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9 月に入り、涼しいような蒸し暑いような日が続いていますが、皆様の体調はいかがでしょうか？昨年の鶴岡の最高気温は
実は 9 月中旬だったので、今年はどうかなとドキドキしています。山形県内の宮城県避難者数は、山形市に次いで鶴岡市が
2 番目に多いんですよ。太平洋側から日本海側へ、同じ海際と言っても気候はだいぶ違うものですね。
3 度目の庄内の秋、楽しむ気持ちになれますよう、心から願っております。(志)

今さら聞けない(>_<)法律のこと…Vol.3
被災者・避難者に関係する法律のご紹介、第三回目は「原発事故子ども・被災者支援法」です。
この法律はこれからの支援に大きく関わる法律です。先月 8 月末に基本方針案が発表されましたが、
今後も注目していきたいものです。

「原発事故子ども・被災者支援法(げんぱつじここども・ひさいしゃしえんほう)」
正式な名前は「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を
守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」
と言います。
通称は正式に定まっていないので「原子力事故子ども・被災者生活支援法」「子ども・被災者支援法」「原子力事故
被災者支援法」などと呼ばれることもあります。2012 年 6 月、超党派(党派的利害をこえて関係者が一致協力すること)
による議員立法で成立しました。(ですから政権が代わってもちゃんと推進してもらえるはず…)

どんな内容ですか？
東日本大震災での東京電力原子力発電所の事故の被災者、特に子どもに配慮して行う生活支援等に関する施策の
基本事項を定めています。それをもとに支援等施策を推し進め、被災者の丌安の解消及び安定した生活の実現を目指
すことを目的としています。基本理念として「被曝(ひばく)を避ける権利」を規定しています。被災地に暮らす、被災地
から避難する、避難先から地元に帰る―のいずれを選択した場合も、住まいや健康など課題に応じた支援を受けること
を保障しています。従来の法令では対応できない原子力事故に対する国の責任及び施策を期待されています。

この法律は、国が具体的な基本方針を定めて、それに基づいて財源が確保され、長期的な支援事業が始まります。
先月 8 月末にようやく基本方針案が発表されました。国民の意見公募をした後、閣議決定される見通しです。

8 月末に発表された基本方針案とはどのようなものですか？

※復興庁 HP より

「支援対象地域」について、具体的な地名などが未定でしたが、今回の
案では、福島県の指定区域以外の浜通り、中通り合わせて 33 市町村が

「支援対象地域」とされ、会津地方や県外の一部地域は「準支援対象
地域」とされました。その他にも医療の確保、子どもの就学等の援助、
等々12 頁にわたって基本方針案がまとめられました。
「基本方針案」は
復興庁の HP で閲覧できます。現在、広く国民の意見を公募するパブリック
コメントの募集が始まりましたが、募集期間は 2 週間で〆切は 9/13(金)で、
インターネットで専用フォームに記入する方法です。(スマホでも可能)
（
「復興庁」HP→「新着情報」→「平成 25 年 8 月 30 日…意見募集を開始」→「意見募集について」→「意見提出フォーム」
）

意見公募には、福島県以外の宮城県はじめ他地域の方も応募することができます。
「基本方針案を詳しく読みたい」
と言う方には印刷したものを差し上げます。「意見を出したいけど方法が分からない」という方は、お手伝い
を致しますので、このページの下欄の問い合わせ先にご連絡ください。
＊編集・発行

鶴岡市社会福祉協議会（大震災等支援活動推進事業）ホームページ http://www.shk01.jp/
内容のお問い合わせは 0235-24-0053 または kyouko-siga@shk01.jp(担当：志賀・清水)wanpag

【9・10 月の予定 】
7 土原子力損害賠償支援機構

個別相談会
10:00～16:00 酒田市総合文化センター
第 7 回クラフト・フェスタ鳥海（～9/8）
10:00～16:00 遊佐町西浜特設会場
ひろっぴあ「ツリークライミング体験会」(９/１４)
申込み〆切

8 日原子力損害賠償支援機構

個別相談会
10:00～16:00 鶴岡市にこ♥ふる
月山ワインまつり 11:00～14:00

9 月鶴岡市こころの健康相談(要予約)
①13：30～②14：30～ 「にこ♥ふる」
防災フェア(9/9～13)鶴岡市役所市民ロビー
10 火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00
市役所 6 階大会議室西＊自由来所型の相談会

心もゆるめるヨーガ教室 10：00～11：30
にこ♥ふる 3 階健康増進ホール１

11 水
12 木健康無料相談(老人福祉センター)
13 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00
「子ども・被災者支援法」基本方針案のパブリック
コメント提出〆切日

14 土親子ですごすキッズアトリエ
10:00～12:00 出入自由 予約丌要 参加無料小学生
低学年以下・幼児と保護者が、お絵かき・工作・洋書
絵本の閲覧など、自由に創作・体験できます。
鶴岡アートフォーラム 0235-29-0260

週末寺子屋 in 鶴岡にこ♥ふる 3 階栄養指導研修室
10：00～12：00、14：00～16：00 小学高学年以上
ひろっぴあ「ツリークライミング体験会」
10：00～１６:００ロープを使って高い木に登って
みよう！小学生先着 18 名 参加費５００円(保険代)

15 日荘内看護専門学校 看学祭 10：00～15：30
16 月
17 火
18 水
19 木健康無料相談(老人福祉センター)
20 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

21 土
22 日
23 月
24 火庄内地方避難者相談会 11：00～15：00
市役所 6 階大会議室西＊自由来所型の相談会

25 水
26 木健康無料相談(老人福祉センター)
27 金法律無料相談（山形県弁護士会）
編み物教室（宝田住宅・集会所）9：00～11:00

28 土チャレンジキッズ
10:00～12:00 出入自由 予約丌要 参加無料
おなじみのキッズアトリエに加え、特別な創作コーナ
ーを設けたチャレンジ企画。今回はいろいろな木を組
み合わせて作る木工コーナー(材料費 100 円)。自由
に創作・体験できます。
鶴岡アートフォーラム 0235-29-0260

ナターシャ・グジーコンサート 開場 18：00 開演 18：30
※避難者特別割引あり！社協相談員へ申込み
山大農場フェスティバル

29 日ひなん女子会(週末開催)9：30～11:３０
ひろっぴあフリーマーケット
午前９:３０～１１:３０、午後 13：30～15：30
環境フェアつるおか 20139：30～16：00

30 月
10/1 火
2水
3 木健康無料相談(老人福祉センター)
「笑って なまって コミュニケーション」

手づくり体験
第 7 回クラフト・フェスタ鳥海 入場無料
9 月 7 日(土)～8 日(日)10:00～16:00 遊佐町西浜特設会場 雨天決行
北は北海道、南は山口県まで全国の手作り(クラフト)
作家の皆さんが遊佐町に集結です！岩手・宮城・福島
からもたくさん出展されます！ワークショップ体験＆
実演あり！お米ケーキカフェもオープンします♪
岩手県より：木彫工房樹の実、マーブルアート（ガラス）
虹色のしずく工房、陶房マルヨウ(陶芸)、羊毛フェルト
KanchansHouse、布 warakution、WoodCraft 健、
きこり工房、木工房じゃじゃ、宮城県より：工房色とりど
り(陶芸)、古布工房花松里、うるしの香り工房 福島県よ
り：サトー工房(木工)、工芸狐田通信(書画/陶芸)…等々

会場は、鳥海温泉「遊楽里(ゆらり)」(遊佐町吹浦字西
浜 2-76)の前の特設会場です。酒田みなと IC から約
15 分。JR 利用の場合は羽越本線吹浦駅より徒歩約 10
分。ぜひ、お出かけください！
無料弁護士相談
原子力損害賠償支援機構による無料相談会
9 月 7 日(土) 酒田市総合文化センター4 階(酒田市中央西町 2-59)
9 月 8 日(日) 鶴岡市総合保健福祉センター(にこ♥ふる)3 階(鶴岡市泉町 5-30)
来年 3 月で時効になる可能性のある方もいます！ぜひ一度お話をお聞きになってみて
ください！！自分のケースについて詳しく聞いてみることができます！
酒田市会場・鶴岡会場、共に以下のスケジュールとなっています。
■無料個人相談 10:00～16:00 (12:00～13:00 は休憩)
無料個別相談は一回 1 時間以内、継続相談も無料。
※託児もあります。

無料個別相談・託児は事前予約が必要です。※今回、全体説明会はありません。
0120-330-540(9 時～5 時・年中無休)原子力損害賠償支援機構
（予約ダイヤル）
防災
防災フェア 2013 ～鶴岡の防災について考えよう～
9 月 9 日(月)～13 日(金)10:00～16:00 ※最終日は 15:00 まで 鶴岡市役所
「鶴岡でもし災害に遭ったら？」―そんないざという時の
ために今から備えたいものですね。正面玄関から入って
すぐのところにある市民ロビーで、鶴岡市内のハザード
マップ・防災資器材の展示防災に関する相談窓口の開設を
します！気になっていたことをいろいろ聞くチャンスです！
AED を使った心肺蘇生法の講習も受けることができます！
ぜひ、お立ち寄りくださいね(^_^)/
健康とリラクゼーション 心もゆるめるヨーガ教室～定期開催予定です～
9 月 10 日(火)10:00～11:30「にこ♥ふる」3 階 健康増進ホール１
夏の暑さで疲れた身体と心をスッキリさせてみませんか？ストレスの多い現代人の為
に研究されたヨーガ・セラピーを取り入れたヨーガです。ゆったりと呼吸と身体の動
きを連動させることで心もリラックスさせることができます。
自分の体調に合わせて動きを加減できるので、男性、高齢の
方や身体が固い方もご心配なく参加ください！
定員：15 名、持ち物：ブランケットやバスタオル、飲み物
参加費：無料（参加者には自宅でもヨーガ実践できるよう日本ヨーガ療法学会監修ＤＶＤを差し上げます）

申込み・問い合わせ：090-4371-5961（庄内ﾖｰｶﾞｱｸｼｮﾝ ｻﾝﾄｰｼｬ：佐藤）
手づくり体験 「Health～心と体の健康」荘内看護専門学校 看学祭
9 月 15 日(日)10:00～15:30 鶴岡市立荘内看護専門学校(馬場町 2-1)
鶴岡市にある看護学校の学園祭です！どの年代の方
にも健康について楽しく知ってもらえる企画がもり
だくさん！ぜひ、お楽しみください(^_^)/
✾看護班✾メタボについてと対策をバッチリ紹介。
✾食事班✾低脂肪クリーム使用のチーズケーキ、
さっぱりそば、具だくさんのいも煮、等
他にも「ナース服の試着＆撮影コーナー」ビンゴゲ
ーム、激安フリーマーケット、ロングのり巻き、楽
しいゲームコーナーなど、ご家族でどうぞ♪

