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１．意見の主旨 

１）「つなぐ」先に見出す「希望」 

 2011年 6月 25日に発表された東日本大震災復興構想会議の提言書は、待ちに

待った提言として、興味深く読ませていただいた。 

 「『つなぐ』ことで『支える』ことの实態が発見され、そこに復興への光がさ

してくる」 

「そうしてこそ、破壊の後に、『希望』に満ちた復興への足どりを、確固とし

たものとして仕上げることができると信ずる」 

 この提言は、「つなぐ」という考え方を軸において、その先に「希望」を見る

という観点で、時宜を得た提言となった。 

 「つなぐ」は、古くからある日本語で言えば「もやい」である。「もやい」と

は、共同で一つの事をしたり一つの物を所有したりすること、寄り合って共同

で事をする、また、物を共同で使用することを言う。また漁業関係では「もや

い繋り」は、1隻の船から錨(いかり)を下ろし、この船に他の船がつなぎ合わさ

れて、幾艘もの船が停泊することである。 

 今般の被災支援では、三陸の漁業者に船や船具などを送る運動が全国的に広

がっており、「舫い」プロジェクトと呼ばれている。三重県の水産加工業者がイ

ンターネット漁船の提供を呼びかけ、自前で漁船や船外機を提供しているなど

の例が多数みられている。 

 東北地方は、地域のつながりがそもそも強いところであり、震災の復興に際

して地域の人々、周辺の人々、全国の人々、世界の人々と「つなぎ」「もやう」

考え方で進める提言をしたことに大いに賛意を表する。 

 

２）「つなぐ」先に「希望」が見えない 

 しかし、残念ながら、「つなぐ」先に「希望」が見えない。「つなぐ」考え方

が、各論に貫徹されていないのである。この点については、後述の各論で意見

を述べる。 

また、どのように具体的に「つなぐ」のかが見えないため、その先に見える

はずの「希望」が感じられない。「希望」がとってつけたように見受けられてし

まい残念でならない。 

 

３）「公助」逃れ 

 その原因は、一言でいえば「公助」逃れの提言になっているためである。「つ

なぐ」ために「共助」や「自助」については盛んに言及されているが、政府が

やるべき「公助」の基軸と範囲が極めて不鮮明である。 
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もとより、今回の復興に関しては、地元市町村、地元集落の自発性にもとづ

いた「共助」「自助」の復興の考え方に優先的な立場を与えるべきである。しか

し、そのためにも、まず、「公助」の範囲を明確にすることが必要だ。そしてこ

の「公助」の範囲をできるだけ小さくし、「共助」「自助」に委ねていく関係を

作ることが求められることはいうまでもない。 

「共助」「自助」の復興計画は、これらはいずれも、「公助」の将来見取り図

がどのくらい明確であるかにかかっている。国がどこまでやってくれるのか、

地域はどこまで考えておくべきか。その地域の復興の考え方は自らの手に負え

るのか。「公助」と「共助」「自助」のシェアの仕方をはっきりさせる必要があ

るため、まず政府は「公助」がカバーする範囲の相当長期にわたり変更するこ

とがない設計図を被災地に宣言することが前提となる。 

 今回の復興会議の提言では、被災支援に関する政府の役割たる「公助」の範

囲がこれまでの政府施策の寄せ集めが多いため、「共助」「自助」を支援する基

本となるべき「公助」の“筋”がよく見えない。 

今般の大震災の支援に際し、政府は多くの手立てを尽くして復旧を急いでい

る。しかし、復旧から復興に局面が移行するなか、復興に関する政府の「基本

観」が一向に伝わってこない。 

復興会議の提言では、「国は、ビジョン・理念、支援メニューを含む復興の全

体方針を示し、復興の主体である市町村の能力を最大限引き出せるよう努力す

べきである」という。ここで言う「復興の全体方針」は、誰が示すのか。国な

のか、はたまた復興会議だったのか。何やら“たらいまわし”の観がある。予

想されたこととはいえ、あまりに杜撰ではないか。 

復興に関して、リーダーシップによる主導的な基本観がないのである。復興

に関する基本的なスジはリーダー主導で示す責任があると考える。 

創造的復興をうたって復興計画の検討を復興会議に委ねるだけでは、ことが

先に進むとは思えない。これは、そもそも復興会議が陥る最も大きい懸念であ

ったが、これでは被災地域は、「共助」で復興する計画を立てにくい状況が生ま

れているものと考える。 

 

４）５つの「公助」 

 以下に、政府が行うべき 5つの「公助」について意見を述べる。 

① 浸水地域の「共有地」化 

② 被災者の「起業」の促進 

③ 「二地域就労」の制度化と被災地への導入 

④ 「つなぐ」要としての「復興まちづくり会社」 

⑤ 「公助」「共助」「自助」について 
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なお、上記の 5つの意見は、次の基本的な考えにもとづいて書かれている。 

今般の大震災の特徴は、被災地が 1 ヵ所に集中しておらず、太平洋沿岸伝い

に南北に紐のように長い地域に広がっていることである。1ヵ所に集中した被災

地であれば、支援部隊と物量の集中投入による復旧と特定の制度支援による復

興が可能である。今般の 600ｋｍに及ぶ被災では、インフラの寸断や産業復旧な

どでこうした方式がなかなか機能しづらいものになっている。 

 これまでの政府の復興策は、こうした「広域」被災の意味を十分吟味してい

たかどうか。いま、広域被災の意味を再確認する必要がある。 

 今般の大震災は、広範囲であるからこそ、単なる物量投入や既存制度などの

通常の被災・復興支援ではすまない。広域被災への対応のひとつの考え方とし

て「新しい社会システム」を構築するつもりで被災・復興支援を行うべきと考

える。被災に対する応急処置が、応急処置で終わらずに、将来の新しい社会を

築く基盤になっていることを期待したい。 

 被災支援・復興支援を通じた新しい社会システム構築の基本的な考え方は、

①被災・復興支援によって新しい地域社会が生まれる、②被災・復興支援策が、

復興後にも生きる、③被災・復興支援には、これまで使われていない国富を活

用する、である。 

 したがって、政府は、 

○ 被災地全体に適用できる“原則的”な「社会システム」の提示を行う 

○ 個々の被災地はその原則的社会システムを“必要に応じて”活用する 

というスタンスで、復興支援策を検討する必要がある。 

復興策を決定し实施するにあたっては、次の観点で臨むべきである。 

①あらゆる策の可能性を検討すべきである。その検討に際しては、「その策

ができない理由を探すな、その策を实行するにはどうしたらいいかを考

える」という姿勢で臨んで欲しい。 

②復興策の小出し逐次投入はやめよ。思い切った決断と大規模すみやかな

实行が復興の効果をもたらす、という観点で臨んでほしい。 

（2011年 3月 29日の下記提言参照） 

      （http://www.furusatosouken.com/110329quaketeigen.pdf） 

http://www.furusatosouken.com/110329quaketeigen.pdf
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２．５つの｢公助｣ 

１）浸水地域の「共有地」化 

（１）提言の問題点 

 東日本大震災の津波による被災地は、岩手・宮城・福島の 3 県で、建築用地

が 1 万ｈａ、農地が 2.3 万ｈａ、合計 3.3 万ｈａに及ぶ。被災前の土地評価額

で宅地は 3兆円、農地は 3,300億円である。 

 今回の復興会議提言では、浸水地域の復興に関し、まず「防波堤、防潮堤、

二線堤、高台移転等の『面』の整備、土地利用・建築構造規制等の適切な『組

み合わせ』を考えなければならない」とし、「公助」の基本観を提示した。 

 被災各地域は、国の支援による 3 種類の堤防の整備、高台移転の「公助」を

選択肢として復興計画が作れる環境が整った。これは大いに評価する。 

 さらに、5つの類型を用意し、それぞれが進むべき道筋をつけた。 

 しかし問題は、高台移転した後の、浸水地域の土地の取扱いが全く不明なの

である。復興会議提言から 3か所にあった記述をそのまま記載する。 

① 必要な公的事業として土地を買収する場合を除き、公的主体が被災地の

土地を買い上げることには、公的負担で利用価値の乏しくなった土地を

取得するという難点と、被災者が他の地域に移転した場合、地域の再生

や復興には直接つながらないという難点があることに留意したい。 

② 住宅だけを移転させる「防災集団移転促進事業」を地域の实情に即して、

多様な用途の立地が可能となるよう総合的に再検討し、より適切な地域

づくりが实現できる制度に発展させる必要がある。 

③ 地域住民のニーズを汲み取りながら、適切な主体が、土地所有者の総意

を受け借地権を設定するなどの土地利用方式も、今後の地域の将来ビジ

ョンを实現していくためには有用である。 

 以上の3つは、浸水地域の土地の取扱いについての記述であるが、①では「公

有地化」しない、②では移転促進区域内（浸水区域）の土地の買取り費用を国

が補助する、③は浸水地域の借地権の設定、である。 

 要は何が言いたいのか。浸水地域の土地の取扱いについて「公助」の放棄を

宣言したにすぎないのか。復興の1丁目1番地が欠落してしまったのである。 

  

（２）土地利用の「基本観」の提示 

さかのぼること 2 か月も前に、建築基準法によって被災地域の 8 ヵ月間の建

築制限という「基本方針」が示された。本来ならこれに合わせ、土地の扱いに

ついての「基本方針」が示されなければならない。 
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しかし、復興会議提言では残念なことに建築制限とセットになるべき土地の

扱いについての「方針」が示されていない。政府は、復興会議などの議論を踏

まえ、処方を示す腹積もりであると勘ぐっていたが、それもむなしい夢に終わ

った。しかし、それでは被災者は高台に住むのか、被災地で住宅再建をするの

か、決め手がなく不安な日々を送ることになる。 

 今般の津波被害で家を流された被災者は、「明治、昭和、チリ津波で家を流さ

れたので、毎回、高台に移り住んできたが、今回、またも流されてしまった」、

「これからは、もっと高台に家を作る」という。被害にあった宅地をどうする

かと聞けば、「放棄だよ、放棄！」と自嘲気味に話した。 

 このような例は数多くみられる。放棄した被災地は今後どうするのか。 

復興の基本観として、「津波浸水地域の共有地化」の“原則”を出して、その

もとに各種の復興計画が立てられることをすべきである。“原則”と謳うのは、

そのような選択肢としての「公助」があるという意味である。 

 

（３）津波浸水地域の「共有地化」 

津波浸水地域を「国有化」することの議論は、これまで多々みられていた。

それが先に進まないのは、3兆円を越える費用の捻出が難しいこと、他地域で津

波被害が発生したときに同様のことが可能かどうかが不明だからだと思われる。 

今般の津波被害を受けたところの住宅再建については、様々な形態が地域に

よって選択されるが、3つの防波堤の「公助」整備が方針として示されたことに

よって、想定される選択肢は次の４つあるとみられる。 

①集団移転（他地域に集落ごと移転） 

②高台へ再建（提言の類型の多くはこれに該当） 

③浸水地域に高層住宅建設 

④被災以前の状態復帰と避難路確保 

 上記のうち④の場合は、被災住宅地がそのまま使われるが、①～③の場合は浸

水地域の多くは空き地となる。 

 この①～③の場合を対象に、「共有地化」という「公助」による選択肢がある

ことを明示したらどうか。 

「共有地」は、特定多数の人や組織が共同所有する土地である。「共有地化」

したい特定の集落の土地に対し、政府、自治体、民間企業、団体、個人、被災

者自身などが、土地を買い取る。しかし、自分が買った土地が集落のどこにあ

るかは特定されない。特定集落の土地を共同所有する形態をとる。いわば「つ

なぐ」（もやい）の考え方に沿って、浸水地域の共有化を行うのである。 

この被災土地の共有化は、すべての集落が選択するとは限らない。集落ごと

の意思にしたがって適用されることになる。 
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したがって、このような土地の共有化は、まずなによりも政府の借金を大き

く膨らますことなく土地の買い取ができる利点がある。土地を購入する民間企

業や個人は、被災地支援の意思の表明や農村交流などの観点から将来の「つな

ぐ」足場を得ることができる。 

 地主は、売った土地を元手にして、高台移転費や高層住宅購入費などの足し

にする。試算では、被災以前の土地評価額が採用されれば、高台の造成された

土地の取得費と住宅建設の頭金程度にはなるとみられる。 

 「共有地」は、後に述べる「復興まちづくり会社」が管理し、利用の仕方に

制限を設けた利用の規約を設け、その後の利用管理を行う。土地を購入した組

織や個人や、共有地に無関係の人でも、その規約に従って利用する権利を得る。 

 共有地の一部を漁業やその他産業の用地として活用することも必要である。

限定的な場所にそうした産業用地を設け、借地料を「共有地」組織の収益源と

することなどが考えられる。 

共有地には、白砂清祥の砂浜を復活することができるかもしれない。避難路

が確保された共有地には、共同所有者が部分的に菜園などを営むこともありう

る。都会から来た人や「二地域就労（後述）」者が農耕作業をしている風景も出

現するだろし、子ども達がキャンプをしている姿もある。 

この「共有地」は、被災地と都会の交流の場、「つなぐ」場として、被災地の

活性化に貢献するに違いない。 

そして何よりも、これまでのわが国の｢土地所有｣のパラダイムの転換を起す

可能性も大きく膨らむことが期待される。 

このような土地の扱いについて「公助」の方針を示すべきである。 

 

 

２）被災者の「起業」の促進 

（１）提言の問題点 

 今般の被災では、多くの人が職を失った。被災 3県では失業者 7万人にのぼ

る。うち 4万人が失業給付を受けた。これに対し、政府は中小企業支援や被災

者の就労支援などの措置を開始した。これまでの企業活動や農林漁業の復旧を

急ぎ、雇用の再開を支援するとともに、休業期間の手当などの措置が講じられ

たのである。 

 今回の復興会議提言で、これまでの措置をはるかに越える処方が示されるこ

とを期待したが、残念ながら期待はずれの寂しい提言に止まった。 

 問題は、提言が「雇用―企業活動」の固定概念から抜け出せなかったことに

ある。雇用を作るための手立て、そのための企業の蘇生は不可欠なことである。 
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 しかし、これまでの雇用―企業活動という枠組みを越えて、「自己雇用」とい

う側面になぜ思いいたすことができなかったか。 

 被災地では、次のような動きがみられる。 

 ①気仙沼では、被災漁家が養殖事業への見込みが立たないことから、自生す

る椿を材料にした事業への転換を模索している。 

 ②南三陸では、避難所支援をしているボランティア組織が、10年という長丁

場の支援を見据えて食材配達などのコミュニティ・ビジネスの立ち上げを検

討し始めた。 

 ③仙台では、民間復興支援青年隊の設立と同時に宮城支部が立ち上がり、復

興に必要な人材を被災地や都会から募り、有償ボランティアとして活躍させ

る活動が始まった。 

 このように、従来のような雇用がままならないなか、被災者が自ら行動を起

こし転業して「自己雇用」＝起業したり、自ら復興支援に参加する動きが始ま

った。さらに支援ボランティアの間では、ボランティアという枠組みを脱皮し

て自ら起業しようとする動きが湧きおこってきている。 

  

２）起業の支援 

このような状況に鑑み、「雇用」という枠組みを超えて、自らが自らを雇用す

る「自己雇用」の観点から、 

 ①被災者の転職、起業の支援 

 ②被災地での活動の永続化のための起業の支援 

 ③都会からの支援者が永続して活動できるための起業の支援 

を対象として被災地での「起業」＝「生業づくり」を促す復興策を行うことが

「公助」として不可欠なのではないか。 

 起業は、将来、株式公開できればそれはそれでいい、しかし毎日の飯が食え

る生業でも十分だ。さらには提言に述べられているように兼業の一部としての

起業でもいい。被災地の田舎は、「合わせ技」の多業をもたないと生きてはいけ

ないのだから。 

内閣府は「地域社会雇用創造事業」を立ち上げ、起業者に 200～300 万円の支

援金を出す事業を平成 22～23年度にかけて開始した。この事業においてＮＰＯ

ふるさと回帰支援センターは、平成 22年度に農村 6次産業について起業者を全

国から募集しビジネスコンペで審査したところ、昨年 1年間で 50人の合格者を

出している。 

耕作放棄地で起農する、規格外農水産物の加工を行う、農水産品の新しい流

通を開発する、地産地消のレストランを作るなどに加えて、空き家開拓、廃校

活用などの地域起こしや新しいツーリズム事業に乗り出すなど、農村の 6次産
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業を対象にした多彩な起業がみられた。このような農村 6次産業ビジネスは、

一つひとつは決して大きくはないが、今後、雤後の竹の子のように現れてくる

に違いない。 

ビジネスコンペの起業テーマ（2011年3月19日　第13回コンペまで）

応募数 構成比（％） 合格数 合格率（％）

36 17.5 11 30.6

38 18.4 10 26.3

31 15.0 5 16.1

22 10.7 4 18.2

127 61.7 30 23.6

9 4.4 3 33.3

7 3.4 1 14.3

15 7.3 5 33.3

31 15.0 9 29.0

15 7.3 7 46.7

11 5.3 3 27.3

10 4.9 1 10.0

36 17.5 11 30.6

12 5.8 0 0.0

206 100.0 50 24.3

ふるさと
回帰産業

地域複合
アグリビジ
ネス

小計

次世代
ツーリズム

小計

小計

地産地消のレストラン

食文化観光、ヒーリングツーリズム

観光農園・漁園、子どもの教育

医薬・化粧品、健康道場

家具製造、ダーチャ開発

Ｗｅｂマーケティング、農村ＩＴ化

コンサル、廃校活用

出所）ＮＰＯふるさと回帰支援センター

計

５．空き家の開発、木工製品・家具

６．農村・農産物へのＩＴ活用

７．農村へのサービス提供

11．その他

８．農水産物（食）ツーリズム

９．観光・教育の農園・漁園

10．健康・医薬等の開発

農産物、果実、海産物の活用

奨学米、諸島生産物流通

１．新たな農産物の生産と加工流通

２．農水産物（規格外品）等の加工

３．農水産物の販売・流通

応募のうち耕作放棄地活用　５件

備考起業テーマ

４．農水産物活用のレストラン

 

实は、このような起業者は、個人でエントリーするものの、自分ひとりだけ

で生業づくりができるわけではない。起業者の周りに多くの支援者や事業の連

携者がおり、こうした人々の「つながり」抜きに起業ができない实態がある。

そうした点で、起業は復興の「つなぐ」理念を具体化する最も分かりやすく实

益的な「公助」になると考えられる。 

被災地で、このような起業家を多数輩出する支援を行うべきと考える。まず

は政府支援で被災者を対象に、大規模な起業家の募集・支援を行うとともに、

地域金融機関が政府の資本参加を受けて独自にマイクロ・ファイナンスによっ

て起業家を育成できる仕組みを用意すべきである。これらによって尐なくとも 1

万人を越える起業家を輩出することを目標に掲げたらどうか。これが「しごと」

に関する「公助」である。 

 このような被災地での 6次産業の立上げ支援を行うことは、主に東北 3県被

災地におけるこれまでの地域空洞化に歯止めをかけ、逆に大量の新しい起業家

の出現をもたらすことになる。そこには、被災者とともに、その支援者や都会

からきた若者が交じる。 

こうした姿は、戦後間もない頃と似た状況が生まれることになり、ひいては

その中からわが国をリードする新しい企業が生まれることが期待できることに

つながる。 

 （以上参照 http://www.furusatosouken.com/110521hisaichi6ji.pdf） 

 

 

http://www.furusatosouken.com/110521hisaichi6ji.pdf
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３）「二地域就労」の制度化と被災地への導入 

（１）提言の問題点 

 今回の復興会議の提言では、産業復興について、展望が拓ける提言が尐なか

った印象が強い。 

他地域からの企業の誘導について、従来型の立地促進策がわずかに触れられ

ているのみで、はなはだ心もとない。また、農業に関しては、3つの戦略（高付

加価値化、低コスト化、経営の多角化）が示されているのみで、水産業への民

間参入の提言と比較すると、見捨てられた観がある。さらに、被災地域で「生

涯現役の雇用モデル」を構築するという。何やら鼻白むのですが。 

 産業・技術集積とイノベーションや再生可能エネルギー・スマートビレッジ

だけでは、どうにもなるまい。どうやら、産業に関する被災地復興の問題設定

ができなかったようだ。問題設定ができなければ、答えはない。 

 先に示した「起業」に加え、「二地域“就労”」の誘導を提案する。 

 

（２）民間企業の「二地域就労」の動き 

2008年秋のリーマンショックを契機に、雇用環境が激変した。多くの企業は、

雇用リストラの続行と同時に、不況時に過度な雇用リストラをともなわずに稼

働率の低下を乗り切るための雇用の“調整弁”として農業部門を設ける必要が

あるという認識が広がり始めた。 

 さらに、企業内の人員がスリム化され限界的になればなるほど、雇用者にと

ってはストレスが多くなるため、その回復の場として農村回帰が改めて見直さ

れている。加えて、高齢者雇用の問題に対応が必要になっており、この場とし

て農業や農村のコミュニティ・ビジネスが改めて注目され、企業もこれへの対

応を図ろうとしている。 

 さらに、今般の東日本大震災を契機として、企業の都市集中の是正の動きが

見られ始めた。これまで、災害に対応するための企業活動の地方分散体制につ

いて概念的には捉えられてきたが、今般の震災を契機に、一挙に各論が始まり

つつあるようにみられる。 

このように、企業活動は人事・福利厚生制度や生産活動など多面的な側面で、

今、改めて農村・農業へのリンクを深めようとしている。 

 Ａ【企業の人事・福利厚生制度などとリンクした農村交流】 

①雇用リストラに対応した農村交流（事例：パソナ、富士ゼロックス） 

②稼働率低下時に対応した農村交流（アシスト、アイシン東北、ＣＳＫ） 

③福利厚生としての農村交流（ラシック、和郷社） 

④社会貢献活動としての農村交流（ＮＥＣ、クボタ） 
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⑤新人教育の場としての農村交流 

Ｂ【高齢者雇用の場としての農村交流】 

⑥高齢者雇用の場としての農村交流（各企業、社会構造変化） 

Ｃ【生産機能の移転】 

⑦「生産活動」そのものの地方への移転 

  （以上参照 http://www.furusatosouken.com/110108kigyo_noson.pdf） 

企業が自らの論理として、人事制度や福利厚生制度、中高年層の社員が自ら

の生きがいや次の人生を念頭に、地方でも就労するいわば「二地域就労」の可

能性が大きく拡大しつつある。 

「二地域就労」とは、大都市等の企業に勤める現役世代や中高年層が、その

企業に席を置きつつ、企業の勧めに応じ、人事制度と福利厚生の一環として、

また次の生きがいや次の人生を求めて、地方で新たな仕事に挑戦することをい

う。重要な点は、あくまでも企業が、企業の活力が低下しないよう、企業論理

として進められることにある 

今般の被災地復興にあたって、この企業の「二地域就労」を企業制度として

社会システム化しつつ、これを被災地に呼び込み、復興を手助けできなか。 

 

（３）「二地域就労」の社会システム化 

今般、被災地域における雇用で明らかになったことは、企業が倒産し解雇が

多数に上ったこと、また企業が倒産を免れ雇用が継続しているものの見通しが

ないものが多数に上ったことである。 

前者は、先の「起業」へと誘導することができる。しかし問題は、後者であ

る。仮に今後、首都圏直下型地震があった場合、多くの企業は雇用継続すれど

も仕事がない状態が相当の時間生ずる。今般の被災地における雇用調整助成金

は、瓦礫処理の支援を横目で見ながら研修漬けにすることでしか機能していな

い現实を浮き彫りにした。 

ここに企業の「二地域就労」という考え方があったら、被災地企業の雇用者

は東京での雇用が雇用継続となる。今後被災する可能性のある東京の企業は、

復興期間の間、農村での雇用者の就労を可能にし、再生後のエネルギーをため

ることができる。 

こうした点で、地震の国の企業雇用システムとして、まず「二地域就労」を

新たな社会システムとして定着させるべきと考える。国は「公助」として、検

討を開始すべきである。 

 

（４）被災地域での「二地域就労」 

今般の東日本大震災の復興に際し、萌芽的にみられる企業の「二地域就労」

http://www.furusatosouken.com/110108kigyo_noson.pdf
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の場を被災地域に誘導したらどうか。その具体的な場所は、自ら購入した浸水

地域の「共有地」で農業をやることがあってもよい。 

まさに、「つなぐ」理念を企業に広げる機会となる。また、これを通じて提言

にある「生涯現役」社会が生まれる可能性をもつ。 

多くの企業はこれまで義捐金やボランティアの派遣など、被災地域の支援を

行っている。今後、これを 10 年続けるためには、企業はどうしたらいいのか。

その答えのひとつが「二地域就労」の場を被災地に設け、農業などを通して支

援を継続していくやり方である。 

しかし、企業は「二地域就労」の場を被災地農村などに設けようとしても、

そのすべを知らない。農地を借りるにしても、その農地の集約や手続きなどに

ついて地元の支援が不可欠である。また、農場を設けても、企業には農業のノ

ウハウがほとんどない。地元が企業の「二地域就労」の場を斡旋し、農地を失

った農家などが企業の「二地域就労」の農業ノウハウ部分を支援できれば、新

たな雇用も生まれよう。 

企業が被災地の支援を行うことに関しては、提言では宮城県が主導した漁業

への企業の参加がある。こうした企業の支援は、漁業だけでない。農業や 6次

産業全般にも企業の支援を仰ぐ枠組みが必要である。 

企業の「二地域就労」を政府の被災地支援の「公助」として位置づけ、復興

の「つなぐ」理念を具体化することを期待する。 

 

 

４）「つなぐ」要としての「復興まちづくり会社」 

（１）提言の問題点 

 今回の提言で、最も気になったことのひとつは、「つなぐ」理念を具現化する

“主体”が最後まで見えなかったことである。 

 提言で、「つなぐ」主体に関連する記述を原文のまま挙げる。 

① 復興の主体は、住民に最も身近で地域の特性を理解している市町村が基

本となる。それぞれの市町村は、住民、ＮＰＯ、地元企業等とも連携し

て復興計画を策定するとともに、自主的かつ総合的にきめ細やかな施策

を推進しなければならない。 

② 復興事業に際しては、公的主体によるもののほか、民間の資金・ノウハ

ウを活用した官民連携（ＰＰＰ）や、ボランティア・ＮＰＯなどが主導

する「新しい公共」による被災地の復興についても促進を図る。さらに、

公益性と企業性とをあわせ持ち、行政や民間企業だけでは効果的な实施

が難しい公共的な事業を担うまちづくり会社の活用を含めて、あらゆる
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有効な手立てを総動員すべきである。 

③ 被災地の再生のためには、人と人を「つなぐ」専門知識や技能を持つ人

材が望まれる。医療・福祉・ケアなどの専門家、さらには科学技術の知

識を現場で活用できる専門家などを被災地外から呼び寄せ、いずれは地

元の人材養成に役立たせていく。また、地域づくりに必要な知識と技術

を広範に手にするため、まちづくりプランナー、建築家、法律家、そし

て行政官などを導き入れる仕組みも作られねばなるまい。 

 要は、公的主体以外の、「つなぎ」役をどうするのかが判然としない。これは

きわめて重要な問題である。 

 

２）復興支援 10年の視点 

 被災地は、それぞれ地域社会を１から作り直さなければならない。行政機能

の復旧、交通・社会インフラの復旧、住まいの確保、働く場の確保など気の遠

くなる作業が待ち構えている。 

 これらのうち、行政が主体に再興すべき点は多いが、住民自ら行うべきこと

も多数に上る。この被災住民の生活再興について、多くの国民や企業が支援の

手を差し伸べている。 

 今回の被災の再興について、被災者や支援者の多くは「10年かかる」という。

したがって、被災支援をボランティア精神にのみ頼り続けることが難しい状況

がありありと見えてきている。支援を 10年続けられるようにするにはどうした

らいいか。 

 1995 年の阪神・淡路大震災では、多くの人たちが復旧・復興に関わってボラ

ンティア元年をつくり、その後、ＮＰＯ法の成立をみた。2004 年の中越地震で

は、被災中山間地のコミュニティとＮＰＯの中間支援組織が結びついた活動で、

地元資源産業の底上げを通じて内向きの地域コミュニティの体質を変えたと言

われる。 

 今般の大震災の復興に際し、先の 2 つの経験を今一歩前に進めたい。復興に

参加する人たちが、これまでの①復旧・復興に寄与する、②地域の産業の底上

げを図ることに加えて、新たに③永続化できる支援の枠組みをつくる、という

場面づくりに挑戦する必要があると考える。 

 

３）「復興まちづくり会社」の設立とその役割 

 その答えのひとつが「復興まちづくり会社」の設立を通じ、多くの国民や企

業が永続的に支援できる枠組みをつくることである。そして、10 年にわたる支

援を通じて、支援を行う国民や企業が被災地域に溶け込んでしまう、という社

会を期待するものである。 
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「復興まちづくり会社」は、住民自らが行うべき復興を支援する組織として

立ち上げる。したがって、行政が主体に行うべきことの代替ではない。集落単

位あるいは複数の集落単位に検討されるべきと考える。 

 政府は、この「復興まちづくり会社」を被災地全体に作る方針を打ち出すべ

きである。これが「つなぐ」理念を支援する人たちを繋ぎ止め永続化させる仕

組みであり、「公助」である。 

「復興まちづくり会社」は、すでに多数存在する地区振興協議会などを母体

に設立することがひとつの方法である。地区振興協議会は、地域の活性化のた

めに市町村単位や地区単位で多数設立されている。これら既存の地域組織など

を「復興まちづくり会社」などに格上げし、被災地域での復興支援などの組織

とする可能性と方法について検討し、具体的する。 

 地区の振興協議会が、会社などの法人格をもち被災復興の地域の拠点となり、

そのための一定の基金（ファンド）を持つことができれば、これらが中心とな

って 10年にわたる被災地域の復興の支援を行うことができる。政府は、この組

織の立ち上げと、基金のベースについて支援する「公助」を行うことを明示す

べきである。 

 この「復興まちづくり会社」は、株式会社であることを基本にし、健全な収

益をベースに復興にかかわる「つなぐ」理念を具体化、永続化させることを目

的とした組織とすべきである。経営のトップは地元住民がなることが望ましく、

市町村長は役員や顧問として参加する。地域住民主体でありつつも、その地域

で復興の支援をしているボランティアや民間企業、専門家が運営に参加する。 

 「復興まちづくり会社」の役割は、現在のところ次のように考えられる。 

① 浸水地域の「共有地」化とその運営 

② 雇用の場の創設と起業の支援 

③ 民間企業の「二地域就労」の場の支援 

④ ＦＣＣ（日本版ふるさと保全隊）の受入れと調整 

（ＦＣＣについては下記参照） 

（http://www.furusatosouken.com/110329quaketeigen.pdf） 

⑤ 空き家・仮設住宅などの住まいの管理支援 

（空き家については下記参照） 

（http://www.furusatosouken.com/110528shien_by_akiya.pdf） 

⑥ その他 

 政府は、「つなぐ」ことを永続化する組織として被災各地域に「復興まちづく

り会社」を作る支援を行う用意があることを明示すべきである。 

 

 

http://www.furusatosouken.com/110329quaketeigen.pdf
http://www.furusatosouken.com/110528shien_by_akiya.pdf
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５）「公助」「共助」「自助」について 

（１）提言の問題点 

 復興会議の提言では、復興にかかわる深い問題意識を示す印象に残る言葉が

いくつもある。 

・ かつてない事態の発生だ。かくてこの国の「戦後」をずっと支えていた

“何か”が、音をたてて崩れ落ちた。 

・ 实はどの切り口をとって見ても、被災地への具体的処方箋の背景には、

日本が「戦後」ずっと未解決のまま抱え込んできた問題が透けて見える。

（中略）われわれの文明の性格そのものが問われているのではないか。 

・ 災害の発生を明確に前提として、地域と国のあり方を考える発想は、最

近まで、この国では重視されてはいなかった。むしろ、そうした発想か

ら目をそむけ、「戦後」の平和を享受し安全神話に安住し続けてきたの

が、实情ではあるまいか。新たな地域づくりは、災害ありうべしとの発

想から出発せねばならぬ。災害との遭遇に際しては、一人一人が主体的

に「逃げる」という自助が基本である。一人一人が「逃げる」ことが「生

きる」ことを意味する。それを可能にするためには、「共助」「公助」

へと広がる条件を整備せねばならない。 

・ 復興が苦しいのもまた事实だ。耐え忍んでこそと思うものの、つい「公

助」や「共助」に頼りがちの気持が生ずる。しかし、恃むところは自分

自身との「自助」の精神に立って、敢然として復興への道を歩むなかで

「希望」の光が再び見えてくる。だから自ら人とつなぐはよし、いつの

まにやら人とつながれていたでは悲しい。復興への苦闘のなかでこそ、

人は主体性を取り戻し、そこに「希望」を見出していくのだから。 

 しかし、残念ながら、この深い問題意識が各論には反映されていない。復興

に関する「価値観」が共有できていなかったせいだと思われる。各論では各所

に「公助」「共助」「自助」という言葉が出てくるが、木に竹を接いだ観がど

うしても否めない。 

 復興の「価値観」、それに付帯する「公助」「共助」「自助」の問題につい

て参考意見を述べて、この意見書を終りとしたい。 

 

（２）「豊かさ」価値観の終焉、「よりよく生きる」社会モデルへの挑戦 

ことの本質は、国民の価値観変化にある。要点を述べれば、次のようである。 

戦後 60年間にわたって、われわれの生活を送る上での目標であった「豊かさ」

価値観が終焉し、チャレンジ精神にみなぎる「よりよく生きる」価値観に転換

し、わが国の社会を支えるべき土台が劇的に変化した。 
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こうした国民の価値観変化が起こったのは、ちょうど 2000 年のことである。

国や会社に依存した「豊かさ＝暮し向き（living）」という呪縛から離れ、自ら

の発露にもとづく「よりよく生きる＝生き方の質（life）」が問われる、という

ことである。 

 したがって、これまでの社会システムを新しい価値観「よりよく生きる」の

目標を達成する社会の仕組みにどう組替えるべきかが問われている。 

 神戸大震災や河口堰のケース分析から明らかになったことは、これまでの「豊

かさ」追求時代では、親方日の丸、護送船団、画一的、おんぶにだっこ、政府

や会社がすべてをやってしまういわゆる「公助」が効率的であった。一転して、

この「よりよく生きる」価値観のもとでは、社会の仕組みは、チャレンジ精神

を尊重してみんなで助け合ってことをなす「共助」、自らのことは自ら行う「自

助」に軸足をおいたものへと大きく転換させる必要が生ずる。 

 これを変革の原理として、社会の仕組みを多面的に改革すべき時代が到来し

た。 

 なお、これに関して、詳しい内容は下記ＵＲＬで参照されたい。 

     （http://www.furusatosouken.com/110626kojo.pdf） 

 

（３）被災地復興に向けた「よりよく生きる」社会モデル 

 被災地の人々が「よりよく生きる」ことができるよう、復興会議の提言にあ

る「くらし」について、いくつかの例示を要約して示す。 

○公共事業の再定義による災害対応 

・災害対策によって国民の生命と財産を保全することは、国の責務と考えられてきた。

経済規模に合わせて、ナショナルミニマムを達成するための公共事業は、無原則、無

限に拡大する慣性モーメントを宿していたのである。ここには、“国がすべての責任

を負う”というオールマイティ「公助」の思想がある。「豊かさ」を实現する時代に

は、これが有効に機能したと考えられるが、これが転換を余儀なくされている。 

・一方、国民には、政府におんぶにだっこ、自らの災害に対する“心構え”を奪い去る

行動様式をもたらした。 

・「よりよく生きる」価値観のもとでは、防災工事（公助）は無限に拡大するのでなく、

その代わり万一被災した場合に備えて、自ら避難できる体制をしっかり作る（自助）、

使われなかった公共事業費を元手に自らも参加して災害復興をする仕組みを作る（共

助）、という三位一体の防災体制が必要になる。 

・こうした点からいえば、復興会議の提言にある｢減災｣の考え方や、「逃げる」という

自助の精神を生かすことはきわめて大切だが、もうひとつ「共助」に相当する復興に

関する相互保障のような機能も必要である。 

 

http://www.furusatosouken.com/110626kojo.pdf
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○医療・介護をめぐる「自助」システム 

・「豊かさ」時代を支えてきた医療会計の破綻を防ぐため、医療費の自己負担率の引上

げや、75 歳以上の高齢者医療制度の独立など、既存制度の組替えがあたかも抜本改革

のように議論されたが、医療費の増加に対する構造的改革は手つかずの状態にある。 

・医療費抑制のためには、医療情報によって医療行為の費用対効果を明らかにして、高

単価医療の实施を標準化すべきである。加えて、病気にならないための活動や予防、

要介護者向けの介護予防が重要であるが、ともになかなか進んでいない。 

・こうした閉塞状況を打破するため、被災地をモデルケースにして、ＩＣＴを活用した

医療行為の費用対効果の検証、「自助」意欲を高めるため医療の自己検診や介護予防に

ロボットの活用などを行ったらどうか。 

・この分野は雇用の宝庫といわれているが、それは医療・介護が近代産業になっていな

いためである。被災地の医療機関や介護事業に医療ＩＣＴの活用や介護ロボットの積

極的導入を通して、この分野が先進産業に脱皮し、さらに輸出産業になる機会をつく

る。このことは被災者の「公助」精神を打破し、「自助」の心構えをもたらす。 

・復興会議の提言で示された「地域包括ケアモデル」は、被災地域の医療・福祉環境を

立て直すために重要な視点であるが、もう尐し長期的な視点で、「自助」「共助」を促

す産業化にも配慮したらどうかと考える。 

○教育と「よりよく生きる」社会モデル 

・「豊かさ」時代を支えた進学競争を軸とする学校教育も、大きな曲がり角を迎えてい

る。しかし、これに代わる教育の「価値」が不在のまま今日まで来た。子どもたちは

“何のために勉強するのか”と思い悩み、先生は“何を教えたらいいのか”と苦悩の

日々を送ってきたのではないか。 

・だが、「よりよく生きる」という新しい価値尺度に沿って教育のやり方を組替えてみ

たらどうなるか。先生が“この子が将来「よりよく生きる」ことができるように”と

考えて教育の仕方を変えたら、多くの問題は解決していかないのか。 

・床屋談義としていえば、子どもが将来「よりよく生きる」ことが出来るようにするた

め、まず必要となる能力は、チャレンジ精神である。チャレンジすることが大切なこ

とを、多くの子どもたちに肌で理解してもらいたい。そのうえで、リスクに対する対

応力を身につけてもらいたい。チャレンジは無謀であってはならない。チャレンジに

つきまとうリスクを予知し、それに対処できる能力を身に付けてもらいたいと考える。

そして、こうした「チャレンジ精神」と「リスク対応力」を支える基盤として、「基

礎的な学力」があると考える。 

・被災地の学校で、こんな教育ができませんかね。「特区」が適用されるようなので。 

・「特区」活用で、15 歳になったら自動車免許が取れる、というのもいかがか。鉄道の

復興もままならず、通学のために必要だと考えますが。もしそうなれば、大都市の高

校生が大挙して住民票を被災地に移すに違いない。「つなぐ」若者が広がるし・・ 
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以上が、今般の復興構想会議提言への意見である。文中に多数の参考ＵＲＬ

を記載したが、これらの多くは、これまでに政府に提出した今般の被災支援に

関するわれわれの「提言」である。あわせて参考にされたい。 

 

復興構想会議がこれで終わることなく、さらなる活動を期待する。政府は、

提言をまじめに迅速に实行されよ。被災者が困っているのだから。 

 

 震災復興の「公助」「共助」「自助」が、単なる弥縫策で終わらないことを願

って。 
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