
福島第一原発事故による放射能被害によって、自主避

難をしたり、自宅を除染したりなどの「対策」をとった人

は東日本をはじめ全国に多数います。しかし、どんなに

対策をしても、社会的な保障はほとんどないのが現状

です。放射能被害と保障の考え方について、国際環境

NGO「FoE Japan」の満田夏花さんにうかがいました。

チ ェ ル ノブ イリ に 学 ぶ 。
「 被 ば く」と「 保 障 」の 考 え 方

　じつは日本でも2012年6月、福島第一原発事故で被災した人たちの生活や健
康を守る法律として「子ども被災者支援法」（以下、支援法）が制定されています。
原発事故後、政府が避難区域の基準としたのは年間積算線量20ｍSv／年です
が、避難指示が出ていなくても、一定の線量以上の地域を支援対象地域として、
避難した人には住宅の確保や就労支援を、そして居住する人には医療や保養など
の支援を行うことを定めたものです。
　「支援法は画期的な法律でした。原子力政策を推進してきた国の社会的責任を
認め、居住、避難、帰還を被ばく者自らが選択でき、その生活や健康を国が支援
することを定めているのです」
　しかし、この支援法の文言には曖昧な表現が多くありました。たとえば、肝心
の支援対象地域については「『一定の線量』以上とする」と書かれていて、具体
的な内容については、制定後に決める基本方針に委ねられてしまったのです。
その結果、この支援法は十分に活用されない状態になっています。
　「支援の対象地域を決める際には、１ｍSv／年以上の被ばく線量の地域、そし
て福島県全域を含めてほしいと、多くのNGOや市民団体が訴えていたのですが、
いざ2013年に国から基本方針が出てくると、支援対象地域は福島県中通り、浜

チェルノブイリに比べて
日本は被ばくへの意識が低い？

活用されないままの
「子ども被災者支援法」

教えて
いただきま

した！

2009年より国際環境NGO FoE 
Japanにて開発金融や環境問
題に取り組む。3・11以降は、福
島原発事故被災者の権利を守
るための活動、脱原発・持続可
能なエネルギー政策の実
現に向けた活動に従事。

満田 夏花
（みつた かんな）さん

国際環境NGO　
FoE Japan　理事／事務局長 私たちには

「被ばくを避ける
 権利」がある

山形県で行われた、子どもたちの
保養プログラム（パルシステム）

 　「できるだけ被ばくを避けたい、というのは当然の権利です」と話す満田さん。
国際的には一般人の被ばく限度とされる追加被ばく線量（※）の１ｍSv／年を超
える地域は福島県外にも広がっていること（右上の図）を挙げ、「被ばくを避ける
権利は福島だけの問題ではなく、私たちみんなに関係すること。チェルノブイリ原
発事故後に作られた法律『チェルノブイリ法』（1991年）では、汚染地域とされた
場所に住む人には、安全な食品の購入補助や検診などの保障があるんです」と、
ほとんど保障がなく自己責任とされがちな日本と被ばくを避ける権利を認めてい
るウクライナとの意識の違いを強調します。
　さらに、チェルノブイリ法では1～5mSv／年の追加被ばく線量地域で移住権
が保障され、5mSv／年を超えると居住不可となります（下段の表）。
　「移住を選択する人には、住宅の提供や優先雇用、失った財産の補償など、支
援内容が細かく定められています。また、住み続けることを選ぶ人にも、所得補償
や医療の無償化、検診、保養などの支援があります。高線量地域に住むことのリ
スクを国が認め、移住、居住のどちらの選択もできるよう保障制度が定められて
いる点は、日本との大きな違いではないでしょうか」
※追加被ばく積算線量：自然に存在する放射線に加えて被ばくした線量

ミリシーベルト

通りの市町村に限られていたのです」
　支援法の第一条には、「放射性物質が広く拡散し、
放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に
十分に解明されていない」からこそ、避難や保障が
必要であると明記されています。「支援法に掲げてい
る理念は素晴らしいもの。なんとかこの状況を変え
ていきたい」と話す満田さん。「長期にわたって影響
を与えるのが原子力災害です。その被災者のくらし
や健康をどう守っていくのか。関東に住む『私たち自
身の問題』としていっしょに考えてほしいのです」
　この問題に対しては、国や行政へ支援の実現に向け
て活動する「避難の協同センター」や、子どもの保養を
支援する「福島ぽかぽかプロジェクト」はじめ、多くの民
間団体が取り組んでいます。興味をもたれた方は各団
体に問い合わせてみてください（裏面の記事参照）。参考：尾松亮著『3.11とチェルノブイリ法』(東洋書店, 2013年)「チェルノブイリ原発事故被災地の分類」／FoE Japan 吉田由布子氏講演資料より、改変。

表：チ ェ ル ノ ブ イ リ と 日 本 の 避 難 の 権 利
チェルノブイリでは1mSv／年以下でも「社会経済的特典」が認められ、1～5mSv／年で移住権の保障。5mSv／年以上で居住禁止
となる。対して、日本では20mSv／年までの区域で居住が行われ、利用できる社会保障制度はほとんどない状態となっている。

Sv＝シーベルト（被ばくの影響）　Bq＝ベクレル（放射能の量）

年間追加被ばく セシウム137の土壌濃度 居住の可否 保障

チェルノブイリ法
（日本には基準がない） チェルノブイリ法 日本の対応 チェルノブイリ法 日本の対応

～1mSv 3.7万Bq/m2以上
居住可能地域

居住可能地域

保障あり
（社会経済的特典）

保障なし
1～5mSv

18.5万Bq/m2以上

保障あり
（移住権の保障）

55万Bq/m2以上

居住の
認められない地域

5～10mSv

148万Bq/m2以上11～20mSv

20mSv超 居住の
認められない地域 保証あり

ミリシーベルト

ミリシーベルト ベクレル

ミリシーベルト

着色部分は1mSv／年
以上の追加被ばく線量
となる場所。もし「チェ
ルノブイリ法」の基準に
当てはめると、「移住権」
が保障される。

東京電力
福島第一原発

引用：環境省
「除染情報サイト」
（2018年２月）より改変。

ミリシーベルト

追加被ばく線量1mSv／年を超える地域
ミリシーベルト

汚染状況重点調査地域の指定
を解除した市町村
面的除染の進捗率が100%の
市町村
面的除染継続中市町村
除染特別区域
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ご希望の方は毎月1回 
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

190888 左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。



パルシステムでは、検出数値が正確な「ゲルマニウム半導体
検出器」を2台使用しています。食べられる部分を取り出し、
細かく切るなど下処理して、測定容器にできるだけ詰め込み、
外部の放射線の影響を受けないように厚い鉛の容器で遮断
して、精密な測定を行います。

測定方法に
ついて

放射能検査状況について
パルシステム自主検査の報告　

〈 検査結果：2018年2月23日現在 〉 ※乳幼児用食品のみ検出下限値1Bq/kg、その他は検出下限値3Bq/kg。

青果 柑橘類の不知火（3.2Bq/kg）から放射能
が自主基準内で検出されました。

しいたけ 生しいたけ（3.0 ～21Bq/kg） から放射能
が自主基準内で検出されました。

他の
きのこ類

お料理セットのまいたけ水煮（3.3Bq/kg） 
から自主基準内ですが検出されました。

米

2017 年産米の検査は27 産地69 検体の検
査を行いました。日本の稲作を守る会の
栃木こしひかり（玄米）を検査したところ、
2 件（3.1、4.8Bq/kg）の検出がありました。
検出された玄米を白米で再度検査した結
果、検出はありませんでした。
※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。検出さ
れました栃木こしひかりは、白米でのお届けとなり
ます。

牛乳、肉、卵 産地ごとに定期的に検査しており、今年
度放射能は検出されていません。

魚介類 魚介類で放射能は検出されていません。

乳幼児用食品

検出下限値1Bq/kg で検査を行い、冷凍さつまいも
スティック（1.3Bq/kg）から自主基準内で検出され
ました。産直野菜チップス（さつまいも・にんじん）

（1.2Bq/kg）から自主基準内で検出されました。

その他食品 
〈お料理セット〉

菌茸類については定期的に検査を行っており、し
いたけおよびしいたけ水煮（3.1 ～8.2Bq/kg）、ま
いたけおよびまいたけ水煮（3.3Bq/kg）から自主
基準内ですが検出されています。その他のお料理
セットで使用されています菌茸類（えのき茸、マッ
シュルーム、ぶなしめじ）からの検出はありません。

その他食品 
〈大豆加工品〉

豆腐、納豆、味噌、醤油など大豆加工品は、原料で
検査を行っているものと、製品で検査を行ってい
るものとがありますが、放射能は検出されていま
せん。

その他食品 サプリメントのブルーベリー＆ルテイン（8.2Bq/
kg）から自主基準内で検出されました。

（1）

パルシステム商品検査センター（東京都・稲城市）で
行われる放射能自主検査

〈 2017年度の検査数（カッコ内は検出件数） 〉 2018年2月23日現在　不検出率：98.7%

牛乳・乳製品 47

肉類・卵 80

魚介類 292

乳幼児用食品 254

青果 466

しいたけ 61

きのこ類 
（しいたけ除く）

99

米 69
（1）

（2）

（35）

飲料水・飲料 88

その他（加工）食品 1892

総計 3348
（42）

（2）

（1）

連絡先
認定NPO法人 FoE Japan

【Tel】03-6909-5983（平日・日中）
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
http://www.foejapan.org/

連絡先
【Tel】(避難者のための相談電話)

070-3185-0311
【Eメール】

hinankyodo@gmail.com

パルシステムの 
自主基準

（独自ガイドライン）と
検出限界について

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ
以下なら安全という「しきい値」がないので、基準以下で
あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

● 青果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目
については、供給前までには放射能検査を実施します。

● 水産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と
して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。

● 検査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・冷凍・
常温の各加工品は年１回計測しています。

放射能検査の対象範囲について
農畜産物と
その加工品

北海道を除く東日本産
（新潟･ 長野･ 静岡以東の本州産）

水産物と
その加工品

日本沿岸･ 近海・一部の北太平洋・
淡水産水産物

検出限界値
検出限界（ヨウ素131、 

セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から

新基準に変更（単位Bq/kg）

乳幼児用食品 1

水、飲 料、牛 乳、乳 製品、米、
青 果 類、肉 類、卵、魚 介 類、 
その他食品

3

● フルーツyumyumセットにセットさ
れている果物は、検出下限値1Bq/kg
で検査を行っています。

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。　
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

自主基準（独自ガイドライン）（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg） 国の規格基準

水、飲料茶、牛乳、乳幼児用食品 10
水、飲料茶 10
乳児用食品､ 牛乳 50

飲料、乳製品、米

一般食品 100
青果類（きのこ類除く）、肉類、卵、魚介類、
その他食品、きのこ類（しいたけ除く） 25

しいたけ 100

（1）

●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。

●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

パルシステム
問合せセンター

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。

国際環境NGO FoE Japanが運営する「福島ぽかぽかプロジェクト」。福島の子どもたちが野外で
のびのびと遊ぶ場、そして被ばくについてお母さんたちが語り合う場を提供してきました。 福島県
猪苗代町での活動には、年間のべ250人の親子が参加しています。昨年には、支援者からの寄付
により、ペンションを改装した活動拠点「ぽかぽかハウス」を開設。地元のお医者さんが健康相談に
のったり、みんなで議論したりする場としても活用されています。 ぽかぽかプロジェクトは活動継
続のため、寄付やボランティアを呼びかけています。詳しくは下記までお問い合わせください。

2017年3月、帰還困難区域を除くすべての避難指示は解除され、避難を強いられた人たちへの
「災害救助法」に基づく住宅支援が打ち切られました。 現在、地方自治体による独自の支援
も行われていますが、多くの避難者が生活困窮に陥り、孤立した状況に置かれています。 「避
難の協同センター」は、こうした状況のなか避難者の人たちに対して相談内容によって個別支
援を行い、避難先自治体との福祉制度活用の同行交渉、孤立化防止のためのつながりづくり、
就労支援、居住支援などを行っています。

「ぽかぽかハウス」 相談・交流会「よらんしょサロン」 2016年7月、設立集会

【福島ぽかぽかプロジェクト】
～子どもたちの保養を支援～

【避難の協同センター】
～避難者と向き合い個別相談。孤立を防ぐ～

パルシステムも
応援しています！

FoE Japan 検索 避難の協同センター    検索
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