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福島原発事故による被害構造
- 避難対象区域等 の諸類型 に留意 して-

除 本 理 史 ･土 井 妙 子
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は じめに

本稿の目的は､福島原発事故による被害の構造について､避難対象区域等の諸類型を念頭に

おきっっ､考察することである｡今回の事故は､日本史上最大というべ削買境汚染事件である｡

その被害を考えるにあたって､公害問題の社会学的研究において提出されてきた被害構造論を

援用することができる｡

公害被害は患者本人の健康被害にとどまるものではなく､精神的苦痛を与え､また家計の圧

迫を含む家族-の被害､さらには周囲の無理解や差別などによる地域社会 レベルの被害をもも

たらす｡患者本人の健康被害にとどまらない公害被害の広がりは､派生的被害ともよばれる｡

被害構造論とは､このように､公害が健康被害にはじまり､家族や地域社会のレベルへと被害

を派生させていく構造を明らかにしたものである (飯島､1993;飯島 ･船橋編著､2006)0

ただし､福島原発事故の場合､これまでのところ住民に ｢ただちに｣深刻な健康被害のでる

事態にはいたっていない｡その点で､従来の公害問題にみられた被害構造とは様相を異にして

いる｡今回の事故で住民の受けた被害のおもな出発点は､放射能汚染とそれによる避難 (政府

指示等により余儀なくされた避難にかぎらず､いわゆる ｢自主避難｣やそれをめぐる住民の苦

悩等をふくむ)の問題にあると考えられる｡ したがって､そのことを起点として､社会 ･経済

的被害の派生 していく態様を検討することが､本稿の目的だといってよい｡

その際､留意すべきは､避難対象区域の内と外の違いはもちろん､ひとくちに避難対象区域

等といっても一様ではない､という点である｡その違いに応 じて､被害も様相を異にすると考

キーワー ド:福島原発事故､披苫構造､避難対象区域､狼i_LIIEJ､飯館村
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えられる｡筆者のうち除本は､別稿で､おもに避難対象区域の住民を念頭に､区域外の住民も

視野にいれつつ､放射能汚染とそれによる避難に起点をもっ住民被害の構造について検討 して

いる (除本､2011;大島 ･除本､2012､41-71ページ)｡そこでは､被害の質的差異ではなく､

むしろ避難対象区域の内外に共通する構造を明らかにすることが目的であった｡これに対 し､

本稿では､避難対象区域等のなかでも､被害の様相に違いがうまれるという点に注意を向ける

ことにしたい｡

以下では､まず､第 1節で､避難対象区域を中心としつつ､区域外にも共通する被害構造に

ついて概観する｡これは､すでに別稿で検討 した内容であるが､本稿の考察に必要な範囲で､

改めてその骨子を再論するものである｡次に､第 2節では､政府や自治体による避難指示等が

だされた経緯を確認 したうえで､避難対象区域等の類型について整理 し､自治体ごとの特徴を

検討する｡第 3節と第 4節では､そのうち浪江町と飯館利を事例としてとりあげ､それぞれの

地域の特徴が､被害の様相をどのように変化させているかを明らかにする｡

1 福島原発事故の被害構造

1.1 原発事故が ｢引き裂く｣地域

地域経済学者の中村剛治郎は､｢地域｣を次のように定義 している｡｢地域とは､人間が協同

して自然に働きかけ､社会的 ･主体的に､かつ自然の一員として､人間らしく生きる場､生活

の基本的圏域であり､人間発達の場､自己実現の場､文化を継承 し創造 していく場である｡こ

の意味で､地域は自然環境､経済､文化 (社会 ･政治)という3つの要素の複合体であるとい

えよう｡地域は､人間の定住圏という限られた範囲の中で､多面的な機能をもつ､まとまりあ

る生活圏として構成されなければならない｣(中村､2004､60ページ)0

ある自治体で､役場も住民もまるごと避難することになれば､地域経済のように一部の機能

は失われ､あるいは役場などのように他の機能は別の場所に移車云されることになる｡失われた

機能については､住民はその代替物を他の土地にもとめていかざるをえない｡ しかしそうした

避難先で､これまで享受 していた地域の ｢多面的な機能｣を完全に充足することは困難である｡

とくに自然環境や文化は､ふるさとの地に固着 しているがゆえに､その十分な代替物を他の場

所にみいだせるはずもない｡ したがって､諸機能のうち自らの重視するもの (たとえば雇用機

会)がなるべく充足されるよう､避難先を選択せざるをえず､それは同時に､選択 したもの以

外を場合によっては捨て去ることを意味する｡

避難対象区域の町村は､現在､おもに福島県内の他の自治体-と役場機能を移 しているが､

そうしたいわば地域の ｢政治｣的機能にアクセスしやすくするためには､避難住民は役場移転

先の近傍に居住すべきだろう｡ しかし､役場の移転先でも､放射線量が事故前と比べて高いと

すれば､とくに妊婦や小さな子どもを抱える世帯からみると､より安全な ｢環境｣をもとめて､

さらに遠くへ移住する必要に迫られるかもしれない｡あるいはまた､｢経済｣の観点､たとえ
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ば雇用機会という点で最善の居住地域は､これらとは別のところにあるかもしれない｡

このように､原発事故によって､それまで定住圏の中に一体となって存在 していた ｢多面的

な機能｣- すなわち ｢自然環境､経済､文化 (社会 ･政治)｣などの諸要素がバラバラに解

体されてしまい､住民は､そのうちどれをとるかというきわめて困難な選択に直面 した｡ これ

は原発事故がなければありえなかった事態であり､きわめて理不尽な選択を強いられたといっ

てよい｡その典型的な結果が､｢家族離散｣ といわれるように､一緒に暮 らしていた家族が離

ればなれになってしまう事態である｡

避難指示等のでていない地域では､全住民が避難 した場合 と違 って､地域経済が一気に失わ

れたわけではないし､自治体行政などの機能 もそのままである｡そうした地域では､早 くも従

前のような ｢日常｣が再開 しているともいわれる｡このような全体的雰囲気のなかで､放射能

汚染に懸念を表明 し､あるいは地元を離れて避難をつづけるのは､それなりの覚悟を要するこ

とである｡住民のあいだの温度差は､とくに子どもへの健康影響に関 して顕著である｡放射能

汚染を心配する人たちは､地域社会全体からみれば少数かもしれない｡ しか し､だからこそ､

少数者の意見が ｢抑圧｣されるような事態も生 じうる｡地域社会の亀裂や混乱は､避難対象区

域の外側にも広がっているのである (広河､2011､123-143ページ)0

1.2 先行きの不透明さが増幅する被害

しかも､原発事故が収束せず長期化 し､帰還の見通 しが立たない状況のもとで､｢ふるさと

を捨てる｣ことを決意する人が増えている｡福島第 1原発の立地する双葉町 (全町が警戒区域)

から､埼玉県加須市へ避難 した女性は､先行きのみえない不安 ･苦痛を ｢ゴールのないマラソ

ン｣にたとえているl)0

将来がはっきりしないのであれば､残された確実な選択肢は､ふるさとをあきらめ､別の土

地で生活を再建することである｡先行きの不透明さによって､地域社会の崩壊が加速されてい

るといってよい｡

2 避難対象区域等 の諸類型 - 自治体 ごとの特徴

2.1 政府や自治体による避難指示等

本稿のいう避難対象区域等 とは､国や自治体により､避難指示等がだされた下記 (2.1.1-

21.6)の区域等をさす (原子力損害賠償紛争審査会､2011､6-8ページ)Oそれらのうち､

2011年 12月現在 も広範な住民が避難を強いられているのは､福島第 1原発から20キロメー

トル圏内の避難区域 (警戒区域)と､その外側の計画的避難区域である (本稿では､警戒区域

と計画的避難区域をあわせて､避難対象区域 とよぶ)｡また､緊急時避難準備区域 (9月 30日

解除)でも､住民は自主的避難や避難の準備などをもとめられてきた｡本稿では､おもにこれ

ら三つの区域を念頭において､避難対象区域等ということにする｡
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2.1.1 避難区域

避難区域とは､政府が､原子力災害対策特別措置法 (以下､原災法という)にもとづき､自

治体の長に対 して住民の避難を指示 した区域をさす｡これには､① 第 1原発から半径 20キロ

メー トルの区域と､(診第 2原発から半径 8キロメー トルの区域がある.②は当初､第 2原発

から半径 10キロメー トルの区域であったが､2011年 4月 21E7に､半径 8キロメー トルに縮

小されたことにより､①の区域と重なることになった｡また､①は､2011年 4月 22日に､原

則立入り禁止となる警戒区域に設定されている｡

2.1.2 屋内退避区域

屋内退避区域とは､政府が 3月 15日に原災法にもとづき自治体の長に対 して住民の屋内退

避を指示 した､第 1原発から20-30キロメー トルの区域をさす｡2011年 3月 25日には､官

房長官より､社会生活の維持継続の困難さを理由として､｢自主避難｣の促進等が発表された｡

ただし､屋内退避区域は､同年 4月 22日､下記の計画的避難区域､緊急時避難準備区域の指

定にともない､区域指定が解除された｡

2.1.3 計画的避難区域

計画的避難区域とは､政府が4月 22日に原災法にもとづき､自治体の長に対 して計画的な

避難を指示 した区域をさす｡具体的には､第 1原発から20キロメー トル以遠の周辺地域のう

ち､福島県葛尾村､浪江町､川俣町､南相馬市のそれぞれ一部､および飯館村であり､年間被

曝量が20ミリシーベル トに達するおそれのある区域である｡住民は､おおむね 1カ月程度の

あいだに避難することがもとめられた｡

2.1.4 緊急時避難準備区域

緊急時避難準備区域とは､政府が4月 22Elに原災法にもとづき､自治体の長に対 して緊急

時の避難または屋内退避の準備を指示 した区域をさす｡おおむね第 1原発から半径 20-30キ

ロメー トル圏のうち､上記の計画的避難区域をのぞいた区域で､つねに緊急時にそなえて避難

のための立退きや､屋内退避の準備をすることがもとめられ､ひきつづき自主的避難をするこ

と､とくに子ども､妊婦､要介護者､入院患者等は立ち入らないこと等がもとめられる区域で

ある｡区域の指定は2011年 9月30日に解除された｡

2.1.5 特定避難勧奨地点

特定避難勧奨地点とは､住居単位で設定され､政府が住民に対 して注意喚起等をおこなう地

点をさす｡計画的避難区域､省戒区域以外の場所のうち年間被曝崖が20ミリシーベル トを超

えるおそれがある地点について､政府が住居単位で設定 し､住民に対する注意喚起､｢自主避
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2.1.6 地方公共団体が住民 に一時避難を要請 した区域

南相馬市 は､3月 16日､独 自の判断にもとづいて市民 に対 し､生活の安全確保等 を理 由と

して一時避難を要請 ･支援 した｡同市 は､屋内退避区域 の指定が解除 され た同年 4月 22日､

暫戒区域､計画的避難区域､緊急時避難準備区域をのぞき､避難住民 に対 し自宅での生活が可

能な者の帰宅を許容す る旨の見解を しめ した｡

表 1 政府による避難指示等の経緯

(2011年 3月 11日～4月22日､対象地域 はすべて福島県)

3月 11日 第 1原発から半径 3km圏に避難指示｡同3-10km圏に屋内退避指示｡

対象地城 南相馬市､浪江町､双葉町､大熊町､笛同町のそれぞれ一部

3月 12日 第 1原発から半径 20km匿‖こ避那指示｡第 2原発から10km匪lに避難指示｡

対象地城 南相馬市､田村市､浪江町､楢∋掛町､広野町､葛尾相､川内相の

それぞれ一部､および､双来町､大f掛Eq-､富岡町

3月 15日 第 1原発から20-30km圏に屋内退避指示｡

対象地域 : 南相馬市､田村市､いわき市､浪江町､桝薙町､広野町､葛尾村､

川内相､飯館村のそれぞれ一部

4月 21日 避難指示の対象区域を､第 2原発の半径 10kml罫から半径 8km圏-縮小o

避難指示が解除され､屋内退避指示に変更された地域 . 楢葉町､広野町のそ

れぞれ一部

4月 22日 第 1原発から20km圏を警戒区域 (※1)として設定｡

警戒区域 南相馬市､田村市､浪江町､栖葵町､葛尾村､川内村のそれぞれ

一部､および､双葉町､大熊町､富岡町

第 1原発から20-30km圏について､屋内退避指示を解除｡

第 1原発から20km以遠の特定地域を､計画的避那区域 (※2)および緊急時

避難準備区域 (※3) として設定｡

計画的遊離区域 . 南相馬市､川俣町､浪江EJrr､葛尾利のそれぞれ一部､およ

び､飯館相｡

緊急時避卿嘩備区域 : 南相馬市､田村市､川内村､桝非町のそれぞれ一部､

および､広野町

注)※1 警戒区域 . iLJ去命令､立入累日二｡※2 計画的避別区域 : 1カ月程度の期

間での避難を指示｡※3 緊急時避鄭稚ィJl'tJ:区域 : 緊急時における避難または屋内

退避の準備､白上的避難を指示｡

山所)硬北芯力 (樵)｢卜riTの迎封E指示等を受け姫IJ'TLE力株式会杜の杭Ll詩第一原子力発rrに所の

周辺地域から避卿されたお客さまに対する′EE気料金等のr.'JJ別1.LIfI逆について｣2011咋

5)｣17日､(hLLp://＼…′wLohoku-epco.co.Hj/news/noI･mal/1183263_1049html)
(20111卜･12)｣211川と】覧)､別紙 ｢I,訳,7-力災Tl子対策特別す]E.･llBt.法にもとづく避那指,7T(等

の椎緯｣より作成｡
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2.2 政府指示の経緯

以上は､事故後､2011年9月末にいたる避難対象区域等の指定の概要であるが､改めて時

間の流れにそって区域指定の経緯をまとめておきたい (3月 11日～4月 22日における政府の

避難指示等に関 して､表 1参照)0

2011年 3月 11日の事故発生直後､政府は第 1原発から3キロメー トル圏の住民に避難指示､

3-10キロメー トル圏の住民には屋内退避の指示をだ した｡3月 12日になると､避難区域は

20キロメー トル圏に拡大 し､3月 15日には､その外側の20-30キロメー トル圏にも屋内退避

の指示がだされた｡

そ して､4月 22日には､図 1にみるように広範な避難区域が設定された｡第 1原発か ら20

キロメー トル圏は警戒区域に定めるよう､首相から関係自治体に対 して指示があり､自治体に

図 1 避難対象区域等と周辺自治体

福島第一原発事故に伴い設定された懲戒区域,計画的避難区域一
緊急時選別準備区域,特定避難勧奨地点(2011年 7月下旬.人
数は2010年 1月現在の人口).経済産業省および福島県ホーム
ページ掲戟資料 より作成

出所)広河 (2011)vlページ｡
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より警戒区域とされて､同区域内での一般市民の立入禁止と住民の立ち退 きが指示された｡ま

た､半径 20-30キロメー トルの区域は､屋内退避指示が解除され､改めて計画的避難区域

(事故発生時から1年以内に被曝量が 20ミリシーベル トに達するおそれのある地域)として､

1カ月程度で区域外に避難するよう指示がだされた｡加えて､広野町､楢葉町､川内村､田村

市､南相馬市 (広野町は全行政区域)で緊急時避難準備区域が設定され､子ども､妊婦､要介

護者､入院患者などの立ち入 りが禁止さjlるとともに､これ以外の住民であっても､自主的避

難がもとめられ､また緊急時に備えて屋内退避や避難の準備をするよう指示された (9月 30

日に解除)｡なお､3月 12Elに､第 2原発から半径 10キロメー トルの区域にも避難指示がだ

されたが､4月 21日に､同8キロメートル圏に縮小されたことにより､第 1原発の20キロメー

トル圏と重なることになった｡

6月 30日には､特定避難勧奨地点が伊達市で初めて指定され､その後､南相馬市や川内村

にも拡大された｡これは､局所的に年間被曝量が 20ミリシーベル トを超えるおそれのあるホッ

トスポットについて､世帯単位で指定されるものである｡避難の判断は住民にゆだねられ､避

難する場合には国が支援する｡

2.2 福島県の避難者数

避難対象区域等に居住 している住民の数は非常に多い｡表 2に示 したように､警戒区域内に

行政区域の全部または一部がある自治体は2市 7町3村であり､警戒区域内の人口は約 7万

8000人にのぼる｡また､その外縁にある計画的避難区域の人口は 1万人､緊急時避難準備区

域の人口は5万 8500人であった｡ したがって､福島原発事故により､合計で約 15万もの人々

が事故の直接的影響を受けていると考えられる｡政府の指示等による避難者数は11万人を超

えている (表 3参照)0

また避難対象区域等の外側でも､年間被曝量が 1ミリシーベル トを超える地域が広がってい

る｡つまり､事故前の ｢環境｣の質は､避難指示等がない区域でも損なわれているのであり､

放射能汚染から逃れるために､それまでの定住圏を離れようとする人たちがでてくるのは当然

といえる｡これは ｢自主避難｣とよばれている｡福島県だけをみても ｢自主避難｣をしている

人たちの数は約 5万人にのぼり､このうち約 2万 7000人が県外に避難 している｡｢自主避難｣

は､別の土地で安心 して暮 らせる環境をもとめようとする行動にはかならない｡

福島県外への避難者は､全体で約 5万 6000人におよぶが､ こうした福島県外-の人口流出

や､経済活動の低下によって､避難対象区域だけではなく全県的に ｢縮む福島｣といわれるよ

うな状況がうまれている2)｡震災前の2011年 3月 1日時点で約 202万人だった福島県の人口

は､7月 1日現在の推計で 199万 7400人となり､1978年以来､33年ぶりに200万人を割った｡

県は ｢原子力災害の影響で､極端な人口減が続いている｣としている3)0
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表 2 避難対象区域等の人口

懲戒区域 計画的避難区域 緊急時避難準備区域

富岡IITT 16,000 6,200大矧 町双葉町飯館村 ll,5006,900

葛尾村 300 1,300

浪江町川俣町広野町 19,600 1,3001,20010 -

- 5,40010楢葉町 7,700

川内村 1,100 1,700

田村市 600 4,000

南相馬市 14,300 47,400

注)数値はすべて概数｡
出所)原子力被災者生活支援チーム ｢避難住民の現状について｣2011

年4月 221ヨ (第 2回原子力損害賠償紛争審査会提出資料)､原

子力災害対策本部 ｢原子力被災者への対応に関する当面の取組

方針｣2011年 5月 17EI､より作成｡

表 3 福島県の避難者数 (2011年 9月22日時点)

政府の指示等による避難 ｢自主避射仁｣ 合 計

県内-の避難 70,817 23,551 94,368

県外-の避難 29,693 26,776 56,469

出所)｢自主的避封順l迎データ｣(第 18回原子力損害階fij:紛争審査会資料､2011年
12月61])より作成｡

2.3 自治体ごとの特徴

図 1からわかるとおり､避難対象区域等に行政区域の全部または一部がふくまれる自治体は

いくつもあるが､そのなかでも､複数の区域にまたがる自治体もあれば､単一の区域に包摂さ

れる自治体 もある｡表 4は､その点を整理 したものである｡最左列に､地域の属性 (設定され

た区域等を含む)が しめされており､おおむね海側から内陸に向かって､一番うえの行から順

にならんでいる｡

ここから明 らかなように､警戒区域に包摂される双葉町､大熊HT､富岡町をのぞき､最左列

にしめした諸要素の組み合わせが同じ自治体は存在 しない｡これだけでも､避剰対象区域等の

自治体を､単純にひとくくりにして論 じることができないとわかるだろう｡たとえば､海岸線
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表 4 避難対象区域等の自治体ごとの特徴

双葉町 大熊町 富岡町 浪江町 葛尾村 田村市

A)海岸線 ○ ○ ○ ○ × ×

B)20km圏 ○ ○ ○ ○ ○ ○

20km以遠C)計画的避難区域D)緊急時避難準備区域 ×× ×× ×× ○× ○× ×○

B～D以外 × × × × × ○

川俣町 川内村 楢葉町 飯館村 広野町 南相馬市

A)海岸線 × × ○ × ○ ○

B)20km圏 × ○ ○ × × ○

20km以遠C)計画的避難区域D)緊急時避難準備区域 ○ × × ○× ×○ ○

× ○ ○ ○

注)○は､最左列にしめした要素が当該自治体にあることを､×はないことを意味する｡
出所)筆者 (除本)作成｡
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を有する自治体は､今回の大地震で津波の被害を受けており､地震 ･津波と原発事故による被

害が複合 しているという特徴が色濃い｡他方､内陸の自治体では､津波の被害は基本的になく､

原発事故による被害の比重が大 きいと考えられる｡

次節以降では､避難対象区域等のあいだの質的差異に注意を払いながら､福島原発事故の被

害について､改めて考察 したい｡その際､海岸線を有する自治体では浪江町､内陸の自治体で

は飯館村をそれぞれ事例としてとりあげる｡ これらはともに､筆者 らが避難住民からの聞き取

り調査をおこなってきた地域である11)O両地域 とも､前述 した被害構造は共通 しているが､地

域の特徴によって被害の様相に違いがみられるのである｡

3 浪江町 - 地震 ･津波 と原発事故 の複合

3.1 大地震直後の浪江町の状況と住民の避難

浪江町 (震災前の人口は約 2万 1000人)は､行政区域の中央部で､福島第 1原発から20キ
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ロメー トル圏の警戒区域と､計画的避難区域とにわかれている｡第 1原発の 20キロメー トル

圏では､事故の翌日の3月 12日に避難指示がだされたため､住民は震災後､短期間のうちに

避難を余儀なくされた｡このような条件のもとでは､地域社会の受ける被害は､地域のもつ諸

機能が一気に失われるという形であらわれる｡

また､浪江町の警戒区域は､海岸線を有 しており､津波の被害を受けている｡福島原発事故

が､通常の震災と原発災害の複合する ｢原発震災｣(石橋､1997)であり､また地震にともな

い巨大津波が発生 したために､浪江町の沿岸部は､津波と原発事故の被害が複合するという特

徴をもつことになった｡津波におそわれた地域では､住民は原発事故の発生を知る以前に､津

波それ自体によって避難をはじめていたのである｡

3月 12E)､5時 44分に第 1原発から10キロメー トルの範囲に避難指示がだされ､18時 25

分に20キロメー トルの範囲に拡大された.これを受け､浪江IIr]l役場と住民は､町内郊外の津

島地区に避難 した (避難区域の拡大により､第 1原発から20キロメー トル圏内にいったん避

難 した住民は､その日のうちに再び移動を強いられた)｡津島地区は､第 1原発から約 30キロ

メー トル離れている｡ しかし､14日に起きた第 1原発 3号機の爆発を町長 らがテレビで知 り､

隣の二本松市に15日から ｢自主避難｣することを決めた｡15日早朝､町長は二本松市長に受

け入れを要請 し､町民の多くが同市に避難をはじめた5)｡このような経緯から､浪江町では､

複数の避難先を転々とした住民が多いものと思われる｡福島大学災害復興研究所が､福島県双

葉郡 8t町村の全世帯を対象として､2011年 8月以降に実施 したアンケー ト調査によれば､浪

江町では､避難のために移動 した回数が5回以上にのぼるという回答が4割をしめ､他の町村

に比べて比率が高い (表 5)0

なお､浪江町は､事故による放射能汚染をもっともっよく受けた自治体といってもよい｡

(図 2参照)｡図から明らかなように､汚染は第 1原発の北西方向に広がっており､浪江町の

行政区域との重なりが大きい｡そのため､第 1原発に近い沿岸部よりも､津島地区のような

内陸部のほうが､むしろ汚染されてしまっている｡第 1原発から北西方向に汚染が広がる可能

表 5 避難のために移動 した回数

(単位 :%)

全体 浪江町 双葉町 大熊町 富岡町 楢葉町 広野町 葛尾村 川内村

5回以上 35.6 40.2 35.9 36_4 34.1 38.8 30.7 15.2 13ー1

3-4回 47.2 45.2 49.5 48_1 49.5 45.8 43.3 50.4 51-6

出所)福島大学災害復興研究所編 (2011)｢平成23年度 双第8かMT村災害復興実態調査 基礎集計報

告書｣(http･//wwwmexL.go.)p/b_menu/shlngl/chousa/ka111atu/016/shH･yO/1314459.hem)
第 19回原子力損害肥田紛争箭盛会資料､2011年 12月21El(2011J'F12月 25日閲覧)､より作成O
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図 2 放射能汚染の広がり (土壌中のセシウム137の蓄積量)
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出所)野口既修 (2011)96ペー ジ｡

性があることは､文部科学省が運用する ｢緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム

(SPEEDI)｣によって早い段階でわかっていたが､浪江町には知らされなかった｡国､福島県､

東京電力が適切な情報公開をしなかったために､住民が汚染にさらされることになったのであ

る6)0
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3.2 沿岸部住民のケース

ジャーナリストの広河隆一は､浪江町の津波におそわれた地区に住んでいた女性にインタビュー

をしている｡その女性は､3月 11日に津波から逃れて高台の神社に避難 し､夜中に町役場に

移動 して一夜を明か した｡｢10円すらなかった｣というほど､何 ももたずに逃げた｡翌 12日

に津島に移動する途中､原発の爆発音を聞き､はじめて事故について知 ったという｡津島では

診療所からコミュニティセンターに移 り､さらにその後､二本松市の小学校に避難 した｡4月

初めになってやっと家族と合流 し､一時は縁を頼って神奈川県に10日間はど身を寄せたが､

さらに6カ所ほど転々として､6月 23日に福島市の仮設住宅に入ることができたという (広

河､2011､56-62ページ)0

次に､筆者 らが話を聞いた50代の夫婦の避難経緯について紹介 しよう7)｡夫婦はともに隣

Il汀の職場に勤務 しており､勤務先で地震にあった｡車で自宅にもどろうとして居住地区までき

たところ､警察から､地区は津波で流されたので､住民のことは役場で聞いてほしいと告げら

れた｡

夫婦は家も財産もすべて津波で流され､所持金もほとんどなく､3月 11日の夜は浪江町役

場の隣の公的施設に泊まった｡夫婦と､妻の母､兄､妹が同居する5人家族だったが､このと

き､夫婦以外の3人のゆくえはわからなかった｡そのため､翌朝早 く､ふたりで歩いて家族を

捜 しにでかけた｡ しかし､その途中､ヘリコプターからの音声による避難誘導で､原発事故に

より総理大臣の命で避難指示がだされていることを知り､役場-ひきかえした｡

浪江町役場は第 1原発から10キロメートル圏内にあり､そこからバスで､内陸寄りのある

小学校へ避難 した｡これは3月 12日午前のことであるが､その日のうちに､20キロメー トル

圏に避難指示がだされたため､さらに内陸の津島地区へ避難することになった｡

ちょうどそのころ､同居 していた妻の妹から電話があり､郡山にいるので迎えにきてはしい

という.陸がいをもつ妹は､地震の際にデイサービス施設におり､幸い職員たちとともに郡山

に逃げて無事だった｡そこで 12日は､妹を迎えにいき､猪苗代湖近くに宿泊した｡

翌 13日､3人は津島地区の小学校体育館へ向かった｡そこには､2000人以上が避難 してい

たという｡15日には､役場の指示で二本松市の小学校体育館へ移動 して 17日までおり､その

後さらに近 くの住民センターに移動 した｡

3月の末には､ようやく妻の母､兄のゆくえが判明した｡津波と追いかけっこするような形

で何とか難を逃れたふたりは､近隣の双葉町の親戚宅に身を寄せたという｡その後､町の人た

ちと一緒に埼玉県に避難 していたのだった｡この時点でようやく家族 5人がそろったことにな

る｡

夫婦の6カ所目の移動先となった同センターには4月7日までおり､その後､裏磐梯のホテ

ルに宿泊することになった.夫の話によれば､大地震からそのFlまで､下着を替えることもで

きず､風呂にも入れなかったという｡7月下旬には､夫婦は家族とともに､二本松市内の仮設
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住宅に移っている｡ただし妻の兄は､4月以降､二度にわたり長期入院をし､現在は施設で車

いすの生活を送 っている｡

3.3 内陸部 ･津島地区のケース

3月 12日に避難先となった津島地区のほうはどうであったか｡『朝日新聞』の連載記事が､

事故直後の津島地区の様子を伝えている｡

津島地区では､大地震から一夜明けた3月 12日､避難指示がでた海沿いの地域から約 1万

人が逃れてきた｡小中学校や公民館､寺だけでは足りず､人々は民家にも泊めてもらった｡あ

る50代の女性の家にも､朝から次々と人がやってきて､夜には25人になったという｡多 くが

親戚や知人だったが､見知 らぬ人もいた｡翌 13日の夕方までには､25人全員が福島市や郡山

市､南相馬市など-それぞれ再避難 したが､津島地区の避難者は大半が残 っていた｡15日早

朝､前日の3号機につづいて 4号機が爆発 し､政府は20-30キロメー トル圏に屋内退避指示

をだしたが､津島地区の住民が避難 したのは､そのころであった8)｡同日には､前述のとおり､

浪江町長が二本松市に ｢自主避難｣を決めたのである｡

筆者のうち除本が話を聞いた40代の男性 (震災時､旧津島村の赤字木に在住) も､3月 14

日まで避難者の対応に追われたが､3月 15日には赤手木をでて避難 した｡会津若松から新潟

を経由して､3月 18日には山梨県の甲府市まで逃れている9)0

このように､内陸の地区でも､住民たちは原発事故後､数 日であわただ しく避難せざるをえ

なかったことがわかる｡

4 飯館村 - 避難をめ ぐる行政 と住民 の温度差

4.1 計画的避難区域指定にいたる経緯

飯舘村 (住民基本台帳による2011年 3月末時点の人口は6453人)は､4月 22日に全村が

計画的避難区域に指定された｡同区域では1カ月をめどに避難するよう指示がだされたが､飯

館村では5月末になっても､約 2割の村民の避難先がみつかっていなかったLO)｡結局､村役

場が福島市に機能を移転 したのは､2カ月をへた6月 22日であった｡ これは､浪江町のとく

に沿岸部の住民のように､震災後､短期間のうちに避難をした地域とは異なった特徴である｡

内陸の飯舘村では､津波の被害はなく､震災そのものの影響は小さかった｡また､3月 15日

に屋内退避が指示された第 1原発から20-30キロメー トルの範閲にも､村の行政区域はほと

んど重なっていなかった｡ したがって飯舘村では､地域のもつ諸要素の分断は､村内の放射能

汚染の状況がしだいに明らかになり避難準備がすすむ過程で､それと同時並行的に展開していっ

た 11)0

飯舘村では､原発事故後､とくに4月 22日の計画的避書経区域指定までの時期､村の既存の

経済基盤を守ろうとする人たちと､住民の健康を重視 し避難を優先させるべきだとする人たち
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とのあいだで､意見の食い違いがみられた｡これは､地域のもつ諸要素が分断されるなかで､

いずれの要素を重視するかというスタンスの違いによって生 じたと考えられる｡村当局は､前

者の立場をとり､他方､後者には子育て世代や若者等が多かった｡両者は､最終的には早期帰

村と村の再興でおおむね一致 しているとはいえ､対策の優先順位を異にしていたのである (捕

上､2011､14ページ)0

4.2 放射能汚染と村当局の姿勢

気象学者の渡辺明 (福島大学副学長)によれば､飯館村が放射能に汚染された主な原因は､

福島第 1原発で爆発が起きた3月15日､風が北西へ吹き雨 も降っていたため､上空に舞い上

がった放射性物質が落下 したことにあるという｡飯館村の大気中の放射線量は､15日の夕方

以降に跳ね上がり､午後 6時20分に毎時44.7マイクロシーベル トの最高値を記録 した 12)0

渡辺のこの分析は､日本原子力学会放射線影響分科会のシミュレーション結果とも一致 してい

るL3)｡飯館村では3月20日以降､原乳や水道水の放射能汚染が明らかになり､23日には､文

部科学省が村の土壌から高漉度のセシウム137を検出したと発表 したILl).

こうしたなかで､健康への不安を覚えた村民 も少なからずいたと思われるが､他方､役場周

辺の放射線量が下降 したため ｢安心だ｣という ｢錯覚を引き起 こした｣住民も少なくなかった

ようである (浦上､2011､14ページ)｡当時の村当局の姿勢は､村長自身が著書でのべている

ように､次のとおりであった｡｢この時点 〔3月22-23日頃〕でも､私は全村避難を考えてい

なかった｡村民に安心 してもらうため､村政の応援に入ってくれていた県庁の職員に頼んで､･

〔3月25日に〕専門家による講演会を開いたのである｡長崎大学大学院の高村昇教授が 『基本

的な事項さえ守れば､そんなに心配することはないよ』という趣旨の話をしてくれたので､私

も安心 した｡そこで高村教授との質疑応答については村の広報誌 『広報いいたて お知らせ版』

の号外 1号に掲載することとした｣(菅野､2011b､23ページ)0

なぜ村長が全村避難を考えなかったかといえば､その大きな要因の一つに､福島第 1原発か

ら30キロメー トル圏内にある蕨平地区をのぞいて､当時､国が飯館村について屋内退避の指

示す らだ していなかったことが挙げられる (菅野､2011b､171ページ)0｢国は避難の線引き

を30キロの範囲で行 っていた.だから私は､けっして安心はできないがエリアとしては離れ

ているのだから､それほど急いで避難する必要はないと思っていたのだ｣(菅野､2011b､21

ページ)｡そのため､村民が避難せず村で生活 していくうえで､放射能による健康被害をどう

防 ぐかが課題になったという｡

村長が全村避難に積極的でなかった理由に､村の経済基盤を維持するという考慮もはたらい

ていたことは､いうまでもない｡村長の言によれば､｢とにかく､私がやらなければならない

と思っていたことは､若い人たちの仕事を維持することと､村をガラガラボンにはしたくない

ということだった｡ ゴース トタウンにはしたくないので､福山 〔哲郎｡当時､官房副長官〕さ
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んと初めに話 し合ったとき 〔4月 7日〕､『飯館村には従業員 300人の工場 もあるし､牛もいる

のだから､(避難は)そう簡単ではない｡そうでないと､私は避難措置を引き受けるわけには

いかない』と話 した｣(菅野､2011a)0

4.3 東京電力や政府による情報の管理 ･隠蔽

政府は当時､｢ただちに影響はない｣といいっづけていた｡3月 21日の枝野幸男官房長官

(当時)の記者会見では､前日に飯館村の水道水から､摂取制限に関する指標値を超える放射

性ヨウ素が検出され､厚生労働省の通知にもとづき､飯館村が住民に対 し飲用を控えるよう要

請 したことについて､｢報告された放射線量でただちに健康に害を与えるものではない｡生宿

用水としての利用には問題がない｣とのべた15)｡

また､厚生労働省は､3月 23E]､福島県周辺の野菜や原乳などに対する緊急時モニタリン

グ検査の結果を公表 し､飯館村のブロッコリーからも規制値の 27.8倍にのぼる放射性セシウ

ムが検出されたことが明らかになった｡ これを受けた枝野官房長官の記者会見でも､｢現時点

で一時的に食用に供されたとしても健康に害を与えるものではない｡ しか し､こうした状況が

今後長期にわたって継続することが残念ながら想定され､念のために早い段階から出荷を差 し

控えていただき､かつできるだけ摂取 しないようにしてもらうことが望ましい｣とされた｡さ

らに､｢〔放射線量が〕最大値を示 した野菜を約 10日間食べても､1年間の自然放射線畳のほ

ぼ2分の1にとどまるので､ただちに健康に被害が出ないことはもとより､将来にわたって健

康に影響を与えるような放射線量は受けない｣と強調された16)0

村長の著書からの前掲引用でのべられているとおり､このような状況のなかで､福島県放射

線 リスクアドバイザーを務める長崎大学の高村教授が講演をおこなった｡要旨が掲載されてい

る 『広報いいたて お知 らせ版』号外 1号 (2011年 3月 30日)から引用 しよう｡｢高村さん
It+Ill

は飯舘村の現状を分析 した上で､放射線ヨウ素による甲状腺ガンについては､子どもと若いお

母さんが一番影響を受けやす く､40歳以上はほとんど影響がないこと｡外ではマスクを着用

し､外出後は手を洗うなど基本的な事項さえ守れば､医学的に見て村内で生活することに支障

がないことなどを講演 しました｣｡これは ｢国を頂点とする公式見解｣であり､｢〔安全だとい

う〕一方に偏った情報｣であった (浦上､2011､14ページ)0

しかし結果的に､4月 22日､飯館村は正式に計画的避難区域に指定されたのだが､なぜそ

れほど国の措置が遅れたのか､という疑問がだされている｡3月 22日には､アメリカのエネ

ルギー省が､上空で測定 したデータ等にもとづく推計結果を公表 しており､それによれば飯館

村付近の汚染が著 しいことが示唆されていた17)｡国が飯館村を計画的避難区域に指定 したの

は､それから1カ月もたっている｡また､国の調査にもとづ く面的な汚染の全貌が公開された

のは､さらに遅かった｡

福島原発事故をめぐって､東京電力や政府 (そして被害自治体である福島県も)が情報を隠
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し､公表を遅 らせたことに対 して､つよい批判の声が上がっている (桜井､2011､48-49ペー

ジ;広河､2011､76-98ページ等)｡これは ｢危機管理｣のための､まるで戦時中のような情

報統制であった｡｢この事故は戦争での情報管理に似ている点もある｡都合のいいことだけを

発表 し､都合の悪いことは隠す｣(広河､2011､80ページ)｡いずれにせよ､国の避難指示や

情報公開の遅れが､飯館村民の避難のあり方や時期に､重大な影響をあたえたことは明らかで

ある｡

もちろん村当局も､全村避難には消極的だったとはいえ､希望者の ｢自主避難｣は早い時期

からおこなっていた｡3月 19-20日､村と県の協議にもとづき､希望する村民 326人が､県

の用意するバスで栃木県鹿沼市の避難所へ向かった｡ただしこれは､行政の避難指示等による

ものではないので､その時点では ｢自主避難｣ということになる (菅野､2011b､22ページ;

浦上､2011､12ページ)Oまた汚染の広がりを受けて､3月24日には村長と教育長が相談をお

こない､学校を村外に移すことを決めている｡ しかしこれは､飯館村からスクールバスで通学

できる範囲を原則としたため､移転先は隣接する川俣町とされた (広瀬､2011､40-41ページ)｡

それ以降､一時は住民の半数近 くが村を離れたが､家畜の世話が必要な簡鹿家などが徐々に

帰村 したため､4月上旬には4000-5000人が村内で暮らしており､そのなかには3歳未満の

乳幼児約 40人と妊婦 10人が含まれていると報 じられたI8).住民の帰村を促 した要因は､前

述のように､安全だという ｢国を頂点とする公式見解｣が専門家の講演を通 じて人々に流布さ

れたことであった (浦上､2011､14ページ)0

4.4 住民と行政との温度差

避難をめぐるこうした村当局の姿勢は､健康に不安を覚える人たちとのあいだに､かなりの

温度差があった｡58歳のある酪鹿家は､講演のなかで､この点に関し次のように語っている｡

｢国のほうは 『ただちに健康に害を及ぼすレベルではない』とテレビで枝野さんが言い続けて

いました｡私は 『ただちにではなくて､いずれ害を及ぼすということか』と思いましたが､偉

い学者さんたちも村に来て 『安全だよ､安心だよ』とやたらにいいました｡村当局がそれを鵜

呑みにしたもので､結局のところ二カ月半もの間､子供達が放射能を浴び続けることになった

のです｣ 19)0

また､健康に不安を感 じ､利の子どもたちを避難させるべく行動を起 こした20代の若者は､

インターネットのTwltterで次のように発言 している｡｢今村には何人か人が帰って来てます｡

でも 『安全になった』からではありません｡水も土も空気も放射能汚染されてる事はテレビで

皆知ってます｡皆お金っきた上に国､東電の補償の有無が不明なため仕方なく帰村 してきてま

す｡汚染村で生活 し仕事 しなきゃならない窮状を知ってほしい｣｡｢全て大人の事情です､心配

なのは未来ある子供達です｡ この大人の事情にのまれて､未だに､『直に影響の出ない』と言

われる水､空気､野菜､で生活を続けています｡今だけでも､子供達だけでも安全な所に移 し
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てあげないと､取り返 しのつかない事にもなりかねないと思う｣(3月26-27日｡原文のママ)0

この若者の発信が､4月 26日に200人以上の村民を集めた決起集会と ｢愛する飯館村を還せ

プロジェクト｣の結成につながっていく20)0

4月 7日になって､村当局は希望者だけを避難させてきた方針を改め､乳幼児と妊婦を翌週

にも福島市の旅館などに避難させる方針を村議や区長に伝えた21)｡また4月 11日には､国が､

1カ月を目安に計画的に全村を避難させる方針を明らかにした (正式な指定は4月 22日)｡

もちろん､避難の具体的なあり方をはじめ､さまざまな点で､村当局と避難をもとめる人たち

とのあいだの温度差はその後 も残ったが､とにかく一定期間後に全村避難が避けられないこと

は明確になったのである｡｢愛する飯館村を還せプロジェクト｣は､4月 21日に村長と懇談 し､

役場とのあいだで補完 ･協力体制を確認 した｡同プロジェク トは､村民が累積被曝量を後に推

計できるよう､行動記録をつけるための手帳を作成 ･普及するなどの活動を継続 している｡

4.5 経済基盤の維持か､人々の健康か

村長が追求 した経済基盤の維持 (村民の収入確保)は､屋内作業だけで操業できる九つの事

業所を村に残 し､また避難者自身が村に集まりパ トロールをおこなう ｢いいたて全村見守り隊｣

を発足させるという形で､一部実現された｡原発事故前､村内には大小 90の法人があったが､

そのうち9事業所のみが業務を継続することになり､従業員は村外から通 うことになった｡雇

用人数は550人である｡｢いいたて全村見守 り隊｣の隊員は400人なので､合計 950人の雇用

を確保 したことになる (菅野､2011b､165､172､180ページ)0

飯館村の経済基盤の維持よりも､住民の健康を優先 し､もっと早 く避難を決断すべきだった

のか｡あるいは､村長が批判を受けたように､住民を飯館村に通わせて雇用を確保することが

果たして妥当なのか｡これらについて判断をくだすのは､それほど容易ではない｡京都大学原

子炉実験所の今中哲二 らとともに､3月 28-29日に飯館村の汚染状況を調べた菅井益郎は､

その際､村長と話 したときのことを回想 している｡村長は､｢除染の具体的方法には関心を強

く持ったようで したが､避難に関 してはそれほどではなく､『どうしてもダメなら村内移車云も

あるのではないか』との考えで した｡村長がいちばん心配 しているのは､避難によって村や村

民がバラバラになることであり､それは村長の観点からすればそうかもしれないと思いっつも､

私たちの意見とのすれ違い 〔を〕感 じました｡/私は 『村は人がいて成 り立 っている､人が傷

つくようなら村は成り立たない』と心の中で思いましたが､そこまで言 うことはできませんで

した｡村長の苦悩が伝わってきたからです｣(菅井､2011､149ページ)｡

そもそも根本的な問題は､村当局の姿勢の是非以前に､地域の維持と命 ･健康とのあいだで､

なぜ人々が苦渋の選択を迫 られねばならないのか､という点にある｡原発事故がなければ､こ

うした事態は起こらなかったのであり､理不尽というはかない｡菅井のいう ｢村長の苦悩｣と

は､まさにこのことであろう｡
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まとめ

本稿では､避難対象区域等のあいだの質的差異を念頭におきながら､それが､地域社会と住

民の受けた被害の様相に､どのような影響をおよぼすかを考察 してきた｡まず､避難対象区域

を中心としつつ区域外にも共通する被害構造を概観 した後､避難対象区域等の類型について整

埋 し､自治体 ごとの特徴を明らかにした.そして､浪江町と飯館村を事例としてとりあげ､そ

れぞれの地域の特徴が､被害の様相をどのように変化させているかを検討 した｡

浪江町と飯館村では､地震 ･津波による被害の程度や､事故を受けた住民の避難の経緯に関

して､かなりの違いがみられる｡第 1節でのべたように､原発事故によって地域のもつ諸要素

が分断されていくという被害構造は共通するが､そのあらわれ方は一様ではない｡本稿で検討

したように､上記のような地域の特徴にしたがって､被害の様相は異なっているのである｡

ところで､2011年 12月 16日､政府は ｢事故収束｣を宣言 し､翌日､避難対象区域の再編

方針を関係自治体に伝達 した｡ しか し､今 も毎時 6000万ベクレルの放射性物質が飛散 しっづ

けており､｢収束｣という表現は実態に合っていないという批判かつよい｡さらに､避難対象

区域の見直 しに関 して､年間 20ミリシーベル トが居住の基準とされており､通常時の一般市

民の被曝限度である年間 1ミリシーベル トに比べてかなり高い｡加えて､経済的条件やインフ

ラ復旧などの面から､住民の居住を認めたとしても､帰還がスムーズに進むかわからない｡

2012年 4月頃の避難対象区域再編で､比較的早 く帰還できる地域と､数年あるいはそれ以上

もどれない地域が明 らかになるにつれ､被害の様相も変化 していくと思われる｡

筆者 らが実施 してきた避難住民への聞き取り調査がまだ継続中であることもあり､本稿は端

緒的考察にとどまっている｡今後､さらに調査をつづけ､福島原発事故による被害の実相をよ

り詳 しく明らかにしていきたい (2011年 12月末脱稿)｡

注

2)『朝日新任'rl』2011年7月10ElH.

3)『朝日新聞』2011年 9月 1円ィ､j一｡
4)2011年8月以降､筆者らは他の共同研究者とともに､福島県飯館村と浪江町から避難した住民に聞き

取り調査をおこなってきた｡飯館村の調査は､婦畑まなみ (桜美林大学)､尾崎Tl直 (東京経済大学)､

および除本が､また浪江町の調虎は､おもに根本志保子 (日本大学)と土井が担当したO両調査につい

て､避難者の方々に尋ねる郎項を続-し､また除本が浪江mTの調速も一部実施するなどして両調査に関

与することによって､調査の一体性を保つよう努めた｡現在も､調香は縦続rl:Jである.

5)｢プロメテウスの毘 防護服の男｣(第3回)r朝日新聞』2011年 10)｣5日付 (後椙注8)､関 (2011)

273ページ､東京電力福島原子力発'屯所における事故調査･検証委Irl会 (2011)278ページ｡

6)河北新報 ｢証言/高締出地とLj:･nらず避難/福島･浪江 .('ut岸部住民8000人｣(http://www.kahoku.

co.JP/spe/spe_SyS1071/20111109_01.htm)(2011年12月28日lmi三)､束京電力福島原子力発電所にお
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ける事故調査 ･検証委員会 (2011)278ページ｡

7)浪江ItrJのHさん夫妻からのI:LlHき取り (2011年 12月19日)による.

8)｢プロメテウスの毘 防誕服の男｣(第 1-3回)『朝日新聞』2011年10月 3-5ET付｡

9)浪江町のⅠさんからの聞き収 り (2011年 9月 2日)による｡

10)『朝日新聞』2011年6月 1ヒ附 ｡

ll)以下､飯舘村については､除本 (2011)12-16ペーシ､大島 ･除本 (2012)57-66ページ､でのべた

内容と同旨である｡

12)『朝El新㈲

13)『朝El新聞』

14)『朝日新聞

15)『朝ET新ELIJ』

16)『朝日新FILFT1

17)『朝El新Ffl=J

18)『朝日射手闇J』

19)『現代農業』

(夕刊)』2011年3月30日付｡

2011年 8月 11日1LIJ｡

(夕刊)』201111=F3月23日付｡

2011年 3月22日付｡

(夕刊)』2011咋3月23日付｡

(夕刊)』2011J'=r:3月24日付｡

2011年4月8El何｡

2011年 9月号､333ページOこの酪農家の男性は,筆者のうち除本も幾度か聞き取 りを

おこなった飯館村の Hさんである.Hさんは,原発事故を受け友人の離JEA家が自殺 した後,事故被害

の実情を知 らせるために各地で溝演をつつけている｡この出典は,東京郡内で2011年 7月5Elにおこ

なわれた誹演の記録である｡

20)｢愛する飯館村を還せプロジェクト｣サイ ト(http.//space.geoc)tleSJP/lltate0311/)(2011年9月21

日閲覧)｡本文でのべた飯館村の20代の若者とは,筆者のうち除本もI-uLJき取りをおこなったSさんであ

る.同プロジェクトの他のメンバ-にも,あわせて聞き取り調査を実施 した (ともに2011年 9月4EJ).

21)『朝日新聞』2011年4月8El付｡
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TheStructureofDamageCausedby
FukushimaNuclearPowerPlant:

ConsideringtheVarietiesofDamagedAreas

MasafumiYokemotoandTaekoDoi

Summary

TheptlrPOSeOfthispaperistostudythestructureofdamagecausedby

FukushlmaNuclearPowerPlant,considerlngthedifferellCeSamongVarlOuS

damagedareas.NuclearpollutionlnFukushlmalSthelargestpublicnuisance

("ゐogai'')everexperiencedinJapan.Theauthorsrefertotheanalyticalframe-

workofpollutlOndamagedevelopedlnenVlrOnmental socIOlogy (̀̀higaiJwzo

ron"),todiscussthedamagelnFtlkushlma.

Inthispaper,firstofall,thestrtlCttlreOfdamagelnFukushimawhicllappears

commonlyacrosspltlraldamagedareasisdescribedNext,tlleattentionispaid

tothedlfferenccbetweentheareasThen,theauthorsdiscussthevarietiesof

damageslntheareas,basedonthecasestudiesofNamieTown,andlitateVillage,

FukushimaPrefecture.
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