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被災者の声を国や東電や人々に伝えたい

・被災者一人ひとりの力は小さく、声をあげることも、その声を届けることも難しいと思う。

「被災者の会」として主張したいことは、被災者同士が言葉を交わすことで自然に出てくるも

のだと思う、連絡会は、その皆の意見を聞きもらさず集約し、伝えるべきことを伝え、「生き

る場」を守っていかなければならない。

・地震と津波の被災者は、家族や資産を失うという残酷な現実と向き合いながら、少しずつ未

来を切り開こうと立ち上がる姿が報道されるが、原発避難者のなかからは、そういう姿がほと

んど報道されない。「福島原発近隣へは帰れない、元通りの生活は無理」という現実からしか

再出発できないのに、その現実には触れようとはしない。その現実にふれると起こるであろう

バッシングを恐れているのだろうか。その現状が悲しい。

・人々に対して・・・「明日は我が身」とはどうしても思えないものだろう。私もそうだった。

しかし、「他人事」としてではなく「我が事」として考える努力だけでもして欲しい。福島の

未来と、子供たちを救って欲しい。

・避難者として暮らして数カ月。この頃、中東の人々で国を追われた難民や、そのキャンプを

思い浮かべる。他人事ではなくなっている自分にハッとする。あらゆる被災者、難民、生活の

困窮にある人々に対して憲法25条に則した救援支援が必要と感じる。

放射能測定と情報開示、避難区域の正しい策定など認識提示のお願い

・政府・東電・自治体に対して・・・耳障りのよい標語のような言葉や報道は終わりにして、

本当の事、すべての事を前提にした現実的な対策や報道をお願いしたい。

・国や東電は隠ぺいが多く、現状を甘く考えており、真の危険の程度を把握していずいらだち

を感じる。

・国に対して・・・原子力災害の避難基準となる放射線量を低く設定しなおして欲しい。これ

からを担う子供達と、これから生まれてくる子供達の未来を守って欲しい。

・東電に対して・・・わが身を守ることに懸命になるのではなく、生きる場を奪われ、苦悩の

中にいる人々を救うことを、まず第一に真剣に考えて欲しい。

・地元でどうしても生活したかったり、様々な状況で避難できない人々は、地元で生活してい

るが、被爆することを分かっていながら生活しており、半分あきらめながら辛い思いをしてい

る。地元の皆は生き地獄だと思う。

・高齢者は放射能に対しては少々我慢できるが、子供達は将来が有るので安心安全の原発を心

から願ってやまない。

・放射能に対する対応がはっきりしない国や東電は、基準を早急に作成し、国民に周知してほ



しい。

責任ある補償と生活支援のお願い

・新品の家電が赤十字より送られたりなどの支援が各県によって異なるが、整理して必要な要

求をして、本当の自立支援とすべき。

・自治体は、町を守ることより、住民の未来の幸せを考えた対応をしてほしい。

・元の町にある、田畑、山林、自宅などを買い取ってほしい。たとえ除染したとしても、この

土地で作った農作物を人々が買うとは思えない。

・被災者への補償をよろしくお願いいたします。

・自主避難の方たちに対しては、早く家族と一緒に生活できるように、徹底除染の要求を。

・まだ避難できずにいる子育て中の方々に対しては、経済的支援（住居の提供、家財道具の賃

与等）、受け入れや、受け入れ期間延長の要求を。

・水素爆発時、国が郡山市福島市民になぜ避難するように言わなかったのか。せめて外出しな

いように、どのくらいで放射能が来るから肌を出さないように、マスクするようにとか言って

くれれば、ムダな被爆しなくて済んだであろう。

・放射能をばらまかれて被爆したのだから国や東電は補償すべきだ。郡山や福島のことを危険

ではないというから、夫婦間で意見が衝突し亀裂ができる。少しは子供を持つ母親の気持ちを

理解して県外避難するように指示してください。

・東電はウソをつくな。安全ならば郡山や福島市で生活しろ。

原発に対して

・どこの電力会社であろうが、今の福島を収束できる知恵と行動力のある会社だけが原発を再

開すればよい。現況を収束できる力のない人たちが何をもって安全と言えるのか理解しかねる。

いざ事故がおこると安全だと言っている人達はかやの外。現場の人たちがかわいそうで申し訳

ない。（私たちだけ遠くに逃げてつくづく申し訳ない。）

・原発を止めることは地球を救うこと。循環型社会を楽しみたい。

・原発再開はくれぐれも慎重に願いたいものです。人間がコントロールできないものは、使う

べきでは無いと考えます。住めない国土が生まれる事は、経済活動以前の問題です。

特に緊急の要望

①県に愛媛県内でも他県のように民間賃貸住宅の借り上げ支援をしていただけるようにお願い

したい。

②赤十字が配布している生活６点セットが全被災者に配布されるようにお願いする。

③連絡会として県内被災者への連絡（電話かけなど）が取れるように方策を取っていただきた

い。

決定事項

『「自主」避難者への賠償について。中間指針に盛り込む必要性とその根拠』を連絡会の共通

認識とし、要求に連名する。



東日本大震災愛媛県内被災者連絡会として以下の内容

を共通認識とし連名して訴える

2011年8月1日

原子力損害賠償紛争審査会

委員各位

「自主」避難者への賠償について

中間指針に盛り込む必要性とその根拠

先日は、避難区域外からのいわゆる「自主」避難者が、

避難せざるをえなかった状況、補償が不透明で仮払い

金や義援金も受けられない中で困難に陥っている実状、

また避難せざるをえない状況にありながら、補償が不

透明な中で避難できずに苦しんでいる実状について、

住民の声として寄せていただいたものを送付させてい

ただきました。また、自主避難者への賠償を求める要

請書およびアンケートを送付させていただきました。

水素爆発の恐怖から…、高線量が続く中で…、子ども

たちだけでも避難を実行したが、二重生活でかさむ生

活費、交通費…。区域外避難者・「自主」避難者が、

決して自分勝手に避難したわけではないこと、また補

償が必要な実状について、ご理解いただけたものと思

います。

第12回の審査会において、この問題を取り上げていた

だいたことに感謝いたします。委員のみなさまから

「ものには出荷制限、ひとには避難指示、ものについ

ては風評被害も賠償の対象、ひとについては、広げて

いない。回避行動が合理的であれば（「自主」避難は）

予防原則でいう懸命なる回避」「避難区域のすぐそば

の方お子さんとかいれば気持ちわかる」といった発言

がありました。

ここに改めて、避難区域外避難者・「自主」避難者に

対する補償の原則を、中間指針に明記していただくよ

う要請します。以下に理由をあげさせていただきます。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。

１．行政の対応が遅れる中、避難

を余儀なくされるケースがある
（１）線量が高いのに行政が対応しない

福島市は、6月17日と20日の２日間で、市内1045箇所

の空間線量を測定しました。その結果、伊達市で特定

避難勧奨地点の目安とされた3.2マイクロシーベルト

／時を超える線量が10箇所以上で観測されました。福

島市渡利平ヶ森地区では、3.2～3.8マイクロシーベル

トの線量が４箇所で観測され、高い線量が面的に広がっ

ていることが明らかになりました。住民らは、避難を

せずに住み続けた場合、積算線量が20ミリシーベルト

に達する恐れがあります。その後、渡利地区において、

同様に線量が高い福島市大波、小倉寺などとともに、

特定避難勧奨地点についての説明会が開かれるとの報

道がありました。しかし説明会はいつまで経っても開

催されず、住民らは高い線量の中で放置された状態に

あります。こうした住民が避難を考えた場合、補償を

受けるのは当然のことと考えます。

（２）避難先の整備が遅れている

福島市は7月16日に、福島市西部地域に公営住宅を建

設し、線量が高い福島市東1部地域から移転させる計

画を公表しました。これは、福島市が、福島市東部地

域が移転が必要なほど線量が高い状態にあることを一

定認めた措置だと思われます。しかし、西部地域での

公営住宅建設の目処は全く立っておらず、いつ移住で

きるのかわからない状況にあります。こうした住民が、

公営住宅建設を待たずに避難を考えた場合、補償を受

けるのは当然のことと考えます。

（３）水素爆発直後の避難の判断の合理性

福島第一原発で水素爆発が発生した後、3月15日から

福島市や郡山市など、中通り地域の線量は急上昇し、

福島市では20マイクロシーベルト／時を観測していま

す。この数値は、年20ミリシーベルトに達する目安で

ある3.8マイクロシーベルト／時（屋外8時間、屋内16

時間）を大きく上回ります。その後線量は下がってい

きましたが、20マイクロシーベルト／時の時点で積算

線量を算出すると、年100ミリシーベルトを大きく上

回ります。いつ次の爆発が起きてもおかしくなかった

この時点で、その後の線量の推移を正確に推測するこ

とは不可能です。政府は3月12日に決めた避難区域を

変更しませんでした。この時期に、自主的に避難を決

断し、実行した住民が多くいますが、この判断の合理

性を疑う余地は全くありません。

２．避難の基準とされている20ミリシー

ベルトは高すぎる

（１）国際的な避難基準

フランスの原子力安全委員会（IRSN）は、日本政府に

対し、避難基準として、10ミリシーベルトを採用し、

７万人余りの追加の避難を行うよう勧告しています。

チェルノブイリ原発の周辺国は、チェルノブイリ原発

事故による避難基準について、年5ミリシーベルト

（セシウムによる土壌汚染555キロベクレル／平方メー

トル）以上を移住の義務ゾーン、年1～5ミリシーベル

ト（セシウムによる土壌汚染185～555キロベクレル／

平方メートル）を移住の権利ゾーンに定めています。

文部科学省及び米国DOEによる航空機モニタリングに

よると、伊達市や福島市の一部で移住の義務ゾーン、

福島市から郡山市に続く中通り地域で移住の権利ゾー

ンに相当する土壌汚染となっています。

（２）放射線管理区域は年5.2ミリシーベルト



法令により、3ヶ月1.3ミリシーベルトを越える区域は、

放射線管理区域に相当します。放射性管理区域では、

労働法規により、18才未満の労働は禁じられています。

放射能マークを掲示し、子どもを含む一般人の立ち入

りは禁じられ、厳格な放射線管理が行われ、事前に訓

練を受けた者だけが立ち入ることのできる区域です。3ヶ

月1.3ミリシーベルトは年5.2ミリシーベルト、空間線

量は0.6マイクロシーベルト／時にあたります。学校や

通学路、公園、場合によっては家の中でも放射性管理

区域のレベルを超える場合がありますが、母親が、も

う逃げ場はない、とても子どもを育てる環境ではない

と判断し、避難を実行したような場合に、補償を受け

るのは当然のことと考えます。

日本弁護士連合会は、7月13日に出した会長声明で、

「損害賠償の範囲を検討するに当たっては、予防原則

に照らし、放射線の影響を危惧しこれを回避すること

が社会通念上相当と考えられる場合、最低でも、福島

第一原子力発電所事故発生直後に相当量の放射線を被

ばくした住民、更に放射線管理区域とされる線量を超

える放射線が検出された地域から避難した住民及び現

にこのような地域に居住又は避難している住民に対し

ては、合理的な範囲内として、避難費用・精神的損害

について、賠償がなされなければならない」としてい

ます。

（３）白血病の労災認定基準は年５ミリシーベルト

原子力発電所等の労働者がガンや白血病で亡くなった

場合の労災認定基準は、年5ミリシーベルトからと定め

られています。過去35年で10人が累積被ばく線量など

に基づき労災が認定されてり、累積被ばく線量5.2ミリ

シーベルトで認定された事例もあります。

（４）公衆の被ばく限度は１ミリシーベルト

法令による公衆の年間の線量限度は1ミリシーベルトで

す。福島県民にも、他の県民と同様に、余分な被ばく

を避ける権利があるはずです。その意味では、年1ミリ

シーベルトを超える被ばくを避けるために住民がとる

措置に対し、補償を受けるのは当然のことではないで

しょうか。

（５）すでに「緊急時被ばくの参考レベル」ではない

20ミリシーベルトの基準は、ICRPによる緊急時被ばく

の参考レベルである20～100ミリシーベルトの下限値を

とったものです。しかし緊急時の参考レベルは、「被

ばく低減に係る対策が崩壊している状況に適用ICRP200

7年、Pub.103)とされており、事故後、せいぜい数週間

を想定したものと考えられます。「緊急時被ばくの結

果生じる長期にわたる汚染の管理は、現存被ばくとし

て扱う」（ICRP2007年、Pub.103)こととされており、

事故終息時の現存時被ばくの参考レベル1～20ミリシー

ベルトが用いられます。ICRPは、福島事故に際して発

した声明において、1～20ミリシーベルトの現存時被ば

くの参考レベルの適用について、「当局があらゆる必

要な防護策を行う」ことを前提に、「長期目標として

参考レベルを年間1mSvとすることを引き続き勧告する」

としています。

３．避難区域外・「自主」避難者へ

の賠償を中間指針に明記してくださ

い
低線量被ばくが健康に影響をもたらすことについては、

それを明確に否定することもできませんし、立証する

ことは困難です。日本の現行法令は、低線量であって

も、線量が増えればそれに比例してリスクが増すとのI

CRPが採用する考え方を採用しています。

また、前述のように、「自主」避難が、政府の対応の

不備や避難基準の設定に問題があることから生じてい

る側面があります。避難した方々の判断は、多くの場

合、自らおよび子どもを含む家族を守るのには、合理

的であり、やむをえない判断です。避難をされた方々

の中には、経済的に切迫した状況にある方も多々いま

す。また、経済的な理由で避難に踏み切れない方もた

くさんいます。

こうした点をご考慮いただき、是非とも原子力損害賠

償紛争審査会において、避難区域外・「自主」避難者

への賠償を認める原則を中間指針に明記するよう、改

めてお願いいたします。

また、今後、審査会において避難区域外の賠償につい

て審議されるにあたっては、避難をせざるを得なかっ

た住民等からの聞き取りをしていただけますよう併せ

てお願いいたします。

なお、ご承知のように、福島県知事は、5月14日に国に

対し緊急要望を提出し、「避難等指示区域外の住民が

安心を求めて避難することは妊婦や子どもを持つ親は

もとより、すべての県民にとってやむにやまれない行

動であることから、政府による避難等の指示区域外の

住民の自主的な避難経費についても、確実に賠償等の

対象とすること」と述べています。福島県知事、市町

村長、商工会連合会、ＪＡグループで構成する福島県

原子力災害対策協議会も「自主」避難者への補償を求

める意見を出しています。また、前述のように、日本

弁護士連合会も7月13日付会長声明で「自主」避難者へ

の補償を求めている点を、付記させていただきます。

子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク

福島老朽原発を考える会（フクロウの会）

国際環境NGOFoEJapan

国際環境NGOグリーンピース・ジャパン



県内被災者の意見（※の文は先の要望の中の文と重複)

１．避難の様子や愛媛に向かう決断やその時思ったこと

この部分は省略させて頂きます

２．現在の生活状況や、現在抱えている問題

・知人が家主の借家を、半年間家賃無料で借りているが、収入は以前より減少していて、その

後の家賃を払いながらの生活が不安。

・現在は一軒家を借りているが、現在借りている一軒家のある市では、県や市からの支援が十

分できないことを知って、今後の生活費や仕事のことなどの問題で悩んでいる。

・当面は、家賃、医療費の免除等で生活に困らないが、地元の仕事を失って、現在のわずかば

かりの蓄え、収入で今後の生活がなりたつのかが心配。

・別の見方では、生き残ったこと、（保障が難しい国ではなく）日本であったこと、（保障・

福祉などの考え方の乏しい昔の日本でなく）現在であったことで、多くの方々の支援や励まし

を受け、心より感謝し、いつまでも甘えてばかりではいられず、自立して、つつましく生きて

いこうとの決心もしている。

・当初は、早期に福島に帰れることを期待して待っていた避難生活だったが、愛媛で自立し、

人生を再出発させる新生活へと自らの状況を変えることとした。新生活を始めるにあたっての

問題点は「お金」。再出発に際して様々な費用が必要であるが、どこまで賠償してもらえるか

が問題である。

・愛媛に避難したが、学校や仕事の都合で一緒に避難した家族が順番に福島に帰っていき、今

は一人で住んでいる。福島で仮設住宅の申し込みをしており、家族や犬と一緒に住める仮設住

宅が抽選であたれば福島へ帰るつもりである。

・体調不良の家族がおり、元の場所はいまだに地震が続いているため、今借りている県営住宅

の入居期間延長を、県に相談しようと思っている。

・自主避難なので、故郷の役所は「勝手に行ったんだろう」との態度や言葉で、地元に帰れる

タイミングを図ろうにも、これでは無理。

・高齢者が地元に残って農家をやっているが、それを食べていいか調べられる簡易検査機のよ

うなものが各家庭に欲しい。

・今の状況が長引く以上、汚れた土壌を回復する希望より、共存できる道を模索して欲しい。

・すべてを国や市に要望するつもりはない。日本人１億人の知恵を出し合い、共存方法や除染

の有効方法、いろいろなことを集結して欲しい。特定の政治家をつるしあげるのではなく、現

状を改善して原発を収束できる人に頑張ってほしい。

・子供のことを考えると避難せざるをえない。「国が避難指示を出していない以上避難はおか

しい」と言われつらい。自治体職員に逃げたかかのように接せられ苦しい。国は自主避難者の

立場を確立してほしい。

・(県外なので)医療費の立て替え等で生活の金銭負担が多きい上に負担増。

・二重生活なので地元に残った主人の心配と、自分自身の健康にも不安。

・今は放射能汚染に脅かされて生きているのがやっとです。



３．将来への展望や期待

・元の町に帰って生活するのは無理だとしても、自由に入ることができ、物を持ち出せるよう

になってほしい。

・子供たちが大きくなったら夫婦で元の町に帰って自由な生活ができればと思っている。20、3

0年後の話でしょうか。

・将来は、子供たちが地元に安心して帰れるように、早く復興し、原発事後が二度とおこらな

いように大人が将来の展望や期待を持って、方向性を建ていくべきと考える。

・今はただこの新しい土地で夢を捨てずがんばる。そして子供に安全・安心な食べ物を食べさ

せたい。

・現在の日本は、経済、政治も三流で、今の若い人は大変だなと心配する。しかし、その中で

別の価値観・・・損か得かではなく、勝ち負けではなく、「どう生きるか」を基準にしている

若者が増加しているように思う。そして彼らはこの大地震を経験してたくましく大きく成長し

ているように感じている。彼らがきっと、経済的に豊かではなくても、心豊かな幸せな国に方

向づけてくれると信じている。

・愛媛で20年間、福島の続きをし子育てをする。そして20年後、どんな形であっても福島に戻

りたいと思う。

・政府が明確な帰宅の見通しをたて、的確な支援策を講じなければ、個々人が独力によって自

らの展望を見出すのは難しい事だと思う。

・本当の意味で、日本が将来の展望をみいだすためには原発の存在しない社会が生まれること

が絶対条件だと思う。

・震災と原発事故での避難で立ち入り禁止区域内なので、落ち着いて住む場所が決まるまで何

年もかかると思う。

・地震が終息し、放射能が弱まり、マスクをかけて外出できる福島になる様、期待するばかり。

・自分の家に帰りたい。子供が安心してあそべる環境を。

・愛媛のみなさんには感謝。子供の就職、安定した収入の確保ができればと願っている。

・給食問題で「福島のものを受け入れない」とのことは然るべきです。(被爆)瓦礫の処理も一

旦受け入れれば地域全体が被爆してしまいます。愛媛県全体で考えてほしい。



４．国や、人々、東電などに対して言っておきたいこと

※元の町にある、田畑、山林、自宅などを買い取ってほしい。たとえ除染したとしても、この

土地で作った農作物を人々が買うとは思えない。

・愛媛県内でも他県のように民間借り上げ住宅の特例措置をとってもらいたい。

※国や東電は隠ぺいが多く、現状を甘く考えており、真の危険の程度を把握していずいらだち

を感じる。

※地元でどうしても生活したかったり、様々な状況で避難できない人々は、地元で生活してい

るが、被爆することを分かっていながら生活しており、半分あきらめながら辛い思いをしてい

る。地元の皆は生き地獄だと思う。

※政府・東電・自治体に対して・・・耳障りのよい標語のような言葉や報道は終わりにして、

本当の事、すべての事を前提にした現実的な対策や報道をお願いしたい。

※地震と津波の被災者は、家族や資産を失うという残酷な現実と向き合いながら、少しずつ未

来を切り開こうと立ち上がる姿が報道されるが、原発避難者のなかからは、そういう姿がほと

んど報道されない。「福島原発近隣へは帰れない、元通りの生活は無理」という現実からしか

再出発できないのに、その現実には触れようとはしない。その現実にふれると起こるであろう

バッシングを恐れているのだろうか。その現状が悲しい。

※自治体は、町を守ることより、住民の未来の幸せを考えた対応をしてほしい。

※国に対して・・・原子力災害の避難基準となる放射線量を低く設定しなおして欲しい。これ

からを担う子供達と、これから生まれてくる子供達の未来を守って欲しい。

※東電に対して・・・国策として進められてきた原子力政策におどらされてきた東電という意

味では、最大の責任は国にあるのだと思う。しかし、もちろん東電の責任も大きい。わが身を

守ることに懸命になるのではなく、生きる場を奪われ、苦悩の中にいる人々を救うことを、ま

ず第一に真剣に考えて欲しい。

※人々に対して・・・「明日は我が身」とはどうしても思えないものだろう。私もそうだった。

しかし、「他人事」としてではなく「我が事」として考える努力だけでもして欲しい。福島の

未来と、子供たちを救って欲しい。

・被災者への補償をよろしくお願いいたします。

※高齢者は放射能に対しては少々我慢できるが、子供達は将来が有るので安心安全の原発を心

から願ってやまない。

※どこの電力会社であろうが、今の福島を収束できる知恵と行動力のある会社だけが原発を再

開すればよい。現況を収束できる力のない人たちが何をもって安全と言えるのか理解しかねる。

いざ事故がおこると安全だと言っている人達はかやの外。現場の人たちがかわいそうで申し訳

ない。（私たちだけ遠くに逃げてつくづく申し訳ない。）

・私達は高齢者なので･･･、子供達は将来が有るので安心安全の原発を心から願ってやみません。

※原発再開はくれぐれも慎重に願いたいものです。人間がコントロールできないものは、使う

べきでは無いと考えます。住めない国土が生まれる事は、経済活動以前の問題です。

※水素爆発時、国が郡山市福島市民になぜ避難するように言わなかったのか。せめて外出しな

いように、どのくらいで放射能が来るから肌を出さないように、マスクするようにとか言って

くれれば、ムダな被爆しなくて済んだであろう。

※放射能をばらまかれて被爆したのだから国や東電は補償すべきだ。郡山や福島のことを危険

ではないというから、夫婦間で意見が衝突し亀裂ができる。少しは子供を持つ母親の気持ちを



理解して県外避難するように指示してください。

※東電はウソをつくな。安全ならば郡山や福島市で生活しろ。

５．被災者の会として主張したいこと

・県に民間借り上げ住宅の家賃補助をしていただけるようにお願いしたい。

・被災者の声を国や東電に伝えられればいいです。

※支援内容が県によって異なっており、必ずしも自立支援となっていない場合がある。たとえ

ば他県では借家、アパートの補助金がでたり、新品の家電が赤十字より送られたりと・・・。

このようなことは各県の対応に任されているが、整理して必要な要求をして、本当の自立支援

とすべき。

※自主避難の方たちに対しては、早く家族と一緒に生活できるように、徹底除染の要求を。

※まだ避難できずにいる子育て中の方々に対しては、経済的支援（住居の提供、家財道具の賃

与等）、受け入れや、受け入れ期間延長の要求を。

※被災者一人ひとりの力は小さく、声をあげることも、その声を届けることも難しいと思う。

「被災者の会」として主張したいことは、被災者同士が言葉を交わすことで自然に出てくるも

のだと思う、連絡会は、その皆の意見を聞きもらさず集約し、伝えるべきことを伝え、「生き

る場」を守っていかなければならない。

・放射能に対する対応がはっきりしない国や東電は、基準を早急に作成し、国民に周知してほ

しい。

・主張は良い。（いらない）。辛さを共有できる場があるのは、それだけで純粋にホッとする。

※避難者として暮らして数カ月。この頃、中東の人々で国を追われた難民や、そのキャンプを

思い浮かべる。他人事ではなくなっている自分にハッとする。

※放射能に対する、対応がはっきりしない国や東電は基準を早急に作成し、国民に周知してほ

しい。

・①原発事故の早期収束（冷却安定状態）

・②生活可能な環境の回復（除染）

・③充分な生活保障（経済回復支援含む）

・被爆医療の専門医師及び機材を、福島県へ集積する事を望む。将来は福島県が世界の被爆医

療の先進地となる事でしょう。

・年間20ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄにならなくても、外で遊べない数値は異常なのに国はなぜ避難するように指

示しないのか。

・本当のことを知りたい。数カ月後に「実はあの時放射能が大量に」と言われても(子供のこと

は)どうすることもできないのだから大事なこと隠すのをやめてほしい。

・空気も水も植物も安全だといえるのはどのくらい先なのか教えてほしい。

・地元のことを思い出し時々寂しさを感じる。被災者の会で同じく地元を離れているみなさん

とお話をさせていただく機会に慰められている。

※原発を止めることは地球を救うこと。循環型社会を楽しみたい。


