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単独世帯の強制避難者の語りから読み解く福島原発事故の「被害」 
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福島原発事故の被災地ではいまだに原子力緊急事態宣言が解除されていない．持続可能な暮らしを営んでいた地域から

突然の避難を余儀なくされた避難者たちは依然として有事下に置かれている．本稿では，一人の単独世帯の女性避難者

の語りを通して，原発事故の「被害」のある側面を考察する． 11 年という年月の経過において，国・東電，私たち

の社会は避難者たちが語る声を聞いてきたのか．もし，彼らが語ったことをしっかりと聞き取ることができるなら，避

難者の立場は変わることができるだろう．避難者をけっして社会の周縁へ追いやってはならない．  
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1．はじめに 

福島原発事故から 11 年が経過した現在，被

災地ではいまだに原子力緊急事態宣言１）が解か

れていない．この有事下において，被災地 12

市町村では，除染施策の加速化によって避難指

示区域は順々と解除されて，帰還が進んでいる． 

原発立地地域の双葉町は全町民が避難している

現況であるが，1 月 20 日には自宅で寝泊まりで

きる準備宿泊が開始され，11 世帯が申請してい

る．2022 年 6 月には駅周辺の一部地域における

帰還を目指している２）．  

双葉町の町民たちは，福島県内の川俣町や猪

苗代町などへ分散避難したほか，全人口の 19%

に相当する 1200 人が集団で埼玉県加須市の旧

騎西高校に避難するという特異な経験をした．

そこでは 2011 年 3 月末から 2013 年 12 月まで，

臨時の町役場機能も「双葉町埼玉支所」として

設置された．  

避難者関連の先行研究は，避難指示区域外か

らの自主避難者，とりわけ，母子避難に焦点を

当てた論考や証言集（堀川 2017），ルポルター

ジュ（吉田 2016），当事者自身による体験記

（森松  2013）など多数出版されている．一方，

避難指示区域内から突然に避難を余儀なくされ

た強制避難者に関する論考はさほど多くはない

が，研究者と飯館村からの強制避難者との共同

作業によるモノグラフ（トム・ギル，庄司正彦

2019）などがある．本稿で取り上げる主体は，

集団避難生活を経験した強制避難者のなかのひ

とりの単独世帯の女性である．  

スピルヴァグ（1998）は，著書『サバルタン

は語ることができるか』のなかで，サバルタン

(権力構造から社会的，政治的，地理的に阻害さ

れた人びと)が，彼女自身の声を聞いてもらえる

ことがあれば，そのときには彼女のサバルタン

としての地位は完全に変わってしまう，もはや

サバルタンではなくなっているとの論理的関係

性を示唆している．原発避難者をこの関係性に

当てはめてみれば，原発災害の強制避難者はな

にを語っているのか，その声に耳を傾ける必要

がある．本稿では，単独世帯の強制避難生活の

実態を一人の女性の語りから読み解くことに

よってうかびあがる原発災害の「被害」のある

側面を考察する３）．  

2．避難者と賠償金 

原発被災者に対するわが国の施策は，除染と

賠償金を主とするものである．  
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被災者に対する賠償金は，原子力損害の賠償

に関する法律（原賠法）に基づいて設定されて

いる．賠償手続きには次の 3 つがある．①東電

への直接請求，②ADR 申し立て，③裁判所ヘの

訴訟提起．文部科学省の原子力損害賠償審査会

（原賠審）は，2011 年 8 月に賠償基準を示し，

その後 2013 年 12 月までに 4 回の追補が加わっ

たものの賠償額の見直しはされなかった．  

原発事故の被災者への賠償には財物補償と精

神的損害に対するものがある４）．精神的損害に

対しては，避難指示区域と区域外の避難者に対

するものには格差があった．避難指示区域の避

難者に対しては月額一人当たり 10 万円が支払

われたが，区域外からの避難者には一括で 12

万円，白河地域では 4 万円，妊婦や 18 歳未満

の子どもに対しては増額が支払われ，会津地方

の住民は対象外となった．下記の賠償金は主に

避難指示が出された区域の避難者に対して該当

する．  

実費として，避難・帰還のための交通費や

引っ越し費用，一時帰宅費用，離れて避難した

家族への面会交通費，避難先の住居の家賃など

が請求できた．これらの実費は避難指示が解除

されるに伴って打ち切られ，原則として 2018

年 3 月に終了となったが，現在も避難指示が継

続している区域への一時帰宅費用，県民健康調

査による健康診断，放射線検査を受診した際の

移動費用は継続している．  

就労不能損害として，避難指示区域内に生活

拠点や勤務先があった場合には，得られたであ

ろう収入分が賠償されるが，対象期間は限られ

ていた．大熊町，双葉町の避難者に対しては

2016 年 2 月分まで延長された．  

生命・身体的損害に対するものとして，避難

を余儀なくされたことによる病気，持病の悪化

などに対して，医療費，入通院の慰謝料，これ

らの原因で就労不能損害に対しても支払われて

いる．  

早期帰還に対しては，避難指示解除準備区域

と居住制限区域のうち，事故後 4 年以内に避難

指示が解除された区域で，1 年以内に帰還した

人を対象に避難解除後，しばらくは生活上の不

便を伴うことから一人当たりの追加賠償が支払

われている．  

財物賠償は，宅地・建物・借地権，住宅確保

費用，田畑，宅地田畑以外の土地，家財，墓石，

償却資産・棚卸資産と多岐にわたっている．  

また，避難のために管理ができなくなった住

宅の補修・清掃費用も一定額支払われるほか，

実費で東電が妥当と認める範囲の金額での賠償

もある．  

強制避難による休業や営業損害に対しては，

休業賠償，事業再開後の営業損害賠償，事業継

続・再開に伴う追加的費用の賠償，農林水産業

などの出荷制限に伴う休業・営業賠償，県内全

域を対象とする風評被害の賠償，間接被害の賠

償，放射性物質の検査費用などがある．  

原発賠償金は，このように多種にわたってい

るが，そのスキームは家族世帯を念頭に置いて

いるかのように思われる。家族世帯人数，被災

地での生業，土地所有の有無によって受け取る

額に格差が生じるのは言うまでもない．たとえ

ば，世帯の構成員が 3 世代にわたり，農業を営

んでいた強制避難者は避難先で自宅を購入し，

AI を導入したハウス農業を始めることも可能で

あろうし，東京都内に避難していた元旅館経営

者は，都内にマンションを 2 か所も購入できた

という事例もある．帰還した避難者の中には，

避難先で家を新築しても元の自宅を改装し，土

地を管理しながら 2 か所を行き来している． 

おなじ町内においても，避難指示があった地域

となかった地域の境界線によってさまざまな確

執が生じた．  

打ち切り問題 

原発事故の賠償を定めた特例法は「損害を

知った時から 10 年」で時効によって請求権が

失われると規定している．時効成立の時期は個

別によって異なり，避難による精神的損害につ

いては，「損害が日々発生しているので，避難

が続く間は起算点が毎日更新されていくという

考え方もある」と文科省の賠償制度担当者の言

質を紹介しているメディアもある５）．  

2014 年時点での東電の 3 つの賠償姿勢には，

①最後の一人まで賠償貫徹，②迅速かつきめ細

やかな賠償の徹底，③和解案の尊重，と提言し

ている．仮に、最後の一人が新しい生活を迎え

ることができるまで賠償を貫徹する方針ならば，
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時効成立を主張しないと思われるが，ADR の申

し立てに関する姿勢を見ると 2018 年以降は手

続きの打ち切りが続いている．このことをして

も信ぴょう性には欠けるとする弁護士の意見も

ある．日本弁護士連合会は 2020 年 3 月に時効

を 10 年延長するように求める意見書を公表し

たが，政府も国会も法改正に向けた具体的な動

きはない．  

3．単独世帯の強制避難者の暮らし 

以上の賠償金を鑑みれば，被災地において非

正規雇用の給与所得者で賃貸住宅に住んでいた

単独世帯の強制避難者たちに対する賠償金は，

おそらく精神的慰謝料の月額 10 万円のみとい

うことになるだろう．この金額で首都圏内で生

活を立て直しすることは厳しい状況であると言

わざるを得ない．  

私は，原発災害からおおよそ 5 年後の 2016

年 2 月に A さんへの聞き取りを始めた．初回は，

彼女の自宅に招かれて，2 時間半ほどの音声レ

コーダ―を回しながら，避難の経緯から現在の

心境や，信条なりを吐露してくれた．ある程度

自分を客観的に語ることができたのは，おそら

く，震災からある程度の時間が経過したからで

あろうか．朴訥と語る A さんは，当時 40 代後

半だった．避難は 3，4 回にも及び，埼玉スー

パーアリーナから最終的に埼玉県加須市の集団

移転先に落ち着いた．２年半ほどの避難生活を

送った彼女は，そこでの暮らしを「かごの鳥」

だったと表現する．「お弁当をあてがわれて，

日常できていたことができなくなるわけだし，

（中略）調理室とかあったのに使わせてくれな

い，借りているものだから，何もできない．役

場は非常事態のときに町民の側に立たないで，

役所的にやっては困る，町民は行くところがな

いのだから．（中略）イベントの炊き出しなん

かは見世物じゃないんだ，普段着のどうでもい

い恰好をして，ダーッと並んで，みじめな感じ

だった」．多くのメディアはこの避難所の様子

を頻繁にとりあげた．多くのボランティア団体

も支援に入った．避難者たちを勇気づけるかの

ような自衛隊による演奏，映像作家たちによる

撮影など，ときには支援する側の憐れむかのよ

うな目線や被写体として扱われることの屈辱感

を味わいながらも暮らしていたのだろう．「普

通に進む状態じゃないから，どこへ行くのか，

どこへ行けるのかわからない」．なぜ，普通に

進めないのか．彼女自身が感じていた「かごの

鳥」のような暮らし，集団避難生活が及ぼした

弊害に起因しているのではないだろうか．家族

で避難した人たちは子供たちの教育や環境を考

えて，早めに避難所を出て次へ進んだという．  

「一人だと宙ぶらりんで，さて，どこに，ど

こってないのだ．どこで生きていくか，年齢も

年齢だし，なんかやれるといっても，たいした

ものをやれるわけではない．突然に切られてき

た状態だから，自主的にどこに住むというわけ

で埼玉県に来たわけではないし，一人だから

ね」．気力を削がれたかのような自分を客観的

に見つめる彼女自身の姿がある．精神的に立ち

直れる「やる気」を自分で醸成するには，それ

相応の時間がかかることは確かであろう．  

持続可能な暮らしの崩壊 

A さんの双葉町での暮らしは，母親の近くに

アパートを借りていたし，親族も近くにいたと

いう平穏なものだったことが語る表情からもう

かがえた．仕事の合間に気功を習ったりしてい

たし，その仲間たちと上海旅行などをして楽し

かった思い出もあったという．時折，母親の農

業を手伝ったりしていた．具合が悪くなれば看

病にも行った．借家住まいでも，非正規雇用の

仕事でも，近隣の人たちとのつながりを保ちな

がら，相互依存の関係性のなかで持続可能な暮

らしを営んでいたのだ．  

突然の避難を強いられ、2 年半に及ぶ集団避

難生活の後，彼女は雇用促進住宅で避難生活を

始めた．  

「一人で避難してきて，なんか精神的に動け

る状態にはなれなくて，気力がなくなっている．

自分でも甘えているんだろなぁとは思うけど，

これが今の状態だ」と言う．それでも団地の役

員とか，避難者関連のイベントに行って手伝っ

たりしている．私が彼女を知ったきっかけは，

そんな広域避難者の集いの会場で，出店の留守

をあずかっていたときだった．「避難者関連の

イベントには行くけれど，みんなそれぞれだか

ら，自分の道を行くしかないんだろうけど」．  
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あるとき，避難者たちが中心になって原発作

業員の話を聞く会を開催した．地元の活動家か

らは，そういうイベントをこれからもやってほ

しいと言われた．「でも，勉強不足だし，地元

の人たちとコミュニケーションをとるために出

かけている」と言っている．  

この暮らしを立て直すために，精神的慰謝料

だけで，東京近郊で暮らすことは容易ではない．

被災地で長年にわたり培ったソーシャルキャピ

タル（社会関係資本）を崩壊してしまったこと

に対する賠償金は含まれていない．また，ふる

さとのコミュニティの喪失，あきらめから発生

する無力感など，10 年間以上もそのような状態

に置き去りにしたことを自己責任論に集約して

しまうことは許されない．彼女は，この事故の

責任を東電や国に対して問うことはしないと言

う．自分の権利を主張する気力がわいてこない

と語る．「裁判をしてまで自分の権利，生活圏

の補償を求めて戦う気はしない」．しかしなが

ら，国への批判や町の行政に対しては，「国が

集団移住を提示してもよかったと思う．うやむ

やにしてしまったと思う．国や東電に責任を

取ってもらいたいということはあります．実際

には，なんか一方通行な感じで，気力ですね，

それがない．（中略）きれいになったら，双葉

に帰りたい．でもそれはいつになるかわからな

い．双葉町以外なら，福島県にこだわることも

ないから，今の居場所でいい．土地の選定も難

しいからね，浮遊している状態で．ばかみた

い」と自虐的に語る．母親が元気なうちは福島

県に戻ってもいいかと思っていたが，震災後の

2 年あまりで亡くなったという．「母が農業を続

けていれば，それも手伝うこともできたと思う

けど，それもないから．結局，放射能のリスク

も考えるとここで生きていくしかないだろうと

思う」と語っているものの，避難先の土地に馴

染む難しさをどう克服していくのか．  

4．避難先で築く人間関係 

「土地柄的によそ者だし，遠慮もある．地元

の人びとは何考えてんだかわからないって思っ

ているだろうし」．それでも，自立の道を歩み

始めようとパソコンを習い始めた．その後，

2018 年からは週 3 回学童保育で補助的な仕事を

している．  

被災地で培ってきた人間関係を突然に断ち切

られて，まったく見知らぬ土地での避難生活，

受動的な暮らしと，自分の意志で行動に移した

自主避難者たちとの比較をする．彼女たちは前

向きに生きていると言う．「子どものこととか

考えて，国とか信用できないから，自分たちで

考えて放射能のことを勉強している人もいる．

保護者は子供を安全な場所にと思うのは当然だ，

私が母親だったらそうするだろう」．  

新天地で新しく人間関係を築くには時間を要

するだろう．すべてを一からやり直す必要があ

る．長引く避難生活の影響によって気力をなく

した避難者たちは，何をよりどころにして生き

ているのか．時間がたてばたつほど支援活動は

徐々に減っているという状況の中で、当事者自

身も何らかの行動を起こすことも必要であろう． 

彼女にとっての賠償金は，「一人頭いくらで

もらっているけど，もらえるだけで良しとしな

きゃならない．こういう状況になった人を外か

ら見る人の目は厳しいと思う．甘えてんじゃ

ねーよと言われれば，第三者の目から見るとそ

うなるだろうし，また自分自身もそう見なくて

はならないと思う」．甘えは許されないと自分

で理解してもなかなか動くことができない自分

にもどかしさを感じているのは彼女だけではな

いだろう．  

A さんは週 3 日の学童保育の補助要員として

働くほかに，昨年から児童養護施設で 10 時か

ら翌朝６時までの夜勤の仕事をしている．この

施設での賃金はまっとうな夜勤手当がつくとい

うにはとてつもなくほど遠く，こういうブラッ

ク企業もあるのかと思い知らされた感じがした

と言う．「毎月の水道光熱費に充てるぐらいの

額にしかならない．特段のスキルもないから仕

方がないし，介護職の資格をもってはいるが，

経験が不足しているため，賃金はとても低いの

だから」．  

最近，双葉の仲間たち 10 人で野菜作りをし

ている．彼らといろいろ情報を交換しているが，

見通しは暗い．今は住宅支援があるからまだ生

活ができるが，実際のところこの支援はいつま

で続くのかはっきりとわからないので，計画的

に動くことができないでいる．  
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「これからどう生きていくのか，なるように

しかならない．政府の施策はすべて後付けで，

五月雨式であり，前もっての計画が立てにく

かったこともある」と最近の電話で話していた． 

双葉町では，6 月予定の特定復興再生拠点区

域の避難指示解除に向けた取組が進んでいるが，

拠点以外での除染が具体的には進んでいない．

準備宿泊の対象は復興拠点と駅周辺の地域の解

除済の地域である．水道・電気などのインフラ

は整ったが，その他のインフラが整備するのは

まだ先のことが見込まれる．  

2021 年 9 月の双葉町住民意向調査６）（回答者

数 1,494 世帯，回収率 47.8%）によれば，全体

で「戻りたいと考えている (将来的な希望も含

む )」は 11.3%，「まだ判断がつかない」は

24.8%, 「戻らないと決めている」は 60.5%，こ

の数字からも前年度の数値と多少の差はあって

も，戻らないと決めている住民は 6 割を占めて

いるのが現実だ．特に子育て世代の 30 歳から

39 歳の層が 71.3%と最も多い．帰還するにして

も家族一部での世帯が 43.2%で最も多い．戻ら

ないと決めている理由は，水道水などの生活用

水 , 原発の安全性 , 放射線量が低下しない，中

間貯蔵施設などすべて「安全性」への不安であ

る．  

昨年，A さんは，住んでいたアパートの取り

壊しが始まるということを知って，久しぶりに

双葉町へ行った．「キツネに出くわして，じっ

とこちらを見ていたので，見返してやった． 

部屋のなかは，小動物が入った形跡もあり，め

ちゃくちゃだった」と言う．町には「靄」がか

かっていると語ったのは印象的である．  

5．おわりに 

私が聞き取りをした避難者たちは口をそろえ

て言っていた，「2，3 日で戻れると思って避難

した」と．まもなく原発事故から 11 年になろ

うとしている．  A さんは，まだ落ち着かない

状態で暮らしている．彼女が住んでいる雇用促

進住宅も，現在，経営管理は民間に委託され，

最近は外国人労働者が増えてきたという．さま

ざまな変化の中で，変わらないのは見通しの立

たない暮らしだと言っている．双葉町には戻る

こともないし，福島県に戻ることもない．東電

の掲げる 3 つの誓いの一つ「①最後の一人まで

賠償貫徹：2013 年に成立した消滅時効特例法の

趣旨を踏まえるとともに，最後の一人が新しい

生活を迎えることができるまで，被害者の方々

に寄り添い賠償を貫徹する」．この誓いが机上

の空論に終わることなく，実効性のあることを

私たちは監視する必要がある．  

土地家屋を所有していなかった単独世帯の避

難者は，社会の周縁に追いやられかねない．ス

ピルヴァグが論じるように，避難者が語る声を

社会全体が聞き取ることによって，彼らは避難

者でなくなるのだろう．持続可能なケアシステ

ムの構築へ向けて社会全体が知恵を出し合う必

要がある．賠償金「中間指針」の見直し，自立

を促すためのリカレント教育や職業訓練へ公的

資金援助が望まれる．  

註  
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