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はじめに

　震災から丸３年が過ぎた現在も多数の福島県民
が県内外への避難を余儀なくされている。国は復
興の加速に向けて、実情に即した福島再生を具体
化していくとして原発事故の復興指針（平成25年
12月20日）を示した。これまで国は「全員帰還」
の原則を示していたが、帰還と移住の両面の復興
を進めることを打ち出した。住民の思いも複雑で
故郷に戻り「まち」を再生させたい思いと、新し
い拠点で生活せざるを得ない思いがあり、国は、
双方の考え方を尊重し支援していく方向に転換し
た。

　本稿では震災直後から平成26年４月１日の田村
市都路地区の避難指示解除までの地域再編を振り
返り、課題等について考察した。

１．避難指示区域設定の経緯

⑴ 　事故発生から「警戒区域」設定まで避難
指示区域は拡大

　国は東京電力福島第一原子力発電所（以下第一
原発）事故により平成23年３月11日午後７時３分、
原子力災害対策特別措置法に基づいて「原子力緊
急事態宣言」を発令した。同日午後９時32分、近
隣住民に対し、念のための措置として避難指示と

避難指示区域の再編の動きについて
＜要　旨＞

避難指示再編の流れ
① 　原発事故発生の平成23年３月11日、福島第一原子力発電所の半径３㎞圏内（双葉町、大熊町の
一部）に避難指示が出され、事故の深刻化に伴い、避難指示区域の範囲は拡大した。その後、積
算線量が局所的に高くなっている地域が出たことなどから「計画的避難区域」「緊急時避難準備区
域」「警戒区域」が設定された。
② 　平成23年９月30日、広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部、南相馬市の一部で「緊急時避難
準備区域」が解除された。

③ 　平成24年４月１日以降、段階的に解除する方針に基づき「計画的避難区域」「警戒区域」が「避
難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰還困難区域」に再編された。
④ 　平成26年４月１日、田村市都路地区が「避難指示解除準備区域」解除となった。「避難指示解除
準備区域」の初めての解除となり、本格復興に歩み出している。

課　　題
①　除染の遅れが避難先での生活拠点の固定化につながる懸念がある。
② 　帰還しない理由の中で商業施設の不足、医療環境や介護サービスに対する不安も挙げられており、
事業再生と同時に、生活インフラの充実を図る必要がある。

③ 　復興の進展、避難の長期化とともに、避難指示区域住民の置かれた環境、意識も多様化していく
ものと考えられる。今後、国、県、被災自治体には、地域住民・事業者などのニーズの把握に努め、
将来を見据えた対応が求められる。
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屋内退避を指示した。その後、原子炉建屋の爆発
など原発事故の深刻化に伴い避難指示の範囲は拡
大した（図表１）。

⑵ 　事故の深刻化により「計画的避難区域」
「緊急時避難準備区域」設定
　国（原子力災害対策本部）は平成23年４月22日、
第一原発から放出された放射性物質が半径20㎞以
遠の周辺地域において積算線量が局所的に高く
なっている地域が出ていることから、国際放射線
防護委員会（ICRP）と国際原子力機関（IAEA）
の緊急時被ばく状況時の基準値（年間20～100ミ
リシーベルト）を考慮し、事故発生から１年の期
間内に積算線量が20ミリシーベルトに達する区域
を「計画的避難区域」として設定した。

　また、同原発半径20㎞から30㎞の区域では不安
定な状況にあることなどの理由から、住民が緊急
に避難を求められる状況にあり「緊急時避難準備
区域」を設定した（図表２、３）。同区域内の幼
稚園、小中学校、高校は休校とされた。
　このほかに国は、同年６月に伊達市霊山町小国
地区などの128世帯や川内村１世帯、南相馬市152
世帯について住宅ごとの「特定避難勧奨地点」の
指定を行った（伊達市と川内村は平成24年12月に
解除されている）。

⑶　広野町の「緊急時避難準備区域」解除
　平成23年８月９日、国（原子力災害対策本部）
は「緊急時避難準備区域」について、原発の安全
性評価、区域内の放射線量などの結果を踏まえ見

（図表１）避難指示（事故発生から警戒区域設定まで）

指示日 避難指示 内容・避難指示区域の範囲
平成23年３月11日 
午後７時３分 原子力緊急事態宣言 原子力災害対策本部の設置。対象区域内の居住者等については直ちに

避難を始めることなく、最新情報を得るよう指示。

平成23年３月11日 
午後９時32分

避難指示区域 東電第一原発から半径３㎞圏内（双葉町、大熊町の一部）。

屋内避難指示区域 東電第一原発から半径３㎞から10㎞圏内（南相馬市、浪江町、双葉町、
大熊町、富岡町の各一部）。

平成23年３月12日
避難指示区域 東電第一原発の半径20㎞圏内に拡大（南相馬市、浪江町、双葉町、大

熊町、富岡町、楢葉町、葛尾村、田村市、川内村の一部）。

避難指示区域 東電第二原発の半径10㎞圏内（大熊町、富岡町、楢葉町、広野町の一
部）。

平成23年３月15日 屋内避難指示区域 東電第一原発の半径20㎞から30㎞圏内に拡大（南相馬市、浪江町、葛
尾村、田村市、川内村、広野町、いわき市の一部）。

平成23年４月21日
警戒区域 東電第一原発の半径20㎞圏内について（海洋を含む）より厳しい規制

区域として設定。立入制限、退去命令が行われる。

避難指示区域 東電第二原発の半径10㎞圏内から半径８㎞圏内の区域に変更し、半径
８㎞以遠の区域を解除。

資料：経済産業省「避難指示等について」

（図表２）避難指示（計画的避難区域、緊急時避難準備区域設定）

指示日 避難指示 内　　　　　　　　　　容

平成23年４月22日

計画的避難区域

東電第一原発から半径20㎞以遠で、事故発生から１年の間に累積線量
が20ミリシーベルトに達する恐れのある区域住民に概ね１ヵ月を目途
に別の場所に計画的に避難を求める（飯舘村…全域、川俣町…山木屋
地区、葛尾村…20㎞圏内を除く全域、浪江町…20㎞圏内を除く全域、
南相馬市の一部）

緊急時避難準備区域
半径20㎞～30㎞の圏内の緊急時に対応する区域で「計画的避難区域」
以外の区域（広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部、南相馬市の一
部）

資料：経済産業省「避難指示等について」
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直しの考えを打ち出した。同年９月30日には、当
該自治体の復旧計画の策定や原子力安全委員会か
ら「解除に対し問題ない」との回答を得て、広野
町、楢葉町、川内村、田村市、南相馬市の５自治
体に対し、「緊急時避難準備区域」解除を指示し
た（図表４）。
　解除により広野町は全域で避難指示区域が解除
され、災害公営住宅の整備に着工するなど復興へ
大きく前進した。工業団地では企業の操業再開も
始まり、原子力災害を克服する研究拠点の誘致を
積極的に行っている。しかし、再開した小学校の
児童数は震災前の半数以下にとどまり、子育て世
代の帰還は進んでいない。帰還したのは高齢者が
中心で、町民の半数以上は町外での生活を続けて

いる。さらに汚染水漏れなど原発の相次ぐトラブ
ルなどにより現在も住民の不安は解消していない。

２ ．避難指示区域等に対する国の対応
方針

⑴ 　警戒区域の解除および避難指示区域の
　見直し（再編）を決定
　平成23年12月26日、国は、第一原発が「原子炉
の安定状態から発電所全体の安全性が総合的に確
保されている」と判断し、また、「放射線物質の
放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられてい
る」などとして、警戒区域を段階的に解除する方
針を決定した。
　解除にあたり、インフラや安全確保などを行い、
避難指示区域（原発から半径20㎞の区域及び同
20㎞以遠の「計画的避難区域」）について放射線
量を基準として「避難指示解除準備区域」「居住
制限区域」「帰還困難区域」の３区域に見直すこ
とを決定した（図表５）。

⑵ 　避難区域に対する国の対応方針（原子力災
害対策本部発表・抜粋）

　平成23年12月26日、国は避難指示区域の見直し
にあたり避難区域に共通する課題を示し、その解
決にしっかり対応する考えを示した。
①　住民の安全・安心の確保
• 道路や防災施設などについて最低限の応急復興
を急ぎ、必要な防災・防犯対策を講じる。
• 解除日以降、積算線量が確実に年間20ミリシー
ベルト以下となることが解除の必須要件である。
• 放射性物質による汚染に対する強い不安感を有
している住民に対し、物理的なリスクの排除の

（図表３） 平成23年４月22日時点

（図表４）緊急時避難準備区域の解除

指示日 避難指示 内　　　　　　　　　　容

平成23年９月30日 緊急時避難準備区域
半径20㎞～30㎞の圏内の緊急時に対応する区域で「計画的避難区域」
以外の区域（広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部、南相馬市の一
部）の緊急時避難準備区域の解除

資料：経済産業省「避難指示等について」

資料：福島県ホームページ「避難指示等の経緯」
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みならず、不安を払拭するための積極的な施策
が必要。
• 住民の正しい理解と浸透を図るため、地域に密
着した専門家の育成や住民との対話を行い、放
射線測定器を配備する。
②　徹底した除染の実施
• 国はこれまで原子力政策を推進してきた社会的
責任を負っている。
• 放射性物質による住民に及ぼす影響を速やかに
低減し、復興を加速するため、県、市町村、住
民と連携し責任を持って除染に取り組む。
• 避難指示が解除された後も含め、特別地域内除
染実施計画に基づいて、責任を持って着実に除
染を実施する。
• 20ミリシーベルト以下の地域について、優先順
位をつけ、中間目標としての参考レベルを設定
し効率的な除染作業を行う。
③　子どもへの配慮
• 被ばく線量を低減する対策を感受性の強い子ど
もを優先し実施する。
• 通学路、公園などの子どもの生活環境について
優先し取り組み、２年後までに子供の年間被ば
く線量が概ね60％減少した状態を目指す。
• 学校再開前に校庭・園庭の空間線量について毎
時１マイクロシーベルト未満を実現する。

• 子どもの健康管理や被ばく線量測定とともに、
学校給食の食材等の放射濃度測定機器の整備促
進を図る。
④　インフラ復旧
• 避難を余儀なくされていた地域においては、災
害廃棄物の撤去や電気・ガス・水道などのライ
フライン、道路などの復旧がこれから行われる。
• 住民が安全・安心に帰還するため、このような
生活インフラや病院・学校などの公共施設の復
旧・復興に向け、県・市町村のニーズを踏まえ
迅速に対応する。
⑤　雇用対策
• 生活再建に向け、働く場所を生み出していくこ
とが、帰還した住民、避難の継続を余儀なくさ
れている住民のいずれにとっても何より重要な
課題である。そのために安定した雇用の創出や
居住の安定確保に向け、積極的な施策を実施す
る。
⑥　損害賠償の扱い
• 損害賠償については、住民の早期の生活再建に
向けて、東京電力任せではなく、国として積極
的に関与を行う。原子力賠償紛争審査会に対し、
可能な限り迅速な検討を依頼し、遅くとも避難
指示区域の見直し実施までに賠償指針の提示を
要請する。

（図表５）避難指示区域を３区域に見直しを決定

公表日 避難指示 内　　　　　　　　　　容

平成23年12月26日

避難指示解除準備区域

年間積算量が20ミリシーベルト以下となることが確実であることが確
認された区域。同区域は、引き続き避難指示は継続されることとなる
が、除染、インフラ復旧、雇用対策等の復旧・復興のための支援策を
迅速に実施し、住民の一日も早い帰還を目指す区域。

居住制限区域

年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ば
く線量を低減する観点から引き続き避難を継続することを求める区域。
同区域は、将来的に住民が帰還し、コミュニティを再建することを目
指し、除染やインフラ復旧などを計画的に実施する。

帰還困難区域

避難指示区域のうち、５年間を経過してもなお年間積算線量が20ミリ
シーベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が50ミ
リシーベルト超の区域。同区域は将来にわたって居住を制限すること
を原則とし、同区域の設定は５年間固定する。

資料：経済産業省「避難指示等について」
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３．避難指示区域の再編と解除開始

⑴　避難指示区域の再編完了
　国は、平成24年度に入り、先の避難指示区域見
直しの決定を踏まえ、協議が整った自治体に対し
見直しを指示した。
　平成24年４月１日、田村市都路地区は「避難指
示解除準備区域」に、川内村は「避難指示解除準
備区域」「居住制限区域」に再編された。
　その後、南相馬市、飯舘村、楢葉町、大熊町、
葛尾村、富岡町、浪江町、双葉町の順で進み、平
成25年８月８日、川俣町山木屋地区で完了した。
　これにより全ての避難指示区域は「避難指示解
除準備区域」「居住制限区域」「帰還困難区域」の
３区域に再編された（図表６）。また、「警戒区域」
は解除され、関係自治体の復興計画は具体化へ一

歩前進した。一方で年間積算線量により区域が再
編されたことにより、住民は、地域コミュニティ
の再生や帰還の見通し、補償問題など将来に対す
る多くの不安を抱えている。

⑵ 　避難指示区域の再編による規制緩和や
　予算・税制などの支援措置
　従前の避難指示区域が「避難指示解除準備区
域」「居住制限区域」「帰還困難区域」に見直され、
「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」では立
入規制が緩和されるほか、住居の片づけ・修繕な
どのための一定期間の特例的な宿泊や条件付なが
ら新たな企業活動の開始が可能になる。これらの
緩和策により病院、福祉施設・介護施設、飲食業、
小売業、サービス業等については施設の新築・補
修、機材の搬入など事業の再開に向けた準備作業

（図表６）避難指示区域の見直しおよび警戒区域の解除

指示日（実施日） 市 町 村 内　　　　　　　　　　容

平成24年３月30日 
（平成24年４月１日）

田　村　市 東電第一原発から半径20㎞圏内の「避難指示区域」を「避難指示解除
準備区域」に見直し。「警戒区域」を解除。

川　内　村 東電第一原発から半径20㎞圏内の「避難指示区域」を「避難指示解除
準備区域」「居住制限区域」に見直し。「警戒区域」を解除。

平成24年３月30日 
（平成24年４月16日） 南 相 馬 市

東電第一原発から半径20㎞圏内の「避難指示区域」および「計画的避
難区域」を「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰還困難区
域」に見直し。「警戒区域」を解除。

平成24年６月15日 
（平成24年７月17日） 飯　舘　村 「計画的避難区域」を「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰

還困難区域」に見直し。
平成24年７月31日 
（平成24年８月10日） 楢　葉　町 東電第一原発から半径20㎞圏内の「避難指示区域」を「避難指示解除

準備区域」に見直し。「警戒区域」を解除。

平成24年11月30日 
（平成24年12月10日） 大　熊　町

東電第一原発から半径20㎞圏内の「避難指示区域」を「避難指示解除
準備区域」「居住制限区域」「帰還困難区域」に見直し。「警戒区域」
を解除。

平成25年３月７日 
（平成25年３月22日） 葛　尾　村

東電第一原発から半径20㎞圏内の「避難指示区域」および「計画的避
難区域」を「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰還困難区
域」に見直し。「警戒区域」を解除。

平成25年３月７日 
（平成25年３月25日） 富　岡　町

東電第一原発から半径20㎞圏内の「避難指示区域」を「避難指示解除
準備区域」「居住制限区域」「帰還困難区域」に見直し。「警戒区域」
を解除。

平成25年３月７日 
（平成25年４月１日） 浪　江　町

東電第一原発から半径20㎞圏内の「避難指示区域」および「計画的避
難区域」を「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰還困難区
域」に見直し。「警戒区域」を解除。

平成25年５月７日 
（平成25年５月28日） 双　葉　町 東電第一原発から半径20㎞圏内の「避難指示区域」を「避難指示解除

準備区域」「帰還困難区域」に見直し。「警戒区域」を解除。
平成25年８月７日 
（平成25年８月８日） 川　俣　町 「計画的避難区域」を「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」に見

直し。
資料：経済産業省「避難指示等について」
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が可能となった。また、生活環境整備事業や帰
還・再生加速事業に関する予算や設備投資の特別
償却等の税制など各種支援措置が利用可能となっ
た。

⑶　都路地区の避難指示区域の解除
　国は、平成26年４月１日、田村市都路地区につ
いて「避難指示解除準備区域」を解除した。県内
11市町村の避難指示区域で初の解除となった。地
区内にコンビニの出店をはじめ商業施設の再開な
ど、住民が「普段の生活」を取り戻すスタートを
切った。商工業関係者をはじめ多くの地域住民は、

復旧ではなく「地域再生のまちづくりに」に取り
組んできた。
　都路地区では、帰還を進めるための通学支援、
商工業の再開支援、賠償問題など様々な復興策、
帰還支援策が講じられてきた。しかし、思うよう
に帰還は進んでいない。若い世代の帰還や医療体
制の整備など実際生活してみて新たな課題も出て
きていることと思われる。今後、他の避難指示区
域の帰還や地域再生にとって都路地区の動向が注
目される。
　なお、４月１日現在の避難指示区域は図表７の
通りである。

福島県 拡大

福島市

郡山市

二本松市

いわき市

会津若松市 三春町

浪江町

双葉町

大熊町

富岡町

楢葉町

広野町

会津坂下町

会津美里町

飯舘村

葛尾村

川内村

小野町
須賀川市

白河市

喜多方市

国見町
桑折町

伊達市

本宮市

古殿町

矢吹町

棚倉町

塙町

矢祭町

石川町

猪苗代町
磐梯町

下郷町

西会津町

柳津町

三島町

金山町

只見町

大玉村

平田村玉川村

天栄村

西郷村

鮫川村

北塩原村

昭和村

南会津町

檜枝岐村

川俣町

浅川町

泉崎村
中島村

湯川村

鏡石町

相馬市

南相馬市

新地町

田村市

資料：経済産業省「避難指示区域の概念図」

（図表７）避難指示区域の概念図 平成26年４月１日時点
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４ ．避難指示区域の人口動向および
　帰還に対する住民の意向

⑴　人口動向
　避難指示区域に設定されている10市町村の人口
動向についてみる。
　震災前、平成23年３月１日現在の10市町村人口
は15万9,682人であったが、震災からほぼ３年経
過した26年３月１日現在の同市町村人口は14万
5,507人と１万４千人以上減少した。
　減少率でみると、同期間の県の人口減少率は
4.0％、一方、避難指示区域10市町村の人口減少
率は8.9％と県の２倍以上となった（図表８）。
　また、福島県統計課は震災10か月後の平成24年
１月１日現在の人口と震災前平成23年３月との人

口動態を調査し、減少要因を通常要因と震災要因
に分け試算した。それによると、県全体では通常
要因が30％、震災要因が70％としている。相双方
部については同12％、同88％と震災要因が県全体
を18ポイント上回る結果となっている。

⑵　県内外への避難者数
①　本県の避難者数
　福島県災害対策本部発表（平成26年４月７日）
によると、本県の避難者数は県の総人口の約6.9％
に当たる13万3,736人となっている。うち県外へ
の避難者数は４万7,683人（平成26年３月13日現
在）、避難先は全国46都道府県にわたっている。
現在、避難者数は減少傾向を示している。避難者
数の減少要因は、除染の進捗、災害公営住宅の建

（図表８）避難指示区域設定10市町村の人口 （単位：人、％）

市 町 村

避難指示区域10市町村人口 避　難　指　示　区　域

平成23年
３月１日
現在　A

平成26年
３月１日
現在　B

増 減 数
B－A

増 減 率
B－A /A

避難区域
合計人口
F＝　　　
C＋D＋E

避難指示解除
準 備 区 域 

C

居住制限区域 
D

帰還困難区域 
E

川 俣 町 15,505 14,439 △ 1,066 △ 6.9 1,197 1,071 126 0

南 相 馬 市 70,752 63,871 △ 6,881 △ 9.7 12,600 12,092 506 2

楢 葉 町 7,676 7,170 △ 506 △ 6.6 7,510 7,510 0 0

富 岡 町 15,959 14,303 △ 1,656 △ 10.4 14,333 1,381 8,745 4,207

川 内 村 2,819 2,570 △ 249 △ 8.8 330 276 54 0

大 熊 町 11,570 10,945 △ 625 △ 5.4 10,958 23 370 10,565

双 葉 町 6,891 6,191 △ 700 △ 10.2 6,467 253 0 6,214

浪 江 町 20,854 18,650 △ 2,204 △ 10.6 19,352 7,841 8,193 3,318

葛 尾 村 1,524 1,466 △ 58 △ 3.8 1,508 1,329 62 117

飯 館 村 6,132 5,902 △ 230 △ 3.8 6,329 791 5,268 270

合 計 ⒜ 159,682 145,507 △ 14,175 △ 8.9 80,584 32,567 23,324 24,693

福 島 県 ⒝ 2,024,401 1,943,414 △ 80,987 △ 4.0

避難指示市
町村人口の
県総人口に
占める比率
⒜/⒝×100

7.9 7.5

資料：福島県統計課「福島県の推計人口」
避難区域合計人口（避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域）は経済産業省原子力被災者支援チーム「避難指示区域の
概念図と各区域の人口及び世帯数（平成25年12月末時点）」から当所で作成
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設など復興の進展によることのほか、長引く県外
避難による精神的・経済的負担を逃れたいとの思
いから県内に戻っているものと推測される。
②　避難指示区域の避難者数
　避難指示区域10市町村の合計人口は145,507人
（平成26年３月１日現在）で、うち避難指示区域
内の人口は80,584人（平成25年12月末現在）と合
計人口の55.4％に達している（図表８）。

⑶　帰還に関する住民の意向調査
①　帰還の意向調査
　復興庁、福島県、原子力被災自治体は避難住民
に対し24年度、25年度にわたり住民意向調査を実
施した。調査目的は早期帰還・定住に向けた環境
整備等、長期避難者の生活拠点の具体化等のため
の基礎情報収集である。
　対象自治体は原子力被災12市町村のうち９市町
村で実施された。調査項目は震災当時と現在の住
宅状況、避難先自治体、世帯構成、復興公営住宅
への入居希望、自動車やペットの飼育など多岐に
わたっている。また、将来の帰還の意向などにつ
いて調査をしている。調査結果は図表９の通りで
ある。

　９市町村の平均では「戻りたい」と回答した割
合が20.0％、「判断がつかない」が34.1％、「戻ら
ない」が40.8％、「無回答」が5.1％となっている。
また、自治体によりバラツキがみられる。「戻ら
ない」と回答した割合が「戻りたい」と回答した
割合の２倍を超えており、住民の方々が、原発事
故や復興の現状と将来見通しなどを総合的に判断
した結果と考えられる。
②　市町村別
　市町村別にみると、「戻りたい」と回答した割
合が20％を超えたのは最も高い楢葉町で40.2％、
次いで川俣町（35.4％）、南相馬市（29.3％）、葛
尾村（25.6％）、飯舘村（21.3％）となっている。
避難指示区域の大半が「避難指示解除準備区域」、
「居住制限区域」に設定されている市町村が「戻
りたい」割合が20％を超えている。最も低いのは
大熊町で8.6％、次いで双葉町（10.3％）と続く。
　一方、「戻らない」割合が最も高いのが大熊町
で67.1％、次いで双葉町（64.7％）。両町ともほと
んどが「帰還困難区域」に設定されている。「判
断がつかない」と回答した割合は、双葉町の
17.4％と大熊町の19.8％を除き30％～40％台と
なっている。「戻らない」が「戻りたい」を上回

（図表９）９市町村の住民意向調査結果
帰還に関する意向（実施：復興庁、福島県、９市町村） （単位：％）

市町村 戻りたい 判 断 が
つかない 戻らない 無回答 実 施 時 期 回答数 /調査対象数（回収率）

川 俣 町 35.4 33.9 23.3 7.5 平26.１.15～１.29 322世帯 /　551世帯（58.4％）

南相馬市 29.3 44.0 26.1 0.6 平25.８.23～９.６ 3,543世帯 / 5,677世帯（62.4％）

浪 江 町 18.8 37.5 37.5 6.2 平25.８.９～８.23 6,132世帯 / 9,656世帯（63.5％）

双 葉 町 10.3 17.4 64.7 7.5 平25.10.10～10.24 1,731世帯 / 3,394世帯（51.0％）

大 熊 町 8.6 19.8 67.1 4.5 平25.10.４～10.18 2,764世帯 / 5,043世帯（54.8％）

富 岡 町 12.0 35.3 46.2 6.5 平25.８.５～８.19 3,866世帯 / 7,151世帯（54.1％）

楢 葉 町 40.2 34.7 24.2 0.9 平26.１.９～１.23 2,188世帯 / 3,686世帯（59.4％）

葛 尾 村 25.6 45.0 23.9 5.5 平25.８.28～９.10 418世帯 /　663世帯（63.0％）

飯 舘 村 21.3 36.1 30.8 11.9 平25.11.15～11.29 1,458世帯 / 3,024世帯（48.2％）

平 均 20.0 34.1 40.8 5.1

資料：復興庁「住民意向調査結果」より当研究所作成



福島の進路　2014.6 17

調　査

る自治体は浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、飯
舘村の５町村にのぼる（図表９、10）。
③　戻らない理由（複数回答）
　「戻らない（戻れない）」と決めている理由のう
ち60％を超えている項目をみると「放射線量が低
下せず不安」「原発の安全性に不安」が６自治体
で最も多い。放射線に対する不安や汚染水処理の
相次ぐトラブルなどから帰還を希望しない住民が

多いことがうかがわれる。
　続いて「生活用水に不安」「医療環境に不安」
が５自治体と、ライフラインや健康面に対する不
安も挙げられている。
　次に「商業施設が元に戻りそうにない」が４自
治体と、生活インフラに対する不安が挙げられて
いる。また、多くの自治体で「戻っても仕事がな
さそう」が20％～30％台の回答があり雇用に対す
る不安も残っている（図表11）。
　「帰還まで時間がかかる」が大熊町と双葉町の
２自治体で６割を超えている。「戻らない（戻れ
ない）」と回答した理由には除染が進んでいない
ことが根底にあるものと思われる。帰還の判断は
除染の進捗に大きく左右される。楢葉町、川内村
では国による除染は平成26年３月に完了した。し
かし、依然として国が実施する除染特別地域では
当初計画から大幅に遅延している。国（環境省）
は各市町村の復興計画と連携し柔軟に見直すとし
ているが、対象地域が広域で、仮置き場の確保、
作業員の確保の問題など除染の難しさが浮き彫り
となっている。

資料：復興庁「住民意向調査」より当研究所が作成

（図表10）避難区域住民の帰還意向（９市町村の平均）

（図表11）戻らないと決めている理由（複数回答：回答率が比較的高い項目） （単位：％）
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川 俣 町 49.3 36.0 49.3 48.0 34.7 48.0 18.7 29.3 22.7 22.7 30.7 50.7 32.0

南相馬市 48.7 64.1 53.5 52.2 54.5 48.8 30.7 30.5 23.1 31.2 33.5 38.2 34.4

飯 舘 村 72.8 42.8 51.0 53.5 45.9 45.4 12.9 38.1 26.9 23.2 32.3 51.0 32.5

楢 葉 町 50.9 70.2 54.3 54.5 65.8 47.0 18.9 35.3 26.8 28.7 19.6 － 30.4

浪 江 町 62.0 68.9 68.4 60.5 62.3 53.3 42.7 36.0 31.7 36.2 53.1 37.2 37.4

大 熊 町 73.2 71.2 67.0 69.1 68.3 58.0 45.3 29.9 28.4 39.8 64.8 33.4 40.1

葛 尾 村 61.0 59.0 66.0 46.0 55.0 38.0 28.0 46.0 36.0 28.0 33.0 50.0 26.0

富 岡 町 67.7 67.3 64.3 65.5 63.9 52.6 41.7 31.8 29.0 35.7 55.9 40.7 36.8

双 葉 町 67.6 69.5 66.7 65.7 64.8 57.9 46.3 30.6 30.1 38.9 67.6 39.2 37.0

資料：復興庁「原子力被災自治体における住民意向調査」

戻りたい
20.0％

判断がつかない
34.1％

戻らない
40.8％

無回答
5.1％
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５ ．避難指示区域等の自治体別の現状
と課題

川俣町
• 避難指示区域は山木屋地区となっており同町全
体面積の26％にあたる。
• 山木屋地区は「避難指示解除準備区域」「居住
制限区域」の２区域に再編された。
• 営農再開に向けた農地保全などの支援策が必要
であるが、除染の進捗は芳しくない。
• 町の復興計画は木質バイオマス、小水力発電な
ど再生可能エネルギーとＩＴの活用により「過
疎型スマートコミュニティ」の構築を目指して
いる。
飯舘村
• 避難指示区域は全村で「避難指示解除準備区
域」「居住制限区域」「帰還困難区域」の３区域
に再編された。
• 「帰還困難区域」は同村全体面積の５％にあた
る。
• 村民の交流の場、災害公営住宅、花卉栽培施設、
メガソーラーの設置など村内拠点エリアの復興
案が策定された。
• 福島市に公営住宅の整備が進められており、平
成26年９月からの入居へ向け募集が開始した。
田村市
• 平成26年４月１日、都路地区は「避難指示解除
準備区域」が解除された。
• 国は、商業施設、診療所新設など13項目の支援
策を打ち出している。避難指示解除後の東京電
力による早期帰還者に対する90万円の賠償も決
定した。
• 今後、これらの支援策が住民の不安解消につな
がるか注目される。
南相馬市
• 「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰
還困難区域」の３区域に再編された。
• 平成25年８月から公共施設の除染に着手。避難
指示の解除目標時期を平成28年４月に決定し、

環境の整備、生活支援に取り組んでいる。
• 東北電力の原町区でのメガソーラーの工事着工
が始まった。平成26年４月、約３年ぶりに避難
指示区域で初めて病院が再開され、帰還に向け
て大きな前進となった。
浪江町
• 「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰
還困難区域」の３区域に再編された。
• 「避難指示解除準備区域」の解除目標時期を平
成29年３月に決定し、復興拠点を町役場周辺に
位置付け段階的にまちづくりを進める。
• 「避難指示解除準備区域」解除直後に帰還する
住民を2,500世帯、5,000人と想定。
• 復興公営住宅は平成26年度中の入居予定で着工
が開始された。
双葉町
• 「帰還困難区域」「避難指示解除準備区域」の
２区域に再編された。
• 原発事故発生直後から避難を続けていた埼玉県
の旧騎西高校避難所の入所者は25年末には全員
退所した。
• 「復興まちづくり計画」では平成26年度の取り
組みとして住居の改善、各種支援措置の継続、
避難生活における健康被害の防止などを挙げた。
• 県の復興公営住宅を「双葉町外拠点」として機
能するよう県に対し要望する。
• 帰還に向け、一時帰宅の改善、モデル除染の継
続などに取り組む。
大熊町
• 「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰
還困難区域」の３区域に再編された。
• 町は避難生活の長期化を踏まえた「復興まちづ
くりビジョン」を策定し、住居の安定化支援、
コミュニティの維持・きずなの強化を支援する
考えをまとめた。
• 復興・再生の第一ステップとして約39haの大
川原地区を復興拠点として整備する。
• 復興拠点の居住人口を帰還する住民と町外から
の研究者、施設従事者など約3,000人と想定。



福島の進路　2014.6 19

調　査

• 復興公営住宅は全体で約5,000戸の整備を進め
る計画。半数以上は着手済みである。

富岡町
• 「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰
還困難区域」の３区域に再編された。

• 「復興まちづくり計画」を策定した。生活支援
策の提示、低線量地区にコンパクトな町を作り、
医療、福祉施設、商業施設を集中、駅の再建で
機能性を持たせる。

• 将来の人口推計は、平成37年時点で帰還する町
民2,500人、町外からの流入が約1,600人の合計
4,100人と試算。この人口は震災前人口の約４
分の１にとどまる。

• 町の産業復興をみると、平成25年12月17日、町
内への立入り制限が緩和され、一部の事業再開
が可能となった。同町と大手電機メーカーは富
岡工業団地にメガソーラーを運営することで基
本協定を締結した。

楢葉町
• 町のほとんどが「避難指示解除準備区域」に再
編された。

• 国の直轄除染の終了を受け、インフラ、医療・
商業施設などの復旧を勘案し、町は解除時期を
平成26年５月中旬以降に判断する方針を示した。

葛尾村
• 「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」「帰
還困難区域」の３区域に再編された。

• 新しい葛尾村を創造するため、避難生活の支援
策を掲げ、平成26年４月１日より「かつらお一
時帰宅バス」の本格運行が始まった。

川内村
• 「避難指示解除準備区域」「居住制限区域」の

２区域に再編された。
• 土地利用計画を策定し、住民の帰還促進のため、
徹底した除染を最優先課題とする。
• 村の産業再生として「夏いちごの産地化」の栽
培実証研究が開始した。
広野町
• 平成23年９月30日「緊急時避難準備区域」が解
除された。
• 現在も約3,850人の町民が町外に避難し、帰還
した町民は約1,300人にとどまる。
• 原発事故収束の最前線拠点として、数多くの技
術者や作業員が居住し活動している。
• 同町に開校が予定されている「県立中高一貫
校」は双葉郡の住民帰還の促進、地域の再生に
とっても重要である。

６．復興支援事業

　生活インフラの整備とともに企業の事業再開や
新規立地などによる雇用の再生は地域の復興に欠
かせない。
　県の発表によると、平成23年度から平成25年度
（12月末）までの復旧・復興関連事業実績は「中
小企業等復旧・復興支援事業（県単独補助事業）」
において交付決定件数、金額はそれぞれ3,399件、
88億円（図表12）。
　さらに、「中小企業等グループ施設等復旧整備
補助事業」の認定グループ数、認定企業数、金額
はそれぞれ248グループ、3,031企業、891億円（図
表13）となっている。
　また、緊急支援事業による雇用実績が「緊急雇
用創出事業」は44,587人、「ふくしま産業復興雇

（図表12）中小企業等復旧・復興支援事業交付決定件数・金額（県単独補助事業）

件　　数 金額（億円）
平成23年度 1,594 53
平成24年度 1,063 23

平成25年度（12月末） 　742 12
計 3,399 88

資料：福島県商工労働部「平成26年度　商工労働行政施策の概要」
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用支援事業」は30,690人と、大きい効果をもたら
している（図表14）。
　一方で、避難指示区域等所在商工会会員の事業
再開は、再開率52.7％、うち地元再開率は14.8％
にとどまっている。今後も、各種の復興支援事業
が被災自治体の意向や事業の再開・起業を目指し
ている事業者の要望等を反映したものになること
を期待したい。

７．おわりに

⑴ 　除染が避難区域の解除、地域の再生の最も重
要な要件の一つである。国に対して更なる迅速
化、効果的な除染を求めたい。除染計画が何度
も延期されれば「戻りたい」とした住民の意向
を思いとどまらせ、避難先での生活拠点の固定
化につながる懸念がある。
⑵ 　避難指示区域の自治体では、積極的な企業誘
致やメガソーラーをはじめとした再生可能エネ
ルギーの事業化や事業再生が具体化している。
しかし、事業再開率は低く、一層の事業再開・
起業支援が必要である。
⑶ 　帰還しない理由に商業施設、病院の不足や介
護サービスに対する不安も挙げられている。住

民帰還のためにはこうした施設やミニバスの運
行など生活交通は必要要件であり、事業再生と
同時に生活インフラの充実を図る必要がある。
⑷ 　国は復興の加速に向けて、避難区域の再編を
完了した。平成26年４月に田村市都路地区が避
難指示解除されるなど徐々に復興の動きが具体
化している。
　 　さらに、国は都路地区に続き、川内村、楢葉
町を同年中に避難指示区域の解除を実施したい
考えと報じられているが、住民が「普段の生
活」に戻れるように解除後の自治体に対し、国
の継続したフォローが必要である。
⑸ 　福島県が策定した「ふくしま新生プラン」は
将来の福島県のめざす姿を示している。その実
現のためには、まずは、住民意向調査で挙げら
れた「帰還への不安」と感じている項目につい
て克服していかなければならない。国・県・被
災自治体には帰還に向けた実態に即したきめ細
かな支援を求めたい。平成26年度を「福島が大
きく動く１年」と根本復興相が決意を述べてい
るように、復興のスピードが加速していくこと
を期待したい。
 （担当：三森）

（図表13）　中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業認定件数・金額

認定グループ数 認定企業数 金額（億円）
平成23年度 86 1,071 389
平成24年度 133 1,677 410

平成25年度（12月末） 29 283 92
計 248 3,031 891

資料：福島県商工労働部「平成26年度　商工労働行政施策の概要」

（図表14）　雇用支援事業による雇用実績 （単位：人）

緊急雇用創出事業 ふくしま産業復興
雇 用 支 援 事 業 合　　　計

平成23年度 17,327 496 17,823
平成24年度 17,148 10,849 27,997

平成25年度（12月末） 10,112 19,345 29,457
計 44,587 30,690 75,277

資料：福島県商工労働部「平成26年度　商工労働行政施策の概要」


