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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

左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。190888

震災から7年半。3万人の区域外避難者に目を向ける。

続く住宅支援打ち切りは
いのちに関わる人権問題
福島県からの避難者数は、避難指示区域内・外合わせて、県内10,591

人、県外33,404人といわれています（2018年8月31日時点・福島県）。しかし、
「避難生活の実態については、2016年6月以降、国も福島県も調査していな
い」と瀬戸事務局長は指摘します。「避難の協同センター」は、避難指示区域
外避難者（以下、区域外避難者）の住宅問題や生活全般の支援を続け、孤
立を防ぐ活動を続けてきました。
昨年3月末、政府が設定した避難区域外から避難した区域外避難者へのみ

なし応急仮設住宅の無償供与が打ち切られましたが、その対象は約13,000人
にものぼりました。その際も瀬戸さんたちは、「避難先に留まった避難者をひとり
も路頭に迷わせない」と住宅確保に奔走したそうです。しかし、来年3月末には、
福島県独自で実施してきた2000世帯への月額20,000円の民間賃貸住宅の家
賃補助、また現在130世帯が入居する国家公務員住宅の利用も打ち切りとなる
予定です。また、区域外避難者だけではなく、いまだ住むことのできない帰還困
難区域まで含む9市町村の避難者に対する仮設住宅、借り上げ住宅の提供も、
2020年3月末に終了すると福島県は発表しています。
これに対して瀬戸事務局長は「県は支援の期限をきることで自立を促すと言

うが実態を見ていない。広域で長期にわたる原子力災害に、住宅供与期間が
短く、県が実施主体となる災害救助法を適用してきたことにも問題がある」と言
います。これまでも住宅支援の打ち切りは、福島県が決めるという形をとってき
たのです。
「国家公務員住宅の区域外避難者は、退去しなければ2倍の家賃を請求す
るという契約書への締結を迫られています。しかし、費用が捻出できず転居先
が見つからない人は多い。避難先での生活をやっと築いたのに、転居すること
に不安を感じている人もいる。そもそも国や東電による原発事故がなければ避
難することもなかった人たち。いのちにかかわる住まいは人権問題として国が
保障すべきです」（瀬戸事務局長）

避難者の約7割が心身に不調。
生活困窮に追い詰められていく
避難生活の様子については、避難者を多く受け入れている自治体が自主的に
行ったアンケート調査からうかがい知ることができます。東京都の調査（※１）によ
れば、避難者世帯では月収10〜20万円未満が30.2％、10万円以下も22％を超
え、月収20万円以下が過半数を占めています。また、新潟県の調査（※2）では、
平均世帯収入が避難前から約10万円も下がっていることがわかります。生活資
金や住居に対する不安が多く、約7割が心身に不調を感じていると回答していま
した。瀬戸さんのもとには、生活困窮だけでなく、病気や障がい、DVや離婚といっ
た複合的困難を抱える母子避難者からの深刻な相談も寄せられます。
「『早く自立を』というけれど、今は非正規の仕事が多く、お母さんたちはフルタ
イムで働いていても生活が安定しない。それは自己責任ではなく社会構造の問
題。子どもを守りたくて避難したのに、親戚からは理解されずに孤立し、住宅支
援も打ち切りで、精神的・経済的に追い詰められています」
東京都の調査によると、住宅無償供与終了後も約7割が避難生活の継続を選

びました。土壌汚染の数値が高いなどの不安があり、「戻りたくても戻れない」と
感じているからです。国連人権理事会は日本政府に向け「帰還は事故前に安全
とされていた年間1ミリシーベルト以下が適切で、住宅無償供与の打ち切りなど
が帰還への圧力になっている」という特別報告を出しています（2018年10月）。
今後、瀬戸事務局長は避難の根拠を示すために土壌汚染測定なども進めなが
ら、住宅支援継続を求めていくつもりです。
2012年制定の「子ども・被災者支援法」は、原子力災害から国民の生命を守

る国の責任を明記し、放射能の健康への影響は明らかでないことから、居住・避
難・帰還というどの選択も支援するという趣旨のはずでした。しかし、その「選択す
る権利」は区域外避難者とともに「ないもの」にされてきています。
「原発再稼働が進めば、また事故がないとも限らない。自分にも起きる問題とし
て目を向けてもらえたらと思います」（瀬戸事務局長）

原発事故から7年半が経つなかで、母子避難を含む避難指示区域外の避難者（いわゆる「自主避難者」）の存
在は、ますます「見えないもの」になってきています。昨年3月末には住宅無償提供も打ち切られ、避難先で深
刻な生活困窮に陥っている人も多数います。放射能への不安を抱えるなか、「生きる権利」はどう守られるべき
なのか？区域外避難者の現状について、「避難の協同センター」瀬戸大作事務局長にお話を伺いました。

「避難の協同センター」
事務局長

神奈川県生まれ。2011年の東日本大震災に伴う福
島第一原発の事故後、福島県会津若松市の仮設住
宅でのコミュニティ支援活動にかかわり、その後、原
発事故被害者救済や生活困窮者支援などの運動に
取り組む。パルシステム生活協同組合連合会職員。

（※１）「平成29年3月末に応急仮設住宅の供与が終了となった福島県からの避難者に対するアンケー
ト調査の結果について」（2017年10月11日・東京都）
（※２）「福島第一原発事故による避難生活に関する総合的調査のポイント」（2018年3月・新潟県）

山形県広域支援対策本部避難者支援班「避難者アンケート調査」による。山形県全
域を対象に、東日本大震災により避難されている702世帯に郵送によるアンケート調
査。2018年7月上旬～下旬。集計数200件（回収率28.5％）。上位5項目。

避難者のための相談電話
070-3185-0311
Eメール hinankyodo@gmail.com

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や個別支援を行い、
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。

相談・交流会「よらんしょサロン」

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〜

避難の協同センター

今の生活で困っていること、不安なこと
（複数回答・上位のみ）
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・A4判（見開きA3判）・無線左綴じ  
・200ページ（予定）・フルカラー  
・定価2,500円（税込）  （送料別）

第1章：土壌測定 
「東日本17都県マップ」と解説（青森県、岩手県、宮
城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、山梨県、長野県、静岡県）　ほか

第2章：食品測定 
土壌中放射性セシウムの食品への移行と気にな
る食品、食品汚染・特に気になる食品、米の汚染度
解析（玄米と白米）、川・海魚の汚染度解析　ほか

第3章：放射能を知ろう 
「チェルノブイリ法のゾーン区分と日本の比較表」
と解説、空間線量率が変動する要因、薪や木灰に
よる被ばくの危険性、放射能汚染と甲状腺がん、
原子力防災について考える ほか

※仮予約のご案内

●概要
　全国33の市民測定室が参加して、食品や土壌の放射能汚染の測定結果を集積し、公表し
ている「みんなのデータサイト」が、東日本17都県の土壌の測定結果をマップにまとめた本に
なりました。
　2014年10月から2年半をかけ、のべ4,000人以上の市民の協力を得て、3,400ヶ所以上を採
取測定。測定結果を地図化したものに様 な々解説を加え、グラフや表なども収録しています。
　事故発生時から100年後までの濃度推移を換算してマップ化し、また、米、山菜、きのこ
などの測定結果を分析した記事や福島県からの避難者らのコラムなども掲載しています。
　「放射能のことはむずかしくてよくわからない」という初心者にも理解しやすく、また「数
値にもとづいた検証まで、詳しく知りたい」という方にも読みごたえがある書籍です。

販売開始は、11月下旬頃を予定。みんなのデータサイト
https://minnanods.net/　で仮予約を受付中です。 みんなのデータサイト

市民4,000人が調べた
放射能マップ書籍化！初心者にも

もっと知りたい方にも！

オススメ！
書籍

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10月26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 れんこん（6.4Bq/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（5.3～22Bq/kg）と岩手県産乾しいたけ（5.1Bq/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 2018年度は放射能の検出はありません。

米
2018年産米の検査がスタートしました。
JAきみつ（千葉県）よりスタートし、23産地25検体の玄米で検査し、栃木
こしひかり（4.4Bq/kg）から放射能が自主基準内で検出されました。白
米で再検査したところ不検出でした。

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。卵は今年度の検査をまだ行っていません。

魚介類 2018年度は放射能の検出はありません。

乳幼児用
食品

2017年度、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2件（4.3、
8.2Bq/kg）から自主基準内で検出されています。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、まいたけ、きくらげ）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

2017年度、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。

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・常温の
各加工品は年１回、冷凍食品は1年半に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

〈 2018年度の検査数（カッコ内は検出件数） 〉 2018年10月26日現在　不検出率：98.8%

牛乳・乳製品 31

肉類・卵 12

魚介類 187

乳幼児用食品 172

青果 368

しいたけ 34

きのこ類 
（しいたけ除く） 44

米 25

（25）

飲料水・飲料 55

その他（加工）食品 1452

総計 2380
（29）

（2）

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」2
台を使用しています。食べられる部分だけを取り出し、細かく切るなど
下処理をして、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

●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。

（1）

（1）

図説17都県
「放射能測定マップ
 +読み解き集」
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