無料

いつまでもコロナにかまけてはいけない！
比較的被害が小さい強みを活かせ！
豊】

毎月発行

新型コロナ禍後の「新東北産業論」
【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

火 曜 日

ｕｐ
＜＜東北魂＞＞を鼓舞する
電子新聞

いまがチャンス

ンスが訪れようとしている
といえる。

感染者数及び死亡者数が

筆者としては、現段階で

さらには、そうした数多の

には事欠かない。

東北にはネガティブな話題

産業の長期衰退などなど、

を目指して大挙して進出し

特に中国には安い人件費

を促すだろう。

産業は、どの国も国内回帰

コストの安い海外へ出た

ースになったことで、広く

県が感染者ゼロ更新でニュ

に少なかった。これは岩手

む東北の感染者数が圧倒的

が減少し続け、過疎化が進

課題を解決して、大逆転発

しかし、いま、それらの

が、東北にはどういった効

これは当然の流れである

で暮らすメリットも少なく
なってきた。

話題を変えよう。

は回避することにする。

東北だからこそ、この禍と

被害が少ないと推察される

い日本のなかでも、さらに

新型コロナ禍被害が少な

はないか。

なりの効果が見込めるので

優遇措置を取るならば、か

回帰を受け入れる魅力的な

海外に進出した企業の国内

料水準の高さで我慢してき

トは、雇用機会の多さと給

市生活。そうしたデメリッ

始終緊張を強いられる大都

高くて何かとイライラする。

すっかり忘れ去られてしまった。

鍛冶の流れを汲んでいたにもかかわらず、その後

日本刀の名工といわれた刀工のほとんどが奥州刀

刀をつくり続けた。だが古代から中世にかけての

まれ、苛酷な労働を強いられながらも、数々の名

多くの奥州刀鍛冶たちがいた。しかし「鬼」と蔑

約千三百年前、東北の地から全国に連れ去られた

【鬼がつくった日本刀】

などは当然であるが、企業

にとって一番大事な人材確

保。これを東北が支援して

まず、ほとんどの人が賛

人口減少が続く東北にそ

いけば効果は絶大である。

行き過ぎたグローバ
リズム修正
同すると思うが、これまで

れが出来るかと問われれば、

そのチャンスを、コロナ
それとも大きなチャンスと
の行き過ぎたグローバリズ

あえて出来ると返答しよう。

世界も日本も新型コロナ
その騒ぎは当分収まらない
見抜いてつかむかで、今後

ム、国際分業は修正され、

ウィルスで大騒ぎしている。 騒ぎに惑わされて見逃すか、
であろう。まだ感染が本格
の東北の運命が大きく左右

東北の若手労働力確
保の秘策

化していない地域が残って

あろうとの予測が大勢であ

ないが、かなり後退するで

まったくなくなるわけでは

数十年も継続する人口減

ある。

いるからである。そのため、 されると直観で感じるので
年内終息はどうやっても無
理で、あと二年は必要なの

多いアメリカやヨーロッ

ネガティブ情報で嫌気がさ

知られることとなった。

新型コロナ禍では、人口

パ、ブラジルなどに比べる

ていたが、いまは人件費は

東北はウィルスに対して

る。

と、日本はその数も圧倒的

して、ますます沈滞してい

高騰して、コストダウンは

安全だと自然に宣伝しても

少、経済の長期低迷、一次

に少なく、少し大げさに騒

き、東北の活力を削ぐ悪循

期待できにくくなっている

発言しようものなら猛烈な

想で大きな成果を生み出せ

給料は上がらず、通勤地

表層で騒がれているコロ

いうピンチをチャンスに変
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だろう。

ぎすぎではないかと思うの
環。

らっているようなものだ。

バッシングを受けそうなの

る可能性が生まれつつある

果が見込めるか？

また、近年は、大都市圏

ことも国内回帰を促進する

で、これ以上は控えようと

と考える。

だが、いまそうしたことを

思う。今般の主題はそれで

だろう。

はないから無用なトラブル

ナ対応とは別に、深く潜航

えて行けばよいのではない

もし積極的に東北全体で、 獄で、住居は高い、密度が

して進んでいる世界経済の

たのだが、近年そのメリッ

かと思うのである。

また、そうした優遇措置

激的な動きを注視すると、

トが消滅しつつある。
ここで、東北が、住居も
格段に安く広い、密度も大
幅に薄い、通勤地獄など聞
いたことがない、ウィルス
にも強いとアピールし、さ
らに東北への移住優遇策も
追加したらどうなるか。
離れ業のように、東北に
若手人材が集まり、国内回
帰企業の労働力需要をまか
なえるという展開に持ち込
める可能性が出てくる。

埋もれた歴史を発掘するドキュメンタリー
【鬼がつくった日本刀①】

発行 2020 年（令和 2 年）6 月 16 日 火曜日

， ＴＯＨＯＫＵ！
2 0 2 0 年 （ 令 和 2 年 ） 6 月 16 日

Ｒｉｓｉｎｇ
〒 207-0005
東京都東大和市高木 3-315-1-2-2
http://www.yumuyu.com/
e-mail:yumuyu@wj8.so-net.ne.jp

これから東北に大きなチャ

宮城県生まれ、66 歳、新人の
歴史ドキュメンタリー作家。
現在、日本刀の真のルーツを
発掘した映像【鬼がつくった
日本刀】を上映計画中だが、
新型コロナウィルスによる
幾度もの延期を余儀なくさ
れ て い る。 趣 味 は 古 代 史・
縄文文化研究。埋もれた歴
史を発掘することと東北か
ら日本を変えることを標榜。

【砂越
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んとか工夫して、移住組、

ックであったが、それもな

田舎の閉鎖性が移住のネ

に拡大していく事業などは

国民皆保険システムを世界

潰しあいを避けて、例えば、

業が着手したので、それは

マスクは、宮城県内の企

がっており、何とかして欲

工面では未開拓エリアが広

が、特に、食材用素材の加

素材の種類もそうである
ないのではないか。

方向に転進しなければなら

もっと別の作物を育成する

それを国内では東北が先

究して事業化できないもの

そうしたものをさらに研

思い切って、その第一歩を、

れば、東北の未来はない。

年内に、宮城県での上映会開催予定

上映時間：約６０分

DVD ー 3 月下旬販売開始

3300 円（税込） 送料無料

解説本（カラー）ー 5 月販売予定

mail ： y.s.yumuyu@ozzio.jp

看板だけの米作を見直し、

耕作放棄地問題も何とか

駆けとなろうという試みで

埼玉県 SKIP CITY 彩の国ビジュアルプラザ

映像ホール

農業政策も、そろそろ表

半移住組、一時的移住組な
どうだろうか。

食料生産従事者の平均年

ある。どうであろうか。

＊ 5 月 27 日の三度目の延期での代替日程

くさん眠っていると考えて

ど多様な移住者を受け入れ
しなければならない。補助
金をもらい、放置したまま
ではどうにもならない。
また、漁業も、養殖漁業
に舵をきらなければならな
毎年のように、気候変動

いのではないか。

齢はとっくに六十五歳を超

当面の間、上映未定

いる。

るのである。
しいと思う。
という一次産業に携わるの

新型コロナ感染の少ない
民皆保険制度があり、これ
は零細の個人高齢者である。

この一見離れ業のような

を他国でも段階的に導入で
個人で負える範囲でしか

ただ、一方で、食料生産

活性化し、人口も増大し、

設備投資は出来ないし、最

あとは、ワクチン開発な
えている。あと十年もしな

のならともかく、そうでな

全席自由席

入場料：５００円（税込）

原因のひとつに、日本の国

同時に過疎化対策にもなる
きるようなプログラムを開
新の技術導入にも消極的で

よう。

ども候補である。扱い品目

何十年来というもの、東

成金などがないと出来ない

「国」とくくられる組織

日本が世界に伍していく

その時代遅れと心中する
には、従来型の大工場と労

いなら、きっぱりと決別し
分野開拓を目指すべきだと
考える。

埼 玉 県 川 口 市 上 青 木 ３-

（〒 333 － 0844

施策により、東北の産業が

という何重もの効果が期待
発して売り込む。これは目
で魚が取れなくなったと嘆

先のビジネスではなく、世
ある。従来通りの手法をほ

ているが、発生確率がある

自前で新産業を創出する

が品目だけに、安全対策も

という方向に大転換しなけ

そのことにあらためて世

であった。

新型コロナ禍後の状況下で
踏み出して欲しいと願う。

北の産業政策の主要なター

待ちの企業誘致から
の大転換

か。

いうちに、ほとんどの従事

災害対策事業
東日本大震災から早や九
まだその傷は完全には癒

ゲットは、大企業の工場誘

国を待っていては遅
れるだけ
えていないだろうが、前を

年が経過した。

それを傍観したまま、放

向き、ここらで、この大災

てもよいのか。

その後は、誰もいなくなっ

必須だが、世界に貢献でき

食料安保

その反動は当然予想され、 である。
今後はどの国も最低限の医
療用品、防護服、人工呼吸

置したままなのはいかがな

ま た、「 国 」 の 支 援、 助
ものかと思う。

致が無くなりはしないが、

やシステムはかなり時代遅

それと、以前から問題と

従来のようには期待できな

なっていることであるが、

という考え方もすっぱりと
地震対策、津波対策、普

器に始まり、関連する医療

致であった。

段からの防災対策など、一

用品を国内生産に切り替え

害の体験を活かしての新事

カの農産物輸出の圧力に負

また、この食料生産にお

日本の代々の政権がアメリ
けて、食料自給率を徐々に

い。

捨てた方がよい。

海外もそうであるが、す

下げて、いまでは食糧安保

見して事業になりそうもな

ていくだろう。

業を模索してはどうか。

でに国内でもそうした動き

ける付加価値率の低さは、

さそうなところから「事業

今後は、こうした工場誘

東北の食料品付加価
値向上

が出ている。

これまで当新聞でも何度か

働者という枠組みからは脱

れである。

が危険に晒されるレベルま

取り上げてきたが、これを

東北はのんびりしている

でに至っている。

が、目ざとい他の地域はす

められている。

解決しつつ、増産する方向

これを食料安保という標
語を旗印にして改善してい

津波予知システムなど、

て、別の資金源を求めて新
に大きく舵をきることが必

る。その遅れた日本を、従

この点で日本は遅れてい

出しなければならない。
く。そこに東北が大きな役

必要な国や地域はあると思

来の枠組みで待つという選

うがどうだろうか。

要なのは言うまでもない。

完全な地震予知は現在の

択肢に未来はないと断言し

ず、東北以外からの有能な

人材引き入れが必要である。 科学では不可能だと言われ

ここでも、国内外を問わ

割を担う可能性を拓くとい
うことである。
筆者は、東北にはまだ気
づいていない食料資源がた
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できる。
界の人々の幸福につながる

の漁業家を育成すれば、若

くだけでなく、養殖が主体

そのため、東北の一次産

ぼ何も変えずに継承するの

世界にもまだ存在しない

意義ある事業である。
事業であるから、そうした

い人材獲得も夢ではないの

また今般の新型コロナ感
染対応現場では、医療用の
業の付加価値率はずっと低

の北欧漁業に習い、高収入

マスク、防護服、人工呼吸
有能な人材を引っ張ってく

みではないか。

器などが、ほとんど中国に

ではないか。
いまは魚の養殖は世界の

いまま推移し、かつその事

程度読めるものはあること

2020 年 7 月 22 日（水） 上映開始１９：００

界は驚き、同時に大きなリ

主要な潮流である。

2020 年 7 月 4 日（土） 上映開始１０：００

者がいなくなるだろう。

いる。

業規模はどんどん縮小して

ることも必要である。
ぜひこうした分野での活

依存していることが判明し
その依存率は異常であり、 躍を期待していきたい。

た。

西武拝島線
「東大和市駅」より徒歩 7 分

る事業であり、有望な事業

を耳にする。

東大和市会館ハミングホール 「小ホール」

スクをも感じたであろう。

百パーセントに近いものま

埋もれた歴史発掘ドキュメンタリー
【鬼がつくった日本刀】の上映日程
3 度目の延期のお知らせ

化」を考え出せる人材が求

でに誘致合戦をはじめてい
る。
もうこれから東北が乗り
ではどうするか。

出しても手遅れである。
他の地域でやらないこと
をやればよい。

問合せ先：株式会社遊無有

埋もれた歴史を発掘するドキュメンタリー【鬼がつくった日本刀②】

東京都東大和市向原６－１）
（〒 207-0013

JR 西川口駅よりバス９分

１２- ６３ )

医療安保
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第70回
水産業再興のための
料理レシピ紹介

【真ほっけ一夜干し
ー焼き魚】

郷土料理愛好家
松本由美子氏

6 月は
「ほっけ」
が美味しい季節です。ほっけを開き、適量の
塩を振りかけ、5、6 時間ほど風に干します
（松本流）
。適度
な干し加減で、身も柔らかく甘みと脂が滲み出て、ほどよい
旨みが楽しめます。( 市販品は、
干し過ぎて身が固いものや、
冷凍が多いですからー松本談 )
脂が多い縞ホッケに比べ、真ホッケはしつこすぎない適度な
脂のノリ。身が締まって味が濃いのが特長。魚体も一般的
には縞ホッケより真ホッケのほうが小さい。小ぶりだけれ
ど高値さそうです。

ほんに恋しや、
東北地酒！飲みたい、
呑みたい・・・！
【依然として第 43 回三陸酒海鮮会代替日程未定のまま】

延期を余儀なくされた 3 月 14 日の三陸酒海鮮会は、依然として代替日程が未定のまま推移してお
ります。美味しい東北地酒への恋しさが狂おしいほどに募っておりますが、みなさま、しばし我慢で
すぞ！以前の写真画像のみで何とか耐えてください。またお会いできる日を楽しみに！
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写真でお伝えする 東北の風景

新型コロナ禍自粛症候群 「対応薬」
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写真撮影 尾崎匠

苦 境 の 飲 食 業 、観 光 業
をどう支えるか
自粛していたのである。

持ち帰り用に酒類を販売
件近くの免許が付与された。 できるというのは、今まで

までの間に全国で二万二千

四月一〇日から五月二九日

よ う で あ る。 速 報 値 だ が、
ち帰って家で楽しむことが

する。そうしたビールを持

クラフトビールがあったり

しい」というのが私の経験

ルを出すお店は料理も美味

たりもする。「美味しいビー

ビールを楽しむことができ

同様に家でその店の料理と

新規感染者が確認されてい

さらに言えば、いまだ毎日

期 待 で き な い と 思 わ れ る。

光客が早期に増えることは

恐らく、首都圏からの観

言って一

だからと

い な い が、

認されて

染者が確

は新規感

北六県で

ことに東

するためには「酒類小売業
東北六県で見ても九六〇件

則だが、今回のこの措置に

る東京など首都圏から観光

足飛びに

うである。

免許」が別に必要なのだが、
ただ、樽生ビールをテイ

客が訪れることに抵抗を感

いうことである。

これは既存の酒類小売業の
付与されている。それこそ、

よって、その美味しい料理

じる地元の人もいるかもし

になかったことである。

店（要は酒屋）と競合するこ

クアウトする際に注意すべ

と美味しいビールのマリア

同様の対応をする人は多
藁をもつかむ思いで申請し

ージュが、テイクアウトで

とになるため、飲食店には

き点がある。持ち帰り用の

かったようで、感染拡大防

期限付酒類小売業免
許のもたらしたもの
容器が必要になるわけだ

ないだろうか。

なかなか付与されなかった。 た飲食店も多かったのでは
よって、飲食店はお客に提

来店者数が減ったことに

止には寄与したのかもしれ

県外へ移

ないが、一方で飲食店は来

れない。そう考えると、早

新型コロナウイルスの感

も可能になったというのは

染拡大は経済に深刻なダメ

が、これはよくあるステン

動するこ

店者の減少に伴う売上減に

期に他地域から観光客を呼

ージを与えた。とりわけダ

嬉しいことである。

悩むことになってしまった。 供するために仕入れていた

となっている。もしまだ申

許の申請は六月三〇日まで

えたい。地域をまたいだ人

ここは飲食店と同様に考

も少なか

のある人

とには今

らの水筒は炭酸飲料やスポ

請していない飲食店でぜひ

消費者にとってもあ
るメリット

ーツドリンクなどには使え

申請したいというところは、 の交流が元のように再開さ
合、炭酸によって内圧が高

元で、自分たちの大事な観

早めに申請する必要がある。 れるまでは、それぞれの地

自分たちの住む地域にある

れば、この機会に、もう一度

らずいると思われる。であ

ールすべき相手は、実は地

る。まず、その良さをアピ

らいがあるように感じられ

なお抵抗

この期限付酒類小売業免

ないと記載されているのだ

び込むのは難しいのではな

になってしまった。提供で
許を取得する飲食店が相次

が、もし入れてしまった場

ある。今まで、行きつけの

なお、東北のエリア内で

域の人たちであったのでは

いだろうか。

アイリッシュパブもこうし
きる見込みもなく、消費期

いだことは、消費者である

いうことである。元々これ

れる。このうち、飲食業に
た状況の中で十数年の店の

くる。とりわけ深刻なのは、 我々にとってもメリットが

歴史に幕を閉じてしまった。 限だけがどんどん近づいて

酒類の在庫を抱え込むこと

ついては、緊急事態宣言が
痛恨の極みである。

この期限付酒類小売業免

レス製の水筒は使えないと

メージが大きかったのが飲
私が時たま足を運んでいた

出され、不要不急の外出を
樽生のビールである。一旦

まることによって蓋が開か

ないだろうか。いくら観光

このような中、四月九日

店や馴染みの店を支援した

観光地を訪れてみてはどう

たことを受けて、外食や外
開栓してしまうと概ね一週

だろうか。目的地まで移動

に国税庁から出された一つ

光地を支える、という姿勢

飲みの需要は激減した。そ

こそが今求められる。折し

のずと限界がある。そうで

樽生ビールのテイクアウト

間以内に消費しなければ

はなく、その良さを十分理

が可能であることが確認で

いけないが、このご時世で

れば宿泊もし、土産物を買

解した地域の人たちと一体

なくなったり、開けた途端

の通達は、こうした苦境に

うことは、苦境にある観光

となって、様々な機会、様々

中身が飛び出したりという

立つ飲食店にとっては、ほ

業に携わる人たちへの支援

な方法で、自分たちの地域

くても、感染拡大への対応

れまで公私共によく飲食店

での飲食は難しいというジ

い う 人 も 多 い と 思 わ れ る。

にもなり、身動きが取れず

との兼ね合いでなかなか店

で飲食していた私自身、三

レ ン マ が あ っ た わ け だ が、

テレワークなど移動を伴わ

業に携わる人だけが情報発

一〇から二〇リットルもの

この期限付酒類小売業免許

興味ある方はぜひ参考にし

ない在宅での勤務も拡大し、 鬱々とした気分を蓄えてい

し、綺麗な景色を見、美味

量のビールを空にするのは

の取得によって酒類のテイ

ラウラー」というビール専

ていただきたい。

も、不要不急の外出への自

んの少し助けとなるもので
並大抵のことではない。消

用の保存容器があり、中に

きている店については、拙

あった。「在庫酒類の持ち帰
費しきれなかったビールは

ク ア ウ ト が 可 能 に な れ ば、

はステンレスの水筒のよう

ことがある。

月下旬以降、飲食店での飲
り用販売等をしたい料飲店

店内で飲食はできなくても

信してもその広がりにはお

食を取り止めていた。
等の方へ（期限付酒類小売

廃棄を余儀なくされること

店で購入した酒類を持ち帰

しいものを食べ、可能であ

仙台の場合、私も何度か

になる。飲食店にとっては

粛要請が行われたこともあ

行ったことのあるイギリス
業免許の付与について）」と

痛いダメージである。
今回国税庁から出された

店の支援をすることができ

って家で楽しむという形で

がある。これならお店で詰

に保冷機能が備わったもの

という人もいるだろう。ス

家からほとんど出ていない

になる。大いにお勧めした

た自身にとっても気分転換

とが、結局のところ、海外を

の良さを伝え続けていくこ

るためには、専用の容器を （ http://touhoku.blog.jp/ り、久しく近所ではない場
用いることが望ましい。「グ
）。 所への移動をしていないと
archives/52162609.html

こうしたトラブルを避け

風のパブでクラスター感染
題されたものである。
の言う「料飲店」）は、自分の

「期限付酒類小売業免許」と

が感染し、そこから二次、三

次、四次感染まで発生した。
店の中でしか酒類を提供

観光地をまずは地元
が支える

このような状況では、いつ

含めた他地域の人たちにそ

の良さを分かってもらう有

い。

観光業に従事する方々に

トレスの蓄積を訴える声も

よる売上減を少しでも補う

ようになり、来店者数減に

帰り用の酒類を販売できる

飲食店は大手を振って持ち

いる飲食店があったり、そ

トビールを豊富に仕入れて

のが難しい他地域のクラフ

えば、通常酒店で購入する

うフードも併せてテイクア

したこだわりのビールに合

また、店によっては、こう

てみるのがよい。

うで、今も休業している宿

はり客足は戻っていないよ

態宣言が解除された後もや

接受けた形である。緊急事

いだ移動の自粛の影響を直

この一カ月以上、幸いな

がどれだけいるだろうか。

を全て回ったことのある人

を一望できる四つの名所）

に浮かぶ二六〇余りの島々

大観（しだいかん）」（松島湾

ズアップされ過ぎてきたき

という目線ばかりがクロー

国 人 観 光 客 を 呼 び 込 む か、

においては、いかに訪日外

さではないかと思う。観光

の地域に対する目線の重要

と切に願うものである。

ある。

効な方策なのではないだろ

もう一つの観光業につい

うか。

ても、厳しい状況が続いて

もぜひその目線で観光地の

今の状況をそのための

めてもらった樽生ビールが

魅力を再発見できるような

チャンスと捉えて、まずは

家 で も そ の ま ま 楽 し め る。

そうした人たちに勧めた

情 報 発 信 を お 願 い し た い。

足元から、もう一度自分た

ことができるようになる。

ウト可としているところも

泊施設や土産物店も多いそ

も う 一 つ の メ リ ッ ト は、

いのが、身近な場所にある

今回のこの新型コロナウイ

ちの地域の魅力が何なのか、

るようになるからである。

いる。例えば、宮城を代表

観光地への訪問である。先

ルスの感染拡大がもたらし

一緒に考える機会としたい

いうのは、こうした酒類の

する観光地、日本三景の松

に例に挙げた松島を取って

たものはいろいろあると思

在庫を抱えた飲食店にとっ

店によっては、このグラウ

島では、昨年二六万四千人

みれば、いったいどれだけ

うが、その一つは、自分たち

できなかった。要は、お店

ラーを貸し出ししてくれる

訪れたＧＷの観光客が、今

の地元の人が松島を堪能し

の中で飲むためにお客に酒

これまで家で飲むことはな

ところもある他、再利用が

年は千人だったという。首

た経験があるだろうか。「四

自分も知らずに感染し、知

かなか難しかったビールや

可能な瓶やペットボトルに

都圏などからの観光客が多

らずに感染させてしまうか

六カ月という期間限定では

樽生のビールを持ち帰って

詰めてくれるところもある

かったようで、県境をまた

類を提供するのはＯＫだが、 て メ リ ッ ト の あ る も の で、

ば速やかに免許を付与する、 飲むことができるようにな

あるが、飲食店が申請すれ

ったということである。こ

ので、店のホームページや

この反響はかなり大きく、 もそも瓶や缶では流通して

あり、店内で飲食するのと

申請する飲食店が相次いだ

いない業務用の樽生のみの

というものであった。この

ＳＮＳなどで情報を確認し

分からない。そのようなこ

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

https://www.facebook.com/
kouhei.ootomo

クラフトビールに関して言

「テイクアウト」はＮＧ、と

これまで飲食店（国税庁

が発生した。店内客計八人

ブログ内でまとめている

グラウラーを使うと樽生ビールを
テイクアウトできる

免許を取得することにより、 と最近消費が拡大している

とから、飲食店での飲食を

執筆者紹介
大友浩平
（おおともこうへい）
奥州仙臺の住人。普段は出
版社に勤務。東北の人と自
然と文化が大好き。趣味は
自転車と歌と旅。
「東北ブログ」

h t t p : / / b l o g . l i v e d o o r. j p /
anagma5/
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食業、観光業であると言わ

自粛するよう要請が出され

第 97 号 http://tohoku-fukko.jp/
2020 年（令和 2 年）6 月 16 日（火曜日）

当記事執筆中も、岩手県
は相変わらず新型コロナ感
染ゼロ更新を継続中。
ことここに至ると、何と
しても感染者を出してはな

シャガ

らないという緊張感が県内

を覆い尽くしているだろう

と思う。
最初の感染者の一人にな

ったら、あるいはイベント

で最初の感染者を出したら
どうしようかと心配するあ
まり、大分先のイベントも

【東北復興】掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。Copyright YUMUYU INC. All rights reserved.

中止する事態とならないよ
うに祈るのみである。なん
感染者だらけの東京はそ

とも同情のしようがない。
の点で気楽だ。十九日から
は第三ステップに進むが、
こんなときは、花を愛で

「遠野の芒種」

ヤマシャクヤク

フジの花

また感染者が増えてきた。

遠野 1000 景より

て緊張を和らげよう。

シリーズ 遠野の自然

カキツバタ

ハマナス

キショウブ
コデマリ

アヤメ
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人口減少して東北の未来はない

東北人口増大策の提言

このまま衰退を続ける老人大国の東北、そしていつか
は老人もいなくなる東北でほんとによいのか？

筆者も東北出身者である
いるのではないかと密かに

とこの排他性はリンクして

人口が減少していくこと

う思い上がりが現れていて

たち専有のものであるとい

自分たちが暮す場所が自分

れ言われたくない」など。

を言え」。「よそ者にあれこ

他地域からの受け入れを考

このようにもっと柔軟に

期観光でもよいのだ。

い。仮住まいでもよし、長

そして移住でなくとも良

秋田市

2711

4

青森県八戸市

2458

5

福島市

2273

見られたであろうか。
が、東北の根深い排他性を
思っている。

3

1084 人と続いた。最も少なかったのは秋田の 171 人だった。各

話し合い、早急に対策を打

見せつけられたようで情け
ない。

えないと、ほんとうに「無
人東北」に向かってまっし

鼻につく。こんな言葉を投
げつけられて、東北に移住

る。

3065

人口は増えている。東北 6 県の外国人数は 7.9% 増の 5 万 9229

たなくてはならないレベル
を通り越している。
しかもこの記事を読む限
りでは、人口減少はますま
す加速しているようにも読

少子高齢化は老人の
わがまま
だから移住が増えないの

したいと思う人間はいない。 ぐらとなることは必至であ

千人増えた。出生数から死亡数を差し引いた「自然増減」の減少率

先ほどの記事にもあるよ
うに、東北の人口減少は少

計でみると、
1 年間に 8 万 8580 人が減った。減少数は前年より 5

人口減少を続ける地
域には未来はない
どんなに地域のインフラ

今後は、東北の各地に、

子高齢化とリンクしている。 だ。
こうした田舎の排他性から

少率が高い上位 10 県のうち 5 県を東北勢が占めている。6 県合

める。もしそうならば、新
の悲惨な状況下にあること
を整えても、人口が減少し
往々にして、高齢になる

手
（1.17%）
が続いた。5 位に山形、7 位に福島が入った。全国で減

型コロナのインパクト以上
を肝に銘じなくてはならな
続けるのでは、インフラの
意味などない。

い。

福島県いわき市

市の 3065 人、3 位の秋田市の 2711 人と続いた。一方、外国人の

「 自 分 流 」 を 頑 な に 貫 き、 隔離できるエリアを設けて、

岩手（0.78%）
、5 位の山形（0.76%）が上位 5 県に入った。少子高

と精神も硬直化してくる。
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東北の良いところだけを先
に楽しめる場所を作ること
を提案したい。

市町村別減少 TOP5

が全国 1 位は秋田で 1.03% だった。3 位の青森
（0.78%）
、4 位の

また、人がいないところ

この人口減少と少子高齢化

最も高かったのは秋田
（1.48%）
で、2 位は青森
（1.28%）
、3 位に岩

東北の未来図は、過疎ど

に何の発言もしない高齢者、

している。
（途中省略）日本人の人口減少率を都道府県別にみると、

ころか、「無人地域の増大」

未来も過去も、何も無く

自分たちの代で人口減少が

数が最も大きかったのは青森市の 3094 人。2 位が福島県いわき

では、文化の継承もないし、 変化を排除し、排他的にな

なるのである。そうしたこ

進もうが関係ないと思って

日本人の人口が減った市町村

齢化に伴う自然減が減少幅を拡大した。
（途中省略）市町村別の減少

ではないのかとの危惧さえ
りがちだ。

とを真剣に考えなければな

2

（日本経済新聞 2019．7．10） 記事より抜粋、
赤字は筆者」

3094

「
『東北、
人口の減少幅拡大 秋田・青森など 4 県 1% 超』

青森市

被災した沿岸部の水産加工では人手不足が深刻で、外国人の採用数

1

県で増加を後押ししているのが外国人労働者だ。東日本大震災で

減少数（人）

人だった。増加数が最も多かったのは福島で 1263 人。宮城が

けっして誇張とは言えない。 文化は途切れてしまい、英

らないのに、そうした試み

4 県が減少率 1% を超え、全国のなかで東北の減少幅が一段と拡大

お叱りを覚悟で言うが、

そういう状況下にありな

いる高齢者がいたら、彼ら

比 0.94% 減の 884 万 2608 人だった。青森、岩手、秋田、山形の

永遠に埋もれてしまう。

がら、新型コロナウィルス
は残念ながら筆者の耳には

を傲慢と呼ぼう。
のものではない。先人たち

いう話は聞いたことがない。
い理由があるはずだ。
筆者も経験があるが、東
北の田舎でよく他県からの

時点の人口動態調査によると、東北 6 県の人口
（外国人含む）
は前年

新型コロナ感染を恐れ

感染を恐れるあまり、東北
届いてこない。

したというニュースを見た。 を終わらせて、もしくは終

が営々として築き上げたも

人たちも排他的だったであ
ろうか。

来訪者に言う言葉がある。
「ここに住んでからモノ

総務省が 10 日発表した住民基本台帳に基づく 2019 年 1 月 1 日

市町村

が急増している。

他県来訪者排除するな

の一部では、他県ナンバー

わる方向に進ませていいの

のである。それを自分たち

東北はいまの高齢者だけ

まことに情けない事態であ
だろうか。

自分たちの世代で、東北

る。そんなことをしている

車を見つけては嫌がらせを

世の中は新型コロナ一色

許されないと思うのである。

の代で台無しにすることは

余裕があるのかと言いたい。

極端な排他性は傲慢

また高齢者に限らず、精

この点では、東北は沖縄に

田舎の人間は排他的だと

見習うべきである。

神的に硬直している若い世

しかし、東北はもっと以

代もそうである。
他県からの、あるいは外

よく言われるが、いつの時

国からの来訪者に歓迎の意

政府の地方移住促進キャ

代も、どの地域でもそうで

縄に来ないで欲しいとメッ

を表する地域はある。それ

なぜなら、沖縄では新型

下の囲みはほぼ一年前の

セージを発したが、しかし

ンペーンがあるが、それが

コロナ感染者の出始めの時

日経新聞の記事だが、それ

これは、爆発的に感染者が

は観光地でなくともそうで

功を奏して人口が増えたと

前から起きている重大な課

を見ると、もう苦笑いして

増えると病院に収容できな

ある。

はないと思う。

やり過ごせるレベルではな

いので来ないで欲しいと言

期、他県からの観光客に沖

いことを考えて欲しい。

ったのであって、感染を恐

も排他的だったであろうか。 なぜ増えないのか。増えな
その証拠に自粛期間が終

そうではないと思うので
ある。

単純な移住政策では
人口は増えない

東北は全国の人口減少の

れるあまり二度と来るなと

現代の東北人ではなく、先
わったら、受け入れを再開
こうした変化が東北では

この東北も、いつの時代
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時代遅れの虚構中央集権からの脱出

再び、東北州を目指そう！

新型コロナ禍でまったく機能しない中央集権行政
いまこそ地方州に大幅な権限移譲を実施すべし

いう枠組みも見直す

州・県・郡・市町村と

もう必要ない。無用な遺物

全体で取り組むしかない分
の失敗をチャンスにしてそ

野のみ国家が担当するのだ。 れを勝ち取ろうではないか。 は捨て去ればよい。

新たなリーダー群養
成の機会に！

mail：y.s.yumuyu@ozzio.jp

設置された委員会の任務が

を復活させたいグループが
県の上に州を設置するの

最近、地域の活性化はそ

DVD 販売中 3300 円（税込）
送料無料 問合先：株式会社遊無有

何なのかがいまだに分から

まだ存在するのだろうか。
ついでに、一国のリーダ

大限にシンプル化しよう。

の地域の歴史を共有すると

横穴古墳

明治初期の中央集権体制

国民に感染の状況やウィ
これを今後は虚構の中央

はさらに運営がややこしい。

県を失くし、州の下に、か

県が数個の藩になるイメ

で効率が良いのではないか。
平成の大合併よりももっと

けが大きくできるようにな
るので好都合ではないか。

道州制論議を復活させよう。 とされた同盟による戦争を

ころから生まれるという思

＝＝＝＝ DVD 広告 【涌谷 7000 年の歴史】
＝＝＝＝
宮城県北部にある小さな田舎町である涌谷町。しかしこの町は
古代史研究にとって非常に興味深い町でもある。日本古代史の
激動の時代の痕跡がいくつも残っている。それを再発掘した映
像の DVD を紹介。

ないことも同根の問題。
ルスの感染はどう防ぐのか
集権体制と呼ぶことにする。 ーを選出する方法もこの際

とか、発生状況がどうなっ
ているのか、ワクチン開発
世襲制でもあるまいし、

つての藩に相当する行政区

ここは思い切って行政を最

親から子へ、孫へと引き継

分を設置してはどうか。

改めた方がよい。

ぐ国会議員の中から、何を

の状況はどうなっているの

このように、現実として
しでかすか分からない一国

かとか、詳細に伝えてくれ

は偽の中央集権体制がはび
のリーダーを選出するので

新型コロナ禍後は強
力な地方自治を！

いまだ納得できる説明はな
こっているが、誰が何と言

ると期待するのは当然だが、
く、出てくるのは、突然の

百年も共有しているのだか

江戸時代から明治になっ

仕掛けたため、昔から仲の

いを強くしている。

今後は地域が歴史を
共有する母体となる
実行寸前まで行ったのだ

良くない地域を同じ県に組
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DVD －涌谷 7000 年の歴史

長根貝塚

【涌谷 7000 年の歴史】
涌谷町には実に 7000 年の
歴史がある。この長い歴史を
代表的な 5 つの歴史遺産であ
らわし、地元涌谷高校生 4 人
が文化財保護職員のリードで
学習していくプロセスを撮っ
た映像。深く学習していくに
つれ町の歴史という枠組みを
飛び越え、日本という国家が
出来ていく古代の激動の真っ
ただ中にタイムスリップして
いく。映像は 117 分の長編。

八割接触削減要請など。

に改めればよい。そうすれ

ら好都合である。かつての

ージである。出来うるなら

ば、州レベルで実力が確認

そうすれば、州と藩とい

町名も復活させればよい。

はなく、各州のリーダーの

感染者数も大きなばらつ

できるので、力量のまった

おうと、もう地方自治権限

きがあるにも関わらず、全

くないリーダーが選出され

こうした一連の対応を見

て、従っていればよい、適
国一律に、感染防止のため

ば、かつての藩も復活させ

宜出す中央からの指令と指
に家に閉じこもる自粛を要

る過ちを防止できる。

てはどうか。同じ歴史を数

示に従ってくれとの意思が
請するなど、思考回路が狂

中から、国のリーダーとサ

読み取れるが、その実まっ
っている人間のすることで

効果が大きいのではないか。

ブリーダーを選出する方式

たくやれていない。無様な
あり、とても一国のリーダ

さらについでに、明治時

を強化するのは当たり前の

対応であり、とても信頼に
ー、もしくはそのサポート

過疎化対策ももっと仕掛

時代である。

足るものではない。そこに

代初期からの県境区分も見

ていると、国民は何も知ら

国民の生命を預けよという

部署がすることではない。

直そう。

なくともよい、すべて任せ

のはとても納得のいくもの

論評するにも値しない。

て、藩から県に組み換えが
行われたが、特に東北は、

うシンプルな構造になるの

ではない。

道州制を勝ち取ろう

県境見直し

中央集権体制は虚構
にすぎない

最近はすっかりなりを潜

から、構想をまとめ上げる

み入れるという見せしめ区

奥州列藩同盟のせいで賊軍

古代の中央主権体制を夢見

のにはそんなに時間はかか

分を行った。

ひ、この歴史を共有できる

めてしまったが、もう一度

初動対応からしておかし

るかのように、子供じみた

そのため百五十年も経っ

強力な軍事態勢で国民を

い。横浜に停泊していたグ

っているようにも見えるが、 らないだろう。

権力欲に取りつかれ、振舞

それをなるべく早く実施

地域区分と政策を積極的に

支配して有無を言わせない

ルーズ船での対応は、単純

この現代にそうした妄想は

たいまでも県内で何かとい

えるばかりである。

なミスという域をはるかに

えば諍いを起こす県もある。 仕掛けて欲しいと願う。

東北州実現の際には、ぜ

超えている。管轄の厚生労

に移して、偽の中央集権体

これを元の藩の区分けに

制を破壊して、まともな国
もう時代遅れ発想も甚だ

になろう、そしてまともな

二度と東北が一致団結し

戻すべきだ。
お仕着せの道州制ではな

て、令和の奥州列藩同盟体
としないようにとの心配は

く、東北から発信する「東
政府の新型コロナ禍対応

制を組んで政府に楯突こう

しい。こんなことが許され

どの国でも、国民により

だけではないのか。
身近な地方にちゃんと自治
権があり、どうしても国家

北州」を実現しよう。

東北になろうではないか。

害あって益なしである。

着けず、普段のスーツ姿だ
他の省ならまだしも、管

ったようだ。
轄の省職員がこれでは、こ
の問題が終わるまでずっと
この調子であろう。
専門家会議という臨時に

ているのは主要国では日本

働省職員は、防護服も身に

あまりのお粗末さに呆れか

行政を振り返ってみると、

が、ここまでの新型コロナ

全に収まったわけではない

まだ新型コロナ感染が完

新型コロナ対応のあ
まりのひどさ
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