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福島第一原子力発電所事故被害者に対する被害回復と法的支      

援を求める意見書 

 

２０１５年（平成２７年）３月１９日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

  当連合会は，福島第一原子力発電所事故の発生から４年を迎え，改めて国に対

し，同事故の被害者（以下「原発事故被害者」という。）に対する以下の内容を

含む法的支援措置を求める。 

１ 支援の継続について 

被ばく限度とされてきた年１ミリシーベルト以下の基準を満たすまで，原発

事故被害者が避難，滞在又は帰還を選択できるよう，賠償や被害者支援の為の

措置を継続すること。 

２ 住居の確保について 

原発事故被害者が，避難先・移住先において落ち着いた環境で生活再建に取

り組むことを可能とする住宅支援措置を採ること。 

３ 健康の確保について 

(1) 原発事故被害者の健康への影響を最小限に抑えるため，健康診断を継続的

に実施し，医療費を減免する措置を採ること。 

(2) 子どもたちが心身を回復するために，定期的に保養の機会を供する措置を

採ること。 

４ 損害の賠償について 

原発事故被害者の個別具体的な事情に基づく損害は，簡易・迅速かつ完全に

賠償されるべきであり，原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介案に片面

的な拘束力を付与し，東京電力株式会社に原則として和解案を受け入れること

を義務付けること。 

 

第２ 意見の理由 

１ はじめに 

当連合会は，２０１４年５月３０日開催の定期総会の「東日本大震災・福島

第一原子力発電所事故の被災者・被害者の基本的人権を回復し，脱原発の実現
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を目指す宣言」において，「今なお，多くの被災者・原発事故被害者が，経済

的にも精神的にも過酷な状況に置かれ，十分な救済を受けられずにいることは，

重大な人権侵害である」とし，「復旧・復興の主体が被災者・原発事故被害者

であり，復旧・復興が憲法の保障する基本的人権を回復するための「人間の復

興」であることを改めて銘記し，今後も，歩みを止めることなく被災地の復旧

・復興に取り組む」決意を明らかにした。 

東京電力福島第一原発事故は，事故以来４年が経過した今も，収束の見通し

が立っていない。１２万人を超える被害者が突然避難生活を強いられ，多くの

方々が帰還するか否かの見通しも立たないまま５年目を迎えている。家族や地

域コミュニティと離れた方々も多く，その健康状態は心身ともに限界を迎えて

いる。また，被災地にとどまる被害者からも，たとえ健康に異変が生じても，

不安やストレスによるものとされ，悩みや健康に関する不安を語ることもでき

ないという実情が報告され，他方，放射能に対する恐怖から生じる全国からの

風評・差別もいまだ消えていない。 

当連合会は，国会において全会一致で成立した「原発事故子ども・被災者支

援法」の趣旨に沿って，避難，滞在，帰還のどのような判断をしても，その決

定を尊重され，等しく支援を受けられる法制度を求めてきた。しかしながら，

同法の重要な理念はいまだ具体化されておらず，賠償の打切りや借り上げ住宅

の期間設定等，被害者にとって帰還に導かれるような施策がなされつつある。  

当連合会は，「低線量の放射線被ばくが人の健康に対してもたらす影響につ

いては科学的に解明されていない。特に子どもたちにとっては，できるかぎり

被ばくを避けることが望ましい」という認識を全ての施策の基本に据え，長引

く原発事故の影響を踏まえた「住宅」「健康」「賠償」について提言するもの

である。 

２ 一般人の年間被ばく線量が１ミリシーベルトを下回るまで，避難又は帰還の

選択が認められるべきこと 

(1) 一般公衆に対する被ばく限度１ミリシーベルトの意味 

日本国内では，原子炉設置運転規則に基づく告示等，国際的な勧告を踏ま

え，一般公衆に対する被ばくの限度として，１ミリシーベルト基準が採用さ

れている。これは，低線量被ばくの健康影響に関しては，放射線被ばくと，

その健康リスクは正の比例関係にあり，ある一定値を下回れば影響はないと

いう値は存在しないという前提に立つべきという考え方に基づくものであ

る。政府は，原子力発電を導入するに当たって市民に約束した被ばく限度を，

原発事故が発生したからといって変更することは許されない。 
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(2) 国際的な被ばくの限度についての所見 

ロシア，ウクライナ，ベラルーシで制定されたチェルノブイリ法において

は，年間１～５ミリシーベルトの被ばくを余儀なくされる地域では，被害者

は他地域への移住を選択することができ，年間５ミリシーベルトを超える地

域では，避難を強制される。我が国の白血病などに関する労災認定基準や放

射線管理区域も，年間５ミリシーベルトが基準とされてきた。 

     国際放射線防護委員会（以下「ＩＣＲＰ」という。）の主委員会で２００

８年１０月に承認された「長期汚染地域住民の防護に関する委員会勧告」（パ

ブリケーション１１１）にも，上記提言とほぼ同趣旨のものがある。これは，

原発事故などの緊急事態が収束した後，一定の汚染状況の中で地域復興をし

ていく際の放射線防護について記したもので，１～２０ミリシーベルトの範

囲の低い部分を参考レベルに定めるべきであり，防護措置の策定と実施に住

民が関わるべきであるとするものである。５ミリシーベルトは，１～２０の

範囲の低い部分であり，避難指示などの基準を定める参考値となり得る。 

また，国連人権理事会に対する健康問題に関する特別報告者アナンダ・ク

ローバー氏は，２０１２年１１月に，「健康管理調査は，年間１ミリシーベ

ルト以上の全ての地域に居住する人々に対し実施されるべきである。」「子

どもの健康管理調査は，甲状腺検査に限定せず，血液・尿検査を含む全ての

健康影響に関する調査に拡大すること。」「避難区域，及び放射線の被ばく

量の限度に関する国家の計画を，最新の科学的な証拠に基づき，リスク対経

済効果の立場ではなく，人権を基礎において策定し，年間被ばく線量を１ミ

リシーベルト以下に低減すること。」「放射線被ばくの危険性と，子どもは

被ばくに対して特に脆弱であるという事実について，学校教材等で正確な情

報を提供すること。」などと勧告した。 

２０１４年７月，国際連合の自由権規約委員会は日本政府に対して，総括

所見の２４項において，「委員会は，福島において締約国が設定した公衆の

許容被ばく限度が高いものであること，及び避難区域の一部が解除される決

定がなされたことによって，人々が放射能で高度に汚染された地域に帰還す

る以外の選択肢を与えられないことに懸念を有する（第６条，第１２条及び

第１９条）。」として，「締約国は，福島原発災害によって影響を受けた人

々の生命・生活を保護するためあらゆる必要な措置を講じ，かつ，放射線の

レベルが住民にリスクをもたらさない場合に限って，汚染区域として指定さ

れていた避難区域の指定を解除すべきである。締約国は，放射線量のレベル

を監視し，かつ，このような情報を時機にかなった方法において，原発災害
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の影響を受けている人々に開示すべきである。」と勧告し，前記特別報告者

の勧告にも言及している。 

 (3) 年１ミリシーベルト基準を満たすまで賠償や支援の打切りなどにより被害

者に行動の選択を強要しないこと 

    現在，避難区域の解除が進められているが，空間線量や土壌汚染のレベル

はまだ高い場所もある。住民の健康を守るためには，予防原則を貫徹し，年

間１ミリシーベルト以下の基準を満たすまで，少なくとも避難を継続できる

ように賠償や支援を継続し，被害者が避難，滞在，帰還のどのような判断に

ついても，自らの望む行動を断念し，あるいは望まない行動を強要されない

ことを強く求める。 

３ 住宅支援の立法措置 

(1) 災害救助法による対応の限界 

    現在，多くの原発事故被害者は，災害救助法に基づく借り上げ住宅制度を

利用している。しかし，この制度は，本来，自然災害からの救助・緊急避難

措置を想定したものであり，放射能汚染を伴う原発事故を原因とする長期的

な避難生活は想定されていない。そのため，原発事故発生から既に４年が経

過し，被害者の家族形態や通勤先・通学先に変化が生じているにもかかわら

ず，原則として転居は認められず，入居期間も１年ごとの更新しか認められ

ず，長期的な展望が立てにくいなどの問題が指摘されている。現時点で，２

０１６年３月までの延長は認められているが，その先は白紙である。 

(2) 仮設住宅制度とその運用実態 

仮設住宅は，災害救助法第４条第１項第１号に基づいて供与され，供与期

間は，原則２年まで，延長は１年ごととされている。東日本大震災では，プ

レハブ等の応急仮設建設物の他に，民間住宅の借り上げ住宅や，公営住宅の

一時使用許可（地方自治法第２３８条の４第７項）を利用したもの（いわゆ

る「みなし仮設住宅」）が，多数活用されているが，「みなし仮設住宅」の

制度を明確に定めた規定がないという形式的な理由から，応急仮設型建築物

と同様，供与期間２年及び延長は１年ごととして運用されている。 

また，仮設住宅等から退去すれば災害救助の必要は消失するという建前で

運用されているため，原則として仮設住宅等の間の転居は認めないこととさ

れ，災害直後の救助であるという建前から，災害後数年経ってから，新たに

仮設住宅等を提供することも想定されてない。 

災害救助法に基づく救助の実施主体は都道府県であるが，国による費用負

担が国の建築・管理基準と結び付いている現行制度下では，国の方針に左右
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され，また，避難元の福島県の意向が重視され，自治体としての柔軟な運用

がなされていない。 

(3) 災害救助法に基づく運用を継続することの問題 

２０１３年１０月１１日付け復興庁「『被災者生活支援等施策の推進に関

する基本的な方針』（案）に対するパブリックコメント結果の公表について」

によれば，こうした仮設住宅等の運用について，避難者からは，「新規受付

の再開」，「供与期間の延長」，「供与中の生活実態の変化による借り換え

についての柔軟な対応」を求める意見が寄せられていた。また，福島県が２

０１４年１月から２月にかけて行った避難区域内・区域外の双方からの避難

者に対する「福島県避難者意向調査」においても，避難者の６割以上が住ま

いについて不安を感じており，４割以上が仮設住宅等の入居期間延長を求め，

また４分の１以上が仮設住宅等の住み替えについて柔軟な対応を求めてい

る。 

福島第一原発事故の収束も見通せない状況で，避難者は将来を見据えた生

活再建に取り組むことができない中，狭い部屋に多人数で生活したり，転勤

等がある仕事に就きにくく，家族の事情で転居を必要とする様々な事態に対

応できないなど，様々な困難に直面している。 

このように，原発事故による避難を災害救助法に基づく現在の仮設住宅等

の運用で対応し続けることに無理があり，原発事故の実態を踏まえた特別の

措置が採られるべきである。 

(4) 当連合会が求める原発事故被災者の住宅供与にかかる立法措置 

    こうした原発事故避難者の実情を踏まえ，当連合会は，２０１４年７月，

「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」を公表し，以下の内容を含む新たな立法措置を求めた。 

① 避難者への聴き取り及び調査 

「原発事故子ども・被災者支援法」第１４条では，国は避難者の意見を

聴くことが義務付けられている。まず，避難者の切実な声を聴取し，実態

を把握することが重要である。また，各地の自治体は，避難者の実情を十

分に調査するべきである。 

② 基本原則 

当連合会は，災害救助法の適用に当たっては，人間復興の理念に照らし，

「人命最優先の原則」，「柔軟性の原則」，「生活再建継承の原則」，「救

助費国庫負担の原則」，「自治体基本責務の原則」，「被災者中心の原則」

を基本として，災害救助法の抜本的な運用改善に努めるよう求めてきた（２
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０１２年４月２０日付け当連合会「防災対策推進検討会議中間報告に対す

る意見書」）。原発事故の避難者に対する仮設住宅等供与の政策も同様の

視点をもって改められるべきである。 

③ 相当長期の期限延長 

１年ごとの延長という方法を改め，少なくとも，供与期間を相当長期化

させるとともに，避難者の意向や生活実態に合わせて更新できる制度とす

るべきである。 

④ 転居の容認 

原発事故避難者の実情，生活実態や必要に合わせ，機動的かつ弾力的に

転居を認める制度が必要である。福島県は，県外避難者の帰還者に対する

みなし仮設住宅の提供を行っており，国もこれを容認している。避難先の

自治体においてはみなし仮設住宅への転居が認められた例もある。 

⑤ 新たな避難や再避難に対応できる避難住宅供与 

原発事故はいまだ収束しておらず，除染も決して十分に果たされていな

い以上，結婚，妊娠，出産等を契機に新たに避難を開始する被害者が出て

くることがあるのは当然である。避難後，元の居住地に帰還した者につい

ても同様であるから，再避難も認める制度が是非とも必要である。 

⑥ 国の直轄による避難者支援 

避難者は，避難先がどの自治体であるかにかかわらず，安定かつ充実し

た支援が受けられなければならない。 

そのためには，国が安定かつ充実した支援を一律に行うとともに，避難

先の地域特性に合わせた自治体独自の上乗せ支援を柔軟に認め，市町村や

都道府県をまたいだ転居も柔軟に可能とする制度とすべきである。 

⑦ 有償への切替えあっせんの見直し 

災害公営住宅や子育て定住支援賃貸住宅，定住・帰還促進賃貸住宅等へ

の入居あっせんや，「原発事故子ども・被災者支援法」の基本方針におけ

る「支援対象地域」からの避難者に対する，公営住宅の入居要件の緩和措

置の検討がなされている。しかし，いまだ帰還して事故前の生活が取り戻

せる状態には至っておらず， 経済的負担の増加によって帰還の選択を余儀

なくさせたり，有償への切替えがその避難者に対する災害救助の打切りと

なってはならない。現時点においては，住宅の有償化へのあっせんを推進

する方針を見直すべきである。 

４ 国による健康診断の実施，医療費減免制度の導入と子どもたちの保養の確保 

(1) 被災者の健康調査の実情 
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   当連合会は，２０１３年，広島市で採択された第５６回人権擁護大会決議

において，国に対し，「広島・長崎の被ばく者への援護が被ばく後１２年も

経過してようやく健康診断を中心に制度化されたことの反省を踏まえ，今回

の原発事故では速やかに血液検査，尿検査，ホールボディーカウンター検査

等をはじめ，内部被ばく検査を含む多角的な検査を無償で受ける機会を被害

者に保障し，検査結果は被害者に全て直接開示すること。原発事故の健康影

響を長期的に調査・研究する体制を整えるとともに，検査結果はプライバシ

ーに十分に配慮しつつも，学術機関等様々な立場の調査・研究に開かれたも

のとし，かつ，これに十分な支援・援助を行うこと」を求めてきた（福島第

一原子力発電所事故被害の完全救済及び脱原発を求める決議）。 

「原発事故子ども・被災者支援法」第１３条第２項では，一定の被ばく線

量以上の地域の原発事故被害者に対する生涯にわたっての健康診断の保障

が，第３項では健康被害についての医療費の減免が規定されている。しかし，

これらの措置は今日に至るまで，具体化されていない。  

東京電力福島第一原発事故の健康影響を調べている福島県の「県民健康調

査」は２０１１年秋から開始され，２０１３年度までに福島県内の全ての地

域で１回目の検査を終了し，事故当時１８歳以下の３７万人のうち約８割に

あたる２９万６０００人が受診した。その結果，２次検査の穿刺細胞診で悪

性又は悪性疑いと診断された人は１１０人であった。そのうち８７人が手術

を受け，１人は良性結節だったものの，乳頭がんが８６人，低分化がんが３

人と確定した。低分化がんは，通常の乳頭がんや濾胞がんに比べ進行がやや

早いため，悪性度は乳頭がんや濾胞がんよりやや高いとされている。最年少

の子どもは事故当時６歳，穿刺細胞診の診断時は８歳であった。1 

２０１４年４月から開始している２巡目の本格検査では，事故後１年間に

生まれた子どもも含む約３８万人が対象となっており，２０１４年末までに

約１０万人が受診している。結果が判明した７万５０００人のうち，穿刺細

胞診によって８人が悪性・悪性疑いと診断された。そのうち１人は手術を終

え，術後の組織検査にて乳頭がんであると確定した。２巡目の診断で，悪性

・悪性疑いと診断された８人のうち，１巡目検査では５人がＡ１判定（まっ

                                                                                                                                                         
1 先行検査と本格検査の合計・対象人数：約 38 万人・悪性ないし悪性疑い：118 人 
・手術実施済み：88 人・手術後の病理診断結果：良性結節 1 人，乳頭癌 84 人，低分化がん 3 人  
先行検査資料:https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/101599.pdf 
本格検査資料:https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/101600.pdf 
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たく異常なし）とされており，３人が５ミリ以下の結節又はのう胞があるも

ののＡ２判定（異常なし）とされていた。腫瘍径が１７．３ミリの子もいた

が，１巡目の検査ではＡ１判定だったということである。 

現在，体系だった健康診断は福島県内でしか行われておらず，福島県内で

すら，甲状腺がん，心の健康，生活習慣病に狭く絞った健康診断が行われて

いるに過ぎない。また，詳細な健康診断は，避難区域からの避難者にしか実

施されていない。これでは甲状腺がん以外のがんや，がん以外の多様な疾病

の全体像を把握していくことはできない。 

(2) 継続的で十分な健康診断と医療費の減免制度の導入 

    これらの検査結果は，従来想定されていた小児甲状腺がんの一般的な発生

率1をはるかに超えるものとする意見もある。専門家の中にも，疫学的に有意

な甲状腺がんの発生増加が認められるとする見解も示されている。今後，よ

り注意深く，十分な調査が継続的に実施され，調査の結果判明した疾病に対

しては，原発事故との因果関係の有無にかかわらず，医療費の減免を含む十

分な医療措置が保障されるべきである。 

(3) 子どもたちの保養の機会の確保 

    避難生活中の子どもたちにとって，保養は，被ばくのリスクを減らし，運

動量を増やし，精神的にも開放的になるなどの効果があり，その健康増進に

貢献していることは，このような活動に参加している子どもたちや父母が確

信しているところである。子どもたちの保養については，地方自治体の支援

や民間団体の努力によって実行されてきたが，民間による支援には財政的に

も限界があり，文部科学省が設けた「自然体験学習」支援も，利用できる者

が一部の人たちに限定されている。 

子どもたちが健やかに成長し健康を維持できるよう，原発事故の被害者，

とりわけ子どもたちが求めれば必ず受けられるような，幅広い国家制度の構

築が必須となっている。 

このような制度は，チェルノブイリ法の下でも認められてきたものである。

少なくとも年間１ミリシーベルトの追加被ばく線量の地域に居住する子ども

たちが心身を回復することを目的とした保養を定期的に行えるように，国家

制度の構築を求める。 

５ 完全賠償の実現とＡＤＲの機能の確保 

                                                                                                                                                         
1 小児甲状腺がんは１００万分の１の発生率。 
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(1) ２０１４年定期総会決議 

    原発事故被害者の個別的具体的事情に基づき，その被った精神的，物質的

な被害の全てに対する完全賠償がなされるべきである。当連合会は，２０１

４年５月３０日の定期総会決議において，「福島第一原子力発電所事故によ

る被害について，国及び東京電力株式会社（以下「東京電力」という。）が

完全かつ速やかな賠償義務を誠実かつ確実に履行するよう，引き続き全力で

取り組み，東京電力に対し，改めて原子力損害賠償紛争解決センター（以下

「原紛センター」という。）の和解案を尊重及び遵守することを求め，政府

に対しては，東京電力に対し，強くその旨を指導すること及び原紛センター

の和解案に片面的裁定機能を付する立法を行うことを，改めて求めていく。」

と決議したところである。 

(2) 再取得価格の賠償 

    財物賠償のうち不動産の賠償については，事故直前の交換価値ではなく，

事故前と同等の生活の回復を可能とする再取得価格を基準とした賠償が実現

されるべきである。 

(3) 営業損害の賠償 

営業損害に関して，いったん，国及び東京電力から２０１６年２月分まで

で打切りとの素案が示されたが，被害者の事情や置かれている環境もそれぞ

れ異なり，一律に打ち切るべき問題ではない。営業損害に関しても，それぞ

れの被害者の個別具体的な事情に応じた，完全な賠償が実現されなければな

らない。 

(4) 和解仲介案への片面的拘束力の付与 

    原紛センターを利用しての賠償請求において，東京電力の従業員・家族が

申立人となった事案や，集団申立ての事案で，東京電力が，自ら策定した新

・総合特別事業計画等において掲げた「和解仲介案の尊重」の約束に反し，

原紛センターの提案した和解案を拒否する案件が目立っている。 

当連合会は，東京電力の和解案拒否について，東京電力に対し，再三にわ

たり，「和解仲介案の尊重」を遵守し，被害者に対して迅速な賠償を行うよ

う求め，また，政府に対しても，東京電力に対し強く指導を行うよう，要望

してきた（２０１４年５月２９日付け，６月２７日付け，８月２０日付け，

９月５日付け，１０月２日付け，１２月１７日付け会長声明）。また，原紛

センターも，総括委員会所見や，和解案提示理由補充書を提示するなど，東

京電力に対する働きかけを行っていたが，いまだに東京電力は複数の案件で

和解案を拒否し続けており，解決の兆しが見えない状況にある。このような
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状況が続けば，原紛センターを利用した賠償請求への信頼は失われ，ＡＤＲ

の存在意義が問われることになる。 

金融商品取引法に基づく金融ＡＤＲにおいては，「特別調停案」について，

業者側が一定期間内に提訴しない限りは受諾義務を負うという片面的な拘束

力を付与する制度が導入されている。当連合会は，原紛センターが提示する

和解案に法的な拘束力を付与し，東京電力は原則としてこれに従う義務があ

ることを制度上も明確にするよう，改めて求めるものである。 


