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おわりに

はじめに

福島原発事故による被害の中心的な内容は、「地域での元の生活を根底からまるごと奪われ

た」ことである。法的には、これは「包括的生活利益としての平穏生活権」（包括的平穏生活

権）の侵害と表現される（淡路，2015）。こうした被害は、被害を個別の項目に分解して市場

価格で評価する方式では捉えきれない。

本稿ではまず、被害の包括的な把握のために必要な基本的な視角について述べ、それを本件

事故に適用することによって、事故被害の全体像の概観を試みる（第1節）。以下では、K.W.

カップ、宮本憲一らによる社会的費用論 1）を踏まえて、実物レベル（素材面）の被害と貨幣

タームの被害（金銭換算された被害）を区別しつつ、両者の関連を明らかにする政治経済学的

方法を採用する。

第1節では、事故後の政策的対応が、被害と密接にかかわっていることも指摘する。そこで

次に、福島復興政策がむしろ被害を拡大・増幅する面をもつ、という点に着目する2）。まず福

島復興政策の現段階について述べ、さらに「不均等な復興」という視点から、政策の作用が被

害者の「分断」をもたらす構造を明らかにする（第2節）。

「分断」にかかわる重要な論点は、原発事故による避難と帰還をめぐる人びとの意思決定の

分岐である。そこで最後に、福島県川内村を対象とした筆者らの調査に基づいてこの問題を検

討し、避難者の多様な選択と被害地域の復興・再生について考察する（第3節）。
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1 被害の全体像をどう捉えるか

1.1 被害実態を把握するための視点

福島原発事故による被害は、きわめて広い範囲に及んでおり、大規模である。この全体像を

捉えることは容易ではないが、ここではまず、被害実態を把握していくための基本的な視角を

述べておきたい。

原発事故による被害には、金銭換算できるものもあるが、それ以前に、実物レベル（素材面）

で各種の被害が生じているという点がまず重要である（図 1のA）。今回の事故では、大量の

放射性物質が大気や海に放出され、土壌を汚染した。その結果、食品の汚染が広がり、消費者

に不安を引き起こした。人体への悪影響も懸念される。とくに、事故収束にあたる労働者の間

に深刻な被曝が広がっている。

汚染や被曝の影響は、貨幣タームの被害（金銭換算された被害）としてもあらわれる（図1

のB）。ここでは次の3つの視点が必要である。

第1に、農林水産物など、価格を有する財・サービスの被害がある。損害額の算定方法の問

題 3）はあるものの、これは貨幣評価が比較的容易な被害である（図1のB ①）。

第2に、生命・健康、環境、コミュニティなど、通常は市場価格をもたないものも被害を受

ける。しかし、これも貨幣評価が不可能というわけではない。たとえば生命・健康被害であれ
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図1 原発事故の被害実態を明らかにするための基本的視角

注：概念の相互関係を示したものであり、絶対的な大きさは意味をもたない。なお、図中
「B ③の加害者負担分（賠償・補償以外）」は、事後的対策を加害者自身が実施するなど
して、その費用が賠償・補償請求されることなく、加害者負担に帰着している部分をさ
す。したがってこれは、Bの一部であり、またDとも区別される。

出所：大島・除本（2012）23頁、図11をもとに加筆。



ば、慰謝料の賠償請求額などとして貨幣評価することが可能である（図1のB ②）。

第3に、Aの被害が起きたことによって支出された事後的対策の費用（賠償・補償、被害

修復・緩和に要する費用、対策実施のための行政費用など）として、貨幣タームの被害を捉え

ることもできる（図1のB ③）。B ①および②の被害が賠償請求され、被害者に支払われる

と、この費用の一部としてもあらわれる。

以上のようにAの貨幣評価が可能であるが、AはBに完全に置き換えることはできず、一

部はBのレベルでは捕捉されずに残る。それは、事後的に取り返しがつかない被害（不可逆

的かつ代替不能な絶対的損失）があるからである。いったん放出された放射性物質は、どれほ

ど費用をかけたとしても、完全に取り除くことは不可能である。生命・健康被害も絶対的損失

であるが、治療費や慰謝料として金銭換算されることがある。しかし、生命・健康被害はそれ

によって完全に回復するわけではない。したがって、Bの捕捉範囲はAのすべてには及ばな

いと考えるべきである。

図1のCとDは、Bのうち賠償・補償にかかわる部分である。Cは、被害者から加害者に

対する請求額だが、関連する法律などの制度上の制約から、Bのすべてが請求されるとは限ら

ない。また、書類や手続が煩雑であるため、被害者が請求をあきらめてしまうということもあ

りうる。Bの大きさを知るには、被害実態の調査研究が必要であるため、それが進まないうち

は、Cが被害額として認識されることがある。

最終的に、Cはその全額が賠償・補償されるわけではなく、訴訟などを通じて支払いが一部

に限定されることが多い（図1のD）。訴訟の結果として補償・救済制度がつくられ、原告以

外にも適用されれば、DはCより大きくなるとも考えられるが（その場合でもBより大きく

なることはない）、ここでは一定の制度・対策を前提とし、Cに対する支払額としてDを考え

ている。

被害全体のなかで加害者が負担していない部分を、図1では「支払われざる被害」（unpaid

damage）と表記した。被害者サイドからしばしばスローガンとして掲げられる「完全救済」

「完全賠償」とは、理論的にいえば、この「支払われざる被害」をできるだけ小さくすること

だといってもよい。

1.2 事故被害の概観

次に、図1の視点から、福島原発事故による被害の全体像を概観したい（図2）。

実物レベルの被害として、第1に挙げられるのは、放射性物質が大量に放出され、原発の敷

地内はもちろん、その外にも深刻な汚染が起きたことである。その結果、事故収束にあたる労

働者だけでなく、周辺住民も避難途上などで被曝した。また、国の避難指示が出ていない地域

では、現在も住民が「低線量被曝」に直面している状況がある4）。それらによって、ただちに

人体への影響はないとしても、被曝による恐怖や不安という精神的被害は実際に生じている。
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さらに、野生動植物や生態系への影響なども懸念される。

第2に、人間の経済活動という面からみれば、環境汚染は、自然資源（農林水産資源、水、

農地など）の汚染である。自然資源は、汚染されたまま人間活動のサイクルのなかに取り込ま

れると、食物を通じた内部被曝などを引き起こす。また自然資源は、採取されると、農林水産

物のように価格のついた商品になる。その汚染により、貨幣タームの被害として、出荷制限な

どによる損害、あるいは財・サービスの取引量や価格の低下（いわゆる風評被害）が生じる。

第3に、事故後、避難、除染、出荷制限などの各種の事後的対策が講じられた。そのあり方

によって、貨幣タームの被害のあらわれ方も変化する。

避難、除染、出荷制限などは放射線防護を目的とするから、それらの防護措置がとられれば、

被曝による被害は減少する。この場合、貨幣タームの被害として、①防護措置そのものの費用、

②防護措置にともなう損害（出荷制限による損害など）、③被曝による損害（健康影響の調査

費用などを含む）、が考えられる。基本的には①②が増加すれば、③は減少するであろう。そ

のほか、除染が不徹底な場合などに、④汚染による物的損害も発生する5）。

本件でとりわけ特徴的なのは、大規模で長期にわたる避難が、実物レベル（素材面）で被害

の拡大をもたらし、それがさらに貨幣タームの被害にも波及していることである。国や自治体

の避難指示が出た地域では、多数の住民が避難し、社会経済的活動がストップした。避難を余

儀なくされた住民は、避難および避難生活で、深刻な心身のストレスを受けた。健康を損ない、

亡くなった人も少なくない（原発事故関連死）。ある地域で多数の住民が避難してしまうと、

地域社会で人びとがとりむすんでいた社会関係が崩壊する。コミュニティの喪失はその代表的

な例であり、自然資源の管理や地域文化の継承などを含む諸機能が失われる。経済面では、生

産→流通→消費→廃棄という全過程がほぼ機能停止したために、それにともなう営業損害、就
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図2 原発事故被害の全体像

注：本図における「貨幣タームの被害」は、図 1のBに対応する。ただし、図 2では事後的
対策の役割が大きいため、「貨幣タームの被害」における区分は図 1のB ①～③に必ず
しも厳密には対応していない。

出所：筆者作成。



労不能損害、財物損害（住居や家財、事業用不動産などの価値減少・喪失）が生じた。

このように、制度的・政策的要因は貨幣タームの被害と密接に関連しているだけでなく、そ

の問題点によって素材面の被害が拡大、増幅されるという側面もある。次節でこの論点を取り

上げる。

2 原発災害はなぜ「不均等な復興」をもたらすのか

2.1 福島復興政策の現段階

2.1.1 福島復興政策とは何か

福島復興政策について確立した定義があるわけではないが、復興庁によれば、その施策の体

系は図 3のとおりである。そこでは、福島復興再生特別措置法（2012年3月成立）、および政

府のグランドデザイン（同年9月策定）に基づく施策体系として、福島復興政策が描かれてい

る。対象地域別にみると、福島復興再生特別措置法のもとで県全体に関する計画がつくられる

が、避難12市町村（以下、避難地域）については、グランドデザインに示されるように国の

関与が大きい。

これら以外に、広域の被災者支援、全国レベルの風評被害対策もある。このうち、原発事故

子ども・被災者支援法については、政府が同法に基づく施策を具体化せず、「骨抜き」を画策

したとの批判があることにもふれておくべきだろう（日野，2014）。

福島復興にかかわる法制度等は、ほかにもある。重要なものとして、除染に関する放射性物

質汚染対処特措法が挙げられる。同法は、福島復興再生特別措置法に先立って、2011年8月

に成立している。

避難地域に関しては、避難指示等の解除が復興の前提となる。解除は原子力災害対策特別措
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図3 福島復興に向けた施策体系

出所：復興庁（2014）35頁より作成。



置法に基づいて行われるが、今回の事故でそれをどう進めるかについては、原子力災害対策本

部の決定において具体的な方針が示されている（原子力災害対策本部，2011a，b）。

これら除染に関する法制度や、住民帰還をめざす政府の枠組みを前提に、図示したような福

島復興政策の体系がつくられてきた。したがって本稿では、これらに基づいて実施される施策・

措置（たとえば除染、避難指示区域の見直しや解除など）も、福島復興政策のなかに位置づけ

て考える。

「早期帰還をめざす区域」については、2013年3月に早期帰還・定住プランが策定されてい

る。同プランに基づき、早期に帰還が見込める自治体に関しては、市町村ごとにかなり詳細な

工程表も作成されている。工程表の項目は必ずしも同一ではないが、おおむね上下水道、交通、

教育、医療・福祉、除染、健康などについて、年度別に生活条件整備の目標が立てられている。

筆者らが調査をした福島県川内村の場合、この工程表は単なる「絵に描いた餅」ではなく、計

画から多少のずれをともないつつも実施されつつあるといえる。

2.1.2 賠償の打ち切りと復興政策

福島復興政策の現段階における特徴の1つは、賠償の打ち切りであろう。被害者の生活や生

業を再建する手段が、賠償から復興施策へと切り替えられていくのである（現行の原発事故賠

償は避難地域を主な対象としているから、これはとりわけ避難地域に関係のある論点である）。

たとえば、浜田昌良復興副大臣は2014年12月、就労不能損害（勤労者の給与減少等）の賠

償は打ち切り、企業立地補助金などで雇用を創出する施策へと移行していく考えを示した

（『福島民友』2014年12月24日付）。賠償の打ち切りは、その他の損害項目についても進行し

ている。2014年4月、福島県田村市都路地区で国の避難指示がはじめて解除されたが、避難

地域では、これにともなって避難費用や慰謝料の賠償が打ち切られていくことになる。また事

業者に対しても、政府と東京電力（以下、東電）は2014年末、営業損害や風評被害（避難地

域外にも関係する）の賠償を打ち切る素案を関係者に示した。被害者や世論の批判を浴びたた

め素案は一時「棚上げ」とされ、本稿執筆時の2015年5月現在、賠償の終期を1年延長する

案が報じられている（『福島民友』2015年5月19日付）。

賠償の打ち切りは、最近になってはじまったわけではない。政府が2011年12月に「事故収

束」宣言を出した前後から、その方針はすでに浮上していた（除本，2013，2326頁，4050

頁）。賠償の打ち切りは、避難地域のなかでも原発から遠い外縁部にはじまり、今や中心部に

到達しつつあると考えるほうが正確である。

ここで問題となるのは、現在進められている復興政策によって、原発事故の被害者は生活再

建が可能になるのか、被害地域は再生できるのか、という点である。もし問題があるとすれば、

復興政策は手直しが必要だろうし、また被害が続いているならば、実情に応じて賠償も継続す

べきである（旧緊急時避難準備区域を中心とする実態調査により、この点を検証した研究とし
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て除本・渡辺編著，2015）。

2.2「人間の復興」、「人間なき復興」

2.2.1 復興理念をめぐる論争 「創造的復興」対「人間の復興」

東日本大震災の発生から4年以上が過ぎた。この間、震災復興をめぐる数多くの議論が積み

重ねられてきた。まず、復興理念をめぐる論争がある。政府の打ち出した「創造的復興」に批

判的な論者が、対抗軸として「人間の復興」を提唱したのである。

2011年4月11日、復興計画の青写真を描く東日本大震災復興構想会議の設置が閣議決定さ

れた。同会議の提言は6月25日に発表された。そこで打ち出されたのは「創造的復興」であ

るが、その言葉自体は次のように、4月の閣議決定のなかにすでにみられる。「復旧の段階か

ら、単なる復旧ではなく、未来に向けた創造的復興を目指していくことが重要である」（「東日

本大震災復興構想会議の開催について」2011年4月11日）。

実は「創造的復興」は、1995年に起きた阪神・淡路大震災の際に、兵庫県や神戸市が掲げ

ていたスローガンである。「創造的復興」に対しては、神戸空港や高層ビルの建設など、開発

型復興という色彩が強く、「弱者」が置き去りにされたとの批判がなされている（塩崎ほか編，

2010）。

「創造的復興」に対置されるのが「人間の復興」である（宮入，2011a，b；岡田，2011）。

「人間の復興」とは、経済学者の福田徳三が、関東大震災（1923年）の現実を踏まえ提起した

復興理念であって、道路や建物などいわゆるハード面の復旧はあくまで手段であり、本来の目

的は人びとの生活や仕事を再建することだ、という考え方である。日本国憲法の観点から改め

て位置づけなおせば、「人間の復興」という理念は、震災復興に関して、人間の尊厳と幸福追

求権（13条）、生存権（25条）を保障することの重要性を明らかにしたものだといえる。

2.2.2 帰還政策への批判 「人間なき復興」

政府は2011年後半から、避難地域について、除染とインフラ復旧をてこに住民の帰還をめ

ざす帰還政策を本格化させた。2011年12月には「事故収束」が宣言され、2012年4月から避

難指示区域の見直し（以下、区域見直し）がはじまった。帰還政策は、避難地域に対する国の

復興政策の根幹をなすといってよい。

この政策に対しては、批判の書として『人間なき復興』（山下ほか，2013）が出されている。

同書による批判の中心点は、ハード面でのインフラ復旧や除染だけではそこに暮らしていた

「人」への施策が欠落してしまい、元いた人びとが戻れない「人のいない復興」になってしま

う、というところにある。著者は「人のための復興」が必要だと述べており、「人間の復興」

に通じる視点を打ち出している。『人間なき復興』は、「人間の復興」の文字どおり対極にある

最悪のシナリオを描き出し、それによって帰還政策に警鐘を鳴らしたのだといえる。
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ただし同書の内容が準備された2013年前半は、区域見直しが進行中であり、まだ帰還政策

の帰結を具体的に検討できる段階になかった。そのため、こうした批判の手法がとられたので

あろう。

『人間なき復興』の著者の1人は、福島県富岡町からの避難当事者である。富岡町は福島第

二原発が立地し、比較的汚染が強いという事情もあってか、同書の政策提言としては長期避難

（待避）の条件を保障するという点が強調されている。帰還政策のもとで避難者たちは、原住

地への帰還か避難先への移住か、という二者択一を突きつけられてきたが、それらとは異なる

第3の道を確保すべきだという議論である。

一方、同書の出版後、帰還政策は着実に進行し、長期避難（待避）から帰還・移住へと、避

難者層の「分解」が進んでいる。こうした点を含め、福島復興政策の帰結が徐々にあらわれて

おり、その評価に基づいて、政策の問題点や改善策を具体的に検討することが可能になりつつ

ある。福島復興政策論は、いわば総論から、地域ごとの実情を踏まえた各論へと進まねばなら

ない段階にきているといってよい。

2.3「不均等な復興」とは何か

福島復興政策が一定の帰結をもたらしつつある現在、それをどうみるか。本稿の視点は「不

均等な復興」（あるいは復興の不均等性）である。これは、復興政策の影響が地域・業種・個

人等の間で不均等にあらわれることをさす。

2.3.1 東日本大震災と復興の不均等性

東日本大震災全般については、これまでも復興の格差や不均等性が論じられてきた。たとえ

ば岡田知弘は、発災後3年目における「復興格差」の顕在化を指摘している（岡田，2013，17

20頁）。そこでは、岩手・宮城・福島の3県で復興に関する諸指標が比較され、福島の遅れ

と人口流出、宮城とくに仙台市の人口増加、などの特徴が明らかにされている。

復興過程を通じた仙台市の人口増加は、藤本典嗣によっても指摘されている。震災以前から

仙台市は、東北地方の中心都市であったが、これは公共事業を発注する省庁の出先機関が多く

所在するためである。こうした公共事業依存の地域経済構造は、震災によっていっそう浮き彫

りになった。復興予算の多くがインフラ復旧や除染などの土木事業に充てられ、その結果、震

災以前からの都市間の階層構造が強化されている（藤本，2014，149158頁）。

復興予算が土木事業に偏れば、産業への影響も不均等な形であらわれる。福島県でも、産業

構造における建設業の割合は、構造改革がはじまった2002年以前の水準に戻っている（藤本，

2014，162頁）。

ハード中心の復興政策は、もともとあったコミュニティや地域社会の維持可能性（サステイ

ナビリティ）という視点が弱い。小熊英二は、三陸地方の復興について論じるなかで、「この

経営研究 第66巻 第2号8



ままでは、公共事業によるコンクリートで覆われたゴーストタウンが出現しかねない」と警告

している（小熊，2014，174頁）。

高木竜輔は福島県広野町を事例として、こうした復興の不均等性を具体的に指摘している

（高木，2015）。前述した政府のグランドデザインでは、福島県広野町、南相馬市、川内村、

田村市など先行して帰還を進める地域が「前線拠点」と位置づけられている（復興庁，2012，

8頁）。これら4市町村はすべて、福島第一原発30km圏の旧緊急時避難準備区域に、全域あ

るいは一部が含まれる。なかでも広野町は全域が、川内村は役場をはじめとする大半が同区域

内にある。また広野町は、事故収束作業の拠点でもある。

広野町商工会の資料によれば、2014年5月時点の事業所の再開率は、復旧事業に関連の深

い建設業で95.1％、飲食業で85.7％と比較的高いのに対し、町民を相手にしていた小売業で

は64.1％と低くなっている。復旧事業の展開は、町に住む人びとの構成や風景など、地域の

様相を変貌させ、住民の帰還と地域の再生にとってむしろ困難をもたらす恐れもある。もちろ

ん、復旧事業の「恩恵」を受けている事業者においても、それが一過性のものだという弱点は

自覚されており、中長期的な再建の課題が残されている（高木，2015）。

2.3.2 原発事故の被害地域における特徴

以上は、東日本大震災の被災地全般に共通する要因である。原発事故の被害地域ではさらに、

放射能汚染の特性と、福島復興政策によってつくりだされた分断 6）が影を落としている。図 4

にしたがって説明しよう。

第1に、顕著な特徴として、原発事故を受けて設定された避難指示区域などの「線引き」に

より、地域間の不均等性がつくりだされている点が挙げられる。事故賠償の区域間格差は、そ

の代表的な例である。前述のように、賠償は全体として打ち切られつつあるが、その一方で区
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図4 原発事故の被害地域における復興の不均等性

注：矢印は因果関係をあらわし、点線は結果が原因を必ずしも前提
としないことを意味する（汚染状況の地域的相違は、原発事故
後の放射性物質の降下によるもので、除染はそれを変化させる
要因である）。当面の議論に必要と思われる内容を図示したに
すぎず、重要だが省略されている事象もある。

出所：筆者作成。



域間の賠償格差が拡大している。

賠償の格差は、前述した避難者層の「分解」と重なり合う。東電が進める賠償は、早く帰還

できる区域ほど減額される仕組みになっているからである。したがって、避難者は次の両極へ

と「分解」されていくことになる。すなわち、①避難が長期に継続し、それに応じて賠償が一

定の額に積み上がる一方、原住地への帰還の展望を見出せない人びと、そして、②帰還政策の

進展によって、希望すれば原住地に戻れる条件は形成されつつあるが、一方では賠償が低額に

抑えられ（あるいはすでに打ち切られ）、生活再建の困難を抱えている人びと、である（もち

ろんこの両極の間に位置する人びとも存在する）。次節で着目する旧緊急時避難準備区域の住

民は、この②に位置づけられる。

第2は、「線引き」による区域設定が、被害実態とずれていることである。区域の違いが必

ずしも放射能汚染の実情に対応していないために、区域間の賠償格差と、放射能汚染の濃淡と

が絡み合って、住民の間に分断をもたらしている。また、避難によって、ひとたび地域社会の

機能が停止してしまうと、その影響（つまり被害）は長期にわたり継続する。したがって、放

射能汚染の程度に応じて避難自治体を3区域に分割しても、必ずしも被害実態を反映している

ことにはならない（これは下記第4の点に関連する）。

第3に、放射線被曝による健康影響は、将来あらわれるかもしれないリスクであり、その重

みづけが、個人の属性（年齢、性別、家族構成など）によって異なる。たとえば、年齢が低い

ほど放射線への感受性が高いことは、広島、長崎の被爆者調査でも明らかにされている。また、

若い人は余命が長く、その間にさらに被曝を重ねることになる（国会事故調，2012，435頁）。

したがって、若い世代、子育て世代は、汚染に敏感にならざるをえない。こうした事情から、

同じ放射線量であっても、そのもとでの避難者の意識と行動は同一ではなく、個人の属性によ

り多様化する。

この点に関連して重要なのは、「風評被害」という言葉のもたらす作用である。その対策は、

福島復興政策において重要な位置を与えられている。「風評被害」という語は、本来は無害と

されるものを、消費者が回避する状況への非難性を含んでいるため、原発事故を引き起こした

加害者を抜きにして、それ以外の主体どうしを対立させる方向に作用する。被害地域の生産物

にまったく汚染の影響がないのであれば、文字どおり風評被害だが、汚染がゼロでないのであ

れば、そこに「風評被害」の語を充てることは、基準値内の汚染は無害であるという言説にほ

ぼ等しい。

ところが、上記のように被曝によるリスクの重みづけは、個人の属性により異なる。したがっ

て、基準値内であってもその健康影響を懸念する人はいるのだが、評価の異なる他者（しばし

ば家族である場合もある）との対立を避け、あるいは「風評被害」を懸念して、口を閉ざす傾

向がある。つまり、被害を語ることへの自制と抑制が生み出され、被害地域に閉塞感をもたら

すのである。これによって全国的にみれば、むしろ事故被害の忘却・風化が進む可能性すらあ
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る（藤川，2015，5056頁）。

第4に、インフラの復旧が進んでも、避難者ごとの事情により、インフラへのニーズが異な

る。復旧が遅れたインフラへの依存度が大きい人は、戻ることができない。そのため復興政策

の影響は、不均等にあらわれる。また、除染や復旧事業による地域の変貌も無視できない（写

真）。他の住民が戻らなければ、コミュニティへの依存度が大きい人びとは、帰還して暮らし

ていくことが困難である。その結果、帰還を進める自治体では、原住地と避難先との間で住民

の分断が起きてしまう（また、避難先は1つではないから、その違いによる分断も生じる）。

第5に、図示しなかったが、除染をめぐる分断もある。たとえば、福島県内の除染で取り除

いた土などを保管する中間貯蔵施設に関して、搬入される側の立地地域と、搬出する側の県内

他地域との間で不協和音が生じている。また県内でも、立地地域は原発から「恩恵」を受けて

きたという見方があり、そのこともこの問題に影を落としている。

原発事故の被害地域では、以上で述べたような複数の要因によって、復興政策の影響が地域・

個人等の間で不均等にあらわれるとともに、住民の間に複雑な分断構造が生じている。次節で

は、筆者らが共同研究者とともに調査を行っている川内村を事例として、上記第4の点を中心

に、住民の帰還率が伸び悩んでいる要因について述べる7）。

3 避難と帰還をめぐる住民の選択

3.1 川内村の事例から

3.1.1 川内村の帰還状況

「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
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とともにいち早く役場機能を元の地に戻した。上記のとおり、川内村の大半は旧緊急時避難準

備区域に含まれるが、同区域は2011年9月末に解除され、これにともない、避難費用と慰謝

料の賠償が2012年8月末で打ち切られている。

川内村によると、2014年4月1日の人口は住民票ベースで2739人であり、2014年7月1日

時点の帰還状況は、村内居住者が1396人、避難者が1348人である。およそ半数が帰還したこ

とになる8）。ただしこの帰還者数は、村が主たる生活の場となっている人の数であり、避難先

を完全に引き払っていない人も含まれる。年齢階層別にみると、帰還者の割合が多いのは50

歳代後半以降であり、それより下の、子どもまたは子育て世代と重なる年齢階層では、避難者

の方が多い。さらに、90歳代前半でも、避難者の方が多くなっている（土井，2015，80 85

頁）。

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。

もちろん帰村しても、事故前の暮らしが完全に回復するわけではない。放射能汚染について

は、川内村の避難者が多い郡山市よりも、村に戻ったほうが線量が低いという話をよく聞く。

しかし実際には、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。

村役場付近の地区では放射線量が低くなっているが、役場から四方に広がるにつれ高くなる。

とくに、役場からみて南東部から南部の地区で線量が高い。「放射線量の軽減を図らなければ、

安心して生活のできない地域が生じているなど深刻な放射能汚染問題を抱えている」（福島県

双葉郡川内村，2013，73頁）。国が2014年4月17日までにまとめた住民の年間追加被曝量推

計値（個人線量）によれば、川内村ではすべての職業および行動パターンで、追加被曝1ミリ

シーベルト／年を超過した。とくに林業や農業で高くなっている（放射線医学総合研究所・日

本原子力研究開発機構，2014，35頁）。

したがって、被曝の健康影響に不安をもつ人が出てくるのは避けられない。筆者らが話を聞

いた限りでも、少なからぬ帰村者が、何がしかの不安を抱えて暮らしている様子が垣間見えた。

3.1.2 避難者はなぜ戻れないのか

村民の帰還率が伸び悩んでいる大きな理由の1つは、次の点にある。川内村は、病院や高校

などのインフラを浜通り沿岸部に依存していたが、原発事故後、その機能がストップしており、

回復のめどが立っていない。また、それに代わる中通りやいわきの諸施設までは、必ずしも村

からのアクセスがよくない。したがって子育て世代や、健康に不安のある人は、帰還をためら

う傾向がある。
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子育て世代の意識や置かれた状況は、次のようにまとめることができる。①学齢期の子ども

がいる家庭では、子どもの学校を家族の生活の中心に考えている。②村で居住した場合、高校

の選択幅が極端に少ないため、帰還への影響が大きい。③そもそも村での親の仕事がなくなり、

村での生活が困難な家庭もある（土井，2015，9498頁）。

他方、高齢者が村に戻れない理由は何か。①まず、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。

②また、村に戻った場合のマイナス面も大きい。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、あるいは上記のように、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がある。③健康面で万が一の場合の心配がある。ドクターヘリを呼

ぶほどでなくとも、大きなけがなどは想定されるし、何かあった時に家族が集まりやすいかど

うかも影響する。④避難者が集まって暮らす仮設住宅では、近隣どうしのコミュニティがすで

に形成されている。他方、村に戻っても近隣住民が避難していれば、元のコミュニティは失わ

れている（藤川，2015，3845頁）。

高齢の避難者のなかには、国民年金の月数万円で生活している人もおり、経済状態が悪化し

ている。困窮の主な理由は、①生活費の上昇（事故前には食品は自給か、近隣との相互融通が

多かった）と、その一方で②賠償が打ち切られていることにある。今後、医療費自己負担分の

免除措置や、仮設住宅の提供などが終了していくと、さらに追い込まれる人が出てくるのは明

らかだ。

3.1.3 浜通り沿岸部との「一体性」

「地域」は、いわば諸要素の「束」であり、一定の範域に「自然環境、経済、文化（社会・

政治）」という複数の要素が一体のものとして存在することで、人びとの生産・生活の場とし

て機能する。放射能汚染のない環境、ある程度の収入、生活物資、医療・福祉・教育サービス

などが手の届く範囲になければ、私たちは暮らしていくことができない。これらの諸条件が回

復しないと、生活再建は難しいのである（除本，2013，3033頁）。

福島の被害地域では、人びとの生活圏は1つの自治体で閉じていたわけではなく、複数の自

治体をまたぐ比較的広い範域を形成していた。そして、その中心に福島原発があった。原発の

近くには、仕事だけでなく、大型小売店、高校、病院などがある。

川内村の場合、住民は医療、教育、買い物などの機能を、原発の立地する浜通り沿岸部に大

きく依存していた。つまり、浜通り沿岸部と一体の生活圏を形成していたのである。川内村の

復旧計画は次のように述べている。「本村住民の大部分は、通院、通学、買い物など……につ

いて、震災前は……富岡町や大熊町、さらに浪江町など……に通っていましたが、警戒区域と

なったいま、立ち入りできなくなり、加えて復旧の見通しがつかないことから、帰還後は生活

圏の大幅な変更を強いられることになります」（福島県双葉郡川内村，2011，11頁）。
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したがって、地域のもつ「自然環境、経済、文化（社会・政治）」という諸要素を、広域的

な視点から回復していくことが、必要である。川内村だけで帰還を進めても、浜通り沿岸部で

避難が継続しているため、そこに依存していた諸機能が回復していない。そのため、村に戻っ

ても生活再建が困難だという人が出てくるのは当然である。

なお、浜通り沿岸部との「一体性」という場合、家族関係によるつながりという側面も無視

できないように思われる。仮設住宅に避難している川内村の高齢者から、震災前は隣の富岡町

に娘が暮らしており、しばしば訪ねてきてくれたので安心だった、という話を聞いたことがあ

る。高齢になるほど、子ども世代によるサポートが必要になると考えられるので、子ども世代

の生活再建の行方が、高齢者の帰村意思にも影響を及ぼすであろう。

3.2 避難者の多様な選択と被害地域の復興・再生

川内村の事例からも明らかなように、避難者ごとの事情によって、同じ地域内でも避難と帰

還をめぐる選択はさまざまである。したがって、政策目標を早期帰還に一元化するのではなく、

個々の避難者の多様な生活再建の延長線上に、被害地域の復興・再生を実現していく必要があ

る（日本学術会議 社会学委員会 東日本大震災の被害構造と日本社会の再建の道を探る分科会，

2013，10頁）。

国は2013年12月、帰還困難区域等について「移住」支援を打ち出し、帰還政策の大枠は保

持しつつも見直しを行った（原子力災害対策本部，2013）。たしかに、早期帰還への一元化に

比べれば改善されたといえる。しかし、帰還か移住かという二者択一の枠組みでは避難者の意

識を捉えきれない。比較的若い世代では、今は戻らないという選択と、いずれ戻りたいという

希望とが両立するからだ。

そこで、帰還でも移住でもない第3の道として「長期待避」があることを明らかにし、その

選択を保障しうるよう施策を拡充すべきだという主張がなされている（舩橋，2013；今井，

2014；日本学術会議 社会学委員会 東日本大震災の被害構造と日本社会の再建の道を探る分科

会，2014）。具体的には、「長期待避」期間における住まいの保障や、現住地と避難元（原住地）

の両方の自治体に参加できる仕組み（「二重の住民登録」）などである。この議論は、長期にわ

たり帰還できず、かといって移住（避難先への定住）にも踏み切れないという人びとに、第3

の道をひらくという点で、重要な意味をもつ。

一方、国の帰還政策はすでに進行している。分断の拡大を防ぐためには、地域の実情を踏ま

えて、賠償格差を是正するとともに必要な賠償を継続すること、そして避難者の多様な選択を

尊重することが不可欠である。

旧緊急時避難準備区域の川内村や広野町は、いったん役場も含め避難したものの、現在は帰

還を進めている。これらの自治体では、「待避」をしていた住民が次第に戻りつつある。しか

し、完全に戻ったのではなく、家族は避難を継続していて、週末は家族とともに過ごしたり、
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あるいは近傍の避難先から通っている人もいる。つまり、これまで「待避」をしていた住民が

多様な形態の「二重生活」（二地域居住）を開始しているのである。この背景には、避難者ご

とに前述のようなさまざまな事情があると考えられる9）。帰還自治体からすれば、避難が継続

する要因を具体的に明らかにし、それを踏まえて住民が戻れるような条件づくりを丁寧に進め

る必要がある10）。

おわりに

東日本大震災の被災県のなかで、福島県の復興が、放射能汚染に阻まれて、もっとも遅れて

いるとされる。たしかにそうだが、すでに福島復興政策の体系がつくられ、施策の結果も徐々

にあらわれている。現在では、その評価に基づいて、政策の問題点や改善策を具体的に検討す

ることが可能になりつつある。

では、福島復興政策の「成果」をどうみるか。本稿では、復興政策の影響が地域・業種・個

人等の間で不均等にあらわれていることを指摘し、それを「不均等な復興」と表現した。こう

したアンバランスの存在は、復興政策の手直しの必要性を示唆している。

政府は2015年6月、福島復興指針を改訂し、避難指示を解除し賠償を打ち切っていく方針

を改めて鮮明にした。これは「賠償収束」宣言といってもよかろう。賠償にかえて生活・生業

の再建支援策が強調されているが、具体的な内容は必ずしも明らかでない。しかし、原住地の

環境やインフラなどの生活条件が回復していないなら、原発事故の被害は続いているというこ

とになる。賠償と復興過程を対立的に捉えるのでなく、復興を進めながら、なお残る被害に対

して適切な賠償を実施すべきである。

また同じく6月、福島県は、仮設住宅（借上げを含む）の提供を2017年3月までで打ち切

る方針を決めた（避難中の7町村等については、2017年4月以降は個別に判断。旧緊急時避

難準備区域は個別判断の対象外）。しかし、川内村のような帰還政策の最前線でも、避難を続

けざるをえない事情を抱えた住民は少なくない。そうした実情を踏まえて、原住地の環境や生

活条件が回復するまでの間、「長期待避」の選択を保障しうる施策が求められる。

付記

本稿は、除本（2015a，b）をもとに再構成し、加筆を施したものである。なお本稿は、次の研究による

成果の一部である。科研費基盤研究（C）課題番号25516010（研究代表者：除本）、三井物産環境基金2012

年度研究助成、科研費基盤研究（B）課題番号15H02872（以上、研究代表者：藤川賢）、科研費基盤研究

（B）課題番号25282116（研究代表者：塩谷弘康）、科研費基盤研究（B）課題番号15H02866（研究代表者：

下山憲治）、日本環境会議（JEC）・農林中金総合研究所委託調査研究。

原発事故被害の包括的把握と福島復興政策（除本） 15



注

1）環境経済学の分野で、社会的費用論の成果を継承する研究として、寺西（1984）、除本（2007）など

がある。また、その原発事故への応用については、除本（2011）、大島・除本（2012，2014）などがあ

る。

なお「素材面」とは、人類史において可変的な側面である「体制面」（人間社会の特定のあり方）と

は対照的に、歴史貫通的な物的・技術的側面を表す用語である。「使用価値的側面」といいかえてもよ

い。環境問題の政治経済学的研究では、この両側面から問題の原因や解決策を考えることが必要だとさ

れている。

2）この問題は、災害復興における二次的被害の一形態（福島原発事故におけるあらわれ方）とみること

ができる。復興施策の誤りや不作為などによる被害については、塩崎（2014）などがある。

3）たとえば原発事故で利用できなくなった住居の賠償額を、どう評価するかという問題がある。一般に

物的損害の評価方法として、①交換価値アプローチ、②利用価値アプローチ、③原状回復費用アプロー

チ、などが考えられるが、この場合いずれを採用すべきかという問題である。中古自動車と比較した場

合、住居は人びとの暮らしに不可欠な、土地に固着した不動産であるという特性から、事故当時の価格

（①）ではなく、再取得の費用（③）を賠償するのが合理的である（窪田，2015）。

4）「低線量被曝」を避けるために避難した場合は、それにともなう被害（避難費用、世帯分離など）が

生じる。

5）①が増加すれば、③と同様に④も減少すると想定できるが、避難指示によって汚染地域に放置された

住居のように、防護措置によって拡大する汚染被害も考えられる。ただしこの場合は、②の事例と考え

るべきかもしれない。そのほか、基準値内で流通している農林水産物の取引量や価格の低下（いわゆる

風評被害）も、④の類型に入るであろう。

6）原発避難者の間で生じる社会的分断の諸相については、山下ほか（2012）の整理がある。本稿で意図

しているのは、こうした分断をもたらす構造的要因の検討である。

7）筆者が事務局を務める日本環境会議 ふくしま地域・生活再建研究会（http://www.einap.org/jec/c

ommittee/fukushimachiiki/）は、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ととも

に共同研究を進めている。共同研究の一環として、川内村の調査を実施しており、そのなかで2014年3

月～11月に60人の村民（避難者・帰村者）から聞き取り調査を行った。

8）なお、この時点では、村東部の旧警戒区域で避難指示が解除されておらず、住民約300人は帰還でき

ない状況にあった。同区域の避難指示は、2014年10月1日に大半が解除された。

9）日本学術会議 社会学委員会 東日本大震災の被害構造と日本社会の再建の道を探る分科会（2014，15

頁）は「第三の道は、さらに第四、第五がありうるという前提で、現状において最低限政府が用意する

責務のあるもう一つ選択肢として提示するものである」と留保を付しているが、これはこうした実情を

反映したものであろう。

10）福島県弁護士会（2013）が「避難住民の円滑な帰還」と呼ぶのは、こうした取り組みである。住民に

よる避難／帰還の選択は、自治体の存続に大きな影響を及ぼす。住民の選択と自治体存続との間で生じ

る「避難自治体のジレンマ」（高木，2014，35-36頁）を回避するためには、本文で述べたように丁寧な

条件整備が求められる。ただし、川内村の事例から明らかなように、単独の町村で解決することが困難

な課題も少なくない。
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Toward a Comprehensive Understanding of Nuclear

Accident Damage and Fukushima’s Reconstruction Policy
Confronting “Unequal Reconstruction” and the “Division” of Victims

Masafumi Yokemoto

Summary

In this paper, we describe a fundamental perspective that is essential in thor-

oughly understanding the damage caused by the Fukushima nuclear disaster,

and outline the incident’s negative impacts. In addition, we identify how political

responses to the tragedy are closely connected to the damage（Section 1）.

Next, we consider how Fukushima reconstruction policies may have amplified

and expanded the destruction. First, we describe the current state of Fukushima’s

reconstruction policy. Then, we explain how the aforementioned policies lead to

the structural “division” of victims based on the perspective of “unequal recon-

struction”（Section 2）.

Regarding the “division” of victims, we consider the different decisions made by

people as to returning home. In the conclusion, we examine this problem based

on a survey we conducted in the village of Kawauchi in Fukushima Prefecture.

We investigated the diversity of evacuees’ choices, in addition to the rebuilding

and revival of the affected region（Section 3）.
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