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おわりに

はじめに

福島原発事故による避難者数は、2012年のピーク時には16万人以上にのぼり、2015年12

月時点でも10万人以上に及んでいる。被災者の生活再建において、住まいはきわめて重要な

位置を占める（平山，2013）。本稿では、原発事故賠償と福島復興政策の5年間について、避

難者に対する住まいの保障という角度から再考するとともに、政府の政策的対応における最近

の動向について述べたい1）。

本稿の構成は次のとおりである。第1節では事故賠償を取り上げる。まず賠償の仕組みを解

説し、直接請求方式による現行の賠償が区域間格差（住居の賠償を含む）をともなっているこ

とを指摘する。また、住居の賠償を中心に、被害者や世論の批判を通じて賠償が改善されてき

た経緯、そして残された課題について述べる。さらに、注目すべき動向として、原発事故被害

者の集団申立てや訴訟の拡大についてもふれる。

避難指示区域（旧警戒区域、旧計画的避難区域に相当）以外からの避難者には、住居に関す

る賠償がない。福島第一原発20～30km圏の旧緊急時避難準備区域の避難者や、いわゆる「自

主避難者」が今のところ避難を継続できるのは、借上げを含む仮設住宅があるためだといって

よい。ところが福島県は2015年6月、仮設住宅の提供を2017年3月までで打ち切る方針を決

めた2）。これは、政府の帰還政策が徐々に避難終了政策へと移行してきたことと一体の流れで

はないか（日野ほか，2016，177179頁）。

第2節では、避難地域に関する復興政策の中心的課題とされてきた住民の帰還に着目し、そ

れをめぐる政策的対応について検討する。避難者を元の地に戻すことをめざす国の帰還政策は、

2013年末以降、避難終了政策というべき性格を強めてきた。住居の賠償や仮設住宅の打ち切
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り方針にもふれながら、その経緯を明らかにする。また、「長期待避」の選択を含む各人の意

思決定を尊重し、それらを保障する施策の重要性を強調したい。

1 原発事故賠償の5年間をどうみるか 住居の賠償を中心に

1.1 原子力損害賠償の仕組みと問題点

1.1.1 原子力損害賠償紛争審査会の指針とは何か

福島原発事故の賠償は、「原子力損害の賠償に関する法律」にしたがって行われる。東京電

力（以下、東電）が賠償すべき損害の範囲については、同法に基づき、文部科学省に置かれる

原子力損害賠償紛争審査会（以下、原賠審）が指針を出すことができる（図1）。2011年8月

5日に中間指針がまとめられ、2013年12月までに第1次～第4次追補が策定されている。

原賠審の指針（追補を含む）は、東電が賠償すべき最低限の損害を示すガイドラインであり、

明記されなかった損害が賠償の範囲外になるわけではない。しかし、現実にはそれが賠償の中

身を大きく規定している。そのため、放射線被曝の健康影響に対する不安や、ふるさとの喪失

などの重大な被害が、精神的損害（慰謝料）の対象外として取り残されている（除本，2015a）。

原賠審では、東電関係者がしばしば出席し発言しているのに対し、被害者の意見表明や参加

の機会がほとんど設けられてこなかった。被害者が積極的に自らの被害を主張するには、世論

への働きかけなどとともに、後述する原子力損害賠償紛争解決センター（以下、紛争解決セン

ター）への申立てや、訴訟提起などの手段が必要となる。

1.1.2 直接請求方式と賠償格差

東電は、被害者への「公正かつ迅速な賠償」をうたい、中間指針が策定されて以降、自らが

作成した請求書書式による賠償を進めてきた。図1のように、被害者が直接、東電に賠償請求

をする方式を直接請求と呼んでいる。

この請求方式では、加害者たる東電自身が、被害者の賠償請求を「査定」する。したがって、

東電が認めた賠償額しか支払われないが、東電が認めさえすれば一番早く支払いがなされるた

め、紛争解決センターへの申立てなどと比べれば、直接請求は利用されることが最も多い請求

方法ではある。

直接請求による東電の賠償では、国の避難指示等の有無によって、住民に対する賠償の内容

に大きな格差が設けられている。これは原賠審の指針で定められた内容にしたがっている。

国の避難指示等があった区域では、避難費用、精神的苦痛、収入の減少などに対する賠償が、

それなりに行われている。他方、国の避難指示等がなかった場合、賠償はまったくなされない

か、あるいはきわめて不十分である。実際にはもう少し複雑だが、おおむね以上のように理解

しても大過ない。住居や家財についても、次項で述べるように、賠償の有無が避難指示区域の

内・外ではっきりと分かれている。
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1.2 住居の賠償と再取得をめぐって

1.2.1 住居の賠償基準とそれに対する批判

加害者たる東電が賠償基準を決めているという意味で、直接請求による賠償のあり方は「加

害者主導」だといえる。この問題点は住居の賠償でも鮮明にあらわれた（除本，2013a，2526，

4143頁）。

2012年7月、東電は経済産業省（以下、経産省）とともに、原賠審を差し置いて、住居の

賠償に関する基準を策定・公表した（以下、これを2012年7月基準という）。原賠審は、2012

年3月から8月まで開催されなかったが、その間の7月に、経産省と東電が賠償基準を公表し

てしまったのである。経産省が賠償の「考え方」を示し（2012年7月20日）、東電がそれを

受けて、具体的な基準を公表するという形をとっている（同24日）。この賠償基準が対象とす

るのは、避難指示区域内の住居のみである。区域外の、人口が多い中通りなどは一切対象になっ

ていない3）。

2012年7月基準には、賠償を減額する2つの要因が組み込まれている（除本，2013b，35

頁）。1つは、土地・建物について、避難指示の解除時期と連動した減額措置がある。すなわ

ち、避難指示の解除時期が事故後6年以降であれば、「事故前の価値」の全額を賠償するが、

6年に満たず早く帰還できた場合は、それに応じて賠償を減額する（図2）。

建物については、もう1つ減額措置がある。「事故前の価値」の算定のなかで、「経年減価」

が考慮されるのである。築48年以上の家屋については、新築価格の2割しか賠償されない

（図3）。原発事故の被害地域には、そうした古い家屋が多いため、自治体から反発が出された。

これら二重の減額措置が適用されると、賠償額が減り、新たに住居を取得するのが困難にな

る人も少なからず出てくる。筆者が話を聞いた福島県�葉町のある避難者は、最も早く帰還で

きるとされる避難指示解除準備区域 4）にご自宅があり、土地・建物に庭木などを含めた賠償

額が約720万円と提示された5）。この方の場合、ローンも残っており、提示された賠償額で、

従前と同等の住居を再取得するのが困難なのは明らかだった。
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図1 原賠審の指針と東電の賠償基準

出所：除本（2013a）16頁、図4に一部加筆。



1.2.2 住居確保損害と移住の合理性に関する判断

2012年7月基準の公表を受けて、日本弁護士連合会は、会長声明でこれらの減額措置を批

判し、避難者が生活基盤を再取得できるよう、賠償の仕方を改めるべきだと提言した（日本弁

護士連合会，2012）6）。各方面からの批判を踏まえて、原賠審も住居賠償の見直し作業に着手

した。

原賠審は2013年12月、住居の追加賠償（住居確保損害）や、帰還困難区域の精神的損害な

どに関する中間指針第4次追補を決定した（住居確保損害のうち、建物分の上乗せについては

図3のとおり）。同追補では、帰還困難区域（福島県双葉町・大熊町については全域）からの

避難者には無条件に住居確保損害が認められるが、それ以外の避難指示区域に対しては、「移

住等をすることが合理的と認められる場合」との留保が加えられた（表1）。

東電側の説明によれば、移住の合理性については、被害者本人の申告を「尊重して」判断す
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図2 避難指示の解除時期と住居賠償の減額

出所：資源エネルギー庁「避難指示区域の見直しに伴う原
子力損害賠償の実施について」2013年3月、より作
成。

図3 居住用建物に関する経年減価と追加賠償

出所：『福島民友』2013年12月27日付より作成。



るとしており、厳格な審査を行わない予定とのことである。他方、紛争解決センターでは、福

島県�尾村や南相馬市小高区の集団申立て案件において、財物の全損評価については認められ

たものの、住居確保損害を申し立てながら認められなかった例が少なくない。つまり、移住の

合理性の判断に関してアンバランスが生じているといえよう。住居に関する賠償は、被害者の

生活再建にとってきわめて重要である。紛争解決センターには、より被害者の生活再建に資す

る判断が求められる（小海，2015，282283頁）。

1.3 原発事故被害者による集団申立てと訴訟の広がり

1.3.1 集団申立ての増大

直接請求では納得できない被害者には、紛争解決センターへの申立てや、訴訟などの手段も

ある。紛争解決センターは、原発賠償に関して、東電と被害者との間の協議を仲介し（和解仲

介）、問題を解決するための機関であり、裁判外紛争解決手続（ADR）の1つである。紛争解

決センターに所属する仲介委員が、東電および被害者双方の言い分を聞いたうえで、和解案を

提示し、双方が受諾すれば、その和解案に応じた賠償がなされる。

直接請求方式では、実態にあわない区域間の賠償格差が設けられていることから、住民が紛

争解決センターへ集団申立てをすることで、格差是正を求める取り組みが増加している。たと

えば、福島県伊達市の特定避難勧奨地点（以下、勧奨地点）周辺の住民による集団申立てがあ

る（勧奨地点は、住居単位で指定されるので「区域」ではないが、指定の有無により地域内で

賠償条件がまったく異なるため、この集団申立ては地域内の格差是正を求めたケースとみるこ

とができる。指定された世帯は、1人月額10万円の慰謝料などが支払われ、指定のない世帯

は自主的避難等対象区域の賠償のみ）。

申立てをした住民の暮らす地区では、勧奨地点に指定されていなくても、放射能汚染によっ

て農業などが深刻な被害を受け、一時避難や外出を控えるなどして日常生活が阻害された。さ

らに、健康被害への恐怖や将来への不安といった精神的苦痛を強いられた。しかも、地域内に

賠償条件の大きく異なる世帯が併存するため、住民間の分断が深刻化した。
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表1 住居賠償の区域間格差

注：「避難指示区域」は旧警戒区域および旧計画的避難区域。「緊急時避難準備区域」は
2011年9月末に解除。

出所：筆者作成。



そのため住民は、最低限の賠償とコミュニティの修復を求めて、紛争解決センターに集団で

申立てをしたのである。請求は、損害項目を慰謝料のみに絞り、少なくとも勧奨地点に指定さ

れた世帯同様の賠償を求めるという趣旨で、1人月額10万円の支払いを求めた。

紛争解決センターは2013年12月20日、和解案を提示した。その内容は、勧奨地点の設定

から、解除後相当期間が経過するまで（2011年6月30日～2013年3月31日）、1人月額7万

円の慰謝料の賠償を認めるものだった。和解案の提示から1ヶ月半以上たった2014年2月、

東電はついに和解案を受諾した。住民が求めた勧奨地点と同額には届かないが、格差を埋める

効果は大きい。また紛争解決センターが、放射線被曝による恐怖・不安、生活上のさまざまな

制約を認めた点も、住民側は評価している。

1.3.2 集団訴訟の広がり

2012年12月以降、原発事故被害者の集団訴訟が次々と提起され、全国で20を超えている

（米倉，2015；林，2015）。「自主避難者」の被害など、紛争解決センターで解決が困難な問題

は、集団訴訟に委ねられることになろう。

集団訴訟ではないが、福島県川俣町山木屋地区から避難した女性が、避難後にうつ状態とな

り、一時帰宅中に自殺したという案件で、2014年8月、福島地裁は原発事故による避難と自

殺との因果関係を認め、東電に賠償を命じた（東電も控訴せず確定）。同判決は、原発避難者

の苦しみを丁寧に取り上げ、被害の実態を踏まえている。原賠審の中間指針は、避難者の精神

的苦痛を、避難生活の不便さなどとして捉える。しかし、それは被害実態を正確にあらわして

いない。避難者たちは、地域コミュニティや家族との暮らし、仕事など一切を奪われたのであ

る7）。

今後、被害実態を反映して賠償がさらに前進するのか、他の集団訴訟等での司法の判断が注

目される。

2 帰還政策の3段階と避難終了政策

繰り返し述べているように、避難指示区域外からの避難者には、住居に関する賠償がない。

借上げを含む仮設住宅は、避難指示区域外の人びとが避難を継続するうえで、最大の条件とい

える。ところが福島県は2015年6月、仮設住宅の提供を2017年3月までで打ち切る方針を決

めた。また、政府の帰還政策は徐々に避難終了政策という性格を強めている。以下ではその経

緯を振り返る。

2.1 帰還政策の展開

政府は2011年後半から、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。住民の帰還は、避難地域に対する国の復興政策の中心的課題だといってよい。
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帰還政策の第1段階は2011年9月末であり、2011年4月22日に設定された緊急時避難準

備区域（おおむね第一原発20～30km圏）が解除された。これ以降、同区域は帰還政策の「前

線基地」とされてきた。

第2段階は2011年12月以降である。政府は「事故収束」を宣言し、すでに注記したように

2012年4月から避難指示区域の見直しを開始した。避難指示区域は、2013年8月までに避難

指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域の3区域に一通り再編された。

第3段階は2014年4月以降で、福島県田村市都路地区、川内村東部の20km圏、�葉町な

どで避難指示の解除が現実にはじまっている（表2）。

2.2 避難者の「二極化」と避難終了政策

原賠審や東電の賠償基準では、国の避難指示等の有無によって、住民に対する賠償の内容に

大きな格差が設けられている。また、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。

そのため、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）。前者の典型

は帰還困難区域の避難者であり、後者の典型は、旧緊急時避難準備区域を含む避難指示区域外

の人たちである。

政府は2013年12月、福島復興指針（「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」）を策定
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表2 帰還政策から避難終了政策へ

出所：筆者作成。



し、帰還困難区域に対して、移住先で住居を確保するための賠償の追加などを打ち出した。こ

れは帰還政策を部分的に転換したものと評される。これにともなって、原賠審も同月、前述の

ように中間指針第4次追補を決定し、住居確保損害を新たに賠償項目に加えた。

このように政府の避難者対策は、帰還方針を部分的に転換し、帰還困難区域等に対する移住

支援を盛り込むようになった。これは、帰還または移住によって、避難という状態を終了させ

ていくことを意味する。2013年末以降、帰還政策はしだいに避難終了政策という性格を強め

ているといってよい。

しかし前稿（除本，2015b）でも述べたように、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選択肢として「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）。具体的には、避難先での住まいの中長期的な保障や、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。

これらは政府の指示によって帰還できない避難者だけでなく、各自の事情に応じて避難の継続

を選ぶ人びとにも適用されるべきだろう8）。

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打ち出した

が、これによって賠償がほとんどない「自主避難者」が避難を継続するのはきわめて困難にな

る。このことは、住居の賠償がなく、慰謝料などの賠償も早期に終了した、旧緊急時避難準備

区域の高齢者などにおいても同様であろう。

しかし、筆者らが調査をした福島県川内村のような帰還政策の最前線ですら、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（除本・渡辺編著，2015）。それぞれの事情に応じ

て「長期待避」の選択を保障しうる施策が求められる。

福島県が上記方針を明らかにした2015年6月、政府も福島復興指針を改訂した。そこでは

避難指示解除準備区域と居住制限区域について、2017年3月までに避難指示を解除し、その1

年後に慰謝料の支払いを終らせるという方向が示された。いわば「賠償収束」宣言である。政

府はこれまで賠償を生活再建手段の中心に位置づけてきたが、賠償総額が増大してきたことな

どを背景に（東電の支払い合意額は2015年10月末時点で5兆6669億円）、いわば「賠償収束」

を宣言したとみることができよう。

改訂された福島復興指針では、賠償にかえて、生活・生業の再建支援策が強調されている。

しかし、原子力災害からの復興には長い時間を要する。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。賠償を打ち切って、

復興へと切り換えるのでなく、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。

以上の点は前稿でも述べたところであるが、あらためて強調しておきたい。
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おわりに

本稿で明らかにしたように、原発避難をめぐる国の政策的対応は、帰還政策から徐々に避難

終了政策というべき性格を強めている。また、政府は2020年のオリンピックを前に、事故賠

償を収束させる方向も打ち出した。しかし、放射能汚染の長期的影響を考えれば、事故発生か

ら5年を経ても、被害地域の復興は、まだ端緒的段階にあるというべきだろう。

この5年間で賠償や復興施策が実施されてきているが、それによる二次的被害もある（除本，

2015b）。被害の回復と変容・継続という両面を捉え、必要な施策を引き続き検討していくべ

きである。

付記

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）、科研費基盤研究（B）課題番号15H02866（研究代表者：下山憲治）、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15H02872（研究代表者：藤川賢）、

三井物産環境基金2012年度研究助成（研究代表者：藤川賢）、日本環境会議（JEC）・農林中金総合研究

所委託調査研究。

注

1）本稿は、複数の別稿をもとに再構成したものである。

2）この時点で避難中の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。

3）ただし、旧緊急時避難準備区域など一部で、建物の補修・清掃費用に対する賠償はある。

4）本文でも後述するように、2012年4月からはじまった避難指示区域の見直しでは、放射能汚染の程度

によって新たに3つの区域が設けられた。すなわち「避難指示解除準備区域」（年間積算線量20mSv以

下）、「居住制限区域」（年間20mSv超で、被曝量低減の観点から避難の継続を求める地域）、および

「帰還困難区域」（5年を経過しても年間20mSvを下回らない恐れのある、年間50mSv超の地域）であ

る。避難指示解除準備区域とは、もうすぐ避難指示を解除して帰れる区域という意味であり、逆に、帰

還困難区域は、戻るのが難しいぐらい汚染のひどい地域だということである。

なお�葉町の避難指示は、2015年9月5日に解除された。

5）2013年5月のヒアリング時点で、東電から提示されていた金額。

6）この点について、窪田（2015）も参照。

7）2015年6月に出された別の自死事件の判決も、事故前の故人の日々の暮らしが、ささやかではあるが

かけがえのないものであって、「法的保護に値する利益」であると正面から認めた。『福島民報』2015年

7月1日付。

8）避難住宅政策については、森川・山川（2015）207216頁、参照。
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Reflecting on Five Years of Nuclear Accident

Compensation and Government Policy

for the Reconstruction of Fukushima
―With a Focus on Housing Security for Evacuees―

Masafumi Yokemoto

Summary

The number of evacuees resulting from the Fukushima nuclear power accident

rose above 160,000 people at its peak in 2012 and still amounted to more than

100,000 people in December 2015. This paper will reconsider five years of nuclear

accident compensation and government policies for the reconstruction of

Fukushima from the angle of housing security for evacuees in addition to

commenting on recent trends in the Japanese government's evacuee policy. This

is because housing occupies a crucial position in rebuilding the lives of evacuees.

The structure of the paper is as follows. In Section 1, I address accident com-

pensation. I first describe the framework for compensation and observe that

current compensation is accompanied by disparities between areas（including

compensation for housing）. In addition, I outline the process by which compensa-

tion has been improved by the victims themselves and by public opinion and de-

lineate issues that remain, with a focus on housing compensation. Furthermore,

I touch on the increase in class-action lawsuits brought by nuclear accident vic-

tims as a noteworthy trend.

In Section 2, I clarify the process by which the policy of repatriating evacuees

aimed at returning them to their original homes has become more strongly

characterized as the policy of finalizing evacuation since the end of 2013. I also

hope to stress the importance of measures that respect and guarantee the deci-

sions of each individual person, including in regard to the option of long-term

shelter.
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