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小特集「震災と地域農業-食と農の視点から-J

農山漁村の復旧・復興のあり方:

「人間の復興」を中心にした地域経済の再生

何回知弘本

Rebuilding of the Regional Economy and the Social Structure of Damages caused by 

Earthquake Disasters; From the Viewpoint of the Recovery of Human Living 

Tomohiro Okada (Kyoto University) 

The objective of this paper is to show the prospects 

and issues on rebuilding affected local societies based on 

the concept of intraregional economic circulation after 

巴lucidatingthe social structur巴 ofdamages caused by 

the Eastern Japan Earthquake and Tsunami. 

To do this， 1) this paper criticizes the discourse that 

limits the scope of disaster-hit areas to the Tohoku region 

by showing the heterogeneity and regionality of the social 

structure of damages in the aftermath of the earthquake 

and tsunami; 2) from the context of capitalist development 

towards the contemporary phase of economic globaliza-

tion， the paper analyzes the socioeconomic factors within 

the disaster-hit areas and the political economic factors 

behind the policy conflicts concerning local revitalization; 

and 3) by examining the policy issues concerning the 

restoration of disaster-hit local soci巴tiesand the reestab 

lishment of victims' lives， this paper shows the importance 

in restoring the intraregional reinvestment capability and 

intraregional economic circulation of the a任ectedlocal 

sociebes. 

1. はじめに

2011年3月 11日に発災した東日本大震災は，大津

波を併発したうえ，福島第一原発事故を引き起こし，

戦後最悪の災害となった復興庁によれば， 2012年

6月 6日時点において，死者は 1万 5861人を数え，

行方不明者は 3018人に達する.発災後 1年半を経過

した時点でも. 34万人近くの人々が仮設住宅はじめ

避難先での不便な生活を余儀なくされている 1)

避難生活の長期化や.防音・防寒効果に劣る仮設

住宅生活のなかで，体調悪化による 「震災関連死」

や孤独死， 自殺も残念ながら増えつつある.復興庁

によると. 12年 3月 31日時点で，宮城，岩手，福

島等の被災 10都県で.合計 1632人が震災関連死と

本京都大学

認定されている 2)

さらに深刻なのは，地震と津波被害に加え，原発

事故による放射能汚染が，大気水，土壌汚染から

はじまり，農産物，畜産物，水産物に広がった福島

県である.浜通り地域の原発立地自治体だけでなく，

放射能汚染のホットスポットとなった飯舘村など内

陸部自治体を含めて，住民や農林漁家，事業所.学

校，病院，福祉施設そして行政機関にいたるまで¥

長期にわたって地域社会全体の分散避難が強いられ

る事態となった 帰宅困難区域及び居住制限区域に

居住していた被災者は，故郷に戻る展望も見えない

中で，生活再建の見通しがたたない最悪の状況に置

かれたままとなっている.

このようななかで，被災地からの人口の移動が激

しくなっている 2012年 1月 30日に発表された総

務省のデータ 3)によると，震災後，福島岩手，宮
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城の三県で，合計 4万 1226人の転出超過を記録し

た.このうち福島県は 3万l千人を超える県外転出

超過であった. とりわけ，子どもをもった若い親世

代の転出が相次いでいる.同時に，同一県内での移

動も激しく，郡山市，いわき市，石巻市，福島市，

南相馬市では 3000人を上回る転出超過となってい

るただしこれらは住民票を移す手続きをした人々

の数であり，実際には被災者支援を受けるために住

民票を残しながら，他所で避難生活を送る人も多く，

実数はこの数倍になると予想される.

他方，産業復興については， I復興格差Jが目立っ

てきている 内陸部に立地していた自動車・電子部

品工場の「サプライチェーンjは， 2011年夏の時点

で震災前の水準に回復したにもかかわらず， もっと

も激しい被害を被った津波被害地域や福島第一原発

周辺地域では経済活動が大きく損なわれ「被災 3県

の生産は浸水域では依然、として低迷している一方，

内陸部では比較的順調に推移している」と経済財政

白書も指摘せざるをえない事態となっている 4)

これは，原発事故対応の遅れとともに， とくに太

平洋岸地域における復旧・復興政策の内実とスピー

ドが，被災地の現状や被災者の願いとマッチしてい

ないことに大きな要因があるといえる.政府が「創

造的復興J論を振りかざし「サプライチェーン」の

回復と規制緩和による復興市場の創出を最優先し，

農漁業や水産加工業等の地場産業を基盤にした三陸

海岸地域の復旧・復興が後回しにされていることに

起因している

このような事態は， Iショック・ドクトリンJ(惨

事便乗型資本主義)5) という言葉によって表現され

ている.だが，これは今に始まったことではない.

資本主義の勃興期から，資本の本源的蓄積(原始的

蓄積)の手段として，災害のたびに繰り返しなされ

てきたことである.私は， I災害原蓄」と表現した方

がより適切ではないかと考えている すなわち，災

害によって，被災者がそれまで生活を営んでいた土

地や農地・漁場から強制的に切り離され，満足な生

活補償もなされず流民化する一方でト，安価になった

被災地の土地や資源を，時の公権力の行財政権限を

も利用してまとめて取得・集積し，それを新たな資

本蓄積の手段として活用する方法である.

自然災害は避けがたいものであるが，その後の被

災者の生活難や困窮，そして「復興格差」は，明ら

( 12 ) 

かにこの I年半の復興政策とその在り方が生み出し

たものである.さらに政策的要因であるならば，こ

れから政策を見直すことにより改善，解決する問題

も多いといえよう.ただしその際，個別の支援策

レベルでの小手先の転換ではなく，より深いところ

に潜む政策思想の根本的転換が不可欠であることは

いうまでもない

震災直後に当時の菅直人内閣は復興構想会議を設

置する.同会議は 2011年 6月 25日に『復興への提

言」を発表し， この提言をベースに政府は同年 7月

29日に「東日本大震災からの復興の基本方針」を策

定した.その基本理念は，阪神・淡路大震災と同様

「創造的復興Jにおかれ，東日本大震災を「日本経

済」のさらなる「経済成長」や「構造改革」の好機

とみなす考え方を強く押し出していた.11年9月に

発足した野田佳彦内閣は，菅内閣の方針を踏襲しな

がら，所得税及び住民税をベースにした復興増税の

導入や TPP(環太平洋経済連携協定)参加協議の開

始，消費税増税を宣言するに至る.

ともあれ，大規模災害からの復旧・復興にあたっ

ては，災害の実態を科学的・客観的に把握するとこ

ろからはじめなければならない その把握の仕方が

誤っておれば，当然，間違った処方婆となり，被災

した住民や地域の状態は，さらに悪化することにも

なろう.そこで，本稿では，第一に，東日本大震災

の被害構造を客観的に明らかにすること，第二に，

復興をめぐる政策対抗の背後にある政治経済的要因

を分析すること，第三に，被災者の生活再建と被災

地域社会の再生をめぐる政策的課題と展望を示すこ

とを課題としたい.

これらの課題を明らかにするために，地域経済論

の視角から分析を試みることにする.より具体的に

は，第一に大地に固着した集落・コミュニティレベ

ルからはじまり基礎自治体レベル，県レベル， I東

北j レベル，国レベルへと重なる地域の階層構造論

を被害構造分析に適用することであり， これにより

「被災地二東北論」を批判的に検討してみたい.第二

に地域経済・社会の再建を被災者の生活領域として

の地域から成し遂げるために，被災地における地域

内再投資力と地域内経済循環の再形成こそが必要で

あり，そのための自律的取組が現に広がってきてい

ることを示してみたい.これにより，非被災地に本

拠を置く復興ビジネスや多国籍企業のための「惨事
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便乗型」の「創造的復興Jではなく，何よりも被災

者の生活再建とそれを支える被災地の地域産業の再

生を最重要視した「人間の復興」の道こそ，求めら

れていることを示してみたい 6)

2. 東日本大震災の地域性と歴史性

いかなる災害も，地域性と歴史性を有する.災害

は，特定の自然現象が，特定の地域空間の人聞社会

に与える，人的・物的な損失であり， とりわけ震災

や津波災害は，特定の場所に限定されて発生するた

めに強い地域性を帯びる 7) 同時に，例えば江戸時

代の地域経済や社会，住宅等の建造物の形状，量と

質と，現代資本主義の下におけるそれとは大きく異

なり， したがって被害の現れ方は歴史性を伴う.原

発事故による放射能汚染やコンビナート火災は，明

らかに現代に固有な災害現象である

さらに，前述したように地域にはいくつかの階層

レベルがあることを認識しなければならない.集落

という本源的な生活領域のうえに，市町村という基

礎自治体の領域が重なり，さらに都道府県という領

域が重なり，そして日本，アジア，世界という領域

が階層構造をなしているのである.被災地域の復興

をいう場合， どの地域階層を対象にしているかを明

確にしておく必要がある 8)

この点を確認したうえで，改めて，今回の大震災

の被害状況の地域性を確認しておきたい. というの

も，震災直後に報道された映像等によって，東北全

体が被災地であったとか， I壊滅的打撃」というイ

メージが流布され，それが復興政策を考えるうえで

非科学的な判断を生む根拠のひとつにもなっている

からである.

2011年 6月 16日時点での消防庁の被害状況調査

によると，死者・行方不明者等の人的被害や建物の

損壊が出た範囲は，北海道から三重県，長野県，静

岡県にいたる 18都道県に及ふ¥この被害の超広域性

が，第一の特徴である.被災地域は，東北だけでは

なく，全国に広がっているのである.また，死者・

行方不明者は，宮城県が 60.1%を占めるのをはじめ

として岩手県及び福島県の3県で全体の 99.7%を占

めており，東北のなかでもこの 3県に集中している

ことが確認できる.一方，住宅の全半壊棟数は，こ

の3県のほか茨城県や千葉県でも比較的多くなって

おり，被災地域が東北だけであるとして震災復興に

( 13 ) 

あたって東北州を導入すべきだ、という議論がいかに

根拠のないものであるかが了解できょう目

第二に，人的，物的被害が大きかった 3県に絞り，

市町村別にさらに詳しく見ると，被害が特定自治体

に集中していること，さらにその被災内容も異なっ

ていることがわかる政府が発表した 11年 5月 19

日時点での死者・行方不明者数比宮城・岩手・福

島の 3県のなかでも，石巻市，気仙沼市，名取市，

東松島市，女川町，南三陸町(以上宮城県)，陸前

高田市，釜石市，大槌町(以上岩手県)で， 1000 

人を超えた.いずれも，三陸沿岸の自治体であり，

津波被害による沿岸部の市街地や集落で生活してい

たり，そこで昼間働いていた犠牲者がほとんどで

あった.

津波の浸水域に住んでいた人口は，女川町や南三

陸町で8割，陸前高田市や大槌町では 7割を超えた.

人口当たりの死者・行方不明者比率が最も高かった

のは，大槌町の 11.2%であり， これに女川町の 10.9

%，陸前高田市の 9.4%が続く.これらの自治体で

は，住民のうち 10人に 1人が犠牲になったのである.

とはいえ，三陸沿岸の激甚被災自治体でも多くの

人々は生き続けることができ，津波が届かなかった

家や集落，産業用施設，公共施設はライフライン以

外の被害は相対的に少なく， I壊滅」という表現が妥

当しないことも冷静に見ておく必要がある.例えば，

「気仙沼市復興計画Jに示されている， I平成の大合

併jによって近隣の唐桑町と本吉町を合併した気仙

沼市の「平成旧市町J及び「昭和旧村」単位での被

災状況を見ると，気仙沼市の主要な災害形態は，沿

岸部における地盤沈下・津波被害と気仙沼湾沿岸の

大規模火災の併発であった.津波浸水面積は，市内

面積の 5.6%にあたる 18.7平方キロメートルに及ん

だ家屋被害は，全壊 1万 6438棟，大規模半壊 2299

棟，半壊 1805l'東一部損半壊 4551棟の合計2万5093

棟に及び，全棟数の 39.3%に相当する.

だが， これはあくまで市合計の数値である.家屋

被害率を「平成旧市町」単位で見ると，気仙沼地区

で42.7%，唐桑地区で 30.9%，本吉地区で 31.2%と

なっている さらに詳細に「昭和旧村」単位で見る

と，例えば気仙沼地区では 60.9%の鹿折地区から 7.9

%に留まる新月地区にいたるまで，大きな差異が存

在していた.気仙沼市では，海側のほとんどの集落

が甚大な津波被害を受けたが，同一集落のなかでも，
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高台にある住宅や施設は被害を免れたこれは， 1400

人以上にのぼる死者・行方不明者の地域的分布を見

ても同様である

以上のように，三陸沿岸自治体では津波被害によ

る人的・物的被害が大きかったわけであるが，福島

県郡山市に代表される東北内陸部では地震動による

建物の破壊が目立った.これは，岩手県から仙台市，

福島県中通りにいたる東北新幹線沿いで共通して見

られる被害であり，仙台市では住宅団地の盛り土が

崩壊する被害が多発した さらに，茨城県や千葉県

では，北茨城市や大洗町，旭市，九十九里町などの

沿岸部で津波による被害が目立つほか，内陸部等で

は液状化にともなう宅地被害が広がった

しかも， このような地震や津波による二次被害と

して，福島第一原発のメルトダウン事故，市街地火

災，コンビナート火災，ダム崩壊による水害，産業

廃棄物の流失等の多様な災害が，地域ごとに発生し

たので、ある.

農業・水産業，林業の被害(農水省調査， 2011年

5月末)についても同様のことが指摘できる 9) 農

業被害では，内陸部を含む農地・農業施設の損壊

33，098箇所， 7，137億円，沿岸部の塩害農地面積

23，600 ha，農作物被害 505億円(原発関係風評被害

を除く)であった水産業の被害では，漁港施設 319

箇所， 6，513億円，漁船 20，727隻， 1，384億円，養殖

施設・養殖物， 1000億円，水産加工施設 126億円と

なっていた.また，林業被害は 1，191億円と推定さ

れている.

これに加えて，福島県を中心に福島第一原発のメ

ルトダウン事故による放射能汚染の被害が広がっ

た.この結果，原発が立地している周辺地域， 30km 

内にある農家(米1，5万戸，野菜 3，400戸)は避難せ

ざるを得なくなった.警戒区域，計画的避難区域そ

して緊急時避難区域には，牛の飼養農家が約 1，000

戸あり，約 2万頭の牛が出荷制限を受け， これら地

域の農家延べ 84，000戸以上が実質的な被害を受け

た太平洋岸の漁業関係者も，福島県及び茨城県の

漁業就業者数 3，000人が被害を受けた 10)

つまり，被災地は各県に均等に広がり，同じ現

象を引き起こしているわけではない.それぞれの

地域の立地条件，地域社会の存在形態，そして各

種インフラ施設のあり方等に規定されて，多様な

個性をもった災害が，個々の住民の生活領域ごと

( 14) 

に生じているのである しかも，原発事故にとも

なう放射能被害は，ホットスポットのように極め

て狭いエリアで時間経過とともに変化する. した

がって，復興もまた，それぞれの災害の個性に合

わせた形で，基礎自治体が主体にならなければな

らない必然性がある

3，構造改革の矛盾と原発安全神話の虚構が露呈

加えて，災害は，いつでも，その時代の社会構造

の弱い環を直撃し解決すべき社会問題を露にする.

今回の震災でも，宮城県警によれば， 2011年4月 10

日までに確認された死亡者のうち半数以上が60歳代

以上の高齢者であった.津波による死亡者が全体の

95%を占めた.高齢者が逃げ遅れて，津波によって

亡くなったケースが多い 11) とくに三陸海岸域は，

過疎化と高齢化が進行した地域であった

このような過疎化と高齢化は， 1980年代からの経

済のグローバル化と2000年代に入ってからの構造改

革政策の遂行のなかで加速した 農林水産物やその

加工品の輸入促進政策の結果，農林水産業や水産加

工業をはじめとする地域産業が後退し，過疎化と高

齢化が進行し， r限界集落Jという言葉に象徴される

ように，コミュニティ機能が弱まり，買い物難民，

医療難民，ガソリンスタンド難民が問題化していた

のである

しかも，小泉内閣下で推進された「平成の大合併J

で基礎自治体の規模が広域化した石巻市や気仙沼市

では，公務員数が削減され，旧役場が支所となり，

旧町村地域では，震災直後の災害の把握からはじま

り孤立集落，家屋の確認，救援物資の配給にも困難

を来したところが多い.例えば， 2005年に 7市町村

が合併した石巻市の場合， 2001年度に 1620人いた

職員数が， 09年度には 1286人まで減少しており，震

災時にはさらに減少していたと考えられる.職員数

が減り，旧役場が支所や出張所となり，配置されて

いる職員数が減り，行財政権限が無くなれば，行政

の災害対応力が弱くなるのは必然である.筆者が震

災 2ヶ月後に訪ねた，気仙沼市と合併した旧本吉地

域も，最南端の小泉地区等で大きな被害が出たが，

合併前から津谷川の上流と下流のまちづくり交流を

していた一関市側からのサポートの方が早く，気仙

沼市役所の対応が大変遅いことや，旧本吉町役場に

おかれた地区災害対策本部に行財政権限・能力が無
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いことが，白治会関係者から問題指摘されていた.

合併して町役場がなくなったことの問題が災害に

よって浮かび上がったといえる.

他方で，原発の「安全神話Jを信じ，電源立地交

付金や電力会社の寄付金等に依存した地方財政，地

域経済構造をつくっていた原発立地自治体だけでな

く，飯舘村などの周辺自治体も，大量の放射能漏れ

事故による強制退去という最悪の事態に陥り，原発

周辺自治体に住む住民の暮らしの基盤が脆くも崩れ

た.しかも，セシウムの半減期は 30年余りであり，

除染を繰り返したとしても，かなりの長期にわたる

「避難JI復旧Jが強いられる事態となる.さらに，

経済のグローパル化の利益を一身に受け，東北や関

東地域から水，空気食料，エネルギー，工業製品

を得てきた東京圏の経済生活は，それらの供給がス

トップしたり，放射能汚染されることにより，大き

く混乱し，東京一極集中という現代日本の地域構造

の脆さを一気に露呈することになったのである 震

災は， これまでの日本のエネルギー政策や国土政策

の問い直しも迫ったといえる.

4， I創造的復興」論批判

菅・前内閣は，震災後 1カ月日の 4月 11日. I東

日本大震災復興構想会議の開催について」と題する

閣議決定を行い，震災復興の基本方向について「未

曾有の被害をもたらした東日本大震災からの復興に

当たっては，…(中略 岡田)ぃ復旧の段階から，

単なる復旧ではなく，未来に向けた創造的復興を目

指していくことが重要である」と述べた.

注目されるのは.I創造的復興」という用語を使っ

ている点である これは，阪神・淡路大震災の際に，

当時の兵庫県知事が造った言葉であり，新白由主義

的な経済政策思想が強まる中で，空港や高規格道路，

都市の再開発投資を先行させて，災害を奇禍として

一気に産業構造の高度化を図るための基盤をつくる

べきだという考え方であった.だが，ハード事業を

優先した「創造的復興」の結果は，惨憎たるもので

あった復興事業の多くが被災者の生活再建に結びつ

かないものであり，住宅復興の遅れもあって「震災関

連死jは17年間に 940人を数える一方，鳴り物入り

で建設された神戸空港や新長田再開発ビルは悲惨な

経営状況になっている 12) しかも，兵庫県が推計し

たところ，震災後 2年間に集中した復興需要 14.4兆

(15 ) 

円(うち公共投資 3割)の 90%が被災地外に流出し

てしまったという 被災地外の企業が復興利得の大

半を持ち去ったわけである.これについて，復興 10

年委員会は.I資金の被災地への循環も考慮に入れれ

ば，地域の供給能力の向上が平時から政策的に意図

される必要がある」と問題提起していたのである13)

だが，そのような「創造的復興jの歴史的な検証

ぬきに，被災地内への復興資金の循環を考慮しない

「創造的復興J論が強く押し出されたのである.政府

の復興構想、会議は，ほぼ 3カ月間の議論を行い. 6 

月 25 日に『復興への提言~悲惨のなかの希望~Jlを

答申した

同提言は.I地域のニーズを優先Jするとしながら

も「来るべき時代をリードする経済社会の可能性を

追求するものでなければならないJとし，経済成長

戦略に沿った復興を強く求めた.具体的には，農林

水産業の集約化や漁業権への民間企業の参入企業

誘致を「特区制度」の活用によって推進するととも

に，消費税を含む「基幹税Jを復興財源として位置

づ、けた また，被災地を「東北Jとして捉え，いた

るところに叙情的修辞を散りばめており，被災者の

生活再建や個別被災地の復興の客観的道筋が明示さ

れていないという根本問題を含みこんでいる.

例えば. r破壊は前ぶれもなくやってきた平成

23年 3月 11日午後 2時 46分のこと大地はゆれ，

海はうねり，人々は逃げまどった 地震と津波との

二段階にわたる波状攻撃の前に， この国の形状と景

観は大きくゆがんだ.そして続けて第三の崩落がこ

の国を襲う.言うまでもない，原発事故だ.一瞬の

恐怖が去った後に，収束の機をもたぬ恐怖が訪れる.

かつてない事態の発生だ.かくてこの国の『戦後』

をず、っと支えていた“何か"が，音をたてて崩れ落

ちた」といった具合である.また，原発事故を「パ

ンドラの箱Jに例え，その箱に「たったひとつ誤っ

てしまわれていたものがあった それは何か， ~希

望』であった'"だから，フクシマの復興は. ~希

望』を抱く人々の心のなかに，すでに芽吹き始めて

いるに違いないj と，起草者自身がレトリックに溺

れる表現が続く.しかも，そのような叙情詩のあと

に.r集落の高台への集団移転J.I漁業の構造改革J.

「特区手法の活用J. I基幹税」を中心にした財源確

保.r自由貿易体制の推進」等の具体的で窓意的な施

策メニューが並ぶが，両者をつなぐ媒介論理はない.



[360) 農林業問題研究(第 188号・ 2012年 12月)

そもそも，震災復興政策を検討するためには，被

害の構造をあらゆる角度から客観的に明らかにする

ことが大前提である.そこから，解決すべき課題や

具体的な対応策も導きだせる.しかし復興構想会

議の提言を読む限り，そのような検討の痕跡は見当

たらない.むしろ，叙情的な表現によって，客観的

な被害構造分析を回避しているとも受け取れる目

そのひとつの証左として，被災地があたかも「東

北j という領域で起こっていたという認識を示し

ている叙述が，いたるところに目立つことがあげ

られる.

いわく「東京は，いかに東北に支えられてきたか

を自覚し，今そのつながりをもって東北を支え返さ

なければならぬJ(前文)， i地震と津波と原子力災

害の三重苦が，東北の文化をなぎ倒したJ(第 2章)， 

「東北地域の製造業は，国内外の製造業の供給網(サ

プライチェーン)のなかでも重要な役割を果たして

いる.今回の震災はわが国経済に大きな影響を及ぼ

したJ(同右)という認識である.加えて，同会議

が掲げた「復興構想 7原則」のなかの原則 3には，

「被災した東北の再生のため，潜在力を活かし技

術革新を伴う復旧・復興を目指す目この地に，来た

るべき時代をリードする経済社会の可能性を追求す

る」と明記しているのである.ついでにいえば，そ

の原則 5には， i被災地域の復興なくして日本経済

の再生はない.日本経済の再生なくして被災地域の

真の復興はない.この認識に立ち，大震災からの復

興と日本再生の同時進行を目指す」とされており，

上述してきた「創造的復興」の考え方が如実に示さ

れている

これらの言説からは， この提言の起主主者の目に映

る「被災地」は，個々の災害現場そのものではなく，

もっぱら「日本経済」の担い手である輸出産業の「サ

プライチェーンjを担う生産拠点エリアとしての「東

北jであることがうかがえる だが，前述したよう

に被災地は東北だけにとどまらない一方，死者・行

方不明者は東北のなかでも岩手，宮城，福島三県に

限られており，被害地ニ「東北J認識白体が誤りで

ある.

ともあれ，このような被災地ニ「東北」論は，財

界や構造改革推進論者に共通した認識であることに

注目したい.例えば:， 2011年 4月6日に発表された

経済同友会の『東日本大震災からの復興に向けてく第

( 16) 

二次緊急アピール>~では， I震災からの『復興』は

震災前の状況に『復旧』させることではない.まさ

に，新しい日本を創生するというビジョンの下に，

新しい東北を創生していく必要がある」という， i創

造的復興」論と同じ立場から，被災地=i東北Jと

いう認識を示す そのうえで， i東北の復興」にあ

たっては， I道州制の先行モデルJをめざすべきであ

り， i規制緩和，特区制度，投資減税，各種企業誘致

策などあらゆる手段を講じ，民の力を最大限に活か」

しながら，第一次産業については， I農地の大規模

化，他地域の耕作放棄地を活用した集団移転，法人

経営の推進，漁港の拠点化など大胆な構造改革を進

めることによって，東北の強みを活かしながら， ~強

い産業』としての再生をめざすJべきだとしたので

ある.その具体的施策の多くが，復興構想会議の提

言に盛り込まれている.

日本経団連も， 5月27日に『復興・創生マスター

プラン』を発表，そのなかで「被災地域の活力なく

して， 日本経済の再活性化はあり得ない.その逆も

またしかりであるJとして， i日本経済の再生のため

には，今回の震災からの復興を踏まえた新成長戦略

の加速が求められる目 とくに震災前からの懸案であ

る社会保障と税・財政の一体改革の推進や TPPへの

参加をはじめ諸外国・地域との経済連携が不可欠で

あり，震災により後退させることなく推進する必要

がある」と強調した.加えて， I東北」復興にあたっ

て， i震災復興庁Jの設置を要求し， i設置期限終了

時には震災復興庁及び関連の全ての権限を広域自治

体に移管し，道州制につなげていくものとするjと，

財界の宿願であった道州制の導入を求めることも忘

れない.

同様に，構造改革論者の竹中平蔵氏も， iTPP交

渉の議論を先送りするのではなく，今こそ， TPP対

応型に農業を復興するという発想が大事だJとして，

「具体的には，農地を集約化し，民間の資本が農業分

野に入っていけるような農地法の改正，流通経路な

どで独占状態となっている農業協同組合の改革をす

すめるべきだ」と述べると同時に， i農業や水産業で

は，震災前と同じように復元するのが難しい地域も

ある. この際，一気に市町村の合併を進めて，強力

な自治体をつくる必要がある.仙台に復興本部を設

置して，道州制に踏み込むのが理想的だjとし， I主

体状況が良くたるためには，クールな目による構想
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力が必要だ.だからこそ『痛みを超えてやっていこ

う』と指導者が発信しなくてはならないJ(傍線・岡

田)と，小泉構造改革の再始動を露骨に提案してい

る 14) ここで，注目したいのは，傍線部分である.

「全体状況が良くなるためには」という優先目標が掲

げられ，それを達成するためには，再び「痛みJを

ともなってもしかたがないというレトリックであ

る. しかし， その「全体状況Jとは何か. これまで

の財界団体からの提言にも明らかなように，それは，

東京に本社をおくグローバル企業の経済的利益を意

味するといえる目他方， I痛みjを伴うのは誰か.太

平洋岸の津波被災者であり，原発事故によって無理

やり住み慣れた地域から引き離された津波被災地や

福島の被災者ではないのか目

以上の言説のなかに，被災地ニ「東北Jという共

通の認識があることも，決して偶然ではない. 日本

経団連が「究極の構造改革j と位置付けた道州制の

導入を， I東北」一帯の広域災害という架空の絵を描

くことにより，根拠づけようとしているのである.

だが，被害の実態を顧みるならば，それがいかに

間違った理解であるかがわかる.誤った現状分析か

らは，間違った処方婆しか出てこない.災害の当事

者である被災者と，その生活領域である地域をどの

ように復興するかという基本問題を考えるならば，

TPPや道州制，構造改革の推進を基調にした「創造

的復興」の問題点も自ずと明らかになるし，被災者

の視点に立った地域再生の方向性も明確になるであ

ろう.

5. 広がる「復興格差」と復興施策の問題点

冒頭で紹介したように，震災後 1年半を経過した

時点、で， I復興格差Jが顕在化している.問題は，以

上のような「復興格差Jを「創造的復興」論にもと

づく施策が助長している点である. ここで取り上げ

るのは，東日本大震災ではじめて実現した中小企業

の再建投資に対する国庫補助事業~ I中小企業等クや

ループによる施設・設備復旧整備補助事業jである.

政府は，第一次補正予算として， 11年 6月に宮城，

岩手，青森の 3県を対象に中小企業等の復興事業計

画を公募し， 8月5日に 3県合計 28件，補助金総額

179億円の事業を一次分として採択した‘中小企業

庁管轄の国の事業ではあるが，事業認定は県の担当

窓口が行った 実際の認定結果を見ると，岩手県の

( 17 ) 

場合は認定された 8クゃループのうち， 4ク、、ループが

水産関係， 2グループが造船関係， 1ク、、ループが小

売業関係で，サプライチェーン的な電子部品関係は

1ク守ループに留まっている.これに対して，宮城県

の場合は，自動車・ IT家電の部品などの「サプライ

チェーン型」が全 14認定事業のうち半数の 7事業を

占めたほか， I地域に重要な企業集積型」として大手

企業の下請けグループの 2事業を認可し地場産業

系のグループ支援は南三陸町と女川町の水産加工

業，気仙沼市と石巻市の造船業，仙台市の金属加工

業に留まり，気仙沼市等の水産加工関係は入っては

いなかった 岩手県と比較すると，宮城県では明ら

かにサプライチェーンが優先され， この時点で基幹

産業である水産加工業への手当がなされていないこ

とがわかる.それは，宮城県の「選択と集中」論に

基づく復興方針に基づくものであり，県にとっての

重要度を考慮した結果であった 15)

村井宮城県知事は，野村総研の提案をうけて「創

造的復興」論をブレークダウンした「再構築J論に

基づく独自の県復興計画を推進している. とりわけ

「特区」によって漁業権の民間開放や農地法の規制緩

和を強く求める一方， I選択と集中j方式による漁港

や水産施設の復旧・復興方針を推進している.すな

わち，漁港や水産加工施設の復興については，被災

142漁港のうち 60漁港を拠点港として優先整備しよ

うというものであり 16) 岩手県が被災 108漁港全て

の復旧方針をいち早く発表したことと比べると，極

めて対照的である 三陸海岸地域では小さな浦も漁

港を中心に一次産業から三次産業までが結合した産

業複合体ができており，漁港が再建されなければ生

活手段を失う人々が多いにもかかわらずである

他方で，宮城県は新産業の誘致に積極的に取り組

んでいる.農業分野では，野村ホールディングスの

子会社である野村アグリプランニング&アドバイザ

リーがいち早く 11年 5月に農業復興の提言を発表

し，仙台市以南地域でアグリビジネスの施設園芸農

場の誘致，立地が続いている サイゼリヤが系列の

農業生産法人を中心に仙台市若林区に塩害農地を活

用したトマト等の水耕栽培施設を建設したほか，さ

らにカゴメや IBM等も加わった「仙台東部地域6次

化産業研究会Jも設立された IBMと同様，米国の

多国籍企業であり，事故を起こした福島第一原発の

製造元であるゼネラル・エレクトリック (GE)の日
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本法人， 日本 GEも宮城県内に植物工場の設置を計

画しているという 17)

実は， GEと宮城県とは，震災前から深い関係に

あった平野健氏によると，日本 GE社は 2000年代

半ばから環境，自然エネルギー，医療分野に進出し，

日本の地方自治体とのパートナーシップを強め，1サ

スティナブルシティJプロジェクトを宮城県と連携

しながら進めていた.あるいは岩手県では，医療支

援プロジェクトに医療系多国籍企業であるジョンソ

ン・アンド・ジョンソン社が関与しているといわれ

ている 18) このように， I創造的復興JI聞かれた復

興j論の背後で，現に外資系多国籍企業が復興特区

や規制緩和を活用して復興ビジネスを展開しつつあ

るというわけである.震災復興に乗じて TPPを推進

する動因のひとつがここにある.

6.福田徳三の「人間の復興」論と中越・山古志

の経験

すでに述べたように， I創造的復興jの帰結につい

ては，この言葉を初めて掲げた阪神・淡路大震災の

復興の現実を見ればあきらかである.その「惨事便

乗型復興Jの苦い歴史的経験から学ぶならば，被災

者の生存権を保障するために，住宅と生業，雇用，

所得の確保を最優先した復興策こそ求められるので

ある.

古くは，関東大震災の際にも「帝都復興」を最優

先すべきだとする，後藤新平らの為政者の考え方が

あっただが，これに対時する形で， I人聞の復興J

という復興理念が提唱されたことに注目したい. こ

れは，福田徳三・東京商大教授が使った言葉である.

福田は， ~復興経済の原理及若干問題』のなかで，実

態調査を踏まえて「私は復興事業の第一は，人間の

復興でなければならぬと主張する.人間の復興とは，

大災によって破壊せられた生存の機会の復興を意味

する 今日の人聞は.生存する為に，生活し，営業

し労働しなければならぬ.即ち生存機会の復興は，

生活，営業及労働機会(此を総称して営生の機会と

いう)の復興を意味する.道路や建物は， この営生

の機会を維持し擁護する道具立てに過ぎない.それ

らを復興しても，本体たり実質たる営生の機会が復

興せられなければ何にもならないのであるj と明快

に述べた 19) この「人聞の復興」という考え方は，

時代を超えた普遍性を有しており，東日本大震災か

( 18 ) 

らの復興における基本思想として据えなければなら

ない絶対的原理ではないだ、ろうか.

さらに，私たちは「人間の復興」理念に基づいて

震災から再生した地域として， 2004年の中越大震災

の際に全村離村を強いられた山古志村(現・長岡市)

の経験を知っている.中越大震災の際も， I創造的復

旧Jという言葉が用いられ，長岡市や新潟市の中心

部における大規模プロジェクトや集落の平坦地への

大規模移転の構想が浮上した

だが，山古志村では，長岡市との合併前に「山古

志に帰ろう」というスローガンの下に，集落ごとに

つくった仮設住宅での話し合いを繰り返し昭和旧

村単位の復興ビジョンを策定していった結果的に.

7割の人が山古志に戻り，生活と生業を再建した 20)

そこでの復興の考え方は，安全な国土基盤や道路，

インフラの整備，住宅の再建と生業としての農業，

養鯉業，林業等の地域産業の再生を.村民の生活領

域である昭和旧村単位で一体のものとしてとらえ，

計画的に再建するというものである.仮設住宅に住

みながら，冬場の除雪作業を山古志で行い賃金機会

をつくって所得を確保し，新たな農産加工品の製造

をボランティア団体の協力を得て行うなど，新たな

生活再建への工夫が，積み重ねられたまた，危険

地域への住宅の再建は避けて，より安全な土地を確

保し住宅を建設する一方，住宅建設資金の見通しが

立たない高齢者独居世帯は復興住宅に住んでもら

い，将来的にはその施設をパブリックスペースに転

換することも話し合いで決めながら，生活の再建が

行われたのである 住民と村(のちに長岡市役所山

古志支所)，そして県と国との協同の取組の成果で

あった. とりわけ， 自然と一体となった生活と生産

活動の復興が，集落単位，そして昭和旧村という生

活領域で，住民が主体となり，行政と協力しながら，

地域内再投資力の再生を行っている点が，ポイント

であるといえる

東日本大震災の被災地域のなかでも，農山漁村部

においては， この山古志の経験が貴重な指針になる

と考えられる.また，都市部，市街地においても，

小学校区などのコミュニティ単位での復興計画づく

り，そこでの住宅を中心とした生活基盤と経済活動

の再建を一体としてすすめていくことが求められて

いるのではないだ、ろうか.
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7. ["人聞の復興」を第一にした被災地の復興を

被災地が災害から復旧・復興するとは， どういう

ことか目 もともと，地域社会が成り立つということ

は，そこに土地と一体となった道路・港湾，鉄道，

工場，農地，商庖住宅，学校，医療・福祉施設等

の「建造環境」と，それを利活用して産業活動や生

活の営み，社会関係が日々，再生産されていること

を意味している.災害とは，一瞬にして，この再生

産が寸断され，その物的基盤が破壊される事態であ

る したがって，復旧，復興は， I建造環境」と，住

民の生活を支える地域産業，社会関係の再建を同時

にすすめるということでなければならない.

しかも，その再建過程において重要な点は， これ

までその地域の産業と暮らしを支えていた農家，漁、

家中小企業，協同組合， NPO法人そして地方自

治体の地域内再投資力を再形成することが何よりも

重視されなければならないということである.宮城

県のように安易に企業誘致政策に走りがちな自治体

が多いが，現在の多国籍企業のグローバル競争のな

かで，白動車， IT家電産業ほど国内立地よりも海外

立地を選択する傾向があり，災害を機に工場の縮小・

閉鎖に走る多国籍企業が出現するのは，ある意味必

然である. I復興特区jによって，外資系企業を含む

企業誘致に取り組んだ、としても，例えば，三陸海岸

地域にこれらの企業が立地する可能性は，極めて低

い.そのような企業誘致政策や，その基盤整備とし

ての高規格道路等の整備に復興資金の多くを費消し

ても，公共事業を受注する企業が域外のゼネコン等

であれば，阪神・淡路大震災と同様，被災地の企業

に復興資金が循環せず，被災地の企業の復旧が遅れ，

被災地の地域社会の再建がなかなかすすまない事態

を繰り返すだけである.

このような方向ではなく，地域の産業と住民の暮

らしを作り，維持してきた経済主体の地域内再投資

力の形成と，地方自治体を中心に，復興資金を地域

内の多様な業種，広い地域に循環させる，地域内経

済循環の構築を意識的に行う必要がある.その具体

的なあり方を，山古志村の経験は示している.

東日本大震災の被災地域においても，この山古志

の経験が生かされている地域がある.実際，被災地

において，発災直後に人々の命を救い，避難所での

運営に力を発揮したのは集落等のコミュニティで

( 19 ) 

あった仮設住宅建設にあたっても新たな工夫が始

まった.宮城県のように大手プレハブPメーカーに丸

投げするのではなく，岩手県大船渡市や陸前高田市

に隣接する住田町では，町と第三セクターが主導し

て，地元産材を生かした木造戸建て仮設住宅色廉

価に，被災者を雇用しながら建設した.同様の取組

は福島県で大規模に行われた これは，地方自治体

が地域内経済循環を組織化している実例である.ま

た，三陸海岸のいたるところで，自治体が湾内の瓦

礁処理を漁業協同組合に発注し，船等の生産手段を

無くした漁師の，仕事づくりと，漁場の再建をすす

める重要な手段とした目さらに，多くの被災した漁

村で¥協同の養殖筏を組んだり，数少ない漁船を協

同で活用したりする方法で，地域単位で水産業の復

興に向けた地域内再投資力形成の取組みが広がっ

ている.

気仙洞をはじめ三陸海岸の都市でも，そのような

取組みが広がりつつある.震災によって工場や商屈

を失った経営者たちが共同出資で:仮設工場や商庖

街，地域会社をつくり，被災地からの人的，物的，

資金的支援を受けながら，着実に雇用と所得，生業

の機会を生み出しつつある ここに， ["人間の復興j

の理念に基づいた，被災者の暮らしと被災地域社会

再建の可能性と展望を見出すことができょう.

ただし，被災地域の企業，個人経営，協同組合，

NPO，基礎自治体や被災者・企業の力だ、けでは，イ

ンフラストラクチャの復旧・復興は不可能であり，

国による迅速な対応と，復旧・復興事業の地域企業

優先発注が求められる.また，住宅や中小企業，病

院等の再建には，二重ローン問題を解消することが

必要である.各種特例期限が切れ始めるなかで，ハー

ド事業とともに，地域で所得と雇用を維持，創出す

るための対策が早急に求められている.

その際，何よりも，被災者の基本的人権と，生活

の再建， そのための住宅，生業，雇用，医療，福祉

の再建を最優先することと，国や県が被災者や基礎

自治体での復興への取組を最大限尊重し，強力に

パックアップすることが求められる.

注1)復興庁 (2012年 6月 11日)r復興の現状と取組J.

2)復興庁 (2012年 5月 11日)rr東日本大震災における震

災関連死の死者数』についてJ.

3)総務省 (2012年)r住民基本台帳人口移動報告 平成 23
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