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序章 

 

 「早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクト（以下「法務プロジェクト」とい

う。）」(現代表・大学院法務研究科教授、須網隆夫)は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災発

生の直後に誕生した。早稲田大学本部は、未曽有の大震災に対し、大学が、震災からの復興

に直接貢献することを目指し、学内に広く復興に係る研究プロジェクトを立ち上げるよう

呼びかけるとともに、震災復興を目的とする実践的研究プロジェクトに研究資金を提供す

る制度を創設した。法務プロジェクトは、早稲田大学法科大学院・法学部の法学教員有志が、

この呼びかけに応えて、立ち上げた研究プロジェクトである(初代代表、浦川道太郎法学部

教授・当時)。そして、翌 2012 年 3 月、当時、二本松市の男女共生センターにあった浪江町

役場で、馬場有浪江町長（当時）にお会いしたことから、原発被災地の自治体への法務プロ

ジェクトの具体的な係わりが始まった。 

 法務プロジェクトは、当初から、その活動に法科大学院生を参加させて来たが、法科大学

院生は、2016 年度からは、「震災復興支援クリニック」(以下「復興支援クリニック」とい

う。)として活動し、毎年 9月に、福島での数日間の現地調査を行っている。2019 年度の調

査は、9 月 5〜7 日の 3 日間、双葉郡を中心に、法科大学院生・修了生・弁護士・教員、合

計約 30名の参加のもと実施された。本報告書は、その調査結果をまとめたものである。 

本報告書は、序章以下、次のように構成されている。第 1章は、地域復興の中核として奮

闘されている各自治体の現状と今後の課題を要約する。原発事故被害の程度によって、自治

体の現状はさまざまである一方で、事故後に住民が避難を余儀なくされた自治体に共通す

る課題も明らかとなっている。第 2 章では、2019 年度の浪江町における住民・事業者から

の聞き取りの結果をまとめる。調査の対象者は 2018 年度の調査において話を伺った方々を

主とすることで、浪江町の１年の変化・人々の気持ちの変化を把握することができるように

することを意図している。第 3章は、被災地で、地域活性化のために始まっている様々な動

きと、地域住民にとって不可欠なインフラである医療体制の現状を紹介する。被災地の復興

は、自治体だけの手によってできるわけではなく、住民・事業者自身が自己の生活を取り戻

すことによって初めて成しうるところ、震災以前よりパワフルに活動されている方々はい

わば地域の希望となっているといえる。医療についても、懸命に相双地域の医療体制を支え

ている方々がいる。合わせて、この章で紹介する。第 4章は、被災地における弁護士の活動

状況を紹介するとともに、原発事故に起因する損害にかかる損害賠償請求権（原子力損害賠

償請求権）の時効延長の問題について検討する。そして終章において、今回の調査を総括す

る。 

末筆ながら、日々の業務・生活に忙しい中、聞き取り調査にご協力頂いた、福島県双葉郡

の各自治体(広野町、双葉町、川内村、浪江町、富岡町)及び南相馬市の首長及び職員の皆様、

浪江町及び南相馬市の住民・事業者・NPO・医療関係者の方々、そして温かく迎えて頂いた

宿泊先の「いこいの村なみえ」(浪江町)と「抱月荘」(南相馬市)の皆様に、心より御礼申し



 2 

上げる次第である。 

原発事故後、間もなく 9年が経過しようとしているが、各自治体にとって復興は始まった

ばかりか、なお道半ばである。同じ原発事故の被災地でありながら、各自治体が現在直面し

ている問題は微妙に異なる場合が少なくない。しかし、各自治体の抱える困難には、個々の

自治体単独では解決が容易ではないものも多いと考えられる。本報告書が、各自治体又自治

体と住民の相互理解にいささかでも役立つ部分があれば幸いである。 
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第１章 自治体とともに考える相双の未来 

 

本章では、地域復興の中核として奮闘されている各自治体の現状と今後の課題を要約す

る。原発事故被害の程度の相違を反映した、自治体ごとの現状の相違とともに、事故後に

住民が避難を余儀なくされた自治体に共通する課題が明らかとなっている。 

 

１ はじめに(要約)  

  早稲田大学法学教員による法務プロジェクトと同法科大学院学生による復興支援クリニ

ックは、2019 年 9 月、東京電力福島第一原子力発電所事故(2011 年 3 月)（以下「原発事故」

という。）により被災した、福島県浜通り地域の現地調査を行い、特に、広野町、川内村、

双葉町、浪江町、富岡町、南相馬市(順不同)の 6 つの自治体にご協力頂き、各自治体におい

て首長又は職員の方々に対して聞き取り調査を実施した。聞き取り調査では、各自治体につ

き、震災及び原発事故による被害の実状から始まり、震災復興、特に避難指示解除後の進捗

状況と現在直面している課題、自治体の復興の方針、原子力損害賠償への考え方等について、

広く聞き取りをして、本報告書をまとめている。 

  今回の聞き取り調査により、全体として、原発事故による被害の特殊性から、共通する部

分がありながらも、自治体ごとに、原発との位置関係・距離により、放射能被害の状況は異

なり、そのため現在までの復興の状況、今後の課題も異なり、個々の自治体の状況に合わせ

た、きめ細かな対応が必要であることが認識できた。今後の復興政策の検討に際しても留意

されるべき点であろう。 

それぞれの自治体において、聞き取りにご協力頂いた方は、以下の通りである。なお敬称

は省略させて頂いた。 

 (広野町役場) 遠藤智・町長ほか職員の皆様、(川内村役場) 遠藤雄幸・村長、(双葉町役

場) 伊澤史朗・町長及び復興推進課の皆様、 (浪江町役場) 吉田数博・町長ほか職員の皆

様、(富岡町役場) 住民課・植杉昭弘課長、同志賀智彦主任、(南相馬市役所) 被災者支援

課・渡辺裕課長、原子力損害対策係係長・金子宰慶(弁護士)、同・中林順子副主査。 

各自治体には、復興業務で日夜多忙の中、首長を始め、貴重な時間を割いてご協力頂きま

したこと、重ねて厚く御礼申し上げます。なお、以下の記述では、引用した発言につき個々

の自治体名を記載しているが、担当者の個人的見解と町の正式な立場を区別しておらず、当

該自治体の正式な見解とは一致しない場合がある。その場合でも、自治体内に存在する意見

を示しているところに意味があると考える。 

 

２ 原発事故による被害  

(1) 共通する原発事故被害 

 今回の調査の対象である各自治体は、いずれも福島第一原子力発電所(以下「福島原発」

という。)の至近距離にあり、原発事故直後の避難指示により全住民が強制避難を余儀なく
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されたか、あるいは強制避難を指示されなかった場合であっても、事故による放射能被害を

恐れて多くの住民が避難を選択して自治体を離れた点において共通している。各自治体に

おいて、多くの住民が、原発事故による放射線被曝を恐れ、取るものもとりあえず自宅を離

れ、複数の避難所を転々とした後に、県内又は県外に広く分散して、数年にも及ぶ避難生活

を余儀なくされたうえ、多くの災害関連死を出してきたことは、他の被災地には見られない

特徴である。特に、避難指示の解除まで長期間を要した自治体の場合には、住民の生活を支

える様々なインフラが破壊されたために、いわば一からまちづくりを行わなければならな

かった。 

 また、緊急時避難準備区域に指定された広野町(指定は、2011 年 9 月末に解除)を除く各

自治体は、避難指示に関連して、空間放射線量を目安にして、自治体内が複数の地域に区分

され(最終的に、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に編成された)、避難

指示の解除時期、原子力損害賠償において異なる取り扱いがなされたために、地域コミュニ

ティの維持に困難が生じたことも共通している。 

南相馬市では、小高区の大半は警戒区域に指定され、避難指示解除準備区域に再編さ

れた後に、2016 年 7 月 12 日に解除された。原町区は、緊急時避難準備区域に指定さ

れ、2011 年 9 月 30 日に解除された。他方鹿島区の大半は区域指定がなかった。これ

らの区域指定が、ほぼ各区の境界に沿って行われた結果、それらの線引きが南相馬市

を分断に陥らせた一因である(南相馬市)。 

 

(2) 各自治体の状況の相違 

 他方、原発事故により大気中に放出された放射性物質による汚染への政策的対応の内容

は、各自治体において必ずしも一様ではない。それは、避難指示に係る区域分けに関して顕

著であった。 

第一は、区域指定の相違である。これらの自治体は、①全域が強制避難地域に指定された

自治体(双葉町、富岡町、浪江町)、②一部だけが強制避難地域に指定された自治体(川内村、

南相馬市小高区)、③緊急時避難準備区域に指定され、避難準備に止まり強制避難を要求さ

れなかった自治体(広野町、南相馬市原町区)に区別される。①の場合、全町避難であるから、

住民だけでなく、町役場も町外への移転を余儀なくされ、③の広野町も、原発事故後 2012

年 3 月まで、町役場は自治体外に移転していた。これに対し、②の場合には、町役場・市役

所は、そのまま機能を維持できた。もっとも、①だけでなく、②・③の場合であっても、放

射線被曝の危険を懸念して、強制避難地域外からも多くの住民が自治体外に避難した。例え

ば、南相馬市の人口は、震災時 7 万人強であり、強制避難地域である小高区の人口は 1 万

2000 人に過ぎなかったが、合計 6万人程度が市外に避難したと思われる。 

第二は、避難が指示された地域の指示解除時期の相違である。各自治体で、放射性物質に

よる汚染に対して除染作業が実施されたが、汚染の程度によって、①・②の強制避難地域の

解除時期は異なっている。すなわち、広野町、川内村、南相馬市の緊急時避難準備区域の指
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定は、2011 年 9 月末に解除され、その後、除染の進行に伴い、各自治体の避難指示準備区

域・居住制限区域が順次解除されていった。川内村の解除準備区域は最も早く 2013 年 10 月

に解除された。次いで南相馬市の解除準備区域・居住制限区域が 2016 年 7 月、浪江町・富

岡町の解除準備区域・居住制限区域が 2017 年 3〜4 月、大熊町の準備区域・居住制限区域が

2019 年 4 月に各解除された。いまだ避難指示が解除されていない双葉町でも、帰還困難区

域の一部の解除が、2020 年 3 月 4日に予定されている。 

第三は、汚染の程度が深刻な帰還困難区域の有無である。未だ避難指示解除の目途の立た

ない帰還困難地域を抱える自治体とそうでない自治体がある。広野町、南相馬市、川内村で

は、既に自治体内どこでも居住が可能である。他方、双葉町、大熊町、富岡町、浪江町には

帰還困難区域が存在し、未だ避難指示解除の目途はたっていない。富岡町の帰還困難区域は

町の 15%程度であるが、福島原発の立地町である双葉町・大熊町の帰還困難区域は町の大部

分にわたり、原発の立地していない浪江町も、帰還困難区域は町全体の面積の 8割を越えて

いる。 

 

(3) 小括 

以上のような各自治体の状況の相違は、復興に向けての自治体間の協力を困難なものに

している。特に、避難指示の解除時期の相違の影響は大きい。避難指示が解除されない間は、

実際上、現地での復興の推進は不可能であり、復興に向けた動きは、避難指示の解除によっ

て実質的にスタートし、その後段階的に進行する。前述のように避難指示解除の時期は、自

治体ごとに異なり、数年の差がある。そのため、同時期に避難指示が解除された富岡町と浪

江町は別として、各自治体が同様の問題に、一定の時間差の下に順次直面していくことにな

る。 

「双葉町は帰還が最後になっている。他の町はある程度進んでしまっているので協

力して何かをしようという計画は今のところない。双葉郡には町村会があるが、8 町

村の中で帰還の時期が異なるため、それをまとめて議論するのは難しい。」(双葉町) 

これにより、避難指示の解除時期が遅れる自治体が、先行する他自治体の経験を利用でき

る反面、“双葉郡全体”として動くことができない状態が構造的に生まれ、自治体間の連携

を困難にしている面があると思われる。 

 

３ 避難指示解除後の現状  

 もっとも、少し長い時間軸で見ると、避難指示解除後の各自治体が直面する課題は、程度

の差はあれ、以下のように共通するものが多いのではないか。 

(1) 居住人口の減少 

 双葉町を除くと、各自治体の一部または全部につき避難指示が解除されているが、避難指

示解除の時期が早かった自治体では住民の帰還率が高い傾向が見られる。2011 月 9 月に、

緊急時避難準備区域が解除された広野町の帰還率は約 9 割と高く、川内村も他の市町村と
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比べて帰還率が高い。とはいえ、全住民の帰還はなしえていないことに変わりはなく、また、

避難から帰還までの時間が開けば開くほど、避難先への定着が進み、住民の帰還は難しくな

ると考えられる。 

加えて、放射能被害が第一次的には目に見えない被害であるために、強制避難地域以外の

地域からも、多くの住民が避難を継続しており、各自治体はいずれも、居住人口の減少に悩

んでいる。 

富岡町の場合も、2019 年 9 月 1日現在で、総人口 12,865 人(5602世帯)に対し、実際

の居住人口は 1107 人(8.6%)であり、居住者のうち元住民の割合は 60%前後である。 

同時期に避難指示が解除された浪江町でも、2020 年 1 月末の総人口 17,152 人に対

し、居住人口は 1,227 人(7.15%)である。 

 

(2) 超高齢化社会の出現 

 また、人口減少は、各年齢層において均等に表れているわけではない。どの自治体におい

ても、高齢者の帰還率が高く、他方、子どものいる家庭の帰還率は低く、そのため小学生・

中学生数は、各自治体で著しく減少している。 

富岡町では、町内の学校が再開したが、現在の学生数は、小学生 16名、中学生 10名、

幼稚園児 13名である。 

川内村の帰還率は約 8 割であるが、避難を継続している 2 割のうち、6〜7 割は子ど

ものいる世帯である。 

 子ども世帯の帰還率が低い原因は、放射能被害の懸念に加えて、子どもが避難先での新し

い学校・友達に慣れ親しんでいること、原発事故以前より教育環境が十分でなかったことが

指摘されている(川内村)。 

以上のような少子高齢化の結果、各自治体は、震災・原発事故前は、将来的な問題として

想定していた「超高齢化社会」に突如として直面するに至り、「超高齢化社会」がもたらす

諸問題への対応が急務となっている。例えば、帰還率の高い川内村でも、震災前は 3000 人

の人口が、現在 2700 人と 300 人減っている。その 2700 人のうち、2200 人が現在、村内で

生活しているが、この住民数は、20〜30 年後に訪れると想定していた少子高齢化が目の前

に突然出現したのと同じ状況であり、高齢化率は現在 40％を超えている。この数字は村外

にいる村民を含む全村民を対象にした高齢化率であり、実際に村に居住する村民の高齢化

率は 50％に近い。南相馬市小高区の帰還者の高齢化率も、2020 年 1 月末現在でやはり約

49.1%であり、富岡町・浪江町など他の自治体の高齢化率も高いものと推測される。 

 各自治体において、原発事故後の避難生活、その後の帰還の中で、世帯分離が進み、高齢

者だけで生活する世帯が増加し、それに伴い、従来は、家庭内で処理されていた様々なサー

ビスの需要が生じ、その提供が自治体に求められるようになってきている。 

例えば、川内村では、高齢者の買い物、病院への通院が困難となっているのに対応して、

「医療バス」制度(週に 1〜2度利用者を病院まで送る)、さらにバス停まで行けない人のた
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めに、利用者を希望する場所に送迎する「外出支援サービス」を 2017 年に開始している。 

 

(3) 生活インフラ・雇用の不足 

 原発事故後の避難、特に自治体全体の避難が長期化した各自治体では、自治体内での生活

を支える様々なインフラが破壊された。すなわち第一に、避難指示が解除された後も、生活

必需品を住民に供給していた店舗の多くは閉鎖されたままであり、居住する住民の日常生

活は、著しく不便となっている。特に、帰還者に高齢者が多いことを考慮すると、医療・介

護サービスの提供は不可欠であるが、事故以前に稼働していた医療機関の多くは閉鎖され

たままであり、再開していない。これらの不足は、帰還した住民すべてが指摘する現状の問

題点である。第二に、住民が生活を支える収入を得るための雇用の場も不足している。原発

事故により、各自治体の事業所のほとんどが事業を停止し、避難指示解除後も、事業を再開

せず撤退するところが少なくない。そのため各自治体で雇用機会が減少し、生産年齢に属す

る「若い人たちの場合、避難先で就職した仕事を辞めないと戻れない環境が出来上がってし

まっている」(川内村)。 

 もっとも、避難指示が早期に解除された自治体では、農業生産が回復しつつある。 

浪江町でも、実証実験が行われ、農業ができるという状況になってきた。そのために、

自立した農業の再建を考えると、町がどのように援助すべきか、どう調整するか、農

業の担い手として、従来の農業者ではなく、新たに参入する農業者を援助するのかと

いう問題が認識され出している。 

 

(4) 自治体財政の将来 

 震災後、各自治体の財政は、震災復興のために著しく拡大した。震災復興のための財政拡

大は、あくまで一時的な措置であり、今後、自治体財政を、通常時の状態に落ち着かせる必

要があることは当然認識されている1。 

川内村では、震災前の年間予算 27〜30億円が、震災後、その 3〜4倍の 90〜100億円

として推移してきたが、2018 年度は 50億円、2019 年度は学校建設のために 80億円

と予算が減少しつつあり、「復興の反動」とも言える影響がある。福島県では、18才

まで医療費は無料である。これは緊急的な制度であり、帰還率を上げるために、教育・

医療・生活支援を充実させるために始めたが、震災後の非常時を前提とした制度設計

であり、持続性はなく財源も今後厳しくなる。 

もっとも、復興が道半ばである現状において、様々な特別措置が打ち切られることを各自

治体は心配している。 

地方交付税は、国勢調査により判明した人口を基に配布される。震災後、被災地の人

口は減少しているので交付税も減額されるべきところ、特例で震災前の人口で計算

 
1 法務プロジェクトでは、2017 年 2 月に、被災地自治体に関するシンポジゥムを開催し、被災

地自治体の今後の財政についても議論した。 



 8 

された交付税が交付されている。600万円以下の所得の家庭は、医療費・介護費も減

免され、被災地は高速道路料金も減免されている。これらの措置がいつまで継続され

るか首長は懸念している(川内村)。 

 

４ 復興のための自治体の取り組み  

(1) 復興とは何か 

各市町村によって原発事故の被害・影響が異なり、また住民が避難を継続する者と帰還す

る者に分かれている状況の下で、何をもって「復興」と考えるかは、一概には決められない。

法務プロジェクトの聞き取りに対し、広野町・遠藤町長は、「復興」を「住民が幸せになる

こと」と定義し、その上で、住民の復興は、帰還した住民がどのように考えるか次第である

が、広野町は、「町の復興」のために、戻ってきた住民の生活を支える様々な施策を行って

いると述べられた。富岡町も「町として、人がいること」を復興と捉え、そのための施策を

積極的に行なっている。このように、各自治体が、それぞれ「復興」とは何かを模索しなが

ら、住民の個々の要請に応えるために、様々な施策を進めている。 

 

(2) 人口減少への対策 

 避難指示が解除されても、避難先での新たな生活を開始し、また除染後も残る低線量被

曝・原発廃炉作業の安全性に不安も感じている住民の多くは、帰還を選択していない。こう

した傾向は、特に最近まで避難指示が解除されなかった自治体で顕著であり、これから避難

指示が解除される双葉町も、避難指示解除後、町民の帰還がどれほど進むのか懸念している。 

そのために減少した人口を回復することは、各自治体にとって最大の課題であり、まずは

避難した住民の帰還を支援するために、様々な取り組みがなされている。 

富岡町は、帰還者、町内居住者への助成制度として、定住促進のため、住宅取得経費

の 15%又は 300万円のいずれか低い額を助成、子育て世帯への奨励金として町内の自

宅又は災害公営住宅への引越し費用補助、家庭用防犯カメラ設置の補助金、長期避難

により管理が困難な住宅の住宅清掃費、鳥獣被害防止のための侵入防止策購入費の

補助などを行なっている。 

川内村も、村内の住宅建設を促進するために、富岡町と同様、住宅建設に補助金を出

し、4 年間で 50軒の住宅が新築された。 

住民の帰還が早期に開始された広野町でも、①医療費の減免措置の継続、②プレミア

ム商品券の発行、③高速道路無料化を行なってきた。 

 特に、子どもは地域にとっての宝であり、活力の源であって、その帰還率は自治体の存続

を考えるうえでも重要であろう。そのため、各自治体とも小中学校の再開を中心に、子ども

の帰還率の低さに対応するために、新しい子どもたちの受け入れとともに、教育内容・環境

を充実させる取り組みを開始している。 

川内村には、保育園児から中学生まで 101 人の子どもがいるが、その 3 分の 1 は村
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外から震災後に移住した子どもたちである。村では、3 年前に、ひとり親世帯を積極

的に受け入れる制度を創設し、すでに 10 組 23 人の子どもが川内村に引越し、地元

の保育所・小学校・中学校で学んでいる。夏休みには、川内村への移住を考えている

片親世帯のために体験ツアーを実施している。中山間地域で暮らしたい人、経済的に

困っているひとり親世帯など、ターゲットを絞った情報発信に心がけ、そういう人た

ちを迎え入れて人口減少を抑えようとしている。制度の情報は、村のホームページ、

福島県東京事務所、ひとり親世帯向け団体のネットワーク等を利用して情報発信し

ている。 

川内村では、中学生全員につき、一週間のホームステイを含む、10 日間のアメリカ

研修を実施し、川内村における教育の付加価値を高めている。 

 川内村が試みているように、人口減少対策としては、原発事故当時の住民の帰還を促進す

るとともに、新たな移住者の移住をいかに実現できるかが課題となるが、避難指示解除直後

は、従来の住民の帰還に政策の重点が置かれるのは当然であろう。 

避難指示解除から 2 年半という状況では、行政としては新たな住民を呼ぶというよ

りは帰還する住民に向けた政策を優先したい。町の面積の 82％が帰還困難区域であ

るので、住む場所の問題なども含めてトータルで考える必要がある(浪江町)。 

 

(3) 生活インフラの整備・地域コミュニティの再生 

 帰還に際して、住民が望むのは、避難により著しく損なわれた、住民の日々の生活を支え

る各種インフラ(住宅、医療、買い物、交通)の再建である。 

町民が町に戻るにあたって一番求めている施設は、医療・介護施設である(双葉町)。 

帰還を阻害するものとして、生活環境の不足、医療介護、雇用、放射能に対する不安

がある(浪江町)。 

そのため各自治体は、それらのインフラを整備して住民の生活条件を改善するとともに、

避難により崩壊した地域コミュニティの再建に尽力し、徐々に成果が表れつつある。 

富岡町は、借上げ型町営住宅、文化交流センター「学びの森」の整備、新聞配達の再

開、町立診療所の開設、県立ふたば医療センター附属病院(24 時間体制)の開院など

を実現している。 

広野町では、震災後、役場の前にイオン広野店を誘致したが、これは、町民の帰還を

進める重要な一歩であった。 

浪江町では、避難指示解除時より、仮設商店街「まちなみまるしぇ」が営業中であり、

さらに 2019 年 7 月 14 日にイオン浪江店がオープンし、著しく利便性が向上した。 

 しかし、商業施設も医療施設も一定の人口があってこそ成り立つ。人が先か、施設が先か

は難しい問題であり、自治体だけでは解決できない部分がある(双葉町)。 

 地域の復興のためには、物質的な条件整備とともに、住民の精神的な繋がりの構築・維持

が不可欠であり、そのための催しが、各自治体で企画されている。 
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富岡町は、こころの復興として、町民のつながり維持に力を入れており、町民再会の

場として「富岡町桜まつり」を開催し、2019 年度は 3500 人が来場した。  

双葉町は、町役場が唯一、県外に移転したことと、帰還困難区域に街全体が指定され

ていたために復興に向けての態勢作りが遅れていた。そこで町外拠点を作り、いわき

市、郡山市、南相馬市、白河市などに復興公営住宅などに双葉町町民がまとまって生

活できる拠点をつくり、町外で町のコミュニティを維持してきた。 

 

【コラム】イオン浪江店出店への道のり 

 

浪江町では 2017 年 3 月に避難指示が解除され、「衣食住」の環境を整備することが必要に

なった。特に住民が生活をする上での課題は「食」にあり、スーパーの設置の要望は強かった。 

浪江町として多くのスーパーに出店を持ちかけたが、採算が取れないということが問題とな

り、なかなか上手く進まなかった。イオンは出店を働きかけた企業の一つであった。営利企業で

あるからには売上を気にするのが通常であるが、イオンリテール東北カンパニー支社長が、町の

ため、帰還の促進のためという熱い想いを持って、採算という問題を置いて話をしてくれた。話

し合いは避難指示が解除された 2017 年から始まった。 

 浪江町のイオンは完全に民営であり、初期費用等がかさむ上、イオンは大企業であることから

補助金の対象外だということが、出店のハードルを高くしていた。そこで、浪江町としては交通

量や、作業員の数等、様々な統計を取り、採算ベースをイオンと協議した。 

2019 年 7 月の開店後、売上金額は事前予測よりも大きく上回っている。従業員が足りない

状況ではあるが、これはうれしい悲鳴だった。イオン開店を期に帰還して働いている人もいるが、

それでも人手は十分とはいえず、慢性的な人材不足という課題を抱えている。 

 利用促進のための取組みとしては、地域振興券の利用対象店舗とするなど、地元の飲食店がイ

オンを含む指定の地元企業（元々浪江町で食材を卸していた企業を含む）から仕入れを行うこと

で、補助金が出る仕組みが整備されている。 

 出店から 1 年が経たない現在においては、品ぞろえが顧客のニーズと一致しない等の問題は

あるかもしれないが、今後、利用者の購入データ等からマーケティングを行い、充実していくで

あろうと考えられている。 

 

 

(4) 地域産業の振興 

 生活環境の整備とともに、働くことができる雇用の場が、住民の生活にとって必要である。

そのため各自治体は、安定した雇用環境と就労人口の拡大を目指して、雇用創出のための企

業誘致、そのための工場団地の整備等を積極的に推進するとともに、自治体内で事業を開始

又は再開する事業者に向けた様々な優遇措置の導入を工夫している。 

富岡町は、富岡産業団地の 2020 年春の先行共用開始を決定している。既に、運搬業、
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製造業、自動車関連業等 4社を認定し、工場建設・運転資金への補助金、福島復興再

生特別措置法に基づく課税の特例、住居・転居費用等の支援、融資制度の適用等を行

う予定である。 

浪江町でも、工場を誘致するための産業団地の準備も進めてきた。工場用地の整備を

し直して、新たな企業とマッチングが成功している。 

双葉町も、町をエリアに分け線量が低い土地を避難指示解除準備区域とされている

が、ここを「働く拠点」として整備し、企業誘致のための産業団地の建設、復興のシ

ンボルとしての産業交流センターを建設している。  

 震災前の主力産業であった農業の再生についての取り組みも始まっている。もっとも、こ

れまでと同じ農業では、風評被害等により成り立たないと思われるので、新たな工夫が見ら

れる。 

 川内村では、主産の米は 7割まで回復している。 

双葉町は、2019 年 8 月、米を中心とした農産物の生産・流通を目的とする、仙台の

農業生産法人「舞台ファーム」と包括連携協定を締結し、販売網の確立を期待してい

る(双葉町)。 

浪江町でも、実証実験の結果、農業ができる状況になり、米の作付面積も増えている。

町内のイオンには福島の米が商品として並ぶようになってきた(浪江町)。 

 

(5) 人口減少に対応したコンパクトシティ化 

 以上、各自治体は、帰還・移住を促進し、人口の増加に努めており、その施策には一定の

効果が期待される。しかし、人口増加が直ちに実現する状況にはない。そこで、各自治体は、

行政のシステムを人口減少に適応させ、財政支出を低減させるために、コンパクトシティ化

の実現をも目指しているが、その過程はなお試行錯誤の中にあるように思われる。 

川内村では、公共施設、震災後の仮設住宅・災害公営住宅を村の中心部 1キロ範囲内

に集中させる町づくりを行っている。これまで山側に住んでいた住民を中心部に集

中させることにより、道路整備・除雪等の費用削減の効果はあるが、他方、森林・景

観の維持が困難になるという弊害もあり、全体として見なければならない。 

双葉町の場合、帰還困難区域が大半を占め、加えて中間貯蔵施設のため、町内の居住

可能面積が減少してしまったので、JR双葉駅西側に、住宅団地を整備するとともに、

町がこのエリアを買い上げ、太陽光発電を導入する等、コンパクトシティを創設する

予定であり、2022 年春の居住開始を目指している。なお、ただコンパクトシティを

作るのではなく、付加価値をつけるまちづくりをしたいが、そのためには財源上の問

題もある。交付金制度や支援企業を募って実現していきたいと考えている。 

 

(6) 避難を継続する住民への支援 

避難指示が解除されていない双葉町だけでなく、富岡町・浪江町を始め各自治体では、多
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くの住民が、なお自治体外で避難生活を継続している。そのため、自治体は、引き続き、そ

れらの住民に対する情報発信と行政サービスの提供に尽力している。 

富岡町では、いわき市に交流サロンを設置し、趣味・会議など町民の交流の場とする

だけでなく、埼玉県さいたま市においては、県外避難者支援拠点事務所を設置し、県

外における復興支援員の拡充と県外での交流会開催、相談対応をしている。また、富

岡町公式チャンネル・富岡町フェイスブック・とみっぴーラジオ等により、町につい

ての情報を広く発信している他、町外生活を支援するために、町外において各種証明

書をコンビニ交付するサービスの提供をしています。 

双葉町は、町全体が帰還困難区域に指定されたため、いわき市、郡山市、南相馬市、

白河市などに、復興公営住宅などを利用した双葉町町民がまとまって生活できる町

外拠点を整備し、町のコミュニティの維持を図ってきた。 

 

(7) 原子力損害賠償への取り組み 

(7-1)住民への賠償 

 避難した住民は、東京電力に対して原発事故によって被った損害の賠償を請求してきた

が、原子力紛争審査会の定める中間指針が、前述の区域指定を基礎に、賠償の有無・賠償額

の多寡を決定したために、自治体間・自治体内に分断を生じさせ、地域の復興にとって深刻

な問題を生じさせてきた。 

広野町は福島第一原子力発電所から概ね 20 キロから 30 キロに位置しており、緊急

時避難準備区域に指定された。これにより、広野町は実際上全町避難を余儀なくされ

たにも関わらず、賠償については、20キロ圏内の市町村と格差が生じた。「東電は賠

償より補償を行うべきであった。損害賠償とすることで、個々に差が生じてしまっ

た。」(広野町) 

南相馬市は元々が鹿島町、原町市、小高市が合併した市であり、現在も概ね右 3区に

区分されるが、ほぼ各区の境界により、賠償の有無、賠償額が区分され、この線引き

により、南相馬市は分断された(南相馬市)。 

原子力損害賠償における地域の分断への批判は、各自治体に共通するが、他方、住民の原

子力損害賠償請求への対応は、各自治体で分かれている。 

浪江町は、住民の賠償請求を支援することに一貫して積極的であり、2013 年 5 月に

は、町が町民 1万 5000 人以上の代理人となって、原子力紛争解決センター(原発 ADR)

に集団申立てを行い、現在も、総務課賠償対策支援係が、町民による個別的な ADRへ

の申立てを支援している。 

南相馬市も、市民の完全な賠償に向けて、他自治体より手厚い支援を行っている。す

なわち、南相馬市は、市民が相談しやすい体制を強化するために、2014 年に原子力

損害対策課(その後、係) という賠償支援専門の部署を設置し、期間付き任用の弁護

士を配置して、原子力損害賠償に関する市民からの相談に対応するとともに、市民の



 13 

原発 ADR への和解仲介手続申立てをある程度まで支援している。未請求者に対して

も、年に数回、「請求の意思があれば市でサポートする」との手紙を送り、また分か

り易く整理した原発 ADR の和解事例集を市のウェブサイトで公表し、市民に情報提

供している。 

これに対し、その他の各自治体は、住民の賠償請求は、個人の問題であり、自治体として

は必要な情報提供など間接的な支援に止めて、直接は関らないという態度で臨んできた。 

あくまで個人が被った損害を賠償請求するので、町としては賠償方法を案内するこ

とくらいしかできない(双葉町)。 

個人の賠償について、情報は提供するが直接は関らないというスタンスで取り組ん

できた(川内村)。 

もっとも、原発事故にとってほとんどの住民が深刻な被害を被った各自治体にとって、住

民の賠償請求は軽視できない問題であり、各自治体ともその動向を注視している。 

広野町・遠藤町長は、2013 年の就任後最初に、当時役場内にあった東京電力の窓口

を別の場所に移動させた。行政から独立して、公正・公平な賠償を行ってもらいたい

との趣旨であった。浪江町が行ったような集団 ADR 申立てをすべきではないかとい

う声は広野町にもあったが、戻れる環境の整備を最優先にした(広野町)。 

 原子力損害の賠償は、2011 年夏の原子力紛争審査会の中間指針公表以来、既に 8 年にわ

たり支払作業が行われ、膨大な金額が支払われてきた。中間指針に基づく賠償支払の方法に

は、これまで様々な観点から批判されてきたところ、各自治体も、概して批判的である。特

に、中間指針が、最低基準であるにも係らず、実際には最高基準として使用されていること

には批判が強い。 

中間指針は最低基準と認識している。避難状況など町民の状態はさまざまである。そ

れを一律に中間指針の同じスキームで処理するのはどうかと思うので改善してほし

い(双葉町)。 

原発事故から 8 年半が経過し、多額の賠償が既に支払われている現在、自治体内には、住

民の賠償請求は徐々に終了しつつあるとの認識もある。 

震災前より住民懇談会を継続しているが、ここ 3 年程は、損害賠償の話はほとんど出

てこなくなり、決着がついているのかなと感じている(川内村)。 

しかし他方で、純粋の賠償以外の相談も含むとは言え、住民からの賠償相談窓口の相談件

数は減少していない自治体もあり、現時点で評価はなお定まらない。 

南相馬市原子力損害対策係では、最近でも毎月 80 件程度の相談を受け付けており、

2018 年度まで相談件数が減少する傾向は見られていない。但し、相談内容は、原子

力賠償だけから、相続問題など他の問題が絡む複雑な相談が多くなっている印象が

ある。また、東電への直接請求により解決しない事例が増えているために、原発 ADR

への申立が増加している。 

 住民の賠償については、住民が賠償に依存し、そのため賠償金の支払がなくなることに不
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安を感じる住民が少なからぬ存在することを認識している自治体もある。 

(7-2)自治体への賠償 

自治体の保有する各種の財産(山林、土地・建物)も、住民の財産と同様に、原発事故によ

り損害を被り、価値が減損しており、自治体は、それらの損害に対する賠償を東電に請求し

なければならないと考えられる。もっとも、住民への賠償支払と比べると、自治体への賠償

支払は著しく遅れており、まだ着手されていないか、継続中であり、解決に至った部分は全

体の一部に止まる。 

町の所有物関係につき請求しているが進んではいない。災害当時の職員の超過労働

についても請求し、一部の支払を受けている(双葉町)。  

 

５ 自治体間の連携・協力  

 震災・原発事故以前、双葉郡の各自治体間には、一定の相互依存関係が存在していた。 

川内村にあった富岡高校川内分校は、震災直前に廃校となっており、村内の高校進学

を希望する子どもは、周辺の市町村への通学又は寮生活をしなければならない状況

であった(川内村)。 

 そのため、各自治体単独での復興とともに、双葉郡全体としての復興が各自治体の復興に

必要であることは広く認識されている。 

双葉郡全体で今後どのようになっていくのかについて心配している。イノベーショ

ンコースト構想など様々な国の施策が進められている中で、双葉郡もビジョンづく

りができあがって、取り組んでいこうとしているが、多くの自治体で避難指示解除後

の帰還者が予想していたより少ない。双葉町で避難指示の解除が始まった後、数年で、

今後どうするかを決定しなければならないタイミングが来るのではないか(川内村・

遠藤村長)。 

帰還困難区域の南北に位置する富岡・浪江の復興が双葉郡の発展のスタートになる

と考えている。周辺自治体と協力し、みんなで復興していきたい(広野町)。 

  もっとも、前述したように、避難指示解除時期の相違、被害の相違等の理由により、実際

には、自治体間の連携は十分には機能しておらず、各自治体がそれぞれ単独で問題に立ち向

かわざるを得なくなっている。むしろ、企業誘致などの場面では、各自治体は、相互に競争

し合う関係にある。しかし、人口減少の中、医療介護体制を始め、教育・生活インフラなど、

各自治体間で協力が可能かつ求められる課題は少なくないように思われる。双葉町の避難

指示の解除により、全自治体で帰還が始まることは、新たな広域連携の可能性を模索する契

機とすべきではなかろうか。 

なお、双葉郡全体での復興との視点は、単純に自治体の合併が必要であることを意味する

わけではない。双葉郡の各自治体は、その地理的・歴史的相違を背景にした独自のアイデン

ティティを維持している。 

帰還して戻ろうというのも自分のふるさとであるからであって、名前の変更や、自治
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体同士が併合してしまったら、戻ろうという気持ちがなくなってしまう可能性があ

る。合併が必ずしもうまくいくとは限らない(川内村)。 

そのような地域における合併にはメリットもあるが、デメリットも多い。特に、双葉郡で

は、各自治体がそれぞれ独自の復興への努力を継続してきたことが、地域の復興を底上げし

てきたと思われる。 

川内村は小さな村だから、フットワーク軽く、施設・政策を進められる。合併後は、

スムーズに復興政策を進められない地域も多い。合併は、平常時のメリットはあるが、

非常事態や復興過程においては、意思決定に時間がかかり、動きが遅くなってしまい、

リスク分散の点に問題もある(川内村)。 

各自治体は、住民の多くが避難を余儀なくされ、長期にわたり帰還できない状況の中でも、

自治体の再建をあきらめずに多大の努力を継続してきた。もし、これらの自治体が一つの自

治体であったなら、コンパクトシティ化の議論の中で、かなりの部分は周辺化されてしまい、

財政削減・政策の効率性を理由として、個々の復興は切り捨てられてしまった可能性が高い。

地域全体の復興を実現していくために、どのような協力体制が最善の策であるかは今後の

検討課題であろう。 

 

６ 行政の果たすべき役割  

 各自治体だけでなく、国・県を含む行政は、震災・原発事故後、住民からの要求に応じて

行政サービスの範囲を拡大してきた。 

  町民が困っていることを行政が手伝うのは当然と考えている(浪江町)。 

そのことは、非常時の行政の対応として当然のことであろう。もっとも、震災・原発事故

による避難開始から相当期間が経過し、自治体財政が平常時に戻る時期が次第に近づきつ

つあると認識される中で、一定の反省も生まれている。 

福島県では、18 才まで医療費は無料である。これは緊急的な制度であり、帰還率を

上げるために、教育・医療・生活支援を充実させるために始めた。震災後の非常時を

前提とした制度設計であり、持続性はなく財源も厳しくなる(川内村)。 

川内村では、子育て支援として子どもが一人生まれた場合の補助金として 10 万円、

保育所に上がる前の在宅保育にも 2 歳まで月 2 万円、他にも保育園無料、小中学校

給食費無料、18 歳までの医療費無料の制度を用意している。今後これらの制度がな

くなった際に村民の不安を招いてしまうのではないかと危惧する。これらの支援を

いつまで続けるかも考えなくてはいけない課題の１つである(川内村)。 

 もっとも、行政がどこまでの役割を果たすべきであるかは、行政と民間の関係についての

一般的な考え方とともに、当該自治体の置かれた状況に応じて考えなければならない部分

が大きい。広野町、川内村、南相馬市のように自治体全体が強制避難の対象ではなかった自

治体では、住民のコミュニティは大きなダメージを受けたが、なお全面的に破壊されたわけ

ではない。これに対し、浪江町を始め、双葉町・富岡町の地域コミュニティは、より大きな
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損害を被った。行政の役割は、そのような地域コミュニティ・民間部門との相関関係の中で

決まらざるを得ないのであろう。 

 

７ 最後に  

 法務プロジェクトは、これまで浪江町・南相馬市以外の自治体との係わりは希薄であった。

これは、法務プロジェクトの方針というより、最初にお会いしたのが浪江町・馬場町長(当

時)であった偶然によるものであった。しかし、今回、それ以外の自治体を訪問させて頂き、

詳しくお話をお聞きしたことにより、遅まきながら、双葉郡全体の状況をいささかなりとも

知ることができた。 

震災・原発事故後の困難な状況の中、地域の復興のために日夜奮闘されてきた各自治体の

方々からはどこでも、自治体の職務に対する強い責任感と復興にかける熱い思いを感じる

ことができた。法務プロジェクト/復興支援クリニックは、まことに微力ではあるが、今後、

もし法律面でお役に立てることがあれば幸いである。 

 

 

【コラム】自治体職員の熱い想い 

 

 「支援が受けられない人を出したくない。一人も取りこぼしたくない。」 

 役所の役割は、高齢層や事情があって支援を求めることが難しい方々に対しても、その方々を

取りこぼすことなく、手助けをしていくことだと強調された。 

 今まで職員として働きながら、疑問を感じ、葛藤を経験しながらも、現在に至るまで、自治体

職員として熱い想いを胸に、課題に取り組まれる方からお話を伺うことができた。 

 被災直後は、自身も他の方と同様に被災した身であっても、「公務員が今働かなくていつ働く

んだ。」と決意されたそうだ。これからは自治体職員がそういう風になってほしくはないとも語

るが、当時は自分のことよりも自治体の運営が最優先だった。 

 2011 年 9 月ごろから、浪江町は賠償請求の受付を開始し、2012 年 4月に賠償支援係に着

任された。そして、一律 10万円の賠償案に対し、当初、多くの不満が寄せられたため、明確な

費目から交渉を始めた。しかし、基本的に認められず、認められても 1世帯 1 回しか認められ

ないなど、さらにトラブルの原因となった。 

そこで、増額交渉が難航する中、ADR 申立てに目を向けた。ADR センターでは、増額の総

括基準がすでに存在していたものの、個別の申立てが必要であった。自治体が指揮を執り、申立

のための組織を形成したり、代表者を選んだりすることは困難で、ADRの利用を断念せざるを

得なかった。 

そのような状況で、2012 年 5月、早稲田大学に相談する。検討の結果、集団ADRの受付

を開始する。結果として、一律 10万円の慰謝料では足りず、一律＋5万円、高齢者はさらに＋
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3万円という和解案が示された。ADR和解案が出たときは被害の実態が認められ、本当に救わ

れる思いだったそうだ。 

しかし、そのことが周知されると、全国から非難の声が上がった。その内容は「10万円もも

らっているんだろ。」といったものであった。このような非難は覚悟していたが、予想以上のも

のであったという。ネットでも町民に対する非難があふれた。自分は間違っていないという自信

はあったが、非難の声を受けることはつらかった。 

一番つらかったのは、県外に避難した浪江町民からの言葉だったという。避難先で周囲の方々

から 10万円貰っていることを非難され、寝込んでしまった。避難先で浪江町民だと言えない町

民の方を思うととても胸が痛んだ。 

このような経験を通じ、10万円は適正かという悩みを抱えた。他の自治体で同じことが起こ

ったときにこれで 10 万円払っておけばいいだろう、といった先例として扱われる恐れがある

のではないかと、不安がつのった。 

その後、2014年 3 月に示された和解案は、2018年 4、5月に打ち切られることになって

しまう。「障害や病気を抱える弱い立場の人は特に救済が届きづらい。このような人を集団申立

てで助けたかった。それが公務員の一番やるべきことだと思うし、それができなかったことが悔

しい。」と、胸の内を明かしてくださった。 

この間、直接請求も並行して行っていた。人手が限られる中、高齢者世帯から順にサポートを

行った。 

集団 ADR 打ち切り後は、直接請求の支援を行っている。そのための意向調査や訴訟・個人

ADRの説明会を開催した。また、町として賠償状況の開示への支援を続けた結果、賠償の全部

未請求、一部未請求は、それぞれ約 30世帯であることが発覚した。 

また、現在はこの問題に取り組みながら、個人のADR支援説明会を開催している。自身も家

族の分を含めて ADR 申立ての手続きをした経験から、「正直、仕事が忙しいと請求はそっちの

けになる。賠償請求をしないのは怠慢だという人もいるが、自分自身の経験から手助けの必要性

を実感中。」と手助けの必要性を強調された。特に「高年層は自分で請求できる人が多いが、東

電とのやり取りでトラブルを抱え、賠償請求できないなどの事情がある人がいる。このような世

帯では一家全体が賠償請求できないケースもある。このような方々の支援を今後進めていきた

い。和解案が打ち切られた申し訳なさから、直接請求については出来る限り支援していきたいと

考えている。」と熱い想いを話してくださった。 

 〜感想〜 

実際にお話を伺い、本当に強い方だと思った。自らも被災し、家族とも離れ離れになる中、町

民のサポートを常に第一に考え、行動されてきた。それなのに、その行動が賛同を得られないば

かりか、日本中から非難されるという目に遭われている。今なお賠償問題は解決せず、今後の困

難も多いが、過去のことは過去のことと割り切り、将来を見て行動される姿に心から尊敬した。

福島で見て、感じたことを将来何らかの形で生かさなければならない、と強く思う。 

 


