
第 1章 除染特別地域における除染の実態と課題 

 
 

表 1-1 アンケート調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013年調査 2014年調査 2015年調査 2016年調査

2013年7月～9月 2014年7月～9月 2015年7月～9月 2016年7月～9月

11 11 11 11

9 11 11 11

82% 100% 100% 100%

「除染特別地域における除染の方針（除染ロード
マップ）」に関する評価
〔選択肢から1つ選択し、「不適切」を選択した場
合は理由を記入〕

● × × ×

国の除染実施計画に基づく除染の進捗状況
〔選択肢から1つ選択し、「既に終了した」を選択し
た場合は終了時期、「現在進めている」を選択した
場合で「終了する見込みが立っている」を選択した
場合は終了予定時期を記入〕

× ● ● ●

除染の終了後における除染の実施の必要性
〔上記の「国の除染実施計画に基づく除染の進捗
状況」において「既に終了した」を選択した市町村
が選択肢から1つ選択し、それぞれ選択の理由な
どを記入〕

× ● ● ●

国の除染に関する取り組みについての評価
〔選択肢から1つ選択し、「不適切」を選択した場
合は理由と今後希望することを記入〕

● ● ● ●

国による除染の進み具合についての評価
〔選択肢から1つ選択〕

● ● ● ●

福島県の除染に関する取り組みについての評価
〔選択肢から1つ選択し、「不適切」を選択した場
合は理由と今後希望することを記入〕

● ● ● ●

除染によって達成すべき空間線量率
〔それぞれ選択肢から1つ選択しそれぞれ選択の
理由などを記入（理由の記入については2014年
調査から）〕

● ● ● ●

住民が安全に安心して生活できる空間線量率
〔それぞれ選択肢から1つ選択しそれぞれ選択の
理由などを記入（理由の記入については2014年
調査から）〕

● ● ● ●

除染による住民の帰還と安全・安心な生活の回復
の可能性
〔それぞれ選択肢から1つ選択し、それぞれ選択
の理由を記入〕

● ● ● ●

除染に関する課題
〔3つ以内で記入〕

● ● ● ●

中間貯蔵施設の設置の必要性や可能性
〔自由に記入〕

● ● × ×

中間貯蔵施設の整備・完成または除去土壌等の
搬出にかかかわる経緯や現状に関して問題と考え
ること、あるいは、それらに関してこれから生じると
考えられる問題
〔選択肢から1つ選択し、「ある」を選択した場合は
具体的な内容を記入〕

× × ● ●

仮置場の除去土壌等をすべて中間貯蔵施設に搬
出するまでの想定年数
〔選択肢から1つ選択〕

× × × ●

国による除染と市町村の復興まちづくりを連動させ
た取り組み
〔選択肢から1つ選択し、「ある」を選択した場合は
具体的な内容を記入〕

● ● ● ●

除染を効果的かつ効率的に進めるにあたって必要
なことなど
〔自由に記入〕

● ● ● ●

除染特別地域に指定されている福島県内の11市町村

調査目的

調査対象

調査期間

調査名称

回収数

回収率

調
査
項
目

除染特別地域に指定されている11市町村の除染に関する評価と見解を把握すること

配布数

【　●：設問あり　 　　×：設問なし　】
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表 1-2 除染特別地域に指定されている市町村の人口と面積 

 

 

 

  

■2013年8月（すべての市町村で避難指示区域の見直しが終了した時点）

避難指示解除
準備区域

居住制限
区域

帰還困難
区域

避難指示解除
準備区域

居住制限
区域

帰還困難
区域

189,768 81,291 33,079 23,394 24,818 108,477 2,021 1,150 509 304 337 871

100% 43% 17% 12% 13% 57% 100% 57% 25% 15% 17% 43%

15,086 1,204 1,077 127 0 13,882 128 33 29 3 0 95

100% 8% 7% 1% 0% 92% 100% 26% 23% 2% 0% 74%

39,996 351 351 0 0 39,645 458 42 42 0 0 416

100% 1% 1% 0% 0% 99% 100% 9% 9% 0% 0% 91%

65,175 12,750 12,238 510 2 52,425 399 171 91 56 24 228

100% 20% 19% 1% 0% 80% 100% 43% 23% 14% 6% 57%

7,575 7,525 7,525 0 0 50 103 86 86 0 0 17

100% 99% 99% 0% 0% 1% 100% 83% 83% 0% 0% 17%

14,413 14,413 1,319 8,821 4,273 0 69 69 25 35 8 0

100% 100% 9% 61% 30% 0% 100% 100% 36% 51% 12% 0%

2,809 334 276 58 0 2,475 197 81 69 12 0 116

100% 12% 10% 2% 0% 88% 100% 41% 35% 6% 0% 59%

10,956 10,956 23 362 10,571 0 79 79 18 12 49 0

100% 100% 0% 3% 96% 0% 100% 100% 23% 15% 62% 0%

6,492 6,492 255 0 6,237 0 51 51 2 0 49 0

100% 100% 4% 0% 96% 0% 100% 100% 4% 0% 96% 0%

19,505 19,505 7,902 8,260 3,343 0 224 224 21 23 180 0

100% 100% 41% 42% 17% 0% 100% 100% 9% 10% 80% 0%

1,511 1,511 1,329 64 118 0 84 84 64 5 16 0

100% 100% 88% 4% 8% 0% 100% 100% 76% 6% 19% 0%

6,250 6,250 784 5,192 274 0 230 230 62 157 11 0

100% 100% 13% 83% 4% 0% 100% 100% 27% 68% 5% 0%

注　：太線内が概ね除染特別地域に指定されている区域である。

         http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2013/10/02/1340046_4_2.pdf（2016年10月31日に最終閲覧）

■2016年7月（南相馬市で避難指示が解除された時点）

避難指示解除
準備区域

居住制限
区域

帰還困難
区域

避難指示解除
準備区域

居住制限
区域

帰還困難
区域

183,315 76,827 30,522 22,433 23,872 106,488 2,021 1,150 509 304 337 871

100% 42% 17% 12% 13% 58% 100% 57% 25% 15% 17% 43%

14,286 1,133 1,021 112 0 13,153 128 33 29 3 0 95

100% 8% 7% 1% 0% 92% 100% 26% 23% 2% 0% 74%

38,592 329 329 0 0 38,263 458 42 42 0 0 416

100% 1% 1% 0% 0% 99% 100% 9% 9% 0% 0% 91%

63,465 10,859 10,400 457 2 52,606 399 171 91 56 24 228

100% 17% 16% 1% 0% 83% 100% 43% 23% 14% 6% 57%

7,345 7,307 7,307 0 0 38 103 86 86 0 0 17

100% 99% 99% 0% 0% 1% 100% 83% 83% 0% 0% 17%

13,726 13,726 1,338 8,341 4,047 0 69 69 25 35 8 0

100% 100% 10% 61% 29% 0% 100% 100% 36% 51% 12% 0%

2,749 321 270 51 0 2,428 197 81 69 12 0 116

100% 12% 10% 2% 0% 88% 100% 41% 35% 6% 0% 59%

10,703 10,703 22 361 10,320 0 79 79 18 12 49 0

100% 100% 0% 3% 96% 0% 100% 100% 23% 15% 62% 0%

6,195 6,195 240 0 5,955 0 51 51 2 0 49 0

100% 100% 4% 0% 96% 0% 100% 100% 4% 0% 96% 0%

18,601 18,601 7,533 7,907 3,161 0 224 224 21 23 180 0

100% 100% 40% 43% 17% 0% 100% 100% 9% 10% 80% 0%

1,468 1,468 1,287 62 119 0 84 84 64 5 16 0

100% 100% 88% 4% 8% 0% 100% 100% 76% 6% 19% 0%

6,185 6,185 775 5,142 268 0 230 230 62 157 11 0

100% 100% 13% 83% 4% 0% 100% 100% 27% 68% 5% 0%

注1：太線内が概ね除染特別地域に指定されている区域である。

注2：「人口」と「面積」の欄にある網掛けの部分は避難指示が解除された区域であるので、本来は人口も面積も「避難指示区域外」に記載すべきであるが、除染特別地域

　　　の指定区域を明示するとともに、2013年8月の状況と比較するために、このような表記にした。

         http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2016/pdf/0712gainenzu02.pdf（2016年10月31日に最終閲覧）
　　　 面積については、内閣府原子力被災者生活支援チーム（2013）「帰還困難区域について」
         http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2013/10/02/1340046_4_2.pdf（2016年10月31日に最終閲覧）

浪江町 －

葛尾村 2016.6.12

飯舘村
2017.3.31

に決定済み

資料：人口については、経済産業省（2016）「避難指示区域の概念図と各区域の人口及び世帯数（平成28年7月12日時点）」

川内村
2014.10.1
2016.6.14

大熊町 －

双葉町 －

南相馬市 2016.7.12

楢葉町 2015.9.5

富岡町 －

合計 －

川俣町 －

田村市 2014.4.1

市町村
避難指示の

解除の
年月日

人口〔人〕 面積（概数）〔k㎡〕

合計
避難指示

区域
避難指示
区域外

合計
避難指示

区域
避難指示
区域外

大熊町

双葉町

浪江町

葛尾村

2012.4.1

2012.4.16

2012.8.10

2013.3.25

2012.4.1

田村市

避難指示
区域外

面積（概数）〔k㎡〕

合計
避難指示
区域外

川俣町

合計

避難指示
区域

市町村

人口〔人〕

合計
避難指示

区域

避難指示
区域の

見直しの
年月日

－

2013.8.8

富岡町

川内村

南相馬市

楢葉町

資料：内閣府原子力被災者生活支援チーム（2013）「帰還困難区域について」

飯舘村

2012.12.10

2013.5.28

2013.4.1

2013.3.22

2012.7.17
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表 1-3 除染特別地域における除染の実施状況（2016年 9月 30日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

作業状況 集計項目 宅地（件） 農地（ha） 森林（ha） 道路（ha）

対象数量 22,097 9,870 5,676 1,504
実施数量 21,297 7,050 5,166 1,234
実施率 96% 71% 91% 82%

対象数量 360 480 500 68
実施数量 360 480 500 68
実施率 100% 100% 100% 100%

対象数量 140 140 190 29
実施数量 140 140 190 29
実施率 100% 100% 100% 100%

対象数量 4,400 3,100 1,200 320
実施数量 4,300 1,200 810 150
実施率 98% 39% 68% 47%

対象数量 2,500 810 450 170
実施数量 2,500 810 450 170
実施率 100% 100% 100% 100%

対象数量 6,000 670 460 170
実施数量 6,000 660 460 170
実施率 100% 99% 100% 100%

対象数量 160 130 200 38
実施数量 160 130 200 38
実施率 100% 100% 100% 100%

対象数量 180 170 160 31
実施数量 180 170 160 31
実施率 100% 100% 100% 100%

対象数量 97 100 6.2 8.4
実施数量 97 100 6.2 8.4
実施率 100% 100% 100% 100%

対象数量 5,800 1,900 380 240
実施数量 5,100 990 360 190
実施率 88% 52% 95% 79%

対象数量 460 470 630 110
実施数量 460 470 630 110
実施率 100% 100% 100% 100%

対象数量 2,000 1,900 1,500 320
実施数量 2,000 1,900 1,400 270
実施率 100% 100% 93% 84%

注1：帰還困難区域については、「本格除染」が実施される特別地域内除染実施計画に基づく除染実施対象区域に含まれないことになっているので、この表は、基本的に避難指示解除
　　　準備区域と居住制限区域における数量等を示すものである。
注2：「除染対象区域人口」、「除染対象面積」、「除染の実施状況」の数値は、概数である。
注3：「仮置場等の確保」に関して、割合が表記されているものについては、必要とされる仮置場の面積に対して、借地契約済みの仮置場の面積が占める割合を指す。除染の進捗に応じ
　　　て、仮置場の必要面積の増減が発生することがあり、その場合、割合が増減することがある。
注4：「除染の実施状況」に関して、対象数量と実施数量は、それぞれの実数量を、上から3桁以下を四捨五入して上2桁に丸めた値として表記されているが、実施率は丸めを行わない実
　　　数量をもとに算出されている。
注5：「除染の実施状況」に関して、実施率は、当該市町村において除染を実施できる条件が整った面積等に対して、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等が
　　　占める割合を指す。なお、「除染を実施できる条件が整った面積等」と「一連の除染行為が終了した面積等」は、今後の精査によって変わりうる。
注6：「除染の実施状況」に関して、実施率が100％に達した時点で、同意を得られていないものについては対象数量から除外されているが、これらについても最終的に同意が得られれば
　　　除染が実施される予定になっている。
注7：「除染の終了時期」は、各市町村の除染実施計画における除染対象のうち、同意を得られたものに対する面的除染が終了した（終了する）時期を指す。なお、同意を得られず面的除
　　　染の対象とならなかった場合でも、最終的に同意が得られれば除染が実施される予定になっている。
注8：「避難指示の解除」に関して、川内村では、2014年10月1日に、それまで居住制限区域であった地域は避難指示解除準備区域に再編されている。
資料：環境省（2016）「国直轄除染の進捗状況（平成28年9月30日時点）」、http://josen.env.go.jp/area/index.html（2016年10月31日に最終閲覧）

2017.3.31に
決定済み

2015.12に終了終了終了確保済み2012.8.102013.8.81,6001,200川俣町

合計 61,200 24,800 － － － － － － －

飯舘村 6,000 5,600 2012.7.17 2012.5.24 確保済み ほぼ終了 実施中
2017.3までに

終了予定
2017.3.31に

決定済み

葛尾村 1,400 1,700 2013.3.22 2012.9.28 確保済み 終了 終了 2015.12に終了 2016.6.12

浪江町 18,800 3,300 2013.4.1 2012.11.21 確保済み ほぼ終了 実施中
2017.3までに

終了予定
未定

双葉町 300 200 2013.5.26 2014.7.15 確保済み 終了 終了 2016.3に終了 未定

大熊町 400 400 2012.12.10 2012.12.28 確保済み 終了 終了 2014.3に終了 未定

川内村 400 500 2012.4.1 2012.4.13 確保済み 終了 終了 2014.3に終了
2014.10.1
2016.6.14

富岡町 11,300 2,800 2013.3.25 2013.6.26 確保済み 終了 実施中
2017.3までに

終了予定
未定

楢葉町 7,700 2,100 2012.8.10 2012.4.13 確保済み 終了 終了 2014.3に終了 2015.9.5

南相馬市 13,300 6,100 2012.4.16 2012.4.18 確保済み ほぼ終了 実施中
2017.3までに

終了予定
2016.7.12

田村市 400 500 2012.4.1 2012.4.13 確保済み 終了 終了 2013.6に終了 2014.4.1

市町村
除染対象
区域人口

（人）

除染実施
対象面積

（ha）

避難指示
区域の
見直し

除染実施
計画の策定

年月日

仮置場等の
確保

除染の
同意取得

除染の実施状況
除染の終了
時期（目途）

避難指示の
解除
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表 1-4 除染特別地域における仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数（2016年 9月 30日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

箇所数 保管物数 箇所数 保管物数 箇所数 保管物数
うち仮設焼却
施設へ

うち中間貯蔵
施設へ

川俣町 25 392,858 17 219,716 42 612,574 0 0 0

田村市 - - 6 36,286 6 36,286 1,254 0 1,254

南相馬市 12 783,141 1 258 13 783,399 0 0 0

楢葉町 - - 23 585,251 23 585,251 3,465 0 3,465

富岡町 5 798,237 4 331,453 9 1,129,690 319,344 312,923 6,421

川内村 - - 2 93,748 2 93,748 1,600 0 1,600

大熊町 3 50,819 15 220,838 18 271,657 5,499 0 5,499

双葉町 1 6,819 7 115,925 8 122,744 6,287 0 6,287

浪江町 9 572,192 21 224,031 30 796,223 250,413 244,112 6,301

葛尾村 1 254 30 391,935 31 392,189 170,644 169,644 1,000

飯舘村 84 2,128,144 13 175,207 97 2,303,351 19,913 18,913 1,000

合計 140 4,732,464 139 2,394,648 279 7,127,112 778,419 745,592 32,827

注1：「仮置場等」には、仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。 

注2：「保管物数」の単位は「袋」である。なお、1袋当たりの体積は、おおむね1㎥である。

注3： 「②保管物の搬入が完了した仮置場等」とは、本格除染またはそれ以前の除染工事による除去土壌の搬入が完了したものを指す（フォローアップ除染等による除

      去土壌の搬入は、今後もあり得る）。

注4：「③搬出済保管物数」は、「①保管物の搬入が施工中の仮置場等」及び「②保管物の搬入が完了した仮置場等」とは重複しない。また、仮置場等からの搬出時に、

　　　減容化した保管物等については複数個を1袋に集約して搬出することがあるため、中間貯蔵施設等が受け入れる袋数とは必ずしも一致しない。

資料：環境省（2016）「平成28年9月30日時点の仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数（市町村別）」、

　　　 http://josen.env.go.jp/area/provisional_yard/number.html（2016年10月31日に最終閲覧）

③搬出済保管物数（累計）（注4）

市町村

①保管物の搬入が施工中の
仮置場等

②保管物の搬入が完了した
仮置場等（注3）

① ＋ ② の合計
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表 1-5 廃棄物処理事業による被災家屋等の解体撤去の実施状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申請受付済
件数

解体撤去済
件数

完了率
申請受付済

件数
解体撤去済

件数
完了率

申請受付済
件数

解体撤去済
件数

完了率

合計 2,654 430 － 6,249 1,209 － 9,316 3,893 －

川俣町 14 実施中 － 200 0 0% 350 80 23%

田村市 － 19 － 19 19 100% 19 19 100%

南相馬市 1,400 実施中 － 1,900 530 28% 2,800 1,500 54%

楢葉町 750 実施中 － 1,200 460 38% 1,243 780 63%

富岡町 330 実施中 － 850 50 6% 1,600 540 34%

川内村 60 － － 100 80 80% 102 102 100%

大熊町 － 実施中 － － 10 － 120 10 8%

双葉町 － － － 20 0 0% 22 2 9%

浪江町 100 実施中 － 800 60 8% 1,600 500 31%

葛尾村 － － － 180 0 0% 360 90 25%

飯舘村 － 実施中 － 980 0 0% 1,100 270 25%

注1：申請受付済件数と解体撤去済件数は、基本的に概数である。
注2：解体撤去済件数は、完了検査が終了した件数である。
注3：資料の制約から、合計欄の値と、各市町村の件数を合計した値は、一致しない場合がある。
資料：環境省（2014）「国直轄による福島県における災害廃棄物等の処理進捗状況（平成26年9月29日公表）」、

　　　　http://shiteihaiki.env.go.jp/initiatives_fukushima/waste_disposal/pdf/progress_1409.pdf（2016年10月31日に最終閲覧）

　　　  環境省（2015）「国直轄による福島県における災害廃棄物等の処理進捗状況（平成27年10月2日公表）」、
　　　　http://shiteihaiki.env.go.jp/initiatives_fukushima/waste_disposal/pdf/progress_1509.pdf（2016年10月31日に最終閲覧）
　　　　環境省（2016）「国直轄による福島県における災害廃棄物等の処理進捗状況（平成28年9月30日公表）」、
　　　　http://shiteihaiki.env.go.jp/initiatives_fukushima/waste_disposal/pdf/progress_1609.pdf（2016年10月31日に最終閲覧）

2014年9月29日時点 2015年9月4日時点 2016年9月16日時点
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表 1-6 除染の前後と事後モニタリングにおける地上 1ｍ高さの空間線量率（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：環境省の除染情報サイトの「事後モニタリングの状況について」、

http://josen.env.go.jp/area/ex_post_monitoring/index.html（2016年 10月 31日に最終閲覧） 

 

【田村市】

　●除染前の測定時期：2012年7月25日～2013年5月23日

　●除染後の測定時期：2012年8月7日～2013年5月30日

　●事後（1回目）の測定時期：2013年9月14日～2013年11月26日

　●事後（2回目）の測定時期：2014年10月1日～2015年1月26日

除染前 除染後
事後

【1回目】
事後

【2回目】
除染前

→除染後
除染前

→事後【1回目】
除染前

→事後【2回目】

① ② ③ ④ （①-②）/① （①-③）/① （①-④）/①

合計 － 11,151 0.69 0.51 0.44 0.35 26% 36% 49%

合計 2,861 0.67 0.42 0.36 0.28 37% 46% 57%

1.0以上 300 1.20 0.54 0.48 0.36 55% 60% 70%

0.75以上1.0未満 593 0.84 0.51 0.43 0.35 40% 49% 59%

0.5以上0.75未満 1,289 0.60 0.41 0.35 0.27 31% 42% 55%

0.5未満 679 0.41 0.32 0.28 0.22 22% 32% 46%

合計 3,707 0.65 0.49 0.41 0.33 25% 37% 49%

1.0以上 173 1.12 0.76 0.64 0.50 32% 43% 55%

0.75以上1.0未満 892 0.83 0.59 0.50 0.40 28% 40% 52%

0.5以上0.75未満 2,087 0.60 0.46 0.38 0.31 24% 36% 48%

0.5未満 555 0.43 0.36 0.31 0.26 15% 28% 40%

合計 3,171 0.77 0.61 0.56 0.44 21% 27% 43%

1.0以上 587 1.17 0.81 0.77 0.60 31% 34% 49%

0.75以上1.0未満 941 0.84 0.66 0.60 0.47 21% 28% 44%

0.5以上0.75未満 1,426 0.62 0.53 0.48 0.38 15% 22% 39%

0.5未満 217 0.44 0.40 0.38 0.31 8% 12% 29%

合計 1,412 0.64 0.48 0.39 0.32 25% 39% 50%

1.0以上 126 1.23 0.92 0.78 0.62 25% 37% 50%

0.75以上1.0未満 257 0.83 0.60 0.48 0.39 27% 42% 53%

0.5以上0.75未満 628 0.60 0.45 0.36 0.30 26% 41% 51%

0.5未満 401 0.40 0.33 0.27 0.23 19% 33% 43%

線量低減率

宅地

農地

森林

道路

除染前の線量帯
（µSv/h）

測定点数土地区分

線量平均値（µSv/h）

【楢葉町】

　●除染前の測定時期：2012年6月26日～2014年1月29日

　●除染後の測定時期：2012年9月17日～2014年3月25日

　●事後（1回目）の測定時期：2014年5月19日～2015年2月12日

　●事後（2回目）の測定時期：2015年5月12日～2016年2月3日 

除染前 除染後
事後

【1回目】
事後

【2回目】
除染前

→除染後
除染前

→事後【1回目】
除染前

→事後【2回目】

① ② ③ ④ （①-②）/① （①-③）/① （①-④）/①

合計 － 67,841 0.78 0.46 0.36 0.29 41% 54% 63%

合計 40,959 0.73 0.39 0.30 0.25 46% 59% 66%

1.0以上 8,591 1.42 0.65 0.47 0.37 54% 67% 74%

0.75以上1.0未満 6,048 0.85 0.46 0.34 0.29 46% 60% 67%

0.5以上0.75未満 11,509 0.60 0.35 0.27 0.23 41% 55% 62%

0.5未満 14,811 0.38 0.24 0.20 0.17 35% 47% 55%

合計 11,443 0.85 0.52 0.40 0.33 39% 53% 61%

1.0以上 3,260 1.53 0.87 0.62 0.48 43% 59% 68%

0.75以上1.0未満 1,531 0.84 0.51 0.42 0.34 39% 50% 59%

0.5以上0.75未満 3,962 0.60 0.41 0.33 0.28 33% 45% 53%

0.5未満 2,690 0.41 0.27 0.23 0.20 35% 43% 50%

合計 5,925 1.21 0.89 0.67 0.54 26% 45% 55%

1.0以上 3,333 1.56 1.10 0.81 0.64 29% 48% 59%

0.75以上1.0未満 1,430 0.86 0.70 0.53 0.45 20% 39% 48%

0.5以上0.75未満 1,046 0.64 0.55 0.43 0.37 14% 33% 43%

0.5未満 116 0.45 0.41 0.36 0.30 8% 19% 34%

合計 9,514 0.73 0.41 0.36 0.28 44% 51% 61%

1.0以上 2,025 1.49 0.67 0.61 0.46 55% 59% 69%

0.75以上1.0未満 1,172 0.85 0.49 0.41 0.32 43% 52% 62%

0.5以上0.75未満 2,515 0.60 0.39 0.33 0.26 36% 46% 57%

0.5未満 3,802 0.37 0.26 0.23 0.19 29% 37% 49%

線量低減率

宅地

農地

森林

道路

除染前の線量帯
（µSv/h）

測定点数土地区分

線量平均値（µSv/h）

http://josen.env.go.jp/area/ex_post_monitoring/index.html（2016
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表 1-6 除染の前後と事後モニタリングにおける地上 1ｍ高さの空間線量率（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：環境省の除染情報サイトの「事後モニタリングの状況について」、

http://josen.env.go.jp/area/ex_post_monitoring/index.html（2016年 10月 31日に最終閲覧）  

【川内村】

　●除染前の測定時期：2012年8月10日～2014年1月14日

　●除染後の測定時期：2012年8月21日～2014年1月20日

　●事後の測定時期：2014年6月14日～2014年9月15日 

除染前 除染後 事後
除染前

→除染後
除染前
→事後

① ② ③ （①-②）/① （①-③）/①

合計 － 13,449 1.15 0.72 0.50 37% 57%

合計 2,605 1.11 0.61 0.41 45% 63%

1.0以上 912 2.04 1.04 0.68 49% 67%

0.75以上1.0未満 406 0.85 0.50 0.33 40% 61%

0.5以上0.75未満 780 0.61 0.38 0.26 37% 57%

0.5未満 491 0.41 0.27 0.20 34% 52%

合計 1,933 0.99 0.57 0.45 43% 54%

1.0以上 645 1.72 0.86 0.67 50% 61%

0.75以上1.0未満 264 0.84 0.55 0.45 34% 47%

0.5以上0.75未満 758 0.61 0.41 0.34 33% 44%

0.5未満 266 0.42 0.32 0.26 24% 39%

合計 1,967 1.24 0.99 0.70 21% 43%

1.0以上 853 2.01 1.57 1.09 22% 46%

0.75以上1.0未満 402 0.85 0.69 0.51 19% 41%

0.5以上0.75未満 461 0.64 0.52 0.40 18% 38%

0.5未満 251 0.38 0.32 0.26 16% 32%

合計 6,944 1.19 0.74 0.50 38% 58%

1.0以上 2,415 2.24 1.28 0.83 43% 63%

0.75以上1.0未満 1,284 0.85 0.59 0.43 30% 50%

0.5以上0.75未満 2,126 0.61 0.43 0.31 29% 49%

0.5未満 1,119 0.39 0.30 0.23 23% 42%

線量低減率

農地

森林

宅地

道路

除染前の線量帯
（µSv/h）

測定点数土地区分

線量平均値（µSv/h）

【大熊町】

　●除染前の測定時期：2012年12月20日～2014年6月30日
　●除染後の測定時期：2013年2月14日～2014年8月22日

　●事後の測定時期：2014年10月13日～2015年3月26日

除染前 除染後 事後
除染前

→除染後
除染後
→事後

除染前
→事後

① ② ③ （①-②）/① （②-③）/② （①-③）/①

合計 － 10,177 2.32 1.19 0.98 49% 18% 58%

合計 3,881 2.12 0.95 0.74 55% 22% 65%

3.5以上 496 4.69 1.91 1.39 59% 27% 70%

2.5以上3.5未満 614 2.93 1.28 1.00 56% 22% 66%

1.5以上2.5未満 1,459 1.95 0.86 0.66 56% 23% 66%

1.5未満 1,312 0.97 0.54 0.46 44% 15% 52%

合計 1,720 3.00 0.90 0.76 70% 15% 75%

3.5以上 529 5.07 1.19 1.05 76% 12% 79%

2.5以上3.5未満 402 3.03 0.92 0.74 70% 20% 76%

1.5以上2.5未満 496 1.95 0.75 0.61 61% 19% 69%

1.5未満 293 1.01 0.59 0.56 42% 4% 44%

合計 2,368 2.63 1.95 1.70 26% 13% 35%

3.5以上 653 4.82 3.40 2.80 30% 18% 42%

2.5以上3.5未満 486 2.95 2.21 1.96 25% 11% 34%

1.5以上2.5未満 480 2.04 1.63 1.51 20% 7% 26%

1.5未満 749 0.88 0.73 0.70 18% 4% 21%

合計 2,208 1.86 0.96 0.75 49% 21% 60%

3.5以上 198 4.57 1.88 1.43 59% 24% 69%

2.5以上3.5未満 328 2.91 1.34 1.02 54% 24% 65%

1.5以上2.5未満 677 1.97 1.05 0.80 47% 23% 59%

1.5未満 1,005 0.92 0.59 0.50 36% 15% 45%

宅地

農地

森林

線量低減率

道路

除染前の線量帯
（µSv/h）

測定点数土地区分

線量平均値（µSv/h）

http://josen.env.go.jp/area/ex_post_monitoring/index.html（2016
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表 1-7 「除染特別地域における除染の方針（除染ロードマップ）」に関する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択 不適切である理由

川俣町 不適切
●明確な放射線量低減目標時期の提示がない。
●再除染に対する考え方が見受けられない。

田村市
南相馬市 適切 -
楢葉町 適切 -

富岡町 不適切
●除染ロードマップでは、帰還困難区域を除く2区域に
ついて、平成25年度末までに除染作業を終えることと
なっているが、当町では物理的に不可能。

川内村 適切 -
大熊町 無回答 ●どちらとも言えない。

双葉町 不適切

●モデル事業の結果とその後の経過を確認せずに、
ロードマップを机上のみで作成し、これを基準として押
し付ける方法は不適切であり、被災地の感情を踏みつ
けるもの。除染の効果と以後の経過を確認した後に、基
礎データをもとにしたロードマップを作成すべきであり、
遠からず見直しを迫られるものと考える。

浪江町

葛尾村 不適切

●除染の実施期間について、除染モデル事業、先行
除染によってある程度の進捗速度は把握できているに
もかかわらず、依然として25年度中を目途にし、現実に
即したものとなっていないため。
●除染の目標となる線量について、先行除染によって
知見が集積されているにもかかわらず、依然として％表
記による漠然とした数値のみを提示しているため。

飯舘村 不適切

●国の区域見直しの区域ごとの除染計画は、自治体の
意向に沿っていない。
●除染ロードマップを策定する時に自治体との協議が
なかった。

注：斜体の文字は、設問として求めた回答ではないが、市町村が記入した補足
     回答を指す。

無回答

無回答

2013年調査
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表 1-8 国の除染に関する取り組みについての評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択 不適切である理由 選択 不適切である理由 選択 不適切である理由 選択 不適切である理由

川俣町 不適切

●仮置場の設置の遅延。
●住民への説明不足。
●山林除染の方針がない。
●担当者が短期間で替わる
ため、意向が伝わりにくいこと
がある。

不適切

●住民の不安解消への要望
は多岐にわたるが、ガイドライ
ンに固執し、住民に寄り添っ
た対応をしていない。
●森林除染の見通しがない。

不適切

●住民の不安解消への要望
は多岐にわたるが、ガイドライ
ンに固執し、住民に寄り添っ
た対応をしていない。
●森林除染の見通しがない。

不適切
●取り残し箇所があるため、
フォローアップ除染の徹底を
要望する。

田村市 適切 － 適切 － 適切 －

南相馬市 不適切 ●着手に遅れが出ている。 適切 － 適切 － 適切 －

楢葉町 適切 - 適切 － 適切 － 適切 －

富岡町 不適切

●国が除染作業を実施する
にあたり、詳細な実施計画
（地区ごとの実施時期など）が
示されていないため、町民に
対して説明ができない状況で
ある。

不適切
●除染が進んでいないため
に、現在、示されている工期
まで終了する可能性が低い。

不適切

●帰還困難区域に隣接する
居住制限区域の除染の取り
扱い、舗装のクラック・つなぎ
目部分や局所的に高い部分
など、当初想定していなかっ
た問題が噴出してきている。

不適切

●元の線量の5割～8割の低
減を目標としているので、高
線量地区の住民の場合は十
分に下がりきっていないところ
がある。フォローアップ除染も
進めているが、住民には年間
1mSvを換算した0.23µSv/hが
浸透しており、その線量にな
るまで線量の低減が求められ
る。

川内村 適切 - 適切 － 適切 － 適切 －

大熊町 無回答

●どこまでの取り組みの、ど
の部分に対して適切かどうか
の判断ができないので、回答
できない。

不適切

●空間線量率が比較的低い
帰還困難区域の除染を要望
しているが、空間線量率では
なく、区域区分での除染実施
計画の策定であるため、実施
の見通しは立っていない。

不適切
●帰還困難区域全域の除染
を早く実施して欲しい。

不適切

●帰還困難区域の除染がま
だ一部しか実施されておら
ず、区域全域の除染を早期に
着手して欲しい。

双葉町 不適切

●除染の目的とモデル事業
の結果が曖昧なままゼネコン
に事業を発注し、ノウハウの蓄
積と検証のないままに多額の
経費を急激に投下し、結果と
して、ガイドブックや基準表、
労務単価の変動・改訂という
事態を生んでいる。実態と除
染の意味と効果、その後に来
るもの（除染水、土壌、除染廃
棄物など）を十分な検討なし
で進めようとする姿勢には、何
を急ぐのかといった疑問を持
つ人たちが多い。
●新しい除染技術の開発が
あっても、従来の方法をしばら
くの間とり続け、放射性物質
の拡散を進めたことは、姿勢
としてはあまり良いものではな
い。

不適切

●常に後手後手の対応であ
る。特に、国道6号線の除染
終了が3年以上かかったのは
酷い。

不適切

●不適切除染等がマスコミ報
道されているが、今後は不適
切除染がないよう受注業者と
の報告、連絡、相談を密に
行っていただきたい。
●地権者等の関係者への説
明が適切ではなく、町に対し
て「環境省から説明がない。
除染の必要性を感じない。」
などの苦情が寄せられてい
る。

不適切

●地権者等の関係者への説
明が適切ではなく、町に対し
て「環境省から説明が不十分
である」等の苦情が寄せられ
ている。
●環境省の本省と福島環境
再生事務所との間での連携
が不足している（特に本省が
現場の現状を理解していない
ように感じる）。

浪江町 不適切

●町民の希望する除染が実
施されていない。町民にもっと
寄り添った除染をしてほしい。
●計画通りの工程で除染が
進んでおらず、計画の見直し
が2013年末に行われた。計
画通りに除染を進めていただ
きたい。

不適切

●除染の低減目標値（低減
率ではなく絶対値）及びフォ
ローアップ除染の基準が明確
に設定されていない。
●中間貯蔵施設の建設の遅
れのため、仮置場期間3年程
度を大幅に超える恐れがあ
る。

不適切

●中間貯蔵施設の建設が遅
れているため、仮置場の契約
年数（3年）を超過する可能性
がある。早急に対応していた
だきたい。
●除染の低減目標値（低減
率ではなく絶対値）及びフォ
ローアップ除染の基準値が明
確に設定されていない。明確
にしなければ何をもって除染
が完了したと言えるのか不透
明である。

葛尾村 不適切

●自治体の要望した事項がく
み取られないケースが多い。
自治体や住民の要望をくみ取
り、住民が帰還するために必
要な除染を確実に実施するよ
う要望したい。
●仮置場の必要面積や、作
業員の確保等、事前に試算し
て把握しなければならない
ケースについて試算が甘く、
除染開始後に問題を孕む
ケースが多い。

不適切

●基準を設けていないため、
除染をしただけで終了となっ
ており、前よりも空間線量が下
がっただけで、安全とは言い
切れない。
●住宅・農地や林縁部20mの
森林の除染をするだけであ
り、居住空間が森林に囲まれ
ているところは、今なお線量
が高い。

不適切

●農地除染後の農地が営農
再開できる状態にはないた
め、農業者の営農再開に向
けた準備作業の負担が大き
く、意欲を削いでいる。特に農
業者に負担をかけている作業
（均平、客土流出による圃場
整形及び水路管理、農道等
の管理）などを実施してほし
い。

不適切

●特別地域除染計画に則り、
概ね適切に実施されていたと
思われるが、特別地域除染計
画自体が生活圏の除染を優
先する内容であったことから、
森林の除染については生活
環境に影響する範囲にとど
まっており、森林除染につい
ては不十分な部分がある。

飯舘村 不適切

●国のガイドラインの除染内
容が、村民が意とする、村民
に寄り添ったものになっていな
い。

適切 － 不適切

●国の除染は、住環境周辺
だけであり、営農再開や生活
環境の回復に資する除染に
はなっていないので、特に河
川、ため池、水路、里山等の
除染を求める。
●現在の除染方法では、高
線量地区の線量低減に限界
があるので、法面の剥ぎ取り
や林縁部の剥ぎ取りを求め
る。

不適切

●除染工事の目標線量値が
ない。
●生活圏の宅地周りの除染
であり、河川、ため池、水路や
里山等の除染計画がない。
●除染をしても、高線量地区
の放 射 線 量 が下がりきらな
い。

注：斜体の文字は、設問として求めた回答ではないが、市町村が記入した補足回答を指す。

2015年調査 2016年調査

無回答

無回答

2013年調査 2014年調査
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表 1-9 国による除染の進み具合についての評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013年調査 2014年調査 2015年調査 2016年調査

川俣町 とても遅い 遅い 遅い とても遅い

田村市 無回答 普通 普通 普通

南相馬市 とても遅い とても遅い 普通 普通

楢葉町 普通 普通 普通 普通

富岡町 とても遅い 遅い 遅い 遅い

川内村 速い 普通 普通 普通

大熊町 無回答 普通 とても遅い とても遅い

双葉町 普通 とても遅い 遅い 遅い

浪江町 無回答 遅い 遅い 遅い

葛尾村 遅い とても遅い 遅い 遅い

飯舘村 遅い 遅い 遅い とても遅い
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表 1-10 福島県の除染に関する取り組みについての評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択 不適切である理由 選択 不適切である理由 選択 不適切である理由 選択 不適切である理由

川俣町 不適切
●国への積極的な働きかけが
弱い（市町村の意向をきちんと
国へ働きかけていない）。

不適切

●国のガイドラインから一歩前
に出る姿勢が見えない。住民が
求める除染の要望・苦情は、市
町村が受けている。
●国への積極的な働きかけが
弱い（市町村の意向をきちんと
国へ働きかけていない）。

不適切

●国のガイドラインから一歩前
に出る姿勢が見えない。住民が
求める除染の要望・苦情は、市
町村が受けている。
●国への積極的な働きかけが
弱い（市町村の意向をきちんと
国へ働きかけていない）。

適切 －

田村市 不適切
●中間貯蔵施設への除染除去
物搬出に係る環境省との調整
及び対応の遅さ。

無回答

●適切な選択肢がない。環境
省に対する福島県の関わりとい
うことであれば、特別地域に関
して県に希望することはない。

無回答

●適切な選択肢がない。環境
省に対する福島県の関わりとい
うことであれば、特別地域に関
して県に希望することはない。

南相馬市 無回答 - 無回答
●県と国の関係が不明確なた
め判断がつかない。

不適切
●除染特別地域についての福
島県の除染に対する取り組み
が見られない。

不適切
●除染特別地域についての福
島県の除染に対する取り組み
が見られない。

楢葉町 無回答
●あまり関わりがないのでわか
らない。

適切 － 適切 － 適切 －

富岡町 不適切

●今まで実施してきた除染に関
する各種協議の場にほとんど出
席したことがない。定期的なア
ンケートを集約しただけで現実
を把握できるのか疑問である。

不適切

●定期的なアンケートを取るだ
けでなく、現状を把握することが
大事である。
●住民が要望している立木等
の伐採を行うため、ガイドライン
の改定が必要だが、県は手も
出さず静観している。

不適切
●国直轄除染に対して福島県
は、手も出さず静観している状
況である。

不適切

●県は国直轄除染に対して傍
観しているだけであり、具体的
な進言があまりない。国直轄の
除染地域に対しても県は何かし
らの考えを示す必要がある。

川内村 不適切

●当初は、除染事務が市町村
担当者の負担にならないような
申請方法にしたいと言っていた
が、除染交付金の申請が徐々
に厳しくなってきており、交付申
請が非常に煩雑になってきてい
る。
●県管理道路の除染スピード
が非常に遅い。
●県管理施設（県道等）の除染
廃棄物のための仮置場を確保
していないこと。

適切 － 適切 － 適切 －

大熊町 無回答

●どこまでの取り組みの、どの
部分に対して適切かどうかの判
断ができないので、回答できな
い。

無回答

●大熊町は、国により除染特
別地域に指定されており、福
島県との関わりがあまりないた
め、除染に対する何の取り組み
の部分が適切かどうかの回答
はできない。

無回答

●当町は国直轄事業のため福
島県とはあまり関わりがないた
め回答できない。しかしこれか
らも福島県から国へ帰還困難
区域の除染の早期着手を要望
して欲しい。

無回答

●当町は国直轄事業のため福
島県とはあまり関わりがないた
め回答できない。しかし福島県
から国へ帰還困難区域の除染
の早期着手を積極的に要望し
て欲しい。

双葉町 不適切

●環境省が前面に出て色々と
対応するため、県の存在感が
いまいち弱いイメージがある。
●町単位で区切った除染計画
は意味が無く、県がその汚染度
合いに応じた広域的なプランを
提示すべきではなかったかと考
える。川上の町を除染しなけれ
ば、川下の町の除染は一時的
な効果しか望めないなので、広
域的に改善するという考えはな
かったのか疑問。

不適切

●当町の除染は国管轄なの
で、県は直接絡んでくることは
なく、町の要望を国に伝える程
度である。実際、除染関係で県
と打合せをもったのは一度だけ
である。

不適切
●直轄除染に関して県の姿が
見えない。

不適切
●直轄除染に関して県の姿が
見えない。

浪江町 不適切

●県管轄不動産等の除染や復
旧工事が実施される際、県も仮
置場の確保や円滑な除染の実
施のために協力していただきた
い。
●他の除染特別地域の市町村
と連携していかなければならな
い場面が出てきた際には、取り
まとめ役として先頭に立って除
染が進捗していくように行動し
ていただきたい。

不適切

●県では国直轄除染であるとし
ても、各地域の除染手法や工
程などの違いの聞き取りや積極
的な除染現地監視などを行
い、市町村間の取りまとめ役とし
て先頭に立って除染が進捗し
ていくように行動していただきた
い。
●県管轄不動産等の除染や県
道復旧工事が実施される際、
県が仮置場の確保や円滑な除
染業務の実施のための協力を
していただきたい。

不適切

●県では国直轄除染であるとし
ても、各地域の除染手法や工
程などの違いの聞き取りや積極
的な除染現地監視などを行
い、市町村間の取りまとめ役とし
て先頭に立って除染が進捗し
ていくように行動していただきた
い。
●県管轄不動産等の除染や県
道復旧工事が実施される際、
県が仮置場の確保や円滑な除
染業務の実施のための協力を
していただきたい。

葛尾村 不適切
●国直轄除染区域での対応が
おざなりである。

不適切

●市町村により、除染方法等が
異なっており、市町村ごとに環
境省と調整をとってきた。県は
もっと積極的に市町村の立場に
立って国に要請すべきである。

不適切

●農林地除染連絡会等で各省
庁との連携はとっているが、もう
少しきめ細やかな市町村連携
をお願いしたい。

適切 －

飯舘村 無回答 ●どちらとも言えない。 適切 － 不適切

●福島県の対応は、震災時で
も平時の対応であり、除染や復
興工事の土取りの申請緩和な
どをせずに、工事進捗の妨げに
なっている状況である。
●復興の工事に際し、職員の
市町村派遣や県条例の規制緩
和などを積極的にすることを求
める。

不適切

●県内の状況をよく知る福島県
が主となり、除染を主導するべ
き。
●権限（財源）移譲すべき。

注：斜体の文字は、設問として求めた回答ではないが、市町村が記入した補足回答を指す。

2015年調査 2016年調査

無回答

無回答

2013年調査 2014年調査



第 1章 除染特別地域における除染の実態と課題 

 
 

表 1-11 除染によって達成すべき空間線量率 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013年調査

選択 選択 理由 選択 理由 選択 理由

川俣町
原発事故前と

同程度
0.23µSv/h

●非直轄除染である町の除染計
画では、0.23µSv/hを記載してい
る。国直轄除染であっても同じ町
民であるので、同様に考えてい
る。

0.23µSv/h 無回答 0.23µSv/h

●報道等により、個人被ばく線量
ではなく、 空間 線量 率で0.23µ
Sv/hが基準として広く住民に浸
透しているため。

田村市 無回答 無回答 ●適切な選択肢がないため。 無回答 ●適切な選択肢がないため。

南相馬市 0.23µSv/h 0.23µSv/h
●長期目標である年間追加被ば
く線量1mSvの空間線量率である
ため。

0.23µSv/h

●国は、放射性物質汚染対処特
措法の基本方針において、土壌
等の除染等の措置に係る目標値
について、「長期的な目標として
追加被ばく線量が年間１ミリシー
ベルト以下となること」を目指すと
していることから。

0.23µSv/h

●国は、放射性物質汚染対処特
措法の基本方針において、土壌
等の除染等の措置に係る目標値
について、「長期的な目標として
追加被ばく線量が年間１ミリシー
ベルト以下となること」を目指すと
していることから。

楢葉町 0.23µSv/h 0.23µSv/h
●当初、国が目標として除染に
取り組んだ数値であるから。

0.23µSv/h
●国が目標とする年間追加被ば
く線量を1mSvの根拠となる線量
であるため。

0.23µSv/h
●国が目標とする年間追加被ば
く線量1mSvの根拠となる線量で
あるため。

富岡町 0.23µSv/h 0.23µSv/h

●原発事故前の基準である年間
1mSvの上限値である0.23µSv/h
が広く世間に浸透し、それ以上
の値になった場合に、どのような
健康被害が生じるのか科学的根
拠が示されていないため。

0.23µSv/h

●原発事故前の基準である年間
1ミリシーベルトの上限値である毎
時0.23µSv/hが広く世間に浸透
し、それ以上の値になった場合
にどのような健康被害が生じるの
か科学的根拠が示されていない
ため。

0.23µSv/h

●年間1ミリシーベルトの上限値
ある0.23µSv/hが広く住民に浸透
しており、それ以上の線量になっ
た場合にどのような健康被害が
生じるのか科学的根拠が示され
ていないため。

川内村 0.23µSv/h 0.23µSv/h
●汚染状況重点調査地域を指
定する際の基準となる0.23µSv/h
以下と考える。

0.23µSv/h

●除染を必要とする基準として
0.23µSv/h以上の数字が定着し
ていることもあり、基準値以下であ
れば住民の不安を払拭できると
考える。

0.23µSv/h

●除染を必要とする基準として
0.23µSv/h以上の数字が定着し
ていることもあり、基準値以下であ
れば住民の不安を払しょくできる
と考える。

大熊町 無回答
その他

（具体的な数
値は無回答）

●「原発事故前と同程度」と回答
したいが、現実を見ればそれは
不可能であり、事故後、新聞報
道等により、年間1mSv（0.23µ
Sv/h）が一人歩きしている感が否
めない。最近の新聞報道では、
これらの基準が見直される可能
性があるとの話があるので、どこま
で除染を続けるべきかの判断は
できない。

無回答
●空間放射線率の考え方は個
人差があるので一概に回答でき
ない。

その他
（具体的な数
値は無回答）

●空間線量の考えには個人差が
あるので一概に回答できないが、
可能な限り線量低減すべき。

双葉町 0.23µSv/h
その他

（具体的な数
値は無回答）

●そもそも“年間1mSv以下の被
ばくは安全である”という説自体
が眉唾物であり、逆にそれを超え
る年間2～4mSv/年程度被ばくし
ていると言われている航空会社
の搭乗員、ましてや20mSv/年の
原発作業員などは、みな癌など
の病気になっているのか。また、
平地を除染しても、それよりも高
い位置にある山などからの汚染
物質の流入は止めようがなく(山を
丸坊主にして表土を剥ぐことは、
それによる災害等が予測される
ので物理的に無理)、何度も除染
を行う羽目になり、莫大な費用と
時間がかることになる。よって、目
標数値を挙げること自体がナンセ
ンスだと考える。

0.23µSv/h

●特別地域内除染実施計画に
「長期的目標として追加被ばく線
量が年間1ミリシーベルト以下と
なることを目指し」と記載されてい
るため。

0.23µSv/h

●特別地域内除染実施計画に
「長期的目標として追加被ばく線
量が年間1ミリシーベルト以下と
なることを目指し」と記載されてい
るため。

浪江町 無回答
原発事故前と

同程度

●今回の事故は東京電力が起こ
した人災であり、国が責任を持っ
て除染を実施するということになっ
ている。町としては、汚してしまっ
たものは元通りに綺麗にするとい
うのは当たり前であり、原発事故
前の状況に戻すべきと考える。

原発事故前と
同程度

●除染計画の中では、年間追加
被ばく線量が長期的に1ミリシ－
ベルトとしている。原状に近い状
態に回復する責任が国または東
京電力にあるため。

原発事故前と
同程度

●除染計画の中では、年間追加
被ばく線量が長期的に1ミリシー
ベルトとしている。原状に近い状
態まで回復させる責任と義務が
国、東京電力にあるため。帰還
困難区域も同様である。

葛尾村 0.23µSv/h 0.23µSv/h

●「原発事故前と同程度」と答え
たいところではあるが、国で目標
としている年間積算量１mSv以下
と考える。

原発事故前と
同程度

●原発事故前に戻すことが当然
であり、不可能でも努力すべきで
ある。

原発事故前と
同程度

●除染は、ここまでで終了というも
のではなく、新たな知見や技術を
基に、少しづつでも範囲を広げて
いくべきものと考える。そのため、
強いて目標を掲げるとすれば、長
期的には原発事故前と同程度ま
で線量を低減することが適切であ
ると考える。

飯舘村
その他

（1µSv/h）
その他

（1µSv/h）
●当面、村の除染目標を、
5mSv/年としている。

その他
（1µSv/h）

●村の復興計画では、年間
5mSvを目指しており、高線量地
区では、除染後もまだまだ低減し
ない状況である。

0.23µSv/h
●除染により安全は確保されて
も、 安 心 を得 るた め には 年 間
1mSvを目指すべき。

注：斜体の文字は、設問として求めた回答ではないが、市町村が記入した補足回答を指す。

無回答

2016年調査2015年調査2014年調査
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表 1-12 住民が安全に安心して生活できる空間線量率 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013年調査

選択 選択 理由 選択 理由 選択 理由

川俣町
原発事故前と

同程度
0.23µSv/h

●住民が考えるのは「原発事故
前と同程度」であるが、町が国に
求めているのは、長期的に年間
追加被ばく線量1mSv以下となる
ことである。

原発事故前と
同程度

●事故前（汚染前）の環境に戻る
ことが、住民の思いとして当然と
考えるため。

原発事故前と
同程度

●放射線による人体への影響が
ないレベルになっても、完全に放
射性セシウムは取り除かれていな
いため。

田村市 無回答 無回答
●安心の基準は個々の判断に
基づくものであり、選択肢に該当
するものはない。

無回答 ●適切な選択肢がないため。 無回答 ●適切な選択肢がないため。

南相馬市 0.23µSv/h 無回答

●安全について専門家の意見も
分かれていることから、住民個々
に様々な考え方を持っている。ま
た、安心についても同様に、年
齢や家族構成などで考え方が異
なることから、数値に表せない。

原発事故前と
同程度

●個々人が安心できるレベルは
それぞれであり、全住民が納得す
る安心の基準は事故前の数値と
考える。

原発事故前と
同程度

●個々人が安心できるレベルは
それぞれであり、全住民が納得す
る安心の基準は事故前の数値と
考える。

楢葉町 0.23µSv/h
原発事故前と

同程度

●除染は国が目標としている数
値まで実施してもらいたいと思う
が、住民は、安全・安心の面から
言えば、事故前の数値になって
初めて安全・安心と言えると思う。

原発事故前と
同程度

●町民が不安や不満をなくして
帰町するためには、原発事故前
と同程度まで空間線量率を低減
することが望ましい。

原発事故前と
同程度

●町民が不安や不満をなくして
帰町するためには、原発事故前
と同程度まで空間線量率を低減
することが望ましい。

富岡町
原発事故前と

同程度
原発事故前と

同程度

●低線量被ばくについては、専
門家でも意見が様々に分かれると
ころであるのでリスク・ヘッジをとる
という意味合いでも、原発事故前
と同程度の放射線量率が良いと
思われる。

原発事故前と
同程度

●被ばく線量については、専門
家の意見でも様々に分かれるとこ
ろであるのでリスク・ヘッジをとると
いう意味でも、原発事故前と同程
度の放射線量率が良いと思われ
るため。

0.23µSv/h

●年間1ミリシーベルトの上限値
ある0.23µSv/hが広く住民に浸透
しており、それ以上の線量になっ
た場合にどのような健康被害が生
じるのか科学的根拠が示されて
いないため。

川内村
その他

（1.0µSv/h）
0.23µSv/h

●汚染状況重点調査地域を指定
する際の基準となる0.23µSv/ｈ以
下と考える。

0.23µSv/h

●原発事故前と同程度となれば
幸いであるが、除染作業で基準
値以下になることが見込めない場
合もあることから、除染を必要とす
る基準として0.23µSv/h以上の数
字が住民に定着していることもあ
り、基準値以下であれば住民の
不安を払拭できると考える。

0.23µSv/h

●除染を必要とする基準として
0.23µSv/h以上の数字が住民に
定着していることもあり、基準値以
下であれば住民の不安を払拭で
きると考える。

大熊町 無回答
その他

（具体的な数
値は無回答）

●空間線量率の考え方・感じ方
は人それぞれで違い、一概に空
間線量率がどの程度で安全で安
心して生活できるかは各人の判
断であり、知見が無いため、回答
しかねる。

無回答
●空間放射線率の考え方は個
人差があるので一概に回答でき
ない。

その他
（具体的な数
値は無回答）

●空間線量の考えには個人差が
あるので一概に回答できないが、
可能な限り線量低減すべき。

双葉町
原発事故前と

同程度
原発事故前と

同程度

●「安全に安心して」ということで
あれば、事故前と同程度もしくは
それ以下としか答えようがない。

0.23µSv/h

●特別地域内除染実施計画に
「長期的目標として追加被ばく線
量が年間1ミリシーベルト以下とな
ることを目指し」と記載されている
ため。また、年間1ミリシーベルト
以下という数字が町民の考えにも
なってしまっている。

0.23µSv/h

●特別地域内除染実施計画に
「長期的目標として追加被ばく線
量が年間1ミリシーベルト以下とな
ることを目指し」と記載されている
ため。また、年間１ミリシーベルト
以下という数字が町民の考えにも
なってしまっている。

浪江町 無回答
原発事故前と

同程度

●大半の町民は、原発事故前の
浪江町の空間線量に戻ることを
願っていると思われる。だが、仮
に線量がゼロになっても、福島第
一原発が完全に廃炉にならない
限り、心から安心して生活をする
ことはできない。線量率の低減と
廃炉は安心に生活するためのあ
くまでも一つの要因にしかすぎ
ず、現実的に考えるとインフラ整
備、就業場所の確保、住環境の
整備なども要因になる。そういった
中で、一つでも不安要素を解消
するためにも、事故前の線量率で
ないといけないのではないか。

原発事故前と
同程度

●放射線量に関して、多くの住民
が抱く安心といえるレベルは当時
の状況と同じ状態であることが前
提となる。安全に管理するから生
活ができるということを住民の方に
理解を得るには、それだけの根拠
データがなければいけないが明
確ではない。

原発事故前と
同程度

●放射線量に関して、多くの住民
が安心できる数値は、原発事故
前と同様の数値であると言える
が、やはり安全であるという明確な
数値、データが必要である。

葛尾村
原発事故前と

同程度
0.23µSv/h

●「原発事故前と同程度」と答え
たいところではあるが、国で目標
としている年間積算量１mSv以下
と考える。

0.23µSv/h
●国が目標とする数値に近づくま
で、何回も何年でもフォローアッ
プ除染を継続すべきである。

その他
（具体的な数
値は無回答）

●長期的な目標としては、原発
事故前と同程度まで線量を低減
することが適切であると考えるが、
住民には個々の考え方があるた
め、一律に線量率を想定すること
は困難である。国の現在の指針
で問題ないと考える方もいれば、
あくまで原発事故前の線量まで下
げることを要求している方もいる。

飯舘村
その他

（具体的な数
値は無回答）

0.23µSv/h
●年間1mSvを求めている村民が
多いため。

0.23µSv/h

●年間1mSvの数値が標準化され
ており、0.23µSv/hにならなけれ
ば住民の安心は得られない。
●国は、年間20mSv以下を目指
すとしているが、安全の根拠を明
確化すべきである。

原発事故前と
同程度

●住民全てが安全・安心を感じる
には、原発事故前と同程度まで
になることが必要である。

注：斜体の文字は、設問として求めた回答ではないが、市町村が記入した補足回答を指す。

2016年調査2014年調査 2015年調査
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表 1-13 避難指示解除準備区域における除染による住民の帰還と安全・安心な生活の回復の可能性 

 

 

 

 

 

 

  

選択 選択の理由 選択 選択の理由 選択 選択の理由 選択 選択の理由

川俣町 不可能

●安全と安心は別物である。
●国は年間20mSvにとらわれ、住
民が求める年間1mSv以下へ低減
させるという意気込みが感じられな
い。
●森林全体を除染しなければ、住
民は安心して生活できない。

分から
ない

●生活インフラの復旧はもとより、
飲料水の確保、生活物資や医療
などにかかわる整備は必要。事業
再開、営農再開ができる環境が必
要。

分から
ない

●生活インフラの復旧はもとより、
飲料水の確保、生活物資や医療
等に関わる整備は必要。事業再
開、営農再開ができる環境が必
要。

不可能

●放射線による人体への影響がな
いレベルになっても、完全に放射
性セシウムは取り除かれていない
ため。

田村市

南相馬市
分から
ない

無回答 無回答

●安全について専門家の意見も
分かれていることから、住民個々
に様々な考え方を持っている。ま
た、安心についても同様に、年齢
や家族構成などで考え方が異なる
ことから、回答できない。

分から
ない

●除染の結果と個々の住民の受け
止め方による。

楢葉町 不可能

●町は2014年春に帰還時期を判
断するが、生活圏以外の森林、た
め池、ダム等の除染を未実施の箇
所や、長期目標の年間1ｍSvに
なっていない箇所が多くあるため、
国が安全だと言っても町民が安心
して生活できると思うのは別だと考
える。

不可能

●2013年度末をもって生活圏の除
染が終了したが、国が示す長期目
標の年間被ばく線量の1mSv（0.23
µSv/h）になっていない箇所が多く
ある。引き続き追加除染等の対応
が必要。
●帰還して安全・安心に生活する
という観点は、町民一人一人の判
断基準が様々である。

可能

●町内には比較的線量の高い箇
所が残っており、町民の要望する
箇所の除染や、ホットスポット除染
を引続き要望する。また、町民は木
戸ダム湖底に沈殿している高濃度
の放射性物質に対し不安を抱いて
おり、除染を要望している。

富岡町
分から
ない

●低線量被曝に関する科学的な
実証がなされていない中、どの程
度の被曝であれば帰還し、安心し
て生活できるのかという基準は各住
民が決めることになると思われるた
め。

不可能

●低線量被曝に対して科学的な
実証がなされておらず、どの程度
の被曝であれば、帰還し安心して
生活できるのかの基準が示されて
いない状況の中で、原発事故前の
水準に戻るまで安心できないという
住民が多いため。

不可能

●低線量被曝に対して科学的な
実証がなされておらず、どの程度
の被曝であれば、帰還し安心して
生活できるのかについての基準が
示されていない状況の中で、原発
事故前の基準に戻るまで安心でき
ないという住民が多いため。

分から
ない

●低線量被曝に対して科学的な
実証がなされておらず、どの程度
の被曝であれば、帰還し安心して
生活できるのかについての基準が
示されていない状況の中で、原発
事故前の基準に戻るまで安心でき
ないという住民が多いため。

川内村
分から
ない

●除染の目標値が明確でない。し
かし、低減率が高く、0.23µSv/h以
下の地区が除染によって現れてい
る。

可能

●除染作業によって低減効果が得
られており、物理的な半減期なども
考慮すると、帰還できる環境になる
と思う。

可能

●除染作業において、現場内にあ
る放射性物質の除去がされ、一定
の低減効果があると考えられるた
め。

大熊町
分から
ない

●空間放射線量率の考え方には
個人差があるので、回答できない。

分から
ない

●除染実施計画の通りに除染を実
施したとしても、住民の帰還は個人
の判断であることから、回答はでき
ない。

分から
ない

●空間放射線率の考え方は個人
差があるので一概に回答できな
い。

分から
ない

無回答

双葉町 不可能

●本町では、除染はふるさと再建
のためのステップのごく一部。安
心・安全な社会構造を再建しなけ
れば生活はできないと考える。生
活は、衣食住環境だけでなく医
療・福祉環境、公的インフラ・流
通・経済活動が動かなければ、山
村僻地と同様の暮らしを強いられ
る。震災後、既に2年以上経過し、
今後4年間帰宅制限・事業制限が
かかる中で放置された社会は、簡
単には元には戻らない。心理的に
も荒れた光景からの再生は負担が
大きい。

不可能
●核燃料のすべての取り出しが終
わり、それを最終処分でき得れば
可能かもしれないが。

不可能
●町民の心理的な問題（国への不
信感等）が大きな割合を占めてい
ると考えられるから。

不可能
●町民の心理的な問題（国への不
信感等）が大きな割合を占めてい
ると考えられるから。

浪江町
分から
ない

●福島第一原子力発電所の廃炉
作業が30年～40年といわれる中
で、政府は収束宣言をしているが、
浪江町としては、収束したとは考え
ておらず、帰還に向けて不安があ
ると考える。
●除染後の低減率および絶対値
によると思うが、除染を実施したこと
によって、住民が一定の安心感は
得られるのではないか。ただし、各
個人の被曝や除染に対する考え
方が異なるため、一概に判断はで
きない。

分から
ない

●除染の効果については、一定の
評価をされているが、帰還につい
ての判断は個人の判断に差が出
てしまう。安全のレベルの設定につ
いては、国が責任を持って実施計
画に詳細な数値設定を示さなくて
はいけない。

分から
ない

●除染の効果については、一定の
評価がされているが、帰還につい
ての判断は個人の判断に差が出
てしまう。国が責任を持って安全で
あるという証明を数値で示さなけれ
ばならない。

葛尾村 不可能

●現在の除染目標に則った形の
除染では、住民の希望である最低
限0.23µSv/h、できることなら事故
前の水準という数値にはなり得ない
ため。

不可能

●村内のほとんどが、年間積算量
１mSvを超えているため。
●森林除染方法が決定していない
ため。
●村内各地（42カ所）に仮置場が
あるため。

不可能

●表土剥ぎ取りを実施したところ
は、比較的に低減効果はあるが、
傾斜地が多い本村においては、表
土剥ぎ取りできない場所が多く、ま
た、居住環境が森林に囲まれてい
ることで、不安が払拭できない。

飯舘村 無回答

●帰還にあたっては、村民の放射
能に対する考えは、個々人それぞ
れが違う。村としては個々人の考
えを尊重したい。

可能
●除染による効果が見込めるた
め。

不可能

●除染後の線量が、住民の求める
0.23µSv/hには、程遠いため。
●営農再開に繋がる除染になって
いないため。

不可能
●除染作業への不信と目標線量
がないことでの不安のため。

注1：住民の帰還と安全・安心な生活の回復の可能性については、除染のみならず、公共・生活インフラの回復状況をはじめ、さまざまなことが条件になるが、この設問は、除染による被曝量

　　　の低減効果などの観点から回答を求めたものである。

注2：斜体の文字は、設問として求めた回答ではないが、市町村が記入した補足回答を指す。

注3：楢葉町では、2015年9月に避難指示解除準備区域における避難指示が解除されているが、2015年調査の回答は避難指示の解除前のものであったため、2015年調査にも回答が記載

　　　されている。

（指定区域なし）

2013年調査

（指定区域なし）

無回答

無回答

2015年調査2014年調査 2016年調査

（指定区域なし）

（指定区域なし）（指定区域なし）

（指定区域なし）

（指定区域なし）
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表 1-14 居住制限区域における除染による住民の帰還と安全・安心な生活の回復の可能性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択 選択の理由 選択 選択の理由 選択 選択の理由 選択 選択の理由

川俣町 不可能

●安全と安心は別物である。
●国は年間20mSvにとらわれ、住
民が求める年間1mSv以下へ低減
させるという意気込みが感じられな
い。
●森林全体を除染しなければ、住
民は安心して生活できない。

分から
ない

●生活インフラの復旧はもとより、
飲料水の確保、生活物資や医療
などにかかわる整備は必要。事業
再開、営農再開ができる環境が必
要。

分から
ない

●生活インフラの復旧はもとより、
飲料水の確保、生活物資や医療
等に関わる整備は必要。事業再
開、営農再開ができる環境が必
要。

不可能

●放射線による人体への影響がな
いレベルになっても、完全に放射
性セシウムは取り除かれていない
ため。

田村市

南相馬市
分から
ない

無回答 無回答

●安全について専門家の意見も
分かれていることから、住民個々
に様々な考え方を持っている。ま
た、安心についても同様に、年齢
や家族構成などで考え方が異なる
ことから、回答できない。

分から
ない

●除染の結果と個々の住民の受け
止め方による。

楢葉町

富岡町
分から
ない

●低線量被曝に関する科学的な
実証がなされていない中、どの程
度の被曝であれば帰還し、安心し
て生活できるのかという基準は各住
民が決めることになると思われるた
め。

不可能

●低線量被曝に対して科学的な
実証がなされておらず、どの程度
の被曝であれば、帰還し安心して
生活できるのかの基準が示されて
いない状況の中で、原発事故前の
水準に戻るまで安心できないという
住民が多いため。

不可能

●低線量被曝に対して科学的な
実証がなされておらず、どの程度
の被曝であれば、帰還し安心して
生活できるのかについての基準が
示されていない状況の中で、原発
事故前の基準に戻るまで安心でき
ないという住民が多いため。

分から
ない

●低線量被曝に対して科学的な
実証がなされておらず、どの程度
の被曝であれば、帰還し安心して
生活できるのかについての基準が
示されていない状況の中で、原発
事故前の基準に戻るまで安心でき
ないという住民が多いため。

川内村
分から
ない

●除染の目標値が明確でない。し
かし、低減率が高く、0.23µSv/h以
下の地区が除染によって現れてい
る。

分から
ない

●年間積算線量20mSv～50mSv
の区域であり、帰還のための除染
作業実施や物理的な半減期など
を考慮しても難しい地域が出てくる
と思われるため分らない。

大熊町
分から
ない

●空間放射線量率の考え方には
個人差があるので、回答できない。

分から
ない

●除染実施計画の通りに除染を実
施したとしても、住民の帰還は個人
の判断であることから、回答はでき
ない。

分から
ない

●空間放射線率の考え方は個人
差があるので一概に回答できな
い。

分から
ない

無回答

双葉町

浪江町
分から
ない

●福島第一原子力発電所の廃炉
作業が30年～40年といわれる中
で、政府は収束宣言をしているが、
浪江町としては、収束したとは考え
ておらず、帰還に向けて不安があ
ると考える。
●除染後の低減率および絶対値
によると思うが、除染を実施したこと
によって、住民が一定の安心感は
得られるのではないか。ただし、各
個人の被曝や除染に対する考え
方が異なるため、一概に判断はで
きない。

分から
ない

●除染の効果については、一定の
評価をされているが、帰還につい
ての判断は個人の判断に差が出
てしまう。安全のレベルの設定につ
いては、国が責任を持って実施計
画に詳細な数値設定を示さなくて
はいけない。

分から
ない

●除染の効果については、一定の
評価がされているが、帰還につい
ての判断は個人の判断に差が出
てしまう。国が責任を持って安全で
あるという証明を数値で示さなけれ
ばならない。
●未だ手が付けられていない帰還
困難区域に隣接している地域につ
いては、不安を感じる住民もいると
思われる。

葛尾村 不可能

●現在の除染目標に則った形の
除染では、住民の希望である最低
限0.23µSv/h、できることなら事故
前の水準という数値にはなり得ない
ため。

不可能

●村内のほとんどが、年間積算量
１mSvを超えているため。
●森林除染方法が決定していない
ため。
●村内各地（42カ所）に仮置場が
あるため。
●除染後の線量がまだまだ高い。

不可能

●表土剥ぎ取りを実施したところ
は、比較的に低減効果はあるが、
傾斜地が多い本村においては、表
土剥ぎ取りできない場所が多く、ま
た、居住環境が森林に囲まれてい
ることで、不安が払拭できない。

飯舘村 無回答

●帰還にあたっては、村民の放射
能に対する考えは、個々人それぞ
れが違う。村としては個々人の考
えを尊重したい。

可能
●除染による効果が見込めるた
め。

不可能

●除染後の線量が、住民の求める
0.23µSv/hには、程遠いため。
●営農再開に繋がる除染になって
いないため。

不可能
●除染作業への不信と目標線量
がないことでの不安のため。

注1：住民の帰還と安全・安心な生活の回復の可能性については、除染のみならず、公共・生活インフラの回復状況をはじめ、さまざまなことが条件になるが、この設問は、除染による被曝量

　　　の低減効果などの観点から回答を求めたものである。

注2：斜体の文字は、設問として求めた回答ではないが、市町村が記入した補足回答を指す。

（指定区域なし）

（指定区域なし）

無回答

（指定区域なし）

（指定区域なし）

（指定区域なし）

（指定区域なし） （指定区域なし）

（指定区域なし）

（指定区域なし）

（指定区域なし） （指定区域なし）

（指定区域なし）

（指定区域なし） （指定区域なし）

（指定区域なし）

（指定区域なし）

2013年調査 2014年調査 2015年調査 2016年調査
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表 1-15 帰還困難区域における除染による住民の帰還と安全・安心な生活の回復の可能性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択 選択の理由 選択 選択の理由 選択 選択の理由 選択 選択の理由

川俣町

田村市

南相馬市
分から
ない

無回答 無回答

●安全について専門家の意見も
分かれていることから、住民個々
に様々な考え方を持っている。ま
た、安心についても同様に、年齢
や家族構成などで考え方が異なる
ことから、回答できない。

分から
ない

●除染の結果と個々の住民の受け
止め方による。

分から
ない

●除染の結果と住民それぞれの受
け止め方による。

楢葉町

富岡町
分から
ない

●高線量であることから、除染作業
が当面実施されない区域であるた
め。

不可能
●高線量のため、除染作業が当面
実施されない区域であるため。

不可能
●高線量であることから、除染作業
が当面実施されない区域となって
いるため。

分から
ない

●町の要望により重要な観光拠点
である夜ノ森地区の除染が決定し
たが、町が復興計画を示さねば除
染実施計画を作成しないことがお
かしい。

川内村

大熊町
分から
ない

●空間放射線量率の考え方には
個人差があるので、回答できない。

分から
ない

●除染実施計画の通りに除染を実
施したとしても、住民の帰還は個人
の判断であることから、回答はでき
ない。

分から
ない

●空間放射線率の考え方は個人
差があるので一概に回答できな
い。

分から
ない

無回答

双葉町 不可能

●本町では、除染はふるさと再建
のためのステップのごく一部。安
心・安全な社会構造を再建しなけ
れば生活はできないと考える。生
活は、衣食住環境だけでなく医
療・福祉環境、公的インフラ・流
通・経済活動が動かなければ、山
村僻地と同様の暮らしを強いられ
る。震災後、既に2年以上経過し、
今後4年間帰宅制限・事業制限が
かかる中で放置された社会は、簡
単には元には戻らない。心理的に
も荒れた光景からの再生は負担が
大きい。

不可能
●核燃料のすべての取り出しが終
わり、それを最終処分でき得れば
可能かもしれないが。

不可能
●町民の心理的な問題（国への不
信感等）が大きな割合を占めてい
ると考えられるから。

不可能
●町民の心理的な問題（国への不
信感等）が大きな割合を占めてい
ると考えられるから。

浪江町 無回答

●福島第一原子力発電所の廃炉
作業が30年～40年といわれる中
で、政府は収束宣言をしている
が、浪江町としては、収束したとは
考えておらず、帰還に向けて不安
があると考える。
●この区域に関しては、まだ除染
計画(モデル除染は実施したが)が
策定されておらず、現段階では回
答できない。

無回答
●除染計画が策定されていない
ため、現段階では回答不可。

分から
ない

●現段階では回答不可。

葛尾村 不可能
●未だ除染の方針も決まっていな
いため。

不可能

●村内のほとんどが、年間積算量
１mSvを超えているため。
●森林除染方法が決定していない
ため。
●村内各地（42カ所）に仮置場が
あるため。
●帰還困難区域は、除染方法が
決定していないため。

不可能
●帰還困難区域の除染方法が示
されていないため。

分から
ない

●住民は、放射線量に対する考え
方がそれぞれ違うため、一概に想
定することはできない。ただし、帰
還困難区域については除染実施
計画上記載がないため、国の指針
待ち。

飯舘村 無回答

●帰還にあたっては、村民の放射
能に対する考えは、個々人それぞ
れが違う。村としては個々人の考
えを尊重したい。

可能
●除染による効果が見込めるた
め。

不可能

●除染後の線量が、住民の求める
0.23µSv/hには、程遠いため。
●営農再開に繋がる除染になって
いないため。

不可能
●現在の除染方法では、一定程
度からの低減は見込めない。

注1：住民の帰還と安全・安心な生活の回復の可能性については、除染のみならず、公共・生活インフラの回復状況をはじめ、さまざまなことが条件になるが、この設問は、除染による被曝量

　　　の低減効果などの観点から回答を求めたものである。

注2：斜体の文字は、設問として求めた回答ではないが、市町村が記入した補足回答を指す。

無回答

（指定区域なし）

（指定区域なし）

（指定区域なし） （指定区域なし）

（指定区域なし） （指定区域なし） （指定区域なし）

（指定区域なし） （指定区域なし） （指定区域なし）（指定区域なし）

（指定区域なし）

（指定区域なし） （指定区域なし）（指定区域なし）

（指定区域なし）

2013年調査 2014年調査 2015年調査 2016年調査
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表 1-16 避難指示が解除された地域における除染による住民の安全・安心な帰還生活の回復の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択 選択の理由 選択 選択の理由 選択 選択の理由 選択 選択の理由

川俣町

田村市 回復した
●除染作業の完了後も福島環
境再生事務所によりフォロー
アップが行われているため。

回復した
●除染作業の完了後も福島環境
再生事務所によりフォロー アップ
が行われているため。

南相馬市 分からない
●除染の結果と住民それぞれの
受け止め方による。

楢葉町 分からない

●2015年9月で避難指示が解除さ
れ町民が帰町し始めており、町民
は除染効果による線量低減や国
からの説明などを通して安全とは
理解してきているが、生活圏等に
比較的線量の高い箇所が多数
残っているため、不安視している箇
所や、ホットスポット等の除染を引
き続き要望し、震災以前と同等の
安心して暮らせる環境づくりが必
要と考える。
●また、今後は里山等の未除染箇
所の除染範囲の拡大が重要視さ
れると考える。

富岡町

川内村 回復した

●除染作業において、現場内
にある放射性物質の除去がさ
れ、一定の低減効果があったと
考えられるため。

回復した

●除染作業において、現場内にあ
る放射性物質の除去がされ、一定
の低減効果があると考えられるた
め。

大熊町

双葉町

浪江町

葛尾村 分からない
●住民は、放射線量に対する考え
方がそれぞれ違うため、一概に想
定することはできない。

飯舘村

注1：住民の安全・安心な帰還生活の回復の状況については、除染のみならず、公共・生活インフラの回復状況をはじめ、さまざまなことが条件になるが、この設問は、除染による被曝量

　　　の低減効果などの観点から回答を求めたものである。

注2：楢葉町では、2015年9月に避難指示解除準備区域における避難指示が解除されているが、2015年調査の回答は避難指示の解除前のものであったため、2015年調査では回答の

　　　 対象になっていない。

（解除区域なし） （解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし） （解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし） （解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

2016年調査

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし） （解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし） 無回答

（解除区域なし）

（解除区域なし） （解除区域なし）

（解除区域なし）

（解除区域なし）

2013年調査 2014年調査 2015年調査

（解除区域なし） （解除区域なし）
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表 1-17 除染の終了後における除染の実施の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択 理由 選択 理由 選択 理由

川俣町

田村市
今後は除染
を実施する
必要はない

無回答
今後は除染
を実施する
必要はない

●福島環境再生事務所がフォロー
アップを実施しているため。

南相馬市

楢葉町

今後とも除
染を実施す
る必要があ
る

●当初、国が示した目標値（0.23µ
Sv/h）に達していない地区や箇所
が多く見受けられるため。

今後とも除
染を実施す
る必要があ
る

●国が目標とする年間追加被ばく
線量1ｍSvの根拠としている1時間あ
たりの空間線量率の0.23µSv/hを超
える箇所が多数残っており、継続的
なモニタリング及びきめ細やかな除
染を実施すべきと考える。

今後とも除
染を実施す
る必要があ
る

●国が目標とする年間追加被ばく
線量1mSvの根拠としている1時間あ
たりの空間線量0.23µSv/hを超える
箇所が多数残っており、避難指示
解除後も町民の帰町を妨げる原因と
なっているため、継続的なモニタリン
グ及びきめ細やかな除染を実施す
べきといえる。

富岡町

川内村

今後の状況
によっては
除染を実施
する必要が
ある

●事後モニタリングにより、局所的に
線量が高い箇所があればフォロー
アップ除染など必要と考える。

今後とも除
染を実施す
る必要があ
る

●局所的であるが、線量の高い場
所があるため、安全、安心な生活環
境を回復させるためには必要と考え
る。

今後の状況
によっては
除染を実施
する必要が
ある

●局所的に線量が高い箇所があれ
ば、フォローアップ除染など必要と
考える。

大熊町

今後とも除
染を実施す
る必要があ
る

●除染後に線量上昇が見受けられ
る箇所などを再除染すべきであり、
山林の除染は手付かずの状況であ
る。また、国による除染実施計画は
居住制限区域及び避難指示解除
準備区域のみの計画であり、空間
線量率が比較的低い帰還困難区域
の除染も計画を立て、除染も実施す
べきと考える。

今後とも除
染を実施す
る必要があ
る

●除染の実施後においても、ホット
スポットが残っていること、線量が高
い宅地などが存在することのほか、
林縁部から20mを超える森林の除染
が実施されていないこと。

今後とも除
染を実施す
る必要があ
る

●林縁部から20ｍを超える森林の
除染が実施されていないため。
●帰還困難区域の除染がまだ一部
の地域でしか行われていないため。

双葉町

今後とも除
染を実施す
る必要があ
る

●双葉町は96％が帰還困難区域、
4％が避難指示解除準備区域であ
る。国の除染実施計画は避難指示
解除準備区域のみであるため、町
の復旧、復興を推進していくために
は、帰還困難区域も除染実施計画
を策定し、除染を実施してもらう必要
がある。

浪江町

葛尾村

今後とも除
染を実施す
る必要があ
る

●現在、事後モニタリング調査が実
施されており、モニタリング結果に
よってはフォローアップ除染を実施
することになっている。
●また、本村は山林に囲まれた中
山間地域であることから、森林除染
については今後も何らかの形で実
施していく必要があると考える。

飯舘村

無回答

－ －

2014年調査 2015年調査 2016年調査

－

－

－

－

－－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－



第 1章 除染特別地域における除染の実態と課題 

 
 

表 1-18 除染に関する課題（1/2） 

 

 

 

 

 

  

川俣町

●森林全体の除染による放
射線量の低減。

●営農再開・事業所再開。 ●長期的な放射線の管理。 ●未だ方針が定まらない森林
と営農再開に不可欠な溜池
などの除染の進め方（災害防
止、水源涵養、農業用水確
保などを考慮して）。

●仮置場の確保・管理、除染
廃棄物の行き場（中間貯蔵施
設の行方）。

●高線量ポイント、いわゆる
ホットスポット対策の長期継
続。

田村市

南相馬市

●線量の高い地域において
除染を実施しても、住民が望
む状況と異なることが予想さ
れること（住民が望む状況は
0.23µSv/hとは限らず、人そ
れぞれであり、また、今の除染
の技術・方法や森林等周囲
からの影響により、線量の低
減には限界がある）。

●除染同意書の取得率を上
げること。

－

楢葉町

●仮置場の確保。仮置場は
各行政区の説明会において
行政区毎に設置することにな
り、20行政区に設置したが、
何処に設置するかで難航し、
除染を遅らせた。

●屋外廃棄物の処理。2年以
上避難していて除染箇所の
屋外に廃棄したい物が沢山あ
り、除染で回収できない物
や、屋根の補修で出た瓦など
汚染物が除染完了箇所に処
分できないまま存在している。

●除染の結果の違いへの対
応。除染は人力作業で行うた
め、除染作業班や作業員の
能力で除染の結果や見栄え
に差が出ている。

●仮置場の確保。仮置場は
各行政区の説明会において
行政区毎に設置することにな
り、20行政区に設置したが、
何処に設置するかで難航し、
除染を遅らせた。

●屋外廃棄物の処理。2年以
上避難していて除染箇所の
屋外に廃棄したい物が沢山あ
り、除染で回収できない物
や、屋根の補修で出た瓦など
汚染物が除染完了箇所に処
分できないまま存在している。

●除染の結果の違いへの対
応。除染は人力作業で行うた
め、除染作業班や作業員の
能力で除染の結果や見栄え
に差が出ている。

富岡町

●町民の帰還を目的とした除
染作業であるが、現行の家屋
除染方法では放射線量の低
減率が低いため、あまり期待
できないので、これへの対応
が必要である。

●森林除染については、居
住地より20ｍ以内となっている
が、森林に隣接する町民は、
汚染物質が森林より流れてく
るのではないかと不安を抱え
ている。

●避難指示が出され、全町
民が長期間にわたり家屋の管
理ができないので、雨水の侵
入やネズミ等の侵入により、
家屋内の老朽化が進んでい
るため、家屋の取り壊しを望
む町民が増えてきており、こ
れへの対応が必要である。

●森林等の除染において
は、現在は生活圏から20ｍと
なっているが、それ以外の大
半の森林の除染はどうするの
か。また国の考え方として道
路については、生活圏となっ
ていないので、20ｍの除染と
なっていない。

●帰還困難区域の取り扱い
について（具体的な除染の実
施時期など）。早期除染により
放射線量の半減期が短縮で
きる。

●避難指示により全町民が長
期間にわたり家屋や庭木の管
理ができない状況となってし
まったことから、雨水の侵入や
ネズミなどの侵入により家屋
内の荒廃が進んでおり、家屋
の取り壊しを望む住人が増え
ている。

川内村

●仮置場の確保。 ●除染廃棄物の減容化（焼
却炉の設置等）。

●丁寧な除染。 ●避難指示区域において
は、年間積算線量が20mSv
超の区域が大半を占めるた
め、効率的な除染方法をいか
に確立させるか。

●立ち入り時間等の制限があ
るため、除染作業で線量が下
がっても、その後の継続的な
住宅などの管理ができない場
合、局所的に線量が戻ってし
まう恐れがある。

－

大熊町

●仮置場の確保（高線量放
射性廃棄物の仮置場の確保
等）。

●除染効果の限界への対応
（低減率等ではなく数値）。

●住民の同意取得（共有地
や未登記土地の除染同意取
得等）。

●地権者からの同意取得（除
染特別地域内において、地
権者から除染の同意を得られ
ない場合、その土地は除染
事業から取り残されてしまう。
後年、同意をした際に、再度
除染を実施するのかどうか国
の方針が不明である）。

●仮置場の確保（除染特別
地域内においても、仮置場を
各地権者から国が借りている
が、賃貸借期間が延期になっ
た場合の対応が問題である。
地権者が延長に同意しなかっ
た場合の対応策に苦慮すると
思われる）。

●林地や農業用施設などの
生活圏以外の除染（国は山
林を生活圏から20mの範囲し
か除染を実施しないが、当町
の除染特別地域はほとんどが
国有林であり、除染が手付か
ずである。また、農業用施設
（ため池等）の底質土等の除
去が進んでいない）。

双葉町

●除染の効果的な技法が限
定されており、住民に除染の
結果に対する不信感を生んで
いるので、効果的な技法を柔
軟に取り入れるなど、現在の
技法による除染効果の限界
への対応が必要である。

●本町は海岸と反対の山間
部が高濃度汚染地区のた
め、山林の完全除染が求めら
れるが、国から明確な回答は
ない。

●震災による半壊・全壊相当
の家屋が放置され、倒壊家屋
は除染の対象外で、半壊家
屋・被災家屋等の除染も実質
的には除染不可能。このた
め、市街地の除染は困難とな
ることが想定できる（帰還困難
区域の見直しまであと4年であ
るが、自然減衰や高濃度汚
染のバラつきが極端になった
場合、国は年間1mSv以下の
エリアは除染しない方針であ
るため、市街地はホットスポッ
トの除染になる確率が高い）。

●農地の除染については、
単に線量を下げることだけを
目的とするのではなく、その
先の営農再開を考えたうえで
の除染方法を考慮する必要
がある。現在、主となっている
表土剥ぎ取りと山砂の敷設と
いう工法では、土が痩せすぎ
て営農再開後の数年間はまと
もに作物が育たない。

●高線量地区において、現
行工法の除染を行っても線量
が下がらなかった場合におい
ての再除染の工法の確立が
必要である。

●現在までの環境省の対応を
見る限り、ガイドラインに沿っ
たマニュアル通りの除染なの
で、その現場ごとに見合った
対応・工法の除染方法を選択
する必要がある。

浪江町

●除染方法について、個別
の要望にどの程度まで応えら
れることができるか。各個人に
より除染工事内容についての
要望が異なるので、差異が出
ない上で町民に寄り添った除
染が実施できるかが課題であ
る。

●仮置場の確保。浪江町は
各行政区(地区)ごとに仮置場
を設けている。行政区ごとに
設置する上で、状況が異なる
ため（例えば仮置場の必要面
積や設置に対する理解度な
ど）、行政区ごとの仮置場の
確保の進捗状況に時間差が
出てしまう。

●家屋の除染と解体との兼ね
合い。除染をするにあたり、建
物の除染ではなく、解体を希
望する町民もおり、そのような
解体する家屋の処遇方法と
時期を除染実施時期とすりあ
わせながら、効率良く進めて
いかなくてはならない。

葛尾村

●除染廃棄物の保管場所
（仮置場）の確保。除染を進
捗させる上で、除染に伴い排
出される廃棄物の保管場所
の確保が必須であり、それが
確保されないことには除染そ
のものが進捗を見ないため。

●住民の要望に見合った除
染の実施。現在、本格除染が
始まっているが、除染範囲
や、除染手法等で住民の要
望に沿えないケースが多い。
帰還を促すためには、住民の
要望に見合った除染ができる
ようにならなくてはならない。

-

●空間線量を目標とする0.23
µSv/h以下にすること。

●居住空間の間近に森林が
あるため、森林の除染方法が
重要である。早急の解決策が
なければ、除染が終了した居
住空間に放射能物質が移動
しないような方策を考えなけ
ればならない。

●剥ぎ取り方式で行われた農
地等の土壌改良が必要であ
る。

飯舘村

●国のガイドラインの除染内
容が、村民が意とする除染内
容または村民に寄り添った除
染内容になっていないので、
除染同意取得が進まない。

- -

●除染工事の目標線量値が
ない。工事での目標がないの
で、成果を数値で評価できな
い。

●溜池・用排水路・河川・山
林の除染見通しがない。ま
た、営農再開や帰村に向け
て、里山除染などを早期に実
現してほしい。

●仮置場の確保ができない。
仮置場の容量が少なく、仮仮
置場からの搬出ができないで
いる。

注：この表は、除染を進める上での特に重要な課題を3つ以内で記入した自由記載欄の回答を整理したものである。

無回答

無回答

2013年調査 2014年調査

無回答 無回答
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表 1-18 除染に関する課題（2/2） 

 

 

 

 

  

市町村

川俣町

●森林の除染手法の開発。 ●仮置場の設置・管理と中間
貯蔵施設への搬出時期の明
確化。

●高線量ポイント、いわゆる
ホットスポット対策の長期継
続。

●取り残し箇所があるため、
フォローアップ除染を実施す
ること。

●数十か所の仮置場が設置
されており、長期的な保管お
よび大量に設置してある除去
土壌等の運搬の交通事故等
の懸念があること。

●除染作業完了後に、地域
住民からの様々な要望に対
するフォロー体制の整備をす
ること。

田村市

南相馬市

●多くの市民が、除染により
追加被ばく線量が年間１mSv
以下（空間線量率0.23µSv/h
以下）となることを望んでいる
が、汚染度合いが高かった地
域では、除染後でも1µSv/hを
超える箇所があり、市民が望
む0.23µSv/h以下と乖離があ
る。特に屋敷林部分の線量が
高い傾向にあり、この部分の
線量低減が課題である。

●森林、山林で囲まれた当地
域において、安心して山菜や
きのこ採りができる環境を回復
するためには、森林の除染が
必要である。

－

●多くの市民が、除染により
追加被ばく線量が年間１mSv
以下（空間線量率0.23µSv/h
以下）となることを望んでいる
が、汚染度合いが高かった地
域では、除染後でも1µSv/hを
超える箇所があり、市民が望
む0.23µSv/h以下と乖離があ
る。特に屋敷林部分の線量が
高い傾向にあり、この部分の
線量低減が課題である。

－ －

楢葉町

●継続的な放射線量のモニ
タリング。環境省事業である除
染後の事後モニタリングを実
施しているが、定点測定では
発見できないホットスポット等
が新たに発見されているた
め、継続的なモニタリングを実
施し、町民へ周知することが
必要と考える。

●住宅地外の生活圏周辺の
除染。森林や河川等の町民
生活に密接な関わりがある箇
所のきめ細やかな除染が必
要であると考える。

●除染並びに放射線に対す
る不安を抱える町民へのリス
クコミュニケーション。除染工
法そのものに疑問を抱いてい
る町民がおり、また国に対して
の不信感から、除染の同意を
得られていない現状があるた
め。

●継続的な放射線量のモニ
タリング。環境省事業である除
染後の事後モニタリングを実
施しているが、事後モニタリン
グ等で発見できないホットス
ポット等があるため、広範囲で
きめ細やかな定点モニタリン
グを実施し、町民への現状周
知が必要と考える。

●住宅地外の生活圏外の除
染。生活圏外にあたる森林や
河川等の町民生活に密接な
関わりがある箇所のきめ細や
かな除染が必要と考える。住
宅地圏外森林(里山)などにつ
いては、震災以前はキノコ類
の栽培などで日頃から立ち入
ることが多々あったし、今後の
生活にも関わりがあるため、除
染を要望していきたいと考え
る。

●森林並びに放射線に対す
る不安を抱える町民へのリス
クコミュニケーション。除染工
法が市町村によって異なって
いることに疑問を抱いている
町民や、国に対しての不信感
を持っている町民も多い。今
以上に町民目線になった除
染が必要と考える。

富岡町

●避難指示により全町民が長
期間にわたり家屋や庭木の管
理ができない状況となってし
まったことから、雨水の侵入や
ネズミ等の侵入により家屋内
の荒廃が進んでおり、家屋の
取り壊しを望む町民が増えて
いる。

●帰還困難区域の取り扱い
について（具体的な除染の実
施時期など）。早期除染により
放射線量の半減期が短縮で
きる。

●山林の除染は、堆積物除
去や除草のみの除染だが、
宅地に隣接している山林はそ
れだけでは不十分であり、表
土の剥ぎ取りや覆土を行わな
いと住民の安心にはつながら
ない。

●長期避難により家屋や農地
の管理が頻繁にできない状況
にあるため、樹木の伐採など
の要望があった場合において
は、地権者の要望に沿った形
が必要になる。

●帰還困難区域の取り扱い
について（具体的な除染の実
施時期など）。居住制限区域
と隣接している帰還困難区域
の除染は決定したが、それ以
外の帰還困難区域について
も早期に除染を行うことにより
半減期の短縮に繋がる。

●山林の除染は、堆積物除
去や除草のみの除染だが、
宅地に隣接している山林はそ
れだけでは不十分であり、表
土の剥ぎ取りや覆土を行わな
いと住民の安心にはつながら
ない。

川内村

●放射線量が村内でも他と比
べ高い地区では、住宅、道路
除染など日々の生活に直接
に関わりのある箇所につい
て、安心、安全な生活ができ
る環境まで回復させるために
工期短縮も含め効率的な除
染をどのように進めていくかが
課題である。

●放射線量が村内でも他と比
べ高い地区では、農地等の
除染にあたり、安心、安全な
農作物の作付がきる環境をど
のように回復させるか、工期短
縮も含めて効率的な除染をど
のように進めていくかが課題で
ある。

－

●放射線量が村内でも他と比
べ高い地区では、住宅、道路
除染など日々の生活に直接
に関わりのある箇所につい
て、安心、安全な生活ができ
る環境まで回復させるために
工期短縮も含め効率的な除
染をどのように進めていくかが
課題である。

●放射線量が村内でも他と比
べ高い地区では、農地等の
除染にあたり、安心、安全な
農作物の作付がきる環境をど
のように回復させるか、工期短
縮も含めて効率的な除染をど
のように進めていくかが課題で
ある。

－

大熊町

●住民の除染同意（共有地
や未登記の土地の取扱、賠
償関係など）。

●仮置場の確保（中間貯蔵
施設建設の見通しが立ってい
ない状況で除染を行っている
ため、仮置場が必要になって
くるが、大きな用地を確保する
のが難しい）。

●除染完了後の維持管理
（除染をしてキレイにしてもそ
の後の管理が難しく土地が荒
れてしまう）。

●除染の同意（共有地や未
登記地の取扱、東電賠償関
係の絡み等）

●仮置場の確保（中間貯蔵
施設建設の見通しが立ってい
ない状況で除染を行っている
ため、仮置場が必要になって
くるが、大きな用地を確保する
のが難しい）。

●除染完了後の維持管理
（除染をしてキレイにしてもそ
の後の管理が難しく土地が荒
れてしまう）。

双葉町

●町民の立場をしっかりと考
え、町民への丁寧の説明と理
解を求めるための国の対応の
改善（仮置場の確保や除染
の同意等）。

●町民の不安を煽るような不
適切除染がないよう受注業者
との報告、連絡、相談。

－

●町民の立場をしっかりと考
え、町民への丁寧の説明と理
解を求めるための国の対応の
改善（仮置場の確保や除染
の同意等）。

●町民の不安を煽るような不
適切除染がないよう受注業者
との報告、連絡、相談。

－

浪江町

●除染方法について、個別
の要望にどの程度まで応えら
れることができるか。各個人に
より除染工事内容についての
要望が異なるので、差異が出
ない上で町民に寄り添った除
染が実施できるかが課題であ
る。

●仮置場の確保と延長。確保
が終わったとしても、中間貯蔵
施設の問題で、運びだし先及
び期限がわからない。

●森林及びため池等の除染
について、現在の除染範囲で
は森林(生活圏から20ｍ以外)
やため池等は除染対象外と
なっている。

●除染方法について、個別
の要望にどの程度まで応えら
れることができるか。各個人に
より除染工事内容についての
要望が異なるので、差異が出
ない上で町民に寄り添った除
染が実施できるかが課題であ
る。

●当町の面積のうち森林が約
7割を占めているが、現在の
森林の除染範囲は生活圏か
ら20m以内となっているため、
除染できていない森林が多々
ある。

●仮置場の延長について、
中間貯蔵施設の建造の遅れ
により、搬入時期が不透明な
ままである。また仮置場の延
長については、現在の状況を
鑑みると契約年数である3年
は超えると思われる。

葛尾村

●現在行っている除染は、数
値目標がないため、「除染を
しました」だけとなっており、除
染に対する不満がある。数値
目標を示し、１回目の除染で
達成できなければ、対策方法
を練り直し2回目除染を実施
すべきである。

●本村は、山間傾斜地の地
形形状にあるため、平場平坦
地とは大きく条件が異なって
いるため、地域・地形条件に
合った除染を実施すること。

●本村は、急傾斜地を村内
全域一斉に表土剥ぎ取り除
染を実施したため、事後の保
全管理が容易でなく、客土流
出の対策支援が必要である。

●住民の同意。住民が除染
実施計画に基づく除染につ
いて内容を理解した上で、同
意をいただくことがもっとも重
要な課題であると考える。

－ －

飯舘村

●除染の目標値がないため、
除染工事の出来形・施工管
理等ができない。現地作業の
手抜き工事を、見抜けない
等、現場の仕上がりに不均衡
がある。

●営農再開に繋がる、河川・
ため池・水路の除染が計画さ
れていない。生活の術である
水に心配がある状況では、復
興にならない。

●線量に関係なく一律の除
染工法では、高線量地区の
低減にならない。法面の剥ぎ
取りや林縁部の剥ぎ取りをし
ないと、低減されない。

●除染作業の目標線量値が
ない。

●未熟な作業員が多いため、
高品質な作業が見込めない。

●国発注のため、作業時の
応用が利かない。

注：この表は、除染を進める上での特に重要な課題を3つ以内で記入した自由記載欄の回答を整理したものである。

2015年調査 2016年調査

（なし） （なし）
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表 1-19 中間貯蔵施設の整備・完成または中間貯蔵施設への除去土壌等の搬出にかかわる経緯や現状に関する問題など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2013年調査 2014年調査

選択 具体的な内容 選択 具体的な内容

川俣町

●帰還する上で、仮置場の存在を問題にして
いる住民が多いことから、中間貯蔵施設は必
要ではある。しかし、双葉町・大熊町の地元住
民の意向にもよるので、可能性については疑
問が残る。

●帰還する上で仮置場の存在を問題にしている住
民が多いことから施設は必要である。本来、非のな
い被災地域に加害者側の廃棄物を置くことは受け
入れられないが、中間貯蔵施設はやむを得ないと
考える。
●設置を想定している地域の住民の将来のことを十
分に考慮することで可能性が出るのではないか。

ある

●用地取得等の問題による整備の遅れは喫緊
の課題であるが、本格輸送が開始された際の積
込・作業ヤードの確保、フレコンバッグの破損の
恐れ、輸送ルート周辺住民の理解など、その時
点で問題・課題は生じると考えられる。

ある
●大量の除去土壌等を運搬するダンプトラックの走
行に対する交通事故及び路面損傷の懸念。

田村市 無回答

●県内から発生した除染除去物が各地域内に仮置
きの状況で保管されている現状において、管理し続
けることが困難であることは明白であり、中間貯蔵施
設に集約しなければならないことは言うまでもない。

ある
●早期の搬出ができないことによる、維持管理
上のさまざまな課題が生じてくる。

ある
●早期の搬出ができないことによる、維持管理上のさ
まざまな課題が生じてくる。

南相馬市

●仮置場を確保して除染作業に着手するが、
中間貯蔵施設の設置が決まらないと仮置場が
最終処分場になるのではないかと住民は不安
になり、仮置場の確保に向けての住民の合意
形成にも時間を要する。

●除去物の長期間の保管・管理には、それに対応
した施設が必要であることから、中間貯蔵施設は必
要である。

ある
●当初、3年で供用開始することとしていたが、
現在も供用開始できていないこと。

ある

●当初、3年で中間貯蔵施設を供用開始すると言わ
れていたが、現在も土地取得・整備中であること。
●中間貯蔵施設への除去土壌等の搬出について、
南相馬市に関しては、他市町村分の輸送で、県道
12号線の利用が想定されており、交通量増加による
渋滞、交通事故の増加等が危惧される。
●除去土壌等については、中間貯蔵施設への搬出
だけでなく、減容化が必要と考える。

楢葉町

●仮置場が各行政区に点在しているため、今
後の町の復興や町民の帰還に支障が出る。仮
置場から早期に廃棄物を移動し、国が一括管
理する施設は必要であり、どこかに整備しなく
てはならない施設であると考える。

●仮置場が各行政区に点在しているため、今後の
町の復興や町民の帰還に支障が出る。仮置場から
早期に廃棄物を移動し、国が一括管理する施設は
必要であり、どこかに整備しなくてはならない施設で
あると考える。現時点では30年間という保管期間を
設けているが、30年後に他県への搬出が具体的に
されていない現状であり課題でもある。

ある

●運搬時の安全対策並びに放射線モニタリング
の徹底。
●当初、仮置きする期間を3年としていたが、中
間貯蔵施設の整備、完成状況を踏まえると、フ
レシキブルコンテナの耐久性や仮置場の設置
延長または、中間貯蔵施設への運搬工程を具
体的に公表すべき。

ある

●中間貯蔵施設の整備・完成の見通しが不透明な
ため、当初3年間の期限付きで借用した仮置場の地
権者から継続的に土地の借用ができるか。また、フレ
キシブルコンテナ等の耐久性は3年とされているため
今後劣化・破損が生じた際の具体的な対処法の整
備が必要と考える。
●楢葉町は2015年9月に避難指示が解除されてお
り、仮置場から中間貯蔵施設へ搬出する際には、市
街地を避けるなど、町民に配慮した経路・時期の選
定及び搬出を行うことについて町民へ広く通知するこ
とが必要であると考えられる。

富岡町

●除染に伴い莫大な量の放射性廃棄物が発
生しており、仮置場の設置もままならず、苦慮
している自治体が殆ど。高レベル廃棄物等を
長期的に貯蔵しつつ減容化を行う施設は必
要。候補地となる地権者や自治体に対して十
分な補償を行うことも重要。

●県内の除染に伴い莫大な量の放射性物質が発
生しており、仮置場の設置もままならず、苦慮してい
る自治体がほとんどであり、必要性は誰もが認めると
ころであるが、候補地となる自治体や地権者に対し
て説明や補償が十分でないために遅々として進ん
でいないのが現状である。また30年以内に県外処
分する案も不透明な部分が多く、それが候補地とな
る地元にとっても不信感に繋がっている。

ある

●県内の除染に伴い莫大な量の放射性物質が
発生しており、仮置場の設置もままならず、苦慮
している自治体がほとんどであり、必要性は誰も
が認めるところであるが、候補地となる自治体や
地権者に対して説明や補償が十分でないため
に遅々として進んでいないのが現状である。また
30年以内に県外処分する案も不透明な部分が
多く、それが候補地となる地元にとっても不信感
に繋がっている。

ある

●搬入ルートや搬入日時、時間帯を明確にし、沿線
住民をはじめ、地域住民に広く周知することが必要と
なる。
●搬出、搬入の際に事故があった場合にどのような
対応をとるのか、あらかじめ想定しておく必要がある。

川内村
●中間貯蔵施設は必ず国が責任を持って建
設をしなければならない。必要性や可能性な
どと言っている段階でない。

●避難指示区域においては、他の地域より高い放
射能除染廃棄物が保管されていることから、安心、
安全な生活圏の確立のために中間貯蔵施設を早急
に整備する必要性があると考える。

ある

●村内に仮置場を設置するにあたり、搬入完了
から3年後には除染廃棄物の搬出を始めると住
民側へ説明しており、これ以上の遅れてくること
は行政に対しての不信感を抱かせてしまう。
●中間貯蔵施設への搬出については、大型車
両を利用して輸送を行うことになるが、本村の道
路は幅員が狭いため、本格輸送が開始されるま
でには道路幅員の改良工事が必要と考える。

ある
●仮置場の設置にあたっては、住民または地権者の
方々と保管期限の約束をしており、それまでには中
間貯蔵施設へ搬出しなければならない。

大熊町 無回答 無回答 ある

●搬出に関しては運搬路の選定に問題がある。
具体的には、選定されたルート自体と選定のプ
ロセスのどちらにも問題がある。運搬ルートの選
定は近隣の市町村との調整も必要になるが、現
状ではほぼされていない。大熊より南にある町
村の廃棄物は国道6号を通過していくのが確実
で速いが、わざわざ高速道路に乗り、大熊の町
中を通るルートで運んでいる。本来は運搬にあ
たっては各町村との協議が必要であるが、ちゃ
んとされないまま始まっているので、県や国が主
体になり福島県全域の輸送の計画を調整してほ
しい。

ある

●除染土壌の搬出に関しては国、県が中心になって
関係市町村との調整を行ってほしい。
●輸送路については大型の車両が往来するため、
破損等発生すれば国で早急に補修が必要である。

双葉町

●候補地の町としては、必要性はあるが、な
ぜ双葉町と大熊町と楢葉町なのかの疑問は永
久的に残る。町の将来を左右する施設の計画
を一方的に進めている環境省の姿勢は、住民
の反発を受ける結果となっている。帰宅できる
見通しも示さずに、施設を作る（故郷・財産を
奪われる）計画ばかりを先行させているとの批
判も多く、この迷惑施設の計画は簡単には進
まないと受け止めている。

●県内の各市町村に仮置きしてある除染物質の最
終処分場が建設されるまでの保管場所としては必
要なものである。しかし、地権者及び自治体の理解
を得るのが難しい。あまつさえ、30年後には最終処
分場に運び出すと国は公言しているが、その最終
処分場は本当に県外に確保できるのかという問題、
また、経年にて線量が10万Bq/kgを下回った場合、
30年を待たずに管理型処分場に指定してしまい、
なし崩し的にうやむやにするのではないかという嫌な
可能性もある。

ある

●中間貯蔵施設予定地の地権者はもとより、双
葉・大熊両町民に対する丁寧な説明等が行わ
れてない。
●輸送が始まるまでに、全ての工程表及びルー
トの決定がされていない。
●関係市町村への説明、協議をしっかり行い理
解を求め、国が独自に判断しない。
●県外最終処分へ向けた具体の取組がない。
●町道等の補修について、災害復旧事業との
整理がされていない。

ある

●用地取得の進捗が遅い。
●中間貯蔵施設予定地の地権者はもとより、双葉・
大熊両町民に対する丁寧な説明等が行われてな
い。
●輸送が始まるまでに、全ての工程表及びルートの
決定がされていない。
●関係市町村への説明、協議をしっかり行い理解を
求め、国が独自に判断しない。
●県外最終処分へ向けた具体の取組がない。
●町道等の補修について、災害復旧事業との整理
がされていない。

浪江町 無回答

●一番良いのは、除染廃棄物を直接最終処分場に
搬出することであると考える。そうすれば、仮置場お
よび中間貯蔵施設自体必要がない。ただ現状で
は、最終処分場が決まっていないこともあり、順序と
して、「仮置場→中間貯蔵施設→最終処分場」とい
うことになっている。浪江町には施設の建造の予定
は今のところないが、隣接している双葉町と大熊町
が候補地ということで、早く完成してほしい反面、両
町の地権者のことを考えると複雑な思いに駆られ
る。他県の受け入れ先が明確に決定していない以
上、双葉郡への設置は致し方ない部分もあるので、
地元住民への理解（周辺町村も同様）を十分に得た
上で進めていただきたい。政府が誠意ある対応をし
ていけば、当該地域への施設の設置は可能である
と思われる。

ある

●本来、最終処分場に搬入するのであれば、そ
こから解決しなくてはいけない。最終処分場が
できるのであれば、仮置場及び中間貯蔵施設
自体、必要がない。しかし、現状でそれは先送
りされ、中間貯蔵を設置する双葉町・大熊町で
は建設が遅れている状態である。
●今後に関しては、①パイロット輸送を先行で
行ったが候補地買収を進めること、②本格輸送
時期を明示すること、③本格運用のあり方を明
示すること、④仮置場の延長に対して住民の理
解を得ること。

ある

●中間貯蔵施設の建設が遅れている状態である。こ
のしわ寄せは町内の仮置場に発生し、地権者との契
約年数の3年は大幅に超えてしまう。また、搬出につ
いても、住民との軋轢が生じる可能性もある。

葛尾村

●環境省が地元に仮置場の設置を説明する
際、必ず中間貯蔵施設の設置時期が質問に
上がり、仮置場に廃棄物が残置されている間
は安心して帰還は行えないという意見が出る。
このことからも、除染を完了し帰還を促すため
にも中間貯蔵施設は必須であると考える。

●現在村内にある仮置場のほとんどが優良農地に
あるため、営農再開のため早期に中間貯蔵施設に
移動してもらいたい。

ある
●除去土壌等を優良農地に保管していることか
ら、中間貯蔵施設の完成が遅れれば、営農再
開に支障となることが懸念される。

ある

●帰還困難区域を除く地域が避難指示解除となった
本村では、すでに生活を再開した方もいるが、仮置
場が村内農地に点在していることから、営農再開に
は支障が出ている。中間貯蔵施設への土壌搬出が
進んでいないことから、今後の本村農業の復興につ
いては問題が発生している。

飯舘村

●国は除染廃棄物や汚染廃棄物の搬入場所
として中間貯蔵施設を計画しているので、設置
は必要である。住民説明会では、国が示した
ロードマップに基づいて除染や廃棄物処理に
ついて説明しているので、計画通りに進める必
要がある。

●国の予定している搬入開始に向けて、努力して
ほしい。また、搬出の積み込みヤードの設置につい
ても、国の責任において実行してほしい。

ある

●村内の除染実証から、170万袋のフレコン
パックが発生する予定である。運び出しが始ま
り、50台/日のダンプで18年以上の日数を要す
ることを周知すべきである。

ある
●用地確保の遅延や搬出時のボリュームから相当の
時間を要する。

2016年調査2015年調査

中間貯蔵施設に関して問題と考えること、あるいは、これから生じると考えられる問題
〔選択肢から1つ選択し、「ある」を選択した場合には具体的な内容を記入〕中間貯蔵施設の設置の必要性や可能性〔自由に記入〕
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表 1-20 仮置場の除去土壌等をすべて中間貯蔵施設に搬出するまでの想定年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016年9月末現在の
除去土壌等の保管量

（袋≈㎥）

2016年9月末現在の
除去土壌等の搬出量

（袋≈㎥）

川俣町 10年以上20年以内 612,574 0

田村市 1年以上3年以内 36,286 1,254

南相馬市 10年以上20年以内 783,399 0

楢葉町 5年以上10年以内 585,251 3,465

富岡町 5年以上10年以内 1,129,690 319,344

川内村 30年以上 93,748 1,600

大熊町 20年以上30年以内 271,657 5,499

双葉町 5年以上10年以内 122,744 6,287

浪江町 5年以上10年以内 796,223 250,413

葛尾村 無回答 392,189 170,644

飯舘村 20年以上30年以内 2,303,351 19,913
注：葛尾村は無回答であるが、補足的に「現在の契約は、当初契約時には年数

      が記載されていたものの、中間貯蔵施設へと搬出されるまでという形に変更さ

      れており、中間貯蔵施設の土地取得状況に鑑みると、年数を想定することは

      困難である」と回答している。

資料：環境省（2016）「平成28年9月30日時点の仮置場等の箇所数、保管物数及

　　 　び搬出済保管物数（市町村別）」、

        http://josen.env.go.jp/area/provisional_yard/number.html（2016年11月

        1日に最終閲覧）

2016年調査

備考
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表 1-21 除染と復興まちづくりを連動させた取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択 具体的な内容 選択 具体的な内容 選択 具体的な内容 選択 具体的な内容

川俣町 ある
●スマートコミュニティ構想（再生
可能エネルギー事業、過疎型ス
マートコミュニティの推進）。

ある

●農地の活用に対する連携を
取っている。例えば、除染に合わ
せて圃場整備（暗渠排水整備）を
進めている。
●スマートコミュニティ構想（再生
可能エネルギー事業、過疎型ス
マートコミュニティの推進）。

ある

●農地の活用に対する連携を
取っている。例えば、除染に合わ
せて圃場整備（暗渠排水整備）を
進めている。

ない －

田村市 ない － ない － ない －

南相馬市 ある

●国に要望して、市の公共施設
を除染作業の拠点にした事例が
ある。
●避難指示解除準備区域では、
早期に従前の生活を取り戻すた
め、例年実施されていた文化祭
を本年10月に実施する予定であ
り、この準備として会場となる公共
施設等の除染を優先して実施す
る予定。

ない － ない －

楢葉町 ある

●楢葉町除染推進組合を組織
し、町民参加型の除染や資機材
の購入先、雇用など請負企業ＪＶ
の施工体制に当組合を取り入れ
ている。

ある

●楢葉町除染推進組合を組織
し、町民参加型の除染や資機材
の購入先、雇用など請負企業ＪＶ
の施工体制に当組合を取り入れ
ている。

ない － ない －

富岡町 ある

●企画課において、「まちづくり
検討委員会」を立ち上げ、復興
期における町の再生方法などを
検討している。

ある ●第二次復興計画を策定中。 ある

●2015年6月策定の富岡町災害
復興計画（第二次）の中で、復
旧・復興の大前提として「除染」
の実施を掲げている。

ない －

川内村 ある

●今後、富岡町や大熊町の除染
がスタートすると思うが、除染作業
員や町の住民が宿泊できる施設
やミニ仮の町を建設することによ
り、まちづくりをしていく。

ある
●富岡町や大熊町での除染の開
始を見据えた除染作業員や町民
の宿泊施設などの建設。

ある
●富岡町や大熊町での除染の開
始を見据えた除染作業員や町民
の宿泊施設などの建設。

ない －

大熊町 無回答
●除染が始まったばかりであり、
まだ、その段階に至っていない。

ない － ない －

双葉町 ない

●避難指示解除準備区域の復
興に向けた除染については、計
画として連動しているが、津波被
災地区として海岸線の復旧と、
防潮堤の再整備、町としての社
会・経済的機能の帰還を前提と
している。現状としてこの地区
は、ここ2～3年以内に年間1mSv
を下回る可能性があり、その場合
の対応と復興事業との兼ね合
い・連携が難しい。

ない
●復興まちづくり事業は、除染が
先行して実施されることを前提と
している。

ある

●双葉町復興まちづくり長期ビ
ジョン（27年3月策定）を実現して
いくために、帰還困難区域の面
的除染を国に求めている。

ある

●双葉町復興まちづくり長期ビ
ジョン（27年3月策定）を実現して
いくために、帰還困難区域の面
的除染の実施の決定。（双葉駅
西地区　約40ha）

浪江町 ある

●営農及び事業再開、町内にお
ける集約させたコミュニティーの
形成など、当町各担当課にて復
興のための動きはあるが、全てが
「除染ありき」である現状。まず
は、除染を実施してからがスター
トということになる。その中で、業
務に密接な部分に関しては、他
課とも連携を取りながら進めてい
る。

ある
●復旧工事などで除染が必要な
場合は先行的に対応するものとし
ている。

ある
●復旧工事等で除染が必要に
なった場合は先行して対応するも
のとしている。

葛尾村 ない - ない － ない － ない －

飯舘村 ある

●村の復興、帰村には除染が不
可欠である。村復興計画では、
帰村宣言の時期が除染完了と連
動する。

ある
●除染の完了を前提とした復興
計画に基づく復興まちづくり。

ある
●除染の完了を前提とした復興
計画に基づく復興まちづくり。

ない －

注：斜体の文字は、設問として求めた回答ではないが、市町村が記入した補足回答を指す。

2015年調査 2016年調査

無回答

無回答

無回答

無回答

2013年調査 2014年調査
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表 1-22 除染を効果的かつ効率的に進めるにあたって必要なことなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年調査 2014年調査 2015年調査 2016年調査

川俣町
●住民の除染に対する期待がある反面、若い世
代の帰還への意向が少ないことが課題である。

●住民の除染に対する期待がある反面、若い世
代の帰還への意向が少ないことが課題である。
●その影響で、町外に移転先を求める動きがあ
ることも課題である（人口流出）。

●住民の除染に対する期待がある反面、若い世
代の帰還への意向が少ないことが課題である。
●その影響で、町外に移転先を求める動きがあ
ることも課題である（人口流出）。

●取り残し箇所のフォローアップ除染を徹
底してほしい。

田村市 無回答 無回答 無回答 無回答

南相馬市

●除染を効果的かつ効率的に進めるにあたって
必要なことは、除染の進捗状況が地域の住民に
確実に伝わること。安心して暮らせる南相馬市
であるように線量の低減に努める。

無回答 無回答 無回答

楢葉町 無回答

●除染の方法については、当初より国が一定の
仕様のもとで、家屋の構造や敷地の形状によっ
て実施されたが、家屋の構造（瓦、壁材など）に
よって効果が見られない箇所があり、今後の追
加除染では、実施結果を踏まえ除染方法の仕
様を変更し、効率のある方法を取り入れ実施し
てほしい。

●町民はホットスポット等の点的除染ではなく、
面的除染を求めている。
●自宅周辺の放射線量が0.23µSv/ｈを下回っ
ていなくても、環境省は健康に影響する可能性
は極めて低いとの見解を示し、フォローアップ除
染の対象とする箇所が少ないため、フォローアッ
プ除染の基準を明確にし、対象箇所を増やすこ
とが必要である。
●飲料水の安全を周知できるよう町民の不安を
払拭するような除染工法を講じなければ、宅地
等の線量低減率を示すだけで理解を得ることは
難しく、帰町する町民が少なくなると考える。

●町民はホットスポット等の点的除染で
はなく、面的除染を求めている。
●自宅周辺の放射線量が0.23µSv/ｈを下
回っていなくても、環境省は健康に影響
する可能性は極めて低いとの見解を示
し、フォローアップ除染の対象とする箇所
が少ないため、フォローアップ除染の基
準を明確にし、対象箇所を増やし住民目
線になった除染を行わなければならな
い。
●現在までの除染で実施されていない里
山等の除染を求めている。

富岡町

●効果的かつ効率的な除染を実施するのであ
れば、家屋の取り壊しを望む方に対しては取り
壊しを、取り壊しを望まない家屋に対しては屋根
瓦や雨どい・集積枡等の交換を実施するべき。

●家屋の解体を望む方についても現在は、仮
置場の問題から除染してから解体の流れになっ
ているが、費用面や効率から二度手間ではない
か、解体してから除染の方が効率的で費用も抑
えられるのではないかという意見がある。

●樹木の伐採については、樹冠の半分もしくは
4ｍまでの枝打ちとなっているが、全町避難によ
り管理することが困難であるため根本からの伐採
を求める意見が多数ある。

無回答

川内村

●除染作業員が担当している除染現場の線量
を知ることと、除染によって線量がどの程度まで
下がったかを一人一人把握することが必要。中
間貯蔵施設の設置は緊急の課題。可燃性除染
廃棄物の焼却処分は必要。

無回答 無回答 無回答

大熊町 無回答

●国の基準が朝令暮改になっており、地方自治
体としても、住民に説明できない場合があるた
め、対応に苦慮している（例えば、年間被ばく量
1mSvの考え方など）。

●中間貯蔵施設の早期建設が必要である。
●中間貯蔵施設の早期建設が必要であ
る。

双葉町

●マスコミの取り上げ方と、国の評価との間にか
い離があり、住民は国の対応に疑問を持ってい
る。
●除染の効果について疑問視する声も増えて
いる。生活再建が困難な状況下で、避難されて
いる方たちは、故郷の不確かな先の見えない除
染よりも、新たな生活再建や原子力損害賠償の
充実・早期対応に対する要望・意見が多い。

●モデル除染のみしか実施していないため、あ
まり住民の意見はないが、その中では「帰還困
難区域も早急に除染してほしい」という要望が多
い。

●帰還困難区域の除染方針を早急に定めてほ
しい。
●除染の効果についてもっと積極的に周知して
ほしい。

●帰還困難区域の除染方針を早急に定
めてほしい。
●除染の効果についてもっと積極的に周
知してほしい。

浪江町 無回答

●今、実施されている除染が「誰のための除染」
なのかを各行政機関が今一度十分に考え、取り
組んでいかなくてはならない。そして、一日でも
早く、目に見える形で町民の皆様へお示しでき
るように、関係機関との連携を密にし、町民の皆
様の声に耳を傾けて実施していきたい。

無回答 無回答

葛尾村 無回答

●除染については、環境省の環境再生事務所
担当部署が誠意を持って進めていると思うが、環
境省の本庁がもっと現場の意向を聴き対応して
ほしい。
●除染は一回実施して終わりでなく、原発事故
前と同程度に戻るまで、あらゆる手法を駆使して
除染を継続すべきである。
●農地除染については、環境省任せではなく、
農林水産省でも除染後の地力回復等の措置を
考えるべきである。

●除染後のフォローアップを事業として行うこと。
具体的には、数値目標を示し、それを上回る場
合には除染を実施することが必要である。

無回答

飯舘村

●国が除染後のモニタリング調査でホットスポッ
ト、取り残しがあった際に「再除染」をするとの考
え方をきちんと示せば除染同意取得や国の考
え方が村民に理解されると国に要望や提案をし
ている。しかし、その考えは今のところないようで
ある。

●帰村や営農再開に向けて、居住空間以外の
除染も同時に進めてほしい。

●除染特別地域内の除染事業を、市町村でも
事業主体になれるものとすれば、除染の目標値
の設定や地域密着の工事が可能となる。
●除染特別地域内は、住民や市町村が自ら除
染した廃棄物は、線量が高くても特定廃棄物と
ならないため、行き場がない状態となっている。
例えば、除染が終わり、営農再開に向けて、関
係者が用排水路の土砂上げをしているが、その
土砂の線量がとても高い状況にある。また、地域
内の防火水路も、維持作業で土砂上 げしてい
るが、行き場がない状況である。

●直轄除染工事には、除染の目標とする
線量値がないことで、作業員による除染
効果のばらつきが多い。


