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1．研究の背景と目的 

 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災、これに伴う

福島第一原子力発電所事故（以下、福島原発事故）により、

福島県は甚大な被害を受けた。特に、福島第一原子力発電

所の周辺に位置する大熊町、双葉町、富岡町、浪江町、広

野町、川内村、楢葉町、葛尾村、飯舘村の全域、及び、田

村市都路地区、南相馬市小高区・原町区、川俣町山木屋地

区では、避難指示等が発令された。これに伴い、住民は自

治体外・地区外への広域避難を余儀なくされ、避難に関す

る多くの問題が露呈した。 

 このため、2012年と2013年に災害対策基本法、2013年

に原子力災害対策特別措置法が改正され、2012年に原子力

災害対策指針が新設された。また、これらに伴い防災基本

計画（原子力災害対策編）、福島県地域防災計画（原子力災

害対策編）が改定された。さらに、新たに原子力災害対策

重点区域（以下、重点区域）として大熊町、双葉町、富岡

町、浪江町、広野町、川内村、楢葉町、葛尾村、飯舘村、

田村市、南相馬市、川俣町、いわき市の13市町村（以下、

重点区域13市町村）が指定され、地域防災計画（原子力災

害対策編）の策定・改定、避難計画の作成が進められてい

る。福島県広域避難計画では、重点区域13市町村の避難先

として、重点区域13市町村を除く福島県46市町村と福島

県外（茨城県35市町村・新潟県24市町村）の市町村が定

められている。 

本研究は、こうした原子力災害の避難に関わる法令・指

針・計画の改正等が行われた後における、福島県59市町村、

特に重点区域 13 市町村の原子力災害の避難体制の現状と

課題を明らかにすることを目的とするものである。福島原

発事故の避難に関する研究としては、例えば、原発事故に

おける情報伝達、屋内退避等の重要性や広域避難における

実行面の課題を述べた関谷（2019）1)、また、福島原発事故

の避難実態を明らかにすると共に、これを踏まえ日本の全

原子力発電所を対象として避難の可能性を検証し、避難が

不可能であることを示した上岡（2014）2)が挙げられる。 

本研究は、これらの研究とは異なり、福島原発事故に伴

う避難に関する問題と、改正等が行われた法令・指針・計

画の要点を整理し、重点区域13市町村に重きを置きつつ、

福島県59市町村（重点区域13市町村とこの避難先である

福島県46市町村）を対象として、原子力災害における避難

体制の現状や課題を明らかにするという点で独自性を有す

ると考えられる。 

2．福島原発事故後における法令・指針・計画の改正等の概要 

 福島原発事故の発生に伴って、避難に関して特に問題が

露呈したのは、大きく分けて、法令・指針・計画に関する

こと、災害対応体制に関すること、情報伝達に関すること、

避難先・避難方法に関すること、要配慮者に関することの

5つである 1)2)3)4)。以下では、この5つの問題に関して、福

島原発事故後、どのような法令・指針・計画の改正等が行

われたのかを整理する（表1、表2）。 

（1）法令・指針の改正等の概要 

①法令・指針に関する問題への対応

法令・指針については、新設された原子力災害対策指針

の法定化に伴い原子力発電所（以下、原発）から概ね半径

5km である予防的防護措置を準備する区域（Precautionary 

Action Zone 以下、PAZ）、原発から概ね半径 30km である

緊急防護措置を準備する区域（Urgent Protective Action 

Planning Zone 以下、UPZ）が重点区域として位置付けられ

たことから、福島県で重点区域に指定されている市町村は、

6 町から 13 市町村となった（図 1）(1)。また、新たな防護
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措置の実施基準として、原発の状況がどの緊急事態区分に

該当するかを原子力事業者が判断する基準となる緊急時活

動レベル（Emergency Action Level 以下、EAL）、国及び地

方公共団体が防護措置の実施を判断する基準となる運用上

の介入レベル（Operational Intervention Level 以下、OIL）が

設定され、緊急事態の判断基準となる初期対応段階が警戒

事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態の3つに区分され、

原子力災害の防護措置が大きく変化した。例えば、福島原

発事故前の旧防災指針における原子力災害対策特別措置法

の第10条(2)、第15条(3)にあたる事象が発生した場合の前に

新たに警戒事態という段階が設けられ、「原子力規制委員会

は警戒本部を設置する」、「地方自治体はPAZ圏の要配慮者

の避難を準備する」等の防護措置が取り入れられた。 

②災害対応体制に関する問題への対応

災害対応体制については、福島原発事故当時（2011 年 3

月現在）に初動対応の遅れが生じたことから、国、都道府

県、市町村等の防災会議や原子力災害対策本部の役割が見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直され、原子力災害対策本部長の権限が明確化された。ま

た、福島県では、被災した大熊町の原子力災害対策センタ

ー（オフサイトセンター）に代わり、新たに南相馬市と楢

葉町に現地本部を備えた原子力災害対策センターが設けら

れ、これらの代替施設が三春町に設置された（図1）。福島

原発事故当時に災害対策本部として使用予定であった施設

やこの代替施設が機能しなかったため、複合災害（地震・

津波・原子力災害等が複合的に生じる災害）に備えた耐震

化、非常用電源や通信網等の設備基盤の強化が行われた。 

③情報伝達に関する問題への対応

情報伝達については、情報の収集・伝達・共有に関わる

手段の強化が図られた。連絡員の確保や衛星通信、インタ

ーネット等を利用することにより、情報伝達手段の多重

化・頑健性の強化が図られることになった。また、新たに

市町村長に屋内退避を指示する権限が与えられた。 

④避難先・避難方法に関する問題への対応

避難先・避難方法については、福島原発事故において住 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1 福島原発事故における避難の問題と法令・指針の改正状況 
問題 災害対策基本法 原子力災害対策特別措置法 原子力災害対策指針

●原子力災害対策重点区域の範囲
を超えて避難指示が発令された ‐

●防護措置実施基準(EAL・OIL)を設定

●原子力災害対策重点区域(PAZ・UPZ)の設定

●緊急事態の判断基準の初期対応段階を3つに区分

●国、都道府県、市町村、
地方公共団体で連携した
災害対応ができなかった

●地方公共団体間において相互に協力する(第5条2)
●都道府県、指定行政機関の長等に応援要求する(第67条、68条、74条)
●都道府県知事、内閣総理大臣による応援を要求できる(第72条、74条2、3)

‐ ‐
●災害対策本部、原子力災害対策セン
ターとこれらの代替施設が機能しなかった ‐

●原子力災害対策本部
を強化する(第17条) ‐

●災害発生時の積極的な情報の収集・伝達・共有を強化する(第51条、53条)

●都道府県、市町村は事前協議の上、災害時にインターネットから
情報を求める等、通信設備を優先利用する(第57条、61条)

●防災行政無線が機能しなかった ‐ ‐ ‐
●市町村長による屋内退避の指示ができる(第61条3) ●防護措置実施基準(EAL・OIL)を設定

●原子力災害対策重点区域(PAZ・UPZ)の設定

●緊急事態の判断基準の初期対応段階を3つに区分

●防護措置実施基準(EAL・OIL)を設定

●原子力災害対策重点区域(PAZ・UPZ)の設定

●緊急事態の判断基準の初期対応段階を3つに区分

●避難先が確保できなかった ‐
●複数回にわたり避難先が変更された ‐
●公共交通機関の準備が不足した

●都道府県知事は緊急必要の際、指定公共機関に運送を要請できる
(第86条14) ‐ ‐
●市町村長は基準を満たす指定緊急避難場所を指定する(第49条4～8)

●市町村は指定避難所を指定する(第49条7～8)

●都道府県、市町村は地域防災計画を作成する(第49条9)

●地区居住者等は市町村防災会議へ地区防災計画を提案できる(第42条1、2)

●国、都道府県、市町村は防災マップの作成と配布に努める(第49条9) ‐
●屋内退避の周知が不足した ‐ ‐ ‐

●防護措置実施基準(EAL・OIL)を設定

●原子力災害対策重点区域(PAZ・UPZ)の設定

●緊急事態の判断基準の初期対応段階を3つに区分

●避難指示に従わない残留者が発生した ‐ ‐ ‐
●教訓伝承や防災教育を強化する(第7条、8条2、46条)
●防災教育を実施する(第47条2)

●多様な主体参画による地域防災計画を策定する(第15条5)

●防護措置実施基準(EAL・OIL)を設定

●原子力災害対策重点区域(PAZ・UPZ)の設定

●緊急事態の判断基準の初期対応段階を3つに区分

●防護措置実施基準(EAL・OIL)を設定

●原子力災害対策重点区域(PAZ・UPZ)の設定

●緊急事態の判断基準の初期対応段階を3つに区分

●医療機関・福祉施設の避難が難しかった
●避難計画等の整備ができていなかった ‐

●国、地方公共団体は
防災計画を策定する
(第28条)

‐
●医療機関・福祉施設の
受入れ体制が未整備であった ‐ ‐ ‐

●国、県、市町村が
避難及び屋内退避の指示に迷った ‐●市町村長は屋内退避指示に関し、指定地方行政機関や都道府県知事

に助言を求めることができる(第61条2、63条4)

情
報
伝
達

●県、市町村、住民、
関係機関等に避難指示等の
情報が伝わらなかった

‐

要
配
慮
者

●避難行動要支援者の避難が難しかった
●避難計画等の整備ができていなかった

●市町村長による避難行動要支援者名簿の作成・活用する(第49条10～13)
●警報の伝達と実施に配慮する(第56条) ‐

●過酷事故や複合災害を想定した
原子力災害の避難訓練が不足した ‐

●原子力事業者
防災訓練を強化する
(第13条2)

注:「-」は問題に対応する法令・指針の改正点が無いことを示す。
資料：内閣府防災情報のページＨＰ「災害対策基本法　平成30年6月」、原子力規制委員会HP「原子力災害対策特別措置法」、原子力規制委員会HP「原子力災害対策指針　平成24年10月」、原子力規制委員

会HP「原子力災害対策指針　平成30年10月」、松林久行(2014)「災害対策基本法改正ガイドブック」5）、佐藤宗平・山本一也（2013)「我が国の新たな原子力災害対策の基本的な考え方について」6)

●原子力災害対策重点区域(PAZ・UPZ)の設定

●自宅内外の住民は
避難先、避難手段が分からなかった

●国、地方自治体は
防災計画を策定する
(第28条)

●原子力災害対策重点区域(PAZ・UPZ)の設定

●国民の防災意識が低かった
●安全神話の考え方が根強かった ‐ ‐

避
難
先
・
避
難
方
法

●自市町村外に及ぶ
広域避難となった

●平素から地方公共団体間の相互応援等を円滑化するための
地域防災計画を策定する(第8条、40条、46条)

●国、地方自治体は
防災計画を策定する
(第28条)

●市町村、都道府県は広域避難の受入れを調整する(第86条8～12)
●内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等を代行できる(第86条13)

●交通渋滞が発生した ‐ ‐

●原子力災害に関わる防護措置の
基準が法定化されていなかった ‐

‐

●内閣総理大臣から国民に対する避難関係情報を周知する(第51条2)
●市町村が災害情報を報告できない場合、都道府県が情報収集し、
都道府県が災害情報を報告できない場合、指定行政機関による情報収集
をする(第53条7)

災
害
対
応
体
制

●国、県、市町村、原子力災害事業者
の初動対応が遅れた

●国、地方公共団体の防災会議と災害対策本部の役割の見直し
(第11条、14条)
●都道府県、市町村の災害対策本部の役割の見直し(第23条)

●原子力災害対策
本部長の権限を
明確化する(第20条)

法
令
指
針

●原子力災害対策指針
を法定化する(第6条2)

●防護措置実施基準(EAL・OIL)を設定
●原子力災害対策重点区域(PAZ・UPZ)の設定
●緊急事態の判断基準の初期対応段階を3つに区分
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民が広域的な避難を強いられたこと、新たに原子力災害対

策指針の基準が設けられたことにより、都道府県や市町村

等は広域避難を踏まえた地域防災計画・避難計画（原子力

災害対策編）を作成することになった。地域防災計画には

指定緊急避難場所、指定緊急避難所の指定が義務付けられ

た。また、計画を作成するにあたり、都道府県や市町村は、

広域避難先を調整することが求められるようになった。 

移動手段については、福島県地域防災計画の中で、基本

的に住民の自家用車による自力避難が前提とされており、

高齢者等、自力避難が困難な者は行政バス等による避難が

計画されている。自家用車による避難に伴う交通渋滞への

対策としては、原発からの距離が近い住民から段階的に避

難をさせる段階的避難を計画している。また、福島原発事

故の教訓を基に原子力災害に関する防災教育が進められて

おり、策定・作成された計画における避難先・避難方法を

住民に周知させるため、国や県による避難訓練（原子力総

合防災訓練、原子力防災訓練）等も実施されている。 

⑤要配慮者に関する問題への対応

要配慮者については、市町村長が認定する基準に沿った

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難行動要支援者名簿の作成と活用が義務付けられた。ま

た、避難行動要支援者名簿を基に名簿登録者の個別計画の

作成が努力義務として規定された。加えて、医療機関・福

祉施設では、各施設において原子力災害が発生した際の受

入先の調整や避難計画の作成を行うものと規定された。 

（2）計画の改定等の概要 

国は、福島原発事故後の 2012 年、2014 年に防災基本計

画（原子力災害対策編）を大幅に改定した。2012年に災害

対策基本法の改正に伴う中央防災会議防災対策推進検討会

議の最終報告等を踏まえ、大規模広域災害の対策を強化し、

原子力規制委員会設置法等の制定を踏まえ、原子力災害対

策の強化が行われた。2014年に災害対策基本法の改正に伴

う大規模災害からの復興に関する法律の制定等を踏まえ、

大規模災害の対策を強化し、原子力規制委員会における検

討を踏まえ、原子力災害対策の強化が行われた。また、そ

の後も原子力防災体制の充実や強化に伴う修正が重ねられ

ている。 

福島県は、福島原発事故後、2012年に初動対応の見直し

として、暫定的に重点区域を拡大し、情報伝達手段の強化 

表2 福島原発事故における避難の問題と計画の改定状況 
問題 防災基本計画(原子力災害対策編) 福島県地域防災計画(原子力災害対策編) 福島県原子力災害広域避難計画

●原子力災害対策重点区域の拡大(6町から13市町村)

●原子力災害対策重点区域で防護措置を実施する ●原子力災害対策重点区域における防護措置を実施する

●原子力災害対策マニュアルを整備する
●内閣官房による緊急参集チームは官邸に参集する
●必要に応じ内閣総理大臣、内閣官房長官、
関係閣僚と緊急協議をする

‐
●県、市町村による災害時重要拠点施設の耐震化、

非常用電源の確保を推進する
●県、市町村による災害時重要拠点施設の耐震化、
非常用電源の確保を推進する

●国、都道府県、市町村、地方公共団体
で連携した災害対応ができなかった

‐ ‐ ‐

●オフサイトセンターに現地本部を設置する
●オフサイトセンターの設備基盤を強化する

●南相馬市・楢葉町に原子力災害対策センター、
三春町にこれらの代替施設を設置する

●官邸、原子力規制庁、自治体、原子力事業者を
繋ぐTV会議等の通信網を整備する

●県、市町村による代替施設及び
災害対策本部設置場所の敷材整備を促進する

●複数の対策本部設置時は、相互に連携する ‐
●災害時の積極的な情報収集・伝達・共有を強化する ●災害発生時の積極的な情報収集・伝達・共有を強化する

●衛星回線の通信・伝達手段の多重化・頑健性を強化する
●情報収集、連絡体制を整備する(連絡員の確保等)

●IP電話利用時のネットワーク機器の停電対策をする ●情報共有ネットワークを整備・維持する
●インターネットメディア、緊急速報メールを活用する

●防災行政無線が機能しなかった ●防災行政無線を耐震化する
●緊急時活動レベルによる
避難・屋内退避の防護措置をする
●市町村長は屋内退避の指示に関し、指定地方
行政機関や都道府県知事に助言を求めることができる
●県、市町村は地域防災計画を策定する
●県、市町村、他施設は広域避難計画を作成する

●国、県による広域避難の連携を強化する ●広域避難の実施に関し、隣接県に情報提供する
●避難先が確保できなかった
●複数回にわたり避難先が変更された

●公共交通機関の準備が不足した ‐
●原則、自家用車による避難、避難困難者は集合場所

から行政バス等による集団避難をする(県の支援)

●福島県バス協会との協定に基づき予め体制を整える
●住民の自家用車、バスや鉄道等の公共交通機関、
防災機関の船舶等あらゆる手段を活用する
●原則、自家用車による避難をし、避難困難者は
集合場所から行政バス等による集団避難をする

●市町村長は指定緊急避難場所、指定避難所を指定する

●県、市町村は地域防災計画を作成する
●県、市町村、地方自治体は避難計画を作成する

●市町村は地区防災計画を作成する ●市町村は地区防災計画を作成する
●国は防災マップの作成と配布に努める ●県、市町村は防災マップの作成と配布に努める

●屋内退避の周知が不足した ‐ ●防災教育(防災訓練や住民説明会等)を実施する ‐

●交通渋滞が発生した ‐ ●県が住民に段階的避難の協力を求める
●県、市町村は国と連携し、段階的な避難指示を行う
●自家用車避難は、家族や近所住民と乗り合わせする

●避難指示に従わない残留者が発生した ‐ ●防災意識の啓発、自主防災組織の充実、強化をする ‐
●教訓伝承・防災教育を強化する ●教訓伝承・防災教育を強化する
●多様な主体が参画し、地域防災計画を策定する ●多様な主体による地域防災計画の策定に参画する
●訓練による実働組織を含む連携・体制を強化する
●過酷事故・複合災害を想定した実践的訓練をする
●共同防災訓練を促進する(国・地方公共団体・学校) ●共同防災訓練を促進する(国、地方公共団体、学校) ●学校の施設管理者は予め避難マニュアルを作成する

●市町村による避難行動要支援者名簿の作成・活用する

●市町村による個別計画の作成を推進する

●県による避難行動要支援者名簿、個別計画の作成を
支援する

●医療機関・福祉施設の避難が
難しかった
●避難計画等の整備ができていなかった

‐
●医療機関・福祉施設による広域避難計画を作成する

(県の支援)

●医療機関・福祉施設の受入れ体制が
未整備であった

‐ ●事前に受入先と受入元を連絡調整する(県の調整)

●災害対策本部、
原子力災害対策センターと
これらの代替施設が機能しなかった

●福島県地域防災計画(原子力災害対策編)を
基本とした計画を作成する

●原子力災害対策重点区域の
範囲を超えて避難指示が発令された

計
画

●原子力災害に関わる防護措置の
基準が法定化されていなかった

●広域避難の対象区域を重点区域13市町村全域とする
●避難先は福島県46市町村(重点区域13市町村を除く)、
福島県外(茨城県35市町村、新潟県24市町村)とする

●原子力災害対策指針に
基づいた専門的・技術的事項を作成する

●原子力災害対策指針を基本とした計画を作成する
●県、市町村、他施設は広域避難計画を作成する

災
害
対
応
体
制

●国、県、市町村、原子力災害事業者
の初動対応が遅れた

‐

‐

‐

●自宅内外の住民は
避難先、避難手段が分からなかった

●重点区域外に避難先を確保し、広域避難計画に定める
●避難先が使用できない場合、国に支援を要請する

●市町村、都道府県の区域を越えた被災者受入れ
(広域一時滞在)協定締結を促進する

‐

情
報
伝
達

‐

●重点区域13市町村等への衛星携帯電話の追加配備、
緊急時連絡網システムの拡充、衛星回線の多重化、
県や東京電力による連絡員の派遣を整備する
●国、県、消防本部等と連携し、防災行政無線や
広報車、インターネット、SNS、緊急速報メール、
テレビ、ラジオ等あらゆる手段を活用する

●混乱を避けるため予め住民に対する
広報のタイミングや内容を整理する

●県、市町村、住民、関係機関等に
避難指示等の情報が伝わらなかった

●被災者への迅速かつ分かりやすい情報伝達をする

●衛星回線等の通信・伝達手段を多重化・頑健性の
強化をする

●国、県、市町村が
避難及び屋内退避の指示に迷った

注:「-」は問題に対応する計画の改定点が無いことを示す。
資料：中央防災会議「防災基本計画 平成30年6月」、福島県「福島県地域防災計画 平成22年度修正」、福島県「福島県地域防災計画 平成28年2月修正」、福島県「福島県原子力災害広域避難計画 平成28年12月」

●重点区域13市町村は避難行動要支援者名簿を
活用する
●県は避難先市町村に福祉避難所の開設を要請する
●県は重点区域13市町村と連携し、要配慮者に合う
移動手段を確保する
●原則、在宅の要配慮者は福祉避難所へ避難する
●県、重点区域13市町村は予め避難先を調整、周知する

●病院等の施設管理者は避難先病院、移動手段、
連絡手段を定めた避難計画を予め策定する
●県、市町村は病院等の避難計画策定を促進させる
●避難先が確保できない場合は、県が調整をする

●県、市町村、防災機関による定期的な通信訓練を
実施する

●必要設備の整備、定期的な通信連絡訓練を実施する

要
配
慮
者

●避難行動要支援者の避難が難しかった
●避難計画等の整備ができていなかった

●避難行動要支援者名簿の作成・活用する

避
難
先
・
避
難
方
法

●過酷事故や複合災害を想定した
原子力災害の避難訓練が不足した

●県、重点区域13市町村は避難ルートを事前に
公表、周知する
●県、重点区域13市町村は避難指示等の発令前に
選定済み避難ルートの中から避難ルートを決定する

●広域避難の対象区域を重点区域13市町村全域とする
●避難先は福島県46市町村(重点区域13市町村を除く)、
福島県外(茨城県35市町村、新潟県24市町村)とする

●国民の防災意識が低かった
●安全神話の考え方が根強かった

●平素における地方公共団体間の相互応援等を
円滑化する計画、協定等を備える●自市町村外に及ぶ広域避難となった

●区域毎に予め避難準備を定める計画を準備する
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等を行った。2013年に原子力災害対策指針の改定に伴った

EAL・OILの防護措置等を示し、2014年に緊急時モニタリ

ングに関する体制の強化を行った。そして、2016年に重点

区域13市町村を定め、重点区域と重点区域外における防護

措置を示した。また、2014年に福島県広域避難計画を作成

し、その後も重ねて改定が行われている。

重点区域13市町村は、福島県地域防災計画（原子力災害

対策編）や福島県広域避難計画に沿った地域防災計画・避

難計画（原子力災害対策編）を策定・作成することを義務

付けられた。福島原発事故前後における重点区域13市町村

の地域防災計画・避難計画（原子力災害対策編）等の策定・

作成状況について、福島原発事故前（2011年3月現在）は

地域防災計画を策定済みが旧重点区域の6町（大熊町、双

葉町、富岡町、浪江町、広野町、楢葉町）、避難計画を作成

済みが4町（双葉町、富岡町、浪江町、楢葉町）であり、

福島原発事故後（2019 年 11 月現在）は地域防災計画を策

定済みが12市町村（双葉町を除く）、避難計画を作成済み

が10市町村（大熊町、双葉町、葛尾村を除く）である(4)。 

3．重点区域13市町村の避難体制の現状と課題 

（1）調査の概要 

 第 2 章で整理した原子力災害の避難に関わる法令・指

針・計画の改正等が行われた後における、重点区域13市町

村の避難体制の現状と課題を明らかにするため、アンケー

ト調査を行った（表3）。配布数は13市町村、回収数は13

市町村であり、回収率は 100%である。以下、このアンケ

ート調査の結果を分析する。 

表3 重点区域13市町村における調査の概要 

（2）居住世帯数・人口等 

重点区域13市町村の福島原発事故前（2011年3月現在）、

現在（2019 年 11 月現在）における世帯数、人口、高齢者

数、要介護要支援者数について（表 4）、重点区域 13 市町

村に居住する住民は福島原発事故前から現在、避難指示等

の影響もあり人口は約9万人減少している。高齢者、要介

護要支援者はそれぞれ約1万人、約8,000人増加している。 

表4 福島原発事故前後における居住世帯数・人口等 

（3）福島原発事故当時の避難に関する問題 

 福島原発事故当時（2011 年 3 月現在）、国による避難指

示が発令されなかった広野町といわき市以外の 11 市町村

における避難に関する問題として（図 2）、「避難を支援す

るための市町村職員の人手が不足した」が 9 市町村（82%

と最も多く、次いで「残留者が発生した」、「国、県、東京 

電力から情報が受

け取れなかった」、

「住民の避難先の 

確保が困難だった」、

「避難した住民の

所在を把握するこ

とが難しかった」が

8 市町村（73%）で

ある。避難の移動に

関する問題として、

「交通渋滞による

避難の遅れが生じ

た」が 7 市町村

（64%）、「移動手段

が不足した」が6市

町村（55%）である。 

図1 原子力災害対策重点区域等について 

目的
福島県原子力災害対策重点区域13市町村を対象に原子力災害
における避難体制の現状、避難の課題を明らかにする。

対象 福島県原子力災害対策重点区域に指定されている13市町村

方法 アンケート調査（電子メール）

調査項目

1．市町村の基本情報について（市町村の居住人口等）
2．地域防災計画・避難計画等の策定状況について
3．原子力災害対策の体制について
4．今後の原子力災害における避難の問題について

実施日 2019年11月20日～2019年12月25日

配布数 13市町村

回収数 13市町村

回収率 100%

[人] 高齢者
要介護

要支援者
[人] 高齢者

要介護
要支援者

大熊町 4,293 11,580 2,175 359 101 119 42 1
双葉町 2,611 7,198 1,869 334 0 0 0 0
富岡町 6,302 15,830 3,373 71 824 1,185 265 19
浪江町 7,176 20,905 5,469 916 764 1,174 463 1,503
広野町 1,989 5,490 1,251 181 1,988 4,155 1,410 300
川内村 1,136 3,038 1,031 181 940 2,027 866 258
楢葉町 2,887 8,018 2,072 - 1,955 3,877 1,456 472
葛尾村 477 1,567 495 92 195 414 193 151
飯舘村 1,716 6,132 1,835 331 1,825 5,492 2,058 497
田村市 12,423 41,701 11,655 2,124 12,438 36,111 12,512 2,503

南相馬市 23,726 70,516 18,285 2,613 26,290 53,653 20,996 3,659
川俣町 5,244 15,475 4,903 851 5,416 13,002 5,254 1,165

いわき市 128,960 341,453 85,510 14,777 143,677 340,033 104,143 20,029
合計 198,940 548,903 139,923 22,830 196,413 461,242 149,658 30,557

2019年11月2011年3月

市町村名
世帯数
[世帯]

世帯数
[世帯]

  人口   人口

注1：このデータは重点区域13市町村のアンケート調査に基づき筆者がまとめた数値である。
注2：「-」は、データの詳細が不明であることを示す。
注3：浪江町、楢葉町における要介護要支援者数は町外に居住する住民を含む。

図2 福島原発事故当時の 

避難に関する問題 

82%

73%

73%

73%

73%

64%

55%

45%

45%

27%

9%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避難を支援するための

市町村職員の人手が不足した

残留者が発生した

国、県、東京電力から

情報が受け取れなかった

住民の避難先の

確保が困難だった

避難した住民の所在を

把握することが難しかった

交通渋滞による

避難の遅れが生じた

移動手段が不足した

住民の避難先が

複数回にわたり変更になった

要配慮者の避難が困難だった

避難指示の発令に

関する判断ができなかった

情報伝達手段が機能せず、

住民へ情報伝達ができなかった

その他

n=11

注：国による避難指示が発令されなかった広野町、いわき市を除く。
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（4）避難先との協議 

福島県広域避難計画で設定された避難先との協議につ

いて（表 5）、設定された全避難先と協議済みの市町村は、

重点区域 13 市町村のうち 6 市町村であり、未だ 7 市町村

では協議が完了していない。 

（5）福島原発事故前後における住民への情報伝達手段 

福島原発事故前後

における住民への情

報伝達手段について

（図 3）、福島原発事

故前（2011 年 3 月現

在）に整備していた

情報伝達手段は、「連

絡員」が 13 市町村

（100%）と最も多く、 

次いで「広報車」、「防災行政無線」が12市町村（92%）で

ある。福島原発事故後（2019 年 11 月現在）に整備してい

る情報伝達手段は、「緊急速報メール」が13市町村（100%）

と最も多く、次いで「連絡員」、「広報車」が12市町村（92%）

である。「防災行政無線」、「インターネット」、「テレビ」、

「防災メール」等が5割を超える。 

（6）住民に対する避難方法等の周知方法 

重点区域 13 市町村のうち、未だ避難指示が解除されて

いない双葉町を除く 12 市町村の住民に対する避難方法等

の周知方法について、「避難計画の掲載（HP 等）」が 9 市

町村（75%）と最も多く、次いで「パンフレットの作成・

配布」が8市町村（67%）、「避難訓練」が7市町村（58%）

である。なお、「避難訓練」について、南相馬市といわき

市は、国や福島県の原子力総合防災訓練、原子力防災訓練

以外に市町村独自で避難訓練を行っている。 

（7）避難困難者の対策について 

 重点区域13市町村のうち、未だ避難指示が解除されてい

ない双葉町を除く12市町村の自力避難困難な者が、行政バ

ス等を用いた避難をするため、自宅等から集合場所に向か

う移動手段の対策について、「対策をしている」が6市町村

（50%）、「対策をしていない」が6市町村（50%）である。

「対策をしている」の具体的な内容は、「市町村職員が対応

する」、「市町村が所有する小型バスや公用車を使用する」、

「消防や警察等の協力・支援を用いる」また、「住民同士の

共助や協力を得る」等である。

（8）避難行動要支援者名簿等の作成状況

福島原発事故前後における避難行動要支援者名簿、これ 

を活用した個別計画の作成状況について（図4）、福島原発

事故前（2011年3月現在）では、避難行動要支援者名簿作

成済みが2市町村（15%）、個別計画作成済みが0市町村（0%）

である。福島原発事故後（2019 年 11 月現在）では、避難

行動要支援者名簿作成済みが 12 市町村（92%）、個別計画

作成済みが7市町村（54%）である。 

また、重点区域

13 市町村が作成

する避難行動要

支援者名簿の対

象 人数、現在

（2019 年 11 月現

在）の避難行動要

支援者の名簿登

録者数、個別計画

の作成数につい

て（表6）、浪江町

や葛尾村等は対

象人数を越えて

名簿登録が行わ

れている。一方、

広野町、南相馬市、

川俣町の名簿登

録者数は対象人

数の3割にも満た

ない。個別計画に

ついては、名簿の

登録者に比べ、作

成できていない

市町村が多い。 

（9）医療機関・福祉施設における避難計画の作成状況 

 医療機関・福祉施設における避難計画の作成状況につい

て、現在（2019 年 11 月現在）、重点区域 13 市町村に立地

する対象の医療機関・福祉施設は合計 21 件（医療機関 3

件・福祉施設18件）である(5)。このうち、避難計画作成済

みは4件（19%）、避難先確保済みは3件（14%）である。 

（10）今後の原子力災害の避難に関する問題 

福島原発事故後、法令・指針・計画が改正等された現在

（2019年11月現在）、原子力災害の避難に関する問題につ

いて（図 5）、「残留者が発生する」が 9 市町村（69%）と

最も多く、次いで「避難を支援するための市町村職員が不

足する」が 7 市町村（54%）、「交通渋滞により、避難の遅

れが生じる」が6市町村（46%）である。  

福島原発事故が再び発生した場合の確実かつ安全な避

難の可能性について（図6）、「避難可能」が5市町村（38%）、

「避難不可能」が 4 市町村（31%）、「わからない」が 3 市

町村（23%）、「無回答」が1市町村（8%）である。具体的

な理由について、「避難可能」では、「福島原発事故の経験

や教訓があり、これを活かした体制の強化や訓練をしてい

るため」が葛尾村、田村市、川俣町の3市町村、「情報伝 

図3 福島原発事故前後の情報伝達手段 

100%

92%

92%
46%

46%
38%

31%

31%
15%

0%
0%

0%

92%

92%

85%
77%

23%
62%

31%
62%

100%
31%

23%
8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

連絡員
広報車

防災行政無線
インターネット

半鐘
テレビ
ラジオ

防災メール
緊急速報メール

SNS
地域SNS
その他

n=13

2011年3月

2019年11月

注：地域SNSは地域独自のアプリ等を示す。

図4 避難行動要支援者名簿等の作成状況 

15%

0%

92%

54%

85%

100%

8%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避難行動

要支援者名簿

個別計画

避難行動

要支援者名簿

個別計画

2
0
1
1年

3月
2
0
1
9年

11
月

n=13

作成済み 未作成
注1：2011年3月では避難行動要支援者名簿・個別計画に類似

するものを対象としている。

注2：2019年11月では地域防災計画が未策定である双葉町に

おいて避難行動要支援者名簿・個別計画は未作成である。

注3：2011年3月に広野町、富岡町は避難行動要支援者名簿

を作成済みである。

注4：2019年11月に双葉町は避難行動要支援者名簿、大熊

町、双葉町、浪江町、楢葉町、葛尾村、飯舘村は個別計画を

未作成である。

表6 避難行動要支援者名簿等の登録者

数 
名簿[人] 個別計画[人]

大熊町 24 24 -
双葉町
富岡町 185 185 185
浪江町 228 793 -
広野町 146 6 6
川内村 59 59 56
楢葉町 212 398 -
葛尾村 52 213 -
飯舘村 56 56 -
田村市 3,743 3,743 1,421

南相馬市 4,600 1,056 10
川俣町 6,567 988 988

いわき市 16,130 16,130 7,378
注1：「-」は市町村が対象を未作成である。
注2:避難行動要支援者名簿には、基準該当者ではなく
ても、登録申請が可能である。
注3：2019年11月、双葉町は地域防災計画が未策定の
ため対象外とする。

避難行動要支援者
市町村名

基準該当者
[人]

表5 避難先との協議 
市町村 大熊町 双葉町 富岡町 浪江町 広野町 川内村 楢葉町
避難先 2 6 1 3 4 1 3

協議済み 2 0 1 3 0 0 1
市町村 葛尾村 飯舘村 田村市 南相馬市 川俣町 いわき市
避難先 2 1 14 9 4 80

協議済み 2 1 0 1 4 35
注1：2019年11月、双葉町は地域防災計画・避難計画（原子力災害対策編）を
未策定・未作成のため、協議を行っていない。
注2：いわき市は茨城県35市町村とのみ協定を結んでおり、福島県21市町村、
新潟県24市町村とは協議が完了していない。
注3：葛尾村は、福島県広域避難計画で指定された避難先市町村以外に「三
春町」と連携協定を結んでいる。
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達手段の拡充が図

られ、正確な情報の

伝達・収集が可能で

あるため」が広野町、

川俣町の 2 市町村

である。「避難不可

能」では、「福島原

発事故の教訓から

自主避難者の多発

による渋滞が発生

するため」が飯舘村、

南相馬市の 2 市町

村、「原子力災害に

対する備えを進め

ているが、未だ完璧

ではないため」が富

岡町の 1 市町村で

ある。「わからない」

では、「計画上は避 

難可能であるが、原子力災害は何が起こるか分からないた

め」、「想定外の事態が発生した場合、確実に避難できるか

わからないため」が浪江町、川内村の2市町村である。 

4．福島県46市町村の避難体制の現状と課題 

福島県広域避難計画に基づく広域避難者の受入れを踏ま

え、重点区域13市町村を除く福島県46市町村（以下、福

島県46市町村）の原子力災害における避難体制の現状と課

題を明らかにするためにアンケート調査を行った（表 7）。

配布数は46市町村、回収数は46市町村であり、回収率は

100%である。以下、このアンケート調査の結果を分析する。 

表7 福島県46市町村における調査の概要 

（1）福島原発事故当時の広域避難者受入れに関する問題 

福島原発事故当時（2011年3月現在）、福島県46市町村

において、広域避難者を受入れるため避難所を開設した市

町村は、38 市町村（83%）であり、地域別にみると(6)、中

通り・浜通りでは24市町村（83%）、会津地方では14市町

村（82%）である。 

広域避難者を受入れるにあたり生じた問題について（図

7）、福島原発事故当時（2011 年 3 月現在）、避難所を開設

した38市町村のうち、「避難所の開設にあたる人手が不足

した」が29市町村（76%）と最も多く、次いで「他市町村 

からの広域避難者が

生じた」、「多数の広

域避難者が生じた」

が 25 市町村（66%）

である。福島県広域

避難計画が作成され

た後の現在（2019 年

11月現在）、福島原発

事故が発生した場合

に広域避難者の受入

れにあたって生じる

可能性がある問題に

ついて（図7）、「避難

所の開設にあたる人

手が不足する」が30 

市町村（79%）と最も多く、次いで「福島県広域避難計画

の想定に無い多数の広域避難者が生じる」が 23 市町村

（61%）、「福島県広域避難計画の想定に無い避難元の市町

村から広域避難者が生じる」が22市町村（58%）である。 

（2）地域防災計画・避難計画等の策定・作成状況 

福島原発事故前後における福島県 46 市町村の地域防災

計画・避難計画（原子力災害対策編）等の策定・作成状況

について、福島原発事故前（2011年3月現在）は地域防災

計画を策定済み、避難計画を作成済みが共に0市町村（0%）

である。福島原発事故後（2019 年 11 月現在）は地域防災

計画を策定済みが 30 市町村（65%）、避難計画を作成済み

が5市町村（11%）であり(7)、地域別にみると(6)、地域防災

計画を策定済みが中通り・浜通りでは 19 市町村（66%）、

会津地方では 11 市町村（65%）、避難計画を作成済みが中

通り・浜通りでは4市町村（14%）、会津地方では1市町村

（6%）である。 

地域防災計画・避難計画（原子力災害対策編）等を策定・

作成した理由については、地域防災計画・避難計画（原子

力災害対策編）のいずれかを策定・作成した 30 市町村の

うち、「福島県地域防災計画（原子力災害対策編）の改定

に合わせ、整合性を図るため」が11市町村（37%）、「原子

力災害発生時に住民に対する避難方法等の情報伝達の対

策が必要であると考えたため」が 9 市町村（30%）、「福島

原発事故を機会・教訓に必要性を感じたため」が6市町村

（20%）、「原発事故等が発生した場合、迅速な行動や対策

をするための指針が必要であるため」が 4 市町村（13%）、

「福島原発事故当時に放射線の影響を受け、対策や安全確

認等が必要であると考えたため」が2市町村（7%）である。

また、地域防災計画・避難計画（原子力災害対策編）のい

ずれかを策定・作成した 30 市町村のうち、市町村外に避

難先を確保済みは 5 市町村（17%）であり、うち 4 市町村

（13%）は、福島県内外の双方に避難先を確保済みである。 

（3）避難行動要支援者名簿等の作成状況 

福島原発事故前後における避難行動要支援者名簿、これ

を活用した個別計画の作成状況について（図8）、地域防災 

目的
福島県内の46市町村（原子力災害対策重点区域13市町村を除
く）を対象に原子力災害における避難体制の現状、避難の課題を
明らかにする。

対象 福島県46市町村

方法 アンケート調査（電子メール・郵送）

調査項目

1．市町村の基本情報について（市町村の居住人口等）
2．広域避難者の受入れについて
3．地域防災計画・避難計画等の策定状況について
4．今後の原子力災害における避難の問題について

実施日 2019年12月20日～2020年1月20日

配布数 46市町村

回収数 46市町村

回収率 100%

図7 広域避難者を受入れるに 

あたっての問題 

76%

66%

66%

3%

79%

58%

61%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

避難所の開設にあたる

人手が不足した

他市町村からの

広域避難者が生じた

多数の広域避難者が生じた

その他

避難所の開設にあたる

人手が不足する

福島県広域避難計画の想定に

無い避難元の市町村から

広域避難者が生じる

福島県広域避難計画の

想定 に無い多数の

広域避難者が生じる

その他

2
0
1
1
年

3
月

2
0
1
9
年

1
1
月

n=38

注：2011年3月、広域避難者のための避難所を開設した38市町村が

対象である。

図6 重点区域13市町村における 

避難の可能性 

38% 31% 23% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
n=13

避難可能 避難不可能

わからない 無回答

図5 今後の避難に関する問題 

69%

54%

46%

38%

38%

31%

31%

15%

15%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

残留者が発生する

避難を支援するための

市町村職員が不足する

交通渋滞により、

避難の遅れが生じる

避難した住民の所在を

把握することが難しい

要配慮者の避難が

困難になる

移動手段が不足する

屋内退避や避難指示の

発令に関する判断が難しい

国、県、東京電力から

情報が受け取れない

情報伝達手段が機能せず、

住民へ情報伝達ができない

その他

n=13

注：いわき市は無回答である。
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計画・避難計画（原子力災害

対策編）のいずれかを策定・

作成した 30 市町村のうち、

福島原発事故前（2011 年 3

月現在）、避難行動要支援者

名簿作成済みが 10 市町村

（33%）、個別計画作成済み

が 4 市町村（13%）である。

福島原発事故後（2019 年 11

月現在）、避難行動要支援者

名簿作成済みが27市町村 

（90%）、個別計画作成済みが12市町村（40%）である。 

（4）今後の原子力災害の避難に関する問題 

 福島原発事故が

再び発生した場合

の確実かつ安全な

避難の可能性につ

いて（図 9）、地域

防災計画・避難計画

（原子力災害対策

編）のいずれかを策

定・作成した 30 市

町村のうち、「避難

可能」が 11 市町村

（37%）、「避難不可

能」が 14 市町村

（47%）、「わからな

い」が5市町村（17%）

である。地域別にみ

ると(6)、「避難可能」

が中通り・浜通りで

は6市町村（32%）、

会津地方では 5 市

町村（45%）、「避難

不可能」が中通り・ 

浜通りでは10 市町村（53%）、会津地方では4市町村（36%）、

「わからない」が中通り・浜通りでは3市町村（16%）、会

津地方では2市町村（18%）である。 

また、確実かつ安全な避難が不可能である理由について

（図 10）、「避難不可能」であると回答した 14 市町村のう

ち、「避難を支援するための市町村職員が不足する」が 10

市町村（71%）と最も多く、次いで「残留者が発生する」、

「移動手段が不足する」、「避難した住民の所在を把握する

ことが難しい」が9市町村（64%）である。また、「要配慮

者の避難が困難になる」、「交通渋滞により、避難の遅れが

生じる」が 5 割を越える。地域別にみると(6)、中通り・浜

通り、会津地方においても傾向に大きな差は確認できない。 

 

5．結論 

（1）重点区域13市町村のまとめ 

重点区域 13 市町村の避難体制については、12 市町村

（92%）で地域防災計画（原子力災害対策編）が策定され、

10市町村（77%）で避難計画（原子力災害対策編）が作成

されている。要介護要支援者名簿等の作成状況については、

福島原発事故前は 2 市町村（15%）であったが、現在では

12 市町村（92%）で作成されている。一方、個別計画は 7

市町村（54%）で作成されているのみである。医療機関・

福祉施設については、全21件のうち、避難計画作成済みは

4件（19%）であり、避難先確保済みは3件（14%）である。

福島県広域避難計画における避難先との協議については、

協議済みが 6 市町村（46%）であり、未だ協議が完了して

いない市町村が7市町村（54%）である。 

原子力災害が発生した場合の情報伝達手段は、福島原発

事故当時と同様に、連絡員、広報車、防災行政無線等がほ

とんどの市町村で整備され、現在は、インターネット、テ

レビ、防災メール、緊急速報メール等を整備している市町

村が増えている。避難方法等の周知方法は、避難計画の掲

載（HP等）、パンフレットの作成・配布、避難訓練が多い。 

原子力災害の避難に関する問題については、9市町村（69 

%）が残留者の発生、7市町村（54%）が避難支援のため

の職員の不足、6 市町村（46%）が交通渋滞による避難の

遅れを挙げており、福島原発事故当時の避難に関する問題

と比べ、割合は若干低下しているが、法令等の改正等にも

関わらず、ほとんど問題は変わっていないと認識している

ことがわかる。こうしたこともあり、確実かつ安全な避難

の可能性について、5市町村（38%）が避難可能、4市町村

（31%）が避難不可能、3市町村（23%）がわからないと回

答し、1市町村（8%）は無回答である。避難不可能の理由

は、自主避難者の多発による渋滞の発生、原子力災害に対

する備えが完璧ではないことが挙げられている。 

（2）福島県46市町村のまとめ 

福島県 46 市町村の避難体制では、30 市町村（65%）に

おいて地域防災計画（原子力災害対策編）が策定され、5

市町村（11%）において避難計画（原子力災害対策編）が

作成されている。要介護要支援者名簿等の作成状況につい

ては、福島原発事故前は地域防災計画・避難計画（原子力

災害対策編）を策定・作成した 30 市町村のうち、10 市町

村（33%）であったが、現在は27市町村（90%）で作成さ

れており、個別計画は12市町村（40%）で作成されている。 

広域避難者の受入れでは、福島原発事故当時、38市町村

（83%）が受入れを行い、このうち、29市町村（76%）で

人手不足、25市町村（66%）で他市町村からの広域避難者

の発生、25市町村（66%）で多数の広域避難者の発生とい

う問題が発生したが、法令等の改正等にも関わらず、現在

も福島原発事故が発生した場合、同様の数の市町村におい

て、同様の問題が発生すると認識している。 

確実かつ安全な避難の可能性について、地域防災計画・

避難計画（原子力災害対策編）を策定・作成した30市町村

のうち、11 市町村（37%）が避難可能、14 市町村（47%）

が避難不可能、5 市町村（17%）がわからないと回答して

図8 福島県における避難 
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30市町村が対象である。

図9 福島県における避難の可能性 
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図10 避難が不可能である理由 
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ずれかを策定・作成した市町村のうち、安全かつ確実な

住民避難が不可能と回答した14市町村（中通り8市町

村、浜通り2市町、会津地方4市町村）が対象である。
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いる。避難不可能の理由は、避難を支援する職員の不足、

残留者の発生、移動手段の不足、避難住民の所在把握の困

難性、要配慮者の避難の困難性等が挙げられている。 

（3）福島県における避難体制の問題と課題 

以上、明らかにしてきたことから、原子力災害の避難体

制に関する問題と課題として、以下の2点を指摘できる。 

第一の問題は、避難指示の解除が避難の安全性の担保と

は切り離されて行われているという法制度上の問題である。

これは、避難指示の解除の要件として、①年間積算線量が

20mSv以下となることが確実であること、②生活インフラ

や生活関連サービスが概ね復旧し、除染作業が十分に進捗

していること、③県、市町村、住民との十分な協議が挙げ

られているが 7)、避難の安全性を要件としていないことに

関する問題である。 

本研究の冒頭で述べた通り、福島原発事故の発生後、国

によって 11 市町村に避難指示が発令されたが、2020 年 1

月末までに、双葉町以外の10市町村では、帰還困難区域を

除いて避難指示が解除されており、今後、双葉町を含めて、

帰還困難区域の一部の区域に指定された特定復興再生拠点

区域において避難指示の解除が予定されている 8)。避難指

示の解除は、原子力被災地の復興に向けた重要な節目であ

り、それ自体は評価されて良いことであるが、本研究で明

らかにしてきたように、避難の安全性を確認して行われる

ことになっていない。避難指示が解除された市町村におい

てさえ、避難計画すら策定されていない場合があり、さら

に、福島県広域避難計画で設定された避難先との協議、避

難行動要支援者の個別計画の作成は約半数の市町村でしか

行われておらず、医療機関・福祉施設における避難計画の

作成にいたってはほとんど作成されていないというのが実

情である。再び原発事故が発生した場合に被害を最小限に

留めるためにも、福島原発事故の教訓を踏まえ、避難の安

全性を法制度として担保することが課題として挙げられる。 

第二の問題は、より根本的な問題であるが、福島原発事

故後における法令等の改正等にも関わらず、住民の安全な

避難を担保する手段を示していないという問題である。福

島原発事故の発生により、原発の安全神話は崩壊し、再び

原発事故の発生に伴う避難を余儀なくされる可能性は否定

できないが、住民の避難の安全性については、その責任を

持つ市町村でさえ、重点区域13市町村も福島県46市町村

も、多くは確実かつ安全な避難が可能であると考えていな

いように、福島原発事故前も現在も、大きく変わっていな

いように思われる。 

例えば、福島原発事故では、住民が同時的に自家用車で

避難を始めたことから交通渋滞が発生し、避難の遅れと混

乱が生じた。こうした問題に対応するため、原子力災害対

策指針ではPAZ・UPZを設定し、福島県広域避難計画では

このゾーニングに基づいて段階的避難を行うことで問題は

軽減されるものとしている。確かに、段階的避難により、

計画上は、住民全体の避難に要する時間は減少するかもし

れないが、福島原発事故を体験した者であれば、原発や放

射能から迅速に遠くに避難することが肝要であることを教

訓として学んでおり、住民が行政の段階的避難の指示に従

うというのは非現実的な条件設定に過ぎないと考えられる。 

この問題の本質は、原発の立地と居住地との関係性に関

するものである。わが国に原発が導入される際、「原子力都

市計画法要綱」が作成され、原発周辺地帯の整備計画を策

定し、周辺地帯にグリーンベルトを設けることにより、居

住地を隔離するということが検討されていたが、原発推進

側と反対側の調整がつかず、法案が上程されることはなか

った 9)。しかし、福島原発事故の教訓から、弥縫策で済ま

せてしまうのではなく、住民の安全な避難という観点から、

原発の立地と居住地との関係性を検討する必要があると考

えられる。 

【補注】 
（1） 福島原発事故前（2011年3月現在）、旧防災指針における重点区域は、

原発から概ね半径8~10kmである防災対策を重点的に充実すべき地域
（Emergency Planning Zone 以下、EPZ）であり、6町（大熊町、双葉
町、富岡町、浪江町、広野町、楢葉町）が設定されていた。 

（2） 第 10 条：「原子力防災管理者の通報義務等」…原子力防災管理者は、
原子力発電所の区域の境界付近で基準以上の放射線量が検出された
こと、規定の事象が発生したことの通報を受けた場合、また、これら
を発見した場合、その旨を内閣総理大臣、原子力規制委員会、所在の
都道府県知事と市町村長、周辺の都道府県知事に通報しなければなら
ない。これらの通報を受けた都道府県知事は関係周辺市町村にその旨
を通報する。 

（3） 第15条：「原子力緊急事態宣言等」…原子力規制委員会は、該当する
場合（①内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報で検出、ま
たは、規定されている放射線測定設備・測定方法で検出された放射線
量が基準以上の異常な水準の放射線量である場合、②その他、原子力
緊急事態の発生を示す事象が生じた場合）に、原子力緊急事態の発生
を認める時、直ちに、内閣総理大臣にその状況に関する必要な情報の
報告、公示、指示案を提出しなければならない。内閣総理大臣は上記
の報告や提出があった場合、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨と
原子力緊急事態宣言をする。 

（4） なお、福島原発事故前（2011年3月現在）の防災マップを作成済みが
4 市町村（31%）（大熊町、富岡町、楢葉町、川俣町）、地区防災計画
を策定済みが0市町村（0%）である。福島原発事故後（2019年11月
現在）の防災マップを作成済みが6市町村（46%）（富岡町、浪江町、
楢葉町、田村市、川俣町、いわき市）、地区防災計画を策定済みが 0
市町村（0%）である。 

（5） 避難指示が未解除の双葉町、無回答の田村市、いわき市を除く。 
（6） 浜通りの市町村は、重点区域13市町村を除くと2市町村であるため、

中通りの27市町村とあわせて分析している。 
（7） なお、福島原発事故前（2011年3月現在）の防災マップを作成済みが

6市町村（13%）、地区防災計画を策定済みが1市町村（2%）である。
福島原発事故後（2019年11月現在）の防災マップを作成済みが12市
町村（26%）、地区防災計画を策定済みが1市町村（2%）である。 
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