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福島第一原発事故対応と地域社会（1/2）こころへの影響

 住民が事故の影響に関する情報を理解、評価でき、また放射線被ばくを減らすために周
知された対策が行えるには、放射線防護の文化を醸成することが重要である、とのこと
が参加者の間で認識された。
Participants recognized the importance of developing radiation protection culture to allow inhabitants to understand and 
evaluate the information on the consequences of the accident and to take informed actions for reducing radiological 
exposure.

 住民自身がどこでいつどのように放射線に被ばくするかを知ることができるように、放
射線状況についてのより詳しい把握が必要であることが認識された。
They recognized the need for a more detailed characterisation of the radiological situation to allow people to know where, 
when and how they are exposed.

 若い世代の県外避難と農業放棄の加速がもたらす将来の人口動態に対する強い危機意識
が、参加者により強調された。
They underlined their concern about the future demographic pattern due to an acceleration in the younger generations 
leaving the prefecture and abandoning farming activities.

 参加者は、汚染地域の人々、とりわけ結婚適齢期の人々が結婚し、子どもを持つことに
対する差別の問題について、強く語った。
They discussed with great emotion the issue of discrimination of people in the affected areas, especially for those of 

pre-marital age to marry and have children .
 伝統的でありかつ一般的に行われている山菜の採集は、福島のコミュニティーの絆を維

持する上で文化的に重要である、と位置づけられた。
The preservation of the traditional and popular activity of gathering wild vegetables (sansai) was identified as culturally 
important in maintaining the cohesion of the Fukushima community.
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福島第一原発事故対応と地域社会（2/2）こころへの影響

 地域コミュニティと住民から提案されている生活環境改善のためのプロジェク
トを支援する仕組みを確立する。

Develop a mechanism to support projects proposed by local communities and residents to improve living conditions.
 復興のための活動を決定するにあたってコミュニティの優先度が考慮されるよ
う支援し、地域事情に関する彼らの認識を踏まえて、現在と将来の利益をサポ
ートする。
Support community expectations that decisions on recovery actions reflect their priorities, be based on their knowledge 

of the local context, and support their current and future interests .
 人々が自ら判断することができるように、個人の内部被ばくと外部被ばくを測
定すること、さらにその情報と機器を供与することの努力を継続する。

Continue efforts to monitor individual internal and external exposures, and to provide information and tools in order to 
help people to make their own judgments.
 食品問題に関与するすべての関係者（生産者、流通関係者、消費者）の間で対
話を恒久的に継続するためのフォーラムを創る。

Create a forum for a permanent dialogue between all concerned parties (producers, distributers and consumers) on the 
issue of foodstuff.
 子どもたちの間で放射線防護の文化を形成することに対し、父母、祖父母そし
て教師の関わりを促す。

Promote the involvement of parents, grand-parents and teachers to develop radiation protection culture among children.
.

 国内外の利害関係者との協力関係と対話を強化する。
Strengthen dialogue and cooperation with stakeholders elsewhere in Japan and abroad. 
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