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話者 半田 正樹

原発のない女川へ
～地域循環型の町づ
くり

みやぎ脱原発・風の会 公開学習会
vol.15

【日時】2019年12月14日 （土）
18:30～20:30

【会場】仙台市市民活動
サポートセンター6階セミ
ナーホール

（元東北学院大学教員）
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第1章で、「原発の安全神話」を易しく解き明かし、
第2章では、「原発の経済神話」について、原発の「経済的恩恵」が
きわめて限定的でしかないこと、原発の「低発電コスト説」も虚構
でしかないことを検証した。
第3章では、原発が、その計画当初から地域社会を分断してきた
事例・事実を丹念に追跡した。
第4章で、原発を即廃炉にしても、経済的・財政的に現状レベルの
維持は可能であること、しかし、それだけでは、そもそも原発立地
の標的になったような衰退する地域社会の構造がそのままになっ
てしまうことから、持続的に自立する「地域循環型の町づくり」をめ
ざしてこそ女川の「原発のないふるさと」への展望がひらけると提
起した。そのポイントは、「自然」と直接につながる「広い意味での
農業」と自然エネルギーを土台とする「地域循環型の町づくり」とい
う点にある。
⇒脱原発だけではなく、衰退する地域社会からの脱出のため
にも参考となると確信する。

本のねらい☞女川を「原発のないふるさと」によみがえらす！
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原発立地地域とは“どこ（何）”を指すのか？

原子炉はその安全防護施設 との関連において,
充分公衆から離れてい ること。

【原子炉立地審査 指針（1955年）】

いわゆる過疎地
日本経済のダイナミズムから置き去りにされた
地域、いいかえれば日本経済の成長に一方的
に貢献した地域。

人口減少、地域社会の衰退、地場産業の消
滅、地域財政の逼迫 etc.

原発立地によ
る蘇生という
《罠》
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《罠》は、ささやく・・

原発関連の雇用創出、地域経済の活性化、交付
金（電源三法交付金）・固定資産税による地域財
政の潤沢化 etc.

原発の地域経済・地域財政に対する効果・貢献は
きわめて限定的。むしろ、地域経済の有機的な編
成を妨げ、自立的発展の阻害要因。

木に竹をつぐ経済 or 飛び地経済
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１．女川原発は、女川町の人口増加につながるどころか、人口減少の歯止め
にもなっていない（過疎化をとめられず）。

２．女川原発は、女川町の一部の産業に一時的な経済効果をもたらすことは
あったが、持続的な産業・雇用の創出につながることはなかった。

３．
◇女川原発の固定資産税や交付金に依存する女川町の財政は、固定資産
税や交付金が消滅した時点で立ち行かなくなる（麻薬効果）。
◇交付金で建設した多くのハコモノの維持運営費は調達できなくなり、町の
財政を圧迫する。

原発由来のお金が町に入るものの、それが産業を生み出すことも、
過疎化を阻止することもできてこなかった。むしろ自立を阻害。

⇔ 河北新報の世論調査（2017/8/31付朝刊）にみられるように、

女川町民は「地元経済への影響が大きい」と再稼働を支持する。

原発の経済的効果への思い込みは、“安全神話”と同じ。
原発は安全だと確たる根拠もなく信じた“安全神話”と同様、
原発による「恩恵」も、根拠なき“経済神話”そのもの。

女川町における原発のウェイト（人口・産業／雇用・財政）
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『河北新報』2017/08/31 朝刊

女川町、賛成がほぼ６０％
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問題の核心は、
《罠》を見破り、原発と絶縁し、持続して自立
可能な町を構築すること。

産業の衰退、雇用の減少、財政の逼迫
などの“弱点”（《罠》に掛かってしまった
“弱点”）を克服し、持続的に自立した町
を創り上げること。

中国電力による上関原発を撥ね返した、上関町（山口
県）の離島・祝島の実践例が参考となる（食・エネル
ギー・地域文化の自立志向）。

👇



宮城県のなかの女川町 
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宮城県の東端の牡鹿半島に位置する。
１５の離半島をもち、中心部は山に囲まれている。
総面積は６５．８㎢（東京都の大田区とほぼ同じ）。
８４％が山林、平地はわずか２．８％。

沖
合
に
世
界
の
三
大
漁
場
の
三
陸
・金
華
山
沖



女川原発

新仙台火力発電所
三居沢発電所

60Km

30Km
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◇大津波は県内最大の“酷波”
犠牲者（死者＋行方不明者） ８２７名
☞人口比 ８．２６％（自治体単位で最大）
全壊・大規模半壊 全住宅の６９．７％

2011年「３．１１」 で壊滅的打撃をうけた女川町

迅速な立ち直り ＝復興のトップランナー
[要因] 公設民営方式＝公と民のコラボレーション

2012年9月
「“復幸”まちづくり女川合同会社」
⇒ 持続可能な循環型まちづくり、の提案

復興とその先の構想は、原発問題抜きにはありえず

☞ 原発のない町づくりを鮮明にしてのみ展望あり

た
だ
し
、



いわゆる“田園回帰／
ローカル志向”
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21世紀に、その傾
向が明らかに・・

農山漁村における「働
き方」「暮らし方」「生き
方」への関心の高まり

自然との共生を基本
とする生活様式

20世紀後半の環境問題・エ
ネルギー問題をもたらした
工業文明を相対化する視座
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松下照幸・福井県美浜町町議の提言

美浜原発（関西電力）再稼働反対
を前提とする独創的提言

①再生可能エネルギーの推進・拡大 エネルギー
の「地消地産」

②農林漁業の活性化と観光地としての再整備

③原発の廃炉に際して「エネルギー構造高度化・転換
理解促進」事業予算の組込み

④美浜原発の使用済核燃料の「地元保管」

ローカル経済と「原発立地自治体」との関り
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地域循環型社会とは？（用例）

①地域資源（含自然エネルギー）の活用を土台とする
生態系・自然の物質循環に基づく地域社会

②リサイクル社会

③地域内での「お金」の循環をめざす地域社会

これらの融合の先に地域循環型社会が聳立。
地域における自然の物質循環（＝生態系の機能
の1つ）とそれを活用する第一次産業、さらに地
域の自然資源を原料とする工業とそのリサイクル
をつなぎ、それをベースとして地域外に流出して
いる「お金」を引き寄せる。

地域で欠落・不足する資源は、他地域と相互補完
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置賜自給圏ー地域循環型社会の実例

［米沢市を含む山形県南部地域の８市町 2,500㎢]

生活に必要な資源はエネルギー資源をはじめ置
賜地域の森、川、田畑から調達が基本

エネルギー：地域に賦存する水、森林
⇒ 小水力発電・木質バイオマス発電

農 ： 脱ケミカル農業の実践＋農地利用の多様化
（農民的＋市民的）

自給的生活圏：地域社会への安全な食の提供

「生態系」やその機能の１つの「自然の物質循環」と
整合する暮らしを地域に定着させる試み（esp.長井
市のレインボープラン） 工業ベースの産業社会
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地域社会自立の「根拠」

食（と衣・住）にかかわって人々の暮らしを支える
「広い意味での農業」（農耕だけでなく漁業、畜産業、林
業、微生物産業などを含む）が、地域社会の物質的基
盤を保障しつつ、その不可欠な成立基盤をなず食
物連鎖を通した生命維持機構とともに地域社会自
立の必然的根拠を与える。

近・現代の経済社会が、置き去りに
してきた「広い意味での農業」再構
築が必要不可欠
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広い意味での農業（≒第一次産業）再構築の意味

その特性は、地域に固有な水、土、
光、風などの自然条件を受け入れ
ながら、その与件の枠のなかでの
最適化をはかる点。

食（衣・住）という生命系の維持につながって
いるがゆえに、自らの存立基盤をこわさない
（こわすことができない） [人間社会の基礎]

自然の現場に拘束されない工業
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工業化・高度工業化と経済成長至上主義の結合
が、地域の自立性を弱め、地域伝来の文化、生業、
技能を衰退させた。

「広い意味での農業」が生み出す地域社会

大気、海洋、土壌など地域独自の自然がもつ再
生産力を引きだすことを基本とする地域社会☞

地域社会の自立の基礎は、「広い意味での農業」とこれ
に連関する第2次産業（ものづくり） ⇒地域住民の生活
日常をカバー

地域の固有性と関係のない「企業」誘致・「工
場」誘致という落し穴
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地域社会の自立ー経済的条件

アウトプットよりもインプットの面での、とくに土地、
水、労働における、地域単位での〈共同性〉と〈自
立性〉の確保がカギとなる（玉野井芳郎）。

地域社会の経済的自立の要は、
地域内での経済循環の実現

そのための《軸》

地域資源の活用

とくに、エネルギーの地域資源由来への転換が重要

エネルギーの地域自給
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【参照】 地域のための地域のエネルギー利用
（新妻弘明説）

地域のエネルギー消費需要を把握し、それに見合
う供給を、地域で利活用可能な自然エネルギーの
最適な組み合わせによって実行

http://ve.cat-v.ne.jp/ni.eimy/key.html#eimy

http://ve.cat-v.ne.jp/ni.eimy/key.html#eimy
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地域の経済的自立と地域経済循環

英国“新経済学財団”（New Economics Foundation)
「地域内乗数効果」理論
（「漏れ口をふさぐ」理論）

☞

地域社会にとっての問
題の核心は、地域に
入ってくる〈お金〉が少
ないことにあるのでは
なく、仮に流入した〈お
金〉が地域にいかにと
どまり続けるかにある。

中
央
政
府
に
よ
る

補
助
金
・交
付
金
、

企
業
誘
致
、
観
光

客
誘
致
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ど
・・。
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地域の経済的自立と「地域産業」

地域産業／地場産業

NEF理論の「漏れ口」をふさぐ機能の担い手☞

立地する地域社会の構造・成り立ちに関わる中
小・零細企業が担う産業・伝統的産業。

地理的・地形的・風土的要因と結びつきながら、
地域の人々の生活日常の需要を充たすもの
を生みだす産業であり、実用的・機能的かつ
美的要素をもつ製品を供給する。

すなわち、
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地域社会の「自治」と地域循環型社会

地域経済循環として、地域の経済的自立を実現する
には、それに向けた地域社会の共同意思が不可欠。

共同意思は、自治のしくみを通して、さらに
地域財政（地域住民の共同経済）の裏づけ
があって表現される。

地域社会の「自治」は、地域社会自らが、そ
のあり方、めざす方向を提起するのが基本

具体的には、
・福祉、教育、医療、地域文化などについて。
・自然環境、地域資源の維持・保存と活用。
・地域で必要とするエネルギーの調達。
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地域住民の共同意思決定による
地域財政（地域住民の共同経済）の運営

地域財政と地域の市場経済がクルマ
の両輪として機能するときに地域経
済が成り立つ（神野直彦）

地域社会の「自立」は、地域社会
の「自治」と「主体的地域財政」の
運営があってこそ実現する。

神野説のポイント ☞ 脱「補助金・交付金」
補助金カットと基礎自治体への税源移譲が《対》
◇地域の主体性を確保しつつ、地域財政の
運営を通して地域「自立」を実現。
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原発のない女川へ－地域循環型として自立する町
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「復興のトップランナー」女川町

公民連携の成功モデル

JR石巻線の女川駅を基軸に、近
接して商店街、町役場庁舎、公共
公益施設（図書館、文化ホール、
子育て支援センター等）を整備

町全体（＝地域全体）につ
いて、持続可能な地域社会
の構想を提示する段階へ

町役場庁舎
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持続可能な女川の町づくりの最大のポイント

原発の「安全神話」、「経済神話」の呪縛
からの解放

原発の、町の雇用、産業に対する貢献
はきわめて限定的であり、財政に関し
てもむしろいびつな構造をもたらした。

雇用の面では、自然エネルギーへの転換（＝エネル
ギーの地消地産）により、原発の雇用よりも多くの雇用
が見込める。
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財政については、原発の稼働に応じて発生する
固定資産税収入（ただし、年々減額）が稼働停
止になったとしても、最大でその全額の７５％に
相当する「地方交付税交付金」が与えられる。

また、原発の廃炉に際しては、激変措置という
点で「エネルギー構造高度化・転換理解促
進」事業予算を組み入れることも可能であり、
さらに自治体にとって自由度の高い「地域づく
り交付金（＝市町村交付金）」の利用もできる。
その上、人口急減などの基準が確認されれば
「過疎債」発行という手段もある。
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問題は、それだけであればいわばマイナスを
マイナスするだけにとどまること。いいかえれ
ば、「持続する自立した地域社会」を創出す
るまでにはいたらないこと。

そこで、焦点となるのが、「地域循環型
社会」として離陸すること。
女川は、「広い意味での農業」の水産
業・漁業の町であり、農耕を営む他地
域との連携をはかる条件は備えている。
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女川は、バイオマス、太陽光など自然
エネルギーの地域資源が豊富。

自然が活きている女川。

自然的循環と経済的循環がうまくかみあい「地
域循環型社会」としての展開が可能な女川。

「原発のない女川へ」
それは、選びとる意志の問題であり、
実現可能な、
まっすぐにのびる
現実的未来として
目の前に広がっている。
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