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１．はじめに 

「復興報道」の重要性は、報道に関わる人々の間で

も近年まで十分に認識されていなかった。その背景に

は、国の災害対策も「復興」への視点が乏しかったこ

とがあるだろう。災害対策基本法、災害救助法などの

災害法制は、短期の復旧しか想定しておらず、長期に

わたる復興の課題に対応する仕組みにはなっていな

かった。実際の施策も、防災分野に比べて復興分野は

未熟で、災害が発生するたび場当たり的に行われてき

た。1995 年の阪神・淡路大震災以後、ようやく、被

災者や研究者から大災害における復興の問題の重要

性が指摘されるようになり、「復興」に関連する学会

や研究機関が発足した。その流れは、2011 年の東日

本大震災に受け継がれ、2013 年には日本初の復興に

関する恒久法「大規模災害復興法」が成立した。国の

災害対策において、徐々に復興分野への視点が生まれ

てきているといえる。 

阪神・淡路大震災以降、報道に関しても、従来の「防

災報道」に加えて「復興報道」の重要性に目が向けら

れるようになり、東日本大震災でその重みはさらに増

している。復興の過程では、複雑な問題が絡み合い、

時間の経過とともに新たな課題も生じるため、被災者

の身体的、精神的、経済的ダメージは被災直後よりさ

らに強まっていく。そうした被災地の現状を伝え続け

ることで、被災者を取り巻く状況を少しでも改善し、

さらにその後の災害に生かしていくという視点を、報

道する側も持ち始めている。しかし、数年という短期

間ではなく、数十年というスパンで復興過程を追い続

けることは容易ではない。災害の体験者は減り続け、

社会の関心も次第に薄れていく。 

そのような現状の中、復興報道はどのように展開さ

れ、どのような課題を抱えているのか。間もなく発生

から 20 年となる阪神・淡路大震災の事例を中心に考

えたい。 

 

２．阪神・淡路大震災前 

日本では戦中戦後の 1940 年代、死者・行方不明者

1,000 人を超える地震が毎年のように発生した。1943

年の鳥取地震（マグニチュード 7.2、死者 1,083 人）、

1944 年の東南海地震（M7.9、死者・行方不明者 1,223

人）、1945 年の三河地震（M6.8、死者 2,306 人）、1946

年の南海地震（M8.0、死者 1,330 人）、1948 年の福

井地震（M7.1、死者 3,769 人）―と、日本各地で立

て続けに大きな被害が出ている。 

 しかし、新聞が戦況の記事で埋められ、厳しい報道

管制があった戦中は、そもそも地震の被害が大きく報

道されることはなく、当然のことながら復旧・復興の

過程にも焦点が当たらなかった。また、戦後すぐの地

震も、戦災復興の時期と重なり、その被害に対する社

会的関心は現在よりもはるかに低かったと考えられ

る。 

高度経済成長期は、戦中戦後のような地震多発期か

ら一転、地震の平穏期が続いた。阪神・淡路大震災が

発生するまで、戦後最悪の人的被害を出した自然災害

は 1959 年の伊勢湾台風（死者・行方不明者 5,098 人）

だったが、その災害を受けてようやく災害対策基本法

が制定され、防災施策が動き始めた時代で、飛躍的な

経済成長という社会的背景もあって、被災者一人一人

の生活再建や復興の課題を追い続ける報道の視点は

乏しかった。 

自然災害だけでなく、事件や事故なども含めた報道

全体の在り方として、社会的関心の高い発生直後だけ

に報道が集中する傾向は今もある。新たな動き、つま

り「ニュース」がなくなれば報道が減少するのは当然
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ともいえる。年月が経つと、その出来事が発生した時

期だけに表面的な報道が出る「記念日報道」に終始し、

新たな問題の発掘や検証は次第に行われなくなる。し

かし、長期的に一つの出来事を追い続ければ、新たな

課題の発見は必ずといっていいほどあり、長い期間を

要する大規模災害の復興過程は特に、時間の経過とと

もに発生する問題やその後の災害で見えた新たな課

題と合わせて検証し続けていくことが求められる。そ

れが、ひいては将来の災害への備えにつながり、復興

から防災へのサイクルを生み出していくことになる。 

 

３．阪神・淡路大震災直後 

阪神・淡路大震災は、災害報道の転換点だった。そ

れまでの災害報道は被害を伝えることに重点が置か

れ、被災者の暮らしに役立つ細かな情報や、被災者が

安心を得られる情報の発信は少なかった。しかし、阪

神・淡路大震災では、被災者から細かい生活情報のニ

ーズが高まり、新聞は全国紙、地方紙を含め各社が震

災直後から被災者向けの情報欄を設けた。 

 その内容は、給水や食料提供の場所、銭湯の営業状

況、臨時のバスや海上交通の運行状況、住宅の一時提

供、学校再開や入試の情報など、暮らしのあらゆる分

野に及んだ。被災地内外からの伝言も掲載され、安否

確認に活用された。もちろん、日々掲載される犠牲者

名簿も、知人らの安否を気遣う人々にとって非常に重

要な情報だった。 

 特徴的だったのは、一般的には一度載せた情報を再

掲載しない新聞が、少しでも多くの被災者に情報を届

けるため、情報を繰り返し掲載したことだった。また、

個人からの住宅提供の申し出や、混乱の中で状況が変

わり得るライフラインの復旧見込みなど、日常的には

掲載を躊躇するような情報についても、被災者にとっ

て必要と思われる内容であれば掲載した。 

 東日本大震災ではさらに、避難所にいる避難者の名

簿を掲載するという新たな試みが一部の地方紙であ

った。これも、被災者の強いニーズを受けた対応だっ

た。警察が広報する犠牲者の名簿と異なり、避難者名

簿は各避難所で被災者らがそれぞれに作成する。記さ

れた名前が正確とは限らず、避難者の移動も激しいた

め、不完全な情報だが、それでも被災者のニーズを考

えて掲載された。従来、新聞は情報の正確さを何より

も重視してきたが、情報が錯綜する災害直後は、被災

者にとって重要と判断すれば、不完全な内容であって

もその点を断った上で発信する傾向になっていると

いえる。 

その傾向は、「被災者の視点に立った報道」の流れ

の中にあり、インターネットを活用した情報発信も合

わせ、今後も強まっていくのではないかと考えられる。 

 

４．阪神・淡路大震災の復興の歩み 

阪神・淡路大震災は、高齢化した都市を襲った大災

害という特徴を持ち、その復興過程は、現代における

災害を考える上でさまざまな示唆を与えてくれる。 

発生から 19 年間の主な出来事を表１の年表に示す。

こうした流れを見るだけでも、被災者の生活再建、地

域の復興には長い歳月を要することが分かる。大災害

が発生すれば、被害の全体像の確定にも時間を要する

上、被災者は何年にもわたって仮設住宅などで“仮の

生活”を営まねばならない状況に置かれる。住民合意

が不可欠な共同住宅の再建、区画整理、再開発事業な

どは簡単に先が見えず、住民は不安定な生活を送りな

がら事業の進捗を待つことを余儀なくされる。  

過去の例でもそうだったように、大災害後はたいて

い新しい制度が生まれるが、それは当該の災害の被災

者が求める支援のタイミングとずれてしまう。阪神・

淡路大震災では、3 年後、住宅の全壊世帯などに最高

100 万円（現在は法改正で最高 300 万円）を支給す

る「被災者生活再建支援法」が成立したが、その支援

の必要性を訴えた阪神・淡路の被災地には適用されな

かった（ただし、復興基金を財源に法と同等の支援措

置が行われた）。また、兵庫県独自の住宅再建共済制

度も、震災から 10 年を経てようやくスタートした。 

さらに、阪神・淡路大震災では、誰にも看取られず

に亡くなる独居者の「孤独死」が仮設住宅で 230 人
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表１ 阪神・淡路大震災の復興の歩み（主な出来事） 

１９９５年 １月 地震発生 

３月 兵庫県が復興土地区画整理、再開発事業の都市計画決定 

８月 仮設住宅 48,300 戸完成。神戸市が避難所を廃止 

１９９６年 ９月 阪神高速道路神戸線が全線開通 

１９９８年 ３月 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）成立 

４月 明石海峡大橋開通 

５月 被災者生活再建支援法成立 

１９９９年 １月 あしなが育英会の震災遺児支援拠点・神戸レインボーハウス開設 

５月 兵庫県内の全災害公営住宅が完成 

２０００年 １月 仮設住宅の入居者がゼロに 

２月 政府の復興対策本部が解散 

２００１年 ６月 神戸市の人口が 150 万人に回復 

２００２年 ４月 人と防災未来センター（神戸市中央区）開館 

２００５年 ９月 兵庫県の住宅再建共済制度スタート 

２００６年 ５月 死者 6434 人などの被害確定報を消防庁が発表 

２００７年 １１月 改正被災者生活再建支援法が成立 

２００８年 ３月 兵庫県が復興局を廃止 

２０１１年 ３月 復興土地区画整理事業が全 20 地区で完了 

２０１４年 ３月 神戸市長田区の新長田駅南地区再開発事業、さらに期間延長へ 

 

を超え（兵庫県警まとめ）、災害公営住宅でも 2000

年からの 14 年間で 824 人に上っている(兵庫県警の

データに基づく神戸新聞社まとめ)。 これもまた、復

興過程で見えてきた新たな課題であり、災害後の体調

悪化などで亡くなる「関連死」の問題とともに、高齢

社会の災害の共通課題として認知されるようになっ

た。震災で身体や精神に障害が残った人々が抱える課

題、長期にわたる心のケアの問題なども、長い復興報

道の中で深刻さが見えてきた問題だった。 

 

５．復興報道―神戸新聞の事例 

阪神・淡路大震災の被災地の地方紙として、復興過

程を伝えてきた神戸新聞の事例から、復興報道の現状

と課題を考えてみたい。 

神戸新聞は 19 年間、さまざまな角度から復興過程

を伝えているが、その内容は常に試行錯誤だった。 高

齢化した都市を襲った大災害でどのような課題が発

生し、どのように復旧・復興が進んでいくのかという

見通しが不透明だったためだ。政府や被災自治体でさ

え明確なビジョンを示せない状況で、取材する側が被

災地の行く先を見通せないのは当然ともいえ、過去の

災害の事例などを見ても時代背景や災害の規模、地域

の事情などが異なって参考にすることは難しかった。 

そんな中で、神戸新聞が一貫して意識してきたのは

「被災者の視点に立つ」ことであり、被災者の声から

伝えるべき内容を見いだしていくという姿勢だった。 

被災地を歩き、被災者の声を聞くことでしか、復興の

課題は見えてこない。生活再建や住宅再建、まちづく

りなどさまざまなテーマで常に被災者の声を聞き、そ

のときどきの連載記事のテーマ設定などに生かして

きた（表２参照）。 

こうした「被災者の視点に立つ報道」は、震災直後、

新聞各社が被災者のニーズに応じて詳細な生活情報

を発信し始めたことがスタートといえる。政府や自治
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体が発信する内容についても、「自分が被災者ならど

んな情報がほしいか」という視点に立ち、なるべくか

み砕いて伝えることを意識してきた。また、政府や自

治体が発表する施策が被災者のニーズとずれていれ

ば、その点を指摘し、施策を改善させる流れを作る。

その流れは神戸新聞だけでなく、多くのメディアがと

もに問題点を指摘していくことによって、さらに進む。

それぞれのメディアはライバル同士であっても、被災

者にとって必要な施策や制度を生み出していくとい

う共通の役割を担っている。 

そういう意味では、阪神・淡路大震災以後、災害を

経験した地方紙同士の連携が強化されている点も強

調しておきたい。神戸新聞は、新潟県中越地震（2004

年）や中越沖地震（2007 年）を経験した新潟日報、

東日本大震災を経験した河北新報などの東北の地元

紙と、記者の交流や記事交換などを通して復興過程を

学び合っており、復興に関わる制度や仕組みをより良

いものにしていくためのネットワークを築いてきた。 

復興過程では、ある程度被災地の状況が落ち着いて

くると、復興報道より将来の災害に向けた防災報道に

力点が置かれるようになり、特にここ数年は南海トラ

フ巨大地震や首都直下地震などへの備えに役立つ情

報発信が重視されている。しかし、神戸新聞では、防

災報道と復興報道を二つの柱とし、阪神・淡路大震災

以外の災害も含め「復興」について伝える特集面を継

続している。その中では、阪神・淡路大震災の遺族に

思いを語ってもらうコーナーも設けており、2014 年

4 月からは震災 20 年に向け、遺族だけでなく、さま

ざまな立場の被災者のメッセージとともに伝える特

集面として拡大した（写真１参照）。同時に、20 年に

わたる復興過程を検証する連載記事、特集なども増や

している（写真２参照）。 

 

表２ 神戸新聞の連載タイトルに見る阪神・淡路大震災の復興の歩み 

１９９５年 「復興へ」シリーズ 「家はどこに」「都市が問われた」ほか 

１９９６年 「復興へ」シリーズ 「『仮設後』の条件」「県外被災者を追う」ほか   

１９９７年 「復興へ」シリーズ 「動くか国会 公的支援法案の行方」「手探りの都市像」ほか 

１９９８年 「復興へ」シリーズ 「この国 震災３年の決算」ほか 

１９９９年 「復興へ」シリーズ 「遠ざかる浮揚 失速した被災地経済」ほか 

２０００年 「復興・検証」シリーズ 「都市計画決定から 5 年」ほか 

２００１年 「大震災６年を経て 共有する課題」ほか 

２００２年 「虹のむこうに レインボーハウスの 3 年」ほか 

２００３年 「街の復興は 再開発の８年」ほか 

２００４年 「生き直す 震災障害者の１０年」ほか 

２００５年 「守れ いのちを」シリーズ 「復興とは」ほか 

２００６年 「揺らぐ防災力 改革の波間で」ほか 

２００７年 「軌跡 被災マンションの１２年」ほか 

２００８年 「地震多発時代 備え再点検」ほか 

２００９年 「大震災 14 年 未来への警鐘」ほか 

２０１０年 「問い直す 復興１５年」シリーズ 「住まう」ほか 

２０１１年 「絆再生 阪神・淡路大震災１６年」ほか 

２０１２年 「想定を問う 不作為の連鎖 災害列島に生きる」ほか 

２０１３年 「そのとき、何が 南海トラフ巨大地震」ほか 

２０１４年 「震災２０年 次代へ」シリーズ 「伝えるということ」ほか 
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写真１ さまざまな立場の被災者のメッセージとともに「復興」について伝える特集面（神戸新聞） 

 

 

 
写真２ 阪神・淡路大震災２０年の復興過程を検証する連載記事（神戸新聞） 
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震災を経験していない世代が増え、被災地外からの

転入者も増加する中で、復興報道は今なお被災のダメ

ージを抱え続ける人々を意識したものであると同時

に、震災を知らない世代に経験を伝えていく役割も果

たす。長期にわたる復興過程の記録は、東日本大震災

など他の被災地に参考になる部分もある。そうした復

興報道の意義は、阪神・淡路に限らずどの災害にも共

通する点といえるだろう。 

 

６．復興報道の課題 

復興報道の取り組みを続ける中で、見えてきた課題

は多い。まず、伝える側の記者に災害の経験者が少な

くなり、復興の課題を身をもって理解しにくくなるこ

とだ。神戸新聞でもすでに、編集局の約 6 割が震災

以降の入社となり、現場の記者の多くが地震の揺れや

直後の混乱を実際には経験していない。被災地の出身

であっても、幼少期でほとんど記憶にないという世代

が入社してきている。そうした世代に、阪神・淡路大

震災の復興過程や先輩の体験を伝えていく努力が必

要であり、神戸新聞では 2013 年 5 月から毎月 1 回、

社内勉強会を開いている。同年 3、4 月に行った記者

のブレーンストーミングで勉強会が提案され、原則と

して毎月 17 日の開催が決まった。 

2013 年はまず、震災報道に携わってきた社会部デ

スクが講師役を務め、阪神・淡路大震災の被害の特徴

や日本の災害史における位置づけなどを解説した。

「仮設住宅」「まちづくり」「被災者支援策」「震災後

の国の防災対策の変化」などのテーマで毎回約２時間、

講義と質疑応答を重ねた。他の災害の例にも触れなが

ら議論を深める中で、参加者は阪神・淡路大震災につ

いて学ぶだけでなく、「自分が被災したらどうすべき

か」「何を取材すべきか」といった点にも考えが至る

ようになる。勤務の都合もあり、参加者は決して多く

はないが、毎月必ず開催することで災害報道の重要性

を意識してもらうという側面もある。 

2014 年は毎回、震災を経験した社員が体験を語る

スタイルで開催している。激甚被災地を取材した記者

だけでなく、被害が比較的軽かった地域の記者やデス

ク、販売や総務など社内の各部署の経験者もスピーカ

ーとなり、それぞれの体験を語っている。当時の状況

を聞きながら、「今ならどう対応するのか」という議

論になることも多く、自らの災害への備えを点検する

機会にもなっている。 

ただ、勉強会はあくまで、若手記者らが災害につい

て考えるきっかけであり、実際に復興の課題を実感す

るには、普段の取材でさまざまな立場の人に少しでも

多く体験を聞かねばならない。その積み重ねがなけれ

ば、複雑な復興の課題は見えてこない。 

伝える側に震災の経験者が少なくなっていくと同

時に、報道の受け手である読者の意識も、復興過程で

変化していく。兵庫県内でも、大きな被害を受けた地

域以外は復興への関心は高いとはいえない。それは、

震災から数年ですでに顕著になっていたことだが、関

心の差は年月とともにさらに開いている。東日本大震

災の復興過程を見ても分かるが、大規模な災害でもロ

ーカルニュースになっていくスピードは速く、被災地

外の人々の関心は２、３年もすればかなり薄れる。こ

うした「風化」の現象は自然なことであり、食い止め

ることは難しいが、伝え続けなければさらに風化は進

み、生活再建の苦しみを抱え続ける被災者は孤立する。 

復興過程の課題は、被災地の問題として伝えるだけ

でなく、災害列島の日本ではだれもが同じ課題を抱え

うること、少子高齢社会に共通する課題を含んでいる

ことなどを示していかねばならない。同時に、被災し

た人々に対し「忘れられていない」「経験を語る場は

常に用意されている」というメッセージとなるよう意

識する必要がある。戦争がそうであるように、50 年、

60 年を経て自らの体験をようやく語ることができる

人も少なくない。 

災害が起これば必ず、復興過程で「過去の災害では

どうだったのか」という問いが発せられる。被災地、

被災者はその問いに答える責任を負っているともい

える。私たちは、復興報道にその重い責任があること

を、常に意識しておかねばならない。 


