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（土屋委員提出資料） 

福島県大熊町実態調査報告 

土屋 智子 

ご協力いただいた自治体：大熊町 

ヒアリング協力者：企画調整課長，生活環境課長，総務課長 

ヒアリング調査日：平成 24 年 1 月 26 日 

 

大熊町の避難概要 

日時 災害対策本部の活動および避難行動 

3 月 11 日地震発生 

 

 

 

 

 

 

     19：03 

 

     21：23 

     21：51 

 

 

     23：30 

議会中に地震発生。15 時すぎに災害対策本部を設置。津

波警報を防災無線と防災広報車で実施。 

福島第二の担当者を通じて，両原発のスクラムを確認 

16 時すぎ，国道 6 号から東側に避難指示。総合体育館へ

避難。 

16 時すぎに 10 条通報を受ける，16：30 担当者を OFC へ

17 時すぎに県を通じて 15 条通報を受ける 

緊急事態宣言（TV で確認） 

20 時すぎ東電連絡員が来庁し状況説明，3キロ避難の情報

3 キロ圏避難，10 キロ圏屋内退避指示 

3 キロ圏の高台住民に広報車で避難呼びかけ。 

22 時ごろ，国交省より「バス 70 台を送るので双葉町と分

けて使ってほしい」との連絡が入る。 

3 キロ圏避難完了 

3 月 12 日  5：44 

 

 

 

 

 

     15：00 

     15：36 

 

     18：25 

福島第一原発から 10 キロ圏の避難指示（TV で確認） 

細野補佐官より町長へ「首相から指示が出ているので避難

してください」との連絡が入る。 

6：20 すぎに防災無線で避難指示，6：30 から 7 時までの

間にはバス第 1陣が田村市へ出発 

14 時すぎ住民の避難はほぼ完了 

5 名の職員を残し災害対策本部も田村市へ移動 

福島第一原発 1号機建屋の水素爆発 

残っていた職員も避難 

福島第一原発から 20 キロ圏の避難指示 

再避難を開始 

3 月 13 日  2：00 夜の町を走り，郡山市などへ避難 

3 月 14 日 11：01 福島第一原発 3号機建屋が爆発 

3月 15日  6:00頃 福島第一原発 2号機の爆発音，4号機建屋の爆発発生 

※大熊町では当時の資料がファイリングされ，正確な情報をいただいた。 

参考資料１ 
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１）避難の実態 

・3/11 14：46 の地震発生時はちょうど議会中だった。数分続いた揺れが収まってか

らすぐに災害対策本部の立ち上げを始め，15 時すぎに設置。津波警報を海岸線に向

かって防災無線と防災広報車で流した。電気・水道などのライフラインが途絶し，

町役場は自家発電で機能を維持した。 

・15：30 ごろから津波が到達。約 40 戸が流出，8 名死亡，家屋内落下物によるもの

と思われる頭部打撲で 1名死亡，行方不明 1名。（この後，昨年末までに 30 名が関

連死で亡くなり，計 40 名の死亡。） 

・16 時すぎ，暗くなりはじめたため，津波の影響を考慮し，国道 6号から東側に避難

を指示。大熊町総合体育館への避難を実施。 

・福一，福二とのホットラインはあった。福一のホットラインは一週間前にデジタル

化していたが，つながらなかった。福二とのホットラインは手回しで充電するもの

だったので，停電でも使えたため，連絡をとることができた。福二のスクラムを確

認。福一との連絡が取れないため，福二の担当者に確認を要請。15 時前後に福二を

通じて福一のスクラムを確認。 

・15：42 の 10 条通報は 16 時から 16 時 30 分までの間に確認した。福島第一の広報担

当者より，全号機の電源喪失，重油タンクの流出，両足骨折者の発生と大野病院へ

の搬送の連絡を受け，10 条通報を確認。10 条通報を受けて，16：30 に原子力担当

者 1 名をオフサイトセンター（OFC）へ派遣。（召集の連絡が来たわけではない。）

なお，OFC に派遣された職員によれば，OFC 内に入ることができず，隣接する原子

力センターのロビーで対応準備。大熊町役場から 500ｍ程度の距離であったため，

OFC に届いた情報が役場に届いていないと困ると考え，1 時間おきに大熊町役場へ

職員が歩いて書類を届けていた。（19 時に FAX が回復して情報が重複するようにな

る。15 条の 5や 6，TAF 到達予測 21：40 といった情報を得ていた。） 

・16：36 の 15 条通報は 17：10 ごろに県から受けた。「1 号機と 2 号機の原子炉水位

が確認できない。注水状況が分からないため，“念のため”15 条とする」というこ

とと，県対策本部を県庁隣の自治会館に設置したという内容だった。 

・このころ，町内にも津波が襲来し，町内の被災状況や捜索活動などを行っていた。 

・19時ごろにFAXが回復（大熊町対策本部では電話2回線とFAX１回線が生きていた。

防災情報ネットワーク（県や OFC とつながっている回線）は使えず，衛星系の回線

も使えなかった。） 

・19：03 の緊急事態宣言は TV で知った。 

・20 時すぎに福島第一から東電の広報部の担当者 2名が連絡員として来庁し，状況説

明を受けた。3 キロ避難，10 キロの屋内退避の話が出る。（この広報担当者はその

後役場といっしょに避難。） 

・すでに 3キロ圏のほとんどの住民は津波を避けるために大熊町総合体育館などに避

難済みだったため，21：50 すぎに 3 キロ圏で高台の住民にのみ広報車で連絡した。
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23：30 すぎには避難を完了。保健センターには特別養護老人ホームサンライトおお

くまの住民が避難していた。その後津波避難者の対応に忙殺され，一晩中炊き出し

をやっていた状態。 

・22 時ごろ，国交省から「バス 70 台を送るので，双葉町と分けて使ってほしい」と

の連絡が入った。双葉町に連絡したところ「不要」とのことだった。3 キロ避難用

と考え，（不要だったため）朝になったら返そうと考えていた（後で考えると，す

でに 10 キロ避難が想定されていたのではないか）。 

・23：15 東電より武藤原子力副本部長が来庁し，町長に状況説明後，OFC へ。内堀

副知事も立ち寄って OFC へ向かった。 

・3/12 5：44 の 10 キロ圏避難指示を TV で確認。警察の誘導が始まっており，駐在

所に確認したところ「国から避難指示が出ている」とのことだった。また，細野補

佐官から町長に「いろいろあるでしょうが，首相から指示が出たので避難してくだ

さい」との連絡があった。 

・6：20 すぎに防災無線で広報をし，6：30～7 時の間にはバスの第 1陣が田村市方面

へ向けて出発した。 

・3/11 津波で避難していた住民が，3 キロ圏外ではあるものの，発電所に近い施設

（大熊町総合体育館）にいたので，発電所に近い住民からバスで避難を開始した。

その後，大熊中学校体育館，各地区集会所に集合していた避難者を集めて避難した。 

・田村市への避難は，県からの指示だったが，288 号線 1 本しか道路がなく，しかも

未改良で狭い箇所がありなかなか早く移動できなかった。バス 70 台に自衛隊の車

約 20 台（人が乗れる車は少なく，乗り降りが困難，幌 1 枚というトラックが大半

だった），残りの住民は自家用車を利用した。他の市町村よりはスムーズな避難だ

ったと思うが，かなり渋滞した。 

・バスには 1 台 1 名の職員を添乗させたかったが，人数が足りず，3 台に 1 名で対応

した。 

・徐々に遠方へ行くことになるため，バスがなかなか戻ってこないという状況になっ

た。（1号機爆発後はピストン輸送で町へ戻るバスを引き返させ，会社へ戻した。） 

・14 時すぎにはバスによる住民避難は終わっており，15：00 に 後のバス 1 台が出

発し，5名の職員を残して災害対策本部も田村市に移動した。 

・1 号機爆発の前に OFC へ派遣していた職員が役場へ「OFC に来ている自衛隊の車に

水を補給したい」と伝えにきた。そのときは自衛隊も一旦 10 キロ圏外に出て，状

況をみて後からまた入ってくればよいという状況で切迫していた。町まで水がほし

いと言ってきたのだから大変な状況だったのではないか。水は福島第一の冷却用だ

っただろう，4トンか 6トンつめるような車だった。（その後この自衛隊の給水がど

うなったかは不明）。 

・15 時 30 分すぎに爆発が起こり，残った 5名と OFC の派遣職員も避難した。 

・当初，県から連絡を受けた避難所は 6カ所であり，田村市の指示に従うようにとの

内容だったが，双葉郡全体から多くの住民が避難してきており，田村市側では大熊
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町民かどうかは分からないため，結局 27 カ所に分かれることになった（27 カ所は

バス避難をした町民の避難先の数。自家用車を使った町民は含まれていない）。 

・3/12 19 時ごろに 20 キロ圏避難指示が出されたため，大熊町で 10 キロ圏外にあっ

た地区の住民の移動を行った。また， 初に避難した田村市の避難先も 20 キロ圏

に入ってしまうため，再避難を開始。夜の町を走り，郡山などに 3/13 午前 2：00

ごろに避難を完了した（この避難には田村市の大型バス，大熊町のマイクロバス，

自衛隊車両が使われた）。 

・避難の際には，住民基本台帳を 8 部コピーして持参し，安否確認を行った。3～4

日めごろに残っている住民がいることが分かり，自衛隊と捜索と避難誘導を行った。 

・4/3～4 に町長の交渉および県の調整により，会津若松市へ再避難。仮設住宅や借上

住宅に移れるまで，60 カ所の旅館やホテルに 4500 人が避難していた。12 月末です

べて仮設住宅や借上住宅へ入居。 

 

２）避難先での問題 

①情報の入手 

・田村市の体育館に災害対策本部を設置したものの，スペースは狭く，電話回線が 1

本しかなく，後に FAX１回線が設置された。それらもつながったり，つながらなか

ったりだった。このため，田村市災害対策本部に職員を加えてもらい，そこに届く

情報も入手していた。 

・避難してからはテレビが情報源だった。ただし，東京電力の連絡員がいっしょに避

難したため，連絡員を通じて東電の情報は電話や FAX で入手できていた。国や県か

らも FAX などが多少は入っていた。 

・3/23 ごろ，松下副大臣，保安院次長が避難先を訪問。町長は，避難に関する情報が

十分ではなかった点を指摘した。 

・福島第一の保安検査官事務所長とはかなりたってから携帯電話で話をした。また，

後になり福島県の会議に出席した際，福島第一の検査官と直接会った。1 号機爆発

後，OFC へ派遣していた職員がたまたま役場に連絡にきていたので，いっしょに避

難したが，その件について OFC への連絡がすぐにはできず 4～5 日後になり，OFC

の本部では心配していたと思う。 

 

②住民とのコミュニケーションなど 

・27 カ所に避難所が分散し，携帯電話もつながらず，ガソリンも足りないため避難所

間の連絡ができず，担当者はその場その場の判断を求められた。（ガソリンは 2 時

間待って 10 リットル程度しか入れられず，タンクローリーは郡山まで来るが，会

社側の自主規制で 50 キロ圏に入らない状況に。） 

・避難所を 2班で巡回した。住民から多くの要望や問い合わせがくるため，職員はそ

れらを聞いて戻ってこなければならなかった。しかし，避難所のテレビで津波の被

害を見ていたため，救援物資が届くとは思われず，自分たちで何とかするしかない



5 

 

と思った。我々は原発災害だから食事もできていたが，宮城の方はまだ食事もでき

ない状態だった。 

・避難所は学校関係の施設が多かったため，4 月までには避難所を出る必要があり，

町長が直接交渉し，会津若松への避難を決定。 

・住民からは「ここで大丈夫なのか」といった声もあった。発電所は安定しておらず，

田村市の放射線量が高くなっていたとか，住民のスクリーニングでデータが上昇し

たといったことがあったので，もっと遠方に避難する必要があるという意見もあっ

た。 

 

③被ばく検査 

・長崎大や広島大の人たちが支援にやってきていたが，内部被ばくしていたというこ

とが 6月 2日新聞に載った。なぜ避難していた住民の内部被ばく検査をヨウ素があ

る間にしなかったのか？ 遅い（内部被ばくの検査は 8 月から）。そのような状況

で国民の健康が守れるのか。 

・今セシウムはこれだけしかないと言うけれども，ヨウ素の量は多かったし，環境中

にあるのになぜ検査をしないのか疑問だった。自分のところには，柏崎や敦賀で内

部被ばくで入構できない人がいるという情報が入ったので，検査の必要性を感じて

いた。もう二度と検査できない。自治体は，災害時でも住民の生命と財産を守る責

務がある。（それができなかったことが悔しい。） 

 

④学校等の避難と再開（大熊町役場は会津若松市中央公民館内に設置され，大熊中学

校が併設されている。） 

・当初は，河東地区というところに，幼稚園・小学校・中学校をまとめて再開しよう

と考えていたが，どんどん残りたいという希望者が増えて，移動するときには 3倍

くらいになり，別々に再開している。中学校の場所は，4 月に移動してきたときに

ホテルや旅館に入れない人のための避難所にしようと考えて確保していたところ。

幼稚園は 3 分の 1，小学校は半分，中学校は 3 分の 2 くらい戻ってきている。やは

りこれまでの友達や先生といっしょにいたいという思いが強かったのだろう。 

・希望者が多かったので学校を再開したが，だんだん日がたつにつれて，実験道具が

ないとか，体育ができないとか，建物も不便ということで 初の思いとは少し異な

ってきている。 

 

３）安定ヨウ素剤の配布と服用について 

・避難の際に備蓄していた安定ヨウ素剤を持参し，指示があったら飲めるように 27

カ所の避難所に必要数を配備したが，服用指示が出なかったので住民には渡してい

ない。 

・防災計画には書かれていなかったが，当然持って行くものと考えた。 

・過去には爆発したら飲むということで規制が緩かったが，今は服用指示と医師の診
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断を経てと服用が難しい。副作用のことは知っているが，それを過剰に心配してい

るのではないか。 

 

４）要支援者への対応 

※大熊町役場のヒアリング調査に週刊朝日の双葉病院長のインタビュー記事及び河北新報 12 月

22 日の記事の情報も加えて整理した。 

・対象施設としては，双葉病院と併設されていた老人介護施設のドーヴィル双葉，県

立大野病院，特別養護老人ホームサンライトおおくま。 

・双葉病院とドーヴィル双葉の患者・施設利用者は 437 名。ただし，双葉病院は内科，

精神科，神経科の病院で，担当課以外，実際に何人の入院患者がいるのか，町側に

は分からなかった。ドーヴィル双葉は老人介護施設で認知症の人も多かった。 

＜経緯＞ 

・3/11 地震で建物の一部に被害が出たため患者は一旦外に避難。 

・3/12 町は，バス 5台と自衛隊のほろ付きトラックが迎えにいったのを確認したた

め，町としてはドーヴィル双葉に行かなかった。 

・3/12 14 時ごろに軽症患者 209 名はバス 5台で救出された。その後救出のバスは戻

ってこず，夜に偶然見つけた自衛隊に救援を依頼。警察官が来院した。ライフライ

ンが途絶する中で救援を待つ。 

・3/14 朝 自衛隊の救援部隊が到着（この時点で 3名が死亡）。患者に防護服を着せ，

ストレッチャーに乗せていたところ，34 名乗せたところで自衛隊の救援車両が出発。

このため医師は同乗できなかった。この 34 名は， 初南相馬市へ向かい，そこで

福島市への移動を指示され，さらに郡山市へ移動し， 終的にはいわき市まで 200

キロ 10 時間に及ぶ移動を強いられた。いわき光洋高校に到着したのは 20 時ごろ。

移動中と移動後に10名死亡。（双葉病院では今回の避難により全体で28名が死亡） 

・双葉病院に残っていた自衛隊の隊長が OFC へ行くと言って消息不明に（OFC が無人

だったため駐屯地へ移動したとのこと）。 

・3/14 22 時ごろ警察の指示で院長らが 20 キロ圏外へ待避。自衛隊の救助隊と合流

するのを待ったが，自衛隊は異なるルートを通り，合流できず。 

・3/15 9：40 自衛隊の救助隊が双葉病院に到着。死亡していた 1名を除き 90 名の

患者を救出。 

 

・避難に備えて消防団や役場職員が町内を巡回した際の記録として，ストレッチャー

が 100 台必要，病院で対応するということになったという記録がある。 

・（本来は双方向で何度も連絡を取り合う必要があっただろうが）連絡はつかない状

態だった。そこに連絡員を置いておけばよかったのかもしれないが，全町避難で職

員の数が圧倒的に足りなかった。 

・ドーヴィル双葉の先生に言わせると，移動はできないので，時間を考えながら籠城

して，バスの移動ではない方法を決めたと聞いている。寝たきりの人を動かすのが
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よいのかどうかは，今回の件で議論になるだろう。 

・一方，県立大野病院は改築など工事中だったため，本来なら病床数は多かったが，

入院患者がほとんどおらず，迅速に避難ができた。 

・サンライトおおくまは前述のとおり，3/11 の保健センターへの避難後，町により移

動 

・こちらも避難した後でいろいろな動きがあったので，連絡がとれない中で，いろい

ろな行き違いが問題を大きくしていったのではないか。 

・（コンクリート建屋であればとどまるという判断もあるのではという意見に対して）

原子力災害だけならそうだが，地震も重なると建屋の中にとどまれないかもしれな

い。 

・ドーヴィル双葉には認知症の人もいるので屋外には出せない。談話室のようなとこ

ろに全員集めて，先生と職員数名で介護をしていた。職員の多くも避難していた。 

・その他，自宅で寝たきりの人や支援が必要な人などは消防団や行政区長，民生委員

などといっしょに巡回して，すべて避難させている。職員を病院避難に張り付けれ

ばよかったかもしれないが，そこまで人手がなかった。消防団も併せて総動員で対

応したのが現実。 

 

５）防災計画，訓練，体制について 

①訓練の不十分さ・想定の甘さ 

・3 キロ圏の 1 部の避難や 10 キロ圏の屋内退避は訓練でやっていたが，10 キロ圏全

域といったことは想定しておらず，今までの計画ではまったく対応できなかった。 

・これまでの防災計画や訓練は原子力災害が単独で起きた場合しか考えていなかった。 

・結局，これまで「 悪の想定」はしてこなかったということ。後で聞いて驚いたの

は，中越沖地震を受けて新潟県が地震との複合災害を想定した訓練をしようとした

が，結局保安院から風評被害が起こるという意見が出されて，雪害との複合災害訓

練に変更したこと（平成 22 年度の新潟県の訓練想定に対して，保安院は震度 5 弱

の地震で原子力災害が引き起こされるとの誤解を与えかねないとして，想定変更を

求めた）。もし地震との複合災害をやっていれば，地震の後でどんな問題が起こる

か考える機会になり，今回のようなことにならなかったのではないか。 

 

②OFC の機能不良 

・OFC へはほとんど参集できていない。参集した防災対応要員が OFC 内に入ったのは

3/12 の朝 5時ごろ。3/11 は OFC に入ることができず，原子力センター（OFC の隣

にあった福島県原子力広報協会の建物）で対応していた。 

・震災発生時には，福島第一も第二も検査官は発電所の方にいて，事務の人 1人だけ

で，その後も非常用発電機が立ち上がらず，パニックになっていたと聞く。 

 

③通信設備 
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・衛星電話は，山の遭難対策として昨年（2010 年）秋に導入し，試験的に使ったとき

は通じたが，今回はなかなか通じず，通じても英語の音声が聞こえるなど使用でき

ない状態だった。 

 

④原発城下町の心理 

・これまで「事故は起こらない」と説明を受けてきていたし，自分たちも「起こらな

い」と考えていたので，起きた時の話をしていなかった。もし，起きた時のことを

考えて準備をしていれば，もっと適切な対応が可能だったろう。 

・東京で GE の技術者の講演会が大きく報道されても，大熊では全く報道されなかっ

た。そのくらい温度差があった。防災訓練の時に「実際起きたらどうするのか」と

言ったら批判を受けた。しかし，大熊で暮らすようになると，当初は疑問をもって

いても，東電の説明を受けつづけていると，そうなのかなと思うようになる。 

・反対運動をした経験もあるが，親族が東電で働いていたり，周囲も東電を信頼して

いる人が多い環境にいると，「まさか（身近な人が）働いているのだから危険なこ

とはないだろう」と，逆にだんだん東電を信頼するようになってしまう。同じ町民

が働いているのだから，信じようという考えになる。 

 

６）防災指針改訂内容について 

・SPEEDI を使わないことにして，発電所情報で判断するらしいが，これは本末転倒で

ある。緊急時には状況が分からない。今回も東電のデータが ERSS につながらなか

った。これまでは，SPEEDI 情報に基づいて対応する訓練を行ってきた。逆に今，現

地に行って測定し，それを使ってやれば，使えるシステムに改良でき，判断できる

のではないか。放出量を測定してということでは被ばくを容認するようなもの。 

・これまでは原子力災害だけが起こると考えていた。しかし，今回のことを見れば分

かるように，（複合災害では）OFC に参集することすらできない。国の役人がいった

い何人来たのか？ そういう状況になる中で，測定したり，情報を集めたりして判

断するということが現実的か？ そういう状況では風上に逃げるしかないのであ

り，SPEEDI も使い方次第である。 

・情報としては風向きだけでもよい。他の国は気象庁の情報で拡散予測を出していた。 

・3/13 に三春町に避難した際，ノルウェーなど海外のデータを確認し，外部で作業な

どの参考にしていた。海外ではすでに拡散予測が出されていたのに，なぜあのよう

な計算結果を出せなかったのか？  

・避難や対策エリアが 50 キロまで拡大するという話であるが，その地域の人は理解

できるだろうか？ 我々は 10 キロ圏で，これまで訓練や教育を受けており下地が

ある。下地がなければ適切な対応はできないのではないか？（そういう点で，風上

への避難は単純だが，分かりやすい。） 

 

７）東京電力からの情報提供について 
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・福島第一の所長とは携帯電話で連絡をとることができた。 

・早い時点（3/11）からベントを行う予定という情報は入っていたので，行政無線で

屋内退避を指示していたが，実際にベントをいつ行ったかについての連絡は結局こ

なかった。（東電資料によれば，3/12 9 時すぎから少しずつベントを試みるもうま

くいかず，10 時 40 分にベント成功と評価したが，その後もベントは不安定） 

・東電からは水位や圧力の情報が来ていたが，情報がおかしいと感じていた。例えば

水位情報は（下がり続けていたわけではなく）回復を示したり， 初格納容器の圧

力が上がった後も，空炊き状態になっていればどんどん圧力は上がるだろうに，800

ぐらいで安定していたので，圧力計がおかしいのではないかと思ったりもした。地

震が地震だっただけに，原子炉の状態が問題とも考えられるし，計器類が問題とも

考えられた。数値が安定していることに疑問があったが，なぜなのかは分からなか

った。 

・東電からの情報にも「安定している」という言葉が並んでおり，専門家が書いてい

るのだから杞憂なのかなと，正常性バイアスがかかってしまっていた。 

・反原発団体の情報も聞いていたので，地震時にもっとも心配したのは配管だったが，

無事スクラムしたので，あの揺れでも大丈夫だったのかと安心していた。LOCA には

ならないだろうなとかいろいろ頭の中では考えていたが，16 時半も 18 時も「安定

している」といった情報が入っていたので，そこまでの事態にはならないだろうと

いう思いの方が強かった。 

・1号機の水素爆発までは，すぐに戻れると思っていた。 

・ベントをいつ開始するのか，なぜ始めないのか，放射線が高くてできないのかと考

えていた。結局，我々が避難するまでベント実施の連絡は入らなかったが，できた

のだろうと思っていた。ベントをするというので風向きは気にしていた。 初は西

風で海の方へ向かっていたが，10 時ごろから海からの風に変わってきた。屋内退避

を指示していたが，余震が続いていて，職員も住民も大勢屋外にいた。体育館に避

難していた人も半数は余震を心配して車の中にいた。東電の連絡員に何度もなぜや

らないのかと質問したが，バッテリーがないとか，いろいろな理由を言っていた。 

・正門付近で放射線量が上がったという情報を見ていない。それを聞けば，危険なこ

とになっていると分かったと思う。届いていたものもあるにはあったが，6 時に避

難が始まってからは詳細な情報をみている余裕がなかった。（東電資料によれば，

3/12 正門付近で 4：00 の 0.069μSv/h から 4：30 ごろには 0.59μSv/h へ上昇し

たことを 4：55 に官庁等へ報告したとのこと。） 

・当時は，まずは避難して，その後いろいろなことがあったとしても何らかの形で安

全に止まって戻れるだろうという考えがあった。いろいろな情報はたくさん来てい

るが，それらを細かく見ている時間，分析評価する余裕はなかった。あとから振り

返ってみると，早い段階からいろいろ兆候を示すデータはあったが，状態が収まる

までの間データが変動することもあるだろうと思っていた。国の発表も，特に問題

が起きているような内容でもなかったので，危険を見出すような見方をしていなか
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った。今，いろいろな検証結果を聞かされると，結果的に水素爆発があっても，よ

くおさまったという感じがする。 

・いろいろな情報がきても冷静に受け止められる状態でもなかった。以前の状態がこ

うで，今はこうなっていて，原子炉はこういう状態で危険になっているといった説

明を聞かなければ，当時は余震も続いていたので，あの状況では理解は難しい。 

・後で気づいて，あのとき気付かなければならなかった情報は，「東電が職員をバス

で体育館にピストンで避難させた」という情報である。また，原子力センターにい

た原子力広報協会の人が「かなりヤバイ」と言っているという情報もあり，夜中に

「避難した方がいいのでは」という話がでた。東電関係の人たちは，15 条通報だか

ら逃げなくてはいけないと言って，夜中に移動を始めたという情報もあった。しか

し，これらは正式に東電から来た情報ではなかった。（東電施設で働いていた住民

は「15 条警報が出たから避難」するように言われたと言っていた。） 

・冗談で，「東電の社宅を見ていれば危険かどうかが分かる」と言っていたことがあ

ったが，実際に事故が起きたときはそんなことをしている余裕はなかった。（東電

大熊社宅は役場から直線で約 600ｍ） 

・津波もあったので，東電は関連会社の社員などは避難させたのではないか。必要な

人員は残して被ばくさせないように退避させたのだろう。 

・総合体育館にも東電関係者はかなり避難してきていた。 

 

８．帰還・復興の課題 

・大熊町はほとんど 20mSv 以上である。さらに高い所もある。これからどんな除染が

行われるか分からないが，このままでは 20 年後も 30 年後も帰還できない環境にな

っている。津波や地震の被害は大きくなかったが，家はすべて建て替えなければ住

むことはできない。インフラ整備も考えると，4～5年では戻れない。福島第一を廃

炉にするといっても，我々が安全に住める場所ではなくなってしまった。今回のよ

うな津波がきたとしても問題が起こらない対策をとったからステップ2が終了した

と判断したのだろうけれども，状況は分からない。 

・基本的な考え方は「元のきれいな土地に戻す」ことが最低限の仕事である。精神的

なものから物理的なものまで，我々の居住権や失われた就業や学習の機会までをす

べてセットで保証することが必要。中間貯蔵施設や廃炉など被ばくを前提とした対

策ではあってはならない。もしそうするなら，今まで迷惑をかけたと思うなら，新

たな収入の場，生活の場をもってくる支援というのはあってしかるべきではないか。 

・政府の発表した除染計画（環境省は 1/26 に 2014 年度末までの除染計画を発表）も

4 年先までしかないのでは，復興計画もたてられない。国が基準を定めたのであれ

ば，国が責任をもって，1mSv 以下に除染すべき。いつまでにどこまでやるかが示さ

れていない。それがなければ次のステップにつながらない。5 年後に見直すという

ことだが，その時財源があるかどうかも分からないような計画である。国の説明は

ばくぜんとしていて分からない。 
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・避難から 10 か月以上がたち，本当に戻れるのかという町民の不安はピークに達し

ている。安心して住める場所になるのかどうか，除染計画でどのようになるのか，

4～5年先の大熊町の姿を見せてほしい。そうでなければ，個人で新しい生活を始め

ることになる。 

・現存被ばくという考え方は分かるが，一方で 1mSv 以下にするための作業が行われ

ており，矛盾している。今ある放射線も否定するような除染をやっているのはおか

しいのではないか。国で決めた基準をきちんと守って進めてもらいたい。 

・今の状況では，ここまでは安全というのが言いにくい。少しでも，限りなく低い方

が安全という感覚になってしまっている。 

・以前の考え方の背景には利益とのバランスというものがあったが，現在の被ばくは

有無を言わさず受けている，利益は一切ないものである。 

・緊急対策として電力社員や作業者の上限を 150mSv から 250mSv へ引き上げ，除染作

業をする人の被ばく上限は 50mSv。この理由が理解できない。同じ作業員なら同じ

基準を当てはめるべきではないか？ 

・これまでの原子力は何だったかというと，緊急避難的に被ばくを容認しなければ作

業ができないという，極めて非人間的な考え方だった。 

・これまでは通常の生活の中で被ばくするということは考えられておらず，管理上の

基準しか必要なかった。 

・それが多くのクレームになっている。これまで非常に低いレベルだったにも関わら

ず，今回の事故でぐーんと上げているということを説明できない。 

・何 mSv 上がると何％がんの発生が増えるといった情報を今更言っても，いろいろな

数値が出てしまったので国民は納得できなくなっている。汚染が分かったときに国

がしっかり説明すべきだった。年間 20mSv は崩さないとか，5年間は崩さないとか，

しっかりした方針を出して，それを維持していれば，違う状況があったかもしれな

い。 

・国は警戒区域内も 1mSv まで除染をする，責任をもってやると言っているが，いつ

までなのか？ 「いつまで，どこまで」が説明されていない。それが示されれば我々

もいつまでに何をするかを決めることができる。 

・次のステップが示されていないため，生活につながらない。5 年間は今回示された

除染計画を進め，5 年後に見直すということだが，そうなると，5 年間は 50mSv 以

上の高い所には立ち入れない。 

・50mSv 以上の所は何もしないと想定すると，5年後には 25mSv に半減しているから，

と考えれば多少は見通せるのかもしれないが，国は，高い所はモデル事業をもう一

度とりあえずやって，その結果をみてという漠然とした説明しかしない。 

・自分は，早く除染をやってデータをとって，JAEA の除染シミュレーションシステム

にのせて，スピード感をもって取り組んでもらえると期待していた。1 年後，2 年

後，3 年後にどうなるかが示されると思っていた。5 年後以降，国がどう責任をも

って取り組むのかは明確になっていない。大熊と双葉は 後まで除染作業が残る所
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である。 

・同じ町の中で，行政の範囲でできることならやるが，自分たちの力量の範囲が超え

ている。 

・4 月以降，町民が避難しているホテルや旅館を回って，自治会づくりをした。若い

人が帰れないのも問題であるが，時間が限られている高齢者の帰還も問題。避難先

でお年寄りから質問され，「戻りますから」というと，「連れて帰ってな」と言われ

て，「戻れない」とはいえない。今の不安の中心は，先が見えないことである。 

・戻れないなら別の選択肢もあることを言えない。戻れないならこうするということ

が言えない。大熊で 1mSv 以下にできるところは限られるし，どこかで再出発する

といっても場所はないし，早く具体的に示さないと住民は離れていくだろう。 

・富岡町から 3年後に戻るために除染がはじまったということを聞いた。大熊，双葉，

浪江，飯舘は入れない場所が多すぎる。動けないし，戻れない。 

 

９）国への要望 

・防災計画策定の指示が出ているが，被災した自治体はどんな防災計画をつくればよ

いのか？ 福島県に必要なのか？（1/23 に行われた自治体等への説明会で，都道府

県と市町村に対し，4 月に改定する防災基本計画及び防災指針を踏まえ，半年程度

で地域防災計画の改定・策定が求められた。） 

 渡辺利綱町長の発言（BS フジ プライムニュース 2012 年 1 月 24 日放送より抜粋） 

・大熊町は全区域が警戒区域に入っており，11,500 人の町民全員避難生活を余儀なくされてい

る。（町内には）除染のモデル事業に関わっている人以外はいない状況。 

・復興への第一歩は除染。現在モデルケースとして役場周辺と線量の高い夫沢地区から除染を

スタートさせた。復興の拠点を置いて除染を進め，帰れる環境をつくっていきたい。 

・検討委員会を設け，平成 24 年 3 月までに復興計画を策定する予定。単に線量が低くなれば住

めるという問題でもない。線量が低い地域もあるが，インフラ整備や道路のアクセスなど総

合的に判断して住める地域を絞り込もうとしている。 

・町として独自調査をしているが，農業の再興あるいは大地の復活についてはかなりの時間が

必要。 

・現在も原子力関係の仕事に携わっている人も結構いる。廃炉やそれ以外の原子力関係の作業

についても技術者を中心に関連した雇用が生まれるだろう。 

・これまでのような財源は確保できないので，ある程度歳出は削減せざるをえないが，交付金

関係をすべてカットするのではなく，国がある一定期間は財源確保に協力してもらいたい。 

・中間貯蔵施設の双葉郡内建設についていは，郡内で正式に話し合ったことがない。きちっと

議論を詰めていき何処に必要なのかを判断することが重要。 

・廃炉も 30 年単位で取り組む事業。除染にしても一定期間は原子力発電所との（関係の）延長

のような形で携わっていかなければならない。 

・復興再生に向けて，まずは除染をして町民の皆さんが戻れる環境を作っていく。新たな雇用，

発電所関係に携わっていた部分を代替できるような雇用を作り出していく。 


