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東日本大震災津波復興特別委員会会議記録 

 

               東日本大震災津波復興特別委員会委員長 関根 敏伸 

  

１ 日時 

  平成 30年１月 12日（金曜日） 

  午前 10時 03分開会、11時 55分散会 

２ 場所 

  特別委員会室 

３ 出席委員 

関根敏伸委員長、岩崎友一副委員長、伊藤勢至委員、田村誠委員、髙橋元委員、 

郷右近浩委員、小野共委員、髙橋但馬委員、軽石義則委員、名須川晋委員、 

佐々木朋和委員、千葉進委員、佐藤ケイ子委員、阿部盛重委員、柳村一委員、 

菅野ひろのり委員、千葉伝委員、柳村岩見委員、工藤勝子委員、嵯峨壱朗委員、 

髙橋孝眞委員、佐々木茂光委員、福井せいじ委員、城内よしひこ委員、神﨑浩之委員、

川村伸浩委員、佐々木宣和委員、飯澤匡委員、工藤勝博委員、佐々木努委員、 

ハクセル美穂子委員、千葉絢子委員、工藤大輔委員、五日市王委員、中平均委員、 

工藤誠委員、田村勝則委員、斉藤信委員、高田一郎委員、千田美津子委員、 

小西和子委員、木村幸弘委員、小野寺好委員、樋下正信委員、吉田敬子委員、 

臼澤勉委員 

４ 欠席委員 

なし 

５ 事務局職員 

  千田事務局次長、村上議事調査課総括課長、佐々木政策調査課長、工藤主任主査、 

中村（葉）主任主査、熊谷主任主査 

６ 説明のために出席した者 

なし 

７ 一般傍聴者 

  なし 

８ 会議に付した事件 

 (1) 社会事業コーディネーターから見たポスト三陸復興の課題 

   （参考人） 

    一般社団法人 ＲＣＦ 代表理事 藤沢 烈 氏 

 (2) 現地調査実施報告書（11月実施分）について 

 (3) その他 

９ 議事の内容 
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○関根敏伸委員長 ただいまから東日本大震災津波復興特別委員会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日は、お手元に配付いたしております日程により会議を行います。 

 初めに、日程第１、「社会事業コーディネーターから見たポスト三陸復興の課題」につい

て調査を行います。 

 本日は、講師として一般社団法人ＲＣＦ代表理事の藤沢烈様をお招きしておりますので、

御紹介いたします。 

 藤沢様の御略歴につきましては、お手元に配付いたしております資料のとおりでござい

ますが、藤沢様は 2011年４月、東日本大震災津波からの復興に向けた調査を行う団体とし

て、ＲＣＦ復興支援チームを立ち上げ、復興事業の立案や関係者間の調整役である復興コ

ーディネーターとしての役割を担ってこられました。現在は、一般社団法人ＲＣＦ代表と

して、復興支援のみならず、地方創生や多様な社会課題の解決に向けて取り組んでいらっ

しゃいます。 

 藤沢様には、御多忙のところお引き受けをいただきまして、改めて感謝申し上げます。 

 これからお話をいただくことといたしますが、後ほど質疑、意見交換の時間を設けてお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、藤沢様、お願いをいたします。 

○藤沢烈参考人 ただいま御紹介にあずかりましたＲＣＦの藤沢烈と申します。本日は、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 お手元に資料を配付させていただいておりますので、そちらも見ていただきながら聞い

ていただければと思っております。 

 では、まず簡単に自己紹介でございますけれども、私どもは、拠点としては東京にある

団体であり、震災が起きた後に、復興支援に関して何らかのお手伝いができればというこ

とで立ち上げております。 

 私は、もともとマッキンゼーというアメリカのコンサルティング会社出身だったもので

すから、現地の状況の調査でしたり、これからどういった復興に関する事業が必要なのか

ということを考えて、それを企画立案し、さまざまな企業や行政と連携しながら事業をつ

くり進めると、そういった仕事をさせていただいております。 

 ただ、割とコンサルタントという言葉は今回においては使うべきではないなと思いまし

て、コーディネーターという言葉を使っております。というのも、コンサルタントという

のは何かしら企画や提案はするのだけれども、実行しないというふうなイメージもありま

すし、実際そういう面もございますので、やはり東北これほどの被害があった中で提案だ

けしていても、全く意味がないであろうというふうに感じまして、提案もするけれども、

必ず実行、成果が出るまでおつき合いをしますというふうな意味合いを込めて復興・社会

事業コーディネーターという名前で事業をやっております。現在 50名ほどのスタッフでや

らせていただいております。 
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 簡単にＲＣＦの紹介をもう少しなのですけれども、企業、ＮＰＯ、行政とありまして、

そこをつなぐような仕事をしていきたいということでやらせていただいております。最近

は、全国でも企業、行政、ＮＰＯが共同事業をやるということが非常に主流になりつつあ

ります。そういった中で、東北では、やはりあれほどの被害があった中で、行政だけでも、

あるいは企業だけでも復興が進みがたいということで、この３者が連携して事業をするこ

とが非常に通常になってきていると感じていますけれども、これが非常に今全国的にも広

がっており、東北でも引き続きこの３者が連携するお手伝いをしていますけれども、全国

でも一部、まだまだ８割ほどは東北の仕事が中心ですが、２割ほどはほかの地域でも引き

合いいただいて事業づくりをやらせていただいています。 

 あとは、岩手県との御縁なのですけれども、私ども 2011年から支援をさせていただいて

いるのですが、最初に話していただいたのが岩手県の釜石市でした。ここの聴取の２回前

に話があったと思うのですけれども、釜援隊という団体が今岩手の釜石で活動しています

けれども、その釜援隊の立ち上げのサポートをしたり、現在も釜援隊のマネジメント、ど

う運営するのかというところを釜石市とともに御一緒しています。そういった釜石に入ら

せていただいたというのが我々にとっての最初の入り口でした。 

 ほかには大船渡市での取り組み、キリン、グーグルなどとも連携しながら、沿岸中心で

はありますけれども、東北沿岸のさまざまな事業者に対しての支援をやらせていただいて

います。 

 きょうこれから、共通してお伝えしたいことはこのページで言いたいことで、復旧、復

興の違いは、さまざまな定義がありますし、定義ができないものだというふうに感じてい

ますけれども、私どもなりに捉えていることでいうと、復旧というのは原状回復であると。

復興というのは、あえてカタカナで書きたいのですけれども、イノベーションであると。

これまでなかった新しい変化をつくっていくことが復興であるというふうに私どもは促え

ています。 

 この復旧と復興というのは何が違うのかというと、さまざまな違いはありますけれども、

一つ、発想、考え方が違うのだろうといふうに思っています。まず、復旧の話でいいます

と、落ち込んできているのです。もともとあった状況から落ち込んできているというのが

ありまして、そうするともとに戻すためにはなぜ落ち込んだのかと、もともとどうだった

のかという過去の状況を振り返らないといけないものだというふうに感じています。です

ので、なぜ落ち込んだのかと、Ｗｈｙですね。原因を考えて打ち手をとると、これが復旧

であるというふうに感じています。 

 一方、復興というのは何かというと、今までと違ったところに行かないといけないとい

うことなので、過去を見るのではなくて未来を見ないといけない。そして、未来にある状

況に対して、どうすればここの未来にまで行けるのかということを考える。これは過去を

見る発想ではなくて、未来を見る発想だと考えていますので、今までやってきたこと、過

去を見て過去どうだったか、過去の成功体験は何なのかということを考えていては、復興、
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イノベーションというのは起きないというふうに感じています。未来がどうありたいのか、

そこに行くためには何が必要なのかという新しい発想をしていかないといけないと感じて

います。 

 よくこの話をするときに引き合いに出すのは日本のテレビ業界ですが、日本テレビ業界

というのは、ソニー、シャープが世界を席巻していたわけですけれども、御案内のように

今非常に下がってきています。もともと日本のテレビ業界というのは、ブラウン管中心の

時代の成功のパターンを非常に引きずっています。簡単に言うと、ブラウン管というのは

垂直統合といって、開発から製造、販売まで一体になってビジネスを行うというのが基本

なのですけれども、これが液晶の時代になると、液晶自体は非常にハイテクなのですけれ

ども、液晶以外のものは世界中から最も安いものを調達しないといけないという水平統合

にゲームのルールが変わった。それがシャープは、そのゲームのルールに対して売り上げ

が減ってきて、本当はルールが変わったことを見通して、違う成功要件を見つけないとい

けなかったのですけれども、過去の成功要件に引っ張られてしまって、堺の工場に大変な

投資を行ったことが重荷になって、最終的には買収されてしまった。日本というのはこれ

まで成功してきたところがあるので、どうしてもそこに引っ張られがちなところがあるの

ですけれども、そこを見きわめて、もちろん過去の成功を参考にしないといけないことも

あるのですけれども、時にこのままではだめなのだと考えたら、次の時代のゲームのルー

ルは何なのかというのを考えて、違う手を打っていかないといけない。 

 そういう意味で、復興に関しても、確かに復旧もしないといけないので、この復旧と復

興がまじりやすいのは難しい点なのですけれども、大事な点は復旧させつつも、これから

は次の岩手、次の時代、次の社会のルールは何なのかと、これを考えて手を打っていかな

いといけないと感じております。 

 きょうは、次に目次がありまして、六つほどのテーマをこれから少しなるべくわかりや

すい形でお伝えできたらと思っていますけれども、多少情報量が多いと感じていますけれ

ども、これからの岩手、沿岸に限らず岩手全体だと思いますけれども、そこのまさに復興、

あるいはこれからの社会を考えるときにどんな視点が必要なのかと、これをぜひ皆様にお

伝えをしたいと考えております。 

 では、早速、６テーマに入っていきたいと思います。まず最初が水産業、この水産業に

関しては、キーワードをブランディングというふうに置きました。ちなみに、皆様、後で

答えは出すのですけれども、マーケティングという言葉があります。それから、ブランデ

ィングという言葉があります。この二つの違いを御説明できる方はいらっしゃるでしょう

か。この違いを知っていただくというのがきょうの一つのゴールだと思っていまして、こ

の違いを知っていただきつつ、水産業に限らないかもしれませんけれども、岩手の産品を

どうよりよくしていくのかということを、一つ視点をお持ちいただきたいというふうに考

えております。 

 まず、基本的なデータからで、これは皆さん言わずもがなですけれども、被災事業者の



- 5 - 

経営課題の一番は、いまでも人材の確保です。人手が足らないということで、皆様のとこ

ろにもさまざまな要望があるかと思います。これは、我々も非常に実感をしておりまして、

人材のマッチングの支援も、最近は福島なのですね。福島の沿岸がようやく、原発事故の

災害を乗り越えて帰還が始まり、帰還をすると、まず事業者が戻るのですけれども、仕事

はあるのですが、人手がいないということで、福島でも困られていて、福島の支援をして

います。岩手の支援もさせていただいております。大変な課題です。 

 ただ一方、実際の賃金を見ると、御案内のように水産加工関連の事業が沿岸では非常に

重要な産業ですけれども、平均賃金はやはり高くないという現実もあります。 

 こういったところを少し掘り下げてみると、次のような格好になるのかなと思っており

ます。最終的には、人材を確保し、売り上げを上げていかなければならないところですが、

ただ、今の何も経営が変わらない状況で、人を入れればいいのだろうかということなので

す。水産事業者の皆様、非常に懸命に尽力されておられますけれども、今もう日本全国で

人の奪い合いになっているという中で、なかなか今低い賃金のままやり続けても人は来ま

せんし、１回来ても長続きしないというのが現実としてあります。その手前のより付加価

値が高い製品をどうつくり、あるいは経営をどう強化して、それで高い賃金を払っていく

ように変わっていかないと、なかなか沿岸の水産業に対して人が集まり続けるというのは

難しいのではないかというふうに感じております。さまざまな首長さんにもお話を聞いて

も、どうやって販路をふやすか、それからブランディングですね。ブランドを確立させて、

ブランドができると、より高い単価で売れるようになるということで、ブランドをつくっ

てきたという話はよく聞く話であります。 

 ここで、ぜひ改めてなのですが、マーケティングとブランディング、とりわけブランデ

ィングとは一体何なのか、改めておさらいいただきたい。 

 次に、マーケティングとブランディングの違いというのを図で表現しております。左側

がマーケティングです。左側は、左の男性が「僕は頭が良いです」と言っています。右側

は、ブランディングと書いてありますが、男性に対して女性が「あなたは頭が良いと思い

ます」と書いています。下を見ていただければと思いますけれども、マーケティングとい

うのは、事業者自体が自分のイメージを相手に伝える努力、こんな製品をつくっています

よ、こんな商品つくっていますよということをＰＲする努力なのです。でも、ＰＲしてい

るだけではブランドにはなっていないのです。 

 ブランドになるとは何かというと、下にありますけれども、消費者が、ああ、岩手の水

産品はこうだねというふうにイメージを持っている状態、まず知っているところからです。

まず知っていて、そしていいね、あの商品というふうにイメージを持っているという状況

です。岩手では、ワカメが全国でも非常に有数のものですけれども、やっぱりなかなか三

陸のワカメ、鳴門のワカメと比べて認知がまだ弱い面もあります。本当は、私は質がいい

と思いますし、三陸のワカメ事業者として、もちろんよさを外に出す努力はされていると

思うのですけれども、要は、結果的にまだまだ日本あるいは世界に対して、ブランドが浸
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透し切っていないと感じています。あくまで相手に伝わってこそブランディングなのだと。

これが違いになります。マーケティングを通じて、最終的に相手が認知をしていると、相

手が知っているという状況まで至るのがブランディングであります。 

 被災３県でいうと、このブランディングがうまくいっている事例は、実は福島だと思っ

ています。次のページに出しましたけれども、東京では、ＴＯＫＩＯというアイドルグル

ープがありますけれども、ここが一貫して福島のお米、桃などさまざまな産品をＰＲして

います。非常にこれがヒットしていて、ＣＭを継続的にやっていて、大変評価も上がり、

実際に福島産品の評価が高まっています。この高まっているというのは、今でもまだ全国

の 10％の方は福島産を避ける傾向が続いているわけなのですけれども、残り 90％は気にし

ていないと。その 90％の方の福島の産品に対しての評価が上がってきているのです。福島

は、ある時期から、安全だというだけではだめだと、安全なのを前提として、どうやって

福島のおいしさ、付加価値をつけていくかということで、一貫してＴＯＫＩＯを使ってＰ

Ｒしています。ＴＯＫＩＯを使えばいいという話ではないのですけれども、一貫している

というのが重要です。もう６年間ずっと使い続けながらアピールを続けています。それが

じわじわと効果を広げて、全国の認知につながってきているという事例があります。単に

ＣＭをやったっていいわけではないのですけれども、どうやって東京や全国の方に岩手の

産品のことを知っていただき、イメージを持っていただくか。こういったイメージを持ち

続けてもらう戦略が必要で、個々の事業者はもちろん頑張られていますけれども、どうし

ても限界もあるという中で、岩手全体として三陸なり岩手全体のものが魅力的だというこ

とを伝わる状況にすることをやらないといけない。一つ目、この産業に関しては、ブラン

ディングをキーワードとして、改めてこのブランドをどうつくるのか手を打っていかない

といけないことを問題提起したいと感じています。 

 続いて、二つ目に行きたいと思いますけれども、二つ目は観光です。観光も、これも御

案内の話だと思いますけれども、東北だけが唯一伸び悩んでいるという状況があります。

被災３県だけでなく、秋田も相当厳しい状況があります。全国的には、東北を除いた北海

道から沖縄まではインバウンドを中心に観光は非常に伸びている状況があるわけですけれ

ども、なかなかそこの恩恵に東北があずかれていないという状況があります。 

 何とかしたいと皆さんもお感じになっていると思いますけれども、ではこの東北の観光

をよくしていくには何が、さっきの復興、イノベーションのためには、どういうゲームを

していかないといけないのか感じていただきたいということです。 

 一方、もちろん岩手のよさもあります。こちらは、リクルート社による宿泊関係の調査

ですけれども、地元ならではのおいしい食べ物が多かったとか、地元の人のホスピタリテ

ィーを感じたとか、こういったところは、来た人は全国でも上のほうのレベルだと感じて

います。この来た人はというのが大事で、岩手は、問題は来ていないのです。来た人は、

いいと思っているのです。リピートがあったりするので、１回来てもらえればいいねと思

ってもらえるのだけれども、行こうという感じがされていない。この辺が岩手においては
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課題であります。 

 次のページのところで、ＪＴＢの調査を御紹介したいと思います。左側の図なのですけ

れども、縦軸が、簡単に言うと外から見て魅力的かどうか。上ほど魅力的、下ほど魅力的

だと思われていない。一番上には北海道が、２番目に沖縄、次に京都がありますね。岩手

は、残念ながら下のほうになっています。 

 一方、この横軸、観光アクティベーション総合指数というのがあるのですけれども、こ

れは地元の方々が観光に向けて努力をしているかどうか。実は岩手は非常に高いほう、全

国トップクラスという調査もあります。したがって、何があるかというと、岩手の皆様は

努力をしているけれども、それがなかなか評価につながっていないという話です。来てく

れたらばいいねと思ってもらえるけれども、まず来ていないという話と符合します。 

 これは、さっきの水産の話とも似ているところがあるのですけれども、マーケティング

も、頑張って努力はされているのですが、結果にいかないので、岩手の水産にしても、観

光にしても、課題としては単に努力をするだけでなくて、どう結果につなげるかというこ

とが問われていると。そのためには、何をしないといけないのかということが必要なのだ

と感じております。 

 ここの岩手県の上のほうを見ていただくと、石川県、熊本県が位置します。北海道や沖

縄というのは、目指す対象としては少し先を行き過ぎている面があると思いますけれども、

個人的には石川県、熊本県のようなブランドイメージに、十分、岩手は行けると私は感じ

ていますけれども、現時点ではちょっと差がついているとは思います。どちらも人口とし

ては規模的には岩手とそう差はないのです。ぜひ５年、10年、時間かかるかもしれません

が、５年後、10年後には、石川県、熊本県よりも上を行くような観光地として認知されて

いる状況をぜひ目指していただきたいと感じております。 

 では、我々がやっていることも含めて二つ御紹介をしたいと思いますが、一つはやはり

交通ルート。そもそも行きにくい状況がやはりあるということで、どうやって来ていただ

きやすい交通を整備するか。もちろん九州に比べればやや遠かったり、石川は関西からも

東京からも行けるけれども、石川に比べれば、東京からちょっと離れているねとか、そう

いう不自由なところがあるのは承知ですが、そこを言っても始まりませんので、まずどう

やって海外の方が来やすい環境をつくるかということが課題だと感じております。新千歳、

福岡は、あちこちの国から定期就航便が通っていますが、岩手は、台湾からはチャーター

便がありますが、それ以外のルートはまだないということで、岩手もそうですが、東北は

就航便がまだまだ十分ではない。実際の国際線乗降客数も花巻は１万人弱と成田と比べて

も仕方ありませんが、桁違いの状況であります。新千歳 128万人、那覇は 90万人で、桁が

二つほど違うという状況があります。このあたりをどうするのかというのは課題ですけれ

ども、鶏、卵ありますけれども、航空会社は、いや、いや、ニーズないから飛ばさないの

よという話がありますけれども、実際には就航便があることによって、旅行代理店がツア

ーをつくり、その認知が広まるという面もありますので、まずベースとしての交通ルート
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をいかに広げるかということを私どもも最近取り組みを始めております。そういった目線

もぜひ注目をいただきたいのが１点。 

 二つ目が情報ルートを広げることであります。民泊というのがありまして、民泊新法が

できて、エアビーアンドビーという民泊に関してのインターネットの最大手の会社があり

ます。このエアビーアンドビー社と私どもは提携をしておりまして、御存じの方もいるか

もしれませんが、釜石市と連携をしてもらっています。日本でこのエアビーアンドビーが

自治体と初めて連携したのは釜石市ということになります。民泊は、さまざまな課題もあ

りますので、皆様もいろいろ賛否両論なのは存じ上げておりますけれども、私どもなぜこ

のエアビーアンドビーと一緒にやっているかというと、世界の方々は泊まるときに、エア

ビーアンドビーのサイトを見て泊まる先を選んでいるのです。実際昨年度は 2,400万人訪

日外国人がいらっしゃいましたが、400 万人はエアビーアンドビーで泊まっています。情

報がないのです。例えば東京でも、東北でも、泊まらないといけないけれども、個人で来

たらどのサイトを見たらいいかわからないし、各ホテル、旅館のサイトを見ても、それが

本当にいいかどうかわからないのです。ですから、このエアビーアンドビーは、評価をか

なり重視していて、スマートフォンで使えます。しかも、やりとりがメッセージで簡単に

できるという評価がされています。わかりやすくて、情報がきちんと英語でやりとりでき

るという環境をきちっと用意していることから、世界の方々が使っているのです。 

 私は、この観光を広げるときに、民泊が肝なのではないと思っていて、スマートフォン

などで情報をきちっと届けられるかということがポイントだと思っています。別に民泊し

なくてもいいと思っているのですが、東北なり岩手の旅行業者の方々が海外の方から見た

ときに、英語で情報をとれて、やりとりできるような環境になっているか。まず、なって

いないのではないかと感じておりますので、民泊といっても、民泊が実際に提供できる事

業者というのは限られていますし、これが主流になることはありません。メーンは、やは

りホテル、旅館の皆様ですけれども、こういった動きをぜひ知っていただいて、海外の方

から見てアクセスしやすい状況にどうしていくのかということが大事なのではないかと感

じています。 

 観光に関してはどう移動、交通を整備していくのかということと、情報の整備ですね。

物理的な移動だけではなくて、情報としてもきちっと海外の方が旅行しやすい環境を用意

できるか。岩手は、果たして東北６県の中でもそれが十分できているのか。東北自体がほ

かの地域と比べてできているのかということで言うと、まだまだ課題があるように感じて

おります。観光に関してはまだまだ交通と情報の土俵に乗っていないのではないかと感じ

ておりまして、そもそも土俵に乗るところから整備をしないといけないと考えております。 

 それでは、続いて三つ目、コミュニティ。最近お話を伺っていても、復興の課題は長ら

く住宅がなかなかつくられないとか、インフラの整備がおくれているとか、そういった課

題が中心だったと思いますけれども、そこはようやく岩手では進んできていると理解をし

ています。ただ、住宅が整っただけでは、まだまだ十分ではない面があります。そこでの
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キーワードは、コミュニティであり、あとはソーシャル・キャピタルという言葉がありま

す。 

 ソーシャル・キャピタルという言葉を聞いたことがある方は、どのくらいいらっしゃい

ますでしょうか。ありがとうございます。改めてこのソーシャル・キャピタル、横文字で

済みません。私ももともと外資系のコンサルティング会社にいまして、そういうコンサル

ティング会社にいると、横文字が自然と多くなるのです。岩手に入らせていただいて、君

は横文字が多いということで随分怒られまして、大分是正をしたのですけれども、最近な

れていただいて、横文字を使っても大丈夫になってきたのかなと感じて、横文字がやや多

目に戻ってしまっています。 

 こちら、改めてですけれども、復興住宅の転居が大分進んでまいりました。ただ、まだ

まだ仮設住宅に残されている方がおられますので、大分減ってきたとはいえ、残った方は

厳しい環境におられる方が少なくありませんので、そこの対応もしていかないといけませ

ん。あるいは復興住宅に入っても、御存じのように、仮設住宅だと割合支援や横の連携と

いうのはしやすいですけれども、復興住宅に入っていますと、通常のマンションですから、

なかなか仮設住宅よりも横のつながりが減ってしまうというところがあります。そういう

ところをどうやって対応していくのかというのが課題であります。 

 もしかするとこのあたりは、前回、この特別委員会に講師として中越防災安全推進機構

の稲垣さんが来られたと聞いていますので、近い話になるかもしれません。復興の感覚で

ある復興感という言葉があります。要は、物理的に住宅が何割戻りましたとか、土地がど

のくらい整備されましたという数字ははっきり出るわけですけれども、ただ住宅が戻って

も、復興した実感を持てる人と持てない人というのが分かれてしまうのですが、やはり見

ないといけないのは、土地、建物の整備だけでなくて、人の気持ちですね。被災された皆

様がどういう感覚を持っているのか見ないといけない面があります。復興感をどう感じて

いるかという調査で、復興感の違いの一番のキーは、近所づき合い、人づき合いがあるか

どうかだと言われています。この数字を見ていただければと思うのですが、近所づき合い

が震災後に減った方、変わらない方、ふえた方、三つ出していますけれども、近所づき合

い減った方が優位に復興している感覚を持てていないというデータがあります。これは、

皆様何となくイメージがつくかもしれませんけれども、被災をされて御家族を失われたり、

御友人を亡くされたりする中で、人づき合いを減らしてしまった方というのが多くいらっ

しゃいます。そういった方ほど、周りがどんどん家ができて復興が進んでも、逆に取り残

されている感覚があるということで、そういった人づき合いがなかなかふえていない方と

いうのは、復興している感覚が持てないという話があります。 

 家、住宅が整備されて、まちがきれいになると、その後には、どうやって人と人との関

係をより強固にしていくかということが重要になってきます。この人と人とのつながりと

いうのを社会関係資本、専門用語ですが、ソーシャル・キャピタルという言葉で言ったり

します。社会資本というのはインフラですけれども、社会関係資本というのがあるのです。
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この社会関係資本というところに着目をして、地域におけるソーシャル・キャピタルをい

かに高めるかということが研究されています。 

 この部分を、なかなか定量的にはできない面がありますけれども、ある程度把握をして、

高まっているのかということを見続けないといけないという視点があります。 

 では、ソーシャル・キャピタルをどうやって高めればいいか、我々がやっている事例を

御紹介したいと思います。これは、福島での支援になります。福島は、御存じのように原

発事故によって全町全村避難をされた地域が 12ございまして、大分帰還が始まってはいる

ものの、中でも原発が立地している双葉町、大熊町という自治体がありますが、この二つ

の自治体に関しては、今でも全町避難が続いています。我々は、この双葉町と大熊町の支

援を４年ほどやっておりまして、この二つに復興支援員ということでメンバーを 10人ずつ

送って、被災者のサポートをしています。全町避難が続いておりますので、家をどうする

かとか、産業をどうするかという話のもっと手前です。どうやって人の関係をつなぐかと

か、情報をどう届けるかとか、どうやって悩み事を聞き取るかということをやっているの

ですけれども、そこでも注目しているのはソーシャル・キャピタルで、単に御用聞きとし

て何でもお手伝いするということでは、実はだめなところがあります。 

 私ども、例えば男性料理教室をやっています。御存じのように、仮設住宅でイベント事

をやると、女性の方はぱっと集まっていただいて、関係がなくてもそこで新しい関係をつ

くるのが大変得意でございます。もしかしたら、きょうも多いかもしれませんが、だめな

のは 50 代、60 代の男性です。全く出てこないのです。昼間からお酒を飲んで、出てこな

い。やっぱり話、お茶っこやっても、そんな感じではないのだよねということで来ないの

ですけれども、そういうときやっぱり役割を与えないといけない。仕事は失われたりして

いますから、沿岸の方は料理も得意な方も多くいらっしゃるので、男性料理教室をやって、

役割を持っていただくのです。場だけではだめで、役割を持っていただくというのがとり

わけ男性、中年男性の方には大事だということで、こんな取り組みをしております。 

 パソコン教室も、どうしても皆さん全国に避難をされておりますので、タブレット、Ｐ

Ｃを配って、全国の方とやりとりをする環境を用意しています。使ったことがないよとい

うことで、パソコンやタブレットの使い方などをお伝えをしているのですけれども、我々

が伝えるだけではなくて、多少詳しい方が必ずいらっしゃるので、そういった方に先生役

になっていただいて、こうやると孫と話せるのねとか、無料で電話できるのだとか、驚い

てもらいながらやっております。 

 大事なのは、下にありますが、参画です。これも阪神大震災、中越震災からずっと言わ

れてきて、我々も大事にしていることですが、復興において大事なのは被災者自身が復興

やまちづくりに参画できること。やはり今回の震災が難しいのは、大変大き過ぎた地震津

波でしたので、国が大分力を入れたということもあって、なかなか地域の方々が手づくり

感ある形で復興に参画できるという機会が、過去と比べてやはり減っているという状況が

課題だと今でも感じております。今からでも遅くないのだと思っています。もう復興とい
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う言葉ではないかもしれませんが、まちづくりという意味では沿岸、まだまだこれから課

題ですので、こういったまちづくりに、行政的に言うとちょっと緩く思われてしまうかも

しれませんけれども、住民の方が参画する、何かしら参加しているという状況をつくるこ

とが大変大事だと思っておりまして、私どもは専門家として御支援しています。住民の方

は、その中で何かしら役割を持って、かかわっている。自分たちがこのまちを何か支えて

いる、動かしているという実感を持っていただくことが、このソーシャル・キャピタルを

高めるということにおいて最も重要なキーワードであろうと考えております。コミュニテ

ィ、ソーシャル・キャピタルをどう高めるか。復興が進み始めた今だから、今だからこそ

重要なキーワードであろうと思っております。 

 さて、続いて四つ目にいきたいと思いますけれども、子供の貧困ということで、これは

日本全体でお子さんが厳しい生活環境にあるということが課題になっています。これはな

かなか実感を持ち切れていない方もいらっしゃるかもしれませんが、この 10年ちょっとで

30代の所得というのは 100万円減っているのです。これまでは、男性正社員が、もしかし

たら能力以上に給料をもらっていて、そういう中で一家を支えるという構造があったので

すが、いろんな競争の中で、まず給料が減っている。まだまだ男性が支えないといけない

ようなことは残っている中で、とても子供を養えないということで、結婚やお子さんを産

む出生率が減っているのですけれども、一方でお子さんが若くして生まれた後も、なかな

か正社員になれなくて、非正規雇用の中で子供を育てないといけない。場合によっては、

旦那さんと離婚されて、お母さんが１人で育てているケースもふえ続けているという中で、

お子さんが非常に貧困状態にあるのではないかということが全国的に問題だと言われてい

ます。日本ではまだまだないでしょう、そんなに貧しい人なんて見当たらないよと思う方

もいらっしゃるのですけれども、子供の貧困の日本における難しさというのは、見えない

貧困と言われます。貧困は見えないと。これはどういうことかというと、普通の家庭と、

やや所得が低い家庭、何が違うかというと、ほかの国の貧困とちょっと違うのです。まず、

着るもの。着るものは、今安く、ユニクロとか手に入ったりしますし、無理をしてでも身

なりはきちっとするので、見た目には余り変わらない。では、何が変わるのかというと、

一つは食事です。お母さんが１日１食しか食べないとか、朝は出せないとか。それから、

学習環境です。勉強は、ほかの家は、例えば塾へ行くかもしれないけれども、一切行けな

いと。旅行に行けない。そういう目に見えないところです。ただ、やっぱり勉強など、ほ

かの子供たちと一緒の環境が用意されてないところで貧困状態が続いてしまって、貧困連

鎖といいますけれども、またそういった御家庭のお子さんが、時に早くまたお子さんが生

まれて、貧困状態が続いていくということが生まれてきているという現実もあります。 

 この子供の貧困というのは、ほかのテーマに比べるとやや局所的であるように見られる

かもしれませんが、やはり岩手のこれからの社会をつくっていくのは次の世代ですから、

そういった意味で子供の環境というのもぜひ注目をいただきたいのですけれども、ここで

一つキーワードとしてアウトリーチという言葉を出します。福祉的な用語ではあるのです
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れども、この言葉を知っていただきたいと思います。 

 我々ＲＣＦは、基本は東北の復興の仕事をさせていただいているのですが、昨年から始

めた事業として、こども宅食という事業をやっております。これは、東北ではなくて、東

京の文京区から依頼いただいて、文京区の中でやっています。何やっているかというと、

文京区は裕福なのではないかと思われるかもしれませんが、文京区とはいっても、その中

に低所得世帯が、割合としては、ほかの地域と比べると少ないのですけれども、1,000 世

帯いらっしゃいます。この 1,000世帯に対して、隔月でお食事を届けています。これはボ

ランティアが箱詰めしている風景ですけれども、食材を届けています。2017年、昨年度か

ら開始をしています。この食料を通じて生活が厳しい世帯と関係を持ちまして、専門家を

通じてその世帯のニーズを把握することをしています。 

 私は何で入っているかというと、企業の連携を東北でもずっとやらせていただいていた

ので、ここをやろうと思っている子供支援の団体から依頼されて、企業から食材を提供し

てほしいということで、企業のつなぎをするという役割で入らせていただいて、今 10社ほ

ど、例えばキリンビール、三菱食品、キューピーなどにお願いをして、食材を提供いただ

いています。 

 私はこの話を聞いたときに、岩手のことを思い出したのです。どういうことかというと、

震災直後は内閣官房にあった震災ボランティア連携室というボランティアが東北で活動す

るためのサポートをするセクションが当時国にありまして、私はそこに民間の非常勤とし

て入っていたのです。そのときに、岩手や宮城や福島の、当時は避難所の状況について、

いろいろ知る機会がありまして、会議にも参加させていただいた。岩手と宮城と福島を比

べて、圧倒的に岩手は避難所の状況を把握されていたのです。なぜか御存じですか。これ

は、岩手だけは炊き出しとかの食事、食材を自衛隊が届けていたのですが、自衛隊が食材

を届けるときに、必ず今避難所に何人いて、男女、年齢、どんな困り事があるのかという

のをヒアリングしていたので、やたら岩手だけは各避難所の状況が詳しかったのです。こ

の話を聞いたときに、これは岩手のあの震災直後の避難所の話ともしかしたら近いかもし

れないなと感じたのです。つまりこういう厳しい御家庭というのは、貧しいということを

知られたくないので、基本的にいろんな支援に自分から行きませんし、周りから隠します。

子供にはわからせないようにします。ですから、行政がどれだけ支援をしましょうと言っ

ても届かないのですが、食材はやっぱり必要なのです。私どもはこれを届けるときに、直

接話もしますし、アンケートもとるのですが、回答率が高いです。食事を届けるというあ

る種のインフラというか、本当に最低限、必ず必要なもの、必須のものを届けるときは、

やっぱりそういう情報をいただけるというのをやる前から感じましたし、やってみても実

際にそういう効果は出ているので、私はこれを見て、岩手のあのときのやり方と実は近い、

通じるものがあるということを感じたところです。 

 これもいろいろとおもしろい話がありまして、この話少し続けますけれども、ちなみに

これは文京区と岩手県のデータで、文京区は 20万人の人口で、20歳未満人口は３万 4,000
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人、就学援助、児童扶養手当、これが約 1,000 人ということで、1,000 人ぐらいの方がや

やほかの世帯に比べてひとり親だったり、所得が低かったり、厳しい状況に置かれている

ということです。 

 岩手県はどうかというと人口 125 万人、20 歳未満人口 20 万人、就学援助、児童扶養手

当が１万 3,000人ということで、割合としては文京区はやや低目ではあるのです。そうい

う状況に置かれている方が岩手県は全国平均的ですけれども、１万人以上の方が、文京区

には 1,000人の方がいらっしゃいます。 

 ここで、この取り組みでおもしろかったことで、もう一個お伝えしたいのですが、左は

食材ということで、この食材を通じて低所得世帯につながったと。このつながる。向こう

から連絡来ないのだけれども、こちらからつながることをアウトリーチといいます。これ

は非常に重要です。どうしても行政というのは、制度はつくっていただきますけれども、

あくまでもそれを申し込んだり、手続を経て支援ができる。でも、その手続にまで至らな

い方がたくさんいらっしゃるのです。それは、日本人、岩手の方もそうだと思いますが、

そんなよそ様にお世話になるのは大変申しわけないということで、極限まで我慢されると

いうことがあります。ですけれども、人間つらいときはありますし、被災されたというこ

とでお感じになるところあると思います。大変なときは、お互い支え合わないといけない

のが人間社会ですから、大変な状況のときには支え合うために行政がありますので、ちゃ

んと本当に必要な方には届いていないといけなのですが、実際には届いていないというこ

とで、食材を通じて低所得世帯にアウトリーチできている。これからさまざまな支援を提

供しています。 

 あともう一つ、非常に効果があったのが、1,000 世帯に対して今回こういう支援が始ま

りますので、やりませんかということをお伝えしたのですけれども、どのくらい届いたか。

やりたいよと言ってきたのは、実は 450世帯でした。この 45％の人が申し込んだというの

は、驚異的な数字です。行政的には、10％いけばいいぐらいです。なぜ 45％もの方に届い

たか。これは、食材がめちゃくちゃよかったからだけではありません。ラインがあります

ね。ラインというスマートフォンを使ってやりとりする仕組みがあります。使っている方

もいらっしゃるかと思いますが、このラインを使って申し込みができるようにしたのです。

これによって、非常に申し込み率が高かったのです。最近岩手で注目されているかわかり

ませんが、全国的にもこのラインを使って情報を届けたり、支援をすることが広がってい

ます。無料でできますし、非常に簡単であると。役場に行かなくてもできるということで、

ラインでさまざまな支援をすることが非常に広がっているのですが、その支援事例の先鞭

をつけた一つになった感じがしています。 

 行政としても、まずきちっと必要な方には支援を届けるのだと、届いてこそ意味がある

のだと、これは被災者の復興も同じだと思いますけれども、さまざまな制度や仕組みを皆

様御提案いただいてつくられていると思いますけれども、やっぱりそれがちゃんと届いて

こそ意味があるので、どうやって届けるのかということも必要であり、そのために、これ
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は一例ではありますけれども、どう支援する方が応募しやすくしたり、応募したくなるよ

うな環境を用意するかということが大事だろうと感じています。 

 今年度はテスト的に始めるということで、150 世帯からスタートをしているのですが、

450 世帯の申し込みがあったということで、文京区の区長からも、もう連日早く広げてく

れと言われて、４月から 450 世帯に広げます。ただ、450 世帯もの食材というのは本当に

大変で、隔月に１回５トンほどの食材を集めないといけないということで、今お米を絶賛

募集中です。お米がやっぱり一番人気です。 

 あと、お菓子も入れています。文京区だと不二家の本社がありまして、お菓子をいただ

いているのですけれども、最初は我々お菓子を入れるということに抵抗感があったのです。

やっぱりお米とか、そういったものはいいかなと。なるべく栄養になるような、滋養にな

るようなものを送ったほうがいいのかなと思っていて、お菓子を入れてもいいけれども、

余り多過ぎるとどうかと思っていたのですが、浅はかでしたね。お菓子は大変喜ばれまし

た。なぜ喜ばれたかという理由、これは子供が喜ぶからではなかったのです。送ったらお

母さん方に喜んでいただいたのですけれども、なぜかというと、これでようやくお友達を

呼べるようになりますと。つまり文京区が多分裕福な家庭も多いからでしょう。お友達が

遊びに行ったら、お菓子が必ず出てくる。もしかしたら、ケーキが出てくるかもしれない。

周りが、そんなふうな感じなのだと思いますが、あの子の家に行ったらお菓子が出てこな

いと言われてしまうのではないかと感じて、やっぱり来るのだったらお菓子を用意しなけ

ればいけない。でも、それは負担なのです。そういう厳しい御家庭だと、お米はぎりぎり

買うかもしれないけれども、お菓子を買う余裕がないのです。なので、ごめんと。ちょっ

とお友達呼べない、我慢してねというふうに子供に言っているらしいのです。だから、こ

れでお菓子が来たことによって、ようやく呼べますと。これは、本当にそういう実態があ

るのだなと。やっぱりやってみないとわからないですね。当初は健康的ではないから、ど

うかと思っていたのですが、大変重要なのだということで、お菓子メーカーの方にも喜ん

でいただきながらやっています。 

 こういった子供の貧困というのもぜひ御関心を持っていただきたい。お子さんの問題と

いうのは、皆さんのところへの陳情は少ないような気がするのです。組織立った団体から

はさまざまな要望は寄せられやすいと思うのですけれども、こういった見えにくい部分も

必ず課題があるのではないかということを想像力をぜひお持ちいただきながら、どんな支

援が必要なのかということもお考えいただきたいと思う次第でございます。 

 さて、残る二つですね。産業、地域と来たのですけれども、いずれでも共通なのが人材

と企業との連携だと思っておりまして、まず人材、人の話は、水産業だろうが、観光だろ

うが、地域づくりだろうが、一貫して人が必要なのだと、復興の過程ではまだまだ必要だ

ということですけれども、この人材に関して我々が考えながらやっていることを、そして

岩手においても今後必要なことをお伝えしたいと思っております。 

 キーワードとしてローカルキャリアという言葉を置いています。地域でキャリアをつく
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ると。まず、これは全国的な話ではありますけれども、若い世代が地域に対して関心を高

めています。これは、内閣府の数字ですけれども、都市住民が農村漁村地区へ定住する意

向が、もちろんそれは想像もつかないという人のほうが多いのですけれども、どちらかと

いうとあるよという人が 21％から 32％ほどで、着実に上がっている傾向があります。いわ

て林業女子みたいな格好で、まだまだマクロ的に動いたとまでは言えないと思いますけれ

ども、事例としては皆さんも周りに何か気のよさそうな若者がいるということを感じてお

られると思います。 

 しかも、この左側の数字は全世代ですけれども、20 代になると 38％ほどで、20 代が最

も地域に移住するということに関心を持っています。もちろん現実は厳しいので、そんな

に簡単にはいきませんけれども、関心はあるということです。これは非常にいいことだと

思います。 

 そして、東京在住者の地方移住意向ということで、左側のほうが縦軸に表の中で年代別

に、既に地方に移住することを決めている、現在検討している、関心はあるけれども、具

体的には検討していないということで、やっぱり 20代が一番高いのです。もう決めている

人が 10％、本当にそんなにいるのかという感じですけれども、でも私も周りで何か意識、

情報を集めたりしている人がいるという感じは持っています。ただ、関心持ち始めても、

やっぱり結論として行かない人のほうが多いですね。それは何で行かないのかという理由

もよく出るのですけれども、一番はやはり働き口が見つからないということです。一定の

仕事がなかなかない。移住まで考えると、それなりに５年、10年仕事をしていかないとい

けませんから、それだけの仕事がなかなか見つからないということです。それから、日常

生活の利便性とか、医療・福祉施設の充実度、地方移住先の人間関係、この辺が高いとい

うことです。 

 でも、どんな調査を見ても、やっぱり一番は働き口です。仕事というのが課題です。こ

の仕事なのですけれども、私がお伝えしたいのは、ローカルキャリアとあえて横文字使っ

ている理由なのですけれども、これまでは東京の人が戻るというときに、田舎暮らしのよ

うな表現で東京の中では使われていて、東京の生活、仕事に疲れて、ちょっと自然を見な

がらゆっくりのんびり過ごしたいみたいなイメージが移住だったと思うのですね。でも、

それではもうだめなのではないかと感じています。もちろんそういう方もいらっしゃいま

すけれども、特にこういった若い方、20代の方はまだゆっくり暮らしたいという感じでは

ないのです。とりわけ 20 代、30 代の方に対しては、地方に行ってもキャリアになるかど

うか。仕事は、とりあえずあるというだけではなくて、そこで何らかの能力、仕事に対し

てのスキルや能力やネットワークが身について、そして新しい仕事ができていくと、そう

なれるかどうかということを示せるかというのが大変大事だと思っています。これを我々

はローカルキャリアとあえて言っていて、地域に行っても十分キャリアアップできるのだ

ということを示していかないといけない。確かに地方の企業であっても、キャリアになる

仕事もあるのです。地方に行ったことによって、何か違う世界が開けて、起業したり、何
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か大きな仕事を任されたりということもあるのです、少数かもしれませんけれども。その

あたりをふやしていかないとこういった 20 代、30 代の地域に関心がある層を引き込めな

いのではないかと感じています。 

 では、一つ例を示したいのですけれども、ＲＣＦは、岩手の水産業の支援をキリンビー

ルと「キリン絆プロジェクト」というのを御一緒していたのですけれども、それの派生形

で東北での経験をもとにほかの地域も支援しようということで、石川県七尾市のお手伝い

もしています。この七尾市で最も若い、平均年齢が低い鹿渡島定置という水産会社があり

ます。平均年齢 30代だそうです。通常船長になるには入社してから、経験を積んで 10年

ぐらいかかるそうなのです。それをこの経営者の方が徹底的にマニュアル化をしたり、ノ

ウハウを身につけさせたり、インセンティブを与えて、もっと早く船長にさせるというこ

とで、最短では２年半、平均でも四、五年で船長になれるようにキャリアを積めるように

した。いろいろインセンティブで目標達成するとハワイ旅行行けるというのもやっている

ようです。結果として、全国から若い方が集まってくるのです。 

 人生 100 年時代で、一つの仕事で 30 年、40 年働いて引退という時代ではなくて、人生

の中でいろんな仕事を経験しないといけない、いろんな地域で暮らすかもしれないという

時代になってきている中で、先がわからないけれども、10年とにかく働けというのは、な

かなか難しい時代なのだと思っています。ですから、普通の水産会社から言わせれば、い

や、そんなの 10 年、20 年やって一人前だという気持ちもわかります。けれども、やっぱ

りそれだとなかなか人が集まらないという状況がある。 

 ですので、我々感じているのは、水産業に限らず、各企業さんとお話をしているのは、

若くとも本当に能力があって頑張る方には仕事を任せて、経験させて、キャリアになるよ

うな仕事をつくっていきましょうということであります。我々人材のマッチングの仕事も

しているのですけれども、企業からいただいた依頼をそのままやることはまずないです。

大抵は、本当に最低賃金ぎりぎりの仕事でいい人いないかと言ってくるのですけれども、

これでは集まりませんと。ですから、投資だと思ってもうちょっと給料を上げていただき

たい。会社を存続させるためには、本当に成果が出せる人間には出していくという発想で、

キャリアをつけさせて、若い方に思い切って働いてもらうという環境を用意することが大

変大事だろうと思っております。 

 このローカルキャリア、地域なのだけれども、メディアが東京に集中していますから、

東京の企業が日本の大部分ということをイメージしますけれども、実際日本のＧＤＰの七、

八割は地方にあるのです。ですから、東京が目立つけれども、従業員の数だって、売り上

げだって、そんなものでもないのです。だから、日本がより発展するには、各地域がそれ

ぞれもっと生産性を高めて頑張っていかないといけないということで、今の国もいろいろ

と紆余曲折があるような感じもしますけれども、そういった地域における生産性高めるの

だという視点は持っていると感じています。ぜひ岩手からも生産性の高い仕事を提供いた

だいて、東京から人を奪い取るという気持ちで、岩手内外からいい人材を確保することを
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ぜひやっていただきたく、さまざまなお手伝いをさせていただいています。 

 それでは最後ですね、我々ＲＣＦは、さまざまな企業をおつなぎするということをやっ

ています。これまでの６年ぐらいは、企業は社会貢献という意味合いで、岩手や東北にか

かわっていましたけれども、社会貢献でやれるのはもう無理なのです。我々各企業の社会

貢献の担当の方とおつき合いさせていただいていますけれども、社会貢献の担当者はまだ

まだやる気で、岩手のために頑張りたいと言ってくれるのですけれども、その会社の中で

はその人だけなのです。だから、よく上から、おまえはそろそろやめろというふうに言わ

れてしまっているのです。ただ、我々としては応援したいので、何とかいろいろ情報提供

したり、現場に連れていって、上の役員に一緒に来てもらったり、あの手この手で岩手に

踏みとどまっていただく努力をしています。県庁の事業でも、東京で、年に２回岩手の復

興に関心がある企業のネットワーク会議をやらせていただいているのですけれども、40社

ぐらい集まります。今でも 40社集まっていただけるのは悪くないと思ってはいるのですけ

れども、ただ集まっている方々の顔ぶれが割と似ていて、本当に踏みとどまっていただい

ているという感じなのです。だから、これから減る一方だということで、企業が岩手に、

地域にかかわる考え方をもうちょっと変えていかないといけないと思っています。逆に、

岩手としてもさまざまなほかの地域の企業なんかを巻き込みながら、あるいはノウハウを

得続ける必要がありますので、そういった企業をどう巻き込むのかという観点で皆さんに

も少し御理解いただきたいということであります。 

 キーワードは、非市場戦略という言葉があります。これは、恐らく聞いたことがある方

はほぼいないと思います。少し最近出始めている経営学の中で話題になっている言葉では

あります。ちょっと事例をお伝えしたいと思うのですけれども、リクルートという会社が

あります。人材会社ですね。ここが気仙沼市に対して、気仙沼市の事業者、10社強の会社

の新卒採用のお手伝いをしています。気仙沼は大学はないですから、気仙沼出身ではない

大学生が気仙沼の会社に新卒で来ると。結構、新卒で来るというのは、ハードル高いです

ね。高卒ならまだしも、ほかの地域の大卒の学生を呼び込むというのは、簡単ではないと

思うかもしれません。これをやって、各社１人、２人、１年で 25人来ました。これは、私

は結構奇跡的ではないかと思っています。 

 ただ、続きがありまして、25人採ったのですけれども、実はリクルートの社内、あるい

は大学から人を紹介してくれたりするので、大学の関係者が注目しているのは、この 25

人ではないのです。ちょっと次のページへ行くのですが、実はこの 25人の中で、３年たっ

て今でも残っている方は 23人です。これ 92％なのですね。実は、この 92％という数字が

大変注目されています。というのは、今全国平均で３年で退職する定着割合というのは、

実は６割です。４割やめてしまっているのです。これは平均ですから、特に地方の大学ほ

ど、これは本当に悩んでいると。恐らく５割ぐらい平均で行っている大学もあるのだと思

います。せっかく大学出て就職して、前向きにジョブチェンジしているならいいのですけ

れども、前向きではないケースも結構あるのです。せっかく東京のいい会社に入ったのに、
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３年たったらミスマッチでやめていると。これは大変問題視しているのです。という中で、

92％残っているということに大学関係者は非常に注目をしています。この数字が出てから、

東北の大学もリクルートに対して、「えっ、気仙沼」と言われていたのに、目線が変わった

ようで、ぜひ気仙沼へ送るよと大学の風向きが変わったようです。 

 こういう取り組み、何やっているのということをちょっと紹介すると、そんなにすごい

ことはしていないのです。大卒の方に来ていただけるためには、まず情報が必要です。こ

ういった会社の仕事の情報を届けるわけですけれども、実はこの情報の中で一番大事なの

は社長の情報です。経営者がどんな人なのか。だけれども、結構その事業者のホームペー

ジ見ると、事業内容は何となく載っているのですけれども、社長の顔が見えないというと

ころがあります。社長がどういう思いを持っていて、どんなビジョンで、どんな事業をや

ろうとしているのか。どんな職員に来てほしいのかということを語っているかどうかとい

うことが大事でして、このリクルートがやるときは、必ず全部インタビューをして、載せ

ています。 

 そして、二つ目が、採用活動のときに社長が前面に出てきます。説明会も、面接も、口

説くのです。さらに大事なのが、待っていてはだめだということです。気仙沼もそうだっ

たようですが、事業者の方は待っているのです。ハローワークに出しておいて、来ないと

ずっと言っている。社長、それではだめですと。東北だけではなく、東京の大学からも行

っている人もいるのですが、東京の学生で興味を持ったら、東京まで会いに行ってくださ

いと言っているのです。実際私が聞いた例だと、気仙沼のある水産会社の社長が静岡県の

静岡大の学生に会いに静岡まで行ったそうです。そういうことをやるのだと、手紙書いて

くださいということなのです。そうやって、本当に来てもらうために口説いていくのだと。

もちろん来てくれたら、そういった彼らの思いに応えられるような仕事も用意していただ

くと。そういったことをパッケージで１年かけてリクルートの方がその実情ややり方をお

伝えして、マインドを変えていただいて、やったところは採れているというのです。 

 それから、入った後も、放っておいてもだめなので、同期会をやっています。普通会社

の同期会はありますよね。だけれども、こういった会社には新卒なんて１人ぐらいしか入

っていないので、同期会できないのです。つまり地域内の同期会です。同じタイミングで

入った各社のメンバーが月に１回、２カ月に１回会っているということです。そこで、や

っぱり生活の悩みとか、仕事の悩みとかを共有し合って、お互い頑張ろうというふうにや

ることを通じて、定着率が高まっているそうです。このようなことをやっています。 

 ここから先が私がお伝えしたいことなのですけれども、何でこのリクルートが気仙沼で

できたのかというのがポイントなのです。リクルートは、大体１社 50万円ぐらいやっぱり

とるのです。ただ、50万円とって新卒学生１人来るのだったら、この御時世、多分サービ

スとしては悪くないのだと思います。ただ、例えば私がリクルートの営業マンだとすると、

気仙沼に行って１社 50万円の案件をとるというのは、これは容易ではないです。多分１社

に行ったって、「いや、君、無理だよ。気仙沼に新卒の学生来ないよ。」と言って終わるの
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だと思います。もちろん三、四回足しげく通って信頼関係をつくったら、試しにやってみ

るかと思うかもしれません。だけれども、リクルートの営業マンが東京から４回気仙沼へ

出張に行けないので、リクルートの立場からいくと、これまではそういう採用の仕方がわ

かっている東京の企業とか大都市の企業、行っても仙台、盛岡ぐらいまでであって、その

先の沿岸には行っていなかったのです。何で気仙沼でやっているかというと、初年度の求

人広告を半分ぐらい、気仙沼市が行政として補助しています。本人たちもちょっと払って

もらっています。 

 これは、補助をして何が大きかったかというと、リクルートからすると、行政がちゃん

とした会社を 10社集めてくれていることなのです。リクルートの営業マンは気仙沼の状況

がわからないのですね。営業をするのも、人間関係をつくるのも大変なので、行政に取り

まとめをしてもらったのです。取りまとめをしてもらったし、この会社からするとそんな

に負担がかからずやれるから、やってみようかということでやっていただいた。成果が出

たら、２年目からはもう補助金要らないのです。２年目からは、もうこの会社のお金でや

っていくということで、聞いた話ですけれども、気仙沼市は、初年度だけは補助費用がか

かりましたが、２年目は補助金が要らなくなりました。予算が１年でなくなったと聞いて

いますけれども、非常に評価されたというのは初めてだというのです。大体予算というの

は、継続して続けるのが行政としても大事みたいなこともあったりしますけれども、１年

で成果が出た。 

 つまりリクルートからすると、こういう小さい地域には、なかなか営業としてコストを

普通払えないのですが、行政がそこをサポートしていくことで入れるようになる。１回入

ってしまえば、これはもう他社は来られないので、実はこういう地域に１回入れてしまっ

たらば、実は意外と継続できるので、リクルートとしてもビジネスとして十分成り立つの

です。企業としてもいいですよね。ちゃんとサービス受けられる。行政としても、政策効

果が高いということで、意外とみんなオーケーだねという話なのです。リクルートは、こ

れを一つ理解をして、これは我々非市場戦略と言っているのですけれども、要は市場は成

り立たない、市場だけでは解決しない地域に行政が少し何らかの関与をすることで経済的

に成り立つ。ただ、単なる補助金のばらまきではなく、ちゃんとその後に市場として後で

成り立つようなあり方を我々非市場戦略と言っているのですけれども、こういう非市場的

なやり方でやれば、単なる企業が持ち出しで、ノンビジネスで、社会貢献ではないやり方

でもっと地域にかかわれるやり方があるのではないかと思います。地域からすると、もっ

といろんな会社のノウハウというのを得られるようなやり方があるのではないかと感じて

いまして、これは岩手もそうですけれども、全国でもどこでもあり得るねということで、

リクルートもこれで全国 100地域で今計画を立ててやろうとしています。 

 私がリクルートを応援したいと思ったのは、復興の予算もそうだと思うのですけれども、

やっぱり復興予算を求めてくる会社は、復興予算がなくなったらいなくなってしまうので

す。でも、ここはそうではないはずなのです。確かに１年目は予算を使っています。です
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けれども、２年目以降はビジネスがなり立っている、市場が成り立っているので、続けら

れるのです。だから、僕は応援したいなと。復興予算とりたい会社からうちに何か話が来

たりするのですけれども、それは断りますが、ちゃんと一定の入るときのサポートはする

としても、継続できるような事業を持っているところは応援できるなと思っていて、かか

わったりしています。 

 まとめると、通常の市場戦略というのは、左側にあるように市場の中だけで取引するの

です。市場の中で売買する。市場外の取り組み、現地の行政だったり、現地の組織と連携

をしたり、あるいは国際的に言うとルール形成をするとか、そういったことも含めて非市

場戦略と言ったりします。ただ、これは社会貢献のためではなくて、あくまでも自社の競

争優位のためにこういうやり方をしている。市場が機能しがたい地域であったり、社会課

題だったり、規制産業、新興国、こういった場所で使われるものとして、今非常に注目を

されています。 

 岩手もそういう意味で、この非市場戦略のフィールドとして位置づけることによって、

さまざまな企業に合理的にかかわっていただけるやり方もあるのではないかと考えており

ます。 

 ということで、非常にさまざま申し上げてまいりました。冒頭に戻るのですけれども、

私は心から岩手にかかわらせていただいて、きょうもこの後釜石に行きますが、大変わく

わくしているのです。もう使い古されつつある言葉ですけれども、社会課題先進地域みた

いな、確かに課題はあるけれども、それを解決するモデルができる地域でもある。それは、

日本や世界にとっても、非常に意味があることがあるのではないかということで、我々も

キリンや、リクルートや、グーグルなど、さまざまな企業と御一緒してきている中で、非

常に岩手や東北で経験したことがほかの地域でも使われるようになったり、ほかの地域に

も貢献するような取り組みというのが随分生まれてきていると思います。これは、まだま

だだと思っていて、水産業、観光しかり、まちづくりしかり、これからどうなっていくの

かというのを見据えて、そこで必要なルールとは何なのだろうかということを考える。こ

れが見つかると、ほかの地域にも使われていくということで、復旧でこれまでは大変な状

況があったと思いますけれども、これから復興という言葉は使わないのかもしれませんけ

れども、これからの新しい岩手ということで、そこに向けて御一緒する中で、いろいろな

新しいルールみたいなものが見つかってくると、それが自分にとっては非常に学びですし、

ほかの地域にも参考になるという感じがしています。まとめ、これはきょうお話をした内

容をいろいろ書いています。 

 ちょっと改めてやりますけれども、水産業はやはり高付加価値化をして、どうやってお

給料を上げて、優秀な人に来ていただくかだと思っています。そのために、ブランディン

グということがキーワードだと思っています。 

 観光に関しては、満足度はあるのだけれども、認知されていないということで、もっと

来やすかったり、情報が届きやすい仕組みというのをつくっていかないといけないのでは
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ないかと感じています。 

 コミュニティは、ソーシャル・キャピタルが課題で、そのために、どうやって住民の方々

に復興やまちづくりに参画していただけるかということが大事だと思っております。 

 岩手でも子供の貧困という状況があると思いますので、そういったことも御認識をいた

だきながら、子供に限らないかもしれません。さまざまな御苦労をされている方にいかに

アウトリーチをしていくのかということで、いろいろな技術や仕組みを使って、どうやっ

て把握をするのかということを意識をいただきたいと思っております。 

 あらゆるテーマ、地域で人材確保が課題だと思っています。どうやってその地域や組織

の中で短期間でキャリアアップできるか。転職や独立を可能とする能力をつけられるか。

こういったところを果たせる環境を御用意いただきたい。 

 それから、企業については地域とのかかわりを非常に積極的に捉えている企業もふえ始

めております。そういった企業にとって、岩手というのは十分なフィールドになると思っ

ていますので、そういった非市場戦略のフィールドとして岩手をぜひ位置づけて発信をし

ていただきたい。 

 全てに共通しますのが、私は岩手は非常に魅力的だと、ポテンシャルがあるというふう

に心から思っています。ですけれども、まだまだ発信が、私自身の反省でもあるかもしれ

ませんけれども、発信が十分ではないというふうに思っております。ですので、改めて岩

手の魅力をかいつまんで発信いただきながら、岩手内外の方が活躍できるような舞台を提

供するべく、それこそがポスト復興で求められるのではないかと感じております。 

 私からの話題提供は以上とさせていただきます。引き続き岩手にもかかわらせていただ

きますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 御清聴いただきまして、ありがとうございました。 

○関根敏伸委員長 藤沢様、御講演大変ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑、意見交換を行いたいと思います。ただいまの御説明に対しま

して、質疑、御意見等ありましたらお願いをいたします。 

○田村勝則委員 ありがとうございました。いろいろともっともだなと思いつつ、お聞き

をしておりました。二つほどお聞きしたいと思います。 

 まず、ワールドカップの釜石開催があり、スポーツが沿岸振興につながるわけですけれ

ども、持続した活用策みたいなのは当然これからの課題にもなっていくということですが、

そういう点で先生の達見をお聞きできればということがまず一つあります。 

 もう一つは、きのう私の息子が、仕事が沿岸でありまして、朝早く行くのが大変なので、

宿泊施設を宮古で見つけようとしましたけれども、天候が非常に寒いので、現場で仕事を

している人たちは、宿泊施設を確保しておられて、残念ながら泊まるところがないという

ことで、朝早く発って仕事に行ったのです。観光の場合のウイークポイントは、やはりそ

ういう宿泊施設等も当然あると私は感じていたのですが、改めてふだんもそういう状況が

あるということを、何かクリアする方法はないかと考えるのですが、私のお粗末な頭では
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とても考えつかないわけですけれども、先生のいろいろと深くコーディネートされている

立場から、何かポイントをお聞かせいただければと思います。 

○藤沢烈参考人 御質問ありがとうございました。 

 まず最初のスポーツの振興策ということだと思いますけれども、きょう私お題に出しま

せんでしたけれども、東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーの委員をやってお

ります。今ピョンチャンがちょうど聖火リレーやっていますけれども、2020年には東京で

やれるということで、組織委員会で今聖火リレー、いつ始めて、どこからスタートして、

どこを回るのかということが議論になっています。 

 余談ですけれども、私からその委員会の中で申し上げたのは、もちろん沿岸を回ってい

ただきたいのだけれども、沿岸だけになってしまうと、やはり一体感がないということで、

必ず内陸も含めて、岩手全体をちゃんと回るような形でやってほしいということです。通

常だと聖火リレーというのは２日間ぐらい、全県回るのですけれども、岩手は３日以上や

っていただけそうだということで、何とかそこはお願いをしているところです。ワールド

カップも、オリンピックも、一応復興五輪という言葉がありますし、東京都側からは復興

五輪のアピールはなかなかされないのだと思いますので、岩手からもぜひ盛り上げるべく

発信をしていただきたいと感じているというところです。 

 スポーツ振興に関しては、観光のことをやっていますけれども、スポーツツーリズム、

スポーツと観光というのも非常に今注目をされてきていますのでより他県のスポーツに関

して、スポーツと観光というのはどんな取り組みをしているのか。その中で、どういった

拠点であり、あるいはプログラムが必要なのかということは、ぜひワールドカップやオリ

ンピックがある中で注目されると思いますので、検討を続けていただきたいと思っており

ます。それが１点。 

 それから、二つ目の観光に関係して宿泊施設が足らないというふうなお話だと思います

けれども、これも県庁と２年前に調査をさせていただいた中でも、観光においての一番の

課題はキャパシティー、余裕度ですかね。要は、そもそも観光客が来ても、泊まる場所が

十分ないということで、そのキャパシティーをどう広げるかということが一つ中心的な課

題でした。ここの観光に関しても、鶏、卵のところがあって、ニーズがあればふやせると。

でも、ニーズがないからふやさない、でもないから来ないのだという、鶏、卵の議論が続

くのですけれども、観光に関して非常に大事なのは、やはり広域的にやることです。一つ

の宿泊事業者だけで対応できるものではないので、移動も含めて、パッケージで考えない

といけない。ぜひお考えいただきたいのは、個別の宿泊事業者のニーズを聞くだけだと、

なかなか進まないところがあると思うので、観光のプログラムをつくっているところも巻

き込みながら、どうやって沿岸や岩手の中での宿泊施設をもっと使っていただけるかとい

ったことをパッケージで考えているところと一緒になって、こういう施設だったらばツア

ーに組み込めるとか、こういう施設があればさらに行くことができるとか、そういった議

論の中で施設を徐々に整備をしていただくという流れを全体的な視野で進めていただきた
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いと思っています。 

○ハクセル美穂子委員 先生、きょうはすばらしいお話で、非常にヒントになる部分がた

くさんあったと思っております。ありがとうございます。 

 私からは、ローカルキャリアに関する部分なのですが、きょうのお話の中では水産業を

事例にしてお話しいただきましたが、私も内陸部のほうの人間なもので、水産業と同じ問

題を農業も抱えておりまして、農業者の後継者ではなくて、新規就農者というものの確保

が非常に大きな課題で、この水産会社の事例も使えるかなというふうに思ったのですが、

これまでに先生がやられてきたあるいはお聞きした中で、そういった農業系のローカルキ

ャリアを提供するような事業があるのであれば、その内容を教えていただきたいと思って

おります。 

○藤沢烈参考人 ありがとうございます。 

 水産業に限らず、農業でもキャリアにしていけるような事例があればというようなお話

だったと思います。我々岩手では水産業の支援だけをやらせていただいているのですが、

福島では農業の支援もやらせていただいています。そちらでは、若い生産者も、少ないで

すけれども、一部いらっしゃるので、若い生産者同士で横のつながりをつくってもらって、

いろいろな勉強会や研究会をやっています。そういう中で、やっぱり若い生産者の方は、

発想力があるなという感じがするのですけれども、商品を新しくつくるとか、生産するだ

けではなくて、加工して商品をつくるとか、あるいはインターネットで販売するとか、あ

るいはツアーを使ってみるとか、発信力も割合あるという感じがしています。岩手の中で

も岩手の農業女子みたいなものもあると思いますけれども、ぜひ若い方々で知恵を出し合

って、発信をしていただくということ、やっぱり今発信の仕方というのが非常に変わって

いるのです。これまでは、テレビ、ラジオ、新聞の世界だったのが、若い方になればなる

ほど、新聞はもはや読まなくなっていて、そういう中でスマートフォンとか、パソコンと

か、そういったものにどんどん変わってきているというところで、やはり新しいツールを

使って発信することが大事だと思います。 

 これも水産業の例になりますけれども、気仙沼の水産事業者が、漁船の乗組員を通常募

集してもなかなか集まらないし、集まっても半分やめてしまう世界の中で、インターネッ

トを使って発信をしたところ、非常に違ったタイプの人が集まって、定着率もいいみたい

な事例がありましたので、若い方に集まっていただき、発信の仕方を少し変えていくのも

新しく人を引きつける意味では大事なのではないかと感じています。 

○福井せいじ委員 私聞きたいのは、住民が復興に参画できる流れをつくるというページ

だったのですけれども、参画していただきたい、あるいは参画を促したいというのは、私

たちも非常に大きな課題なのですけれども、それがなかなか出てきてくれないというのが

現状で、こういった男性料理教室とか、パソコン教室というのは、例として挙げていただ

いたのですけれども、ハードルがある。私も 50代ですが、例えば 50代、60代の男性です

と、初めてのところに行く恥ずかしさとか、あるいは参画しなくてもいいやという諦めと
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か、そういったものを溶かしていくことがやっぱり必要だと思うのですけれども、この参

画というのは、今までも、これからも課題なので、一朝一夕にはいかないと思うのですけ

れども、もう少し先生の考えがあれば教えていただきたいと思っています。 

○藤沢烈参考人 50 代、60 代は、我々も常に悩んでいまして、諦めかけたことが多々あ

ります。地域の中の復興の意思決定をするのは、どちらかというと男性だったり、それこ

そ 60代、70代の方が意思決定する地域というのが少なくないと思うのです。なので、我々

が当初やっていたのは、どちらかというとそうではない、若者や女性、そういった方々が

復興の意思決定にも入っていただく必要がある。やっぱり、ややシニアの男性の方の声が

どうしても大きいところが各地域ありますので、それは放っておいても、行政のところに

届いたりするのですが、若者や女性の声は行政側も相当意識しないと届かない。やっぱり

声の量で優先順位をどうしても決めざるを得ない面が行政にもありますので、我々が当初

やっていたのは、逆に声を発しない、声を出さない若い方や女性の声を、さっきのアウト

リーチではないですけれども、拾い集めて、それを行政に届けることを、特に復興計画を

策定する段階では随分お手伝いをしていました。 

 いろいろ問題を整理しないといけないと思うのですが、我々の問題意識の一つは、まず

は地域の中で声の量で意思決定してはいけないところがあるので、声は出していないけれ

ども、本当は思っている声をいかに拾い上げるか。これは、もしかしたら議員の先生はあ

る種声を拾っていくお立場であると思いますので、まずどうしても近くの支援者の方の声

が中心になるのだと思いますけれども、プラスして発していないけれども、本当は思いを

持っている、そういった方の声を拾っていくということをぜひお願いしたいというのが一

つ。とりわけ女性や若い方、この女性、若い方、私も復興の過程で見ていて、諦めて去っ

ていくというケースがやっぱりどうしてもあったという感じがするのです。女性が減って

いくと、なかなか次の世代につながっていかないというのがありますし、やっぱり若い方

がいないと元気になっていかないという面がありますので、とりわけ声を発していない若

い方、女性の方の声をいかに拾うかということは、お考えいただきたいというのが一つで

す。 

 50代、60代の方というのは、これは本当に永遠の課題なところがあって、さっき例とし

て幾つか示しましたけれども、本当にそれは数少ない例で、我々も悩んでおります。これ

というのがありますと申し上げられなく、引き続きいろんな手を考えてやっていきたいと

思います。 

 でも、よくツールとロールとルールと言ったりするのです。まず、ロールです。ロール

というのは役割という意味ですけれども、まず先ほど申し上げたのは何らかの役割をいか

に持っていただくかということが大事。ツールという意味では、スマートフォンとか、そ

んなに先端的なものでなくてもいいのだと思うのですけれども、どういう場を持っていく

と、どういうふうな技術を使うと声が集まりやすいのか考えたりしています、そんなにう

まくいっているわけではないのですけれども、特に離れている方なんかだと、遠隔でイン
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ターネットを使ってコミュニケーションすることもいろいろ試してはいます。ルールとい

うのは、陪審員制度ではないですけれども、何らか決まりごとで定期的に、もうあなたは

声出さないといけないよというルールを決めてやるとか、そんなことを意識しながら、あ

の手この手でやってはいますが、やっぱりどうしても最後まで残ってしまうのは 50代、60

代の男性の方ということで、悩みながらやっております。 

○福井せいじ委員 50 代、60 代の男というのは、なくてもいいやとか、諦めとか、恥ず

かしさがあって、逆にやらなければ生きていけないという状況に陥れば動き出すのかなと

いう気はするのですけれども、それは今支援とは逆ですからね。 

 わかりました。私も悩みながらやっていきたいと思いますので。ありがとうございます。 

○佐々木努委員 済みません。時間も押していますので、１点だけお伺いをしたいと思い

ます。 

 先ほど観光面等では、大分岩手のＰＲ不足があるのではないかという指摘をいただきま

したけれども、これから企業と連携しての復興、地域づくりを進めていく上で、やっぱり

県としてどう企業にアプローチをしていくかということが大事だと私は受けとめたのです

が、岩手のＰＲ力の不足、そういうものをこれからどのように変えていけばいいのかとい

うことと、具体的にどういう手段で企業にアプローチをしていけばいいのか、その辺のア

ドバイスをいただければと思っています。 

○藤沢烈参考人 企業の立場に立ってお伝えをするとすれば、例えばここにいらっしゃる

皆様お一人お一人がやはり岩手の営業マンとしてやっていただきたい。知事初めそういっ

た皆様、営業マンとしてやっている認識で動かれていると思うのですけれども、もしかし

たら議員の皆様も岩手の営業マンとして動いていただくことは大事かなと。 

 企業は、特に東北にかかわるときに、必ず「ニーズありますか」とおっしゃいます。私

なんかは、岩手に常にいる人間ではないものですから、代弁していろいろとお伝えをする

機会はあるのですけれども、やっぱり非常に気にされるのは、「これは、本当に岩手の思い

なのですか」ということは言われます。ですので、やっぱり皆様がいろいろ御縁がある企

業もいらっしゃると思いますし、発信もされたりできると思います。そういった中で個別

の企業に岩手はこうで、こういう課題があるのです、ぜひかかわってくださいということ

を直接お伝えする機会をつくっていただき、東京やほかの地域に行かれる機会もあるかと

思いますので、行ったら１社回ってみるとか、そんなようなことをして、ぜひ岩手を売り

込んでいただきたいと思います。売り込むものは、地元の事業者のことかもしれませんし、

観光かもしれませんし、さまざまあると思うのですけれども、何かしら岩手を売り込むこ

とをぜひお願いしたいというのが一つ。 

 あとは、観光でもう一つ話題提供すると、北海道のニセコというのは、非常に世界的に

も注目をされて、観光としても伸びている地域でありますけれども、空港からも結構遠い

ですし、小さいまちですし、何で広がったのかというと、これはロス・フィンドレーとい

う一人のオーストラリア人、この方が非常に発信をして、それで広がっていったと、彼一
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人だけではないですけれども、ということがあります。 

 私が申し上げたいのは、たった一人の力というのは本当に大きいのだなということで、

観光で例えば海外ということを切り口に言ったときに、皆様いらっしゃる各地元の市町村、

必ず当然外国の方いらっしゃるのです。そういった方一人が発信するというのも結構影響

力があると感じておりまして、抽象的に岩手の課題はということはもちろん大事なのです

けれども、まず各地域に外国の方がいらっしゃって、それなりにその地域を愛していると

思うのです。発信したいと思っていると思うのです。そういった方をぜひバックアップし

ていただいて、発信をしていただくと。これは、海外の方に限らず、被災地であれば、ほ

かの地域から応援職員とか何とかで来ている方も少なくないと思うのです。そういった

方々の力は結構大きいと思いますので、今の時代というのはマスメディアが重要なのでは

なくて、個人のメディアが力を持っている時代ですので、そういった地域に来ている一人

一人の固有名詞の方をぜひサポートしていただいて、彼らの発信力をうまく使っていただ

くと、これも意外と効果があるのではないかなというふうに思っております。以上です。 

○関根敏伸委員長 ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関根敏伸委員長 それでは、ほかにないようですので、「社会事業コーディネーターか

ら見たポスト三陸復興の課題」につきましては、これをもって終了させていただきたいと

思います。 

 藤沢様、今後の被災地の復興に向けた課題や三陸沿岸地域の可能性につきまして、貴重

なお話をいただきまして、まことにありがとうございました。今後も被災地の復興に御支

援を賜りますようお願いを申し上げます。 

 本日は、お忙しいところまことにありがございました。 

○藤沢烈参考人 ありがとうございました。 

○関根敏伸委員長 次に、日程第２、現地調査実施報告書 11 月実施分についてでありま

すが、11月に４市町村において実施をいたしました現地調査の実施報告書につきましては、

あらかじめ各委員に配付をしておりましたが、その概要につきまして事務局から説明をさ

せます。 

○佐々木政策調査課長 それでは、現地調査実施報告書について御説明いたします。 

 ファイルをごらんいただきたいと思います。ファイルの中にあります表紙の次のページ

をお開き願います。11月に行いました現地調査は、被災市町村の復興に向けた取組状況や

災害公営住宅に入居した被災者の現状等を把握するとともに、被災地における現在の状況、

課題を調査し、今後の復旧、復興に係る審議に資するため実施したものでございます。調

査は４班体制で、沿岸４市町村で実施したところでございます。 

 それでは、別添の１をごらん願います。こちらは、調査日程及び出席委員をまとめたも

のでございます。 

 次に、別添の２をごらん願います。こちらは、調査先からの要望事項への対応状況とな
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っておりまして、合わせて７項目の要望について、各要望事項の内容とそれに対する県の

対応状況を要望事項ごとにまとめております。 

 続きまして、別添の３をごらん願います。各会場における調査概要となっておりまして、

質疑や意見交換等の要旨を会議録形式でまとめております。 

 続きまして、別添の４でございますが、調査先からいただきました説明資料、別添の５

は調査の実施状況の写真となっております。以上でございます。 

○関根敏伸委員長 ただいま事務局から説明をさせましたが、委員の皆様から今回の現地

調査の実施報告書に関しまして、御意見等はありますでしょうか。 

○斉藤信委員 別添２の市町村等からの要望事項への対応状況というのが整理をされて

いますが、ここでは大船渡市、釜石市となって、回答も出ているのですけれども、一つは

その回答がきちんと既に該当市町村に報告をされているのか。 

 あともう一つは、要望が出たところについては対応するというが、我々が調査へ行くと

きに、もしその時点での要望があれば受けますと言っていれば、４市町村から全部出たの

だと思うのです。だから、そういう取り組みの仕方で要望が出るところと出ないところが

あるというのではなくて、これは今後の問題ですけれども、要望があればお知らせくださ

いと、調査とあわせて市町村の要望を聞くというふうにすべきではないかと思います。質

問と意見です。 

○佐々木政策調査課長 回答につきましては、今回の報告を受けまして、これから回答い

たします。 

○斉藤信委員 こういう報告は、委員長の許可を得て、当局の対応がわかった段階ですぐ

やっていただきたい。私はしっかりこの報告書はまとまっていると思うけれども、もう２

カ月経過するわけだから、こういうのはやっぱりスピード感が大事なので、ぜひ委員長と

連携して、該当する被災自治体に対しては、スピード感を持って対応していただきたい。 

○関根敏伸委員長 貴重な御指摘と御意見ありがとうございます。ただいまの要望を受け

ました件につきましては、世話人会等の意見も踏まえながら、今御意見あった方向性に向

けて、次の現地調査を計画したいというふうに思います。 

○伊藤勢至委員 今の斉藤委員の質問とも関連いたしますが、我々が現地視察を行ったこ

とについての報告書は、まず立派にできていると思います。発災後岩手県は１カ月後で復

興計画をいち早く立案をされました。これを各 12市町村がベースとして、早いところは３

カ月、６カ月、あるいは１年でそれぞれの復興計画を立ち上げたはずなのです。そういっ

た全部の被災市町村のものをまず一旦上げて、そして岩手県の支援策がどの程度波及効果

があって、どこに生きているのか、そういうものをやっていかなければ、我々の任期４年

間の間に 12市町村を訪問すれば終わりだという、こなせばいい的な問題ではなくて、まず

県議会のみんなでどこにどういう要望があるのかを共有して、そして県の支援はどこにど

のように入れていったほうが効率的であるのか、そういう議論をする場だと私は思いたい

のです。 
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 したがいまして、行ったところのものはいいのですが、行っていないところも全て、12

市町村それぞれの復興計画を樹立しているはずですから、それをまず列記して、みんなで

共有をする。どこにどういう手が足りないのか、そういうのをやってほしいというふうに

思っておりまして、今後ということになるかもしれませんが、県議会としても県費を使っ

ていく中で、議員が情報を共有していくことが大事なのではないかと。もう６年、７年近

くたっていますから、初動の部分でそういう注文つければよかったのですけれども、これ

はいたし方ないこととして、今後どういう部分が残っていくのか、せめてそういったとこ

ろ、12市町村のどこに問題があるかを共有して、それから話をしていくことが大事だと私

は思ったものですから、感想がありましたら伺って終わります。 

○関根敏伸委員長 私のほうで答弁させていただきます。 

 先ほどの斉藤信委員の御指摘とも関連すると思いますけれども、全くおっしゃるとおり

かと思っております。次の現地調査等々、これから計画をしていくわけでありますが、や

はり事前に課題を共有することをした上で出向くということも、今後の委員会の運営に取

り入れていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○伊藤勢至委員 もう一つなのですけれども、東日本大震災からの復興、あるいは昨年の

台風 10号の被害がラップをしたと。それとはまた別に、今沿岸で大きな問題となっており

ますのが、各 17漁港のベースでありますイカがだめだったということ、サンマがとれなか

ったということ、そして恐らくサケもだめなのではないかという、こういった部分が惹起

をしているわけであります。 

 一方では、イワシがとれ過ぎたとか、あるいはタラが来ているとか、これが一過性のも

のなのか、今後も続いていくのか、これは水産業にとりまして非常に大きな問題なのです。

加工業がなければ水産加工できませんので、そのいい例が岩手県の最大の缶詰会社が宮古

から撤退をいたしました。約 90人の雇用があったわけでありますけれども、魚群が回復を

したら再開するかもしれないとは言っていますけれども、塩水系を扱う機械は一旦とめて

さびてしまうとだめなようなのです。だから、非常に心配なわけですけれども、そういっ

た問題点とも違うのですが、経済的な痛みというのは沿岸ではひとしく背負っていること

になりますので、ここに加味していったほういいのか、あるいは別な部分で議論したほう

がいいのか、そこらも含んで、ひとつ委員長の御配慮をお願いしたいと思います。 

○関根敏伸委員長 わかりました。ただいまいただきました御提言も、世話人会の中で、

この委員会としてどう取り組んでいけるのか、また別立ての取り組みがいいのか、ちょっ

と検討させていただきたいと思いますので、御了解いただきたいと思います。 

 ほかにありますでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関根敏伸委員長 それでは、今回の現地調査の実施報告書につきましては、調査先に送

付することとしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○関根敏伸委員長 御異議なしと認め、さよう決定をいたしました。 

 次に、日程３、その他でありますが、委員の皆様から何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○関根敏伸委員長 なければ、以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。本

日はこれをもって散会いたします。 


