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解 題 １ 

両 角 和 夫 

 

 今回の講演者、岩手県陸前高田市長戸羽太氏は 1965 年の生まれ、実父は岩

手県議会議員を３期務めた。民間企業で勤務の後、1995 年に陸前高田市議会

議員に初当選。2007 年には前市長の要請で市助役に就任、2011 年に前市長の

引退で市長選に出馬し当選した。当時 46 歳である。しかし、就任の僅か４週

間後の２月 11 日に発生した東日本大震災に遭遇、ご家族の不幸にも見舞われ

た。 

 陸前高田市は、被害が集中した三陸沿岸地域において最も甚大な被害を受け

た市町村の一つである。被災前約 24,000 人の総人口は、死亡その他で約１割

が減少した。犠牲者の中には市の職員が111名、全職員約400人の 25％に当た

る。市内では、市役所等があった中心部は僅かの建物を除いて消失し、住宅の

４割強は全壊した。リアス式海岸として比較的多かった沿岸部の農地はほぼ冠

水あるいは流出した。ちなみに現在の人口は約 19,000 人である。これは被災

した他の市町村に比べると減少幅は低く抑えられているようである。 

市内の純生産額は震災後に復旧事業の特需もあって増加に転じた。とはい

え特需は建設業に集中し、製造業の過半を占めていた水産加工業では大幅に減

少した。農林水産業も大幅に落ち込み、とくに水産と林業は著しい。林業、水

産業は元々豊かな資源に恵まれており、それらを活用出来れば地場産業の復興

の大いに貢献すると思われる。林業に関しては近年、木材価格はピーク時の半

分程度に低下していたが、今年に入って上昇に転じたようであり期待が持てる。 

講演では、復興とまちづくりに関する市の方針が述べられた。そこでは市

の理念、「ノーマライゼーションと言うことばのいらないまちづくり」の考え

方が示されている。その「アクションプラン」には次のように書かれているが、

「マイナスからスタート」して新しいまちづくりを目指す並々ならぬ決意が窺

える。 

「私たちが目指す復興は、単に被災した施設や道路などのインフラを復旧

させることだけではありません。災害による犠牲者を二度と出すことなく、尊

い命と財産を守る防災・減災のまちづくりを進めるとともに、障害のある人も
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ない人も、高齢者も、地域で暮らす人や観光や支援で訪れる人も、誰もが快適

に過ごせるまちづくりに取り組むことが重要」である、と。端的に言えば、

「困っている人がいたら助けることが当たり前で、いわゆる「ノーマライゼー

ション」や「バリアフリー」という言葉すら意識する必要がない社会の実現」

が目標である。 

市長による震災復興に関する計画の説明を聞くと、こうした理念が随所に

活かされていることが窺える。今回の講演では、主に農林水産業に関する取組

みに関して、次の三つのテーマが取り上げられた。概略紹介しておきたい。 

一つは、陸前高田市だけで栽培される地域ブランド米に関して、である。

市は、塩害等で被害を受けた米作の再開を目指し、「たかたのゆめ」という新

品種の栽培に取組んだ。これは JT(日本たばこ産業)がすでに開発していたも

ので、当市のオリジナルブランド＝復興米として利用してほしいと寄贈を受け

たものである。その生産量は未だ市内の米生産量の２割に達せず、しかも単収

増加が難しいため、今後は増産よりは、むしろ限定品として付加価値を上げる

戦略を考えている。 

二つは、「津波被災地跡地利用」である。被災跡地には、市の体育館、運動

公園等の復旧、あるいは津波復興記念公園など公共関連施設の建設が進められ

ているが、農業あるいは農産加工に関するものも少なくない。例えば、新しい

農業と菓子工場の建設をめざす「ピーカンナッツ」の試験栽培施設、ワタミ産

業が有機農業や関連施設の整備のため今後 20 年かけて命を学べる場所とする

「オーガニックランド」、市の木である「花つばき」の植樹で景観づくりと、

椿茶等の作業場で障碍者の雇用を目指す「レッドカーペットプロジェクト」、

フルーツ栽培のためのビニールハウス、農園などを含む「フルーツパーク」、

である。 

三つは、若手就農者の持続的経営と食と農の連携「陸前高田 食と農の森」

に関して、である。現在、食べられる農業を実現しようと頑張ってみようとい

う若い人は多くはない、しかし、りんご栽培の復活を目指す取組み、醸造業の

強みを生かした発酵食品の商品開発などが見られ、今後に期待している。 

これら以外に、次のようなユニークな取組みに触れられた。例えば地域の

自治を担う 11 の地域コミュニティ協議会が設置されているが、震災を機に住
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民が自由に使える財源として毎年 500 万円を配分していること、SDGs の活動

を外部の企業とビジネスとして一緒に進めようとしていること、ノーマライ

ゼーションと言う言葉がいらない社会の考え方で移住者を受入れ人口の維持を

目指すなど。ここにも人間らしく生きられる地域社会の実現に向けた努力が窺

える。 

 

解 題 ２ 

平 岩 裕 規 

 

１ 東日本大震災からの復興状況 

 東日本大震災が発生してから今年で 10 年が経過した。甚大な被害を受け

たが、被災地における懸命の努力により、インフラの整備をはじめ復興の

進捗には目覚ましいものがある。約１年間の復興庁岩手復興局の勤務の中

で、住宅や街並みの再建、鉄道や道路の整備、防潮堤や港湾施設の構築、

市民ホールやグラウンドの建設等々が立派に完成した姿を拝見する度に、

関係の方々の御尽力に敬意を抱いたことは忘れえない経験であった。 

 他方、10 年の歳月を経ても、なお取組が必要な復興上の課題が多くある

ことも指摘されている。 

 震災で御家族を亡くされるなど、今も精神的なダメージから心のケアを

必要とされている方々も多い。また、工場等の再建は進んだものの、生

業・産業の復興は道半ばで、特に沿岸部の主要産業である水産業・水産加

工業は、さんま、さけ等の主要魚種の不漁、コロナ感染症による需要減退

も相俟って、苦戦を強いられている。さらには、被災した方々が様々な事

情でふるさとを離れる場合もあって人口減少が進み、上記のように産業・

生業の復興が十分ではないこともあり、復興事業で整備された土地や集団

移転の元地の利活用が今後のまちづくりにとって大きな課題として浮き彫

りになっている。 

 国では、令和３年度からの５年間を「第２期復興・創成期間」と位置付

け、こうした残された課題に対応し、完成しつつあるインフラを有効に活

用して復興を完遂すべく、地域創生施策も活用し、ソフト面を中心に地元
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の取組をきめ細かく支援していくこととしている。 

 

２ 陸前高田市における復興の取組 

 岩手県内の市町村の中でも最大級の被害を受けた陸前高田市では、死

者・行方不明者が 1,800 人（当時の人口：２万３千）にものぼり、旧市街地

が完全に破壊されるなど、いわば「ゼロからの復興」を余儀なくされた。 

 このような中にあって、今回講演された戸羽太陸前高田市長は、常に積

極的姿勢で、「創造的復興」を目指して現場で陣頭指揮を執ってこられた。

県内でも最大規模の土地区画整理事業を推進し、共同店舗型の商業施設を

備えた中心市街地等の整備も進められているほか、奇跡の一本松や震災遺

構、津波伝承館、道の駅等を擁する高田松原津波復興祈念公園がほぼ完成

した。 

 こうした取組により地域住民のみならず、県内外からの来訪者や移住者

を招き入れ、まちのにぎわいを取り戻しつつある点で成果をあげてきてい

る一方、上記１のような課題への対応を求められる点で例外ではなく、更

なる取組が必要な状況を見ると、「復興に終わりはない」と実感し、御苦労

が思い遣られるところである。 

 戸羽市長は、今回の講演では、まず陸前高田市における復興の経緯全般

を紹介され、その上で農業分野の取組について特に御説明いただいた。企

業から提供を受けた米の新品種である「たかたのゆめ」の栽培、農業の

テーマパークとも言えるオーガニックランドの建設、新しい作物である

ピーカンナッツの栽培など意欲的な取組が目白押しである。各取組に共通

して言えることは、人材にしても、企業、大学などにしても、外部から

様々な協力を得ながら、国、県等の支援をうまく活用して復興を進めてい

るということと見受けられる。これは実際には誰でもできることではない

かも知れないが、今後、地域の発展を図る上では是非とも必要な取組の方

向の一つではないかと考える。 

また、これらの取組は、商工、観光、教育、福祉、環境、エネルギー等

の分野ともつながっており、戸羽市長が目指す SDGs の視点でのまちづくり、

「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」を具現化しつ
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つ、第一次産業の六次産業化、農福連携などにも結び付いているという点

で、総合的に地域づくりを進める素晴らしいものであると考える。このほ

か、戸羽市長からは、森林環境の維持、陸上養殖への取組など林業・水産

分野のお話もあった。いずれも意欲的なもので、地域の発展への貢献が期

待される。 

 陸前高田市の取組には、他の被災地の参考となる点が多くあるが、我が

国の農村地域では、過疎化・高齢化等の問題に直面し地域の活性化が大き

な課題となっており、こうした観点でも参考とすべきものであると考える。 

最後に、陸前高田市の更なる復興を心から願い、応援していきたいと思

うとともに、復興に携わった立場から、多くの方が同市を訪れ、復興の現

場について実際に見聞し、その取組を励ましていただけるよう切にお願い

したい。 
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司会（田家） 本年度の第１回講演会では、ズームを通じてでありますが、

陸前高田市の戸羽市長にお話しいただきます。陸前高田市では、11年ぶりの高

田松原海水浴場の海開きが明日予定されているようでございます。戸羽市長に

は、大変お忙しいところ、ご講演頂き、ありがとうございます。また、多くの

方にズームによって参加していただいています。 

 陸前高田市は、東日本大震災の被災地として奇跡の一本松とともに知られて

いますが、県内の市町村の中で最も大きな被害を受けられたと聞いております。

市長が１期目に就任された平成23年２月13日から１か月もたたないうちに大震

災が発生し、現在３期目と聞いておりますが、それ以降、名実共に今日まで、

復旧・復興・創生の陣頭指揮をとってこられました。 

 国の復興対策の枠組みは、当初の復興期間10年間を経て、本年度から５年間

の第２期復興・創生期間がスタートしています。市長は３月に催された県市の

合同追悼式で、被災地や遺族には節目はない、私たちはこれからもずっと犠牲

になられた方々のことを忘れず、その思いを大切にしながら、ふるさと陸前高

田に明るい未来をもたらせるように全力で頑張っていく、と強い決意を述べら

れています。 

 復興創生に関する計画文書を拝見しますと、これからの復興推進の目標とし

て、整備された拠点を生かして、安全を大前提ににぎわいと活気に満ちたまち

の形成に取り組むことに置かれています。着実に実効を上げ、これからは陸前

高田が多くの若い人にとって夢と希望の地として全国に広く知られていくこと

を期待いたしております。 

 本日の御講演の内容を、解題とともに私どもの調査研究雑誌である「農業研

究」の別冊として編集しまして、全国の研究機関等に配布し、少しでもお役に

立てるように情報提供をしてまいりたいと考えております。 

 市長のお話、質疑を含めまして全体で２時間程度予定させていただきたいと

思います。質疑では、慣例によりまして冒頭質問は、今回解題していただく両

角東北大学名誉教授、平岩前岩手復興局長のお二人にしていただきます。 

 なお、ズームの講演会は私ども初めての試みでございます。多々不手際が生

ずるかもしれませんが、あらかじめお断りしておきたいと思います。 

（別添参考資料：『ゼロからの復興「一次産業の新しい可能性に挑む」』） 
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Ⅰ 講  演 

 

戸羽 ただいま御紹介いただきました陸前高田市長の戸羽太でございます。

どうぞよろしくお願いをいたします。 

 今日は、皆様方の前でお話をさせていただく機会を頂きまして、本当にあり

がとうございます。農業という切り口でお話をする機会というのは、そんなに

ありません。どうしても我々のところは東日本大震災ということで、防災・減

災あるいは復興、そういったものをお話しする機会というのはたくさんあるの

ですが、農業という切り口でお話をするというのは余り機会がありませんし、

また皆さんも、今ズームは余り慣れていないという話ですが、私も余りこうい

うことには疎いほうなので、私のほうでも失敗するかもしれませんけど、ぜひ

聞き上手になっていただいてお聞きをいただければと思っております。 

 先ほどの御紹介の中で、両角先生、平岩さんのお話がございました。東北大

の両角先生とは陸前高田市は深い関係がございまして、陸前高田市は昭和30年

に８か町村が合併をして市になったわけでありますが、その中で矢作町という

ところがございまして、一番山手のところですが、その矢作町の一番山手の部

分に生出地区というのがございます。両角先生には、その生出地区におきまし

て、地域の皆さんと一緒になってエネルギーの問題、特に木炭を使って様々な

実験・実証をしていただいたり、あるいは「限界集落」という言葉が何年前に

できたのか分かりませんけれども、出始め頃に、まさに生出地区は将来限界集

落になるだろうということが言われている中で、何とか地域の皆さんの頑張り

によって限界集落というものになることを避けよう、延命していこうというよ

うなことにも取り組まれたわけでありまして、私としては、両角先生に大変お

世話になったと思っています。 

 それから平岩さんについては、皆さん御存じのとおり、つい先日まで岩手復

興局の局長さんとして御活躍を頂き、また、私自身も大変お世話になったわけ

でございまして、今日このような形でお話を聞いていただけるということで、

大変うれしく思っているところでございます。 

 まず、我々のところを語るには、どうしても東日本大震災、これを語らない

わけにはいかないわけでございます。まずは被災の状況等をお話しした後に、
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農業のほうのお話に入らせていただきたいと考えているところでございます。

東日本大震災で陸前高田市はまさに壊滅をしたわけでございます。特に中心市

街地、一番人口の多いところ、ここが全部やられてしまったわけでございまし

て、残念ながら犠牲になられた方というのは、全人口に対しての7.7％強とい

うことでございます。これは正直申し上げて、親戚まで含めれば必ず誰か一人

は亡くなっているというような、そういう悲惨な状況でございました。 

 この写真（資料３頁）で、左側の写真は震災前の市街地、右側は震災後の市

街地ということでありますが、ほ場整備をしてあった広い高田沖の農地という

のが写っています。ここは当然津波をかぶったところでありますけれども、同

時に１メートル半ぐらい地盤沈下を起こしておりますので、そういう意味では、

塩害以外の部分も含めてすぐに農地として元に戻すということはできなかった

わけでありますし、また、塩害というものが実際にどの程度影響を及ぼしてい

くのか、何年程度でまた作付ができるようになるのか、こういった部分も実際

には、我々には正確なところも分かりませんし、専門家の皆様方にお伺いをし

ても、これもまた先生方によってお話をされることが違ったりするものですか

ら、農業者の皆さんも大変当時は戸惑ったことだろうというふうに思っており

ます。 

 この写真の中に写っておりますけれども、気仙川という川があって、海が

あってということですから三角州のような土地で、リアス式海岸の三陸沿岸と

いうのは平地はほとんどないわけでありますが、陸前高田市においては、高田

平野と呼ばれる広い広い、ほぼゼロメートル地帯ではありますけれども土地が

あって、そこが便利がいいということで、たくさんの方々がそこに住まれたと

いうことでございます。結果、震災前はたくさんの方々に、陸前高田は土地が

あっていいね、平らなところがいっぱいあっていいね、と言われたわけであり

ますけれども、残念ながら東日本大震災では、それがあだになった。ゼロメー

トル地帯でありますから、まちが全て津波にのみ込まれてしまったというよう

なことでございます。 

 これが陸前高田市役所の写真（４頁）であります。これは山側から撮った写

真でございます。屋根の上に何人かの人が避難をされておりますけれども、私

自身もこのうちの一人でございます。実際には、赤い線が引いてあるところま
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で津波が遡上したわけでありますけれども、この写真は、見て分かるとおり、

瓦礫が海のほうに引っ張られていますから、第一波が来た後の、海に津波が引

いていくという途中の写真だというふうに思われます。この津波によりまして、

残念ながら陸前高田市役所の職員がたくさん犠牲になられました。当時、臨時

職員等の方も含めて全体で400名くらいの職員の方がいらっしゃったわけであ

りますが、そのうち111名の方、４人に１人以上の方が犠牲になられました。 

 これは、やはり公務員という人たち、そこに逃げるという意識を持つことが

できない、公僕であるというようなことが大きく影響したのだろうというふう

に思いますし、また私自身も、市長として皆さんを避難させてあげることがで

きなかったことは大変申し訳ないというふうに感じておりますけれども、今

様々な災害が起こっている中で、市の職員、あるいは公務員と呼ばれる人たち、

あるいは消防団の人たち等々の安全をどう守っていくか。真っ先に逃げるとい

うことは許されないかもしれませんけれども、それでもやはり一人の人間であ

り、市民であり、そして家族がいらっしゃる方々でありますから、そういった

ことも我々としては考えながら、また我々の反省を全国の皆様方に発信をして

いかなければいけない、そのようにも考えているところでございます。 

 ３月11日に市役所が被災をしましたので、我々は、災害対策本部を設置する

場所がなくて、震災の年の５月に入るときに、学校給食センターを災害対策本

部にしました。これは山手のほうにあったので津波をかぶらなかったわけであ

りますが、その際に、市の庁舎もない中でいつから復興を始めるのだという議

論が４月ぐらいから始まって、５月１日には復興対策局なるものをつくらなけ

ればいけないということで、５月１日から復興に取り組もうということになっ

たわけでございます。 

 その後、けんけんがくがくありましたけれども、12月議会で議決を頂くまで

に、地域を回りながら復興計画をつくったわけでありますが、復興計画をつく

るときに我々が一番大きく意識をしたのは、三陸沖というのは何度も津波とい

うもので悲しい思いをしてきたわけであります。しかしながら人というのは、

時間がたつと同時に何か危機感というものが薄れていって、結局は海のほうに

海のほうにということになってきたようであります。もちろんそれを否定する

ものでもないのですが、私たちが今度復興する場合には、もうこういう悲しい
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ことは最後にしましょう、少なくとも津波で人が命を失うというようなことが

ない、そういうまちをできる限りつくっていきましょうということで復興計画

を立てさせていただきました。 

 そのときに防潮堤の議論があったわけです。皆さんも御存じだと思います。

防潮堤を何メートルにするのかという議論がありました。メディアの方々はい

ろいろ言いますので、そんな高い刑務所みたいな防潮堤を造ってどうするのだ

というような意見もありますし、一方では、市民の皆さんは実際に津波を経験

されていますから、５メートル､10メートルなんていう低い防潮堤では命は守

れないのだ、もっと高い防潮堤を造ってくれというような意見もございました。

結果として、県はL1、L2という、あえて御説明はいたしませんけれども、通常

来る津波は防潮堤で防ぎましょう、そして1,000年に一度と言われるようなも

のは多重防災、逃げるということで対処していきましょうということになり、

12.5メートルの防潮堤、これがマックスですということで、整備するというこ

とになりました。しかし実際に来た津波は、先ほど市役所の写真も見ていただ

きましたが、この市役所のところでも15.8メートルくらいの津波が来ているわ

けですから、12.5メートルでは高さが足りないわけです。越波をしてきます。

そこで、もし同じ津波が来て、12.5メートルの防潮堤を越えた水の分がまちに

入っていかない高さまで土地を持ち上げなければならない、かさ上げをしなく

てはいけないということで、計画を立てました。実際には、もともとはT.P.３

メートルとか４メートルの土地が多かったわけでありますが、そのT.P.３メー

トル、４メートルの土地に対してT.P.９メートルくらいまで、端部のところで

も９メートルぐらいまで上げなくては安全が保てないということでありました

ので、土を盛って中心市街地をもっと狭くして、そして全体をかさ上げしたと

いうことであります。 

 この写真（５頁）はベルトコンベアの写真でございまして、手前側が気仙町

というところでありますが、そちらも大きく被災をしましたが、山を削って、

そこに気仙町の住民の皆さんが住みたいということでありましたので、120

メートルの高さがあった山を45メートルまで削るという作業をしてもらい、そ

の削った分をベルトコンベアで川の向こう側に運び、先ほど言った津波が来て

もまちに水が浸水しない高さに積み上げる、その土をベルトコンベアで運んだ
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ということでございます。 

ちょっとこの写真（６頁）では分かりづらいですけれども、写真の一番下

のほうに白い線が走っていますが、ここがかさ上げの法面です。ここの法面の

上側が全体、もともとの土地よりも大体６～８メートル、高いところであると

10メートルぐらいは土を盛って、元の地盤よりそれぐらい高くなっています。 

震災10年ということで、私も様々なシンポジウムに出させていただいたり、

あるいは新聞等でも、10年に対してどういう課題があるのかというような議論

がされてきたわけでありますけれども、この写真を見てもお感じのとおり、

行ってきた区画整理事業は、残念ながら空き地が目立つわけでございます。10

年という月日の中で、市民の皆様方も、10年家を建てるのを待つということは

なかなか難しかった人もたくさんいらっしゃるというふうに思いますし、また、

この10年間の中で、お店を再建するのを諦めざるを得なかったという方もい

らっしゃる。様々な事情があって空き地が空いてしまっているということであ

りますが、これはこれで私は問題であると思っていますし、課題感も持ってい

ますし、何とか埋めていかなきゃいけないと思っているところであります。 

 ただ残念だったのは、10年という節目の中で空き地問題みたいなところがク

ローズアップをされて、本来であれば国民・市民の命をどう守るのかというこ

とがほとんど議論されなかったのですね。今日本の中で、先日、熱海の土石流

の災害もありましたし、全国で大雨被害というのが出ていますし、海外でもそ

のようなことになっているわけでありますが、そういう自然災害というものに

対してどうやって命を守っていくのか、どうすれば危険から少しでもリスク回

避できるのか。そういう議論が、本来であれば私は10年という節目でなされる

べきだったのではないかなと、そんなふうにも考えるわけでありますが、課題

は課題としてしっかり捉えていかなきゃいけないなというふうに考えていると

ころでございます。 

 私自身は、このまちの形というのはほかのまちとはちょっと違うと思ってい

まして、陸前高田の場合は壊滅をしてしまいましたので、どうしても新しいま

ちを創らざるを得なかったということでございます。その空き地の問題云々で

はなくて、今回かさ上げ等についてもかなりマスコミから、そこまでやる必要

があったのかという御批判も頂きましたが、我々は、市民の皆さんの安心・安
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全というものを意識してやってきました。 

このまちづくりがよかったのか悪かったのか、これは様々御意見は頂きま

すけれども、来てほしくはないですが、多分いつの日かまた津波というものが､

10年後か50年後か100年後か分かりませんが来るのであろうというふうに考え

ます。そのときに、多分そのときの人たちが、先人はこういうまちをつくった、

それに対してどう評価をされるかということなのだろうと私自身は思っている

ところであります。 

 よく俗に言うのはビルド・バック・ベターということで、前よりいいまちを

つくろうよということが復興の中であるわけですが、私は、今これまで御説明

したように、まちの形とかそういうこともすごく意識をしてやってきました。 

 産業などソフトの部分に対しても、ビルド・バック・ベターの考え方を取り

入れていくべきと考えていました。 

 国においても、この復興に対して「創造的復興」という言葉を使われたので

すね。これは我々被災地にとっては非常に大きなことでありますし、また、珍

しいと言うと国の方に怒られますけれども、そもそも災害が起こったときの国

の考え方というのは復旧なのですね。例えば、川の護岸が壊れました、前の形

に戻してくださいねと言って戻すわけです。だけど、そこはまた多分、何年後

かに壊れるのです。でも復旧というのは、もともとあった形に戻すから復旧。

国はそういう考え方でずっとやってきましたが、今回は創造的復興なのですね。

要は元に戻すだけではなくて、まさにビルド・バック・ベターの考え方も含め

て復興を進めていきましょうということを言ってくださったわけであります。 

 併せて、2016年に安倍内閣の中で地方創生ということを言っていただいた。

我々も「まち・ひと・しごと総合戦略」などをつくらせていただきながら、人

口の推移もにらみながら、一方で特徴あるまちづくりに挑戦をしていこうとい

うこと。ですから我々、真の復興って何なのだと考えたときに、もともと被災

をしなくても、陸前高田のような地方中の地方には課題がたくさんあるわけで

す。少子高齢化もそうであります。あるいは高速道路もなかった。あるいは公

共交通そのものも脆弱で、車の免許を返納しても代わりになる交通というのは

ない。いろいろなことがあって、だからこそ挑戦をしていくのだ、震災前より

もいいまちをつくるのだという意識の中でこれを進めてこられたと考えている

－ 12 －



わけでございます。 

 震災直後の人々の気持ちというのは、皆さんが人生の中で多分初めてのこと

かもしれませんけれども、絶望というものを感じていたのだろうと思います。

私自身も、先ほど御紹介を頂きましたけれども、震災の４週間前に市長にさせ

ていただいて、まさかこんなことが起こるなんていうことは一つも想像もして

いませんでしたし、自分だって家族がいたりいろいろなことがあるわけですか

ら、なんでだろう、どうしようもないなと。明日が見えないというのはこうい

うことを言うのだなというくらい打ちのめされたわけであります。しかしなが

ら、何とかみんなを勇気づけていかなきゃいけない、前に踏み出してもらわな

きゃいけない、そんなふうにも思ったわけでございます。 

 産業で言うと商工業の方々、あるいは一次産業、それぞれ農業、林業、水産

業、様々あるわけでありますけれども、田舎のまちというのは、そもそも商工

会議所ではないのですね。商工会です。商工会というのは、小さなお店屋さん

の店主が集まっている、そういう会です。企業と呼べるようなところが、みん

なの親分みたいなところがあるわけではない。ですから、非常に厳しいんです

ね。もともと個人のお店自体は、借金があったり様々あるのだろうと思ってい

ます。その中で、これは日本のシステムとして我々が痛感をしたというか、何

とかしてほしいなと思ったのは、サラリーマンの方々は雇用保険制度というの

があるんですね。職を失ったときに、これまでの補償、給料に対して７割とか

６割とかという補償が出るのだと思います。しかし、経営者にはそれが適用さ

れない。先ほど来言っているように商工会のメンバーは、ほとんどが一人親方

でも商店主であって所得がないわけです。ですから、こういった状況の中での

復興というのは非常に難しかったと思います。 

 それから、一次産業も全く同じです。漁業者の皆さんは、台風とか低気圧と

かいろいろなことがあるので非常に動きが早いんですね。津波が来た次の日か

ら使えるものを集める。網であっても浮きであってもいろいろな動きがありま

す。それから、漁協というところに所属をしている人がほとんどですから、そ

ういう意味では他の漁協から応援を頂くとか、あるいは漁協が中心になって漁

業者の皆さんに対して様々な情報を出すということができますが、一方農業は、

同じ協同組合であっても、農協というのは農家の皆さんがそこに所属をしてい
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るわけでもないし、傘下に入っているわけでもない。まさに一人親方の集まり

みたいな状況でありますから、漁協と農協の大きな違いというのは、まさにそ

こだと思っているんですね。 

 漁業者の皆さんは復興が早かった。例えば、船も流された、養殖筏も流され

たわけでありますけれども、漁協が中心になって他の地域から船を寄附してい

ただいたり、集めていただいたり、あるいは筏についても、個人が直すという

よりは漁協の指示命令系統の下に全体としてやっていけるわけです。一方農業

は、なかなか個人で復活をしていくというのは難しかったのかなと、考えてい

るところでございます。 

 先ほどの１枚目の写真の中で、ほ場整備をされている広い農地がありました

けれども、あそこは高田沖の農地なのですが、あのほ場も全て水をかぶってし

まいましたので、これは使えないねと我々は判断をしました。ですから、先ほ

ど言った復興計画の中では、あそこは農地として復活をさせるのではなくて、

メガソーラーを設置して太陽光発電をやっていこうという当初の復興計画で

あったわけであります。私も単純なので、その震災の年に着たきりスズメで東

京のほうに来まして、孫正義さんに会いに行って、いろいろと御相談もさせて

いただいた経緯もあります。それくらい本気でメガソーラーを、というよりも

農地の復活は難しいと考えていたわけでありますが、結果としては、遅くはな

りましたけれども、農地の所有者の皆さんがぜひもう一回農業をやりたいとい

うことでありましたので、メガソーラー計画というのはなくなったわけでござ

います。 

 産業をビルド・バック・ベターの形で、あるいは前に進める形で振興してい

くためには、産学官とよく言われますけれども、産業団体あるいは大学の先生

方とか、あるいはもちろん我々のような官と呼ばれる公的なもの、この３つが

組んでやるのが一番いいと私も思っているのですが、ただ地方において、大学

というのはそもそも近くにないですよね。ですから復興の中で言うと、正直

言っていろいろな大学が、我々と全然接点のない大学の方がいっぱいいっぱい

来て、非常に戸惑いを感じたのを覚えています。今日の参加者の皆さんの中に

も大学の先生たちがいっぱいいらっしゃると思うので、大変失礼なお話になる

かもしれませんが、私たちのところには当初、本当にいっぱいいろいろな大学
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の先生方が、個人のアイデアをいっぱい持って来てくださいました。 

 例えば、このまちの復興をどうするかという案としては、瓦礫も一つも片づ

けることはない、このままにしなさい、このやられたまんまの姿をとっておけ

ば世界中から人が来ます、ということをおっしゃる方がいました。でも、我々

はここに住んでいるわけで、何もしないというわけにはいかなかったのですが、

そういう案もある。あるいは、「穴掘ったまんま」というのを知っていますよ

ね、アリの巣って見たことありますか、山に洞窟のような穴を掘って、そこに

住めば津波を恐れることはなくなりますと、真顔でそういうことをおっしゃる

方もいましたし、丸いケーキの土台みたいな土地をいっぱい造って、それを橋

でつなぐ、そのことによって防潮堤は必要ないのだ、と言うような先生もい

らっしゃいました。本気で言っていらっしゃるので、否定をすることもないで

すけれども、私は正直言って、本当にこの人たちは何を考えているのだろうな

というふうに思ったこともたくさんございます。 

 そんな中で復興を10年進めてきて、今、本当に国の皆さん、県の皆さん、も

ちろん全国の皆さん、世界の皆さんから応援を頂いて一定のところまでは復興

を進めてきて、いよいよこのまちに新しい魅力を、あるいはブラッシュアップ

するものをしっかりと出していかなければと、そういう段階まで来ているのか

なと考えているところでございます。 

 ここから農業の話をさせていただきたいと存じます。まず、「たかたのゆめ」

という地域ブランド米のお話をさせていただきたいと思います（７頁、８頁）。 

 先ほども申し上げましたが、農地がみんな塩水をかぶってしまいまして、農

家の方々が本当にショボンとしていたんですね。いつになったら農業を再開で

きるのかも分からない。自分自身も家を流されたりしているわけですから、元

気が出る訳がない。そんなときに、どうしたら農業の人たちが元気を出せるか

なといろいろ考えました。そして知り合いにも相談をしましたら、まず皆さん

が取り組みやすいところとしては、この中山間地域の中で、兼業農家の方も含

めて一番皆さんが生産をしているのはお米だということもございましたので、

JT（日本たばこ産業）さんが静岡県の磐田市、残念ながらここはもうなくなっ

てしまったのですが、磐田市にそういう施設を持っておりまして、そこで開発

をされた、世の中に出ていない磐田13号というお米を差し上げましょう、ぜひ

－ 15 －



これを復興米にしてくださいと言っていただきました。 

 それで、我々はそのお米に「たかたのゆめ」という名前をつけさせていただ

いて、今、一生懸命農家の皆さんに生産をしていただいているところでござい

ます。お米、特にブランド米というのは、今や全国にあります。昔で言えば、

北海道とか九州はお米が余りよくないのだなんて言っていたわけでありますが、

しかし今や九州でも北海道でも、有名なお米がブランド米として出ていますし、

我々が一生懸命「たかたのゆめ」「たかたのゆめ」とやってきた中にあっても、

岩手県でも「銀河のしずく」とか「金色の風」とかという、もっと広い範囲で

岩手県の推奨米、ブランド米というのを打ち出されているわけでありまして、

我々の「たかたのゆめ」については、我々の努力の範囲で今売り出しをしてい

るわけであります。 

 ここの写真（８頁）を見ていただくと分かるのですが、真ん中のお弁当がご

ざいます。これは期間限定で何度かやらせていただいたのですが、東北新幹線

の一番高い席、グリーン車より高い席があるわけでありますが、そこで出され

るお弁当に「たかたのゆめ」を採用いただきましたし、その隣の認定証という

のがありますけれども、これはおにぎり協会というところから、「たかたのゆ

め」がおにぎりに合う食材として認定を頂いたということでございます。 

 「たかたのゆめ」は冷めてもおいしいということが言われていますので、そ

の辺を売り出していきたいなとは思っているのですが、そもそも一次産業の後

継者不足というのは今でもありますし、全国の課題なんですよね。何で一次産

業の後継者が出てこないのかと言えば、私は所得というものが一つ大きく関係

あるのだろうなと思っていまして、この「たかたのゆめ」を作ることによって

農家の所得を上げたい、上げていきたいということが第１番目の我々の目標な

わけです。実際に銀座三越とかそういうところでも売っていただいたりもする

のですけれども、仕組みとして農家の方に入るお金というのはほとんど変わら

ない。最終的に消費者のところに行くまでに、幾つもの問屋さんを通るわけで

すね。地元のスーパーでも売っていただいたりしますけれども、今度は値段と

の釣り合いでなかなか市民の皆さんの口に入ることもない。そうすると、ブラ

ンド米としては弱いのだろうと。地域の皆さんに愛されてこそブランド米なの

だろうというような思いもございまして、今、震災から10年たつタイミングで
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ありますけれども、この辺をぜひもう一回練り直しながら戦略を立てていきた

いと思っています。 

 これは（９頁）、お米、農業というものを進めると同時に、子供たちにぜひ

農業を分かってもらいたい、触れる機会をつくっていきたいということもござ

いまして、川崎フロンターレ、Ｊリーグのチームでありますけれども、川崎フ

ロンターレさんと一緒になって田んぼに「ふろん田」という名前をつけて、フ

ロンターレの選手あるいはサポーターの皆さん、地元の子供たちが、お互いに

こうやって田植えを体験したりしています。 

 川崎フロンターレさんについては、震災で子供たちが勉強するドリルも何も

ないような状況のときに、川崎で川崎フロンターレが算数ドリルというのを

作っていまして、それを陸前高田市の教員の方が、ぜひ被災地の我々にもその

ドリルを分けてくださいませんかとお声がけをしたのがきっかけで、今、陸前

高田市と川崎フロンターレはスマイルシップ協定というのを結ばせていただい

て、選手の皆さんにも来ていただきながら様々な交流をしているところでござ

います。このことによって、子供たちが農業に触れる機会がだんだん増えてき

ているなというふうには考えております。 

 これは（10頁）保育所の子供たちですけれども、選手の皆さんなどと触れ

合って農業を体験しているということです。 

 次は、被災跡地を使っての農業を御紹介したいというふうに思います（11頁、

12頁）。 

 津波を浴びてしまった海の近くの場所については、残念ながら人が住むこと

もできませんし、被災跡地という形で残ってしまっているわけであります。こ

れが、陸前高田市全体を示すものではありませんけれども、一番被災が大き

かった、先ほど１枚目の写真で見ていただきました中心市街地のところの写真

でございます。先ほどかさ上げをしたというところがここにも出ています。

「中心市街地」とピンク色に塗ってあるところ、この辺は全部かさ上げをして

いるのですが、それよりも下のところ、海側は低いままの土地であります。で

すから、この辺の土地をどう使っていくかということが課題であったわけであ

りますが、一つには、先ほど申し上げた高田沖の農地をもう一回ほ場整備をし

直していただいて、農地として使っていく。さらに海側については、国の追悼

－ 17 －



祈念公園とか施設とか、そういったものを造っていただいている。そして、後

で御紹介をしますけれども、オーガニックランドあるいはピーカンナッツ等々

の計画を立てて、今その跡地を利用していこうということになっているところ

でございます。 

 これはピーカンナッツであります（13頁）。ピーカンナッツというのを御存

じの方もいらっしゃるというふうに思うのですが、実はピーカンナッツという

のは、日本では本格的に栽培をされておりません。クルミの一種ということで

ありますが、アメリカでは非常にメジャーなナッツであります。「米国シェア

９割」というふうに書いてありますけれども、日本でぜひこれをやりませんか

という話がありました。この話を持ってきてくださったのは東京大学さんであ

りますけれども、陸前高田市の津波の被災跡地を見て、非常に広い土地が余っ

ているな、空いているな、これぐらいの土地があったら、アメリカ並みにピー

カンナッツの栽培ができるのではないかというふうに思われたようであります。 

 実際にその話を市役所に持ってきてくれたのは、当時市の職員であった者で

ありますけれども、その人はJICAから陸前高田市役所の職員になった非常に変

わった経歴を持たれた方でありまして、被災をして、こういう田舎の役所にも

JICA出身の方とか、あるいは東大を卒業した方とかいろいろな人たちが入って

きてくれていて、まさにいろいろな変化というのは起きているわけであります

が、私、その話を聞いたときに、ピーカンナッツをやるのはいいけど、収益性

とか、あるいは将来の見通しってどうなのだという話をしたわけですが、その

ときに東大の方も含めて言っていただいたのは、まずピーカンナッツそのもの

がおいしいナッツであるということ、それから抗酸化作用等が強くて非常に健

康にもいいということ。その抗酸化作用から言えば、これはアメリカでの研究

レベルでありますけれども、アルツハイマーなどにももしかするといい効果が

出るのではないかと言われているというようなことを聞きました。 

 併せて、今この人口減少社会の中で、多分これからゴルフ場のような広い広

い山手の土地などは使われなくなっていくのではないか。そんなときに、陸前

高田でピーカンナッツの実も作るのもいいけれども、苗木の栽培をすることに

よって苗木の供給基地になったらば、非常に市が潤うのではないか。そんなお

話も頂いて、それならばぜひトライをしてみましょうということで、このピー
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カンナッツプロジェクトというのが始まりました。 

 本当にこれは難しくて――難しいというのは、当初アメリカから苗木を持っ

てくるということでずっと動いていたのですが、様々権利の関係とか、様々な

お考えをお持ちの方が間に入ったりとかして、当初アメリカから持ってくると

いう苗木については、ちょっとストップをしてしまったんですね。ただ一方で、

九州でピーカンの研究をされている先生がいらっしゃって、その先生から苗木

を分けていただいて、今、具体的にピーカンの育苗が始まったところでござい

ます。 

 ここに写真（14頁）が出ていますが、ピーカンナッツの苗木の育成の研究施

設というのが立ち上がりました。内部には、こうやって苗木が並んでいるわけ

でございます。 

 そして、写真（15頁）のように、実際にはこうやってだんだん育ってきて、

来年あたりになるのか、来年、再来年には実際に露地に植えるとか、外にこれ

をしっかりと植えていこうというようなことでございます。市民の人たちもと

てもとても大きな期待を寄せていただいていて、最終的には、これに賛同して

いただける方ができるだけピーカンナッツプロジェクトに参加できるような、

そんな仕組みをつくりながら、新しい農業として、またスニーカーを履いて、

ジーパンをはいてできる、そういう農業。もちろんAI化も図りながらこういっ

たことができると、景色としても非常にすばらしいものになるのではないかな

と期待をしているところであります。 

 なお、この実を今アメリカのほうから輸入をしてチョコレートを作っておら

れる大阪のサロンドロワイヤルという会社がありますが、そちらの前内社長さ

んとも一緒に仕事をしておりまして、陸前高田市にゴールデンピーカン社とい

う別会社を設立していただいて、ピーカンナッツのお菓子工場をこれから建て

るところでございます。年内くらいにはそれが建つのではないかなと期待をし

ているところでございます。 

 今度はワタミさんのお話でございます（16頁）。ワタミさんでオーガニック

ランドというものを造ろうという計画がございます。このワタミオーガニック

ランドでありますけれども、幾つかのエリアにこうやって分けてありますが、

20年ぐらいかけてここ全体を整備していきましょうという計画なのですが、
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オーガニックランドでありますから有機農産物をここで生産し、その場で食べ

ることもできる、あるいは外に売っていくこともできるというものを目指して

いるところでございます。 

 今、「モデルエリア」と書いてある3.3haのところでありますが、ここについ

ては既にオープンをしております。ここではブドウを作って、今後ワインを

造っていくということが計画をされていますし、あとは葉物野菜等々も栽培を

されていますし、バーベキューができるスペースなども造られているところで

ございます。 

 その上に「コミュニケーション・音楽堂エリア」というふうに書いてありま

すが、ここは広い広い場所でありますけれども、隈研吾さんの設計によりまし

て野外音楽堂ができることになっています。原っぱみたいなところですから、

非常にたくさんの方々が来場しても対応ができるということになっておりまし

て、ここについては、来年の３～４月くらいに竣工できるということで計画が

されているようでございます。 

 その他のところも、ほ場ですとか、あるいは六次産業の加工品生産などを

やっていくということになっているわけでありますが、ワタミの渡邉美樹さん

には陸前高田市の参与に震災の年に就任を頂いております。この間も商業関係

者の皆さんを励ましていただくとか商品開発の話とか、そういったところでお

世話になってきたわけでありますけれども、今回、渡邉美樹さんたちにこの土

地をぜひ使ってほしいということをお願いして、この計画になったところでご

ざいます。 

 実際コロナがありまして、御存じのとおりワタミというのは、居酒屋チェー

ンが一つの一番大きな収入源であります。今コロナで居酒屋業というのは非常

に苦労されていますので、このプロジェクトを進めるに当たっても御苦労はあ

るのだろうというふうには思っていますが、渡邉美樹さんのコンセプトは、陸

前高田というのは被災地中の被災地であるということで、命というものをしっ

かりと学べる場所にしなければいけないということをおっしゃっています。 

 これが（17頁）全体の敷地ということになりますけれども、見ていただいて

分かるように、非常に広大な敷地に一大テーマパークができるということです。 

 これは（18頁）先ほど言ったブドウでありますけれども、今ブドウの栽培、
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あるいはほかの野菜の栽培なども行われているところであります。 

 今、命というお話をしましたが、19頁の図面の「オーガニックランド」と書

いてある緑のところ、ここがワタミの敷地になります。それから、海側の丸で

囲ってあるのが高田松原津波復興祈念公園ということになっていますが、ここ

には県に造っていただきました津波の伝承館というのがあります。津波の伝承

館は、被災をした様々なものが展示をされていたり、あるいは、あの日あの時

の動画がそのままビデオ上映されたり、市民の皆さんにとってはあまり行きた

くない場所ということになっていますが、一方で、年間に200校を超える修学

旅行生が訪れる場所。まさに高校生をはじめ観光客の皆様方にも防災・減災、

そういったものをしっかり学んでもらいましょう、命を学んでもらいましょう

という場になっているわけです。 

 ですから渡邉美樹さんの話では、オーガニックランドで、命をもらって人間

は生きているんだよ、これは動物であり植物であり、そういうことをしっかり

学んで、そして津波の伝承館で、災害でたくさんの方がお亡くなりになったと

いうことの中から、また命の大切さを学んでいただきたい。最終的には陸前高

田を修学旅行の聖地のような場所にできたらいいねというのが渡邉美樹さんの

考え方で、我々も今、そういう方向でまちづくりをさせていただいているとい

うところでございます。 

 これが（20頁）先ほど申し上げました国に造っていただいた追悼祈念施設で

ありますし、手前のところが、半分は道の駅の建物でありますが、半分は津波

の伝承館ということで、本当に毎日毎日、バスで修学旅行生等々のたくさんの

方に訪れていただいている場所でございます。 

 次は、これは完全に民間の方のプロジェクトなわけでありますけれども、市

も応援をしながらやっているプロジェクトです（21頁、22頁）。これは陸前高

田市の花、市の花というのがツバキということになっておりまして、そのツバ

キを一面に植えましょう、レッドカーペットを作りましょうというプロジェク

トが今進行中であります。もちろん市の花ですから、ツバキを見ていただくと

いうことが一つあるわけでありますが、もともとこのプロジェクトを立ち上げ

てくださった方は椿茶、ツバキのお茶を作って販売をされている方でありまし

て、非常にアイデアマン、そしてベンチャー精神旺盛な方でございまして、そ
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の方が中心となって、椿茶にこれから加工したりいろいろなことをやっていこ

うということになっています。 

 陸前高田市は、「ノーマライゼーションという言葉のいらないまち」という

ものを１番の目標に掲げています。非常に分かりづらい言葉なのですが、ノー

マライゼーションというのはヨーロッパの考え方でありますけれども、障害が

あるとかないとか、そういうことで差別、区別をするものではないですよ、み

んな平等ですよ、みんな仲間ですよという考え方であります。私は、ノーマラ

イゼーションということが通常当たり前にみんなに認識されたまちをつくりた

いというふうに思っているんですね。私がよく言うのは、例えばですけれども

「男女共同参画社会」という言葉があります、本当に日本の国が、あるいは陸

前高田市が男女共同参画の社会を実現していたとしたら、多分「男女共同参画

社会」という言葉はいらないはずなのですね。でも、そうなっていないから

「男女共同参画社会」という言葉があるのだと思っています。 

 したがって、ノーマライゼーションの考え方がみんなにとって当たり前に

なったら、陸前高田市内でそんなことは当たり前だよと言える、そういう場面

が来たら、私は「ノーマライゼーション」という言葉はいらないのだろうと

思っています。ですから、「ノーマライゼーションという言葉のいらないまち」

をつくりましょう、そこまでノーマライゼーションを徹底的にみんなで意識を

してやっていきましょうということを推奨している、皆さんにお願いをしてい

るところなんですね。 

 今回のこのツバキのレッドカーペット事業についても、先ほどのワタミオー

ガニックランドもそうなのですが、市が目指すそういったノーマライゼーショ

ンのところを意識していただいて、まさに農福連携というところを強く打ち出

していただいています。これは、いわゆる３障害の方々だけではなくて、社会

に出づらい立場の方々とかそういった方々も含めて、ツバキの葉っぱをもぎ取

るとか、あるいはそれをきれいに拭くとかいろいろな仕事があるわけですが、

そういう加工のところに障害のある方々の雇用機会をぜひつくっていこうとい

うことでやっていただいているプロジェクトでありまして、農地として整備を

したところではないので、石がごろごろしていたり、あるいは水道が引かれて

いないような場所でやっているので大変御苦労はされていますけれども、いろ

－ 22 －



いろな人たちが関わる中で何とかこれを前に進め、成功できれば、我々として

も大変ありがたいなと、そんなふうに考えているところでございます。 

 これも書いてありますけれども、２万7,000平米のところに8,000本の苗木を

植えていきましょうというプロジェクトでございます（22頁）。企業版ふるさ

と納税などもお願いをしながら、今このプロジェクトを進めているということ

でございます。 

 次に、フルーツパークです。（23頁）。これは完全に民間の方にやっていただ

いているものでございます。我々のところにキャピタルホテルという唯一のホ

テルがあるのですが、その目の前の空き地を使って、県内花巻市というところ

で会社をされている方が、ぜひフルーツパークを造ろうと、今ブルーベリーを

中心にあっという間にオープンをしていただいて、話を聞いてからすぐにオー

プンになって、私もちょっとびっくりしたのですけれども、そういうことを

やってくださっています。 

 特徴的なのが、収穫時期のところにもちょっと書いてあるのですけれども、

ブルーベリーやベリー類はこの辺でも結構作られているのですけれども、バナ

ナとかマンゴーとかドラゴンフルーツとかパパイアとか、要は南国フルーツを

ぜひビニールハウスで作りたいということをおっしゃられています。社長さん

いわく、これは何もたくさん作ってどこかに売るとかそういうことではなくて、

地元の子供たちは、東北の子供たちは、きっとドラゴンフルーツなんて一生見

る機会がないかもしれない、また、パパイアとかマンゴーがどんなふうになる

のか知らないかもしれない、だからそういったものをやるのです、というよう

なお話も頂きました。 

 ここでは、その場で食べられるアイスクリームとかスムージーとかそういっ

たものもやっているわけですが、先ほどのワタミの施設にせよ、あるいはこの

フルーツパークにせよ、ツバキのプロジェクトにせよ、非常に陸前高田らしい、

農業が農業で終わらない、そこに付加価値をつけていく。観光にも資するし、

あるいは何か加工につなげていけるものがあるとか、あるいは修学旅行につな

げていくとか、何かそういう別目的を持った一次産業みたいなところがいろい

ろな形で動き出している。私たちは交流人口の拡大というものをうたっていま

すので、そういう意味では民間の方々のいろいろな、企業誘致に近いのかもし
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れませんけれども、そういったことが動き出しているということは、陸前高田

市にとっては大変ありがたいお話であるというふうに考えているところでござ

います。 

 先ほどちょっと申し上げましたけれども、後継者の問題というのはどこにも

あるわけですね。やはり食べられる農業をどうつくっていくかということが大

きな課題であります。でも、実際行政が、例えば陸前高田市が推奨する作物は

何ですかと議会でよく聞かれるのですが、今我々が言っているのはキュウリ、

イチゴ、トマトなのですね。キュウリをやったら食えるのですか、イチゴを

やったら食えるのですかと。これ、やりようなのだと思うのですけれども、何

とか食べていけますよ、あるいは今言った３つのうちの２つを、時期をずらし

てやればとか、なかなか若い人が、よし、それで頑張ってみようという形には

なっていないような気がします。 

 ただ、震災があって、何とか地元のために頑張らなきゃいけないという人た

ちが農業に取り組んでくださっているわけでございます。 

 24頁以降の資料に『陸前高田市の「食と農」を守るため』と書いてあります

が、食と農の森という会を若手の人たちがつくってくださって、非常に活発に

動いてくれています。 

 ここにも出ていますけれども、もともと陸前高田市は、米崎町というところ

でリンゴの栽培が盛んに行われているところでございます。ただ、震災のとき

に平らな土地が確保できない、家を建てられるような、お店を造れるような場

所が全然なかったんですね。そのときにねらわれてしまったのがリンゴ畑なの

ですね。リンゴ畑というのは、余り急斜面ではなくて、ちょっとなだらかな、

すごく緩斜面のところに広がっている場所が多いわけでありまして、この際だ

からリンゴをやめて、この木を切って平らな土地にしちゃえ、家を建てられる

ところにしちゃえというようなところがたくさんありまして、リンゴの生産で

きる場所というのは一気に減ったときがございました。 

 しかしその後、ふるさと納税の制度などもまた動き出したりしまして、非常

に高い評価もリンゴなどは頂いていますので、若手の農業者の人たちがぜひも

う一回頑張ろうということで、今、様々取り組んでくださっています。 

 イチゴを頑張っている人、あるいはショウガを作っている人とか、みんな夢
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を持って、すごく明るく前向きにやってくれています。ただ、彼らと話をする

と、作るところまではもうできるようになっていますよ、でも六次産業、六次

産業って市役所にも言われるけれども、その六次産業を一緒にやってくれる人

たちとの接点というのが、我々は若いのでなかなか持てないのです、というよ

うなお話をする方がよくいらっしゃるので、今、六次産業を進めるべくそうい

う会議体もつくりまして、こういう若手の農業者の皆さんにも出席を頂いてい

ます。 

 ですから、陸前高田市は発酵物――発酵物というのはお酒、みそ、しょうゆ

もそうですけれども、そういったものが非常に盛んな地域なものですから、そ

ういう人たちとのマッチングなどもしながら、今商品開発などにも取り組んで

いただいています。 

 すみません、私、農業のプロでも何でもないので、余りお話も上手にできま

せんけれども、今ここにはないですけど、漁業のほうも一生懸命漁業の皆さん

やってくださっているのですが、残念ながら海の環境が非常によくないんです

ね。ホタテ貝については、今も麻痺性貝毒が出ていて出荷ができない状況なん

ですね。多分これは秋まで出荷できないのではないか。毎年この状況が続いて

いたりします。 

 先ほども言いましたけれども、津波の被災跡地というのが、海の近くはいっ

ぱい空いているんですね。今、陸上養殖の企業誘致などにも力を入れておりま

して、理研食品株式会社さんが先日来てくださることになって、スジアオノリ、

いわゆる青のりですね、国産のものというのは非常に少ないのだそうでありま

すけれども、ここの地でやっていきましょうということでやっていますし、ま

た、今サケなどもとれないので、市とすれば、今新しい形の中でサケの養殖を

されている企業がいっぱい出てきていますので、そういったところにも来てい

ただけるように、それこそ平岩さんなどにもずっと御相談してきたのですが、

そういう動きも進めさせていただいているところでございます。 

 いずれにしても、若手の農業者、漁業者、こういう人たちが増えてきていま

す。皆さん大学に行かれたりしている人たちがだんだん増えていますので、私

は、ただ農業をやる、ただ漁業をやるというところに皆さん不満があるのかな

ということを感じています。もちろん農業をやるのですけれども、漁業をやる
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のですけれども、そこで終わるのではなくて、自分の名刺も作り、そして首都

圏にスーツを着て商社マンのように売り込みにも行き、時にはプロデューサー

として商品開発にも携わる、そういう新しい形での農業への携わり方、漁業へ

の携わり方、こういうものをぜひ陸前高田モデルとしてつくっていけたらいい

なと、そんなふうに考えているところでございます。 

 ちょうど１時間ぐらいになりましたので、私のお話はここで終わらせていた

だきたいと思います。御清聴どうもありがとうございました。 

 

Ⅱ 質 疑 応 答 

 

司会 では、早速質疑に入らせていただきたいと思います。 

 冒頭申しましたように、最初に、本日のお話の解題をしていただきます両角

先生と平岩さんのお二人に質疑をしていただきます。その後、ズームで参加し

ていただいている皆様からの質問を受けたいと思います。ズームの参加者の質

問は、誠に恐縮でございますが、両角、平岩さんが質疑されている間、おおむ

ね10分間ぐらいの間に登録をしていただきまして、整理もございまして、登録

していただいた質問につきまして、私どもの河原研究員が代わって質問させて

いただくという運びにしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

(1) 両角和夫氏の質問 

両角 戸羽市長、どうも御無沙汰しております。いつもお世話になって、

ありがとうございます。 

 ただいま、この10年間のお話を聞いて、今まできちんと聞いたことがなかっ

たのですが、随分御苦労されて、しかも非常にいいコンセプトを持って取り組

んでこられたということを、確認というか改めて知りました。機会を頂きまし

たので私のほうから幾つか質問をさせていただきたいと思います。 

 最初に、今回は農業とか一次産業が中心なのですけれども、最初に市長さん

からもお話にありましたように、少し市の概況といいますか、この10年間の市

の変化といいますか、政策といいますか、そういうことについて簡単に一つ二

つお伺いしたいと思います。 
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 １つは人口の推移なのですけれども、津波の来る前は多分２万3,000ぐらい

の人口があったと思いますが、資料を拝見すると、１万9,000ぐらいの辺りま

で減っていますが、これはただ減っているというよりは、随分ここまで維持で

きているなというのが私の感想です。多分、まちから離れていって戻ってこら

れない方も相当いらっしゃいましたし、2,000人近くの方がお亡くなりになっ

ているので、随分まちとして頑張ってここまで人口を維持されたというふうに

私は思います。 

 また、今後の計画などを拝見しますと、将来的には１万7,000ぐらいで目標

を設定していらっしゃるようなのですね。私は、無理をしないでできる範囲で

豊かなまちをつくっていこう、こういう感じとして受け止めました。特に市長

がおっしゃっているノーマライゼーションが要らないまちをつくる、これは障

害者の方も高齢者も含めて、全てのまちに住む人が豊かに快適に過ごせるよう

なまちだということです。多分こういうまちというのは、無理して発展すると

か拡張していくとかそういうのではなくて、やはり住民に即したニーズを満た

しながら本当に過ごしやすいまちをつくっていくのだと、こういうコンセプト

でやってこられたのだなという感じがします。 

 私の感想ばかり申し上げて恐縮ですけれども、１万7,000ぐらいに設定され

ていると、人口をそんなに増やさないということについて、市長のお考えをも

うちょっとここで伺ってみたいなと、そう思っています。これがまず１点目で

あります。 

 それから２点目、地域のことで、私はこの10年ぐらいそちらに通わせていた

だいておりますけれども、以前から、市にはコミュニティー協議会という、地

域ごとの地域組織、自治組織があって、これが随分陸前高田市の基礎部分を支

えていたのではないかなという気がいたします。特に震災のときには､広田半

島の人たちが、半島の根っこから切られてしまって１週間ぐらい孤立している

ときに、広田の住民の方たちが助け合って地域の生活が維持できたということ

でした。こういうことでNHKも非常に大きく取り上げて、私もちょっとそのと

き参加したのですけれども、こういう地域組織も震災後再建しているというふ

うには思いますけれども、この辺の最近の事情が分からないので、市長さんに

こういう地域組織をどういうふうにお考えになっていらっしゃるのか、伺いた
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いということです。以上が概況ということで、いわば１つは人口の問題ともう

一つは地域組織の問題です。 

 次に、一次産業について、お伺いしたいと思います。ご講演の中で農業につ

いて大変具体的に、厳しい中で夢のあるお話を一生懸命されているということ

がよく分かりました。けれども、林業について、それから漁業について。漁業

は少しお触れになりましたけれども、もう少し補足していただけないかなとい

うことです。 

 ３点目。もともと陸前高田市の経済は林業と漁業でもってきたと言われてい

ます。特に漁業については、養殖漁業をかなりいち早くやって、沖合漁業が駄

目になった後に養殖にいって、カキ、ホタテ、そういうものをやって、これが

二次産業といいますか水産加工業を相当振興して、二次産業の中心は多分水産

加工ではなかったかなと思います。たださっき市長さんがお話しになったよう

に漁業が不振で、この辺が非常に苦しいかなというふうに思います。それで、

市長さんの考えていらっしゃる漁業の振興について、補足というか御説明頂け

ればと思います。 

 ４点目。それから林業についても、もともと戦前から戦後にかけては本当に

林業が市の経済を支えている面もありましたが、近年、木材価格は1980年代頃

の半分ぐらいに下落しており、不振が続いています。こういうときに、市は間

伐を促進したりして林業の回復にいろいろ力を入れていらっしゃることは拝見

しておりますけれども、林業について今回余り御説明がなかったので、もしよ

ろしければ市長さんのお考えになっている林業の振興ということについて、伺

いたいと思います。 

 ５点目。最後に、余計な付け足しかもしれませんけれども、ほ場整備の話が

ありました。小友地区というところだと思いますけれども、大規模なほ場整備

をされております。そこに直接関係はないのですけれども、小友浦には干潟が

あって昔から非常に貝がよく取れて、しかも干潟というのは大変な水質の浄化

効果もあって、この辺を巡って埋立ての問題なども昔からあって、いろいろも

めたりしていたのですけれども、市長さんの政策の中に、干潟を復活する計画

が見られます。今どうなっているか、最近現地に行ってないので分かりません

けれども、干潟を復活するという取り組みは、私は自然環境の復活と合わせて、
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今後の自然環境整備にとって非常に大事な点ではないかなと思います。こうし

た注目される政策に挙げられているので、この辺を伺ってみたいなと思います。 

 ほかにも聞きたいことはあるのですけど、とりあえず――とりあえずという

かいっぱいありましたけれども、５点ほど申し上げました。最後のは結構です

が、まずは最初の４点ほどお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

戸羽 ありがとうございました。まず、人口についてお答えをしたいと思

います。 

 １万7,000人くらいという話になっています。もともと、先生おっしゃって

いただいたように震災前、平成22年の国勢調査では、２万3,300人というぴっ

たりの数字が出ているんですね。その翌年に震災がありまして、一気に１万

9,000人台まで、次の５年後の国勢調査では少なくなって、今１万8,000人

ちょっとということになっています。先日、国調の新しい数字が出たわけです

が、この５年間の人口の減りというのはもちろん大きいですけど、岩手県内の

中では頑張っているほうだねと言われている状況なのですが、正直言って、大

きな数字を出したいですけれども、まず高齢化率、これが約40％になっていま

す。それから出生率、率というよりは１年間に生れる子供の数というのは90人

ぐらいしかいないわけです。これが例えば一瞬100になっても、その次110、

120といくのかというと、そうではないわけです。 

 今我々が力を入れているのは、どちらかというと移住・定住のところで、広

田半島という暖かい海のところがありますけれども、そこに大学生あるいは大

学を卒業したぐらいの年代の人たちが、NPOがあって結構移住をしてきてくだ

さっているんですね。ですから、若い人に限らず移住してくださる方々、まし

てノーマライゼーションという話をしっかりやっていけば、第二の人生を陸前

高田みたいなところで再スタートしてみようかなと思う人もいてくださればい

いな、なんてことも思いながらですが、いずれ増えていくというよりは、でき

るだけ現状維持を目指していこうという考え方であります。 

 それから、先生に言っていただいた地域コミュニティ。陸前高田市は８か町

村という話をしましたが、矢作町という一番大きなところは３ブロックに分か

れているので、全部で11のコミュニティに分かれているわけです。これは非常
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に便利というかいい仕組みだなと私も思っていて、例えば道路要望一つするに

も、いろいろな要望があるのでしょうけれども、最後は、そこで話をして、３

本、４本直してもらいたいところがあるけど、言ったってどうせ駄目なのだか

ら、じゃこの１本でいきましょうみたいなところを、ちゃんと地域の皆さんが

集まって議論をしてくれるような、そういう仕組みがあるわけですね。ただ、

震災でかなりそこが弱まったのも事実です。山手のほうはキープできています

けれども、海側はそこはちょっと弱まったということで、今、地域交付金とい

うのを出しているんですね。11のコミュニティに対して、１年間に500万円ず

つ配っています。 

 これは何をやってほしいかというと、例えば、あそこの側溝を直してくださ

いとかっていっぱい来るのですけど、優先順位をつけて役所がやるというのは

なかなか待っていられないよという話もあるわけです。だから、小さい工事み

たいなところはその中からやってくださいねとか、あるいは伝統芸能みたいな

部分で道具をそろえたいのですよと言ったら、そこから買ってくださいとか、

あるいは、おじいちゃん、おばあちゃんのために何かこういうものが必要なの

だと、地域がそれを必要だと認めれば、みんなの話し合いの中でそれを買って

くださいという制度です。 

 併せてみんなが集まる機会、要するにこの500万円どうやって使うのだとい

う話合いを持ってもらうことでコミュニティ力をキープしていきましょうとい

うねらいがあって、まだ制度そのものはできて３年目くらいですけれども、非

常に好評を得ていますし、地域の皆さんも、例えば道路に支障木がかぶさって

きたから、あれを森林組合に頼んで切ってもらいましたとか、なかなか行政で

対応できないところをやってくださっているので、これはこれでコミュニティ

の力にはなっているかなと思っています。 

 それから、一次産業のところでまず漁業でありますけれども、漁業は、先生

御存じのとおり基本は養殖漁業がメインです。先ほど言ったようにホタテ貝に

ついては、３～４年非常に苦労していて、共済制度というのがあるんですね、

保険ですけれど。ただ共済制度は、過去５年間の水揚げ量の中で一番高かった

ときと一番低かったときを抜いた真ん中３年間の平均というのが補償のベース

になるわけですけれども、残念ながら、ずっと貝毒で出荷できていない。要す
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るに１年間の売上げがどんどん小さくなっている中での真ん中３年間という話

なので、この共済制度だけでも厳しくなっているのは事実だというふうに思っ

ています。 

 ただカキなどは、コロナの影響がありますけれども、それ以外の部分でいく

と順調に出荷はできているというふうに思っていますし、あと陸前高田市の漁

業の生産物で特徴的なものというのはイシカゲ貝というやつです。広田湾産イ

シカゲ貝という名前で商標登録をしているようでありますけれども、この養殖

技術というのは、日本の中で陸前高田市しか持っていないわけです。今、ホタ

テが大変になったために、ホタテをやめてイシカゲ貝に切り替えている漁家と

いうのは何軒かありまして、市ではずっとこの間、年間100トンの出荷を目指

そうということで応援もしてきているわけでありますが、今年度はおかげさま

で、今まででは一番いい形で80トンを出せそうだというところまで来ています。 

 ただ、このイシカゲ貝の養殖にも問題というか課題がありまして、これは自

然の中で種を採捕しているんですね。ですから、種そのものを生産しているの

ではなくて、自然にいる種を取っているものですから、そこから２年から２年

半ぐらいかかって成長するわけですが、２年後、２年半、３年後の生産が何ト

ンかというのが見えている中で生産をせざるを得ないということが、今ちょっ

と課題にはなっています。ただ、これも関西あるいは豊洲などでは寿司ネタと

して非常に人気があるものですから、漁業者の皆さんの一つのメインの養殖も

のになっていると思っています。 

 それから林業です。林業は、やはり課題が多く、生業としてこれだけで御飯

を食べていくというのは非常に厳しいのが現実だと思います。この間、自伐型

林業とかそういう形の中で、自ら伐って販売するという林業をやっていきま

しょうということもやっていただいています。地域おこし協力隊という制度が

御存じのとおりあるわけですが、陸前高田市では、地域おこし協力隊を観光の

分野であるとかいろいろな分野で募集をかけるわけでありますが、なぜか分か

らないですけれども、林業分野が一番人気です。林業募集をかけると、全国か

ら手を挙げてくれる人がいるんです。 

 地域おこし協力隊は、３年間なら３年間地域おこし協力隊として働いていた

だいた後に、今度は自立をしていかなくてはいけない。そのときに、山を持っ
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ているわけでもないものですから、なかなかその人たちが陸前高田に残って林

業を継続していくというのが難しい状況にあります。ただ、今ここに来て、私

が言うまでもありませんけれども、国産の材価が非常に高くなっていて、分収

林など市でも売りに出すと、非常にいい値段で今売れるような状況になってい

るわけですね。 

 ですから、林業に関わる方々については、ここ何十年の間で多分一番いい形

だと言う人もいらっしゃいますから、ぜひ若い人たちに上手につないでいきた

い。また、これは生業としてだけではなくて、今自然災害が全国で起こってい

る中にあっても、今回の熱海もそうですが、森林環境をしっかり守っていくこ

とは当然我々の責務でもありますので、そこはしっかりやっていきたいなとい

うふうに思っています。 

 最後に、小友浦の干拓地のお話です。もともと小友浦干拓地というのがずっ

とあって、使い道が分からないような状況の中で放置をされてきた。いろいろ

な計画は上がるのですが、これだというものを見つけかねていました。今回、

海の両側から津波が入って、先ほど言ったほ場整備をしていただいた場所とい

うのは、波と波がぶつかるような状況になったわけですが、干潟をぜひ造りま

しょうということで、この間、工事も進めてきました。ただ、いろいろな先生

方に御相談をする中で、市の考え方に賛同頂いて、これなら大丈夫だよという

先生の指示を頂きながら工事を進めるわけですが、一方では、また違う立場の

先生方は、いやいや、それは違うだろう、というようなこともあったりして

NHKにも取り上げられたりもしたのですが、現状で申し上げると、工事は終

わっています。海のものもだんだん見えてきています。 

 ただ、まだちょっとお客さんを入れられるような状況にはなっていないです

ね。私たちとすると、地元の子供たちが潮干狩りをできたり、あるいは、カニ

がいるよ、何がいるよと観察ができるような憩いの場として、ぜひそこをしっ

かりとした形にしたいというふうに思っていまして、これは小友町の町民の皆

さんはじめ市民の多くは、ぜひそういう場所を造ってほしいと。それから、昔

はそういう形だったのだから、ぜひそれを実現してほしいという声は非常に大

きくありますので、専門家の先生方などにアドバイスを頂きながら、いい形を

模索してまいりたいというふうに思っています。 
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(2) 平岩裕規氏の質問 

平岩 ６月まで大変お世話になりまして、ありがとうございます。いまし

ばらく岩手県内、釜石のほうですけどおりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 私、岩手では１年弱しか仕事としてはおりませんでしたけれども、その中で

市長さんには何回かお話を聞かせていただく機会を頂きまして、本当にありが

とうございました。今日も改めてまとめてお話頂いて、また勉強になったとこ

ろがいろいろありました。 

 一番最初からお話伺ってすばらしいと思ったのは、自然の発想として、農林

水産物をそのまま素材として出さないで、付加価値をつけたり、先ほど市長さ

んからもそのお話ございましたように、ほかの例えば観光ですとかいろいろな

分野と結びつけて、付加価値をつけて地元になるべく所得を残す。そういう形

で農林水産業に携わる方も所得を十分確保できるというような取組をされてい

るのはすばらしいなと思っていたところです。 

 それは市長さんの御経歴とかもともとのお考えというのも生かされているの

かなと思うのですけれども、さらに最近のお取組としてのワタミさんのオーガ

ニックランドとか、あるいはサロンドロワイヤルさんのピーカンナッツ等々、

外部の方の力、レッドカーペットも実は外部の、秋田の方が大船渡に来て、ま

た陸前高田でやっているということだと思うのですけれども、そういった外部

の方の力をうまく使いながら農林水産分野の六次化を図るというところが非常

にうまくできておられるなというふうに拝見していて、なかなか近隣の市町村

でもここまで正直言ってできていないところがあって、陸前高田市での取組を

うまく普及啓発していけば、広い地域でまた発展が図られるのかなと思うので

すけれども、そういった外部の方にうまく関与していただくような仕組みづく

りというのは、どういうふうにしたらうまくいくのかというのを、一つは質問

としてお伺いをしたいというふうに思っています。 

 もう一点お伺いしたいのは、市長さんは今日、農林水産分野、特に農業の分

野をなるべく中心にしていろいろお話を頂いたのですが、その中でも端々に、

ノーマライゼーションの話も含めてSDGsを意識した地域づくりをされていると

いうのが基本にあったというふうに受け取っていました。 
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 １つその関連で、今日の話の中では時間の制約もあってなかったのかと思う

のですけれども、最近の政府の取組としては再生可能エネルギー、カーボン

ニュートラルという観点もあって、そういうところにも力を入れていこうとい

うことになっているのですが、たしか市長さんのところでも、そういうところ

も、非常に意識をしていろいろ取組を進められていると。ワタミさんとの関係

でもそれはあったと思うのですけれども、そういう点で今考えられているよう

な取組というのはどういうのがあるのかというのを、もう一点お伺いしたいと

いうふうに思っております。 

 両角先生おっしゃった林業の関係でも、たしか気仙大工の職業訓練校とかの

話がありましたよね、それもちょっとプラスアルファでしゃべっていただける

とありがたく思います。 

戸羽 ありがとうございます。先ほど申し上げましたけれども、まず外部

の方々との関わり方ですけれども、今回、創造的復興と国に言ってもらって、

本当に我々もチャレンジをしていこうと。そして震災というきっかけではあり

ますけれども、いろいろなところとの関わりというのを、本来持てない関わり

というのをたくさん持たせていただいたなと思っています。あとは、はっきり

言って、ずうずうしく入ってくるところは置いていかなければいけないのかも

しれませんけれども、企業というのはCSRの考え方というのをずっと持ってお

られて、CSRという形で被災地に入ってきたんですね。 

 私が皆さんにいち早く言ったのは、あなた方は企業でしょう、だから、かわ

いそうだから応援するよということではなくて、フィフティー・フィフティー

の形の中で、国の応援、県の応援も頂きながらビジネスとして一緒にやりま

しょうよ、というお話をずっとしてきた経緯があります。そうでないと、結局

つながらないのです。そのときに単発で、何かボランティアに来ましたとか、

例えば富士通の方がいっぱい来て、「あそこのどぶが詰まっていたから、みん

なでどぶあげしましたよ」「ありがとうございます」で終わってしまうと、そ

れは富士通ではなくてもいいわけなのですね。だからそういう意味では、そう

いうビジネスで、あなた方の得意な分野でこの復興を一緒にやってくれません

かということの中で、いろいろと企業の皆さんもお話に乗っかってくれたとこ

ろはあるのかなとは思っています。 
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 それからSDGsでありますけれども、ノーマライゼーションをずっと言ってき

て、SDGsは国連ですけど、SDGs未来都市というのを国のほうで指定をするとい

うことになったときに、まさに我々が目指しているところと一致するものがあ

るなということで手を挙げさせていただきました。「持続可能」という言葉が

よく出てくるのですけど、持続可能ってまさに地方のことなのですね。地方創

生も、地方に光を当てていきましょうと言われれば格好いい話。でも一方では、

これ、生き残りかかっているよねというのは、少なくとも行政は感じているわ

けですよ。ここで頑張らないと淘汰されていくのかもしれないねと。まして

我々被災地ですから、被災によってまちがなくなるとか、あるいはせっかく復

興させていただいたのに、自分たちの努力が足りないがためにどんどん人口が

減って、10年で高田はなくなりましたなどというのでは、これは申し訳がない

ねと。 

 ですから、まさに持続可能というものは、何をしたら持続可能なのだという

ことを各分野に当てはめていけば、これは非常に分かりやすい。そして、まさ

にノーマライゼーションというのは、私は、障害者の人に手を貸してあげてく

ださいとかそんなことを言っているのではなくて、みんな仲間なのだから、障

害者の方にだってちゃんと一役買ってもらいましょうよ、おじいちゃん、おば

あちゃんだってまだまだ頑張ってもらいましょうよという、全員ではなくても、

できる人には一役買ってもらいましょうということがすごく大事だと思ってい

ますので、まさにそこは持続可能なまちをつくるために、障害者の方も高齢者

の方もまだまだ頑張ってくださいね、ということも含めて目指していきたいな

というふうに思っています。 

 再生可能エネルギーについては、まさにワタミさんのオーガニックランドっ

てあれだけ広い場所ですけれども、あの中については全て再生可能エネルギー

で完結しましょう、賄っていきましょう。そして、それを一つのモデルにして、

そういったところも見てもらいましょうよということになっています。陸前高

田市では、これもワタミさんにも入ってもらっているわけですけれども、今、

市民エネルギーという会社を立ち上げてもらって、これから発電のほうは徐々

にやっていくわけですけれども、市民に少しでも安く電力を提供していきたい

というのがあります。 
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 もう一つは、ふるさと納税というのがありますけれども、「ふるさと納電」

という形で、これまで陸前高田市に関わってくださっている全国の人たちにも

お声がけをしながら加入を頂くことによって、まちづくりにお金を少し回せる、

そういうシステムをつくっていきたいなと考えているところです。 

 それから気仙大工さんです。気仙大工さんについては、これまでも職業訓練

校というのがあったわけですが、津波で流されてしまって仮の場所でやってい

ただいていたのですが、とてもとてもそこではちょっとなというような場所し

かなくて、それでも我慢してやってくださっていました。その職業訓練協会の

皆様方から、市長、ぜひ場所を造ってほしいのだというふうに言われて、ただ、

造るのはいいのだけれども、将来性だとか、あるいはどこに造るのかとかさま

ざま議論した中で、彼らいわく、最後のチャンスだよと。要は気仙大工って呼

ばれている人たちというのはどんどん減っていて、今ここで伝承活動をやらな

いと、気仙大工消滅しますよということが１つ。 

 それから、気仙町今泉地区というところに、大庄屋の吉田家というものが

あったわけですが、これは県の文化財になっていましたけれども、そこが津波

で流された。我々としては、それを何とか復活をさせたい。部材を集めてもら

いましたけれども、全部が集まったわけではない。そこのところに、脇にでも

建てたら、観光客も来てくれていいのではないですかと言ったときに、彼らは、

協会の方々は、まちの真ん中にしてくれと。市民が分かってないのだ。観光客

の前に、市民の人たちに気仙大工というのはすごいのだということをちゃんと

分からせるためにも、もちろん観光客の人にも分かってもらうためにも、まち

のど真ん中に土地はないのかと言われて、本当に一等地にそれを造らせていた

だきました。 

 この間竣工して、会長さんなどともお話をしましたけど、本当に希望を持っ

て、これを造ってもらった以上、一生懸命頑張りますよと言ってくださってい

るので、我々としても非常に期待をしていますし、これから、先ほど言った往

生屋さん、吉田家の復活をさせますので、そこに携わっていただきながら、毎

日とは言いませんけれども、観光客が来そうな土日あたりはぜひ御理解を頂い

て、気仙大工さんが実際に造作しているところの場面を見ていただけるような

ことができないかなということで、今御相談をしているところでございます。 
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(3) 八木宏典氏の質問 

八木 日本農業研究所の八木と申します。本日は大変有益なお話をいたた

ぎ有り難うございました。３点ほどお伺いしたいと思います。 

１点目は、交流人口の拡大というお話がありましたけれども、交流人口を

どう定義するかということは大変難しいとは思いますが、陸前高田市のサポー

ターとして、まちおこしについて外部から協力してくださる方々の人口はどの

くらいなのでしょうか。最近、「関係人口」という言葉もありますけれども、

その方々は、陸前高田市の１万8,000人の人口に対してどのくらいの広がりが

あるのかどうか。数字で表すのは難しいのかもしれませんけれども、おおよそ

で結構ですので、どういう方々が陸前高田市の応援をしてくださっているのか。

その辺りについて教えていただければありがたいのですが。両角先生などもそ

の１人に入るのだろうと思うのですけれども、よろしくお願いいたします。 

 ２点目は「たかたのゆめ」についてなのですが、令和元年のデータを見ます

と、作付面積60ha､収穫量253トンという数字が市のホームページにありました。

この「たかたのゆめ」は、陸前高田市の米生産量のどのくらいの割合を占めて

いるのかということと、大体60haで40数戸ぐらいの農家の方々がお作りになっ

ている。このぐらいで推移しているということなのか、あるいは、まだまだこ

れから伸ばしていく余地があるということなのか。これからの取組方向も含め

てお話を伺えればありがたいと思います。 

 ３点目はヤマセについてお伺いしたいのですが。三陸海岸は特徴的な気候風

土の下にあると思いますが、最近の温暖化の流れの中で、陸前高田市あたりで

はヤマセはかなり弱まっているのか、あるいは依然として初夏の頃にかなり冷

たいオホーツクの風が吹いてくるのか。先ほど施設型、フルーツにしても果菜

類にしても施設型だと思いますが、そうした新しい施設型の品目を導入する場

合、ヤマセという気候の影響について何か乗り越えなければならない状況にあ

るのかどうか、その辺を教えていただければと思います。 

戸羽 ありがとうございます。まず、交流人口、関係人口の話ですけれど

も、何人ということではないですけれども、本当にたくさんの方々との関わり

というのをこの間持たせていただいてきました。というのは、陸前高田市って

当時誰も知らないようなまちだったのですが、東日本大震災で大きな被害を受
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けたということで一気に知名度が上がったということが一つあると思います。 

 それから、私が市長になったときは46歳なのですけれども、50歳以下で市長

になった人たち、それを超えてしまうと卒業なのですけど、全国青年市長会と

いうのがあるんですね。若手の市長の会というのがありまして、それこそ沖縄

の石垣市の中山市長とかから始まって北海道までいっぱいいるのですが、その

人たちがみんな陸前高田を応援してくれたんですね、一番初めに。そういうと

ころから、そこに付随する企業の皆さんとかも入ってきてくださったり、企業

として入ってきたということではないのかもしれないですけど、接点を持って

いただいたりしたので、そういう意味では今でもたくさん接点を持たせていた

だいているかなと思います。 

 両角先生みたいに、震災があったからではなくて、ある前から高田に通って

くださっている方々というのも一定いらっしゃいまして、例えば立教大学さん

なども、学生の皆さんに林業体験をさせるということで、立教の森というプロ

ジェクトが震災前から毎年毎年あったりして、震災があって、結果的には立教

大学は陸前高田を応援しましょうということで、今でもずっとやっていただい

たり。ですから、そこの関係を大事にしていくことに、今、一生懸命注力をし

ているところでございます。 

 「たかたのゆめ」についてであります。正直言って、皆さんこれまで別の作

柄を作っておられた方々に、「たかたのゆめ」をぜひやってくださいというこ

とでお願いをしてきたわけでありますが、ただ実際に作ってみると、なかなか

反収が上がらないという現実があって、ＪＴさんなども一生懸命試験田などを

作っていただいて、どうやったら反収が上がるのかというようなことでずっと

やっていただいているのですが、正直、まだそこは確立できていないのかなと

いうふうには思っています。 

 ただ、今、日本全体が非常に米余り。今本当に厳しいんですね。農協などと

話をしても、米、余り過ぎちゃっていますよという話になっていて、今までの

「たかたのゆめ」、ブランド米ですよというふうには言ってきているのですが、

ちょっと農協でも、全量引き取るというのは今の時点で約束できないみたいな

話にもなっていたりするんですね。私たちとすれば、これ以上面積を増やして

やったところで、どうなのだと。販売戦略を考えれば、限定品という考え方
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だってあるんだよと。これしかありませんと言ったほうが付加価値がつくとい

うときもありますので、今そういうことも含めて作戦を練り直しているという

ところです。 

 先程の、陸前高田市の米生産量についてですが、全体1,450ｔで、うち「た

かたのゆめ」279ｔです。市としては300ｔを目標としているところです。 

 それからヤマセの話です。ヤマセは、多分ですけど昔ほどではないなと感じ

ています。10日ぐらい前ですかね、海のほうに、初め火事かと思って、「何だ、

あの煙」と言ったら、一気に霧が押し寄せてきてヤマセになりましたけど、最

近は、やはり温暖化の影響もあるのでしょうか、余り昔みたいではないなとい

うのが感じとしてはありますね。ただ、これが農業や何かに大きく影響するか

ということは言われてないと思います。 

 

(4) 坪田邦夫氏の質問 

坪田 研究員の坪田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 最初に資料を拝見させていただいたときに３つほど質問が思い浮かびました。

その３つというのは、田んぼの復興はどうなっているのだろうかということが

１つ。それから、担い手は一体農業に残ったのだろうかというのが２つ。それ

から、なぜ新しい品種の導入を含め新しい試みをいっぱいされているのだろう

かというのが３つ目でした。ただ、市長さんのお話を伺うと、１番目は、「た

かたのゆめ」という品種を導入して水田の田んぼの復興を図っているよという

ことだとか、２番目の担い手も結構関連の皆さん方の御協力もあり、また若い

人たちも一生懸命頑張っているよというお話も伺って、あーなるほどそうかと。 

 ３番目の、なぜいろいろな品種を入れておられるのかというようなことにつ

いても、創造的復興だということでいろいろな創造的なものを入れてきたのだ

よというお話を聞いて、なるほど、さすがは市長さんの御説明よく分かるなと

思って感激しました。そういうことを伺っていて最後に残った疑問は、こう

やって一生懸命頑張ってこられていろいろな試みをされた、いろいろな方たち

がいろいろサポートしてくださる、すごくそれは立派なのですが、では、これ

から10年を考えたときに、その中でどのぐらいの部分が残って、本当に10年後

の陸前高田市の経済や社会を支えていくことになるのだろうかということです。 
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 それは市長さんがおっしゃった持続可能性ということに関わるのだろうと思

いますが、私が最近取り組んでいる外国人農業労働の問題にひっかけて申し上

げると、こうやって新しいビジネスを導入された、新しい試みをされた。それ

を持続可能性のものとして将来発展させていこうとしたら、ぶち当たるのは何

かといったら恐らく労働力。それも余り高いコストがかかるのではなくて、普

通の賃金で働いてくださる労働力をどうやって確保するかということが大切に

なるだろう。日本のいろいろな他の地域を見ていると、やはり頑張っていると

ころほど外国人労働に目をつけている。 

 そうすると、そういう状況の下で市長さんは、10年後ぐらいを考えてみたと

きに、今後、労働力を外国人といったものに頼られるようなお考えはお持ちな

のだろうか。特に決まった御意見でなくても結構ですから、感想だけでもお教

えいただけますでしょうか。 

戸羽 ありがとうございます。確かにこの人口規模の中で新しいことを

やっていく、企業誘致もそうなのですが、何人雇用しますと言われても、企業

が欲しいような人が本当に集まるのかとか、いつもそういうことを気にしてい

かなければいけないのが現実です。先ほど言ったように、障害者の方、高齢者

の方にも頑張ってもらおうというのもあるのですが、これにも当然できること

できないことがあろうかと思います。 

 今日、国の方もいらっしゃるわけですけど、私は、やはり日本の問題として、

今、研修生制度とかやっていますけど、ルールを決めた難民の受け入れのよう

なものを地方でやるべきだと思っていまして、「難民」という言葉が非常に皆

さんに誤解を生んでいますが、優秀な人たちがいっぱいおられます。ですから、

例えば陸前高田みたいな、人口が減っています、でも土地はいっぱいあります

よというところに、例えば50人とか100人とか、一定のそんな大きくない単位

で来ていただいくとか、そういうことをそろそろやっていかないと、まさに持

続可能ということは難しいなと正直思っています。 

 そして、海外の人たちを何もただ労働力として捉えるのではなく、海外の文

化もそうですし、もちろんお料理とかいろいろなことをちゃんと我々も学びな

がら、新しい文化を創っていくということが、またこのまちの魅力になってい

くと思うので、ぜひ私としては、皆さんの安心感というところは当然担保しな
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くてはいけないけれども、そういうところはトライしていきたいと思っていま

す。 

 

(5) 森田 明氏の質問 

司会 次に、宮城大学の森田教授にズームによる質問をお願いいたします。

森田さんは、宮城大学に勤務しておられますが、研究所の研究員として、仙台

の郊外等の農業の復興について定点観測をしていただいておりまして、毎年、

論文を書いていただいております。よろしくお願いします。 

森田 先ほど説明頂いたように、宮城県にいて仙台とか福島とか、そう

いった東北地域の復興全体を見ているのですけれども、質問は２点ほどありま

す。 

 １つは、先ほど両角先生がおっしゃったように人口動態のお話で、若い人た

ちが震災後、陸前高田市から大勢出ていったかどうか、そこが知りたいという

ところです。私、復興の地域をいろいろ見ていて、市長さんの意欲については

今いろいろ語られて、これはすごいなと思って見ていたのですが、同時に、そ

こにいる若い人たちがやろうという気にならないと、復興というのはとても難

しいというのは見てきているのですが、その点について、陸前高田市の若者と

いうのはどういう事情なのかということを知りたいと思ったということ。 

 もう一つは、今、復興祈念公園の上側にオーガニックランドとかピーカン

ナッツのエリアだとかいうところを造られていて、あと高田沖農地ということ

で農業エリアを造られているのですが、ここをまとめられるのに物すごく苦労

したのではないかなと。宮城の仙台東部だとかああいったところも、広い土地

をまとめて、農地をこういうふうに使おうというときには物すごく議論があっ

たのですけれども、こういったところをまとめられたときの苦労とかそういう

ものがあったら教えていただきたいなという、その２点ほどを教えていただき

たいと思います。 

戸羽 ありがとうございます。まず、人口の話で若い人たちの話ですが、

先ほど申し上げましたけど、陸前高田はかなりひどい状況でありましたので、

通常であれば若い人たちというのは、高校を卒業すると嫌でも出ていくんです

ね。大学に進学するにしたって、通える大学というのはないので家から出てい
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くしかないですし、専門学校もしかりです。地元で就職をする方以外はみんな

出ていく状態なのですが、余りにもひどい状態で震災を浴びましたので、ふる

さとに力を貸さなくてはいけないという人たちが当時は一気に押し寄せたとい

うことがあります。その人たちがNPOなどを組織して、今でも残ってはくれて

いますけれども、どうしても震災が起こってからのNPOというのは、補助金が

あって運営ができているというところがほとんどでありますので、今苦労され

ているNPOも出てきているなというふうに思っています。 

 もちろん全体で言うと、みんながみんなやる気に満ちているかと言えば、そ

うではないというふうには思いますが、ただ一定の人たちは、本当にいろいろ

な意味でまちづくりにも積極的に参加をしてくださっていますし、あとはイベ

ント等についても積極的に取り組んでくれていますし、また顕著なところで言

うと、青年会議所というのはどこにも大体ある、陸前高田にもJCはあるのです

けれども、陸前高田市の青年会議所というのは、すごい勢いで今会員数を増や

しているんですね。これは岩手県内でも非常に珍しいのかどうか分かりません

が、とにかく伸び率で言ったら陸前高田が一番いいということですし、岩手県

全体でも、若い人たちが移住をしてくる率で行くと、やはり陸前高田というの

はかなり上位だということで知事も喜んでおられたりするので、これがどこま

で持続できるかは別にしても、今のところはいい形に近いのかなと思っていま

す。 

 それから、復興祈念公園の上側に農地がまとまっているということでありま

すが、高田沖ほ場については、もともとあそこにほ場整備をされた土地があっ

たということで、これを、少し農地を拡大した形の中で、一枚一枚を広くして

使い勝手をよくして再現をしたということです。 

 それからオーガニックランドとかピーカンのところでありますが、都市計画

も、あるいは区画整理事業も何も入っていない、ただ津波を浴びた土地なんで

すね。そこについては、計画も何もなければ国は一円のお金も出しませんよと。

それこそ地盤沈下して、ほかの土地よりも低くなっている。大雨が降れば遊水

池にしかならないような状況だったわけです。でも、ワタミさんなどに相談を

して、何とかここを使ってくれと言ったときに、じゃオーガニックランドやろ

うかと。そこで初めて国に相談をして、そういう具体的な計画があるのだった
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ら、かさ上げなどどうぞお金出しますからやってくださいということだったも

のですから、あそこを何かまとめたとか、そういう苦労というのは基本的には

ないのですが、誰も使わないのだったら遊水池になっちゃうというのは非常に

焦りましたけれども、ワタミさんが手を挙げてくださったので助かったかなと、

苦労と言えばそんな形です。 

森田 でも、それはとてもいい方向に進んでいったという、そういう感じ

がして、よかったなという感じはします。 

 どうもありがとうございます。 

司会 市長、どうもありがとうございました。一応質問は以上でございま

す。 

 最後に、司会者というより研究員の一人として、私の感想と申しますか一言

申し上げまして、お礼の言葉に代えさせていただきたいと思います。 

 実は私、昨年まで京都にある、私のふるさとの市の総合計画審議会の会長を

いたしておりまして、過疎に苦しむ中でまちづくりに職員の方々といろいろな

知恵を出していたのですが、それを思いながら、ホームページやら、あるいは

陸前高田市の市の計画を興味深く読ませていただきました。そうすると、非常

に厳しい環境、限られた人員の中で、具体的で政策意図がはっきりして、思い

が籠もった簡潔な文書で、感心いたしておりました。 

 今日、市長のお話を聞いておりまして、やはり市長の取組の考え方なり思想

なりお考えなりコンセプトがはっきりしていて、かなり求心力を持った取組を

されているなと。そういうところに市の文書の具体的な力強さというのが感じ

られる秘訣があるのだなと理解できました。 

 道は長くて決して平坦ではないと思いますが、陸前高田市が若い人を含め多

くの人にとって夢と希望を見出すことができる地域として輝く存在となること

をお願いいたしまして、重ねてのお礼の言葉に代えさせていただきます。本日

は、どうもありがとうございました。 

戸羽 どうもありがとうございました。（拍手） 

――了―― 
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