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原発事散の避難指示区域外からの避難者！こ対する避難用住宅

の無償提供の打ち切り方針の撤回を求めあ声明

福島県知事 内堀雅雄殿

内閣総理大臣安倍晋三殿

2015 （平成2τ）年6月15日

干115-0日45東京都北区赤羽2丁目 62-3 

マザーがツプ司法書士法人内

ひなん生活をまもる会代表鴫ド祐也

電話 036806 54l4 FAX 03 3891 4144 

Uな／υ生活をまもる会は、東日本大渡災・福島原発事故によって首都屈などiζ避

難しでい石避難者団体（会員世帯数・ 10 0世干｜ト余り）である。本日、以下のとお

り、声明を発表する。

福島県避難地域彼興局は、本日午後、県庁内で記者会見し、福島原発事故で政府

による避難指示区域以外の地域から避難している避難者について、災害救助法に基

づく応急仮設住宅の無償提供を20 1 7年3月末で打ち切ると発表した模様である。

福島県の措表l:l:、広域外避難者を古め，＇fc原発事故避難者の多くが望んでいる「長期

・無償」の避難用住宅捜供0）要望に真っ向から反するものであり、決して認めるこ

とはできない。わたしたちは、すでに本年日月号 OH：付け緊急声明で述べたのと同

傑に、避難指示区域以外からの避難者に対する災害救助法に基づく応魯仮設住宅の

提供の打ち切りに対L、断闘抗議・反対し、ただちに撤回するよう求めます。同時

に、わたしたちは、企図的避難者の皆さんと連帯・協力して、この方針が撤回され
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るまで、徹底的に闘います。

との打ち切り方針は、内閣府止の事前協議の上旬練られたものであ型、国の帰還

政策を反映したものです。ですから、わたしたちは、内拙柑雄知事のみならず、安

倍晋三内協総理大町をはじめとする内閣府に対しても、強く抗離し、この方針。〉撤

回を求めます。

福島県l立、 「対策Jとして、一定期間の家貨の一部負担、公営住宅の優先硫保を

掲げているとされますが、これは要するに避難用住宅の「有償化Jを図ろうとする

ものです。有償化l士、ただでさえ経済的に苦しい生活状態にある避難者を更iこ図尉

させるものであって、認められません。しかも、現在回避難先の住宅が引き続き避

難先として確保されるという保障も何もないのです。公営佐宅の優先入居についで

も、従来の国土突通官の政策的延長にすぎません。避難を断念Lで帰還する場合の

引っ越し費用の補助に歪つτは、有償化とあいまって、生活の苦しい遊離者に対し

帰還を事実l：強制するものというほかありません。福島県の掲げる1:記の「対策J

は、 f長期・無償JQ）避難用住宅の確保を求める全国の避難者の多数0）戸を無視す

るものであってA 到底受け入れることはできません。

報道では「福島県への帰還や自立を促寸ためにも打ち切る必要があると判断した

模様だ」 （毎日新聞）とありますが、避難者の多数は当面の聞帰還を望んTいませ

ん。 20 1 3部及び2014年l乙早稲岡大学と震災支援串ットロータ埼玉（ss 

N）が東京 E埼玉の避難者を対象に行った制査によれば、避難者四実に4割以上が、

福島原発事故に由来する放射性物質の汚染（追加被ばく線量）がゼロになり元どお

りになるまで避艇を続けたいと混んでいます。これは、福島原発事故がいまだ収京

していない以上、当然の要望です。わたしたち避難者の意思に反して帰潜在事実上

強制することは、強制立ち退きを原則として禁じている社会権規約（国際人権A規

約） 1 1条や国際人道法、遊覧在者的意思lζ沿った攻策形成を趣旨とする原発事故子

ども・被災者支援法2条2項t 同法14条なHIと反オるものであって、わたした避

難者の人権は全くないがしろにされているというほかありません。
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縞島県のいう「自立j とは、原発事故の悪影響を少しでも和らげようとil距離して

いる避難者に対L、 「避難は自己責ffだJと吉うに等しいもので寸。しかし、原発

事故避難者には、何の悠も皮もありません”また、今月 12日に政府の関係閣僚会

議で改定された rt，高島第一原子力発電所の廃炉借陸部に向けた中長期ロードマッ

プJでは、復興の前提となる事故山収束に1向けた作業（綜融した炉心の回llf等）が

どんどん先送りにされていますn このような中、避難者が「自己資任Jを押し付け

られるいわれはありません。責任を取るべきは、福島原発を迎転・推進して古た行

政（凶＝県）であり、事故を起こした東京電力のはずですユ避難指示区域以外から

の避難者にとって事尖」ーの唯一・最低限の支援策となっている応魯仮設住宅の能供

者打ち切るということは、行政が原発事故を起こした責任を放梨否認するに等し

く、わたしたちは許すことができません。

わたしたちは、今年5月、全国3団体の呼びかけによって、避難用住宅の長期・

！！！慣の!ii'供を求める4万48 7 8筆の署名を内閣ff.fと福島県に提出しました。今月

9 日にわたしたちが主惜して聞いた「打ち切り反対」の緊急院内強会には、予想を

越える 17 0人以上山容加者が詰めかけ、多くの国会議員から激励を受けましたの

本日午前、｜現内集会で決議文を内閣府に届けたばかりで寸 （福尚県には8S のうち

に届けました。 jn わたしたちは、放射能汚染と未だ収束じていない事故から免れ

るため、お母さんも子どもも、みんな必死の思いで避燥しています。福島県や内閣

府が、わたしたちの則｜ぴを無視し、わたしたちi睦践者を敵に回寸のぞあれば、わた

したちも必死じ〉覚悟で十。

福島県とその背i主にいる内閣府は、ただちに、わたしたち避難者の多数的意向を

無視した帰還強制政策を放棄し、応急仮設住宅の提供の打ち切りを撤回するよう求

めま寸二

以i
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集約団体 fひ者ん生活をまもる会JFAX 03-3598-0445 整理番宰｛

避難用住宅の提供打ち堀切撤回と、
避難用住宅の長期無償提供を求める署名

内閣総理大臣 殿
内閣府特命担当大臣 殿
福島県知事 殿
福島原発事糊櫛入都道府開時

国と福島県は、応急仮設住宅（公営住宅等を利用した「みなし仮設住宅」を含む。以下同様； ) 

の提供を20 1 7 （平成29）年3月末で打ち切る方針を示しました6 応急仮設住宅は無償で提
供される避難用住宅であり、避難区域以外からの避難者一般に対するほぼ唯一の支援策となって
います。一方、母子避難による生活費増、失業、賠償打ち切り等のため避難世帯の困窮は深刻化
しています。応急仮設住宅が打ち切られれば、多くの避難者が経済的な理由で避難をあきらめな
ければならず、望まない帰還を余儀なくされる避難者が続出し、社会的混乱を生じかねません。
私たちは、生活空間を放射能で汚染され、被ばくから子どもや家族を守るため、避難を余儀な

くされました。しかし、原発事故は、いまだ収束していません。放射性物質の発する放射線は微
量で‘あっても人間の健康に悪影響を及ぼしかねないものですが、避難元における放射能汚染の状
況は他の地域と大きく異なり、原状回復には程遠いマす。被ぱくを避け、原状に回復するまで避

難を続けたいという避難者の願いを無視し、行政の都合で帰還を強制することは許されません。
私たち避難者が一貫して求めてきたものは、長期無償の避難住宅です。いま、遊襲撃を続けるた

めには、打ち切りを撤回する以外の方法はありません。よって、私たちは

圏、福島県等の被害自治体及び避難者受入れ自治体に対し、原発事故による避難者につ

いて、以下の施策を実行するよう求めます。

( 1）応急仮設住宅の供与の打ち切りを撤回すること

(2）全ての原発事故避難者に対；し、みなし仮設住宅等の避難用住宅を無償で長期間提

供することを確約し、実行すること

（的建設型〈プレハブ）仮設住宅からみなし仮設住宅への移転や、みなし仮設住宅問

での移転など、生活状況に合わせて、他の応急仮設住宅への転居を柔軟に認めること

(4）汚染地減からの新規避難者に対する避難用住宅の無償提供を再開すること

(5）避難者の意思に反した『帰還jの推進をやめ、 (2）等の具体的施策を明記した

新規の総合的支援立法の制定（自治体にあっては制定への働きかけ）をすること。

名前 住所（「Ifjで住所を省略しないでください）

－企..＝長＋ 喧唱 cnnA Eτ牢，－』 」LolO' r回司 i!-1'1. ') －，」＂＂ . ー晶 a』 ....  －・・－ -
Lシヤフ育法書士法人

FAX 飽：~3598-()445 （問合せ電話 03'-3598--0444担当事務局／後関・堀口） 一－
6次集約2016年9月30日 7次集約2倒百年， ，月30日 i圏1
2姉年前半の署名にご協力頂いた方も齢、今回の新たな署名！こご協力をお願いしますa宮
事署名簿はよ記蝿鈎団体あてに郵送またはFA Xで送ってくださL～用紙は＝ピ可です．

キ避難者や被害往民の方だけでな〈、一設の方にも呼びかけ‘署名をお願いします
キ署名目記童書事項i土、宛先に提出する以外の目的には使周しません
＊避難住宅開題に蹟する最新の情報や品Af;j:右目出コード（避難住宅打ち切り問題HP〕からご覧ください



内障総理大臣

内閣府特命担当大臣

安倍 晋三殿

河野太郎殿

「避難用住宅の提供打ち切り撤回と、避難用住宅の長期無償提供を求める署名j

の提出にあたって

本目、安倍晋三内閣総理大臣及び河野太郎内閣府特命担当大臣（防災担当）に宛

てて、 「避難用住宅の提供打ち切り撤回と、避難用住宅の長期無償提供を求める署

名」を提出致します。

この署名は、昨年6月に福島原発事故による避難者のうち避難区域以外からの避

難者（以下、 「区域外避難者Jといし、ます。）に対する災害救助法に基づく応急仮

設住宅の提供を平成29年3月末で打ち切るとの発表があったことから、全国の避

難者団体等が共同で呼びかけ団体となり、その打ち切りの撤回とともに、全ての原

発事故避難者に対しみなし仮設住宅等の避難用住宅を無償で長期間提供すること等

の政策の実行を求め、昨年8月30 日以来、この署名活動を行ってきました。その

結果、 6万40 4 I筆の著名が集まり、本日提出の運びとなりました。

本日署名を提出するのは、福島原発事故の避難泣帯のグループ。である「ひなん生

活をまもる会」 （集約団体となっております）、 「東日本大震災避難者の会

Thanks & DreamJ、 「子ども・被災者支援法を考える会京都J、 「きびたきの会J、

「福島原発被害東京訴訟原告団j 、 「福島原発かながわ訴訟原告白」、 「原発事故

損害賠償北海道訴訟原告団J、 「福島原発ひろしま訴訟原告白」、 「原発賠償京都

原告団」、京都の避難者と支援者のグループ「うつくしま女ふくしまin.京都」、避

難者支援団体「震災支援ネットワーク埼玉jの、全国の避難当事者団体を中心とす

る1I団体です。

わたしたちは、 5年前iこ発生した福島原発事故の被害を受け、全国各地に避難し

ました。福島第1原発の原子力緊急事態宣言は今も発令されたままですe 原発事故

による放射能汚染は福島県のみならず、県外にも広がうており、今も土壌などの深

刻な汚染が問題になっています。汚染水問題も解決の目途がたっていません。当初

3年間の一約束だった除染廃棄物の仮置場や現場保管も、なし崩し的に延長されてい

ます。まちを取り囲む山林の除染は、諦められてしまいました。福島県の「県民健

康調査」では、子どもの甲状腺がんの報告が続き、疫学上の見地から原発事故との

関係が疑われています。放射能汚染と低線量被ぱくの問題は解決されないまま長期

化しているのです。福島原発事故は、いまだ収束から程遠い状態です。

このような状況のもと、原発事故避難者は、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考えています。

特に、区域外避難者は、十分な賠償を受けていませんG みなし仮設住宅だけが、

事実上唯一の支援策です。避難生活に伴う収入減・出費増に加え、生計維持者が避

難元に残り母子のみが避難する世帯では「二重生活Jによる出費が著しくかさんで

おり、避難世帯は生活が困窮化してL、ます。仮設住宅が打ち切られ、有料の住宅に
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移るしかないことになれば、多くの世帯の生活が立ち行かなくなり、避難を続ける

ことが困難になります。在富島県が行うという、わずかばかりの「家賃補助」では全

く不十分であり、受け入れることはできません。区域外避難者は、来年3月末、意

に反した帰還を余儀なくされるか、路頭に迷うか、という瀬戸際に立たされるので

す。多くの区域外避難者から、悲鳴が上がっています。このため、大半の避難者が

仮設住宅の継続、打ち切り撤回を求めています。

ところが、政府は、昨年8月に閣議決定された「被災者生活支援等施策の推進に

関する基本的方針」で、現行の支援対象地域について F避難する状況にない」と決

め付けてしまいました。これは、いま述べたような福島原発事故の被害地域の現状

から目を背けたものであり、全く認識が誤っています。この方針で、政府は、福島

県が発表した応急仮設住宅の提供期限を追認・支持しましたが、原発事故被害者の

現状と意向を全く無視したものです。これは、避難者の意思に沿った政策形成を旨

とする原発事故子ども・被災者支援法2条2項、同法 14条などにも反するもので

す。

避難者の「自立Jのために打ち切るのだという話もあります。しかし、これは、

原発事故の悪影響を少しでも和らげようと避難している避難者に対し、 「避難は自

己責任だ」と言うに等しい仕打ちです。責任を取るべきは、福島原発を運転・推進

してきた行政であり、原発事故を起こした東京電力のはずです。区域外避難者の事

実上の唯一・最低限の支援策を打ち切ることは、原発事故を引き起こした責任を放

棄するに等しいことです。

安倍晋三内閣総理大臣に申し上げます。まさか、わたしたち避難者の意思に反し

て、応急仮設住宅から無理やり追い出すことは、考えていないで、しょうねワ

避難用住宅からの追い出しを事実上強制することは、強制立ち退きを原則として

禁じている社会権規約｛国際人権A規約） 1 1条や国際人道法に反するものです。

もしそのようなことになれば、わたしたち避難者の人権ば全く踏みにじられます。

日本政府は、東京五輪を前に、国際的lこも激しい批判を浴びることになるでしょう。

なお、この問題では、福島県が打ち切りを発表したことから、政府・内閣府は要

望を受ける立場にないとの誤った言説がたびたび見られるので、ここで、原発事故

避難者の避難用住宅の提供についで、政府・内閣府に責任があり、わたしたち避難

者の要望を受けるべき立場にあることを改めて確認させていただきます。

この署名の主題である「応急仮設住宅」告lj度は災害救助法に定められているわけ

ですが、内閣府は、現在、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おおもとは、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ヘ方法及び期間並びに実費弁償の基準j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、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
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る国の官庁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。

ですから、わたしたちは、内閣府に対し、応急仮設住宅の打ち切りの撤回を求め

る署名を提出し、避難用住宅の長期・無償提供を求めているのです。

国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。わたしたち避難者の声を政策に反映してください。

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28年3月14日

署名集約団体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262 3 ＂ザーシップ司法書士法人内

電話033598-0444 FAX 03 3598 0445 
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原発事故滋能者のみなし仮般住宅打切り問題に関する申入書

東京都知事小池百合子殿

1 雨入品事填

東京都は、

平成28年9Jl 1 5，日

避能者団体

ひなん生活をまもる金

代 韮 鴨 下 祐 也

（事務局｝干115,0045東京都北区赤羽2T目62 3 

マザーシップ司法書士法人向

TEL OH598 0444 FAX 03-3598】 0445

( 1 ）政府止福島県に対し、福島原発事故で避難指示区域以外の地域から避難して

いる避難者についセ‘災害教助法に基づく応急仮設住宅の無償提供告打ち切る

ことなく、 2d 1才（平成29）年4用以降も継続するよう、要望してくださ

い。

(2)2,017（平成2g）年4月以降も、みなし仮紋住宅に残ってi主み続ける避

雛者について、団体交渉による問題解決在行い、強制執行などによって強制的

に追い出す手続きを採らないことを篠約Lτ〈ださい．

( 3 ）み立し仮設住宅の鑓供打切りに関して‘越鐙者！こ対して行っている戸別訪問

を直ちに中止してfださい．

( 4）原発事故避雛者に対L、東京都の施第として住宅由無償提供を行うなどp 独

自の住宅支援策を講じτください。

1 -

2 $入札の理由

( 1 ）ひなん生j置をまもる会は、東日本大震災・福島原発事故によって首都固など

に避難している避難者団体（会員世帯数・ 10 0世帯余り）ですa

( 2）福島県｛士、福島原発事故で避雛指示区場以外の地儲から避難してい晶避舵者

について、災害救助法に基づく応急仮設住宅（都内で1ホ都営住宅明圏家骨務

員宿舎などがfみなし仮殺住宅jとされている）の無償提供を20 1 7革3月

京で打ち切る（こ由ほか、楢葉町からの避難者についても， 2 0 1百年3jj京

で打ち切る）方針を示しています．政府七、こ白方針を容認しています。

しかし、仮股住宅由打切りは、原発事紋避鍬者四書くが箆んでいる『長期・

無償」由避難用住宅提供由要望に真っ向から反するもので、全く容認で吉事甘

ん。わたしたちは‘応怠仮設住宅の提供の打ち切りを撤回するよう求めていま

すa 今年3月には‘わたしたちを含む金園田， pの避能者毘体由呼びかけによ

って、避難用住宅の長期・無償の提供を求める6 万4041 筆の署名p，•切倍首

相と内堀福島県知事宛てに提出されており、現在も署名運動が続ρでいます．

応急仮設住宅の打切りは、避難用住宅由『有償化1を図ろうとするものですa

有償化は、ただでさえ経務的に蕃しい生活状飽にある避雌者を更に函窮させる

も由であって、館められません。しかも、現在自避雛先由住宅が引音締告避難

先として確埠されるわけではないのです。

避難者の書敵l立当商白岡掃還を望んでいません。 20 1 3年及び2.01. 4茸

に早稲田大学と震災支撮ネットワーヲ埼玉（ S S  N）が車軍・埼玉町避難者を

対車l二行った調査によれば、避搬者由実に4割以上が、福島原発事故lご由来す

る放射性物置の汚染（追加被1まく線量｝がゼロになり元どおりになるまで避難

を続けたいと望んでいます．これは、福島原発事故がいまだ収束していない以

よ、当然の要望です。

小池知事には、避難書受け入れ自治体の首長としで、政府と福島県！と対し‘

【 2-



こうした避難者の多数の声を伝え、応急仮設住宅提供の打切りの撤回を要望し

ていただきたいのです。

( 3）放射能汚染と未だ収束していない事故から免れるため、お母さんも子どもも、

みんな必死の思いで避難しています。わたしたち避難者の意思に反して帰還を

事実上強制することは、強制立ち退きを原則として禁じている国際人権法や、

避難者の意思に沿った政策形成を趣旨とする原発事故子ども，被災者支援法な

どに反するものであって、わたしたも避難者の人権は全くないがしろにされる

ととになります。かりに 20 1 7 （平成29）年4月以降もみなし仮設住宅か

らの退去が進まなかったとしても、避難者の意思に反して強制退去在行うべき

ではありません。

小池知事には、 20 1 7 （平成29）年4月以降も、みなし仮設住宅に残っ

て住み続ける避難者について、団体交渉による問題解決を行い、強制執行など

によって強制的に追い出す手続きを採らないこ左を確約していただきたいので

す。

( 4）今年5月以来、みなし仮設住宅の平切りの対象となる避難者に対し、東京都、

JKK及び福島県は、個別に退去の説得を行っています。その説専活動は、執

鋤であり、避難者に精神的な圧迫を加えるものであって、すでに健康被害も出

ています。

打切り後にどのような施策があるのかは、印刷物を読めばわかりますので、

説得は不要です。避難者に対する執柑Jな退去の説得は、退去を事実上強制する

ものであって、強制立ち退きを原員りとして禁じている国際人権法や、避難者の

意思Iι沿った政策形成を趣旨土する原発事故子Eも・被災者支援法などに反し、

わたしたも避難者の人権を無視することになります。

小池知事は、東京都と JKKの職員に対し、避難者に対して行っている戸別

訪問や電話攻勢を直ちに中止し、退去の説得をやめるよう指示すべきです。

東京都は、避難者個人を狙い撃ちにするのではなく、わたしたち避難者団体

3 

ど団体交渉を行い、集団的な話し合いによる問題解決Iと取り組んでください。

( 5）東京都は、原発事故避難者lと対し、東京都の独自施策（単独事業）として住

宅の無償提供を行うなど、独自の住宅支援策を講じてください。

山形県や鳥取県では、原発事故避難者に対し、避難用住宅の無償提供を独自

施策として掲げています。東京都も財政的に可能なはずです。小池知事なら、

できるはずです。 ' 

( 6）避難用住宅は、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Eも達が路頭に迷います。私たちの健康と生活を守ってきた避難先を、ど

うか奪わないよう、重ねてお願い申し上け’ます。

以上
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