平成 24 年 12 月 6 日(木)

生活文化産業学
（第１・３木曜日 午後１４時～／成徳学舎）

2012 年度後期 第４回

ケーススタディ３／宮城・気仙沼での取り組み
担当： 清水 浩司、大倉 朗寛

～講義の流れ～
１．マルトヨ食品株式会社 取締役 清水浩司さんからの報告（１４：００～／６０分）
２．ディスカッション（１５：００～／５０分）
３．まとめ（１５：５０～／１０分）
～内容～
１． マルトヨ食品株式会社 取締役 清水浩司さんからの報告（１４：００～／６０分）
・テーマ 「仮設での事業の再開、そして街が街として再生するために」
※内容は２～３ページ目を参照してください。

２．ディスカッション（１５：００～／５０分）

３． まとめ（１５：５０～／１０分）
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「仮設での事業の再開、そして街が街として再生するために」
清水 浩司
１．東日本大震災 被害について
＜全国被害状況＞
死者

1 万５,８６９人

行方不明 ２,８４７人

岩手県 死者 ４,６７１人

行方不明 1,206 人

宮城県 死者 ９,５２６人

行方不明 1,４２６人

福島県 死者 1,606 人

行方不明

211 人

出典；警視庁（８月 29 日）
避難者 ３４万３,３３４人
出典；復興庁 （8 月２日）
＜気仙沼市被害状況＞
人口

６９,４９４人（世帯数 25,607 世帯）

平成 24 年７月末現在

（気仙沼市サイト；平成２４年８月 31 日 サイト掲載情報より）
死者数

１,０３８人

（身元不明者 28 人）

行方不明

264 人

（気仙沼市復興計画より）

被災世帯数

９,５００世帯

（３５．７％：全２６,６０１世帯）

3,314 事業所

（８０．８％：全４,１０２事業所）

被災従業者

２５,２３６人

（８３．５％：全３０,２３２人）

被災漁船

約３,０００曹

（全３,５６６曹中）

被災農地

６、４８Km2

（２１．５％：全３０．１３km2）

産業
被災事業所

地盤沈下

６５cm・６８cm・７４cm（各地点）

家屋被害

全壊 １６,４３８棟
大規模半壊 ２,２９９棟
半壊 １,８０５棟

避難所数・避難者

１０５箇所・２０,０８６人（最大時）

仮説住宅

９３団地 ３,５０３戸（気仙沼市サイトより）
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２．一年８ヶ月が経ちましたが、仮設での事業の再開
・仮設工場の生産性の問題
・事業の先行きの不透明感（休止していた時間が長すぎ顧客（会社）が離れていった）
売上不振が続く
・本設への資金の問題（補助金は確定したが、完了後の精算の為、一時借り入れを
起こさなければいけない）
・平地が少なく本設の土地がない（土地の制限かかけられ津波が到達したところは
基本的に新設は認められない）
・仮設住宅及び住人を優先し産業対策が遅れている（徐々に修正されてはいる）
・働き手がいない、求人しても来ない（作業現場の方が賃金が良い）
３．この状況で街はもうすでに破綻している
産業 被災事業所

3,314 事業所

（８０．８％：全４,１０２事業所）

被災従業者

２５,２３６人

（８３．５％：全３０,２３２人）

被災漁船

約３,０００曹

（全３,５６６曹中）

被災農地

６、４８Km2

（２１．５％：全３０．１３km2）

４．街が街として再生するために
①お金がくるシステム
・観光等での人の行き来
・来てもらう動機付け（観光・ボランティア・気仙沼の魅力を発信し来てもらう動機付け）
・観光等で来てもらうコンテンツ作り→→陸に打ち上げられた船を何らかの形で残し続ける
②お金を作るシステム
・会社の再開（復旧・復興の推進）
・本設への道筋の不透明感（資金面等）
・建設用地の不足
・市場の変化
⇒B to B の市場が変化、再開しても売り先が無い状態
（時間が長かった販売先が違うところから仕入れ始めていた）
・補助金は確定したが新たな借り入れ
⇒二重・三重のローンの発生（支払いの見通しが立たない）
③お金が回るシステム
・大手企業が進出し雇用の確保を名目に補助金を使い、地元にいくらかの賃金で雇入れ
・そこの企業で支払うお金は被災地住人のお金で半分以上は中央に取られていく
・それよりも、いくらかでも１万が 9 千・８千とスパイラルな形で街に還元して欲しい。
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【情報共有】気仙沼 （2012 年 12 月 6 日配信）
11/4 気仙沼市本吉町蔵内歌生漁港での漁業支援活動報告 - 東北学院大学
11 月 4 日（日）、気仙沼市本吉町蔵内歌生漁港で漁業支援活動を東北学院大学大学生が活動を
行って来ましたので、ご報告いたします。この活動はシャンティア国際ボランティア会の皆様と一緒
に活動させていただいた活動となります。 ...
復興屋台村 気仙沼横丁「1 周年記念祭」行いま～す! | 旅＊東北 − 東北観光ポータル
気仙沼市南町に仮設店舗の「復興屋台村気仙沼横丁」が昨年 11 月にオープンしてから早 1 年。
明日 23 日 17 時より 1 周年記念祭を開催します。そして 23～25 日は,飲食店・物販店は 1 周年記
念メニューや 1 周年セールが行われます。...
JR 大船渡線の気仙沼～盛間、BRT 導入を前に代替輸送バスを増便 - JR 東日本
増便となるのは、岩手県交通が運行している「大船渡 一関線」の一部区間(サンリア SC 前～気仙
沼駅前間)で、上下各 2 便ずつが増便となり、同区間は現在の上下各 4 便から各 6 便体制となる。
なお、同日より JR 鹿折唐桑駅に対応する停留所として、「鹿折駅前」「東陵高校前」が ...
【大学間連携夏合宿】気仙沼プロジェクト第 5 クール活動報告レポート - 東北学院大学災害ボラ
ンティアステーション
初日、気仙沼市気仙沼復興協会での座学の様子 気仙沼復興協会スタッフの方に復興支援活動
の現状や震災当時のお話をいただきました 気仙沼市 ...気仙沼復興協会の災害ボランティア活
動に参加 気仙沼市沿岸部の屋外での清掃活動をメインで行いました ...
朝日新聞デジタル:楽器の輪で気仙沼支援-マイタウン神奈川
東日本大震災の被災地・宮城県気仙沼市へ楽器を送る支援を、横浜市のアマチュアバンドグルー
プが続けている。いつか被災地の人たちと楽器を奏でたい。そんな交流を目指し、楽器の提供を
呼びかけている。
宮城県の気仙沼駅、岩手県の盛駅・釜石駅・宮古駅リニューアル - JR 東日本
宮城県の気仙沼駅、岩手県の盛駅・釜石駅・宮古駅リニューアル - JR 東日本. [2012/10/17]. 印
刷. JR 東日本盛岡支社は 16 日、気仙沼駅、盛駅、釜石駅、宮古駅のリニューアルを発表した。4
駅とも工事を開始しており、12 月上旬の完成をめざしているとのこと。
えきねっと（JR 東日本）｜宮城県 気仙沼復興応援ツアー ｜旅どき net
JR 東日本 旅どき net：気仙沼で買って、食べて、ふれあって復興を応援！
気仙沼ダンススタジオ｜映画イベント ｜ 三陸映画祭 in 気仙沼
三陸映画祭 in 気仙沼の公式ホームページです。2012 年 10 月 5,6,7 日、宮城県気仙沼市で映画
のお祭が誕生します！「一緒に泣こう、一緒に笑おう。東北に集まれ、映画のチカラ。」

---------------------------------------市民大学院（文化政策・まちづくり大学校）
事務局
メール info@bunka-seisaku.org
ウェブ http://bunka-seisaku.org
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