受入れ自治体に対し数多くの通知を出

して、事実上の政策決定を行ってきました。

これらの事実に鑑みれば、福島原発事故の被害者が内閣府に対し、現行の住宅政

策の抜本的改善を求める本署名「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署
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名Jを提出するのは当然のことです。

にもかかわらず、内閣府の担当官が「国が要望書を受け取る性質のものではな

いJ r内閣府防災で対応することができない」等と述べたということは極めて残念

です。なぜ、このような対応がなされたのか。内閣府は、福島県民をはじめとする

原発事故被害者の支援に対して実は消極的なのではないかという疑念、を持たざるを

えません。もちろん、こうした政策態度は、 「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Jという原発事故子ども被災者支援法 1条所定の目的にも反するものだ

と思います。今後は、このような対応がないようにしていただきたいです。

安倍晋三内閣総理大臣に対しては、上記のような原発事故被害者の疑念を払拭す

るよう、本要望書に沿った抜本的な住宅支援策の立案を期待します。

わたしたちは4年前、突然、福島原発事故に巻き込まれ、避難してきました。放

射能汚染による追加被ぱくの危険を可能なかぎり避けるため、避難区域の内外を問

わず、一日でも長く避難を続けたいという避難者が多いです。来年3月とされてい

る無償の避難用住宅の提供期限は、原発事故被害者の要望とは、かけ離れています。

避難生活にはお金がかかります。避難するのための住宅が有料になってしまった

ら、避難を続けることが経済的に濁難になる世帯が沢山あります。 1年ごとの延長

では、子どもの中学・高校等の進学先をどこにしたらよいか、悩んでしまうという

声もあります。避難住宅の長期的な無償提供が約束されることによって、原発事故

避難者は安心して生活することができるようになります。

さらに、他のみなし応急仮設住宅への転居を認めていただければ、プレハブ、の建

設型応急仮設住宅から借上げ住宅などのみなし応急仮設住宅に移ることもできます。

家賃負担が生じる災害公営住宅に移らなくても済みます。

また、これから避難したいという方もまだまだいます。こうした新規避難者にみ

なし応急仮設住宅を提供することも急務です。

こうした原発事故被害者の立場に立った避難者対策を総合的に行うため、新規立

法の制定をぜひお願い致します。

固には原発事故を引き起こした責任があるはずです。そして、原発事故子ども被

災者支援法 14条には「施策の具体的な内容に被災者の意見を反映」すると定めら

れています。今こそ、わたしたち避難者の声を政策に反映させるべき時です。

何としても、私たち原発事故避難者の要望を実現していただきたいと思います。

平成27年5月 13日

ひなん生活をまもる会 代表 鴨下 祐也

(連絡先)〒115-0045東京都北区赤羽2…62-3マザーシップ司法書士法人内

電話0シ3598-0444 FAX 03-3598-0445 
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福島県知事 内堀雅雄殿

『避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名J提出にあたって

本日、内堀雅雄・福島県知事に対して、 「避難用住宅の無償提供期間の長期延長

を求める署名Jを提出致します。

福島原発事故のため、首都圏のみなし応急仮設住宅に避難している私たち避難世

帯のグループ。で、ある fひなん生活をまもる会」と、同じように京都に避難している

避難者と支援者のグ、ループである「うつくしま交ふくしまln京都」、そして、埼玉

県の避難者支援団体である「震災支援ネットワーク埼玉j の3団体は、昨年 11月

以来、避難区域外からの避難者(区域外避難者)も含めた全ての原発事故避難者に

対し、みなし仮設住宅等の避難者向けの住宅を無償で長期間提供すること等を確約

・実行するこ止を求め、上記の署名活動を行ってきました。その結果、 4万497

8筆の署名が集まり、本日提出の運びとなりました。

昨年も、 「ひなん生活をまもる会j が同様の署名運動を行い、 16002筆の署

名を提出しました。その後、原発事故避難者の応急仮設住宅の提供期限は、平成2

8'1三3月まで延長されました。今年は上記3団体が共同呼びかけ団体となって全国

の避難者・支援者・市民の皆さんに署名を呼びかけ、更なる長期の避難用住宅の無

償提供を訴えたところ、昨年の 3倍近い沢山の署名が集まりました。

わたしたちは4年前、突然、福島原発事故に巻き込まれ、避難してきました。

しかし、福島原発事故は、いまだ収束には程遠いです。福島第一原発は炉心が溶融

しており、近隣地域では二次災害のおそれをはらんでいます。放出された放射性物

質は膨大で、除染による原状回復は困難です。セシウム 137の半減期は約 30年

です。放射能汚染の被害地域では、今も放射性物質による被ばくと二次災害のおそ

れに長期間さらされるこどになります。こうした状況は、避難区域の線引きを超え

て、全県に広がっています。放射能汚染による追加被ばく・二次災害の危険を可能

なかぎり避けるため、避難区域の内外を問わず、当面帰還したくない、一日でも長

く避難を続けたいという避難者が多いです。

原発事故による避難者には、生活再建に必要な賠償が十分になされていません。

加害者である東京電力が賠償金の支払いを勝手に打ち切った地域や、ほとんど賠償

金が支払われていない地域もあります。避難元に生計維持者らを残して仕送りで暮

らしている母子避難などの「三重生活避難者j をはじめ、別居のために経済的に困

窮している家庭が少なくありません。

避難を続けるにはお金がかかります。避難の長期化で、避難者の生活困窮は、ま

すます厳しくなっています。避難用の住宅が有料になってしまったら、避難を続け

ることが経済的に困難になる世帯が沢山あります。
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これまでの国や福島県のお考えは、必要なら 1年ごとに延長するとのことですが、

1年ごとの延長では先が見えません。子どもの中学・高校等の進学先選びなど、避

難先での生活設計をすることができません。福島原発事故は今後も長期にわたって

収束のメドが立たないのですから、避難用の住宅も長期にわたって無償で提供され

るべきです。

したがって、原発事故避難者には、長期・無償の住宅提供が、どうしても必要な

のです。

しかし、原発事故避難者向けに住宅を無償で提供する制度としては、現行法上、

災害救助法の応急仮設住宅を活用するほかなく、昨年に引き続き、提供期間の延長

が問題となっていますo 現在の提供期限は平成28年3月ですが、すでに残り 1年

を切っています。残りの期間はあまりに短く、原発事故被害者の要望とは、かけ離

れています。

避難用住宅の提供期間の長期延長は、現行の法制度でもちょっとした工夫をすれ

ば可能です。福島県からの避難者のうち、借上げ住宅や公営住宅といった、いわゆ

る「みなし応急仮設住宅」に入居している人の数は、雇用促進住宅等も含めると、

県内約4万5千人、県外約 3万4千人、合計約8万人にも上ります。一方、県内で

プレハブの応急仮設住宅に入居している方は約 2万4千人です。つまり、県内を含

めて全国に散らばっている福島県からの避難者の大部分は、みなし応急仮設住宅に

入居しています。みなし応急仮設住宅はプレハブ‘ではありませんから、建築基準法

のプレハブの使用期聞に関する規定を適用する必要はなく、提供期間の長期延長に

は何の技術的問題もないはずです。

プレハブの応急仮設住宅に住んでいる方も、借上げ住宅などの他のみなし応急仮

設住宅に転居することが認めれられれば、長期に安定した住宅で、家賃のかからな

い避難を続けることができるようになります。そうすれば、家賃の負担が生じる災

害公営住宅等に移らなくても済みます。すでに建設されている災害公営住宅につい

ては、当面、みなし仮設住宅として活用すれば、家賃の負担はなくなります。

ですから、避難区域の内外を区別することなく、そして、現在の災害救助法適用

地域を狭めることなく、福島県からの避難者が入居している全国の応急仮設住宅の

使用期限について、できるかぎり早く延長するようお願い致します。

避難者の間で要望の多い、他のみなし応急仮設住宅への転居を柔軟に認めること

も必要です。子どもが生まれて家族が増えた避難世帯には、広い仮設住宅に移り住

んでもらうべきではないでしょうか。

また、これから避難したいという方もまだまだいます。こうした新規避難者にみ

なし応急仮設住宅を提供することも急務です。

内
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こうした原発事故被害者の立場に立った避難者対策を総合的に行うため、私たち

避難者とともに、新規立法の制定をぜひ政府に働きかけて実現させてください。

内堀雅雄知事には、災害救助法上、原発事故避難者の救助に万全を期す責任があ

ります。万が一、現在行われている応急仮設住宅の提供を全部または一部打ち切る

ようなことになれば、多くの方の避難をあきらめさせることにつながり、災害救助

法上の責任をおろそかにしたとの批判を免れないでしょう。

知事に対しては、本要望書に沿って、私たち原発事故避難者の要望を実現してい

ただきたいと思います。

平成27年 5月 15日

ひなん生活をまもる会 代表 鴨下 祐也

(連絡先)干115-0045東京都北区赤羽2-62-3マザーシップ司法書士法人内

電話03-3598-0444 FAX 03-3598-0445 
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東京都知事舛添要一殿

「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名」提出にあたって

本日、舛添要一都知事に対して、 f避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求め

る署名Jを提出致します。

福島原発事故のため、首都圏のみなし応急仮設住宅に避難している私たち避難世

帯のグループである「ひなん生活をまもる会」と、同じように京都に避難している

避難者と支援者のグ、ループである「うつくしま女ふくしまln京都」、そして、埼玉

県の避難者支援団体である f震災支援ネットワーク埼玉」の 3団体は、昨年 11月

以来、避難区域外からの避難者(区域外避難者)も含めた全ての原発事故避難者に

対し、みなし仮設住宅等の避難者向けの住宅を無償で長期間提供すること等を確約

・実行することを求め‘上記の署名活動を行ってきました。その結果、 4万497

8筆の署名が集まり、本日提出の運びとなりました。

昨年も、 「ひなん生活をまもる会Jが同様の署名運動を行い、 16002筆の署

名を提出しました。その後、原発事故避難者の応急仮設住宅の提供期限は、平成 2

8年3月まで延長されました。今年は上記3団体が共同呼びかけ団体左なって全国

の避難者・支援者・市民の皆さんに署名を呼びかけ、更なる長期の避難用住宅の無

償提供を訴えたところ、昨年の 3倍近い沢山の署名が集まりました。

わたしたちは4年前、突然、福島原発事故に巻き込まれ、避難してきました。

しかし、福島原発事故は、いまだ収束には程遠いです。福島第一原発は炉心が溶融

しており、近隣地域では二次災害のおそれをはらんでいます。放出された放射性物

質は膨大で、除染による原状回復は困難です。セシウム 137の半減期は約 30年

です。放射能汚染の被害地域では、今も放射性物質による被ばくと二次災害のおそ

れに長期間さらされることになります。こうした状況は、避難区域の線引きを超え

て、全県に広がっています。放射能汚染による追加被ばく・二次災害の危険を可能

なかぎり避けるため、避難区域の内外を関わず、当面帰還したくない、一日でも長

く避難を続けたいという避難者が多いです。

原発事故による避難者には、生活再建に必要な賠償が十分になされていません。

加害者で、ある東京電力が賠償金の支払いを勝手に打ち切った地域や、ほとんど賠償

金が支払われていない地域もあります。避難元に生計維持者らを残して仕送りで暮

らしている母子避難などの「二重生活避難者」をはじめ、別居のために経済的に困

窮している家庭が少なくありません。

避難を続けるにはお金がかかります。避難の長期化で、避難者の生活困窮は、ま

すます厳しくなっています。避難用の住宅が有料になってしまったら、避難を続け

ることが経済的に図難になる世帯が沢山あります。
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これまでの国や福島県の考えは、必要なら 1年ごとに延長するとのことですが、

1年ごとの延長では先が見えません。子どもの中学・高校等の進学先選びなど、避

難先での生活設計をすることができません。福島原発事故は今後も長期にわたって

収束のメドが立たないのですから、避難用の住宅も長期にわたって無償で提供され

るべきです。

したがって、原発事故避難者には、長期・無償の住宅提供が、どうしても必要な

のです。

原発事故避難者向けに住宅を無償で提供する制度としては、現行法上、災害救助

法の応急仮設住宅を活用するほかなく、昨年に引き続き、提供期間の延長が問題と

fよっています。現在の提供期限は平成 28年3月ですが、すでに残り 1年を切って

います。残りの期間はあまりに短く、原発事故被害者の要望とは、かけ離れていま

す。

避難用住宅の提供期間の長期延長は、現行の法制度でもちょっとした工夫をすれ

ば可能です。福島県からの避難者のうち、借上げ住宅や公営住宅といった、いわゆ

る「みなし応急仮設住宅Jに入居している人の数は、雇用促進住宅等も含めると、

県内約4万5千人、県外約 3万4千人、合計約 8万人にも上ります。一方、福島県

内でプレハブ、の応急仮設住宅に入居している方は約2万4千人です。つまり、県内

を含めて全国に散らばっている福島県からの避難者の大部分は、みなし応急仮設住

宅に入居しています。みなし応急仮設住宅はプレハブではありませんから、建築基

準法のプレハブ、の使用期間に関する規定を適用する必要はなく、提供期間の長期延

長には何の技術的問題もないはずです。

プレハフゃの応急仮設住宅に住んでいる方も、借上げ住宅などの他のみなし応急仮

設住宅に転居することが認めれられれば、長期に安定した住宅で、家賃のかからな

い避難を続けることができるようになります。そうすれば、家賃の負担が生じる災

害公営住宅等に移らなくても済みます。すでに建設されている災害公営住宅につい

ては、当面、みなし仮設住宅として活用すれば、家賃の負担はなくなります。

ですから、避難区域の内外を区別することなく、そして、現在の災害救助法適用

地域を狭めることなく、福島県からの避難者が入居している全国の応急仮設住宅の

使用期限について、できるかぎり早く延長するようお願い致します。

これから避難したいという方もまだまだいます。こうした新規避難者にみなし応

急仮設住宅を提供することも急務です。

また、こうした原発事故被害者の立場に立った避難者対策を総合的に行うため、

私たち避難者とともに、新規立法の制定をぜひ政府に働きかけて実現させてくださ
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わたしたちは、貴庁に対して、平成25年 9月、平成26年5月、に同旨の要望

書を提出していますが、一向に実現しません。

それどころか、原発事故の区域外避難者(いわゆる「自主避難者J)については、

平成29年 3月で応急仮設住宅の提供を打ち切る方針だという報道もあります。福

島県の県外避難者の多数は区域外遊難者といわれており、もし、無償の住宅提供が

打ち切られれば、避難者から生活の基盤を失わせることになり、避難を続けること

は困難になります。区域外避難者I士、好んで避難しているわけではありません。原

発事故と放射能汚染のために避難を余儀なくされているのです。にもかかわらず、

住宅を打ち切るとすれば、いまだ事故が収束していない地域に無理やり人びとを帰

すことになります。これは、非人道的な行為です。東京都には、わたしたちととも

に、国や福島県に対し、打ち切り反対の働きかけをしていただきたいと思います。

現在、東京都は、都営住宅などの有料の住宅への申込みをさかんにすすめていま

すが、こうした住宅提供の打ち切りの動きと連動しているのではないか、との疑い

を禁じるととができません。住宅の使用の許可・延長の権限を持つ東京都が他の有

料の住宅に移るように勧めるということは、これ以上延長しないという意思表示だ

と考えるのが通常の感覚です。このため、わたしたち避難者の多くが非常に困惑し

ています。

多くの避難世帯の家計は、ギリギリです。二重生活に苦しむ区域外避難者は特に

そうです。住宅が有料化されれば、避難を続けられなくなる家族が続出します。

東京都は、避難者受け入れ自治体として、長期・無償の住宅提供を求めるわたし

たち避難者の要望を国や福島県に届けるべき立場にあるはずです。

また、東京都独自の事業として、都内の避難者を追い出さず、長期・無償の住宅

提供を決めることだって、可能なはずです。

これ以上、応急仮設住宅に入居している避難者に対して、有料の都営住宅への申

込みをすすめるのは、もう金輪際やめていただきたい。

そして、どのようなことがあっても、東京都が、わたしたちを現在の応急仮設住

宅から無理やり追い出すようなことは、絶対に絶対にしないでいただきたい。

都知事におかれましては、わたしたちの要望の趣旨を理解いただき、国及び福島

県に積極的な働きかけをしてください。

平成27年6月1日

ひなん生活をまもる会 代表 鴨下 祐也

(連絡先)干115-0045東京都北区赤羽2-62-3マザーシップ司法書士法人内

電話03-3598-0444 FAX 03-3598-0445 
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緊急声明

~私たちの住まいを奪わないで!~

平成27年5月20日

ひなん生活をまもる会

代表 鴨下祐也

(事務局)干115-0045東京都北区赤羽2丁目 62-3

マザーシップ司法書士法人内

TEL 03-3598-0444 

2015年5月17目、朝日新聞の「自主避難、住宅提供終了へ福島県調整 16年度

でj と題される報道に、私たちの多くは、心臓をえぐられるような、痛みをは

るかに超える思いをもって接しました。どうか、国や福島県は、私たちの生活

の基盤である「住まいを奪わないで」ください。

私たちは、今年5月13日、留に対して、同15日、福島県に対して、「避難用住

宅の無償提供期間の長期延長を求める署名」を提出しました。この署名には、

44，978人もの思いが詰まっています。

私たちは、福島県に対して「方向性だけでも、発表の時期だけでも教えて欲

しいJと訴え続けましたが、福島県の職員は、「わかっていますって。同じ福島

県民じゃないですかj と発言したものの、何も教えてはくれませんでした。私

たちは、そのわずか一日後に、報道という手段を使って、知らされるとは夢に

も思いませんでした。

朝日新聞の報道の真偽は必ずしもあきらかではありませんが、大手新商社が

一面に何の裏付けもなく掲載することは考えにくく、県の情報提供が疑われま

す。仮に、情報提供はなかったとしても、報道が事実であれば、期間延長をし

ないという方向性は、署名を提出した日には既に決まっていたことになります。

県に署名提出者に対する説明義務はありませんが、 f同じ福島県人じゃないでで



すか」という発言は、私たちの必死の思いを逆撫でするとしか言いようがなく、

深い悲しみを覚えます。

私たちの多くは、福島県で生まれ育ちました。福島県の山や海や川に、豊か

な自然に育てられたといっても過言ではありません。また福島に移り住んだ者

は、むしろ、福島の豊かな自然に大きな魅力を感じ、この地に根を張り、回畑

を耕し、子孫を育てる事をあえて決断した者達です。誰もがそれぞれの人生の

大切な時間を福島県で過ごしており、誰にとっても福島は大切なふるさとなの

です。

また、私たちの多くは、放射線に対する感受性が高いとされる子どもの親で

す。子どもの親でない者もいますが、家族や家族以外でも、親戚"友人・知人 E

地域の知り合いや仲間、子どもたちの友だちとその親たちなど「大切に思う人」

がいます。その「大切に思う人」の健康を守るためには、ときに自分の命さえ

軽〈思えることすらあります。きっと誰か「大切に思う人Jがいれば、誰でも

理解してもらえる感情だと思います。

そして、私たちの多くは、あの目、被ばくしました。ほとんど情報がないな

か、今思えば隠蔽された情報の中で、あえて放射線量の高い地域に向かって避

難し、不必要な被ぱくをした者もいます。私たちは、被ぱくをしたことを、あ

るいは「大切に思う人J、特に自身の子どもたち、そして福島県肉で暮らしてい

たすべての子どもたちに被ぱくをさせてしまったことを悔やみ続けています。

そして10年後、 20年後の健康被害を強く心配しています。

私たちの多くは、「大切に思う人」の被ぱくの軽減を願い避難しています。私

たちのなかには、国が線引きした警戒等区域外から避難している者(区域外避

難)もいます。区域外避難者は、ほとんど加害者東京電力から賠償も補償され

ないなかで、唯一「大切に思う人」の健康を望んで避難しています。そのため

経済的に困窮する者も決して少なくありません。このうえ住宅の無償提供がな

くなれば、今以上に生活を犠牲にして避難を続けるか、意に沿わずとも帰還す

るかを選ばなければならなくなります。



私たちの中には、「大切に思う人」の被ぱくを心配しつつ、経済的理由で、ある

いはその地位や立場など様々な事情で福島県に滞在する者もいます。その者も

できる限り被ぱくを避ける工夫をしながら生活をしています。当然、いまでも、

様々な事情が許せば、避難を含め被ぱくの軽減を図りたいと思っています。

政府が認めるように原発事故は収束していません。今も大量の放射性物質が、

福島県内外を覆っているのです。私たちは、避難する者であろうと、滞在する

者であろうと、区域に内外を荷わず、誰一人として、被ばくしないで済むこと

を願っています。少なくとも被ぱくを軽減させたいと思っています。

つまり、私たちは、それぞれが苦渋の選択をさせられているのです。そんな

私たちにとって「福島県民じゃないですか。」という言葉は重〈、少なくともそ

の場しのぎで発することが許される言葉ではありません。

どうか、国や福島県は、私たちの生活の基盤である「住まいを奪わないでJ

ください。避難住宅は、私達の命綱です。これを切られたら、多くの避難者が、

そして子ども達が路頭に迷います。私たちは決して無いものを怖がっているわ

けではありません。今も消えぬ脅威から身を守るための家を、どうか奪わない

よう、重ねてお願い申し上げます。

以上


