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５ 令和元年度 旧避難指示区域内市民説明会意見交換内容一覧 

質問・意見 回答・対応 

項目  

（発言者

のお住ま

いの行政

区） 

 

 

発言内容 

 

 

回答者 

 

 

当日回答内容 

 

 

その後の対応内容等 

・除染も含

めた登山

道の整備

について 

（三区） 

市街地の除染は終了したと思うが、震災以前、小高区だと懸

の森が毎年４月２９日に山開きをしていたが、震災後はずっと

休止している。 

登山道の整備は林野庁の管轄と聞いているが、入山して良い

状況なのかどうかの判断は環境省が行うのか、または林野庁か

南相馬市が行うのか。国見山等についても入山できない状況だ

と聞いているが、除染を含めて今後の対応をどうするのか。 

環境省 入山の判断は誰がやるのかだが、国見山等で現在森林の除染や里山モデ

ル事業で除染をしている。森林除染については大きな課題となっている。 

そういう意味で、入山の判断は所有者の林野庁になるかと思うが、市や

林野庁と相談したい。 

【国見山入山の可否について】 

国見山森林公園については、里山再生モデル事業終了後に加速化

交付金を活用し、震災後維持管理できなかったことにより朽ちた公

園及び林道整備を行う予定であった。 

昨年１０月の大雨により林道が被害を受け増破した箇所について

は、林道災害復旧で復旧するため、林道復旧後に公園整備を行う予

定で、公園の再開は令和３年度以降となる見込みである。その時に

再度入山の可否について関係機関と検証したい。 

里山モデル事業はどこが実施しているのか。 環境省 環境省で実施し、現在検証中である。  

 検証結果が良ければ、小高区の懸の森も実施するという話に

なるのか。 

環境省 全県的な調査で各市町村１箇所実施している。検証結果を踏まえ、どう

広めていくかが今後の課題になると考えている。 

 

国見山の実証はいつ終了するのか。 

 

環境省 国見山については里山モデル事業で、各市町村で範囲を決めている。 

南相馬市の場合は国見山の林道、遊歩道などがモデル事業として除染地

帯としており、環境省の直轄地帯の範囲と、それ以外の範囲がある。環境

省の直轄地帯は平成３０年度に終了し、令和元年度には市で実施する遊歩

道の除染も完了している。 

 

 国見山について市の担当部局からの説明を求める。 市 国見山の里山モデル事業は完了している。現在、実績報告を国へ提出し

ており、国が検証し、今後どのように実施していくか示されることになる。 

【国の検証後の対応について】 

国の検証後、線量の高いところについては追加で除染するよう要

望していく。 
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質問・意見 回答・対応 

項目  

（発言者

のお住ま

いの行政

区） 

 

 

発言内容 

 

 

回答者 

 

 

当日回答内容 

 

 

その後の対応内容等 

 市として、今後評価が良ければ小高の懸の森も実施してみよ

うということになるのか。 

市 里山モデル事業は、各市町村１箇所で始めている。南相馬市はまず国見

山ということで、除染作業は一旦終了し、現在検証を行っている。 

加えて、南相馬市環境回復推進委員会で、数値的な判断と、安全性の検

証を行い、これらを踏まえ、市として今後どのように活用していくか検討

している状況である。山頂はかなり切り開いて見通しが良い状態なので、

できるだけ早く開業したいと考えている。 

懸の森については宿題としたい。私としてはやりたいと思っているが、

今のルールでは市町村１箇所とされている。国見山を評価し、効果があれ

ば次に行く。効果が薄ければ同じ方法では困難だという判断も出る。今後、

評価を待つことになる。 

【懸の森について】 

令和２年１月２４日に里山再生モデル事業中間とりまとめが報告

され、令和２年度から「里山再生事業」として事業を開始すること

となった。対象は県内４８市町村で、２月中に要望をとりまとめ、

候補地を絞り込み、３月～４月に現地調査を行い５月に決定する予

定であるため、里山再生事業の新規地区として要望する考えである。 

・除染土壌

運搬車に

ついて 

（三区） 

小高産業技術高等学校、小高中学校、小高小学校の通学路内

に、環境省の除染土壌運搬車の集積・駐機場がある。 

運搬後はモニタリングして一定以上の線量についてはスクリ

ーニングするとあるが、作業が終わったあとに駐機場で洗車し

ているとの話があったが確認したい。 

環境省    中間貯蔵施設を出る段階でスクリーニングをして、基準値以下で安全で

あることを確認してから中間貯蔵施設を出ている。駐機場に戻って車を洗

っているのは、いわゆる洗車なので心配はないと考えている。 

 

 

・ダム底の

高濃度セ

シウムに

ついて 

（北鳩原） 

平成２８年９月２９日の毎日新聞に、ダム底に高濃度セシウ

ムがあるという記事があった。 

平成元年の大雨で高倉ダムは、２度緊急放流したとの記事が

あったが、高濃度のセシウムは下流側に流出したのか。 

市 高倉ダムは底を開けているわけでなく、上の洪水吐を開けて放流してい

る。ダム底の泥等を巻き上げた水が放流されているわけではなく、セシウ

ムの放流があるとは考えていない。 
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質問・意見 回答・対応 

項目  

（発言者

のお住ま

いの行政

区） 

 

 

発言内容 

 

 

回答者 

 

 

当日回答内容 

 

 

その後の対応内容等 

 「広報うけどがわ」の平成２８年の記事に、大柿ダムにおけ

る放射性セシウムの調査状況というのがあり、東北農政局農村

振興部では大柿ダムの湖底と取水口には十分な高さがあるため

堆積した土砂が流出しない構造になっているとしているが、大

柿ダムで今回のような緊急放流があった場合大丈夫なのか東北

農政局に確認していただきたい。 

 

市 大柿ダムは市の管轄外なので明確には言えないが、（高倉ダムと）同じ

ような状況だと考えている。 

【大柿ダムのセシウムに関する東北農政局の見解ついて】                     

大柿ダムの構造上、１０月の台風１９号のような洪水になると上

流から流れてきた水は、表面流としてそのまま洪水吐を通って下流

へ流れ出るようになっている。今回の洪水では人為的に貯水位を下

げるような緊急放流は行っていない。 

１０月の台風１９号のような洪水によって、仮に高濃度の土砂が

流出すると、洪水後に河川の水位が下がった際、周辺の空間線量率

が上昇することが考えられるが、各所のモニタリングポストによる

空間線量率は、台風１９号の通過前後、また２５日の低気圧による

降雨の前後において、変化がないことが確認できた。従って、ダム

から堆積土砂が流出していないか、流出したとしても、空間線量率

に影響を与えない程度と考える。 

大柿ダムでは、堆積した土砂が流出しない構造だから大丈夫

だということだが、今回は緊急放流で堆積した土砂が流出した。

どの部分かわからないが、十分調査・検討しないと、我々が帰

ってきて営農再開しても、上流からセシウムが流れてきていた

ら二次汚染で農作物が絶対売れない。調査は市町村では無理だ

と思っている。今後、国県に科学的に調査・検討をお願いする。 

 

市  放射能の挙動については、河川の中でどのように下流側に流れていくの

か、残土の放射性物質がどうなっているのかということは、基本的に県の

環境創造センターあるいは東北農政局、農水省が、下流への流れの経年変

化を、継続して調査しているということでご承知いただきたい。それぞれ

のホームページ等で発表しているので、機会があればご覧いただきたい。 

大雨の時の対応等については別途確認するが、基本的には大丈夫と伺っ

ている。放流口が上の８割、９割ぐらいで、湖底の１割くらいのところに

泥がたまっているが、湖底の泥を放流しているわけではなく、基本的には

大丈夫だと説明を受けており、私もそのように考えている。 

問題は巻き上げ等がどのくらいあるのか、現実的にどのような水が出て

いるのかであり、これらについては検査をして安全確認をしていきたいと

考えている。 

 

【大柿ダムの大雨時の対応に関する東北農政局の見解ついて】                   

大柿ダムでは緊急放流は行っていない。洪水により上流から濁っ

た水が流れ出て、請戸川の周辺に影響を与えることが考えられるが、

各所に設置してあるモニタリングポストの計測値を見ると、台風１

９号の通過前後と２５日の低気圧による降雨の前後で空間線量率に

変化がないことが確認出来たので、上流から濁った水が流れ出たと

しても、影響はほとんど無かったと考えられる。なお、洪水時には

大柿ダムで取水を行わないので、用水路を通して大柿ダムの水が小

高区方面へ流れることはない。 

≪参考≫ 

小高区の柿ノ木下頭首工、幅下１号堰、吉名頭首工、大井頭首工

において、台風１９号及び低気圧の前後に水質調査を行ったところ

では、放射性セシウム濃度はいずれも１Bq/L未満であり、飲料水の

基準(10Bq/L)より小さいことがわかっている。 

・焼却灰の

対応につ

いて 

（堤谷） 

 

いろんな焼却灰が出ているかと思うが、その中で８千ベクレ

ル以下、８千ベクレル以上から１０万ベクレル以下とか、８０

段階くらいあるとのこと。現在市内に８千から１０万ベクレル

のものが相当数あると思うが、環境省はいつ搬出してくれるか。 

新たな分も早急に対応してもらいたい。 

市 ８千ベクレルを超え１０万ベクレル以下のものに関しては、年間の搬出

計画をもとに環境省と打合せをしながら富岡町の最終処分場に環境省を

通して搬出しているが、できるだけ早く多く搬出するよう環境所と協議、

調整等行いたいと考えている。 

【指定廃棄物の搬出について】  

 改めて早期搬出ができるよう環境省と協議、調整を行っている。 
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質問・意見 回答・対応 

項目  

（発言者

のお住ま

いの行政

区） 

 

 

発言内容 

 

 

回答者 

 

 

当日回答内容 

 

 

その後の対応内容等 

・仮設焼却

炉の跡地

利用につ

いて 

（下蛯沢） 

 

下蛯沢の仮設焼却炉の跡地利用の計画はあるのか。いつ頃更

地になるか。 

環境省      処理が終わり次第できるだけ早く地権者に返すよう、今後地元の方と協

議していきたい。具体的な跡地利用計画は未定である。 

 

市 下蛯沢については、焼却炉の終了予定期間が示された。その後取り壊し

に入って、その跡地をどうするか、今後地元と具体的に相談していきたい

と考えている。今の段階で具体的なものは決まっていない。 

更地になる時期は決まっているのか。 環境省 解体後に更地にする。２号機の解体は３月以降となる。  

・有害鳥獣

駆除につ

いて     

（北鳩原） 

 

平成３１年３月に区役所にサルの駆除を願いしたが、旧国道

でサルを見かける。その後どうなったのか。 

市 市も、有害鳥獣の駆除については避難１２市町村の鳥獣被害対策会議等

で、広域的な有害鳥獣被害の防止策を関係機関と連携を図りながら取り組

んでいきたいと考えている。 

有害鳥獣対策については捕獲だけでなく、防除や環境整備が大事であ

り、市として電気柵の資材購入費の補助、追い払いや、やぶの刈払い等々

を実施しているが、それでも個体数は減らない状況にある。今後、国県等

と協議しながら対策を考えていきたい。 

【県との協議について】 

サルの捕獲対策については、令和２年度の事業実施に向け、現在、

専門的な知見を有する県や関係機関等と対応策について協議を行っ

ているところである。 

 

・有害鳥獣

駆除につ

いて 

（泉沢） 

 

復旧・復興は進んでいると言うが、道路や河川を直すのは復

旧であり、復興とは以前と同じ生活、もしくはそれ以上の生活

ができるかである。ところが避難指示解除後何の検証もしてな

い。 

避難指示解除したところは全て国で動物愛護法を凍結し、イ

ノシシやサルの絶対数を減らさなければ解決できない。人間が

野菜作って動物が収穫するなんて復興じゃない。こんな説明会

ではらちが明かない。 

サルの被害があったので区役所に電話したが、みんなで追い

払ってくださいとのこと。その返事は具体性がない、山から２

ｍくらい離して畑作ってくださいなど、何を言っているのか意

味が分からない。市や県ばかりでなく国が本気で動いてほしい。 

 

 

復興庁 サルとイノシシは動物愛護法の対象でない。絶対数は気にせず駆除して

良いが、必要な個体数を取り除く必要があるかと思う。そのうえで具体的

にどういう取組をしていくかだと考えている。 

復興庁としては、各自治体から有害鳥獣対策のお話をいろいろ伺ってい

る。各自治体で考えるアイデアに対し、財政的に支援しているが、サルや

イノシシは逃げるので、自治体をまたがってしまうという課題がある。広

域的に近隣の自治体と方策を練っていかなければと考えている。 

また、広域的な話は県がきちんと対応策を考えてくれないか、という要

望をしている。そのような観点からどうしたらよいか県も含めて、一緒に

考えている状況である。 

ただ、結論が出るまで放っておくことはできないため、まず、自治体毎

の取組を復興庁で財政面を支援しているが、いずれにしても暫定的でしか

ない。 

将来的には地区を超えてやっていかなければいけないということは間

違いないと考えている。取り組みについて良い方策がないか考えていきた

い。みなさんのお知恵があれば、ご意見いただきたいと考えている。 
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質問・意見 回答・対応 

項目  

（発言者

のお住ま

いの行政

区） 

 

 

発言内容 

 

 

回答者 

 

 

当日回答内容 

 

 

その後の対応内容等 

南相馬市では千何頭捕獲しているが、ブタというのは年に２

から３回お産する。イノシシは一回に６から７頭産むので、年

に千頭くらいの駆除ではどんどん増えていく。市では千頭ちょ

っとの予算しかない。もう少し、避難指示解除されて帰った者

に対して温かみをもって面倒見てほしい。 

原発事故さえ起きなければ小高区の人口もこれほど減らない

し、こんな状態にはならなかった。内閣府に直接あたってもら

わないと、県や市が一生懸命頑張っても限度がある。役所も若

い人が辞めてしまい、頭でっかちで後継者がいなく困っている

ような状況なので、国が本気で前面に出てほしい。 

解除したらそれで終わりだっていうのがなめている。ここも

同じ日本なのでよろしくお願いしたい。 

復興庁    おそらく駆除隊など業者がどれくらい処理できるかを前提に積算して

いる。千頭までしかお金出せませんということではなく、1万頭でも担い

手が確保できるのであれば、しっかり支援はしたいと考えているが、小高

区に限らず、他の自治体でもどうやって駆除の担い手を増やしていくかと

いうことも大きな課題となっている。 

 

 

 

 

【担い手の育成について】 

市では、狩猟免許の取得・更新や捕獲技術向上のための射撃訓練

に係る費用に対する支援等により、担い手の育成・確保を図ってい

る。 

・有害鳥獣

駆除につ

いて 

（北鳩原） 

サルの駆除について、具体的方策を含めてお願いした。 

サル駆除には麻酔銃が必要で、麻酔銃は日本では獣医しか取

り扱えない。市で獣医を雇わないと無理だ。有害鳥獣の法律で

は市町村ができない場合には県ができるとされているので、県

にお願いしたが、1年たってもやっていただけないのはいかが

なものかと思う。 

みなさん帰還しても、サルに荒らされるので農作物を作れな

い。鹿島は３０キロ圏外でも高速道路無料で、我々も帰ってき

た時にサルの被害をなくしてもらう権利がある。きちんと県に

お願いしていただきたい。県の方もよろしくお願いする。 

市 サル、イノシシの対応については市民が満足する十分な成果は残念なが

ら上がってない。各地区それぞれに苦労しているという状況である。今の

対策だけではだめだということで、新たな対応も含めて県と協議しながら

進めていく。 

県にお願いするべきだ、ということについては、先日県に広域対応でき

ないかとお願いしてある。これから具体的に協議していきたいが、区や市

単独で追い払うだけでは効果が上がらないので、広域対応お願いできない

かという視点でも行っており、ご支援をいただければと考えている。対応

についても、これまでの対応にこだわらず、新しいチャレンジ等もやって

いきたいと考えている。 

【サル駆除に関する県への依頼について】 

 サルの行動範囲は広いことから県が全面に立った広域的な対策が

必要と考えている。 

このため、サルの捕獲対策について、専門的な知見を有する県や

関係機関等と協議しているところである。 

・草刈りに

ついて 

（下蛯沢） 

 

公道との境界から道路側は草刈りはやってもらっていると言

うことで良いか。 

境界から下の草刈りは、年取って大変になってくる。刈らな

くても済むような手立てを考えていただきたい。 

 

市 市、県で年２回ほど刈っているが、道路との境界から下は各行政区に依

頼している。 

境界から下の方の草を刈らない方法はなかなか難しいと思うが、今後検

討、協議しながら何か方策があれば検証していく。 

【方策の有無】  

 今後も有効な方策について調査・検討していく。 

市 通常の刈り払い機による草刈りでは一部しかできず、急な法面は草刈り

できない状況にある。田畑が荒れる問題もあり、除草剤を使用することも

できない。 

また、大型機械で刈る場合には、構築物が邪魔でなかなか刈れないと考

えており、それらも含め、地域を守るのにはどうしたらよいのか、相談し

たいと考えている。 
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質問・意見 回答・対応 

項目  

（発言者

のお住ま

いの行政

区） 

 

 

発言内容 

 

 

回答者 

 

 

当日回答内容 

 

 

その後の対応内容等 

・草刈りに

ついて 

（五区） 

今まで近所の人が草を刈ってくれた、ひと夏で４，５回刈っ

てくれていたが、その人がいなくなり草がぼうぼうとなってい

る。市では毎年頼まないとやってくれない。 

ＪＲの管轄だからということで、毎年市とＪＲの２箇所頼ま

ないとやってくれない。 

 

市 草刈りについて、市道の部分も入っているのかと考えるので毎年１回は

刈っているかと思う。それを２回、３回となると、どういう草刈りがいい

のかを検討しながら進めたい。 

【方針について】 

これまで同様、現地パトロールしながら、年２回の草刈りを実施

していく。 

市 地域のことをどう話し合っていくか、どう検討していくかだが、例えば、

区長会、更には地域協議会があり、ここで検討している。 

草刈りの話も１つ。行政区の再編という課題もある。この小高区をどう

していくか、誰が担い運営していくか。今年も各区で懇談会を行っている

が、小高のまちづくりを行政だけでなくて、みなさまのお力を借り一緒に

できるよう、区長や地域協議会と体制づくりについて相談していきたいと

考えている。 

 

・震災以前

の公共事

業につい

て 

（小高） 

みなさんにご努力をいただき、いろんな面で復旧・復興が進

んでいるが、以前市長にもお願いしたが、震災前の公共事業が

未だに完了していないのはどういうことか。 

復興事業は進むが、そうでない事業はストップしたままであ

る。これでは地域内の整備は出来ないと私は考えているが。 

市 道路のことがメインとお考えかと思うが、震災前に道路改良等進めてい

たものの、震災後なかなか進まない状況である。現在も津波等による災害

復旧等を優先しているために、震災前から行われてきた公共事業、道路改

良が少しストップしている状況であるが、体制を整えながらまた進めてい

きたいと考えている。 

 

・防犯灯に

ついて 

（五区） 

小高駅の北の駐車場に防犯灯が六つあったが、今は一つも点

いていない。人数が少ないから明かりを消そうと考えたのか。 

市 区長と相談しながら現地を確認して対処する。 【対応状況】 

現地確認の上、修繕を行い点灯することを確認した。 

・小規模農

家支援に

ついて 

（小高） 

地域の住民は復興についての情報が薄く混乱している。復興

は進んでいると言うが、小高の状況が震災前の状況に戻ること

はないと思うが、そこに近づけていくのが大事だろう。 

行政がいくら検討しても、住民しか気付かないものや、議論

することによって初めて気付くものがあると思う。 

たとえば大型農業をどんどん進める。それは結構だと思うが、

小規模営農には何ら支援がない。そういう話はたぶん出てない。

国と県と市は大型農業を推進している。それはそれで結構だが、

地域全体を考えた時、小規模農家もある程度営農をやらないと

地区の生活環境を守れない。そのへんを考慮してこれからの復

興事業を進めていただきたい。 

復興庁  復興状況がきちんと国とかに伝わっていないのではないかということ

については、小高の復興状況がきちんと発信されているのかどうか、とい

うこともあると思う。また、農業の話は、国でも確かに大規模化を積極的

に進めている。 

ただし、何でも大規模化ではなく、日本全体の問題として、特に避難指

示を設けた自治体で顕著になっている、担い手不足の問題をどう解決して

いくか、という観点から大型化というのが 1つ国の考える方策である。 

一方、実際営農を再開したい方、今の規模でやりたい方の営農再開の後

押しも国はしている。当然営農再開にあたっては農業用水等のインフラ

等、または維持管理をどうするのか、これらを含めて国としてどう協力が

できるか、日々考えて取り組んでいる。 

引き続き国としても考えながら、大、中、小含めて地域の農業について

貢献していきたいと考えている。 
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質問・意見 回答・対応 

項目  

（発言者

のお住ま

いの行政

区） 

 

 

発言内容 

 

 

回答者 

 

 

当日回答内容 

 

 

その後の対応内容等 

・医療費の

一部負担

金免除に

ついて 

（五区） 

 

国民健康保険の一部負担金免除がそろそろ打ち切りかなと危

惧している。原発事故由来で病気になった人もおり、そういう

人は医師の診断によって一部負担金免除がもう数年受けられる

ようにしてほしい。原発事故前は何でもなかったのに、今は医

者なしでは生活していけない状況の人もいるので個別に対応し

てもらいたい。 

市 国民健康保険税の減免、医療費の一部負担金の免除について、１年間延

長すると通知があった。今年と同じ内容でもう 1年延期になるということ

で、これから議会に報告したいと考えている。 

 

【延長について】 

厚生労働省の各担当課長より国民健康保険税等及び医療費の一部

負担金に係る財政支援の１年延長の通知があったため、事務手続き

を行っている。医療費の一部負担金の免除証明書については、県か

らの医療費免除の延長に係る通知が到着次第、対象者への送付を行

う。 

・高速道路

無料措置

について 

（小屋木） 

高速道路の無料期間が令和２年３月で終わることになってい

るが、無料化は今後続く予定なのか。 

 

市 高速道路通行料無料措置はまだ何も通知が来ていない。 

高速道路無料措置、医療費の一部負担金免除、国民健康保険税の減免に

ついては行政区から要望いただいている。議会や市でも関係機関に要望し

ているが、高速道路無料措置の延長についてはまだ何の通知もない。 

【延長について】 

令和２年２月４日発表があり、無料措置期間は、令和３年３月３

１日まで１年延長となった。 

・働き方改

革につい

て 

（四区） 

 

小高の区役所の職員もだいぶ疲れている。聞くと、出先では

人数が限られていて、１人もしくは２人での対応とのこと。 

組織をいろいろ変えてみて、旧態依然に戻っても良いと思う。

ここに出席されている方の平均年齢は５０歳以上だと思うが、

当座の生活を守るために話し合いに来ているのではなく、これ

からのことのために貴重な時間を割いて話していると思う。こ

こに若い世代が出席し、意見を出してくれと、そういう話をで

きる場をもう少し設け、若い人たちが参加できるような機会を

設ければ、まだまだ進歩的な話ができるかと思う。これは市で

うまく考えてほしい。 

現場の人たちの疲弊度をよく見てほしい。一所懸命やってい

るが追いつかない。市長から出たが、市民のみなさんと、協議

していきましょうと言うが、助けになる市民の絶対数が足りな

い。いかに市民にお世話になっていたかよく考えて、市民から

区役所の職員は本当に額に汗してやっているなと思われるよう

な働き方ができる組織構造を作っていくことが上級職員の仕事

だと思っている。 

市 職員が頑張っていると評価していただき感謝申し上げる。 

合併もあり震災前の職員数は減少傾向であったが、震災後は、他の自治

体からの職員派遣や、新採用により、むしろ増えている。しかし、特に技

術職は募集しても集まらない状況が続いている。 

そうした中で、全国から今年も２６人くらい応援いただいている。台風

１９号等の災害では喜多方市や、神戸市、農林水産省、国交省からも応援

いただいているが、職員には負担をかけていると考えている。どのような

体制を取れば一番良いのか、いろいろと試行しているが、十分な成果が上

がらない状況にある。少しでも対応できるよう、こうした意見を庁内でも

共有し、状況の改善につなげたいと考えている。 

 もう 1つ。若い人の集まるような意見交換の場についてだが、今後、小

高のまちづくりの体制づくりについてご相談したいと考えている。その際

は、若い人たちはもちろん高齢者の方にも参加いただきたい。現在、小高

小学校に高齢者の方がボランティアに入っている。また、地域おこし協力

隊などと相談しながら、良い体制を作りたいと考えている。 
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質問・意見 回答・対応 

項目 

（発言者

のお住ま

いの行政

区） 

 

 

発言内容 

 

 

回答者 

 

 

当日回答内容 

 

 

その他の対応内容等 

・意見交換

の場につ

いて 

（小高） 

 

２０キロ圏内の避難指示解除をするとき、復興大臣は避難指

示解除後が本当の復興のスタートだと、なので３ヶ月に１回ぐ

らいはみなさんと集まっていろんな意見交換をしましょう、と

言ったが解除後１回位しかやっていない。 

なぜ出来ないのか回答をいただきたい。 

復興庁      おそらく「円卓会議」という名前で開催していたものだと思う。 

当時避難指示を解除する時に内閣府の原子力現地対策本部が中心とな

り、地域の有力者の方々を集め、解除後の市の復興をどうしていくか、解

除方針を含め意見を出しながら、解除後の復興に役立てるための会議だっ

たと思う。 

小高に関しては、解除前に２回、解除後に２回開催した記録がある。そ

の後どうなったという話かと思うが。１つには当時いろいろご意見をいた

だく中で、個別の話について相談、意見を聞きながら解決をしていくとい

うような問題が少しずつ出ていたと伺っている。 

解除当初、市や県とも相談し１年に１回協議をする場というのを設け

て、市長にも参加いただいて意見を伺いながら、どうするか考えている。 

また、こうした市民説明会にも毎回参加しご意見を伺っているところで

ある。 

意見交換の場をどうするかについては、必ずしも国だけで全回開催して

いたのではないので、まずは市とも相談しながらと考えている。日々復興

において発生する様々な課題を丁寧に拾いながら、解決に向けてどう協力

できるか市、県と一緒に取り組んでいる。 

個別の話については、気づいたときに遠慮なく市を通して、または直接

我々に言っていただければと考えている。意見交換の場については市と相

談させていただきたい。 

 

 


