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１．はじめに 

 東日本大震災発生から、はや 3 年を経過した。2011

年 3 月 11 日、岩手、宮城、福島をはじめ関東一帯を

襲った M・9 の地震とそれに続く津波は、広い範囲に

亘って各自治体に暮らす人々の生活を壊し、合わせて

福島第一原子力発電所で取り返しのつかない事故を

起こした。 

 福島では県内外に避難している被災者が、16 万人

に及ぶといわれるが、太平洋に面するリアス式海岸の

沿岸各地では、津波で大量の住宅を失った上に、広い

範囲で地盤沈下が進んで土地自体が大きな損害を被

った。被害の大きい市町村ほど、今もなお人口減少が

目立つ。高齢者や障害者に津波による被害者が目立っ

たのも、今回の災害の特徴であろう。 

 その様な状況の中で、高齢者や障害者に配慮した仕

様など、入居者のニーズ応じた「福祉仮設住宅」が

2011 年の半ばから、岩手・宮城・福島それぞれに一

定数整備された。 

 そして 2011 年 12 月には、被災市町村のほぼ全て

で、復興交付金事業の申請にむけて復興計画が策定さ

れ、2012 年 4 月から、各自治体では、復興計画に基

づいて、それぞれの地域の復興まちづくりに取り掛か

っている。しかし、それに伴って大きな課題が浮上し

てきた。 

 一つは人材不足である。平成の合併による人員削減

にくわえて今回の災害で多くの自治体職員が犠牲に

なった。いま一つは被災地の土地事情の複雑さである。

復興事業のかなりの部分を占める土地区画整理事業、

防災集団移転事業、災害公営住宅の建設を実施するに

は、どれも用地の確保と地権者の同意が必要だが、所

有者やその近親者が震災で死亡したために、相続権者

が多くなり、「一つの土地に数十人の地権者がいる」

状況が出態した。復興に向かう手順は停滞し、今なお

被災地外への住民の転出が続いている。岩手県では大

震災直後から、用地取得手続きの特例措置を国に求め

てきたが、未だに進展していないのが実情の様で、地

盤沈下地域は、せいぜい回りを標識で囲って、かさ上

げの土を積み上げているだけの状態である。 
 
 本稿では、今回の大震災による津波・地盤沈下など

によって、甚大な被害を蒙った自治体の一つである、

岩手県大槌町での福祉仮設住宅の実態に触れるとと

もに、まちづくりへの NPO の立ち上げによる住民グ

ループの動きや、高校生を含めた若い世代の活動など

にも触れてみたい。 

 

２．岩手県大槌町をたずねる 

 花巻空港駅から２時間余、各駅停車にゆられ釜石に

到着した。釜石駅まで出迎えて下さった友人の M さ

んの車で、大槌町に向かった。釜石線沿線の長閑（の

どか）な風景とは異なり、車で 20 分ほどの大槌町ま

では、道路の左側は車体に擦れるのではないかと思う

ほど山肌が迫っていた。右側は所々に道路の標識が立

っているくらいで、ほとんど何も目に入らなかった。

やがて車は大きな駐車場に入った。駐車場の左手は昨

年８月にようやく完成した大槌町役場の仮庁舎だっ

た。ここは、津波で被災し、一階部分の体育館がすっ

かり使えなくなってしまった小学校の校舎を改造し

たものである。 

 入り口には創立 120 周年の記念碑と、二宮金次郎

の銅像が窮屈そうに建っていた。廊下で、翌日を案内

してくださる T さんと出会った。丁度、会議が終わ
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ったところとのことで、急いで部屋に戻って、用意し

てくださった街歩きのための資料を手渡してくださ

った。予想もしないことで、恐縮のほか言いようがな

く、お辞儀をするのが精一杯だった。 

 エレベーターで庁舎の 4 階に上がったが、廊下の

すりガラス越しには外の景色は何も見えない。M さ

んの提案で、仮庁舎裏の体育館が立っている小高い場

所まで上がってみることになった。体育館の近くの道

路わきで車を降りて、眺望の開ける崖の近くまで歩い

てゆくと、正面が大槌湾、右手に小鎚川の水門が見え

た。左が大槌川の河口とのこと。眼下に広がるのは震

災前には大槌町の約八割の住民の生活の場であった。 

 写真１は、当日、丁度、私たちが立った位置から

M さんが撮影したものである。 

 上から眺める限りでは、水溜りばかりが目に付く。

小鎚川の水門の手前に、電車のホームらしいものが見

えるがよく分からない。縦方向や、横方向に幾筋も道

路らしいものが見えているが、住宅は全く見当たらな

い。私は、ただ呆然と眺めるばかりでであった。 

 写真２は、ほぼ同じ地域を少し高い位置から震災前

の 2007 年５月に撮影したものである。撮影状況が異

なるので単純な比較はできないが、被災前の大槌町の、

大槌湾に面した河口周辺の住宅の密集状態がよくわ

かるので、貴重な資料として掲載させていただいた１）。 

 目前の荒廃した状景に立ちすくんでしまい、なかな

か動こうとしない私に、M さんは「ここからは、流

されてしまった町の半分も見えないのヨ。」と、ぽつ

んと言った。 

 やがて私たちは平地へと降りて、大槌北小学校跡の

広場を囲むように立っている 20 軒近くの仮設店舗の

駐車場に車を止めて、名物の鮭の形のお菓子とおいし

いコーヒーをご馳走になった。そして写真屋と印刷屋

も兼ねている小さな本屋さんでも休ませてもらい、も

う一度車に乗せていただいて、大槌町で唯一開業して

いる何代も続いた由緒ある旅館まで送って頂き、旅装

を解いたのであった。 

大槌では、歩いている人を見かけることはほとんど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかった。折角の山の幸、海の幸など心のこもった夕

食を頂いた。後も、興奮してなかなか眠れず、町役場

の廊下で手渡された資料などを読み直す。 

 2014 年３月１日現在、東日本大震災で亡くなった

のは、行方不明者、震災関連死を含めて大槌町内で

1,284 人。この中には町長をはじめ多くの管理職を含

む 40 人近くの役場職員が含まれているとのこと。他

方、住宅被害も全壊、大規模半壊を含めて 3,956 世帯、

9,802 人。半壊、一部損壊を含めると被害を受けたの

は 10,657 人に達する。大槌町人口の３分の２を超え

る人々が、住まいに何らかの損傷を被ったことになる。 

 三陸沿岸は「津波常襲地帯」と呼ばれ、わが国が近

代社会を形成してからも、1896 年の明治三陸津波、

写真１ 大槌湾に面した高台より町の中心部を望む 
（2014 年 4 月 元持幸子氏撮影） 

写真２ 震災前の大槌町中心部  

（2007 年 5 月 植田俊郎氏撮影） 
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1938 年の昭和三陸津波、そして 1960 年にはチリ地

震津波におそわれた。 

 大槌町においても、住民は度重なる津波被害を、手

を携えて乗り越えてきた。しかし他方、高度経済成長

期には、大槌町でも、町が小鎚川沿いの果樹園や原野

を宅地造成して製鉄会社の社員を対象に分譲したり、

遡っては昭和三陸津波の跡に遠浅の海岸を宅地造成

して、市街地を海側に広げた時期もあった２）。 

生活が便利になるにつれ、町の中心部に住まいを定

める住民が増え、その上、鳴らし続けられたはずの津

波への警鐘を無視するかのごとくに襲いかかった大

津波である。町の８割を超える住民が住宅や土地を失

い、工場や店舗などの働く場所や町役場の庁舎、駅舎、

小中学校、病院などほとんどの公共施設が流失した。 

  大槌町は、行政区画上は総面積 200 ㎢の東西に細

長い町域を有するものの、内陸部は山林に覆われるた

めに、まとまった宅地を確保するのは困難である。コ

ミュニティが一挙に壊された衝撃を受け止め、復興へ

の道筋を歩みだすのには、並々ならぬ努力が必要なこ

とを改めて考えさせられた。 

 

３．大槌町における福祉仮設住宅の現況 

 ところで応急仮設住宅は、震災後、比較的早い時期

に町内 48 か所に建設され、本年３月１日現在、1,877

世帯・4､132 人が入居している。 

 大槌町の応急仮設住宅の分布は、図 1に示したよう

に大部分が小鎚川沿いと大槌川沿いに建設されてい

る。しかしトンネルを抜けた先の船越湾沿いの吉里吉

里漁港側にも、そしてそこから大槌湾側に戻っての、

赤浜漁港や安渡小学校の近辺にも建設された。大槌町

においては、応急仮設住宅建設用地の確保が、並大抵

の事ではなかったことがよく分かる。 

 

サポートセンター・グループホーム 

グループホーム（サポート拠点） 

グループホーム（サポート拠点）

サポートセンター 

（和野っこハウス） 

大

槌

鎚

川

川

小 

大槌湾

船越湾

図 1 大槌町応急仮設住宅マップ（大槌町復興レポート H26.2.1 に掲載された応急仮設住宅マップに筆者が加筆） 



特集 災害復興における医療・福祉の展開 

 

復興 (10 号) Vol.6 No.1  2014.6.  49 

 

 さて本稿の主題である「福祉仮設住宅」については、

2011 年４月 15 日付けの岩手、宮城、福島、栃木、千

葉、長野の各県災害救助担当主管部長当てに出された

厚生労働省社会・援護局総務部課長からの「東日本大

震災に係る応急仮設住宅について」の通達の「４．住

宅の仕様 (2) 福祉仮設住宅」に記されている。 

 堅苦しい表現だが、それは「段差解消のためのスロ

ープや生活援助員室を設置するなど老人居宅事業等

の利用者が居住しやすい構造及び設備を有し、高齢者

等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数の

者を収容する施設（福祉仮設住宅）を、応急仮設住宅

として設置できる」こと。 

 そして「福祉仮設住宅は、被災の規模及び程度、被

災者のうち高齢者、障害者等の数並びに施設入居者等

の状況を勘案し、必要な設置戸数を定め、高齢者、障

害者等の利用しやすい設備及び構造に配慮して設置

すること」と規定されている。 

 これを読んで筆者は、20 年前、1995 年の阪神・淡

路大震災では、避難生活の長期化にともない、病気が

悪化して亡くなる高齢者・障害者も出る中で、特別養

護老人ホームを運営する施設長有志が集まり、兵庫県

や被災地の各市に、ケア付きサービスの付いた仮設住

宅の設置を求める緊急の要望を提出したことを思い

出した。そして同じ頃、震災前から北欧の高齢者住宅

の視察等を行っていた当時の宮城県知事から、被災地

にグループホーム型の仮設住宅を送りたい旨の申し

出があった。芦屋市がこれを受け、1995 年 4 月 1 日

に、同市呉川町と高浜町において、「ケア付き仮設住

宅」4 棟、56 戸がはじめて建設された。そしてこれ

を契機に兵庫県が、県内のいくつかの市でのケア付き

仮設住宅設置に踏み切ったのであった３）。 

 このように、福祉仮設住宅は、どちらかというと被

災者側、特に災害弱者の必要に迫られて開設されると

いう側面がある。 

 同様なことは「サポートセンター」についても当て

はまる。 

阪神・淡路が都市型の大震災であったのに対して、

2004 年の新潟県中越地震は、農村型あるいは中山地

型の災害といわれるが、住宅被害が 47 市町村（その

後の合併で現 16 市町村）におよんだ上に、山間部で

は道路の崩壊で 61 集落 1,938 世帯が孤立状態になっ

た。その中で、福祉仮設住宅としての施設というより

も、「応急仮設住宅を同一敷地内または近接する地域

内に、おおむね 50 戸以上設置した場合は、居住者の

集会などのための施設」としてサポートセンターが建

設されたのであった。 

 新潟県中越地震においてサポートセンターは、居住

者の集会、あるいは施設の中に保健福祉サービスを提

供する場となるなど、様々な形でコミュニティを維持

し、復興への道筋を支えたのであった。サポートセン

ターが果たした役割は大きかった。 

図 1 は今回訪問した大槌町の応急仮設住宅の分布

を地図上に示したものである。仮設住宅は○、福祉仮

設住宅は●である。画面が小さいので見にくいが、大

槌町でのサポートセンターやグループホームが建設

された場所をまず確認しておこう。 

いずれも仮設住宅が比較的まとまっている所を目

安に捜すとわかりやすい。まず大槌川の上流、地図の

画面左上にサポートセンター（和野っこハウス）とグ

ループホームの表示がある。ここのグループホームは

2 棟である。そして図中やや下方、小鎚川の上流の仮

設住宅や仮設店舗に挟まれて、グループホームが 1

か所、小鎚川を少し下ってサポートセンターが 1 か

所、さらに船越湾側にグループホームが 1 か所とい

う具合である。合計すると、サポートセンターが 2

か所と、グループホーム型福祉仮設住宅が 4 か所と

なる。そして、グループホーム型仮設住宅はいずれも

サポート拠点を兼ねているとのこと。地理的に制限の

ある中での工夫とみてよいであろう。 

 さて今回、筆者が訪問した福祉仮設住宅は、時間が

限られていたこともあり、上記の大槌川上流に位置し

ているサポートセンター「和野っこハウス」とその近

くにあるグループホーム「あじさい館２号棟」の２か

所である。 
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 はじめに、サポートセンター「和野っこハウス」を

お訪ねした。訪問したのが第１土曜の午前中だったた

めか行事の予定もなく、センターに入ってすぐの部屋

の、中央に据えられた大きな机に案内されて、スーパ

ーバイザーの K さんから、ゆっくりと全体的なお話

を伺うことができた。施設の大きさは 300 ㎡ほど。

運営主体は大槌町社会福祉協議会で、スタッフはスー

パーバイザーのほかに、介護福祉士１名、看護師１名、

ヘルパー３名の合わせて６名。事業はサロンの運営が

中心とのこと。毎月発行される「和野っこハウスだよ

り」によると、毎週３回、月、水、金の午前中に、こ

の部屋で催される「お茶っこサロン」を軸にマジック

ショー、民謡交流会、手芸、おやつ作り、時には近く

のお寺さんによる法話などと内容は実に多彩である。 

 このサポートセンターの入り口では、住民の手づく

りの色とりどりな工芸品を販売しているが、そのきっ

かけの一つは仮設住宅の入居者の一人が、支援物資と

して彫刻刀をもらったことにあるという。もともと、

趣味でお祭りの神楽で使う「かしら」や木彫りの置物

作りを楽しんでいた人だったのだが、津波で作品も道

具もすべて流されてしまった。それが、仮設住宅での

生活が始まり、スタッフや妻そして仲間の知恵や励ま

しに力づけられ、仮設住宅の周辺にある木材と彫刻刀

が結びついたのだという。その人は、新しい電動のこ

ぎりを買い、生活の張りにもつながったとのことであ

った４）。 

 とくに仮設住宅開所の初期段階では、入居者は必ず

しも震災前の居住地区を考慮して決められたわけで

はないので、サポートセンターで開催される送迎付き

サロンへの参加は、友人に出会う機会にもなり好評だ

ったとのことであった。 

しかし、和野っこハウスのスタッフによると、最近

では、復興が進まないことへの不安や、生活の見通し

の立たないことへの苛立ちからか、参加者のお喋りの

中からは、「ここだと家賃はかからないし、勝手も分

っているから、仮設が痛んで住みづらくなっても、公

営住宅ができても、移らない方がいいのではないだろ

うか」という呟きも、聞こえてくるとのこと。仮設住

宅であれ福祉仮設住宅であれ、供与期間が長くなれば、

本格的な生活再建の実現に向けて、何らかの準備も必

要になる。 

阪神･淡路大震災からの復興に際して、最も重要な

課題の一つが、住まいと仕事の確保だった。生活再建

のための公的支援を求める被災者の願いは、難航をき

わめた。しかしながら 1998 年 5 月の国会で「被災者

生活再建支援法｣が成立、2004 年と 2007 年の２度の

改正で住宅再建のための補助額が 300 万円となり、

支給年齢や年収要件の撤廃などと共に改善された。地

方自治体ごとの独自施策として、状況によって一定金

額を被災者に支給することも有るので、支援の内容は、

それぞれの自治体で正確な情報を得ることが重要で

ある５）。 

住宅も土地も過酷な被害を被った大槌町だけに、住

民の呟きは、コミュニティの再建にむけて見通しを話

し合う場が求められているというシグナルとして捉

えるべきではなかろうかと考えさせられた。 

 

ついで訪問したのは、大槌第５仮設と隣り合った運

営主体も同じグループホーム「あじさい館 2 号棟」

である。このグループホームは高齢者･障害者を対象

としており定員は 10 人である。目下定員には達して

いないが、入居者は全員女性高齢者であり、小さいな

がらも落ち着いた雰囲気であった。スタッフは日中が

男女1名ずつ、夜間も1名が常駐する24時間体制で、

見守り、安否確認体制を整えるのが中心とのこと。し

かし男性のスタッフは始めて仕事なので分らないこ

とが多く、経験者のアドバイスがほしいとのことであ

った。 

訪問が、丁度、昼食の準備と重なり、台所は炊事当

番と食事待ちの入居者で満員であった。たまたま壁に

かかっていた「祭りのカレンダー」に、入居者は食事

そっちのけで熱中した。毎月どの写真にも、大人も子

どもも最高の笑顔で写っていた。大槌の人々の「祭り

大好き」を改めて再認識させられた。 
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しかし面談の際に、経験者のアドバイスを求めてい

た男性スタッフの姿は見えなかった。少し気にかかっ

たが、そのままグループホームを辞去した。 

筆者の大槌町滞在は、この日の午後Ｔさんのご好意

による船越湾沿いの吉里吉里漁港周辺から、安渡、赤

浜漁港を経て、被災した旧大槌町庁舎や、大槌川河口

に橋桁だけが残っている山田線の残骸、そして旧「鱒

の孵化場」近くに建設された町営公営住宅周辺の探訪

などを合わせて、わずか 1 日半であった。町は、少

しずつ変わり始めているような印象も受けた。しかし

町中で、人と出会うことは殆どなかった。 

ところで筆者は今回、大槌町を訪問するに当たって、

「福祉仮設住宅」とは、阪神・淡路大震災以来、社会

情勢の変化とともに、高齢者･ 障害者・子どもなどケ

アを必要とする人々への対応が一層手薄になってい

る現状から、高齢化率の進行が早い東日本大震災被災

地での、いわば臨時的な措置であると捉えていた。 

しかし臨時的な措置というには、現地の被災実態が

深刻であるにもかかわらず、人的な配置が不十分な上

に、医療体制への配慮もかけている様に思った。 

しかも阪神･淡路大震災で顕在化した、孤独死や閉

じこもりの解決を願って、建築やまちづくりの専門家

が、長年の研究を基礎に釜石市に建設した「コミュニ

ティケア型仮設住宅」は、財政基盤の違いを考えると、

大槌町の福祉仮設住宅との比較は現状では難しい。 

その様な悩みの中で筆者が手ごたえを得たのが、

2013 年 7 月に名古屋で開催された日本福祉大学大学

院公開ゼミナールで紹介された「あがらいん」のケー

スであった。「あがらいん」事業は、CLC が、石巻市

から運営を受託し、石巻市内の開成仮設住宅内で運営

している、1 棟 9 室のグループホーム型制度外仮設住

宅である。 

制度外福祉仮設住宅とは、介護保険制度や障害者自

立支援法の制度の対象者ではないが、援護や支援の必

要な被災者を対象に、居住と生活の支援を行っている

仮設住宅で大槌町でも同じである。しかし「あがらい

ん｣では事業の柱を、仮設住宅限定の個別支援と対象

を限定しない地域支援の２つに分け、その重なりの部

分で「地域との共同」事業を目指しているのであった。 

日本福祉大学の CLC との共同研究者は、この「地

域との共同｣事業の展開に注目して、福祉仮設住宅が

抱えている問題の解決を探っている６）。 

福祉仮設住宅が抱える問題の展開の有り様が問わ

れるところであろう。 

 

４．大槌町の地元の人々や高校生のとりくみ  

（１）特定非営利活動法人 つどい  

 東日本大震災の直後 2011 年 4 月 11 日、東日本大

震災の教訓を風化させないようにと、大槌町の住民の

間で、｢11 のつどい｣という小さなグループが誕生し

た。そして毎月 11 日に集まりをもつことを決めた。 

そして集まりを重ね、翌年の 3 月 9 日には、「暮らし

の智恵、暮らしの豊かさ」など、お互いに話し合った

ことを振り返って、まとめの作業に取りかかった。 

｢明治～昭和初期頃の地域のつながり｣、｢海と山･里の

つながり｣、｢湧水の漁業や仕事、そして暮らしとの関

わり｣、｢祭のこと｣、｢地域の食や、食材｣、｢津波から

学ぶこと｣、｢伝統行事と家族行事の大切さ」等々、そ

してそれらの課題を伝え、「風化させない」ために、

「何をしたらいいのか」など、議論を重ねた。年配層

が多かったが、若者もいた。 

 そして「11 のつどい」は、「特定非営利活動法人 つ

どい」として登録し、2014 年 3 月 30 日に、冊子『い

どばた』を発刊した。 

また、｢11 のつどい｣に集まった人々にとっては、

もう一つ大事な仕事があった。それは東京文化発信プ

ロジェクト室と合同で、「ひょつこりひょうたん塾」

を開催することである。これには、町内の各仮設店舗

のみなさんも力を入れている。 

「11 のつどい」の、次の時代の生活像づくりを目

指す歩みには、人々の心を揺さぶり、共に進みたくな

る魅力が秘められているように思う。 

（２）大槌高校コミュニティ戦略 

さて、いま一つは、大槌高校生によるまちづくりへ
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の共同参加の試みである。大震災被災以後、復興研究

会の立ち上げや、様々の形で町の復興に向かって生徒

たちが活動していたことを受けて、大槌高校が 2013

年 5 月から、2 年生の総合学習で｢まちづくり｣の授業

に取り組んだのであった。『大槌高校コミュニティ戦

略』は、その概略を示したものである。  

 「みんなが楽しめる、まちの強みを活かした、戻っ

てきたくなる、おおつちを みんなで創る」を全体目

標にして、将来の望ましい町の姿･生活像を描き、ど

うすればそれを実現できるか－分野ごとに考えを検

討して提案するのであるから、かなりきつい作業であ

る。 

詳細を記すこと出来ないが、2013 年 5 月 8 日の第

１回目の集まりは、 各クラスの班ごとに、復興につ

いて思うこと、考えていることを自由に発表し、まと

めることから始まった。 

 以後、8 つのテーマ別の検討会を作った。高校生な

らではの問題提起や高齢者への心配りが目に付く。夏

休みの他市での事例調査、文化祭等での発表、役場職

員や町民との意見交換などを経て、11 月 27 日の町長

へのプレゼンテーションが、総仕上げであった。討論

の場は、少なくとも 10 回を超えた。巻末に記された

高校生の名前は 110 人。時には専門家を交えた学習

の場で、灯された高校生の復興への思いが、豊かに実

ることを、心から願っている。  

 

 「つどい」の次の時代の生活像づくりの試みや、高

校生達の「自分達のまちは自分達でつくろう」とする

取り組みは、阪神･淡路大震災では気付かなかったも

のである。我が国でも、改めて次の時代の生活の有り

様が問われている事を痛感させられた。 
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