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はじめに

福島県は2017年3月、東日本大震災による避難者への仮設住宅供与を終了した（2015年

6月15日時点の避難指示区域、および�葉町全域では延長）。その影響はおよそ1万戸、2万

6000人に及ぶ。避難者の生活再建には住居の確保が不可欠であるから、2015年に供与終了の

方針が明らかになると、避難当事者だけでなく、ジャーナリスト、実務家、研究者からも批判

や懸念の声があがった1）。

仮設住宅の供与は、災害救助法に基づいて行われる。同法は、避難が県境を越えて広がる今

回のような事態を基本的に想定しておらず、東日本大震災では、被災県の要請によって避難先

の都道府県が仮設住宅を提供するものとされた（山崎，2013，13 14頁；日野，2016，100

101頁）。そのため形式上は、供与終了を決めるのも被災県ということになる。しかし、福島

県が供与終了を決めた背後には、原発事故被害者への賠償や支援策を収束させていく国の方針

がある。このたびの供与終了は、福島県だけでなく、国の「避難終了政策」のなかに位置づけ

てみたほうが正確に捉えられるであろう2）。

仮設住宅の供与終了によって、多くの避難者が新たに家賃負担を求められたり、退去・転居

を余儀なくされることになる。避難者にどのような影響が生じているのか、その全体像は明ら

かでなく、実情の把握が急務となっている。本稿は、その一端に関する調査結果の速報である。
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1 仮設住宅の供与終了と代替的な支援策

1.1 福島県による仮設住宅の供与終了

仮設住宅の供与は、災害救助法に基づいて行われている。仮設住宅には、プレハブなどの建

設型と、民間住宅の借上げや公営住宅の一時使用許可による「みなし仮設住宅」がある。表 1

に示したように、2016年10月末時点の供与戸数は、建設型が7592戸、みなし仮設（「借上げ

型」）が2万214戸である。なお、災害救助法の枠外で、避難先自治体の判断により公営住宅

の一時使用許可が行われている場合がある（津久井，2015）。

仮設住宅の供与期間は原則2年までであり、延長は1年ごとと定められている。これはプレ

ハブなどの応急的な建築物の安全性や耐用年数に由来する制度と考えられ、民間住宅の借上げ

や公営住宅の一時使用許可の場合には妥当しないと思われるが、それらに対しても同様に適用

されてきた。

福島県は2015年6月15日、仮設住宅の供与を2017年3月までで終了する方針を決めた

（福島県，2015）。その際、当時避難中の7町村等（�葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、

�尾村、飯舘村、南相馬市の一部、川俣町の一部、川内村の一部）については、2017年4月

以降は「避難指示の解除の見通しや復興公営住宅の整備状況などを見据えながら、今後判断」

するとされ、その後、当該地域には仮設住宅の供与を当面延長することが発表された。ただし、

このうち�葉町については、2018年3月で供与が終了することがすでに決まっている（福島

県，2016）3）。

仮設住宅の供与終了の影響は、およそ1万戸、2万6000人に及ぶ（表1の避難指示区域外

の戸数、避難者数）。供与終了の対象となったのは避難指示区域以外の避難者であるが、これ

は2015年6月15日時点の区域区分によるため、旧緊急時避難準備区域や、旧警戒区域のうち
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表1 仮設住宅の供与戸数および入居者数（福島県分）

注：2016年10月末時点、福島県生活拠点課取りまとめ。同課によれば、「借上げ型」に災
害救助法の枠外での提供戸数が含まれている場合がある（避難先自治体の集計による）。
避難指示区域の範囲は2015年6月15日時点のもの。

出所：衆議院東日本大震災復興特別委員会（2017年4月11日）での高橋千鶴子委員提出資
料（http://chiduko.gr.jp/kokkai/kokkai-5523から入手可能）より作成。



2014年中に解除された田村市都路地区、川内村東部（荻・貝ノ坂を除く）も終了の対象に含

まれることになった。

1.2 区域外避難者に対する支援策

福島県は仮設住宅の供与終了とともに、それに代わる支援策を発表している（表 2）。これ

には、避難を継続する場合の家賃補助や、県内に帰還する場合の移転費用補助が含まれる。た

だし、これには問題点も指摘されている4）。

家賃補助についてみると、期間が2年間に限定されており、補助率が1年目の2分の1から、

2年目には3分の1へと下がる仕組みになっている。また、収入要件があるため、仮設住宅が

終了となる世帯のうち一部が対象となるにすぎない。さらに、年収が低い世帯では、たとえば

月額6万円の家賃に対して、当面3万円ないし2万円の補助があっても、いずれ家賃の全額を

支払わねばならず、その負担に耐えられないであろう。したがってこれは、仮設住宅の終了に
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表2 区域外避難者に対する福島県の支援策（主要施策概要）

出所：福島県生活拠点課（2017）より作成。



ともなう矛盾の緩和措置というべきであり、仮設住宅に代わる施策としては限定された中身と

なっている。

2 福島県内建設型仮設住宅 川内村の事例から

本節では、福島県川内村の住民が入居していたある建設型仮設住宅（以下、X仮設と表記）

を事例として、閉所後の入居者の動向に関する調査結果を報告する。筆者を含む研究者グルー

プと福島県弁護士会 原子力発電所事故対策プロジェクトチームは、川内村を対象に共同調査

を行ってきた。調査結果は書籍にまとめ、また概要を本誌にも寄稿している（除本・渡辺編著，

2015；除本，2015）。この一環として、筆者らは60人の村民から聞き取り調査を行ったが（実

施期間は2014年3～11月）、そのうち21人がX仮設入居者であった。なお、川内村の発災時

の人口は約3000人である。

このたび筆者は2017年8月10日、X仮設の自治会長を務めていた男性（後掲表4のSさ

ん）、および他の帰村者3人から川内村でお話をうかがった。それにより、仮設住宅終了の影

響と、2014年の聞き取り対象者21人の近況について、一定の知見を得ることができた。以下

はその報告である（なお前提となる事柄の説明に関しては、以前の本誌拙稿と重複する部分が

あることをお断りしておきたい）。

2.1 川内村民の帰還と浜通り沿岸部の避難指示解除

「復興のフロントランナー」を自認する川内村は、2012年3月、避難自治体のなかで広野町

とともにいち早く役場機能を元の地に戻した。川内村の大半は旧緊急時避難準備区域に含まれ

る。同区域は2011年9月末に解除され、これにともない精神的損害の賠償（慰謝料）が2012

年8月末で打ち切られている5）。

住民の帰還はきわめて緩やかに進んできたが、2017年3月末の仮設住宅供与終了を境にし

て、帰村率（村内生活者数／住基人口）が10ポイント増加した（同年3月1日時点で70.1％、

4月1日時点で80.3％。川内村役場提供資料による）。旧緊急時避難準備区域では、避難指示

区域と異なり住居の賠償がなく、その点ではいわゆる「自主避難者」（区域外避難者）と同じ

状況に置かれているため、避難先で住居を確保するには経済的負担が大きい。

2017年8月1日時点の帰村率は81.0％だが、年齢階層別にみると、子育て世代や子どもで

は低い（10歳代が48.5％、30歳代が65.4％）。また、70歳代の帰村率がもっとも高く98.0％

だが、80歳代、90歳代と高齢になるにしたがい低下していく。

帰村の進行が緩やかだった理由として、放射能汚染への懸念や、生活条件の回復が遅れたこ

とが挙げられる。川内村の住民は震災前、医療、教育、買い物、雇用などの機能を、原発の立

地する浜通り沿岸部に大きく依存しており、一体の生活圏を形成していた。しかし原発事故後、

浜通り沿岸部のこれらの機能がストップしてしまったのである。
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川内村に戻っている人の典型的なイメージは、比較的高齢で、村に仕事があり、あるいはす

でにリタイアしていて、健康の心配があまりなく、自分で車を運転できる人である。川内村の

とくに中心部は汚染が比較的軽微だといわれるから、こうした諸条件が満たされれば、自宅に

戻って暮らすことを選ぶ人が多いのは理解できる。

放射能汚染については、筆者らの調査のなかでも、避難先の郡山市より村に戻ったほうが線

量が低いという話をよく聞いた。だが実際には、空間線量の値は場所によってかなり異なるの

で、一概にこのようにはいえない。山林の除染は、ほぼ手つかずである。したがって、健康へ

の影響に不安をもつ人が出てくるのは避けられない。

子育て世代の帰村率が低い理由としては、さらに子どもの学校や教育の問題がある。たとえ

ば村で居住した場合、高校の選択幅が非常に狭くなってしまう。発災直前の2011年3月1日

に、富岡高校川内校が閉校となり、村には高校がなくなっていた。原発事故以前の高校進学先

は、浜通り沿岸部が多かったが、現在もその多くが休校となっている。

高齢者が帰村をためらう要因としては、第1に、村で生活する意味が損なわれたことが挙げ

られる。とくに、農業をする意味の喪失（生産物を孫に食べさせられない）は軽視できない。

第2に、村に戻った場合のマイナス面も大きい。医療や介護の体制は、避難先の都市部のほう

が充実している。帰村した場合、家族や近隣住民が避難したままで、頼れる人がいなかったり、

あるいは震災前に比べ生活が不便ななかで、これまで以上に周囲に世話をかけてしまうことへ

の遠慮もある。第3に、避難者が集まって暮らす建設型の仮設住宅では、近隣どうしのコミュ

ニティが次第に形成されてきたため、そこから離れるのはつらいという方も少なくない。

以上は、筆者らが主として2014年に実施した川内村の調査から指摘してきたことである

（除本・渡辺編著，2015）。その後、村内では生活諸条件や雇用の回復のために、特別養護老

人ホームの開所（2015年11月）、複合商業施設のオープン（2016年3月）、工業団地の造成

（2017年度完成予定）などが進められてきた。また、2017年3月31日と4月1日には4町村、

3万 2000人への避難指示が解除され、隣接する富岡町でも複合商業施設が開業するなどの動

きがある。このたびの聞き取り調査でも、後掲のように、帰村して当該施設で働きはじめた人

がいた。前述のように、浜通り沿岸部の雇用などが川内村の住民にとっても重要な意味をもっ

ていたが、それらの機能は緩やかに回復しつつある。

ただし、2017年度から双葉郡の5つの高校が休校となるなど、復興が一足飛びに進むわけ

ではない。むしろ、避難指示解除が拡大するにともない、生活諸条件の回復はそれらの解除地

域に共通する課題としてクローズアップされている。川内村でもそうだったように、帰還可能

な条件がある比較的高齢の住民が戻りつつあるので、そうした帰還者の特性に応じた生活条件

を整えなくてはならない。

医療については、福島県も「避難地域等医療復興計画」の策定を進めている。震災前の双葉

郡8町村の病院、診療所、歯科診療所は80施設あったが、2017年2月時点で16施設のみで
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ある6）。

介護についても職員の確保が避難地域で大きな課題となっている7）。川内村は介護体制の改

善に努めているが、やはり人材不足に直面しているという。

2.2 仮設住宅閉鎖と入居者の動向 X仮設の事例

表1に示したように、福島県内の建設型仮設住宅の供与戸数は7592で、1万4325人が入居

していた（2016年10月末時点）。その避難元の内訳を示しておこう（表3）。

建設型仮設住宅では、みなし仮設に比べて、避難指示区域内の入居者の比率が高い。それで

も1470戸、3404人が供与終了の対象となっている（表1）。

川内村の建設型仮設住宅は7カ所（郡山市3、いわき市2、田村市1、川内村1）あり、管理

戸数は551、入居していたのは218戸、379人（2017年3月末時点）であった8）。これら7つ

の建設型仮設住宅は、2017年3月末で閉鎖された9）。

他の避難自治体にも共通するが、若い世代がみなし仮設に暮らし、高齢者が建設型仮設にと

どまる傾向がある。復興庁などによる川内村の住民意向調査（2016年11月実施）によれば、

震災時の自宅に戻っていない世帯の住居形態は、みなし仮設が29.8％、建設型仮設が20.0％

である（自宅と他の住居を行き来している場合を含む）。年齢階層別にみると、世帯代表者が

50歳代以下では、みなし仮設の割合が増え（30歳代が最多で41.2％）、建設型仮設の割合が

減る。逆に、60歳代以上では、みなし仮設が減って建設型仮設が増え、70歳代以上では後者
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表3 建設型仮設住宅の避難元内訳

注：表1の建設型仮設住宅戸数、人数の避難元別の内訳。
出所：福島県災害対策本部（土木部）「応急仮設住宅・借上げ住

宅・公営住宅の進捗状況（東日本大震災）」（2016年10月31
日現在， https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065d/
nyuukyojoukyou.htmlから入手可能）より作成。



が26.5％である（復興庁ほか，2017，37頁）。筆者らが聞き取りをしたX仮設の入居者も、

高齢の方が多かった。

X仮設の管理戸数は150で、閉鎖時の入居戸数は明らかでないが、100未満の数十戸と考え

られる。2017年3月18日には自治会がお別れ会を催し、また村も3月26日に閉所式を開い

た。

Sさんによれば、ほとんどの入居者は家族、親族、友達に手伝ってもらい、なるべく費用を

かけないように引越しをしたという。3月末には何世帯かを残してみな退去した10）。

最後に残ったのは、退去が困難な人工透析患者3世帯と、末期がん患者2世帯であった。人

工透析患者を抱える3世帯のうち、病院の送迎や家族のサポートで通院が可能になった2世帯

は何とか村に戻ったが、1世帯は帰村できず病院の近くにアパートを借りることになった11）。

また、入退院を繰り返していた末期がんの患者2人は、2017年5～6月に死去した。その結果、

X仮設に暮らすのはSさんのみとなり、自身も2017年9月には帰村する予定だという。

前述のように、2014年に聞き取りを行った入居者について、このたびSさんから近況をう

かがった。その結果は表4のとおりである12）。

近々帰村予定のSさんを除くと、聞き取り調査の時点で帰村していない人は3人である（E

さん、Fさん、Tさん）。そのうち2人は明らかに、医療、介護のニーズがあることから帰村

をあきらめていた。

また、Kさんのように、教育の必要から孫が避難先にとどまり、世帯分離が生じている

例もある。子育て世代が多いみなし仮設では、帰村しない人は建設型より多くなると考えられ

る。

医療、介護、教育に加え、放射線被曝への不安も、帰還／避難の意思決定に影響を与える。

ある帰村者は、自宅の庭で少量の野菜を育てており、食物をある程度自給できることが帰村の

メリットの1つだが、内部被曝への不安を完全には払拭できないと話していた。自宅で暮らし

たり食物を自給できるなど、帰村の魅力は大きい。ただしそれでも、事故前の暮らしを完全に

回復できるわけではない。

Mさんは「死ぬまで仮設にいたい」と口にしていたというが、ここから推察されるように、

帰村が余儀なくされた選択だという場合もあろう。ただしSさんが述べるとおり、建設型仮

設住宅の入居者は高齢の方が多いため、仮設住宅が永続しないのであれば、なるべく体が動く

段階で帰村したり、あるいは避難先に居を定める意思決定を行うのがベターだという面も否定

できない。とはいえ、帰村した場合の村内・外の移動手段の確保は、改善が図られているもの

の依然として大きな課題のようであり、その点での家族のサポートの有無は高齢者などの帰村

の判断に大きく影響していると考えられる。

いずれにせよ、それぞれの世帯の事情は複雑、多様なので、個別事情に応じた配慮が望まれ

る。今後、避難指示が解除された地域で仮設住宅の提供が終了していく。したがって、先行す
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表4 川内村X仮設入居者の帰村状況

注：「28、男」などは、各対象者の年齢（2014年の聞き取り調査時）、性別を示す。また「－」
は、2017年8月の聞き取り調査で近況の情報が得られなかったことを意味する。

出所：筆者らの行った聞き取り調査（2014年3～11月、2017年8月。詳細は本文参照）より作
成。



る川内村などの事例から、教訓や課題を汲み取る努力が求められる。

3 県外みなし仮設住宅 大阪市営住宅の事例を中心に

3.1 大阪府の避難者数とみなし仮設住宅戸数

東日本大震災による大阪府への避難者数は、2017年7月14日時点で782人である（表5）。

時系列でみると2012年6月をピークとして、ほぼ一貫して減少してきたが、2017年4月には

逆転し、前月比で475人の増加となっている。これは2017年6月16日、大阪府が「集計漏れ」

があったとして訂正した後の人数である。訂正前の同月の避難者数は147人であった。

大阪府は集計漏れの原因について、市町村への照会を怠ったためなどと説明しているが、詳

細は必ずしも明らかでない。ただ、少なくとも2016年4月以降、みなし仮設住宅に入居する

避難者のみが集計されるようになったことが報じられている13）。したがって、自己負担で民間

賃貸住宅や公営住宅に入居したり、あるいは「親族・知人宅等」に避難した人が集計から漏れ
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表5 大阪府への避難者数

注：「2011/7/28」などは年/月/日を示す。（ ）内の避難者数は2017年6
月の訂正前に公表されていた人数。

出所：復興庁「全国の避難者等の数」（http://www.reconstruction.go.jp/
topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html）より作成（訂正
前の人数は大阪府，2017，による）。
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表6 都道府県別みなし仮設住宅供与戸数（2016年10月末時点）

注：表1の「借上げ型」の戸数を都道府県別に示したもの。
出所：福島県生活拠点課「仮設・借上げ住宅供与戸数」（2016年10月末現

在取りまとめ）、および表1出所資料より作成。



たことになる。表5のとおり、2016年4月には避難者数が前月比で274人の減少となってい

る。この問題で大阪府に説明を求める要望書を提出した避難当事者団体、支援団体によれば、

避難者数が訂正された2017年4～5月以前についても集計漏れがあることは、大阪府も認めて

いるという。

福島県の調査によれば、県外「自主避難者」の間では避難継続の意向が強いことが明らかに

なっていた14）。大阪の場合でも、大半の避難者が2017年4月以降も帰還していないとみられ

る15）。

集計漏れには前例がある。埼玉県でも2014年8月、避難者数が約2倍に訂正されたことが

あった。ここでも、自己負担の民間賃貸住宅や「親族・知人宅」の避難者が把握されていなかっ

た。また神奈川県でも同様の集計漏れが明らかになっている（日野，2016，3653頁；吉田，

2016，135137頁）。

総務省の全国避難者情報システムでは、大阪府の登録者数は1230人である16）。この人数に

はすでに転居、帰還した人も含まれていると考えられるが、一方で登録していない避難者もい

るはずである。こうした不確かさはあるものの、避難者数の把握においては同システムの登録

者数も参照すべき情報の1つだといってよい。たとえば新潟県は、同システムの登録者数を基

本として、復興庁に避難者数を報告しているという17）。いずれにせよ、復興庁が公表する避

難者数は過少評価の恐れがあることに留意しておく必要があろう18）。

表 6は、福島県の避難者に対するみなし仮設住宅の供与戸数（2016年10月末時点）を都道

府県別に示している。原資料では、避難指示区域外のみについて「民間賃貸」「公営住宅等」

の内訳が記されていたので、本表にもその戸数を掲載した。大阪府をみると、避難指示区域外

が106戸（すべて公営住宅等で民間賃貸は0）、区域内が17戸、計123戸である。

3.2 大阪市営住宅の事例

3.2.1 みなし仮設終了と大阪市の支援策

大阪市は、地方自治法第238条の4第7項に基づいて、東日本大震災に伴う市営住宅活用実

施要綱を制定し、市営住宅の空き住戸をみなし仮設として無償で提供してきた。2011年3月

15日から受付を開始し、最終的な契約件数は204戸となった。2011年4月以降は申し込みが

激減し、2012年度には相談や申し込みがほとんどない状況となり、2012年12月28日には新

規受付を終了している19）。2016年7月末時点の提供戸数は74であり、避難元の内訳をみると、

福島県50、宮城県16、岩手県1、その他7であった（大阪市都市整備局，2016）。

大阪市は、みなし仮設住宅の提供が終了する避難者が2017年4月以降も引き続き市営住宅

への入居を希望する場合、所得などの要件（一般の入居要件よりも緩和）を満たすことを前提

に、特定入居または優先入居により、一時使用許可から正式入居へ切り換える措置をとった20）。

これによって正式入居に移行したのは37戸であり、うち特定入居は26、優先入居は11であっ
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た21）。

この措置に対して、避難当事者の立場からは、次の2つの問題点が指摘される22）。

第1は、住宅が無償から有償に切り換ることをはじめとして、さまざまな経済的負担が発生

することである。家賃と敷金（家賃3か月分）の負担に加え、災害救助法のもとで貸与されて

きたエアコンが撤去されたため、自費での設置が必要となった。また、大阪市営住宅は5種類

に分けられるが、応能応益家賃制度（世帯の収入、住宅の広さ、建築年数などに応じて家賃が

決まる仕組み）が適用されない住宅の場合、家賃負担が重くなる。そのため、同制度が適用さ

れる他の住宅を選択し、転居費用の負担を余儀なくされたという人もいる。

第2に、建替仮移転用住宅（市営住宅の建替え時に入居者が仮移転する住宅）などでは、

2017年4月以降の継続入居は認められないことがある。この場合も、避難者は転居を余儀な

くされる。

3.2.2 Y住宅の事例

筆者は2017年7～8月、一部の住戸がみなし仮設として提供されていたある大阪市営住宅

（以下、Y住宅と表記する）について、入居避難者への仮設終了の影響に関する聞き取り調査

を行った。主にお話をうかがったのは、Y住宅に入居していた40歳代男性（以下、Vさんと

表記する）である。Vさんからは、大阪市から避難者に送付された文書を含む関連資料を閲

覧させていただいた23）。

Y住宅では、避難者の入居戸数はピーク時には22戸、2016年7月末時点では8戸であった。

8戸の避難元内訳は、宮城県3、福島県4、茨城県1である。このうち、仮設住宅の提供が一

律に延長される福島県の避難指示区域（第1節参照）の世帯はいなかった。ただし、津波被災

などで一定の要件を満たす場合に対象者を特定して仮設住宅を延長する「特定延長」対象地域

の避難者は1戸あった。また、1Kの間取りが多いため、1戸を除いて単身での入居であった。

2017年3月の提供終了をもって、Y住宅を退去した避難者はVさんを含む4戸である。

Y住宅は、応能応益家賃が適用されない種別の住宅であったため、Vさんは別の市営住宅に

転居することを選択した。Vさんの場合、Y住宅を避難先に選んだのは、大半の市営住宅に

浴槽が設置されていないなかで、Y住宅にはあらかじめ設けられており、設置費用が不要だっ

たからだという24）。しかし今回、家賃の関係でY住宅から退去せざるをえず、そのため転居

費用、新たな住宅での敷金、家賃、エアコン設置費用が必要となった。現在は、収入に応じた

家賃の減免を受けることで、何とか避難生活を継続している。

退去しなかった方についてはどうか。2人の子どもとともに避難をした女性は、2017年4月

以降もY住宅にとどまった。その理由は、家賃を負担することが可能だったからというより、

退去するか否か、迷ううちに期限がきてしまったということのようである。Y住宅の家賃負

担は重いが、下の子どもの高校進学により1年後に転居の可能性があるため、現時点で引越し
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をするのは合理的ではないと考えたのである。

大阪市営住宅に入居していた避難者を全体としてみると、当事者の運動や大阪市による特定

入居・優先入居の措置などによって、住まいがなく路頭に迷うような事態はほぼ避けられたと

いう。しかし、Y住宅の前記女性のように、当面の選択として現在の住まいを選んでいると

いう人もいる。したがって今後、子どもの成長や収入の変動など、さまざまな変化が生じた場

合、潜在していた問題が表面化してくることも考えられる。こうした避難者の状況を継続的に

把握していくことが必要であろう。

まとめにかえて

本稿では、仮設住宅終了後の避難者の動向について、その一端を明らかにしようと努めてき

た。ただし、きわめて限られた調査の結果に基づいているため、あくまで全体のごく一部を把

握しえたにすぎない。とくに福島県外への避難者については、避難先ごとに事情が大きく異なっ

ており、それぞれの地域の実情をより詳しく調査する必要がある。

仮設住宅の供与が終了すれば、避難継続の選択は新たな経済的負担を不可避的にともなう。

福島県による民間賃貸住宅等の家賃補助は2年間と限られており、また、子どもの成長や収入

の変動など何らかのきっかけで、潜在していた問題が表面化してくることも考えられる。第3

節で述べた大阪市営住宅への優先入居は、原発事故子ども・被災者支援法による国の施策に基

づくものだが、今後、同法の支援対象地域が変更された場合、支援対象から外れた避難者の入

居継続に支障が起きる可能性もありうる25）。今後とも、避難者の状況と支援策の動向を継続的

に把握していくことが不可欠である。
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注

1）日本居住福祉学会仙台全国大会声明「原発避難者（特に自主避難者）に対する住宅提供の打ち切りに

反対する」（2015年5月23日）、日野（2016）、吉田（2016）、新藤（2016）、日本弁護士連合会（2017）、

などが挙げられる。

2）国の避難終了政策については次を参照。日野ほか（2016）、除本（2017）23頁。

3）さらに、次の5市町において、地域一律ではなく、地震・津波による被害を受け、工期等の関係で

2017年3月末までに住居確保ができない特別の事情がある場合、対象者を特定して仮設住宅を1年間延
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長する「特定延長」が適用される。いわき市、相馬市、南相馬市（2015年6月15日時点の避難指示区

域を除く）、広野町、新地町。

4）次段落の内容は、日本環境教育学会関西支部第196回関西ワークショップ（2016年10月15日）での

奥森祥陽氏の報告に基づく。

5）川内村の区域別人口は、2014年4月1日時点の住民登録数でみると2739人、うち旧緊急時避難準備

区域が2410人、旧警戒区域が329人（うち荻・貝ノ坂が54人）である（経済産業省「避難指示区域の

概念図と各区域の人口及び世帯数」，http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/140401.pdf）。

慰謝料の賠償終期は区域によって大きく異なり、旧緊急時避難準備区域では2012年8月、旧警戒区域

では2018年3月である。

6）『福島民友』2017年2月11日付。

7）『福島民友』2017年4月24日付。

8）川内村役場への照会に対する回答（2017年8月21日）、および福島県災害対策本部（土木部）「応急

仮設住宅・借上げ住宅・公営住宅の進捗状況（東日本大震災）」（2017年3月31日現在）による。

9）後述のように、閉所後もやむをえず仮設住宅にとどまった方がいた。なお第1節で述べたとおり、川

内村の旧警戒区域の一部（荻・貝ノ坂）については、仮設住宅が延長されているが、建設型仮設に入居

していた当該地区住民は村内の災害公営住宅へ移った。また、当該地区の3世帯にみなし仮設の供与が

継続されている（川内村役場への照会に対する回答、2017年8月21日）。

10）川内村に戻る場合は、第1節で述べた支援策にある移転費用補助を受けることができる。ただしこれ

は、2017年3月末までに完了する移転が対象となる（福島県生活拠点課，2017）。帰村した方はおおむ

ねこの補助を受けたようである。

11）帰村しなかったのは表4のEさんである。Eさんは第1節で述べた支援策にある家賃補助を受けるこ

とができた。この補助の対象は、福島県内の避難者については、①妊婦がいる世帯、②18歳以下の子ど

もがいる世帯、③避難生活の長期化にともない、避難先の特定の病院での治療を必要とする世帯（人工

透析を受けている方など）に限定されているが（福島県生活拠点課，2016）、Eさんの場合、この③が

適用されたと考えられる。

12）今回の調査では、帰村／避難継続の選択に焦点をあてて聞き取りを行った。帰村者のなかにも、持ち

家の自宅に戻った人だけでなく、村営住宅（災害公営住宅を含む）に入居した人などがいる。後者の場

合には家賃負担が生じるが、こうした詳細については十分確認できていない。

13）『毎日新聞』2017年6月10日付夕刊。

14）「県外自主避難 継続8割」『朝日新聞』2017年3月22日付朝刊。

15）ある支援者が大阪市議を通じて確認したところによると、大阪市営住宅において2017年3月末でみ

なし仮設住宅が終了になったのは60戸であり、うち37戸の入居者が4月以降も市営住宅（同一の住宅

または他の住宅）に居住し、23戸は退去したという（この「37戸」は後述の大阪市都市整備局住宅部

管理課から聞き取った戸数と一致）。退去者のうち、どれほどが民間賃貸住宅などで避難を継続し、あ

るいは帰還したのか、内訳は不明である。ただし、大阪府営住宅に入居していた避難者は避難元に戻っ

ていないことから、帰還者は少ないとみられる。

16）全国避難者情報システムの登録者数は公表されていないため、『毎日新聞』の前掲記事によった。

17）第1回「新潟県原子力発電所事故による健康と生活への影響に関する検証委員会 生活分科会」（2017

年9月11日開催）での事務局（新潟県）発言による。

18）「震災避難者数3万人消えた みなし仮設終わり、自主避難者を計上せず」『朝日新聞』2017年8月

28日付朝刊。
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19）大阪市会建設消防委員会（2016年12月7日）での西岡都市整備局住宅部管理企画担当課長答弁。

20）特定入居は、公営住宅法第22条に基づいて、災害などの「特別の事由」がある場合に、特定の人を

公募によらず公営住宅に入居させることをさす。優先入居は、公募にあたり、住宅に困窮する低額所得

者のなかでもとくに困窮度が高い人に対して、地域の実情を踏まえた自治体の判断により、入居選考に

おいて優先的に取り扱うことをさす。

21）大阪市都市整備局住宅部管理課からの聞き取り（2017年9月13日）。

22）後述するVさんからの聞き取りによる。

23）聞き取り調査の実施日（すべて2017年）と対象者は次のとおりである。7月31日、Vさん、支援者

2人。8月4日、Vさん。8月19日、Vさん。8月20日、Vさん、支援者1人。また、電子メールによ

る補足的な照会を複数回行った。

24）大阪市としても、浴槽設置済みの住戸を紹介するよう努めていたようであり、その結果として、応能

応益家賃の適用がない、あるいは2017年4月以降の継続入居ができない種別の住宅にも、入居先が広

がったものと考えられる（前掲、西岡課長答弁による）。

25）東京都内で避難者支援にたずさわる弁護士からの聞き取り（2017年9月1日）。
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The Termination of Temporary Housing Provided to

Evacuees of the Fukushima Nuclear Accident

Masafumi Yokemoto

Summary

In March 2017, Fukushima Prefecture stopped providing temporary housing

for voluntary evacuees of the Great East Japan earthquake. The number of

evacuees losing their housing is roughly 10,000 households, or 26,000 people.

The temporary housing program operates as a relief measure for victims based

on the Disaster Relief Act. Because securing housing is essential for evacuees to

rebuild their lives, when the plan to discontinue it came to light in 2015, not only

evacuees themselves, but also journalists, practitioners, and researchers voiced

their criticisms and concern.

If the temporary housing program is terminated, people who are trying to

continue to evacuate will be charged rent and will have no choice but to move.

Therefore, they will inevitably bear additional economic burden. In these circum-

stances, it is crucial to get an understanding of the effects that this will have on

evacuees. For people who have evacuated outside of Fukushima Prefecture, the

circumstances vary widely for each evacuation location, and a more detailed

study of the conditions in each area is needed.
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Concomitant with the termination of temporary housing, Fukushima Prefec-

ture is taking steps to support voluntary evacuees in its place. For example,

there is rent support for privately rented housing, but the period is limited to

two years. Because such limit exists, events like children growing up or income

changes could bring latent troubles to the surface.

Evacuation destination municipalities are enacting policies of preferential mov-

ing programs for public housing, but these are based on national policies through

a law on support for children and victims of nuclear disaster（Act concerning the

promotion of measures to provide living support to the victims, including the

children who were affected by the TEPCO Nuclear Accident in order to protect

and support their everyday lives）. However, in the future, if the localities targeted

for support should change, there is the possibility that there will be difficulties

for evacuees continuing to move into housing when they are no longer subject

to aid.

Therefore, it is essential to continuously monitor the situation of evacuees and

the trends in support measures.
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