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第３章 地域の未来のために 

 

本章では、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。 

 

１ 地域活性化のために働く人々  

(1) はじめに 

 浪江町や、南相馬市では、地域の活性化のために、様々な事業に取り組む人々がいる。こ

こでは、事業者・社団法人等、町の活性化のために尽力する人々の活動を紹介する。 

 

(2) 特定非営利活動法人 Jin（浪江町） 

(2-1)活動の経緯 

 特定非営利活動法人 Jinは、震災前、浪江町内で高齢者や障害者に対する介護・療育・リ

ハビリテーション事業と共に、野菜の栽培を行っていた。 

 震災後、事業所がある浪江町幾世橋地区が避難指示解除準備区域に再編されてから、夏野

菜の栽培に挑戦したが、モニタリングで基準値を超えるセシウムが検出されたため、出荷す

ることができなかった。そこで、風評被害の影響を受けにくい花の栽培に取り組むようにな

った。県のアドバイスを受けたこともあったが、きっかけは、偶然畑に植えたチューリップ

と菜の花だった。1ヘクタールの畑が花畑になり、そこを通りかかった人の「ここを通ると

心が洗われる」という言葉に後押しを受けた。 

 トルコギキョウを栽培した経験はなかったが、オランダの国際園芸博覧会で金賞を受賞

したフラワースピリットの上條氏の指導を受けて勉強を重ね、フラワースピリットの名前

で出荷することが許されるまでになった。 

(2-2)活動の内容 

 現在は、福祉所業の再開とともに浪江町民を対象としたサポートセンターを運営してい

る。また、トルコギキョウの栽培をしながら、新規就農希望者に対する研修を行っている。

活動は多岐に渡るが、代表の川村さんは、「農業はツールであり、あくまでも介護・福祉が

メイン」と言う。震災後の活動の目標は、若い人を浪江町に呼ぶこと、そして、戻ってきた

お年寄りが豊かに生きる仕組みを作ることだ。 

 若者を町に呼ぶために、若者が農業に取り組みたいと考えるような工夫を重ねている。1

日 8 時間の労働でしっかり休日をとることができ、サラリーマンよりも収入を得られると

いったことを実現するために、機械を取り入れて ICT化を進めた。そうすると、若者が研修

に来るようになり、浪江町で花づくりをしたいという人が出てくるようになった。現在も 3

名の就農希望者が研修を受けに来ているが、今後浪江町で独立する予定だ。 

 

 



 35 

(3) 株式会社小高ワーカーズベース（南相馬市） 

(3-1)活動の経緯 

 小高ワーカーズベースは、2014 年 2 月 1 日に創業し、南相馬市小高区を拠点に、コワー

キングスペースを運営する他、飲食店や商店の営業、ビジネス支援等幅広い活動を行ってい

る。2019 年 3 月 10 日には、簡易宿所付コワーキングスペース「小高パイオニアヴィレッジ」

オープンした。 

 代表の和田さんは、小高区出身で、2005 年頃には、東京で ITベンチャーの役員を務めな

がら、小高で IT関連の仕事をしていた。東日本大震災被災後は、川越市や会津若松市に避

難し、避難中も東京の ITベンチャーの仕事を続けていたが、地元にいつ戻れるのかという

先行きの不透明感を抱えたままでいることに納得ができず、2012 年に仕事を辞めて、復興

のための活動を開始した。 

(3-2)活動の内容 

 事業を始めるにあたってまず直面したのは、活動を行うための拠点がないことだった。そ

こで、2014 年 5 月 15 日、フリーWiFi を完備したコワーキングスペース「小高ワーカーズベ

ース」を小高区に開設した。開設時の南相馬市では WiFi環境や機器の充電が可能な場所は

限られており、避難指示区域等を取材するライターが集う場所となった他、避難指示区域外

から設備を求めて駆け込んでくる人もいた。 

 震災から 3 年が経った 2014 年時点では、小高には飲食店や、食料品が買える店舗が再開

する見込みがなく、将来的に避難指示が解除されたとしても、住民が帰還を躊躇う要因とな

っていた。そこで、食堂と仮設スーパーを開店し、どちらも順調に経営を行っていた。その

後、その様子を見て地元で飲食店を経営していた住民が事業を再開するようになり、仮設で

はないスーパーが開店したことで、現在はどちらも役目を終えたとして閉店している。 

 また、若い女性の帰還者を増やすため、女性が小高で職を得られるよう、小高ワーカーズ

ベースの一角にガラス細工の作業場を設置し、ハンドメイドガラス事業を展開する他、被災

地に「地域おこし協力隊」として県外から新規事業の立ち上げをしようとやってくる人に対

して、アイデアやノウハウを提供し、事業の立ち上げをしやすくする支援活動「Next Commons 

Lab南相馬」を運営している。 

 安定したコミュニティを作るためには、若い住民が継続して仕事ができることが必須で

あるが、例えば、行政が大企業の工場を誘致し、住民が働き口を得られたとしても、仮にそ

の工場が撤退すれば住民が一気に職を失ってしまう可能性がある。和田さんは、このような

問題意識から民間の力での復興を掲げている。小高ワーカーズベースは「地域の 100 の課題

から 100 のビジネスを創出する」という企業理念のもと、住民目線で需要を把握し、その需

要に合わせて細やかなビジネスを立ち上げることで、自律的で活力あるコミュニティを作

ることを目指し、活動を行っている。 
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(4) 一般社団法人えこえね南相馬研究機構（南相馬市） 

(4-1)活動の経緯 

 理事長の高橋さんは、南相馬市で産婦人科を開業し、妊婦や子どもを放射線の危険から守

る活動に力を入れていた父の「妊婦や子どもを守らなければ南相馬市の未来はない」との考

えに影響を受け、2011 年 8 月に南相馬除染研究所としての活動を開始した。南相馬除染研

究所では、放射線量を測定し、除染によりどの程度放射線量が減少するか調査を行っていた。 

その後、南相馬市の基幹産業であった農業を新しい形で生かしたいという思いから、えこ

えね南相馬研究機構としてソーラーシェアリング事業を開始した。 

(4-2)活動の内容 

 ソーラーシェアリングとは、農地の上に隙間を空けて太陽光パネルを設置することで、農

作物の生育に適した太陽光を供給しながら、太陽光発電を行う発電設備であり、農家は、農

業を継続しながら同じ土地で太陽光発電を行うことができる。えこえね南相馬研究機構で

は、2013 年 8 月に第一号機として「再エネの里」ソーラーシェアリングを設置した後、2015

年夏に計 8ヶ所に設置し、「えこえね南相馬ソーラーヴィレッジ」が完成。2015 年 8 月より

東北電力に売電を開始した。 

 こうした農業とエネルギー発電との共存を図る事業の他に、再生可能エネルギーに関す

る勉強会や、小学生を対象にしたワークショップを開催している。また、新たな名産品とし

て菜の花を使用した商品の開発にも力を入れている。 

 これまでの太陽光発電は、農地を潰し発電のためだけに使用するメガソーラーが多かっ

たが、農業と太陽光発電の両立により、環境に配慮しながら地元農家を支援する方法として

ソーラーシェアリング事業が始められた。地域経済を活性化し、潤沢な財源を得ることがで

きれば、新たな農産物の生産に取り組むことが可能となる。実際にソーラーシェアリングと

の相性が良い作物としてワイン用の葡萄栽培も計画されている。 

 

(5) 一般社団法人まちづくりなみえ（浪江町） 

まちづくりなみえでは、①公共施設等管理事業、②視察・語り部事業、③地域づくり事業、

④観光ツアー事業、⑤イベント事業、⑥カフェ事業、⑦世界が浪江とつながる事業、⑧保育

園・小学校・中学校への支援活動を実施している。 

今回の調査では、菅野さん、東山さんに話を聞いた。 

菅野さんは、福島県川俣町に生まれ、東日本大震災を契機として NPO法人 ETIC.「右腕プ

ログラム」の浪江町復興支援コーディネーターに応募し、採用された。そして、まずは混乱

に陥っていた役場内の復興事業の整理・支援をするため、内部連携の推進を行い、中間支援

を担うためのキーマンを町民から探し、役場職員として採用することにより、官民協働の足

固めを行った。次に、地域づくりコーディネーターの企画と事業化に向けた調整、シルバー

人材センターなどの町民が活躍する仕組みの検討を行い、現在は、まちづくり会社として一

般社団法人まちづくりなみえを設立・運営している。 
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東山さんは、関西出身で震災前までは大阪で働いていたが、震災を機に福島県に移住し、

復興支援活動に携わってきた。浪江町内の人口増加や生活の利便性が向上したという実感

はあるものの、生活上の課題は尽きないと語る。まちづくりなみえが行う様々な支援活動の

中でも、地域活動等のコミュニティ支援によって、地域住民が交流し、助け合いの場として

機能していることに喜びを感じるという。地域の活性化が重要であり、住民の連帯感を高め、

お互いに助け合っていくことが必要だと語った。 

 

(6) 終わりに 

 今回の調査では、複数の事業者の方々にお会いすることができ、その活動内容を知るとと

もに、みなさんが熱い思いを持って、町の活性化に取り組んでいることがわかった。 

どの事業者の方も、町が自立していくことを目標に、持続可能性のあるシステムを築こう

としている点が共通していた。今後、補助金や助成金に頼ることができなくなり、財源不足

が見込まれる今、町の経済的自立は必須の課題である。この章で紹介した事業者の方々のよ

うに、地域活性を目標に活動する事業者が増えていくことで、資金不足や人手不足といった

課題解決の希望を見出すことができると感じた。 
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【コラム】現地の中高生との交流—「あすびとwith早稲田ロースクール」— 

 

2019 年 9 月 7日、浜通り現地調査の一環として、南相馬ソーラー・アグリパークにおいて、

「あすびとwith早稲田ロースクール」と題して、現地の中高生と交流した。 

今回のプログラムには、一般社団法人あすびと福島（福島県南相馬市、代表理事：半谷栄寿様）

の活動に参加している地元の中学生・高校生 4 名と、早稲田大学大学院法務研究科の学生 10

名が参加した。 

まず初めに自己紹介を兼ねて、地元中高生の活動内容を紹介してもらった。同団体では、福島

の若い世代の人材育成を目的として、地域の農家や、浜通りの産業を回復すべく様々な活動をす

る人々を、高校生が取材して情報誌を作成・頒布したり、南相馬ソーラー・アグリパークにある

太陽光発電設備等を利用した様々な体験学習を行ったりするほか、地域の小学生・中学生・高校

生同士の交流も行われているとのことである。 

これに続いて、法務研究科学生が主体となって、法教育の授業を実施した。 

法教育とは、「法律専門家ではない一般の人々が，法や司法制度，これらの基礎になっている

価値を理解し，法的なものの考え方を身につけるための教育」2である。今回は、NHKが作成し

公開している「昔話法廷」3を題材に、正当防衛というものについて説明したほか、物事を多面

的に考えることの大切さを伝えた。また、参加者が中高生だったこともあり、進路を考えるうえ

で、法学部の学習について関心を持ってもらうことも目的の一つとしていた。 

法教育は、大学の専門科目や資格試験のための勉強ではなく、法的思考や問題解決における多

面的な思考、広い視野を身につけてもらうことを主眼としたものである。今回の授業においても、

各々が、様々な事実に着目し、その事実の評価を行う等、活発な議論が行われていた。 

プログラムの後半は、参加した学生や生徒それぞれが、今までの人生を振り返って「人生グラ

フ」を作成し、それぞれの経験を共有した。生徒たちは関心をもって聞いてくれたようであり、

年齢の近い私たちの経験が、今後進路選択を迎える生徒たちの参考になれば幸いである。 

昨年までの現地調査は、住民の方や事業者の方から、震災当時の様子や避難生活、帰還後の暮

らしや事業についてお話を伺うのみで、私たちから何かを提供するということができていなか

った。今回の法教育は、「私たちからも何かを提供したい」との思いから実施されたものである。

来年以降も、子どもたちとの交流や法教育の出前授業などを企画し、私たちの方から積極的に交

流を深めていきたい。 

 

  

 
2 法務省サイトより引用（http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/index2.html、

2019/10/27閲覧） 
3 http://www.nhk.or.jp/sougou/houtei/ 
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２ 医療関係者の方々  

(1) はじめに 

 ここでは、相双地区における医療の現状、医療分野における課題や、今後の展望等につい

て、浪江町診療所の浪江町役場担当者の方、及び、南相馬市立総合病院の及川院長に伺った

お話を紹介する。 

 

(2) 浪江町診療所について 

(2-1)浪江町診療所発足経緯について 

浪江町へ帰還するにあたり、町民アンケートでは、医療体制の整備を挙げる声が多く、町

としても医療機関の整備を最優先事項として考えた。 

もともと、震災・原発事故前の浪江町には 13 の医療機関が存在（国保津島診療所、1 病

院、11 診療所）し、内科、外科、婦人科、泌尿器科、皮膚科、眼科と複数科あり、医療環境

は比較的恵まれていた。しかし、避難をした医師・看護師等の医療スタッフは、一時的な避

難ではなかったため、避難先での医療に従事されており、浪江町で医療を再開することは難

しい状況であった。 

そのため、医療環境の充実は町民の帰還に必要不可欠と考え、浪江町で整備をすることと

した。福島県等の協力も経て、2017 年 3 月 27 日に診療所を開設するに至った。 

(2-2)診療体制・受診状況について 

現在、浪江町診療所の常勤者は当該医師 1名、看護師 3名、診療放射線技師 1名、医療事

務 2名、事務 1名、事務長 1名。「現在勤務されている常勤の医師は、大分県の離島で医師

として活躍されたという経歴もお持ちのベテランの先生で、大変心強く思っている。」と担

当者は述べる。 

このほか、非常勤医師が 6名で、北海道、宮城、新潟、神奈川、福島県立医大などから来

ていただいている。非常勤医師の方々には、福島駅まで新幹線で来てもらい、福島から浪江

まで 1時間 30分かけて町が送迎している状況である。 

診療時間は平日の 16 時までと、「診療時間や診療科目の点で、必ずしも充実しているとは

言いづらい。」とのことであった。開設当時の受診状況は、1 日 3～4名であったが、現在は

1 日に平均 17 名と、患者数は増加している。しかし、病院経営が安定するまでには、まだ

時間が必要である。 

(2-3)今後の課題 

住民の方々から、診療時間の延長や休日診療の要望の他、現状、診療科目が内科・外科で

あるため、診療科目増加の要望の声が多く届く。かつて受診可能であった眼科や形成外科に

ついては、南相馬市立総合病院を受診せざるを得ず、患者にとっては大きな負担となってい

る。しかし、現在の常勤医師は 1名のみであり、この要望に、すぐに応じることは難しい。 

現在、官民合わせ、様々な採用活動を行っているが、応募はない。福島県自体の人口 10

万人対の医師数は、全国 42位という状況であり、そもそも県内の医師が全国に比べて少な
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く、医師不足は福島県全体の問題であり、どこも医師不足という問題を抱えている。民間の

医師紹介所についても検討はしているが、紹介手数料が非常に高額であり、利用するのは難

しい。十分な財源がない中、浪江町としては、必要経費を極力抑える必要があり、民間の医

師紹介所を利用できないのが現状である。 

現状としては、医師確保・財源確保が喫緊の課題である。しかし、「それに対し、国や県

の支援なしに達成するというのは困難である。引き続き、出来る限り、課題解決に向け努め

ていくしかない。」と担当者は述べていた。 

 

(3) 南相馬市立総合病院について 

(3-1)南相馬市立総合病院の震災後の状況について 

 東日本大震災及び関連災害は、未曽有の災害で、震災直後は混乱を極めた。通信手段がな

く、消防署や他の病院、患者との連絡が取れない。避難指示が出たことは分かっても、一方

通行の情報で、国や県がどのように考えているか、具体的にどう避難すれば良いかが、住民

には分からなかった。「原発事故ということもあり、避難いかんによっては、人々の生命・

健康に影響が出かねない。そのような中、入院患者様・外来患者様だけでなく、地域の人々

に不測の事態が生じないよう、医療機関として情報提供に努めた。」と院長は語った。 

屋内避難指示が解除された後は、緊急避難準備区域とされたが、病院にとって、困難は続

いた。入院患者等は滞在できないとされていたため、区域外に患者を搬送しなければならな

い。緊急を要する患者の対応等、医療にとって非常に困難を強いられるものであった。 

(3-2)南相馬市立総合病院の現状について 

震災直後に通信手段を失った際に得た教訓から、緊急時に対応できるようアマチュア無

線利用計画を策定し、資格取得するなどして、準備中。病院長自らも、アマチュア無線資格

を取得し、不測の事態に備えている。 

緊急避難準備区域となった際、入院患者含め、医療スタッフも避難したため、現在も、医

療スタッフ不足が続いている。近隣においては、より医療スタッフが少ない病院もあり、医

師を在籍出向させる形で対応している。 

人手不足解消という効果も期待し、放射線データ解析等において、宮城県や広島県等、他

県の病院と連携している。 

(3-3)今後の課題 

医療は、地域と密接に関連しており、仕事や教育とともに、地域の復興に不可欠なもので

ある。「医療の復興が、街の復興」であり、「医療の衰退が過疎化をもたらすと言われており、

医療がないところには人が集まらないと考えられている。」と院長は言う。 

医療の復興・充実のため、医療スタッフの確保が最優先課題である。その他、医療 AIや

オンライン診療等の実用化といった課題もある。医療 AIやオンライン診療を駆使すること

で、医療スタッフ不足を穴埋めできる。 

「現在の南相馬市の人口動態は、10 年後の東京の人口動態と類似すると言われている。
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南相馬の人口動態を改善できれば、日本の高齢社会に対する解決策として、大きな布石にな

る。南相馬市はじめ、地域の人々の健康を支えていきたいと思う。」と今後の展望について

院長は語った。 

 

(4) 終わりに 

浪江町の医療体制は、現状、町立の浪江町診療所、歯科医院、スーパーにおける一般用医

薬品の販売のみであり、診療科目や診療時間の観点からも、必ずしも十分な体制であるとは

いえない。経済的に、現状の患者数では病院を経営していくのは厳しく、市場効果により医

療体制が充実していく状況とは言いづらい。被災地や医療過疎地では、医師をはじめ、医療

スタッフの確保が大きな課題であるが、医療体制の充実化のため、国や自治体からの補助金

等の協力が重要である。 

今後、高齢化の進展につれ、医療スタッフの需要は増加するため、より医療スタッフ不足

は深刻化しかねない。そのような中、及川院長のお話にもあった通り、ＡＩやオンライン診

療の活用は、医療スタッフ不足の解決に貢献するだろう。 

特にオンライン診療は、積極的な利用により、地域における医師不足の解決に繋がる他、

患者の通院負担を減らすこともでき、患者の QOLの向上に資すると思われる。 

もっとも、現状の法制度では、オンライン診療が可能な範囲は限局的である上、通信の精

度、セキュリティ、通常診断と比較した場合の診察の精度等、様々な課題がある。このよう

な課題を乗り越え、オンライン診療等、次世代医療の活用が、地域の医療復興に貢献するだ

ろうと思う。 
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【考察】浪江町診療所におけるオンライン診療の活用について 

早稲田大学大学院法務研究科 

薬剤師 岡部 真典 

１ 背景 

2019 年 9 月現在、浪江町診療所は、常勤医師 1名、非常勤医師 6名の協力のもと、運営

されている。診療科目や診療時間の拡大という医療体制の充実化のため、医師の確保が喫

緊の課題である。しかしながら、福島県自体がもともと医療過疎地とされていた上、財源

の問題も重なり、新たな医師の確保は容易ではない。 

診療所の充実は、浪江町の方々にとって極めて重要であり、今後の復興にも不可欠であ

る。そこで、浪江町診療所の充実・拡大のため、診療所における医師不在時に、初診から

オンライン診療を活用することが出来ないかと考えた。 

 

２ 現状  

入院・在宅治療は格別、診療の一般的な流れは、病院・診療所において診察・診断・処

置等を受け、薬局等で処方箋に基づき薬を受け取るというものである。これは、医師法 20

条4が無診察治療等を禁止し、医療法 1条の 2第 2項5が医療提供場所を規定しているため

である。原則として、医療機関における対面診療が想定されている。 

医師法成立当時には想定されていなかったオンライン診療であるが、医師不足解消や感

染症拡大防止、患者側の利便性等様々なメリットがあるため、インターネットが普及した

当初から、オンライン診療普及の必要性が主張されていた。 

もっとも、対面診療と異なり、オンライン診療は、直接的な視診・聴診・触診・打診等

や、血液検査や尿検査、医療機器の利用等をすることができないなど、限界があり（以下

「『限界』」という。）、対面診療との同等性が疑問視される。そのため、法律上、オンライ

ン診療が「診察」（医師法 20条）といえるか争われていた。この問題に対し、初めて厚生

省（現厚生労働省）が判断を示したのが、1997 年であるといわれる。「情報通信機器を用

いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について」（平成 9 年 12 月 24 日健政発第 1075号（参

考 2））の中で、「『診察』とは」、「現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る

程度のものをい」い、「対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程

度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直

 
4 医師法第 20条  医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自

ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付

してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書に

ついては、この限りでない。（なお、医師法 20条に違反した場合は、50万円以下の罰金が科され得る

（同法 33条の 2第 1号）。） 
5 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重

し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設

（以下「医療提供施設」という。）、医療を受ける者の居宅等（居宅その他厚生労働省令で定める場所を

いう。以下同じ。）において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連

するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。 
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ちに医師法第 20条等に抵触するものではない。」との基本的考えを示した。もっとも、当

時の技術水準から全国的な実施可能性は低く、オンライン診療実施のための具体的基準は

示されなかった。また、オンライン診療には「限界」があり、あくまで補助的なものであ

るとされ、「初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によること。」

との留意事項が付されたこともあり、結局、一般的な実施には繋がらなかった。 

その後、通信技術発展に伴い、オンライン診療の全国的な実用が現実的になったことも

あり、安全性・有効性に関する一定の要件の下、適切にオンライン診療を実施できるよ

う、2018 年 3 月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（以下「指針」という。

（参考 1））が厚生労働省により示された。指針は 2019 年 7 月に改訂（以下「改訂指針」

という）され、現在は、改訂指針に従いオンライン診療が実施されている。 

 

３ 浪江町でオンライン診療を実施するに当たっての課題と方策 

オンライン診療につき、約 2年前に制度上は解禁されているものの、多くの人にとって

オンライン診療が身近な存在になっているとは言い難い。それは、①指針の示す具体的な

基準が厳しく、指針の認めるケースが限定的であること、②経済的観点から、現状の診療

報酬体制では、要件・点数等において十分であるとは言い難いことに要因があると思われ

る。これは、オンライン診療実施における全国共通の課題である。 

また、現行法上、③オンライン服薬指導は原則認められていない。身近なところに調剤

薬局がない浪江町において、この点もオンライン診療実現に向けての課題になろう。 

以下、各課題を整理し、実施に向け、どのような方策があるか、検討したい。 

(1) 「診察」（医師法 20条）について 

(1-1)問題点 

 指針は、オンライン診療が「診察」に当たるというために満たすべき「最低限遵守する事

項」を、具体的に定めたことに意義がある。もっとも、「最低限遵守する事項」のハードル

は高く、指針は、全国的な普及に直結するものではなかった。そして、従来通り、オンライ

ン診療の「限界」から、初診及び急病急変患者に対しては、原則として直接の対面診療を行

うことを「最低限遵守する事項」とすることも再確認された。 

ところが、改訂指針において、これまで初診は原則対面診療によるとされていたが、離島

やへき地においては、例外的に、初診においてもオンライン診療を利用し得る場合があるこ

とが示された。これは、指針策定後も、離島やへき地等、オンライン診療を待ち望む人々の

要望に沿うよう、厚労省はじめ医療関係者等の間でオンライン診療の適切な実施方法が模

索されたことによる。この改訂は、医師の不足する浪江町において、初診からオンライン診

療を利用するための大きな前進であるといえる。 

もっとも、当然のことながら、改訂指針は、初診からオンライン診療を利用することを全

面的に認めたわけではない。執筆時点(2019 年 12 月)では改訂指針に基づき初診からオンラ

イン診療を実施する自治体・地区が確認できず、参考となる実施例が見当たらなかった。そ
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こで、いかなる場合に、どのような形であれば、浪江町においてオンライン診療を活用しう

るか、改訂指針に則って検討したい。（その他は、紙幅の都合上割愛する。） 

 (1-2)方策 

ア 前提 

そもそも、初診及び急病患者について、原則、直接の対面診療が要求されるのは、診察精

度不足による誤診防止のためである。オンライン診療により得られる情報は視覚及び聴覚

に限られるが、その中で、可能な限り疾病の見落としや誤診を防ぐ必要があること、オンラ

イン診療による情報不足を補うために、医師と患者の信頼関係に基づく適切な情報提供が

重要であるところ、初診からオンライン診療を行ったのでは適切な信頼関係を築きづらい

こと、がその理由である。 

 それ故、オンライン診療の実施に、診察精度不足による誤診防止を上回る必要性が認めら

れる場合、初診においてもオンライン診療を行うことが認められ得る。指針6も、オンライ

ン診療の後に直接の対面診療を行うことを条件に、「患者のために速やかにオンライン診療

による診療を行う必要性が認められるときは、オンライン診療を行う必要性・有効性とその

リスクを踏まえた上で、医師の判断の下、初診であってもオンライン診療を行うことは許容

され得る」とする。その具体例として、「離島・へき地など医師、医療機関が少ない地域に

おいて」…「診療を行うことができない時は」、「当該医療機関の患者の診療継続が困難とな

る場合において、二次医療圏内における他の医療機関の医師が初診からオンライン診療を

行うこと」（以下「改訂指針が想定する具体例」という。）が「可能であること」が、改訂指

針によって示されている。 

イ 改訂指針が想定する具体例 

 上記改訂指針が想定する具体例通りにオンライン診療を実施する場合、例えば、急病発生

かつ浪江町診療所の医師不在時に、町外の病院のうちで近隣に所在する病院の医師からオ

ンライン診療を受け、その後近い時期に浪江町診療所を受診するような場合は、改訂指針に

より、初診からオンライン診療を実施することが可能であると思われる。 

実際に、改訂指針が想定する具体例通りにオンライン診療を実施する場合、最も大切なの

は、初診からオンライン診療を実施してくれる二次医療圏内における他の医療機関の協力

を得ることである。当該協力医療機関自体の運営・経営との調整を図る必要があるが、浪江

町周辺も医師不足である地域が多いことから容易であるとは言い難いだろう。また、浪江町

 
6 指針Ⅴ.指針の具体的適用１（2）②ⅴ参照。 

離島・へき地など医師、医療機関が少ない地域において、地域の患者を診療する医療機関の常勤の医

師が１人のみであることや非常勤の医師が交代勤務をしていることにより、これらの医師の急病時等に

診療を行うことができない時は、代診を立てることが原則であるが、代診を立てられないこと等により

当該医療機関の患者の診療継続が困難となる場合において、二次医療圏内における他の医療機関の医師

が初診からオンライン診療を行うことは、ⅳに該当し可能であること。ただし、対象となる患者は、診

療継続が困難となった医療機関において、既に対面診療を受けたことがある患者であること、当該医療

機関は患者からオンライン診療を行うことについて同意を得ること、及びオンライン診療を実施する医

療機関とあらかじめ医療情報を共有することが必要である。なお、この場合においては、オンライン診

療の後の対面診療は、既に対面診療を受けている医療機関で実施すること。 
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が「医師、医療機関が少ない地域」に当たらないと判断された場合は改訂指針の基準を満た

さず医師法 20条に抵触するおそれを否定できないとして、二次医療圏内における他の医療

機関が浪江町からの協力要請に難色を示すことも想定される。浪江町が「医師、医療機関が

少ない地域」に当たる旨の公権的判断が示されれば、協力医療機関の理解を得られやすいと

思われる。厚労省等に確認するなどの手段が有用であろう。 

また、患者所有の PCやスマートフォンの利用が想定されるため、具体的な利用のための

設定等、町民の方々が容易に利用できるよう、情報伝達等を進めていく必要がある。 

さらに、自宅に PCやスマートフォン等がない方も利用できるように、オンライン診療の

ために必要なデバイスを浪江町診療所に設置して、そこでオンライン診療を受診できるよ

うにするといったこともオンライン診療の利用方法の一つとして考えられる。診療所でオ

ンライン診療を受診しうるのであれば、常勤看護師等が簡易検査等を実施する等によって、

診察精度を向上することも可能であろう。改訂指針に示されたケースとは異なるため、実証

実験といった形で関係省庁に届け出をし、制度上問題がないかも確認しながら、実施すると

いうことが考えられる。 

ウ その他、診察精度不足による誤診防止を上回る必要性が認められる場合の想定例 

例えば、元住民の方々の現在の避難先のかかりつけ医等、二次医療圏外の他の医療機関の

医師が、初診からオンライン診療を行う場合などが、これに当たるのではないか。既に信頼

関係が構築され、患者から適切な情報を得やすい上、患者の心身の特性を医師が把握してい

れば、誤診防止に大きく役立つ。小児患者等では、医師が自宅における小児の自然な状態を

見ることができる上、小児も見知った医師に対しては、話がしやすいだろう。 

このような利用が可能となれば、帰還者支援にも繋がるのではないか。 

この場合、改訂指針の解釈や、「改訂指針が想定する具体例」からは外れているとも思え、

単純に制度上問題がないかを関係省庁に確認するだけでは不十分であろう。国家戦略特別

区域法上の国家戦略特区の指定やサンドボックス制度7の利用（参考 3）、東日本大震災復興

特別区域法上の復興推進計画の策定・認定（参考 4）の利用等により、新たな制度として承

認を受ける必要があると考えられ、即時実施は困難である。中長期的な実施計画の下、実施

に向けた調整を続けていく必要がある。 

(2) 診療報酬について 

(2-1)問題点 

 オンライン診療に法律上問題がないとしても、診療報酬との関係で、病院経営上の問題が

ない訳ではない。 

原則、診療報酬は、実施した医療行為ごとに算定される。診療報酬は、厚生労働省より告

示される診療報酬の算定方法（基本、2 年ごとに改正）をもとに計算されるため、診療報酬

 
7 小さなお子さんが砂場で遊ぶ時、試行錯誤を繰り返しながら、自由に砂を色んな形にするように、自

治体や民間事業者が新たな商品・サービスを生み出すための近未来技術の実証実験を迅速に行えるよ

う、安全性に十分配慮した上で、事前規制や手続きを抜本的に見直す制度 
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上の評価のない医療行為は、診療報酬を得ることができない。 

オンライン診療は、2018 年の診療報酬改定で初めて認められ、オンライン診療料、オン

ライン医学管理料が新設されたため、現在、診療報酬算定が可能となっている。 

しかし、①オンライン診療料が算定可能とされる患者が限定的であること、②オンライン

を用いて診察する医師は、対面による診察を行っている医師と同一の医師であることが要

件とされていることから、そもそもオンライン診療による診療報酬算定が認められないケ

ースが多い。さらに、診療報酬が認められる場合も、③オンライン診療による診療報酬は、

対面診療による診療報酬の 1/2～1/3程度であることが多く、設備投資等を考えると、運用

上必要な最低限の診療報酬が得られるとは言い難い。これらは、オンライン診療の実施にお

ける大きな課題である。 

(2-2)方策 

 診療報酬改定が 2 年ごとに行われるため、執筆時点の診療報酬の算定方法は指針の改訂

を受けた形になっておらず、浪江町診療所において前述のようなオンライン診療を実施し

た場合、診療報酬は受けることはできない。 

 もっとも、2019 年 12 月 18 日に開催された第 442回中央社会保険医療協議会総会におい

て、厚生労働省は、離島やへき地におけるオンライン診療料の要件について、改訂された指

針や実態を踏まえ、保険診療上のあり方を見直すよう提案しており（参考 5）、改訂指針が

想定する具体例のような内容でオンライン診療を実施する場合は、2020 年の診療報酬改訂

で、診療報酬が認められる可能性が高いと予測される。 

オンライン診療が、改訂指針が想定する具体例を超える形で実施される場合、2020 年改

訂診療報酬の算定方法では、算定対象とならない可能性が高い。国家戦略特区の利用等の道

筋も考え、関係省庁に問い合わせたが、認められる可能性は低いとの回答を受けた。 

 いずれにせよ、オンライン診療の実施にあたり、運用上、十分な診療報酬が受けられない

可能性は否定できない。県や国からの補助金等、経済的に何らかの方策を検討する必要があ

るだろう。具体的な方策は、実施するオンライン診療の内容により異なる上、執筆時点で改

訂診療報酬が明らかではないので、別の機会に譲る。 

(3) オンライン服薬指導について 

(3-1)問題点 

 浪江町診療所でオンライン診療を受け処方箋が出されたとしても、調剤薬局がないため

薬を手に入れることができず、結局、町外に行かざるを得ない事態が想定される。オンライ

ン服薬指導が現行法上認められていないからである。 

 (3-2)方策 

 現状、一部の自治体では、国家戦略特区の指定を受け、オンライン服薬指導が実施されて

いるが、2019 年の臨時国会で、医薬品医療機器等法（以下「薬機法」という。）が改正され

（同年 12 月 4日公布）、同法の中で、オンライン服薬指導が認められた。1 年以内に施行さ

れることとなっているため、浪江町診療所でオンライン診療が実施されることになった際、
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オンライン服薬指導も実施可能となるものと思われる。 

 今後、厚労省がオンライン服薬指導の適正な実施に関する指針等を示すだろうが、執筆時

点では明らかでないため、指針が示された後に、具体的な方策を検討したい。 

 

４ まとめ 

オンライン診療に関しては、オンライン診療の持つメリットを最大化しつつ、そのリス

クが顕在化しないよう、専門家により、日々様々な議論がなされている。今後、利用可能

なオンライン診療の形も変化するだろう。それを踏まえ、どのような利用をすべきか、中

長期的な視点で計画を策定する必要がある。 

オンライン診療の利用・活用は、浪江町においては間違いなく有意義であると考える。

しかし、オンライン診療にも限界があることを決して忘れてはならない。万が一のことが

生じないよう、安全性を十分に検討したうえで利用することが必須である。安全に、そし

て、負担なく、住民の方々や浪江町の役場の方々がオンライン診療を実施・継続していけ

るよう、その時分に合わせた最善策の検討を継続していきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

1.オンライン診療の適切な実施に関する指針（平成 30 年 3月）（令和元年 7月一部改訂） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000534254.pdf 

2. 情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について平成 9 年 12 月 24 日健政発第 1075号 

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwimztShhuLmAhUMC

pQKHY94CFQQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fbunya%2Firyou%2Fjohoka%2Fdl%2Ftus

hinki01.pdf&usg=AOvVaw1AFdvSBI8EVwui2D4lRR8u 

3. 国家戦略特区  首相官邸ホームページ 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kokkasenryaku_tokku2013.html 

4.復興特別区域制度 復興庁ホームページ 

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-13/ 

5. 中央社会保険医療協議会 総会（第 442回） 横断的事項（その４）について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000577663.pdf 
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第４章 被災地と法 

 

本章では、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の時効延長の問題について検討する。 

 

１ はじめに(要約)  

 法務プロジェクト・復興支援クリニックによる 2019 年度の現地聞き取り調査は、原発事

故被災地における法・法律家の役割を検証するために、福島県浜通りの複数の法律事務所を

訪問し、福島県弁護士会に所属する数名の弁護士に対して聞き取り調査を実施した。聞き取

り調査に応じて下さったのは、渡辺淑彦弁護士(浜通り法律事務所)、小林素弁護士(原町ひ

まわり基金法律事務所)、松尾政治弁護士及び平岡路子弁護士(相馬ひまわり基金法律事務

所)である。特に、原町ひまわり基金法律事務所は、原発事故被災地住民の原子力損害賠償

請求の支援を行うために設立された事務所である。なお、調査事項としては、浜通り地域に

おける司法アクセスの状況、原子力損害賠償の現状、そして現在議論されている原子力損害

賠償請求権の消滅時効期間の再延長の是非であった。弁護士は、被災地の住民を依頼者とす

るため、自治体以上に、個々の被災者と継続的、あるいは長期的に向き合っており、そのた

め、特に原子力損害賠償については、その生々しい実状を知ることができた。お忙しい中、

聞き取りに応じて頂いた各弁護士には、厚く御礼申し上げる。  

 

２ 司法アクセスの状況  

 日弁連が公刊する『弁護士白書 2018 年版』によると、福島県は弁護士一人あたりの人口

が日本全国で 8 番目に多い、司法過疎地である8。そして、福島県内でも、浜通り地域の弁

護士人口は十分とはいえない。そのため、各自治体の住民のほとんどにとって、弁護士は身

近な存在ではなく、東電に対する損害賠償請求についても、弁護士に相談すべきケースで、

実際に弁護士に相談する住民は多くなかった。 

 但し、南相馬市の状況は、他の自治体とはかなり異なる。南相馬市は、市内に実働する弁

護士がいなかったために、2008 年に弁護士を誘致する制度を作り、市内で開業する弁護士

に補助金を出した9。そのため、原発事故の直前には複数の弁護士が市内で開業していた。

すなわち、南相馬市、相馬市、新地町は、福島地家裁相馬支部・相馬簡裁の管轄地域であり、

管轄内人口約 11万人に対し、2019 年 9 月の調査時には、登録弁護士(自治体勤務弁護士を

含む)は 13 人であり、事務所は相馬市に 3つ(登録弁護士 5名)、南相馬市に 5つ(登録弁護

士 8名)ある。そして原発事故後は、県が復興復旧関係の資金から自治体に法律相談のため

 
8 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/statistics/data/white_paper/2018

/1-2-1_tokei_2018.pdf. 
9 南相馬市法律事務所誘致推進事業補助金交付要綱(2008 年)( https://www.city.minamisoma.

lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r271RG00000514.html)。 
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の補助金を支出し、南相馬市以北の浜通り地域では法律相談が多く行われ、司法アクセスは

ある程度改善している。具体的には、南相馬市で週 3回、相馬市で週 2回、新地町で月 1回、

市役所・町役場で、福島県弁護士会相馬支部に所属する弁護士による無料法律相談会が実施

され、ほぼ毎回予約が埋まることが示すように、この地域の住民にとって、弁護士に相談す

ることのハードルは低くなっている(小林弁護士)。これに対し、浪江町以南（いわき市を除

く）の各自治体には、震災の前後を問わず、法律事務所はなく、司法アクセスにはなお課題

が残る。もっとも、いわき市の弁護士が、広野町に設置されている法テラスふたば出張所に

おいて、毎週月曜及び隔週木曜に輪番制で弁護士相談を実施しているが、いわき市内の司法

アクセスの拠点が少ないためか、毎回、ほぼ満杯の状況である。なお、弁護士、司法書士ら

隣接職種が協力し、避難指示が解除となった富岡町において、ボランティアで相談会を試験

的に実施している。 

 

３ 原子力損害賠償の課題  

(1) 序 

  原発事故後、被災地の弁護士は、住民・事業者による東京電力に対する損害賠償の請求を

多く取り扱ってきた。そのため、聞き取り調査では、原発賠償問題を中心に質疑を行った。

原発賠償として、全体の総額として報じられているものをみれば、既に多額の賠償金が被害

者に支払われているが、そこには幾つかの看過できない問題がある。第一は、賠償が、被害

者の生活再建と必ずしも直結しないことである。多くの被害者は、原発事故により仕事・生

活の全てを失い、さらに不自由な避難生活により精神的損害を受け続けたため、財産への賠

償とともに、相当な期間、精神的損害への賠償支払が継続した。それにも係わらず、なお賠

償に頼らずに生活できるように生活再建ができていない人が相当数存在している。第二は、

賠償の有無、区域指定による賠償額の格差の発生である。賠償基準が自治体内を複数の区域

に分断し、個々の区域に異なる賠償額が適用されたことにより、地域のコミュニティは毀損

されてしまった10。 

 これらは、従来から指摘された点であるが、今回の聞き取り調査では、それ以外にも、以

下の問題点が弁護士により指摘された。 

 

(2) 営業損害の打ち切り 

 現在の主要な問題には、事業者の営業損害に対する賠償がある(渡辺弁護士、小林弁護士)。

顧客の減少や変化・風評被害・公共交通機関の寸断等の影響により大きな打撃を受けた観光

業・農水産業の回復は遅れており、その売り上げは震災以前の状態には未だ到達していない。

それにも係らず、営業損害への賠償は既にほぼ打ち切られている。 

「強制避難地域の事業者はある程度まで賠償されているが、特に旧緊急時避難準備

 
10 早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクト「浪江町聞き取り調査報告書」(2019 年)

参照。 
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区域・自主的避難等対象区域内の事業者に手を差し伸べる必要がある」(渡辺弁護士)。 

相馬市の観光業についても同様の指摘がある。「東京からの常磐線は開通しておらず、

海が観光資源であるが、漁業も本格操業は再開しておらず、一番のイベントであった

潮干狩りもできない。観光の売り上げがないのに、東電は営業損害の賠償を打ち切っ

てくる。東電が消滅時効の援用を主張するのであれば、営業損害が起こった時点を起

算として主張するならまだしも、交通事故のように事故時を起算点として主張する

とすれば、大きな問題が起こりうる。」、また、東電の算定方法が正しいのかという疑

義もあるが、「裁判を起こす体力のある業者がいるかどうか」という深刻な状況であ

る(平岡弁護士)。 

 

(3) 個人賠償の意味 

(3-1) 被害者にとっての損害賠償請求 

個人賠償については、そもそも個人賠償の意味を問い直さなければいけないかもしれな

い。原発事故後の避難により、それまで生活していたコミュニティを奪われた原発事故被害

者の被害は深刻であり、そもそも金銭賠償によっては償えない。しかし、損害賠償は金銭の

請求しかできないので、被害者は、金銭賠償以外の方法を取ることができない。 

被害者を代理している弁護士らは、「(被害者の)皆さんは生活すべてを失われている

状況にあって、それをどれだけお金に換算したって生活は返ってこない」、しかし、

「金額の大きさが自分の被害をどれだけ認めてくれたかのバロメーターになる」、

「東電に被害の実態を見せつけることができて、賠償金の格差が少しでもなくなる

と、気持ちも少し和らぐ」、「賠償金問題はお金だけじゃなくって、心理的な効果もあ

るように思います」と認識している(小林弁護士、平岡弁護士)。 

昨年度の聞き取り調査でも、住民の方から同様の内容をお聞きしたが、小林弁護士は、「原

発事故被災者の方は複雑な思いを抱えていて、東電は憎いけど知り合いや親せきは東電で

働いているからあの会社を切り捨てることはできない、けどあの会社しか憎める相手がい

ない」という状況の中、賠償により、精神的に改善される部分もあるが、あくまで賠償では

地域やこころの復興は果たせない。 

原子力紛争審査会がこのような被害実態をどれほど理解して、中間指針等の作成にあた

っていたかは甚だ疑問であるとともに、被害者の思いは、今後の原子力損害賠償制度の改

定・設計にあたっても留意されるべきであろう。 

このような賠償の意義をふまえると、後述の時効問題には、被害者が一つの区切りをつけ

次のステップに進む機会を奪う側面がある、また、当該被害者の司法アクセスに問題があれ

ば、その場合も適切に紛争解決をする機会を奪うとして時効の成立を問題視せざるを得な

い。 

(3-2)賠償金支払に伴うトラブル 

個人による賠償請求は、東電による賠償支払により、解決が進んだ部分もある。しかし全
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体としては、なお道半ばである。 

個人の被害者は、東電に請求すべき賠償の多くを既に請求し、解決している部分ある

が、賠償問題は必ずしも解決には向かっていない(小林弁護士)。 

未だ請求されていない損害が残ることに加え、東電により賠償金の支払が、直ちに原発賠

償問題の収束に繋がるわけでは必ずしもない。被害者にとっての賠償問題は、東電との紛争

が解決することによって終了するわけではなく、賠償金の支払が、新たな家庭内トラブルを

引き起こすことも稀ではないからである。 

例えば、「賠償金は世帯ごとに世帯代表者に支払われるので、夫が世帯代表者だと離

婚時に妻に渡さないケース、逆に通帳を妻が管理している場合に妻が夫に賠償金を

渡さないトラブル、さらには親が子どもに渡さないため親から賠償金を取り戻して

ほしいという相談もある」(小林弁護士)。 

 

４ 特例法による消滅時効期間の再延長  

(1) 問題の所在 

今回の原子力損害の賠償について、「東日本大震災における原子力発電所の事故により生

じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係

る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律」(以下「特例法」という。)により、時効期

間が「①被害者が損害及び加害者を知った時から 10 年間、②損害が生じたときから 20 年

間」に変更されている。事故から 10 年の期間は 2021 年 3 月に満了するので、その時点以

降、消滅時効にかかる賠償請求権が順次発生すると考えられる。 

原発事故より 9年近くが経過し(2020 年 2 月現在)、賠償支払が 2011 年 9 月に始まってか

らも、8 年半近くが経過しており、多くの被害者が東電により、何らかの形で、損害の一部

に対する賠償を受けている。しかし、他方で、現在でも未請求者が一定数存在するとともに、

時効の起算点が不明確な請求権もある。そのため、福島県弁護士会は、会内で議論し、時効

期間を再延長すべきとの意見でまとまり、日弁連も、再延長を要求する方向で検討を進めて

いるようである。 

 

(2) 弁護士の意見 

 弁護士には、将来の訴訟提起の可能性や、被害者に時効の起算点という技術的・専門的問

題点を争点として主張立証させることの負担を考慮して、時効期間の再延長の必要性を認

める者が多い。東電に対する直接交渉、さらに原発 ADRで賠償請求が解決しない場合、被害

者には民事訴訟を提起するしか手段は残されていないところ、それまでの手続で疲れてし

まい、訴訟を行う意欲や体力を失ってしまっている被害者が現状では多数であろう。しかし、

将来の請求の余地を残しておくためには、時効期間を再度延長しておくべきであるし、これ

だけ大きな、長期にわたる損害があるということで、被害者は「権利の上に眠るもの」と評

価してしまっていいのかという観点から、損害だから、時効をなくしてしまってもいいので
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はないかとの意見まである。 

「ADR への申立による時効期間の中断にしても、ADR がうまくいかなかった場合に、

手続き打ち切り後、１か月以内に訴訟提起する11ことは実際には無理であり、また、

集団訴訟の高裁判決が出たときに、じゃあ自分もやろうという人も多いと思う」、「個

人では弁護士をつけずに ADR 申立てをして、東電の全部否定の答弁書により心がお

られたという方もいる」(平岡弁護士)。 

 弁護士の中に、時効期間の再延長に、それほど積極的ではない意見もある。もっとも、消

極的な理由は、時効問題に関心がある被害者は少なく、延長に力を注ぐより、それ以前にや

るべき問題があること、延長を要求しても実現は難しいのではないか、請求を立証する証拠

資料が時間の経過により失われてしまっているとこと等であった(渡辺弁護士)。 

被害者の時効への関心の低さが司法アクセスの不足にあり、その結果、正しい認識を有す

る被害者が少ないのであれば、まずは司法アクセスを改善し、時効問題への関心を高める必

要があると思われる。また、東電の対応変化により ADRが打ち切られる事例が相次いでいる

など、刻々と状況が変化(悪化)している中で、賠償請求訴訟の意義が今後高まる可能性もあ

る以上、現時点で、時効により賠償請求の道を閉ざすことは適当ではないように思う。 

 

(3) 自治体の立場 

 多くの自治体が、特例法の時効期間の満了により消滅時効が援用できるようになること

に批判的であり、自治体によっては、時効期間の更なる延長という立法的解決を望んでいる。

住民による賠償請求の全てが終了しているわけではないことは、後述のように各自治体の

共通認識である。東電は、「被害者の方々が消滅時効の制度により請求を妨げられることが

ないように、(中略)消滅時効に関しては、柔軟な対応を行う」と公表している12。消滅時効

の援用を明言してはいない。しかし、多くの自治体が、東電への不信感を共有している。そ

のような不信感には、東電が、原発 ADRの和解案を尊重すると再三公表しておきながら、実

際には、浪江町町民の集団申立てに対する和解案を始め、多くの和解案を拒否したことが反

映していると思われる。このような東電の背信的対応は、東電の発言をそのままには受け取

れないという意識を各自治体に持たせ、時効問題につき法律的な裏付けが必要と感じさせ

ている。 

浪江町は、住居確保損害を中心に、賠償支払に未だ辿り着けていない住民が多数いる

と認識した上で、町が代理人となって行った原発 ADR への集団申立てにおいて提示

された和解案の受諾を東電が拒否したことから、「東電に対する不信感が強いことか

ら、法的な裏付けがないと心配である。消滅時効期間の再度の延長が必要であると考

えている。」、「総合特別事業計画で東電は、東電との協議が継続している場合、継続

 
11 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲

介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(2013 年 6 月施行)。 
12 原子力損害賠償支援機構・東京電力「総合特別事業計画(抄)」(2013 年 6 月 6日)。 
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期間を時効期間に参入せず、時効期間が事実上停止していると扱うとされているが、

東電の考えを信用できるのか。実際にそのように適用されるのかわからない。」(浪江

町)。 

双葉町も、「東電は最後の一人まで賠償を貫徹すると言っているが、あくまで民間企

業の約束に過ぎず、法的拘束力はない。双葉町にも未請求者がいることは分かってお

り、丁寧な対応をしてほしいと思っている。」(双葉町)。 

広野町も、「住民に 10 年間の期間満了前の手続を促しているが、簡単に 10 年間で片

づけていいものではなく、延長すべきは延長すべきであり、住民が救済を得たい時に

得られるようにしておくべきである。」(広野町)。 

川内村も、「起算点はどこか、震災時か被害が判明した時点か東電に確認しなければ

ならない。」、「川内村では森林の賠償につき、まだ確認作業段階である。検討にはさ

らに時間がかかるので、時効につき、国・東電に確認しなければならない。」(川内村)。 

富岡町も、「消滅時効期間の終了が近づいていることは承知しており、住民に注意を

喚起するための広報を行うかを含めて検討中であり、他の自治体の動向を注視して

いる。」(富岡町)。 

「賠償の問題は最終的には納得感の問題なのかなと。まあ納得はしないんですよ、皆さん。

『感』というところに意味がある。」とある自治体の職員はおっしゃっていた。原子力紛争

審査会による中間指針制定の経緯、その内容・理由が、被害者に「納得感」を持ちにくくさ

せていることも賠償問題が容易に終息しない一因でもあるのだろう。 

 

(4) 時効期間再延長問題の検討 

  時効期間の再延長の是非については、以下の点を考慮すべきであろう。 

(4-1)東電への不信感 

第一に、東電がこれまで公表した原発 ADRの和解案に関する約束を反故にしてきたこと、

そのため被災者は東電に不信感を抱いていることは、本問題の検討の前提として留意して

おかなければならない。換言すれば、東電は消滅時効を援用するであろうことを前提に、本

問題を議論しなければならない。 

(4-2)未請求者の存在 

第二は、未請求者の存在である。福島民報は、2019 年 8 月 19 日、原発から半径 30キロ

圏内の住民約 16万 5000 人のうち、賠償の未請求者が、6 月末現在で 815 人存在していると

報じ、各自治体も、住民の中に、東電への賠償請求を全く行っていない未請求者が一定数存

在することを認識している。 

「400 人ぐらいの未請求者がいると思われるので、これを少なくすることが行政の使

命であると思っている。」(南相馬市)、 

「双葉町にも未請求者がいることは分かっているが、それが誰であるかは東電しか

分からない。町としては、東電に丁寧な対応を求めることしかできない。」(双葉町)、 
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「町民から委任状をもらい、東電に賠償状況リストの開示請求を行ったところ、数十

名の未請求事案があった。」(浪江町)。 

既請求者の情報は、東電が持っているので、自治体が未請求者について十分な情報を持っ

ていない場合も少なくないが、他方住民の賠償に係わる相談を受け付けている自治体では、

住民との個別的な接触から、未請求者が未請求である理由も、ある程度まで把握している。 

「精神的損害の未請求者については、東電の対応が悪くて請求するのが嫌になった、

仕事を転々とした、長距離勤務になって忙しかったなどの事情があるようだ。」(浪江

町) 

「高齢などの理由で意思能力がないのではないかと疑われる方も一定数いらっしゃ

る。」(南相馬市)。 

但し、未請求者の未請求理由には明確ではない部分もあり、南相馬市では、未請求者にサ

ポートを申し出る手紙を年 3回ほど送っているが、「送らないでくれ」と言われる場合もあ

り、将来その意思は変わるかもしれないが、「東京電力に対する感情から請求を潔しとしな

い人も、未請求者の中には一定数いる」と考えている(南相馬市)。 

(4-3)住居確保損害の未請求 

未請求損害には、幾つかの特徴的な類型があると思われる。第一に、住居確保損害は、移

住先に新たに住居を取得した、あるいは事故前の住居に帰還し、住居を補修等した段階で、

はじめて損害額が確定するところ(宅地建物の購入や補修に伴い、事故前の住居について賠

償された金額を超えて費用負担がなければ請求できないという制度) 、住居の新たな取得

を決断せず、したがって、同損害の賠償を請求していない者が各自治体に多数存在すること

は多くの自治体が認識しており、時効期間満了に基づくこの種損害の扱いが不明確である

と懸念されている。 

「住居確保損害は、不動産を保有している世帯の半分以上がまだ請求していない。」、

「迷っている、建てているうちに時効にかかってしまうことがあると思う。また自宅

を再建した後に、住居確保損害の賠償請求ができるようになり、まだ請求していない

人もいる。」 (浪江町)。 

加えて、原発事故前に賃貸住宅に居住していた被害者は、住居確保損害として､事故後に

生活の本拠とする場所に応じて、定額の賠償を請求できる。東電による、避難に伴う家賃相

当額の賠償支払は、2018 年 3 月で終了し、その後、福島県による補償に移行していたが、

それも 2020 年で終了する。時効期間が満了した場合の取り扱いは不明確である。 

「自宅を所有せず、借家に住んでいた人も住居確保損害の借家分を請求することに

なる。」(浪江町) 

本類型の請求を今後行う可能性のある被災者は、各自治体を合わせれば万を越えると思

われ、時効期間満了に伴い、本類型の請求に不確実性が生じるのであれば、期間延長の必要

性は著しく高まる。 

「住居の賠償だけもらって、それで終わりと思っている人もいる。」、「住宅の損害に
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ついてよく理解をしていない人が多いため、戻って来ようとした時に、請求できる期

間が終わっていたという事態は避けたい。」(浪江町)。 

(4-4)相続協議中による未請求 

第二の損害類型は、財物損害の対象不動産が、遺産分割協議の対象となっているところ、

協議がまとまらないために、未請求のままである場合が一定数存在する。 

「相続手続(遺産分割)未了で宅地建物の請求ができなかったという人がいる。」(浪

江町)。 

なお、本類型の損害については、弁護士からも同趣旨の指摘があった。 

 

(5) 時効期間満了への意見 

以上のような状況を背景に、特例法による時効期間が満了し、それにより消滅時効が完成

することには、多くの自治体が不安を感じており、時効期間の延長が必要であるという明確

な意見を持つ自治体が既にあらわれている。 

「もし万が一東電が時効を援用した時にどうしようもないという悩みはある。」(双

葉町)、 

「そんな簡単に 10年で片づけていいものではない。延長すべきは延長すべきである。

どのタイミングで復興したと言えるかは個人次第であると考えるため、救済を得た

いと考える時に得られるようにしておくべきである。」(広野町)、 

「時効期間の延長は、行政の近々の課題であり、延長のための取り組みは、行政の責

任の範疇にあると考えている。」(浪江町) 

    特に、浪江町町議会は、2019 年 9 月、賠償実施状況の確認に基づき、「時効期間の再延長

も含めた法的措置等について検討を行うこと」を求める意見書を採択している13。 

 

５ 最後に—賠償をどのように復興に結び付けていくか—  

川内村では、村民との懇談会で賠償に関する質問は最近減っているとのことであったが

(川内村)、南相馬市では、現在でも毎月 80件程度の原子力損害賠償についての相談が、市

役所に持ち込まれ、2018 年度まで相談件数は減少には転じていない。本来の原発賠償の相

談件数は減少傾向にあるが、相談内容は、相続が関係するなど複雑化している、また東電が

賠償請求に対する従来の態度をより厳しく変えたり、営業損害の相談・精神疾患を抱えた被

災者による請求が増えたりするなど、状況が変化してきている部分もある。福島第一原子力

発電所事故に起因する原子力損害賠償は、原発事故より 8年半を経て、様相を変化させなが

らも、なお終息していないと言わざるを得ない。 

「いずれにせよ、地域が復興していないからこそ、賠償が必要になるのであり、地域の復

 
13 福島県浪江町議会「原子力損害賠償基準「中間指針」の見直し及び原子力発電所事故に伴う

賠償請求権の時効期間延長も含めた法的措置を求める意見書(案)」(2019 年 9 月 20 日原案可

決)。 
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興と賠償の両方を一緒に進めなければならない。復興ができておらず ADR もうまく機能し

ていない現状では、時効を延長して賠償を続けるべきである。」との意見もある(平岡弁護

士)。 

言うまでもなく金銭賠償によって損害が現実に回復されるわけではない。それにも係わ

らず、現実には、金銭賠償を求めることしかできないため、少なくとも部分的には、仕方な

く賠償請求を行っている。そして、賠償支払が個人の生活再建に十分に繋がらないとも指摘

されている。他方、多額の賠償支払を受けることが、一部の国民より批難されていることに、

被災者は敏感である。 

そのような状況を背景に、実際にも、自治体聞き取り調査の中で、双葉町では、職員より、

「私たちがもらっている賠償は多いと思いますか、足りないと思いますか。率直な意見を教

えて欲しい。」と聞き取りにあたった者が逆に質問された。自治体職員も被災者である。被

災者から、このような声を発せさてしまうということは、現在の原子力損害賠償制度にどこ

か欠陥があるからではなかろうか。広野町では、「東電は、賠償ではなく補償を行うべきだ

った。」、浪江町でも「中間指針についても問題がありすぎると考えている。」とそれぞれ町

長が発言された。「賠償に頼っていくよりはもうちょっと前を向いてですね、やっていった

方がいいのかなという気はしています。まあもらい続けているので、そこから脱却できない

部分もあるのかなっていう感じもあって、どんな風にしていけばいいのか、ちょっと分かり

かねているところです。」、「賠償だけでは暮らしていけないが、なくなると不安になる。生

きる力をどう取り戻させるか。光のないところにお金だけつぎこんでどうなるのか。震災後、

行政依存度が高まっている気がする。」等の発言が、各自治体への聞き取りの中であったこ

とにも留意すべきであろう。一方で、賠償請求は被災者の権利であり、その支払を受けるの

は当然であり、賠償を得られなければ生活自体が成り立たない場合も少なくない。しかし他

方で、賠償金の支払に伴い、様々な問題が個人に地域に生じている。このような問題全体に

正面から取り組まずに、部分的に解決を図っても、個人・地域の復興は実現しないのではな

いかと懸念する。 

消滅時効期間の延長は、実際には、東電が支払う賠償額の増額に帰着する。損害を受けた

以上、損害が賠償されることは当然であると法律家は考える。しかし、それは事態の一端に

しか過ぎず、そのような理屈で社会が納得する状況にはないと思われる。より広い震災復興

の文脈の中で、賠償の在り方を再検討すべきであろう。 
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終章 

 

今回の調査では、浪江町だけでなく福島県浜通りの他の自治体・住民・事業者・NPO・医

療関係者の皆様からも直接お話を聞くことができ、皆様がそれぞれの異なる立場や状況に

応じて最善を尽くしておられることを、実感を持って理解することができた。加えて、それ

ぞれの問題意識や対策手法は異なっていても、根底にある「地域復興への思い」には共通す

る部分が多く、自治体間、住民間、事業者間などでもっと緊密に連携できるのではないかと

強く感じた。そして、今後のさらなる復興を考えていく上で、それぞれの強みを生かした「多

様性を保った地域連携」の可能性についてもっと積極的に検討してもいいように思われた。

そのような連携のためには、自治体間、住民間、事業者間のさらなるコミュニケーションが

肝要であり、そのようなコミュニケーションに微力でも貢献したいと思い、本報告書をまと

めた次第である。 

また、本調査は、早稲田大学の法科大学院生・修了生らが中心となって計画・実施された。

聞き取り調査に不慣れな学生も多かった中、現地の皆様の暖かいご協力のおかげで無事調

査を終えることでき、学生らも多くのことを学び実感できたようである。以下に、学生たち

の主な感想をいくつか紹介したい。まず、最も多かった感想は、報道などで見聞きした状況

と今回実際に見聞きした状況との違いに衝撃を受けたことである。特に、国道 6号線沿いの

帰還困難区域の現状や、除染土を詰めたフレコンバックが積み上がっている現状に言葉を

失った学生も多かった。また、少しずつでも復興が進んでいる状況に希望を感じながらも、

その進捗の遅さや、医療や高齢化など残された問題の困難さに戸惑う学生も少なくなかっ

た。一方で、多くの学生が、現地の方々のやさしいお言葉、復興への熱意、前向きな姿勢に

感銘を受け、自分たちの方が励まされたと感想で述べている。そして、「今の自分にできる

こと」や「将来の法曹職としてできること」など、復興のために何かできることはないかと

考える良い機会となったようである。 

最後に、この調査にご協力いただいた皆様には、あらためて心から御礼を申し上げたい。

本報告書に少しでも不十分・不備な点などあれば、全て監修者の至らなさと責任に帰するも

のであり、何卒ご容赦いただくと共に、下記の連絡先までご指摘いただければ今後の活動の

参考としたい。本報告書が福島県浜通りの復興に多少なりとも貢献・寄与できることを切に

願いつつ、結びの言葉とさせていただきたい。 
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代表 早稲田大学大学院法務研究科 教授 須網 隆夫 

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1 

TEL：03-5286-3824  FAX：03-5286-1720 

E-mail：suamilaw@waseda.jp 

 

【調査参加者】 

早稲田大学大学院法務研究科 教授 須網 隆夫 

早稲田大学政治経済学部 准教授 下川 哲 

東洋大学法学部法律学科 教授 大坂 恵里 

弁護士 稲村 宥人（早稲田リーガルコモンズ法律事務所） 

[早稲田大学大学院法務研究科学生] 

河西 由奈、土佐 苑子、轟 直也、羽川 園夏、渡辺 桃子、合阪 央、生藤 史博、今嶌 千晶、

岡部 真典、尾川 佳奈、小林 裕紀、小松 真優、 諏訪 幸晨、堂跡 あやこ、鳥飼 良行、 

保坂 駿介、山尾 柚子、渡辺 健太郎、石田 乙彦、大倉 由莉、加藤 滉樹、関野 裕人、 

福島 悠生、益田 萌里、宮崎 聖也 

[早稲田大学大学院法務研究科修了生] 

鈴木 麻里奈、堀越 未央、正岡 千亜里 

 

【報告書編集委員】 

須網 隆夫、下川 哲、 

渡辺 桃子、岡部 真典、尾川 佳奈、小松 真優、 

山尾 柚子、関野 裕人、山田 悠、鈴木 麻里奈 

表紙デザイン：なめこ、渡辺 桃子 

 

【調査協力者】 

南相馬市役所、浪江町役場、双葉町役場、富岡町役場、広野町役場、川内村役場、浪江町立

なみえ創成小学校・中学校、浪江町立浪江にじいろこども園、一般社団法人まちづくりなみ

え、特定非営利活動法人 Jin、株式会社小高ワーカーズベース、一般社団法人えこえね南相

馬研究機構、イオン浪江店、浪江町店舗営業者のみなさま、浪江町住民のみなさま、南相馬

市立総合病院、一般社団法人あすびと福島、原町ひまわり基金法律事務所、相馬ひまわり基

金法律事務所、浜通り法律事務所、いこいの村なみえ、抱月荘、浪江町議会石井悠子議員（順

不同） 



  

  



  

 


