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希望を持っており、できたら元の職場に戻りたいと思っているという結果でした。しかし、地元を離

れて生活している人は、当然そこで少しずつ生活の基盤ができていくわけですから、復興が遅れれば

遅れるほど、戻ることが困難な状況が急速に進んでいくと思います。 

人口の流出を食い止め、被災者の地元で働きたいという思いに答えていくためには、地元での雇用

を創出する地元の事業者の再建が不可欠です。また、ある地域で住民が生活をしていくためには、食

料や生活雑貨が手に入ることが必要です。それだけではなくて、床屋さんとか、病院とか、ガソリン

スタンドといった生活に必要なサービスを提供してくれる施設がなければ、生活は成り立ちません。 

そういう物品やサービスを提供してきたのは、地場に住んで営業してきた個人事業者、あるいは中

小の事業者です。従って、地元での事業者の再建というのは、単に雇用を生み出すというだけではな

くて、まさにその集落を成り立たせるための必要な条件ということになります。 

被災した事業者が事業を再建するということは、地元の復興の担い手になるということでもありま

す。そして、地域の再生や再建を推進して、地域社会を強固にするという意味も同時に持つことにな

ります。さらに、再建した事業者がその地域内で再投資を行うことによって、さらなる雇用を生み出

し、所得を生み出すということになりますので、住民の生活がそれによって維持され、拡大されると

いう役割を果たすことになります。 

京都大学の岡田知弘先生は、これを地域内経済循環という言葉で呼んでいます。地場の事業が再建

される、その人たちが再投資をする、その循環によって経済が活性化し、かつ地場の社会の基盤が強

固になっていくということですが、そういう役割も被災地の事業者の事業再建の効果としてあるとい

うことを強調されています。 

しかし、地元の事業者が自力で再建することは極めて困難だと思います。そこには公費による支援

が必要です。また、被災前から負債を持っていた事業者が再建を果たすためには、二重ローン問題の

解決が不可欠であると思います。 

 

■地場産業再建のための制度 

（１）事業者の再建に対する公費の助成制度 

漁業に対しては、十分とはいえないまでも、かなりの税金を投入するシステムがつくられています。

漁業以外の事業者については、今つくられている支援の仕組みというのは、金融機関からお金を借り

る場合の保証や、長期・低利の融資をする制度が設けられてはいます。しかし、事業を再建するため

に、その再建資金に公費を助成するという制度はただ１つだけです。岩手県中小企業等復旧・復興支

援補助事業、いわゆるグループ補助金という制度です。 

グループ補助金はどういう制度かというと、まず、業者が複数でグループをつくって、事業計画を

つくります。それを申請して認めてもらえると、生産販売施設の復旧・整備の費用の四分の三を国と

県が出すという制度です。四分の三も出してもらえるのですから、これが使えたら事業者としては相

当助かります。仮に 10 億円再建資金が必要だとしても、７億 5,000 万円は国と県が出してくれるとい

うことですので、非常にありがたい制度です。ところが、この制度は、十分に活用できる状況にはな

いと言うしかありません。 

グループ補助金で再建を果たしている事業者を見ますと、第４次募集までで、岩手では 51 グルー

プです。合計で 577 億円、国が 385 億円を負担し、岩手県が 192 億円を負担しています。宮城は 89

グループ、福島は 131 グループ、全国の合計は 329 グループ、合計金額は 2,906 億円です。国が負担

しているのは 1,937 億円にすぎません。 
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しかも、このグループ補助金の支援を受けることができているのは、東京などに本社を持っている

サプライチェーンと、地場の大手の企業の２種類しかありません。岩手はサプライチェーンの比率は

低いのですが、地場の大手企業がほとんどを占めています。最近になって、山田や大槌の辺りの小規

模の事業者がグループをつくって申請したのがやっと認められました。 

なぜこんなことになるかというと、２つの理由があります。１つは、国の予算があまりにも少な過

ぎて、効果の高いところを優先せざるを得ないことです。もう一つは、この予算を増やしてどんどん

支援をすると、県の負担が大変になるため、県の予算が潤沢でなければ、とても県の負担額を賄えな

いという問題があります。 

もともとこの仕組みをつくった際に、支援対象がかなり限定されたものとしてつくられています。

要綱で決められているのは地域の基幹産業や雇用経済規模の大きな企業と、わが国経済のサプライチ

ェーン上重要な企業ですから、必然的に地場の大手企業とサプライチェーンが支援を受けることにな

らざるを得ない仕組みになっています。 

腹が立つのは、そういうわずかばかりのお金しかグループ補助金で使っていないにもかかわらず、

震災と関連性のないところに極めて多額の税金が投入されているということです。例えば、東京都と

千葉県の駅前の再開発事業に 20 億円出していたとか、さらにはバス停のところに外国語を表示する費

用に８億円も使っていたとか、あるいは自衛隊情報保全隊という国民の動向を監視する部隊ですが、

ここの機材の購入費もこの震災復興の資金から出ているということが報道されていました。 

特に許し難いのは、国内立地推進事業費補助金では、岐阜県にあるコンタクトレンズのメーカーに

対する支援が復興費の中から出ています。どういう関係があるのかというと、仙台に支店があるとい

うだけです。しかもその合計額を見ると、国内立地推進事業費補助金が 2,950 億円もすでに出ている

のです。 

グループ補助金で被災地の事業を再建するために出している国の負担金は 1,937 億円にすぎないの

に、震災と関係ないと思われる岐阜のコンタクトレンズの会社に出すような国内立地推進事業費補助

金の合計額のほうが、1,000 億円も多く支出しているのです。国は被災地の状況をきちんと認識して、

何を国がしなければいけないのか、どういう制度をつくって、どういうところに公費を使わなければ

いけないのかという認識が不足しています。 

グループ補助金の予算を大幅に増やすとともに、グループをつくらなければ出さないというような

形ではなくて、それとは別枠で、事業者に対する再建資金に対して公費を出すシステムを新たにつく

る必要があると思います。 

 

（２）二重ローンの解消策 

事業者の再建にもう一つ必要なのは、二重ローンの解消の問題です。現在用意されている二重ロー

ンの解消策は２つあります。１つは、個人事業者についての解消策である私的整理ガイドラインです。

これは、一定額を弁済することで債務の免除を受けられる、保証人も免責される、500 万円までは手

元に残る、家も場合によっては守られる、抵当権も抹消されるという、非常にメリットがある制度で

す。 

ところが、この私的整理ガイドラインという制度が使われれば、助かる人たちがたくさん出てくる

はずなのですが、現実には使い勝手が悪くて、平成 24 年９月末の時点で、このガイドラインを使えて

いるのは、全国で 83 件、岩手では８件か９件だと思います。現在は、全国で 100 件を超えている程度

です。 
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なぜかというと、このガイドラインの要件に問題があります。１つは震災によって支払い不能にな

ったという要件が必要です。それから債権者にとっても経済的な合理性があることです。破産すれば

債権者は何も取れないのだから、それよりもましであるということが要件としてあるわけです。 

さらに、原則として５年以内に分割返済しなければいけません。これが非常に厳しいのです。例え

ば資産価値が 1,500 万円で負債が 1,000 万円という場合、500 万円を５年で返済するというのは極め

てきつい話です。この５年というのを延ばさないと、なかなかこの制度が使えないという問題があり

ます。 

さらに運営委員会に文書を提出しても、運営委員会で、これが足りない、あれが足りないというこ

とをやっているうちに、どんどん月日がたちます。本来であれば残せたはずの 500 万円の中から返済

を続けて、運営委員会からやっと通知を出した段階では、生活再建資金が底を突いてしまっていると

いう事態も生じています。日弁連は、このガイドラインの運用を緩和しろという意見を出し続けてい

ますが、なかなか進みません。 

次に、東日本大震災事業者再生支援機構と産業復興機構のことを、ごく簡単に説明します。これは

中小企業を対象にしますが、そこの債権を支援機構が買い取る制度です。平成 24 年９月 10 日現在、

岩手県内では、支援機構で債権の買い取りが行われた企業は、たった６社にとどまっています。これ

は、再建可能性という要件を厳しく運用しているからです。岩手県の産業復興機構のほうは、平成 24

年 10 月５日現在で債権の買い取りが行われたのは 27 件だけです。 

従って、二重ローンの解消策である私的整理ガイドラインは、もう少し運用を緩和して使い勝手を

よくしていかないことには、何のための制度かわからなくなります。同じことが支援機構の場合にも

いうことができます。再建可能性を緩和するという措置を取らない限りは、せっかくの制度が生きて

きません。 

 

■再生と活性化に何が必要か 

現在、防潮堤や橋や道路をつくるとか、集団移転とか、かさ上げして住居や商店をつくるというこ

とが進められています。あるいは企業を誘致して地元の経済を活性化させようという復興計画も、ど

この自治体も取り入れようとしているようです。 

けれども、防潮堤をつくり、道路をつくり、橋をつくり、あるいは企業を外から持ってくるという

ことで、本当にその地域の復興、その地域の再建、再生というのができるのでしょうか。 

本当に今求められているのは、その地域が歴史的、文化的、経済的にどんな地域なのか見直し、そ

こにある資源をもう１回見詰め直して、その上で自分たちの地域を本当に再生するためには何が必要

かを考えて実施していくという取り組み、知恵を出し合うことではないかと思います。本当に地域を

活性化させるためには、各地域で根本的な理念のようなものを、もっと議論する必要があるのではな

いでしょうか。 

 

■東北の視点 

まず、今回の震災は東北で起きた震災だという視点を抜きには考えられないと思います。この視点

を抜きに復旧・復興を考えたとしても、また過疎と高齢化が進むまちが再生されるだけになるのでは

ないかと思うからです。 

東北地方というのは、縄文時代は日本の中心だったといわれています。たくさんの遺跡があること

からもわかるように、縄文時代は日本の中心であった東北が、畿内に日本の中心が移るに従って、東
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北は辺境の地と見なされ、えぞ地とか、えみしなどの蔑称で呼ばれるようになりました。明治維新の

ときに、会津、仙台、南部が、賊軍として明治政府に断罪されたことで、東北地方は無価値な土地だ

という蔑視が定着することになりました。 

戦前は、東北は米と女郎と兵士の供給源だといわれ、戦後は、米をはじめとする食料と労働力と、

それ以外のいろんな資源の供給源となり、国からわずかばかりの公共事業や補助金をもらって、その

代わり、東京の人たちにとっては必要だけれども自分のところには欲しくない嫌忌施設、産廃の施設

だとか原発だとかを受け入れる土地になってしまいました。 

東北学を提唱している赤坂憲雄さんは、東北の状況について、東京の植民地である点で東北は沖縄

と変わりがないということを言っています。東北をどう見るのかについては異論があるかもしれませ

ん。ただ、そういう位置付けの中で、私たちの心根というか、心性自体が植民地的な意識になってい

たのではないかと思われてなりません。自分の頭で考えて地域をどうするかという発想よりも、とも

かく国から補助金をもらってこよう、公共事業をもらってこよう、あるいは、企業を他から持ってき

て、なんとか経済を活性化させようという外頼みの態度を、私たちが知らぬ間に身に付けてきたので

はないかという思いが私にはあります。 

子どもが高校を卒業すると、もう地元には戻ってこないと私も考えてしまっています。私の友人な

どもみんなそう思っているようです。しかし、子どもたちが、生まれたところで学校を卒業し、働き、

結婚し、年を取り、あの世に旅立っていくという当然のことを、なぜ私たちは望まなくなったのでし

ょうか。子どもは離れて仕方ない、なぜそういう気持ちになってしまっているのでしょうか。自分た

ちのところには何もないから出ていくのは仕方ないという心性に、私たちが少しずつなってしまって

いたのだと思います。 

その結果として、結局は外頼みで、国から補助金、公共事業をもらう、あるいは外からの企業を持

ってくるという発想になってきたのではないかと思います。しかしながら、私たちは、それがまった

く意味がないことに気が付かされているはずです。公共事業をいくら持ってきても、そのときはいい

かもしれないけれど、それが本当の意味でまちづくりになっていない、企業を外から持ってきたって、

それが本当の意味でまちの活性化につながらないということは、嫌というほど経験していると思いま

す。 

例えば、かつて新産業構想というのが打ち出されて、どこの地域も工業化を図ろうとしました。し

かし、ほとんどは失敗に終わり、広大な荒れ地が残りました。その荒れ地は今、福島の原発になった

り、青森の六ヶ所村の核燃再処理施設になったりしています。 

その後、国はリゾート開発構想というのを打ち出しました。岩手でも８つぐらいリゾート開発構想

が打ち出されましたが、全部失敗しました。 

企業の誘致に関しては、うまくいっているところも確かにありますが、誘致したけれども撤退され

ているところもずいぶんあります。企業はなぜ東北に来るかというと、安い人件費です。その企業は、

価格競争で生き残ろうと考えるわけですが、アジアでつくった商品と競争できなくなると、その企業

は撤退せざるを得なくなります。あるいは、ある製品をつくっている企業があったとすれば、社会情

勢が変わって価値がなくなると、そこはすぐ撤退してしまいます。企業誘致の難しさというのは、社

会情勢とか、価格競争に敗れて撤退してしまえば、その地域には何もなくなってしまうということで

す。 

しかも、企業の利益は地元には残りません。わずかばかりの雇用は生まれ、地元には固定資産税を

はじめとして法人税などは少し落ちるかもしれません。けれども、その企業が得た利益は全部本社が
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ある東京に持っていかれて、地元には還元されません。 

そして一番の問題は、その企業に寄りかかってしまうことです。私の生まれ故郷である釜石がなぜ

これだけ衰退したかというと、製鉄所に全部おんぶにだっこだったからです。どんなに公害があって

も、市民はみんな我慢して、何も言いませんでした。突然、3,500 人ぐらいいた従業員が、高炉の廃

止によって 500 人ぐらいまで減らされました。その間に、私も含めて釜石市民は、製鉄所があるから

全部頼っていればいいということで、自分の頭でまちづくりを考えなくなってしまいました。製鉄所

がなくなったあとも、自分の頭でまちづくりを考えられないままに、どんどん人口の減少を招いてき

たのではないかと思っています。 

公共事業や補助金頼りの、あるいは企業誘致に頼った開発は、本当の意味での地元の活性化にはつ

ながらないと思います。 

 

■発想の転換 

それに対して、葛巻町は、まったく発想を転換しました。もう無い物ねだりはしないと考えたわけ

です。無いものを他から持ってきて、なんとかしようということはやめることにしました。葛巻町で

も、一時は公共事業や補助金や企業誘致で活路を見いだそうとしましたが、全部失敗して、もう外頼

みはやめよう、うちにある資源をなんとか活用しようということで、３つの資源を見いだしました。 

それは、天の恵み、地の恵み、人の恵みです。天の恵みというのは太陽と風です。地の恵みという

のは水やヤマブドウです。酪農の地ですから、酪農のふん尿も資源です。人の恵みというのは、長い

歴史の中ではぐくまれてきた人と人との結び付きです。それらを使ってまちの再生や活性化に取り組

みました。 

葛巻町は酪農と森林を基幹産業としていますが、酪農は乳価がなかなか上がらないし、森林も外国

から安い材木が入ってきて、それだけでは食べられません。なんとかそれを基幹産業としながらも、

他に多角的に収入の道を探そうと考えました。酪農で言うと、まず１つは牛の預託です。牛が乳を出

すまでの間、子牛を飼うということで、町外からも預託を受けます。それで年間３億 5,000 万円ぐら

いの収入を生み出しました。 

それから、森林の関係で言うと、ヤマブドウをぶどう酒にして飲んでいたので、葛巻ワインを始め

ました。それから、木のくずを使ったペレットをつくるとか、「岩手くずまき高原カラマツ」というブ

ランド化を図って、それを建材、あるいは炭として売り出しました。頭を使って、地元にある資源を

使って、多角的な収入の道をつくり出したわけです。 

併せて発電事業です。風の強い地域というのを逆手に取って風力発電、牛のふん尿や木のくずを使

ってバイオマス発電、小川が流れていれば小さな水力発電、太陽光の発電もやって、まちで必要な電

力の 1.6 倍の電力を生み出し余ったものを売却しています。 

地元の人たちが本当に今地元にある資源を頭に置いて、それを活用しながらまちおこしを考えてい

くという発想が必要ではないかと思います。 

 

■防潮堤は必要か？ 

復興計画を見ると、どの自治体もハードとソフト両面から安全を確保するとしています。ハードと

いうのは防潮堤、ソフトというのは避難路を確保して高台に逃げるということのようです。しかし、

海も全く見えなくなる 15 メートルもの巨大な防潮堤の下で生活するということで本当にいいのか、も

う一度きちんと考えてみる必要があるのではないでしょうか。 
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限界集落の研究をしている人の話では、現在の被災地の地図と 100 年くらい前のその地域の地図を

重ね合わせると、今回被災した地域は 100 年くらい前は海だったということです。つまり、今回の津

波は、もともと海であったところに被害をもたらしたということです。東北の町や村はかつては人口

が少なかったために、人々は必ずしも海辺には住んでいませんでした。当時はたくさん子どもが生ま

れてもたくさんの子どもが幼くして死ななくてはならなかったために、人口はほとんど変化がなかっ

たということです。ところが、昭和一桁代に入り食料や健康問題、衛生問題が改善されるにつれ、子

供たちは元気に育つことが可能となり、ほとんどの子供たちが成人まで生きることができるようにな

りました。その結果、人口が増え住むところが必要になってきたために、次第に海岸線のほうに住ま

いや生活の場が広がるようになり、やがては海であったところを埋め立てて、新しい住宅、工場、作

業所をつくるようになりました。そして、高潮や津波の被害を防ぐために、コンクリートで防潮堤を

築くようになりました。 

今回被災した場所が 100 年前は海であったのであれば、復興も３・11 の直前の状態に戻すという発

想ではなく、100 年前に戻すという発想に基いて行うことはできないのでしょうか。もともと海であ

ったところは海に戻し、人は安全なところまで海岸線から退いて生活するということはできないので

しょうか。 

今回の津波による被害がなくとも、人口はどんどん減少を続けていました。数十年たてば、人口は

６割とか７割まで減少するといわれていました。今回の津波被害によって、人口の減少はより一層進

むのではないかと思われます。おそらく、遅からず 100 年前の人口にまで減ることになるでしょう。

そうであるなら、かつて海であったところは海に戻し、浦や潟や浜であったところは浦や潟や浜に戻

して、人は高台で生活していくことも十分に可能なのではないかと思われるのです。そして、その場

合は、何も 15 メートルもの防潮堤は必要がないということになります。15 メートルもの防潮堤に囲

まれた中で、高い所に登らなければ全く海を見ることができないという生活を送るのではなく、いつ

でも海を眺めながら生活することができる、そんな生活を取り戻すことをもう一度真剣に考えてみて

も良いのではないかと思うのです。 

おそらく反論もあると思います。しかし、そういった議論を、今回の復興を考える際にきちんと行

うべきではなかったのか、どうして最初から 14 メートル、15 メートルという高さの防潮堤を建設し

巨大なコンクリートによって安全を守るという発想でしか出発できなかったのか、私の根本的な疑問

はそこにあります。 

確かに復旧・復興は急がなければなりません。しかし、私たちは復興・復旧を急ぎながらも、自分

たちの住むところをどうするのかという議論を、海をどうする、防潮堤をどうする、まちをどうする、

まちの活性化をどうやって図るのかという議論を、どこかできちんとしておく必要があるのではない

か、そうでなければ、りっぱな橋や道路や防潮堤は建設されたとしても、住む人のほとんどいない巨

大な廃墟のようなまちが生まれてしまうのではないかと恐れています。 
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