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一般論文

東日本大震災における津波被災地の復興
－復興から生まれた新たな取り組みを次の災害にどう活かすのか－
How can we prepare for the next disaster?;
Lessons of the Great East Japan Earthquake recovery at the tsunami impacted communities?
○牧紀男*1
Norio Maki*1
東日本大震災の津波災害被災地の復興の特徴を、被災・復興の規模、人口減少社会における復興という側面から明
らかにするとともに、東日本大震災の復興から生まれた、今後の復興さらにはまちづくりを考える上で重要な新た
な取り組みを紹介し、さらには東日本大震災の教訓をふまえた上で、今後の災害を見据えて「復興」という概念に
どのような展開が求められるのかについて検討を行った。
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１．はじめに

ちづくりを考える上で重要な新たな取り組みを紹介

東日本大震災から9年経ち、原子力災害による地

し、さらには東日本大震災の教訓をふまえた上で、

域の復興はこれからであるが、津波被災地域におい

今後の災害を見据えて「復興」という概念にどのよ

ては被災地の物理的な復興は完了しつつある。東日

うな展開が求められるのかについての検討を行う。

本大震災の都市の物理的な再建は、比較的発生頻度
の高い津波は防潮堤で防いだ上で、土地区画整理事

２．東日本大震災の復興は特別か

業、防災集団移転促進事業、漁業集落防災機能強化

2.1

事業といった既存の制度を用いて行われた。東日本

震災

復興規模から見た東日本大震災と阪神・淡路大

大震災のために新たに作られた制度は、土地を買収

東日本大震災はM9という、日本でこれまであま

してまちの再建を行う「津波防災拠点事業」くらい

り経験したことがない規模の地震、それにともない

である。既存の仕組みを使って復興を行なうという

青森から千葉におよぶ広範囲が同時被災する、さら

のは、災害復興のセオリーであり、災害後に新たに

に2万人ちかい人的被害が発生する、原子力発電所

提案される意欲的な計画・提案が採用されることは

の被害が発生する等、これまでに経験したことがな

稀である。

いような大きな被害が発生した。確かに人的被害、

しかしながら、復興は地域が抱えていた問題を顕

被害の広域性、原子力災害という点においては過去

在化させることから、復興をすすめるプロセスの中

に経験したことがない災害であるが、本稿で検討を

で、今後のまちづくりを考える上で重要な取り組み

おこなう復興という観点からみると、実は復興すべ

が生まれてくる。阪神・淡路大震災の復興では、公

き対象（個人の生活再建、こわれた財産の再建）の

営住宅に入居する高齢者の支援が課題となり、見守

量（表1）は、阪神・淡路大震災と変わらない。被害

り活動を行うLSA(Life Support Advisor)の導入等、

の広域性、人口減少社会等々、復興の大変さは決し

その後の高齢者支援のモデルとなるような事業が生

て量だけで決まるものではないが、阪神・淡路大震

みだされた。

災と比較して決して未曽有のものではないという認

本稿では東日本大震災の津波災害被災地の復興の

識を持つ必要がある。

特徴を、被災・復興の規模、人口減少社会における
復興という側面から明らかにするとともに、東日本
大震災の復興から生まれた、今後の復興さらにはま
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東日本大震災後の人口変化
5.00%

表1 東日本大震災と阪神・淡路大震災

地震の規模
死者

東日本大震災

阪神・淡路大震災

Ｍ９（Ｍｗ）
１９，５３３人（関連死含
む）
２，５８５人（行方不明）

Ｍ７．３（ＪＭＡ）

建物被害(全半
401,928戸
壊）
被災世帯（全半壊））
災害廃棄物
2012万トン
津波堆積物
1060万トン

想定南海トラフ地震（3
連動）
Ｍ８．7(Mw)

120.00%

100.00%

0.00%

2009

2010

2011

2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

2017
80.00%

-5.00%

6,434人

2.5万人（最大）
60.00%

241,980棟

全壊54.9万棟（最大

-10.00%
40.00%

460,356世帯
2,000万トン
ー

直接被害額

16兆9千億円？？

9兆9千億円（兵庫県） 60兆円（最大）

予算

32兆円
（被害額×1.89倍）

16.3兆円（自治体予算 60×1.6＝98.4兆円
含む）（被害額×1.64 60×1.89＝113.4兆
倍）
円
(M9.1 直接被害169.5
兆円）

-15.00%

20.00%

人口
（震災前年発生比）

人口減少率／年
-20.00%

0.00%

仙台市

名取市

石巻

気仙沼

南三陸

女川

図1 宮城県の被災市町村における人口変化
大きな被災を受けた地域で人口減少が進むのは一

（緊急災害対策本部（2017年3月9日）、災害廃棄物

般的な現象である。大都市の場合でも、阪神・淡路

については環境省（2019年3月末）、予算について第

大震災後、神戸市の人口が災害前の状態にもどるま

13回復興推進会議（平成27年6月24日）資料1、阪神・

でに10年かかっており、災害前の規模まで人口が戻

淡路大震災（兵庫県資料）、南海トラフは中央防災

っていない区も存在する。

会議（Ｈ１５年9月17日））

人口減少地域における復興であった新潟中越地震
では、大きな被害をうけた旧山古志村、小千谷市東

また、災害廃棄物の量＝こわれた財産の量＝直接

山地区では、旧山古志村は山に戻る、東山地区では

被害額という関係がなりたつはずであり、東日本大

防災集団移転で山を離れるという、まったく異なる

震災の直接被害額約17兆円は、阪神・淡路大震災の

復興施策がとられたにも関わらず、元の地域で再建

10兆円と比較すると少し大きめの数字となっている。

した人は被災前のほぼ半分であった。ただし、合併

さらに復興予算についても阪神・淡路大震災の直接

した同一市町村に約96％の人は移住している2）とい

被害額の1.6倍1)（自治体の予算も含む）に対して、

うことは重要なポイントである

1.89倍となっている。
2.2

このように被災により半分まで人口が減少するこ
とはおおよそ予想できたことであるが、東日本大震

人口減少社会での復興

東日本大震災の被災地の多くは災害前から人口減

災ではより深刻な事態が発生している。石巻市の人

少がつづく地域であった。図1に宮城県のいくつか

口については人口減少率が災害前の状態にもどった

の被災市町村の災害前からの人口推移を示す。宮城

と書いたが、より詳細にみると大変な事態が発生し

県の沿岸市町村では、災害前は仙台市・名取市とい

ている。2005年に石巻市と合併とした旧雄勝町では

う人口増加の市と、人口がすこしずつ減少していく

人口の８割以上の人が地域を離れる（災害前560世帯、

市町という2つのグループが存在した。しかし、災

元の地区で再建70世帯）という事態が発生している

害後は仙台・名取という被災１年後から再び人口増

3）

加に転じる市、石巻・気仙沼のように災害前の人口

防災集団移転団地、もしくは合併した石巻市の中心

減少率に戻る市、南三陸・女川といった災害後、人

市街地での再建を選択している。仮すまいの段階で

口減少率が高くなる町という3つのグループに分か

移動した先での再建を選択しており、仮すまい段階

れることとなる。女川町の場合、震災から6年後の

での移動がその後の人口移動を決定している。

。多くの人が、高速道路ICの近くの便利な場所に

2017年には人口が被災前の6割まで減少しており、

ただし、8割と半分という割合の違いはあるが、

若い世代が減少していることからさらに人口減少が

同一市町村への転出は新潟県中越地震と同様であり、

進んでいくことが想定される。2015年に人口変動率

合併していても同一市町村内での移動であれば問題

が大きく変化しているのは国勢調査結果をもとに補

ないと考えるのか、それとも元の地域での再建とい

正をしたためであり、南三陸・女川では人口流出が

う視点で考える必要があるのか検討が必要である。

転出届のデータと比較して大幅に進んでいたことが
わかる。

３．東日本大震災の復興から生まれた新たな取り組
み
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大きな視点から見ると東日本大震災の復興で発生

る。また、再開発事業のように商業を再開可能性が

している課題は、これまでの災害復興においても発

ない商店の床もふくめて大規模な商業床をつくるこ

生していたことである。しかし、復興の取り組みの

とがなく、適正規模での商業床の建設が可能になる。

中から長い時間をかけて生み出されてきた、今後の

商店を更新していく仕組みが担保されているこの試

復興さらにはまちづくりを考える上で重要なとりく

みはシャッター商店街への処方箋となると考えられ

みが存在する。ここでは筆者が重要と考える３つの

る。

取り組みについて紹介していく。
3.1

まちの再建の新たな取り組み

阪神・淡路大震災の復興で上手くいかなかったの
が生業・商店もふくめたトータルな意味での「まち」
の再建である。商店街が大きな被害を受けた新長田
地区では再開発事業が行われ、建設されたマンショ
ンは地域の若返りに貢献・現在も販売当時の価格が
維持される等、上手くいっているが、下層部の商業
床には空きスペースが目立つ。また、長田地区の地
場産業であったケミカルシューズ工場の再建も上手
くいっていない。震災10年度に、復興の残された課
題を検討するために兵庫県が設置した「復興フォロ
ーアップ委員会」では、高齢者自立支援とまちのに

写真1 キャッセン大船渡

ぎわいづくりが課題として取り上げられる。
東日本大震災の復興は、津波によりまち全体が被

また、都市の商業施設に、果たして新たなテナン

災し、道路・鉄道といった社会基盤もふくめてトー

トが入ってくるのか、という疑問も湧いてくるが、

タルな意味でのまちの再建に取り組むこととなった。

まちの活性化を担うのが、まちづくり株式会社が担

その中で興味深いのは、まちづくり株式会社による

うこととなるエリアマネジメントの仕組みである。

商業施設再建である。まちづくり株式会社は行政と

従来の商店街の場合、商店主が自分たちだけで考え

民間団体が共同で中心市街地のまちづくりに取り組

る必要があったが、まちづくり株式会社が専門家と

む組織をつくることができる、阪神・淡路大震災以

して取り組みを進める。津波で被災したから土地の

降に創設された制度である。

集約が実現されたという面はあるが、この取り組み

人口減少が進む地方都市では閉店した商店が連な

は今後の中心市街地のあり方を考える上で非常に重

る、いわゆるシャッター商店街が問題となっている。

要である。

東日本大震災の被災地も災害前は同様の問題を抱え

市街地の再建とまちの再建を連動させる試みとし

ていた。津波によりシャッターを閉じていた商店街

てもう一つの興味深い試みは気仙沼市内湾地区の

の建物は失われてしまったが、土地区画整理事業で

「下駄ばき公営住宅」である。この取り組みでは、

市街地を再建したところでは、シャッター商店街は、

企業の再建の支援を行うグループ補助金と優良建築

高台に新たに建設された街の中で、今度は、ぽつぽ

物等整備事業を利用して、１階に商店を上層階に住

つと残る空き地として出現することとなった。

宅といういわゆる「下駄ばき住宅」が建設された。

いくつかの自治体でまちづくり株式会社による商

具体的には、被災した商店がグループを構成し、１

業施設整備が行われているが、ここでは大船渡の試

階部分に自分たちの商店、上層階に住宅があるビル

みを紹介したい。大船渡市では、津波防災拠点整備

を建設し、上層階の住宅部分を公営住宅として行政

事業を利用して行政が土地を買収し、まちづくり株

に売却することで「下駄ばき公営住宅」が実現され

式会社であるキャッセン大船渡が、市が買収した土

た。再開発事業とは違う仕組みで、まちとすまいの

地を借地して商業施設を建設し、小規模な商店はこ

再建を同時に行う仕組みとして注目にあたいする。

の中にテナントとして入ることとなった。地元商店
もテナントとして入居することとなり、商売を止め
た後も家賃を払いづけるということは考えられず、
店を畳んだ後には新たな商店が入ることが可能にな
77

日本災害復興学会論文集 No.15(Special Issue), 2020.9

写真2 グループ補助金を利用した下駄ばき公営住宅
（気仙沼内湾地区）
3.2

防災施設とまちの融合

東日本大震災の復興では様々な議論を引き起こし
た防潮堤であるが、長い復興への取り組みを通して、
防潮堤と建築物が一体化した構造物が建設されてい
る。気仙沼内湾地区の「迎（ムカエル）」は防潮堤

写真3

防潮堤の上に建設された「迎（ムカエル）」

の上に建設された商業・公共施設である。１階部分

（気仙沼内湾地区）

の海側の壁は防潮堤であり、防潮堤の内側に防潮堤
の管理用道路があり、通路のさらに陸側を駐車場・
商業スペースとして利用し、防潮堤の上の２階部分
には海が見える飲食店や公共施設が設けられた。海
側には土を盛ったスロープが設けられ、できるだけ
防潮堤があることが分からないようなデザインとな
っている。気仙沼内湾地区に住む人の防潮堤の無い
まちにしたい、という復興に対する強い思いが建築
と土木の融合を実現させている。
堤防と建築物が一体となったまちづくりというこ
とでは「かわまちてらす閖上」も興味深い。名取市
閖上地区の復興事業地区の河川堤防上に建設された
商業施設であり、一般的に建物の敷地として使われ

写真4 河川堤防の上に建設されたかわまちテラス

ることがない堤体の上に建てられている。復興事業

（名取市閖上）

で盛土が行われたため堤防と市街地のレベル差が小
さくなり、市街地とほぼ一体で堤防の上を使うこと

3.3

が可能になり、水際もふくめて一体的な整備が行わ

「復興とは何か」についての統一的な定義が存在し

れている。

東日本大震災における復興の評価

ない状況において、復興計画が復興とは何かを定義
している唯一の論拠であり、復興計画がなくても復
興を進めることは可能であるが、復興を評価する上
で復興計画は不可欠である4）、というのが筆者の立
場である。
そういった観点から見て、岩手県の復興評価の取
り組みは注目に値する。岩手県の復興計画は「安全」
「なりわい」「くらし」を復興の3つの原則としてい
る。すなわち、岩手県の「復興とは」この３つのこ
78
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とが実現されることである。岩手県ではこの３つの
項目について1年に2回、沿岸12市町村、約150名に
対して、質問紙調査を行い、復興のアウトカムにつ
いての調査を継続的に実施している。調査結果（図
2）から分かるようにいずれの項目も順調に回復して
きているが、くらしについて6割程度、なりわいに
ついては4割程度、安全について５割程度の達成度
にとどまっており、まだまだ復興途上であると考え
られる。岩手県の復興計画が定義する「復興とは何
か」ということをふまえて復興の評価を行う試みは
重要である。
（安全）
図2

岩手県の復興アウトカム

（出展：いわて復興ウォッチャー調査（令和元年第
２回）
４．南海トラフ地震を見据えて
東日本大震災の位置づけ、復興のプロセスから新
たに生まれてきた取り組み、さらには筆者が取り組
んできた事前復興の課題をふまえ、南海トラフ地震
をみすえた「復興」の概念のあり方について考える。
4.1

復興とは何か―まちの復興―

復興計画の内容を見ると復興の取り組みは時代ご

（くらし）

とに変化してきている（表2）。日本が開発の時代で
あった1960年代の復興計画の内容は、開発を主眼と
するものであったが、70年代になると住民参加、80
年代以降は個人の生活再建ということが注目される
ようになり、現在の災害復興においては生活再建支
援が主流化している。
しかし、復興とは、生活再建だけでない。岩手県
の場合は「安全」「なりわい」「くらし」という3
つのことを成し遂げることが復興であるということ
を再度確認する必要がある。
表2 復興計画の内容の編成
（なりわい）

• 関東大震災ー戦災復興
– 都市再建の時代

• 1960年代 防災・経済開発の時代

– 伊勢湾台風（1959）、新潟地震（1964）

• 1970年代 住民参加の萌芽

– 都市計画改正（1968）＜住民参加＞、地方自治法改正（1969）＜地方自
治＞、酒田大火（1975）

• 1980年代 生活再建という課題への着目
– 三宅島噴火災害（1983）

• 1990年代 生活再建への取り組み

– 雲仙普賢岳噴火災害（1991ー）、北海道南西沖地震（1993）、阪神・淡路
大震災（1995）

• 2000年代 生活再建の拡充

– 鳥取県西部地震（2000）、新潟県中越地震（2004）、能登半島地震、新
潟県中越沖地震（2007）、東日本大震災（2011）、熊本地震（2017）
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総合的な復興を進める上で重要なのは「まち」の

る上で、災害前に将来に発生する問題（人口減少他）

再建という視点である。東日本大震災の復興で着目

を見据えた災害前からの地域の取り組みが不可欠で

すべき点は、道路・鉄道・なりわいといったものも

あった。災害復興と通常のまちづくりの唯一の違い

含めて「まち」を再建するという課題に取り組んだ

は、災害復興には「時間的制約」が存在するという

点である。東日本大震災の復興における新たな取り

ことだけである。あえて事前復興という言葉を使っ

組みとして、堤防施設における土木と建築の融合と

ているが、将来の課題を見据えたまちづくり活動と

いう点をあげた。道路・鉄道・堤防といった社会基

言ってもまったく齟齬はない。「復興とは何か」と

盤施設もふくめて総合的な「まちの復興」という視

問いは、どういったまちをつくるのかという問いで

点が重要である。

もある。こんなまちにしたいということを明確にす

80年代以降、生活再建支援が復興におけるメイン

ることが復興を考えることだと考える。

テーマとなっているが、現在の生活再建支援制度は
まちの復興と連動したものとはなっていない。元住
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規模、いつ、社会の状況

有効性？

不確実性

南海トラフ地震（津波）、
首都直下地震（火災）
被害イメージが共有できる

復興時の地域像
が分からない

復興事業の
国の丸抱え
に問題

事前復興と事前の防災対策との違いが不明

被害のイメージ
ができない
適用可能地域は限定される

・期待便益小
・災害前にはお
金が出ないが
災害後には出
る（自治体の立
場）

住民が実感
できない

事前復興の定義
制度の問題
？
復興準備

現行復興制度の不備の解決
（仮設、公営、区画整理、公費解体他）

減災対策の前
だおし

計画をすすめる
制度が未整備

（住民は居るのか？）
プランニングプロセス

計画技術論
事業制度の使いこなし

図3 事前復興のボトルネック5）
4.3

復興と通常時のまちづくり

東日本大震災の復興を振り返って、もっと上手く
できる方法がなかったのかと考えるが、被災した後
にできることは限られていたと思う。上手く復興す
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