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福島県伊達市の概要 

• 福島市に隣接、相馬⇔伊達⇔福島⇔酒田（中央高速道路） 

• 65％が森林と農地、江戸昭和初期は有数の蚕都だった 

• 多品種の桃・リンゴ、あんぽ柿の果物王国に転換 

• 人口2010年 66027人  ⇒    2018年 60988人 

• 若年女性転出多く、県内最下位の合計特殊出生率 

  2010年 1.28人   ⇒ 2015年 日本一子育て戦略へ 

   ６５歳以上 ２８％      ⇒   ３２％ 

     ０～１４歳 １２％      ⇒   １０％ 

・ 伊達市から１１００人以上自主避難、最多が山形県 

 

 

   



福島原発爆発で放射性物質拡散 

• ２０１３年３月１２～１７日 深刻な事故レベル７ 

      ４８テラBｑ（ヨウ素１３１＋セシウム１３７） 

          チェルノブイリ事故の１／１１ 

        （原子力安全・保安院試算：伊達市３年の記録６８ページ） 

    先延ばされていた「課題の解決・パラダイムの転換」 
  が顕在化し提起された⇒不適合な考え・原則・システム 
 
 緊急時対応体制、原発の存続、合意形成手法、安全と安心のギャップ、     
 男女・世代間ギャップ、寄り添い力、官民協働、本当の豊かさとお金、 
 科学技術の暴走と人間の未熟、この先どうなる？がんになったら？不満 
 と怒り・絶望に対応する心理学と宗教の理論と実践水準はどうか？・・・。 



国が伊達市一部を特定避難勧奨地点に設定 

• ２０１３年４月  福島県双葉８市町村に強制避難指示  

• ６月と１１月に  伊達市１２８地点１２８世帯 

           伊達市の地域や小集落単位要望を却下して、 

         年間２０ｍSv超える住居単位で設定 

     一律避難を求めず賠償金を支払う 

     賠償金支払い有無で隣近所の分断が促進 

• ２０１４年１２月 全面解除 

 



福島県と伊達市の放射線量 



福島県と伊達市の放射線量 



  平成２３年度第１回は、0.2μ Sv/h未満の地点数の割合は19.2%、平成２９年度は89.3%。 

  1.0μ Sv/h以上地点は、第１回396地点（22.3%）から、１０回は5地点（0.2%）まで減少。 

 爆発前（平成22年度）空間線量率（自然放射線）レベルは、0.02～0.13μSv/h（地上1m）。 

福島県HPより 



伊達市環境放射線測定値 

                伊達市HP「伊達市３年の記録（資料編）」より 



伊達市緊急課題の手探り対応 

① 巨大地震災害に対応    ●正確な情報提供 

被災者の衣食住確保      ●ライフライン復旧 

② 放射能汚染7.35µSｖに対応  ●相双住民1700人受入れ 

安定ヨウ素剤配布、空間と水・食材・土壌の線量測定 

子供を守る学校優先除染    ●内部被ばく測定      

●心と体のケア支援         ●自主避難と保養支援 

    ＊伊達市HP「伊達市災害記録誌・３年の記録」を参照 



伊達市除染政策の特徴  

➀国の指示前に、議会の理解を得て市長専決処分で迅速対応  

・放射能専門家の意見を参考に、自主財源を使い官民協働で実施めざした。 

・校庭除染の優先、教室エアコン設置、ガラスバッチ８０００人着用、屋内遊び場建設 

・全市一律除染でなく、ABC三エリア分割で高い地域優先の除染。Cはスポット除染   

・除染基準は空間線量率より、個人実測の内部積算被ばく線量を重視。                  

年間５ｍSV(毎時１ µSｖ) ⇒実測では年間１ｍSv未満６６％、 １～２ｍSv２８％ 

 

②国除染基準：個人被ばく年間１ｍSv（毎時０.２３µSｖ）以下 

  伊達市基準：個人外部被ばく年間５ｍSV(毎時１ µSｖ) 以下 

    伊達市顧問は、 実測から国基準年間１ｍSvと毎時０.２３µSｖは不一致を主張  

            

            ＊「伊達市災害記録誌・３年の記録」１２２、１９５～１９８頁を参照 

 

 



線量の低減化加速 



伊達地方NPO法人の特徴と体力 

➀高齢者・障がい者・子供支援やまちづくりNPO等のなかで、 

  避難者支援に取り組む団体がなかった。 

②当法人は、霊山中山間地域活性化 をミッションとして、農業 

  の六次化振興、廃校活用の農都交流、農業・自然・食育の 

    体験教室開催などの事業実施団体である。 

     福祉事業・寄り添い事業は、未経験の分野であった。 

 

 



伊達市被災者・母子支援事業     

２０１３年度（原発事故２年後）から実施 

 

➀健康推進課運営「母子おしゃべりと遊び場」事業 

 ・市役所施設を利用し、保母や心理療法士職員で運営 

 

②市民生活課所管、当法人受託のパパママサロン事業 

 ・当法人が子育て世代と自主避難者支援を受託運営 

 ・当法人は担当者を新規雇用し、行政と二人三脚で手探り 

 ・県外支援団体「りとる福島」「ふあっと」（山形県）、「FLIP」 （新潟県） 

  と連携し、情報共有と交流事業 

 ・伊達市は避難者情報を非公開、当法人は独自収集努力 



 
 

伊達市パパ・ママさろん事業（別冊資料Ⅰ） 

 
 ➀課題解決プログラム内容 

  ・子育て父母の不安と悩み交流 

  ・放射能の理解研修 

  ・免疫力アップの食事づくりと運動教室 

  ・子供の外遊びと県外保養合宿 

  ・右脳を活性化するモノづくり、演芸、趣味活動 

  ・季節を楽しむ交流行事 

 

 ②運営の特徴 

  ・行政は避難者名簿情報を非公開とし、広報物の郵送担当 

  ・市役所担当課と協議を重ね、当法人が実施運営する。 

  ・伊達市交流館、里山がっこう施設を使用して開催する。 

 



パパ・ママさろん振り返り（別冊資料Ⅰ） 

 

➀良かった点 

  ・気軽に集える場をつくることが出来た。 

  ・子育て世代の心配や悩みが、生の声として把握できた。 

  ・ママたちのストレス軽減、リフレッシュする企画が好評。 

  ・行政担当者が、情報の発信を担ってくれたので良かった。 

②足りなかった点 

  ・行政と当法人で、寄り添いの共通理解が進まなかった。 

  ・避難者、帰還者の抱える問題把握不足で、寄り添い不足 

③残った課題 

  ・リスクの乗り越え、新たな決断相談に、背景把握が不十分 

  ・原発や放射能に対する当法人の見解に不信感がある。 



伊達市避難者・帰還者等支援事業（別冊資料Ⅱ） 
 

➀事業内容 

  ・県外避難者向け「伊達なふるさと通信」 

  ・「愛情電話ホットライン」開設し、生活相談員１名雇用 

  ・帰還者と避難者の宿泊交流会 

  ・県外支援団体と情報交流と県外交流会参加 

  ・職員のコーディネート力、寄り添い力向上研修会参加 

②運営の特徴 

  ・NPOビーンズふくしま「みんなの家」と連携した交流行事 

  ・伊達市の帰還者サークル「伊達ママクローバー」と連携し、 

   伊達市帰還者ママとの交流を広げた。 

  ・やまがた絆の架け橋、新潟FLIPと連携、対象者情報を共有 



避難者・帰還者等支援振り返り（別冊資料Ⅱ） 

➀良かった点 
  ・帰還者の要望で、常設交流サロン「伊達もんもの家」開設 
  ・帰還者一人一人の想いと願いが、次第にリアルに把握 
  ・山形県と新潟県支援団体と月１回情報交換会が定例化 
  ・育児ママの「寄り添い希望の本心」が理解でき始めた。 
 
②足りなかった点 
  ・県外避難者の帰還相談の場づくりが出来なかった 
  ・放射能対策課との信頼感醸成が、少しだけにとどまった。 
 
③残った課題 
   ・電話相談が皆無だった。告知が不十分だった。 
   ・当法人が行政代弁者、風評被害払拭優先、原発撤廃に 
   曖昧という不信感を、完全に払しょく出来なかった。 
 



福島県ふるさとふくしま・交流相談事業（別冊資料Ⅲ） 
 

①事業内容 

 （１）伊達もんもの家運営事業                    

   ・交流サロン１０回開催 ・メンタルケア対話力講座５回   

   ・IT講座５回 ・ママサークル講師派遣ほか４回 

 （２）地域多世代交流と情報提供事業  ・住民行事協力 

   ・絆だより発行２回、HP発信  ・避難体験記発刊 

 

②運営の心構え・風土原則・システム（資料６ページ） 

   ・面倒くさがらない、つなぎつながり合う。 ・PDCAを回す。 

   ・目的地、ゴールを意識する。結果末路を予測する。 

   ・子連れ出勤と在宅勤務あり。丸投げせず協働連携する。 

   ・自分の責任を振り返り、相手のせいにしない。 



JPF「共に生きる」ファンド事業（別冊資料Ⅳ） 
 

【ビジョン】原発事故による影響を危惧する住民及び避難者・帰還者が、 

       自ら問題解決 に取り組み、安心安全社会を創る。 

【ミッション】避難者・帰還者のために、放射線量を見える化し、コミュニ 

        ケーション環境 を創出することで、自主的に問題を解決し 

                ようとする行動に協働同伴する。 

 

【事業】 コンポ１：安心確保する放射線量観測・見える化事業 

          コンポ２：居場所サロンでの育児・放射能・パソコン講習 

                 避難体験ママを雇用し、帰還ママの要望で運営 

          コンポ３：日本一子育て研修、子育てと高齢者団体に講師派遣 

          コンポ４：安全な子育て情報発信、絆通信、HP、避難体験記録増刷 

                伊達市の民間記録・県外支援団体資料・伊達市記録編集 

          コンポ５：職員人材育成・組織基盤強化事業 

                子育て政策・合意形成ICT・放射線測定技術の研修 



JPF「共に生きる」ファンド事業（別冊資料Ⅳ） 

①事業成果 ⇒ 別冊資料Ⅳを参照 

②運営原則 

 ・NPO団体とつながり、事業ネットワーク構築を積み重ねる。 

 ・伊達市各部門と協働し、官民協働の信頼感を醸成する。 

 ・ゴールと末路を想定し、合意形成力の向上とPDCAで到達 

 

➂（一社）オープンデータラボによる組織診断⇒４つの提言   

   ・避難者・帰還者事業のビジョンとミッションを改定する 

  ・持続的な事業資金を獲得する  

  ・事業責任者のノウハウを全職員に継承する 

    ・伊達流「働くママのライフワークバランス」モデルを構築する 

 



 ～支援活動から気づいた相談員の想い（１）～ 

    【福島原発の爆発事故が問いかけたメッセージ】 

         自然条件に叶い、人間が尊重される 

      「エネルギー政策と経済政策」への転換 
 

 ・自然エネルギーの過小評価（想定外）と科学技術の過信 

   ⇒巨大自然災害の予測体制未熟と科学技術者の制約 

 

 ・利益最大追求のために、安全確保の設備投資を怠った。 

  「利益第一、安全第二」の経営原則が惹き起こした災害 

   ⇒福島県民は原発廃炉、原発建設計画中止を要望した。 

  



～支援活動から気づいた半田の想い（２）～ 

【原発事故後の県北地方子育て世代の想いと行動の特徴】 
①東京電力に対し「私たちを分断し苦しめた」として、怒りと不満、許せない 

  想いを抱えたままの方が多い。きっかけがあると、怒りが噴出する。 

②国、行政、専門家に対し、急いだ事故対応に拙速感や不安と不満を感じ、 

  受け止めきれない不充足感がある。行政の対応に寄り添ってくれない想 

  いを抱えたままの方が少なくない。丸投げ依存心が奥深く存在する。 

➂子供と母親の健康と命を守る自主避難について、夫婦間や世代間の意 

  識にズレがあり、葛藤が生まれている。 

 

【原発事故の想いと責任追及】 
①家族間の葛藤や近隣住民との軋轢を生みだした辛い思い出は、 早く忘 

 れたい想い。記録に残すのは、葛藤が生じるので書きたくない方多い。 

②東京電力の責任は、生業裁判など司法判断で追及したいと望んでいる。 

 



～支援活動から気づいた半田の想い（３）～ 

【課題解決に向かう住民の意識と行動の多様性】 

〇課題解決に向かう住民の割合は、一律でなくばらつきがある。  

  ⇒パレートの法則「２０％対８０％（３０・３０・２０）」を理解した 

    きめ細かな対応を迫られた。 

 

〇すべての住民が、自力で一歩でも踏み出せるように、 環境 

  づくり（ワークショップ交流、常設交流サロンなど）の工夫を求められた。 

〇世間話や情報交流、助け合い交換が出来る「伊達もんもの 

   家」 （常設交流サロン）の開設は、分散し孤立化している避難者・ 

  帰還者の交流拠点となり、人・モノ・金・情報が集積された。 

〇居場所サロンは、同世代交流や住民交流の大きな推進力 

 



～支援活動から気づいた相談員の想い（４）～ 

【安全と安心のギャップ】 
〇科学的安全基準や金額提示だけでは、安心しない方が少なくない。 

【合意形成力の未成熟】 
〇行政、町内会、家族のルールが不適合で、合意不十分の齟齬がある。 

【寄り添い期待者と同伴者のギャップ】【官民信頼感のギャップ】 
〇行政、政治家、高齢者、男性など上からの目線での説得が 通じない。 

【常設居場所サロンの効果】 
〇悩み解決や願い実現に同伴する対話者の存在が、絶対に必要である。 
 

予想以上の男女間と世代間の深いギャップがある。人権拡大、高学歴者増
加し多様化しているのに、古い合意手法は、問題解決や新しい創造に無力 
 

〇ワークショップ力、ファッシリテーション力の育成が急務である。 
〇相手の存在は絶対肯定し、受けとめや考えが違うのを容認。相手を否定 
  せず、聞く・聴く・訊くで、本心や願いに辿りつける力の成熟を求められた。 
  願いと本心が理解し合えたら、合意は成り立つ。 
〇本当の自分を求め、相手を愛し、世界の調和に貢献する心（菩提心）を育 
  むことが、少子高齢化社会の新しい創造の力となり得るだろう。 



～支援活動から気づいた相談員の想い（５）～ 

【時代の閉そく感・限界感を超える力を問い続けられている】 
・経済力か、科学技術力か、教育の力か、人間の力か？お金や技術力、知 
  識の力が絶対必要である。 恐怖心や不安 感、怒りや憎しみなど目に見え 
  ない感情は、これらの力で解 決されないま まである。 
 

【科学と宗教の接近が期待される】 
・科学は「目に見えないものは信じられない。誰でも同じようにわかるもの 
  しか前提にしない。」という実証主義の影響を受けている。 
・宗教は、霊能力者の神秘的体験や予言的教理を前提にしており、科学的 
 な根拠に乏しく、胡散臭い受け止めがある。 
〇近年量子力学コペンハーゲン派が、目に見えない存在・想念エネルー・ 
  想念多次元世界の存在について考察した研究論文を注目している。 
〇近年宗教界に、科学的知見を取り入れ、現実と心・魂の関わり方、魂 
  の願いや後悔に原因する実践的体験を、実践主義 の行動基準から 体 
   系化できるという提言がある。 
〇仏教が説く「エネルギー存在としての人間」「闇としての煩悩・光としての 
   菩提心」の新しい定義は、避難者支援同伴の大きな力となり得る。 


