
検証・評価項目一覧

検証・評価①　～国（環境省）からの説明～

１ 除染
項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当

除染計画 ・除染計画と除染の方法がわかる資料 国（環境省）
除染廃棄物の処理 ・除染廃棄物の管理及び中間貯蔵施設への運搬計画がわかる資料 国（環境省）
除染による放射線量の低下（すべての地目） ・モデル除染の除染前、除染後の状況がわかる資料

・除染完了地域の除染前、除染後の状況を説明する資料
・除染後モニタリングの状況がわかる資料

国（環境省）

自然環境の回復 ・大柿ダムからの放射性物質の状況がわかる資料
・森林の放射性物質の状況がわかる資料
・請戸川・高瀬川の空間線量がわかる資料
・河口域の放射性物質の状況がわかる資料

日本原子力研究開発機構

※相談窓口 ・除染に関する相談窓口の相談件数及び相談内容がわかる資料 国（環境省）

検証・評価②

２ インフラ復旧
（１）インフラ復旧・整備

項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当
常磐自動車道の整備 ・整備状況及び具体的計画（いわき～仙台間の今後の計画を中心に）がわかる資料 町（復旧事業課）
国道114号線の復旧・拡幅等

・整備状況及び具体的な計画（第２～３工区の計画）がわかる資料
県（相双建設事務所）
町（復旧事業課）

町内交通路の復旧 ・町道の復旧・整備状況及び計画がわかる資料 町（復旧事業課）
既設上水道の復旧 ・上水道の復旧状況及び復旧計画がわかる資料 町（復旧事業課）
上水道の放射線対策 ・水の供給にあたり講じている放射線対策がわかる資料 町（復旧事業課）
既設下水道の復旧 ・下水道の復旧状況及び復旧計画がわかる資料 町（復旧事業課）
汚泥処理施設の復旧 ・浪江浄化センター、高瀬浄化センターの復旧状況及び復旧計画がわかる資料 町（復旧事業課）
ガスの復旧 ・町内及び近隣のプロパンガス事業者の再開状況等がわかる資料 町（帰町準備室・産業・賠償対策課）
電気 ・町内の電気供給設備の復旧状況がわかる資料 町（帰町準備室）
電話 ・町内の電話通信施設等の復旧状況がわかる資料 町（帰町準備室）
通信（光ファイバー） ・町内の通信施設等の復旧状況がわかる資料 町（復興推進課）
ごみ処理施設（がれき仮置き場・仮設焼却施設も含む）

・仮設焼却施設及び瓦礫の仮置き場の稼働状況及び今後の計画がわかる資料
・既存の廃棄物処理施設の復旧状況及び今後の整備計画等がわかる資料

国（環境省）
双葉地方広域市町村圏組合
町（ふるさと再生課）

し尿処理施設（合併浄化槽も含む）
・現在のし尿処理体制及び状況がわかる資料
・既存のし尿処理施設の復旧状況及び今後の整備計画等がわかる資料

国（環境省）
双葉地方広域市町村圏組合
町（ふるさと再生課・復旧事業課）

（２）交通手段
項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当

町内の移動手段（運営方法含む） ・運輸事業者の再開意向等がわかる資料
・町内の移動手段に関する検討状況がわかる資料

町（復興推進課）

町外への移動手段（運営方法含む） ・運輸事業者の再開意向等がわかる資料
・町内の移動手段に関する検討状況がわかる資料

町（復興推進課）

②JR常磐線の復旧 常磐線の復旧 ・常磐線の復旧状況及び今後の復旧・整備計画がわかる資料 町（復旧事業課・復興推進課）

（３）公共施設の復旧整備
項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当

役場 ・町内役場の復旧状況及び今後の計画（機能も含め）がわかる資料 町（総務課・帰町準備室）
警察署 ・双葉警察署浪江分庁舎の復旧状況及び今後の計画（機能も含め）がわかる資料 町（総務課・帰町準備室）
消防署

・双葉消防本部浪江消防署の復旧状況及び今後の計画（機能も含め）がわかる資料
双葉地方広域市町村圏組合
町（総務課・帰町準備室）

②ボランティア拠点の整備 ボランティアセンター
（運営方法含む）

・ボランティアセンターの整備検討状況がわかる資料
町（介護福祉課）
町社協

（４）つながりの場の整備
項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当

休憩施設 ・貴布祢の復旧状況及び整備計画等がわかる資料 町（帰町準備室・産業・賠償対策課・復興推進課）
交流・情報発信拠点（運営方法含む） ・検討委員会における検討状況がわかる資料 町（復興推進課）

②一時滞在施設 一時滞在施設（運営方法含む） ・いこいの村の復旧状況及び整備計画等がわかる資料 町（産業・賠償対策課・復興推進課）
既存集会所 ・各地区の復旧状況等がわかる資料 町（総務課）
既存公園 ・既存の公園（丈六公園、中央公園）の復旧状況等がわかる資料 町（復旧事業課）
既存運動施設 ・既存の運動施設（運動公園、体育館）の復旧状況等がわかる資料 町（教育委員会事務局、帰町準備室）
文化財仮保管場所 ・文化財等の仮保管場所の設置状況がわかる資料 町（教育委員会事務局）

（５）双葉郡北部の復興拠点の整備
項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当

①双葉郡北部の復興拠点整備 ◎ 産業創出（企業誘致） ・イノベーションコート構想における研究施設等の誘致状況がわかる資料
・新規企業の誘致及び動向（立地予定企業及び雇用予定人数等）がわかる資料

町（復興推進課）

廃炉研究拠点・作業員拠点 ・イノベーションコート構想における作業員拠点等の整備状況がわかる資料 町（復興推進課）
作業員宿泊施設（ホテル再開）（運営主体含む） ・町内の宿泊施設の再開状況及び再開意向等がわかる資料 町（復興推進課・産業・賠償対策課）

（６）津波被災地の復興
項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当

①共同墓地の整備 大平山共同墓地 ・墓地の整備状況及び提供状況がわかる資料 町（津波被災地対策課）
宅地造成 ・大平山の防災集団移転に伴う住宅地整備の状況及び計画がわかる資料 町（津波被災地対策課）
復興公営住宅 ・大平山の防災集団移転に伴う復興公営住宅整備の状況及び計画がわかる資料 町（津波被災地対策課）
海岸防潮堤、河川堤防整備 ・海岸及び河川堤防の復旧整備状況及び今後の計画がわかる資料 県（相双建設事務所）、町（復旧事業課・津波被災地対策課）
防災林 ・海岸防災林の整備状況及び今後の計画がわかる資料 県（相双農林事務所）町（津波被災地対策課）
排水機場復旧 ・施設の復旧状況及び整備計画がわかる資料 県（相双農林事務所）町（復旧事業課）
再生可能エネルギー施設用地 ・再生可能エネルギー施設の整備状況及び計画がわかる資料 町（津波被災地対策課・復興推進課）
スポーツ・健康増進エリア ・施設の整備状況及び計画がわかる資料 町（津波被災地対策課・復興推進課）
雇用創出エリア ・雇用創出エリアの検討状況及び計画がわかる資料 町（津波被災地対策課・産業・賠償対策課・復興推進課）

３ 生活環境整備
（１）住宅の確保

項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当
自宅改修支援 ・持ち家の改修支援対策の状況がわかる資料 町（復旧事業課）
空き家・賃貸住宅活用 ・町内の空き家及び賃貸住宅の状況がわかる資料 町（復興推進課）
宅地整備・空き地活用 ・既存の住宅分譲地の状況及び今後の整備状況がわかる資料 町（総務課・復興推進課・津波被災地対策課）
防災集団移転 ・防災集団移転に伴う住宅団地整備状況及び今後の計画がわかる資料 町（津波被災地対策課）
避難指示継続地区の町民に対する町内住宅確保支援 ・避難区域内の住宅団地整備状況及び今後の計画がわかる資料 町（復興推進課）

③復興公営住宅の整備による住宅の確保 ◎ 復興公営住宅 ・町内復興公営住宅の整備状況及び今後の計画がわかる資料 町（復興推進課）

②廃炉拠点の整備

②防災集団移転促進

③津波被災地の土地利用

①絆・交流

③健康増進機能・文化継承

①町内での移動手段、町外への移動手段
（高齢者買い物・通院、子どもの通学な
ど）

①公共施設の復旧

①自宅や民間賃貸住宅による住宅の確保

②自力での住宅確保

除染・放射線対策

①道路関係

②上下水道・ガス

③電気・電話・通信（光ファイバー）

④廃棄物処理関係（家庭から排出される
もの）

◎

◎

◎

◎

◎

【第２回】１１月 ５日（木） 

【第３回】１１月下旬 

資料２ 



検証・評価③

３ 生活環境整備
（２）生活環境の確保

項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当
①教育施設 学校再開に向けた検討体制（運営方法含む） ・町内小中学校の復旧及び整備状況等がわかる資料

・浪江高等学校の復旧の方針等がわかる資料
町（教育委員会事務局）

応急仮設診療所、町営診療所（運営方法含む） ・町内の公設診療所運営状況及び整備計画がわかる資料 町（健康保険課）
民間医療施設 ・町内民間医療機関の再開意向及び状況等がわかる資料 町（健康保険課）
救急医療体制（運営方法含む） ・町内の二次医療体制（町外への搬送）、救急医療体制がわかり資料 町（健康保険課・帰町準備室）
既存施設 ・オンフール双葉、福島県ひまわり荘、貴布祢、町内介護サービス事業者、町内福祉サービス事業者の再開意向及び状況がわか 町（介護福祉課・教育委員会事務局）
介護・福祉一体型センター拠点（運営方法含む） ・整備方針及び状況がわかる資料（介護予防、障がい者通所、放課後児童クラブ等） 町（介護福祉課・教育委員会事務局）
民間事業再開 ・既存の商業施設再開状況等がわかる資料 町（産業・賠償対策課）
仮設商店街（運営方法含む） ・仮設商業施設の整備状況及び計画がわかる資料 町（産業・賠償対策課）
移動販売（運営方法含む） ・移動販売等事業者の意向及び動向等がわかる資料 町（産業・賠償対策課）
簡易店舗（運営方法含む） ・簡易店舗等事業者の意向及び動向がわかる資料 町（産業・賠償対策課）
モニタリング ・モニタリングポストの設置状況及び計測状況がわかる資料 町（帰町準備室）
食品安全 ・水及び食物の放射性物質検査の結果がわかる資料 町（帰町準備室・復旧事業課・生活支援課）
放射線健康管理 ・外部及び内部被ばく検査結果・検査体制・健康管理体制がわかる資料 町（健康保険課）
見回り強化 ・町内見守り隊の取組及び今後の計画がわかる資料 町（帰町準備室）
監視カメラ ・監視カメラの導入状況及び今後の計画がわかる資料 町（帰町準備室）
消防設備 ・町内の消防設備の復旧状況及び今後の整備計画がわかる資料 町（帰町準備室）
消防団・自主防災組織 ・消防団活動及び今後の消防団体制がわかる資料 町（帰町準備室）
ガソリンスタンド ・事業者の再開状況及び再開意向のわかる資料 町（産業・賠償対策課）
郵便局 ・事業者の再開状況及び再開意向のわかる資料 町（総務課）
金融機関 ・町内金融機関の再開意向及び今後の再開計画がわかる資料 町（出納室）
新聞 ・事業者の再開意向のわかる資料 町（帰町準備室・産業・賠償対策課）
宅配 ・事業者の再開意向のわかる資料 町（帰町準備室・産業・賠償対策課）

⑧中心市街地の再生 駅前広場の整備 ・現在の検討状況がわかる資料 町（復興推進課）

（３）雇用の場の確保
項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当

①事業所の再開 ◎ 各事業所 ・町内既存事業者の再開状況及び再開意向等がわかる資料 国（原子力災害被災者支援チーム）、町（産業・賠償対策課）

農業再開 ・大柿ダムの復旧状況及び放射性物質拡散防止対策のわかる資料
・農業用水路等の復旧状況及び放射性物質対策のわかる資料
・実証栽培の結果がわかる資料
・有害鳥獣対策の取組等のわかる資料

国（農林水産省）、県（相双農林事務所）、
町（産業・賠償対策課・復旧事業課）、請戸川土地改良区

漁業再開 ・再開に向けた取組みがわかる資料
・モニタリング結果がわかる資料

町（産業・賠償対策課）

請戸漁港の復旧 ・請戸漁港の復旧状況及び今後の計画がわかる資料 県（福島県港湾事務所）、町（産業・賠償対策課）
放射性物質の検査・情報発信体制 ・農林水産生産物の放射性物質の検査体制の状況及び情報発信体制の状況、今後の導入計画等がわかる資料 町（産業・賠償対策課）

検証・評価④～防災対策～

（１）防災対策
項目 重点項目 項目の構成要素 準備資料 担当

地域防災計画の見直し ・地域防災計画の策定状況等がわかる資料 町（帰町準備室）
防災拠点（緊急時の物資備蓄倉庫・ヘリポート）整備 ・防災拠点の整備状況及び計画がわかる資料 町（帰町準備室）
避難システム ・高齢者等災害時要配慮者の避難手段等のシステムの整備状況がわかる資料 町（介護福祉課・帰町準備室）
ハザードマップ ・津波・原子力災害等ハザードマップの整備状況及び計画がわかる資料 町（帰町準備室）
避難所 ・避難所の整備状況及び計画がわかる資料 町（帰町準備室）
避難道 ・避難道の整備状況及び計画がわかる資料 町（帰町準備室）
廃炉作業のリスクに応じた防災計画 ・地域防災計画の策定状況等がわかる資料 国（原子力災害対策本部）、県（危機防災課）、町（帰町準備室）
緊急時情報伝達体制 ・原子力災害発生時の情報連絡体制がわかる資料 国（原子力災害対策本部）、県（危機防災課）、町（帰町準備室）
避難施設 ・原子力災害発生時の避難施設がわかる資料 国（原子力災害対策本部）、県（危機防災課）、町（帰町準備室）
避難体制 ・原子力災害発生時の避難路（広域避難計画等）、避難体制がわかる資料 国（原子力災害対策本部）、県（危機防災課）、町（帰町準備室）

①浪江町地域防災計画の見直し

②避難所・避難道の整備

③原子力災害発生時の対応

②農林水産業の再開

⑦その他生活関連サービス

⑥防犯・防火活動

③福祉・高齢者・子育て支援施設

④買い物

⑤放射線対策

②医療施設
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

【第４回】１２月中旬 

【第５回】 １月下旬 


