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自己紹介

     年日本原子力発電入社

(労働安全 地域対応 人事 直営)

     年     年関係団体所属

   年前   福島第一原発 南 
       地点 暮   現在
避難中 

 事故前 原子力  年目 危機   
事故後 原発推進者 無念  執筆

 

自宅



 事故   年経過   住民 帰還 進    避難 長期化
  帰還 阻 要因        原発周辺 元住民 半数 
   移住 決           地域 空洞化   

 県全体  産業活動 元 水準 戻  原発周辺町村 将来
計画 策定        解除後 避難区域 極端 人口減 
高齢化   厳  現実 待     我 国 生産年齢人口 
減少 急速 進    廃炉  関係 含 区域 復興 道筋
 考   

  避難 現状                       帰還 阻 要因        

  県 復興                             復興 動 

  事故以前 双葉郡 姿         充実   課題

  避難住民 動向                 復興 道筋
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避難 現状

 



  避難 長期化  

　　除染に時間がかかり区域指定解除に遅れ。避難解除

　　準備区域と居住制限区域の解除は平成２９年春頃予　

　　定。帰還困難区域(原発周辺)の解除・帰還はまだ先。

　　平成27年4月現在、避難者数は県内69,341人、県外　

　　46,170人、計115,542人（避難先不明31人含む）

  町村 人口増減

   避難先  出産 死亡(関連死含 )  認知症  

  実質 避難  言   状態 

   待 人 割 切  人 決     人 減少 周辺町村 

    持 家    一方 公営住宅少       仮設居住  
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県 復興

 



 県全体    復旧 進         
事故前    

 復興 賠償 好景気  地価 上昇 求人倍率  
日本一  双葉郡  復興  取 残      

  避難区域 生産消費活動   避難
区域 周辺 解除後 辺境   生活
 不便 

 風評被害     起    

 



 



観光客入込数の推移　　　　　福島県観光交流

課 
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事故以前 双葉郡 姿

  



 交付金 税収 自治体 財政 豊 

      行政     充実 民間経済 原発関連

  雇用 調達 安定収入 安定消費  

 産業別 GDP 就業者数    :   :  

 双葉郡  東電以外 大企業    中小企業 中心 

  兼業農家 多  食材 地産地消 

 地方 人口減少 高齢化 中 健闘

    原発立地町 双葉郡 中心的存在 東電関係 首都圏

   新潟 人的     
  



福島第一関連従事者の常住地　　　福島県内自治体の財政
　　　　(事故前)　　　　　　　　　　　　(事故前)

  



双葉郡８町村の産業別就業割合(事故前)

  



  

双葉郡８町村の年齢構成
双葉郡８町村の年齢構成(事故前)



生産年齢人口(15～64才)の推移
1960年を100とした指数
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避難住民 動向

  



  大熊町   町  帰還    半数超 
  第一 道 第二 道 第三 道… 選択

 大世帯  核家族  単身 増加  

 元 家屋 放棄      避難生活 

 全国 分散       次第 県内 

 都市部 戻  特     市  集結 

   %以上 住民票移動  
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帰還 阻 要因

  



 多額 賠償         
       家屋 賠償   精神的損害賠償 新  家 取得 

 次善 策      市移住 
      気候風土 同  馴染    所

 子供 教育         
      学校  慣  都市部 選択肢多     高 

 就職先

    避難先 就職環境 良好 通勤 問題 

  転身       事故前 先行 心配     決断

 

  



 高齢化          

   生活困難 医療 介護環境不安 子 孫 別居

 過疎化           

   活気   助 合   不便 治安悪化 

 都会生活 経験      

       知     便利  実感 

 賠償 優遇措置打切 心配  

    帰還   特典失  知人 友人 判断 行動 影響

  
   

  



 放射線  恐       

    先行基準 定着 情報 伝 方 楢葉町住民 心配

 先行解除区域 実態     

    帰   生活 事故前  困難 

 区域区分 放射線量 矛盾  
    放射線量低     解除      

 除染 限界       

   宅地中心 山林 手付   再除染   

  

  



 廃炉中 事故   再避難 恐   

   原発事故              報道 

 仮置 中間貯蔵  運搬  

           悪印象 公害(騒音 粉塵)

 風評被害            
    国外 県外 食品関係者 根強 懸念 

  



 土地  愛着 差        
    生 故郷     借地借家   人  

   年   時間 経過    

         宙 浮  生活 区切        

 復興 遅  見切 

     双葉郡 中心 帰還困難区域 消費者 戻  商売

        商店     戻   (悪循環)

 極端 人手不足       
  人 雇  事業再開 新事業 出来     
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復興 動 

  



 国道 号線 常磐自動車道 全線開通                    

 JR常磐線 一部再開 

 公営住宅一部竣工    未来学園開校 

 津波 除染作業 廃棄物 処理  施設完成 

 除染 仮置 場  集積 中間貯蔵施設  

 搬出開始 

 除染 廃炉関連 雇用 特需         
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     充実   課題

  



 津波被害 地震被害 復旧 防潮堤建設 

 病院 介護施設 学校   再開 増設 

 JR常磐線 全線開通 常磐自動車道    増設   

 東西方向 道路建設 

 日常生活    近場 交通手段確保 

 不在地主 不在家主 問題解決 維持管理 防犯 

 農地 回復(野生動物対策 )

  



福島県の高速道路、鉄道 
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 復興 道筋

  



 二重苦 人口減高齢化 需要減 生産年 
齢人口減少 供給減  解消 

 元住民 帰還 促    帰還条件 

 合  雇用 充実  施設 経済的優遇

 策 見 目  住     環境   

 他   移住 促進    特区 設 

 定 優遇策   企業 研究施設 学校

  誘致 
  



福島県 人口   年齢構成 変化

  



  



  地域 適  産業創造 集積

         廃炉関連 再生可能     関連  

    研究 製造 首都圏  送電線 活用 廃炉関連

     雇用 資材供給元 地元     

  財源 確保

    廃炉交付金 核燃料税 固定資産税 事業税  

  浜通  双葉郡各自治体 協力体制

   合併 視野 重複排除 県 役割
  



終

  


