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まえがき

　2011年3月11日に発生した東日本大震災では、日本の広範な地域が甚大な被害を受けました。震災から1年を経て、

復旧の道は着実に進み、復興へと移行しています。2011年末までにはすべての市が参加型の過程で作成された復興計

画を提出しています。当然ながら災害の傷跡はまだ癒えたわけではありませんが、復興への活動は少しずつ始まってい

ます。2012年2月10日には復興庁も発足しました。しかしながら、復興の取組はまだ始まったばかりであり、今後の

東北における雇用の課題、特に若者や女性への課題に対処する必要があります。また、ビジネスの機会を促進すること

も緊急の課題です。

　この背景のもと、国際連合地域開発センター（UNCRD）は外務省の拠出を受け、2012年2月27日−3月2日に東

北の3県(岩手、宮城、福島)において、現地の自治体やコミュニティに赴き、海外・国内の専門家と共に視察及びワーク

ショップを開催いたしました。ワークショップの主な目的は、東日本大震災と津波からのコミュニティの復興の経験を

共有することです。地域の代表者らと専門家とで意見交換会を開催して情報交換を行うとともに、地元コミュニティの

経済的活動、特に地域に根付いた環境に優しい産業を支援する実践的アイデアを交換しました。さらに、復興における

NGOやNPOの関わりに関しても意見を共有しました。

　本報告書は、ワークショップの内容及び現地視察の状況、並びに専門家からの提言をまとめたものであり、今後

の一層の議論に役立てば幸いです。UNCRDはこのワークショップの報告書を、広く世界中に発信します。加えて、

UNCRDは今後企画する海外行政担当者を対象とした研修プログラムにもこのワークショップから得られた経験と教訓

を取り入れていきます。

2012年5月

国際連合地域開発センター
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（1）背景

国連地域開発センター（以下 UNCRD）は、発展途上国における持続可能な地域開発を

促進するため、1971 年に名古屋市に設立されました。UNCRD 防災計画プログラムは

1985 年以降、持続可能な地域開発の中心的課題のひとつとされてきました。1995 年

に神戸で発生した阪神・淡路大震災の教訓を基に UNCRD 防災計画兵庫事務所が 1999

年に神戸に開設され、コミュニティ防災、地震にまけない学校計画、地震にまけない住宅

計画といったプロジェクトを実施してきました。事務所は自助、協働、教育を減災のため

の柱として、研修や国際的なワークショップ等様々な方法を通じて災害に強い国作りの活

動をしてきました。なお、UNCRD…防災計画事務所は 2011 年 4 月より名古屋事務所

に統合されています。また、UNCRD では事業の重点分野の一つとして、環境的に持続

可能な交通（EST）と 3R を中心とした環境プログラムを実施しています。…

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、日本の広範な地域が甚大な被害を

受けました。観測史上世界で 4 番目に大きな地震であり、日本では観測史上最大の地震

となりました。またそれによって引き起こされた津波が東北地域の太平洋沿岸部を襲い、

町やコミュニティを流し、多くの命と財産が失われる結果となりました。完全に復興する

には何年もの月日がかかることと思われます。しかし、既に様々な努力がなされ、地域は

回復しつつあります。そこにはこれからの減災と持続可能な地域開発にむけて多くの経験

が培われています。

震災から約 1 年を経て、復旧の道は着実に進み、復興へと移行しています。2011 年

末までにはすべての市が参加型の過程で作成された復興計画を提出しています。当然なが

ら災害の傷跡はまだ癒えたわけではありませんが、復興への活動は少しずつ始まっていま

す。復興計画は今後、市町村と県によって議論がなされ、実施されていきます。また、日

本政府は復興の基本方針を策定し、復興を促進するための法律を制定しました。それには

特別区やエコゾーン等といった方策も含まれており、復興の基盤が固まりました。しかし

ながら、復興の取組はまだ始まったばかりであり、今後の東北における雇用の課題、特に

若者や女性への課題に対処する必要があります。また、ビジネス機会を促進することも緊

急の課題です。

この背景のもと、UNCRD は外務省の拠出を受け、現地の自治体やコミュニティにお

いて、視察及びワークショップを開催することを決定しました。ワークショップでは、地

元コミュニティの経済的活動、特に地域に根付いた環境に優しい産業を支援する実践的ア

イデアの交換、さらに、復興における NGO や NPO の関わりに関しての意見の共有を課

題としました。

（2）目的

ワークショップの主な目的は、東日本大震災と津波からのコミュニティの復興の経験を

共有することです。地域の代表者らと専門家とで意見交換会を開催して情報交換を行うと

ともに、地元コミュニティの経済的活動、特に地域に根付いたグリーンビジネスを支援す
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る実践的アイデアを交換します。さらに、日本政府の復興の基本方針にもうたわれている

「新しい公共」の概念に沿って、復興における NGO や NPO の関わりに関しても意見を

共有します。UNCRD…はそれらのすべてのワークショップの情報を報告書にまとめ、広

く世界中に発信します。加えて、UNCRD は今後企画する研修プログラムにもこのワー

クショップから得られた経験と教訓を取り入れていきます。

（3）ワークショップのあらまし

i.… 専門家の構成 :… …コミュニティベースのビジネス、グリーンビジネス、NPO/NGO

との連携などにおける分野の専門家（添付資料 1.…参加者名簿参照）…

ii.… 現地訪問 :…この専門家グループは岩手、宮城、福島県の 6 ヵ所の地域…−…釜石市、大

船渡市、陸前高田市、南三陸町、石巻市、いわき市…−…を訪問しました。これらの訪

問先は、グリーンエコノミーを促進することに強い関心を持っているか、民間企業

によって復興が促進されているか、NPO や NGO が活発に活動しているか、持続可

能な開発とグリーンエコノミーを促進することに関して復興計画で強調されている

かなどを基に決定しました。…

iii.… 意見交換会 :…現地の自治体やコミュニティの代表者らと意見交換会を実施しました。

専門家グループは専門知識と実践的なアイデアを提供し活発な議論の場を提供しま

した。

iv.… 地元コミュニティへの提言 :…UNCRD はワークショップの後、専門家の方々から提

言を出して頂きました。これらの専門家の方々からの主な提言を報告書の第 3 章に

まとめました。

（4）プログラム

1 日目 : 2012 年 2 月 26 日（日）：

【集合】 岩手県盛岡市

宿泊：ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング

2 日目 : 2012 年 2 月 27 日（月）：岩手県盛岡市、釜石市

8:30 【表敬訪問】　岩手県復興局産業再生課

9:00 −11:30 盛岡市から釜石市へ移動

11:30 − 【視察】　釜石はまゆり仮設飲食店街

12:00 − 昼食

13:00 −14:30 【ワークショップ（意見交換会）】
釜石地区合同庁舎 3 階会議室

【参加者（敬称略）】
■現地参加者
　澤田幸宏（釜石商工会議所主事）
　菊地修（釜石青年会議所理事長）
　小田島圭司（釜石市商店会連合会会長）
　小笠原順一（釜石・大槌地域産業育成センター事務局長）
　佐々木洋裕（釜石湾漁業協同組合青年部部長）
　鹿野順一（＠リアス NPO サポートセンター代表理事）
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■専門家
　ルイス F・ディアズ、ワレン・カーレンジグ、マリリン・シゲタニ、
　ヴォーン・レビッツキ、ランジット・マヒンダパラ、
　モハメッド・シャリファ・ラーマン、 崎田裕子、 三谷陽造、山本健
■UNCRD スタッフ：高瀬千賀子、高井克明、岡山朋子、斉藤容子

15:00 −16:50 【視察】

15:00 −　鵜！はまなす商店街

15:30 −　宝来館

16:00 −　天神仮設住宅

16:20 −　釜石第 2 魚市場

16:50 −18:00 釜石から遠野へ移動

18:00 ホテルチェックイン（あえりあ遠野）

18:30 − 夕食

3 日目 : 2012 年 2 月 28 日（火）：岩手県大船渡市、陸前高田市

9:00 − 遠野から大船渡へ移動

10:00 −11:30 【ワークショップ（意見交換会）】
前田公民館（大船渡市）

【参加者（敬称略）】
■現地参加者
　小原勝午（大船渡商工会議所産業振興課長）
　三浦英和（大船渡青年会議所）
　佐藤勝也（大船渡大通り商店街振興組合理事）
　船田秋美津（大船渡市農業協同組合課長）
　岩城恭治（NPO 夢ネット大船渡理事長）
■専門家
　前日と同じ
■UNCRD スタッフ
　前日と同じ

12:00 − 昼食

13:00 −14:30 【視察】
13:00 −　おおふなと夢商店街（仮設店舗）
13:45 −　大船渡魚市場
14:15 −　永沢仮設住宅

14:30 − 大船渡から陸前高田へ移動

15:00 −16:30 【ワークショップ（意見交換会）】
陸前高田商工会（仮事務所、陸前高田市）
■現地参加者
　中井力（陸前高田商工会事務局長）
　熊谷完士（陸前高田市企画部課長） / 村上
　今枝政人（名古屋市総務局）
■専門家
　前回と同じ
■UNCRD スタッフ
　前回と同じ

16:30 −18:00 陸前高田から南三陸町へ移動

18:00 ホテルチェックイン（ホテル観洋）

18:30 − 夕食
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4 日目 : 2012 年 2 月 29 日（水）：宮城県南三陸町

9:30 −12:00 【ワークショップ（意見交換会）】
ホテル観洋（南三陸町）

【参加者（敬称略）】
■現地参加者
　阿部泰浩（㈱阿部長商店代表取締役社長）
　阿部憲子（ホテル観洋女将）
　阿部隆二郎（㈱阿部長商店代表取締役副社長、南三陸町観光協会会長）
　大森隆一、阿部大輔（南三陸町復興企画課）
　松井聡子（アジア協会アジア友の会）
　三浦保志（岩手魚屋さん）
　清水（南三陸町漁業再生支援協会）
■専門家
　ルイス F・ディアズ、ワレン・カーレンジグ、マリリン・シゲタニ、
　ヴォーン・レビッツキ、ランジット・マヒンダパラ、 
　モハメッド・シャリファ・ラーマン、 三谷陽造、山本健
■UNCRD スタッフ
　前日と同じ

12:00 − 昼食

13:30 −16:00 【視察】
志津川地区（津波被災現場）を歩く：松原公園から志津川中学校
ベイサイドアリーナ（外観のみ）

16:00 − 18:00 南三陸町から多賀城へ移動

18:00 ホテルチェックイン（ホテルルートイン仙台多賀城）

18:30 − 夕食

5 日目 : 2012 年 3 月 1 日（木）：宮城県石巻市

9:00 −10:00 多賀城から石巻へ移動

10:00 −12:00 【視察】
日和山公園、前浜地区、魚町、南境仮設団地等

12:00 − 昼食

13:30 −16:00 【ワークショップ（意見交換会）】
石巻専修大学（石巻市）4 号館 4103 教室

【参加者（敬称略）】
■現地参加者
　伊藤秀樹（石巻災害復興支援協議会会長）
　尾形輝雄（石巻商工会議所）
　吉田穂波・他数名（日本プライマリ・ケア連合学会 被災地妊産婦支援チーム、他）
　坂田隆（石巻専修大学学長）
　合田茂広（ピースボート災害ボランティアセンター理事）
　オブザーバ参加：宮城県東部保健福祉事務所
■専門家
　前日と同じ
■UNCRD スタッフ
　前日と同じ

16:00 − 石巻からいわきへ移動

ホテルチェックイン（いわきワシントンホテル）

夕食
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6 日目 : 2012 年 3 月 2 日（金）：福島県いわき市、福島市
9:00 −11:50 【視察】

9:00 −10:10　  生木葉ファーム
10:50 −11:50　磐城高箸工場

12:00 − 昼食

13:30 −14:30 【インタビュー（意見交換会）】
いわき明星大学（いわき市）　教室　

【参加者（敬称略）】
■現地参加者
　小椋幸二（いわき明星大学学長室長）
　佐藤健二（いわき明星大学科学技術部教授）
　北瀬幹哉（ine の会代表）
■専門家
　ルイス F・ディアズ、ワレン・カーレンジグ、マリリン・シゲタニ、
　ヴォーン・レビッツキ、ランジット・マヒンダパラ、モハメッド・シャリファ・
　ラーマン、 三谷陽造、山本健、服部徹、山内幸治
■UNCRD スタッフ
　前日と同じ

14:30 −16:00 いわきから福島へ移動

16:00 ホテルチェックイン（福島ビューホテル）

16:30 −17:15 【クロージングセッション（最終報告会）】
コラッセ福島（福島市）　5 階会議室　
■クロージングセッション招待参加者
　岩手県：中井力（陸前高田商工会事務局長）
　宮城県：伊藤秀樹（石巻災害復興支援協議会会長）
　福島県：小椋幸二（いわき明星大学学長室室長）
■専門家
　前回と同じ
■UNCRD スタッフ
　前回と同じ

17:20 −18:00 コラッセ福島から吉川屋へ移動

19:00 −20:30 【玄葉光一郎外務大臣主催レセプション】
吉川屋（穴原温泉）

20:30 − 吉川屋から福島ビューホテルへ移動

7 日目 : 2012 年 3 月 3 日（土）

【解散】福島市
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　今回のワークショップ開催にあたっては、UNCRDが事前にバックグラウンドペーパー

（添付資料2）を準備し、基礎情報を参加者の間で共有したうえで現場に臨んだ。ワーク

ショップや視察で得られた情報、ディスカッションの内容等は次の通りです。主に議事

録の形で報告します。

【2月27日　岩手県盛岡市、釜石市】

（1）岩手県

[岩手県復興局産業再生課表敬訪問］

■UNCRD高瀬所長が、今回のワークショップ及び視察についての協力について岩手県復

興局平井副局長に感謝の意を表した。平井副局長からは、UNCRDのコーディネーショ

ンにより、著名なエクスパートの方々に岩手に来ていただけたことに感謝するとともに、

ワークショップや視察を通じての感想・コメントをいただき、それを今後の復興のために

是非とも役立ていきたいとの意見が表明された。

　専門家を代表して、ルイス・F・ディアスが感謝の意を表明し、オーストラリア、カリ

フォルニア、ハワイ、バングラデシュ、バンコクなど世界各地から来た専門家が、皆様の

協力とともに活動しながら、何とか皆様にサポートができれば、何とか役に立てればと

思って今回のワークショップ、視察に臨むとの意気込みを語った。

（2）岩手県釜石市

[釜石はまゆり仮設飲食店街視察]

■釜石市の釜石はまゆり仮設飲食店街を視察した。ここは、中小企業基盤整備機構の「仮

設施設整備事業」により整備された仮設の飲食店街であり、2012年1月27日にオープ

ンした。ここに入居して、営業もしている飲食店街の山崎健代表から状況説明を受けた。

33店舗・事務所があり、延床面積は約1,037㎡（全48区画）、軽量鉄骨造2階平屋建

であり、居酒屋、小料理屋、蕎麦屋、ラーメン店、焼き肉店、バー、スナック等が入居し

ている。A棟とB棟があり、特にB棟の一階のすべてのお店が「釜石呑ん兵衛横丁」とい

う名所として作られている。震災前の呑ん兵衛横丁のお店がそっくり移ってきた。

質問：ここまでいろいろ復興させたというのは非常に素晴らしいと思います。中小企業基

盤整備機構から支援を受けていると聞きましたが、そういう公的機関と民間の間のコー

ディネーションというのはどういう風にされていますか。

答：市役所がコーディネーションをやっている。もともと市役所が音頭をとって、このよ

うな補助というのができたが、活用しないかということで、被災店舗に連絡があった。そ

の被災店舗の申し込み数に応じて、市役所が見積もって、それで、全てができた。

質問：仮設店舗には入居期限がありますか。

答：基本的には2年。しかし、町の復興事情に応じて、もしかすると1年ぐらい延長可能

です。それは2年後に判断するという形になっています。

質問：この仕組みは、土地を用意すれば、中小企業基盤整備機構が建ててくれるのですか。

答：土地は市役所が提供し、施設は国の補助金で作られます。

２．ワークショップ・視察の内容
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質問：今ここの仮設施設はレストランだけですよね。そのほかにも被災されたいろいろの

お店があるわけですね。しかし、ここは飲食店街だけですか。

答：別の場所にはほかの仮設商店街があります。ここは飲食店街のみになります。

質問：住宅地とは離れているということですが、ある程度足回りのよいところではないと

お客さんが来にくいですよね。住宅街との距離はどのぐらいですか。そして、ここのレス

トラン街を建てるにあたって、それは考慮に入っていましたか。

答：騒音の関係でこの場所を選んだ。場所がなかなかなくて、ここ以外のところだともっ

と離れたところになってしまいます。ここがちょうどいい場所なんです。バスの発着点な

んですよね。

質問：家具とかの内装費は入居者が準備しなければならないようですが、いくら位かかり

ましたか。

答：ぞれぞれ違いますので、他のところはわからないですが、われわれの場合は支援が大

きかったです。120万円ぐらいの冷蔵庫、ガスコンロなどライオンズクラブが提供して

くれました。さらに商工会や大阪とか九州などから支援がいっぱいあったので、結局必要

だったのはカウンターとか椅子などだけだったので、40万円ぐらいでした。

質問：呑ん兵衛横丁の皆さんはコミュニケーションが良かったところですか。行事などが

多かったですか。

答：今回私はすべての会長になったんですが、それまではバー・スナック関係の組合長を

やっていました。呑ん兵衛横丁にも組合があって、ばらばらでしたが、地域の親交として

はみんな仲良かったです。個人のトラブルもなかったです。

質問：開店の時期が遅くなった店もあるようですが。

答：いろいろな事情があって、すぐに開店できなかったというのもありましたし、そして、

内装の材料が足りなかったり、大工さんの手配ができなかったりと、いろいろな事情があ

りました。

質問：ボランティアの方たちを呼んで、開店の準備を手伝ってもらったりはできませんか。

答：ボランティアの方たちに手伝ってもらったりするのですが、家電を設置するなど具体

的な内装の準備は大工さんに頼むことが多いです。

質問：アメリカの経験としてはプロの大工さんがボランティアとしてきて手伝ったりもし

ますが、ここではないですか。そして、プロの大工さんの指示を受けてボランティアさん

が大工の仕事を手伝うということもないですか。

答：なかったです。

質問：そういうことをするとボランティアさんの技術とかスキルをつかうことができるの

で。

答：スキルをもっている方もいらっしゃると思うが、そういう風には行かなかった。確か

に、それができるということはすばらしいと思っています。

質問：そして、安くできます。

答：そうですね。ナイスアイディアです。

質問：お客さんは前と一緒ですか。

答：8割が新しいお客さんです。交通が不便なので周りの人やボランティアの方などに来

ていただいている。以前はサラリーマンなどだったので。

質問：入った収益は全部自分のものになりますか。市とかに返済という形で返す必要があ

りますか。

答：収益は自分のもので、家賃もないです。電気料金、ガス代などが自分の負担になりま

す。

質問：課税はされていますか。

答：もちろん課税はされています。

コメント：税金を無くすことができないか、交渉したほうがいいと思います。
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答：共同トイレですが、それにかかる水道代などを店舗の皆さんが分担して支払っていま

す。掃除は委託という形で業者がやっています。毎月入居者にに5,000円の会費を払っ

てもらって、そのお金で、掃除費なども支払っています。

コメント：アメリカであることなんですが、大企業がこういった小規模の店とかに資金を

出して、こういった5,000円とかの費用などを支払ってくれる。日本でも公共料金など

を大企業に支払ってもらうというような仕組みは取り入れることができないでしょうか。

答：わかりました。

コメント：そうするとその支援した企業の税金が免除されます。

答：わかりました。それも考えられますが、実はオープニングイベントで、いろいろな方

に手伝ってもらいました。その会社の方たちは無償で来ていただいたのでその人たちのポ

スターや会社名などをはったりしました。そのサポートでセレモニーは無料で行うことが

できました。

[釜石ワークショップ]

■釜石地区合同庁舎3階会議室に於いて開かれた。参加者については、前出のプログラム

を参照。

■最初に、釜石市商工会議所の澤田主事より、商工会議所の取り組みについて説明があっ

た。

澤田：商工会議所は、復興に向けて、特別相談所の開設や日本金融公庫、法律などの相談

会の開催などを行い、また助成金の調達に関する被災者からの相談も137件ほど行なっ

た。その他、国や県に対して復興ビジョンのグランドデザイン造りやインフラ整備に関し

て協力活動など行ってきた。支援団体から得た机や椅子、パソコンなどを会員に配布する

というマッチング事業もやってきた。それから、震災から復興を考える講演会、復興まち

づくり講演会を開催した。

■次に、青年会議所の菊池理事長から青年会議所の取り組みについて説明があった。

菊池：震災直後は青年会議所の組織を活かして水や食料、防寒着等支援物資のニーズ調査

を行った。被災地現地、避難所や道路が寸断され孤立していた地域の把握を行い、行政

と協働して支援物資を配った。避難所から仮設に移り始めたころ、地域が分断されたの

でコミュニティがなくなった。仮設でのくらしにストレスを感じ始めた人もでてきたので、

「皆の笑顔プロジェット」というイベントを開催、カラオケやスポーツチャンバラなどを

実施した。

質問：イベントを通して、コミュニティー・心のケアをしていることに関して、青年会議

所と協力して、被災者の人たちをサポートしている人たちはどんな人でしょうか。専門家

なども含まれているのでしょうか。

答：専門家ではなく青年会議所のメンバーがボランティアとして、イベントを企画・実行

しています。

質問：仮設住宅に入居されている方々の生計は、稼ぐことはできているのでしょうか。

答：お金を稼げる人も、まったく収入がない方もいます。

■次は釜石市商店会連合会の小田島会長から商店街について説明があった。

小田島：被災の後、商店街はまったく機能していない。所属している大町商店街で、ビジ

ネスを立ち上げようとしている。私はメガネ屋で、隣はスーパーマーケットが全部流され

た。メガネ店とスーパーマーケットのエリアに中古のコンテナを活用してミニショッピン

グタウンができないかと計画している。スーパーマーケットも土地を安く貸してくれた。

10個のコンテナを設置し、更に2階建てにしたら20個できる。レストランなどのビジネ

スを招く。5年間ここでビジネスを立ち上げて、入店者が全員事業に成功することを掲げ、
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5年後にはここから出て土地を買い、それぞれがビジネスを立ち上げるという構想を作っ

た。私たちは100％成功するモデルを作る。ここから他の被災地へと広げる。今被災地

に求められているのはカンフル剤である。今被災地はひとつの灯火をもとめています。こ

れを私たちは灯したい。

質問：今のプロジェクトはもう成果を出しているところですか。それとも今スタートの時

点ですか。

答：8月から建設が始まります。

質問：そのミニショッピングタウンに入る人というのは決まっていますか。…

答：そのミニショッピングタウンに入る人はやる気、情熱、とにかくビジネスをやりたい

という強い意思を持っている方、という条件をつけています。

質問：コンテナのサイズを教えていただけますか。

答：コンテナは20トンのサイズ。この事業が終わったあとはコンテナを売り渡す予定で

す。

■釜石・大槌地域産業育成センターの小笠原事務局長から活動報告がなされた。

小笠原：大槌地域産業育成センターは釜石、大槌を対象として中小企業の支援をしている。

震災直後から、被災企業の調査を行った。釜石地区には2,400の事業所があり、1,380

が津波で被災した。なかでも大規模全壊、半壊を受けた180の被災事業所に支援の対象

を絞った。夏ぐらいから国・県の支援施策が固まり、グループ補助金という中小企業への

4分の3の補助金制度ができ、地域の50事業所がそれを受けた。それと県の復興補助金

（2分の1）があり、140事業所が受けた。中小企業基盤整備機構による仮設の商店と仮

設の工場が現在までに230ぐらい建っている。釜石で一番大きな仮設の店舗と工場は鵜

住居地区になる予定だが、まだ始まっていない。また4月から150億円の予算で、第4

次グループ補助金の予算もついたので応募が開始される。そのような支援策が出てきた

が、現在の課題としては、雇用を再開した事業者が出てきたが、人が集まらないのが問

題。失業保険との絡みなどがある。また再建の補助金があるが建設業者が全く足りてい

ないという現状がある。被災地と中央をつなぐコーディネーターがいない。

■釜石湾漁業協同組合青年部佐々木部長から、漁業関係の状況説明があった。

佐々木：漁業者は今回の震災で釜石では全体の90％以上の船を失った。ここは多くが養

殖業者で、その養殖施設がほぼ100％流されてしまった。流された瓦礫撤去作業や施設

を作り直す作業を県と市から日当をもらう形で昨年末まではやっていた。船を手に入れる

ことに関しては、新造船、中古船、修理船の3つの方法がある。新造船の場合は2年間は

国の補助がある。中古は自分で足を運んで買い付ける。あとは修理船。漁閑期にプラス

チック工場で働いていた人たちが多かっため、船修理の技術を持っており、修理船の確保

は他の地域より早くできた。ワカメ、ホヤ、カキ、ホタテ養殖の施設の復旧状態は、海の

中に土嚢袋を入れて土台作りは終わった。三陸全体が被災したためロープが足りていない。

瓦礫撤去のときに全部を瓦礫として処理したところと、少しでも使えるものを残そうと分

けたところがある。ここは残したので、まだある状況ではあるが絶対的に資材が足りてい

ない。漁師は時間があっても、資材がないのが現状。復旧見込み（ワカメ）としては、出

荷が3月から行われる予定。ワカメは今まではボイルして出荷していたが、その機械が流

されてしまったので、生出荷しかできない。カキは震災直後に宮城県から震災をまぬがれ

たタネを譲ってもらい、ホタテは北海道から買ってきたので、年末には出荷できる見込み。

■ホヤは漁業の青年部でホヤのタネを生産するようになって、震災をまぬがれたので今年

の種付けも終わった。他の地区では流れたところが多いので、ここでは他の地区より1年

早く出荷できる。一部漁船漁業は個人の事業になるので、船がある人がそのままやってい

るし、中古を買ってきてやっている人もいる。漁業の再開への公的資金はスムーズに入っ
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たが、流出した資機材をどう購入していくかが課題。高齢化の中でどこまで借金をして支

払いが可能なのかが不安材料。漁業者の船の購入を支援するビジネスを9月から立ちあげ

た人がおり、お金を出してもらって、船にその会社のステッカーなどを貼るといった動き

がある。現在では9船ぐらいになる。

質問：がれきについて、どんな種類のがれきか。リサイクルは可能か。

答：養殖の棚が一塊になってしまったので、使えるものと使えないものに分けている。海

の中のがれきは5−10人のダイバーが入ってもしれている。湾の中にある金属製のステ

ンレス製の資材は海から上げれば使えるものもあるが、上げれないのが現状。

質問：魚の養殖はやっていますか。

答：今のところやっていない。

質問：政府や産業界などの復興センターはどこにあるのか。

答：市役所

質問：復興計画はあるのか。

答：昨年の12月に釜石市の復興デザインができ、そこに土地利用に関しての情報は載せ

てある。これからそれに向けて議論が行われる。

■＠リアスNPOサポートセンター鹿野代表理事からNPOの活動報告があった。

鹿野：団体のミッションは町のまちづくりに係わる人を一人でも増やしていくこと、活

動内容としては、まちづくりと、中間支援組織としても活動している。震災以前の活動

も様々あるが、震災後に焦点をあてる。震災以後、理念として掲げるのは、被災者がそ

の地域の復興の主役となる。この地域に被災以後も残って生活するには仕事を確保する

ことが重要。そのモデルとしたのはCash… for…Workである。被災直後無償であった仕事

に対価を発生させる。その形として釜石市と岩手県と一緒に緊急雇用創出事業を行って

いる。これで100名を雇っている。代表的なものはコミュニティ形成の連絡員を86名雇

用して、3月半ばから全仮設をまわるプロジェクトを始める。もうひとつは仕事を失った

人と事業者の就労のマッチング支援。中間支援としては岩手県沿岸被災地域には国内外含

めて450団体のNGO/NPOが支援に入っている。定期的に情報を提供することと市役所

との調整等を行っている。同時に宮城や福島との中間支援団体と連絡を取ることで、国に

対しても情報交換の場を作ってもらっている。岩手県とも情報共有やNGOと被災者との

マッチング事業を行っている。今後は時間がかかるが、被災者が主役ということは変わら

ず、いかに市民の声が市や国に届けられるかということが課題になってくるだろう。現在

はマルチステークホルダーアプローチの円卓会議を行う準備をしている。外部からの継続

的な支援と被災者のニーズをマッチングするために、復興プランを数値も含めて提供して

いくことが必要だと考えている。しかし、日本では中間支援組織の存在は理解されず、資

金や人材不足が問題である。

質問：流されてしまった地域はどれだけ復興しているのか。

答：復興という言葉が追いついていないのが現状。復旧にも至っていない。町の復興でい

えば、地盤が沈下した土地の資産がどういうふうに扱われるのか一切まだ決まっていない。

だからこそ、市民はこの町をどうしていきたいのかという声を上げていかなければならな

い。行政が決めるのを待っていてはならない。しかし、これまでにそういった経験がない。

産業復興についてはバランスが必要だと考える。町を作る上でそれぞれの産業がやれると

ころでやり始めてしまうと全体のまちづくりがなされなくなる。しかし彼らにも生活があ

る。こういったことは行政が決めるべきだと思うが、行政もやったことがないので戸惑っ

ているといえる。
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[鵜（う～の）！はまなす商店街視察]

■約450㎡（全9区画）、軽量鉄骨造2階平屋建。酒屋、食料品小売店、理容店、メガネ

店、弁当製造販売店、花屋、パン屋等。2011年10月31日オープン。中小企業基盤整

備機構の「仮設施設整備事業」で整備。商店街の野村代表から概要説明を受けた。

■ここの店舗は釜石市の鵜住居というところで、被災された40軒から50軒のうち経営

を続けたいという9名のかたの9店舗が集まって始まったもの。そして、まだ鵜住居の町

がどういうものになるかがはっきりしていないので、山を削るか、それともこちらのほう

に来るかということで、ここにいる営業者は様子を見ている状況です。もし、町の中心地

が判ればそこに移りたいと思っている。今はまだ判りません。

質問：以前このエリアで40～50の店舗があったと聞きましたが、どうなされたですか。

答：車で食堂をやったり、あと向こうのほうに4店舗ができると決まったので、そのよう

に建設を待っている人たちもいます。…

質問：4～50店舗がもともとあって、ここに9店舗、ほかに4店舗建設するということは、

残りの30店舗は廃業ですか。

答：今聞いている状況ですが、20店舗ぐらいはやめる予定です。店の主が亡くなられた

ケースもあるので、奥さんだけで続けることができないかもしれない。

質問：お客さんはいかがですか。多いですか。

答：最初はここが初めての仮設だったので、営業は良かったですが、今は町のほうも復興

してきたので、皆そこへ買い物に行ってしまい、最近はボランティアの人も来なくなった

から、お客さんは少なくなりました。

[宝来館視察]

■客室12部屋ある4階建ての旅館。一部被災したが、2012年1月5日再開。宝来館の目

の前は水質最高「AA」の根浜海水浴場。宝来館は岩手県で最初に指定された4つの避難

ビルのうちのひとつ。宝来館女将の岩崎さんより話を聞いた。

岩崎：宝来館の前に石碑が建てられた。QRコードで震災・津波の情報を得ることができ

る。ここに集落の皆が話していることを石屋さんが聞き取って書いた言葉がある。「てん

でんこで逃げろ、自分を助けよ、とにかく上へ、上へ逃げろ。」この石はただ見るのでは

なくて、ここで祈ってもらうものです。グレーの鐘もあります。この大槌湾でなくなった

家族の皆さんが慰めたいといって、ここに作った鐘です。ここの「とにかく上へ、上へ逃

げろ」、「てんでんこで逃げろ」というのは三陸の宣言ですけど、自分で考えて、行動し

て、皆は皆で生き延びるというのは今回のことで改めて考えて伝えたいことです。この後

ろの山に実は宝来館に避難した集落の人々と一緒に逃げました。宝来館は岩手県で避難ビ

ルとして指定された最初の4館中の1館です。でも当日は避難ビルでありながら、中にい

たいとも思わなかったです。今思えば、山に逃げれば、高いところに逃げれば、そしてす

ぐ逃げれば、もしかして、こんなに多くの人が亡くならなくてすんだかもしれません。自

然のやることというのは人は絶対敵わないというのを体験しました。逃げなくちゃいけな

い、逃げることを先に考える教育と防災計画が必要だと思います。

■この近くにある釜石東中学校は、全員が自分の判断で津波から逃げ、一人の死者も出し

ませんでした。「釜石の奇跡」と呼ばれていますが、これは奇跡ではありません。「教

育」の賜物です。釜石東中学校では「津波てんでんこ」を学校教育のなかに取り入れて

日頃から訓練し、命を守ったのです。中学生は隣の小学校の児童の手を引き、また高齢者

を助けながら高台に逃げました。このような教育をどんどん普及させていくことが大事だ

と思います。そのために私も貢献したいと思っています。そして教育を受けた子供たちが、

「津波てんでんこ」を将来後世に引き継いでくれることを期待しています。

■私たちは、今希望としては、守るべきものというのを先に作るより、この浜は人に来

てもらえる浜になってもらいたいと思っています。今年の夏から海で泳ぐ大会を始めま
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す。2016年に岩手国体がここであるからです。私たちはよそから人に来てもらわなけ

ればならなりません。皆で避難できる避難土を望んでいます。それが階段状であれば客席

になって、そして反射板をつけば皆が音楽を楽しんで、そのステージはラグビーのクラブ

ハウスなどを設けて、皆で集まることができる集会場の役目もする。逃げるだけではな

くて、皆がそこに行けば、皆が助かるというところを先に作ってほしいのが私たちの願い

です。宝来館は集落の皆さんのコミュニティーの場所として、一週間利用することができ

ます。私たちは生きていかなければなりません。今復興計画のなかで、いろいろな政策が

あると思いますが、ここで生きている人たちは自分たちでまち作りをすることが必要です。

夏には自殺した人もいました。特に若い人々たちは自分が見えなくなってしまうのかなと

思います。私はマイナスには考えないで、実はこれは与えられたチャンスと思わなきゃい

けない。私たちは新しい国づくりの三陸人。これから日本の皆さんに訴えてリードする役

目が今回この震災を受け取った私たち岩手県人だと思います。よく外国人に日本人はすば

らしい、ちゃんと規律を守ってすばらしい人間性が見えましたと言われました。そこには

言えないそれこそ悲しいことがいっぱいあります。でも皆が助け合って、頑張って生きよ

うと思っています。あの日は皆が、市の職員も、郵便局員も、消防団も、町内会も皆が自

分がやるべきことを一生懸命やりました。生き残ろうとしています。岩手スピリットは自

然と共存して生きることです。失って初めて、三陸の美しさとここで取れるお魚や海の幸

を改めて感じます。私たちは1.17に阪神大震災で命を失われた皆様のために、朝祈りま

した。それは神戸の人たちに助けてもらったからです。岩手県人は人にお世話になりたく

ない。しかし、祈って初めて神戸の皆さんはどれだけ私たちを心配して、同じ気持ちで助

けたということがわかりました。それで、ニューヨークの9.11の人たちの気持ちもわか

るようになって来ました。世界中ひとつの気持ちになれるんじゃないかと思いました。世

界中の人は友達と思っています。復興には長い時間がかかります。皆さん、震災に合った

私たちのことを応援してください。世界中の人が応援してくれると私たちは自分たちに味

方があると思って頑張れます。今回知ったのは世界の人とつながれるということです。私

たちは皆が役に立つと思っています。新しい日本を作る気持ちで、この10年20年頑張

りたいと思っています。世界中の先生方に一緒にこの町づくりを応援していただきたいで

す。一緒にいく仲間にしてください。よろしくお願いいたします。

[天神仮設住宅視察]

■建設戸数：第1期127戸（2011年6月6日完成）、第2期12戸（2011年7月19日

完成）。旧釜石小学校及び旧釜石第一中学校跡地に建設された。釜石市には47ヵ所の仮

設住宅（3,164戸）があり、天神仮設住宅はそのうちの一つ。…

[釜石第2魚市場]

■水揚量約17,000トン（2010年）、水揚げ金額約27億円（2010年）、主な魚種は

サバ、サンマ、サケ、イカ。一部被災後2011年8月4日再開。岩手県庁の鈴木主査が現

地を案内。

鈴木：もともとの魚市場は全壊しました。被災前に新しい魚市場の建設の計画がありまし

た。今骨組みだけできているのが見えますが、あそこに新しい建設が予定されていました

がそこも被災しました。ここは津波と地震で全体が1.1メートルぐらい地盤沈下しました。

既存の魚市場の被害がひどくて、かつ新しい魚市場もまだ作っている途中だったので、比

較的被害が少ないこの第二魚市場を使わざるを得ないという状況です。岩手県の水揚げは

基本的に8月9月のサンマの時期から始まります。そのあとサケ漁が始まります。ここは

もともとサンマを水揚げするところです。そのサンマの時期に間に合わせるため60セン

チ嵩上げしました。なぜ1.1メートル嵩上げしなかったかというと、そうするとこの魚市

場自体も持ち上げないとだめなので、まずは船が接岸できるよう60センチだけ嵩上げし
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ました。魚市場では氷がどうしても大事なことになっていますので、隣に建物があります

けれども、あそこで製氷してあそこから氷を船に積んだり市場の中に持ってきたりします。

釜石魚市場は年間大体17,000トンの水揚げがあります。27億円の水揚げです。全体的

に水揚げ量が減りましたが、サンマだと大体7割～8割減っています。サケは半分に減っ

ています。

質問：世界で起こっている温暖化によって海面が上がったりしているが、そういった点も

考慮して60センチ嵩上げをしたわけですか。

答：温暖化とかよりもまず船が上がらないようにということを考えてやりました。……

【2月28日　岩手県大船渡市、陸前高田市】

（3）岩手県大船渡市

[大船渡ワークショップ]

■大船渡市前田公民館で開かれた。参加者については前出のプログラムを参照。

■最初に大船渡商工会議所産業振興課小原課長より商工会議所の取り組みについて説明が

あった。

小原：市内の事業所は壊滅的被害を受けた。取り組んだ内容は、直後は失業保険の事務代

行。まずは雇用されていた人たちの生活再建。その後、企業が借入金を抱えているところ

が結構あったので、その返済延長の相談を手伝った。企業の復興に伴って、二重債務問題

があったりして、国や県の補助金の情報を提供したりしている。幸いにも市内の太平洋セ

メントや漁業等、主な産業は復興しつつある。有効求人倍率も改善されてきた。企業との

橋渡しになっていきたいと思っている。

質問：支援する会社の規模はどのようなものか。

答：規模は様々です。大きな企業は雇用者も多いので、まずは大きな企業から再開。再開

が遅れているのは中小企業なので、これからはそこを重点的に支援していきたい。

質問：昨日、釜石の商工会議所の人たちとあったが、そういった人たちとの連携はあるの

か。

答：商工会議所の連携の動きはある。

■次に、大船渡青年会議所三浦氏より、青年会議所の活動について説明があった。

三浦：青年会議所は昨年、各個人の事業体が復旧しなければ会議所自体成り立たないとい

うことで、個人の会社、事業所の復旧に終始した。JCの他の団体からの支援などの橋渡

し役を行った。今年度は1月から新体制となり、「誇りたかく、今を生きる、心をつくし

て感謝」をスローガンにしている。感謝を伝える方法としては、普通通りに活動ができて

いることを見ていただくことが必要だと考え、まずは青少年のイベントを立ち上げたいと

思っている。もうひとつの柱は会員は39名いるが、5年ぐらい前は50名、昔は100名

を超えていた時期もある。組織の宝は人であるということから、仲間を増やし、活動がで

きる体制を作っていくことを目指している。

質問：後半ででた青少年向け事業とは？イメージ？その実現にむけた課題は。

答：子どもたちががれきや仮設で体を動かす機会がない。体を使ったスポーツなどを通し

た育成事業をまちづくり委員会の中で考えている。

質問：大船渡に帰ってきたいと思っている青年が帰ってきて、受け入れる体制というか、

考えがあるか。

答：メンバーが事業主だとか、地域で雇用を守っていく考えはある。新しく起業される人

たちにも門戸はあけている。人のつながりなどは紹介できるので、そういう人がいれば、
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こちらにとってもメンバーが増えてありがたいので、声をかけてもらいたい。

■大船渡大通り商店街振興組合佐藤理事より商店街の取り組みについて説明があった。

佐藤：震災で大変な被害を受け、いったんは商店も企業も再生不可能かという状態の中で、

隣近所の人、県、国や外国からの応援で少しずつ復興をしようと思う気持ちが高まってき

た。大船渡は630億円の被害を受けた。私たちはその中の小さな商店街で、100％近く

被害を受けた。それを再生するのはとても難しいが、最近やっと復興しようと集まり始

めた。私たちの復旧・復興は、商店としては20％ぐらい。大きな企業は70％近くは回

復している。そして2割はもう商店は止めると言っている。その再開している人たちは仮

設店舗で営業を始めるか、別の遠くの場所で再開した。本設ではないので、いずれは本設

にしたいと言っている。被災地の地元での再開を希望している。再開できない原因は二重

ローンが大変重い。国の支援制度も小さいところには回わってこない。支援金等も商店等

にはこない。やろうという気持ちはあるので、県には早く支援をと言いたい。

質問：輸出などの大企業からの支援はあるか。

答：援助や救援はいろいろなところからきている。物資としてきているし、感謝もしてい

る。

質問：20％が再開し、20％が廃業、残り60％はどうしているのか。

答え：被害を受けた商店街のメンバーは仮設住宅に入っている。建築制限はないが、そこ

に店を建てていいのかもわからない。

■大船渡市農業協同組合営農振興課船田課長より農業に関する課題について説明があった。

船田：大船渡農協は大船渡、陸前高田、住田を管内とする。水田750ヘクタールの45％

（330ヘクタール）が被災した。お米を作れない農家が580戸ある。そして園芸用施設

1.2ヘクタールが津波で全壊した。大船渡の菌床しいたけ（年商3億）が地震で菌が落ち

てなくなり打撃。あとは酪農、電気がなく絞れず、細菌の発生を抑えるために冷やさなけ

ればならないが、できなかった。特に個人所有の農業機械や農業施設が津波で流出してし

まった。最近は放射能による汚染が一番問題である。大船渡ではしいたけが出荷自粛と

なってしまい、風評被害もでている。農地の復旧が進んでいないので、2012年産のコ

メの作付けはできない。また、流された住宅等の建設のために農地が狙われている。今後

の復興に向けては、畜産は餌となる牧草が管内から供給できないため、早急な除染が必要

であること、安全安心な農作物を作るために生産工程の構築、農地の復旧にあたって農業

機械や施設の復旧を急ぐ必要がある。担い手農家の収入が確保できていないので、所得補

償と早期の営農計画を立てられるようにしなれけばならない。新規就農者や雇用体制、若

者育成の体制の整備を構築していきたい。

質問：来年の状況はどうなるのか。浸水地域において浸水地域で作ることは可能か。青年

の育成ということに関しては具体的な何かあれば、県や国からの支援があるのか。

答：浸水した水田は国の災害復旧事業で農地をもとに戻すということで、戻り次第再開。

2012年は難しく、2013年再開になるだろう。放射能は個別に図って対応していくし

かない。

青年の育成に関しては、陸前高田市に大規模園芸団地を構築し、技術取得の構想を持って

おり、行政と計画作りをしている。2013年の立ち上げを目指している。大船渡につい

ても同様で計画を持ちかけている。

質問：汚染土壌を除去して、新しい土と入れ替える。もしくはその他の廃棄物を入れて

コーヒーや紅茶の栽培を行うということはあるか。

答：畜産においては、深土を反転させることによって牧畜生産をやっていく予定。しかし

機械が足りていない。問題は330ヘクタールの浸水は表土を入れ替えしなければ油やガ

ラスなどが入っている。入れ替えるための土が足りない。
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質問：乾燥しいたけの風評被害と言われた。国が基準値を超えているから出荷制限したの

か、それとも基準値以下だが社会が不安がっているから制限しているのか。

答：乾燥しいたけは、大船渡市は1,600いくらで、国の基準は500ベクレル、一関では

2,000、平泉は1,500ぐらいということで、県のほうから出荷自粛が出されている。こ

のため、汚染地域ということで他の農産物に影響がでなければいいが、と思っている。

■NPO法人夢ネット大船渡岩城理事長よりNPOの活動について説明があった。

岩城：2006年12月にできたので6年目。大船渡、陸前高田、住田を対象としてまちづ

くりをしてきた。NPOやボランティアへの講座や祭りを行ってきた。愛知ネットの支援

を受けて市民連絡会をつくり、お茶会や物資配布などの被災者の支援事業を行ってきた。

情報誌を4,000の仮設住宅や公共施設に配布し、情報を届ける活動をしている。全国か

らいただいた布や糸で作られたものの展示会を行った。仮設に住む被災者は集会場などで

の交流がある一方で、みなし仮設や住宅修理をしている被災者の人たちに今は焦点を当て

て活動をしている。今後は被災地で分散した人たちと交流し、コミュニティの再生支援事

業、趣味から販売へとつなげるしくみになるように支援していきたい。そのために岩手県

などの助成金の申請をしていきたい。現在は12名の職員がいる。

質問：こういった被災者の方たちが一同に会して、国や県からの助成に関する情報公開の

場はあるのか。

答：大船渡市では月2回アクションネットワークを形成し、ボランティアやNPOらの会

合を持っている。

質問：アクションネットワークではこれから商店街店主ら事業者とのネットワークが必要

になると思うが、そういったネットワークの集まりを変えていく予定はあるか。

答：仮設住宅に住んでいる人の中には既に独自に販売ルートを確保している人もいるが、

ここ出身の人が都会に出ているのでそのルートを使いたい。また物資を提供してくれた人

たちに送って販売ルートを作ってもらったり、買ってもらうというようなことを考えてい

る。

質問：水につかった水田についてですが、それに対して政府の回復のための計画はあるか。

そういう塩害に強いイネなどの具体的な策はあるのか。農家は今収入がないなかで、救援

策はあるのか。

答：農地の復旧に関しては表土のがれきを除去して、別の土を入れるという事業の説明は

入ってきているが、遅れている。方法は決まっているが採取してくる土がないという状況。

コメント：放射能はかなりの問題。しかし塩害や油など、その他のものは何とかできる。

塩害は有機物質（コンポスト）で回復していく方法がある。土地の改良に関して上の土を

除去したときの上の部分の廃棄をしていかねばならない。

[おおふなと夢商店街視察］

　おおふなと夢商店街を訪問し、事務所において伊藤修理事長より説明を受けた。

伊藤：31の店舗・事務所がある。1階が店舗、2階はほとんどが事務所になっている。

不動産、指圧マッサージ、ネットショップ、化粧品店、保険会社、レストラン、魚屋、直

販八百屋、美容院、床屋、自転車店等である。最も人気のある人が集まるのが魚屋、八百

屋。NPOの事務所もある。ここの土地は東に引き込まれ地盤沈下した。余震の度に今も

地盤沈下は続いており、NPOが計測をしている。

■説明後、商店街を視察した。敷地面積は約1,800㎡、建物は軽量鉄骨造。中小企業基

盤整備機構の「仮設施設整備事業」で整備。被災した大船渡駅周辺の大船渡大通振興会、

南町一番丁商店街、須崎商店街の有志が事業協同組合を結成、入居した。約60台分の駐

車場があり、商店街通路は、海外の支援団体の協力により木材を使ったウッドデッキで整

備されている。
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[大船渡魚市場視察]

■大船渡魚市場を訪問し、大船渡魚市場㈱佐藤光男常務取締より説明を受けた。

佐藤：この会社は1951年に創立、60歳で被災したことになる。2階の天井まで水が来

た。隣の部屋はここより低く全部水に浸かってしまい、天井が抜けた。震災12日後の3

月23日に職員全員が集合、がれき撤去を始めた。家を流されたり家族を亡くしたりした

者もいたが、職員は全員無事だった。トップ三役も被災した。私の家は流されなかったが

1階部分は完全に壊れてしまった。指揮を取るべき人（私を含め）も被災したが、それで

も被災後12日目から動きだした。がれきを撤去し、海水を汲み出し、泥をさらえた。自

家発電機を電源として使った。5月7日に初めて魚を陸揚げした。水なし、電気なし、氷

なしの状態だった。鮮度維持が大事なので氷を内陸部から買ったり、青森等から帆立を

買いに来る人に氷を持ってきてもらったりした。9月～12月の一番忙しい時期には500

トン/日の氷を必要とした。製氷施設は被災したので、遠く千葉や埼玉から氷を購入した。

運賃コストが嵩むことになったので、行政に補助金を請求した。

　昨年の水揚高は68億円、今年は36億円と前年比47％の減。さらにアキザケが大不漁

だった。アキザケだけでかつては50億円の水揚があったが、今年は5億円だった。非常

に厳しい状況にある。岩手県全体がアキザケに依存しているので、元気がなくなる。

　会社自体は赤字ではないので営業できる。20ヵ月後には新市場が完成する。もともと

2年前に建設が始まり、9月完成予定だったが被災した。

　イサダの春漁が3月5日から始まる。船にイサダを入れる多くの容器を積む必要がある

が、津波により容器をすべて失ってしまった。日本財団が1万個の容器を寄贈してくれた

ので、漁を再開することができた。10月のアキザケの経済効果を復興の起爆剤と考えて

いたが不漁だったので、イサダが復興元年と期待している。金額ベースでは5億円くらい

だが、量的には8,000トンくらいになり、物量があるので携わる人も多く、これを核と

した経済効果が大きい。単価は高くないがサンマ、サバ等多獲がこの市場の特徴であり、

その波及効果がここの市場の役割である。魚市場関連で働いている人は500人から600

人になる。

質問：アキザケが不漁の理由は？

答：海水温度が高いので、放流した稚魚が生き残れない。地球的な規模で餌場の餌が縮小

している。通常低気圧が水をかき回すが、気候変動で低気圧の流れがずれたためと思われ

る。現在調査が行われているので、わかり次第報告がなされる。

■説明後、場内を視察した。ドアや壁、床、天井が壊れ、いたるところに震災・津波の爪

痕が残っているが、市場関係者の努力により市場機能は回復していた。

（4）岩手県陸前高田市

[陸前高田ワークショップ]

■陸前高田商工会仮事務所に於いて開かれた。参加者についてはプログラムを参照。

■最初に陸前高田市企画部商工観光課熊谷課長より復興計画について説明を受けた。

熊谷：市の復興計画は2011年12月に策定された。市民50人の委員と内容を検討して

きた。市は震災前は24,000人あまりの人口で、生存確認は22,000人、約2,000人が

亡くなった。住宅は市内には8,000戸、被災したのは3,400戸、約半数が被災した。被

災した人たちは53ヵ所の仮設住宅に入った。計画は全体の構想であり、前半3年を復興

基盤整備期、後半5年を復興展開期として8年で復興を進めようとしている。震災復興計

画イメージ図に基づき、復興のまちづくりの基本方向と重点目標、復興の重点計画の推進

等について説明を受けた。
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■続いて、陸前高田商工会中井事務局長より、陸前高田市の従来の商工業と被害の概要お

よび復興計画案について説明があった。

中井：陸前高田市がどのような町であったのかを理解いただくためにも、少し、陸前高

田市の歴史を説明したいと思います。陸前高田市は、1955年に8つの町と村が合併して

誕生しました。当時の人口は、約34,000人でしたがいろいろな要因により、震災前は

24,500人と減少しております。古くは金の採掘が盛んに行われ、この後ろの山は氷上

山といわれていますが、その山にある「宝山金山」をはじめ多くの金山がありました。そ

こで取れた金が、世界遺産に登録された平泉に運ばれ、藤原三代の基礎を作ったと言われ

ております。もちろん、中尊寺の金色堂もこの地域の金が使われました。言ってみれば、

宝山があったお陰で、平泉の世界遺産登録がなったというわけです。位置的には、岩手

県の南東部に位置し、目の前は世界三大魚場といわれております三陸湾岸に面しまして古

くから漁業の盛んな町でした。以前にはマグロ、カツオなど魚の巻き網船団の基地として

栄えておりましたが、1970年代からの二度にわたるオイルショックと200海里問題で、

すべての船団が倒産しまして、現在はワカメやカキ、ホタテ、ホヤの養殖と定置網による

漁業に代わっております。岩手県内では一番温暖な地域でありまして、今年は例年になく

雪がありますが、いつもは、降っても午前中には溶けてしまうとう温暖なところでござい

ます。海岸部は、陸中海岸国立公園に指定され、災害前には高田松原やリアス式海岸によ

る美しい海岸美に魅せられ、多くの海水浴客や観光客で賑わっておりました。このような

資源を活用して、滞在型・保養型の観光リゾート都市作りが進められ、「健康で文化の薫

海浜・交流都市」を目指しておりました。陸中海岸の中では、比較的広い平地を持ってい

ることが本市の大きいな魅力でしたが、昨年3月11日に発生した大震災による大津波で

は、逆にこれが災いして、高台への避難が遅れるなど、多くの犠牲者を出す結果となって

しまいました。

■本市の商工業者は、約1,100事業者であり、その内訳は、卸売・小売業、飲食業が

15%、製造業が一番多くて253名、次いで、サービス業が143名、建設業が74名と

なっております。

■次に、震災による被害状況でございますが、本商工会の会員が約730名のうち、80%

が被災し、そのほとんどが全壊となっております。全壊と言いましても、本市の場合、住

居兼用の店舗となっておりますので、被災者は、自分の住む家も店舗も、更には、備品、

展示品、在庫品、製造機械など、すべてを流されてしまいました。人的被害としまして

は、事業主本人が138名亡くなっておりますし、その他、奥さん、後継者である息子さ

ん、そして、多くのご家族が犠牲となってしまいました。中には、5人家族であった会員

は、消防団活動に出ているうちに、ご両親、奥さん、子供さんを一度になくされたまし

た。しかし、その方は、そのような絶望の中にあっても、生かされたものの務めだと言っ

て、被災後も引き続き消防団員として、生存者の捜索に当たりました。しかし、見つかる

のは、犠牲になったご遺体だけだったといっておりました。彼は、今でも家業の家電販売

店を一人で営んでおります。又、20名いた役員のうち5名、青年部員23のうち7名、女

性会員に至っては、207名の内40名の方々が犠牲となっております。あまりにも多くの

方々が犠牲になってしまい、私たちは深い哀しみにくれてしまいました。

■次に復興計画案についてご説明をいたします。現在、会員事業所は、困難な課題と直面

しながらも、仮設店舗や仮設事務所で、商工業活動を再開しておりますが、一日も早い

本設での営業再会を図ることが、会員の生活を守るだけではなく、すべての市民の生活

安定と利便性を図ることでもあると考えております。そういった意味から、本市商工業の

早期の復興策と将来あるべき商店街の姿などを示す必要がありますことから、復興ビジョ

ンを策定しました。まず「商工会員の営業動向調査」についてでございますが、この調査

は、昨年の9月1日から10月5日までに行った調査ですが、この結果についてご説明いた
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します。90%の事業者が全・半壊の被害を受けております。概ね、事業が回復している

事業者は23.41%、41％は全く回復していないと回答しております。この調査時点から、

ずいぶん時間が経過しておりますので、現在は、それ以上回復が進んでいるものと思いま

す。事業を再開する意思のあるものが74%、19%は廃業せざるを得ないとしておりま

す。廃業の主な経緯を考えますと、多くの事業主が犠牲になっていることや、後継者がい

ない、或いは、高齢で長くは商売ができない、などが考えられます。事業再開の課題とし

ましては、事業資金、土地、工場、設備・備品などの不足と仮設店舗などの建設の遅れな

どがあげられます。事業活動につきましては、拠点がない、或いは顧客の減少などとして

おります。「商店街集積プロジェクト」ですが、商店街ゾーンの方向性としまして、用地

は、市が買い上げ区画整理事業を施すとともに、電線は地中化する。市ではなくて、県や

国が買い上げても結構です。メインストリートの幹線沿いに道の駅や鉄道・バスターミナ

ルなどを中心とした商業ゾーンと公共施設ゾーンを隣接し、この一角に商工会館を設置す

る。ショッピング・モールを産業ゾーンの中心に形成する。商店街には、商店だけでなく

て、金融・医療・宿泊施設など、或いは、コミュニティー機能、防災避難機能を兼ね備え

た施設を併せて、設置すると共に、高層化した上で、上層部を一般住居とすることで、コ

ンパクトな街づくりにすることができます。ショッピング・モールを中心として、その周

辺には大型店などの商店街を形成するとともに、商業施設の早期回復と仮設店舗の整備が

急務であるとしております。また、買い物難民に対する宅配事業の展開なども必要である

としております。ショッピング・モールにつきましては、共同施設となっておりますが、

公設民営とすればなお好ましいと思います。なお、新しい商店街は、被害を受けた低地に

海抜5メートルまで嵩上げをして、その上に整備する計画ですが、その嵩上げ工事は早く

ても5年かかると予想されております。私たちは、それまでの間、仮設店舗で疲れてしま

うのではないか、新しい商店街に入ることができる会員がどのぐらいなるのか大変心配を

しております。また、テレビなどでは、二重ローン問題が取り上げられていますが、震災

前の借入金、仮設住宅店舗の際の借り入れで2重ローンとなり、さらに、新しい商店街に

移る際にも資金が必要であり、私たちは3重ローンになると考えております。商店主は自

分の住む家も建設しなければならないので、さらに、お店を作ることは大変困難ではない

かと考えられます。このようなことから、商店街は市、または国が整備をして、事業主に

は安いテナント料で貸していただくという方策を市にお願いしております。

■次に「観光振興プロジェクト」についてございますが、これまで陸前高田市は、観光リ

ゾート都市としての街づくりを行い、成果を上げてきましたが、震災後も引き続き、観光

リゾート都市として復興を目指していくことが望ましく、商工会としても観光復興のため

の各種方策を実施していくべきとしております。

■次に、「浸水域活用プロジェクト」についてでございますが、拡大な平地は、同時に高

台への避難経路が長いということを意味し、これについて、新たな発想で避難経路を構築

することが必要となり、新たな取り組みも観光資源として活用されるべきとしております。

活用方法の一つとして、新エネルギー誕生拠点とすることが必要であり、あるべきエネル

ギー源として、本質バイオマスあるいは水産バイオマスの活用や洋上風力などを組み合わ

せることにより、比較的災害に強い新エネルギー拠点を構築することが可能としておりま

す。またこうした新エネルギーに関する設備構築につきましては、新エネルギーに関わる

ファンドやグリーン電力・熱証書の活用と国庫補助金の手当てを必要としております。

■これから土地利用をこれまでの3分の1にしなければならない。高田松原の周辺は防災

メモリアル公園、（図を示して）紫は新産業ゾーンであり、商店と家は建てられない。ピ

ンクとオレンジが商店になる。12.5メートルの防波堤が建てられる。低いところがあり、

真ん中が海抜5メートルまでかさ上げして商店街を作る。行政、医療、金融、介護施設、
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様々な機能を持った施設をここに集約する。1階が商店、2階が事務所、3階が高齢者ら

が住むことのできる住居を建てたい。地区には介護員の事務所施設を設置すれば、高齢者

はここに住みながら病院にもかかれるし、介護を受けられる。

質問：新しいエネルギーを視野に入れるということだが、エコタウンという発想を持って

おられるのですか。

答：この地域はエコタウン鳴石という名前である。屋根には太陽光発電のパネルがはって

ある。地面には雨水を貯める水槽も入っている。震災前にこのようなエコタウン作りとい

う考えがあった。新産業ゾーンにも太陽光パネルを作るということだが、お金が必要にな

る。

コメント：ベンチャー企業も関心を持つだろう。バイオマスの再生利用などが特に関心が

高い。特に陸前高田という名前は今世界的に有名となった。

答：実際にこれから動き出すので、支援が必要となる。

質問：カーボンクレジットについて。そのためにはリサーチをまずするべき。CO2は買

うほうの立場であって、売るほうではないのでは。

答：国内でいえば、売ることは可能。

質問：排水処理については。

答：下水道の処理場は川近くにある。ここは下水処理場を計画している。そして雨水のポ

ンプ場を計画している。分流式で行う。市街地以外は浄化槽ということで個々にタンクを

もつ。

質問：商工会の計画が既存の製造業者の中でどこに触れられているのか。

答：実際には復興計画に入っている。グループ補助金（4分の3）を使ってやっている。

気仙沼市は建築制限があるが、陸前高田はかけていないこともあり、このような取組みが

できる。

質問：商工会の計画のなかに区画整理をするとあるが、それは既に国が土地を買い上げる

ということを決定しているのか。

答：区画整理については減歩率でやるということになっている。現在はその事業計画をこ

の一年でやろうとしている。高台移転の土地ともともとあった土地を交換するという形で

残ったほうを減歩だと考えることもあるが、神戸と違ってもともとの区画整理ができてい

ないので、減歩率は神戸より高くなると思う。

質問：野菜工場というのは。

答：野菜工場というのは水耕栽培、既に別地域ではドーム型の水耕栽培をやるという調印

式も行っているところがある。

質問：地盤沈下について継続的に行っていると聞いたが、5メートルで十分なのか。

答：地震後に地盤沈下で1メートル、地殻変動で東に1メートルと聞いている。市として

地盤調査の考えはなく、地殻については国土地理院の仕事なのでそれを待つ。市街地を再

建しようとする場合は低地なのでその際は対策をしながら建築計画を立てていく必要があ

る。水田の復旧ということは砂が30センチほどかぶっているので今その工事を行ってい

る。

質問：これらのすばらしいプランを他に啓蒙していくことが大切ではないか。

答：11町の住民へは既に説明済み。今後は高台集落移転、5−20戸の移転相談を随時

持っていく必要がある。

コメント：バイオマス等を利用することによるエネルギーの開発にあたって、明確な基準、

どういった企業を誘致したいのか具体的に明文化することが必要なのではないかと思いま

す。適切な企業をもってくることで、バイオ産業を発展させることができる。

答：生産方式、チップなどの需要先を確保して、企業の提案を待って、地域の需要とあっ

ているのであれば誘致をしていく。バイオマスについては瓦礫を利用できないかと言われ

たが、有限のため、今後は林業と一緒になってやっていく。
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質問：福島の放射能の影響はあるのか。

答：被災直後は山間地の牧草地で若干検出された。米や野菜に関しては検査されているが、

出ていない。きのこが若干検出されている。今後は川魚等の検査が行われる予定。

コメント：バイオマスのエネルギーを作るときに、副産物として灰がでるがそれらを利用

する会社も持ってくることが大切ではないか。中国ではそのような取組がなされていて、

特定の地域で出てくる副産物を別の企業が使うという形がある。

答：バイオマスについてはその通りで、企業が集まったゼロエミッションの構想は考えて

ある。魚の骨などを加工利用するなど。

コメント：バイオマスタウンをやろうとすると、いろいろな制限がかかってくる。しかし

このような被災地では規制の緩和を行うことが可能となる。そういったことを求めていっ

たらどうかと思う。

質問：12.5メートルの防波堤に関して、水理学的な調査が行われているのか。湾の特定

の地域に影響があるといったことはないか。

答：12.5メートルの高さは明治三陸津波を想定したもので、今回の津波の高さは13.8

メートルであった。従来5.5メートルの堤防があったところに新しい堤防を建てるので、

海流に問題はないと考える。景観に配慮してなだらかな盛り土をする。

■名古屋市の支援について、名古屋市の今枝氏から説明がなされた。

今枝：名古屋は陸前高田から800キロ離れている。3大都市の1つ。陸前高田と過去につ

ながりがあったわけではないが、お互い様の心でお手伝いをさせてもらっている。緊急支

援物資の提供をまず行った。被害が激しい3県に1億円ずつの物資を提供した。車や救急

車等も含む。今までは、1つずつの自治体が防災なら防災、住民票なら住民票と支援をし

ていることが多かった。今回の名古屋市のやり方は従来と違い、陸前高田という1つの市

に対してまるごとすべての業種のスタッフを送りこむ支援を行った。職員を送り込むとは

別に陸前高田の人を名古屋に招待することも行った。行政だけでなく市民交流にもつな

がっている。

【2月29日　宮城県南三陸町】

（5）宮城県南三陸町

[南三陸町ワークショップ]

■南三陸ホテル観洋の小会議室に於いて行われた。参加者についてはプログラムを参照。

まず最初に、㈱阿部長商店代表取締役社長の阿部泰浩氏より、水産業の状況について説明

があった。

阿部（泰）：震災でたくさんの全世界の方々から大変なご支援、励ましをいただきました。

この場をもって御礼を申し上げたいと思います。私共の会社は水産加工業と、それからホ

テル経営を中心とした観光業と、2つの事業を行なっている会社でございます。今回は主

に水産についてお話をしたいと思っております。私共の水産の拠点、本社は気仙沼にある

んですけど、気仙沼を始めとしてここ南三陸、それから石巻、また隣の岩手県になりま

すけれども大船渡という4ヵ所に工場を持って現在加工業を行なっております。この4ヵ

所に併せて9施設の工場がありました。そのうち8つまでを今回の津波で失いました。唯

一残ったのがこの南三陸にあった工場です。日本では漁業と我々の水産加工と流通とを含

めて、これが水産業ということになるんです。私共は直接漁業で魚を捕ってはいないんで

す。日本の国というのは、今はほとんど日本の水産業というのは、漁業と加工と流通、こ

れがそれぞれの役割を専門的に行なっている会社があって、それがそれぞれの取引の中
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でひとつになって、水産業を形成しています。南三陸町と気仙沼の市内は距離で言えば約

一時間足らずの隣り合わせの地域なんですけれども、南三陸地域というのは沿岸漁業の盛

んな地域です。隣の気仙沼というのは沖合漁業とか近海漁業という言葉で言うんですけれ

ども、大きな船で捕る漁業、マグロだとかカツオだとかサンマだとか、こういったものが

気仙沼の漁業。南三陸のほうはワカメだとかカキだとかホタテだとか、それから沿岸の定

置網や刺し網で捕れるサケだとか、というような違いがあります。当社の工場の南三陸で

は主にサケ。地元で捕れるサケの加工を中心に行なっています。気仙沼ではマグロやカツ

オ、それからサンマなどを中心に加工しています。最初にちょっと結論からお話させても

らいたいんですけれども、気仙沼では工場の能力として、約一日1,400トンの魚を凍結

する能力と、魚を170,000トン貯蔵する能力がありました。これは気仙沼全体です。工

場じゃなくて、地域全体で。このうちの95％が津波で失われました。その結果どうなっ

たかというと、気仙沼にこれまで水揚げしていた船が水揚げできないという事で休まざる

をえなくなった。それで、気仙沼に水揚げする船というのは近海の船なので、津波の時に

は沖に出ていて被害を受けていないんですよ。そういうことで船はほとんど無事だったん

だけども陸上の施設がほとんど壊されてしまった。これによって船は水揚げできなくなっ

てしまった。震災後、船は千葉県の銚子港、それから宮城県でも被害の少なかった塩釜港、

こういったところにマグロを水揚げするようになりました。またサンマの船は、主に北海

道に水揚げをするという事で、あまり三陸への水揚げというのをしなくなりました。震災

から1年経つ現在、だいたい、気仙沼の魚市場に水揚げされる魚は震災前の約30％ぐら

い。このほとんどが冷凍したり加工したりという事じゃなくて、生鮮で出荷できる魚のみ

というような状況で、現在はまだそのレベルです。一番復旧が遅れている要因というのは、

地盤沈下が大きく、工場のあった用地が水没してしまったという事。これの嵩上げが残念

ながらまだ決まっていないという現状です。水産業と水産関連の産業に従事する方で、約

70％ほど、気仙沼の人口の7割くらいが係わっているといわれております。この産業の

復旧の遅れがやはり、この地域にも非常に影響を及ぼしています。今分かっている計画で

は、嵩上げは来年の秋ぐらいであろうということ。それから仮にそこから工場を建てたと

して、早くて再来年の秋ぐらいの工場再開というのが今のスケジュールです。それは我々

にとって非常に遅い。このスピードで立ち上がるというのは非常に難しい。マーケットか

らもう必要がないというふうに言われるのでは、という危機感を持っています。南三陸に

も水産加工場というのがあって、当社はたまたま高台にあって無事だったんですけれど、

やはり沿岸にあった工場は被災しております。復旧状況はだいたい50％くらいと聞いて

います。南三陸のほうの加工業者さんというのは、非常にまとまりが良くて、震災後に冷

凍加工業協同組合という組合を作りまして、国の支援を頂きながら現在、新しい冷蔵庫の

建設などをしております。

質問：南三陸で加工組合をお作りになったのは何社でしょうか。

答：たしか6社。

質問：もともと何社くらいあったんですか、水産加工業者さんは。

答：加工業者は、大小合わせるとそれなりにあると思うんですけど、たぶんそれなりの規

模のところというのは10社程度くらいかと思います。

質問：南三陸町は水産加工業者さんが位置されておられた地域に、建築制限はかけておら

れるんでしょうか。これは宮城県か町かちょっと良くわかりませんが。

答：県としてたしか半年間はかけていたと思います。南三陸町はその後の延長はなかった

んじゃないかと思うんですけれども。志津川の都市計画区域という区域内は、更に延長を

しております。

質問：そこには作れないということですか。

答：作る事が前提なんですけれども、その計画決定までの期間が時間がまだかかるので、

昨年の11月から更に半年間延長をまたかけています。

21持続可能な地域の復興　〜地域に根付いた産業の促進〜



質問：2つ質問なんですけれども、1つは先程7割くらいの方たちが何らかの漁業に従事

していたということですが、そういう方たちが今仕事を失っているような状況なんですね。

そういった方の失業補償というか、仕事がないことに対しての補償が例えば会社であった

り漁業組合でもいいし、県・国でもよろしいんですけど、そういったものがあるのでしょ

うか。それから2つ目なんですけれども、国からそういった状況に対して何らかの支援が

でていると思うんですけれども、例えば加工業者、国または会社ですね。その結果今、何

が起こっているか。好転しているとか何か、そういったことをお聞きしたい。

答：失業した方の現在の収入というのは、解雇という事で、国から失業手当をもらってお

ります。そろそろその失業手当ももう切れると言われております。それから企業で雇用を

継続したところがあります。当社は雇用を継続した企業なんですが、この企業は「雇用調

整助成金」という国の制度で、これも満額ではないんですけれども、8割とかいうお金の

支給を頂いて従業員に給料を支払っています。漁業者という個人で漁業をされている方々、

この方々は実は保険がもらえない方が多いんです。それが今、特に沿岸漁業ですぐ漁業を

やって収入になるのが、今はちょうど収穫時期になっているんですけれどワカメというの

がありまして、これが震災直後くらいから種付けが始まって、今収穫しております。これ

が唯一の今の漁業者の収入です。ただカキだとかホタテだとかの養殖場があるんですけれ

ど、これはすぐにはお金にならない。これに対しては日本の水産庁のほうで生活の保障と

いう事を3年くらいするという風に聞いています。少しずつ今再開しようとしている事業

というのが増えておりまして、求人が増えてきたんです。しかしながら求人に対する応募

が少ない。それは何でかというと、やはり失業保険をもらっているのでそれが切れるまで

は働かないでいようという人が多くなっているということです。

質問：水産加工業者さんは、冷凍庫それから製氷工場をお持ちだったかと思うんですけれ

ど、今の復旧率は。

答：地域によってずいぶん差があるんです。建築制限がかかって復旧できない場所があっ

たり。特に気仙沼は建築制限ががっちりかかっているので、現在、例えば冷凍設備に於い

ては復旧はまだ1割程度です。それから製氷だけは比較的早くて、製氷棟自体がわりと高

いところにあるという事で復旧も早かったんですけれども、今現在6～7割、70％ぐら

い製氷のほうは復旧しています。

質問：だいたい足りる量ぐらいは。

答：そうですね、今の水揚げ量で言ったらまあ十二分ぐらいです。やはり氷がないと水揚

げ出来ないという事で、製氷だけは急いでお金が出たりその復旧を急ぐという事でだいぶ

行政も支援していましたので、製氷はほぼ、今作っているものも含めればほぼ100％に

なりますね。

■引き続き、ホテル観洋女将の阿部さんから震災時のホテルの役割について説明を受けた。

阿部（憲）：この度はようこそお越し下さいました。本当に皆様にお越しいただきまして、

大変嬉しく光栄に存じております。私自身は3月11日2時46分、皆様がご到着されたあ

の海が一望できるロビーのほうに居りました。地震が強く発生しましたので、館内のお客

様をスタッフと、私も含めてめいめい、各フロアに分かれながら外の駐車場が避難場所で

したので、そちらに誘導いたしました。地震と言えば津波と、ここの町に住んでいる人た

ちはそういうイメージをします。託児所を併設した女子寮が高台のすぐそばにありますの

で、そちらのほうにお客様を誘導して、スタッフも誘導させました。海のほうを見ており

ますと、水位がぐんぐん上がってきました。地形の関係だと思うんですけれども、町の被

害の大きな地域をめがけて津波が襲っていきました。私たちはただただ、祈るのみでした。

危険な区域の人は一刻も早く逃げてほしい。そうしているうちにどんどん住民の人たち

が、ここが高台であるために、逃げてきました。ご覧頂いたとおり、大切な家が流されて

しまって、町に行く途中の小さな橋も流されました。道が瓦礫で覆われてしまって、完全
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に道が寸断されてしまいました。ここのホテルも孤立してしまいました。私たちは、お客

様と、それから住民の方とスタッフを守らなくちゃいけないという事で、津波の発生直後

から若い女性は泣き崩れましたので、この人たちを力づけなくちゃいけないと思いました。

水も電気も止まってしまいましたし、道が寸断されてしまったので食べ物もここにあるも

のしかないというようなことで、お食事1週間分、朝昼晩と献立を立てることをまず考え

ました。初めに食べ過ぎてしまうと後で何もなくなってしまうので。あとはどんどんお客

様や住民のいるところに布団を運び出すというようなことをして、まずお客様にも「最善

を尽くしますので何とか理解して下さい」という風にお願いしました。我々のスタッフに

は心を強く持ってほしい、そして譲り合いの精神で協力しましょう、おにぎりが一個しか

なければ半分にしますから慌てないでほしい、というような事を朝晩、ミーティングしま

した。

■お客様や住民の方からすぐに出てきた話は、薬がない。糖尿病の薬、血圧の薬。ここに

は風邪薬や頭痛薬はあるけれども、ここは公の避難所ではありません。それで専門的な

薬がなく困りました。その時に警察の方がたまたまここに立ち寄られました。相談をして、

薬のある避難所に連絡を取りながら移動していただきました。そのときには瓦礫で道が覆

われているので、瓦礫の前まで車でお送りして、瓦礫の向こう側の道の駅で停まっていた

車をギリギリまで着けて、通行できないところは瓦礫を乗り越えながら、というようなこ

とで少しずつ、お薬や体調が心配な方たちはここの場所から移動しました。ここが公の避

難所ではないので医療の対応が出来なかったためです。

■初日、3月11日にここにいらした方たちは、お客様や住民の方を含めて350人だった

んですけれども、一旦送り出し出来たのは17日の朝でしたので、1週間くらいの食事の

目安は外れてはいなかったかなと。一番深刻だったのはやはり3日間だったので、本当に

個人も会社も3日間は自分で生きる術が必要だなという風に思いました。一方では私ども

のスタッフが家に帰るという段階だったんですが、どうしてもここが高台である、安心だ。

ただスタッフがいつまでも帰らないわけには行かない。すぐその日に帰った人も、山越え

しながら帰った人もいますけれども、携帯電話がすぐ繋がらなくなったので、雪の中、車

で1時間かもっとかかるところを徒歩で帰っていくというような時には、とてもとても心

配しました。本当に無事に着いただろうか、どうだったろうか、携帯電話が繋がらないの

で非常に心配で悩ましい問題でした。

■私たちは電気が止まってしまったのとテレビを見ることが出来ないので、情報はラジオ

だけでした。ラジオもつけたままでは2日と持たないので、電池が備蓄のものが無くなっ

てしまったらもう情報も得られない。ですからラジオを聴く時間も決めてしか聞けなかっ

た。また、電池が無くなってしまっても、橋は落ちているしお店屋さんもほとんど全部流

されてしまったので、それを買い求める事もできない。ですからよその町も被災地。別の

町の被害も大きそうだな、でもどこが一番ひどいんだろう、気仙沼は津波のあとにも火災

が発生している。本当に情報が入らない中で、非常に不安な思いで過ごしました。私たち

が町の人たちと再会すると、「うちは一人亡くなっただけだからいい」、「うちは遺体が

見つかっただけいい」、これが毎日の日常会話になってしまって、本当に胸が張り裂ける

ような思いでしたし、町中を人々が家族や大切な人を探しに歩き回るんです。深刻な状況

でした。そのような中でこの町で水が4ヵ月も使えなくなったというのは、3月11日の

過酷な状況の難を免れた人たちに大変苦しい生活を強いることになりました。

■我々のところに偶然、町に入ってきた給水車が、町のほうが混乱していたのでここに…

入ってきたんですね。それがきっかけで近所の方をお風呂に入れたらとても喜ばれました。

もう少しこの量があったら、体育館とか学校で避難している人たちもこの施設のほうが過

ごしやすいのではないかと思いまして、給水車をもっと増やしてほしいというお願いをし

ました。ここの施設が1日300トンの水が必要なんですが、お願いして80トンに何とか

なった時点で、住民の方たちを600名、ここでお世話する事にしました。
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■我々のような衣食住を提供するような職業は、役目があるなという事を思いながらお世

話が始まったんですけれども、出来るだけ住民の方には、学生のいる家庭と、経営者の

方を中心にお世話したいという事を話しました。学生がいるというのは、やはり今、被災

地が10年とか30年とか100年構想と言われるような中なので、将来の復興の担い手が

この町からいなくなったら大変なことだ。経営者はやはりいち早く雇用の場が再開しない

と、また仕事を探してよその町に行ってしまう。少しの買い物をするために私たちは40

分、隣の町に行って買い物をしていたので、生活の利便性を戻すためにも必要だろう、と

いう風に思って、何とか人口の流出に歯止めをかけたいと思いました。

■大勢の住民の人たちが来た時に、すぐに出てきた声はお母さんたちの悲鳴です。子供の

教育が心配だ、悔しい、残念だ。そのことがきっかけでこのホテルの中で寺子屋を始めま

した。始めた当初は10名程度でしたけれども、今登録で130人を超えました。毎日20

名から40名の子供たちがここに勉強しに来ています。この建物の中の8階で行っていま

す。ボランティアの方たちの協力も大変有難いですね。優秀な大学生の人たちに先生に

なってもらって、子供たちも優しい大学生に教えてもらったり話し相手になってもらって

とても救われたと思います。今回振り返ってみても、私たちは人に支えられて来たかな、

と、これは大人も子供も一緒だった、そう思います。その寺子屋と別な場所で、今度は英

会話の勉強も始める予定で、将来の南三陸町の子供は英語がぺらぺらしゃべれて皆さんと

親しくコミュニケーションが出来るような子供が育ってほしいと願っています。

■震災後はここの地域に世界中の方が見えて、とても励まされましたし、有難いなと思い

ます。これからの被災地の新しい街づくりにはとても重要な事だと思っています。この地

域を訪れると必ず今後の自然災害に対しての役立つ色んな手立てを考えたり、防災や減災

に繋がるような考えが進むと思います。世界中の人、日本国中の人にこの地域に是非来て

いただきたい。今までは、人口の減少に歯止めをかけたいと思っていましたが、今は交流

人口の増加、これが非常に重要だと思っております。それぞれお帰りになりましてからも

周りの方に是非、東北に行ったほうがいいよ、南三陸町へ行ったほうがいいよとお勧めい

ただけると大変有難く思います。私たちもこのことを本当に語り継がないと、無念な思い

で亡くなった人のためにもこのことを語り継いで絶対風化させてはいけないという風に考

えています。

質問：現在のお客様の戻り方の状況は如何ですか。

答：土日はほとんど戻ってはいるんですが、平日ですとやはり、全体的にトータルすると

70％から80％ぐらい戻りました。望ましいと思うのは、皆様のような視察を兼ねたグ

ループの方たちが増えたということです。家族連れでもこの被災地に来て学ぼうと言うお

考えの人が増えているというのは非常に望ましいと思います。学生の旅行も積極的にこの

地域に来るべきかなと。やはりあの日にこの場所にいて、小学生でも自分の命は自分で守

らないと、という事だったんですね。ですから学校関係者、例えば先生にしても子供たち

自身にしても、普段行なっている避難訓練はこういうときのためにやるんだ、という事を

知るためには、もっと積極的にここに来ることを推めていただきたいと思います。学校で

の教育とともにそれを現場から学ぶことが命を繋いでいくためにはとても重要だと思いま

す。施設的にはかなり壊滅的な被害を受けてしまいました。例えば旅館組合は5件ぐらい

あったんですが、私共以外は10名程度位までしか泊まれないような小さな宿だったと思

うんですが、私のところ以外は全部、全壊してしまって、残念ながら廃業になってしまい

ました。

■民宿の施設がかなり多かったんですね。ただ、残念ながら役場が被災してしまったため

に資料が無くなってしまったので、過去のデータというのがもう見れない状況になってし

まったものですから、民宿と旅館を併せて南三陸町でおそらく7～8軒くらいですか、お

そらく。今のところは7～8軒くらいが何とか再開している状況なので、まだまだ観光の

数字的なものは、前とは比べにくいような状況でしかないです。
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質問：大変すばらしいお話をしていただいてありがとうございました。今、いわゆる公的

な立場を担っているわけでもない民間のホテルが、それだけ大きな公共のサービスを提

供しているような、そういう事をなさったという事を聞いて、非常に心が洗われるような

気持ちで聞いておりましたし感動したんですけれども、そういった状況に至った時に、政

府のほうから例えばライフライン関係の水であったり薬であったり、食料であったり、そ

ういったものを国とか県とかそういった公的なところからサポートしていただけるように

なったのですか。そして今もある程度、震災からもう1年近く経って落ち着いてきたとは

思うんですが、今でもそういった国などからのサポートというのは続けていただけている

のですか。

答：5月5日から8月いっぱいくらいまでは600名を迎え入れた時に一人いくら、という

ようなそういった制度はございました。やはり物資などは、大変、町の被害状況も厳しく

て、避難所が何ヵ所もありましたし、そういう公的なところからの優先順位だと思うので、

我々のような所はなかなか難しく、今日こちらにいらしたボランティアの清水さんなんか

がそういう所にはくまなく民間の力で助けていただいた、と言う部分はあります。

コメント：すばらしいパートナーシップですね、そういう意味では。

答：やはり今回は、困っている人と助けられる人が簡単に結びつかなかったと言うのは非

常に問題というか、今後考える必要性があるかなと思うんですね。やはり行政も大変な被

害を受けられていて、混乱している。ただ人々も待ったなしで待っている状況だったりし

ましたので、そういったときには非常に力のあるボランティア団体が活躍されたいという

ような、そういったお姿が見受けられました。

コメント：まず冒頭に当たりまして、本当にすばらしいご尽力を下さいましたことを心か

ら評価すると共に感謝申し上げたいと思います。本当に必要とされている状況の下で活動

をなさった、そしてそれもボランティアで自主的に動かれたという事でありますので、御

社ならびに皆様のようにそういった活動をする方々の数が世界でももっと増える事を切に

希望いたします。私自身といたしましてはそのように災害に対応なさったこのホテルに宿

泊する事が出来、そして女将さんにお会いする事ができまして、心から誇りに思います。

そして私自身非常に関心を持っていますのは、いわゆる災害に対する教育訓練という事で

ありまして、私自身の出身地でありますところは地震の災害の可能性の高い、そしてまた

ハリケーンの被害を受けやすい地域でありますので、通常の方々よりもやはり災害に対す

る意識というのは高いのではないかという風に思っております。という事で、私共の希望

といたしましては、こういった災害に対するご努力というものを今後も更に強化し継続し

ていただけたらという風に希望しております。そしてそういった観点から私共のほうで何

かご支援、お手伝いする事があれば、何なりと言っていただきたいという風に思います。

答：有難いです。とてもうれしい励ましをありがとうございます。

質問：最初の地震があって、それから津波が来るまでの時間というのはどれくらいだった

んでしょうか。そして、その津波警報みたいなのが何らかの形で発信されたのかどうか。

例えばラジオであるとかまたはサイレンとかいうような形で発信されたのかどうか。それ

にある程度不備があるようであれば、災害後の状況で改善が見られたかどうか、という事

を伺いたいと思います。

答：町によって違いがあるんですが。南三陸町では、津波の到着したのは地震の後30分

くらいです。ですから本当にその意識があれば、高台に逃げる事は、ここの町はすぐ高台

がありますので、そういう時間はあったかなと思うんです。逆に悩ましい時間でもあった

んですね。一旦高台に避難してから、大切な人を迎えに行ってしまったり、大切なものを

取りに行ってしまったりということなんですね。ですから以前の津波の時にも、「津波て

んでんこ」という言葉が言われたんです。これはバラバラで逃げるという意味なんですが、

やはり先ほども話したとおり自分の命は自分で守るということが広く伝わる事が、そう

いった残念な犠牲者を防ぐ事が出来るのではないかなと思えてならないです。避難警報は、
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役場の防災庁舎の中の無線で発せられました。これが被害と同時に切れてしまった。若い

女性とあと男性の方も頑張って最後まで呼びかけをしていただいたという事なんですけれ

ども。

コメント：学生のボランティアの方が学習支援をなさっていらっしゃるというお話、大変

感銘して伺わせていただきました。ある西日本の過疎の地域にボランティアの学生が次々

に入って子供たちの学習支援をやって、それを何年も続けた結果、非常に進学率が上がっ

て、もともと過疎に悩んでいた地域に逆に越境して、そこで将来大学に入りたいという人

気が止まらなくなるまでになったという事例がございます。復興という時限的な活動のよ

うなんですが、なるべく長く活動を続けていただきたいので、子供さんにも、南三陸に子

供を通わせると一流の大学に受かるとか、そういった形になるといいですね。

答：本当におっしゃっていただいたとおり、実は今、受験生もいたんですけれども、目標

どおりの志望校に皆入れて、私もほっとしていたり、小学校の高学年ぐらいの子供達が、

本来そのくらいの子供というと単にケーキ屋さんになりたいとかプロ野球選手になりたい

という夢を語ると思うんですが、大学生の方と毎日接しているために、「何々になりたい、

そのためには何大学に入る」という、そういう小学生であっても非常に今まで言わないよ

うな、そういった発言が聞こえるようになって嬉しく思います。私自身もやはり今回の出

来事は、あまりにも高齢者の人には身体的にも精神的にも厳しすぎたと思うんですね。な

かなか先々にすぐ希望が見えるような状況にはならないので。ですから本人たちのために

もなるし、お年寄りの人たちの希望になると思うんですね。「うちの孫が、入りたい学校

に入れた」「成績がちょっとでも上がった」というのが、お年を召した人たちの具体的な

希望の光になるんじゃないかなという思いもありまして、おっしゃっていただいたように、

ずっと続けていこうというような考え方で、先程申しました英会話も考えています。とい

うのもやはり外国人のボランティアの方にご協力いただきながら進めるようなことなので、

今まで正直言って、3.11の前は外国人の方が非常に少ない地域だったんですね。町の知

名度がないし、有名な観光地という風な位置づけてはありませんでしたので。ところが今

はこのように世界中の方に見えていただくので、ですから子供たちも、日々の生活の中で

その必要性を感じ始めていますので、力のつき方が違ってくるんじゃないかなと思います。

■次に、南三陸町復興企画課の大森氏から、南三陸町の復興政策について説明を受けた。

大森：南三陸町は沿岸部のほとんどが消滅してしまいました。3月11日からは我々がど

ういった風に対応して行ったかということをお話します。まず最初の1ヵ月はとにかく住

民の方々の安否。それと、それぞれ皆さんが避難所に避難していましたので、食料の確保、

それとかなりまだ寒い時期だったので、燃料の調達。それと共に発電機。電気・ガス・水

道全部ストップでしたから、まずは1ヵ月間はその対応に追われました。今となると不十

分だったんですけれども、その時はやれることしか出来なかった。

■4月に入ってから、我々役場の業務の立ち上げをまず図りました。それと共に、主要で

あった仮設住宅の建設用地の確保、そういったものに追われて、始めの仮設住宅が4月末

に第1号が出来たんですけれども、その後だいたい8月末まで被災住民は仮設住宅に入り

ました。それと、食料の確保はだんだん4月下旬くらいには問題なく進んだんですけれど

も、水道が復旧できなかったんです。日本国内・世界中から水とお米を中心に支援してい

ただきました。

■仮設住宅の建設と共に、被災直後から各避難所、例えば観洋さんもそうですけれども、

各地域の集会施設とか学校であるとか、そういったところにかなりの数が避難していまし

たので、避難所対策が仮設住宅と並行して、不十分に終わったところもありますけれども、

何とか乗り切ったというふうに我々としては思っています。色々足りないものがありまし

たけれど。

■避難所運営と仮設住宅の建設を進めながら、行政の本来の形というか、そういったもの
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を取り戻しながら、だいたい9月くらいから水面下では色々検討していたんですけれども、

被災地から高台に住居を移す、そういった住民への説明会もしました。そういった具体的

な話に入って行くわけですけれども、今の時点では復興計画も固まっています。中身につ

いての細かい点のすり合わせを最近、復興庁が出来ましたから、そちらと打ち合わせを現

在も続けています。

■3月11日の南三陸町での震度は6弱。午後2時49分に大津波警報。気象庁の到達予想

時刻が午後3時。6メートル。一番津波が押し寄せたのが午後3時25分ごろ。町内、海岸

沿いでそれぞれタイミングの差がありますけれど、3時25分でした。津波の高さなんで

すけれども、防災庁舎付近、役場ですが、その付近で15.5メートル。一番高いところで、

歌津という地区なんですが、19.1メートル。建物の被害状況なんですが、町全体で、全

体流出、3,142戸。大規模半壊、94戸。半壊が75戸、合計で3,311戸です。2012年

1月13日現在の人的被害なんですが、南三陸町に住所を有する者、要は南三陸町民です

が、死者499名。行方不明者299名、合計で798名です。あと、警察発表というのがご

ざいまして、町内からここに働きに来ていた人、それを含めると死者が565名、行方不

明者303名、合計868名です。この数字は現在も警察が捜索作業をしていますので、若

干増えつつあります。人口は2010年度の国勢調査の人口なんですけれども、17,431

人、5,295世帯です。被災後2011年11月末現在なんですが、人口は15,523人、

4,890世帯です。避難所の数が58だったと思うんですけれども、シェルターの確定戸数

というのがありまして、地元南三陸町で作ったものと宮城県が作ったものと、色々足すと

2,195戸になります。

質問：こういったシェルターというんですか、緊急避難のための住宅というのはどういう

形なんですか。家みたいな形なんですか。

答：仮設住宅はプレハブです。一部木造で作ったところもありますけれどもそんなに多く

はないです。

質問：建築されている場所なんですけれども、皆、前に住んでいたところの近くなのか、

それからどこか固まったところに作られているのでしょうか。

答：例えば小さい集落で漁業なんかをやっている地域は、集落ごとに小規模な仮設住宅が、

かなり固まっています。もともと高台に平らなところというのが少ない地域なので、何と

か高台で建てられそうなところを見つけて、そこに例えばある地域に50世帯があるとす

ればそこにそのままコミュニティーを維持した形で50世帯。大きな地区については、学

校の校庭とか隣町なんですが、ショッピングセンターの跡地であるとか。

■まずこれまで、海に近い水産業の町ですので、海に近いところで水産加工施設とか住居

を建てて住んでいました。今回津波の被害を受けて、住民のアンケートを取りました。今

後の住まいについて。その結果約7割の方が高台の安全な場所に住みたいという意向をお

持ちでした。

■それで、今後はどういった高台に移転するかといいますとまず、（地図を見ながら）低

地の部分、海に近いところ、これは水産業の町ですので使わないわけには行きません。こ

ういうところには水産関係の工場とかを設けて、住民の住まい、公共施設についてはここ

にABというラインがあるんですけれども、このAラインというのが今回の津波の高さを

想定したライン、これより高いところに住居を構えて、まずは安全を確保しましょうとい

うのが町の考えです。

質問：町中というのはこれでいいんですけど、これで決定したのかどうか。それともう1

点。いつこの町が出来ると想定されておられるのか。この2点をお聞きしたい。

答：まず最初の移転事業が決定かといいますと、これは今も基本的には高台移転という方

針は変わりありません。ただし住民の方々がすべて今、海に近い土地を使わないでいいの

かという部分で、利便性の面と安全性の面、両方のバランスが取れた街づくりをする必要

があるんじゃないかという事で、低地もある程度リスクを背負いながらも使っていくべきで。
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質問：それは住宅とか何かに、という。

答：住宅ですとか観光施設、商業施設として。それに合わせた住宅地を配置していくとい

うことが必要だろうという事で、まだその部分は話し合いを続けています。

質問：昨日別の被災地を訪問させていただいたんですが、その自治体におきましてもやは

り、どういう風な形で住居地帯というものを設定するのか、そして住宅建設をするのかと

いう事である程度の計画を進められているという事なんですが、その説明の中で、いわゆ

る政府のほうからある程度住宅に関する補助金が出るというお話を伺ったんですね。1軒

あたり、日本円では私も記憶が薄れてしまったんですが6万ドルくらい。500万円くら

いの補助金が出るというお話を伺いました。ただ、1軒の家屋を建設するにあたってはそ

れでは十分ではない。ですから追加融資並びに追加のローンを手配しなければならないと

いうような状況であるという事を伺ったんですけれども、皆様方の場合も同じような状況

にあるのか、その場合には何らかの形で個人が融資を受けることが出来るような何か制度

とか手当てを考えていらっしゃるのか、その辺のところを伺いたい。

答：国の補助金については、まず生活再建支援金という部分で、家を建てた場合200万

円、それ以外に建てる部分のローンに対して最大700万円まで利子補給があります。基

本的に国の考え方は、個人の資産形成になるようなものには公的な資金は入れない、とい

う方針を示しております。これまで震災直後は高台に家を建てる、または家を建てたいと

思っていた人が3割弱いました。町が整備する住宅に入りたいという人が同じくらいの割

合でいたんですね。それがだんだん時間が経つにつれて、資金面とかも考えながら、やは

りどうしても難しいという世帯が増えて、町が整備する公営住宅への入居希望が増えつつ

ある状況です。

質問：この計画の実施スケジュールをお示し下さい。

答：志津川の中心の市街地については、時間がかなりかかります。土地の造成が始まるま

で早くて3年以上ですね。色んな土地の権利の調整とかがかかります。それ以外の小さい

集落、漁村等では今年中にはある程度土地の買収をして高台の造成の着手が出来るかと思

います。それも住民との意見でコンセンサスが取れれば早く進められるという状況です。

■南三陸町で魚屋を経営している三浦保志氏より震災当時の話を聞いた。

三浦（保）：私は震災後、避難した場所がちょうど、商工団地だったので、そこに出荷業

者のトラックが立ち往生していたので、その中に荷物がいっぱい積んであったので、それ

を先にみんな、避難所のほうへ配る事から始めました。そのあと、ベイサイドアリーナの

ほうに避難民がいっぱいいたもので、そこの炊き出しの手伝いを沼田のふれあいセンター

で行なっていました。それで朝から晩まで魚を、結局魚屋さんが結構いたもので、みんな

手分けして車がある人は車を利用して沢に行って水を汲んだりして皆さんに提供していま

した。そのあと、物資をやったのにも係わらず、その先にモノが届いていないというのが

分かって、それではダメだという事で自分が動き出しました。

清水（ボランティア）：少し補足しますと、志津川には小学校、中学校、高校という大き

い避難所があって、最大その時は1日で1,600匹ぐらい、三浦社長がサンマを焼いてい

たんですね。1,600匹ぐらい、1日に焼くような事をやっていたんですけれども、そこ

には実際電気が止まってしまった、トラックが立ち往生した、その中でアワビとかもあっ

たらしいんです。それを小学校、中学校、高校と名前を書いた箱に、物資を出すわけなん

ですけど、途中で無くなるんですね。高校までに行かなくなるという現実が、やはりそれ

はもう生きるか死ぬかですよね。で、高校にはメカブしか行かないとか、そういった現状

が多々あったみたいです。

清水：私と社長の三浦さんとの関係なんですが、5年位前に僕の友達が、三浦さんのタコ

を本当に一番美味しいというか、南三陸のタコはとっても美味しいんですけれど、タコを

紹介していただいて、僕は仙台に居りまして、ここから2時間くらいの所に住んでいまし
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た。僕も3月11日に被災しまして、うちの中はめちゃくちゃになって、ライフラインも

最終的に来たのが4月の頭くらいだったんですけれども、4月の頭くらいまでは自分の生

活を取り戻す、それだけでもう一生懸命で、ようやくガソリンが回るのが4月の頭くらい

なんですね。その時にようやく事務所を片付けていたら社長の所の名刺がでて来たんです。

それは2月16日、震災から20日ちょっと前くらい、その時に僕は南三陸を訪れまして。

うちの女房の誕生日だったんですけれども、誕生日パーティーを南三陸でやったという事

で食事をしたその後に社長の所に行って、タコを買わせてもらったりしました。その時に

頂いた名刺が、その時に出て来たんですよ。この名刺に電話番号が書いてあったんですけ

れども、当然津波で電柱が流されていて通じない。でも僕は社長の心配よりも、実はタコ

が食べたくて、どうにかしようと思って、三浦さんのフルネームをインターネットで入れ

てみたんですね。そしたら地元のリーダーというか、物資を配っているところで頑張って

いるという写真と、それからこれは震災の後に出来た団体なんですが、「ふんばろう東日

本支援プロジェクト」という、早稲田の先生が立ち上げた大きいプロジェクトがあるんで

すけれども、その方のブログに当たって、その頃はまだ「ふんばろう南三陸町プロジェク

ト」というプロジェクトだったんですが、そこに社長の携帯の電話番号が書いてあったん

です。それで僕は電話をしまして、「社長、三浦さん、状況はどうですか、必要なものは

何ですか」という中から、「今我々が色んなところに行っているとこんなものが欲しい、

あんなものが欲しい」、そういったことで必要なものを仙台で、仙台も当時は物資は本当

に買えなくて、なかったんですけれども、僕からまた全国の友達とかに発信していて、仙

台に届くんです。南三陸町はどこに送っていいかまだその時はわからない。物流がまだ

しっかりしていない。それで僕の所に届いて、それを仙台から毎日ずっとここに運んでく

る、という事を最初はやっていました。4月の6日の日に一番最初に来たんですが、4月

10日に私はまた来るんですけれど、その時に車もやはり流されていて運ぶ車も限られて

いる。その中で僕より先に熊本からボランティアの方がいて、その方はもう20日くらい

三浦さんのところで寝泊りをして助けていた方なんですけれども、その方がどうしても帰

らなければならない。明日からの車がないんですね、物資の。僕はその時に、「泊まって

いいですか、明日からお手伝いしていいですか」という事で、4月10日くらいからずっ

と今まで南三陸でほぼ寝泊りをこちらでしています。

質問：この熊本のボランティアは一人ですか、複数。

答：最初は三浦さんのところでボランティアをしていたのは地元の漁師さんであるとか。

熊本の方は一人です。

■最初は物資をいろんな所に配りに皆さんと一緒に行くんですが、本当に4月の頭の頃で

すら、やはり生きるか死ぬか、大げさな感じじゃないです、本当に。まだ漁師さんが、す

ごく体格のいい漁師さんが女性物のサンダルで素足で、ジャージで、それも本当に薄着で

来られるんですよ。そういった方々に物資を配っていても、最初の頃の物資というのは本

当に「下さい下さい」みたいなそんな感じで、すごく感じていて、それが少し落ち着き始

めた5月、6月になると、今度は先行き不安なんですね。買い物も遠い。そこの先行き不

安の中でどんどん備蓄に入っていく。僕らも本当は、この物資というのは全国の皆さんか

ら僕らが一時的に預かっているものですので、僕らのモットーは、必要なものを必要な分、

必要な方にしかお渡ししたくなかった。それが現実だったんですけれども、やはり不安な

んですね、皆さん。ですので少しずつ余計に集めるというか、そういった形で物資が渡っ

て行きます。本当は最初の頃は、海にペンキをたらすような感じでした。ブワーッと無く

なって行く。

■そうした中でずっと物資を配っている中で、6月、7月くらいからですか、よく漁師さ

んたちに、船はないか、船はないかと色んな所で僕は聞かれるんですね。ところが僕らが

配っているのは本当の日常の消耗品がメインだったので、「いや、まさか船なんていう支

援物資は来ないよ」という風に言っていたんですけれども、そういう声があまりにも多い
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ので、僕らのところにも今まで述べ1,000人以上のボランティアが来ているんですけれ

ども、その中の何人かで任意団体を、とにかく先ほども言っていましたけれども、だいた

い7割くらいの方が何らかの海の恩恵を受けているので、任意団体を作って南三陸町漁業

再生支援協会というちょっと固い名前なんですけども、そういった団体を作りまして、当

時一番最初にまず僕らで考えてやろうと言ったのは、放射能が全然分からないんですね、

どのくらいのレベルか。それは行政も発表がないんですよ、ベクレルの発表は。ですので

東京からダイバーの方に来ていただいて、一番最初に海水と銀ジャケと昆布とワカメの検

体を取りまして、一番日本で安心できる、皆が信用してくれる、というのはやはり日本分

析センターという大きな協会があるんですけれども、そこにお願いして、漁師さんにまず、

安心してやってもらおうという事で、放射能チェックを行ないました。

■もちろん結果は、今まで3回行なったんですが、7月の6日と10月とそれから1月と、

今まで3回行なっている中では全然放射能は出ていませんでした。これでもう、漁師さん、

思い切ってやって下さいと。もし出たらどうしようかという事がすごく気にかかっていた

ので、その時は弁護士の方とそれから国会議員の方にお願いする準備をしていたんですね、

水産庁系の強い方に。もし出たらそこへまず言ってもらおう、何らかの対策を取ってもら

おう、という事でやったんですけれども結果はもちろん、全く出ていなかったので、こ

れで安心してこの結果を漁師さんに配って、安心して漁をやって下さいと。そのあとにこ

ういった協会で動いているという事を言ったらやはり、色んな方が興味を持ってくださり、

少しずつなんですけどもお金をいただく事が出来ました。中には、台湾の総督の李登輝さ

んからもお金をいただく事が出来ました。

■そういった中でお金を集めている中で、次にやったのは、船がとにかくないんですね、

中古船にしても。新しい船を待ったら1年2年かかる。ですので中古船を探したんですけ

ども、やはり情報が。南三陸の方はほとんどインターネットをやらないんですね。携帯で

もやらないんです。メールも書かない。だから漁師さんはほとんど電話だけなんですよね。

ですので情報がなかなか取れない。その中で色々探したんですけれども、船はまず、そ

の時点では無かったんですね。で、まずは道具の支援から何か出来ないかと思っていて、

ロープですとかカゴですとか、海で使うワカメの養殖棚で使うおもり、アンカーになるサ

ンドバッグ、泥の袋みたいな感じのものですが、そういった道具をほとんど毎晩漁師さん

とお酒を飲みながらニーズを聞いて、それを全国の人たちに発信してそういった漁具の支

援とかもたくさんやっていきました。

■お陰様で船も、一番最初に見つけたいい船というのは、ヤフーオークションで見つけた

んですね。そんなレベルでもあったんですよ。漁師さんにその写真を見せたら、これは

もう一目惚れだと。船屋さんが三重の方で、その方は南三陸の海の事もよく勉強して分

かっていただいたので。日本中どこの船も南三陸で使えるかというと違うんですね。やは

り南三陸には南三陸の形の船があって、その船を一生懸命、三重の方が探して集めてくれ

て、ようやく今まで11艘ほど船を持ってくることが出来ました。ただ、これは無償でお

渡しするのではなく、あくまで有償なんですが、その途中の例えば船を運ぶ輸送費ですと

か、まず災害従事車両の証明書を三陸町さんのほうから頂いて、それを使ってなるべくコ

ストを下げて、1艘あたりだいたい15万円から20万円くらいで。新艇を買えばもちろん

150万、200万円するんですが、今はこれで我慢して下さいというような形でお渡しし

て、やはり船はすぐに無くなる。奪い合いになるくらい必要なようです。

■物資の話に戻るんですが、だいたい半年くらい、8月、9月くらいになりますと、やは

り、それまでは1日100箱を超えるくらいの物資がずっと届いていたんですけれども、8

月、9月くらいからはそういった物資が届かなくなるんです。じゃあ皆さんの状況はどう

かというと、一向に生活のレベルは変わらないんですよ。東京の方とかは、これはよく

言ってたんですけれども、脳みそが、頭の中の95％は放射能の事に行っちゃったんです

ね。そういった中で、状況が変わらないという事で僕らは必要とされるもの、それを必ず
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住んでいる方に確認して、200～300くらいの日本中の会社に手紙とかメールで、現地

の状況ですとか我々の活動を伝えて、今度は企業さんに直接お願いをするようにしてみま

した。

■今は仮設住宅、約58ヵ所2,200世帯、5,000人以上の方を中心に、一つ一つ袋に

パックして、中身は調味料ですとかシャンプーですとか、本当に我々が日常生活をしてい

ての消耗品を中心に、それをパックして一軒一軒、ずっと今でも配り続けています。

■もう一つ、僕らが動いている中でよく、皆さんボランティアの方が言うことは、やはり

お子さんの事とか。全国の方も一緒だと思うんですけれども、これは僕の個人的な話な

んですけれども、小さい頃僕の家が全焼するくらいの火事になりました。おもちゃもすべ

てなくなって、もちろん食べるもの着るものもなくなったんですけれども、そのとき実は、

幼稚園とか小学校から僕は物資を頂くんですよ。そのとき非常に有難い思いをしたんです

ね。その思いが何かどこかであって、こうやって僕が今、40過ぎになって成長した時に、

あの時の思いのありがたみってすごく嬉しかったんですよ。ですので困った人に何か。僕

は何でここにこんなにいるか、自分でも分からないんですね、実は。その時のことをずっ

と記憶をたどっていくと、そのとき助けてもらったな、と。何かそんな思いをここ南三陸

にいる小さい子達にも分かっていただきたいというか、それで大きくなった時にどこかで

困った方がいらっしゃったら、震災でも、もちろんなければ一番いいんですが、そんな時

に、小さい子達がどんどん手伝いにいける、そういった優しい気持ちになればなあと、そ

れはボランティアの方々によくお話しています。

■1年近くボランティアをやっていて今感じている事なんですが、もう例えば物資の事で

すとか漁師さんの支援ですとか、色んなプロジェクトもやりました。炊き出しもやりま

したし、観洋の女将さんとうちの母親が繋がって成人式のプロジェクトをここでやらせ

ていただいたり、新潟の叔父やらから着物がたくさん届きまして、それを観洋さんにお持

ちして写真を撮るというプロジェクト。皆さんもう写真も何もないので、そういったこと

も、たくさん色んなプロジェクトをやってきたんですけれども、そろそろボランティア

が出来る限界が少しあるのかな、と。話せば話すほどやはり、皆さんが期待しているのは、

行政の道筋なんですね。こっちだよ、という何かその道筋を期待しているので、もうボラ

ンティアレベルではどうしても住民の方は納得、といったらおかしいですけれども、満足

させてあげられないレベルになっている。そこが僕らは今、一番苦しくて。先ほどもおっ

しゃっていましたけれど、決定ではない、というところも含めながら、やはり遠い映像な

んですね、彼らにしてみれば。もっと1ヵ月後2ヵ月後3ヵ月後の何か近いゴールといい

ましょうか、中間地点でもいいんですけれども、そこが見えないまま真っ暗なところを泳

いでいるような感じの方がほとんどなんですね。ですのでそういったことも含めてやはり、

これからは国の力、行政の力を発揮していただかないと、皆さんが安心して生活も出来な

いのではないかという風に思っています。

■それから、僕は全国の方から僕の所に連絡が来ていて、今何が必要ですか、どういう支

援をしたらいいですかとよく尋ねられて、今までは物資ですとかそういったことをお願

いしていたんですが、やはりここに来て、先程女将さんも言っていましたけど、人口流

出が止まらないというのが一つあって、被災地の中で一番人口流出が高いのは南三陸で、

9.6％くらいある。それでいて、今からここの町民の方が移転・移動、要は転出を望んで

いる方が17％くらいいらっしゃる。そういった中で、やはり先程女将さんも、交流人口

の増加を作っていきましょう、という話をいていたんですけど、僕らもまさにそう思って

いて、とにかくまず来て下さい、そして観洋さんはじめ、たくさんの民宿も少しずつ開い

てきている。商業施設も少しずつ開いてきている。そこにまず泊まって、被災地を感じて

下さい、と。そしてまたそれを、感じた事を持ち帰ってお話して下さい。そういったこと

が、今後の支援の中の活動で一番必要かもしれないですよね。

阿部（憲）：本当にそのことは心配なんですね。どうしても人がいなくなって、来る人
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も少ないと、今やっとお店が再開したところは全然目途が立たないですね。ですから今

私もとても心配なのは、地元の資本がどれだけ残れるか、何年も経って整備された時に、

チェーン店の看板ばかりになるのではないか、それではあまりにもひどすぎる。代々のれ

んを守ってきましたので、この自然災害でその道が断たれたら大変なことになる。

[南三陸町被災地視察]

■ホテル観洋従業員、三浦美香さんの案内で被災地区をバスで視察。がれきの山や積み上

げられた車の山がいたるところに見られた。最近になって、そのゴミが良く燃えるように

なった。油が抜け切っていない。乾燥などで、急に燃焼現象で火のないところで発火する

ようになってしまい、火事が増えているとの事。

■鉄道の線路が壊れてしまって復旧の見込みがつかない場所もある。当時、列車の乗客・

乗員の人たちに怪我はなかった。ちょうどこの辺では、津波が来るというのは本当に常識

という事になっており、乗務員の機転で、大きい地震が来る前に、初期微動の時点で止ま

る事が出来た。

■西光寺というお寺はお墓もお寺もすべて流されてしまった。たくさんの方が今回の津波

でも流されてしまい、お葬式を挙げることが出来ないという不安をもっていた。その途方

にくれている時に、支援の手を差し伸べたのがフリーメースンという団体。宗派を超えた

支援の輪が実現した。小沢住職に話を聞いた。

小沢：このお寺が津波で流されて、それ以来何もないところで、瓦礫の山だったんですけ

れども、そこに皆さんがお参りに来て、瓦礫の山に手を合わせて涙していく。それから、

これではいけないと思って、町と交渉してお寺の境内の中の瓦礫を片付けてもらって、ボ

ランティアをお願いして90人ほどの方がきれいにしてくれたんです。ボランティアの方

にきれいにしてもらったんですけれども、それでもお参りに来る方がお寺のあった場所に

手を合わせて涙している、泣いている。その姿を見て、やはりお寺がないとダメなんだな。

きれいにしても同じ環境なんですけれども、津波で皆流されてしまったんだけれども、お

寺は建物があって、そしてこういう風に仏像があって、お参りできるところがないと、皆

安心できないんだな、という思いがありました。それで、隣の町の峰仙寺というお寺の住

職がこの曹洞宗の宗会議員をしています。国会議員にあたる方なんですけれど、その人の

所に行きましたら、何が欲しい、という話になって、それで一番欲しいのは、お寺が欲し

かったものですから、本堂が欲しいという話をしました。そうしましたら、その峰仙寺に

支援物資を届けに来ていた方がいました。そこで支援物資を届けに来ている方たちの中に、

フリーメースンの方たちからのお金も入ってきている、物資も入ってきている。そこで峰

仙寺さんが間に入って、じゃあこのお寺を建ててあげましょうという事になって、私が分

からないうちにこれだけのものを準備をして建ててもらいました。私たちは小さなお寺を

建ててもらえるものだと思っていたんですけれども、最終的にはこういう建物になったん

です。フリーメースンという組織がどういうものかはよく知りませんでした。調べてみる

と秘密結社というような話があったりして、まあ、檀家の皆さんと話をすると、「どんな

所か分からない所からもらっていいのか」という話があったんですけれども、「いや、ど

んな人でもお寺を建ててくれるというのは善人だ、仏さまだからいいんだ、頂こう」と

いうことで建てていただきました。日本のフリーメースンは、名前を伏せてボランティア

をして、色々な支援をずっとやってきたんだそうですけれども、だから秘密結社などとい

う、分からない存在という事で言われてきたんですけれども、今回は、中に入った峰仙寺

さんがちゃんと名前を出さないと評価してもらえないんだ、きちんと名前を出したほうが

いい、という忠告をして、西光寺、このお寺から表に出るように、そういうふうになりま

して、それできちんとフリーメースンから日本の国旗に色々名前を書いていただきました。

その代表の方の奥さんがアメリカ大使館にお勤めになっているという事で、アメリカ大使

館のほうから頂戴しました。
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■その後フリーメースンでは、いろいろなものを送ってくれます。今は漁師に船を贈って

くれたり、宮城県でもう一ヵ所、お寺を建ててくれるという風に、きちんと名前を出して

やって頂いています。時々代表のフィルさんという方がお出でになります。きちんとその

時には、今は新聞社が付いてきたりテレビ局が付いてきたりして、宣伝に努めています。

■また、三浦（美）さん自身が入居している仮設住宅を視察。ご好意で三浦（美）さん宅

も拝見させて頂いた。

■その後、南三陸町海辺の水産業が集中していた地区を視察。三浦（保）氏の被災した店

舗も見る。最後に高台にある現在の三浦氏の店舗を見学して南三陸町の行程を終える。

【3月1日　宮城県石巻市】

（6）宮城県石巻市

[石巻ワークショップ]

■石巻専修大学の教室で開かれた。参加者に関してはプログラムを参照。

■最初に、石巻災害復旧支援協議会（IDRAC）伊藤会長より、石巻モデルについて説明

を受けた。

伊藤：石巻災害復興支援協議会というのは、石巻モデルといわれておりまして、石巻で発

生したNPO、NGOの連携体という形です。まず被災の状況の確認、そしてIDRACの活

動のご紹介、そして今後の復興支援の取り組みについてご紹介をしたいと思います。ま

ず3.11の石巻における死者は3,024名、行方不明者そして死亡届の受理という形の中で

1,000人以上の方々が、それにプラスされています。石巻の浸水範囲は73km2になって

います。そして全壊、半壊の家屋が53,742棟、そして被害の人員が149,400人です。

■そして何より皆さんにお伝えしたいのは、漁港の施設、100％被害なんですね。そし

て水産加工場も100％壊滅。防波堤破損が多数。定置網、養殖施設はほぼ全壊という事

になっています。そして漁船についても約90％が損失、または流出、そして無くなって

いるという事です。

■石巻市の津波による震災廃棄物は、瓦礫の推定量で言えば、616万トン。東北3県の

津波被害の約27％はここの石巻で発生しているという風に言われています。

■IDRAC…(石巻災害復興支援協議会)…は、最初、石巻のボランティアセンターの中に連絡

会として出来ました。たくさんの人が、NPO、NGOが、炊き出しに来てくれたんですが、

重複するので、それを連絡調整する機関として、ボランティアセンターに出来たものです。

そして、その小さな会がだんだん大きくなりまして、IDRACが出来ました。そして、ボ

ランティアセンターは主に個人のボランティアに加盟をしていただいて、そしてIDRAC

はNGO/NPOの団体さんに加盟していただいて、共に被災地の支援をするという形を

取っています。そして、このボランティアの活動は市の災害対策本部と共に、報告とか相

談をする、もしくは情報の共有をするという事で、行政とボランティアの連携が非常に良

く出来ているという事で、ここの部分が石巻モデルという風に称されています。IDRAC

の部分がどういう風になっているかというと、実はIDRACの組織はピラミッドの組織で

はなくてクラスターの組織になっています。ですから、各段階がIDRACに参画して、こ

こで全体会議というものが開かれます。そして、その毎日行なわれる全大会では、情報の

シェアをしてそして各団体ごと、もしくはチームごとにそのあとミーティングを重ねます。

ですから、必要に応じて、例えばチックバスターズ(ダニの駆除隊)を各団体のチームの編

成で作ったり、そしてなにか町でイベントがあると、みんなの参画を得て町のイベントを

作り上げて行ったりしています。

■IDRACの活動実績は1月の31日段階でNPO/NGOの団体が330団体参画していただ
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いています。そして、全体の調整会議は250回以上やっています。1月31日までボラン

ティアの動員数が、IDRACだけで146,110名参加をしています。そして、その団体に

よる炊き出しをしていただきました。そしてIDRACがその炊き出しの場所、メニューの

調整を行ないました。それの実績は約807,890食以上、提供しております。そして、私

どものチームはこのとおり、12分科会というのがありまして、たくさんの生活の部分、

緊急支援的な部分、包括的な支援が行なわれるような12分科会という、チームがありま

す。石巻のボランティアの推移の表です。緑色のグラフのほうがボランティアセンターの

所属の人の数、そして赤の部分はIDRACが提供している人のヒューマンリソースの数に

なります。（資料を指して）ですからこれを見ていただくと分かるとおり、個人ボラン

ティアは週末にギューッと上がります。皆さんご存知のとおり、緊急支援ですので、アベ

レージでやはりリソースは欲しい訳ですよね。ですからそういう部分をいかにIDRACが

担って来たか、という表になっています。ここからギューッと人数が減っていくんですが、

緊急支援が終わった時なんですね。これが10月11日前後に少なくなるんですが、これ

は実は、避難所が解散して仮設住宅に皆さんが入ったという事なんですね。だからそれま

での生活の改善、泥の撤去とか、そういう部分でたくさんの人員を投入してきたというア

レンジになっています。例えば、町の中のクリーン前とクリーン後、ビフォー･アフター。

たくさんの連携をしております。NPO同士、NGO同士の連携が出来ているのも、協議会

がコーディネーター役を務めているので、色んなこういう、自衛隊さんとのミッション

でありますとか色んなイベントのミッションが行なわれています。同時に、地域の共同と

して市民との共同の作業もやっています。これはダニバスターズの数値。生活支援として、

お風呂を、自衛隊が撤退した後、IDRACが、市からの委託で入浴支援も進めております。

今メインになっている活動というのは、仮設住宅の支援になっています。被災当初から、

お金はあっても買えるところがない、物資はあっても配る人がいない、誰に配るか決める

人がいない、ということで、最終的には立派な社会のシステムはあるんだけれど、コン

ピューターのシステムも立派なものがあるんだけれど、やはり人を支援できるのは人しか

ないという事に、私たちは気づきました。実は今まで入ったボランティアの数が、約26

万人ですので、その方々が今後どのように石巻に訪れてくれるか、そしてまた、企業がた

くさんのボランティアを送ってくれる、もしくはスタディーツアーという名のツアーを今

度は石巻で受け入れたい、という風に思っています。IDRACがコーディネートして、た

くさんのNPOの方々にそのスタディーツアーの人たちとか企業の人たちをつないで、あ

る時間帯はボランティアをしていただく、ある時間帯は研修をしていただく、そういう風

なツアーを構成して、今たくさんの反響を得ています。また、たくさんの商店が復活して

いますので、復興市を定期的に開催しようとしております。ですから、このボランティア

の方々もしくは交流人口の増大、ゲスト・ビジターの人たちをどう交流イベントと結び付

けていくか、というようなフローも考えています。

■IDRAC…が復興支援の部門をどのように考えているかという説明をいたします。まず復

興計画への参画。これは市の復興計画の策定に参画をしております。後で紹介しますけ

れど、街なか創生会議というものも作っておりますし、独自で色んな企画をして、色ん

なイベントもそうですけれども、企業さんとか団体さんを誘致するという活動もしていま

す。主体的には、復興屋台村の計画、そして東京でのアンテナショップの構想なども、今、

練っています。そのたくさんのスキームに、実はここでボランティアをしているヒューマ

ンリソース、ボランティアの参画をしていただいたり、仮設住宅で活動中のボランティア

に色んな形で参画を頂いたりしています。街なか創生会議という形で、今度協議会を作り

ました。「コンパクトシティいしのまき」を協働して作っている創生の協議会です。これ

の部分については商工会議所に非常に連携していただいております。

■こういう会議所とIDRACが参画をして行っている。各企画もしくはNGOの団体、色々

な部会のほうに参画をして意見を言うチャンスを頂いております。
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■こういうのは街全体の色んなセクターの方々が参加して、今後どのように進めていくか

というのをやっている事例であります。

■今、もうひとつのIDRACのミッションというか、新しい役割というのが発生してきま

した。それは企業のCSRのボランティアをどのように受け入れていくかというような話

です。例えば、CSRの活動としてのボランティア、これが入ってきますとやはり、資金

も限られている、そして何より震災の風化という部分に従いまして、やはり人・モノ・カ

ネという、企業が投下してくれる部分がどんどんと減っていく傾向が見えます。それで

もう一方、典型的な例なんですが例えばNTTデータさんという会社があります。ここは

データセンターを作っていた会社です、被災後に。その方々の今後の投資、先日お話をし

ていただいたんですが、どんどんこういう風に少しずつでも雇用を増やして、そしてこち

ら石巻で処理する量をどんどん大きくして行きますよ、というお話をいただいています。

ですから私どもは、こういう例から見ても今、CSRで入ってきたボランティアの企業さ

んにお願いしているのは、是非こういう風にCSRのボランティアを先行して、リサーチ

＆ディベロップメントをしてください、そして石巻を素材にしたビジネスのシーズという

のを是非リサーチしてください、と言っています。ですからCSRというボランティアが

是非、こういうニーズとか企業マッチングを経て、ここに定着した企業としてこのように

経済活動を続けていく、そうすることによって被災地の復興支援というのが尚、サステ

ナブルな形に進んでいく、という風に私どもは考えています。このような形で復興につい

ても支援をして行きたいと思っています。もちろんそのパートナーである商工会議所さん、

観光協会さん、たくさんの団体さんがいらっしゃるので、そういうリサーチ＆ディベロッ

プメントのサポートはすごくやっていけるのかなと思っています。

質問：大変素晴らしいモデルの説明をしていただきましてどうもありがとうございました。

ボランティアグループとそれから行政との間の橋渡しをしているという、そして実際ボラ

ンティアの方というのは被災者の方に近いところにいますから、彼らが抱えている本当に

今必要なニーズというのを掘り起こしていく事が出来る、そういうところの橋渡しをする

という事は、大変素晴らしいという風に思いました。それから、これからもまだ、隠され

ているニーズを掘り起こしていこうとするような責任を持っていらっしゃるという風な事

が分かって大変素晴らしいと思いました。2つ質問があります。1つは、こういった活動

の資金はどこから来ているのでしょうか。それから今の被災も緊急の事態から少し抜けて、

そこからまた別の、今度は回復に向かっていると思うんです。そうするとこの局面に入っ

てくると、時間も経過して、被災している人たちというのが今まで気付かなかった、心の

苦しみとか精神的なストレス、それから色々なフィジカルな方の色んな病気であったり健

康、厚生とか、そういったところで問題が表面化してくる時期に来ているのかなと思うん

です。そういったところにまで活動の域を延ばそうとしていらっしゃるのか、もしそうで

あれば、ひょっとしたら他のグループ、団体との連携も図らなければいけないのではない

かと思うんですが、そういうことまで考えていらっしゃるのでしょうか。

答：だいぶ時間がかかりますね。ドネーションの部分については、ドナーが海外の方もい

らっしゃいますし、そしてまた日本の公の助成金というのももちろんあります。そういう

のをジグソーパズルみたいに組み立てて、トータルな資金を確保しているというのが状況

です。まず1つは、被災当初から心のケアチームというのが活動しています。私共はそこ

の部分というのは非常に、なかなか分かりにくい部分なので、それはプロフェッショナル

な団体に任せているというか、お願いしているんですけれども、逆に言うと、レポートに

よると「仕事がない、住む所がない」、そういう部分の経済的な部分がやはり一番根底な

る部分であって、まずそういう、ビジネスをどうリカバリーをさせていくのかというのは、

緊急の課題としてずっとあったんですね。ですからまず、将来に対する不安というのをど

うして行くかというのはやはり、認識としてあるから、だから復興の部分にシームレスで

ずっとビジネスのリカバリーをどうして行くかという事に焦点を当てて、今、スキームを
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作っています。同時に家族を失った痛みというのはやはりありますから、そこの部分は石

巻社会福祉協議会さんと連携をして、仮設住宅の見守り隊等ときちんとした格好で連携を

して、痛みを感じている人たちへの支持的な活動を、とにかくそういう方々に気づいたら、

専門家の方々に助けていただくという流れをきちんと活動としてやっています。

質問：企業のボランティアというのが出てきたんですけれども、それはどういったもので、

どういう風に始まったんですか。

答：企業は今までお金を出していただけなんですね。ですがお金だけじゃだめだろうとい

う風に思い始めたんです。やはり私たちは日本の企業なので、そこに行って何かするべき

だろうという風な思いを持って来たと、私は感じています。阪神淡路の時は何も言わなく

ても、CSRという言葉がなくてもたくさんの企業が来て、色んな支援をしていったんで

すね。それがやはりボランティア元年となって今に至る。今に至るという部分のスキーム

の中では、企業CSRとか色んなそういう言葉が出てきて、お金を出すだけで済んだのが、

今度このような被災になって少しは体も使っていこうよ、という風に変わって来たのです。

■次に石巻商工会議所の尾形氏から商工会議所の取り組みについて説明があった。

尾形：私は経済団体のひとつであります商工会議所に勤めておりますので、経済の復興が

第一ミッションであるという風に思っております。企業の復興が成れば、雇用が生まれ

ます。雇用が生まれれば石巻に住んで暮らすという事になりますので、定住が図られると

いう事で、地域の活性化につながっていくものと思われます。震災前の石巻のGDPは約

1兆1千億円と言われております。その中で今回の震災によりまして、企業が被害を被っ

たものにつきましては、約4,700億円の被害を受けております。これだけ大きな被害を

受けたわけでございますけれども、今再生に向けて水産業界が一丸となって取り組んでお

ります。水産と言っても裾野が広い産業でございます。漁船が市場に魚を持って来ただけ

で、それで水産が成り立っているわけではありません。水揚げされた魚は卸売業者が買っ

て、卸売業者は包装資材に氷を入れて出荷します。全部が鮮魚で出荷されるわけではあり

ませんので、冷凍にしたり冷蔵したり、それから水産加工にされたり、色々な分野で魚が

使われております。

■石巻は、気仙沼、塩釜と比べて魚市場の開業が一番遅いのです。それは何故かという

と、まず石巻の市場の安全性を確保したいという事、それから、まだ氷屋さん、包装資

材屋さんが復旧していないのに魚を入れて販売する事が出来るか、という事で、時間的

に遅くなったのです。日本の消費者は、安心安全を求めております。水産加工場にして

も、CCP（必須管理点）対応の工場じゃないとスーパーとかに受け入れをしていただけ

ない。今、石巻で水産の加工場で再開しているのは約50％です。売り上げにしてみると、

震災前の10から20％くらいの売り上げしかありません。震災によりまして、スーパー

に物を卸していた時に、自分の入れる棚があるわけですね。そうするとスーパーはその棚

を空にするわけには行かないので、その分他の業者が入ります。いざ復旧したときに、そ

このスーパーに戻れるかと言った時に、戻れないんです。ですからそこに入れられるのが

10％から20％くらいしか戻れないので、販売がなかなか上手くいっていない、という

のが現状です。今、石巻の物産を東京に持って行けば売れます。確実に売れます。被災地

という事、被災地の産物という事で、100％売れます。ただそれは一時的なものであっ

て、長い付き合いというわけにはいかないので、それを考えていかなければならないとい

うのが現状です。

■今大きな問題がひとつ出てきています。それは、福島原発の風評被害です。魚は海流に

乗って上っていったり下っていったりしますので、福島原発の関係でセシウムが入ってい

るんじゃないかという事で、魚も検査しなきゃならないというような現状になっています。

いざ工場が出来て生産ラインが整ったとして、風評被害で石巻の魚に何々ベクレル以上の

放射能が入っていたというようなことを報道されると、もう1社が全市になってしまって、
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石巻市が宮城県になってしまうんです。それが一番心配の種です。

■私たち商工会議所は、水産の加工場等々の工場、設備等々が被災された部分について、

国からの補助金を受けるために11月、12月と一生懸命になって補助金の要求をいたし

ました。約200社、370億の補助金を獲得しました。ただ、補助金を獲得したんですけ

れども、加工団地が現在地盤沈下をしているために、建物は建てられない状況にあります。

そのために地盤を嵩上げをして、その後に工場を建てるとなると、工場の稼動が一年先二

年先に成ってしまって、復興が遅れてしまいます。行政とか政府の批判はしたくないんで

すけれども、手続きが難しい。もっとスピーディーにやってもらいたいと思っています。

我々としては、石巻の製品を外に売り出すために、東京にも出て行きますし、見本市等々

をしながら石巻の水産を全国に発信してモノを売って行きたいと思っています。

■次は、産婦人科医の吉田さんから、災害時の母親に対する支援を中心に話を聞いた。

吉田：私は産婦人科医として、またハーバードで研究者として過ごしております。そのよ

うな中で見た石巻、それから日本全体の少子高齢化社会における災害時の母親に対する支

援というものをこれから取り上げさせていただきたいと思います。どのようにしたら若い

世代が住むような町になるのでしょうか。どうしたら若い世代が戻ってくるのでしょうか。

そのキーワードを今日は皆さんとシェアして行きたいと思っております。

■次に私が提案したいのは、女性が雇用ですとか地域の産業ですとか、コミュニティーの、

地域の健康を考える時に、リーダーになり得るということです。女性は家族を守る、子供

を守るというところから、非常に健康ですとか人間の相互の助け合いですとか、連帯・運

営に関して非常に高い感受性を持っております。

■私たちは、3.11が起こった直後にこのような女性を守りたい母親を守りたいというコ

ンセプトからこのような活動を、母親と子供のための支援活動を始めて、今現在までに

50名ほどの産婦人科医と助産師、それから小児科医を派遣しております。

■私が卒業いたしましたハーバード大学では、災害支援という形で教育をしたわけではご

ざいません。リーダーシップですとか倫理学、政治学、それからジェンダー、様々な分

野の学問を通じて、人間が健康であるためにはどのようなことが大切なのかという事を学

びました。リーダーシップなんですけれども、日本ではリーダーシップ教育はまだまだこ

れからだと思います。私が衝撃を受けたのは、ハーバードのリーダーシップはひとつの組

織のリーダーシップではなく、様々な組織を横串で刺すような、メタリーダーシップの必

要性でした。災害直後私が石巻の市民病院ですとか市役所ですとか保健所ですとか、様々

な組織を通じて妊産婦さんを助けましょうという連携活動を行なった時に、このメタリー

ダーシップの考えが非常に役に立ちました。ひとつの組織だけでは、｢うちの担当ではあ

りません｣｢うちの部署は違います｣とあちこち、色々非常に連携が取れなかったところを、

一つ一つ出向いてそれぞれの組織のステークホルダーと協力していく事で、妊産婦それか

ら母親を守るための連係プレーを作る事が出来ました。

■ハリケーン・カトリーナの時にどのようにアメリカ政府が動いたかというのも私は学び

まして、そのときはたった2％の妊産婦でしたが、災害直後にすぐにヘリコプターで非難

をさせられて、それも本人の意図ですとかそういうものは全く関係なく、妊産婦さんだか

らという事でトレーラーハウスに移されました。翻って、日本の場合には妊産婦さんの意

思を確認したり意思を尊重したりということで、本来でしたら妊産婦さん、それから産後

の方々は安心で安全で暖かいところに最優先で非難させてもらわなければいけないところ

が、何故か日本では医療的な必要性というよりは個人の意思を尊重とか、家族の目がある

から周りの目があるから、という事で逃げられなかった妊産婦さん、それから産後のお母

さん達が非常に多くいらっしゃいました。ここで言いたかったのは、私共は世界一の医療

のレベルを達成いたしまして、非常に平均寿命・余命も長くなりましたし、それも戦後か

らそうだったわけではなくここの急速な医療の進歩に伴って長寿社会を達成したわけです
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が、その影で、妊娠・出産それから新生児・子育て、それはすべて安心・安全なもので普

通のことであるという誤解が生まれて来てしまったという歴史がございます。現在これが、

私共は、非常な超少子高齢化社会となっております。このような状況の中で、メディアで

すとか色んなところで取り上げられず忘れられていた存在があります。それは妊婦さんで

すとか、生まれたばかりの新生児の方、それから産褥婦さん、お母さん、ということです

ね。これは私どもが一緒に活動をしていたイスラエル医師団ですけれども、彼らは災害の

時にお産があることを当然としておりました。災害の時にも必ずお産は起こる、それから

新生児・赤ちゃんのケアが必要だという事を当然のように思って、色々なキットを持って

きていました。

■阪神淡路大震災の後でもやはり、赤ちゃんですとか妊娠・出産に対する悪い影響が良く

知られておりました。この被災地の周辺でもやはり、開業医さんのところでの分娩率が非

常に多かったんです。

■ここからは子育てママ支援サークルの松本さんから話を聞いた。

松本：サークルを立ち上げた荒木由美さんに代わり、実際に石巻で子育てをしているお母

さんの声を集めたご報告をさせていただきたいと思います。震災の時にお母さん同士の

絆、そして妊婦さん、マタニティーさんの絆、つながりというのが非常に弱いと感じたん

です。実際に震災後、建物が流されたという事で、親子が集まる場所が何もなくなってし

まった、そういうことがきっかけで荒木さんがそういったお母さんたちの集まる場を作れ

るんじゃないかということでサークルを立ち上げました。｢石巻の復興に是非、お母さん

の視点を取り入れてほしい。復興のための街づくりに、母親の視点を取りこぼすと、町の

活性は図れないのではないか｣ということです。皆と共に考える事は、例えば一つの例で

上げると、最近企業というのがイメージアップ、売り上げアップという事を考える時にま

ず考えるのが女性の視点、という事だそうです。女性というのが何を求めているかという

と、「快適」ということです。この女性レベルの快適を提供すれば女性が集まる。その女

性はご主人である男性、子供、おじいちゃんおばあちゃんをつれてそのお店に行く。そん

なことで結局は女性の視点というものを取り入れると、女性が連れてくるそれ以外の人も

引き連れてくるので、活性化がつながる。これを街の活性化にもこの視点を取り入れるこ

とが大事なのではないか、というのをカウントできるのです。

■ここからは石巻の子育てお母さんの仕事について話します。石巻の女性は結婚して子供

を産む、出産前までは非常にスキルのある仕事をして、スキルを持っているお母さんがた

くさんいます。例えば「通訳として働いていた」「ワード・エクセルが得意です」「保育

士として働いていた｣｢美容師だった｣あるいは、石巻は製縫工場が多いという事で、｢裁

縫が得意です｣とかそういったスキルのあるお母さんがたくさんいます。それが、子供を

産んでお母さんになったとたん、周りからはお母さんというのは子育てしか出来ない、そ

して更に震災後には、職場自体が建物が流されて無くなってしまった。仕事をしたいと

いっても、子供を預かってくれる保育園が満杯で、預ける場所がないという大きな二つ

の問題というのが浮き彫りになっています。これは女性に限らず、やはり仕事がない状況、

自分に与えられた役割がない状況というのは、メンタルの面で大きなダメージになります。

■そこで考えたのが、立ち上げたサークル自体を、お母さんにとって少しでも、お小遣い

のレベルでいいのでちょっと仕事が出来るような職場にしたい、という取り組みです。こ

のサークルの運営自体には、今年から来年にかけて海外を含めた寄付金、助成金、補助金

というのが入っているので、資金自体はあるという事で、その資金を使って様々な子供と

親子で楽しめるようなイベントを作り、そのイベントスタッフに子育て中のお母さんを活

用する。そこで一日スタッフとして働いた一日の報酬を差し上げるとか、そういう形で少

しでもお金とやり甲斐をお母さんのほうに渡すという制度を整えています。

■そしてもうひとつが、今これは計画中なんですけれども、このサークルで子育て中のお
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母さん達が読めるような情報誌を作ろう、そういう情報誌、いわゆる媒体が出来ればそこ

に広告を載せるという事が出来ます。つまりそういうことでやはり報酬をお母さんたちに

差し出したいというような考えで今、計画をしています。

■今言ったのは紙の情報誌なんですが、もうひとつ石巻では、昨年の10月から妊婦さん

に向けてのメールマガジンというものが開始されています。きずなメールという名前です。

■このきずなメール自体の内容とは、これからお母さんになる妊娠中の女性に向けて、

日々の健康管理、あるいは気持ちの面でお母さんになるためのアドバイス、あるいは妊娠

中の不安というものを和らげるようなアドバイスを載せたメールマガジンです。こうした

妊婦向けのメールマガジンに石巻の地元の例えば企業、あるいは商店街、個人、どなたで

もいいので一緒に新しい命の誕生というのを応援してくれる企業、個人、商店街の人たち

にここにもやはり、協賛の広告を載せてもらう事で収入が出来るんじゃないかという事も

考えています。

■最後になりますが、仕事、職場という事から離れた、現役の今のお母さんたちの要望と

いうものを伝えます。これから新しくなる石巻の街に、芝生の広い公園がほしい、ベビー

カーで歩きやすい街づくりにしてほしい、停めやすい駐車場があるといい、授乳室やオム

ツ換えベッドなどをもっと完備してほしい、という声が上がっています。こうした現役の、

今子育てをしている最中の世代の声を街づくりに生かしてほしいというのが私たちの思い

です。

■それと、改めて震災というものの体験で気づいたのが、妊娠中の人、あるいは子供が小

さくてまだ幼稚園に通っていない、学校に通っていない親子というのは、社会から見落と

されがちな存在であるという事。それはつまり、妊婦さんあるいは未就園児の親子という

のは、職場にも属していない、あるいは学校といった社会組織に入っていないという事が

あり、非常に情報も支援物資も滞りがちだったというのが現実だったという事なので、今

回のこの新しく復興する石巻の街づくりには、やはりこうした事があったという事実を反

映させた街づくりにしてほしいというのが強い思いです。

■次に、石巻専修大学の坂田学長から、大学の取り組みについて紹介があった。

坂田：石巻専修大学は、学生や教職員の安否確認、学内避難は言うに及ばず、復旧活動へ

の大学施設の提供、復興共生プロジェクトの推進等、地域復興のためのセンター的機能を

担っている。

■復旧活動への大学施設の提供としては、体育館を日赤の仮診療所として提供し、多くの

負傷者がここに搬入され、治療を受けた。講義棟である4号館が避難所となった。石巻市

社会福祉協議会のボランティアセンター及び本部等として5号館等が使われた。宮城県石

巻合同庁舎（仮事務所）が体育館等に設置された。復興段階においては、石巻市、連携自

治体、宮城県、地元企業、大学等と連携し、石巻専修大学は、「復興共生プロジェクト」

を実施することになっている。

■最後に、NGOのIDRACのパートナーであるピースボートの合田氏から話を聞いた。

合田：ピースボートは今まで発言していただいた皆さんとはおそらく立場が違って、本部

は東京にある国際NGOになります。今、伊藤会長それから坂田学長のお話をお伺いしな

がら、本当に地元のパートナーがいなければ、外の団体が出来る活動は全くなかったと

思っているので、本当にいいパートナーにめぐり合えたな、という事を改めて思っていま

す。3月11日に震災があって、ピースボートが動き始めたのは3月15日に東京を支援物

資を持って出発しました。その時は情報も混乱していますし、それから被災地域というの

が青森から千葉まで広がっているという中で、どこの地域に行くのか実は決めずに東京を

出発しました。

■その中で石巻で支援物資の受け入れをしてくれる、それから石巻専修大学、ここにまず
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は向かえばいい、というような行き先というのが非常にはっきりしていたというのが、ま

ずは石巻に入ろうと思ったきっかけです。情報と、それから通信手段が混乱していた中で、

ここにくれば他の支援団体と直接顔を合わせてコミュニケーションが取れる、それから情

報が手に入るというのが非常に大きかったです。それが、その後も継続してこの石巻での

活動をやっていこうと決めた理由です。

■少し戻りながら自己紹介も含めてすると、ピースボートはもともと、30年間、船を

使って国際交流、それから平和教育を行なう国際NGOとして、国連のECOSOC等の特

別協議資格を持ちながら活動している国際NGOです。

■1995年に神戸で阪神大震災という大きな震災がありましたけれども、それ以降、日

本それから海外問わず、災害支援活動というのもプロジェクトとして行なってきました。

95年の神戸での活動というのは実は3ヵ月で神戸を撤退する事になったんですけれども、

それは先程ご覧いただいた船の本業と一緒にやっていくのが体力的に難しかったという理

由がありました。

■その神戸よりも大きな震災が起こった中で、また同じように途中で手を引かなければい

けないという事を繰り返したくなかったので、本業とはまた別の災害支援の専門のピース

ボートの災害ボランティアセンターという団体を立ち上げて、今も継続して活動している

という状態になります。

■IDRACの中で簡単にいうと、一番ボランティアの人数を抱えてきた団体という事にな

ります。IDRACにボランティアが入った中の、約5万人はピースボート災害ボランティ

アセンターに所属したボランティアたちになります。東京から約400台、ボランティア

のバスを出しました。人数が多かったのもあるので、活動は多岐に渡りました。まずは物

資の配送。炊き出し。泥かき、清掃活動、それから、仮設風呂を作っての入浴支援。避難

所のサポートでダニの駆除だとか網戸を設置していったり。それから、仮設住宅、こちら

は女川町になるんですけれども、仮設住宅への生活の物資、お布団だとか鍋とかの運び入

れ。それから、工場の再稼動に向けての清掃等のお手伝い。それから漁業支援、浜の支援

です。養殖のお手伝い等。去年だけで、この漁業の支援だけで1万人以上のボランティア

が係わっています。コミュニティーペーパーと言ったほうがいいのかもしれないんですけ

れども、仮設住宅にお住まいの方に生活情報をこちらから発行して、それを配達していく

という活動。

■それから、これもコミュニティー作りのためですけれども、ベンチやお花のプランター

を仮設住宅に設置していくというプロジェクト。それから、漁業の町などでは漁業と家庭

菜園でお野菜を作っていらっしゃった方も多いので、その家庭菜園の復活という事で畑作

り。

■こういった活動はピースボート単独でやっているだけではなくて、他の団体とも協力し

ながら、ここの地域はピースボートがやる、他の団体はこの地域をやる、といういうよう

な形で地域分担をしながら色んな団体で進めてきたという流れです。これだけ色んな活動

をして来れたのは、たくさんのボランティアが来てくれたということですけれども、ボラ

ンティアを被災地に送るのにブレーキがかかるというような状況が当初はありました。

■ボランティアが混乱している被災地にそのまま入ってくると、ボランティアが迷惑をか

けるのではないかというような話があったんですけれども、それは僕たちは神戸からやっ

てきた経験の中で、ちゃんと組織されていればボランティアは一人でも多いほうがいい、

という事を確信を持っていました。もちろん例えば400人のボランティアが時間もバラ

バラに来られても、それをコーディネートすることは出来ません。なのでまずは東京で、

遠隔地で説明会を行なって、そこでチームを作ってしまう、という事を行なっていました。

東京で5人一組のチームを作ってもらって、チームのリーダーもその場で決めてもらって、

そういうことによって連絡の体系というのが一本化することが出来ました。この中には海

外からのボランティアの人たちもたくさんいました。やはり、言葉の問題があって直接現
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地に入ってもなかなか活動を割り当てる事ができないという中に、通訳ボランティアの人

たちに事前に東京での説明会で、グループのリーダになってもらうことで、彼らがコミュ

ニケーションの窓口になることが出来ます。インターナショナルボランティアの数は実は

僕たちのボランティアの人数の一割弱になるんですけれども、これまで震災が起こると、

外国人で日本語が出来ない人たちというのはどちらかというと弱い立場に置かれる事が多

かったのが、彼らの力を被災地のために活用できたというのが非常に大きな経験になりま

した。

■こうやって事前に遠隔地で組織化していることで、現地に来た時には1斑の人たちは炊

き出し、2班の人たち3班の人たちは泥かきの活動、という風に事前に受け入れの段取り

を作る事ができるという事で、たくさんのボランティアを受けることが出来ました。

■これだけ大きな人数をコーディネーションする中で、ピースボートのボランティアの組

織というのはピラミッド型に敢えてしました。過去の災害支援の経験がある人間がトップ

に立って、それからたとえば調理師の免許を持っている、栄養士の免許を持っている人た

ちは炊き出しのリーダーになって、という作業別のリーダーを作っていくという形にしま

した。

■非常に大事になったのが、ここのチームリーダーとチームメンバーというのは先ほどの

5人一組のチームなので、遠隔地で組むんですけれども、この人たちは例えば2日間だけ

の活動であったり1週間の活動であったり、非常に短期間の活動になりますが、その上の

リーダーの、5人のリーダーをまとめるリーダー・リーダーという人たち、この人たちは

現地に1ヵ月2ヵ月残ってくれた若者たちです。現場に活動のニーズがある限り、ここの

リーダー・リーダーの数がもっといれば、ボランティアを一度に大量にもっと受け入れ

ることが出来るという風に今回の経験から考えました。例えばそのリーダー・リーダーた

ちの仕事というのは、現場に入る前にその現場に初めての素人のボランティアが入っても

大丈夫かどうかの安全面のチェックをする。こういったリーダーを育てるための災害ボラ

ンティアのリーダー育成のためのトレーニングというのを11月から始めています。これ

は大学の授業の中で机に向かってやるだけでは、現場のリーダーは育たないと思っている

ので、敢えて支援活動を今続けている中、その現場のリーダーの横についてもらえるよう

な形で今、石巻で行なっております。例えば野外活動ですけれども、自分のテントを張り

にいくというのはもちろんわかると思うんですけれども、それ以外に本部テントが必要

であったり、物資の倉庫のためのテントが必要であったり、全体を機能させるために何が

野外で必要なのか、そういったことを学びます。それからセーフティーオフィサーから

は、現場にボランティアが安全に入れるのかどうなのか、そういった安全管理、この建物

の安全性チェックというのをどこのポイントでやるのか、そういったことを学びます。そ

れからもちろん、応急手当もおこないます。それから毎日行なった活動というのはフィー

ドバックをしながら経験をちゃんと共有していくという事も、夜遅くまでやっています。

非常に大事だと思っているのが、現場というのは生もので、何か答えがあるわけではない、

それでもリーダーはその場その場で判断をしていかなければいけないと思っているので、

この一年の間にいたリーダー達がどういう失敗をしたり、どういう判断をしたりだとか言

うのを、開発援助のケーススタディーのメソッドで落とし込んで、そのケースというのを

ディスカッションの中から学んでいっています。

■これは今回の被災地のなかでも一番ボランティアが入った石巻だからこそ、やっていく

必要があると思っていますし、このリーダーたちは、例えば昨日活動を終えたんですけ

れど新潟で豪雪があったので、そこの雪かきなんかにも出かけていったり、次の災害に向

けての動きを始めています。これからの災害は、日本はやはり台風の通り道、地震大国で

もあって、震災というのはいつ起こるかわからないと思っています。なのでこれだけボラ

ンティアが活躍した石巻からどれだけのリーダーを生み出せるか、それがこれからピース

ボートがやっていかなければいけないことだと思っています。
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【3月2日　　福島県いわき市、福島市】

（7）福島県いわき市

[いわき市視察]

■視察地に向かうバスの中でineの会代表北瀬氏から、会の活動について話を聞いた。

Ineいわき農商工連携の会は、いわき市、福島県内の農商工連携により「いーね」体験を

届ける団体。人に進めたくなる商品や体験を提供、こだわりが伝わる、体験交流の促進、

復興支援、継続的な販路形成と情報提供がその役割。非常に、東北といえども温暖な地域

で、野菜や産業、とても魅力的なことが多い事に感激して、今回の活動に繋がっていると

の事。

[生木葉ファーム視察]

■まず、ineの会の北瀬氏から生木葉ファームとの関わりについて話を聞いた。

北瀬：生木葉ファームは、ineの会が最初に注目した農家で、無農薬、有機栽培のこだわ

りの農業をやっているところ。私達がこの、こだわりの商品を連携して魅力作りを進めよ

うとした矢先に、今回の震災が起こり、では風評被害等を含めどう復興しようかという事

で、活動を現在はしております。震災直後、放射線に関する知識がない時に、その生木葉

ファームの方は、小学校から放射線測定器を借りて、自分の畑を一ヵ所ずつ測り、表層土

を部分的にはがす事で除染の方法を自分たちで見つけ出しました。しかし農業の土、表層

土というのは非常に栄養分・微生物が多いので、簡単に取るという決断は出来ず、しかし

食品の安心安全を優先すべきではないかと悩まれた末に、除染活動に踏み込まれました。

■その、4月5月時点で、いわき市のボランティアセンターにはたくさんのボランティア

が来ていましたが、やはり民間の農地にボランティアを派遣する事は出来ないという事を、

ボランティアセンターや各地の大きなボランティア団体から断られた経緯があります。

■会員の中に、個人的に義援金をきちんと被災者に届けて欲しいという事で、個人のつな

がりで義援金を集めていたのですが、それの使い方、どう届けるかというのを迷われてい

た会員が居りました。

■ineの会は非常に高齢者、昔からやられている方が多いので、その中で私は若い方だっ

たので、インターネットを使って、その義援金を活用した有償ボランティアが出来ないか

調べて考えてと依頼されました。

■その時にインターネットで調べて見つけたのが、キャッシュフォーワークジャパンとい

う、関西大学の長松先生の取り組みでした。

■その時はメールで、こういう状況なのですが有償のボランティアを募集する方法が何か

ありましたら色々また情報を教えて下さい、と連絡したところ、東北に来る予定があり、

すぐいわき市にお越し下さいました。その時はとにかく、今の自分たちの仕事が出来なく

ても、臨時雇用などキャッシュフォーワークなどあるので、一定期間つないで、そしてな

おかつ、被災者を雇用する方法をやって、何とか続ける事を考えてみて下さい。なおかつ、

除染の作業で緊急雇用者を活用する方法をすぐに考えてはどうか、というアドバイスをも

らいました。

■そのための企画書をすぐ作り、ちょうど緊急雇用助成金の募集があったので応募したと

ころ、2名のいわき市内の女性を雇用する事が出来ました。そのうちの一人は今回の震災

のために就職が決まったにもかかわらずキャンセルされた方でした。

■実際に除染の活動がそのとき、情報があまりない中で、本当に出来るかどうかという事

で、首都圏の私の知り合いでボランティアしたいというメンバーを募って、テスト的に一
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度、こういう風に除染活動をしてみました。このテストで、出来そうではないかという話

と、写真を撮り、なおかつ広告そして「草取り土取りプロジェクト」というネーミングに

して、インターネット、ホームページ、ブログで情報発信をしました。なおかつ、ボラン

ティアサイトへの登録も行ないました。最初はやはり、除染というイメージで人が来ない

んじゃないかと、かなり危惧していたのですが、インターネットを見たという事での連絡

がメールで少しずつ集まるようになりました。その連絡対応を受けたり説明をするために、

臨時雇用した2名に対応をさせる仕組みを考えて実行しました。しかしいわきの地元のそ

ういった女性たちは、インターネットとかパソコンのスキルはそんなに高くはなく、ワー

ドとエクセルが出来るくらいの技術で、メールもあまり普段使わないような方たちでした。

■ちなみに30代と40代の女性で、お子さんがいらっしゃる方なんですが、最初にメー

ルでの連絡のやり取りと、一般的なフリーのブログのソフトで活動を報告できるように、

数週間研修を行ないました。

■彼女たち自身が体験しないと説明も出来ないと思い、2週間各農場で研修しながら、除

染の手伝いをし、その内容をineの会のブログで公開する事で、彼女たち自身も学び、体

験し、説明でき、なおかつ情報発信をするという流れを作りました。それで、やはりボラ

ンティア登録サイトを見ましたという問い合わせが実際に、最初は非常に多く、受け入れ

る方も北海道から九州、西日本の方まで、少しずつですが連絡が幅広く、年齢も幅広く来

ました。

■民間の私有地の除染を手伝っていただくという事で、ボランティアをハーフボランティ

アという名称にし、こういった駅からの送迎や食事、もしくは可能な場合は自宅に宿泊さ

せる、という、ワーキングホリデーのようなシステムにしました。

■そうやって人がたくさん反応してくれるという事自体が予想外だった事と、それでいろ

んな人が来ていただけるという事自体で、地元の会員さんたちは非常に元気付けられまし

た。

■4月11日もいわき市には大きい地震が起こり、会員の中で遠野という山奥、これはい

わき市の遠野なんですが、そこで沢水を使っていた小さな集落が断水してしまい、十何戸

のお宅が現在、今も水が出ない、どうしようか、という風な集落が発生しました。

■そういったことから除染と、そういった断水集落への農作業や給水、水を運ぶ活動など

の事も、来たいボランティアさんのニーズに合わせて派遣する対応を行ないました。

■実際その頃、いわき市の人たちは元気をいただき、なおかつ放射線に関する知識も増え

ていたので、まあ大丈夫だろう、よし頑張ろう、という気になり、みんな盛り上がってお

りました。

■大家族で住んでわいわいやって、ボランティアさんもたくさんいる、共同生活している

ところで、いわき人の気質が陽気なところもあるので、ボランティアに来た方は皆ふさぎ

こんで暗いんじゃないかと思って来たときに、そのギャップに驚かされている方が非常に

おりました。実はボランティアに来た人もその中で大家族生活を体験して、逆に自分の人

生の相談などもされて、逆にリフレッシュされ、Win-Winの関係が出来ました。

[生木葉ファーム現場視察]

■生木葉ファームでは代表の佐藤氏から農地の除染について説明を受けた。

佐藤：去年の4月の時点で地表面の線量が0.45マイクロシーベルト。その2センチ5ミリ

の土を取りまして、その土を試験したところ5,930ベクレル。表土を5センチ除染しま

して、その下に残った土をまた再度試験したんですが、それは機械の検出限界以下という

事で、除染の効果は相当あったということなんです。場所によって5センチから10セン

チくらい行ってますね。畑がまっ平らじゃないものですから、でこぼこになっているとこ

ろをスコップで取るので、多少5センチか10センチくらいということで。

■除染後に大根と白菜とかを作付けしまして、そのあと出来た作物を放射能検査しまして、
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いずれも検出限界以下で、機械の精度から言うと、もう30ベクレル以下は検出できない

という機械ですので。

■試験的にこちらのほうに書いてあります、除染をしないで反転耕という、国とかで行っ

ている指導はこの方法なんですが、15センチ引っくり返した状態で土壌の濃度を試験す

ると440ベクレルぐらいに、混ぜちゃうんで下がってくるという事なんですね。そのあ

と、ジャガイモを植えつけまして。出来たジャガイモを検査しても、検出限界以下という

ことでした。

■試験したのは、私共では土壌についてはこのような試験だけなんです。今、行政側では

すべての作物の検査をしてから販売しなさいというような指導ですので、そのようにして

おります。これが検査結果なんですけど、25検体くらい今までに検査しております。い

ずれも検出された作物とかはありません。

■養鶏、放し飼いの鶏、有精卵をやっているんですが、その養鶏の特徴は土を踏ませて良

質な卵を生産したいという事でやっていたんですけど、放射能が降灰して、行政では放鳥

しないで下さい、放し飼いにしないで下さい、という事なんで、試験的に除染をしまして、

こっちの畑と同じように除染をして、いずれも検出されない状態で放し飼いにしたんです

が、これは放鳥して45日経過後の卵を試験しても、卵から未検出です。

■現場でやったことは以上なんですけれども、ここの農場では、今まで化学肥料とか農薬

を使わない作物を栽培しまして、そういうお客さんを対象に販売して来たんですよ。今

回の原発事故で放射能汚染ということが心配されたんで、事故直後は情報も錯綜しまして、

どこまでが安全で今後どういう風になるかという事もなかなか正確に把握できない。現在

もまあそうなんですが、それで私共では、畑の土を全部除染しましょう、という事で1年

間ここの直売所とか農業の生産をストップしまして、去年の9月10日に除染が終わりま

したので、試験的な栽培を今、始めた所なんです。この4月からまた、直売所、ここをま

たオープンしまして、営業再開する予定でおります。

■表土の除染なんですが、大変労力のいる人海作戦なものですから、相当、1年くらいか

かるんじゃないかと思いまして決断して始めたんですけれども、これは現代農業で載って

いるんですけれども、一見非常に楽しそうに見えるんですけど、仕事の中身はきつい仕事

でした。ボランティアの方に、たくさんの方に手伝っていただきまして、募集はこのine

の会から募集していただいたり、そのほかのボランティア団体からもお手伝いいただきま

して、ハーフボランティア（宿泊と食事を提供して作業をしていただくボランティア）を

募集しまして、思ったより早く除染が完了しました。

■JC総研の横田さんという方がここを取材に来られまして、早速こういう本を出されて、

私共のここ、4～5ページに渡って載っていますので、その背景とかちょっと詳しく書い

てあります。これは部数がこれしかないものですから、皆お持ちいただいていいんですけ

れども。

質問：福島からの距離はどのくらいですか。

答：直線にすると100キロ～120キロくらいですか。

■原子力発電所までは45キロですね。

■比較的事故当時の風向きがこちら向きじゃなくて北西の方向だったので、この辺は汚染

度が低かったです。

質問：除染した表土というのはどこに。

答：こちらに今保管してあります。この土地の中に。除染する時は簡単に行政で持って

行ってくれるものと思って仮置きしたんですが、未だに行き先が決まらないので。

質問：政府の基準値というのはどのくらいなんでしょうか。

答：年間で1ミリシーベルトですから1,000マイクロシーベルト。0.17とかそのくらい

が、時間に直すとリミットだという計算です。計算すると、0.17マイクロシーベルト・

パー・アワー。その量よりちょっとだけ高い。あそこを測るとちょっと高いと思うんで。
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0.56。やっぱり高いですね。

■滞在型の貸し農園とかクラインガルテンをやりたいと考えていました。小さい宿泊施設

を作りまして、その周りに畑があって、そこへ都市部の方が一年間借りて畑をするという、

そういうのを今から行くところへ作る予定だったんですが。22年度に一部着工したんで

すけど、原発事故以降借りる人がいなくなっちゃいまして、事業中断しているんです。

質問：地中に根を伸ばしていく作物というのは、トマトとかみたいに上に伸ばしていくも

のと違いはありますよね。

答：ですからそれぞれの作物別に放射能を吸収する度合いは違うと思うんですけれども、

それは作物を直接栽培して試験しないと、我々では何がどのくらい吸うかというのはわか

らないんですね。

■今まで野菜類で検出されたのは、この地区ですと事故当時に放射能が降灰した直後、そ

の時点で畑に植わっていたものは検出されているんですよね。そのあと耕して飢えたもの

は、ここでは検出されていません。

■堆肥です。ここでミックスしてそちらで発酵させまして、発酵させたらここでクラッ

シャーをかけて、製品が出来たのがこれです。

質問：そもそもそのコンポストの材料はどこから来るんですか。

答：おからという、豆腐を作る時のおからは豆腐屋さんから毎日頂いてここへ持って来て、

米ぬか、それからそちらに入っているもみ殻、米の殻ですね、それに自家製の鶏糞とか。

原発事故前にはこちらに牛糞とここに豚の豚糞というのを買っていたんですが、どうも検

査がどこまでやっているのかが分からないので、とりあえず今の所は使用していません。

質問：どのくらい時間はかかるんでしょうか。

答：最初原材料を入れてミックスして発酵して出来上がるまで2週間。これは発酵なので、

夏は10日から2週間ぐらいなんですけど冬は温度が低いので発酵がちょっと遅れるもの

ですから2週間から20日くらいですから、2～3週間です。今は3週間くらい置いていま

す。

■この一番大事な米ぬかはずいぶん検査をしまして、まだ、でも米ぬかを使っていいとい

う国の指示はないんですけれども、使用するものを検査して基準値以内であれば使ってい

いですという事です。何も検査しなかったら、自ら使用者が検査して、基準値以下であれ

ば使用していいですよ、というような指示です。

質問：もし米ぬかに放射能が検出されるという事は、コメ自体が汚染されているというこ

とですよね。

答：玄米の状態で、例えば10入っていますと、この米ぬかは60～80になるという検査

結果らしいんです。玄米を精米しますとこの米ぬかが出て、ご飯を食べる白米になるんで

すけれど、白米にはほとんど検出されないんです、玄米で検査しても。という事はもう、

米ぬかにほとんど放射能が入ってきちゃうんではないかと。

質問：原発事故の後にコメを作ってはいけないとか言う、そういう行政指導みたいなのが、

この地域また他の地域でもいいんですけど、出ているのでしょうか。

答：土壌のベクレルで5,000ベクレルを超えた農地ではコメを作らないで下さい。それ

以下のところは、作ってもいいんですけれども作ったら検査をして、基準値以下のもの

を販売して下さい。ということで、福島県内では当然その、作らないで下さいという所

もあって、作っていいですよ、というところで検査した結果、少量の地区ですけれども

500ベクレルを越えちゃって販売できないところありました。

質問：500ベクレルが敷居値になっているわけですね。

答：まあ、暫定基準といいますか。今年の4月から100ベクレルになりますんで、今非

常に大きな問題です。500ベクレルだったのが100ベクレルに基準が下がりますんで、

この間でOKだった人がどうするんだ、ということで。
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[磐城高箸視察]

■視察地に向かうバスの中で、Ineの会代表の北瀬氏より磐城高箸の高橋氏の取り組みに

ついて話を聞いた。

北瀬：日本で地元の杉を使って自分で製造加工してデザインしている人は、なかなか国内

にいない、珍しい。デザイン的にいうと、利休という、懐石とかそういった日本の色んな

寸法体系に配慮した普通の市販の割り箸より長い長さというのも彼のこだわりらしいです。

そういう長くて木の香りがいいので皆さんちょっと高級感があって捨てづらいというんで

すけれど、高橋さん曰く、2～3回使ったら捨てて下さい。そうすると山の木が循環する

ので、マイ箸ではなくて「私の箸」を買ってくれと。しかし、製品の精度にこだわるので、

1本1本検品といって、曲げて強度をかなり厳密にやっています。一部ですがそういった

検品作業ですね、地元の福祉施設の方にお願いしていて、実は自閉症の方がすごく向いて

いると。箸のいいところは箸袋とかデザインが色々変えられるので、彼は色んなパターン

を作ったり、逆にいろんな企業の方に合うようにどんどんできる所が魅力的なことですね。

震災後、福岡のデザイン会社の方がこのEat…Eastというラベルをすぐ、デザイン支援し

てくれたみたいで、ネットでその高橋さんを見て連絡を取り合ったのがきっかけで、今回

している「希望のかけ箸」というのを思いつきでデザインしたらそれが林業の産品の賞と

か取って、復興支援商品ということで今、いろんな企業の方とかいろんな物産下に置かれ

出して、実は生産が追いつかない状況になっています。これはデザインが復興支援のため

にラベルを配っていて、東日本の商品全部に貼って、一般の会社が同時参加できて復興支

援に繋がるという仕組みです。

■地元の杉をこういった製品にするという工場がなかなかないみたいで、最近山形県のそ

ういった杉の自治体が、是非地元の産品としてやりたいということで、生産加工を委託す

るような連携の形が今、出来てきています。

■磐城高箸の高橋さんには工程を追って、杉の原木を切って、箸の加工用に一片を切り出

すところから実践付きで説明して頂いた。

[いわき明星大学ワークショップ]

■いわき明星大学の教室で開かれた。参加者についてはプログラム参照。

■まずいわき明星大学科学技術部佐藤教授より放射能除去に関する研究について講義を受

けた。

佐藤：環境中の放射線、放射能の測定、および土壌からの放射性物質の除去ということで

取り組んできました。研究、取り組みの概要はこんな風になっています。

■最初、原発事故後1ヵ月のときに放射能の測定、キャンパス内の濃度測定を開始しまし

た。何故行なったかというと、学生たちおよび大学周辺の住民に必要であったということ

です。全部で16ヵ所で放射線を測定しました。4月から7月まで測定を行いました。最

初、0.5から0.99マイクロシーベルトパーアワーでしたが、3ヵ月後には、0.15から

0.35まで下がりました。研究室では、土壌中の放射線物質の農作物の影響についても研

究しました。土壌からのセシウムの除去についても研究しています。それはセシウムがあ

ると復興には全く役に立たない。早く復興するためにはセシウムの除去が必要であるから

です。しかし水から吸い上げたセシウムの吸着というのは容易ですけれども、土壌からの

除去は非常に難しい。研究室ではその土壌から放射性セシウムの除去について検討して、

今のところ、低濃度の硫酸を用いる事によって、ある程度除去が出来た。ただ、硫酸だけ

だともともと81％ぐらいしか出来ませんけどそこにある試薬を加えることによって可能

にしています。この方法によって色んな土壌、砂というところにもう少し具体的に応用し

ていきたい。

■次に学長室の小椋氏より、いわき明星大学の取り組みを説明して頂いた。
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小椋：学長室の小椋と申します。震災の発生以来、様々な情報発信を我々学長室で行なっ

て来ました。震災から復興ということでずっと絡んで仕事をしてまいりましたので、いつ

の間にか学長室が復興室みたいな位置づけになっております。大学が今まで行なってきた

事は非常に様々です。その中でもこの大学のある場所は原発事故の起きた福島第一原発か

ら45キロの位置にあります。距離としては非常に近い、原発から一番近い大学という風

に呼ばれておりますが、幸いにして風向きの影響でいわき市は奇跡的に放射線量が低いと

いう場所です。これから我々が向かう福島市はいわき市に比べて若干放射線が高いところ

にあるんですけれども、普通に人々は生活しておりますので、どうぞご心配なく。原発が

海沿いにあったということで、海沿いの原発から近いエリア、いわゆる警戒区域とか避難

区域といわれているところはすぐ北になるんですけれども、そこから大変多くの方々がい

わき市に、最初は各地いろんな所に、日本中に避難していたんですけれども、今ではいわ

き市に集中するという傾向になっています。その人数はだいたい、正確な数字がはっきり

分からないんですけれども、3万人以上という風に言われております。

■今からお話しする楢葉町、その8市町村の中にあるんですけれども、原発から非常に近

い土地です。たまたま大学のすぐそばに仮設住宅が建ちまして、そこが楢葉町の1つのエ

リアという風に指定されましたので、その辺から大学と色んな補助や協力をしているとい

うつながりがございます。楢葉町の人口が7,700人です。そのうちの5,000人以上がい

わき市に避難しております。4月末に仮の役場に大学の施設を貸してくれないかという依

頼がありまして、どんどん避難者が増えてきているという背景がありましたので、今まで

小学校の体育館の片隅で役場をやっていたんですけれども賄いきれないということで、大

学の施設を貸してほしいという依頼がありました。大学の持っているセミナーハウスがあ

るんですけれども、そちらを1棟丸々、役場のほうで使っていただいています。仮の庁舎

として使っていただいているということです。楢葉より一つ南の広野町というところがご

ざいまして、そこは3月1日、昨日から役場が広野町役場に戻りました。広野町はいわき

市の1つ北にあって、楢葉はその更に北になります。

■楢葉町も何とか戻りたいということで、かなり厳しい状況です、場所によってはかな

り放射線量が高くて、今はしかも原発の作業の中心となっているのが楢葉町にあるJ-ヴィ

レッジという場所。そこが基地になっておりますので、一般の方が立ち入る事がとてもで

きる状態ではないということが続いております。

■そういうことで何とか戻りたいという思いで色んな作業を進めているんですけれどもな

かなか先に進めないということで、非常に、楢葉だけではないんですけれども、避難地区

の住人はかなり疲弊しているというか、精神的にかなりダメージを受けているという事を

聞いております。

■また、更に原発に近い場所に高校があるんですけれども、3つの高校の生徒さんを来春

4月から、本学でサテライトとして集約しまして、高校機能を大学内に移転というか利用

していただくということで今、作業を進めています。あと1ヵ月切ってしまいましたがそ

の準備を急遽進めているところです。

■今回の震災によりまして大きな地震そして地震の被害、あとは津波の被害、今まで皆さ

んがずっと回ってきたと思いますけれど、福島県も非常に大きかったんですけれども、そ

れ以上に尾を引いている問題というのが原発事故なんです。

■そういうことで、今まででは考えられないような対応をしなければならないという事を

余儀なくされています。元の場所に帰りたいという人々の声は切実なものですので、一刻

も早く元に戻れる、更にそれよりも、以前よりも良くなるような社会を作っていけるよう

に大学としても努力して行きたいと思います。

■まだまだ長く掛かると思いますが、皆様方の協力なくては実現できないことです。どう

ぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

質問：すばらしい取り組みをコミュニティーの方に対してなさっていらっしゃると思いま
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す。この福島県内の特に農地の全体的な放射能汚染レベルで評価する、そういう試みを

やっていこうと思っていらっしゃるのでしょうか。

答：エリアを広げていくということですよね。大学だけじゃなく、県としても作業を進め

ているという風に聞いております。その中でも我々はいわきのエリアの中から中心に作業

を進めていくということです。特に汚染の高いところ、もっと北のほうになりますと、こ

れは県・国のレベルで細かくグリッドを作りまして測定が行なわれております。来年度の

作付けの時期がくるんですけれども、そこで農家の明暗が分かれます。すぐ近く、すぐ目

の前、そこは大丈夫だけどここはダメだ、とかそういったことが起きて非常に農家の皆さ

んの間でもいろいろな問題が起きているという風に聞いております。

質問：先程硫酸を使って土壌をきれいにしていくというとき、その土壌の中に導入された

硫酸だけをあとで抽出する事は出来るんでしょうか。

答：我々がやっているのが、土壌、セシウム。今、硫酸と共にインスリンでセシウムを除

去したあと、それはliquid…とsolidに分けて作っています。

質問：農地で実際に実験を大規模におやりになりましたか。

答：実はまだ行なっていません。今は研究室の中だけです。実際には問題も数多くあるか

という風に考えています。まずは土の扱う量が膨大になるという事。今まで実験室レベル

でやっていましたけれども、それが実際の農地で転用できるかというと、かなり大きな

ハードルがある。農家の方がよく御存知だと思いますけど、土は生き物です。その農家の

方が土を作るという、それに本当に長い時間をかけて、何年もかけて作りあげた土、有用

微生物なんかがいっぱいいてそれをやはり、化学処理することによっておそらく土が死ん

でしまうという風に思います。それをまた元に戻す、その労力を考えるとなかなかセシウ

ムを除去すればいいというものではないという事も分かっております。ただ、本当に今回

の事故によって、絶望的に信頼をなくしてしまっております。ありとあらゆる手を使って

その信頼を取り戻したい、なんとか少しでも力になればという事で研究を進めております。

（8）クロージングセッション

■クロージングセッションでは、専門家、UNCRDスタッフに加え、地元から3名の代表

者（岩手県：中井力（陸前高田商工会事務局長）、宮城県：伊藤秀樹（石巻災害復興支援

協議会会長）、福島県：小椋幸二（いわき明星大学学長室室長））を迎え、ワークショッ

プ、視察のまとめを行なった。主な発言は次のとおりです。

[専門家]

三谷：東北3県を回って色んな方のお話を伺いました。共通して言えることは、復興には

時間がかかる、という事かと思いました。その復興を進める力はたぶん、被災地の人です。

そして、その人たちを支える人たちが必要だということ。神戸の地震から17年経ちまし

て、その間には新潟、長野、能登、福岡玄海島そしてこちら東北と沢山あるわけですけれ

ども、いずれもそういった人の力がたぶん被災地、あるいは世の中を動かしていると思い

ます。被災地の皆さん方にはこれからも頑張っていただきたい、復興への強い思いをもっ

て頑張っていただきたいと同時に、私たちも引き続いてお手伝いする事があればやって行

きたいという事を改めて感じたワークショップでした。

シゲタニ：私自身も様々な災害に対応させていただいたという意味では非常にユニークな

経験を持っているということが言えるのではないかと思います。カトリーナ並びにいわゆ

るニューヨーク貿易センターのテロリストの攻撃などによる被害、そして様々なアメリカ

並びに太平洋における台風被害などに対応して参りました。このような私の経験をベース
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にいたしましても、皆様方のこの被災地におけるご尽力、努力というものを心から評価し

たいという風に思っております。そしてコミュニティーが結束して皆様方が復旧に向けて

努力をされているという事を伺いまして心から皆様方のご努力というものを今後応援させ

ていただきたいという風に考えております。皆様方こういった大災害にあたりまして、す

ばらしい復興努力というものをなさったという事に非常に感銘を受けました。しかしなが

らこれからの復旧そして復興というものには非常に長い時間がかかるという事を認識しな

ければならないという風に思います。今後の皆様方の継続的な復興努力というものを行な

うにあたりまして、これまでの段階におきましても様々なNGO、NPOというものが支援

をしていらしたという事も伺い、または意見させていただきました。しかしながら、今後

に向けての復興努力という事に関しまして、私の経験から何らかのご提案並びに勧告をす

ることが出来るのであれば、次のようなご提案をさせていただきたいという風に思います。

やはり、これからの長い期間にわたります復興を行なっていくにあたりましては、政府に

ある程度関与してもらうということが必要なのではないかと思います。ただいわゆる単体

でそれぞれの団体が動くのではなく、民間と官との協力体制の拡充というものが必要なの

ではないか、ある程度政府に矛付けをしてもらい、そして民間のいわゆる支援団体は実践

的なノウハウ並びに実践的な支援の考え方というものを持っています。従いまして官・民

の協力によって今後の復興のフレームワークを構築し、そしてそれを実行に移していく

ということが必要なのではないかと思います。今までの段階に於いていわゆる商業並びに

経済の復興という事で焦点が当てられ、努力がなされてきたという風に思いますけれども、

今後に向けて様々な住民からのニーズというものが出てくると思います。高齢者並びに若

者、そしていわゆる困難にある人々に対する特定のニーズというものにどうやって対応し

ていくのかという事も考えていかなければならない段階に来ていると思います。そういっ

た意味ではやはり官民、政府の関与というものも必要であり、官・民のいわゆる協力とい

うものが非常に重要になってくると考えます。これは私のほうからのご提案です。

ラーマン：私はバングラデシュから参りました。私の国におきましても同じように津波や

地震なども経験しております。そういった経験からもやはり日本の皆様方がどのような苦

境を乗り越えられているかという事も理解しております。そういたしまして、再建・復興

という事に関して申し上げますと、日本のようなこのような惨事というものから立ち上が

るためには、色々な復興段階というものがあるのではないかと思います。しかしながらこ

れまでの段階に於いて様々なライフラインの供給、並びに復旧というものがなされてきた

と思います。そしてまた、食料並びに水のライフラインなどの支援物資なども提供されて

きたと思います。過去数日に渡りまして様々な方からお話を伺わせていただきました。そ

の中でいわゆる県当局並びに大学関係者がいかにそういった支援をしてきたかという事も

伺えました。しかしながら今後に向けては、いわゆる全てが完璧な状況になるという風に

は思っておりません。様々な困難な状況というのがあると思います。従いまして皆様方の

今後の継続的なご努力というものを、私共といたしましても心からご支援申し上げたいと

思います。ありがとうございます。

マヒンダパラ：私はバンコクから参りましたけれども所属組織といたしましては国際自然

保護連合という組織になります。残念ながら過去7年から8年に渡りましての時間軸で考

えますと私が経験いたしました2回目の津波の被災という事になります。私共が我々の地

域で経験いたしました惨事といいますのは、インド洋で起きました津波、2004年の出

来事でありました。この被災によりまして25万人が死亡したという非常に大きな惨事で

ありました。インドネシア、タイ、スリランカが大きな影響を受けました。こういった地

域のインフラというものが完全に崩壊した状況でありまして、大打撃を受けました。そう

いった状況の下で、またインフラを完全に復旧させ、復活させていくということが非常に
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困難な状況に直面いたしました。そしてやはり、この津波の惨事というのは、いわゆる途

上国に於いて起こったという状況であります。このインド洋の諸国というのはまだ、新

興国並びに開発途上の国々であります。従いまして今の状況に於いても、まだまだ経済復

興を遂げる事ができないというような状況に直面しています。ということで、人的または

ハードの意味での多大な損害があったという状況であります。そしてまた、それと同時に

沿岸のいわゆる生態系というものもかなり被害を被ったというような状況であります。し

かしながら、年とともにこの生態系というものが回復して、現在の段階に於いてはほぼ

100％、この生態系が戻ってきたということがいえます。ということで、いわゆる自然、

並びに生態系といいますのは時間と共に自己復旧力をもっているという事を申し上げる事

が出来ると思います。ということで、我々がそういう風な惨事を経験してきて、そしてさ

まざまな復興状態がどういったものであるかという事をご説明させていただきました。し

かしながら日本の場合には、やはりそれに加えて、更に悲劇的な状況が1つ加わっている

と申し上げなければなりません。日本の状況は更に複雑であると思います。インフラ並び

に道路が破壊されただけではなく、やはり生態系の復旧という問題がある。特に放射能の

問題というものが非常に大きな、皆様方にチャレンジを投げかけているのではないかとい

う風に思います。この問題に関しては、政府がやはりイニシアティブを取っていかなけれ

ばならないと思います。そしてこの生態系の保護並びに住民の保護のために、何らかの打

開策というものが講じられなければならないと思いますが現在の段階では何をしたらいい

のか、何が解決策であるのかという事は誰も分からない状況ではないかという風に思いま

すので、皆様方、関係各位に置かれましてはやはり政府と共に心を強く持って長期的にこ

の問題に対応していただきたいという事を切に願うばかりです。

ディアズ：私はアメリカから参りましたが、私自身の専門分野といいますのは環境工学の

分野です。この件に関しまして私、長々とお時間をいただければいくらでもお話すること

が出来るんですが、時間の制約もありますので非常に簡略にコメントをさせていただきた

いと思います。私自身、色々なところを訪問させていただきましたけれども、非常に皆様

方が心を強くして回復・復旧に当たっていらっしゃるということに感銘を受けました。こ

れは単にいわゆるそれぞれのコミュニティーのリーダーだけではなく、いわゆる被災をな

さった被害者並びに避難者の方々もやはり心を強くして、この復旧に当たっていらっしゃ

るという事に関しまして、非常に感銘を受けました。この地域を本当の意味で復旧させる

という事のためには草の根レベルの人々のご尽力というものも非常に重要であるという風

に考えております。私自身の経験から2つほどご提案といいますか、コメントをさせてい

ただきたいと思います。まずこれから皆様が取り組んでいかなければならない大変重要な

項目の1つに、何故今、こういった形で土壌汚染が起こってしまったのか、そしてそれを

どういった形で元に戻していく事ができるのかという調査が今後必要になってくるという

風に思います。それから私自身特に関心がありまた経験がある分野なんですけれども、農

地の表土、こちらをどのように除染してまた農業をすることが出来るような形に復旧させ

ていけるのか。この面については皆様のご尽力が今後必要でありますと同時に、私自身こ

の分野では色々な方法論、手段というものを経験してきましたので、皆様になにかお手伝

いが出来るのであれば、それをしたいと思いました。

レビッツキ：私はオーストラリアから来ました。ゼロ・ウェイストという南オーストラリ

ア政府の機関の責任者です。今回はこういった形でこのUNCRDのワークショップに参

加することが出来て、そして非常な経験を持っていらっしゃいます同僚の面々と知り合い

になることが出来たという事、大変嬉しく思いますと同時に、今回の被災地を回りまして、

被災地で活動していますリーダー、その他様々な被災者の方たちと実際顔を合わせてお話

をすることが出来た事を、本当に光栄に思っています。そして復旧に向けまして様々な皆
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様が非常に大きな努力をしているという事を見まして、大変心を強くしております。持続

可能な形で環境を回復しよう、コミュニティーを回復しようという事をやっておられます。

そういった努力に対しまして、復興もその意志の強さに大変心を強くいたしました。2つ

ほど、私は非常に印象に残った事がありますのでそれを述べたいと思います。まず1つ目

ですけれども、大都市とそれから小規模の地方自治体、また共同体が手に手をとって連携

しながら地域をもう一度復興しようと、立ち上がろうとしているその努力に大変感銘を受

けました。それから、これから先の復興に向けてですけれども、より復興を早くすること

ができるための鍵となりますのがお互いが連携しているその連携先との信頼、そして協力

のし合いということが非常に重要になると思います。そういった基礎がしっかりあれば、

より早く復興していく事が可能だと思います。ただこの復興の道というのはこれは大変困

難な長い道ということで、単に時間を早くマラソンの記録を争うとかそういった話では全

くありませんので、まずはしっかりとした協力の土台、そして信頼を築いていくというい

うことが重要でしょう。

カーレンジグ：私はアメリカから参りました。コモンカレントという会社の代表をしてお

ります。私共の会社は政府ですとか様々な企業、それからNGOと世界中で協力をしてお

りまして、持続可能な共同体の計画、そして実行という事に取り組んでおります。そして

この場をお借りいたしまして、今回のこの東北ワークショップを計画して下さいました

UNCRDの皆様に心から御礼を申し上げたいと思います。非常に計画の行き届きましたす

ばらしいツアーであったという風に思います。今回のこのツアーを通しまして、東北の被

災地が経済の回復に向けてどのような取り組みをしているのかというのが一望の下に見渡

す事のできるようなプログラムになっていたと思います。そして今回のこの訪問を通して、

大変多くの個人の皆様、企業、組織、様々の方たちと会うことができました。非常に強く

印象に残りましたのは、こういった個人、企業、組織の皆様が大変エネルギーに満ち溢れ

ており、そして粘り強さを見せながら、そしてしかもイノベーション、革新的な考え方を

持って復興に取り組んでいるという、その精神を見て大変驚かされました。そして復興に

向けてやはり一番重要だと感じましたのが、今後に向けてのビジョンであり、特に一貫し

たそして持続可能な復興の考え方というものが重要であると思います。そのためには各個

人そして組織、そして県、そして国という形で連携しながら復興のために被災地の人たち

が一体どういうニーズを抱えているのかという事をしっかり取り込んでいくということが

重要だという事を印象深く思い出します。そしてこれから東北がそのふるさとを再興して、

そして復興していく事ができるのか。クオリティーの高い生活を取り戻し、経済を立て直

すことが出来るのかという事の大きな鍵になるのが、新しいタイプの青写真を描く、つま

り再生可能エネルギーでもって都市を再建する、グリーンエコノミーでもって都市を再生

する、持続可能な都市の成長といったような、そういった考え方を前面に出していくとい

うことが重要なのではなかろうかという風に思いました。

山本：私は専門がお金に関することなので、お金に関してひと言提言をさせていただきま

す。今回復旧・復興に関して、1つは国あるいは自治体から下りて来る予算、それから民

間の投資も重要になってくると思いますし、あと今回非常に寄付が、全国あるいは世界中

から集められた寄付の重要性というのは非常に強く痛切に感じたわけなんですけど、これ

からは、この3つのそれぞれソースの違うお金をどういう風に組み合わせて行くのか、場

合によってはその3つを上手くミックスさせて、より大きな投資を行なっていく必要とい

うのがどうしても出てくるんじゃないかと思います。よく、縦割りの弊害とかって言われ

ますけど、同じようにこれは公的なものだから、これは寄付だから、これは民間のお金だ

からということで、みんなお見合いをしてしまうと、行なわれなければならない投資が行

なわれないという弊害も起こりかねないので、柔軟な発想が必要になってくるんじゃない
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かという風に思いました。

服部：東北大学環境科学研究科から参りました。サステナブル・ソリューションズという

NPOで活動しています。NPOのほうでは、多様性に配慮した復興ということで、グリー

ン復興プロジェクトという名前で、グリーン経済のお金に必要なデータとかモニタリング

だとか、生態系サービスがどうなっているかというところを今、モニタリングして、政府

と一緒に色々と復興の基礎データを提供するという活動をしております。今回参加した動

機の一番のポイントは、実は放射能の問題です。実際に福島へ来て色々話をお伺いしてい

る中で、一番思ったことは、放射能、時間が経てば消える放射能、そして理解をしていれ

ば付き合っていける範囲の放射能が自然の中にはある。一方で人の心の方、風評被害のこ

とですね、福島のものというのに対して嫌う、あるいは使わないようにしよう、というこ

とが起こってしまう。そこをどう乗り越えるんだろうかというところが一番の関心のポイ

ントでした。

■私自身からの今回の短いお時間でしたがフィードバックとしては2つございます。1

つは、先程ビジョンが大事だというお話がありましたが、今年の6月にリオで、「リオ

+20」という大きな国際イベント、国連のイベントがあります。ここでのターゲットが…

“The…Future…We…Want”、「私たちが欲しい未来」、というところがテーマになって

います。世界の中で、今回の震災、福島・岩手・宮城でどういったことが起こっているん

だろうという事は、非常に関心があります。諸氏からも国連に行くというと質問されたり

も致します。そういう意味で、世界に対して今、今日我々出てきているメンバーはシェア

できたんですけれどもそのほかの方たち、ニューヨークの方たちやあるいはリオに集まる

様々な方たちにシェアするという事自体で、更に大きな関心を出すとともに、そういうこ

とに対してどういうことを発信すべきだろうかという事を考えることそのもので、1つ大

きなビジョン作りが出来るのではないかということで、The…Future…We…Want、今年は

6月にあるリオに対してそこでの大きな議論がResilient…Societyという、要は災害に強

い社会ってどうだろう、ということが大きなテーマの1つになっていますので、そこに対

して発信し、そして日本国内そして地域だけの議論がテレビ、メディア等では言われてい

ますけれど、世界とシェアして世界と一緒にこの問題を解決していくということができる

んじゃないかということが1点です。あともう1点は、国内で様々なNGO活動とかやっ

ている中でも、実はどんどんこうした関心が少なくなっているという事を感じていまして、

一方で難しい問題を解決するつもりがないのかというと、若い人たちは別にそういうつ

もりはなくて、ただただ、情報を知らない、そして自分事化する機会がない、という事に

よって、他の自分事化しなきゃいけないイベント、受験があったり恋愛結婚があったりあ

るいは就職があったりという様々なイベントがあることによって、自分事化の中でプライ

オリティーが下がっているということで、その自分事化するための窓口、関心はあるんだ

けれども体験する、体験をシェアする窓口というものが何か1つあったらいいんじゃない

か。今までの発信されている情報というのはこんなことがあった、そしてその発信者、書

き手の思いというものがたくさん出ているんですが、一方で引き込んでいく、物語性で引

き込んでいく、ということですとかあるいは福島はこんな感じなんだよ、あるいは、「南

三陸はこんな感じなんだよ」と、現地での感覚というのをきちんと自分事化するための物

語の提供の仕方、シナリオの提供の仕方、これを日本語英語、一緒にインバイトするとい

う考え方、インバイトするようなストーリーを作っていくということが大変大事なんじゃ

ないかなと思います。2つです。1つがThe…Future…We…Wantに向けてビジョンを出し

て世界に発信するという事を是非ご検討いただきたいなということですね。2つ目として

は、もっと広い日本の方たちに共有するための物語、伝説になっていくような物語をシェ

アすることが、しかもそれが日本語英語、世界で共有していくという物語を発信していく

ということが、これから長い時間の復興のプロセスに於いては大事じゃないかと思います。
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最後に、当然のことながら、日々の努力ですとか、きちんとしたモニタリング、科学的な

データが蓄積、それで受ける経済の評価。グリーンエコノミーに対してこういう事は重要

である、という事の基礎的な努力という事は、ポイントとしてそういうビジョンそして物

語、ストーリーテリングですね、それが大事だなという風に感じた次第でございます。あ

りがとうございました。

[現地代表者]

中井：陸前高田市の中井でございます。本日はこのような会にお招きを頂いて感謝致しま

す。色々とお話を伺いましたので、このお話を参考にしながら、私たちも前を向いて進ん

で行きたいという風に思います。そして、これから私たちには色々な困難と課題にぶつか

るんだろうという風に思いますが、私はその中でも、2つだけ非常に大事なことがあるん

だろうという風に思います。1つは昨日、かつてガラス屋を営んでいた方が来ました。今

73歳だそうです。これから復興するまでに、本設の店舗を持つまでに、6年も7年もか

かるから、そうすると私はもう80歳になる。だから今回は店舗を、商売をしていくこと

をあきらめました、千葉県の松戸市に息子がいるんでそこに行きます、とそういう風なこ

とで挨拶に来ました。ですからやはり、1つは嵩上げを1日も早く終わらせて新しい商店

街が出来ないと、もう高田から人がいなくなってしまう。この1年間を振り返って、決し

てスピード感を感じられなかった、というのが実感であります。それから2つ目がまちづ

くり、にぎやかな町を作るためには、定住人口を増やさなくちゃいけない。そうしないと

お店も流行らないということですから、その定住人口を増やすためにも、なんとしても雇

用の場を設けなくちゃいけない、という風に考えております。それから最後に、私の個人

的な願いですが、早く女性におしゃれをしていただいて、そしてスカートをはいていただ

きたい。その姿を1日も早く見たい、というのが私の個人的な願いであります。ありがと

うございました。

小椋：福島県いわき市から参りました小椋です。今回大変多くの国の方々が我々この被災

3県に対して非常に高い関心をもっていただいていることに大変感謝いたしました。私共

のいる福島県は、原発事故ということがありまして大変特殊な状況に置かれております。

今はまさに福島市にいるわけですけれども、福島県も広いです。それで原発の周辺の地域

は本当に厳しい状況に置かれておりますが、それ以外の地域では普通に生活している、全

く影響のないところも実はあります。それを、福島とひとからげにして色眼鏡で見て欲し

くないなと、それが我々の一番のお願いです。特に農業そして漁業ですね。第1次産業の

方々はまるで本当に農業を続けていること自体が罪であると、そういった言われ方をする

こともございます。それによって、大変残念ですけれども命を絶った人も居りました。二

度とそのような悲劇を繰り返さないためにも、我々も精一杯の努力を、除染もそうです、

あとは流通に対するスクリーニングの体制、そういったものに対して最大限の努力をいた

しますので、是非今後もご支援のほどよろしくお願いできたらと思います。どうもありが

とうございます。

伊 藤 ：皆さんこんにちは。石巻の伊藤でございます。石巻災害復興支援協議会

（IDRAC）というNPO/NGOを束ねている団体です。昨日と今日、皆さんには非常に貴

重なお話をいただきました。自分で気づかなかったことがたくさんありました。ただ、私

がお願いしたいのは、これを議論だけに終わらせるのではなくて、各々のセクターもし

くは各々の研究者の間の中で、どんどん被災地の現状を伝えて欲しいという風に思います。

私たちはプレーヤーとしてやっています。皆さんは皆さんでアカデミックな部分からの発

信とか、そういう各々の立場からの発信をどんどんしていただいて、私たちのプレーヤー

と行政の方々とどんどんコネクトしていただいて、そして出来る人を紹介していただけれ
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ばという風に思います。例えばうちのIDRACでは運営資金が足りません。もし皆さんの

間の中でOrganizationを作る方、ドナーを知っている方がいらっしゃれば是非ご紹介を

していただきたいという風に思います。官と民という、ちょうど中間の部分に私たちは位

置しておりますので、そういう部分ではフレキシブルに対応して1日も早い復興もしくは

被災者の方々に1日も早く笑顔が訪れるような活動をしていきたいという風に思いますの

で、是非皆さん、繋がる、繋げる、という事をお願いしたいという風に思います。本日は

どうもありがとうございました。

[UNCRD]

高瀬：本当に1週間、我々東北3県回らせていただいて、直接地元の皆様のお話を聞くこ

とが出来まして、ありがとうございました。皆様のご協力のおかげでこのワークショップ

は本当に有意義なものになりました。そして今お聞きになったように、専門家の方々も

色々なディスカッションが出来て、色々なものを得ることができました。また地元の皆様

もそれぞれ色々、新しい見方などを聞くことができたとのことでした。このような意味で、

本当に地元の皆様と専門家の方々が直接お話できたことがすごく有意義だったと思います。

今日はお忙しい中わざわざクロージングセッションとレセプションのためにお出でいただ

き、ありがとうございました。私たちもこれだけに終わろうとは思いません。皆様とずっ

と連絡をつけつつ、また専門家の方々とも連絡を取りつつ、地元の皆様の努力に出来るだ

け私たちに出来る事をやって行きたいと思います。どうぞこれからも宜しくお願いいたし

ます。
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■ワークショップ終了後、UNCRDは各専門家からの提言を集約し、そのポイントを次の

とおりまとめた。今回参加した専門家は幅広い分野から来ており、提言も多岐に渡ってい

る。今後はこれらの提言からさらなる議論と応用に活用されることが望まれる。

（1）復興計画におけるビジョン設定

明確なビジョン設定：…東北の各都市は皆、昨年末までに復興計画の策定を終えていたが、

より良いまちづくりをするに当たって、復興ヴィジョンと先端技術を取り入れた経済回復

計画をうまく結びつけることが肝要だ。特に、環境に優しいまちづくりや産業振興を目指

すのであれば、それを初めから打ち出すことが肝心で、東北の各地はそれを進める機会を

与えられている。この点に関しては、陸前高田市は明確な指針を出していた。また、大船

渡市と釜石市は環境未来都市に挑戦することを政府から選定されている。大船渡、陸前高

田、住田の隣接3市は連携してスマートコミュニティー構想を打ち出している。釜石市は

新日鉄のバイオマス構想や風力発電などの再生可能エネルギーによる地域づくりを目指し

ている。

定期的な地域会合による計画の更新、見直し：…地域のステークホールダー参加によるビ

ジョン作製プロセスを作り、復興に於ける様々なパートナーとの会合をもったり、より詳

しい実施に関するロードマップを作ることが望まれる。この際、常に経済回復計画との融

合を図ることが必要だ。復興を総合的にコーディネートする人材の拠点として、復興の現

場に“復興拠点事務所”などを設置する。

産業復興に関する施策：…まちづくりと産業復興は相互に関係しあっており、同時に進め

られなければならない。まちづくりでは住宅再建が先ず優先されがちだが、住民の雇用確

保の為にも経済活動の復興が無くてはならないことを認識し、経済支援また雇用支援対策

も同時に進行させるべきである。施策として個人や個々の企業への補助金は制限されてお

り、事業協同組合やグループ補助のみが認められているが、この様な大災害からの復興、

特に地域産業の復興にはもっと柔軟な対応が望まれる。

■復興には計画・実施ともにスピードが何より重要である。特に、土地利用計画が決まっ

ていないことが多く、また地盤沈下した土地の嵩上げも滞っており、復興への足かせに

なっている。

新産業の導入・振興：…各県の復興基本計画には、環境に優しい産業を含め、新たな産業

の導入・振興に関しての項目は揚げられている。この点に関しては、復旧−復興−新生と

いう段階を経て行うという意見と、今、復興の時期がチャンスだと見る意見と分かれた。

ただ、どちらにも共通しているのは、その意図があるのならば、それを明確に復興計画の

中に取り入れ、そしてそれを実施するロードマップを作製し、基盤整備を行うということ

である。ロードマップを作製する際には、住民・企業参加のもと、地域や企業にとっての

利益を理解しながら行うことが重要だとしている。計画者はその産業がこの地域に利益を

もたらし、新しい持続可能な社会の枠組みに合致していること、そして将来的に雇用を生

み出すように計画する必要がある。

３．持続可能な地域の復興に向けての提言
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（2）産業復興：個々の産業に関する提言

•…水産業
■沿岸部における水産業は特に困難な状況に直面している。漁業と一口に言っても、多数

の産業が関連しておりそれらが全て被害を受け、また、連鎖的に影響を受けている。漁船、

その他漁網などの漁具の不足が見られる。また、被災した漁港の復旧、魚市場、製氷業の

復旧など関連施設、産業の復旧が早急に必要である。

■地元水産加工業の復興により焦点をあてる必要がある。この回復により、海産物の付加

価値が上がり、また、雇用も増える。

■また下記のような新たな産業も視野に入れてもよい。

‐健康補助食品

‐製薬

‐地元の薬草栽培などを使用した化粧品

‐新しい海産物・加工品

•…農業
■農業に関しては、塩害、地盤沈下のための浸水、そして放射性物質の影響などが見ら

れた。塩害に関しては、10センチ程上の土を除き、有機物質（コンポスト）で埋めるか、

土壌と有機物質を混ぜ、土地を改良していく方法がある。放射性物質で汚染された土壌に

関しては、15センチの土を除き有機物質で埋める。放射性物質で汚染された土壌はコン

テイナーに詰め、除染の為の決められた場所に運ぶか放射能のレベルが下がるまで倉庫に

入れておく必要がある。

■放射性物質の影響のある地域にについては、風評被害も心配された。この点に関しては

コミュニケーションの重要性が指摘された。正確な情報を判りやすく広報する、特にリス

クに関して判りやすく表すことが消費者の理解を高める。また、測定値を細かく地域ごと

にまとめ、リスクと共に提示すると、リスクの高い地域の縮小化に繋がる。

•…商業・サービス業
■これらの産業は住民の生活と密接に関連しているため、早期復興が望まれるが、それだ

けに、土地利用計画の策定や住宅の高台移転などに左右される。これらの計画の策定、実

施が速やかに行われることが望まれる。

•…観光業
■場所により、また被害の状況により、回復している所もあるが、事業から撤退を決めた

業者も数多くある。被災地を知る為のツアーなど積極的に取り組んでいる業者もある。こ

のような取り組みは他地域、特に今後大地震が予想されている地域が今後の取り組みを考

慮する為にも重要だと思われる。また、数多く人が訪れることにより関連産業の復興も促

される。

■以下は、新しい産業の導入の観点から考えられたものである。この点に関しては、この

章最初の“（1）復興計画におけるビジョン設定”の項に関連事項が書かれている。

•…リサイクル関連産業
■有機物質（コンポスト）製造：…魚や加工産業からだされる廃棄物は農業地域への肥料

や有機物質として開発することもできる。産業の多様化にもつながり、また地元産業の潜

在的な基礎を提供し、新たに高い価値を見出すことへとつながる。コンポストを製造する

ことにより、地域参加型農業も振興できる。
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　モールド成型のファイバー：…新聞などの使用後の紙を材料にモールド成型でパッケー

ジやパッケージ用の紙に製造する。地域のリサイクルシステムを利用して材料を集めるこ

とができ、主な加工工程ではパルプを作るのに水を要し、ファイバーを乾燥させる為に

ガスを必要とする。加工品は地元の農業で使われるような果物、野菜、椎茸などを入れる

パッケージや紙、また園芸で使われる鉢や卵を入れる容器などが考えられる。地元で材

料が得られ、また加工品の需要があるという利点がある反面、既存のファイバー容器メー

カーからの競争がある可能性や水を大量に使用するという弱点がある。また、成型の機械

は特別に製造されなくてはならず、これを使いこなす職人も技術が要り、比較的数が少な

い。

　プラスチック加工業：…土壌燻蒸や作物の根を覆うフィルムや灌漑用のパイプ、高密度

ポリエチレンをリサイクルすることにより、また、それらを作ったり、高密度ポリエチレ

ンのチップやプラスチック製材木などを製造することができる。これらは現在は使用され

た後廃棄されているもので、それらをリサイクルすることにより循環型の産業を振興する

ことができる。多少費用がかさむことと、技術に関してライセンスを取得しなくてはなら

ないという点は考慮しなくてはならない。

•…環境に優しい経済の形成
■新しい産業によってこれらの地域を魅了することが必要であり、それらの計画作りの過

程の一環として地元の人々との話し合いをすることが必要である。産業は地元の人々に以

下のようなことを考慮するのに役立つ。

‐クリーンな技術

‐再生可能なエネルギーの開発（バイオマスや風力）

‐環境に配慮した建築

‐自動車やその他生産品の新たなデザイン

‐雨水利用

‐…産業の共生のための機会（ひとつの会社や加工処理からでる廃棄物は、別の会社にとっ

ての原材料になる）とそれぞれのサプライチェーンを含めた会社の共存した立地

‐これらの為のサービス（都市計画、建築家、土木技師など）

‐環境に配慮した観光

　これらの環境に優しい経済の形成には先ず、計画者が統合した計画、戦略的な産業振興

のためのロードマップや計画的な企業誘致などにより、企業や住民にインセンティブを与

えることが重要である。また、この為には地域外からの投資も考慮し、インキュベーター

を設置し、訓練や雇用促進所を設けることも重要である。環境に優しい計画、クリーンエ

ネルギー、そして環境に配慮した建築の振興は、建設、ごみ処理、一般製造業や事務など、

他の多くの産業に刺激を与え、それぞれを環境により配慮したものに導く。

•…産業エコロジーの取り組み
■リサイクル産業に関しては既に触れたが、一つの産業の廃棄物を他の産業の原材料とす

るような産業エコロジーの取り組みは、環境に優しい産業セクターを補足する。災害廃棄

物や他の廃棄物は生産工程や生産物、特にバイオ燃料やバイオマスの材料となる。バイオ

燃料やバイオマスは地元産業の燃料として使用でき、バイオエネルギー開発やその応用に

関して特許を取り、輸出することも考えられる。

■また、水産加工を含むその他の東北の産業も、産業エコロジーを大いに補填する。漁業

から出る産業用水や固形廃棄物は魚や家畜の餌に高価値を与える投入物であり、また、バ

イオエネルギーへの投入物ともなる。
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（3）生態系（エコシステム）再生

■生態系の再生に焦点をあてる必要性がある。2004年のインド洋大津波災害の経験か

ら一般的に沿岸部の生態系は強い回復能力をもっており、時間とともに平常に戻る力を

もっている。しかしそれらの自然的な過程を以下のようないくつかの方法によって更にサ

ポートすることができる。

‐沿岸部からの瓦礫の撤去

‐沿岸部の植物育成

‐塩水による被害の軽減のための塩害に強い植物の育成と塩化土壌のモニタリング

‐生物多様性の再生

‐産業・生計とまちづくりのバランスのとれたアプローチ

■バッファー地区:…海岸線近くを居住地にしないバッファーゾーンを確定することは計画

づくりにおいて必要なことである。これらの地区は植物の育成地や、生物の退避地、観光

のレクレーションの公園などに使用できる。…

（4）NGO/NPO との連携

■NGOやNPOの災害時の活動は大変機動力があり重要なものである。石巻で見た石巻復

興支援協議会のような例をみてもわかるとおりである。このような取組みを県や国レベル

に広げていく必要がある。国とNGO・NPOら全体の地域調整を行うことで全体の復興計

画と実施戦略を後押しすることにもつながる。重要なことはこのような調整にはコミュ

ニティのすべての代表が入ってなされるべきである。商店主や漁業者、農業者、NGOや

NPOら、同じアクター間の調整はなされているものの、それを超えたグループ間のつな

がりを作るべきである。

■そのような協働は復興努力をさらに後押しし、コミュニティの復興計画を支援すること

が可能となる。もしこのような協働が不可能な場合はコミュニティが、様々な代表者から

なる運営委員会のようなものを設立すればよい。そうすれば商店主や漁業者、大学、女性

グループ、特別な支援者グループや様々な宗教的グループなどコミュニティのばらばらに

あるグループの代表らが集まることが可能となり、パートナーともなりうる。

（5）プライベートセクターとの連携

■プライベートセクターから提供される資源は大変大きい。ホテル観洋や宝来館のように

緊急時には避難所として機能をした。このようなところが政府の「公式」な避難所として

指定されていれば、燃料や薬、食糧といった支援を早く受け入れられることができたはず

である。

■政府とプライベートセクターはこのような調整を確実とするための覚書を結んでおくこ

とが必要である。プライベートセクターは計画がなされ信頼されていれば政府に代わっ

て様々な力を発揮することができる。実際の災害前に交わされる政府とプライベートセ

クターの覚書は防災計画の協働を促進したり、覚書に署名をする両者の責任を明確にした

りすることが可能となる。政府の変わりとなって任務をすることによるプライベートセク

ターの財政的負担を軽減することで、災害時の対応や復旧への役割を買う企業が出てくる

ことも促進するかもしれない。今回のような大災害ではコミュニティのすべての資源を投
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入することが必要であった。

■ホテル観洋のように緊急時が終了しても教育を提供するなど支援をし続けているところ

もあり、このような貴重なサービスは政府によって事前に調整がなされていれば、政府か

らの支援が受けられた可能性もある。このようにプライベートセクターの果たす役割は何

倍もの効力をもっており過小評価するべきではない。

（6）地域コミュニティー内の連携

次世代の若者の為の取り組み：…次世代の若者が集えるCDや本の店や、体を動かせるジム

や屋内スポーツセンターなどが早急に必要であると感じた。現在、運動場などが仮設住宅

に充てられており、青年会議所の子供達の為のスポーツ大会開催の提案は応援したい。地

元大学を拠点に、地元の中高生と大学生が交えるようなスポーツと交流拠点の設置などを

期待したい。

コミュニティービジネス拠点：…被災地のお母さんたちの手作り製品などを販売するコ

ミュニティービジネスも各地で芽生えている。地域の女性達も、活力を得、少しながら収

入もあり、また、製品を販売することで他地域での被災地紹介にも繋がる。この様な活動

は定着させ、地域の活性化に活かすべきである。その為に、企画運営や作業場など、活動

拠点が必要となる。少子化の中で廃校になった小学校の校舎を活用している所もある。ボ

ランティアの交流も含め、コミュニティービジネスをまとめて配置するような産業団地を

作り、地域資源と人的資源を活用することも考慮に値する。

環境都市づくりを支える人材育成機関作り：…大船渡、釜石など環境未来都市を目指す都

市が多々ある。この環境都市づくりに貢献する人材を育成する為の拠点が必要となる。被

災地支援のために訪れたボランティアの人達に学習の場を与えることで、定着してもらう

ことも考えられる。また、東北では、高齢化や過疎化でシニア世代の割合が多いが、その

シニア世代にも学びの場を与えることができる。更に、環境都市づくりが進めば、国内外

から多くの研究者や技術者などが現地を訪れることが考えられる。これらの人々にも研究

や情報交換、交流の拠点として役立つことになろう。
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■今回のワークショップでは、地域の復興を主題に東北三県（岩手、宮城そして福島県）

の6ヵ所の地域の方々と、UNCRDが招聘した専門家の方々との間で、地域に根付いた産

業の促進に付いて意見交換会を開かせて頂きました。また、その活動や状況がわかる場所

を視察に訪れました。報告書にもありますように、視察の場所でも地域の方々との意見交

換がなされており、全体を通して、様々な視点から地域の復興に関して情報が共有されま

した。

■ワークショップは大震災から1年が過ぎようとしている2月の下旬から3月初めにかけ

て行われました。海外からの専門家は様々な国から様々なバックグラウンドを持って参加

し、国内専門家もそれぞれ専門を携えて盛岡に集合しました。お世話になった岩手県庁

への表敬訪問を終えた後、バスで沿岸部へ向かいました。ほぼ1週間の間、このUNCRD

チームは公共交通機関が完全に復活していない各地をバスで廻りました。被災地では瓦礫

は被災した土地から片付けられていましたが、町の端の隅に山高く積まれている状態でし

た。それでも、地元の皆様はお忙しい中、各地で開かれた意見交換会にいらして下さり、

貴重な体験、現状、将来への考えなどを聞かせて頂きました。専門家陣も皆熱心に聞き、

質問をし、そして意見を述べていました。最後には皆打ち解け、どこでも時間が足りなく

なり、場所の移動はいつも遅れがちでした。意見交換会は通訳を通して行われましたが、

皆熱心に語り、熱心に議論し、当初懸念していた言語の壁は全く感じることはなく、人間

のコミュニケーション能力のありがたさを感じました。

■産業の復興といってもいろいろな要素が絡んでおり、政府からの支援策があればできる

と言うものではないと言うことが、今回のワークショップを通して良く写し出されまし

た。土地や環境の整備や区画整理から始まり、関連企業の状況、材料の確保、輸送手段の

状況、雇用の確保、顧客の状況などなど、様々な要素がうまくかみ合ってやっと動き出し

ます。そのまだ困難な状況のなかで、既に動き始めている方々からは、多くのことが学べ

ます。そして、その様な方々の存在は他の同じ様な状況にいらっしゃる方々を励まし、勇

気付けます。今回のワークショップでは、様々な環境の中で動き始めていらっしゃる方々

に多くお目に掛かりました。

■また、NGOやNPOの関わりに付いてはどこの場所でも、盛んに活動され、様々な活動

の吸引力となっている様子が伺われました。行政と地域とを結び、また、様々な隙間を埋

めながら、地域と密着した活動をニーズに対応しながら行っています。これからの挑戦と

して専門家が指摘したことは地域の声を1つにまとめる役割です。政府との交渉、或いは

企業誘致など地域の外とのやり取りには地域が1つの声で取り組むことが大事であると言

うことは、今回訪れたどこの地域にも当てはまると思います。既にその様な役割を果たし

ている所もありました。

■この報告書を通じて、私達がお会いし、ご意見を頂いた方々の様々な体験例や、専門家

陣から出された提言が、皆様のお手元に届き、活用して頂ければ幸いです。

■復興を目指して日々お忙しい最中にも関わらず、UNCRDのこのワークショップの為

にお時間を割いて参加下さった訪問地の皆様に心からお礼を申し上げます。また、参加下

さった専門家の皆様も1週間という長い行程をご一緒下さり、活発にご意見を発言なされ、

４．おわりに
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積極的にワークショップの行程に参加下さり、また、ワークショップの後も提言をお送り

下さり、本当にありがとうございました。そして、通訳の方々も、意見交換会のみならず

視察中も質疑応答を訳してくださり、お陰様で専門家陣も地元地域の参加者も意思疎通を

十分に図ることができました。本当にありがとうございました。

■UNCRDでは、このワークショップと平行して東北三県でのケーススタディも集め、

近々ウェブサイトで公表いたします。今回のワークショップ、そしてケーススタディで得

られた情報は、UNCRDの今後の活動に広く活かして行く所存です。そしてまた、今回得

られた東北の方々とのご縁も大切にしていきたいと思っています。

■最後に、この活動を可能にしてくださった日本政府外務省に感謝いたします。

国際連合地域開発センター

所長　高瀬千賀子
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添付資料
添付資料１. 参加者名簿
添付資料２. バックグラウンドペーパー
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Mohammad…Sharifur…Rahman
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General…Manager,…WWR…Bio…Fertilizer…Bangladesh…
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Marilyn…Shigetani
…(マリリン・シゲタニ)

Deputy…Director,…Federal…Emergency…Management…
Agency…(FEMA)
Pacific…Area…Office
…米連邦緊急事態管理局太平洋地域事務所　副所長

専門家 ( 日本 )

Yuko…Sakita
…崎田…裕子

Journalist…and…Environmental…Counselor…
ジャーナリスト・環境カウンセラー

Yozo…Mitani…
三谷…陽造

Counselor,…Kobe…Convention…and…Visitors…Association
…神戸国際観光コンベンション協会　参事

Takeshi…Yamamoto…
山本…健

Associate…Professor,… Faculty… of…Policy…Analysis,…
Iwate…Prefectural…University…
岩手県立大学総合政策学部　准教授

Tetsu…Hattori
…服部…徹

Director,…Sustainable…Solutions…
サステナブル・ソリューションズ　理事

Koji…Yamauchi
…山内…幸治

Director,… Entrepreneurial… Training… for… Innovative…
Communities…(ETIC)…
ETIC　事業統括デレクター

添付資料１．参加者名簿
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UNCRD

Chikako…Takase…
高瀬…千賀子

Director…
所長

Katsuaki…Takai…
高井…克明

Senior…Researcher…
上席研究員

Tomoko…Okayama…
岡山…朋子

Consultant
コンサルタント
Lecturer,…Nagoya…University…
名古屋大学　講師

Yoko…Saito…
斉藤…容子

Consultant…
コンサルタント

通訳

Yoshiko…Tanzawa…
丹澤…佳子　

Japan…Convention…Service,…Inc.…
日本コンベンションサービス

Kazue…Murayama…
村山…和江

Japan…Convention…Service,…Inc.…
日本コンベンションサービス

参加者略歴

ワレン・カーレンジグ（Mr. Warren Karlenzig）
Common Current　社長
カーレンジグ氏はアメリカを拠点とするグリーン都市の経済開発のためのコンサルタン

トを政府や国連、NGOや財団に対して行っている団体Common…Current…（コモン　カ

レント）の代表です。カーレンジグは多くの著書を執筆しており、国連の上海マニュア

ル：21世紀の持続可能な都市開発等の研究にも携わってきました。アメリカの最も有名

なコミュニティベースの持続可能な努力「サンフランシスコ持続可能計画（1997年出

版）」の経済と経済開発章の調整にも従事しました。カーレンジグ氏は様々な分野、例え

ばエコ産業公園、緑化建設、包括的リサイクルコミュニティ、持続可能なコミュニティ

（エコシティ、混合開発）、情報コミュニケーション技術等の調査研究を実施してきまし

た。

ルイズ・ディアズ（Mr. Luiz Diaz）
CalRecovery, Inc.　社長
ディアス氏は環境工学の博士課程をカリフォルニア大学バークレー校にて取得後、35年

間に渡り廃棄処理の分野に従事しています。彼はアメリカとその他45か国以上の廃棄処

理と物質生産、そしてエネルギー回収に関するプロジェクト、予備調査、マスタープラン

作りに関わってきました。彼はアメリカ海軍や、環境保護機関、エネルギー庁、航空宇宙

局（NASA）等のアメリカの機関や企業、その他の国においてごみ処理事業システムの

技術的、経済的、環境的に、そして制度評価を実施してきました。また世界銀行やアジア
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開発銀行、米国国際開発庁や国連機関（NIDO,…UNICEF,…UNEP,…WHO,…PAHO)らへ環

境保護に関する専門アドバイスや様々なプログラムに携わってきました。

　ディアス氏はまた様々な大学において廃棄物とエネルギーマネジメントの分野で講義を

おこなっています。フィリピン大学では環境工学のマスタープログラムを創設し、サンフ

ランシスコ州立大学では環境計画を大学院のクラスで教えています。またイタリアやドイ

ツ等の大学でも教鞭をとっています。

ヴォ－ン・レビッツキ（Mr.Vaughan Levitzke）
Zero Waste SA (ZWSA)　最高責任者
ゼロ・ウエイストSAを2003年に立ち上げ、最高責任者に就任。ヴォ−ンのリーダー

シップのもとZASAは南オーストラリア地元政府や産業界やその他の関係者に対してリ

サイクルとゴミの収集システムの改良や、リサイクル商品の市場開拓等の資金提供構想の

開発や提供を行ってきました。ZWSAは以下のような画期的なプロジェクトを実施して

きました。

•	オーストラリア南部2州における廃棄物戦略
•	輸出入経済局や関係機関と共にビジネス支援と調整するビジネス持続可能連盟
（BSA）を立ち上げ

•	南オーストラリア大学とともに持続可能なデザインと対応センターを運営
•	オーストラリアで初めての法制化されたポリ袋禁止法を先導
•	産業界と連携し南オーストラリアで初めての蛍光灯ライト回収プログラム「バックラ
イト」を先導し実施等多数の実績を持っています。

… ZASA前、バーガンは10年間南オーストラリア環境保護団体でタイヤの規制、包装箱

への課金法のため等様々な役割に従事してきました。また30年以上政府での経験もあり

ます。

シゲタニ・マリリン（Ms. Marilyn Shigetani）
米連邦緊急事態管理局太平洋事務所　副所長
現在、米連邦緊急事態管理局（FEMA）ハワイホノルル、太平洋地域事務所にて副所長

を勤める。シゲタニ氏は事務所の平常時の管理と共に、災害対応の調整責任を担っていま

す。1993年のFEMA入職以降、太平洋地域にて緊急管理プログラム専門家として勤め、

2010年より現職。………

… … … FEMAの地域、国家対応チームとしてシゲタニは過去アメリカ国内の32の様々な地域

と、ハワイ、グアム、アメリカサモアやマーシャル諸島において、50回以上に渡るアメ

リカ大統領災害宣言の災害に対応してきました。例えば、ハリケーン・イニキ、大型台風

パカ、パンソンガ、チャターン、ハリケーン・カトリーナ、…オクラホマ市爆破、世界貿

易センターテロ攻撃、ノースリッジ地震、カリフォルニア南部山火事、レッド・リバー

洪水等への対応があります。彼女はまたミクロネシア連邦やマーシャル諸島共和国へア

メリカ政府のチームのメンバーとしてニーズ調査へも参加をしています。前述の災害対

応では、シゲタニ氏はFEMA独自の支援プログラムや災害対応と復興努力へのNGOらの

参加への調整の役割と管理を担ってきました。加えて、シゲタニ氏は2009年2月～9月

までFEMA第9地域の運営支部チーフ代行として勤めました。この間、ハワイハリケーン

災害計画、グアム台風災害計画、カリフォルニア南部地震災害計画を作成するための必要

なリーダーシップを提供しました。シゲタニ氏はトロント大学保健体育の学士号を取得し、

ハワイ大学の教育行政の修士号を取得。
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ランジット・マヒンダパラ（Dr. Ranjit MAHINDAPALA）
国際自然保護連合（IUCN）アジア地域事務所
未来のためのマングローブイニシアティブ　プログラムマネージャー

専門は生物学者であり、25年以上に渡り、農業研究に携わってきました。そしてIUCN

では16年間働いており、生物多様保護の職務に従事してきており、その後エコシステム

管理に関わっています。2004年の南アジアと南西アジアを襲った津波以降、ラグーン

や河口の沿岸資源に頼った人々の生計の促進に焦点をおいた沿岸部のエコシステムの復旧

と復興に携わっています。現在は8か国において実施されている未来のイニチアチブのた

めのマングローブプロジェクトに従事しています。

モハメッド・シャリファ・ラーマン（Mr. Mohammed Sharifur Rahman)
WWR Bio Fertilizer Bangladesh Ltd　統括マネージャー
現在はWWR…Bio…Fertilizer…(WWR…有機肥料)　バングラデシュの統括マネージャーをし

ています。WWR…Bio…Fertilizerはバングラデシュのウェイストコンサーン・グループは、

営利・非営利法人からなる社会的企業（Social…Business…Enterprise）が始めたバン

グラデシュ、ダッカの分散型リサイクルシステムを世界中にモデルとして広めるために設

立されたコンサルタント会社です。

岩手県立大学総合政策学部　准教授
山本　健
1964年東京生まれ。1989年三洋証券株式会社入社（1999年退社）。1999年

慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程入学（2001年修了、修士（経営学））。

2002年横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程後期入学（2006年修了、博

士（経済学））。2007年岩手県立大学総合政策学部講師、2010年同准教授。現在に

至る。主要な担当科目はファイナンス論、経営学、統計学。主要な研究テーマは応用ミク

ロ経済学（コーポレート・ファイナンス）の実証研究、地域経済・地場産業に関する事例

研究。

（財）神戸国際観光コンベンション協会事業部　参事
三谷　陽造
1950年生まれ（61歳）、兵庫県立兵庫高等学校卒業後、神戸市役所に採用される。

2011年3月の退職までに神戸市企画調整局企画調整部主幹、神戸市産業振興局主幹、同

局工業課長、同局参事（工業担当）に従事。2011年4月より（財）神戸国際観光コンベ

ンション協会事業部参事。

ジャーナリスト、環境カウンセラー（2月27日－28日参加）
崎田　裕子
NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット理事長

NPO法人新宿環境活動ネット代表理事

一般社団法人　環境ビジネスウィメン代表理事

リオ＋20国内準備委員会共同議長
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ETIC. 事業統括ディレクター（3月2日参加）
山内　幸治
1976年神奈川県生まれ。早稲田大学在学中にETIC.の事業化に参画。97年に起業家型

人材の育成とベンチャー企業支援を目的とした、日本初の長期実践型インターンシップ

「アントレプレナー・インターンシップ・プログラム（EIP）」を開始。これまでに同プ

ログラムを通じて2,500名を超える大学生への機会提供を行い、150名以上の起業家を

輩出。00年ETIC.のNPO法人化に伴い、事業統括ディレクターに就任。現在はインター

ンシップ事業の他、若手社会起業家のスタートアップ支援や、若者のチャレンジと地域変

革に取り組むチャレンジ・プロデューサーの輩出と支援を通じて、全国各地のコミュニ

ティ・ビジネスを支援している。東日本大震災以降、「震災復興リーダー支援プロジェク

ト」を立ち上げ、東北で復興に取り組むリーダーのもとに、その右腕となる人材のマッチ

ングに取り組んでいます。

サステナブル・ソリューションズ（3月2日参加）
服部　徹
地球サミットリオ＋20NGOネットワーク幹事

1993年4月　日本電気株式会社入社

2005年8月　グロービスマネジメントスクール　オリジナルMBAコース卒業

2006年　エコジャパンカップ　チーフプロヂューサー

2008年3月　東北大学大学院環境科学研究科　修了（環境科学）

2009年　生物多様性条約市民ネットワーク　運営委員/TEEB…作業部会長

2010年　NPO法人アースデイ・エブリデイ　理事長

2012年　CEPA…JAPAN…理事、地球サミット2012Japan　政策チームリーダー
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UNCRDワークショップ

持続可能な地域の復興

～地域に根付いた産業の促進～

2012…年2月27日…–…3月2日

バックグラウンドペーパー
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はじめに

… 2011年3月11日に発生した東日本大震災では、日本の広範な地域が甚大な被害を受け

ました。世界では1900年以降4番目に大きな地震であり、日本では観測史上最大の地震

となりました。またそれによって引き起こされた津波が東北地域の太平洋沿岸部を襲い、

町やコミュニティを流し、多くの命と財産が失われる結果となりました。完全に復興する

には何年もの月日がかかることと思われます。しかし、既に様々な努力がなされ、地域は

回復しつつあります。そこにはこれからの減災と持続可能な地域開発にむけて多くの経験

が培われています。

… 震災から11か月を経て、復旧の道は着実に進み、復興へと移行しています。2011年

末までにはすべての市が参加型の過程で作成された復興計画を提出しています。当然なが

ら災害の傷跡はまだ癒えたわけではありませんが、復興への活動は少しずつ始まっていま

す。復興計画は今後、市町村と県によって議論がなされ、実施されていきます。また、日

本政府は復興の基本方針を策定し、復興を促進するための法律を制定しました。それには

復興特区やエコゾーン等といった方策も含まれており、復興の基盤が固まりました。しか

しながら、復興の取組はまだ始まったばかりであり、今後の東北における雇用の課題、特

に若者や女性への課題に対処する必要があります。また、ビジネスの機会を促進すること

も緊急の課題です。

… この背景のもと、UNCRDは東北の3県(岩手、宮城、福島)において、現地の自治体や

コミュニティに赴き、海外・国内の専門家と共に視察及びワークショップを開催いたしま

す。

目的

… ワークショップの主な目的は、東日本大震災と津波からのコミュニティの復興の経験を

共有することです。地域の代表者らと専門家とで意見交換会を開催して情報交換を行うと

ともに、地元コミュニティの経済的活動、特に地域に根付いた環境に優しい産業を支援す

る実践的アイデアを交換します。さらに、復興におけるNGOやNPOの関わりに関しても

意見を共有します。

… UNCRDはワークショップの情報を報告書にまとめ、広く世界中に発信します。加え

て、UNCRDは今後企画する海外行政担当者を対象とした研修プログラムにもこのワーク

ショップから得られた経験と教訓を取り入れていきます。
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東日本大震災による被害 

発災時間:　2011年3月11日…14:46

震源…:…三陸沖24km,　38.612…°N…/…142.513…°E

マグニチュード：9.0

1900年以降世界で4番目に大きな地震となった。……

1番：1960年…M9.5…チリ地震

2番：1964年M9.2…アラスカ地震…

3番：2004年M9.1…スマトラ地震

人的被害（警察庁2012年1月24日現在)

死者:…15,845人

行方不明者：…3,375人

負傷者:…5,894人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（単位：人）

被災県 死者 行方不明

北海道 1 0

青森 3 1

山形 2 0

岩手 4,667 1,358

宮城 9,507 1,796

福島 1,605 217

東京 7 0

茨城 24 1

群馬 1 0

千葉 20 2

栃木 4 0

神奈川 4 0

合計 15,845 3,375
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（平成23年男女共同参画白書より抜粋）
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全壊家屋:…128,479…件

半壊家屋:…24,2513…件

一部損壊家屋:…670,522…件

登録ボランティア数

岩手県…–…326,100…人

宮城県…–…448,600…人

福島県…–…145,000…人

被災県地図

（気象庁）
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東北視察地図
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視察先市町村　基礎情報

岩手県釜石市

釜石市は岩手県三陸海岸に位置する歴史的な地である。

鉄鋼と漁業で有名な街である。津波の際にこれまでの

防災教育の成果によって中学校と小学校の生徒らが素

早い避難行動をし、市の99.8％の子どもたちが救わ

れた「釜石の奇跡」としても知られるようになった。

「スクラムかまいし復興プラン」が策定され、平成

23年度から平成32年度までの10年間で、前期3年、

中期6年のそれぞれに中間目標を定め、一日も早く

「復興宣言」を出せるよう取り組むとしている。

「スクラムかまいし復興プラン」

基本方針 基本目標

1. 災害に強い都市構造への抜本的転換 1. 暮らしの安全と環境を重視したまちづくり

2. この地で生き続けるための生活基盤の再建 2. 絆と支えあいを大切にするまちづくり

3. 逆境をバネにした地域経済の再建 3. 生活の安心が確保されたまちづくり 

4. 子どもたちの未来や希望の創造 4. 人やもの、情報の交流拠点づくり

 5. ものづくり精神が息づくまちづくり

6. 強く生き抜く子どもを育てるまちづくり

7. 歴史文化やスポーツを活かしたまちづくり

1990年の国勢調査時人口　52,484…人

2010年の国勢調査時人口　39,578…人

65歳以上の人口比率…(…2010年3月)…34.4%

東日本大震災による死者:…885…人…(2011年12月時点)

行方不明者数:…175…人

岩手県大船渡市

大船渡市は岩手県の三陸海岸沿いに位置する。復興

計画は2011年10月10日に策定された。市民の生

活、産業、経済、都市基盤と防災につよいコミュニ

ティに焦点を当てている。…

1990年の国勢調査時人口　47,219…人

2010年の国勢調査時人口　40,738…人

65歳以上の人口比率…(…2010年3月)…30.9%

東日本大震災による死者:… 339…人… (2012年1月

30日時点)

行方不明者数:…86…人
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岩手県陸前高田市

陸前高田市は岩手県の中でも最も被害を受けた市の

ひとつである。江戸時代に植えられたとされる7万

本の松の木があったと言われる大変美しい海岸線が

あった。しかし、ただ一本の松の木を残して、すべ

ての松が津波によって流された。復興計画が策定さ

れ、復興のための基盤整備は最初の3年間で終わら

せ、その後の5年間は復興発展期として位置づけら

れている。名古屋市は陸前高田市に対して様々な視

点から支援を行っている。（ケーススタディ参照）…

1990年の国勢調査時人口　27,242…人

2010年の国勢調査時人口　23,302…人

65歳以上の人口比率…(…2010年3月)…33.5%

東日本大震災による死者:…1,544…人…(2011年12月時点)…

行方不明者数:…298…人

宮城県南三陸町

2011年12月26日に復興計画を策定。10年

間で復興を遂げることを目的としている。最初

の3年間は仮設住宅とその他基本的施設の整備、

復興を通して被災者の雇用を創出することが挙

げられている。2012年から2017年にかけて

実施され、2013年から2020年までを開発期

として位置づけている。……

1990年の国勢調査時人口　21,401…人

2010年の国勢調査時人口　17,431…人

65歳以上の人口比率29.3%

東日本大震災による死者:…566…人… (2011年

12月時点)

行方不明者:…311…人

宮城県石巻市

石巻市は北上川の下流に位置する。1964年

に新産業都市として指定を受け、石巻工業港が

開設され、石巻は産業都市として大きな成長を

遂げた。しかし津波によって多大な被害を受け、

中でも石巻の大川小学校では108人の生徒中

75人が亡くなる悲劇が起こった。津波の襲来

を受けて学校から生徒や教師が避難をしようと

学校近くの川に架かる橋を渡っているときの出

来事であった。…

1990年の国勢調査時人口　182,911…人

Minamisanriku 
town

Ishinomaki 
city
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2010年の国勢調査時人口　160,704…人

65歳以上の人口比率…26.8%

東日本大震災による死者:…3,181…人…(2011年12月時点)

行方不明者数:…651…人

福島県いわき市

いわき市は浜通りに位置し、温暖

な気候と豊かな自然に囲まれて

おり、災害前には多くの観光客で

年間を通じてにぎわっていた。福

島県の南東部に位置し、日本で最

も大きな面積の市である。また東

北でも仙台に続き人口が多い町で

ある。3月11日の震災によって

いわきの海岸線は被害を受け、さ

らに4月11日に発生したマグニ

チュード7.0の余震によって被害

を受けた。市は多くの福島原発か

らの避難者を受け入れている。し

かし観光業と農業は放射能による風評被害によって大変な打撃を受けている。…

1990年の国勢調査時人口　355,812…人

2010年の国勢調査時人口　342,198…人

65歳以上の人口比率……24.4%

東日本大震災による死者:…310…人…(2011年12月時点)

行方不明者数:…38…人

日本政府の対応

2011年 3月11日 緊急災害対策本部設置

4月14日 東日本大震災復興構想会議の設置

6月24日 東日本大震災復興基本法施行

6月24日 東日本大震災復興対策本部及び岩手、宮城、福島現地対策本部設置

10月28日 東日本大震災復興特別区域法案を閣議決定

11月 1日 復興庁設置法案を閣議決定

11月21日 第3次補正予算決定

12月 7日 復興特区法の成立

12月 9日 復興庁設置法案が成立

12月26日 東日本大震災復興特別区域法施行

2012年 1月 6日 復興特区基本方針を閣議決定

2月10日 復興庁発足。250人の職員で構成され、東京本部と、岩手県、宮
城県、福島県に復興局があり、宮古、釜石、気仙沼、石巻、南相
馬、いわきに支所が置かれた。

Iwaki city



80

緊急避難所運営

災害直後より多くの被災者らは体育館や学校、コミュニティセンターへと避難をした。下

記の長洞（ながほら）地区のようなコミュニティ自身で避難所を運営管理したケースもあ

るが、多くの避難所では物資も少ない中で大変厳しい状況が続いた。災害数日後には緊急

支援物資が届き始めた。災害から1週間後には、被災地において2,182の指定された避

難所が存在した。1995年に発生した阪神・淡路大震災のときの同時期の1,138に比べ

ると格段に多い。これに加えて半壊家屋や近隣住民らの家に避難し続けている人が多く

いた。避難者の中でも脆弱な状態におかれるのが高齢者、幼児、子どもや女性、外国人等

である。例えば、災害直後に避難所のプライバシーの欠如等、女性のニーズの重要性が見

落とされていたりすることが見られた。内閣府は男女参画局からスタッフを派遣すると同

時に女性や子育てのニーズを踏まえた災害対応について（避難所等での生活に関する対応

の依頼）を関係機関宛に送付をしたが、実際にそれが本当に現場に届いたかはわからない。

また高齢者に至っても多くの問題に直面した。不衛生な状態の中で手も洗うことができず、

また冷たいフロアで寝なければならない状態で、感染症のリスクが高まった。これらの緊

急避難所の運営に関しては多くの教訓があり、今後の災害でいかに改善していくかが重要

である。…

ケーススタディ：岩手県陸前高田市長洞地区

長洞地区のある広田半島は、3月11日、広田湾、大野湾の両側から津波の浸水を

受け、半島が分断された。60世帯中28世帯が流出し、残った高台の家に分散避難

したが、陸の孤島化したため、共同で米や薬の管理を行い、1軒の家を子供たちの

寺子屋（長洞元気学校）にする、など結束して集落の自治運営をしてきた。…

ケーススタディ：宮城県南三陸町馬場中山地区におけるコミュニティ対応 

宮城県歌津半島の魚島では8ヵ月たっても津波の被害の跡が残っている。津波被災

の直後、南三陸町にある馬場中山集落では住民は瓦礫の中から食べ物を探して食べ

ながら生活していた。200人が高台にある集会場に避難し、支えあって暮してい

た。100件の家はすべて壊された。歌津半島の馬場中山集落は南三陸町中心部か

ら10キロ離れたところにある。津波によって、弧立状態になってしまった。震災

10日目でも道は途切れたままだった。この集落の人口が400人くらいだが、逃げ

遅れた8人が死亡した。当初は地域内で自力仮設住宅建設を目指したが、土地の広

さ等は問題なかったが、水道がないため作ることができないと行政に指摘された。

行政による仮設住宅建設が始まったが、狭い地域に分散して作ったものなので皆一

緒に暮らすことは出来ないというのが問題となっている。

なじょにかなるさープロジェクト（漁業復活計画）

1．海の瓦礫片付け

2．ウェブにプロジェクト情報を載せ、必要な大型船など物質を呼びかけ、中古の

小型船などの支援を受けた。

3．北海道で中古船を手に入れた。長さ15メートル（250万円）NGOから支援を

受けて手に入れたという（9月）。

4．10月に手に入れた中古船を直し福福船と名付けた

5．ワカメも福福ワカメと名称を付け土俵入れとワカメ種の植え付けを行う。
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日本政府の復興政策と指針

日本政府は内閣府のもとに2012年2月10日に新たな機関として「復興庁」を発足させ

た。復興庁は10年間を期限として設置され、復興における各機関の政策や指針の総合調

整を行う。

復興庁は、内閣府と同様に、内閣を補助する総合調整事務と個別の実施事務を行う。

①…復興に関する国の施策の企画、調整

基本的な方針などの企画立案、各省の復興施策の総合調整・勧告、復興関係予算要求

等に関する調整など。

②…地方公共団体への一元的な窓口と支援

被災自治体の復興計画策定への助言、復興特別区域の認定、復興交付金と復興調整費

の配分、国の事業の実施や県・市町村の事業への支援に関する調整・推進など。

自治体による支援

日本のすべての県が今回の災害に対して何らかの支援に関わっており、それらは緊急期や

復興期においてスタッフの派遣であったり物資の支援であったりと多岐にわたっている。

被災6県を支援するために2011年10月1日現在で、73,802人の職員が被災県に派遣

されている。派遣された職員は緊急期であれば避難所運営であったり、復興期であれば仮

設住宅建設のための技術職員であったりする。総務省によれば宮城は40,757人、いわ

きは18,136人、福島は13,059人の職員をこれまでに受け入れている。もっとも多く

派遣をしているのは東京都で、3,835人の職員をこれまでに派遣している。続いて埼玉

県の1,783人、北海道の1,216人と続く。…

2月10日付け河北新聞によれば政府は9日、東日本大震災の復興特区第1号として、岩手

県の保健・医療・福祉特区と宮城県の民間投資促進特区をそれぞれ認定し、盛岡市と仙台

市にある復興対策本部の現地対策本部で両県に認定証を交付した。

宮城現地対策本部では、村井嘉浩宮城県知事が郡和子本部長から認定証を受け取った。岩

手現地対策本部でも、津川祥吾本部長が平井節生県復興局副局長に手渡した。

村井知事は取材に対し企業数社から打診があることを明かし「企業が投資をしやすくなっ

たことは間違いない。今後、投資を呼び込む規制緩和が認められるような特区申請を優先

的に進めたい」と述べた。達増拓也岩手県知事は「特区を有効に活用し、保健、医療、福

祉の再構築を迅速に進めたい」との談話を出した。宮城県と34市町村が申請した特区は

復興産業集積区域を各市町村に設け、進出企業や再建を目指す既存企業に優遇税制を適用

し、雇用創出を図る内容。集積区域は申請時の389ヵ所から323ヵ所に集約された。

未来道プロジェクト（高台移転のため土地を作る山のプロジェクト）

仮設住宅の近くに広い候補地があり、そこを中心にして、港と山の裏を繋げる道路

を作って、候補地を高台移転箇所とする計画である。

1．ルートを探す

2．ボランティアの協力で建設を始め、

3．ウェブに情報を載せ、物質を各地から送ってもらう。→道路が10月に完成できた。
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岩手県の保健・医療・福祉特区は、病院や介護老人福祉施設の医師ら医療従事者の配置

基準を緩和し、被災地の医療体制の確保を目指す。復興特区では青森県が4市町と共同で、

被災地の省エネ分野や食産業への税制特例を盛り込んだ「あおもり生業（なりわい）づく

り復興特区」、岩手県は2件目となる「産業再生特区」を申請している。

NGO/NPO、ボランティアによる支援

日本政府は東日本大震災緊急ボランティアのコーディネートと情報提供活動のためにボラ

ンティア調整室を立ち上げた。また民間のウェブサイト「助けあいジャパン」を震災ボラ

ンティア室と連携し、被災地で必要とされている情報をソーシャルメディアなどを利用し

て提供していくサービスを行った。

3 年前、鳩山政府は新しい公共円卓会議を開催し、ボランティア活動の推進を図った。新

しい公共のコンセプトは人々の支えあいと活気ある社会を作るために向けたさまざまな当

事者の自発的な協働の場が「新しい公共」である。NPO や社会的課題を解決するために

ビジネスの手法を適用して活動する事業体は、社会に多様性をもたらしている存在である。

医療・介護・保育・教育等をはじめとしたサービス分野で、また、マイクロファイナンス

や環境・農業・林業・文化・芸術等の分野における新規性のある方法による事業展開によっ

て、行政や企業ではできない現場に即した細やかなやり方で ｢新しい公共｣ 作りに貢献し

ている。東日本大震災後、NPO や NGO の役割は急激に増加した。東日本大震災支援全

ケーススタディ：丸ごと支援（名古屋市→陸前高田市）

陸前高田市は津波で市庁舎が全壊し、職員の約4分の1にあたる113人が死亡・不

明となった。その深刻な状況を視察で確認した名古屋市は昨年4月以降、住民票交

付や復興計画策定など23分野で職員計132人（2012年1月末時点）を派遣した。

常時20人以上の派遣職員が市政全般を網羅する形で「丸ごと支援」と呼ばれてい

る。派遣職員は隣の一関町からマイクロバスで通勤。派遣期間は長い人は1年近く

になる。長期間滞在している阪野さんは去年の5月に名古屋市から派遣された。都

市計画専門の技師で、陸前高田市では復興計画策定の中核を担っている。

丸ごと支援のメリットは支援のニーズの変化に柔軟に対応できること。震災の直後

は保健や福祉関係の緊急性の高い分野を中心に職員を派遣、仮設住宅の建設などが

始まった5月には復興計画や水道復旧などインフラ整備にかかわる職員を追加、7

月には被災者の税金の手続きなど業務が急増したため市民税の担当の職員を追加し

た。あらゆる部署の職員を派遣しているので、今どこに人手が必要であるか即座に

把握できた。震災から10ヵ月たった今、さらに専門性の高い人材が求められてい

る。名古屋市と陸前高田市の話し合いでは陸前高田市から専門職員を増やしてほ

しいとの要求があった。そうした人材は名古屋市にも多くいるわけではないが、名

古屋市は新年度から派遣する職員を専門性の高い分野に集中させることにした。さ

らに、今後派遣する職員を絞り込んでも、業務が滞らない引き継ぎも行われている。

若い職員を育成していくのも丸ごと支援のひとつ。ニーズに合わせて支援しながら、

被災地の自立を目指している。

通常被災地への職員派遣は国や県を通して調整してもらうという形だったが、今回

名古屋市は陸前高田市を直接支援したいという申し出をして丸ごと支援を実現した。

市という自治体同士が支援することによって効率化やスピードアップさせることが

できた。名古屋市にも貴重な経験ができるというメリットがあった。



83持続可能な地域の復興　〜地域に根付いた産業の促進〜

国ネットワーク（JCN）が 3 月 24 日に設立し、現在では 721 団体が加盟して、情報

共有等を行っている。…

全日本社会福祉協議会によれば、被災地において92万人がボランティア登録をした。阪

神・淡路大震災の138万人と比較をすれば少ないが、今回はNGOやNPOの主催するボ

ランティア活動に直接的に参加をした人も多くいるためすべての把握はできていない。ボ

ランティアの数は減少傾向にあるがまだ被災地ではボランティアが必要とされている。

人々のニーズに対応するためにNGO等によって様々な活動が被災地では展開されてき

た。宮城県気仙沼市では、あるNGOの活動に参加しているスタッフは震災で仕事を失っ

た人々である。NGOは被災地のニーズにあわせさまざまな仕事を生み出している。仮設

住宅での移動販売などを、買い物に行くことが困難なお年寄りのために始めた。販売を担

当する人は水産加工の仕事を失った人で、現在はNGOの販売スタッフとして時給750円

で働くことになっている。日当支払いの仕組みはNGOが世界中から集まった寄付金を受

け、被災地の移動販売やガレキ処理などを国から無償で受け入れ、被災地の失業者を派遣

し、集まったお金を給料として払っているのである。東北震災NGOセンターの担当は被

災地の人々が自立していくことを期待して、このような活動を応援しているという。
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仮設住宅

岩手県では13,600戸、宮城県は23,000戸、福島県では14,000戸と被災3県で5万

戸以上の仮設住宅が必要とされた。2011年8月末にはそれらの建設が終了した。しかし、

それらはあまりにも早急に作られたこともあり、寒さ対策が不足している等現在も多くの

市町村が対応に追われているところがある。2年間住むことに不安を覚えている人もいる。

いくつかの仮設住宅ではまだ共有スペースがないところもあり、別々の地域から来ている

場合孤独を感じる被災者もいる。阪神・淡路大震災では233人の多くの高齢者が仮設住

宅で孤独死があった。阪神・淡路大震災では共有スペースで人々が集まり、お茶を飲みな

がら人としゃべったり友人を作ったりと重要な教訓を残した。…

　いくつかの場所では仕事や学校へ行くにも大変不便な地域であったため、みなし住宅を

好み入る人も多くいる。2011年12月現在で66,000戸のみなし仮設が日本に存在して

いる。公共住宅をそのように借りることはコストが安くすむことや緊急期からスムーズに

移行がなされる等と利点もあるが、どこに誰がいるかがわからなくなり、情報が届かない

等の懸念もある。…

ケーススタディ：共有スペースでのクラフト作り、仕事づくり

1995年の阪神・淡路大震災の経験をもとに設立された被災地NGO協働センター

は東日本大震災発生直後から支援活動を開始した。彼らの主要な活動のひとつとし

ては仮設の共有スペースで「まけないぞう」と呼ばれるクラフトを作ることだ。ま

けないぞうは阪神・淡路大震災で生まれた。被災者の人たちは手仕事をしていると

きは、自分の身に起こったことを忘れ、目の前のことに集中できるという。彼ら

のストレスを軽減することにもなっている。加えて、まけないぞうは400円で全

国に売られており、それらのうち100円が作成した被災者のもとに入る。そして、

50円が東日本大震災プロジェクト基金に入り、残りは材料費や運送費となる。こ

のプロジェクトは岩手県大槌町で始まり、栃木県や山形県米沢市など様々な地域で

被災した人々に生きる力を与えている。…

下記は作り手さんの声：

「ずっと津波のことを考えていたけど、ぞうを作ることで忘れることができた」

「糸と針なんてもったことないのに…このぞうはうちの宝にします」「茨城にいる

孫にあげるわ」（3月27日大槌町）

「ここは消灯時間が21時だから、夕飯のあとはすることもないし寝るしかない。

こういうのがあるとおもしろいねぇ」「久しぶりにこんなに疲れた（笑）なんにも

やることないからね」（3月29日山形県米沢市）
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仮設商店街

被災地の自治体の多くで最近仮設商店街がオープンしている。読売新聞のまとめでは、

20店舗以上が集まる大規模な仮設商店街は、岩手、宮城両県で14ヵ所建設されている。

仮設商店街を作るにはまず経済産業省所管の独立行政法人「中小企業基盤整備機構」に自

治体が申請する。小規模な商店街や工場団地も加えると583件の申請があり、約4割の

256件が完成した。これらの店は基本的に無償で貸される。仮設住宅に住む人々にとっ

て、買い物に行くのは遠い場合が多いためこのような近隣に仮設商店街ができることは大

変喜ばれている。またこれまでのなじみの店を見るのはうれしいことである。しかし、こ

れらはあくまでも「仮設」であり、多くの自治体はプレハブの使用期限を2年程度として

いる。

ケーススタディ: 岩手県釜石市の仮設住宅

釜石市の平田地区の仮設住宅は東京大学と岩手県立大学が計画段階から関わりを

もってきた。高齢者ケアや医療体制を充実させ、商業施設も設置する先進的な仮

設住宅を同市平田の平田総合公園に設置した。玄関が全て同じ方向を向いている一

般的な仮設住宅と異なり、玄関を向かい合わせにするなどコミュニティーづくりを

促す工夫もされている。高齢者が入る「ケアゾーン」60戸▽子供連れ世帯が入る

「子育てゾーン」10戸▽「一般ゾーン」170戸の大型仮設住宅。中心には高齢者

の通所施設があり、民間介護事業者が24時間の見守り態勢をとる。

ケーススタディ: 長洞地区の自力仮設住宅建設

長洞では58世帯があるが海に近い低いところの27の家が壊れた。高級ワカメやホ

タテなどの養殖施設が破壊された。港も被害をうけた。高いところの無事だった家

を皆で使用し緊急時を乗り越えた。行政は、海にすぐ近い沿岸のところで平らの土

地は少ない、そして公有地がないという理由から地元では仮設住宅を作るという計

画をしなかった。しかし、集落の人々は地元で自分たちの力で仮設住宅を作りたい

ので、自らで土地を探し、私有地を無償で何年間借りて、仮設住宅を作りたいと申

し出た。そして、その土地に仮設住宅の建設が決定された。コミュニティの再建に

は近くに住むことが重要であること、そして多くの人が漁業であることから同じ地

域に住むことを願った。東京の大学から視察に来た教授らがコミュニティセンター

を建設するようアドバイスをした。そこで復興ドームを建設する計画をたてた。し

かし、50戸以上の仮設がない場合コミュニティセンターは建設できないという決

まりがあり、現在の25戸では建てられることができないが、議論中である。コ

ミュニティの人々が地域の中で仮設住宅を建てることは大変稀なケースである。
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キャッシュ　フォー　ワーク

女川カレープロジェクト

このプロジェクトの発端は女川へのカレーの炊き出しだった。カレー粉には血流を良くす

る成分を足したり、子供でもお年寄りでも食べやすいように辛さを押さえたりと、工夫し

たオリジナルのカレー粉でカレーライスをふるまった。その際に「被災地に雇用を産み出

して、地元の人と一緒に町おこしをしよう」と考え、女川商工会と一緒の開発につながっ

た。またカレーの炊き出しで生まれた交流を宮城県女川町の産業の自立支援につなげたい

と考えている。現在はオンラインで販売している。将来は女川に工場を建てることである。

三陸に仕事を！プロジェクト

岩手県大船渡市、釜石市の被災市にある地元の会社がこれまで貝剥きやカキ産業などの仕

事に携わっていた女性たちへの仕事を開始した。それは倉庫にあった未使用の漁網使用し、

ミサンガ（組み紐）を作り売るというものです。漁網自体は切加工が難しいため、網に馴

れた地元の若い漁師の仲間たちが漁網を一括で仕入れ、切加工をした上で生産者チームに

「材料」として供給。漁網は、「イワシ漁」など比較的小型の魚の漁に使われる網。もち

ろん、未使用品を使っている。ミサンガは1,100円でインターネットや国内の販売店で

販売されている。岩手県内で163人、宮城では90人がこのプロジェクトに関わっている。

5月から7月の間で5,600本が作られ、325万円の売り上げがあった。これらの50％が

生産者の収入となる。

雇用創出基金をもととしたコミュニティビジネス

岩手県大船渡市における仮設住宅

岩手県北上市が国の緊急雇用創出基金の枠組みを利用した事業で、大船渡市の被災者を中

心に約80名の雇用がうまれた。採用された彼らの呼称は「支援員」。仮設住宅の担当世

帯を毎日見回り、住民1人1人に声をかけることで防犯、防災や、精神の安定、悩みごと

の解消に役立っている。

大船渡市内には、37ヵ所、約1,800戸の仮設住宅が建設され、入居者は約4,500人。

同じ市民とはいえ、それぞれ異なった地区地域から集まった世帯が暮らし始めたことで、

当初、コミュニティのつながりの希薄さが問題視されていた。被災による気持ちの落ち込

みとも相まって、なかなか近所の人と会話をしない、孤立していく世帯が見られた。高齢

者のみの世帯の場合、最悪のケース、孤独死につながることも懸念された。

この事業で誕生した「支援員」も多くが被災者。うち3割が仮設住宅に住んでいる。その

ような、住民にとって身近でシンパシーを感じる「支援員」が毎日顔を見せ声をかけてく

れる。シンプルに見えるこのモデルは、被災者の新たな雇用にとどまらず、仮設住宅の心

のつながりと安心をつくりだすことに成功している。

（2012年1月16日東北復興新聞）
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UNCRDについて 

国連地域開発センター（UNCRD）は、発展途上国における

持続可能な地域開発を促進するため、1971年に名古屋市に

設立されました。UNCRD防災計画プログラムは1985年

以降、持続可能な地域開発の中心的課題のひとつとされて

きました。1995年に神戸で発生した阪神・淡路大震災の

教訓を基にUNCRD防災計画兵庫事務所が1999年に神戸

市に開設され、コミュニティ防災、地震にまけない学校計画、

地震にまけない住宅計画といったプロジェクトを実施してき

ました。事務所は自助、協働、教育を減災のための柱として、

研修や国際的なワークショップ等様々な方法を通じて災害に

強い国作りの活動をしてきました。なお、UNCRD 防災計画

事業は2011年4月より名古屋事務所に統合されています。

また、UNCRDでは事業の重点分野の一つとして、環境保

全型交通体系（EST）と3Rを中心とした環境プログラムを

実施しています。 




