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はじめに 

 

国立環境研究所は、2016 年度（平成 28 年度）に福島県三春町に整備された

福島県環境創造センターの研究棟内に福島支部を開設し、以降、東日本大震災

の被災地の環境回復や環境創造に貢献できるよう、さらに大規模災害の教訓を

踏まえた環境面での強靱化に資するよう、災害環境研究プログラムを進めてい

る。 

本報告書は、災害環境研究プログラムの一貫として、震災後の三春町におけ

る放射性物質対策について、社会調査の手法を用いて記録・分析することを通

じて、三春町における放射性物質対策の特徴を示すとともに、その特徴をふま

えて、今後の三春町における中長期的な復興政策・環境政策に提言を行うこと

を目的として作成された。三春町は福島支部に所属する研究者にとって研究活

動の拠点であり、同時に生活の場である。この報告書が、私たち研究者だけで

はなく、三春町の復興政策と環境政策にかかわる担当者にとって、政策の立案

や活動を展開するうえでの参考となることを願っている。 

本報告書の構成は、以下の通りである。第 1 節では、研究の背景と目的を提

示する。第 2 節では、原発事故前の三春町における地域社会の構造とまちづく

りの課題を確認し、こうした課題の解決にむけてどのような主体が関与してい

たのかという点を確認する。第 3 節では、三春町における放射性物質対策の過

程を時系列で分析する。第 4 節では、本研究の知見をふまえて、今後の三春町

における中長期的な三春町の復興政策・環境政策に関して提言を行う。 

本報告書により、原発事故発生前後の三春町における地域社会の働きが、放

射性物質対策に有効であったことが、より広く認識され、今後の防災対策等の

参考になることを願ってやまない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

報告書の要約 

研究の概要 

  

福島第一原発事故発生後の三春町の放射性物質対策の特徴を分析することを

目的として、社会調査を実施した。その結果、町行政・地域団体・専門家と

の緊密な連携により放射性物質対策の体制が整備されていたこと、地域団体

が放射性物質対策に係る情報の収集、対策の方針決定、資源の調達の役割を

果たしていたことが明らかになった。三春町における放射性物質対策の体制

は、事故発生前の長期にわたるまちづくりの過程で構築された町行政と地域

団体との連携が基盤となっていた。事故発生前から構築されていた町行政と

地域団体の連携は、緊急性を有する放射性物質対策という課題への社会的対

応を促進したと考えられる。 

 

調査の内容・結果 

調査では、ドキュメント分析（地域資料の分析）とインタビューを実施した。

地域資料は新聞記事（『福島民報』『福島民友』）、自治体広報（『広報みはる』）、

三春町のまちづくりにかんする文献・報告書、町議会の議事録、地域団体にか

かわる諸資料（「まちづくり懇談会」の記録・「まちづくり協会」発行の広報紙

など）を収集した。インタビューは、半構造化インタビュー調査の手法を用い

て1、三春町において放射性物質対策に関わっている町行政各担当課・各グルー

プ、地域団体、有識者に対して実施した（表 A）。 

 

表 A 本研究において実施したインタビュー調査の一覧 

属性 組織・役職 実施日 内容

行政 除染対策課除染グループ 2017/11/21 農村環境の回復・再生に関する放射線対策について

行政 総務課企画情報グループ 2017/11/24
放射線に関するモニタリング体制と情報発信の取り組みに

ついて

行政 産業課農林グループ 2017/11/24 農村環境の保全と農業振興の取り組みについて

行政 総務課自治防災グループ 2017/11/29 町内の地域団体の歴史と活動について

地域団体 三春まちづくり協会 2017/12/14
町中心市街地における放射線対策の取り組みと環境回復・

環境創生の課題について

地域団体 沢石まちづくり協会 2017/12/14
農村地区における放射線対策の取り組みと環境回復・環境

創生の課題について

地域団体 JA福島さくら・たむら地区 2017/12/19
農地除染をはじめとする放射線対策の取り組み、農村環境

の保全と農業振興について

地域団体 岩江まちづくり協会 2017/12/22
農家・非農家の混住地区における放射線対策の取り組みと

環境回復・環境創生の課題について

有識者 前三春町長 2017/7/24 原発事故発生前の三春町の政策・社会について

有識者 前三春町副町長 2017/12/21
三春町役場における放射線対策の体制づくりと町の環境回

復・環境創生の課題について  
                                                 
1 あらかじめ最低限の質問項目を用意し、その質問に沿ってインタビューを進めるが、調査

対象者の発言等によって柔軟に質問や話題を変更していく方法。 



 

⚫ ドキュメント分析:原発事故発生前後の三春町におけるまちづくりの課題と、

その課題解決に関与していた諸主体の対策・活動に焦点を当てた。分析の結

果、原発事故発生前の三春町では、三春ダムの建設、郡山都市圏の拡大にとも

なう住宅開発の進行、養蚕の停滞にともなう旧桑園の耕作放棄地化の影響をうけ

て、都市・農村の環境（景観）保全が課題としてあらわれていた。また、これらの課

題の解決にむけて、町行政と地域団体は協定（まちづくり協定・集落協定）を締結

し、相互に連携しながら都市・農村の環境（景観）保全に係る対策・活動に取り組

んでいたことが明らかになった。 

 

⚫ インタビュー:原発事故発生後の三春町における放射性物質対策に関わった

諸主体（町役場担当課・有識者・地域団体）による連携の実態に焦点を当てた。

分析の結果、三春町では、国・福島県が放射性物質対策の方針を市町村に提示

する前（緊急期）から、町行政・地域団体の連携にもとづき放射性物質対策にむ

けた組織整備がなされていたこと、除染をはじめとする自主的な放射性物質対策

が実施されていたことが明らかになった。また、三春町の放射性物質対策は、町

行政だけではなく、まちづくり・農業など、様々な分野・政策領域で活動する団体・

機関の参画により進められていたことが明らかになった（図 A・図 B）。 

 

 
図 A 三春町の放射性物質対策における施策の展開2 

                                                 
2 図の形式については、FAIRDO（2013: 20）を参照した。 



 

 

図 B 三春町の放射性物質対策におけるステークホルダー連携3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 グレーは「官」（官公庁）、ピンクは「民」（地域住民）、緑は「協」（組合）、青は「学」（専

門家）に属する関係主体を指す。 
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１ 研究の背景と目的 

 

1-1 研究の背景 

 2011 年に発生した福島第一原発事故にともない、環境中に大量の放射性物質

が放出され、広範な地域が放射能汚染の被害をうけた。 

放射性物質の放出・拡散による住民の生命・身体の危険を回避するため、政

府は事故が発生した福島第一原発からの距離と、推定される被ばく線量の合計

（積算線量）に応じて、福島県内 11市町村を「避難指示区域」に設定した。政

府は、2011 年 8 月 30 日に「放射性物質汚染対処特措法」を公布し、この法に

もとづき、2011 年 12 月 28 日に上記の避難指示区域 11 市町村を「除染特別地

域」に指定し、政府が除染の計画を策定し、除染事業を進めることとした。 

ただし、今日にいたるまで、放射性物質対策は避難指示区域に留まっていな

い。政府は放射性物質汚染対処特措法にもとづき、放射線量が１時間当たり 0.23

マイクロシーベルト以上となる地域を「汚染状況重点調査地域」に指定した。

政府は汚染状況重点調査地域に指定された市町村にたいして、年間の追加被ば

く線量が 1 ミリシーベルト以上となる区域について、除染実施計画を定め、除

染を実施する地区を決定することを指示した。汚染状況重点調査地域について

は福島県内 41 市町村が指定をうけ、三春町も指定をうけた。 

 

 
図 1 汚染状況重点調査地域に指定された福島県内 41市町村1 

                                                 
1 汚染状況重点調査地域に指定された市町村のなかで、昭和村は 2012 年 12 月 27 日に、三

島町は 2014 年 11 月 17 日に、矢祭町が 2016 年 9 月 8 日に、塙町が 2016 年 11 月 29 日に

指定を解除された。 
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 三春町をはじめとして、汚染状況重点調査地域に指定された市町村は、避難

指示区域とは異なり、行政機関や地域住民が公務・生活をしながら、放射性物

質対策を進める必要がある。汚染状況重点調査地域における環境中の放射線量

は、避難指示区域に比べると低い。それゆえに、汚染状況重点調査地域におけ

る放射性物質対策には困難がつきまとっている。 

 その困難は、そもそも放射線量や被ばくがどの程度危険であるのかを評価す

ることが難しいことに起因している。低線量かつ長期間の被ばくをめぐる危険

性については、科学的・客観的なデータにもとづく検証が進められている段階

にあり（佐藤・阿部 2013: 54）、比較的低線量である汚染状況重点調査地域にお

いて放射性物質対策に取り組む地域行政と住民は、限られた情報をもとに判断

しなければならないという困難に直面している。 

そして原発事故発生直後は、政府や都道府県も、望ましい放射性物質対策の

すすめ方を地域社会に示すことができなかった。除染についていえば、政府は

いつまでに、どこを除染するのか、そのための予算はどのぐらいかという計画

と方法についての研究や提案を、地域社会に示すことができず（中西 2014: 114）、

地方公共団体や教育機関が実施する自主的除染の「必要かつ合理的な範囲」の

基準は明確にされないまま（「原子力損害賠償紛争審査会・中間指針第 2次追補」）

（田中 2016）、地域社会の放射性物質対策は進められた。 

こうした背景から、汚染状況重点調査地域における放射性物質対策について

は、地域の行政や住民が自ら情報を収集し、地域の実情をふまえて自ら判断し

て、取り組まなければならない側面がみられる。その結果、放射性物質政策に

関する取り組みは、地域ごとに異なるものになっている。 

 

1-2 研究の目的 

 本研究は、三春町の放射性物質対策のあゆみについて、社会調査の手法を用

いて記録・分析することを通じて、三春町における放射性物質対策の特徴を示

すとともに、その特徴をふまえて、今後の三春町における中長期的な復興政策・

環境政策に提言を行うことを目的とする。 

原発事故の発生後、汚染状況重点調査地域における放射性物質対策について

は、政策や地域の取り組みが多様なものになっている。それにもかかわらず、

原子力災害被災地域における放射性物質対策にかんする研究は、避難指示区域

を対象としたものが多く、汚染状況重点調査地域における放射性物質対策の特

徴・課題を明らかにしたものがあまりみられない。本研究では、三春町におい

て進められてきた放射性物質対策の取り組みから、三春町だけではなく、中通

り地域の原子力災害被災地域の今後の復興政策・環境政策を考えるための材料

を抽出することを目指す。 
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三春町では原発事故にともなう放射能汚染をふまえて、地域住民の日常生活

に結びついている復興と環境回復にむけて、事故発生から今日にかけて、どの

ような放射性物質対策が実施されてきたのだろうか。そして町の復興と環境回

復にむけて、町行政や地域団体2などの諸機関・諸団体は、お互いにどのように

関わりながら、放射性物質対策の実施や情報発信に係る判断をおこなってきた

のだろうか。 

本研究は以下の手順で、三春町の放射性物質対策について議論を進める。は

じめに、原発事故発生前の三春町の社会状況を確認する。原発事故発生前から、

三春町ではまちづくりや環境保全に係る課題の解決に向けた政策・活動が進め

られていた。本研究では、原発事故発生前の政策・活動の展開のなかで、町行

政や地域団体などの諸機関・諸団体のあいだでつくられていた関係が、原発事

故発生後の放射性物質対策に係る協力・対立関係や、組織体制の整備に継承さ

れていると仮定する。以上をふまえて、本研究の議論の出発点として、原発事

故発生前の三春町の地域社会がいかに変動していたのか、どのような地域課題

があらわれていたのか、地域課題の解決を目指す政策・活動にどのような主体

が関与していたのかを明らかにする。 

次に、原発事故発生後の三春町における放射性物質対策の過程を確認する。

ここでは、放射性物質汚染対処特別措置法の制定、汚染状況重点調査地域の指

定に代表される、放射性物質対策に係る国・県の制度を確認する。そのうえで、

事故発生から汚染状況重点調査地域の指定までの時期を「応急期」、それ以降を

「復旧・復興期」と区分し、三春町における放射性物質対策において、町行政

と地域団体の連携がいかに行われたか、どのような地域団体が参画していたの

かを議論する。市町村が政策を進めるうえで、国・県の制度が与える影響は大

きい。その意味で応急期は、国・県の制度が整備される前の時期であり、市町

村ごとの自主的な対応・対策が目立った時期であるといえる。それに対して、

復旧・復興期は国・県の放射性物質対策に係る制度の整備が進められた時期で

あり、その制度の影響化で、市町村の放射性物質対策が進められた時期である

といえる。本研究では、三春町におけるこうした時期ごとの放射性物質対策に

係る社会的対応の変化に焦点を当てて、議論を進める。 

最後に、本調査の結果と三春町において放射性物質対策に関わっている行

政・地域団体が抱える復興と環境回復に関する課題認識をふまえて、今後の三

春町における復興政策と環境政策に対して若干の提言を行う。 

 汚染状況重点調査地域のなかから、三春町における放射性物質対策のあゆみ

                                                 
2 地域団体とは、地域の住民・事業者をメンバーとして構成される非行政的な団体を指し、

そのなかには地縁に依拠した団体（行政区・町内会など）、産業に依拠した団体（農業協同

組合・商工会など）がみられる。 
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について調査・研究することについては、以下の意義がある。第一に、原発事

故の発生以降、三春町の放射性物質対策は、独自の判断と迅速な対応のもと進

められてきた。詳しくは後述するが、事故直後の町行政による町民への安定ヨ

ウ素剤の配布など、他地域ではなされなかった取り組みがみられた。このこと

をふまえると、三春町における放射性物質対策の取り組みから、今後の福島県

の原子力災害被災地域における復興政策・環境政策に役立つ知見を抽出するこ

とが期待される。 

第二に、三春町は多様な特徴をもつ地区を抱えている。行政や地域住民は放

射性物質対策を進めるうえで、地域の自然・社会環境の特性をふまえた取り組

みを進める必要がある。その意味で、中心市街地（三春地区など）・中山間地域

（沢石地区など）・農家と非農家が混住する地域（岩江地区など）といった、多

様な特徴をもつ地区を抱える三春町では、地区の自然・社会環境の特性をふま

えた放射性物質対策が進められてきたと考えられる。それととともに、今後の

環境回復・環境創生の課題も地区ごとに多様なものになっていると考えられる。

三春町を対象として調査・研究をすることで、同じように様々な自然・社会環

境の特性をもつ福島県の原子力災害被災地域の復興政策・環境政策に参考にな

る知見を抽出することが期待される。 

 

1-3 調査の方法 

 本研究では、三春町における放射性物質対策の取り組みについて調査するた

め、社会調査の手法を用いた。特に、以下の二つの調査方法を用いた。 

 第一に、ドキュメント分析である。本研究では原発事故発生前後の三春町に

かかわる様々な地域資料を集め、分析した。収集した地域資料には、新聞記事

（『福島民報』『福島民友』）、自治体広報（『広報みはる』）、三春町のまちづくり

にかんする文献・報告書、町議会の議事録、地域団体にかかわる諸資料（「まち

づくり懇談会」の記録・「まちづくり協会」発行の広報紙など）がある。原発事

故発生前の資料については対象期間を設けず、入手できる限りの資料を収集し

た。他方で、原発事故発生後の資料については、2011 年 3 月 11 日から 2017 年

3 月 31 日の 6 年間に発行されたものを収集した。 

 第二に、インタビュー調査である。本研究では半構造化インタビュー調査の

手法を用いて3、三春町において放射性物質対策に関わっている町行政各担当

課・各グループ、地域団体、有識者へのインタビュー調査を実施した。本調査

は、原発事故の発生直後から行政や地域団体において放射性物質対策に携わっ

                                                 
3 予め最低限の質問項目を用意し、その質問に沿ってインタビューを進めるが、調査対象者

の発言等によって柔軟に質問や話題を変更していく方法。 
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ていた担当者に対して実施した（表 1）。 

 

表 1 本研究において実施したインタビュー調査の一覧 
属性 組織・役職 実施日 内容

有識者 前三春町長 2017/7/24 原発事故発生前の三春町の政策・社会について

行政 除染対策課除染グループ 2017/11/21 農村環境の回復・再生に関する放射線対策について

行政 総務課企画情報グループ 2017/11/24
放射線に関するモニタリング体制と情報発信の取り組みに

ついて

行政 産業課農林グループ 2017/11/24 農村環境の保全と農業振興の取り組みについて

行政 総務課自治防災グループ 2017/11/29 町内の地域団体の歴史と活動について

地域団体 三春まちづくり協会 2017/12/14
町中心市街地における放射線対策の取り組みと環境回復・

環境創生の課題について

地域団体 沢石まちづくり協会 2017/12/14
農村地区における放射線対策の取り組みと環境回復・環境

創生の課題について

地域団体 JA福島さくら・たむら地区 2017/12/19
農地除染をはじめとする放射線対策の取り組み、農村環境

の保全と農業振興について

有識者 前三春町副町長 2017/12/21
三春町役場における放射線対策の体制づくりと町の環境回

復・環境創生の課題について

地域団体 岩江まちづくり協会 2017/12/22
農家・非農家の混住地区における放射線対策の取り組みと

環境回復・環境創生の課題について  
 

２ 原発事故発生前の三春町 

 

 本研究ではまず、原発事故が起こる前の三春町が、どのような社会変動を経

験してきたのか、そのなかでどのようなまちづくりの課題があらわれていたの

か、そして、まちづくりの課題に誰が取り組んでいたのかを明らかにする。 

 はじめに、三春町全体の人口の変化を示す。図 2 は、原発事故が起こる前の

三春町の人口と世帯数の推移を示している。 

 

 
図 2 三春町の人口・世帯数の推移（原発事故発生前） 

出典: 三春町企画室（1983）『三春町行政基礎資料集』（第 1 回三春町統計書）、

三春町（2017）『三春町町勢要覧 資料編（2017年版）』 
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2010 年の人口は 18,191 人であり、戦前と比較しても三春町の人口が最も多

かった 1950 年の人口（30,231 人）からの増減率はマイナス 39.8％となってい

る。他方で、世帯数は 1960 年からゆるやかに増加し続けていたが、2005 年を

ピークに減少傾向に転じた4。 

三春町には旧町村を単位とする 7 つの「地区」がある。図 2 は三春町の地区

別人口の推移を示している。図 3 から、1950 年から原発事故発生前の 2010 年

の間で、旧城下町の中心市街地である三春地区と町西部の岩江地区で人口変動

が大きく、その他の農村地区では比較的人口の変動が小さかったことがわかる。

郡山市に隣接する岩江地区では、1980 年から人口が増加していた。 

 

 

 図 3 三春町における地区別人口の推移（原発事故発生前） 

出典: 三春町企画室（1983）『三春町行政基礎資料集』（第 1 回三春町統計書）、

三春町（2018）『三春町空家等対策計画』、牧田（2005: 163）5 

                                                 
4 牧田実は、原発事故が起こる前の三春町の人口と世帯の変化について、2000 年国勢調査

における町の就業者の 50.9％が町内、38.2%が郡山で就業していることから、町が比較的就

労の場に恵まれていることを指摘し、このことにより町が厳しい人口減少と高齢化を免れ

ていた背景にあると論じている（牧田 2005: 163）。 
5 データは各年国勢調査（10 月 1 日時点）のものであるが、1990 年のみ牧田（2005: 163）

の表 1 のデータを参照しており、住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在）の数値であることに

留意されたい。また、1950 年から 1960 年にかけて、岩江地区と要田地区の人口が急減し

ている背景には、町村合併にさいして前者が郡山市、後者が船引町との間で境界の変更が

なされたことがある（三春町 1985: 490-497）。 
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図 4 三春町の産業別就業人口割合の推移（原発事故発生前） 

出典: 三春町企画室（1983）『三春町行政基礎資料集』（第 1 回三春町統計書）、

三春町（2017）『三春町町勢要覧 資料編（2017年版）』 

 

次に、三春町全体の産業構造の変化を概観する。図 4 は、原発事故が起こる

前の三春町の産業別（大分類）の就業者の割合とその推移を示している。図 3

から、三春町では農業・林業といった第一次産業で働く人の割合が減少し続け

ていたことがわかる。特に、1980 年代から 1990 年代にかけて、第一次産業で

働く人の割合は大きく減少していた。 

 これらの人口・産業にかんするデータから、三春町では戦後に都市化が進行

し、農業・林業を中心とする伝統的な農山村から構成される地域から、工業・

サービス業で働く人々が多勢を占める地域へと変化していったことがわかる。

以降は、原発事故発生前の三春町の農村と中心市街地の環境の変化を確認する。 

 

2-1 地域開発と農村環境の変容 

三春町の人口と産業構造の変化は、中通り地域、とりわけ郡山都市圏の拡大

とあわせて理解する必要がある。郡山都市圏の拡大の引き金となったのは、1964

年になされた新産業都市の指定であると考えられる。新産業都市は、戦後の日

本政府が推進した開発政策である全国総合開発計画における「拠点開発方式」

を実現するために推進されたものであり、全国の地方に拠点を設け、その拠点

に集中的に社会資本の整備を行うことで、都市との開発格差をうめようとする

ことが狙いであった。この拠点に、「常磐・郡山地区」として郡山地域も選定さ

れた。 

郡山都市圏における新産業都市推進の課題となったのは、工業・農業用水を

供給する水源の確保であった。そこで計画・整備されたのが、三春ダムであっ
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た。三春ダムは 1968 年にダムの事業責任者である福島県が三春町の大滝根川流

域を建設予定地として予備調査を実施したことを契機として、1989 年に着工し、

1998 年に竣工を迎えた。  

三春ダムの建設には、予備調査から着工まで 20 年余りの月日が費やされた。

ダムの計画・事業が長期化した背景には、事業が旧中郷村（中郷地区）をはじ

めとして農業地帯において計画されていたこと、これらの地区において多くの

農家が手掛ける養蚕・葉たばこ・水稲の複合経営が軌道にのりはじめた時期と

なっていたことから、農家を中心とする根強い反対運動が展開されたことが挙

げられる。ダムの建設に伴う水没世帯数は 148 世帯、水没する田畑は 180 ヘク

タール、地権者は 340 名にのぼり（『福島民友』1984 年 12 月 15 日）、これらの

ダム建設にともない住まいや田畑を奪われる人々への生活再建にむけた補償の

あり方を決めるための協議が、福島県・三春町・そして地域住民とのあいだで

積み重ねられた。 

 

 

写真 1 三春ダムについての住民の反対運動を報じる新聞記事 

出典: 『福島民報』1974年 7月 28日 

（三春ダム水没者等新生活激励会実行委員会編 (1987: 46-47)より引用） 

 

このように、紆余曲折を経て三春ダムが建設されたことが、町の農村環境の

保全についての転機となった。三春ダムの建設にともない、八つ手型の広大な

人造のダム湖（のちの「さくら湖」）がうまれた。三春町行政はこのダム湖周辺

の整備計画として 1989 年に「三春の里整備構想」を策定し、開発管理特別地区



- 9 - 

 

の指定にもとづく町行政・住民の協定（まちづくり協定）にもとづく景観形成

をすすめるようになった。 

そして三春ダムが着工した 1980 年代以降は、三春町の農業経営が変化してい

った時期でもあった。この時期は、1970 年代まで変動はありながらも、順調に

成長を続けてきた従来の主力産品の養蚕・葉たばこの価格が低迷するようにな

ったことから、これらの産品の作付けが減少していった。そこで町行政と農業

団体は一体となり、従来の養蚕・葉たばこ・水稲の複合経営からピーマンを中

心とした野菜生産・集約作物への転換を進めた。郡山市場に近接する三春町は

野菜を主力とする近郊農業が成長する余地があったこともあり、この野菜生産

への転換は円滑に進んだ。 

表 2 は、1980 年以降の三春町のおける農家・農地・耕作放棄地の状況を示し

ている。郡山都市圏の拡大を背景とした離農（農家の減少）と兼業化はそれ以

前からみられていたが、1980 年代以降もその傾向は続いていた6。 

 

表 2 三春町の農家数・農地面積・耕作放棄地面積の推移（原発事故発生前） 

年
総農家数

（戸）

経営耕地面積

（ha）

耕作放棄地

（ha）

耕作放棄地率

（％）

1980（昭和55） 1,642 1,838 29 1.6

1985（昭和60） 1,610 1,791 42 2.3

1990（平成2） 1,478 1,572 115 6.8

1995（平成7） 1,367 1,148 393 25.5

2000（平成12） 1,271 1,070 415 27.9

2005（平成17） 1,196 962 588 37.9

2010（平成22） 1,150 958 553 36.6
 

出典:各年農業センサス 

 

また表 2 は、1980 年代以降、原発事故が起こる前までに町内の耕作放棄地が

増加し続けていたことを示している。1980 年代以降、三春町内では養蚕生産の

縮小にともない桑園の放棄が進み、旧桑園の山林化・原野化が進行した。 

                                                 
6 2005 年の農業センサスでは、総農家数 1196 のうち、310 が自給的農家、886 が販売農家

であった。販売農家のうち専業農家は 67、兼業農家は 816 であった。このように、自給的

農家と兼業農家が多勢を占める三春町の農業であったが、2010 年の農業センサスでは、兼

業農家 711 に減少した一方、専業農家は 114 に増加していた（『三春町町勢要覧・2012 年

版』）。この背景には、原発事故発生前から徐々に町内に浸透していったブルーベリー栽培

に従事する農家が増えていたことが挙げられると推察される。 
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こうした耕作放棄地の増加にたいして、町行政は農村地区の農家とともに、

2000 年度（平成 12 年度）から開始された「中山間地域等直接支払制度」（以降、

「直接支払制度」と表記）7を活用した桑園跡地の耕作放棄地を復旧する取り組

みを推進した。三春町は原発事故が起こる直前までに、町内 26 の集落と協定を

結び8、旧桑園を野菜畑や牧草地に転換する取り組みを全町的に進めていた。三

春町は直接支払制度の適用を受ける集落と協定を結ぶにあたって、集落の農家

のなかに 1 人でも耕作放棄地の復旧に応じられない者がいれば、集落協定を認

定できないという姿勢で臨んでいた。三春町における集落を主体とした耕作放

棄地の復旧の取り組みは効果を挙げてきており、2004 年の段階で直接支払制度

の支払対象となる農用地 731ha のうち、59ha が復旧された（橋口 2004: 4-6）。 

直接支払制度を活用した耕作放棄地復旧の例としては、貝山集落の取り組み

を挙げることができる。貝山集落では農地開発事業により畑の造成が進められ

ていたが、三春ダムの建設と通水の遅れによって、営農計画と農業情勢のあい

だに齟齬が生じていた。こうした状況のなか、貝山集落では直接支払制度の対

象農地約 80ha において、耕作放棄地の復旧を図ることになった。集落協定の代

表者・役員の多くは、それまでに農民の自主的な学習組織である「三春農民塾」

の塾生として、農村のまちづくりに係る様々な学習・活動をおこなっていた（橋

口 2004; 2005）9。集落協定の代表者・役員はこうしたまちづくりの経験を活か

し、貝山集落における 865a の耕作放棄地を復旧しただけではなく、865a のう

ち 600a で牧草・大根・馬鈴薯・葉たばこの生産を進めた10。また、ひまわりや

さつまいもは学童農園用の作物として、集落の農村環境と景観の保全・回復に

つながる取り組みを進めていた（橋口 2004: 13）。 

                                                 
7 農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体に

よる支援を行うことを目的とした制度である。管轄省庁は農林水産省であり、2000 年度（平

成 12 年度）から実施は始まっている。2015 年度（平成 27 年度）からは第４期対策が開始

しており、第４期対策は 2019 年度（平成 31 年度）まで実施される予定である。 
8 2011 年 3 月三春町議会定例会（2011 年 3 月 3 日開催）議事録・鈴木義孝町長の発言より。

なお、原発事故が起こった後の 2017 年 11 月末の時点では、協定地区数は 30 強に増加して

いる（2017 年 11 月 24 日に実施した三春町役場産業課農林グループへのインタビュー調査

より）。しかしこの増加分は、新設だけではなく分区（大字単位であった組織を細分化する

など）によるものも含まれる。 
9 「三春農民塾」は 1984 年に町役場職員が発案して立ち上げられた。発案者の町職員はア

ドバイザーとして「6 次産業」の提唱者として知られる農業経済学者である今村奈良臣氏（東

京大学名誉教授）に声をかけ、それ以降、今村氏・町職員・農家による農業振興と農村環

境の保全にかかわる町内外のネットワークが形成された（2017 年 7 月 24 日に実施した前

三春町長へのインタビュー調査より）。 
10 貝山集落において農地として復旧した 865a のうち 265a は、作物の作付けを行わず保全

管理をしている農地であった。このように、耕作放棄地問題は「復旧しても作る作物がな

い/作る担い手がいない」という、農業経営の生産性と担い手不足の問題と関連している。 
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他方で、三春町は原発事故が起こる前に、町内集落だけではなく、農業団体

である JA との連携を強化していた。2010 年 11 月～12 月頃に、田村管内の JA

が合併し、「JA たむら」が発足したことにともない、管内 3 市町（田村市・三

春町・小野町）の行政と JA たむらとの連携強化による農業振興を目指した連絡

会議が立ち上げられ、JA たむらと管内の市町は連携を深めていた11。 

このように、三春町の農村地区では、原発事故の発生までに地域開発の影響

をうけながら、農村環境の変容を経験していた。そしてそのなかで、町行政と

の連携にもとづく地域組織による景観形成・農業振興を目的とする自主的なま

ちづくりの取り組みがすすめられていた。 

 

2-2 中心市街地のまちづくり 

続いて、三春町における中心市街地のまちづくりの取り組みを確認する。城

下町として発展していた時代の名残を残す三春町の中心市街地では、1970 年代

半ばから、三春町商工会に集う若手の商店経営者が中心となり、まちづくりに

係る様々な活動が進められていた。若手の商店経営者らは、城下町としての中

心市街地の景観を保全し、魅力的な街並みをつくることと、商店街の活性化を

両立する手法を模索していた。そのなかで町行政は 1983 年度（昭和 58 年度）

に建設省住宅局の「地域住宅計画」（通称「HOPE 計画」）に申請し、商工会を

はじめとする地域組織と連携しながら、ハード事業としては街並み環境整備事

業（磐州通りの石畳舗装）や中心市街地再活性化特別対策事業（三春交流館「ま

ほら」の整備）を進める一方、ソフト面での景観保全対策として「美しいまち

をつくる三春町景観条例」を制定した（福島県中建設事務所 2009: 61-93）12。 

これらの景観保全事業を推進する体制を整備するため、町行政は地元の建設

関連業者に声をかけ、「三春町住宅研究会」を結成した。この三春町住宅研究会

と商工会、町行政を中核とする中心市街地のまちづくりを支援したのは、地域

外の専門家であった。HOPE 計画を策定するにあたり、三春町住宅研究会は、

事業の実施可能性等の調査を、東京大学工学部都市工学科の渡邊研究室と共に

実施した（岩田 2014: 17）。また、三春交流館「まほら」をはじめとして、1970

年代以降に町内の中心市街地にて整備された公共施設の設計には、町内出身の

建築家である大高正人氏が携わった。 

                                                 
11 2017年 11月 21日に実施した三春町役場除染対策課除染グループへのインタビュー調査

より。JA たむらは 2016 年 3 月 1 日に JA 郡山市、JA いわき市、JA いわき中部、JA ふた

ばと広域合併し、「JA 福島さくら」となった。 
12 景観条例では、指定地区住民の合意により外構・植栽・建築物の壁面や窓、看板などに

ついての具体的なルールを設けた「まちづくり協定」が盛り込まれており、先の磐州通り

周辺の三地区が協定地区に選定された（福島県中建設事務所 2009: 89） 
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こうした町行政と商工業者、地域外の専門家との連携による景観保全と商店

街活性化を目的としたまちづくりは、1990 年代以降も継続して進められ、1993

年には「三春まちづくり公社」の設立と活動開始、1999 年の「三春町中心市街

地活性化基本計画」の策定と推進へと帰結した。同計画のもとで、大町の中心

通り（約 800 メートル）の拡張、桜川周辺の歩道整備等が進められた（森澤 2006: 

62-72）。 

このように、1970 年代半ばから 2000 年代の三春町では、中心市街地の景観

保全と活性化に政策的投資がなされていたこと13、これらに関する事業について

は町行政と商工業者、専門家の連携による推進体制が整備されていた。 

 

2-3 三春町の地域団体 

これまで、原発事故が起こる前の三春町の農村と中心市街地の環境の変化お

よびまちづくりの課題について確認した。三春町では、原発事故が起こる前か

ら、農村と中心市街地のまちづくりに取り組んでいた地域団体がみられた。本

項では、これらの地域団体の構成と活動を確認する。 

三春町の地域社会において、住民活動の基盤となっている地域団体は「行政

区」と呼ばれる住民組織である14。行政区は複数世帯から構成される「組」によ

って構成される。三春町の行政区は農村・中心市街地など地域ごとに世帯数が

異なり、10～20 世帯の小規模な行政区もあれば、350 世帯以上の大規模な行政

区もみられる15。三春町の行政区は単なる行政サービスの供給のための地区区分

ではなく、地域住民を代表する地域団体としての性格を有している。「三春町行

政区設置条例」では、行政区の代表者としての行政区長が、住民によって選出

される旨が明記されている（牧田 2005: 164-165）。行政区の活動は、農村・中

心市街地によって、また行政区によって異なっていた。多くの行政区が共通し

                                                 
13 牧田実は、1990 年代の三春町が実施した中心市街地整備への積極的な公共投資が、町財

政を公債費比率の上昇に帰結し、財政の硬直化につながっていると指摘する（牧田 2005: 

164・180）。牧田の指摘のとおり、2001 年度（平成 13 年度）の財政指標をみると、公債費

負担比率 21.0%、経常収支比率 82.8%となっており、いずれも高い比率を示している。原

発事故発生後の 2005 年度（平成 17 年度）の財政指標では、行財政改革の成果から公債費

負担比率が 12.7％（実質公債費比率 7.9％）と減少しているが、経常収支比率は 90.7%と上

昇しており（実質収支比率は 4.9％）、依然として財政の健全化が望まれる状況となってい

る。 
14 「行政区」という名称ではあるが、一般的にいう行政区画を指すのではなく、住民組織

の名称である。行政区は、その起源を明治時代に有する。昭和の大合併以前の日本の地域

では、主に旧町村（行政村）が地域における公共サービスの供給を担っていた。しかし、

明治の大合併期には未だ旧町村内におかれた自然村が財政的にも自律した制度的基盤を有

していたために、行政村成立後も自然村が法的に「区」として定められた（中田 1993）。 
15 三春町役場総務課自治防災グループ提供資料「各地区組数・世帯数（H29.11.29 現在）」

より。 
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て実施している活動としては、祭礼の運営や環境整備（道路の清掃や草刈りなど）、

高齢者の親睦機会の創出などがみられた（牧田 2005: 166-167）。 

 

表 3 三春町の行政区・組の概要（2003年度（平成 15年度）時点） 

地区 世帯数 行政区数
行政区あたり

世帯数（平均）
組数

三春 2,377 13 182.8 228

沢石 327 2 163.5 37

要田 296 4 74.0 21

御木沢 454 7 64.9 44

中妻 292 4 73.0 24

中郷 423 11 38.5 52

岩江 1,307 6 217.8 94

総計 5,476 47 116.4 500
 

出典:牧田（2005: 165）表-2を筆者が修正16 

 

三春町の行政区は、個々の活動を展開するだけではなく、連合組織を形成し

ていた。町内の区長により構成される「三春町区長会」である。区長会の目的

は、三春町区長会規約第 3 条によると、町の行財政の円滑な運営に協力すると

ともに、町の行財政に意見を具申することである（牧田 2005: 165）。なお三春

町区長会については、三春町では自主防災組織が主に行政区の単位で整備され

た経緯から、「三春町自主防災会連合会」と実質的に同一の組織であるとみなさ

れていた17。さらに、町内 7 地区から選出される代表区長により構成される「三

春町代表区長会」が設置されていた18。 

三春町には、行政区よりも広域で活動する地域団体として「まちづくり協会」がみら

れる。1976 年に町内全域を単位とする「まちづくり協議会」が発足し、町内 7 地区（旧

町村）ごとに支部が設置された。しかし 1982年 4月に、地域の特色を生かした活動を

進めることを狙いとしてまちづくり協議会の支部は廃止となり、町内 7 地区（旧町村）ご

                                                 
16 牧田論文表-2 の出典は三春町提供資料となっている。この表の総計には岩江地区の数値

が含まれていなかったため（誤集計であると推察される）、筆者が再計算のうえ修正した。

なお、原発事故発生後の 2017 年度（平成 29 年度）の情報では、町の行政区は 48、世帯数

は 5421、組数は 494 となっている（三春町役場総務課自治防災グループ提供資料「各地区

組数・世帯数（H29.11.29 現在）」より）。 
17 2017 年 12 月 21 日に実施した前三春町副町長へのインタビュー調査より。 
18 代表区長は三春地区から 7 名、沢石・要田・御木沢・中妻・中郷・岩江の 6 地区から各

1 名が選出され、計 13 名で代表区長会が構成される（2017 年 11 月 29 日に実施した三春

町総務課自治防災グループへのインタビュー調査より）。 
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とに新たに独立した地域組織として「まちづくり協会」が設置された（三春町・三春まち

づくり協会 1990: 3, 牧田 2005: 167）19。まちづくり協会の構成員は各地区によって

異なるが、各地区の地域組織の代表者を中心に構成されていることは共通してみられ

る。役員には行政区長・組長・農業委員・農事組合長・農業団体役員・PTA・民生児童

委員などが名を連ねている（牧田 2005: 174-178）。1970年代の「まちづくり協議会」

支部においては、各地区の農協が事務局を担当していた（社団法人地域社会計画セ

ンター 1979: 14）。また、中心市街地である三春地区のまちづくり協会（三春まちづく

り協会）における 1990 年時点の規約を参照すると、同協会では三春町商工会内に事

務局が置かれていた（三春町・三春まちづくり協会 1990: 20）。なお、今日（2010 年

代）の町内の各まちづくり協会の事務局は、専従嘱託員を中心に運営されている。ま

ちづくり協会の担い手は、三春町が戦後、農業・林業を中心とする伝統的な農山村か

ら工業・サービス業で働く人々が多勢を占める地域へと変化するなか、とりわけ 2000

年代以降は、地域に根づいて就業する農業者・商工業者だけではなく、民間企業や

官公庁に勤務する者や定年退職者、主婦などが加わり、多様化していったと推察され

る20。 

 

表 4 三春町のまちづくり協会の部会構成（2010年度（平成 22年度）時点） 

協会名 部会数 部会構成

三春まちづくり協会 6 生涯学習/環境/福祉/地域/街並/広報

沢石まちづくり協会 5 スポーツ/地域学習/保健福祉/景観/土地利用

要田まちづくり協会 5 土地利用/景観/保健福祉/スポーツ/地域学習

御木沢まちづくり協会 6 土地利用/景観/保健福祉/スポーツ/地域学習/交通安全

中妻まちづくり協会 4 土地利用/地域学習/環境福祉/保健推進

中郷まちづくり協会 5 土地利用/景観/保健福祉/スポーツ/地域学習

岩江まちづくり協会 5 総務企画/土地利用景観/保健福祉/スポーツ/広報
 

出典:三春町（2010）『三春町町勢要覧 資料編（2010年版）』p16 をもとに筆者

作成 

 

まちづくり協会の活動は多岐にわたるが、7 地区全てのまちづくり協会が、「景観」な

                                                 
19 自治省は 1983 年よりコミュニティ政策を全国規模で展開するため、全国からモデル地区

を指定していった。三春地区は全国で 46 か所指定された地区のうちの 1 つとなり、福島県

内では 1983 年に指定をうけた棚倉地区（棚倉町）に次ぐ 2 地区目の指定となっていた。こ

の指定をうけて三春まちづくり協会は中心市街地の歴史的景観を保全・形成する様々な活

動（小径整備・旧所名跡案内板の設置など）を展開していた（三春町・三春まちづくり協

会 1990: 4）。 
20 2017 年 12 月 14 日に実施した三春まちづくり協会へのインタビュー調査より。 
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いしは「土地利用」部会を設置し21、地域環境調査や地区ごとの土地利用計画の作成

を進めていた（表 4）。また、土地利用部会はそれぞれの地区に民間から開発事業や

計画が持ち込まれた際に、地元の意見を聴取する場として役割を果たしていた22。こ

れらの背景には、1980 年代以降に町内全域で無秩序な開発の抑制と景観の保全・

形成がまちづくりの課題となっていたことが挙げられる（森澤 2006: 158-163）。「三春

の里整備構想」のもとで観光・教育関連施設の整備が進んでいた三春ダム周辺の地

区、郡山都市圏の拡大とともにスプロール化が進んでいた市西部の岩江地区、旧城

下町の歴史的建造物や寺社が残る中心市街地の三春地区、旧桑園の山林化・原野

化が進行し耕作放棄地が拡大していた農村部各地区では、共通して地域の特徴を生

かして景観を保全・形成する必要性に直面していたのである。 

加えて、まちづくり協会は各地区の住民がもつまちづくりに対する意見を代表し、町

行政の政策に反映させる役割を担っていた。三春町では年に 1 回、「まちづくり懇談

会」が開催され、町長、副町長、教育長、町担当課、地区選出の町議が出席のうえ、

行政と地区住民のあいだでまちづくり協会ごとに地区を対象とした事業・制度に関する

情報の共有、地区の問題についての意見交換がなされていた23。議題・課題は年や

地区ごとに異なるが、道路の整備、防犯、災害対策などがあがることが多かった24。ま

ちづくり懇談会にさいしては事前にまちづくり協会が各要望に優先順位がつけたうえ

で、要望書を作成のうえ、町行政に提出する。まちづくり懇談会の場では要望書の内

容とその場で挙がった住民の意見・要望にたいして町担当課がその場で回答する。ま

ちづくり協会の要望書と住民の意見・要望については、町の次年度の予算編成に反

映されるという行政運営の慣習が確立されていた（牧田 2005: 174）。 

こうした三春町の政策実施における行政とまちづくり協会による相互調整の慣習は、

1976 年に設置された「まちづくり協議会」以降の数十年にわたる蓄積により根づいた

ものであった。当時の町行政上層部は、町民参加による住民主体のまちづくりを進め

ることを強く意識し、そのための方策として「町民参加の組織化」を志した（牧田 2005: 

167, 社団法人地域社会計画センター 1979: 12-14）。まちづくり協議会およびまち

づくり協会は、当初は町行政の志向と関与のもとで組織形成がなされた25。組織形成

                                                 
21 三春町（2010）「三春町町勢要覧 資料編（2010 年版）」p16 より。 
22 2017年 11月 29日に実施した三春町総務課自治防災グループへのインタビュー調査より。 
23 1980～1990 年代の三春まちづくり協会では、大字ごとに構成される字委員会・町内会ご

とにまちづくり懇談会を開催していた（三春町・三春まちづくり協会 1990: 17）。 
24 2017年 11月 29日に実施した三春町総務課自治防災グループへのインタビュー調査より。 
25 まちづくり協議会の発足当初は、町職員が各協議会支部の事務や企画を担当する「地区

担当制」がしかれていたが、2002 年の「三春町まちづくり協議会規約」の改訂にともない

地区担当制は廃止された。ただし地区担当制の廃止後も、各地区まちづくり協会には町職

員が担う「地区連絡員」が置かれ、地区連絡員はまちづくり協会の事務や企画の職務から

は外れたが、行政からの連絡事項の伝達と資料の配布を継続して担っていた（牧田 2005: 

167-169）。 
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から数十年の過程で、まちづくり協会は担い手の変容と組織再編を経験していったが、

町行政との連携のもとで、住民主体のまちづくり組織を運営するという方針は変化する

ことがなかった。 

以上みてきたとおり、三春町において行政区とまちづくり協会は、ともに様々

な地域の組織・団体の結節点となり、住民の利害を調整する役割を担っていた。

さらに、地域住民を代表し、住民と行政を媒介する役割を担っていたと考える

ことができる。次節では、福島第一原発事故の発生以降に視点を移し、三春町

における放射性物質対策が、町行政・地域団体の連携のもとでいかに進められ

てきたかを確認する。 

 

３ 三春町における放射性物質対策 

 

三春町における放射性物質対策を確認するに先立ち、国・福島県によって放

射性物質対策に係る制度やガイドラインがいかに整備されたかを確認しておき

たい。当然ながら、原発事故にともなう放射性物質の拡散という現象は国・福

島県にとっても想定外であり、放射性物質対策に係る制度は原発事故後に整備

され、実証実験・現場検証の結果をふまえて、各種ガイドラインが策定されて

いった。 

 

表 5 国・福島県による放射性物質対策に係る制度・ガイドラインの整備状況

（2011年度（平成 23年度）） 

年月日 実施主体 管轄 事項

2011年3月25日 福島県 農林水産部
東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う農作

物等に関する農業技術情報・第1報

2011年5月27日 政府 文部科学省 福島県内の小中学校等の校庭の表土除去工事費用の国費補助を公表

2011年8月2日 福島県 生活環境部 線量低減化活動支援事業補助金交付要綱・施行

2011年8月26日 政府 原子力災害対策本部 除染に関する緊急実施基本方針/市町村による除染実施ガイドライン

2011年8月26日 政府 文部科学省・日本原子力研究開発機構 学校等における放射線測定の手引き

2011年8月30日 政府 ― 放射性物質汚染対処特措法・公布

2011年9月30日 政府 原子力災害対策本部
「市町村による除染実施ガイドライン」に基づく「森林・農地の除染の適切

な方法等」公表

2011年10月21日 政府 文部科学省・日本原子力研究開発機構 放射線測定に関するガイドライン

2011年10月29日 政府 環境省 放射線廃棄物の処理にかんする工程表

2011年11月11日 政府 ― 放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針

2011年11月～ 政府 ― 除染モデル実証事業

2011年12月 政府 環境省 放射能濃度等測定方法ガイドライン

2012年12月5日 福島県 農林水産部 農林地等除染基本方針

2011年12月14日 政府 環境省 除染関係ガイドライン

2011年12月27日 政府 環境省
廃棄物関係ガイドライン（事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処

理等に関するガイドライン）

2011年12月28日 政府 ― 汚染状況重点調査地域の指定　※8県102市町村

2012年1月 福島県 生活環境部 除染業務に関する技術指針

2012年1月1日 政府 ― 放射性物質汚染対処特措法・全面施行

2012年2月28日 政府 政府 汚染状況重点調査地域の追加指定　※2市町村

2012年3月 政府 環境省 放射性物質による局所的汚染箇所への対処ガイドライン

2012年3月26日 福島県 農林水産部 農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策指針  
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 放射性物質対策に係る制度のなかで、国・地方・公共団体・関係原子力発電

事業者などすべての関係機関が講ずるべき処置を定めたものが、放射性物質汚

染対処特措法（2011 年 8 月 30 日公布・2012 年 1 月 1 日全面施行）である（以

降、「特措法」と表記）。特措法は、放射性物質汚染廃棄物（以下、「汚染廃棄物」

と表記）の処理責任と処理費用を国が負うこと、汚染状況重点調査地域におい

ては市町村が空間線量率等の調査を実施したうえで、除染実施計画を策定する

こと、市町村は除染実施計画にそって、汚染廃棄物仮置場の確保、除染事業の

発注、除染実施後の環境放射線量モニタリング等を順次実施することが定めら

れている（筑紫 2016: 81-82）。 

 特措法の背景には、政府が「住民が居住することが可能だが放射性物質によ

る汚染が及んでいる地域では、地域固有の事情や住民ニーズを把握している市

町村単位での計画的な除染が最も効果的と判断26」したことがある。特措法の制

度的枠組のもと、汚染状況重点調査地域に指定された市町村では、被災後の放

射性物質対策にかんする情報の収集、放射性物質対策の方向性の措定、対策実

施についての決定について、市町村以下の地域社会で活動する諸主体にゆだね

られたといえる。汚染状況重点調査地域では、市町村行政を含む諸主体の連携

と住民参加にもとづく放射性物質対策が、試行錯誤をともないながら実施され

ることととなり、三春町も例外ではなかった。 

先述のとおり、福島第一原発事故の発生後、三春町は 2011 年 12 月 28 日に汚

染状況重点調査地域に指定され、除染をはじめとする放射性物質対策を進めて

いった。しかしながら、特措法の制度的枠組が固まり、汚染状況重点調査地域

の指定のもとに「除染」を実施するという方向性が定まる前の、いわば「制度

の空白期」における社会的対応については、特に地域ごとの多様性がみられる

とともに、地域の放射性物質対策の特徴があらわれていたと考えられる。その

意味で、汚染状況重点調査地域の指定を節目として、その前後の地域における

放射性物質対策に着目することの意義は大きい。そこで本節では、事故発生か

ら汚染状況重点調査地域の指定までの時期を「応急期」、それ以降を「復旧・復

興期」と区分し、三春町における放射性物質対策において、町行政・地域団体

の連携がいかに行われたかを確認する。 

 

3-1 三春町の被害と緊急対応 

三春町における東日本大震災による被害について確認する。2011年 3月 11日午

後 2 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震にともない、三春町では死者 1 名、

負傷者 2名の人的被害をうけた。住家被害については全壊 30棟、半壊 174棟（大規

                                                 
26 原子力災害対策本部「市町村による除染実施ガイドライン」pp.1 
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模半壊を含む）、一部損壊 1182 棟であった27。町内の地震の被害は甚大であり、行

政・町民ともに高齢者の安否確認、上下水道の復旧などの緊急対応に追われていた。

ところが 3月 12日の 15時 30分に福島第一原発 1号機が水素爆発を起こし、18時

25分に政府が福島第一原発半径 20km圏内に避難指示を出すと、三春町は原発周

辺地域からの避難者を受け入れた。三春町行政は一次避難所を町内に 9カ所設置し、

葛尾村・富岡町・大熊町等から約 2000 人が三春町の一次避難所に避難した。また、

町行政は町内のホテルや旅館等 7 施設を二次避難所として設置し、172 名が二次避

難所を利用した28。 

避難者の受け入れと支援については、各地区のまちづくり協会および自主防災会

も役割を果たした。町北部の沢石地区では、まちづくり協会の事務所が存在する沢石

会館にて、富岡町からの避難者が約 80 名を受け入れた29。町西部の岩江地区では、

岩江中学校体育館にて大熊町からの避難者を約 180 名受け入れた。岩江地区では

「岩江地区災害対策本部」（後述）の主導により、避難者に提供する毛布や衣服などの

支援物資の調達、避難者に提供する食事の搬送・配膳が行われた30。 

 

表 6 三春町における環境放射線量の推移（単位：μSv/h） 

地区 地域類型 測定施設 2011.5 2012.4 2013.4 2014.4 2015.4 2016.4 2017.4

三春地区 中心市街地 三春町役場 0.34-0.45 0.19-0.26 0.14-0.18 0.14-0.16 0.12-0.14 0.11-0.12 0.10-0.11

岩江地区 郊外 下舞木第2集会所 1.33-1.49 0.70-0.76 0.48-0.52 0.38-0.44 0.31-0.32 0.27-0.28 0.18

御木沢地区 農村 JAたむら御木沢センター 1.19-1.39 0.72-0.82 0.45-0.57 0.34-0.36 0.27-0.28 0.23-0.24 0.22

中妻地区 農村 鷹巣公民館 0.73-0.79 0.48-0.51 0.35-0.38 0.14-0.16 0.13-0.13 0.12-0.12 0.12

中郷地区 農村 過足集会所 0.56-0.62 0.24-0.26 0.18-0.19 0.16-0.17 0.14-0.16 0.13-0.13 0.12

沢石地区 農村 田村西部環境センター 1.15-1.32 0.72-0.84 0.44-0.57 0.26-0.29 0.21-0.21 0.20-0.20 0.18

要田地区 農村 要田交流館大平荘 0.59-0.65 0.35-0.37 0.26-0.29 0.20-0.22 0.17-0.18 0.15-0.15 0.15

 

出典: 福島県ホームページ「県内各市町村環境放射能測定結果」三春町ホーム

ページ「三春町内の環境放射線量測定値」より筆者作成 

                                                 
27 2017 年 11 月 24 日に三春町役場総務課企画情報グループより提供をうけた資料より。 
28 2017 年 11 月 24 日に三春町役場総務課企画情報グループより提供をうけた資料、2017

年 12 月 21 日に前三春町副町長より提供をうけた資料「三春町の地震発生からの対応状況

メモ」より。 
29 2017 年 12 月 14 日に実施した沢石まちづくり協会へのインタビュー調査より。 
30 2017 年 12 月 22 日に実施した岩江まちづくり協会へのインタビュー調査より。避難者に

提供する食事は「三春の里振興公社」で調理され、各地区災害対策本部に運搬された。岩

江地区災害対策本部では、行政区長・民生委員が中心となり、避難者への支援物資を地区

住民に募った結果、1200～1400 点に上る支援物資が集まったという。 
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一方で、福島第一原発から放出された放射性物質は、原発から約 45km の位置に

ある三春町に到達しようとしていた。三春町には、2011 年 3 月 15 日までに放射性物

質が降下したとみられる。表 6 は三春町における環境放射線量の推移を示している。

表 6 が示すとおり、三春町では 2017 年 4 月の時点で、放射性物質汚染対処特措法

に基づく汚染状況重点調査地域の指定、除染実施計画を策定する地域の要件である

毎時 0.23 マイクロシーベルト（μSv/h）を上回る地区はみられなくなった。しかしながら、

2011 年 5 月の時点では、町内全地区で同基準を上回っていた。とりわけ、町北部の

農村である沢石地区、町西部の郊外である岩江地区は他地区と比較して環境放射線

量が高かった。 

三春町の行政・地域団体は、この放射能汚染にいかに対処したのだろうか。表 7 に、

三春町において時期（「応急期」「復旧・復興期」）ごとに実施された主な放射性

物質対策を示した。表 6 は、福島第一原発事故が発生した 2011 年 3 月 11 日の

直後から長期間にわたって、三春町では様々な放射性物質対策が実施されてい

ることを示している。ここからは、本表に記載されている放射性物質対策の実

施に至った背景と経緯を確認する。 

 

表 7 三春町の放射性物質対策に関する主な出来事 

フェーズ 年月日 出来事

2011.3.15 町、39歳以下の町民（7269名）を対象に安定ヨウ素剤を配布

2011.3.27 町、農作業上の注意事項および作業工程の延長を住民に通知

2011.5.5 町、「東日本大震災学習会」を開催（第1回）

2011.6.20 三春実生プロジェクトが始動

2011.6.23 町、町内の小中学校・保育所・幼稚園の校庭・園庭の表土除去に着手

2011.7.末～8上旬 町、町内45か所の農地において、農地土壌の放射性物質調査を実施

2011.8.23 町、町内の畜産農家約100戸を対象に堆きゅう肥の放射線量調査実施を決定

2011.9.13 町、食品等放射能検出検査所を開設

2011.10.12 コメの放射線汚染調査で国の暫定規制値を下回ったため、町内全地区にて米の出荷・売買・譲渡が可能に

2011.11.6～12.18 町内56の行政区/自治会による通学路の除染作業

2011.12.1 「三春町除染実施計画（第1版）」を策定

2011.12.28 汚染状況重点調査地域に指定される

2012春 三春町の果樹農家、一般の田畑に先立ち除染を実施

2012.4.1 町、井戸水の放射性物質検査料の町費負担を開始

2012.6.27 町、「内部被ばく量測定結果に関する勉強会」を開催

2012.9.1・11.1 町、広報にて農地除染の方針を示す

2012.11.14 沢石地区の農家が生産した玄米三袋から食品衛生法の基準値100Bq/kgを上回る放射性セシウムが検出される

2012.12.12 「三春町除染実施計画（第2版）」を改訂

2013.3.1 町、水稲が放射性セシウムを吸収することを抑えるカリウム肥料を無償配布

2013.12.11 「三春町除染実施計画（第3版）」を改訂

2014.8～ 岩江地区の除染廃棄物仮置き場の造成工事開始

2015.3.30 「三春町除染実施計画（第4版）」を改訂

2015.11.7～12.5 各地区まちづくり懇談会にて、除染廃棄物仮置き場の3年期限への早期対応の要望が町・町議会に提起される

2016.4.1 町、農業用ため池の除染実施計画の策定および除染実施開始（2017年度も継続）

2016.6.22
町、町議会、自主防災連合会が連名で環境大臣あてに「仮置場から中間貯蔵施設への除染廃棄物の早期搬出」

「仮置場の適切な管理に対する財政措置」に関する要望書を提出

2017.3.21 町内2か所の食品等放射能検査所を統合、１か所での運営へ

応急期

復旧・復興期

 
出典:『福島民報』『福島民友』『広報みはる』より筆者作成  
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3-2 応急期 

三春町では、東北太平洋沖地震発生の翌日である 2011 年 3 月 12 日に「第 1 回

代表区長会」が開催された。この会議は自主防災会連合会を兼ねたものであり、町内

7 地区の被害状況、避難人数等の情報交換がなされるとともに、町内 7 地区に「地区

災害対策本部」を設置することが決定され、各地区のまちづくり協会が地区災害対策

本部の運営を担うこととなった。さらに町の災害対策本部のメンバーとして各地区の代

表区長が入り、役場と各地区の連携体制が整備されていった31。 

 

3-2-1 安定ヨウ素剤の配布 

三春町行政は、原子炉の破損により大気中に放射性物質が放出された状況につい

て情報を収集し、3月 15日に国・県の指示のないなか独自の判断で、39歳以下の町

民（7269 名）を対象に甲状腺への被ばくを低減する効果がある安定ヨウ素剤を配布し

た（写真 2）。 

 

 
写真 2 三春町における安定ヨウ素剤の住民への配布を報じる新聞記事 

出典: 『福島民報』2011年 3月 16日 

 

安定ヨウ素剤については服用に伴う副作用、住民に配布・服用を求めることで住民

に不安を喚起してしまう可能性など、デメリットも考えられる。そのため、三春町では原

発事故の発生から住民への配布に至る 4 日間で、安定ヨウ素剤の服用に関する情報

収集・調達の方法・そして服用の是非についての議論が集中的に行われた。この三春

町の安定ヨウ素剤の配布とその判断に至るまでの過程については、その後マスメディ

アで取材・報道がなされているため32、本稿では詳細に言及しない。 

本稿で言及しておきたいのは、安定ヨウ素剤の配布とその判断は町役場課長級（課

                                                 
31 2017 年 11 月 24 日に三春町総務課企画情報グループより提供をうけた資料および、2017

年 12 月 21 日に実施した前三春町副町長へのインタビュー調査より。 
32 朝日新聞の連載記事「プロメテウスの罠」をまとめた宮﨑知己 (2013)、NHK スペシャ

ル「証言記録・東日本大震災・第 9 回三春町――ヨウ素剤・決断に至る 4 日間」など。 
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長会）による協議を経て、副町長が判断し、その判断を町長・町議会議長が支持した

ことでなされた点である（宮﨑 2013: 87-95）。このように、安定ヨウ素剤の配布は、町

の政治・行政の上層部が決定した。 

しかしながら、安定ヨウ素剤の配布に地域団体や地域住民が関わっていなかったわ

けではない。安定ヨウ素剤の配布に至るまでは 2 回の地区災害対策本部会議が開催

され、配布に先立つ住民との情報共有と配布の事務手続きに際して、地区災害対策

本部が中心的な役割を果たした。町西部の岩江地区では、岩江まちづくり協会の役

員・行政区長・民生委員らが地区災害対策本部の立ち上げ、避難者の受け入れを進

める一方で、まちづくり協会の事務局が置かれている岩江センターにおいて、住民へ

の安定ヨウ素剤配布が行われた33。地区災害対策本部会議にて行政より安定ヨウ素剤

について、配布手続き、服用に際して住民に伝えるべき留意点など、必要とされる情

報はまちづくり協会の役員・行政区長・民生委員には伝えられていたため、配布と住

民の服用は円滑に進められた34。 

 

3-2-2 校庭・園庭の表土除去 

応急期の三春町では県内他地域と同様、町内の子どもの放射線防護が喫緊の課

題となった。町行政は 2011年 5月 14日に町内の小中学校・保育所・幼稚園の校庭・

園庭の放射線量調査を実施し（写真 3）、6月 23日には 2010年度（平成 22年度）の

補正予算にて校庭・園庭の表土除去を 16施設で実施した。三春町行政は校庭・園庭

の表土除去にあたって、保護者・行政区長・まちづくり協会役員を対象として、町内の

中学校区ごとに説明会を開催した35。 

 

 
写真 3 三春町における校庭・園庭の土壌放射線量調査の様子 

出典： 三春実生プロジェクト事務局、『「三春”実生“プロジェクト」の活動

記録――東日本大震災直後の三春町の記録』pp.3 

                                                 
33 住民への案内は防災無線を通じてなされた。 
34 2017 年 12 月 22 日に実施した岩江まちづくり協会へのインタビュー調査より。 
35 『広報みはる』980 号（2011.7）p.12 より。 
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3-2-3 放射能に係る情報の収集と発信 

応急期の三春町の放射性物質対策は、町内の行政・地域団体だけが担ったわけで

はなかった。地域外の専門家の支援と関与を得て、三春町では応急期に行政と専門

家の連携による放射能に係る情報の収集と発信が進められた。 

原発事故発生後、町行政がはじめに実施した活動は、2011年 5月 5日に開催した

「東日本大震災学習会」であった。学習会では、東日本大震災復興構想会議の委員

を務めていた町内在住の有識者である玄侑宗久氏による復興構想会議の報告、阪神

淡路大震災の際に被災者支援運動に携わった弁護士の伊賀興一氏による講演、長

澤信方氏（元東京大学教授）による放射線防護に関する講演、富岡町・大熊町両町の

職員による報告がなされた。さらに学習会では、①三春町内の農業者②三春町内の

商工業者③富岡町などの避難者の３グループに分かれたうえで分科会が開催され、

今後の放射線防護や農業・商工業の再開、避難者の支援に向けて情報・意見交換が

なされた36。学習会開催当時は、空間や土壌の放射線量や安全基準値などについて、

情報が不足し、町内の住民・事業者の理解が及んでいない状況であった。他方で、町

内の農業者・商工業者が不安を感じていたのは、営農や事業が再開できるのかという

ことと、原発事故により生じた損害が賠償されるのかということであった。町行政の上層

部は事故発生から程なくして、伊賀興一氏ら弁護士グループと関わりを持つようになっ

ていたことから、こうした専門家の力を借りて営農や事業の再開および賠償の実現に

むけて、町内の農業者・商工業者から情報を収集したのである37。東日本大震災学習

会は、その後 2012 年 5 月 29 日までに計 4 回開催され、放射線の基礎知識や損害

賠償について、町民に情報を発信する場となった38。 

その後、三春町では、放射能・放射線に係る情報収集と発信を目的とする官民連携

の体制が構築された。東北大学大学院理学研究科の放射線物理学を専門とする研

究者有志が、マスメディアに登場した玄侑宗久氏に働きかけたことをきっかけとして、

2011年 6月 20日に設立された「三春“実生”プロジェクト」である。同プロジェクトの運

営費には町の補助金が費やされており39、メンバーには研究者有志と玄侑宗久氏のほ

か、町長・副町長・教育長・町役場担当課（各 1名）も名を連ねた40。事務局は、町総務

                                                 
36 2017年 11月 24日に実施した三春町総務課企画情報グループへのインタビュー調査およ

び、同グループ提供資料「「三春“実生”プロジェクト」の活動記録――東日本大震災直後

の三春町の記録」p.8、『広報みはる』979 号（2011.6）p.3 より。 
37 2011年 11月 21日に実施した三春町除染対策課除染グループへのインタビュー調査およ

び、同グループからの提供資料より。 
38 三春町総務課企画情報グループ提供資料「「三春“実生”プロジェクト」の活動記録――

東日本大震災直後の三春町の記録」p.8 より。 
39 2011 年度（平成 23 年度）は「実生プロジェクト事業補助金」として 3,940 万円が町予

算より拠出された。 
40 2017年 11月 24日に実施した三春町総務課企画情報グループへのインタビュー調査より。 
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課（企画情報グループ）が務め、監事に町議会副議長・区長会長が就任した41。 

実生プロジェクトの活動は多岐に及ぶ。小中学校・保育所・幼稚園の校庭・園庭の

土壌放射線量調査を担当したのは、三春実生プロジェクトであった（写真 3）。また、東

日本大震災学習会における講演、バッジ式線量計を使用した小中学生（約 1700 名）

の個人積算量調査、全国寺院 103 か所における OLS 線量計による放射線測定など

も展開された。政府や福島県からの放射能・放射線に関する情報提供が限定的な応

急期において、三春実生プロジェクトでは研究者有志の専門知識にもとづく支援を得

て、科学的な信頼性が担保された放射能・放射線に係る情報収集と発信が行われ

た。 

 

3-2-4 地区住民による放射線量測定と自主的除染 

これまで確認してきたとおり、三春町行政は三春実生プロジェクトと連動して、2011

年 4 月以降、町内の小中学校・保育所・幼稚園の校庭・園庭の放射線量調査を実施

し、公共施設における放射線量測定を実施した。また、農地の放射線量モニタリング

については、2011 年上半期の時点で福島県が実施していたのは町内の 3 か所に留

まっていたことから、町行政は 2011年 7月末から 8月上旬にかけて、町内 45カ所の

農地において農地土壌の放射性物質調査を実施した42。 

 

 

写真 4 行政区・自治会による自主的除染を報じる町広報の記事 

出典：『広報みはる』986号（2012.1）p.5 

                                                 
41 第 41 回出前懇談会資料（三春まちづくり協会・2011 年 10 月 12 日開催）p.1-2 より。 
42 2011年 11月 21日に実施した三春町除染対策課除染グループへのインタビュー調査より。

調査の結果、45 カ所で政府が定めた作付け制限の基準値 5000Bq/kg を超えた箇所は、水田

ではみられず、町北部の畑 1 か所に留まった。 
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しかしながら、2011 年上半期の時点で、町行政と三春実生プロジェクトだけでは、

放射線量の調査が行き届かない状況であった。そこで町行政は各地区の自主防災会

に依頼し、5月下旬から地区ごとの放射線量測定が実施された43。 

さらに、子どもが生活空間として過ごす時間が多い通学路、公園等における放射性

物質による放射線量の低減を図るため、福島県が「線量低減化活動支援事業」44を実

施する方針が決定すると、三春町においても同事業を活用して、2011年 11月 6日か

ら 12月 8日にかけて、町内 56の行政区/自治会において、住民による通学路等の自

主的除染が実施されることとなった。具体的には、高圧洗浄機を使用した路面の放射

性物質の洗い流し、側溝の土砂除去、草刈りなどが行われた。 

自主的除染の実施主体となったのは、各地区のまちづくり協会・行政区・PTA であ

った。とりわけ、自主的除染にあたっては、まちづくり協会が行政と各地域組織の調整

機関として役割を果たした45。町北部の農村地域である沢石地区では、2011 年 10月

11日に町行政から沢石まちづくり協会に対して線量低減化活動支援事業の内容を説

明する場を設け、その場に行政区長・沢石小学校 PTA 役員・沢石小学校校長・消防

団などが出席した。続いて、まちづくり協会は 2011年 10月 18日に「沢石地区環境保

全対策会議」を設置し、地区における線量低減化活動支援事業の実施体制および実

施内容を協議した。同会議では事業の補助を活用して高圧洗浄機を 10台購入し、地

区内各集落に配備したうえで除染を実施した46。 

 自主的除染で生じた汚染廃棄物の保管については、町内のまちづくり協会・行政

区ごとに異なる手続きがとられた。一例を挙げると、岩江まちづくり協会では協会長が

調整役となり、各行政区の自主的除染のエリアが割り当てられた。他方で汚染廃棄物

仮置場の場所の決定については、行政区の責任により区ごとに場所の選定や調整が

なされた。岩江地区では各行政区の調整の結果、町営および組合管理の墓地に汚染

廃棄物が埋設された。しかしながら、岩江地区では必ずしも行政区における汚染廃棄

物仮置場の場所の決定が支障なく進んだわけではなかった。岩江地区では行政区が

一度決定した汚染廃棄物仮置場に除去土壌等を保管したのちに、周辺住民の反対

をうけて、保管場所を再度決め直し、除去土壌等を移し替えたこともみられた47。このよ

うに、三春町の自主的除染に際しては、まちづくり協会・行政区が除染に係る諸事項

                                                 
43 平成 23 年 6 月三春町議会定例会（2011.6.9）議事録における鈴木義孝町長の発言より。 
44 本事業は、子どもが過ごすことが多い通学路、公園をはじめとする生活空間の放射性物

質による放射線量を低減させる活動に取り組む団体に対して、補助上限額 1 団体あたり 50

万円として、当該活動に必要な物品の譲与又は貸付け並びに除去土壌等の運搬等の支援を

行うものである。対象となる団体は町内会・PTA・ボランティア団体が想定されている。 
45 三春町区長会（自主防災会連合会）は自主的除染に際して、2011 年内に県北においてす

でに除染が実施されていた地域を訪問し、除染の実施方法等を見学した（2017 年 12 月 22

日に実施した岩江まちづくり協会へのインタビュー調査より）。 
46 2017年 12月 14日に実施した沢石まちづくり協会へのインタビュー調査より。 
47 2017 年 12 月 22 日に実施した岩江まちづくり協会へのインタビュー調査より。 
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の決定・調整に果たした役割が大きかった。 

 

3-2-5 除染実施計画の策定 

政府は 2011 年 8 月 26 日に「市町村による除染実施ガイドライン」を策定し

た（表 5）。以降、政府のガイドラインをもとに、各市町村で除染実施計画の策

定にむけた体制の整備と計画内容の検討が進められた。 

三春町行政は除染実施計画の策定に先立ち、2011 年 10 月に住民課内部に除

染対策班を立ち上げ、農地除染を含めた除染関連業務を同班に集約させた。除

染対策班は除染実施計画の策定作業を一手に引き受け、国のガイドラインに準

拠した形で計画内容の素案を固めていった。 

除染実施計画の策定過程において、町役場内部の課内調整がなされていた。

各課 1 名程度の委員が住民課の素案を検討した（産業課（商工・農林）からも

代表者が 1 名協議の場に参加）。素案を策定した住民課除染対策班と各課代表者

の検討会議は 3～5 回程度行われ、その過程で除染実施計画の原案ができていっ

た。その後、除染実施計画は住民代表（自主防災会（行政区長））と町議会との

協議によって成案した48。 

他方で、三春町では除染実施計画の策定にあたって、広く一般の住民に計画

内容を周知し、要望などを聴取する機会は設けられなかった。また、農地除染

の実施に関与することが見込まれた農業関連団体との間で、除染実施計画の内

容にかんする事前協議や調整は実施されなかった49。このことから、三春町にお

ける除染実施計画の策定に至るまでの住民参加の機会は限定的であった。三春

町では、除染実施計画の策定後、事業を遂行する過程において、町行政と地域

団体・地域住民とのあいだで除染の方針・内容をめぐる調整が進行したと考え

られる。 

 

3-3 復旧・復興期 

 本節では、三春町の汚染状況重点調査地域への指定（2011.12.28）以降の「復

旧・復興期」における、三春町における放射性物質対策および、町行政・地域

団体の連携の状況を確認していく。復旧・復興期に入ると、三春町では応急期

で実施していた子どもの放射線防護に係る生活環境の安全確保、放射線に係る

情報の収集と発信にくわえて、放射性物質対策に関する事業が多岐におよび実

                                                 
48 2017年 11月 21日に実施した三春町除染対策課除染グループへのインタビュー調査より。 
49 2017 年 11 月 21 日に実施した三春町除染対策課除染グループへのインタビュー調査、

2017 年 12 月 19 日に実施した JA 福島さくら・たむら地区へのインタビュー調査、2017

年 12 月 21 日に実施した前三春町副町長へのインタビュー調査より。 
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施されるようになっていった（辻ほか 2017: 3-4）50。本節ではこれらの放射性

物質対策のなかから、面的除染・農地除染・地区住民による放射線量測定に焦

点を当て、それぞれの取り組みについて確認する。 

 

3-3-1 面的除染と汚染廃棄物仮置場の造成・管理 

特措法の制定後、環境省は除染モデル実証事業の成果をふまえて、2011年 12月

14 日に「除染関係ガイドライン」を策定・公表し、放射線量の調査測定方法、建物・道

路・土壌・草木などの除染方法等について方針を示した。以降、汚染状況重点調査地

域では放射性物質対策の中心に面的除染51が据えられるようになった。 

面的除染において汚染状況重点調査地域の指定自治体が直面したのが、汚染廃

棄物仮置場を自治体内のどこに造成し、誰がどのように仮置場の管理を行うかという

課題である。特措法では除去土壌の処理に関する「基本的事項」に係る「その他重要

事項」として、「汚染廃棄物等の処理のために必要な施設の整備等につき、土壌等の

除染等の措置に伴い生じる土壌と廃棄物について、当分の間、市町村やコミュニティ

毎に仮置場を確保すること」が定められているからである（筑紫 2016: 62）。 

 

 

図 5 三春町における汚染廃棄物の仮置場の位置と住宅地除染の実施状況 

（2015 年 12 月時点） 

出典：『広報みはる』1033 号（2015.2）p.19 

                                                 
50 本稿では詳述しないが、表 7 で示しているとおり、復旧・復興期から着手された三春町

の放射性物質対策としては、井戸水の放射性物質検査の実施と町費負担の開始（2012.4.1

～）、米の全袋検査所の開設と運営（2012.9.20～）などを例に挙げることができる。 
51 地域の一定の範囲内で住宅・道路等の全体を除染する作業を指す。 
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三春町では 2012年度（平成 24年度）初頭から面的除染に着手し、2016年 12月

に町内全域の面的除染が完了した。三春町では、放射線量の高低とともに、各地区

における汚染廃棄物仮置場の場所の決定状況をふまえて、仮置場の場所が決定した

地区から除染を進める方針を定めた。2011 年内に町行政が実施した空間放射線量

調査および農地土壌放射線量調査において、町内では北部・西部の放射線量が他

地区と比較して高いことが明らかになっていた。町北部の沢石地区は、放射線量が比

較的高く、地区における仮置場の設置に関する合意形成が早かった（後述）。そのた

め、町行政は 2012年度（平成 24年度）初頭に沢石地区の富沢 7組を面的除染のモ

デル地区に指定し、効率的・効果的な除染方法の検証を進めながら、徐々に町内全

域に除染の範囲を拡げていった52。 

なお、各地区における仮置場の場所決定と日常的な管理は、まちづくり協会が担う

こととなった。町内のまちづくり協会のなかには、協会内部に面的除染に関する情報

共有や仮置場の場所決定・管理のための部門や委員会を立ちあげた協会もみられる。

町西部の岩江地区では、2012 年 6 月 27 日に協会内部に「岩江地区除染推進協議

会」を設立し、町除染対策課からの除染実施計画に関する情報共有、地区内におけ

る仮置場の設置場所等について協議を進めた。役員には行政区長に加えて町議・地

権者の代表が含まれており、町行政が提示する仮置場の技術的条件（必要面積や借

地料など）と住民側の利害（地権者の意向や周辺住民の反応）のすり合わせがなされ

た53。他方で、町北部の沢石地区・要田地区・御木沢地区では地区間の連合組織「北

部三地区連絡協議会」にて、三地区の面的除染により生じる汚染廃棄物を保管する

仮置場の場所の決定と維持管理がなされている。同協議会は、廃棄物処理施設（田

村西部環境センター）が原発事故前の 2006 年に業務を開始したことにともなって、廃

棄物処理施設から発生するダイオキシン類などの有害物質の状況について、事業主

体である田村広域行政組合から地域住民を代表して報告を受けることを目的として設

置された組織であり、3 地区のまちづくり協会長と代表区長により構成されていた。仮

置場の場所を決定するに際して、北部三地区連絡協議会は会議をもち、各地区で候

補地を挙げたうえで面積等の諸条件を検討した結果、面積に余裕のある沢石地区内

                                                 
52 2017 年 11 月 21 日に実施した三春町除染対策課除染グループへのインタビュー調査、

2017 年 12 月 14 日に実施した沢石まちづくり協会へのインタビュー調査より。放射性物質

の付着状況は地域の汚染状況や住宅の対象物（庭、屋根、雨どいなど）によって異なるた

め、面的除染に際しては三春町に留まらず、周辺地域（郡山市など）においてもモデル地

区の設定による効果的・効率的な除染方法の検証という手続きがとられている。富沢 7 組

は沢石地区内でも放射線量が高かったため、町内のモデル地区に指定された。同地区にお

ける除染は同地区の 28 戸の家屋およびその周辺の道路等において着手された。住宅の対象

物の全てにおいて様々な手法で除染作業をし、それぞれの対象物における放射線量の低減

効果を測定しながら進められたため、モデル地区における除染は 2～3カ月の期間を要した。 
53 2017 年 12 月 22 日に実施した岩江まちづくり協会へのインタビュー調査より。 
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の町有地を仮置場として整備する方針が決定した54。 

町行政は各地区の汚染廃棄物仮置き場の造成にさきだち、住民課除染対策班が

中心となり、住民説明会を開催した。住民説明会は各地区仮置場の周辺集落ごとに 1

回～20 回弱が開催され、町全体では延べ約 1200 名が出席した。この住民説明会で

は、参加した住民から、汚染廃棄物の保管がいつまで続くのか、リアルタイムで仮置場

の空間放射線量を計測できるよう線量計を設置してほしい等の質問・要望が挙げられ

た55。 

 

3-3-2 農地除染 

三春町では 2011 年度（平成 23 年度）末から農地除染が実施され、2014 年度（平

成 26 年度）までに終了した。農地除染も面的除染と同様に、放射線量が比較的高か

った町北部から着手された。 

三春町において最も早く農地除染に着手したのは果樹農家であった。とりわけ、ブ

ルーベリー生産者は2011年度（平成23年度）末から出荷に向けて剪定などの作業を

始める必要があり、放射性物質対策に高い関心を示し、自主的な除染の取り組みを進

めていた。具体的に、ブルーベリー生産者らは樹木の選定や高圧洗浄などの方法で

除染が進めていったが、この除染方法は JAたむら（現：JA福島さくら・たむら地区）の

果樹部会・ギンナン研究会などにも拡がり、除染方法が果樹農家全体に広まった。 

2012年度（平成 24年度）の秋季にさしかかると、果樹園にくわえて、その他の農用

地の除染が進められることとなった。町行政は牧草・飼料作物用の畑、たばこ用の畑を

優先して除染を進める方針を定めた。三春町は農林水産省の調査により、同省が定

める平成 23 年・平成 24 年産の牧草の利用自粛及び牧草地除染等の対象地域に指

定されたこと、平成 24年産たばこの購買契約が解除された農家があったことが背景に

あったからである56。町内の多くの農家が対象となる普通畑および水田の除染は、これ

らの除染の進捗状況をふまえて実施された。 

農地除染にさいして、町行政は JA たむらに除染の実施を希望とする農家の受付、

除染に必要な重機や人員の手配を委託した。農林水産省や福島県が定めた農地除

染のガイドライン（「福島県農林地等除染基本方針」など）では、重機を使用した反転

耕57が基本的な除染方法とされており、三春町行政も反転耕を基本として除染を進め

る方針を示していた。しかしながら、反転耕を実施するには大型の農業機械が必要で

                                                 
54 2017 年 12 月 14 日に実施した沢石まちづくり協会へのインタビュー調査より。 
55 2017年 11月 21日に実施した三春町除染対策課除染グループへのインタビュー調査より。 
56 『広報みはる』994 号（2012.9）p.9 より。 
57 地表層付近の土壌と下層にある土壌を、重機を用いて反転させる方法を指す。この方法

では放射性物質を除去することはできないが、地表層付近に付着している放射性物質が下

層に埋設することとなり、放射線量の低減効果が期待できる。また、表土除去とは異なり

実施により土壌等の処理を要する廃棄物の発生を抑えられるというメリットもある。 
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であった。また、たとえ大型の農業機械が調達できたとしても、効率的な作業を進める

には人員の整備や組織づくり、また現場での作業工程管理などのオペレーションを組

み立てる必要があった。そこで JA たむらは、大型の農業機械を準備する資金を用意

するとともに、三春町内の認定農業者に声をかけ、農地除染の人員確保と体制づくり

を進めていった。加えて、作業工程管理について、実作業を行う農業者の多くは必ず

しもその専門知識を有するわけではないため、JAたむらは三春町役場と交渉し、農業

者が大型の農業機械を用いて実施できる簡略化された作業工程を確立したうえで、

作業にあたった58。 

また、除染の目標や実施方法について、三春町行政は JA たむらおよび農業関連

団体の要望を踏まえて、都度見直しを進めた。先述のとおり、三春町行政は反転耕を

基本的な農地除染の方法としていた。しかし、三春町には地形上、大型の農業機械が

入りにくい小規模の田畑が多数存在することから、JA たむらは当初の農地除染方針

であった反転耕だけではなく、放射性セシウムの吸収を抑制するカリウム肥料等の散

布を併用した方法を提案し、町行政はその提案を受け入れた59。 

このように、農地除染の実施に関して、JA たむらは人員・機械の調達する役割を果

たしていた。三春町の農地除染は、JA たむらが資源を調達し、関係機関との調整を

担っていたことがわかる。それに留まらず、JAたむらは除染の実施方針の決定につい

ても、影響力を発揮していた。先述のとおり、三春町行政は除染実施計画の策定前に、

JAたむらをはじめとする農業関係者の意見聴取を行っていたわけではなかった。しか

しながら、除染実施計画策定後の実際の農地除染の過程で、JA たむらの提言が除

染実施の方針の決定に影響を及ぼした。 

 

3-3-3 地区住民による継続的な放射線量測定 

三春町行政は 2011年 5月下旬から各地区自主防災会等の協力を得て、地区ごと

の放射線量測定を実施した（先述）。くわえて 2011 年 7 月より個人・団体（行政区・隣

組）に対して簡易放射線測定器の貸し出しを開始し60、個人や地域団体が放射線量を

測定できる体制を整備した。 

三春町内の地域団体のなかには、町行政から貸し出される簡易放射能測定器を活

用して、自主的・継続的に放射線量の測定を実施している団体がみられる。中心市街

地の三春地区では、三春まちづくり協会環境部会が 2012年以降から毎年、独自に通

                                                 
58 2017 年 12 月 19 日に実施した JA 福島さくら・たむら地区へのインタビュー調査より。

JA たむらは三春町の農地除染にあたって町内を 5 地区に区分したうえでグループをつくり、

人員（認定農業者）と大型の農業機械を割り振っていった。 
59 水田の放射性物質対策に関していえば、三春町ではカリウム肥料の配布・施用による対

策のみが実施された（2017 年 11 月 21 日に実施した三春町除染対策課除染グループへのイ

ンタビュー調査より）。 
60 『広報みはる』980 号（2011.7）p.3 より。 
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学路の放射線量調査を実施している。先述のとおり、三春町では 2011 年 11 月 6 日

から 12 月 8 日にかけて町内各地区で自主的除染が実施され、三春地区においても

三春小学校 PTA、三春中学校 PTA、各字委員会によって通学路の除染が行われた。

三春まちづくり協会環境部会の目的は、この通学路除染後の放射線量をモニタリング

することである。同部会は大字あたり 10 の測定地点を設定し、合計 70 の測定地点で

通学路の放射線量のモニタリング調査を実施し、経年比較を行っている61。 

 

 

図 6 三春まちづくり協会環境部会による散策路放射線量調査結果 

（2017年度（平成 29年度）） 

出典：三春まちづくり協会提供資料  

 

加えて、2017年度（平成 29年度）には地区住民の要望をうけ、神社・仏閣などの観

光スポット周辺に整備された 7か所の散策路の放射線量調査を実施した（図 7）。三春

町行政は面的除染のなかで、神社・仏閣周辺の散策路の除染を実施しておらず、放

射線量についても情報収集・公開がされていなかった。調査結果は最大値で毎時

0.27 マイクロシーベルトと、除染実施計画における目標値である毎時 0.23 マイクロシ

ーベルトを上回る放射線量を計測した地点がみられたものの、2017 年度（平成 29 年

度）当時の三春町内各地区における空間放射線量（表 6）を大きく上回る放射線量と

                                                 
61 三春まちづくり協会発行『三春わが街』第 66 号（2013.1.1）p.2 より。 
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はいえなかった62。 

三春まちづくり協会は環境部会が計測・分析した通学路放射線量調査の結果を、

三春町役場の関係各課・グループ（住民課生活環境グループ・教育課学校教育グル

ープなど）に提供するとともに、地区隣組を通じて地区内の住民に回覧している。三春

まちづくり協会による継続的な放射線量測定の取り組みは、町行政が実施する調査で

は行き届かない放射線量測定に関する住民のニーズに対応するものであるといえる。 

 

3-4 まとめ 

 本節では、事故発生から汚染状況重点調査地域の指定までの時期を「応急期」、

それ以降を「復旧・復興期」と区分し、三春町における放射性物質対策におい

て、町行政・地域団体の連携がいかに行われたかを概観してきた。図 7 は、施

策・年度により三春町においてどのように放射性物質対策が進められてきたか

を示している。 

 

 

図 7 三春町の放射性物質対策における施策の展開63 

                                                 
62 2017 年 12 月 14 日に実施した三春まちづくり協会へのインタビュー調査より。 
63 図の形式については、FAIRDO（2013: 20）を参照した。 
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図 7 から、三春町では、国・福島県が放射性物質対策の方針を市町村に提示

する前から、町行政・地域団体の連携にもとづき放射性物質対策にむけた組織

整備がなされていたこと、除染をはじめとする自主的な放射性物質対策が実施

されていたことがわかる。2011 年 12 月 28 日の汚染状況重点調査地域への指定、

2012 年 1 月 1 日の特措法の全面施行は、市街地の面的除染や農地除染が本格的

に遂行される契機となったが、これらの放射性物質対策は応急期において町行

政・地域団体が実施してきた放射線・放射能に係る情報取集と発信、自主的除

染などの活動の経験をふまえて実施されたものと解釈することができる。 

なぜ三春町では、緊急期の放射性物質対策における組織整備が迅速になされ

たのだろうか。その背景として、事故発生前の町行政・地域団体の連携が、数

年～数十年に及ぶ慣習として確立していたことがある。事故前に町行政が主導

してまちづくり協会を整備していたこと、広域合併を機に、農業振興を目指し

た連絡会議が町行政と JA の間で組織されていたことから、町行政がこうした慣

習の確立に関与していたことがわかる。事故前より町行政と地域団体が相互に

情報を共有しつつ、まちづくりや農業振興に係る対策・活動を実施する慣習が

確立していたことが、緊急期における両者の連携を促進したと考えられる。 

 加えて、三春町の放射性物質対策は、町行政だけではなく、さまざまな分野

の関係団体・機関の参画により進められていた。図 8 に、三春町の放射性物質

対策における関係団体・機関の連携状況を図示した。 

 

 

図 8 三春町の放射性物質対策における関係団体・機関の連携状況64 

                                                 
64 グレーは「官」（官公庁）、ピンクは「民」（地域住民）、緑は「協」（組合）、青は「学」（専
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本研究で実施してきた社会調査から、三春町における放射性物質対策の特徴

について、以下の点が明らかになった。第一に、町行政を中核とした、地域団

体(行政区/自主防災会・まちづくり協会・PTA・JA 等)・専門家との緊密な連

携により、放射性物質対策の体制が整備されていたことである。第二に、地域

団体が自主的に放射性物質対策に係る情報の収集、放射性物質対策の方針決定、

対策の実施における資源の調達（人員や機械等）において役割を果たしていた

ことである。第三に、三春町における放射性物質対策の体制は、事故発生前の

長期に至るまちづくりの過程で構築された町行政と地域団体との連携が基盤と

なっていたことである。事故発生前から構築されていた町行政と地域団体の連

携は、緊急性を有する放射性物質対策という課題への社会的対応を促進したと

考えられる。 

 本研究の知見が示唆しているのは、福島県の原子力災害被災地域における環

境回復と環境創生は、政府や県による法制度やガイドラインの整備に基づいて、

各地域で一律に進められたわけではなく、原発事故前から特措法が成立するま

での多様な主体――行政・地域団体・専門家・地域住民など――によるコミュ

ニケーションの経験に基づき進められていることである。次節では、以上の知

見と三春町以外の県内各地域の事例を参照しながら、今後の三春町における環

境回復と環境創生に向けた三春町の環境政策に関して若干の提言を行いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
門家）に属するステークホルダーを指す。 
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4 これからの三春町における環境回復と環境創生に向けて 

 

本研究では三春町において放射性物質対策に関わっている町行政各担当課・各

グループ、地域団体へのインタビュー調査から、それぞれの関係者が中長期的な三

春町の環境回復・環境創生について、どのような課題認識をもっているかという点を明

らかにした。表 8は、その概要を示している。 

 

表 8 三春町行政・地域団体の環境回復・環境創生に関する課題認識 

「放射線対策を進めながら、森林資源の保全と利活用の方向性を見出したい」[除染担当]

「畜産にかかわる地域資源の循環の仕組みを構築したい」[産業担当]

「イノシシ・ハクビシン等の効果的な鳥獣害対策をすすめたい」[産業担当]

「町の放射線対策の教訓を次世代に継承したい」[企画担当]

「まちづくり協会の活動を活性化させたい」[総務担当]

「まちづくりの担い手を育成し、増やしたい」

「町外で働いている若い世代のまちづくりへの参加を促したい」

「遊休農地を利活用して農業生産に結びつけたい」

「若い農業の担い手・農業の後継者を育成したい」

三春町行政

地域団体

(まちづくり協会)

地域団体

(JA)
 

 

表 8をみると、今日の三春町では原発事故発生直後の主要な政策課題であった放

射性物質対策に留まらず、原発事故発生前の都市・農村の環境（景観）保全が課題65

として、政策担当者や地域団体に再認識されつつあることが示唆される。また、地域資

源の利活用・農業やまちづくりの担い手不足など、三春町が中・長期的に環境に配慮

した復興まちづくりに係る環境・社会の課題が、政策担当者や地域団体に再認識され

つつあることが示唆される。 

本研究の知見と三春町行政および地域団体の課題認識をふまえて、今後の三

春町における環境回復と環境創生に向けた三春町の環境政策に関して、以下を

提言したい。 

第一に、環境回復と地域振興を個別の政策として捉えるのではなく、可能な

限り環境回復と地域振興を結びつけたうえで、分野や地区を横断して政策を遂

行することである。例えば三春町ではすでに、遊休農地（耕作放棄地）の利活

用の施策として、直接支払制度の集落協定が中心となり、各地区で「田んぼア

ート」の取り組みが進められている66。この田んぼアートは三春町における観光

                                                 
65 原発事故発生前の都市・農村の環境（景観）保全が課題については、その一部を本稿第 2

節で確認した。 
66 2017 年 11 月 24 日に実施した三春町産業課農林グループへのインタビュー調査より。 
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資源となっており、三春まちづくり協会観光部が「みはる田んぼアートスタンプラ

リー」を主催し、町内外の観光客を町に呼び込むきっかけとなるイベントとして

確立されている。田んぼアートの事例は耕作放棄地対策を観光振興に結びつけ

た事例であるが、こうした環境回復と地域振興を結びつけた取り組みのアイデ

ィアを育てていくことが、政策担当者に期待される。 

 そのために、分野や地区を横断して政策やプロジェクトの遂行に係るプラッ

トフォームの整備を進めることが推奨される。本研究で実施した社会調査から、

三春町における放射性物質対策は、三春実生プロジェクトの取り組みに代表さ

れるように、町行政を中核とした地域団体(行政区/自主防災会・まちづくり協

会・PTA・JA 等)・専門家との緊密な連携により進められていた。しかしなが

ら、個々の地域団体は政策領域(まちづくり・農林業など)で分断されており、

放射性物質対策に際しても連携・協働のもとで対策が進められていたわけでは

ない。また、各地区のまちづくり協会は、相互に地域に共通する課題について

情報共有や協議をする機会を頻繁に設けているわけではない67。さらに、三春町

行政には環境政策を専門的に担う課がみられず、住民課(生活環境グループ)を

除いて環境政策を担当する職員の数も多いとはいえない。このような行政と地

域団体に共通する連携・協働の課題を克服し、行政担当者や地域団体、地域住

民の創意を活かすためにも、分野や地区を横断した政策やプロジェクトの遂行

に係るプラットフォームの整備が求められる68。 

 他地域の事例を挙げると、三春町と同様に汚染状況重点調査地域に指定され

た千葉県柏市では、原発事故の発生後、行政・農家・消費者・専門家の連携の

もとで円卓会議が立ちあげられ、農地等の放射線量測定方法の検討や農産品の

放射能に係る自主基準値の設定が行われた。この円卓会議の取り組みは原発事

故発生前に柏市商工会議所青年部が設立した「ストリート・ブレイカーズ」と

呼ばれるプロジェクトが基盤となっており、同プロジェクトでは都心のベッド

タウンである柏市の地域構造を反映して、当時は接点がなかった都心に通勤・

通学する住民と、地元の商業者・農業者をつなぐ様々な取り組みが進められて

いた。その取り組みの一つが、毎月開催され、毎回約 1500 人もの訪問客で賑わ

う「ての市/ジモトワカゾー野菜市」である。このイベントをきっかけに、柏市

                                                 
67 三春町では年に数回の「まちづくり協議会」にて、各地区のまちづくり協会が集う機会

がある。しかしながら、この機会は各地区まちづくり協会の行事の確認や町行政からの情

報提供が主な目的となっている。 
68 この点は、2015 年 9 月の国連サミットで採択された 2030 年を期限として、先進国を含

む国際社会全体が 17 の開発目標に取り組む SDGs（Sustainable Development Goals:持続

可能な開発目標）の推進戦略と関わる。SDGs では、1 つのアイディアや取り組みでさまざ

まな分野の地域の課題を同時に解決したり、地域のなかで異なる分野の人々の協働（コラ

ボレーション）が活性化されたりすることを狙いとしている。 
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では地元の農業者と住民の交流が進み、地元のレストラン等で地元の野菜が使

われるなど、住民・商業者・農業者による地産地消の動きが活発化した（五十

嵐・「安全・安心の柏産柏消」円卓会議 2012: 14-20）。こうした「ストリート・

ブレイカーズ」の活動は、地域コミュニティの分断を未然に回避し、農業振興・

観光振興を促進していただけではなく、原発事故発生後に他地域ではみられな

かった放射性物質対策が実施される社会的基盤となっていた。 

第二に、環境に配慮したまちづくりを担う組織の強化や人材育成を進めるこ

とである69。三春町の放射性物質対策においては地域団体が様々な役割を果たし

ていたが、表 7 が示すとおり、三春町の地域団体は担い手の確保と育成を課題

として認識している。1970 年代から整備が進められた各地区まちづくり協会に

代表されるように、原発事故発生前から蓄積されてきた地域団体は三春町が環

境に配慮したまちづくりを進めるうえでの社会的基盤となると考えられること

から、制度・組織・活動全てにおいて今後も維持発展を進めることが推奨され

る。しかしながら、こうした地域団体が今後も持続的に役割を発揮するために

は、個別の地域団体に人材が供給されるとともに、複数の地域団体の間に人材

が還流する仕組みが必要であろう。 

他地域の事例として、東日本大震災において甚大な津波被害をうけた宮城県

女川町における復興まちづくりの取り組みを挙げたい。女川町では復興計画に

もとづき復興まちづくり事業の詳細を検討するため、2012 年 6 月に「まちづく

りワーキンググループ」（以降、「WG」と表記）が設置された 。WG のメンバ

ーは登録制であり、復興計画の推進・進捗管理と町内各種団体との連携を目的

に組織された「女川町まちづくり推進協議会」から推薦された者と公募により

決められ、多様な性別・世代・出身団体の関係者が約 60 名参画した 。WG で

はグループワークにもとづき、住民による町の復興事業案の検討が進められた。

着目したいのは 2014 年度（平成 24 年度）以降、女川町では WG に代表される

メンバー登録制の復興協議組織に加えて、自由参加にもとづくイベントを通じ

て住民参加の機会が継続的に創出されていることである。具体的には 2014 年度

                                                 
69 この点は、発展途上国の開発支援の文脈で用いられてきた「キャパシティ・ビルディン

グ（Capacity building）」の考え方と関わる。「組織的な能力・基礎体力（キャパシティ）

を形成・向上・構築（ビルディング）していくこと」と定義されるこの概念は、発展途上

国の開発支援を行ううえで、教育等を通じて個々の住民の能力を向上するだけではなく、

地域社会における集団・組織の能力（リーダーシップ力・適応力・マネジメント力・技術

力）を向上されることの重要性に、支援者である国際 NGO や各国政府などが着目したこと

がきっかけで、各方面で用いられるようになった（岸本 2007: 98-101）。とはいえキャパシ

ティ・ビルディングは発展途上国だけではなく、先進諸国における持続可能なまちづくり

においても重要な考え方である。むしろ、原発事故を契機に広域避難や人口流出が進行し、

地域団体の担い手の減少、活動の停滞に悩む福島県の各地域だからこそ、キャパシティ・

ビルディングが必要であると考えることができる。 
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（平成 26 年度）以降、女川町では「まち活」と呼ばれるさまざまなまちづくり

にかんするイベント（講演会・まちづくり実践講座・まちカフェ・まち歩き・

先進地視察・ワークショップ等）が企画・実施されており、これらの活動は町

広報を行政から地域団体への情報提供などの従来の方法に留まらず、Facebook

などの SNS を通じて住民に告知や情報提供がなされている。「まち活」はメン

バーが固定されておらず自由参加である一方で、2014 年度（平成 26 年度）以

降複数年にわたって長期にわたって実施されているので（2018 度（平成 30 年

度）現在も継続中）、住民にとっては負担感が少なく、まちづくりに参画するき

っかけとなっている。加えて、「まち活」のイベントは行政区や町内の住民サー

クル、産業団体、NPO などが企画運営を分担しているため、「まち活」に参加

した住民にとっては、普段の生活においては接点が少ない既存の地域団体の活

動を知るきっかけになっている70。女川町は復興まちづくりを進めるなかで、従

来は担い手として考えられていなかった一般の住民がまちづくりに参画する

様々な機会やチャネルを創出することで、将来的・長期的な復興まちづくりの担い

手を育成することを志向している。 

本研究は社会調査を通じて、三春町の放射性物質対策においては町行政と地

域団体の緊密な連携がみられ、様々な地域団体が役割を果たしていたことを明

らかにしてきた。三春町が原発事故前から継続して積み重ねてきた官民連携の

経験は、今後の町の環境回復と環境創生に向けた中・長期的な政策展開にとって貴

重な資源である。ここで示した提言は三春町の官民連携の経験をもってすれば、若干

の工夫とアイディアを加えることができれば、実現可能であると考えられる。 

 

付記 

 

本研究は、国立環境研究所・平成 29 年度福島支部奨励研究費「東日本大震災の

被災地域における環境マネジメントと復興まちづくりの課題に関する探索的研

究」（研究代表者：辻岳史）による成果の一部である。なお、本稿の記述の一部

には、辻岳史・多島良・中村省吾・大場真 (2017) 「混住地域における放射線災

害からの地域環境創生に関する論点整理――福島県三春町を事例として」『地域

安全学会梗概集』41: pp.87-90．および、辻岳史・中村省吾・多島良・大場真（2018）

「地域社会の放射性物質対策におけるステークホルダー連携――福島県三春町

を事例として」日本社会学会震災問題研究ネットワーク編『第 4 回震災問題研

究交流会研究報告書』pp.50-55．の内容が含まれている。 

                                                 
70 女川町ホームページ「住民参加のまちづくり/まち活」

http://www.town.onagawa.miyagi.jp/hukkou/working.html、2018 年 9 月 6 日取得）。 
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おわりに 

 

東日本大震災の発災から早くも 8 年が経過した。被災地に住む人々をふくめ

て、多くの人びとの意識のなかでは、東日本大震災が生み出した甚大な被害と、

地域社会における復興の取り組みについては、記憶が薄れつつあるように言わ

れている。 

2015 年度（平成 27 年度）までの 5 年間に設定された「集中復興期間」はす

でに終了した。今日にいたるまで、津波被災地を中心として進められてきた住

宅再建は着実に進捗し、2018 年度（平成 30 年度）までにおおむね完了する見

込みとなった。また、岩手県・宮城県・福島県の三県の生産設備はほぼ復旧し、

84％の農地で作付けが再開され、93％の水産加工施設が業務を再開した（復興

庁「復興の現状と課題」平成 30 年 1 月）。東日本大震災の被災地域におけるく

らしの復興も、着実に前進した。 

しかし、被災地域の復興はいまだ途上であり、政府も 2016 年度（平成 28 年

度）から 2020 年度（平成 32 年度）を「復興・創生期間」と位置付けている。

福島県の原子力災害被災地域でも多くの地域で道路・住宅除染が完了し、帰還

困難区域を除くほとんどの地域で避難指示が解除され、地域の復興と生活再建

は着実に進んでいるものの、地域に残された放射性物質については継続的な対

策が必要である。中・長期的な視点から、福島県の地域社会の財産ともいえる

里地・里山の環境を回復し、環境に配慮したまちづくり（環境創生）を進める

必要がある。 

原子力災害被災地域における環境回復と環境創生は、世代を超えたスパンが

あり、いわば「長期戦」である。過去の経験を次世代へ正確に伝えるため、福

島県の原子力災害被災地域における放射性物質対策のあゆみを振り返る必要が

ある。この振り返りと、地域に資する環境回復と環境創生の模索を地域ととも

におこなうことが、被災地域を拠点とする国立環境研究所および、災害環境研

究プログラムの役割であると考えている。本報告書がこのような目的を果たす

一助となることを願ってやまない。 
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