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本稿の目的は、「被災者」概念・「被災者意識」の曖昧さを切り口として、東日本大震災からの「復興」を再検討

していくことにある。具体的には、東日本大震災による代表的な被災自治体である宮城県本吉郡南三陸町において、

住家に津波被害を受けていない人々に着目し、彼らが、同町において復興事業が展開される過程をどのように経験

してきたのか、あるいは、彼らにとって、「復興」はいったいどのようなものであったのか、といった点について明

らかにしていく。その結果、入谷地区の住民が、被災／非被災の境界線の上（「被災者だけど被災者じゃない」）に

自らを位置づけており、町の「復興」における主体としては位置づけてなかったこと、そうした状況のなかで、一

部の住民においては、町の「復興」が、他者との共生として経験されていたこと、加えて、町の「復興」を、地域

づくりを推進する契機として、経験した住民が存在していたことを明らかにした。 
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１．研究の背景 

本稿の目的は、日本災害復興学会設立10周年記念

企画の一つである「復興とは何かを考える連続ワー

クショップ」（以下、「復興WS」と略記）の議論を

振り返りつつ、「被災者」概念・「被災者意識」の

曖昧さを切り口として、東日本大震災からの「復興
(1)」を再検討していくことにある。具体的には、東

日本大震災による被災自治体である宮城県本吉郡南

三陸町において、住家に津波被害を受けていない

人々に着目し、彼らが、同町において復興事業が展

開される過程をどのように経験してきたのか、とい

う点について明らかにしていく。 
東日本大震災により、沿岸部が甚大な津波被災を受

けた同町は、発災当時の人口が17,666人（2011年2月
末現在）だったのに対し、最大時で約1万人もの避難

者が確認された、代表的な津波被災自治体である。 
しかしながら、同じ自治体の内部であっても、当然、

被災の状況は一様ではない。南三陸町においても、

住家の罹災率は61.6%であり、住家の流出を免れた

住民も多いが、東日本大震災からの「復興」につい

て論じられる際、こうした人々の姿は、後景に退い

てしまう。 
住家への津波被害を免れた人々は、全国から注目さ

れた南三陸町の「復興」をどのように経験したのか。

あるいは、彼らにとって、「復興」はいったいどの

ようなものであったのか。本研究では、「被災者」

の曖昧さに注目する立場から上記の問いに取り組み、

「復興」をめぐる議論の発展に貢献していく。 
 
２．先行研究 

2.1、「復興」の主体としての「被災者」 

まずは、災害復興研究において、「復興」と「被災

者」がどのように関連付けられ、議論されてきたの

か、簡単に整理したい。 
関東大震災（1923）からの帝都復興事業として、特

別都市計画法のもと土地区画整理事業が採用されて

以来、既存の基盤再整備の公共事業が「復興」の「デ

フォルト」となってきた日本6)では、災害復興は都市

計画的、開発的性格が強く、インフラの復旧、公共

施設の建設といった公共土木事業による「街」の「復

興」が、「人」、すなわち被災住民の生活再建より

も重視されてきた。 
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しかしながら、阪神・淡路大震災以降、低成長・

高齢化の時代に突入したのちは、こうした「人」不

在の「復興」のあり方が批判され、新しい「復興」

の姿を模索する動きが加速した。今日では、災害復

興に携わる多くの研究者が「復興」の中心に「人間」

を据えるよう提唱しており、また、こうした研究に

おいて、「人間」はしばしば「被災者」に置き換え

られている7) 30)。また、2010年1月に発表された「災

害復興基本法試案１)」においても、「被災者」は、

「復興のあり方を自ら決定する権利を有する」、「復

興」の主体であるとされた。すなわち、既存研究に

おいて、災害復興の主体たるべきものとして、「被

災者」が措定されていることがわかる。 
2.2、「復興とは何かを考える連続ワークショップ」 

一方「復興WS」では、「復興」と「被災者」の関

係について、どのような議論がなされたのだろうか。 
「復興WS」は、日本災害復興学会設立10周年記念

企画の一つとして2018年度に実施され、全6回のWS
と最終討論会から構成された。前身である「復興と

は何かを考える委員会」（2009-2010年度）が、それ

までに蓄えられた知見を整理し、「復興」概念やあ

るべき「復興」について共通理解を形成することを

目指した19)のに対し、「復興WS」では、海外事例や、

国内でも、これまで中心的に議論されてこなかった

ような事例に焦点をあて、「復興とは何か」を問い

なおすことが企図された（復興WS事務局配布資料）。

結果として、「復興WS」では、「復興」は日本独特

の考え方、言説であることが確認されるなど、現代

の日本社会が抱える「復興」にまつわる課題が相対

化された。 
同WS事務局よれば、各回の議論に通底したいくつ

かの主たる論点の一つとして、「被災者主体の復興

は、現実的にどこまで可能なのか、どこまで必要な

のか」というものがあった（復興WS事務局配布資料）。

WSでは、「『被災者主体』という言葉は近年、前提

として語られる」が、「復興」と同様に「諸外国に

おいては被災者のもつ意味の幅を直接表す言葉はな

く」、また「日本語の場合でも、その範囲が曖昧な

言葉となっている」ことが確認された。すなわち、

前節で述べたような、先行研究に共通する理解が共

有されたうえで、「復興」の主体たる「被災者」、

それ自体を問い直す必要性が指摘されたといえる。 
2.3、「被災者」の再考 
既存研究においても、近年、「被災者」を法制度上

の定義に留まらない存在(2)であると考え、概念・言

葉を再考する動きがみられる。 

高森・諏訪（2014）15)は、成田（1996）20)に依拠し

つつ、なかば災害の発生と共に成立しているかにみ

える「被災者」が、実際は事後的に成立する「創ら

れた」像であると指摘する。また寄藤・中川（2012）
32)も、言説上の「被災者」像を、支援者やマスメデ

ィアなど外部者により押し付けられたものであると

して、そのあり様を明らかにしている。また、内尾

（2018）5)は、「あるべき被災者像」が念頭にある世

間の視線と実生活との間で「被災者」に求められる

バランス感覚や、「被災者」というラベリングに対

して被災住民が抱く、違和感や抵抗感について言及

している。 
一方で福井・岡田（2014）21)は、自身を「被災者」

であると考える「主観的被災者意識」を持つ人であ

っても、必ずしも、災害により客観的な被害を受け

たとは限らないと指摘する。この指摘を踏まえ、茨

木（2017）3)は、逆に客観的被害があっても、主観的

被災者意識を持たない人々も存在することを明らか

にし、岡田（2017）8)も「客観的被害の程度や被害地

域を超えた被災者の存在」、「潜在的な被災者の存

在」を指摘している。 
本稿では、こうした先行研究における知見を踏まえ、

「被災者」概念、あるいは「被災者意識」が内包す

る曖昧さに着目する立場から、東日本大震災による

津波被災自治体に居住しながらも、自宅の流出を免

れた人々における「復興」がどのようなものであっ

たのか、検討していく。 
 
３．調査手法と対象地域 

3.1、調査手法 

本稿の執筆に際しては、対象地域である宮城県本

吉郡南三陸町、特に町内入谷地区において現地調査

を実施し、地区住民を対象としたインタビュー調査

を行った。調査期間は、2016年8月～2019年3月（1
週間～1か月程度の日程で断続的に計10回程度）、

2019年6月～2019年10月である。南三陸町は、筆者

が2014年以降、継続的に調査を実施している地域で

あり、対象者の選定に際しては、これまでの協力者

から紹介を受けるスノーボールサンプリングを採用

した。また、インタビューの技法については、各対

象者との関係を踏まえ、半構造化面接法と非構造化

面接法のどちらを選択するか、個別に決定した。 
なお、本稿では、多くの調査協力者の語りを引用す

るため、表1に各協力者の属性等を示した。 
3.2、対象地域 
(1)南三陸町概況（図1参照） 
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南三陸町は、2005年に志津川町と歌津町が合併して

誕生した、人口12,709人（2019年11月末現在。震災

前比28.1%減）、面積163.4㎢の小規模な自治体であ

る。北上山地の支脈の東南に位置し、200～500m級

の山々に三方を囲まれる一方で、東は太平洋に向か

って開けており、基幹産業は水産業である。また沿

岸部はリアス海岸特有の豊かな景観を有し、観光業

も盛んである。 
同町は、明治期に成立した1町3村の範囲にあたる4

地区（志津川・戸倉・歌津・入谷）に大別される。

入谷地区を除く3地区は海岸に面し、各浜に漁村集落

が立地している。ただし、歌津地区は外洋に面して

いる一方で、志津川、戸倉の両地区は主要な漁場が

湾内に限定されている。また震災以前、志津川・歌

津両地区の低平地には市街地が形成されており、特

に合併後は、志津川地区に行政施設や商業施設が集

積していた。4地区は、地形や生業が異なることもあ

り、現在も地域区分として重視されている16)。町民

は、こうした区分に基づき、「入谷の人は…」「俺

は歌津（出身）だ」などと自称・他称することも多

い31)。 
また、南三陸町が位置する三陸海岸は津波の常習地

であり、同町も、明治、昭和の三陸大津波、チリ地

震津波と度重なる津波被害を受けてきた。 
(2)南三陸町入谷地区 
a、入谷地区概況（図1、2参照） 
山村の景観を持つ入谷地区は、町内で唯一「海が見

えない」地区で、2019年11月末現在における地区内

人口は、1,945人である。発災前、地区内には、1区
から10区までの行政区が設定されていた。同地は、

仙台藩における養蚕発祥の地として絹の生産で栄え、

1955年に現在の志津川地区にあたる隣町の旧志津川

町と合併するまでは、入谷村として単独で村政を施

行していた。しかしながら、合併後は過疎化が進み、

他地区の住民や、地区住民からも、「何もない地域」

（I氏 2019/7/30、E氏 2019/10/11）と形容される。 
一方、入谷地区では、入谷八幡神社の例大祭（毎年

9月第3日曜日）において奉納される「入谷打囃子」

が、地域の人々の結びつきの一つの核になっている。 
「入谷打囃子」は、250年以上前から伝わるとされる

伝統芸能であり、1999年に宮城県の県指定無形民俗

文化財にも登録されている。入谷地区では、その継

承に取り組んでおり、地区唯一の小学校である入谷

小学校において、打囃子保存会による笛や太鼓の指 
 

 

表1 聞き取り調査協力者一覧 

名前 性別 属性等
A 女性 入谷地区出身・在住。避難者の支援活動に従事
B 男性 入谷地区出身。志津川地区にて飲食店を営む
C 女性 入谷地区出身・在住。避難者の支援活動に従事
D 男性 入谷地区出身・在住。元入谷地区行政区長会の会長
E 男性 元入谷地区公民館長。南三陸研修センター理事
F 男性 入谷地区出身。災害公営住宅に近接する行政区の区長
G 男性 志津川地区出身。災害公営住宅の自治会長
H 男性 南三陸研修センター経由の研修生を受け入れる
I 男性 志津川地区出身・在住、入谷地区で働いている  

 
 
 
図1 南三陸町4地区位置図 

 
 

 
図2 入谷地区景観（出典：「いりやど」webサイト） 

 
導が行われている。「入谷打囃子」では、地区内の

各集落が4つの打囃子講を形成し、持ち回りで諸準備

と祭り当日の奉納を担当する。当番講による準備は8
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月の初旬から始まり、9月に入ると、毎晩、子供たち

は演舞の稽古に、大人たちは屋台飾りなどの制作に

取り組む4)。 
他方、昭和後期には、養蚕業の衰退や農業従事者の

高齢化等により、地域の“衰退”が取りざたされた。

そこで、1991年に地区の全戸が加入する「グリーン

ウェーブ入谷構想促進委員会」（以下、「グリーン

ウェーブ」と略記）が発足する。グリーンウェーブ

は、直売所の運営を行ったり、地区内に位置する、

郷土の歴史を体験できる町の施設である「ひころの

里」の指定管理者になるなど、地域資源を活かした

地域づくりに、地区ぐるみで取り組み、2011年3月に

は、東北農政局主催の「平成22年度豊かなむらづく

り全国表彰事業」において、東北農政局長賞を受賞

している17)。 
b、入谷地区と津波災害 
既述のとおり、三陸海岸は津波常習地であり、1955

年に入谷村と合併した旧志津川町は、近代に入って

からも、幾度となく津波被害を受けていた。中山間

地に位置する入谷地区では、こうした津波による住

家への津波被害はなく、住民や消防団などの住民組

織が志津川地区に駆け付け、救援活動を行った12)。 
旧志津川町と同様に、繰り返し津波被害を受けてき

た歌津町との合併（2005年）後、南三陸町では、チ

リ地震津波を経験した5月24日に毎年町ぐるみの総

合防災訓練が実施されており、例年5,000人近い町民

が参加していた。また、総合防災訓練に加えて、学

校や自主防災組織、婦人防火クラブ、自主消防組織

を構成する企業などが、それぞれ自主的に避難や防

火活動、救出救護など災害時の訓練を実施していた。

これらの訓練において、志津川地区など沿岸部では、

津波からの避難を想定した高台への避難訓練が重点

的に取り組まれていた一方で、入谷地区では、沿岸 
部からの避難者を受け入れ、「とにかく食べさせる」

（A氏 2016/8/24）ことを念頭に置いた、「炊き出し

訓練」や「避難所開設訓練」などが中心であった。 
 
４．対象地域における「復興」の概況 

4.1、被災自治体としての南三陸町の「復興」 
本章は、南三陸町において復興事業が展開されるな

かで、入谷地区ではどのような現象が生じ、どのよ

うな実践がなされたのか、そのあり様を描写するこ

とを目的とする。まず、本節では、東日本大震災が

南三陸町にもたらした被害・影響の概況と、その後、

同町において展開された復興事業について見ていく。 
 

表2 住家の罹災率 

地区 従前戸数（2011/2） 罹災戸数（戸） 罹災率
戸倉 680 523 76.9%
志津川 2,723 2,044 75.1%
歌津 1,441 726 50.4%
入谷 518 8 1.5%
計 5,362 3,301 61.6%  

出典：南三陸町住民基本台帳、町民税務課の資料を基に筆者作成 

 

(1)東日本大震災の被災自治体としての南三陸町 
2011年東北地方太平洋沖地震により、南三陸町内で

は最大震度6弱を観測し、その後襲来した巨大津波に

より沿岸部全域が被災した。町民の被害は死者551
名、行方不明者210名、罹災戸数は3,321戸（半壊以

上）で、住家の罹災率は61.6%であった（表2）。津

波被害は特に沿岸部に住居が集中していた志津川地

区（同75.1％）、戸倉地区（同76.9％）で大きく、避

難場所・避難所も浸水、流失などの被害を受けた。

その津波被害は、全国紙2)や、東北地方のブロック紙

である河北新報といったマスメディア9)に加えて、南

三陸町の行政資料や町長の発言27)においても、しば

しば「壊滅」の言葉をもって表現、総括される。 
津波被災自治体としての同町の特徴としては、他自

治体に比べ、被災の前後でその注目度・認知度が急

激に上昇したことが指摘できる。東日本大震災以前

では、佐藤仁南三陸町長が「全くない知名度を上げ

るにはどうすべきか」11)と取材に答えていた。一方

で発災後、同町は小規模な自治体であるにもかかわ

らず、2011年10月31日の時点で総額6億5,928万円（町

受付分）もの義援金の提供を受けた。これは、仙台

市、石巻市に次ぐ県内3番目の金額であり、受付件数

については同時点で1番目の2,754件であった(3)。こう

したことから、南三陸町が代表的な（津波）被災自

治体として、全国的に認知されていたことが伺える

だろう(4)。 
(2)南三陸町における復興事業 

2011年12月、同町は2011年度を初年度とし、2020
年度を目標年度とする「南三陸町震災復興計画（2012
年4月改訂）」25)を策定した。その後、同町では復興

計画に基づき、様々な復興事業を展開する。特に志

津川地区と歌津地区の従前市街地においては、防潮

堤の建設や地盤のかさ上げ盛土工事、高台移転、河

川の護岸工事などが一体となった大規模な復興公共

土木事業が行われている(5)。 
一方で、同町は、避難者の収容先を確保するため、

同年8月末までに48か所58団地、2,195戸のプレハブ
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仮設住宅を設置した。その後、被災地区の高台を中

心に災害公営住宅（738戸）や防災集団移転団地（827
区画）を整備し、2014年8月から、災害公営住宅への

入居が始まった。しかしながら、2019年11月末時点

での町人口は、震災以前の1万7,666人（2011年2月末）

に比べて、28.0％もの減少をみている。 
こうした発災後の人口減少に対し、町では、移住・

定住人口の拡大に加えて、交流人口の拡大にまちづ

くりの活路を見出している。たとえば、震災から5
年後に策定された「南三陸町第2次総合計画」26)では、

自然景観や農水産物といった地域資源を活かした交

流事業の展開による、地域の活性化の必要性に言及

している。 
4.2、復興事業の展開と入谷地区 
本節では、南三陸町が東日本大震災により被災し、

その後に復興事業が展開されるなかで、入谷地区に

おいて生起した事象、展開された実践について見て

いく。聞き取り調査で得たデータをもとに、こうし

た事象、実践について検討したところ、以下の3点に

整理された。 
(1)避難者の受け入れと支援 
「海の見えない」入谷地区においては、東日本大震

災による津波被害は、数軒の家屋に浸水被害が出た

程度であった(6)。  
発災直後から、同地区には、最大時2,000～3,000人

もの津波被災者（E氏 2019/6/10）が町内沿岸部から

避難してくるとともに、内陸で被災し、沿岸部への

帰路を失った人々も滞留した。地区住民は避難者を

公民館などの避難所に誘導し、毛布や布団、衣類等

を提供した。親戚や知人などの個人宅(7)、各行政区

の集会所等に身を寄せた避難者も多い。 
前述の歴史や防災訓練を通して、入谷地区の住民は、

津波が発生した際、避難者受け入れの役割があるこ

とを認識していた（A氏 2016/8/24）。今回の災害に

際しても、発災直後から、地区住民が各行政区集会

所に参集し、当日のうちに、避難者に配布するおに

ぎりづくりが、発災翌日からは、温かい食事の炊き

出しがはじまった。同地区においても通電には1か月、

水道の完全復旧までには3、4カ月を要したが、井戸

水や沢水を利用し、被害のなかったプロパンガスを

用いて調理した(8)。また、当初、支援物資を積んだ

車両が沿岸部まで到達できないなどの理由で、入谷

地区には外部からの支援物資が集積した。住民は、

公民館を起点に、こうした物資の分配作業にもあた

ったという。 
その後、入谷地区には、7団地161戸の仮設住宅が建

設され、沿岸部からの避難者が入居した。入谷地区

では、公民館や各行政区の区長、地区の婦人会メン

バーを中心に、仮設住宅入居者への訪問支援を行っ

たり、地域行事に招くなどして、地区住民と仮設住

宅入居者との交流の場の創出に取り組んだという。 
(2)災害公営住宅の建設と行政区の新設 

2014年には、南三陸町初の災害公営住宅（1団地51
戸）が建設され、沿岸部の津波被災者が入居した。

現在は、地区住民や外部のボランティアなどの企画

により、災害公営住宅の集会所を使って、従前住民

と沿岸部からの移住者、両者が参加できるイベント

が定期的に開催され、交流の機会となっている。 
一方、公営住宅の建設に際しては、同住宅の行政的

な位置づけについて、議論が交わされた。当初は、

既存行政区への編入が有力視されており、町は、当

該行政区の住民に対して説明会を開催するなどして、

調整を行った。しかしながら、説明会では、もとも

と60強の世帯によって構成される同区にとって、約

50世帯の編入は多大な負担となること、また、共益

費などの諸経費が発生する公営住宅入居者に、自治

会費や地区公民館費といった二重の金銭的負担を強

いる可能性があることなどが指摘され、結果的に、

災害公営住宅に入居する世帯が単独で構成する、板

林行政区を新設することとなっている。 
災害公営住宅の建設、個別移転者による新居の再建

という人口移動の結果、2019年11月末現在における

地区内人口は1,945人であり、震災前比で2%強の増加

をみている。 
(3)南三陸町の「玄関口」としての機能 
他方、津波被害の軽微であった同地区には、発災後、

知のネットワークを活用した持続的な復興支援を行

うための宮城大学の「南三陸復興ステーション」29)

や、NPO法人ら支援団体の事務所などが設置・開設

され、津波被災地域や仮設住宅等において支援活動

を展開する外部団体や、災害ボランティア活動に従

事する人々の現地拠点として、機能した。当時は、

「震災後しばらくは、入谷がね、南三陸町の玄関口」

に な っ た よ う な 状 況 で あ っ た と い う （ F 氏 
2019/6/28）。 
その後しだいに、同地区の役割は町の「復興」支援

の拠点から、「復興」を主題とした町内外の交流や、

協働によるまちづくり事業の拠点へと変化していく。

たとえば、津波被災により失業した町民の雇用の場

として、入谷地区住民らにより設立された「入谷Yes
工房」24)や「南三陸農工房」23)は、2019年現在、外

部から同町を訪問した人々の見学・研修先としても
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定着している（I氏 2019/7/30）。 
こうした拠点の一つとして、2013年に、大正大学の

援助により、同大地域創成学部のエリアキャンパス

としての機能を併せ持つ宿泊研修施設「南三陸まな

びの里 いりやど」（図3）が、建設された。町民有

志により発足し、「いりやど」を運営する「一般社

団法人南三陸研修センター」（以下、「研修センタ

ー」と略記）では、教育的視点から支援活動を行う

「東北再生『私大ネット36』」16)などと連携しつつ、

町外から訪れる大学生や新入社員などを対象に、「東

日本大震災の教訓を踏まえ新たなまちづくりに取り

組む南三陸町の挑戦から『学び』を得るため」の研

修用プログラムを提供している。各プログラムでは、

町民が講師を務める。研修センターが受け入れる大

学や企業は、年間で60団体、人数にして3,000人にも

のぼる（2018年度）22)。こうした人々は「いりやど」

に宿泊するため、震災後の入谷地区では、若者が地

区内を歩いている光景が、よく見られるようになっ

た。 
 
５. 入谷地区住民における町の「復興」 

5.1、2つの語り 
前章では、南三陸町が東日本大震災により被災し、

その後に復興事業が展開されるなかで、入谷地区に

おいて生じた事柄、取り組まれた実践等について、

特に3つの観点に整理し、描出してきた。本章では、

こうした事柄や実践にそれぞれ深く関わってきた入

谷地区住民の語りから、彼らが、南三陸の「復興」

をどのように経験してきたのか、探っていく。 
こうした議論を進めていくにあたり、本節ではまず、

本稿と同じく南三陸町を対象とするエスノグラフィ
5)から、志津川地区出身で、自宅が津波被害を受け、

仮設住宅に暮らしていた男性による語りを引用する。 
 

「本当にありがたいね。全国からこんなにご支援い

ただいて。だけど、与えられたものを食べて、与え

られたものを着て生きていくだけなら私らは家畜と

変わらない。私らはそろそろ被災者から復興者にな

らないといけない」（p.110  2013/9/3の語り） 
 
当該男性にとって、「復興」はまさに眼前につきつ

けられた「私ら」の課題であり、「復興」に主体的

に取り組んでいくイメージを、「復興者」という言

葉にたくしている。他方、入谷地区出身・在住のA
氏は、「復興」について以下のように語る。 

 

「（仮設には、支援物資が）くればもらうでしょっ

て（人もいる）。だけどそれって真の復興につなが

るのかなって思ったときに、それはやっぱりつなが

りにくいと思うんですよね。（中略）そういった意

味も含めて、私たちにちょっとでも、元気づける時

間や、共感できる時間が与えられれば、いいのかな

って思ったりして」（カッコ内筆者補足、2016/8/24） 
 
2つの語りを見ていくと、A氏の想定する「真の復

興」につながる行動は、当該男性の考える主体的な

「復興者」の姿と重なる部分が多いことが読み取れ

る。一方、A氏は、語りの後半で、「私たち」の役

割――「元気づける」「共感できる」――について

も言及している。ここから、住家への津波被害の有

無によって、津波被災自治体の住民における「復興」

という観点についての、自身の位置づけが異なって

くることが想定される。 
5.2、入谷地区住民の葛藤 

さて、前述のとおり、入谷地区における津波被害は、

数軒の浸水程度であった。入谷地区出身で志津川地

区において飲食店を営み、「いりやど」の運営にも

関わるB氏は、そのときの様子を「町が8割方壊滅状

態になった。入谷だけ家が残った」と振り返る

（2019/7/22）。上記のA氏も、「入谷しか現存して

なかった」（2016/8/22）と語る(9)。 
A氏は、前章2節2項で詳述した避難者に対する炊き

出しや、仮設住宅の訪問支援などに、積極的に携わ

ってきた経緯がある。A氏は、自身の支援活動につ

いて「被災した方々のために、自分たちも被災はし

たけども、うちはあるんだから、なんとかしよう」

（2016/8/22）との思いがあったと振り返ったが、一

方で、以下のようにも語った。 
 
「ただ、考えようによっては、被災した地域なのは

変わりがないですよね。だから…まあ、たまたまう

ちが残ってたりしたっていうだけで、みんな仕事は

そちらのほうに行ってらしたし。 (中略)皆おんなじ

環境、電気もないし水もないし、おんなじなんだけ

ど、たまたまおうちが残ってるっていうこと」

(2016/8/22) 
「私たちは（被災者支援は）ないんですよ。被災者

じゃないから。ある意味被災者と同じような位置に

いても、うちがあったりするから」(カッコ内筆者補

足、2016/8/24) 
 
上記から、A氏ら、「入谷地区に居住し自宅が津波
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被災を免れた人 （々「私たち」）は、発災後の窮乏、

様々な喪失体験を津波被災者と共有しながらも、む

しろ支援側に回ったことが読み取れる。そうした経

験を経て、A氏は「ある意味被災者と同じような位

置にいても」、自身らは「被災者じゃない」と表現

するようになる。 
こうした主観的「被災者意識」をめぐる揺らぎ、葛

藤は、A氏以外の入谷地区住民においても、みられ

るものであった。たとえば、A氏と同じく、発災直

後の炊き出しに従事したC氏も、「震災では入谷地

区が残った」と表現する一方で、「私たちも（支援

物資を）いただいて。けっきょく、おなじ被災者っ

ていうことで。（罹災）証明書こそ出なかったけど

も」（カッコ内筆者補足、2019/10/14）と語る。 
次に、2011年当時、入谷地区全10行政区区長会の会

長を務め、発災直後、避難者への「おにぎりづくり」

の陣頭指揮をとったD氏の語りを紹介したい。 
 
「入谷地域、歌津地域の山手の人たち、実は被害が

ないんだけっども、町が復興のためにっていうこと

で沿岸部の人たちを主体に、今、一生懸命復興事業

をやってる。そうすると、やっぱり、長年、こうい

うふうに年数がたつに従って、山手の方とか、被害

にあわない方々が、俺たちは置き去りにされている

っていうかんじが、やっぱりしてると思うね。 （中

略）町の、なんていうのか、（復興の）仕事の枠の

中からはみ出されているっていうようなかんじがす

るのね」（カッコ内筆者補足、2019/6/21） 
 
ここから、町内沿岸部の津波津波被害のなかった入

谷地区の住民が、復興事業による町の「復興」にお

いて、自身らが「置き去りにされている」という感

覚を持っていることがわかる。この点について、現

在は既出の研修センターで理事を務める、元同地区

公民館長E氏も、以下のように語る。E氏もまた入谷

地区出身・在住である。 
 
「けっきょく（入谷地区では）復興事業ってないん

ですよ。（中略）でもほら、ほかの地区は復興事業

でいろいろ整備されて。その金っていうのはそうと

う莫大な金で。（入谷地区では）ハードはゼロだね。

でもソフトだって微々たるもんだよ」（カッコ内筆

者補足、2019/10/11） 
 

E氏によれば、研修センターは、復興支援活動や町

内外の交流・協働を促進する役割を負うが、運営資

 

図3 いりやど外観（出典：「いりやど」webサイト） 

 
金は、事業収益に加えて大正大学の予算や町の管理

委託費、民間の助成金など「復興予算とは別なかた

ち」で賄われてきたという（2019/10/11）。E氏の語

りからも、町の「復興」において入谷地区が周辺化

されてきた、という認識が伺える。 
5.3、既存行政区における移住者への対応 

 さて、既述のとおり、入谷地区内には、7団地161
戸の仮設住宅が建設された。A氏やE氏によれば、仮

設住宅の入居者と周辺地域の住民の間の交流は、特

に入居当初については、あまり活発ではなかったと

いう（A氏 2016/822、E氏 2019/6/10）。A氏は、そ

の背景として、「（入谷地区住民にすれば）悪いん

じゃないか、うち(家)持ってるしとか、（仮設の入

居者からすれば）こちらはうち（家）があるからい

いんじゃないか、私たちはまだまだっていう」よう

な「いろんな葛藤」があったのではないかと語る

（2016/8/22）。一方でE氏は、入谷地区住民にすれ

ば「何かしてやりたい」という思いがありながらも、

何をすればよいのかがわからず、また、仮設の入居

者からすれば、仮の住まいであるので、「煩わしい

ことはセーブしていたの」ではないか、と推測する

（2019/6/10）。 
それでは、入谷地区内に恒久住宅として建設された

災害公営住宅の入居者と、地域住民との関係はどの

ようなものであったのか。ここでは、災害公営住宅

の建設時、町から編入を打診された行政区で区長を

務めていた、F氏の語りを取り上げる。 
住民説明会においては、地域住民から、前章で述べ

たような世帯数や、金銭的負担の問題を指摘し、単

独の行政区を新設すべきであるという声があがった。

ただしF氏と、当該行政区に属するA氏は、その背景

に、以下のような住民の考えがあったと語る。 
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「やっぱりここはここなりのほら、長い伝統とか、

いろんな風習といいますか、そういうのが、昔から

ある。そこさ来て、新しい被災された方 （々中略）、

それを納得して一緒に溶け込めるでしょうか、ちょ

っとこれは、難しい」（F氏 2019/6/28） 
 
「作業も出なきゃならないんですよ。草刈りとか。

消毒とか。そうするとそっちの人たちはやったこと

がないことばっかりなの。田舎のほうの暮らしをし

てこないから。（中略）やっぱり私たちの生活と違う

生活をしてきてるから、そんなの向こうではなかっ

たとか、なるじゃないですか」（A 氏 2016/8/24） 
 
 F氏、A氏の語りからは、沿岸部からの移住者が、

既存の行政区に編入した場合、暮らし方の違いに端

を発して生じうる、地域住民との間の混乱や対立を

避けるため、行政区の新設が必要だと考えているこ

とがわかる。 
こうして板林行政区が新設されたものの、その後、

災害公営住宅への入居が始まると、「まあ、行政区

はどうあれ、交流をはかりましょうということで」

（F氏 2019/6/28）地区住民や外部のボランティアな

どの企画により、地域住民と移住者の両者が参加で

きるイベントが、定期的に開催された。 
 他方、既出の入谷地区に伝わる伝統芸能である「打

囃子」については、板林行政区も上記の既存行政区

と同じ打囃子講に組み入れられた。しかしながら、

志津川地区出身で、被災後に入谷地区の災害公営住

宅に入居し、自治会長を務めるG氏によれば

（2019/8/6）、当該打囃子講が当番講だった2016年度

の例大祭では、8月初旬から続く準備に、公営住宅の

住民は、誰も携わらなかった。G氏は、その背景に

ついて、当該公営住宅の入居者が「みんな寄せ集ま

りだし」、「自分が生まれたところとは、勝手が違

う」ためではないか、と推測する。G氏は「誰も手

伝いに行かなくてすみません」と、代わりに、自治

会費から捻出した、寄付金を渡したのだと明かす。 
5.4、「花見山プロジェクト」と地域づくり 

 本章では、これまで、主に避難者・移住者との関係

を軸に、入谷地区における人々の、町の「復興」に

関する経験を描出してきた。最後に、本節では、南

三陸研修センターと、同センターが運営する「いり

やど」をめぐる人々の語りを引用し、「復興」を主

題とした町内外の交流の結節点としての、同地区の

側面に焦点化する。 
発災当時、入谷地区区長会の会長であったD氏は、

旧志津川町との合併を機に、入谷地区の過疎化が進 
んだとの認識を示したうえで、現在、「いりやど」

が立地する場所について、「合併する前は、ここが

入谷の中心地だった」と語る（以下、2019/6/21）。

D氏によれば、発災後、議員ら町の有力者から、こ

の場所に「（津波被災者用の）住宅建てたらいいん

でねえか」という声が多くあがったという。一方で

D氏は、この場所について、「東京とか、全国」と

つながる「入谷の文化の中心地、もしくは南三陸町

の文化の中心地に」なるべきで、「住宅にする場所

ではねえ」と考えた。2011年4月、E氏が入谷公民館

長に着任すると、D氏は、入谷地区出身で、町の産

業振興課に勤めた経験のあるE氏に対し「ここを文

化の中心地になる、何か」にしてくれ、と要請した。 
一方で、当時、行政職員の立場にあったE氏（以下、

2019/10/11）は、沿岸部の土地不足を見据え、同じ場

所に対して、仮設住宅の建設用地として使用するた

めの合意を、地権者から取り付けていた。しかしな

がら、その後、この場所は「国の基準に合致しなか

った」ため、用地の候補から外れてしまう。そこで

E氏も、この場所を使って「いろいろ盛り上げよう」

と思案し始める。そこへ大正大学から提案されたの

が、南三陸町を「学びのフィールド」と捉え、宿泊

研修施設を建設し、交流人口の拡大に寄与する、と

いう「復興」支援の手法であった。こうして、建設

されたのが「いりやど」である。 
既述のとおり、「いりやど」を運営する研修センタ

ーでは、町を訪れる学生や会社員を対象に、町民を

講師とする数多くの研修プログラムを提供している。

一方で、現在、同センターの理事を務めるE氏は、

「いりやど」を、「地域に根差した施設であるべき」

だと考え、町内の歴史を学ぶ勉強会を開催するなど

して、近隣住民を巻き込んできた。さらに、E氏は

こうした取り組みについて、「『学びのフィールド』

を構築していく過程で、地域づくりをしていく」と

いう狙いがあるのだ、と語る。こうした考えのもと、

研修センターにより展開されたプロジェクトの代表

的な事例が、「桃源郷構想のリバイバル」としての

「花見山プロジェクト」である。 
「桃源郷構想」は、既出の全戸加入の地域づくり団

体である「グリーンウェーブ」が、かつて取り組ん

だ地域づくりのプロジェクトである(10)。地区内の山

林に杏や花桃、梅を植林することで、景観づくりに

よる地域の活性化と、苗木の販売による新たななり

わいの創出を企図したものであったが、維持管理の

負担が大きく、1990年代に暗礁に乗り上げていた。 
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「ここに、いっぱいボランティアが来るようになっ

たじゃないですか。震災後。このエネルギーっても

ったいないなって、俺、思ったんですよ。（中略）

で、最初はね、いわゆる道路の整備とか、荒れてい

る雑木を片づけたりとかっていうことを、（中略）

やっているうちに、かつての桃源郷構想のことを思

い出して、2015年に花見山プロジェクトとして、ス

タートしたんですよ。（中略）まずは、桃源郷構想

のときの長老たちを呼んで、勉強会からスタートし

たの」（2019/10/11） 
 

2015年に始動した「花見山プロジェクト」の目的は、

入谷地区中心部に位置し、住民に親しまれている「ば

ば山」を整備し、桜や花桃の咲き誇る「花見山」と

することで、入谷地区に新たな交流・観光の場を創

ることである。同プロジェクトには、2015年だけで、

研修センターを利用した16団体、283名が携わり、計

443本の苗木を植樹した。E氏によれば、このように

多くの外部者が参画する「花見山プロジェクト」も、

プロジェクトを拡大すればするほど維持管理の負担

が大きくなり、今後の展開には不安を抱えていると

いう。それでも、同プロジェクトを続ける背景には、

以下のような思いがある。 
 
「言ってみれば何もない地域じゃないですか。そこ

に来て、来る意図っていうか、動機につながるよう

なものがなければつくるっていう。（中略）やれば

やるほど、苦しくなってくわけなんだけど。けっき

ょく、そうやって、活気のあるむら、ということを。

そのむらにあるいりやど。そこへ来て、体験したり

美味しいものを食べたりするところに価値があるみ

たいな（ところに）、もっていけねえかなあっと思

っているんですよ」（カッコ内筆者補足、2019/10/11） 
E氏の古くからの友人であるC氏は、こうした思い

に支えられたE氏の活動について、以下のように語

る。 
 
「昔から、志津川（＝合併前の志津川町）っていう

のは、みんな海っていう感覚しかなかったわけ。だ

けど、ここには、（中略）入谷もあって、山なんだ

けっども、いろんな農産物があって、人もいて。入

谷の魅力を知ってもらいたいっていうのが、彼（E
氏）にはいっぱいあったのさ。（中略）とにかく町

のために、何か、何かって。あいつは一生懸命やっ

てんだ」（2019/10/14） 
 

E氏も、研修センターにおける自身の活動について、

以下のように振り返る。 
 

「（利用できるものはなんでも利用し、事業を展開

してきたことで）ねたまれたところがあったんです

よ。だけど、俺は南三陸の将来のためになるもんだ

と思って、そんなのへでもないっていうかんじで、

乗り切ってきたつもりなんです」（2019/10/11） 
 
上記のC氏、E氏の語りから、発災後、研修センタ

ーの理事として、E氏が展開してきた事業において

は、「入谷地区の地域づくり」と「南三陸町の『復

興』」という2つの次元における目的が、交差してい

ることがわかる。この点については、次章で考察を

深めていきたい。 
 
６．総括 

6.1、南三陸町の「復興」過程における入谷地区住民

の経験  
本稿では、これまで、東日本大震災の被災自治体で

ある宮城県本吉郡南三陸町を事例に、復興事業が展

開される過程における、住家に津波被害を受けなか

った人々の経験に焦点化してきた。本章では、こう

した記述に基づき、彼らの経験した「復興」のあり

様について考察することで、「復興」という現象・

概念を再検討していく。 
本節では、3章から5章までの内容をまとめる。 
まず、3章では、筆者が現地調査を実施した宮城県

本吉郡南三陸町、特に中山間地に位置する入谷地区

の概況について述べた。その結果、入谷地区では、

「入谷打囃子」が伝承され、地域ぐるみのむらづく

りが取り組まれるなど、「入谷」という単位で、住

民が強く結びついていることが明らかになった。ま

た、繰り返し襲来する津波災害時においては、沿岸

部に救助に駆け付けたり、避難者を受け入れる役割

を担っていたことがわかった。 
続いて4章では、まず、東日本大震災が南三陸町に

与えた被害・影響の概況と、その後の復興事業の展

開について探った。沿岸部全域が津波被害を受け、

代表的な津波被災自治体となった南三陸町では、沿

岸部の従前市街地を中心に、大規模な復興事業が展

開された。しかしながら、人口は大幅に減少し、町

では、交流人口の拡大を重視するようになった。 
同章では、次に、このような状況下において、入谷

地区で生じた事象、取り組まれた実践等を見てきた。

そうした事象、実践は、(1)避難者の受け入れと支援、
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(2)災害公営住宅の建設と行政区の新設、(3)南三陸町

の「玄関口」としての機能、の3項目に整理された。

5章では、こうした事象・実践に、それぞれ深く関わ

ってきた入谷地区住民の語りを取り上げ、彼らが、

南三陸町の「復興」をどのように経験してきたのか、

明らかにしていった。それでは、3、4章の議論を踏

まえ、次節から、それぞれの項目について、「彼ら

にとって町の『復興』とは、どのようなものだった

のか」という視点から、検討していきたい。 
6.2、「被災者だけど被災者じゃない」人々と「復興」 

 まずは、(1)「避難者の受け入れと支援」を取り上

げる。南三陸町の津波被害については、様々な立場

において「壊滅」という表現が用いられるのに対し、

自宅の流出を免れた人々も多く、特に、入谷地区に

おける津波被害は、相対的に軽微であった。同地区

の住民は、ライフラインが断絶するなか、内陸へ避

難した津波被災者に対応し、炊き出しや仮設住宅の

支援活動に従事した。こうした対応自体は、津波災

害の歴史、定期的な防災訓練を通して、入谷地区の

住民において、自身らの役割として認識されていた。 
さて、「復興」や「被災者」をめぐる議論との関係

で重要なのは、自宅の流出を免れた同地区の住民が、

「ある意味被災者と同じような位置にいても」、自

身らは「被災者じゃない」と表現するように、「自

分は被災者であるのか／ないのか」という自己認識

をめぐって揺らぎ、自己を定位しきれていない点、

そして、こうした揺らぎのなかで、代表的な被災自

治体である南三陸町において、復興事業が展開する

なかで、彼らが、自身を周辺化している点である。 
そもそも、「被災」という現象は、本来、無数に線

引きが可能である。個人や世帯の単位でみれば、住

家への被害の有無、身体への影響の有無など、自治

体や地域のレベルでみれば、死者行方不明者数や全

壊家屋数など、さまざまな尺度があり、「有り無し」

の単純な二項対立で捉えることはできない。被災／

非被災の境界は、非常に曖昧で不明瞭である。しか

しながら、津波を含む水災害・土砂災害の被災では、

水や土砂の到達の有無という「浸水域」が、被害の

あった場所となかった場所を可視的に「分断」する

「境界」となる。関谷( 2012）13)によれば、東日本大

震災では地震被害がそれほど大きくなかったことか

らも、この境界が明確なものになった。そして、こ

うした境界に、「罹災証明書」の発行や「災害危険

区域」の指定など、行政的な線引きが紐づいていく。

このような視点から、本事例についても、全国的な

注目を集める代表的な被災自治体の住民でありなが

ら、自宅が浸水被害を受けず、罹災証明書の発行を

受けなかった入谷地区の住民が、被災／非被災の境

界線の上（「被災者だけど被災者じゃない」）に、

自らを位置付けたと考えられるだろう。 
そして、B氏やC氏の語りからは、沿岸部において、

莫大な予算をつぎ込まれた復興事業が進むなか、入

谷地区の住民が「置き去りにされている」と感じて

いることが明らかになった。こうした感覚のなかで、

「被災者だけど被災者じゃない」という、“どっち

つかず”の境界的(11)な自己認識が再生産されてきた

と考えられる。冒頭で示した「被災者は復興の主体

である」という言説が、対象地域に暮らす人々の間

でも共有されており、復興事業が展開され、「南三

陸町」という被災自治体に対する様々な資源と関心

が、沿岸部に集中するなかで、自らを「復興」の主

体として位置づけることが困難になったのである。

南三陸町の復興計画では、「復興の主体」について

「町民一人ひとり」であると明記されているが、自

宅の流出を免れた入谷地区の住民の認識において、

「復興」の主語は、「私たち」ではなく、「仮設の

人」や「沿岸部」であると考えられる。 
6.3、他者との共生、としての「復興」 
さて、このように「復興」において主体化しきれな

い入谷地区の人々は、どのように町の「復興」を経

験してきたのであろうか。つぎに、(2)「災害公営住

宅の建設と行政区の新設」について考察していく。 
南三陸町では、はじめての災害公営住宅を入谷地区

に建設し、既存行政区への編入を試みたが、当該行

政区の住民から反対意見が出され、公営住宅が単独

で構成する行政区を新設することとなった。ここで

注目したいのが、世帯数の問題や、金銭的負担とい

った“合理的”な理由の背後に、沿岸部からの移住

者という、「私たちの生活とは違う生活をしてきて

る」「新しい被災された方々」が、既存の行政区に

「溶け込めるでしょうか、ちょっとこれは、難しい」

という、自他を区別する感覚と軋轢への懸念がある

ことと、「まあ、行政区はどうあれ、交流をはかり

ましょうということで」、ある程度の“距離感”を

保ったうえでの交流が、行われていることである。 
「恒久住宅」である災害公営住宅への避難者の入居

は、町の想定する「復興」の一つの到達点である。

一方、上記から、同じ南三陸町の町民であっても、

また、「仮の住まい」である仮設住宅の入居者でな

くても、当該既存行政区の住民にとって、災害公営

住宅の入居者は「私たち」の範疇になく、「他者」

である「彼ら」にとどまっていることがわかる。ま
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た、災害公営住宅の自治会長であるG氏の語りから、

上記のような自他認識は、災害公営住宅の住民にお

いてもみられ、入谷地区が地域をあげて取り組んで

いる「入谷打囃子」に「誰も手伝いに行かない」な

ど、人々が強く結びつく「入谷」という単位に、F
氏の言葉を借りれば、「溶け込む」うえで、課題を

抱えていることが明らかになった。 
広域避難が大規模に実施された東日本大震災後、災

害に伴う人々の移動と、移動先での共生の問題につ

いての研究が活発化した。特に、原発避難者の最大

の受入れ自治体でもある福島県いわき市に関する研

究が蓄積されてきた10)。同市では、「避難者帰れ」

という落書きなど、市民と原発避難者との間の軋轢

という問題が顕在化した(12)。 
入谷地区の事例についても、いわき市のような他自

治体への移動ではないものの、こうした、災害に伴

う人々の移動と移動先での共生に関する課題、とい

う枠組みで捉えることができるのではないか。「復

興」に関わるコミュニティ形成についての研究では、

仮設住宅や災害公営住宅を単位に、「被災者」を主

体とした新たなコミュニティの形成を主題とするも

のが多い。しかしながら、入谷地区のように、甚大

な被害を受けた被災自治体における、被害の軽微だ

った地域では、従前住民が居住を続ける一方で、発

災後は、自治体内の他地域からの移住者が増加する

ことから、「新たなコミュニティの形成」ではなく、

既存コミュニティへの「他者」の編入が問題となる。

南三陸町のように、現在も地区区分が根強く残って

いたり、入谷地区のように、結びつきが強い地域に

おいてはなおさらである。すなわち、当該既存行政

区のような、「被災者だけど被災者じゃない」住民

においては、自治体の「復興」が、他者との共生と

して、経験されうるのである。 
6.4、町の「復興」という枠組みを用いた地域づくり 

 他方で、入谷地区においては、町の「復興」を、そ

の枠組みの“利用”を通し、地域づくりを推進する

契機として、経験してきた人々もいる。最後に、本

節では、(3)「南三陸町の『玄関口』としての機能」

について取り上げる。 
南三陸町では、発災後、津波被害が相対的に軽微で

あった入谷地区が、 当初は復興支援の拠点として、

その後は「復興」を主題とした交流の拠点として、

町内外をつなぐ結節点ともなった。そうした拠点の

ひとつが、「いりやど」であった。本稿の課題との

関係で、ここで指摘したいのが、前章で引用してき

たC氏、E氏の語りから明らかなように、「いりやど」

を運営する南三陸研修センターが展開する事業にお

いては、「入谷地区の地域づくり」と「南三陸町の

『復興』」という、2つの次元が交差していることで

ある。 
もともと、「いりやど」の設立目的は、「南三陸町」

という「学びのフィールド」を訪れる学生を中心に、

交流人口を拡大し、南三陸町の「復興」を支援する

ことにあった。研修センターでは、こうした目的の

ために様々な研修プログラムを提供し、「学びのフ

ィールド」の構築に取り組んできたが、E氏には、

こうした過程において、「いりやど」が立地するこ

とで、同施設を利用する多くの人々が訪れるように

なった入谷地区の、地域づくりを推進していく、と

いう狙いがある。こうした考えのもと、展開された

のが「花見山プロジェクト」であった。同プロジェ

クトは、町の「復興」の枠組みを用いることで、同

地区において1990年代から取り組まれてきた、地域

ぐるみのむらづくりを、推し進めたのである。 
 これまでで見てきたように、入谷地区に生まれ、住

まう人々は、「入谷」という範囲を重視している。

南三陸町の沿岸部が東日本大震災により、甚大な津

波被害を受ける一方、同地区は、ほぼ全域が津波被

害を免れた。こうしたなかで、彼らは、「入谷に住

む、『被災者だけど被災者じゃない』私たち」とい

う認識を強く持つようになり、町の「復興」におい

て「入谷」が周辺化されていると感じてきた。しか

しながら、「入谷地区の地域づくり」と「南三陸町

の『復興』」という2つの次元の目的を交差させる「花

見山プロジェクト」の事例から、「私たち」の範囲

を「入谷」から「南三陸町」へと拡大したり、「南

三陸町」から「入谷」へと縮小したり、操作的に切

り替えることで、「被災者だけど被災者じゃない」

状態に身を置きながらも、町の「復興」の枠組みに

おいて、入谷地区を発展させる手法を見出すことが

できるのではないかと考える。 
さて、D氏の言葉を借りれば、「花見山プロジェク

ト」は、旧志津川町との合併後に過疎化が進み、「何

もない地域」と揶揄された入谷地区を、「入谷の中

心地」に立地する「いりやど」を拠点に、「東京都

か、全国」とつながる「南三陸町の文化の中心地」

にしていくような取り組みであったと言えよう。本

節の最後に、入谷地区出身・在住で、農業従事者で

あるH氏の語りを紹介する。H氏は、研修センター経

由で多くの研修生を受け入れ、農作業を教えるほか、

「花見山プロジェクト」には、実行委員長として携

わっている。2015年12月に、同プロジェクトの除幕
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セレモニーが行われた際は、「花見山は地域住民20
年来の悲願。こうして皆さんのお力添えで植樹が完

了して嬉しい」と述べた。震災後、地区内外で人的

ネットワークが拡大したというH氏は、町の「復興」

過程における入谷地区の変化について、以下のよう

に語った。 
 

「（研修センターがなければ）入谷もあんまり変わ

んなかったな。あれがあったからけっこう変わって

きてるよ」（カッコ内筆者補足、2019/8/30） 
 
6.5、本稿のまとめと今後の課題 

 本稿では、東日本大震災による代表的な被災自治体

である宮城県本吉郡南三陸町を事例に、住家に津波

被害を受けていない入谷地区の住民に着目し、彼ら

が、同町において復興事業が展開される過程をどの

ように経験してきたのか、あるいは、彼らにとって、

「復興」はいったいどのようなものであったのか、

という点について検討してきた。その結果、入谷地

区の住民が、被災／非被災の境界線の上（「被災者

だけど被災者じゃない」）に自らを位置付けており、

町の「復興」において主体化しきれていなかったこ

と、そうした状況のなかで、災害公営住宅に近接す

る行政区の人々においては、町の「復興」が、他者

との共生として経験されたこと、研修センターに関

わる人々にとっては、「私たち」の範囲を切り替え

ることで、「地域づくり」を推進する契機として経

験されたことを明らかにしてきた。一方で、本稿は、

こうした結果をもって、「復興」をめぐる議論への

貢献を企図したものの、「復興とは何か」、あるい

は「復興」と「被災者」の関係とは何か、という根

本的な問い、それ自体については踏み込めていない。

今後は、本稿に関連する議論についての考察を深め、

上記のような根本的な問いとの接続を図っていきた

い。 
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補注  

(1) 本稿は、「復興」「被災者」概念の再考を旨とするた

め、本文中の「復興」「被災者」という語句には、すべ

て鍵括弧を付すこととした。ただし、先行研究や語りの

引用文、復興事業などの熟語については、その限りでは

ない。 

(2) たとえば、「東日本大震災の被災者に対する援助のた

めの日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」

（平成二十四年法律第六号）は、「被災者」を「東日本

大震災に際し災害救助法（昭和二十二年法律第百十八

号）が適用された同法第二条に規定する市町村の区域

（東京都の区域を除く。）に平成二十三年三月十一日に

おいて住所、居所、営業所又は事務所を有していた国

民又は我が国に住所を有し適法に在留する者」と定義す

る。 

(3) 2011年11月21日の佐藤仁町長の定例記者会見 

(4) 佐藤仁南三陸町長が、発災直後から行った1日2回の定

例会見（午前10時、午後3時）が、同町が、津波被災自

治体として全国的に知られた存在になるうえで、大きな

役割を担ったとされる（南三陸町・東北大学災害科学国

際研究所 2019）。 

(5) たとえば、両地区では高さ8.7メートルの防潮堤と、河

川堤防が建設された。かさ上げ盛土については、志津川

地区の施工エリアは約60ヘクタールで、盛土の高さは約

10メートルである。 

(6) 水尻川を遡った津波が海岸線から約2km離れた大船沢

集落まで押し寄せ、数軒の家屋に浸水被害が出ている。 

(7) たとえば、F氏の自宅では、F氏の家族に加えて、3家

族20人近くが、1か月半ほど暮らしたという。 

(8) 入谷地区には農業従事者（兼業含む）ら一定量の米や

野菜を備蓄していた人が多かったため、持ち寄った食材

で材料を賄うことができた。備蓄食料が尽きる家が出始

めたあとも、地区内で融通するなどして対応している。 

(9) ただし、志津川、歌津、戸倉地区においても、高台の

家屋は流失を免れており、特に、歌津地区における罹災

率は約50%である（表2参照）。本稿では触れることがで

きないが、南三陸町の「復興」における、こうした、津

波被災地区の高台に残された住家に居住する人々の経

験は、入谷地区住民のものとも異なってくることが想定

される。 

(10) 「桃源郷構想」については、福島県福島市の「花見山

公園」から着想を得たものだという。「花見山公園」は、

花卉園芸農家が、開花期に山が一面の花に埋まる私有地

を、公園として無料開放したものであり、毎春、多くの

観光客を集めている。 

(11) 「境界」は、“どっちつかずの状態”を示す文化人
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類学や周辺領域における重要な概念のひとつであり、エ

スニシティやアイデンティティの研究などで用いられ

る（たとえば、高橋 2006）。「被災者だけど被災者じ

ゃない」という、入谷地区住民の感覚について検討した

本稿は、こうした議論とも密接に関連する。 

(12) 川副（2014）は、こうした軋轢が、政策的線引きに

よる賠償の格差や支援の格差に加え、急激な人口増加に

よる生活上の問題など、多様な要因が複雑に絡み合った

結果であることを指摘している。 
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