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震災復興と地方創生 

―自由と競争のはざまで生じている 

政治についての社会学的分析― 
 

山下 祐介  
 

 

1 問題の所在 

 

東日本大震災から丸 5 年が過ぎた。その震災復興過程については様々な問題が

指摘されているが、ここではそのうち政治をめぐる問題を焦点に議論を展開した

い。もっともここでの議論は政治学ではなく、あくまで地域社会学の論理の中か

らの議論である。社会の幸福を考える場合、当然ながら政治がきちんと機能して

いる必要がある。逆に言えば、政治はいま機能しているのか。またそこに自由は

いかに関わりうるのか、その現代的課題について考察してみたい。 

たしかに、政治が正常に機能するためには、国民の自由（経済・思想・政治・

社会）が補償されている必要がある。しかし近年、自由は、「自由であるべきで

あり、自由であるはずだから、その結果生じたことはめいめいで責任をもて。そ

の結果が例えば貧困であっても（逆に大富豪になれるチャンスもあるのだから）」

という意味にもなりつつある（新自由主義）。そして、地方創生では、地域政策

にまでこの論理が入り込み、「自由」の名の下に「競争」が強要され、結果とし

て不平等や格差を帰結しても、それは自己責任だということになりつつある。し

かし、自己責任に帰しても失敗した人間を殲滅は出来ないので（死でもって消滅

させる手法は使えないので）、この自由主義は統治としては失敗するように思え

る。むしろ今言われている自由は、この十数年の統治の失敗を正当化するための

もののようにも見える。 

ここではそれ故、震災復興とともに地方創生にも触れてみる。地域政策のここ
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に来てのおかしな展開は、東日本大震災がそのきっかけのようでもある。東日本

大震災・原発事故からの復興政策および、地方創生の展開に見えるものから具体

的な考察を進めていく。 

 

2 震災復興と地方創生 

 

2.1 東日本大震災の復興過程 

 東日本大震災の震災復興の過程で起きていることについては、筆者はこれまで

何度も論じたので、そこから要約する形で記述する。 

2011 年 3 月 11 日に生じた東日本大震災および福島第一原発事故の復興過程に

ついては、次のような問題を指摘できる 1)。 

まず津波被災地について。復興構想会議での「減災」から、中央防災会議の

L1・L2 の議論を経て、防災優先主義（巨大土木事業による解決＝大規模防潮堤

による防災）へと論理がひっくり返った。震災直後はこれまでの大規模公共事業

型の防災復興事業はなりを潜め、「減災をする、そのためにはまずは人命を優先

する」であり、つまりは「ソフトでしっかり考える」であった。それがいつの間

にか、「まずは人命を優先する、それから減災をする」に論理が変化し、「ハード

で守ってからソフトへ」に転換した。結局は、防災優先主義によって復興が頓挫

し、かえって暮らしや地域の破壊が起きている。最終的には、漁業権を含む地域

の既得権益を資本に譲り渡す（渡さざるをえない）事態に展開しかねない様相を

呈しており、被災地が震災を機に資本の草刈り場へと転換しつつあるように見え

る。 

原発事故被害地域においても、当初の避難重視、被ばく回避の政策から、2011

年 12 月の事故収束宣言を経て、帰還一本槍政策へと転換した。だがほとんどの

人は帰れない。そこでも津波被災地と同様かそれ以上に、科学の都合のよい利用

が行われ、例えば年間 20 ミリシーベルトの取り扱い方についても、その影響は

「わからない」であったものが、いつの間にか「影響がわからないということは

被害はないということだ」という解釈に移行した。背後にあるのは賠償問題とい

われている。もっとも科学は個々には機能しており、とくに専門家は初期被ばく

調査の必要性を提唱しているが、この点では行政執行側のある種のサボタージュ
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が行われているといってよい。もっとも、原発事故では、加害被害関係が存在し、

かつここでは加害者である立場の側が全てを決めていく構図が出来上がっている

ので、津波被災地とは事情は違う。が、それでも復興政策が、本来果たすべき方

向には進まずに、むしろ被災社会の破壊の要因になりつつあることは同じである。 

 本来あるべき復興政策のあり方については、当初から様々に専門家（防災、津

波、都市計画、原子力等）の間からも意見が出ていたが、にもかかわらず、復興

過程が展開しはじめた際（2011 年夏頃）、最初に決めたラインがその後の既定事

実となって押し通された。そのことで、工夫すれば十分にできるはずの被災地復

興が実現不可能になっていく過程が観察されてきた 2)。そしてその誘導には、政

府文書の文言の転倒や、各自治体・省庁の担当者も知らないリークで既成事実化

するという手法も使われ、また自治体に対しては政治の側からの「おどし」も一

部常態化していたようである（山下・金井 2015）。 

 だがこうした事態を、災害時の一過的なものとして見るわけにはいかない。と

いうのも、似たようなことが 2014 年から始まった地方創生にも観察されるから

である。 

 

2.2 地方創生論に見えるもの 

 地方創生についても、ここでは簡単にその概要を示す 3)。 

 地方創生には、そこに至る前までに、日本創成会議による提言が関わっている。

2014 年 5 月に発表された日本創成会議の「ストップ少子化 地方元気戦略」（通

称増田レポート）は、9 月には政府の地方創生本部（まち・ひと・しごと創生本

部）の立ち上げにつながり、12 月にはまち・ひと・しごと創生長期ビジョン／

総合戦略も策定された。2015 年末までに各都道府県、市町村では地方版の人口

ビジョン／戦略の策定を進めているところである。 

 増田レポートから地方創生へという流れは明らかであり、公表時期の打ち合わ

せを官邸としていたことが初期に取材され記事になっている。さらにはメディア

のバラマキ阻止キャンペーンも、その後の体制を大きく決定したといわれている。

なにより日本創成会議のレポート作成には現役官僚が複数関わっているという指

摘がある（片山・小田切 2015）。結果として、増田レポートが示したとおりに地

方創生本部ができ、その内容をふまえて「長期ビジョン」と「総合戦略」が発表
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された。 

この展開がすべて、増田レポートが意図していたとおりのものかは不明である。

ともあれ結果として地方創生は、次のようなものとなった。①「まち・ひと・し

ごと」の好循環を作るといいながら、まずは「しごと」からと偏ったものになり、

地方の経済産業振興政策に転換した。②地域で問題解決といいながら、分権には

ふれず、逆に国から地方への人材派遣が進められている。③手法も、PDCA サイ

クルの採用を強要する上意下達が採用された。そこにさらに④地方移住が加わり、

2016 年からは⑤国の機関の地方への移転も付け加わりつつある。なにより、地

方創生の原理が⑥「選択と集中」（増田レポート）という論理は使われないまで

も、「自治体間競争」（石破地方創生大臣）と「淘汰やむなし」（メディア）にな

っている。 

 

2.3 地域間競争へ 

こうした展開が行き着く先に何が現れるのかを端的に示したものに、岩手県一

関市で展開している ILC 誘致事業がある。 

ILC（国際リニアコライダー：International Linear Collider）とは、地下に全長

30 キロメートルもの直線上の加速器を作って電子および陽電子を衝突させ、ビ

ッグバンを再現しようという国際的な科学実験施設である。日本創成会議が掲げ

るモデル的事業の一つがこのＩＬＣであった 4)。しかしながらその内実を見てい

ると、地域社会の再生どころか、この事業の推進そのものが社会や暮らしの破壊

につながるのではないかという危惧が生じる。とくに問題視されているのが、こ

の施設が将来的に放射性廃棄物の最終処分場に転換されてしまうのではないかと

いう疑念である。さらに長大なトンネルを掘って出てくる残土の運搬過程や廃棄

場所も具体的にどうなるのか明確にされておらず、グローバル都市創成が実現し

たとしても、そこは人が落ち着いて住める場所ではなくなる可能性が高い。 

一部の科学と官、経済界が結託して描いた夢を地域社会に押しつけ、地域の改

革開放を迫り、自らの夢を実現しようと画策する、そんな事態が生まれはじめて

いるといえるが、一関で進めようとしているこの事業が、「復興」を旗印にして

いることが、東日本大震災と地方創生が根のところで結びついていることを暗示

している。そして、2014 年度末には、地方創生事業そのものに福島で進められ
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ているイノベーションコースト構想（福島県浜通り）の内容も入りこんだ。本来、

人口減少地域をどうするかという話であったのにも関わらず、ベンチャーやロボ

ットまで入り込み、他方で、農林水産業やインフラ維持、学校など、地域政策と

して不可欠なメニューや地域課題に直接向き合うための事業は後ろに引いた形と

なっている。 

結果として生じていることをごく簡単にまとめればこういうことになる。地方

を自由の名の元に競争へと追い込み、追い込むことで余計な既得権益には「退出」

していただいて、新たな中央勢力を送り込み、まだ使い切れていない資源を国家

や資本のために有効活用したい（しよう）という方向性が現れはじめている。復

興を名目に、あるいは人口減少を名目に、中央資本が入り込み、開発を行うとと

もに、その地域の暮らしを破壊する構造が共通する。たしかにここには地方版の

新自由主義政策の展開を認めることができる 5)。 

 

2.4 リスク時代の政策形成の課題 

もっとも、こうした競争型の開発を進め、場合によっては既存の住民から新た

な住民へと切り替えることも目論んだ大規模公共事業を各地で展開したとして、

本当に被災地は復興するのか、人口減少は止まるのかといえば、それはかなり怪

しいといわねばならない。 

「成長時代」ならば、こうした政策・統治も成り立つ。ある点に集中すること

によって成長をもたらせば、その成長で弱者が生じても全体としては福祉や社会

保障で支えられる（善悪は別として）。あるいは外政（国外向けの政策）に関し

ても、国家の外は文字通りの競争であり、とりあえずは負けるわけにいかないの

で、集中という作戦もありうる。 

しかしリスク時代 6)の、しかもその内政は、そうはいかない。むしろ力点を分

散して、各部分を調整し、生じうる問題をうまく回避し、やわらかく・しなやか

に受け流していく必要がある。内部の暮らしを守るのが本来の国家の目的であり、

それを潰しては元も子もなく、地域の切り捨てはあり得ない。このことは国民の

士気にも影響し、士気は外政のあり方にもつながっていく。そしてそもそも内政

の失敗（とくに 2000 年代改革）が、止まらない人口減へとつながった可能性が

すてきれない。 
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一点突破の強力な体制ではなく、総合的な調整知の確立とその実践こそが必要

である。複雑なものを複雑なまま、うまく手なずけていく知である。その総合的

な調整知が、日本社会の中で形成されない、あるいはあっても活用されない政策

立案現場の実情に問題がある。それどころか、政策フィードバック回路そのもの

が欠如しており、政策遂行で生じた失敗が正常に反省されない状況も指摘しうる。 

まとめれば、我が国にはリスク時代に合った総合政策形成能力が欠如している

ということになる。しかし国家の力は巨大化しているので、政策形成能力の欠如

は、国家の自己破滅へと導くような破壊につながる可能性もある（今回の原発事

故をそのように捉えることは可能である）。そのような状態で「自由だ」と言わ

れても、この自由は地域問題の解決に必要な政策の力にはならないだろう。国も

含めた総合調整が必要（各地方自治体、そして住民が努力しただけでは問題解決

出来ない）なのにもかかわらず、調整なしに競争だけが求められている。こうし

た「自由」は失政の正当化にしかならない。とはいえ、「自由」を棄てるわけに

もいかない。 

 

2.5 自由の前提としての自治・自立 

この「自由」には何が欠けているのか。自治・自立が欠落しているとここでは

整理したい。それがあれば自由に横につながり合って共同・共闘もできるが、自

治・自立が欠けているので、自由が与えられても、強いものにぶら下がり、依存

し、すがりつくしか方法がなくなっている。どんなふうに、誰に、依存するかの

自由しかない。 

 もちろん、この自治・自立のない自由による統治は、一時的（短期的）には成

り立つ。しかし、自由な競争による結果として、長期的には①一方で逃散・財の

持ち逃げが生じ、②他方で逃げ出せない者たちの自立を欠いた依存を生み、③さ

らに追い込まれた者たちの反逆・しっぺ返しが生じる可能性がある 7)。 

こうした事態が現れてきた背景として、政策と経済、科学／専門家がつながっ

て、日本の国を支えるシステムが複雑化・巨大化してきたことがある。しかし、

その巨大化したシステムをうまく統制し調整する知見は欠如している。社会は生

きており、複雑に、また独自の転回を自生的に遂げるので、単純な解では失敗す

る。こうした社会やシステムを思い通りにコントロールすることはできない。い
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て、日本の国を支えるシステムが複雑化・巨大化してきたことがある。しかし、

その巨大化したシステムをうまく統制し調整する知見は欠如している。社会は生

きており、複雑に、また独自の転回を自生的に遂げるので、単純な解では失敗す

る。こうした社会やシステムを思い通りにコントロールすることはできない。い

 

かに上手に飼い慣らすか、手なずけるかしかない。下手に失敗すると肝心の社会

が死んだり、場合によっては化け物にも変質する 8)。 
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その自由の結果として格差が広がり、順に淘汰を引き起こして、最終的には中産
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孤立し、自立せず、政府に依存するばかりの自由な人民を相手にして、政府はこ

れを抹殺できないので、進める政策が政府の転覆を引き起こす可能性さえふくら

ませる。 

とはいえ「自由」は否定されるべきではない以上、長期的に見れば、新しい自

由のありかた（新自由主義よりも新しい自由）が現れてくる必要がある。上に述

べたことをふまえれば、この新しい自由は「自治・自立のある自由」になるはず

である。逆に言えば、日本の場合、自立や自治の何が問題なのかということでも

ある。 
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3 地域とは何か 

 

3.1 共同体と個 

何の自立で自治なのか。ここでは自立した「個」による自治ではなく、集団・

共同体発の自治・自立を考えたい。自立し、自治ある共同体の中ではじめて個の

自由もある。個の自由は、集団・共同体の自治・自立によって保障される。共同

体が自立し、他（の共同体）に対して自治的であることによって、個の自由・自

立も保たれる。 

日本の場合、その集団・共同体は、「いえ（祭事の場）」と「むら（人々の群

れ）」であり、さらに「くに（國）」がその上にある 9)。ここで行う共同体発の自

由はこの議論を下敷きにする。 

日本文化論によれば、家も村も広く展開しており、本来の企業は家であり、ま

た産業組合も村を基礎に作られた。そもそも幕藩が家であり、省庁もまた新たな

家・村であった。そして都市町内や商店街も家・村をもとに作られた。家と家々

がつくる村々で、日本の社会は構成されている。これらが上下に密接に組み合わ

さることで国家の環節が構成され、国民と国家が一つに結びついているのである。 

このうち自治を考える場合に重要なのは「くに」の概念である。論理的には、

家々の村々があつまって「くに」を作る。そのくにぐにが統一されて国家となっ

ている。 

 

3.2 くにと地域 

こうした、くに（国）の一部が地域である。地方自治体とはそうした地域のも

つ政府である。ところで、「地方」については、「土地が、かたわらにならぶ」で、

ここには深い意味はない・これに対し「地域」の語の意味が重要である。 

「地域」を一語で示す英語はない。例えば地域社会学会も、community and 

region と二つの語を併記する。漢語に特有の標記といってよい。 

地域の語義をたずねると、「地」は、土が蛇のようにうねっていること。そし

て「域」は、戈をもった人々（口）が、境界（一）を守っている、すなわち國の

ことであると解説される。「地域」とは、共同体が領域を自ら守り、支配してい

る状態を指す。またこの土地は、単なる土地ではなく、何かをもたらす生きた大
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地であり、その土地から生命も生まれる。和語の「くに」には定説はないが、

「く」「に」も大地がもたらす生命の育みと関係があるようである（以上、『大漢

語林』および『字統』『字訓』より）。 

 日本の歴史は、小さな国々の何度かの離合集散の過程として考えることができ

る。大きな国ができると、その元となった小さな区域は、元の国の地方＝地域に

なる。以下のような図式を現代には考えることができる。 

 

  国（政府・各省庁）―県―市町村――地区（部落・集落・町内） 

                  ―組合・業界―各企業・事業者 

 

各単位（いえ）が自立し、それらが個々に集団化（むら）していることで、地

域の自立も保たれている。そこには共同祭祀（神・仏）と政治（両者をあわせて、

まつりごと）があり、別にいえば＜まつりごと＞に参加することで、誰でも「私」

として、同じ集団に入ることができる（私と公は一体であり、表と裏の関係にあ

る）。さらにいえば、まつりごとによって集団は集団となり、共同体化する。な

によりこの＜まつりごと＞は、もとは農林水産業＝生業のための共同実践のこと

である。具体的には、水・土地の資源利用であり、そこには内部関係のみならず、

隣村との関係（競争・強奪・協調）もある。共同祭事と耕作は、集団の力によっ

てなされる環境統制力であり、持続可能性の源でもある。こうした状況は昭和３

０年代まではどこにおいてもつづき、農山漁村では今も継続しているといえる。 

 こうした社会構成の起源は有史以前になる。すでに弥生時代には「くに」＝國

が展開し、内乱の中で防衛する集団へと社会は変質をとげていることが考古学の

調査で知られている。少なくともこれを起点とすることはできる。 

この小さな「くに」の離合集散の繰り返しが、明治維新までの日本の歴史（社

会史：中村吉治等）である。公（おおやけ）が形成され、それに対して私（わた

くし）が現れ、私がまたその下の私を引き連れて公となり、分裂・分散する。そ

うして複数の公がそれぞれに力を蓄えて内乱に至り、公同士が対立するが、やが

てそれは整序化されて再び統一へと向かっていく―そういうプロセスがあった。

その内乱の歴史が徳川幕府開府でいったん終止符を打たれた。 

その後、260 年の安定社会があったが、その際の安定化装置として家と村が作
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動していた。長子相続や戸数限定＝分家の規制、「倹約令」などが作動して実現

した。明治維新後も大きくは変わらず、明治中頃にその変化が現れ、市町村もこ

のときに始まった。 

むろん、近世社会は不自由な社会でもあった。またその安定の基礎には鎖国が

あり、鎖国が可能な日本の地勢的位置も関係した。そして幕藩体制は数百の藩と

いう家の並立状態であった。各家が各地域を統治し、各自が独立して自治をしな

がら、しかも全体が徳川家の統制下にある、そういう状態である。明治維新＝藩

政奉還は、この統治権＝征夷大将軍を天皇家にお返しして実現した。この時に、

論理としては、天皇家と国民の二概念しか残らなかったはずである。しかし現実

には、県は藩を、そして地方自治体（村が基本）が村（自然村、江戸時代の村や

惣村）を擬装することで、現実としての統治を実現し、国家社会という有機体を

再起動させることに成功した。さらには会社や協同組合といった新しい「家」も

実現する。そもそも官僚機構自身も各省庁が新たな家であった。これはまた、明

治期から昭和初期までは、新しい集団＝共同体を作る力が国民にあったというこ

とでもある。すなわち、天皇家と国民の間に、実際には、藩・村にかわる、多様

な家・村（集団）が入れ子のように組み込まれた。その中で、個は孤立すること

なく（ただしまた不自由なまま）、国家統治が可能となってきた。これがこの国

の存立原理であり、またこれが戦後の高度成長を生み出した社会統合力にもつな

がった。 

善し悪しはともかく、こうした環節が社会を支え動かすことによって強い国家

が生まれ、成長（人口＝経済）を実現し、外政においても圧倒的な成果を上げた

10)。 

 

3.3 地域の存立構造（生態環境、社会、文化）とその変化 

その際、社会の環節のもっとも基本となっていたのが、農山漁村であった。こ

れなしには日本の社会は成立しえない。生命、経済、社会、政治、文化のどれも

実現するものではない。ここで一次産品が生産され、その余剰が出回ることで市

場経済は生まれる。人口もここからあふれだすことで、二次・三次産業従事者は

提供された。その意味で都市は自立的ではないので、都市の存続は、権力が農山

漁村をいかに上手に統治し手なずけるかにかかっているといえる。 
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 しかし都市と農村が攪拌されて農山漁村が都市化し、システム全体が多様性を

失い画一化すると、農村の自立性も失われていった 11)。 

とはいえ、大きな経済を媒介にすることで分業が発達し、全体の生産力が増し、

他国に対する優位をえるようになると、状況はいったんそこで安定する。それが

1960 年から 90 年までの期間であった。そしてその高度産業化の安定の中で、一

次産業と高次産業の／農村と都市の関係が逆転して意識されるようになっていく。

市場経済の拡大化は全体のリスクを高めるものであるのにも関わらず、それが安

定的に追求されるようになり、自己目的化していく。 

ともあれ、この農村と都市の一体化が、戦後の強い国家の確立を実現した。低

成長からバブル崩壊までの過程は、およそこうしたラインで説明可能である。 

問題はそのあとに生じる。戦後社会の変化の最終段階に入って（それは昭和一

桁生まれがいなくなる 2010 年代に完了する。山下（2015e）参照）、これまでの

社会形成の論理に別のものが入り込み、実際の社会の運用過程に混乱が生じ、そ

れどころか改革というかたちで、農村と都市の関係に対する意図的な破壊までも

が展開した。2000 年代初頭に起きたことはそう意味づけることができる。そし

てさらにそれが震災復興と地方創生で加速して現れつつあると見たい。 

 

4 地域政策と日本の地域の変遷の中で 

 

4.1 日本社会の一体化―一つの「広域システム」へ 12) 

生命維持の仕掛けとしては、国内を統一し、国外から物質とエネルギーを持ち

込むことで、1 億 2000 万人の暮らしが成り立っている。そういう広域システム

が営まれている。この生命維持の広域システムは、国家を通じて一体的に動いて

いる。むろんその内部は分化しており、経済システムとしての一体化、政治シス

テムとしての一体化、文化システムとしての一体化、なにより社会システムとし

ての一体化（広域拡大化する家族）が観察され、いうなればこれらが同時並列に

作動して全体が成り立っている。 

 他方、こうした各システム領域の連動した総体としての一体化とともに、家村

－市町村－県－国の縦方向の分節とその連動という一体化も観察できる。いわば

こうして縦横に分かれ、連動することで、大きなシステムが分化しつつ、一体的
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に動いているわけである。 

これを可能にしたのは技術と科学であり、国家という装置であるが、さらには

その基礎に、各家々や村という装置もあった。全体の作動には、これらの装置全

てが関わっているのである。 

 しかしここで何が起きるかというと、J.ハーバーマスの有名なテーゼを利用す

れば、人と人が目の前の相互行為で営んでいる生活世界と、それを超えた直接コ

ントロール不可能なシステムのうち、システムによる生活世界の植民地化が進ん

だということになる。むろんシステムのような作動は、縄文時代の黒曜石利用に

さえ見られるものでもあるが、現代ではあまりにシステム合理化が進み、国家を

統合しすぎ、地域から資源を中央に集中化しすぎたので、システムが各地域を支

えるどころか、逆に各地域のうちに再生維持が難しい事態が現れてきたというこ

とになる。とくに 2010 年代に入ってからは、災害が起きると復興できず、それ

以前に常態の社会さえ人口再生産能力が欠落してしまった。そしてこの、社会や

人口再生産能力の欠損は、文化や社会統合資源の再生能力にもつながっており、

さらには政治統合の再生産力も失いつつある可能性がある。 

 

4.2 では、なにをどう工夫するか？―①地方自治体の見直し 

では何をどう工夫していくべきか。あまりに国家を一体化しすぎて、「地域の

殻が破られる」事態を未然に防ぐ必要がある。地域を制御する「自治体」とは何

かが問題である。制度的には、今の自治体は国家の出先でしかない。本当の「自

治体」にするために、成員の規定、環境適応装置の自立化、政治的自立性の担保、

そしてなにより文化的自立性が保たれるように正していく必要がある。 

都道府県・市区町村の自治・自立の相対的な確保、そのための制度の確立が急

がれるというべきだろう。地方自治法や自治体の成員を規定する制度の見直しを

まずは進める必要がある。そこには、選挙の見直し＝政治参加の制度の見直しも

含まれ、住民票の多重登録化の議論などといったものを通じた「地方自治体とは

何か」「地域とは何か」の見直しにも取り組む必要がある。むろん自治体も地域

ももはや、国家と切り離されては存立できない。しかしそれをしなければならな

いということであり、そして実は過疎地域の方が立て直す力があり、首都圏の方

が難しいという見通しもある。 
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 自治体再建を通じて「地域の殻」が破れ、「国家の殻が破られる」事態を防ぐ。

そして敗戦とは「国家の殻が破られる」ような事態であり、すでに日本社会は一

度敗戦を経験しているため、実はいまその傷が再発し、中身が漏れ、出血してい

る状態にあるかもしれない。 

 こうした社会有機体的なアナロジーにもし意味があるのだとしたら、「新しい

鎖国」（開国しながらの鎖国という、新しい道）ということも考える必要がある

かもしれない。それは国のそれのみならず、地域の鎖国、すなわち国家の進める

グローバルな地域解放に対する、地域閉鎖の自由をいかに認めていくかという議

論にもつながる。廃藩置県からの廃県置藩も一つの考え方ではある。むろん以前

のような藩の再建はできないから、具体的には新しい共同体＝小国家としての藩、

つまりは自治体の再設計を考えるということになる。 

ただしその際、注意すべきは以下の点である。すでに成員が飛行機・新幹線・

高速道路を用いて、広域で多数の自治体に複雑に出入りしているので、流動性・

モビリティをも反映した成員構成にする必要がある（住民票の見直し、選挙権の

範囲の見直しはそのために必要である）13)。ここで必要な自由とはだから、地域

主義的自由であって、地域エゴではない、地域共同体と国家共同体を同時に実現

するような自由である。そのための共同体のメンバーシップの確保をどう設計す

るかが重要である。逆に言えば今の首都圏共同体がもたらす自由は、欲望や利己

主義的な自由であり、最後は、力のある者が海外に逃げて終わる可能性が高いと

いうことでもある。 

共同体を選ぶ自由は、共同体への義務と結合して始めて可能である。しかし現

在の義務は納税のみであって、共同体への責任は弱い。むしろ日本社会は相互無

責任社会であるともいえる。そこを再検討の俎上にのせるということである。 

 

4.3 ②分化したシステムに横串を刺す 

さらにもう一つ、システム分化はもはや避けられない事実だとして、そのシス

テムの間に連結する道をつけるいくつかの工夫を行うことも試す価値はある。省

庁間で分裂しているものを、横串を刺して政府＝国家として一体的な統一を図る

工夫を施すことである。ただしここでいっているのは、国家に、全体を動かす中

央集権機構をつけるという意味ではない。むしろ分裂した各省庁の思惑が各地域
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を分断し、国家そのものをあらぬ方向へと引っ張るので、それを止めるシステム

制御装置を取り付けるという意味である。 

科学についても同様に付言したい。2000 年までの、経済・科学・産業・国家

による巨大システムの形成は、巨大行政体、メガ技術、システム科学によるもの

である。なかでも、工学と経済学が関わり、近年は基礎自然科学である遺伝学、

物理学、生命科学も仲間にはいった。こうしたものの関与領域のさらなる拡大化

が、震災復興や地方創生で見られはじめている。これに対して、生態学、人文学、

計画学が、生活世界科学として対置され、システム科学の活動を別の力学で阻止

する仕組み―地の連携の仕組み―が、こうした制御を実現するには必要である

14)。 

 

4.4 近代国家をどうコントロールするか 

こうして、①コントロールできる地域単位の取り戻しによって、国家統治を確

実なものにする必要とともに、②分裂しているサブシステムに横串を刺して、国

家としての統一的作動を図ることが論理的には考えられる。 

①②で意図しているのは次のことである。私たちの現代日本社会は、システム

が大きくなり、社会の要素が画一化している分、全体の力は強いが、いったん転

んだときのリスクも大きいものとなっている。おそらく次回飢えるときは、戦後

のそれを遙かに上回る可能性がある。とすれば、こうした変化のもとでも、各単

位（いえ・むらや中小企業や地方自治体）が自立・自治できるようにしておくこ

とである。広域システムに組み込まれながらも、中心に依存する（すがる）必要

なく、自らの存続を保障しておくことである。これは、政府において、国土強靱

化を減災＝コミュニティでという方針にも沿う議論でもある。 

成長の時代から 1990 年代まではそれは実現されていた（地方交付税交付金、

減反政策という所得補償、公共事業による分配なども含めてシステム化されてい

た）。しかし、2000 年代に行財政改革がはじまり、さらに市町村合併を進めたこ

とで何かが変質し、2010 年代半ばに入って、「周辺というお荷物を抱えていては、

国家が成り立たない」になってしまった。「全ての町は救えない」「維持するだけ

のコストを考えろ」「でないと国家が潰れる」という世論・空気さえ生まれてい

る。これをついに日本創成会議が口にし、それを現政権が利用し始めている。そ
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の背後に、東日本大震災・原発事故という恐怖体験もあった。このことが国民の

国家への過剰依存をさらに強めることにもつながり、中央集権化が進む。その集

権化を止めることが、これから生じる国家のリスクを軽減するために必要なこと

だということになる。 

こうした、「広域システム」論と、その課題整理を下敷きに考えれば、最終的

には次のことが必要だという議論に辿り着く。 

 

4.5 ③上と下との共同の問題解決事業という提案 15) 

地域問題は、人口減少にしても、過疎にしても、高齢化にしても、環境にして

も、防災にしても、復興にしても、いずれも各地域の下からの問題提起と実践に、

上から（市町村、県、国、そして大企業など）の協力と実践（支援ではなく、自

らの問題として自ら取り組むこと）がかみあってはじめて解決される。ただ地方

が競争して頑張っただけでは何も解決しない。なかでも地方創生が問題化した東

京一極集中は、地方が引き起こした問題ではなく、国家と首都東京が引き起こし

たものである。上と下との共同の問題解決過程が起動する必要がある。 

下からの積み上げについては、例えば、集落点検（徳野貞雄他 2014）という

やり方が提唱され、すでに多くの成果を上げている。しかしそれが本当に効果を

あげ、問題解決に至るかには、制度の変更、公共事業のあり方、各省庁の仕事の

仕方が変わること、各省庁間のコミュニケーションを妨げている垣根を越える等

の必要がある。そして垣根を越える必要があるのは、各省庁が各地域で引き起こ

している問題が、もはや看過できないどころか、地域の自立の条件を奪うような

事態を次々と引き起こしているからでもある。 

 ある地域の課題を、Ⅰ地域住民と、Ⅱ地方自治体がしっかり議論しつつ、そこ

で出てきた論点について、Ⅲ各専門家やⅣ各省庁が各領域・省庁内での事情を真

摯に話し合って、問題解決の見通しが出るところまで、徹底的に話し合う機会を

作る必要がある。震災・原発事故でもこうした話し合いはできていない。しかし

「話いあい」をしてみれば、討議理性の威力に皆が気づくはずである。いまや官

僚機構にも地域住民にも、ワークショップなど様々な討議技術のノウハウは浸透

している。実際に話し合いをはじめれば合意へと至る壁は、以前に比べてかなり

低くなっていると考えられる。むしろ障害は政治のリーダーシップの方にある。
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官僚制はあくまでマシーンなので、それをどう動かせるかは国会・政府の仕事で

ある。そして政治的決定の基底には国民世論や感情がある。国民がいかなる政治

を選び、また政治がいかに国民を説得して、問題解決に必要な道すじへと導ける

のかかが試されているというべきである。 

 

4.6 自由とナショナリズムの問題 

最後にこうした状態の中での「自由」について、今一度考えてみたい。自由と

ナショナリズムは背反するのではなく、相互に規定しあっている。問題はむしろ

次のように立てるべきである。国民社会にとって必要な自由は、どういうネーシ

ョン（本質）に基づく自由なのか。あるいはどういうネーションに志向した自由

が国家を安定的なものにするのか。 

現行では、国民世論や政治を主導しているネーションは大国経済のようである。

これに対し、地域再生に必要なネーションは、ふるさとの取り戻しになると思わ

れる。そもそもナショナリズムとは自明のものではなく、何を根拠に集団化する

のか、誰に・何に対して集団化し、何を目的として自由を獲得するのか、あるい

はどういう方向へ、どういう枠組みを守るために権力を行使するのか、そうした

ことを問い糾していくこと―「ナショナルなもの」を追求すること―である。

ネーション（本質は何か）が曖昧なまま、雰囲気としてのナショナリズム（本質

主義）で、国家のあり方に関する大事なことが決められている。このことを正さ

ねばならない。 

ただ自由を信じているというやり方でも、あるいはまた逆に国家に忠実たれと

いうやり方でも、この事態は切り抜けられない。国家の本質は、国家のコントロ

ールを確実にするためのものでなければならない。東日本大震災や地方創生にお

ける混乱や失敗が示しているのは、そうした工夫や変革がいまこそ必要だという

ことである。 

 

注 

1）山下祐介（2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2015b, 2015c）を参照。 
2）とくにこの点については、日本学術会議社会学委員会・東日本大震災の被害構

造と日本社会の再建道を探る分科会「東日本大震災からの 復興政策改善につい
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れる。そもそもナショナリズムとは自明のものではなく、何を根拠に集団化する

のか、誰に・何に対して集団化し、何を目的として自由を獲得するのか、あるい

はどういう方向へ、どういう枠組みを守るために権力を行使するのか、そうした

ことを問い糾していくこと―「ナショナルなもの」を追求すること―である。

ネーション（本質は何か）が曖昧なまま、雰囲気としてのナショナリズム（本質

主義）で、国家のあり方に関する大事なことが決められている。このことを正さ

ねばならない。 

ただ自由を信じているというやり方でも、あるいはまた逆に国家に忠実たれと

いうやり方でも、この事態は切り抜けられない。国家の本質は、国家のコントロ

ールを確実にするためのものでなければならない。東日本大震災や地方創生にお

ける混乱や失敗が示しているのは、そうした工夫や変革がいまこそ必要だという

ことである。 

 

注 

1）山下祐介（2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2015b, 2015c）を参照。 
2）とくにこの点については、日本学術会議社会学委員会・東日本大震災の被害構

造と日本社会の再建道を探る分科会「東日本大震災からの 復興政策改善につい

 

て提言」（2014 年 9 月）を参照。山下祐介（2015b）にその解説を行った。 
3）山下祐介（2014c, 2015a, 2015d, 2015e）を参照。 
4）山下祐介（2014c）参照。 
5）むろん、「新自由主義」とは何かという問題は残る。 
6）リスク社会については、Beck（1986）を参照。 
7）③は、いわば「窮鼠猫をかむ」ような状況である。ここでは、迷惑施設の積極

導入を進める地域が出てくるような事態を念頭に置いている。山下・市村・佐

藤（2013）を参照。 
8）山下（2014d）参照。 
9）家・むら・くにの構成について徹底した分析を重ねていたのが鈴木栄太郎であ

る。大谷他（2015）も参照。また有賀喜左衛門の議論も参照。 
10）太平洋戦争については、戦前体制と戦後体制の強い連続性を指摘するに関わる

議論があることのみ確認し、ここではその評価を避けておく。 
11）このことは江戸時代後期には始まっていたから、必ずしも明治維新とその前と

の間に断絶を求めるわけにはいかない。例えば飢渇も幕藩経済の中で始まってい

たことを想起したい。 
12）広域システムについては、山下（2013）を参照。 
13）付け加えれば、「住所は一つ」をルールにした制度がこのまま運用されれば、

居住地や人口の大多数がいる東京と地方の対立が明確化して、このこと自体が政

治闘争につながり、取り返しがつかなくなる可能性がある。首都圏在住者が、首

都圏にいることで得られている権益を地方に譲るまいという、地域間抗争が起き

るかもしれない。これは感情的で差別的なものへと展開する可能性がある。首都

圏という共同体が、他との間に殻を作り、国家のためではない利己的な自由を主

張し始めるという構図である。 
14）この点については註 2 の提言も参照。 
15）山下（2014c）第 6 章参照。 
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