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東日本大震災に伴う原子力発電所事故対策に関する決議 

 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災による大津波は、福島第一原

子力発電所を襲い、全交流電源を失った上に、冷却機能も喪失し、大量の

放射性物質が放出され、国際評価尺度で最も深刻なレベル７に位置付けら

れる重大事故に発展し、今なお深刻な状態が続いている。 

この事故により、関係市町村では、多くの人々が避難を余儀なくされて

おり、避難生活の長期化から雇用と生活の場を失う不安に直面し続けている。 

また、放射性物質の放出による健康被害への不安を始め、農水畜産物の

出荷・摂取制限や風評による損害、更には企業活動の停止や観光客の大幅

な減少など原子力事故の影響は国民の日常生活のみならず産業全般にも及

んでおり、その深刻さも日々増している。 

こうした中、避難を余儀なくされた人々は、一日も早く故郷に戻り、こ

れまでの平穏な生活を取り戻したいとの思いを抱いて、過酷な避難生活に

耐えている。 

福島第一原子力発電所の事故処理対応については、世界の注目を集めて

おり、国は、人的、技術的支援を含めた世界の英知を集め、一刻も早い事

態の収束を図り、全ての国民が安全と安心のもとで暮らすことができるよ

うにする必要がある。 

よって、次の措置を講ずるよう強く要請する。 

 

１ 原子力事故への対応 

(１) 原子力事故への対応について、事故収束対策にも積極的に関与

し、東京電力の工程表に盛り込まれた対策を確実に実行させて一刻

も早い事故の収束を図ること。 
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また、その進捗状況を分かりやすく、丁寧に開示しながら取り組

むこと。 

(２) 今後の事故収束に向けた取組においては、放射性物質の大気中へ

の放出や水産業や水産資源の影響が大きい汚染水の海洋放出を二度

と繰り返すことのないよう、原子炉等の適切な管理を行うこと。 

また、放射性物質の拡散防止等を含めた緊急的な対策を早期に明

らかにするとともに、放射性物質の低減に向けた中・長期的な視点

に立った抜本的・総合的な対策を策定し提示すること。 

(３) 原子力事故への対応、損害賠償、復興、生活再建のための方策等

を包括的に定める特別法を制定するとともに、原子力災害への対応

から被災地の復興等を一元的に所管する組織を国に設置すること。 

(４) 避難区域を解除する際の判断基準及び解除予定時期を早急に示す

こと。 

(５) 今回の事故を受け、「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」

（ＥＰＺ）を適正な範囲に拡大するなど国の防災基本計画や原子力

防災指針等の見直しを早急に行うこと。 

 

２ 正確で分かりやすい情報の提供と測定体制の整備 

(１) 今回の原子力事故により飛散した放射性物質は、広範囲に拡散し

ていることから、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム

（ＳＰＥＥＤＩ）の予測範囲を影響が及んでいる都県まで拡大し、

定期的に情報の提供を行うとともに、環境放射能モニタリング体制

を充実し、継続的な測定を行い、より詳細で分かりやすい大気中及

び土壌の放射線量等分布マップを早急に示し、その測定結果及び科

学的な知見に基づく評価結果を国民に速やかに提供すること。なお、
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地方公共団体が実施している測定費用について、必要な財政措置を

講ずること。 

また、海洋に放射性廃液等が放出される事態が続き、漁業者や国

民の不安を招いていることから、海洋モニタリングを強化し、その

測定結果を踏まえ、海洋生物や人体への影響の有無を評価し定期的

に公表すること。 

更に、原子力の安全確保等に関しては、原子力発電所等の立地地

域及びその周辺の住民、地方公共団体に対し、平時からの十分な情

報提供、広報の充実強化を図ること。 

(２) 原子力事故後に策定された放射性物質の取扱い等に関する各種基

準については、決定過程での議論を含めその根拠や妥当性を公表し、

緊急措置として示された暫定値については、新たな基準値を早急に

示すとともに、国に基準の策定を求めているにもかかわらず、未だ

示されていない基準については、策定時に十分な説明を行い、国民

の不安の払拭に努めながら、早急に策定・明示すること。 

また、放射性物質による健康や生活に対する影響を踏まえ、年間

積算線量の上限値など、放射性物質汚染に関する様々な基準を明確

化し、国民にわかりやすく広報するとともに、原子力災害や放射能

汚染、健康被害に関するすべての情報を速やかに公開すること。 

(３) 地方公共団体が実施する空間放射線量率の測定や、農畜産物、林

産物、水産物、水道水、上下水道処理等副次産物、農地土壌、海水

等に含まれる放射性物質のサンプリング調査、測定機材の購入、測

定等に係る業務委託などの経費については、既に対応した経費も含

め、国の責任において全額国庫負担とすること。 
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３ 住民の健康対策 

(１) 被曝による晩発性障害に対する国民の不安は大きいものがあるこ

とから、隣接県民を含めた健康調査を実施するとともに、国として

長期間にわたり立地地域住民及び汚染が認められる隣接県民を始め

とした国民の健康を管理する体制を構築し、国の責任において対応

すること。 

(２) 放射性物質は広範囲に拡散し、各地域に深刻な影響を及ぼしてお

り、住民の不安解消や安全確保に向けた対策が必要であることから、

隣接県を含む子どもを始めとする住民の健康確保に必要な事業等の

機動的・柔軟な実施を可能とする健康基金（仮称）の創設などを含

めた住民の健康管理に関する中・長期的な視点に立った抜本的な対

策を講ずること。 

また、放射性物質による影響の把握のための調査の実施や住民の

年間積算線量の低減に向けた対策指針の明示、放射性物質による健

康への影響が大きい妊婦、乳幼児、児童生徒のための具体的な対策

を早急に策定すること。 

 

４ 放射性物質の除去対策 

(１) 放射性物質の除去等の円滑な推進に向けての検討が進められてい

るが、広範囲に拡散した放射性物質に対する不安を解消し、安心し

て生活することができる環境を取り戻すために、学校を始め市街地、

公園、通学路などを含めた生活環境全体について放射性物質の除染

を確実に実施すること。 

(２) 放射性物質を含む災害廃棄物、浄水発生土、下水汚泥、除染によ

り生じる汚染土壌などの最終的な処分については、処分方法を早急
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に示すとともに、国の責任において確実に実施すること。 

また、住民の不安解消のため地方公共団体等が実施する除染や処

分に要した経費についても、地域の線量の水準にかかわらず、既に

対応したものも含め、全額財政措置すること。 

(３) 農林畜産業を安心して継続できる環境が重要であることから、農

地等の土壌改良を行うこと。 

(４) 肉用牛については、福島県や宮城県等のみならず、影響が生じて

いる全ての隣接県において全頭検査を実施するとともに、全頭検査

に必要な体制を早急に構築し、出荷制限に関する明確な基準の提示

や肉用牛等の除染方法、あるいは効率的な検査手法の確立に向けた

調査研究を早急に行うこと。 

また、価格低迷の一因となっている出荷再開以前に出荷され、滞

留している牛肉の全量買い上げなど、その解消に向けた対策の早期

実施や、安全性が確認された牛肉に対する安全宣言を始めとして、

出荷遅延対策としての立替払いの増額や運転資金の確保等制度融資

の充実、汚染された粗飼料の処理の費用負担など、畜産農家の経営

が維持可能となる総合的な対策の実施等畜産農家負担軽減制度を創

設するとともに、出荷自主規制を含む出荷制限や風評被害等により

生産者及び流通・販売者に生じた損害については、国の責任におい

て全額補償すること。 

更には、高濃度の放射性物質に汚染された稲わら等の保管・処分

方法について、早急に明示するとともに、当該稲わらや牧草ロール

等の処分に要する経費や販売者に生じた損害については、国の責任

において全額補償すること。 

(５) 食品の新たな規制値の設定や給食食材の検査に向けての検討が進
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められているが、日本の主食である米を始め果物・野菜・林産物な

どに対する影響が懸念されることから、検査体制の確立・実施はも

ちろんのこと、国民の食材への安全安心の信頼を裏切ることのない

よう想定されるあらゆる事態を考慮し、国の総力を挙げて対応する

こと。 

また、米を始め食材が汚染される事態が生じた場合は、全量買い

上げ措置を含め生産者の経営が可能となるよう国の責任において補

償すること。 

更には、学校等における給食の食材に関しての不安が高まってい

ることから、食材の安全安心な流通確保など、不安を払拭させる対

策を講ずること。 

(６) 大量の汚染水の海洋への放出による漁業への直接的な影響が懸念

されるとともに、津波により壊滅的被害を受けた沿岸部の水産業を

中心とした地域の復興の大きな妨げになることが予想されること等

から、あらゆる事態を想定し、検査体制の確保や被害が生じた場合

の補償、水産業者の経営の維持など、国の総力を挙げて対応するこ

と。 

 

５ 風評被害対策 

(１) 農林水産物等の安全性を確保し、農林水産業者等の不安を解消す

るため、「原子力災害対策特別措置法」に放射能汚染調査のための農

林水産物や畜産物の収去権限、出荷制限に関する判断基準などを規

定すること。 

また、農林水産物等の安全性を体系的に確保できる制度等の整備

を早急に図るとともに、出荷自粛等の解除に当たっては、判断基準
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に基づき迅速に行うこと。 

(２) 国においても、風評の払拭に向けての取り組みを行っているが、

未だ工業製品に対する取引拒否などが生じていることから、産業活

動の正常化を図るとともに、風評被害を払拭する取組を強化すること。 

また、農林水産物を始めとする貿易等に関して生じている諸外国

の過剰な規制等やいわれのない風評の払拭のための対策を国の責任

において、更に強化するとともに、輸出の円滑化等のため、海外各

国に対して正確かつ積極的な情報提供を行い、製品を輸出する際に

安全・安心であることを証明する仕組みを国の責任において早急に

構築すること。 

更には、検討が進められている輸出に際しての放射性物質検査に

係る費用について、事業者が行う検査が十分に可能となる助成措置

を講ずるとともに、諸外国の輸入停止措置や風評被害によって生じ

た輸出関係事業者の損害について、国の責任において全額賠償する

こと。 

(３) 輸出の重要な鍵となる港湾の検査体制の強化を図る必要があるこ

とから、県又は民間企業が行う放射線線量等の測定に関する経費や

貨物又はコンテナの除染を行う場合の経費、除染の際に生じた廃棄

物等の保管、処分等の経費など、所要の経費のすべてを国の責任に

おいて措置すること。 

(４) 国民が放射線と健康に関する正しい知識を身に付けることができ

るよう、国が責任をもって積極的な広報活動を行うこと。 

また、外国人観光客の減少を食い止め、早期の観光関連産業の正

常化を図るため、正確な情報の発信の強化等により風評被害の早期

払拭に努めるとともに、諸外国に対して、日本及び東北への渡航制
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限の緩和を強く働き掛けること。 

 

６ 原子力事故により被害を受けた産業等への支援 

原子力事故の特殊性から避難生活が長期化することが想定され、避難

地域又は周辺地域で事業活動を行っていた商工業者は、事業活動の停止

又は廃業を余儀なくされている。 

また、観光地では、風評被害もあって、観光客・宿泊客が大幅に減少

し、従業員の解雇や廃業も検討せざるを得ない状況に追い込まれている。 

そのため、事業者が事業を継続し、雇用を確保できるよう、原発事故

に係る警戒区域外の事業者で広範な間接被害を受けたものを対象とする

無利子の融資制度の創設等必要な措置を講ずるとともに、事業者に生じ

た損害については、国の責任において全額補償すること。 

 

７ 原子力災害に伴う損害賠償等 

(１) 今回の原子力災害に関する損害賠償については、被災者に対して

責任を持って迅速かつ十分な賠償・補償を行うこと。 

なお、農林漁業者や中小企業者に対する仮払い補償を確実に行う

こと。 

また、近接都県において、原発事故に端を発し、生じた損害につ

いては、国が責任をもって損害賠償を行うとともに、県や市町村が

対応した経費についても、すべて国において負担すること。 

(２) 原子力損害賠償紛争審査会において、今後示される賠償等に関す

る指針の策定に当たっては、被災者や被災地方公共団体等の意見を

十分に聞き、現段階における損害のみで断定することなく、長期的

な視点に立って、今後起こりうる被害等についても確実に指針に盛
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り込むこと。 

また、避難等指示区域以外の住民が自主避難した場合にあっても、

国の初動対応や情報提供の不備により避難を迫られた状況であった

ことを踏まえ、子供や妊婦の安心を求めてのやむを得ない避難につ

いては、その避難経費についても賠償の対象とすること。 

 

８ 原子力発電所立地地域の復興等 

(１) 今後、原子力発電所立地地域を復興する際には、その主体となる

地方公共団体に対して、行政機能の維持確保に加え、地域再生に向

けた財政的支援を含めた長期的な支援を行うこと。 

(２) 立地地域及び周辺地域の復興に当たっては、関係する住民及び地

方公共団体の意見を十分に踏まえ、住民が夢と誇りを持って生活が

でき、世界に発信できる復興ビジョンを早急に示すこと。 

なお、復興ビジョンの策定に当たっては、歴史、文化及び立地環

境など立地地域等の地域特性や今回の原子力事故の影響に配慮する

こと。 

更に、立地地域等で復興の主役となる若い世代が地域に定住でき

る雇用環境の確保が重要であることから、これらの視点を踏まえる

こと。 

(３) 今回の事故に伴い必要となる原子力発電所立地地域に対する支援

として、電源立地地域対策交付金等の交付金制度の拡充や弾力的運

用を図るなど必要な措置を講ずること。 

(４) 今後のエネルギー政策の方向性を明らかにするとともに、太陽光

や風力、水力、バイオマス等の再生可能エネルギー導入を促す施策

を推進すること。 
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９ 原子力施設の安全対策 

(１) 今回の原子力事故について、事業者及びオフサイトセンターを含

む国の初期対応を始め事故拡大に至った原因、地域住民や国民に対

する情報提供のあり方等を徹底的に検証し、事故についての責任の

所在を明らかにすること。 

(２) 国は、原子力安全・保安院の原子力安全規制部門を経済産業省か

ら分離し、環境省にその外局として、原子力安全庁（仮称）を設置

することとしたが、組織のあり方を検討するに当たっては、単に経

済産業省から分離するだけではなく、これまでの原子力安全規制体

制の問題点を十分に検証し、独立性・透明性の確保された国民の理

解と信頼が得られる原子力安全規制体制を確立するとともに、今回

の原子力事故の検証を踏まえ、安全審査指針の見直し等抜本的な対

策を講ずること。 

また、去る３月30日に事業者に指示した「緊急安全対策」につい

ての確認、評価を踏まえ、現在運転中の原子力発電所の運転継続や

起動を控えている発電所の運転再開に支障はないとされたが、中部

電力浜岡原子力発電所についてのみ運転停止要請をしたこととの整

合性や追加的な安全確認として実施されるストレステスト（耐性調

査）の結果等を含め、安全基準などの判断根拠について、国が責任

を持って、立地及び周辺地方公共団体に具体的に示すとともに、国

民に説明すること。 

更に、原子力発電所への武力攻撃等に対する安全対策にも取り組

むこと。 
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