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東京災害支援ネット(とすねっと)は、東日本大震災・福島原発事故の被害者らの支援を行

っている弁護士・司法書士・市民らによる団体であり、きらきら星ネットl士、東日本大震災・

福島原発事故の被害者らの支援を行っているボランテイア団体である。両団体は、共同で、以

下のとおり、共同で芦明を発表する。

5月17日付けの朝日新聞朝刊は、福島原発事故で政府による避難等の指示等が

あった区域以外の地域から避難している f区域外避難者」について、福島県が避難

先の住宅(災害救助法に基づく応急仮設住宅(公営住宅等を利用した「みなし応急

仮設住宅」を含む。)を指すものと忠われる。)の無償提供を 2016年度 (20

ー



1 7年3月末)で終える方針を固めたと報じている。報道の真偽は不明であるが、

事実とすれば、区域外避難者を含めた原発事故避難者の多くが望んでいる f長期・

無償」の避難用住宅提供の希望を打ち砕こうとするものであり、決して認めること

はできないものである。わたしたちは、区域外避難者に対する災害救助法に基づく

応急仮設住宅の提供の打ち切りに対し、断固反対する。

福島原発事故の区域外避難者は正式な統計はないものの、朝日新聞の上記報道で

は3万6000人とされている。いわき市、郡山市、福島市などからの避難者が多

い。福島県からの県外避難者4万6000人余り(復興庁発表、 2015年4月1

6日現在)の多くは、みなし応急仮設住宅に住む区域外避難者である。

4年前に起きた福島原発事故で放出された放射能は避難区域の外にも広がってお

り、除染をしても原状に回復していないことは明らかである。原発事故自体、溶融

した核燃料の所在も不明で、汚染水は漏れ続け、三次災害のおそれも払拭されてお

らず、いまだ収束からは程遠い状況である。こうした中で、 2014年夏に東京災

害支援ネット(とすねっと)が実施した「原発事故による避難世帯の生活実態調

査J (以下、 r 2014年実態調査」という。)によれば、避難者のうち、避難元

への帰還を予定している世帯は、全体の 3割にも満たない (28%)。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、一日でも長く避難を続けたい

どいう避難者の意向は、避難区域の内外を問わず、 「予防原則j の考え方に基づい

て尊重されるべきである。

区域外避難者は、生計維持者が避難元等に残り、母子のみが避難する「二重生

活j の世帯が多く、区域外避難者の家計は苦しい。 2014年実態調査によれば、

生活費が増加した世帯の増加額は平均で約8万円に上る。このため、みなし応急仮

設住宅では、 4分の 3以上の避難者が、無償提供の延長を求めている。

こうした避難者の現状に鑑み、日本弁護士連合会は、 2014年7月 17日付け

で「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」を発表し、国に対し、 「避難者に対する住宅供与期間を相当長期化させるJ

。白



「有償の住宅への移転又は切替えのあっせんを積極的に行わない」こと等を求め、

原発事故の避難者向けに「長期・無償Jの住宅支援の新規立法を制するよう呼びか

けている。東京災害支援ネット(とすねっと)も、これまで、国や福島県に対し、

繰り返し、日弁連意見書と同様の意見を述べてきた。

最近では、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「うつくしま食ふくしまin京都J、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}ク埼玉」の 3団体は、昨年1

1月以来、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た。この結果、 4万4978筆の署名が集まり、 5月 13日

には安倍晋三内閣総理大臣あてに、同月 15日には内堀雅雄・福島県知事あてに提

出された。この署名は、すべて手書きのものである。 4万5千の署名の芦は、安倍

総理も内堀知事も無視できないはずだ。

しかしながら、朝日新聞の報道によれば、原発事故の避難者について、現在 20

16年 3月末となっている避難先での住宅(応急仮設住宅)の無償提供の期限を 1

年だけ延長するものの、区域外避難者については 2017年3月末で無償提供を打

ち切る方針とのことだ。福島県は「故郷への帰還を促したい考えj とのことで、

「反応を見極めた上で、 5月末にも表明する。 Jのだという。これが事実とすれば、

2014年実態調査における避難者の意向、日弁連意見書の内容や、避難者団体な

どが行った署名の結果を、すべて無視した政策判断というほかない。

朝日新聞の報道によれば、背景として、自治体の一部には「無償提供を続ける限

り、帰還が進まない」という意見があるとしている。これが事実とすれば、避難者

に対して帰還を事実上強制しようとするものである。県幹部は「避難生活が長期化

することで、復興の遅れにつながりかねない。」と言っているというが、避難家族

を犠牲にしてまで強仔しようとする「復興Jとは何なのか。災害救助法は、都道府

内。



県知事に対し、救助の万全を期するよう定めているが、福島原発事故がいまだ収束

しない状況の中では、避難用住宅の提供の打ち切りは救助に万全を期したことには

ならないので、災害救助法の規定にも反する。区域外避難者に対する住宅の無償提

供の打切りは、反人道的な「強制帰還政策Jであると言わざるをえない。

報道によれば、災害救助法について福島県知事を行政指導しうる立場にある国は、

「国も早く終了を決めて欲しいと言ってきている」という。しかし、国には、原発

の立地・稼働を推進して、その安全を怠り、原発事故を引き起こした責任があるは

ずだ。責任を放棄して、原発事故の被害者を帰還させるのは、加害責任から目をそ

らした被害者無視の行為であると言わざるをえない。

打切りの動きと並行して、すでに有料の公営住宅への転居などをすすめる有償化

の動きも始まっている。全国の避難者や支援者は、こうした動きに動揺しないでほ

しい。そして、どのような決定がなされようとも、全国の避難者や支援者が力を合

わせて、固と福島県に対して、避難区域の内外を問わず、長期・無償の住宅提供を

確約・実行するよう強く求め続けなければならない。

改めて表明する。わたしたちは、区域外避難者に対する災害救助法に基づく応急

仮設住宅の提供の打ち切りに対し、断固反対する。そして、打ち切りの動きに対し

ては、全国の避難者・支援者の皆さんと左もに、妥協することなく闘っていくつも

りである。がんばりましょう f

以上
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原発被災者に対する支援・賠償打ち切り等の方針に反対し、

支援の継続・拡充を求める。

2015年 5月 26日

認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ

福島第一原発事故から四年以上が経過したが、被害者の方々に対する政府の施策は極めて不十分なまま

である。報道によれば、福島県、政府・与党が今、これまでの不十分な施策をも打ち切ろうと検討を進

めているという。

ヒューマンライツ・ナウはこれに反対し、支援を継続・拡充することを求める。

1 自主避難者への無償の住宅提供

報道によれば、福島県は、 2015年5月、東京電力福島第一原発事故後に政府からの避難指示を受けず

に避難したいわゆる「自主避難者j について、福島県は避難先の住宅の無償提供を 2016年度で終え

る方針を固め、関係市町村と調整に入札反応を見極めた上で、 5月末にも表明するという。 1

いわゆる自主避難者は、原発事故の影響を受ける地域でありながら、政府が決めた年間 20ミリシーベ

ノレトという避難基準を下回ることから避難指定されなかった地域から、自らの決断で避難した方々であ

る。

そもそも、低線量被ばくに関する国際的な研究や広島・長崎等の疫学的研究に照らせば、年間 20mSv

という避難基準自体があまりに不十分である。国内法でも年間 5mSvの地域は「放射線管理区域j として

一般人の立ち入りや、飲食・就寝が禁止されている。

チェルノブイリ事故後は、年間 1ミリシーベルト以上の地域に居住している住民には「避難の権利J

が認められ、避難を決断した場合は政府から住宅支援や十分な賠償、教育・雇用の支援などが行なわれ

てきた。しかし、日本ではこうした支援もないまま、やむなく自主的な避難を決断した人々が多く、推

計で 3万 6000人にも上るとされる。

1朝日新聞 2015年5月 17日付報道



自主避難者への無償の住宅提供は、自主避難者へのほぼ唯一の支援策であったが、この支援策がなく

なれば、自主避難者は一層困窮し、帰還を余儀なくされる可能性もある。

避難者からは住宅支援を打ち切らないでほしいとの強い声が上がっている。福島県にはこのような決

断を下さず、支援を継続し、むしろ拡充するよう、強く求める。

また、政府は、原発事故子ども被災者支援法に基づき、政府は住宅の確保に関する施策(10条)を実施

する責務があり、住宅支援が打ち切られないよう措置を講ずるべきであるロ

2 避難指示の解除

さらに報道によれば、政府与党は、いわゆる「帰還困難区域」を除くすべての避難区域も 2017年3月

までに解消することを計画していることが明らかになった。

自民党の東日本大震災復興加速化本部は、 5月 21日の総会で、福島第 1原発事故にともなう避難指示

解除準備区域と、居住制限区域について、 「各市町村の復興計画等もふまえ、遅くとも事故から 6年後

までに避難指示を解除し、住民の帰還を可能にしていく」とし、 2017年の 3月までに避難指示を解除す

るなどとする、第5次提言案をまとめた。 自民党は、 5月中に政府に提出する方針だとされる。 2

政府はこれまでも原発事故直後に指定した避難区域等を順次整理縮小し、 2014年 12月には南相馬市の

避難勧奨地点を解除し、帰還に向けた政策を推し進めようとしてきた。

このうち、波紅、双葉、大熊の原発事故周辺などの、年間積算線量が 50inSvを超える「帰還困難区域」

のみを避難区域として残し、それ以外の「避難指示解除準備区域Jおよび「居住制限区域Jも解除する

という計闘である。

居住制限区域には、飯館村のように今も深刻な汚染が続いている地域が少なくなく、放射線量も高く、

インフラ整備も十分に進まないまま、避難指示解除を強行するのでは、住民に健康で安全な生活環境を

保障することは到底出来ない。

なお、避難指示が解除されると、その l年後に東京電力は避難者に支払ってきた精神的賠償の支払い

を停止している。これでは経済的に立ち行かなくなり、帰還を事実上強要される危険性が高い。

3 精神的賠償の打ち切り

さらに報道によれば、政府・与党は、 福島第一原発事故の避難者のうち、計5万5千人に東京電力が

l人月 10万円を支払っている精神的賠償について、政府・与党は、避難の期間を f事故から 6年j と見

なし、その 1年後、すなわち 2018年 3月分までに支給を終えるよう、東電に求める検討に入ったとされ

るロ 3

これでは、住民の意向や、放射線量の低下が進まない、インフラ整備が進まない、などの事情で、避

難指定の解除が進まないとしても、精神的賠償については 2018年 3月までに打ち切るというのである。

長引く避難生活によって多くの人が疲労を深めている。政府は集団での移転先を提供するなど、放射

線量が低く、インフラも整備され、生業をやり直せるようなコミュニティを整備・提供するような措置

をまったく講じず、被災者に寄り添った支援をするこどなく過酷な避難生活を強いてきた。
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そのうえ、この段階で賠償を打ち切ることは、住民の有効な選択肢を奪い、未だに放射線量も高く、

復興も進まない地域に帰還するよう事実上強要することにほかならない。

4 人権の視点に立った政策を

こうした住民の意向に寄り添わない施策の強行は、被災者の権利を切り捨てるものと言うほかない。

放射性物質の健康リスクに最も脆弱な立場に立つ子どもたちゃ妊婦等への健康被害もいっそう懸念さ

れる。

2015年 5月に福島県は、県民健康管理調査の甲状腺検査の結果、 103人の子どもが甲状腺がんと確定

し、今年 1~3 月の検査で新たに 16 人が甲状腺がんと確定している。

低線量被ぱくの健康リスクについて懸念が益々深まる中、年間 50ミリシーベノレトを超える帰還困難区

域以外の地域について全て避難区域を解除し、必要な支援を打ち切り、帰還を強要することは住民の健

康に生きる権利を侵害するものであるロ

2013年5月、国連人権理事会に提出された国連「健康の権利Jに関する特別報告者アナンド・グローパ

ー氏の報告書は、 「放射線量の限度を設定する場合、 「健康に対する権利j に基づき、とくに影響を受

けやすい妊婦と子どもについて考慮し、人びとの「健康に対する権利jへの影響を最小にすることが必

要である。 J r低線量の放射線でも健康に悪影響を不える可能性はあるので、避難者は、年開放射線量

が1mSv以下で可能な限り低くなったときのみ、帰還することを推奨されるべきである。 Jとし、 「原発

事故子ども被災者支援法」の実施について、年開放射線量1mSVを超えるすべての地域において、被災者

が必要とする、移転、住居の確保、雇用、教育、その他の必要不可欠の支援に関する、財政支援を提供

するように、強く要請する」と勧告した。 4

また、 2014年、国連の自由権規泊委員会は日本政府に対し、 「締約国は福島原発事故の影響を受けた

人びとの生命を保護するために必要なあらゆる措置を講ずるべきであり、放射線のレベルが住民にリス

クをもたらさないといえる場合でない限り、汚染地域の避難区域の指定を解除すべきでない。」と勧告

した05

日本政府には、自主避難者支援の打ち切り、避難区域の解消、精神的賠償の打ち切りを行わないよう

強く求める。

そして、改めて被災者・避難者の芦を十分に聴き、低線量被ばくの健康影響を真剣に向き合い、人権

の視点からの国連勧告を考慮し、住民の切実な人権を保障するための政策転換を行うよう要請する。
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