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FoE Japan
「原発・エネルギー」チームの活動の柱

①福島原発事故の被害者とともに、被害者
救済・被ばく提言に取り組む

②原発の再稼働を止める

③持続可能なエネルギー社会の実現



これまでの主な活動

• 20ミリシーベルト撤回
• 「避難の権利」運動
• 原発事故被害者支援
• 「子ども・被災者支援法」の実現
• 「原発事故被害者の救済を求める全国運動」
• 「避難の協同センター」「３・１１甲状腺がん子ども
基金」の設立参加

• 「福島ぽかぽかプロジェクト」



ポイント

• ふるさとの喪失／変質
• 住民の意思を反映しない帰還促進
• 追いつめられる避難者
• 小児甲状腺がんの最新の状況
• 隠される／過小評価される情報
• 民間・自治体の取り組み
• 国の責任は？
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帰還に関する住民意向調査
（復興庁2017年3月7日発表）
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朝日新聞 福島第一原発
第６回避難住民共同調査
（2017年2月28日紙面）よ
り

避難指示解除、
6割が否定的
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避難指示解除を前に…（飯舘村）

• 今までの生きがいがなくなり、狭い仮設で
じっとしている

• もはや避難生活は限界
• 若者たちは避難先
でそれぞれの生活を
はじめた。帰るのは
高齢者ばかり
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「後ろを振り返っても

だれもいない」

（飯舘村 長谷川健一さん）
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避難区域がなくなれば原発災害が
終わったと世界に知らしめること
ができるというのは、
『くさいものにはふた』という考え

（35歳女性、飯舘村→福島市）
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富岡町では・・・

• 4月1日に避難指示区域解除
• 説明会では慎重意見・反対意
見が多かった。

• ３・１１当時の人口は約１万
6,000人。2016年7月の人口は
13,718人（避難先：いわき、郡
山などが多いが、全国）

• 「意向調査」で「帰還する」という人は16%（回答率５割以下）
• 若い世代ほど、戻らないと決めている
• 帰還した住民は７月１日現在、１９３人（１．４％）
避難指示が解除されても、ほとんどの住民は帰らず、
作業員と高齢者の過疎の町に？



富岡町からの避難者の声

• 工場を経営してきた。原発に反対してきた。先祖伝来築
き上げてきたものを守りたい。帰還したい。しかし、後継
者の息子たちは帰ってこない。もう農業もできない。太
陽光発電の企業に長期賃貸してしまった…

• 子どもがいるので、当面避難は継続する。富岡町の線
量は子どもを育てるような状況ではない。しかし、子ども
を育て上げたら、やがては帰還したい。

• 福島第一原発が安定していないことが不安。
• 体が動かない親の面倒をみなくてはならない。親は郡山
から動かすことができない。郡山から富岡に通勤する。

• 「いつかは帰る」という住民も多い。町の意思決定に参
加の道を



区域外避難者は…
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避難者数

• 福島県総合計画（2012年12月改定）…「2020年まで
に避難者ゼロ」を一つの目標

• 福島県からの避難者…77,283人（福島県発表、2017
年3月）

• 区域外避難者…12,239世帯、2万6000人以上
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避難者の声より

小さなこども2人と母子避難、その後に離婚した。
介護士の資格をとり、子どもを保育所に預け、
必死に働いてきた。職場から正規の勧めもあっ
たが夜勤できない。忙しく戸別訪問でも福島県
と会えていない。都営には申し込めず、国家公
務員住宅の家賃の支払いができる財政力がな
い。
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自治体による独自の支援策

• 現在の公営住宅（無償）の入居期限の延長
…北海道、札幌市、京都府、伊勢市、鳥取県、鳥取市、
米子市など

• 公営住宅の無償提供
…山形県など

• 公営住宅の「優先枠」「専用枠」の設定
…東京都、埼玉県、千葉県など

• 引っ越し費用の補助
…秋田県、山形県、新潟県など

• 家賃補助
…新潟県、沖縄県など
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避難の協同センター
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• 避難者の相談
• 自治体・国への働きかけ
• 記者会見



原発事故子ども・被災者支援法

• 「国は、原子力災害から国民の生命、身体及び
財産を保護すべき責任並びにこれまで原子力政
策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っ
ていることに鑑み、前条の基本理念にのっとり、
被災者生活支援等施策を総合的に策定し、及び
実施する責務を有する。」（第３条）

• 国は、…移動の支援、住宅の確保に関する施策、
就業の支援に関する施策、地方公共団体による
役務の提供を円滑に受けることへの支援など…
必要な施策を講ずるものとする。
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福島県県民健康調査
甲状腺がんの子どもたちの數

対象者数、受診者
数

甲状腺
がん又
は疑い

手術後確
定

備考

一巡目検
査（2011～
2013年）

対象：367,649人
受診者300,473	人
（受診率81.7%）

116 101 手術例102例、良
性1人、乳頭がん
100人、低分化がん

1人
二巡目検
査（2014～
2015年）

対象：381,256人、
受診者270,511人
（受診率71.0％）

71 49 がんまたは疑いの
71人のうち、前回A
判定は６５人。

三巡目検
査

対象：336,616人
受診者数：120596人
（35.8%）

4 2

合計 191 152

212017年6月5日までの福島県県民健康調査委員会による発表をもとに作成



１９１人以外にも未公表の甲状腺がん
事故当時４歳も
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事実上の隠ぺい？
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経過観察となった子どもたち2500人余りは、県民健康調査外とさ
れ、がんとなっても集計に含められていない



「わが国の地域がん登録で把握されている甲
状腺がんの罹患統計などから推定される有病
数に比べて数十倍のオーダーで多い」とする中
間取りまとめを発表した。

一方で、「放射線の影響は考えにくい」と

（2015年5月福島県県民健康調査委員会中間
報告）
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日本甲状腺外科学会前理事長
清水一雄氏の指摘

①通常、甲状腺がん患者の男女比は女性が圧
倒的に多いのに、チェルノブイリも福島も１対２
以下になっていること

②１巡目の検査でせいぜい数ミリのしこりしか
なかった子どもに２年後に3cmを超すようなが
んが見つかっている

→「放射線の影響とは考えにくいとは言い切れ
ない」
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３・１１甲状腺がん子ども基金

目的 東京電力福島第一原子力発電所事故以降、甲状腺がんや甲状腺
疾患、その他、被曝影響によると思われる病気に苦しむ子どもな
どへの支援と被曝影響に関する健康問題の解決

主な事
業

（１） 小児甲状腺がん患者へ対する療養費の給付。
（２） 小児甲状腺がんの増加について理解を深めるキャンペーン

やイベントの開催。
（３） 被曝による健康被害を被った住民に対する相談事業。

役員 代表理事：崎山比早子
副代表理事：海渡雄一・武藤類子
理事：河合弘之・満田夏花・吉田由布子
監事：坂本有希・福田健治

事務局 事務局長：脇ゆうりか
事務員：松本佐知子
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療養費給付事業～手のひらサポート

東日本の15の都県における25歳以下の甲状腺がんの患
者たちへの療養費給付事業を行った。
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療養費給付状況

• 2016年12月～2017年3月末までに、81人を対象に給付
• 福島県内58人、県外23人

• 福島県 58	人、岩手県 1	人、秋田
県 1	人、宮城県 1	人、茨城県 1	
人、千葉県 2	人、埼玉県 3	人、
東京都 2	人、神奈川県 3	人、新
潟県 1	人、長野県 2	人、山梨県
1	人、静岡県 1	人

• アイソトープ治療適用者の合計は、
10人
（福島県内2、県外8）
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「療養費給付事業「手のひらサポート」第1期のまとめ 」（３・１１甲状腺がん子
ども基金、2017年4月11日）より作成



療養費給付事業でわかったこと

• 福島県内の症例は、長期間、手術を待ったり、
何度も検査をしながら経過観察が続いたりし
ているケースが目立った。再発例も…

• 福島県外の症例は、自覚症状によって受診し
て発見が遅くなったと思われる例が多く、腫
瘍径が大きかったり、肺転移したりといった例
もみられた。

• 甲状腺がんであることを、外部に知られること
を強く恐れている家族が多数あった
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「手のひらサポート（療養費給付事業）第１回給付について」
（2016年12月27日、3・11甲状腺がん子ども基金）



甲状腺がんとなった子どもたちの現状
〜６８人のアンケートから〜

• 【回収期間】２０１７年１月〜４月１日
• 【対象者】「手のひらサポート」受給者７２家族
【回答数】６８人（回答率９５・４％）

• 【回答者属性】
＜事故時の所在地＞
福島県内：５０人（７３.５％）
福島県外：１８人（２６.４％）
＜性別と申請時の年齢＞
男性：３０人（４４.１％）申請時年齢１０～２４歳女
性：３８人（５５.８％）申請時年齢１３～２４歳 7
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「手のひらサポート給付者アンケート」

（３・１１甲状腺がん子ども基金、2017年4月17日）



甲状腺がんと診断を受けて心配に
なったり悩んだりしたこと
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「手のひらサポート給付者アンケート」

（３・１１甲状腺がん子ども基金、2017年4月17日）



診断後、予定していた計画（進学・就
職など）を変更・断念したことはありま

すか？
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「手のひらサポート給付者アンケート」

（３・１１甲状腺がん子ども基金、2017年4月17日）



診断結果はどの範囲の方に知らせて
いますか？
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家族内では共有していない家庭が１家族あり、また半
数の家族が「親戚」にも話していなかった。

「手のひらサポート給付者アンケート」
（３・１１甲状腺がん子ども基金、2017年4月17日）



まとめ

• 被害の「見えない化」
• 避難者の状況…精神的にも経済的にも追い
つめられた状況

• 民間・自治体の支援はあるが、限定的
• 福島県内の甲状腺がんについては、「県民健
康調査」が実施されているが、県外について
は行われていない。

• 健康影響の全貌は明らかになっていない
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