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 東日本大震災の際に復興の方向性を適切に共有できなかったという課題があった。一般的に住民が被災時に望む

のは「早く元の生活に戻ること」であり、復興時に住民の考える地域の生活像を関係者間で適切に把握・共有する

ための手法が必要である。被災想定地域においては災害前から地域の生活像を把握しておくことでそういった課題

を解決できる可能性がある。本研究は、東北の被災地で行われた「失われた街」模型復元プロジェクトの「記憶の

街ワークショップ」を地域生活像の把握手法として、南海トラフ地震で津波被災が予測される兵庫県南あわじ市福

良地区で応用・実践し、その効果を検証した。その結果、記憶の街ワークショップを応用することで、地域の生活

像を従来の手法より偏りなく効率的に把握できることがわかった。また、把握した生活像から多様な視点に基づい

た復興の方向性を検討できる可能性を示した。課題としては、把握した膨大な生活像の適切な共有手法の検討、証

言収集の適切な目標設定、WSへの若年層の参加促進等が挙げられる。 
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１．研究の背景・目的 

 東日本大震災の復興の際に、住民の分散や対立に

よるコミュニティの分断や行政のマンパワー不足等

により復興の方向性（ビジョン・グランドデザイン）

の共有が難しかったことが指摘されている1)。一般的

に被災した人々は「元の生活に早く戻る」ことを望

む2)ため、復興の方向性を共有するためには、住民の

考えるその地域での生活像を適切に把握し関係者間

で共有することが必要である。 

 今後、南海トラフ地震等の災害の発生が予測され

る地域においては、災害前から住民視点から見た地

域の生活像を把握し共有しておくことでこの課題を

解決できる可能性がある。近年、事前復興の取り組

みの一環としてこのような点に着目した南海トラフ

地震の対策が和歌山県由良町衣奈地区3)4)や徳島県美

波町由岐地区5)で実践されている。ただし、前者では

少数の地域住民の意見から生活像を調査したため把

握した生活像に偏りがある恐れがあることが課題と

される。後者では１年間かけて綿密なヒアリング調

査を行い把握しているが、高確率で広範囲に被害が

予測される南海トラフ地震に対してはより効率的に

生活像を把握して行く必要がある。 

 よって本研究では、実際に災害が予測される地域

において地域の生活像をできるだけ偏りなく、効率

的に把握するための手法を検討・実践し、その効果

を検証することを目的とする。 

 

２．研究の方法 

 本研究では、東北の被災地で取り組まれてきた

「失われた街」模型復元プロジェクトの「記憶の街

ワークショップ」6)を応用した地域生活像の事前把握

手法を提案する。そして南海トラフ地震で8.1mの津

波が予測される兵庫県南あわじ市福良地区で『「失

われない街」プロジェクト』として実践し、その成

果から検討した手法の効果を検証する。 
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２.１．記憶の街WSの概要と用いる理由 

 記憶の街WSは東日本大震災の被災地で建築系の大

学生が中心となって取り組んだ復興支援活動で、図

１の①を２週間〜数ヶ月で行なった後、現地で学生

がスタッフとなり②〜③を約１週間繰り返し、被災

前の風景や町並みを復元するワークショップである。 

 

 
図１ 記憶の街WSの流れ 

 

 まちづくりで地域を調査する方法には、タウン・

ウォッチングやスケッチ等の地域の観察を行い、そ

れを地図等にまとめる方法や美波町のようなヒアリ

ング調査等がある7)。この場合、前者ではその地域を

見た時点のみの情報になりやすく、地域の非定常の

生活が読み取りづらい。後者では、十分なヒアリン

グを行うのに多くの時間を要する。   

 地域の計画を考える際には、公聴会、住民協議会

への参加やアンケート等がある7)。住民協議会等への

参加は地域の代表的な住民の参加が主になるため偏

りが生じる恐れがある。無作為に抽出する手法もあ

るが、無作為に抽出された住民が積極的に会議の中

で発言するとは考えづらい。また、アンケートでは、

選択式が主になり、詳細な地域像を読み取ることは

難しい。 

 記憶の街WSは、１週間ほどのワークショップで、

任意で来場した多くの住民と学生との対話の中から

大量の証言が記録できることが報告されている8)。ま

た、その証言を集めて編集することで地域住民の言

葉で地域の歴史や生活像を詳細に記述できることが

報告されている9)10)。よって、この手法を津波想定地

域に応用することで先述の課題を解決できる可能性

があると考え、これを応用する形で手法を検討した。 

２.２．兵庫県南あわじ市福良地区と選定理由 

 本研究は、公益財団法人ひょうご震災記念21世紀

研究機構の運営する「南海トラフ地震に対する復興

グランドデザインと事前復興計画のあり方」研究会
(1)の一環として行った。研究拠点が兵庫県であった

ため、通いやすい範囲で、かつ事前復興対策の必要

性が高い地域として県内で最も高い津波が予測され

る福良地区を対象エリアとして選定した。 

 福良地区は南あわじ市南西沿岸部に位置する地区

で、鳴門海峡のうずしお観潮船や淡路人形浄瑠璃、

３年養殖トラフグ等が名物となっている。旧南淡町

の中心部であったが、近年高齢化が進み人口減少が

続いている。現在の人口は平成29年3月時点の国勢調

査によると5081人、2425世帯（高台住宅地の潮美台

を含めれば6600人、3023世帯）である。福良湾を囲

むように居住地や商店街が配置されている（図２）。

地区に22ある自治会が自主防災組織として、専門家

とも連携しながら積極的に防災まちづくりを進めて

いる (2)。 

 

 

 

図２ 福良地区の航空写真  

(上:広域 / 下:地区 Googleより引用) 

 

２.３.実施体制 

 研究の実施にあたって、公益財団法人ひょうご震

災記念21世紀研究機構が事務局となり、南あわじ市

危機管理課と福良地区自治会と協力して現地との連

携を図った。記憶の街WSの運営には神戸大学建築学

科槻橋修研究室、同大学学生有志団体のプロジェク

ト福良、一般社団法人ふるさとの記憶ラボ(3)が連携

し、後述するWS後の証言の整理・確認作業は京都大

学防災研究所牧紀男研究室と兵庫県立大学減災復興

政策研究科学生有志の協力を得て実施した。 
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３.手法の検討・実践・成果 

３.１.手法の検討・実践 

 手法は先述の記憶の街WSの流れ（図１）を基本と

して、以下のような修正をし、実施した。 

(1) 模型の縮尺・制作範囲・精度の調整 

 広大な浸水予想エリアをできるだけ模型で表現す

るために、これまで1/500で制作してきた模型の縮尺

を1/1000とし、3km×3kmの範囲を600mm×600mmの

模型25個で制作した。それでも浸水域全体は表現し

きれないため、地区の中心部を可能な限り表現でき

るよう模型制作範囲を決定した（図３）（写真１）。 

 また、縮尺を変更したことで製作する建物の模型

の数が膨大になったため、模型の精度を下げ、簡略

化を図った。これまで庇のある建物は全てその庇を

表現していた(4)が、庇の表現は主要な公共施設のみ

とし、一般家屋は家型のみの表現とした（写真２）。 

 

 

図３ 模型製作範囲と浸水域図（色付き部分が浸水

域・地図はGoogleより引用） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 制作した白模型（浸水域を赤い紐で表現） 

 

(2)証言の公開の可否の確認 

 得られた証言は不特定多数の人の目に入る可能性

があるため、聞き取りの際に住民に聞き取った証言

を公開していいか確認を行った（図４）。 

(3)現在の地域生活像を把握するための工夫 

 住民が語る生活に関する情報は現在も継続してい

るものとは限らないため、地域の生活像を把握する

にはその生活がどの時点のものかを把握することが

必要である。そのため証言を記録する際に、その証

言が「過去」の思い出か、「現在」実際にしている

生活か、「未来」への予想や要望か時間軸の確認を

行った。また「防災」に関する証言は別途区別でき

るようにした。その内容は聞き取りシートに記録し

た上で（図４）、証言を書き込む旗の色を４色用意

し見分けられるようにした（写真２）。 

 

 

図４ 聞き取りシート 

（赤枠部で公開可否を確認・緑枠部で時間軸を確認） 

 

写真２ 庇を表現した主要施設模型と庇のない一般

家屋模型・模型に差し込まれた４色の旗（過去：緑、

現在：青、未来：黄、防災：赤） 

 

(4)多くの住民の証言を集めるための工夫 

 偏りのない地域生活像を把握するためには多くの

来場者を集め、聞き取りをする必要があった。その

ために、会場を利用者の多い公民館のオープンスペ

ースに決定し、自然とイベントに来た人の目に入る

位置に模型を展示した。また、研究会メンバーによ

る講演会の同時開催、自治会の協力によるチラシ（図

５）の全戸配布、市の協力による地域の各世帯に設

置してある有線放送での連日の広報、適宜地域に出

て直接のヒアリングや、小中学校等で来場の呼びか

けも行った。開場時間は仕事終わりでも参加できる

ように夜８時までに伸ばし、開始と終了を土日に合

わせて開催した。しかし、会期に小学校の運動会と

被ってしまい、住民に負担をかけてしまったという

課題が生じた。 

3 km 

3 km 
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図５ WSのチラシ 

 

(5)大量の証言の整理工程の追加 

 後で詳しく記載するがWSで得た証言は1000個を

超えた。このままでは地域の生活像を読み取ること

が難しいと考え、重複する証言等を省き可能な限り

シンプルな文章にまとめ直す整理工程を追加した。 

 具体的には以下のような流れで検討・実施した。 a

〜dを大学院生1名で１週間ほどかけて整理し、e〜g

を約３時間かけて大学生・大学院生合わせて20名ほ

どで整理し、hは大学院生3名で約6時間かけて実施し

た。 

a.証言データ整理 

 書き取った証言をエクセルに入力し、関連する場

所とそれが示す時間を合わせて入力する。また、１

つの証言が1つの場所と時間を示すように分類し（例

えば、「福良小学校で毎日遊んでいた。最近は小学

校近くのお寺までよく散歩している。」という証言

なら、「福良小学校で毎日遊んでいた」という福良

小学校に関する過去の証言と「最近は小学校近くの

お寺までよく散歩している。」というお寺に関する

現在の証言の2つに分類）、それぞれにIDをつける。 

b.証言カード作成 

 各証言とそのID、場所、時間を表現したカードを

作成する（図６）。 

c.エリアの設定 

 収集した証言が示す場所全てを含むようにエリア

を設定し、地域特性や自治会境界等を参考にいくつ

かエリアに分ける（福良の場合図７のように３エリ

アに分けた）。この際、各エリアの境界が、ある特

定の証言が得られた面的なエリア（湾や地区等）や

線状のエリア（商店街等）をなるべく跨がないよう

に配慮する(5)。また、各エリアの証言数が均等にな

るようにする。これらは、同じの証言の整理を複数

の班でするような余分な作業の発生を防ぎつつ、作

業負担を均等にすることを図ったものである。 

d.地図の準備 

 各証言に関する場所に場所の名前とIDをプロット

したエリアごとの地図を準備する（図８）。 

 

 

図６ 証言のカードのイメージ 

 

図７ 証言整理用に検討したエリア分け 

（A:海・工業/B:旧市街地/C:新市街地・高台） 

 

図８ 証言整理用の地図のイメージ 

 

e.参加者のグループ分け 

 １グループ5~6名でc.のエリア分けに応じて参加
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者を集め、グループに分ける（福良の場合、各エリ

ア担当３グループ ＋ 場所に関係ない証言の整理１

グループ）。 

f.テーブルの準備 

 各グループのテーブルと大判用紙を準備し、各エ

リア担当グループの大判用紙の中心にd.の地図を貼

り付け、そのエリアの証言カードを置いておく。 

g. 証言カードの整理 

 各グループで証言カードの整理を行う。 

 各エリア担当グループは、まず場所ごとにカード

を整理する。次に場所ごとに重複している証言等に

注意しながら、その概要をシンプルに伝えるような

新たな文章を考え、付箋に書き込んで行く。書き込

めたら関連する証言カードと付箋を一緒にステープ

ラーやテープでまとめ大判用紙に貼り付けていく

（写真３・４）。 

 場所に関係ない証言を整理するグループは、これ

を証言の特性（例.漁業に関する証言、気候に関する

証言 等）ごとに行う。 

 

 

写真３ 大判用紙上での整理作業 

 

写真４ 整理作業後の大判用紙と証言カード・付箋 

 

h. 文章チェック 

 付箋に書き込まれた文章に抜け漏れ落ちがないか

証言カードを再確認し、適宜修正していく。 

(6)生活像を伝える文章の確認工程の追加 

 最後に各証言から文章をまとめ直す段階でミスが

あったり、そもそもの証言に間違いがあったりする

ケースが考えられたため、最後に福良地区に詳しい

自治会長の方々にまとめ直した文章を再びカード

化・冊子化したものを見せ、確認してもらう工程を

追加した（写真５）。 

 作業は(5)の整理作業とほぼ同じ流れで、g.の整理

作業の代わりに確認作業を行なっている。その際１

つの証言カードを複数人で見るのが難しかったため、

まとめ直した証言カード（写真６）を冊子化して（写

真７）グループ全員で同じカードを見ながら話せる

ようにした。また、その際１つのカード内に過去や

現在の証言が混在するためb.で証言カードに色で時

間の表現をしていない。 

 

 

写真５ 確認作業の様子 

 

写真６ まとめ直したカード 

（各場所や各生活の証言を1〜2枚のカードに整理） 

 

写真７ カードをまとめた冊子 

 

 以上のように検討・実践した方法の流れを図９に

まとめる。 
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図９ 検討・実施したWSの流れと修正事項 

（赤字：従来の記憶の街WSからの修正点・追加点） 

 

３.２.手法の成果 

 記憶の街WSを図５のように2017/5/20~27に開催し

た。その結果、来場者数499名中269名から1393個の

証言を記録した（表１・２）。証言者数は福良地区

人口5081人の約5.3%、福良地区と潮美台を合わせた

人口6600人の約4.1%であった。ただし福良以外の地

区から来た証言者もいた。証言者は40代以上が中心

であったが~10代、30代女性の若い世代の参加も若干

見られた。ただし20代の参加はほとんどなかった。

参加者は女性が若干多かった（図１０）。 

 その後の証言の整理・確認により、1393の証言を

95の特定の場所や生活に関するグループに分類する

ことができた。模型製作範囲外の周辺地域に関する

証言も多く集まっており、結果的に福良地区全体に

関する証言を集めることができた（表３・図１１・

１２）。 

 

４．考察 

本章では、３章に示した成果をもとに、検討した

手法を福良地区において実践することで、地域の生 

表１ WS来場者数・証言者数・証言記録数 

 

表２ WSで記録した証言数 

 

 

図１０ 証言者数内訳 

表３ 証言整理後のグループ一覧 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本災害復興学会論文集 No.13, 2019.2 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 証言整理後の主要な証言の例（航空写真は Googleより引用・■過去 ■現在 ■未来の証言） 
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活像をできるだけ偏りなく、効率的に把握できたか、

その効果を検証する。また、検討した手法の意義に

ついても考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.１.生活像を偏りなく把握できたか 

まず、既存手法の課題として挙げていた来場者の

偏りについて考察する。 

図１２ 証言整理後の証言の位置図 

（番号は表３参照・地図は Googleより引用・●は浸水域内を白枠は模型製作範囲を示す） 



日本災害復興学会論文集 No.13, 2019.2 

 

29 

 

記憶の街WSを応用することで、重複はあるが約

500名が来場し、269名の証言を記録できた。由良町

衣奈地区での先行事例3)4)と比べると、WSにかける時

間を大幅に長くしたことでかなり多くの来場者数を

得られ（表４）、来場者の少なさから生じる生活像

把握の偏りが緩和できたことがわかる。 

ただし現状、地域の復興の方向性の共有のために

地域住民の何割から証言を集めるべきか、目標設定

の検討はできていない。今後は復興の方向性を考え

る際の適切な来場者数・証言者数の目標設定の検討

や、それに合わせた手法の追加調整が必要である。 

 

表４ 来場者数等に関する先行事例との比較 

 

 

 また、証言者の属性を福良地区と潮美台地区の人

口構成と比較する（図１３・１４）と、証言者の年

齢に大きく偏りがあることがわかる。40〜70代の男

性、30〜70代の女性の証言を多く収集できたが、〜

30代の男性や〜20代の女性、80代以上の男女の証言

をあまり収集することができなかった。衣奈地区の

事例の課題であった若年層の参加という点において

は、今回の手法ではあまり改善できなかったことが

わかる。地域の担い手である若年層の証言を収集し

づらいことは大きな課題である。今後別の地域で実

施する際には、30代以下の各世代の集まる場所・時

間帯を事前に調査しそれを踏まえたWS会場・会期の

設定をしたり、他の手法と組み合わせたりする等の

対策が必要である。 

若年層の生活像を把握できなかったという課題は

あるが、先行事例より多くの住民から証言を収集し、

地域生活像の偏りを緩和したことの意義としては、

場所ごとの多様な視点から見た特性を把握しやすく

なったことが挙げられる。 

例えば図１１の証言のうち「上町・下町商店街」

に着目すると、証言グループからは、かつてはとて

も賑やかで活気があったこと、現在は高齢者や空き

家が増え活気がなくなってきたこと、東側の商店街

にはまだ賑わいが残っていること、普段のちょっと

した買い物をする場所として活用されていること、

活気のなくなった西側の商店街も、祭りの綱引きの

会場としてまだ活用されていること等、実際に多様

な視点の情報が読み取れている。 

 

図１３ 世代・年齢別証言者数（人）※重複あり 

 

図１４ 世代・年齢別人口中の証言者割合 

（H29.3国勢調査データと図１３から筆者作成） 

 

もし商店街が被災したとして、このような多様な

生活像を被災後適切に共有できれば、例えば「ちょ

っとした買い物の場所として住民の居住地の近くに

東の商店街にあった商店を再建すること」や「祭り

の綱引きを考慮して、東の商店街だけでなく、かつ

ての賑わいの面影を残す西の商店街の空間も残すこ

と」といった複数の住民の視点に基づいたいくつか

の復興方針の案を素早く検討できる可能性がある。 

上町・下町商店街以外の各場所についても、被災

後にその被害状況に応じてそれぞれの生活像を共有

することで、地域全体で多様な住民の視点に基づく

復興の方向性を素早く検討できる可能性がある。こ

れが実現できれば大きな意義がある。 

しかし、このような複雑な生活像を住民や行政と

いかに共有し、復興の方向性を取りまとめていくか

は大きな課題である。得られた膨大な生活像を復興

の方向性へ活かすための方法論を、引き続き検討し

ていく必要がある。 

４.２．生活像を効率的に把握できたか 

次に、もう一つ既存手法の課題として挙げた手法

の効率性について考察する。 

東北での「失われた街」の活動で、同程度の面積

のエリアを対象とした石巻市大川地区でのWSと比較

すると、時間・労力を削減しつつ、同等の証言数・

来場者数を得られており、今回検討した手法を用い

ることでこれまでの記憶の街WSより効率的に証言を

収集できたことがわかる（表５）。 

ただし、今回追加した整理・確認作業に７ヶ月を

要している。この部分を今後いかに効率的に進める

かが課題である。３.１(5)に記載しているように、 

WS日数

／時間

人口

（人）

来場者数

（人）※

重複あり

人口中の

来場者数

の割合

（％）

証言者数

（人）※

重複あり

人口中の

証言者数

の割合

（％）

来場者中の

証言者割合

（％）※重

複あり

和歌山県由良町

衣奈地区
1日／110分 661 23 3.48 - - -

兵庫県南あわじ市

福良・潮美台地区

8日／4620分

[77時間]
6600 499 7.56 269 4.08 53.91
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表５ WSの効率性に関する先行事例との比較(6) 

 

 

作業方法の検討を除けば証言の整理工程は数週間で

終わる作業であり、効率化は十分に可能と考えられ

る。効率化を進め、被災想定がされている他地域で

も応用しやすい手法とするため、今後も検討を進め

ていく必要がある。 

 

５. まとめ 

 以上より、記憶の街WSを応用した手法を被災想定

地域で実施することで、従来の手法より偏りなく、

効率的に地域の生活像を把握できることがわかった。

また、把握した多様な生活像を被災後に適切に共有

できれば、多様な住民の視点に基づいた復興の方向

性を素早く検討できる可能性があることを示した。 

ただし、得られた膨大な生活像をいかに適切に共

有するか、証言収集の目標設定、30代以下と80代以

上の生活像の把握、収集した証言の整理・確認作業

の効率化等課題も多い。各課題の解決に向けた検

討・実践を今後も続けていく必要がある。 
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補注 

(1)研究会の詳細は、

http://www.dri.ne.jp/updata/%E9%9C%87%E7%81%BD21%E

4%B8%96%E7%B4%80%E3%80%80%E5%8D%97%E6%B5

%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95%E4%BA%8B

%E5%89%8D%E5%BE%A9%E8%88%88%E8%A8%88%E7

%94%BB_5093.pdf?（2019-1-30)参照。 

(2) 福 良 の 防 災 ま ち づ く り に つ い て は 、 

http://www.tsunami-bousai.info/handbook.pdf（2019-1-30) 参

照。 

(3) 「失われた街」模型復元プロジェクトの運営のために

2015年に立ち上げた一般社団法人。 

(4) 簡略化前の模型のイメージは「失われた街」模型復元

プ ロ ジ ェ ク ト の HP （ http://www.losthomes.jp/gallery/

（2019-1-30)）参照。 

(5) 福良の場合、集落や湾、港等を含むように海・工業エ

リアを、３つの商店街を含むように旧市街地エリアを、

高台の団地や新市街地を含むように新市街地・高台エリ

アを設定している。 

(6) 大川地区のWSデータは、「失われた街」模型復元プロ

ジェクトのHP（http://www.losthomes.jp/（2019-1-30)）や

実行委員会が保有する資料を参照した。 
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模型範

囲面積

(㎢）

WS回数

（回）

製作・WS
運営に

関わった

団体数

（個）

製作〜
WSまで

に要した

期間（ヶ

月）

証言数

（個）

証言者

数（人）

※重複

あり

来場者

数（人）

※重複

あり
宮城県石巻市大

川地区 釜谷・間

垣・長面・尾崎地

区

9.75 2 4 6 979 307 931

兵庫県南あわじ

市福良地区+潮

美台地区

9 1 1 2 1393 269 499
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