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第|報告

東日本大震災の影響と地域環境ビジネスによる復興の課題

両角和夫*

The Inf1uence of East Japan Great Earthquake and Creation of Local Environmental 

Business 

Kazuo Morozurni (Tokyo University of Agriculture， NODAI Research Institute) 

In the Iwate Sanriku coastal紅白 strickenby the East 
Japan great earthquake， the part-time farm households 
hav巴 contributedto maintain agricultural production 
and rural society mainly. In this area central city areas， 
fishery institutions， factories， etc. which were completely 
destroyed by this tsunami were the important place of 
employment of such farm households. 
In this pap巴r，1 analyzed about the influence and the 

problem which the earthquake disaster exerted on rural 
紅 easociety in Rikuzentata City. There is a possibility that 
出eemplo戸nentplace of the p紅t-timefarm households 
may decrease sharply according to this disaster， and 
residents may decrease in number sharply as a result. 

1. はじめに

2011年 3月 11日に発生した東日本大震災の被害

のうち，農林水産関係分は 2兆 l千億円，内訳は，

農業 7，100億円，林業 1，200億円，水産業 1兆 2千億

円である.水産業がとくに大きいのは，東日本の太

平洋沿岸部が津波と地震によって，直接的な物理的

被害を受けたためである.その一方で，内陸の中山

間地域に主として存在する農業や林業では直接の被

害額はそれほど大きなものではない.しかしむし

ろ注目すべきは，そ こには地域農業や社会の維持 ・

存続にかかわる深刻な二次的被害が生じている こと

本東京農業大学総合研究所教授

( 5 ) 

Moreover， if residents decrease in number，白ecommunity 
function to raise the leader of the紅白 willca灯 Yout a 
sh紅Tfall， and we will be anxious about maintenance and 
continuation of a community. 
To cope with these problems， farm households， local res-

idents in the Oide community in Rizentakata City where is 
our research site， are tackling realization in local environ-
mental business using local resources such as timbers 
made企omforest-thinning operations， water of rivers， etc. 
Realization of local environmental business in harmony 
with ecosystem creates new employment. This is mean-
ingful for continuous development of the rural society. 

である.

これまで東日本沿岸部の農業生産・ 農村社会を中

心的に担ってきたのは，収入の大半を農外収入に依

存する兼業農家である.今回の津波等によ って壊滅

した中心市街地，水産施設，工場等は，そう した農

家の重要な通勤先であった そこが失われ，農家の

生活基盤を支える大事な現金収入源の確保が難し く

なったことで，地域の兼業農家は，今後とも地域農

業や農村社会の維持 ・存続に関して，これまで果た

してきた役割を担うことができるのか.またその場

合，必要不可欠な兼業先は確保できるのか.そして

どうすればそれは可能なのか.

以下では，我々のこれまでの調査・研究フ ィール

ドであ り，今回の震災で大きな被害を受けた， 三陸
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沿岸地域の岩手県陸前高田市を事例に取り上げて検

討する

三陸沿岸地域は，世界三大漁場を沖合に持ち林業

資源も豊富である.経済の特徴を表す特化係数でみ

ると，漁業と林業が突出して高い.その一方，農業

は海岸まで迫る中山間地域のため，農家は何らかの

兼業なしには生活が成り立たない. したがって，今

回の震災からの復興を考えるには，兼業農家の新た

な農外就業先の確保が必要であり，出来れば農林水

産業で抱えてきた地域資源を活用する新たな産業が

創出されることが望ましい後に取り上げるように，

陸前高田市の中山間地域にある集落では，実際にそ

うした地域資源を用いた産業創出の取り組みが行わ

れている.

本報告でははじめに，震災が農村地域社会に及ぼ

した影響・問題を分析，検討し次いで，地域の農

家，住民がこれまで取り組んできた地域資源を利用

する産業創出の取り組みの意義を述べ，最後に，生

出地区の歴史と国内外の事例を踏まえてこうした震

災復興の可能性を展望することにしたい.

2.陸前高田市にみる震災の影響と問題

(1 )震災の影響

陸前高田市は，今回の震災では三陸沿岸地域で最

も甚大な被害を受けた地域の一つである.総人口は

震災前には 24，246人であった.しかし，震災による

死亡その他で l割弱が減少し全世帯の 4割強が全

壊状態となった.海岸線に沿って展開する中心市街

地は，僅かの建設物の残骸を残して消え去り，漁港

とその関連施設，水産加工施設，工場等もほとんど

が壊滅した.また，市内の農地約 1，800haのうち，

津波が湖上した気仙川流域や広田半島の付け根にま

とまって存在していた水田等約 300haはほぼ流出・

冠水した日本三大松原と謡われた 7万本の松を持

つ高田松原も，僅か l本を残して全てが失われ，そ

の希望の松も結局は枯死した.

震災前の産業を概観すると，就業人口 (2005年)

は， 11，616人，内訳は，第 1次産業 16%，第2次産

業32%，第 3次産業 52%である.第 1次産業では，

農業が 9%，水産業が 7%であり，農家戸数は，自給

農家を含めると約 2，000戸，市内の全世帯数の約 25

%に当たる このうち販売農家は， 819戸 (2010年

センサス)であるが，販売額 50万円以下が 75%と

小規模な兼業農家が大半を占める.

一方，市内の純生産の推移をみると，第 1次産業

は， 1970年には全体の 42%を占め，その過半が水産

業であった しかし，現在 (2005年)では 6%と大

幅に低下している.第2次産業は22%であるが， 2000

年にピーク (30%)に達して以降，低下している.

なかでも建設業は低下が顕著であり，一方，製造業

はほぼ安定的に推移している.製造業の過半は食品

産業で，その大半が水産関連である.第 3次産業は

現在 60%に達し，なかでは，金融・保険・不動産や

サービス業の比重が高い.

(2)農村社会にもたらす影響

では，こうした陸前高田市において，震災が後背

地の中山間地域に展開する農村社会に及ぼす影響を

どうとらえたらよいのか. ここでは市の山間地の最

奥地，中心市街地から北西に車で約 20分のところに

位置する生出地区 (3つの行政区を含む)を例にとっ

て検討する.

( 6 ) 

この地区の人口は 364人戸数は 113戸.経営耕

地面積は 51ha (内訳は，水田 28ha，畑 22ha，樹園

地 1ha， 2005年センサスの数値)である.この他に

森林が約3，000ヘクタールある.我々が2006年に実

施した現地実態調査によれば，ほぼ全戸が農家であ

り，少数の専業的農家は年金等で生活する高齢農家

がほとんどである.ちなみに高齢化率は40%を超え，

年金受給は当時で 128人であった.

農家の農外就業状況を見ると，職種は多い順に，

製造業 26人，建設業 23人，サービス業 18人，公務

員 12人，卸小売・飲食・金融保険業7人運輸・通

信 5人，その他 13人であり，これでほぼ 100名に達

する. したがって農家のほとんどに，市内あるいは

隣接の大船渡市，気仙沼市等に通勤する者がいるこ

とになる.

今回の震災では，津波はもとよりであるが，地震

による家屋，施設，農地等での物理的損壊はほとん

どない しかし，被災 4か月後の 7月に行ったヒヤ

リング結果によれば，市街地にいて津波に遭遇した

集落住民が5名(死亡あるいは行方不明)，また，農

外就業者のうち15名が失業あるいは勤務先事業所の

再開の途がつかない状況に置かれた これらは地区

内の農外就業者のほぼ2割に当たる.その主な就業

先は，水産加工場，食品工場，製材所，印刷会社，

ガソリンスタンド，商応，飲食底，第三セクタ一等
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である.そのほか，野菜を栽培している 8戸の農家

も自らが組織・運営してきた直売所等が被災し出荷

先を失った1)

さらに，被災 1年半後(平成24年9月)に実施し

た今回のヒヤリングによれば，依然として 4名が失

業， 3名が休職状態にある.一方，就業できた人は，

新たに被災地の片づけ作業に従事した者が2名，そ

の他は復職である しかし，復職した者の多くの通

勤場所が遠方へ移動するなど雇用条件は悪化してい

る2)

こうした状況は，新たな農外就業先を求めて他出

する農家の増加を助長する とすれば地域の農業生

産はもとより，集落社会の存続に重要な役割を果た

してきたと見られる集落機能の確保に重大な支障

がでる恐れが生じる というのは，この地区が高齢

化しているにも関わらず，現に活性化しているの

は，優秀なリーダー達の存在であり，こうしたリー

ダーの育成・確保は，すぐれて集落機能が果たす役

割に負うところが大きいと考えられるからである

そして，こうした集落の役割のなかでもとくに注目

したいのは，文化の伝承，教育などに関わる機能で

ある 3)

生出地区には三つの行政区があり，それぞれの地

区で，神楽 (12区)，剣舞 (13区)及び鹿踊り (14

区)が伝承されている.伝承はさまざ、まな形で行わ

れているが，例えば，毎年夏祭りの季節になると，

先生役の老人たちが，幼稚園児から中高生，大学生

等に踊りや笛の稽古をつける.少子化が進む今日，

たしかにそれらの参加者は決して多くはない. しか

し，たとえ少数ではあっても地区の子弟は，そうし

た稽古や実演の機会に，老人や先輩達から礼儀を教

わり，地域の歴史，経験等を教えられる.おそらく

そうした場での教育の繰り返しが，農家子弟の一定

部分をして集落への帰属意識を強め，社会性を身に

着けさせ，いずれリーダーになるための資質を育む

上で重要でふあると考えられる.

これらは仮説であり，現時点では，地区の農家等

の今後の動向については十分に見通せるわけではな

い.しかし地区内農家の兼業先が十分に確保され

ない場合，農家数の大幅な減少は避けがたい.結果

として，地域社会を維持するために必要な集落機能

が大幅に低下すれば，地域社会の維持・存続はこれ

までに増して困難になると言わざるを得ない.

3 新たな産業創出と「地域環境ビジネス」

(1 )地域資源を活用した産業創出の取り組み

以上にみた生出集落の状況は，震災からの復活と

地域社会の今後の維持・存続のためには，兼業農家

の農外就業先の確保が最重要の課題の一つであるこ

とを示唆する.

もちろん地域での雇用の確保にとって，外部から

下請け企業等を誘致し，あるいは地元の中小企業等

の再建も急がねばならない.しかし， この地域には

後にふれるように豊かな地域資源があり，住民自ら

新たな産業を創出することは十分可能である. しか

も， この集落では過去に， 自らの手で新たな産業を

起こし，地域社会の維持，存続に大きく貢献した実

績がある.

じつは，地域資源を活用した地場産業の創出につ

いては，平成 15年から， (独)科学技術振興機構の

研究開発プロジェクト「いわて発循環型流域経済圏

の形成に関する研究」の採択を受け，その一環とし

て，生出集落をはじめ，陸前高田市の住民および東

北大学，さらに NPO法人・岩手銀河系環境ネット

ワークが協働して取組んできた.言ってみれば，地

域資源を活用して，環境修復・維持をビジネスとし

て行う， r地域環境ビジネス」の実現を目指した取り

組みである 4)

( 7 ) 

先に述べたように，陸前高田市は，豊かな海と森

林資源に恵まれ，水産業や林業が発達してきた し

かし近年，海外からの木材輸入の急増で林業は不振

となり，本来の成木の伐採はもとより，森林の過半

を占める人工林の育成に必要な間伐が進んでいな

い このため地域内の森林生態系は悪化し，そのこ

とが森林と河川の聞の水循環の関係を大幅に狂わせ

ている.そうした影響比大雨後の河川の短時間で

の増水，あるいは洪水の頻発，以前に比べての極端

な河床の低下などに端的に見られ，その対策は地域

での喫緊の課題である. とはいえ地域経済は，林業

の不振に加えて我が国経済の長期不況の下で不振に

鴨ぎ，国，地方公共団体の財政悪化も加わって，今

日まで有効な対策はほとんどほとんど実施されてい

ない.

(2) 1地域環境ビジネスJの考え方

こうした背景の下，上記プロジェクトでは，森林

生態系を修復・保全をビジネスとして実現し，環境
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修復と地域経済の振興という課題を一体的に解決す

ることを目指した. このためそこでは， 自然環境の

修復・保全が実際にビジネスとして実現できる関係

をどう構築するかが課題となる.

こうした観点から実現可能なビジネスを検討した

結果が，上に述べた「地域環境ビジネス」の考え方

であり，その取り組み推進のために，次の 3つの柱

からなる戦略を考えた.

第 1の柱は. I循環型流域経済圏」という，新たな

地域概念の構築である.要は，地域資源のもつポテ

ンシャルを最大限引き出すための概念枠組みである

が，概略次のようなことを考えている.

一つは，地域の範囲は. I分水嶺から沿岸までJ. 
すなわち河川で繋がる山から海まで流域圏とする.

ちなみに普からこうした範聞は，一つの交易圏であ

り社会圏であった.

二つは，域内の農林水産業等は縦割りではなく，

それを一体として捉える.すなわち「地域という業

態J.いわば地域業として捉える

三つは，地域資源は，地域内で業態を問わず循環

的に利用することでポテンシャルを引き出せるー例

えば山の間伐材は，炭化して，里の土壌改良や発電・

熱供給に，あるいは海の磯焼けを解消する海中林の

育成に，利活用できる.

第2の柱は，地域資源を活用する新たな技術の研

究開発と必要な社会システムの利用あるいは構築で

ある.新たに開発した技術も，当面はコストが高く

ビジネスとして採算を取ることは難しい.したがっ

て実際にビジネスにするには，必要なコストが何ら

かの形で社会的に負担してもらえる仕組み=社会シ

ステムが不可欠である.

第 3は， これが最も重要であるが，地域でこうし

た新たなビジネス化を担う主体の形成である 陸前

高田市では，平成 19年 7月に O地区の住民等を含

め，森林組合，漁業協同組合，農協等の団体および

市内の企業等が任意団体「気仙産業研究機構」を組

織した この団体は，岩手県などからの補助金を得

て各種の社会実験等に取組みつつ，新たなビジネス

化の主体となることを目指している

4. 新たな産業創出による震災復興

(1 )新たなプロジェクトへの取り組み

今回の震災復興に際しては， これまでの「地域環

( 8 ) 

境ビジネス」の取り組みの実績を踏まえ，生出地域

の農家等が中心となって新たなプロジェクトへの取

り組みを始めた.すなわち，地域資源、を活用する新

たな産業の創出と，兼業農家の地域での雇用の確保

を目指す取り組みである 5) その内容を概略紹介す

ると次のようである.

一つは，間伐材で木炭を製造し，その木炭を用い

て発電し，その電気で間伐作業を行うことである.

集落内には 3，000haを超す森林資源があり，過半が

杉等の人工林である.しかし，例外にもれず，森林

生態系は悪化しており，その修復のためには少なく

とも毎年ほぼ100haを超える間伐を行わねばならな

い.そこでは間伐の促進が不可欠であるが，現在は

木価とコストが引き合わずほとんど進んでいない

したがって間伐促進ためには，間伐材の利用の先の

確保が必要である このため，間伐材を炭化して利

用する木炭発電はそうした間伐促進のために極めて

有効と考えられる 6)

そして発電した電気は，充電式のチェーンソウや

充電式の林業用重機(いずれもリチウム電池を用い

る)の電源として使用し，間伐作業を実施する.い

わば森林資源で発電した電気を使って森林資源の生

態系の保全を図るのである 一方，林業作業の電化

は，重労働である林業作業の軽減のためであり，林

業労働者の高齢化にも配慮したものである.またこ

うした発電は，災害に備える非常用電源の確保とい

う重要な役割もある.

二つは，木炭発電と小水力発電による電力で¥温

室栽培を行うことである.森林生態系の修復が進め

ば，河川の流れが安定し，かつてこの地区に 14基も

存在した水車の復活によって，その動力を用いた発

電ができる.また， ここは山間の高地であることか

ら，温室栽培において平地との温度差を利用した促

成・抑制栽培が可能であり，さらに無農薬・無化学

肥料で野菜の有機栽培を行うことも計画している.

三つは，企業の CSRに基づく社会システムによっ

て，事業の実現に必要な費用の一部分を，企業や都

市住民に社会的に負担してもらうことである. これ

らの事業をビジネスとして行う場合，当面する最大

の課題は，木炭発電や小水力発電のコストが依然高

いことである.このため住民が払う電気代は，東北

電力から購入する電気料金より高くならざるを得

ず，このため少なくとも，東北電力の料金より低く
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する必要がある.したがって，何らかの方策でこの

差を埋め，住民が事業等に利用でき る電力価格まで

引き下げることが必要である.そのためには，木炭

製造価格を引き下げ，あるいは発電効率を向上させ

ることでコスト引き下げるなどの自助努力が必要で

ある. しかし，この差はかなり大きく，当面，東北

電力の電気代まで引き下げることは困難である.何

らかの形でコス トを社会的に負担してもらうことを

考える必要があるというのはこのためである

(2)利用可能な社会システムとビジネスモデル

この場合，まず考慮すべきは，企業の CSR(企業

の社会的責任)に基づく制度の利用である.これに

はいろいろな内容のものがあるが，当面利用可能な

候補に挙げることができるのは，国が関与して制度

化されている，グリーン電力証書制度.J羽 Rおよ

び国内ク レジットである 7)

例えば，グリーン電力証書制度では，バイオマス

を用いた発電がグリーン電力価値を持つことから.

その発電がそれに適合 している との認定を受けれ

ば，市場でその価値=グリーン電力証書を販売でき

る発電者はその電力を実際に自分で利用した上で，

その価値の販売収入を必要なコストの補てんに充て

ることが出来る また，二酸化炭素の排出権の売買

の制度である J-VERや圏内クレジットにおいても，

バイオマス発電はカーボンニュートラルであ り二酸

化炭素を排出しないと認められるので排出権の販売

が可能であり，その収入を価格差の補填にあてるこ

とができる.

図は，こう した内容で:これから生出地区で行おう

としているプロジェクトの概要である.プロジェクト

怯科学技術振興機構の委託事業であり，社会実験と

して行うものであるが，ある程度成功すれば，震災か

らの復興の一つのモデルとなると期待される.

図は，こうした内容で，これから生出地区で行おう

としているプロジェク トの概要である.プロジェク卜

は，科学技術振興機構の委託事業であり，社会実験と

して行うものであるが，ある程度成功すれば，震災か

らの復興の一つのモデルとなる と期待される

5.地区の過去の経験と国内外の事例に学ぶ

(1)生出地区の過去の経験に学ぶ

生出地区では，明治の初期に兼業農家が突然、兼業

先を失って現金収入の途を断たれ，貧窮のどん底に

陥ったことがある.今回のよう な震災が原因ではな

いが，その際，地区の集落組織を挙げて，新たな地

域産業を創出した そこでの経験と教訓は，今回の

地域環境ビジネスによる自然生態系の修復と分散型エネルギーの利用の関連図

| 二つの社会問題糊社会における森林生態系の枇と繍の醐鱗 | -間鴨縫幽

E 地場資源を活用
した再生可能ヱ
ネルギ一生産と
利用システム

E 社会システムの
支援による地域
環境ビジネスの
実現

4事い

|河川卜用水路等の安定的水利用 |

小水力発電本

企業のCSR(社会的資任)に義づく社会システム(グリーン電力BlE.など)
による費用の社会的負担

回罵思想揮

発電、 間伐作業、i温室軍主主審の探.伎の確保=r地..境ビジネス』の実現

牟すでに開発された要素技術

( 9 ) 
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復興の取り組み上で大いに参考になる.また，地域

資源を利用した新たな産業の創出，および先に述べ

た企業の CSRを活用した間伐の促進については，内

外の参考になる事例がある.以下ではこれらを紹介

し，生出地区の取り組みについて今後の展望を探る

手がかりとしたい.

はじめに，生出地区の過去の経験とそこから得ら

れる教訓についてふれたい.

この集落を含め周辺地域には，江戸時代から砂鉄

を原料に木炭を用いて製鉄するタタラ製鉄(銅屋)

があり，住民は，僅かな耕地で農業を営むと共にこ

の人夫賃である現金収入で生計を立てていた しか

し明治に入って岩手県釜石市に近代製鉄が勃興し

たため，タタラ製鉄は急速に廃れ，農家は重要な兼

業=現金収入先を失った.このためこの地区の農家

は， リーダーの指導の下，地域内に自生する桑の棄

を用いて新たに養蚕を始め，同時に生産した繭を生

糸に加工して付加価値を付けるために自ら製糸工場

を建設して，当時の窮状を乗り切ったー

製糸場の建設は，集落の若者が中心となり，集落

の自治組織の全面的な支援を受けて実現した 資金

は，横浜の中堅生糸輸出商にその必要性を説明し，

借り入れに成功した結局，工場経営は，集落の農

家を構成員とする協同組合方式で営まれ，昭和初期

の経済恐慌で休業を余儀なくされるまで約40年間存

続した.

この間，製糸工場は，地域に養蚕経営の機会と雇

用の場を提供し続け，併せて高額の配当をもたらし

た.工場は，地域の農家から繭を買い上げると共に，

女工 60名，男工 7名など (1915年の実績)を雇用

した.当時の集落の戸数は今日とほぼ変わらず 100

戸超であったから，農家の過半に雇用をもたらした

ことになる 8)

今回の震災からの復興に関しても，今後の農村の

持続的な発展を図る上でも， この時期の経験から学

ぶことは少なくない.中でも注目すべきは， じつに

有効に地域資源を利用していることである例えば，

景気がよくなり生糸の需要が増えた場合にも，地域

にある桑の木の葉で生産できる範閉で生産する繭し

か使っていない.地域外から繭は購入せず，地域に

ある範囲で資源の利用に止めている また，農繁期

には工場は休業し，地域の農業と共存できるよう配

慮している.この工場が，度重なる景気変動に耐え，

( 10 ) 

長期に存続しえた理由は，地域にある資源を利用す

ることを基本に運営をしてきたことにあるといって

よい.

加えて見るべきは，外部の支援や資金を活用した

点である このこと自体大いに参考になるが，そこ

で着目すべきは，製糸場設立に中心的役割を果たし

た若者がそれを実現してみせたことである.このこ

とは，彼らが高度な社会性・教養あるいは優れた外

交能力を持っていたことを窺わせる. この点につい

ては，先に触れた集落のもつリーダーの育成機能が

大きく寄与していると考える.

(2)国内外の地域資源を利用した地域振興の事例

次に，岩手県葛巻町森林組合の間伐材等の利用促

進における企業の CSR活用の事例であるこの事例

では，東京電力が中心になって森林生態系の修復・

保全の促進を図る民間のプロジェクトである「森の

町内会」を利用することで，間伐の促進が可能になっ

た. このプロジェクトはここに参加する企業が，間

伐材で、作った紙を l割高で購入する.組合はそれに

よって得た資金で間伐に必要な機材を整備すると共

に，間伐材を提供する農家に市場価格より割増の代

金を支払うことができる.企業の広告費に占める紙

代は全体の 2割程度であり，企業の負担は結局のと

ころ 2%程度しか増えない.他方で，間伐材は山元

の価格は l立方メートル当たりほぼ 7，000円である

が， 1 割高く買ってもらうことで， 8，250円の上乗せ

になり，農家にもその一定部分が還元される.こう

した CSRの活用の結果，それまでほとんど採算が取

れずなかなか進まなかった間伐は，急速に進むこと

になったのである.

最後に，地域資源を使って経済の活性化を図り，

一躍世界的に有名になったオーストリアのギッシン

グ市の事例を見ておきたい ブーゲンランド州ギッ

シング市は，首都ウィーンの南方，そして第二の都

市グラーツの東方に位置する，人口 3千人強の小さ

な地方都市である.ハンガリ一国境にあって，かつ

ては主な産業が林業であり，就業者の 7割近くは域

外に出稼ぎし生計を立てる，いわば寒村であった.

しかし現在では，間伐材，林地残材を使って地

域暖房と発電を行い，さらに地域暖房の熱を活用す

る多くの企業の誘致に成功している 地域暖房は，

家庭では 50%，産業では 100%が利用し，市内の熱

需要の 98%を賄う.また，発電する電気は市内の消
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費の 150%に達し，余剰は域外に売電して収入を得

ている.地域暖房のおかげで，一般に暖房経費は灯

油を用いるより 2~3 割安い.誘致企業の中には，

木材の乾燥工程に熱を必要とする大手のフローリン

グメーカー 2社もあり，他の数十社の分と合わせて

約千人の雇用が生み出された.

市のこうした取り組みは， 1990年に，市長が中心

となり，市議会の議決を経て脱化石エネルギーの方

針を打ち出したことに始まる.1992年には，オース

トリアが EUに参加したが，その際に EUの地域振

興の助成金を受けることができ，地域暖房の本格的

な建設を開始した.そして 2001年には木材チップ

をガス化し発電も行う，熱供給と発電のコジェネ

レーションを実現した.こうした一連の取り組みに

関して留意すべきは，森林という地域資源を有効に

使って地域振興を図ろうとした市長の強力なイニ

シアチブがあったことであり，これも重要な教訓で

ある

6 まとめ

本稿で分析，検討してきたこと概略まとめると次

のようである.

一つは，三陸沿岸地域の農家の兼業先は今回の震

災でほとんど壊滅したが，農業および地域社会に及

ぼす影響は大きいー とくに留意すべきは，大半の農

家は兼業先が確保されない限り，域外に仕事を求め

て域外に出る可能性は大きい.その結果，地域社会

を維持するために必要な集落機能は大幅な低下が危

倶され，地域社会の維持・存続はこれまでに増して

困難になると見込まれる こうした事態にならない

ためには，地域で主体的に地域資源を活用した「地

域環境ビジネス」を創出し，雇用確保を図る必要が

ある

二つは，地域社会で「地域環境ビジネス」を実現

するには，地域資源を活用するために必要な技術の

研究・開発は必要であるが，こうした技術は当面，

採算をとることは難しいと見込まれる.このため，

そこでは企業のCSRに基づく各種の既存の社会シス

テムその他を利用し，コストを社会的に負担しても

らうことが重要である.

三つは， i地域環境ビジネスJは十分に実現可能性

が高いことである.生出地区において明治期に地域

資源を活用して新たな産業を興した経験，葛巻町森

林組合において企業のCSRを利用して間伐の促進に

成功している事例，およびオーストリアのギッシン

グ市での間伐材・林地残材を活用したコジェネレー

ションとそれを利用して企業を誘致し雇用を拡大し

た事例は，今後，地域環境ビジネスを創出する上で

示唆に富む.

東日本大震災からの復興はもとより，地域の白然、

生態系の修復・維持を視野に入れた社会の持続的発

展を展望するには，新たな産業の創出が必要で、ある

そうした意味で，生出地区における「地域環境ビジ

ネス」への取り組みは十分に意義があることと思わ

れる

注 1)平成 23年7月のヒヤリング調査は，平日嘉典氏(女子

栄養大学専任講師)が行ったものである

2)この調査は，生出集落の方々の協力を得て， 23年7月

に行った調査の追跡調査として行ったものである

3)こうした集落機能に関しては，平口嘉典・西橋俊・両

角和夫 (2010) を参照されたい.

4)このプロジェクト(委託事業)は， (独)科学技術振興

機構の社会技術研究開発センターによって採択され，

東北大学大学院農学研究科(研究代表，両角和夫)が

NPO法人・岩手銀河系環境ネットワークの協力を得て

実施した期間は平成 15 年 10 月~ 18年9月まで，成

果については両角編著 (2008)を参照されたい.なお，

「地域環境ビジネスjの考え方や地域での取り組みにつ

いては， Morozumi (2006). Morozumi (2009)および

両角 (2011) を参照されたい

5)本プロジェク卜「分散型エネルギ一利用促進と農山村

地域環境ビジネスの創出J(研究代表 両角和夫)は，

(独)科学技術振興機織社会技術研究開発センターに

よって，平成 24年度の「研究開発成果 実装支援プロ

グラム」のーっとして採択された.プロジェクトの主

な目的は，上記註 4に示した平成 15-18年度に実施し

た研究開発プログラムの成果等を社会に実装するこ

とすなわち「地域環境ビジネス」をこの地区で実現

することにあり，いわば社会実験として行うものであ

る 実施主体は東京農業大学総合研究所であるが，実

際には陸前高田市生出地区コミュニティ協議会を母体

として， i実装組織」を組織しここを中心に「地域環

境ビジネス」の実現に取り組む実施期間は，平成 24

年 10 月~ 27年9月までの予定である

6)木炭での発電は，生出集落の住民等と東北大学で協働

して開発した木炭発電機(軽自動車を改造し，木炭ガ

ス発生装置で発生させた木炭水性ガスをエンジンに

送ってエンジンを問転させ，その動力で発電機を回し

発電する)で行うものである なお木炭発電は，第二

)
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次大戦中および戦後のわが国に石油のない時代の木炭

自動車にヒントを得て取り組んだものであるー

7)グリーン電力証書制度は，社団法人日本エネルギー経済

研究所が運営の元締めである.]-VERと国内クレジット

は，同じく二酸化炭素の排出権の売買を内容とする制度

であるが，前者が環境省，後者が経済産業省の管轄であ

る しかし 24年度中に両者の統合が決定されるよう

である，なお，平成 24年 7月から，再生可能エネルギー

で発電した電気の固定買い取り制度 (FIT)が発足した

生出地区の木炭発電と小水力発電の電気についての本

制度への対応に関しては，今後の課題としたい

8)詳しくは，平口 (2009) を参照されたい.
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