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第 1 放射線量等の分布状況と区域再編

1 放射線量等の分布

浪江町では、本件事故により大量の放射性物質が飛散 し、 2015(平

成 27)年 8月 下旬に至っても、浪江中学校 (川 添・居住制限区域)で 3

μ Sv/時 以上、浪江高等学校津島校 (津島・帰還困難区域)で 5 μ Sv/時以上

の放射線量率を示すなど、いまなお町内広域で高い放射線量が観測されて

いる (甲 A175-1、  175-2。 原子力規制委員会 放射線モニタリ

ング情報より。)。

2 区域の再編

平成 25年 4月 1日 、浪江町は区域見直しが適用され、 3区域 (避難指

示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域)に再編されている (甲 A
176。 避難指示区域の概念図)。

このうち避難指示解除準備区域 (20ミ リシーベル ト/年以下、空間線

量率が 3.8マ イクロシーベル ト/時以下)は、復旧や除染事業を進め、

住人が帰還できるための環境整備を行つていくとされている。同区域に該

当する大学名は、権現堂、高瀬、幾世橋、北幾世橋、棚塩、請戸、中浜、

両竹、西台、藤橋である。

居住制限区域 (20ミ リシーベル ト/年超、 50ミ リシーベル ト/年以

下、空間線量率が 3.8マ イクロシーベル ト/時超 9.5マ イクロシーベ

ル ト/時以下)は、立入 りは制限されないものの、不要な被ぼくを防ぐた

めに、不要不急の立入 りは控えるべきとされている。同区域に該当する大

宇名は、川添、牛渡、樋渡、谷津田、田尻、小野田、加倉、苅宿、酒田、

立野である。

帰還困難区域 (50ミ リシーベル ト/年超、空間線量率が 9。 5マ イクロ

シーベル ト/時超)は、立入 りは制限され、一時立入 りの際は防護服やマス

クを着用するとともに、線量計を携行するよう周知されている。同区域に該

当する大字名は、井手、小丸、大堀、酒井、末森、室原、津島、南津島、川

房、昼曽根、下津島、赤宇木、羽附である。

(以上、甲A177。 浪江町 HPよ り)。
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第 2 浪江町のインフラ復旧の見込み

1 道路

浪江町の道路は、復旧工事が予定されている 6つ の道路すべてが、平成 2

6年 3月 末時点では工程が見込みにくいとされ、工程が見込めるのは、帰還

困難区域内の町道鳥喰後畑線他 3路線の点検と応急処補修のみである (甲 A

178。 浪江町 HP工程表)。

2 上水道

上水道については、平成 26年 3月 末時点で修繕工事がなされ復旧が完了

したものもあるが、復旧工事が予定されている 9か所の上水道のうち、6か

所については工程が見込みにくいとされている。 (甲 A178)。

3 公共下水道

公共下水道 の復 旧工事 も予定 されてい る全てが平成 26年 3月 末時点で

工程が見込みに くい とされてい る (甲 A178)。

4 農業集落耕水

農業集落耕水についても平成 26年 3月 末時点で、予定されている全て

の工程が見込みにくいとされている (甲 A178)。

5 農林業施設

農林業施設 に至っては、予定 されている 7施設の うち、 4施設の工程が

未定 とされてお り、残 りについて も測量設計 を実施 したのみである (甲 A

178)。

6 役場等公共施設

役場庁舎は設備修繕工事 をお こなった ものの、下水道接続工事は平成 2

6年 3月 末時点で工程が見込みに くい とされている。

その他 、集会所の復 旧工事 は平成 26年 3月 末時点で未調査 とい う状況
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で ある (甲 A178)。

7 学校教育施設等

学校教育施設等については、平成 26年 3月 末時点で予定されている 8

施設のうち 6施設において工程が見込みにくいとされてお り、これらにつ

いては耐震診断・設計等ですら未着手とされている (甲 A178)。

8 社会教育施設等

社会教育施設等も、平成 26年 3月 末時点で、予定されている全ての工

程が見込みにくいとされている (甲 A178)。

9 住宅

住宅についても、予定されている全ての公営住宅の工事について、平成

26年 3月 末時点で工程が見込みにくいとされ、そのうちの 1つ の町営住

宅については調査も未着手とされている (甲 A178)。

10  ′Jヽ 1舌

上記の とお り、浪江町においてはイ ンフラ復 旧工事 も未だ道半ばであ り、

人が生活できる状態 になるまでには相 当の年数 を要す ると見込まれ る。後

述の住民意 向調査の結果 の とお り、住民は帰還す る条件 として、イ ンフラ

の復 旧が重要である と考 えていることか らすれば、浪江町の避難指示解除

後 1年後 に多 くの住民が帰還 し、本件事故前 と同様の町の姿に戻 ることを

期待できる状況にはない と考 えられ る。

第 3 人 口の減少

住民基本台帳に基づ く調査によれば、平成 23年 3月 1日 時点の浪江町

の人 口は 2万 845人 、世帯数 は 7192世 帯であったが、平成 27年 7

月 1日 時点は、人 口 1万 8230人 、世帯数は 6540世 帯である。住民

基本台帳上ですでに人 口 1割以上の 2615人 、世帯数は 1割近 くの 65

2世帯が減少 している (甲 A179。 福島県統計調査 よ り。)。

4



浪江町によれ ば、 2015(平 成 27)年 7月 31日 現在、合計 2万 9

85人 の浪江町の住人が福 島県内外 に避難 を継続 してい る (甲 A180。

避難状況 )。

こ うした状況に加 えて、インフラ復 旧の遅れ (既述)及び後述す る住民意

向調査の結果か らすれば、避難指示解除後の浪江町の人 口の大幅な減少は避

け られない もの と考えられ る。

第 4 住民意向調査の結果

1 復興庁による住民意向調査

復興庁は、 2012(平 成 24)年 度以来、毎年 1回、原子力被災自治

体における住民意向調査を実施 している。以下の2014(平 成 26)年

度の浪江町の住民意向調査結果 (甲 A181)か らも、避難指示解除後の

浪江町は、本件事故前と大きく変容するであろうことがわかる。

2 世帯人数の変化

本件事故 当時の浪江町の世帯人数 は、 2人が最多の 21.5%で 、次い

で 3人 (19。 9%)、 4人 (16.5%)で あ り、 5人以上の世帯 も合計

で 25.6%で あった (甲 A181、 8頁 )。

これ に対 し、現在の世帯人数 は、2人 (31.3%)、 次いで 1人 (22.

5%)で あ り、 5人以上の世帯は合計 9.8%に 過 ぎない (甲 A181、 8

買 )。

かかる調査結果か ら、本件事故後、浪江町民は家族離散の状況にあるこ

とがわかる。

3 避難指示解 除後の町の高齢化

(1)年代別

帰還意向については、「現時点で戻 らない と決めている」(48.4%)が

多数であ り、「まだ判断がつかない」 (24.6%)を 大きく上回つている。

そ して 「す ぐに 。いずれ戻 りたい と考 えている」は、 17.6%で ある。

その うち、「いずれ戻 りたい」が 79.4%と 最 も高 く、「す ぐに戻 りたい」
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は 19%と なつている (甲 A181、 46頁 )。

この点、「すぐに 。いずれ戻 りたいと考えている」は、年齢が高くなるに

つれ高くなつてお り、 70代以上では 21.3%と なつている。

一方、「現時点で戻らないと決めている」は、10～ 20代では65.5%、

30代では64,4%と 6割 を超えてお り、他の年齢に比べ高くなっている

(甲 A181、 46頁 )。

(2)世帯構成別

世帯構成別でみ ると、「す ぐに 。いずれ戻 りたい と考 えている」は、 65

歳以上だけの世帯では 23.2%と なってお り、18歳未満のいる世帯 と比

べ高 くなつている。

一方、「現時点で戻 らない と決 めている」は、 18歳 未満 のいる世帯で 5

9.9%と なつてお り、65歳以上だけの世帯に比べ高 くなっている (甲 A

181、 47頁 )。

そ して、「す ぐに 。いずれ戻 りたい と考 えている」の うち、「す ぐに戻 りた

い」は 65歳以上だけの世帯が 22.6%と 18歳未満 のいる世帯 と比べ高

くなつている。一方、 18歳未満のい る世帯は 「す ぐに 。いずれ戻 りたい と

考 えている」の うち、「いずれ戻 りたい」が 88,2%と 9割弱を占めてい

る (甲 A181、 58買 )。

さらに帰還 を考 えている世帯で も、高校生以下の子 どもがいる世帯はほ

とん どいない (甲 A181、 63頁 )。

(3)帰還希望者の減少

この点、平成 24年度 の調査では、帰還意 向者 は 4割近 くいたのに姑 し

(甲 A182、 16頁 )、 平成 26年度の調査では上記の とお り2割 に満た

ない。

これは、インフラ復 旧の 日処が立たず、被ば くの不安 もな くならないまま、

避難生活が長期化す るにつれて、帰還 を諦 める住民が増加 していることを示

している。
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(4)′Jヽ 1舌

こ うした調査結果か ら、避難指示解 除後の浪江町は、本件事故前 と比べて、

大幅な高齢化が進む とともに人 口は減少 し、町の状況は本件事故前に比 し大

きく変容す ると考 え られ る。

4 帰還 を判断す る上で必要 と思 う情報

(1)浪江町への帰還 を判断す る上で必要 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 (イ ンフラ)の復 旧時期の 目途」が 71%と 最

も高 く、次いで、「放射線量の低下の 目途、除染成果の状況」が 59。 9%、

「原子力発電所 の安全性 に関す る情報 (事故収束や廃炉の状況 )」 が 55.

2%に なっている (甲 A181、 52買 )。

また、浪江町への帰還 を判断す る上で必要 と思 う情報の うち、重視 した

い ものについては、「道路、鉄道、学校、病院な どの社会基盤 (イ ンフラ)

の復 旧時期 の 目途」が 43.1%と 最 も高 く、次いで 「原子力発電所の安

全性 に関す る情報 (事故収東や廃炉の状況 )」 が 24.2%、 「放射線量の

低下の 目処、除染成果の状況」、が 23.9%と なつてい る (以 上、甲 Al

81、 55頁 )。

(2)こ うした調査結果か ら、住民は、イ ンフラ復 旧とい う物理的な条件のみ

な らず、放射能被害の不安 を今 ももつてお り、その不安が解 消 され ない限

り、浪江町への帰還は難 しい と考 えていることがわかる。

かか る調査結果 を帰還希望者 に若 い世代が少ない こと (既述 )と 併せて

み ると、若い世代 ほ ど本件事故 による放射能被害の不安が大 きい もの と考

え られ る。 したがつて、放射能被害の不安が払 しょくされない限 り、浪江

町には若 い世代が戻 ることは難 しく、本件事故前 とは大 きく変容 して しま

うであろ うと考 えられ る。

以 上
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