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は じ め に 

 
 第 8 回にあたる震災問題研究交流会は 2022 年 3 月 19～20 日の二日間にわたって行われ

た。2021 年度は、前年度に続き新型コロナ感染症との格闘が続くなかで、東京オリンピッ

クが原則無観客で開催され、スポーツの祭典に随伴して変異株の脅威が襲ってくるという

実に厄介な年であった。そして、2022 年 2 月にロシアによるウクライナ侵略が勃発し、世

界秩序の大転換ともいえる出来事が出現する。都市の災禍として知られる感染症のパンデ

ミックに続いて戦災が起こり、そのあとに食糧危機とエネルギー危機が続いて、あっとい

う間に世界中を席捲していった。われわれは、災害と世界危機が混然一体として進行する

時代を生きているというリアルな実感にさらされている。 
 第 8 回の震災問題研究交流会は、そうした最中に開催され、前年度に引き続いてオンラ

インでの研究会開催となった。この年の研究交流会の初日は、自由報告を主体とした研究

報告会で「災害被害の実相解明と防災／減災にむけた活動」「災害復興過程での課題と生活

支援」「大規模災害の記憶と継承」の三つのセッションが行われ、二日目は、第 4 セッショ

ンとして「災害研究プロジェクトでの質問紙調査の可能性」が行われたのち、科研プロジ

ェクト企画セッションが行われた。企画セッションの構成は、第 1 部が「災害の社会学的

研究の蓄積から」と題して 1960 年代のアメリカの災害研究から 2000 年代に至る大きな災

害研究の流れを概観する報告と災害とジェンダー研究の系譜をレビューする報告、第 2 部

が「災害復興をめぐる議論の蓄積から」と題して、2000 年以降に行われた災害復興に関わ

る調査研究と復興概念の再検討に関してのレビューや問題提起が行われた。一般報告にあ

たるものが 20本、企画報告が 3本あり、主催者側としては内容的には充実したものになっ

たと自負している。 
 本報告書では、これらのうち研究交流会初日のプログラム及び、二日目の第 4 セッショ

ンに関係する、一般報告にあたるものを編集して掲載している。結果的に、本報告書は開

催時からかなり時間が経っての編集・刊行となってしまったため、すでに他の媒体で発表

され、この報告書には掲載に至らなかった研究報告が少なからずある。また編集の都合上、

この研究交流会の内容紹介という意味で、従来の論文形式に加えて、報告時のスライドな

どの報告資料を掲載している。今後も従来の論文形式のものや活動報告、自著紹介などに

加えて、研究交流会の雰囲気を伝えるためにも報告資料に修正を加えて公表版にしたよう

なものも掲載することを検討している。今後も本報告書に関しては、報告の趣旨や報告者

の事情を鑑みた報告カテゴリーの設定および、編集方針の模索を続けていきたいと考えて

いる。なお、二日目の科研費プロジェクトのメンバーによる企画セッションについては、

早稲田大学「地域社会と危機管理研究所」のサイト（http://www.waseda.jp/prj-sustain/ )上で

の科研プロジェクト関連項目の掲載など、別途の公表を検討しているため、本報告書から

は割愛している。 
 最後に、交流会の開催、及び報告書の編集にあたっては、多方面にわたる多くの方々の

協力を得た。深く感謝の意を表したい。2023 年は関東大震災から百年、そして東日本大震

災の 13 回忌の年にあたる。急速に変動している社会の構造的な問題点を見据えつつ、一歩

ずつ前進していければと願っている。そして、一日も早く世界の平和と安定した日々が戻
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ってくることを期待したい。今後も時代の要請を考え、少しずつ形や名称を変えながらも、

研究交流会の開催や、報告書等の刊行を続けていく予定である。是非引き続き、積極的な

参加とさまざまな助力をお願いしたい。 
 

浦野正樹（早稲田大学名誉教授） 
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甲状腺がんの若者たちと歩む＜復興＞への道 

――世論とアイデンティティ管理―― 

 
                                     高橋征仁*1・吉田由布子*2・崎山比早子*2 

Masahito Takahashi, Yuko Yoshida, Hisako Sakiyama 
 

キーワード：甲状腺がん・原発事故・患者たちの沈黙・被害の不可視化 
・スティグマ 

 

１ 学災・情報災としての原発事故―沈黙を強いられる甲状腺がん患者たち 

  
 東京電力福島第一原子力発電所の事故が、巨額の補助金による産学公連携が生み出した悲劇で

あるという認識は、これまでにも様々な形で指摘されてきた（朝日聞特別報道部2012 -2015, 週
刊東洋経済2011, 日本科学者会議2013, 島田2017）。原子力推進にかかわる政治家や官僚、企業、

業界団体、研究者、マスコミなどは、いわゆる「原子力ムラ」を形成し、膨大な資金力や人事力、

宣伝力、国際機関との連携を背景にして、専門家による科学的検討やそれにもとづく政治的な意

思決定手続きを大きく歪めるとともに、「安全安心」「経済的」「環境にやさしい」といった美化さ

れた原発イメージを一般市民に植え付けてきた（木下 2010, 本間 2013, 斎藤 2012, 丸山 
2013）。東京電力の原発事故は、この点において、科学の歪みが引き起こした学災であり、原発

の安全神話が地域住民ばかりでなく、国や東電、御用学者自身までも蝕んできたことによる情報

災であったといってよいだろう。 
 しかしながら、この学災・情報災は、原発事故によって終わったわけではない。というのも、

「原子力ムラ」の描いたスキームは、原発事故直後の放射線防御や避難指示、さらには原発事故

の原因究明や避難生活支援、健康被害調査、帰還政策に至るまで、いまでも大きな影響力を及ぼ

し続けているからである。原発事故前の原発の安全神話は、原発事故後には「放射線安全」神話

にすり替えられ、被災者の生活支援や健康問題よりも、「風評被害」払拭や「リスク・コミュニケ

ーション」、「心の除染」に重点を置いた復興政策が展開されるようになってきた（島薗 2013、
黒川 2016、野池 2019）。 
 本稿の主題である「甲状腺がん」に関しても、「放射線安全」神話の流布によって、原発事故後

の放射線防御や健康被害調査、被害者の生活支援に関連した報道は大きく阻まれてきた。麻田

（2020）によれば、2011 年の 3 月 14 日の時点ですでに、福島県立医科大学は、「救急チーム」

や「40歳以下」の病院関係者を対象に、甲状腺がん対策としての安定ヨウ素剤を配布していたと

いう。さらに、3 月 16 日には、40 歳以下の福島県民に対しても安定ヨウ素剤の配布を計画し、

 
*1 山口大学人文学部 
Faculty of Humanities, Yamaguchi University 
Email: takahasi@yamaguchi-u.ac.jp 
*2 NPO法人3･11甲状腺がん子ども基金 
The 3.11 Fund for Children with Thyroid Cancer 
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「20歳未満は絶対に服用するように」との記録も残していた。ところが、3 月 18 日に福島県立

医大に入った山下俊一長崎大学教授が安定ヨウ素剤の県民配布に否定的な考えを示したことから、

結局は、病院関係者とその家族や一部の自治体に配布を限定することになったという。さらには、

福島県による県民健康調査も、山下教授の「助言」によって、実態把握を目的とした科学的調査

ではなく、「安全安心のため」の調査と位置付けられ、訴訟対策として福島県立医科大学でデータ

を独占する仕組みが作られたとされる（麻田2020, 日野2013）。 
 このような「放射線安全」神話にもとづいた復興の方針は、官公庁や地方自治体、学会でもす

ぐさま共有されただけでなく、マスメディアを通じて世論にも広く浸透していった。野池（2019, 
2022）によれば、大手広告代理店の電通は、原発事故対策や復興に関する官公庁の事業を 10 年

間で 150件、総額約 300億円分受注し、「安全安心」や「心の除染」に関する番組誘導・取材誘

導のキャンペーンを行ってきたという。その際、「甲状腺検査」や「甲状腺がん」は、福島の復興

を妨げる最大のネガティブ・ワードとして位置づけられ、マスコミで情報を流させないようにメ

ディアコントロールしてきたとされる（野池 2022）。このようにして、「安全安心」「おいしい」

「元気！」といったポジティブ・ワードだけで彩られる福島復興キャンペーンが展開される一方、

そうして形成される世論によって、甲状腺がんをはじめとした健康被害の問題については、沈黙

や忘却を余儀なくされてきたといえる。 
このように、「風評被害」払拭を前面に押し出すことによって、健康被害問題の表出を抑制しよ

うとする傾向は、近年かえって強化されつつあるようにも思われる。例えば、今年１月、小泉純

一郎元首相ら 5 人が欧州委員会委員長に送った書簡において、「多くの子どもたちが甲状腺がん

に苦しみ」という文言が用いられたことに対して、内堀雅雄福島県知事や山口壮環境相らは、「遺

憾」「不適切」といった批判を一斉に行っている。原発事故によって健康被害が生じているという

誤解を与え、「風評被害」や「差別」「偏見」を助長しかねないというのがその理由である（朝日

新聞2022.2.4朝刊福島全県・1地方19頁）。しかしながら、現在見つかっている甲状腺がんの多

くがたとえ放射線の影響でなく、過剰診断の結果だとしても、それは間違いなく、原発事故に伴

って福島県が実施した県民健康調査に原因があるはずである。それにもかかわらず、その責任を

担うはずの福島県知事や環境大臣が、300人近い甲状腺がんの若者たちの存在を無視して、甲状

腺がんの多発があたかも復興の妨げであるかのように断言するのは、いったいどういう理由なの

だろうか。 
もちろん、原発事故によって福島県が失った経済的損失は甚大なものだろう。しかし同時に、

原発事故後に健康問題が多発しているのも事実である。経済的損失も健康被害も、どちらも原発

事故の直接的もしくは間接的影響によってもたらされた被害であるにもかかわらず、あたかも健

康被害の言説が経済的損失の直接の原因であるかのように因果関係がすり替えられている。この

ような因果関係のすり替えによって、福島県全体の産業や経済を優先するのか、それとも健康被

害を訴える少数者を優先するのかという歪んだ対立構図が展開されてきた。しかし、そうした対

立構図こそが、「原子力ムラ」の利益を代弁するための論理であり、原発事故がもたらした負の遺

産の一つなのではないだろうか。 
甲状腺がんの若者たちは、このような対立構図のために、長い間、沈黙を強いられてきた。患

者一人一人の情報を丹念に集め、データとして積み重ねていくことは、原発事故の影響や過剰診

断、公的支援の必要性の有無を検討するうえで、本来、不可欠な作業のはずである。ところが、



4 
 
 

こうした作業は、福島県の県民健康調査検討委員会でも甲状腺検査評価部会でも、全く行われて

こなかったのである。このような問題関心の下、本稿では、NPO法人 3・11甲状腺がん子ども

基金が実施した「甲状腺がん当事者アンケート」をもとに、甲状腺がんを経験した若者たちの声

にもとづいて、福島県民健康調査のあり方や手術後の生活実態、公的支援の必要性などを明らか

にしていくことにしたい。 
 

２ 福島県県民健康調査甲状腺検査の概要とその問題点 

 
そこでまず、福島県の県民健康調査甲状腺検査の概要とその問題点について押さえておくこと

にしたい。福島県（2022）によれば、この調査の目的は、「東京電力（株）福島第一原子力発電

所の事故による放射性物質の拡散や避難等を踏まえ、県民の被ばく線量の評価を行うとともに、

県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早期発見、早期治療につなげ、将来にわたる県民の健康

の維持、増進を図ること」（強調は筆者）にあり、福島県立医科大学へ委託して実施している 5
つの健康調査から成るという。 
そのうち、本稿で問題にしている「甲状腺検査」は、原発事故当時福島県内にいた 18 歳以下

の者全員を対象としており、未成年者は 2 年ごと、成人は 5 年ごとに、1次検査（超音波検査）

を受けることになっている。もし1次検査で20.1mm 以上ののう胞や5.1mm 以上の結節が認め

られた場合は B判定、さらに複数の医師が速やかな 2次検査が必要と判断した場合には C判定
となり、いずれの判定の場合でも、医師の診察や超音波検査、血液検査、尿検査などからなる 2
次検査が案内されることになっている。 
表1 に示したのは、2021 年10 月に公表された甲状腺検査の結果である。この表によると、原

発事故から 10 年間で延べ 101万人の甲状腺検査が実施され、266人で「悪性ないし悪性疑い」

の甲状腺がんが発見されたということになる。小児甲状腺がんの100万人あたりの年間発生率が

1人〜2人であることを考えると、この検査結果は、通常よりも数10倍高い「多発」を示してい

るといえるだろう。甲状腺検査評価部会や県民健康調査検討委員会では、こうした「多発」の事

実を認めながらも、「放射線の影響とは考えにくい」「甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認

められない」との主張を繰り返してきた（福島県県民健康調査検討委員会甲状腺検査評価部会 
2019）。原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）も、このような結論を支持す

表1．福島県民健康調査甲状腺検査結果（2021年10月時点）

1巡目 2巡目 3巡目 4巡目 5巡目 節目検査 累計

検査年度 2011-13 2014-15 2016-17 2018-19 2020- 25歳以降

1次検査受診者数 300472 270552 217922 183352 32404 7621 1012323

1次検査受診率% 81.7 71.0 64.7 62.3 12.8 8.7

2次検査対象者数BC 2293 2230 1502 1391 291 359

2次検査受診率% 92.9 84.2 73.5 73.4 60.1 66.6

2次検査未確定者 39 33 36 30 31 12 181

悪性ないし悪性疑い 116 71 31 36 3 9 266

10万人当たりがん 39 26 14 20 9 118 226

男女比 39:77 32:39 13:18 16:20 0:3 2:7 102:164

（第43回「県民健康調査」検討委員会参考資料4「甲状腺検査結果の状況」をもとに筆者が作成)
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る形で、福島県民らの被曝線量を従来の半分以下に低く再推計することで、「放射線による健康影

響が確認される可能性は低い」と見解を修正している（朝日新聞2021.3.10朝刊３総合）。そして、

甲状腺がんの多発という事実と放射線の影響なしという主張の間の矛盾を埋め合わせる理屈とし

て、甲状腺検査評価部会では過剰診断論が唱えられ、学校での甲状腺検査の縮小が求められるよ

うになってきた（朝日新聞2021.1.20朝刊福島全県・１地方21頁）。 
しかしながら、こうした一連の主張は、UNSCEAR など国際機関の権威を利用しつつ、一般

の人々の統計リテラシー（統計的検定についての知識）のなさに付け込んだ誇張歪曲にほかなら

ない。というのも、そもそも統計的検定においては、「関連なし」や「影響なし」は最初に前提と

されること（帰無仮説）であり、調査や実験では「関連なし」や「影響なし」を積極的に証明し

たり、結論付けたりすることはできないからである。このような統計的検定に関する誤解に関し

ては、英科学論文誌Nature 567 （Amrhein 2019: 305-307）でも、強く警鐘が鳴らされている。

したがって、環境省(2018）が唱えるような「県民の安全・安心の確保を図るため」の県民健康

調査という説明は、最初から非科学的な詭弁でしかない。 
「統計的な有意差なし」という計算結果が意味しているのは、たんに、使用したデータと分析

モデルでは、「偶然性を否定できなかった」、「証拠不足であった」ということであり、通常の科学

的研究であれば、使用したデータや分析モデルの再検討へと向かうはずである。とくに福島県の

甲状腺検査結果のように、放射線被ばく量が少ないほどがんの発生率が高いという前代未聞の分

析結果が示された場合には、データや分析モデルの妥当性を疑うのが筋である（濱岡 2020）。言
い換えるなら、「統計的な有意差なし」という結果は、使用したデータが不十分であったり、見当

違いの分析モデルを用いたりすれば、比較的容易に手に入れることができる。ところが、専門家

集団であるはずの甲状腺検査評価部会でも県民健康調査検討委員会でも、データや分析モデルの

妥当性を再検討することもないまま、「関連なし」や「影響なし」という結論を支持している。 
福島県の甲状腺検査のデータに関していえば、集計されていないがん患者（集計外症例）が、

少なくとも24人いることが判明している（2021 年03 月31 日朝刊福島全県・２地方28頁）。そ

れだけではなく、表 1 からもわかるとおり、1次検査でも 2次検査でも受診率が低いまま放置さ

れているのが実情である。避難指示区域や自主避難者たちのデータがどの程度集計されているの

か、県外への進学や就職に伴う受診率の低下やその弊害がどの程度あるのかといった検討もほと

んど行われていない。このような「ブラックボックス」の大きさを考えてみても、266人という

患者数はあくまで「氷山の一角」に過ぎないと考えられる。さらに言えば、2 次検査の受診率の

低さは、県民健康調査の枠組みから外れて精密検査やがん手術を行おうとしている福島県民の多

さを意味しているのではないだろうか。もしそうだとすれば、県民健康調査に対する福島県民の

不信をあえて利用することで、県民健康調査は、全体としての患者数を少なく抑制しているので

はないかという疑念さえ生じる。 
分析モデルに関しても、最初に対照群を想定した調査設計を行っていない点で、福島県の甲状

腺検査は当初から大きな問題を抱えていた。福島県外の遠隔地で暮らす子どもたちや事故後に妊

娠・出生した子どもたちに調査協力を求めさえすれば、原発事故や放射線の影響の有無は明確に

なったはずである。また、検査開始時点や検査間隔と対象者の居住地域がほぼ連動する設計にな

っており、地域ごとの被ばく量の違いに経過時間が干渉してしまい、単独で検討できない仕組み

になっている。さらに、こうした状況の中でも、数名の研究者たちが、原発事故と甲状腺がんに
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ついて「関連あり」の知見を提出しているが、これらの知見についても、甲状腺検査評価部会で

はほとんど検討していない（濱岡2020）。 
それどころか、甲状腺学会のガイドラインに準拠して手術を行っているという鈴木（2018）の

主張や、解剖医・臨床医の所見、手術前後の患者の状況などについても全く検討しないまま、過

剰診断という説明だけがマスコミに広がり、学校などでの甲状腺検査の縮小へと舵が切られよう

としている。「早期発見・早期治療」や「県民の健康維持・増進」を掲げた福島県の当初の理念・

目標は、いったいどこへ吹き飛んだのだろうか。 
 

３ 3･11甲状腺がん子ども基金による当事者アンケート 

 

 NPO法人3･11甲状腺がん子ども基金は、甲状腺がんと診断された子どもとその家族を多方面

で支援することを目的にした民間非営利団体であり、原発事故発生当時 18 歳以下であった、1
都 15 県の甲状腺がん患者に療養費を給付する事業などを行ってきた。今回の調査では、この療

養費給付事業の対象者 176人（福島県 114人、福島県外 62人）にアンケート調査への協力を求

めた。アンケート調査の主な内容は、①対象者の基本属性、②甲状腺検査の経験や意見、③原発

事故との関連性についての意見、④甲状腺がんの経験や必要な支援の4 つであった。 
 このアンケート調査は、2021 年 1 月 20 日～2 月 28 日の間、郵送法で実施された。調査回答

者は、福島県70人（回収率61.4％）、福島県外35人（回収率56.5％）、合計105名（回収率59.7％）
であった。福島県の回答者には保護者25名、福島県外の回答者には保護者8名が含まれていた。

対象者数こそ限られているものの、福島県内外の甲状腺がんの若者たちの声を集めて、記録・分

析できる貴重な記録といえる。また、甲状腺がん患者の若者たちにとっても、この調査は大きな

意味を持っていたと思われる。これまで自由に自分の経験や意見を語る機会が少なかったためか、

調査票の自由回答欄にはびっしりと書き込まれているケースが多かった。 
 本稿では、このアンケート調査の結果や 3･11 甲状腺がん子ども基金の基礎資料をもとに、①

甲状腺検査による早期発見・早期治療のメリット、②過剰診断論への反発や学校での甲状腺検査

の継続希望、③手術後の悩み不安の多様性と、理解・支援の必要性を明らかにしていく。いずれ

の論点も、健康調査検討委員会や甲状腺検査評価部会での検討には見られなかったものであり、

甲状腺がんの若者たちをなおざりにしたまま公的手続きが進められてきたということがよくわか

る。そして最後に、甲状腺がんを経験した若者たちが、専門家たちの議論や世間のまなざしに抗

して、どのように自らのアイデンティティを再構築していくのか、そのプロセスを展望していく。 
 

４ 甲状腺検査による早期発見・早期治療のメリット 

 
まず図1 は、甲状腺がんが見つかったきっかけについて、福島県と福島県外で比較したもので

ある。福島県の甲状腺検査で見つかった者は、8 割以上が県の甲状腺検査の枠組み（2 次検査・

経過観察）で見つかっている。これに対して、福島以外の都県の患者では、自治体の検査で見つ

かった者は 6％に過ぎない。他方、福島以外の都県では、自覚症状や他の病気との関連から見つ

かった者が5割以上おり、甲状腺がんがかなり進行してから発見されていると考えられる。 
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このような福島県における早期発見の傾向は、3･11甲状腺がん子ども基金の基礎資料からも裏

付けることができる（3･11 甲状腺がん子ども基金 2021）。図 2 は、福島県立医科大学が発表し

ている 180例のデータと、3･11甲状腺がん子ども基金の福島県分のデータ 110例、福島県外の

データ 60例を比較したものである。この図 2左のグラフによると、福島県内（県立医大＋基金

福島）に比べると福島県外での甲状腺がん患者では、「全摘手術」を受けている人の割合が 5 割
以上おり、かなり進行した状態で甲状腺がんが発見されていることがわかる。また、図2 中央の

グラフによれば、福島県内に比べると福島県外では、「遠隔転移」を伴っている割合も比較的高い。 
さらに、図2右のグラフによれば、こうした早期の治療にもかかわらず、基金福島における「再

発・転移」は、県立医大の発表データより 10 ポイントほど高くなっている。このように福島県

内の甲状腺患者でも、「再発・転移」が一定程度存在することを考えると、学校での集団検査で手

術不要の甲状腺がんを見つけているという過剰診断論の主張は、通用しにくいと考えられる。 
 

 
これらの分析結果を見る限り、他の都県に比べて福島県内では、甲状腺検査の集団検診を行う

ことで、「全摘手術」が必要になる以前の比較的早い段階で甲状腺がんを発見し、治療を行うこと

ができていると考えられる。したがって、県民健康調査の甲状腺検査は、様々な制度的問題を抱

えてはいるものの、病気の「早期発見・早期治療」という当初の目標という点からみれば、ある

程度の成果を挙げているといえる。 
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５ 原発事故との関連や学校での甲状腺検査、過剰診断論に対する意見 

 
次に、「当事者アンケート」に戻って、原発事故との関連や過剰診断論、学校での甲状腺検査な

ど世間で問題になっている論点に対する当事者たちの意見をみていくことにしたい。 
 

 
 
 図 3 に示したのは、「あなたは甲状腺がんについて、原発事故の影響はあると思いますか？」

という質問文に対する 4 つの選択肢の回答割合である。「大いにある」と「少しはある」を合わ

せると、福島県内では6割、福島県外でも5割以上の当事者たちが、影響があったと考えている。

また、「わからない」と回答した者は、福島県内で約 3割、福島県外で約 4割おり、福島県外の

当事者の方が判断を保留している割合が高い。逆に、原発事故の影響が「ない」と回答した者は、

県内外ともに1割未満であった。甲状腺がんの当事者たちの間では、原発事故の影響がないと考

えている者はほとんどおらす、少なからずあると考える者と判断を保留している者が大半であっ

た。 
 

  
次に、1・2 巡目で見つかった甲状腺がんについて、「放射線の影響は考えにくい」「がんと被

ばくの関係は認められない」とした県民健康調査検討委員会の評価について、「あなたはこの評価

についてどう思いますか？」と当事者たちの意見を4件法で尋ねた（図4）。図4 によると、検討

委員会の評価に対して「そう思わない」や「どちらかといえばそう思わない」とする否定的意見

が多く、福島県では約 6割、福島県外では 8割を占めていた。逆に、「そう思う」や「どちらか

といえばそう思う」という肯定的意見は、福島県で29％、福島県外で14％あった。 
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先の「原発事故の影響」では「わからない」の選択肢が設定されていたのに対し、この検討委

員会の評価に関する意見では、「わからない」の選択肢がなかった。そのため、福島県外では、検

討委員会の評価に否定的な回答が 8 割を占めるに至っている。ところが、福島県の当事者では、

むしろ検討委員会の評価に肯定的な回答がやや増えている。その理由としては、「原発事故の影響」

と「放射線の影響」というワーディングの違いや福島県内のニュースでは検討委員会の評価が盛

んに報道されている点を挙げることができるだろう。 
こうした意見の理由を尋ねた自由回答では、検討委員会の評価に肯定的な人では、「医師から関

係ないと言われた」（浜通り・20 代女性）という理由を挙げる当事者が多かった。それに対して、

検討委員会の評価に否定的意見を持つ当事者には、「福島県だけで多くがんの患者がいるのは原発

が関係していると思う」（中通り・20 代女性）と多発の事実を指摘する者や「そもそも検討に用

いているデータが不十分であったり、よくわからない変更があったりして信用できない」（中通

り・20 代女性）と県民健康調査への不信を挙げる者が多かった。 
 さらにこの調査では、県民健康調査検討委員会で展開されている過剰診断論についても、当事

者たちの意見を、次のような自由記述で求めている。 
 
福島県の検討委員会は、福島県で甲状腺がんが多く見つかっていることについて、「将来的

に臨床診断されたり、死に結びついたりすることがないがんを多数診断している可能性」（過

剰診断）を指摘しています。これについて、あなたはどう思いますか？感じることやお考え

を教えてください。 
 

 これに対する当事者たちの回答には、次のような反発や批判を示すものが多くみられた。「死に

つながることがなくとも、生活が難しくなる人もいるのだから、＜死なない＝過剰＞と言われる

のは心外」（浜通り・20 代女性）や、「自分が甲状腺がんになったとして、このようなことを言わ

れたらどう思いますか？甲状腺がんのことを他人事のように思っているから言えるのだと、私は

思う」（避難指示・10 代女性）といった反発である。また、過剰診断論によって不安や心理的負

担を感じている当事者も見られた。「可能性は否定できないと考える。また、手術によって甲状腺

を全摘したが、その判断が正しかったか、今も疑問が残っていることは確かです」（中通り・20 代
男性の父親）。このような結果からすれば、県民健康調査検討委員会における過剰診断論は、当事

者たちの反発やさらなる不信を招いているといってよいだろう。 
 同様のことは、学校での甲状腺検査に対する意見にも当てはまる。県民健康調査検討委員会で

は、学校での甲状腺検査について、そのデメリットを受診者に強調するなど、「縮小」に向かう動

きがみられる。そこで、学校での甲状腺検査に対する福島県の当事者の意見を尋ねた。図 5 は、

その結果を示したものである。 
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図5 によると、福島県内の当事者のほとんどは、学校での甲状腺検査について「継続」を望ん

でおり、「縮小」を希望する者は1割にも満たない。「継続」と回答した者は、原発事故の影響の

検証や早期発見・早期治療の意義、学校での集団検査の意義を指摘するものが多くみられた。こ

れらのことから、福島県の甲状腺がん当事者の多くは、学校での甲状腺検査に対して肯定的な見

方をしているものがほとんどであり、学校での甲状腺検査の「継続」を望んでいるということが

できるだろう。 
このようにしてみると、原発事故との関連や放射線の影響、過剰診断論、学校での甲状腺検査

などの論点について、甲状腺がんの当事者たちの見方は、県民健康調査検討委員会の意見と大き

く異なっているということがいえる。つまり、原発事故や放射線の影響はあったと考えるものが

大部分であり、がんの手術は過剰診断ではなく、学校での集団検診は継続したほうが良いと考え

ている。 
もちろん、甲状腺がんの当事者たちは、自分たちの病気の原因や、検査・治療の適切さについ

て、必ずしも専門的知識を有しているわけではない。しかしながら、当事者たちの被害状況がほ

とんど調べられていないという点や当事者たちが検討委員会の評価や意見に不信を抱き、納得で

きていない点について、福島県や環境省は十分考慮する必要があるだろう。「リスク・コミュニケ

ーション」が、日本政府や福島県の意向を地域住民にたんに一方的に押し付けるプロセスではな

く、問題に関与する様々な利害セクター間の情報共有やコミュニケーションの重要を主張するも

のであるならば、まずもってこうした当事者たちの見解を認識し、その内実を検討していく必要

があるだろう。 
 

６ 悩み不安の多様性と、理解・支援の必要性 

 
 当事者たちに関する理解が欠かせないテーマとしては、さらに、当事者たちの健康状態や将来

への不安という点を挙げることができるだろう。まず、甲状腺がんの当事者たちに、現在の健康

状態について尋ねたところ、9割以上の当事者たちが、「良好」もしくは「普通」と回答している

（図 6）。これを福島県の内外で比較すると、福島県の方が「良好」と回答した割合が低く、「普

通」という回答の割合が高かった。その理由として、福島県では、甲状腺を半分切除している患

者が多いため、残った甲状腺の機能維持のため、食品中のヨウ素制限を受けている患者が多いこ

となどが考えられる。 
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 このように、現在の健康状態に関しては問題を挙げる当事者は少ないものの、体調不良やそれ

に伴う将来の問題がないわけではない。具体的には、疲れやすい、体力に自信がない、声のかす

れ、憂鬱、風邪ひきやすい、ヨウ素制限といった問題が挙げられており、こうした点に対する周

囲の無理解が、かえって問題を深刻化させているケースも少なくない。「ヨウ素制限がつらい、昆

布が食べることができなくてつらい」（避難指示・10 代女性）や「体が疲れやすくカゼをひいた

り体調が悪く休んでしまうことが多く、就職先では肩身のせまい思いをする。理解してもらえず、

嫌みを言われたこともある」（会津・20 代女性）といった声が挙げられていた。 
 また将来の問題としては、再発・転移の不安はかなり切実な問題である。「医師からは『寿命に

影響する病気ではない』と言われたが、今後、転移したり、再発（再手術）したりしないか不安

です」（浜通り・20 代女性）。そのほか保険に加入できない、結婚妊娠出産をめぐる不安、手術の

傷跡についての不安、進学・就職をめぐる断念の経験や不安も挙げられていた。具体的には、「生

命保険の加入ができない。家庭を持つようになった時、不安」（浜通り・20 代男性の母親）や「出

産・妊娠に不安を感じる。結婚する際、相手の方が受け入れてくれるかも心配」（中通り・20 代
女性の母親）といった回答が見られた。 
 このような甲状腺がん患者たちの現状に対して、国や福島県が提供している支援は、18歳以下

の医療費無料だけである。19歳以上の場合でも、申請すれば医療費を無料にする「甲状腺検査サ

ポート事業」の支援を受けることはできるが、その制度が知られていないことや手続きが煩雑な

ことから、利用していない患者もかなりいる。また、甲状腺がんの検査や治療に伴う交通費や休

業補償、保護者の付き添い等への補助や支援は、全くないのが実情である。ましてや、甲状腺が

ん患者たちが経験することになった苦悩や挫折を理解し、手を差し伸べようとする動きは、「甲状

腺がん当事者アンケート」（3・11甲状腺がん子ども基金 2021）の結果が発表されるまで、ほぼ

皆無であった。次のような甲状腺がん患者の無念の声は、福島県のみならず、日本中の大人たち

が真摯に受け止めなければならないものであろう。 
 

いまでも「あの事故のせいで」と涙します。まったく納得などしていません。「あの時福島

にいて、被ばくして、がんになった」というレッテルがずっと付きまとっています。そのせ

いで諦めたことは数えきれません。関連性がないと言われても、過剰診断であったとしても、

現にがんになって、一生苦しむ小さい子のために支援をやめないでほしい（中通り・20 代
女性）。 
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娘は、がんの後、ひどいうつになり、避難したあの日から笑顔がなくなってしまった。私も

再発して娘を残していくことになったらどうしようと毎日考えている。娘の一生は、原発事

故のせいで一気に暗いものとなってしまった。こんな風につらい生き方をしていることを、

国も東電も知ってほしい。勝手に終わらせないでほしい（避難指示区域・20 代女性の母親）。 
 

 このような当事者たちの切実な声は、甲状腺がんを「ネガティブ・ワード」とみなす行政やマ

スコミの力によって、これまで封殺されてきたのである。 
 

７ 健康被害を語るということ～世論とアイデンティティ管理 

 
以上、本稿においては、3・11 甲状腺がん子ども基金による「甲状腺がん当事者アンケート」

をもとに、福島県内の甲状腺がん患者たちの声を中心に取り上げてきた。これらのアンケートの

結果は、およそ次の3点に要約できるだろう。 
 
①福島県内の甲状腺がん患者の多くは、福島県の甲状腺検査で発見されており、「甲状腺全摘出

手術」を受けた者が比較的少ない。このことから、福島県の甲状腺検査は、早期発見・早期

治療に役立っているとみることができる。 
 

 ②福島県内の甲状腺がん当事者の多くは、県民健康調査検討委員会の見解（甲状腺がんの多発

は、放射線の影響ではなく、過剰診断による）に対して批判的・懐疑的である。また、学校

での甲状腺検査に関しては、9割以上が検査の継続・拡大を望んでいる 
 
 ③福島県内の甲状腺がん患者の健康状態は、全体的にみれば必ずしも悪いわけではないが、体

調不良や将来の不安を抱えている者も少なくない。食事制限や体調不良、再発・転移の不安

などの健康問題のほか、手術の傷跡、保険加入と経済的問題、進学・就職の不安、結婚・妊

娠への不安など多様な問題を理解し、積極的に支援していく体制づくりが不可欠である。 
 
 これまで判明しているだけでも、約300名に上る福島県内の甲状腺がん患者たちのこうした実

態は、3・11 甲状腺がん子ども基金による「甲状腺がん当事者アンケート」がなければ、明らか

にされることはなかった。その意味で、このアンケートの持つ意義は大きい。 
言い換えるならば、県民健康調査検討委員会は、これまで福島県内の甲状腺がん当事者たちの

声を体系的に収集したり、分析・検討したりしてこなかったということである。「放射性物質の拡

散や避難等を踏まえ、県民の被ばく線量の評価を行う」ことや、「県民の健康状態を把握」するこ

と、「将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ること」といった県民健康調査検討委員会の目的

からすれば、甲状腺がん患者たちの事故当時の食生活や生活様式を調査したり、現在の正確な患

者数や健康状態を記録・公表したり、生活上の問題や将来の不安に関して聴き取りを行うことは、

当然行わなければならない基礎的な調査研究のはずである。しかし、驚くべきことに、このよう

な甲状腺患者たちの実態が解明される以前に、「放射線の影響なし」という結論だけが先取りされ、

「科学的」な結論として喧伝されてきたのである。 
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そして現在、県民健康調査検討委員会では、「放射線の影響なし」という結論と甲状腺がんの多

発という事実との矛盾を埋め合わせる理屈として、過剰診断論が提唱され、学校での甲状腺検査

の縮小を求める動きが顕著になっている。このような動向が、甲状腺がん患者にとっても福島県

民にとっても、不利益をもたらす変更であり、原子力ムラや日本政府の利益を代弁しているにす

ぎないということは、一般の人でも直観的に理解できるだろう。というのも、2 次検査の受診率

も低く報告外症例も多い歪んだデータセットと、特定の専門家だけで作った推計被ばく線量のモ

デルから性急に「放射線の影響なし」と結論づける必要はないからである。また、過剰診断が本

当の問題であれば、見直す必要があるのは手術のプロトコルであって、学校での集団検診ではな

いからでもある。そのため、こうした行政の対応には、健康被害をなかったことにしたいという

原子力ムラの思惑や、実態解明を先延ばしすることで、原発事故やその後の対応についての責任

を回避したいという行政側の思惑が見え隠れしているといえるだろう。 
そもそも、がんにせよ白血病にせよ、原発事故後に深刻な健康問題を抱えてしまった患者やそ

の家族は、病気との闘いに全力を尽くしているため、生活全体が非常に逼迫している。原発事故

との因果関係を科学的に立証したり、マスコミにアピールしたりする余力は、ほとんど残ってい

ない。ましてや、放射線の影響ともなると、自分や子どもたちに対する差別・偏見を恐れ、声を

上げることができない当事者も少なくない。甲状腺がん患者たちの多くも、原発事故後の甲状腺

がんというスティグマを一方的に押し付けられ、アイデンティティの再構築を余儀なくされてい

る。がんの病状が深刻だったり、生活が困窮したりしているケースでは、声を上げることもアイ

デンティティを再構築することも困難になり、世間の人々から見えない存在になってしまう可能

性が高い（図7右側）。 
そのような状況において、県民健康調査検討委員会や日本政府は、甲状腺がんをめぐる問題に

対して、「非科学的」や「過剰診断」、「風評加害」、「被ばく差別」といった新たなレッテルを用意

することで、甲状腺がんの当事者たちがさらに声を上げにくくなる環境を作り続けてきた。この

ような対応は、甲状腺がん患者に対する世間の無理解を加速させ、当事者たちの間に、甲状腺が

んについての沈黙や隠蔽を促してきたといえる（図7左側）。健康被害のスティグマのみならず、

健康被害を語ること自体についてもスティグマを付与することで、当事者たちの声を封じるとい

う手法は、これまでの公害問題などでも、たびたび繰り返されてきた（畑・向井2014、原田2016、
参照）。 
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しかし他方、このような八方塞がりの状況においても、甲状腺がん患者たちの間で希望が消え

てしまったわけでは決してない。アンケート調査の自由回答欄には、自分たちを支えてくれた家

族や友人、医療関係、支援団体に対する感謝の言葉がたくさん記されていた。そうした身近な人々

がいわば「防御帯」として、世間の無関心や政治的圧力、興味本位の好奇心といったものから患

者たちを守り、アイデンティティを再構築するための時間を作ってきたのである（図 7 中央）。

手術後の状態が比較的良い当事者たちの中には、自分たちの体験を県民健康調査検討委員会の委

員やマスコミ、若い人々に語り伝えようとする動きも見られるようになった。次のような回答に

は、そうしたアイデンティティの再構築の兆候が見て取れる。 
 
診断されて、手術してから、就職先が変わったりいろいろありました。がんという言葉があ

まり人には言いたくなくて、かわいそうな感じで見られるのがいやで.……。ですが、身近な

人、一緒に働いている人や友人に話すことで理解してもらえる、病気のこともそうだし、生

活するうえで食べ物の制限もあるので、一緒に食べられるものを選んでくれたりとか。病気

のことを隠してストレスがたまるよりも、勇気を振り絞って話せてよかったと思います（中

通り・20 代女性）。 
 
見つかったことで、「がん？」、「死ぬ？」と真っ白になりました。でも検査によって見つか

り手術も無事でき、それは本当によかったなと思います。私は私生活に支障をきたすことは

なかったですが、検査を定期的に受けていれば早期に見つかるし、でき所が悪ければそれを

取り除いたりと早めの対応ができます。それがいかに大事かと思いました。面倒だと思うか

もしれませんが、受けてほしいなと思います（避難指示区域・20 代女性）。 
 
私は「甲状腺がんになった」という経験を得た。ただ普通にのうのうと生きているだけでは

できない体験だ。がんになったからこそ、いまの一瞬一刹那を大切に生きている。「しなく

てもいい経験」だったが、「ためになる経験」でもあった（中通り・20 代男性）。 
 

このような甲状腺がん患者やその家族の回答を見る限り、甲状腺がん検査も甲状腺がんの手術

も、必ずしも否定的に捉えられているわけではない。むしろ、早期発見・早期治療によって自分

を生かしてくれたものとして肯定的に捉え返し、周りの人々にもその経験を語り伝えようとして

いることがわかる。このような回答が意味しているのは、県民健康調査検討委員会や国会での議

論とは全く別次元で、福島県内で若いがん患者とその家族を支えるための活動が一生懸命に行わ

れてきたということである。そこには、甲状腺がんの若者たちと歩む、もう一つの、新しい＜復

興＞の道筋を見出すことができるだろう。 
原発事故以降、日本政府や福島県が提唱してきた＜復興＞の形は、レベル７の原子力災害があ

たかもなかったかのように、「風評被害」を連呼し、その克服を図るというスタイルであった。し

かし、そうしたスタイルをとり続ける限り、甲状腺がんの当事者たちの存在は隠され、歪められ、

いずれ切り捨てられてしまうことになるだろう。これとは逆に、甲状腺がん患者やその家族の声

にていねいに耳を傾け、そうした人々が少しでも苦悩から立ち直り、前向きに人生を送れるよう
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にしていくという＜復興＞の道筋もあるはずである。甲状腺がんを経験した若者たちが中心とな

り、そうしたネットワークが福島県内外に今後広がっていくことが期待される。 
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                                     長岡素彦*1 

Motohiko Nagaoka 
 

キーワード：SDGs・ESD・仙台防災フレームワーク・ロードマップ 
 
 本稿では、SDGs・ESD と防災・減災について、仙台防災フレームワーク・ロードマップと 
SDGs・ESD との関係を述べる。   
 これまで2030持続可能な開発アジェンダ・SDGs(以下、「SDGs」とする)から逸脱した現在の

「SDGs」(1) を論じて、現在のトップダウンの目標に過度にフォーカスした科学技術イノベーシ

ョンアプローチのSDGs の実施を変える方法、つまり、SDGs のパートナーシップの原則に基づ

き、SDGs を地域と世界を持続可能にするために内発的共生ですすめる共生サステナブルイノベ

ーションアプローチで展開する「SDGs ロードマップ」(2)についても述べてきた。そして、この

共生によるSDGsロードマップでの地域と世界をトランスフォームするSDGsトランスフォーメ

ーション (3) のためのサステナブルイノベーションとESD 持続可能な開発のための教育(以下、

「ESD」とする)の役割を論じてきた。(4) 

 また、著者は、阪神淡路大震災より支援を行い、同時に持続可能な地域づくりやESD を実践

し (5)、震災後も直接支援と共に「ESD と復興」というプロジェクトを始め、各地で ESD地域
ミーティングを行ってきた。(6) 
 さらに、日本の市民・CSO 市民社会組織(NPO・NGO)で2015 防災世界会議日本CSO ネット

ワーク(JCC2015)として国連防災世界会議にも意見を反映していく活動し、CSO 市民社会組織

(NPO・NGO)などと防災・減災日本CSO ネットワーク(7) を結成し、提言・アクション、SDGs 
による防災・災害のアクションを続けている。  
 本稿では、これらをふまえてSDGs・ESD と防災・減災の関係について述べる。 
 まず、2030持続可能な開発アジェンダとしてのSDGs については、目標SDGs はアジェンダ

によって持続可能な地域と世界を構築するための目標であって、目標だけを達成するというのは

前世紀的な達成型のアプローチであり、アジェンダの策定・実施が本来である。既にアジェンダ

21 を実施している国ではすでにアジェンダベースであるが、アジェンダ 21 を採用せず旧来の制

度ですすめてきた日本の行政体系・行政計画は 2030 持続可能な開発アジェンダとは異なるもの

であり整合性がない。 
 日本の自治体がモデルとしている日本政府のSDGs政策は既存の制度のままであり、自治体で

は行政計画とSDGs指標とマッチング以外できない。また、SDGs を行政だけの目標管理の指標

にすぎない。 
 

*1 一般社団法人 地域連携プラットフォーム 
General incorporated association Platform for regional cooperation 
Email: hiko2007@gmail.com 
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 問題をSDGs の目標から考えるのではなく、SDGs で「誰一人取り残さない」地域と世界のア

ジェンダをつくり実現していくことが重要である。  
 それは、国連「私たちの共通アジェンダ」(“Our Common Agenda” 2021)にもあるように、SDGs
の目標から考え、SDGs の目標や計画と既存の目標や計画の整合性をとるのではなく、地域と世

界をトランスフォームするための地域と世界のアジェンダをフレームワークと ロードマップで

すすめることである。 

 
図1 

 
 SDGs を旧来のトップダウンの行政のアジェンダセッティングのプロセスではない方法は、ト

ランスフォームのためのビジョン、トランジションマネジメントや戦略的コラボレーションで各

ステークホルダーが、それぞれのアジェンダとプロセスをマルチステーク ホルダープロセスでア

ジェンダにまとめるため相互にコミュニケーションしながら作成し、 ロードマップを策定するこ

とである。  
  アジェンダを定めるアジェンダセッティングは、行政・企業・市民でアジェンダのビジョンを

まとめ、フレームワークから計画を立てるものであり、そのフレームワークとは、規則や手順で

はなく、実施の原則や優先行動やステークホルダーの役割を定めたもので、国連防災フレームワ

ークや第74 回国連総会決議「持続可能な開発のための教育:SDGs 達成に向けて(ESD for 2030)」
でもちいられている。 
 次にSDGs に関連付けられた国連防災フレームワークは「誰一人取り残さない」という共生の

ビジョンを基本に置いており、SDGs には地域と世界の大枠が定められ、SDGs に関連付けられ

た国連防災フレームワークには防災減災の実施の原則や優先行動やステークホルダーの役割が定

められている。これらは、災害の自然要因、人為的要因、環境・技術・生物由来の要因によるあ

らゆる災害リスクについて適用されるもので、行政、企業、市民などのすべてのステークホルダ

ーが、このような複合災害に対応するためのものである。 
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 しかし、日本において復興は現在の制度による復旧であり、より良い復興ではない。しかし、

国連防災会議では防災に関して規制規則ではなくフレームワークによる防災減災、東日本大震災

を踏まえた第 3 回国連世界防災会議(仙台)の国連仙台防災フレームワーク (8) では復旧ではなく、

より良い復興(Build Back Better)を定めた。また、政府・地方自治体の復興プロセスは現在の制

度による復旧の実施の工程表であり、復興のロードマップになっていない。しかし、東北3県を

中心とした市民は国連仙台防災フレームワークをもとにマルチステークホルダーの市民がつくる

復興ロードマップ (9) を作成し、それを発展させている。 
   2030持続可能な開発アジェンダとしての SDGs と仙台防災フレームワーク等と防災・減災の

関係も述べてきたが、SDGs・ESD と仙台防災フレームワーク等によって、この状況をどのよう

に変える(Transforming)のかについて、制度と教育のトランスフォームによる SDGs トランス

フォーメーションにフォーカスして述べる。 
   まず、制度のトランスフォームであるが、行政を取り巻く環境の変容とその転換点であるが、

行政を取り巻く環境の変容として計画全体では、コロナ等で計画修正や延期が多発し、計画想定

外の事態への対応増加すると同時に計画外業務の増加がある。また、計画自体の変容として、行

政の公助から自助、共助へのシフトと住民参画・協働の動きがある。  
    このように、今後は住民代表の議員と行政だけで計画を立案することが容認され難く、また、

形骸化したとはいえ行政への住民参画・協働は確実にすすんでいる。このような状況で行政と行

政計画のトランスフォームのためにはフレキブルなアジャイル型の計画への転換、自助、共助に

合わせた計画、そして、制度・法制の転換が必要とされる。 尚、現行の行政計画等は個別計画に

包括性をもたせた包括計画(総合計画ではない)になりつつある。そして、不十分であるが「地域

包括」など個別計画に包括性をもたせた包括計画(総合計画ではない)が始まっている。 
 

 
図2 
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 また、世界の持続不可能化にともない地域と世界を持続可能にする社会、経済、環境のサステ

ナブルトランスフォメーションが進行し、それにともなう制度のトランスフォームもおこる。そ

のサステナブルトランスフォメーションをイノベーションとして行なわれるのが 2030持続可能

な開発アジェンダとしての SDGs であり、制度のトランスフォームが進行する。制度のトラン

スフォームは行政を取り巻く環境と計画自体の変容という行政自体の要因だけでなく、このサス

テナブルトランスフォメーション、SDGs によってもおこる。 
   SDGs によって、このような現行の制度等を変える(Transforming)制度のトランスフォームの

プロセスとしてSDGs ロードマップについて述べる。 
 
 SDGs ロードマップの 3 つフェーズの戦略と政策の洗い直し、移行のための体制整備、 過度

期的代替案のプロセスを東日本大震災の事例も含めて述べる。 
 
1.ビジョン作成、問題解決と平行して、戦略と政策の洗い直しの実施。  
2.ビジョン作成、問題解決と平行して、移行ための体制整備、システム変更の実施。  
3.ビジョン作成、問題解決と平行して、過渡期的代替案を策定、実施。  
 
 この過渡期的代替案を策定、実施のフェーズでは、「過度期的代替案は、持続可能な開発目標

(SDGs)とターゲットの本来の使い方である達成度合いと未達成な点を考慮してつくられる。これ

らをもとに行政計画を「多層システム」に組み直したマルチステークホルダー型の 計画にトラン

スフォーミングするとともに、経済セクター、市民セクターなどと円卓会議で伴走的、「ハンズオ

ン」のコーディネーター、越境的人材により統合的に行う。」(10)  

  これに関して、東北3県を中心とした市民は国連仙台防災フレームワークなどをもとにマルチ

ステークホルダーの「市民がつくる復興ロードマップ」を発展させ、「今後さらに東日本大 震災

からの復興を推進し、復興経験を活かした東北地方の持続可能な地域づくりが継続して推進され

る状況を実現する」(11) 市民の動きが始まっている。 
 つぎに、教育のトランスフォームであるが、第 74 回国連総会決議「持続可能な開発のための

教育:SDGs達成に向けて(ESD for 2030)」(12)(以下、「ESD for 2030」とする)において「ESD は

SDGs の達成の不可欠な実施手段」であることが確認された。このESD for 2030 は「ESD の実

施のためのグローバル・フレームワーク」であり、ESD に関するグローバルアクションプログ

ラム(ESDGAP2015-2019)の後継で、より公正で持続可能な世界を構築するためにESD とSDGs
をポリシー、環境、教育者、若者のエンパワーメント、地域での行動をキーに実行するものであ

る。  
   また、現在のデジタルトランスフォーメーションの時代には人々はデジタルな公共性の空間 
に参画し社会構造も変化しており、また、そこでのシチズンシップ、デジタルシチズンショッ プ
が重要になっており、このESD for 2030 も国連・ユネスコのMIL メディア情報リテラシーの成

果などにより、ESD はリテラシーはグローバルシチズンシップとデジタルシチズンシップを基盤

にESD を再構成される。(13) 

 次に、教育のトランスフォームであるが、教育を取り巻く環境の変容とその転換点であるが、

学校教育と社会教育・生涯学習の変容がある。  
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 学校教育では、社会の持続不可能化に対応する ESD 持続可能な開発のための教育が取り入れ

られ、最新の学習指導要領は ESD 持続可能な開発のための教育とともに「社会に開かれた教育

課程」を実施している。(急務となっている教育の「デジタル化」を持続可能にしていくESD も

ある。)(14) 
 また、社会教育でも ESD 持続可能な開発のための教育によって持続可能な地域・世界づくり

の推進も行われている。行政サービスから住民の自助努力への移行、行政への住民参画・協働で

は制度・法制の改定とともに、住民の知識・スキル・立案能力の教育も必要とされる。 
 そして、これらの教育のトランスフォームは教育を取り巻く環境の変容という教育自体の要因

だけでなく、このサステナブルトランスフォメーション、SDGs、及び、SDGs の達成の不可欠

な実施手段としてのESD によってもおこる。 
    ESD for 2030 では、単なる「学習」ではなく、トランスフォーミング(Transforming)の ため

のトランスフォームする行動(Transformative action)であり、「統合された問題解決コ ンピテン

シー」であり、SDGs の目標の理解する学習や個々人の質の高い教育やスキルのこと ではない。

また、地域と世界を持続可能にするために、ともに多様な問題を解決する「統合された問題解決

コンピテンシー」によるトランスフォームする行動(Transformative action)のことである。 
 防災・減災、よりよい復興には、2030 アジェンダとしての SDGs によって現行の制度等を変

える(Transforming)が必要であり、それにはSDGs トランスフォーメーション、特に制度のトラ

ンスフォームと ESD 持続可能な開発のための教育による教育のトランスフォームによる多様な

問題を解決するトランスフォームする行動が特に重要である。 
 災害で顕在化した問題を、SDGs の目標から考えるのではなく、SDGs のアジェンダから考察

し、「誰一人取り残さない」地域と世界をアジェンダをつくり実現していくことが重要である。 
  さて、東日本大震災以降の防災・減災においても 2 つの方向があり、それはハード、巨大防潮

堤や機器、訓練による国土強靭化としての防災・減災と、共生的人間関係やソーシャルキャピタ

ルとESD・教育による創造的回復力としてのレジリエンスの防災・減災である。   
 これは、SDGs がサバイバルをもとにした世界の管理ではなく、世界を持続可能にトランスフ

ォームするサステナブルトランスフォメーションであり、災害においては国土強靭化ではなく創

造的回復力としてのレジリエンスの防災・減災である。  
 つまり、それが人々が共生、共に生きることを中心に持続可能な地域・世界をつくるための

SDGs・ESD と防災・減災である。 
 
註 
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(2)長岡素彦, 2020,「SDGsロードマップ─2030 アジェンダ・SDGsよるトランスフォーム」，『武蔵野大学環境研

究所紀要』,9,17-27. 

(3)長岡素彦,2021, 「SDGs トランスフォーメーションと SDGs チェンジエージェント─持続不可能な社会と

COVID-19を超えて」，『武蔵野大学環境研究所紀要』10,1-10. 
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コロナ下の子育て 

――保育施設・夫・妻の三方に見る分断―― 

 
                                                       孫詩彧*1 

Sun Shiyu 
 

キーワード：コロナ・子育て・家族の脆弱性・連動と分断・役割調整の限界 
 

１ 問題設定と研究目的 

 

 本稿の目的は、コロナ下における育児役割の分担、調整と遂行がどのようになされているかを、

保育施設・夫・妻の三方から検討することである。 
 子育ての社会化が論じられるなか、保育サービスや育児サポートの充実が求められてきている。

ところが、コロナ感染拡大とその対策により、家庭外の保育ができなくなる、という可能性を人々

に気づかせている。育児役割を私的場面に閉じこまず、公的・社会的に分かち合うことが強調さ

れているほど、実はそこに子どもを育てることがいかに二者および多方による分担が可能である

か、を問いかけることが求められる。 
 この点に関して、コロナ禍を一つの災害として捉える場合、子育ての研究は災害研究との共通

点と相違点も見えてくる。育児も災害の対処も、多方向的な連動が必要だと言われている。そし

て災害（本稿ではコロナ感染拡大を中心にしている）が起こるときの育児はなおさら多くの協力

が必要である。ところが地震や原子力災害が起こった時、家や地域を離れて逃げていくことと逆

に、コロナは人々を家から出ないように働きかけている。こうした内向けの性格によって、さま

ざまな課題が見えにくくなっている。後で詳細を示していくが、コロナ下の育児は、そこに分断

が生じている。このことに突き詰め、本稿は家族研究やジェンダー研究から災害研究への発信と

して位置付けておきたい。 
 

２ 先行研究 

 

 災害に関する議論のなかでは、非常時と平時はつなぐ、という考え方がある（浅野・天童2021）。
この点は夫妻の役割分担研究とも共通している。 
孫（2020）は未就学の第一子を育てる夫と妻の家事育児の分担を、時間軸に沿って分析した結

果、夫妻間の役割分担の調整は行われなくなり、「硬直化」している様子を示した。さらにこの「硬

直化」が家庭生活にいかに影響するかを検討するため、孫（2021）は子どもの急病など、予期せ

ぬ出来事が起こるとき、夫妻双方はそれぞれこの出来事をいかに捉え、対処しているかを分析し

た。これを通して、普段から夫妻の片方がほとんど家事や育児にかかわらないような役割分担を

 
*1 北海道大学 創成研究機構│大学院教育学研究院 
Creative Research Institution・Faculty of Education, Hokkaido University 
Email: sunshiyu@edu.hokudai.ac.jp 



23 
 
 

している家庭ほど、いざという時に危機に陥る可能性が高くなることが見えてきた。実際コロナ

の影響で特に子どものいる女性の負担が大きく増えたことも、実証調査によって明らかにされて

いる（落合・鈴木2020）。 
そして、育児に関しては特に夫妻双方の協力が必要だと言われ、子どもを育てる役割それ自体

の分担だけではなく、片方が育児に専念する分、経済的に相手の稼得に依存する「二次的依存」

（Fineman2004=2009）も協力の一つの形として考えられる。無論、「二次的依存」はジェンダ

ー不平等の意味で夫妻間のアンバランスを示している概念であるが、夫妻の協同・連携が子育て

に関して不可欠であることも同時に示されている。ほかには祖父母など親族ネットワークをはじ

めとするインフォーマルな協力も期待されている。 
もう一つ子育ての支え手として重要視されているのは、保育サービスとサポートである。ここ

では保育施設や幼稚園、子育てサロンなどが挙げられる。Secretariat（2018）によると、2017
年時点のデータ推計で、未就園児の割合は３歳児で 8.9％、４歳児で 2.7％、５歳児で 1.9％であ

ることが分かった。未就園の原因は主に低所得や多子世帯、子ども自身の疾患などが挙げられて

いる（Kachi et al. 2020）。これは裏返せば、保育施設を利用しない家庭が少なく、そして利用で

きないことが不本意であるケースが多いことが考えられる。以上のように、コロナ感染拡大によ

る登園自粛、「ステーホーム」で親族ともソーシャル・ディスタンスを取らざるを得ない中、子育

て家庭にいかなる影響を及ぼすか、を検討する必要がある。 
 

３ 調査概要 

 
本調査(1)(2)は政令指定都市X 市にある保育施設（すべて保育所）4ヵ所の協力を得て、「保護者

調査」と「担当者調査」をそれぞれ実施した。このうち「保護者調査」は 2021 年 1 月から 7 月

までの間に実施し、未就学の第１子を持つ夫妻7組に、役割分担の状況と予期せぬ出来事などに

ついて個別インタビューを行った。「担当者調査」は2021 年1—2 月に、保護者調査の実施に協力

を得た保育施設の担当者を対象に、協力を得られた2名に対して実施した。調査では主に、保育

施設の情報や子どもが急病時の対応、コロナ感染拡大防止に関する取り組みについて聞き取った。

保護者調査の概要は下記通りである。 
 

表１ 調査協力者（保護者調査）の基本情報 
№ 年齢 学歴 職種 雇用形態 収入 同居家族 祖父母協力 保育サービス利用 

A妻 33 専門学校 専門 正規 380 長女3歳 

長男1歳 

× 延長保育 

病児保育(登録未利用) A夫 33 専門学校 専門 正規 380 市内○ 

B妻 31 大学 販売 正規-契約 180 
長女4歳 

県外○ 
なし 

B夫 31 大学 販売 正規 600 県外× 

C妻 32 大学 専門 パ-パ ＜100 
長女5歳 

県外× 
病児保育、延長保育 

C夫 35 専門学校 サービス 正規-正規 420⇒320 市外○ 

D妻 25 短大 専門 パ-パ 110 長男3歳 

次男1歳 

市内○ なし 

D夫 27 大学 サービス パ-パ 250 不明 延長保育 
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E妻 30 大学 専門 正規-正規 500 
長男2歳半 

市内× 
延長保育 

E夫 30 専門学校 専門 パ⁻正規 500 市内× 

F妻 36 短大 専門 正規-パ‐正規 300 長男4歳 

次男2歳 

市内○ 緊急支援 

月1回⇒コロナで利用不可 

F夫 38 高校 サービス 正規-パ‐正規 380 × 延長保育 

G妻 23 高校 サービス パ-パ ＜100 長女3歳半 

次女1歳半 

不明 
なし 

G夫 31 高校 営業 パ⁻正規-パ⁻正規 350 市内○ 

注：「収入」は「万円」単位。「⇒」はコロナによる収入の変化。 

 
４ 保育施設：柔軟に対応する姿勢と限界 

 
コロナは人々の生活を大きく影響したが、すべてネガティブなものではない。これはすでに様々

な議論において指摘されている。今回の調査からは、ポジティブな影響として、主に「手洗いう

がいの徹底による子どもの感染病減」、「休みがとりやすくなった」、「在宅勤務による通勤時間減」

などが挙げられた。ネガティブな影響は人によって異なるが、主に医療関係者の多忙、登園自粛

による育児役割の増大、そして子どもの生活リズムの保持と遊び場の確保など、いわゆるケアの

担い手を中心にみられた。 
一方、保育施設が抱える課題も、登園自粛をめぐって浮かび上がってきた。この節ではまず、

保育施設の状況を示していく。 
今回調査に協力してくれた保育所は、いずれもふれあいを大切にするところで、子どもを自然

の中で遊ばせて大人の笑顔を見せることを重要視してきた。そこでオンライン教育はそもそも発

想としてすらなく、いざ登園自粛になるとそれを考える余裕もなかったと、担当者から聞いた。 

担当者①：「(登園自粛期間中の保育指導など)正直一切しかったんですね。結

局園だよりの郵送しかできなくて、なんか配信したりとかしていないですね。

そこまで考えられなかったのもあるし。うちの園も、子どもの実際の体験、

一緒に遊ばせたり、友だちとケンカしたり、そういうところが基本的に重視

するので、乳幼児期はやっぱり、そういう触れ合うところが、実際の体験が

重要なので(オンライン配信ではやはり限界)」 

それに、普段は保護者と主に対面や書類でやり取りしていて、経費面の制限もあるなかで、休

園等になるとき一斉メールなど代替する通信手段が十分確保されてないことが分かった。一部の

施設はLINE などのコミュニケーション・ツールを活用したが、これによってすべての問い合わ

せややり取りが園長もしくはLINE の運営担当者に集約され、一部の職員にだけ時間外労働の負

担を大きくしたことが調査で分かった。 
それでも保育所は、子育てをサポートする・親たちのストレス軽減といった自覚のうえ、延長

保育をできるだけ柔軟に受け入れ、病児の登園再開を早め、迎えが来なくても病児を園内で看病

する、親が育休中でも上の子たちを預けるなど、行政の決まりよりも柔軟に対応している姿勢を

とっている。 
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ところが普段からはこうした融通や配慮ができていたにもかかわらず、コロナの感染拡大で特

に小さな子どもを持つ保育士自身の休暇・在宅勤務等の配慮が必要になり、保育所を全体として

回していくことがむずかしくなった。 

担当者②：「小学生の子がいる保育士さんもいるので、休んでもらったりして、

『今日は旦那さんがいるから来られるよ』って言ったら来てもらうし。あと

地下鉄で通っていると不安だったら在宅勤務で、家で、教材を作る」。 

担当者①：「でも結局給食とかも、うち給食の職員3名いて、子どもの人数が

減ったからといって、二人で作れるかと言うとそうならないというか、分担

があるので、一人減らすとそれはそれで大変なので、不公平の問題も、アン

バランス(にならないため)の考えもあったりしないと」。 

以上の整理で分かるように、保育施設は普段から子育て家族をサポートする重要な役割を果た

し、なお個々の家庭のニーズに合わせて延長保育や病児保育などを提供し、柔軟に調整している。

ところがこうしたサポートは、保育施設自体が正常に機能していることを前提にしているため、

登園自粛などの感染防止対策によって崩壊しやすいものでもある。 
一方、自粛経験に関する担当者たちの語りから、主に外国人家庭、親の片方が単身赴任してい

る家庭、ひとり親家庭、感染/濃厚接触者がいる家庭を中心に、施設側が密に状況を把握し、サポ

ートしようとしていることも分かった。これをひっくり返せば、「コロナで子育てがたいへん！」

ということは世間一般で知られているにもかかわらず、現場では二人親家庭は「自分でなんとか

できる」と、抱えうる問題をあまり気づかれていない可能性が示されている。 
 

５ 保護者：同じ家庭で暮らしても捉え方が異なる夫妻 

 
 それではそうした二人親家庭のなかではどのような暮らしぶりであろう。まず言えるのは孤立

がさらに進んでいることである。登園自粛や保育施設自体が閉鎖するとき、外部から育児サポー

トが得られなくなり、行政や市場が提供していた保育サービスもすべて中止になる時期があった。

この上、祖父母や親族・友人からの協力も得られなくなった。 
 それに、興味深いことに、この孤立に対する夫と妻の捉え方は、同じ家庭で暮らしても異なる

ものである。 

A夫「自分の親なので、頼みやすいですね」。 

A妻「（子どもが）1歳と3歳ですからね、（祖父母に頼むと）申し訳なさが

先立ちですね。…は～っと、（祖父母たちの）疲れている様子をみて、やっぱ

り申し訳ないなぁって気持ちが先立ちますね。やっぱり向こうの疲弊が届い

てくるから、気を遣いますね。自分の親じゃないから、気を遣わないとね」。 

 しかし、協力が得られなくなる一方、子どもが家にいる時間が長くなるにつれて、子どもの発

達問題や生活リズムの維持、健康管理により気を遣う必要がある。さらに複数の子どもが同時に
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家にいる、またはパートナーが在宅勤務で家にいる場合、その分の料理作りなど、世話をする必

要性も現れてきた。この点においても夫妻の異なる捉え方が見えて、７組のうち、夫妻とも互い

の状況を把握したうえで柔軟に役割分担を調整しているのは１組である。ほかはすべて妻のほう

がより大きな負担とストレスを抱えている様子である。 

B夫「在宅勤務中はたまたま妻が家にいたから、子どもに仕事を邪魔される

ようなこともなく、在宅だから残業とかもないし、ほぼ定時で終わって、そ

の通勤時間とかもないので、5 時終わったらすぐ公園に行ったりとか、…（子

どもと遊ぶことは）仕事終わりでリフレッシュできていいと思いますね」。 

B妻「できるだけ（子どもには）リズムを崩さないように、朝は散歩とか公

園に行ったり、お昼食べてできるだけ昼寝をさせて。…子どもの面倒を見な

がら家事するのもやっぱり大変だし、ずっと(子どもと)二人だから発狂すると

思った。夫も在宅時間があったので、私の休みの時間と重ねると、やっぱり

静かにしないと(夫の仕事の邪魔になってしまう)」。 

D夫「帰るのも早いので、夜（料理）の準備もできて、らくちんだなぁって

思いました」。 

D妻「もうすごかったです、ほんとうに、息子たちの後を追いまわして一日

中ずっと掃除をしていました。お米とか撒いていましたね。大変でした。コ

ロナでもう『家にいるでしょう』って（夫が思うように）なって、（家事も育

児も）私がやるようになりましたね」。 

 
７ まとめと考察 

  
以上、簡単だが2020 年のコロナ感染拡大から調査時点（2021 年上半期）までの間、育児の状

況を部分的に示した。冒頭で述べたように、育児も災害の対処も、実は多方向的な連動が必要で

あるものの、今回育児において最も重要な保育施設のサポートと家庭（夫と妻）の三方に調査し

たところ、その連動が部分的にしかできておらず、「分断」が生じていることが分かった。 
具体的にいうと、保育施設は普段からできるだけ子育て家族をサポートし、延長保育なども柔

軟に対応しているが、コロナでこれらを物理的にできなくなる。抱える課題が顕在化している一

部の家庭、例えばひとり親家庭や単身赴任家庭、感染者・濃厚接触者が出た家庭の困難を保育施

設も把握しているが、二人親家庭の課題があまり注目されていない。一方、祖父母などの協力も

得られなくなり、外部サービスの利用も難しいことで、育児はほとんど夫妻でやることになった。

しかし、夫妻の間では捉え方が大きな相違があり、夫妻間の柔軟な調整による対応も限界が見え

ている。 
それに、コロナは家を出ない、人と接触しないという方策で対処され、この内向けの性格でさ

らに前述の分断と家庭内・夫妻間の課題が露呈されにくくなり、解決方法を模索することも困難

になっている。実際同じ家庭で暮らしている夫と妻の捉え方と受けてきた影響を見ても、女性が
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よりネガティブに働きかけることが分かる。ひとり親家庭の不利や女性がより多くの役割を担う

こと、DV 被害に遭遇しやすいことは、社会的にも課題として認識されている。一方、今回妻・

夫・保育施設の三方調査から示されていたのは、ミクロ的に家族のなかで一人一人の女性がコロ

ナのなかで直面する課題は、本人にとって一番身近な、本来なら助け手になるはずのパートナー・

親族・保育施設など、周りの人たちにも意識されなくなることである。この点は、今後もコロナ

の状況を追いつつ、さらなる研究で議論を深めていく必要がある。また、本稿を報告する交流会

では、地域の特性によって分断の状況や育児の環境が変わる可能性があると指摘された。これに

ついても今後、調査フィールドを変えることで検討してみたい。 
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