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司会：西川孝純企画委員（共同通信特別編集
委員） ただいまより、東京電力福島第一原発
が立地している福島県双葉地方の町村会および
町村議会議長会の皆様の合同記者会見を始めさ
せていただきます。 

初にご出席の皆様方をご紹介いたします。 

初に、町村会長を務められております遠藤
雄幸・川内村長さん。 

同副会長の井戸川克隆・双葉町長さん。 

理事及び監事の草野孝・楢葉町長さん。 

馬場有・浪江町長さん。 

山田基星・広野町長さん。 

松本允秀・葛尾村長さん。 

鈴木茂・大熊町副町長さん。渡辺利綱町長の
かわりにご出席でいらっしゃいます。 

遠藤勝也・富岡町長さん。 

議長会の方々をご紹介いたします。 

坂本紀一・広野町議会議長さん。 

石田忠文・大熊町議会議長さん。 

松本幸英・楢葉町議会議長さん。 

猪狩利衛・富岡町議会議長さん。 

松本政男・葛尾村議会議長さん。 

遠藤幸男・川内村議会議長さん。 

清川泰弘・双葉町議会議長さん。 

それと、福島県選出参議院議員、現在は民主
党の災害対策本部長もお務めになっております
増子輝彦議員にもご同席いただきました。 

ご承知のように、双葉地方は今回の大震災と
原発事故で多大な被害と苦難を強いられており
ます。 

皆様、先ほど総理官邸におきまして、菅直人
総理にその実情を訴え、緊急要望書を提出した
ところでございます。その内容と現状に対する
認識、それから今後の復興への取り組みなどに
ついて、本日はお聞きしたいと思います。 

初に、代表の遠藤雄幸会長から、総理との
会談の内容を含めまして、代表でお話ししてい
ただき、その後、それぞれの町長さんから一言
ずつ、実情をお聞かせいただきたいと思います。 

「悔しい」のひと言―― 
一刻も早い収束と最大のサポートを 

遠藤雄幸会長・川内村長 一言でいえば、と
ても悔しいなというのが第一です。これは総理
との会見ではなくて、いま我々が与えられてい
る試練についてですけれども。 

なぜかというと、ほんと一瞬の震災、一瞬の
原発の事故によって、それぞれの地域に住む人
たちの人生が変わってしまう。あるいは、その
地域の将来が変わってしまうということです。
双葉地方は、確かに原発と共存をしております。

が、きれいな海や緑豊かな森にも恵まれている
地域でありまして、そういう面では、それぞれ 8
カ町村がポテンシャルを生かしながら、いまま
で地域づくりを進めてきました。しかし、この
ような状況の中で将来がみえてこない。こうい
う中で、非常に悔しいなというのが、今度の事
故の第一の感想であります。 

避難生活が間もなくひと月になります。こう
いう避難生活を続けていくと、それぞれの避難
先でお世話いただいているボランティアや自治
体の住民の人たちの温かい心にも触れているの
も事実であります。そういう温かい心に支えら
れながら、何とかここまで避難生活を続けてこ
られたのかなと思っております。 

そういう意味では、お世話していただいてい
る、気遣いをしていただいているそれぞれの関
係者の皆さんに、心から感謝を申しあげたいと
思います。 

きょうは被災して初めて総理大臣にお会いす
ることができました。とても勇気づけられる言
葉をいただきました。それは第一に、いまの原
子力発電所の状況を安定な状況に持っていくと
いうようなことを話されております。我々も、
まずどんな手だてをしても、どのような方法を
しても、全力で、一刻も早く、いまの原発の状
況を安定した状況に持っていってほしい、とい
うのを、まず要望させていただきまして、菅総
理からも全力を尽くすというような言葉をいた
だきました。 

それから、それぞれの避難生活を今後続けて
いく上で、将来が見通せないというところが避
難者にとってはとてもつらいことであります。
なかなか光がみえないというところが避難生活
を続けていく上では困難だろうというところで、
いままでのそれぞれの地域の実情を訴えながら、
東京電力でしっかりと補償する、でも、できな
いところは国がしっかりと 後までサポートし
ていくよ、というようなお言葉をいただきまし
た。農林業、それから畜産、それから地場産業、
製造業や建設業もあります、あらゆるものにつ
いて、国の責任のもとで再生をしていく、その
サポートをしていくというようなことをおっし
ゃっていただきました。 

我々も、きょう総理とお会いして、これから
地元に戻って、避難されている人たちに明るい
材料を届けることができるなと、ほっとしてお
ります。 

将来が見通せないというところは、今後、我々
においても、どのように避難者を説得していく
か、理解していくかが 大のポイントだと思っ
ております。それぞれ離れ離れになっている 8
カ町村でありますけれども、避難者をしっかり
とサポートしながらも、今後、新たなステージ
に向けた力強い一歩を踏み出していかなければ
ならない、と思っております。安定して、そし
て復興に向けた一歩を、きょう改めて確認し合
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いまして、そして前に進んでいこう、と決意を
したところであります。 

いまだ不明者の捜索もできておりません。ま
してや遺体がどうなっているのかということも、
収容できておりませんので、関係者にとっては
いたたまれない状況にあります。なかなか捜査
に入れない環境でありますので、こういうとこ
ろを一刻も早く、あらゆる力をいただいて、収
容者、不明者の捜索に当たってほしいと願って
おります。 

皆さんのお力添えをお願い申しあげまして、
冒頭のあいさつにかえさせていただきます。よ
ろしくお願いいたします。 

埼玉県加須市での挑戦続く 

井戸川克隆・双葉町長 皆さん、こんにちは。
もう双葉町は、多くの皆さんに知られることに
なりました。元来、小さな町でありました。そ
して、平穏に過ごしておりました。その中にあ
っても、原発所在町の中で、日本で唯一財政的
に困難な町になっておりました。そんな汚名を
はらすべく、一生懸命、日夜頑張ってきたわけ
でございます。平成 22年度でその汚名も返上し
ようかという矢先にこのようなことになりまし
て、いままでの積み上げに対して、いま、じく
じたる思いでございます。 

いまご紹介がありましたように、埼玉県に町
の組織を移動して、まさに一日一日が新しい歴
史の中で推移しております。過去のデータも何
もない中で、歴史をつくりながら、いま新たな
ことに挑戦をしております。私どもの地域がワ
ールドなニュースソースの現場になってしまっ
たことは、本当に残念でございます。しかし、
これを毎日毎日引きずっていくわけにはいきま
せんので、やはり現実をちゃんと受けとめて、
これからの双葉町のまちづくり、新たな挑戦で
すが、しっかりと町民に対して安全、安心を与
えるようなまちづくりをしていきたいと考えて
おります。 

幸いにして、地域の皆さんも含め加須市の皆
さん、埼玉県の皆さん、福島県の皆さん、多く
のご支援をいただいて、現在おります。本当に
ありがとうございます。一生懸命頑張りますの
で、よろしくお願いします。 

町民約 8,000 人全員が避難所生活 

草野孝・楢葉町長 第一原子力発電所から 20
㎞以内の全員がいま避難状況になっております。
我々の地域は、国策事業であるエネルギー政策
の立地町としまして、電源地域としまして、国、
そして原子力を持つ東京電力さんとは共生しな
がら、我々行政もまかなってまいったところで
ございます。しかし、今回は地震、そして津波、
そして原子力発電所の被曝の状況といった、踏
んだりけったりの地域になったわけです。 

私の町の人口は 8,000 近くです。避難者はほ
とんど全員、一人残らず、いま避難所（生活）
を余儀なくされている状況です。こうした中で
避難の区域は――私はいわき市に居住を構えた
わけですが――たまたまいわき市まで30㎞以内
ということで、いわき市の北外れのところまで
避難命令が出たわけでございます。そうしたこ
とで、いわき市の学校、施設、公民館などを利
用させていただいたわけでございます。4月に入
ると学校が開校になるということで、早く原子
力発電所の避難を解除するように期待してたわ
けですが、今日に至ってもこのような状況でご
ざいます。 

きょうは、総理大臣の菅さんに、我々の事情
をよく理解していただいたわけですが、「被曝
の防止は国策事業の中で取り組んでやります」
と、こう決意をいただいたわけでございます。
我々も国策事業の立地地域として非常に協力し
た中でございますから、国が責任を持ってこの
被曝を解除していただくように、お願いしたわ
けでございます。 

避難者のことをいいますと、非常に私も頭が
痛い状況です。町民と頭を並べて、いま避難に
本当に苦しんでいる状況です。こうしたことを
一日も早く解消しまして、もとの楢葉町に帰し
たい。この心情は全く変わりございません。一
日も早くこの被曝から解除されるように、皆さ
んからもお力添えをいただきたい。そうお願い
を申しあげまして、一言ごあいさつとお礼にか
える次第でございます。ありがとうございます。 

頬がこけ体が小さくなってきた町民 

遠藤勝也・富岡町長 第二原子力発電所の 110
万出力の 2基を立地し、1万 6,000 人の人口を抱
えている町であります。いままで 40有余年、東
京電力に対して、まさにリスクを背負いながら
一生懸命、信頼構築と共存共栄をしてまいりま
した。いままでは原子力発電所は絶対安全だと
いう神話を信じ切っていました。このたび地震、
大津波、そして原発事故という三重の事故に見
舞われました。地震、津波だけであれば、即復
旧工事にかかれるわけでありますが、1万 6,000
人が集団避難して、いま郡山に避難の拠点を設
けて、周辺にすべての方々がおるわけでありま
す。 

皆さんの顔つきが変わって、そして頬がこけ
て、体全体が小さくなってきたんです。そして、
毎日毎日、「町長、いつ帰してくれるんだ。も
うほんとに早く帰りたい」――そういう言葉ば
かりです。しかし、原子力発電所の事故の状況
はご案内のとおり予断を許さない。あまり悲観
的な情報を提供することは、決して心のケアに
できないことでありますから、「皆さん、必ず
帰りましょう。少しずつ、少しずつ安定しつつ
ある。だから、悪くならない、これ以上悪くな
らないから、よくなる兆しがみえているから、
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明るい希望を持って、その日を待とうじゃない
か」。 

当町は、大津波で約 100 戸が流されました。
行方不明、死亡者が 15人以上おります。そして
また私も－－500 年の歴史をたどっていくと、こ
のような災難はなかったのですが－－大津波で
家屋敷を一気に流されました。そこで町民に、
こう呼びかけています。「皆さん、みんなで帰
ろう。荒廃した町をもう一度みんなで手を合わ
せて、ゼロから、あるいはマイナスからプラス
にして、もとの明るい、伝統あるすばらしいま
ちづくりを、みんなで手をつないでやろうじゃ
ないか。皆さん方は家があるからいいんだよ。
私はない。でも、1カ所はある。それは役場。早
く役場に行って、早くまちづくりを立ち上げた
い」。そう言って、町民を激励しております。 

しかし、原子力発電所のこの事故は、1基でな
くて 4 基も事故が多重化しています。こういう
ことは、世界で初めてでしょうが、我々も想定
外です。我々はいままで、原子力発電所と共存
共栄して地域振興を図って、交流人口や定住人
口、あるいは教育人材育成でまちづくりをして
きました。それなりに発展して、人口増加のほ
うに持ってきました。一気にすべて、ハード、
ソフト面のまちづくりは失いました。でも、一
日も早く収束、終焉していただいて、これから
新たに我々のまちづくりを、本来の日本人の大
和魂をここで発揮しようじゃないか、とみんな
に訴えて、どん底からはい上がろうと約束して
おります。 

だから一日も早く、この事故の状況が安定し、
平穏し、そしてまた帰れるような状況がみえて
くることを願っております。今後とも皆さん、
ご支援ください。ありがとうございました。 

とにかく一時帰宅させてほしい 

鈴木茂・大熊町副町長 町長が本日、役場庁
舎の移動場所で役場の開所式を行っております
ので、私がかわりに来ました。 

大熊町も今回被災を受け、きょうで 25日の避
難生活を送っております。これにつきましては、
隣町の田村市、そして大野町、三原町、そして
郡山市にお世話になっておりました。避難地が
全部で 18カ所ほどありました。これらをまとめ
ていくためには、並大抵ではできません。それ
らをどうにかしたいという考えを持ちまして、
会津若松市にお願いいたしまして、そちらに第
二次避難した次第でございます。昨日で約 2,100
名が避難させていただきました。町としまして
は、今後、役場の機能を再起動させなければな
らない。それに対しては、ある程度の施設も必
要だ。そういう形で、若松市の第二分庁舎をお
借りしまして、そちらに本日立ち上げた次第で
ございます。 

そして、また避難民の方々を一元化して集約
を図りたいという考えを持ちまして、若松市さ

んにお願いしまして、現在、まだ第一次の避難
地に約 300 名ほど残っておりますけれども、そ
れらの方々に対しても、今後、若松市のほうに
おいでいただくように勧めている段階です。 

また、町民の方におきましては、まず教育問
題が父兄さんからございました。それらをどう
しても 4 月に立ち上げたい。その結果、若松市
内から小学校、旧小学校を2つほど借りまして、
約 340 名程度の生徒さんですが、小学校、中学
校、そして幼稚園関係を一緒にして教育をする。
現在、4月中旬に開校するために鋭意努力してい
る次第でございます。 

私どもも、町民の皆さんも、身体的、そして
肉体的にも大変疲れております。先ほど富岡の
町長さんも申しあげましたが、一日でも早く帰
りたい。いつ帰していただけるのか、それは本
当に切実にみんなが考えているところでござい
ます。 

町としても、「それでなければ、一回家に帰
してください。我々はバスに乗ってきただけで
あって、着の身着のままで来ました。どうして
も貴重品、あるいは必要な品物が家に置いてあ
るので、一時帰宅させていただきたい」という
ことを言いたい。ところが、私どものところは
放射線が高いものですから、どうしてもできな
い状況で、現在のところおるわけでございます。 

きょう、菅総理大臣も、もし線量が落ちれば、
それも可能性がある、というような話をしてお
りました。そういうことで、いま町民は、まず
みんなで力を合わせてやっていこう、という段
階です。みんなの一つの目標、希望に向けてや
っている段階でございまして、町あるいは議会、
そして町民の方々、力を合わせてやっていくつ
もりでございますので、今後ともご支援のほど、
お願い申しあげまして、あいさつにかえさせて
いただきます。ありがとうございました。 

一刻も早く行方不明者の捜査活動を 

馬場有・浪江町長 本日は、双葉郡の 8 カ町
村長並びに議会議長会の皆さん、菅総理、そし
て担当大臣に、私どもの避難の思いを語らせて
いただいてまいりました。皆さん、大変避難所
の生活を思っていただいて、本当に熱い答弁を
していただきました。が、残念なのは、やはり
原発事故が収束していない、そういう状況の中
で、私ども、一日も早く収束をしていただきた
いという思いを強く語ってまいりました。 

先ほど、遠藤雄幸会長さんのほうから、菅総
理のお話を聞きました。安定化に入っていると
いうようなお話ですが、これを信じるしかない
のです。私どもは現場に行く手はずがありませ
ん。私らは避難所の中で国のやっていること、
事業者がやっていることを見据えて、そして、
それを信頼し切って、今後の生活基盤あるいは
町に戻ったときの状況を考えていかなければな
らないと思っております。けれども、私の町は
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太平洋に面しておりまして、請戸、中浜、両竹、
棚塩地区に 630 棟もございました。それがすべ
て津波によって流されまして、現在、行方不明
の方がたくさんいらっしゃいます。その中で、
この危険区域の中に入って、どうしても一日も
早く捜索をしたいということでありますけれど
も、放射線の濃度の関係がよく開示されており
ません。 

したがいまして、総理には、10 ㎞圏内にも入
っていただいて、放射線量をはかっていただき
たい。安全になるのであれば、捜索活動あるい
は遺体の回収といいますか、安置をしなければ
ならないときも来るというふうに思っています。
そういうことで強く総理には申してまいりまし
た。できるだけ早くここに入って、捜索活動と
行方不明者の安否をやっていきたいなと、いま
は思っています。 

ただ、残念ながら、昨日、濃度の高い 10ミリ
シーベルトの放射能が出ました。非常に高い線
量であります。その大気汚染が何とか線量が少
なくなって、現場に入れるよう、いまは望んで
おるところでございます。 

避難者の皆さんはいま、大変窮屈な思いをし
て生活をしておりますけれども、みんな同じ状
況の中で、歯を食いしばって頑張っております。
そういうことをきょうのこの記者クラブの皆さ
んにさらなるご支援をいただいて、励ましをい
ただきたいと思います。 

また、この放送を聞いている浪江町民の皆さ
ん、一生懸命、生き抜いて頑張ってまいりまし
ょう。一日も早く帰りましょう。皆さん、よろ
しくお願いします。以上です。 

復旧に絶対的な支援を期待 

山田基星・広野町長 遠藤会長はじめ、皆さ
んからすべての話が出たのかなと思っておりま
す。私からは、今後、すべての復旧作業におい
て、絶対的な支援をお願いしたい、ただその一
言をお願いしたいと思います。ぜひ皆さん、支
援をよろしくお願いいたします。以上でありま
す。 

全国からの温かい支援に感謝 

松本允秀・葛尾村長 私の村は阿武隈山系に
属しておりまして、役場の所在地で 450ｍぐらい。
今度の地震による被害、あるいは津波による被
害はありませんでした。それで、津波による避
難者を各町村から 200 名ほど受け入れておりま
した。が、14 日になって、どうも発電所の状況
がおかしくなりまして、線量も、役場周辺では
低かったのですが、地域によっては 120 シーベ
ルトですか、高い値を示しましたので、危険を
感じて避難をいたしました。福島、会津の 4 地
区に、村民だけでも 460 名ぐらい。それから他
村の避難者と一緒に避難しておりますので、そ

の数が 200 名ぐらいおりましたが、それぞれが
各町村の指示によって、いまそれぞれの避難所
に帰られておる方もおります。 

各避難所で温かく迎えていただきまして、本
当に物資も整っておりまして、避難している住
民は、現在では安心して生活しております。で
も、今後の生活のことを思うと、本当に大変な
思いで、これからの避難生活を強いられていく
のだろうというふうに思っております。 

一日も早く安定した状態になりまして、一日
も早く村に帰りたい、それが村民の願いであり
まして、一日も早くその日が来ることを願って
いるところであります。 

また、今回の災害に対しましては、本当に全
国各地から温かいご支援、励ましの言葉をいた
だいておりますことを、この席をおかりいたし
まして、心から感謝を申しあげます。我々も頑
張りますから、今後ともご支援のほどよろしく
お願いを申しあげまして、一言あいさつにさせ
ていただきます。よろしくお願いいたします。 

司会 8 町村の代表の皆様から、大変悲痛な訴
えがございました。本来なら、議会議長さんに
も一言ずつお願いしたいのですが、時間の制約
もございますので、どうしても一言いいたいと
いうことですので、楢葉町の松本議長さん、ど
うぞ短めにお願いできれば幸いです。よろしく
お願いいたします。 

最終的には国がすべての責任を 

松本幸英・楢葉町議会議長 先ほど、総理と
の会見に臨みまして、ちょっと要望したい件が
ありましたが、時間の制限がございまして、か
ないませんでした。しかしながら、総理からは、
この災害に対しまして、 終的には国が責任を
持つというような言葉をいっていただきまして、
大変心強く思っているところであります。 

我々前線にいる者としましては、さらにこの
災害の補償、支援、すべて国が責任を負うので、
避難している皆さんにおかれましては安心して
避難してくれ、というような言葉を総理の言葉
として発していただきたい、とお願いをしたか
ったわけでございますので、よろしくお願いを
いたします。以上でございます。 

＜質疑応答＞ 

司会 ゲストの皆様は一刻も早く、それぞれ
の地元にお帰りになって復興に当たられるとい
うご予定がありますので、時間の制約がござい
ます。いまからご質問を受けたいと思います。 

質問 浪江町の町長さんにおうかがいします。
東京電力からお見舞金の提示があったと思いま
すが、それに対してどう思われるかを教えてい
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ただきたい。 

見舞金より避難民への謝罪が先 

馬場・浪江町長 確かに提示はございました。
しかし、避難所の方々に謝罪をしないで、お見
舞金という話はないと思っています。さらには、
町がお見舞いをもらうのではなくて、町民一人
一人がもらう筋合いのものだと私は解釈をいた
しております。ですので、2,000 万円の提示額に
対してはお断りをいたしました。 

質問 その提示金は、十分だと思われていま
すでしょうか。それともう一つ、東京電力に対
して何を求めますか。 

馬場・浪江町長 その 2点ですね。1点目の金
額については、それは十分ではない。これだけ
避難民の人が苦しんでいるわけですから。残念
ながら、いままで築いてきた財産というものを
全部パーにした、ゼロにされたという思いがご
ざいます。 

2つ目の点は、役場機能を、臨時役場として3
月16日に二本松市の東和支所に設置をしており
ます。そこでは、避難所の方々のお世話をする
のが精いっぱい、安否確認をするのが精いっぱ
いです。そういう中で、人的資源が、マンパワ
ーがないんです。したがって、東京電力には、
マンパワーを出してくれ、という要請をしまし
たが、なかなかこういう状況では出せなかった
ということですね。やっていただきたかったの
は、マンパワーの応援、支援ということであり
ます。以上です。 

質問 見舞金の話が出ました。首長さんの中
には、もらったというところもあると思うんで
すけれども、簡単で結構ですので、考え方をお
話しいただけませんでしょうか。 

見舞金と損害賠償は別 

遠藤（雄）川内村村長 私のところは人口約
2,900 であります。見舞金をいただきました。見
舞金と損害賠償は別だというふうに認識してお
りますし、これは避難者のために、当然使って
いくという考えであります。 

司会 それぞれ町長さん、一言ずつ、いまの
質問についてお答えいただければありがたいと
思いますが――基本的には、いまの回答と同じ
だということでご了解いただけますでしょうか。 

質問 今回の東日本大震災に関する緊急要望
は、具体的に何を要望されたのか、改めて、簡
潔にうかがえればと思います。 

 

特別法設置と雇用の創出、住宅の確保 

遠藤（雄）川内村村長 今回の震災は、現在
の法規制の中ではなかなかカバーできない部分
があります。ですので、特別立法を、超法規的
な部分で国の責任で特別法を設置して対応して
いただきたいということです。当然、この中に
は補償問題も含まれております。 

それから、長期化する中で、生活基盤である
雇用の創出、さらには住宅の確保ということも
早急にお願いをしました。 

それから、事業所内の就労されている、ある
いは事業を営んでいる人たちの補償もしっかり
やってほしいということもあります。 

また、避難先での子どもたちの就学の場につ
いても、万全を期してほしいということであり
ます。 

さらに、被災されている地域の防犯対策です。
それぞれ家を後にしていますので、留守の家が
非常に心配であります。こういうところの防犯
をしっかりとしてほしいということです。 

先ほど、浪江町長もいいましたけれども、不
明者や遺体の収集を早急に行ってほしいという
こともあります。 

避難者の第一の要望でありますけれども、20
㎞圏内においても、一時帰宅を認めていただき
たいということもお願いをしてきました。 

今後、僕らは必ず帰るというふうに思ってい
ます。帰ることができると信じております。そ
のために、地域のインフラ整備、道路網を含め
て――通信網はいまずたずたでして、使えない
という状況でありますから――こういうことも
同時並行的に早急に進めてほしいということを
お願いしてきました。 

質問 先ほどの国が補償してもらいたいとい
ったところですが、「できないところは国がサ
ポートしていくという言葉をいただいた」とお
っしゃったと思うんですけれども、これは東京
電力がサポートできないところを国がサポート、
補償していくということなんでしょうか。 

東電ができない補償は国がサポートを 

遠藤（雄）川内村村長 そうです。損害賠償
は、東京電力が第一義的に当然やらなくちゃい
けないだろうと。それでも不可能な場合は、こ
れは国がしっかりとそれを補償する。そういう
ことで、菅総理からも、 終的には国が責任を
持つよ、というような言葉をいただきました。 

質問 今回、こういう原発の事故があって、
今後、原発について、町としてはどのように考
えていらっしゃるのか。一部に廃炉の話も出て
おりますけれども、第二原発もあります。今後、
どういう形で原子力について要望を出していか
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れるのか、お考えを聞かせてください。 

1～4号機の廃炉は当然 

遠藤（勝）富岡町長 福島県原子力発電所所
在町協議会の会長を仰せつかっております富岡
町長の遠藤でございます、私が代表して申しあ
げます。 

第一原発の 1～4号機については、まさにこれ
は廃炉というお話がありますが、当然だと私も
思います。第一の 5、6号機についても、いろい
ろな議論はあろうと思いますが、これも地元住
民、福島県民、あるいは国民世論等々を考える
と、なかなか運転再開については、かなり至難
であろうと思います。 

第二原発については、いまのところ、平穏、
安定、いわゆる冷温、安定と申しますか、そう
いう状況の中であります。ただ、この第二原子
力発電所についても、大変難しい状況にあると
思います。 

と申しますのは、今回の大津波の中で、すべ
て冷却機能が麻痺したわけであります。ですか
ら、この現在の発電所そのものでは運転再開は、
おそらく地元も、あるいは福島県民も、ひいて
は、さっき申しあげました国民も世論もすべて、
おそらく厳しい考え方になると思います。 

しかし、地元で原子力発電所に就労している
方は、我々双葉地方周辺だけで 1 万人もおるわ
けであります。生計はすべて原子力発電所に頼
ってきた地域でございますので、この地域につ
いては、中期的な考え方で議論を重ね、そして
またこれについての結論は今後、いろんな面で
長期間かかるのであろうと思います。ですので、
この点については、あまり内容に入ってコメン
トはできないと思いますので、この程度にさせ
ていただきたいと思います。 

質問 全国のほかの原発もそうですけれども、
設立時には、まず地元の町議会がもろ手を挙げ
て歓迎するといったような決議をして受け入れ
を決めているわけですね。大熊町の場合も双葉
町の場合もそうでした。けれども、ああいった
決議について、いま、どのようなお考えを持っ
ているか、お聞かせください。 

「安全」という信頼のもと国策に貢献 

井戸川・双葉町長 お答えいたします。原子
力発電所ついては、やはり国策であるというこ
と、そしてまた、この皆さんの頭上にある電気
を供給しているという自負がございました。そ
れはやはり安全であるという信頼のもとに推進
したわけでございます。 

今回、このような事態を当時は全然想定もで
きませんでした。津波の大きさというのも全く
想定できない中に、私どもは国策に貢献すると
いうような自負のもとに決定をしたような経緯

がございます。ですので、いま、それをどうだ
ったのかというふうに聞かれますと、正直、答
えに苦慮するようなことであります。 

ただ今後、東京地域の大停電が予想されます
ので、そのときには、やはり国民あるいはユー
ザー全体で原子力発電所というものを考えるべ
き時期に来ているのではないかな、そんなふう
に考えております。 

司会 その点について、ほかの町長さん、な
いし議長さん、もしコメントがあれば…。よろ
しいですか、いまのコメントで代表されるとい
うことで。 

質問 増子さんにお答えいただきたいのです
が、経産副大臣もお務めになられて、原発推進
というお立場に立たれたこともありますね。そ
んな中で、地元選出の議員さんとして、改めて
地元としての思いと、原発の今後についての個
人的な見解でも結構なんですが、お話をお願い
します。 

想定外を想定しなければいけなかった 

増子輝彦議員 いまのお話のとおり、1 年間、
経済産業副大臣を務めて、原子力政策、エネル
ギー政策を推進してまいりました。その原発に
ついては、前提はあくまでも安全・安心・信頼
の確保が絶対的な条件だ、これを一番確保する
ために、私どもは努力をしてまいりました。 

今回のこの事故については、想定外のものが
起きてしまったということで表現されますけれ
ども、私はやはり、想定外のことを想定しなけ
ればいけなかったんだろうと思います。はっき
り申しあげて、私個人としては本当に申しわけ
ない気持ちでいっぱいでございます。 

ですから、今後、原子力政策をどうするのか。
日本のエネルギー政策の中で、原子力政策がど
う位置づけられていくのか。経済活動、国民生
活をどのようにこれから変えていくのか、ある
いは進めていくのか。原発というもののあるべ
きものも当然検討されるのだろうと思います。 

ただ現時点で思うことは、今回の事故を契機
に、福島第一、第二で10基ございますけれども、
ほかに 44 基ございます。この 44 基の安全・安
心確保というものについて、国がしっかりとい
ままで以上の安全というものを確保するために、
すべてここに一点集中をしていかなければいけ
ないのだろうというふうに思っています。 

今回、福島原発でこのような事故が起こって
しまったことは、先ほど申しあげたとおり、申
しわけないという気持ちと同時に、私自身も大
変悔しいし、この問題については本当に残念で
あります。 

ただ原発そのものについて、世論調査をみる
と、8割ぐらいの方がもう絶対反対という結果が
出るのかなと思っておりましたところ、意外と
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原発容認の方もいらっしゃるということに驚い
ています。けれども、今後のことについては、
いま、井戸川町長さんがおっしゃったようなこ
とも含めながら、私も政治家の一人として、こ
の原発というものを、もう少し立ちどまって考
えていきたいなというのが現在の心境でござい
ます。 

質問 双葉町長と富岡町長の 2 人におうかが
いしたいんですが、いまの関連で、将来的に、
もし再び安全は確保されたということが宣言さ
れた場合、再稼働を望まれますか。もしくは、
町民はどうお考えになると、いま現時点でお感
じになっているでしょうか。 

現時点ではすべてに“アレルギー” 

遠藤（勝）富岡町長 大変難しい質問でござ
います。いまの現状では、なかなか満足するお
答えができないかもわかりません。けれども率
直にいって、おそらくいまの状況では、地元町
民も、原子力に対して、すべてがアレルギーだ
と私は思っています。また、例え安全を確保し
たとしても、発電所があることによって若い人
たちが果たして定住するかどうか。これは私も
非常に不安を持っています。あるいは逆に流出
現象が出てくるのかなとも。ましてや交流人口
というものも全く成果が上がらなくなるだろう
というふうに思っております。 

ただ、先ほども申しあげましたが、第二原子
力発電所は冷却装置が、一応仮設的なもので機
能しています。ですから今後、増子先生からも
お話しがありましたが、見直しとかがどうなる
か。想定外のものがあったとしても、完全に対
応できるような設計の見直しとか、そういうも
のがあって、それを住民がどう判断を下すのか。
住民の判断と、それから県民等々のコンセンサ
ス。これはなかなか難しいかもしれませんが、
その辺について、十分議論を検証していかなけ
ればならないと考えております。 

一地域を越えた国民的議論が必要 

井戸川・双葉町長 この問題はまさに議論を
避けて通れない問題だというふうに考えており
ます。私どもは、首都圏の電力の約 30％を賄っ
ているという自負でおりました。けれども、果
たしてこの自負が、当地域の方々から本当はど
のように受けとめられていたんだろうかという
検証もしなければなりません。 

そしてエネルギー問題は、これは国防に匹敵
するぐらい大事な問題であります。代替エネル
ギーがあれば、それはそれでいいと思いますけ
れども、その行方によっては議論がいろいろと
分かれてくると思いますので、いまは、そこま
で私どもは踏み込んだ判断はしておりません。
ただただ住民対応、そして行政機能の確立のた

めに日夜頑張っておりますので、再開に当たっ
ては、国民的な議論やいろんな階層の議論を踏
まえて、日本としてエネルギーをどういうふう
に持っていくんだという議論の中で進めるべき
で、一地域だけで進めるものではないと思って
おりますので、広く議論をしていただきたいと
考えております。 

質問 町長の皆さんたちの、一日も早く帰り
たいという気持ちが非常に胸にしみてまいりま
す。きょう菅首相のほうから、そのことについ
てお話があったのでしょうか。どの程度待った
ら状況の変化があって、場合によっては帰れそ
うなのか。ニュアンス的にも政府側からそうい
う表示があったかどうかについて、まず一つお
うかがいします。 

もう一つは、現実問題としていえば、一日も
というレベルじゃなくて、非常に酷な言い方を
しますと、数カ月レベルの月数がかかるという
ようなことも発信されていますし、場合によっ
ては年単位もあり得ると思うんですね。 

そうなった場合、いずれ帰れるにしても、そ
の間、どういった覚悟で、町民を率いて耐え忍
ぶのか。あるいは新しいまちづくりをしていく
のか。相当大変なことだと思うんです。その辺
について、こうしたいというものがある町長さ
んがおられれば、ぜひコメントをお願いいたし
ます。 

ばらばらになったコミュニティーの維持 

遠藤（雄）川内村村長 初の質問でありま
すけれども、総理からは、明確にこの時期とい
うようなことはございませんでした。ただ、い
まの置かれている原子力発電所の状況について
は、不安定の中の安定、より安定化に向けて全
力を尽くすというようなお言葉でございました。
これが一刻も早くそういう状況にならないと、
我々、帰りたいと思っていても、当分難しいだ
ろうというふうに思っております。 

それと、数カ月単位、あるいはひょっとした
ら数年というようなご質問でありすけれども、
ただ、いま私たちの頭の中には、将来がみえて
こないということは、とりもなおさず原子力発
電所が安定しないというところでありまして、
今後、やはりばらばらになった自治体、どうに
かして地域のコミュニティーを維持していくた
めに、どうエネルギーを費やしていくかという
ところが大きな問題だなというふうに思ってお
ります。 

小さな村でありますけれども、それだけに村
民同士のきずなといいますか、つながりが強い
村でありましたので、私は、どこにいようとも、
川内村村民であるというような村民の思いは、
しっかりと今後とも続いていくというふうに思
っています。ですので、帰れれば即新たな村づ
くりに、村民の協力を得ながら進めたい。そう
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いうふうにできると私は思っております。 

質問 東京電力の責任はもとより、国の責任
は大変重いものがあると思いますが、皆様も村
民の暮らし、安全を守る立場におられる方だと
思います。そうした立場の中で、今回のような
事件が起きたということは、確かに小さな町に
原発という大きな問題を押しつけてきた、いま
のいろんな問題があると思います。が、そうし
たことを遂行していく中で、さまざまな懐柔工
作といいますか、地元の支持を取りまとめるた
めのいろんな手だてがあったと思います。そう
いうことに対して、いまの時点で、非常に悔し
いということをいわれた方もいますが、いまと
なっては、そうした中で、原発を一緒に推進し
てきたお立場をどんなふうにお考えになってい
るんでしょうか。聞くのも非常に心苦しいこと
ですが、やはりそういう問題を村民、あるいは
町民と語るとき、どういうふうにお考えになっ
たらよろしいんでしょうか。 

過去の反省と新たな双葉町づくり 

遠藤（雄）川内村村長 答えになるかわかり
ませんけれども、やはり急激な地域振興は今後
望めない、あり得ないというふうに思います。
例えば原発を誘致することによって、地域の雇
用の場が創出されたり、あるいは地場産業にと
っても、いろんなセーフティーネットが確立さ

れたりしてきたことは事実であります。けれど
も、今後は緩やかな、ある面では原子力発電所
に頼らない双葉地方を目指さなければいけない
のではないかな、というふうに思っております。 

そういう過程で、我々の先人が原子力と共存
していくという判断をしてきたわけですけれど
も、ここは村民あるいは町民の皆さんに、そう
いう歴史をしっかりと伝えていかなければいけ
ないし、今後、村づくり、双葉地方づくりをど
うしていくかということも明確に示していかな
ければいけないのかなと思います。 

非常に難しい、我々に与えられた一つの過去
の反省点も踏まえて、今後どうしていくかとい
うことも示していかなければいけないというふ
うに思っております。 

司会 いま 後にご発言いただきました町村
会長の遠藤村長さんより、きょうの会見に先立
ちまして、代表して揮毫していただきました。
「必ず戻る！」――こうお書きいただきました。 

皆さん、その思いを胸にしていただいて、一
刻も早くこの原発事故が収束して、住民と皆さ
んと力を合わせて、復旧から復興、さらに新し
い創造へと、市町村の繁栄を祈りつつ、我々マ
スコミも含めて、国民が心を一つにして、この
大震災を乗り切ることが必要かと思います。 

時間も参りました。これで本日の会見を終わ
らせていただきます。ありがとうございました。
頑張ってください。 

 


