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第３部 損害総論 

 

第１章 本件における被侵害利益と損害 

第１ 被侵害利益 

１ 本件被害の特徴 

本件事故において原告らが受けた損害は、「地域を破壊され、そこ

での生活と、 積み重ねてきた人生のすべてを奪われたこと」である。

その実相は、「それまでの生活の一切合切すべて、それまでの人生の

すべてを奪われて。・・・二度と元の生活は同じ地域、故郷では取り

戻せない。」という原告１番の言葉に、端的に表れている（原告１番

本人調書４６頁）。  

本件によって生じている被害は、広範かつ多岐にわたり、それが

長期にわたって継続している。そして、その多様な被害が相互に関

連し、相乗的に影響を与え合って生活の全面に及び、一層深刻な損

害の構造を形成しているのが特徴である。 

 

２ 被侵害利益－包括的平穏生活権 

このような本件の被害について、淡路剛久教授の「意見書」（甲 A

第 146 号証、以下「淡路意見書」という）は、本件によってもたら

された損害を、「地域での生活を丸ごと奪われた」こと、すなわち「平

穏な日常生活」（家庭生活、地域生活、職業生活など）を奪われたこ

と（淡路意見書 10～11 頁）であると捉える。その上で、本件事故に

よって侵害された法益を「包括的生活利益としての平穏生活権」（包

括的平穏生活権）とし、次のように定義している。すなわち、「地域

において平穏な日常生活を送る生活利益そのものであり、生存権、

身体的・精神的人格権（身体権に接続した平穏生活権を含む）、財産

権を包摂する、「包括的生活利益」を享受する権利」である（淡路意

見書 11 頁）。  

このように本件における被侵害利益を「包括的生活利益としての
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平穏生活権」として捉えることの意義は、被害の「包括性・全面性」

を示す点にある。すなわち本件事故によって侵害された法益は「包

括的生活利益」＝「地域において平穏な日常生活を送る生活利益そ

のもの」（淡路意見書 11 頁）であり、個別の財産的損害や身体的な

人格権等に分解しきれない、地域における社会生活や社会的生存に

関わる、まさに包括的な権利法益が全面的に奪われたことを端的に

示している。  

 

３ 学界における評価と位置づけ 

この見解は、同教授の「『包括的生活利益としての平穏生活権』の

侵害と損害」（法律時報 86 巻 4 号 97 頁以下。後に甲 A212 号証：

「福島原発事故 賠償の研究」（日本評論社）11 頁以下に所収。同署

を以下「原発事故賠償の研究」という。）として提唱され、吉村良一

教授（甲 A 第 216 号証「福島原発事故賠償訴訟における損害論の課

題」法律時報 89 巻 2 号 82 頁以下）、潮見佳男教授（「福島原発賠償

に関する中間指針等を踏まえた損害賠償法理の構築」甲 A212 号証

107 頁以下）らの支持を得て、おそらくこの論点における中心的な

知見であると評価されている。  

 

第２ 本件事故によって生じている被害の概要 

本件事故は、周辺地域の住民に対して、重大かつ多様な損害を与

えている。放射線被ばくによる損害、不動産・動産の財産上の損害、

就労不能による損害や営業損害、避難行動による経済的な損害と精

神的損害、さらには地域のコミュニティが失われたことによる有形

無形の財産的損害と精神的損害など、被害の内容は極めて多岐にわ

たり、いずれも深刻である。  

淡路意見書 12 頁以下は、このような多様な損害の中で、訴訟や

ADR において主張され争われている主要な損害を、以下のとおり列

挙して検討している。中間指針に列挙されている典型的な損害には
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争いが少ないであろうし、また個別性が強い営業損害などを除いた

損害類型であり、これらは、まさに司法的救済が求められる損害類

型であると言い換えて良い。  

① 避難中一時滞在した高濃度汚染地域で被曝したリスクと深刻な

身体被害の危惧  

② 避難中の精神的損害（いわゆる避難慰謝料）  

③ 地域生活を破壊されたこと（地域コミュニティの喪失）  

④ 移住を決めた被害者の新たな住宅取得費用  

⑤ 避難指示区域以外の避難者の損害  

⑥ 環境損害など  

 

第３ 本件における損害賠償請求 

それらのうち、本件訴訟において請求している損害、すなわち本

件において検討されるべき個別的不利益は、上記のうち②避難中の

精神的損害（避難慰謝料）、③地域生活を破壊されたこと（地域コミ

ュニティの喪失）、④移住を決めた被害者の新たな住宅取得費用の３

つと家財の損害であり、②は第４章、③は第６章、④は第７章にお

いて詳論する。  

淡路意見書は、このうち②と③は重なり合うことのない別個の損

害であ ると指摘しており（淡路意見書 13 頁）、原告らも、これら

を別個の損害として、それぞれについて慰謝料を請求している。こ

の２つの損害について、予めその概要を示すならば以下のとおりで

ある。  

１ 避難慰謝料  

避難慰謝料とは、包括的生活利益としての平穏生活権を奪われ、

「避難生活を余儀なくされたこと」から生じる精神的損害（淡路意

見書 12 頁）であり、避難先での著しい生活阻害（心身の様々な苦痛、

不便、不自由、不安など）を内容とする。上記の「包括的生活利益と

しての平穏生活権」の定義のうち、「平穏な日常生活」という要素
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（権利利益）が侵害の対象となる。  

なお、中間指針（指針Ⅰ①）の「自宅以外での生活を長期間余儀

なくされ、正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻

害されたために生じた精神的苦痛」（＝「日常生活阻害慰謝料」）が、

この避難慰謝料に相当するものと解される。  

  

２ 故郷（ふるさと）喪失慰謝料  

これに対して故郷喪失慰謝料の対象である「ふるさと喪失損害」

とは、包括的生活利益としての平穏生活権に包摂された、「地域生活

享受権」を奪われ（権利法益の侵害）、かつ、侵害の結果として精神

的苦痛・ストレスを被った（積極的侵害）ことによって生じた複合

的な精神的損害ないし無形の損害である（淡路意見書 13 頁）。  

上記の「包括的生活利益としての平穏生活権」の定義のうち、「生

存権、身体的・精神的人格権（身体権に接続した平穏生活権を含む）、

財産権を包摂する、『包括的生活利益』を享受する権利」という要素

（権利法益）が侵害の対象となる。  

なお、中間指針第四次追補における「避難費用及び精神的損害」

の指針Ⅰの賠償、すなわち「長年住み慣れた住居及び地域が見通し

のつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念

を余儀なくされた精神的苦痛等」（同記載「備考」２））が、これに

相当するものと解されるが、その内容の問題点については後述する。 

 

３ ２つの損害を区別する必要性  

  この避難慰謝料と故郷喪失慰謝料を、別の「損害項目」として区

別して評価すべきことについては、項を改めて、第 3 章において詳

述する。  
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第２章 損害賠償請求の方法 

第１ 損害の捉え方と請求方式 

１ 本件における損害の特徴 

本件事故による損害の特徴は、第 1 章に述べたとおり、被害が広

範かつ多様であり、それが長期にわたって継続すること、そしてそ

の多様な被害が相互に関連し、影響を与え合って、一層深刻な損害

の構造を形成していることにある。 

例えば、多様な被害のうちの一群である避難生活による損害（避

難慰謝料）の内容たる要素は、その一端を挙げるだけで、「先の見通

しがつかない不安」、「仮設住宅などの劣悪な住環境」、「家族の分離・

離散」、「失業による空疎な生活」、「心身の健康悪化」、「家族間や避

難者相互の軋轢」、「子どもの受けるストレスと変化」、「被ばくによ

る健康不安」、「周囲の無理解や嫌がらせ」など多岐にわたるが、こ

れらはいずれも相互に影響・関連し合って、損害を一層複雑で深刻

なものにしていることが顕著である。 

これらの要素における相互の影響という流れを具体的に示すなら

ば、例えば、避難所や借り上げ住宅を転々とし、何度も転校を強い

られた子どもたちは、精神的な動揺や不安から、不登校など不安定

な精神状態に陥りがちになる。そして、そうした様子を心配する両

親のストレスも増大する。他方で、避難の過程における子どもたち

の被ばくは、その影響を心配する両親の精神的不安の原因になり、

そうした両親の不安な様子が、子どもたちのストレスを増大させる。

このようにして、避難生活おいて生じる様々な被害は、相互に関連

し合って、一層深刻な損害を形成することが特徴である。 

 

２ 従来の損害賠償請求方式と包括請求方式 

（１）個別損害項目積算方式 

不法行為による損害賠償の請求においては、実務上、交通事故

を典型的な事例として、「個別損害項目積算方式」と呼ばれる請求
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方法が発展・確立されてきた。 

この請求方法は、事故によって生じた様々な損害を、治療費、就

労損害、後遺症による減収、精神的苦痛、物損など個別的な損害項

目に区別して算定し、これらを積算して総額を求めるという方法

であり、個別性が大きい交通事故事例において、大量に生じるそ

れぞれの事案を客観的・定型的に処理できる利点から、相当の合

理性を持つものとして定着している。 

 

（２）包括請求方式 

これに対して、高度経済成長期において深刻化した公害事件や

薬害事件などにおいて、「包括請求」という請求方式が創出された。

これらの事案では、生命・身体に対する深刻な被害である人身損

害を中心に、これによる生業の途絶や、これによる経済的困窮な

どの財産的損害などが包括的に生じて、家族の生活が全般的に危

機に瀕するという被害構造を呈するのが特徴であった。そのよう

な被害が集団的に発生し、生活の全般的な破壊という「全人格的

被害」をもたらしており、その集団的救済が求められる中で、この

ような請求方式が必要とされたのである。 

すなわち、従来の個別損害項目積算方式では、このような全人

格的、全人間的被害の全体像を把握することは困難であり、かつ

多岐にわたる損害項目をすべて個別に主張立証することは不可能

である。しかも、多数の被害者について集団訴訟による救済が必

要であるから、ますます個別の立証は困難となる。そこで、公害と

いう身体・生命侵害から発生した、被害者の社会的、経済的、精神

的損害を、その全体を包括するものとしてとらえて、財物や逸失

利益などの財産損害もすべて包含した「包括慰謝料」という１つ

の損害として、請求するものとしたのである。 

こうした包括請求方式に対する裁判所の対応を概観すると、第

1 には、これらの主張を慰謝料算定における斟酌事由として、一般
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的な個別請求方式の枠組みの中で、慰謝料の補完的機能の延長と

して捉えるものがあった。 

第 2 には、さらに発展して、近時はこれを正面から肯定するも

のも多いとされる（甲 A613：吉村良一「不法行為法〔第５版〕」172

頁）。すなわち、これを一般的な個別損害項目積算方式とは異なる

タイプの請求方式であることを容認するものであり（最判平成 6

年 2 月 22 日じん肺訴訟ほか）、最近の裁判例の展開は、後者に傾

きつつあると評価されている（潮見佳男「不法行為法」甲 A614 号

証 273 頁）。 

そして、「そうした中で、全体としてみれば、裁判例の展開とも

あいまって、個別損害項目積算方式をとるか、包括請求方式をと

るかは、原告の選択に委ねられているというのが、この問題に関

する現段階での大まかな一致点であるように見える。」とされてい

る（潮見：同 274 頁）。 

 

３ 包括的な損害把握の必要性 

このような「包括慰謝料」の請求による「包括請求方式」が考案

され、様々な公害事件における裁判実務においても定着した理由と

しては、１つには上記のとおり、深刻かつ大規模な集団訴訟におい

て、多様かつ複雑な損害について、原告に主張・立証の負担を負わ

せることの困難性が挙げられる。  

しかしさらに重要な理由は、上記のとおり公害事件においては、

生命・身体に対する深刻な人身損害を中心に、健康被害による家業

の途絶、これによる経済的困窮などの財産的損害などの多様な損害

が構造的に生じており、これらが相互に影響・関連し合っていると

いう実態にこそある。そのような全人格的な損害を個別的にすべて

抽出して評価し、積算しようとしても、損害の全容を適切に把握す

ることは困難であり、そこで損害の「包括的な把握」が必要とされ

たのである。 
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このような評価から、包括請求方式による請求の意義について、

「請求方式」のあり方という部分よりも、むしろ「損害把握の仕方」

（損害論）に重要な意味があることが指摘された。すなわち、包括

請求方式の持つ意味は、損害を個別バラバラではなく、包括的・総

体的にかつ総合的に把握する「包括的損害把握」の重要性にあると

いう損害論が、有力に主張されるに至った（潮見佳男「人身被害に

おける損害概念と算定原理（二・完）」民商法雑誌 103 巻 5 号 709 頁

以下）。  

この指摘は、人身損害のみならず、本件をはじめとして、広く同

様の損害状況を示す事例に妥当する。すなわち、潮見「原発事故賠

償の研究」（甲 A612 号証 106～107 頁）は、本件事故における損害

算定について、従来型の個別損害項目積算方式では今回のような「非

定型の被害において被害者に生じた差を的確に表現することができ

ず」、また「従前の方式のもとでの個別損害項目をいくら積み上げた

としても、被害者の権利・法益に対する侵害の結果として被害者に

生じた生活の総体や事業活動の総体の差を反映させるのには限界が

ある。」ことを指摘する。そして、本件において「基礎に据えられる

べきは、従前の損害把握の枠組みとは本質的に異なる視点、すなわ

ち、包括的生活利益としての損害の把握である。」として、その内容

として、淡路意見書（その出典となる「『包括的生活利益としての平

穏生活権』の侵害と損害」（甲 A612 所収）が述べる「包括的生活利

益としての平穏生活権」を引用している。  

すなわちここでは、伝統的な個別損害項目積算方式を取りつつ、

その損害把握において、多岐にわたる損害が絡まり合い相乗し合っ

ている総体を包括的・総体的に捉えることが、包括請求方式の弱点

を克服しつつ、その損害論としての意義を発揮できる請求方法とし

て提唱されているのである（甲 A 第 613・吉村良一「市民法と不法

行為法の理論」第３章「原発事故賠償における損害論）363～367 頁）。 

 



12 

 

第２ 本件における損害の捉え方と請求方式 

１ 「包括的損害」であること 

以上のような、損害把握の在り方に関する評価に基づいて、本件

訴訟において原告らは、生じている損害を包括的に捉えて評価・算

定することを徹底して追及してきた。  

冒頭に示したとおり、本件事故による損害は、被害が広範かつ多

様であり、それが長期にわたって継続すること、そしてその多様な

被害が相互に関連し、影響を与え合って、一層深刻な損害の構造を

形成していることに特徴がある。 

こうした被害事実を個別ばらばらに評価して積み上げようとして

も、被害の全体像は理解できない。むしろこうした状況を、「避難生

活の著しい生活阻害」という包括的損害として把握することによっ

て初めて、その理解が可能になる。本件では、このように、様々な

被害の要素が絡まり合い、相互に影響・関連し合っている実体を包

括的・総合的に捉えることで、複雑で深刻な損害の実相を適切に把

握し、評価することが可能となるのであり、本件のような生活が丸

ごと侵害されている損害においては、こうした包括的な損害把握が

不可欠の視点である。 

 

２ 本件における請求方式 

（１）請求方式に関する主張の補足 

本件訴訟における請求について、これまで「限定的な包括請求」

という説明をしてきたが、これは正確には「包括請求方式」を採用

しているというものではない。  

けだし、包括請求方式とは、上記のとおり、精神的損害に加えて

財物や逸失利益などの財産損害も含めて総ての損害を、「包括慰謝

料」という１つの損害として請求するものである。 

  しかし本件においては、当初から、①避難慰謝料、②故郷喪失

慰謝料、③居住用不動産、④家財の 4 つの損害項目について、そ
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れぞれの個別の損害額を評価したうえで積算している。したがっ

て、これは厳密には包括請求とは異なるものであって、これを「限

定的な包括請求」と説明したとしても、その実体は、４つの損害

項目についての「個別請求」だからである。  

それでもこうした説明をしてきたのは、典型的な包括請求方式

との違いを示しつつ、各項目の損害について、包括的な損害評価

による適切な損害算定を求めようという趣旨によるものであった。 

しかし弁論の終結にあたって、この請求方式に関する説明を、

上記のとおり、誤解のないように補足するものである。  

 

（２）包括請求方式を採用できない理由  

本件において、典型的な包括請求方式を採用しない理由は以下

の点に ある。  

上記のとおり、いわゆる包括請求方式は、精神的損害のほか、人

身被害による医療費など、さらには休業損害や不動産などの財物

損害まで、すべての損害を全部包括して「包括慰謝料」として請求

するところに特徴があり、それは人身傷害による全人格的被害た

る公害事件における、やむを得ない選択であった。  

しかし本件においては、すべての損害を包括する請求方式は、

被害の実情に照らして妥当しない。けだし広汎な地域に被害が広

がり、被害者の属性が多様であることから、住宅や農地、山林など

の不動産、家財などの財物の規模や損害額には大きな個別性があ

る。また、それぞれが従事していた事業などの規模や、その事業収

入、あるいは雇用による賃金収入にも大きな差がある。このよう

な経済的な個別性が大きい実情の下で、これらをすべて包括して

算定することは到底不可能である。こうした個別性が大きい被害

において、それらの損害をすべて包括して請求することには無理

があり、把握しきれない損害を生じたり、あるいは過小な損害評

価に陥ることが多分に想定されるからである。  
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他方で、本件において包括的な損害把握が必要なのは、財物損

害や逸失利益等の損害項目ではなく、故郷喪失という被害におけ

る有形・無形の財産的損害と精神的な損害の多岐にわたる要素で

あり、避難慰謝料における多様な精神的損害の要素であるから、

その全てを包括して評価する必要はない。  

 

（３）本件における請求内容（損害項目）  

そこで本件では、①避難慰謝料、②故郷喪失慰謝料、③居住用不

動産、④家財という 4 点の損害項目を請求し、①②についてはそ

れぞれ包括的損害として項目化するとともに、③④の損害につい

ては再取得価格による損害算定を求めている。そして、これら以

外の損害項目については、本件訴訟においては請求せず、これら

の損害については個別の直接請求や ADR において請求している

ところであり、かなりの部分は既に賠償を実現している。  

 

３ 包括的損害把握における適切な損害評価の在り方  

（１）損害算定の低額化を避ける必要性 

さらに、包括請求方式をとらないもう１つの理由として、従前

の公害あるいは薬害などの事例における包括請求方式においては、

その損害額の算定が、不当に低額に抑制されるという欠点が指摘

されてきた。これは、大量の原告について、個別立証を尽くしきれ

ないという訴訟上の限界だけではなく、すべての損害を包括して

算定することによる、平準化の作用が働いていることも想定され

る。 

そもそもそうした損害算定の低額化傾向は、損害賠償制度にお

ける「原状回復」という目的に照らして不当であり、改善される必

要があるが、包括請求方式をとらず、包括的損害把握による個別

的損害方式を採用するもう一つの理由は、この点にも求められる

のである。 
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元々、公害事件における包括請求方式の採用にあたっては、む

しろ被害の完全救済や原状回復の理念が強調されたのであり、こ

の克服は極めて重要な課題であるというべきである（吉村：甲 A613

号証 363 頁）。そこで、このような問題意識のもとで、損害項目を

区別したうえで、慰謝料の算定を適切に行うことが提案されてき

た（潮見「不法行為法」甲 A614 号証 273～274 頁）。 

こうした方法の採用は、例えば「公害・薬害等についても、基本

的には交通事故の場合と同じような損害項目方式をとった上で、

その特殊性に即応した算定をした方が、賠償額の増大、したがっ

て、また、被害者の救済に役立つのではないか、と思う。」（四宮和

夫「不法行為（事務管理・不当利得・不法行為 中巻・下巻）」559

頁）、と指摘され、その請求においては「損害項目の区分を認めた

上で、・・・慰謝料の算定では、人間の平等を反映した客観的・定

型的な基本額を設定し、それと具体的な事情を斟酌した変動部分

を組み合わせることによって、対処すべきである。」（同書 560 頁）

と指摘されているところである。 

したがって、本件においても、適切な損害評価を実現するため

に、以下のような視点が必要となる。 

 

（２）損害項目を適切に設定する必要性 

  まず、生じている損害事実の実態に対応した、適切な「損害項

目」を区分して、これに応じた損害の認定と金額算定をすること

で、適正な賠償を得るべきことが、最大の課題となる。この点に

ついては、特に避難慰謝料と故郷喪失慰謝料という２つの包括的

損害を区別しなければならないことについて、章を改めて論じる

ことにする（第３章）。 

 

（３）抽象的損害計算の必要性 

次に、避難慰謝料と故郷喪失慰謝料のいずれにおいても、原告
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らが居住した地域に所属する地域住民が被っている平均的な損害

として、定額化・基準化した慰謝料を想定する抽象的損害計算を

採用する必要がある。 

したがって、原告の年齢や居住期間、職業などを問わずに、抽象

的損害計算によって合理化された共通の金額として、これを算定

すべきことになる。 

なお、本件における請求金額である、避難慰謝料においては月

額 50 万円、故郷喪失慰謝料においては 1 人 2000 万円の金額は、

いずれも一部請求である。すなわち、実際にはさらに多額の損害

が生じているところを、すべての原告について、その一部として

上記金額を一律に請求している。 

よって、この点においても、それぞれの年齢や居住期間、職業な

どを問わずに、全部の原告について、一律にこれらの損害が認め

られるべきことになる。 

 

（４）再取得価格賠償の必要性 

居住用不動産及び家財の賠償については、棄損された財物の交

換価値（時価）ではなく、再取得に必要な金額の賠償がなされなけ

ればならない。これは、損害賠償制度の目的は原状回復にあると

いう、基本的な制度趣旨に基づく要求である。ところで、そこにい

う原状回復とは、「不法行為がなかったならばあるであろう状態」

の実現であるが、そのような状態の捉え方において、既に法的・規

範的評価が介在しており、そこでは「本来の権利の価値がどれほ

どのものか」を、裁判所が判断することになる（潮見：甲 A614 号

証 222～223 頁）。 

そして、ここで問われている権利の価値とは、現状の回復が求

められている「居住用不動産」や「家財」については、本件不法行

為によって侵害された権利法益である「包括的生活利益としての

平穏生活権」の重要な要素である「居住生活利益」そのものであ
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り、生活を支える基盤となる財産である。そうすると、これらの賠

償が交換価値（時価）による評価に留まり、すなわち現実には元の

状態を回復（再取得）できない金額であるならば、そのような損害

評価（算定）は、裁判所による規範的評価として、適正を欠くもの

だと言わざるを得ないことになる。 

この点については、追って第６章において詳述する。 

 

第３ 新たな経験則の構築（交通事故賠償実務との比較） 

―包括的損害把握における立証方法 

 １ 損害評価における「経験則」 

  原告らは、避難慰謝料の具体的要素や故郷喪失慰謝料の具体的要

素をあげているが（詳細は後述）、その趣旨は、避難生活や故郷喪失

に伴う典型的な要素を掲げることで、原告ら全員が、少なくとも月

額５０万円（障害者は月額７０万円）や１人２０００万円の損害を

被っているという経験則を構築する、というものである。 

交通事故損害賠償実務に例えるならば、入院生活における苦痛（入

院慰謝料）は、全員に共通する要素もあれば、個別の特殊要素もあ

るはずであるが、経験則上、苦痛の総体は、月額５０万円程度（い

わゆる赤い本の別表Ｉ）と評価されている。言い換えれば、交通事

故損害賠償における入院慰謝料では、経験則が確立しているため、

個別の要素を立証せずとも、入院の事実さえ立証すれば、月額５０

万円程度の慰謝料を認定できるのである。そして、個別な特殊事情

（増減事由）があるならば、増額を主張する側、減額を主張する側

がそれぞれ主張立証することで、月額５０万円を修正することにな

る。 

  一方、原発事故の避難生活の賠償については、経験則というべき

ものが未だ確立されていない。そのため、本訴訟では、避難生活に

伴う典型的な要素を掲げながら、各種統計資料、現場検証、専門家

意見、陳述書、原告本人尋問などの立証手段によって、避難者生活
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に伴う精神的苦痛は、少なくとも月額５０万円であるという経験則

を新たに導くことを求めている。 

故郷喪失慰謝料についても同様に、経験則というべきものが未だ

確立されていないため、典型的な要素を掲げながら、各種統計資料、

現場検証、専門家意見、陳述書、原告本人尋問などの立証手段によ

って、故郷喪失に伴う精神的苦痛は、少なくとも１人２０００万円

であるという経験則を新たに導くことを求めている。 

 

２ 包括的損害把握における経験則構築の必要性 

原告らは、本章の第１・第２において、本件における請求方式と

損害把握の在り方について詳論した。すなわち、避難慰謝料と故郷

喪失慰謝料の２つの損害項目について、それぞれの損害を包括的・

総体的に捉えたうえで、その適切な損害評価をすることが必要であ

るという主張である。 

このような包括的損害把握においても、各原告が受けた損害要素

の全般 について、個別の主張・立証を要するのだとしたら、この

ような損害把握を用いる意味はなくなる。否、それが事実上不可能

な損害であるからこそ、そうした損害把握と請求方法を用いること

を求めているのである。 

とはいえ原告らは、全世帯の原告本人尋問と陳述書等の活用によ

って、可能な限り周到な個別立証に努めてきた。すべての損害要素

について手当てすることは不可能であるが、かなりの程度、個別の

立証を実現している。 

しかし繰り返すとおり、すべての損害項目を網羅的に立証するこ

とは適 わない。では、どのようにすれば、個別の損害要素を網羅

的に主張・立証することなく、損害認定と評価が可能になるのか。

それが、ここで示している「新たな経験則の構築」である。 

すなわち、それぞれの損害項目において、その典型的な要素を、

各原告に共通するものとして抽出し、全世帯の原告本人尋問によっ
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て、それらがまさに被害者原告全てに共通して認められる損害要素

として横断的に存在しているという事実が認められるならば、その

ような実情は確立した経験則として機能する。 

未曽有の事態である本件事故による被害について、その損害評価

を適切 に実現しようとすれば、このようにして新たな経験則を構

築することが必要とならざるを得ない。原告らは、第 3 部第 4 章以

下の論証において、第４部に展開される原告世帯ごとの損害状況か

ら、多くの（おそらくはほぼ全ての）原告に共通する具体的な被害

事実を抽出することによって、この経験則の存在を論証している。 

裁判所においては、その意味するところを受け止めて、本件の被

害救済のために、適切妥当な経験則を構築する努力をしてほしい。 

 

３ 包括的損害把握において典型要素が示す意味 

念のため付言すると、ある原告について、典型要素が１つ欠けた

からといって、減額の対象となるものではない。典型要素として該

当する「数」が少ない原告であっても、その考慮要素の重大性に照

らせば、やはり月額５０万円（故郷喪失慰謝料では１人２０００万

円）に達するのである。 

また、典型要素以外の要素については主張立証しない、というこ

とではなく、典型要素以外の特殊な要素についても、慰謝料算定の

際に十分考慮されるべきである。 

以上が、避難慰謝料および故郷喪失慰謝料に関する原告らの請求

方式の趣旨である。 

 

第３章 避難慰謝料と故郷喪失慰謝料の相違 

第１ 本件における損害の捉え方と請求方式－損害項目ごとの包括的

損害把握 

第１章、第 2 章に述べたとおり、本件においては、個別の損害項

目について、それぞれの損害を包括的に把握する方法によって、損
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害の適正な評価を行うべきことを求めている。それは、公害事件や

薬害事件における「包括請求方式」において確立した「損害の包括

的な把握」による損害評価を、個別の損害項目ごとに適用し、「包括

損害」として適正な損害評価を実現することを目的としている。 

 

第２ 本件における包括的損害 

そこで、本件における２つの慰謝料について、その内容をなす被

害類型ごとに、その包括的な把握による損害の概要を示すことにす

る。 

１ 故郷喪失慰謝料 

（１）地域社会の破壊による広範な損失  

まず故郷喪失慰謝料については、そこに含まれている有形・無

形の利益は極めて多岐にわたる。その内容をなす「生活と生産の

諸条件」は、文字通り極めて広範な内容を含んでいる。そして、そ

の諸条件の１つであるコミュニティは、「地域生活利益」として包

括される様々な機能を果たしている。そして、これらの要素が相

互に、重層的・相乗的に働くことによって、地域の社会関係は機能

している。こうした有形・無形の価値を喪失することは、地域の住

民に非常に大きな損失をもたらすことになる。そして、これらを

失うことによる精神的苦痛もまた極めて多様であって、これらの

全てが相互に関連し合っている。  

 

（２）具体的な被害の態様  

その具体的内容は第４章以下において詳述することになるが、

典型的な一例を挙げるならば、そこには豊かな自然環境があり、

経済、文化（社会・政治）が形成されていた。そして、そこで営ま

れていた地域社会（コミュニティ）では、多様な生活空間の機能

（地域生活利益としての諸機能）が発揮されており、これらの諸

要素は一体となり、複合し合って人々の生活を支えていた。  
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例えば、農業用水の共同敷設・管理があり、地域の祭礼や伝統芸

能の維持と開催があり、あるいは高齢の家族を介護する上でのご

近所からの助力があり、子ども達への地域ぐるみの見守りがあり、

家庭菜園からの収穫を相互に贈答し合うことによる協同的な自給

自足があり、近所の草むしりや害虫駆除の助け合いがあり、その

他ありとあらゆる地域コミュニティの機能が、自然環境や経済・

文化などの要素に支えられて一体となって発揮されていたところ、

それら無限とも言える多様な「地域生活利益」の一切合切が消滅

した。その総体は、気が遠くなるほどの広がりを持っていた。  

また、地域において維持・発展していた生業（家業）は、その得

意先や信用、業者間の相互協力などの様々な関係性という、地域

における多種・多様な諸要素と一体をなして営まれていたが、こ

れらが丸ごと破壊された。  

あるいは、家族が協力しあって財をなし、念願のマイホームを

建築し、そこで長年にわたって家族の生活が営まれ、記憶に刻ま

れ、近隣との交友が築かれてきた懐かしい生活、地域の中におけ

る家庭生活の無限ともいえる豊かな生活が、すべて失われた。  

 

（３）「地域社会の破壊」という包括的な評価  

このような、広範かつ多様な損害の諸要素からなる有形無形の

財産的損害と精神的苦痛は、まさに包括損害であり、これらの無

数の要素を個別ばらばらに評価して積算することは、およそ不可

能である。  

また、他方でこうした様々な諸要素、生活と生産の諸条件を個

別の損害項目として分類・分断して積算することは、こうした要

素が相互に関連し、支え合い、絡まり合って機能しているという

全体象を、適切に評価することを困難にする。だから、本件におい

て生じた「故郷喪失による損害」は、包括的に把握して一体のもの

として評価されなければならない。  
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２ 避難慰謝料 

（１）避難生活による損害としての実相  

次に、避難慰謝料に関しても同様である。避難生活において、避

難先で強いられる不自由、不安、不便、心身の苦痛などの著しい日

常生活阻害は、①避難先住居での生活の限界（苦痛・不便・不自

由）、②見知らぬ土地での生活上の不安（苦痛・不安）、③被ばく

による不安・差別（不安・苦痛）、④仕事の喪失（不安）、⑤家族

の離散（苦痛・不安）、⑥さらには被害者同士の軋轢（苦痛・不安）

など、多岐にわたるとともに、その内容は無限に多様な「包括損

害」である。これらの無数の要素を全部網羅して、損害項目として

積算することなど不可能であるとともに、これらの損害は、一体

としての内容を有している。 

 

（２）被害の相互作用  

さらに、これらの被害の諸要素は、個別に生じているものでは

なく、それらが相互に作用し、関連し合って被害を発生させ、ある

いは被害を一層深刻なものにしているという実情がある。その状

況は、第 1 章、第２章において示したところであり、繰り返さな

い。 

 

２ ２つの精神的損害（包括慰謝料）を区別する必要性 

－包括請求方式の「欠点」の克服 

（１）あるがままの損害把握の必要性 

以上のように、本件における２つの精神的損害は、いずれも包

括的に捉えて評価・算定するべき性質、内容を有する。だから、包

括的損害把握という損害論によって、適切な損害評価を実現しな

ければならない。  

そして、その場合においても、異なる内容をもつ２つの精神的
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損害は、その内容ごとに別個の「損害項目」として評価されること

で、適正な賠償が実現される必要がある。既に述べたとおり、包括

請求方式においては、損害の金銭評価において適正な算定がなさ

れず、不当に低廉な損害評価がなされる傾向があった。この傾向

は、多岐にわたる損害要素を包括して評価する包括的損害把握に

おいても同様に、払拭されない懸念が否定できない。  

そこで、第１章にも指摘したとおり、個別的損害項目積算方式

のもとでも、抽象的損害計算の活用や、慰謝料算定における技術

的操作、あらたな損害項目の設定努力を行うべきことが推奨され

るところであり、そうであれば、包括的損害把握による場合も、そ

の内容に応じた「損害項目」を設定することが、損害の捉え方とし

て不可欠の技術的課題となる。現に生じている損害事実の実相を、

あるがままに読み取り、正しく評価することが必要不可欠なので

ある。  

異なる内容を持ち、別個に存在している損害項目を、区別しな

いでないまぜにして、まとめて扱うことは、それらの損害のある

がままの理解を誤らせる。その結果、金銭評価についても適正な

判断ができなくなる。損害の内容を適切に理解しなければ、その

金銭評価においても不完全な認識による作業に陥ることが必至だ

からである。  

このような理由により、避難慰謝料と故郷喪失慰謝料の２つの

損害は区別されて、別個の項目として金銭評価の対象とされなけ

ればならない。  

 

（２）原告ら自身の実感－２つの損害項目の存在 

これは、被害を受けている原告ら自身の実感でもある。原告ら

が避難先で日々感じている様々な生活阻害（避難慰謝料）は深刻

であるが、その辛さと、元の居住地域における人間関係や仕事や

日常生活における大切な価値の一切を失うことは（故郷喪失慰謝
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料）、別の種類の打撃である。  

原告らは、仮に避難先での生活がどんなに満ち足りた待遇であ

ったとしても、故郷を失ったことの損失は埋められないし、逆に

元通りの故郷が回復できるのだとしても、その間の避難生活の苦

痛がなくなる訳ではない。両者は、引き替えにはできない、別の内

容の被害だからである。  

次項には、この両者が異なる内容の損害項目であることを、様々

な視点と方向から光を当てて、明らかにすることにする。  

 

第３ それぞれの内容の相違 

第１章、第 2 章において概略を述べたとおり、避難慰謝料と故郷

喪失慰謝料は異なる損害項目であり、別の内容を有している。その

ような両者は、次のような様々な視点によって区別することができ

る。  

１ 侵害された内容の違い 

まず何よりも、被害の内容そのものの違いである。 

（１）避難先における被害  

避難慰謝料は、「避難先」における困難な避難生活＝「著しい日

常生活阻害」に対する精神的損害の賠償であり、避難先における

毎日の、日常生活が正常に営めない困難な生活が損害の内容とな

る。①避難先住居での生活の限界、②見知らぬ土地での生活上の

不安、③被ばくによる不安・差別、④仕事の喪失、⑤家族の離散、

⑥さらには被害者同士の軋轢などの要素における、心身の様々な

苦痛、不便、不自由、不安など多様なストレスと精神的苦痛が包括

的に内包されており、そこでは「平穏な日常生活」という権利利益

が包括的に侵害されている。その実態は、日々繰り返し重ねられ

る「侵害」である。  

 

（２）元の生活（地域社会）の喪失  
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これに対して、故郷喪失慰謝料における損害は、「元の生活、地

域」における有形無形の様々な価値や利益、すなわちかけがえの

ない価値を、喪失したことである。  

すなわち、故郷喪失慰謝料は、「避難前」に享受していた「元の

ふるさとの生活」、すなわち地域生活利益や居住生活利益などコミ

ュニティが果たしていた様々な機能や、自然との共存による恵み

の享受、地域の固有の文化や生活様式などが破壊され、喪失した

ことによる有形・無形の財産的損害と、精神的苦痛に対する賠償

であり、元の地域におけるさまざまな権利利益が侵害の対象であ

る。  

 

２ 被害が生じている場所 

この違いは、「被害が生じている場所」という事実にも反映し、

避難慰謝料の対象たる被害は、「避難先」である避難所や、避難先

の仮設住宅などの住居、そして移住を決断した場合には移住先の住

居において発生する。  

これに対して故郷喪失慰謝料は、まさに「故郷」である「避難元

の地域」において発生することになる。  

 

３ 被侵害利益が所在する場所 

以上の差異の反映として、両者は、被侵害利益（侵害された生活

関係）が所在する場所という事実に違いがある。避難慰謝料につい

ては、被侵害利益である平穏な日常生活を過ごす場所である避難先

の「住居」（自宅）が主要な場所であり、故郷喪失慰謝料の被侵害利

益である地域生活利益などの価値が所在していたのは、より広い「地

域」が想定される。  

この差異は、中間指針の文言にも読み取ることができる。すなわ

ち 「自宅以外での生活を長期間余儀なくされ、正常な日常生活の

維持・継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神的
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苦痛」（「日常生活阻害慰謝料」）とは、「自宅」での正常な日常生活

が、「自宅以外」（＝避難先の住居）での生活を余儀なくされること

によって損なわれ、「正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり

著しく阻害」されることを指しており、そのキーワードは「自宅」

である。これに対して故郷喪失損害は、「長年住み慣れた住居及び地

域」における侵害とされている。そこでの考察の射程は、むしろ「地

域」に広がっている。  

 

４ 被害が生じる時期   

避難慰謝料は、基本的には避難先での生活が開始され、継続して

いる間に発生する損害である。  

これに対して故郷喪失による損害は、後述するとおり、避難の開

始によって既に生じており、帰還が事実上不可能というべき段階に

至って確定する。この損害は帰還を断念することによっていっそう

明確化するものであり、移住によって避難生活が終了した後も回復

しない。さらには、帰還したあとも、地域の著しい変質・変容によ

り、故郷の喪失は事実上変わらないものと言える。  

 

５ 「自由の制約」か「人格の展開」の侵害か 

次に、潮見「福島原発賠償に関する中間指針等を踏まえた損害賠

償法理の構築」（甲 A612 号証 109 頁）は、中間指針が「避難慰謝

料」の内容として捉えている「個々の被害者の日常生活における行

動の自由」の制約とは別に、「人格の自由な展開」と「被害者が属し

ていた地域社会（コミュニティ）で行動し、そこでの生活から得ら

れる利益を享受すること」が侵害されていると指摘している。  

これは、故郷喪失慰謝料において想定されている「地域社会で得

ていた利益」の内容をなしており、潮見はこれを「人格の自由な展

開」であったと評価している。すなわち、前者の避難慰謝料が「行

動の自由」の制約を想定するのに対して、地域社会の喪失は「人格
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の展開＝発現」の侵害として捉えられているのである。  

 

６ 一方の損害しか生じない事例との比較 

避難生活を強いられる事態が生じても、故郷喪失に相当する損害

は発生 しない事例があり得る。 

典型的には水害訴訟の事案を挙げることができる。河川の堤防

の設置・管理上の瑕疵による水害では、当該地域の護岸の修復や

住宅の再建までの一定の期間、避難生活を余儀なくされることか

ら、避難慰謝料にあたる請求がなされることになる。しかし、こう

した事案においては、復旧による帰還が想定されるから、故郷喪

失損害に相当する損害は想定されない。 

このような事案が存在する以上、これらの２つの損害は、別の

ものとして観念することができることが明らかである。 

 

７ 法益侵害の態様と損害算定の違い 

避難慰謝料における侵害は、避難生活における日常生活阻害と

いう、経時的に発生する継続的・連続的な法益侵害である。したが

って、その損害の算定は、法益侵害が継続している期間に応じて、

例えば月額 50 万円といった「一定期間あたりの損害」として算定

されるのが相応しい。  

これに対して故郷喪失損害は、地域社会が破壊されたことによ

って、当該不法行為によって保護法益が確定的・一回的に侵害さ

れたものであり、基本的に、侵害された法益が回復することはな

い。したがって、その損害金額の算定においては、1 人当たり 2000

万円といった、「確定的・一回的な損害」として観念される。  

こうした、法益侵害の態様ないし形態の違いと、これに対応し

て生じる損害算定の仕方の差異は、この両者の損害が異なる内容

のものであることを示している。  
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８ 小括 

    故郷喪失慰謝料と避難慰謝料の内容には、これだけの多様な視

点と方向において、損害項目としての違いが存在するのであり、

両者が別個の損害として評価されるべきことは明らかである。 

 

第４ 両者が共通しそうな場面 

１ 区別が可能であること－実際には別の損害であること 

以上のとおり、両者には区別されるべき内容の違いがあるが、

いずれも避難行動から発生する事態である以上、場面によっては

共通性が指摘されるなど、両者の区別がしにくい場面も生じう

る。しかし、下記のとおり、実際にはそうした場面においても、

両者は区別されている。 

 （１）「職業の喪失」 

例えば、「職業の喪失」という事態は、双方の損害項目にお

いて位置 づけられる。 

すなわち故郷喪失慰謝料においては、職業の喪失は「地域に

おいて積み重ねてきた事業等の活動の途絶」という意味で、そ

の要素となる。 

他方で、失業という事態は、避難先において新たな職業を得

ることができないまま無為に過ごす毎日を強いられることを意

味している。そうした境遇は、展望の見えない不安感や、日常

生活の空虚さという精神的苦痛を与えるという点において、避

難慰謝料の要素となる。 

このように、職業の喪失という要素は、２つの異なる被害と

して評価されるべき内容を持つ。そのことは、故郷で築き上げ

た事業が水泡に帰したことによる精神的な打撃は、仮に避難先

で就職先を得ても回復しないこと、すなわち故郷喪失損害の要

素としては残存するという点からも明らかである。 
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  （２）「家族の離散」 

次に「家族の離散」という事態も、両方の損害項目に現れ

る。 

まず避難慰謝料としては、避難先の住環境の狭小さや、放射

線被ばくへの不安感の違いから、避難先において、それまで同

居していた親子世帯が分離し、離れて生活せざるを得ないこと

に関わる。そうした避難先での制約による日々の寂しさや哀し

み、あるいは日常生活の支障は、展望のなさによる不安や不自

由、苦痛という意味で、避難慰謝料の要素となる。 

他方で、故郷喪失慰謝料においては、故郷の地域に根ざした

生活の中で、長期間にわたって築いてきた家族一緒の団らん

や、様々な家族の歴史を重ねた懐かしい自宅での生活を失った

という点において、故郷喪失の要素になる。 

このような故郷喪失としての精神的苦痛は、長期継承性のあ

る自宅での歴史と生活に対する喪失感がもたらすものであるか

ら、取り返しがつかないものであり、仮に避難先で元の家族と

の同居が実現しても、回復するものではない。この点にも、両

者が異なる損害項目に属することが伺える。 

 

２ 両者の区別が必要であること 

以上のように、一見すると１つの事態が２つの損害項目に該当し

て、共通しているかのように見えても、実際には、その損害として

の意味はそれぞれ異なっている。すなわち、実際には異なる２つの

損害が発生しているのである以上、それぞれを異なる損害項目とし

て評価し、賠償することが必要であるし、それで何ら支障はないの

である。  

なお、念のために指摘するならば、仮に１つの事態が２つの損害

項目に共通して該当するような場面が存在したとしても、故郷喪失

慰謝料と避難慰謝料という２つの損害が区別できることに違いはな
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い。広範かつ多様な損害が発生する中に、そうした二重性・共通性

を認めるべき場面がもしあったとしても、局面によってはそうした

場合があり得るだけであり、そのような前提で損害評価をすれば足

りることである。共通する部分があるから、２つの損害を区別でき

ないということにはならないことに注意すべきである。 

 

第５ ２つの慰謝料を一つのものとして扱う考え方 

１ それぞれの要素を総合して考慮する評価方法 

上記のとおり、避難慰謝料と故郷喪失慰謝料は、異なる損害項目

として、別異の内容を持つ。  

それぞれの損害要素として、前者の内容としては①避難先住居で

の生活の限界、②見知らぬ土地での生活上の不安、③被ばくによる

不安・差別（不安・苦痛）、④仕事の喪失、⑤家族の離散、⑥被害者

同士の軋轢などの要素がある。 

後者の内容としては、「地域生活利益」と呼ぶべき様々な無形の

利益や、固有の文化、自然の破壊・喪失などの要素が認められるこ

とも、既に述べたとおりである。 

しかし、以上のような、それぞれの要素があることを認めながら

も、これらの全ての要素をまとめて、１つの損害項目の中で、合わ

せて慰謝料を認定するという損害論、評価方法も、不可能とはいえ

ないであろう。損害の意義の捉え方、評価の方法、あるいは請求方

法などの損害論は、唯一の方法論や体系が法定されているのではな

く、様々な損害論が提唱され、実務においても様々な方法が採用さ

れているからである。 

 

２ 損害評価方法としての当否 

しかし問題は、理論上の可否ではなく、その当否であり、本件に

おける損害評価の方法として、被害の適切な救済のためにどちらが

適切・妥当であるかの検討というべき課題であろう。この課題は、
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原状回復による「被害救済」という本件訴訟の目的に照らして、極

めて重要・重大なテーマである。大規模な公害事件における「被害

救済」という課題の実現は、司法判断における最大の使命であるこ

とを、改めて確認する必要がある。 

本件では、前例のない事故（不法行為）によって、多様で甚大で

大量の損害が生じている。その内容においては、前例のない多様な

要素の損害が生じていること、そして多くの被害者に共通する要素

が数多くみられることが、これまでに尽くされた原告本人尋問や証

人尋問、検証によって既に明らかになっている。 

かかる困難な事案におけるこれらの損害要素について、どのよう

にすれば妥当な損害把握が可能であるか、また如何なる金額を算定

することが妥当なのかどうかが、真剣に検討される必要がある。 

以下、この点について、原陪審の見解（中間指針と各追補）を検

討することを通じて、この課題について明らかにしたい。 

 

第６ 原賠審の見解 

１ 中間指針の段階  

（１）避難慰謝料    

中間指針（平成 23 年 8 月 5 日）の「６ 精神的損害」は、「避

難等対象者」については、「自宅以外での生活を長期間余儀なくさ

れ、正常な日常生活の維持・継続が長期間にわたり著しく阻害さ

れたために生じた精神的苦痛」（「指針」Ⅰ①）として、事故発生か

ら６ヶ月間（第１期）における基本的な金額を、さしあたり「1 人

月額 10 万円」（「指針」Ⅲ①）とした。  

この「日常生活の著しい阻害（日常生活阻害慰謝料）」が、本件

において請求する避難慰謝料に相当するものである。  

 

（２）「見通し不安」慰謝料 

さらに中間指針は「備考」として、指針Ⅲ①②に掲げた上記の避
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難慰謝料の各金額の説明を加えており、第１期の要素の１つとし

て「帰宅の見通しもつかない不安を感じる」ことを挙げ（Ⅲ①）、

これに続く第２期についても「いつ自宅に戻れるか判らないとい

う不安な状態が続くことによる精神的苦痛」（Ⅲ②）を挙げている。

このように「見通し不安」による慰謝料は、自宅以外での生活を余

儀なくされることによる精神的苦痛に含まれる要素である。  

ちなみに、上記の第 2 期に関する指針（Ⅲ②）が、第 1 期の月

額 10 万円から５万円を減額して月額 5 万円としたことに対して

強い批判がなされたため、被告は自主的にこの減額を撤回して、

引き続き月額 10 万円の避難慰謝料を支払った。これを原子力損害

紛争解決センターが追認する形で、2012（平成 24）年 2 月 14 日、

避難生活の長期化に伴う見通し不安の増大に伴う慰謝料の目安と

して、これを月額 5 万円とする判断を示した。  

ここでも、「見通し不安」という精神的苦痛は、避難慰謝料の一

部として位置づけられているのであり、その後の原賠審での審議

や指針は、いずれも避難慰謝料は第 2 期以降も月額 10 万円である

ことを前提としている。  

 

 （３）中間指針には故郷喪失に関する指針がないこと 

   他方で中間指針は、それ以外に、「地域社会の喪失」や「帰還が

不能となった場合」の損害を挙げていない。これは事故発生から

僅か５ヶ月足らずの時期に公表された中間指針においては、避難

指示がどの程度長期化するかどうかの見通しがついておらず、将

来において帰還が困難ないし不可能になるという段階の損害賠償

までは、指針の対象になっていなかった（想定しなかった）もの

に過ぎないであろう。  

 

２ 第２次追補（避難慰謝料の一括払い） 

次に、第 2 次追補（平成 24 年 3 月 16 日）では、指針として、避
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難指示区域が再編される同年３月末を目処に、再編後の居住制限区

域について概ね２年分をまとめて 1 人 240 万円の一括請求を認め、

帰還困難区域については 1 人 600 万円の一括請求を認めた。  

この支払いの内容について第 2 次追補は、備考として「避難の長

期化に伴う『いつ自宅に戻れるか判らないという不安な状態が続く

ことによる精神的苦痛』の増大等を考慮した。」と述べ、これを「見

通し不安」損害の増大によるものであることを示した。他方でこの

段階では、やはり、地域社会の喪失や帰還が不能となった場合の損

害は挙げられていない。すなわち、この一括支払いは、中間指針が

認めた「自宅以外での生活を余儀なくされることによる精神的苦痛」

（＝避難慰謝料）の延長部分であって、帰還の断念や故郷の喪失に

対する賠償を含んでいない。  

 

３ 第四次追補 

（１）第四次追補による「帰還不能」の損害賠償 

    第四次追補（平成 25 年 12 月 26 日）は、第３期の精神的損害

として、「帰還困難区域（略）については、第二次追補で帰還困難

区域について示した一人６００万円に一人１０００万円を加算」

するとした。なお、上記の第二次追補で一括支払いした６００万

円のうちの将来分（未到来分）を控除するため、具体的な金額は

７００万円とされた（指針Ⅰ①）。  

    この賠償の内容について、同追補は「備考」として、「避難指示

が事故後６年を超えて長期化することが見込まれる」ので、「最終

的に帰還するか否かを問わず、『長年住み慣れた住居及び地域が

見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生

活の断念を余儀なくされた精神的苦痛等』を一括して賠償するこ

ととした。」と説明している。すなわち「帰還不能」による精神的

苦痛等に対する賠償を意味するから、これは地域での生活を失っ

たことによる「故郷喪失慰謝料」に相当する。  
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    なお、審議の途中である第 36 回審議会で大塚委員から修正す

るべきことが指摘された、「地域における生活の断念を見通しの

つかない長期間にわたって余儀なくされた」という矛盾を含んだ

不明確な表現は、上記の「地域が見通しのつかない長期間にわた

って帰還不能となり」という文章に改められた。すなわち、ここ

での賠償の対象は、「帰還不能」による精神的損害であって、見通

し不安ではないことが明確化された。  

 

（２）「一括払い」の内容ー避難慰謝料との違いの不明確さ  

ところが、このような内容であるはずの、第四次追補における

支払い金額の算定方法は、避難慰謝料として支払われてきた賠

償（毎月１０万円）の、将来分の「一括」支払いとされた。そう

すると、これを避難慰謝料の支払いと別の賠償とは言えないの

ではないかが問題となる。  

避難慰謝料の支払い（毎月１０万円）の将来分について、一定

の期間分を「一括払い」することが、避難慰謝料とは異なる故郷

喪失損害の賠償になるのだというのであれば、その根拠が示さ

れなければならない。しかし、原陪審はこの点の根拠を示さない

まま現在に至っている。  

この経緯について補充するならば、第四次追補による帰還不

能損害（故郷喪失慰謝料）の支払いは、第３５回審査会（2013

年（平成 25 年）10 月 1 日）において課題にされた「３ 避難指

示の長期化に伴う賠償の考え方について」に始まる審議の結論

である。この審議の過程においては、大塚委員と能見会長から、

「見通し不安損害」を含めた「日常生活阻害慰謝料」と、避難の

長期化による「ふるさとの喪失」による損害は別のものであると

いう認識が示されている（第 35 回議事録 26 頁）。  

そして、引き続き第３６回審議会においても大塚委員から同

趣旨の発言がなされたが、ここで能見会長から「どの程度違うの
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かというぎりぎりした議論は・・・しにくい」ので、「大塚委員

が言われたようなことも考慮しながら、全体の総額・・・を考え

ればいい」という発言によってそれ以上の検討は回避されて、第

四次追補の公表に至った。このような経過から、能見会長の上記

発言が審議会の結論となったのである（第 36 回議事録 22 頁）。 

 

４ 両者の関係 

（１）原陪審の見解の整理 

   ア 以上により、原賠審の見解は、以下のように整理できる。  

① 避難慰謝料とは別に、帰還不能による故郷喪失慰謝料を支

払う必要がある。  

② 両者の関係についての明確な説明が回避され、「両者の内容

に違いがあることを考慮して賠償の総額を検討する」ものと

された。  

③ その支払いの内容は、結局、避難慰謝料の支払い（毎月１０

万円）の将来分（700 万円）の一括払いであった。  

イ そうだとすると、まず原陪審は、避難先での生活阻害慰謝料

のほかに、避難指示の長期化を踏まえて、「帰還不能による精神

的苦痛等」（＝地域での生活を失ったことによる「故郷喪失慰謝

料」）の賠償が必要であると認めたものである。  

ところが、その損害算定の方法としては「毎月 10 万円の損害」

の一定期間分の一括払い（700 万円）とした。この継続的な支払

い算定による「総額」の内容に、上記の２つの性質の損害が含ま

れていることになる。  

ウ 故郷の喪失について、継続的な「毎月 10 万円の損害」の一定

期間分を支払うという算定方法を採用した理由は不明であるが、

その当否が問われることになる。そして、このような継続性（連

続性）のある算定方法をとったことは、２つの要素の存在を認

めながらも、これらを別々に評価せず、両者を包含するような
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賠償（損害算定）を想定したことを意味しており、そのような損

害算定をした合理的な理由が問われることになる。  

 

（２）批判的検討 

ア 中間指針では、まだ帰還断念の事態を想定せず、「日常生活阻

害」を内容とする「避難生活による精神的損害」を計上して、こ

れを金銭に算定して月額１０万円とした。その後、避難指示が

長期化したことから、新たに帰還不能を内容とする精神的損害

を想定した。  

そうだとすると、このように異なる内容の損害を想定するの

なら、それは従前の月額 10 万円とは別の金額（損害算定）にな

るはずである。  

イ この点について、当初は避難慰謝料であった月額 10 万円の支

払いについて、途中からその対象（内容）が変わったものと説明

するのかもしれない。しかし、一括支払いのあとも帰還困難区

域の避難生活は継続していて、現に避難先での日常生活阻害は

続いている。それなのに、途中からは故郷喪失慰謝料だという

のであれば、それまでの避難慰謝料の支払いは打ち切ったこと

になる。しかし、原陪審はそのような説明はしていないし、打ち

切ることの根拠が説明できない。少なくとも、第 2 次追補で支

払われた一括払い金（その対象期間）をもって、避難による日常

生活阻害のすべてをカバーする賠償として十分だとする根拠は

ない。  

ウ 避難慰謝料の支払いを特定の時期をもって打ち切ったのでは

なく、当初の「月額１０万円」が時間の経過によって逓減してい

くのだというのであれば、そのような説明が必要だが、その説

明もなされていない。  

エ あとは、長期間に及ぶ一括払いだから、それまでに支払われ

た慰謝料と合わせた総額として、両方の損害をカバーするのだ
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という説明しか残らない。  

しかし、中間指針以来、避難に伴う精神的苦痛に対する慰謝料

が、月額 10 万円と評価されてきたことは動かしようのない事実

である。  

そして、避難の開始からすでに 6 年半が経過した今、この金

額が、今後も続く避難慰謝料と故郷喪失損害の双方を含む賠償

として正当だという理由は全く示されていない。また、到底それ

で十分だとは言えない。  

オ 加えて、故郷喪失という損害の算定を、期間に応じた一定期

間分の損害として算定することは適切とはいえない。上記（第

３・７項）に指摘したとおり、むしろ帰還不能による故郷の喪失

という損害は、「確定的・一回的」に侵害されたものであるから、

その損害額が「一定期間あたりの損害」として算定されること

は、侵害態様に適合しないのである。  

 

５ 小括―２つの慰謝料を一つのものとして扱う評価方法の当否  

（１）第四次追補による支払いの意味－避難慰謝料の前払いであるこ

と  

以上の評価・検討によれば、第四次追補によって支払われた賠

償は、帰還不能による故郷喪失に対する賠償とは評価できず、避

難慰謝料の前払いと評価するしかないと解される。  

この点については、研究者の評価もほぼ一致している。  

ア 淡路剛久「『包括的生活利益』の侵害と損害」（「原発事故賠償

の研究」26 頁）は、「第二次追補では・・・『帰還困難区域』に

ついては、第 3 期の慰謝料として一人 600 万円の精神的損害の

賠償が認められていたが、それらは避難慰謝料の前払いと解さ

れよう。それと第四次追補の一括賠償 1000 万円とが、期間経過

前部分については額の調整がされているのだから、この賠償は

やはり避難慰謝料の前払いとしての性質をもつと解されるので
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はないかと思われる。」と指摘する。さらに同書は、「それに加え

て、この精神的損害には・・・個々の地域生活利益を失ったこと

が考慮されていない。」と指摘している。  

イ 除本理史「避難者の『ふるさとの喪失』は償われているか」

（「原発事故賠償の研究」208 頁）は、「今回の 1000 万円の扱い

をみると、現行慰謝料（引用者注：避難慰謝料）と基本的に同質

のものと考えるのが自然である。第二次追補で示された 600 万

円のうち将来分（2014 年 3 月以 降に相当する部分）を控除す

るというのだから、両者は足し引き可能な同質のものでなくて

はならない。また、帰還困難区域以外では、慰謝料は引き続き月

額 10 万円なのだが、それが積み重なって『故郷喪失慰謝料』と

ほぼ同額になると、慰謝料が頭打ちになると定められているこ

とからも、そのように考えられる。」と述べている。さらに「前

述した避難者の精神的苦痛の重層性、継続性を想起すれば、本

来『ふるさと喪失』の慰謝料は、別途加算されるべきであろう。」

と指摘する。  

   ウ 吉村良一「避難者に対する慰謝料」（「原発事故賠償の研究」

135 頁）もまた、「原陪審は第四次追補を定める際に、『長年住

み慣れた住居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって

帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくされた精神的

苦痛等』を一括賠償するものとして一括払いでの慰謝料の上乗

せを決めた。しかし、これは、実態としては、帰還が困難と考

えられる地域の避難者に対する避難慰謝料の一括払いであり、

『ふるさとを失った』ことによる精神的損害に対する賠償では

ない。」と述べている。  

 

（２）２つの慰謝料を包括的に評価することの困難性・問題点 

  原陪審の見解に対する、これらの評価や批判的検討、さらに

研究者の評価を総合すれば、以下のように総括しうるであろう。 
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   ア 指針の「積極的価値」―異なる損害項目を提示したこと  

 第一に、原陪審が避難者に生じている損害について、避難慰謝

料と故郷喪失慰謝料という 2 種類の異なる内容の精神的損害等

を認めたことは、損害の捉え方として、極めて適切であった。  

原陪審が、そこに避難慰謝料とは別の、故郷喪失慰謝料という

異なる内容の精神的損害が認められることを明言したことは紛

れもない事実であり、そのような被害実態があるからこそ、提示

されたのである。この指針の価値は、この点にこそ見いだせる。  

 

   イ 指針の混乱と不完全 

第二に、不合理な算定である。損害額の算定において、両者を

区別しないで月額 10 万円の避難慰謝料を通算した一括払いの算

定をしたことにより、原陪審自身が認めたはずの故郷喪失慰謝

料を、損害として適正に金銭化できないことになり、その分が欠

落してしまった。これは損害の算定評価として、致命的に重大な

欠陥である。上記のとおり、この算定の不合理性は説明のつかな

い「混乱」というほかなく、したがって不完全な指針であるとい

わなければならない。  

  原賠審がそのような不完全・不充分な損害評価に陥ってしま

ったのは、原陪審が故郷喪失慰謝料と避難慰謝料の 2 種類の損

害の内容を比較検討することを放棄し、これを解明しなかった

ことに起因するものと考えざるを得ない。２つの損害項目を区

別して検討・評価しなかったことが、そうした不十分さをもた

らしたものというべきである。  

 

（３）個別の損害項目として評価すべきであること 

 そうだとすると、やはり故郷喪失慰謝料と避難慰謝料は、異な

る損害項目として評価されるべきである。これらの損害要素を適

正に把握し、評価するには、これらをまとめて取り扱うことには
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事実認定上の困難が伴い、適正な損害把握と金銭評価を誤る危険

が大きいのである。  

 

（４）千葉地裁判決の判示 

千葉地方裁判所は、本年９月２２日、本件とほぼ同じ請求内容

である同地方裁判所平成２５年（ワ）第５１５号外事件について、

判決を言い渡した（以下、千葉地裁判決」という。）。 

同判決は、その原告らが「避難慰謝料」とは別に、「故郷喪失慰

謝料」の支払いを請求したのに対して、次のように判示して、これ

を認容した。 

「本件事故により生じる精神的苦痛に係る損害のうち、避難

生活に伴う慰謝料では填補しきれないものについては、ふる

さと喪失慰謝料と呼称するかどうかはともかく、本件事故と

因果関係のある精神的損害として、賠償の対象となるという

べきである。」（千葉地裁判決 192 頁） 

 

「中間指針第四次追補は、・・・帰還困難区域に居住してい

た住民は、『長年住み慣れた住居及び地域が見通しのつかな

い長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念の

余儀なくされた精神的苦痛等』を賠償の対象とすることとし

た。ここでは、従前暮らしていた生活の本拠や、事故の人格

を形成、発展させていく地域コミュニティ等の生活基盤を喪

失したことによる精神的苦痛という要素が大きく、これらに

係る損害は必ずしも避難生活に伴う慰謝料では填補しきれ

ないものであると言える。」（千葉地裁判決 191 頁） 

 

「また、避難指示解除準備区域については、一応将来の避難

指示解除が見込まれる地域とされていたものの、その具体的

な期間は不明であり、居住制限区域についても、避難指示解
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除までの期間はある程度長期化されることが見込まれてい

た。現時点では避難指示が解除されたり、解除の見込みが立

っている地域もあるが、やはり相当期間にわたり長年住み慣

れた住居及び地域における生活の断念を余儀なくされた面

があり、このことによる精神的苦痛も生じたと考えられる。」

（千葉地裁判決 191 頁） 

 

このように千葉地裁判決は、明確に避難慰謝料と故郷喪失慰謝

料を損害項目として区別したうえ、それぞれの損害額を算定した。 

しかも同判決は、第四次追補の指針にも論及したうえで、同指

針のように避難慰謝料の将来分を一括して先払いするという算定

方法を採用することなく、原告ごとに「故郷喪失慰謝料」という損

害項目についての損害額を算定して判示している（例えば同判決

２０６～２０７頁）。これは本件訴訟において原告らが想定し、請

求している損害の理解と、一致したものと評価できる。 

なお、併せて指摘するならば、千葉地裁判決は、既に避難指示が

解除された避難指示解除準備区域等の原告に関しても、「やはり相

当期間にわたり長年住み慣れた住居及び地域における生活の断念

を余儀なくされた面があり、このことによる精神的苦痛も生じた

と考えられる。」と判示していることが特筆される（千葉地裁判決

191 頁）。すなわち、「帰還不可能」という事態は、政府による避難

指示の期間等によって決まるものではなく、社会通念上帰還でき

るかどうかによって判断されるのであり、避難を強いられた住民

にとって、帰還が不可能であれば、それは「故郷喪失」を意味する

のである。 

以上のとおり、千葉地裁判決が判示するところからしても、第

四次追補の損害評価は適切なものとは言えないことが、一層明ら

かである。 
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（５）裁判実務における状況 

―損害項目の差異による金銭評価の適正化 

このように、１つの事故・紛争によって複数の精神的損害が発

生し、１つの訴訟において複数の慰謝料（損害項目）が請求される

事例は、実務上珍しくない。例えば交通事故事件において、被害者

が受傷による入院生活を送った末に死亡した場合、入通院慰謝料

と死亡慰謝料という２つの精神的損害に関する請求がなされ、こ

れらの金額は別個に算定される。また、入通院慰謝料と後遺症慰

謝料という２つの精神的損害が発生するケースも通例のことであ

る。  

あるいは、離婚事件において、離婚にともなう精神的苦痛（いわ

ゆる離婚慰謝料）と、離婚の原因事実の１つである暴力（傷害）や

虐待行為を理由とする慰謝料請求が、１つの訴訟において別個に

請求されることも多い。裁判実務上、これらについては多くの事

案において、別異の損害項目として主張・立証されて、これら対し

て別個に慰謝料の金額が算定された上で、その合計金額の支払い

が命じられている。  

こうした取り扱いは、当該事故・紛争における損害事実を適切

に把握・評価して、そこに生じている損害について金額算定する

にあたって、その金額を適正な水準にすること、正当な水準に引

き上げることを目的としている。１個の事故・紛争によって複数

の別異の損害が生じている以上は、それらを適正に評価するため

には、その事態をあるがままに把握して、それぞれの損害評価を

しなければならないのであって、そうでなければ被害の適正な回

復は実現しないからである。  

なお、そうした場合において、損害の要素の一部が重複して評

価されるという事態も生じうるであろう。しかしその場合も、そ

うした要素があることを含んで算定評価すれば足りるのであり、

実務上支障なく処理されている。  
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本件においても同様であり、本件事故によって避難を強いられ

ている被害者（原告ら）には、平穏な日常生活を阻害されることに

よる精神的苦痛という損害（避難慰謝料）と、元の居住地域で享受

していた地域生活利益を失うという無形の損害を被るとともに、

そのことによって深い喪失感（精神的苦痛）を感じるという精神

的損害（故郷喪失慰謝料）という、２つの損害が発生したのであ

る。これらは別途、それぞれの損害項目として、その内容に応じ

た、適正な慰謝料額が算定評価され、賠償されなければならない。  

 

６ 補追―原陪審の意図 

（１）不合理な指針  

第四次追補が帰還不能による損害を、避難慰謝料の将来分を一

括払いすることで支払うという内容の指針を定めた趣旨について、

上記のとおり原陪審は何も説明していない。この点にかかわって、

審議会で大塚委員から問題提起の発言があった、２つの慰謝料の

性質の違いについての議論は、能見会長の発言によって封じられ

たまま終わっている（第３６回審議会議事録）。 

しかし、前項において指摘したとおり、この指針の内容は矛盾

しており、不合理なものと言わざるを得ない。避難慰謝料とは別

に帰還不能による故郷喪失慰謝料を支払うのであれば、その算定

においても避難慰謝料とは別に固有の金額を計上しなければ、支

払うことにならない（さもなくば、避難慰謝料の方が打ち切られ

る理由が示される必要があるが、何ら示されていないことも指摘

したとおりである。）。 

いやしくも政府の原陪審が、賠償するべき新たな損害項目とし

て認めて公表した以上、それは支払われるべき損害であると政府

が公認したのであるから、これを履行されないままにすることは、

極めて不正常な事態というべきである。 
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（２）この指針が果たす不当な役割  

上記のような不合理性から、この指針は２つの不当な役割を果

たすことになる。 

  ア 賠償額の抑制 

第 1 に、このような指針は結局、賠償額を不当に低額に抑える

役割を果たすことである。本来は別の損害ないし損害項目に該当

する損害を（しかも追加的に）認めながら、これを実際には算定し

ないのだから、必然的な結果である。 

 

  イ 帰還政策への追従 

第２に、何よりも問題なのは、この指針は政府の「帰還政策」（帰

還を実質的に強要する避難政策）に追従し、後押しするものとな

ることである。 

周知のとおり政府は、年間予想被ばく量２０ミリシーベルトで

線引きして、これに満たないと想定される地域について、避難指

示の解除を急ぎ、帰還を促す政策をとっている。それは、多くの避

難区域からの避難者が、まだ帰還したくない、あるいは決断でき

ないという意向を示しているのに、居住制限区域と避難指示解除

準備区域を一括して解除し、さらにはその 1 年後には住宅補助を

一方的に打ち切るという対応をしていることにも読み取れる。「帰

還教養政策」と批判される所以でもある。 

このようにして、避難者を元の地域に帰還させるよう促すため

には、「故郷喪失慰謝料」などという損害を賠償することは、まさ

に逆効果を生じるだろう。したがって、帰還できない（しない）こ

とによる損害の拡大については賠償しないという指針は、この「帰

還政策」を裏付け、後押しすることになる。 

こうした原陪審の意図は、そもそもこの帰還不能による損害賠

償の対象を、さらに空間放射線量が高い（したがって、帰還が今後

も長期的に不可能な）帰還困難区域に限定していることにも表れ
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ている。そのうえで、帰還不能による損害という損害項目を認定

しながら賠償金額の加算をしないというのであれば、「帰還を断念

する」という選択を認めない（保護しない）という政策であると言

わざるを得ない。多くの避難者は、故郷を奪われたまま放置され

るのである。 

 

（３）指針の不当性と司法の役割  

避難者の多くは、上記の指針の意図は、賠償の基準が政府の「帰

還政策」に適合するように、歪められたものではないかという不

信を抱いている。もしそうだとすれば、指針は道義的にも問題が

あると言わざるを得ない。 

しかし原告らは、だからこそ、裁判所による救済に望みをかけ、

司法機関による公正かつ理性的な判断を期待し、信じている。裁

判所は、公正かつ合理的な判断を示すことによって、原告らの信

頼に応えなければならない。 

 

第４章 避難慰謝料 

第１ 避難慰謝料の被害実態（考慮要素） 

   原告らは、避難生活に伴う精神的苦痛の典型的な要素として、①

避難先住居での生活の限界（物理的な不便さ）、②見知らぬ土地での

不安、③先の見えない不安、④被ばくによる不安や差別、⑤仕事や

生きがいの喪失、⑥家族の離散、⑦被害者同士等の軋轢、⑧避難生

活中の身体状態の悪化、⑨避難生活中の精神状態の悪化、をあげて

いる（準備書面（９４）２頁等）。 

 

１ ①避難先住居での生活の限界（物理的な不便さ） 

（１）避難直後の混乱期 

 本件原発事故発生によって、原告らは、着の身着のままで、突然

避難することを強いられた。避難開始直後の混乱期（平成２３年
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３月中旬から４月ころ）、ほとんどの原告は、福島県内あるいは関

東地域の自治体が用意した体育館などの公共施設で避難生活を送

ることになった。 

 このときの不便さやストレスについて、原告らは、次のように

述べている。 

「寒い体育館は、仕切りもなく、大勢が段ボールを敷いた床の

上で暮らしていました。４月まだ寒く、劣悪な環境でした。布団も

なく、毛布だけで休むのですが、背中や肩が痛くて眠れません…

…何よりも辛かったのは、食事のひどさでした。」（甲Ｃ７－３・４

頁）、 

「（さいたまスーパーアリーナ）大勢の避難者でごった返してお

り、冷たい床に毛布一枚しか与えられず、あたかもスラム街のよ

うな状況でした。」（甲Ｃ９－５・３頁） 

「（リステル猪苗代）私たちがあてがわれた部屋は築３０年以上

の建物の山側を向いた２階の部屋で、日差しも入りません。暖房

も、部屋ごとには調節できず暑くなりすぎます。部屋や廊下には

カビのにおいが充満し、部屋は窓が十分に開かず、換気もできま

せん。老朽化のため、とても快適とはいえないところでした。」（甲

Ｃ１４－１・６頁） 

「（旧騎西高校）私達家族には、居住スペースとして剣道場の一

角が割り当てられたのですが、その剣道場はいくつかの家族が共

同して使い、各家族のスペースごとの仕切りもありませんでした

から、プライバシーはありませんでした。」（甲Ｃ２８－１・１０

頁） 

「小さな図書館の中で多くの人が雑魚寝をし、プライバシーは

ありません。食事は１日２食、１食につき、おにぎりひとつだけ。

飲み物は水道水でした。」（甲Ｃ５６－１・５頁） 

「食べる物はなく、体育館で段ボールを床に直に敷いて、そこ

で寝ました。みぞれが降る寒い天気でした。ストーブの脇の場所
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でしたが、それでも寒く、後で述べる妻の膀胱炎は、この時の寒さ

が原因ではないかと思われます。」（甲Ｃ７８－１・５頁） 

「実際住んでみると１つの部屋に１家族が入るというのはこれ

ほど大変なのか。それは、前双葉にいるときも１つの部屋に住ん

でいましたけど、私たち夫婦とやっぱり妻の母とは生活スタイル

が違うんです。……そういう生活スタイルが違う家族が１つの部

屋に住むというのは、それも下手すれば２４時間一緒のところに

いるということになりますから、大変きついものがありました。」

（原告４６番本人調書１４～１５頁） 

「避難所は、大変多くの避難の人が来ておりまして無秩序です。

それから、混乱、乱雑などと大変なことで、大変私にはストレスが

感じられました。……その決めたルールは全て破られて、酒を飲

む人、多くの人がいる中でたばこを吸ったり、夜いなくなる人な

ど本当にルール破りの人がいっぱいいて、見るにたえないことも

ありました。」（原告３５番本人調書１４～１５頁） 

  また、自治体の体育館等ではなく、親戚宅に避難した原告らも、

決して落ち着く環境に居たわけではなく、以下のように、不便さ

とストレスを感じていた。 

「親戚とはいえ、遠慮な気遣いが大きく、精神的な負担と心労

は大きかったです。私だけではなく、他の３家族１４人も滞在し

ていました。それまで家族だけで平穏に生活していたとこに、突

然大勢が入り込んで寝泊まりし、食事の面倒までかけるのです。

誰しも、これ以上迷惑を掛けたくないとく意識が強く、短期間な

らばともかく、長期に及んでくると、私としては心理的にこれ以

上は無理というところまで至りました。」（甲Ｃ３－３・２頁） 

「いわき市内の二女宅には１週間ほど滞在しましたが、３人の

世帯に突然５人が加わり、二女たちには大変な負担を掛けました。

いくら親子・姉妹とはいえ、日夜同じところで過ごすのであり、そ

のストレスは大きなものです。」（甲Ｃ７－３・３頁） 
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「（実家に避難した際のストレス）母は楽天的だったので、もう

少し私たちの苦労を分かってほしいという気持ちがあったんです

が、例えば２階で私たちの部屋のもう一部屋に母が寝ていたんで

すが、１階に移ってほしいとか、実の親子でも遠慮して言えなか

ったんですけれども、でも実の親子だから分かってほしいとか、

言いたいけれど言えないという、そういうストレスもすごくあり

ました。」（原告７９番本人調書９頁） 

  さらに、「これだけの短期間に、６回も移転し、心身ともに疲れ

果てました」（甲Ｃ４３－１・２頁）と述べるように、原告らの多

くは、複数回の移転を余儀なくされ、肉体的、精神的なストレス

を被った。これを裏付けるデータとして、 福島県民を対象とし

た内閣府の調査によると、平成２３年３月１１日から同年４月３

０日までの間の平均移転回数は３．３６か所、平成２３年５月か

ら平成２６年２月までの平均移転回数は２．２９か所とされてい

る（甲Ａ５４６）。 

 

（２）仮設住宅 

 体育館や親戚宅での一時的な避難の後、原告らは、仮設住宅や

借上げ住宅に避難することになった。ところが、仮設住宅は、正に

「仮設」の住宅であって、本件原発事故前の住環境とは程遠く、原

告らは、以下のとおり、狭さ、暑さや寒さ、湿気、カビ発生、害虫

発生、生活音、プライバシー欠如など、不便さとストレスに悩まさ

れている。 

「仮設住宅は、まさに仮設であり、壁も薄いですし、断熱効果も

ひどく乏しいつくりになっています。先に述べたように、室内は

狭いですし、寒暖差が激しいです。……双葉町から運び込んだ荷

物に埋まれ、息詰まるような狭い空間で、エアコンをフル回転し

なければ過ごせないような状況で過ごすことは、本当につらいこ

とです。」（甲Ｃ９－５・５頁） 



49 

 

「仮設住宅は湿気が酷い、隣の部屋の生活音が聞こえる、夏は

暑く冬は冷える、ホコリやカビが発生する等、生活環境が極めて

悪いことが分かってきました。」（甲Ｃ３２－１・６頁） 

「避難生活が長くなってくると、それに伴い衣類や家財道具が

多くなってきますが、仮設住宅の中は収納スペースが少ないため、

収納できない衣類や家財道具が部屋の中の出しっぱなしになって

います。また、誰かが遊びに来ても、この部屋のスペースでは止め

ることはできません。」（甲４０－１・１０頁） 

「楢葉町の自宅は夫婦二人で住むのに広すぎるほどで、私も妻

も自分の部屋を持ち、生活時間がずれても互いに迷惑をかけない

ようにすることができました。（仮設住宅では）私は夜９時ころに

寝るのですが妻は夜１２時ころまで起きており、二間の居住空間

では夫婦といえどもお互いにとても気を使い、休まりません。」（甲

Ｃ４３－１・７頁） 

「ほこりがひどく、３日くらいで空気清浄機のフィルターにご

みがべったりとついてしまいます。また、虫が室内に発生するこ

とが多く、ダンゴ虫、ナメクジなどの虫がしばしば室内にいて、不

快です。駐車スペースも狭く、そのために本来停めてはいけない

ところにも停めている人がいることで、喧嘩になったこともあり

ます。」（甲Ｃ４８－１・７頁） 

  また、これら仮設住宅での不便さやストレスは、検証調書にお

いて、より如実に知ることができる。 

（仮設住宅の周囲について） 

「仮設住宅の外は砂利とアスファルトであり、庭と呼べるよう

なスペースはなく、庭木などを植えることはできない。」 

「仮設住宅の構造は、軽量鉄骨造、いわゆるプレハブ造りであ

り、長屋のような形で一つのプレハブに複数の住宅が入っている。

……柱や天井の鉄骨が夏になると熱せられ、内部は猛烈に暑くな

る。……仮設住宅の広さは、３９．６㎡の家族型のもので、間取り
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は３Ｋで、６畳一間、４畳半二間の構造となっている。」 

（仮設住宅の内部について） 

「キッチンは狭く、収納も少ないため、テーブルと食器や食品

を置いただけで物があふれてしまい、人が入るスペースはほとん

どない。食器棚は流し台の上に一つしかなく、家族３人の食器を

すべて収納することはできない。そのため、食器をすべて収納す

ることはできず、洗ったままの状態で置いてある。また、洗濯機を

措くスベースが他にないため、キッチンに洗濯機が置いてある。

しかし、収納スペースがないため、洗濯機の上にものを置かなけ

ればならず、洗濯をする際には物をのけて、洗濯をしている。」 

「特に暑い時期にネズミが出ることが多いため、ネズミ捕りを

玄関に置いている。」 

「各部屋はドアではなく、アコーディオンカーテンで仕切られ

ている。」 

「６畳の部屋を居間として使用している。テレビ、机、ソファ等

を措くと、かなり狭くなってしまい、圧迫感を感じる広さである。」 

「まず、狭いのが不便である。見ての通り、息が詰まりそうであ

る。これが人間の住まいか、経済大国日本の住民がこういう生活

を強いられていることが嘆かわしい。５年前の生活を考えたら涙

が出てくる。隣が息子の健の部屋であるが、夏は暑く、風が入らな

い。そのため、居間と健の部屋の間の壁を抜いて、風を通すように

している。これでも暑いが、ないよりはよい。冬はベニヤ板で仕切

っている。」 

「プライバシーもない。隣家との間仕切りはベニヤ板の薄い壁

一枚で、テレビの音、話し声、足音なども聞こえてしまうので、プ

ライバシーもあまりない。」 

「仮設住宅の部屋は、いずれの部屋も、山田岡の自宅と比べ、狭

く、収納もない。そのため、もともと他で生活していた健の荷物を

すべて収納することはできない。さきほどの壁をくりぬいた箇所
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を健の部屋から見ることもできる。見ての通り、この部屋にはエ

アコンが設置されていない。タンスなどもないので、服もハンガ

ーにかかって吊るされた状態である。」 

「この部屋の押し入れの上段の棚を自作したり、収納ラックを

置くなどして収納スペースを確保しているが、そのため、寝るス

ペースは非常に狭くなっている。湿気がかなりあるため、冬場は

結露があり、畳や壁にカビが生えることになる。」 

「洗濯物も干すスペースが限られているので、家の中に干して

おり、そのため、干すためのポールを設置している。」 

「隣家との壁は、居間と健の部屋と同じく、薄いベニヤ板が張

られているだけで、空洞になっている。そのため、音を良く通し、

電話などをしているとすべて聞こえる状態である。」 

「浴室はユニットバスであり、逆に言えば独立の洗面台は存在

しない。台所で顔を洗っている。」 

（以上、第１回検証調書・別紙指示説明書２～７頁） 

 

（３）借上住宅 

  仮設住宅ではなく、既存の民間借上住宅に入居した原告らも、

決して豊かな住環境を享受したわけではない。原告らは、以下の

とおり、狭さ、老朽化、暑さや寒さ、湿気、害虫発生、生活音、プ

ライバシー欠如など、不便さとストレスに悩まされている。 

「この借上げアパートは、３ＤＫで部屋は各６畳です。私たち

は、１階に住んでいるのですが、２階の住民も子どもがいるよう

なので、毎日足音が気になります。また、窓のサッシの状態が良く

ないので、隙間風が入ってきます。」（甲Ｃ１８－１・１１頁） 

「借り上げ住宅は、１階が８畳と６畳の二間、２階が６畳二間

の古い家屋で、私たちが浪江町で暮らしていた農家と比べると狭

く、隣家の話し声や物音が間近に聞こえました。私たちは隣の人

の話声や物音が聞こえると落ち着かず、神経が休まらない毎日で
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した。……特に母にとっては、外は散歩しても知り合いはおらず、

車が通行して危険なので極力出歩かないようにしてもらっていま

したが、窮屈で耐えられなかったようで、「格子無き牢獄だ」とい

って嘆いていました。」（甲Ｃ３６－１・３～４頁） 

「今のアパートは、６畳２間に台所、バストイレがあるだけで

大変狭く、２つの部屋を私と母がそれぞれ一部屋ずつ使っていま

すが、薄い戸一枚しか隔てるものがありません。」（甲Ｃ３８－１・

１頁） 

「アパートの壁が薄く、そのため夏は日光の熱が室内にそのま

ま伝わってとても暑くなり、また、反対に冬は保温効果がなく室

内はとても寒くなります。……アパートの壁も薄いものですから、

大きな音を出さないように常に気を使って生活しなければなりま

せん。」（甲Ｃ４１－１・６頁） 

「避難先のアパートは、壁が薄く足音や話し声も全て筒抜けで

あり、引っ越し早々に、アパートの管理会社より「子供の足音がう

るさい。」「騒音防止」と書かれた紙が玄関ポストに入れられ、避難

前の生活と異なり、音にも気を使わなければなりませんでした。」

（甲Ｃ６１－１・８頁） 

「冬場は天気が悪い日が続きますので、洗濯をしても狭い借り

上げ住宅では干す場所がなく、コインランドリーを利用すること

もあります。小高ではそんなことはありませんでした。」（甲Ｃ６

９－１・７頁） 

「曲田のアパートは２Ｋしかなく、いわゆる居間に当たる食事

をする部屋と寝る部屋が同じという環境でした。そのため、夫が

仕事で疲れて早く帰ってきて、寝ようとしても、部活で遅く帰っ

てくる子供たちが食事を終えるまで眠ることができず、大変そう

でした。……物音も気になりました。隣近所の方の話し声や足音、

騒ぐ声、浄化槽の音などが聞こえて、眠れないこともありました。

……（鍛冶内のアパートに移って）このアパートは、幹線道路であ
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る３９９号線に面しており、トラックなどが通るときの振動や騒

音が激しく、深夜に騒音があることもありました。また、幹線道路

の近くだったので、排気ガスもひどく、窓を開けることもできず、

窓から家の中が丸見えなので、カーテンを常に閉じたままで、と

ても息苦しい思いをしました。……（一軒家に移って）ここは築年

数が相当経っており、下水は臭く、日が当たらないためじめじめ

しており、ムカデなどの虫が多い環境でした。」（甲Ｃ７３－１・８

～９頁） 

「１階で陽当たりが悪い上、人目が気になり昼でもレースのカ

ーテンを閉めなければなりません。……２階の人が歩くと、たぶ

ん普通に歩いているだけかもしれませんが音が響き、気になりま

す。両隣の部屋からも、シャワーを浴びる時や炊事の際に音が聞

こえます。楢葉町の自宅での生活とあまりに違うので、苦痛で耐

えられませんでした。……（別のアパートに移って）２階で陽当た

りが良く、それまでと比べれば「天国」かと喜んだのもつかの間、

今度は自分たちの出す音が下の階に響いているのではないかと気

になり出します。……（前のアパートと）同じことを自分たちがし

ているのではないかと思い、すり足で歩き早朝や深夜の洗濯や入

浴を控えるなど、気を遣う毎日でした。」（甲Ｃ７９－１・５頁） 

「主人は静かに歩いているというんですけど、私からすればす

ごく響くような足音で歩いて、すり足にしてくれと怒ったり、階

段もそっとあがってくれとか、そういうことをしょっちゅう言っ

て主人と言い合いになったりしていました。」（原告７９番本人調

書１０頁） 

「（借り上げ住宅）布団も片付けられないぐらい狭かったのと、

あと下の階から、うちの子供が小さかったので、生活音がうるさ

いとか子供の声がうるさいとか、そういう苦情を言われていたの

で、つらかったです。」（原告５０番本人調書１頁） 

「（借上げアパート）部屋の中は古いんで、夏になるとゴキブリ
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が出て、私猫を飼っていたんですが、その猫が２年前に亡くなっ

てからはネズミが出てくるようになりました。」（原告８１番本人

調書１０頁） 

「（借り上げ住宅）ふすましか仕切るものがなかったので、結局

個室というのがなかったんです。……常にいらいらしている状況、

お風呂に入るにも、何するにも気配がわかってしまうので、非常

にストレスでした。いらいらするから、暴飲、暴食になったり、あ

とは事故のことを常に思って、思い出しては涙したり、不安定な

状況がずっと続きました。」（原告１０番本人調書１２頁） 

 

（４）避難先地域の利便性 

  原告らは、いわき市、郡山市、関東地方など、避難前地域より

も人口密度が高い地域（いわゆる都会地域）に避難している場合

が多い。この点について、被告からは、原告本人尋問の中で、避

難先の方が便利ではないかとの趣旨の質問がされている。 

 しかし、原告らが以下に述べるように、都会地域だからといっ

て、必ずしも利便性が高いわけではない。 

「大熊と今のいわきと違うのは、お店とかはすごくあるんです

けども、道路状況がすごく混雑していたり、あとは・・・スポーツ

施設に関してもそうですけども、そういったのがいわきは充実し

てなくて、場所を確保するのが大変だということはあります。」（原

告５７番本人調書４１頁） 

「通勤も、仮設住宅から勤務先まで約４０㎞あり、除染と車と

原発へ向かう車とで国道は毎朝長蛇の列です。事故前は会社の事

務所が同じ町内でしたので、自宅から１０分以内で通勤ができた

のがいまでは仮設住宅から１時間くらいかかります。」（甲Ｃ４３

－１・７～８頁） 

そして、買い物の利便性だけを殊更取り上げて、避難生活の苦

痛が緩和していると評価することは、以下のように、一面的で誤



55 

 

った評価と言わざるを得ない。 

「（郡山市は浪江町よりも買い物が便利との意見について）ええ、

確かに便利ですね。品物も豊富、新鮮、それから値段もそこそこだ

と。だけど・・・ただ、人間は食べて寝て終わりではありませんの

で、そこにプラスする何かがあったからこそ浪江でごく平凡な生

活ができたと思うんです。今は郡山で、先ほど申し上げましたが、

日陰の生活みたいな、ちょっとこう一歩引いた生活していますの

で、便利だからとか安いからとかって、そういのと比較の度合い

が、先生、違うと思うます、私は。」（原告２４番本人調書１８頁） 

  また、避難前の双葉郡（浜通り）は、冬でも雪が降ることが少

なく温暖な気候であったが、避難先との気候の違いから、多くの

原告ら（特に会津地方へ避難した原告ら）は、生活上、苦労を強

いられている。 

「（避難先の会津地方）朝起きて雪が降っていると、車の雪をお

ろして、あと周りの雪を除雪して、それでないと車が出せないと、

そういう雪かきの苦労が一番です。」（原告７４番本人調書１１頁） 

「（一番大変だったこと）やはり雪です。豪雪地帯だったので、

毎朝雪かきから始める生活はすごく苦労しました。」（原告６３番

本人調書１７頁） 

「会津という土地柄、湿気が非常に多く、特に冬の時期に窓ガ

ラスに結露がひどかったために、その周りのパッキン部分に黒カ

ビがびっしりついて真っ黒い状態でした。アレルギー体質だった

悠花は、そういった黒カビの影響だと思われますが、原因不明の

せきが続くようになって、常にマスクを着用していました。」（原

告６５番本人調書８頁） 

 

（５）統計資料との整合性 

  準備書面（９）６頁以下で紹介したとおり、避難者に対するア

ンケート結果において、多くの避難者が、避難生活の物理的不便
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さを被っている。 

  たとえば、「住まいがせまい 67.4％」、「生活音が気になる

46.2％」、「プライベートな空間がない 40.1％」、「買い物や郵便局

に行くのが不便 13.2％」、「通勤・通学に不便 12.6％」、「病院に行

くのが不便 12.4％」と報告されている（楢葉町住民調査、甲Ａ２

９・２４頁）。 

また、「避難先住居では家族間のプライバシーが守られないこと

が強い不安 4670／9384 世帯」、「仮設住宅は狭い、寒暖の差が激し

い、結露による湿気などが強い不安 3945／9384 世帯」、「避難先（借

り上げ住宅等）は狭い、階段の上り下りがある、近隣がうるさいな

どが強い不安 3861／9384 世帯」、「通学、通勤が不便、長距離等の

苦労が強い不安 2371／9384 世帯」と報告されている（浪江町被害

実態報告書、甲Ａ８７・６８頁、７９頁参照）。 

  これらの統計資料の結果は、前記における原告らの供述と整合

している。 

 

（６）統計資料に関する補足 

ちなみに、準備書面（９）で引用している統計資料（甲Ａ２９、

甲Ａ８７など）は、それぞれの調査年度における調査結果であっ

て、現時点（平成２９年９月末）における結果を直接表現している

ものではない。 

 しかし、本件原発事故に起因する種々の被害について、継続的

に実施されている調査結果によると、回復傾向を示す被害項目も

存在するものの、全体的にみれば、被害状況は回復していないと

いえる。 

たとえば、福島県が実施している「（平成 27 年度）こころの健

康度・生活習慣に関する調査」によると、「平成 27 年度調査で K6

が 13 点以上であった割合は 7.1％であり、平成 26 年度調査（7.7％）

と比較して低下していたものの、平常時の日本の地域住民（3.0％）
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よりは依然高い値を示していた。」とされている（甲Ａ５４７・④

‐６頁）。 

また、福島県避難者意向調査によると、「避難してから心身の不

調を訴えている同居家族がいる世帯」の割合は、平成 25 年度

67.5％、平成 26 年度 66.3％、平成 27 年度 62.1％（甲Ａ５４８・

１７頁、甲Ａ５４９・１５頁、甲Ａ５５０・１３頁）、「現在の生活

での不安や困っていること」のうち、「自分や家族の身体の健康の

こと」の割合は、平成 25 年度 63.2％ 平成 26 年度 62.7％、平成

27 年度 61.6％、「心の健康のこと」の割合は、平成 25 年度 47.8％、

平成 26 年度 44.0％、平成 27 年度 42.7％、「放射線の影響のこと」

の割合は、平成 25 年度 43.9％、平成 26 年度 37.4％、平成 27 年

度 33.2％となっており、経時的にみても大きな変化は見られない

（甲Ａ５４８・２１頁、甲Ａ５４９・１９頁、甲Ａ５５０・１７頁）。 

 一方、経時的にみると、悪化している項目もある。すなわち、２

０１１年６月～２０１６年２月上旬まで、１次～５次にわたって

実施された原発災害避難者の実態調査によると、「今の気持ちに一

番近いもの」について、１次調査の結果では、「がんばろうと思う」

51.6%、「しかたないと思う」19.3%、「気力を失っている」6.8%、「怒

りが収まらない」15.3%であったものが、第５次の調査では、「がん

ばろうと思う」32.4%、「しかたないと思う」23.1%、「気力を失って

いる」17.6%、「怒りが収まらない」18.5%となった。また、「事故が

風化し、福島のことが忘れられていると思うか」について、第３次

の調査では、「大いにある」25.1%、「ある程度ある」42.7%、「あま

りない」17.6%、「全くない」14.6%であったものが、第５次の調査

では、「大いにある」49.8%、「ある程度ある」40.7%、「あまりない」

6.8%、「全くない」2.7%であった（甲Ａ２９３・７～９頁）。 

 以上の結果に照らせば、前記の統計資料に基づく被害状況は、

現時点でも継続していると合理的に推認できる。 
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２ ②見知らぬ土地での不安 

（１）原告らの供述 

 原告らは、避難前の地域生活の中で、長年に渡り、安心できる人

間関係を築いてきた。 

「楢葉町にいれば、御近所との関係も皆顔なじみで、お互いさ

まで住んでいる安心感があったし、やはり地元の親近感がありま

した。しかし、ここにはそれはありませんし、ときどき疎外感を感

じるときもあります。」（甲Ｃ１０－３・８頁） 

「浪江におれば、ちょっとどなれば、誰かがそこで「おうっ。」

で聞こえるような、そういうところにおりましたので、もう右も

左も知らない人ばかりですし、何て言うんでしょう、ほっとする

時間がないっていいますか・・・」（原告２４番本人調書１５頁） 

 ところが、避難生活によって、安心できる人間関係は失われて

しまった。 

「私は、移転してきた地域に、できるだけ溶け込もうとしてい

ますが、見知らぬ土地ですので容易ではありません。周囲には他

に避難者はおらず、疎外感があります。人との交流がなく、孤独感

や不安感が消えません。」（甲Ｃ３－３・３頁） 

「子どもたちは、小高小学校の仲の良い数人を除いては、友人

たちがどこにいるのかもわからなくなってしまいました。唯一連

絡をとれる友人とも、たまにメールやはがきを出すくらいとなっ

てしまいました。妻は、幼稚園のころから一緒だった友人が小高

にいましたが、本件事故が起きてからお互いに離ればなれに避難

したために、会えなくなってしまいました。」（甲Ｃ５０－１・１１

頁） 

  そして、避難先では、避難者であることを告げるのを躊躇うた

めに、積極的に、避難先コミュニティに溶け込むことができない。  

「知人はひとりもいないため、いつも孤独で不安でした。避難

者だと知られるとどういう反応がかえってくるかわからず、不安
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なので、こちらから近所の人達に話しかけたりはしません。逆に、

近所の人や町内会などから、地域のイベントに誘われたりもしま

せん。」（甲Ｃ２３－３・２頁） 

「何も悪いことはしていないんですけれども、自分の生まれた、

本当だったら誇れる小高町だったんですけれども、口が裂けても

避難者だ、南相馬から来たということは言えません。」（原告５９

番本人調書１９頁） 

「ごみ出しや広報などのために、妻が隣組に顔出しをしました

が、「どこからきたの」と聞かれて会話はしたものの、詳しい話は

できなかったそうです。隣組には、町内会費を支払い、回覧板を回

しますが、それだけです。妻は、どんな人がいるのか、名前も顔も

わからないそうです。」（甲Ｃ１９－３・１６頁） 

「（避難先のいわき借り上げ住宅で）挨拶ぐらいはしますけれど

も、そういう付き合いはないです。」「ほかから避難してきている

ような感じで見られて、心の底からしゃべることができないです。」

（原告５６番本人調書１２頁） 

  また、避難者であることが周囲に判明しても、定住意志が乏し

いことなどから、負い目を感じて、やはり、積極的に避難先コミ

ュニティに溶け込むことができない。 

「あの…何だろう…ここでいても、ここにずっと住むわけじゃ

ないのに、なかなかね、一生ここで住んでいれば、ずっと住めば、

もっと深く付き合いもできるのかもしれないですけど、どうせも

ういなくなるかもしれないじゃないですか。だから、そういう、周

りの人ももう年配の方ですし、そんなにそんなに若いときと違っ

て仲良くってほどではないですね。できませんね。はい。」（原告５

番本人調書３１頁） 

「故郷での友人や知人とも距離が遠くなって、交流がなくなり、

すぐに会えないことは寂しいです。こうした距離感や寂しさは、

言葉では言い表せないものがあります。避難先の地では、私は常



60 

 

に余所から来た者であり、どうしても馴染めず、参加する気持ち

になれません。避難生活者だという負い目のようなものがあり、

静かにそっと暮らしているという毎日です。」（甲Ｃ１３－２・２

頁） 

このような見知らぬ土地での不安について、原告らは、「犯罪者

のような気持ち」「根無し草」「誰も知り合いがいないところへ、ポ

ーンと放り込まれたような感じ」「多くの他人が近くいるという緊

張感」などと表現している。 

「まるで、何か悪い事をして見つからないように生活している

犯罪者のような気持ちでした。」（甲Ｃ５－３・４頁） 

「結局私たちはそこに住んでいるけども根無し草みたいなもの

で、自分の家だったらもっと地に足をつけて生活もできるんです

けど、隣近所はもう１メートルぐらいしか空いてない、すぐ窓開

けたら筒抜けで、目の前は２階から丸見え、もう本当にいつもい

つもカーテンを閉めて、そういう生活をしているですよね。」（原

告５番本人調書３４頁） 

「栃木にいたころは、知人の連絡先もわからず、とても孤独で

不安でした。誰も知り合いがいないところへ、ポーンと放り込ま

れたような感じで、右を向いても左を向いても知らない人ばかり

で、とても不安でした。かといって、私も妻も、地域の集まりや町

内会などに参加して、新しい友人を作る気持ちにもなれませんで

した。そういう集まりに行けば、「どこから来たの？」と聞かれて、

答えるのが何となく嫌だという気持ちもありました。」（甲Ｃ２４

－１・３頁） 

「楢葉町では静かに自然に囲まれた生活を過ごしていたのです

が、いわきではそうもいきません。多くの他人が近くいるという

緊張感は常にあります。多くの他人が近くにいる反面、仲の良い

友人や兄弟とは離ればなれになり、人付き合いは殆ど無くなりま

した。」（甲Ｃ７２－１・６頁） 
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「見知らぬ会津若松に、私たちだけいるという気持ちが強く、

いつも孤独感を持っています。……この土地にきて、こんなにも

知人友人に囲まれて暮らす、何気ない日常の大切さを、思い知り

ました。」（甲Ｃ６４－１・４頁） 

 仮に、同じ町村からの避難者が同じ仮設住宅内に住んでいても、

避難前の人間関係が回復する（見知らぬ土地での不安が緩和され

る）わけではない。 

「地元での友達というのは、やはり何でも話せます。ですけど、

今現在できて、仮設のほうでの友達というのは、そういったもの

のお話というよりも浅いお付き合いという形の友達というような

形です。」（原告４０番本人調書１１頁） 

「今までどおりのコミュニケーションというのが取れないわけ

です。周りが楢葉町っていって同じ町なんですけれど、幅広く部

落が広がっているもんですから、そういったもんでお話をしたこ

ともない人ばかりなんです。ですから、やっぱりそういう面で要

するに話をすることができないというのが一番つらかったです。」

（原告４０番本人調書２２頁） 

 

（２）統計資料との整合性 

準備書面（９）８頁以下で紹介したとおり、避難者に対するアン

ケート結果において、多くの避難者が、見知らぬ土地での不安を

訴えている。 

  たとえば、「借り上げ住宅における避難住民が抱える生活上の課

題の中で速やかな解決が必要なもの「孤独感・孤立」（70 回答中 28

件）」（甲 A３０・21 頁）、「人との交流が絶たれ、孤独で強い不安

4930／9384 世帯」「友人と会えない悲しみ、安否の強い不安 3970

／9384 世帯」「避難先コミュニティに馴染めない強い苦痛 4227／

9384 世帯」とされている（甲Ａ８７・６６頁）。 
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３ ③先の見えない不安 

（１）原告らの供述 

 原告らは、どこに住むべきか、賠償（補償）は適切にされるのか、

帰還することはできるのか、家族と住めるのかなど、先の見えな

い不安を抱えている。特に、安定した居住地を築けるかどうかは、

生存の基盤となるため、ほとんどの原告が不安を訴えている。 

「避難生活が長引く中で、これからどうなるのか見通せず、と

ても不安です。……今後、どこに住むのか、どこかに移住できるだ

けの補償がちゃんとされるのか、今の借り上げ住宅はいつまで暮

らせるのかなど、不安は尽きません。」（甲Ｃ１３－２・３～４頁） 

「今後の見通しは全く予断を許しません。志木市の借り上げア

パートには、平成２８年までにはいられますが、その後借り上げ

賠償は打ち切られて帰れるのだからと言って帰還を強制されるの

ではないかと危惧を抱いています。」（甲Ｃ３８－１・５頁） 

「いまは一時的に仮設住宅に居住していますが、これからどこ

に住むのか、また息子たち家族との関係はどのようにするのか、

答えを出せないまま漠然とした大きな不安を抱えながら生活して

います。またこれから先、私たち夫婦はどのような病気をするか

わからず、この狭い部屋でどちらかが病気になったらどうしよう

と思うととても不安です。」（甲Ｃ４３－２・６頁） 

「放射能の汚染や子供たちのことを考えると、私たちには、福

島に戻るという選択肢はありません。ただ、徳島に定住するのか

他所に行くかどうか、家を持つかどうか、持つとしてどこに持つ

かは、未だ白紙です。決めることができないのです。なぜならば、

将来設計がまるでできない状態だからです。」（甲Ｃ７７－２・７

～８頁） 

「もう切ないです。毎日こんな生活していいのか、それでこの

先どうなるのか。自分の体のこともあるし、生活のこともあるし、

果たしてこれどこに安住の地を求めるかということも、それも悩
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ましい問題で今も決められないです。」（原告２３番本人調書１２

頁） 

「もう先のことも何もかも決められず、悩んで悩んで悩み抜い

ている状況です。」「（まさにため息をつかざるを得ない？）そうで

す。毎日」「（悩みの対象）家のこと、家族のこと、将来のこと、私

たちの本当に将来のことはどうなるんだろうと。」（原告６０番本

人調書２８頁） 

このような先の見えない不安について、原告らは、「全てにおい

て希望がみえてこない」「戻っても地獄、残っても地獄」「１年がと

ても長く感じる」などと深刻さを訴えている。 

「（避難先でコミュニケーションがとれない理由）私たちが今い

るこうした生活の中に、自分たちがコミュニケを図るというよう

な、そういう・・・その心境になかなかなれないという、そうした

全てにおいて希望が見えてこないというものがあったと思いま

す。」（原告１８番本人調書１７～１８頁） 

「今は、仮の住居があり、生活そのものは出来ていますが、「戻

っても地獄、残っても地獄」です。私達は生活困窮者でもないし、

社会の一員として皆平等であるはずです。それなのに、なぜ生活

を根底から奪われてなお、最後は自己決定？自己選択？を強いら

れるのでしょうか。」（甲Ｃ１０－３・１０頁） 

「私たち夫婦は被ばくの不安を拭い切れないので、長女に浪江

町に帰って来させるつもりはありません。そのため、病院もスー

パーマーケットもない浪江町で自立して生活していけるのか、入

院しても長女を見舞いに来させるわけにはいかないので、見舞に

も来てもらえないと思うと老後が不安でなりません。夫は、本件

事故から２年が経過したころから、１年がとても長く感じるよう

になりました。帰還日程が区切られ延ばされる度に、生きている

うちに帰還できるのだろうかと激しく不安に駆られるようになり

ました。」（甲Ｃ８１－１・１１～１２頁） 
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 先の見えない不安を抱えた結果、原告らは、心身ともに疲労が

蓄積している。 

「避難生活で、何度も移動や引っ越しをしてきたので、もう疲

れました。帰れと言われても、もう引っ越しをする体力・気力もあ

りません。」（甲Ｃ２４－１・５頁） 

「あと疲れも抜けないし、いつもいつ帰れるのかとかそういう

不安がいっぱいで、これからどうするんだということが、やっぱ

り心労の悪化だと思います。」（原告３０番本人調書３１頁） 

「とにかく気持ちはどうにもならないし、帰るに帰れない、か

といって行くところももない。さてどうしようかという、そうい

う不安ばかりがもう全身に来ていましたね。」（原告６６番本人調

書５頁） 

 

（２）統計資料との整合性 

準備書面（９）１２頁以下で紹介したとおり、避難者に対するア

ンケート結果において、多くの避難者が、先の見えない不安を訴

えている。 

 たとえば、「住居のめどが立たない 33.4％」「避難の期間がわか

らない 57.8％」「生活資金の目処が立たない 30.5％」（甲Ａ８８・

２２頁、２５頁参照）、「いつ帰ることができるか、本当に帰ること

が出来るか強い不安 7237／9384 世帯」「仮設、借上住宅等にいつ

まで住むのか、いつまで住めるのか強い不安 7405／9384 世帯」（甲

Ａ８７・８２頁）、「仮設住宅住民、日々の生活において感じている

不安として、「先の見通し」が最も多い（140 回答中 75 件）」（甲Ａ

３０・１６～１７頁）などとされている。 

これらの統計資料の結果は、前記における原告らの供述と整合

している。 

 

４ ④被ばくによる不安や差別 
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（１）被ばくによる健康不安 

  本件原発事故直後、放射性物質拡散（被ばくを避けるための避

難経路）に関する情報が提供されなかったため、原告らは、高濃

度の放射性物質に被ばくしたと考えられ、この被ばくについて、

健康不安を抱いている。 

「事故の翌日である３月１２日に、私は車で避難してきました。

また、１３日から１４日に、身の回りのものを自宅に取りに戻っ

たりしました。その間に、かなりの被ばくを余儀なくされたこと

と思い、心配です。」（甲Ｃ３－３・４頁） 

「私達は、事故の後３月１２日にいわき市に避難しましたが、

東電や政府による情報があまりにも足りなかったため、無用の被

ばくをしてしまったように思います。……そんなことを知らない

私達は、避難先での日用品の調達のために買い物に行ったり、給

水を受けるために、戸外に並んで待つなどを随分してしまいまし

た。このころのいわき市内の空間線量は、後で判ったことにはか

なり高かったそうです。」（甲Ｃ７－３・５頁） 

「（３月１２日に自宅の屋根を修理中）そのとき、原発が爆発し

て放射性物質が捲き散らされたのですが、自宅周辺は停電でした

ので、テレビも付きませんし、浪江町からの放送も聞こえません

でした。そのため、被ばくしていることに気付かず、屋根で修理作

業を続けていました。」（甲Ｃ２４－１・４頁） 

「私は、道の駅から自分の車で湯本にいる知人宅に行き、知人

の持っている簡易測定器で身体の表面近くを測定しました。そう

したところ、私の身体の表面から、７マイクロシーベルト／時と

いう高い数値が出ました。」（甲Ｃ３７－６・２頁） 

「私が平成２３年１０月２６日に、茨城県東海村の核燃料サイ

クル工学研究所で内部被ばく検査を行ったところ、セシウム１３

４が１５００ベクレルでセシウム１３７は１９００ベクレルの値

でした。」（甲Ｃ４６－１・７頁） 
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「避難所に入るときに、全身を真っ白な防護服で覆った保健所

の職員からスクリーニング検査を受けました。その職員が「線量

が高い人がいる、我々も逃げたい気持ちだ」と話しているのを聞

いて、目の前が真っ暗になりました。私たちも、ガソリンスタンド

で給油するときなどが外気にさらされる機会もあったので、少な

からず被爆はしている現実を突きつけられました。」（甲Ｃ５９－

１・５頁） 

  また、甲状腺検査や内部被ばく検査（ホールボディカウンター）

の結果、陽性反応が出たり、または放射線量が検出されたため、

将来にわたって健康不安を抱き続けざるを得ない原告もいる。 

「（甲状腺検査で娘が結節ありとの結果について）やはりまだ若

いですし、将来的には不安を感じていました。」「（陳述書には記載

しなかったことについて）それは、まだ結婚前の娘でしたし、その

時点ではちょっと公にはしたくなかったという気持ちはありまし

た。」（原告４７番本人調書１１頁） 

子供からのう胞（原告４８番本人調書９頁）、二女が再検査（甲

Ｃ２６－１・５頁）、家族３人が甲状腺肥大と指摘（甲Ｃ８２－６

の１・４頁） 

「（ホールボディカウンターで検出されたことについて）決して

高い数字ではないと思います。ですけど、私は高い、低いじゃなく

て取り込まなくてもいいものを取り込んだという意味で私はすご

く不安に感じました。」（原告４６番本人調書１８頁） 

  仮に現時点で陽性反応が出ていないとしても、長期間経過後に

発がんに至ることもあるため、被ばくによる不安が解消するわけ

ではない。 

「（ホールボディカウンター）はい、定期的に子供たちは受けて

います。」（原告６３番本人調書２８頁） 

「娘たちに被ばくの影響が出ないか、とか、孫に甲状腺のしこ

りがみつかったらどうしよう、とか、孫が成長して福島出身であ
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ることがわかったときに、それが彼の人生に不利に働くのではな

いかと不安です。」（甲Ｃ５４－１・２５頁） 

  避難中の日常生活においても、原告らは、これ以上被ばくしな

いように、様々な防御行動をとっている。 

「（地元の野菜を食べるかどうか）今やっぱりほかの町から買っ

ています。まだ不安なんで、一々検査しなきゃならないんで、やっ

ぱりまだ不安が払拭されていないと思います。」（原告６番本人調

書３０頁） 

「以前はいろいろな米とか野菜をもらったりなんかしたものを食べ

ていたんですが、今はもう全く福島県産のものは一切口にしないよ

うにしています。」（原告４８番本人調書１５頁） 

「妻はスーパーに買い物に行ったときには、野菜、魚介類はで

きるだけ福島産のものは避けるようにしています。」（原告６３番

本人調書２９頁） 

「水たまりや、それから砂利ですとか、そういったものには近

づかない、さわらないようにということを長男、次男ともに言い

聞かせています。」（原告６３番本人調書２８頁） 

「子供たちは、広野の小学校に通わなければならなくなりまし

た。せっかく被曝を避けるために避難し、不便な避難生活を我慢

しているのに、わざわざ放射線量が高い小学校に通わせなければ

ならないというのは理不尽なことです。」（甲Ｃ４８－１・８頁） 

 

（２）差別的扱い 

  避難初期の時期、原告らは、避難先で、様々な差別的扱いを受

けた。 

「避難所の旅館へ移動する際には、会津大学でスクリーニング

を受けました。みぞれ雪模様の非常に寒い中、長時間列に並んで、

足腰が痛くなり、何度もやめようと思いましたが……何も悪いこ

とをしたわけではないのに、このような差別感を強く受け、大変
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惨めでしたが」（甲Ｃ５－３・３頁） 

「リステルにいたときも、もう避難者っていると、皆さん、首か

ら提げて避難民ですっていうことを、こうカードを提げなくちゃ

いけなかったんですね。で、一般客も泊まることがあったんで、エ

レベーターを待っていると、やっぱりのその孫の方が、私たちの

方が先に待っていたんですけど、「ちょっと、あんたたちちょっと

そっち行ってて、ちょっと待ってて。」って言われて、一般客のほ

うへ「先にどうぞ。」みたいな。何で私たち、何も悪いことしてい

ないのに何かすごく差別を受けたような、そういう、もう惨めや

思いになってました。」（原告５番本人調書４６～４７頁） 

「初め行ったときは受け入れてもらえるということだったんで

すけども、相双から来たという話をしたら、こちらでは受け入れ

られないと……」「私たち家族は、４階のほうに案内されて、（郡山

から避難している）ほかの方たちとは別の部屋に案内されました。」

（原告６１番本人調書８頁） 

避難初期後も、被ばくしたことについて、原告らは、いわれのな

い差別的扱いを受けており、特に子供に対する差別的言動は、社

会問題にもなっている（甲Ａ５６１）。 

「埼玉に避難してきた福島ナンバーの車が燃やされたという話

は友人から聞きました。銭湯に入ろうとしたら放射能がうつるか

らと拒否された話も聞きました。」（甲Ｃ４４－１・１１頁） 

「妻は、車の福島ナンバーで警戒されているようにも思えて、

人が早く通り過ぎないかなと思うことがあります。コインランド

リーに洗濯に行ったとき、水が汚れるなどと言われたこともあっ

たようで、妻はショックを受けていました。」（甲Ｃ５１－１・１７

頁） 

「（次女）長岡に来てからマッサージの仕事に就きましたが、そ

の職場の上司から、お客さんには福島出身であることは話さない

ようにと言われたそうです。直接マッサージで手を触れるのを気
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にする方もいるだろうからというだそうですが、次女の気持ちを

思うとやり切れません。」（甲Ｃ５４－１・２４頁） 

「ちょっとお土産いただいたので、私はお返し物にと思って菓

子折りを何箱か、たまたま箱がなくて福島のリンゴの箱があった

ので、その箱の中に入れて送ったんですよ、静岡に。そうしたら

ば、たまたまおばちゃんから電話が掛かってきて、「ありがとう。」

って。でも、今ちょうど息子たち家族が来てて……「あ、福島のも

のだったら要らない。」って、こう言われたそうなんです。……あ

あやっぱり福島のものはいらない、福島、何も要らないって言わ

れて、別に菓子折りなら何でもないのに、そういうふうに言われ

て・・・。」（原告５番本人調書４６頁） 

「２度目の転校先では、放射能に関する差別的な発言を受けま

した。友人を介して、他の子から、「あの子は放射能のところから

避難してきたのだからあまり付き合わないほうがいい」という話

があったことを聞かされたのです。」（甲Ｃ６５－１・６頁） 

「（子供に放射能がうつると言われ、不登校になったというふう

な言葉聞かされたこと）はい。ニュースでは聞いていましたが、ま

さか（民生委員としての）自分の訪問先で実際そういう子供に会

ったということは、大変残酷で、こんなことが子供の世界にあっ

ていいものかと驚きました。」（原告２０番本人調書３頁） 

「避難先で「避難民」と言われ、孫の誠也は小学校にも行きたが

らず、幼稚園のころに夢中になっていたサッカーもやらなくなっ

てしまいました。」（甲Ｃ５１－１・１７頁） 

  そのため、多くの原告は、福島県からの避難者であることを秘

匿しようと必死にならざるを得ない。 

「福島ナンバーの車を運転していると、あおられることも珍し

くありません。そんなこともあって、福島ナンバーだと気後れし、

お店の駐車場も、お店の入口から離れた場所を選んで停めていま

す。また、賠償金で買ったと思われるのが嫌で、買い物袋を下げて
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外を歩くのも躊躇してしまいます。」（甲Ｃ５４－１・２４頁） 

「（孫に小高弁をまねさせない理由）そこは長岡に住んで浅いで

すから、避難者だというのをわかるとやっぱりちっちゃいながら

にも何で福島で生まれて福島にいないのと言うんです。言葉注意

しなさいと言うと、ばあが使っているでしょう言われるから、幼

稚園に行ってもお友達にいじめなんかに遭ったらかわいそうだか

ら、注意しなくちゃなんないと思っていながら生活しております。」

（原告５４番本人調書２７頁） 

「双葉の者だとわかると、みんなそのように（賠償をたくさん

もらっているように）見られてしまうというのが、本当に辛いで

す。私も、被害者なのに、気配を消して生きているという感じで

す。移住しても、絶対に言えないと思っています。」（甲Ｃ１４－

１・８頁） 

 

（３）統計資料との整合性 

準備書面（９）９頁以下で紹介したとおり、避難者に対するアン

ケート結果において、多くの避難者が、被ばくへの不安や差別を

訴えている。 

たとえば、「自分の現在や将来の健康について強い不安 4634／

9384 世帯」「子（孫）の結婚、出産について強い不安 4795／9384

世帯」「被ばくしたことによる差別・偏見について強い不安 4185／

9384 世帯」（甲Ａ８７・５８頁）、「今後の生活上の困難について放

射能の影響が不安 47.4％」（甲Ａ８８・２２頁、２５頁）などとさ

れている。 

  また、準備書面（１９７）９頁以下で指摘したとおり、本件原

発事故による初期の放射性ヨウ素拡散について、高い被ばく線量

の推定値や、高い甲状腺がん発症率といったデータが存在し、将

来にわたって、甲状腺がん等健康被害の顕在化を懸念し続けなけ

ればならない心理状態に置かれたことや、それによって差別を被
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る蓋然性があること自体、被害といえる。 

これらの統計資料の結果は、前記における原告らの供述と整合し

ている。 

 

５ ⑤仕事や生きがいの喪失 

（１）失職 

 避難指示によって、会社勤めの原告は勤務先閉鎖により失職し

たり、自営業者の原告は営業停止や廃業に追い込まれたりして、

仕事を失った。この失職の苦痛について、ある原告は、「大きな不

安と絶望感」と悲痛を訴えている。 

「これまで培ってきた地域での信頼や技術を生かすこともでき

ず、今後の職業生活、経済生活に、大きな不安と絶望感を抱いてお

ります。人生をかけて維持してきた職業生活がこの事故によって

奪われてしまいました。……妻も、せっかくこれまで病院に勤務

して、仕事の上でも充実した生活を送ってきたのに、突然に失業

したのです。中高年になってからの仕事探しは、とても無理な経

済情勢であり、日々の喪失感を抱えたまま、鬱々とした生活を送

っている実情です。」（甲Ｃ１３－１・４～５頁） 

  また、学校を卒業して内定が決まっていた原告にとって、本件

原発事故によって内定が取り消されてしまったことは、計り知れ

ない精神的ダメージとなっている。 

「（息子が希望する電気関係の仕事）内定が決まって、そのまま

普通に仕事ができるものだと思って、あとまた後継者としてもこ

れから育てていけるものだと思っていたものが、一瞬にして崩れ

てしまいまして……今現在は、本人がやりたい仕事には就けてい

ないです。」（原告５７番本人調書１１頁） 

「（内定取り消しを聞いたときの娘の様子）寂しそうというか、

悲しそうでした。」（原告２６番本人調書１３頁）「（内定取り消し

後に外出しなくなったり笑わなくなった）そうです。」（原告２６
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番本人調書２５頁） 

 

（２）再就職の困難 

 失職した原告らは、何もせずにいたわけではなく、避難先で再

就職先を探そうと努力していた。しかし、避難生活で体調がすぐ

れないことなどから、再就職することは容易ではないし、年齢の

壁もある。すなわち、たとえ高齢であったとしても、本件原発事故

が発生しなければ、従前の職場で勤務し続けることができたり、

自営業であれば定年無く働くことができたはずである。ところが、

一度失職してしまうと、あらたに再就職しようとしても、年齢が

ハードルとなって採用されないことは十分起こりうる。 

「（仕事をしたい気持ち）あります。……（再就職できない理由）

ハローワークへ行っても、６０過ぎたのがやるような仕事はない。

……求人広告を見ても、みんな６０前です。」（原告５５番本人調

書１７頁） 

「（左官の仕事再開が無理な理由）地元で仕事をする場合には、

長いブランクがあるもんで、やっぱり横のつながりが切れている

もんですから。」（原告３０番本人調書１４頁） 

「（夫の再就職活動）いわきのほうで知人や知り合いに頼んだり、

ハローワークに何度も通いました。」「（再就職できない理由）５０

歳を過ぎていて、年齢の問題があったと思います。」（原告１４番

本人調書１１～１２頁） 

「（看護師に復帰できない理由）全てストレスから来るもので、

今患者さんの状況を見られる立場ではありません。自分のことで

精一杯です。」（原告４４番本人調書３９頁） 

「（勤務先は工場閉鎖となり解雇された後）そのあと、いろいろ

と職探しを行い、整体師や大型特殊運転免許なども取得しました

が、うまく就職はできませんでした。ようやく、２０１３年 7 月

から警備員の仕事に就くことができましたが、そこも賃金が下が
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ったことから２０１４年 5月末で退職しました。そのあと設備工、

配管工の仕事に就きましたが、そこで指を骨折するけがをしてし

まい、２０１４年１０月でやはり退職しました。今もハローワー

クで就職活動中です。」（甲４８－１・７～８頁） 

「今では、私も年を重ねてしまったこともあり、原発事故前の

ような条件での就職はほぼ不可能でしょう。そこで、今までのキ

ャリアを諦め、手に職をつけようと考え、今は学校に通う傍らパ

ートで最低賃金以下で働いています。安定した収入を確保できる

までには何年もかかると思います。キャリアチェンジしたことに

よって、この年で新人となり、卑屈な思いにさせられることが多々

あります。ストレスはかなりたまります。避難前なら考えたこと

もないような状態です。」（甲Ｃ７７－３・７頁） 

また、仕事をすることには、収入を得るという経済的利益のほ

かに、やりがいや生きがいを感じるという精神的利益も存在する

ことから、単に再就職先が見つかれば苦痛は回復する、というも

のでもない。 

「やっぱり知らないところに行ってなかなか自分たちだけで頑

張って仕事をしても、何の楽しみもないし、生きがいも見つけら

れません。お金はもうかるかもしれません。頑張って働けばね、や

ればやるだけ返ってくると思いますけど、でも、人生の楽しみと

か、……友達との関わり、それって、私たちの年代はだんだんと年

とともにそういのが大事になってくる思うんですよね、支えが、

やっぱり。だから、そういうことがもうないところで仕事を始め

ても、果たして私うまくやっていけるのかなとか」（原告５番本人

調書３２頁） 

 

（３）趣味の喪失 

 原告らは、趣味として、釣り、アウトドア、絵画、茶道、古美術

などを楽しむことがあったが、避難生活によって、これらの趣味
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の楽しみも喪失してしまった。 

また、趣味は、無心になって楽しむべきものであるが、かえって

苦痛になってしまった場合も見られる。 

「時間さえあれば、釣竿を持って海に出かけ、釣りに没頭して

いましたので、暇だと思うことはありませんでした。釣った人に

しかわかりませんが、クロダイを釣り上げたときの感触はたまり

ません。とてもいい釣り場をいくつも知っていました。しかし、今

は福島の海で釣りをすることは出来ません。」（甲４７－１・８頁） 

「（趣味の釣り）今は、ほとんどできていません。」「（できない理

由）今住んでいる郡山市内は、やっぱり内陸部ということもあっ

て、釣り場には遠いこともあって、なかなか行けていないです。」

「（いわきで釣りをする気力は？）起きないこともないんですけど

も、やっぱりいわきの海では釣っても食べられないというあれが

ありますから、なかなかそこまで行かないです。」（原告４７番本

人調書１４頁） 

「（事故後釣りをする機会は？）全くありません。釣り堀程度は

やったことがありますが、基本もう海、川、沼はホットスポットも

あるんじゃないかという部分があるので、基本もう近付きたくな

いというのと、あと釣っても食べられないという部分から、もう

一切釣りはやっておりません。」（原告４８番本人調書１９頁） 

「アウトドアが趣味でストレス発散していた部分もあったので、

それができないのがあって、ストレスたまっているのもあるんで、

とても残念に思っています。」（原告６１番本人調書２１頁） 

「妻は浪江町では日本画を描いたり、習字を習ったりしていま

した。朝、早く起きて日本画を熱心に描いていたのを思い出しま

す。でも、避難先では妻はこうした趣味を楽しむこともできなく

なってしまいました。」（甲Ｃ５１－１・１１頁） 

「（本件原発事故の後、茶室を全く利用していない理由）こうい

うところで、こんなことを実際に楽しむとか、茶室でお茶をする
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というのは、日常の生活の一コマというか、延長というか、そうい

う中で初めてできることなんで、環境が現在のように、その日常

生活がすべて断ち切られてしまった以後は、こういうことを楽し

もうという心境にはなれない。かえって、むなしいものを覚えて

しまうというので行ってません。」（原告１番本人調書６～７頁） 

「私は、古美術が趣味でした。昔の甲冑などを収集しており、６

０歳を過ぎたら古物商をやろうと思っていました。震災の前の年

の１２月に、公安委員会に申請して古物商の資格も取りました。

けれども、原発事故のせいで古物商の夢も実現できなくなってし

まいました。」（甲Ｃ３５－１・６頁） 

 

（４）何もやることがない苦痛 

 原告らは、避難先の仮設住宅あるいは借り上げ住宅で、一日、何

もすることがない生活を送っている。仮に失業に対する経済的補

償（就労不能損害）を受けているとしても、何もすることがないと

いう苦痛を被っている。 

「仕事を失ったことは、自宅で一日中過ごすことを意味します。

何もすることがない方が辛く、精神的にもしんどい日々を送るこ

とになりました。就労不能損害があればなにもしなくてもいいと

いうことではないのです。」（甲Ｃ１４－２・９頁） 

「現在の生活は概ね以下の状態です。先行きの見通しが立たず

不安でありながら、何もすることがなく、ただ、時間だけが過ぎて

いく空しい毎日です。午前７時起床、午前 8 時朝食、午前中テレ

ビ新聞楢葉町から配布されたタブレットで情報収集、午前１２時

昼食、午後テレビ、午後４時買い物、午後６時夕食、午後９時就寝」

（甲Ｃ３０－１・４頁） 

「（マラソン以外）朝起きて御飯食べて、あとテレビ見て寝てい

るだけです。精神的に苦痛ですし。」（原告２３番本人調書１１頁） 

「（借り上げ住宅での生活）毎日は味気ない毎日ですね。一日や
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ることがないと。新聞を読んだりテレビを見たり、そういうこと

の繰り返しですね。」（原告７番本人調書１８頁） 

 また、本件原発事故以前に仕事をしていなかったとしても、原

告らは、家庭や地域の中で何らかの役割を担って生活しており、

そのことにやりがいを感じていた。そのような日常のやりがいを

奪われ、何もやることがない無為な日々を過ごすことは、人間に

とって極めて苦痛である。 

「病床に就いていない限りは、どんな年寄りでも自分の仕事に

プライドを持って居場所がありました。例えば低農薬の野菜を作

って家族に食べさせたり、御近所さんに分けてあげたり、それか

ら魚を取っている人は魚の選別に出たり、とてもお嫁さんよりず

っと速くて、そんなのも自慢の種でしたし、子供たちが帰ってく

るまで孫を預かっていたり、あるいは夕食の支度をしていたり、

本当に、お給料にはならないかもしれないけど、存在価値があり、

みんな誇りを持って働いていました。」（原告２０番本人調書６頁） 

「浪江町では部落の役員や暴排組合の理事を務めたりと忙しく

も充実していましたが、避難先では何もやることがありません。

妻は買い物に行くくらいしかないといます。妻は、浪江町ではパ

チンコ店「六万石」の切り盛りで忙しくしながらも、日本画を描い

たり、習字を習ったりしていましたが、今は何もしていません。避

難先では落ち着かないために何もできないのだといいます。……

他方で私は避難先にきて日本画を始めました。柏崎にきてよかっ

たのはこれだけです。他にはやることはありません。食べること

くらいです。でも食べることすら楽しみでなくなってしまいまし

た。」（甲Ｃ５１－１・１６頁） 

 このように何もすることがない苦痛や虚無感について、原告ら

は、「地に足がついていない」「本当にぼけーっとして空を眺めて

る」などと表現している。 

「そういうふうにして日中は、何だろう、本読んだり、でも頭に
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入らないんですね、何かうつろで。何だろう、本当に、自分がこん

なにはっきりしないって、自分でも思えないくらい、私自身がこ

んなに引きずっていいんだろうかと思うくらい、地に足がついて

ないというか」（原告５番本人調書４５頁） 

「浪江におったときはですね、大なり小なり小さな会社ですが

会社をやってましたので、私の後ろには何人かの者が付いてます

ので、その者の後ろにはそれぞれの家庭がありますので、そうい

うためにやるという、何ていうんでしょう、生きがいのようなの

が私のそれが一番だったと思っていますので、そういうことがも

うなくなってしまったっていうのが一番ショックですね。本当に

ぼけーっとして空を眺めてる、極端な言い方ですけど、そんな気

分の毎日です。」（原告２４番本人調書１７頁） 

 

（５）統計資料との整合性 

準備書面（９）１２頁以下で紹介したとおり、避難者に対するア

ンケート結果において、多くの避難者が、失職や何もすることが

ないことに対する苦痛を訴えている。 

 「仕事や趣味の喪失について強い不安 5509／9384 世帯」「自分

の就学・進学先、就職先をどこにしたらいいか悩む苦痛について

強い不安 3199／9384 世帯」「生活（人生）設計が狂い、これからど

うすればいいか困惑する苦痛 6845／9384 世帯」（甲Ａ８７・６８

頁、８３～８４頁参照）、「約６割の人が震災・避難後に仕事を継続

できなかった」（甲Ａ８８・１５頁参照）、「生きがいは「感じない」

「やや感じない」が計 77.3％」（甲Ａ３２）、とされている。 

 これらの統計資料の結果は、前記における原告らの供述と整合

している。 

 

６ ⑥家族の離散 

（１）同居家族 
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 夫婦、子供、孫など、複数の家族で同居していた原告らは、本件

原発事故によって、バラバラに避難することになった。 

「何よりも、私達にとって大きな痛手は、長女夫婦や孫を含め

た３世代５人の家族が、本件事故によってバラバラに離散してし

まったことです。……孫と娘婿は、年に２回、夏休みと正月に私達

の避難先に会いに来てくれますが、それ以上は望めません。私達

も、七五三や運動会などの折に上京して孫に会いに行きますが、

それだけでは淋しい限りです。以前の幸福な生活に戻して欲しい

と思います。」（甲Ｃ７－３・３頁） 

「今までずっと一緒に暮らしてきた家族４人が３箇所に別れて

暮らすことになってしまいました。週に１～２回ほど、長女と長

男が入れ替わりに仮設住宅を訪問してくれましたが、私は空しく

て食事を作る気力もなくなってしまいました。」（甲Ｃ２２－３・

１２頁） 

「（運送会社に勤める夫）平成２３年３月２６日からは、仕事に

戻るため、やむなく私たちとは別れて、単身赴任のような状況が

続いています。私と夫は平成２１年６月に結婚し、平成２２年８

月に息子が生まれたところでした。その数か月後に離れ離れに暮

らさなければならなくなるとは、全く想像すらしないことでした。」

（甲Ｃ５２－１・７頁） 

「富岡町では３世代同居をしていましたが、こちらでは、借り

た家が狭く、母が寝起きするスペースがなかったので、母だけ近

くの雇用促進住宅に入ってもらっています。原発事故前では考え

られないような理不尽な理由で、別居を強いられているのです。」

（甲Ｃ７７－３・８頁） 

 

（２）近隣居住家族 

また、同一の建物に同居していなくても、同じ敷地内の別の建

物や、徒歩圏内といった近隣に子どもや孫が住んでいる場合も多
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い。この場合、同居家族と同視できるくらい頻繁に交流している

ことから、バラバラの避難先に避難せざるを得なかったことは、

「家族の離散」と同等の精神的苦痛である。 

「（長男一家が隣地に住んでいる）老後に向けて、同居している

のと同じように行き来が出来るので、いつでも息子や孫の顔をみ

ることができました。また、具合が悪くなったり、何かあった時に

も直ぐに来てもらえるので、私は安心して、幸せに毎日を送って

いました。……本件事故によって長男一家そのものが離散した状

態で、楢葉に戻ってくる見込みはありません。」（甲Ｃ２－１・３

頁） 

「息子一家は、いわきに避難していますが、娘一家は埼玉に避

難したままになっています。というのも、孫が埼玉で小学校に入

学したため、埼玉を離れにくくなってしまったからです。私達夫

婦が埼玉からいわきに来るにあたって、この孫と別れるのが一番

辛いことでした。事故前は、働いている両親にかわり、保育園に迎

えに行き、両親の仕事が終わるまで孫を預かっていましたし、別々

の家に住んでいましたが、距離も近く、本当に一つの家族のよう

に生活していました。」（甲Ｃ１２－１・７頁） 

「幼い子供を抱えた長男泰弘の家族は今でも千葉県内に避難さ

せたままにさせています。この結果、泰弘の家族とは離ればなれ

になってしまいました。原発事故以前も、一応別の世帯ではあり

ましたが、泰弘の家族はすぐ隣の家に住んでいたのですから、同

居していたようなものでした。それが今では、いわき市と、遠く千

葉県とで離ればなれになってしまいました。孫たちとなかなか会

うことができないのは、本当に辛いことです。」（甲Ｃ２７－１・８

頁） 

「以前は、毎週のように、子どもたち家族が集まってくれてい

たのですが、話し相手すらろくにおりません。長女一家は、子ども

たちの学校の関係で未だ大田原市に避難しているのですが、めっ
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たに会うことはできません。長男も同じです。」（甲Ｃ５６－１・９

頁） 

 

（３）離散による苦労と苦痛 

家族が離散してしまった結果、原告らは、面会のために多大な

時間と労力を強いられている。 

「避難先と職場、また職場に通う自分の実家との往復で一体ど

れだけの距離を、長い時間をその移動のためだけに使ってきたの

か。本来４時間も時間があれば、子供達と遊ぶこともできたし、妻

が１人で子育てをしているつらい思いなども本来せずに済んだの

ではないかというむなしい気持ちで運転しながら２年間を過ごし

ました。」（原告６５番本人調書５頁） 

「（妻が千葉県松戸市へ避難、夫は茨城県東海村で仕事）仕事で

疲れているのに必ず松戸まで週末往復２５０キロを走るというの

は相当つらいです。」（原告３７番本人調書１１頁） 

さらに、避難先の事情によって、家族が一堂に会することがで

きない事態も起きている。 

「私と妻と息子はいわきにいますが、長女は東京、次女は会津

と原発事故後は家族がばらばらになってしまいました。……ここ

数年、我が家は家族全員がそろったためしがありません。社宅が

狭いため、全員が集まることができないのです。お盆も正月も、娘

たちは連絡し合って時期をずらして帰ってきます。家族みんなが

集まることができないのが悲しいです。」（甲３５－１・７頁） 

避難生活に伴う数ある精神的苦痛の中で、多くの原告が、家族

が離散してしまったことが「一番心配」「非常に嘆かわしい」「第一

にそう考える」と訴えている。 

「（５人家族が４か所に分散）いろいろ苦痛でしたけども、やは

り家族が離れているということが一番心配でしたね。」（原告６２

番本人調書２１頁） 
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「昔のことを思うと、一緒に暮らしていたときが本当に楽しく

充実していたということを考えますと、今の状況というのは非常

に嘆かわしいなという風に感じています。」「（孫が）帰りに別れ際

に、もう私共の車に乗ってそこから降りようとしなかったことが

ありましたね。それは非常につらかったですね。」「（孫たち一家と

の生活）やはり生活する上で、充実した生活を送るのには欠かせ

ない存在でしたですね。私も一緒にいて楽しい思いを大分してま

した。」（原告７番本人調書６～７頁） 

「（５人家族が３カ所に分散）避難がなければというか、そうい

うものがなければこんなことはならなかったなと、第一にそう考

えています。」（原告６９番本人調書２頁） 

「本当だったら孫たち、子供たちと楽しい暮らしができたので、

それができなかったのが一番心配というか、そういうことができ

なかったのが心に残っています。」（原告５９番本人調書１７頁） 

 

（４）統計資料との整合性 

準備書面（９）１１頁で紹介したとおり、避難者に対するアンケ

ート結果において、多くの避難者が、家族の離散を経験している。 

 たとえば、「（震災前後の家族人数変化）単身世帯 4.6％から

14.0％に、2 人家族が 21.4％から 34.2％に大きく増加し、逆に、

6人以上の家族は 18.8％から 4.9％に、5人家族は 14.7％から 6.4％

へ減少」（甲Ａ２９・２１頁）、「平成２３年５月から平成２６年２

月までに間に家族構成に変化があった 50.6％」（甲Ａ５４６・１１

頁）とされている。 

 これらの統計資料の結果は、前記における原告らの供述と整合

している。 

 また、準備書面（１９７）１１頁以下で指摘したとおり、福島県

避難者意向調査によると、（区域外避難者も含めて）４８．９％の

世帯が家族離散の状況を強いられており、２か所、３か所に分散
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しているということだけで、高齢者のみで生活する姿がすぐ想定

される（もちろん若年世帯においても、父親は仕事を手放すこと

ができず、母子は遠方に避難するという意味での家族離散も含ま

れる）。 

 

７ ⑦被害者同士等の軋轢 

（１）家族間の軋轢 

 本件原発事故前、原告らは、長年培ってきた程よい距離感によ

って、平穏な家族関係や親族関係を構築していた。ところが、避難

生活の中では、程よい距離感が崩れたり、避難生活のストレスを

家族へぶつけたり、帰還などに対する考え方の違いから口論とな

ったり、様々な軋轢に苦しんでいる。 

「妻とは、賠償に関する考え方の食い違いから、いつも口論に

なります。東電の賠償方法は日本人でもややこしくて理解できな

いので、妻はもっと理解できません。お金のことで、夫婦ケンカに

なるのは、とてもやり切れない気持ちになります。」（甲Ｃ２３－

３・３頁） 

「妻との間で広野への帰還について意見が食い違い、言い争い

になることが多々あります。それ以外でも、お互い仮設の生活で

ストレスがたまっているため、帰ってくる時間が遅いなどちょっ

としたことでもけんかになってしまうことがしょっちゅうなので

す。」（甲Ｃ６８－３・８頁） 

「本件事故により、私たち夫婦は、故郷である楢葉町の田畑だ

けではなく、兄弟姉妹との憩いの場そのものを失いました。仲の

良かった兄弟姉妹に残されたものは、軋轢です。楢葉町に帰還し

た長姉と帰還しなかった三女の妹との軋轢、東電から賠償金の支

払いを受けている私たち姉妹と受けていない弟との軋轢が残りま

した。」（甲Ｃ８１－４・９頁） 

「避難生活で、とにかく夫婦間の口論が増えました。テレビの
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ニュースなどで原発関連の報道が流れれば、それだけで家族間は

険悪な空気に変わってしまうのです。」（甲Ｃ４５－１・８頁） 

「本当些細なんですけども、電気を消し忘れたとか、あとカー

テンを閉め忘れたとか、あとドアを閉め忘れたとかというふうな

ことが原因でありました。」「（事故前に些細なことで口論になった

こと）そんなにそういう記憶はないです。」（原告４７番本人調書

１２頁） 

「ただでさえ慣れない共同生活と先の見えない避難生活で、ス

トレス溜まっているのに加えて、家族・親族間で、放射能被害に対

する考え方や、今後のことについて意見の食い違いなどが起きま

した。私は、原発の仕事をしていたこともあり、放射能の危険性は

よくわかっています。「最悪のシナリオ」のような状況は起こりう

るのではないかと思っていました。でも、妻は私とは意見が違っ

たようです。また、避難先の棚倉で仕事を探すかどうかについて

も、私と妻で意見の対立が起こり、我慢の限界でした。ストレスが

溜まり、妻との間で口論が絶えませんでした。」（甲Ｃ４５－１・６

頁、原告４５番本人調書５～６頁同旨） 

「（母と生活スタイルの違い）当然そういったお互いの自分の意

見を言えば、自分はこうして生活してきたんだからと言われてし

まうと、やっぱりそこでお互いけんかになってしまいます。けん

かになるとお互い話もできなくて、もう口もきかないような状況

になったり、話しすればまたけんかになったりという、本当仲よ

かったのは最初の二、三日だけ、その後はもうそういういざこざ

が絶えませんでした。」「今は母が仮設住宅にいますけど、今後の

生活のことをいろいろと話し合うときにまだやっぱりそういう以

前の避難当時の話が出てくると、ああだった、こうだったという、

そういった話し合いが出てきて、またそこでけんかになってしま

うということがあります。」（原告４６番本人調書１５～１６頁） 

「義父が亡くなった後、義母の精神状態が目に見えて不安定に
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なり、私達夫婦や長男夫婦をはじめ、誰彼構わず八つ当たりをす

るようになりました。義母も見知らぬ土地での避難生活に相当ス

トレスをためていたようですが、義父の存命中は何とか我慢して

いたようです。ところが義父がいなくなると、その不満を私達家

族にそのままぶつけるようになりました。」（甲Ｃ２７－１・５頁） 

「こと放射能の事になると家族でも意見が対立します。母や息

子は公の情報を信じており、放射能の体内被曝に関してあまり危

機感を持っていません。」（甲Ｃ３８－１・３頁） 

「私が南相馬市に訪れたときには、親戚に会うようにしていま

すが、親戚は私達家族が地元を捨てたととらえているようで、地

元を離れた私たちに対してよそよそしい態度をとるようになりま

した。原発事故以前には、親戚との間に親しいつながりがありま

したが、現在では関係が希薄となり、今後のことを親身に相談す

ることもできません。」（甲Ｃ８２－６の１・３～４頁） 

「（夫と帰還について話せない理由）そういう話をしても、まと

まりがつかないというか、結論が出ないのが分かっていましたか

ら、余りもう話したくないようだったから話せないというか、も

うそれ以上は言いたくないという感じで、話せなかったです。」（原

告６６番本人調書６頁） 

「（事故後の夫の様子）ちょっとのことで怒りやすくなりまし

た。」「口調も荒くなったというか、怖くなりました。荒々しい感

じ。」「見ると怖いので、やっぱり話はしなくなりました。頻繁にけ

んかになるのが嫌で。」（原告２６番本人調書８～９頁） 

「（夫と将来のことを話すと）最初は何回か話したんですが、そ

うすると途中で言い争いになるんです。声を荒げて怒鳴るみたい

なときがあって、途中で、ああ、話せないなと思いました。」（原告

８１番本人調書１１頁） 

「やはり広いうちからこのような狭いうちに移ったということ

で今までは割と伸び伸びと生活を送ってきましたけれど、このふ
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すま１枚隔てただけの部屋で母と一緒に暮らすわけですけれども、

ちょっとしたことで衝突したりとか、やはり自分のストレス、い

ろんな意味でのストレスがたまるので、そういう衝突をしてきた、

ストレスもたまったというところです。つらい思いをお互いにし

ていると思います。」（原告３８番本人調書１１頁） 

「（娘にいわきに住む兄と同居することを尋ねたところ）お兄ち

ゃんとかに迷惑かけるから、一緒に同居しなくてもいいというか、

私のことは考えなくてもいいよみたいなことは言います。」「今仕

事ができている状態でもないし、普通の状態ではないので、迷惑

かけちゃうからって言ってます。」（原告２６番本人調書１６頁） 

 

（２）避難者同士の軋轢 

 親族関係にない避難者同士であっても、賠償金の違いなどから、

人間関係に軋轢が生じてしまっている。 

「同じ会社でも職種が違えば交流もほとんどありませんし、原

発事故から避難してきた人と元からいる人との間に軋轢もありま

す。元からいる人から見れば、避難してきた人は賠償をもらって

いるということで、やっかみの気持ちがあるのです。会社でも、同

じ避難者と会話するくらいです。避難者以外の人が近くにいると

きは、避難者同士でもしゃべりません。いつの間にか話題が賠償

の関係になって、「あんたはいっぱい貰っているんだろう。」とい

う話になってしまうからです。」（甲Ｃ３５－１・３～４頁） 

「（避難者同士でも気を使うか）そうですね。みんなそれぞれ一

人一人個人的に家族の賠償金額が違いますので、ただ、そのとき

に、この人とはここまでしか話せない、この人ならば我々と同じ

条件だからここまでは話せると、そういう話し方が一人一人、一

家族ずつみんな違うんです」（原告２７番本人調書１８～１９頁） 

 

（３）避難先住民との軋轢 
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 ほとんどの原告らは、避難先において、多額の賠償をもらって

羽振りが良い生活しているなど誤った認識をされることによって、

嫌味を言われたり、嫌がらせを受けており、避難先住民との交流

に非常に苦慮している。 

「付近の方から、「金の亡者」「双葉町へ帰れ！」などと誹謗中傷

された避難民もいます。」（甲Ｃ９－５・７頁） 

「もう、小さな軋轢やいやみは慣れっこです。悲しくなるので、

極力、自分からは避難者だとは名乗らなくなりました。」（甲Ｃ１

０－３・１０頁） 

「特に、近所の床屋さんは「原発で避難している人は、東電から

お金をもらっていい生活ができて、いいですよね」「パチンコ屋で

も、飲み屋でも、風切って歩いているのは原発事故の避難民だ」な

どいうので、傷付きました。こちらは、わざわざ遠くに散髪しに行

くのも感じが悪いかと思い、仲良くやりたいと思って髪を切りに

行くのですが、原発避難民が金目当てで生きているようにいわれ

るのは、何とも言えないような悔しさを感じます。」（甲Ｃ１６－

１・４頁） 

「二女が言うには、一番嫌なのが仕事場での休憩時間がそうで

す。同僚はきっと少しでも仲良くなるために話しかけてくれてい

たのでしょう。でも、会話の内容は、いつも原発、避難、賠償金の

話ばかりとのことでした。「東電からいくらもらっているの？」と

何回聞かれたかわかりません。「避難民がいわきにばっかり集まる

から、道路がすごく渋滞してるし、外食に行ってもいつも混んで

る。」「仮設住宅をどれだけつくる気？」同僚は冗談で言っている

のだとわかるけど辛いと二女は言っていました。」（甲Ｃ１８－１・

１０頁） 

「親戚の者から「お前たちはいいよなあ、一生東京電力から生

活させてもらえるんだから」といわれました。なぜ避難している

だけでもつらいのに、さらにこんなことをいわれなければならな
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いのか。」（甲Ｃ４４－１・１１～１２頁） 

「これは、仮設住宅、私の住んでいる仮設住宅なんですけれど

も、夜中に、何ていうんですかね、「出てけ。」というようなあれで、

ちょっと酔っ払った方が仮設住宅に乱入してきたこともあります

し、あと騎西高校に避難しているときは暴走族が夜中に窓に石を

ぶつけて割ったということもありました。」（原告９番本人調書３

５頁） 

「福島出身というと、「カネもらっているんだろ」みたいなこと

を言われる事があると、避難者からきいたことがありますし、そ

のようなことを新聞で見たりもします。それで、私もそういうふ

うに思われているだろうな、という感覚があります。」（甲Ｃ５２

－１・５～６頁） 

「避難当時、いわき市他、受け入れてくれた地域の人たちが同

情してくれましたが、金銭的な賠償に関する報道に触れると、同

じ被害者なのにという、複雑な気持ちがあるのだと思います。」（甲

Ｃ７９－１・６頁） 

「避難先では、地元の方々からいわれのない誹謗中傷を受けま

した。「お金を多くもらっているんでしょ」、「車なんか買いやがっ

て」といったものです。自家用車の福島ナンバーを見て、このよう

な言葉を浴びせてくる人が多く、車に乗るのが嫌でした。」（甲Ｃ

５８－１・５頁） 

「（避難先の横浜で）車のナンバーがいわきナンバーであったこ

とから、車に傷をつけられたことがあります。」（甲Ｃ７３－１・６

～７頁） 

「私は、職場の同僚から、「賠償金もらっているんだから、働く

ことないでしょう」と言われたこともあります。」（甲Ｃ７３－１・

１０頁） 

「（娘がバイト先で言われたこと）アルバイト先のパートの方々

に補償金、賠償金もらっているんだから、別に働かなくてもいい
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でしょう、そんなにって言われて、シフトのきつい時間帯に２時

間とか、夜遅く２時間とか、朝早く２時間とか、ちょっとの短い時

間なんだけど、夜中とか朝とかきついシフトを入れられて、それ

をこなそうと頑張っていました。」（原告２６番本人調書１４頁） 

「（いわきの人は双葉の人のことを）あっちのほうの人って言い

ます。指を指してあっちのほうの人って。あっちのほうの人は、お

金もらえるからいいよねって、働かなくてもいいよねって。」（原

告２６番本人調書１７頁） 

 そのため、原告らは、双葉郡出身であることを秘したり、故郷の

話が出来ないことを心苦しく思ったり、自責の念を感じたりして、

耐え難い苦痛を味わっている。 

「（東京出身だと話すとき）嘘をついているので、心がすごく痛

いです。」「（自分を）責めます。」「（知り合った人と仲良くなれる

か）できません。嘘をついているので、深く話はできないです。東

京出身ですで終わりです。」（原告２６番本人調書１８頁） 

「自分のふるさとの話ができないというのは本当に苦痛です。

避難先でも知り合った人に聞かれたりもしますし、そういったと

きに自分のふるさとの自慢ができないというのは本当に悲しいで

す。」（原告４５番本人調書８頁） 

「（双葉出身と言えるか）いやあ、それは言えません。私も、自

分はこれ被害者なのに何で自分が避難民で双葉町から来てますよ

って言えないのかなって、理不尽だと思いますけど、本当に言え

ないですね。うん、なぜ言えないか。そう目で見てもらいたくな

い、そういうのがあります。……もういわきナンバーから郡山ナ

ンバーにすぐに換えました。そして、自分の、「どこから来た」、「あ

あ、うちは主人は横浜です。私は会津です。」っていう形で、そう

いうことだけを言いました。余計なことはもう言いません。」（原

告５番本人調書３２～３３頁） 

「（娘について）東京に避難したのは私達が選んだので、東京に
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いてもいじめられ、いわきでも原発事故のせいだと思っています。

性格も変わってしまった。」「（東京へ避難したことについて自責の

念）あります。」（原告２６番本人調書１６頁） 

「去年の春頃ですけど、３５歳くらいの女性の方がうちに訪問

してきて、双葉郡の人達はいわき市の人達に恨まれているんだか

ら、人に恨まれないように宗教のようなものに入りなさいって勧

誘されたことがあります。」（原告２２番本人調書１６頁） 

 

（４）統計資料との整合性 

準備書面（９）１１頁以下で紹介したとおり、避難者に対するア

ンケート結果において、多くの避難者が、被害者同士等の軋轢を

訴えている。 

 たとえば、「家族、親戚との不仲について強い不安 3804／9384 世

帯（甲Ａ８７・６７頁）、「現在の生活困難：周りの人との人間関係

25.2％、家族関係が悪化した 18.5％」（甲Ａ８８・２２頁）、「いわ

き市民は、人口増加によって住宅確保が困難になったこと、交通

渋滞や医療施設の混雑などの点に不満を持っているとされる。ま

た、ゴミ出しや駐車の仕方などの違いによるトラブルは減少しつ

つあるものの、「被災者帰れ」という中傷落書きが発見されたり、

仮設住宅の自動車の窓ガラスが割られたりするなどの事件が発生

している。」（甲Ａ９０・３９頁）などとされている。 

これらの統計資料の結果は、前記における原告らの供述と整合

している。 

 

８ ⑧避難生活中の身体状態の悪化 

（１）既往症の悪化 

 既往症を抱えていた場合、本件原発事故前は、症状を良く理解

している主治医のもとに通院したり、リハビリを受けたりしてい

たので、症状は安定していた。ところが、避難生活によって、主治
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医のもとへ通院することが困難になったり、リハビリを受けるこ

とができなくなったりしたため、安定していたはずの症状は、一

気に悪化してしまった。 

「（原発事故前）脳梗塞の後遺症を緩和するためにリハビリを続

けていたのですが、このような事故による避難生活によって、と

てもそのようなことはできなくなり、症状が悪化してしまいまし

た。また、左足の骨折を治療した後、Ｊビレッジ所在の整形外科に

通院していたのですが、これも事故のために中断したために回復

が困難になりました。こうした影響により、転々と避難を続ける

中で、私は急速に足腰が弱くなり、歩行にも支障を来すようにな

りました。」（甲Ｃ２－１・２頁） 

「（妻の持病について）これはもう、何ていったらいいか、避難

した時は、とても体が悪くなって。」「（かかりつけの専門医がいな

いことについて）薬の、専門医の調合、調合というより、薬を出す

のには、やっぱり腎臓系統の病気の薬というのは、実際に専門で

ないと分からない薬なんですね。それで、薬も合わないし、医師も

腎臓の事に対してよく調べてくれないし、そういうことで、あと

楢葉の情報もないので。」（原告３０番本人調書８頁） 

「（母の足腰の状態）避難当初は足腰が大丈夫で自分で全部用を

足していたんですが、部屋は狭いし庭も狭いんで、なかなか自分

で動く機会が少なくて徐々に足腰が弱ってきまして、去年、おと

としの秋頃から急に立てなくなりまして。で、車椅子になったわ

けです。」「（本人の体調）やはり、震災前、農作業に追われて、幸

いどこも悪いところがなく動いていたんですけれども、避難後め

っきり動く機会が少なくなって、筋肉の量が減ったんですか。そ

れとあと、震災前は３０キロの米なんか自由に動かしていたんで

すが、震災後なかなかそれもやっとのような状況になって、これ

は体力が落ちたなというような実感をしております。」（原告４２

番本人調書１２頁） 
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「（脳梗塞の父の日常生活）特に支障はありませんでした。」（原

告５０番本人調書８頁）、「（避難後のリハビリ）いいえ、できてい

ません。」（同９頁）、「（避難後の状態）空に足が安静にしても痛く

なってしまい、車椅子じゃないと移動できない状態になってしま

って、スーパーも診察もみんな車椅子で行くようになってしまい」

（同１１頁） 

「（祖母の体調、避難前後で悪化したか）はい。はって歩くこと

はできたんですけど、もうだんだん仮設に来てから歩くことはし

ないで、自分の部屋にこもったりなんかをしていました。」（原告

４０番本人調書２３頁） 

 特に、避難の初期は、常用していた薬を入手できなくなってし

まったため、体調が顕著に悪化した。 

「私は、事故前から高血圧でしたが、避難して薬がなくなり、大

変不安な思いをしました。」（甲Ｃ１４－１・9 頁） 

「私と夫は、原発事故前から高血圧、高コレステロールの症状

があり、毎日薬を飲んでいましたが、事故後、避難生活を始めてか

らは、しばらく病院に通えず、薬をもらえなかったこともあり、こ

れらの症状が悪化してしまいました。」（甲Ｃ２８－１・１２頁） 

「（避難後に心臓病の薬を処方してもらえるようになった時期）

埼玉スーパーアリーナに避難してからなんで、大体３月の２０日

だと思います。」（原告９番本人調書１５頁） 

「避難生活によって、まず期間がどれくらいになるか分からな

いということで、薬の持ち出し全然できなかったので、避難後約

２週間ぐらいは、薬と、あとインシュリンの注射のほうですか、こ

ちらも余りできなかったですね。」（原告５７番本人調書８頁） 

 

（２）ストレス性の身体異常 

 前記のように、原告らは、避難生活において種々の過酷なスト

レスを受け続けているため、体重の変化、胃腸障害、血圧上昇、免
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疫低下、鼻血、難聴など、ストレスに起因する身体状態の悪化が見

られている。 

「度重なる移動のストレスもあったのだと思います。体重も一

時期一気に１０キロ近く減ってしまいました。」（甲Ｃ１４－２・9

頁） 

「胃の調子が悪く、食べたり食べられなかったりが続いていま

す。」（甲Ｃ１４－２・9 頁） 

「妻は、避難生活の初期から１年目くらいまでは、血圧が上昇

し、めまいのため歩行困難に陥り、通院しなければなりませんで

した。避難生活が始まって間もなく、妻は体調を悪くして、体重が

４㎏～５㎏減少してそのまま戻ってないようです。」（甲Ｃ１９－

３・１７頁） 

「妻も健康には全く不安のない生活でしたが、今では血圧計の

針が振り切れる程に高い血圧になってしまいました。」（甲Ｃ２０

－１・７頁） 

「コレステロールのコントロールが必要になり、郡山では内科

にもかかりました。」（甲Ｃ１４－２・１０頁） 

「私の妻は、もともととても健康で、風邪などひいたことはな

かったのですが、こちらで避難生活をするようになってからは、

１年に５回くらい風邪をひくようになってしまいました。私も、

こちらに来るようになってから、今まではあまり出なかったにも

かかわらず、鼻血が出やすくなりました。」（甲Ｃ４１－１・７頁） 

「（妻が鼻血を出して１週間近く続いたことについての医師意

見）これは、一つは、避難生活での心労、それから生活環境の悪化

という診断ですね。」（原告３０番本人調書１０頁） 

「（避難２か月後くらいから難聴になったことについての医師

意見）先生、医者の判断によりますと、これはストレス以外にない

んじゃないかということで、そういう話をされました。」（原告３

番本人調書５頁） 
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（３）医師意見 

 原告らの体調悪化ついて、医師は、避難生活によるストレスが

原因であると指摘している。 

「（皮膚炎についての医師意見）精神的なストレス、原発事故が

あっあって、その精神的なストレスからくるものだろうというこ

とを言われました。」（原告８１番本人調書１１～１２頁） 

「（蕁麻疹についての医師意見）お医者さんも、薬は飲んでいる

んだけども、これも一応ストレスのほうから来ているのかなとい

うことで、薬で対応しているけれども、なかなか結果がまだ出て

きてません。」（原告２７番本人調書２０頁） 

「（耳鳴りについての医師意見）避難のストレスもあるのではな

いかというふうには言われました。」（原告４７番本人調書１０頁） 

「私たち夫婦はいくつもの病気に悩まされています。……いず

れも避難生活における心労及び生活環境の変化により悪化したも

のと医者は診断しています。」（甲Ｃ３０－１・４頁） 

「（慢性的な片頭痛、狭心症、高血圧の事故前症状）ありません。」

（原告５８番１５頁）、「（避難生活によるストレスが関与した可能

性を否定できないとの主治医意見）それは、私もあるのかなとは

思っています。」（同１６頁） 

また、仮に避難生活と既往症悪化や発病との間の因果関係が医

学的に不明であったとしても、本件原発事故によって、新たに医

師を探さなくてはならなかったり、遠くの病院まで通院せざるを

得なかったり、不便な避難先住宅で療養しなければならなかった

りという点では、精神的苦痛は生じている。 

 さらに、被介護者がいた場合において、避難生活と介護状態発

症や増悪との間の因果関係が医学的に不明であっても、同様に不

便な避難先住宅で介護しなければならないという点では、精神的

苦痛は生じている。 
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（４）統計資料との整合性 

準備書面（９）１３頁以下で紹介したとおり、避難者に対するア

ンケート結果において、多くの避難者が、身体状態の悪化を訴え

ている。 

たとえば、「現在の生活困難：健康や介護度が悪化 26.8％」（甲

Ａ８８・２２頁）、「震災前と比べた現在の健康状態：かなり悪くな

った 22.5％、やや悪くなった 46.9％」（甲Ａ２９・３１頁）などと

されている。 

これらの統計資料の結果は、前記における原告らの供述と整合

している。 

また、準備書面（１９７）６頁以下で指摘したとおり、避難者は、

代謝異常（メタボリック症候群）の方向に身体状態が悪化してお

り、高齢者の震災関連死も頻発している。これらのデータに照ら

せば、原告らを含む避難者は、たとえ生活習慣病など重大な疾病

を発症していないとしても、その予備軍とも言える程の過酷な身

体的ストレスを等しく被っていることが、合理的に推測される。

言い換えれば、一般人・通常人を基準とすれば、本件原発事故によ

る避難生活の身体的ストレスは、生活習慣病をいつ発症してもお

かしくない程の強度なのである。 

 

（５）既判力との関係 

準備書面（２８７）で述べたように、本件においては、身体的な

疾病発症・増悪を請求原因として入通院慰謝料を請求しているも

のではないから、本件訴訟の判決が確定した後、身体的な疾病発

症・増悪に関する入通院慰謝料を別途請求することは制限されな

い（すなわち、本件における避難慰謝料の支払いは、身体的な疾病

発症・増悪を請求原因とする通院慰謝料の請求に関して既判力を

生じない）。 
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本訴訟においては、避難生活の過酷さを基礎付ける一事情とし

て、身体状態の悪化を主張立証しているのである。 

 

９ ⑨避難生活中の精神状態の悪化 

  避難生活における精神的ストレス、精神状態の悪化については、

これまで、複数の準備書面・証拠によって主張立証してきた。 

すなわち、準備書面（３）１１頁以下において、①「地域住民の多

くにこの種の体験を強いる災害は当然、うつ病発病の母地となりう

る。」（甲Ａ１５）など、災害ストレスの特徴を、②「恐怖、不安と無

力感が、人の心を深く傷つける。原発事故もこの二つにピッタリと

当てはまる。しかも予測不可能、制御不可能の状態が、他の災害で

はみられないほど長期間続く」（甲Ａ１９）など、災害の中でも原子

力災害は特殊なものであることを、③「ＳＲＳ－１８の合計点にお

いて、男性では７６．０％、女性では７７．１％の者が「高い」レベ

ルにあることが明らかとなった。「高い」レベルに加え、「やや高い」

レベルの割合も合わせると、男性では９２．９％、女性では９４．

２％にのぼる。」（甲Ａ２４）など、避難者のストレスに関する統計

調査の結果を紹介した。 

準備書面（９）において、①「明るく、楽しい気分で過ごした」と

の項目について、21.2％が「まったくない」と回答し、33.3％が「ほ

んのたまに」と回答（甲Ａ８８）、②現在の精神状態について 45.3％

が「不安定である」と回答（甲Ａ２９）、③ストレスを「強く感じる」

「感じる」「やや感じる」が計 92.0％に達した（甲Ａ３２）など、避

難者のストレスに関する統計調査の結果を紹介した。 

これらの統計資料の結果は、前記における原告らの供述と整合し

ている。 

準備書面（２８８）において、①過去の災害ストレス研究、東日

本大震災のストレス研究から、一般的に、避難者は、深刻かつ長期

的な精神的ストレスを受けること、②本訴訟の多くの原告らが、う
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つ症状（抑うつ感、不眠、不安など）を抱えたり、精神疾患を発症し

たり、希死念慮を抱えたりしていることを主張立証した。 

また、準備書面（１９７）でも主張立証したとおり、避難者は「Ｋ

６：１３点以上」の割合が高く（１１．９％）、震災関連自死の割合

も他県と比べて高いとのデータに照らせば、原告らを含む避難者は、

たとえうつ病等精神疾患を発症していないとしても、その予備軍と

も言える程の過酷な精神的ストレスを等しく被っていることが、合

理的に推測される。言い換えれば、一般人・通常人を基準とすれば、

本件原発事故による避難生活の精神的ストレスは、うつ病等精神疾

患をいつ発症してもおかしくない程の強度なのである。 

なお、準備書面（２８７）で述べたとおり、本件においては、精神

的な疾病発症・増悪を請求原因として入通院慰謝料を請求している

ものではないから、本件訴訟の判決が確定した後、精神的な疾病発

症・増悪に関する入通院慰謝料を別途請求することは制限されない

（すなわち、本件における避難慰謝料の支払いは、精神的な疾病発

症・増悪を請求原因とする通院慰謝料の請求に関して既判力を生じ

ない）。本訴訟においては、避難生活の過酷さを基礎付ける一事情と

して、精神状態の悪化を主張立証しているのである。 

 

１０ 損害額 

（１）中間指針について 

 準備書面（１２）で詳論したとおり、いわゆる中間指針（追補含

む）が慰謝料を月額１０万円と定めたことには、以下のように、

種々の問題点がある。 

 まず、中間指針自身が「本件原子力事故による原子力損害の当

面の全体像を示すもの」、「中間指針に明記されない個別の損害が

賠償されないということのないように留意されることが必要」と

述べるとおり（中間指針２頁）、あくまで暫定的な指針に過ぎない。

なおここには「明記されない個別の損害」と記載されているが、こ
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のことは、損害項目として記載されていてもその評価額が不十分

な場合における「超過損害額」についても同様である。したがっ

て、中間指針は、本訴訟において、損害の捉え方を制約したり、賠

償範囲を制限したり、賠償額の上限を画したりするものではない。 

  また、策定過程について、「被災住民の声も本件原発事故の関係

市町村の首長の声も十分に聞くことなく、一方的に中間指針等を

策定している（本件原発事故の被災地である全市町村の首長の意

見を聴取したのは、中間指針公表後である原発事故発生から１０

カ月を経過した第２１回審査会（２０１２年１月２７日）におい

てである。」（甲Ｂ１２・１４頁）など、被害実態を踏まえたもの

でないことが指摘されている。 

指針の性質についても、「注意すべきは、和解は当事者の合意で

あり、強制力を持った裁判と違い、当事者の一方である東電の意

向を無視できないことである。そのため、原賠審としては、一方当

事者である東電が納得（納得せざるを得ない）ものを志向するこ

とになってしまっている面がある。」ことや、委員の中立性につい

ても問題点が指摘されている（甲Ｂ１３・１３５～１３６頁）。 

  そして、交通事故損害賠償（自賠責保険）が参照されたことに

ついて、「一方において低い慰謝料額であるゆえに逓減方式が採用

されていない自賠責基準を金額として採用しながら、他方におい

て１日単価を高くしたゆえに逓減方式を採用している赤い本を減

額の根拠とすることは、著しく偏った妥当性に欠ける判断といわ

ざるを得ない。」など矛盾点が指摘されている（甲Ｂ１２・１５頁）。 

  さらに、除本証人が意見書（甲Ａ２６７）および尋問において

指摘しているように、中間指針が想定している精神的損害は、日

常生活阻害および見通し不安に関する損害であって、被ばくによ

る健康不安に関する損害、故郷喪失に関する損害、不法行為につ

いて損害額の一要素として考慮される被告の悪質性などの要素は

含まれていない。 



98 

 

  このように、論理的視点、分析的視点に照らせば、中間指針が

定める月額１０万円は、避難慰謝料としても不十分な賠償である

ことは明らかである。 

 

（２）月額５０万円の根拠（ストレス強度） 

  準備書面（１９）で詳論したように、本件原発事故と自死との

間の因果関係を認めた福島地裁平成 2 6 年 8 月 2 6 日判決（甲Ｂ

１６）は、避難生活中のストレスについて、「ストレス－脆弱性」

理論のストレス強度を援用しながら、以下のように評価した。 

 

a 避難前の生活をし得なくなったことによるストレス…「多額の財

産を損失した又は突然大きな支出があった」（ストレス強度ＩＩＩ）

及び「家族が増えた又は減った(子供が独立して家を離れた)」（ス

トレス強度Ｉ） 

b 仕事を失ったことによるストレス…「退職を強要された」（スト

レス強度ＩＩＩ） 

c 帰還の見通しが持てないことによるストレス…「天災や火災など

にあった又は犯罪に巻き込まれた」（ストレス強度ＩＩＩ） 

d 住宅ローンの支払が残っていることによるストレス…「借金返済

の遅れ、困難があった」（ストレス強度ＩＩ) 

e 避難先の住環境の違いによるストレス…「騒音等、家の周囲の環

境（人間環境を含む）が悪化した」又は「引越した」（いずれも

ストレス強度ＩＩ） 

  これらのうち、a は前記⑥家族の離散、b は⑤仕事や生きがいの

喪失、c は③先の見えない不安、e は①避難先住居での生活の限界

（物理的な不便さ）②見知らぬ土地での不安⑦被害者同士等の軋

轢、にそれぞれ該当する。仮に労災実務であれば、このようにス

トレス強度ＩＩＩおよびストレス強度ＩＩが複数存在すれば、精

神発症との因果関係は優に認められるはずである。言い換えれば、
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避難生活における精神的ストレス（心理的負荷）は、精神疾患を

発症すれば因果関係が優に認められるほど非常に強度なストレス

なのである。 

 

（３）月額５０万円の根拠（入院慰謝料との比較） 

  原告らは、訴状９８頁において、避難慰謝料月額５０万円の根

拠として、いわゆる赤い本別表Ｉの重症入院慰謝料（月額５２万

円）あるいは同別表ＩＩの軽傷入院慰謝料（３５万円）の１．５

倍として対比して算定した。 

  この対比算定は、以下の通り、入院生活におけるストレスと避

難生活におけるストレスとの異同を考察することで、合理的な対

比算定であることが裏付けられる。 

ア 入院生活のストレス要因研究その１ 

大学病院の入院患者（９７名）に対する調査によると、「気に

なるストレス」では、「温度」が最も多く、次いで「体調」「同室

者のいびき」「湿度」「物音」「部屋の狭さ」などであった。また、

「（自分が他人にストレスを与えているのではないかと）気にす

るストレス」では、「自分の風邪」「自分の排泄行為」「ベッドサ

イドの灯り」「テレビの光」「面会者との様子」「咳や体動」など

であった（甲Ａ５５２・６８頁）。 

 これらのうち、「部屋の狭さ」「温度」「湿度」「同室者のいびき」

「物音」は、①避難先住居での生活の限界（物理的な不便さ）と

類似のストレス要因といえる。 

 また、「自分の排泄行為」「ベッドサイドの灯り」「テレビの光」

「面会者との様子」「咳や体動」も、病室同居者へ気を遣うスト

レスであるから、避難先で親族や住民に対して気を遣う点で類

似しており、①避難先住居での生活の限界（物理的な不便さある

いは⑦被害者同士等の軋轢と類似のストレス要因といえる。 

 そして、「体調」は、⑧避難生活中の身体状態の悪化あるいは
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⑨避難生活中の精神状態の悪化と類似のストレス要因といえる

し、「いつになったら退院できるのか先行きが不安」という観点

からは、③先の見えない不安と類似のストレス要因といえる。 

 一方、避難生活においてあげられる②見知らぬ土地での不安、

④被ばくによる不安や差別、⑤仕事や生きがいの喪失、⑥家族の

離散は、入院生活では見られない（避難生活に特有の）ストレス

要因といえる。 

 

イ 入院生活のストレス要因研究その２ 

大学病院の入院患者（３２８名）に対する調査によると、「入

院で家族や知人に迷惑をかける」が最もストレスの程度が高く、

次いで「重い病気かも知れないと思うこと」「手術・検査のこと

を考えると不安」「食事が冷めてまずい」「離れている家族のこと

を考えると不安」「病棟のトイレには困っている」などの項目が

高値を示した（甲Ａ５５３・２４頁） 

 これらのうち、「重い病気かも知れないと思うこと」「手術・検

査のことを考えると不安」は、⑧避難生活中の身体状態の悪化あ

るいは⑨避難生活中の精神状態の悪化に類似のストレス要因と

いえるし、「いつになったら退院できるのか先行きが不安」とい

う観点からは、③先の見えない不安と類似のストレス要因とい

える。 

 また、「病棟のトイレには困っている」は、①避難先住居での

生活の限界（物理的な不便さ）に類似のストレス要因といえ、「食

事が冷めてまずい」も自ら自由に食事を用意できないという住

環境制限という点では、同じく①避難先住居での生活の限界（物

理的な不便さ）に類似のストレス要因といえる。 

そして、「離れている家族のことを考えると不安」は、⑥家族

の離散に類似のストレス要因といえる。 

 一方、避難生活においてあげられる②見知らぬ土地での不安、
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④被ばくによる不安や差別、⑤仕事や生きがいの喪失、⑦被害者

同士等の軋轢は、入院生活では見られない（避難生活に特有の）

ストレス要因といえる。 

 なお、「入院で家族や知人に迷惑をかける」は、避難生活では

見られない（入院生活特有の）ストレス要因といえる。 

 

ウ 入院生活のストレスは減衰しないこと 

 前記の両調査ともに、入院期間が長くなっても、患者のストレ

スは減衰しない（むしろ高くなる）ことが示されている。すなわ

ち、「一般に、入院期間が長い患者は環境に慣れ、ストレスが低

くなると思われがちであるが、本結果では、入院期間が 1 ケ月

以上 2 ケ月未満の者の方が、同室者の体調や物音・会話に敏感

になっている様子が伺われた｡」（甲Ａ５５２・６６頁）、「在院日

数別では、在院日数が長くなるほどストレス程度が強く、とくに

【家族への関心】【経済状況の不安】因子で有意に高い傾向がみ

られた。」（甲Ａ５５３・２６頁）とされている。 

 

エ 避難生活ストレスも減衰しないこと 

 第１・１（６）で述べたとおり、避難者に対するアンケート調

査の結果、避難生活に伴うストレスは、経時的にみても大きな変

化は見られない。 

 このことは、原告らによって語られた被害実態とも整合して

いる。すなわち、人間関係の軋轢（破壊）、被ばくへの不安、生

きがいの喪失感など、は、避難生活から数年経っても、全く回復

していない（むしろ悪化しているとも言える。） 

「本件事故により、夫が小美玉のアパートに帰っている間は

狭い部屋に朝から晩まで夫婦二人で顔を突き合わせる生活に激

変しました。このような生活になってもう５年も経ちますが、夫

は未だにストレスを感じ、今までは聞き流していた私の文句に
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対し言い返して怒ることが続いています。夫が自力で建てた浪

江町のマイホームを取り壊すことを決め、落胆していることも

影響していると思います。」（甲Ｃ８１－４・１１頁） 

「私が南相馬市に訪れたときには、親戚に会うことにしてい

ますが、親戚は私たち家族が地元を捨てたととらえているよう

で、地元を離れた私たちに対してよそよそしい態度をとるよう

になりました。原発事故以前には、親戚との問には親しいつなが

りがありましたが、現在では関係が希薄となり、今後のことを親

身に相談することもできません。」「早期から避難していた家族

についても、避難先の病院で甲状腺検査を受けた結果、家族の 5

人中 3 人が「甲状腺肥大」と指摘されました。甲状腺が肥大した

原因は不明とのことだったことから、毎日被ばくに対する不安

が尽きません。」（甲Ｃ８２－６の１・３～４頁） 

「（本件事故前はお互い仲よく支え合うことができていたけ

れど、現在それぞれに余裕がない中で支え合える関係がつくれ

なくなっていると？はい。」「（今後家族がどう生活していくかと

いう見通し持てますか？）持てません。」（原告２６番本人調書１

５～１６頁） 

「（本件原発事故の後、茶室を全く利用していない理由）こう

いうところで、こんなことを実際に楽しむとか、茶室でお茶をす

るというのは、日常の生活の一コマというか、延長というか、そ

ういう中で初めてできることなんで、環境が現在のように、その

日常生活がすべて断ち切られてしまった以後は、こういうこと

を楽しもうという心境にはなれない。かえって、むなしいものを

覚えてしまうというので行ってません。」（原告１番本人調書６

～７頁） 

「現在は、私たち避難者に東京電力から賠償金の一部が支払

われ、一見すると経済的には恵まれているかのように見えるか

も知れませんが、実際に避難生活をしている私たちからすると、
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そのような実感はまったくありません。生活の豊かさをいった

ものをまったく感じることができず、精神的な部分でもむなし

さが大きく、心にゆとりがありません。最近では、何となく外に

出かけていくことすら億劫になってしまっています。」（甲Ｃ４

１－１・９頁） 

「（戻れないという葛藤）5 年 3 か月もたちましたけども、何

ら変わりはありません。帰還したいと思っても帰還できないこ

の気持ちをどこに持っていけばいいのかわかりません。この事

故さえなげればという気持ちに自分がいつもそういうふうに陥

ってしまいます。」（原告４４番本人調書２５頁） 

 特に、精神状態の悪化については、準備書面（２８８）で主張

立証したとおり、避難生活が長期化することで精神状態が悪化

することは、過去の災害研究、本件原発事故に関する研究で明ら

かにされており、これは、原告らが陳述書や尋問を通じて語る事

実と整合している。 

「（死にたいと）今はほとんど毎日のように思っています。」

（原告２６番本人調書１９頁） 

「（妻のうつ病の治療の継続）そうです。薬は、今現在も飲ん

でいます。」（原告４５番本人調書９頁） 

「いわきの仮設住宅に住んでいた平成 24 年 4 月ころから、嗅

覚が減退し、臭いを感じることができなくなりました。同年 6 月

には強度の目眩に襲われ、1 週間も寝たきりの状態となりました。

平成 25 年 9 月にも同様のめまいを発症し、寝込んでいます。不

眠症は現在も続いており、毎日明け方 4 時頃まで眠れず、2 時間

ほどしかまとめて眠れません。病院で受診しても原因は判らず、

避難生活の疲れが出できているのではないかと言われました。」

（甲Ｃ２２－３・１５頁） 

「健康状態についていずれも、不眠をはじめとする本件事故

後の精神的な不調は続いており、むしろ悪化しています。」（甲Ｃ
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２６－２・１～２頁） 

「（耳鳴りの症状は、事故からもう 6 年もたちますけれども、

まだあるんですか？） 

あります。」（原告４７番本人調書１０頁） 

「（避難生活 6 年間の妻の状態）何でこんなところに避難しな

ければならないの、何で原発なんかは最初から危険だというの

が分かっていて、何で原発事故が起きるって分かっていて、何で

原発を稼働したのかというふうなことも、常づね言っておりま

した。やはり、そういうことがあってもどうしようもない、私 1

人じゃどうしようもないというふうなことで、どんどん落ち込

んでいったわけです。」（原告１９番本人調書３頁） 

「（孫の状態）どんどん転校するたびに落ち込んでいった、そ

してまた更に仲間が、友達がなかなかできないというふうなこ

とで、あとはこの孫は非常に気持ちが優しい子なので、どうして

も反発することができないんですね。」（原告１９番本人調書５

頁） 

 さらに、原告らは、時が経つにつれ一時帰宅することに後ろ向

きになったり（甲Ｃ４－３・１６頁）、「戻っても地獄、残っても

地獄」と感じたり（甲Ｃ１０－３・１０頁）、時間は３月１１日

のまま止まっていると感じたり（原告２４番本人調書２４～２

５頁）している。 

 このような年数経過による心境の変化について、原告らの代

表者のひとりは、「これは、私だけじゃないと思うんですが、1 年

目は無我夢中で、本当に着のみ着のまま逃げた１年目、そして２

年目は不安と葛藤の２年目だったと思います。そして、３年目は

それでも先が見えなくて、４年目になったら、いいかげんにして

ほしいぐらい限界を超える。本当にその心境の中でも生きてい

かなきゃいけなくて、５年目からは、今日に至っては絶望の中で

も、でもやっぱり生きていかなきゃいけないから、何とか食いし
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ばっている、そういう状況だと思います。」（原告１０番本人調書

２６頁）と切実に語っている。 

 

オ 小括 

 以上のように、入院生活におけるストレス要因は、避難生活に

類似するストレス要因（①避難先住居での生活の限界（物理的な

不便さ）、③先の見えない不安、⑥家族の離散、⑦被害者同士等

の軋轢、⑧避難生活中の身体状態の悪化、⑨避難生活中の精神状

態の悪化）であり、これら精神的苦痛の総体は、交通事故損害賠

償実務（いわゆる赤い本）においては、経験則上、月額５２万円

（重症患者）あるいは月額３５万円（軽傷患者）と評価されてい

る。 

 言い換えれば、②見知らぬ土地での不安、④被ばくによる不安

や差別、⑤仕事や生きがいの喪失といったストレス要因が存在

しなくても、経験則上、①避難先住居での生活の限界（物理的な

不便さ）、③先の見えない不安、⑥家族の離散、⑦被害者同士等

の軋轢、⑧避難生活中の身体状態の悪化、⑨避難生活中の精神状

態の悪化といったストレス要因さえ存在すれば、その損害は、月

額３５万円ないし月額５２万円と評価され得るのである（そし

て、経時的に減額する必要もない）。 

  したがって、原告らが入院慰謝料を対比参照して月額５０万

円の避難慰謝料を主張していることは、何ら不合理なことでは

ない。 

 

第２ 障害者の増額事由 

本項では、精神障害者・知的障害者の被害について述べる。具体

的には、前半（第１項ないし第３項）で、主に、米国精神医学会作成
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の DSM－5 に基づいて記載された「標準精神医学 第６版」 1（甲Ｃ

２９の８の１ 以下、「標準精神医学」という。）をもとに、統合失

調症、うつ病及び双極性障害、知的障害について述べ、後半部分（第

４項）で精神障害者の支援体制等について述べる。 

 

１ 統合失調症について（甲Ｃ２９の８の５） 

（１）概要（甲Ｃ２９の８の５・３００頁） 

統合失調症は、青年期に発症し、約１２０人に１人が罹患する

精神疾患である。知覚、思考、感情、意欲など多くの精神機能領域

の障害として現れ、幻覚、妄想、自我障害などの陽性症状と、感情

鈍麻、自発性減退、社会的引きこもりなどの陰性症状からなる特

有の症候群を呈する。また、記憶、注意、実行機能などの認知機能

にも軽度の障害を示す。 

遺伝的素因は発症脆弱性に関与していると考えられ、遺伝的素

因によって脆弱性を持った個体に様々なストレスが作用すること

により、特有の症状が出現すると考えられている。 

経過は様々だが、急性期の精神病エピソード 2を繰り返しながら、

慢性に 経過することが多い。学業、家庭生活、社会生活に少なか

らぬ影響を及ぼすが、薬物療法と心理社会的療法によって、約半

数は完全あるいは軽度の障害を残して回復する。 

     

（２）病因（甲Ｃ２９の８の５・３０２～３０６頁） 

                                                      

1 かつては、医師の間で精神疾患の診断の一致が得られない事態が発生していたため、精

神疾患の診断の信頼性を向上させ、世界的に標準化するために「操作的診断基準

（operational diagnostic criteria）」が設定されるようになった。すなわち、１９８０

年に、米国精神医学会によって「精神疾患の診断・統計マニュアル  第３版」

（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ,3rd Edition  DSM－Ⅲ）が

発行され、現在では、DSM は第５版（DSM－5，2013）が発行されている。一方、世

界保健機構（WHO）によっては、１９９２年に「国際疾病分類  第１０版」

（ International Classification of Diseases, ICD-10）が発行されている（「標準精神医

学」第１章  ２４～２５頁）。  

2 エピソード：症状が発現している状態のこと。  
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統合失調症の原因は未だに解明されていないが、仮説としては、

統合失調症に対する脆弱性を持つ個体に、ストレスが加わること

によって精神病エピソードが生じると考える「脆弱性－ストレス

モデル」などがある。 

 

（３）症状（甲Ｃ２９の８の５・３０６～３１０頁、甲Ｃ２９の８の

３・５４～６５頁） 

統合失調症の症状には、前述のように陽性症状と陰性症状があ

るが、以下、時期に応じてどのような症状が発生するのか述べる。 

ア 発症の過程と前駆期の症状 

統合失調症の多くの患者では、統合失調症に特徴的な症状がそ

ろう  前に、非特異的な症状が出現する前駆期が認められ、そ

の期間は平均４．８年（中央値２．３年）である。 

前駆期の初発症状として多いのは、落ち着きのなさ、抑うつ、不

安、思考・集中困難、懸念、自信欠如、エネルギーの欠如や緩慢さ、

仕事能率の低下、社会的引きこもりなどである。 

 

イ 急性期（活動期）の症状 

急性期には以下のような症状がある。 

① 幻覚・・・幻覚の中でも幻聴が多く、急性期に最も高頻度にみ

られる症状の一つである。多くは他人の声が聞こえてくるとい

うもので、内容は、噂、悪口、批判、命令、脅迫など悪意のある

ものが多い。「脳がとけて流れ出す」といった体感幻覚がみられ

ることもある。なお、統合失調症では、幻視はまれである。 

② 妄想・・・統合失調症では、その心理や思考過程が他者から見

て全く理解できないという一次妄想が特徴的である。一次妄想

には、妄想気分（例えば、「世界が破滅する」といったもの。）、

妄想知覚（例えば、「犬が自分に向かって一方の前足を高く上げ

たのは天の啓示である」といったもの。）、妄想着想（例えば、「自
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分は神の生まれ変わりだ」。といったもの。）などがある。 

妄想の種類としては、関係妄想が特徴的であり、これは、周囲

の些細な出来事、他人の身振りや言葉を自己に関係づけるもの

である。他人から監視されていると感じたり、電波で苦しめられ

ると感じたりし、強い不安や恐怖を伴う。 

③ 自我障害・・・自分の考えや行動が自分のものであるという意

識（能動意識または自己所属性）が障害されるというもので、自

分が存在するという感じが希薄になったり、自分の考えでない

考えがひとりでに浮かんだり、他人の意志で動かされ、操られ

ているという体験があったりする。また、自己と外界の境界も

障害される。自分の考えを世界中の人が知っていると感じたり、

自分の考えが他人に知られてしまうと感じたりする。 

④ 思考過程・会話の障害・・・会話の文脈がまとまらず、次第に

主題からそれて、筋が通らなくなったり、ほとんど意味をなさ

なくなったりする。 

⑤ 意欲・行動の障害・・・緊張型統合失調症にみられる緊張病症

候群としては、叫び声を上げながら壁にぶつかって戸をたたく

など、意志による統制を欠き、欲動が病的に亢進した状態で、著

しい精神運動（性）興奮がみられたり、周囲の状況を認識してい

るにもかかわらず、自発行動が停止し、質問にも答えず命令に

も従わなかったり、他から与えられた肢位や姿勢をあたかも蝋

人形のようにとり続けたり、相手の動作や言語をオウム返しに

繰り返したり、同じ行動を繰り返したりする。 

また、自発性消失（発動性欠乏）は常にみられ、仕事や学業に

積極的でなくなったり引きこもったりする。 

⑥ 感情の障害・・・初期や再発期には、抑うつ、当惑、情動の不

安定性がしばしばみられる。また、喜怒哀楽の感情の表出が減

少し、表情は乏しく、声も単調になる（感情鈍麻、感情の平板

化）。 
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⑦ 両価性・・・同一の対象に対して、愛と憎しみなど、相反する

感情が同時に存在する状態になる。 

⑧ 自閉・・・外界より内的生活が病的に優位となり、現実から離

脱する。 

⑨ 疎通性の障害・・・会話は成立しても、共感性が乏しく、意思

が通じにくくなる。 

⑩ 病識の障害・・・急性期には、ほとんどの患者に病識がない。 

    

ウ 慢性期の症状 

慢性期には、陰性症状が主体となるが、陽性症状も持続してい

る場合があり、再燃・憎悪することもある。症状は患者によって異

なるが、一般的には以下のような症状がみられる。すなわち、幻覚

や妄想は慢性期にもみられるが、不安や恐怖の感情反応を伴わな

い。誇大妄想は、慢性期にみられることが多い。また、慢性期にも

思考過程の障害がみられる。さらに、自発性障害は慢性期の最も

明らかな症状であり、甚だしい場合には終日臥床して過ごすこと

もある。 

 

エ 認知機能障害 

統合失調症でも、広範囲な認知領域に軽度ながらも低下が認め

られる。なかでも、言語性記憶 3、実行機能 4、注意の障害 5が比較的

顕著である。 

 

（４）診断方法（甲Ｃ２９の８の５・３１０～３１４頁) 

統合失調症は、主に臨床症状と経過に基づいて診断される。し

かし、統合失調症の患者では、疎通性の低下（本書面 ５頁）や、

                                                      

3 言語情報の記憶のことで，視覚情報の記憶である視覚性記憶と対比される。  

4 目的をもった一連の行動を自立して有効に成し遂げるために必要な機能。  

5 注意力を維持しにくくなること。  
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陽性症状による疑り深さなどのため、最初から全ての症状を聞き

出すことは困難であり、面接の回数を重ねることや家族などの情

報が必要になる。 

 

（５）経過と予後（甲Ｃ２９の８の５・３１４～３１６頁） 

 ア 経過類型 

統合失調症の経過は、症例によって様々であるが、過去の調査

によれば、発症後症状が進展した後そのまま固定する単純経過が

３８％、活動期の症状を波状に繰り返す波状経過が５８％であっ

た。再発は、発症後の最初の２年間に高率に起こり、４分の３の患

者が５年以内に再発する。 

  

イ 長期予後 

長期予後は、治療の進歩とともによくなっている。近年では、完

全緩解 6は３０％程度、約半数は完全にあるいは軽度の障害を残し

て回復する（逆にいえば、約半数は回復しない）。 

   

ウ 再発に関連する要因 

統合失調症では、治療により寛解していても再発がしばしば生

じる。再発には、様々なライフ・イベントが先行していることが多

い。 

再発に最も大きく影響するのは服薬継続の有無である。初回エ

ピソードの寛解から１年間の再発率は、向精神薬を服用している

群では約２０％だが、プラセボ群（治療効果のない薬飲ませた場

合）で約６０％との報告がある。再発との関連で重要なもう一つ

の要因は、家族によるものであり、家族からの批判的なコメント、

敵意などによって再発率は高まる。 

                                                      

6 症状が消失しても、統合失調症は再発の可能性があるため、治癒とはいわず寛解とい

う。  
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（６）治療（甲Ｃ２９の８の５・３１６～３１９頁） 

統合失調症の治療を成功させるためには、まず医師が患者との

良好な 関係を築くことが必要である。これは、医師が、患者を全

人格的に理解しようと努め、忍耐強く接することによって達成し

うるものである。 

今日の統合失調症治療の基本は、患者の QOL（quality of life）

向上とノーマライゼーション 7を目指すことにあるとされる。一般

的に、薬物療法と心理社会的療法との組み合わせにより、高い治

療効果が得られる。 

ア 薬物療法 

統合失調症には向精神病薬が有効である。しかし、幻覚や妄想

などの陽性症状に対する向精神病薬の有効性は高いものの、陰性

症状や認知機能障害に対する効果は十分ではない。向精神病薬の

継続的な服用は、再発を抑制する効果があるが、逆に長期間寛解

を保っていても、服薬を中断すると再発しやすい。 

 

イ 心理社会的療法 

 （ア）精神療法 

支持的精神療法が基本である。支持的精神療法には、患者を精

神的にバックアップするといった意味合いがあり、患者が毎日

の生活の中で、不安に感じたり心配していることを具体的に話

し合い、解決の糸口を、医師と患者で一緒に見つけていく作業で

ある。 

まず、患者が安心できるような治療関係を確立することが肝

要である。統合失調症患者は慢性的な不安や恐怖の中で生活し

ており、外界は敵意に満ちた脅威として体験されているという

認識が必要である。医師は、患者のプライバシーを尊重し、率直、

                                                      

7 普通の社会生活を営めるようにすること、  
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誠実でわかりやすい態度で、受容的に、また忍耐をもって接する

べきである。幻覚や妄想についても、患者がそのように体験して

いることを尊重し、否定や安易な肯定を避け、中立的な態度をと

るのがよい。医師が信頼に値すること、患者を理解しようと努め

ていることを伝えるようにする。よい治療関係を築くことによ

って、薬物療法に対するコンプライアンス 8あるいはアドヒアラ

ンス 9が向上し予後よりも良好となる。 

（イ）心理教育 

心理教育とは、患者やその家族に、疾患についての知識をわか

りやすく伝え、理解を深めることにより、困難に対する対処能力

を高めようとするものである。 

（ウ）社会生活技能訓練 

社会生活技能訓練とは、社会的学習理論に基づいて、患者にと

って困難になっている対人行動などの、社会的な生活技能の再

学習を行うものである。 

（エ）作業療法 

作業療法は薬物療法のない時代から存在した治療法で、作業

活動により、生活リズムの回復、現実とのかかわりによる精神症

状の軽減、活動性の向上、慢性化の防止などを目指すものである。 

（オ）その他 

認知行動療法 10など様々なものがある。 

 

ウ 病期ごとの治療方針 

（ア）急性期の治療 

急性期は、重篤な状態で、病状が非常に不安定な時期である。こ

                                                      

8  服薬遵守のこと。  

9  患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けること。  

10 「現実の受け取り方」や「ものの見方」を認知というが、認知に働きかけ

て、心のストレスを軽くしていく治療法を「認知療法・認知行動療法」とい

う。  
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の時期の治療目標は、精神症状の速やかな改善を図り、社会的機

能の低下を最小限に食い止めることである。入院するか否かは、

精神症状の重症度、家族の状況、医師－患者関係などを考慮して

総合的に判断される。また、急性期治療の柱となるのは、抗精神病

薬による薬物療法である。 

（イ）回復期（安定化期）の治療 

この時期の治療目標は、患者にかかるストレスを最小限にとど

めて状 態を安定化し、社会復帰に向けて準備することである。

この時期には、一過性で不安・焦燥・抑うつ・希死念慮などが出現

することがあるので注意が必要である。薬物療法は、急性期に有

効であったものを継続する。きめ細かな評価を行い、発病や再発

の契機となったストレス要因を明確にする。 

（ウ）回復期（維持期）の治療 

安定期（維持期）には、再発を防ぐとともに、社会的な生活機能

レベルや QOL を維持し、向上を図ることが目標になる。 

薬物療法の中止については、精神病エピソードが１回しかなく、

１年以上無症状である場合には中止を試みてもよいが、２回以上

のエピソードを繰り返した患者は長期的な継続が必要とされる。 

 

 ２ うつ病と双極性障害について（甲Ｃ２９の８の６） 

 （１）概念（甲Ｃ２９の８の６・３２４頁） 

うつ病と双極性障害は、健康的なときに起こる気分の浮き沈み

と比べ ると、第一に程度が強く、第二に持続期間が長く、第三に

機能の障害をもたらすことに特徴がある。 

うつ病と双極性障害は発症頻度が高く、さらに自殺の誘因とな

ったり、長期間にわたって就労・就学が困難な状態を引き起した

りするなど、大きな社会的損失をもたらすことからその対策が重

要視されている。 
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（２）疫学（甲Ｃ２９の８の６・３２６～３２９頁） 

ア 頻度（有病率） 

日本における、うつ病の生涯有病率は６％、双極性障害Ⅰ型（双

極性障害Ⅰ型については後述する。）は０．４％である。 

 

イ 年齢による頻度の差及び性別による頻度の差 

日本にでは、うつ病は若年者に加えて中高年者でも頻度が高い。

双極性障害の発症年齢は概ね１８歳である。うつ病は、女性は男

性よりも生涯有病率が２倍と確認されているが、双極性障害では

性差はほとんどない。 

 

ウ 精神障害あるいはパーソナリティ障害との合併 

欧米のデータによれば、うつ病の約５７％は、パニック障害 11、

強迫性障害 12、心的外傷後ストレス障害（PTSD）などの不安障害

を合併する。また、うつ病の約１５％が依存性パーソナリティ障

害 13を合併する。 

双極性障害についても、５０％以上に不安障害が合併し、合併

例は自殺危険率が高い。また、アルコール使用障害をはじめとす

る物質使用障害の合併も５０％以上みられ、また、何らかのパー

ソナリティ障害も３０％以上にみられる。 

 

エ 身体疾患との合併 

うつ病についてみると、①身体疾患を持っている患者はうつ病

の有病 率が高い、②うつ病の合併が身体疾患の予後を悪化させ

                                                      

11 突然理由もなく、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えといっ

た発作を起こし、そのために生活に支障が出ている状態をいう。  

12 自分でもつまらないことだとわかっていても、そのことが頭から離れない、わ

かっていながら何度も同じ確認をくりかえしてしまうこと。  

13 他者への心理的依存が強く、何事も一人ではできないという広範で持続的な様

式を持つパーソナリティ障害。  
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る因子となる、③身体疾患の合併がうつ病の予後を悪化させる因

子となる、④精神医学的介入が身体疾患の予後を改善させる、と

の報告がある。 

    

オ 発症危険因子 

うつ病及び双極性障害のいずれにおいても、遺伝が発症に関係

してい るが、双極性障害の遺伝率の方が高い。ストレスがうつ

病の発症危険因子となり、ストレスのあるライフ・イベントがあ

る場合、遺伝的要因の強いものほど、うつ病が発症しやすくなる。  

  

（３）診断（甲Ｃ２９の８の６・３２９～３３３頁） 

うつ病ではうつ病相が、双極性障害の経過中にはうつ病相、躁

病相が生じうる。なお、DSM－5 では、各病相を抑うつエピソード、

躁病エピソードと呼ぶ。 

 

ア 抑うつエピソード：うつ病相 

抑うつエピソードと診断するには、以下の症状のうち、①と②

のいずれか１つは存在し、他の症状も合わせて５個以上に達し、

２週間以上ほぼ毎日継続することが必要である。    

（ア）基本症状 

① 抑うつ気分・・・「気分が落ち込む」「悲しい」「希望が持てな

い」 「さびしい」「むなしい」などという言葉で表現される。 

② 興味・関心や喜びの喪失・・・趣味や娯楽など楽しみにしてい

たこと、仕事、学業などに興味がなくなる。 

③ 体重あるいは食欲の変化・・・「おいしいものを食べたくなく

なる」、「おいしいと感じられない」といった訴えがあることが

多い。 

④ 睡眠の変化・・・「寝つきが悪い」、「途中で目が覚めて、もう

一度、寝付くことができない」、「朝早く目が覚めてしまう」とい
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った訴えがある。 

⑤ 無価値感あるいは自責感・・・自己評価が極端に下がり、「自

分は役立たずの人間だ」、「皆に申し訳ない」という考えが生じ

がちである。 

⑥ 自殺念慮、自殺企図・・・「役立たずの自分などこの世の中に

いないほうがよい」、「迷惑をかけて申し訳ないので、消えて無

くなりたい」という自殺念慮が生じる。 

⑦ 疲労感または気力の減退・・・「疲れやすい」「億劫」「やる気

がでない」「気力がわかない」という表現がとられることが多い。 

⑧ 思考力や集中力の減退あるいは決断困難・・・「考えが進まな

い」「決められない」といった訴えが生じる。 

⑨ 精神運動性の焦燥若しくは抑制・・・精神運動性の焦燥とは、

内的な緊張感と連動した活動性の亢進、例えば、足踏みを頻回

にする、手をよじるなどの症状をいう。抑制とは、動きが減り、

会話も少なくなった状態をいい、抑制症状が強くなると、外界

からの刺激にも反応を示さず、言葉を発することもなく、ひた

すら臥床するだけの状態になる（うつ病性昏迷）。 

⑩ その他の症状・・・不安、性欲減退、身体の痛み、発汗、便秘

など の自律神経症状を伴うことも多い。 

（イ）日内変動 

朝に調子が悪く、夕方以降に楽になることが多い。 

（ウ）うつ病相に伴う妄想 

「取り返しのつかない過ちを犯した」、「不治の病にかかってい

て、助からない」などの妄想を抱くことがある。 

   

イ 躁病エピソード：躁病相 

躁病エピソードと診断するには、まず、気分が高揚する、開放的

になる、あるいは怒りっぽくなるといった気分の変化が存在する

ことに加え、気力・活動性の増加が必須であり、これらの気分、気
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力・活動量の変化が１日の大半を占める状態がほぼ毎日、少なく

とも１週間以上続くことが必要である。 

高揚した気分とは、「気分がよい」「うきうきする」といった表現

がとられ、周囲も「快活」「陽気」ととらえる。また、気分が開放

的になるので、見ず知らずの人に話しかけたり、服装や化粧が派

手になることが多い。高揚した気分が他者に妨げられると、怒り

っぽさが前面に出る。 

これらの基本的特徴を示す期間内に、以下の７項目のうち３項

目以上が顕著かつ持続的に存在することが必要である。 

① 過度の自尊心あるいは誇大的思考・・・自己の能力を過信し、

実 現不可能な計画を立てる。「自分は神と関係がある」などと

言うこともある。 

② 睡眠に対する欲求が減る・・・睡眠時間が短すぎても、本人は、

すっきりした気分で目覚め、睡眠が不足しているとは思わない。 

③ 普段より多弁で、話したい気持ちが強い・・・話したい気持ち

が次から次へと生じ、声も大きく、早口で、周囲が口を挟むのも

難しい。内容も、駄洒落や悪ふざけのようなものが多い。易怒的

な気分が強い場合は、不平、批判が主な内容となる。 

④ 考えが次々浮かぶ・・・話す内容が次々変化し、関連性が乏し

い話題に移っていく。 

⑤ 注意の散漫・・・例えば、話し相手の服装が気になり話題に集

中できなくなる。 

⑥  目標指向性のある行動が高まる、あるいは精神運動性の焦

燥・・・対人面を中心として、性的、職業的、宗教的、政治的な

目的を持った計画や行動が増加する。時に、足踏みを頻回にす

るなど精神運動性の焦燥と言った状態を呈することもある。 

⑦ 困った結果を引き起こす可能性が高いにもかかわらず、自ら

の楽しみに熱中する・・・例えば、浪費、粗暴な運転、性的逸脱

行為などである。 
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これらの症状によって、本人の本来持っている機能（職業、学業

面などにおけるもの）が損なわれる場合、あるいは、入院を要す

る状態になる場合、妄想や幻覚などの精神病症状を呈する場合

が、躁病エピソードの診断には必要である。躁病エピソードを示

す患者には病識が乏しく、治療に困難を伴うことが多い。 

 

ウ 軽躁病エピソード 

躁病エピソードと同様の症状があるが、程度が軽く、その人が

持っている社会的能力が残されている状態にとどまっている場合

である。 

   

エ 混合性エピソード：混合病相 

双極性障害の経過中にうつ病の症状と躁病の症状が入り混じっ

て出現する場合がある。躁病相からうつ病相、うつ病相から躁病

相に移行する過程で混合状態になりやすく、この時には、気分、思

考、行動の三要素が同じ方向を示さない場合がある。例えば、気分

は落ち込んでいるのに、頭の中では「ああでもない、こうでもな

い」といろいろ考え、じっとしていられないというような場合で

ある。混合病相の出現時には、自殺危険率が高い。 

（４）診断分類（甲Ｃ２９の８の６・３３３～３４１頁） 

 ア うつ病（大うつ病性障害） 

１回以上の抑うつエピソードがあることが基本であり、統合失

調症な どの精神病性障害や双極性障害を除外する必要がある。 

 

 イ 持続性抑うつ障害（気分変調症） 

２年間以上の期間、抑うつ気分のある日が多く、しかし、抑うつ

気分が抑うつエピソードに至らない状態をいう。 

 

 ウ 他の医学的疾患による、あるいは物質・医薬品誘発性抑うつ障
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害 

身体疾患や医薬品・物質による直接的な生理作用の結果、抑う

つエピソードが引き起こされた場合をいう。 

   

エ 双極Ⅰ型障害 

１回またはそれ以上の回数の躁病エピソードが存在する場合で

ある。多くは、抑うつエピソードも経験しているが、双極Ⅰ型障害

の診断では、抑うつエピソードの存在は必須条件ではない。 

 

 オ 双極Ⅱ型障害 

少なくとも１回の抑うつエピソードと、少なくとも１回の軽躁

病エピソードが経過中に生じる場合であり、抑うつエピソードの

存在を必須条件とする点で、双極Ⅰ型障害と異なる。 

なお、ICD－10 では、双極性障害をⅠ型とⅡ型に分けていない。 

 

 カ 気分循環性障害 

２年間以上の間、複数の軽躁病エピソードと抑うつエピソード

には至らない抑うつ症状を示す時期がある。 

   

キ 他の医学的疾患による、あるいは物質・医薬品誘発双極性障害 

ウと同様、身体疾患や医薬品・物質による直接的な生理作用の

結果による双極性障害。 

 

（５）経過・予後（甲Ｃ２９の８の６・３４１～３４２頁） 

ア うつ病 

うつ病の経過は、未治療の場合、９０％以上が６か月～２年続

くと考えられている。一方、抗うつ薬による治療を行うと、どの抗

うつ薬であっても５０～７０％が部分的に症状が改善し、８週間

のうちに改善した患者の３分の２が寛解に至る。寛解に至らなか
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った患者も、他の抗うつ薬への変更等で寛解に至る例も多い。し

かし、約１０％は複数のうつ病治療でも十分な効果が得られない。 

再発については、うつ病を初発した患者の５～６０％が再発し、

再発を繰り返すごとに再発率は上昇し、再発を反復するにしたが

って、心理社会的ストレスが乏しくても再発しやすくなる。 

また、うつ病として発症した症例の５～１５％は、経過中に双

極性障害に診断が変更されることが報告されている。 

 

イ 双極性障害 

双極性障害の場合、病相が一度しかないという場合はまれで、

再発を繰り返す症例が９０％以上である。病相の回数は２～３０

回と幅広いが、平均は９回程度である。また、双極性障害の１０～

２０％は年に４回以上も躁病エピソードないし抑うつエピソード

を繰り返す急速交代型である。 

治療を受けなかった場合、躁病エピソードは約２～３か月続き、

軽躁エピソードや抑うつエピソードは６か月以上続くこともまれ

ではない。長期の経過観察によれば、双極Ⅰ型の場合で３分の１、

双極Ⅱ型の場合で約半数の期間を抑うつエピソードで過ごすこと

が報告されており、抑うつ状態の期間の方が躁状態よりも長い。 

 

（６）自殺リスク（甲Ｃ２９の８の６・３４３頁） 

ア うつ病 

一般人口に比較した自殺危険率が、うつ病の外来患者で約５倍、

自殺企図でない入院患者で１０倍、自殺企図による入院患者で２

０倍という報告がある。自殺危険率が高いうつ病患者の特徴とし

ては、男性、単身、自殺未遂の既往歴、自殺者の家族歴、物質使用

障害の合併（アルコール依存など）が挙げられる。 

 

 イ 双極性障害 
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双極性障害はうつ病よりもさらに自殺リスクが高く、精神疾患

の中でも一番高いとされている。自殺の生涯危険度は一般人口の

約１５倍である。 

 

（７）治療（甲Ｃ２９の８の６・３４３～３４７頁） 

ア 治療場面の選択 

うつ病や双極性障害の患者の維持療法期は外来治療が基本にな

るが、急性期には入院治療が必要になることがある。また、①自殺

企図がある場合、②躁状態、混合病相、焦燥感など強い不安、昏迷

状態、精神病状を示すなど、重症度が高い場合などにも、入院治療

が必要となることがある。 

   

イ 治療の原則 

患者が病気とその治療に関して、医療者の意図を十分に理解し、

患 者 自 身 が 治 療 に 積 極 的 な 姿 勢 を 示 す （ ア ド ヒ ア ラ ン ス

（adherence）が高い）場合に治療は有用性を発揮する。 

うつ病や双極性障害の場合、良好な治療者－患者関係を前提と

して、「うつ病、双極性障害とはどのような病気か、どのような治

療が必要か」を伝え、患者が治療に好ましい対処行動をとること

を促す、すなわち心理教育が基本である。 

また、うつ病や双極性障害は長期の経過をとる点や、再発の可

能性が高いことを考慮して、経過の各時点で治療目標を明確化す

ることが重要である。 

 

ウ うつ病 

（ア）急性期治療 

まず、医師－患者関係の構築が必要であり。その際には、共感的

な対応を行うことが重要である。 

次に、診断確定後の治療導入時では、「病気でなく怠け者である」
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とか「どうせ薬なんか効かない」といった否定的な認知があるこ

とを念頭において治療へ導入する必要がある。 

治療導入時の心理教育的配慮としては以下のものがある。すな

わち、①うつ病という診断を伝え、自分を責める必要がないこと

を伝える、②うつ病とは何かを伝える、③うつ病の治療はどのよ

うに行うかを伝える、④極端な捉え方に基づく大決断、特に自殺

行為をしないことを伝える（この約束のためには、医師―患者の

関係の構築がとりわけ重要である）、⑤周囲には、「励まし」「気晴

らしの誘い」が逆効果になることを理解してもらう、といったこ

とである。治療法としては、抗うつ剤を中心とした薬物投与、電気

けいれん療法などがある。 

（イ）回復期・維持期治療 

薬物療法については、早期に抗うつ剤を中止・減量することは

再燃の危険性を高めることに注意が必要である。特に寛解後４カ

月は再燃の危険率が高く注意が必要である。また、再発性の患者

は年余にわたる薬物投与が勧められる。その他に、認知行動療法

や対人関係療法などの精神療法が有用である。 

 

エ 双極性障害 

双極性障害は再発率が高く、慢性の経過を経ることが多いので、

経過を重視した治療目標を立てることが重要である。しかし、周

囲は躁病相のみを（躁状態の時は、周囲は大変苦労する）、本人は

うつ病相のみを加療の対象と考えがちである（本人は、躁状態の

時は好調と感じるが、うつ状態の時は苦しく感じる）。医師も経過

に対する配慮が不足し、各病相への対応に終始してしまうことが

多い。  

心理教育により、本人及び周囲に対し双極性障害に対する理解

を促し、経過への対応を図ることが重要である。薬物療法として

は、再発率が９０％以上であることもあり、再発予防効果のある
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気分安定薬の使用が基本となる。 

気分安定薬の投与に当たっては、副作用との関係で血中濃度に

気を付ける必要がある。また、抗うつ剤の投与は急速交換化の危

険があることに注意を要する。 

 

３ 知的能力障害 14（甲Ｃ２９の８の７） 

（１）定義（甲Ｃ２９の８の７・３５３頁） 

知的能力障害は、①知的機能の有意な遅れがあること、②その

ために社会適応上の問題があること、③発達期に出現すること、

の３つの条件を満たすものである。知的機能の有意な遅れとは、

知能検査で平均値の－２ＳＤ（標準偏差）以下を指し、これが知能

指数(IQ、intelligence quotient)７０未満に相当する。IQ が７０

～８５の人は、知的能力障害には該当しないが、時に知的能力障

害に準じた援助を要することがあり、境界知能と呼ばれる。 

なお、これまでは、知的能力障害の診断およびその程度の判断

は知能指数の値が決定的だったが、DSM－5 では、知能指数は参考

にとどめ、学力、社会性、生活自立能力など具体的な実生活状況か

ら判断するよう変更された。 

 

（２）分類（甲Ｃ２９の８の７・３５３～３５４頁） 

ア 軽度知的能力障害（精神遅滞）（IQ６９～５０） 

成人後の精神年齢は９～１２歳に相当し、知的能力障害の８

５％を占める。就学までは気付かないことも多く、小学校の勉強

にはおおむねついていけるが、中学校の勉強は困難となる。成人

後は、簡単な仕事には就けるが、ストレスがかかったときには自

分で対処できず援助を要する。簡単な読み書き、お釣りの計算は

                                                      

14 わが国では、以前は、関連法令において精神薄弱という用語が使用されていた

が、１９９０年代に、知的障害という用語に変更された。２０１３年に発行され

た DSM－5 では、さらに知的能力障害という用語に変更されたため、ここで

は、知的能力障害という用語を使用する。  
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できるが、金銭のやり繰りや子育てなどには困難が伴う。 

 

イ 中等度知的能力障害（精神遅滞）（IQ４９～３５） 

精神年齢は６～９歳に相当し、知的能力障害の１０％を占める。

言語発達遅延が目立つが、運動機能も遅れ、歩けるようになるの

は３歳くらいが多い。普通の会話はできるが、読み書きや計算は

困難である。食事、入浴、着脱衣は自立できる。成人後は自活はで

きないが、監督下で簡単な作業はできる。ほとんどは器質的な病

因をもっている。 

 

ウ 重度度知的能力障害（精神遅滞）（IQ３４～２０） 

精神年齢は３～６歳に相当し、知的能力障害の３～４％を占め

る。訓練により、食事やトイレはできるようになる。挨拶や簡単な

会話は可能である。運動機能も遅れるが、学童期になれば歩くこ

ともできる。成人後は、日常生活の決まりきった行動や、簡単な繰

り返しは可能である。常に監督や保護が必要である。器質的な病

因をもっている。 

    

エ 最重度度知的能力障害（精神遅滞）（IQ２０未満） 

精神年齢は３歳以下に相当し、知的能力障害の１～２％を占め

る。言語交流は困難だが、喜怒哀楽の表現はできる。見慣れた人は

覚えている。運動機能の遅れも著しく、大半は歩行不可能である。

重い身体障害、てんかん発作、運動障害や神経学的症状などを伴

っている。常に援助を要する。 

 

（３）成因、病態（甲Ｃ２９の８の７・３５４～３５５頁） 

知的能力障害の原因は、①突発性要因、②病理的要因、③心理社

会的要因の３つに大別できる。 

ア 突発性知的能力障害 
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特に原因がなく、正常知能から移行するものであるが、突発性

といっても、多因子遺伝による先天的なものと考えられている。

この知的能力障害は、全体の約７５％を占め、その多くは軽度知

的能力障害である。 

イ 病理的要因 

病理的要因としては、母親の出産前後の感染や中毒、本人の乳

幼児期から学童期にかけての外傷や感染、発生異常、先天代謝異

常、染色体異常などがあげられる。中等度以上の知的能力障害を

示すことが多く、身体的所見を伴う。 

 

ウ 心理社会的要因 

学習を刺激する家庭的、社会的環境を欠いていたため生じたと

考えられるものである。 

 

（４）対応、治療（甲Ｃ２９の８の７・３５５頁） 

新生児の時に、先天代謝異常が発見できれば治療が可能である。 

１歳６か月児健診、３歳時健診で発見できれば、母親などが意

識して構うことで、更なる遅れを生じさせないようにする。また、

療育センターなどを利用する。就学時には、特別支援学級、特別支

援学校（養護学校）への就学を検討する。 

  

４ 精神障害者の支援体制と喪失時の代替性の乏しさ 

（１）法整備について 

日本では、１９９３年に障害者基本法が成立し、精神障害者は

身体障害者、知的障害者とともに障害者として福祉施策の対象で

あることが明確にされた。障害者基本法によると、全て障害者は、

社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野

の活動に参加する機会を確保され、また、可能な限り、どこで誰と

生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において
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他の人々と共生することを妨げられない（同法１条１号、２号、３

条）。かかる法の目的に則り、国及び地方公共団体は、障害者の自

立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施

する責務を負っている（同法６条）。 

また、精神障害者の医療に関する法手続きについては、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）がある。医

療の枠組みを規定する法律には医師法や医療法があるが、精神医

療においてかかる特別法が必要とされる理由は、精神障害者には

一時的にせよ重篤な判断能力の障害が生じることがあり、その場

合、患者本人の同意に基づかない医療を行う必要があるからであ

る。強制的な精神医療は、患者本人のために行われるものとはい

え、基本的人権である患者の自由を制限して行われるため、適切

な法手続きに則して行われる場合にのみ許容される。精神保健福

祉法は、１９９５年に人権擁護規定の整備を定めた精神保健法か

らの改正により制定されたものであるが、これにより精神障害者

の社会復帰施設や精神障害者保険福祉手帳制度が導入された。ま

た、入院患者減少のための地域生活移行促進措置も下記障害者自

立支援法制定時に定められている。 

さらに、２００５年には障害者自立支援法が成立し、精神保健

福祉法における地域生活支援は障害者自立支援法へと移管された。

同法においては障害者に対して、障害福祉サービス（自立支援給

付）提供を行うべきことを定めており、地域生活支援、地域移行支

援や就労支援などの多様なサービスの提供がなされている。なお、

障害者自立支援法は、２０１２年に障害者総合支援法へと改正さ

れている。改正時には「全ての障害者及び障害児が可能な限りそ

の身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための

支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及

びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され」ると

いう基本理念が条文として付加された（１条の２）。 



127 

 

このように、既に「精神障害者は病院や施設で隔離、保護すべき

存在」という考えは遠い過去のものとなっており、障害者が、支援

を受けながら、障がいのない人と分け隔てなく地域で生活すると

いうことが法理念上確立したところになっている。 

 

（２）地域における精神医療について（甲 C２９第８号証の７） 

ア 入院中心から地域ケア中心へ 

１９５０年代における抗精神病薬の発見と普及という精神薬理

学の成果と、可能な限り強制的で収容的な処遇は避けるべきであ

るという人道的処遇に対する要請が同時期に高まったことにより、

欧米諸国において入院中心から地域ケア・外来治療中心の医療へ

と転換が図られた。２００６年には、障害者権利条約が採択され、

社会参加の基本的理念が同条約の目的に掲げられ、１９条におい

ては、障害者に対し地域社会で生活する平等の権利を明確に保障

している。日本も同条約につき２００７年に署名、２０１４年に

は批准し、国内的効力を現在有している。 

これに対し、日本では、歴史的に精神科病院における入院医療

への依存度が高く、精神科病床数が世界一多く、平均在院日数も

西欧諸国に比べて突出して長いといわれていた。このことは精神

障害者に対する社会的偏見（スティグマ）が強く、地域ケアが進め

難い等の要因があったと考えられている。 

しかしながら、１９８４年に指定病院であった宇都宮病院にお

ける患者虐待死亡事件が明るみになり、患者の人権を無視し経済

効率を優先させた病院経営の実態は国内的にも国際的にも非難を

浴びた。 

このような内外の背景事情から前記のような障害者の人権を擁

護する法の整備が進み、さらに、２００４年には、政府は精神保健

医療福祉の改革ビジョンを示し、入院中心から地域生活中心へ基

本的な政策を推し進めた。 
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イ 地域における精神科サービスについて 

精神的健康の保持や疾患の予防という観点からは精神保健の対

象は全ての人であるが、ある程度の割合の人口が精神疾患患者と

なり、現状ではその中の一部が受診して医療の対象となっている。

さらに、その中の一部の人は障害を残し、精神障害者福祉の対象

となる。 

このように、医療、福祉、精神保健の対象は少しずつ異なるが連

続性があるため、地域における精神科サービスは連携して働いて

いる。 

地域精神医療に期待される機能は、急性期から慢性期まで全て

の段階に対応できる入院や外来による医療機能のみならず、予防

や教育に対応できる保険機能、リハビリテーションや障害者のた

めの福祉機能など幅広く、これらが融合したものである。精神保

健サービスの提供については、利用者の立場に立ったものである

ことが重要であり、必要としている人が利用しやすく、地域社会

全体の必要性と合致しているものであることが必要である。 

 

ウ 障害者にとっての地域社会 

このように、障害者が「社会参加」あるいは「社会復帰」を実現

して、自立した人間らしい生活を享受するためには、医療に加え

て、地域における生活支援のシステムが不可欠となる。これを担

っているのが、次項に詳述する「地域活動支援センター」であり、

障害者が実際に生活する地域社会において、日常生活の援助から

就労支援、あるいは確実に医療を受けるための橋渡しなどの援助

をきめ細かく実施しなければならない。 

それは単なる法制度の整備だけではなく、障害者とのコミュニ

ケーションを経て、その信頼関係を確立する中で、現実に障害者

が社会生活を実現していく実践である。そのような意味で、障害
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者にとっての「地域社会」とは、障害を克服して人間らしい生活を

実現するために必須の、固有の「コミュニティ」である。それは、

それぞれの障害者にとって、まさにかけがえのない「生活と生産

の諸条件」の基礎であり、「社会的な生存の条件」と言ってもよい、

極めて大切な存在であるといえる。 

 

（３）支援体制の実情等（福島県双葉郡楢葉町） 

ア 通常時 

これらの法整備を受けて、地域社会の中での自立を促す方向で

施策が 進められているが、自治体によっては、社会資源の不足

や事業実施のためのシステムの未確立、財源確保の困難などを理

由として積極的な取り組みに至っていないところも少なくなく、

実際、東日本大震災で被災した宮城県、岩手県、福島県の東北３県

についても、多くは家族会や市民団体が任意に設置する草の根活

動に頼るところが大きかった（障害者政策委員会第６小委員会（第

３回）資料１参照）。 

そのような中で、双葉郡楢葉町では、２００４年に社会福祉法

人希望の杜福祉会が主体となって精神障害者相談所として地域活

動支援センター「結いの里」が設けられた。なお、その中心的役割

を果たしたのが元高校教師で浄土宗の寺院の住職でもある原告１

番であった（甲 C２９第８号証の８）。 

地域活動支援センターとは、精神障害者の社会復帰と自立、社

会参加の促進を図るために、地域で生活をしている精神障害者の

日常生活の援助、日常的な相談への対応、地域交流活動を行って

いる社会復帰施設である。具体的には、精神障害者の住居、食事と

いった日常生活上での課題に対して、具体的な援助や訓練を行っ

たり、電話や面接、訪問により、服薬、金銭管理、対人関係、公的

手続き等の相談を受け、助言などを行っている。また、市町村地域

生活支援事業（障害者総合支援法７７条９号、５条２５号）のひと



130 

 

つでもあり、これまで法定外施設であった地域作業所などが、創

作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などの供

与も行っている（関東弁護士会連合会「精神障害のある人の権利

擁護と法律問題」第５章精神障害に関するその他の支援制度参照）。 

このように、双葉郡楢葉町には比較的早い段階から法定の施設

が存在したため、本件事故当時、地域の約９０名の精神障害者が

「結いの里」を利用していた。 

 

イ 避難生活における障害者の苦痛 15 

（ア）服薬の継続に対する困難さ 

精神障害者は、服薬を継続することで症状をコントロールして

いるケ ースが多く、一定期間の服薬中断は症状の再燃リスクに

つながる。 

本件事故においては、着の身着のままで避難した障害者も多か

ったが、その理由は、原発事故という未曽有の災害ゆえの緊急性

とともに、障害者や障害者を支える支援者をはじめ、誰もが避難

生活がこれほど長引くとは思わなかったからである。 

東日本大震災による交通手段の寸断や津波被害そのものによっ

て服薬中断のリスクに直面することはやむを得なかったとしても、

本件事故による帰宅制限の解除の見通しが立たない結果服薬中断

を強いられたのであるから、それは本件事故という人災に基づく

服薬中断に他ならない。その結果、精神的に不安定な状態に陥り、

自死を含めて死に至ってしまったケースも決して少なくないので

ある。 

（イ）避難先での生活における困難さ 

精神障害を抱える者はそもそもコミュニケーションに課題を抱

える者が多く、面識のない多数の者との集団生活は困難である。

                                                      

15 渡部裕一「精神障碍者への支援」『災害時のメンタルヘルス』158～162 頁

（2016 年、医学書院）  
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また、新しい環境に馴染む適応力が低い場合が多く、その意味で

避難先での集団生活は、精神障害者にとっては二重の苦痛であっ

た。 

さらに、本件事故の規模の大きさゆえ、避難所には多くの人が

押し寄せたが、いかに行政が必死に対応していたとしても、必ず

しも高齢者や何らかの障害や疾病を持つ人たちに対する配慮が行

き届かなかったというのが実情であり、加えて、避難所運営者の

方針などによっても当事者の置かれる環境には差が生じ、コミュ

ニケーションに課題を有する障害者は大きな負担を抱えざるを得

なかった。実際、人間関係に馴染めずに避難後間もなく自宅へ戻

ったケースも多々あった。 

（ウ）情報の獲得に対する困難さ 

障害者が日常生活を営むにあたっては、一般の健常者以上に情

報が必要である。具体的には、通常の生活を営むために必要なラ

イフラインや交通情報などの生活関連情報に加え、医薬品の入手

方法や通院先医療機関の再開情報等も必要不可欠な情報となるの

である。 

しかしながら、避難生活においては、このような必要情報が獲

得困難であったことから、精神障害者はより一層精神的に不安定

になってしまうという悪循環に陥っていった。 

 

（４）実質的な支援体制構築に至るための問題点 

他方、法や施設が整備されていても、精神障害者は、対人関係を

はじめ対外的なコミュニケーションが不可能または困難であるた

め、通常、当初は施設との関係においても信頼関係を築くのが難

しい。とりわけ、双極性障害を有する者は、前述のとおりその病気

の特性上、必ずしも定期的に施設に通う訳ではない。そのため、良

い時も悪い時も長い目で支援を継続し、長い時間をかけて信頼関

係を築いていくことが極めて重要になるのである。 
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（５）地域の支援体制の崩壊がもたらした深刻な被害 

障害を持つ原告らは、生活していた地域において、こうした支

援を得ることによって、社会参加、社会生活を実現していた。とこ

ろが、このように障害者が社会生活の営んでいくために不可欠の、

地域社会における支援体制が、本件事故とこれによる避難指示に

よって奪われてしまった。上記のとおり、この支援のシステムは

単なる法制度や行政の一環に留まらず、その実践としてのコミュ

ニケーションであり、血の通った人間関係を基礎とする、固有性

のある「コミュニティ」である。楢葉町における「結の里」は、そ

うした代替性のない機能を果たし、障害をもつ原告らの社会生活

を支える支援を実現していた。同様の支援のシステムが、それぞ

れの地域において構築され、そのような努力によって、障害者は

社会生活を実現しているのである。 

そのようなかけがえのない地域社会との関係性を奪われた障害

者は、避難先において、健常者が受けている被害以上に困難な状

況におかれることになる。 

 

（６）小括 

以上述べたとおり、精神障害者支援に関しては、法整備は進ん

でいても実際は社会資源の不足や事業実施のためのシステムの未

確立、財源確保の困難などを理由として積極的な取り組みに至っ

ていないところも少なくなかった。そのような中で、双葉郡楢葉

町では、比較的早期から地域活動支援センター「結いの里」が設け

られ、地域の約９０名の精神障害者が「結いの里」を利用すること

が出来たのである。 

また、現実に支援を受けていた精神障害者の生活本拠が他の地

域に移った場合、そもそも移転先の自治体の財政的理由等から然

るべき支援施設が存在するとは限らず、仮に施設自体は存在した
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としても移転先の支援センターにおいてこれまでと同じような支

援体制を築いていけるとも限らない。さらに、実質的な支援体制

構築の可能性はあったとしても、実際の支援を支える信頼関係の

構築には長い時間がかかるのである。 

精神障害者は、適切な支援がなければ、社会では生きていくこ

とができない。そして、精神障害者に対する適切な支援体制は、一

度失われてしまうと簡単には元に戻らないため代替性が乏しい。

避難生活を強いられたことにより当該支援体制が失われた結果、

精神障害者は健常者に比して一層の精神的苦痛を今でも受け続け

ているのである。 

 

第３ 避難慰謝料の終期 

１ はじめに 

準備書面（２８６）で述べたとおり、被告は、旧避難指示解除準

備区域および旧居住制限区域（大熊町・双葉町を除く）について、

避難指示解除後も、（本訴訟の口頭弁論終結後である）２０１８（平

成３０）年３月まで、月額１０万円の慰謝料を支払う旨表明してい

る（甲Ａ２８５）。これは、被告による債務の承認であるから、避難

指示が解除された上記区域の原告らについて、全期間の避難慰謝料

が認められなければならない。 

また、「債務の承認」とは別の観点からも、やはり全期間の避難慰

謝料が認められるべきである。すなわち、①避難先で住宅を購入し

た場合であっても、社会通念上地域生活が現実に可能となるための

相当期間が経過していないし、②避難前住居へ帰還した場合であっ

ても、社会通念上地域生活が現実に可能となるための相当期間が経

過していないし、③現在も仮設住宅や借上住宅等に居住している場

合であっても、帰還を躊躇うあるいは帰還をしないと決意すること

は、合理的な判断である。 

なお、中間指針第４次追補は、避難指示解除後の賠償対象期間に
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ついて、相当期間として１年間としているが、同追補も述べるよう

に、これは「当面の目安」に過ぎず、「個別の事情も踏まえ柔軟に判

断する」とされていることから、決して１年間に限定されるもので

はない（準備書面（５０）２６頁）。 

 

２ 避難先で住宅を購入した場合 

（１）考慮要素 

この点、避難先で住宅を購入した原告にも、「帰還する場合」と

「帰還しない場合」の双準備書面（９４）１２～１３頁で述べたと

おり、避難先で住宅を購入したとしても、直ちに避難終期が到来

するものではない。住宅を購入してそこに住み始めたとしても、

避難前の生活・精神状態と同視すべき安定状態に至るためには、

相当な期間が必要である。 

そのいずれについても、①避難を継続する必要がなくなり、か

つ、②新天地ないし帰還後の地域において社会通念上地域生活が

現実に可能となるための相当期間（定住先に社会的精神的に溶け

込むための相当期間）が経過していない場合には、避難は終了し

ていない（準備書面（９４）９頁）。 

そして、避難生活が長期化する中で、住宅を購入して移り住ん

だ者の中には、高齢や心身状態の悪化などにより、長引く避難生

活に耐えきれなくなり、やむを得ず、落ち着き先を見つけるまで

の中古住宅をとりあえず購入したという例もあり、このような者

にとっては、住宅購入は避難場所の変更に過ぎないといえる。こ

のような場合は、避難の必要性が解消されておらず、相当期間も

経過していないと考えられる。 

このような事例を含めて、避難先で住宅を購入する事例におい

ては、次のような場合が存在する。 

 

（２）①避難継続の必要性  
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まず、帰還する希望を維持している原告については、「避難継続

の必要性」について、原告らは、避難前住居（故郷）への帰還を断

念したのではないから、避難の必要性が継続している。避難先で

取得する住居は、少しでも良好な住環境で生活するための、あく

まで「仮の住まい」、「避難場所の変更」に過ぎない。 

この点について、避難先で住宅を購入した原告は、以下のよう

に供述している。 

「私と妻は、子供たちの将来を考え、現在の住所地に居を構え

ることを選択しました。子どもたちが将来を定めることができる

ようになるまでは、現在の住居地に居住すると思います。ですが、

私と妻に、望郷の気持ちがなくなったことはありません。今でも、

小高に帰りたいという気持ちは強く持っています。」（甲Ｃ６５－

１７・１頁） 

「若松に家は建てましたが、それはあくまでも子供達が通学し

やすいように、私達の生活の基盤となるものを一時的につくった

にすぎません。小高の豊かな自然や周りの人とのコミュニティー

がある中で子育てをして、子供が大きくなったらこうして、自分

達が年をとったらこうしてというような人生設計が全て狂ってし

まったから、いまだに戻るのがいいのか、戻らずに若松で生活す

るほうがいいのか、それはまだ迷っているところです。」（原告６

５番本人調書１７頁） 

このような苦悩について、原告らは、「２つに引き裂かれて」な

ど、帰りたくても帰れない心境を切実に語っている。 

「楢葉の自宅もありますし、今石森の住宅を求めたのは、楢葉

に住めないから、求めたのであって、楢葉を、もう戻らないから、

買ったわけでもなく、かといって、いつ戻れるのかと問われても、

それは今は答えようがないので、終の棲家とも言いづらい、言え

ない、そういう状況です。」（原告１０番本人調書１９頁） 

「（楢葉に戻るか、ほかのところに移住するか、決断はできな
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い？）ですから、できないんです。できないから、つらいんです。

何でこうなってしまったのかということが、そもそもの原因はは

っきりしているのに、いつまでたっても解決の糸口も見えないし、

だけど私たち避難者と言われて、年だけがどんどん、どんどんと

っていってしまうし、何をどうしていいか分からない。だから、5

年先に帰る、10 年先に帰る、20 年先に帰れるのか、それとももう

一生帰れないのか、それさえももう分からない。だから、こういう

ずっと悶々とした曖味な喪失の、そういう感じの中でいること自

体がつらくてしようがないです。」 

「自分の人生が 2 つに引き裂かれてしまったというふうに感じ

ています。」 

「どっちつかずで、どっちを選んでも正解ではないというか、

結局全くもとどおりにならないという現実と向き合いつつ、でも

ふるさとに対する望郷の思いはあるのに、戻りたいけど、戻れな

い、その苦しみの中でずっと過ごさなきゃいけないというこの心

境こそが私たち避難者全員の苦しいところだと思っています。」

（原告１０番本人調書２６～２８頁） 

「（避難先で購入した自宅に今後もずっと定住するつもりか？）

その件に関しては非常に今でも迷っていまして、自分のふるさと

の大熊町の近くに行ったほうがいいのか、それとももう少し広大

な土地を求めて生活したほ?うがいいのかなというのも考えます。

ただ、やっぱりそれだけ移動とか新しくするにしては、エネルギ

ーが必要なんで、自分の父・母もまた動くのも嫌だなっていう話

もされてるので、ちょっと今は、まあ大熊に戻れるんだったらば

それが一番理想なんですけど、現在の線量とかその状況を鑑みる

と、戻りたい気持ちと現実を見つめて、うん、難しい状況で、判断

では今あります。」（原告５７番本人調書２６頁） 

したがって、原告らにとって、避難先で住居を購入しても何も

感動はないし、帰れないうちは避難生活が続いているのである。 
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「（避難先で自宅を購入した気持ち）持ちません。ただ、ちょっ

とはほっとしましたけども、自宅なので。でも、初めの請戸にうち

を建てたときのようには、何の感動もないし、避難先という感じ

で、あまり。」（原告５６番本人調書１７頁） 

「もうこれは基本的に我々は国内避難民ですから、どこから見

ても、世界から見ても避難民です。だから、これ以上どこさ行って

も、いわきで生活しても、どこに行って生活しても、我々は双葉に

帰れないうちは避難民です。」（原告２７番本人調書２５～２６頁） 

 

（３）②相当期間の非経過 

次に、帰還する場合はもとより、帰還しないことを予定して避

難先で自宅を購入して居住した場合においても、到底避難生活を

終了しうる相当期間が経過したとは言えないという、容易ならざ

る事態が生じている。 

その典型的な事態が、避難先での軋轢を避けるための、息をひ

そめるような生活である。 

原告らは、自宅購入先において、周囲の住民に対して出身地（避

難者であること）を言えず、人目を避けるような生活を強いられ

ている（その理由は、前記第１避難慰謝料の考慮要素「⑦被害者同

士等の軋轢」の項目を参照）。 

以下の本人尋問例が示すとおり、多くの原告らが現在体験して

いるこのような事態は、当初は予想もしなかった現実であり、避

難者を二重に苦しめている。 

「（近所に避難者であることを言えない理由）そのことを話すこ

とによって、周りからのいじめとか嫌がらせとか、嫌みを言われ

るんじゃないかという恐怖感から言えません。」「（避難先で地域社

会との接点をもつつもり）ありません。」（原告１３番本人調書２

６頁） 

「（近所付き合いしない理由）いわき市の方達のところの土地に
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双葉郡広野町から来た私が家を買って子供達と３人で住んでいる

ということはとても不自然だと思うんです。母子家庭ですし、男

性がいない私がそこにいるということは恐らく原発の賠償金をも

らって生活しているんじゃないかというふうに患われると思って、

どこから来たかということを知られない生活をしたくてなるべく

周りの方とはお話はしないように生活はしています。」（原告３２

番本人調書１７頁） 

「（多額の賠償金を得て贅沢生活をしていると誤解、揶揄される

ことについて）双方の誤解が解け、避難者といわき市民が相互の

理解し合い、仲良く生活をしていけるようになるまでには、残念

ながら相当の時間がかかると思います。そのときまで、今のよう

な、常に人目を気にしながらの辛い生活が続くのかと思うと、不

安でたまりません。」（甲Ｃ４－３・１４頁） 

「いわき市内に中古住宅を購入した双葉郡の住民(大熊町)が、ご

近所に引っ越し挨拶に行った際に「どこから来た?」 と聞かれ「大

熊町」 と答えた途端、「うちはお宅とは付き合えない」 と挨拶の

品物を突き返された話、別の双葉郡の人が、同じようないわき市

民との軋轢に耐えられず、せっかく購入した住宅を手放した話。

楢葉町の知人が、「困るんだ。いつまでも居られては、早く帰って

くれ。」と言われた話、私の母が、いわき市内に中古住宅を購入し、

私と一緒にご近所に挨拶に行った際、「大熊の人は、たくさんお金

がもらえたんでしょう?」と言われた話・・・。」（甲Ｃ１０－３・

９頁） 

「いわき市は不動産価格が急騰しており、震災前に比べて約 2

倍になったという話も聞きます。私のいる仮設住宅の周りの私有

地もあっという間に家が立ち並びました。またお金の工面ができ

たとしても、もともとのいわき市民とのあつれきはひどい。知人

がいわき市の中古住宅を購入して、隣に菓子折りをもって挨拶に

行ったら「うちはあなたたちとは付き合いません。」と言われて菓
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子折りを突き返されたという話を聞き、とても気の毒で、また他

人事とは思えません。私たちは被害者であるのに、なぜこのよう

な仕打ちを受けなければならないのか、全く納得できません。」（甲

Ｃ４３－１・８頁） 

たとえ現時点では誹謗中傷や嫌がらせを受けていなくても、い

つ受けるかわからないという思いから、必要以上に気を使いなが

ら生活している。 

「会津に移住すると決めたのだから、新しいコミュニティーに

溶け込んでいかなければならないとの思いから、隣近所への気遣

いも多くストレスになっているようです。」（甲Ｃ６５－１・１５

頁） 

「現在の暮らしも苦労が絶えません。原発事故以降、いわき市

には多くの避難者が避難してきているため、避難者ともとからの

いわき市の住民との間でいろいろなトラブルが生じているという

噂を耳にすることがあります。私達も、意識的に近所の掃除など

を心がけたりして、ご近所の方との関係にはかなり気を遣ってい

ます。そのため、私達に関してはいわきでの地元住民の方との関

係に大きな問題は生じていませんが、かなり気を遣うことは確か

です。まして、双葉町にいたころのように、ご近所さんとの気兼ね

ない付き合いなど、望むべくもありません。」（甲Ｃ２７－１・７

頁） 

以上のように、避難先に新たな住宅を取得して居住しても、家

族の離散や被害者同士の軋轢という精神的苦痛はなくなっていな

い。また、被ばくによる差別や不安、あるいは見しらぬ土地での生

活上の不安はなくならない。避難生活による先行きの展望のなさ、

仕事の喪失、情報不足による不安、あるいは借り物の生活・仮の住

居による不安等はいずれも解消されていない。そうである以上、

避難生活による著しい生活阻害は解消していないから、「相当期間」

は経過していないのである。これらの点は、「わだかまりのない生
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活」という原告らの言葉に表れている。 

「当事者はそんな簡単に、家建てて 1 年住んだから、3 年住んだか

ら、それで避難は終わりだという、そんな簡単な言葉で表せるよ

うなものではありません。これは、避難というのは、長い時間をか

けて隣近所とわだかまりもない生活をできる、何十年掛かるか分

かりませんが、そういう時間が経過して初めて避難が終わったん

じゃないかなと私は思っていますので、今の段階で 3 年、5 年でそ

ういう気分になれると、今は私は思ってません。」（原告２４番本

人調書２２頁） 

 

３ 現在も仮設住宅等に居住している場合 

（１）はじめに 

準備書面（９４）１０～１１頁で述べたように、この場合は、①

（適正な賠償の実現を含めて）避難を継続する必要がなくなり、

かつ、②新天地ないし帰還後の地域において社会通念上地域生活

が現実に可能となるための熟慮期間及び相当期間の経過後、避難

の終期が到来するというべきである。 

避難指示が解除されていない区域の原告は、①避難継続の必要

性が存在することは明白である。また、避難指示が解除されてい

ない段階で、②熟慮期間は経過しているとして移住を強制するこ

と（避難に関する賠償を打ち切ること）は明らかに不当である（後

記（３）のとおり、避難者の置かれた実態からみても、熟慮期間が

経過したと評価することはできない）。 

一方、解除された区域の原告であっても、現在も仮設住宅等に

居住している限り、当該原告にとって、以下（２）（３）のとおり、

①避難継続の必要もあるし、②社会通念上地域生活が現実に可能

となるための熟慮期間及び相当期間も経過していない。 

 

（２）避難継続の必要性 
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避難継続の必要性は、言い換えれば、帰還しない選択の合理性

（帰還拒否の合理性）といえる。 

ア 合理性を支える権利 

 準備書面（５０）２頁以下において、帰還拒否の合理性を支える

原告らの有する権利として、「身体権に直結した平穏生活権」をあ

げた。すなわち、避難指示の解除後も低線量被ばくの人体への影

響が未解明であり科学的に不確実であることから、これによる確

率的な影響を重視して避難を継続する判断については、「身体権に

直結した平穏生活権」と呼ばれる権利法益が、帰還を拒む意思決

定の法的根拠となる。 

 また、放射線被ばくについては、有害な影響の程度が科学的に

解明されておらず、不確実なものであるときでも、その及ぼす影

響が身体・生命という代替性のない重大な権利利益であり、これ

に対する取り返しがつかない（不可逆的な）影響を与えるリスク

があるから、予防的な判断による警戒的な回避行動が認められる

べき（予防原則が認められるべき）である。 

 さらに、科学的に不確実な被害発生のリスクがあるときに、生

命・健康というかけがえのない重大な権利・利益を守るためにと

る予防的な行動の選択は、人間の尊厳（憲法１３条）に基づく自己

決定の行使として、保障される必要がある。 

 

イ 帰還しない理由 

 準備書面（１５６）および準備書面（１９８）において、避難者

が帰還しない理由として主に上げている①除染効果に対する疑問、

②放射線被ばくに対する不安、③原発事故未収束について、その

ような理由をあげることは一般人通常人を基準とすると合理的で

あることを主張立証した。 

（ア）除染効果に対する限界 

 環境省の報告書（甲Ａ１８４）について、準備書面（１５６）６
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頁以下で検討したとおり、国や自治体が進めている除染について

は、その目標値の定め方、技術的限界、除染廃棄物の処理など、

様々な問題点や限界点があるため、一般人・通常人が、除染に疑問

を感じて、帰還を拒否することは、合理的な思考（合理的な選択）

なのである。 

 これらに関連して、原告らは、たとえ住宅周辺を除染しても山

林など未除染地域から風雨によって放射性物質が流れ出てくるこ

と、いわゆるホットスポットが散在していること、手抜き除染が

行われていること、など不安を語っている。 

「私と妻は、故郷である浪江町加倉に戻りたいという思いはあり

ますが、子や孫が来て一緒に住める状況にならなければ戻れませ

ん。住居周りだけ除染しても田畑や野山が除染されないまま残っ

ている状態では、子や孫の安全を考えたら戻ることはできません。」

（甲Ｃ３６－５・４頁）  

「原発事故後、除染を行っていますが、除染作業は形だけのよう

に思えてなりません。本気で除染をするなら山を削り取らなけれ

ば意味がありません。山に降り注いだ放射性物質が雨風で流れて

きてしまうからです。しかし、山を削り取れば、以前のように松茸

や山菜や茸とりができず、結局のところ原発事故前の状態には戻

せないのです。」（甲Ｃ３７－１・７頁） 

「除染の作業は、農地や山林についてはやらないそうですし、住

宅も完了していないと聞いています。このように広野町では未だ

に街中の除染すらできていないので、私達が広野町に帰っても、

被ばくの不安を感じながら生活しなければなりません。さらに、

まだ至る所に「ホットスポット」と呼ばれるような高線量の場所

があり、広洋台において測った線量は、2013 年よりも 2014 年の方

が高かったそうです。」（甲Ｃ４８－１・９頁） 

「私たちの自宅のあたりは、一度除染はされましたが、自宅から

２０メートル以内の生活圏内しか除染されず、近くの山林などは
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手つかずのままです。そのため、自宅敷地周辺はまだ放射線量が

高く、放射線の計測器で計ると、０．７５～１マイクロシーベルト

の放射線量が計測される状態です。」（甲Ｃ４０－１・１３頁） 

「私の家の西側には、木々が生い茂っているところがあるのです

が、そこのイチョウの木の下の線量を今年、環境省が測ったとこ

ろ、0.5μSv/h もありました。しかし、森林は、政府が除染の対象

地域とはしていないということもありまして、これ以上線量が下

がることはありません。家の近くにこのように高線量の地域があ

るということは、いくら家や庭を除染したとしても、またすぐ放

射性物質が降りかかってきて、線量が上がってしまいます。」（甲

Ｃ７３－５・１～２頁） 

「除染についても、たとえ家の周りを除染したとしても、山林や

畑、田んぼ等の除染を行っていない場所から放射線が風に飛ばさ

れ、あるいは放射線が山から水と一緒に流れ出て来ます、地下に

染みていきます。そう考えると、たとえ除染が行われたとしても、

線量が除染前の状態に戻る可能性すらあります。そして、そのよ

うな不安定な場所では、怖くて暮らせません。」（甲Ｃ８２－６の

２・３頁） 

「楢葉町は、福島第一原発と、そこで作業する作業員たちが宿泊

している J ヴイレッジを結ぶ道が通っています。原発内に入った

人やその送迎バスに付着した放射性物質が、その道を通るときに

飛散する可能性もあり、更なる汚染が起こる可能性もあります。J

ヴイレッジは、事故後しばらく、避難区域内に一時帰宅した人や

車の除染のための施設になっていました。そのとき、除染のため

に使用した水の処分場所が明らかになっておらず、垂れ流しにし

たといううわさも飛び交っており、そうすると、楢葉町周辺は、更

に汚染されたことになってしまいます。その水の行方についても、

大変心配です。」（甲Ｃ７３－５・２頁） 

「やはり除染をしても、ホットスポットというのがあるんですよ



144 

 

ね。私も何度か環境省にはそのホットスポットをやってくれと言

って、見てもらいには来ましたけれども、基準がないんですよね。

これはこの数字はそんなに高くない数字だというようなことで、

何かやろうとしない。自分としては、ここは高いんだという場所

は何か所か分かっていても、やろうとしないと。だからその辺を

考えますと、なかなか住んでみても危険があるなというふうに感

じています。」（原告７番本人調書２５頁） 

「その除染というのが除染すると多少当然線量下がるんでしょう

けども、まず大もとの第一原発がまだくすぶっているような状態

ですので、除染したってまた汚染されるだろうと。あとは、自然災

害で大雨とか来たらまた山から土砂が流れてきて線量が高くなっ

ちゃうということはあると思うので、除染したから大丈夫だとい

うのはどうも私としては受け入れがたいです。」（原告２５番本人

調書１６頁） 

「それも当然公にしている数値だけじゃないんで、全部が全部把

握できるわけじゃないですし、ホットスポットと言われるものは

恐らく点在していると、そういう不安があるんで、それも当然あ

ると思います。」（原告４５番１８頁） 

「除染しても一時的に放射線が下がっているって聞きますけども、

場所によっては高くなったり、除染進んで町の環境整っても環境

だけじゃなくて、今までのつながりみたいのがすぐには戻るとは

思えないので、なかなか戻るのは難しいと思います。」（原告７４

番本人調書１４頁） 

「実際除染したさっきの写真見てもわかるとおり、地続きであっ

てもそこでちょっきり除染が終わっているんです。そうすると、

孫を連れて帰れますよと言われてもそこに戻れないです。遊ぶの

に夢中になれば、孫はどこに行くかわがんないです。そうすると、

スポットがあればそこは高いですから、それで年間 20 ミリシーベ

ルトで戻れますよ、大丈夫ですよと言われても、じゃ誰がそれを



145 

 

やってくれるのかな、今まで誰もそこにそうやって住んで問題が

ないとわかっているんであれば、私たちもある程度は納得ができ

ますけども、全然そのデータというものはないわけです。結局私

たちはわからないです。目に見えないし、においもないし、そんな

ところで娘や孫を連れて帰っていって生活はできないです。」（原

告５４番本人調書２０頁） 

「住宅除染で今年 1 月頃に完了報告がありましたが、現揚確認で

手抜き工事が見つかりました。以前に、福島の友人から小高区の

住宅除染では期日が迫:9 「がなりの手抜き工事」が行われている

らしいとの噂を聞いていたため、8 月初めに小高区に出向き自宅を

確認したところ屋根全面(青コケと修復瓦の違い)と雨樋(草が生

えていた)が行われていないため、実施業者に連絡し状況確認衣頼

した結果が「以前の担当者による手抜き工事があった事を認めま

したが、現在は農地除染のため直ぐには出来ない、期日約束でき

ないが再除染は行うとの回答がありました。」（甲Ｃ８２－６の１・

６頁） 

（イ）放射線被ばくに対する不安 

 準備書面（１５６）１０頁以下および準備書面（１９８）で主張

立証したとおり、心理学やリスク認知の知見に照らせば、原告ら

が、放射線被ばくに対して不安を抱いて帰還しない選択をするこ

とは、一般人・通常人を基準として、合理的な思考（合理的な選択）

である。 

 まず、放射線被ばくには「恐ろしさ因子」「未知性因子」の双方

が当てはまること、そのため恐怖や不安をより強く感じること（準

備書面（１５６）６頁、準備書面（１９８）６頁）は、子孫（遺伝）

への不安、影響が不明、学者によって意見が異なるとの原告らの

供述からもうかがい知ることができる。 

「ところが、本件今回の事故が起きて被ばくの不安があることか

ら長男夫婦は帰りたくないといいだしたのです。家族の将来の予
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定が大きく狂ってしまいました。長男の嫁は、子供を欲しがって

いましたが、放射線の高いところで住みたくない、産みたくない

といって楢葉に来ることを拒んでいます。私たちが不安に思って

いる以上に長男の嫁は放射能が怖いのだと思います。」（甲Ｃ３０

－１・６頁） 

「線量の問題、大丈夫だとかいろんな意見があります。でも、本当

の答えというのは、あと何十年か後、何百年か後しか誰も分から

ないというのが本当のことだと思います。そういうふうなことを

考えると、とても住むわけにはいかないなと、そういうふうに考

えています。」（原告３６番本人調書２４頁） 

「（年間１ミリシーベルトになったら戻るか）それも私は信じられ

ないです。もう何を信じていいかわかんないんです。国のお偉い

方が来て、1 時間やそこらいて、食べ物食べて、問題ないですなん

て言われたって全然、そこにこれから私たちは問題ないと言われ

ても 10 年、20 年、死ぬまでそこにいるわけです。その間どんな病

気が出るかわかんない、そんなところに娘や孫を連れて帰れない

です。」（原告５４番本人調書２１頁） 

「これは学者によってもやっぱり、マイクロ 3.8 ですね、年間 20

ミリシーベルト以下で大丈夫だということを言ってますけれども、

これは学者によっては 1 ミリシーベルトでも危険性があるという

判断をしている学者もいるわけですから、その辺はその本人本人

の考え方だと思いますね。」（原告７番本人調書２４頁） 

「放射能が安全なレベルになるには数十年かかるといわれていま

す。戻れるかどうか答えを出せるのは数十年後のことだと思いま

す。今は、戻りたいけれど安全が保障されない以上は戻れないと

思っています。戻っても大丈夫だという専門家もいますが一つの

意見でしかありません。専門家は、原発事故は起こらないと言っ

ていたのに事故は起こりました。専門家の話は嘘ばかりで、もは

や信用できません。」（甲Ｃ３６－５・４頁） 
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 一方、被告や国は、低線量被ばくのリスクは他のリスクと比較

して大きくないなどと喧伝しているが、医療被ばくやタバコのリ

スクと比較することで不安は解消されないとの心理学の知見（準

備書面（１５６）２１頁以下、準備書面（１９８）７頁以下）は、

原告らの供述とも整合している。 

「私は、全く信じません。なぜならば、自然界の放射能だって被ば

くするんです。被ばくするよりは、被ばくしない方がいいのは当

たり前なんです。あと、医療被ばくだってあります。医療被ばく

は、自分の健康の維持のためにやむを得ず最小限の中でレントゲ

ンをかけてるわけでありますから、それに、線量を測りますと、少

なくても 3 倍はあります、この原発事故でね。」（原告１９番本人

調書３２頁） 

「（リスク比較）たばこはあくまでもリスクを本人が判断して吸う

ものであって、放射能というのは空気と一緒に吸い込んでしまう

ので、本人の決断や、そういった意思で吸い込むものじゃないの

で、それとは全く違うと思います、意味合いが。」（原告４８番本人

調書１０頁） 

 リスクコミュニケーションでは「信頼」が重要とされていると

ころ、本件原発事故に関しては、「信頼」が全く欠如しているため、

たとえリスクに関する情報を伝えたとしても、住民らの不安が解

消することは困難な状況にある（準備書面（１５６）２０頁以下）。

このように、「信頼」がないから被告や国の言説を信用できないこ

とは、原告らも口をそろえて述べている。 

「散々原発は安全だといって原発を推進してきた東電や国から、

「大丈夫だ」と言われることは全く信用できません。私は、自分で

この問題について考えなければいけないと思って自分なりに勉強

はしていますが、放射能の影響はわからないことが多く、正直、ど

う考えていいのかわからないまま途方に暮れています。というこ

とは、結局、小高の自宅に、戻ってもよいと言われても、それを信
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じていいかどうかわからないということです。」（甲Ｃ６５－１・

７頁） 

「放射能の隠蔽と国の情報隠蔽放射能に対する不安は非常にあり

ます。政府は安全だ、安全だとそれしか言いませんが、私の調べた

情報はもっと異なります。政府は明らかに嘘をついています。放

射線のデータにしても国は低く見積もっており、健康に対する影

響に付いても国は本当の事を言いません。川内村は帰村宣言をし

て「帰る帰らないは自己判断」政府も川内村も責任を取らないと

いうスタンスです。自分で判断する為の情報が少なく、政府にと

って不都合な事は隠蔽か、次期が過ぎての情報公開等、信頼に値

しません。甲状腺ガンも「放射能のせいとは言えない」等と、嘘を

言っていて、自分で判断する為の基礎となる情報がない状態で正

しい判断が出来ません。」（甲Ｃ３８－１・３頁） 

「除染の動向や、町内各地の放射線量など、重要な事実が正確に

公表されなければ、安心できません。これまでも東電は事実を正

直に言わないことがあったから、不振が拭えません。」（甲Ｃ７－

３・８頁） 

「（政府の情報は信用できない理由）やっぱり事故直後の対応から

見て何かあたふたしていて、情報とかも何か後出し情報が多かっ

たような気もしますし、そういう点からちょっと信じられないな

というのがあります。」（原告２５番本人調書１７頁） 

（ウ）原発事故未収束 

準備書面（１５６）２４頁以下で主張立証したとおり、核燃焼の

取り出し、汚染水対策、廃炉作業に関するトラブル発生、原発運転

者（被告）の当事者意識の欠如などの報道に接すれば、一般人・通

常人は、原発や放射性物質は、被告東京電力が十分管理できてお

らず、いつまた重大な事故が起こるかと不安を持つのが通常であ

る。したがって、現在避難している住民にとって、原発事故が再び

起こると考え、原発に近い故郷への帰還を拒否することは、一般
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人・通常人の感覚を基準とすれば、極めて合理的な選択である。 

 これらの点は、原告らが、廃炉作業、汚染水、壊れたままの建屋、

冷却装置の一時停止などについて不安を述べていることと整合し

ている。 

「一番は、やはり原発が収束などしていないし、廃炉作業もこれ

から 30 年、40 年、いや、もっとかかるでしょう。やっとこの間 2

月 10 日の報道で 2 号基の内部が 650 シーベルトで、それを映像で

映せたから、この状況まで行きましたみたいな、そんなとんでも

ないです。あんな恐ろしいところのそばに誰も帰れないです。帰

りたくもない。戻れないです。」（原告１０番本人調書２７頁） 

「福島第一原発の状況は、今も壊れた原子炉が汚染水を流し続け

ている状況であり、大きな余震が来たら、また重大な事故が再発

するのではないかという不安が残っています。……中間貯蔵施設

や最終処分場の今後の計画がはっきりせず、安全性に不安がある

こと、毎日流れ出ている汚染水のことなど、いわき市に暮らして

いると放射能に対する心配は変わりません。」（甲Ｃ２－１・７頁） 

「壊れたままの原発が、いつまた事故を起こすかについての不安

もあります。再び大きな地震があったら、ひとたまりもないと思

います。」（甲Ｃ７－３・８頁） 

「少なくとも原発の廃炉、解体が完了して廃棄物がすべて運び出

されるまでは放射性物質が放出される可能性が残ります。現実に、

一昨年の夏には、がれき撤去に伴って高濃度の放射性物質が原町

の水田にばら撒かれていたと報じられています。汚染水の流出を

止めるめどが立っていないことは毎日のように報じられていると

ころです。いつ、また大きな事故が起こりたくさんの放射能がば

ら撒かれるのか、その不安を抱えたまま、原発近くの町で生活し

ていくことはできないと考えています。」（甲Ｃ７４－１・９頁） 

「東京電力の事故後、壊れた建屋から放射線が風で流されていま

す。汚染水が土に染み込み、あるいはタンクからあふれた汚染水
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が海に流されています。作業によって出た灰のようなものが、風

によってあちらこちらに飛ばされています。また作業中、何かト

ラブルが生じる度に、放射線を含んだものが空気や水の中に含ま

れ、流れ出てきます。それがたとえ低い線量であっても、そこにい

る場合、一瞬ではなく、継続的にそれを浴び続けなければならず、

とてつもない恐怖や不安を感じます。用事があって、私が福島に

宿泊した際、滞在中ずっとその不安が頭から離れませんでした。

福島に戻り、怖い、恐ろしいという気持ちを毎日抱きながら生活

するなどできるはずがありません。」（甲Ｃ８２－６の２・３頁） 

「原発事故後 3 年後に福島の方には戻ったんですけども、それで

もまだやはりよくテレビ等で原発での小さな事故やミス等のニュ

ースがよく騒がれていましたし、状況が事故の収束はとてもじゃ

ないですけども収束したとは思えなかったので、少しでも遠く離

れた新地町にしようと思いました。」（原告８番本人調書１７頁） 

「（原発の冷却設備が一時停止したニュース）やっぱり原発はまだ

まだ危ないなと思いました。」「（原発事故はもう終わったか？）い

え。廃炉が終わって全てが収束するまで事故が終わったとは言え

ないと思っています。」（原告７９番本人調書２１～２２頁） 

「やっぱり放射能の影響とか、あと原発自体がやっぱり廃炉にな

るまで、これからトラブルもないとは言えないと思います。そう

いう中で生活していくのはなかなか、まして子供を育てながらと

いうのは難しいと思います。」（原告７４番本人調書１４頁） 

「（原発の現状への不安）今いろいろマスコミとかで言われてます

けども、1 つのこの安全対策をとっても、また事故を起こしたり、

度重ねてそういうのがありますから、いろいろな方法、対策をと

ってやっても事故を起こしたりという、また謝罪の報道とか流れ

てるということで、自分では信用できません。」（原告１８番本人

調書２７頁） 

（エ）復旧の不十分さ 
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 前記（ア）～（ウ）に加えて、帰還しない理由として、「町内の

復旧状況に関わるもの」も多くの避難者があげている。具体的に

は、「地区に戻っても仕事がなさそうだから」（２９．８％）、「地区

での事業再開が難しいから」（１４．２％）、「営農などができそう

にないから」（１５．０％）、「家が汚染・劣化し、住める状況では

ないから」（５３．６％）、「地区外への移動交通が不便だから」（３

０．６％）、「道路、鉄道等の交通インフラに不安があるから」（３

２．９％）、「医療環境に不安があるから」（６１．０％）、「介護・

福祉サービスに不安があるから」（３５．４％）、「教育環境に不安

があるから」（２３．２％）、「生活に必要な商業施設などが元に戻

りそうにないから」（５７．４％）であった（準備書面（１５６）

４～５頁参照）。 

 原告らも、以下のように、帰還しない理由として、営農ができな

いこと、インフラ（医療、商業施設など）が回復しないことなどを

あげている。 

「行っても田んぼもできなければ、畑もできませんので、それが

そういうことができないということは、やはりうちに帰ってもち

ょっとまだ無理なのかなというふうに思っているもんですから。」

（原告４０番本人調書２８頁） 

「なぜって、田んぼを一からっくり直すことはもう無理ですし、

池に水も来なくなってしまったし、私も年をとってきてしまった

し、今まで何にもしないで生活していたから、体力もないし、気力

もなくなってしまいました。」（原告２２番本人調書１１頁） 

「南相馬に戻って元に生活に戻れるものなら戻りたいですが、そ

の見通しは全く立ちません。昨年には原発のがれき撤去作業で放

射性物質がまき散らされ、南相馬の水田に放射能が降り注ぎせっ

かく実った稲が放射能汚染されたと報じられています。今後も原

発の撤去作業で放射性物質がまき散らされる不安はずっと付きま

といます。そのような南相馬市小高区に戻って作物を生産しても
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出荷できるのかさえ分からないのです。農家にとって生産した作

物が誰からも見向きもされず処分しなければならなくなることは

耐え難いことです。私は、退職後は専業農家として生きてきまし

た。営農できないのなら帰ってもやることがないのです。」（甲Ｃ

６９－１・１４～１５頁） 

「（病院や町のインフラ）何か小さな診療所みたいなのはできたん

ですけど、何かあったときにはいわきとか、そういったものに来

なくちやならないわけですんで、それでまだそこまでは決心がつ

いていないです。」（原告４０番本人調書１８頁） 

「町のみんなが戻らなければ仕事はありません。周囲では、私た

ちより上の世代の家族は戻ると言っている人がいますが、下の世

代からはあまり聞きません。帰るといっているのは、年寄りばか

りのように感じます。食料は、田んぼと畑がありますので自給自

足が中心になるでしょうが、買わなければ手に入らない物もたく

さんあります。日用品も含めて、買い物に行くなら四ツ倉まで行

く必要があり、町内だけでは完結しません。将来どのようになる

かわかりませんが、見通しがつかないなかで戻るかどうかを決断

しなければならないことがとても難しいです。」（甲Ｃ７８－１・

１０頁） 

「かつての近所の人たちは、楢葉には戻りたくないと言っていま

す。仮に私たちが戻ったとしても、以前のようなコミュニティを

望むことはできません。かつての生活そのものが、すでに取り返

せないものになっています。例えば、双葉郡内で以前のような大

きなスーパーができたり、医療機関が充実したりするのは、いっ

たい何年先になるのか。また、どこまで充実するのか。まったく先

が見えません。私たちも年齢的にそれほど若くない状況では、楢

葉に帰還して、ふるさとの再生をのんびり待っている余裕はあり

ません。」（甲Ｃ７９－１・８頁） 

「今後、避難指示が解除されたときには、私と妻は、地域の放射線
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量の状況を確認した上で、安全であれば自宅に帰りたいと考えて

おります。しかし、せっかく自宅に戻っても、地域の状況や、そこ

での生活の有り様は、事故前とは全く違うものになっているので

す。上記のように、地域の住民がどの程度帰還するか分かりませ

ん。おそらく若い世代を中心に、何割かは戻らないのではないか

と思います。地域の学校や幼稚園、保育園、医療機関、その他の公

共施設、あるいは生活に必要な流通などの回復がどうなるのか、

不安です。」（甲Ｃ７－３・９～１０頁） 

 また、最新の復興庁住民意向調査では、帰還しない理由として、

「他の住民が戻りそうにないから」を３２．３％～２３．６％程度

の住民があげている（甲Ａ５４３・５０～５１頁）。これに関連し

て、原告らは、コミュニティーの構成員変化（高齢者ばかりで若い

人が戻らないこと、元の住民ではない新たな住民（いわゆる原発

作業員）が増えていること）、新たな原発関連施設（減容化施設）

が新設されたことなど、生活環境が大きく変わってしまったこと

を、帰還しない理由にあげている。 

「知人によれば、大部分は、元の住民が住んでいるのではなく、原

発作業員のために貸し出されており、実際に住んでいるのはほと

んど作業員だとのことでした。」「作業員の方々は、広野町に永住

するわけではありませんし、あくまでも原発の作業処理のために

広野町に住んでおり、広野町を従来からの住民と一緒に盛り立て

ていこうとは考えておられないでしょう。このような状態で、人

口自体が戻ったからといって、広野町のコミュニティが戻ったと

は到底いえないと思います。」（甲Ｃ６－１・９～１１頁） 

「８０戸の戸数のうち、今解除になっても戻ってきて生活してい

る人が 2 件半。半というのは日中はいるけど、夜になると仮設住

宅に帰ると。あとの 2 件はうちに帰ってきたと。でも、みんな８

０歳近い年寄りばっかりです。若い人はいませんから、そんなと

こに帰ってきたって、自分がこんな病気を持っていて薬を飲んで、
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万が一また 1 人でいるときなじょになっぺなと思って、なかなか

踏ん切りはつきません。」（原告６９番本人調書１５頁） 

「よく新聞なんかにも出ますけれども、やっぱり一番はインフラ

だと思いますけれども、そのほかに若い世代が就職できる環境で

すね、工場も誘致できるとか、あるいは子供を産んで生活してい

けるというような若い人が戻ってもいいなと言えるような環境に

ならない限りは私は無理だと思いますので、そういう環境になる

ように早くしてもらいたい。そうなれば私は一番先に戻りたいと

思ってます。」（原告２４番本人調書１９頁） 

「（楢葉町の現状）いや、今のところは、戻ってきてる方は 1 割ほ

どなんですが、その方々もやはり皆さん、高齢者ばかりの状況で、

将来を担う若い人たちは全然まだおりませんので、ちょっとそれ

では、まだまだ戻るというふうにはなれないということです。」（原

告３番本人調書１８頁） 

「仮に将来帰還できても、土地の汚染は深刻であり、山に囲まれ

て自然豊かな楢葉の町が、元通りになるとは考えられません。…

…私や妻の楽しみであり、生きがいであった畑作りやキノコ狩り

などの生活の潤いも、もう望めません。子供達は、孫たちをつれて

楢葉の町に遊びに来ること望めないでしょうから、昔のような正

月やお盆の団らんも戻ってきません。そして地域全体としても、

若い世代が戻ってこないことによる人と人との繋がりの喪失、活

力の減退、地域社会の変質が確実に進むしょう。……神社の行事

や無形文化財である貴重な伝承も、確実に衰退してしまいそうで

す。」（甲Ｃ３－３・７頁） 

「やはり健康に対する不安と事故の終息がまだしていないという

こと、それからコミュニティーが破壊されて全くもとの生活に戻

れない、そういう生活がこれからできると思っていません。それ

に健康に対する不安も非常にあります。」（原告３８番本人調書１

６頁） 
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「やはり原発に対する不安もまだまだ大きいですし、第一戻って

も以前のようなコミュニティーはないので、近所の人もいない、

知り合いの人もほとんどいない、そういう状態のところには戻ろ

うとは思いません。」（原告７９番１９頁） 

「先ほど申したように、原発の安全に対する不安もありますし、

周りの親戚の人も近所の人もほとんど帰っていない。一部の人に

聞いても帰らないと。また、現在知らない作業員の方とかがいっ

ぱいいて、結構知らない人が道を歩いたりしているという不安と

かもあるので、帰るつもりはないです。」（原告７９番本人調書２

７～２８頁） 

「楢葉町が緊急時避難準備区域を解除されたとしても、元の住民

の大半は戻ってこないでしょうから、今の広野町のように、原発

作業員の町になってしまい、かつてのコニュニティは完全に失わ

れることになるでしょう。かつての楢葉を知っている私達からす

ると、豊かな自然やコニュニティが失われた楢葉で、放射能の不

安を抱えながら仕事、生活をすることが大変な苦痛になるでしょ

う。そして、帰還した場合にはそれが毎日続くことになるのです。」

（甲１８－１・１８頁） 

「広野町の減容化施設が、平成 27 年の 4 月に運転が開始されまし

たが、との施設は、私の家からすぐ近くの西の方向にあります。こ

の地方は、風向きが陸から海に向かって吹いていますので、減容

化施設がある方向から我が家に向かって風が吹いてくることにな

ります。この施設それ自体の安全性にも疑問がありますし、場合

によっては放射性物質が自宅まで飛来してくるのではないかと思

い、とても不安です。施設の建物も、とても仰々しく、以前の町の

イメージとも、とてもかけ離れたものになってしまっています。」

（甲Ｃ７３－５・２頁） 

 さらに、避難指示中に増殖したイノシシなどの野生動物が自宅

周辺に出現することも、原告らが帰還を躊躇う理由となっている。
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このイノシシの被害については、２０１７（平成２９）年７月の報

道でも取り上げられている（甲Ａ５５４）。 

「いやあ、これは難しいですね。帰ってきても、やっぱり帰って隣

近所が今、話を聞いてみると、もう戻らないという人が多いんで

すよね。私の近辺でも戻らない人がほとんどで、私も前に一度泊

まったことがあるんですが、家の前から畑、イノシシの足跡があ

るんです。そして、友達に聞くと、「昼間、家の前に親子のイノシ

シがいたよ。」なんていう話も聞きました。夜なんか泊まっても、

不安と不気味さがあります。表なんか、夜なんか出て歩けない状

況ですね。」（原告７番本人調書２７頁） 

「そうですね、やはり私もイノシシもちょいちょい出るんですよ

ね。それで楢葉の町でもつないでいる犬が 2 頭も食い殺されたん

ですよね。ですから、今そういった駆除のためのおりなんかも各

地区に置いてはあるんですけれども、私も頼んではあるんです。

だけども、まだ順番が来ないんですけれどもね。だから、そういう

こともありますし、安心して住める状態ではないんですね。それ

と、まず放射能もまだホットスポットもあると、森なんかは除染

もしてないということで、安心して住める状況ではないというこ

とですね。」（原告７番本人調書４０頁） 

 以上のように、町村の復旧が十分ではないことは、２０１１（平

成２３）年９月３０日に政府による緊急時避難準備区域が解除さ

れ２０１２（平成２４）年３月末に町長による避難指示が解除さ

れた広野町、２０１５（平成２７）年９月５日に政府による避難指

示が解除された楢葉町の検証結果を見ても、明らかである。 

 すなわち、広野町について、①駅前商店街の中心であったスー

パーマーケット（アイアイ）が閉店したままであり、②医療機関で

再開しているの５分の３であり（馬場医院、高野病院、新妻歯科医

院で、根本医院、鈴木歯科医院は撤退した）、③その他の商店も多

くは閉店し、再開した商店も営業時間を縮小しており、④鉄道（Ｊ
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Ｒ）の運行も縮小したままである（第１回検証調書８～１３頁）。 

 また、住宅地域においても、⑤帰還した住民は６割程度であり、

⑥原発作業員向けの宿舎が立ち並ぶようになり、⑦原発関連事業

の車両によって交通量が増加し、⑧夜間は人通りが少なく不安を

抱かざるを得ない（第１回検証調書１４～１６頁） 

 楢葉町について、①水田跡に設置された広大な仮置き場からは

排水や排ガスが流出しており、②高齢者介護施設は再開したもの

のスタッフが戻らず大幅な縮小営業を余儀なくされており、③運

動公園（天神岬スポーツ公園）からの自然景観は様変わりしてし

まい、宿泊施設は閉鎖されたままであり、④河川（木戸川）で釣り

などを楽しむこともできなくなり、⑤避難指示期間中に風雨や害

虫によって居宅は解体せざるを得なくなり、⑥鉄道（ＪＲ）の運行

も縮小したままであり、⑦駅前商店も多くは閉店し、再開した商

店も営業時間を縮小しており、⑧町立小学校は原発関連企業の事

務所として利用され、学校としては再開されていない（第１回検

証調書１７～４０頁）。 

 このように、避難指示解除から５年以上経過している広野町や、

２年以上経過している楢葉町ですら、上記のような復旧状況なの

であるから、避難指示が解除された他の町村についても、同様に

復旧状況は不十分であることは合理的に推認できる。したがって、

復旧状況が不十分であることを理由として帰還しないことは、合

理的な選択なのである。 

 

（３）熟慮期間および相当期間 

 仮設住宅や借上住宅に避難している原告らは、漫然と生活してい

るのではない。確かに、一生涯、仮設住宅等で生活するというのは

非現実的であって、いつかは安定した住宅に居住するようになり、

避難生活が終了したと評価される日がおとずれるはずである。 

 しかし、現時点においては、生活を再建するに足りるだけの適正
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な賠償金の支払いを受けていなかったり、本件事故後における福島

県都市部の住宅需要の高まりから自宅を購入できなかったり、宅地

を購入できても建築需要の高まりにより工務店不足で家屋の建築に

着手すらできないこともある。 

「今後は、いわきで不動産を買って、長男夫婦と住むことを考えて

います。しかし、現在の東電の賠償水準ではいわきで不動産を購入

することはできません。被ばくの不安はありますが、私たち夫婦が

単独で楢葉町に戻るという選択肢もあると思います。しかし、そう

した場合でも、夫婦の一方が死んでしまった場合、どちらか一人で

楢葉町に住むというのは不可能です。特に妻が一人残った場合、妻

は運転できませんから、一人暮らしは絶対に無理です。そうすると、

仮に楢葉町の家に戻ったとしてもいずれにせよ、家を放棄していわ

きに戻り、長男夫婦の世話にならなければならないと思います。」（甲

Ｃ３０－１・７頁） 

「放射能の汚染や子供たちのことを考えると、私たちには、福島に

戻るという選択肢はありません。ただ、徳島に定住するのか他所に

行くかどうか、家を持つかどうか、持つとしてどこに持つかは、ま

だ白紙です。決めることができないのです。なぜならば、将来設計

がまるでできない状態だからです。家を建てるには予算が決まらな

ければ建てられません。原発事故の賠償金がいくらになるかがわか

れば、予算の範囲内で家を建てることもできますが、今はまだ、不

動産の賠償額も確定していません。そのため、私達は、家を建てる

こともできず、どこに住むかも決められず、このような仮の住まい

に 2 年以上も暮らし続けることを余儀なくされているのです。」（甲

Ｃ７７－２・７～８頁） 

「東京電力の方からそういった形で賠償ということでありましたけ

ど、やはりあったからと言って、それを全て今すぐに住宅のお金に

充てるということはやっぱり考えられないです。やはりそれは自分

も今、今までの職種も変わって正社員でもないですし、そういった
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不安もあります。あとやはりもし住宅を建てるんであれば私も妻も

そういった経験をして富岡にいるときは非常にこだわりを持って納

得いく一生住みたいって自分たちの思いで建物を作ったものですか

ら、そのときの苦労とか思いもありますので、今すぐにそういった

お金が出たからといってすぐに新しいものをという気持ちにはなれ

ないです。」（原告７７番本人調書１６～１７頁） 

「当時はいわきに住みたいという気持ちで、いろんな不動産、ある

いは不動産の情報誌を発行してる友人がいましたので、その友人に

土地などの情報を聞いたのですがなかなかなくて、平成 27 年の 12

月頃に自分たちには合う土地がないので楢葉に戻るしかないのかな

というようなことを考えるようになりました。」「はい、そうですね、

いわきもどんどん土地が高騰してましたので、それでは楢葉と同じ

ような条件の環境のものを買いそろえるというのは難しかったで

す。」（原告７２番本人調書１３～１４頁） 

「私たち夫婦は、平成 28 年 4 月に環境省の被災家屋の解体申請の受

付センターに自宅の解体を申請したところ、同年 9 月ころの環境省

の調査により自宅建物が解体の対象になるとの口頭の内示を得まし

た。平成 28 年 5 月ころ、妹から、住宅メーカーの担当者を紹介して

もらい、勿来自動車学校跡地に開発中の住宅地を見に行きました。

そして、同年 6 月 27 日にその住宅地の中の 1 区画である、いわき市

金山町南台 51-1 所在の宅地を購入し、建物建築請負契約を締結しま

した。建物建築請負代金の額が確定していないので、平成 28 年 6 月

13 日に 250 万円の手付金を支払ったほかは、まだ何も支払っていま

せん。工事は、平成 29 年 6 月ころに着工する予定です。」（甲Ｃ８１

－４・３頁） 

 また、家族の事情や健康状態などの理由により、現在の住居から

離れることができないこともある。 

「月に 1～2 回は妻と子どもたちに会うことができますが、やはり、

家族で一緒に暮らしたいと思います。しかし、本宮市の仮設受託は
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浪江の管轄であり、双葉の仮設住宅との合同は難しい状態であり、

いつになったら、妻や子どもたちと一緒に募らせるのか、全くわか

らない状況です。子どもたちは、仮設住宅から幼稚園に通うように

なり、このままだと、そのまま本宮市の小学校に通うことになりそ

うです。暮らしの拠点が定まらない状態の中で、子どもたちの生活

環境ができあがってしまうことについても、さまざまな問題が出始

めています。具体的には、双葉に帰ることができるようになったと

して、双葉に帰るのか、双葉に近くで復興の拠点ができるといわれ

ているいわきに移り住むのか、子どもたちの環境ができつつある本

宮市での生活を考えるか、家族の意見は分かれていて、結論が出ま

せん。」（甲Ｃ９－５・６頁） 

「（今後の具体的な計画）家族で話し合っても家族の意見が合うこと

はなく、ばらばらになってしまっているので、なかなか合うことが

ないので、そのことも一番悩んでおります。」「（どこに住むかという

場所について家族の一致はないんですか？）はい、ありまぜん。」（原

告３５番本人調書２３頁） 

「長男は東京に家を建てることを考えているようで、「親父も一緒に」

と言いますが、決心はっきません。関東地方に住む兄弟たちからも、

暖かい関東に来るようにと再三勧められます。でも、この歳ではも

う、都会で住む気持ちにはなれません。特に妻は、病弱と高齢のせ

いか、都会の暮らしもこれ以上の引っ越しもできない、と東京に 2

人の娘たちがいるにもかかわらず、都会への引っ越しを拒んでいま

す。それに、そもそも私たちは、浪江に戻りたい思いもあるのです。

でも、孫たちに喜んで「(浪江に)来いよ」などとは言えません。18

私は郡山あたりにと思いますが、妻は中通り地方等の知らない土地

でまたやり直す気力もなくなってしまっており、嫌だといいます。

私も内心はどうしたらよいかわからず、迷っています。このように、

浪江には戻れないとしても、今後の人生を何処で過ごすべきか、決

めることができないまま悩んでいます。」（甲Ｃ５１－１・１８～１
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９頁） 

「（仮設住宅を出ていわきに住む気持ち）それは本当の気持ちです。

浜通りは本当に、高齢者にとってあったかいし住みやすいし、今は

食べられないけどお魚がおいしかったので、本当は来たいという気

持ちもあります。」「（目途が付いたら移住するか？）それはちょっと

まだ、今ここで何とも言えません。というのは、避難するときに孫

を背中におぶって避難したんですが、その孫もとても今でもなつい

てますので、私の生きがいの一つになってるんですね。そういうこ

とも、それは本当に私的なことですからお話し申し上げるようなあ

れではないんですけれども、いろいろ、福島に住んでいたいという

気持ち、仮設に住んでいたいという気持ち、いろんな、例えば写経

に行ったり、写経ってお寺のお経を写すんですが、行ったりなんか

もしてますので、皆さんと一緒に、ちょっと今のところ。」（原告２

０番本人調書２４～２５頁） 

 

 このように、原告らは、責めを負うべきでない様々な事情によっ

て、仮設住宅や借上住宅に居住せざるを得ないのであるから、熟慮

期間および相当期間は経過していない（避難終期は到来していない）。 

 

４ 避難前住居へ帰還した場合 

（１）判断要素 

  準備書面（９４）９頁で述べたとおり、この場合は、避難の終

期は、①放射能汚染レベルに関する適切な状況確認に基づく判断

によって避難指示が解除されて（避難の必要性の解消）、かつ、②

帰還後の地域において現実に生活することが可能な程度に当該地

域の状況が復興するに必要な相当期間（以下、「相当期間」という。）

が経過していない場合には、避難は終了していない。 

  なお、避難前と同じ住居に住むのであれば、物理的な意味では

「避難」ではないが、日常生活阻害やそれに伴う精神的苦痛は、
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避難先と同様に発生している。そのため、避難前住居へ帰還した

場合であっても、本章では、「避難生活」との呼称を用いる。 

 

（２）避難の必要性の解消（前記①） 

  まず、避難の必要性の解消については、準備書面（３）３頁以

下で主張立証したとおり、ＩＣＲＰは閾値無し（ＬＮＴ）モデル

を採用していること、準備書面（１９７）２頁以下で主張立証し

たとおり、細胞レベルでも疫学レベルでも低線量被ばくによるリ

スクは否定されていないことから、そもそも避難指示を解除する

こと自体、問題があると言わざるを得ない。また、避難指示解除

の前提となる除染についても、準備書面（１５６）６頁以下で主

張立証したように、国や自治体が進めている除染については、そ

の目標値の定め方、技術的限界、除染廃棄物の処理など、様々な

問題点や限界点があるし、前記のとおり、いわゆるホットスポッ

トも散在している。 

 

（３）相当期間について（前記②） 

 後記第５章でも詳論するが、避難指示が解除された町村の状況は、

以下のとおり、避難前と同等に平穏に生活するには程遠い状態であ

る。 

ア 広野町への帰還者 

広野町へ帰還した原告２１番の各論書面（第４部第２１章）で

詳論したとおり、広野町の現状は、①２０１６（平成２６）年１１

月１５日時点の帰還率は５１％で、高齢者の割合が高く、未成年

は２８％程度しか帰還していない、②原発作業員の流入により帰

還住民が種々の不安を抱えている、③病院も一部しか再開してい

ない、④商店街も一部しか再開していない、⑤除染が不十分であ

り放射線被ばくに対して帰還住民は不安を抱いている、⑥農業は

壊滅的ダメージを受けた、となっている。 
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同様に、広野町へ帰還した原告らは、以下のように現状を語っ

ている。  

原告６番は、高齢の母が買い物など近くで済ませることが出来

なくなってしまったこと、毎日放射線を意識して生活しなければ

ならないこと、鮎釣りや渓流釣りなど趣味が出来ない町になって

しまったことなどを述べている（甲Ｃ６－１・７頁、同１１頁）。 

原告３１番は、放射線被ばくへの不安、若者が帰還しないこと

（高齢者ばかりの町になってしまったこと）、買い物の不便さ、農

業再開の目途が立たないこと、原発作業員の流入による生活不安、

ゲートボールや子供会など地域の交流が無くなってしまったこと

などを述べている（甲Ｃ３１－１・６～７頁、原告３１番本人調書

１９頁以下）。 

 原告６８番は、自宅近くにホットスポットがあること、山菜取

りをしなくなったこと、孫への影響など放射線被ばくへの不安、

再び原発事故が起きることへの不安、商店街や病院が一部しか再

開していないこと、原発作業員の流入による生活不安、地域行事

ができなくなってしまったことなどを述べている（甲Ｃ６８－３・

１１～１３頁、甲Ｃ６８－８・２～３頁）。 

 原告４８番は、放射性被ばくへの不安、再び原発事故が起きる

ことへの不安、洗濯物を屋外へ干さないこと、子供たちの遊び場

所の制限、交通量増加への不安、原発作業員の流入への不安など

を述べている（原告４８番本人調書１３頁、１６頁、１８頁、２０

頁）。 

これら原告の供述は、検証結果（①駅前商店街の中心であった

スーパーマーケット（アイアイ）が閉店したままであり、②医療機

関で再開しているの５分の３であり（馬場医院、高野病院、新妻歯

科医院で、根本医院、鈴木歯科医院は撤退した）、③その他の商店

も多くは閉店し、再開した商店も営業時間を縮小しており、④鉄

道（ＪＲ）の運行も縮小したままである、⑤帰還した住民は６割程
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度であり、⑥原発作業員向けの宿舎が立ち並ぶようになり、⑦原

発関連事業の車両によって交通量が増加し、⑧夜間は人通りが少

なく不安を抱かざるを得ない）とも整合している（第１回検証調

書８～１６頁）。 

 

イ 楢葉町への帰還者 

楢葉町へ帰還した原告らは、以下のように現状を語っている。 

原告１番は、帰還した住民自体少ないこと、帰還したのは高齢

者ばかりであること、平成２８年の検証から１年経過しても現状

に変わりはないことなどを述べている（原告１番本人調書１９頁）。 

 原告７２番は、知らない人が増えていることや防犯への不安、

自宅から見える風景が変わってしまった（フレコンバックが見え

る）こと、農業が再開できないこと、水道水は飲めないこと、山菜

採りはできないこと、山林除染がされていないこと、買い物が不

便になったこと、通院が不便になったことなどを述べている（原

告７２番本人調書１７頁以下）。 

これら原告の供述は、検証結果（①水田跡に設置された広大な

仮置き場からは排水や排ガスが流出しており、②高齢者介護施設

は再開したもののスタッフが戻らず大幅な縮小営業を余儀なくさ

れており、③運動公園（天神岬スポーツ公園）からの自然景観は様

変わりしてしまい、宿泊施設は閉鎖されたままであり、④河川（木

戸川）で釣りなどを楽しむこともできなくなり、⑤避難指示期間

中に風雨や害虫によって居宅は解体せざるを得なくなり、⑥鉄道

（ＪＲ）の運行も縮小したままであり、⑦駅前商店も多くは閉店

し、再開した商店も営業時間を縮小しており、⑧町立小学校は原

発関連企業の事務所として利用され、学校としては再開されてい

ない）とも整合している（第１回検証調書１７～４０頁）。 

 

ウ その他町村への帰還者 
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同様に、川内村へ帰還した原告も、原発作業員ばかり目立つこ

と、自宅が風雨や害虫で荒廃してしまったこと、放射線被ばくの

不安があることなどを述べ（甲Ｃ３８－１・５頁）、南相馬市小高

区へ帰還した原告も、小学校の登校児童数が激減したことや商店

が十分再開していないことなどを述べている（原告１９番本人調

書３０頁以下）。 

 

エ 小括 

前記ア～ウのように、避難指示解除から５年以上経過している

広野町や、２年以上経過している楢葉町ですら、帰還した場合に

は生活上様々な支障が生じているのであるから、他の町村につい

ても、帰還した場合は同様の状況であることは、合理的に推認で

きる。 

 したがって、避難指示が解除されて帰還した場合であっても、

現実に生活することが可能な程度に当該地域の状況が復興するに

必要な相当期間は、経過していない（避難終期は到来していない）。 

 

５ まとめ 

  以上のように、被告による債務の承認や、原告らの現状（避難必

要性の存在、相当期間や熟慮期間の未経過など）に照らせば、避難

指示解除の有無や、避難先での住宅購入の有無にかかわらず、本訴

訟におけるすべての原告について、（口頭弁論終結時までに）避難終

期は到来していないのである。 

 

第５章 故郷の現状 

第１ はじめに 

１ 緒言 

すでに、本件事故から 6 年半の歳月が経ち、原告らが居住していた

故郷は、避難指示が解除された地域も多くある。 
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そのため、一見すると、故郷に帰還することができ、故郷は元通り

に戻ったのではないかという誤解がないとも言えない。 

そこで、本章では、原告らの故郷の現状が本件事故前と異なってお

り、本件事故による故郷の喪失ないし変容が現に生じていることを、

地域ごとに述べる。 

 

２ 本件事故直後の避難指示について 

各地域の避難指示の内容は、第 2 項以下で詳述するが、本件事故直

後の避難指示については次の通りである。 

2011（平成 23）年 3 月 11 日 19 時 03 分、福島第一原発、原子力緊急

事態宣言発令。 

同日 20 時 50 分、県が福島第一原発の半径 2km 圏内に避難指示。 

同日 21 時 23 分、国が福島第一原発の半径 3km 圏内に避難指示。半径

10km 圏内に屋内退避指示。 

2011（平成 23）年 3 月 12 日 5 時 44 分。国が福島第一原発の半径 10km

圏内に避難指示。 

同日 7 時 45 分、福島第二原発、原子力緊急事態宣言発令。国が福島第

二原発の半径 3km 圏内に避難指示、半径 10km 圏内に屋内退避指示。 

同日 17 時 39 分、国が福島第二原発の半径 10km 圏内に避難指示（甲

A585）。 

同日 18 時 25 分、国が福島第一原発の半径 20km 圏内に避難指示（甲

A586）。 

2011（平成 23）年 3 月 15 日 11 時 00 分、国が福島第一原発の 20～30km

圏内に屋内退避指示。 

 

第２ 南相馬市の故郷の状況 

１ 避難指示等 

本件事故当時、南相馬市に住民登録をしていた住民は、71、561 人で

あった（甲 A555：福島県ホームページ）。 
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本件事故により、2011（平成 23）年 4 月 21 日、南相馬市は、地図

１記載の通り、福島第一原子力発電所から 20 キロメートル圏内の地域

は警戒区域（例外を除き立ち入りを禁じる区域）、事故後 1 年間の被ば

く線量の合計（積算線量）が 20 ミリシーベルトになる見込みがある区

域のうち、福島第一原発から 20 キロメートル圏外の区域で、避難する

べき区域を計画的避難区域、20 キロメートルから 30 キロメートル圏

内の地域は緊急時避難準備区域（緊急時に屋内退避か避難をする区域）

に指定された（甲 A589）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図１ 2011（平成 23）年 4 月 22 日時点の避難区域の状況 

（福島県ホームページより） 

 

これにより、南相馬市は、警戒区域、緊急時避難準備区域、計画的

避難区域、これらの指定がない区域に分けられた（甲 A587）。 

2011（平成 23）年 9 月 30 日、緊急時避難準備区域の指定が解除され、

原町区や鹿島区などの一部は、避難指示がない区域となった。 

その後、2012（平成 24）年 4 月 16 日、南相馬市の避難指示区域の再

編が行われた。 

これにより、南相馬市小高区は、帰還困難区域、居住制限区域、避
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難指示解除準備区域に指定された（甲 A597）。 

また、南相馬市原町区の一部は、居住制限区域、避難指示解除準備区

域に指定された（同）。 

その後、2016（平成 28）年 7 月 12 日、南相馬市の居住制限区域、

避難指示解除準備区域の指定が解除された。 

これにより、南相馬市は、小高区金谷小畑、同ドウケなどの一部区域

が帰還困難区域に指定されていることを除き、避難指示が解除された。 

 

２ 南相馬市の状況について 

（１）小高区の帰還状況について 

南相馬市小高区は、2011（平成 23）年 3 月 11 日当時の人口は 12、

842 人であったが、2017（平成 29）年 7 月 12 日現在の居住者数は、

2、046 人である。しかも、後者は、帰還者の数が 2、046 人というわ

けではなく、2011（平成 23）年 3 月 11 日以降の転入者及び他市町

村からの避難者を含む（甲 A556：南相馬市 HP「避難の状況と市内居

住の状況）。 

したがって、小高区の避難者のうち、帰還した者の割合は、最大で

も、約 16%（2046÷12842）に過ぎず、実際には、より多くの住民が

戻っていない。 

  

（２）小高区のインフラについて 

ア 教育 

小高区では、2017（平成 29）年 4 月から、小学校、中学校、高校

が再開した。小学校の生徒は現在 63 名、2017（平成 29）年の 1 年生

（新入生）は 3 人であった。 

本件事故前は、小学校の全校生徒は、1000 人近くいたのであるか

ら、その 10 分の 1 をはるかに下回る生徒数になってしまった（原告

１９番本人調書 30 頁）。 

また、小高区の小学校に通っている子供たちも、小高区にはほとん



169 

 

ど住んでおらず、原町区や鹿島区から通っている（原告１９番本人

調書 31 頁）。 

 

イ 商業施設 

現在、小高区の商業施設はエンガワ商店というコンビニのような

施設と、コンビニが２軒、食堂１軒、すし店、鮮魚店が２軒再開し

ているだけである。本件事故前に存在していた八百屋、スーパーは

現在も再開しておらず、買い物は原町にまで行かなければできない

（原告１９番本人調書 31 頁、32 頁）。 

 

（３）原町区の帰還状況について 

南相馬市原町区は、2011（平成 23）年 3 月 11 日当時の人口は 47、

116 人であったが 2017（平成 29）年 7 月 12 日現在の居住者数は、

41、065 人である。後者は、2011（平成 23）年 3 月 11 日以降の転入

者等を含むことは小高区と同じである（甲 A556）。 

したがって、原町区の避難者のうち、帰還したものの割合は、最

大で、約 87%であるが、実際にはより多くの住民が戻っていない。 

また、若者や主婦などはあまり原町区には帰還していない（原告

８番本人調書 19 頁）。 

 

（４）原町区のコミュニティの状況と本件事故後の変容について  

本件事故当時の原町区のコミュニティの状況と本件事故によるコ

ミュニティの変容については、準備書面（299）及び準備書面(300)

で詳述したとおりである。 

原告８番は、原町区牛来のコミュニティについて、本件事故前は、

見ず知らずの人はほとんど見かけず、子供のころに道草を食ったり

したときには、歩いているところに車を横付けした近所のおじちゃ

んやおばちゃんたちに叱られたり、けど、その後、車に乗っけて家

まで送っていってもらったとかいろんなそういうことをしてもらっ
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ていたという、地域全体で子供の面倒を見たり、見守りをするそう

いう地域であったと述べている（原告８番本人調書 3 頁）。 

しかし、このようなコミュニティの姿は、上記の各準備書面で詳

述したとおり完全に失われ、変容してしまった。 

 

３ 南相馬市の住民意向調査の結果について 

（１）調査の経過 

ここでは、南相馬市の住民の意向調査の結果について評価する。 

復興庁、福島県、南相馬市による南相馬市の住民に対する住民意

向調査は、2013（平成 25）年 8 月に初めて行われ、2014（平成 26）

年 3 月に最初の調査結果が出された（甲 A557：南相馬市住民意向調

査報告書。以下、「南相馬市 25 年報告書」という。）。その後、2016

（平成 28）年 11 月にも再度調査が行われ、2017（平成 29）年 3 月

に調査結果が出された（甲 A541 号証：南相馬市住民意向調査（以下、

「南相馬市 28 年報告書」という。）。 

南相馬市 25 年報告書は、南相馬市の避難指示解除準備区域、居住

制限区域及び帰還困難区域の全世帯（5、677 世帯）の代表者を対象

に調査を行った（甲 A557）。他方で、南相馬市 28 年報告書は、避難

指示が解除された地域に住民登録していた世帯の代表者 3、746 世帯

が対象であり、帰還困難区域の世帯は調査対象から外されている。 

 

（２）避難先自治体について 

南相馬市の避難者は、30.2％の世帯が南相馬市原町区、24.2%の世

帯が南相馬市鹿島区に避難し、23.0%の世帯が福島県外に避難してい

た（甲 A557）。 

これは、南相馬市は、市内に、原町区の一部、鹿島区など、避難指

示が出されていなかった地域があり、避難前の住居に比較的近い地

域に避難することが可能だったことが原因であったと思われる。 
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（３）住居形態 

このように、南相馬市の避難者は、半数近くが南相馬市内に避難

していたが、だからといって、解除後、もとの地域に当然に帰還で

きたかと言うと、そういうわけではない。 

南相馬市 28 年報告書によると、震災当時の住居に戻ったという住

民は、全体の 13.5%に過ぎず、震災当時の住居以外に居住していると

いう住民が 66.6%、震災当時の住居とそれ以外の住居を行き来して

いる住民が 14.6%であった（甲 A541、15 頁）。 

震災当時の住居に戻ったという住民は、年齢が高齢になるほど増

えるが、それでも、70 代以上の住民のうち、17.4%が戻ったと回答す

るにすぎず、一部住民しか帰還していないことが明らかである。 

なお、震災当時の住居に戻ったと回答した比率は、10～20 代で 0%、

30 代で 3.4%、40 代で 6.3%、50 代で 7.7%、60 代で 16.3%であり、50

代以下の世代ではほとんど帰還していない。 

 

（４）帰還の意向 

帰還の意向について、「震災当時の住居に戻った。」「震災当時の地

区に住みたい（住んでいる）」と答えた住民の合計は、全体で 50.8%

である（南相馬市 28 年報告書 17 頁）。 

しかし、若年世代では、帰還の意向は少ない。上記合計は、 10～

20 代で 0%、30 代で 17%、40 代で 31.5%、50 代で 45.5%、60 代で 53.6%、

70 代で 58.6%である(同 17 頁)。 

40 代以下の若い世代では、帰還の意向を持っていない住民が多数

であり、60 代以降の高齢世代でも、4 割程度の住民は、帰還の意向

を持っていないということがわかる(同 17 頁)。 

また、「今はまだ判断がつかない」と回答している住民の数は、全

体で 13.9%であるが、10 代～20 代で 16.7%、30 代で 25.4%、40 代で

22.3%、50 代で 15.5%などと、避難指示の解除から 4 か月が経過した

時点での調査であっても、特に若い世代で 2 割程度の住民が、判断
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しかねている状況がある(同 17 頁)。 

さらに、「南相馬市には戻らない」という世帯も若年世代になるほ

ど、増加する。すなわち、「南相馬市には戻らない」と回答した世帯

は、全体で 15.7%、10 代～20 代で 66.7%、30 代で 32.2%、40 代で

27.2%、50 代で 15.7%、60 代で 14.5%、70 代で 12.5%である(同 17

頁)。 

「震災当時の地区には戻らないが、南相馬市内に住みたい（住んで

いる）」と回答した世帯も、全体で 10.2%、10 代～20 代で 16.7%、30

代で 20.3%、40 代で 12.8%、50 代で 15.9%、60 代で 9.8%、70 代で

6.3%である(同 17 頁)。 

これは、南相馬市内ではあるが、鹿島区など、より原発から遠い地

域に移住したいということである。  

したがって、南相馬市では、少なくとも 4 割程度の住民は帰還の

意向を持っていないし、しかも、本件事故前と比較して、若者世帯

の帰還が少ない。 

そのため、将来、住民の人数も減り、また、住民の構成も高齢者中

心の町に変容してしまったということが言える。 

 

（５）他の地域に住みたい理由（同 23 頁） 

今後の定住先について、「まだ判断がつかない」、「南相馬市以外に

住みたい（住んでいる）」と回答した者（1956 世帯中 712 世帯）につ

いて、その理由は、53.0%が「原子力発電所の安全性（事故収束や廃

炉の状況に不安があるから）、39.8%が、「放射線量の低下、除染の効

果に不安があるから」33.2%が「水道水などの生活用水の安全性に不

安があるから」と回答している。 

また、インフラ面に関する回答も多く、61.1%が「医療環境に不安

があるから」、51.8%が「生活に必要な商業施設などが元に戻りそう

にないから」、40.1%が「介護・福祉サービスに不安があるから」と

回答している。 
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加えて、コミュニティについては、27.8%が「周囲の人も戻りそうに

ないから」と回答し、また、子どもにかんしては、13.8%が「今の環

境で子供の教育を継続させたいから」と回答している。 

かなりの割合の人たちが、原子力発電所の不安、放射線量の不安、

インフラ面での不安、コミュニティの不安を述べていることが分か

る。 

 

（６）定住先に住みたい時期、及びその理由(同 21 頁) 

他方で、「震災当時の住居に住みたい」「震災当時の住居ではない

が、同じ地区に住みたい（住んでいる）」「南相馬市（震災当時の地

区以外）に住みたい（住んでいる）」と回答した人（1956 世帯中 1146

世帯）については、40.7%が「1 年以内に住みたい」、18.6%が 3 年以

内に住みたいと回答している。 

その理由については、69.7％が「新築やリフォーム等による住ま

いの確保が可能となる時期であるため」、18.9%が借り上げ住宅など

各種支援の終了が見込まれる時期であるため」と回答している。 

これは、住居の確保ができなければ帰還ができないということで

あり、また、一定割合が、その時期に望んで帰還するというよりも、

借り上げ住宅などの支援が終了することから、やむなく帰還時期を

決めているということを示している。 

  

（７） 国や自治体への要望、復興に対する展望や気持ち 

南相馬市 28 年報告書では、32 頁以下で、具体的な意見や要望を

まとめている。 

「復旧・復興について」及び「生活について」の意見が特に多い。 

ア 生活について 

生活については、次のような不安の声が出ている。 

「自宅の解体等が進まず、小高に帰る希望が薄れてくる。」 

「修復工事の順番待ちが結構長く掛かっています。忘れられている
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のかなと心配になるものの、業者も忙しいと聞いているので、追い

込んで荒い仕事をされたくないと思っています。」 

自宅の解体や修復にあたる業者が足りず、帰還するため家を修復

したり、心機一転するため、家を解体しようと考えても、なかなか

順番が回ってこず、帰還できなかったり、解体できなかったりする

不満が述べられている。 

「畑で野菜などを作付けしているが、イノシシとサルに荒らされて

しまうので駆除してほしい。サルはグミ、スモモ、イチジク、柿な

どの果樹類や畑の野菜類を食い散らし、イノシシは畑作物を食い散

らすほか、家の庭やのり面などを掘り起こし、あちこちに穴をあけ

られてしまいます。」 

「イノシシ(8 頭連れでした)、サル、タヌキ、何とかなりませんか。

飛び出して来て、五日車とぶつかる危険があります。」 

「イノシシやサルの群れに出会い、少し恐怖を感じる。対策をお願

いしたい。」（以上、同 35 頁。） 

避難指示が出ていた期間に、野生動物の駆除が行われなかったため、

野 生動物が増加し、それにより危険や農作物への被害が挙げられ

ている。 

  

イ 帰還について 

帰還については次のような不安が述べられている。 

「今のところ自力で生活していますが、これから先、一人になった

とき どうしたらいいのか考えながら月日を送っています。周りが

次々と解体されるのはいいが、寂しいです。」 

「子どもたちは離れてしまったので、子どもを頼りにしない生活を

することに決めました。一度離れてしまったものは元には戻らない。」

(以上同 34 頁) 

「戻る若者が少なく、戻る者は老人のみとなり、今後のことが大変

心 配であります。若者が希望を持って戻れるような施策を希望し
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ます。」 

「若い人たちが戻ってきていないのは、働ける職場がないから。将

来に向けて若い人が戻ってきてないのは心配である。町が過疎化に

なるのではという心配と不安があります。若い人たちが戻って働け

るよう企業誘致に力を入れていただきたい。」 

「自宅へ戻る人が少ない、交通の便が悪い、商店がない(スーパー等)、

しかし戻る予定。息子、孫も戻らず、今後とても不安である。」 

「小高に戻る場合、医療やスーパー等安定した生活ができるように

なればよいのですが、現況ではまだ不安です。やがて年取ったとき

のことを思うと迷いが出ます。」 

「今後返っても若者や子供が安全に生活できるのか私は心配であり

ます。特に放射能は 3 年前と今と変わりないようです。」(以上同 37

頁) 

帰還したとしても、若者が戻ってきていないという現状や、職場が

ないため、将来的にも若者が戻ってくる可能性が乏しいことが、町

の将来への不安として述べられている。また、若者に限らず、帰還

者が少なく、インフラも不十分であることが述べられており、南相

馬市が本件事故前と同等に復旧していないことを端的に示している。 

 

ウ 除染、放射線量について 

除染については、次のような不安が述べられている。 

「家の周りが除染できれいになりました。道路から離れている畑も

やっていただけるのでしょうか。心配です。」 

「来年 4 月の学校再開に合わせて息子たち家族 4 人が返ってくる予

定ですが、除染について、宅地に関しては大方大丈夫と思いますが、

側溝など子供たちが遊びそうなところが手付かずです。帰還の準備

等もあり、すでに時々返ってきますので、早急に除染をしていただ

きたいとお願い申し上げます。」 

「山菜、キノコ、タケノコはベクレルが非常に高いため食べられな
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(事故前は取って食べていた)。里山の除染を実施してもらいたい。」 

「竹を一部切ったようだが、地面を剥いでしまわないと除染とは言

えない。土の入れ替えをしてほしい。」 

「生活圏の除染はほぼ終わり、農地除染を今やっていますが、帰っ

たならば安心して野菜等を作れるようにしっかり除染していただき

たいです。」 

「自宅の除染は終了しているが、まだまだ線量の数値には不安があ

る。」（以上、同 40 頁） 

除染については、家の周囲のみがなされ、それ以外は子どもたち

が立ち寄りそうな場所であっても、除染がされていない現状に、住

民が不安を持っていることが分かる。そもそも、除染は、安全では

ないから除染をするのであり、除染をしていない場所については安

全ではないということである。そのような場所がいくつもある地域

で生活しなければならない不安は大きい。 

また、里山除染などがされていないため、山菜、キノコ、タケノ

コをとって食べるという、故郷での通常の生活が失われていること

が分かる。 

 

エ 復旧・復興について 

「商業施設の充実(が必要)。若い人たちや通りがかりの人が立ち寄

れるような魅力のあるもの。」 

「買い物が容易にできるスーパー等を作ってほしい。」 

「生活するために必要なお店がほとんどありません。やっとコンビ

ニが開店しましたが、それだけでは生活していけません。スーパー・

ホームセンター・コインランドリー・薬局等々。」 

「人口が少ない中で、採算が取れない状況では営業はしないと思う。

このことは住民の帰還も遅らせ、または戻らない判断をする材料に

なる。」 

「主要道路のみでなく、自宅に戻るための狭い道路の整備をしてほ
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しい。（道路わきの木々の伐採等）」 

「年配の方々は交通手段も限られているので乗合バス(小型)などが

ほしい。」 

「６号線より海側は水道が通っていないので、井戸水のみ。水道を

通してほしい。」(以上、41 頁) 

このように、南相馬市の商業施設、道路、水道等のインフラは今

だ不十分であり、特に商業施設が不十分であることによる生活の不

便さが指摘されている。 

 

オ 原発の安全性について 

「原発廃炉頑張ってください。早く安心できる生活をしたい。廃炉

作業をきちんとしてもらうと、きっと戻る人が増えるはず。」 

「原発の廃炉について本当にできるのか疑問です。汚染水対策さえ

できていないのに。」 

「未来ある子供たちのためにも 1 日も早く原子力発電所の収束をし

ていただきたいと思っています。」 

「原発の恐怖はもう嫌。メルトダウン個所を早くなくして。」(以上、

同 42 頁) 

原発の廃炉作業が完了するまで、原発に対する不安の中で生活し

ていかなければならない住民の不安と恐怖が述べられている。 

 

第３ 川内村 

１ 避難指示等 

本件事故当時、川内村に住民登録をしていた住民は、3、038 人であ

った（甲 A558：福島県ホームページ）。 

本件事故により、2011（平成 23）年 4 月 22 日、川内村は、地図１

記載の通り、福島第一原子力発電所から 20 キロメートル圏内の地域は

警戒区域、また、一部区域は、緊急時避難準備区域に指定された。 

これにより、川内村は、警戒区域、緊急時避難準備区域、これらの
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指定がない区域に分けられた。 

その後、2012（平成 24）年 4 月 1 日、川内村の避難指示区域の再編

が行われた。 

これにより、川内村の一部区域は、居住制限区域及び避難指示解除

準備区域に指定された（甲 A597）。 

その後、2014（平成 26）年 10 月 1 日、川内村の避難指示解除準備

区域の指定が解除され、居住制限区域が避難指示解除準備区域に変更

された。2016（平成 28）年 6 月 14 日、川内村の避難指示解除準備区

域の指定が解除された。 

これにより、川内村の全区域は、避難指示が解除された。 

 

２ 川内村の帰還状況について 

本件事故当時、川内村に住民登録をしていた住民は、3、038 人であ

った（甲 A558：福島県ホームページ）。 

2017（平成 29）年 5 月 1 日現在、帰還者数（郵便物の送付先を自宅

住所にした人）912 世帯 2、181 人である。他方で、同日現在の避難者

数は、532 人である（甲 A558：福島県ホームページ）。帰還者率は、

71.8%、避難者率は 17.5%である。 

川内村は、1 万 9738 ヘクタールの面積のうち、山林が 1 万 7360 ヘ

クタールであり、88 パーセントを占めている。こういう山林では除染

がされていない（甲 A274。原告３８番本人調書 8 頁）。 

 

３ 川内村住民意向調査の結果について 

（１）調査の経過 

川内村では、2014（平成 26）年 1 月 15 日から同年 1 月 29 日まで

に第 1 回目の調査が行われ、その調査結果が 2014（平成 26）年 2 月

28 日に発表された。その後、2014（平成 26）年 12 月、2015（平成

27）年 12 月、2016（平成 28）年 11 月に調査が行われた。 

甲 A540 の川内村の住民意向調査結果（以下、本項（２）において、
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「川内村 28 年報告書」という。）は、2016（平成 28）年 11 月 14 日

から同月 28 日までに行われた調査に基づき、2017（平成 29）年 2 月

14 日に発表された調査結果である。 

 

（２）世帯構成について 

川内村は帰還率が 7 割を超えており、本件事故前の状況に近づい

ている とも思われるが、実際はそのようなことはない。 

本件事故発生当時の世帯構成は、80.4%が「65 歳以上のいる世帯」で

あり、「65 歳以上だけの世帯」は、27.4%であった。 

他方、「18 歳未満のいる世帯」は 23.2%であった（川内村 28 年報

告書 13 頁）。 

しかし、川内村 28 年報告書では、「65 歳以上だけの世帯」は 36.9%

であり、本件事故当時と比較して、10%も上昇している（川内村 28 年

報告書 16 頁）。 

また、逆に、「18 歳未満のいる世帯」11.4%と 10%以上減少してい

る。 

すなわち、本件事故を機に高齢世代が増え、若年世代が減少したと

いうことがいえる。 

 

（３）現在の住まいについて 

現在の住まいについては、「震災発生当時の住居」が 55％と最も高

いが、「震災発生当時の住居以外」（22.7％）、「震災発生当時の住居

とそれ以外の住居を行き来している」（15.7％）と、4 割近くの住民

が、元の住居に完全には戻れていない。 

また、若い世代ほど、「震災発生当時の住居以外」と答える割合が

高く、20 代までが 85.7％、30 代が 80％、40 代が 62.2％である。若

い世代ほど、震災発生当時の住居には戻れていないということが分

かる（川内村 28 年報告書 27 頁）。 

その理由は下記オで述べる。 
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（４）震災発生当時の住居に居住している場合に必要な支援 

震災発生当時の住居に居住している場合に必要な支援については、 

59.3％が「医療・介護福祉施設の充実」、50.4％が「道路整備」、39.2％

が「商業施設の充実」、29.1％が「公共交通機関の充実」、28.2％が

「除染の徹底による線量低減」、25.2％が「住宅の修繕や建て替えの

支援」、20.2％が「被ばく低減対策」などと述べている（川内村 28 年

報告書 29 頁）。 

もとの住居に戻った住民にとっても、インフラ面（医療、介護、

公共交通機関、道路、商業施設、住宅）の問題が現に残っていると

いうことがよくわかる。 

また、放射線量について完全に安心して戻ったわけではなく、約 3

割の住民が、線量の問題について気にしているということがわかる。 

他方で、18 歳未満のいる世帯では、「高校への進学支援を考えた学

校や教育施設の充実や新設」の支援が必要と考える世帯が 52.2％で

あり、子どもの教育環境に不足を感じている住民が過半数となって

いる（川内村 28 年報告書 30 頁）。 

このアンケートからは、教育環境のインフラ整備が不十分であるこ

とがよくわかる。 

また、「川内村へ帰還する場合に今後の生活において必要な支援」

についても、おおむね同様の結果となっている（川内村 28 年報告書

47 頁）。 

 

（５）震災発生当時の住居以外に居住している理由 

震災発生当時の住居以外に居住している理由は、「震災発生当時の

住居周辺は放射線量の高さが心配だったから（心配だから）が 41.3％

であり、「通勤、通学等がしにくいから」が 23.4％、「震災発生当時

の住居周辺に住む人が少ないと思ったから（思うから）」が 23.0％で

ある（川内村 28 年報告書 32 頁）。 
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すなわち、事故後 5 年を経過した時点でも、放射線量の高さについ

て不安を持っている人が多くいることがわかる。 

また、本件事故前と比較して、通勤、通学の環境が悪いこと、す

なわち、本件事故後の避難指示により、職業、学業の場が本件事故

前と変わったため、川内村に帰還することにより、通勤、通学に不

便が生じるということがわかる。 

これは、川内村の避難指示が解除されたとしても、それにより故

郷が元通りに戻ったわけではなく、職場や学校からは切り離された

故郷になってしまったということである。 

故郷は、職業生活、学業生活の場としての機能を失ってしまった

のである。 

また、避難指示が解除された区域（避難指示が出されていた区域）

では、「震災発生当初の住居周辺に住む人が少ないと持ったから」が

39.7％、震災発生当時の住居が荒廃していたから（荒廃しているか

ら）」が 23.8％である。本件事故後の避難指示により、住宅の修繕な

どができず、住宅が荒廃していることが、本件事故当時の住居に戻

れない大きな理由となっていることがわかる。 

また、避難指示により、帰還しない住民が一定数いることが、本

件事故当時の住居に戻れない大きな理由となっている（川内村 28 年

報告書 34 頁）。 

 

（６）震災発生当時の住居以外に居住している場合の住居形態 

震災発生当時の住居以外に居住している場合の住居形態について

は、「応急借上げ住宅（民間住宅、公営住宅）」が 29.8％、「応急仮設

住宅（プレハブ型）」が 20.0％であり、いまだ行き先が決まらない住

民が多い（川内村 28 年報告書 37 頁）。 

 

（７）帰還しない人の意向 

現時点で戻らないと決めている人の理由は、「原子力発電所の安全
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性に不安があるから」（27.7％）、「放射線量が低下せず、不安だから」

（19.1％）、「水道水などの生活用水の安全性に不安があるから」

（17.0％）、「医療環境に不安があるから（40.4％）、川内村外への移

動交通が不便だから（36.2％）、「生活に必要な商業施設などが元に

戻りそうにないから」（34.0％）、「今の環境で子供の教育を継続させ

たいから」（29.8％）、「高齢者要介護者だけの世帯なので生活が不安

だから」（21.3％）、「避難先で仕事を見つけているから」（21.3％）、

「他の住民も戻りそうにないから」（14.9％）である。（川内村 28 年

報告書 60 頁）。 

原発、放射線量の不安が一定割合あり、さらに、インフラ面の不

便が大きな理由となっている。また、教育環境についての割合が多

いことが特徴であり、これは、川内村の教育環境（本件事故当時の

ように周辺自治体の高校への進学なども含めて）が元に戻っていな

いことを如実に表している。 

また、避難先での就職など、避難が長期化し、新たな生活が始ま

っていることも一因となっている。 

 

（８）その他、国や自治体への要望、復興に対する展望や気持ち  

川内村 28 年報告書では、回答者が国や自治体への要望、復興に対

する展望や気持ちを事由に記載している。 

この内容は、住民の故郷の状況に対する率直な意見表明である。

意見が多いテーマは、「生活について」と、「復旧・復興について」で

ある（川内村 28 年報告書 73 頁）。 

ア 生活について 

生活については、次のような意見がある。 

「川内村で自分に合った仕事があるかとか、年齢で仕事につけない

とか。生活に必要な商業施設が遠いし、何をするのにも不便。車が

ない人は特に。」 

「自動車がないと生活ができない川内において、現在はバスが一日
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数本あるが、今後も運行するのかどうか。高齢化する川内、一人で

生活しなければならない者にとっては不安です。」 

「年齢が進むにつれそれなりの病気が出てきます。そうしたとき、

富岡、双葉にある程度の手術ができる病院があればいいと思います。」 

「今後、農業で生計を立てたいと思います。米、野菜等の販路の設

備がほしいです。」（以上、川内村 28 年報告書 74 頁） 

「村内に帰ってきた中高年に、長く正社員で勤務でき、安定した収

入を確保できる職場を作ってもらいたい。」 

「川内村が復興するには、若い世代の人口の増加が不可欠。若い世

代の人たちがある程度の生活を維持できる収入と誇りを持てる職場

が必要です。」 

「医療面の充実。土・日、16 時半以降も診察していただかないと働

いているお母さんは大変です。」 

「小児科が近くにないことが不便である。」 

「医療関係では村内の診療所だけでは急病（特に幼児や高齢者など）

の場合、いわき、郡山まで行かなければならない。富岡町に大きな

総合診療の病院を建設してもらえれば、休日、夜間も安心できる。」 

「富岡の復興を早めにお願いします。携帯電話、インターネットが

つながらない。非常に不便である。実際困っております。何とかア

ンテナを立ててください。」 

「街灯が切れているところがたくさんある。防犯灯を設置してほし

い。」 

「買い物等が便利よくできるように、バスの巡回をしてほしい。」（以

上、川内村 28 年報告書 81 頁） 

これらの意見は、川内村の職業インフラ、医療インフラ、交通イ

ンフラ、商業インフラ（生活インフラ）の回復が途上であることを

示している（川内村 28 年報告書 74 頁）。 

 

イ コミュニティについて 
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この意見では、賠償の格差が人間関係に影響を与えていることも

言及されている。すなわち、次の意見である。 

「川内村は、20 キロメートルと 30 キロメートルに分断されて、人

間関係がちぐはぐになっていると思います。あまりにも賠償の差が

ありすぎるので、何とかしてほしいと思います。」 

「川内村内一律の補償も可能にしていただきたいと、強く要望する

次第です。同じ村内で 20 キロメートル圏内と 30 キロメートル圏内

の人たちが仲たがいしている傾向にある。」 

「10 キロメートル・20 キロメートル・30 キロメートルの地域の対

応に、あまりにも格差がありすぎます。」 

「手の届くところに住んでいても、賠償が天・地のように変わるこ

とに私は全く納得ができません。隣同士も上手くいくはずはないと

思う。」 

「原発が完全に廃炉になるまでの格差のない補償。」 

これらの意見は、川内村は避難指示の有無が地域により異なり、

それに伴い、地理的にはほとんど変わらず、被害の実態としてもほ

とんど差がないにもかかわらず、賠償の金額が異なることにより、

住民のコミュニティが従来のようにうまくいかなくなっていること

を示している。 

早期に避難指示が解除されたとしても、川内村はこのような問題

が生じており、故郷のコミュニティは従来とおなじものではないの

である。 

 

ウ 除染について 

除染については、次の意見がある。 

「もう一度、家の周りや家の近くの山をきれいに除染してほしい。

前の やり方は雑で、家の方に水が流れるようにしたりと、もう最

悪です。役場に何度も交渉したのですが、何も対策してないです。

何とかしてください。お願いします。」 
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「森林除染を早めにしてほしい。村内の森林は、杉、松の木が多く、

落葉がないため、山林の高い場所の除染をしてほしい。ガードレー

ルお除染、また農業用水路及び U 字溝にまだコケ等があります。」 

「遅い、とにかく遅い。線量を早く下げろ。山林も除染しろ、山の

キノコも食べられない。」 

「山林すべての除染。山の食べ物が食べられるようになるまで。」（以

上、川内村 28 年報告書 79 頁）」 

「5 年半経っても、除染をしてもらえない土地が 8 割り方ある。中

山間では補助金があるから管理しろと言う。除染を自分でやれとい

うのか。個人の力には限界がある（川内村 28 年報告書 83 頁）。」 

福島県内でも特に山林が多く、山林の自然と密接にかかわってき

た川内村の住民にとって、山林除染がなされておらず、山の恵みを

採取し、食べることができない故郷は、従来の故郷と全く異なるも

のなのである。 

山林の除染がされていないことにより、高い濃度の線量が自宅に

流れ込む可能性があり、安心して居住できないことにもつながるの

である。 

 

４ その他、川内村の状況について 

川内村は避難指示が解除されたが、もともと、川内村の住民は、双

葉郡沿岸部の富岡、双葉、大熊などの町の医療、福祉、商業などのイ

ンフラとともに生活してきた（甲 C38-12：原告３８番陳述書 3 頁）。 

そのため、これらの地域の復旧なくして、川内村の復旧はあり得な

い。 

 

第４ 楢葉町 

１ 避難指示等 

本件事故当時、楢葉町に住民登録をしていた住民は、8、011 人であ

った（甲 A559：福島県ホームページ）。 
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本件事故により、2011（平成 23）年 4 月 22 日、楢葉町は、地図１

記載の通り、福島第一原子力発電所から 20 キロメートル圏内の地域は

警戒区域、残りの区域は、緊急時避難準備区域に指定された。 

2011（平成 23）年 9 月 30 日、緊急時避難準備区域の指定は解除さ

れた。 

その後、2012（平成 24）年 8 月 10 日、楢葉町の避難指示区域の再

編が行われた。 

これにより、楢葉町は、それまで警戒区域だった区域が避難指示解除

準備区域に指定された（甲 A598）。 

その後、2015（平成 27）年 9 月 5 日、楢葉町の避難指示解除準備区

域の指定が解除された。 

これにより、楢葉町の全区域は、避難指示が解除された。 

 

２ 楢葉町の帰還状況について 

（１）楢葉町の帰還状況 

楢葉町は、2011（平成 23）年 3 月 11 日当時の人口は 8、011 人で

あったが、2017（平成 29）年 3 月 3 日時点の帰還者数（防犯パトロ

ール隊及び町内居住者確認表による状況確認 (4 日以上滞在者)は、

441 世帯 818 人であり、帰還率は 11.11%である（甲 A560：町内帰還

者集計表）。 

年代別に見ると、40 歳未満の帰還者の数は 95 人、40 歳以上の帰

還者の数は 723 人であり、40 歳未満の若者世代の帰還者は、帰還者

全体の約 11.6％に過ぎない。60 歳以上の帰還者数は 528 人にも及ぶ

（甲 A560：町内帰還者集計表）。 

そして、2017（平成 29）年 3 月 31 日時点の町内居住者の人数は、

1、508 人であり、住民基本台帳人口が 7、215 人であるから、町内居

住率（町内居住者数÷住民基本台帳人口×100）は、20.9%である（甲

A561：楢葉町町内居住者集計表）。 

それまでの調査とは異なり、同日の調査からは、帰還者の数では
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なく、町内の居住者の数を調査している。 

そして、2017（平成 29）年 1 月 4 日時点の帰還者数が 767 人、同

年 2 月 3 日が 781 人、3 月 3 日時点の帰還者数の人数が 818 人であ

り、その帰還者数の推移は微増であったことからすれば、2017（平

成 29）年 3 月 31 日時点の居住者数から、3 月 3 日時点の帰還者数を

控除した人数（690 人）は、おおむね、原発作業員等の一時的な移住

者であることがうかがえる。 

そうだとすれば、2017（平成 29）年 3 月 31 日時点で、楢葉町は、

居住者の約 45.7%（690÷1508×100）が原発作業員などの移住者であ

り、帰還者は残りの 44.3%程度に過ぎない。 

このように、現在の楢葉町は、帰還率が約 1 割強に過ぎないこと

に加え、それとほぼ同人数の原発作業員などの移住者が居住してお

り、本件事故当時の楢葉町とは全く異質のものとなっているといわ

ざるをえない。 

 

（２）インフラの復旧状況について 

楢葉町のインフラの復旧状況は、いまだ道半ばである。 

ア 公共交通機関 

公共交通機関は、JR 常磐線が、広野駅から竜田駅間で運行再開を

しているが、1 日 9 往復であり、全線開通予定は今から 2 年以上先

の平成 31 年末の予定である（甲 A559）。 

 

イ 商業施設 

商業施設も、仮設商業店舗｢ここなら商店街｣（役場西駐車場内）

が主であり、いまだ「仮設」店舗となっている。 

食品スーパー（Ｖチェーンネモト）や飲食店も、一部営業再開を

しているものはあるが、飲食店（武ちゃん食堂、おらほ亭）飲食店

｢豚壱（山田岡地内）｣、「サイクリングターミナル レストラン岬」、

居酒屋｢一平（大谷地内）｣ と 5 店舗に過ぎず、片手で数えられるだ
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けしか再開していない。 

その他、コンビニはセブン－イレブン、ファミリーマート（24 時

間営業）の 2 店舗、ガソリンスタンド 2 店、東邦銀行楢葉支店、JA

福島さくら楢葉支店、仮設郵便局、コインランドリー（ジャブジャ

ブ）、サイクリングターミナル（宿泊研修施設）、しおかぜ荘（温泉）、

ウィンディーランド（アイスショップ）が営業再開している。脇沢

新聞店、竜田新聞販売センターによる新聞配達も再開している。 

楢葉中学校の再開に伴い、文房具、ジャージ等を販売する「マル

ミ」がオープンした。また、岡田書店(古本屋)が開店した（甲 A559）。 

本件事故前 8、000 人余りの人口がいた町で、営業再開、または新

規出店した店舗は、上記のみであり、到底、商業施設が本件事故前

と同等に復旧しているとは言えないし、現在の居住者数に照らして

も不足していると言わざるを得ない（検証調書(平成 28 年 7 月 22

日)32 頁ないし 35 頁）。 

 

ウ 保育、教育施設 

2017（平成 29）年 4 月にあおぞらこども園（認定こども園）が再

開した。 

また、同じく 2017（平成 29）年 4 月、楢葉北小学校、楢葉南小学

校、楢葉中学校は、小学校中学校連携型で再開した（検証調書（平

成 28 年 7 月 22 日）36 頁ないし 40 頁）。 

いずれも子供の人口が減少しているため、従来と同様の復旧は難

しいため、小規模の形での復旧となったものである。 

そして、2017（平成 29）年 4 月に学校が再開した場合、年度の途

中でこども園や小中学校に入園、入学することは、保育、教育の環

境上、必ずしも行われないため、今後、子どもの保育、教育環境が、

小規模ながら復旧したことを理由に帰還を考える住民がいたとして

も、帰還の時期は平成 30 年 3 月、平成 31 年 3 月になると思われる。 
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エ 医療施設 

2015（平成 27）年 10 月ときクリニック（内科、小児科）が診療再

開（甲 A563：帰還支援アプリポータル）。 

2016（平成 28）年 2 月、楢葉町コンパクトタウン内に県立大野病

院附属ふたば復興診療所（愛称：ふたばリカーレ）が開設された（内

科、整形外科）（甲 A562：福島県ホームページ）。  

2016（平成 28）年 7 月、蒲生歯科医院が楢葉町内にて診療再開。 

2016（平成 28）年 6 月、ふたば緊急総合医療支援センターが開所

された（甲 A559）。 

このように、一部医療機関は再開したり、新規開設されたりして

いるが、薬局はなく、また、医療機関の数も少ないと言わざるを得

ない。 

 

オ 福祉施設 

2016（平成 28）年 3 月、特別養護老人ホームリリー園が再開した

が、規模が縮小されている。 

また、介護老人保健施設「楢葉ときわ苑」は、楢葉内での再開は

できていない。 

楢葉町社会福祉協議会（居宅介護サービス等）が町内で再開し、「デ

イサービスセンターやまゆり荘」が 2015（平成 27）年 11 月に再開

した。 

また、障害者支援団体の NPO シェルバが 2016（平成 28）年 3 月に

設立された。 

しかし、528 人もの 60 歳以上の帰還者数をカバーするほどの供給

があるとは到底言えず、福祉環境は到底足りていない（検証調書(平

成 28 年 7 月 22 日)20 頁、21 頁）。 

 

カ 以上の通り、楢葉町は帰還しても居住する商業、医療、福祉、

教育、交通環境が十分に整っていない。 
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３ 住民意向調査について 

（１）楢葉町の住民意向調査の経過 

楢葉町の住民意向調査は、第 1 回目が 2012（平成 24）年 11 月 29

日から同年 12 月 13 日に行われ、その調査結果が 2013（平成 25）年

3 月に発表された。そして、2014（平成 26）年 1 月、同年 10 月、2016

（平成 28）年 1 月（甲 A564：楢葉町住民意向調査報告書平成 28 年

3 月）と年度ごとに調査が行われ、2017（平成 29）年 1 月 4 日から

1 月 18 日、最新の調査が行われ、2017（平成 29）年 3 月、調査結果

が発表された（甲 A542 号証：楢葉町住民意向調査報告書平成 29 年

3 月）。 

本項では、上記 2013（平成 25）年 3 月、2016（平成 28）年 3 月、

2017（平成 29）年 3 月の調査結果をもとに、主張を行う。 

 

（２）調査の対象について 

調査の対象は、2013（平成 25）年 3 月に結果が出された調査（以

下、本項では、「楢葉町 24 年報告書」という。）においては、2011（平

成 23）年 3 月 11 日時点で 15 歳以上の楢葉町の住民（中学生を除く）

であったが、2016（平成 28）年 3 月に結果が出された調査（甲 A564、

以下、本項では「楢葉町 27 年報告書」という。）と 2017（平成 29）

年 3 月に結果が出された調査（甲 A542 号証、以下、本項では、「楢

葉町 28 年報告書」という。）では、2011（平成 23）年 3 月 11 日時点

の世帯主が調査対象となっている。 

 

（３）世帯の人数について 

震災当時の世帯人数について、1 人世帯が 12.9%、2 人世帯が 20.3%

（甲 A542 号：楢葉町 28 年報告書、15 頁）であったが、現在の世帯

人数は、1 人世帯が 21.9%、2 人世帯が 33.7%となっている（楢葉町

28 年報告書 17 頁）。 
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そして、震災発生当時一緒に居住していた家族の 49.5%が分散し

て生活していることからすると（楢葉町 28 年報告書 18 頁）、震災後

の避難生活や、故郷の喪失に伴う移転により、世帯人数が減少した

ことがうかがえる。 

 

（４）帰還者の意向について 

楢葉町 27 年報告書では、帰還者世帯は回答数 1、989 人（世帯）

のうち、152 世帯であり（楢葉町 27 年報告書 23 頁の「全体 n=152」）、

楢葉町 28 年報告書では、帰還者世帯は、回答数 1、916 人（世帯）

のうち、341 世帯である（29 年報告書 23 頁の「全体 n=341」）。そし

て、帰還者の住居形態については、82.1%が元の持ち家（建て替えた

場合も含む）で生活している。 

 

（５）具体的な帰住先を判断できない住民が多数であること 

楢葉町に帰還していない住民については、71.5%がいわき市、15.1%

が福島県外で居住している（楢葉町 28 年報告書 25 頁）。 

そして、これらの住民は、27.4%が応急仮設住宅、26.5%が持ち家

（一戸建て）、25.2%が借り上げ住宅で生活しており、応急仮設住宅

は年齢が高くなるほど割合が高くなり、70 代以上の 42.4%が応急仮

設住宅で生活している（楢葉町 28 年報告書 27 頁）。 

応急仮設住宅と借り上げ住宅で生活している割合は、10～20 代が

31.8%、30 代が 41.7%、40 代が 45.5%、50 代が 50.4%、60 代が 53.3%、

70 代以上が 60.2%である（楢葉町 28 年報告書 27 頁）。 

民間賃貸や公営住宅で生活している人は、全体で 8%である。 

また、「楢葉町に戻るかどうか、今はまだ判断できない」と回答し

た世帯数は、19.8%である（甲 A565：住民意向調査速報版）。 

これは、避難指示解除がされた 2015（平成 27）年 9 月 5 日の解除

から、1 年 4 か月が経過した 2017（平成 29）年 1 月の時点でも、「楢

葉町に戻るかどうか判断できない」とした住民以外にも、「帰還しな
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い」と判断した住民を含め、全体で 5 割以上の住民が、具体的な行

く先（帰住先）を決められず、応急仮設住宅や借上げ住宅で生活し

ていることを示している。 

民間賃貸や公営住宅で生活している人もいれれば、全体の 6 割で

ある。 

全体の 6 割もの人が、避難指示解除後 1 年 4 か月が経過しても、

具体的な行く末を決められないのである。 

したがって、避難指示が解除され、1 年 4 か月を経過した現在で

も、社会通念に照らして、いまだ帰還するか他の場所に移住するか

判断するべきであるということは到底言えず、その判断をできずに

いたとしても、普通のことである。 

 

（６）帰還しないという意向について 

楢葉町 27 年報告書では、25.9%が「今後、楢葉町には戻らない」

と回答している（楢葉町 27 年報告書 35 頁）。 

楢葉町 28 年報告書では 25.2%が「今後、楢葉町には戻らない」と

回答している（楢葉町 28 年報告書 35 頁）。 

この割合にはほとんど変化がない。 

そして、「今後、楢葉町には戻らない」と回答する世代は、若い世

代ほど増える。すなわち、楢葉町 27 年報告書では、「今後、楢葉町

には戻らない」と回答する割合は、10～20代が 57.1％、30 代が 41.6％、

40 代が 40.4％、50 代が 29.8％、60 代が 19.6％、70 代以上が 19.7％

である。 

楢葉町 28 年報告書では、「今後、楢葉町には戻らない」と回答す

る割合は、10～20 代が 58.71％、30 代が 44.0％、40 代が 32.0％、

50 代が 30.1％、60 代が 19.5％、70 代以上が 18.5％である。 

このように、10～20 代の約 6 割、30 代、40 代の 4 割、50 代の 3

割が帰還しないことを決めている状況である。 

また、「早期に楢葉町に戻る」「条件が整えば楢葉町に戻る」と回
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答した世帯でも、帰還後の世帯構成の見込みについては、「未就学児

のいる（3.4％）」、「小学生のいる世帯（6.0％）」「中学生のいる世帯

（2.5％）」「高校生のいる世帯（1.8％）」と、わずか 10％余りしか、

就学前、就学中の子どもがいる世帯になると想定していない（楢葉

町 28 年報告書 49 頁）。 

このような状況では、避難指示が解除され、故郷楢葉町に戻った

としても、若者がいて、高齢世代と若者世代の助け合いのもとに生

活をしており、また伝統文化などを若者に受け継がせてきたという

故郷の特質は失われてしまう。 

故郷は、まったく、本件事故当時の状況に戻っているとはいえな

いのである。 

 

（７）帰還しない理由 

帰還しない住民については、「戻らないと決めている理由」は、後

述のクの生活上の不便の裏返しである。 

帰還しない住民の 4 割程度の住民が、「医療機関が十分でない

（43.6％）」、「原子力発電所の安全性に不安があるから（43.6％）」

と回答し、3 割程度が、「自宅周辺に住む人が少ないから（33.8％）」

「水道水等の生活用水の安全性に不安があるから（32.4％）」「商業

施設の再開が十分ではないから（31.7％）」「町内の治安が心配だか

ら（29.9％）」、「自宅周辺の放射線量が心配だから（28.8％）」と回

答している。 

2割程度が、「道路、鉄道面において移動交通が不便だから（18.9％）」

「介護、福祉施設の再開が十分でないから（18.5％）」「自宅が荒廃

しているから（17.8％）」、「教育環境に不安があるから（16.2％）」

「町内コミュニティの回復が十分でないから（14.5％）」「町外で働

いているから（20.5％）」と回答している（以上、29 年報告書 62 頁）。 

これら、生活上の不便や不安、長期の避難生活のため、他の場所

で就職をし、そこでコミュニティを作ってきたという事情など、多
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数の阻害要因があるため、いまだ帰還することはできないのである。 

楢葉町では、「町内の治安が心配だから」という回答が多いことが

特徴である。見知らぬ作業員が多いため、治安の悪化を感じたり、

不安を感じたりする住民が多いのである。 

特に、高校生以下のいる世代では、「原子力発電所の安全性に不安

が残っているから（45.0%）」「自宅周辺に住む人が少ないから（44.0%）」

と回答する世帯が多く、放射能による健康不安や、コミュニティを

重視して、帰還しないという判断をしている(同 64 頁)。他方、65 歳

以上だけの世帯では、「医療施設が十分でないから(43.0%)」と回答

する世帯が多く、高齢であることから、医療インフラが大きなネッ

クであることが分かる。 

 

（８）帰還した人の生活上の不便等について 

楢葉町に帰還した住民は、帰還して従来の故郷と同じ状況に戻っ

たとは考えていない。 

楢葉町 28 年報告書では、帰還者の 75.7％が「商業施設の再開、拡

充」、67.7％が「医療施設の拡充」、67.4％が「防犯体制の強化」、50.1％

が「介護・福祉施設の再開・充実」を必要だと考えている（楢葉町

28 年報告書 42 頁）。 

商業施設、医療施設が絶対的に不足していることはすでに述べた

とおりであるが、このことを、実際に帰還した住民が最もよく感じ

ているのである。 

たとえば、日曜日に営業がしていなかったり、コンビニばかりが

営業されていたり、コンパクトタウン以外には商業施設が不十分で

あったり、理容室やパーマやさんがなかったりという不足が、具体

的に述べられている（同 44 頁）。 

また、医療施設については、眼科や耳鼻科、総合病院、入院設備

のある医療機関がない、薬局の拡充、休日や夜間常駐する医師の不

足が具体的に述べられている（同 45 頁）。 
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さらに、「防犯体制の強化」については、原告らは、本件事故前は

鍵もかけずにいても安心に過ごしていたことからすれば（原告１０

番本人調書 9 頁）、この点は、本件事故前後で、もっとも故郷が変化

したことの一つともいえる。 

すでに述べた通り、帰還した住民とほぼ同数、作業員などの新しい

居住者が入ってきているため、帰還した住民は、従来と全く異なる

コミュニティ、もしくは、コミュニティが築けない中で生活せざる

を得ず、信頼できるコミュニティの中で生活してきたという故郷の

重要な利益を失ってしまったのである。 

その結果として、「防犯体制の強化」に対する必要性が高まってい

るのである。 

また、帰還者の 44.3％が「水道水等、生活用水の安全対策」、44.0％

が「継続的な健康管理等、放射線に対する不安解消への取り組み、

線量低減対策」を必要と考えている。 

これは、帰還した住民の半数程度は、放射能汚染が心配なくなっ

たから帰還したのではなく、放射能汚染の不安はあるが、様々な条

件から、帰還をしたということを示している。 

帰還した住民は、日々、放射能の健康影響を心配しながら生活し

ているのである。 

また、34.0％が「町内コミュニティ活動（行政区等の活動も含む）

への支援」を必要と考えており、行政区、自治会、町内会などのコ

ミュニティや、そのコミュニティ維持発展の取り組みが本件事故以

前に比べ、弱くなっていることがわかる。 

30.2％が「鉄道等の公共交通機関の再開・充実」、27.6％が「教育

環境の充実」、26.4％が「雇用確保の支援」を必要と考えており、前

述のとおり、交通インフラ、教育インフラ、職業インフラが不十分

であることを住民が実感していることが分かる。 

 

（９）帰還する意向について 
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ア 楢葉町 27 年報告書と楢葉町 28 年報告書の回答者と実際の帰還

者の関係 

楢葉町 27 年年報告書では、7.6%が「楢葉町に戻っている」、早期

に楢葉町に戻るが 8.4%が「今後早期に楢葉町に戻る」と回答してい

る（楢葉町 27 年報告書 35 頁）。 

楢葉町 28 年報告書では、17.8%が「楢葉町に戻っている」、11.5%

が「早期に楢葉町に戻る」と回答している（楢葉町 28 年報告書 35

頁）。 

楢葉町 27 年報告書の調査期間は 2016（平成 28）年 1 月 5 日から

2016（平成 28）年 1 月 19 日であり、2016（平成 28）年 1 月 4 日時

点の帰還世帯数は、247 世帯である。そして、2011（平成 23）年 3 月

11 日時点の世帯数は 2、887 世帯であるから、帰還世帯の割合は、約

8.6%である（甲 A560：町内帰還者数集計表）。 

楢葉町 28 年報告書の調査期間は 2017（平成 29）年 1 月 4 日から

2017（平成 29）年 1 月 18 日であり、2017（平成 29）年 1 月 4 日時

点の帰還世帯数は 419 世帯である。したがって、帰還世帯の割合は、

約 14.5%である。 

したがって、2016（平成 28）年報告書の回答者は、実際の帰還者

の割合に比して、若干帰還世帯が少なく、楢葉町 28 年報告書の回答

者は、実際の帰還者の割合に比して、若干帰還世帯が多いが、おお

むね誤差の範囲といえ、報告書の回答は、楢葉町民の意向を反映し

ているものといえる。 

 

イ 帰還に対する意向と実際 

楢葉町 27 年報告書では、8.4%が「早期に楢葉町に戻る」、34.7%が

「今後、条件がそろえば楢葉町に戻る」と回答しており、この合計

は、43.1%である（楢葉町 27 年報告書：35 頁）。 

しかし、回答から 1 年 2 か月が経過した 2017（平成 29）年 3 月 3

日時点で、楢葉町に帰還したのは 441 世帯 818 人に過ぎず、帰還世
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帯の割合としては、約 15.3%である。 

楢葉町 27 年報告書では、「楢葉町に戻っている」、「早期に楢葉町

に戻る」と回答した世帯の合計が 16%であるから、「今後、条件がそ

ろえば楢葉町に戻る」と回答した世帯は、ほとんど、いまだ条件が

そろっていないと考え、帰還していないということがうかがえる。 

楢葉町 28 年報告書では、17.8%が「楢葉町に戻っている」、11.5%

が「早期に楢葉町に戻る」、23.9%が「条件が整えば楢葉町に戻る」

と回答しており、53.2%が帰還する意向を持っている。しかし、まだ

条件が整っていないと考えている世帯が 23.9%あり、また、「早期に

楢葉町に戻る」という世帯も、いつ戻るかわからない状況である（楢

葉町 28 年報告書 35 頁）。 

楢葉町 27 年報告書、楢葉町 28 年報告書の「楢葉町に戻っている」

「早期に楢葉町に戻る」「今後、条件がそろえば楢葉町に戻る」と回

答した世帯の合計は、おおむね 50%であるところ、そのうち実際に戻

っているのは、楢葉町 28 年報告書でも 17.8%に過ぎず、帰還を考え

ている世帯の半数近い 23.9%がいまだ帰還の条件は整っていないと

考えているのである。 

そして、「早期に楢葉町に戻る」「条件が整えば、楢葉町に戻る」

と回答した人について、「楢葉町内での今後の生活において、必要と

感じているもの」「楢葉町に戻るにあたり考慮となる条件」は、上記

キと同内容が考慮要素となっている（楢葉町 28 年報告書 53 頁、58

頁）。 

それに加え、自宅の再建（32.8％）、どの程度住民が戻るか（29.5％）

も重要な考慮要素となっている（楢葉町 28 年報告書 58 頁）。 

 

ウ 小括 

したがって、楢葉町の避難指示が解除されたとしても、実際に帰

還を考えている世帯はその半数に過ぎず、そして、その帰還を考え

ている世帯の約半数もまた、帰還の条件は整っていないと考えてい
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るのであるから、社会通念に照らして、避難指示が解除されたとし

ても、いまだすぐに解除を決断できるような帰還の条件が整ってい

るといえる状況ではなく、条件が整っていないために避難を継続す

るのはごく自然のことである。 

 

（１０）帰還を判断できない住民について 

「楢葉町に戻るかどうか今はまだ判断できない」とした世帯は、

19.8%である（甲 A565：復興庁住民意向調査速報版（楢葉町、飯舘村）

の公表について）。 

その世帯が帰還を判断するうえで参考とする重要な情報は、インフ

ラと原子力発電所の安全性、治安、コミュニティの情報である。 

すなわち、インフラについては、「医療施設の充実度(60.9%)」「商

業施設の再開・充実の状況（44.0%）」「介護・福祉施設の充実度（39.3%）」

「交通の利便性（37.7%）」「自宅の再建（29.3%）」「働く場所の確保

のめど（24.8%）」などが参考とする情報とされている（楢葉町 28 年

報告書 71 頁）。 

原子力発電所の安全性については、「原子力発電所の安全性

（56.2%）」「水道水、生活用水への対策(44.5%)」「放射線量の低下の

状況（36.9%）」などが参考とする情報とされている（同）。 

治安については、「町内の治安の状況（52.8%）」が参考とする情報

とされている。 

コミュニティについては、「どの程度の住民が戻るかの状況

（41.7%）」「町内コミュニティがどの程度回復しているか（23.0%）」

が参考とする情報とされている(同)。 

これらは、裏返せば、これらの点が、いまだ戻るかどうかを判断

するためには十分な状況となっていないということである。 

いわば、インフラ、原子力発電所の安全性、治安、コミュニティ

の今後の推移が改善されれば戻るという判断ができるが、今はまだ

その状況にはなっておらず、また、改善されないため帰還しないと
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いう判断をするまでの状況にもなっていないと考えている住民が多

いということである。 

 

（１１）町の復興に対して、日ごろ感じている気持ちや今後の展望に

ついて 

楢葉町 28 年報告書では、復興に関する意見を自由に回答できるよ

うになっている（楢葉町 28 年報告書 73 頁以下）。ここでは、楢葉町

民の故郷の状況に対する率直な意見が述べられている。意見は、「生

活について」、「帰還について」「復旧・復興について」が多い。 

ア 生活について 

「生活について」の回答では、もっとも多いのが、「防犯（治安・

安心）」である。それから、「現在の生活について」、「将来の生活全

般の不安について」が続く。具体的には、次の通りである。 

（ア）治安 

「もっと人が戻ってきてほしいと思う。今年から学校が再開するた

めに楢葉町に家を新築しました。家の周りにも何軒か家があります

が、人がいません。夜は真っ暗で、自分が仕事の都合上、家に帰れ

ない日もあると思います。そんなとき、家にいる家族のことが心配

です。」 

「町内の治安が心配。ダンプが多く道路に出るのに苦労する。」 

「野生動物を駆除してもらいたい。若しくは電気柵など無料で作っ

てもらいたい。防犯対策でただパトロールしているだけでなく、地

区住民に声をかけてもらいたい。（以上、楢葉町 28 年報告書 75 頁）」 

（イ）帰還者が少ないことの不安、生活の不便への不安  

「町に戻っていますが、近所が一軒では寂しいです。「いつになった

ら入居するのかね」が隣人との合言葉の状態です。街灯はついても

近隣の家の灯はついてなく、国道を走る大型車の音が地震のように

響きます。西風はドアをたたき、眠れぬ夜が続いています。若い人

の頑張りは素晴らしいのですが、どうぞ現地に住んでください。一
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時的な行事で励ましているとは思わないでください。一時があとに

残される中年は寂しさが残ります。」 

「一人暮らしになってしまったので、すべてに不安である。自分が

高齢者だから、町に帰っても放射線の件で子供や孫が帰らないため、

何かと不安で不便である。そうかと言っても、いつまでも故郷を離

れてばかりいられない。墓参りもしたい。残って帰るも、生活の基

礎は０からやり直さなければならず、高齢者では体力にも不安があ

り、何もできない。リリー園はどうなっているのでしょうか。」 

「高齢化が進むのは仕方がないが、一人暮らしで車の免許を持たな

いものとしては不安しかない。（以上、楢葉町 28 年報告書 75 頁）」 

「帰町するたびに、まだまだ手つかずの家や壊れて草に覆われてい

る建物、傾いた看板等を見るとまだまだだと思ってしまいます。宿

泊しても、夜間の物騒な雰囲気はぬぐえません。子ども、若者が戻

れる街づくりが必要かと思います。」 

「地元に戻ることにより不便さが目に見えています。現地の地元に

戻る方が、なんらかのリスクを背負い生活していかなければなりま

せん。楢葉町に戻る世帯に対し、子供たちももちろん、何かしらの

優遇や支援をお願いします。」 

「避難先の方が生活利便性が高いので、帰還するとそのギャップが

気になります。できるだけ、生活利便性を高くしていただきたいで

す。（以上、楢葉町 28 年報告書 79 頁）」 

「一日も早い復興を願っています。そのためには若い人たちを優先

するような楢葉町の案を作り、若い男、女を呼び込んでください。」 

「一人でも多くの人が町に戻れる環境を整えてほしい。商業施設、

特にスーパー等食料を買うのに、広野町やいわきまで行く必要があ

り、車がないと生活できない環境です。普通の生活ができるようお

願いします。」（以上楢葉町 28 年報告書 84 頁）。 

（ウ）インフラ面の不便 

「町の復興には、人が集まるところ、スーパー、飲食店、ショッピ
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ングモール等があれば、少しでも人が町に帰ってくる気がします。」 

「地元スーパーの再開を最優先の一つに考えて取り組んでほしい。」 

「一番に感じることは、自分の家の近くに生活用品の店があること。

老人の故で一人であり、足が弱ってくれば、食料品を含めて不自由

では困ることがあると、一番大変なことです。せめて商店が近くに

あってほしいです。（以上楢葉町 28 年報告書 84 頁） 

このように、楢葉町の住民は、帰還する住民が一部しかおらず、

また、若い世代が戻っていないため、生活に強い不安を持っている。 

しかも、避難指示が解除され、もとの家に戻ったとしても、それ

ですぐになんでも元通りに戻ったわけではなく、コミュニティは戻

らず、インフラ（医療、商業、職業その他）も戻らず、長期間放置し

ていた家の手入れ等含め、「生活の基礎は０からやり直（す）」必要

があるのである。 

また、故郷が本件事故前のように戻っていないため、避難先に比

べて、故郷に戻ったとの生活が不便、困難であり、苦労があること

が述べられている。そのため、その苦労に見合うだけの支援が求め

られている。 

  

イ 除染について 

除染についても楢葉町民の不安は大きい。 

「4 年ぶりに楢葉町の実家へ行きましたが、6 号線道路のすぐ見える

ところに大きな黒いかたまり（フレコンバック）が積み重なってい

るのを見て、ぞっとしました。いくら放射線量が低下し、人が住め

ると言われても、これからの子どもたちをあの場所で生活させる気

にはなりません。まだまだ、震災前の状態に戻すには時間がかかる

のではないかと思います。住宅が戻り、住むための住宅の建設ばか

りでなく、人が生活していくために必要な、衣、食、病院など、何不

自由ないもとの生活ができるよう、楢葉町だけでなく、近隣の町を

含めての不幸が特に必要なのではないでしょうか。」 
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「町のあちこちにある除染廃棄物の山がいまだにそのままで、いつ

中間貯蔵（施設）に移動するのでしょうか。楢葉町と富岡町の中間

にできる予定の最終処分場には、絶対反対します。除染は終わった

のでしょうが、田畑にあるセシウムはそのまま残っています。空間

線量を減らすために、土を混ぜてしまったため、取り除くことは難

しいでしょう。そこで農業を再開することは、ものすごく不安です。」 

「町は直ちに指定放射線廃棄物の受け入れを、撤回すべきである。

こういうものを搬入されてきたのでは、将来への不安があるし、と

ても戻る気にはなれない。受け入れを撤回すれば、明日にも戻りた

い。」 

「線量低減対策（をとってほしい）」 

「今後、放射線量低減対策がどのような方向性になるのか不安であ

る。自宅の屋内放射線量が多いし、特定廃棄物埋め立て処分場など

の問題もあるので、裏山など、20 メートル以外でもきめ細やかな除

染を行ってほしい。」 

「ため池等の除染が全然進んでいない。」 

「ホットスポット的地点の除染。住宅周辺（２０ｍ以内）の林の除

染。第 2 原発の廃炉」（以上、楢葉町 28 年報告書 83 頁）。 

除染の内容については、不安を持つ住民が多いことがわかる。山林、

田畑、ため池、ホットスポットなど、住環境の近くに放射線量が高

い地点が残っており、それが今後、住環境の放射線量に悪影響が生

じるのではないかと不安があるのである。 

また、山積みになっているフレコンバック、廃炉が完了していな

い原子力発電所の存在、指定放射線廃棄物の処分場などが、高濃度

の放射線量を出すのではないかという不安もあるし、また、これら

は本件原発事故が収束していないことを象徴的に示すものでもある。

このようなものが存在していることや、将来できることは、故郷が

本件事故前の故郷とは異質のものになってしまっているのである。 

このように、避難指示が解除されたとしても、故郷は本件事故前
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の状況に戻ったとは到底言えないのである。 

 

ウ 原発の安全性に対する不安 

原発の安全性に対する不安は、住民にとって大きい。 

「第一原発の状況がどのようになっているのか、最近はテレビのニ

ュースでもあまり取り上げられず、第一原発の情報が全く分からな

い状態です。楢葉町だけでなく、双葉町の町村で独自に管理できる

よう、管理機関を作って毎月現場を視察し、東京電力の情報を公開

してもらうようにしたほうがいいと思う。現在も廃炉が完了してお

らず、放射能や汚染水が海に漏れていると思います。やはり一番大

切なものは町民が安全に安心して暮らせる環境だと思います。いく

ら国が放射線量は下がった、水道水は大丈夫と言っても、簡単に信

用する人はそうそういないと思います。地震が来るたびに不安で仕

方ありません。学校、病院、商業施設、宅地の整備も大切だが、やは

り第一原発の不安がある限り、帰還する人は増えないと思う。町で

もその不安を取り除く方法を考え、実施していくのが最優先の課題

だと思います。」 

「福島第二原子力発電所の廃炉が決定されない。福島第一原子力発

電所廃炉へ向けた準備において、安全性が確保されていない。居住

を考えると、不安になってしまうのが現実です。」 

「町内の治安が心配、水道水、生活水への不安。原子力発電所の事

故収束、廃炉決定。」 

「復興という言葉だけが前面に出て、肝心の第一原子力発電所の処

理問題が先ではないでしょうか。」 

「楢葉町に戻っていますが、心配は第二原発の件です。廃炉を県、

国に申し出をしていただきたい。」（以上、楢葉町 28 年報告書 86 頁） 

このように、楢葉町の住民は、福島第一、第二原子力発電所の廃

炉に対して、強い不安を持っている。 

それは、被告が「想定外の津波」と述べて、一度、本件原発事故を
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引き起こしたこと、また本件事故後 6 年半が経過しても、福島第一

原発の廃炉作業がうまくいっていないことからすれば、同様の地震

や津波が生じたときに、さらなる原発事故が起きるのではないかと

いう不安、また、廃炉作業中の何らかの「想定外」の事態により、本

件原発事故と同等の事故が生じるのではないかという不安が生じる

のは、至極当然だからである。 

本件事故前は、住民は原発に対する不安を持たずに生活すること

ができていたのであり、本件事故後は、この不安とともに生活せざ

るを得ないのであるから、故郷での生活が本件事故前の状況に戻っ

たということは到底言えないのである。 

 

第５ 富岡町 

１ 避難指示等 

本件事故当時、富岡町に住民登録をしていた住民は、15、960 人であ

った（甲 A566：福島県ホームページ 6．富岡町の状況）。 

本件事故により、2011（平成 23）年 4 月 22 日、富岡町は、地図１

記載の通り、福島第一原子力発電所から 20 キロメートル圏内の地域で

あったため、警戒区域に指定された。 

その後、2013（平成 25）年 3 月 25 日、富岡町の避難指示区域の再

編が行われた。 

これにより、富岡町域は海沿いの大熊町に隣接している地域が帰還

困難区域、その他の区域が居住制限区域と避難指示解除準備区域に指

定された（甲 A601）。 

その後、2017（平成 29）年 4 月 1 日に、富岡町の避難指示解除準備

区域及び居住制限区域の指定が解除された。 

したがって、富岡町は、現在、一部区域は帰還困難区域が残ってい

るものの、他の区域について避難指示は出されていない。 

 

２ 富岡町の状況について 
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（１）帰還者 

富岡町の町内帰還者数は、2017（平成 29）年 5 月 1 日現在、128

人である。 

本件事故前の住民数が 15、960 人であるから、0.8%しか帰還して

いないことがわかる（甲 A556）。 

 

（２）富岡町のインフラ等 

ア 交通インフラ 

富岡町の公共交通機関は、本件事故前は JR 常磐線が富岡駅に運行

していたが、2017（平成 29）年 10 月から運行再開予定であり、いま

だ運行再開していない。 

その代り、龍田駅、富岡駅、浪江駅の間を、JR による列車代行バス

が運行している。 

町内循環バスはあるが、一日 6 循環にすぎない（甲 A566）。 

町民の移動手段であったバスやタクシーの回復はほとんどされて

いないと言わざるを得ない。 

 

イ 商業インフラ 

商業施設は、「さくらモールとみおか」という複合商業施設があり、

施設内には、ヨークベニマル、ダイユーエイト、ツルハドラッグの

三店舗と、フードコート（三店舗）がある。また、東邦銀行と相双五

城信用組合の ATM が置かれている。 

その他、コンビニエンスストア２店舗、金物店１店舗、ガソリン

スタンド３店舗が営業再開しているのみである（甲 A566）。 

 

ウ 保育、教育インフラ 

本件事故前は、富岡第一小学校、富岡第二小学校、富岡第一中学

校、富岡第二中学校などがあった。 

本件事故後、三春町の小・中・幼稚園仮設統合校舎が再開した。 
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富岡高校は、2017（平成 29）年３月末をもって休校となり、高校

はなくなった（甲 A566）。 

 

エ 医療、福祉 

2016（平成 28）年１０月、町立富岡診療所が開所した。 

2017（平成 29）年４月には富岡中央医院が再開したが、月、水、

木曜日の週３回の診察である。このように、病院、診療所は全部で

２つしか設置されていない。 

福祉施設は高齢者サポート拠点施設が富岡町に設置されているだ

けで、養護老人ホームやグループホーム型福祉仮設住宅は設置され

ていない。 

 

オ まとめ 

上記のとおり、富岡町のインフラは未だ不十分と言わざるを得ず、

交通、商業、教育、医療の各分野で、住民が事故前と同様に何一つ

不自由なく、安心して生活できるような状況には到底至っていない。 

 

３ 富岡町の住民意向調査について 

（１）住民意向調査の経過 

富岡町の住民意向調査は、2012（平成 24）年 12 月 3 日から同年

12 月 18 日に 1 回目の調査が行われ、その結果が 2013（平成 25）年

2 月 8 日に公表された。 

その後、2013（平成 25）年 8 月、2014（平成 26）年 8 月、2015（平

成 27）年 8 月、2016（平成 28）年 8 月に調査が行われ、2016（平成

28）年 10 月 25 日に 2016（平成 28）年の調査結果が公表された（甲

A537 号証。以下、本項（３）において、「富岡町 28 年報告書」とい

う。）。 

また、2017（平成 29）年 8 月 28 日から同年 9 月 11 日にも調査を

実施している。 



207 

 

したがって、富岡町 28 年報告書はいまだ避難指示が解除される前

の調査であるところに特色がある。 

 

（２）富岡町への帰還意向 

富岡町の避難指示が解除された後、富岡町への帰還について、

16.0%が「戻りたいと考えている（将来的な希望も含む）」、25.4%が

「まだ判断がつかない。」、57.6%が「戻らないと決めている。」と回

答している。 

「戻りたいと考えている」割合は、年齢を重ねるにつれて多くなる

が、それでも、一番多い 70 代以上でも 20.8%に過ぎない。 

他方で、戻らないと決めているのは、10～20 代で 65.4%、30 代で

74.5%と高いが、おおむね、どの世代も 55%から 60%程度の割合であ

る（以上、富岡町 28 年報告書 27 頁）。 

また、18歳未満のいる世帯では、66.3%が「戻らないと決めている」

と回答している。 

他方で、65 歳以上だけの世代でも、「戻りたいと考えている」と回

答したのは 21.5%であり、全体的な傾向とさほど変わりはない（富岡

町 28 年報告書 28 頁）。 

職業との関係では、自営業・会社経営者（休業中）の人の 23.5%、自

営業・会社経営者（継続中もしくは再開済）の人の 21.3%が「戻りた

いと考えている（将来的な希望も含む）」と回答している。 

他方で、パート・アルバイトの 69.8%、会社員（勤め人）（労務や

外勤を主とする業務）の 62.8%、会社員（勤め人）（事務や内勤を主

とする業務）の 60.5%が「戻らないと決めている」と回答している

（以上、富岡町 28 年報告書 29 頁）。 

これは、自営業者や会社経営者は自宅に職業の基盤があり、帰還

しても職業の基盤がないとはいえないこと（消費者が戻るかどうか

は別であるが）が多いことから、戻りたいと考えている人が多く、

他方で、アルバイトや会社員は、避難指示があった間に他の職場で
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働いていることが多く、帰還しても職業基盤がないためと考えられ

る。 

 

（３）富岡町への帰還時期 

「戻りたいと考えている」と回答した人について、「富岡町へ戻り

たい時期」については、「解除後すぐに戻りたい」が 36.0%、「解除後

3年以内に戻りたい」が 18.3%、「解除後 5年以内に戻りたい」が 5.4%、

「解除後 10 年以内に戻りたい」が 1.9%、「時期は決めていないがい

ずれ戻りたい」が 37.5%である。 

おおむね、50 代以上で、40%程度の割合の人が「解除後すぐに戻り

たい」と回答しており、10 代～20 代、30 代は、75％以上が「時期は

決めていないがいずれ戻りたい」と回答している（以上、富岡町 28

年報告書 32 頁）。 

もっとも、実際に、「解除後すぐに戻りたい」と答えた人が、解除

直後に戻ったというわけではない。 

仮に、この調査が人口全体の意向を反映していたとすると、人口

のうち、16％が「戻りたいと考えて」おり、そのうち、36％が解除後

すぐに戻りたいと考えていることになる。 

この人数は、人口（15、960 人）のうち、919 人である（15、960

×0.36×0.16）が、実際に帰還しているのは解除後 1 か月経過後で

も 128 人に過ぎないからである。 

 

（４）帰還した場合の家族構成 

「戻りたいと考えている」と応えた人たちも、本件事故前と同じ

家族構成 で戻れるわけではない。 

富岡町へ戻る家族については、「家族の一部での帰還を考えている」

が 38.7％、「現在検討しているところ」が 13.8％、「家族全員での帰

還を考えている」が 33.3％である（富岡町 28 年報告書 36 頁）。 

3割の世帯しか、家族全員での帰還を決定できていないのである。 
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さらに、世帯構成別にみると、18 歳未満のいる世帯の 66.2％が「家

族の一部での帰還を考えている」と応え、 65 歳以上だけの世帯の

46.2％が「家族全員での帰還を考えている」と回答している（富岡

町 28 年報告書 37 頁）。 

これは、子どもがいる世帯では、帰還することに躊躇があること

を示している。 

 

（５）帰還した場合の職業 

「戻りたいと考えている」と答えた人のうち、「帰還した場合の仕

事の見通し」については、「ある」と回答した割合が 24.8％、「ない

が仕事につきたい」が 17.7％、「仕事はしない」が 51.5％となって

いる。 

「仕事はしない」は、70 代以上で 73.6％、60 代以上で 57.2％、

10 代から 50 代では、仕事の見通しが「ある」か、「ないが仕事につ

きたい」が合計 7 割以上となっている（富岡町 28 年報告書、38 頁）。 

これは、先に見た自営業者などを除き、帰還しても仕事の見通し

がない人が多いことを示している。 

 

（６）富岡町に帰還する場合に今後の生活において必要な施策 

「戻りたいと考えている」と回答した人は、富岡町に戻る場合に、

今後の生活におい必要な施策の内容を回答している。これは、富岡

町で生活をする場合に不足している点が端的に現れている。 

「医療、介護福祉施設の再開や新設」78.3％、「商業施設の再開や

新設」68.7％、「住宅の修繕や立替のサポート」58.1％、「公共交通

機関の再開」57.5％、「被ばく低減対策」55.0％、「携帯電話やイン

ターネット等通信環境の改善」27.5％、「教育、保育環境の整備」

23.7％、「雇用確保、就業サポート」22.3％などである（富岡町 28 年

報告書 47 頁）。 

教育や雇用確保の点が比較的少ないのは、18 歳未満のいる世帯で
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「戻りたいと考えている」世帯の割合が少ないことや、「戻りたいと

考えている」世帯は高齢者が多く、戻っても仕事はしないと回答す

る人が 5 割を超えることなどが背景にある。 

おおむね、年齢と全体の傾向は同様である（富岡町 28 年報告書 48

頁）。 

帰還を考えている人でも、医療、商業、住まい、公共交通機関、通信

などのインフラ面への不安が大きく、また、被ばくへの不安もかな

り大きいことが分かる。 

 

（７）富岡町への帰還の判断がつかない理由 

帰還について「まだ判断がつかない」と回答した人については、

まだ判断がつかない理由は次の通りである。 

帰還の前提・健康に関わる回答が多く、「水道水などの生活用水の

安全性に不安があるから」53.9％、「原子力発電所の不安があるから」

49.2％、「放射線量が低下せず不安だから」47.3％となっている。 

また、町内の復旧状況に関わる回答として、「医療環境に不安があ

るから」68.8％、「生活に必要な商業施設などが元に戻りそうにない

から」51.5％、「家が汚損、劣化し、住める状況ではないから」48.5％、

「介護、福祉サービスに不安があるから」37.8％、「道路、鉄道等の

交通インフラに不安があるから」31.5％、「富岡町に戻っても仕事が

なさそうだから」24.0％などとなっている。 

今後の生活に関わるものは、「他の住民も戻りそうにないから」

46.7％、「避難先の方が、生活利便性が高いから」38.1％、「帰還ま

でに時間がかかるから」34.3％、「高齢者要介護者のいる世帯なので

生活が不安だから」 27.8％、「すでに生活基盤ができているから」

21.8％となっている（富岡町 28 年報告書 54 頁）。 

帰還を考えている人も、判断がついていない人も、原発の安全性や

放射線量の安全性への不安が強くあることがわかる。 

また、インフラの不安に加え、他の住民が戻らないのではないか
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という、コミュニティの回復に関する不安が挙げられている。 

まだ帰還するかどうか判断がつかない住民は、これらの点の帰趨

を見極めてでなければ、帰還できないと考えているのである。 

すなわち、「富岡町への帰還を判断するうえで必要と思う情報」に

ついては、「道路、鉄道、学校、病院などの社会基盤の復旧状況の見

通し」58.6％、「どの程度の住民が戻るかの状況」53.0％、「放射線

量の低下の見通し、除染成果の状況」48.4％、「原子力発電所の安全

性に関する情報」41.5％、「住宅確保への支援に関する情報」29.9％、

「中間貯蔵施設の情報」29.8％、「放射能の人体への影響に関する情

報」29.3％、「賠償額の確定」28.3％などとなっている（富岡町 28 年

報告書 56 頁）。 

インフラのみならず、コミュニティの復活状況、また、健康に暮

らせるのかという点が、戻るかどうかの重要な判断要素となってい

ることが分かる。 

 

（８）富岡町へ帰還しない理由 

富岡町へ帰還しない理由については、おおむね、上記キの「帰還

を判断できない理由」と同内容である。 

原発の安全性や、健康不安、インフラ面、コミュニティ面などの

状況を見て、一部の人は「帰還が判断できない」と考え、一部の人

は、「もう戻れない」と考えているということである。 

 

（９）国や自治体への要望、復興に対する展望や気持ちについて  

「国や自治体への要望、復興に対する展望や気持ちについて」は、

多くの住民が回答をしている。おおむね、上記「判断がつかない理

由」「帰還しない理由」「戻る場合の必要な施策」の回答内容を具体

化したものとなっている。 

具体的には、以下などである。 

ア 生活再建について 
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「もっともっと子育て世代の支援・サポートを考えないと、避難指

示が解除されても帰還したいと思う若い世代はいない。」 

「復興、復興と言っているが、すべてにおいて時間がかかりすぎて

いる。」（以上、富岡町 28 年報告書 81 頁） 

 

イ 将来の生活全般の不安について 

「帰還困難区域の復興について具体的な話、説明がないため、将来

性が見えない。」 

「震災から 5 年以上が経ち、見通しが経たない現在、ストレスとと

もに苛立ちを感じています。仕事も何をしていいのかわからず、日

にちだけが過ぎていき、むなしい毎日です。家も住める状態ではあ

りません。町がどのようになるか気になります。」 

「年を重ねるたび、さきゆきの不安が募ります。できることなら、

住んでいた家のところに家を建て直して住みたいと思います。不便

な生活は困ります。生活に必要なものや、医療など欠かせない整備

をよろしくおねがいいたします。大好きな富岡に帰れますように。」

（以上、富岡町 28 年報告書 82 頁） 

このように、避難生活が長期化し、先行きが不安で、職業もつけ

ず、何もできない無為の生活をしているのは、原告らだけではない

のである。 

 

ウ 現在の生活について 

「避難生活が長くなり、避難先での生活基盤ができています。富岡

町への気持ちはありますが、年月が経つにつれて帰還が難しい状況

になってきました。」 

「避難当時は、首都圏にて生活することを希望し、考えておりまし

た。が、一時立ち入りをするたびに郡山駅で「福島」を感じ、富岡の

自宅へお墓へと変えると、すごく「せいせい」するのを感じ、今の

生活が本当は「がんじがらめ」なのだと思います。この 5 年間、ず
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ーっと宙に浮いたような気持の中で生きてきています。あのいつま

で保てるのかわからない朽ちてきている我が家で寝てみたい。横に

なってみたいと思います。富岡のせいせいとした無効に海が見える

海の風が吹いている…とてもとても懐かしいです。」（以上、富岡町

28 年報告書 82 頁） 

避難が継続するにつれ、生活基盤ができてしまい、帰還が困難に

なること、それでも、故郷への思いが経ち切れず、富岡に戻ると故

郷を感じ、「せいせいする」（晴れ晴れとする）のである。 

 

エ 賠償について 

「生活再建のために、帰還困難区域との賠償格差をなくしてほしい。」 

「帰還困難区域と差別のない賠償にしてほしい。避難先での私たち

への心 のケア、解除になって賠償が終わりになってしまうと生活

していけなくなるので、ずっと続けてほしい。勝手に「逃げる」「戻

れ」と私たちの意見はなぜ届くことがないのか？毎日不安（将来）」

とストレスを抱えている私たちの思いを、国はわかってくれていな

い。原発が収束していないところになぜ返そうとするのか。本当に

安全だと誰が保証できるのでしょうか。」 

「区域別に関係なく同等の賠償をする避難している形態がそれぞれ

違うので、個別の事情にあった、しっかりとした賠償をする。」 

「きちんと国からの視察や住民の要望を聞いて、生活費などや精神

的損害 賠償を続けてほしいです。」（以上、富岡町 28 年報告書 85

頁）。 

富岡町でも、川内村と同じく、賠償格差があり、それが不満の一

つとなっている。 

川内村と同じく、帰還した場合のコミュニティの維持に大きな障

害となることは想像に難くない。 

 

オ 除染、原発廃炉作業について 
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「富岡町全体の側溝の除染（をやってほしい）。線量があまりにも高

い。きちんと（除染業者に）仕事をさせるべき。」 

「町内除染終了とのことだが、現時点で土地、山林宅地等の返却、

管理を個人で実施しろと言われても、大変難しい。帰町するまでは、

町及び国に手しっかり管理し、除染を継続実施してもらいたい。除

染終了してから日数が経っての返却であれば、土地があれた状態で

は個人管理ができない。再度除染していただきたい。」（以上、富岡

町 28 年報告書 91 頁） 

「帰還困難区域以外の地域の解除を来年（29 年）3 月に行うとある

が、すべて除染するべきではないのか。」 

「除染してもまた高くなるのでは、除染の意味なし。なぜなら、木、

山の除染はやっていないから。そこに子供たちを戻すということで、

その後の子どもたちの健康をどのように考えているのか。もしガン

等になった場合、自治体、国、県はフォローしてくれるとは思えな

い。そんなところに帰る必要性はないと思う。もっと住民第一で考

えるべき。自治体、県のメンツを考えるのではなく、生命を考えて

ほしい。」 

「汚染廃棄物の完全撤去、ならびに山林の除染が完了しない限り復

興はあり得ない。後、数十年はかかるでしょう。」 

「帰還困難区域を今後どうする考えなのか示してほしい。除染廃棄

物は必ず発生するので、仮置き場は絶対に必要になるわけで、準備

区域や制限区域の帰還を優先するのであれば、困難区域に仮置きす

るしかないのでは。」 

「中間貯蔵施設は先延ばしにしながら、双葉郡内にずっと置かれる

のだろうか？ということ。大熊町以外で日本のどこが受け入れるの

か。大熊町の方も仕方なく、で提供しているが、半永久的になって

しまうのではと不安だと思う。ずっと置くのであれば、周辺の環境

も含めきちんと考えて住宅関係に配慮すべき。」 

「町の北には、第 1 原発、中間貯蔵施設、南側には第 2 原発、西側
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には特定廃棄物最終処分場ができる。このような環境で、安全、安

心な生活ができますか。」（以上、富岡町 28 年報告書 92 頁） 

「除染の数値だけで考えるのでなく、廃炉の進行状況や、第 2 原発

の早期廃炉など、将来安心して生活できるのかが一番の点であると

考えている。来年は出産も控えており、見た目だけの判断だけでは、

本当に将来体への害はないのかなど細かく考えているので簡単には

判断できない状況である。」 

「国や東京電力は第二原発の廃炉についていつまでも明言せずに引

き延ばしているのはなぜか。第一原発、原子炉の地下に大量の地下

水が流れ止められずにいるが、建設するまでに調査はしなかったの

か。第二原発の地下水は調べてあるのか。」（以上、富岡町 28 年報告

書 95 頁） 

「現在の生活で、不満や不自由は何もなく、家族 3 人元気で暮らし

ています。何の心配もありません。あるとすれば一つ、原発の廃炉

作業です。100％安全に予定通り完了する保証がないことです。」 

「町に戻る人が少ないのに、今後どのような街づくりをするのか。

放射線量は高い、原発の廃炉への道のりは厳しい。いい面だけを見

つめるのではなく、今後のリスクを考えると、街の再生は非常に難

しいと思う。ロボット産業、原子力産業など復興は進むと思うが、

メルトダウンした核物質の取り出しは、ほぼ無理ではないかと考え

る。廃炉への作業工程で人為的ミスによる事故が起きなければいい

がと懸念する。原発の問題を言うと、周囲から白い目で見られると

いう風潮はないか。」 

「第 2 原発の廃炉について。国が指導して推し進めてきた原発であ

る。東電任せにせず、国が前面に出て、廃炉にすべく、東電を指導

すべきと考える。」（以上富岡町 28 年報告書 96 頁）。 

除染については、線量が減少していいないことへの不安が述べら

れている。 

また除染廃棄物の処理置き場、処理施設の存在、原発自体の存在
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が、富岡町での生活においては大きな不安としてのしかかっている

ことが分かる。 

廃炉作業はいまだ例がない事業であり、今後どのような問題が起き

るのかもわからない。 

その過程で再度、原発事故が起きるかもしれないと思うのは当然

の不安である。 

 

第６ 大熊町 

１ 避難指示等 

本件事故当時、大熊町に住民票登録をしていた住民は、11、505 人で

あった（甲 A567：福島県ホームページ）。 

本件事故により、2011（平成 23）年 4 月 22 日、大熊町は、地図１

記載の通り、警戒区域に指定された。 

その後、2012（平成 24）年 12 月 10 日に避難指示区域の再編が行わ

れ、大熊町は、地域ごとに、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示

解除準備区域に指定された（甲 A599）。 

大熊町は、現在もこれらの区域の指定は解除されていない。 

現在の避難者数は、10、593 人である。 

 

２ 大熊町の状況について 

避難指示が解除されていないため、インフラの復旧もされていない。 

JR 常磐線の浪江駅以南、竜田駅以北は、平成 31 年末までの運転再

開を目指している。 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校はいずれも、大熊町内では再開

していない。 

双葉病院、県立大野病院はいずれも閉鎖中である。 

福祉施設についても、特別養護老人ホーム「サンライトおおくま」

は休止中である。 

その他、高齢者等サポート拠点、認知症高齢者グループホームは開
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設されたが、いずれも会津若松市内の仮設住宅内での開設であり、大

熊町での解説ではない。（以上、甲 A567) 

 

３ 住民意向調査について(甲 A544 号証) 

（１）住民意向調査の経過 

大熊町の住民意向調査は、2012（平成 24）年 9 月 7 日から 9 月 24

日に第 1 回目の調査が行われ、その後、2013（平成 25）年 1 月、2013

（平成 25）年 10 月、2014（平成 26）年 9 月、2015（平成 27）年 8

月に調査が行われている。 

甲 A544 号証は、2015（平成 27）年 8 月の調査の結果であり、2016

（平成 28）年 3 月に公表された。 

以下、甲 A544 号証の大熊町住民意向調査報告書を、「大熊町 27 年

報告書」と呼ぶ。 

大熊町は、全住民が帰還していないという特色を持つ。 

 

（２）復興公営住宅への入居意向について 

復興公営住宅については、入居を希望しない世帯が 68.4％、現時

点で判断できない世帯が 14.7％、入居意向がある世帯（すでに当選

又は入居が決定している、入居の申し込み中である、今後入居の申

し込みをしたい）が 14.0％である。 

入居意向がある世帯は年齢が高くなるにつれ割合が高くなる（同

27 頁）。 

18 歳未満のいる世帯の 80.3％は入居を希望せず、65 歳以上だけ

の世帯では、23.8％が入居の意向を持っている。 

また、一人世帯は、27.8％が入居の意向を持つ(同 28 頁)。 

無職(職を探している)世帯の 22.3％、無職(職を探していない)世

帯の 19.3％が入居を希望している(同 29 頁)。 

さらに、応急仮設住宅 (プレハブ型。無償 )に住んでいる世帯の

40.1％が復興公営住宅の入居意向を持っている。 
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これらのことから、応急仮設住宅(プレハブ型)に居住しており、

収入が少ない世帯では、応急仮設住宅の過酷な住環境を改善したい

と考えているが、民間住宅などを借りる費用を容易できず、復興公

営住宅に移ることでその住環境を改善させたいと考えている人が多

いことがわかる。 

 

（３）復興公営住宅への入居を現時点で判断できない理由 

復興公営住宅への入居を現時点で判断できないと回答した世帯は、 

14.7％である（同 27 頁）。 

その理由は、46.5％が「自身の生活の見通しが立っていないから」、

31.5％が「賠償の状況が分からないから」、31.2％が「復興公営住宅

の周辺環境が分からないから」、39.9％が「集合住宅ではなく一戸建

てに住みたいから。（希望する場所に一戸建てが整備されるかわから

ないから。）」、25.3％が「持ち家の購入を検討しているから」などと

回答している(同 37 頁)。 

避難指示がいつ解除されるかもわからず、収入の不安などや、賠

償についてどのようになるかも判然としないなど、避難生活で、将

来の先行きが不安である人が多いことがわかる。 

 

（４）帰還の意向について 

避難指示が解除された後の大熊町への帰還については、 63.5％が

「戻ら ないと決めている。」、 17.3％が「まだ判断がつかない」、

11.4％が「戻りたいと考えている(自宅以外の大熊町内への帰還や将

来的な希望も含む)」と回答している。 

「将来的な希望も含む」にもかかわらず、戻りたいと考えている

世帯が、全体の 1 割程度しかないことが特徴的である。 

「戻りたいと考えている」と回答する世帯は、高齢世代ほど徐々

に増える傾向があるが、それでも、70 代以上で、15.4％とごく一部

に過ぎない。 
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また、調査の母数がやや少なく（85 世帯）、統計的にどの程度正確

かは疑問がないとは言えないが、10 代～20 代も 12.9％と高いこと

が特徴的である。 

他方で、「18 歳未満のいる世帯」では、「戻りたいと考えている」

と回答した世帯は 7.0％に過ぎず、全体として帰還する意向が少な

いが、特に、子どもがいる世帯や、若い世代ほど、帰還する意向が

少ないといえる（以上、同 43 頁、44 頁）。 

職業別に見ると、公務員の 22.7％、自営業者、会社経営者（休業

中）の 18.5％が「戻りたいと考えている」と回答しており、他方で、

パート・アルバイトの 79.3％、団体職員の 76.5％、会社員〔勤め人〕

（労務や外勤を主とする業務）の 73.3％が「戻らないと決めている。」

と回答している。 

これは、帰還した場合の職業生活の見込みがある人は、帰還する

意向を持つことが多少多いという傾向があるが、他方で、帰還した

場合の職業生活の見込みがない人はほとんど帰還を考えていないと

いうことがいえる（同 45 頁）。 

  

（５）戻らないと決めている理由 

現時点で戻らないと決めている理由については、次のとおりであ

る。 

まず、帰還の前提・健康に関わるものについては、「水道水などの

生活用水の安全性に不安がある」（53.8％）、「中間貯蔵施設の計画が

あるから」（53.6％）、「放射線量が低下せず不安だから」（53.0％）、

「原子力発電所の不安があるから」（50.6％）と、いずれも半数近く

の人が挙げており、軒並み高い不安があることがわかる。 

また、町内の復旧状況に関わるものについては、「医療環境に不安

があるから」（58.5％）、「家が汚損・劣化し、住める状況ではないか

ら」（58.3％）、「生活に必要な商業施設などが元に戻りそうにないか

ら」（54.7％）、「介護・福祉サービスに不安」（36.8％）、「道路、鉄道



220 

 

等の交通インフラに不安」（31.8％）などとなっている。 

現時点では避難指示が解除されていないので、将来的な見込みも

含むはずであるが、将来的にも、町の復旧に期待が持てない人が多

いことが分かる。 

そして、今後の生活に関わるものとして、「帰還までに時間がかか

るから」（53.5％）、「避難先の生活利便性が高いから」（38.6％）、「す

でに生活基盤ができているから」（38.5％）、「他の住民も戻りそうに

ないから」（32.7％）などとなっている（以上、同 63 頁）。 

本件事故後 5 年半が経過しようという頃の調査であるが、すでに

生活基盤ができており、帰還しないという判断をしている人が約 4

割に及んでいることは、5 年という期間が新たに生活基盤を作り、帰

還しないという判断をするのに十分な期間であることを示している。 

 

（６）国や自治体への要望、復興に対する展望や意見など  

大熊町 27 年報告書では、68 頁以下で、自由に意見を記載できる

ようになっている。ここでは、住民が持つ現在の生活や将来に対す

る不安などについて、具体的な記載がなされている。 

ア 現在の避難生活について 

  「今まで住んでいた宅地面積で、隣人宅に気兼ねなく大声で笑った

り騒いだりできる環境がほしい。現在では、行き詰まりがする状態

で両脇が 1 メートルくらいしかないので、足音や車の出入りまで聞

こえてきている。大人は我慢できるが子供たちはかわいそうだ。」

（同 68 頁） 

  「自分の気持ちをどうしていいか、わからない状態です。1 つ考え

込むと、いろいろ重なり悲しくなります。」 

「老人には時間がない。この先どうすればいいのか自分ではどうし

ようもない。どうやって生き、どうやって死んでいけばいいのか。」

（以上同 69 頁） 

このように、避難生活が大熊町での生活と全く異なり、部屋も狭
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く、音も筒抜けでプライバシーがなく、暮らしづらいことが述べら

れている。 

また、避難指示も解除されておらず、将来について判断ができず、

日々不安の中で生活している住民の声が述べられている。 

  

イ その他について 

おおむね、他の地域の意見と同様の傾向である。 

 

第７ 双葉町 

１ 避難指示等 

本件事故当時、双葉町に住民票登録をしていた住民は、7、147 人

であった（甲 A568）。 

本件事故により、2011（平成 23）年 4 月 22 日、双葉町は、地図１

記載の通り、警戒区域に指定された。 

その後、2013（平成 25）年 5 月 28 日に避難指示区域の再編が行

われ、双葉町は、ほぼ全域が帰還困難区域に指定され、海沿いの北

側の一部区域が避難指示解除準備区域に指定された。 

双葉町は、現在もこれらの区域の指定は解除されていない。 

現在の避難者数は、6、951 人である（甲 A568）。 

 

２ 双葉町の状況について 

双葉町は、避難指示が解除されていないため、インフラの復旧もさ

れていない。 

JR 常磐線の原ノ町以南、竜田駅以北は、復旧時期未定である。 

現在は、原ノ町、竜田駅間で、代行バスが運行されている（甲 A568） 

商業施設、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校はいずれも、

双葉町内では再開していない。 

すべての医療機関が閉鎖中であり、福祉施設も双葉町内では再開し

ていない。 
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（以上、甲 A568) 

 

３ 住民意向調査について 

（１）住民意向調査の経過 

双葉町の住民意向調査は、2012（平成 24）年 12 月 20 日から 2013

（平成 25）年 1 月 8 日に、第 1 回目の調査が行われ、その後、2013

（平成 25）年 10 月、2014（平成 26）年 9 月、2015（平成 27）年 12

月、2016（平成 28）年 9 月に調査が行われている。 

最新の調査は、2016（平成 28）年 9 月 12 日から 9 月 26 日に行わ

れ、2017（平成 29）年 3 月に詳細な調査結果が公表された（甲 A538

号証：双葉町住民意向調査報告書。以下、「双葉町 28 年報告書」と

いう。）。 

いずれも、大熊町と同じく、いまだ避難指示が解除されていない

地域の住民に対する調査という点で特徴がある。 

 

（２）避難期間中の生活において困っていること 

避難期間中に困っていることについては、「コミュニティについて」

の回答が多く、次いで、「健康や医療について」の回答が多い。 

ア コミュニティについて 

「近くに友達がいない。同じ団地内で知り合いも増えましたが、

同世代の 友達がほしい。」 

「孤立している。職場や近所でも知らない方ばかりで大変だ。」 

「アパートの住人の方とコミュニケーションが図れない。」 

「移住先での人間関係が難しい。」 

「双葉町からの避難者であることが分からないように生活してい

ます。近所の家に声が聞こえないように小さな声で話し、あいさつ

以外、隣近所との付き合いはないです。」 

「近隣住民に対し、原発事故避難者であることを伝えられず、「真

の付き合い」ができない。できていない」 
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「コミュニティ活動においては、だんだんと集まってくれる人が

少なくなってくること。」 

「私たちが避難しているところは双葉郡内の人は誰もおらず、相

談やコミュニケーションが取れる人はいないので、半ばあきらめて

いる。」 

「今までは友達関係などが訪ねてきてくれましたが、最近はお互

い足も遠のいてきたように思います。近所（隣組）の人たちとのコ

ミュニケーションはよいと思いますが、やはり一時帰宅するたびに

昔の生活が思い出されてなりません。これから先のことも考えたら

きりがなく、不安な気持ちでいっぱいです。」（以上、双葉町 28 年報

告書 27 頁） 

このように、原告らが感じている、見知らぬ土地での不安、避難

先住民との軋轢、孤立、将来の見通しがつかないことへの不安が、

原告らだけの不安ではなく、避難している住民一般の不安であるこ

とが分かる。 

 

イ 健康や医療について 

「知り合いがいないため、一人であり、孤独との戦いである。ど

こにかかればいいかも含め、都内の知らない土地のため、5 年間住ん

でいる今でも病院など場所もわからず、とても不便である。」 

「引越しをしたばかりで、通う病院がどこに行ったらいいのかま

だよくわからない。病院に行くのを我慢してしまうことが多い。」 

「一人暮らしをしているので、体調が悪くなってしまったとき（熱

があったり、自分で運転ができないときのひどいとき）に医者に行

けない。稀ですが、家族と一緒でないので、もしもが気になります。」 

「家族と離れて生活していることが、精神的負担となっている。」 

「医療、通院の回数が増えて、科目も増え、近くに医療機関があ

ればいいが通院が大変。今後はもっと恒例となり、考えると本当に

大変だと思います。」 
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「仮住まいのため、気持ちがすっきりしない。双葉への帰還の気

持ちも捨てられない。」 

「一人暮らしのため、体調不良の場合不安である。知り合いも少

なく、病院に行くのも大変。」 

「常盤の復興住宅に入り、病院が遠くなり、タクシーに乗るので

交通費が高額になり大変になりました。」（以上同 28 頁） 

このように、見知らぬ土地での不安、見知らぬ土地であるため、

医療機関など必要な施設の情報がなく、生活が不便であること、家

族が離散し、いざというときを考えると不安であるというような気

持が、原告らだけでなく、避難している住民一般に共通であること

が分かる。 

 

ウ 住宅関係について 

「家族の関係が悪くなり、同居は困難。住宅再建も難しく、今後

が不安。世帯主には住宅の補助があるが、避難によって家族関係に

影響が出た場合にも補助を検討してほしい。」 

「すぐに双葉町へ帰れるだろうと、考えなしに適当なアパートを

借りてしまい 5 年、狭く、暑く寒かった。すべて困ることばかりだ

った。」 

「賃貸住宅におりますが、間取りが手狭となっていく一方、子ど

もの学校の通学区を変えないで済むような、間取りが広い賃貸物件

又は土地がないことに困っています。」 

「双葉町の自宅は屋根瓦が損傷しシートで養生していますが、シ

ートの劣化もあり雨漏れ。イノシシにも３回入られました。今後い

つまで家の修繕、庭木の手入れのため、一時帰宅しなければならな

いでしょうか。余力があるうちに変えられないなら、住宅を解体し

てもらったほうがいい。」 

「双葉町の住居の扱いが定まらないため、住民票を移せない。い

つまでこのように二重の住所で生活しなければならないのだろう
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か。」 

「避難先の住宅が狭く、双葉町（自宅）の家具類を持ち込めない

ので困っている。」 

「応急仮設住宅のつくりのため、隣の生活音(電話の声、テレビの

音、室内移動時の音、ドアの閉める音など)が隣部屋より響きよく聞

こえ、自分たちの音も聞こえると思うと、なるべく音を出さないよ

う気を遣うので、精神的に疲労し疲れました。」(以上同２９頁) 

このように、避難者が、避難先の生活環境が狭かったり、暑さ寒

さが苦痛であったり、音がよく聞こえてプライバシーがないという

苦痛の中で生活していることがわかる。 

また、避難指示が解除されるのかどうかについて判断がないため、

帰還をするのかどうか、自宅をどうするのかを決められず、住民票

も移せないなど、先の見通しが立てられない苦痛が述べられている。 

これらの気持ちは原告らだけではなく、避難している住民一般に

該当しているということである。 

 

（３）双葉町への帰還意向 

双葉町への帰還意向については、「戻らないと決めている」が

62.3％、「まだ判断がつかない」が 22.9％、「戻りたいと考えている

(将来的な希望も含む)」が 13.4％となっている。(同 30 頁) 

「戻らないと決めている」は、おおむね、若い世代ほど増える傾

向にあり、70 代以上が 59.4％であるのに対し、10 代～20 代で 79.1％

である。 

他方、「まだ判断がつかない」は、おおむね 20％程度であるが、40

代が 24.9％、50 代が 32.3％とやや高い。 

「戻りたいと考えている（将来的な希望も含む）」は、高齢者ほど

増える傾向にあるが、それでも、60 代で 12.2％、70 代で 17.9％に

過ぎない。 

このように、戻らないと決めている住民が全体の 6 割以上であり、



226 

 

「戻りたいと考えている」住民が全体の 13％程度しかない。 

将来的にも、帰還を考えている住民が少ないことがわかる。 

職業別には、「戻りたいと考えている」と回答したのは、公務員で

22.4％、自営業・会社経営者(休業中)で 20.3％、自営業・会社経営

者(継続中もしくは再開済)で 18.2％である。(同 32 頁) 

このように、戻った場合に職業に就くことができる見込みがある

人たちは、多少、戻ることを考えている人が多いということが言え

る。 

したがって、帰還した場合の職業生活の見込みが、帰還について

一定の考慮要素となっている。 

 

（４）帰還意向を持つ人の帰還まで待てる期間 

「戻りたいと考えている」と回答した 13.4％について、帰還まで

待てる年数については、「帰れるまで待つ」が 41.3％と最も高く、次

いで「3 年以内」が 23.9％、「5 年以内」が 20.0％となっている(同

35 頁)。 

現時点で「戻りたいと考えている」と回答した人たちの 4 割程度

は、どれだけ時間が経っても帰還するという強い意志を持っている

ということが分かる。 

これは、自らが復興に関わりを持ちたいという意思を持っている

ということであろう。「帰れるまで待つ」と回答した人の割合は、若

い世代ほど多いことからも、このことが推認される。 

他方で、23.9％は「3 年以内」と回答しており、現実的に、戻れる

かどうかをまだ考えているということである。 

 

（５）双葉町へ戻る場合の家族 

「戻りたいと考えている」と回答した 13.4％について、双葉町に

戻る場合の家族については、「家族の一部での帰還を考えている」が

41.3％、「家族全員での帰還を考えている」が 28.4％である。「現在
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検討しているところ」「まだわからない」は合わせて 26.1％である。 

これは、帰還を考えている人たちについても、家族全員で帰還す

ることを決めている世帯は 3 割程度しかなく、家族間の意見の不一

致などから、一部でしか帰還できない人たちが 4 割に上ることがわ

かる。 

 

（６）帰還を判断するために必要な支援、情報について 

「戻りたいと考えている」「まだ判断がつかない」と回答した人に

ついて、「帰還する場合、または双葉町へ戻ることを判断するために

必要な支援や情報」の内容は、「住宅の修繕や立替、住居確保への支

援」が 42.8％、医療・介護福祉施設の再開や新設」が 41.3％、「除

染対策(被ばく低減対策)」が 29.9％となっている（同 39 頁）。 

戻るためには自宅の修繕が不可欠であり、また、医療、福祉の環

境が戻らないと、帰還できないと考えていることが分かる。また、

放射線についても、安心かどうかについて見極めているということ

もわかる。 

 

（７）帰還した場合の自営業について 

震災当時、自営業(農業、林業、漁業、畜産業、商業、工業)を営ん

でいた人について、避難指示が解除となり、帰還した場合、事業を

再開したいと考えるかという質問に対しては、「再開するつもりはな

い」が 54.0％、「判断ができない」が 34.7％、「再開したい」が 11.3％

となっている。(同 71 頁) 

事業を再開したいと考える人たちについて、「再開する際の課題」

については、「長期間利用していないので、設備や機材などへの新た

な投資」が 64.4％、「事業に必要な土地や建屋などの除染」が 51.1％、

「避難指示解除時期が明確になっていないこと」が 46.7％となって

いる(同 72 頁)。 

これは、「再開したい」と考えている 11.3％についても、これらの



228 

 

状況が改善されなければ、実際には再開することが難しいことを示

している。 

他方で、「判断ができない」「再開するつもりはない」とした理由

については、「事業に必要な設備や機材などへの新たな投資ができな

いから」が 41.9％、「事業に必要な土地や建屋などの除染が進まない

から」が 38.0％、「再開するための後継者(担い手)確保ができないか

ら」が 38.0％、「避難指示解除の時期が明確になっていないから」が

36.5％、「顧客販売先の確保ができないから」が 26.1％、「風評被害

があるから」が 24.9％となっている。 

帰還したとしても、事業への投資や除染、担い手、顧客という点

で、事業の再開は難しく、事業を行うことができないということが

わかる(73 頁)。 

したがって、仮に帰還したとしても、故郷は事業を行う上での基

盤としての価値は失われてしまっているということである。 

 

（８）戻らないと決めている理由 

「戻らないと決めている」62.3％の住民について、戻らないと決

めている理由は、次の通りである。 

ア 帰還の前提・健康に関わるもの 

「水道水などの生活用水の安全性に不安があるから」が 48.9％、

「原子力発電所の安全性に不安があるから」が 44.4％、「放射線量が

低下せず不安だから」が 42.2％、「中間貯蔵施設の安全性に不安があ

るから」が 40.1％である。 

いずれも、原発事故による影響、特に放射能の影響に対する不安

であるが、軒並み高い。これらの不安が、住民の多くに存在するこ

とが分かる。 

 

イ 復旧状況に関わるもの 

「家が汚損・劣化し、住める状況にないから」が 56.1％、「医療
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環境に不安があるから」（58.5％）、「家が汚損・劣化し、住める状

況ではないから」（53.0％）、「生活に必要な商業施設などが元に戻

りそうにないから」（ 47.3％）、「介護・福祉サービスに不安」

（34.2％）、「道路、鉄道等の交通インフラに不安」（23.3％）など

となっている。 

現時点では避難指示が解除されていないので、将来的な見込み

も含むはずであるが、将来的にも、町の復旧に期待が持てない人

が多いことが分かる。 

 

ウ 今後の生活に関わるもの 

そして、今後の生活に関わるものとして、「避難先で自宅を購入

または建築し、将来も継続的に居住する予定だから。」が 55.6％、

「帰還までに時間がかかるから」（40.7％）、「避難先の生活利便性

が高いから」（37.9％）「他の住民も戻りそうにないから」（23.6％）

などとなっている（以上、同 61 頁）。 

本件事故後 5 年半が経過しようという頃の調査であるが、すで

に生活基盤ができており、帰還しないという判断をしている人が

約 5 割に及んでいることは、5 年という期間が新たに生活基盤を

作り、帰還しないという判断をするのに十分な期間であることを

示している。 

 

（９）国や福島県、双葉町への要望 

国や福島県、双葉町への要望は、住民の具体的な意見の代表例

が記載されている。 

ア 生活について 

「今までいわき市で生活をしてきて、生活が全く変わってしま

いました。双葉に戻れると言われたとしても、不安が募り生活す

る状況にはなれません。」 

「避難先で生活していますが、住み慣れた双葉町での生活に 1



230 

 

日でも早く戻れるようにしてほしいです。」（以上、同 88 頁） 

「時は過ぎ 6 年目を迎え、こうして縁もゆかりもない土地で、

風鈴がうるさいとセンターより連絡を受け、この夏は洗濯物で目

隠しの毎日でした。何年経ってもこんな生活になれるわけがあり

ません。私を古里に戻してください。」(同 91 頁) 

避難先での生活が、故郷での生活と異なり、近隣住民との関係

性や、近隣住民の音などの問題で、苦痛であることが述べられて

いる。 

 

イ 自宅について 

「一時帰宅するたびに家の荒れ方がひどくなっていくのを確認

するのは大変苦痛です。」 

「自宅は、雨漏れと獣の被害により修復不可能となっています。」 

「家の修理がしやすいように、まずは除染を進めるべきではな

いのか。双葉駅周辺地域を見る機会があったが、5 年間も放置され

た状態の手つかずの自宅を見続けるのは苦痛だと思う。」(以上、

同 89 頁) 

このように、自宅が避難指示により荒廃している状況が一般化

していることがわかる。 

 

ウ 賠償について 

   「中間貯蔵施設予定地以外の住民たちのことをもっと真剣に考

えてほしい。あまりにも賠償に差がありすぎです。帰れないのは

同じなのですから。」 

「29 年度以降の賠償は、どうなるのか。自営業者への賠償はど

うなるのか。とても不安です。回答を早く出してほしい。」 

「損害賠償の今後の見通しを示してほしい。何年度で終了とな

るのか、継続するのか等々」 

「中間貯蔵施設予定地域と同様の買い上げ扱いをしてほしい。」 
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「中間貯蔵施設予定地の賠償金価格が安い。パークヒルズを作

るときの価格と比べ大きな差がある。」(以上同 90 頁) 

このように、賠償の見通しがつかないことが、今後の生活の見

通しを立てられない一つの要因となっていることがわかる。 

また、中間貯蔵施設予定地とそれ以外の地域の賠償格差という

ことが、双葉町では一つの問題となっていることがわかる。 

川内村と同様に、この問題は地域住民相互の関係性を破壊する

方向で働くことが容易に推認される。 

 

エ 帰還について 

「帰還は、廃炉作業が完全に完工されることが条件になると考

えます。」 

「実際、解除になった住まいに帰還された方に聞くと、病院(小

児科)が足りていない、治安の悪さなどいろいろな声を聞きます。

正直帰りたくても帰れないのが現状です。」(以上、同 91 頁) 

「現在は、住宅環境から２０ｍと林緑境から２０ｍという限定

的除染で不安と疑問を感じます。住民の帰還と生活再建に安心を

与える意味で、限定的方法をとらずに賠償対象から外した、山野、

森林、河川池沼の底まで対象とする『完全な除染』を行うべきと考

え、希望します。」 

「線量の高い地区を先に除染しないと、降雨などによりいつま

でも、なかなか全体の線量が低くならないのではないかと思って

おります。」 

「除染は、家の周辺だけでなく広くしてほしい。山、畑、田など

はどうなるのでしょう。」(以上同 93 頁) 

このように、帰還を考えるうえで、原発の安全性、インフラ面、

治安面、除染の対象への不安などが考慮要素になっており、現時

点ではこれらの点が不足していることが言及されている。 
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第８ 浪江町 

１ 避難指示等 

本件事故当時、浪江町に住民登録をしていた人口は 21、434 人で

あった(甲 A569)。 

本件事故により、2011（平成 23）年 4 月 22 日、浪江町は、地図１

記載の通り、警戒区域及び計画的避難区域に指定された。 

その後、2013（平成 25）年 4 月 1 日に避難指示区域の再編が行わ

れ、浪江町は、海沿いの区域が避難指示解除準備区域、その他の区

域が居住制限区域、西部から北部が帰還困難区域に指定された（甲

A601）。 

2017（平成 29）年 3 月 31 日、浪江町の避難指示解除準備区域及

び居住制限区域の指定は解除された。 

そのため、現在は、浪江町は、帰還困難区域の地域と、避難指示

が解除された区域とに分かれている。 

現在の避難者数は、20、784 人（2017（平成 29）年 4 月 30 日現在）

である(甲 A569)。 

 

２ 浪江町の状況について 

2017（平成 29）年 7 月末現在の浪江町の町内居住者数は、286 人

199 世帯である(甲 A570)。ほとんどが単身世帯であることがわかる。 

本件事故当時の人口との比率で言えば、帰還率は、1.3％にすぎな

い。 

本庁舎は 2017（平成 29）年 4 月 1 日に再開したが、JR 常磐線は

いまだ復旧していない。 

商業施設は、ガソリンスタンド３か所、コンビニ１店舗、あぶく

ま信用金庫浪江支店、まちなみマルシェ(仮設商業施設)、東邦銀行

が移動店舗で営業再開をしているが、ほとんど再開していないと言

わざるを得ない（甲 A569）。 

保育園、幼稚園はすべて休業、休園している。小学校、中学校は、
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二本松市内で再開しているが、浪江町内では再開していない。 

浪江高校も、サテライト校であり、浪江町内での再開はしておら

ず、しかも、2017（平成 29）年３月末で休校するため、浪江町内に

は高校もない。 

医療施設は、安達運動場仮設住宅内に診療所、浪江町役場内町応

急仮設診療所が開設され、また、浪江診療所が 2017（平成 29）年３

月に開設された。 

しかし、いずれも診療所であり、入院施設もない。 

福祉施設は、浪江町内には存在しない。（いずれも、甲 A569） 

 

３ 住民意向調査について 

 （１）住民意向調査の経過について 

浪江町の住民意向調査は、2013（平成 25）年 1 月に第１回目が行

われ、その後、2013（平成 25）年 8 月、2014（平成 26）年 8 月、2015

（平成 27）年 9 月、2016（平成 28）年 9 月に調査が行われた。 

甲 A539 号証の調査結果は、2016（平成 28）年 9 月 12 日から 9 月

26 日に行われた調査の調査結果であり、2017（平成 29）年 3 月に発

表された(以下、甲 A539 号証を、「浪江町 28 年報告書」という。)。 

 

（２）現在の住居形態 

現在の住居形態については、「持ち家」が 43.5％、借り上げ住宅

（民間住宅・公営住宅などの借り上げ型）が 25.1％、「仮設住宅(プ

レハブ型)」が 12.9％となっている（浪江町 28 年報告書 28 頁）。 

持ち家は、世帯人数が多くなるほど割合が高くなる傾向にある（同

30 頁）。 

なお、アンケート回答当時は、いまだ浪江町の避難指示が解除さ

れていないから、いずれも、浪江町以外の地域で持ち家を購入して

いる（同 31 頁）。 

持ち家の取得形態については、「新築した」が 54.5％、「中古住宅
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を購入した」が 26.3％、「建売住宅を購入した」が 11.4％となって

いる（同 32 頁）。 

持ち家を購入して、日常生活の阻害がないかといえば、そうでは

ない。 

すなわち、入居後の問題点については、「特に問題はない」が 32.7％

であるが、「地域の方と打ち解けられない」が 27.8％、「原子力発電

所事故の避難者だということを知られたくない」が 27.5％、「浪江町

の方がいないので話がしにくい」が 25.6％、「周辺の状況が分からな

い」が 24.0％となっている(同 32 頁)。 

持ち家を取得しても、地域の人と打ち解けられなかったり、浪江

町の人がいないのでコミュニティに入れなかったり、避難者である

ことを明らかにすることはできないなどの弊害が残存しているので

ある。 

 

（３）浪江町への帰還意向 

浪江町への帰還については、「戻らないと決めている」が 52.6％、

「まだ判断がつかない」が 28.2％、「すぐに、いずれ戻りたいと考え

ている」が 17.5％である(同 34 頁)。 

戻りたいと考えている世帯は、年齢が上がるにつれて増加する傾

向があるが、60 代で 18.1％、70 代で 21％であり、それでも 2 割程

度にすぎない。 

戻らないと決めている世帯は、逆に年齢が下がるにつれて増加す

る傾向があり、10～20 代は 77.4％、30 代は 70.7％である(同 34 頁)。 

世帯構成で見ると、18 歳未満のいる世帯では、63.2％が戻らない

と決めており、65 歳以上だけの世帯では、21.3％が戻りたいと考え

ている。（同 35 頁）。 

子どもがいる世帯では、浪江町に戻りづらいと考えていることが

分かる。 

「すぐに、いずれ戻りたいと考えている」と答えたのは、公務員
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が 30.9％、自営業・会社経営者(継続中、再開済)が 26.5％、自営業・

会社経営者(休業中)が 25.9％となっている。他方で、「戻らないと決

めている」は、「会社員〔勤め人〕（労務や外勤を主とする業務）が

59.9％、会社員〔勤め人〕（事務や内勤を主とする業務）が 57.6％と

なっている(同 36 頁)。 

これは、他の地域と同じく、帰還した後の職業生活の見込みがあ

る人たちは、それがない人に比べて、帰還の意向が高いということ

を示している。 

 

（４）浪江町への帰還時期 

「すぐに、いずれ戻りたいと考えている」(17.5％)と答えた住民

のうち、浪江町へ戻る時期については、「すぐに戻りたい」が 30.7％、

「いずれ戻りたい(5 年以内)」が 28.1％、「いずれ戻りたい（年数で

は判断できない）」が 16.5％となっている(同 40 頁)。 

しかし、実際に、「すぐに戻りたい」と答えた住民の 3 割(約 6％)

が、帰還後すぐに戻っているわけではない。 

すでに述べた通り、帰還者数は、避難指示が解除されて 4 か月経

過した 2017（平成 29）年 7 月末日の時点でも、1.3％にすぎないか

らである。 

浪江町に戻る家族については、「家族の一部での帰還を考えている」

が 42.4％、「家族全員での帰還を考えている」が 29.1％、「現在検討

しているところ」「まだわからない」が合わせて 16.9％である(同 42

頁)。 

帰還する場合でも、家族内での考えが合わず、全員で帰還するこ

とができない世帯が 4 割以上あるということがわかる。 

これでは、帰還した後の生活は、それまでの家族一緒に生活して

いたという環境とは異なるものである。 

帰還時期を判断する条件は、「医療介護などが整うこと」が 66.9％、

「商業やサービス業などの施設が整うこと」が 59.3％、「もとの家屋
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に住めるようになること」が 47.2％、「鉄道やバスなどの公共交通が

整うこと」が 38.7％、「放射線量の低下や除染成果がわかってから」

が 36.1％、「住民の帰還がある程度進んでから」が 33.7％、「原子力

発電所が安全とわかってから」が 23.9％、「仕事(事業再開を含む)が

できるようになること」が 22.4％などとなっている(同 54 頁)。 

帰還を考えている住民も、これらの点について不安を持っており、

これらの条件が帰還の条件となると考えていることが分かる。 

 

（５）浪江町に帰還する場合に不足している支援 

「すぐに戻りたい」と考えた人について、帰還するうえで不足し

ていると感じるものについては、次のように回答している。 

「買い物への支援」が 51.7％、「住宅の修繕や立替の支援」が

49.8％、「健康や介護に関する支援」が 47.9％、「被ばく低減対策」

が 30.7％、「雇用確保・就業支援」が 18.4％となっている(同 51 頁)。 

浪江町に帰還する場合でも、商業施設、医療インフラの状況や、

住環境、職業環境に不安を持っていること、また、被ばくへの不安

を持っていることがわかる。 

 

（６）戻らないと決めている理由 

「戻らないと決めている」と回答した人について、その理由は次

の通りである。(同 60 頁) 

ア 帰還の前提・健康に関わるもの 

「原子力発電所の安全性に不安があるから」が 51.5％「水道水

などの生活用水の安全性に不安があるから」が 46.5％、「放射線量

が低下せず不安だから」が 42.6％である。 

いずれも、原発事故による影響、特に放射能の影響に対する不

安であるが、軒並み高い。これらの不安が、住民の多くに存在する

ことが分かる。 
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イ 復旧状況に関わるもの 

「医療環境に不安があるから」（46.6％）、「生活に必要な商業施設

などが元に戻りそうにないから」（39.9％）、「家が汚損・劣化し、

住める状況にないから」（36.2％）、「介護・福祉サービスに不安」

（29.4％）、「浪江町外への移動交通が不便だから」（22.7％）「道

路、鉄道等の交通インフラに不安」（20.2％）などとなっている。 

現時点では避難指示が解除されていないので、将来的な見込みも

含むはずであるが、将来的にも、町の復旧に期待が持てない人が

多いことが分かる。 

 

ウ 今後の生活に関わるもの 

そして、今後の生活に関わるものとして、「避難先の生活利便性

が高いから」（35.6％）、「他の住民も戻りそうにないから」（27.9％）

「家族(親または子ども・孫)が帰らないから」（27.2％）、「高齢者・

要介護者のいる世帯なので生活が不安だから（24.2％）、「帰還ま

でに時間がかかるから」（18.6％）、などとなっている。 

本件事故後 5 年半が経過しようという頃の調査であるが、他の

住民や家族が戻らないことが、帰還しない判断の大きな理由とな

っており、コミュニティが、故郷の大きな要素であったことを示

している。 

 

 （７）連絡を取り合う頻度 

 連絡を取り合う頻度については、「別居している家族」は、月に 2

～3 回が 23.5％、月に 1 回以下が 14.9％、全くないが 2.9%、「その

他の親戚」は、月に 2～3 回が 16.9％、月に 1 回以下が 41.1％、全

くないが 11.6%、「震災前からの友人、知人」は、月に 2～3回が 17.9％、

月に１回以下が 40.9％、全くないが 13.4%、浪江町で暮らしていた

頃の近所の方は、月に 2～3 回が 6.3％、月に 1 回以下が 29.4%、全

くないが 35.1%となっている(同 78 頁)。 
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 原告らが居住していた故郷では、家族、親せき、近所の人との交

流が盛んであり、互いに家に上がって交流をするような仲であった。

しかし、本件事故による避難生活で、別居している家族、その他の

親戚、震災前からの友人、知人、浪江町で暮らしていた頃の近所の

人との交流の機会がほとんどなくなったことがわかる。 

 

 （８）国や自治体への要望、復興に対する意見 

国や自治体への要望、復興に対する意見の代表的なものは次の通

りであ る。特に「生活について」が多く、次いで、「帰還について」、

「復旧、復興について」となっている(同 104 頁)。 

ア 生活について 

「避難している人の気持ちになって避難している人の気持ちを

考えて、復興を進めていただきたいです。今は家族みんなで前を

向いて生活していますが、故郷を離れ、友人たちともばらばらに

なってしまい、考えるととても悲しい気持ちになります。」 

「一人暮らし、高齢者などに寄り添って話を聞いてくれる所。

また、何でも相談できるところ(人)があれば助かります。」 

「解除」や「帰還」という言葉にプレッシャーを感じたりする人

もいます。私もそうですが、自分のペースで、これからのことを判

断していきたい。」(以上、同 105 頁) 

避難生活により、故郷から離れ、友人と離れ離れになり、また、

孤独でいる住民が多いこと、また、各避難者の状況から直ちに帰

還するという判断ができない人もいるにもかかわらず、そのよう

な状況が考慮されずに、帰還を推し進めるような政策が取られて

いることへの不安が述べられている。 

 

イ 震災発生前の居住地について 

「浪江の家もどんどん傷み、行くたびに変わり果ててしまい、

悲しくなってしまいます。荒れ果てた自分の家を見るのはつらい
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ものです。子供達と一緒に過ごして思い出深い家なのに、なぜこ

んなことになってしまったのかと思うと今でも納得できません。」 

「建物はしっかりしているものの家の中に入ると床はシロアリ

に荒らされ、いつタンスが倒れるかわからないような状態。すべ

て修理しないと生活ができず、帰りたくても帰れない。」 

「震災発生 2～3 年は、家の劣化はそれほどでもなかったのが、

今ではネズミ、イノシシが家のあらゆるところを汚損、劣化が激

しく話にならない状況です。」（以上同 106 頁） 

思い出深い自宅が、本件事故により修繕もできず、荒廃してい

くことの苦痛が述べられている。 

 

ウ 賠償について 

「家を新築するにしても、明確な賠償額が分からなくては行動に

移せない。」 

「一日も早く早期賠償を実現して苦しみから解放してください。

お願いいたします。」 

「住居は広い方だが、昭和 20 年代の建物のため、賠償金額も少な

い。何とか、同じほどの土地・建物(家)を手にいれることができる

ように賠償金額の引き上げはできませんか。」(以上同 107 頁) 

賠償金額の状況がわからず、今後の生活の見通しが立てられない

こと、その苦痛が述べられている。また、不動産について、他の地

域で同程度の生活をするにしても、再取得するだけの賠償が得られ

ず、生活を復旧できないことの苦痛が述べられている。 

 

エ 帰還について 

「浪江に戻る住民が増えなければ復興したとは言えないと思う。

浪江に戻る人、浪江に移住する人が増えるよう、何かしらの優遇措

置が必要と考える。」 

「浪江に戻りたいと思っているのですが、住む場所、仕事等が大
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切になってきます。そういう情報もあれば助かります。」 

「家の除染は終わったが、実際震災前の原子力発電所よりも汚染

しているところへ子供を連れて帰れるわけがない。」 

「現在も原発周辺はかなり危険なのではないですか？本当に戻っ

ても安全に生活することはできるのですか。」 

「仕事の関係や、子どもの教育、事業の再開の見通しが立たない

などで、若い人たちの帰還は相当遅れるものと思われる。それまで

の間、老人だけの町で生活ができるだろうか」 

「子どもが独立したら、一人でも浪江に帰りたい。」 

「生まれ育った故郷に帰りたい気持ちでいっぱいです。でも年を

考えると不安です。」(以上、同 108 頁) 

浪江町に帰還したいという気持ちを持つ人もいるが、原発の安全

性、地域の放射線量の安全性、仕事の見通し、インフラ面などの不

安があることがわかる。また、若い人が帰還しない可能性が高く、

高齢者だけで生活できるのかという不安も大きい。 

 

オ 除染について 

「建物の除染は一度完了していて、近辺は確かに線量が下がって

いるが、建物から少し離れた林の中など非常に高い数値になってい

て、雨、風によって建物の方も高い数値に戻るような気がします。」 

「自宅及び周辺等の除染結果の開示がされていなく、放射線の現

在の状況が不安」 

「放射線量がどこまで下がっているのか、データが出ていても、

不安があります。」 

「国にはしっかりと除染してほしいと願います。まだ放射能が怖

くて帰りたいと思う気持ちにはなれませんがやっぱり故郷にはいず

れ戻りたいです。しっかり確実に除染して、安心させてください。」 

「放射線量が低下するまで、除染作業を続けてください。」 

「国は放射性廃棄物の最終処分について明言してほしい。」 
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「中間貯蔵を双葉・大熊町に仮置きした場合、空間線量が心配で

す。」(以上、同 111 頁) 

除染については、自宅周辺以外の生活空間である山林などの除染

がされていないため、その効果に不安を持っていること、どこまで

線量が下がっているのか、データが出てきていても不安があること

が述べられている。 

また、放射性廃棄物の最終処分場や中間貯蔵施設の存置状況が、

不安要素となっていることがわかる。 

 

カ 原発の安全性について 

「原発の廃炉が終わるまでは安全ではない。人は完ぺきではない。

小さな問題も情報開示し、信用を積み重ねてください。」 

「やはり原発の安全性は気にかけている。順調に進めばいいが、

今後、また大きな災害等が来た場合を考えると大変ではないかと思

う。防災に対する意識を高め、具体的に備えていく必要があると思

う。」 

「原発の廃炉まで 30 年間必要とのことであり、その間完全に安全

なのか心配です。これが浪江町に帰れない一番の原因であります。」

(同 114 頁) 

本件事故後の原子力発電所は、いまだ廃炉作業がうまくいっておら

ず、大量の放射性物質をまき散らす潜在的な能力を持っている。 

それに対する不安が大きいことがわかる。 

 

第９ 広野町 

１ 避難指示等 

本件事故当時、広野町の住民票上の人口は、5、490 人であった。 

2011（平成 23）年 3 月 13 日、広野町は、町民に対し、避難指示を

発令した。 

その後、本件事故により、2011（平成 23）年 4 月 22 日、広野町
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は、地図１記載の通り、緊急時避難準備区域に指定された。 

その後、2011（平成 23）年 9 月 30 日、この緊急時避難準備区域の

指定は解除された。 

さらに、2012（平成 24）年 3 月 31 日、広野町は、避難指示を解除

した。 

そのため、現在は、広野町は、避難指示区域は存在しない。 

2017（平成 29）年 5 月 22 日時点の、広野町で生活している住民

は、1、822 世帯、3、927 人である(甲 A571)。 

もっとも、それがすべて本件事故当時の住民ではない。 

広野町で町会議員をしていた原告２１番は、次のように述べる。 

「広野は一見人が多くいるように見えます。しかしそれはほとん

どが原発の作業員です。作業員だけで 3000 人おり、町民よりも数が

多いそうです。町民で土地を持っていた人は、みんな作業員宿舎を

建てるために土地を貸しているそうです（甲 C21-1：原告２１番陳述

書 7 頁）。」 

このように、広野町は原発作業員が多く入っており、その全員が

転入届をしていないにせよ、一定数は住民票を移動しているはずで

ある。そうすると、広野町では、3、927 人が帰還者であるとはいえ

ないのである。 

仮に、広野町の帰還者が 3、927 人だとしても、それとほぼ同数の

3000 人もの原発作業員が新たに住むようになった広野町は、コミュ

ニティとして、本件事故前と同等の環境とは到底言えないのは明ら

かである。 

 

２ 広野町の状況について 

 （１）帰還率について 

広野町の住民の帰還率は低く、2016 年 11 月 15 日時点でも、広野

町からいったん避難して、帰還した人の数は、2、788 人である（甲

C21－7「自宅帰還者」参照）。事故前の広野町の人口は、5418 人であ
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るので（甲 C21－6）、同時点の帰還率は、51％である（原告２１番本

人調書 16 頁）。年齢別にみても、事故前の年齢ごとの人口（甲 C21－

8）と、甲 C21－7 の帰還者の年齢別人数を基に、年齢層ごとの帰還

率を原告ら代理人において計算したものが、甲 C21－9 である。この

計算結果によると、帰還率が高いのは、 60 代（ 76.90％）、 70 代

（60.98％）、80 代（61.48％）90 台（83.33％）の高齢層であり、未

成年の帰還率は低く、28％程度しか帰還していないことが分かる。  

すなわち、広野町は、若者がほとんど帰還しておらず、極めて高

齢化が進んでいるといえる（原告２１番本人調書 16 頁）。 

 

（２）インフラ全般について 

広野町では、病院や学校などの公共施設、流通・生活上のサービ

ス業など、住民の生活圏は、近隣の町を含めた周辺地域全体で成り

立っていた（甲 C48-1:原告４８番陳述書 10 頁）。しかし、富岡町は

解除こそされたものの復旧が進んでおらず、生活圏の回復は極めて

不十分と言わざるを得ない。 

 

（３）医療インフラについて 

病院は、とても大切なインフラであるが、町内の病院は、2016 年

12 月まで、歯医者が１軒、個人の診療所である馬場医院、総合病院

である高野病院の３つしか機能していなかった（原告２１番本人調

書 10 頁）。 

馬場医院は個人医で、週４回しか診察を行っていないにもかかわ

らず、半日診療しか行っていない日もある（同 12 頁）。開いている

ときであっても、除染作業員の健康診断で大変混雑しており、一般

町民は使用できない状態であることもあるし、作業着を着た男性が

多数待合室にいる状況が非常に威圧的である（同 12 頁）。そのよう

に、馬場医院が除染作業員の診断を広く行っていたり、診察時間を

制限したりしているのは、除染業者である清水建設との間で直接健
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康診断を行うという契約を交わしたからだということが、広野町議

会で報告されている（同 12 頁）。 

原告２１番も馬場医院を利用していた時期もあるが、議会の時間

と診療時 間が合わず、やむを得ず別の病院に変えたということも

あった（同１３頁）。 

高野病院は、2016 年 12 月 30 日に当時の院長高野英男氏が火災で

亡くなったため、現在は、他の病院から臨時で院長や医師が派遣さ

れており、非常勤医師も多く勤務している。そのため、診療ごとに

医師が変わることが多く、適切な治療がなされているかについては

疑問もある。 

このように、住民が十分に広野町の医療機関を利用できていると

はいい難い状況である。 

 

（４）商業インフラについて 

広野町では、商店も、充実しているとはいいがたい。 

本件事故前は、広野駅前のスーパーアイアイが営業しており、そ

こでだいたいのものは購入できた（原告３１番本人調書 18 頁）。 

本件事故後、鮮魚店はなくなった（検証調書(平成 28 年 7 月 22 日

8 頁ないし 13 頁)。イオン広野店が 2015 年 8 月にできたが、広野町

の住民が有効に活用できるような状況ではない。 

特に、生鮮食料品が少ないのが住民の不満の種である。例えば、

魚であれば、生魚はなく、干し魚がパックされて売っていたり、あ

るいは刺身等も種類が少なく、マグロの切り落としや、イカの刺身

が１人分ずつパックされて売られていたりする状況である（原告２

１番本人調書 10 頁）。 

野菜についても、例えばキャベツが半カット分しか売られていな

いなど、広野町の家族を対象にした品物のそろえ方ではない（同 10

頁）。 

イオンができる前は、広野町の住民は、皆いわきのマルトやダイ
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ユーエイトなどで買い物をしていたが、それらのス－パーに比べる

と、品ぞろえや品物の量で劣り、買い物をしようという意欲がわか

ない状況である（同 11 頁）。また、日用品も間に合わせ程度にしか

置いておらず、十分なものがそろう状況ではない（同 11 頁）。 

要するに、広野町のイオンは、１人分の刺身や少なくカットした

野菜など、作業員を念頭に置いた単身者の生活に即した品ぞろえに

なっており、従来の広野町の住民である家庭が購入することを念頭

に置いた食品を確保していないのである。そのため、イオン広野町

店ができた後も、広野町の住民は、いわき市四倉にあるマルトやダ

イユーエイト、草野のマルトにまでわざわざ足を伸ばして買い物を

行っている（同 11 頁）。 

もともと広野町にあった商店街の商店はほとんどが閉店してしま

った。 魚屋などは、もともと２軒存在していたのであるが、いず

れも閉店してしまった（同 11 頁）。また、もともと存在していた商

店のうち、酒屋が２軒、本屋が１軒、洋品店が１軒、電気屋が１軒、

スーパーマーケットが１軒、その他の商店が多数閉店している（同

11 頁）。 

 

（５）子どもの帰還について 

前述のとおり、2016（平成 28）年 12 月の時点で、未成年者の帰還

割合は約 28％である。また、20 代が 54％、30 代が 39％、40 代が

50％、50 代が 53％と、若者や壮年世代の帰還率は低い（甲 C21-9）。 

若者、子どもが戻ってきていないことで、広野町の中で、子ども

の姿を見かけることはほとんどなくなってしまった（原告２１番本

人調書 18 頁）。たまに子供の姿を見ると、見知らぬ土地の人間が多

く住んでいる中に、子どもが一人でいることに対して、原告２１番

は心配になってしまうほどである。 

また、保護者の中には、子どもに対して、家の外では遊ばないよ

うにとの注意をしている者も少なからずおり、原告２１番の隣人の
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高齢者は、「どうして子供の姿が見えないのか」ということを原告２

１番に頻繁に聞いている（原告２１番本人調書 19 頁）。 

原告２１番は、このように、子どもが戻ってこない状況の広野町

について、「このままやはり若い人達の人口が減ってしまって、町の

例えば兼業農家にしても後継者がいないわけですし、なかなか町の

人達の生活もこれからどういうふうになっていくのかなという不安

を持っております。それから、雇用も若い人達の雇用はなかなかな

いでしょうから、県外に行ってしまうのかなと。だから、町がこれ

からどうなっていくのかという、そういう不安をいつも感じます」

と、広野町の将来について、不安を感じている（原告２１番本人調

書１９頁）。 

 

（６）教育機関について 

広野町の教育機関も一見復活しているように見える。しかし、そ

れは、行政が広野町の小中学校を復活させたことによるもので、数

多くの矛盾を抱えている。 

上記のように、未成年の帰還率は、28％程度である。すなわち、

帰還していない未成年が 72％いることとなる。 

そのうち、町外の小中学校に通っている人数をまず見ると、現在、

広野町の住民票上、広野町の小中学校に通うべき小中学生の人数は、

524 人である（甲 C21－10、「住民票」の欄の合計数）。しかしながら、

実際に広野町の小中学校において就学している人数は、甲 C21－10

の「学齢簿」に記載している人数であり（原告２１番本人調書 18 頁）、

小中学校の合計で 279 人である。すなわち、その差である 245 人は

広野町の住民でありながら、町外の小中学校に通っている人数とい

うことになる（原告２１番本人調書 18 頁）。 

一方、現時点でも、避難先から広野町の小中学校にわざわざ通っ

ている者もいる。例えば、現在、広野町は、町外から通う小中学生

のために、スクールバスを運行している（原告２１番本人調書 17 頁）。 
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このように、町外からスクールバスを使用して通っている子供の

数は、甲 C21－10 の「町外」の人数である合計 46 人である（本人調

書 17 頁）。 

一方、「自力」というのが、町内外を含めたスクールバス及び町バ

スを除いた方法で通学しているものである（甲 C21－10）。すなわち、

町外からマイカーで送り迎えを受けている子供の数も含まれている

（原告２１番本人調書 18 頁）。 

このように、現時点でもなお、避難先からバスないしマイカーで

送り迎えを受けている子供は多数存在するのである。 

 

（７）作業員の問題 

原発作業員は、広野町におけるゴミ出しのルールを守らず、ゴミ

捨て場をあふれかえらせたり、車からごみを放り捨てたりする者も

おり、町としては、大変困っている（原告２１番本人調書 14～15 頁）。 

除染作業や原発での作業を行うための車両も大変多く、交通事情

は悪化している。例えば、原告２１番が「旧道」と表現している商

店街の道は、あまり広い道路ではないのであるが（原告２１番本人

調書 14 頁）、その道をダンプやトラック、作業員を乗せたバスが猛

スピードで通行し、交通量も多いので、住民は大変怖い思いをして

いる（原告２１番本人調書 13 頁）。 

議会に対しても、そのような苦情は多く寄せられており、議会に

おいても、スピード抑制のための対策や交通事故を軽減するための

看板を設置するなどの対策を講じるよう、要請がなされている（原

告２１番本人調書 14 頁）。 

それに対して、広野町としては、広野町の住民の交通における安

全を守るために、「ゾーン３０エリア」という地域を設定し（甲 C21

－5）、制限速度を時速３０キロメートルとするとのルールを作った

（同 14 頁）。このゾーン３０エリアには、上述の旧道も含まれてい

る（同 14 頁）。 
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このように、広野町も、現状の広野町における交通事情は問題で

あると考えているのである。 

 

（８）線量について 

上記の通り、子どもたちがあまり多く戻ってこられないことの理

由としては、やはり、線量の問題が大きい（同 19 頁）。2016 年 1 月

に開かれた広野町の住民に対する内閣府原子力災害対策本部、経済

産業省資源エネルギー庁、双葉地方水道企業団などによる住民説明

会でも、線量に関する質問が多くなされており、住民がやはり線量

について不安を感じていることが見て取れる（甲 C21－11、原告２１

番本人調書 19～20 頁）。 

線量の測定方法についても、モニタリングスポットのある場所周

辺しか測定されていない（同 20 頁）。 

除染についても、宅地の周辺２０ｍ範囲しか行われておらず、山

林などは除染の対象外である。そのようなところを測定していない

線量の測定結果を見ても、それをもって広野町の線量が下がったと

評価はできない。除染の方法も、例えば、畑の除染の方法は、ゼオ

ライトやカリウムを混ぜて、かき回しただけの方法で除染をしてい

るという声も聞かれ、農家にとっては、それで野菜作りなどができ

るのかと不安に思っている（同 20 頁）。 

各地方公共団体や国が発表している線量の数値も、事故前よりは

高いことに変わりはなく、低線量被曝については、どの程度の線量

を浴びたら危険であるかという点については明らかになっていない

状況で、安全な線量であるとは言えないと原告２１番は考えている

（同 20 頁、28 頁）。 

除染に対する不安や、福島第一原発、第二原発が廃炉になるまで、

住民が放射能やさらなる原発事故に不安を持っていることは、これ

まで見てきた各地域の住民意向調査の結果からすれば明らかである。 

広野町の住民のこのような不安を持っており、このような不安と
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隣り合わせの中で生活しなければならない状況になっているのであ

る。 

原告４８番は次のように述べる。 

「（子供たちの遊びについて）広野町の公園と下に行くときは基本

除染されていない公園は行くなと、あと二ツ沼公園も除染されて遊

具も新品に代わっているんですが、基本遊ばせたくないので公園と

下には行くなと言っております。それと山に落ちているどんぐりと

か松ぼっくりとか、そういったものも拾うなという形で注意を促し

ております。また、沼とか池とか川ですか、ホットスポットのある

可能性があるっ部分に関しては近づくなと言っております。あと、

交通量の部分でもかなり増えているんで、それも気をつけるように

ということで極力子供たちだけでは外に出さないようにしています。

子供たちはストレスをかなり感じていると思います。できれば思い

っきり遊ばせてやりたいのが本心です。（原告４８番本人調書 16 頁）」 

 

（９）農業について 

広野の農業も甚大なダメージを受けた。 

ア 広野町には、兼業の農家が多く、町民の半数くらいが兼業農家

であった（原告２１番陳述書 5 頁）。また、そうでない町民でも、

ほとんどの人が家庭菜園を持っていたり、農地を持っていたりし

て、野菜を作っていた。 

イ 山地の水や、浅美川の水を使った広野のお米は大変おいしいと

評判で、農家の方々の自慢の作物であった。原告２１番も、広野

町産のお米をはじめて食べたときは大変衝撃を受け、新潟でとれ

る米にも匹敵する美味しさであると感じた（同 6 頁）。 

ウ 原告２１番が、新聞の集金をしに行った時に、「お茶でも飲んで

いきな」といわれてお邪魔すると、話しこんでしまい、お土産に

自家製の野菜やたけのこ、山菜などを持たせてくれるといったこ

とがよくあった（同 6 頁）。原告２１番は、そのような触れ合いに
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触れると、非常にうれしい気持ちになった（同 6 頁）。 

エ 山菜やキノコ、栗などを採っている方々もたくさんいた。とく

に、原木シイタケは広野の特産品で、全国的に広野のシイタケは

おいしいと評判をよんでいた（同６頁）。 

オ このように、広野町は、自然の恵みを享受してきた、大変豊か

な町であったのである。 

カ しかし、特産品だった原木しいたけには多量の放射性物質が含

まれており、出荷停止になってしまった。2016 年 10 月の時点で

も、原木しいたけや各種野生きのこは、基準値を超えてしまって

おり、出荷制限が買っている（甲 C21－12）。ほかにも、栗や山菜

が出荷停止になっている（甲 C21－12）。原木しいたけを作る農家

はもはや栽培はできず、野菜を作る農家も激減してしまった（原

告２１番本人調書 21 頁）。 

また、広野町の稲作も大きな打撃を受けている。すなわち、稲作

は、８割程度行われてはいるが、ほとんどの農家が農協に対して

全量出荷しており、自分たちや家族、親戚が食べたりすることは

ない。代わりに米農家は、会津や新潟から米を取り寄せており、米

を作っておきながら、その自分たちで作った米を食べることはで

きず、よそから取り寄せるという、矛盾したことを行っているの

である（同 21 頁）。 

現実的には、野菜の農業を行う環境は失われ、コメについても、

農業を行うような環境が失われてしまったということが言える。 

原告２１番も、広野町の米はとてもおいしくて、町民として誇

りに思っていたが、原発事故後、買えなくなってしまい。悲しく思

っている。 

水も、水道の水を飲む人はほとんどおらず、皆、買って飲んでい

る。 

 

（１０）その他自然の恵み 
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広野町では、地元の浅見川ではアユやイワナが取れ、冬には海で

クロダイ などが取れていた。（甲 C6-1：原告６番陳述書 4 頁） 

しかし、本件事故後は、浅見川でのアユやイワナの釣りは、放射

線量が高く、禁止されてしまった。また、海についても放射線量が

不安で、とても釣りなどは行えない状況になってしまった（甲 C6-

1：原告６番陳述書 11 頁） 

 

（１１）公園等 

広野町には、二ツ沼総合運動公園という大きな公園があり、広大

な芝生広場やパークゴルフ場などもあり、アウトドアと文化活動の

両方ができる施設であった。本件事故前は、休日には広野町の住民

が多く集っていた。 

しかし、本件事故後は、子どもも少なくなり、この公園で遊ぶ人は

激減した（甲 C6-1：原告６番陳述書 10 頁）。 

また、広野町には J ヴィレッジがあり、幅広い層の合宿施設とし

て利用されていたが、本件事故後、現在もなお、国が管理する原発

事故の他旺拠点となっており、原発作業員の宿舎が立ち並んでいる

（同）。 

 

（１２）帰還した住民の不安 

このように、確かに一部住民は戻ってきているが、多くの住民は

戻らず、広野町はかつてのそれとは異なるものになってしまい、原

告２１番ら住民が愛していたふるさとは変わり果ててしまった。 

広野町は、一応、人もおり、交通量もあり、スーパーも存在する

ことから、見かけ上は復興し、人々は平穏に生活できているように

見える。しかし、住民は、日々生活への不安を感じながら生活して

いる（同 22 頁）。 

原告２１番は、住民から日々話を聞く中で、そのような住民の不

安について、「例えば水一つとっても、水道水は飲めるとされている
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んですけれども、本当に大丈夫なのかなという、そういう疑問とか、

あるいは野菜も検査をしなければ食べられないということで、日常

の会話の中にあの野菜は大丈夫だよねとか、水は沸かせば大丈夫だ

よねというような、そういう一々不安を口にしながら食べ物を食べ

る、飲み物を飲むという、そういう生活は、本当にそれは私は普通

ではないと思います。」「広野町は、楢葉、富岡にあります第二原発

から２０キロ圏です。その廃炉が明言されていない以上、これから

また何が起こるか分からないという、そういう不安もあります。そ

れを心配する人もいます。」と、日々の生活の中で、放射能を気にし

なければならない生活上のストレスと、放射能に対する不安、さら

なる事故への不安を町民が常に抱えていることを述べている（同 22

頁）。 

「日々、やはり空間線量の放射線恐怖に対して日々考えながら生

活しております（原告４８番本人調書 20 頁）。」 

 

（１３）事業の困難性 

また、原告６番は、広野町で「広野薬局」を再開したが、広野町の

放射能が怖くて、本当は広野町に戻りたくはなかった。しかし、「広

野薬局」の正面にある医院から「手伝ってくれないか。」と声をかけ

られ、ここで申し出を断ったら、広野町とぷっつり切れてしまうの

ではないか、将来戻ってきたときにだれからも断ち切られてしまう

のではないか、一生「広野薬局」は開けなくなってしまうのではな

いかという思いで、やむなく、広野薬局を再開することにした（甲

C6-1：原告６番陳述書 7 頁、8 頁）。 

一番大変な時期に戻らずに、ある程度復旧してから戻るというこ

とでは、住民の反感を買うという不安があったのである。 

そのため、広野薬局を維持するためにやむなく、放射能の不安を

抱えながら、また、原発が何かあったらどうしようという不安を抱

えながら（原告６番本人調書 12 頁）広野町で広野薬局を再開したの
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である。 

そのような不安とともに再開したが、広野町で事業を行うことは、

事実上極めて困難である。 

原告６番も、広野町に帰還している住民が少なく、仮設住宅に往

診に行った医師の処方箋に従って薬を配達するなど、工夫をしてい

たが、それでも売り上げは 3 分の 1 程度に下がってしまった（甲 C6-

1：原告６番陳述書 8 頁）。 

また、広野町の事業者にとって、広野町の住民だけで事業が成り

立つわけではない。商圏は、広野町の周辺地域、浜通り地域全体を

含むのであり、広野町以北の商圏が失われてしまった状態では、到

底、広野町で従前と同様に事業を行うことはできない。 

現に、広野町の商工会は、事業の再開を相談した原告６番に対し、

「双葉郡の人たちがいないのに、広野町から以北、商圏が全く失わ

れているのに、もう無理ですよ、ここにいても違う、全くできませ

んととい（った）」のである（原告６番本人調書 11 頁）。 

また、いわきにいた客も、避難指示が出されていた 1 年の間に失

われた。1 年間も事業をしていないということは、客との関係性を失

わせるには十分であり、また、わざわざ線量が高い北の方にくる客

はいなかったのである（原告６番本人調書 16 頁）。 

実際、広野駅前の商店は、ほとんどが休止ないし廃業し、再開し

ている店舗についても、一部の再開にとどまっている（検証調書(平

成 28 年 7 月 22 日 8 頁ないし 13 頁)。 

 

（１４）祭りや行事 

広野町には、住民が主催し、運営する祭りがいくつもあったが、

本件事故後、2012（平成 24）年までは開催できなかった。その後再

開された祭りは、町民主体で運営し、相互に交流するという祭りで

はなく、町が有名人をゲストに連れてきて集客を図るという、以前

とは全く異なる内容になってしまった（甲 C6-1：原告６番陳述書 11
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頁） 

また、人がいないため、住民により定期的に行われていたクリー

ンアップ作戦など、町の行事の多くがなくなってしまった（甲 C21-

1：原告２１番本人調書 8 頁）。 

 

（１５）住民の思い 

このような広野町は以前の故郷とは異なってしまっている。 

「事故前とあまりに違う光景に、広野町は「死んでいる」と感じ、

ショックでしたし、とても寂しい思いをしました（甲 C6-1：原告６

番陳述書 10 頁、11 頁） 

 

第１０ 相双地域全般に関すること 

１ 無職率及び正規雇用率 

福島大学の調査で、福島県双葉郡 8 町村（調査に協力しなかった

広野町を除く）では、生産年齢人口（15 歳ないし 65 歳）の無職率が

震災前の 10％から 32％に増加し、正規雇用率は震災前 62％から 41％

に減少したことが判明した（甲 A572：毎日新聞記事）。 

これは、事故後 6 年を経過しても、双葉郡 8 町村（広野町を除く）

の職業インフラが本件事故前と同等に戻っていないことを示す。 

上述の住民意向調査の結果でも分かる通り、就職先がなければ若

者世代が帰還できないため、この点は、今後の若者世代の帰還にも

影響する。 

 

２ 福島県の出荷制限の状況 

福島県の農作物の出荷制限の状況は、甲 A573「原子力災害対策特

別措置法に基づく食品に関する出荷制限等平成 29 年 9 月 11 日現在」

記載の通りである。 

相双地域にとどまらず、福島県全域で出荷制限があることが分か

る。 
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代表的なものを述べると次の通りである。 

原乳が、南相馬市（帰還困難区域）、川俣町山木屋、富岡町、大熊

町、双葉町、浪江町などである。 

ホウレンソウ、小松菜、キャベツ、アブラナ科、カブ等は、南相馬

市、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町などの各帰還困難区域である。 

原木シイタケ（露地栽培）は、福島市、二本松市など幅広く、相双

地域では、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、楢葉町、広野町、川

内村（福島第一原発から半径 20 キロメートル）の地域である。 

野生キノコは、福島県のほとんどの地域で出荷制限が出されてい

る。 

米も原則的に出荷制限がされている（ただし、県が定める管理計

画に基づき管理される米は除く）。 

肉は、牛、イノシシなどは全域、クマは多数の区域で出荷制限が

されている。 

鮎、イワナ、などの野生の水産物も出荷制限がある。 

出荷制限があるということは、放射能汚染があるということであ

り、自家用で食べるのは安心ということはありえない。 

このように、放射能汚染の影響は、農作物の生産の場面において

極めて広範囲に及んでおり、「うつくしま福島」というキャッチフレ

ーズで、様々なおいしい農産物をアピールしていた福島県、相双地

域にとっては、極めて大きな影響が残っていると言わざるを得ない。 

 

第１１ まとめ 

１ 避難指示の解除と人口について 

原告らの故郷は、大熊町、双葉町は全域で、その他の地域も一部

について、いまだ避難指示が継続しており、帰還することがかなわ

ない。このような地域は、故郷が喪失しており、原告らが故郷の機

能などを享受できていない。 

他方で、原告らの故郷は、多くの地域では避難指示が解除されて
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いる。 

しかし、帰還率は、南相馬市原町区（87％以下）、川内村（71.8％

以下）、広野町を除き、帰還の状況は南相馬市小高区（16％）、楢葉

町（11.6％）、富岡町（0.8％）、浪江町（1.3％）にすぎない。 

これらの帰還率が少ない地域は、住民の大多数が帰還しておらず、

人口が極めて減少しているのであり、帰還しても、従来の助け合い

ながら生活するというコミュニティは実現しえない。 

また、人口構成については、若年層が戻らず、帰還者の中心は高

齢世代である。そうすると、若年層と高齢世代の助け合いというコ

ミュニティの機能もなくなったといえる。家族の中でも、若年層は

帰ってこないということも多々ある。 

原町区、川内村、広野町は人口としては、本件事故当時に近づい

ているが、若年層が少ないことは、他の地域と同じである。 

また、多くの原発作業員がおり、コミュニティの構成が大きく変

化してしまったため、町には見知らぬ人が多く存在するようになっ

た。 

原発作業員が速いスピードで車を運転するため、道路環境が悪化

している。 

それまでの故郷は密接なコミュニティを築いてきたという人間関

係があったが、本件事故後入って来た原発作業員については、故郷

にい続けることが前提になっていないし、また、相互にコミュニケ

ーションをとるという意識もない。 

そのため、密接なコミュニティの中で安心して生活をするという

環境が失われてしまった。 

高齢者だけの生活について、原告らは次のように不安を述べる。 

「私は川内村に戻ってきたものの大変不安になったり、心配になっ

たりすることが増えました。夜寝ようとしても川内村に戻ったのが

良かったのだろうかなどといろいろと考え込んでしまい、眠れなく

なります。それでお医者さんから精神安定剤をもらい、毎晩飲んで
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います（甲 C38-12：原告３８番陳述書 4～6 頁）。」 

 

２ インフラについて 

（１）医療、介護、商業、交通インフラ 

双葉郡の医療、介護、商業のインフラが不十分であることは、住

民意向調査で多くの住民が指摘しているとおりである。 

また、交通インフラが不足していることも見逃せない。 

原告らの故郷は、高齢者が多く、また、田舎であるため、車がな

ければ日常生活を満足に送ることができない。 

本件事故前は、多くの住民が若い世代を含む家族と一緒に生活し、

病院や買い物の送り迎えの支援を受けることができた。 

しかし、本件事故後、高齢者だけが故郷に戻ることが多く、また、

バスなどの日常の移動手段が回復していないこと、さらには、商業

施設、病院なども本件事故前に比べて激減したことから、車を運転

できない高齢者は日常生活に著しい障害がある。 

また、現在は車を運転できる高齢者も、将来的には運転できなく

なる可能性があるため、将来の生活に対する不安も大きい。 

「（このあたり（楢葉町）はおそらく移動の手段は自動車が頼りな

んでしょうね）はい。私も年を取ってきてですね、現在は運転して

いますが、これは現在の風潮からしても、将来的には、運転はでき

なくなるというのは先々見えているわけですが、ただ、そのものが

現状の楢葉町の商店、それからスーパーとか、それから医療機関、

そういったものが一部でありますので、スーパーは全部ありません。

そういった形態も含めてちょっと(楢葉町での生活は)望めない状況

下にあります。（原告３番本人調書 18 頁）」 

「川内村のクリニックは、下川内にある「川内村 保健・福祉医療

複合施設ゆふね」だけです。「ゆふね」に行くには週 2 回の送迎バス

を利用するしかありませんので、簡単にはいけません。今度また怪

我をしたらどうなるだろうと思うと、とても心配になります。川内
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村の夜は全く音もなく、月光以外の光もなく全く淋しいものです。

真っ暗闇になると外出はおっかなくてできません。早く道路に街灯

をつけてほしいと思います。（甲 C38-12：原告３８番陳述書 4～6 頁）。」 

 

（２）職業インフラ 

若い世代が戻るためには、雇用がなければならない。これが回復

していないことは第１０項で後述するとおりである。 

 

（３）教育インフラ 

小学校、中学校、高校は多くの地域で再開していない。 

小高区や広野町など、学校が再開したところもあるが、生徒数が

激減している。若年世代が戻ってきていないからである。 

また、川内村などは、帰還した子育て世代では、教育環境に不足

を感じている割合が 50％を超える。 

これは、従来、双葉郡では、双葉郡全体の学校が進学先の選択肢

にあり、双葉郡全体で、教育環境を補完していた。 

しかし、双葉郡全体で見ると、いまだほとんどの学校が再開して

おらず、教育インフラが本件事故前に比べて著しく不十分だからで

ある。 

 

３ 長期間の避難指示による自然環境の変化 

原告らの故郷では、長期間人間が生活していなかったため、ふる

さとの自然環境の管理が行われず、野生のイノシシ、サルなど野生

動物が街中に出没するようになり、危険がある。 

原告らは次のように述べる。 

「行くたびに自宅が朽ち果て、虫が湧き、カビが生えています。こ

こ 1 年くらいですが、イノシシが庭木をみんな掘り返してしまいま

した。イノシシは、人が住んでいた頃は街中には現れませんでしの

で、人がいなくなってから山からおりてきたのでしょう。ハクビシ
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ンも多いと聞きます。 

人が住まなくなった町は、こんなに荒廃するのだということを初

めて知りました。帰還困難区域の無残に朽ち果てた双葉町は、異次

元に迷い込んだようです。それを見るのも苦痛ですが、自宅がある

限り、様子を見に行かないわけにはいきません。たとえ朽ち果てて

いても、思い出のいっぱい詰まったかけがえのない我が家です（甲

C14-2：原告１４番陳述書 11 頁）」 

「夜には何匹もの猪が、（楢葉町の）長姉の自宅の庭を平然と歩いてい

るようで、庭につながれた愛犬ランが吠えても全く怖がらないので、

逆にランが襲われるのではないか、いつか長姉もイノシシに襲われる

のではないかと心配でたまりません（甲 C22-4:原告２２番陳述書 4 頁）」 

 

４ 賠償格差によるコミュニティ破壊 

賠償格差が、原告らのコミュニティを破壊している。 

すなわち、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域

の避難区域の指定の違い、また、中間貯蔵施設が設置される予定地

か否かなどで、目と鼻の先の地域で、大きな賠償金額の違いが現れ

ている。特に、川内村、富岡町、双葉町、大熊町でその傾向が強い。 

このため、住民の中には不公平感が現れ、帰還しても従来の親密

なコミュニティを築くことができなくなっている。 

 

５ 原発や放射能汚染への不安 

帰還した住民は、原子力発電所の廃炉作業が終わるまで、安心で

きない。またいつ、「想定外」の事故が起こり、放射能汚染が広がる

かわからないからである。 

また、現に故郷で生活する中で、水道水や食物の安全性、放射能

汚染、除染効果に対する疑問を持ちながら生活している人が多い。 

除染は家の近くしか行われず、森林除染はされていないため、雨

などで高濃度の放射能が自宅近くに来るのではないかという不安が
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あるのである。 

また、除染がされた地点でも、ホットスポットがあるのではない

かという不安もある。 

帰還したとしても、このような不安の中で生活しなければならな

いのは、大きな精神的苦痛であることは言うまでもない。 

また、森林除染がされていないとか、様々な出荷制限があり、そ

れまで享受していた自然の恵みを採取することはできず、また、自

然に入っていくこともできないため日常生活は本件事故前と全く異

なってしまっているのである。 

このような不安は、多くの住民が持っていることは、すでに述べ

た通りであるが、杞憂ではない。 

原告らは次のように述べる。 

「楢葉町山田岡の自宅で、「（家の前の林で）今、0.42、0.48、0.60

という数字で、やはり帰れるというふうには思いませんですね。ま

あ、今、解除されてますから立ち入りは当然できるんですけども、

その立ち入りもしたくないような感じですね、その数値を見ると。

（原告１５番本人調書 32 頁）」 

「（玄関付近の線量が 2.6 マイクロシーベルトですとか、自宅の中で

も 1.37 という放射線がそれなりにあるんですが）ふんまんやるかた

ないですね。（原告２４番本人調書 20 頁）」 

「現在、私は広野町の自宅での生活をしていますが、除染後もあま

り線量は下がっておらず、自分たちの健康や、特に近所に住む次男

家族のまだ高校生の孫の健康や今後への影響がとても心配です。私

はほぼ毎日朝昼晩と私の家の線量を継続していますが、今出も 0.2

マイクロシーベルト以上の線量がありますし、雨の日などは線量が

さらに上がっているように思います（甲 C31-1：原告３１番陳述書 6

頁）」 

「テレビで発表されている線量は低くなってきていますが、実際に

私が浪江町に戻るとき、携帯する線量計が高線量を感知して突然反
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応します。これは線量が高い場所が至る所にあるということです。

私が実家に一時帰宅するときに線量計を持ってはいると、極端に高

くなったり低くなったりして反応しています。実際はいたるところ

に高線量の地点が多数点在しています。（甲 C36-1：原告３６番陳述

書 7 頁） 

「私たちの自宅のあたりは、一度除染されましたが、自宅から 20 メ

ートル以内の生活圏内しか除染されず、近くの山林などは手つかず

のままです。そのため、自宅敷地周辺はまだ放射線量が高く放射線

の計測器で測ると 0.75～1 マイクロシーベルトの放射線量が計測さ

れる状態です。楢葉町の役場の人が「Ｓさんの家のあたりは線量が

高いよね。」と言っていたことを人づてに聞きました。（甲 C40-1：原

告４０番陳述書 13 頁）」 

南相馬市小高区を検証した際も、自宅内で 0.22 マイクロシーベル

ト、裏山との境で 0.52（被告側 0.50）マイクロシーベルト、除染後

の畑で 0.40 マイクロシーベルト、除染前の畑で 0.52（被告側 0.5）

マイクロシーベルトであった（検証調書(平成 28 年 9 月 30 日)7 頁、

9 頁）。 

また、浪江町を検証した際も、自宅の庭で 0.51（被告側 0.50）マ

イクロシーベルトであった。 

 

６ 結論 

以上の通り、原告らの故郷は帰還したとしても、なんら本件事故

前の状況に戻っているとは言えないのである。 

 

 

第６章 故郷（ふるさと）喪失損害 

第１ 地域（コミュニティ）＝故郷の実体と意義 

１ はじめに 

原告らは、本件原発事故により、原告らがそれまで居住していた
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地域（故郷）に大量の放射性物質が降り注ぎ、避難指示が出された

結果、故郷から避難することを余儀なくされた。 

その避難指示は、地域により多少の期間の違いはあるものの、長

期にわたり継続し、地域によっては現在も避難指示が継続している。 

その結果、原告らは、故郷での生活を失った。 

ここでは、故郷喪失慰謝料を根拠づける事実である、本件原発事

故がなかったならばあったであろう仮定的な状態、すなわち、本件

原発事故当時の原告らの故郷での生活の状況と、本件原発事故後の

故郷の状況を述べる。 

  

２ 故郷の意義 

原告らが主張する「故郷」とは、単に当該地域それ自体を指すも

のではない。 

故郷での生活全般を指すものである。 

すなわち、故郷とは、「原告ら避難者が本件原発事故前までその日

常生活を送ってきた場、なりわい（生産）を営んできた場、そうい

うものとしての地域である」（平成 29 年 3 月 22 日除本証人尋問調書

４頁。以下、「除本調書 4 頁」などと表記する。）。 

 

３ 原告らの故郷とその喪失 

以下では、原告らが居住していた故郷の実体を述べ、それが本件

事故後、喪失したことを述べる。 

（１）生活の場としての地域 

  ア コミュニティ  

  （ア）コミュニティとは 

コミュニティとは、人と人がつながって作る社会関係の一つ

のあり方 である（除本調書 6 頁）。 

原告らの故郷では、親戚や近隣住民など、多様な人々が密接な

コミュニティを作り、その中で生活していた。 
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（イ）原告らが営んできたコミュニティ 

Ⅰ 家族とのコミュニティ 

⑴安心し楽しい生活 

原告らは、故郷において、配偶者、子ども、孫、親、祖父母、

ペットととともにひとつ屋根の下で生活してきた。 

また、一緒に生活していなくても、同じ敷地内であるとか、

極めて近いところに家族で生活していたことが多かった。こう

いう場合は、食事を一緒にとり、そのときにその日の話を交流す

るなどして、密接なコミュニケーションをとっていたことも多

かった。 

「近くに長男夫婦の家族の家がありました。長男の家族は、2

つの建物を行ったり来たりしていて、食事はいつも一緒に食べ

ていました。（甲 C17-1：原告１７番陳述書 4 頁）」 

これは、故郷の住民の多くが、家族との生活を大切に考え、

家族で助け合って生活するという思いを強く持っていたからで

ある。 

家族が身近にいるために、故郷での生活は楽しく、安心した

ものであった。 

たとえば、原告４６番は、子どもや孫と同居していたわけで

はないが、子どもや孫が、車で 15 分ほどの近いところで生活し

ていた。そして、子どもが共働きであったため、原告４６番は、

土曜日、日曜日はよく孫の面倒を見ていた。生活リズムの違いは

あっても、食事を一緒にとったり、孫と祖父母が一緒にお風呂に

入ったりして、原告４６番夫婦と子ども、孫は、一緒に生活して

いた。（原告４６番調書 10 頁、11 頁）。 

また、原告２番は、「長男一家の家の隣地に家を建て、このよ

うに長男家族が（近くに）居住しているからこそ、それまで住ん

でいたいわき市から移転したものでした。老後に向けて、同居し

ているのと同じように行き来ができるので、いつでも息子や孫



264 

 

の顔を見ることができました。また、具合が悪くなったり、何か

あったときにもすぐに来てもらえるので、私は安心して、幸せに

毎日を送っていました。（甲 2-1 原告２番陳述書 3 頁）」と述べ

ている。 

原告７番も、息子家族、孫と 3 世代で同居していた（甲 C7-

3：原告７番陳述書 2 頁）。 

「孫の昇太君は、私が毎日、全面的に迎えに行ってました。

（お迎えの時間は）私にとっては大変楽しい、充実した日々でし

た。（昇太君の）お風呂は、私が毎晩入れてました。楽しみでし

た。やっぱり一緒にお風呂に入って歌なんか歌ってね、入ってま

した。（昇太君は）私の遊び相手というか、小さいので私もかわ

いがっていましたんで、やっぱり休みのときは孫に子供用のバ

ットとかボールを買って、一緒にキャッチボールとかなんかも

やってました。三輪車を買っておいたので、海の方まで一緒に遊

びに行ってたことが多々あります。（原告７番本人調書 3 頁、4

頁）」 

「家族で鍋を囲み、一日の出来事を話し、孫たちと笑いが絶

えませんでした。今、思い出しただけでも涙が出てきます。（甲

C19-3：原告１９番陳述書 6 頁）」 

「（本件事故前は）仕事から帰って来てずっとしゃべっている

ような、とても仲のいい家族でした（原告２６番本人調書 1頁）」 

このように、原告らにとって、祖父母、子、孫との生活は、人

生に生きがい、豊かさを与えるものであるとともに、いつでも助

け合える家族がいるということで、安心した日常生活を与える

ものでもあった。 

⑵故郷を離れた住民にとってのコミュニティ 

また、一度故郷を出た住民にとっても、故郷の両親や祖父母

の介護や面倒を見るという目的のため、故郷は将来帰ることが

想定されていたことが多かった。 
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例えば、原告１５番は、「おふくろさんを面倒見たい」という

思いと、「生まれ育った故郷ですから、いずれ返って生活しよう

というような考えで（いた）」ため、故郷である楢葉町に戻って

きた（原告１５番本人調書 11 頁）。 

「長男が大学を卒業すれば親の務めも終わると思っていまし

た。私は高校を卒業して東京に出て暮らしていても、いずれ故郷

に錦を飾りたいという思いをずっと持ち続けていました。私が

高校の同窓会でこのような思いを話すと、多くの友人たちが同

じ思いを持っていました。（甲 C37-1：原告３７番陳述書 5 頁）」 

⑶ペットも大切な家族であること 

また、ペットの犬や猫は、原告らにとって人間である家族とな

んら違いはなかった。 

たとえば、原告４４番は、「子供がもう自立に向けて頑張って

いたので、犬を飼って主人と子ども同様に過ごしていきたいと

思っていました（原告４４番本人調書 2 頁、3 頁）。」 

「（夫も犬を）朝から晩までとにかく子供以上にかわいがり、

アイスキャンディを上げたり、とにかく一緒に寝たり、もう本当

に家族同様、子どもと一緒でした（原告４４番調書 2 頁、3 頁）。」

と述べており、ペットが子どもと同然で、まさに家族として一緒

に生活していたことを述べている。 

ペットは、人間とは異なり、物理的に助け合うということはあ

まりないが、それでも原告ら住民の心の支えや生きがいだった

のであり、人間である家族と何ら違いはなかった。 

   ⑷小括 

このように、家族が一緒に生活したり、近くに生活したりする

ことは、何気ない日常であるが、原告らにとってかけがえのない

生活の一部であり、生きがいでもあった。 

 

Ⅱ 親戚とのコミュニティ 
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⑴親戚とのつながり 

原告らの故郷では、親戚は同じ地域に集中して生活している

ことが多く、原告らは、「本家」「分家」など、親戚とのつながり

を日常的に非常に大事にして生活してきた。 

「このあたりの言葉で、親戚のことを「まけ」と言います。毎日

のように、（親戚の）誰かが家を訪れるのです。先ほど述べたよ

うに、農家は忙しいですから、忙しいことを予想してくるのです

が、それでも来れば 1 時間ぐらい話をして行きます。「これうま

そうだな。」と言って、収穫した野菜などを持っていってくれま

す。若い人はあまり来ませんが、年寄りはたいした用事がなくて

も寄っていきます。こうした「まけ」との交流は、私にとっては

とても大事な時間でした。（甲 C17-1：原告１７番陳述書 5 頁、

6 頁）」 

⑵親戚が来訪することを想定した自宅 

盆暮れ正月には、親戚が一堂に会して交流を行うため、自宅は

多くの親戚が集まれるよう広い部屋を作るということも普通で

あった。 

「私の家は本家筋の長男にあたりますから、盆や正月は、親戚

一同が集まり、一緒に過ごすのが慣例でした。おおよそ 20 人く

らいにはなったと思います。そういった慣例も今となっては、実

現不可能です（甲 C12-1：原告１２番陳述書 8 頁）」 

⑶親戚との協力 

冠婚葬祭では、親戚や近隣住民が総出で手伝いを行っていた。 

「隣組では、何となく言葉の合わせはしなくても、困ったと

ころにはみんなで助け合うというふうな、自然とそういうふう

なことになっていましたし、どこかでうちで不幸があればみん

なで助け合う、葬儀まで全部みんな隣組でやるというふうな状

況でありました（原告１９番本人調書 16 頁）」 

「前は各自宅で葬儀を行っていたので、みんな親戚の人とか
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隣組の人みんなで協力してやっていました。隣組の人は、料理全

般と、あといろいろ役割があって、いろいろやっていましたけど。

隣組が一番重要というか、いろいろ任せられてやっていました

（原告５６番本人調書 5 頁）」 

⑷親戚がいることで安心した生活ができたこと 

親戚は血のつながりがあるため、近隣住民と比べても、さら

に頼りやすく、親戚が近くにいることは、何かあったら助け合え

るという安心して生活できるという環境を作っていた。 

「夫の実家が代々、請戸の地で生活していたので多くの親戚

が浪江で暮らしておりました。また、親族で工務店を経営してい

たこともあり、それぞれの家を建築するのを手伝ったり、お互い

の関係は単なる近所の親戚というものではありませんでした。

親戚であり、仕事仲間であり、友人でした。浪江で親族に囲まれ

て生活する環境は、何があっても必ず助け合えるという安心感

に満たされていました（甲 C56-1：原告５６番陳述書 3 頁）。」 

 

Ⅲ 近隣の住民や友人とのコミュニティ 

   ⑴隣組による冠婚葬祭の手伝い 

原告らの故郷では、近隣住民は隣組を作り、共同で生活して

いた。 

前述のとおり、「冠婚葬祭も隣組で役割が決まっておりまして、

みんなで協力して地域の方が参加してお手伝いするという（原

告９番本人調書 11 頁）」関係性があった。 

⑵近隣住民との行事やイベントを通じた交流 

隣組や集落で、イベントをやり、交流を深めることも行われ

ていた。 

たとえば、浪江町の仲沢という集落では、本件事故前に近所

の住人との付き合いが多く、「集会、春の芋煮会、あとは秋の焼

肉会といいますかバーベキュー会（原告５５番調書 22 頁、23 頁）」
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などが毎年行われており、地域住民が神楽を奉納するなどして

参加していたお祭りもあった（５５番調書 22 頁、23 頁）。 

⑶子育てを通じた友人関係 

また、子育てなどを通じた友人関係も濃密であった。 

「この地域で子育てを通じてできた 4 人の友達は、私の人生

のなくてはならない、心の友になりました。お店が休みのときに

は、みんなで集まり、お茶を飲みながら子育ての話や世間話を楽

しく談笑したり、たまに 4 人で旅行に行ったりして、人生を謳

歌していました。（甲 C5-4:原告５番陳述書 2 頁、3 頁」 

⑷おすそ分け（生活費代替機能）、助け合い（相互扶助・共助・ 福

祉機能） 

また、隣組に限らず、近隣住民や家族、親戚間で、農作物や自

然からとれた魚、山菜などをおすそけをしあい、近くまで来たら

家によって話をして、困りごとがあれば助け合うという環境が

あった（生活費代替機能、相互扶助・共助・福祉機能。詳細は後

述する。） 

⑸こうした関係を通じて、近隣住民はお互いのことを信頼し、頼

りあえる関係性があった。 

「近所の人たちは、顔見知りどころかよく知った人ばかりで

す。隣の家の窓が開けっぱなしのときは閉めてあげ、布団を干し

たままのときは取り込んであげることもありました。旅行に行

って留守にするときなどは、お互いに留守中のことを頼んだり

します。（甲 C14-1：原告１４番陳述書 3 頁）」 

 

Ⅳ 仕事を通じたコミュニティ 

⑴仕事仲間とのコミュニティ 

原告らは、それぞれ地域において職業に就いていた。その職

場でのコミュニティもまた、原告らにとって、故郷での重要な人

間関係であったことは言うまでもない。 
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「お友達との食事とか飲み会、たまにお友達とお出かけをし

て、楽しい時間を過ごしていました。（お友達とは）ご近所の方

とか、あとお勤めしていましたので職場の方とのグループです。

私の自宅で飲み会、食事会を主に（やっていました。）（原告１３

番本人調書 8 頁、9 頁）」 

⑵消費者としての地域住民とのコミュニティ 

また、自営業を営む原告らは、その事業の消費者の多くは地

域の住民であるため、その事業を通じて地域住民とかかわって

いた。 

例えば、原告４番ら夫婦は、「1989 年には、夫は独立して、自

宅兼動物病院を建設し、「イザワ動物病院」を開設しました。夫

の病院のように、ペットなどの小型の動物を扱う動物病院は、双

葉町内にはほかにありませんでした。また、夫の動物病院では、

外来のみならず入院も受け付け、また、治療だけでなく、ペット

のトリミングなども行っていました。病院の経営が軌道に乗る

までは大変でしたが、原発事故が起こるまでは地元の皆さんに

多く利用していただいておりました（甲 C4-3：原告４番陳述書

2 頁）。」 

「(動物病院のお客さんは)地元双葉町、お隣の浪江、大熊、

双葉郡内と遠くは都路など、相双地域全域から幅広くから来て

いただいていました。診察とかお薬を取るのもそうなんですけ

ど、それ以外の農家のおじちゃん、おばあちゃんとか病院に来な

がら野菜を届けてくださったり、そういう意味ではよく来てい

ただいていました。病院が単なる病院じゃなくて、ご近所の方の

社交場にもなっていました。主人が大動物で往診に行ってた時

のおじいちゃん、おばあちゃんとかが、お米が取れたとか野菜が

できたって言っては、子供たちや奥さんに食べさしてなんて言

ってもってきてくれてました。うちの病院は本当に近くに厚生

病院という病院があったんですけど、お年寄りの方は運転とか
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できないので、診察が終わって、おうちの方が迎えに来てもらう

ことが多かったので、なかなかおうちの方も用事を足したりし

ている間に、うち(自宅のリビング)でお茶を飲みながら休んで

待っているというような場になっていました。（原告４番本人調

書 2 頁、3 頁）」 

⑶故郷の発展の主体としてのコミュニティ 

さらに、たんに事業を行っていたということを超えて、事業

を通じて地域と関わっていた原告も少なからずいる。 

例えば、原告６２番は、富岡町でＷ糀店というお味噌屋さん

を営んでいたが、富岡町の町おこし政策の一つに関わっていた。

すなわち、富岡町では、「有・機・利サイクル」構想というもの

があり、この構想は、都市部から堆肥を作る工場を誘致し、そこ

にホテルや学校や一般家庭からの食物残渣を運び込んで、そこ

で加工して堆肥を農家に回し、農家はその有機肥料を使って有

機作物、有機米を作って特産物を作って、消費者に回すことで町

おこしをするという循環サイクルである。 

この構想に、原告６２番は妻とともに関与していた。すなわ

ち、原告６２番の妻が有・機・利サイクル研究会の副会長で、Ｗ

糀店が広い家であり、工場もあったため、多くの人が集まること

もでき、試作品を作ることができた。そのため、Ｗ糀店は、富岡

町の「有・機・利サイクル」構想を通じて、多くの富岡町の住民

や農家、事業者と関わっていた（原告６２番本人調書 7 頁、8 頁）。 

⑷小括 

このように、原告らの職業は、原告らにとって、単に生活の

糧を得るというだけでなく、職場の仲間や故郷の住民とのコミ

ュニティの場でもあり、また生活する場である故郷をより良く

するための活動の場でもあったのである。 

 

Ⅴ 地域で担ってきた役割を通じたコミュニティ 
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⑴原告らが担ってきた役割 

原告らは、それぞれ地域で様々な役割を担っていた。たとえ

ば、行政区の区長や隣組の組長、氏子の代表などである。 

⑵行政区や隣組の組長 

行政区の区長や隣組の組長は、その業務の過程で多くの住民

と会い、その悩みや要望などを聞く立場であり、地域住民にとっ

てもなくてはならないものであった（行政代替機能）。 

⑶地域の社寺や宗教行事を通じた役割 

原告９番は、神社の氏子総代をやっており、春と秋の祭典に

際し、神事の手伝いや神社の環境保全、お札とかお護摩の注文を

取るなどしていた（原告９番本人調書 7 頁）。 

後述の通り、地域にとって祭りは地域の交流の重要な機会で

ある。そして、神社では毎年、祭りが開催されているため、氏子

総代の役割もまた、住民や他の氏子仲間と深いかかわりを持っ

ていた。 

⑷その他 

また、地区の子供会やスポーツ少年団、幼稚園、小学校、中学

校、高校の役員、地区のバレーボールチームなど、故郷には様々

な団体があり、その団体を通じた交流も盛んであった（原告４番

本人調書 8 頁、9 頁）。 

⑸地域における役割と人格発達 

このように、原告らは地域の中で、それぞれ何らかの役割を

担い、その役割を通じて故郷の住民との交流を深めてきた。 

このことは、役割を担っていた原告らにとって、誇りでもあ

り、アイデンティティの一つでもあった（人格発達機能）。 

「いろんな役職をしていて、周りの方から役員をやってくだ

さいというふうに頼まれることが多かった。そこそこ信頼され

てるんだろうなという、そういう感じで、大変ありがたく思って

いました（原告２４番本人調書 15 頁）。」 
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Ⅵ 趣味を通じたコミュニティ 

上記以外にも、故郷での趣味を通じたコミュニティも活発で

あった。 

「私は以前から、俳句と書道の趣味を持っておりました。楢

葉の町でも、老人会のクラブ活動で、俳句の会や書道の会に参加

するのを楽しみにしていました。しかし、避難指示によってこう

した地域のつながりはすべて断絶して、住民は散り散りになり

ましたから、その仲間との交流も途絶えてしまいました。地域で

の人と人のつながりがすべて失われてしまいました（甲 C2-1：

原告２番陳述書 6 頁）。 

「私は、楢葉町の PTA 仲間であり、ご近所の仲良し 3 家族 7

名構成でファミリーバンドを組んだりすることもありました。

もうひとつの趣味は、YOSAKOI という踊りです。これは、年齢に

とらわれず、若い人から私たちお母さんたちも一緒に楽しめる

創作踊りのようなものです。二人の息子も中学校までは、「楢葉

天神龍舞」チーム員として一緒に踊っていました。（甲 C10-3：

原告１０番陳述書 4 頁）。」 

この原告１０番がやっていた YOSAKOI は、現在は、一応、い

わき市で再開できたが、半分はいわきの市民であり、楢葉町での

交流という意味あいは薄れてしまっている（原告１０番本人調

書 36 頁）。 

   

Ⅶ まとめ 

⑴密接なコミュニティによる安心した生活 

以上の通り、原告らは故郷において、密接な人間関係を営ん

でいた。 

それは、互いの状況を自然に交流しあい、助け合うという関

係性であった。その結果、原告ら住民は、故郷で安心して生活す
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ることができていた。 

「（浪江で生まれ育った夫は、浪江の人たちは）みんな気さく

だから安心しろということが口癖でした。不安な毎日を感じる

ことはありませんでした。（原告４４番本人調書 12 頁）」 

⑵密接なコミュニティを作り上げる努力 

このような関係性は、一朝一夕では作ることができない。各

人の長期にわたる努力、日常的な交流を積み重ねて、ようやく、

相互に助け合える関係性ができるのである。 

このような生活について、原告１０番は次のように述べてい

る。 

「大自然の中でのびのびと子育てをし、皆さんに暖かく見守

っていただきながら地域の行事にも参加し、信頼関係を積んで、

そして安全で安心な地域の中でのびのび暮らせる子育てができ

るということが、何よりも、子供たちにとっても、私たちにとっ

ても魅力があるところでした。昼間鍵をかけなくても別に心配

ないような地域でした。もうどこどこのだれだれさん、あ、どこ

どこのおじいちゃん、おばあちゃん、どこどこのお孫さんねとい

うことで、だいたいほとんどご近所は顔見知りになりました。そ

こから安心感とか、顔も見えるというのが生まれてきました（原

告１０番本人調書 9 頁）」 

「（流しそうめんをやったり、おうちで集まったりという人間

関係は、）即できるものではなくて、長い時間の中で信頼関係が

できてできたものだと思います。簡単にできるものではありま

せんし、作ろうと思ってもできません。やっぱりそれだけの交流

とか、いろんな心を分け合ってできるような話ができるような

場を作ってきたからこそ、そういうふうなのができるんだと思

います（原告１９番本人調書 20 頁）」 

長期にわたる日常的な交流の積み重ねで、鍵をかけなくても

安心できるような、いざというときには誰かが助けてくれると



274 

 

いうふうな安心した生活を築けるようになったのである。 

 

（ウ）本件事故後のコミュニティの喪失 

Ⅰ 帰還した住民が少ないこと 

本件事故後の原告らの故郷の状況は、第５章「故郷の現状」で

記載したとおりである。 

避難指示が解除されていない地域はもちろん、避難指示が解

除された地域においても、前述のとおり、様々な理由により、住

民の帰還はほとんど進んでいない。 

帰還できていない住民にとっては、故郷でのコミュニティの

利益を享受できていないのは当然である。 

また、帰還した住民についても、従来は、故郷の顔見知りの住

民に囲まれていたことで、安心した、楽しい生活を築いていたが、

いまは、その故郷の住民はほとんどいないのである。 

「楢葉町で親しかった友人や知人は、皆各所にばらばらに避

難してしまっており、まだ帰ってきていませんし、果たして今後

返ってくるのかどうかもわかりません。実際、私たちのお隣のお

宅のご家族は、私たちの家と大変親しく、それこそ親戚付き合い

のような関係でしたが、そのお宅はもう楢葉には戻らない決心

をされ、いわき市四倉に家を建ててしまいました。地域のコミュ

ニティが破壊されたまま、親しかった友人や知人が戻らない状

態で、私たち家族だけが地元に帰っても意味がありません。（甲

C40-1:原告４０番陳述書 14 頁）」 

「（本件事故前はあった）まけ（親戚）の人たちが一堂に会し

て集まるような機会は、それは不幸でもあればどうか（あるかも

しれないが）、今集めるという考えは、そういう考えはありませ

ん。不幸でもないと難しいです。（原告１７番本人調書 16 頁）」 

 

Ⅱ 若者世代の帰還者が少ないこと 
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特に若者世代の帰還者は少ないし、家族間でも、帰還する人と

しない人が分かれている。 

そのため、助け合う家族や住民がおらず、安心して生活するこ

とはできない。また、家族や親しいコミュニティがいるからこそ、

故郷での生活は楽しかったのである。そのような楽しみは、帰還

しても回復しないのである。 

「私と妻は自宅に戻っても、長女一家は戻らないのではないか

と懸念しています。まだ幼い子供をここに住まわせることには、

長女らには躊躇があるだろうからです。そうなれば、私と妻が念

願する、子供たちや孫と一緒の、元通りの家族の生活は、結局実

現しません。同様のことが地域全体に言えるので、町は高齢者だ

けの偏った地域になってしまうのです。これでは、自宅に戻って

も、そこで「生きている」だけであって、もとの「生活」ではあ

りません。これでは、故郷としての意味はないに等しいと言わな

ければなりません。形だけは故郷に戻ったつもりが、故郷は変質

変容して、似て非なるものに変わり果てているのです。この悲し

さ、悔しさを、どうか理解していただきたいと思います（甲 C7-

3：原告７番陳述書 10 頁）。」 

 

Ⅲ 賠償格差によるコミュニティの破壊 

さらに、前述のとおり、故郷の住民が帰還していても、川内村

が典型であるが、賠償の格差により、それまでの気兼ねない人間

関係に軋轢が生じてしまっている。 

 

Ⅳ 原発作業員の流入によるコミュニティの変化 

加えて、広野町や楢葉町を典型として、原発作業員という新し

い住民が流入しており、コミュニティの構成員が大きく入れ替

わってしまった。 

その結果、親しいコミュニティの中で、安心した生活を送ると
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いうことはできなくなってしまった。 

 

Ⅴ 小括 

すなわち、帰還の有無にかかわらず、家族、親せき、近隣住民、

職場の関係、趣味のあう友人、故郷での様々な役割を通じた友人、

そういった本件事故前に長期間かけて作られてきた故郷の濃密

なコミュニティは、喪失ないし著しい変容を来してしまったの

である。 

   

  （エ）事故後のコミュニティの喪失による精神的苦痛 

このような状況について、原告らは次のように述べる。 

「私たちは、自分の家を含めて、自分たちの地域をみんなで手

をかけて作ってきたという実感があり、地域には並々ならぬ愛着

を持っています。（甲 C41-1：原告４１番陳述書 8 頁）」 

また、原告７番は、毎日幼稚園にお迎えに行き、一緒にお風呂に

入っていた孫の昇太君とは、現在は、「会えるときは年に 2 回か 3

回ですね。お盆、正月には向こうから私の借り上げアパートの方

に来て、３晩か４晩はとまっていきます。その時が楽しみだとい

うことですね。（昇太君がいよいよ東京に帰るというときに）私が

帰る段になって、いわき駅で一緒に婿と昇太は帰らなくちゃなら

ないということで、私たち夫婦と一緒に送っていったんですが、

その時点で私たちが返ろうとしたんですが、それを昇太が追いか

けてきて、私の腰にぶら下がってなかなか帰ろうとしなかったこ

とがありました。離してくれないんですね。そういうときはつら

かったですね。（孫との生活が失われて）これはちょっと言葉には

表せないような非常につらい現実ですね。やっぱりこう５年も長

くなるということは考えてもいなかったので、辛いですね。（原告

７番本人調書 6 頁～8 頁）」 

原告７番のように、原告ら住民は、大切な孫や娘夫婦とのかけ
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がえのない故郷での生活を失ってしまったのである。 

「神社の祭りや地域の様々な行事も、もとと同じではないでし

ょう。若い人がいない町では、お祭りや盆踊りも担い手がいなく

なってしまうし、年寄りだけでは楽しみでもなくなるでしょう。

地域の暮らし、人と人のつながりという、長い時間かけて形作ら

れた大事なものが奪われ、こうした無形の価値は、もはや再生で

きないのではないかと思います。（甲 C7-3：原告７番陳述書 9 頁）。 

「（浪江での人間関係と事故後の人間関係は）同じような人間関

係ではありません。浪江では、三代前ぐらいのご先祖時代からこ

このうちはこうなんだからって、だから悪さをしたらすぐおじい

ちゃんあれだからとかって、もう地域で子供たちを育てていたよ

うな関係でしたし、こちらではもう、これからの生活をどうしよ

うっていうようなことばかり。（原告２０番本人調書 31 頁、32 頁）」 

 

イ 自然 

  （ア）景観 

原告らが居住していた故郷は、自然豊かな地域であった。 

住居のすぐ近くに山々が広がり、川や海もあるという景観で

あった。 

「私たちの家は、小川の土手沿いにあり、その道は、桜並木に

なっており、小川には、大きな鯉や鴨の親子の泳いでいる自然に

囲まれた緑豊かな環境でした。春になると土手に満開の桜並木

の素晴らしい景色が家の前に広がり、お店の庭のテラスから、お

花見ができ、夏まつりには町の花火を楽しみ、秋には大きなモミ

ジの下で見事な紅葉も見られ、ペンションにお泊りのお客様を

始め、家族やお友達と他愛のない会話やお茶を飲みながら楽し

める大事な場所でした。（甲 C5-4：５番陳述書 4 頁）」 

 

（イ）自然それ自体 
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Ⅰ 自然の恵みの採取とおすそわけ 

⑴自然の恵みの採取 

故郷の自然は、単なる景観ではない。これらの山々、川、海

は、山菜、きのこ、魚介類の宝庫でもあった。 

原告らは、日常的にこれらの山、川、海の自然の恵みを採り、

それが食卓に並んでいた。 

「海では、アイナメ、メバル、カレイなど、季節によっても違

う魚が釣れた。（原告５５番本人調書 18 頁、19 頁）」 

「（木戸川では、）いろんな魚が取れますが、この孫がこんな

ことをやっているのは、これはアユの稚魚を追っているんです

ね。ほかにも、ウナギも採れます。食べたものでなければわから

ない、天然のアユとかウナギというのは、とってもおいしい味が

いたします。ウナギ屋さんのうな重の鰻と、自分が子の川で採っ

た天然の鰻とでは、もう似ても似つかぬものと、ウナギ屋さんの

うな重は、僕の思いを率直に言えば、要するにしょうゆと砂糖で

ごまかされた味だと思っています。（原告１番本人調書 14 頁）」 

「(私は)マツタケ採りの名人ではないですが、だいたい年に

200 本くらいは採っていました。楢葉町では、他にシイタケ、ヒ

ラタケ、マイタケなどのキノコが採れました。シイタケの自然か

らとって食べられた方はわかると思いますが、この天然のシイ

タケをとってきて、炭火であっさり焼いて、それを干して煮物に

したら 1 日中部屋が匂っている、それほど香りがあると。スー

パーあたりで売っているしいたけは、そういう味は絶対にしま

せん。（原告１番本人調書 14 頁、15 頁）」 

「楢葉の町は、海が近く川もあり、自然が豊かです。私は、近

所の木戸川で鮎釣りを楽しみ、海でイソ釣りをする生活を送っ

ていました。また、山の緑も豊富なこのあたりでは、春になると

タラの芽やコシアブラなどの山菜が豊富で、秋になるとキノコ

狩りが楽しめました。若いころから山歩きが趣味であった私は、
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こうした近隣の山の恵みを大いに楽しんでおりました。庭の隅

には、紫シメジが自生しました。（甲 C2-1：原告２番陳述書 5 頁）」 

⑵家庭菜園や農業 

また、自然豊かな環境を生かし、農業や家庭菜園を行い、野

菜や果物を育てる家庭が多くあった。 

たとえば、原告１番は、家の畑で、トマト、キュウリ、ナス、

キャベツ、白菜、ホウレンソウ、玉ねぎ、サトイモなど野菜はほ

とんど作っていた（甲 C1-1：原告１番陳述書 1 頁）。 

⑶おすそわけ 

原告らは、これらの自然の恵みや水からが生産した農作物を

自分たちだけで食べるのではなく、親戚や近隣住民におすそ分

けしあうという生活をしており、原告らのうち、野菜や果物をほ

とんど購入したことがないという生活をしていた者も多く存在

した（生活費代替機能、相互扶助・共助機能）。 

詳細は後述する。 

 

（ウ）自然の中での生活 

Ⅰ 自然は遊び場であったこと 

原告らの故郷の自然は、生活の場でもあった。 

たとえば、子どもの遊ぶ場所であった。原告５番は、「近くの

田んぼに子供を連れていってイナゴ取りとか虫とか、そういう

ふうにおにぎりもって、そこの近くにね、子ども連れて野原に。

そういうのだって子供は割と楽しんでくれました。（５番調書５

頁、６頁）」と述べている。 

原告１番も、「普段都会で暮らす孫たちは、楢葉町に来て、自

然の中で遊ぶのをとても楽しみにしていました。木戸川で小さ

い魚を取り、田んぼの用水堀でどじょうをすくって大騒ぎし、裏

山を探検するのは、ちょっとした冒険のようで、そこでいろんな

木の実を採ってきて、宝物のように箱の中に並べていました。お
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正月には天神岬公園で凧揚げをし、毎年冬に飛来する白鳥を見

に行き、夏には海に貝殻を拾いに行きました。春には、主人と一

緒に田植え機に乗って田植えをすることもありました。畑のジ

ャガイモやトマトやキュウリなどを泥まみれになり一緒に収穫

し、取れたばかりの野菜を食べて喜んでいました。（甲 C1-1：陳

述書 7 頁）」 

また、海は海水浴場として、山は登山の場としても、地域住

民のいこいの場であった。 

原告４６番は、「家から直線で２キロくらい、車で５分もかか

らないところに（郡山海岸という海水浴場がありました。）。家族

で、近いのでちょこちょこ行っていました。（４６番調書７頁、

８頁）」と述べている。原告４番ら家族も同じく双葉海浜公園(通

称郡山海岸)で、家族と友達の子どもたちと遊んでいた（原告４

番本人調書 6 頁）。 

「私は若いころから山歩きや登山が趣味で、近在の山々に、

毎月のように出かけていました。郭公山、赤井嶽など、このあた

りにはたくさんの山があります。山歩きの楽しみには、春の山菜、

秋のキノコという山の恵みを収穫してくることもあります。（甲

C3-3：原告３番陳述書 6 頁）」 

 

Ⅱ 季節豊かな自然 

これらの自然とのかかわりは、故郷での生活に季節感をもた

らしていた。 

「(梅雨の季節)今頃ですと、ちょうどカッコウが鳴く時期で

すね、それで、運が良ければ、ホトトギスが鳴きます。夏は、ま

ずこれから全山、一斉にヒグラシが鳴きます。ヒグラシの鳴き声

が終わると、秋のはじめ頃まで、次々とセミが鳴きます。この茶

室で四季折々の音を楽しんでいました。（原告１番本人調書 3頁）」 

「(楢葉に帰ってきたことで良かったことは、)いや、それは
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もう四季もちゃんとしていますし、千葉あたりとは違ってです

ね。山紫水明というか、待った本当にふるさとという感じで、ほ

っとしたような感じだったですね（原告１５番本人調書 13頁）」 

 

Ⅲ 植栽 

加えて、故郷の広い庭、故郷の自然を生かし、盆栽を育てた

り、植栽をしたりして、庭仕事を楽しむ原告も多くいた。 

「私は楢葉の自宅で、庭仕事を楽しみにして、庭を整え、盆

栽を育て、多くの植栽に囲まれていました。しかし、放射線汚染

がある庭で、そのような楽しみはとても得られません。（甲 C2-

1：原告２番陳述書 3 頁）」 

 

（エ）本件事故による自然の喪失 

Ⅰ 本件事故後の故郷の自然の現状 

⑴除染されていないこと 

本件事故により、原告らの故郷には多くの放射性物質が飛散

した。 

市街地は除染されたが、住居から２０メートル以内ではない

山林などは除染の対象とはされておらず、本件事故後６年６か

月を経た現在においても、山林の除染はされていない。 

そのため、山林は、いまでも高濃度の放射性物質が残置して

いる場所であり、人が気軽に立ち入れるような場所ではないし、

子どもを遊ばせることなど到底できない。 

もはや、山林は、除染されていない「放射能により汚染され

た」場所の象徴である。 

⑵景観の破壊 

また、田畑はフレコンバックの仮置き場になるなど、本件事

故前と景観が大きく変わってしまった。本件事故前と同様に景

観を楽しんだり、自然の中で遊ぶことはできない。 
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さらに、人が田畑を耕すなどの営みもなくなってしまい、原

発事故前の田園風景、里山の風景も失われた。 

「田園風景、里山の風景がなくなってしまった。里山とか田

園風景というのは、そこに人々の暮らしがあるから里山、人々が

耕すから田園風景っていうんですよね。だから人々の営みがな

い山は、里山とは言わないですね。耕さない田んぼを、こんなよ

うな、これは全然田植えてないでしょう。こういうのを田園風景

とは言わないですね。フレコンバックなんか、少しは整理してい

るんですが、田もちょっとあちこちちょっとだけ浮いています

が、ほとんど同じですね。（原告１番本人調書 18 頁、19 頁）」 

「町の風景も一変してしまいました。劣化していく建物や、

荒れ放題の田畑を見るのも心が痛みます。それだけでなく、自宅

近くの自然豊かな公園に、除染作業員用の宿舎がものすごい数

で乱立し、町のあちこちには除染作業で出た放射性廃棄物が入

った黒いフレコンバックが山積みにされています。私はこの風

景を見るのもつらいのです。今は、いわき市から片道 30 キロか

けて自宅に立ち入りすることすら大きなストレスです（甲 C10-

3：原告１０番陳述書 13 頁）。 

 

Ⅱ 自然の破壊による精神的苦痛 

原告１番は、このような状況を次のように表現している。 

「孫たちはもう楢葉町で笑顔で遊びまわることはできません。

ホトトギス山も木戸川も公園も畑も田んぼも海もそのままそこ

にあるのに、原発のせいですべて目に見えない放射能で覆い尽

くされ、それを取り巻く環境が変わってしまいました。孫が一度

だけお墓参りに来てくれましたが、暑い日だったのに長袖・長ズ

ボン・手袋防止に長靴をはかせて、マスクまで用意しました。そ

の時は、「土や水を触ってはだめだよ」とか「落ち葉を触ったら

手を洗いなさい」と言いました。その時の孫の戸惑った様子を見
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て、涙が出ました。私の築き上げてきた大事な故郷はもうここに

はないんだと思わされた瞬間でした（甲 C1-1：陳述書 7 頁）。」 

 

Ⅲ 故郷の自然は、住民の生活とともにあったこと 

故郷に戻れば、放射線量はともかく、景観としての自然はそ

のままではないかと考えられるかもしれない。しかし、実際はそ

うではない。 

原告１番は、次のように述べる。 

「（原発事故前は、庭の池のほとりで、）雲がなく良く晴れわ

たって、特に満月の出る夜など、一升瓶をもってここに出かける

ことがありました。山中の月という詩が取っても好きなんで、大

きな声で、誰にも聞こえませんから、大きな声で詩を吟じたりし

ておりました。」「しかし、原発事故後、茶室でお茶を飲んだり、

この場所でお酒を楽しんだりは全くやっていません。こういう

ところで、こんなことを実際に楽しむとか、茶室でお茶をすると

いうのは、日常の生活の一コマというか、延長というか、そうい

う中で初めてできることなんで、環境が現在のように、その日常

生活がすべて断ち切られてしまった以後は、こういうことを楽

しもうという気にはなれない。帰ってむなしいものを覚えてし

まうというので行っていません。（涙が出てくるような、）残念で

す。（原告１番本人調書 6 頁、7 頁）」 

 

Ⅳ 自然の恵みの採取ができなくなったこと 

そのような除染されていない山林の自然の恵みからもまた、

高い放射線量が測定されるのは当然である。 

すでに「故郷の現状」で述べた通り、福島県においては、本件

事故から６年６か月を経た現在においても、多くの自然の恵み

が出荷制限されている。 

「私や妻が生きがいとして親しんできた畑仕事と野菜作りは、
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これからはもうできないでしょう。せっかく苦労して野菜を作

っても、安心して食べられない、あるいは喜んで食べてもらえな

い作物など、作りたくありません。また春の山菜取り、秋のキノ

コ狩りなども、もはや意味のないことになりました。野草やキノ

コの放射線量は高く、とても食用できないからです。木戸川のア

ユも同様です。川や海で魚釣りを楽しむことは、二度とないでし

ょう。このように、事故前の生活として説明した、様々な自然の

恵みや喜びはすべて破壊されてしまったのです。（甲 C7-3：原告

７番陳述書 9 頁）」 

また、海については、福島の原子力発電所から汚染水が海に

放出されるなどしたため、その放射線汚染が疑われている。 

しかも、福島第一原発の廃炉作業はまだ収束しておらず、断

続的に汚染水漏れの事故や汚染水の海水への流出、放水などが

起きている。このような状況のため、いつまた汚染水が海に流れ

るか住民は不安になり、安心して海に出かけることはできない。 

原告５５番は、「（本件事故後は海釣りは）しません。まず、

浜の方の海はおそらく汚染してます。自分も原発で勤めてたか

らわかるけど、あそこ（原発）から流れた汚染物は相当（放射線

量が）高いです。（汚染された魚は釣っても）食べたくないです」

と述べている（原告５５番調書 18 頁、19 頁）。 

海産物についても、現在、福島県内では試験操業はされてい

るが、通常の漁業は回復していない。 

 

Ⅴ 植栽もできなくなったこと 

盆栽や家庭菜園などの楽しみも、本件事故により失われてし

まった。 

「私は楢葉の自宅で、庭仕事を楽しみにして、庭を整え、盆

栽を育て、多くの植栽に囲まれていました。しかし、放射線汚染

がある庭で、そのような楽しみはとても得られません。（甲 C2-
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1：原告２番陳述書 3 頁）」 

「以前のように、庭の植木や花、盆栽を育てたり、家庭菜園

を作ったりという楽しみは、もはや何もできなくなりました。盆

栽は、亡くなった母親の代から育てている真柏や松、銀杏など、

何十年物丹精を続けた貴重なものがいくつもありました。南天

やつつじなど、植木もたくさん植えていました。しかし、除染作

業のために、草花や防災はすべて廃棄物として処分されてしま

いました。緑で覆われていた庭は、今は、一面が表土をはぎとら

れ、砂利が敷き詰められて無残な姿になっています。（甲 C2-1:

原告２番陳述書 5 頁）」 

 

Ⅵ 自然の中での生活ができなくなったこと 

今では、自然は放射能汚染が除去されていない場所であり、

そのような場所を遊び場や憩いの場と考える人はいない。 

登山も、山林は除染されておらず、「放射能汚染が心配な場所

に、わざわざ出かけるつもりはありません（甲 C3-3：原告３番

陳述書 6 頁）」。 

 

Ⅶ 小括 

したがって、本件事故前の故郷の自然及びその自然の中での

生活は、本件事故により喪失してしまった。 

 

ウ 自宅 

 （ア）自宅の意味 

Ⅰ 地域の一部としての自宅 

⑴自宅と地域 

自宅は、故郷において、生活の基本である「住」そのものであ

り、生活の最も基本的な条件の一つである。 

しかし、原告らの故郷においては、都会と異なり、自宅は「個
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人の家」に留まるものではなく、地域、コミュニティの一部とい

う位置づけのものでもあった（除本調書６頁）。 

⑵多くの人が集まれるよう作った自宅 

すなわち、故郷においては、自宅は、冠婚葬祭や様々な行事

のときに、多くの親戚や近隣住民が集まる場であり、多くの人が

集まれるように広い居間や客間があることが多い。 

「楢葉のときには休日や盆、正月などには一家で遊びに来て

くれたりしておりました。後、私のうちの部屋は 4 つありまし

たから、客室に泊まって一日過ごしてもらったり、あとは孫たち

と一緒に富岡の店や食堂に行って遊んだり、あるいは広野の二

ツ沼野公園は孫たちが非常に気にいっておりましたので、そこ

に連れていって遊ばせたりして、孫たちが喜んで遊んでいるの

を眺めるのが大変楽しかったです。（原告２番本人調書 3 頁）」 

「父親は農協の組合長をやったり、町会議員を務めたりして、

勲章をもらうような人でした。ですから、ことあるごとに、地域

の人たちが私たちの家を中心に集まっては、いろいろな行事を

したり、防災などの地域の活動をしたりしていました（甲 12－

1：原告１２番陳述書 2 頁）。」 

「大勢が集まったときに使う大広間のような部屋もありまし

た。部屋数は、全部で 10 部屋異常はあったと思います（甲 C12-

1：原告１２番陳述書 9 頁）」 

⑶近隣住民が日常的に交流していたこと 

日常的にも、親戚や近隣住民が訪問することが多く、家に上

がってお茶を飲み、何時間も話をするということが行われてい

た。 

「地元のお友達とは食事をしたり、お茶のみをしたり、野菜

をみんな友達に配ったりして、おうちに集まってご飯を食べた

りしていました。お友達がおうちに集まることも多く、マイはし、

マイ茶碗を持ってきて、うちにおいてありました（原告２６番本
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人調書 4 頁）」 

⑷地域コミュニティと自宅 

故郷においては、知らない人はおらず、自宅は地域の一部で

もあったから、昼夜問わず、また、家に人がいるか否かを問わず、

鍵をかけないことは自然であったし、自分の家でなくても、勝手

に上がり込んで待っているということも自然であった。 

このように、自宅は地域の一部であり、地域住民との交流の

場として重要なものであった。 

 

Ⅱ 思い入れのある自宅 

⑴故郷の象徴としての自宅 

自宅は、故郷の象徴の一つである。故郷は地域でもあるが、

その地域の中で家族や親戚、友人と生活し、成長し、子育てをす

る、そのような場が自宅である。子供が成長し故郷を離れても、

親にとっては、自宅は、正月や盆に子供たちを迎える場であり、

子供たちにとっては、帰る場所である。 

「私や家族にとって、双葉の自宅での生活とは、第一に子供

たちを含めた家族との生活でした。東京で就職し、その後結婚し

た長女も、大学進学で一時離れて暮らした長男も、夏休みやお正

月には、実家であるふたばに戻ってきて、家族で楽しい時間を過

ごしたものでした。本件事故さえなければ、今も同じだったはず

です。長男は地元で就職することもできましたし、いつでも戻っ

てくることができたのです。長女は、結婚して所帯を持ったとし

ても、いつでも寄れる実家があったのですが、2 人ともそうした

「故郷の実家」を奪われてしまったわけです。そのことは、私た

ち夫婦からすれば、折々に帰ってくる子供たちやその家族を迎

えて、心おきなく過ごせる場所と時間を与えてあげられる、そう

した故郷を破壊されてしまったことを意味しています。（甲 C13-

1：原告１３番陳述書 5 頁）」 
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⑵代々継承される家としての「自宅」、努力の結晶である自宅 

そして、故郷では、自宅の土地、建物が代々継承されてくる

ことも普通であり、自宅の土地、建物は自らが育った場であり、

先祖から借り受けた土地であり、そのため、自宅は、故郷での生

活の象徴なのである。 

また、自ら建てたり購入したりする自宅は、それまでの故郷

での人生の努力の象徴であり、それだけに、住民にとって自宅は

故郷の象徴的な存在である。 

そのため、故郷の住民は、自宅に対して強い思い入れをもち、

自宅をより良いものにするために、多大な努力を費やしてきた。 

たとえば、原告らは次のように述べる。 

「この地域で子供達 2 人を育て上げ、地域の人たちにもなじ

み、幾多の苦労を経ながらも私たちの夢は、少しずつ、着実に形

になっていったのです。数年後には、さらに（ペンションを）増

築し、子供たちを地元に呼び寄せて、家族そろって一緒にペンシ

ョンをやっていこうということも話し合っていました。そして、

将来は、子供たちに家業を譲り、私たち夫婦はアパートを立て、

老後の生活をして行く計画も考えていたのです。（原告５番陳述

書 2 頁）。」 

「楢葉は、主人の両親と田や畑を耕し、コメ・野菜を作り、そ

して 3 人の子どもを育て上げた場所であり、結婚して独立した

子供たちが窓を連れて皆で遊びに来てくれる、そんな場所でし

た（甲 C1-1：原告１番陳述書 7 頁）。」 

「自宅は、もともとご先祖からご両親を通じて受け継いでき

た敷地です（原告３番本人調書 15 頁）」 

「自宅は、入母屋造の二重屋根を持つ平屋で、神社などで用

いられる伝統的な工法で建築しています。父親の先祖は神主な

ので、宮大工である親戚（姉の夫）があり、これに依頼して建て

てもらいました。このように私にとって思い入れのある大事な
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自宅であり、個々に戻れないというのは、大変つらいことです。

普通の住宅とは作りが違う、費用をつぎ込んだ建物ですので、経

済的な損害も甚大です。（甲 C3-3：原告３番陳述書 4 頁、5 頁）」 

「楢葉町の自宅というのは、楢葉町に移住してきてからの家

族の歴史が詰まった、まさに私たち家族の幸せの象徴でした。

（原告１０番本人調書 17 頁）」 

（その他、原告７番…入母屋造の日本建築（甲 C7-3：原告７

番陳述書 6 頁） 

 

Ⅲ このように、自宅は地域の一部でもあり、各家族の努力や家

の象徴であり、故郷の象徴であった。 

   

（イ）本件事故による自宅の喪失 

Ⅰ 原告らの自宅の損傷 

原告らの自宅は、東日本大震災で損傷したものもあるが、多

くは倒壊に至ることはなかった。（なお、不動産損害としての自

宅の損失については後述する。） 

そして、本件事故による避難指示が出されたため、原告らは

自宅を十分修繕をすることができず、その結果、雨漏りがあり、

家の中がカビだらけになっていた家も多かった。 

「地震で建物が傷んだこともあり、自宅のいたるところで雨

漏りが起きて、ますます建物は傷んでいます。(甲 C4-3：原告４

番陳述書 14 頁)」 

また、避難指示により人間が住まなくなったため、動物が餌

を求めて自宅内に侵入した結果、動物の糞尿の影響で悪臭がし

たり、床や天井が腐ったりすることも多くあった（原告９番本人

調書 23 頁）。 

「私の家は地震でびくともせず、原発事故さえなければその

まま生活できていたのに、布団も毛布も服も茶碗、鍋もすべてが
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湿気やカビやシミやネズミの被害で使うことはできなくなって

いました。家の中のものはほとんどすべて袋に入れゴミ捨て場

に持っていきました。家族みんなで作り上げてきた歴史や思い

出、すべてがただのごみになって、ごみ袋に詰めなければなりま

せんでした（甲 C1-1：原告１番陳述書 8 頁）」 

他にも、ネズミなどの獣の被害を訴える原告は多い。（甲 C4-

3：４番陳述書 14 頁）（甲 C5-3：原告５番陳述書 1 頁など）。 

 

Ⅱ 盗難等 

また、避難指示が出ていたことを悪用して、窃盗犯が家に入

って有価物を盗んだり、家を荒らしたりするという被害も多か

った。 

「双葉町では一時帰宅が認められるまで、事故から半年以上

が経過していたため、窃盗犯により自宅内が荒らされており、母

の身に着けていた貴金属など金目のものは盗まれてしまってい

た（甲 C9-5:原告９番陳述書 7 頁）。」 

このような状況のため、原告らはそのままその自宅で生活す

ることはできず、建て替えをする人も多く、そうでなくとも、リ

フォームをしている。 

これらの被害は、財産的な損害という意味に留まるものでは

ない。むしろここで指摘されているのは、懐かしい自宅が荒らさ

れ、思い出が失われたことである。獣害や虫害に加えて、こうし

た盗難による被害も相まって、住宅は全損し、故郷における自宅

での生活が破壊されたという点で、故郷喪失という包括損害の

一端をなしているのである。  

 

Ⅲ コミュニティの一部としての自宅 

また、すでに述べた通り、故郷における自宅は、単なる「家」

という入れ物ではなく、コミュニティの一部、地域の一部として
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の、交流の場としての家である。 

本件事故後、故郷のコミュニティが回復していないため、こ

のような交流の場としての自宅も回復していない。 

原告１番は、次のように述べる。 

「お正月やお盆には、子供たちや孫たちがみんな楢葉の家に

集まっていました。今年のお正月は、わざわざ全員で旅館に行っ

て会いました。お金がたくさんかかるようになってしまったし、

子どもたちが育った場所で子供や孫を迎えたかったのに、それ

もできなくなってしまいました。(甲 C1-1：原告１番陳述書 7 頁、

8 頁)」 

 

Ⅳ 自宅の放射能汚染 

また、自宅は除染されていると言われるかもしれないが、実

際は、除染により簡単に放射線量が下がるわけでもない。 

「私の自宅は緑の豊かな地域にあり、周囲は雑木林や竹林に

囲まれていて、除染作業もできません。自宅の敷地の隅（向かっ

て左の雑木林側）で放射線量を測ると、毎時 0.7 マイクロシー

ベルトを超え、建物の中でも 0.5 マイクロシーベルトほどの数

値が出ます。こんな状況では住めるとは思えません。雨風によっ

て、周囲の樹木の放射性物質が飛散し、自宅の庭を何回除染して

も、また元通りになってしまうでしょう。庭いじりなども到底す

る気にはなりません（甲 C2-1：原告２番陳述書 5 頁）」 

 

Ⅴ 小括 

以上より、コミュニティの一部としての自宅は、本件事故に

より、物理的にも喪失し、また、それに加えて、コミュニティの

一部という要素が喪失したのである。 

 

 （ウ）自宅の喪失による精神的苦痛 
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Ⅰ 自宅の喪失による精神的苦痛 

自宅の喪失により、原告らは深い悲しみを感じている。 

「家族で幸せな生活を送っていたマイホームの荒れ果てた姿

を見るのは、本当に辛いです。また、夫が苦労して開業した動物

病院についても同様です。荒れ果てた病院の姿を見るたびに、夫

の夢だった動物病院の経営も、そこでの地域の人たちとの触れ

合いも、もう二度と取り戻せないことを痛感するのです。（甲 C4-

3：原告４番陳述書 15 頁）」 

「原発事故の避難者が口をそろえて言うことは、一時帰宅す

るたびに自分の家が廃墟化していくのを見るのが悲しいという

嘆きの声です。苦労してそろえた家の中のほとんどの生活用品

や家具類は、原発事故の放射能のために汚染し、新品のものでも

外に持ち出すことができなくされてしまいました。それでも、毎

月何時間もかけて警戒区域の作に囲まれている無残な姿になっ

てしまった自宅に一時帰宅するのは、この町で若いときから苦

労して建てた自分の家やお店に愛着があり、簡単には捨てられ

ない大事な家族の思い出があるからなのです。一時帰宅し、痛ん

でいく家の片づけをしていても、走馬灯のように楽しかったこ

とや家族で苦労してお店を繁盛させてきたことが思い出され、

懐かしさと悲しさが入り混じり、原発事故さえ起らなければ、こ

んなことにならなかったと強い憤りと喪失感を毎回感じてしま

うのです。そして、こんな自宅の片づけをしても帰還できなかあ

ったら無駄ではないかと思いつつも、もしからしたら帰還でき

るのではという気持ちが過ぎり、毎月、一時帰宅して自分の家の

手入れをしているのです。（甲 C5-3：原告５番陳述書 1 頁、2 頁）」 

「東電基準での賠償金が支給されても、お金では買えない、

大切な家族の歴史が強制的に奪われた喪失感と先の見えない絶

望感。楢葉町に置きっぱなしの家財や私物は半ばごみと化して

いましたが、2014 年 10 月 6 日に東電職員の「自宅片づけ」を依
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頼し、今まで手につかなかった、心の整理ができなかった家財を

処分することにしました。自宅は、かわいそうだけど今は、「た

だの別荘」のような扱いにしかならないです。（甲 C10-3：原告

１０番陳述書 12 頁）」 

「夫と二人でマイホームを建てて、穏やかに暮らしていた我

が家の惨状を見るたびに、涙がこぼれます。この涙は、怒り、悲

しさ、そして無念さなのです。荒れ果てた我が家を見るたびに、

あの時から時間が止まっているかのようで、静まり返っている

家の中で、かつての暮らしが思い出されます。辛いことや悲しい

こともあったはずなのに、楽しい、良い思い出ばかりしか浮かび

ません。それだけ、故郷である双葉町と我が家に愛着があったか

らだと思います（甲 C13-2：原告１３番陳述書 5 頁）」 

 

Ⅱ 自宅の喪失による精神的苦痛は、住民らに共通していること 

なお、被告は原告３番に対する反対尋問において、特別な工

法であろうと普通の工法であろうと、故郷の自宅を失う気持ち

というのは同じではないかと質問し、原告３番は「はい」と答え

ている。 

自宅を失うことによる精神的な苦痛において、自分だけ特別

なのかと問われれば、誰しも同じだと答えるのは当然である。し

かし、故郷を失うことへの精神的苦痛、喪失感は、元来主観的な

ものであって、他の避難者・原告と比較して差があるかどうかを

問い詰めること自体が誤りである。原告３番にとって、この神社

建築の工法によって建てた自宅は思い入れのあるものであり、

喪失感は人一倍大きい。しかし他の被害者と比較するような発

想は持っていない。 

同様のことは、多くの原告本人尋問において語られた。家族

で設計に知恵を絞ったこだわりの家、父親が一緒に木材の加工

をしてくれた大事な家、子供たちの成長を願って広い庭やリビ
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ングをしつらえた家。それぞれに人一倍の喪失感を訴えた。しか

し、ほかの被害者と比較する原告は一人もいなかった。懐かしい

自宅は、それぞれにとって格別の大切なものであり、かけがえが

ないということである。 

 

エ 文化 

  （ア）本件事故前の伝統文化 

Ⅰ お寺の伝統文化 

故郷には、古くから伝わる伝統文化が継承されており、それ

を意識的に維持、復活をする取り組みが続けられてきていた。 

たとえば、原告１番は、代々伝わるお寺の住職であったが、

花まつり、じゃんがら念仏踊り、月例念仏会、お施餓鬼を復活さ

せ、部落の子どもたち、青年たちなどたくさんの人がお寺に集ま

るようになった（原告１番本人調書 7 頁、8 頁）。」 

 

Ⅱ 地域の祭りなどの伝統文化 

ほかにも故郷には地域の伝統的な祭りなどがあった。 

「（私の）祖先が代々神官であったので、私も出羽神社の神社

総代を務めています。大同年間に創始されたという歴史ある神

社であり、年に何回かの祭事、祭礼でも、様々な行事をとり行う

役割を担っていました。中でも、古くから伝承されている大滝神

社の浜折りという祭事は、福島県の無形文化財に指定されてい

る由緒ある文化行事です。町内の木戸八幡神社（雄）と出羽神社

（雌）の雌雄の神々を祀る厄払い祭事で、町内を流れる木戸川上

流に鎮座する大滝神社（本宮）から木戸八幡神社、出羽神社にご

神体が神幸となり、前後 5 日をかけて再び大滝神社に還御する

壮大な祭事です。その 4 日目には「浦安の舞」という巫女の舞が

奉納されますが、これは地域の氏子さんの家の娘が、歴代にわた

ってその伝統技能を継承してきました。また、宮出しに用いられ
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る神輿も歴史あるもので、新たに作れば数千万円かかるもので

す。（甲 C3-3：原告３番陳述書 4 頁、5 頁）」 

 

Ⅲ 地域の象徴ともいうべき有名な祭り 

ほかにも、地域の象徴ともいうべき有名なお祭りもある。「相

馬の野馬追」がその一つである。 

「私は、相馬の伝統行事である野馬追に参加することを楽し

みにしておりました。父の代からの趣味であり、甲冑を身にまと

い、馬に乗って、父子 2 人で毎年の行事になっていました。（甲

C13-1：原告１３番陳述書 6 頁）」。 

「正月になると、7 月には武士になる。こういう気構えです。

武士になるということは、一千有余年の相馬野馬追の伝統文化

を守るということの使命感であります。私は、そのことが誇りに

感じております。私にとって、野馬追は人生のすべてであります。

（原告３５番本人調書 7 頁）」 

大熊町では、町の指定民俗無形文化財になっていた、大熊町

の熊川稚児鹿舞というお祭りもあった（甲 C47-1:原告４７番陳

述書 4 頁）。」 

 

Ⅳ 地域の行政区が主体となるお祭りやイベント 

また、地域の行政区が主体で担われるお祭りなどもよく行わ

れていた。 

たとえば、双葉町では、地区の盆踊りや、行政区ごとにも盆

踊りがあり、8 月 15 日には町の旧道沿いを南と北からいろんな

行政区ごとに踊って企業も交えて盛大な盆踊りがあった。また、

だるま市や新山秋市や夏に海でイベントなども毎年行われてい

た。運動会も、町を挙げて行政区ごとの対抗の運動会があり、運

動会のためによく練習をするくらい団結してまとまっていた

（原告４番本人調書 7 頁）。 
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これらは、地域の交流を深めるとともに、隣接ないし近接す

る地域間の交流を深めるものであった。 

 

Ⅴ 伝統文化保存の取り組み 

このような伝統文化は、意識して保存しなければ維持するこ

とはできない。 

原告ら住民は、意識的にこのような伝統文化を維持する取り

組みを行っていた。 

「地元の集落では、地元の伝統や文化を守ろうという意味で、

「保存会」という集まりがありました。この「保存会」は一時期

活動を休止していましたが、4～5 年前から会の活動が復活し、

私たちもこの活動に積極的に参加していました。保存会は、毎年

夏に行われる盆踊りなどの企画を取り仕切っていました。復活

して 4～5 年が経ち、本件事故前にはちょうど軌道に乗り始めた

ところでした（甲 C42-1：原告４２番本人調書 5 頁、6 頁）。」 

 

（イ）本件事故により、伝統文化が喪失、変容したこと  

しかし、本件事故により、伝統文化は喪失ないし変容した。 

Ⅰ 帰還しないことによる伝統文化の中断 

例えば、前述の原告１番の取り組みは、本件事故後、「楢葉町

でも、現在戻っているのが全体で２割前後、そのうち高齢者、老

人がおおよそで、若い世代が戻ってないし、まして子供が戻って

いないので、花まつりもじゃんがらも絶望です。できません。（原

告１番本人調書 10 頁）」という状況である。 

 

Ⅱ 住民構成の変化による伝統文化の中断 

これから、故郷の住民が増えれば伝統文化が再開できるかと

いうと、そう簡単ではない。 

「楢葉町に住み始めている人は、原発の収束作業のために集



297 

 

まった全国 からの労働者ですから、お寺を求めて住民になる

ということはまず考えられません。楢葉町に長く住まないから

です。（原告１番本人調書 10 頁）」 

 

Ⅲ 避難先などでの再開はできないこと 

避難先で伝統文化を再開するということもできない。 

また、上記原告３番が述べる伝統行事も、「毎年ある神事でし

たが、現在は全く中断しております。（たとえば避難先で続ける

ということも、）やはりそこの楢葉町という住民の方々の昔から

の祭事でございますから、これ、田町村に行って行うということ

はまず難しいですね。もし途絶えてしまったら、私自身もさるこ

とながら、地域住民の方々がここの拠り所というような形で、そ

ういう 100 年も続けてますし、代々やっておりましたので、そ

ういうことは、私自身としては本当に考えられないことですね。

かけがえのないものがなくなってしまいます。（原告３番本人調

書 14 頁）」 

 

Ⅳ 若者世代が帰還しないことによる伝統文化の喪失 

「何よりもこうした伝統行事を担い、さらには時代に承継す

る若い世代が、今後避難指示が解除されても戻ってこないこと

が問題です。巫女も神輿の担ぎ手も、笛や太鼓の総社も、地域の

若者たちがいなければ何もできないのです。また、こうした行事

を差配する年長者も元通りに戻ってくることはないでしょう。

私が今勤めている神社総代も、地域の中で次の人を見つけて引

き継ぐ必要がありますが、候補者すら見当たらない状態です。こ

のようにして、地域の文化や伝統行事も、衰退してしまう恐れが

大きいと思います。そのようなことになれば、代々生活してきた

地域社会がなくなってしまいます。（甲 C3-3：原告３番陳述書 5

頁）」 
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「代々諏訪神社の「浦安の舞」を割り当てられていて、小学

三年から六年まで、私も踊り手でした。そのような伝統行事や

人々とのつながりは原発事故によって途絶え、交流のあった人

たちはどこに行ったのかさえ分からなくなってしまいました。

事故がなければ、伝統行事も続けることができ、地域社会が存続

していたはずです（甲 C38-1：原告３８番陳述書 4 頁）。 

 

Ⅴ 再開した祭りの変容 

野馬追も、本件事故前の状況に戻ったとは言えない。 

「相馬野馬追そのものは、再開されていますが、私たちのよ

うに避難生活を知られているものにとっては、もはや自分が参

加する地域の文化行事ではなくなってしまったのです（甲 C13-

1：原告１３番陳述書 6 頁）。」 

「事故後にはやはり参加人数も参加騎馬数も減りました。増

して避難区域もできましたので、野馬追に参加する若い人も避

難して、なかなか野馬追に参加することもできずに参加しない

人もおりました。震災後、随分観光客は減ったというふうに見受

けられます。事故前は相当数の馬が地元で飼われていて、自分で

飼育した馬で参加することが野馬追だというような話もありま

したくらい飼育の人が多くいました。ところが、事故後は避難地

区の関係もありまして、県内外の乗馬クラブの方から借り馬と

いうような感じで馬を借りてくることが多く見受けられるよう

になりました。今後、伝統文化がだんだん縮小されるのかなとい

うふうな心配をしています（原告３５番本人調書 7 頁～9 頁）」 

「（浪江の仲沢で行われていたお祭りの神楽は）避難後、神楽

をやる（やろうとする）機会はあるにはあったんですけど、人が

集まんないんです。わかんない人もいたんで、1 人かけてもでき

ないんで、ちょっとできなかったですね。（原告５５番本人調書

24 頁）」 
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「本件事故により、住民はばらばらになってしまいました。

（小高の）この祭りだけでも継承できないかと、地元の人たちと

連絡を取ってみたのですが、やはり、思うように人が集まりませ

ん。小高の人々にとって、先祖代々続いてきた伝統が途絶えてし

まい、心に穴が開いたようです。私たちの故郷は消滅してしまっ

たのです。（甲 C58-1：原告５８番陳述書 9 頁）」 

 

Ⅵ 他の地域の祭りに参加できればよいというものではないこ

と 

なお被告は、原告本人尋問において、伝統行事は他の地域に

もあるが、楢葉だけは特別に被害が大きいという意味かと質問

し、さらに避難先であるいわき市にも伝統行事があるではない

かと質問した。もはや愚劣な質問というほかはない。固有性を持

つ伝統や文化は、まさに地域における固有の価値を持つのであ

る。しかし、それは他の地域の住民が、それぞれ同様に固有性の

ある価値を持つ文化を享受していることを否定するものではな

い。また、避難先の地域が保有している固有の文化は、その地域

における帰属意識が成熟しない限り、避難先の文化に過ぎない。

観光旅行で体験する祭りによって、自身の故郷への帰還を感じ

る旅行者など存在しないのと同じである。 

 

（２）生産の場としての地域 

原告らの故郷は、生活の場だけでなく、生産、すなわち職業生活

の場でもあった。 

人は一日のうち大多数の時間を生産活動にあてているため、職業

生活の場もまた原告らにとって極めて重要なものである。 

原告らの生産活動は、大きく分けて、農業、農業以外の自営業、

その他の会社などへの就職に分類できる。 

以下では、それぞれ論じる。 
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  ア 農業活動 

（ア）故郷における農業の意義 

Ⅰ 農業という営み 

農業は、故郷の自然に働きかける営みである。 

各農家は、所有している農地の特性、故郷の自然の気候を徐々

に理解し、どのようにして農作物の生産量を挙げるかというこ

との知識を蓄積していく。 

また、どのような農作物が当該農地にとって適しているのか

ということや、市場の地域や内容、需要の内容などに照らして、

当該農地でどういう農作物を作ることが最適かということを検

討する。もちろん、どういう農作物を作りたいかということも重

要な考慮要素である。 

このようにして、実際に農作物を作り、当該農作物、当該農

地にあった農法を研究し、また品種改良等も研究しつつ、それぞ

れの農家に独特の農業を確立し、さらに向上させているのであ

る。 

農業はこのような過程を経るのであるから、当然、何年、何

十年にもわたる努力が当該農地や農法には蓄積している。 

この蓄積は、ある農家一代内部で行われるにとどまらず、次

の代、また次の代へと引き継がれ、成果の蓄積は徐々に増えてい

くのである（長期継承性、固有性がある）。 

 

Ⅱ 農地への愛着 

このように、代々、農地や農法を改善させていくのであるか

ら、農地は先祖代々の努力の結晶であり、農業従事者の農地への

愛着は大きい。 

「このように、本件事故まで私たちが毎年、野菜やコメを収

穫してきた田畑は、私の両親と私を含めた兄弟姉妹が、大変貧し

い暮らしの中、山林を切り開き、やせた土地を何度も耕して苦労
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に苦労を重ねて作り上げたものでした。したがって、実家からこ

の土地を譲り受けた私としては、この田畑に誰よりも愛着があ

り、女平地区に戻らないと決めた今でも、亡くなった私の両親が

戻って来いと言っているのではないかと後ろ髪を引かれる思い

があります。（甲 C22-3：原告２２番陳述書 4 頁）。」 

 

  （イ）原告らの例 

たとえば、原告１７番夫婦（以下、「原告１７番ら」という。）

は専業農家であるが、５代続く農家であり、「うまい米」を作る

ため、牛の厩肥を使ったり、減農薬による農法を採用したり、

様々な工夫を行っていた。原告１７番らは、牛の肥育と繁殖も行

っていたが、これは、原告１７番の父が１９６１（昭和３６）年

から和牛の肥育をはじめ、苦労を重ねながら評判の肉牛を育て

るようになった。さらに、徐々に繁殖も行うようになり、JA を

通じて販路に乗せていた（甲 C17-3：原告１７番陳述書 3 頁、4

頁）。 

原告１７番らは、長男夫婦とともに牛の面倒を見ており（原告

１７番本人調書 9 頁）、牛の爪を削る削蹄士の資格を取得したり、

人工授精の資格を良一が取得したりして、牛の繁殖も工夫をし

ており、子牛の品評会、成牛の品評会では、毎回のように賞を受

賞するほどの牛を育てることができていた。 

 

（ウ）農業とやりがい 

原告１７番らは、このように、先祖代々の努力や研究の蓄積の

上に、より良い農業を行えるようさらに自らの努力や研究を積み

上げてきたのである。 

農家がこのように努力や研究を積み重ねていくのは、単に、生

業、生計の糧を得るためだけではない。 

作った農作物がだんだん育っていくことを見る楽しみや喜び、
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土をいじることの楽しみ、そしてなにより、人に食べてもらい「お

いしい」と言ってもらうことが最大の生きがいだからである。 

「土いじりは好きでした。やはり種をまいて、収穫できるまで

育てるのが楽しみでした。近所の人にあげたらおいしいと言って

喜ばれていました。作って、よろこばれたところにやりがいを感

じていました（原告４０番本人調書 4 頁、5 頁）」 

「楽しみは「美味しかったよ」「安心して食べられるから最高」

などと言われることで、最高にうれしいです。ますます野菜作り

に気合が入ってしまったものでした。（甲 C19-3：原告１９番陳述

書 7 頁）」 

故郷で農業を行っている原告らは、先祖代々、そして自分自身

の努力や研究の成果、「おいしいと言ってもらいたい」という強い

思いが農地や農業に詰まっているため、農地や農業に対して強い

思い入れを持っているのである。 

そのため、故郷の農地、農業というのは、先祖代々引き継がれ

た、他では代替できない固有性ある農地、農業なのである。 

   

（エ）農業と地域との関わり 

また、農業は、次の点でも地域と密接にかかわっている。 

すなわち、農業は、農業用水・農道・広大な農地の維持・管理、

収穫、田植えなど大変な作業を、ある農家だけで行っていたわけ

ではなく、地域全体で協力し合い、行っていた。 

農業用水、農道の清掃活動、整備等の管理や、農業用水を地域の

どの農家がどういう順番で利用するかという「利水」の調整など

も地域レベルで行われていた。 

農業用水は、いざというときの消防用水になるからである。 

「田んぼの水利の管理は完全にできなくなってしまいました。

（水利の管理は）人手が必要な作業で帰還住民だけでは到底実

施できるものではなく、そもそも農業を再開している住民は数
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えるほどしかいませんし、仮置き場になってしまった田んぼも

多いからです。新規居住者は、帰還した住民とのつながりがなく、

廃炉作業のために一時的に居住しているだけですので、水利管

理の作業はお願いできません。万が一火災が起こった際に、田ん

ぼの水路を活用するということは難しいのではないでしょうか。

（甲 C1－11：原告１番陳述書）」 

田植えや収穫など、多大な労働力を要するが、他方で速やかに

行われなければならない作業については、家族総出で、また、地域

の農家が協力し合い、一つの農地に多くの労働力を投入して行っ

ていた。 

「事故前の双葉での生活は、ご近所との関係も濃厚なものでし

た。とにかく、食材は買ったことがありません。米や野菜は自分た

ちで作りますし、ご近所からもらったりもします。魚についても

知り合いの船主さんからもらったりしていました。また、食材だ

けでなく、作った料理のお裾分けもご近所同士で頻繁にやってい

ました。ですから、ご近所でのうれしいことや悲しいことはみん

なで共有するような生活でした。自分のところの田植えが終われ

ば、よその家の田植えを手伝う、稲刈りも手伝うといった地域で

した（甲 C12-1:原告１２番陳述書 8 頁）。 

したがって、農業はその生産過程においても、地域と密接にか

かわっていた。 

 

（オ）農業と地域振興 

また、原告９番は、双葉町で養蜂場を経営していたが、「双葉町

の地域に貢献できる産業に結びつかないかと考え、蜂蜜について

も、畑で作った生姜とあわせて生姜のジャムを作って直売所で販

売したり、東京での販路を確保したり、地元での農家レストラン

を運営しようとしていた。東京の物産展に出展させてもらうなど

して、旧来の農業とは違う新しい形で双葉町の農業を展開してい
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こうと考えていた（甲 C9-5：原告９番陳述書 2 頁）。」このように、

農業は、単に農業を行うということではなく、地域に密接にかか

わりながら行われていた。 

 

イ 農業以外の自営業 

（ア）故郷における農業以外の自営業の意味 

農業以外の自営業を営んでいた原告らもまた、故郷の自然環境

を生かして商売をしていた人も多い。 

そして、事業を続ける中で、取引先の需要などを聞いて、事業内

容を変化させ、事業を拡大していった。 

また、事業の消費者が故郷の住人であることも多く、故郷の住

民とのコミュニティと密接に関わっていた。 

  

（イ）原告らの例 

Ⅰ 原告６２番の例 

原告６２番の実家は、富岡町でＷ糀店というお味噌屋さんを

代々営んできた。 

そのため、「岩井戸のお味噌屋」として町内隣接の年配者はみ

なＷ糀店を知っているというほどであった（６２番調書５頁） 

Ｗ糀店の消費者は富岡町の住人も多く、また、お客さんに、

富岡の自然のなかで採れた野菜などを無料で渡しており、原告

６２番は、まさに故郷に根差した商売をしていた（６２番調書１

６頁、１７頁）。 

 

Ⅱ 原告２４番の例 

製材業をしていた原告２４番は、実家が代々製材業を営んで

おり、故郷の山から木材を切り出して、売却していた（２４番調

書２頁）。 

原告２４番が営んでいた製材業では、昭和４４、４５年頃か
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ら、主にパレットという、倉庫業などで製品を積み上げて倉庫に

移動して端積みしておく台を作りはじめた（２４番調書２頁）。 

これは、当初取引先からの需要を聞き、製材業で出ていた端

材を使って作るようになった（２４番調書３頁）。その後、木材

だけでなく、プラスチック、鉄などを使ったパレットを作るよう

になった（２４番調書３頁、４頁）。 

このように、原告２４番は、故郷の自然を生かしつつ、消費

者の需要に応えて、事業を変化させていったのである。 

 

Ⅲ 原告５番の例 

また、原告５番夫妻がおこなっていたペンションも、双葉町

の景観と自然豊かな庭などの環境を生かした、故郷に根差した

事業であった（原告５番調書 8 頁ないし 23 頁） 

（その他、薬局について、原告６番ら（甲 C6-1）。地元の食材

を使った創作料理店について、原告８番（甲 C8-1）。30 年かけて

地元の人たちに多く利用してもらえるようになった自動車整備

工場について原告２７番（甲 C27-1））。 

 

ウ その他の会社などへの就職 

農業や自営業を営んでいない原告らも、故郷で就職し、故郷で

職業生活を営んでいた。 

例えば、原告１０番は、居住地である楢葉町が企業誘致した（い

わば、楢葉町の住民の雇用の場であり、楢葉町の産業として作ら

れた）「株式会社ダンレイ福島工場」に入社し、パート社員、準社

員、正社員へと順次登用された。役場での事務経験を生かし、福島

工場 68 名従業員の総括総務事務員として働いていた（甲 C10-3：

原告１０番陳述書 2 頁）。 

また、原告１５番は、楢葉町の天神岬スポーツ公園の管理人を

するようになり、楢葉町の自然環境や故郷の憩いの場を維持、管
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理するという、故郷と密接なかかわりを持つ仕事に従事していた

（原告１５番本人調書 10 頁）。 

 

（３）生産の場としての故郷の喪失 

しかし、本件事故により、故郷での職業生活は喪失した。 

ア 農業 

（ア）農地が使えないこと 

すなわち、故郷での農業は、故郷での農地で営まれていたので

あるが、現在、農地には除染廃棄物のフレコンバッグの仮置き場

が設置され、農業が再開できない場所も多々ある。 

たとえば、原告１番の田んぼは、フレコンバックの仮置き場と

なっている（原告１番本人調書 13 頁）。 

さらに、故郷の農地はまだ、放射線量が高い。 

 

（イ）放射線汚染により農業ができないこと 

また、放射能汚染のため、農業を再開することはできない。現

に、出荷制限が多くあることは「故郷の現状」で述べた通りであ

る。 

「セシウム１３７が検出されるので、それが除去できなけれ

ば農業の再開は厳しい（原告９番本人調書 25 頁）」 

「田んぼは反転耕をしたが、取れたお米にはセシウムが残っ

ています。20、30、40（ベクレル）、地域によって多少変わりま

すが、あります。それはおそらく 10 年後でも続くと思います。

（原告３１番本人調書 23 頁）。」 

 

（ウ）除染による農業の再開の困難 

また、除染した農地では、表土をはぎとっているため、栄養価

の高い土が失われており、本件事故以前と同等の農業を再開する

ことは困難である。 
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「私は、優れた品質の農作物は、土づくりになるという信念で

やってきました。年間 2 トンダンプカー40 台分くらいの堆肥を譲

り受け、それを 1 年から 2 年くらいストックし、切り返しで空気

を入れながら熟成させていきます。私のところの田や畑、果樹園

すべてに、こうした熟成させた堆肥を使用させてきました。その

結果、地力のあるふかふかの土が長年かけてやっと出来上がり、

優れた品質の農作物を生産することができるのです。ところが、

除染（表土除去）によって、その栄養ある肥えた土がすべてはが

されてしまいました。結果として、一から土づくりを始めなけれ

ばならなくなってしまいました。以前のような肥沃な土に戻すた

めには、少なくとも 5 年、10 年あるいはそれ以上の時間がかかる

だろうと思っています（甲 C42-1：原告４２番陳述書 10 頁、11

頁）」 

 

（エ）「福島産」の評判悪化による農業の再開困難 

さらに、本件事故があったため、福島の農産物は、放射能によ

り汚染されたというイメージが付いてしまっている。 

そのため、農業を再開したとしても、本件事故前に比べ買い手

がおらず、到底事業としてはやっていけない。 

 

（オ）コミュニティの喪失による農業再開の困難 

加えて、前述のとおり、農業は戻った家だけで行えるものではな

く、集落の住民全体の協力のもとに行われていた。田植え、収穫の

協力や農業用水、農道の管理、維持等が典型である。 

したがって、コミュニティが戻らない以上は、農業の再開は著し

く困難なのである。 

 

（カ）他の地域での農業に、意味はないこと 

なお、他の農地を借りれば農業ができるではないかという意見も
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あるかもしれない。 

しかし、農業はすでに述べた通り、良い農地に手を加えてさらに

より良いものにし、またその農地にあった作物を作る、逆に作物に

あった農地に改良するという継続的な取り組みである。 

そもそも、他で農地を取得するということも簡単ではないし、他

の農地で同様に農業を再開できるわけでもない。 

原告１７番は次のように述べる。 

「農地は、ほかで買えばいいとか、買ったら代わりになるとい

う性質のものではありません。これは、私の生まれてからずっと

の土地は、やっぱりその土地にあった、やはり双葉町というのは

前田川の流積土でできた、砂譲土の本当にいじりやすいとちな

んで、やっぱりそういうところを選んだ先祖が偉かったなと、そ

う考えてます（原告１７番本人調書 24 頁）」 

 

  イ 自営業、その他の会社などでの職業生活 

故郷での自営業やその他の会社などにおける職業生活もまた、

本件事 故により失われた。 

（ア）消費者の喪失 

すなわち、故郷での自営業や会社は、故郷の住民を消費者とし

ていたため、本件事故により避難指示が出され、住民が一部しか

戻っていないような状況では、営業を継続することが困難であ

る。 

例えば、原告６番は、広野町で「広野薬局」を再開したが、前

述のとおり、広野町の事業者にとって、広野町の住民だけで事業

が成り立つわけではない。商圏は、広野町の周辺地域、浜通り地

域全体を含むのであり、広野町以北の商圏が失われてしまった

状態では、到底、広野町で従前と同様に事業を行うことはできな

いのである（原告６番本人調書 11 頁）。 

また、原告１３番は、歯科技工士であったが、客である故郷の
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歯科医師が避難し、故郷での仕事の再開の見通しはない。また、

他の場所で歯科技工士として業務できるかというと、それもで

きない。すなわち、歯科技工士は客である歯科医との長年の人間

関係が重要であるため、歯科医との人間関係なしに、新規に開業

しても、仕事を受けることはできない。また、歯科技工士の仕事

はどこも飽和状態であり、突然新規の業者が開業しても、既存の

業者とともに共倒れにならざるをえないのである（甲 C13-1:原

告１３番陳述書 4 頁）。 

 

（イ）営業基盤の喪失 

自営業者の場合、営業基盤（工場など）は、故郷にあることが

多い。この営業基盤が失われ、事業を行うことができなくなった

り、競争力が失われ、それにより営業活動を継続できなくなった。 

原告２４番の製材業は、「取引先の人たちは、私に同情はして

くれますが、浪江町の工場を失った私に、継続的に仕事を依頼し

てくれることはありませんでした。私は、２か月くらい営業活動

を頑張って続けましたが、これ以上やっても成果は出ないと感

じて営業活動をすることを止めました（甲Ｃ24－1：原告２４番

陳述書 9 頁）。」と述べる。 

 

（ウ）職場の倒産や移転 

また、本件事故の影響で、原告らが勤めていた会社が、原告ら

の故郷での事業は採算が取れないとして、他の場所に移転した

り、もしくは倒産したりして、原告らは故郷での職業生活を喪失

した。 

例えば、原告１０番は、原発事故により楢葉町の職場を解雇さ

れ、故郷での仕事を失った（甲 C10-3：原告１０番陳述書 12 頁）。 

「二女は、2011 年 4 月 1 日より正社員となることが内定して

いましたが、勤務先店舗が双葉町内だったため、本件事故により
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勤務先店舗が営業停止となり、内定取り消しとなってしまいま

した。（甲 C26－1：原告２６番陳述書 6 頁）」 

 

（エ）避難に伴う転勤による仕事の喪失 

また、解雇などはされなかったが、避難先からの通勤や、勤務

先の変更により、仕事を継続することが難しくなった例も多い。 

原告１４番は、農業関係の団体の相双支部（南相馬市所在）で

正社員として働いていたが、本件事故の影響で、福島市の本部に

転勤する形で復職することになった。しかし、当時、原告１４番

は、郡山市に居住しており、通勤時間が長くなり、避難生活中の

ストレスと相まって、体調を崩し、腰部脊柱管狭窄症、腰椎すべ

り症、両側変形性膝関節症など、様々な病気になった。そのため、

夫の原告１４番が、「体を壊してまで無理することはない」と言

ってくれたため、退職した（以上、原告１４番本人調書 9～11 頁）。」 

原告らの故郷の無職率、非正規雇用率が高く、雇用がないこと

は「第 5 章 故郷の現状」で述べた通りである。 

 

ウ 小括 

以上の通り、原告らの故郷は、職業生活の場という性質を失っ

てしまったのである。 

 

（４）一体性としての生産と生活の諸条件 

    原告らが生活していた故郷は上記のような、生産と生活の諸条

件としての要素をもった地域なのである。 

これらのすべての要素の中で、原告らは生活していたのである

が、これらのすべての要素は、上記のとおり、それぞれの要素が密

接に絡みあって、相互に作用しあっている。 

すなわち、故郷は、これらの要素が一体となって原告ら地域の

住民が日常生活、職業生活を営む際に必要な一切の条件となって
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いるものなのである（除本調書５頁）。 

 

（５）生産と生活の諸条件の一体性とコミュニティ 

ア コミュニティと故郷の維持 

コミュニティは、故郷の生産と生活の諸条件を作り上げる主体

的な条件であり、故郷の要素でもある（除本調書６頁）。 

すなわち、故郷の生産と生活の諸条件というのは、ただそこに

あり、住民がそれをただ享受するだけのものではない。 

原告ら住民は、「故郷」を維持するため、主体的に故郷のあらゆ

る面（生産と生活の諸条件）に働きかけ、そうやって故郷を維持し

ているのである。 

たとえば、前述のように、故郷には相互に農作物や漁獲物、山菜

などをおすそ分けをしあうという関係性があり、それにより生活

費が減少したり（生活費代替機能）、相互に助け合う（相互扶助・

共助機能）という側面がある。 

このような日常的なおすそ分けを典型とする日常的なコミュニ

ケーションは、それを継続することにより、継続的な人間関係が

維持され、強化（密なものになる）される。 

そして人間関係が密になることにより、「家に上がってお茶を飲

んでいきな」と言いあえるような気軽な関係を築くことができる。 

家に上がって日常的に話をすることにより、悩みの相談ができ

たり、互いの状況を良く知り合えたりすることにより、いざとい

うときには助け合えるという信頼感が醸成され、故郷での生活が

安心なものになっていくのである。 

「本家や分家のいくつかは農家です。収穫の時期になると、コ

メや野菜、果物、野菜などを持ってきてくれたり、取りに来いと連

絡が来てもらいに行ったりしていました。もらいに行けばお茶を

よばれて話もします。（甲 C14-1：原告１４番陳述書 2 頁、3 頁）」 

そして、このような安心な、思い入れのある故郷だからこそ、維
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持したい、より良くしたいという思いが働き、おすそ分けを継続

してコミュニティを維持したり、新しい住人が入ってくれば、声

をかけるなどして、コミュニティの一員になってもらったりとい

う過程を通じて、故郷を維持するという循環が果たされる。 

 

イ 人間関係の多様性 

また、人間関係と一言で言っても、その関係性は画一的なもの

ではなく、様々なものがあり、その様々な関係性の総体がコミュ

ニティである。 

上記のように、山菜取りの名人や、何代続く家かどうか、本家か

分家か、代々の農家かどうか、そういった故郷の住民の多様性、人

間関係の多様さが、故郷のコミュニティのひだ
、、

を作り、故郷の人

間関係を独自な、また密なものにしていくのである。 

こうして、コミュニティは、故郷の要素であるとともに、故郷を

維持させる条件でもあるのである。 

 

第２ 故郷の機能（地域生活利益）・精神的拠り所としての価値、その喪  

  失 

 １ はじめに 

故郷は、上記（１）のような実体を持つものであるが、ここでは、

この故郷の機能と精神的拠り所としての価値を述べる。 

また、本件事故により、これらの機能が失われたことも述べる。 

 

 ２ 故郷の機能 

故郷の機能は、すでに準備書面（１５）の２で詳述したとおりで

ある。 

ここでは、原告らが提出した証拠に照らし、これらの機能があっ

たこと、その喪失を主張、立証する。 

なお、原告らの本人尋問や除本証人尋問により、故郷の機能はこ
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れだけにとどまらないことが明らかになっているので、それを踏ま

えて本項では主張立証する。 

（１）生活費代替機能 

 ア 生活費代替機能とは 

生活費代替機能とは、地域社会において、コメ、野菜、飲料水な

どが自給できており、各世帯で自給が完結していなくとも、地域

社会で相互に食料を供給しあうことにより、食料品の購入がなく

とも、生活できる、すなわち、生活費を減少させるという経済的側

面を持つ故郷の機能である。 

この機能は、経済的利益はもとより、精神的な安定、安心という

利益も含む価値である。 

 

  イ 原告らについて  

（ア）自然からの採取、おすそ分け 

非常に多くの原告らが、すでに上記（２）の「自然」の項目で述

べたとおり、日常的に山菜・キノコ採りや魚釣りをしていたこと

や、これらの成果について、住民同士で贈答し合っていたことを

述べている（甲 C1－5、6 頁、甲 C2－1、5 頁、甲 C3－3、6 頁、原

告番号４番本人調書３及び９頁、甲 C7－3、7 頁、原告番号８本人

調書 1～２頁、甲 C１３－１、甲 C15－1、4 頁、甲Ｃ１７－１・５

頁、甲 C18－1、3 頁、甲 C21－1、5 頁、甲 C22－3、5 頁、原告番

号２６番本人調書７頁、甲Ｃ２７－１・9 頁、甲Ｃ２８－１・５～

６頁、原告番号３６本人調書２３頁、原告番号３７番本人調書２

０頁、甲４３－１・７頁、甲４４－１・8 頁、甲Ｃ４６－１・６～

８頁、甲 C２４－１・２～３頁、甲Ｃ５５－１・５頁甲Ｃ６０－１、

甲 C６２－１・４～５頁、甲Ｃ６６－１・３～４頁、甲Ｃ６８－１、

甲 C６９－１・11 頁、甲７２－１・３頁、甲Ｃ８１－１・３～４頁

等）。 

原告らは、山林、海、川からの取得にとどまらず、農作物の栽培
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や家庭菜園、酪農などで、多くの食料品を生産していた。 

そして、このような食料品の取得、生産は、当該取得者の家族だ

けが得るのではなく、そもそも、親戚や近隣住民に分けることを

前提に、多量に取得、生産され、実際に、親戚や近隣住民におすそ

分けをしあっていた。 

「近所の方々とは、食べ物の物々交換のようなもので、珍しい

食べ物があれば自分の家だけで食べません。隣へおすそ分けをし

ます。おいしいものは、みんなで味わいます。そんな風習でした。

（甲 C19-3：原告１９番陳述書）」 

 

（イ）おすそ分けによる生活費の軽減 

おすそ分けをしあっていたため、普段、食料品の買い物をほと

んどしなかった原告も多い。 

 

（ウ）おすそ分けは農家だけの関係ではないこと 

原告らの中には、農作物の栽培や家庭菜園をしていない住民

がいるが、そのような住民がこの「おすそ分け」の関係性に入れ

ないかというと、まったくそのようなことはない。 

農業をしている住民が、これらの農作物の栽培をしていない

住民をおすそ分けの相手として排除することは全くないし、お

すそ分けを受ける住民も、農作物を受け取ることに引け目を感

じるということもない。 

農作物を受け取る住民は、農業や家庭菜園はしていなくても、

自分ができる方法で「おすそ分け」をするのである。 

例えば、原告５６番らは、農作物や漁獲物のおすそ分けを受け

ていたが、一家は農家ではないし、人におすそ分けをできるほど

家庭菜園を行ってもいなかった。だが、原告５６番は大工であっ

たため、まな板を作ったり、包丁を研いだりというような「おす

そ分け」をしていたのである（原告５６番本人調書 9 頁）。 
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こうして、生活費代替機能は、主に食料品を中心とした生活費

の低廉化という機能を有するのであるが、食料品の生産にあま

り携わっていない原告を「おすそ分け」の間に入れることにより、

その他の費用の低廉化の機能も含むのである。 

また、おすそ分けの交流を通じて、コミュニティが密接になり、

いざというときは助け合えるという関係性ができる。この点で、

このおすそ分けは、生活費代替機能にとどまらず、精神的な価値

も有する営みであった。詳細は後述する。 

 

  ウ 生活費代替機能の喪失 

すでに（２）「自然」の項目で述べた通り、原告らは、本件事故

により、自然の恵みを受け取るという環境を失った。 

また、いまだ故郷に帰還した住民は一部にすぎず、従前のコミ

ュニティは回復していない。 

そのため、本件事故により、原告らは、おすそ分けをするための

食料品の入手方法を失い、また、おすそ分けをしたり、してもらっ

たりする相手を失った。 

これにより、原告らは、食料品を実際に購入しなければならな

くなった。 

「楢葉町では、私たち家族は同居し、コメや野菜を自給自足し

ていました。いわきで暮らし始めてからは、コメや野菜もすべて

買わなくてはならなくなったので、食費が増加しました。（甲 C22-

3：原告２２番陳述書 16 頁）」 

「食材は、コメも含め、すべて買い求める必要があり、隣近所と

のおすそ分けなど全くありません。（甲 C12-1：原告１２番陳述書

9 頁）」 

そのため、生活費代替機能が失われたことは明らかである。 

 

（２）自然の採取活動のさらなる価値について（マイナーサブシステ 
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ンス） 

ア 採取活動が持つ意味 

これらの日常的な採取活動には、食料採取という生産活動や、

自然環境を楽しむレクリエーションといった意味があるのはも

ちろんのこと、それにとどまらない食生活や生活様式に関連す

る精神的・文化的価値がある。次に述べるような多面的・多様な

村落社会の自然環境の利用形態は、環境研究の分野で「マイナー

サブシステンス」として注目されており、学術的にもその価値が

認められている（甲Ａ５７９～５８２）。 

    

イ マイナーサブシステンスとは 

（ア）マイナーサブシステンスとは 

環境経済学者の除本証人は、山菜・きのこなど買ってくること

ができるものを、多くの原告らがわざわざ重労働をして自ら採

取していた理由について、原告らが貨幣評価では測れない価値

を求めているからだと指摘する。その多面的な価値について、自

然環境に関する豊かな伝統知・民衆知の発見・継承、おすそわけ

を通したコミュニティの強化・人間関係の豊さの形成、集落総出

のお祭りなど地域の伝統文化との密接な関わりなどを指摘して

いる（除本調書 20～25 頁）。 

 

（イ）伝統知の発見、継承 

環境民俗学や環境倫理学においても、マイナーサブシステン

スは伝統知の発見・継承という点で本件事故以前から注目され

ている。 

例えば、原告の中には、養蜂業ではなく養蜂をしていた者もい

るところ（第 1 回検証調書 8 頁より、原告５４番宅裏手に、原

告１９番が手作りした蜂の巣箱があったのがその一例である。

他には、原告番号６９番６９番本人調書９～１０頁等）、高校教
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科書『グリーンライフ』では、まさに日本ミツバチの養蜂を例に

「生きものの性質を熟知して、生きものに対して繊細な配慮を

しながら、自然の仕組みや秩序を破壊せずにたくみに利用する

ことで、初めて成り立ち、持続的なものになっているのである。

そして、この日本ミツバチの養蜂に携わっている人は、じつに楽

しそうに仕事をしている。この仕事の楽しさこそが、経済的な意

味はそれほど大きくない生業を継続させている大きな要因とも

なっている」と紹介されているほど、環境分野では認められた見

方である（甲Ａ５８２）。 

 

ウ 多面的な価値の具体的内容 

（ア）食料採取 

現在では食料採取を副業として経済的な価値を得る意味合い

は、原告らの故郷での生活を除き、一般的には弱まっているもの

の、当然のことながら、今でも住民自身が日々消費する食料の採

取という価値を有している。 

そして、天然の山菜・キノコ、魚などを採取することで、住民

らは四季折々の豊かな食材を日々の食卓に並べてきた。 

一例として、原告１５番は、幼少期から高校までの楢葉での遊

びとして、 

「遊ぶというか、生活は、食べるものを確保するのがまず遊び

の――遊びというか、生活のパターンでしたね。魚釣りやっても、

その釣った魚はたんぱく源で食材にしたり、山菜採った場合は、

山菜もやはり食材にしたりして、とにかく食べるものを確保す

るというような生活だったですね」（原告１５番本人調書 4 頁）

と述べており、生活パターンの中にある遊びと、日々の食料採取

を兼ねたものとして、山菜採りや魚とりを楽しんでした。 

原告１番が、ウナギやシイタケの素晴らしい味について言及

していることはすでに述べた通りである（原告１番本人調書 14



318 

 

頁、15 頁）。 

このような、豊かな自然環境の中で採れた天然の恵みは、原告

らにとって味覚の点でも格別の食糧だった。 

 

（イ）食文化としての価値 

このように、四季折々採れる食材がその都度、様々な伝統的な

調理方法を経て料理として食卓に乗ることやその調理方法自体

が、故郷に固有の生活文化、食文化であり、それ自体、故郷に固

有の価値があった。 

例えば、原告番号４４番は、麹屋に米を持っていき味噌などの

調味料を作ってもらっていたことや、高級食材であるイノハナ

というキノコをおすそ分けしてもらい炊き込みご飯にしていた

ことを述べている（甲Ｃ４４－１・７頁、４４番９頁）。 

 

（ウ）自然環境と触れ合うことの喜び 

山菜採りや魚釣りは重労働でもある一方で、豊かな自然と触

れ合いリフレッシュし、娯楽・レクリエーションとしても意味を

有している。 

とりわけ、甲Ａ５８２では、身体・労働と自然環境の調和する

気持ちよさが指摘されている。 

甲Ａ５７９では、川内村で日常的にキノコ採取活動をしてい

た住民を例にとり、「のんびりしているようで、することがたく

さんある」と指摘しており、自然環境と調和する時間は、本件事

故の被害地域で暮らす住民にとって日常生活の一部に組み込ま

れたものであった。 

原告７番は、「春、夏、秋とその季節によっていろいろやるこ

とが、趣味がいっぱいありまして、春は山菜取りですね」「ワラ

ビとかゼンマイ、それとタラノメとかね、コシアブラなんかも採

ってましたね」「大体その時期、シーズンというのは２週間くら
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いはありますんで、私も退職してからは暇なんで、ちょいちょい

その時期に四、五回は入っていったと思います」（原告７番本人

調書 8 頁）「夏は私は釣りが好きで、近くに木戸川があるんです

よね、その木戸川に車でやっぱり５分かそんなもので行くんで、

もう暇を見つけては朝９時頃から２時、３時、弁当を持って行っ

てました」（同９頁）「やっぱり一日の生活の中で楽しみをもって

やってましたね。趣味と実益を兼ねてるというか。そちらの面を

考えて、やっぱり楽しみながらやってましたね」（同 10 頁）と述

べ、「やはり食べる楽しみもありましたけどれども、種をまいて

それが目が出て成長する、苗を植えてその成長の過程を見てい

ると、やはり手をかけた分だけ、それだけいいものができるとい

う楽しみがありました。」と述べている。 

また、原告番号２２番は、「夫は、平日の朝は出勤前に川へ鮎

釣りをし、仕事から帰ると海釣りを楽し」んでいた、「自宅や実

家は山に囲まれていましたから、春には月に２回～４回ほど週

末に姉妹の家族と一緒に朝早く起きておにぎりを作って山菜採

りに出かけました。わらび、ふきのとう、こごみ、うど、ひどけ、

ふき、タラの芽、こしあぶ、ぜんまい、よもぎの新芽等を採って

は天ぷらにしてみんなで食べました。長男は、成人してからも山

菜採りには一緒に行って春の味覚を楽しんでいました。初夏に

は月に２回から４回ほど週末にタケノコ採りをし、秋にも月に

２回～４回ほど週末にタケノコ採りをし、姉妹の家族とも一緒

に山に出かけていました」（甲 C22－3：原告２２番陳述書 5～6

頁）と述べる。 

原告２７番は、自宅近くの川で採取したフナ、ハヤ、オイカワ

など、様々な種類の魚を５０匹以上、工場敷地内で飼育していた

（原告２７番本人調書 6 頁）。また、希少な草花なども自宅や工

場敷地内で栽培し、それらを、地元で開催された美術展に出店す

ることまであった。しかし、本件事故後、魚はすべて死んでしま
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い、植物もすべて枯れてしまった（甲Ｃ27－1：原告２７番陳述

書 8 頁）。 

このように、原告らは、朝早くから夜まで、重労働とも思える

採取活動を日々の生活の一部にして、四季折々の自然環境との

ふれあいを楽しんでいた。 

 

（エ）伝統知・民衆知 

 Ⅰ 伝統知、民衆知 

除本証人は、キノコであればすぐに採れるようなものではな

く、一つの地域で長い間、山に入る経験を積んだ結果としてシロ

（キノコの群生地）と呼ばれるポイントを発見したり、川魚を採

るためにその魚の生態に関する知識を利用したりするなど、住

民が持っている自然に関する非常に豊かな知識が発見され継承

されてきたことを指摘する。 

これらは伝統知・民衆知と呼ばれるものである。マイナーサブ

システンスの営みが途絶えると、このような伝統知識に関する

継承が途絶えることになる。（除本調書 22 頁） 

原告らも、地域の自然環境・自然資源に関する知識の継承、地

域の環境、生物、生態系などに関する知識の継承について述べて

いる。 

原告７番は、「キノコのシロというのはもう把握してましたん

で」（原告７番本人調書 9 頁）と述べている。キノコのシロとは、

あるキノコの群生地のことで、効率的・確実に大量のキノコを採

取することができる。 

前述のとおりシロは、誰にでもわかるものではなく、長い間山

に入る中で偶然見つけるものであるため、他人に教えず環境を

維持しながら毎シーズンまた翌シーズン群生するように配慮さ

れながら採取活動が行われる（甲５８２、除本調書 22 頁）。 

また、原告番号４５番４６番は、渓流釣りで獲れるイワナやヤ
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マメは音に敏感であることから 1 人で渓流釣りに行っていたこ

とを述べており（甲Ｃ４６－１・８頁）、地元の魚の生態に関す

る知識が活かされていた一例である。 

    

Ⅱ 伝統知、民衆知の継承 

原告らも、家族の中で知識の継承を行っていた。 

原告１５番は、結婚してから楢葉に戻ってきた際に楢葉町に

移り住んだ妻について、「まあ、どこぞに何があるぞというふう

なことを。それこそシーズンになると、もうおふくろに教わって、

もう喜んで嬉々として山に入ってましたですね、山菜取りやっ

てました」「まあその頃になるとね、食べるというより山菜採る

のが楽しみというかですね」（原告１５番本人調書 14～15 頁）

と義母から山菜に関する知識を継承しながら楢葉の自然環境と

のふれあいを楽しんでいた様子を語っている。 

また、原告１８番は、採取活動を子どもと行い、「楢葉町は、

自然が本当に豊かで、天神岬、それと山や、木戸川ありますけど

も、この木戸川とかは、アユとかサケとか、私たちのときにはカ

ジカという魚がいましたし、そういう自然と本当に親しんでて、

外に出る機会が多くなってたようです。」と語っている（原告１

８番本人調書１３頁）。 

原告２７番は、子どものころから近所の山で山菜取りをした

りして、原告２７番は近くの海や川で遊んだり、海で漁師が漁を

しているのを見たり、ときには漁を手伝ったりして、自然の中で

成長してきた（甲 C27－1：原告２７番陳述書 9 頁）。 

原告３０番は、友人間でも知識の共有をしていた。 

すなわち、平日は埼玉で働き、土日は楢葉の自宅で過ごしてい

た原告３０番は、「友達から、例えば魚が取れるよとか、山菜が

取れるよとか、そういう情報があるもので、そういう場合にはそ

の段取りをして、その晩は寝」て、山菜取りや釣りに友人といっ
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ていたことを語っている（原告３０番本人調書 2 頁） 

 

（オ）コミュニティ強化・豊かな人間関係の形成 

多くの原告が、自身の家庭で消費する以上に山菜やキノコを

採取し、近隣住民におすそ分けをしていたことを述べている。 

おすそ分けの関係を通し、コミュニティのつながりが強めら

れていた。 

加えて、「キノコ採り名人」（甲Ｃ1－5、原告１番陳述書 6 頁）

など、採取が難しいものをたくさん採れる人へ尊敬が集まるな

ど、得手不得手・長所短所を活かしながら人間関係に豊かなひだ

をつくる機能がある（除本調書 23 頁）。 

原告７番は、「やっぱり保存しなくちゃなんないんで、塩漬け

したり、親せきなんかにも配ったこともありました」（原告７番

本人調書 9 頁）「（畑で栽培したものは）夏野菜が主だったんで

すが、夏野菜はあらゆるものを作ってましたですね。ナス、キュ

ウリ、トマト、トウモロコシ、その他豆類とか、オクラとか、い

ろいろ作ってました」「だいぶ集中的に生産できますんで、余っ

てしまうので、それを近所には配ってました。」「そんなに保存も

きかないですからね、私の兄弟なんかにもトウモロコシなんか

は送ってましたけれども、そのほかの野菜は道端を通ってる人

にも上げたりもしました」（同 17 頁）。 

原告３０番は、「うちで食べたり、それから隣近所に配ったり、

あと息子たちにあげたり」（原告３０番本人調書 3 頁）など、採

取後のおすそ分けについて語っている。 

原告番号１８「できた農作物を近所の友人と見せ合いっこし

たり、おすそ分けしあったりする等していました。このようにし

てできた近所の友人との関係家計はかけがえのないものでし

た。」（甲 C18－1、原告１８番陳述書 6 頁） 
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（カ）集落単位のお祭り・行事 

豊かな自然は、豊作を祈願するお祭りや、地域行事などとの密

接に結びついていた。 

原告番号４４番４４番は、浪江町請戸地区のお祭りとして、水

の濁り具合や泡立ちなどからその年の漁獲を占ったのが始まりと

される豊農と豊漁を祈願する「安波（あんば）祭」というお祭りが

あったことや、その祭りでは子どもが「田植え踊り」を奉納するこ

とを語っている（甲Ｃ４４－１） 

原告番号７３番７３番は楢葉町の木戸川で毎年多くの鮭が獲れ

ることから、年に２回、「木戸川鮭まつり」という祭りが開かれ、

町民に木戸川の鮭を使った｢紅葉汁｣がふるまわれたことを語って

いる（甲Ｃ７３－１）。 

原告７８番は、「１１月頃、今頃、産業祭というか、文化祭とい

うのに町で開催していたんです。その時によく白菜なんか出して

賞なんかもらった記憶があります」（原告７８番本人調書 6 頁）と

地域行事と田畑の営みとの結びつきを語っている。 

他の原告も同様にこれらの行事を楽しんでいた（甲 C7－3：原告

７番陳述書７頁） 

原告１０番は、「校外学習の一環で、保護者が引率して田んぼの

生き物を観察しようという学習の、私が引率して網ですくってい

る」「秋の楢葉町木戸川の鮭の地引網の様子を、やはり校外学習で

子ども達と一緒に見学しに行ってい」たことを語っている（原告

１０番本人調書 5 頁）。 

原告２７番は、母が希少な草花などを自宅や工場敷地内で栽培

し、それらを、地元で開催された美術展に出展することまであっ

たことを語っている（甲Ｃ27－1：原告２７番陳述書 8 頁）。 

 

（キ）小括 

これらの要素が複合的にかかわりあいながら、まさに地域の利益
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として村落社会の中で多様な自然環境の利用形態を生み出していた。 

 

ウ マイナーサブシステンスの喪失 

（ア）除染、出荷制限 

原告らの故郷は、山林は除染されていない部分が多く、特にキ

ノコ類は線量が高い。天然のキノコ類や野菜、魚には出荷制限が

かかっている状況である（甲Ａ５７３）。 

法的には自ら消費することができるとしても、他地域への出荷

に制限がかかっている以上、客観的にも安全とは言えるものでは

ない。安全が確実ではない以上、自ら消費することや、知人におす

そわけすることはできない。 

また、山林、河川、海は除染がされていないため、放射線濃度が

高く、山菜等を採るために山林、河川、海に入ることに原告らが強

い抵抗を持つのは合理的である。 

また、同じ山林、河川、海にある恵みに出荷制限がかかっている

ことは、出荷制限のかかっていないものについても、安全性につ

き同様の不安を抱かせる。 

したがって、もはや避難解除されても、自然環境の恵みという

要素は失われ、回復していない。 

 

（イ）原告らの思い 

原告らの多くが、従前楽しんでいたマイナーサブシステンスの

営みを楽しめなくなったことを語っている。 

「基本もう海、川、沼はホットスポットもあるんじゃないかと

いう部分があるので、基本もう近づきたくないというのと、あと

釣っても食べられないという部分からもう一切釣りはやっており

ません。」（４８番１９頁） 

「原発事故後、除染を行っていますが、除染作業は形だけのよ

うに思えてなりません。本気で除染をするなら山を削り取らなけ
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れば意味がありません。山に降り注いだ放射性物質が雨風で流れ

てきてしまうからです。しかし、山を削り取れば、以前のように松

茸や山菜や茸とりができず、結局のところ原発事故前の状態には

戻せないのです。」（甲 C37－1：原告３７番陳述書 7 頁） 

「仮に将来帰還できても、土地の汚染は深刻であり、山に囲ま

れて自然豊かな楢葉の町が、元通りになるとは考えられません。

……私や妻の楽しみであり、生きがいであった畑作りやキノコ狩

りなどの生活の潤いも、もう望めません。子供達は、孫たちをつれ

て楢葉の町に遊びに来ること望めないでしょう」（甲 C3－3・7 頁） 

今後にわたっても回復困難であり、まさに豊かな自然環境の恩

恵を受ける利益は喪失してしまっている。 

 

（ウ）避難先で代替不可能であること 

マイナーサブシステンスの文化的・精神的な価値は、避難先あ

るいは帰還後に、回復困難である。 

まず、山林や河川の特徴をとらえていないと、採取活動は困難

である。典型例はキノコのシロである。キノコのシロは、キノコが

密集して生えているところであり、10 メートル程度の範囲に収ま

っているものであり、シロを知っていると効率的かつ確実に採取

することができるが、これを知らないとむやみに山に入ってもキ

ノコはとれない。他人に教えることなく大事に秘密にされること

が多い。まさに、キノコを求めて山に入る活動を蓄積してきたか

らこそ、発見・維持できるなわばりであった（甲５７９）。 

したがって、避難先が山林のある地域であったとしても、本件

事故前のようにキノコ採りができるものではない。 

山菜や魚でも同様に、その地域の自然環境や生態についての知

識がなければ、日常的な四季折々の採取活動は営めない。したが

って、避難先では回復不可能であり、代替性がない。 
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エ マイナーサブシステンスの喪失による精神的損害・文化的価値

の喪失 

上述のとおり、マイナーサブシステンスの営みは、単なる娯楽を

超えて多面的な意味を有し、自然環境との一体性による充実感や、

地域コミュニティの中での他人とのかかわりをとおしたアイデンテ

ィティや誇りをももたらしていた。このような価値は、一定の地域

の自然環境とのかかわりを蓄積しなければ得られない。 

すなわち、長い間日常生活を営んでいた地域だからこそ、あるい

は長い間日常生活を営んでいた住民からの知識の継承があるからこ

そ、形成されるものである。このような価値の喪失は、「精神的には

本当に滅入りますね。やっぱり自分自身、自信をなくすというか、

本当に自分を見失うような感じもしたこともあります」（原告７番本

人調書 19 頁）と述べるように、単なる一娯楽の喪失ではない。 

生きがい・アイデンティティ、誇りそのものの喪失である。この

精神的損害は重大である。 

また、一定の地域で長い間活動を蓄積した成果の喪失という点で、

避難先の生活になじめず、そこでの職業生活や娯楽が見いだせず手

持無沙汰な日々が続く苦痛という日常生活阻害とは異なるものであ

り、避難慰謝料に包含できるものではない。この喪失は、故郷喪失

損害の重要な要素をなしているのである。 

 

（３）相互扶助・共助・福祉機能 

ア 相互扶助・共助・福祉機能とは 

相互扶助・共助・福祉機能とは、複数世代の家族内、集落共同体

内で、互いに面倒を見合い、福祉的役割を果たすという機能である。 

この機能は、外部の施設の福祉サービスを受ける費用が減少する

という経済的利益と、地域社会の中で安心して生活できるという精

神的利益を原告らにもたらしていた。 
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イ 原告らの場合 

（ア）前提としての密接なコミュニティ 

相互扶助・共助・福祉機能が働くためには、その前提として、親

密な人間関係や、情報の共有がなければならない。これがなけれ

ば、そもそも、誰が福祉を必要とするかが分からないからである。 

そして、原告らは、まず、（ア）で述べた通り、おすそ分けを通

じて、相互に情報を共有していた。そして、原告らは、おすそ分け

をするときだけ交流していたわけではなく、何もおすそ分けをす

るものがなくても、近くによったら「家にあがってお茶でも飲ん

でいきな」と言いあえるような関係があったので、日常的な交流

をしていた。 

 

（イ）農業の協力 

前述のとおり、農業は地域全体で協力して、田植えや稲刈りが

行われていた（甲 C12-1:原告１２番陳述書 8 頁）。 

 

（ウ）いざというときの助け合い 

そして故郷の住民は相互に交流し、情報を共有し、困りごとが

あれば助け合っていた（原告９番本人調書 12 頁）。 

「近所のことは手に取るように分かり、こちらのこともわか

ってもらっていました。何か起これば総動員で助け合う方々ば

かりです。喜びも悲しみも皆一緒でした（甲 C19-3：原告１９番

陳述書 7 頁）」 

「日常的に顔をあわせればお茶会で、今日は忙しい、用事があ

るからお茶会はできないと思っていると、そんなときに限って

誘いが多く来たものでした。ですから、忙しい用事も済ますこと

ができないときもありました。そんなことも、今思うと、素晴ら

しい近所の方々だったと懐かしく思います。もう二度と元に戻

らないのかなと思うと悲しく寂しく落ち込んでしまいます。妻
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は私以上に落ち込んでいるようで、避難生活になってからはほ

とんど引きこもってしまっています。（甲 C19-3：原告１９番陳

述書 8 頁）」 

このような日常的に助け合いをしているという環境は、いざ

というときに気軽に人に頼めるという環境を作っている。 

例えば、原告５６番は、次のように述べている。 

「何かあったときは駆けつけてくれる。近くにみんな子供も

親戚もい舞うので、安心していました。（実際助けてもらったこ

とが）あります。息子が赤ちゃんのときにちょっと腸の病気が急

にありまして、実家のお姉さんに車に乗せてってもらったりし

て助けていただきました。（原告５６番本人調書 8 頁）」 

「（ふるさとは生きていくうえでの心のよりどころです。具体

的には）食べ物を交換しあったり、健康を心配しあったり、年寄

りの面倒を見たり、農作業の手伝いをしたり、もう本当にみんな

で協力し合って生活していました。（原告１４番本人調書 18 頁）」 

こうして、困ったことがあれば相互に助け合ってきた環境が

あったため、実際に困ったことがあればいつでも助けてもらえ

るという安心感が、故郷にはあったのである。 

 

（エ）冠婚葬祭の援助 

冠婚葬祭も地域で行われていた。 

「冠婚葬祭も隣組で役割が決まっておりまして、みんなで協

力して、地域の方が参加してお手伝いするという。（原告９番本

人調書 11 頁）」 

「広野町では、まだ隣組という文化が残っており、例えば、葬

式を斎場ではなく家でやる場合などは、お互い手伝ったりして

いました（甲 C48-1：原告４８番陳述書 3 頁）」 

 

（オ）地域での子育てや高齢者の見回り 
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同じ集落の住民は、子ども、大人を問わずおおむね顔見知りで

あり、地域で高齢者の見回りをしたりするということが自然に

行われていた。 

また、原告らの故郷では、子育ては地域でするものであり、少

し忙しいから子供の面倒を見てほしいということを互いにお願

いしあったり、地域で悪さをしたり、夕方遅くまで外出している

子供がいれば、注意をして家まで送り届けるような関係性が存

在していた。 

例えば、原告４番は次のように述べる。 

「(ご近所の方と助け合ったりとかは)うちも両親が一緒に住

んでたわけではないので、突然手術になったとか大変な時期に

は、本当に近所の方に子供を預けてちょっと 2、3 時間見ててほ

しいということで子供を見てもらったり、自分ちでおいしいお

かずを作ったから持ってってとか本当に兄弟とか家族みたいに

仲良くさせていただいていました。その時はあんまり感じてな

かったんですけど、やっぱりもう相手を信用仕切ってなんでも

わがままも頼めたりするような本当に居心地のいい快適に暮ら

せる、そういう場所だったと思います。（原告４番本人調書 9 頁）」 

原告２０番も、次のように述べている。 

「（陳述書で孤独死のエピソードを挙げられてますね）事故前

の浪江町においては、（孤独死）に至るまでにはいろいろ支え合

う機会がありますので、孤独死というのは聞いたことがありま

せん。（支え合う力というのは、家族ですか）家族でどうしても

支えきれない場合は地域の力があります。（２０番調書５頁）」 

こうして、いつでも助け合える、助けてもらえるという人間関

係・コミュニティがあったために、原告らの故郷では、不安を感

じることなく、安心して生活することができたのである。 

 

  ウ 相互扶助・共助・福祉機能の喪失 
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すでに述べた通り、原告らの故郷は、まだ住民が一部しか帰還

しておらず、コミュニティは回復していない。 

原告らの相互扶助・共助・福祉機能は、一定の小さな範囲に、

一定数以上の住民がいることにより、相互に情報を共有するこ

とができ、助け合いを行うことができていたのであるが、そのコ

ミュニティが回復しておらず、情報共有や助け合いができない。 

さらに、若者世代が減少したため、助ける主体、すなわち相互

扶助・共助・福祉機能を主に担う力が失われている。 

また、見知った顔ばかりでのコミュニティに基づく相互扶助、

これに伴う安心した生活というものも、本件事故後、故郷に原発

作業員が多く入ってきたことで、喪失してしまった。 

「いま、南相馬市は除染の作業員が多く、それだけが原因では

ないのでしょうが、すっかり様子が変わってしまいました。スー

パーで買い物をしていても、混んでいて怖いのです。新聞に載ら

ない事件がたくさん起きていると聞きます。スリや、車に乗ろう

としたときにバッグに取られたと言ったことも聞きます。交通

量も多く、交通事故も頻繁に起きています。県外ナンバーの車両

が多くなり、あちこちに除染作業員用の宿舎が建っています。こ

れからもますます増えるようです。（甲 C14-2：原告１４番陳述

書 10 頁」 

したがって、原告らの故郷の、相互扶助・共助・福祉機能は喪

失した。 

実際、帰還した住民は生活をするうえで、非常に強い不安を持

つようになっている。 

「（川内村で一人暮らし）私は川内村に戻ってきたものの大変不

安になったり、心配になったりすることが増えました。夜寝よう

としても川内村に戻ったのが良かったのだろうかなどといろい

ろと考え込んでしまい、眠れなくなります。それでお医者さんか

ら精神安定剤をもらい、毎晩飲んでいます（甲 C38-12：原告３
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８番陳述書 4～6 頁）。」 

 

（４）行政代替・補完機能 

ア 行政代替・補完機能とは  

原告らの故郷では、「行政区」や清掃や街づくりへの参加など、

地域生活を維持するための様々な活動が営まれてきた。これらは、

地域の実生活の維持のための行政機能に代わる機能または行政機

能を補完する機能を有していた。さらに、集落の一体性という精神

的な安定と安心を維持してきた。 

   

イ 行政代替機能の概要 

（ア）連絡担当としての行政区 

原告らの故郷には、行政区の制度が残っていた。行政区の役

割は、第一に、行政からの連絡担当である。 

「(行政区の班長というのは)行政区が山田岡なんですが、そ

の行政…役場等からの通達なんかを行政区を通して各班に周

知させるという業務をやって（いました）（原告１５番本人調

書 17 頁）」 

「自宅は山田という行政区にあり、私はここの行政区の区長

を務めていました。区長といっても役場の小間使いのようなも

のです。役場からの連絡事項を書いた回覧板を回したり、役場

から言われて書類を配ったり集めたりします。週 1 回の休み

の日にそれをしていました。私が個別の家まで配りに行くのは

７軒ですが、行けば少し話もします。時間がかかって仕方がな

いのですが、しかしそうしたときに、部落の人の様子を見るこ

とができ、また話を聞くこともできました。（甲 C17-1:原告１

７番陳述書 5 頁）」 

このように、行政区の活動は、行政の代替機能でもあり、住

民とのコミュニティを密接にする活動でもある。 



332 

 

 

（イ）地域の行事を運営する役割 

行政区の役割は、「1 年を通していろいろ時期的に、春は春、

夏は夏、冬はまた冬としての行事があり」、「その行事を支える、

いろいろな段取りをするのが役割でした」（原告７番本人調書

11 頁）。 

たとえば、原告７番の行政区では、正月の「鳥小屋」という

行事を復活した。竹と萱で小屋を作り、その小屋を正月終わっ

て、正月飾りなんかを各家庭が持ち寄ってきて、鳥小屋を燃や

して、一緒にその正月の飾り物をそこで償却するという行事で

ある（原告７番本人調書 11 頁、12 頁）。これらの行事の段取

りを、原告７番らの行政区は行っていた。 

これらの地域の行事は、「地域密着というか、地域の人々の

つながりを保つ、親睦、そういうつながりを保つのが」目的で

あった（原告７番本人調書 12 頁、13 頁）。地域の住民も、「踊

りとかそういうものを、お祭りが好きな人がいっぱいいました

から、そういうのを楽しんでいたという人が多い」というよう

に、地域住民もまた、楽しく、また、つながりを維持するため

に、こうした行事に参加していた（原告７番本人調書 13 頁）。

こうして、行政区は地域のつながりを維持するために、行事を

担ってきた。 

 

（ウ）地域の日常生活に関わるもの 

また、地域の日常生活に関わるものとして、「花植運動とか、

あとはクリーンアップ作戦という一斉清掃活動、地区ごとのお

祭りですとか、地区ごとの球技大会のようなものとか、あとは

町内会ですので、班長になれば会費の集金等々ありました。（原

告１０番本人調書 6 頁）。 

「部落では、毎年 6 月に「クリーン作戦」という川の草刈り
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やく全体の掃除をする取り組みがあり、みんなで協力して作業

をしていました（甲 C47-1：原告４７番陳述書 4 頁）」 

「隣組というのが活動してまして、その中でみんなで地域の環

境保全するためのクリーンナップ作戦ですとか（原告９番本人

調書 11 頁）」。 

「（地域の活動の中での環境保全とは）これは、川が近くにあ

るんですけども、その河川敷の除草作業ですとか、それとあと

排水溝のどぶ上げ、どぶをきれいにする、蚊が来ないようにす

るとか、そういった作業です」 

「（それはご近所の方とですか）みんなでやります。」 

「（自宅の周りだけでなく、地域全体についてそういったどぶ

さらいとか掃除のようなことをされたということですか）はい、

そうです。（原告９番本人調書 27 頁、28 頁）」 

「5 月 5 日の子どもの日には、部落の子どもたちにお祝いをす

るだけでなく部落の子どもたちを集めて村中の缶拾いをさせ

て、その後で柏餅をふるまっていました（甲 C36-1：３６番陳

述書 7 頁）」 

このように、住民一人では清掃活動は十分な効果を果たすこ

とはできないが、地域全体として活動することにより、地域全

体として清掃活動を行っていたのである。この点で、清掃活動

という行政機能の一部を代替していたといえる。 

 

（エ）隣組の持つ行政代替機能 

さらに、原告らの故郷では、隣組という地域のつながりを通

じた行政機能に準じるものがあった。 

「双葉町の自宅のあたりには「隣組」という地域のつながり

がありました。12～13 軒の近隣の住宅から成るネットワーク

で、毎月組費と呼ばれるお金を納めていました。一年ごとに組

長を後退し、年初めの総会や花見などの懇親会で楽しく交流し
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ていました。組の中で葬式があると、組からも香典が出され、

病気で入院する人があったときも見舞金が支給されます。葬式

のときには、一家から二人ずつ出して手伝いに行きます。今は

会館でやることが多く、手伝いといっても仕事はあまりありま

せんが、それでも人は出していました。（甲 C14-1：原告１４

番陳述書 3 頁）」 

 

（オ）水利、治水、農道の管理等 

また、農業などの生産活動に関わる役割もあった。 

「水路の管理とか水利の見合しとか（の役割がありました）

（原告１７番本人調書 14 頁）」。 

水路の管理、水利の見合しとは、農家が公平かつ効率的に水を

利用できるように調整する役割である。 

加えて、農業用水路、農道の管理・維持、農業用水の利用の

調整、広大な農地の維持は、地域全体で行っていた。すなわち、

農業用水路や農道は、規模が大きいため、当該農地の所有者だ

けでは管理することができず、地域全体で維持、管理を行って

きた。地域全体というのは、若い人も、高齢者もみんなで一緒

になって行ってきたということである。これは、農業が地域に

密接にかかわるものであり、かつ、農業用水はいざというとき

に消防用水などにもなるからである。 

「集落には堤（つつみ）という大きなため池があり、私の農地

では、このため池から農業用水を引いて使っていました。この

ため池は、私ののうちだけでなく、地元集落の近隣の農家はみ

なこのため池から農業用水を引いていました。しかし、このた

め池も、原発事故により放射能に汚染され、現在ではこのため

池からの水は使用できない状態になっていました。洪水で水路

が壊れれば集落総出で直したりと、みんなで生きていく知恵と

して今日まで続けられてきたのです（甲 C42-1：原告４２番陳
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述書 11 頁）。」 

このように、行政区の活動は、農業にとって不可欠の活動で

もあった。 

 

（カ）消防団 

消防団の活動も地域では活発であった。火災のときに、各町

村の住民からなる消防団が、水利や地理、地域住民の構成に詳

しいため、消防職員と連携をとって消火活動を行うのである

（原告３６番本人調書 2 頁、3 頁）。 

「消防団は請戸地区の男性はほぼ全員が入団するものとさ

れており、ハッピを来て、地域の防災、防犯パトロールをした

りしていました。（甲 C44-1：原告４４番陳述書）」 

 

（キ）小括 

以上の通り、故郷には行政区、隣組、消防団など、様々な行政

代替機能を持つ集まりがあり、それにより、行政活動が補完され

ていたのである。 

 

   ウ 行政代替・補完機能の喪失 

すでに述べた通り、原告らの故郷は、まだ住民が一部しか帰還

しておらず、コミュニティは回復していない。 

上記行政代替機能の活動は、住民が担い、また、コミュニティの

住民がある程度参加することによって、実現でき、効果を発揮す

るものである。そのため、住民が一部しか帰還していない現在に

おいては、地域の全域を行うことは到底できない。 

加えて、農業用水路、農道の管理、維持、農業用水の利用の調整、

広大な農地の維持は、一部の住民だけではできないし、帰還する

住民の構成が、若者が少なくなり、高齢者が増えている状況では、

維持、管理はできない。  
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また、住民の顔ぶれが大きく変わることで、行政区の制度や行

政区が担ってきた役割を引き継いでいくことは難しい。 

「新しい人が入ってきて、果たしてそういうこと（行事）に参加

する人が出てくるかどうかですね。そして、もともと地元でない

人がそういう行事に果たして参加してくれるか、そういうことも

ありますし、将来的には（故郷の行事や行政区の制度は）暗いです

ね。今まで楽しんできたことが何一つできなくなるということで

すから、もうこれは本当に楽しみを奪われたということで、今後

は生活するにおいて、どういうことで地域のつながりを作ってい

くかということが一番心配されますね。（原告７番本人調書 15 頁

16 頁）」 

したがって、本件事故前の行政代替・補完機能は喪失したと言

わざるを得ない。 

 

（４）人格発達機能 

ア 人格発達機能とは 

故郷における、隣近所や地域の交流、自然との交流をはじめ、

さまざまな地域の集会や祭りあるいは冠婚葬祭など自社の宗教

的行事を通じた交流、また、故郷の自然環境の中での生活は、精

神的な安定とつながりを構築することで、人格を発展させる機

能を有している。 

また、故郷において、住民一人一人が尊重される環境は、住民

各人がアイデンティティ、誇りを持って生活することを可能と

し、それにより、住民は人格的に確立、発展していく。故郷が持

つこの機能を、人格発展機能という。 

 

イ 原告らの場合 

（ア）住民との交流 

原告らの故郷では、すでに述べた通り、住民が相互に、日常的
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に交流して、互いの状況を日常的に気にかけていた。 

そして、（ア）で述べた通り、故郷の住民は相互に、困りごと

があれば助け合っていた（原告９番本人調書 12 頁）。 

このように、ふるさとでは密接な人間関係があり、その人間関

係は、互いに気遣いをしあうという関係性であったため、そこで

生活することにより、子どもも大人も関係なく、自然に他人のこ

とを気遣うような心優しい人格が育ち、また、そのような環境に

あることにより、安心して生活することができた。 

 

（イ）子どもを見守る地域 

また、年長者が年少者に教育することが多いが、原告らの故郷

においては、密接な人間関係があり、その地域の大人たちにとっ

て、子どもたちの顔と名前がある程度一致していたため、子ども

たちが悪さをしたり、危ない遊びをしていれば、地域の大人たち

が他人の子であっても叱るという環境があった。 

「近所のお店の人には、子供たちが通学するとき、雨の日や車通

りの多いところで声掛けをしてもらったり、見守っていただい

ていました。子供たちにお手伝いの練習のためゴミ捨てを頼む

と、「えらいねー。」と言って子供たちの手伝いをしてくれる人も

いました（甲 C50-1：原告５０番陳述書 5 頁）。 

「（ソフトテニスを教えていたのは）、地域づくりの一つで、町の

発展のために一応努力していました。子供たちはスポーツを通

じて、勝負ごとにこだわることだけではなく、相手を思いやるこ

とも大事だということで、勝っても負けてもそういった気持ち

を伝える。子供たちの成長にもいいものだと思って、ずっと続け

てきました（原告５７番本人調書 28 頁）」 

こうして、子どもたちは、家族だけでなく地域の大人たちから

も見守られて生活しているという安心感をもって生活すること

ができていたし、一人の人格を持った人として、尊重されながら
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生活をしていた。 

安心した日常生活を送ることは、子供たちにとって人格が健

全に発達するうえで非常に重要なことは言うまでもない。 

 

（ウ）年長者にとっても学びの場があったこと 

さらに、逆に、年長者が年少者との交流を通じて、人格を発展

させていくということもあった。 

たとえば、原告４２番は、「孫育て学級」という取組について

次のように言及している。 

「（孫育て学級とは）、私が町の教育関係の役職を仰せつかっ

たときに、その中でいろんな子供たちの現状を見たときに、これ

はやはり家庭でも勉強して、特におおきな役割を果たしている

じいちゃん、ばあちゃん方も一緒に勉強しなくてはならないと

いうふうな認識を持って、集落に声をかけまして、２か月に１回

程度、講師の先生を呼んで話を聞いたり、あるいは先進地を視察

して勉強すると、こんな形でやっておりました。（４２番調書８

頁）」 

これは、子どもたちの教育に、高齢者世代もしっかり関与して

いく、そのためには、高齢者世代もしっかり教育について勉強し

ようという取組であり、故郷では地域で教育を行うということ

を位置付けていたことがよくわかる。そして、このような取り組

みや、子どもへの教育を通じて、高齢者世代もまた教育を受け、

人格を発達させていたのである。 

 

（エ）地域の誰もが成果を発表できる場があった 

また、故郷では、地域で子育てを行ってきたと上述したが、学

校は単に子供たちが通う場ではない。 

地域の文化祭は学校行事とも連携し、子どもたち、大人問わず、

地域全員参加の文化祭が催されていた。 
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「小高区は、区を上げて文化祭をやっていました。文化祭では、

小高には小学校が４校ありましたから、その子供たちが習字を

出したり、あるいは絵を出したり、それは上手とか下手とか関係

なく出していましたから、非常に楽しく見ることができました。

また、高齢者の人たちは、絵を書いて出す人なり、いろんな自分

の思い思いに出していたようであります。言ってみれば、全員参

加の文化祭です。（原告１９番本人調書 21 頁）」 

ここでは、子どもたちも大人たちも、全員が平等な一人として

扱われ、各人の自己実現の場、ひいては人格発展の場が提供され

ていたのである。 

 

（オ）自然を通じた成長 

故郷の豊かな自然の中での生活が、人格を発展させる機能を

持っていた。 

自然の中での生活が情操を豊かにすることはよく知られてい

ることである。 

「事故前、私は、孫たちを、自然の中で、痛いものは痛く、か

ゆいものはかゆく、というように五感を大切にし、感情豊かな子

供に育てようと思っていました。ですから、自宅の竹林で筍を掘

り、筍をむいて、筍ご飯を食べたりしていましたが、今では、そ

んなこともできなくなってしまいました（甲 C12-1:原告１２番

陳述書 7 頁）」 

 

（カ）一人ひとりの居場所、役割、誇りがあった 

こうして、故郷では、若い人もお年寄りも、それぞれが尊重さ

れ、居場所があったのである。これが、各人の自尊心を築き、人

格を発達させてきた。 

「病床に就いていない限りは、（故郷では）どんな年寄りでも

自分の仕事を持って居場所がありました。たとえば、低農薬の野
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菜を作って家族に食べさせたり、ご近所さんに分けてあげたり、

それから魚を取っている人は魚の選別に出たり、とてもお嫁さ

んよりずっと早くて、それも自慢の種でしたし、子供たちが返っ

てくるまで孫を預かって居たり、あるいは夕食の支度をしてい

たり、本当に、お給料にはならないかもしれないけど、存在価値

があり、みんな誇りを持って働いていました。若い人も含めて、

みんなが誇りを持って、自分のやるべきことがあった、居場所が

ありました（原告２０番本人調書 6 頁）」 

 

ウ 人格発達機能の喪失 

すでに述べた通り、原告らの故郷は、まだ住民が一部しか帰還

しておらず、コミュニティは回復していない。 

また、子どもたちも多くは戻ってきていない。 

人格発達機能は、人との交流を前提として発揮される機能で

あるから、住民が一部しか戻っておらず、密接なコミュニティが

ない状況では、この機能は発揮されない。 

加えて、子どもたちが通う学校は、地域住民の交流、人格発達

の場でもあったのであり、この学校の多くが故郷では再開して

いないため、人格発達の場も損なわれている。 

したがって、人格発達機能は本件事故後喪失してしまった。 

 

（５）環境保全・維持機能 

  ア 環境保全・維持機能とは 

地域社会における水田や畑の維持は、当該水田や畑という自

然環境を享受する個人に利益を与える。また、里山の維持と管理

もまた、当該里山という自然環境を享受する個人にも利益を与

える。 

他方で、水田や畑、里山は、景観を構成するものであるから、

景観として集団的利益、公益的利益を故郷の住民に与える。 
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また、水田や畑、里山の維持は、災害防止の機能を有するなど

しているため、そのような観点からも、集団的利益、公益的利益

を故郷の住民に与える。 

そして、このような自然環境は規模が大きいため、住民一人で

はできず、当該故郷の住民全体で保全・維持に取り組まなければ、

保全・維持はできない。 

また、故郷の住民が、共通して、水田や畑、里山に関わり、そ

の自然環境のすばらしさや意義を実感していないと、その保全、

維持に力を尽くそうとしないが、故郷の住民は、まさに日常的に

故郷の自然環境に関わっていたため、その保全、維持の必要性を

理解していたのである。 

したがって、故郷では、住民が環境保全・維持のための活動を

行い、その結果として、自然環境を享受するという個人的利益、

集団的利益、公益的利益を住民に与えていた 

  

  イ 原告らの場合 

原告らの故郷では、水田や畑のどぶ掃除、治水、利水、農道管理

などをその地域の住民らが行っていたことは、すでに述べた通り

である。 

このように、原告らの故郷では、自然環境の保全、維持の活動を

行い、その結果として原告ら地域住民が自然環境の各種利益を享

受していたのである。 

 

 ウ 環境保全・維持機能の喪失 

すでに述べた通り、原告らの故郷は、まだ住民が一部しか帰還し

ておらず、コミュニティは回復していないし、若者も帰還していな

い。 

一部の地域住民のみでは、環境保全・維持を全うすることができ

ないことはすでに述べた通りである。 
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したがって、故郷における環境保全・維持機能は喪失した。 

 

３ 精神的拠り所 

（１）故郷の精神的拠り所としての側面 

原告らにとって故郷とは、上記機能にとどまらず、故郷での生

活全般であり、その内実は「原告らの故郷とその喪失」の項目で、

すでに述べた通りである。ここでは簡単にまとめる。 

ア 故郷は生活全般であったこと 

 原告らにとって故郷とは、上記機能にとどまらず、自然の中で

の、家族や地域住民と触れ合いながら送られるかけがえのない

日常の生活全般であり、人生そのものであった。 

その生活の中で、住民一人ひとりは、他人から名前と存在が認知

され、コミュニティの中で、大切な一人ひとりとして位置付けら

れていた。 

そして、故郷の住民は、コミュニティの中に職業を見つけ、コミ

ュニティと密接に関連しながら生活の糧を得ていた。 

この意味で、原告ら故郷の住民は、コミュニティの中で、それ

ぞれ「居場所」を持っていたのである。 

こうして、原告らは、安心して日々の何気ない日常を送ってい

た。 

「（事故前の故郷での生活は）悩みとは全く無縁でした。生活

の心配がないっていうことが、何よりもあります（原告２０番本

人調書 16 頁）」 

そして、このような故郷は、長い間の人間関係の積み重ねによ

り築き上げられたものであり、他では代えることはできない固

有性あるものであった。 

 

イ 長期継承性、固有性ある故郷 

さらに、故郷は先祖伝来のかけがえのないものが多く存在し
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ていた。 

原告ら住民の多くにとっては、まず、第一に、自宅や土地は先

祖から受け継いだものであった。 

自宅や土地は、家族のだんらんの場であるとともに、コミュニ

ティの親戚、近隣住民とのだんらんの場でもあり、プライベート

な場でもあるが、コミュニティの一部でもある存在であった。 

また、自宅や土地は、その地で先祖や自分たちが培ってきた努

力の成果の現れでもあり、「本家」の象徴でもあった。こうして、

自宅や土地は、コミュニティの中で、人間関係のひだ
、、

を作り、そ

うして、コミュニティの人間関係は、様々な色合いを帯びた味わ

い深いものとなっていた。 

農業を営んでいた人にとって、土地は自然環境であるととも

に、生活の糧であり、自然環境に働きかけ、当該地域の自然環境

の特性を把握しながら、代々、長年にわたり土地を改良したり、

作物を改良したりして、農業を発展させてきた。そのため、農地

は先祖代々及び自分自身の努力の結晶であり、一朝一夕で現在

の状態になったものではなかった。 

このように、自宅、土地は、先祖代々及び自分たち世代の努力

の成果であり、それは先祖から「預かったもの」であり、少しで

も発展させて次の世代に渡すべきものであった。 

 

ウ 自然環境 

また、自然環境もまた、住民に恵みをもたらす重要な存在であ

り、住民が守り、代々受け継がれてきた、かけがえのないもので

あった。 

 

エ 伝統行事 

さらに、故郷には先祖伝来のお祭りや神事などがあり、原告ら

故郷の住民は、そのお祭りなどの主催者や演者となり、また、お
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祭りに遊びに来ることによって、地域の住民の交流の場であっ

た。 

そのお祭りや神事も、古くから伝わる、当該故郷を象徴するも

のであって、原告ら故郷の住民にとっては、誇りの一つでもあり、

維持し承継するべきものであった。 

 

オ 小括 

こうして、故郷は原告ら故郷の住民にとって、かけがえのない、

日常の生活そのものであり、人生そのものであり、精神的な拠り

所であった。 

 

（２）精神的な拠り所としての故郷の喪失 

この故郷での生活全般が喪失したことは、すでに繰り返し述べて

きたことである。 

そして、故郷の喪失により原告らはこの精神的拠り所も失ったの

である。 

原告らはその苦痛を次のように表現する。 

「もう帰還しない、できないということになれば、私と妻は、かけ

がえのない故郷を奪われたことになります。都会の生活と違って、

私たちのように、この地域で長年生活してきたものにとって、故

郷の喪失という事態は、誠に深刻な打撃です。これまでこの地で

積み上げ、築いてきた人生を、すべて奪われ、破壊されたに等しい

ものと思います。（甲 C3-3：原告３番陳述書 7 頁）」 

「いろんなところを避難して、そのときそのときこの地になじもう

とか、ここで頑張ろうってずっと思ってきましたし今現在もいわ

きにお世話になって頑張ろうと思うんですけど、何かいつも私の

居場所はここじゃないんじゃないかなって、ここでいいのかなっ

ていうふうにいつも思って、帰れるかどうかわからないですけど、

やっぱり双葉で生活した幸せな時代が自分の今までの人生の中で
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は幸せだったので、帰れるようになったら自分たちは今子供たち

も自立していないので 2 人だけですので、戻ってそういう幸せだ

った時代のことを思いながら、何か老後を暮らしたいなって思っ

ています。本当に年数がいくたびにどんどんどんどんなにかいい

ところしか思い出せないんです。楽しかったことしか思い出せな

いので、そんな思いでしてます。（原告４番本人調書 18 頁、19 頁） 

「あの楽しかった日を思い出すたび、なぜ、私たちはこんな目に

遭わなければならないのかと今でも悲しい思いと悔しい思いで胸

がいっぱいになります。（甲 C5-4 原告５番陳述書 4 頁）」 

「浪江の皆さんが集まったときに、（兎追いしからはじまる）故郷

という歌を今聞くと、胸をぐっとつかんで、ぐうっとこうゆすぶ

られるような寂しさ、悲しさ、悔しさがあります。それで、4 小節

か 8 小節ぐらい聞くともうみんな慟哭し、聞いていることもでき

ない、演奏することもできないという状態になってしまいます。

会場全体が、もう、動揺して、最後には本当に体を震わせて泣いて

しまいます。それで、ここ 2 年ぐらいは、「故郷」を歌わないでく

ださいとお願いしています。（原告２０番本人調書 20、21 頁）」 

 原告らにとって、かけがえのない故郷での生活を失ったことは、

言葉で言い表せないほどの極めて大きい苦痛なのである。 

 

第３ 故郷喪失の損害額 

 １ はじめに 

（１）及び（２）において、故郷の実体とその機能、精神的拠り所と

しての価値及び、それらが本件事故により失われたことも述べた。 

このようにして原告らにより生じた無形の損害、精神的苦痛は甚大

なものである。 

以下では、この損害を金銭的に評価した場合に、一人当たり 2000 万

円はくだらないことを述べる。 

  



346 

 

２ 故郷喪失損害の重大性 

（１）精神的損害の喪失 

故郷喪失損害は日常生活すべての喪失であり、原告らは、本件

事故により、一瞬にして故郷の自然、人間関係の中で安心して送

っていた日常生活のすべてを失った。 

その日常生活は、一朝一夕にできるものではなく、各住民の日々

の努力の積み重ねにより達成されたものであった。 

しかも、各住民だけの努力ではなく、先祖代々の住民の努力や

成果が蓄積したものでもあった。 

これが失われることにより、原告らは上記のとおり、精神的な

よりどころを失い、簡単に立ち直れない状況にある。 

このように、故郷での日常生活全般の喪失というのは、住民各

人の将来の全生活に影響を与えるほどの、重大な損害なのである。 

 

（２）有形、無形の損害 

故郷における地域生活利益は、原告らにとって、経済的な有形、

無形の利益を与えていた。 

生活費代替機能は、生活費を抑制し、相互扶助・共助・福祉機能

は、ベビーシッター代や介護費用などを減少させる。 

また、密接なコミュニティは、防犯設備、警備の費用を抑制す

る。 

行政代替機能は、元来地域の行政が行うべき機能を住民全体が

行うのであるから、行政の支出を抑制し、ひいては住民の税金負

担を抑制する。 

行政代替機能や環境保全機能のうち、利水、治水、農道管理など

は、行政の修繕費の負担を抑制することになる。 

人格発達機能は、都会では習い事や展覧会など、有償で行われ

ることにより実現できる作用を住民の自治により実現しているの

であり、その費用を抑制しているといえる。 
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田舎での生活は、都会に比べて、地価が安かったり、物価が安か

ったりする。これは、都会では有償で得ている様々な施設や環境

がないことに基づく不便さが一つの原因である。 

故郷では、この都会では有償で得ている様々な機能を、住民の

努力により補っているのである。これが、「地域生活利益」である。 

この地域生活利益を得られなかったという損害は、一回的に発

生するだけのものではなく、その生活を享受できない間、継続的

に発生し続ける。 

原告らは、この地域生活利益を故郷に帰還できない間、また、帰

還したとしても故郷が本件事故前と同等に戻るまでの間、継続的

に享受できないという有形、無形の損害を受けているのである。 

 

 （３）労災認定基準との比較 

  ア 福島地裁判決について 

すでに述べた通り、福島地裁平成 26 年 8 月 26 日判決（甲Ｂ

１６）は、避難生活中のストレスについて、「ストレス－脆弱

性」理論のストレス強度の評価表を援用しながら、本件原発事

故と自死との間の因果関係を認めた。 

この考え方は、故郷喪失慰謝料でも参考にできる。 

 

イ 具体的検討 

（ア）原発事故により故郷全般が失われたこと 

まず、本件原発事故により、故郷が全般的に失われたことを

体験したことについては、「天災や火災などにあった」に該当

する。 

自死事件を除き、本件原発事故で直接人が死んだということ

ではないが、それでも、被害が故郷全域に及ぶこと、生活全域

に及ぶこと、その被害の期間が長期に及ぶことからすれば、そ

の心理的負荷の強度はⅢに該当する。 
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（イ）職業生活が失われたこと 

本件事故で、原告らは、故郷での職業を失っている。 

これは、原告らに原因があることではないから、「退職を強

要された」に該当するといえ、心理的負荷の強度はⅢである。 

 

（ウ）自宅が失われたこと 

原告らは、本件事故で、故郷にある自宅での生活を失った。 

自宅という財産の喪失という面に着目するだけでも、職場以

外の心理的負荷評価の「多額の財産を損した又は突然大きな支

出があった」に該当し、心理的負荷の強度はⅢである。 

   

（エ）コミュニティが失われたこと 

故郷でのコミュニティが失われたことについては、「騒音等、

家の周囲の環境が悪化した」（心理的負荷強度Ⅱ）、「親しい友

人、先輩が死亡した」（心理的負荷強度Ⅱ）に準じるといえる。 

コミュニティの住民とは連絡はほとんど取れず、コミュニケ

ーションが取れないからである。 

二つを併せて考えれば、心的負荷強度は高く、Ⅲに相当する

といえる。 

 

（オ）故郷での家族との生活が失われたこと 

原告らは、故郷で家族との一家団欒の日常生活を行うことが

困難になった者が多い。このことは、「家族が増えた又は減っ

た」に該当し、心理的負荷の強度はⅠである。 

 

（カ）豊かな自然環境が失われたこと 

故郷の豊かな自然環境が失われたことは、「騒音等、家の周

囲の環境が悪化したに近い。心的負荷はⅡである。 
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（キ）生活費代替機能が失われたこと 

生活費代替機能については、地域生活利益の一つであり、無

形の損害であるが、経済的に計算することは難しいため、スト

レス強度の視点で分析する。 

そうすると、経済的な負担が増加するということであり、「収

入が減少した」に該当するといえる。心的負荷の強度はⅡであ

る。 

    

（ク）賠償格差によるコミュニティ破壊 

川内村、富岡町、双葉町、大熊町などは、賠償の格差により、

故郷における人間関係が悪化している。 

これは、もともとは親しいコミュニティでのできごとである

から、「友人、先輩に裏切られショックを受けた」とか「隣近所

のトラブルがあった」に近い。いずれも心的負荷はⅡである。 

 

（ケ）他の地域生活利益 

他の地域生活利益は、おおむね、上記生活費代替機能と同じ

く、経済的な負担の増加に引き付けて理解することができる。

いずれも、無形の損害だからである。 

そうすると、「収入が減少した」に該当し、心的負荷の強度は

Ⅱである。 

 

ウ 小括 

以上の通り、原告らが故郷喪失により生じた精神的な苦痛は、

心的負荷の程度がⅢないしⅡに該当するものが複数あり、精神

的な苦痛は極めて大きいということができる。 

 

（４）交通事故との比較 
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ア 交通事故損害との比較 

また、原告らの損害は、交通事故損害とも比較可能なものであ

る。 

前述のとおり、原告らの故郷は、生産と生活の諸条件が一体と

なったものであり、原告らはそのふるさとの中で、楽しく、また安

心して日常生活を送ってきた。そして、原告らは、故郷でそれぞれ

の人生を築き上げてきた。その中で、家や土地などの有形無形の

成果を得、もしくは引継ぎ、また、家族や友人などとの人間関係を

作り上げてきた。 

このような故郷の中での生活により、原告らはアイデンティテ

ィ、自尊心などを築きあげてきた。 

したがって、故郷というのは、原告らのアイデンティティや自

尊心、家族やコミュニティ、土地や家、財産などの、故郷でのあら

ゆる成果が詰まったものである。 

そのため、故郷での生活を失うことは、原告らが築き上げてき

たすべてを失うことであり、原告らにとって、全人格性、全人間性

が破壊されたに等しい苦しみを受けるのである。 

その苦しみは甚大で、かつ長期にわたり継続するものであるこ

とは、すでに述べてきたとおりである。 

このように、故郷の喪失は原告らにとって、全人格、全人間性を

破壊するものであり、これは、死亡に匹敵する苦しみと言わざる

を得ない。 

  

イ 死亡慰謝料の金額 

交通事故の裁判実務においては、死亡慰謝料の金額は、一家の

支柱で 2800 万円、母親、配偶者で 2400 万円、その他で 2000 万円

から 2200 万円という基準がある（いわゆる赤本の死亡慰謝料の項

目）。 

原告らの損害は、もちろん、死亡それ自体ではないが、死亡にも
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匹敵する苦しみである。 

また、原告らの損害は、精神的苦痛のほかに、地域生活利益とい

う有形無形の損害もあることからすれば、上記交通事故裁判実務

の基準に照らしても、2000 万円という金額は決して高い金額では

ないのである。 

 

（５）結論 

以上からすれば、原告らに生じた地域生活利益の無形の損害及

び故郷を喪失した精神的苦痛の総額は、一人当たり 2000 万円を下

るものではない。 

 

第４ 故郷喪失損害の発生時期と確定時期 

 １ 損害の発生時期と確定時期 

原告らの損害の発生時期と確定時期については、原告らの準備書

面(46)、同（72）、及び（94）にて整理したとおりである。ここでは、

簡単に敷衍して述べる。 

  

２ 故郷喪失慰謝料の確定 

故郷喪失慰謝料（本項では、故郷変容慰謝料と区別して考える）

は、本件事故当時に発生するが、故郷が喪失するか否かは本件事故

直後の段階では判断できないから、原告らが社会通念上帰還できな

いことが判明したときに、故郷喪失損害が発生したことが確定する

(準備書面(94))。 

  

３ 「社会通念上帰還できない」ということ 

「社会通念上帰還できないということが判明したとき」というの

は、故郷に帰還できない期間が 5 年間を経過したときには、社会通

念上帰還できないと判断されるべきである。 

5 年という期間は、社会生活上、すでに暫定的、過渡的な年数を超
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えており、人間の社会的な生活にとって、もはや何らかの事業、就

業、その他の社会活動に踏み出さなければ、社会生活が継続しがた

くなる期間といえるからである。 

また、ここでいう「帰還できる」とは、ただ地理的に故郷に戻れ

ばよいという意味ではない。実際に故郷に戻り、安定した生活を送

れるようになるという意味である。なぜなら、数年もの間、避難指

示が出され、インフラや人間関係が完全に途絶した故郷に戻り、再

び平穏な生活を送るには一定の期間が必要である。そして、その一

定の期間もまた、人生の貴重な一時期なのであるから、帰還するか

どうかを判断する際には、その一定時期があり、それでもなお帰還

するかどうかという考慮がされるからである。そして、故郷に戻り、

再び平穏な生活を送るために必要な期間は、原告らの故郷が広範囲

にわたり全般的に避難指示が出されており、かつ、インフラも完全

に破壊されていることからすれば、1 年程度は最低でも必要という

べきである。 

したがって、本件事故後 5 年を経過した時点で、避難指示が解除

され 1 年が経過していない場合には、社会通念上帰還できないとい

うべきである。 

なお、避難指示の解除は一つのメルクマールではあるが、避難指

示が解除されたからと言って、社会通念上帰還できるといえない場

合がある。それについては後述する。 

 

 ４ 帰還困難区域 

上記の観点から、各地域を見ると、帰還困難区域は「５年を経過

してもなお、年間積算放射線量が 20 ミリシーベルトを下回らない恐

れのある、現時点で年間積算放射線量が 50 ミリシーベルトを超える

区域」という定義にある通り、本件事故から 5 年を経過しても避難

指示の解除の見込みはなく、現に本件事故後 6 年半が経過した現在

においても、解除の見込みはない。 
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したがって、帰還困難区域については、故郷が喪失したことが確

定したといえる。 

また、大熊町、双葉町などの居住制限区域、避難指示解除準備区

域は、いまだ解除されていないから、同様に、故郷が喪失したこと

が確定したといえる。 

  

５ 現時点で避難指示が解除済みの区域 

（１）本件事故後５年経過時点で避難指示が解除されて 1 年が経過し

ていない区域 

本件事故後５年を経過した時点で、避難指示が解除されていなか

った区域、すなわち、平成 27 年 3 月 11 日の時点で、避難指示が解

除されていなかった区域については、同様に故郷の喪失が確定した

というべきである。 

例えば、南相馬市原町区の一部、同小高区の一部、川内村の一部、

富岡町、浪江町、大熊町、双葉町、楢葉町などである。 

 

（２）本件事故後 5 年経過時点で避難指示が解除されていた区域 

本件事故後 5 年経過時点で避難指示が解除されて 1 年が経過し

ていた区域、たとえば、南相馬市原町区の一部、川内村の一部区

域、広野町については、形式上、避難指示が解除され、法律上は帰

還することができる。 

ア 「社会通念上帰還することができない」という基準 

しかし、故郷が喪失したか否かを判断する基準は、「社会通

念に照らして帰還することができるかどうか」であるから、法

律上帰還することができるか否かはその前提にすぎない。 

したがって、避難指示が解除されていても、5 年経過時点で、

故郷に社会通念上帰還することができない、またはその判断が

できないのも社会通念上やむを得ないといえるような状況で

あれば、故郷は喪失しているというべきである。 
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帰還の判断ができないことが社会通念上やむを得ないので

あれば、それは、帰還できないということだからである。 

 

イ 川内村について 

川内村は、社会通念上帰還することができないといえる 

第 5 章「故郷の現状」記載の通り、楢葉町と川内村の帰還率は

2 割未満であり、その他、インフラ面、コミュニティ面の回復が

未了である。 

すなわち、川内村については、8 割以上の住民が、本件事故後

6 年を経過した時点でも帰還していない。つまり、「帰還しない」

または「判断できない」という判断をしているということである。 

この理由は、住民意向調査の結果を見ればわかる。 

第 5 章「故郷の現状」記載の通り、帰還した住民も、帰還しな

いという判断をした住民も、帰還するかどうか判断できないと

した住民も、多くの住民が、故郷のインフラ面（医療、福祉、商

業、職業、交通）、安全面（原発、除染など放射能、飲料水）、コ

ミュニティ（近隣住民が戻るかどうか）、新しい生活ができてい

ることなどを不安要素としている。 

そのような不安状況の上で、一部はそれでも帰還しようと考

え、他の一部は帰還をあきらめ、他の一部はどちらにするか判断

できないのである。 

したがって、楢葉町、川内村の住民は、本件事故後 6 年を経過

した現在においても、「帰還しない」または「帰還するかどうか

判断できない」と考えることは社会通念上何ら不自然ではなく、

社会通念上「帰還できない」といえるのである。 

 

ウ 原町区、広野町について 

南相馬市原町区、広野町は、比較的多くの割合の住民が帰還し

ている。 
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しかし、すでに「故郷の現状」で述べた通り、また、「故郷

変容慰謝料」の項目で後述するとおり、故郷は著しく変容して

いる。 

特に重要なのは、原発の廃炉作業の危険性や除染の不安であ

る。 

広野町、原町区に特化した住民意向調査は存在しないが、原

発への不安や除染効果の不安は、双葉郡の住民であれば、その

不安の程度に基本的に違いは存在しない。 

なぜなら本件事故により、実際に双葉郡の住民は原発事故の

影響を受け、避難指示が出されたのであり、将来、原発の廃炉

作業中の人災、天災により、新たな原発事故が発生した場合に

も、同様の被害が発生する可能性があることは明らかだからで

ある。 

なお、仮に本件事故当時よりも第一原発の状況が改善されて

いるとしても、原告ら住民にとっては、「何か起きれば再び同

様の被害が発生するかもしれない」という切実な危機感と不安

があることは当然である。既に、甚大な被害を受けた経験を有

するからである。 

そして、住民意向調査の結果を見れば明らかなとおり、双葉

郡の住民の多数（6 割程度）は、原発の廃炉作業に対して大き

な不安を持っている。それは、本件事故自体が東電の「想定外」

により生じたものであり、廃炉作業においても「想定外」の天

災、人災が起きないとも限らないこと、炉心溶融状態での廃炉

作業は前人未到であり、その過程も順調に進んでいるとは言い

難いことなどからすれば、当然のことである。 

そして、このような不安は、双葉郡の住民の多数が持ってい

るのであるから、広野町、原町区の住民が同様な不安を持ち、

「帰還しない」という判断をすることもまた、社会通念上何ら

不合理ではない。 
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したがって、広野町、原町区の住民についても、帰還しない

という判断をすることは社会通念上不合理ではなく、同じく故

郷喪失は確定したというべきである。 

 

   エ 口頭弁論終結時までに解除されたその他の地域 

本件事故後 5 年を経過した時点では避難指示は解除されてい

ないが、本訴訟の口頭弁論終結時までに避難指示が解除された

地域について、念のため述べる。 

楢葉町、富岡町、浪江町の一部がこれに該当するが、帰還率は

川内村よりさらに低いことからすれば、社会通念上帰還できな

いことに何ら疑問はない。 

したがって、これらの区域も社会通念上故郷喪失は確定した

といえる。 

 

   オ 原告らは次の理由で帰還できないと考えている。 

「やはり、私のところは第一原発から１４から１７キロぐらい

のところに 位置しております。それで、放射能も３５０シーベ

ルトというような形で降りますし、原発自身もメルトダウンで

それの修復もとても今のところは予測もできないような状況に

あることは事実なんです。そんな件もあって戻ることはできな

いと。（原告３番本人調書 17、18 頁）」 

「ほかのところに移住するかということについて、決断はでき

ないんです。できないから辛いんです。なんでこうなってしまっ

たのかということが、そもそもの原因がはっきりしているのに、

いつまで経っても解決の糸口も見えない。だけど私たち避難者

といわれて、年だけがどんどん、どんどんとっていってしまうし、

何をどうしていいかわからない。だから 5 年先に帰る、10 年先

に帰る、20 年先に帰れるのか、それとももう一生帰れないのか、

それさえももうわからない。だから、こういうずっともんもんと
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してあいまいな喪失の、そういう感じの中にいること自体がつ

らくてしょうがないです。それは、一番はやはり原発が収束など

していないし、廃炉作業もこれから 30 年、40 年、いやもっとか

かるでしょう。あんな恐ろしいところのそばには誰も返れない

です。帰りたくもない。戻れないです。町や双葉郡は、一生懸命

今インフラも含め、医療施設、商業施設、復旧、復興は進めてお

りますけれども、実際にそこに人が戻らなかったらは菰田家作

ったって、働く人も戻らない、住む人も戻らないで、何が復興な

のかと思います。（原告１０番本人調書 26 頁、27 頁）」 

「廃炉作業は、今後 40 年続くと言われていますが、その過程で

どのような事故が起こるかわかりません。また、決定された中間

貯蔵施設予定地からも 3 キロメートルくらいの距離です。再び、

避難するようなことは絶対にしたくないのです。とても、子や孫

に「訪ねてきてくれ」とは言えない環境です。高齢者の中には「浪

江町に帰りたい」という人もいますが、そういう人は「事故前の

浪江町に帰りたい」のです。（甲 C20-1：原告２０番陳述書 8 頁）」 

「小高の地には住もうと思っていませんでしたから。心細いで

す。やっぱり。周りがほとんど帰ってきてませんし、戻っている

のは高齢者ばかりです。（原告１９番本人調書 29 頁）」 

「身体障碍者 2 級の夫にはリハビリが不可欠であり、リハビリ

施設がない楢葉町には戻れません。楢葉ア町に帰還した後、現在

通っているいわき市内のリハビリ施設に通うことや、四倉のリ

ハビリ施設に通うことも考えましたが、楢葉町からの送迎バス

はなく、いわきは車で片道 1 時間、四倉は車で 45 分程度もかか

るうえ、私も高齢になってきており、いつまでも車を運転できま

せんし、現実的には無理です。頻発するめまいでいつ倒れるかも

しれないので、楢葉町で私一人で夫の介護をすることはとても

無理です（甲 C22-4：原告２２番陳述書 6 頁）。」 

「（避難指示が解除されたら戻るおつもりですか）いや、帰りま
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せん。それは見たとおり、そんな簡単に除染したから、インフラ

を整備したから、病院ができたから、何ができたからって、私何

で生計立てればいいんですか。農業はできない。じゃ、それ以上

のことを私望んでそこへ帰ること、どうしてできるんでしょう

か。私でない別の人がそう思ったらそこで生活できるんですか

ね。本当に。ですから、そういうことで妻のこともあるし、私は

今決められる時期ではないと思います。（原告２３番本人調書 20

頁）」 

「除染すると多少線量下がるんでしょうけれども、まずおおも

との第一原発がまだくすぶっているような状態ですので、除染

したってまた汚染されるだろうと。あとは、自然災害で大雨とか

来たらまた山から土砂が流れてきて線量が高くなっちゃうとい

うことはあると思うので、除染したから大丈夫と言うのはどう

も私としては受け入れがたいです。（原告２５番本人調書 16 頁）」 

 

 このような判断は、まさに社会通念に照らして合理的なので

ある。 

  

カ 千葉地裁判決 

なお、第 3 章において指摘したとおり、千葉地裁判決は、「故

郷喪失慰謝料」の請求を認容するとともに、既に避難指示が解除

された避難指示解除準備区域等の原告に関しても、「やはり相当

期間にわたり長年住み慣れた住居及び地域における生活の断念

を余儀なくされた面があり、このことによる精神的苦痛も生じ

たと考えられる。」とした（千葉地裁判決 191 頁）。 

この判示は、「帰還不可能」かどうかは避難指示の期間によっ

て決まるのではなく、社会通念上帰還できるかどうかによって

判断されるべきものであること示したものと言える。避難を強

いられた住民にとって帰還が不可能であれば、やはり故郷は喪
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失しているのである。 

 

キ 帰還政策が原告ら住民を苦しめていること 

そして、避難指示が解除されたが、実際には帰還できないとい

う状況が、原告らさらに苦しめている。 

「私は（故郷の）田畑に誰よりも愛着があります。楢葉町の自

宅に一時帰宅するたびに荒れ果てていく自宅や田畑を目の当た

りにしては傷つき、「亡くなった母が戻ってこいと呼んでいるの

ではないか。」と自問自答してきました。そのたびに、私は必ず

熱を出して体調を崩し、情緒不安定になって身体の不自由な夫

やペットの犬猫に八つ当たりをしていました。 

この私の苦悩は、平成 27 年 9 月 5 日に楢葉町の避難指示が解

除され、長姉が楢葉町に帰還したことから、より一層深く激しい

ものになりました。今までは、避難指示があるから、帰りたくて

も返れないと自分を言い聞かせていましたが、避難指示が解除

された以上、帰ろうと思えば帰ることができるかもしれないの

に、帰らない自分がいるからです。（甲 C22-4：原告２２番陳述

書 3 頁）」 

「（姉が楢葉町に帰還しており）帰還はしないという選択をし

たが、故郷を捨ててきてしまった、姉も捨ててきてしまったとい

う罪悪感があります（原告２２番本人調書 14 頁）」。 

 

第５ 請求主体（移住者・年少者・障害者など） 

１ はじめに 

以上（１）ないし（３）で述べてきた故郷喪失損害は、故郷の住民

であれば、原則としてだれでも生じている。 

しかし、そのことについて特に疑問が出される可能性がある属性

である移住者、年少者、障害者について述べる。 
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２ 移住者 

（１）移住者も故郷喪失損害が発生していること 

原告らの中には、いわゆる I ターンで故郷に移住してきた者もい

る。 

そして、そのような移住者も、そこで継続的に生活する意思で、

故郷に移住し、数年が経過したのであれば、もはや故郷の一員であ

り、故郷の様々な有形、無形の利益を享受し、また、故郷に対する

思い入れも持つようになるのであり、故郷喪失慰謝料を請求する前

提がある。 

 

（２）故郷には、移住者を故郷に受け入れる環境があること  

そもそも、原告らが居住していた故郷は、移住者を受け入れるあ

たたかい環境がある。 

「双葉の人たちは、他の土地から移住してきた人にも分け隔てな

く接し、むしろ歓迎してくれる雰囲気があり、大熊町から移住して

きた私にとっても、双葉町は大変心地よい故郷でした（甲 C27-1：原

告２７番陳述書 10 頁）」 

「（浪江の町の周囲の人々は、）分からないことがあれば聞きやす

く、とても皆さん親切にいろいろ指導してくれたり、良くかわいが

っていただきました（原告４４番本人調書 9 頁）」 

 

（３）移住者は、努力して故郷になじんできたこと 

しかも、移住者である原告らは、移住者として故郷の中で受動的

に生活していたのではなく、故郷の一員になりたいと考え、能動的

に故郷のコミュニティに参加し、努力を積み重ね、故郷の一員にな

っていったのである。 

例えば、原告らは次のように述べる。 

  「（故郷の近くの住民は）保守的な土地柄で、最初は、よそから来た

新参者の私たちを受け入れてくれる人は少数でしたが、私たちがお
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店の仕事が忙しいときでも、いろいろな行事に進んで参加し、一生

懸命に協力していくと、次第に仲間として認めてくれるようになり、

地域にもなじむことができました。（甲 C5-4：原告５番陳述書 2 頁、

原告５番本人調書 51 頁、52 頁）」 

   「楢葉町に移り住んでから 10 年、このマイホームを拠点にして、

家族 4 人で幸せに暮らしていくはずであり、私たち夫婦にとっては

終の棲家と決めていた自宅でした（甲 C10-3：原告１０番陳述書 2

頁）。 

「地域においては、私たちは、途中から移り住んできたものだか

らこそ、積極的に地域活動に参加し、そして多くの友人知人にも恵

まれました。信頼関係を築き上げる努力をしました。そして地域に

溶け込んでいきました。これは、何事にも代えがたい財産だったの

です。たとえば、楢葉町で PTA 役員、小学校中学校とも PTA 副会長

歴任。子供会会長、中学校部活動保護者会長などを務めました。ま

た、楢葉町北田行政区の運動かい、子ども神輿、植栽活動、清掃活

動などに参加して親睦を深め、子供会やスポーツ少年団の役員など

も引き受けていました（甲 C10-3：原告１０番陳述書 3、4 頁）」 

「人のつながりが広がってきた要因は、やはり自分から外に出て

言って、いろんな活動に身を置く、みなさんにまずは顔と名前を覚

えていただく、そして地域の中に入れていただく、その中で楽しみ

を見つける、そういう努力をしたということです。（原告１０番本人

調書 8 頁）」 

「東京生まれの東京育ちなもんで、故郷がないというのが今まで

の私の思いだったんですが、浪江で 10 年ぐらい暮らして、やっとこ

こが故郷なのかなという気がしてきたとこなんです。ですので、浪

江が第二の故郷と私は思っています。浪江町が心のよりどころです。

（原告２５番本人調書 20 頁）」 

 

（４）小括 
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以上のとおり、移住者である原告らもまた、故郷の住民として故

郷に溶け込み、地域生活利益を享受してきたし、故郷に対する愛着

も、もともと故郷で生まれそだった人たちと比べて引けを取るもの

ではない。 

したがって、移住者も、故郷の地域生活利益の無形の損害、精神

的苦痛という損害を負っているのであり、故郷で生まれ育った人た

ちと区別する理由はない。 

 

２ 年少者 

（１）年少者も地域生活利益を享受していたこと 

年少者もまた、地域生活利益を享受していたことに違いはない。 

また、地域生活利益のうち、人格発達機能は、子どもに限定され

るわけではないが、感受性が高く、受容能力も高い子どものころに、

もっとも人格が発達するのだから、子どもは故郷の人格発達機能か

ら得られる利益が特に大きいのであり、その反面としてそれを失っ

た損失もまた大きい。 

また、地域生活利益は一回的な利益ではなく、長期継続する利益

であるから、年少者の方が将来的に失う利益は大きいのである。 

 

（２）精神的苦痛も負っていること 

また、故郷を失った精神的苦痛についても、大人と変わらず受け

ているのである。 

原告らは次のように述べる。 

「本件事故当時 3 歳 1 か月の子どもに一時帰宅で行ったとき撮っ

てきた写真なんかを見せると、やっぱり浪江に行きたいと言ってい

ますので、何かやっぱり覚えているところはあると思います。（原告

７４番本人調書 15 頁） 

「（本件事故当時小学校 5 年生のときであった孫の大輝君は、小高

にいたらどういう生活をされていたでしょうか）もう友達と仲良く
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やっていたと思います。こんなことを言うのはちょっとおかしいん

ですけども、あのころ（小学校が避難する前）の大輝の学校の成績

というのは非常に良かったんです。もちろん、そこではそれなりに

勉強もしていたんだというふうに思いますけれども、それ以降は、

やっぱりすべてが来るって、どうしたらいいかわからないというふ

うな状況になってしまったんだと思います。お母さんとも離れ離れ、

お友達とも離れ離れ、すべてから切り離されたということです（原

告１９番本人調書 15 頁）」 

「（お母さんの優子さんと別れ、あなた方と避難をすることになっ

て、成績が落ちていったんですか）もうやる気がなくなったという

か、どうしたらいいかわからないという、本当に辛かったんだと思

います。（原告１９番本人調書 34 頁）」 

「（大輝が）なんで避難するの。なんで母親と別れて生活しなきゃ

なんないの。なんで原発なのということを（言ったことを）ちらっ

と聞いたことはあります。（原告１９番本人調書 36 頁）」 

「大輝は、「あのころに戻りたい」「震災のまま別れてしまったみ

んなと一緒にいたい」と言います。そして「自分も被爆したと思う」、

「将来自分の体に何か起こるかな」と不安を持っているようです。

「原発なければいいのに」とも言っています。子ども心に、原発事

故の理不尽さを感じ取っているのかも知れません（甲 C49-1：原告４

９番陳述書 10 頁）」 

「（事故当時 5 歳だった璃空くんは転校について）何で帰れないの

とか、何で戻らないのというのは、当時よくいっていました。誰誰

君と会いたい、遊びたいというのは、しょっちゅう言っていました。

（原告４５番本人調書 11 頁）。おじいちゃん、おばあちゃんの名前

をよく言いますんで、会いたいと言います（同 19 頁）」 

「（子供は）あまり小高の生活のことも覚えていないようです。避

難生活については、ほとんど覚えていないようです。嫌なことは忘

れてしまいという何か本能というか、そういうものとか、あとは例
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えば覚えていたとしても、思い出したくないから話したくないとか、

何かそういうことなんじゃないかと思います（原告５０番本人調書

11 頁）。」 

 

（３）大人の精神的苦痛を感じる感受性が強いこと 

また、年少者は常に大人とともに生活をせざるを得ない。そのた

め、年少者は、故郷を喪失した精神的苦痛を感じている大人（監護

者）の苦痛を、身近に感じ続けることになる。 

大人のストレスが、子どもにもストレスを与えるのである。 

この意味で、年少者は、故郷喪失による精神的苦痛を、自身も感

じ、さらに、大人の精神的苦痛を間接的に受けるという意味で、二

重の被害に遭うのである。 

 

（４）小括 

以上のとおり、年少者についても、有形、無形の損害、精神的苦

痛が生じており、大人と区別する理由はない。 

 

４ 障害者 

（１）障害者も地域生活利益を受けていること 

障害者も故郷の中で生活していたのであり、他の住民と区別す

る理由は一切ない。 

障害者は障害者なりに、施設の人や近所の人とコミュニティを

築き、生活してきていた。 

また、自然豊かな環境の中で生活をしていたし、就職している

人は、故郷の中で職場を持っていたのである。 

例えば、施設入所をしていない障害者は、通所支援などを受け

ていたとしても、それは、健常者にとって職場に行くのと何ら変

わらず、通所支援を通じてのコミュニティを形成しているのであ

る。 
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また、施設に入所しているとしても、それは、その施設の中で生

活することが、当該障害者にとって最も自立を促進する方法であ

ったということであり、その施設の中で、職員や同様に入所して

いる障害者もしくは訪問者とのコミュニティを形成し、その中で

生活しているのである。 

したがって、故郷に生活の基盤があったことについては、障害

者も何ら違いはない。 

 

（２）障害者における故郷 

すなわち、原告１番は、障害者の施設を運営していた立場から

次のように述べている。 

「ギャンブル障害で金銭管理ができないような障害者について

は役場と私どもと当事者と三者で相談して、約束の上に緩やかな

金銭管理をしてあげるとか、そうしたことに私たちは当たったり

しておりました（原告１番本人調書（平成 29 年 4 月 19 日）6 頁）」 

「庭にラベンダーを作って、それを乾燥して、それを匂い袋と

して販売するとかというようなこともありました。その他たくさ

んあります。作業所がありました。また、知的障害者の施設でも、

ふたばの里という作業所がありました。（原告１番本人調書（平成

29 年 4 月 19 日）6 頁、7 頁）」 

「りんべるハウスそのものは知的障害者の作業所で先ほど言っ

たような小物を作るような作業が主でしたから、Ｙさんには合わ

ないわけです。でも、Ｙさんは行くところがないから、りんべるハ

ウスに行ってお話したり、そういう作業にも加わったりしておっ

たと。カラオケやったり職員とおしゃべりしたり、あるいは手先

が器用なんで習字なんかもやったり、そんなことで過ごしていま

したね。（原告１番本人調書（平成 29 年 4 月 19 日）8 頁、9 頁）」 

「（Ｙさんは）迎えに行って帰るまで、だいたい半日ぐらいの時

間をもらって出てくるわけですが、まずは必ずコーヒーを飲むた
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めに決まったコーヒー屋に入る。これは帰っていよいよ病院に帰

るときもまたコーヒー屋に入ると。コーヒー飲んだ後は場合によ

っては俺は猫舌なんで刺身を食いたいなんていうこともありまし

て、そうかということで刺身の定食があるような食堂を探して同

道したこともありますし、それからまずはそれまでに大変お世話

になって信頼していた役場の住民課の課長さんに必ず顔を出して

言葉をかけあうと、その後ではほとんど父母のお墓参りをするん

でね。（原告１番本人調書（平成 29 年 4 月 19 日）11 頁）」 

障害者であっても、このような作業所での作業や施設に来るこ

と、施設職員の付き添いなどを通じて、仕事仲間の障害者や施設

の職員との交流を深め、障害を持ちつつもできる限り自立して生

活していたのである。 

障害者にとっては、特に、その障害者を継続的に見てくれる、そ

のような医療、福祉機関が必要になる。 

障害者にとって、また、医療従事者にとっても、相互に信頼関係

がなければ、適切な処置を行えないからである。 

「（他の病院ではあまりうまくいかなかったのですが、Ｙさんは

双葉病院ではお医者さんや看護師さんなどとうまくやっていけて

いました。）Ｙさんの病状とか人柄とか、そういうのをよく観察し

て、適切な支援をしてくれるお医者さん、看護師さん、そろってい

たからだというふうに思います。精神障害者が自分に合った病院

を見つけるのはたぶん難しいことだと思います（原告１番本人調

書（平成 29 年 4 月 19 日）10 頁）」 

このように、障害者もまた、故郷でのコミュニティの中で生活

しており、その利益を享受していたのである。 

 

（３）精神的苦痛も他の住民と変わらず生じていること 

障害者であっても、そのようなふるさとでの生活を失ったこと

によって精神的苦痛が生じることは、他の住民と何ら変わること
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はない。 

むしろ、障害者であるため、ストレスに対する感受性は健常者

に比較しても高いことが多く、精神的苦痛は大きいというべきで

ある。 

例えば、本件事故前は双葉病院で安定した生活を送れていた原

告２９番は、本件事故後は入退院を繰り返すような状況になって

しまった（原告１番本人調書（平成 29 年 4 月 19 日）15 頁）。 

「これは、安心して入院できるお医者さんがそろった、スタッ

フのそろった病院が、まず双葉病院のような病院があること、そ

して、出て来た時には結いの里のように支援してくれる施設があ

ること、そして自宅があること」が、精神障害者が社会で生活して

いくためにはもっとも必要であり（原告１番本人調書（平成 29 年

4 月 19 日）15 頁）、それは、原告ら障害者にとっては、それは原

告らの故郷にあった。 

そのような環境が、本件事故により喪失したのである。 

 

（４）故郷での福祉環境は回復していないこと 

原告らの故郷における福祉施設の状況は、「故郷の現状」で述べ

た通りであり、いまだ復旧にはほど遠い。 

例えば、社会福祉法人希望の杜福祉会は、今後、楢葉町で男性障

がい者向けのグループホームを作る予定である。結いの里には、

楢葉町が避難指示を解除されてから、２名の障がい者が戻ってき

ているので、原告１番がその世話をしている（原告１番本人調書

（平成 29 年 4 月 19 日）7 頁）。 

もともと楢葉町にあったグループホームは、建物は残っている

が、女子専用で、女子は現在誰も戻ってきていないため、建物は使

用していない（甲 C1-5：原告１番陳述書 12 頁）。 

もともとグループホームの入居者は、入居費用を自己負担でき

る程の経済力を持つ人はほとんどなく、したがって、補助金で運
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営されている。そして、グループホームに対する助成金は利用者

数に応じて支給されるので、グループホームはある程度入居者が

そろわないと経営は成り立たない。 

しかし、障がい者が楢葉町に戻らない現状に鑑みると、今後グ

ループホームの経営が成り立たなくなる。そして、グループホー

ム経営が成り立たなくなると、障がい者の生活すら成り立たなく

なる。原告１番ら夫婦が自分たちの負担で面倒をみることも考え

ているが、同人らは今後、楢葉町に戻った障がい者たちがどうな

るのか、不安で仕方がない（甲 C1-5：原告１番陳述書 12 頁）。 

 

（５）小括 

以上の通りであるから、障害者であっても、他の住民と同じく、

故郷喪失による地域生活利益などの有形、無形の損害、故郷での

生活を失ったことによる精神的苦痛などの損害を負っているので

ある。 

 

 ５ まとめ 

以上の通りであるから、原告らが移住者、年少者、障害者であっ

たとしても、他の住民と同様に故郷喪失損害が発生しているのであ

り、何ら区別される理由はない。 

  

第６ ふるさと変容被害 

この項では、避難指示解除後に帰還した原告について生じている故郷

喪失損害ないし故郷変容損害について主張する。 

１ 元の居住地へ帰還した原告らに生じる被害 

（１）原告らが帰還前に被る損害 

原告らが帰還前に被るふるさと喪失損害は、前述したとおりであ

る。原告らは生活の場としての地域（コミュニティ、自然、自宅で

の生活、文化）及び、生産の場としての地域（農業活動、農業活動以



369 

 

外）を一体的に喪失し、そのため。ふるさとの機能である地域生活

利益（生活費代替機能、自然採取活動の価値、相互扶助・共助・福祉

機能、行政代替・補完機能、人格発達機能、環境保全・維持機能）や

精神的拠り所を失った。 

すなわち、準備書面１２の整理によれば、①地域生活利益、②家

庭・自宅での生活、③職業生活、④精神的拠り所としての故郷、⑤

自然環境の恵みを享受する利益、その他の日常生活全般の利益を失

い、とりわけ帰還前には、部分的にすらそれらの利益を再び享受す

ることは不可能で文字通り「喪失」している。 

 

（２）原告らが帰還しても、既に被った損害が填補されないこと（故

郷喪失の過去分） 

原告らが地理的に元の居住地に帰還しても、既に生活の場として

の地域及び生産の場としての地域は喪失し、その損害が確定してい

る。そうである以上、帰還時期につき確定前後を問わず、帰還した

原告らも故郷喪失損害を被り続けている。 

ましてや、既に被った①～③及び⑤、その他日常生活全般の利益

を享受できなかったこと等による損害が遡って填補されることはな

い。 

なぜなら、①～③及び⑤の利益は、まさに原告一人ひとりの日々

の生活を支える利益であり、その一日一日は限りある人生の中のか

けがえのない日々で、代替性がないからである。とりわけ、子ども

や親にとっては、二度と戻らないその子の人格を育む時期を失い、

職業生活を営む世代にとっては、地域のコミュニティや自然環境、

長期継承されてきた農地などに根差した職業生活の維持・拡大を図

るための途切れては意味をなさなくなる営みが途切れ、高齢者にと

っては、一層限りある残りの人生を浪費するものであり、いずれも

遡って①～③及び⑤の利益を享受する日々を採り戻すことはできな

い。 
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また、④精神的拠り所も同様に原告らの日々の生活を支えるもの

であり、失った精神的苦痛も非常に甚大なものである。その甚大さ

の評価は前項「第３．２ 故郷喪失の損害額」で述べたとおりであ

る。かけがえのない時間を尋常でない精神的苦痛を抱きながら過ご

したことは、後から帰還等により遡って回復するものではない。す

なわち、その既に発生した精神的苦痛についても遡って填補される

ものではない。 

 

（３）原告らが帰還したあとも故郷喪失ないし故郷変容被害が継続

すること 

繰り返しになるが、生活・生産の場としての地域が失われてお

り、回復していない以上、帰還した原告らにとっても本件事故前

の故郷は失われている。なぜならば、ここでいう故郷とは日常生

活と生業を支える諸条件の一切合切が一体性をもって存在する場

所であるところ、その諸条件・利益は前述のとおり喪失しており、

その諸条件により生じる①～⑤その他の日常生活全般の利益も損

なわれ続けているからである。すなわち、地理的には元の居住地

に帰還した原告についても実質的に本件事故前の故郷の実態や機

能は回復していないからである。 

とりわけ、帰還後の被害態様の特徴は、①～⑤の利益を失い有

形無形の損害及び精神的損害が生じ続けるという実質上「故郷喪

失」被害が継続するばかりでなく、本件事故により⑥被ばくの不

安、⑦日常生活行動の制限、⑧復旧に多大な努力と苦痛を強いら

れること（準備書面９４）、という無形の損害・精神的苦痛を強い

られる場に地域が変容してしまったという点にある。 

そこで、地理的には同じ場所でも実質的にはもとの故郷の諸機

能・利益を失い、全くその実態が変わった地域で暮らさざるを得

ないという点に着目し、帰還後の原告らの被害については「故郷

変容被害」との表現を用いる。 
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２ 故郷変質・変容慰謝料 

ここでは、上記①～⑧の整理に従って、帰還した原告らについて

も①～⑤の利益を喪失する損害が継続し、さらに⑥～⑧の不利益を

強いられる損害が生じていることを詳述する。 

なお、帰還していない原告の陳述であっても、帰還した原告らの

帰還後の生活ぶりがうかがえるものについては、以下で引用する。 

（１）①地域生活利益 

ア 本件事故前の状況 

   前述「第１．３（１）ア」で詳述したとおり、原告らの暮らし

ていた地域では、豊かな人間関係が築かれており、地域コミュニ

ティにより地域生活利益がもたらされていたが、コミュニティの

喪失とともにその諸機能も失われた。 

 

イ コミュニティの変質変容 

避難指示解除により一部の原告ら・住民らが帰還しているもの

の、その数は「第５章 ふるさとの現状」で述べたとおり、わずか

なものである。とりわけ、住民の人数がごくわずかであれ回復し

ているからといって、その分だけ、コミュニティないしその機能

が部分的に回復したと見るのは誤りである。コミュニティ構成員

が減り（本件事故がなくてもありうる自然減とはくらべものにな

らない規模で減少し）、帰還者の年齢に偏りがあり、一方、新規居

住者が加わることで、コミュニティの同一性が失われ、本件事故

前のコミュニティはとは全く別ものになっている。以前のコミュ

ニティは失われたとしか言いようがない。したがって、以前のコ

ミュニティによりもたらされていた地域生活利益の回復は困難で

ある。 

 （ア）帰還住民の年齢の偏り 

多くの原告が、帰還した住民が少ないうえに高齢者ばかりで、
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若い層や子どもが帰還していないことを指摘している。 

楢葉に帰還した原告番号７２番は、 同じ隣組で楢葉に帰る世帯

は１８軒のうち１０軒ぐらい、うち家族みんなで帰るのは４軒ぐ

らいと述べている（７２番１６頁）。 

広野に帰還した原告番号６番も、「子どもの姿がない」（６番２

２頁）と語っている。 

他にも、広野に帰還した住民について以下のように原告らは述

べている。原告６８番は、「中身というか、今までの震災前の家族

そのまんまは戻っておりません」「旦那さんだけとか、それから老

夫婦だけとか若い人たちは戻らないとか、そういう状況です」（原

告６８番本人調書１９頁）。 

原告番号３１番は「やっぱり農家の老人です。若い人らは子育

て関係で、やはり子供を被曝させるのが怖いというような感じで、

若い人はとにかく帰ってこないような人が多いような感じが受け

ます。」「全てが変わってきているんじゃないですか。何から何ま

ですべてが変わってきています。」（３１番２０頁） 

楢葉の原告番号７８番「町のみんなが戻らなければ仕事はあり

ません。周囲では、私たちより上の世代の家族は戻ると言ってい

る人がいますが、下の世代からはあまり聞きません。帰るといっ

ているのは、年寄りばかりのように感じます。」（甲Ｃ７８－１・１

０頁）  

このように、原告らは、帰還した住民が高齢者ばかりであるこ

とから今後の地域のことを心配するとともに、寂しさを募らせて

いる。 

そして、高齢者中心という偏りは、帰還住民により再形成され

るであろう新たなコミュニティ（本件事故前とは異なるコミュニ

ティ）の今後の維持にも、大きな支障をきたす。 

広野町に帰還し薬局を営む原告番号６番、在宅医療の取り組み

で、患者について「痴呆が進んでいるのかなということと、あと鬱
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になっちゃっているのかなというのが多く感じました」「その背後

には、今までは息子さん、お孫さんがいた人たちなのに、大体５、

６年すると避難先に勤め先が決まり、おうちも決まり、そこにい

て、お年寄り、私だけは帰るといっておじいちゃん、おばちゃんし

か帰っていないので、広野町のうちに高齢者が１人、またはおじ

いちゃん、おばあちゃんの２人きりという方が多いと思います」

（１８頁） 

 （イ）除染作業員の流入による影響 

帰還した原告らは、広野町・楢葉町の様子を知る原告らは、新規

居住者として町に住み始めたのは、除染作業員ばかりであり、コ

ミュニティが回復できないことを指摘している。 

原告番号６番は、「知人によれば、大部分は、元の住民が住んで

いるのではなく、原発作業員のために貸し出されており、実際に

住んでいるのはほとんど作業員だとのことでした。」「作業員の

方々は、広野町に永住するわけではありませんし、あくまでも原

発の作業処理のために広野町に住んでおり、広野町を従来からの

住民と一緒に盛り立てていこうとは考えておられないでしょう。

このような状態で、人口自体が戻ったからといって、広野町のコ

ミュニティが戻ったとは到底いえないと思います。」（甲Ｃ６－１・

９～１１頁） 

楢葉の原告番号７３番は、「仮置き場があるのもそうですけど、

コンビニに行っても、その陳列の高さがまるで違う、あと陳列さ

れているものが本当に除染の方が使うような軍手だったりとか、

あとトイレットペーパーがたくさん置いてあったりとか洗剤が置

いてあったりとか、本当に陳列されているものも違うし、また、国

道も、トラックとか作業員が乗ってる方のバスだったりとかして

いるので、本当に変わってしまったとしか言いようがないです」

（７３番２８頁） 

原告番号３０番、「震災前にあった地域コミュニティというもの
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が一切ない町になっております」「住む人たちも除染作業員なんか

がかなり多くて、全然知らない人ばかりがいるというような町に

なっています」（３０番１３～１４頁） 

このように除染作業員が増えることで、不安や心配の声を上げ

る原告も少なくない。 

広野町に帰還した原告番号６番は、自らが営む薬局で順番待ち

をする帰還住民と原発作業員との間のトラブルなどを心配してい

る。（６番２１頁） 

広野町に帰還した原告番号４８番は、広野の町の変化について

「知人、友人がいなくなってしまったという部分と、作業員が増

えた、作業員の宿舎がかなり増えたという部分です」といい、交通

量が変化したことに不安の声を上げている（４８番１８頁） 

 楢葉に帰還した原告番号７２番は、同じ隣組で楢葉に帰る世帯

は１８軒のうち１０軒ぐらい、うち家族みんなで帰るのは４軒ぐ

らいで、「不安なところもあります。最近、うちの方でも放火とか

空き巣狙いとかいうようなことがよく言われますので、そういう

ことからして不安なことはあります」と述べる。（７２番１７頁） 

 このように、表面上は住民数が回復してきていても、その内実

としては除染作業員が新規居住者として増加しているという実態

がある。そして、除染作業員の流入には、本件事故前のようなコミ

ュニティの回復にはつながらないばかりか、原告らは本件事故前

の生活の中で抱いていた安心感を失い、トラブルへの不安を募ら

せている。 

（ウ）地域生活利益の喪失・毀損・変容 

以上のように、一部の住民の帰還や新規居住者の流入では、到

底本件事故前のコミュニティの回復とは言えない。そのため、本

件事故前にコミュニティがもたらしていた地域生活利益も毀損さ

れている。 

楢葉に帰還した原告番号１－１は、「私が知る限り行政区制度は
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全く復活していません。便宜上区長は決めているようですが、班

が組織できないため班長を決められず、実質的に機能はしていな

いようです。帰還した住民が少なく、老人ばかりだからです。」「田

んぼの水利の管理は完全にできなくなってしまいました。人手が

必要な作業で帰還住民だけでは到底実施できるものではなく、そ

もそも農業を再開している住民は数えるほどしかいませんし、仮

置き場になってしまった田んぼも多いからです。新規居住者は、

帰還した住民とのつながりがなく、廃炉作業のために一時的に居

住しているだけですので、水利管理の作業はお願いできません。

万が一火災が起こった際に、田んぼの水路を活用するということ

は難しいのではないでしょうか。」と語り（甲Ｃ１－１１）、地域生

活利益のうち、行政代替機能・環境保全機能が失われている。 

一方、広野では、帰還住民により本件事故前の活動を取り戻そ

うとする努力もあるものの、同じく年齢構成の大きな偏りを背景

に、活動の充実感や安定性・持続性が失われている。 

広野に帰還した原告番号２１番は、２０１７年（２９年）７月に

ようやく行政区が復活し、地域の清掃活動などを再開できたこと

を語るものの、「原発事故前には大勢の子ども達が毎日遊んでいた

児童公園は、今では子どもの声が聞こえなくなってしまいました。

遊具があるだけで子どものいない児童公園を清掃するのは寂しい

です。」「また、若い人が少なく、高齢者中心ですので、せっかく復

活した行政区の活動が５年後、１０年後と維持していけるのかを

考えると、今後のことは心配です。」と述べる（甲Ｃ２１－１３）。 

同じく広野の原告番号３１番も、「とにかくまだ隣組は顔合わせ

はしてるんだけど、老人クラブもとにかく出てくる人がもういな

くなったの。１年１年大きくなりまして、老人がかなりいるんで

すが、足腰が弱り、全てもうそういう元気がなくなったというか、

もう集まりはなくなりました」「子供会も今やっていません」（３

１番１９～２０頁）と、復旧に向けた努力が叶わなかったことを
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述べている。 

また、楢葉の原告番号７３番は、自宅に戻った隣の夫婦につい

て、「「子どもたちは元気か」ってもう「寂しい寂しい」ってその言

葉しか本当に聞かれません」「人とのコミュニティが戻らないって

いうか、あの中でこう互いに話をしたりとか野菜を分け合ったり

とか、何かこう目に見えない温かいつながりだったりとか、何か

つらいことがあって涙を流しても背中をさすってくれる誰かがい

ないとか、そういったことが本当に戻らないって。一番苦しいの

はそこだと思います。」（７３番２９～３１頁）と述べている。帰還

してもなお、コミュニティを基礎にする精神的拠り所や地域生活

利益のうち相互扶助機能・生活費代替機能が失われている。 

文化・行事の維持・継承という点では、楢葉の原告番号３３番

は、行政区から委託をうけてお祭りを主催する甚六会で、４月の

花祭り、夏の盆踊り、冬の鳥小屋などの行事を開催していたとこ

ろ、「楢葉の伝統行事は、みんな途絶えてしまったのです。」（甲３

３－１・１０頁）と語る。 

 

（２）②家庭・自宅での生活  

故郷喪失として家庭・自宅での生活が失われたことは前述「第１．

３」で述べたとおりである。このことは、避難指示が解除された広

野町・楢葉町でも同様である。 

ア 自宅の荒廃 

楢葉の原告番号３３番「一時帰宅したときには、リビングに水

がたまっていました。雨漏りでもしたのかと考えましたが、よく

見てみると、排水溝が溜まってベランダの水位があがり、室内に

逆流してきたのが原因だったようです。水が入ったせいで床が駄

目になってしまいました。また、ネズミの被害にも遭っていまし

た。目につくところだけでも、あちこちにネズミに食われた穴が

開いていました。きっと中はそうとやられていると思います。」（甲
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Ｃ３３－１・７～８頁） 

楢葉の原告番号４０番「今では天井は一部抜け落ちて雨漏りし、

床が抜けている部屋もあります。雨漏りのために畳が腐ってデコ

ボコの状態になっており、床のぬけたところからネズミが室内に

侵入して家の柱はネズミにかじられてボロボロで、床にはネズミ

の糞や死骸が散乱しているという、見るも無残な状態です」（甲４

０－１・１２～１３頁） 

楢葉の原告番号２２自宅の観賞用の池「池の取水口、沢から引

いてくる取水口、それがイノシシに壊されてしまって池に水が流

れてこなくなってしまいました」（２２番１１頁） 

 楢葉の原告番号３３番「母が野草園を作っていた」「母の趣味で、

いろいろな花を集めてきては植えていたものです。季節の花が咲

き、近所の人がわざわざ見に来るような、母の自慢の野草園でし

た」「原発事故によって、田んぼも畑も野草園も、全部駄目になっ

てしまいました」（Ｃ３３－１・７頁） 

 

イ 長期間人口が回復しないことによる弊害 

楢葉の原告番号７番は、「家の前から畑、イノシシの足跡がある

んです。そして、友達に聞くと、「昼間、家の前に親子のイノシシ

がいたよ」なんでいう話も聞きました。夜なんかとまっても、不安

と不気味さがあります。表なんか、夜なんか出てあるけない状況

ですね」（７番２７頁）と語る。 

 

ウ 自宅の景観の毀損 

原告らにとって、豊かな自然環境が見せる景観（故郷の風景）

も、日々の生活と一体となって、精神的な拠り所の一部となって

いたが、このような景観も失われてしまい、避難指示が解除され

ても回復しない。 

楢葉に帰還した原告番号７２番は、自宅について、「リビングも
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比較的大きく取りまして、リビングから眺める庭。それの延長線

上に田園風景が広がっておりましたので、そちらを家の中から眺

められる、そういう生活をしたいなというふうに思って工夫しま

した」「芝のある庭というのは、自分の中でのステイタスだという

ように思っていました」「芝二個のとがったエメラルドグリーンと

丸く刈り込んだ玉柘植が非常にマッチしているのではないかと自

分なりに考えてこういうふうに植えました」（７２番６～７頁）と

景観へのこだわりを語るものの、「家の周りは草が生えて、近くで

買っていたであろう牛がきたんだと思いますが、牛糞だらけで足

の踏み場もないほどでした。また植えた木は倒されたり、かまれ

たり、そういうことで見るも無残な姿でした」「芝生は除染のため

はぎとられている、自宅の中は真っ白というかそういう状態で、

もちろん壁などに亀裂もありました」（同１２頁）、「目の前はもと

もと田園風景が広がっていたのですけれども、今は放射性廃棄物

を入れたフレコンバッグが山積みになってあります」「（自宅から

仮置き場まで」距離にして２００メートルくらい」「もともと田ん

ぼですので、稲の植わっているそういう風景を見たいと思います

ね」（同１７頁）と変わってしまった自宅周辺の風景への無念さを

語っている。 

楢葉の原告番号１０番、「解体された家屋も多いですし、被害が

まだ非常に残っているということと同時に黒いフレコンバッグの

山があちこちにあり、本当にもとの風景が一変してしまっている、

そして作業員宿舎や事業所の廃炉関係の事務所が乱立し始めたの

で、とてもじゃないですけど、もとののどかな楢葉町の風景とは

違います」「下井出行政区のフレコンバッグの放射線管理物の置き

場になっています。」「（自宅から）車で一、二分です」（１０番２０

～２１頁） 

 

エ コミュニティの場として自宅の毀損 
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原告らの多くが、家族、親族や友人と自宅で交流し、自宅がコミ

ュニティに「開かれた空間」であったことを語っている。 

楢葉の原告番号３０番は、楢葉町での妻の楽しみは「以前会社

に勤めていた時の同僚たちが、うちでお茶会をやったり、そして

あと旅行とか、それの話とか、積み立てとか、そういうことを友達

同士でやって、それで旅行へ行ったりなんかすることを楽しみと

していました」と自宅が友人の日々のたまり場だったことを語っ

ている（３０番６～７頁）。 

楢葉の原告番号２２番は、藤棚、池、池には橋をつくったり、稚

魚を育てたりしていた。「（その目的は）家の横に道路があるんで

すけど、私の家のだいぶ上の方ですけど、木戸川ダムとかお滝神

社とかいう楢葉町の観光名所があったんです。そこに遊びに来る

ような人に自分たちがつくった野菜とかを１００円ぐらいで買っ

てもらって、お茶やコーヒーなどを振る舞って、町から来てくれ

るんで、町の人達と交流したりしたいねって姉と話していました」

（２２番８頁）「（楢葉の実家や自宅は）兄弟のきずなを深める憩

いの場です」（同１０頁） 

原告番号１番１番は、本件事故前は正月に自宅で親戚中が集ま

れていたのに本件事故後は、旅館で集まらざるを得なくなったこ

とを語っている（１番１６頁） 

 

（３）③職業生活 

ア 地域コミュニティと一体になった職業生活の喪失 

原告らの多くの職業生活が、地域のコミュニティに根差し・一

体的に結びつきながら営まれていたこと及びその一体性が重要で

あったことは、前述「第１．３（４）及び（５）」のとおりである。

そして、そのコミュニティが喪失（ないし毀損・破壊）された以上、

コミュニティに根差し・一体的に結びついた職業生活も喪失され

ている。 
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楢葉で寺院の住職を務めていた原告番号１番は、「宝鏡寺の檀家

は、浄土宗の信者であるから宝鏡寺の檀家になったわけではあり

ません。宗派にかかわらず「地元のお寺」だから宝鏡寺の檀家にな

ったという方がほとんどです。まずはこの土地に、人々の集落が

でき、宗教施設ができる。宝鏡寺もそういう経緯でできたお寺で

すから、地域に根差したお寺なのです」（甲Ｃ１－５、９頁）と述

べ、寺院の営みと檀家である地域コミュニティの密接さ、一体性

を語っている。 

楢葉の原告番号３７は、電気工事の仕事、一般住宅とか店舗、屋

内配線、若干工事も。「田舎だったからやっぱり口コミとか」で工

事の依頼を受けていた。「（建て主について」地元がほとんどだね、

８０％くらいです」「隣の広野、富岡、双葉郡、あとちょっと離れ

れば県南のほうも群山とか、その辺もちょっと行きました」（７８

番２頁）と述べ、口コミを広げるコミュニティと職業生活との一

体性を語っている。 

楢葉の原告番号３０番は、左官工として約５０年働き、本件事

故後、約２年職探しするも、仕事が見つからない。地元での左官の

仕事は「ちょっと無理だろうと思います」「地元で仕事をする場合

には、長いブランクがあるもんで、やっぱり横のつながりが切れ

てるもんですから」（３０番１４頁） 

広野町に帰還した原告番号６番は、親の代からの薬局を営んで

おり、薬局のお客さんとして「町役場、行政、あとは幼稚園、保育

所、あと業者さんで、大林組、大成建設、三菱重工などの業者さん

です」と地域からの信頼も高かった（６番１４頁）。原告番号６番

も、２３歳で広野薬局で働き始め、「まだわかんなくて、各業者ご

とに１軒１軒顔を覚えてもらうのに、あと町役場に回っていまし

た。」（同５頁）「隣町のリリー園という老人ホームともう一つはい

わき市の隣町、末次にあります特別老人ホームです」「私たちの町

では年２回、産業文化祭と健康祭りをしていまして、その２回に
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お薬の専門知識の題材として講演をしていました」（７頁）と地域

のコミュニティに結び付きながら、薬局の仕事を獲得していった。

客との関係も、たんなるビジネスではなく、「業務上、服薬指導て

書き込むところがありまして、患者さんお状況とその内容を家族

の背後の生活もだんだんしゃべっているうちに話してくれるよう

になり、聞き取れます」（同８頁）と、地域コミュニティの構成員

の健康状態や生活状況を見守る役割を見ないながら営業が行われ

てきたことを語っている。しかしながら、本件事故により、その経

営基盤であったコミュニティが破壊されてしまった。原告番号６

番は、商工会に薬局再開を相談した際、「双葉郡の人たちがいない

のに広野町から以北、商圏がまったく失われているに、もう無理

ですよ、ここにいても違う、全くできませんと言われて」「諦めな

さいと言われて、もうここの町には戻ってこれないんだ、もうだ

めなんだ、それだけです」（同１１～１２頁）と地域コミュニティ

の破壊により、同時に経営基盤も破壊されてしまったことを語っ

ている。２０１２年（平成２４年）６月に薬局を再開したが、「そ

のとき病院とあぶくま信用金庫とうちの３件だけしかあいていな

く、ふうという風で何もなく、荒れ果てて、まるで戦争の跡だと思

いました。戦争みたいと」「気持ちもひゅうと、そんな」（１３頁）

と語っており、単なる経済的な打撃ではなく、地域コミュニティ

と結びついたかけがえのない職業生活を失った悲壮感を語ってい

る。 

 

イ 自然環境の恵みと一体となった職業生活の喪失 

原告らの中には、専業にせよ兼業にせよ農家を営なむなど、自

然環境と一体となった職業生活を送っていたものが少なくない。 

後述「（５）」のとおり、自然環境の恵みを享受する利益が毀損さ

れることで、地域の自然と一体になった職業生活も失われてしま

っている。 
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原告番号３１番は、「私たちが行っている農業も、・・・コメはほ

とんど売れずに農協の倉庫で眠っている状態で、産業として復興

する見通しは暗く、気持ちも沈んできます。」と農業再開の目途が

立たないことを述べている（甲Ｃ３１－１・６頁） 

 

（４）④精神的拠り所としての故郷 

帰還した場合にも、避難前と同様に①～③の利益が毀損されてお

り、さらに後述するように⑤の利益も毀損され、さらに⑥～⑧の損

害も加わっている。そのような状況下で、帰還した原告らも帰還で

きない（ないし帰還しない）原告らと同様に、精神的な拠り所とし

ての故郷を失い、深い喪失感を抱え、甚大な精神的損害を被ってい

る。 

ア 原告らの語る深い喪失感 

楢葉に帰還した寺院を営む原告番号１－１番は、 「私の希望ど

おりに、孫が私の跡継ぎになっても、檀家は寂れていくわけです

から、それを継いでもらうということは、孫の運命を左右すると

んでもない罪作りなことをするんじゃないかと思うと、次いでも

らいたい一方で、正直言って、そんな罪作りなことをしていいの

かという罪悪感もあります」（１番１２頁）、「結局孫が継ぐことに

なれば、孫の人生を私が宿命づけてしまうわけでね。それで、発展

していく余地があるならば、それはそれで希望が持てるけども、

そういう希望もない、ひょっとしてひょっとしたら、・・・廃炉の

町、死の町、その前に安全に収束するなんていう保証はどこにも

ないわけですから、そういうことでまた再び事故なんかあったら

ば、孫に謝りようがないでしょう」「戻ってみたけれども、元の生

活ができるわけではない、大体、先ほども申しましたように、戻っ

た人がぽつりぽつりとしかいませんし、老人ばかりですし、環境

も何も、田んぼの状況だってあんなふうになってますから、とて

もじゃないが、やっと戻れた、せいせいしたという思いにはなれ
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ないです」（同１７頁）、「茶室でお茶をすするというのは、日常の

生活の一コマというか、延長というか、そういう中で初めてでき

ることなんで、環境が現在のように、その日常生活が全て断ち切

られてしまった以降は、こういうことを楽しもうという心境には

なれない。かえって、むなしいものを覚えてしまう」と涙を流しな

がら語るほど（同７頁）、帰還してもなお深まる将来への不安と喪

失感の大きさを語っている。 

同じく、楢葉に帰還した原告番号１－２は、本件事故後、孫が楢

葉に来た際に「暑い日だったのに長袖・長ズボン・手袋・防止に長

靴をはかせて、マスクまで用意しました。その時は、「土や水を触

ってはだめだよ」とか「落ち葉を触ったら手を洗いなさい」と言い

ました。その時の孫の戸惑った様子を見て、涙が出ました。私の築

き上げてきた大事な故郷はもうここにはないんだと思わされた瞬

間でした。」（甲Ｃ１－１、７頁）「もう、ふるさとを失った悲しみ

で、童謡の「ふるさと」の歌を聴くことも歌うこともできなくなっ

てしまいました」（同８頁）と、帰還してもなお「ふるさとを失っ

た悲しみ」を実感することを述べている。 

広野町に帰還した４８番は、本件事故前のマイホームを手放し

たことについて「正直終わりだなと思いました」「人生が終わりだ

なと思いました」と語り、線量の高いところに戻りたくない気持

ちと広野で生活したい気持ちとの葛藤について「もう耐えられな

い怒りしかありません」と語る（４８番２０頁） 

 

イ 精神的拠り所の喪失による深い喪失感等の精神的損害が身体

的・精神的不調が生じるほどの甚大さであること 

 このような深い喪失感は、原告ら帰還住民にとって精神的な不

調をもたらしており、楢葉に帰還し薬局を営む原告番号６は、薬

局にくる帰還住民について「一人一人の睡眠薬、眠れない、不安

だ、どきどきするというのがふえたのと、やっぱり夜になると怖
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いから、眠れなくて、安定剤がふえました」（６番２２頁）と帰還

住民の訴える精神的不調の様子を語っている。 

また、広野に帰還した原告番号４８－１は、 原告である子ども

の変化について「学校帰ってきてからいろいろ質問しても、キレ

やすくなっている感じで、しゃべらなくなってしまったという感

じです。学校で何以下あったといっても全く答えなかったり、無

視したり、部屋にあがっていってしまって出てこなかったりとい

う感じで性格が一変してしまいました」「舌打ちをしたりとか、あ

と暴言的な言葉を発するというんですか、そういう感じが増えま

した」「４年生ぐらいから（２年間で）１０キロ太ってしまいまし

た」（４８番１２～１３頁）と、子どもにとっても精神的苦痛によ

る身体的・精神的な不調が生じていることを語っている。 

 これほどの不調を招くほど、帰還した原告らにとってもなお甚

大な喪失感がある。 

 

ウ 深い喪失感の背景－長期継承性・固有性 

原告らの語る喪失感の背景にあるものの１つは、①～③及び⑤

が毀損され、それらによってもたらされていた精神的拠り所とし

ての故郷を毀損されたことである。 

もう１つは、長期継承性・固有性ゆえの故郷への強いこだわり

や使命感が傷つけられたことである。 

原告番号３３番「私のご先祖は、代々楢葉の人間でした。私は、

７代前のお祖父さんの名前まで知っています。７代前といえば江

戸時代です、もちろん、それは、私が名前を知っている範囲で、と

いう意味で会って、私の先祖はそれよりもずっと前から楢葉に住

んでいました。」「父親からことあるごとに、「お前の役目は先祖

代々の土地を守り、減らすことなく子孫に受け継いでいくことだ」

と言われて育ちました。」「父の言いつけ通り、長男として家を守

ってきたつもりです。けれども、あの震災と原発事故のために、今
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では「家を守る必要なんてあるのかな」と自問自答する日々です」

（甲３３－１・１頁） 

楢葉の原告番号７９番は、「（自宅の解体について）バックフォ

ーが屋根とか壊していくのを見て、じいちゃんにすまないなとい

う気持ちがいっぱいになったのと、自分が苦労して工夫して２３

年かけてやっと地元に溶け込んだのに、その積み上げてきたもの

が全部なくなっちゃう気がしました」（７９番１２頁）「じいちゃ

んが多分息子の第も続けてずっと大切にしてほしいと思っていた

と思うので」（同１４頁） 

農家の５代目である原告番号４０番、「楢葉の自宅は代々続いて

きた夫の実家」（甲４０－１・５頁）「なるべくでしたら化学肥料を

使わないで有機質のものの肥料を使ってやっておりました」「例え

ば牛もやっていたんですけど、牛がいるときには牛のたい肥、そ

れからあとはぼかしと言って、ぼかしのそういった肥料をやって

おりました。」（４０番４頁）  

楢葉の原告番号１８番「（楢葉に住み始めた時点の農地）荒れ放

題で、とてもコメなど作れるような状態ではなかったです。」「田

んぼは、「もう石とか、そういう管理が行き届いていなくて、草も

生えてたような状況で、とても作物が作れるような状況ではなか

ったです。」「まず、やったのは、石広いからやりました。家族が１

列に並んで、田んぼの端から端までそろって石拾いをしました。

そして、その石拾いした後の気持ちとしては、来年の米作りを目

指して頑張った、そして希望を持ってやりました」（１８番４頁）

と、相続した土地を発展させていく希望を持っていたことを語っ

ている。  

広野の原告番号３１番３１番は、２０１４（平成２６）年に農業

を再開し、毎年赤字である。それでも原告榮一らが係る状況で歯

を食いしばって農業を続けているのは、代々受け継いできた農地

を荒らしたくないという思いと、農業こそが自身の使命・生き甲
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斐であるという思いからに過ぎない（甲Ｃ３１－１・５頁、本人調

書１４頁、１５頁、２２頁、及び２３頁）。  

このように、原告の多くは、単に地理的に元の居住地に住んで

いたのではなく、代々にわたって長期継承されてきた土地・家な

どを、自らの代で維持・発展させ、次代にまた継承させていくこと

を望んでいた。だからこそ、故郷がかけがえのないものだったの

であり、次代にそれを継承できないことに深い喪失感を覚えるの

である。  

 

（５）⑤自然環境の恵みを享受する利益 

ア 自然環境の恵みの喪失 

上述「第２．２（２）自然の採取活動のさらなる価値について

（マイナーサブシステンス）」等で述べたとおり、帰還した原告

らについても、本件事故前には自然環境の恵みを享受し、マイナ

ーサブシステンスの営みや、職業生活との結びつき、景観などの

多様な点で豊かな自然環境の恵みを享受していた。本件事故に

より自然環境の恵みが失われたことで、その多面性すなわち多

様な他の諸条件との一体性も失われてしまった。これらは避難

指示の解除によって回復するものではない。  

（ア）安全性 

平成２９年６月２２日時点の原子力災害対策特別措置法に基

づく食品に関する出荷制限等（甲５７３）によれば、広野と楢葉

を例にとると、次の山菜等に出荷制限がかかっている。（特に注

釈がないものは、広野と楢葉に共通）  

原木シイタケ（露地栽培）、キノコ類（野生のものに限る）、ウ

ド（野生のものに限る）、コシアブラ※広野のみ、フキ（野生）、

フキノトウ（野生）、ワラビ、米（平成２４、２５年度産につき

広野と楢葉共通、２６、２７、２８年度産は楢葉のみ）、牛、イ

ノシシ、カルガモ、キジ、ノウサギ、ヤマドリ、「水産物１０種」
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すなわち、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロダイ、サク

ラマス、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガ

イ 

  多くの原告らは、自ら山林や河川、海で天然のキノコや山菜、

魚を採って自然環境の恵みを享受していたところ、採ることま

では規制されていなくとも、多くのキノコ・山菜等に出荷制限

がかかっている。法的には自ら消費することができるとしても、

他地域への出荷に制限がかかっている以上、客観的にも安全と

は言えるものではない。安全が確実ではない以上、自ら消費す

ることや、知人におすそわけすること、山菜等を採るために山

林、河川、海に入ることに原告らが強い抵抗を持つのは合理的

である。また、同じ山林、河川、海にある恵みに出荷制限がかか

っていることは、出荷制限のかかっていないものについても、

安全性につき同様の不安を抱かせる。したがって、もはや避難

解除されても、自然環境の恵みという要素は失われ、回復して

いない。 

 山菜採り等の他にも、原告らは自然環境の恵みを享受してい

た。原告らの多くは、農家でも農家でなくとも、豊かな自然環境

に囲まれ田畑を営み、自給自足生活をしていたと述べている。こ

のような自然環境がもたらす要素も失われ、避難指示が解除さ

れても回復しない。 

 広野町に帰還した４８番も「（本件事故後釣りをする機会は）

全くありません。…基本もう海、川、沼はホットスポットもある

んじゃないかという部分があるので、基本もう近づきたくない

というのと、あと釣っても食べられないという部分から、もう一

切釣りはやっていません」と語る（４８番１９頁） 

（イ）仮置き場の影響 

楢葉の原告番号３３は、「震災前とは全然違う町になっていま

す。見た風景も」「楢葉町って農業の町ですから、自分も農家だ
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ったんですけれどもやはり田んぼの田植えがされていないとい

うところです。かわりにフレコンバックが一面に置かれている

という状況」（３３番１３～１４頁）と述べ、多くの田んぼが仮

置き場に使用されていることを語っている。 

楢葉に帰還した原告番号１－１は、自らの７反の田んぼのう

ち、６反をやむなく仮置き場のため貸し、２反分しか使えないと

述べている（甲Ｃ１－５・１１頁）。そのため、孫と田植えをし

た田んぼが現在では仮置き場になっており、「（再びこの田んぼ

で田植え、農業をすることは）できるとは思いませんね」「これ

（仮置き場）を作るのに、かなりの深さまで表土をはいでいるん

ですよ、平にするために。だから、田んぼとして返されても、表

土を１０センチ、２０センチの表土を作るまでには、大変な時間

と労力がかかるんですよね」（１番１３頁）と、一旦仮置き場に

してしまった土地を田んぼに戻すのが非常に困難であることを

語っている。 

（ウ）除染と住民が長期間いなかったことによる影響 

  田んぼを営んでいた原告らは、除染により、土が米作りをす

るのに適さなくなったことや、長らく田んぼの管理（各人によ

る自身の田んぼの管理だけでなく、地域全体での田んぼの管理）

ができなかったために田んぼを営む条件が失われたことを語っ

ている。 

上述の楢葉に帰還した原告番号１番は、本件事故前に同じ部

落で一斉に実施していた田んぼの水路の管理が、帰還しない住

民が多いことで現在ではできなくなってしまったとも述べてい

る（甲Ｃ１－１１）。 

 楢葉の原告番号２２－１は、幼いころ家族総出で手作業によ

り開墾した田んぼや畑について「田んぼもあぜが壊されてしま

って、イノシシが掘り起こした後で穴だらけになってしまいま

した。除染したせいもあって土の中から石がいっぱい出てきて
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しまって、もう穴はいっぱいだし、という感じになっています」

「（自給自足の生活がまたできるとは」思いません」「なぜって、

田んぼを一から作り直すことはもう無理ですし、池に水も来な

くなってしまったし、私も年をとってきてしまったし、今まで何

もしないで生活していたから、体力もないし、気力もなくなって

しまいました」（原告２２番１０～１１頁）。「田畑は猪に掘られ

て穴だらけになり、果樹は枯れてしまいました。避難指示が解除

されても、放射能で汚染された田畑で食べ物を作ることはでき

ません。自然に恵まれていた私の自宅や実家は、ただ不便なだけ

の土地になってしまいました。」（甲Ｃ２２－３、８頁）と述べて

いる。 

原告番号２７番は、自宅近くの川で採取したフナ、ハヤ、オイ

カワなど、様々な種類の魚を５０匹以上、工場敷地内で飼育して

いた（写真１０、本人調書６頁）。また、希少な草花なども自宅

や工場敷地内で栽培し、それらを、地元で開催された美術展に出

店することまであった。しかし、本件事故後、魚はすべて死んで

しまい、植物もすべて枯れてしまった（甲Ｃ２７－１・８頁）。 

 

（６）⑥被ばくの不安 

  ア 日常生活の中で原告らが感じる不安 

広野町・楢葉町に帰還した原告らは被ばくの不安を語っている。

日常生活のさまざまな局面で原告らは被ばくの不安を口にしてお

り、多大な精神的苦痛がもたらされている。 

広野に帰還した原告番号２１番は「（日々の不安は）例えば水一

つとっても、水道水は飲めるとされているんですけれども、本当

に大丈夫なのかなという、そういう疑問とか、あるいは野菜も検

査をしなければ食べられないということで、日常の会話の中にあ

の野菜は大丈夫だよねとか、水は沸かせば大丈夫だよねというよ

うな、そういう一々不安を口にしながら食べ物を食べる、飲み物
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を飲むという、そういう生活は、本当にそれは私は普通ではない

と思います。」（２１番２２頁） 

広野に帰還した原告番号４８番は「以前はいろいろな米とか野

菜をもらったりなんかしたものを食べていたんですが、今はもう

全く福島県産のものは一切口にしないようにしています。」「水も、

飲料水に関してはうるのんサーバーというもので飲料しまして、

あとは購入したペットボトルのミネラルウォーター的なものを飲

んでおります」と食料への汚染を心配すると同時に、洗濯物を屋

外へ干さないなど、日常生活にも支障があることを述べている（４

８番１５～１６頁）。そのような不安の理由として、「除染の作業

は、農地や山林についてはやらないそうですし、住宅も完了して

いないと聞いています。このように広野町では未だに街中の除染

すらできていないので、私達が広野町に帰っても、被ばくの不安

を感じながら生活しなければなりません。さらに、まだ至る所に

「ホットスポット」と呼ばれるような高線量の場所があり、広洋

台において測った線量は、2013 年よりも 2014 年の方が高かった

そうです。」（甲Ｃ４８－１・９頁）と、除染の未徹底や限界を述べ

ている。 

広野の原告番号６８番は、「春はゼンマイ、ワラビ、フキ。それ

から、秋はキノコです」と楽しんでいた山菜採りについて、「（採る

ことは）ありませんし、いただくことがありますけど、やっぱり食

べる前にちゅうちょします」（原告６８番本人調書１５頁）と述べ

る。 

楢葉町に帰還した原告番号７２番は、自宅を取り壊し、立て替

えた。 

「家を取り壊すまでにすべての家具は廃棄しました。」「やはり放

射能汚染というのが一番気になったものですから、汚染されたも

のはすべて捨てようというふうに妻と相談して決めました。」（７

２番１６頁）「いろいろと言われているように放射能が心配なので
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生水は飲めません」「安心といわれても安心はできないので」（同

１８頁） 

楢葉の原告番号３０番の息子夫婦は、子どもが学校を卒業した

ら楢葉に戻ると具体的な話をしており、自宅２階を息子夫婦用に

準備していたが、本件事故により息子夫婦は戻らないことになっ

た。「長男の嫁は、子供を欲しがっていましたが、放射線の高いと

ころで住みたくない、産みたくないといって楢葉に来ることを拒

んでいます。私たちが不安に思っている以上に長男の嫁は放射能

が怖いのだと思います。」（甲Ｃ３０－１・６頁、３０番１２頁） 

原告番号４０番「水や土壌が放射線で汚染されいてる状態で、

野菜や米を作れるのか、作ったものを自分たちで食べたり、まし

て人に食べさせたりすることができるのかと考えてしまいます」

（甲４０－１・１４頁） 

 

イ 除染されていない部分があることへの不安 

「第５章 故郷の現状」のとおり、住宅から２０メートル以内

範囲までであり、各町の住民から不安の声が上がっている。とり

わけ、多くの山林が未除染になっている。そのため、原告らも住民

意向調査に現れた多くの住民の意思と同じく、未除染部分を原因

とする今後被ばくの恐れについて多大な不安を感じている。 

楢葉町の原告番号４０番は「（除染されたのは）うちの、要する

に自宅からやはり２０メートルぐらいですし、あと山岸も、山岸

というか全体的なあれのところから大体２０メートルくらいしか

やっていませんので、山は全然やっていないです。」（４０番１７

頁） 

楢葉町の原告番号１０番は、「南側の斜面が山になっていますの

で、山林除染していない以上は台風などが来たら全部うちの方に

来てしまうなというふうに考えます」（１０番１７頁） 

楢葉町に帰還した原告番号７２番、自宅近くの山林「敷地内か
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ら２０メートルではやってもらってますけれども、それ以上は除

染は多分してないと思います」（７２番１８頁） 

 

ウ 除染された部分についてもなお残る不安 

原告らは、除染された部分についても、その徹底さや効果につ

いて、通常人であれば当然感じるであろう疑念を感じ、多大な不

安を感じている。 

楢葉町の原告番号７３番は、「（公的に発表される線量について）

私は経験上、その測ってもらったところに高いところがあって、

それを公的な文書に記載しないとか、そういう経緯があったので、

私には信用っていうか信頼するっていう気持ちはありません。」

「正しいとしても、・・・、その出川に金属片が落ちていて、とて

も高線量だったと。それがどこに、もしかしたらば落ちているか

もしれない。もうしかしたらどこかにそういったものがあって、

子供たちがこう拾ってそれを触ってしまったりとか、そういう不

安があったりするので」（７３番４０～４１頁） 

楢葉町の原告番号３０番は、放射性物質の仮置き場が自宅から

約１キロ（甲Ｃ３０号証第１写真⑱～㉒）の距離にあり、「やはり

放射性物質ということは、一般的に考えて不安ですよね。なるべ

くだったら、早く撤去してもらいたいですけれども」（３０番１７

頁）戻るつもりのない自宅を、大工を頼み８００万円近くかけて

補修工事しているｐ３３それでも戻らないのは、それだけ放射線

への不安があるから「放射能の影響があって、なんぼ放射線量で

測っても、その放射線量で測ったものが、必ずしも安全だとは言

えないと思うんですよね」（同２２頁） 

楢葉町の原告番号４０番は、「（安心して自宅に戻ることは）無

理だと思います」「低いところもあるんですけども、やっぱりホッ

トスポットにように高い部分が結構多いんです。」（４０番１７頁） 

楢葉町の原告番号１０番は、「事故前は、この地域０．０４とい
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うふうに私聞いてるんです。それがコンマ１つ違いますから、や

はり線量が高いというふうに私は認識しています」（１０番１６頁） 

楢葉町の原告番号７番「森もあります。ですから、そういうとこ

ろには近づかないつもりでおります。やはり、ならば放射能を浴

びたくないという心境が働きます」（７番２４頁） 

楢葉町の原告番号２２番は、田畑の除染は平成２５年頃、「多分

田んぼは反転耕とかいうことをしたんだと思うんです。畑は、ゼ

オライトとかいうものをまいてまぜてくれたような気がします。」

しかし、放射能汚染の不安はなくならない。「だって、土の中にま

だ放射能って残っているんですよね。３０年ぐらいしないとその

放射線ってなくならないって聞いていますんで、心配がなくなっ

たとか、そんなふうには思いません。」（５４番１１頁） 

楢葉町の７８番は、「除染は私のうちもやりましたけども、足場

をかけるのに相当かかったのに、除染するのに２日くらいで終わ

っちゃったんです。」「見ているとやっぱり腑に落ちないです」（７

８番１６）と述べるように、除染された部分についてもなお不安

が残っている。 

 

エ 今後の原発事故や放射線量に関する情報の周知についての不

安 

本件事故が一たび起きてしまったことで、次なる原子力発電所

の重要事故が再び起こるかもしれないという不安も生じている。 

いわきに避難中の広野の原告番号２番「福島第一原発の状況は、

今も壊れた原子炉が汚染水を流し続けている状況であり、大きな

余震が来たら、また重大な事故が再発するのではないかという不

安が残っています。……中間貯蔵施設や最終処分場の今後の計画

がはっきりせず、安全性に不安があること、毎日流れ出ている汚

染水のことなど、いわき市に暮らしていると放射能に対する心配

は変わりません。」（甲Ｃ２－１・７頁） 
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楢葉町の原告番号７番「壊れたままの原発が、いつまた事故を

起こすかについての不安もあります。再び大きな地震があったら、

ひとたまりもないと思います。」（甲Ｃ７－３・８頁）「除染の動向

や、町内各地の放射線量など、重要な事実が正確に公表されなけ

れば、安心できません。これまでも東電は事実を正直に言わない

ことがあったから、不振が拭えません。」（甲Ｃ７－３・８頁）  

楢葉の原告番号７３番「広野町の減容化施設が、平成 27 年の 4

月に運転が開始されましたが、との施設は、私の家からすぐ近く

の西の方向にあります。この地方は、風向きが陸から海に向かっ

て吹いていますので、減容化施設がある方向から我が家に向かっ

て風が吹いてくることになります。この施設それ自体の安全性に

も疑問がありますし、場合によっては放射性物質が自宅まで飛来

してくるのではないかと思い、とても不安です。施設の建物も、と

ても仰々しく、以前の町のイメージとも、とてもかけ離れたもの

になってしまっています。」（甲Ｃ７３－５・２頁） 

 

（７）⑦日常生活行動の制限 

ア 水道、公共施設、流通、サービス等のインフラ復旧の遅れ 

本件事故による避難指示で、住民らが避難をしたために、多くの

インフラが毀損ないし途絶えてしまった。避難指示解除後もその復

旧は遅れており、ごく部分的にしか回復していない。 

広野町・楢葉町の検証でもインフラの毀損と復旧の遅れは明らか

となった。すなわち、広野の検証においては、駅前商店街の中心で

あったスーパーマーケット（アイアイ）が閉店したままであり、医

療機関で再開しているのは５分の３であり（馬場医院、高野病院、

新妻歯科医院で、根本医院、鈴木歯科医院は撤退した）、その他の商

店も多くは閉店し、再開した商店も営業時間を縮小しており、鉄道

（ＪＲ）の運行も縮小したままであることが明らかになった（第１

回検証調書８～１３頁） 
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 楢葉町については、高齢者介護施設は再開したもののスタッフが

戻らず大幅な縮小営業を余儀なくされており、運動公園（天神岬ス

ポーツ公園）の宿泊施設は閉鎖されたままであり、鉄道（ＪＲ）の

運行も縮小したままであり、駅前商店も多くは閉店し、再開した商

店も営業時間を縮小しており、町立小学校は原発関連企業の事務所

として利用され、学校としては再開されていないことが明らかとな

った（第１回検証調書１７～４０頁）。 

原告らもインフラ復旧の遅れについて陳述している。 

楢葉町に帰還した原告番号７２番は、「地元には大きな医院もな

かったので隣町の広野、あるいは富岡、大熊、そういうところに行

っていましたけれども」「眼科はいわきの眼科に通っています。そし

て妻も腰痛がありますので、それもいわきの方の病院にかかってい

ます。」（７２番１９頁） 

広野町に帰還した原告番号６番は、「商店街に２軒ありまして、そ

の魚屋さんが廃業しました」と語り、魚と水を買いづらくなったと

述べる（６番３１頁） 

広野町に帰還した原告番号４８番は、買い物環境について「まず、

イオンスーパーというのができたんですが、小さいものでして、内

容としましては、ほぼ作業員の日用品とかを取り揃えているような

感じで、品ぞろえがちょっと手薄な感じです。やはり買い物に行こ

うとすると、いわき市のヨークベニマルとか、マルトのほうに出向

かないと用が足せないというのが現状です。あと、コンビニが２軒

ほどしかありません。」「やはり洋服とかあとは野菜とか鮮魚が正直

売っておりません。そういうのがないんで、どうしてもやっぱりい

わきまで足を運ぶようになってしまっております」（４８番１７頁） 

広野町の原告番号６８番は、魚事故前は地元の魚屋で、現在はい

わきのスーパーで買い物をしている。「違います。鮮度もありますし、

お客さんが来ても即対応できるというのがやっぱり地元のお店屋さ

んなわけですので、魚屋さんがないということは本当に不便です。」、
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商店街の店の再開について「増えているということは半開きの状態

です。店を開いても午前中しかやっていないお店と、それから金物

屋さんなんかは復興のためのお店なので、そういうところは開いて

いますけど、あとのお店はシャッターの閉まったような状況です。」

（原告６８番本人調書１６頁） 

楢葉町の原告番号７９番は、「かつての近所の人たちは、楢葉には

戻りたくないと言っています。仮に私たちが戻ったとしても、以前

のようなコミュニティを望むことはできません。かつての生活その

ものが、すでに取り返せないものになっています。例えば、双葉郡

内で以前のような大きなスーパーができたり、医療機関が充実した

りするのは、いったい何年先になるのか。また、どこまで充実する

のか。まったく先が見えません。私たちも年齢的にそれほど若くな

い状況では、楢葉に帰還して、ふるさとの再生をのんびり待ってい

る余裕はありません。」（甲Ｃ７９－１・８頁） 

楢葉町の原告番号７番「今後、避難指示が解除されたときには、

私と妻は、地域の放射線量の状況を確認した上で、安全であれば自

宅に帰りたいと考えております。しかし、せっかく自宅に戻っても、

地域の状況や、そこでの生活の有り様は、事故前とは全く違うもの

になっているのです。上記のように、地域の住民がどの程度帰還す

るか分かりません。おそらく若い世代を中心に、何割かは戻らない

のではないかと思います。地域の学校や幼稚園、保育園、医療機関、

その他の公共施設、あるいは生活に必要な流通などの回復がどうな

るのか、不安です。」（甲Ｃ７－３・９～１０頁）  

楢葉の原告番号７８番「町のみんなが戻らなければ仕事はありま

せん。周囲では、私たちより上の世代の家族は戻ると言っている人

がいますが、下の世代からはあまり聞きません。帰るといっている

のは、年寄りばかりのように感じます。食料は、田んぼと畑があり

ますので自給自足が中心になるでしょうが、買わなければ手に入ら

ない物もたくさんあります。日用品も含めて、買い物に行くなら四
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ツ倉まで行く必要があり、町内だけでは完結しません。将来どのよ

うになるかわかりませんが、見通しがつかないなかで戻るかどうか

を決断しなければならないことがとても難しいです。」（甲Ｃ７８－

１・１０頁）  

楢葉町の原告番号２２番は、「身体障碍者等級２級の夫にはリハビ

リが不可欠であり、リハビリ施設がない楢葉町には戻れません。楢

葉町に帰還した後、現在通っているいわき市内のリハビリ施設に通

うことや四倉のリハビリ施設に通うことも考えましたが、楢葉町か

らの送迎バスはなく、いわきまでは車で片道１時間、四倉も車で４

５分程度もかかるうえ、私も高齢になってきており、いつまでも車

を運転できません」（甲Ｃ２２－４、５頁）  

 

イ 被ばくの不安を背景とする日常生活行動の制限 

帰還した原告らにとって、日々の生活の中で被ばくへの不安があ

ることは上述した。加えて、これら被ばくの不安を背景に日常生活

の行動も種々制限されている。 

広野町に帰還した原告番号４８番は、子どものあそび「公園とか

には行くなという形でいっております。それと、あと山に落ちてい

るドングリとかマツボックリとか、そういったものを拾うなという

形で注意は促しております」「沼とか池とか川ですか、ホットスポッ

トのある可能性がある部分に関しては近づくなと言っております。」

（４８番１６）「もう全く外で遊ばせていないです。ストレスが溜ま

っている感じで、正直外で遊ばせたいんですけど、やはりそういっ

た放射線への不安から外には出ていません」（同１３頁） 

楢葉町の原告番号３０番は、 「山でも海でも同じなんですけれ

ども、放射能というものが、目に見えないもので、これが心配で、

例え採ったにしろ、食べることは出来ないし、それで人にあげたり

なんかもできない」（３０番１２頁） 

広野町の原告番号６番は、毎日放射線を意識して生活しなければ
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ならず、鮎釣りや渓流釣りなど趣味が出来ない町になってしまった

ことなどを述べている（甲Ｃ６－１・７頁、同１１頁）。 

 

（８）⑧復旧に多大な努力と苦痛を強いられること 

帰還した原告は、既に述べたとおり、日々の生活と生産を支える

諸条件を失っている。それでも帰還後の生活を再開するため、やむ

なく失われた要素の再構築ないし一応それに代わるものを新構築せ

ざるを得ない部分があり、そのための多大な努力を強いられること

となる。 

前述した広野の原告番号６番を例にとると、薬局の再開後は、仮

設への配達を開始した。「仮設自体どこにあるのかわかんなくて、第

１から第１０まで、あと方々散らばっているので、まず地図を手に

入れようと楢葉町役場、広野町役場に仮設のある位置の地図をもら

いました」「時間がかかって、それは名前書いてないんです。だから、

仮設の号数しか書いていないので、１軒１軒、第９の何号、その呼

び名もここは果たして常盤の９か１０かという、初めてのことなん

で、すごく苦労しました」（１７頁）「（薬局経営のために必要なパー

トや薬剤師の募集をかけても」まったく集まりません。来ないです。」

（１９頁）とその苦労を語っている。 

したがって、原告番号６番は、帰還後の生活のために、薬局とい

う職業生活を部分的にであれ回復する必要があり、その努力をして

いる。それば本件事故前の経営努力とは全く質の異なる多大な努力

と苦痛である。 

 

（９）諸条件の一部が回復しても、故郷変容慰謝料に影響しないこと 

ア 諸要素の一体性の喪失 

原告らが、避難指示が解除された場合であっても、既に生じて

いるふるさと喪失被害が遡及的に回復するものではない。 

  原告らの本件事故前の生活は、原告の自宅を中心とした一定の
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生活圏内において、生産と生活の諸条件が一体となってこそ成立

するものであった。すなわち、その住民が日常生活となりわいを

営むため必要な、地域コミュニティ、自然環境、経済など一切の

条件が一体になり、日々の生活を支えていた。とりわけ、コミュ

ニティという要素は、生産と生活の諸条件を作り上げる主体であ

るとともに、生産と生活のプロセスの中で人間関係が取り組まれ

人間関係の厚みが増していくという結果でもある。 

一旦これらの諸要素が破壊されてしまった以上は、有形無形の

深刻な被害が引き起こされる。その内実は上記「第２．２（５）」

で述べたとおりである。住民の生活にとって、単に諸条件が存在

することではなく、諸条件の一体性が重要であるため、個々の要

素を取り出して部分的に回復しても、もはや諸条件の一体性は回

復されない（以上、除本尋問調書３～５頁）。 

 

イ 部分的回復は原告らの特別の努力によるものであること  

   諸要素を切り離して見るのではなく、一体性をとらえるべきで

あることは上述した。そのため、一部のいずれかの要素において

部分的に回復しているように見られるものがあるとしても、＊＊

＊それは帰還した原告らによる復旧に向けた特別の努力という特

別な事情によるものだから、故郷変容の評価を妨げるものではな

い。  

   上記「２（８）」で上述した、原告番号６番の、薬局再開のため

の多大な努力を見れば明らかである。 

 

３ 各損害に対する慰謝料の関係 

故郷変質慰謝料は、故郷喪失損害慰謝料の一類型として一律一部請

求２０００万円に含まれるものとして請求している。 

 なぜならば、故郷変容被害の内実は、実質的に元の故郷ないし当該

地域にもともとあった生活の生産の諸条件の喪失と同じであって、「故
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郷変容被害」とは、帰還後の住民がさらに地域の変容のために被る不

利益について特徴づけるために便宜上使用する表現にすぎないからで

ある。 

すなわち、故郷変容被害は故郷喪失被害の一態様・一類型であって別

個の損害ではないためである。 

 

第７章 財産的損害について 

第１ はじめに 

本件事故により、原告らが避難を強いられてから６年半が経過した。

長期にわたる避難生活により、本件事故前の自宅も、当該自宅内に残し

てきた家財道具も、放射能に汚染にさらされ続け、避難により人の手が

入らなくなったことで、獣や虫の被害、汚損や損傷の被害が発生ないし

拡大した。 

本章では、このような原告らが故郷に残してきた居住用不動産及び家

財道具が経済的に全損となったこと並びに損害の金銭的評価を再取得

価格賠償によるべきであること及びその具体的な算定方法について論

証する。 

 

第２ 故郷に残された居住用不動産及び家財道具の経済的価値 

１ 本来の効用を失っていること 

本件事故前の原告らの自宅及び家財道具は、本件事故により放射

能に汚染され、長期間にわたり放置された。一たび放射能汚染にさ

らされただけでも住まいとしての価値を喪失している上に、未だに

人が安心して住める程度にまで放射線量が下がっていない自宅も

多く残されている。それのみならず、長期にわたる避難で放置され

たことで、原告らの居住用不動産及び家財道具は、獣やアリ等の虫

やヘビの被害のほか、人の手が入らないことで短期間のうちに急劇

な劣化が進行している。 

このような状況におかれた居住用不動産及び家財道具は、起居寝
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食の用に供することができなくなり、本来の効用を喪失しているの

であるから、経済的全損と評価されてしかるべきである。  

居住用不動産及び家財道具の損傷ないし損壊の程度は原告ごと

に多種多様であるとしても、本件事故により放射能汚染にさらされ、

１年以上除染未実施のまま放置されたこと（環境省 HP によると、

楢葉町の平成２４年４月２３日除染開始が最速である。）のほか、

相当長期間にわたり無人のまま放置された事実は、全ての原告（財

産的損害の請求主体に限る。）について共通している。  

そして、本件事故後５年半が経過した平成２８年９月３０日に実

施した小高区、浪江町及び双葉町の原告の自宅の検証では、５年以

上無人のまま放置された居住用不動産や家財道具は、到底使用でき

ない状況に変わり果ててしまうことが明らかになった（第２回検証

調書２頁～９頁、同２２頁～３３頁）。  

上記の検証の結果を踏まえれば、５年以上無人のまま放置された

居住用不動産及び家財道具は、放射能汚染にさらされたことのほか、

何等かの物理的な損傷・損壊・劣化が生じており、これらによって、

本来の効用を失った状況に陥っている（すなわち経済的にみると全

損）と合理的に推察される。 

したがって、本件事故後５年経過時においても、本件事故前と同

様に使用できる状態にまで回復（具体的には、本件事故前の自宅に

戻り毎日そこで生活するようになること）できていない場合には、

当該居住用不動産及び家財道具は、本来の効用を失っており、経済

的全損状態にあると評価されてしかるべきである。  

次項以下（第２項及び第３項）では、具体的な被害の状況につい

て、居住用不動産と家財道具とに分けて詳述する。  

 

２ 居住用不動産について 

（１）放射能汚染 

ア 原告らの本件事故前の居住用不動産は、本件事故により高濃
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度の放射能汚染にさらされた。 

一たび（それもわずか数年前に）放射能に汚染されたばかりの

土地と建物で日常生活を送ることだけでも、人にとっては相当

に健康上の不安を抱かせるものである。それのみならず、本件事

故後、除染が開始されるまで最も早い地域（環境省 HP によると、

楢葉町の平成２４年４月２３日除染開始が最速である。）ですら

も、１年以上にわたり除染もされぬまま放射能汚染にさらされ

続けてきた。 

居住用不動産は人が起居寝食をして日常的に過ごす場である

ことからすると、当該自宅が上記のように放射能汚染にさらさ

れたという事実だけでも、住まいとしての価値を喪失したと評

価されてしかるべきである。 

この点に関しては、器物損壊罪（刑法２６１条）の「損壊」の

意義に関する判例も参考になる。すなわち、同罪にいう「損壊」

とは、物理的に形状を変更し、あるいは滅失させる場合だけでな

く、事実上又は感情上その物を本来の用途に従って使用できな

くすること、すなわちその物の本来の効用を失わせることをい

うとされているところ、他人の飲食器に放尿することも器物損

壊にあたるとされている（大判明治４２年４月１６日）。 

上記の「損壊」の意義に照らしても、本件事故により居住用不

動産が放射能に汚染され、しかも優に１年以上も除染されずに

放置され続けたという事実は、社会通念上、人に健康上の不安を

抱かせ、そこで起居寝食をできなくさせるものであり、居住用不

動産の本来の効用を失わせるものといわざるをえない。 

したがって、上記の放射能汚染にさらされたという事実だけ

でも、原告らの居住用不動産はその利用価値を喪失しており、経

済的にも全損であると評価される。 

 イ なお、原告らの居住用不動産は、除染が実施されているもの

の、人が安心して住めるほどにまで放射線量は下がっていない。 
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   除染によっても安心して暮らせる程度にまで自宅の放射線量

が下がっていない事実は、検証の結果からも明らかである。 

すなわち、平成２８年７月１２日に避難指示が解除された南

相馬市小高区内にある原告５４番らの自宅についてみると、平

成２８年９月３０日時点の同原告らの自宅内部の放射線量は、

毎時０．２２μ㏜であり、除染済みの裏庭の放射線量は、毎時０．

６６μ㏜であった（第２回検証調書７頁～８頁）。そして、同原

告らの自宅敷地に隣接する畑は、除染後の場所が毎時０．４μ㏜

であるのに対し、除染未実施の場所は毎時０．５μ㏜と大きな差

はない（同検証調書９頁）。 

また、平成２９年３月３１日に避難指示が解除された浪江町

の原告５１番らの自宅についてみると、平成２８年９月３０日

時点の同原告らの除染後の自宅庭の放射線量は、毎時０．５１μ

㏜であり（同検証調書２４頁）、自宅内部の放射線量は、毎時０．

５９μ㏜であった（同検証調書２６頁）。 

これらの検証の結果が示しているとおり、避難指示解除後な

いし避難指示解除前約６ヶ月のいずれの地域の自宅においても、

除染後であるにもかかわらず、平成２８年９月３０日時点で空

間放射線量が年間１ミリシーベルト（毎時０．２３μ㏜）を超え

る状況にあったのである。 

ウ また、除染を実施したとしても、人は、当該居住用不動産で安

心して暮らせる心境にはならない。上記自宅の住民である原告

５４番は、本人尋問で次のように述べて、いかに除染をしたと

しても本件事故前の自宅で暮らすことには健康上の不安がある

ことを訴えている。すなわち、「私たちはもう学問がないですか

ら、何シーベルトなんて言われてもわかりませんけども、・・・

地続きであってもそこでちょっきり除染が終わっているんです。

そうすると、孫を連れて帰れますよと言われてもそこに戻れな

いです。遊ぶのに夢中になれば、孫はどこに行くかわかんない
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です。・・・結局私たちはわからないです。目に見えないし、に

おいもないし、そんなところで娘や孫を連れて帰っていって生

活はできないです」（原告５４番本人調書２０頁）、 

「・・・もう何を信じていいかわかんないんです。国のお偉い

方が来て、１時間やそこらいて、食べ物食べて、問題ないですな

んて言われたって全然、そこにこれから私たちは問題ないと言

われても１０年、２０年、死ぬまでそこにいるわけです。その間

どんな病気が出るかわかんない、そんなところに娘や孫を連れ

て帰れないです。」（同原告本人調書２１頁）。 

さらには、平成２８年９月５日に避難指示が解除された楢葉

町の原告も、次のように、除染をしたとしても放射能汚染の不安

が消えない心境を述べている。すなわち、「私の自宅は緑の豊か

な地域にあり、周囲は雑木林や竹林に囲まれていて、除染作業も

できません。自宅の敷地の隅（向かって左の雑木林側）で放射線

量を測ると、毎時０．７マイクロシーベルトを超え、建物の中で

も０．５マイクロシーベルトほどの数値が出ます。こんな状況で

は住めるとは思えません。雨風によって、周囲の樹木の放射性物

質が飛散し、自宅の庭を何回除染しても、また元通りになってし

まうでしょう。庭いじりなども到底する気にはなりません」（甲

C２-１：原告２番陳述書５頁）。 

エ 以上のとおり、原告らの居住用不動産は、除染の有無に関わ

らず、客観的にも主観的にも、そこで起居寝食することができ

ない状態となっており、本来の効用を失っているすなわち経済

的に全損評価をせざるを得ない。 

 

（２）避難中に発生ないし拡大した物理的損傷 

ア 湿気、カビ、雨漏り 

避難後、原告らの自宅には人がいない状態が長期間続いたため、

自宅の換気などができず、湿気やカビにより自宅建物が損傷した
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（楢葉町原告につき、甲 C７－３第８頁、甲 C２２－１１写真⑳な

ど）。 

また、避難後、地震の影響によって自宅に雨漏りが生じる場合

があった。地震だけであれば、当該雨漏りもただちに修繕すれば

よいが、避難により自宅に戻れなかったため、その修繕ができな

いまま放置され、被害は拡大していった。（浪江町原告の自宅につ

き、第２回検証調書２７頁、楢葉町原告の自宅につき甲Ｃ４０－

１の１２頁、同末尾写真（１９頁）、甲 C４３－１の５頁など）。 

これらの損傷は、汚損し、臭気が染みつき、さらには形状が変わ

り、部材や構造そのものが破損・損壊するなど、いずれも甚大なも

のである。 

 

  イ 地震により生じた損壊の拡大 

   長期間にわたる避難生活で、本件事故前の居住用不動産に地震

で生じた損壊箇所を修繕することもできないという事態も生じた。

そのような自宅に生じた損壊は放置されたことから徐々に拡大し、

壁が完全に剥がれ落ちてしまったり、拡大した損壊箇所から植物

が茎を伸ばし室内に侵入するなど、もはや修繕できない状態とな

った。（浪江町原告の自宅につき、第２回検証調書２４頁～２７頁、

楢葉町原告の自宅につき、甲 C４０－１の末尾写真、川内村原告

の自宅につき、甲 C３８の１７写真④⑤⑥など）。 

 

（３）獣、ヘビ、虫の被害 

本件事故による避難により、自宅に長期間人がいないため、ネ

ズミやハクビシン、猪など獣、ヘビやアリ等虫の侵入により、自宅

の柱、壁、床等の構造部分は損傷ないし汚損され、室内全体も死骸

や糞尿による汚染や悪臭に見舞われることになった（浪江町原告

の自宅につき、第２回検証調書２６頁、甲 C２０－１の８頁、甲 C

５５－８写真④～⑧、甲 C８１－４の２頁、小高区原告の自宅につ
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き、同検証調書３頁～７頁、甲 C１９－４写真⑰～㉚、富岡町原告

の自宅につき甲 C２３－３写真㊴～53、楢葉町原告の自宅につき甲

C７８－１の９頁など）。 

そして多くの原告が、自宅にネズミ捕りを置き、その死骸を処

理したり、その死骸にたかるウジやハエへの対応に追われたので

ある（小高区原告につき第２回検証調書４頁、楢葉町原告の自宅

につき、甲 C７８－１の９頁など）。 

 

（４）避難指示解除時期によって「全損」かどうかを判断することの

不合理性 

被告は、不動産に関する賠償金額の算定において、「対象資産

の時価相当額」に「避難指示期間割合」を乗じてその金額を算出

する（被告準備書面１０第２頁、別紙１１頁以降参照）。  

避難指示期間割合とは、原発事故後６年（７２か月）をもって

その不動産の財物価値がすべて失われるとする考え方をもとに、

２０１１平成２３年３月から震災時から実際の避難指示が解除

される月数（避難指示期間）に７２を除した計算結果で表される。 

すなわち、被告は６年間の避難指示による制限をもって不動産

を「全損」と評価するようであり、実際にも避難指示が解除され

た楢葉町、南相馬市小高区については、被告基準の全損額に上記

割合（楢葉町であれば５４/７２、小高区であれば６５/７２など）

を乗じて賠償額を算出している。 

しかしながら、上記被告の見解には誤りがあると言わざるを得

ない。 

上述のとおり、そもそも不動産が本件事故により、物理的に損

傷し、獣害などに晒され、地域ごと放射能汚染されているのであ

るから、使用期間にかかわらずその本来的な経済的価値を喪失し

ているといえるのである。 

また、利用期間の評価においても、被告の計算方法の前提には



407 

 

「事故―避難指示解除」の期間のみが当該不動産を使用できず、

それ以降は使用できるという発想がある。しかしながら、避難指

示解除後においても、第４章・第３「避難慰謝料の終期」で詳述

したとおり、いまだ避難終期も到来していないといえる事情（避

難必要性の存在、相当期間や熟慮期間の未経過など）が存するの

であって、未だ不動産は利用できる状態にないと評価すべきであ

る。そうであるとすれば、被告の全損と見る基準である６年は本

件において既に経過し、全ての不動産において利用期間の制限と

いう見地からも全損と評価すべきである。  

なお、千葉地裁判決においても、上記被告の基準は「避難指示

区域の見直し直後の時点での状況を前提とした考え方であって、

前記認定事実のとおり、本件事故から５年以上を経過しても避難

指示が解除されるには至らなかった地域は多数ある。そして、避

難指示によって一時的に使用することが不可能となった居住用

不動産については、周辺の生活インフラが復旧しないことや住民

が帰還しないことにより生活が成り立たないなどの事情で、当該

居住用不動産の経済的利用価値が低減するという側面もあると

考えられ、それが避難指示の解除後も継続することは十分あり得

る。そうすると、本件事故から６年を経過する前に避難指示が解

除された避難指示区域内の居住用不動産についても、当該居住用

不動産の位置、周辺地域の避難指示区域の設定状況、周辺地域の

放射線量、本件事故前の当該居住用不動産の具体的な利用状況及

び避難指示解除時点での当該居住用不動産を使用するに当たっ

ての支障の有無等諸般の事情を総合的に検討し、避難指示期間割

合を超えて当該居住用不動産を使用することができない期間が

あると認められる場合には、当該期間に対応して不動産の価値が

喪失・減少したと認めるべきである」と判示しているのである（１

８６頁）。 
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（５）小括 

  本件事故により被った原告の居住用不動産の損傷・損壊・劣化

の状況は上記のとおりである。具体的な程度や状況は各原告ごと

に異なるとしても、いずれの原告の居住用不動産も、放射能汚染

や上記のような避難中の汚損及び損傷等により、長期間にわたり

居住できない状態におかれた事実は共通している。 

  そして、第２回検証で明らかになった事実を踏まえれば、本件

事故後５年経過時においても、本件事故前と同様に使用できる状

態にまで回復（具体的には、本件事故前の自宅に戻り毎日そこで

生活するようになること）できていない場合には、当該居住用不

動産及び家財道具は、本来の効用を失っており、経済的全損状態

にあると評価されてしかるべきである。  

 

 ３ 家財道具について 

（１）カビ、湿気 

避難後、原告らの自宅には人がいない状態が長期間続いたため、

自宅の換気などができず、湿気やカビにより家財が損傷した（た

とえば、甲 C１－１第８頁、甲 C７－３第８頁）。「町役場から放射

能が屋内に入らないように窓も開けてはならないしエアコンも使

用してはいけない」と言われたため、窓を開けられず空気の入れ

替えができなかったという事情を有する原告も存する（甲 C８１－

１第７頁） 

 

 （２）雨漏り 

避難後、地震の影響によって自宅に雨漏りが生じる場合があっ

た。地震だけであれば、当該雨漏りもただちに修繕すればよいが、

着の身着のままの避難を行ったため、その修繕ができないまま放

置され、雨水の侵入により家財が滅失した（甲 C１３－１写真⑦、

甲Ｃ２７－２写真⑯、甲Ｃ４０－１末尾写真（１９頁））。 
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 （３）獣害 

自宅に長期間人がいないため、ネズミやハクビシン、猪などの

侵入により、自宅の壁や床だけでなく、家財まで荒らされること

となった。「主のいない自宅はネズミ等の獣が類が壁から床から穴

をあけて家の中に侵入すると、家中の家具や生活用品を手あたり

次第に食い散らかし、糞をそこら中にまき散らしています」（甲 C

５の３・第１頁）（甲 C４－３写真㉒、甲 C５－１０写真㊷、９番

２２頁、甲 C１９－４写真㉚、甲 C２０－１第８頁、甲 C２３－３

写真 52、甲Ｃ２７－２写真⑱、甲 C５５－８写真⑤、甲 C７８－１

第９頁、甲 C８１－４第２頁など多数）。多くの原告が自宅にネズ

ミ捕りを置き、その死骸を処理したり、その死骸にたかるウジや

ハエへの対応に追われた（たとえば、５番本人２９頁） 

 

 （４）窃盗の被害 

また、複数の原告らが、避難中に自宅に窃盗に入られた形跡を

確認している。「洋服・宝石類・電化製品等が盗まれていた」（C6 の

１第５頁）（その他、甲 C４－３、甲 C９－３第７頁、甲 C３５－１

第１０頁） 

 

 （５）自宅立入の困難 

平成２３年年４月２２日以降における警戒区域設定に伴い、自

宅を含む同地域への立ち入りは罰則をもって禁止されることとな

った。 

これら警戒区域においては、住民の一時立入が認められること

となったが、それぞれの町、地域により日にちが厳格に指定され

ており、その日以外の立入は認められず、持ち出せるものもビニ

ール袋１枚に入るものだけであり、まとまった家財を持ち出せる

状況になかった（甲Ａ１５６、６６番本人３４頁）。かかる厳しい
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持ち出し制限がなされた状況下の中、管理ができないまま夏を超

すことになったために自宅や家財の劣化が進行したのである。 

平成２３年９月より、マイカーの積載量、マイクロバスに持ち

込める量まで持ち出せる容量が増えたが、それでもまとまった物

品を持ち出すことはできなかった（甲 C９－３第７頁）。（前述のと

おり、早期の段階で、人が住まないままに家財を放置することと

なったため、既に劣化が進んでいて使い物にならない家財が多か

ったものと思われる。例えば、平成２３年６月２０日の段階で、

「ハエがすごい数」飛び回り、「食品等が腐ってアンモニア臭がひ

どい状況」であったという（９番２２頁）。） 

また、「相当数の家財もありましたが、運ぶにも限界があります

し、孫が来るいわきの家に被ばくしている家財を運んでくること

もできません」（甲 C１２－１第９頁）と、持ち出した場合の被ば

くを懸念して家財を持ち出すことを躊躇する状況であった。 

かくして、事故前の家財は、そのほとんどが長期間自宅に残置

されることとなり（６５番本人１９頁、７４番本人１５頁、７８番

本人１５頁など）、上述の獣害なども併せて経済的価値を喪失する

こととなった。 

 

 （６）家財の処分・残置  

本件事故から時間が経過するにつれ、原告らは、愛着のある家

財を処分せざるをえなかった。ある者は、一時立ち入りの段階に

おいて、もう使うことのできない家財を早期に片付けている者も

いる（甲 C１４－１３写真１６）。また、事故後数年経過して、家

の中のものをほとんど全て袋に入れゴミ捨て場へもっていかざる

をえなかった場合や（甲 C１－１・８頁、甲 C５４－３４）被告職

員に家財処分を委託した場合などがある（甲 C１０－９写真㉔、原

告６６番本人調書３７、５４頁）。 

また、自宅の解体に伴い、家財を処分した者もいる（甲Ｃ３６－
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６写真⑤～⑩、原告４３番本人調書３頁、原告７２番本人調書１

６頁、甲 C７９－１第８頁）。 

さらに、現在においても、家財を処分できずそのまま自宅に残

置させている者もいる（たとえば、甲 C４－３写真２０～３３、甲

C２８－２写真１７～２９、甲 C５５－８写真４～９、甲 C６５－

１写真２～４、第２回検証調書（原告９番、原告５１番、原告５４

番）など） 

 

 （７）家財別の被害状況（分類は後述の損害保険料率算定会（現・

損害保険料率算定機構）の分け方による） 

上記のような経緯において、下記のとおり家財の種類別にみて

も、ほぼすべての家財がその経済的価値を喪失することとなった。 

 ア A 大型縦置き収納に用いる家具（タンス、食器棚など） 

ほぼすべての原告らにおいて、持ち出すことのできない家具

類型であり、自宅に放置された状態となった。特に、原告らの居

住地域においては面積の大きい自宅が多く、箪笥や棚などは大

きめの重厚なものを複数所持している場合が多いが、これらは

避難先に持ち出すことができず、さらにネズミなどに齧られる

などの被害を被った（たとえば、甲 C３－３末尾⑳～㉖、甲 C６

５－１写真②、甲 C６６－１１写真全般など多数 ）。 

  

イ B・C 家事用家電製品・D 娯楽用家電製品（パソコン、ゲーム

機器等） 

アと同様に、大きいサイズのものが多い家電製品も避難先に

持ち出せていない（たとえばテレビ（甲Ｃ２５－２写真㉔、甲Ｃ

２８－２写真⑰）冷蔵庫（甲 C１５－１０写真㉒、甲 C１９－４

写真㉑）、電子レンジ（甲 C１５－１０写真㉓）、炊飯器（甲 C６

６－１１写真⑲）食器乾燥機（甲Ｃ２７－２写真㉕、甲 C６６－

１１写真⑲）洗濯機（甲 C１５－１０写真㉜、甲 C６６－１１写
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真㉒）乾燥機（甲Ｃ２４－２写真 114）など）。避難先で避難費

用として小さい間に合わせのものを購入しているのである。 

また、照明器具も、避難先で購入されることが多いため、その

まま残置されている（甲Ｃ４０－１写真（第１９頁）） 

パソコンなども置かれたままである（甲Ｃ２３－３写真 47）。 

 

ウ E 床上に置かれる生活家具（テーブル、いす、ベッド等） 

テーブル・椅子類はほとんど持ち出すことができていない（甲

C４－３⑳、甲 C１４－１３写真⑦⑧、甲 C１５－１０写真㊵）。

ベッドも通常置かれたままである（甲 C５－１０写真㊳）。机（甲

Ｃ２７－２写真㉓）、ソファも残置される（甲 C１８－１写真⑦） 

  

エ F 冷暖房機器  

備え付けの暖房器具（エアコン）は持ちだすことができない

（たとえば、甲 C６４－２２写真⑳）。 

小さな暖房器具は、そもそも避難先で購入され、元にあったも

のは残置されている（甲Ｃ２８－２写真㉑）。 

 

 オ G 室内装備・雑貨類  

絨毯などの敷物は獣害により使い物にならない状態となった

（たとえば、甲 C４－３写真１８など）。多くの雑貨が残置され

ていることは原告ら提出の証拠写真から明らかである。 

 

 カ H 食器類 

台所は食品がそのまま放置される関係で、獣害にさらされる

ことが多く、見るに堪えない状況を呈している場合が多い（甲 C

４－３㉑、甲 C５２－１写真②、甲 C５５－８写真⑥など）。かか

る状況に置かれた食器類も放置されたままであることが多く

（甲 C６６－１１写真⑰など）使わずに処分することは社会通念
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上合理性のある行動である。 

  

キ I 娯楽用品・雑貨類 

娯楽用品なども、通常生活に必要ではないため、放置されてそ

のままとなり、最終的に使い物にならない場合が多い（第２回検

証調書写真撮影報告書８２頁）。本などもかさばるために残置さ

れている場合がほとんどである（たとえば甲 C２４ｐ-２写真

126）。 

浴室やトイレ内の雑貨もそのまま放置されている（甲 C５５―

８写真⑧、） 

  

ク J 衣類・寝具 

タンスや衣装ケースにしまわれた多くの衣類も、雨漏りや獣

害にさらされて使い物にならないケースが多い（甲 C１３－１写

真⑦、甲Ｃ２７－２写真㉔、甲 C５３―３、写真⑯。また、被ば

くの不安から、身に着ける衣類や睡眠に供する寝具については、

原告らはその多くを自宅に残置している。これら衣類・寝具は、

獣害や放射能汚染によって主観的な経済的利益喪失を滅失して

いる。例えば、原告５３番は、好きであった着物を自宅に残置せ

ざるを得ず、その好きであった着物を「放射能が気持ち悪くて触

りたくありません」とまで述べているのである（甲 C５３－３第

４頁、写真⑩）。 

 

第３ 再取得価格賠償について 

１ 本件事故による財産的損害の特質について 

（１）居住用不動産及び家財道具に共通する特質 

   本件事故により避難を余儀なくされた原告ら被害者にとって、

避難は全く予想外の出来事であった。かかる予想外の避難により

長期間にわたり自宅に戻れなくなった結果、原告ら被害者は、自
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らの生活設計にかかわらず、生活基盤の変更を迫られた。  

   そして、本件事故の被害者である原告らは、避難を拒否すれば

被ばくによる生命・健康被害を甘受する状況にあるのだから、避

難指示の解除の有無にかかわらず、強制的契機に迫られて故郷の

居住用不動産に戻れず、家財道具も持ち出せない状況にある。  

   この点、自己所有の居住用不動産を売りに出す通常の売買にお

ける売主の場合は、通常、その不動産を売却した後の生活設計を

売却前から立てている。したがって、財産を進んで売りに出した

者であれば、当該財産を手放す前と後との交換価値が等しければ

よいだろう。家財道具についてもしかりである。  

   しかしながら、本件事故により避難を余儀なくされた原告らの

立場が、従前の生活基盤から強制的に追い出されるという重大な

ものであることからすると、本件事故がなかった場合と同様の居

住用不動産及び家財道具の交換価値を賠償するだけでは到底足

りず、本件事故がなかったと同程度の生活状態の回復が図られな

ければならない。そのためには、新しい場所での居住用不動産及

び家財道具の再取得価格賠償が必要となる。  

   上記の特質を踏まえて、原状回復という不法行為法の理念から

考察すると、次のようにいえる。 

   すなわち、権利・法益が帰属する権利主体には、権利の客体を

どのように管理・処分するかにつき、自由に決定して行動するこ

とが保障されている。このことから、権利主体が当該客体を用い

てみずからの行動を展開することにより得ることが許容された

財産的利益の実現・回復もされてはじめて、当該権利・法益の有

する価値が実現・回復されたといえる。この点からも、本件事故

により生じた財産的損害については、本件事故前と同等の生活状

態を回復するための再取得価格賠償が求められる。  

 

（２）居住用不動産の特殊性 
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さらに居住用不動産いついては、次の特殊性もある。すなわち、

本件事故においては、広範囲にわたり居住不可能な状態が生じた

ために、その周辺地域の適地の不動産価格が上昇している。その

ため、従前の居住用不動産の交換価値を前提とする賠償額によっ

ては、同程度の居住用不動産を購入するのは、より困難である。 

上記の不動産価格の上昇は、避難者が生活を再建するための居

住用不動産の需要が高まったことにより生じているものである。 

居住用不動産は、勤務先や学校等、生活空間と密接なかかわり

合いをもつものである以上、できるだけ従前の居住用不動産の近

くの地域に住みたいというニーズは当然のものであるから、こう

した不動産価格の上昇は、本件事故との相当因果関係が認められ

るものである。 

  そうだとすると、本件事故について責任を負担すべき被告は、

その同一の原因によって生じた不動産価格の上昇についても、責

任を負うべきである。かかる特殊性からも、再取得価格賠償が強

く求められる。 

 

２ 交換価値によることの不合理性 

財産的損害賠償の評価方法については、従来より、当該物の交換価

値を賠償すれば足りるとする見解が多くみられる。  

しかしながら、本件事故により生じた居住用不動産及び家財道具の

損害について、交換価値を基準に損害賠償額を算定するということは、

原状回復すなわちこれらの再調達を不可能なまま放置するというこ

とを意味する。 

なぜなら多くの原告らは、居住用不動産が所在している相双地域 16

あるいは川俣町山木屋地区から、福島県内の都市部に新たな転居先を

                                                      

16 相馬市、南相馬市、双葉郡（広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双

葉町、浪江町、葛尾村）、及び相馬郡（新地町、飯舘村）の２市７町３村（福島

県ＨＰより）。  
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求める高度の蓋然性があるところ、相双地域や山木屋地区の居住用不

動産は、福島県都市部と比べて著しく低廉であることから、原告ら被

害者は、事実上、転居先を買い求めることができず、転居を諦めざる

を得ないことになる。 

居住用不動産が原告ら被害者の基本的な生活の場であり、代替性が

ないという特質からすれば、本件事故において居住用不動産の損害賠

償の算定方法をあくまで交換価値で考えることは、被害者救済、原状

回復を目的とする不法行為法の本質を見誤るものといわざるを得な

い。 

  また、家財道具についても、これを交換価値の賠償に限るとすると、

原告ら被害者らは、本件事故前の自宅から家財道具を残したまま、あ

るいはすでに処分したにもかかわらず、その再調達を不可能なまま

放置することになってしまう。 

  したがって、これらの損害について、交換価値賠償にとどめること

の不合理性は明らかである。 

 

３ 利用利益の原状回復を図る必要性と相当性 

（１）この点、従前の物的損害の議論の多くは、中古自動車に関する

損害賠償額の評価を典型事例として想定し、交換価値賠償の妥当

性が論じられてきたといえる。 

   しかし、自動車についての物的損害の評価手法が、無条件に、

他の物損についても当然に妥当すると考えるべきではない。  

むしろ、本件事故により生じた物的損害と自動車損害を対比し

た場合、両者には看過できない基本的な性格の違いが存すること

からすれば、本件事故により生じた居住用不動産及び家財道具の

賠償額の算定を交換価値を基礎として行うことの正当化根拠は

ない。 

  

（２）再調達が欠かせないこと 
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自動車の場合、日常生活における必要性は居住用不動産及び家

財道具に比べると限定されており、地域によって差はあるが、代

替的な交通手段もある。 

他方、居住用不動産及び家財道具については、必ず住居及び家財

道具は必要であり、再調達の必要性は自動車と比べてはるかに高

い。 

そのため、居住用不動産及び家財道具においては、再調達費用に

即した計算方法は、自動車に比してはるかに重要視されるべきで

ある。 

特に、自動車の場合と異なり、交換価値、市場価値による計算

方法と、再調達の費用に即した計算方法が大きく異なる場合には、

重要な実践的意義をもつことになる。本件の被害現場である相双

地域、農村地域においては、不動産取引が都市部ほどには頻繁に

行われていないことなどから、交換価値は都市部と比べて極めて

低廉にとどまっている。こうした実情は、本件の不動産損害につ

いて再取得価格賠償をすることで原状回復を実践する意義を示

している。 

 

（３）市場が限定されていること（居住用不動産について） 

自動車は、中古市場が広く存在し、容易に相当する市場価値を

確定してその調達することができるのに対して、不動産について

は、中古市場が中古自動車と比較するとはるかに限定されている

ために、相当な市場価値を確定してそれに相当する価値のものを

調達するのは、自動車に比べてはるかに難しい。  

ましてや、本件原告らの居住用不動産のある相双地域、農村地

域は、都市部と比較して極めて取引事例が少なく、より市場が限

定されているため、相当な市場価値を確定してそれに相当するも

のを調達することはより困難を極める。  
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（４）代替性がないこと（居住用不動産について） 

自動車についてみると、たとえば、福島県で利用する自動車を、

兵庫県の中古自動車から購入することも可能であり、場所的制約

を受けるものではなく、いずれの市場から調達した自動車であっ

ても、相互に代替性があるといえる。  

これに対し居住用不動産は、生活と密着したものであるから、

単に家屋や宅地の品質や一般的な利便性が同じであるというだ

けでは、再調達の対象になりえない場合も少なくない。  

たとえば、兵庫県において調達した同程度の中古自動車を福島

県で利用することは可能であるとしても、兵庫県における同程度

の中古居住用不動産は、福島県に居住し、あるいは、福島県の職

場に勤務する者にとっては、全く意味をもたない。  

さらにいえば、そもそも居住用不動産は、家財道具などの物的

関係や家族、隣人などの人的関係、思い出などの無形のものなど

が相互に有機的にからまりあって、住人の基本的な生活の基盤と

なるものであるから、代替性がない。  

このような特質から、居住用不動産は再調達が非常に難しいも

のである。 

 

（５）買い換えを前提としないこと（居住用不動産について） 

  自動車の場合は、いずれかの時点での買い換えが予定されてい

るのが通常であり、当該自動車の交換価値、市場価値を前提とし

た取引をすることが想定されている。  

これに対し、居住用不動産は、「終の棲家」として購入するのが

一般的であり、買い換えは予定されていない。  

  そうだとすると、本件事故により放射能に汚染され、あるいは、

ネズミ等の被害に遭うなどして居住用不動産を利用できなくな

ったために、買い換えを余儀なくされるというのは、本件事故さ

えなければ不要であった買い換えを否応なしに求められるとい
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うことを意味する。 

  この点も自動車の場合とは決定的に異なる負担を被害者に求

めるものである。 

 

４ 小括 

  以上のとおり、本件事故による居住用不動産及び家財道具の損害

については、交換価値の賠償では被害者救済の目的を到底達するこ

とはできず、むしろ、被害者らをして、本件事故前と同程度の利用状

態の原状回復を可能にするという観点から、再調達費用（再取得価格

賠償）を認めるべき必要性と合理性がある。  

  損害賠償の目的・機能が原状回復にあることからすれば、前提が全

く異なる中古車の賠償の方式である交換価値による賠償方法を援用

し、原状回復（再調達）が不可能なまま放置するということは、損害

賠償という観点からは正当化できない。  

  従来の判例においても、帰責事由によって責任が基礎づけられる

ものではない補償の場合ですら、そうした一定の配慮がなされてき

た（甲Ｂ１８ 土地収用補償金に関する最判昭和４８年１０月１８

日民集２７巻９号１２１０頁等）。 

  以上によれば、本件の居住用不動産及び家財道具の損害について、

本件事故前と同等の利用状態を回復するという見地から、再取得価

格賠償を認めることこそが、不法行為法の目的・理念である原状回復

に沿うものである。 

 

第４ 原子力損害賠償審査会における住宅確保に関する議論から  

１ 再取得価格賠償の必要性が認められてきたこと 

原子力損害賠償審査会（以下「原陪審」という。）では、本件事故

による甚大な被害に対する賠償の必要性が把握され、とりわけ住居

に関する土地建物について「現在の東電の賠償基準による財物賠償

では、特に築年数の経った住宅に居住していた場合、他所での新た
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な家屋購入や解体・建替えができない。また、管理不能によりひど

く傷んだ場合の修修繕費も賄えないおそれがある。」という問題意識

が議論の前提として共有されることとなった。そして、新たに住居

を確保するための損害を賠償しなければならないという認識のもと

に住宅確保損害の議論が進められることとなった。 

そして、損害方法の議論においても、差額説を超えた賠償の必要

性についての指摘がなされている。 

例えば、第３６回審査会においては、「本件事故はまさに前例のな

いもので、現行の民商法系の体系が想定している、その処理をする

対象として考えている範囲を超えるものであるということに着目す

れば、従前の損害賠償法理というものにそれほど制約される必要は

ないのではないか。」（第３６回・議事録１７頁・大谷委員 甲Ａ２

９）という意見が出されている。 

また、第３７回審査会においては、「…中古車が壊されたときの損

害賠償でも、今までの車の価格で算定する場合と、それから。中古

車市場の別の車の価格で算定するケースと、判例も分かれているよ

うなところがあると思いますが、そういう場合だったら、多分、今

まで持っていた土地の価格と新しい土地の価格というのは余り変わ

ってこないと思うのですけれども、今回のケースは、とにかくその

一帯はもうとりあえずは住めなくなってしまっていますので、今ま

でとはちょっと違う、市場が余りないようなところについての土地

を取得しなくてはいけないというところが違うものと考えておりま

す。」（第３７回・議事録２５頁・大塚委員 甲Ａ３０）という意見

も出されている。 

 

２ 中間指針追補案について 

平成２５年１２月２６日、第３９回の審議会において、「東京電力

株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲

の判定等に関する中間指針第四次追補（避難指示の長期化等に係る
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損害について）（案）」（以下「中間指針第４次追補」という。甲Ａ３

１）の検討が始まった。 

ここでは、総論として「避難を余儀なくされている住民は…第二

次追補で示した財物としての住宅の賠償金額が低額となり、帰還の

際の修繕・建替えや長期間の避難等のための他所での住宅の取得が

できないという問題が生じている。」「また、長期間の避難等のため

に他所へ移住する場合には、従前よりも相対的に地価単価の高い地

域に移住せざるを得ない場合があることから、移住先の土地を取得

できないという問題も生じている」（甲Ａ３１・２頁）ことが指摘さ

れている。 

そして各論において「住宅確保損害」についての指針が示されて

いる（甲Ａ３１・８頁）。 

  

３ 小括 

このように、原陪審においては、住宅確保のための損害を損害賠

償の対象とされることが示されており、被害の実態に即した賠償が

必要であって、実質的に差額説を超えた損害賠償が必要であること

が示されているのである。 

 

第５ 居住用不動産賠償の算定式について 

１ 居住用不動産における居住生活利益の回復の必要性 

本件の被害現場である相双地域、農村地域においては、不動産取引

が都市部ほどには頻繁に行われていないことから、居住用不動産の交

換価値はその利用価値を必ずしも反映しているとはいえない。  

むしろ、本件においては、対象となる居住用不動産の利用価値すな

わち居住生活利益をあるがままに評価した場合、多くの居住用不動産

の利用価値が所有価値（すなわち交換価値）を超えることも普通にあ

るだろう。 

  したがって、本件においては、原告らが居住用不動産を用いて日常
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生活を送っていたのと等しい状態（すなわち居住生活利益）を回復さ

せるという視点から、居住用不動産の損害賠償額を算定しなければ

ならない。 

この場合において、従前の居住用不動産の宅地面積は、そこでの居

住生活利益の欠かせない考慮要素となる。  

  以上のとおり、居住用不動産については、当該居住用不動産の広さ

を考慮した利用価値相当分を再調達できるだけの再取得価格賠償が

なされるべきである。 

このように考えることこそ、不法行為がなかったならばあったであ

ろう状態にできる限り戻す（原状回復）という不法行為法の目的に沿

うものである。 

 

２ 宅地について 

多くの原告らは、本件事故前まで、５００㎡以上の広大な宅地に居

宅を建てて暮らしていた（別表参照）。なお、この５００㎡という面

積は、相双地域の平均的な宅地面積（４５３．６４㎡ 甲 A５４５）

を四捨五入したものである。そのため、かかる広大地に居住していた

原告らについては、本件事故がなかったならばあったであろう状態を

回復するためには、少なくとも５００㎡の宅地を再取得できなければ、

原告らの居住生活利益を回復したことにはならない（原告ら準備書面

（３２２）４頁～６頁）。 

他方で、原告らが新たな居住用不動産を求める場所は、職場や学校

からの距離等の様々な事情から、福島県都市部（いわき市、郡山市、

南相馬市、福島市、会津若松市、二本松市等）となる蓋然性がある。 

したがって、５００㎡以上の宅地に住んでいた原告らについては、

福島県都市部の宅地単価（４万３０００円 甲 A５３６、甲 A５７８

の３頁）を基礎として、少なくとも５００㎡の宅地を再取得できるだ

けの保障がなされることを前提とするとともに、従前の宅地面積の内、

５００㎡を超えた残余面積については、従前の宅地単価（平成２２年
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度固定資産評価額×１．４３）を基礎として算定すべきである。  

この点については、本件訴訟係属中に居住用不動産を再取得した原

告に限ってみても、その１㎡あたりの再取得価格の平均はおよそ４万

９０００円となっていることからも（別表参照）、現実に即している

といえる。 

また、５００㎡未満の宅地に居住していた原告らについては、福島

県都市部の宅地単価を基礎として、従前の宅地面積の宅地を再取得で

きるように算定するとともに、これが低廉となる場合には、居住用不

動産の再取得ができない状態を放置するという事態を避け、生活再建

を可能にするために、少なくとも、全国平均宅地価格（フラット３５  

甲Ａ３３）の賠償はされるべきである。  

そして、移住前に再調達費用が賠償されないと事実上移住できない

ため、未だ移住先の居住用不動産を購入していない人も、再取得価格

賠償がなされるべきである。 

また、既に移住先に低廉な居住用不動産を購入した人も、本来であ

れば避難前の居住用不動産の広さを考慮した利用価値の原状回復が

なされるべきであるから、同様の算定式で賠償額を算定すべきである。 

上記の観点から、具体的な宅地の賠償額の算定は、以下の算定式で

行うべきである。 

なお、以下の算定においては、居住用不動産そのものの賠償額であ

り、その他の諸費用（鑑定費用、登記費用等）は含んでいない。  

（ア）５００㎡以上の宅地 

５００㎡×福島県都市部の平均宅地単価（４万３０００円）＋（従

前の宅地面積－５００㎡）×（１㎡当たりの固定資産税評価額×1.43） 

（イ）５００㎡未満の宅地 

避難前の宅地面積×福島県都市部の平均宅地単価（４万３０００円） 

  または、 

１３６８万８０００円（フラット３５）  

  のうち、いずれか大きい方。 
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３ 居宅について 

（１）考え方 

居宅は、その全床面積を居住生活に使用しているのが通常である

から、従前の居宅面積を回復させなければ、原告らの居住生活利益

の回復がなされたとはいえない。 

  そして、居宅を再取得するための最低限の価格賠償という観点

からは、本件事故当時である平成２３年度以降の平均新築単価を

基礎とするのが合理的であることから、居宅については、少なくと

も、平成２３年度の平均新築単価に従前の居宅面積を乗じること

で、損害賠償額を算定すべきである。  

もっとも、従前の延べ床面積が全国平均居宅価格であるフラット

３５の基準の前提となる居宅面積（１１５．３㎡  甲Ａ３３）を下

回る場合には、居宅を再取得できないという事態を避け、生活再建

を可能とするために、少なくとも、全国平均居宅価格（フラット３

５ 甲Ａ３３）の賠償を保障すべきである。  

このような観点からは、従前の居宅面積から、全国平均居宅価格

であるフラット３５の基準の前提となる居宅面積（１１５．３㎡）

控除して利用価値を算出すべきである。  

なお、以下の算定においては、居住用不動産そのものの賠償額で

あり、その他の諸費用（鑑定費用、登記費用等）は含んでいない。  

 

（２）算定式 

フラット３５（２２３８万円）＋（従前の床面積－115.3 ㎡）×平

成２３年度の平均新築単価（１５万８８００円 甲Ａ１９） 

 

第６ その他の利用権について 

１ 本件不動産利用権の損害の特質 

   本件事故により生じた不動産の各種利用権について生じた損害に
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ついては、原告らが本件事故前の居住用不動産で日常生活を送って

いたのと等しい状態（すなわち居住生活利益）を回復させるという観

点（原告ら準備書面（１７））から検討する必要がある。  

原告らは、本件事故さえ起きなければ、本件事故前の地代・家賃で

生活できていたはずである。ところが本件事故により、原告らは移転

を余儀なくされ、その多くの移転先は、生活の便や就労先を得やすい

都市部にならざるをえないため、以後は高い地代や家賃を支払わねば

ならなくなって、経済的に大きな負担となる。中でも所得が年金のみ

の高齢者等は、収入は本件事故前と変わらないにもかかわらず、地代・

家賃が高くなるとすれば、生活再建はより一層厳しいものとなる。  

さらに借地（使用借を含む）上に持家を有している者は、希望する

移転先で本件事故前と同程度の広さの居宅を建てられる宅地を借り

ることは困難であるため、やむなく宅地を購入せざるを得なくなる高

度の蓋然性がある。 

なぜなら、土地を購入する場合と異なり、土地を借りるためには人

的関係が必要となるところ、土地の永続的な利用関係である（使用）

借地契約の締結には慎重になるという実情がある。まして、当該地域

における人的関係を媒介とする借地人であればまだしも、外部から

の移住者には、ますます消極的な傾向が強くなるからである。  

このような状況からすれば、本件事故により突然の避難を余儀な

くされ、見知らぬ土地で信頼関係を形成し、借地することは、相当に

困難なものいうべきである。それが使用借権であれば不可能といっ

ても過言ではない。 

それに加えて、本件事故により、住宅の需要が高まり供給不足とな

り、かつ、不動産価格が高騰していることから、各人の資力と生活ス

タイルに沿う住宅探しも困難を極めている。高齢者や収入の無い者

に至っては、より一層困難を伴うと予想される。  

以上により、借地権ないし使用借権を新たな土地で再取得して生

活を再建させるには大きな困難（使用借権に至ってはほとんど不可
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能であろう。）が伴い、福島県内都市部において借地権を再取得する

場合には、本件事故前の借地権価格よりも相当高額な負担を強いら

れる高度の蓋然性があると考えられる。それのみならず、むしろ新た

な土地で（使用）借地権を再取得することはできず、移転先で宅地を

購入せざるを得なくなる蓋然性が高い。  

  本件事故においては、強制的に突然、住まいを奪われたという重大

な特質があることから、本件事故前の生活と同等の水準の生活を再

建できるだけの賠償こそが、不法行為責任制度における原状回復と

いう理念に合致する。そして、上記の本件事故により生じた利用権に

関する損害の特質及び原状回復を目的とする不法行為制度の趣旨か

らすれば、本件事故により生じた居住用不動産の利用権の損害につ

いては、被害者らが福島県都市部で本件事故前と同程度の住まいを

確保できる程度の再取得価格賠償をすることが強く求められる。  

  次項以下では、上記の特質を踏まえて、各利用権ごとに具体的な評

価方法を論ずる。なお、千葉地裁判決においては、本件の特殊性にか

んがみ、不動産においても民事訴訟法２４８条の適用を認めていると

ころである（たとえば２２１頁）。 

 

２ 借地権 

本件事故により生じた借地権の損害は、本件事故前の居住用土地の

再取得価格賠償の６割であると評価するべきである。  

これは、総務省統計局平成２１年全国消費実態調査の宅地資産の評

価方法にて採用されている借地権割合（５割又は６割）のうち、６割

（甲Ａ３４）を本件事故による借地権の損害賠償額算定の基礎とした

ものである（借地権割合について原告ら準備書面（６）２９頁）。  

   この点、国税庁の路線価図によると、福島県内都市部の借地権割合

は、駅前の土地は６割であるが、その他の土地は概ね３割から４割程

度である（甲 A５７４～同５７６）。しかしながら、既述した借地権

の再取得の困難性からすれば、実際上は、新たに宅地を購入せざるを
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得なかったり、少なくとも、移転先（福島県都市部）の路線価図の借

地権割合（３割から４割）よりも１割から２割程度の経済的負担を強

いられる蓋然性が高い。 

こうした観点からも、総務省統計局平成２１年全国消費実態調査の

宅地資産の評価方法にて採用されている借地権割合（５割又は６割）

を本件事故による借地権損害の算定の基礎とすることは、合理性があ

るといえる。 

 

３ 使用借権 

（１）使用借権割合について 

  本件事故による使用借権の損害は、本件事故前の土地を基礎とし

た土地の再取得価格の３割と評価するのが合理的である。  

 

（２）使用借権割合の根拠について 

ア 損失補償基準 

  本件事故により、原告らは強制的に住まいを奪われ、その多く

が未だに本件事故前の自宅に戻れていない。原子力発電所の運営

は、国策としても進められてきたものであることからすると、本

件事故による避難は、公共用地の取得に伴い移転を強制される場

合と近似している。こうした点においては、土地の損害賠償算定

にあたり、損失補償基準の考え方を参考にすることも合理的な方

法の一つである。 

  この点、使用貸借による権利に対する補償を定めた損失補償基

準第１３条に関する損失補償基準細則第３によれば、使用借権の

評価は、賃借権（借地権）の３分の１程度とする旨が定められて

いる（甲 B２２～２３）。そうすると、本件事故による借地権割合

は上記のとおり、６割と評価するのが合理的であるところ、その

３分の１は２割となる。 

  もっとも、適法になされることを前提とした損失補償の場合と
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異なり、本件事故により生じた損害は違法な行為により生じたも

のであるから、少なくとも上記損失補償基準を１割程度は上回る

賠償を実現することが正義に叶う。 

  このような観点より、土地の使用借権の損害の評価は、土地の

再取得価格の３割程度と考えるのが合理的である。  

 

イ 判例 

  判例においても、使用借権割合を、３割ないし５割で認定した

事例が存在する。 

  東京高裁平成２年２月２８日判決は、借地権の設定に伴い権利

金の授受が行われる慣行のある地域で、アパート又は居宅兼事務

所である建物所有を目的としてされた土地の使用貸借契約によ

る使用権の価額は、更地価格の５割であるとした（甲 B２４）。 

  また、東京高裁平成９年６月２６日決定は、遺産の中の土地に

つき、相続人の一人が使用借権を有している事案において、当該

使用借権の成立の経緯や内容を考慮して、これが同土地の評価額

の３割に相当すると判断した。 

   このような実例が存在すること、そして本件事故による利用権

損害の特質からも、使用借権割合は、本件事故前の居住用不動産

を基礎とした再取得価格の３割と評価するのが合理的であると

いえる。 

 

４ 借家権 

  借家権割合は、本件事故前の居住用不動産を基礎とした再取得価

格の３割（甲 A５７７国税庁財産評価基本通達９４）と評価するのが

合理的である。 

 

第７ 家財道具の算定 

１ 賠償の基準 
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一般の家財の賠償基準としては、損害保険料率算出機構が平成１９年

１１月に発表した「家財の地震被害予測手法に関する研究（その１）家

財の所有・設置状況に関する調査」における、世帯主年齢別・世帯人数

別の「世帯の家財所有額算出結果総括表」（甲Ａ３５の１８２頁）による

べきである。 

 

（単位は万円） 

 

 ２ 家財賠償においては一定額の包括賠償がなされるべきこと  

上記本件事故の過酷な実態からすれば、本件事故により、原告らが

自宅に有していた家財は全て価値を喪失したとみるべきである。 

そうであるとすれば、したがって、原告らが居住建物内に所有して

いた家財全てが賠償の対象となる。 

もっとも、家財は、家電製品、家具類、寝具類から食器等の家事雑

貨、衣類等に至るまで多種多様の財物から構成されている。原告らが

本件事故時に所有していた家財全ての時価を損害額として算定し、こ

れを厳格に立証することは不可能である。 

民事訴訟法２４８条において、「損害が生じたことが認められる場合

において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であると

きは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相

当な損害額を認定することができる」とされており、同条の要件にあ

てはまる場合は、証明度が軽減され、一定額での賠償が認められてい

 
1 2 3 4 5 6 

２０代  404 562 633 716 773 1140 

３０代  485 719 793 864 933 1325 

４０代  609 943 1122 1198 1295 1587 

５０代  738 1117 1355 1557 1696 1905 

６０代以

上  
814 1135 1478 1584 1733 1878 
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る。 

同条が火災における家屋内の焼失家財の損害額認定の際に適用され、

家財保険において保険会社が用いる基準表により損害額が算定されて

いるところである（たとえば、東京地判平成 11 年８月 31 日判時 1687

号 39 頁） 

また、いわゆる水害訴訟においても、損害額把握の困難性が指摘さ

れて、損害保険における基準を参考としての定額賠償が認容されてい

る（東京地判昭和 54 年 1 月 25 日民集 44 巻 9 号 1297 頁）。 

本件においても、上記火災や水害の場合と同様に、損害額の算定は

性質上極めて困難と言わざるをえない。 

そこで、被害者救済の見地から、原告らの生活基盤を回復できる家

財全般を確保するだけの賠償を早期に実現するため、原告らの個別の

家財賠償額の算定・立証によらず、適正な調査・研究により算出され

た信頼性のある一定の基準により、一律に一般家財の損害額を算定す

べきである。 

 

 ３ 上記の基準をとる理由 

 （１）上記基準の概要 

  ア そこで、適正な調査・研究により算出された信頼性のある一

定の基準として、原告らは、損害保険料率算出機構による「家

財の地震被害予測手法に関する研究（その１）家財の所有・設

置状況に関する調査」を用いるべきと主張しているところであ

る。同調査は、損害保険料率算出機構が家財の地震被害予測手

法について検討を行う際に必要となる基礎データを収集・把握

することを目的として、平成１８年度に既往研究や国の統計調

査、独自に実施するアンケート調査等を用いて、家財の地震被

害の観点から、世帯における家財の所有状況や設置状況等の調

査・検討を行ったものである。この調査で算出された「世帯の

家財所有額算出結果総括表」は、世帯における家財の所有状況
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について、国による「全国消費実態調査」、「家計調査」、「小売

物価統計調査」や損害保険料率算出機構が独自に実施したアン

ケート調査のデータを用いて検討を行い、家財の地震被害の観

点から分類した家財グループ別に所有額を算出した結果を世帯

全体の家財所有額として表したものである。 

  イ 算出対象となった家財の範囲は、建物に作り付けの家具、食

料品を除き、住宅内にある家財の全てを対象としており、具体

的には、損害保険料率算定会（現・損害保険料率算定機構）に

よる１０の家財グループ（A 大型縦置き収納に用いる家具、B・

C 家事用家電製品、D 娯楽用家電製品、E 床上に置かれる生活家

具、F 冷暖房機器、G 室内装備・雑貨類、H 食器類、I 娯楽用品・

雑貨類、J 衣類・寝具）を対象としている（66 頁、67 頁）。 

  ウ これらの家財につき所有額を割り出すこととなる。いわゆる、

耐久財（A～F）については、アンケートによる所有数把握（把

握できないものについては、把握できる家財の所有額を家計調

査の年間支出金額の比で割り増すことにより推定する。）のうえ、

政府の調査をもとに平均単価を参考として、所有数×平均単価

＝所有額を割り出す。 

  エ 非耐久財（G～J）については、①アンケートで得られた償却

年数と家計調査で得られた年間支出総額をもとに、償却年数×

年間平均支出総額＝所有額を割り出す。②衣料、靴については、

㈳日本衣料管理協会による調査報告書から所有額を推定③所有

額を直接アンケートにて質問する、という３つの手法をとる（69

頁）。 

  オ 上記のアンケートについては、事前アンケートの実施（72 頁

～ なお、有効回答数は 16、353）のうえ、耐久財アンケート

（76 頁～ なお、有効回答数 9、457）、非耐久財アンケート（100

頁～ なお、有効回答数 1、461）が実施されている。また、こ

れらのアンケート結果について、国の統計データである「全国
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消費実態調査」と必要に応じて比較し、アンケート結果の信頼

性を確保している（98 頁）。 

  カ 上記アンケートをもとに、所有額総額を算出する。耐久財グ

ループについては、120 頁～、非耐久財グループについては 135

頁～にその算定方法が詳細に記載されている。 

  キ 166 頁～167 頁に、上記両グループの調査を総合した年代ごと

の家財所有額算定結果が記載されている。 

 

 （２）上記基準の妥当性 

以上から、上記料率機構の「世帯の家財所有額算出結果総括表」

は、十分なサンプルを集めた機構独自のアンケート及び、国の統計

調査を主な基礎資料として、家財各品目に関して網羅的に世帯家財

所有状況を所有額として捉えた数値であり、かつ、世帯別・世帯人

数別の所有額が算出されていることから、世帯全体の家財が全損し

た原告らの家財賠償額の基準として最も適した基準である。 

既に述べたとおり、交換価値のみの賠償では被害者救済の目的を

達することはできず、原告らが居住用不動産を用いて日常生活を送

っていたのと等しい状態（すなわち居住生活利益）を回復させると

いう視点から、居住用不動産の損害賠償額を算定しなければならな

い。家財道具においてもこの理はあてはまるのであって、家計の実

態に即した上記基準こそが上記原状回復の理念に沿うものである。 

 

 ４ 被告による原告算定方法の反論について 

被告は、被告準備書面１１において、原告らの算定について、①家

財を物理的に喪失したわけではない②除染をすれば持ち出せる③持ち

出せば価値の喪失は認められない④「避難費用」と重複しているなど

と反論する。しかしながら、これら被告の主張は、下記のとおり合理

性のない反論である。原告が従前主張するとおり、住居に存したすべ

ての家財をもって賠償の算定基準とすべきである。 
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 （１）家財を物理的に喪失したわけではないという反論 

上記反論は、先に述べた本件被害実態を把握していないといわざ

るをえない。 

原告らの自宅に存した家財は、長期の避難により、ネズミなどの

小動物により食い荒らされたり、雨漏りによって、使い物にならな

くなっており、物理的にも財物としての価値を喪失させている。家

電製品についても長期の不使用により、その多くは故障するなどし

ており、物理的な財物価値を喪失させている。 

 

 （２）除染をすれば持ち出せるとの反論 

そもそも、雑貨類などの場合、除染やクリーニングの費用が財物

の客観的価値を上回る場合がある。また、家電製品などクリーニン

グ、除染に適さない物品も多く存する。 

また、財物の価値が喪失しているという状態は、単に物理的な機

能を喪失した場合だけではなく、事実上もしくは感情上その物を再

び本来の目的の用に供することができない状態にさせる場合を含む。 

食器など食事に関連するもの、衣類など身に着けるものをはじめ

として、家財は多くがその居住者の近くにあり、手に触れたり、衣

食住の用に供するものである。かかる身近にある物が全面的に被ば

くした中で、これらを仮に一つづつ全部除染したとしても、事実上

及び感情上その物を本来の目的の用に供することはできないことが

明らかである。除染さえすれば普段通り使用できると考えるのはあ

まりにも原告らの感情を無視したものといわざるをえない。 

また、財物の価値が喪失しているという状態は、単に物理的な機

能を喪失した場合だけではなく、事実上もしくは感情上その物を再

び本来の目的の用に供することができない状態にさせる場合を含む

（前掲大判明治４２年４月１６日） 
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 （３）持ち出せば価値の喪失は認められないとの反論 

   ア そもそも、原告らが家財を持ち出すべきであるという被告の

主張に対しては、原告らが被告の不法行為に対して持ち出しの

義務を負わされるものではない、ということは既に述べたとこ

ろである。 

   イ それだけでなく、原告らはそもそも家財を持ち出すことがま

まならない状態に置かれていたのである。原告らは、平成 23 年

4 月 22 日から、福島第一原子力発電所から２０キロ圏内が警

戒区域、計画的避難区域に指定され、立入は不可能となった。

同警戒区域については、最終的に平成 25 年 5 月 7 日原子力災

害対策本部による双葉町の区域見直しまで残存した（詳細は原

告ら準備書面５５参照）。一部地域においては現在まで継続す

るこの長期の立ち入り制限が家財の劣化を促進させたことは

既に述べた。 

   ウ 警戒区域等においては、住民の一時立入が認められることと

なったが、それぞれの町、地域により日にちが厳格に指定され

ており、その日以外の立入は認められなかった。第１巡目の立

入（平成 23 年 5 月～9 月）では、立入可能人数は世帯あたり一

人、持ち出し品は７０センチ×７０センチのビニール袋１枚に

入るものだけであった。スクリーニングの結果汚染除去ができ

ない物品については廃棄を求められることもあった（甲 A156）。

このような状況では、土地の権利証等の重要書類などを持ち出

すことが精一杯であり、そもそも家財まで持ち出すことができ

なかった者が殆どである。第２巡目の立入（平成 23 年 9 月～

12 月）以降からは、マイカーの積載量、マイクロバスに持ち込

める量まで持ち出せる容量が増えたが、それでもまとまった物

品を持ち出すことはできなかった。 

   エ 以上の経緯からすれば、原告ら避難者にとって、警戒区域等

の立入制限から、家財の持ち出しそのものが容易ではなかった
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といえる。また、一時立入についての厳格な運用から、日にち

があわない、立ち入るだけの体力がない等の理由で一時立入を

断念せざるをえないこともあったと考えられる。さらに、避難

生活の長期化が予想されていたので、自宅にある家財を持ち出

すのではなく、取り急ぎの生活のため、別に必要な家財を購入

しなければいけなかった。これらのことから、原告らに対し、

一時立入を行い、家財を持ち出す義務（損害軽減義務）を負わ

せることはできないし、そもそもわずかな物品しか持ち出すこ

とができなかった。 

   オ なお、４月２２日より前の日、すなわち一時立入が事実上可

能であったときに自宅に戻り家財を持ち出した者もいるが、緊

迫状況下での行動であり、持ち出すとしても重要書類が主であ

り、まとまった家財を持ち出すことはできなかった。 

 

 （４）「避難費用」と重複しているとの反論 

争いのない事実として、被告による原発事故により、原告らは着

のみ着のまま避難を余儀なくされ、多数箇所の避難先を転々とした。

事故後数か月たって一定期間落ち着くことのできた借り上げ住宅、

仮設住宅は、避難前に暮らしていた住居とは広さも間取りも異なる

ものである。それゆえ、原告らはともかくも生活を成り立たせるた

めに必要な家財を買い揃えなければ生活自体が成り立たない状況に

あった。 

このような過酷な避難行動において購入された家財は、価値の喪

失が見込まれた以前の住居にある家財の代替ではなく、長期にわた

る避難行動における必要不可欠な費用としての性質を有する。した

がって、避難時に購入された家財をもって、以前の住居の家財に関

する賠償の考慮要素とするのは誤りである。 

 

 ５ 被告の基準が不当であること 
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 （１）基準の算定が不明確である 

そもそも、被告の賠償基準表は、具体的にいかなる算定式をもっ

て計算されたのか明らかではない。 

原告は、準備書面 55 にてその算定方法を明らかにするよう釈明を

求めたが、被告は準備書面 11 にて、被告の賠償基準表は経産省の基

準表（乙Ｂ６４）に準拠すると主張するのみであり、具体的な算定

方法は全く明らかになっていない（たとえば、帰還困難区域の世帯

基礎賠償額がなぜ「475 万円」なのか、根拠が不明である）。 

 

 （２）損保会社の基準表に照らしても不当に低い 

損害保険会社が家財保険における賠償額の簡易評価表を公表して

いるところ、その簡易評価表に比較しても、被告の基準は不当に低

廉と言わざるをえない。 

たとえば、居住制限区域内に居住する５０歳の夫婦であれば、被

告の基準では４４５万円が賠償基準となるが、あいおい日生保険株

式会社の基準であれば、１５１０万円、日新火災は１４２０万円、

共栄火災は１５３０万円、朝日火災では１３７０万円の支払いがな

されるのであって、比較をすれば被告基準がいかに低いかがわかる。 

 

 （３）区域ごとに分けるのは不当である 

被告の基準では、居住制限区域と帰還困難区域とを分けて、家財

賠償額の差をつけている。 

しかし、原告らの各陳述書、写真報告書、本人尋問からも明らか

なように、避難指示解除準備区域、居住制限区域においても、ほと

んどの家財を置いて自宅に避難している実情があり、被告基準はこ

れを無視しているといわざるをえない。 

 

 （４）年齢による区分けがされていない 

どの家財保険簡易評価表でも年齢によって家財の量が増えること
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を考慮した賠保障基準となっているが、東電はその区分けを行って

いない。世帯主の年齢が増すにつれ、家財が増えていくというのは

ごく自然なことであり、さらに上記料率機構のアンケート等調査で

も年代ごとに家財所有額が異なることは裏付けられている。 

これらの実態や統計を被告基準は完全に無視するものであり、基

準として機能しえない。 

 

（５）居住用建物の床面積の広さを考慮していない 

 原告らは、その居住する地域の特性上、全国平均（１１５．３㎡）

よりも明らかに広大な床面積を有する建物に居住している（居住用

建物の合計床面積が 200 ㎡を超える原告も多数存する（原告番号３、

４、９、１３、２３、３６、４０、４１、５４、５７、６４、６５、

６９、７８、８２））。建物床面積が広いほど家財の量も増大するの

は必然であり、平均的な所有額よりも所有額が大きくなる。 

 なお、千葉地裁判決においても、床面積の広さを考慮して家財賠

償を増額する例がある（同判決２５８頁、２７６頁） 

 

 （６）小括 

以上より被告の賠償基準は、そもそもの具体的算出方法が明らか

ではなく、従前の保険会社の算定等の統計ともかい離し、本件事故

の実態に即していないものであって、賠償基準としては失当という

ほかない。 

 

第８章 まとめ 

 以上、第１章～第３章において、本件の被侵害利益が包括的平穏生活

権であること、本件では包括的な損害把握をする必要があること、避難

慰謝料と故郷喪失慰謝料は別個に認定される必要があることなどを理

論的に論証した。 

 また、第４章～第７章において、各種統計資料、現地検証の結果、原
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告ら本人尋問の結果などを横断的に分析することで、原告らが主張する

請求額は、被害実態を踏まえ原状回復の理念に相応しい金額であること

を論証した。 

 これら損害総論に関する内容は、原告ら損害各論を検討する際にも、

大いに参照されるべきものである。 

 

以上 


