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　被災者は津波により家を流され、原発事故に故郷を追われた。建てたばかりの家や買った

ばかりのトラクターを流失し、原発周辺では土地の担保価値さえも消え失せた。しかし、そ

れら、今は無き財産を得るために負ったローンは、日本の法制下では減額すらされず、被災

者の自由を拘束し続ける。政府も二重ローン対策を打ってはいるが、はたして被災者はこの

二重ローン対策で救われるのであろうか。責任なく負わされた軛を抱える被災者は、今後ど

のようにふるまうべきなのか。そして日本社会はこの問題をどう捉え、解決していくべきな

のかを、考えてみた。

（なお、今回の紙上相談会では、相談者のプロフィールを掲載しておりますが、この３人の

相談者のプロフィールは、相談会等でお聞き取りした被災者のお話をもとに創作したもので、

実在の方とは関係ありません。）

ケース１　トラクターのローンを抱える避難地域の農家の場合

　＜プロフィール＞

　金井といいます。年齢は50才。浪江町の専業農家です。５ヘクタールほどの農地で、米、

麦、野菜などを作っています。昨年、約600万円の農業用トラクターを購入しました。農機

メーカーが提携しているローン会社から、購入資金の融資を受けました。返済方法は７年の

年賦返済で、毎年�2月７日に約90万円ずつ銀行引き落としで支払うことになっています。昨

年�2月にまず90万円を支払いました。

　ところが原発事故がおきて農業ができなくなり、今年は収入がなくなってしまいました。

現在は仮設住宅に妻と二人で住んでいます。

　私の資産は、浪江町にある農家住宅、農地とビニールハウスなどの農業用施設、農業トラ

クターを含む農機などです。そのほかに私と妻名義の預金が約300万円ほどありました。ま

た東電からの一時金�00万円も受け取りました。けれど、これまで避難生活や仮設への入居

に伴う費用、その後の生活費などで�20万円ほどを使い、預金の残りは280万円ほどになって
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います。

　私の負債は、農業トラクターのローンのほか、農協からの借り入れが約800万円ほどあり

ます。農協からの借り入れは、当面、返済を猶予してもらいました。けれどもトラクターの

ローンについては、農機具メーカーの提携ローンであるため、どんな扱いになるのか不明で

す。いつになったら家に帰れるのか、いつになったら農業ができるのか、現状ではまった

くわかりません。いや、もしかしたらもう二度と農業はできないのではないかとも思います。

農業ができなくなれば、トラクターのローンも農協の借り入れも返済できません。

　今後の生活は、今のところ手持ちの預金と東電からの補償金が頼りです。

　　　被災農業従事者に対する金融支援策

相談者　このような状態で、トラクターのローンと農協からの借入金はどうしていけばいい

　のでしょう。

回答者　基本的には、東京電力の福島第一原子力発電所並びに福島第二原子力発電所の事故

　による、避難生活や20キロ圏内の避難指示により農業が事実上できなくなっているわけで

　すから、東京電力からの損害賠償により解決していく問題だと思われます。ただし、いつ、

　どのような形でその支払いがなされるかが問題となります。東電の農業者に対する損害賠

　償についてはのちほどご説明しましょう。

　　当面資金を借りる手段としては、政府の対策として、日本政策金融公庫を通じて、「災

　害復旧資金」が用意されています。内容は、最大�8年間の実質無利子、無担保・無保証

　人での融資などを行います。尚、旧債務についても同じ条件で借り換えできます。この

　ことについて相談するには、農林水産省経営局金融調整課 TEL：03-350�-3726（月～金 

　９：30～�8：�5　祝日を除く）か、日本政策金融公庫の各支店に営業時間内に問合せをし

　て下さい。

　　　他地域での営農や農業法人への就職についての支援策

相談者　でも、現在立ち入り禁止区域で農業の再開など考えられません。いつになったら農

　業が再開できるか、皆目見当がつかない状況であらたな借り入れはできません。

回答者　そうですね、農業を再開するための支援としては、他地域において営農の開始や農

　業法人などへの就職を希望する被災農家に対する支援施策として、農林水産省と厚生労働

　省が連携して下記の支援策をまとめています。

　　１　移転先で自ら営農を開始する場合

　　　①　移転先での情報入手・マッチング

　　　②　農地の確保・耕作放棄地の再生

　　　③　営農支援等
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　　　の各段階ごとに、受入地域とのマッチング、農地の確保（耕作放棄地の再生を含む)､

　　　生産基盤の整備、技術支援や金融支援策等の支援を行うこととしています。

　　　（窓口　地方農政局農村計画部農村振興課、都道府県等）

　　２　移転先で農業法人等に雇用されることにより農業に従事する場合

　　　①　移転先の情報入手・マッチング

　　　②　研修を目的とする一時雇用等

　　　③　移転先での農業法人等への就職

　　　の各段階ごとに雇用先とのマッチング、研修支援、雇用支援等に分け、マッチング

　　　から営農開始まで多様な支援を行うこととしています。

　　　（農林水産省経営政策課、就農・女性課、ハローワーク）

　　　預金の拘束
　

相談者　知らない地域でやるとか、人に使われてやるのには抵抗があります。それに今まで

　のローンを抱えたままではどうにもなりません。そんな夢のような話よりむしろ、今とて

　も心配しているのは、農協の預金のことです。先日、農協に借入金があった場合、預金と

　相殺されてしまうかもしれないと聞きました。そんなことをされたら手持ち金が全く無く

　なってしまい、生活ができなくなってしまいます。

回答者　私が、「ＪＡふたば」の融資担当者（浪江町にあったＪＡ双葉浪江町支所はＪＡふ

　たばの本所扱いになっています。）に確認したところ、農家の債務については返済を猶予

　していますが、だからといって、預金の拘束は、現在はしていないとのことでした。従っ

　て、期限の利益喪失通知等の通知が来ていないのであれば、預金について拘束はされてい

　ませんので、自由に出し入れができます。ＪＡでは、東京電力の損害賠償の行方を見守っ

　ているとのことでした。

　　　農業従事者に対する東京電力の損害賠償
　　

相談者　そもそも、こんなことになったのは東電のせいなのですから、ローン会社に、東電

　と直接話をつけてもらうように言うわけにはいかないのでしょうか？

回答者　残念ですが、東京電力が、ローン会社と話をつけてくれるわけではありません。

　ローン会社に確認することをお勧めしますが、私が、Ｓクレジット会社に確認したところ、

　農業ができない以上人道的にいっても請求はできないので、基本的に支払を猶予している

　との回答でした。

相談者　そうですか。一応は待ってくれているのですね。でも、ずっと待ってくれるとか、

　なしにしてくれるというわけではないですよね。いったい東京電力は本当にこういった損

　害を賠償してくれる気があるのでしょうか？
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回答者　農業者の損害については、農作物の放射能汚染による出荷停止などの場合は、出

　荷すれば利益が取得できたであろう損害は補償されます。この手続きは地域農協を通じ

　て、又は個人で申し込んで進めることができます。東京原子力補償相談室（電話番号

　0�20-926-�06）に電話すると請求書を送ってくれます。

　　ただし、東京電力の説明によりますと、現在立ち入り禁止区域の農業者の場合、仮払い

　として請求額の半分で、且つ上限250万円までの支払にのみ応じているということです。

　理由は、立ち入りできないので実態の把握が難しいから、ということのようです。本当は

　真っ先に保証しなければならない地域なのですが、と担当者も言っていました。

相談者　とりあえずは250万円までなのですね。しかし、出荷停止の作物の問題と今回のト

　ラクターのローンの問題とでは違いますよね。私のトラクターは補償してくれるのでしょ

　うか？また、具体的にはどのような計算で賠償金額が算定されるのでしょうか？

回答者　申し訳ありませんが、今現在の段階で農業者に対する請求書を入手していないので

　はっきりとはお答えできません。しかし、東電の補償の考え方は、例えば中小企業や個人

　営業の事業者についての賠償に対する考え方を参考にできると思います。中小企業などの

　場合、避難指示に伴い、営業が不能になる等、現実に減収があった場合には、その減収分

　及び実際に負担を余儀なくされた追加的費用を支払うといっています。　

　　具体的に計算方法について説明しましょう。

　　東京電力は、その損害を、事業を営めなかった休業損害としてとらえ、粗利益（売上高

　から売上原価を引いたもの）に売上原価のうちの固定費（生産設備のリース料など）を加

　え、そこから変動費（運送費や販売手数料）を控除した額を出し、それに実際に支払った

　人件費を加えた金額を全額賠償すると言っています。農家の場合も基本的にはこのような

　計算方法になるかと考えられます。

　　とすると、ローンで購入したトラクターについても、その減価償却費相当額は、経理処

　理上、固定費に含まれますので、賠償請求に含めることができるとみていいでしょう。

　　しかし、計算上現れない信用や地域の絆等の対価をどのように評価するかや、将来にお

　ける賠償の額や期間などは、明確ではありません。特に将来どこまで補償するかに関して

　は、個人に対する補償の場合に、避難指示解除や屋内退避解除後「合理的な期間」補償す

　るという言葉が出てきます。これも具体的な時期については不明です。とにかく声を上げ

　続け、被災者の切実な現実について理解してもらうしかありません。

　　国会において，「復興省」が新たに創設され、原子力損害賠償紛争審査会による「原子

　力損害の範囲の判定等に関する指針」の見直し等、今までの指針に対する見直しがなされ

　ておりますが、補償の金額が低いといわれており、農業者の損害がどこまで認められるか

　については、今後の動向に注意が必要です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（すとうゆうすけ）
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ケース２　新築の家を失ったサラリーマンの場合

　＜プロフィール＞

 斎藤といいます。32才です。南相馬市原町区の海岸から２キロほど入った場所に親から相

続した土地があり、去年６月、その土地に住宅を建てました。電気製品の量販店に勤めてお

り、600万円ほどの年収があります。同年代の妻と小学生の子ども二人がいます。

　３月��日の午後４時前、近くを流れる川沿いに津波が押し寄せてきました。地震の際、家

にいた妻はすぐ近くの高台に避難し、小学校に行っていた子どもたちも幸いなことに無事で

した。

　しかし、建てて１年も建たない

家は津波で壊され、住むことはも

ちろん、直すことも無理だといわ

れました。約2000万円の住宅ロー

ンがそっくり残ってしまいました。

　家は原発から20キロ圏ぎりぎり

に建っていました。原町の避難所

から群馬県内の避難所へと移り、

今年８月、現在の仮設住宅団地に

住み始めました。

　私が勤務していた家電量販店は

現在も営業しており、以前に比べれば減ったとはいえ、毎月安定した給料を貰っています。

住宅ローンは、毎月が約５万円、ボーナス月分が�0万円です。他に車や家電製品などのロー

ンが月に３万円ほどあります。以前は預金もありましたが、住宅建築の際自己資金としてほ

とんど支払ってしまいました。安定した収入があるとはいえ、壊れた住宅のローンを返済し

続けていては、新たな人生設計ができません。

　「二重ローンの救済策」があると聞き、調べてみましたが、自分の場合どんなメリットと

デメリットがあるのかもよく分かりません。自分たち夫婦と子どもたちの将来を思って、途

方に暮れています。

　　　個人版私的整理ガイドライン

相談者　二重ローンの救済策ができたと聞きましたが、どのようなものでしょうか？

回答者　阪神大震災の被災地では、震災前から負担していた住宅ローンに加え、再建した住

　宅のローンも支払わなければならず、二重の負担に生活を脅かされる被災者が続出し、大

　きな社会問題となりました。斎藤さんも、これから仮設住宅を出た後の生活をどのように

　再建するか考えると不安に襲われることと思います。

　　広い地域で甚大な被害を被った東日本大震災では、阪神大震災を教訓に、「個人債務者
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　の私的整理に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」といいます）が定められ、

　今年８月から受付が開始されました。震災の影響により、住宅ローンなどの債務の返済が

　できなくなった個人の方や、近い将来に返済できなくなることが確実な個人の方を対象に、

　民間のルールで債務の一部または全部の免除を受けられる制度です。二重ローン対策と銘

　打ってますが、実際には既存の債務を処理し、生活再建につなげるための制度と言ってい

　いでしょう。

　　ガイドラインの運営委員会には、弁護士や公認会計士、不動産鑑定士などの専門家が登

　録しており、相談に乗ってくれたり、申出書や弁済計画案といった書類の作成なども手伝

　ってくれたりするそうです。

相談者　ガイドラインを使うとどのようなメリットがあるのですか？

回答者　まず、震災前から負担していた債務の額を圧縮できますので、もし斎藤さんがこれ

　から自宅を再建して新たな住宅ローンを負うことになったとしても、多少なりとも返済の

　厳しさを減らすことができるのが最大のメリットです。

　　また、債務の減免を受けるためには、自己破産や個人再生といった裁判所を使った公的

　制度もありますが、これらの制度を利用すると、信用情報機関の信用履歴、いわゆるブラ

　ックリストに事故情報が登録されてしまいます。債務の負担がなくなったからいざ住宅再

　建をしようと思っても、事実上、７年程度は新たな住宅ローンが組めなくなってしまうの

　です。ガイドラインは裁判所を通さない手続のため、信用履歴に傷が付きません。そのた

　め、債権者の審査次第ではすぐに住宅ローンを組むことができますので、早期に自宅を再

　建することができるかもしれません。

　　　減免の範囲

相談者　話を聞いていると、とてもすばらしい制度のような気がしてきましたが、どんな債

　務をどのくらいまで減らせられるのでしょうか？

回答者　ガイドラインは住宅ローンだけでなく、クレジットカードのローンや自動車ローン

　など全ての債務が対象です。免除される債務は、現在持っている資産を処分・換金したと

　しても返済しきれない債務です。つまり、最低でも資産分は支払わなければいけないので

　す。といっても、資産を処分して一度に返済する必要はなく、債権者の同意を得て将来の

　収入から返済することもできます。

　　斎藤さんの場合は、建物が失われ、預金もほとんどないとのことですので、資産は土地

　のみと考えられます。一方の負債は住宅ローンの約2000万円です。仮に土地の資産価格が

　800万円と評価された場合、�200万円が免除されて残り800万円を返済することになります。

　　ただし、制度上はこのように減免されるといっても、債権者全員の同意が必要となりま

　す。仮に債権者の１人でも反対があれば弁済計画が成立しないので、債権者の同意を必要

　としない自己破産や個人再生と比べて成立が難しいと思われます。また、資産を高く判断

　されると、負債の多くが残ってしまう可能性もあります。被災者の相談に当たっている弁
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　護士なども「ガイドラインを利用できるのは、資産がほとんどない人に限られるのではな

　いか」と問題点を指摘しています。ガイドライン運営委員会によると、受付開始から３か

　月間で、�078件の問い合わせがあったにも関わらず、申出があったのは52件に過ぎず、専

　門家を紹介して申出準備中のケースも203件に止まっているそうです。

　　　津波と原発被害

相談者　私は、放射線の子どもへの影響が心配なので、これまで住んでいた土地に戻って自

　宅を再建するつもりはありません。私の場合はガイドラインを利用するとどうなるのでし

　ょうか？

回答者　斎藤さんの場合、問題が３点あると思います。

　　まず、斎藤さんは、これまでの住宅ローンを十分支払っていけるだけの安定した収入が

　ありますので、現在弁済できない状態とは言えませんし、近い将来において弁済できない

　ことが確実であるとも言えないかもしれません。ただ、ガイドライン運営委員会東京支部

　の担当者は、「現在仮設住宅に住んでいる人は、仮設を退去した後、賃貸住宅に入居する

　か、または戸建て住宅を再建した場合の将来の負担を織り込んで考え、返済できないよう

　であれば対象となる」と説明してくれました。つまり、仮設住宅退去後の住宅関連支出の

　増加を考慮した場合に、住宅ローンを支払うと生活が成り立たなくなるようでしたら、ガ

　イドラインを利用できるかもしれません。

　　２番目に、津波に流されてしまった自宅の土地の価値のことです。国税庁は��月に被災

　地の路線価の調整率を発表し、南相馬市の土地は引き下げ率70％としました。ただし、津

　波の被害を受け、福島第一原発の20キロ圏をわずかにはずれた場所の土地を買ってくれる

　人がいるのか疑問です。ガイドライン運営委員会は、場合によっては不動産鑑定士に鑑定

　してもらうそうですが、その不動産鑑定士協会でもその算定基準については検討中とのこ

　とです。この資産価値の算定が予想外に大きくなってしまった場合、返済額がふくらんで、

　減免の恩恵を十分に受けられないかもしれません。

　　そして最後に、福島原子力発電所の賠償の問題があります。東京電力による賠償手続は

　始まっておりますが、賠償金の額が確定していない人がほとんどでしょう。ガイドライン

　では、賠償金のうち、就労不能や営業損害による損害賠償分は弁済原資として計上すべき

　としていますし、原発事故による不動産価格の下落分が賠償されるかどうかは未定です。

　ガイドライン運営委員会福島支部の担当者は、「原発の被災地は弁済原資を確定すること

　ができず、弁済計画を立てることができないので、現実には申出をお待ちいただいてい

　る」と言います。

相談者　それでは、土地の資産評価の問題や原発の賠償問題に見通しがつくまで、申出する    

　ことは難しそうですね。

回答者　法律家によっては、住宅ローンは支払うな、と明確にアドバイスしている人もいる

　といいます。生活の先が見通せないなら、借金返済に充てるお金があるなら少しでも将来
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　のために手元に取っておいた方がいいのではないか、相談を受けながらいつも悩ましく感

　じています。例え借金が軽減されたとしても、元の家に戻れないまま二重のローンの返済

　を長年続けていくことを考えると、そのような生活が幸せでしょうか。ガイドラインを利

　用できたとしても、裁判所の法的手続をして、債務を完全になくしてから再出発をした方

　がいいという気もします。

　　　手続を利用するには

相談者　ガイドラインを使うと、銀行に迷惑をかけることになるけど、本当に銀行はまた住

　宅ローンを貸してくれるのでしょうか？

回答者　私も疑問に思って、東邦銀行に尋ねてみました。担当者は、具体的なケースが１件

　も上ってきていないので、方針を定められないとしながらも、ガイドラインを利用しても、

　「普通の新規の融資申込と平等に審査するのが原則。（二重ローンの負担を軽減するとい

　う）ガイドラインの趣旨は尊重したい」と言います。この言葉通り受け取るのであれば、

　新規の融資も受けられる可能性もあると思います。

相談者　ガイドラインは利用するにはどうしたらいいのですか？

回答者　ガイドライン運営委員会によると、まずは福島支部（電話　02�-526-028�）に気軽

　にお問い合わせください、とのことでした。そこで相談しながら、利用するかどうか判断

　してみてはどうでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いたくらまこと）

ケース３　ダンプカーと砂利採取場を失った社長の場合

　＜プロフィール＞

　町田といいます。60才です。主に常磐高速道路の工事に使う砂利などの石材を運搬する株

式会社を経営しています。本社は南相馬市鹿島地区で、�0台のダンプカーを所有しています。

浜通りの山の中にある砂利採取場で掘り出した砂利を、高速道路の工事現場まで運搬する

事業をしていました。従業員は自分を含めて�3人、年間の売上高は約３億円ほどありました。

主な資産はダンプカーと社屋及び駐車場などの不動産です。これに対し負債は、運転資金の

借入金約８千万円及びダンプカーの購入資金約７千万円の合計１億５千万円があります。事

業資金の借入先は地元の金融機関、ダンプカーはリース会社です。ここ数年の不況で資金繰

りは苦しく、会社個人ともに余裕資金はありません。不動産もダンプカーも担保に入ってい

ます。さらに個人保証もしています。

　震災発生後の津波で、ダンプカーのうち３台が流されて使用不能になりました。さらに原

発事故により、避難区域内にある砂利採取場が閉鎖されてしまいました。そして高速道路の

建設も中断しています。津波と原発事故で事業基盤が破壊されたため、現在は従業員を一時
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解雇し、借金の返済も猶予してもらっています。

　私としては、宮城県内で仕事を探し、従業員を呼び戻して事業を再開したいと考えていま

す。しかしながら、これまでの債務を残したままでの事業再開は到底不可能です。

　会社経営者としては、ある程度の長期的な展望がないと、従業員を雇い、新たな借金をし

て事業を再開する意欲が湧きません。しかし、これまで自分が経営してきた会社への未練も

あります。なにかよい方法はないでしょうか。

　　　リース物件の流失とリース料

相談者　津波で流された３台のダンプカーについて、今後もリース料を払い続けなければな

　らないのでしょうか。

回答者　残念ながら、リース物件が流失したとしても、リース期間中のリース料は支払続け

　なければなりません。物がなくなってもリース契約においては、リース料を支払わなくて

　もよいということにはならないのです。任意保険において地震保険に加入していれば、保

　険金が支払われる場合もありますが、地震保険加入されている方は0.2％とほとんどいら

　っしゃらないようです。

　　政府はこういった問題について、中小企業者に対するリースの支払猶予について柔軟か

　つ適切に対応するよう、リース事業者に対し要請しています。

　　　産業復興相談センターの設置

相談者　支払いの猶予があったとしても、将来的には支払わなければならないということで

　すか。だとすると、運転資金の借入金約８千万円及びダンプカーのリース料約７千万円の

　合計１億５千万円の返済を続けながら、事業を再開するのは不可能だと思います。「事業

　者の二重ローン対策」もあると聞きますが、何とかならないものでしょうか。

回答者　政府の二重ローン対策の一環として、東日本大震災及び原子力発電所の影響により

　甚大な被害を受けた福島県の中小企業者の方々のために､「福島県産業復興相談センター」

　が設置されました。

　　この機関では、被災事業者が事業再開や事業再生を図るため、相談から具体的な支援ま

　で受けることができます。既存の借入れがあるせいで、新規の借入について金融機関と事

　業者の間で話合いがつかない場合に、金融機関と事業者との間の調整役の役割を果たすこ

　とが想定されています。その際、金融機関に対し既存の借入の一部債権放棄を求めること

　になると思いますが、残りは支払っていくことになるでしょう。ただし、借金が完全に消

　えるわけではありません。また、金融機関が一部債権放棄等の提案を納得しなければ話は

　すすみません。

相談者　なにかちょっと頼りないですね。そんなことで金融機関と話がつくことなど本当に

　あるのでしょうか？



THE GUNMAKAI JOURNAL NO.８(�0)

回答者　成功例もないわけではありません。これは、岩手県の例ですが、岩手県にも「福島

　県産業復興相談センター」と同様の機関が置かれていて、その機関での話になります。

　　岩手県沿岸南部地域の老舗和菓子店（家族経営の個人事業、従業員５名。）は、店舗お

　よび工場が津波により流出し全壊しました。この事業者の再建のために、その岩手県の機

　関は、事業者が被災前から負っていた債務にかかる債権を買い取り、その元利金の返済を

　一定期間棚上げすることによって財務内容の改善を図ることとしました。この計画が金融

　機関に承認され、金融機関が新たな資金調達を支援することが決定されました。

　　老舗和菓子店は、金融機関からの新たな資金調達を得て、近隣に建設予定の仮設店舗に

　出店することを足掛かりとして、本格的な事業の再開を計画しています。

　　　東電の賠償と再生計画

相談者　砂利の採石場が閉鎖になったのは東電の事故が原因です。このことについて、わた

　しとしては東電に賠償請求をしたいと思っていますが、どうも遅々として進みません。賠

　償としていくら入ってくるのかわからなければ、再生計画を組み立てる段階には進めない

　のではないでしょうか？

回答者　確かに東京電力から賠償金が入れば、金融機関に弁済する資金が増え、その分話が

　進みやすくなるでしょう。しかし、賠償請求が決着するまで待っているのでは時間が浪費

　されてしまいます。その点について、福島県産業復興相談センターの担当者に話を聞いた

　ところ、「今現在においては事例が少なくなんとも言えないが、金融機関が事業者に対し、

　東京電力へ賠償請求してその分借入れを返済するよう求めた場合は調整していかなければ

　ならないが、こちらから事業者に対し東京電力への賠償請求をするよう積極的に促すとい

　うわけではない」と必ずしもそこが決着しないとだめ、というわけではないようです。

　　　事業者のための金融支援

相談者　事業を再開するために、運転資金を低い金利で借りることはできないでしょうか。

回答者　日本政策金融公庫や商工中金等が「東日本大震災復興特別貸付」を行っており、既

　に貸付件数は�2万件程です。地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者は、もちろ

　ん対象となっています。通常よりも低い金利で借入れをすることができ、地震又は津波に

　より事業所等が全壊又は流失した被害者や、原発事故の係る警戒区域等内の中小企業者に

　対しては、融資後３年間は利子の全額について補助が出るという制度もあります。

　　相談者の方もダンプカー３台が津波により流されていますから、融資を受ける対象者と

　なりその範囲についても、ダンプカー３台に限るということはなく、運転資金等含めて資

　金計画を出していただければその範囲で融資を考えるとのことです。その他の金融機関に

　おいても、今回の震災に対応した貸付を行っているので一度ご相談してみるとよいでしょ

　う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いとうしんいち）
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    論説

　新たな視点による「災害ローン」対策を求める

１　はじめに

　　今号の特集では、津波と原発事故により返すことができなくなった住宅ローンや事業ロ

　ーンの問題を取上げました。

　　大震災で住宅や農機具、商品の全てを失った。しかし住宅や事業に関する借金が残って

　いる。また、新たに住宅を建てよう、事業を再開させようなどとしても、これまでの借金

　があって、新たな借入れが難しい。また、借入れできたとしても、返済額が多額に上り返

　済の見込みがたたない、といった問題が生じています。

　　この問題は、一般的には「二重ローン問題」と呼ばれ、国や金融機関などでは、現行の

　法律制度の枠組みの中で対策を講じようとしています。しかし、この問題は、大災害とい

　う特殊性から、現行の法律制度の枠組みではなく別の視点から捉え直すべき問題であると

　考えます。

２　現行の法律制度の枠組みからの対策

　　「借りたお金は返す」という約束を守ることは当然です。この当然の約束が守られなく

　なれば、住宅ローンも、自動車ローンも、農機具のローンも組めなくなり、また事業資金

　の借入れもできなくなってしまいます。借金を踏み倒してもよいのが当たり前になってし

　まえば、経済は正常に回らなくなり、日常生活にも大きな支障が出ます。

　　貸主は、お金を貸すとき、借主に返済する力があるかどうかを調査します。借主は、借

　りたお金の使い道（今号の特集でいえば、住宅購入のためなのか、農機具購入のためなの

　か、石材運搬事業のためなのか）を明らかにして、自己の収入や返済計画など返済能力が

　あることを示した上で借入れを申込みます。貸主は、こうした申込みを調査した上で、担

　保になる不動産や連帯保証人などの条件をつけ、利息がいくらになるのか、融資の手数料

　がどれくらいかかるのかを示して、貸付を行います。つまり、住宅ローンや事業資金の融

　資は、借主の返済能力や担保を前提にして貸出されているのです。

　　では、返済の途中で借主の返済能力がなくなったらどうでしょう。例えば失業して収入

　がなくなり住宅ローンが返せなくなったとき。この場合、貸主は抵当に入っている住宅を

　競売などで第三者に売却して融資したお金を回収します。借主は自分の家を出なくてはな

　りません。もし競売しても返しきれないローンが残れば、借主は住んでもいない住宅ロー

　ンを返済する義務を負うことになります。これが現在の日本の法律制度の枠組みです。

　　大災害の影響で借りたお金で購入した住宅や機械が使えなくなり、あるいは事業そのも

　のが継続できなくなった場合はどうでしょうか。現在の法律制度の枠組みでは、こうした

　場合であっても、貸主の貸したお金は保護され、借主は約束どおり返済しなければならな

　いのです。借りたお金で購入したものが災害で失われたにもかかわらず、借りたお金は返

　済しなければならないのです。

　　生活基盤・事業基盤を失った状態では今までの借金を支払えず、生活・事業再建のため

　に新たに借入を行い住宅や農機具や漁船を購入することは不可能です。これを「二重ロー

　ン問題」といいます。
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　　国や金融機関などでは、現行の法律制度の枠組みの中で、被災者が新たに借入れがし易

　いような対策を用意しています。その対策として、政府では「東日本大震災事業者再生支

　援機構」を、被災各県では「産業復興機構」をそれぞれつくり、被災した事業者向けの債

　権を金融機関から買い取り、金利の減免や返済猶予などで負担の軽減を図るというもので

　す。また、金融機関では、全国銀行協会などが作成した「個人債務者の私的整理に関する

　ガイドライン（指針）」に基づき、返済計画の作成などを手助けし、返済の負担を軽減す

　るというものです。

　　しかし、私たちは、現行の法律制度の下での対策では、被災者の生活や事業を再建する

　ことは不可能であると考えます。大震災によって広範囲に生じた「借金が返せない」とい

　う状態を、「災害ローン問題」と捉え直し、その問題をどう解消すればよいのか、考えて

　みました。

３　「災害ローン問題」の解消方法の提案

（１）大規模災害における新たな考え方

　　大災害は被災地を根こそぎ破壊しました。建物・機械・自動車・商品などや生活基盤・

　事業基盤そのものが、またたく間に消えてしまいました。個々の人々や企業の力では防ぎ

　ようのない事態です。津波に襲われた地域や原発事故によって長期間避難を強いられてい

　る地域は、東北から関東までに及びます。正に「想定外」の大災害です。

　　想定外だったのは、被害地の広さや影響の大きさだけではありません。法律もまた、こ

　うした事態を想定していません。“住宅や機械・事業設備などを失っても、その借金は全

　額返済しなければならない”“もし返せない場合には破産しなさい”という現行の法律制

　度は、平時の個別の場合を想定しており、今回のように地域全体が壊滅してしまうような

　事態は想定していません。

　　阪神淡路大震災の際に、「一瞬のうちに広範囲に発生し、人的・物的に甚大な被害がも

　たらされ、その地域や隣接地域ひいては国家全体にまで相当な打撃を与えるような災害の

　場合には、従来の考え方では対応できないのではないか」という疑問が既に出されていま

　した。そして、このような大規模な災害の場合には、平時の考え方（｢小さな行為基礎｣）

 ではなく、有事の考え方（「大きな行為基礎」）を基礎として物事を判断すべきです。  

　「災害ローン」については、「大きな行為基礎」による見地から『災害によって生じた損

　失を、債務者だけに負わせず、債権者に負わせることも考えるべきである』とする見解

 （ドイツ学者の理論。民商法雑誌��2-�・5-��6「特集・震災と法」掲載の「震災と契約法

　・債権法理論」潮見佳男702ページ以下参照）によるべきであると考えます。よって、「災

　害ローン」の責任を借主に負わせるという、現在当然とされている前提を見直すべきなの

　です。

（２）見直しの提言

　　では、どのように見直せばよいのでしょうか。

　第一に、大震災という不可抗力によって生じた損失は、貸主である金融機関などが負担す

　ること。

　　金融機関は、融資に当たって借主の返済能力を審査しています。その返済能力の大前提

　が、大震災によって破壊されたのです。これは個々の借主の責任ではありません。被災し

　た個々の借主と金融機関の資金力を比べれば、金融機関が上であることは明らかです。し



THE GUNMAKAI JOURNAL (�3)NO.８

　たがって、金融機関は、災害ローンを自己の損失において処理すべきなのです。

　第二に、国は、金融機関が損失処理した債権を破産債権などと同様に無税償却することを

　認めること。

　　無税償却により国が得る税収は減りますが、災害ローンの負担がなくなったことによっ

　て生じる被災者の経済活動は、それを大きく上回る収入を国にもたらすと考えられます。

　第三に、国は、災害ローンの損失処理によって金融機関の資本や信用が毀損される場合に

　は、躊躇なく資本注入を行うこと。

　　金融機関の中には、震災の直接の被害者であるものも少なくありません。また災害ロー

　ンの損失負担は、金融機関自身の責任によって生じたものでもありません。国は従来から

　信用秩序維持のための資本注入を行ってきました。災害ローンに対応するための資本注入

　は、国民の理解を得られるはずです。

４　真の復興特需のために

　　被災された個人も事業者も、いまだに被災の渦中にいます。そうした人々に災害ローン

　の負担を負わせることがどれほど惨いことか、容易に想像できます。過去の債務、それも

　津波や原発事故によってなくなってしまった建物や機械・事業のローンを引きずったまま

　で、生活や事業の再建を考えることができるでしょうか。できるはずがありません。

　　被災者を災害ローンから解放することは、少なくともゼロからの出発を可能にします。

　新たに融資を受けて家を建てたり、自動車や機械設備を買ったり、事業を再開して人を雇

　用することを手助けすることになります。被災者自身が行う経済活動があってこそ、被災

　地は復興します。また、被災地が復興することにより、国家全体としての損失も少ないと

　考えられます。

　　マスコミなどで「復興特需」という言葉が目に付きます。しかし、被災者や被災地を置

　き去りにした復興特需は真の復興特需ではありません。復興特需における利益は被災者が

　受けるべきものです。そのためにも国は災害ローン問題を新たな視点から見直し、大胆な

　施策をとらねばなりません。また、国や金融機関を動かすのは被災者の生の声です。「わ

　れわれは災害ローンの抜本解決を要求する」といえるのは、災害ローンに苦しんでいる被

　災者なのです。被災者の皆さん、どうか、声をあげてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（さいとうゆきみつ）

✿ 次号の「紙上相談会」特集予告 ✿
　福島県内の仮設住宅を訪問して住民の方々の様々な声を聞きま

した。その大半は仮設住宅の生活環境の悪さに対してでした。阪

神淡路、新潟中越地震の教訓は生かされているのか？　部分的に

は改良されていたものの住民の不満は怒りに近いものでした。

　次号では

『仮設住宅の住環境問題』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を特集いたします。
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カメラが見た「仮設住宅巡回訪問」

　12月３日（土）、４日（日）の２日間にわたって福島県本宮市、二本松市、福島市の応急

仮設住宅26団地（2500戸）を巡回訪問しました。訪問目的の一つは「群馬司法書士新聞震災

対策特別号」の手渡しによる配布です。司法書士と居住者が相互に繋がるルートを作るため

と思ってください。また、我々は皆様の声を「今後の活動」に生かしていきたいと思って

おります。前回の巡回訪問の時「他の仮設住宅を見てみたい」と言う声を聞きました。早速、

仮設住宅訪問を写真で綴ってみましたので見てください。今回は本宮市と二本松市の団地の

写真を掲載します。福島市の団地は次号で紹介いたします。

本宮市小田部団地（42戸）

12月３日(土)朝６時半。雨の中、前橋市にある群馬司法書士会館で出発準備。
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風雨の中、住民の方が出てきてくれる。

本宮市栗木平団地（27戸）

本宮市和田石上団地（18戸）
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通路をアスファルト施工している。

雨に光るアスファルト。

本宮市石神第一団地（57戸）
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本宮市恵向団地（137戸）

玄関口でお話を伺う会員。
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床下にコンクリートを流し込んでいた。

昼食時、グループホーム内では、楽しそうに食卓を囲んでいた。

団地内に「グループホーム虹の家」が建てられていた。
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次は二本松市に向かう。移動バスの中であわただしく昼食をとる。

二本松市杉田住民センター団地（33戸）

二本松市岳下住民センター団地（64戸）
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花があった。ホッとする。

雨も上がり干し物が出ている。

二本松市大平農村広場団地（66戸）
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二本松市杉内多目的運動広場（234戸）

陽も落ち外灯がともっていた。
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　「濃い霧のため伊丹空港に引き返すかもしれません。」ガタガタと大きく揺れる機体に、

そんなアナウンスが流れた。

　�2月３日悪天候の中、私達兵庫県司法書士会の３人の会員は福島空港に到着した。

　「東北・福島の人たちを孤立させない」「被災された方の声を支援活動の指針とする」

「我々司法書士にできることは、最後まで被害を受けた方々に寄り添っていくことだ」、激

しく揺れる飛行機から降りたにもかかわらず、そんな使命感と責任感とが混ざり合った、群

馬司法書士会の皆さんから発せられる熱く燃えるような衝動のうねりに巻き込まれていった。

そんな気分だった。

　

　私は、阪神・淡路大震災時にはこの職業に就いていたわけでもなく、被災をしたというわ

けでもない。しかし、この神戸で仕事をしていると、当時のことを知る諸先輩方に事あるご

とに震災の時の話を聞かせてもらった。一般の相談者の方からも、当時の話を聞かせてもら

う機会がままある。その苦しみを本当の意味で共有できているのかと言われれば心苦しいと

ころではあるが、そんなこともあって、震災の経験はまるで我がことのように染み着き、震

災によって全国から支援をしていただいた神戸から、今回は恩返しをしなければならないの

だと、勝手に思いを募らせている。

　さて、福島空港に到着した我々は、すぐに群馬司法書士会の20名の会員との合流場所であ

る本宮市役所に向けて出発した。皆、震災以降、東北へ来ることは初めてではないメンバー

だったが、福島に住む方々の先の見えない今後に対する不安感と、これから長期間続くこと

になるであろう賠償問題に対する不満を想像し、今までとは多少違う気持ちがあった。とい

うのも、震災の直接の被害を受けた場合、地震による揺れや津波に起因した法律問題が発生

し、その解決方法についての相談を受けた場合の答えは、ある程度道筋を示してアドバイス

をすることはできる。しかし、今回の原発事故に関して、紛争審査会の出している損害賠償

の指針に問題点を感じ、それでは納得が出来ないといった場合に、我々の側で明確な道筋を

示せるだろうか。納得が出来ない場合に、調停・ＡＤＲ（裁判によらない行政機関・民間機

関による紛争解決手段）・訴訟といった手続きがありますということは示せても、我々に、

被害を受けた方への具体的な手段（訴訟をする場合にどのような形態で支援を行うのか等）

を提供できる準備が出来ていないことに対しての困惑があったのではないだろうかと思う。

　ただ、被災された方の話を聞かせてもらうことが、今後の活動の原点であることは共通の

認識であった。

　被災された方の声を聴き、その声を支援活動に反映させること、そのことだけを考えれば、

相談の相手が我々司法書士であろうと、その他のボランティアの方であろうと、別にどうで

神戸の司法書士３名が仮設住宅巡回に参加

　　  話をしていただいた福島の皆様に
　　　  　　　心から感謝申し上げます。
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もいいのかもしれない。相談の内容によっては他の職能に任せるべき問題もある。しかし、

敢えて誤解を恐れずに言えば、この点に於いて適当な存在であるという使命感と、相談され

る方々の傍に寄り添うことができる職能であるという自負が我々にはある。今後の支援活動

への取組み方がはっきりとしない中、そういう思いを確かにしたいという面があったのも事

実だろう。

　今後の対応については、是非とも被災された方々と共に考えていきたい。

　今回仮設住宅への巡回訪問に同行させていただき、率直に感じたこと等を以下挙げていき

たいと思う。

　まず、仮設住宅を訪問し、入居されている方々のお宅へ訪問すると、不在でいらっしゃら

ない方を除く多くの方が、玄関先に出てきてこちらの話に耳を傾け、そしてご自身の状況を

話してくださることに驚きを感じた。避難所から仮設住宅に移って、外部の人と接する機会

が極端に減っているのではないかと懸念される。

　初日は暴風雨の中、２日目は強風の中、大変億劫だっただろうが玄関先まで出てきて、自

らの状況とその心情を切々

と語りかけてくれる、そし

て最後には遠くからご苦労

様ですと仰っていただいた

方もいる。そんな方々に対

して、かける言葉が見つか

らなかった。というより、

どんな言葉であっても、被

災された方々の心情を思う

と適当な言葉などは無かっ

たのかもしれない。

　次に、実際の話を伺って分かったことだが、東京電力への損害賠償請求を行う際の請求書

について、請求書を提出した多くの方が請求書の記載を息子等の親族に任せているか、東京

電力の職員のアドバイスを受けて請求書を完成させている。ほとんどの方が加害者である東

京電力側の協力によって請求書を完成させているというのが現状なのだ。もちろん説明会開

催の案内の貼り紙が掲示板に貼ってあり、弁護士等のアドバイスを多少聞く機会があった方

もいらっしゃったが、すでに請求を行った多く方々は、第三者的な助言・説明等をじっくり

と受ける機会がないまま請求書を完成させているのではないか。

　再三指摘されている点ではあるが、東京電力がいくら第三者機関である紛争審査会の示す

指針に基づいて支払いを行うといっても、損害賠償請求が一旦訴訟の場に持ち込まれると、

原告と被告という利害が対立する関係にある東京電力側のアドバイスのみを頼りに、請求を

行わなければならないなどということが放置されていてよいのだろうか。この点の周知徹底

を東京電力の側で行っているのか（第三者の意見を聞くことを促す等）といえば、私の知る

限りではそのような事実を聞いたことはない。我々法律に携わる者の責任でもあるが、あま

りにおかしな構造のまま賠償に関する手続きが進行している。そもそも、紛争審査会の示し
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た中間指針は画一的であり、また、問題点が多々指摘されている等の情報がすべての被害を

受けた方々へ行き渡っているのか、とても心配になる。

　紛争の解決・和解と言うのは当事者が相互に譲歩することが必要になるのは事実だが、そ

の前提となる情報は両当事者が正確・適法に判断できるだけの充分な形で提供されなければ

ならないのは当然であろう。訴訟であれば、その譲歩の必要性もない。

　�2月６日、ちょうどこの文章を書いている時期、紛争審査会の中間指針に、自主避難等対

象地域に対して一律の損害額を認定し支払いを行う旨の追加がなされたところである。それ

でも、損害の賠償であるのに実際の損害を無視して一律の賠償額としていることや、賠償の

対象範囲の線引きについても、果たして納得できるものだろうか。

　この中間指針の問題点は、上記のような点にとどまらない。

　今回多く聞かれたのは、現時点で請求を行ったとしても、前回支払われた仮払金の額を超

えないため、今回の請求に係る賠償金の支払いは仮払金の清算のために０円になると言われ

て請求をしなかったという声だ。そもそも、仮払金は今後継続する生活のための必需品の購

入や、生活費の増加分に充てられて手元にほとんど残っていないのではないだろうか。各

種義援金等と東京電力の仮払金とは全く性質の異なるもので、義援金等は見舞金的な要素が

あり、原発事故のために発生した損害の填補に使用されるべきものではなく、損害の填補の

ためにそのお金を取り崩さなければならないような事態があってはならない。被害を受けた

方々の損害については、東京電力の賠償金によってのみ填補されるべきだ。この点、生活費

増額分が一律の精神的損害に含まれて類型化されている紛争審査会の出した中間指針に従っ

て合意することが念頭にある場合、一括で仮払金を控除されると、実際は実質の損害を手持

ちのお金によって填補しなければならない事態が生じるのではなかろうか。まして、東京電

力の支払ういわゆる補償金には遅延損害金が付加されていない。加えて、東京電力が主導に

行う方法では、３ヶ月ごとにしか請求を行うことができない。毎月ギリギリの状態で生活を

送らなければならず、早急に手元にお金が必要な方々にとって、仮払金の一括での控除はそ

のような方々の生活を脅かす結果となる。この点、請求する側の選択により、毎回の控除額

を設定（控除額の最低基準は必要であろうが）できるように改善する必要がある。しかも、

喫緊の問題として早急な対応を求めることを考えなければならない。

　

　それから、仮設住宅に入居されている方の多くが、その環境に多少なりとも不満を感じて

いることが受け取られた。長年住み慣れた土地を着の身着のままで追い出され、これから訪

れる寒さに不安を抱え、未だに帰郷や今後の生活の目処が立たない。加えて、いくら仮設住

宅とはいっても、これから長期間住むことを余儀なくされる住宅にも関わらず手狭である。

この仮設住宅の狭さという点だけで言っても、ある仮設住宅ではその入居率が３割程度であ

りガラガラの状態にもかかわらず、入居者がいない隣の軒下に物をおくことも許されない。

まして、隣の部屋を使用することは許されないという話があった。当事者間の公平の観点は

必要であろうが、何とかならないものかと思う。

　また、一概に仮設住宅といっても、その環境や住宅の造りはそれぞれ違いがある。この点

は良い方の水準に合わせるよう改善すべきだ。

　借上げ住宅の方が通常住むには便利で住環境もよいであろうが、仮設住宅に残る主な要因

として、借上げ住宅に移ることによって情報が届かなくなることに不安を感じているという
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点があるように感じる。入居率が低くなるような住宅を造ったことを反省し、その予算を

仮設住宅に入居されている方の仮設住居外との情報の交換、借上げ住宅に入居された世帯や、

遠方へ避難された世帯のコミュニティーの形成と情報の共有を強化するために使うよう改め

るべきではないだろうか。

　今回は、時間が限られていたため、じっくりと被害を受けた方と話をすることができず、

詳細については把握できていない部分も多々あろうかと思うが、現状に対する不満はいくら

でもあるのではないかと感じられた。「あまり文句を言っても、現状が変わるわけではな

い」と言われた方もいた、「私のところの世帯はまだマシな方ではないか」と言われた方も

いた。しかし、何も不満がないかというとそうではないのだ。

　訪問を始めて最初の頃、私は「何か、今困っていること・ご不満なことはないですか」

というようなことを聞いていた。そうすると、対応してくださった方は多少困惑した感じで、

言葉に詰まることがある。いきなりそんなことを言われても、生活の何から何まで変わって

しまって、被災された方にとって、今現在直面していることすべてが困りごとであり、不満

なことなのだと、聞き方を変えることにした。相談会に来られる方は特定の相談事があって

来られるわけだが、こちらが押しかけて行って困り事はないですかと言っても、すぐに頭を

整理できるはずも無い。

　以上のようなことのほかに、まだまだ問題点はある。

　復興の主体はあくまでも被災された方々であり、被災された方々の主体的な復興への歩み

失くして復興はありえない。しかし、復興とは人が感じるものであって、そこには心の平穏

と安心が不可欠である。

　我々にできることは限られているかもしれないけれど、全国の多くの同職が同じ思いで、

何かできることはないのだろうか考えている。そのためにも、ぜひとも声を聞かせていただ

きたい。どのようなことでもいいので、語りかけていただきたい。

　我々は、被災された方々が困難から立ち上がり、自立する際の伴走者となることを再確認

し、そして、その過程を記録し、広く伝えることによって、より多くの人が当事者意識をも

って被災地が抱える問題と向き合う手助けを出来ればと思う。

　今回訪問させていただいた本宮市、二本松市、福島市は、沿岸部の浜通りに比べると寒さ

が厳しいということをお聞きした。私達が訪問した�2月の初旬ですら凍りつくような寒さで

あったが、これからのことを思うと、被災された方々の健康を心から切に願うばかりだ。

　最後に、この紙面を借りて、今回の巡回訪問を企画していただいた群馬司法書士会、そし

て、何より、訪問した先で話をしていただいた福島の皆様に心から感謝を申し上げたい。

　ありがとうございました。

　じっくりとお話を聞くことが出来なかったことが、本当に心残りではありますが、群馬・

兵庫県の司法書士、そして全国の司法書士が、福島の方々に最後まで寄り添い、そして声を

聞かせていただきたいと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫県司法書士会　石神健吾）


