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代表 井川 景子               

設立して、早 4 ヶ月が経ちました。 

その間、正会員皆で力を合わせ支

援法や訴訟について学習を重ね、

支援法の要望書を作成し、関係

各所へ提出をしました。 

また、啓発活動の一環としてパネル展

やキャンドル販売や講演を行ってきま

した。                  

このような活動を通し、日に日に当事

者同士がより団結し前へと歩んでいる

ことを実感しています。    

今後、更にしっかりと団結し諸問題に

取り組むと共に、正会員の声を反映

させた支援法の要望書を作成し関係

各所への提出を行っていきます。 

 

これからの長い道のりを、皆と楽しく、

元気に、まじめに、しっかりと、そして支

え合いながら歩んでいきます。 

 賛助会員の皆様、常日頃よりお力

添えくださいまして誠にありがとうござい

ます。 

引き続き、私たち原発事故被害者の

歩んでいく道を温かく応援くださいます

よう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

副代表 岡本早苗 

皆様と共に未来へ歩んで行きたいと思い

ます。宜しくお願いします。 

幹事 平野有希 

「未来へのあゆみ」このタイトルのように 

前向きにみんなで進んで行きましょう！ 

よろしくお願いします。 

幹事 岡本誠              

子供達の未来の為に共に手を携えて 

頑張りましょう。              

どうぞ宜しくお願いします。 

事務局長 江里二郎 

ARPNは誰かの力ではなく、参加された

正会員の皆様方の力で運営していく団

体です。                    

皆様方の未来のために、できる限り多く

の方の参加をお待ちしております。 

 

 
～次回定例会のお知らせ～ 

第 6回定例会  ７月６日（土）13時～15時  司法書士会館   

テーマ：「弁護士さんに聞いてみよう！ 裁判？ ADR？ 私にもできる？」       

※定例会は、賛助会員はオブザーバーとしての参加になります。                       

正会員が自身の問題解決に取り組むためご了承くださいませ。 

第 2回男子会 7/14 を予定しています。詳細は後日お知らせします。 

 

ARPN 会員数（6/1現在）  

正会員 42名  

賛助会員 97名 

ごあいさつ 

～原発損害賠償申立について考えている方へ～                        

福島原発事故損害賠償愛知弁護団が集団訴訟についての   

枠組みを明らかにしました。福島県全域及び年間追加被ばく   

線量１ミリシーベルトの地域を基準にするそうで、              

6 月より愛知県で動き出します。ご相談の窓口は以下です。 

             

 

 

 

〒450-0002                               

名古屋市中村区名駅 3丁目 13 番 26 号 交通ビル 9 階   

大樹法律事務所(たいじゅほうりつじむしょ)内                

「福島原発事故損害賠償愛知弁護団」                                                             

連絡先 TEL：052-414-7338                    

FAX：052-414-7339                          

HP  http://genpatsu-aichi.org/    
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2012.12.29 市民会議の河崎弁護士・大城

弁護士へ支援法要望を取りまとめ
た要望書を提出 

2013.01.22 参議院議員会館にて           
復興庁へ要望書の手渡し 

2013.02.10 あゆみ R.P.Net設立総会 

2013.03.10 キャンドル販売と啓発活動        

ラジオパーソナリティー磯貝ゆうすけさんと、
啓発活動３月１０日手を繋ごう２nd 

2013.03.12 第１回定例会        
「原発事故子ども・被災者支援法ってなあに？」 

2013.03.24 アースデイいわき inなごや 2013    
～愛知meets福島～ 

 

 

 

2013.03.30 愛知県民主医療機関連合会

主催の交流会(医師、看護師、地域住
民の方との集い)           
ARPN 正会員の三名 当事者報告 

2013.04.06 第 2回定例会               
「私達の声を弁護士さんに聞いてもらいましょう！                                
～弁護士さんとの意見交換会～」 

2013.4.14 正会員集会 

2013.04.17 第 3回定例会            
「原発の賠償問題の意見交換会」 

2013.04.23  名古屋市立大学 人文社会
学部  「国際関係論」主催 

特別講演会  「原発事故
からの“自主避難”体験」  
岡本副代表,平野幹事,正
会員 1名 

2013.05.05 犬山絆プロジェクト       
キャンドル販売 

 

 

2013.05.12 第 4回定例会          
「“原発事故子ども・被災者支援
法”私達の要望をまとめましょ
う！！」                    
第 1回男子会（男性だけの
懇親会♪）             

2013.06.02 第 5回定例会    
「A.R.P.N交流会～ぶっちゃけトークセッション～」 

次回の定例会は 2013.07.06 です。         

（1 ページに詳細あり）           
たくさんの方のご参加お待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 イベント参加のご報告 
 

 

あとがき                        

初めまして編集委員です。 ARPNでは、今月から 

2 か月に 1 度、このような会報を発行する予定です。                                                                   

～各編集委員より一言～               

正会員・賛助会員の皆様が明るい気持ちになれます

よう努力します。皆さまのアドバイスやご要望もお寄せく

ださいね！「しあわせママ」   /  四コマ担当になっ

た「キオコ」です。千葉から自主避難してきた者です。よ

ろしくお願いします！  /   設立総会では「東京か

らの自主避難」として当事者報告をさせていただきまし

た「いくママ」です。現在妊娠 8 か月！頑張ります！！             

 こんな 3人で編集しております。           

定例会などで感想文をお願いすることがあるかもしれま

せんが、その際はどうぞよろしくお願いいたします 

 

ご意見やご要望・お問い合わせなどは       

事務局「編集委員」係までお願いします。 
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～第 4回定例会 「“原発事故子ども・被災者支援法” 私達の要望をまとめましょう！！」に参加された感想～ 

人数こそ少なかったが福島から避難している世帯のお父さんや、関東から避難しているお母さんなどの参加があった。  

まだまだ支援法への意識のアマさが目立つと思う。                                        

事情はあるにせよ出席者が少ないことは無関心者が多くいるという裏付けなのではないかと。                                               

「要望書の暫定版の説明では、あまりにいきすぎた要望を出せば考えの幼稚さを見られ、                      

まともに相手にしてもらえなくなる！」という意見があり、ごもっともだと思った。                                 

そういうようにもっと多数の方の意見を出し、ダメ出しとまではいかないがまとめあげて、                                       

会を盛り上げていかなくてはいけないと思う。                                             

正会員男性 

～第 4回定例会後の男子会に参加された感想～ 

2013.5.12(日)  あゆみ R.P.Net 定例会後に金山の居酒屋で「男子会」が行われ、                 

日曜日の夕方にも関わらず 13名も参加しました。                                       

あゆみ R.P.Net世話役の司法書士さんのほか避難者の方とは初めての方ばかりでしたが、                        

わいわい楽しく話ができ、親睦が深まりました。                                                   

子どもや家族の将来を考えて愛知県へ避難してきた私と同じ立場の父親が何人もいて、                        

心強く思いました。また次回、皆さんと会って話すことを楽しみにしています。                               

ありがとうございました。                                                       

福島県いわき市出身 M さん 

～第 5回定例会  「A.R.P.N交流会～ぶっちゃけトークセッション～」に参加された感想～ 

あゆみ R.P.Net定例会に、今回初めて参加させていただきました。           

心の中にある色々な思いを語り合うということで、終始和やかな雰囲気で話し合いがで

きたのが、本当にうれしかったです。自己紹介に始まり、今不安に抱えていることなどをざ

っくばらんに話し、２時間があっという間に過ぎました。                    

それぞれ避難前に住んでいた場所や、避難時期、現在の家族の状況など、様々でした。

しかし、放射能から家族や自身の身を守っていこうという姿勢は同じで、各々の悩みや

不安を共感しながら語り合えた気がします。                         

普段生活している中では、身近に同じような避難者の方がいないので、甲状腺検査や

食の安全についてなどを気軽に話せる場がなかなかありません。              

また避難生活でのストレスや不安などを理解してもらうことも難しいかなと思っているので、周りには話せずにいます。   

時には強い孤独感に駆られることもあります。ですから、今回のような被害者同士が語り合うことで、お互いに励まし合う

場があることが、とても貴重ですし、参加して本当に良かったです。                                 

「前を向いて、自分のできること精一杯やる！！」そんなパワーをもらい、ありがとうございました。  正会員 S さん 

 

～定例会等 こんなでした！～ 

Mさんのお子さんから素敵な 

イラストもいただきました♪ 

さまざまな決意をしてくれた   

パパさんたちへ。       

時にはこういった会で、男性同士

気楽に話をして、少しでも息抜き

してもらえたらうれしいです。 

次回 7/14開催予定です！ 
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フォーラムでは、あゆみ R.P.Net で行

去る 5月 11日に福島大学で開催

された「原発事故子ども・被災者支

援法 福島フォーラム」で発言する機

会を頂き、意見を述べてまいりました。 

この日は朝からあいにくの雨の為、放

射線量はいつもよりやや高く持参した

線量計で計ったところ福島大学屋外

で 0.6～0.7μsv/hでした。新幹線

の窓から見た那須塩原市や福島県

の町並みには田植えが始まり、新緑

が溢れ、懐かしい光景に目が留まりま

した。栃木県に住んでいる時には、故

郷の緑がこんなにも綺麗だったこと、空

がこんなにも青々と澄んでいたことに、

私は深く気にも留めず当たり前に生

活をしていました。どこに身を置いてい

ても、我が故郷の自然を誇らしく思う

気持ちはいつまでも持ち続けていたい

と思います。 

フォーラムでは、あゆみ R.P.Net で行

ったアンケートを集約し要望書（暫定

版）としてご出席された国会議員や

専門家の方々へ提出させていただき

ました。アンケートの要望は住宅の件

が一番多数で、健康検査、医療、食、

帰省時の交通費の補助、公租公課

等、様々な要望が出されました。詳し

くは別紙『原発事故子ども・被災者

支援法に関する要望書（暫定版）

の概要』をお読みください。尚、全文に

ついては要望書を確定する作業を行

った上で、確定版を関係各所に提出

します。その際に皆様に、公開させて

いただきますので今しばらくお待ちくださ

い。 

私からの発言としまして、福島県はも

ちろん関東の大人、子どもに対しても

早期発見の為の健康検査の徹底と、

早期治療の為の医療費の免除を強く

訴えてまいりました。徹底した健康検

査がなされなければ不安によるうつ病

や精神疾患により今後自殺者が増え

ることに繋がることを指摘しました。そし

て、震災から二年以上も経過しても

未だに支援対象地域が定まらないこ

とにより当事者同士での分断が生じ

ていることを報告し、とにかく一日も早

く私達被災者と国が協議する場を設

けて頂きたいと訴えました。 

当日は当会の賛助会員でもあります、

みどりの風代表の谷岡郁子参議院

議員もご出席されており激励のお言

葉を戴きました。 

日弁連の先生方からも、諦めることな

く何度も要望を出し続けていく事が何

よりも大事とのことをお話しいただき、

今後要望書暫定版から確定版に向

け正会員の声を更に反映させた要望

書を作り上げ復興庁に提出していき

たいと考えております。 

この支援法がひとりでも多くの被災者

に意味のある法律になり、一日も早く

実りある支援が実施されるようにする

ため、今後も皆で自助意識を強め、

力を注いでいきたいと思います。 

賛助会員の皆様におかれましては、

今後もご指導ご鞭撻のほど宜しくお願

い申し上げます。 

あゆみ R.P.Net 代表 井川 景子

『昨年 6 月、国会で「子ども・被災者支援法」が成立

しました。すべての党派が共同で提案し、すべての国

会議員が賛成したこの法律は、原発事故にともなう

様々な困難の中で、わたしたちの「くらし」「からだ」「ここ

ろ」を守るための画期的な法律です。   

しかし、具体的な内容を定める「基本方針」が遅れて

います。法律成立から 1 年が経とうとするいま、ここ福

島の地から、この法律の精神を生かす「基本方針」の

一刻も早い策定と、予算の確保、そして支援策の実

施を求めていきましょう。』 

 

 

 

 

 

原発事故子ども・

被災者支援法 

福島フォーラム 

2013.5.11  

「原発事故子ども・被災者支援法 福島フォーラム」 

「IWJ Independent Web Journal」様にて     

詳細含め動画配信ありました。          

詳細についてご興味ある方は              

こちらをご覧ください 

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/78326 


