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 新潟県中越地震から１０年 

  ―新潟県中越地方で展開された「協働の復興中山間地づくり」－ 
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１．中越の震災復興の最大の目標は中山間地の

再生・復興 

新潟県中越地震の発生は 2004 年 10 月 23 日 17 時

56 分であった（震度分布は図１参照）。新潟県中越地

震の被害概要は死者 68 人、負傷者 4,586 人、住宅全

壊 3,195 棟、大規模半壊 1,723 棟、半壊 9,586 棟であ

った。今年（2014 年）は節目の 10 周年となる。 

内陸の地方都市は、都市部（町場）、郊外部（平場）、

中山間地（山場）の３重構造からなる。中越地震の震

源地は中山間地の直下であり、中山間地には大地崩壊

ともいうべき激甚な被害が発生した。地盤災害を主体

とする被害は郊外部、都市部にも及んだ。中山間地で

は幹線街路を含めて道路網は寸断され、河道閉塞によ

る巨大な水没地も生まれて、多数の集落が孤立した。

日本の原風景ともいえる棚田・養鯉池、自然の山々で

形成されていた美しい景観も無残な姿となった。中越

地方の中山間地でも、地震前から過疎・高齢化により

衰退は確実に進んでいたが、地震はそれを更に加速す

ることは確実に見えた。 

地震は平成の大合併の直前に発生した。地震発生時

に中越には、人口では新潟県内 2 位の長岡市(19 万人)

を中心に小千谷市、十日町市、栃尾市等があり、それ

ぞれの市も中山間地を抱えていたが、その周辺には広

大な中山間地を主体として構成される 21 町村が広が

っていた。大合併は予定通り進められ、5 年後には 5

市（長岡市、小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市）

になった。 

長岡市は、地震の翌年度から 3 回にわたり周辺 10

市町村の編入合併を行い、人口 28 万人の新しい長岡

市になった。もしも、被災中山間地が荒廃していけば、

大合併後の 5 市は大きな負の遺産を抱えることにな

る。衰退は中山間地に留まらず、都市全体に及ぶ恐れ

があった。中越の震災復興の最大の課題は、地方都市

にとって中山間地を「金食い虫の困りもの」から「必

要不可欠なもの」にしていくことであった。そのため

に必要なことは、中山間地と都市部との間に「豊かで

多様な相互依存関係」を築き上げること、中山間地を

「魅力」に満ちたものとしていくことであった。 

新潟県は震災 4 か月後に「中越大震災復興ビジョ

ン」を公表したが、その中で「中山間地の再生・復興」

を最大の目標に掲げ、復興期間を 10 年として、「第 1

期・復旧期 3 年」、「第 2 期・再生期 3 年」、「第 3 期・

発展期 4 年」を設定した。このビジョンを受け、県

と市町村は復興計画の作成を始め、ほぼ半年後までに

は公表した。 

 

図１ 新潟県中越地震震度分布図（新潟県資料） 

 

２．中越の震災復興を支えた３極構造と 

  復興基金 

中越の震災復興は、ほぼビジョン通りの段階を踏ん

で進んだが、その過程では中越地震の発生の約 10 年
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前の阪神・淡路大震災（1995 年）の体験とその後に

蓄積された諸分野の成果による大きな社会変化が加

わった。 

阪神・淡路大震災時には、社会は基本的には行政と

被災者の２極構造であった。行政（公助）が機能マヒ

に陥って地元が難渋したときに直後からかけつけた

のがボランティアであったが、その活動も数か月後に

は静かなものとなった。協働のまちづくりは、緊急対

応期、混乱期が過ぎた後で展開された息の長い活動で

あった。この活動には、行政や地元にこだわらない、

幅広い分野にわたって専門の知識、経験、ノウハウを

もつ「外部」人材が参画した。協働のまちづくりにお

いて、外部人材からなるもう一つの小さな極が「中間

支援組織」として生まれた。 

中越の震災復興では、「中間支援組織」が大きな極

となり、被災者・行政・中間支援組織の３極構造での

再生・復興、いわば「協働の復興中山間地づくり」が

進んだ（図２参照）。 

阪神・淡路大震災と中越地震の間に起きた大きな社

会変化は、インターネットとコンピュータに代表され

る情報通信技術(ＩＴ)の急速な発達・普及と中間支援

組織の充実であった。阪神・淡路大震災時には携帯電

話とインターネットの利用者は社会のほんの一部で

あった。メールという言葉さえ殆んど知られていなか

った。しかし中越地震発生時には、中高生までもが携

帯電話、コンピュータ、メール等を利用して、大量の

情報が各所で受発信されて瞬時に共有される時代に

なっていた。また、大震災後の 1998 年に成立したＮ

ＰＯ法により、多種多様な分野でＮＰＯあるいはＮＰ

Ｏ的な組織や団体、グループが多数生まれ、それらは

総称して中間支援組織と呼ばれる大きな社会勢力を

構成するまでになっていた。中越地震発生時には中越

内外に多数の中間支援組織が生まれており、ＩＴを活

用して日常的活動を行うとともに、災害時にはいつで

も各種支援活動を開始できる時代になっていた。中越

地震では行政、地元被災者、中間支援組織の３極構造

が地震直後から形成され、その構造が 10 年間にわた

り維持され続けてきた。 

そして、この活動を資金面で支えたのが、「中越大

震災復興基金」であった。この復興基金は、県が財団

法人に 3,000 億円を無利子で貸し付け、財団法人はこ

れを年 2％で運用して多分野の復旧・復興の事業資金

とした。年間 60 億円、10 年間で 600 億円であった。

事業分野は住宅、産業、生活、教育文化、雇用、農林

水産業、観光、記録・広報、地域振興等の 12 分野に

わたり 140 以上の事業メニューが用意された。この復

興基金事業の特色は、被災した地元のニーズに応じて

迅速で柔軟な対応がなされたことである。これが可能

であったのは運用主体が財団法人つまり民間型であ

ったためである。意思決定は理事会(理事長は新潟県

知事)で行えばよかった。意思決定には行政や議会な

どの通常の手続きや慣例の順守は必要なかった。

 

図２ 中越の「協働の復興中山間地づくり」の基本構造 

 

３．進んだ「協働の復興中山間地づくり」 

ここでは、中越地震の全村避難で広くその名を知ら

れるようになった旧山古志村について述べる。旧山古

志村は 14 集落からなるが、表１に示すように数値的

には限界集落の集合体のように見える。では、旧山古

志村は衰退し、それは今後更に進むのであろうか。そ

うではない。中越の被災中山間地の中でも一番元気で

ある。旧山古志村は色々な意味で中越の被災中山間地
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の再生・復興の典型を示しているので、適用された復

興基金事業を中心に話を進める。 

 

表１ 旧山古志村の人口等の経年変化（長岡市資料） 

 人口(人) 小学校 

児童数(人) 

高齢化

率(%) 

1994．4.1 2,736(125.3) 165(194.1)  27.7 

2004．4.1 2,184(100.0)  85(100.0)  37.0 

2008．4.1 1,429( 65.4)  42( 49.4)  41.6 

2014．4.1 1,150( 52.7)  23( 27.0)  47.7 
注）高齢化率 2004 .4.1 は 2005.3.31 の数値 

地震発生は 2004.10.23．長岡市編入は 2005.4.1 
網かけ数値が地震発生時の数値と考えていいであろう 
（  ）内の数字は、2004 年を 100 とした場合の指数 

 

まず第 1期であるが、何よりも重視されたのがコミ

ュニティ（集落）であった。避難所では集落単位での

再編成が行われたし、その後の仮設住宅団地でも入居

は集落単位であった。仮設住宅生活においても強い地

元共助は維持されたが、それだけでは対応できなかっ

たために、生活支援相談、被災者見守り、福祉サポー

ト、心のケア等の復興基金事業が実施された。 

 無人となった旧山古志村では公助としての道路、砂

防、公共施設復旧が懸命に進められた。 

 第 2 期に入り旧山古志村の再生・復興に向けた動き

が本格的に始まるが、対応すべき重要な課題は、共有、

あるいは、共有的な資産や資源の回復・発掘・再評価

等であった。これらも地震により大小様々な被害を受

けていた。 

 共有資産については、旧山古志村に限らず中山間地

はハード、ソフト両面にわたり多種多様な共有資産に

よって支えられてきた。ハード面では集落内、集落間、

農地間、養鯉地間の小規模道路、集落内の雑用や融雪

のための小規模水利、集会所、鎮守・神社・社などで

あった。ソフト面では各種の祭りやイベントの開催、

そのための人員動員やノウハウ伝承などであった。こ

れらの共有資産がなければ中山間地での生活や生業

は成り立たなかった。復興基金事業は、こうした共有

資産回復に対する地元ニーズに即応した。特に、鎮

守・神社等は宗教施設のため公金投入は不可能であっ

たが、復興基金事業では対応できた。共有資源につい

ては、旧山古志村は美しい棚田風景、米、野菜、闘牛、

日本最長の手掘りトンネルなど各種資源に恵まれて

いたが広くは知られていなかった。こうした地元資源

の発掘、再評価、新規生み出し、広報・ＰＲには多方

面の知恵と技術の結集、特にＩＴの活用が必要であっ

た。地元での対応には限界あり、これにも復興基金事

業費が投じられた。 

 第 2 期には民間バス廃止を補うためのコミュニテ

ィバス運行、旧村の活動を活性化させるための地域復

興支援員配置、集落の将来を描く地域デザイン策定な

どの新事業も始まった。 

 第 1 期後半から第 2期にかけて、人口は減少したが

人や物や情報の動きは活発となった。旧山古志村は道

路や砂防に関しては各種の最先端の土木技術の「展示

場」であった。山の暮らしに適合するように整備され

た木造の復興公営住宅や集団移転も 2 集落で見られ

た。中越地震後も国内では地震が相次いだ。県内のみ

ならず、全国の研究者、技術者、行政関係者には最直

近事例の見学や研修の場となった。来訪者は中国や東

南アジア留学生など海外からもあった。こうして旧山

古志村の復旧・復興状態が広く知られるようになるに

つれ、来訪する一般市民も増えていった。それに応じ

て旧村内には各所に地元の米、野菜、山菜、味噌等の

直売所が増えていった。錦鯉や闘牛のグッズなども合

わせて扱う所も出てきた。こうした直売所は収入面で

は大きなものではなかったとしても、外部の人々との

交流も生まれ、生活の張り合いという面では大きな効

果を生み出していった。旧山古志村民は来訪者を受け

入れていただけではない。中越地震後の国内の地震被

災地に出向いて支援活動を行うとともに、旧山古志村

の体験を聞きたいという外部からの要請には積極的

に応え、交流を深めていった。また、第 2期には小さ

な無料のアルパカ牧場と農家レストランがオープン

した。この二つは来訪者の質を一変させ、子ども連れ
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家族、若いカップル、こだわり客を引き付けるように

なった。 

 第 3 期・発展期の最後の 4 年間も共有資産・資源・

人材づくり、スモールビジネス起業は進み、相乗効果

を発揮して魅力を更に高めたが、次の二つは特に大き

なインパクトをもった。 

 第１は中越メモリアル回廊の整備である。回廊は 4

施設 3パークからなり、震災の記憶と記録の伝承と蓄

積、復興の歩みの紹介、防災教育や地域交流の促進な

どを行うことを目的とするものである。長岡市の中心

部にセンターを置き、旧山古志村では河道水没地に今

なお民家が残る集落にメモリアルパークが、旧村のセ

ンター的な役割を果す区画の一画に復興交流館がオ

ープンした。旧山古志村では諸施設と自然回復した景

観は連鎖複合化して魅力を発揮するようになった。 

第 2は長岡の中心市街地との連携である。なおこの

活性化に係る諸施策は長岡市独自の施策として実施

されたものであり、復興基金事業との関係は小さい。

地震発生時には長岡市の中心市街地活性化は計画の

段階であったが、10 年間で飛躍的に進んだ。仮設住

宅団地が建設された大規模ＪＲ跡地には、防災公園や

国、県、市の施設が集約立地した。駅前の一画は再開

発により公共施設や文化施設、高層マンションとして

生まれ変わった。特に大きな意味をもったのが、駅前

への市役所の移転であった。「アオーレ長岡」と命名

されたこの新市役所は従来の市役所のイメージを全

く変え、旧長岡市民だけでなく編入合併された他の旧

10 市町村民も集い、交流する拠点となった。長岡市

は市民協働条例を制定し、まちなか回帰施設は市民協

働の中心的役割を担おうとしている。旧山古志村の諸

活動もこうした中心市街地活動とも連携している。 

以上、中山間地の再生・復興の一事例として旧山古

志村を取り上げたが、旧山古志村だけが特別扱いされ

たわけではない。旧山古志村のような取り組みは濃淡

の差はあるが、被災中山間地の各所で展開され、元気

な集落が多数生まれてきた。むろん、被災中山間地の

中には、震災前と変わらない、あるいは一層弱体化し

た集落は多数残っている。しかし、中越でこれまでに

展開され蓄積されてきた人材、経験、ノウハウを活か

せば将来への道は開ける可能性がある。 

 

４．今後の課題 

中越地震から 10 年、被災中山間地では次の 10 年に

向けての動きが始まる。若干の引き継ぎはあろうが復

興基金事業も終わる。３極構造も大きく変化していく

ことになる。 

 今後の 10 年を見すえたとき、注目されるのは総合

的ＮＰＯの動きの本格化である。従来のＮＰＯは単目

的なものが殆どであったが、総合型ＮＰＯはコミュニ

ティバスの多目的利用、除雪、弱者支援、ツーリズム

展開などのほか、行政機能の一部代行も視野に入れて

地域運営・経営を担おうとする組織体である。この動

きはまだ緒についた段階であり、先行きについては楽

観を許さないが、中山間地の持続可能性の維持という

面では大きな可能性を感じさせる。 

 東日本大震災から 3年半、被災地では今も多くの被

災者が仮設住宅生活中であり、復興は進展を見せてい

ない。しかし、中越の震災復興を支えた３極構造と復

興基金は東日本でも参考になりうると思っている。役

立てば幸いである。 

 また、今年になり「地方創生」という言葉が突如出

てきた。中越の震災復興は地方創生そのものであった

し、10 年先駆けて実績を積んできたともいえる。こ

の点でも中越の実績が参考の一つになれば幸いであ

る。 


