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中越地震被災地における 10 年目の復興感とそれを醸成したコミュニティ再生施策の展開
－複数住民を対象としたヒアリング調査による当事者意識の分析－
Community sense of revitalization in 10th year from the Chu-etsu Earthquake
and measures contributed to foster the sense.
－ A hearing survey on residents for an analysis of a sense of ownership －
○稲垣文彦*1，上村靖司*2，宮本匠*3
Fumihiko INAGAKI，Seiji KAMIMURA，Takumi MIYAMOTO
本研究は，中越地震からの10年間の復興検証を目的にした復興プロセス研究会の研究の一環と位置付けられる．ま
ずは，被災集落における地域リーダーのヒアリング調査からアンケート調査に答えた復興意識とヒアリング調査で
答えた復興感とが必ずしも一致しないことを明らかにし，その後の複数の住民のヒアリング調査からそれには地域
の喪失感が関係していること，また喪失感の違いによって復興活動の指向性が違い，その活動と成果の有無により
地域の復興感に違いがあること，そして地域の喪失感を補うのは，住民の当事者意識であることを明らかにした．
次に，近年の我が国における農村地域政策の新展開と中越地震からの復興施策の展開を比較し，その二つには類似
性があること，その類似性は，①ガバメントからガバナンスへ，②中央政府から地方政府への転換であること，そ
して中越地震においては二つの転換が背景となって住民の当事者意識が醸成されたことに言及した．
キーワード: 中越地震，損失と喪失，地域の復興感，当事者意識，ガバナンス

１．はじめに

復興に関するアンケート調査注２を行い，2013 年１）

1.1 中越地震から 10 年目の検証

と 2014 年

新潟県中越地震から 10 年間の復興検証を目的に，
注１

復興プロセス研究会

2）

にその概要を報告した．そこでは震災

後，地域の危機感がどのように変化したのか，震災

では， 2012 年度から地域代

後の復興活動への住民参加が地域の現状にどのよう

表（町内会長，区長）を対象とする中越地震からの

な影響を与えたかについての分析がなされ，震災後

現場の状況に応じた復興基金メニューに基づく事業
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の世帯流出は危機感の認識に大きく影響すること，

もっとも強度の悲嘆と苦悩は，当人にとって大切な

震災後に前向きな復興活動の成果が上がっている地

人間の喪失によってもたらされ，自分のアイデンテ

域では危機感が薄らぐ傾向が強いこと，そして住民

ィティを象徴する家の喪失，近隣や地域社会の喪失，

の復興活動への積極的参画は，復興感の醸成に大き

それに職場，農地，仕事，生計の喪失も壊滅的な打

く影響すること等を明らかにした．また，新潟県が

撃となりえ，更にデリケートな喪失として，自尊心

設置する復興計画の策定等に関わった学識経験者を

やアイディティティの喪失，未来への希望の喪失，

中心として構成された新潟県中越大震災復興検証調

さらに死に対する無邪気な気持ちの喪失，自分だけ

査会による総括では，中越地震の復興支援の特徴と

は大丈夫という気持ちと自分を守ってくれるはずの

して図 1 を示し，中越では，物理的に壊れたもの（損

力に対する喪失があり，災害のもたらす喪失は，た

失）を直す（復旧）だけでなく，それとともに失わ

いていは複雑に絡み合っているものだと指摘する．

れた地域で営まれてきた人々のなりわいや地域のつ

更に，エリクソンの論考から，地域社会の喪失を

ながりを背景とした暮らしぶり（喪失）を再生する

「共同社会意識の喪失」と捉え，その喪失では，近

といったコミュニティ再生が，地域の本質的な復興

隣の親密な連帯感が失われ，悲哀感がみなぎり，目

にとって欠かせないものであるという認識を示した．

的意識がなくなり，どうしていいやら判らない気持

その実現のための支援は，従来のハード整備に留ま

ちが強くなり，そして士気が低下し，地域社会と個

らず，
「地域」をターゲットに，新潟県中越大震災復

人のアイデンティティが失われ，地域社会そのもの

興基金（以下，復興基金）を活用しての人的支援，

の生命力が絶えていく場合と，災害がもたらした結

財政的支援，そして三極構造（住民・行政・中間支

果と闘うために，地域ぐるみで協力し合い，以前に

援組織等の外部支援者の三者の協働で復興を推進す

もまして団結が強まり，ふたたび若返って再生する

る枠組み）による多面的・多重的支援の枠組みによ

場合もあるという．そして，人的・物的な喪失を受

り，きめ細やかで，かつ長期的な支援が実施された

けた者にとって，とりわけ大切なのは他者からの支

ことが効果的であったと指摘した．結果としてそれ

援であり，喪失体験を克服するために，自ら積極的

らの支援が，被災中山間地域で震災以降，人口減少

な行動（例えば，復興のための委員会その他組織に

が進みつつも活力のある状況を生み出す要因となっ

よる再建活動）を起こすことで統御しようと試みる

ていると評価している 3）．

者，喪失体験の克服と解消への努力が，他者のため

1.2 損失と喪失（感）

の援助者としての役割を果たす者もいると指摘する．
1.3 研究の目的

復旧と復興，安全と安心など，近いが異なる概念

先のアンケート調査 注

を表現する対の言葉がある．同じように震災によっ

2

によって道路復旧や農地

て人々が失った「何か」を表す用語に「損失」と「喪

復旧といったいわゆる災害復旧（損失の復旧）によ

失」がある．損失（建物，道路等）は，お金をかけ

って住民のそれなりの復興感を得られること，一方

て復旧すれば元に戻るが，喪失（人命，地域のにぎ

で，震災後，前向きな復興活動（集落の祭りの復活，

わいなど）は，お金をかけても元には戻らない．復

地域資源を活かした外部との交流，集落の将来ビジ

旧・復興と損失・喪失のふたつの用語の対には密接

ョンづくりとその実践，震災記録誌の編集・出版等）

な関係があり，個人の生活基盤や地域の社会基盤の

の成果が上がっている地域では危機感が薄らぐ傾向

損失を復旧することは復興の必要条件となる．しか

が強いこと，住民の復興活動への積極的な参画は，

し，損失したモノの復旧が，復興の十分条件とはな

復興感の醸成に大きく影響することが明らかになっ

らない．復興を満たすカギとなるのは喪失の回復に

ている 2)．先の復興検証調査会の総括にあるように，

あると考えられる．ただし喪失は，復興や安心と同

中越地震被災地では，コミュニティ再生が本質的な

様に客観的に計量できるものではなく，
「感」を語尾

復興に欠かせないという認識のもと，
「地域」をター

に付けて使われることからわかるように，人々の主

ゲットに様々な復興支援が進められてきた

観に基づくものである（復旧，安全，損失に「感」

で，本研究では「地域」に着目し，地域が「何」を

を付けることはない）．喪失（感），は果たして回復

喪失し，その喪失感を「どのように」補おうとした

できるものなのか．原状回復できないとすれば，他

のかを見ていくことで，図 1 の右端の復興感の質（地

の「何か」で補えるものなのか．

域の復興感）の「高」，「低」の違いを明らかにしよ

ラファエルは

4）

3）

．そこ

うと試みた．

，災害の直接的または二次的な結

果として起こりうる喪失には多種多様な様態があり，
14

ここでは，人口減少が比較的大きかった代表的な
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地域について，地域リーダーと複数の住民へのヒア

復興感（どんな時に地域が復興したと感じましたか）

リング調査を実施し，復興感の質の「高」，「低」の

について聞いた．インタビューに先立ち，公表する

違いを支配する要因について考察を加えた結果を報

場合には個人・地域が特定できないように配慮し，

告する．更に，近年の我が国の農村地域政策の新展

かつ事前に公表内容を発言者に確認を得る旨を伝え

5）

と中越地震からの復興におけるコミュニティ再

た．なお，ここでいう地区・集落のリーダーとは，

生施策の展開との比較から復興感を醸成してきた二

震災当時の区長・町内会長もしくはヒアリング時の

つの転換について言及する．これまで田村らによる

区長・町内会長を指す．また，アンケート調査に答

阪神・淡路大震災における生活再建７要素モデルに

えた地域リーダーとヒアリングに答えた地域リーダ

6)，菅ら

ーは，調査時期のずれがあり必ずしも一致しない．

による災害公営住宅のコミュニティ運営と居住者の

地域リーダーに対する地域の復興感に関するヒア

7)，照本による中越地震におけ

リング結果の概要を表１に示す．表中の「復興した

8)は

か」の項目は，2012 年に行った地域リーダーに対す

開

よる被災者個人の生活復興感を論じた研究
復興感を論じた研究

る地域復興の構成概念の関連構造を論じた研究

あるものの，コミュニティ再生と地域の復興感の関

るアンケート調査注 2 の設問 Q1‐11「皆さまの地区・

連性や地域の復興感を醸成するコミュニティ再生の

集落は復興したと感じていますか」の回答結果であ

施策展開を論じた研究はない．本研究は，ややもす

り，比較のためヒアリング結果と並べている．以降，

るとインフラのハード整備や個人の住宅再建をもっ

調査対象の呼称は「集落」で統一する．

て復興のゴールとする間違った考え方で施策展開を

A，B，C 集落は，アンケート調査に「復興した」

進めている東日本大震災の復興施策の考え方，そし

と答えていて，ヒアリング内容を見ても，地域の復

て，地方の人口減少を捉え，統計上の数字の増減の

興感を肯定的に感じていると読み取れる．E，F 集落

議論ばかりが先行し，本質的な地域再生が語られて

はアンケート調査に「復興してない」と答えていて，

いない各地の地方創生の考え方にも参考になるもの

ヒアリング内容を見ても，損失は回復したのもの，

と考えられる．なお，本研究は復興プロセス研究会

表１

の研究（調査内容としての復興基金の活用状況，外

集
落

部支援者の有無とその内容，震災後の備え，復興感）

復興
したか

ヒリングによる地域リーダーの復興感

はい

地域の機構改革ができた。40～50 代の 5 名が交替
で区長をやることにした。次の世代を担う人たち
が今後の地域を担うといってくれたことが復興の
あかし、だから復興したといえる。

はい

復興ではなく、前よりも良くなった、進歩した。
というのも年寄が物怖じしなくなった。前は外の
人と話ができなかった。今はできるようになった。
リーダーも現れた、次のリーダーも育てている。
全体的にうまくいっていると思う。周りの人（支
援者）にも恵まれていると思う。

はい

田んぼが直ったとき、それと、地域の活動をして
いなければ、ひとりの生活をやっていただけかも
しれない。復旧工事が終わり急にさびしくなった
が、地域活動が効いている。最近は全然知らない
外部の人も集落を訪れている。あと、若い人が頑
張ってくれているのがうれしい。

はい

復興の支援制度が今年で終わる。我々も中越地震
を終わったことにしようと思う。区長は何をやっ
ていると批判めいたことを言われたこともあっ
た。どこまでやったら復興というのか。毎年、水
害、雪害があり不安。復興という言葉がこの地域
にふさわしい言葉なのか。役所の職員も大変だと
は思うが。

の一環であり，アンケート調査結果をふまえて，復
興感について次の段階を深堀する調査研究として位

Ａ

置付けられる．
２．地域の復興感と復興活動
Ｂ

2.1 地域リーダーに対するヒアリング調査
本研究では，中越地震被災地における典型的な「喪
失」は人口減少であると捉えた．そこで，著者を含
む復興プロセス研究会の復興感調査研究 WG メンバ
ー3 名で，被災地区・集落（定義は注２を参照）で，

Ｃ

かつ 2005 年から 2009 年の間に人口が 20％以上減少
（国勢調査）した地区・集落を 20 程度に絞込み，そ
の中から被災状況と地域特性が特徴的と思われる代
表地区・集落を選定し，その地域リーダーに対して，
Ｄ

地域の復興感に関するヒアリング調査を 2013 年 6
月 10 日～10 月 2 日の期間に実施した．ヒアリング
は自宅もしくは集会所で，1～3 名の調査者が，メモ
と録音で記録を取りながら行った．1 回の調査時間

E

復興していない、いろんな問題を抱えている。復
いいえ 興していないと言い切ったことは本意ではないか
ら。本意は地震前の姿。

F

復興とはどういうことかわからないが、近くに商
店、金融窓口があったのがなくなって生活が不便
いいえ
になった。ハード面では戻った状態に自分たちが
慣れなければならない。

は概ね 1 時間 30 分程度であった．ヒアリングでは，
いきなり現在の地域の復興感を問うのではなく，震
災から現在までの地域の様子や変化を一通り聞いた
うえで，最後に自分自身の復興感ではなく，地域の
15

地域リーダーへの復興感のヒアリング結果
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地域の復興感を感じていないとを読み取れる．特に
注目したいのは D 集落で，アンケート調査には「復
興した」と回答しているが，ヒアリングでは「終わ
ったことにしようと思う」という消極的な言葉が聞
かれ，地域の復興感を感じていないと読み取ること
ができる．
2.2 複数住民に対するヒアリング調査
2.1 で述べたヒアリング調査では，アンケート調査
に「復興していない」と回答した集落は勿論のこと，
「復興した」と回答した集落でも，地域の復興感を
感じていない場合があることがわかった．
そこで，住民の復興感を更に深く読み解くために，
①人口減少がどの年齢層で起きたか（図２～４）と，

図２

②復興意識（Q1‐11）のアンケート結果（復興した，

Ａ集落:中間層減少，「復興した」と回答
（D 集落も同様の傾向）

復興していない）をもとに，特徴的な集落を A，C，
D，E の４つに絞り込んだうえで，性別，年代の違う
複数の住民に対する地域の復興感に関する追加のヒ
アリング調査を 2013 年 9 月 14 日～2014 年 2 月 26
日の期間に実施した．選定した４集落の被害状況は
表２の通りである．いずれの集落も震災による直接
的な死者はいない．なお，一般的には 65 歳以上を高
齢者，75 歳以上を後期高齢者と呼ぶが，図２～４に
おける年齢層の記述については高齢化が進行する中
山間地域の実態をふまえ，50～60 代を中間層，70
代以降を高齢層と定義した．
表２
集
落
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

代表４集落の被害状況
（アンケート調査注 2 より）
世帯数

全壊

33
20
83
38

33
5
7
30

大規模
半壊
0
5
12
5

半壊
0
8
15
3

図３

Ｃ集落:高齢層減少，「復興した」と回答

仮設住宅入
居率(%)
100
100
25.3
100

ヒアリング調査方法は，先の地域リーダーへの方
法と同様である．ヒアリングの後，聞き取った内容
を 19 項目（震災前の集落の状況，震災直後の集落の
状況，避難所の様子，仮設住宅の様子，集落を出る・
出ないの話し合いの状況，住宅再建，インフラ復旧，
農業，コミュニティ施設，集落運営，友人関係，集
落連携，集落を出た人との関係，外部との交流，コ
ミュニティビジネス，復興基金，復興支援員，その

図４

Ｅ集落:全体的に減少，｢復興してない｣と回答

他，復興感）のマトリックスで整理し，分析した．
なお，19 項目を全てについて質問したわけではない

ヒアリング内容をマトリクス分析した結果の抜粋

ので，対象者によっては回答のない項目も存在する

を表３に示す．抜粋した項目は，
「復興感」を表すと

（表中では－と表記）
．回答のないものは，印象が薄

思われる内容に加えて，この復興感に寄与すると思

かった事項と考えられる．

われる 4 項目（集落運営，集落連携，外部との交流，
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表３ 代表集落における複数住民の復興感
対象者属性
50 代男
現リーダー

Ａ

70 代男
前リーダー

70 代女

70 代男
現リーダー
Ｃ

60 代女

20 代男

70 代男
現リーダー

Ｄ

70 代男

70 代女

60 代男
現リーダー
Ｅ

60 代男
前リーダー

60 代女

復興感

集落運営

集落連携
外部との交流
復興支援員
盆踊り、さいのかみを大
盆踊りは外とのつなが 面倒見が良い。年寄が元気にな
若手に徐々にバトンタッ
字単位でやっている。
盆踊りをしたとき。 チ、まずは 5 年間まわして
りもできる。１日だけに った。住民が動くきっかけを作
地域を離れた人も呼ん
ってくれる。
みる。
ぎやかになる。
でいる。
出た人と残った人の交流会の開
次世代が地域を担う 機構改革ができた（若い人
盆踊り、さいのかみを一 地域から東京に出た人 催等、復興支援員の下積みがあっ
といってくれたこと が区長に交代でなるこ
緒にやっている。
の同窓会との交流。
たので地域連携の盆踊りができ
が復興のあかし。
と）。
た。
盆踊りの再開は復興支
今年から若い人たちが頑
長い間、近くにいてくれた。話し
援員の声からはじまっ
今の状態が一番良い、
張っている。前の区長が頑 盆踊りはにぎやか。
やすい。会えば必ず声をかけてく
胸が晴れ晴れする。
た。すごく一杯人がきて
張った。
れる。
くれる。
地域活動団体の活動で
他の市町村の地域と盆
活動に役立った（アドバイス、協
外部との交流を進めて
田んぼが直ったとき。
―
踊りをやっている。
力、盆踊りのきっかけ）。
いる。
活動は楽しい。いろんな
―
―
―
ところに出ていくのが 気がつく、いまは頼りになる。
楽しい。
何がしたいのかと言っ
道が直って、家に戻っ
いい仲間、同世代が声をかけてく
てくれるのはありがた
―
―
たとき。
れるのはうれしい。
い。
終 わ っ たこ とに し よ
う と 思 う。 復興 と い 役員会の運営、は震災前
ボランティアに要 望し
―
3～4 年生き長らえた。
う 言 葉 がこ の地 域 に と同じ。知恵のある人が
て良いものか。
ふ さ わ しい 言葉 な の いない。
か。
復興した感じがしな
い。自分もあの時、出 消防団員ゼロ（震災前は 2
―
―
―
たほうが良かったと 人いた）。
思う。
急激に人が減った。あ
の人たちがいれば、も
婦人会の活動をしている。
―
―
―
う少し元気になって
いたかも。
町内会長は年齢順にまわ 地域を束ねている地区
道路、田んぼが直った
すことになった。町内のま の組織がいろいろとや
―
―
とき。
とまりは良い。
ってくれる。
復興していない、本意 まとまりは非常に良くな 地区の自治機構改革を
ではない、本意とは地 った。行事のやり方を変え 進めていたが、途中で
―
―
震まえの姿。
ている。
立ち消えになった。
地 震 を 否定 的に 考 え
ていない（支援活動で
―
地域がまとまらない。
―
―
自 分 に あっ てい る 生
き方に出会えた）。

復興支援員）とした．この選択にあたっては，喪失

ことが読み取れる．ちなみに，この 60 代の女性は，

感からの回復が感じられる特徴的な発言が聞けた A

仮設住宅の見守り支援の役割を担う生活支援相談員

集落の住民の復興感（
「どんな時に地域が復興したと

を務めていた．
「地震を否定的に捉えていない．支援

感じましたか」の質問への回答）の発言を参考にし

活動で自分に合っている生き方に出会えた」との言

た．表中の対象者属性欄で，現リーダーとはヒアリ

葉から，ラファエルが指摘する他者のための援助者

ング時の地域リーダーを，前リーダーは震災当時の

としての役割を果たすことで，自らの喪失体験の克

リーダーを指す．Ｃ，Ｄ集落では，震災当時のリー

服と解消を果たしたと見ることもできる．

ダーが現リーダーをしていた．

2.3 震災後の新たな活動の概要

A 集落では，どの住民も復興感を感じていること

各集落の震災後の新たな活動の概要と，先の復興

がわかる．C 集落では，損失が回復したことで復興

感に寄与する４項目（集落運営，集落連携，外部と

感を感じており，外部との交流が復興感を高めてい

の交流，復興支援員）を下支えしたリーダーシップ

ると読み取れる．D 集落では，どの住民も復興感を

と支援制度（人的支援の有無，コニュニティ再生ソ

感じていないと読み取れる．E 集落では住民それぞ

フト施策の取組み）の要素について整理した結果を

れに復興感の違いがあることがわかる．60 代女性の

表４に示す．なお，震災後の新たな活動の概要，リ

発言を見ると，個人の努力で自分自身の復興感を感

ーダーシップ，人的支援の有無については，住民の

じてはいるが，一方，地域の復興感を感じていない

ヒアリング結果（住民の印象や実感）をもとに整理
17
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表４
集
落

震災後の新たな活動の概要とそれらを支えた要素
復興感に寄与する４項目を下支えする要素

震災後の新たな活動

リーダーシップ

人的支援の有無

コミュニティソフト施策の取組み
状況 → その効果

・集落の自治機構改革
A ・集落連携（盆踊り）
・集落を出た人たちとの交流

地域リーダー（当時区長）がリー ボランティア→生活支援相談
『地域コミュニティ再建
ダーシップを発揮し、集落の自治 員→復興支援員と立場を変え
(ソフト)』
機構改革を進める。
ながら長期間住民をサポート

・地域づくり団体の発足
C ・外部交流の事業化
・集落連携（盆踊り）

『地域復興デザイン策定』
地域リーダー（当時区長）がリー
→他地域との交流が生まれた、地域
復興支援員が、帰村以降に地
ダーシップを発揮し、外部との交
外の人材・組織との連携が密になっ
域づくりをサポート
流を進める。
た、新たな活動が生まれた、継続的
な活動につながった

D ・特になし

地域リーダー（当時と現在の区
長）はリーダーシップを発揮し、
復興支援員が地域リーダーを
取組みなし
復興活動に取組みたかったが住
サポート
民の協力が得られていない（むし
ろ批判されている）。

E ・町内会のスリム化

地域リーダー（当時役員）がリー
ダーシップを発揮し、地区の自治
機構改革を進めたが、途中で立ち
消えになった。

なし

『地域復興デザイン策定』
→集落連合としての取組み。個別集
落では取組みの認識なし（回答な
し）

したため，実態と認識とが必ずしも一致していない

リーダーシップを発揮し，外部との交流を進めてい

点もある（例えば，復興支援員が活動しているにも

た．復興支援員は，地域活動のサポートと若手世代

関わらず，ヒアリングで発言がなければ，人的支援

との交流を促していた．また，復興支援員が市町村

「なし」となっている）．コニュニティ再生ソフト

域を超えた集落連携による盆踊りのきっかけを作っ

施策の取り組み状況については，アンケート調査注2

ていたこともヒアリング結果から確認できる．
『地域

の設問Q4‐6「基金事業の効果としてどんなものがあ

復興デザイン策定』に取り組むことによって他地域

りましたか」の回答をもとに整理した．

との交流が生まれ，地域外の人材・組織との連携が
密になり，新たな活動が生まれ，継続的な活動につ

ここでいくつかの用語を整理しておく．復興基金

ながったと感じていた．

事業におけるコミュニティ再生のためのソフト施策
全般を「コミュニティ再生ソフト施策」と呼ぶ．『地

D 集落では震災後の新たな活動は見られない．地

域コミュニティ再建（ソフト）』，『地域復興デザ

域リーダーは，リーダーシップを発揮して何かの復

イン策定』は，コニュニティ再生ソフト施策に含ま

興活動に取り組もうとし，復興支援員もリーダーを

れる具体的事業名である．

サポートしたが，住民の協力はなく，むしろ批判さ

A 集落では，震災後の新たな活動として集落の機

れていた．つまりコミュニティ再生ソフト施策には
具体的に取り組めなかった．

構改革，盆踊り開催による集落連携，集落を出た人
たちとの交流があった．その背景には，地域リーダ

E 集落での震災後の新たな活動としては，町内会

ーが，リーダーシップを発揮し，集落の自治機構改

のスリム化があった．地域リーダーは，地区役員と

革を進めていた．復興支援員は，長期間，住民，特

してリーダーシップを発揮し，地区（集落をまとめ

にお年寄りをサポートしており，その過程で築いた

る単位，集落を小字とすると，地区は大字）の自治

住民との信頼関係のもと，近隣の集落との連携で盆

機構改革を進めたが，途中で立ち消えとなった．復

踊りを行うきっかけを作った．また，復興支援員が

興支援員のサポート，コニュニティ再生ソフト施策

間に入り，震災で集落を出た人と残った人との交流

の取り組みの認識は集落内ではなかった．その背景

を行ったこともヒアリング結果から確認できた．地

には，E 集落が属する地区では，震災後，早くから

域リーダーは，『地域コミュニティ再建（ソフト）』

地区単位の自治を形成しようとする地区リーダーに

に取り組むことによって，いったん途絶えた盆踊り

よって集落連携の取り組みが活発に行われた．その

という行事が再開できたと感じていた．

ため集落単体での取り組みよりも，集落連携の取り

C 集落では，震災後の新たな活動として地域づく

組みを優先する意向があり，復興支援員も集落連携

り団体の発足，外部交流の事業化，盆踊り開催によ

の取り組みをサポートしていた．
『地域復興デザイン

る集落連携がある．その背景には，地域リーダーが，

策定』に取り組んだものの，集落連携の取り組みに
18
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活用されていた．その影響もあって E 集落における

状況が軽微な地域の復興は，軽微であるが故に外部

復興支援員のサポート，
『地域復興デザイン策定』の

からの注目を浴びないことでおこるデメリットを浮

取り組みに対する集落内の認識は，実態とは異なっ

き彫りにしたともいえる．
全体的に人口減少した E 集落では，中間層が減少

ていた（取り組んではいたが集落住民には取り組ん
でいたという認識がなかった）
．

した集落に比べ危機感が強く，集落の自治機構改革
でなく，より大きな単位（地区）での自治機構改革

３．地域は，何を喪失しどう補おうとしたか

を指向していた．しかし地区の自治機構改革を成し

3.1 集落の自治機構改革指向と外部との交流指向

遂げるには，指向の異なる集落間の合意形成が必要

先のヒアリング調査の整理・分析から，どの年齢

で時間がかかる．現状では未だ住民の共通理解も進

層が人口減少したのかによって集落の復興活動の指

んでおらず，多くの住民が地域の復興感を得るまで

向性に違いがあることがわかった．

には至っていない．

中間層が減少した集落（A，D）では，集落の自治

高齢層が減少した C 集落では，外部との交流を進

機構改革を進めていた．中間層（50～60 代）は，震

めていた．高齢層（70～80 代）は減少したが，地域

災前，集落の役員等を務めて地域を支えていた 70

を支える役割を担う中間層（50～60 代）がほぼ集落

代の次の世代であり，その層が減少したことは，地

に残ったため，中間層が減少した集落に比べ，危機

域をつなぐバトンを渡す先を失ったことを意味する．

感が低い．機会を得て始めた外部との交流による地

そこで，A 集落では集落の自治機構改革として，中

域の活性化を目的に，地域活動団体を発足させ，そ

間層の次の世代（40～50 代）が地域を担う仕組みづ

の後，外部との交流の事業化をしており，住民は，

くりを進めた．その成果をもって地域リーダーは地

外部と交流への関わりのなかで地域の復興感を高め

域の復興感を感じていた．他の住民もこの取り組み

ていると推測できる．復興支援員とコニュニティ再

を良く理解しており，協力的で，それぞれの立場で

生ソフト施策は，外部との交流を後押しすることで，

この取り組みの進捗を認識していた．復興支援員は，

地域の復興感に寄与している．

長期に及ぶ住民へのサポートで醸成した信頼関係か

3.2 地域におけるガバナンス意識の芽生え

ら，地域リーダーだけでは為しえない集落連携，そ

中間層減少集落と全層減少集落は，集落の自治機

して出た人と残った人との交流を進め，また，コニ

構改革を指向し，高齢層減少集落は，外部との交流

ュニティ再生ソフト施策は，盆踊りの再開を促すこ

を指向していた．この結果から，地域が人口減少に

とで，双方とも住民の地域の復興感に寄与している．

よって何を喪失していたのかを推測すると，前者は

同様に中間層が減少した D 集落では，危機感のも

「集落の存続可能性」であり，後者は「かつての集

と何らかの活動を進めようとしたものの，住民の協

落のにぎわい」であったと考えられる．この喪失感

力が得られず，新たな活動まで発展しなかった．そ

を補うために，前者は「集落，もしくは地区の自治

のため少なくなった人数で従来の集落の自治機構の

機構改革」を指向し，後者は「外部との交流」を指

延長線上で集落運営を進めざるを得ず，住民が地域

向した．それがうまく進んだか否かが，地域の復興

の復興感を感じるところまで至らなかった．他の集

感の質の「高」
「低」の差を生み出していた要因と考

落に比べて被害が比較的軽微で，仮設住宅の入居率

える．地域の復興感を得られていない D 集落のヒア

も低かったことから，外部からの注目を得ることが

リングでは「何があっても中央（市の中心部）に近

できず，外部から支援も手薄で，このことが地域の

くなければと思う．奥地は青色吐息だ」，「地域に

復興感に何らかの影響を及ぼしていたと推測できる．

あった取り組みを行政が指導してくれればと思う」

「ボランティアに要望して良いものか」とのヒアリ

という声がヒアリングのなかで聞かれた．一方，復

ング結果（表３）も外部との関わりが薄かったこと

興感を得られている A 集落では「次の世代が地域を

を示唆する．先の 2014 年の報告

で，震災直後か

担うといってくれたことが復興のあかし」，Ｃ集落

ら多くのボランティアやＮＰＯ等が地区・集落を直

では「地域の活動が効いている．若い人が頑張って

接支援するために来訪したことが，震災前から過

くれているのが嬉しい」と言っている．いったいこ

疎・高齢化が進んでいたこれらの地区・集落の閉塞

の違いはどこにあるのだろうか．

2）

感を少なからず軽減する役割を果たし，地域外の

この違いは「ガバナンス」にあると著者は考える．

人々とのつながりが危機感の認識にも影響を与えた

藤井は，
「ガバメント（government）
」という概念が

ことが明らかとなっている．D 集落の事例は，被害

統治者による被治者の支配といういわば縦の権力関
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係を意識し，
「公共性」の独占的な担い手として主に

集落では，喪失を受けた者にとって，とりわけ大切

政府を想定してきたのに対し，最近の「ガバナンス

とされる他者からの支援をうまく受け入れ，まず

（governance）」概念では，政府を中心とする縦の

は，他者との交流によって，自尊心やアイデンティ

関係だけではなく，政府以外の諸アクターも積極的

ティの喪失に回復に対応し，次に，中間層，全層減

に「公共性」を担う主体として認め，そうしたアク

少集落では，集落の自治機構改革によって，未来の

ター間の（縦横に広がった）相互の関係やネットワ

希望の喪失の回復に対応し，高齢層減少集落では，

ークを重視する．それゆえ，そこで強調されるのは

外部との交流によって，近隣の喪失の回復に対応し，

「支配」ではなく「交渉（bargaining）」や「協働

そして，ガバナンス意識が芽生えることによって，

（partnership）
」 であり，また，そのために「統治」

自分だけは大丈夫という気持ち（無知型安心）と自

という訳語を避けて「共治」という訳があてられる

分を守ってくれるはずの力（これまで依存するばか

こともあると指摘する 9)．

りであったガバメントの存在）の喪失の回復に対応

A 集落の地域リーダーは，ヒアリングのなかで「震

することで，災害がもたらした結果と闘い，地域ぐ

災によって集落は人が少なくなった．その課題をど

るみで協力し合い，以前にもまして団結が強まり，

う埋め合わせて，次の世代につなげるかが集落の復

ふたたび若返って再生することで復興感を得ていた

興の課題だ．その課題をすべての人が自分事として

と考えられる．

考えることが大事だと考えた」と答えている．それ
が成し遂げられた象徴としての集落の自治機構改革

４．当事者意識を生み出した背景

をもって，集落は復興したと明快に答えている．

4.1

我が国の農村地域政策の新展開と中越地震か

らの復興におけるコミュニティ再生ソフト施策の展

震災前の中越地域の集落の姿は，「ガバメント」

開との類似性

に依存するのみで「ガバナンス」意識は希薄であっ

小田切は，1990 年代以降，農村では「限界集落」

たと考えられる．震災をきっかけに，リーダーシッ
プが生まれ，さらに復興支援員等の足し算の支援（寄

いう言葉に象徴される「コミュニティの危機」と農

り添い型支援）によって無知型安心から無知型不安，

業総生産額と政府建設投資の縮小に象徴される「経

そして能動型不安へと住民の意識が変化する

10）

済の危機」のふたつの危機が併進したことを背景に，

なか

で，住民の「ガバナンス」意識が芽生えていった．

2000 年代後半以降，我が国における農村地域政策の

言い換えれば，「行政の対応が悪いから我々は何も

新展開があると指摘し 5），新しい政策の位置づけを

できない」から「我々が頑張れば行政が支えてくれ

表５のようにまとめている 11）．

る」へと住民の意識が変化した．このように考える

従来型支援として過去の政策のメインストリーム

ならば，地域の喪失感を補っていたものは，喪失感

にあったのが，格差是正のためのハード対策であり，

を自分達自らで補おうとする住民の「当事者意識」

表中の左下隅に位置づく（「従来型支援」の項目）．

といえ，その「当事者意識」が復興感を醸成してい

ここをいわば原点として，農村政策の重心シフトが

たといえる．先の 2014 年の報告

2）

では，復興活動

生じており，その変化のポイントは，①補助金から

への住民参加と危機感の関係の分析で，住民の復興

交付金へ，②補助金から補助人へ，③中央政府から

活動への積極的な参画は，危機感が深刻であること

地方政府へ，④政府から「新しい公共」へと指摘し，

を認識するきっかけともなりうると指摘されている．

表５で見れば，左下から始まり，それは表中の広範

この点については，活動を積極的に進めてきた人材

囲にわたる領域に支援の内容と主体が広がることを

が高齢化することによる先行き不安もその要因とし

意味している．こうした形で，新しい農村政策では

て想定されるが，住民の当事者意識が生まれたが故

地域づくり支援の充実が見られると指摘する．そし

の能動的な危機感の認識とも捉えることもできる．

て，農村政策を動かすものは，いままでは中央政府

以上のことを先のラファエルの指摘に照らし合わ

や地方政府（県，市町村）が当然の主体として考え

せ更に考察すると，各集落は，震災による人口減少

られていたが，地域住民やその自治組織，各種の機

によって近隣や地域社会の喪失，さらには，自尊心

能組織，さらには地域外の都市住民，NPO 等の多様

やアイデンティティの喪失，未来の希望の喪失，そ

な主体も公共領域にかかわり始めており，このよう

して，自分だけは大丈夫という気持ちと自分を守っ

な動きは，「ガバメント（統治）」から「ガバナン

てくれるはずの力の喪失があり，これらが複雑に絡

ス（協治）」への転換として，知られているところ

みあっていたと考えられる．復興感の得られている

であると指摘する 12）．
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表５

地域づくりに対する多様な支援（小田切，2014）
政府（中央／地方）
人的支援

補助金
（モノ・カネ）

専門家
コンサルタント派遣
（地元学）

非専門家
寄り添い
（目配り）

地域づくり交付金
（使途自由）

コンサルタント派遣
（コミュニティづくり）

寄り添い
（目配り）

従
来
型
支
援

格差是正のための補助金

コンサルタント派遣
（生活交通等）

格差是正のための補助金

コンサルタント派遣
（ビジネス）

主体づくり
（暮らしのものさし）
コミュニティ
場づくり
（暮らしの仕組み）
生活インフラ
条件づくり
（カネとその循環）

表６

多様な支援

中越地震被災地におけるコミュニティ再生施策の整理
政府（中央／地方）
人的支援
専門家

補助金
（モノ・カネ）
主体づくり
（暮らしのものさし）

『地域コミュニティ再建
（ソフト）』
コミュニティ

場づくり
（暮らしの仕組み）

生活インフラ

条件づくり
（カネとその循環）

非専門家

新しい公共（非営
利・非政府組織）

復興支援員

『地域復興デザイン策定』
従
来
型
支
援

新しい公共（非営
利・非政府組織）

コンサルタント派遣

多様な支援

地域共用施設等復旧／コ
ミュニティ施設再建
手作り田直し

復興支援員

コンサルタント派遣

この農村地域政策の新展開とほぼ同時期に中越地

当事者意識を醸成することに寄与していた．そして，

震からのコミュニティ再生ソフト施策が展開された．

この施策展開を生み出した背景には，「中央政府」

先の小田切の整理と対応付けて復興基金によるコミ

から「地方政府」へ，そして「ガバメント」から「ガ

ュニティ再生ソフト施策をまとめた結果が表６であ

バナンス」への大きく二つの転換があることが確認

る．

できた．それは，まずは復興基金の仕組みである（中
央政府から地方政府への転換）．国はこの仕組みを

復興検証調査会が示す図１の復興プロセスは，農

作り，細かい運用については現場に近い県に任せた．

村地域施策の新展開（表５）同様，左下から始まり
（損失への対応），表中の広範囲にわたる領域に支

図１にあるように，県は現場の状況に応じて復興基

援の内容と主体が広がっている（喪失への対応）．

金メニューに基づく事業を展開した（補助金から交

そのなかにおいてコミュニティ再生ソフト施策とし

付金へ）．つぎに中間支援組織と復興支援員の仕組

ての地域づくり交付金（特定の目的に対して使途の

みである（ガバメントからガバナンスへの転換）．

自由度が大きい交付金）に相当する『地域コミュニ

住民，行政に中間支援組織等が加わった三極構造に

ティ再建（ソフト）』と『地域復興デザイン策定』，

よる多面的，多重的支援の枠組みが形成され，官民

寄り添い（目配り）に相当する「復興支援員」が導

協働による施策展開がコミュニティ再生を下支えし

入されている．ここでも農村地域政策の新展開同様，

た．また，中間支援組織等は，三極構造を形成する

変化のポイントは，①補助金から交付金へ，②補助

だけでなく，足し算の支援（寄り添い型支援）によ

金から補助人へ，③中央政府から地方政府へ，④政

って集落の当事者意識を引き出した（補助金から補

府から「新しい公共」へと指摘できる．このように，

助人へ）．

我が国の農村地域政策の新展開と中越地震からの復

この二つの転換の背景から，柔軟に現場ニーズに

興におけるコミュニティ再生ソフト施策の展開は，

あったコミュニティ再生ソフト施策が生み出され，

容易に対応付けすることができる．

その施策によって住民の意識に当事者意識が生まれ，

4.2

地域の復興感を高めた．そして，現在の被災地では，

当事者意識を醸成したコミュニティ再生ソフ

集落が地域の存続可能性の獲得の取り組みを自ら推

ト施策を生み出した背景

進し，集落ができないことを中間支援組織等が補い，

先に示したコミュニティ再生ソフト施策のいずれ

中間支援組織等ができないことを政府（まずは地方

もが，復興感を感じている集落で活用され，住民の
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政府，つぎに中央政府）が補おうとする補完性の原

本研究では，代表的な被災集落における地域リー

理に基づく役割分担と関係性が築かれようとしてい

ダーと複数の住民のヒアリング調査から，①アンケ

る．これは新潟県復興ビジョン記録２の「市民自治

ートには復興したと答えても，復興感を感じていな

の確立によって持続可能な自立した地域づくり」の

い地域があること，②人口減少がどの層でおきるか

将来像に極めて近い．

によって地域の喪失感が異なり，復興活動の指向性

ここで，中越地震の復興の関係者と農村地域政策

が違うこと，ヒアリング事例からは，中間層，全層

の関係者とのやりとりについて触れておく．2007 年

減少の地域は，集落の自治機構改革を指向し，高齢

9 月に復興基金で「地域復興支援員設置支援」事業

層減少の地域は，外部との交流を指向する傾向があ

が導入され，2008 年度から各市町村に本格的に復興

ったこと，③集落の自治機構改革もしくは外部との

支援員が配置され，同時に研修会が始まった．2009

交流の取り組みがうまく進んだか否かの差が，地域

年 2 月開催の研修会から農村地域政策の関係者が講

における復興感の「高」
「低」の差を生み出していた

13)，その後両関係者のやりとりが始

こと，④復興支援員とコミュニティ再生ソフト施策

まり，2009 年度から両者がメンバーとなった「地域

は，地域の復興感の醸成に寄与していたこと，⑤地

14)．一方，2008

域の喪失感を補うものは，喪失感を住民自らで補お

年 4 月に国の過疎問題懇談会で，新たな過疎対策と

うとする住民の当事者意識であることが明らかにな

師として登場し

の人的支援研究会」が創設された

して集落支援員（仮称）の設置が提言され

15）

った．

，2008

年 8 月に集落支援員制度が，2009 年 3 月に地域おこ

つぎに，近年の我が国の農村地域施策の新展開と

し協力隊制度が導入された．2010 年 10 月には，
「地

中越地震からの復興施策の展開の比較から，①その

域への人的支援を考える～地域復興支援員と集落支

二つには類似性があること，②その類似性は，中央

援員による集落支援活動」をテーマにしたシンポジ

政府から地方政府へとガバメントからガバナンスへ

ウムが長岡市で開催され 14），その後，両関係者の尽

の二つの転換であること，③二つの転換が背景とな

力により全国の集落支援員，地域おこし協力隊等の

って住民の当事者意識が醸成されたことに言及した．

連携を促進する「地域サポート人ネットワーク全国

ここまで，震災が引き金となった人口減少による

協議会」（以下，サポ人ネット）が発足し，2011 年

地域の喪失感の回復について考察してきた．ラファ

度には，復興支援員の研修会を担当する中越防災安

エルが指摘するように，調査対象の集落においても，

全推進機構が事業主体となり，サポ人ネットとの協

災害がもたらしていた喪失は複雑に絡み合っていた

働で，全国の集落支援員，地域おこし協力隊及び受

であろう．本研究では，どのような喪失が，どのよ

入自治体職員の研修会が開催され

16）

うに絡み合い，それをどのように解きほぐし，ひと

，以降もサポ人

つひとつの喪失をどのように回復するかについてま

ネット主催の全国研修会が開催されている．
偶然にも導入のタイミングがほぼ同時となった中

での解明までは至っていない．しかしながら，指向

越の復興施策としての復興支援員，農業地域政策と

性の違いはありながらも，共通してラファエルが指

しての集落支援員等ではあったが，その後，両関係

摘する「他者からの支援」は，地域社会の喪失の回

者間で地域の人的支援施策に関るやりとりが頻繁に

復に寄与していた．被災中山間地域は，震災前から

行われ，互いの施策運用に影響を及ぼし合っていた．

緩慢に進行する過疎化・高齢化によって，震災が起

また，2009 年 3 月に開催された復興支援員の研修会

きる起きないに関係なく，既に，都会と地方を比較

では，農村地域政策の関係者から新しいコミュニテ

するなかで「自尊心やアイデンティティの喪失」
，止

13）

，集

まらない人口減少のなかで「未来への希望の喪失」

落を対象としたコミュニティ再生ソフト施策の次の

をしていたのかもしれない．これはおそらく，現在，

段階の集落連携を促進する新たな基金事業（
「地域経

復興が進められている東北もそうだろうし，地方創

ィの構築－「手作り自治区」の提案がなされ

17）

）に影響を与えた．

生が進められている各地もそうであろう．そうであ

以上のように 2009 年以降，両関係者間の連携が深

るならば，その地域社会の喪失の回復に必要なのは

営実践支援」
，2012 年 5 月導入

まり，その後中越からの復興施策と農村地域施策が，

「他者からの支援」であるはずである．現在，東北

特に地域への人的支援施策を中心に互いに影響を及

では，復興支援員や NPO 等，様々な他者が活躍し

ぼし合っていた．

ているし，その他の各地でも集落支援員や地域おこ
し協力隊等，様々な他者が活躍している．今後は東

５．おわりに

北や各地の取り組みも調査対象とするなかで，地域
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ここに感謝の意を表するものである．

社会の喪失の回復における他者の役割の研究を進め
ていきたい．
また，小田切は，農山村の地域づくりの本質的要

補注

素を「内発性」，「総合性・多様性」，「革新性」

注１ 2008年に復興の実践活動に理論的根拠を与え，普遍

と指摘したうえで，内発性を考えれば行政のかかわ

性のある知見を見出し，それを中越の復興にフィードバ

り方に根本的な再検討が必要となり，そのために行

ックすることを目的に中越防災安全推進機構内に設置

政が「指導」して内発力を伸ばすという発想に至れ

された．機構職員と研究者で構成され，月1回ペースで

ば自己矛盾に陥ると指摘する．また「増田レポート」

研究会を開催している．震災から10年の検証を目的に，

のように危機感を煽って「内発性」に誘導しようと

2012年度よりアンケート，ヒアリング調査を実施，議論

しても，それは地域内の「諦め感」を増幅させる可

を重ねてきた．

能性があり，むしろ逆効果につながりかねない．重

注２ 復興プロセス研究会では，中越地震の被災地域の地

要なことは，何よりも地域住民が当事者意識―「地

区・集落を対象として「復興基金の活用状況」「外部支

域づくりとは自らの問題だ」という意識―を持つこ

援の有無とその内容」「復興感」「震災後の備え」を主

とを支援することであると指摘する

11）

．岡田は，
「地

な項目としてアンケート調査を実施している．調査対象

域の過疎化」は，日常性に隠れた「もう一つの災害」

への配布は自治体を通じて行われ，郵送によって回答を

とみなすべきとし，地域の過疎化を克服するという

返送してもらう形式をとった．配布は2012年7月から8月

ことは，もう一つの災害からのたゆまぬ地域復興だ

にかけて行われ，8月中を回答，返送の期限とした．配

とみなせると指摘する．そして，自然災害からの地

布は1915票，回答は852票，回収率は44.5％である．ただ

域復興自体も，災害が起こってからの地域復興だけ

し，中越地震以降，被災地域では市町村合併が進んでい

では対処しきれず，災害前（事前）からの息の長い

るため，調査対象とした自治体（長岡市，小千谷市，十

「地域の立て直し」を戦略的に行っていくべきであ

日町市，魚沼市，南魚沼市）の中には軽微な被害であっ

るとし，立て直しの補助概念として，頭数の「人口」

た旧市町村も含まれている．震災からの復興を整理する

ではなく，当事者意識の考え方に近い，一人ひとり

ために，回収された回答のうち，地区・集落が同定され

の主体的関与の総合力としての「人効」
を提唱し

18）

，

たもので，かつ地域内に仮設住宅が建設された合併前の

過疎対策と災害復興の接続を試みている．また，山

市町村内のもの，429票を分析の対象としている．アン

下らは，コミュニティとガバメントの関係について，

ケート調査による調査結果をクロス集計で分析してい

国家の統治を首尾よく進めていくには，各自治体が

る．

ガバメントとして機能し，地域社会が存続している
ことが必要だとし（中略）小さな単位での意思決定
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