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本準備書面では,平 成 27年 9月 5日 付けで避難指示が解除 された楢葉町の現
1

]

状及び,原 発事故 により故郷 としての檜葉町が破壊 され た こと及び避難指示解除
の時期が不適切 であつた ことを主張する。
なお,本 準備書面の全般を立証する証拠 として,楢葉町職員への聴き取 り報告
書

(甲

A202),写真撮影報告書

(甲

A203)が ある。
記

第 1 放射線量等の分布状況 と区域再編

1

放射線量等の分布
檜葉町では,本 件事故に より大量の放射線物質が飛散 し,今 なお町内全域で

高い放射線量が観測 されてい る。平成 26年 11月 7日 時点の放射線量等の分布
状況は以下の とお りである (文部科学省 放射線量等マ ップ拡大サイ ト)

放射線量等分布マップ拡大サイト

IPDF腹 はこちら
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2 1本 件事故による避難 の開始 と区域 の再編
楢葉町は,本 件事故後,平 成 23年 3月 12日 午前 8時 に楢葉町災害姑策本部
会議 が全町避難 を決定 し,全 町民が着の身着のままでの避難を開始 した。同年
4月 22日

,政府 は福 島第一原発 から半径 20

km圏 内を警戒区域に設定し,檜 葉

町の同区域の立入は制限されることとなった1(な お,同 日,楢葉町の 20 km〜
1町 の総面積 (103.45平 方 キ ロメー トル )の うち,警 戒 区域 に指定 され た のは面積

としては約 8割 であるが,人 口割合 としては 99%が 居住す る区域が警戒 区域 に指

2

30 km圏 内の地域に関しては緊急時避難準備区域 と指定 されてお り,そ の指定は

同年 9月 30日 に角
早除されてい る)。
同年 5月 25日

,借 上げ住宅,県 営住宅への入居開始,同 年 7月

仮設住宅 「高久第

5」

1日 に応急

の入居が開始され,原 告 らは長期の避難生活を余儀無く

されることとなった。
その後,平 成 24年 8月 10日 ,政 府は警戒区域指定を解除 し,檜 葉町におけ
る警戒区域全域 を避難指示解除準備区域 と指定 した。
そ して,平 成 27年 9月 5日 ,政府 は檜葉町全町の避難指示解除準備区域指
定を解除することとなつた

(甲 A204)。

第 2 町民の変動,帰 還の意思について

1

事故前 と解除後 の人 口動態

(1)統 計上の人 口
平成 23年 3月 1日 現在の檜葉町の人 口は 7,676人

(男 性

:3,700女 性

:

3,976),世 帯数は 2,564で あったところ,平成 27年 9月 現在 の住民票上の
人 口は 7,363人

(男 性

:3577女 J性 :3786)で あ り,世 帯数は 2694世 帯であ

る。なお,家 族が分かれて生活するよ うになった世帯もあり,実 質的には約

3600世 帯になってい ると思われる

(平 成

23年 3月 1日 の人 口は甲A179,

平成 27年 9月 現在の人 口については,甲 A202質 問①)。

(2)現 在 の居住者 の人 口実数
前述の とお り,檜 葉町の避難指示解除準備区域指定は平成 27年 9月 5日
に解除 されたばか りである。
解除後 に,町 役場職員が夜間パ トロール を実施 したところ,約 100世 帯 (週
4日 以上楢葉 にい る世帯),200〜 300人 程度の帰還を確認 しているとい うこ

定 され てお り,「 全 町避 難 」 と評 価 して支 障はな い と思 われ る。

3

とである。
町内生活者 の属性

(性 別

,年 齢,職 業)は 把握 していないが,老 々世帯な

ど年配の方が多い印象であるとのことであった

(甲

A202③②⑬)。

(3)作 業員の数
一方,檜 葉町においては,指 定解除前より,原 発作業関連の作業員が町域
に入 り,仮 設宿舎 に寝泊まりしている。
各社か ら楢葉町への報告があるものだけで,事 業者数は 18に のば り,作
業員数は 1,186名 にもなるとい うことである。
なお,作 業員の住居 としては,既 存宿泊施設が 6施 設利用 されている

(甲

A202⑮ )。
町としては,国 道 6号 ,常 磐道開通による交通事故の増加,高 齢者に姑す
る詐欺被害の拡大が懸念 しているところである

(甲

A203写 真 28〜 30)。

(4)住 居の解体,修繕状況
檜葉町においては,4年 超にもわたる長期避難 の結果,所 有する建物を解
体,取 り壊 しをする町民も出てきている。檜葉町においては,環 境省 の事業
による被災家屋解体作業が行われてお り,現 在までに 479件 が解体作業を完
了させている。町の予測では解体の申請件数は約 2000件 になるとい う

(甲

A202⑩ ,甲 A203写 真 33〜 37)。
また,町 が実施するハ ウス クリーニング補助の実施は 141件 である

(甲

A202.85)。

災害公営住宅の整備は早い もので平成 28年 2月 以降に完成するが,災 害
公営住宅がないのになぜ避難指示解除がなされるの力、 とい う住民からの意
見がある

2

(甲

A202⑩ )

避難指示解除に関する住民の意向,帰 還に関するニーズ

(1)復 興庁による住民意向調査
復興庁 は,2012(平 成 24)年 度以来,毎 年 1回 ,原 子力被災自治体におけ
4

る住民意向調査を実施 している。以下の 2014(平 成 26)年 度の楢葉町の住
民意向調査,調 査結果
(問

(速 報版)(甲

A205号 証)に よれば,「 帰還の意向」

12)に つき,「 す ぐに戻る」と回答 した者は 9.6%に とどまり,「 条件 が

整えば戻る」と回答 したものについても36.1%に すぎない。
世代別では,29歳 以下,30〜 39歳 では 「檜葉町には戻 らない」 との回答
が 4割 を超えてお り,一 方で 「す ぐ戻る」と回答 した者は 6。 1%,2,3%,「 条
件 が整えば戻る」 とした者も 18.2%,23.3%と 少なく,若 年層の多くに帰還
意思がないことが窺 える。
「条件が整えば戻る」 と回答 した者 の うち,帰 還の条件 として考慮する情
報 としては,「 道路,鉄 道,学校,病 院な どの社会基盤

(イ

ンフラ)の 復 旧時

期」 (75。 1%)「 原子力発電所 の安全Jl生 (事 故収束や廃炉の状況)」

(58。

7%),

「放射線量の低下の状況」 (57.7%),「 除染土壌や廃棄物の保管・移送・処分
に関す る情報」 (52.2%)と 続いている。
「す ぐに戻る」「条件 が整えば戻 る」と回答 した者において,避 難指示解除
か ら檜葉町に戻 るまでの期間は,「 1年 以内」が 37.0%で あり「3年 以内」が
37.0%で ある。仮に 1年 以内に戻 ると回答 した者 の うち,「 条件が整えば戻る」
と回答 した者も町の状況 にかかわらず 1年 以内に帰還するとして も,避 難指
示解除から 1年 以内に戻 ろ うとする者は 16.9%に 過ぎない

第3

放射能 に封す る除染

1

除染 の状況 につい て

(0。

457×

0,37)。

(1)除 染 の実施概要
檜葉 町は放射 陛物質姑処特措法

25条 に基 づ く除染特別地域 に指定 され て

お り,国 が 直轄 して 除染 の計画 ,措 置 を実施す る地域 となった。
平成 23年 12月 か ら平成 24年 2月 にかけて ,内 F各]府 が町役場や 工業団地
等 の除染 モ デル 実証事業 に着手 した。 そ の後、国が平成
5

24年 4月 に特別地

域内実施計画

管葉町)を 策 し,平 成 24年 9月 から生活圏を主とした環境

(小

省 による本格除染 が着手 されることとなった

(甲

A202⑫ 甲A206)。

(2)除 染の範囲
除染 の範囲は、檜葉町内の生活圏となる概ね 2)500世 帯を紺象 とし、除染
封象範囲 として住宅については建物、住宅敷地及び住宅に隣接する 20mの 範
囲の土地を対象 とし実施 してい る。農地

)に ついては全て姑象 となっ

(田 畑

ている。
また,道 路についても全て除染の対象 となっている。
除染の方法については、住宅、農地、森林、道路に分けられ除染方法を区
分 し実施することとなった。
除染に関 してはモニタリングポス トが町内に設けられているが,先 行除染
がなされた集会所 の周 りが多く,町 全体の放射線 の実態が示せていない。山
林でのポス ト設置はできていない

(甲

A202⑫ )。

(3)再 除染
平成 26年 3月 末をもつて第一回目の本格除染が終了 したが,町 内一律で
の除染を行 つたため,除染の効果 にも差が出ることとなった。事後モニタリ
ング測定結果 に加え、檜葉町が実施 したガンマカメラや独 自に調査 した結果
を踏まえた上で、取 り残 しや新たに汚染が確認 されるなど、除染効果 が維持
されず、空間線量に影響を与えているような箇所があつた場合には、個別に
原因究明を行い、必要なフォローア ップの除染を行 うこととなり,こ れを実
施 した。
まず事後モニタリングの結果から対象箇所の抽出を行い、現地調査を行い、
対象箇所 が決定 され実施 した。平成 27年 8月 末時ッ
煮のフォローア ップ除染
姑象軒数 は 570軒 で箇所数が 1,556箇 所 となっている。今後も引き続き、事
後モニタリングの結果を踏まえ、フォ ローア ップ除染を実施 してい くとして
い る (甲 A202(9)。
6

(4)除染 の順序
除染 に着手 した時点では、警戒区域から避難解除準備区域になった時期で
あることから住民が宿泊できる状況ではなく、 日中についてのみ自由に町ヘ
の出入 りが認められた状況であつた。 あくまでも除染は地権者 の土地への立
入の許可を取ることか ら土地毎に地権者 の同意を取得できた箇所から、かつ
町民が一時帰宅等で住宅へ行き来を行 う上で、住宅の除染を最優先に実施 し
てきてお り、町内でも比較的線量の高い地区の北西部を平成

24年度、南西

部を平成 25年 度 とい う優先順位をつ け、住宅も高さの高い屋根から側壁、
地盤へ と行 つてきた。農地除染 とその他 の道路等の土地の除染は同意の取得
状況 によつては前後する場合もあつた

(甲

A202⑩ )。

(5)農 地の除染
農用地の除染は,環境省 「除染関係ガイ ドライ ン」に準拠 し,農 用地の種
類 として田畑 の他 に農業用水利施設、樹園地、牧草地に分けて実施 された。
楢葉町の場合 の農地の除染方法は、放射性物質による汚染状況が lkg当
り5,000ベ クレル を超えているかどうかで分かれている。

5000ベ ク レル を超える場合,所 有者 の同意により土壌のすきとりによる
除染が実施 される。また,土 壌 のすき とりに加え、すきとり分の覆土、地力
回復

(ゼ オライ

トやカ リウム混合)に よリロータリーにて境拌を実施するこ

ととされている。

5,000ベ ク レル以下の農地については、農地の表土厚によつて反転耕 また
は深耕 とい う方法に分けられ実施する。 もつ とも,実 態は殆 どの場合が表土
厚の面から深耕、地力回復で実施 された。
津波被災地区の農地は、津波堆積土砂 の削 り取 りのみあり,実施回数につ
いては、いずれも 1回 である

(甲

A202⑭ ⑮⑩)。

(6)山 林の除染
山林の除染対象 となる範囲は、住宅
7

(生 活圏)に 隣接する山林の住宅境界

か ら 20m以 遠 までを対象 として実施 し、それ以上 の範 囲は生活 圏 に影響 がな
い と判断 され 、除染封象 とな ってい な いのが現状 である。除染 の方法 につい
ては、先ず、山林 内 の地面 にある下草等 を刈 りこみ、堆積 してい る落葉等 を

撤去する方法で行われた

(甲

A202① )。

(7)た め池の除染
町内のため池はついては,「 ため池等汚染拡散防止姑策実証事業」としてた
め池 の放射J性物質の濃度等を調査 している段階であ り,具 体的な土壌の除去
などは着手されていない

(甲

A202⑩ )。

(8)除染に関する住民の意見
乗境省 による除染 の工程や方法についての町民に対する説明会が平成 24
年 1月 か ら実施 されてきた。 しか しながら,除 染 自体が誰もが経験の無い事
業であり、国が説明する内容についての住民からの質問や意見は多くあった。
国が国費 を使い除染を実施することで、調査や試験を行い、工法を選定 し
たことから、それ相当に効果があるものと期待 し同意 してきている経緯 もあ
るが,地 区によつては、除染 に対 し満足された方もいれば不満や苦情が多く
出された地区もあつた。
なお,除 染作業中に窓や屋根 の瓦を割 られたなどの苦情も寄せ られた。
性
町職員 としては,除 染の方法が一律同 じ方法での除染であったが、放射′
物質による汚染の度合いにより方法を検討 し、線量の高い地区と比較的低い
地区とで工法を分け、現状 に合 った工法での施工であれば町民の理解 も得 ら
れたのではとい う感想を述べている

2

(甲

A202① )。

除染廃棄物仮置き場の状況

(1)設 置状況
檜葉町は,町 内 20行 政区毎に合計 24箇 所の除染廃棄物仮置き場を設置 し
た

(甲

A203写 真 1〜 9)。 平成 27年 8月 末時′
点での搬入量は約 58万 袋、

設置場所 は、行政区毎に大半が農地
8

(田

)を 使用 している。

第一回 目の本格除染 は終了 した もののフォ ロー ア ップ除染を実施 してい
る状況である。国が管理する施設ではあるが、楢葉町民の理解及び協力によ
つて設置 された施設であることから、行政区毎に月に 1回 の頻度で町民が参
加する除染仮置 き場監視員制度を設け、現状について監視を行 つてい る。
当初、国は 3年 程度の期間 とい う約束で仮置き場に使用する土地を賃貸 し
ているところ,町 民には,中 間貯蔵施設の整備状況から長期間になるのでは
とい う不安もある。町は次年度以降の営農再開に向けても影響はあると判断
している

(甲

A202⑩ ⑭)。

(2)放射J性物質の測定
仮置き場の供用開始から非常に少ない頻度ではあるが、放射J性 物質測定結
果から検出 されたことはある。放流できる検出値であることから対策は して
いない

(甲

A202⑮ )。

町としては,仮 置き場の存在が帰町 して生活する上で町民の帰町の妨げに
なることは理解 しているとのことである。 また,住 民の意見としては、除染
の仮置き場がな くなるまで帰町すべ きではないなど、仮置き場からの除染廃
棄物による放射性物質の影響 についての不安の意見はある。
町は、その ような意見を踏 まえ、町民立会いによる監視員制度 の設置や、
仮置き場周辺 の方 々に リアル タイ ムで空 間線量率が確認 できるモニタ リン
グポス トの設置も行 つてい るとのことである

第4

1

(甲

A202⑩ )。

イ ンフ ラに関 して
自然環境

(1)水 道等 の水源等 につい て
ア

木戸 ダムの放射線 問題

環境省 にお いては,町 内の水 がめである木戸ダ ム底質 のモ ニ タ リン グを平
成

24年 以降定期的 に行 つてい る ところ
9

(最 新 の調 査 につい ては 甲 A207),

底質 の土壌に lkg当 り最高 4万 ベ ク レルの汚染土壌 が存在する とい うこ
とを受け,い ずれは何 らかの原因によりその高濃度の放射J性 物質が木戸ダム
か ら取水す る小 山浄水場を経 て各家庭 の水道水に影響 があるのではといっ
た不安の意見が町民から多く出 されている。
点での
檜葉町 として も国に姑 し、底質の除去を要望 してきてい るが、現時ッ
土木技術から、底質の土壌を浚渫等の工法で実施 した場合、どうして も底質
の土壌が巻きあがって しま うことは避けられない との見解を国は示 してい
る。それに対 し、町は現時点でのモニタリング状況をより詳細に調査すべき
であることを要望 し、定点観測地 1箇 所以外に,15か 所の測定箇所を増加 し
て調査を実施することとな り,平 成 27年 2月 ,同 年 6月 ,同 年 8月 ,福 島
県土木部河川整備課が観測を実施 している。
町は,有 識者で構成 される檜葉町除染検証委員会において,水 の安全 。安
心についての評価や意見を聴取 している。木戸ダムの底質には高濃度の放射
性物質は存在するが、その土壌等がどのよ うなメカニズムで水道水に影響が
あるのか、または、浄水場 の現状 として設備 の現状 に加え、町民の安心確保
の面 か ら新たな設備 の導入 な どが必要か どうか の議論 を行 っている

(甲

A202④ ④)。
イ 沢水,湧 水,井 戸
町で把握 しているだけで,従 前 177世 帯が沢水,湧 水,井 戸を事故前に利
用 していた。町民から水 の不安を訴える意見要望が強くあったことから,現
在 ,町 独 自の取 り組み として 「檜葉町自家用飲料水安全対策補助事業制度」
(ろ 過機等の設置)を 立ち上げた。同事業への申込件数は 9月

件 である

(甲

6日 段階で 71

A202⑬ )。

(2)動 植物の保護等について
町内の動物

(野 生動物、野生状態になった家畜等の鳥獣)の 数,種類 に

関 して調査等は町では行 つていないが,イ ノシシ,熊 ,ハ クビシン,ア ラ
10

イ グマ が多発 し,家 屋 ,水 田の畦畔が荒 らされ てい る とい う報告 が多 く寄
せ られて い る。 町では駆除隊を組織 し対策 してい る

(甲 A202.55。 56)。

(3)農 地 ,農 業 につい て
現在 ,町 内で営農 してい るの は,水 稲 実証栽培等 の協力事業者 10名 の
み であ り,営 農 再開者 はい ない。 町は,現 在農地 の保全管理 を実施す るに
とどま ってい る。平成 28年 度 に本格 的な水稲 の作付 を 目標 として い る。
なお ,平 成

26年 度 に町が実証栽 培 にて収穫 した コメは 897袋 である。

全て 関係者 で試 食 したのちは廃棄 した。
現在 ,農 地転用 の相談や 申請 が増加 してい るとの ことで あ り,原 発作業
員事務所や宿舎 の ために畑や 田が潰 され てい る状況 も推測 され る。
そ の他

,米 以 外 の 野 菜 等 農 作 物 全 体 で は 販 売 実 績 が な い

(甲

A202.58.59.60.62.63.64)。

(4)木 戸)￨￨サ ケ漁等 につい て
木戸川 のサケ漁 につい ては,平 成
いる

(甲

27年 10月 18日 にサケ漁 が再開 され て

A208)。

そ の他 の渓流釣 りについ ては,漁 協 が再 開 しない 限 りは再開できない状況
にある

2

(甲

A202.65)。

狭義 のイ ンフ ラ環境

(1)鉄 道
平成

26年 6月 1日 ,町 内の 」R竜 田駅 が営業再開 し,常 磐線 の広 野 〜竜

田間 の運行 が再 開 した。
もつ とも,そ の利用状況 は,竜 田駅では平成

22年 の一 日平均乗草人員 が

248人 ,平成 26年 の一 日平均乗車人員 79人 と減少 してい る
お同 じ町内 の木戸駅 (甲

な

(甲 A209。

A203写 真 16〜 22)は 平成 26年 のデ ー タな し

)。

(2)道 路
平成 26年 9月 15日 に国道

6号線 が全線 開通 ,平 成 27年 3月 1日 には常
11

磐 自動車道が全線開通 している。
町職員の話では,国 道 6号 線に関 しては原発関連,除 染関連の 自動車によ
り朝夕は大混雑 しているとのことで,住 民から混雑封策,大 気汚染対策を求
められているとのことである。
平成 27年 4月 より,町 内送迎バスによる自宅から町内の商店,公 共施設
等への送迎バスの運用が開始 されてい る

(甲

A202.④ ,利 用状況について甲

A210,211)。

3

経済環境

(1)商 業
ア 飲食店 ,小 売店舗 の再開状況
(ア

)平 成 27年 8月 20日 現在 ,檜 葉町商 工会事業者 の うち小売業につい て
は

10社 が再 開 してい る

(甲 A212)。

もつ とも,店 舗 の被害状況や住民

の帰還状況や経営者 の後継者等 問題 か ら今後 の見通 しがたたない店舗 が
多 く見受 け られ る との ことで ある
(イ

(甲 A202.66.67)。

)コ ンビニエ ンスス トアは現在 まで 2店 が再開 してい る。 うち 1店 のみ
が 24時 間営業 である。

(ウ

)楢 葉町 内で営業 して い たホームセ ンター 「コメ リ」 は,本件事故後 閉
店 を余儀 な くされ て い る。 町は,後 述 の檜葉 コンパ ク トタウン内で再開
して も らうことを 目指 して事業者 と交渉 してい るが ,仮 に再開 した とし
て も,早 くとも平成
い

(工

(甲

28年 末 になるとの ことで あ り,め どはた ってい な

∧202.68)。

)平 成 26年 7月 末 ,楢 葉町役場前 に仮設店舗 による「ここな ら商店街」
開設 され た。町 内で営業 してい た立食 いそば・ うどん 「お らほ亭」、老舗
食 堂 「武 ちゃん食堂役場前店」、スーパ ー 「ブイチ ェー ン楢葉店」の 3店
が入居 してい る。 もつ とも,作 業員 がいない 日曜 ,夜 間 の営業 は実施 さ
れてい ない(甲 A202.69甲

A203写 真 31〜
12

33)。

イ

そ の他 のサー ビス業
商 工会加盟事業者 でサ ー ビス業 を営む 63社 の うち,町 内再開を果た し
て い るの は 14事 業者 のみである

(甲

A212)。

生活 に必要 なク リーニン グ施 設 は コイ ン ラン ドリー が営業再 開 している
だけであ り,床 屋 に至 って は再 開 して い る事業者 はい ない。 また,宅 配業
者 は 3事 業者 が再開 して い る

(甲

A202.70)。

ウ 金 融機 関,郵 便局
平成 27年 10月 に仮設郵便局 が再開 してい るが,金 融機 関の支店は再開
されて い ない。平成
未定 との ことである

28年 には東邦銀行 が再開予定 との ことだが そ の他 は
(甲

A202.71.72)。

(2)工 業
ア 被 災企業 の再開状況
平成 27年 9月 段階で ,檜 葉町商 工会会員企業 の うち,建 設業 ,製 造業関
す る事業者 100社 の うち,27社 のみ が再 開 してい る

(甲

A212)。

町内には,「 檜葉南 工業団地」があ り,事 故前 は 20社 が稼働 していたが
現在 は 6社 が再開す るに とどま る

(甲

,

A202.73)。

なお ,そ の団地 内で事業 を行 ってお り,現 在 も再 開 してい る株式会社 ダ
ン レイ福 島工場 では,事 故前 は 40〜 50人 が就 労 して いた ものの,現在は
2〜 3名 がメ ンテナ ンスのために常駐 してい るにす ぎない とい う。

(3)土 地利 用計画
楢葉 町では,檜葉 町土地利 用計画 アクシ ョンプ ラ ンに基 づ き,コ ンパ ク ト
タ ウン,竜 田駅東側 エ リア ,産 業再 生 エ リアな どの整備 を行 うとして い る。
しか しなが ら,そ の時期 は,い ずれ も平成

28年 末までに一部 の事業 が開始

す るだけであ り,現 在整備 が行 われて い るわけではない

4

社会環境

(1)役 場等公共機関 の現状 について
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(甲

A202②④ )。

役場機能 は,改編が進んでいるが,町役場機能の町内完全復帰の見込み
は,今 の ところ未定である(甲 A215参 照

)。

仮設・借上げ住宅の期間が平成

29年 3月 までと示 されたが、町民の帰町の状況に応 じて対処する必要があ
るとされてい る。

(2)既 存医療機関の再開状況
従前町内には医療機関が 4院 開院 していた。事故後,と きクリニ ック (内
科)の みが 10月 1日 から再開してい る。 もつ とも,開 院 しているのは火
曜 日から金曜 日までであ り,町 内の薬局が再開していないため,薬 の処方
については,広 野町の薬局 まで出向かない とい けない

(甲

A202② ,甲

A213)。

予定では,新 たに福島県立大野病院付属ふたば復興診療所が平成 28年
2月 に開院するとのことである。

また,従 前は今村病院

(富 岡町),大 野病院 (大 熊町)な

どの救急指定病

院が近隣町村 に存 したが,現 在は,救 急の場合はいわき市の病院まで行か
なくてはならない。
以上のよ うな状況であり,現 状で檜葉町住民の帰還に堪 えられるほどの
十分な医療状態が整ってい るとい う評価はできない とのことである

(甲

A202② ③④)。

(3)福 祉施設の再開状況
特別養護老人ホーム 「リリー園」は平成 28年 1月 再開を目標 としてい
る

(た だ し 80床 か ら 24床 に規模縮小)。

デイサー ビス 「やまゆり荘」に

ついては 11月 を目標 に開所予定である(甲 202⑥ 甲A203写 真 13〜 15)。
町民からは,介 護サービスを含め,希 望するサー ビスを受けられる環境
にはない,十 分なサー ビスの提供が帰還の条件 であるとの意見が寄せ られ
ている

(甲

A202③ ⑨)。

障害者福祉施設に関 しては,従 前は町内に施設があつたが,現 在再開の
14

めどはたっていない

(甲

A202③ )。

町として介護保険法に基づ く地域包括ケアシステムの早期体制確立を 目
指 している途上にある

(甲

A202⑩ )。

(4)教 育機関の再開状況
ア 学校再開の時期
楢葉町には檜葉北小学校,楢葉南小学校,楢 葉中学校 の 3つ の公立小 中
学校が存す る(甲 A203写真 10〜 12)。 3校 は,本件事故後から現在に至
るまで,い わき市所在 のいわき明星大学に仮校舎を置いている。
楢葉町は,学 校再開検討委員会の諮問を受け,町 立小中学校の再開時期
を平成 29年 4月 と決定 し,当 面楢葉中学校校舎において 3校 を再開する
予定である。帰還 した結果,教 育環境が悪 くなったと言われない よ うに準
備期間を 1年 半置 くようにした(甲 A202.76,77甲 A2141。
イ 小中学校に通 う児童の数
±79名 である。震災前の
児在
震災前の小学校児童数は 432名 ,震 災後はチ
中学校児童数は 240名 であり,震 災後は現在 64で あり,顕 著な減少がみ
られる。
なお,教 員数 に特段の変化はない

(甲

A202,77)。

ウ 教育内容
柚葉町では,学校が町に帰還 したことを想定 し,ス ムーズに教育活動を
行 うことができるよう,障 害 となる課題 の解決 を明記 した教育課程を編成
してい る。
また,震 災以降児童生徒は,た くさんのス トレスを抱え過ごしてお り
,

ス トレスケアの教育相談を行 う必要がある。
現在,部 活はバ ドミン トン部,剣 道部,卓 球部の 3部 が活動 している (甲
A202。 78.79)。

工 今後の見通 し
15

学校 の再開に関 し,保護者 の意 向調査 が実施 されて い る。現在在 籍す る
児童数 の さらに半数 は戻 らな い とい うとい う意 向 が示 され て い る とい う
(甲 A202.801。

オ

こども園
楢葉 町立あおぞ らこ ども園 も,震 災後 にい わき明星大 学に仮園舎 を設 置
して運 営 を再開 してい る。震災前は 240人 ほ どの園児 が居たが,現 在 の登

録人数 は町内園児 6名 ,浪 江町出身 の園児 3名 ,双 葉町出身 の園児 5名
富岡町出身 の園児 6名 が在籍す るに とどまる

(甲

,

A202.86)。

(5)防犯 関係
「双葉地方除染事業等・ 警察連絡会」 にお いて は,国 道

6号線 の 自由通行

に伴 う事故 の増加や ,帰 還高齢者 に紺す る窃盗 ,詐 欺関連 の犯罪 の増 大が課
題 とされてお り,町 外 の者 が多 く出入 りし,地 域 コ ミュニテ ィが崩壊 してい
るので ,犯 罪者 の監視 がで きない ことが懸念 されて い る。
町内 の防犯灯 の修繕 につい て も,現在修繕 が行 われて い る最 中である。
住 民意 向調査 にお いて も,防 災 ,防犯体制 の強化 が多 く希望 されて い る (甲

A202⑩ ⑦ 甲 A205問 13(1))。

5

文化環境

(1)行 楽施設等
町内 の天神 岬公 園 は,全 て の芝 は張 り替 えて除染 を実施 しているが,遊 具
は今 後 取 り換 え る との こ とで ,ま だ取 り換 えの 実施 は な され て い な い (甲

A202.87甲 A203写 真 23〜 27)。
町 の総合 グラウン ドは復 旧済み であ り,野 球場 ,サ ブ グラ ウン ド,陸 上競
技場 は使用可能 な状態である。
町 内 の住 民 が 多 く利 用 していた岩 沢海水浴場 は現在 も立 ち入 り禁 止 とな
つて い る

(甲

A202.88)。

(2)社 寺 につい て
16

町職員によれば,町 内の社寺関係者は概ね戻つてきているため,墓 参 り等
の実施は可能 とい う状況である(甲 A202.89)。

(3)祭 り,イ ベ ン トの再開状況について
双葉郡内町村 の行事 として事故前 か ら継続 されていた 「ふたばワール ド」
が楢葉町を会場 として 10月 10日 に開催 されるなど,町 をあげての行事に関
する再開の取 り組みは始まっている

(甲 A202.75)。

もつ とも,町 内会の祭 り等はまだ再開されたとい う情報はない。

第5

未 だ避 難 が必 要 な状況にある こと
以 上の檜葉 町 の現状 か らは,避 難慰謝料 の終期 に 関 して,ア ,避 難指示解 除
の時期 が不合理 であることイ ,避 難指示解 除 が適切 であ つた として も,相 当期
間がいまだ経過 してい ない とい うことがい える。

1

指示解 除 の時期 が適切 ではなかった こ と
原告 は,既 に 「十分 な除染 の実施 によつて ,当 該解 除対象 区域 の全域 にお い
て十分 に放射能汚染 レベル が 回復 して い ること (準 備書面 46,19頁

)」

が避

難指 示解 除 の条件 であることを述 べ た。
しか しなが ら,公 式 のモ ニ タ リン グポ ス トにお い て も毎時 0.23マ イ ク ロシ
ーベ ル トを超 える箇所 はまだ多 く存在す る。
また,町 内で実施 された除染で も除染後 の線量 が 下 がつてい ない とい う町民
の意見 が 出 るな ど,除 染効果 へ の疑問 も出 され てい る。 そ して,町 内にお ける
山林等 の除染 はほ とん ど行 われてお らず ,町 が独 自実施す る未除染地域 の地上

1.Ocm空 間線量 は 2,32マ イ ク ロシーベ ル トに及ぶ

(甲 A216)。

以 上の ことか ら,住 民には,放 射能 に姑す る極 めて強 い危惧感 (将 来 の世代
に紺す る リス クも含 む)が あ り,準備 書面 156で 述 べ た よ うにそ の不安 を抱 く
ことは,一 般人 ・ 通常人 に とつて合理 的な思考なの である。
以 上の こ とか らすれ ば,楢 葉町 にお ける放射能汚染 レベル は平成
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27年 9月

5日 時′
点で十分 に回復 していたとはいえず,避難指示解除の時期 としては適切
ではなかつた。

2

相当期間の不経過
原告は,相 当期間の経過 について,「 イ ンフラ施設や産業など,様 々な複合的
要素が,ほ ぼ全面的に回復・復 旧し,相 当数の住民が帰還 した段階に至って相
当期間の経過があつたとみるべ き (準 備書面 46・

19頁

)」

と既 に述べている。

しか しながら,楢 葉町においてこの相当期間が経過 しているとは言い難い。

(1)避 難指示解除後,住 民は現在 200〜 300人 しか帰還 していない。檜葉町 よ
りも際に避難指示が解除 された広野町などの例をみれば,今 後 3年 をもつて
しても,そ の帰還率は半数程度 の帰還も見込めないことが予測 される。

(2)檜葉町の小中学校 の再開時期は平成 29年 4月 以降である。小中学校 が再
開 しない とい うことは,そ もそも小中学校 の子 どもを持つ家族が帰還できな
い とい うことであり,地 域社会の中核をなすであろ う,か かる家族構成の住
煮までは
民の不帰還が平成 29年 4月 まで予想 されることか らすれば,同 時′
少なくとも相当期間は経過 しない。

(3)福 祉施設,医 療施設も本格的な再開の 目途は立っていない。 これ らの施設
の本格的再開がなければ,施 設を利用する高齢者 ,障 害者お よびその家族は
帰還が不可能である。

(4)ク リーニング店,理髪店 などの地域生活に必要なイ ンフラはまだ整 ってい
ない。飲食店,小 売商店な ども休 日営業がなされていない状況である。住民
にとつてみれば, 日常生活に著 しい不便を来すものであり,帰 還の著 しい阻
害 となる。

(5)商 工業に関 しても,大 多数 の事業主が営業を再開 していない。事業者やそ
こで雇用 される労働者は楢葉 において職業生活を営めず,帰 還の著 しい支障
となる。

(6)農 業について も営農再開のメ ドが立っていない。農業を営む者が帰還する
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ことはできない。

以上のとお り,楢 葉町の現況は,平 成 27年 9月 5日 の避難指示解除後も
,

実質的に避難が終了 し,帰 還ができるような状況ではない。それゆえ,檜 葉町
に居住す る原告 らにとつて,未 だ避難の終期は到来 していない。

第6
1

故郷 の破壊
故郷 として の楢葉 町 の破壊
檜葉 町 に居 住 して い た原 告 の暮 らしは包括 的生活 平穏権 として保護 に値す
るもので あ り,ま たそれ は本件事故がなけれ ば,こ れか らも住民 が穏や かに享
受 し続 けるもので あった。
しか しなが ら,本 件事故及 びそれ に伴 う 4年

5か 月余 にもわた る長期 の強制

避難 は,檜 葉町 とい う地域 ,故 郷 に不可逆的なダメー ジ を与 えたのである。

2

故郷 が破壊 され た とい う事実

(1)① 地域生活利益
檜葉町においては,避 難指示解除直後 とはいえ,未 だ住民が 200〜 300人
しか戻 つてきていない。 また,住 民意向調査の結果を鑑みても,今 後も事故
前 と同程度 の住民が帰還する見込みは薄い と言わざるをえない。
元の住民がほとんど戻 つてこない とい う実情は,コ ミュニテ ィが再生 しえ
ない とい うことを表すものであり,地 域生活利益 として挙げられる機能

(①

生活費代替機能②相互扶助 。共助・福社機能③行政代替・補完機能④人格発
展機能⑤環境保全・維持機能)が 働き得 ないことを示すものである。
特に,町 において,地 域再生に不可欠な地域にとって子どもや,そ の親 と
なる若年層が帰還 していない。かかる実情は,地 域の人 口構成を破壊 し,地
域の再生により困難をもたらし,④ 人格発展機能それ 自体を失わせるもので
ある。
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(2)② 家庭 。自宅での生活
町立の小中学校が平成 29年 4月 以降再開するとしても,現在 の小中学校
在籍児童数,保護者意向調査などを考慮すれば,檜葉町に戻 つて くる児童は
事故前の約 1割 程度にすぎない。それゆえ,町 に帰還するとしても,子 ども
をいわき市など町外に残 したまま,父 母 のいずれかが単身赴任 のよ うな形で
帰還するとい うことも十分考 えられることである。
このため,避 難指示解除後も,特 に若年層 の家族 では二重生括などを招 く
ことにな り,そ の家庭生活に変容をきたす ことになる。現在の世帯数が事故
前 よりも大きく増力日していることはその証左である。

(3)③ 職業生活
楢葉町においては,楢葉町商工会加盟事業者の約 3割 程度 しか事業再開な
い し再開の見込みが立っていない。また,楢葉南工業団地において も半数以
上の事業者が事業を再開 していない。 これ らのことからすれば,避難指示解
除後も楢葉町での職業生活はむ しろ喪失 に近い状態が長期間続 くもの と思
われる。
一方,原 発 の廃炉,除 染関連 の作業については働き口があるともいえるが

,

これは元の楢葉町では存在 しなかった仕事であり,む しろ町の職業生活の変
質 を示すものである。

(4)④ 精神的拠 り所 としての価値
多くの原告 らの陳述書にあるとお り,町 民は,檜葉町内に住居を構え,家
族がその住居 を基盤 としてそれぞれの暮 らしを営み,ま た地域の人々 との交
流を深 めて コミュニテ ィを形成 していたのである。かかる楢葉町での暮 らし
は,客観的な地域生活利益に とどまらず,そ の暮 らし自体が檜葉町に根差 し
ているとい うことから,精ネ
申的拠 り所 としての価値を有することになる。
しか しながら,上 記の とお り,避 難指示解除後の檜葉町は,元 通 りの町と
は到底言えない姿に変貌 して しまった。その精料的拠 り所 としての価値は喪
20

失 してしまっていると言わざるを得ない。 この拠 り所 としての価値の喪失は

,

避難指示解除後に帰還 した者についても,帰 還 しない者が抱 くふるさとの喪
失 と同程度の損害である。
そ して,楢 葉町には原発関連作業員のための宿舎が多く存 し,国 道 6号 は
その関連 の 自動車で慢性的な渋滞が継続 し,治 安 にも不安が広がっている。
檜葉町は,原 発関連作業員 のための町と化 してお り,元 の町とはいえない状
況にあることも拍車をかけてい る。

(5)⑤ 自然 とかかわ り自然の恩恵を享受する価値
多 くの町民は,楢 葉町が有す る自然の恵みを生かし,自 宅での家庭菜園や

,

山での山菜キノコ採 り,木 戸川 での渓流釣 りなどを楽 しんでいた。
しか し,町 内の大部分を占める山林地域はほとんどが未除染であり,上 記
のよ うな自然への触れ合いは被 ばくへ の大きな不安をもたらすものとな り
,

避難指示解除後はかかる触れ合いは困難 となってしまった。
自然の恩恵を享受するとい う価値 については,避 難指示解除後に帰還を し
たとしても,喪 失 に等 しい損害を事故により被 っているのである。

(6)⑥被 ばくへの不安
楢葉町では,モ ニタリングポス トでの計測において,い まだ年間積算量で
lm Svを 超える空間線量が多数 の地点で観測 されている。

楢葉町において,国 直轄事業による除染,フ ォローア ップ除染などは行わ
れているものの,町 民からの住民や意見が多く出 されてお り,不 満や苦情が
多く出 された地区もあつた。
また,搬 出の予定が立っていない放射性廃棄物の仮置場に対する不安も寄
せ られている。
特に,町 の水がめである木戸ダムの底質からセシウムが数万ベ ク レル単位
で検出 されていることは,多 くの不安が寄せ られている (甲 A205問
参照)。
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16(1)

準備書面 156第 3で 述べたよ うに,国 や 自治体が実施する除染については、
その 目標値 の定め方、技術的限界、除染廃棄物の処理など、様 々な問題ッ
点や
限界点があ り,一 般人・通常人が、除染 に疑間を感 じることは合理的な思考
である。 このことは,檜 葉町において も同様である。
なお,準備書面 156第 5で 述べたとお り,本 件事故が未収束であって,現
在に至るまでの被告の原発その もの,廃 炉作業,汚 染水に関する管理が不十
分であり数 々の事故が惹起 されていることは,一 般人,通 常人において帰還
拒否の合理J陛 を基礎づ ける事実 となる。 この事実は,い ったん帰還をした者
にとつては,再 事故の不安を抱き続けながら地域生活を余儀なくされるとい
うことを示すものである。
特に,楢 葉町は,本 件事故を主に惹起 させた福島第一原発だけでなく,町
内に福島第二原発を抱 えている。檜葉町の町民は,繰 り返 しなされる原発に
関連する事故報道を聞きながら, 2つ の原発が再度事故を起 こすのではない
か,事 故が起きればまた壮絶な避難生活を余儀なくされるのか, とい う強い
不安を抱きなが ら生活を続けることになる。

(7)⑦ 生活行動の制限
繰 り返 し述べ るとお り,多 くの住民が帰還せず,従 前の人 口が完全に回復
しないことによつて,地 域での相互扶助が機能 しな くなる。たとえば,地 域
に若年層が減少 し,高 齢者世帯のみが帰還するため,従 前であれば一定程度
機能 していた親族や地域での高齢者を支 える扶助機能が失われている。その
ため,町 では地域包括ケアシステムの体制確立を急いでいるが,現 在その体
制が整備 されてい るわけではない。
商工業についても,事 故前 と同様 の状況に回復する見込みはなく,金 融機
関,ク リーニング店,理 髪店 など生活に必要な事業も整 っていない。
医療機関,福 祉施設も十分な復旧がなされているとは言い難い。また,通
点に関 しては,少 なくとも平成 29年 4月 まで町立小 中学校は町内
学 とい うッ
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で再開 しないため,仮 に家族 が町内へ帰還すれば子供だけをいわき市の仮校
舎 に通わせることとなる。
さらに,上 記⑥ の不安か らの行動制限も生 じる。町の水道水が飲めない

,

仮置場の周辺には近づけない,除 染 されていない 山林や河川 では自然 との触
れ合いができない、子 ども達を自由に草む らで遊ばせた り泥遊びをさせるこ
とができないなどの、行動制限も生 じるのである。
楢葉町では,こ のよ うな生活行動の制限が長期間糸
四続することとなる。

(8)③ 復 旧に多大な努力 と苦痛 を強い られた こと
そ して,上 記⑦ の生活行動の制限は長期 に続 く見込みであり,そ の間の帰
還 した町民は,復 旧の最中の不便を強い られることになる。事故前であれば
町内で済んだ用事を町外に出かける必要があつた り,二 重生活を長期に強い
られることとなる。その苦痛は計 り知れない。
舌
(9)′ オ
Jヽ

以上のとお り,避 難指示解除がなされても,楢葉 は元通 りの町に戻 つたと
はいえず,地 域 は破壊 されて著 しい変容,変 質 をきた している。すなわち

,

檜葉町に従前 か ら居住 していた者が享受 していた包括的平穏生活権 が奪わ
れたとい うことになる。 この地域破壊 の損害事実は,檜 葉町に居住する原告
らすべてに共通す る。

3

性
帰還 しない者 の損害二帰還拒否 の合理サ
この地域破壊 とい う損害事実を前 にして,楢 葉町の町民は,帰 還により地域

破壊 の損害事実を被 って しま うことを回避するために帰還 しないとい う選択
をする者がいる。
準備書面 156で は,多 くの住民が帰還を拒否する理由として挙げられている

,

除染効果に対 して疑問を抱 くことや、放射線被ばくに対 して不安を抱 くことや、
原発事故が収束 していないことなどは,一 般人 。通常人を基準とすると、何 ら
不 自然・不合理なことではないことを述べた。
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加 えて ,住 民意 向調査 にお い て ,過 半数以 上の住 民 が帰還す る意 向を有 して
い な い ことや ,町 のイ ンフ ラが完全 に復 旧 しない とい うことは,か か る楢 葉町
の変容 ,変 質 それ 自身 が帰 還拒否 の合理 Jl生 を基礎 づ けるもの となるのである。
そ して ,人 生の有限性 を前提 に、将来 に向けて の人生 を選択 す る自由も、再
度 の移転 を強要 され ない 自由も、人格 の尊厳 を守 るために保 障 され るべ き自己
決定権 によ り保証 され てい る (原 告準備書面

46第 23頁 ,同 準備 書面 50第 9

頁以降)。 それ ゆ え,帰 還拒否 が合理的なもので ある以上 ,避 難指示解 除を した
の ちに,元 の楢葉 町に戻 らない とい う選択 を した者 につい て ,本 件事故 によ り
生 じた故郷喪失 とい う損害 が賠償 され なけれ ばな らないのである。

4

帰還 を した者 の損害 ―故郷変質 ・変容 の受忍
他方 ,避 難指示解 除後 に楢 葉 町 に戻 る とい う選択 をす る者 がい る。
そ の場合 であつて も,帰 還 した楢葉町 にお いて は,上 記第 2項

(1)〜 (8)

に述 べ た とお り,人 口構成 ,コ ミュニテ ィや居住環境 ,職 場 , 自然環境そ の他
の事情 の一切 が毀損 ない し変質 ・ 変容 してお り,各 種 の 日常生活 に多大なる制
限を受 け,そ の復 旧の見通 しも立た ない なか,仮 置 き場 に置 かれ た放射性廃棄
物 を横 目に,放 射能汚染 に 関す る不安や原発再事故 の不安 を抱 きなが らの生活
を強 い られ るの である。
楢葉町に帰還す る とい うことは ,こ の よ うな故郷 の変質 を受忍 しなが ら生活
を余儀 な くされ る とい うことで あ り,そ の有形無形 の損害 ,精 神 的苦痛 は計 り
知れ ない。
檜葉町に帰還 した原告 は ,帰 還時か らは故郷 が変質 した ことを受忍 しなが ら
の生活 を継 続 的に余儀 な くされ るのである。
以上
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