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福島原発事故の発生に伴う避難指示等の解除後における原子力被災地の事業所の再開・新設の動向に関する
研究 －浪江町中心市街地に焦点を当てて－
Study on Trends of Resumption and Establishment of Businesses in the Areas Affected by Fukushima Nuclear Disaster
after the lift of evacuation orders: Focusing on the center of Namie Town
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Tadatomo Onodera* ,Takara Tanaka* ,Yuri Honda* ,Honoka Matsumoto* ,Yuuki Yokotsuka* ,Kota Kawasaki**
The purpose of this study is to analyze the actual situation and issues of resumption and establishment of
businesses after the lift of evacuation orders in the areas affected by Fukushima nuclear disaster. This study reveals
that (1) the number of businesses has decreased significantly since the nuclear accident occurred, and (2) most
managers of businesses which have resumed or established in the areas that evacuation orders were lifted think that
the business environment has not been recovered and employees have been lacking. Based on these results, this study
points out that it is necessary to provide subsidies for operation of businesses and to develop local economy
revitalization programs by collaboration of business managers, local groups, municipalities, the prefectural
government office, and the national government.
Keywords: Fukushima nuclear power plant accident, the Great East Japan earthquake disaster, business,
reconstruction, return
福島原発事故，東日本大震災，事業所，復興，帰還

大熊町

2．原子力被災 12 市町村における事業所の変化
原子力被災12 市町村における2009 年から2016 年の総事
業所数を見ると、原子力被災 12 市町村において、原発事故
前の 2009 年の合計事業所数は 5,073 件で、多くの事業所が
存在していた（図 1）2)3)4)5)。業種別に見ると、
「卸売業、小
売業」が 1,241 件（24%）で最も多く、次いで、
「建設業」
が916 件
（18%）
「
、宿泊業、
飲食サービス業」
が580 件
（11%）
で多かった。しかし、原発事故後の 2016 年の合計事業所数
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1．研究の背景と目的
は700件となった。
業種別に見ると、
「建設業」
が155件
（22%）
2011 年 3 月 11 日、東日本大震災に伴う、福島第一原子 で最も多く、次いで、
「卸売業、小売業」が 150 件（22%）
、
力発電所（以下、原発）事故が発生し、原発の周辺に大規 「製造業」が 95 件（14%）となっている。
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注1：対象地域は、田村市都路地区、南相馬市小高区・原町地区の一部、
川俣町山木屋地区、その他の市町村全域である。
注2：2012年、2016年の集計は、公務が集計されていない。
資料：経済センサス（総務省統計局）

図 1 原子力被災 12 市町村における 2009 年から 2016 年の
総事業所数
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いる。官民合同チームは、原子力被災 12 市町村の復興・創
生および被災事業者の事業再開等を支援することを目的と
して、2015 年 8 月に創設された公益社団法人である。被災
事業者を個別に訪問し、事業者の現状や抱える課題につい
ての相談を受け、事業再開等に向けての支援を実施してい
る。2019 年 1 月までに、約 5,200 事業者に対し、約 29,600
回の個別訪問を行っている。
次に、東日本大震災によって産業基盤を失った福島県浜
通り地域の復興・再生に向けた取り組みとしては、
例えば、
イノベーション・コースト構想の推進が挙げられる。東日
本大震災および原発事故後における福島県浜通り地域の新
たな産業基盤の構築を目指す取り組みであり、
具体的には、
廃炉、ロボット、エネルギー、農林水産等の分野における
プロジェクトの具体化を進め、
また、
産業集積や人材育成、
3．事業所の再開・新設に関する復興支援事業と営業損害賠償の概要 交流人口の拡大等を推進している。イノベーション・コー
(1)復興支援事業について
スト構想に関する支援事業としては、
「地域復興実用化開発
福島県では、東日本大震災および原発事故により被災し 等促進事業費補助金」がある。これは、福島県浜通り地域
た事業者の事業再開を促す取り組みと、東日本大震災に伴 においてイノベーション・コースト構想の重点分野につい
って産業基盤を失った福島県浜通り地域の復興・再生に向 て実用化開発等を行う際に補助金を交付するものである。
けた取り組みが行われている（表 1）6)7)8)9)10)11)12)13)14)。
2016 年度から実施されており、2019 年 1 月までに、延べ
まず、東日本大震災および原発事故により被災した事業 197 件の補助金交付が行われている。
者の事業再開を促す取り組みに関する支援事業として、例 (2)営業損害賠償について
えば、補助・助成制度では「福島県原子力被災事業者事業
事業者に対する原子力損害賠償の一つとして営業損害賠
再開等支援補助金」がある。これは、原発事故前に原子力 償があり、法人・個人事業者等に対しては、東京電力株式
被災 12 市町村内で事業を営んでいた中小企業事業者が、
原 会社によって、避難指示等及び、出荷制限による営業損害
子力被災 12 市町村内外において事業を再開する際に、
事業 や風評被害等に伴う営業損害賠償が行われている。事業者
再開等に必要な初期投資費用の一部を補助するものである。 は、収益の減収分及び、追加的費用等について賠償を受け
2016 年度から実施されており、2019 年 1 月までに、928 件 ることができ、2018 年 12 月末までに、約 2 兆 8,906 億円の
の実績がある。
損害賠償が支払われている。2015 年に、直近 2 年間分の
さらに、ソフト事業としては福島相双復興推進機構（以 逸失利益の一括支払いがなされており、その後は損害が続
下、官民合同チーム）によるコンサルティングが行われて いた事業者に対する個別の受付及び、対応がされている。
以上は、
原子力被災 12 市町村全体の事業所数の変化であ
るが、事情は市町村によって大きく異なっている。原発事
故前の 2009 年には、事業所は浪江町に 1,136 件（全体の
22%）
、富岡町に 915 件（同 18%）
、南相馬市に 760 件（同
15%）存在していたが、避難指示等の解除時期の違いが大
きな要因となって、2016 年には、浪江町に 19 件（全体の
3%）
、富岡町に 22 件（同 3%）
、南相馬市に 169 件（同 24%）
となっている。また、2009 年と 2016 年における事業所数
を比較すると、
避難指示等の解除が比較的早かった広野町、
川内村、田村市での回復率は、それぞれ 71%、60%、58%
である一方で、2016 年時点では全町・全村避難が続いてい
た浪江町、富岡町、飯舘村での回復率は、それぞれ 2%、
2%、20%となっている(1)。

表 1 事業所の再開・新設に関する支援事業と営業損害賠償
事業名

開始年度

事業概要
補助・支援要件
対象
支援金額（割合）
実績
①原子力被災12市町村において事業
補助率
原子力被災12市町村において原子力災害によって 再開(転業再開を含む)や新規投資、
①の場合 補助対象経費の
被災した中小企業事業者の事業・生業の再建を支 販路開拓等の事業展開投資を行うこ
4分の3以内
東日本大震災当時に原子力被災
通知件数928件
福島県原子力被災事業者事業再開
援し、併せて相双地域における働く場の創出や、 と。
②の場合 補助対象経費の
2016年度
12市町村で事業を行っていた中
総額約86億円
等支援補助金
買い物をする場などまち機能の早期回復を図るた ②東日本大震災後休業、又は休業し
3分の1以内
小企業事業者。
(予定を含む)
再
め、事業再開等に必要な初期投資費用の一部を補 ていたとみなされ、原子力被災12市
限度額（補助対象経費）
開
助する。
町村外(福島県外含む)で事業再開(転
1,000万円（別途要件を満たす
支
業再開を含む)すること。
場合は3,000万円）
援
東日本大震災当時、原子力被災12市町村において
事
「個別訪問」
事業を営んでいた事業者を個別に訪問し、現状や
官民合同チー
業
事業
課題、今後の事業に関する意向等について話を伺
ムによるコン
東日本大震災当時に原子力被災12市 東日本大震災当時に原子力被災
約5,200事業者
い、相談を受ける等の支援を行う。
サルティング
2015年度
町村において事業を営んでいたこ
12市町村において事業を営んで
−
累計約29,600
事業者が抱える事業再開、承継・転業等の課題に
「相談型支
と。
いた事業者。
回
支
「事業再開・
ついて、各種支援策の活用に向けた後押しや専門
援」事業
援
再生支援」事業
家の紹介等を検討するなど、よりきめ細やかな支
事
援を行う。
業 イ
ノ
ベ
ー
シ
イノベーション・コースト構想の重点分野につい
ョ
原則として、福島県浜通り地域にお イノベーション・コースト構想 中小企業： 補助対象経費の
て、地元企業等との連携による実用化開発等を促
ン 地域復興実用化開発等促進事業費
いて実施される重点分野に係る研究 の重点分野に係り、福島県浜通
3分の2
2016年度 進し、福島県浜通り地域の産業復興の早期実現、
延べ197件
補助金
・
開発や実証など実用化・事業化に向 り地域に拠点が所在する法人格 補助上限額：1事業計画あたり
復興の加速化を図るため、事業計画の経費の一部
コ
けた取組であること。
を有する団体等。
7億円
を補助する。
ー
ス
ト
構
想
避難指示等対象区域内外の政府
避難指示等対象区域内外において政
損
等による出荷制限指示、風評被
避難指示・出荷制限・風評被害等に伴う営業損 府等による出荷制限指示、風評被
避難指示、出荷制限、風評被害等
害
東京電力株式会社の本賠償
害、輸出先国の要求（輸入規制
約2兆8,906億
2011年度 害、検査費用、追加的費用について、対象となる 害、輸出先国の要求（輸入規制や取
に伴う減収分(逸失利益) +
賠
（法人・個人事業者）
や取引先の要求）や拒否等によ
円
法人・個人事業者へ賠償する。
引先の要求）や拒否等により営業損
追加的費用
償
り営業損害等を被った法人・個
害等を被ったこと。
人事業者。
注：東京電力株式会社の本賠償の実績は、東京電力ホールディングスホームページに記載されている営業損害、出荷制限指示等による損害及び風評被害、一括賠償（営業損害、風評被害）、間接損害等その他の合計額である。
資料：福島県ホームページ、福島県内の中小企業向け支援ガイドブック、官民合同チームホームページ、福島相双復興推進機構（官民合同チーム) の活動状況について、東京電力ホールディングスホームページ
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4．浪江町の現状
(1)浪江町全域における事業所の状況
上述した通り、原発事故前の 2009 年には、浪江町は、原
子力被災12 市町村の中で最も多い1,136 件の事業所が集積
していた市町村であった。
業種としては、
「卸売業、
小売業」
が 322 件（28%）で最も多く、次いで、
「建設業」が 170 件
（15%）
、
「宿泊、飲食サービス業」が 166 件（15%）であ
った。しかし、避難指示の発令に伴って事業所数の減少が
進み、2016 年には 19 件となり、2009 年と比べて 1,117 件
の減少、98%の減少率である。
原発事故後における事業所数の推移について、浪江町役
場が集計している統計の資料を見ると、避難指示発令後の
2013 年には 10 件に満たない状況であったが、その後、右
肩上がりに増加しており、2018 年 11 月 1 日では 123 件と
なっている（図 2）
。
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しかし、それでも、原発事故前の総事業所数の約 11%に
過ぎない状況である。123 件を業種別にみると、
「建設業」
が 39 件（32%）
、
「小売業」が 22 件（18%）
、
「サービス業」
が 22 件（18%）
、
「飲食業」が 17 件（14%）である。
「建設
業」が多い理由は、町内の被災家屋等の解体事業、町内外
の特定復興再生拠点における除染・家屋解体事業などが進
められているためである。また、近年、
「サービス業」
、
「小
売業」
、
「飲食業」などの生活関連の事業所が増加している
が、その理由としては、少しずつ住民が増加していること
のほか、作業員宿舎に住む建設業の従業者が増加している
ことなどが挙げられる。
(2)浪江町中心市街地における事業所の状況
2018 年 11 月に現地調査を実施したところ、浪江町中心
市街地（約 180ha）において、合計 81 件の事業所を確認で
きた（図 3）
。上記の浪江町役場の資料に基づき、浪江町全
体の総事業所数である 123 件を分母とした場合、全事業所
の 66％が中心市街地に立地していることになる。
この 81 件を業種別に見ると、
「建設業」が 22 件（27%）
で最も多く、次いで、
「宿泊業、飲食サービス業」が 15 件
（19%）
、
「卸売業、小売業」が 11 件（14%）となっている
（図 4）
。なお、
「その他」には、消防署や警察署、商工会
などの公的団体が含まれている。

2018年

2017年

2014年
2015年
2016年

2013年

7月1日
8月1日
8月5日
7月1日
7月1日
7月1日
8月1日
9月1日
10月1日
11月1日
12月1日
1月1日
2月1日
3月1日
4月1日
5月1日
6月1日
7月3日
8月1日
9月1日
10月2日
11月1日
12月1日
1月4日
2月1日
3月1日
4月2日
5月2日
6月1日
7月1日
8月1日
9月3日
10月1日
11月1日

0

注：対象地域は、浪江町の全域である。
資料：浪江町役場

図 2 浪江町全域における事業所数の推移

5. 浪江町中心市街地における事業所の現状と課題
浪江町中心市街地の事業所の現状と課題を明らかにする
ために、上述の 2018 年 11 月に実施した現地調査によって
確認した 81 件の事業所を対象として、
アンケート調査を行
った（表 2）
。アンケート調査票の回収数は 50 件であり、

図 3 浪江町中心市街地における事業所の分布
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回収率は 62%である。以下では、これらの調査の結果につ
いて分析する。
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は、
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2014年4月～2015年3月
2016年4月～2017年3月
2018年4月～2018年11月

0%

調査方法 アンケート調査
1. 事業所の基本情報について
2. 浪江町での再開・新設の理由や課題について

調査期間

2018年11月～12月

配布数

81件

10%

20%

30%

40%

農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
他の営利事業
その他
無回答
合計(n=50)
再開(n=28)
新設(n=22)
注：該当するものをすべて選択した結果である。

調査対象 原発事故後、浪江町中心市街地で再開・新設した事業所

図 6 開設している事業所の業種の割合

避難期間に営業継続 19件
避難期間に休業 9件
新設 22件

回収率

100%

図 5 事業所の再開・新設時期

調査目的 浪江町中心市街地の事業所の現状と課題を明らかにする

再開 28件

80%

注：再開事業所は帰還年月、新設事業所は開設年月で集計。

表 2 アンケート調査の概要

合計 50件

60%

新設(n=22)

図 4 浪江町中心市街地における事業所の業種の割合

回収数

40%

再開(n=28)

注：この図は、2018年11月に実施した現地調査に基づくものである。

調査項目

20%

合計(n=50)

62%

(1)事業所の基本情報
①再開・新設状況
表 2 の通り、全 50 件のうち、原発事故前に浪江町で事業
を営んでいた事業所（以下、再開事業所）は 28 件（56%）
、
原発事故後に浪江町に新設した事業所
（以下、
新設事業所）
は 22 件（44%）である(2)。再開事業所のうち、避難期間に
他市町村で営業を継続していた事業所は 19 件（68%）
、休
業していた事業所は 9 件（32%）である。
②再開・新設時期
事業所の再開・新設時期については、
「2018 年 4 月～2018
年 11 月」が 16 件（32%）で最も多く、次いで「2016 年 4
月～2017 年 3 月」と「2017 年 4 月～2018 年 3 月」がそれ
ぞれ 14 件（28%）で多い（図 5）
。再開事業所と新設事業
所にわけると、再開事業所では、避難指示解除前の「2016
年 4 月～2017 年 3 月」が 10 件（36%）で最も多いのに対
して、新設事業所では避難指示解除後が多く、
「2018 年 4
月～2018 年 11 月」が 10 件（45%）である。
③業種
業種別に見ると、
「建設業」が 12 件（24%）で最も多く、
次いで、
「宿泊業、飲食サービス業」が 10 件（20%）
、
「卸
売業、小売業」が 9 件（18%）で多い（図 6）
。再開事業所
と新設事業所にわけると、再開事業所では、
「卸売業、小売
業」が 6 件（21%）で最も多いのに対して、新設事業所で

(2)再開・新設の理由と活用した支援事業と営業継続予定
①再開・新設の理由
事業所の再開・新設の理由については、
「浪江町の復興に
貢献するため」が 37 件（74%）で最も多く、次いで、
「浪
江町での再開・新設を希望していたため」が 16 件（32%）
、
「行政からの要請があったため」が 7 件（14%）で多い（図
7）
。再開事業所と新設事業所にわけると、再開事業所では
「浪江町での再開・新設を希望していたため」が 13 件
（46%）
、新設事業所では「利益の見込みが立ったため」と
「業務を受注できたため」が 4 件（18%）で相対的に高い
割合になっている。
②再開・新設にあたり活用した支援事業
事業所の再開・新設にあたって、補助金・助成金を活用
した事業所は 21 件（42%）
、ソフト事業を活用した事業所
は 17 件（34%）
、行政以外の支援事業を活用した事業所は
4 件（8%）である（図 8）
。いずれの支援事業についても、
新設事業所よりも再開事業所の方が割合が高くなっており、
その要因の一つとしては、第 3 章で整理した支援事業をは
じめ、支援事業の多くが再開事業所のみ活用しうるもので
あることが挙げられる。補助金・助成金では「福島県原子
力被災事業者事業再開等支援補助金」
、ソフト事業では「官
民合同チームのコンサルティング」が最も多く活用されて
おり、それぞれ 6 件（12%）
、13 件（26%）である。
③営業継続予定
事業所の営業継続予定については、
「当分は浪江町での営
業を継続する予定である」が 42 件（84%）である（図 9）
。
再開事業所と新設事業所で比較してもあまり差はない。
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

浪江町の復興に貢献するため
浪江町での再開・新設を希望していたため
行政からの要請があったため
行政からの支援（補助金等）があったため
放射線への不安が軽減されたため

施設・設備が無事だったため
利益の見込みが立ったため
業務を受注できたため
従業員を確保できたため

風評被害が軽減されたため
仕入れ先の回復・確保ができたため
その他
合計(n=50)

再開(n=28)

新設(n=22)

注1：該当するものをすべて選択した結果である。
注2：再開(n=28)では1件、新設(n=22)では1件、合計(n=50)で2件無回答である。

図 7 事業所の再開・新設の理由

行政支援

0%

20%

40%

60%

80%

100%

補助金・助成金
ソフト事業
（官民合同チームのコンサルなど）

行政以外の支援（企業やNPOなど）
合計(n=50)
再開(n=28)
新設(n=22)
注1：該当するものをすべて選択した結果である。
注2：行政支援の補助金・助成金において、再開(n=28)では2件、新設
(n=22)では5件、合計(n=50)で7件無回答である。
注3：行政支援のソフト事業において、再開(n=28)では6件、新設(n=22)
では4件、合計(n=50)で10件無回答である。
注4：行政以外の支援において、再開(n=28)では7件、新設(n=22)では7件、
合計(n=50)で14件無回答である。

図 8 事業所の再開・新設にあたり活用した支援事業

全
体

0%

20%

40%

60%

80%

100%

合計(n=50)
再開(n=28)
新設(n=22)
当分は浪江町での営業を継続する予定である
近い将来に休業・廃業・撤退する予定である
近い将来に他の市町村への移転等を行う予定である
わからない
無回答

図 9 事業所の営業継続予定
0%

20%

40%

60%

80%

100%

顧客や商圏が回復していない
従業員が不足している

仕事・取引先が減少している
売上原価が高騰している

施設・設備などが十分に
揃えられていない
風評被害が続いている
後継者がいない
業務の受注見通しが立たない

資金調達・資金繰りが困難である
その他

合計(n=50)

再開(n=28)

新設(n=22)

注1：該当するものをすべて選択した結果である。
注2：再開(n=28)では1件、新設(n=22)では2件、合計(n=50)で3件無回答である。

図 10 事業所が抱える問題

(3)事業所が抱える問題
事業所が抱える問題については、
「顧客や商圏が回復して
いない」が 34 件（68%）で最も多く、次いで、
「従業員が
不足している」が 30 件（60%）
、
「仕事・取引先が減少して
いる」が 24 件（48%）である （図 10）
。再開事業所と新
設事業所にわけると、ほとんどの項目で、新設事業所より
も再開事業所の方が割合が高い。再開事業所では「顧客や
商圏が回復していない」が 24 件（86%）
、新設事業所では、
「従業員が不足している」が 11 件（50%）で最も多い。
6．浪江町中心市街地における事業所の再開・新設の実態
浪江町中心市街地における事業所の再開・新設の実態を
詳細に把握するため、2018 年 11 月～2019 年 2 月に、フラ
ンチャイズ加盟店である 2 件を除く、個人経営の事業所を
対象としてヒアリング調査を行った。対象となる事業所は
14 件であるが、再開事業所の 7 件（B 社、D 社、E 社、H
社、I 社、K 社、L 社）と新設事業所の 5 件（A 社、C 社、
F 社、G 社、J 社）の合計 12 件の事業所に対して調査を実
施することができた（表 3）
。以下では、この結果について
分析する。
(1)避難期間における事業の状況
再開事業所 7 件のうち、避難期間中に事業を継続してい
たのは 4 件で、飲食サービス業の K 社と L 社、生活関連サ
ービス業（美容室）の D 社と H 社である。K 社、L 社にお
いては、それぞれ避難先の二本松市、いわき市で営業を継
続しており、D 社、H 社においては、それぞれ避難先であ
る福島市、二本松市の仮設住宅団地内で営業を継続してい
た。休業していた事業所である B 社、E 社、I 社の 3 件は、
それぞれ、小売業、製造業、医療であり、設備投資費用が
比較的大きい業種の事業所は休業していたことがわかる。
(2)再開・新設に至った理由と経緯
再開の理由については、
「顧客・住民の要望があったため」
が D 社と E 社の 2 件、
「浪江町や町民・除染作業員に貢献
したいため」が I 社と K 社の 2 件で多く、その他の理由と
しては、B 社の「在庫の売り切り」
、H 社の「避難先での営
業が困難になったため」や L 社の「愛着のある浪江町での
営業を希望していたため」が挙げられた。
新設事業所の 5 件のうち、A 社、C 社、G 社の 3 社は、
原発事故前から何らかの形で浪江町との縁があった者が経
営する事業所であり、F 社と J 社の 2 社は何らかの復興活
動を通じて浪江町との縁ができた者が経営する事業所であ
る。新設の理由としては、
「浪江町の復興に貢献したい・力
になりたいため」が A 社を除く 4 社で多い。A 社は、行政
からの要請によって、今までの事業所運営に区切りを付け
て、新たに飲食サービス業を始めている。
また、事業所の再開または新設にあたって、官民合同チ
ームのコンサルティングを受けたのは、再開事業所を中心
とする 7 社（C 社、E 社、H 社、I 社、J 社、K 社、L 社）
であるが、そのおかげで補助金を活用できたと考えている
のは 4 社（E 社、I 社、K 社、L 社）であり、補助金の交付
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表 3 浪江町中心市街地における個人経営事業所の再開・新設の実態
事業所

業種

Ａ社

飲食サービス業
（定食屋）

Ｂ社

小売業
（輪業）

再開・新設

原発事故前における
事業の状況

避難期間における
事業の状況

再開・新設に至った
理由と経緯

行政からの要請があったため、経営組織形
浪江町内で、建設業や労働者派遣業などを行ってい 態を個人経営に変え、2016年10月に公設民
新設
たが、避難期間中は、会津若松市や、避難先である 営店舗（まちなみマルシェ）で事業所を開
（2016年10月）
南相馬市で事業を継続していた。
設。「補助金に頼らない経営」を目指して
事業所を開設した。

現在の事業所の状況
避難先の南相馬市から通っている。開設時から、ソ
フト事業の活用はないが、2018年10月から被災者雇
用開発助成金を利用している。主に6人で営業してお
り、他店の飲食サービス業の開設に伴い、従業員が
引き抜かれたことがあった。近い将来、他市町村へ
事業所移転も考えている。

在庫を売り切るため、原発事故前と同じ場
浪江町内に住んでいる。在庫の売り切りをもって廃
所・建物で2016年11月に事業所を再開。長
業を考えており、補助金は得ず1人で営業している。
期的な営業は考えていなかったため、補助
原発事故前と比べ、売上は大きく減少。
金の利用をしなかった。

1959年に事業所を開
再開
設。1人で営業して 休業。
（2016年11月）
いた。

地元（浪江町）の復興に貢献したいという 浪江町内で両親と住んでいる。官民合同チームに人
思いから2016年10月に公設民営店舗（まち 材確保を協力してもらってはいるが、時給を高めに
東京都文京区、埼玉県越谷市で飲食サービス業を営
なみマルシェ）で事業所を開設。官民合同 設定しないと雇うことが難しいため、人件費の補助
んでいた。
新設
チームと補助金について相談をしたが、新 が必要だと感じる。主に5人で営業している。浪江町
（2016年11月） 現在は廃業となっているが、父親が浪江町内で布団
設事業所であるため条件が当てはまらず、 の出身で、地元に戻って営業をしているのに、事業
屋を営んでいた。
人材募集に協力してもらった。開設してす 所としては新設扱いであるため、補助金が得られて
ぐは、両親に手伝ってもらっていた。
いないことに不満がある。

Ｃ社

飲食サービス業
（海鮮料理店）

Ｄ社

生活関連
サービス業
（美容室）

避難先である二本松市の仮設
住宅内にて事業を継続。2011 顧客からの要望があり、2017年4月に原発
1988年に事業所を開
再開
年12月∼2018年2月まで、主に1 事故前と同じ場所で事業所を再開。現存設
設。主に2人で営業
（2017年4月）
人で営業を行っていた。原発 備で営業再開が可能であり、補助金を得
していた。
事故前と比べ、売上は大きく ず、建物の改修も行わなかった。
減少。

1人で営業している。浪江町での営業は週１～2日程
であり、その他は住居のある郡山市にて営業してい
る。交通費の負担が大きく、今後高速道路料金の無
料化がなくなったら営業継続は厳しくなる。原発事
故前と比べ、売上は大きく減少。

Ｅ社

製造業
（畳製造）

事業所の再開は考えていなかったが、再開
してほしいとの住民の要望があり原発事故
1973年に事業所を開 休業。
前と同じ場所で2017年1月に事業を再開。
再開
設。主に夫婦2人で 避難先の南相馬市で職人とし
特に建物の改修は行わず、官民合同チーム
（2017年11月）
営業していた。
て働く。
のアドバイスを元に得られた補助金を設備
の購入に利用。

避難先の南相馬市から通っており、事業所を半分に
縮小し、1人で営業している。高齢であるため、作業
は大変だが、設備や仕事内容にも満足している。浪
江町内に同業者はおらず、住宅のリフォームが増え
たこともあって、原発事故前と比べ、売上は大きく
増加。

Ｆ社

宿泊業
（ゲストハウス）

Ｇ社

飲食サービス業
（焼肉店）

Ｈ社

生活関連
サービス業
（美容室）

Ｉ社

Ｊ社

Ｋ社

Ｌ社

より浪江町に貢献したいという思いから町
補助金を得ず、管理人として主に1人で営業してい
復興公営住宅入居者のコミュニティや自治体作りを の協力のもと、元々下宿所だった一戸建て
る。事業は営利目的ではなく、主に交流の場の提供
新設
支援するNPO法人で、浪江町に住んでいた方々の支 を借りて、2018年2月に事業所を開設。開
を意図して行っている。月単位で数十名の利用者が
（2018年2月）
援に携わっていた。
設資金集めるためにクラウドファンディン
いる。今後は農業を始めたいと考えている。
グを利用した。
妻の地元である浪江町の復興に貢献した
い、特に除染作業員の力になりたいという
思いから、2018年4月に事業所を開設。希
宮城県で主に不動産、ビル管理、コンビニ経営など 望していた場所の土地代が高かったことも
をしていた。東京都で焼肉店を経営していた事があ あって、以前ラーメン屋があった場所の建
新設
（2018年4月） り、その頃の従業員を連れて宮城県で焼肉店を1年 物を改装し、土地の整備も自分たちで行っ
程経営していた。
た。建物の改装は、業者に見積もりを出し
てもらったところ、思いの外高かったた
め、自分たちで行うことにした。費用は、
約半分に抑えることができた。

ペットを飼っているため、浪江町内の一戸建てを借
りて住んでいる。補助金に頼らない経営方針である
ため、補助金等の利用は考えていない。主に3人で営
業している。利益目標について、昼営業は達成して
いるが、夜営業はなかなか達成していない。除染作
業員をターゲットに営業しており、来店客は除染作
業員や役場職員が多い。浪江町での事業所新設前に
宮城県で行っていた経営業は、妻に任せている。

仮設住宅撤去に伴い、事業継続が困難に
浪江町内に住み、1人で営業している。補助金を得て
避難先である福島市の仮設住 なったため、浪江町に帰還して2018年6月
まで営業しようという考えはなく、原発事故前と比
1954年に事業所を開 宅内にて事業を継続。2011年 に原発事故前と同じ場所で事業所を再開。
再開
べ、売上は大きく減少。顧客・商圏が回復していな
設。主に3人で営業 11月∼2018年3月まで、1人で営 補助金について、官民合同チームに相談を
（2018年6月）
いことが特に問題だと感じているが、親から引き継
していた。
業を行っていた。原発事故前 したが、補助金交付までの期間を考慮し、
いだものの、後継者がいないことも問題だと感じて
と比べ、売上は大きく減少。 補助金を得ずに事業を再開することにし
いる。
た。

医療
（歯科医院）

避難期間中の勤務先の事業所が廃業になる
タイミングで、浪江町の避難指示解除があ
休業。
1998年に事業所を開
り、浪江町の復興に貢献したいという思い
再開
2011年10月∼2018年4月まで、
設。主に2人で営業
で2018年8月に原発事故前と同じ場所・建
（2018年8月）
友人の手伝いで北海道で勤務
していた。
物で事業所を再開。官民合同チームの助け
医として働いていた。
が無ければ、補助金を得ることが難しかっ
た。得た補助金は設備費に利用した。

浪江町内に住み、夫婦2人で営業している。原発事故
前と比べ、患者数は大きく減少し、売上も大きく減
少。今後も浪江町での営業継続を望んでいるが、利
益が得られないと実際には厳しい。帰還者が増えな
いことには利益が見込めないため、広告等により、
町民に事業所再開の事実を知ってもらいたい。

飲食サービス業
（居酒屋）

震災の影響で二本松市での韓国語講師の仕
事が困難になり、０から何か始めたいと
思っていたところ、ボランティアで訪れた
山形県で国際結婚紹介業や二本松市で韓国語講師を 浪江町の力になりたいという思いから、浪
新設
していた。浪江町には、復興関係のボランティアで 江町で2018年8月に事業所を開設。元々
（2018年8月）
訪れた。
あった建物を改装し、内装の飾り付けは自
分で行った。官民合同チームに相談した
が、新設事業所であるため、補助金が得ら
れなかつた。

浪江町内に住んでいる。日曜日に営業している飲食
サービス業が少ないという理由から、日曜日も営業
している。来店客も増えてきているが、採算はなか
なか取れていない。町のイベントに参加できなかっ
たりと、新設、外国人という理由で偏見を持たれて
いると感じる。

飲食サービス業
（定食屋）

浪江町の事業所を本店とし、
避難先である二本松市の仮設
住宅内にて、支店扱いで事業
1986年に事業所を開 を継続。浪江町からの避難者
再開
設。臨時雇用者も雇 であること、浪江町から仕入
（2018年9月） いながら親子2代で れたもので営業しているので
営業していた。
はないかという疑いから、初
めはあまりいい目では見られ
ていなかった。原発事故前と
比べ、売上は大きく減少。

避難指示解除に伴い、愛着のある浪江町に
戻って来るつもりでいた。町民・除染作業
員の方に何か提供することで貢献したいと
いう思いが決め手となり、原発事故前と同
じ場所で、建物を改修し、2018年9月に事
業所を再開。官民合同チームのコンサル
ティングを受け、建物の改修費に補助金を
利用した。

浪江町内に住んでいる。人材確保が困難であり、
やっとのことで口説いた従業員2人を含めて、3人で
営業を行っている。利益はあまり考えていない。町
内では夜間に浪江町指定のゴミ袋を購入できない状
況にあるため、町外勤務の除染作業員に向けてのゴ
ミ袋の販売をしている。両親は二本松市で支店の営
業を続けている。二本松支店、浪江本店の再開は共
に一から仕入れルートを作っているため、新参者と
して仕入れの元々の値が高い。近くに仕入先がな
く、配送もしてくれないため、自分たちで仕入先の
ある仙台市に出向き、燃料代も上乗せされ、売上原
価の高騰に繋がっている。原発事故前と比べ、売上
は大きく減少。

飲食サービス業
（日本料理店）

避難先であるいわき市の仮設
住宅内にて事業を継続。2011
1999年に事業所を開
再開
年11月∼2018年4月まで、主に2
設。主に5人で営業
（2018年9月）
人で営業していた。原発事故
していた。
前と比べ、売上は大きく減
少。

愛着のある浪江町での営業を希望していた
ため、利益はあまり考えず、2018年9月に
事業所を再開。事業所は動物等に荒らされ
ていたが、建物を自費で建てたため、その
まま取り壊したくないという理由から建物
を改修し利用している。官民合同チームか
ら補助金の紹介を受け、建物の改修費等に
補助金を利用した。福島県経営金融課に電
話で相談して営業方針を決めていたため、
官民合同チームのコンサルティングは役立
たなかった。

浪江町内に住み、主に2人で営業している。原発事故
前と比べ、売上は大きく減少。売上原価の高騰によ
り、仕入れの際に利用する高速道路料金の無料化の
延長が無くなると、利益は考えづらい。利益を得る
ことを除いても、営業継続のためには固定資産税の
無償化の延長が必要だと感じる。
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条件に関する問題から活用できなかったのは 2 社（C 社、J
社）である。
(3)現在の事業所の状況
再開事業所 7 件のうち、原発事故前と比べ、売上が増加
したのは E 社のみであり、その他の事業所は大きく減少し
ている。新設事業所においては、採算が取れている事業所
は見られなかった。
再開・新設を問わず、利益を求めない事業所（B 社、F
社、K 社、L 社）や補助金に頼らない事業所（A 社、B 社、
D 社、G 社、H 社）が多いが、現在の事業所の状況につい
て問題がないと考えているわけではなく、例えば、A 社、
C 社、K 社は、従業員の確保が困難であること、K 社と L
社は遠方から仕入れを行わざるをえないために売上原価が
高騰していること、H 社と I 社は顧客・商圏が回復してい
ないことなどが問題として挙げてられている。
7．結びにかえて
原子力被災 12 市町村の地域産業・地域経済は、原発事故
によって重大かつ深刻な被害を受けた。特に、避難指示の
解除が遅かった市町村の避難元では壊滅状態である。もと
より、この状態は、原発事故前から被災地が抱えていた構
造的な諸問題が顕在化した結果としての側面もあるかもし
れないが、いずれにせよ、避難指示が解除されてから一定
の年数が経過した中にあっても、いずれの市町村において
も復興したとは言い難い状況にある。
第 3 章で整理したように、事業所の再開・新設に関する
支援事業は用意されている。しかし、問題は、補助対象が
初期投資に限られていて、再開・新設した後にはコンサル
ティングが受けられるだけにとどまっていることである。
ゼロどころかマイナスからのスタートになる原子力被災地
では、市場原理がきちんと働くはずがなく、
「私有財産の形
成に公費の支出は認められない」との原則を適用したまま
では、復興に向けた足がかりさえ見いだせない。被災地の
地域産業・地域経済の環境がしっかりと復旧・再生するま
では、事業所に対して運営補助を行うことが検討されてよ
い。
もっとも、単に被災地の地域産業・地域経済の環境を復
旧・再生させるだけでは、住民の帰還も生活再建も進まな
いし、自治体としての持続可能性も保障されない。福島イ
ノベーション・コースト構想が進められているが、これが
必ずしも自治体の地域産業・地域経済再生プログラムと連
動していない、あるいは、地域産業・地域経済再生プログ
ラム自体がないという問題がある。事業者、地域団体、市
町村、県、国などが協働して地域産業・地域経済再生プロ
グラムを策定し、実現することが求められている。

「有限会社」が3 件（6%）となっている。再開事業所と新設事業所に
わけると、再開事業所では、
「株式会社」が最も多く 11 件（39%）
、新
設事業所でも同様に「株式会社」が最も多く 10 件（45%）である。ま
た、
単独事業所・本所・支所の別に見ると、
「単独事業所」
が 25 件
（50%）
で最も多く、次いで、
「支所・支社・支店」が 19 件（38%）
、
「本所・
本社・本店」が3 件（6%）となっている。再開事業所と新設事業所に
わけると、再開事業所では、
「単独事業所」が最も多く 17 件（61%）
であるのに対して、新設事業所では、
「支所・支社・支店」が最も多
く 11 件（50%）である。また、除染・復興事業に関する業務の有無で
見ると、
「ある」と回答した事業所は 9 件（18%）である。再開事業所
と新設事業所にわけると、再開事業所では 4 件（14%）
、新設事業所で
は 5 件（23%）である。
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【補注】
(1) 回復率は、
（2016 年の事業所数÷2009 年の事業所数）×100%で算出
している。
(2) 事業所を経営組織形態別に見ると、
「株式会社」は 21 件（42%）で最
も多く、次いで、
「個人経営」が 14 件（28%）
、
「その他」が 12 件（24%）
、
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