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第１ 本準備書面の趣旨 

 一審原告らは、控訴理由書において、避難指示区域外の居住者に対する賠償に

ついて次の判断を求めている。 

①  原判決が避難指示区域外で損害賠償を認めた一審原告らについて被害の救

済に見合う賠償額に増額すること。 

・ 原判決が認定した２０１１（平成２３）年３月、４月時の被害実態が少な

くとも同年８月まで続いていることを踏まえた判断をすること。 

・ 賠償が必要な被害が少なくとも２０１２（平成２４）年８月まで継続して

いることを踏まえた判断をすること。 

② 原判決が否定した子ども・妊婦について「中間指針等による賠償額」を超え

る賠償額を認めること。 

③ 原判決が一律に切り捨てた会津地域居住の一審原告ら及び福島県外居住の一

審原告らについても、少なくとも本件事故後の相当期間における賠償を認める

こと。 

 本準備書面は、主に上記①と②について、被害認定において考慮されるべき社

会的事実について、時期的経過にそってこれまでの主張立証を整理する。一審原

告らの生活に影響を与えたこれらの社会的事実を適切に考慮に入れることにより、

原判決が認定した損害の賠償金額及び賠償期間がきわめて不十分なものにとどま

っていることを指摘する。 

なお、③については別の準備書面を提出する予定である。 

 

第２ 損害賠償額を認定する上で考慮すべき社会的事実の評価について 

１ 一審原告らの被害を認定するにあたり特に考慮されるべき要素 

一審原告らの被害を認定するにあたっては、①本件事故の状況、放射性物質の放

出状況及び汚染実態（主に大気・水・土壌の汚染、さらには子どもの生育環境の汚

染、農作物等食品の汚染）といった社会的事実に加え、②これら汚染実態について
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どの程度正確かつ具体的に調査・把握されていたのか、③それらの情報がいつどの

ように一審原告ら住民に対して提供されていたのか、④一審原告ら住民がその情報

をどのように受け止め、どのような放射線防護対策を講じていたのか、⑤その放射

線防護対策を講じることによっていかなる日常生活上の阻害が生じ、精神的苦痛を

被っていたのか、についてそれぞれ適切に考慮されなければならない。 

 

２ 本件事故発生から８月頃まで継続したと評価すべき初期の深刻な被害実態 

 本件事故発生からおよそ半年間は、本件事故の状況、放射性物質の飛散状況、そ

して各地の汚染実態に関する事実の情報が極めて限定されて、不十分な状態にあっ

た。得られている情報について住民への公表時期が遅れたことや行政も混乱し適時

に対応ができない状況も重なり、一審原告らは、十分な放射線防護対策を講じるこ

とができないまま本件事故以前の放射線レベルをはるかに超える放射線ばく露を余

儀なくされ、身体的侵襲（外部被ばく及び内部被ばく）を受けた。 

そして、これらの初期被ばくに加え、放射性物質が同時に広範な住環境全てを汚

染してしまったために、住民はさらに被ばくが続けば深刻な健康影響が生じるので

はないかという強い恐怖あるいは不安感にとらわれ続けた。この期間はまだ、汚染

実態や被ばくによる健康影響に関する不十分な情報が錯綜したことも原因し、家庭、

地域、就学及び職業等のあらゆる面で大きく制約された生活を送らざるを得なかっ

た。このような深刻な被害は、少なくとも本件事故から半年間は続いていた。 

 

３ ２０１１（平成２３）年９月頃から少なくとも１年間は放射線被ばく回避対策

をとりながら生活することを強いられた実態にあったこと 

 本件事故から半年程度経過した後は、住民は、徐々に本件事故の状況、放射性物

質の飛散状況、周辺地域の汚染実態及び放射線被ばくによる健康影響に関する一定

程度の情報を得ることができるようになった。これらの情報が提供されたことによ

って一時的に大量の被ばくをする危険に対する恐怖や不安が一定程度軽減されたこ
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とは事実である。 

しかし、福島県全体の土壌や河川、海は汚染されたままの状態にあること、季節

の収穫時期に応じて農作物等の食品の安全が損なわれていることが次々と明らかに

なったこと、食品の安全を確認する検査態勢が容易に進まなかったこと、農耕地の

土壌からの放射性物質の除去はきわめて困難であったこと等から、福島県産の農作

物は市場から排除され、食卓で享受することができない状態が続いた。また学校に

おいては校庭以外の場所は除染が完了しておらず、子育てする学習環境、生育環境

が著しく制限されていた。 

このような汚染された住環境において、日々放射線被ばく回避対策を講ずること

を強いられながら生活をすること自体が生活の質の低下をもたらす。加えて、一審

原告らはその家族のなかであるいは職場・地域社会の中で、どのような放射線被ば

く回避対策をとるかについて深刻な意見の対立が生ずることに苦しまなければなら

なかった。そして一時的な避難や保養、県外産の食品の購入など放射線被ばく回避

対策をとることに伴う経済的負担増による精神的苦痛も被っていたのである。   

このことは原審段階で実施した一審原告らの尋問結果で明らかにされている（原

審準備書面（被害事実１）第３ないし第６、同（被害事実２）、同（被害事実３）第

６・第９ないし第１３、同（被害事実５）第３ないし第９）。 

これらの様々な精神的苦痛やストレスが、毎日、２４時間、逃れる時間も場所も

なく住民に大きな負荷をかけ続けたことにより、屋外活動を制限された子どもたち

には肥満傾向の増大や運動能力の低下、母親をはじめとする成人には精神健康度の

悪化という、２次的な被害も生じていたのである。 
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第３ 放射性物質による汚染実態の調査態勢が一応できあがった２０１１年８月頃

までの間の一審原告らの日常生活阻害の実態 

１ 大気・水・土壌を含むすべてのものが同時に汚染されたこと、一審原告ら住民

はその実態の把握ができない状態におかれたこと 

（１）大気の汚染 

本件事故直後は、大量の放射性物質の放出が続き、放出された放射性物質は風雨

により広範囲に飛散し、大気そのものが汚染されていた。その範囲は福島県のみな

らず茨城県や栃木県、宮城県さらにはそれ以外の隣県にも広がり、各地で本件事故

前をはるかに超える放射線量が計測されていた。 

しかし、事故当初はその放射線量を計測するモニタリングポストは限られた地点

のみであり、公表された線量測定マップも航空機モニタリングの結果から推計した

ものに過ぎず、一審原告らが実際に居住している住居やその周辺の汚染実態を正確

に知ることはできなかった。 

（２）水の汚染 

 放射性物質の放出によって、生活の根幹をなす水（飲料水）も汚染された。 

２０１１（平成２３）年３月２１日以降、５都県（福島県、茨城県、栃木県、千

葉県、東京都）内の計２１の水道事業所等において、乳児に対する摂取制限措置が

とられた（水道水の摂取制限及びその広報を実施した水道事業者等の位置図［水道

水における放射性物質対策中間取りまとめ］甲C１３３・３頁参照）。また、同措置

を受け、各自治体では乳児に対しペットボトル水を配布するなどの対応がとられた

（甲C１３４）。なお、本件原発事故による放射性物質の放出は同年３月１２日から

始まっていたのであって、上記措置がとられる以前（遅くとも同月１６日頃）から、

水道水は当時の暫定規制値（年間の被ばく線量上限を５ｍＳｖとする基準）を超え

て汚染されていたことが明らかとなっている（甲C１３３の２２頁）。それらの暫定

規制値を超える程度まで汚染された水道水はそのまま約１０日間にわたって住民に

提供されていたのであり、行政の対応は明らかに遅れていた。 
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この事実について、同年３月１７日付け福島民報では「政府失態 危機管理『後

手』」「東電隠蔽 大惨事を矮小化」という報道とともに「水道水からヨウ素とセシ

ウム 福島で検出」「県内各市町村の飲料水の調査を開始することを明らかにした」

と報道されている（甲C１５７の資料２・２頁）。 

福島民報の同月２２日付け１頁において「水道、基準値上回る放射能」「飯舘 飲

用控えるよう周知」、「乳児は摂取制限厳しく 厚労省通知」という見出しのもと、

「厚労省は『乳幼児は甲状腺に放射性ヨウ素を取り込みやすいため』『国と県は、“手

洗いや入浴など生活用水として使用することは健康上、問題なく、一時的に飲用し

ても、すぐに健康に影響がでることはない”としている』」と報道された。同２頁に

「水汚染緊張拡がる」「飯舘の放射能検出」「住民に飲料水配布 １０日～２週間分

を確保」という見出しのもと、「飲料水から国の摂取基準値の三倍を超える放射性ヨ

ウ素が検出された飯舘村に緊張が拡がっている。村は村内四カ所の簡易水道をはじ

め井戸水、沢水の全てを口にしないよう呼び掛け、県は飲料水九.六トンを用意した。」

と報道された。これによって一審原告らは、飲料水が汚染されており、飲み続けた

ならば将来的に健康に影響があるのではないかと考えるようになった（甲 C１５７

の資料５、６）。 

同月２１日には千葉県の女性の母乳から放射性ヨウ素が検出されたとの報道が

あり（甲C１５７の資料２６）、同月３０日には、厚生労働省から、母乳の放射性物

質濃度等に関する調査によって、福島県いわき市、茨城県、千葉県の７名の母乳か

ら放射性物質が検出されたことが公表された（甲C２０２）。母乳が汚染されるとい

う事実は、特に乳児や小さな子どもを持つ家族にとって、大きな不安と恐怖を与え

た。 

（３）土壌の汚染 

 土壌の汚染実態に関しては、２０１１（平成２３）年４月２２日に「環境モニタ

リング強化計画について」が公表され、その後、文部科学省において同年８月３０

日に「土壌濃度マップ」が作成されている（甲C３３６）。しかしながら、実際に土



11 

 

壌を測定したのは福島第一原発から１００キロメートル圏内のうちわずか２２００

か所に過ぎない。このような測定メュシュが粗い調査に基づく情報が提供されてい

ただけであって、一審原告らが暮らす生活空間での具体的な汚染実態は全く把握で

きていなかった。 

また、同日、農林水産省から農地土壌の放射性物質濃度分布図も公表されている

（甲C３３７）。しかしながら、実際の農地土壌を測定したのは福島県内でわずか約

３６０地点、その他の５県で約２２０地点に過ぎず、一審原告らが暮らす地域の農

地土壌汚染の実態を把握できるものではなかった。 

 

２ ２０１１（平成２３）年８月頃を過ぎても、避難指示等対象区域そのものが確

定していなかったこと 

 政府による避難指示等対象区域は、本件事故後、以下のとおり徐々にその対象範

囲が拡大されていった。そして、汚染実態の調査が進むにつれて、避難指示等対象

区域外においても年間被ばく線量が２０ｍＳｖを超える地点が多数存在することが

明らかとなり、２０１１（平成２３）年６月１６日から同年１１月２５日までの間、

特定避難勧奨地点の設定に関する調査・協議が各自治体で続けられたのである。 

３月１１日 ３㎞圏内の避難、１０㎞圏内の屋内退避指示 

同月１２日 ２０㎞圏内まで避難指示範囲を拡大 

同月１５日 ２０～３０㎞圏内の屋内退避指示 

４月２２日 ２０㎞圏内を警戒区域に設定、２０～３０㎞圏内の屋内退避指

示を解除して、計画的避難区域（積算線量が年２０ｍＳｖに達す

るおそれのある区域）と緊急時避難準備区域（事故の状況がまだ

安定せず緊急に対応することが求められる可能性があり得る地

域）の対象市町村を設定 

６月１６日 事故発生後１年間の積算線量が２０ｍＳｖを超えると推定さ

れる地点を特定避難勧奨地点として設定し、住民へ注意喚起、避
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難の支援や促進を行う方針を決定 

６月３０日 伊達市で１０４地点（１１３世帯）を特定避難勧奨地点と設定 

７月２１日 南相馬市で５７地点（５９世帯）を特定避難勧奨地点と設定 

８月 ３日 川内村で１地点（１世帯）、南相馬市で６５地点（７２世帯）

を特定避難勧奨地点に設定 

１１月２５日 伊達市で１３地点（１５世帯）、南相馬市で２０地点（２２世

帯）を新たに特定避難勧奨地点に設定 

なお、特定避難勧奨地点の設定に関する調査・検討は、実際に

地点の設定には至らなかった福島市（甲C２４８の１２及び５４）、

二本松市、本宮市や郡山市（甲 C２４８の５５及び５７）におい

ても、実施されていた。 

このように、本件事故から半年経過した同年８月時点では、避難指示等対象区域

の範囲が確定しておらず、年間被ばく線量が２０ｍＳｖを超える地点が避難指示等

対象区域外にも多数存在していることが随時設定されていたのである。 

 

３ 小括 

このように、五感の作用によって知覚することができない放射性物質によって大

気・水・土壌を含むすべてのものが同時に汚染され、その汚染実態の調査・把握は

限定的な極めて不十分な状態にあって、少なくとも本件事故から半年間はその正確

な情報を知ることができなかったことから、一審原告らは、冷静な判断をして放射

性物質による被ばくを回避して日常生活を送ることが客観的に困難な状態に置かれ

ていた。 

 

第４ 除染特措法が成立したのが２０１１（平成２３）年８月であり、ほとんどの

自治体において２０１２（平成２４）年内に除染が完了しなかったこと 

１ ２０１１（平成２３）年８月時点で、除染は極めて限定された場所以外実施さ
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れていなかったこと 

放射性物質汚染対処特措法（以下、「除染特措法」という。）は、２０１１（平成

２３）年８月２３日に衆議院環境委員長提出にかかる議員立法として法案が衆議院

に提出され、同月２６日に成立し、同月３０日に公布された。除染特措法が制定さ

れるまでの経緯については、原審準備書面（被害総論２０）第２の８（１）で主張

したとおりであり、同法制定のきっかけとなったのは、各自治体において小学校等

の校庭の表土除去が自主的に行われたこと（後記第５の２のとおり）であった。 

その後、除染に関する実証実験が進められ、各自治体において除染方針等が策定

されたことから、国会で法案が審議中であった同年８月２６日、原子力災害対策本

部は、「除染に関する緊急実施基本方針」（乙Ｂ５１）、「除染実施に向けた基本的考

え方」及び「市町村による除染実施ガイドライン」（甲C２２０）を取りまとめ、除

染特措法に基づく除染の枠組みが動き出すまでの間、自治体や地域住民と連携して

除染を緊急実施する方針を示した。 

このように、除染の基本方針やガイドラインが定められたのが８月末の時点であ

り、それまでは各自治体や住民による自主的な除染しか実施されていなかった。ま

た、各自治体によって実施された除染も、校庭や園庭など、極めて限られた場所の

みであり、それ以外の住環境は何ら除染措置が講じられていなかったのである。 

２ ２０１１（平成２３）年９月以降、除染が開始され完了するまでには多くの時

間を要し、その間、一審原告ら住民は高い線量に汚染されたままの住環境での生

活を余儀なくされたこと 

 除染の基本方針やガイドラインが定められ、除染特措法が制定されたとはいえ、

実際に除染が開始されるまでには、除染計画の策定や汚染土の仮置場の確保などの

事情から、長期間を要した。除染実施計画が２０１２（平成２４）年になってから

策定されたという自治体も少なくない（原審準備書面［被害総論２０］１２３頁）。

また、同計画に基づいて除染が完了した時期は最も早い自治体でも２０１２（平成

２４）年９月であって、ほとんどの自治体において２０１２（平成２４）年内では
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完了していない（準備書面［被害総論２０］１２６頁、甲C２２１）。 

一審原告らは、除染が開始されるまでの長期間、高い線量で汚染されたままの住

環境での生活を余儀なくされていたのである。 

３ 一審原告らを含む住民が、少なくとも年間被ばく線量１ｍＳｖ以下とする基準

まで住環境の空間線量が低減することを強く求めていたこと 

除染に関する緊急実施基本方針が示された後、環境省は、同年９月２８日、年間

５ｍＳｖ未満の地域については基本的に面的除染の対象とせず、国の財政支援の対

象としないという考えを示した。これに対しては、福島県内の各自治体が激しく反

発し、同月２９日、福島県市長会は、原子力災害対策本部宛に抗議文を、福島県知

事に対して要望書を提出して、同方針の撤回を求めた（甲C３３８）。 

その結果、環境省は同年１０月１０日、年間被ばく線量１ｍＳｖ以上の地域につ

いて国が財政措置をして除染する基本方針へと転換した（甲C３３９）。 

このように、一審原告らを含む住民は、除染によって、少なくとも年間被ばく線

量１ｍＳｖ以下とする基準まで住環境の空間線量を低減させなければ安心して日常

生活を送ることができないことを強く求めていたのである。 

 

４ 小括  

２０１１（平成２３）年８月頃には一定程度汚染実態に関する調査が進み、情報

が得られるようになった。しかし、放射性物質を取り除くための除染の法制度がで

きたのが同年８月、その後順次除染が実行されたものの翌２０１２（平成２４）年

中には完了してないという実態のもとで、一審原告らは除染が実行されるまでの間、

高い線量に汚染された住環境において、それぞれの放射線防護対策を講じながらの

著しく阻害された生活をおくることを余儀なくされたのである。 
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第５ 子どもたちの学習環境、生育環境が汚染されたことによる平穏生活権侵害の

実態 

１ 子どもは放射線の影響を受け易いこと 

  低線量の被ばくが健康に何らかの悪影響を及ぼす、とする専門的意見が多数存

在し、特に細胞分裂の盛んな胎児、子どもは、大人よりも放射線感受性が強く、

その影響を受け易いとされている。 

  加えて、子どもは、自覚しながら、常時マスクを装着したり、放射線量の高い

場所にある草花や虫などに触れないよう注意したり、転んで土まみれになること

を避けたりといった放射線被ばく回避措置を講じながら生活するということ自

体が極めて困難であるため、日常生活における被ばくの危険性が大人に比して高

いといえる。 

  したがって、子どもを保護する立場にある親、家族、地域住民、幼稚園・保育

園・学校、地方自治体は、できるだけ子どもを放射線被ばくから回避させる行動

をとることとなる。 

ところが、子どもは、成長過程に応じて、安定した情緒、自然環境の下で、興

味や関心を持ったものに触れ、全身を使って伸び伸びと活動することにより、心

身の調和のとれた発達・成長を遂げていくのであって、外遊びや自然体験はその

成長に欠かせないものであることも自明である。 

放射性物質により大気・水・土壌が全部汚染された地域で、子どもを放射線被

ばくから回避する行動を取り続けることと、子どもが身体的・精神的成長過程に

応じてその時期に経験しておかなければならない遊びや運動を自由に享受する

こととは、本質的に矛盾することとである。そのため、子どもを保護する立場に

ある親、家族、地域住民、幼稚園・保育園・学校が葛藤・苦慮し続けなければな

らない状況に追い込まれた。 

以下では、子どもの学習環境、生育環境の汚染という視点から重要な社会的被

害事実を摘示する。 
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２ 本件事故発生から２０１１（平成２３）年８月頃まで継続したと評価すべき初

期の深刻な被害実態 

（１）追いつかない環境調査と政府が示した基準をめぐって大きな混乱が生じた時

期であること 

ア 子どもの生育環境に関する汚染実態調査が開始されたのが２０１１（平成２３）

年４月以降であること 

本件事故から約一ヶ月が過ぎ、新学期が始まっても国や県は、学校での屋外活動

に関する指針は提示できなかった。そのため、福島県内の避難指示等対象区域外の

地域における教育現場では大きな不安と戸惑いが広がっていた（甲 C１７５－②、

甲C１７５－④）。子どもたちの生育環境に関する汚染実態の調査が開始されたのは、

２０１１（平成２３）年４月５日から同月７日にかけて実施された、福島県災害対

策本部による福島県内の１６００か所以上の小・中学校・幼稚園・保育園の環境放

射線モニタリング調査からである（甲C１７１）。この調査の結果、５２校・園で３．

７μＳｖ／ｈ以上の数値が計測された（甲C１７１、１７２、１７４）。そのため同

年４月１４日、文部科学省において福島県の学校等の空間線量率測定及び土壌モニ

タリングが実施された（３．７μＳｖ／ｈ以上の５２校・園を対象とした再調査）

（甲C１７１、１７２）。 

イ 政府が示した「学校や保育所等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え

方」をめぐって大きな混乱が生じたこと 

（ア）政府の示した「考え方」 

文部科学省は、同年４月１９日付けで、福島県教育委員会等に対し、「福島県内

の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」と題する通知を

発出した（丙Ｂ１１）。同日、厚生労働省は、福島県内の保育所等の園舎・園庭等の

利用に関して、「福島県内の保育所等の園舎・園庭等の利用判断における暫定的考え

方について（通知）」を発出した（甲C８６）。 

これら２通の「暫定的考え方」は、１－２０ｍＳｖ／年を学校の校舎・校庭等の
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利用判断における暫定的目安とすること、文部科学省の再調査により校庭・園庭で

３．８μＳｖ／ｈ以上の空間線量率が測定された学校等については、校庭・園庭で

の活動を１日あたり１時間程度とし、継続して空間線量率の調査を実施すること、

３．８μＳｖ／ｈ未満の学校については、校舎・校庭等を平常どおり利用して差し

支えないとする内容であった。 

同年４月２０日、同基準を受け、福島県教育委員会は、「暫定的考え方」の対象

範囲を幼稚園・小中学校だけでなく高等学校および公園にも広げる、といった対応

をとった（甲C１７５－⑦）。 

（イ）政府が示した「考え方」に対する批判が相次ぎ、各地で自主的な屋外制限措

置や空間線量率低減措置（表土除去）がとられたこと 

同年４月２１日に福島市において、同年４月２２日に郡山市及び伊達市におい

て「暫定的考え方」についての保護者等説明会が開催された（甲C１７５－⑧）。こ

の「暫定的考え方」については、公衆の被ばくについての線量拘束値である１ｍＳ

ｖ／年と比較して高すぎるとする不安の声や批判が相次いだ（甲C１７５－⑫、⑬、

⑲）。また、当時本件原発事故対応のため内閣官房参与を務めていた小佐古敏荘東京

大学教授は、同年４月２９日に会見を開き「小学校等の校庭の利用基準に対して年

間２０ｍＳｖの数値の使用には強く抗議するとともに、再度の見直しを求めます」

と批判して内閣官房参与を辞任した（同年４月３０日付）（甲C１７５－⑬）。 

政府が実施した上記調査において測定された場所は主に校庭の中央付近であり、

学校等の敷地内にはその数値以上の高線量地点が確実に存在していた。このように

敷地内の正確な放射線量が調査されていない状況にもかかわらず、避難の基準とさ

れた年間２０ｍＳｖを少しでも下回れば通常どおり利用して差し支えないとした政

府の基準が保護者ら住民や各自治体に受け入れられなかったのは当然のことといえ

る。各地の教育委員会や学校では、自主的な判断によって、屋外の空間放射線量が

基準値の３．８μＳｖ／ｈを下回っても子どもの屋外活動を自粛するなど、政府よ

り厳しい基準が設けられていった。 
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「原発被災地における子どもの屋外活動制限・自粛の現状」（福島大学准教授遠

藤明子）（甲C１７９）には郡山市・福島市の取組がまとめられている。 

ⅰ 郡山市の対応 

同市は、福島県内で最初に校庭・園庭の表土除去を実施した。また同市教

育委員会は、空間放射線量にかかわらず全校に４月中の屋外活動の自粛を求

めた。同年５月からは文部科学省の暫定基準を上回る１５校は引き続き全面

屋外活動制限とし、下回る８５小中学校に対しても体育や理科などの屋外活

動は１日１時間以内、部活動は１日２時間以内という制限を加えた（表土除

染について甲 C１７５－⑩ 時間制限について甲C１７５－○35）」。 

さらに、未就学児が過ごす保育所では小中学校よりも厳しい基準が採用さ

れ、庭の表土除去により放射線量がある程度下がったとして同年５月１３日

に全面屋外活動制限が解除されたものの、０歳児から２歳時までは１日１５

分以内、３歳児から５歳児には１日３０分以内の制限が設けられた（甲C１

７５－⑯）。 

このような自主的な制限は、放射能の自然減衰、除染により校庭・園庭の

空間放射線量が平均毎時０．２μＳｖに低下した２０１２（平成２４）年４

月の新学期まで実施されていた。 

ⅱ 福島市の対応 

福島市教育委員会による２０１１（平成２３）年４月２８日時点の調査の

結果、市立小中学校・幼稚園９５校・園のうち９３校・園（９８％）におい

て、同月１６日までの間、独自に何らかの形で屋外活動の制限がとられてい

たことが明らかになった。 

また福島市では、国が２０１１（平成２３）年５月１１日に表土除去方法

を提示したことを契機に、空間線量が国の暫定基準より０．１ポイント低い

毎時３．７μＳｖ以上の幼稚園・小中学校計２６箇所において表土除去を行

う指示を出した。 
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さらに同年６月３日には、同年８月までにすべての小中学校、幼稚園、保

育所、放課後児童クラブにおける敷地内の表土除去などの除染が決定された。

その結果、市立小中学校全７２校において校庭の空間放射線量は毎時１μＳ

ｖ未満まで低減したため、同市教育委員会は二学期開始の同年９月１日に、

各校に対して屋外活動制限の解除を促す通知を行った。しかし、依然として

不安視する保護者の声が根強いため、従来通り屋外活動制限は学校ごとの判

断に委ねられており、原発事故から約半年後の９月２０日時点では、全７２

校（小学校５１校、中学校２１校）のうち小学校４６校、中学校１２校が屋

外活動制限を継続していたことが、市教委の調査で明らかになっている（甲

C１７５－㉜）。 

郡山市、福島市以外の福島県内各自治体においても、福島民報社調べ（甲 C１７

５－㉟）に地理及び避難指示情報を加筆してまとめられた福島県５９市町村立小中

学校の屋外活動制限状況（２０１２[平成２４]年２月時点）のとおり、自主的な判

断によって屋外活動制限措置がとられていた。 

（２）福島県は２０１１（平成２３）年７月に「『ふくしま』の子どもを守る緊急宣

言」を発表し、子どもの命と生活を守るために考えうるあらゆる手立てを講じて

いくと宣言したこと 

福島県の佐藤雄平知事（当時）は、上記のような子どもの放射線防護に対する政

府の対応の問題、そして県内各自治体において屋外活動制限措置や自主的な除染が

行われ、自主的に避難する住民が増加している状況にあったことから、２０１１（平

成２３）年７月８日、「『ふくしま』の子どもを守る緊急宣言」（甲 C３４０）を発表

し、「ふくしま」の将来を担う子どもたちを、何としても守り抜かなければならない、

それと同時に、県外に避難している子どもたちの、一刻も早く「ふるさと・ふくし

ま」に戻りたいという思いに応えられるよう、安全で安心な「ふくしま」を再生し

ていかなければならないとして、そのために必要な、校庭の表土除去や線量計の配

付、長期にわたる県民の健康管理、ホールボディカウンターの整備、さらには、自
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然体験活動への支援など、考えうるあらゆる手立てを「福島の子どもを守る緊急プ

ロジェクト事業」としてとりまとめ（甲C３４１）、実施することを公表した。 

（３）政府が事実上の基準の見直しを行い、汚染実態の把握・空間線量率の低減に

向けた具体的な取組みの方針を出したのが２０１１（平成２３）年８月であった

こと 

政府は、当初示した基準に対する批判が相次ぎ、各地域の自主的な判断によって

屋外活動制限措置や空間線量低減措置がとられたことを受け、以下に述べるとおり、

事実上の基準の見直しと、空間線量率低減に向けた取組を迫られることとなった。 

同年４月２６日、文部科学省は、福島県内の学校のうち、継続的モニタリングの

対象としている学校等（５５施設）に簡易型積算線量計を配布した。（甲 C１７１、

１７２） 

同年５月８日、学校における空間線量率の低減策を検討するため、日本原子力研

究開発機構が福島大学附属中学校及び幼稚園において校庭の土壌対策に関する実地

調査を実施した。 

同年５月１１日、文部科学省は、福島県教育委員会等に対し、「実地調査を踏ま

えた学校等の校庭・園庭における空間線量低減策について」（事務連絡）を発出した

（甲C２１７）。 

同年５月２７日、文部科学省は「福島県内における児童生徒等が学校等において

受ける線量低減に向けた当面の対応について（通知）」（甲Ｂ３８１）を公表し、「暫

定的考え方で示した年間１ｍＳｖから２０ｍＳｖを目安とし、今後できる限り、児

童生徒等の受ける線量を減らしていくという基本に立って、今年度、学校において

児童生徒等が受ける線量について、当面、年間１ｍＳｖ以下を目指す」という基本

認識を示した上で、 福島県内の学校への積算線量計の配布とモニタリング、校庭・

園庭における土壌に関して線量の低減策を講じる学校設置者に対する財政的支援等

の方策を講じることとした。 

その後、福島県内の全ての学校等（１６４１校）に積算線量計が配布された。 
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同年６月１６日、文部科学省は、「福島県内の学校の屋外プールの利用について」

を発出し（甲C１７６）、学校の屋外プールの利用について飲料水に関する暫定規制

値の見直しの検討結果を踏まえる必要があること、学校の屋外プールの利用にあた

っては、プールの水のモニタリングを、当初は月に２回以上行い、仮に放射性物質

が確認された場合は、測定値を文部科学省に報告すれば児童生徒が受ける線量を推

計することを通知した。 

同年６月２０日、福島県外においても、校庭・園庭の空間線量率が毎時１μＳｖ

以上の学校が存在し、それらの地方公共団体から財政的支援の求めがあったことか

ら、毎時１μＳｖ以上の学校については、設置者の希望に応じ福島県と同様に財政

的支援を実施するとともに、簡易型積算線量計を配布することとされた。（甲C１７

２） 

同年８月２６日、原子力災害対策本部で策定された「除染に関する緊急実施基本

方針」及び「市町村による除染実施ガイドライン」を踏まえ、文部科学省は福島県

教育委員会等へ「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について（通知）」にて、

夏期休業終了後、学校において児童生徒等が受ける線量については原則年間１ｍＳ

ｖ以下とし、これを達成するため、校庭・園庭の空間線量率について毎時１μＳｖ

未満を目安とすること、局所的に線量が高い場所の把握と除染を進めること等を通

知し（甲 C１７７）、「学校等における放射線測定の手引き」を配布した。あわせて

福島県外の教育委員会等へも「学校の校舎・校庭等の線量低減について（通知）」を

発出し、福島県内と同様の対応をとるよう周知することとした。 

（４）小括 

上記のように、２０１１年（平成２３）年８月頃までに学校等の校庭・園庭はお

おむね除染が完了していたものの、それ以外の場所は高線量に汚染されたままの状

態が続いていた。そのため第６で述べるとおり、子どもを保護する立場にある親・

家族、保育園・幼稚園・学校は、子どもたちをできるだけ被ばくさせないように、

長期間にわたり、成長過程で必要な屋外での伸び伸びとした活動や自然体験をする
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ことを制限せざるをえなかった。 

このことが子どもの成長に大きな負荷をかけ、後の人生に引きずらなければなら

ない深刻な健康状態をもたらした。 

 

３ ２０１１（平成２３）年９月以降も子どもの学習・生育環境の汚染による活動

制限が長期間継続したことにより、子どもたちに肥満傾向の増大、運動能力の低

下及び精神的ストレス等といった深刻な健康影響が生じていること 

２で述べた子どもの活動制限によって、子どもたちの成長が阻害され、肥満傾向

の増大、運動能力の低下、さらには精神的ストレス等の深刻な被害を蒙っている。 

（１）肥満傾向の増大と運動能力の低下 

 ２０１２（平成２４）年度に福島県教育委員会が発行した 「平成２４年度福島県

児童生徒の健康、体力・運動能力の現状」（甲C１９２）において、２０１２（平成

２４）年度の「学校保健統計調査」の結果から２０１０（平成２２）年度と２０１

２（平成２４）年度の肥満傾向児の出現率について全国の平均値と福島県の平均値

を比較している。その結果、福島県の小学生男子及び幼稚園男子の肥満傾向児の出

現率が増大し、特に小学生男子については全ての年齢で肥満傾向児が１０％を超え

るなど、２０１０（平成２２）年度と比較して肥満傾向が劇的に増大していること

が明らかになっている（同報告書３５頁）。また、「体力・運動能力調査」の結果か

ら、福島県の平均値が全国平均値を上回るか同等である項目数は男女ともに大幅に

減少し、全国平均値より下回る項目が倍増するなど、体力・運動能力の低下が明ら

かとなっている。（同報告書２１頁） 

また、会津大学短期大学部名誉教授・特任研究員の安江俊二氏が、全国４７都道

府県の５歳から１７歳の学童を対象とした文部科学省学校保健統計調査報告書のデ

ータを基に、他の地域の子どもたちと比較しつつ解析した結果をまとめた「東京電

力福島第一原発事故の前後における福島県肥満傾向児の変動（第３報）」（甲 C１９

３）においても、福島県肥満傾向児出現率（男女計、男児、女児）についていずれ
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も高い全国順位の状態が２０１４（平成２６）年度まで続いていること、本件事故

前の２０１０（平成２２）年度出現率より有意に高い状態が続いていること、男児

（５歳から１３歳）の方が女児（５歳から１３歳）よりも有意に高い出現率である

こと、他の地域（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、北海道）と異なり、

福島県の肥満傾向児出現率については年度間の比較において、２０１０（平成２２）

年度より有意に高い出現率であることが認められることが指摘されており、肥満傾

向が増大している事実が明らかにされている。 

（２）精神的ストレス 

子どもたちは、自由な屋外活動や自然体験が長期間制限されたことによって、精

神的ストレスを抱えているという被害が、以下のアンケート調査によって明らかに

されている。   

福島大学の共生システム理工学類教授である筒井雄二氏は、「多重災害ストレス

が児童期及び幼児期の精神的健康に及ぼす影響」（甲C１９４）において、２０１１

（平成２３）年６月中旬から７月中旬に実施したアンケート調査1 の結果を分析し、

子どものストレスは、年齢が低いほど強く、幼稚園児・保育園児のストレス反応が

もっとも強く、小学校低学年、高学年となるに従い弱まること、ストレスの中心は、

『不安・退行』、『イライラ・集中困難』などのフラストレーション反応および条件

性の恐怖であること、母親のストレスの強さと、子どものストレスの強さに関連性

があることを指摘している。 

また、「原子力災害が福島の子どもたちに与えた心理学的影響－発達心理学的研

究がとらえた事実と今後の問題」（甲C１９６）において、２０１１（平成２３）年

６月から合計４回にわたって実施した福島市の幼稚園児・小学生とその保護者を対

象としたストレス調査によって、①時間的経過とともにストレス反応値が低下しつ

 
1対象：福島市及び郡山市の小学生 1210 名、園児 660 名 

 方法：質問票を小学校、幼稚園、保育園を通じて配布、回答回収 

 時期：平成 23 年 6 月中旬から 7 月下旬 

 結果：児童 868 名、園児 454 名から回答あり（70．7％） 
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つある２０１４年１月時点の小学生高学年児童であっても、他県の子どもたちと比

較した場合には依然としてストレス反応は高いレベルを示している、②小学生のス

トレス反応が２０１１(平成２３)年６月から２０１２（平成２４）年１月で上昇し

ている、という結果が出ており、②の理由については「福島市の小学生のストレス

反応が半年後に遅れて強まった明確な理由は分からないが、可能性として考えられ

るのは、学校再開後の生活変化が大きかったことである。原発事故後に学校が再開

してから、子どもたちは外での活動を制限され、体育の時間でさえも室内での実施

となった。また福島市内に残った小学生の多くは、転校していく友達を見送る側に

も立たされた。」「親しい友人との突然の別れや学校生活の変化から受けた精神的影

響は、子どもの年齢が高くなるほど大きかったものと考えられる。」（同５頁）と指

摘している。 

（３）子どもの問題行動 

中京大学の成元哲教授は、福島子ども健康プロジェクトの第１回調査（２０１３

[平成２５]年１月）においてＳＤＱで評価した子どもの問題行動の結果を示し、福

島県中通り９市町村の子どもたちが、外遊び時間などの日常生活において制約があ

ることにより、攻撃的・反社会的な行動に代表される「行為」と相手の気持ちを共

有し相手を思いやる「向社会性」について、日本の標準値と比較して３倍前後の支

援ニーズがある、と指摘した。（同教授作成の意見書１[甲C５７]２１頁） 
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また、上記プロジェクトの第３回調査の結果と全国標準値との比較から、本件事

故から４年が経過した２０１５（平成２７）年時点においても、福島県中通りの子

どもはＳＤＱで評価される生活適応において支援ニーズが高く、特に「行為」面に

おいて支援の必要性があることが明らかにされている（同教授作成の意見書２［甲

C１９９］１２頁から１３頁）。 

 成教授の意見書１及び２において、このような子どもの問題行動が母親の精神健

康度と関連していることも指摘されている。（意見書１[甲C５７]２３頁、意見書２

[甲C１９９]１５頁から１６頁） 

本件事故による外遊びの制限等生活変化による影響と、母親のストレスによる影

響を受け、子どもたちの問題行動が引き起こされているのである。 

 

４ 小括 

子どもたちは、本件事故直後の半年間は、ほとんど屋外活動ができない著しく制

限された生活を余儀なくされた。２０１１（平成２３）年９月以降、校庭や園庭な

ど除染が完了した限られた場所で、制限された時間だけ屋外活動が可能とされたが、
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除染されていない場所での屋外活動や自然活動はその後も制限されたままであった。 

子どもにとって、健全な成長を遂げるために屋外での活動や自然体験は不可欠で

あり、その年齢・成長に応じて実施されなければならない。それは教育施設内に限

るものではなく、日常生活における自宅周辺で伸び伸びと外遊びや自然体験を重ね

ながら子どもは成長していくのである。そのような成長に欠かせない屋外活動や自

然体験を長期間制限されたことによる成長阻害の被害は、肥満傾向の増大、運動能

力の低下、そして精神健康度の悪化や問題行動の増加という形で明らかとなってい

る。このような適切な時期に適切な生育環境で成長できなかったことによる成長阻

害という被害は、その後の成長過程において回復していくことは容易なことではな

い。 

このような子どもたちが本件事故によって被った被害の重大さは十分に考慮さ

れなければならない。 

なお、成長期の子どもたちが、自然の中での自由な行動、体験を楽しむことを奪

われ、身体的な成長阻害とともに心の成長も阻害されている被害については、原審

におけるさくら保育園の検証及び一審原告〇〇（Ｔ－〇〇）本人尋問によって立証

し、原審最終準備書面（第４分冊）１１０～１１７頁で主張している。この被害事

実と実態はここで取り上げた社会的事実と符合するものである。 

   

第６ 子どもの被ばく回避行動に伴う成人の被害 

１ 子どもの被ばく回避措置を講じなければ生活できないという負担、それに伴う

生活の質の低下という被害が保護者や地域に暮らす成人に生じていること 

子どもはその成長過程に応じて外遊びや自然とのふれあいを欲求する。この子ど

もの成長過程に合わせて、自分の子どもだけでなく、地域や知人の子どもたちと一

緒に外遊びをしたり、自然体験をすることは、子どもの自己実現であるとともに、

親や家族、さらには地域の人々の固有のよろこびに満ちた自己実現でもある。地域

社会で子育てをするということはそういうことである。 
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ところが、乳幼児はもとより、子どもたちが自ら放射線被ばくを回避する行動を

とることはできない。子どもたちを放射線被ばくから守るのはその保護者、そして

同じ地域に暮らす成人である。そして、子どもたちの被ばくを回避するため、外遊

びや屋外での運動を制限せざるを得なくなり、食生活も地元産の食物を避け、飲み

水もミネラルウォーターを購入するなど、日常生活の基本部分が大きく変化した。   

この変化の受容は、子育てする母親や父親、祖父母、さらにはともに暮らす地域

の住民がひとしく強いられ、固有の自己実現が阻害された。これが一過性ではなく、

長期間にわたり続く状態となったために、子どもとともに暮らす成人に多くの精神

的苦痛やストレス負荷という被害を与えている。特に子どもを育てる母親について

はその精神健康度の悪化という深刻な被害も生じている。 

 

２ 子どもの生育環境の放射能汚染実態の正確な把握ができない２０１１（平成２

３）年８月頃まで、一審原告らは強度な不安と緊張状態を継続しながら可能な限

りの被ばく回避対策を取ることを強いられたこと  

（１）換気・洗濯物の屋外干し・外出を控え、水道水や地元産の食品を避けるなど

普段の日常生活が著しく制限されていたこと 

 本件事故直後は、放射性物質が大気中に飛散し、住環境の全てが汚染されており、

その汚染を五感で察知することができないことから、一審原告らは極力外出を避け、

外出時にはマスクを着用して生活していた。また自宅内に放射性物質を取り込まな

いようにするため、洗濯物を屋外に干すことをやめ、換気も控えるようにしていた。

また、水道水の汚染、農作物をはじめとする地元産食品の汚染が広がり、その汚染

実態の把握が極めて不十分であり、検査態勢も整っていなかったことから、一審原

告らは市販の飲料水を購入したり、他県産の食材を購入していた。 

 以下のグラフは、成元哲教授らによる福島子ども健康プロジェクトの第１回から

第４回調査までの生活変化に関する回答結果である（成元哲教授作成の意見書２[甲

C１９９]５頁）。事故直後からの半年間、８０％を超える住民が健康影響への不安
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や子育ての不安を感じ、洗濯物を外干ししない、地元産の食材を使用しない等の対

処行動をとり、普通の日常生活を送れないという実態が明らかにされている。 

 

同調査以外に、福島市で２０１２（平成２４）年５月に実施された「放射能に関

する市民意識調査」の結果（甲 C１９、２０）でも同様の生活変化の実態が明らか

となっている。 

（２）保育・教育の質が著しく低下したことが、子どもの成長そのものを阻害する

だけでなくその保護者・保育者らに多大な不安と精神的苦痛を与えたこと 

 子どもの生育環境が汚染され、屋外活動等を著しく制限しなければならなかった
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ことによって、保育・教育の質が著しく低下し、子どもたちの成長そのものが阻害

されていた。そのような保育・教育環境において、保育者・教育者らは多大な不安

と苦痛を抱えた。この実態が福島県内の保育・教育関係者を対象としたアンケート

調査結果から明らかとなっている。 

ア 福島県内の幼稚園・保育園について 

 「震災後の保育現場が直面する課題とその対応事例に関する調査研求」（研究代表

者 人間・心理学系 大宮勇雄）（甲C１８５）には、福島県内の公私立幼稚園（３

４０園）、公私立保育所（３０４園）を対象に、２０１１（平成２３）年５月中旬か

ら同年６月末にかけて実施されたアンケート結果が以下のとおりまとめられており、

同調査結果から、本件事故後の初期の期間における幼稚園や保育園における被害の

実態を知ることができる。 

①「震災前後で変化があり負担に思うこと」という質問項目に対する回答結果につ

いて 

「本調査の実施時期が５～６月ということもあり、放射線量の測定や園庭、所庭

の表土除去、除染が実施され始めた頃でもあったことから、放射線（放射能）に関

連する事柄（先がみえない不安や何を信じてよいかわからないこと、保育内容をど

うしていけばよいかや保護者への対応に関すること）への不安をあげる人が多くな

っていると考えられる。以上の保育者へのアンケートの結果より、保育者は様々な

不安やストレスを抱えながらも、子どもや保護者のことを第一に考え、保育をして

いる姿がうかがえた。」（同２頁） 

② その他、不安なことや対応に苦慮していること」という質問への自由記述回答

について 

「他の項目に比べ、この原発関連項目は不安も高く、原発問題は福島県の保育者

の最大の不安のもとであることがうかがえる。自由記述のなかではとくに、外遊び

が制限されているために従来と同じような保育ができないことへの不安をあげる人

が多かった。」「次に記述が多かったのが、『国の基準や園の方針』についての不安で
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ある。さまざまな情報がある中で何を信じたら良いのかということが最大の不安の

ようである。そして、『保護者への説明』と関連して、保護者の心配はわかるし、子

どものことを第一に考える中で、国や自治体、園の方針と保護者の要望の板挟みに

なり苦慮している保育者の声が多かった。また、次に多いのが保護者間の温度差で

あり、外遊びをさせてほしいという親と外には子どもを出さないで欲しいという親

の要望がある中で、どちらにあわせて保育の方針を決めるか、その際の判断基準と

なる確たる情報が見出せないことに不安をもっているようである。そして、この状

態がいつまで続くかわからないことで、保育者自身もかなり精神的ストレスを抱え

ていることがうかがえた。」（同３頁）とまとめられている。 

③「震災後、保育の質を低下させないために取り組んでいること」について自由記

述で回答を求めた質問への回答（２６６園）のうち「放射線・放射性物資から幼

児を守るための取り組み」について 

「放射性物質から発せられる放射線の被ばくから子どもたちをどう守るか。福島

県下の保育、幼児教育は、この問題をどう受け止めたらいいのか。それがなにより

も子どもたちの『いま』と『未来』の命と生活にかかわっているだけに、放射線・

放射性物質に対する幼稚園・保育所（園）のとりくみは、この上ない切実感、深刻

さとともに、放射能汚染という前例のない事態に手探りのまま立ち向かう、計り知

れない困惑と不安に満ちている。屋外での保育活動については、園庭や砂場などを

はじめ、園外保育、戸外活動の徹底した自粛が行われている。砂場にネットやブル

シートをかけ、とにかく砂に触れさせないことの徹底がはかられている。屋外から

放射性物質を屋内と体内に入れないために、手洗い、うがいの励行、マスク、長袖、

ズボンの着用が行われている。屋内に入るときは、土、ほこり、泥を落とし、放射

性物質を屋内に持ち込まないようし、窓から入る放射性物質を極力減らすために、

換気に気をつけ、暑さ対策としてエアコンの設置がなされた。放射性物質が口や鼻

から体内に取り込まれる『内部被ばく』対策としては、水筒を持参させ、浄水器や

市販のミネラル水を使っているところが多いが、水道水、給食の食材に対する不安、
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『飲む、食べる』による内部被ばくへの不安感は根強くある。産地の情報の開示、

『地産地消』ではなく『遠い産地』からの食材を搬入する工夫がみられる。低い線

量の地域では、あまり神経質になっていないところもあり、また、放射線に怯えず

に保育する姿勢が大切だとする保育者もいるが、出口のないトンネルに入り込んだ

閉塞感・不安感に悩む保育者は多い。」（同５頁） 

④ 調査研究の「まとめ」として 

「保育現場で直面している不安や悩みに関する保育者からの回答を集計・分析し

た結果、不安と悩みの最大の原因はいうまでもなく、原発事故による放射能災害の

問題であり、程度の差こそあれ県内すべての園でこれまでの『あたりまえの保育』

ができなくなっていることが読み取れた。」（同１０頁）との指摘がなされている。 

イ 福島県内の小中学校について 

 「震災後の学校状況調査」報告（甲 C１８６）には、福島県内の各市町村立小中

学校（小学校４８９校、中学校２３６校）を対象に２０１１（平成２３）年１１月

８日から同年１２月１５日に実施されたアンケート調査結果が掲載されている。こ

の結果から、放射線の影響で屋外活動ができない、特にプールや校庭利用の制限、

理科観察や生活科体験活動などの土に触る活動の制限など、教育カリキュラムの変

更を余儀なくされ、そのことによって子どもたちの体力低下や健康影響も生じ始め

ていること、「学校や学校教育に必要な条件整備」として環境放射線の低減という回

答が多く、「早く通常の学校教育に戻れるように、除染による早期の環境回復を要望

する意見」が多数寄せられている。 

（３）小括 

以上の調査結果から、いずれも放射線量の調査・汚染表土の除去が先行して行わ

れていた校庭や園庭における活動制限の実態、そしてそのような現場に携わってい

た保育者・教育関係者らが多大な不安と苦悩を抱えながら子どもたちを養育してい

たという被害が明らかとなっている。 

そして、各家庭の保護者らは、全く放射線量の調査が実施されておらず、放射性
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物質によって汚染されたままの自宅やその周辺地域での子育てを余儀なくされてい

たのであるから、同調査結果以上に深刻な不安と悩みを抱えていたといえる。だか

らこそ、上記のとおり、極力外出を避け、外出時にはマスクを着用し、洗濯物を屋

外干すことをやめ、換気も控えるなど、思いつく限りの放射線防護対策をとること

を強いられた制限された生活を送らざるを得なかったのである。 

 

３ ２０１１（平成２３）年９月以降も子どもの被ばく回避対策を講じ生活しなけ

ればならない実態にあったこと 

（１）一審原告らが放射線防護対策をとることによる日常生活の阻害、生活の質の

低下という被害が継続して生じていたこと 

一審原告らは、２０１１（平成２３）年９月以降も、住環境の除染が実施されな

いままの状態にあったのであり、子どもたちの被ばくを回避するため、放射線防護

対策をとらざるをえない生活を続けていた。そのことによって日常生活の阻害、生

活の質の低下という被害が継続して生じていた。このような被害の存在は以下のア

ンケート調査結果によって明らかにされている。 

ア 成元哲教授らによる福島子ども健康プロジェクトの調査結果（甲 C１９９）か

ら、本件事故から２年経過した時点においても、約半数の住民が健康影響への不安

や子育ての不安を感じ、洗濯物を外干ししない、地元産の食材を使用しない等の対

処行動をとり、生活を変化させていたという事実、そして８割を超える住民が子ど

もの外遊びを１時間以内に制限していたという事実が明らかとなっている。 

イ 福島県が、２０１３（平成２５）年１１月から２０１４（平成２６）年１月に

かけて、震災を踏まえた子育て環境に関する調査として実施したアンケート調査（県

民アンケート）2（甲 C１９０－１、１９０－２）では、「震災による子どもの影響

 
2調査対象：福島県に住民票をおく方のうち、下記の 3 区分で抽出。 

①18 歳未満の子どもがいない、20～70 歳未満の人 

②就学前児童を持つ世帯の保護者 

③小学校児童を持つ世帯の保護者 
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として心配なこと」という質問に対して、約６０％が放射線による健康被害と外遊

び・自然体験の不足と回答しており、本件事故から２年以上経過してもなお子ども

たちの健康不安から外遊びや自然体験を制限した生活を送っている被害実態が明ら

かとなっている。 

 また、「子どもの放射線への対応策のうち特に重要だと思うもの」という質問に対

しては、『長期的な内部被ばく検査と健康の維持管理体制』（７１．４％）、『放射線

量の詳細で正確な情報提供』（６０．５％）、『安全な食材や飲料の提供』（５６．２％）、

『通学路や公園等子どもの生活範囲の除染』（５４．０％）という回答結果が得られ

ており、半数以上の住民が、子どもの健康管理、放射線量の正確な情報提供、食の

安全、そして生活圏の除染を求めていることが明らかとなっている。 

ウ 福島県は、２０１３（平成２５）年１２月から２０１４（平成２６）年１月に

かけて、子ども本人を対象にしたアンケート調査3も実施している（甲C１９０－１、

１９０－３）。同結果には、子どもたちが毎日の屋外活動、自然（海、川原、野山）

での体験や虫遊びを制限されている事実が明らかとなっており、「思いっきり自由に

遊ぶ場所が欲しい」という多くの子どもたちの声が回答に記されていたことが明ら

 
標本数：①1800 人 ②1800 人 ③1800 人 合計 5400 人 

抽出方法：人口按分により全市町村に標本数を按分し、市町村ごとに抽出 

調査時期：2013（平成 25） 年 11 月～12 月に配付、11 月～1 月に回収 

調査方法：郵送法 

回収数：1805 人 

回収率：1805／5、400＝33.4% 
3調査対象： ①小学 5 年生、②中学 2 年生、③高校 2 年生 

標本数： ①1380 人 ②1380 人 ③500 人 合計 3260 人 

抽出方法：相双地区といわき市を除く県内４６市町村の小中学校各１校を選定し学校ごとに

配布 

調査時期：2013（平成 25） 年 12 月～翌年 1 月に配付、1 月に回収 

調査方法：学校の担任より直接配布、回収 

回収数：1372 人 

回収率：1372／3260＝42.1% 

合計 男子 723 人 女子 649 人 男女計 1372 人 

小学 5 年生 男子 221 人 女子 213 人 男女計 434 人 

中学 2 年生 男子 356 人 女子 305 人 男女計 661 人 

高校 2 年生 男子 146 人 女子 131 人 男女計 277 人 
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かにされている。 

（２）教育の現場においても学習環境、生育環境が制限されたままの状態が続いて

いたこと 

 ２０１１（平成２３）年８月末までに、福島県内の小中学校では校庭の除染がお

おむね完了していた。しかしながら、プールの除染やその周辺地域の除染は未了の

ままであったことから、教育の現場では、学習環境、生育環境が制限された状態が

続いていた。 

福島県内の各市町村立小中学校（小学校４８７校、中学校２３６校）を対象とし

て２０１２（平成２４）年１２月２０日から２０１３（平成２５）年１月３０日に

実施されたアンケート調査「震災後の学校状況調査Ⅱ」 の結果報告（甲 C１８７）

からは、本件事故から１年半経過した時点でも、田畑や川の除染が進まないことに

よる校外での屋外活動が十分にできないことや、プールの使用制限、グランドなど

屋外活動に時間的制約を設けているという被害実態が明らかにされている。 

（３）生活の質の低下、学習・生育環境の制限という被害が長期間継続したことに

よって、子どもたちを養育する保護者ら成人にも精神健康度の悪化という深刻な

健康影響が生じていること 

成元哲教授ら福島子ども健康プロジェクトにおいて、母親の精神健康について、

災害精神保健に関するスクリーニング質問票 SQD（Screening Questionnaire for 

Disaster Mental Health）を用いて測定した調査の結果から、原発事故から２年後

の２０１３年は、約四分の一の人がうつ状態と PTSD の徴候を示していたとし、世

帯収入が低く、放射能への対処をめぐって身近な人と認識のずれを感じ、経済的負

担感をかかえている母親において、精神健康の不良が持続する傾向があることを指

摘している。 

 また、筒井雄二教授も、「多重災害ストレスが児童期及び幼児期の精神的健康に及

ぼす影響」（甲C１９４）において、調査結果から児童・園児の保護者では、子ども

が小さいほど精神的ストレスが強く、そのストレスは、父親に比べ、母親の方が強
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いことを指摘している。 

 

（４）小括 

 本件事故から半年ほど経過した２０１１（平成２３）年９月頃以降も一審原告ら

が暮らす住環境における土壌や河川、海洋は汚染されたままの状態にあり、校庭以

外の場所は除染が完了しておらず、子育てする学習環境、生育環境が著しく制限さ

れた状態は続いていたため、一審原告らは日々放射線被ばく回避対策を講じながら

の生活を続けていたのである。子どもの被ばくを避けることによって生じていた被

害は、住環境の汚染が軽減されない限り続いていたのであるから、少なくとも除染

が完了していない２０１２（平成２４）年８月まではどの地域においても被害が生

じていたと認定されるべきである。 

また、放射線被ばく回避対策を講じるそのことによる生活の質の低下は著しくど

のような放射線被ばく回避対策をとるかについて家庭や地域で深刻な意見の対立が

生じたことや、避難や保養、県外産の食品の購入など放射線被ばく回避対策をとる

ことに伴う経済的負担増による精神的苦痛など、被害は複雑に重なりあって生じて

いた。そして、これらの様々な精神的苦痛やストレスが長期間継続して積み重なっ

たことにより、屋外活動を制限された子どもたちには肥満傾向が増大や運動能力の

低下、母親をはじめとする成人には精神健康度の悪化という、より深刻な被害が生

じていたのである。このように、生活の質の低下等の被害が長期間継続することに

よって生じる被害は蓄積し、より深刻化しているという被害実態を適切に考慮した

損害認定がなされるべきである。 

 

第７ 農産物の安全が損なわれ、脅かされてきたことが地域住民の平穏生活権を侵

害してきていること 

１ 食の安全は平穏に生活することの基盤であること 

「食」は人間の生存の基盤であり、食品の安全性の確保は、人が平穏な生活を送
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るための前提条件である。福島県は、本件事故前、農業経営体数が全国１位（平成

２２年）となる等の農業を基軸産業とする県であった。福島県全体に放射性物質が

降り注いで土壌を放射能汚染したことによって、農産物の安全性が損なわれ、脅か

されていることで、そこで生活をする全ての住民が、消費者として、あるいは生産

者として、平穏な生活を営む利益を侵害された。土壌を利用した生産を行う農業の

安全性に対する不信と不安が発生し、継続していることは地域全体の住民の平穏生

活権の侵害状態が続いているというべきである。 

以下、一審原告ら原審準備書面（被害総論２０）及び控訴理由書において述べた

ことも取り上げながら、２０１２（平成２４）年８月までの農産物の安全問題を軸

として被害の実態を主張する。 

 

２ 農産物の安全が損なわれたこと、安全に対する信頼が破壊されたこと、この回

復は長期間を要すること  

本件原発事故による放射性物質が福島県及びその周辺に同時にかつ全面的に降

り注いだことにより、農産物の安全と安全に対する信頼が、同時にかつ全面的に損

なわれ、地域社会の基盤が破壊された。植物は１年をサイクルとするという特徴を

有するので、農作物の安全性は１年を経過してみないと判断をできない、というこ

とにも留意が必要である。そして、食品の安全に対する信頼回復は、適切な判断基

準の定立と適切な検査方法の確立によって担保される。以下では、２０１１（平成

２３）年３月から同年８月、同年９月から２０１２（平成２４）年３月、同年４月

から同年８月までの時期的な区分をして、農産物の安全をめぐる社会的事実を主張

する。 

（１）２０１１（平成２３）年３月から同年８月の間の社会的事実 

ア 適切な判断基準も検査態勢もなかったこと 

本件事故直後の２０１１（平成２３）年３月１７日、厚生労働省は、原子力安全

委員会の示した「飲食物摂取制限に関する指標」を食品中の放射性物質の暫定規制
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値とすることとし、これを上回る食品を食品衛生法第６条第２号に該当とするもの

として取り扱うこととなった。すなわち、同省は、都道府県知事等に対して「放射

能汚染された食品の取り扱いについて」（食安発０３１７第３号）という通知を発し、

食品の検査を行うとともに、暫定規制値を超える食品が食用に供されないようにす

るよう、各自治体に対して通達を出した（甲 C１３７）。 

この暫定規制値は、主に放射性ヨウ素の甲状腺への影響を主眼として策定された

ものであり、飲食物中の放射性物質が健康に悪影響を及ぼすか否かを示す濃度基準

ではなく、緊急事態における防護対策の一つとして飲食物摂取制限措置を導入する

際の判断の目安となるものとして定められたものであった。それゆえ、暫定規制値

は、食品による年間被曝線量５ミリシーベルトを前提として、放射性ヨウ素につい

て飲料水、牛乳及び乳製品を３００㏃／Kg（乳児１００㏃／Kg）、野菜類を２０００

㏃／Kg とし、放射性セシウムについては飲料水及び牛乳・乳製品を２００㏃／Kg、

野菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他を５００㏃／Kg とした（甲 C１３９）。 

国は、当該暫定規制値を設定するにあたって、設定後に食品の検査を行い、各食

品が暫定規制値に該当するかを調査する方針を立てた。本件事故が発生する以前に

策定されていた「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」4（厚生労働省医薬

局食品保健部監視安全課）（以下「マニュアル」という。）（甲 C５０２）では、「原

子力関連施設等の周辺の農畜産業の状況を踏まえ、①被ばくの経路等を考慮し、②

各モニタリング段階毎に測定項目、③測定地点、④測定方法、についてあらかじめ

可能な限り具体的に定めておく」とされていたが（甲 C５０２・１、２４頁）、ここ

で想定されていた範囲は対象施設から半径８から１０キロメートルであった。本件

事故においては、想定されていた範囲をはるかに越えて広範な地域が汚染されたこ

とから、モニタリングすべき地域、品目についての特定から検討を始めなければな

 
4原子力防災施設等に放射性物質や放射線の異常な放出がある場合又はその恐れがある場合

の防災対策の一環として原子力安全委員会が策定した「原子力施設等の防災対策について」
及び「緊急時環境放射線モニタリング指針」のうち、食品の安全確保のためのモニタリング

を実施するマニュアルとして策定されたもの 
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らず、食品の安全の検査態勢は全く整っていなかった。 

国は、具体的には、どういう場所から、どういう品目を採取すればよいかを検討

した上で、まず汚染されやすい非結球性葉菜類を中心に検査することや、検査機器

の準備や検査費用の負担、サンプルの輸送を国が負担することを決めた（甲 C３４

２）。 

イ 暫定規制値を超える放射性物質の検出と出荷自粛 

多くの食品から暫定規制値を超える放射性物質が検出され、出荷自粛や出荷停止

が相次いでいくこととなった。 

同年３月１９日、暫定規制値設定前の同月１６日に採取されていた川俣町の原乳

の検査結果が出て、暫定規制値を超えていることが判明した。厚生労働省からの要

請を受けて、福島県は、同日中に川俣町の原乳の出荷自粛を要請した。また、同日

には、茨城県内で生産されたホウレンソウから暫定規制値を超えたという結果も発

表された（甲 C３４２）。同時点で福島県内の野菜のモニタリング結果は出ていなか

ったが、川俣町の原乳から放射性物質が検出されたことや他県の野菜から放射性物

質が検出されたことから、モニタリング結果が出るまでの間、福島県は、県内の農

協や市町村等に対し、県全域の露地野菜の出荷を自粛することを要請した（甲 C３

４３）。 

ウ サンプリング検査しかできない検査態勢 

この時点において、福島県が使用可能なゲルマニウム半導体検出機は２台しかな

く、県単独で広範囲に拡散した放射性物質の検査に対応するモニタリングの実施が

無理であったため、福島県は、現地対策本部宛てに、国において野菜、原乳、水道

水のモニタリングを実施するよう要望した。これを受けて、現地対策本部は、日本

分析センターや理化学研究所と調整を行い、食品や水道水の検査枠を確保し、サン

プリングを福島県が、検査分析を国が実施することとなった。そして、同日（３月

１９日）から飲食物の検査が稼働し始めた（甲 C３４３）。現地対策本部の放射線班

の担当者の尽力により、野菜は１日３０から４０検体、水道は６０検体程度の検査
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枠を確保できたが、各自治体から、自分たちの地域の野菜や原乳を先に検査してほ

しいという要望が多数あり、「断るのが大変」な状況であった。また、３月末に国が

２０台のゲルマニウム半導体検出器の購入手続きを行う等がなされた（甲 C３４３）。 

エ 広範な出荷制限措置の衝撃 

同年３月２１日、原子力災害対策特別措置法に基づき、福島県、茨城県、栃木県、

群馬県全域で生産されたホウレンソウ及びカキナ、福島県全域において算出された

原乳について出荷制限となった（甲 C１４１）。これを皮切りに、福島県内外で、様々

な品目に対する出荷制限措置がとられていった（一審原告ら原審準備書面（被害総

論２０）ｐ２１以下参照。甲 C１５４、１５５）。 

原乳や野菜から暫定規制値を超える放射性物質が検出された事実は、同年３月２

０日以降、新聞の一面で取り上げられ、「『摂取制限』に衝撃」といった見出しをつ

けられるなど、新聞などの媒体で大きく報道され（甲 C１５７資料４、５、８等）、

生産者は大きな打撃を受け、消費者の食の安全性に対する信頼が破壊された。 

オ 原子力災害対策本部の「考え方」の策定と改訂 

（ア）同年４月４日、原子力災害対策本部は「検査計画、出荷制限等の品目、区域

の設定・考え方」を策定した（甲 C１４３）。当該「考え方」は、その時点までの９

００件あまりの検査を前提に、出荷制限及び解除等を判断するために、「緊急時にお

ける食品の放射能測定マニュアル」に追加要件を設定する形で作成されたものであ

った。「重点的にチェックする食品」として、ホウレンソウ、シュンギク、カキナ、

ミズナ、コマツナ（露地物優先）、乳、国が指示する品目が指定され、その他として

主要農産物や生産者情報が明らかな流通食品、モニタリング状況を踏まえて国が指

示する品目（一定海域の水産物等）が対象品目とされた。 

（イ）同年６月２７日、原子力災害対策本部は「検査計画、出荷制限等の品目、区

域の設定・考え方」（甲 C１４６）を改訂した。「一部の食品から暫定規制値を超え

る放射性セシウムが検出されていることを踏まえ」、「事故直後の放射性ヨウ素の効

果による影響を受けやすい食品に重点を置いた物から、放射性セシウムの影響及び
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国民の食品摂取の実体等を踏まえたもの」にすることを目的とされ、ようやく放射

性セシウムに着眼した出荷制限等指定が行われるようになった。放射性セシウムに

ついては、１市町村当たり３か所以上、直近１か月以内の検査結果がすべて暫定規

制値以下であることが、出荷制限の解除条件となった。 

カ 稲わらを餌とした肉牛から放射性セシウムが検出されたことの衝撃 

同年７月１０日、同月８及び９日に東京都が実施した検査において、南相馬市内

の農場から東京食肉市場に搬入された肉牛１１頭から暫定規制値を超える２３００

から３２００㏃／Kgの放射性セシウムが検出され、また、当該農家を調査したとこ

ろ、稲わらからも７万５０００㏃／Kgもの放射性セシウムが検出されたことが明ら

かとなった。 

その後も、福島県石川郡浅川町、郡山市、相馬市、喜多方市、二本松市、本宮市、

須賀川市、白河市、会津坂下町、宮城県、新潟県、山形県、岩手県等の農家から高

濃度の放射性セシウムを含む稲わらが給与された肉用牛が出荷流通していたことや、

出荷された複数の牛肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが相次いで検出され

たことが明らかになったことを踏まえ、同年７月１９日、原子力災害対策特別措置

法第２０条第３項に基づき、福島県全域について肉牛の出荷制限等の指示が出され

た（甲 C３４４、甲 C３４５）。 

福島民報社の新聞だけを見ても、同年３月２０日から同年５月末にかけてはほぼ

毎日、６月以降も少なくとも２日に１回の頻度で、食品汚染や出荷制限に関する記

事が掲載されている。これは、食品汚染に対する地域住民の関心の高さと不安の大

きさが存在することを反映したものである。（甲 C１５７）。そのような中、牛肉及

び肉用牛に給与された稲わらから暫定規制値を超えるセシウムが検出された事実は、

第一報が同年７月９日に報道された後（甲 C１５７資料６６）、次々と続報が報道さ

れ、時に一面記事となる大きな社会問題として報道された（甲 C１５７資料６８等）。 

同年８月４日、原子力災害対策本部は「検査計画、出荷制限等の品目、区域の設

定・考え方」（甲 C１４７）を改訂し、対象品目に後追いで牛肉を及び９月以降に収
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穫の予定される米を追加し、また、対象自治体に岩手県、秋田県、青森県を追加し

た。 

これに関連し、同年７月２０日、千葉県習志野市教育委員会から、同市の小学校

の２０１１（平成２３）年６月２０日の給食で出された牛肉が、放射性物質に汚染

された稲わらを給与されていた可能性のある肉用牛由来のものであったことが公表

された（甲 C１７３）。翌７月２１日には、文部科学省に４３３校２６園において同

様の牛肉が使用した可能性があるとして報告があがった（甲 C１８１）。問題の背景

として、学校給食については、学校給食衛生管理基準（甲Ａ２７）により、食品衛

生法より厳格な安全性を求める基準がとられることになっているが、実際には、大

人と同じ年間被曝線量５ミリシーベルトを前提とした暫定規制値のまま各自治体、

学校等の自主的な判断・対応に委ねられていたのである。このように給食の安全性

が事故前の基準に比して低下し、行政の対応も遅れていたことによって、保護者は

自らの判断で、子どもに弁当を持参させたり、牛乳を飲ませなかったりという対応

をとらざるを得ず、さらには避難するという選択をせざるを得なくなった保護者も

いた。 

キ ８月時点でも検査機器が大幅に不足 

 また、上述のとおり、本件事故当初、福島県内で使用できるゲルマニウム半導体

検出器は２台しかなかった。その後、検出器の台数が増やされ、同年９月末には福

島「県が所有するゲルマニウム半導体検出器は合計３１台となる予定」であった。

さらに福島県が独自に８台購入し、同年８月末時点では「最終的に３９台にまで増

える予定」であった（甲 C３４３）。 

しかし、全域の食品をちゃんと検査するためには、年間５００万検体を検査でき

る体制としなければならないと考えられ、１台で２０検体しか検査できないため、

同年８月末時点において、３９台の検査機が用意されても十分とはいえず、「他に簡

易なＮａＩシンチレーションサーベイメーターを１０００台整備するよう国に要望

して」いる状況であった（甲 C３４３）。 
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ク 小括 

本件事故直後、緊急事態における防護対策として暫定規制値が定められ、これに

基づいて、緊急時の対応として、「重点的にチェックする食品」を中心に検査を行う

と言う方針が定められ、検査を行うための検査機器不足に対応すべく、暫定的な態

勢構築が行われていった。同時に、検査が進められていく中で、検査を経た野菜等

から実際に暫定規制値を超える数値が出たことが大きく報道され、農業生産者が大

きな打撃を受け、消費者の食の安全に対する信頼が破壊された。環境からの放射線

曝露の恐怖に加えて、福島県産の農産物の摂取による体内ばく露の不安が生産者と

消費者に重くのしかかることとなった。 

６月末になってようやく、放射性セシウムに着眼した出荷制限等指定が行われる

ようになったが、その直後の７月上旬、米や果物の収穫期を目前に控え、食品検査

の結果への関心が高まる時期に、高濃度に汚染された稲わらを給与された肉牛が、

福島県にとどまらず、宮城県、岩手県、山形県からも出荷され市場に流通し、また、

暫定規制値を超える放射性セシウムを含む肉牛が出荷されていた問題が発覚し、ま

た感受性の高い子どもたちが口にする学校給食の安全性が確保されていない実態も

発覚した。消費者に、口にしている食品が安全かどうか不明であると混乱させ、ま

た、既に汚染された食品を食べてしまったのではないかと健康影響への不安を募ら

せることとなり、食への信頼を大きく失墜させた出来事であった。 

生産者もまた、収穫期を目前に控え、汚染に対するさらなる不安を抱えた。「こ

うべを垂れる黄金色の稲穂を前にして、…検査で放射性物質が検出されないか、不

安を拭い切れない…。消費者には今年産の購入を避ける動きが出始めた。『収穫の秋』

を控え、コメ農家に緊張が広がっている」と報道されたとおりである（甲 C２４８

新聞２６）。 

８月時点でも食品の検査態勢は十分に整っていなかった。 
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（２）２０１１（平成２３）年９月から２０１２(平成２４)年３月までの間の社会

的事実 

ア 秋の収穫食品の放射能汚染と価格暴落が現実化したこと 

収穫の秋を迎え、キノコや果物等の秋の恵みに放射能汚染による影響があらわれ

始めた。 

上記の稲わら・肉牛汚染問題が起きた後、収穫期を迎えた桃、梨の販売不振と価

格低迷が顕著となった（甲 C２４８新聞３３）。２０１０(平成２２)年の福島県の桃

の生産量は全国２位であり、主力農産物の一つであった。しかし、福島県産桃の市

場価格は、２０１１（平成２３）年７月時点で平年並みの１６００円程度だったが、

８月１２日には５２５円と４分の１の価格に急落した。同年９月には、例年であれ

ば首都圏などから桃狩りツアーのバスが次々と訪れる頃であるにもかかわらず、「今

年は皆無の状態で、各農園ともに売り上げは６～７割程度まで落ち込んでいる」と

報道された（同）。 

また、同年９月以降、会津地方の一部を除いた福島県内の各地域でとれた野生キ

ノコから暫定規制値を超える放射性物質が検出され、出荷制限となった。 

同年１０月１４日、伊達地方（伊達市、桑折町及び国見町）で産出される柿を原

料とするあんぽ柿及び干し柿等の柿を原料とした乾燥果実について、暫定規制値（５

００㏃／Kg）を超える放射性セシウムが検出されたため、生産者団体や関係市町村

に対して加工・出荷の自粛要請がなされた（甲 C１５７資料１３１）。その後、伊達

地方以外の市町村においても、試験的に加工した、柿を原料とする乾燥果実につい

て検査が実施され、同年１１月２日に、福島市産及び南相馬市産の柿を原料とする

乾燥果実から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたとして、加工・出荷

自粛の要請がなされた（甲 C３４６）。その後、福島市及び伊達地域（伊達市、桑折

町、国見町）については、福島市及び伊達地域を同一地域区分と扱った上で、当該

地域から、２０１８（平成３０年）に至るまで毎年、食品衛生法の基準値（後述の

とおり、２０１２[平成２４]年以降は１００㏃／Kg）を超える放射性セシウムが検
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出され、加工自粛となっている（甲 C３４７）。福島県産のあんぽ柿は、本件事故前

までは全国１、２位の販売高を誇り、贈答品としてデパートなどで販売されてきた

名産品の一つで、加工自粛は大きく報道された（甲 C１５７資料１３１、１４７）。 

同年１２月、「全国５位の生産量を誇る」リンゴは、収穫期を迎えた。暫定規制

値を超えず、出荷制限とならなかったが、「福島市内では販売量が例年の３割前後に

落ち込み」、「全国的の不作で価格が上昇しているにもかかわらず」、福島県産は値崩

れし、収益が上がらない状況となり、生産農家を直撃した（甲 C２４８新聞８３）。 

なお、米も収穫期を迎え、全県で検査が行われ、その結果、一度は県知事による

安全宣言が出たが（甲 C２４８新聞５１）、その後、同年１１月、福島市大波地区の

玄米から暫定規制値を超える放射性物質が検出されるなど、米の汚染をめぐっても

大きな動きがあった。これについては後述する。 

イ １１月時点でも検査態勢が追いついていないこと 

また、同年１１月２５日には、同年９月末時点で県内には簡易放射性物質測定器

を中心に計４９台が配備されているものの、福島県内の自治体等が進めている簡易

放射性物質測定器による検査の予約が殺到していることや、福島市においても同年

１１月２５日時点で予約が約１３００件を超え、２か月待ちの状態となっているな

ど、食品の安全への不信とこれに対応する検査機器が不足している状況が報道され

た（甲 C２４８新聞７３）。 

ウ 学校給食の安全確保をする態勢ができたのは２０１２（平成２４）年４月以降

であること 

同年１１月２１日、文部科学省は、学校給食の食材の事前検査を行うための機器

を整備する費用の一部を補助（２分の１補助。残りは交付税措置）する「安全・安

心のための学校給食環境整備事業」（学校給食用検査設備整備費補助金）（約１億円：

１７都県[青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群

馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、及び静岡県]

を対象[１都県あたり５台]）についての事務連絡を発出し、都道府県教育委員会に
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対して本事業について周知した（合計７７ 台の検査機器が整備された）（甲 C１８

２）。 

同省は、同事業について、同年１１月３０日、「学校給食検査設備費補助金にか

かる事業計画書の提出について（依頼）」を発出し、事業対象となる１７都県教育委

員会に対し、補助金交付要綱を送付して事業内容の詳細を周知するとともに事業計

画書の提出を依頼した（甲 C１８３）。その際、補助対象となる機器に係る検出限界

の基準数値（４０㏃/kg）の位置づけをめぐって、一時的に混乱が生じた（甲 C１７

１）。 

２０１２（平成２４）年１月２７日、文部科学省は、給食一食全体について、提

供後の検査を行い、放射性物質がどの程度含まれているか否かを把握する「学校給

食モニタリング事業」（福島県は県内１市町村あたり１か所程度、福島県以外は１都

道府県あたり２か所程度を想定）について、一部希望する地方公共団体については

先行して実施することとし、事業計画書の提出を依頼した（甲 C１７３）。さらに、

同年２月１０日、同省は、福島県については、平成２３年原子力事故による被害に

係る緊急措置に関する法律（平成２３年法律第９１号）に基づき福島県が設置する

福島県原子力被害応急対策基金に、東日本大震災復旧・復興予備費を活用すること

により、「福島県内の全ての学校給食調理場（引用者注・共同調理場又は学校）につ

いて検査体制を整えることができるよう、必要な検査機器（引用者注：２６０台程

度） の整備に要する経費」を措置した（甲 C１７３）。 

同年４月９日、文部科学省は、平成２４年度「学校給食モニタリング事業」（福

島県は県内の全市区町村[５９か所]を対象とし、１市町村当たり１６７回程度、福

島県以外の都道府県については１都道府県あたり２市区町村[２か所]を対象とし、

１市区町村当たり３５回程度とする）の実施について、４７都道府県の教育委員会

等に発出した（甲 C１８４）。もっとも、この「学校給食モニタリング事業」が広ま

ったのは２０１２（平成２４）年８月以降であった（なお、同事業に関しても、福

島県外に関しては、１都道府県あたり２か所のみという極めて限定的な対応であっ
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た。）。 

エ 食品安全における放射性セシウムの被ばく基準が定められたのが２０１２（平

成２４）年３月であること 

２０１１（平成２３）年１０月２８日、厚生労働省は、食品安全委員会による食

品健康影響評価書を踏まえて、翌２０１２（平成２４）年４月目途に、食品から許

容することのできる年間被ばく線量を、放射性セシウムについて年間５ミリシーベ

ルトとして設定された暫定規制値から、年間１ミリシーベルトに引き下げて新基準

を設定・適用するとの方針を発表した（甲 C３４８）。その後、薬事・食品衛生審議

会等での検討やパブリックコメントの実施などが行われた。 

 そうした中、新基準値の適用について、生産者からは不安と動揺の声が上がり始

めた。２０１２（平成２４）年１月２４日に、厚生労働省と内閣府食品安全委員会

による説明会が、東京以外で初めて福島市で開催され、その際に、県内農家から「一

律の厳格化により農家は生産できなくなり、特産品が消えてしまう」と言った声が

上がるなど、参加した農家から怒りの声が上がったことが報道された（甲 C２４８

新聞１０８）。また、水産業者からも新基準の導入により、検査している魚介類の３

割超が基準を超える恐れがあるとして、不安の声が上がっていることが報道された

（甲 C２４８新聞１１０）。 

他方で、消費者からは、「震災前の状態にならなければ安心できない」と、新基

準値に納得せず、なお一層の厳格化を求める声が上がったり（甲 C２４８新聞１０

７）、あるいは、子どもを持つ県内の主婦らからは厳格化を評価し、歓迎する声が上

がったと報道されるなど（甲 C２４８新聞１１５）、一様でない受け止めが報道され

た。 

同年２月１６日、文部科学省放射線審議会が新基準値案を了承し、翌日、これを

受けて、県内の生産者らに落胆が広がったことが報道された（甲 C２４８新聞１１

６）。 

同年３月１２日、原子力災害対策本部は、食品中の放射性物質に係る新基準値が
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施行されることを前提に「検査計画、出荷制限等の品目、区域の設定・考え方」（甲

C１４８）を改訂した。 

同年３月１５日、厚生労働省は、厚生労働省薬事・食品衛生審議会、食品安全委

員会及び放射線審議会での議論を踏まえ、食品において許容することのできる放射

性セシウムの線量を、年間５ミリシーベルトから年間１ミリシーベルトに引き下げ

ることとし、食品衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格に関する省令（昭和２

６年厚生省令第５２号）」および「食品、添加物等の規格基準（昭和３４年厚生省告

示第３７０号）」を改正して、食品中の放射性物質に係る基準値を設定した。 

オ 小括 

 稲わら・肉牛汚染問題が全国的にも大きく報道され、消費者が畜産物に限らず、

福島県産の農林水産物を敬遠する中、県知事による「米の安全宣言」後の暫定規制

値を超える米の発覚は、これに追い打ちをかけた。 

生産者は、販売不振と価格低迷に見舞われ、また、生産すること自体について、

消費者からの厳しい意見にさらされることになった。消費者、特に福島県民は、地

場産の食品を避け、家族内での食の安全についての意見対立や食費の負担増加とい

った被害が深刻化することとなった（この点は一審原告らの原審における尋問結果）。

また、学校給食に関しては、汚染稲わら・肉牛問題を経て、ようやく国から検査態

勢にかかる金銭的手当が不十分ながらもなされたものの、検出限界の数値の位置づ

けをめぐる混乱が生じる状況であった。 

 ２０１１（平成２３）年１１月から２０１２（平成２４）年３月まで、食品衛生

法の安全基準の策定をめぐって消費者の立場からの意見、生産者の立場からの意見

が厳しく対立し、破壊された食の安全に対する信頼関係の回復にはほど遠い状況が

続いた。 

（３）２０１２（平成２４）年４月から同年８月までの間の社会的事実 

ア 新基準値は、２０１２（平成２４）年４月１日から施行された（甲Ｂ６２ｐ９

２～９６）。放射性セシウム暫定規制値では、牛乳・乳製品は２００㏃／Kg、飲料水
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は２００㏃／Kg、野菜類・穀類・肉・卵・魚その他については５００㏃／Kg等とさ

れていたが、放射性セシウムの新基準値においては、一般食品１００㏃／Kg、乳児

食品５０㏃／Kg、牛乳５０㏃／Kg、飲料水１０㏃／Kg等とされた（甲 B６２ｐ９２

～９８）。  

同年５月、同年４月中に行われた自家消費野菜の簡易放射能検査１万８０００件

の内、一般食品の新基準値を上回る可能性があると判断されたのは約２８００件と

１割強であることが県の調査で分かった。２５日の県議会の子育て・健康・医療対

策特別員会で県が示した。県内５９市町村全てに簡易放射能分析装置が配備された

ことから初めて調査した（甲 C１５７資料２７２）。 

イ 同年７月１２日、原子力災害対策本部は「検査計画、出荷制限等の品目、区域

の設定・考え方」（甲 C１４９）を改訂し、対象自治体に神奈川県を追加し、対象品

目に大豆、蕎麦を追加した。また、原木シイタケ、畜産物等については汚染原因・

要因が取り除かれるよう管理されたものについては規制を解除できる旨の条項が追

加された。 

ウ 小括  

２０１２（平成２４）年４月になってようやく福島県内の全市町村に簡易放射能

分析装置が配備されたが、１割を超える食品が新基準値を上回る可能性があると判

断された。同年７月にも出荷制限の設定に関する新たな対象品目や自治体が広がる

など、客観的にも食品の安全に関する不安定さは続いていた。 

 

３ 主食である米の安全性の確保態勢ができたのが２０１２（平成２４）年８月で

あること 

すでに述べたとおり、福島県において、基幹産業である農業生産物の安全確認と

検査態勢の確立が本件事故後の大きな課題となった。とりわけ、米は、作付面積８

万６００ヘクタールで全国第４位、収穫量４４万５７００トンで全国第４位（いず

れも平成２２年産米農林水産省公表値）と、福島県の基幹作物であり、農業産出額
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が最も多い品目で、農業経営の中心であるとともに、主食として重要な食料である

ことから、その安全性確保は最重要課題であった（甲 C３４９、甲 B６２ｐ１００）。 

以下では、作付けから収穫まで半年以上要し、収穫後主食として備蓄される米の

作付をめぐって福島県の生産農家が混乱状態となった経過、現在行われている米の

全量全袋検査がようやく開始されたのは２０１２（平成２４）年８月末、地域での

検査が本格化したのは同年９月下旬で、それまでの米の安全性に関する社会的事実

を述べる。 

（１）２０１１（平成２３）年３月から同年８月までの間の社会的事実 

ア 作付け時期が迫る中で水田の土壌調査はきわめて限定的な範囲にとどまったこ

と 

２０１１（平成２３）年３月２５日、福島県は、県内農用地における放射性物質

による汚染実態が不明であることから、農家に対し、予定している農作業を延期し、

様子見をするよう、特に水稲については、播種時期を４月上旬から４月中・下旬、

移植時期を５月上旬から５月中・下旬まで遅らせるよう要請し（甲 C３５０）、同月

３０日には、農用地土壌調査を行う方針を発表した（甲 C３５１）。当該土壌調査は、

県内を１０キロメートルメッシュに分け、農用地を有するメッシュ内から調査地点

を１回あたり７０地点選定する、但し、選定の際には市町村ごとに最低１地点は含

まれるようにする、調査は当面２回実施する、２回目は、１回目の測定で一定以上

の値が出た地点と同一メッシュ内の別地点で実施するという内容で（同）、同月３１

日、翌４月１日に行われた（甲 C３５２）。すなわち、１回の土壌調査を受けた水田

は、たとえば福島市内であれば３地点であり、極めて限定的であった（甲 C３５１）。 

イ 行政のあいまいな方針で避難指示区域外の米の作付けの判断が農家に押しつけ

られたこと 

（ア）暫定規制値を前提にした原子力対策本部の「考え方」 

同年４月８日、原子力災害対策本部は、同年３月１７日に発表された暫定規制値

を前提に、稲の作付制限についての考え方を公表した。すなわち、水田土壌の放射
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性セシウム濃度の調査の結果や米への移行の指標から見て、暫定規制値を超える可

能性の高い地域については稲の作付制限を行うこと、当該地域以外については作付

を行っても差し支えはないが、収穫時に米（玄米）の分析を行い、暫定規制値を超

える場合には、原子力災害対策本部長から各自治体に対し、出荷制限を行うよう指

示すること、暫定規制値を超える可能性の高い地域とするか否かの判断基準として、

土壌中の放射性セシウム濃度５０００
、、、、

㏃／Kg という数値を用いること等を示した

（甲 C３５３）。 

（イ）避難指示区域かどうかで作付けの可否を決めた福島県の方針 

同年４月１２日、福島県は、上記土壌調査を実施した市町村の中で、計画的避難

区域と緊急時避難準備区域を含む避難指示が出された区域以外の地域で、５０００
、、、、

㏃／Kgを超えた地域はなかったとして、避難指示区域以外の県内各市町村において

は、稲の作付を行ってよい旨を発表した（甲 C３５４）。さらに、同月２２日には、

同日設定された計画的避難区域及び緊急時避難準備区域についても、作付制限がな

された（甲 C３５５、３５６）。すなわち、避難指示区域については作付制限を行い、

作付制限を受けた農家は約６８００戸、作付制限を受けた作付面積は約８５００ヘ

クタールに及んだ一方、それ以外の地域については作付制限を行わないこととなっ

た（甲 C３５６）。 

ウ ８月時点でも、行政はきわめて限定された水田土壌調査をもとに米の安全性を

判断する方針を変えなかったこと 

（ア）夏を迎え、米の収穫期直前となった。この時点で、国や福島県は収穫された

米に対する検査について方針を出した。 

同年８月４日、原子力災害対策本部は「検査計画、出荷制限等の品目、区域の設

定・考え方」（甲 C１４７）を改訂し、対象品目に米等を追加した。 

２０１１（平成２３）年８月５日、農林水産省は、米の放射性物質調査の実施に

関する方針を出し（甲 B６２ｐ１００）、これを受けて、同日、福島県は、放射性物

質の「調査結果が全て出るまでの間は、市町村全域における米を出荷しないよう依
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頼する。調査については、収穫前の段階で、予め放射性物質濃度の傾向を把握して

調査の精度を高めるための『予備調査』と、収穫後の段階で、放射性物質濃度を測

定し出荷制限の要否を判断するための『本調査』の二段階で実施」するとし、「早期

出荷米については、本県の米の流通販売上重要であるとともに、本年産の放射性物

資の状況を早期に把握するため、ほ場を指定し放射性物質調査を実施する」、土壌中

の放射性セシウム濃度が１０００㏃／kg以上であった市町村は「予備調査」におい

て市町村ごとに１点調査する、「予備調査」で２００㏃／kg を超える結果が検出さ

れた地域を「重点調査区域」として概ね１５ヘクタールに２点（国の基準では１点）

調査する、「予備調査」で２００㏃／kg を下回った地域については旧市町村ごとに

２点（国の基準では１点）調査するといった方針を発表した（甲 C３４９、３５７）。

このように、福島県は、「本調査」において、農林水産省の出した基準の２倍の密度

で調査を実施するとしたところ、それには、肉牛の出荷停止問題で福島県産農産物

に対する不信の拡大・深刻化が懸念される中、福島県の基幹作物の米の安全性を全

国に発信する狙いがあるとされた（甲 C２４８新聞２７）。 

（イ）農林水産省は、文部科学省及び宮城県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県並

びに千葉県と連携・協力して、独立行政法人農業環境技術研究所に委託し、農地土

壌の放射性物質濃度分布図（農地土壌濃度分布図）を作成し、２０１１（平成２３）

年８月末に公表した。 当該農地土壌分析の対象は、宮城県、福島県、栃木県、群馬

県、茨城県及び千葉県の６県とされ、福島県では約３６０
、、、

地点（警戒区域を含む）、

他の５県では計約２２０地点の総計約５８０地点を調査地点とした。当該調査地点

には、同年３月下旬から４月にかけて水田土壌を中心に各県が緊急的に実施した農

地土壌調査の地点など、農地土壌濃度分布図の作成を開始した５月末以前に調査が

行われた地点も含まれており、また、放射性物質濃度の測定に用いる農地土壌の試

料は、調査地点ごとに一つのほ場から採取し、ほ場に対角線を引きその交点 1 点、

対角線の交点と各頂点との中点４点の計５箇所から、水田の場合は地表面から約１

５cm の深さまで、畑の場合は最大約３０cm の深さまでの土壌を採取するというも
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のであった（甲 C３３７）。 

すなわち、この時点においても、福島県内での農地の汚染状況の調査は、同年５

月末以前での調査地点を含めて約３６０地点と極めて限定的であった。 

エ 早場米から放射性セシウムが検出されたこと 

会津坂下町で、２０１１（平成２３）年８月２２日、福島県内のトップを切り、

早場米の収穫作業が始まった（甲 C２４８新聞２６）。会津坂下町（旧若宮村）で栽

培された早場米を対象に、２０１１（平成２３）年産の放射性セシウム検査が初め

て行われ、調査対象の４検体の全てで放射性セシウムは検出されなかったことや（甲

C２４８新聞２９）、二本松市旧大平村で収穫された玄米から２２㏃／Kgの放射性セ

シウムが初めて検出されたこと（甲 C２４８新聞３１）が報道された。 

オ 小括 

本件事故直後の２０１１（平成２３）年４月、国及び福島県の方針によって、避

難指示区域外の米の生産者は、作付をするかどうかを自ら判断することを強いられ

た。福島県による土壌調査は、上述のとおり、全ての農地に対するものではなく、

調査メッシュが大きく、ごく限定された数の農地に対するものであった。特にこの

時期（３、４月）は、種籾の選別、播種を行うといった育苗の時期であり、生産者

は、自身の水田がどれほど汚染されているかわからない中、決断を迫られた。国や

福島県の方針どおり作付けする者、汚染実態が分からない中作付けすべきでないと

いう意見を持つ者や作らなければ賠償を受けられないとの考えからやむなく作付け

をする者など様々な意見が生じ、時には家庭や生産者仲間の中で意見対立が生じた

（甲 T〇〇一審原告〇〇陳述書）。 

また、同年８月までの段階では、農地の汚染実態の把握は依然として不十分なま

まであり、そのような中、米の収穫期を目前に控え、国や福島県が米の調査方針を

出し、これから収穫された米の放射性物質の調査が行われようとする時期となった。 

基幹産業である米の安全性がどうなるかは、地域住民にとっても行政にとっても

試金石の１つであったといえる。 
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（２）２０１１（平成２３）年９月から２０１２（平成２４）年３月までの間の社

会的事実 

ア 行政による米の「安全宣言」 

同年９月２３日、一般米の放射性物質の「予備調査」で、二本松市旧小浜町の１

検体から放射性セシウムが５００㏃／kg検出され、これを受けて、福島県は、二本

松市を本調査で詳細に検査する「重点調査区域」に初めて指定した（甲 C２４８新

聞４８）。「本調査」が行われた結果、５００㏃／kgを下回るとして出荷制限は免れ

たものの、結果は、暫定規制値をわずかに下回る４７０㏃／kgであった（甲 C２４

８新聞５３）。 

同年１０月１２日、福島県は、米の「本調査」を終了し、全検体の放射性セシウ

ムが食品衛生法の暫定規制値を下回ったと発表し、佐藤雄平県知事（当時）が「安

全宣言」をした（甲 C２４８新聞５１）。 

イ 避難指示区域外の土壌と米は安全だとした行政の方針と態勢が破綻したこと 

同年１１月１６日、福島県は、福島市大波地区の生産者の依頼で持ち込まれた玄

米をＪＡ新ふくしまが分析したところ、暫定規制値を超す数値が検出され、同県が

改めて分析した結果、６３０㏃／kgの放射性セシウムが検出されたと発表し、同日、

福島市を通じて生産者、流通業者などに大波地区の今年産米の出荷自粛を要請した

（甲 C２４８新聞６４）。翌１７日には、政府は、福島県に対し、大波地区産の米に

ついて、原子力災害対策特別措置法に基づき、出荷停止を指示した。 

同年１１月２５日、福島県は、大波地区で全１５４戸の全袋検査を実施した結果、

新たに５戸の計１０３袋から国の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出された

と発表した。検出値は５４０から最大１２７０㏃／kgだった（甲 C２４８新聞７０）。

大波地区の農家は、全袋検査で安全・安心を確認できればと願っていたが、その願

いが裏切られる検査結果となり、大きな精神的苦痛を受けた（甲 C２４８新聞７１）。 

さらに、同年１１月２８日、福島県は、伊達市霊山町小国地区、伊達市月舘町の米

から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたと発表した（甲 C２４８新聞
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７４）。伊達市霊山町小国地区の基準値超えの米の一部は、市場に出回り流通してい

た（甲 C２４８新聞７４）。 

同年１２月５日には、さらに、福島市渡利地区の米から暫定規制値を超える放射

性セシウムが検出され、政府は、原子力災害対策特別措置法に基づき、渡利地区を

含む旧福島市の２０１１（平成２３）年産米を出荷停止とするよう県に指示した。

対象となった旧福島市は昭和２５年の市町村区分の範囲で、現在の福島市中心部を

含むものであり、対象農家は４０６戸で、同市全体の農家３９０７戸の１割に当た

るものであった（甲 C２４８新聞７７）。 

 同年１２月８日、福島県産米から国の暫定規制値を超える放射性セシウムの検出

が相次いでいることを受け、福島県は、緊急再調査が終了するまで出荷を見合わせ

るか、自主検査を徹底するよう要請する方針を示した（甲 C２４８新聞７９）。 

ウ 福島の米の信用性が失墜したこと 

暫定規制値を超える米が出荷された事実が報道される中、福島県内の新聞報道の

論調は、福島県が出した米の「安全宣言」に厳しい批判を向けるものであった（甲

C２４８新聞７２）。 

また、消費者の受けとめについても、福島県内の自治体等が進めている簡易放射

性物質測定器による検査の予約が殺到し、福島市においても同年１１月２５日時点

で予約が約１３００件を超え、２か月待ちの状態となっているなど、食品の安全へ

の不信が大きく募っている状況が報道された（甲 C２４８新聞７３）。 

「安全宣言」をした後になって米から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出

されたことの衝撃と地域社会への影響は深刻であった。消費者の福島県産米に対す

る信頼は失墜し、また、緊急再調査による出荷見合わせの影響を受けて、２０１２

（平成２４）年の春にかけて、セシウムが最下限値未満の米も取引キャンセルが相

次ぎ、全農県本部の販売量が７割減となるなど、販売低迷となったことが報道され

た（甲 C２４８新聞１１１）。 

エ 再び行政の方針見直しによる混乱期が続いたこと 
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（ア）同年１２月２７日、農林水産省から、５００㏃／kgを超えた米が検出された

地域について、２０１２（平成２４）年の作付を制限すること、一般食品に含まれ

る放射性セシウムの基準値が２０１２（平成２４）年４月から１００㏃／Kgに厳格

化される見通しであることを踏まえて、２０１１（平成２３）年産米の放射性セシ

ウム濃度が１００㏃／kgを超過した地域について２０１２（平成２４）年の作付制

限を検討していることが公表された（甲 C３５８）。 

当該方針が公表され、出荷制限を受けた生産者に諦めと怒りが広がっただけでな

く、福島県による調査の際に１００㏃／kg以上の放射性セシウムが検出された地域

の生産者にも動揺が広がった（甲 C２４８新聞９７）。 

（イ）２０１２（平成２４）年１月４日、福島県知事は、同年生産米から、全量全

袋検査を行う態勢を整えることを発表した（甲 C３５９ｐ１）。 

 同年２月３日、福島県は、２０１１（平成２３）年産米について行った緊急再調

査の結果を公表した（甲 B６２ｐ１０５）。当該緊急再調査は、大波地区、特定避難

勧奨地点が存在する地域、その他上記本調査において調査で微量でも放射性セシウ

ムが検出された地域の、２万３２４７戸を対象に、１戸あたり最低１検体調査する

というものであった。 

その結果、暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたのは３８戸あり、し

かも周辺地域では規制値を超えていないのに、その場所からのみ出ているというこ

とが多いことが分かった。収穫前後の予備調査及び本調査による検査実施の時点で

は、土壌の汚染度合いが高い場所や空間線量の高い場所の方が放射性セシウムを含

む米が生産されるリスクが高いという考えで、そのような地域から重点的にサンプ

リングしていたが、当該緊急再調査の結果から、高い土壌汚染や空間線量という要

因以外の要因が複合的に働いていることが判明した（甲 C３６０）。すなわち、国が

基本方針を打ち出し、福島県がその二倍の基準を用いて行った二段階の検査によっ

てもなお、汚染された土壌から生産される米にどれ程放射性物質が含まれることに

なるのかの要因把握が困難であることから、実態把握として不十分であることが、
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この時点で判明した。 

オ 新たな作付け制限区域の設定と汚染米の市場からの隔離 

同年３月９日、農林水産省から、２０１２（平成２４）年産稲の作付け制限区域

の設定が公表された（甲 C３６１）。その結果、福島市旧小国村全域、福島市渡利、

小倉寺及び南向台、伊達市旧月舘町の一部地域、同市旧小国村全域、同市旧掛田町

の一部地域、同市旧富成村全域、同市旧柱澤村の一部地域、二本松市旧渋川村の一

部地域、相馬市旧玉野村全域、警戒区域及び計画的避難区域について、２０１２（平

成２４）年産稲の作付が制限された。さらに、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、

桑折町及び国見町の一部地域、旧緊急時避準備区域、南相馬市（警戒区域及び計画

避難区域を除く）、については、「事前出荷制限の下、管理計画に基づき、米の全量

管理と全袋調査を行うことにより作付を行うことができる区域」とされた（同）。 

また、同省から、同年３月２９日、５００㏃／kgを超える数値が検出され出荷制

限が課された地域の生産者が生産した米及び「本調査」及び緊急再調査の結果１０

０㏃／kg を超えて出荷見合わせが要請されている地域の生産者が生産した２０１

１（平成２３）年産米を、市場流通から隔離すること及びその対象数量は最大３万

７０００トン程度と見込まれることが発表された（甲 C３６２）。 

カ 小括  

福島県知事による米の「安全宣言」が出された後、自主的避難等対象区域である

福島、伊達、二本松の３市の８旧市町村で暫定規制値を超える米が見つかり、出荷

制限となった。実際に出荷制限を受けた生産者が深刻な打撃を蒙ったのは言うまで

もなく、食品の安全に対する信用は大きく失墜し、生産者にも消費者にも大きな衝

撃が広がった。 

２０１２（平成２４）年に入り、福島県による全量全袋検査の方針が発表された

が、平成２３年産米の緊急再調査の結果、さらに暫定規制値を超える放射性セシウ

ムが検出され、福島県による収穫前後の二度の検査の不備が露呈した。 

この再調査及び一般食品に関する新基準値を踏まえて、福島市を含む自主的避難
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等対象区域内の広範囲に対し、２０１２（平成２４）年産米の作付制限及び事前出

荷制限が出された（甲 C３６３）。 

（３）２０１２（平成２４）年４月から同年８月までの間の社会的事実 

ア ２０１２（平成２４）年４月以降、全量全袋検査の実施に向け、検査実施業務

を行う地域単位の協議会の設置や検査機器の開発・製造が進められたこと 

同年８月２５日、二本松市第一検査場で全量全袋検査の開始式がされ、検査がスタ

ートし、測定器約１９０台を配備して検査を行うこととなった（甲 C３５９ｐ２、

３）。 

同年９月中旬から１０月にかけて、米の出荷のピークを迎え、検査が本格化して

いったが、同年８月末時点においては、検査対象たる米が自家消費米も含めて約３

６万トン、約１２００万袋と見込まれる中、検査がスムーズに実施できるか、放射

性物質が検出されるのではないかといった不安を抱えた状況であった（甲 C３５９

ｐ４、５）。 

なお、２０１２（平成２４）年産玄米の放射性セシウム全量全袋検査では、約１

０３５万点中７１点が基準値超えとなった（甲 C３６４）。 

イ 小括 

２０１２（平成２４）年４月から８月末にかけて全量全袋検査態勢の確立が目指

されたものの、同年８月末時点においてはまだ出荷のピークを迎えておらず、同年

産米に放射性物質が検出されないか、また、そもそも全量全袋検査がスムーズに実

施できるか不明な状況であった。 

 

４ まとめ 

以上のとおり、農産物をめぐる安全性確保の経過を見ると、２０１１（平成２３）

年３月以降、暫定規制値をも超える食品汚染の事実が明らかになり始め、季節ごと

に収穫を迎える農産物について次第に出荷制限が広がり、結果、多数品目にわたっ

て出荷制限がなされていった。同年８月には高濃度に汚染された稲わらを食べた肉
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牛や暫定規制値を超える放射性セシウムを含んだ肉牛が出荷されたことが判明し、

地域住民の食の生産と消費の基盤に大きな混乱が生じた。 

２０１１（平成２３）年９月から年末にかけては、土壌中の放射性物質が生産物

にどのように移行するかの把握もままならない状況であったために福島県による米

の検査体制も不十分であり、結果、「米の安全宣言」後に暫定規制値を超える米が発

覚して、さらに生産者と消費者に大きな打撃を与えた。翌２０１２（平成２４）年

３月にかけては、全量全袋検査の方針の発表など、米の検査体制構築に向けた動き

や、食品中の放射性物質に係る新基準値をめぐる生産者と消費者の不安が報道され

た。 

２０１２（平成２４）年４月からは新基準値が適用されるようになったが、福島

県の検査により一般食品の約１割が新基準値を超える可能性があると発表されたり、

同年８月末時点においても、２０１２（平成２４）年産米の汚染状況が明らかにな

っていなかったことから、生産者及び消費者の食品に対する安全性への不安は大き

く、食の安全はいまだ脅かされていた状況であったと言える。 

このように、少なくとも、２０１２（平成２４）年８月末の時点まで、食の安全

が脅かされている状況下で、生産者は、出荷制限によって生産することができなく

なったり、あるいは、出荷制限を受けていなくとも土壌汚染の状況が分からない中、

生産するかどうかの意見対立が発生したり、消費者には、地産地消を避けることで

の経済的負担が増加したり、新鮮な食品を食べることのできない苦痛、食の安全に

対する家族間の意見対立が生じたりし、平穏な生活を営む利益が侵害されていた。 
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第８ 原判決の被害認定は、被害の実態把握において考慮すべき重要な事実を考慮

しておらず、認容した賠償額が不十分であり、改められるべきであること 

１ 自主的避難等対象区域旧居住者の子ども・妊婦以外の者の損害について少なく

とも２０１１（平成２３）年８月までは初期の被害が継続したものとして、損害

賠償額の評価がなされるべきであること 

原判決は、自主的避難等対象区域旧居住者の子ども・妊婦以外の者の損害につい

て２０１１（平成２３）年３月、同年４月の２か月につき各８万円、同年５月から

同年１２月の８か月を包括して８万円と認定し、２０１２（平成２４）年１月以降

については賠償すべき損害があるとは認められないとした。 

しかしながら、原判決が、初期の被害を２０１１（平成２３）年３月、同年４月

のわずか２か月間に限定したことは、上記したとおり、８月頃まで住民が深刻な不

安に苦しめられながら、著しく制約された日常生活を強いられていた被害実態を適

切に把握したものとは言えない。 

少なくとも同年８月頃までは、被ばく回避の前提としての汚染実態の把握は極め

て不十分であり、避難指示区域も拡大されていたことや、除染の方針が決まっただ

けで、実際に除染が完了したのは校庭や園庭など限定された場所のみであったこと、

そして食品の検査態勢が整っておらず、暫定規制値を超える食品汚染の事実が次々

と判明し出荷制限が広げられていたこと、これら社会的事実のもとで被害を受けた

一審原告らの供述（陳述書及び尋問調書）を考慮すれば、事故直後と同じレベルの

深刻な被害が継続したものとして、損害賠償額の評価がなされるべきである。 

 

２ 自主的避難等対象区域旧居住者の子ども・妊婦以外の者の損害について少なく

とも２０１２（平成２４）年８月までは被害が継続したものとして、損害賠償額

の評価がなされるべきであること 

原判決は、自主的避難等対象区域旧居住者の子ども・妊婦以外の者の損害につい

て同年１２月を賠償終期と認定し、極めて低い損害賠償額の認定にとどめたことは、
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事故直後の不安や恐怖が一定程度軽減したことのみを表面的にしか考慮していない

ことからの誤った判断である。 

事故後長期間継続している被害の内実は、事故の拡大や放射線被ばくそのものに

対する不安や恐怖だけではなく、日々の生活の中で放射線被ばく回避対策を講じ続

けなければならないことによる生活の質の低下、放射線被ばく回避対策を講じるか

否か（避難するか否かも含む）という意見の対立や経済的負担の増加による精神的

苦痛、さらには精神健康の悪化といった２次的被害にある。そしてこれらの被害は、

除染が実施されないまま放射能汚染された環境での生活を強いられたことによって

生じているのであるから、汚染実態に全く変化のない２０１１（平成２３）年１２

月を賠償終期とする判断は誤りである。 

除染されないままの住環境、子どもたちの屋外活動、自然体験の制限が続いてい

たこと、食品については暫定規制値がとられたまま食の安全が脅かされたままの状

態にあったこと等の社会的被害事実を適切に考慮したならば、月額１万円相当とい

う低額の認定や２０１１（平成２３）年１２月を賠償終期とする認定はいずれも改

められるべきである。 

 

３ 原判決が否定した子ども・妊婦について「中間指針等による賠償額」を超える

賠償が認められるべきであること 

  大人よりも放射線感受性が強く、その影響を受け易いとされている胎児や子ども

については、より放射線被ばく回避措置が求められるのであって、被ばくによる損

害評価も成人とは差別化して認定されるべきである。中間指針等もこの考え方に立

つ。 

  中間指針等での考慮として欠落していることは、成長過程における屋外活動や自

然体験の制限という権利侵害は、その日単位の日常生活の阻害にとどまらず、子ど

もの健全な成長・発達という、日々継続して求められる成長のための機会を奪う被

害であり、それが長期間継続したことによって、現に肥満傾向増大、運動能力低下
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といった深刻な後続被害が生じていることの考慮である。この後続被害の回復のた

めには数年単位の特別のプログラムが必要となる。 

  これらの被害の特異性を考慮すれば、中間指針等による賠償額を超える損害賠償

が認められるべきである。 

   

４ 自主的避難等対象区域からの避難者に対する他地裁判決において「中間指針等

による賠償額」を超える賠償が認められていること 

近時のいわゆる自主的避難等対象区域からの避難者に対する判決は、次のとおり

である（別表参照）。 

  ・２０１８（平成３０）年３月１５日 京都地裁判決 

  ・２０１８（平成３０）年３月１６日 東京地裁判決 

  ・２０１９（平成３１）年２月２０日 横浜地裁判決 

  ・２０１９（平成３１）年３月２６日 松山地裁判決 

  ・２０１９（令和元）年８月２日   名古屋地裁判決 

  京都地裁判決は、妊婦・子どもの原告について、認容額を６０万円とし、それ

以外の原告について、認容額を３０万円とした。 

  東京地裁判決は、避難の合理性を認めた時期（終期）によって金額が異なるが、

平成２３年１２月末までの原告は７０万円、平成２４年８月までの原告は１１０

万円ないし１９０万円、平成２５年３月までの原告は１６０万円ないし２００万

円とした。 

  横浜地裁判決は、妊婦・子どもの原告について、認容額を１００万円、避難し

た養育親の原告について、認容額を６０万円とし、それ以外の原告について、認

容額を３０万円とした。 

  松山地裁判決は、概ね、子どもの原告については、認容額を８０万円とし、成

年の原告については、認容額を５０万円とした。 

  名古屋地裁判決は、妊婦・子どもの原告について、認容額を１００万円、それ
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以外の原告について、認容額を６０万円とした。 

  これらの判決は、いずれも原告側が各原告（世帯）の損害について個別に立証

を行ったものであるが、いずれの判決においても、中間指針は損害の目安に過ぎ

ないとしたうえで、原告全員（全世帯）の立証をふまえ、中間指針を超える損害

を認定している。たとえば、京都地裁判決で言えば、子ども・妊婦については１

２万円、それ以外の原告については２２万円を増額し、東京地裁判決で言えば、

平成２３年１２月末までの原告は６２万円、平成２４年８月までの原告は１０２

万円ないし１８２万円、平成２５年３月までの原告１５２万円ないし１９２万円

の増額としている。 

  さらに、京都判決や横浜判決、名古屋判決は一律に損害額を認定しているが、

一律判断と明示していない判決であっても、松山判決のように原告の属性にかか

わらず一定の範囲（３０万ないし８０万円）で概括して損害を認定する判決も存

し、これも含めれば、多くの判決が、同様の属性を有する一定数の原告らによる

損害立証の結果として、中間指針を超える損害を一律に認定しており、それらは

いずれも原判決の損害水準よりも著しく高いものとなっている。 

  なお、これらの他地裁判決はいずれも避難者に対する損害認定ではあるが、本

件事故により生じている被害は、中間指針や原判決においても同等の被害が生じ

ていると評価しているとおり避難者と滞在者とで区別する理由はない。 

このような他地裁判決における損害認定と比較しても原判決の損害認定は極

めて低額であることは明白であり、一審原告らの被害実態に見合った認定に改め

られなければならない。 

以上 
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【別表】 

 

 

 

京都判決

2018年3月15日

妊婦・子どもの原告　６０万円

それ以外の原告　　　３０万円

東京判決

2018年3月16日

避難の合理性を

H２３．１２まで認めた原告　　　　　　　　　　　７０万円

H２４．８まで認めた原告　　　　　　　１１０～１９０万円

H２５．３まで認めた原告　　　　　　　１６０～２００万円

横浜判決

2019年2月20日

妊婦・子どもの原告　　１００万円

避難した養育親の原告　　６０万円

上記以外の原告　　　　　３０万円

松山判決

2019年3月26日

子どもの原告　　８０万円

成年した原告　　５０万円

名古屋判決

2019年8月2日

妊婦・子どもの原告　　１００万

それ以外の原告　　　　　６０万


