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№ 質問内容 回答者 回答内容

1 除染で土は何センチ剥ぐのか 環境省
今、各ご家庭近辺のお庭の方では、或いは庭木のあるところなど、1cm程度土を剥しておりま
す。

2
国会議員の秘書から、除染の基本は40cmと聞い
た。本当か。

内閣府 内閣府としては40cmという基準はお聞きしておりません。

3
国会議員の秘書から、東芝ではセシウムを取り除く
技術があると聞いたが、聞いたことあるか。

環境省

私ども福島環境再生事務所では、除染が効果的に進むように様々な技術知見というのを色々な
事業所から情報集めまして、それが実際に国税を使って取り組めるかというところで情報を集め
ております。現在私どもの知見では、東芝さんのセシウム除去技術について、私どもの除染に直
ちに使うところに至っておりません。

町長 第一の7号機、8号機の準備については、私は理解をしておりません。

東京電力
7，8号機の整地につきましては一部実施済みですが、建設の予定については取りやめておりま
す。

5
損害賠償の説明に漁業関係のことが書かれていな
いが、どういうことか。もう賠償をもらっているとも聞
いたが、これはないのか。

資源エネルギー
庁

漁業関係につきましては、単に土地だけではなくて、漁場との関係もございますので、今お示しし
た基準とは別に基準を定めて賠償させて頂きたいということで、東京電力と地元の漁協の皆様と
協議の方を進めてさせて頂いております。協議がまとまり次第、考え方をお示ししたいと考えて
おります。

6
漁業関係の損害賠償をもう貰っているという話を聞
いたが、今の説明だとまだ払っていないということ
か。

資源エネルギー
庁

これまでの通常の東京電力の本賠償の中での営業損害としてのお支払というのは、既にさせて
頂いていると考えておりますけれども、今回の包括請求で、農業であれば5年間一括というような
お支払させて頂くという考え方を示しておりますけれども、その考え方でのお支払はまだだと私
は認識しております。

7

富山に避難している。往復のガソリン代がかなり掛
かるが、ガソリン代は福島県内で20km/リッターと聞
いているが、県外は出ないのか。どのような算定
か。

東京電力
リッター20kmというお話についてどういったことかわからないのですが、包括請求において交通
費の実費分ということで、15kmまでの間は330円で、それを超える分についてはリッター22円で計
算させて頂くというお話ではないかと思うんですが、その件でしょうか。

8

東電にガソリン代と宿泊代を請求したけど、ガソリン
代は出してないと言われた。片道5000円で往復1万
円出すと言われたが、ガソリン代にもならない。1
リットル20km、福島県内に住んでいる人が計算基
準と言われた。なぜ県内にいる人を中心に考えると
言われなければいけないのか。

東京電力

恐らくご請求された後の個別のやりとりの中でそういう話があったんだと思うますが、個別の内容
について把握してないものですから、後程係りの者をお伺いさせますので、詳しい事情を確認さ
せて頂きたいと思いますが宜しいでしょか。
移動内容にもよるんですが、通常であれば1回いくらということでガソリン代というか交通費は出
るはずですが。

浪江町住民説明会

第２部　国からの説明に関する質疑

第一原発の中で7号機、8号機の建設準備が進んで
いることはご存知か。
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№ 質問内容 回答者 回答内容

9
担当者によって違うのはどういうことか。強く言った
ら対応が変わるのか。一律の基準でやってほしい。

東京電力
基本的には公平に、不公平のないようやっているということは聞いているんですが、個別の事情
についてはわかりませんので、そういったご意見があったということは私どもで重く受け止めさせ
て頂きますので、確認する部門に伝えます。

10
東京電力から、福島第一原発の人がなぜ来ないの
か。柏崎の人が来てもしょうがない。何も話が進ま
ない。

町長
（東京電力に対して）今のようなご意見がありますので、浪江町にガソリン代の基準を明確に出し
てください。ホームページ等で住民の方々へお知らせしますので、速やかに整理をして出してくだ
さい。

11
借上制度は終わりだと通知がきた。同じ金額で県
内に戻ると4畳半2間で狭くなる。福島に戻るとした
ら、仮設住宅に入ることになるのか。

資源エネルギー
庁

只今のご質問はみなし仮設住宅の方だと思うんですが、直接の担当は厚生労働省になります
が、私が把握している範囲でお答えさせて頂きたいと思います。厚生労働省は福島県とも相談し
ておりまして、みなし仮設住宅の新規の入居の受付については、確か今年12月いっぱいで終了
すると聞いています。ただ今継続してみなし仮設住宅に住まわれている方への支援につきまして
は、12月に切られるということはございませんでして、少なくともH26年3月までは継続すると聞い
ております。それ以降につきまして、例えば政府とみなし仮設住宅ということではそういう形でご
ざいますけれども、避難費用として家賃等につきましては東京電力でも賠償対象とさせて頂いて
おりますので、今避難指示の対象区域に元々ご自宅があって、外において住宅を借上げ、避難
の過程で家賃がかかることにつきましては、賠償の対象になります。従いまして、政府のみなし
仮設住宅でご都合が悪いということであれば、新しい家の家賃につきましては賠償の対象になり
うる場合がございますので、東京電力にご相談頂ければと考えております。

東京電力

新潟県におきましても食品の検査をしているということで、新聞等でも発表されておりますので、
私どもでは現在食品検査はしていないんですが、県の方で、新潟県内、或いは関東から入って
きているものに放射性物質が入っていないのかどうかということは、定期的に計測して発表して
いるということで、今現在私どもの認識としては、新潟県内に基準値を超える食品は出回ってな
いと聞いております。

内閣府

多分、今仰っていた主旨は、新潟で検査しているかどうかという事ではなくて、それは分かった上
でも、子供に食べさせる物をしっかり安全に検査しないと不安だという話ですよね。今この場で、
わかりました買います、さっきの獨協大の木村真三先生の1台200万円のを、とは申し上げにくい
んですが、他方でせっかくご意見を頂いて、なるほどなと思う所もあるものですから、申し訳ない
んですが持ち帰らせて頂いても宜しいですか。宜しければ内閣府も賠償担当の資源エネルギー
庁や東京電力の本社ともご相談しながら、この機械だけ限らず、仰るところは正確性だと思いま
すし、しっかりとした体制ができるのか、また私も不勉強なんですが、福島県がやっている対策と
齟齬が無いようによく勉強して検討させて頂きますので、申し訳ありませんが持ち帰らせて頂き
ます。

福島県内では食品の放射線量検査機械が30何か
所かにあると聞いた。柏崎では職員向けはあって
も、個人が測れる機械が1台もない。小さい子を持
つ親として、放射線量が心配な状態が続いている。
避難者が多いところに最低1台は機械を置いて欲し
い。獨協大の木村真三先生がチェルノブイリで作っ
た機械が正確な値が出ると聞いている。
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№ 質問内容 回答者 回答内容

13

両親と認知を抱えて暮らしているが、避難してきて
ひどくなり、私自身もストレスが掛かっている。しか
し11月以降に新たにかかった医療の補償はできな
いと言われた。どういうことか。避難生活が長くなる
とストレスが増大し、医療費は無料だがそれだけで
は精神的に追いついていかない。

内閣府

東京電力の様々な窓口対応で、ガソリンの話もありましたし、人によって対応が違うとか、或いは
私も今お話し伺っていて、ご病気の方の付添になられて行かれた方の交通費をださいないと、常
識で考えても理解ができません。そういった東京電力の対応について、今この場でも真摯な皆様
方のお声を承りましたように、私ども、経済産業省、責任をもって東京電力上層部を含めて、この
実態をきちんと東京電力に伝え、東京電力が組織としてきちんとした対応ができるよう、国として
全力を挙げますので、今日の所はそのことを以ってご了承頂ければと思います。私どもこれから
一生懸命東京電力の対応が改善するように東京電力を指導して参りますので、よろしくお願い致
します。

14

母が浪江にいる時に脳梗塞で倒れたが、避難先で
はMRIを取れないので、検査で原町に行った。その
時の交通費、宿泊料は本人しか出せないと言われ
た。
認知症の親を一人で行かせられるわけがなく、付
添が必要である。その交渉で余計にストレスがたま
る。

資源エネルギー
庁

今後はこうしたお話をお聞きした上で、資源エネルギー庁としましては東京電力をきちんと指導し
ていかなければいけないと思っています。もしよろしければ今日会議が終わった後に、お名前や
ご住所をお伺いできるとご請求の中身が特定できますので、直接的にこの請求についてという形
で東京電力の指導が可能になりますので、終わってからで結構ですので、後ほどお聞かせ頂け
ればと思います。

15
避難民は365日ずっと避難しているということを頭に
おいて、行程を早めることはあっても遅れることない
ようお願いしたい。

復興庁
我々としても肝に銘じて、そこは何とか早く、いち早く復興ということを進められるように取り組ん
でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。

16

浪江町は戻る前提で計画を作っている。
しかし国は中間貯蔵施設を双葉、大熊、楢葉に設
置を提案している。中間貯蔵施設を近隣に作られ
て、町に戻れるか。国は浪江町をどういふうに考え
ているのか。

内閣府

中間貯蔵施設について、浪江町には予定されておりませんが、環境省の方からこれから調査を
するという候補地として、調査の候補地ですが、いくつかの町において提示されているのは仰る
通りでございます。現状、環境省の方で、県、或いは各自治体の首町様にご説明しているところ
とお聞きしております。この点は仰るようなお気持ちもとてもよくわかります。同時に除染を進め
て行く上で、どこかに安全また安心に管理する施設が必要だということもまた事実でございまし
て、それが本当に今の区域であるべきなのかという議論があるのはよくわかっております。仰っ
ておられたようなお気持ちも非常に重いと思いますし、私もよくわかりますが、そういう状況の中
で、本当にどういう施設が必要なのか、一体そこに置くことが安全なのか、安心のためにどういう
形で放射線が出ないようにしていくのか、地震や色んなことが起こっても大丈夫だという施設に
できるのか、或いはこういうゴミの様なものという意味で、マイナスイメージのものだけで本当に
受け入れる自治体なんてあるのか、もっと、細野元大臣の言葉をお借りすれば、前向きな研究施
設であるとか、そういったプラスの効果とセットでなくていいのかとかですね、多々論点があると
思います。現在環境省の方で福島県、それから各自治体と今のような論点について具体的にご
相談をし始めているところとお聞きしておりますので、仰られたようなご不安が解消できるように
しっかりと政府として進めていかなければいけないと思っております。



№ 質問内容 回答者 回答内容

17

第一原発の事故は、チェルノブイリと違って世の中
にない放射性物質が放出されたと聞いた。完全除
去は無理じゃないか。いったい何年たったら浪江町
に戻れるのか。

主人が4月に亡くなった。病院のベッドで「なんでここ
で」と言い残した。本人は戻りたかったと思う。

内閣府

誠に申し訳ない事態を引き起こしておりまして、また避難も1年8か月と長期にわたっておりまし
て、旦那様のご不幸におきましても政府として本当に申し訳ないと思っています。改めてお詫び
申し上げます。

チェルノブイリと違う物質が出てしまっているのではないかというご質問ですが、私がこれまでお
聞きしている限りにおいて、チェルノブイリで見られない様な特殊な核種が出ているというお話
は、不勉強なのかもしれません、先端の仰っておられた科学者の方々ですと私ども知らない事実
もご存じなのかもしれませんが、私限りで言えばそういう事実は認識しておりません。他方で、そ
うであろうとなかろうと、仰っておられた除染がとても難しいというのは事実だと思います。これも
環境省が一生懸命やっておりますけれども、中々、先程のご質問にありました通り、抜本的な技
術によるブレイクスルーというのがございませんで、チェルノブイリの時であったような地道な作
業、しっかりと拭くとか、そういった事を中心に今進めざるを得ない状況だと理解しております。
ですが、これは政府全体として、環境省も申し上げましたけれども、1mSvを長期であったとしても
責任もってやっていくという目標と思っておりますので、それに向けて地道であってもしっかりやっ
ていくという事でございます。飯舘村の例で、避難指示解除見込時期を6年と5年と3年で調整さ
せて頂く過程では、環境省から飯舘村の農地も含めた生活環境をあと1年半でやり切るという工
程表をお出しになりました。その中では、日ごとで言うと、大体4900人位の人員を動員して除染
作業を行う事が必要だという事になっておりますが、環境省の方から複数の企業、それから地元
の企業と話をして、その方々を動員できるという確証が取れたとこで飯館村の議会のご了解を頂
きました。そういう意味で言うと除染はとっても難しいですがしっかりやらせて頂くという事だと
思っております。最後の点ですが、いつ帰れるかという事に関しては、誠に申し訳ありません、線
量に応じてわからない所が多くございます。現状50mSvを超える所につきましては、自然減衰で
考えていきますと、大体チェルノブイリであるとか、過去のデータを踏まえて農業環境経営書が
試算した所ですと、20mSv下回るのには5年程度かかります。20mSv以下だと大丈夫かという事
については多々議論がありますので、1mSvまでという事なると、より一層長い時間がかかってき
ます。ただこれを除染によってどの程度スピードアップできるかという議論だと思っておりまして、
出来る限りしっかりとやっていきたいと考えております。



№ 質問内容 回答者 回答内容

18
瓦や壁の細かい穴に入ったセシウムを除染できる
のか。庭の石を取り除いて除染するのか。

環境省

除染の作業でありますが、一番最初にご質問頂いた時に、除染の土の剥ぎ具合ですけれども、
できるだけ除染によります廃棄物が少なくなるように当初1cmを考えていたんですが、現実の作
業を進めて行く中で、表土層しか3-4cmくらいまでセシウムがたまっているケースもでてきており
まして、その程度の深度に除染を進めています。日本庭園とかお庭につきましては、石組をきち
んとなされている所もありますので、そういった所は１つ１つ石を剥いでいくわけですが、それに
つきましても代替の石を運び入れるとか、私どもの目標は公共空間、その場所から放射線がで
きるだけ無くなるように、空間に出てくる物を減らすために表面に手をかけるということを今してお
ります。
瓦につきましては、災害時降り注いだ放射性物質につきましては、その後の雨などで洗い流され
てる部分もありますので、現在やっておりますのはペーパータオルでふき取るというのを中心に
しておりまして、これが現在の作業現場での最も効果的な方法となっております。今ご指摘の建
物、屋根によりましては例えば瓦が割れているとか、建物の中にまで入っていくという、そういう
施設もあるように確認しております。そういった建物全体についてどういう除染をしていくかという
事につきましては個別の状況を見ながらに持ち主の方とご相談を進めていかなければと思って
おります。。

19
5年10年経って浪江町に戻れたとして、ダメになって
いる家屋の費用は町が出してくれるのか。東電の
賠償か。

町長

昨日、平野復興大臣とお会いする機会があり、お話しさせて頂きました。復興大臣も11月3日に
私どもの町と大熊町に入って頂いたんです。それで浪江町の個人の住宅を見て回りました。そし
たらやっぱり雨漏りがすごくて、基礎そのものが、屋根が崩れてきているとか、そういう状況見て
これはもう駄目だなと。今までの視点として、1年半も人が住んでない状況ってのはあまり考えな
かったということなんです。現実に本人が見てこれはダメだなということで、今後いわゆる専門業
者を入れてサンプリング調査をしていくと。で、サンプリング調査をして、もし例えば5年とかで修
繕も何できない、そういう状況になれば解体するとか何かの方法があるだろうという話まで昨日
は出ました。ですから今そういうふうに復興庁でも考えてますので、それが東電が賠償するのは
当然です。しかし国も我々に避難指示を出したわけですから国の責任というのも十分あります。
ですからそういう形の中で、私ども町としてもその問題についてはよく国と話し合っていきたいと
思っています。

20 区域によって賠償の差が出るのか。 町長

区域によって賠償はバラバラにならないように、私どもは一律全面賠償だと、区域の差はない
と。従って私は5年6年戻れないというのは、そこでやっぱり生活できないんですよ。水の問題も出
て来ますし、それから下水道の問題もあります。先ほどお話しがでましたように、医療機関も戻ら
なくては生活できないですよね。そういう戻るのにはそれなりの時間がかかるという事なんです。
ですから、いくら3年なり5年なりという設定の仕方をしたとしてもこれは戻れない状況ですら、一
律賠償という形で話を進めて行きたいとは考えております。



№ 質問内容 回答者 回答内容

21

新しい賠償基準についてのP10で、先行支払の明
細書が送られてない方もいる。弁護士の説明を聞く
と、登記の名義人にしか書類は送らないそうだが、
亡くなった父の登記を変えてなかったら、母の1/2し
か対象にならないと言われた。実際に固定資産税
を払っているのが誰かは世帯主を見たらわかると
思うが、それを見て支払ってもらえるか。

資源エネルギー
庁

先ほど固定資産税のお話をさせて頂きましたけれども、これはあくまで賠償額を算定する時の一
つの基準として使わせて頂くということで、ご説明をさせて頂きました。財物の賠償のお支払いを
させて頂く方、対象者でございますけれども、これはやはり財物の所有者が賠償の対象者という
形になります。従いまして、まだ相続を、お父さんの名義でまだ完全に相続を済まされてないとい
うことですけれども、そこにつきましては相続につきまして、例えばお母様とご本人で1/2ずつとい
うことであれば、相続の協議書のようなものを作って頂ければ、例えば1/2ずつということで財物
の賠償の方はお支払をさせて頂く形になります。
どういう形で、未相続のような方が結構いらっしゃると伺っておりますので、どういう形でご請求頂
くのが被害者の方のご負担が少ないかを含めまして、東京電力と協議をさせて頂いております
ので、東電と我々の方で検討させて頂いた上でまたお知らせして参りたいと考えております。

もしお手をわずらわせてしまいますが、法務省で書き換えをやって頂ければ一番確実ではござい
ます。

東京電力 私どもでご自宅までお伺いさせて頂きますので、ご住所とお名前を教えて頂きたいと思います。

資源エネルギー
庁

ご相談の方でございますけれども、もし東電に相談するのはちょっとと言われる方は、国の方で
原子力損害賠償紛争解決センターという所がありまして、そういったところで電話相談をしており
ますし、原子力賠償支援機構という所も無料相談窓口を設けさせて頂いておりますので、ここに
は弁護士さんを含めた方もいらっしゃいますので、そういった所に電話等でご相談頂くことも可能
かと思います。

賠償請求など、司法書士とか富山県でも相談に乗
るといってくれるが、状況をよくわかってる福島の人
でないとわからない。どこで聞けばいいのか。
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