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序論 

 本報告の目的は、2011 年 3 月の東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故

による避難者に対する日本政府の支援政策を、規範的政策分析（normative policy analysis）

の方法を用いて分析・評価することにある。 

 震災および原発事故による避難者は発災直後で 47 万人に上り、福島県からの避難者はピ

ーク時で 16 万人を超えていたとされる（復興庁 2020b）。災害により被災者が被災地を離れ

て他地域への避難を余儀なくされる域外避難のうち、避難者が全国的に散らばる広域避難

が生じた点で、国内では 1995 年の阪神・淡路大震災と 2000 年の三宅島噴火災害に続く例

であるが、その規模の大きさは著しい。現在も 4 万人以上の避難者がいることに加え、今後

も大規模災害の発生は避けがたい以上、政策の検証により被災者・避難者への適切な支援の

仕組みを整えていくことは重要な課題である。また、今次の原発災害は地震・津波という天

災と原発事故という人災が連続するかたちで生じた複合災害であり、福島第一原発から放

出された放射性物質による広範囲の環境汚染とそれに続く広域避難は、公害の側面を持つ。

人間の生命や健康だけでなく、地域の生業、生活環境、コミュニティ、生態系にも及んだ根

本的かつ多面的な被害は、過去の公害と共通しており、その影響は今後も長く残りつづける

だろう（除本 2016; 2018）。被害住民への支援は持続的に取り組むべき課題であり、事故か

ら 9 年以上が経過した現在でも、支援のあり方を再考することは欠かせない。したがって原

発避難者支援政策の検証は、一般的な政策課題への取り組みにとっても、今なお続く被災

者・避難者の苦しみへの適切な対処にとっても、極めて重要だと考えられる。 

 そこで本報告では、国による復興政策のうち、原発災害に伴う避難者に対する支援の面に

焦点を当て、規範的政策分析を施すことで検証の一助としたい。復興政策に関する研究は、

経済学者による分析・評価（齊藤 2015; 除本 2018）を中心として数多くあるが、政治理論・

政治哲学の分野からアプローチした研究はごく少数にとどまる（松尾 2018）。しかし、政治

理論・政治哲学の知見を公共政策に活かそうとする研究潮流は近年強まっており（Wolff 

2011; 佐野 2013; 松元 2015; 2016; Lever and Poama 2018）、復興政策に関しても今後研究が

発展する余地は大いに残されている。本報告はその予備的作業にあたる。以下では、まず規

範的政策分析の観点と方法を明らかにする。次に、分析の対象となる避難者支援政策の概要
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と現時点での帰結を整理する。その上で分析と評価を行い、最後に結論をまとめたい。 

 

1 規範的政策分析の観点と方法 

 

1.1 費用便益分析と熟議型政策分析 

 規範的政策分析に関する検討に先立ち、政策分析・政策評価に用いられる他の手法につい

て簡単に触れておこう。実証主義的な分析手法として最も一般的に用いられているのは、経

済学に基礎を持つ費用便益分析である。費用便益分析は、プロジェクトが社会にもたらす便

益とプロジェクトにかかる費用を算出することで、政策の効率性を測ろうとする。便益と費

用には多様なものが含まれうるが、いずれも原則として貨幣価値へと換算される。このよう

に汎用性の高い費用便益分析は、政策を作成・評価する上で極めて重要な手法である。ただ

し実際的に言えば、便益および費用にかかわる情報の不足や認知の歪みが適切な分析を阻

むかもしれないし、動物の保護や人間の尊厳のように、金銭への換算や定量化が難しい便益

もある（Sunstein 2014）。さらに、何を便益や費用として捉えるかについては、行政側と住民

側で対立が生じるなど、アクター間で認識の一致に至らないことが多い（長峯 2013）。 

 したがってポスト実証主義的な立場は、費用便益分析の限界を指摘して、より「解釈的

（interpretative）」な政策分析手法を探究してきた。何を便益や費用として考慮すべきかをめ

ぐる論争性に明らかなように、あらゆる人びとには情報・知識・認識の不足や偏りがあり、

科学的な見地から助言を行う専門家も例外ではない。むしろ一般市民が持つ情報や経験的

な知識が重要な場合もあるだろう。また、ある分野の専門家間では概ね「正しい」とされる

知見や望ましいとされる選択が、一般の市民にとっては受容しがたいものであるかもしれ

ない。さらに、多くの問題では専門家間にも意見の対立が見られる。それにもかかわらず特

定分野の一部の専門家が政策決定を実質的に主導するならば、決定の民主的正統性だけで

なく有効性（政策の質や社会的受容可能性）も損なわれることになりやすい。 

 そこで、専門家の理論的・技術的知識に一般市民が有する「普通の知識」（経験的・暗黙

的知識）を加えながら政策を検討・作成する手法として、「参加型政策分析（participatory policy 

analysis）」が提唱・実践されてきた（deLeon 1990; Durning 1993; 秋吉 2002; 2017）。政策過

程に市民を参加させることは、民主的正統性の向上に資すると同時に、情報や知識の偏りを

補って政策の質を高め、合意可能性や社会的受容可能性も上昇させると考えられる。さまざ

まなミニ・パブリックスの試みが参加型政策分析と捉えられてきたが、より近年では、同様

または類似の実践が「熟議型政策分析（deliberative policy analysis）」として位置づけられる

ことが増えている（Hajer and Wagenaar 2003; Fischer 2006; Dryzek 2016; Li 2019）。熟議型政策

分析は、現代の複雑な社会においては専門家に依拠した政策決定が以前ほど有効でなくな

ったとの理解から、政策がもたらす不確実な影響に対処する戦略として熟議を提示し、政策

分析を公共圏における協働へと基づかせようとする。市民や主要なステークホルダーを包

摂した熟議は、やはり民主的正統性を高めると同時に、参加者の学習、相互理解、差異の尊
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重、合意形成などを促進して、政策をより効果的にすると考えられている。 

 費用便益分析のような実証主義的分析手法と参加型政策分析・熟議型政策分析は両立可

能だが、分析者・専門家に期待される役割が異なっている。費用便益分析における分析者や、

たとえば公衆衛生学のような特定分野の専門家が分析・助言を示す際の役割は、基本的に価

値判断から離れた技術的・科学的観点から政策の作成・決定・評価に必要な知識を提供する

こと（科学的正当化）にとどまると考えられやすい1。これに対して、参加型政策分析・熟

議型政策分析における分析者・専門家は、必ずしも価値中立的な立場でも特権的な助言者の

立場でもない。むしろ市民がエリートと議論することを助けたり、ファシリテーターとなっ

たり、自らも意見を述べたり、参加者の対立を調停したりする、一人の積極的な関与者とし

ての役割が求められるのである。その上で分析者は、自身も関与・参加した熟議過程（の観

察・分析）から得られた何らかの知見を政策に反映しようとすることができる（Li 2019）。 

 

1.2 規範的政策分析の位置づけ 

 費用便益分析や諸科学の専門家による助言、参加型政策分析や熟議型政策分析は、いずれ

も重要である。だが、これらの手法においては、哲学者や倫理学者、規範理論家が占めるべ

き位置が欠けているか、曖昧である。規範的政策研究、すなわち公共政策学における価値や

規範の研究、あるいは政治理論・政治哲学と公共政策を結びつける試みは、既に一定の蓄積

を有しており（足立 1991; 佐野 2010; Goodin 1982; Wolff 2011; 松元 2015）、その重要性は

広く認められている。政策目的の設定においては「価値志向・規範志向を伴ったある種の理

念」が前提にされるため、「公共政策が価値や規範の問題と切り離せないことは、ほとんど

自明のこと」である（伊藤 2013: 20）。そして、このような理念が人によって異なるという

事実が、公共政策をめぐる対立の大きな要因となる。したがって政策論争を実り多いものと

するには、「政策の適否、適切さの程度にかかわる広く共有された一般的評価基準」、「様々

な政策を正当化したり批判しようというとき多くの人々が無意識のうちに依拠するような

原則」としての「政策原理」に適切な定式化を与えて、政策諸原理が指示する事柄について

の共通理解を生み出すことが重要になる（足立 1991: 58, 62）。ここから、政策過程の諸アク

ターが依拠している原理を明らかにし、政策に統一性を与える「道徳の羅針盤」としての役

割が政治理論・政治哲学に期待される（伊藤 2013: 23）。 

 したがって規範的政策研究は、さまざまなかたちで市民と政策決定者を助ける役割を担

える（Swift and White 2008; Robert and Zeckhauser 2011; Howard 2018; 佐野 2010; 2013; 松元 

2016）。理論家は自らが正しいと考える特定の立場を擁護することもできるが、それだけで

なく、価値や規範にかかわる概念の意味を明確化したり、意見の不一致をもたらす価値の相

違を浮かび上がらせたり、諸価値間の目的手段関係から優先順位を示したりすることで、さ

                                                        
1 実際には、個々人ではなく社会の観点から便益の最大化を基準とする費用便益分析は功利主

義という特定の規範に依拠しており、功利主義内部の論争性に直面せざるをえないと同時に、

功利主義と衝突する規範を考慮しにくい特徴を持っている（松元 2015: 158–159）。 
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まざまな言説を整理して選択に役立つメニューをつくることができるし、言説や論拠の洗

練を促したり、特定の立場が理に適った競争者として扱うに値しないことを明らかにした

りできる。これらの貢献は、政策論議における無用な混乱や対立を取り除き、立場の異なる

人びとが合意できる基盤をつくり出し、意思決定を手助けすることにもつながる。具体的な

政策課題を対象とする規範的政策分析は、政策立案段階において、どのような政策目的を設

定し、いかなる観点から政策を立案すべきかを示すことができるし、政策評価段階において、

原理・原則の観点からの分析・評価を施すこともできるだろう（佐野 2013）。 

 

1.3 応用政治哲学と関与政治哲学 

 規範的政策研究のあり方をめぐっては、複数の異なる方向性も見られる。松元雅和は、定

式化・正当化された規範原理を適用して実際の価値判断を導く応用研究を「応用政治哲学」

と呼ぶ（松元 2015）。ジョナサン・ウルフもまた、道徳理論または政治理論を「応用する」

こと、すなわち社会政策および公共政策に「哲学的基礎」を与えることによって現実世界の

問題を解決する方法を見つけようとする対処を、「応用哲学」アプローチと位置づけている

（Wolff 2018）。典型的には、J. ロールズによる正義の理論に沿った姿へと諸制度を近づけ

るよう求める立場がこれにあたる。しかしウルフが見るところ、理論と政策の結びつきを詳

細に論じて具体的な政策提言に進むような業績は多くない2。 

 ウルフによれば、応用（政治）哲学は多くの課題を抱えている（Wolff 2018）。特定の原理

に基づいて政策を正当化する場合には、政策過程において市民が理解・納得できるような説

明を行わなければならないが、多くの場合には哲学者の間でも論争がある。また、原理が要

請する内容には幅があったり多様な解釈が可能であったりするため、同じ原理の支持者同

士でも政策については一致が得られないかもしれない。そもそも政策は単一の価値や簡明

な原理から直接に導かれるものではなく、理論には盲点がつきものであるし、理論の部分的

な実現が何もしないより悪い結果をもたらす可能性さえある。ウルフは、応用哲学アプロー

チの想定では政策過程における哲学者の役割が特有で特権的ですらあるが、これは「神話」

だと切って捨てる。彼が応用哲学とは異なる方法論として持ち出す「関与哲学（engaged 

philosophy）」においては、哲学者は定義や整理、バランス、評価などの仕事を担い、その影

響も確かなものではない3。関与哲学アプローチでは、応用哲学が政策に与えようとする意

味での哲学的基礎などは存在しないとされ、公的な関心を集めている課題について、その重

                                                        
2 この点については佐野亘も、応用倫理学や政治哲学の一部が実際の問題に取り組もうとする

姿勢は評価されるべきとしつつ、それらは一般的・理論的な問題に議論を還元してしまう傾向

が強く、どちらかといえば抽象的な理論の理解のために具体的な事例を材料にしていることが

多いと指摘する。しかし佐野の考えでは、規範的政策分析は単なる規範理論研究の応用にとど

まらず、実際の政策過程において「役に立つ」ものでなければならない（佐野 2013: 72–73）。 
3 ウルフは言及していないが、マイケル・ウォルツァーは「哲学とデモクラシー」と題する論

文で「関与する哲学者（engaged philosopher）」に触れている（Walzer 1981: 396）。なお、佐野は

規範的政策分析の社会的受容可能性を重視する文脈でウォルツァーの名を挙げている（佐野 

2013: 74）。関連するウォルツァーによるロールズ批判は、松元（2015: 6 章）に詳しい。 
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要性を検討したり、争点や立場、論拠、価値を明確化したり、認識されていない問題を提起

したり、不一致をもたらす理由を明らかにしたり、共通して受け容れられている点を整理し

て論争をリフレーミングしたりすることで合意を図り、政策提言に結びつけようとする。 

 さて、ウルフが主張するような応用政治哲学と関与政治哲学の違いを、どのように考えれ

ばよいだろうか。A. ポーマは、「倫理と公共政策（Ethics and Public Policy: EPP）」の分野に

おけるアプローチを「応用型（applied）」と「建設型（constructive）」に区分した上で、両者

を対立的に捉えるべきではないとする（Poama 2018）4。応用型 EPP は、道徳的不合意を基

礎となる倫理学説（ethical theory）の定式化によって接近されるべき現象と見て、EPP は依

拠する学説（功利主義や義務論、徳倫理など）に左右されると考える。応用型 EPP は主た

る関心を理論に置き、現実を理論に近づけること、あるいは実践から生じる異論に対処して

理論を洗練させることを重視している。これに対して建設型 EPP は、現実を変化させるこ

とに関心を向け、不合意を解決するよりも調整（regulate）しようと試みる。必ずしも特定の

倫理学説に依拠することなく、政策的な事柄について相争う道徳的見解を調停するような

実践的解決策を求める。学説間の甚だしい不合意を前提に、深刻な道徳的問いの解決を目指

すのではなく、政策を可能な限り道徳的に改善し、倫理的に正当化可能な政策をつくり出そ

うとするのである。ポーマによれば、応用型 EPP と建設型 EPP は各々の働きによって EPP

全体を発展させうるし、互いの研究に間接的な貢献を為しうる。松元もまた、哲学者による

真理の探究（哲学的正当化）が短期的には役立たないとしても長期的に人びとの意見を変え

ることは可能としつつ（松元 2015: 188–189）、同時に規範的政策研究が「処方的知識」を提

供すると述べており（松元 2016: 22）、2 つのアプローチが両立する可能性を認めている。 

 

1.4 正統性を支える価値 

 （非功利主義的な）規範的観点からの評価は費用便益分析による評価と必ずしも一致しな

い（総体的な便益が費用を上回る場合でも倫理的に望ましくない選択がある）し、市民によ

る民主的選択とも一致しない場合がある。学術的な知見が市民の多数派が抱く選好と対立

するケースは分野を問わず生じうる。C. R. サンスティーンが費用便益分析について述べる

ように、民主的社会の構成員は費用が便益を上回ることを厭わない場合があるかもしれな

いが、その際も費用便益分析が提供する情報に接した後で選択が行われるべきである。そし

て、もし予想される便益に見合わないほど大きな費用を要する政策を進めようとするなら、

その理由を政策決定者は説明しなければならない（Sunstein 2005: 130）。同様に、市民は政

策の規範的な望ましさに関する情報にアクセスできるべきであり、規範的に望ましくない

とされる政策を選んだ政策決定者は、その理由を説明しなければならないだろう。 

                                                        
4 ポーマはそれぞれの立場に分類可能な論者を多数挙げているが、著名なところでは P. シンガ

ーや R. グッディンが応用型 EPP、前述のウルフが建設型 EPP の立場だとされる（Poama 

2018）。佐野が描き出す規範的政策分析の特徴も、建設型 EPP に当てはまると考えられる（佐

野 2013: 73）。 
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 むろん他分野の専門家と同様に哲学者・理論家にも知識・情報の偏りがあるため、規範的

政策分析の知見が無条件に民主政治より優越してよいとは考えられない。応用型 EPP にお

ける哲学者・理論家の役割は実証主義的な政策分析における科学者と相似的であり、応用哲

学アプローチに非政治的な専門家支配への志向性が見出されやすいことに不思議はない。

哲学者・理論家が正しい政策を決められるなら民主政治は必要ないのであり、科学的な「正

しさ」と同様に道徳的な「正しさ」も論争的でありつづける以上、むしろ専門家の特権性を

否定して幅広い市民による合意（政治的正当化）を重視しようとする点で、建設型 EPP は

ポスト実証主義的な政策分析と重なる（cf. 松元 2015: 6 章）。したがって規範的政策分析は、

費用便益分析と同様に、独立して行われるだけでなく参加型政策分析・熟議型政策分析と組

み合わせることにより、高い民主的正統性や有効性を持ちうるだろう。 

 しかしながら、科学的正当化や哲学的正当化が政治的正当化に優越できるわけでないこ

とは確かでも、政治的正当化を最上位に置いてしまうなら、現在の目から見て明らかに不正

であり、実際に廃されてきた奴隷制のような制度も、当時の幅広い市民に支持されていたか

ら正しかったことになる（松元 2015: 186–188）。この点で、短期的な政策論争への介入にお

いて社会的受容可能性があること、より多くの人びとから支持を期待できることを重視す

るウルフのようなアプローチは（Wolff 2011）、過度に現実妥協的となりうる。マジョリティ

の直観や民主政治の選択に追随するばかりなら、社会が向かうべき望ましい方向性を示す

規範理論の役割は果たせなくなってしまう（松元 2015: 141）。関与政治哲学が民主政治によ

る決定を所与とするわけではなく、現実への批判を為しうるとすれば、それはなぜなのか。

建設型 EPP は、価値の多元性を前提に、異なる理由に基づくにせよ幅広い人びとが受容・

合意できることを重視し、その観点からの分析や調停を哲学者・理論家の仕事と見定めるが、

その場合にも、分析の基準や合意を促す根拠として想定される規範を明らかにする必要が

ある。この点でポーマは、建設型 EPP が道徳的に論争的な政策を取り扱う政治の重視、と

りわけ民主的倫理（democratic ethics）の重視へと結び付くことを指摘する（Poama 2018）。

これは政治的正当化への盲目的服従を避ける道となりうる。しかし、そうだとすれば、道徳

的論争性にもかかわらず、私たちが合意や決定に向けて民主的倫理に依拠すべき理由を説

明しなければならない。 

 おそらくここで想起すべきは、ロールズが示した「公共的正当化」であろう（松元 2015: 

177–178）。公共的正当化は、異なる意見を持っていても互いに自由・平等であり、十分な推

論能力を持っていると考えられる人びとの間で行われる適切な推論に基づけば承認するこ

とが理に適っているような価値に訴える。この価値に関して想定される合意は、市民間で

「正しさ」についての意見が一致しない多元的な政治社会において行使される政治権力が、

それでも「正統性」を備えるための条件となる（松元 2015: 181–182）。つまり、自由で平等

な市民に政治権力への服従を要求するためには、権力行使の基本的な枠組みに対する理に

適った支持が期待できなければならない。道徳的な論争性ゆえに、政治権力の正統性を調達

するためには、異なる意見を持っていても共通して尊重すべきであるような価値、すなわち
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リベラルで民主的な価値に基づくことが求められる。この枠組みに則って安定的多数派が

認めた決定は、単なる政治的正当化とは異なり、哲学的正当化によって誤りだと判断されて

も正統性を持つ（松元 2015: 182–184）。逆に言えば、市民の基本的な諸権利を損なうなど、

理に適った支持を期待できないような状態で行使される権力は正統性を欠き、公共的正当

化の条件を満たさない。したがって規範的政策分析が民主政治の単なる従者にならないた

めには、民主政治の正統性を支えている価値、具体的には国際的な人権規範や立憲デモクラ

シー下の諸制度に表現されている価値を実現する観点から、政治的正当化を批判的に吟味

して公共的正当化へと近づける姿勢を持たなければならない。それこそが民主的倫理への

依拠であろう。以下では、こうした立場から原発避難者支援政策の分析と評価を試みる。 

 

2 事例：原発避難者支援政策 

 

2.1 原発災害・避難・復興政策 

 まず、原発災害による避難と政府による対応の流れを簡単に振り返っておこう5。2011 年

3 月 11 日、福島第一原発事故の発生を受け、政府は原発の半径 3km 圏内に避難指示、10km

圏内に屋内退避を指示した。翌 12 日には避難指示が 20km 圏内に拡大され、3 月 15 日には

20～30km 圏内に屋内退避の指示が出された。4 月 22 日、国は 20km 圏内を「警戒区域」に

設定し、原則立ち入り禁止とする。また、20～30km 圏の屋内退避指示を解除し、年間累積

線量が 20 ミリシーベルトに達する恐れのある「計画的避難区域」と、それ以外の「緊急時

避難準備区域」に再編した上で、計画的避難区域の住民は 5 月中に避難することとした。こ

うして大規模かつ長期にわたる広域避難が開始されていく。原発事故による環境汚染は県

境を越えて広がったため、東北・関東の他都県から避難した人も多くいる。避難の類型は、

①国や自治体から避難指示等が出された地域から福島県内外に避難した「強制避難」、②福

島県内で避難指示等が出されなかった地域から福島県内外に避難した「区域外避難」、③福

島県以外の地域から西日本などに避難した区域外避難の 3 つに大別される（除本／土井 

2015: 23–24）6。①と②は県内避難・県外避難どちらのケースもある。②と③は一般に「自

主避難」と呼ばれるケースである。福島県の避難者数がピークを迎えるのは 2012 年 6 月で

あり、強制避難でない場合は、各々の事情により避難を決断するまでに一定の時間を要した

ことがうかがわれる。 

 菅直人内閣は復興政策の作成にあたり、2011 年 4 月 11 日に東日本大震災復興構想会議を

設置した。6 月 20 日に東日本大震災復興基本法が成立し、6 月 25 日には復興構想会議が「復

                                                        
5 原発避難の経緯については除本／土井（2015）や山本（2017）を、避難の諸相に迫るものと

しては関西学院大学災害復興制度研究所ほか（2015）や原発災害・避難年表編集委員会

（2018）を参照。 
6 これらに加え、④事故以前から居住する地域にとどまって高い放射線量に不安を抱きながら

暮らすことを余儀なくされる「生活内避難」の類型を指摘する立場もある（山下ほか 2016: 

157）。 
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興への提言～悲惨のなかの希望～」を提出する。政府はこれを踏まえ、7 月 29 日に「東日

本大震災からの復興の基本方針」を策定した。復興の基本方針では復興期間は 2020 年度末

までの 10 年間とされ、最初の 5 年が「集中復興期間」と位置付けられた。12 月 16 日には

復興庁設置法が成立し、2012 年 2 月 10 日に復興政策の推進を担う時限組織として復興庁が

誕生した。2011 年 5 月末までには、東電が損害賠償責任を負うことや賠償を行うためのス

キームがつくられ（除本 2018; 齊藤 2015）、8 月 3 日に原子力損害賠償支援機構法が成立

して、翌 9 月に原子力損害賠償支援機構が設立される。損害賠償の範囲に関する判定指針

は、4 月 11 日に文部科学省に設置された原子力損害賠償紛争審査会が取りまとめることに

なる。その全体像は、8 月 5 日に策定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電

所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」で示された。8 月 26 日には除

染と汚染廃棄物処理の枠組みを定めた放射性物質汚染対処特措法が成立し、翌 27 日には菅

首相が福島県内での中間貯蔵施設の設置を県に打診した。放射性物質汚染対処特措法は、放

射線量が年 20mSV 以上の避難対象地域は「除染特別地域」として国が直轄で除染を行い、

放射線量が毎時 0.23 マイクロシーベルト（年 1mSV）以上の地域は「汚染状況重点調査地

域」として、自治体の責任で除染を実施すると定めた。 

 2011 年 12 月には野田佳彦首相が事故収束を宣言し、政府は避難指示区域の見直しと避難

指示解除に関する基本的な考え方を公表する。また、環境省が正式に中間貯蔵施設の設置を

福島県と双葉郡 8 市町村に申し入れている。避難指示区域の見直しは 2012 年 4 月から開始

され、年間積算線量 20mSV 以下の「避難指示解除準備区域」、年間 20mSV 超の「居住制限

区域」、年間 50mSV 超の「帰還困難区域」の 3 区域への再編が 2013 年 8 月までに完了する。

放射能汚染の程度によって区域が分けられていることから明らかなように、政府は比較的

汚染が少ないところから段階的に住民を戻していく方針を示したのである。2012 年 1 月 26

日に出された除染特別区域に関する工程表では、避難指示解除準備区域は 2012 年度末、居

住制限区域は 2013 年度末までに除染を終えるとした。避難指示の区域見直しと解除の方針

を示したことに伴い、政府は解除区域のインフラ整備と福島県の産業振興を柱とする福島

復興再生特別措置法を策定する。同法は 2012 年 3 月 31 日に成立し、7 月 13 日には同法に

基づく「福島復興再生基本方針」が閣議決定された。 

 野田首相は 2012 年 3 月 11 日の記者会見で、「周辺住民の皆様が帰還を完了し穏やかな暮

らしを取り戻すまで、原発事故との戦いは終わりません」と述べており、復興政策の目標は

避難者の帰還に据えられていた（齊藤 2015: 277）。また、同年 12 月の衆議院議員選挙で勝

利し政権の奪回を果たした自由民主党は、公約で復興の加速を掲げていた（齊藤 2015: 264–

265）。政府が 2013 年 3 月 7 日に策定した「早期帰還・定住プラン」では、帰還・定住加速

の基礎となる 6 つの取組として、①インフラの早期復旧、②災害廃棄物等の処理の着実な実

施、③除染・中間貯蔵施設の着実な進展、④安全・安心に向けた取り組み、⑤十分な予算の

確保と柔軟な執行、⑥賠償への丁寧かつ迅速な対応を、住民の生活再開にあたって取り組む

べき 3 つの重点分野として、①生活環境の整備、②産業振興・雇用の確保、③農林水産業の
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再開を挙げている（除本 2015）。 

 避難指示区域の見直しが完了した後の 2013 年 9 月 7 日、安倍晋三首相は国際オリンピッ

ク委員会の総会で招致演説を行い、東京オリンピック招致にあたって福島第一原発の状況

はコントロール下にあると宣言した。12 月 20 日には、廃炉および除染の加速化について検

討した自民党・公明党の提言書を受けた閣議決定で、福島復興の加速に向けて国が前面に出

るとして、事故収束・廃炉・賠償・除染などへの国費投入規模を大幅に拡大するとともに、

被曝線量を「空間」から「個人」に変更することで除染目標の実質的な緩和を図った。また、

帰還困難区域等について移住先で住居を確保するための賠償の追加などの支援を打ち出し、

帰還政策を部分的に転換した。この方針は、全員帰還を断念して帰還または移住の促進によ

る早期の「避難終了」を目指す性格を持っている（除本 2018）。 

 2015 年 6 月 12 日、避難指示解除準備区域と居住制限区域においては、遅くとも 2017 年

3 月までに避難指示を解除して帰還を可能にしていくことが閣議決定される。初めて避難指

示が解除されたのは 2014 年 4 月の田村市都路地区であり、その後、2017 年 4 月 1 日までに

帰還困難区域を除くほぼすべての地域で避難指示が解除された（図 1）。2017 年度からは、

帰還困難区域の一部で住民の居住を目指す「特定復興再生拠点」の整備が始められ、除染に

より 2022～23 年の避難指示解除が目指されている。政府は 2020 年に予定されていた東京

オリンピック・パラリンピックを「復興五輪」と位置づけ、こうした被災地の復興を世界に

発信する考えを示してきた。復興期間の後半 5 年にあたる「復興・創生期間」は、2021 年 3

月に終了する。復興庁の設置期限は 2030 年度末まで延長されるが、復興予算は大幅に縮小

されることが決まっている。 

 震災および原発事故による避難者は復興庁発足時点の 2012年 2月に 47万人であったが、

集中復興期間が終了した 2016 年 3 月時点で 17.1 万人となり、2020 年 4 月時点で 4.4 万人

（うち福島県からの避難者は 3.9 万人）まで減少した（復興庁 2020b）。避難者の所在は全

国 47 都道府県の 956 市区町村にわたり7、福島県から県外への避難者は 30,211 人である8。

ただし、避難先で家を買った人や公営住宅に入居した人は、避難者数に算入されていない。

また、後述する借上住宅の供与打ち切りを機に福島県外に住む区域外避難者は計上されな

くなったため、統計上は大幅に避難者数が減少している。 

 生活環境や医療体制、健康・事故収束などへの不安から帰還は進んでいないのが実態であ

り、2017 年の避難者調査では、避難継続中の住民の 6 割以上が避難指示解除に反対を示し

ている（今井 2017a）。一部または全域で避難指示が解除された 10 の市町村（双葉町を除く）

に取材した NHK によれば、避難指示が解除された地域に住民票を登録している 4 万 6,529

                                                        
7 復興庁「全国の避難者の数（所在都道府県別・所在施設別の数）」、

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html（2020 年 5 月 20 日最

終閲覧）。 
8 福島県「県外への避難者数の状況」2020 年 4 月 30 日更新、

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-kengai-hinansyasu.html（2020 年 5 月 20 日最終閲

覧）。 
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人（2020 年 2 月 1 日現在）のうち、実際に住んでいるのは最大 1 万 3,248 人とされ、居住率

は 28.5％であった（図 2）。ここには復興事業のため被災地に入っている新住民も含まれる

ため、実際の帰還率は一層低いと考えられる（今井 2019）。復興庁が福島県および各市町村

とともに実施している住民意向調査によれば、帰還困難区域にあたる双葉町、大熊町、富岡

町、浪江町などでは避難者の帰還意向は極めて低く、戻らないと決めている人が 5～6 割に

上る（復興庁 2020a）。 

 

 

 

図 1 避難指示区域の概念図（2020年 3月 10日時点） 

 

（出所）経済産業省「これまでの避難指示等に関するお知らせ」、 

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hinan_history.html（2020 年 5 月 20 日最終閲覧）。 
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図 2 避難指示解除区域の居住率 

 

（出所）NHK「原発事故 9 年  住民の帰還はどこまで進んでいるのか ?」2020 年 3 月 11 日、

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200311/k10012320891000.html（2020 年 5 月 20 日最終閲覧）。 

 

2.2 避難者支援政策の概要 

 

（1）枠組み 

 従来から存在する被災者に対する生活支援制度で今回適用されたものとしては、災害救

助法による避難所の設置や仮設住宅の建設などの現物支援、被災者生活再建支援法による

住宅被害世帯への支援金、災害による死亡者の遺族への災害弔慰金などがある（中川 2011a; 

津久井 2012; 山崎 2013; 田近／宮崎 2013）。また、職を失った被災者の雇用対策として、失

業給付の要件緩和や給付日数の延長、雇用調整助成金の拡充などが行われた（中川 2011b）。

このほか復興庁が行ってきた施策には、被災者の心身ケアとしての見守り・相談支援・交流

会、コミュニティ形成や生きがいづくりの支援、県外避難者に対する相談支援や避難元自治

体の情報提供、子どもの自然体験・交流活動支援や学習支援などがある。 

 新たにつくられた法制度としては、2011 年 8 月に成立した原発避難者特例法がある（松

尾 2018）。同法は、避難者が避難元から住民票を移さなくても避難先で必要な医療・福祉・

教育サービスを受けられるようにするため、国から避難等の指示を受けた 13 市町村からの

避難者を対象に、費用相当額を国が避難先自治体に交付し、避難先自治体が避難者に住民と

同様のサービスを提供することを定めた。だが、あくまで一部の行政サービスを短期的にカ

バーする措置であるにとどまるため、民間の手続きや求職・就職活動などで避難者が被る不

利益を解消できたわけではない（吉田 2016: 110–111）。また、特例法の対象になっていない

区域外避難者への 2012 年の調査では、住民票を移していない人の約 76%が、そのために困

りごとが生じたと答えている（伊藤／河村 2016: 69–70）。すぐには帰還しないが住民票を移

していない避難者の地位を安定化させるため、今井照らは早くから「二重の住民登録」を提
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言していたが（今井 2014; 2017b; 山下 2017: 34–37）、国は参政権が二重化して憲法に抵触

するとして制度化の可能性を否定した。また、参政権を除いて「二重の地位」を保障すべき

とする日本学術会議の提案（日本学術会議 2017）にも、特段の対応を取っていない。 

 2012 年 6 月 21 日には、原発事故子ども・被災者支援法が成立した。同法は「当該放射性

物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと」

（1 条）を前提に、政府が避難指示の基準とした年間 20mSV を下回る場合でも一定の基準

以上の放射線量が計測される地域は「支援対象地域」と定め、国が健康調査、医療、就学、

食の安全などの支援施策を行うよう規定している。そして、これらの施策は、「支援対象地

域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意

思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に

支援するものでなければならない」（2 条 2 項）とする。個人の選択を尊重して選択に応じ

た支援の必要をうたった同法は、幅広い区域外避難者への支援拡充に道を開くものと見ら

れたが、あくまで理念法であり、支援対象地域の設定や施策の内容は復興庁が策定する基本

方針に委ねられた（5 条）。しかし、2013 年 10 月 11 日にようやく閣議決定された基本方針

は、支援対象地域を福島県浜通り・中通りの 33 市町村に限定し、新たな支援策をほとんど

打ち出さなかった。さらに、2015 年 8 月に改定された基本方針では、「避難指示区域以外の

地域から新たに避難する状況にはなく」、「支援対象地域は縮小又は撤廃されることが適当

となると考えられる」との文言が盛り込まれた。 

 

（2）生命と健康 

 被災者個人に対する金銭支給の制度は、慰謝・見舞いを目的とする災害弔慰金等法に限ら

れる。同法は、災害によって家族を喪った遺族への災害弔慰金の支給、災害で重い障碍を負

った者に対する災害障害見舞金の支給、被災者に対する災害援護資金の貸し付けを定める。

弔慰金の支給額は、死亡者が主たる生計維持者であれば 500 万円、それ以外だと 250 万円

とされている。遺族の心痛に対する慰謝・見舞いを目的としているが、生計維持の程度で違

いを設けていることから、実質的に生活再建を補助する働きが期待されていると言えよう。

災害弔慰金等法はもともと「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自

然現象により被害が生ずること」（2 条）を災害と位置づけていたが、国は原発事故による

被害も含めてよいとした。災害による「直接死」でなくても、「関連死」と認められれば弔

慰金の対象となるが、関連死を認定する明確な定義・基準はない。東日本大震災関連死の認

定による弔慰金の支給は、1 都 9 県で合計 3,739 人に上る（2019 年 9 月 30 日現在）9。福島

県に限れば、関連死の認定数は震災・津波による直接死の数を上回る。岩手県・宮城県では

発災後 6 か月前後で認定数が急激に減少しているのに対して、福島県ではその後も 100 人

                                                        
9 復興庁「東日本大震災における震災関連死の死者数（令和元年 9 月 30 日現在）」2019 年 12

月 27 日、https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-6/20191227_kanrenshi.pdf（2020

年 5 月 20 日最終閲覧）。 
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規模で認定数が推移しており、原発災害が長期にわたって被災者の健康を蝕む可能性が高

いことを示している（尾崎ほか 2015: 104–105）。 

 避難者は、世帯の分離や家族内の不和、人間関係の喪失・悪化、いじめや差別などに直面

しやすく（田並 2013）、子どもたちの将来の健康に対する不安や被曝リスクを回避する行動

選択を強いられるストレスも大きい（成 2015）。先が見えない長期避難による肉体的・精神

的疲労、生業やコミュニティを喪失したことによる閉じこもりと運動不足、ストレスの増加

などは体調を悪化させやすく、精神的疾患やアルコール依存症、認知症、生活習慣病などの

リスクも高める（尾崎ほか 2015: 107–109）。2016 年 2 月から 3 月に福島県が同県からの避

難者を対象に実施した調査によれば、心身の不調を訴えている同居家族がいる世帯は、

62.1％である10。また、同県は避難指示等が出た市町村の住民を対象に、毎年健康に関する

調査を実施している11。2018 年に実施された調査では、気分の落ち込みや不安に関して支援

が必要と考えられる（うつ病や不安障害の可能性がある）人の割合は 6.4％であった。2012

年調査の 14.6％と比べれば低下してきているが、なお一般的な水準の 2 倍にあたる。また、

県外避難者に限ると 9％と、より高い割合が示されている。震災に関連する自殺者は 2020

年 3 月現在で 238 人であり、福島県に限ると 117 人である12。 

 被災者の健康に対する支援では、福島復興再生特別措置法に基づく健康管理調査として、

福島県が主体となり県民健康調査が実施されてきた。被曝放射線量の推計や甲状腺がんに

関する子ども検診などを内容とするもので、国は技術的な助言や情報提供、費用負担を行う。

子ども・被災者支援法は、原発事故による被曝線量の評価、定期的な健康診断の実施、汚染

地域の子どもおよび妊婦の医療費の減免等の施策を国が講ずることとしている（13 条）。同

法の理念は福島県外の住民にも健康調査の機会を提供することを求めていたと考えられる

が、政府はこの必要を認めてこなかった。局所的に線量が高い「ホットスポット」は関東地

方でも生じたが、国の責任で行う健康調査や健康診断は福島県内の住民に限定されている。

2013 年 11 月には、「放射線による健康への影響に関する調査等に関し、必要な施策」を検

討することを目的とする「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあ

り方に関する専門家会議」が環境省に設置された。同会議は 2014 年 12 月 22 日に「中間取

りまとめ」を発表し、それに基づき環境省が 2015 年 2 月 27 日に「東京電力福島第一原子力

発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議の中間取りまとめを踏まえ

た環境省における当面の施策の方向性」を公表した。だが、これらは原発事故による疾病リ

スクを低く見積もる内容のもので、医療・健康対策の拡充にはつながらなかった（森川／山

                                                        
10 福島県「避難者意向調査結果について」2018 年 9 月 27 日更新、

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-hinansha-ikouchousa.html（2020 年 5 月 20 日最終閲

覧）。 
11 福島県「県民健康調査「こころの健康度・生活習慣に関する調査」について」2019 年 9 月

30 日更新、 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/kenkocyosa-kokoro.html（2020 年 5 月 20 日最終閲覧）。 
12 厚生労働省自殺対策推進室「東日本大震災に関連する自殺者数（令和 2 年分）」2020 年 4 月

27 日、https://www.mhlw.go.jp/content/202003-shinsai.pdf（2020 年 5 月 20 日最終閲覧）。 
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川 2015）。 

 

（3）賠償 

 損害賠償は加害企業による償いを意味するはずだが、実質的に被害者の生活再建の手段

と位置づけられてきたため、賠償の不足や打ち切りは生活再建の障害となってきた（平岡／

除本 2015; 淡路ほか 2015）。まず、避難指示区域等の「線引き」による賠償額の格差が被害

者の分断をもたらしてきたとの批判がある。2011 年 8 月に原賠審が定めた中間指針では、

避難指示区域等からの避難者に対する精神的損害の賠償額として、事故後の半年間に 1 人

月額 10 万円、次の半年間に 1 人月額 5 万円が目安として示された。東電への賠償請求では、

こうした指針に基づいて標準的な損害額が算定されている。他方、区域外避難者は継続的な

賠償支払いを受けていない。原賠審は 2011 年 12 月 6 日の中間指針第一次追補で、23 市町

村からの区域外避難者を賠償の対象としたが、その額は一律で 1 人 8 万円（18 歳以下の子

どもと妊婦は 40 万円）にとどまる。また、それ以外の区域からの避難者は賠償の対象とさ

れていない。指針はあくまで最低限の額を示したものだが、避難開始後のさまざまな費用を

まかなえる水準ではない。賠償額について東電と合意できない場合には原子力損害賠償紛

争解決センターへの申し立てによる解決（ADR）も可能だが、東電が和解案を拒否すると解

決が見込めない点で限界があり、不満を抱いた避難者が損害賠償を求める訴訟を全国各地

で起こしている。 

 さらに、避難指示解除に伴って賠償金の支払いは打ち切られていく。2012 年 3 月 16 日の

第二次追補では、2011 年 9 月末に指定が解除された緊急時避難準備区域については 2012 年

8 月末までで支払いを打ち切ると決められた。2013 年 12 月 26 日の第四次追補では、帰還

困難区域からの避難者が帰還を断念して故郷を喪失することへの精神的損害賠償（1 人 700

万円）を認める一方で、居住制限区域と避難指示解除準備区域の避難指示解除後の賠償期間

を 1 年間とした。しかし、実際に帰還する人が少ないことから被害は続いていると見るべき

であり、被災地の復興を進めることと賠償の支払いは切り離し、被害が続く限り賠償を実施

するよう求める批判がある（除本 2016: 177）。 

 

（4）住宅 

 被災者生活再建支援法による支援金は地震や台風などによる家屋の被害状況を自治体が

調べて区分し、「全壊」の場合（または「半壊」だがやむを得ず解体した場合、噴火や津波

などで長期にわたって避難を余儀なくされる場合）は最大 300 万円、「大規模半壊」の場合

は最大 250 万円を支給するもので、「半壊」や「一部損壊」の場合は支給されない。原発事

故による避難で住宅を置き去りにせざるを得なかった世帯は適用対象となっていないが、

帰還困難区域の特定復興再生拠点区域では除染のために環境省が国費で家屋を解体するこ

とから、被災者生活再建支援法が定める「やむを得ず解体した世帯」とみなされ、全壊家屋

と同じ最大 300 万円の支援金が支払われる。そのため、他の帰還困難区域にあって支給対象
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にならない家屋と格差が生じている。 

 「被災者の保護」（1 条）を目的に掲げる災害救助法には被災者への金銭支給を認める条

文（23 条 2 項）があるものの、厚生労働省の「災害救助事務取扱要領」は現物給付の原則

を掲げており、政府は同法に基づく現金支給を認めてこなかった（津久井 2012; 田近 2015）。

災害救助法を根拠とする避難者への支援策は、応急仮設住宅の供与である。被災者が被災地

にとどまる場合は建設型の応急仮設住宅が主となるが、今回のような広域避難の場合は、公

営住宅や民間賃貸住宅等の費用を負担する借上型の「みなし仮設」が多くなる。厚労省は

2011 年 3 月 19 日から数次にわたって災害救助法の弾力運用に関する通知を出し、福島県全

域からの避難者を対象に、公営住宅や雇用促進住宅、自治体または避難者自身が契約した民

間賃貸住宅の費用を国が負担するとした。応急仮設住宅の供与期間は原則 2 年以内とされ

ているが、1 年単位の延長が可能である（森川／山川 2015）。 

 しかし、福島県は 2012 年 12 月 28 日に県外避難者への借上住宅提供の新規受付を打ち切

った。これは厚労省（および避難者の帰還促進を求める復興庁）が求めたものだとされる（吉

田 2016: 113–114）。政府が避難指示解除準備区域と居住制限区域は 2017 年 3 月末までに避

難指示を解除すると決めた直後の 2015 年 6 月 15 日、福島県は県外の区域外避難者への避

難先での借上住宅の供与を 2017 年 3 月末で打ち切ると発表する（除本 2017）。対象は約

9,000 世帯の約 2 万 5,000 人に上った。避難世帯の多くは、避難元との二重生活や消費生活

構造の変化などにより生活費負担が増えており、経済的苦境に立たされてきた（森川／山川 

2015; 伊藤／河村 2016; 山中 2018; 田並 2018; 高橋／小池 2019; 2020）。とりわけ十分な

賠償金を受け取っていない区域外避難者や賠償を打ち切られた避難者などにとって、住宅

の無償供与は命綱と見なされていただけに、打撃は大きいものであった。帰還した避難者の

帰還理由で最も多いのは経済的理由だとされる（丹波ほか 2020）。 

 

3 分析と評価 

 前述したように、規範的政策分析には複数のアプローチがありうるものの、異なる意見を

持つ市民間でも尊重すべきと考えられる民主的価値を損なう政策、すなわち国際的な人権

規範や憲法が保障する基本的な諸権利を実現しないような政策は、正統性に欠けると言え

る。そうした価値や権利として、たとえば平等な尊重、人間の尊厳、生存権、健康に対する

権利、移動の自由や居住の権利、情報に対する権利、幸福追求権、自己決定権、意思表明や

政治参加の権利などがあるだろう。現に国連の人権理事会および人権条約機関は、福島第一

原発事故による避難者を国内避難民に該当するとした上で、その生命や健康、移動や住居に

対する権利などに関して度々懸念を表明し、権利を保障するための実効的措置を取るよう

日本政府に繰り返し勧告してきた（徳永 2019）。以下では、こうした価値や規範を念頭に置

きつつ、①政策目的の設定と手段選択、②諸制約を踏まえた政策体系の優先順位づけ、③達

成された業績という 3 つの観点から、原発避難者支援政策の分析・評価を試みよう。 

 まず、①政策目的は主要な価値や規範を踏まえて適切に設定されたのだろうか。被災者支
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援という観点から言えば、復興政策の目的設定は不適切であった。復興構想会議は初期の段

階から「創造的復興」を掲げ、復興基本法も「東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推

進と活力ある日本の再生を図る」ことを目的とした（塩崎 2014: 59–63）。福島復興再生基本

方針では、「福島の再生なくして、日本の再生なし」とうたわれている。被災者や被災地よ

りも日本全体の経済発展に強調点が置かれたのである（齊藤 2015）。創造的復興に批判的な

論者が「人間の復興」を対置するように（岡田／自治体問題研究所 2013）、復興政策は個々

の被災者における権利回復の観点から、災害によって破壊された生存の機会・条件を取り戻

せるようにすることを目的とすべきであり、ハード面の復旧は被災者の生活再建の手段で

しかない。また、被災地の復旧・再活性化と被災者の回復・生活再建は完全に重なるもので

はないにもかかわらず、国が早期帰還を前提とした現地復興を推進したことは、早期帰還し

ない住民に自主再建を強いて復興事業の受益者にしない一方で、被災者でなくても新たに

被災地の住民となれば受益者となれる事態を生み出し、政策の対象者にズレを生み出した

（山下 2017: 178）。 

 被災者支援にかなう手段については、個人レベルの生活再建と地域レベルの再活性化を

分け、避難者に対しては帰還でも移住でもない「長期待避」という「第三の道」を認めて選

択の自由を保障するべきことを、日本学術会議などが提言していた（日本学術会議 2014a; 

2014b; 舩橋 2014）。また、一定の線量以上の放射線被曝が予想される地域の住民が「行動

を選択するために必要な情報を受ける権利」や、「避難を選択した場合には必要な経済的、

社会的支援を受ける権利」が認められることを含意する「避難する権利」の重要性は、早く

から提起されていた（河崎ほか 2012: 3）。しかし、同様の理念に基づく子ども・被災者支援

法が形骸化され、県外避難者に対する住宅の無償供与も打ち切られたことで、経済的に困窮

し、自らの意思に反するかたちで帰還を迫られる避難者が多数発生した。これは国内避難民

の権利を守るべき政府の義務を果たしていないことを意味する（徳永 2019）。 

 復興政策を進める手続きにも問題がある。NHK が 2019 年に新潟県で暮らす避難者を対

象に実施した調査によれば、福島県の帰還政策について「住民の意向をくんでくれている」

との回答が 21％だったのに対し、「住民の意向は無視されている」との回答は 71％に上った

13。事業実施やインフラ整備が急がれる一方で意見聴取や合意形成のプロセスが欠如し（高

木 2017: 122–123）、多くの避難者は自分たちの意見が聞かれないまま政策が進められてい

ると感じているのである。ここでは自治や参加といった価値が損なわれている疑いがある。

もちろん広域に分散している避難者の意思を反映させることは容易でないが、オンライン

での住民参加手法を活用することは可能であり（長谷部ほか 2018: 12–14）、そのために必要

となる情報通信環境の整備と財政措置は国が手当てすることができよう。 

 次に、②さまざまな制約が存在する政策過程において、より重視すべき価値を考慮した政

策体系の適切な優先順位づけが為されたと言えるだろうか。公共政策には、相対的に強い制

                                                        
13 NHK「震災 8 年 原発避難の人たちは」2019 年 3 月 12 日、http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-

blog/700/316007.html（2020 年 5 月 20 日最終閲覧）。 
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約としての自然的・物理的・技術的な実行可能性から、相対的に弱い制約としての政治的実

行可能性、それらの中間に位置する倫理的・法制度的・財政的・経済社会的・文化的な実行

可能性などが存在する（足立 1994: 61–72; 2009: 75–86; 松元 2015: 5 章）。そして、こうし

た諸制約の存在ゆえに、いくつかの価値の間で優先順位づけを行い、それに従って政策を選

択することが重要だと考えられている（足立 1991: 90–101; 2009: 86–102; 松元 2015: 5 章）。 

 たとえ充実した避難者支援が望ましいとしても、それには相応の資源が必要であり、財政

的な制約が非常に強い場合には実行可能性が低いことになるだろう。実際にはどうだった

のだろうか。避難者支援政策に限って見るならば、財政的実行可能性が低かったとの主張に

は説得力がない。国の復興予算においては、インフラ整備などと比較して被災者支援の予算

規模が小さく、被災者に直接行き渡る金額が著しく少ないことが指摘されている（塩崎 

2014）。2013 年度の復興予算に占める割合としては、「まちの復旧・復興」が 42.6％、「原子

力災害からの復興・再生」が 16.5％、「産業振興・雇用確保」が 8.3％であるのに対し、「被

災者支援」はわずか 3％であった。被災者の生命と健康、生活再建を支えて権利を守ること

が被災地の復旧・復興よりも優先されるべきであるとすれば、国による政策メニューの予算

配分は適切でなかったと言えよう。復興庁による「被災者総合交付金」の予算規模は、最も

多い 2016 年度で約 220 億円である。2014 年度の復興交付金は合計 2 兆 5,657 億円であった

が、被災者に直接わたる災害弔慰金の支払額は 590 億円、被災者生活再建支援金は 2,945 億

円にとどまる。復興予算のうち応急仮設住宅の供与に支出される割合は、2011 年度から 2015

年度の合計で 1.2％しかない（今井 2017: 143）。少なくとも、みなし仮設の打ち切りを急ぐ

理由は財政的負担にはない（日野 2016: 190–191）。 

 避難者支援政策に対する大きな制約として働いてきたのは、むしろ政治的実行可能性で

ある。特に自由民主主義体制における政策の実行可能性は、世論の動向、有権者による受容

可能性と大きく重なっている（足立 1994: 66–67; 2009: 79–80; Swift and White 2008: 49=2011: 

70）。被災者支援をめぐる政治的制約を考える上では、河村和徳による一連の指摘が注目さ

れる。もとより「民主制下における復興は、選挙という多数決ルールの下で、被災者という

少数派にいかに寄り添っていくかが求められる」（河村／伊藤 2019: 13）。さらに時間の経過

とともに一定の復旧・復興が進むようになれば、自らを被災者として意識する人の割合は減

少するため、被災者はより少数派となり、復興政策の政治的重要性は低下して、被災者に手

厚い支援を届けることは難しさを増していく（河村 2019: 36–37）。復興が長期化する過程

で、非被災者の中から「もう被災者支援はいいだろう」と考える者が出てくることは避けが

たい（河村／伊藤 2019: 12–13）。 

 被災地であると同時に避難者受入自治体でもある福島市の住民を対象に 2015 年に実施さ

れた調査（河村 2016）によれば、被災者に対する政府の支援が十分であるかについては、

十分とは思わないとの回答が 70.5％に上った。しかし同時に、原発事故の避難者にもっと支

援をすべきかについては、もっと支援すべきとは思わないとの回答が 56.5％で多数を占め

た。これを河村は、被災者が避難者に抱く「複雑な感情」と呼んでいる。また、福島全県を
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対象に 2016 年 12 月～2017 年 3 月に行なわれた政治意識調査によれば、安倍内閣の復興政

策を肯定的に評価する人は 47.6％と、否定的に評価する人の 44.5％をわずかながら上回っ

ており、被災者としての自認がある人とそうでない人の間で評価に大きな差が見られるわ

けでもない（河村 2019: 37–38）。被災者を含めた福島県民の概ね半数は、自民党政権下の復

興政策に肯定的評価を与えているのである。仮に政治家や官僚が避難者への積極的な支援

を行いたいとしても、有権者の多数派からの支持が見込めないのであれば、政策は実行しに

くい。とりわけ政治家は、復興や被災者支援を訴えても選挙で勝利しにくい状況下では、他

の政策に力を注ぎたいと考えるだろう14。だが、被災者・被災地の状況は多様であり、復興

の進捗は「不均等」であることが避けがたいにもかかわらず（除本 2018）、このように復興

政策・避難者支援政策が全体として重要性を低下させていき、支援が絶たれていけば、より

苦しい状況にある人びとがますます困窮することにもなる。 

 こうした民主政治ゆえの制約を乗り越えることは難しい。しかし、既に見たように民主政

治は規範的な限界を持たないわけではなく、政治権力の正統性を支える価値を守るための

倫理的な制約は常に存在している。仮にそれが社会全体（非被災者）に大きな利益をもたら

す場合でも、被災者の基本的人権を犠牲にすることを易々とは正当化できないのである（松

元 2015: 153–154）。また、借上住宅の供与や区域外避難者への行政サービス提供が打ち切ら

れる際の理由には、しばしば一般の住民との「公平性」が挙げられる。しかし、被災者の基

本的な諸権利が回復されない時点で非被災者との「公平性」を問題にすることは適切ではな

く、むしろ支援を断つことは市民の平等な尊重に反する。加えて、避難区域等の線引きによ

り賠償や支援施策に格差が生じ、どの自治体に避難したかによっても受けられる支援が異

なる避難者の境遇の方が、よほど不公平だろう（田並 2015）。規範理論家は、世論に抗して

でも、政策過程の倫理的制約を強めるように求めていくべきである。 

 最後に、③実施された政策は、関連する重要な価値および規範に照らして十分に望ましい

結果をもたらせたのだろうか。これまでの議論から明らかなように、答えは否である。 

 

結論 

 災害からの長い復興の過程では、問題を抱えた政策が「復興災害」と呼ばれる一種の人災

を生み出すことが知られている（塩崎 2014）。そうした事態を的確に把握して縮減・抑止す

るためにも、これまでの政策を点検・是正することは欠かすべきでない。本報告が示した分

析の結果を踏まえるなら、国による避難者支援政策は大幅に改められるべきである。主要な

転換としては、避難者の法的・政治的地位を安定させる二重の住民登録を導入することや、

子ども・被災者支援法の基本方針を改定することで支援対象や支援施策を拡充すること、被

害が続く避難者への賠償を継続させること、関西学院大学災害復興制度研究所が提案する

「被災者総合支援法」のように（関西学院大学災害復興制度研究所 2019）、被災者個人を対

                                                        
14 実際に、2016 年の参議院議員選挙福島県選挙区で自民党の現職議員が落選した要因は、復興

推進の訴えが得票につながらなかった点にあると分析されている（河村 2019）。 



19 

 

象として住家の修理費用や家賃の補助、収入減少への補填など生活再建に必要な資金援助

を多面的に行う仕組みを構築していくことなどが考えられる。避難者支援政策の改善は、今

後の災害発生時に多くの市民を助けるはずである。 

 政策転換を阻んでいるのは主に政治的制約であるが、規範的政策分析に基づく限り、民主

的政治社会の構成員が有する基本的な諸権利の回復に向けた実効的な対処を為さないこと

は、当該社会における政治権力の正統性を損なうものであり、道徳的・政治的な意見の相違

にかかわらず、明白に許されない。もちろん、こうした報告者の評価は誤っている可能性が

あるし、市民や世論によって拒絶されつづけるかもしれないが、将来にわたる判断材料とし

て提示しておくことに微々たる意義はあろう。 
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