
シンポジウム

「被災地東北の復興と新たな日本の創生に向けて
ーこの3年間の取り組みと今後の課題」

復興大学の取り組

復興大学前代表

沢田康次

シンポジウム

「被災地東北の復興と新たな日本の創生に向けて
年間の取り組みと今後の課題」

取り組みと学び

復興大学前代表

沢田康次



内容

I. 大震災からの復興の現状

II. 大学人には何が出来るか（「復興大学」の例）

IIA. 産業復興体制はこのままで良いか？
IIB. 復興に学ぶ教育

III. 大震災から学んだ今と今後の

内容

復興の現状

大学人には何が出来るか（「復興大学」の例）

産業復興体制はこのままで良いか？

教育の重要さ

大震災から学んだ今と今後の課題



1.産業復興率
（朝日新聞）



I -２. 復興のスピードを決めるもの

（１）被災者の心情

（２）人口推移

（３）自治体のリーダーシップ

（４）復興支援予算

（５）市場

を決めるもの

（３）自治体のリーダーシップ



（１）被災者個人の

留まるも地獄、進むも地獄

“過去を失った自分の今日とは何するものか

“過去があればこそ、今日があり、明日をも考えるのに

“失った過去は大きすぎるが、せめて明日が見えれば

（１）被災者個人の心情

留まるも地獄、進むも地獄

過去を失った自分の今日とは何するものか……. ”

過去があればこそ、今日があり、明日をも考えるのに…… ”

失った過去は大きすぎるが、せめて明日が見えれば…... ”



(2)   人口の推移
「避難者26万人 遠い復興（朝日新聞２０１４．３．１１）」

岩手県 宮城県

避難者数 ３４、８４７ ８９、８８２

仮設住宅入居戸数 １５、０３８ ３７、２８３

災害公営住宅 ５８７(9.7%)１、４０３(9.0%)
自力再建住宅 ２９１(3.5%)   ６９８

推移

遠い復興（朝日新聞２０１４．３．１１）」

宮城県 福島県 全国

８９、８８２ ８５、５８９ ２６７、４１９

３７、２８３ ３７、６９６ １０４、０５０

(9.0%) ３５８(8.6%)
６９８(5.9%)  ３、９９７ (19.2%)



沿岸市町村
被災直後
人口変化
（毎日新聞）

福島県：２．５年間の
県外避難者５万
死者２．８万、
総人口２００万
比率－１．６％



(３)自治体のリーダーシップ

自治体が機能するのは、構成員が価値観と方向性を

ある程度共有している場合に限る。

３・１１を境に運命共同体のキャリア

地域と言う船が原形をとどめないほど破損

やむを得ず船を去る人々に船長は何が言えるだろ

リーダーシップと苦悩

構成員が価値観と方向性を

に限る。

キャリアーであった

地域と言う船が原形をとどめないほど破損した。

やむを得ず船を去る人々に船長は何が言えるだろうか？



（４）復興支援予算（復興庁
平成２５年度 東日本大震災復旧・復興関係経費の執行

予算額（億円）

被災者支援 ２，２２８

インフラ復旧・街づくり ３２，００５

産業振興・雇用確保 ６，２５２

原子力災害復興再生 １２，３５５

地方交付税交付金 ６，０５３

全国防災対策費 ５，７３８

その他 １０，３５３

計 ７５，０８９

（復興庁 H26.7.31)
東日本大震災復旧・復興関係経費の執行状況

支出額（億円） 執行（％）

１，３９８ ６２．８

１８，０２０ ５６．３

４，８４６ ７７．５

５，８０５ ４７．０

５，７７１ ９５．４

４，００８ ６９．９

８，６８９ ８３．９

４８, ５６６ ６４．７



グループ化補助事業

東日本大震災被災企業の施設・設備の復旧

申請：中小企業がグループを作り、復興事業計画を県に提出

条件：地域経済や雇用の維持に重要な役割を果たすこと

助成：復旧費の2分の1を国、4分の

交付実績額：約1万事業者に4300
２３年６月から１０回募集合計８７３件の応募３２４

グループ化補助事業 ( 朝日新聞 2014-03-19)

被災企業の施設・設備の復旧を支援する制度

申請：中小企業がグループを作り、復興事業計画を県に提出

条件：地域経済や雇用の維持に重要な役割を果たすこと

分の1を県。

4300億円以上交付。宮城県は、
６月から１０回募集合計８７３件の応募３２４グループ採用。



第１次交付先（H23.6

アルプス電気グループ
岩沼臨空工業団地自動車部品供給グループ
共和アルミニューム工業グループ

スマートフォン用中小型ディスプレイガラス基盤等
供給グループ
ダイカスト山元地域復興
東京エレクトロン宮城サプライチェーングループ
古川NDKグループ
石巻市の船舶建造・修理に関する産業集積
東洋刃物グループ
岩沼臨空地域中核企業グループ
気仙沼漁港機能再建対策委員会
日本製紙石巻工場グループ
女川魚市場買受人協同組合
南三陸地区水産加工業復興グループ

H23.6）

岩沼臨空工業団地自動車部品供給グループ
和アルミニューム工業グループ

スマートフォン用中小型ディスプレイガラス基盤等

東京エレクトロン宮城サプライチェーングループ

石巻市の船舶建造・修理に関する産業集積

岩沼臨空地域中核企業グループ
気仙沼漁港機能再建対策委員会
日本製紙石巻工場グループ
女川魚市場買受人協同組合
南三陸地区水産加工業復興グループ



第１０次交付先（H26.3） 女川観光活性化グループ
女川商業活性化グループ

タクバイ（TAXI＆

石巻インフラ整備建設復興グループ

名取地区物流基盤復興促進グループ

気仙沼「海の市」復旧・復興促進グループ

山元町コミュニティ福幸グループ

石巻コミュニティ・地域産業復興グループ

宮城県東部沿岸地域建設業及びリサイクル・
廃棄物処理業復旧・復興グループ

石巻北部住環境復興促進グループ

南三陸町里創建みらいグループ

自動車整備関連建設促進グループ

南三陸コミュニティグループ

気仙沼地域の被災事業者の事業再開、被災者
への生活再建を支援するグループ

「気仙沼・大島教育旅行誘致協議会」設立と「交
流型観光推進」グループ

石巻牡鹿復興・再生遂行グループ

観光活性化グループ

女川商業活性化グループ

＆Bicycle）グループ

石巻インフラ整備建設復興グループ

名取地区物流基盤復興促進グループ

気仙沼「海の市」復旧・復興促進グループ

山元町コミュニティ福幸グループ

石巻コミュニティ・地域産業復興グループ

宮城県東部沿岸地域建設業及びリサイクル・
廃棄物処理業復旧・復興グループ

石巻北部住環境復興促進グループ

南三陸町里創建みらいグループ

自動車整備関連建設促進グループ

南三陸コミュニティグループ

気仙沼地域の被災事業者の事業再開、被災者
への生活再建を支援するグループ

「気仙沼・大島教育旅行誘致協議会」設立と「交
流型観光推進」グループ

石巻牡鹿復興・再生遂行グループ



グループ補助金事業者の売り上げ回復率

回復率5割以下のグループ割合

水産食品加工業 卸小売・サービス業

H24.2 ６２．４％

H24.9 ５２．２％

H25.6 ４５．３％

グループ補助金事業者の売り上げ回復率

割以下のグループ割合

卸小売・サービス業 全体

３２．４％ ３６．２％

２８．１％ ２８．５％

２９．４％ １７．４％



II.大学人には何が出来る
（「復興大学」の例）

には何が出来るか？



復興大学実績報告

（配布資料）

「２５年度事業報告書」
「人材育成教育コース２６年度募集要項」
「地域復興支援ワンストップサービス２５年度報告」

問題点
１）連合体運営の困難さ
２）メンバー大学の代表者と各大学の学生間の情報流通の難しさ
３）宮城県以外の大学との連携の

「人材育成教育コース２６年度募集要項」
「地域復興支援ワンストップサービス２５年度報告」

）メンバー大学の代表者と各大学の学生間の情報流通の難しさ
）宮城県以外の大学との連携の方策



ワンストップ仙台センター（仙台駅前ビル）

スタッフ コォーディネータ

アドバイザー

支援訪問企業

ワンストップ石巻センター（石巻駅前ビル）

スタッフ コォーディネータ

アドバイザー

支援訪問企業

•

復興大学[地域復興支援

ワンストップ仙台センター（仙台駅前ビル）

コォーディネータ(  ６名 )
アドバイザー( ５名 )
支援訪問企業( １８６件 )

ワンストップ石巻センター（石巻駅前ビル）

コォーディネータ(  ８名 )
アドバイザー(   １名 )
訪問企業( ８２件 )

復興支援事業]



訪問企業（１８６件）



訪問企業の業種

34 件

18.3%

5 

2.7%

5 件

2.7%25 件

13.4%10 件

5.4%

5 件

2.7%

12 件

6.5%

28 件

15.1%

20 件

10.8%

4 件

2.2%

1 件

0.5%
14 件

7.5%

23 件

12.4%

0 件

0.0%

5 件

2.7%

機械・機械器具・電子製品製造業

金属製品製造業

木材・木製品製造業

繊維・縫製製品製造業

プラスチック等樹脂系製品製造業

食品加工製造業

その他・製造業

農業・林業・畜産・漁業

建築・建設・鉱業・採石

サービス業

NPO・協同組合等団体

行政機関

その他

支援協力機関（教育・研究機関等）



A
課題あり・課題解決に向け進行中
学術機関との連携を実行可能な企業・団体・

B
課題あり
問題・課題の絞り込みはできているが学術機関

C
課題はあるが整理ができていない
課題の抽出（調査）段階→学術機関や産産連携等
治体

D 現状では産学連携の段階では無いが、今後も

E 現状、支援の必要のないと判断される企業・

支援希望分類

・自治体（現在進行形も含む）

学術機関との連携先の検討が必要な企業・団体・自治体

産産連携等の連携先の検討までいかない企業・団体・自

も情報交換を必要とする企業・団体・自治体

・団体・自治体

支援希望分類



課題分類課題分類



産業復興関連予算の問題点

日本国民は東北地方の被災に深い理解を示し、

政府は極めて多額の復興予算を計上している。

代表的産業復興予算として、グループ化補助金が
何故十分に使われないか？

使われても何故回復率が低いのか？

①急ごしらえグループの運営上の問題

②人手不足

③復旧限定など条件

産業復興関連予算の問題点

日本国民は東北地方の被災に深い理解を示し、

政府は極めて多額の復興予算を計上している。

産業復興予算として、グループ化補助金が
何故十分に使われないか？

使われても何故回復率が低いのか？

急ごしらえグループの運営上の問題

復旧限定など条件



IIA. 産業復興計画はこのままでよいか？

IIA – 1. 人口減少社会の産業体制
IIA – 2. 東北地方の産業復興
IIA – 3.東北地方の復興は、日本の将来問題の縮図であるか？

はこのままでよいか？

体制

地方の復興は、日本の将来問題の縮図であるか？



IIA – 1. 人口減少社会の産業

１．発展途上国（低い技術力、増大する人口）

独裁的または社会主義的な体制になる傾向

２．先進国 Aタイプ（高い技術力、増大する人口
資本主義・自由競争社会になる傾向

３．先進国 Bタイプ（高い技術力、
同業企業の国内競争力の低下により、

統合が進む。

国際競争を保つために、半官半民的要素。

人口減少社会の産業体制

１．発展途上国（低い技術力、増大する人口）

独裁的または社会主義的な体制になる傾向

タイプ（高い技術力、増大する人口）

資本主義・自由競争社会になる傾向

タイプ（高い技術力、減少する人口）

同業企業の国内競争力の低下により、

国際競争を保つために、半官半民的要素。



ノキアの低落をフィンランド政府は放置した。（？）

フィンランドの人口推移

フィンランド政府は放置した。（？）

フィンランドの人口推移



神戸市の人口推移神戸市の人口推移



IIA – 2. 東北地方の

人口の減少が極めて大きい東北地方の市町村の産業を

人口増加中の先進国と同じ資本主義的競争社会として復活

するには無理があることは明白。

現行の復興支援方針も再検討が必要か。

日本全体の産業体制もまもなく国内競争力の低下が始まる

ことは明らかなので、その準備が必要である。

地方の産業復興

人口の減少が極めて大きい東北地方の市町村の産業を

人口増加中の先進国と同じ資本主義的競争社会として復活

があることは明白。

が必要か。

日本全体の産業体制もまもなく国内競争力の低下が始まる

ことは明らかなので、その準備が必要である。



IIA ‒ 3.
東北地方の復興は、
日本の将来問題の縮図？

東北の復興にはブランド力のある産業
を半官半民で起さなければ労働力は増
えない。

別の考えも。。。

世界

日本の将来問題の縮図？

産業
労働力は増



「東北人物伝」ー光と風と心と

東北５戦５敗の歴史

坂上田村麻呂
前九年後三年の役（１１世紀）
頼朝の奥州攻め（１２世紀）
秀吉の奥州仕置（１６世紀）
明治維新（１９世紀）

安藤昌益「自然真営道」
宮沢賢治等の思想家

競争社会とは一線を画す伝統的な東北地方の
価値観による逆転勝利？

と風と心とー
勝股康行著（丸善、２０１０）

坂上田村麻呂（８世紀）
前九年後三年の役（１１世紀）
頼朝の奥州攻め（１２世紀）
秀吉の奥州仕置（１６世紀）
明治維新（１９世紀）

昌益「自然真営道」
賢治等の思想家

競争社会とは一線を画す伝統的な東北地方の
？ ＞＞＞＞＞復興



IIA-4. 東北地方の明日の選択

大災害と東北地方の特殊性を
他地域と同様の自由競争の資本主義は難しい。

A) 付加価値ある産業を自治体ごとに一定期間育成
人口減少を緩和する。10

B)人口減少・労働力の減少と無関係な
（グローバルな資本主義
思想としてとして底辺にあるが、政策的にはありえない。

東北地方の明日の選択

と東北地方の特殊性を理解すると、
他地域と同様の自由競争の資本主義は難しい。

価値ある産業を自治体ごとに一定期間育成し、
10年後に競争社会に戻す。

減少と無関係な街づくり
な資本主義経済から距離を置く社会の模索）

思想としてとして底辺にあるが、政策的にはありえない。



復興大学 [復興人材育成事業

毎年約５０名の大学生を募集

毎週土曜日仙台駅横アエルビル内

６科目各１５週

科目；復興の科学技術、復興の思想、

復興の生活構築学、復興の政治学、

復興の経済学、復興

講師: ７０名
コォーディネータ：９名

復興人材育成事業]

毎年約５０名の大学生を募集

毎週土曜日仙台駅横アエルビル内

科目；復興の科学技術、復興の思想、

復興の生活構築学、復興の政治学、

復興の社会学



２時限

（10:30～12:00）

東北大学大学院理学研究科・教授

東北大学大学院理学研究科・教授

東北大学大学院理学研究科・教授

東北大学大学院工学研究科・教授

東北大学災害科学国際研究所・教授

東北大学災害科学国際研究所・教授

復興のための生活構築学(5)

東北福祉大学・教授

宇田川　一夫

復興のための生活構築学

宮城大学食産業学部・准教授

平成２５年度授業時間割表（前期）

昼休み

5月11日

（土）
開講式

6月8日

（土）

6月1日

（土）

5月18日

（土）

5月25日

（土）

6月15日

（土）

6月29日

（土）

東北大学高等教育開発推進センター・教授　関内　隆、　尚絅学院大学総合人間科学部・教授　太田　健児

7月6日

（土）

6月16日

（日）

7月13日

（土）

7月20日

（土）

7月27日

（土）

復興人材育成教育
コースの時間表一部

３時限 ４時限 ５時限

（13:00～14:30） （14:45～16:15） （16:30～18:00）

復興の科学技術(1) 復興の思想(1) 復興の思想(2)

前東北工業大学学長 尚絅学院大学総合人間科学部・教授 仙台白百合女子大学人間学部・准教授

沢田　康次 太田　健児 茂木　千明

復興の科学技術(2) 復興の思想(3) 復興の思想(4)

東北大学大学院理学研究科・教授 尚絅学院大学総合人間科学部・教授 仙台白百合女子大学人間学部・准教授

海野　徳仁 太田　健児 茂木　千明

復興の科学技術(3) 復興の思想(5)

東北大学大学院理学研究科・教授 宮城学院女子大学学芸学部・教授

海野　徳仁 菊池　勇夫

復興の科学技術(4) 復興の思想(6) 復興の思想(7)

東北大学大学院理学研究科・教授 宮城学院女子大学学芸学部・教授 東北大学教養教育院・総長特命教授

田村　裕和 菊池　勇夫 森田　康夫

復興の科学技術(5) 復興の思想(8) 復興の科学技術(6)

東北大学名誉教授 東北大学教養教育院・総長特命教授 東北大学大学院工学研究科・教授

織原　彦之丞 森田　康夫 安達　文幸

復興の科学技術(7) 復興の思想(9) 復興の思想(10)

東北大学大学院工学研究科・教授 東北大学災害科学国際研究所・所長 東北大学災害科学国際研究所・所長

安達　文幸 平川　　新 平川　　新

復興の科学技術(8) 復興のための生活構築学(1) 復興のための生活構築学

東北大学災害科学国際研究所・教授 東北文化学園大学医療福祉学部・教授 PAS心理教育研究所・理事長

今村　文彦 豊田　正利 小谷　英文

復興の科学技術(9) 復興のための生活構築学(3) 復興のための生活構築学

東北大学災害科学国際研究所・教授 東北薬科大学・准教授 東北工業大学名誉教授

今村　文彦 岸川　幸生 神山　　眞

復興の科学技術(10) 復興のための生活構築学(6) 復興のための生活構築学

石巻専修大学・学長 宮城大学看護学部・准教授 東北薬科大学保健管理センター・教授

坂田　　隆 竹本　由香里 大河原　雄一

復興のための生活構築学(8) 復興のための生活構築学(9) 復興のための生活構築学

宮城大学食産業学部・准教授 仙台大学体育学部・教授 宮城大学看護学部・教授

森田　　明 橋本　　実 安齋　由貴子

平成２５年度授業時間割表（前期）（予定）2013年9月13日現在

復興の政治学(1)

（オリエンテーション）

「復興の思想」現場実習等(11～13)

東北大学高等教育開発推進センター・教授　関内　隆、　尚絅学院大学総合人間科学部・教授　太田　健児

復興の思想（現場実習報告会）(14)(15)

東北大学高等教育開発推進センター・教授　関内　隆

尚絅学院大学総合人間科学部・教授　太田　健児



復興大学での学びの基本方針
○主体的な学び
○分野横断の総合的
○冷静な学びから熱い行動へ

成果の一部
○受講生有志は、まちの復興の自主
を行い市民を交えた報告会をして

○復興大使の役割を果たす留学生も

での学びの基本方針
な学び

野横断の総合的学び
○冷静な学びから熱い行動へ

○受講生有志は、まちの復興の自主ゼミ・現地活動
を行い市民を交えた報告会をしている。

果たす留学生も生まれている。



IIB. 復興から学ぶリーダー

リアルに感じ

行動しやすい問題

被災地の今日の生活の問題

人の日常の生き方

成熟した技術

感じないと行動できない

復興から学ぶリーダー教育の重要さ

理屈で分かるが実感がなく

行動しにくい問題

被災者のまちの将来の問題

地球の将来

巨大科学技術

感じないと行動できない



現代科学の感じない巨大な数字

１個の核分裂の放出エネルギー
÷

１個の炭素の燃焼エネルギー

＝ ２０００００００

これが、どのくらいの大きさか答えられる学生・技術者は少ない。

現代科学の感じない巨大な数字の例として

１個の核分裂の放出エネルギー

エネルギー

２０００００００

これが、どのくらいの大きさか答えられる学生・技術者は少ない。



IIB-１. ヒトの行動能力の
○湯川博士は、
１９８１年最後のパグウォッシュ京都会議の後での発言

○地元大学の学生が
訪問先のヨーロッパで福島を語れなかった。
日本の学生は殆ど同じ。

○Duke 大学の行動経済学者
「人は矛盾した存在である。」

なぜか？

の行動能力の限界

１９８１年最後のパグウォッシュ京都会議の後での発言

のヨーロッパで福島を語れなかった。(朝日新聞H26.6.20)

行動経済学者D.Ariely教授
「人は矛盾した存在である。」



IIB-２.脳の重さと体重
（H.J.Jerison, 1973)

ヒトは感覚を司る中脳に比し
大脳皮質の異常な発達。

科学」を可能にしたが、
それに対応する「感性」
部分の遅れ。

ヒト



IIB-３. 未来に対する行動の遅れがもたらすもの

進化論的な制限にもかかわらず

迫り来る問題に対する行動

○東北地方は大震災の影響で

国内の産業競争に遅れる。

○人類の将来が、

環境の致命的悪化の到来に遅れる。

未来に対する行動の遅れがもたらすもの

進化論的な制限にもかかわらず,何もしないと
対する行動が遅れる。

の影響で、

に遅れる。

の致命的悪化の到来に遅れる。



IIB-４. 生物学的アンバランスを
教育でカバーしなければならない。

感じない想像できない科学を技術

将来の人類に対して無責任。

知識や理屈だけで動くの

人間としてのモーティベーション

ロボット化した無責任な人間の行動

感じる科学教育の重要性

生物学的アンバランスを
カバーしなければならない。

想像できない科学を技術にするのは、

に対して無責任。

や理屈だけで動くのは

のモーティベーションがなく、

した無責任な人間の行動となる。

感じる科学教育の重要性



III. 大震災から学んだ現在

「日本の教育と産業体制」

１．科学を社会を他人ごとでなく自分ごととして

感じられる教育の必要性

２．人口減少が進む東北地域と日本全体の

新しい産業体制の検討の必要性

現在と今後の課題

「日本の教育と産業体制」

を他人ごとでなく自分ごととして

感じられる教育の必要性

が進む東北地域と日本全体の

新しい産業体制の検討の必要性


