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１．はじめに 

熊本地震による被害は、益城町の中心市街地が注目

されることが多いが、それだけでなく布田川断層帯、

日奈久断層帯に沿った山麓の農村集落でも大きな被

害が生じた。その主な範囲は阿蘇市から宇城市まで、

2つの断層帯沿い約60kmにわたって線状に分布して

いるが、被害状況は集落によって大きく異なり、まだ

ら模様となっているのが特徴である。一方で、被災地

全体を網羅するような被害状況を示した地図は公表

されていない。さらに、10 年とも 20 年ともいわれる

復興のプロセスを考えると、住宅を中心とした建物の

被害状況とそこからの再建プロセスを詳細に把握、記

録し、そこから復興の方向性を検討することが重要で

はないだろうか。 
例えば、阪神・淡路大震災や東日本大震災の際には、

どの地区でどの程度の建物被害が発生しているのか、

学会などによる組織的な悉皆調査が行われている（１）

。さらに、阪神・淡路大震災の際には、震災後 10 年

間にわたって再建状況の追跡調査が継続され、毎年、

「街の復興カルテ」としてとりまとめられた。この取

り組みの中で、鳴海邦碩大阪大学名誉教授は、街の復

興カルテの目的とそこから学ぶこととして、「被災地

は、人間に例えれば、怪我人である。人間と同じよう

に、回復の程度に応じながら、段階段階を追って、治

療を行っていく必要がある。そのために、復興の各段

階で＜復興地区カルテ＞を作成し、地区診断をしなが

ら、計画の目指すべき方向を常に再確認し、復興計画

を進めていかなければならない １）。」と述べている。 
筆者は学生時代、阪神・淡路大震災の直後から 5

年間、この定期的な再建状況の調査と街の復興カルテ

の作成に関わった。その経験から、熊本地震発生直後

から、何らかの形で被災状況の調査と継続的な再建状

況の調査を実施する必要があると考えていた。当初は

学会への調査実施の提案も考えたが、かなり早い段階

で日本建築学会九州支部熊本地震災害調査委員会（委

員長：高山峯夫）によって益城町の中心市街地の

2,652 棟を対象とした建物被害の悉皆調査が実施さ

れたこともあり ２）、農村部を対象に独自に調査を実

施することとした。 
既往研究では、航空写真の判読によって建物被害状

況を把握したものや ３）、地震から 2 年後の建物再建

状況を明らかにしたもの ４）もあるが、いずれも被害

の大きかった益城町の中心市街地を対象としており、

被災地の大部分を占める農村部を対象とした報告は

管見の限りない。 
そこで本稿では、独自に実施してきた農村集落を対

象とした建物被害状況調査と、その後の再建状況調査

の結果を整理するとともに、その結果から、地震後 3
年間の農村集落における住宅再建の状況と今後の展

望について検討したい。 
 

２．農村集落における建物被害状況の調査 

（１）調査方法 

農村集落を対象とした建物被害状況の調査は、

2016 年 5 月から 7 月にかけて実施し、対象集落内の

全ての敷地を対象として、外観目視により建物の被災

度を「全壊」「半壊」「一部損壊」「被害なし」と判定

した。判定に際しては既往研究を参考にした ５）。 
調査対象集落の選定にあたっては、南阿蘇村、西原

村、益城町、嘉島町、御船町、甲佐町を本震発生直後

から約 3 週間かけて網羅的に現地踏査し、その結果

をもとに被害の大きかった 11 集落を抽出した。対象



特集 熊本地震から 4 年 

－復興にむけたくらしやまちづくりへの取り組み－ 
 

 

 復興 (24 号) Vol.9 No.1  2020.10.  4 

 

集落は図 1 に示している通りで、いずれの集落も、

布田川断層帯、日奈久断層帯の上に立地している。 
現地調査の実施にあたっては、マルティスープ株式

会社より、スマートフォンによるフィールド調査アプ

リケーション「iField」とクラウド上での管理システ

ムを無償提供して頂き、位置情報と連動させながら調

査項目の入力と写真撮影を行った。調査項目は、建物

の被災度、応急危険度判定結果、被災宅地危険度判定

結果のほか、塀の倒壊、擁壁の損傷の有無である。 
（２）農村集落における建物被害の特徴 

農村集落における建物被害を概観すると、瓦葺きで

重厚な作りの木造の農家住宅が、建築年代に関係なく

軒並み倒壊していた（写真 1）。母屋だけでなく納屋

の被害も大きく（写真 2）、母屋よりも簡単な作りが

多いためか、母屋よりも被害の割合が高いように見受

けられた。そこで、調査対象とする建物は、農家住宅

などの母屋だけでなく敷地内の納屋や倉庫などの付

属建物も含め、さらに、集落内の公民館や神社、商店

などの住宅以外の建物も含めた悉皆調査とした。 
（３）集落の被害状況の概要 

図 2、図 3 に、11 集落、1,848 敷地を対象として、

熊本地震直後に実施した建物被害状況の調査の結果

 

写真 1 母屋の被害（西原村大切畑） 

 

写真 2 納屋の被害（嘉島町上六嘉） 

 

図 1 調査対象集落の分布 
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について、母屋と納屋など母屋に付属する建物別に集

計したものを示している （２）（３）。母屋では集落ごと

に被害状況が大きく異なっており、西原村大切畑、益

城町杉堂、東無田でそれぞれ全壊と半壊をあわせて

40％以上（以下、全半壊率という）、西原村風当、布

田、益城町櫛島でそれぞれ 30％以上と、特に大きな

被害となっているが、日奈久断層帯に立地している御

船町今城、甲佐町田口などは比較的被害は小さかった。

一方で、益城町の杉堂と小谷は、隣接する集落である

が全半壊率には大きな差があり、先に述べたまだら模

様の被害の典型的な場所となっている。 
母屋に付属する納屋などの付属建物は、特に、西原

村大切畑、風当、益城町東無田でそれぞれ全半壊率が

50％以上と大きな被害となっており、また、いずれ

の集落も全半壊率は母屋よりも高くなっている。納屋

の中には軽トラックやトラクターをはじめ、田植え機、

コンバイン、乾燥機、サツマイモの洗浄機など、様々

な農機具が納められており、農家にとってはそれらの

道具が壊れたり、取り出せなくなったりしたことのダ

メージも大きかった。 
 

３．被災建物の再建状況調査 

（１）再建状況の概要 

地震後の再建状況を把握するため、建物被害状況の

調査を行った集落と同じ 11 集落を対象として、被災

建物の再建状況調査を半年ごとに、2019 年 10 月の 3
年半後調査まで計 7 回実施した。 
図 4、図 5 に、2019 年 5～7 月に実施した 3 年後の

再建状況調査の結果を示している。まず、母屋では、

建物被害状況と同様に集落ごとに再建状況に差が生

じている様子が見て取れる。西原村大切畑、風当、益

城町杉堂では、半数以上の母屋が更地のままであり、

再建が進んでいない一方で、益城町小谷、東無田、櫛

島、嘉島町上六嘉、甲佐町田口では、被害なし、再建

済み、修理済みをあわせると 75％以上となっており

（以下、再建率という）、集落の再建に目処がたちつ

つある状況といえる。また、付属建物の再建率は、い

ずれの集落も母屋に比べて低くなっており、全体的に

納屋の再建が進んでいない状況が伺える。 
一方で、南阿蘇村立野は、全半壊率は 15.1％と比

較的被害は小さかったが、3 年後をみると再建率は

54.3％にとどまり、再建が遅れているといえる。これ

は 2017 年 10 月末まで 1 年間、長期避難世帯に認定

されたため、その間に被害なしや一部損壊であった住

宅が放置された結果、荒廃が進み、解体せざるを得な

くなったものが相当数あることによると考えられる。 
また、益城町杉堂と東無田の 2 集落はいずれも全

半壊率が 40％以上となっており、被害の大きかった

集落という点では共通しているが、3 年後の再建状況

では、東無田の再建率が 72.3％であるのに対して、

    

     図 2 建物被害状況調査の結果（母屋）          図 3 建物被害状況調査の結果（付属建物） 
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杉堂の再建率は 39.2％にとどまり、60.9％が更地な

どとなっており大きな差が生じている。以下では、こ

の 2 集落の再建状況の差について詳細をみてみたい。 
（２）益城町杉堂の概要 

益城町杉堂は、益城町の東端に位置し、西原村に隣

接している。集落の中心を布田川が流れ、布田川が形

成した谷沿いのわずかな平地部分に家屋や水田が立

地している。地震前の人口は 275 人、107 世帯であ

った。北側の益城台地上は広大なサツマイモ畑となっ

ており、集落内の 15 軒の専業農家もほとんどがサツ

マイモ生産を主としている。 
杉堂における被害の特徴として、地震による家屋の

被害が軽微であっても、擁壁の崩壊に伴って家屋が傾

いたり倒壊したりし、さらにそれが集落内の至る所で

道路をふさぐ被害も見られたことである。また、布田

川沿いの平地に立地する家屋は比較的被害が少なく、

両岸の斜面上に全壊や半壊が集中していた。 
（３）益城町東無田の概要 

益城町東無田は、益城町の西端に位置し、嘉島町に

隣接している。周辺の水田より一段高い台地上に家屋

が密集している。地震前の人口は 382 人、144 世帯

で、集落内を通る道幅が狭くクランク状に折れ曲がっ

ている箇所が多いが、各敷地は広く、複数の納屋を保

有し、生垣や庭園があることが特徴である。 
東無田における被害の特徴として、建物の損壊が激

しく、地震後に撮影された航空写真からでも母屋や納

屋が倒壊している様子が分かる。倒壊した建物の多く

が、瓦葺の重厚な造りの木造家屋である。台地の上は

比較的平坦で擁壁もほとんどないため、集落内の至る

所で大きな被害が見られた。 
（４）被災状況と 3年間の再建状況の特徴 

図 6と図 7は、3年間の再建状況調査結果をもとに、

杉堂と東無田の住宅の母屋の再建状況の推移を示し

たものである。被災家屋調査では、それぞれ 45％前

後の全半壊率であったが、1 年後の再建状況調査では、

公費解体が進んだことにより杉堂で 60.0％、東無田

で 54.1％が更地となっており、公費解体の順番を待

っていると考えられる放置をあわせるとそれぞれ

76.3％、60.5％と、集落内の大半の住宅が再建が必要

な状況となった。 
2 年後になると、東無田では更地が減って修理と再

建が進み、被害がなかった住宅とあわせて 59.3％と

半数を超える住宅での生活ができていると見て取れ

る。その割合は 3 年後になると更に高まって 72.7％
となり、更地は 26.2％にまで減少している。熊本地

震の被災地の中では被害に比べて順調に再建が進ん

でいる集落といえる。 
一方で、杉堂は、2 年後と 3 年後の更地の割合がそ

れぞれ 63.8％、61.3％とほとんど変化がない点が、

東無田と大きく異なる点である。また、放置が減少し

    

     図 4 再建状況調査の結果（母屋、3 年後）         図 5 再建状況調査の結果（付属建物、3 年後） 
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て、修理済み、再建済みが若干増加していることから、

1 年後の時点で残っていた放置された住宅が解体さ

れて更地になるのとともに、被災した住宅の一部で修

理と再建が進んでいると考えられる。 
このように住宅の再建に差が出た大きな要因は、杉

堂では擁壁の被害が大きく、擁壁が再建されなければ

住宅の再建ができないことが挙げられる。当初、私有

地の擁壁の再建に対する支援メニューがなく、被災者

自ら再建するしかなかったが、2017 年 2 月頃に、宅

地の擁壁の崩壊や倒壊、液状化、陥没などの復旧は、

公共事業によって約 5,000 件、熊本地震復興基金によ

る補助によって約 10,000 件を復旧させる方針が示さ

れた。これにより被災者にとっては再建に向けて一歩

前進したが、杉堂のように被害が大きかった集落では、

大規模盛土造成地滑動崩落防止事業などの公共事業

により復旧することになり、まちづくり協議会などの

場において、集落住民の意見の集約が必要であったこ

となどから、ようやく 2018 年度の後半になって着工

にこぎ着けた。現在、工事完了の目処がたちつつあり、

杉堂でも今後、住宅の再建が本格化すると期待される。 
 

４．建物の再建に伴う集落景観の変化 

これまで実施してきた建物被害状況の調査及び半

年ごとの再建状況の調査は、複数の農村集落における

再建の進捗状況の把握を目的の一つとして実施して

きたが、それとともに集落景観の変化を把握すること

もねらっており、同じアングルからの写真撮影を全て

の調査対象敷地において毎回実施してきた。撮影枚数

は合計 50,000 枚を優に超えるが、その一例を図 8 に

示している。3 年間で集落景観が劇的に変化している

様子と、杉堂と東無田の再建状況の進捗の差も一目瞭

然である。 
東無田のこの敷地では庭木を一部残して再建して

いる様子が見て取れ、杉堂のこの敷地では崩れた石垣

   
   図 6 住宅母屋の再建状況調査の結果（杉堂 n=80）     図 7 住宅母屋の再建状況調査の結果（東無田 n=171）   
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図 8 建物の再建に伴う集落景観の変化 
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の擁壁が撤去され、現在は土羽で仮復旧している様子

が分かる。庭木や石垣など、建物以外の集落景観を構

成する要素の記録にもなっている。 
 

５．今後のまちづくりに向けて 

阪神・淡路大震災の際の「街の復興カルテ」に学び、

熊本地震後 3 年半にわたって農村集落における建物

被害と再建状況の継続的な把握を行ってきた。被害状

況の地図化については、GIS を活用した罹災証明の

管理を行っている市町村も多く、行政データとしては

存在するが、それが公表され広く活用されることはな

いであろう。さらに、その後の再建状況までも継続的

にフォローしている調査は熊本地震の被災地ではお

そらくなく、これまでの蓄積を活かすためにも、少な

くとも地震後 10 年までは継続したいと考えている。 
一方で、現段階では記録を取るのに精一杯で、デー

タ整理、分析が後手になっており、カルテが目指す「地

区診断をしながら、計画の目指すべき方向を常に再確

認」することはできていない。これまで市町村の復興

計画の策定の際や復旧工事の計画段階でまちづくり

協議会などへ情報提供できなかったことについては、

忸怩たる思いがある。しかし、先に示したとおり集落

景観の変化の記録という意味では大きな可能性があ

ると考えている。 
阪神・淡路大震災や中越地震の際には、地震から 2、

3 年後あたりから、まちなみがピカピカにきれいにな

ったことに対する違和感を訴える住民の声が被災地

の各地で聞かれた。そのような状況を踏まえ、兵庫県

は景観面から調和のとれた創造的復興についての指

針とする「景観復興マスタープログラム」を震災から

3 年半後に策定、公表している。また、東日本大震災

でも、国土交通省により「復興まちづくりにおける景

観・都市空間形成の基本的考え方」が示されたのは震

災からわずか 1 年後のことであり、岩手県復興局に

より「津波伝承まちづくりガイドライン」が示された

のは 1 年半後のことである。先に示したとおり、熊

本地震から 4 年目を目前にして、当たり前にあった

景観の名残すら失われようとしており、熊本において

も景観からの復興まちづくりについての議論が必要

な時期にきている。記録としてのデータをどのように

まちづくりの基礎資料として活用していけるのか、今

後も、まちづくり協議会での活動などの実践を通じて

検討していきたい。 
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補註 

(1) 阪神・淡路大震災では、例えば、日本建築学会近畿支部

都市計画部会及び日本都市計画学会関西支部が震災復興

都市づくり特別委員会を設置し、全国からのべ 1,000 人

以上のボランティアの協力により外観目視による「建物

被害度調査」を実施した。1/2,500 白図の図幅で 120 枚に

及ぶ広範囲を網羅した分布図を 1995 年 3 月に公開し、市

街地復興にかかるあらゆる分野で活用された。 
 東日本大震災では、例えば、日本地理学会災害対応本

部津波被災マップ作成チームが、国土地理院が地震直後

に撮影し公開した約 2,200 枚の航空写真を実体視判読し

て津波被害の詳細を把握し、家屋流出等の甚大な被災地

域と津波遡上範囲を 1/25,000 地形図に示した津波被災マ

ップ 63図幅を作成、2011年 3月にwebで公開している。 
(2) 母屋に含まれるのは農家住宅のほか、商店、事業所、工

場、倉庫、公民館、消防用倉庫、神社、お堂などである。

二世帯住宅など、同一敷地内に複数の住宅が建っている

場合は、それぞれ母屋としてカウントした。また、付属

建物は、母屋に付属する納屋、倉庫である。 
(3) ここに示す結果は、熊本県立大学柴田研究室による悉皆

調査の暫定的な結果であり、今後、調査結果の精査によ

り集計値が更新される可能性がある。 
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１．はじめに 

阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災

など過去の様々な災害からの学びとして、行政や専門

家に頼ることなく、地域が能動的に復興まちづくりに

取組み、集落の個性を活かした工夫をすることの重要

性が指摘されてきた。熊本地震被災地でも、これらの

学びを活かし、様々な地区・集落で住民が主体となり

10 年後の地域を見据えた復興の取り組みが行われて

きている。 
そこで本稿では、故郷復興熊本研究所のメンバー3

人が直接的に支援を行っている 3 地区の復興まちづ

くりを通して、発災から 3 年半が経過した熊本地震

被災地の復興まちづくりの現状とこれから進むべき

姿について考察する。 
 

２．熊本地震での復興まちづくりの現状 

（１）西原村大切畑地区の復興まちづくりの取り組み 

（ⅰ）大切畑地区の概要 

阿蘇郡西原村にある農村集落である大切畑地区は、

熊本地震の発生源である布田川断層の直上に位置し、

地区内約 30 戸の家屋の約 9 割が全壊となる大きな被害

を受けた（写真 1）。応急的な修理で生活環境を確保す

ることができた 1 世帯を除きすべての住民が仮設住宅で

の避難生活をおくることとなり、発災後にほぼ無人化した

地区である。地区ではその被害の大きさに震災直後から

「集落に残る人が居なくなってしまうのではないか」、「集

落で暮らし続けることができなくなってしまうのではない

か」といった想いが語られ、個々の生活再建の方針を決

めきれずにいる状況だった。発災から 2 ヶ月が経つころ

から、集落内での集団移転の検討をきっかけとして、

個々の生活再建にとどまらず集落として生活再建の方針

を取りまとめ、地域全体の復旧復興をどう進めていくかの

話し合いが始まった。 

 

（ⅱ）移り変わっていく地域の想い 

避難所や仮設住宅等での避難生活の中、集落の未来

を考える話し合いは毎晩のように続けられた。当初は集

落を離れて集団移転を希望する住民、従前集落での生

活再建を希望する住民で意見は大きく割れた。地区全体

の協議に加えて、現地再建派と集団移転派に分かれて

の協議などが行われていたが地区の想いが一つになるこ

とはなかった。それでも、地区の未来を考える話し合いは

継続して行われていった。そんな中、高齢者のみの世帯

と若い子育て世帯では考え方も違い、また世帯の中でも

親世代と子世代、男性と女性などでも意見の違うことがわ

かってきた。そこで 10 月頃からは、復興を考える集まりを

全世帯参加のものだけでなく、女性だけの会や高齢者の

みでも実施していった。 

これをきっかけに、地区の未来について家長のみが発

意するのでなく、そこで暮らす住民一人ひとりの想いが共

有されることにつながっていった。地区住民全員から語ら

 

写真 1 被災直後の地区の様子（2016 年 4 月） 



特集 熊本地震から 4 年 

－復興にむけたくらしやまちづくりへの取り組み－ 
 

 

 復興(24 号) Vol.9 No.1  2020.10. 10 

 

れたのは大切畑地区というコミュニティをこれからも大切

にしたいということであり、被災経験が地域のこれからを

語りあうきっかけへと変わっていった（写真 2）。その後、

集落を出るか残るかという議論から地区に縁のある両者

がこれからの地区をどう作って行くかに議論の趣旨が変

わっていった。 

（ⅲ）地域コミュニティを継承する復興へ 

2017 年 7 月頃には、最終的に地区内で住まいを再建

する住民は約 6 割となった。4 割の住民は集落外に自身

が所有している農地を宅地化するなどして、それぞれに

住まいの再建地を選択することとなった。集団移転という

当初の希望が叶えられず、協議の結果は必ずしも全員

が満足するものではなかった。しかし、納得がいくまで議

論し住民一人ひとりが発意し、たどり着いた結論に不満

は聞こえてこなかった。 

現在も地区内では宅地復旧の工事が進められてい

る。希望する全ての住宅が再建されるのは 2020 年の秋

以降になる予定だ。大切畑集落住民はこれからも残る人

出る人隔たりなく、約半数になってしまう居住人口減にも

まけない集落づくりにこれから取り組んでいくだろう。 

 

（２）益城町平田地区の復興まちづくりの取り組み 

（ⅰ）平田地区の概要 

益城町の平田地区は、熊本地震で大きな被害を受け

た益城町の中心部に近く、町内最大の避難所となった益

城町立中央体育館が見える場所に立地しており、熊本

地震による家屋の被害では、全戸の３割が全壊という甚

大な被害を受けた。また、集落の背後に活断層を抱え、

集落内の道路も痛みが激しかった。平田地区には、12

年に一度津森神宮の神様が益城町、菊陽町、西原村の

3 町村内の 12 地区を巡幸する「お法使祭り」という祭事

が行われる。他地区には 12 年に一度しか神様が鎮座し

ないのだが、平田地区には、12 年の間に 2 年間神様が

鎮座する。これは、平田地区がお法使祭り 12 地区の中

でも大きな地区であったことの証であると言われている。 

 

（ⅱ）活動のきっかけとなった熊本大学との連携 

熊本地震の発生から半年が経った、2016 年 10 月に

熊本大学が益城町と協力して「ましきラボ」を秋津川河川

公園に設置した。毎週土曜日 14 時～17 時の 3 時間「オ

ープンラボ」という熊本地震からの復興、生活再建、復興

まちづくりなどの情報交換、相談の場を設けていた。そこ

に現平田・柳水郷づくり協議会会長の濱田雅之さんが、

足繁く通って下さり、2016 年の年末に、「まず平田地区と

は、どんな場所か確かめよう」ということで、震災の爪痕も

生々しい平田地区をまち歩きすることになった。 

平田地区の方々、熊本大学の学生ら数名で、熊本地

震から 8 ヶ月後の、ありのままの益城町を歩き、様々な感

想が聞かれた。もちろん、熊本地震で深く傷ついた地域

の姿は、参加者の胸に沁みたが、同時に、故郷平田の

豊かな田園風景に気づくこともできた。 

 

写真 2 復興に向け機運が高まる集会（2016 年 12 月） 

 

図 1 平田・柳水郷づくり協議会のビジョンと基本方針 
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（ⅲ） 自分たちで考えてやる「まちづくり」へ 

「まずは、平田地区をよく知ることから」、「できるしこ（で

きることをできる範囲で）」などを合言葉に、2017 年に入

ると６月におたがいさま食堂と蛍狩りを一緒に行う 2 回目

のまち歩きを実施、その他「平田の梅仕事」や「ましきラボ

★ピクニック」など誰でも参加できる、気軽なイベントを開

いてきた。10 月には「復興お法使祭り」と題して、12 年に

一度のお祭りも無事に開催した。また、平行して益城町

が進める「まちづくり協議会」による、避難地・避難路の計

画策定なども行い、「平田・柳水郷づくり協議会」が結成

された（図 1）。2018 年 3 月末には、桜が満開の中「平田

まるごと郷歩き」と題して、フットパスイベントを郷づくり協

議会が主催して行った。 

故郷の復興に取組む平田地区では、集落内外、世代

間の「人つなぎ」が課題とされてきた。2018 年に入ると、

お法士祭りは日程の関係で盛大にはできなかったもの

の、「地域の子どもたちのために」を合言葉に、11 月には

「平田・柳水郷づくり祭り」を実施した。郷づくり協議会が

中心となり、地域の子育て世代などにも呼びかけ、集落

の次世代を担う子どもたちの元気な姿が見られる、「ちょう

どいい」イベントになった。以前に比べ、まち歩き、フット

パス、様々なイベントに関わる人材は増えており、郷づく

り協議会は、ゆっくりだが、確実な進歩を遂げている。 

 

（３）益城町櫛島地区の復興まちづくりの取り組み 

（ⅰ）櫛島地区の概要 

櫛島地区は、益城町の西端に位置する 62 戸、人口

194 人の農村集落である。断層上の段丘に位置すること

から、熊本地震では全壊が 22 戸、35.5％、半壊が 4 戸、

6.5％など、大きな被害があったが、幸いにも人的な被害

はなかった。3 年が経過した 2019 年 5 月現在、61 戸のう

ち 43 戸、70.5％が再建や修理が完了し、地区に戻って

生活しているが、18戸、29.5％が依然として更地のままで、

仮設住宅など、地区外での生活を余儀なくされている

（図 2）。 

 

（ⅱ）櫛島地区におけるまちづくり協議会 

当初、隣接する東無田地区、下原地区とともに、益城

町の最初のまちづくり協議会である「下原・島田地区まち

づくり協議会」を 2017 年 1 月に設立し、地区の復興に向

けたまちづくりの議論を重ねてきた。しかし、人口規模、

 
写真 3 まち歩きの風景（2016 年 12 月） 

 

写真 4 郷づくり祭（紙飛行機飛ばし）の風景（2018 年 11 月） 

 

 

※資料：熊本県立大学柴田研究室による目視調査結果 

図 2 櫛島地区における住宅の被災と再建状況 
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被害状況、自治会の運営方法など、置かれている状況が

3 地区によって異なることから、下原・島田地区まちづくり

協議会の櫛島部会として、2017 年 6 月より独自の活動を

開始し、1 年後の 2018 年 7 月には櫛島地区まちづくり協

議会を新たに設立、独立して活動を開始した。 

櫛島地区では、消防団など若手を中心にまちづくり協

議会の活動が行われているのが特徴的で、部会活動を

始めた当初の 1 年ほどは、月に 2 回のペースで「まちづ

くり意見交換会」を開催し、災害公営住宅の建設、避難

路としての集落内道路の拡幅、避難場所として神社境内

の整備などのハード事業の検討を行ったほか、お祭りな

どの伝統行事の活性化、まち並みのルールづくりなどソ

フト事業も含めて熱い議論が繰り返され、部会設立から

わずか 4 ヶ月後の 2017 年 10 月、まちづくり提案を益城

町長へ提出した。 

（ⅲ）ハード事業からソフト事業へ 

まちづくり提案を提出後は、廃れつつあった伝統的な

お祭りの活性化や、地震後の記録誌の作成の検討など、

ハード事業からソフト面へ検討内容や取り組みがうつり、

なかでも新しく避難訓練を実施したことが特徴的である。

きっかけは、まちづくり提案の検討過程のワークショップ

で、かつては集落行事として毎年盛大に行われていたお

花見が 10 数年前から行われなくなっており、その復活を

望む声が高齢者に限らず若い世代からも数多く挙がった

ことである。それを消防団の若手からの発案で、地震から

2年目の節目を機に、避難訓練をあわせて復活させようと

いうことになった。避難訓練には炊き出しがつきものであ

り、それを食べながら花見をしようというのである。その炊

き出しも、事前に材料を準備して調理するのではなく、熊

本地震が発生したときと同じように、その日、各家庭にあ

ったものを持ちよって行うこととし、避難訓練としてもより

現実的なプログラムとして企画された。 

2018 年 4 月 15 日の訓練当日は、集落人口の約 1/3

にあたる約 60 人が参加し、中には車いすや杖をつきな

がら避難した住民や、遊びに来ていた孫とともに避難し

た家庭もあった。そして何より、「久しぶりにみんなに会え

て、おしゃべりできて、よかった、楽しかった」という声を数

多くの高齢者から聞くことができたことの意味は大きい。

実は避難訓練は口実で、住民がバラバラに住まざるを得

ない状況のなかで、集落の住民が一堂に会する機会を

設けることを大きな目標としていたため、この声は成功の

証といえるだろう。 

これをきっかけに、住民が集まることができる機会を設

けることの重要性が共有され、以後、季節ごとにイベント

を実施していくこととなった。ここで重視した点は、地域が

何か新たなことに取り組むということではなく、従来からあ

るものを復活させたり再生させたりしながら、無理せず、

身の丈に合った取り組みを継続していこうとしている点で

ある。外部の力に頼らないということではなく、頼りすぎる

ことなく、できる範囲のことを継続させることに重点を置い

ており、そのことを通じてコミュニティを強化していこうとし

ている。 

 

写真 5 まちづくり意見交換会の様子（2017 年 7 月） 

 

写真 6 避難訓練の様子（2019 年 4 月） 
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３．復興を繋ぎ広げる場：故郷復興熊本会議とは 

熊本地震は東西約 60km に横たわる布田川断層の

活動によって発生しており、その被害は政令市である

熊本市から山間部となる阿蘇地域までに広域的なも

のであった。地区ごとに置かれている環境も違い、被

害の多寡も異なるなかで、それぞれの地域らしい復興

の姿が描かれていた。一方で復興の取り組みを行って

いるまちづくり協議会やまちづくり懇談会などの住

民組織同士の横の繋がりの場は少なく、互いの活動の

情報交換や交流を図ることは困難であった。 
そこで、熊本地震からの復興の取り組みを行ってい

る団体を繋ぎ、情報交換、交流、学びあいの場をつく

ることを目的として、2017 年 10 月に有志メンバー

で任意団体として故郷（ふるさと）復興熊本会議実行

委員会が結成された。実行委員会は、最初に上述した

大切畑集落で被災地区の知見の共有と学び合いの場と

してまち歩き交流会を行った。まちづくり交流会は復興ま

ちづくりに取り組んでいる地区集落がホストとなり、他地

区の被災住民に地区内を歩きながら自分たちの取組内

容や課題について意見交換を行うものである。2017年12

月から始まったまち歩き交流会は参加者から次回のホス

トを選んでいくような形がとられ継続した取り組みとして行

われていくことになった。 

まち歩き交流会を定期的に開催し半年をすぎる頃にこ

れまでの活動を一つの場で語り合う全体会議を実施しよ

うと 2018 年 7 月 15 日、第１回の故郷復興熊本会議を開

催した。上述した 3 地区の住民が 2 年半の間に取り組ん

できたことを発表し、意見交換を行ったが、3 地区以外の

住民の参加も多く、共通する課題があったり、取り組んで

みたいと考えていたことが既に行われていたりして、住民

組織同士お互いに大きな刺激の場となった。当時、被害

の大きかった被災地域では、地域住民自らが自分たちの

「ふるさと像」を、描くことが重要であると考えられた。高齢

者比率が高く、若い世代はベッドタウンでしかなかった地

域コミュニティが、再構築されはじめたと感じることができ

た。 

故郷復興熊本会議は、現在、第 3 回まで開催してきて

いるが、毎回、地域住民、基礎自治体、各種ボランティア、

専門家ら多様なステークホルダーが、熊本地震からの復

興まちづくりの現場において、市町村の枠組みを越えて

集落同士がお互いの復興まちづくりの考え方や手法を

学び合う「先生徒」の考え方を重要視してきた。平時は、

基礎自治体が自治会などと連携し、行政区の範囲で基

礎自治体は地域住民に行政サービスを提供している（図

3）。しかし、災害が起きると（図 4）、基礎自治体と地域コミ

ュニティの関係は断絶したり、つながりにくくなったりする。

その際に、行政界を超えて、近所の地域コミュニティと連

携したり、他のつながり、例えば同級生が住んでいる地

域であるとか、一緒にフットパスに取り組んできた地域で

あるなどを通じて他の地域コミュニティと連携したり、する

ことができる「緩やかな連携」が、故郷復興熊本会議では

 

図 3 平時の基礎自治体と地域コミュニティの関係性 

 

図 4 被災時の基礎自治体と地域コミュニティの関係性 
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重要であると考えてきた。故郷復興熊本会議の場で、フ

ラットな関係で議論するからこそ、復興に向けた被災地域

住民のニーズが可視化されると同時に、能動的で地域の

特性を活かした復興まちづくりが実践され、地域コミュニ

ティの再構築につながるのではないだろうか。さらに、

様々な主体が復興まちづくりに関わることで、地域コミュ

ニティ自体に変化をもたらしたことも重要な示唆を与えて

いる。 

 

４．創造的復興に向けた中間セクターの果たす役

割 

現在、被災地区で検討されている課題は、「地震によ

る目に見える被害どう復旧するか」から、「地震後の住宅

再建に伴う人口減少や高齢化に伴う地域コミュニティの

弱体化」など、地震前からの課題の進行に移り変わって

きている。熊本県内の公営住宅建設も終了し、仮設住宅

への避難者数はピーク時の約 1 割まで減少し、多くの住

民が地区に戻って生活している。一方で、個人個人の生

活が落ち着くのとともに地区全体への関心が徐々に薄れ

てしまってきているのも事実である。また、被災に伴い地

区を離れざるを得なくなった世帯もあり、地震後、人口、

世帯数ともに減少している地区は多い。地震の被害は単

純に暮らしの安全を脅かしただけでなく、それまで地域

が抱えていた課題に拍車をかけ、また地域に潜在してい

た課題を顕在化させた。今後は復興事業による、避難路

や避難公園の整備等が行われるが、完成後はそれらの

維持管理をどのように行っていくか、除草などの日常的

な地区の自治活動を継続させるかなど地区活動の枠組

みの検討や実践を通じて、復興まちづくりから普段のまち

づくりへの移行の一つのきっかけとすることができないか

など、模索が続くことになるだろう。 

しかし、熊本県内で上述したような復興まちづくりに取

り組む地区は多くない。多くの地区では、道路などのイン

フラ復旧と住まいの再建を復興のゴールに定めている。

これまで復興まちづくりの主体となってきた自治会やまち

づくり協議会での話し合いもハード事業の合意形成とい

う一つの山場を超え、役割を終えたところも多い。熊本地

震からまもなく４年を迎える今、多くの地区で地区の未来

を見据えた復興の姿を描き、熊本地震の復興を単なるハ
ードの復興にとどまらせない動きを起こす必要がある。合

わせて地域への支援の体制も地域に寄り添う支援から地

域をエンパワーメントする支援へと変化しなければならな

い。熊本地震で支援に入った団体は仮設住宅など避難

先のコミュニティを支える活動が主で、生活再建後のコミ

ュニティ支援等に取り組む団体は少なかった。また、震災

前から活動しているまちづくり NPO や地域おこし協力隊

等が地域に寄り添う活動をしていたが、復興活動との繋

がりは少なかった。これからはますます地区を繋げる活動、

そして復興まちづくりと普段のまちづくりを繋げる中間セ

クターの役割が求められてくると思われる。 

2019 年 4 月、故郷復興熊本会議はこれまで取り組ん

できた市町村域を越え集落同士がお互いの復興まちづ

くりの考え方や手法の学び合い、課題を分かち合いなが

らの連携活動を加速させるため、任意団体から NPO 法

人へと移行した。過去の被災地で行われてきた住民主体

の復興まちづくりのプロセスを熊本に定着させ、多様な理

念で活動する地区や団体が、緩やかにつながるプラット

ホームをつくり、それぞれの特技を活かした連携事業を

生みだしていきたいと考えている。地震からの復興という

困難な状況から力を合わせ復興した経験を被災前から

地域が抱えてきた課題の解決にむけた地域の活動に繋

げることが必要となる。復興経験を地域が変わる契機に

する、そのためにできることをこれらからも続けていきたい。 
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 応急仮設住宅からみた被災者の動向 

  熊本市南区藤山仮設団地での活動を通して 

 

  熊本大学 熊本創生推進機構 

准教授 安部美和 

 

 

１．はじめに 

2016年4月14日と16日に発生した熊本地震では、

熊本県、大分県、福岡県、佐賀県、宮崎県で死者 273
名（災害関連死含む）、重傷 1,203 名、軽傷 1,606 名

の被害を出し、熊本県と大分県の２県で 8,667 棟の住

宅が全壊となった。熊本県における最大避難者数は、

183,882 名（避難所 855 カ所開設）にのぼった 1)。こ

の地震に伴い、熊本県内には 16 市町村で 110 団地

4,303 戸の仮設住宅が用意された。そのうち、2019
年９月 30 日の時点で 1,504 戸 3,486 人がまだ仮設住

宅に居住しており、県内外の借上型仮設住宅（2,952
戸 6,672 人）と公営住宅等利用者（65 世帯 160 人）

と合わせると、4,521 戸 10,318 人が仮設住まいを継

続していた 2)。 
表 1 熊本市における応急仮設住宅 

団地名 所在地 整備戸数 
塚原仮設住宅 南区城南町 96 

さんさん 2 丁目仮設住宅 南区城南町 16 
秋津中央公園仮設住宅 東区東野 54 

平原仮設住宅 南区富合町 27 
藤山仮設住宅 南区城南町 150 

南田尻仮設住宅 南区富合町 28 
舞原仮設住宅 南区城南町 87 
東町仮設住宅 東区東町 38 

藤山第 2 仮設住宅 南区城南町 45 
 
熊本市には、表 1 の９団地 541 戸が準備され、整

備完了に応じて順次入居が行われた。本稿が対象とす

る藤山仮設住宅、藤山第２仮設住宅は、併せて 195
戸の団地であり熊本市内最大、県内では益城町のテク

ノ仮設団地（516 戸）、木山仮設団地（220 戸）に次

ぐ規模の仮設団地となっている 3)。 
本稿では、2017 年９月から始めた大学生の仮設住

宅でのボランティア活動を通して、被災者との関りや

仮設団地の雰囲気がどのように変わっていたのか、仮

設入居者の動向とともに記録する。 
 

２．藤山仮設住宅と藤山第２仮設住宅 

（１）立地と入居者 

藤山仮設住宅と藤山第２仮設住宅は、熊本県が所有

する城南工業団地（熊本市南区城南町藤山）の敷地に

建設された。藤山仮設団地は 2016 年８月５日から入

居を開始し、遅れて同年 10 月 4 日から藤山第２仮設

団地の入居が開始された。特に藤山第２団地は、他地

域の仮設住宅を希望したものの抽選に漏れた世帯な

ど、城南町が地元ではない方の入居が多かった。また、

藤山第２団地は住宅の表示の際、番号の前に「B」と

いう文字が入る。そのため、住民の間では藤山第２仮

設を「B 棟」と呼よび、それに応じてか住宅表示にア

ルファベットが使われていないにも関わらず、藤山仮

設団地の方を「A」や「A の人」と呼んでいた。入居

時期がずれたことや、地元住民ではない方が多く藤山

第２仮設に入居されたこともあり、当初は同じ敷地に

いながら交流はなく、仮設団地入居から１年が経った

頃でも、お互いから「A だから」「B だから」という

言葉が聞かれていた。 
プレハブの仮設住宅は、玄関がみな同じ方向を向い

ているため、玄関を開けると舗装された通路と向かい

の縁側や物干し場が見え、縁側の先は砂利の庭になっ

ている（写真 1）。また、住宅の側面には小さな倉庫

が各戸設置されており（写真 2）、逆側の側面には木

製のベンチが置かれている。スロープの必要な世帯に

は、玄関に木製のスロープが設置されており、敷地内

には集会所が 3カ所、平日の昼間に相談支援員のいる
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事務所が 1カ所、グランドゴルフを楽しんだりできる

大きなグランドと敷地の隅にペット用のネットで囲

われた小さなグランドがある（図 1）。 

  

7-2 7-1 3-3 3-2 3-1 2-3 2-2 2-1 1-3 1-2 1-1

6-3 6-2 6-1 5-3 5-2 5-1 4-3 4-2 4-1

9-3 9-2 9-1 8-3 8-2 8-1

14-3 14-2 14-1 13-2 13-1 12-3 12-2 12-1

20-2 20-1 19-3 19-2 19-1 18-3 18-2 18-1 17-2 17-1 11-3 11-2 11-1 10-3 10-2 10-1

27-2 27-1 26-3 26-2 26-1 25-3 25-2 25-1 24-3 24-2 24-1 16-3 16-2 16-1 15-3 15-2 15-1

30-3 30-2 30-1 29-3 29-2 29-1 28-3 28-2 28-1 23-3 23-2 23-1 22-3 22-2 22-1 21-3 21-2 21-1

35-3 35-2 35-1 34-3 34-2 34-1 33-3 33-2 33-1 32-3 32-2 32-1 31-3 31-2 31-1

40-3 40-2 40-1 39-3 39-2 39-1 38-3 38-2 38-1 37-3 37-2 37-1 36-3 36-2 36-1

46-3 46-2 46-1 45-3 45-2 45-1 44-3 44-2 44-1 43-3 43-2 43-1 42-3 42-2 42-1 41-3 41-2 41-1

52-3 52-2 52-1 51-3 51-2 51-1 50-3 50-2 50-1 49-3 49-2 49-1 48-2 48-1 47-3 47-2 47-1

B6-3 B6-2 B6-1 B5-3 B5-2 B5-1 B4-3 B4-2 B4-1 B3-3 B3-2 B3-1 B2-3 B2-2 B2-1 B1-3 B1-2 B1-1

B12-3 B12-2 B12-1 B11-3 B11-2 B11-1 B10-3 B10-2 B10-1 B9-3 B9-2 B9-1 B8-3 B8-2 B8-1 B7-3 B7-2 B7-1

B15-1 B15-2 B15-3 B14-3 B14-2 B14-1 B13-3 B13-2 B13-1

ペット用グランド

みんなの家
（第1集会所）

みんなの家
（事務所）

みんなの家
（第2集会所）

グランド

みんなの家 B棟（藤山第2仮設団地）

藤山仮設団地

 

図 1 藤山仮設住宅と藤山第 2 仮設住宅の配置 

 

（２）入居者 

2016 年度の家族調査票が残っている方のみの数字

であるが、当初の入居者は独居が 30 世帯、２人家族

が 80 世帯、３人家族が 51 世帯、４人以上の家族が

39 世帯であった。特に、２名家族の大半は、高齢夫

婦であった。男女ともに 65 歳以上の入居者が多かっ

たことが分かる（図 2）。また、複数の世帯がペット

を連れた入居であった。 
入居先の選定にあっては、被災者が希望を提出し、

仕事先や学校の場所、元の居住地等ができる限り考慮

されたものの、抽選に漏れ遠方から藤山仮設に来られ

た方もいる。現存している世帯票の記録では、熊本市

南区城南町から 144 世帯、熊本市南区富合町から１

世帯のみが住所で確認できるが、熊本大学が支援に入

り始めた 2017 年９月頃の居住者には、南区以外の方

も含まれていた。当初は空き部屋が出ると次の入居者

が入るような具合だったため、195 戸のプレハブがあ

るが、入居した世帯数はそれを超える。自治会長の記

憶によると、南区城南町から 188 世帯、南区富合町

から５世帯、南区田迎から３世帯、北区八景谷から２

世帯、西区島崎、西区池ノ上からそれぞれ１世帯が入

居していたとのことであった。 

  

写真 1 住宅の間 写真 2 プレハブの住宅と側面の倉庫 
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図 2 入居時の男女別年齢構成 

 
仮設住宅への入居にあっては、どの家になるかはく

じ引きで決まったが、抽選会場では住民は前に呼ばれ

て見守るのみで、実際にくじを引いたのは行政職員だ

った。そのため、「自分が家を引き当てたという感覚

はない」という声が聞かれた。また、仮設住宅への入

居にあたり、熊本市が世帯調査を実施し家族関係など

全ての把握に努めた。そのため、家庭によっては家の

経済状況、家族間での人間関係など外に見せたくなか

った情報が浮き彫りになったという不満も聞かれた。 
 
（３）仮設団地での自治組織 

 熊本市の意向で、仮設入居者の話し合いにより自治

会が結成され、仮設団地内を 15 の班に分け配布物や

回覧を回す単位とした。自治会長は、2019 年に自宅

を同じ場所に再建し仮設住宅を退去されたが、現在も

役職を継続し仮設団地に通っている。もともと仮設団

地が建設された南区城南町藤山地区の居住者で、地元

でも自治会長を務めていた経験があること、藤山仮設

の入居者の多くが城南町の方だったこともあり、他の

住民の意向で役員となった。 
自治会は年１回総会が開催され、毎月班長会が開催

されていたが、仮設住宅からの退去者が増えてくると、

班の維持は難しくなり、2019 年６月には半数に、11
月には１班になっている。配布物も、現在は班長会を

通さずその都度日中常駐している相談支援員が配布

している。 

 
３．仮設団地での支援 

（１）支援活動の変化 

 藤山仮設住宅と藤山第２仮設住宅を対象とした支

援活動は、2017 年度にピークを迎えた。仮設団地に

届いた支援物資数については記録が残っていないた

め、サロン活動や演奏会、鍼灸などの活動数（延べ数）

の変化を見てみる。地震の発生した 2016 年度は 10
件、2017 年度 162 件、2018 年度 95 件の支援活動が

実施され、2019 年は 12 月末時点で 68 件であった。 
 内容としては、餅つきなど季節の行事に合わせたも

の、鍼灸マッサージや足浴、健康相談など身体に関わ

るもの、落語や太鼓、マジックショーにフラダンスな

ど様々なものが行われたが、１年以上の長期にわたり

継続開催されていたのは、お手玉などを作成する手芸、

鍼灸マッサージ、お坊さんたちによる傾聴、昼食付の

料理教室であった。長期開催されていた活動の特徴と

しては、仮設入居者が率先してリーダーを務めたもの、

作品を持ち帰れたり、食事が提供されたりというもの

であった。こうした活動も、災害公営住宅への入居が

進むにつれ参加者が減り、2019 年 12 月末にはほぼ

すべての活動が終了している。 
 熊本大学の学生活動も、2019 年度を境に内容を変

更した。仮設入居から１年が経過したころ、大学周辺

での活動もひと段落し、支援者が減り始めている仮設

住宅での活動を始めることとなった。2017 年９月に

はじめて藤山仮設・藤山第２仮設を訪問した際には、

「市内にこんな大きな仮設団地があるのか」というこ

とと「これから何ができるんだろう」という学生たち

の言葉が印象的であった。「若い子たちが来てくれる

だけで元気が出る」と言ってもらえたことから、とに

かく毎月通うことになったが、当初は漬物づくりを教

わるなど、何か支援をするというよりは楽しくお茶を

飲むだけだったように思う（写真 3）。その後、ひな

祭りやクリスマスの飾りつけなど、毎月の行事に合わ

せた活動を考えてきた。 
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写真 3 2017 年 10 月の大根の漬物づくり 

  
しかし、2019 年になるとこれまで見られていた支

援活動が目に見えて少なくなり、入居者の退去も進ん

だため、かかわり方を見直そうという話になった。自

治会長や相談支援員の方々と話し合い、毎月の活動時

間に空き家周辺の草抜きをすることにした（写真 4）。 
 2019 年４月には、195 戸あった仮設住宅のうち入

居があったのは 73戸のみで 100戸以上が空室となっ

ていた。規模の大きな仮設団地であった分、入居者が

減ると敷地の管理が難しい。仮設住宅に残っている

方々が自宅周辺の草抜きを繰り返しても、あちこちに

草に覆われた部屋が見られた。ペットと入居している

世帯が多いため、除草剤などの薬剤を撒けず、手作業

による除草が必要だが人員が確保できなくなってい

た。ペットと一緒に入居可能な災害公営住宅の完成は

2019 年 11 月であったため、残っている入居者の多く

がペット同伴の世帯となっていた。 
また、学生たちがみんなの家や相談支援員の事務所

にお手伝い依頼ポストを設置した。換気扇など高い場

所を掃除したい、箪笥の上の荷物を下ろしたい、重た

い家電を運びたいなど、必要に応じて依頼を投函して

もらうためであった。毎回 2~3 軒の掃除の依頼があ

り、入居者と一緒に退去の準備などをした（写真 5）。
数少ない小学生や保護者からは、夏休みの自由研究の

お手伝いといったリクエストも寄せられた。 

 
写真 4 夏場には背丈ほど草が伸びる 

 
写真 5 玄関で換気扇掃除 

  
（２）「あんたらは Bの人」 

当初、藤山仮設住宅と藤山第２仮設住宅での活動は、

入居者との関わり方に頭を抱えた。入居時期のずれと、

仮設団地の規模の大きさが影響してか、藤山仮設住宅

と藤山第２仮設住宅の入居者同士の交流が非常に少

なく、しかもお互い「A の人」「B の人」といい、そ

れぞれのみんなの家を中心とした縄張りのようなも

のが存在していた。 
熊本大学の学生がボランティアに入り始めたとき、

初回の交流が B 棟のみんなの家で行われた。そのた

め、それ以降の活動にあっては「あんたらは B の人」

という声が聞かれ、地区に関係なく活動するというこ

とが難しい時期があった。「ここは A の集会所。B の

は向こう」という風に、入居者の中では自分の仮設の

場所によって使える集会所が明確に分離していた。住

宅再建が終了し仮設から引っ越された方との交流は、
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「ボランティアとかの支援は仮設にいる人のためで

しょう」「出られた方を呼ぶのはいかがなものか」と、

これまで交流があった方々にも仮設で実施するイベ

ントの案内を出したいと相談すると、そんな返事が聞

かれる時期があった。ボランティアの支援は、仮設住

宅に「今」住んでいる人を対象にするべき。直接そう

した声を掛けられることもあれば、場の雰囲気から何

となく言い出せない空気を感じ取る場合もあった。 
季節ごとのイベントなどを通して交流を重ね、「皆

さんご一緒に」となっていくのは、多くの人が退去す

るまで難しく、「B の人」という呪縛が解けるのは

2019 年度になって草抜きを始めた頃だった。 
 

４．残ったのは誰か 

 当初の仮設入居期限であった２年目を境に、仮設住

宅入居世帯数と退去世帯数が逆転した（図 3）。また、

四半期ごとの退去世帯数に着目すると、当初の仮設入

居期限の２年に退去世帯数はピークを迎え、その後

2018 年 10 月から 12 月の３カ月間は 10 軒に留まる

（図 4）。2019 年３月と 2019 年５月に熊本市南区内

に災害公営住宅が完成し、退去世帯が再度増加した。

2019 年 11 月に完成した舞原第三団地は、ペットと入

居が可能な災害公営住宅で、ペットの飼育は現在同居

しているペット一代に限定されているものの、多くの

入居者がこの団地へと引っ越した。 
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図 3 藤山仮設住宅と藤山第２仮設住宅における入居世帯数・退去世帯数の変化 
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図 4 退去世帯数の推移 

  

当初の仮設住宅入居期限 
8 月入居開始（藤山仮設） 

10 月入居開始（藤山第二仮設） 

塚原第二団地（災害公営

住宅）入居開始 

舞原第一・第二団地（災害公営住宅）

入居開始 

舞原第三団地（ペット可災害

公営住宅）入居開始 

3 月 

5月 

11 月 

当初の仮設住宅入居期限 



特集 熊本地震から 4 年 

－復興にむけたくらしやまちづくりへの取り組み－ 
 

 

 復興 (24 号) Vol.9 No.1  2020.10. 20 

 

2019 年 12 月末現在までの退去状況について、図 5
に示した。藤山仮設住宅には、2020 年１月以降も８

世帯が残る予定で、2020 年１月退去予定が２世帯、

２月退去予定２世帯、３月退去予定が１世帯、５月退

去予定が１世帯、そして、2020 年６月退去予定が２

世帯となっている。残った世帯の皆さんは、自宅再建

を予定されている方々でほとんどの世帯が同じ地元

の工務店と契約を結んでいる。そのため、お互いの自

宅が再建されないと順番が回ってこない。 

148 6 27 9 4 2 4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自宅再建 既存公営住宅 災害公営住宅 ペット災害公営住宅

民賃 施設 その他（親戚、知人宅）  
図 5 仮設住宅退去後の状況 

 
高齢者の独居世帯も２世帯あり（表 2）、仮設団地

に残る８軒のうち１軒は藤山第２仮設住宅にお住ま

いの方である。居住者は 70 歳の女性で、たった一人

で B 棟に住むよりも、他に残っている方々に近い場

所に住みたいとの意向で、2019 年 12 月にみんなの

家（第１集会所）近くの空き部屋に移動された。当初、

こうした独居高齢者の生活が心配されたが、世帯 F
の 70 歳女性は、元の自宅周辺に持つアスパラガスの

畑に毎日通って農作業に従事している。世帯 G の 80
歳女性も、毎日仮設団地内を散歩し、どちらの方も軽

トラックを乗りこなして外出が多い。 
表 2 2020 年以降の仮設居住者の状況 

退去

予定 世帯 家族構成 

1 月 A 43 歳男性、48 歳女性、9 歳男性 
B 47 歳男性 

2 月 C 65 歳男性、27 歳女性、1 歳男性 
D 63 歳男性、62 歳女性 

3 月 E 74 歳女性、51 歳男性、46 歳男性 
5 月 F 70 歳女性 

6 月 G 80 歳女性 
H 72 歳男性、71 歳女性、43 歳男性 

 

独居高齢者の心配もさることながら、世帯 A の「９

歳男性」にも注目したい。この仮設団地に残る唯一の

小学生になる。通学は両親の車で送り迎え、距離的な

問題から放課後友達と遊ぶことも難しい。週末に、仮

設で一緒に過ごした近くの友達が遊びに来てくれる。 
 
５．おわりに 

この２年半の活動を通して、仮設団地そのものの雰

囲気がずいぶんと変わった。当初はピリピリした雰囲

気と「A だ」「B だ」という声だったものが、今や閑

散とし鳥や犬の鳴き声と車が砂利道を走る音がする

くらいになった。 
入居の時には、コミュニティの維持だ形成だとしつ

こいくらいに言われていたのに、災害公営住宅での新

しいコミュニティづくりに関心は移り、仮設に残った

方々は「自宅再建を待つだけだから」と何となく退去

していくのを待っているだけのように感じる。新しい

住宅を手に入れ、それぞれが仮設住宅を退去できたこ

とは嬉しく思う。その反面、187 戸もの空き家に囲ま

れて生活する８世帯の方々をおもうと、こういう閉じ

方しかないのだろうかとも思う。 
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 熊本地震におけるボランティア活動とその後の被災地への影響 

  ―西原村災害ボランティアセンターから西原村 rebornネットワークへ 

 

  被災地 NGO 恊働センター   

代表 頼政良太（兵庫県立大学減災復興政策研究科博士後期過程） 

 

 

１．はじめに 

災害が発生すると、社会福祉協議会を中心として災

害ボランティアセンター（以下、災害 VC と記す）が

設置され、多くのボランティアが被災地に駆けつける

ということは、ごく普通のことになってきた。さらに、

支援団体間の情報共有をおこなったり、特定のテーマ

を持って活動する NPO／NGO の支援も盛んになっ

たり、こうした NPO 間の連携を促進する中間支援組

織による支援活動も注目されている（明城，2018）。
この中間支援組織による情報共有会議は、平成 28 年

（2016 年）熊本地震後に各地で開催をされるように

なってきた。さらに、農業ボランティア、屋根のブル

ーシート張りなどの技術系のボランティア、避難所の

運営ボランティアなど、熊本地震で活動を行い、その

後の被災地に影響を与えていったものは多い。そこで、

本稿では筆者が熊本地震の際に活動拠点としていた

西原村に着目し、災害 VC からどのような活動が派生

していったのか、別の被災地にどのようにつながった

のかを報告する。 
 
２．西原村災害ボランティアセンターから西原

村 rebornネットワークへの変遷 

（１）西原村災害ボランティアセンターの立ち上げ 

西原村災害 VC は、西原村社会福祉協議会を運営主

体として立ち上げられた。筆者が西原村を訪れたのは、

2016 年 4 月 20 日（二度目の本震から 4 日後）であ

ったが、その際に甚大な被害の様子と支援があまり届

いていないという状況を見て、西原村を拠点に支援を

実施することを決定した。翌日、再び西原村を訪れ社

会福祉協議会の方々とお話をした際に、「ぜひ支援に

入ってほしい」とおっしゃっていただき、本格的に災

害VCの運営に携わることになった。4月 24日には、

村役場にて、役場、社会福祉協議会、外部支援者で集

まって熊本地震への対応を協議し、その後の打ち合わ

せで、災害 VC の組織体制について決定した。当初の

組織体制は図 1 のようになっていた。 
当初、西原村災害 VC は、熊本県社会福祉協議会の

マニュアルをもとに運営をされようとしていたが、外

部支援団体等も運営に関わるような形で、新しく体制

を構築していった。災害 VC は、役場の隣の生涯学習

センター（図書館併設）を利用することになっており、

ボランティア用の駐車場は少し離れた企業の跡地を

利用することとなっていた。ところが、生涯学習セン

ターは手狭であり、駐車場からの距離も車で約 5 分

程度と徒歩ではかなり時間がかかる距離に立地して

いること、そして、被災現場が広範囲で、災害 VC か

ら移動するには時間もかかるという状況であった。そ

こで、本部にはボランティアがやってこない仕組みに

し、駐車場で受付とオリエンテーションを済ませ、直

接現場近くのサテライトへボランティアを送るとい

う形にし、マッチング機能をそれぞれのサテライトへ

任せることになった。地震の被害はある程度面的に広

がっており、ニーズを個別に調査して個々の家に入る

より、ニーズが多い地域にある程度予測を立ててボラ

ンティアを送りこんでいくという仕組みである。 
山西サテライトでは、区長さんと密に連携をとり、

ボランティアの采配を行っていた。その場でニーズ調

査とマッチングを済ませてしまうというやり方であ

る。河原サテライトは、被害が他の地区に比べ少なく

点在していたため、数回のローラー調査をし、被害の

ある家を把握していくことに重点を置いていた。高遊

サテライトは、区長さんの芝畑を提供いただき、設置
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運営していた。芝畑には自宅に帰れない被災者がテン

トを張って暮らしている場所でもあり、同じ場所にボ

ランティア宿泊用のテント村も設置された。高遊地区

は、村の外から移住してきた子育て世代が多く住んで

いる地域であり、比較的新しく形成されたエリアであ

ったため、自治会の加入率も低かった。そのため、地

区の目立つ場所にサテライトが設置され、ボランティ

アが手伝ってくれるという口コミが広がっていった

ことで依頼が増えていった。 
また、山西サテライトでは、有志による軽トラック

のグループ（通称、軽トラ隊）も結成された。ボラン

ティアがたくさん作業をしても、瓦礫を搬出する軽ト

ラがうまく現場を回らなければ、効率が悪くなってし

まう。そこで、長期的に滞在できるボランティアを中

心に、軽トラを運転して災害ゴミを積み込み、仮置き

場まで搬出する動きだけを専門にするチームが結成

された。軽トラ隊の結成により、サテライトの運営が

より円滑になり、多くのボランティアが活躍すること

ができた。 

 

図 1 西原村災害 VC 組織図（2016 年 4 月ごろ・筆者作成） 

 

（２）西原村災害ボランティアセンターの変化 

5 月の大型連休を過ぎ、6 月に入ると災害 VC の運

営を行う人員が少なくなった。一方で、被災者のニー

ズが多様化し、ボランティアの幅を広げないと対応で

きなくなってきた。例えば、瓦礫の撤去だけでなく、

自宅の補修の相談や仮設住宅への引越し、集落再生に

向けた話し合いなど、多くの要望が出てきた。 
そのため、図 2 のように、災害 VC とは別に、西原

村 reborn プロジェクトとして、個別の団体や個人が

専門性を発揮して活動できるように機能を分散して

いった。また、支援者として活動していた地元の人た

ちも仕事へと復帰したりしなければならない人が

徐々に増えていった。そのため、支援者それぞれの暮

らしを守りつつ、支援を継続する方法として、災害

VC の担い手を増やす形で資源を投入することは難

しくなった。それよりも、外部支援者も含め、支援者

として活動している人たちが、できる範囲で支援を行

い連携するという形へと移行していった。  

 

図 2 西原村災害 VC の組織図（2016 年 6 月ごろ・西原村災害

VC 統括の藤本氏提供の図をもとに、筆者作成） 

 

（３）西原村 rebornネットワークの形成 

 西原村 reborn プロジェクトは、“西原村に関わる

人みんなが reborn である”という前提で考えられて

きた。ところが、その考えが伝わる人と伝わらない人

がいた。例えば、「reborn さんは何をしている団体な

のですか？」という質問が多く寄せられたりしていた。

そのため、西原村 reborn プロジェクトという概念か

ら、西原村 reborn ネットワークへと組織化すること

となった。こうした団体化は当初目指していたもので

はなかったが、基本的な考え方として災害 VC 以外で

動けるプレイヤーを増やしていくという目的は一貫
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していた。西原村 reborn プロジェクトの概念をわか

りやすく伝えるための組織化であったとも言えるだ

ろう。正式に西原村 reborn ネットワークとして組織

化したのは、2017 年 3 月であった。 
 

（４）多様なニーズに対応するための形 

 西原村では、災害発生当初は、災害 VC が様々な

活動を包括するような形で、たくさんのボランティア

に素早く被災地に入ってもらうことを想定していた。

しかし、2〜3 ヶ月が経過すると、大量のボランティ

アを送り込むというよりは、丁寧に一つ一つの被災者

の状況に合わせていく必要が高まった。そうなると、

西原村災害 VC という一つの組織で出来ることだけ

では対応が仕切れなくなってくる。そのため、西原村

災害 VC に関わる地元の団体や、地震をきっかけに立

ち上げられた新たな団体が、活動をしやすいように独

立させていく形をとった。ニーズをキャッチするイメ

ージを図にしたのが図 3 である。 

 
図 3 ニーズキャッチのイメージ図（2016 年 7 月ごろ・西原村

災害 VC 統括の藤本氏提供の図をもとに、筆者作成） 

 

 図 3のそれぞれの団体は、外部支援団体や地元支援

団体である。地元支援団体は地震後に新たに立ち上げ

られた組織も含まれている。例えば、被災地 NGO 恊

働センターは、災害 VC の運営をサポートする活動を

行いつつ、災害 VC の活動とは別に、集落再建のため

の話し合いの支援などを実施していた。農業ボランテ

ィアセンターについては、次章で説明する。住まいと

暮らしサポートは、地元工務店と外部支援団体が協力

して立ち上げた建物に関する相談対応の団体で、

NOROSHI 西原は西原村出身の若者が U ターンして

立ち上げたボランティア団体である。主に地域の活性

化のための花植え活動などを実施している。NPO 法

人にしはらたんぽぽハウスは地元NPO団体で主に障

害者の支援を行なっているが、独自にボランティアが

集まり、屋根のブルーシート張りの活動などを展開し

ている。 
 各団体は、それぞれ災害 VC と関わりを持ちながら、

災害 VC で対応出来るニーズは社会福祉協議会につ

なぎつつ、それでは対応できないような集落再生の話

し合い、建物修繕のための制度の相談、地域を明るく

するためのイベントの実施、農業のお手伝いなどは独

自の活動として実施できるような体制に徐々に切り

替えていった。そうすることで、より多様なニーズに

対応しつつ、災害 VC の運営人員が減少しても対応で

きる形に進めていった。 

 

３．農業ボランティアセンターの形成 

西原村は、非常に農家の多い地域であり、災害 VC
の開設直後から、農業の手伝いをしてほしいという要

望がかなりたくさん寄せられた。ちょうど、西原村の

特産品であるカライモ （1）の植え付けの時期であり、

その作業ができなければ 1 年分の収入がなくなって

しまう。ところが、農家自身も被災をしていることに

加えて、元々作業を手伝っていた親戚も被災して手伝

いに来られないという人が多かった。さらに、シルバ

ー人材センターも災害のため稼働していなかったた

め、植え付け作業が進まないという状況であった。通

常の災害 VC は、こうした営利活動への支援を積極的

に行うことは難しいが、村の復興のためには農業支援

が欠かせない。そこで、社会福祉協議会、村の農政課、

農協、農協の甘薯部会代表、外部支援団体が集まり、

どのように農家の支援を行うか協議をした結果、新た

に農業復興ボランティアセンターを設置することと
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なった。設置場所は、災害ボランティアセンターの敷

地内、資機材等も貸し出し、災害ボランティアセンタ

ー用の携帯電話 1 台を農業復興ボランティアセンタ

ー用として使用することとし、独自に農家のニーズを

集め、災害 VC に集まったボランティアのうち、農業

の支援をしてもよい、という人には農業復興ボランテ

ィアセンターに回ってもらうことになった。 
同様に、重機が必要となるような技術的なニーズな

どについても同じような対応をとった。重機ボランテ

ィアの団体にニーズを渡し、対応してもらうというや

り方である。このように、災害ボランティアセンター

では対応が難しいニーズに対しては、うまく外部支援

者も活用しつつ、既存の組織とも連携をとり活動を実

施していくというやり方をとった。 
 

４．生活再建に向けてのニーズと対応 

熊本地震で被害を受けた西原村の山間部の集落で

は、住宅の被害だけなく、宅地の被害や法面の被害な

ども大きく、費用がたくさんかかるために、集落での

再建を諦めて出ていくという人もいた。集落に残ると

いう人も、道路が狭く救急車が入れないため、拡幅し

たいという意見や、山際に住んでいる人は崖崩れが不

安なため、山から離れたいという意見も出ていた。ま

た、家族内でも、夫は集落で再建を希望しているが、

妻は別の場所での再建を希望するというような意見

の相違が見られた。こうした状況の中、集落をどのよ

うに維持していくのか、ということが大きな課題とな

った。集落再生以前に、自身の家の再建についても迷

っている人が多く、残ることを決めた人、出ていくこ

とを決めた人、迷っている人が混在する中で、集落全

体の議論を始めなければならなかった。 
被災地 NGO 恊働センターでは、集落での話し合い

にも西原村 reborn ネットワークの一員として参画す

ることとし、継続的に地域での話し合いなどに参加し

てきた。集団移転の話も出ていたため、新潟県中越地

震の事例を参考にしてもらおうと紹介したり、１軒ず

つのヒアリングを実施したりした。こうして、地域の

方々との接点を増やしていく中で、様々な提案をする

ことができるようになっていき、他の被災地への視察

なども実施するようになっていったことで、集落再生

の議論が活性化していくことにつながった。例えば、

ある地区の区長さんは、「玄界島の視察が大きかった。

アドバイスをもらって会議にも来てもらった。１軒ず

つヒアリングもした」とおっしゃっていた。また、新

潟の視察を参考に、「会議には家族みんなで参加して

ほしいとお願いした」ともおっしゃっていた。こうし

た取り組みの中で議論を進めた結果、当初に比べ地域

に残るという人が増加した。 
一方、まちづくりの議論ばかりをしていると、真面

目な話ばかりで負担感も多く、参加できる人も限られ

てしまう、という意識もあり、地域の中の行事にボラ

ンティアが参加していくことも大切にしていた。例え

ば、ある集落では、全壊した家が多いため集落に灯り

が少なくなったという声を聞き、集落に灯りをつけよ

うという若手の人たちの意見があった。そこで、ボラ

ンティアも協力して集落に竹灯籠などを設置すると

いうイベントを実施した。イベントを実施することで、

普段は仮設住宅に暮らしている人たちも集まって交

流をすることができ、近況報告をする場になった。こ

うして、ボランティアが手伝うことで集落の人たちの

“やりたいこと”が実現していくということも、再建

に向けて大切な活動の一つであった。 
 

５．情報共有会議について  

熊本県全域を対象として形成された熊本地震・支援

団体火の国会議では、課題の解決を志向した支援団体

が多く集まった。栗田（2017）によると、火の国会

議では、地域やジャンルによって支援活動そのものが

不足した場合の調整機能はある程度果たされたもの

の、例えば避難所については、住民主体の避難所運営

を支援できる NPO が少なく、また県域の大まかな活

動調整はできるものの、細かい地域の活動の集約が困

難など、課題も多く残されていることが指摘されてい

る。筆者も火の国会議には何度も出席をしたが、外部
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支援団体が多く集まる一方で、地元に密着した団体や

地元住民が立ち上げた団体が少なかった。そのため、

地域の課題を把握できないという課題があり、2016
年 6 月 15 日から地域情報共有会議という会議も開催

されるようになり、地域の情報をもっと把握しようと

いう試みがなされた。支援団体による支援メニューは

多く集まるものの、地域住民が何を必要としているの

か、地域住民へ支援者をどのようにつなぐのか、とい

う情報が少なかったという課題があったのではない

だろうか。 
また、筆者が出席した 2017 年 6 月 13 日の火の国

会議では、地元住民のボランティアの参加が少なく、

熊本県外からの支援団体に頼っている状況が課題で

あるという議題が取り扱われた。新聞やインターネッ

トメディアを活用して情報を届けようという取り組

みはなされていたが、なかなか成果が上がっていない

のが現状であった。外部支援団体の情報は集約できる

ものの、本当に細かな地域の情報が不足しがちである

という教訓は、現在も続く課題であると思われる。 
 

６．その他の地域への影響 

（１）情報共有会議が定着 

前章で取り上げた情報共有会議は、その後の被災地

でも多く開催されている。2017 年は九州北部豪雨の

被災地である福岡県朝倉市で定期的に開催された。さ

らに、2018 年の西日本豪雨では、岡山・広島・愛媛

の三県で開催され、北海道胆振東部地震でも同様の会

議が開催された。2019 年は、令和元年 8 月九州北部

豪雨、台風 15 号、台風 19 号と多くの災害が発生し

たが、いずれの被災地でも情報共有会議が開催されて

いる。筆者も、全てではないが被災地で開催される情

報共有会議に何度か出席をしてきた。情報共有会議で

は、内閣府や県の行政情報、支援団体の動向などが集

まり、支援を検討するために情報共有することのメリ

ットはあるものの、やはり細かい地域の情報がどうし

ても不足しがちになるという点は引き続き課題であ

ろう。しかし、熊本地震をきっかけに、各地で情報共

有会議を開くことが当たり前になってきており、支援

情報が得られやすくなった。そういった点で、火の国

会議が果たした役割は非常に大きかったと言えるだ

ろう。こうした火の国会議の実績をふまえて、兵庫県

では災害発生時に支援団体による情報共有会議を開

くことにしている。このように広がりを見せているこ

とから、さらに内容を精査し、発展していくことを期

待したい。 
 

（２）軽トラ隊による支援活動 

山西サテライトで結成された軽トラ隊は、災害 VC
の閉鎖後も地域に関わるボランティアとして活動し

ている人が多かった。チームとして動くということは

少なくなったものの、それぞれが地域に関わり、節目

の行事などに参加する人もいた。 
また、その後の災害でも軽トラ隊のメンバーは災害

VC に駆けつけ活動を実施している。災害のたびに活

動を共にしているメンバーが多いため、それぞれのメ

ンバーによる連携がスムーズに行われている。例えば、

2019 年に佐賀県で立ち上がった「おもやいボランテ

ィアセンター」（後述）にも軽トラ隊のメンバーが数

多く集まり、立ち上げの際に協力をしてもらった。支

援団体とも顔馴染みになっているメンバーも多く、災

害 VC の運営側からも、様々なことを頼める存在とし

て重宝されている。こうした個人のボランティアによ

るネットワークは、災害が起きるたびに、自然発生的

に生まれている。特に熊本地震以降は、九州地方での

災害が多く発生したため、個人ボランティアの中でも

顔なじみの人が多く、災害 VC の運営を影で支える力

となっている。 
 

（３）農業ボランティアセンターの展開 

熊本地震以降、多くの被災地で農業ボランティアセ

ンターが設置されるようになってきた。もちろん、熊

本地震以前にも、例えば東日本大震災などで、農業の

支援を行なっていた支援団体は多くあるが、一般のボ

ランティアを募集する形での農業ボランティアセン
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ターが定着してきたのは、熊本地震以降である。2017
年の九州北部豪雨災害では、農協が主体となり、農家

の支援を行う「JA 筑前あさくら農業ボランティアセ

ンター」が設立された。2018 年には愛媛県宇和島市

で、こちらも農協が主体となり、みかんボランティア

の募集が実施された。 
このように、広くボランティアを募集する形の農業

ボランティアが熊本地震以降、多様な主体により設立

されるようになってきた。 
 

（４）ネットワーク型の支援 

西原村 reborn ネットワークは、多様な団体が連携

をとって活動を実施した、ネットワーク型の支援であ

った。こうしたネットワークによる支援活動も、熊本

地震以降、盛んになっている。 
2017 年の九州北部豪雨災害では、大分県日田市に

おいてネットワークによる支援活動が実施された。日

田市社会福祉協議会の設置した災害VCが8月末で閉

鎖されたことを受け、9 月 1 日からボランティアを募

集し始めたのが、「ひちくボランティアセンター」で

ある。日田市内の四つの団体が世話役団体となり、外

部支援団体が応援する形で立ち上げ、災害 VC の活動

を引継ぎ、災害 VC では対象としていなかった畑や庭

などの泥出し、みなし仮設住宅の入居者の見守り等の

活動を実施した。 
現在は活動の一部を新たに立ち上がったNPO法人

リエラに引継ぎ、ひちくボランティアセンターは解散

しているが、災害 VC 閉鎖後も継続してボランティア

の受け皿となることで、多様なニーズへと対応するこ

とが可能となった。 
2019 年 8 月の令和元年 8 月九州北部豪雨災害によ

って大きな被害を受けた佐賀県武雄市では、社会福祉

協議会の設置する災害 VC とは別に民間ボランティ

アセンターである「おもやいボランティアセンター」

が設置された。立ち上げにあたっては、西原村で活動

していたボランティアや、「ひちくボランティアセン

ター」の世話役団体、NPO 法人リエラなど、熊本地

震以降、被災地支援を行なってきた九州内の支援団体

が軸となった。「おもやいボランティアセンター」で

は、災害直後の活動だけでなく、中長期的な復興の支

援を視野に入れて活動をしている。こうした支援活動

も、熊本地震の経験が活かされている。例えば、おも

やいボランティアセンターの木工ワークショップの

活動は、西原村の仮設住宅において活動を実施してい

た「西原村木もくプロジェクト」と同じスキームで実

施されている。西原村木もくプロジェクトに関わって

いるメンバーがおもやいボランティアセンターの運

営にも関わっているため、このようなプログラムをス

ムーズに実施することが可能になった。 
 

（５）まとめ 

このように、九州各地で発生する災害に対して、過

去の被災地同士の連携を活かし、様々な支援活動が行

われている。九州各地の支援団体と、被災地となった

地域の地元団体とがうまくネットワークを作りなが

ら活動を展開していくことで、社会福祉協議会の設置

する災害 VC ではなかなか対応できないニーズや中

長期的な復興支援活動などにも対応が可能となって

きている。そして、個人ボランティアのネットワーク

が支援団体のネットワークを支えている。こうしたネ

ットワークがさらに広がっていくことが今後の災害

支援のためには重要であるだろう。 
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１．はじめに 

本研究は、2015 年より宮城県気仙沼市にて開催さ

れているアートイベント「コンポジウム気仙沼」にお

いて、得られた知見を報告するものである。 

筆者らは本イベントに計 4 回参加し、運営スタッ

フとして参与観察を行った。そして、実行委員会のメ

ンバー複数名に聞き取り調査を行うとともに、各回の

来場者に質問紙調査を行った。その結果として、本イ

ベントが多くの参加者から評価され、その価値を認め

られていたことが明らかになったが、その要因の一つ

は、「両極の一致」によるものと思われる。すなわち、

ある観点からは「両極」に位置するように見えるもの

を、巧みに融合させたがゆえに、本イベントには特有

の価値が生じたのではないだろうか。 
例えば、本イベントの実行委員会は、「我々（被災

地の人々）」と「よそ者（それ以外の人々）」という、

ある観点からは両極に位置するように見える人間集

団を媒介し、共感に基づくイベント運営を実現させた

（第 5 章）。また同様に、イベントで演出された芸術

作品は、「災害時」と「平常時」という両極に位置す

る二つの時間を、その独特の美によって媒介した（第

6 章）。本イベントの特徴は、人的な媒介者と美的な

媒介者の双方が機能することによって、こうした亀裂

を止揚し、価値を創出している点にある（第 7 章）。 
 

２．「コンポジウム気仙沼」の概要 

「コンポジウム気仙沼」は、気仙沼の内外に住む

人々によって作り上げられたアートイベントである。

「コンポジウム」とは、「コンサート」と「シンポジ

ウム」が合わさった造語であり、「コンポジウム気仙

沼」は、東日本大震災によって亡くなられた方々に鎮

魂の祈りを捧げ、復興や未来への想いをつなげるため

に企画された。 
本イベントは、気仙沼市民を中心とする実行委員会

のもとで、2015 年に「レクイエムプロジェクト気仙

沼」として開催された。そして 2016 年には「コンポ

ジウム気仙沼」に名称を変更し、2018 年までに計 4
回開催されており、毎回数百人の一般来場者や出演者

が参加している。イベントの内容は多岐にわたるもの

であり、追悼法要や未来の気仙沼を語り合うトーク、

伝統芸能、音楽やダンスによる演出など、様々な演目

が実施された。 

（図 1）気仙沼アマチュアコーラス連絡会による合唱 

 
そして特徴的であるのが、本イベントにおいては、

そうした演出が、巨大な水彩画（縦 5ｍ40cm×横 16
ｍ50cm）の前で行われるという点である。この水彩

画は、宮城県蔵王町出身の画家である加川広重氏によ

るもので、《雪に包まれる被災地》、《南三陸の黄金》、

《太陽と星の間》、《共徳丸と海》などと名付けられた

作品が、舞台の背景として毎年展示されており、その

背景の前で、古くから伝承されてきた個性豊かな郷土

芸能などが、気仙沼の人々によって演じられる。 
例えば、コンポジウム気仙沼の初回から出演してい

る「気仙沼アマチュアコーラス連絡会」は、会場を包
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むやさしい歌声で復興への想いを観客に届けており、

地元の「保存会」による大漁を祝う《大谷大漁唄い込

み》は、海と共に生きる気仙沼の漁師の意気込みを感

じさせる演出であった。2018 年のコンポジウムでは、

児童数減少に伴う閉校をひかえた市立水梨小学校の

生徒たちが、豊作や家内安全を願う羽田神楽《鳥舞》

を披露し、「気仙沼の子どもの姿そのものが希望や復

興の源です」といった感想が観客から寄せられた。そ

して、初回から参加している気仙沼太鼓学舎「ね」は、

地元で愛されている《海潮音》などの曲に合わせて、

息の合った迫力のある演奏を行い、大いに会場を盛り

上げていた。 
 本イベントにおけるそうした演出は、いわゆる「ア

ート」に分類されるものだけではない。例えば 2017
年のコンポジウム気仙沼では、被災者を追悼する「七

回忌慰霊・復興祈願法要」が行われた。これは気仙沼

の仏教者によって設立された「気仙沼仏教会」の初事

業でもあった。 

（図 2）気仙沼仏教会による七回忌慰霊・復興祈願法要 

 
その様子について翌日の三陸新報は、「何本ものろ

うそくを前に、宗派の垣根を越えて集まった住職らが

お経を唱え、震災犠牲者の冥福や早期復興を一心に願

った」と報じている。さらに、地域内外の復興の担い

手たちが、ステージでの対談を通して、気仙沼の未来

について語り合うといった演出も見られた。2018 年

のコンポジウム気仙沼では、「気仙沼を歩く人が少な

い」という町の課題を解決するためのアイデアを地元

の高校生が発表した。地域の未来を担う若者の熱意に、

会場から大きな拍手が送られた。 
 
３．気仙沼の状況 

さて、本イベントが行われた気仙沼という地域につ

いても、簡単に解説しておきたい。気仙沼は宮城県の

北東端に位置する都市であり、総面積は 332.44 ㎢、

人口は 62,724 人（2019 年 10 月末日時点）である (1)。

気仙沼は世界三大漁場の一つである三陸沖漁場をも

ち、古くから水産業が盛んであった。中でも、サンマ

やカツオなどの魚介類がとりわけ豊富であり、全国屈

指の水揚げ実績を誇っている。そして、それに加えて

特徴的なリアス海岸も一つの観光資源であり、水産業

とともに観光業も気仙沼の基幹産業としての地位を

占めている。 
しかし 2011 年の東日本大震災は、そうした気仙沼

の多くの命を一瞬にして奪い、基幹産業にも大打撃を

与えた。地震に続いた津波により、気仙沼では人的被

害 1,357 人（うち直接死 1,034 人、関連死 109 人、

行方不明者 214 人）が発生し、地区の 35％を占める

22,359 棟の家屋が被害を受けた (2)。また、基幹産業

と関連施設が集積する南気仙沼地区や鹿折地区は、重

油流失による火災で壊滅的な影響を受けた。その影響

は今日においてもまだ続いており、2012 年１月時点

で、応急仮設住宅と民間賃貸（みなし仮設住宅）には

13,025 人が入居していたが、2019 の 10 月末の時点

でもなお 48 人の被災者が入居している (3)。 
この震災は地域の過疎化や高齢化に拍車をかけた。

2000 年から 2010 年の間に人口が約 10％減少するな

ど、東日本大震災以前から気仙沼は過疎化が進行して

いた (4)が、それから十年近くたった今日（2019 年 10
月末時点）においては、2011 年 2 月末時点の 74,247 
人と比較すると、8 年 8 カ月で約 15.5％(5)減少してお

り、過疎地域市町村として指定されるに至った。また、

2019 年 3 月時点において、高齢者人口（65 歳以上）

が 37.1％であることに加え、１人暮らしの比率は

19.6％にのぼり、高齢化が進んでいると言える (6)。東

日本大震災前から地域の課題として潜在的に存在し
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ていた過疎化や高齢化の問題が、震災とその復興の過

程においてさらに浮き彫りになった。 
東日本大震災から 8 年が経過し、物理的な復興が

進んでいる一方で、心の復興が大きな課題として残さ

れている。多くの人々が、大切な人や思い出の場所の

喪失がもたらす深い悲しみを抱えている。高台移転や

擁壁、あるいは防潮堤や震災遺跡の解体工事をめぐり、

被災者同士の間でも様々な軋轢や葛藤が生じている。

いまだ仮設住宅に残されている方がいるなか、震災の

記憶の風化が進んでいる。そしてその一方で、気仙沼

に愛着をもち、伝統芸能の伝承やまちづくりに取り組

んでいる地域の人々や、継続的に気仙沼に足を運び、

気仙沼と縁を結んでいる地域外の人々もいる。被災の

記憶を伝承するだけではなく、気仙沼への愛着から地

域の未来を考える動きが起きている。コンポジウム気

仙沼は、このような背景のもとで生まれた復興イベン

トである。 
 

４．研究手法と調査結果の概要 

筆者らは、本イベントに 2015 年より計 4 回、企画

段階から関わり、会場設営や当日の運営スタッフとし

て参与観察を行った。また、実行委員会を構成する

様々なメンバー（被災者や芸術家、宗教者、市議会議

員など）に聞き取り調査を行い、各回の来場者に対し

ても質問紙調査を行った。この質問紙調査は、イベン

トの満足度や自由記述による感想を尋ねるものであ

った。 
ところで、こうしたアートイベントは、第 6 章で述

べるように、地域の人々にたいしてネガティブな印象

を与えるケースもある。しかし本イベントにおける質

問紙調査においては、2017年には 72人中 63人、2018
年には、84 人中 79 人が高い評価（5 段階評価におい

て、「とても満足」「満足」の合計）を行っており、自

由記述欄においても、「ありがとう」や「素晴らしい」

「感動」といった表現が散見され、「祈りから希望、

喜びを一杯頂きました。心より感謝します」といった、

ポジティブな内容のコメントが見られた。 

ではなぜ、本イベントは被災地において、このよう

な形で受け入れられたのだろうか。今回の分析では、

本イベントが実施される過程において、「二つの媒介

者」が大きくそれに寄与したと考える。以降の章にお

いては、この「二つの媒介者」について、解説を行い

たい。 
 
５．「媒介者」としての実行委員会 

高齢化が進む地域社会においては、血縁的・地縁的

な連帯が重視されると考えられる。そうした状況の中

では、外部から来た「よそ者」とも言える人々が、震

災の記憶という敏感な要素を扱うイベントに関与す

ることは、大きな困難を伴うように思われる。 
しかし、この「コンポジウム気仙沼」の実行委員会

は、「我 （々被災者）」と「よそ者（外部から来た人々）」

の隔たりを打ち破り、イベントを一定の成功へと導い

たように思われる。本章では、ソーシャル・キャピタ

ルの視点から、実行委員会が果たした「媒介者」の役

割を考察したい。 
ところで、Putnam（2000）などのソーシャル・キ

ャピタル論で社会関係を類型化する場合、地縁・血縁

などの同質性に基づく「結束型（bonding）」、集団外

部との繋がりなどの異質性に基づく「橋渡し型

（bridging）」の二種類に分類することが多い。高齢

化や少子化が進む地域においては、社会関係の営みは、

コミュニティの内部に向かう関係性が中心となると

言えるが、気仙沼地域もまた、そうした「結束型」の

社会関係が目立つかもしれない。 
「結束－橋渡し」という現代ソーシャル・キャピタ

ル論で定型化された図式には、根本的なところで「橋

渡し型」の効果への期待が含まれる一方、「結束型」

が社会的融合を阻むマイナス要因であると考えるニ

ュアンスも強い（佐藤 2003；渡辺 2011）。しかしな

がら、同質性の高い地域社会における「結束型」連帯

の重要性は、決して否定すべきではない。震災前から

既に過疎化が進んでいた気仙沼地域にとって、故郷へ

の愛着が、地域のアイデンティティ形成に役立ってい
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る側面があるだろう。例えば、震災後の町興しにおい

ても、コミュニティの連帯によるレジリエンスの効果

が極めて重要であるとされる（和泉 2015）。 
しかし、東日本大震災は、気仙沼の街並みを破壊し

たと同時に、地域のアイデンティティ維持にも大きな

ダメージを与えた。気仙沼のような沿岸部に位置する

地域では、被災した住民が域外に避難したことによる

人口減少だけでなく、その地域コミュニティの孤立も

懸念されている（宮城県 2017）。そうした「被災」

という現象が長期的にもたらす影響は、地域への愛着

を損なう可能性もあるだろう。 
また、「非日常」をもたらした震災が去ったとして

も、壊された街並みは残り、住民共通の心象風景――
「思い出の町」という、過去の「日常」がすり替えら

れるかもしれない。地域における場所や風景は、過去

との連続性を現すものであり、長く住む人々にとって

愛着を抱く対象でもある（山口 2012）。Raymond
（ 2010）らは、これを「場所への愛着（place 
attachment）」と称し、個人の文脈（personal context）、
コミュニティの文脈（community context）、自然環

境の文脈（natural environment context）の三つの

次元が存在すると定義した。中でもコミュニティの文

脈の次元は、隣人愛（neighborhood attachment）、
帰属意識（belongingness）、親密性（familiarity）な

どの要素と強く関連している。したがって、場所への

共通の記憶は、地域アイデンティティの拠り所であり、

「結束型」連帯を維持するための重要なバックグラウ

ンドとも言える。そして、「場所への愛着」を損なう

ことは、地域における連帯感情の希薄化に繋がってゆ

く。 
気仙沼においてもまた、「場所への愛着」と地域ア

イデンティティの関係性が見られる。例えば、津波に

打ち上げられた漁船「第 18 共徳丸」の対応を巡って、

「震災モニュメントとして保存すべき」と考える住民

と、「震災のトラウマを呼び起こすため、撤去すべき」

と考える住民が二派に分かれ、論争を繰り返した。海

岸での堤防の建設に関しても、「次の津波に備えるた

めに作るべき」に対して、「堤防が海の景色を遮り、

我々が知っている町ではなくなるのが嫌だ」といった

意見の対立がみられた。このように、「日常」と「非

日常」が衝突し、「場所への愛着」を損なうことに拒

絶反応を示した人々が多く存在する。 
では、このような状況の中で、本イベントの実行委

員会が果たした「媒介者」の役割は、いかなるものだ

ったか。まずは、新たな関係性の形成である。2015
年にイベントが始動して以来、地元の寺院の住職、市

議会議員、地元商店主、地元コーラスグループ、NPO
法人、外部からの芸術家、大学の研究室など、地域・

階層を問わずに多くの人々が実行委員会の運営に関

わった。そして、「よそ者」の参加とともに、イベン

トに新たなアイデアと活気が注がれた一方、もともと

接点が比較的少ない、地元の異なるコミュニティに属

する人々同士もまた、協働する機会を得た。したがっ

て実行委員会は、「橋渡し型」のソーシャル・キャピ

タルを醸成する土台となり、多様な参加者による新た

な関係性を作り出し、親密な他者の減少にともなう連

帯の希薄化が生じている気仙沼地域において、新たな

連帯のあり方を提供することができた。 
また、次に重要であるのが、実行委員会の努力によ

って、住民からイベントへの理解を得ることができた

という点である。ここで特に注目すべきなのは、舞台

の背景をかざる巨大な絵画のテーマとして、震災の風

景を取り上げたことである。そもそも、震災の記憶・

風景をテーマとする絵画の作成は、震災の記憶が「よ

そ者」の芸術家によって形にされることを意味し、拒

絶反応を引き起こす危険性があった。しかし本イベン

トでは、その絵画を背景として地元住民によるコーラ

ス、太鼓のパフォーマンス、震災時の記憶語りなどが

行われ、結果として、「我々」と「よそ者」のいずれ

かの視点に偏ることなく、鎮魂の祈り、そして復興や

未来への想いを皆が共有できたのではなかろうか。 
住民のパフォーマンスと巨大画。そして「我々」と

「よそ者」。そうした両者が合わさることにより、地

元のアイデンティティの再確認に本イベントが寄与
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した側面があると言えるかもしれない。以上を整理す

ると、実行委員会が果たした「媒介者」の役割は図 3
のようになるだろう。 

すなわち、震災後の気仙沼地域においては、「結束

型」の連帯が希薄化する恐れが生じていたが、そのよ

うな状況の中で、実行委員会そのものが「橋渡し型」

の関係性を醸成する土台となり、「我々」と「よそ者」

の「媒介者」の役割を果たし、新たな関係性を提供し

た。そうして、異なる背景を持つ人々を巻き込み、様々

な考えを取り入れることによって、イベント自体が

「共感」を土台として運営されるものへと昇華した。

その結果として、本イベントは多くの地元の人々に受

け入れられたと言えるのではないだろうか。 

 
  （図 3） 実行委員会による「媒介者」の役割 

６．「媒介者」としての巨大画 

前章で述べたように、コンポジウム気仙沼の実行委

員会は、「我々」と「よそ者」を媒介し、本イベント

が成立する土台を作り上げた。 
では次に、その土台の上において展開されたアート

に注目し、アートが被災地において展開されることの

意義について検討を加えたい。すなわち、なぜ復興に

おいて、こうしたアートが必要なのだろうか。素朴な

観点から復興を考えるのであれば、復興へのエネルギ

ーは、生活あるいは産業インフラを再建するために投

入されるべきであり、アートの必要性はそれほど大き

くはないと考えることもできるかもしれない。 
また、こうしたアートイベントは、「地域」と「ア

ート」の間に何らかの衝突を引き起こすこともある。

例えば宮本（2018:39）によると、こうしたイベント

には「地域がアートの表現の道具として利用される」

リスクが常に存在している。芸術家が、自身の表現の

ために地域を搾取するような性質の創作行為を行っ

た場合、それは地域の人々に拒否感を与えることもあ

るかもしれない。さらに言えば、それとは逆の関係も

好ましくはないだろう。すなわち徳田（2019:142）
が指摘するように、芸術家が地域に対して完全に従属

的になり、地域が芸術家を搾取する、といった型式の

関係も理想的とは言い難い。 
そうではなく、その地域の個性と芸術家の個性が、

それぞれの個性を発揮しながらも、一つの大きな文脈

の中で共に位置づけられることにより、地域における

アートは成功すると言えるだろうし、さらにそれが、

被災地における人々の「心の復興」につながることに

よって、被災地におけるアートは、徳田（2019:142）
が主張するような、「幸福な関係」に至るように思わ

れる。 
ところで、本イベントにおけるアートは、第 4 章

で述べた質問紙調査において高い評価を得ていた。し

たがって、少なくともある程度の範囲内においては、

そうした「幸福な関係」が実現されていたのかもしれ

ない。すなわち、地域と芸術家がもつ、それぞれの個
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性がとけあい、そこから生じた何らかの創造物が、被

災者の心の癒やしにつながっていたのかもしれない。

では、こうした癒やしは、本イベントにおいてはどの

ように実現されたのだろうか。 
まず、本イベントにおいて展開されたさまざまな芸

術の多くは、震災をテーマとする演出がなされている

が、その結果として、さまざまな演出の中において「災

害時」における情景が、その芸術を鑑賞する人々の心

に浮かび上がる。 
ここで注目されるのが、その芸術における演出は

「過去」のものであり、「災害時」におけるものであ

るが、しかし鑑賞者は、あくまでも「現在」に存在し、

災害のない「平常時」から、この芸術を享受している

という点である。その結果、本イベントにおいて展開

される諸芸術においては、「災害時」と「平常時」が、

あるいは「過去」と「現在」が、一つの芸術のなかで

交錯し、その二つの時間が出会う事によって生じる緊

張関係の中に特有の感動が生じるように思われる。 
この点について、とりわけ第一筆者が関心を持った

のは、本イベントの舞台背景を飾る、横幅 16.5m・

縦幅5.4mにもおよぶ震災時の情景が描かれた巨大な

絵画である。視界すべてを覆う絵の巨大さは、絵の中

の世界と現実世界の境界を曖昧にさせ、「災害時」と

「平常時」という二つの時間を媒介する。 
 

 
（図 4） 巨大画 《共徳丸と海》 

 

大きな被害や苦しみを受けた人々の心のうちには、

その世界観に大きな断絶が生じてしまう。すなわち、

大災害を経験した人々においては、「災害時」と「平

常時」はまったく異なる世界であるかのように記憶さ

れる。そうして、一つの時間の流れの中に包含される

はずの「過去」と「現在」は反発しあい、その二つの

世界観は、心のなかで、その居場所を探るようになる。

そして、このような世界観の分裂は、人々が被災から

立ち上がり、力強く前に踏み出すことを妨げる側面が

あるように思われる。 
しかし第一筆者の観察によると、この巨大画は、「平

常時」と「災害時」という両極に存在する世界を一致

させ、その亀裂の中に秩序をもたらすように思われる。

この絵を鑑賞した2018年のイベント参加者の言葉を

引用するのであれば、「気仙沼再興の想いが感じられ、

心をゆさぶられる」という感覚を本作品は与えるので

あり、あるいは本作品の作者の言葉を引用するならば、

本作品は「観る人の想像力に作用」し、そして「悲し

みを乗り越えていく自発的な活力を生み出す」のであ

る。 
ジンメル（1955:14）によると、芸術の本質は、様々

な相反対立を統一するという点にある。そして、一般

的な絵画においては、そうした「統一」は、その額縁

の「内側」に巧みに配置された、人物や静物、その他

様々な諸要素の間に現れ、その調和が美を創出する。 
しかし本作品における最大の「美」は、そうした「内

側」にある要素を統合するだけではなく、額縁の「外

側」にある二つの時間が統合することによって生じる

ように思われる。すなわち、本作品の観賞者を飛び出

した認識は、分断した二つの時間の出会いを本作品の

中において経験する。そしてそれは再び観賞者の中に

戻り、分断された世界観をその深い美によって秩序づ

ける。 
ところで、こうした世界観の秩序づけは、本質的に

は宗教の持つ機能でもあるように思われる。しかし本

作品のような性質の芸術においては、その作品は芸術

であることを超え、「救済芸術」とでも呼ぶべきもの
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になりうるだろう。 
震災によって生じた「平常時」と「災害時」という

世界観の分断は、たとえ膨大な救援物資が被災地に流

れ込んだとしても、それを統合することは困難であり、

こうした非物質的な領域にこそ、アートならではの復

興支援の一つの形があらわれるように思われる。 
 

７．おわりに 

本イベントには二つの「媒介者」が見られた。第一

のそれは実行委員会であった。「我々」と「よそ者」

の関係性は当然、何らかの点で対立的になることもあ

るだろう。しかし、稲場（2008:89）が主張するよう

な、異なる人々が協働することによって生じる「価値

観の衝突」とその解決こそが、思いやりや共感にもと

づく「橋渡し型」の連帯に基づいた運営を実現したと

言えるだろう。 
また、第二のそれは、本イベントで展開された諸芸

術であり、本論文ではその代表例として巨大画をあげ

た。この巨大画は、震災によって生じた「災害時」と

「平常時」という二つの世界観を媒介した。 

したがってこの二つの媒介者は、「我々」と「よそ

者」という亀裂、そして「災害時」と「平常時」とい

う亀裂を修復し、本イベントを成功へと導いたと言い

うるだろう（図 5）。 
 

 
（図 5） 二つの媒介者 

 
こうした二つの媒介者により、本イベントは実現に

至り、そして価値あるものになったと言える。もちろ

ん、この「価値」とは、イベントにおける興行的成功

だけをさすのではない。そうではなく、震災によって

生じた「我々」・「よそ者」といった両極と、「災害時」・

「平常時」といった両極を本イベントが一致させ、参

加した人々の心の中における分断の修復を通して、イ

ベントの記憶そのものが、人々の「生」の統一性をあ

たたかく支え続けるような――そうした価値を本イ

ベントは創出したのではなかろうか。 
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補注 

(1) 気仙沼市（令和元年 10 月末現在）「データで見る復興の

状況」

https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s019/010/030/01
0/data_fukkoujyoukyou_011031.pdf（2019 年 12 月 2 日

確認） 
(2) 第 1 回「気仙沼市震災復興市民委員会」資料 7 大震災に

係る本市の被害状況について

https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s019/010/010/04
0/001/shimin1shiryo7.pdf（2019 年 12 月 2 日確認） 

(3) 気仙沼市（令和元年 10 月末現在）「データで見る復興の

状況」

https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s019/010/030/01
0/data_fukkoujyoukyou_011031.pdf（2019 年 12 月 2 日

確認） 
(4) 総務省統計局 被災３県（岩手県、宮城県及び福島県）

の沿岸地域の状況－平成 22年国勢調査人口等基本集計結

果及び小地域概数集計結果から

https://www.stat.go.jp/info/today/041.html（2019 年 12
月 2 日確認） 

(5) この数値は、補注(3)に記載したウェブサイトの情報をも

とに、筆者らが計算したものである。 
(6) 平成 31 年宮城県高齢者人口調査結果

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/31koureisya
zinkou.html（2019 年 12 月 2 日確認） 

 
参考文献  

1) 和泉浩（2015）,『地域のレジリエンスにおけるソーシャ

ル・キャピタルと記憶』, 秋田大学教育文化学部研究紀要 
人文科学・社会科学部門, 70,9-20. 

2) 稲場圭信（2008）,『思いやり格差が日本をダメにする～

支え合う社会をつくる 8 つのアプローチ』, NHK 出版. 
3) 佐藤誠（2003）,『社会資本とソーシャル・キャピタル』

立命館国際研究, 16（1）, 1-30. 
4) ジンメル,ゲオルグ（1955）,『芸術哲学』, 斎藤栄治 訳,

岩波書店. 
5) 徳田剛（2019）,「地域とアートの“幸福な関係”はいか

にして可能か？—G・ジンメルのアイデアを参考に—」 
『フォーラム現代社会学 第 18 号』,関西社会学会. 



投稿  
 

 復興 (24 号) Vol.9 No.1  2020.10. 36 

 

6) 宮城県（2017）,『過疎地域自立促進方針』 
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/64564
1.pdf（2019-10-10） 

7) 宮本結佳（2018）,『アートと地域づくりの社会学 直島・

大島・越後妻有にみる記憶と創造』,昭和堂. 
8) 山口敬太（2012）,『風景の持続性に関する基礎的考察-

景観の計画・運営における方法と課題』,土木学会論文集 
D3 （土木計画学）, 68（5）, I_21-I_33. 

9) 渡部奈々（2011）,『パットナムのソーシャル・キャピタ

ル論に関する批判的考察』,社学研論集, 18, 135-150. 
10) Putnam, R. D. （2000）. Bowling alone: America’s 

declining social capital. In Culture and politics （pp. 
223-234）. Palgrave Macmillan, New York. 

11) Raymond, C. M., Brown, G., & Weber, D. （2010）. The 
measurement of place attachment: Personal, 
community, and environmental connections. Journal of 
environmental psychology, 30（4）, 422-434. 

 



投稿  
 

 復興(24 号) Vol.9 No.1  2020.10. 37 

 

 オルタナティブ遺構論 

  小さな遺構と出来事への近づき方 

 

人と防災未来センター 研究部 主任研究員 高原耕平 

人と防災未来センター 資料室 震災資料専門員 山村紀香 

 

 

１．はじめに ―保存か、解体か 

東日本大震災は多数の「震災遺構」を生んだ。発災

から 2015 年 12 月までの国内新聞記事を分析した佐

藤・今村（2016）によると、1,311 件の記事が 80 件

の震災遺構・遺物の動向を報じている 1)。また、石本・

安武（2019）は宮城県下で保存が検討された遺構の総

数を 50 件とする 2)。 
ところで佐藤・今村論文が新聞記事をまず「保存」

「修復」「解体」の観点から分類していることからも、

また他の災害の遺構に関する研究 3) 4)や報道の多くが

遺構の保存プロセスに着目していることからもわか

るように、災害遺構をめぐる社会的議論の第一の論点

は「保存か、解体か」である。遺構はそこに歩み寄る

者に出来事を鮮烈に印象付け、被災地域に人々を引き

つけるが、その場所に当事者性を持たざるをえない

人々を災いの記憶にあまりに深く引きずり込み、また

遺構整備事業は地元自治体に財政負担を強いる。こう

して保存／解体が論点となるが、その議論自体が地域

内外の人々がその災害を受け止めなおす過程ともな

る 5)。その答えを模索する営みの途中結果として、あ

る遺構は（半）永久的に保存され、災害伝承や防災の

発信地となることを期待され、他のものはほぼ完全に

解体・消去される。 
本稿では、こうした遺構とは少し異なった「災害遺

構」の事例を提示する。すなわち、地域社会の論点と

なることもなく、また永久性やメッセージ性を帯びな

い「遺構・遺物」のあり方である。それにより、災害

という出来事へのオルタナティブな近づき方の可能

性を考えてみたい。 
 

２．災害遺構とは何か 

そもそも遺構とは何であろうか。事例検討の前に、

災害遺構の本質を暫定的に規定しておく。 
まず、遺構とモニュメントは区別される。福間

（2015）による戦災遺構とモニュメントの区別は、災

害遺構についても援用できるだろう。 
 
遺構とは、戦災やそれに伴う人の死があった建造

物等の「現物」を通して、戦争の痕跡を具体的に可

視化させるものを指す。原爆ドームや旧第三外科壕

（沖縄・米須）などが代表的なものであろう。／そ

れに対して、モニュメントは、こうした「現物」と

は異なり、戦後新たに創られた記念碑等で、過去の

記憶を抽象的でシンボリックに指し示すものであ

る。広島・平和記念公園や沖縄の各都道府県の慰霊

塔〔…〕がそれにあたる。6) 
 
自然災害では、慰霊碑や津波到達を示す石碑や復興

記念碑などが「モニュメント」にあたり、これらは災

害後
．
に新しく建設される。一方、「遺構」は災害前

．
か

ら存在していた建築物などの「現物」が被災したもの

であり、とくに津波や地震動により直接に受けた損傷

を示すものが多い。 
東日本大震災後の災害遺構・遺物の定義としては、

「地震や津波の痕跡をとどめる実物資料」7)、「過去に

災害で被害にあった人達が、その災害からの教訓を将

来に残したいと意図して残された（保存活動が行われ

てきた）構築物、自然物、記録、活動、情報等」8)等

がある。 
ただ、これらの定義はもっとも包括的な規定である。

つまりある建造物や場所やモノを遺構・遺物とみなす

／みなさないことの境界を定めるための規定であり、
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遺構・遺物の本質を分析するものではない。そこで、

一般に災害遺構・遺物とみなされている場所やモノを

いまいちど観察して、その本質規定を記述してみよう。 
すると、ある場所やモノが災害の遺構・遺物として

社会的に合意されているとき、以下の条件が成立して

いることがわかる。 
①被災。日常的な用途に供されていた建物・空間・道

具などが、災害によって形状や用途や周囲の人間との

関係が大きく変化していること。 
②サイズ。そこに歩み寄った者が認知できる、一定の

大きさを備えていること。ただし遺物の場合はこの条

件は緩和される。 
③直接的意味。その遺構・遺物を前にしたときに感じ

る圧倒的なインパクトや複雑な感情。また、その遺構・

遺物に不可避的に結びついているストーリーや事実。

たとえば、その場所で多くの人が亡くなったこと（あ

るいは助かったこと）。 
④永久性。遺構の本体ができるだけ災害直後のかたち

を維持し、風雨で劣化することがないよう保存・修復

工事等が新たに施されること。遺物についても同様に、

適切な保管がなされていること。 
⑤言及。遺構・遺物の本体に付随する言語・表現活動

が生じていること。その遺構・遺物の災害当時や災害

前の状況を伝える案内板や、付随する学習施設や、ま

たその遺構・遺物に関する報道・論文・「語り部」の

証言など。 
⑥間接的価値。その遺構・遺物の存在によって新たに

生じるメッセージや教訓、個人や共同体や社会一般に

おいて確認される諸価値。その多くは「二度とこんな

悲劇を…」といったフレーズとして整形され、地域共

同体や自治体や関連民間団体にオーソライズされる。

間接的価値は言及としばしば一体化し、場所・事物と

価値を結びつける学習活動や慰霊行事や記憶実践を

生む。 
以上の 6 つの条件は、遺構の保存決定プロセスと

も重なっている。すなわち①が生じたあと、②③が認

知され、④⑤が整備され、その過程を通じて⑥が成立

する。これによって遺構は「遺構化」する。別の言い

方をすれば、被災地内の、災害以前からの用途に復帰

しない建物や空間のうち (1)、認知・整備・間接的価値

創出という流れに乗ったものだけが「遺構」となり、

それ以外の大半は「瓦礫」として解体・撤去され再整

備されるか、その場に放置されることになる。 
直接的意味と間接的価値と言及は判別しづらい場

合もある。たとえば児童生徒が校外学習として遺構を

訪れ、併設施設で遺構の来歴や災害について学び、「語

り部」の証言を聞き、「災害に備えることの大切さを

学びました」といった作文を書いたような場合、直接

的意味と間接的価値の感得および言及への接触は一

体化している。 
先に引いた諸論文が取り上げる遺構は、個別の例外

点はもちろん含むとしても、基本的にこれら「被災」

「サイズ」「直接的意味」「永久性」「言及」「間接的価

値」という 6 つの条件を備えて社会的に存在してい

る。本稿では、これに対して、6 条件を満たさないけ

れども、とはいえ本質において「災害遺構／遺物」と

呼びうる事例を提示する。上記の 6 条件を満たす災

害遺構をさしあたり〈大きな遺構〉と表現し、条件を

満たさないものを〈小さな遺構〉と呼ぶことにしたい。

ここでの「大きな」「小さな」とは物理的なサイズで

はなく、その空間やモノが遺構・遺物として社会的に

認知される範囲や、そう認知され続けるためのさまざ

まなプロセスの規模の大きさを含意している。 
本稿は以下で 3 つの〈小さな遺構〉の事例を示す。

その目的は、災害という出来事に近づく経路が一様で

はないことを示すことである。〈大きな遺構〉は「分

離」によって出来事にわたしたちを近づける。しかし

それ以外の近づき方もあるはずなのだ。 
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写真 1 現在の X 高等学校グラウンド（2019 年 9 月撮影） 

 

３．X高等学校の〈小さな遺構〉 

（１）事例α グラウンドの雑草抜き 

筆者（山村）の母校である X 高等学校（兵庫県 N
市）の第 1 グラウンドには、中央部に縦に筋が入った

ように雑草が生い茂っていた。体育の授業や部活動に

はあまりさしつかえがないため、生えたままになって

いることが普通だった（2019 年現在もグラウンドの

周縁部に雑草が生えている（写真 1））。 
 しかし体育祭となると、そうはいかなくなる。保護

者や来賓者が訪れる一大イベントだからだ。体育祭の

準備期間が近づいてきた秋のはじまりごろ、全校生徒

総出で夏の間に伸びきった雑草を抜く。生徒にとって

は年１回の行事のようだった。 
 よく考えてみれば、グラウンドの中央部に雑草が生

えているという状態は明らかに普通ではない。なんの

疑問も持たずに雑草抜きにいそしむ生徒、疑問はある

けれどみんながやっているからと手をすすめる生徒、

うまい具合にさぼっている生徒など、さまざまである。

あるとき、体育教師が生徒たちにこう語りかけた。 
 「震災のときに、グラウンドが液状化して地割れし

たんや。雑草はその名残。」 
 思わずわたしはハッとした。グラウンドが地割れす

るほど、すごい威力の地震やったんや、と改めて気付

かされたような感覚だった。 

 X 高等学校がまとめた被災記録の文集は、「第 1 グ

ラウンド：南北に亀裂が生じ、液状化現象により前面

に泥が噴出した。乾燥すると乳白色微粒子状の土とな

り、運動場が使用不能となった。泥土の除去にはダン

プカー50 台分を必要とした」と当時の状況を伝える

（写真 2, 3）。埋立地に立つ X 高等学校は阪神・淡路

大震災時に液状化の被害を受けた。だが液状化と雑草 
 

 
写真 2 地震直後の第１グラウンドの噴砂亀裂 

（X 高等学校文集より同校の許可を得て転載。以下同） 

 
写真 3 地震直後の第１グラウンドの液状化 

（X 高等学校文集より） 

写真 4 現在の X高等学校校舎内スロープ（2019年 9月撮影） 
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の因果関係は不明である。当時を知る同校教員による

と、震災を境に雑草が生え始めたことは事実であると

いう。 

（２）事例β 校舎の段差とスロープ 

同じく X 高等学校の南館校舎の廊下の途中にはゆ

るいスロープがある（写真 4）。筆者が入学してまも

ない頃はまったく気が付かなかった。毎日のように通

る廊下ではあるが、日常に溶け込んでいた。たしかに、

校舎は古いとは感じていたけれど、気に留めていなか

った。 
 入学から１年くらい経った日のこと、友人が「なん

でスロープがあるんやろ」とふと呟いた。そのひとこ

とを聞いてから、スロープを認識するようになってし

まった。たまたま一緒にいた国語教師が「震災で校舎

に亀裂が入って、廊下に上下の段差ができたから、補

強してスロープでつないでんねん」と説明した。この

国語教師は震災当時も X 高等学校に勤務しており、

当時の様子をよく知る人物だった。その途端、毎日通

行していたはずの廊下が急にこわいものに見えてき

た。「段差ができたのに建て替えなくていいの？ 市

内には倒壊した学校もあるから、予算的な問題で建て

替えができなかったんかな。補強やスロープを信じて

いないわけやないけどこわい」といったような気持ち

が湧いてきた。 

 
写真 5 地震直後に３階廊下にできた段差 

（X 高等学校文集より） 

 
写真 6 地震直後に南館に生じた段差 

（X 高等学校文集より） 

 
前掲の被災記録文集によると、「第 1 期工事で建設

された南校舎東部分と第 3 期工事で増築した西部分

との接合部分に 1 階・2 階・3 階・屋上とも約 20cm
の段差が生じた。東部分全体が沈下したもので、この

影響から東渡り廊下も同様の段差が生じた」とある
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（写真 5）。補修工事により耐震性は確保されている

が、段差そのものは 2019 年現在も残っており、写真

6 のように屋上部分がちょうど段違いになっている。

同校教員によると、校舎外観および内部のスロープと

も、段差そのものが当たり前の風景になっており、そ

れに気づく生徒はほとんどいないという。 
（３）分析 

 グラウンドの雑草抜きと校舎内のスロープという

2 つの〈小さな遺構〉は、学校という身近な存在の中

にありながらも決して目立つことはない。周囲に案内

板や柵が立てられ、外部から見学者が大挙することも

ない。生徒と教師のやりとりの中で、たまたまスロー

プや雑草の由来が語られることはあっても、授業を通

して教師が生徒全員に語りかけるということはない。

大多数の生徒はこれらの〈小さな遺構〉に気付くこと

なく卒業してゆく。 
 ここで、第 2 節の〈大きな遺構〉の条件とこの 2 つ

の〈小さな遺構〉を比較してみると、まず被災（条件

①）とサイズ（条件②）をじゅうぶんみたしている。

地震動によりグラウンドと校舎の形状・状態は大きく

変わった。また、その変化をそれとして認識可能な大

きさがある。 
他方で、スロープと雑草抜きは永久性（条件④）を

持たない。現時点では災害の爪痕をかろうじて感じる

ことができるが、校舎やグラウンドの修繕が行われた

途端、この〈小さな遺構〉は消え去る運命にある。後

世にあえて残そうとして保存しているわけではなく、

結果的に残ってしまっているというような現状であ

るといえる。言及（条件⑤）にも違いがある。文集や

教師の語りはたしかにこれらの事物の由来や震災当

時の状況に言及する。しかし文集は現在ほとんど校内

で読まれることはなく、教師から生徒への語りもその

場かぎりのものであり、社会的な広がりは持たない。 
2 つの〈小さな遺構〉の最大の特徴は実用性・日常

性にある。スロープはまさにスロープとして、歩行と

いう実用のために日常的に用いられる。スロープは

「段差につまづかないようにするためのもの」「車椅

子が通るためのもの」であり、段差の存在を示しつつ

それを隠蔽する。なぜここにスロープがあるのかとい

う問いは、たいてい、校舎の東西を行き来するという

日常の目的のもとで埋没する。 
雑草抜きも同様に体育祭という大きな目標を達成

するための日常的な行為である。雑草は「いつもの体

育や部活にとってはどうでもいいもの」「保護者や来

賓には見せたくないもの」であり、第一義的には震災

に由来するものとして現れることはない。 
震災は全校生徒が雑草抜きに従事しなければなら

ない理由付けとして現れる。雑草抜きについての証言

を比較すると、この理由付けが話者によって微妙に異

なっていることに気づく。同校教員は液状化によって

グラウンドの排水が悪くなったために雑草が生える

ようになったのではないかという推測を筆者（高原）

に語る。一方、かつての生徒であった山村は、「地割

れの後に、土を埋め戻したときに、草花の種が入って

しまったのか」と語る。体育教師は山村たち生徒に「液

状化して地割れしたんや。雑草はその名残」と語った。

いずれの語り手も、過去の液状化ないしは「地割れ」

と現在の雑草の関係を推測するものの、明確な因果関

係を証明するものではなく、その理由付けの細部は異

なっている。 
どの語り手も雑草が生えることになった由来をお

おまかに説明するという実用上の意図のもとにそれ

を語るのであり、震災と液状化ないし「地割れ」とい

う出来事を後世に正確に伝え残すという意図のもと

で語っているのではない。雑草と震災の関連は、体育

祭の直前に面倒な雑草抜きをしなければならないこ

との理由付け（生徒に作業を納得させるための理由付

け）として語られるのであり、「保護者・来賓の前で

つつがなく体育祭を実施する」という最終的な実用上

の目的のもとで、雑草と液状化と震災が語り直される

のである。 
この〈小さな遺構〉は、「かつて液状化したグラウ

ンド」「現在も毎年生える雑草」「体育祭前の雑草抜き

という行為」「教員と生徒による由来の語り」という
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複数の要素が一体化することで成立している。また、

この〈小さな遺構〉は、その場にしゃがみこみ、手で

草を抜き、腰を上げて雑草を集めて捨てるといった生

徒たちの日常動作と日常態度を媒体とした「生きた遺

構」であり、身体的・生活的で非意図的な伝承活動で

もある。 
2 つの事例とも、震災という非日常や破壊の跡が現

在まで「続いてきた」営みである。ただし非日常を能

動詞として続けているのではない。続けているのはあ

くまで毎日の校舎内の歩行や毎年の体育祭である。し

かしそれゆえに、日常をつつがなく存続させるという

目的ゆえに、かえって震災という非日常の跡がそのな

かに匿われ、結果的に現在まで残っている。残ってい

るのだが、生徒のふとした発見や、その場での教師の

語りによって、ときたま場所の記憶がぬっと現れ、地

震の威力の大きさをその場にいあわせた者に実感さ

せる。しかしすぐに日常にもどってしまう。 
 
４．神戸市 Y病院の〈小さな遺物〉 

（１）事例γ １階受付近くのインド鉛筆 

数年前、筆者（高原）は狂犬病の予防注射を受ける

ために実家近くの Y 病院を久しぶりに訪れた。Y 病

院は神戸市東灘区内の中規模総合病院である。１階玄

関ホールで、新規受診者向けの問診票を書くための小

さな机に手を置いた。白紙の問診票のとなりの筒に立

てられた 2 本の鉛筆に視線が吸い込まれた。表面に

塗られた黒い塗料に金色の紋様が書き込まれている。

これはまた懐かしいものに再会したな、と思った（写

真 7）。 
それは阪神・淡路大震災の際、インド政府より支援

物資として贈られた（と担任の先生が説明した）鉛筆

だった。この鉛筆が当時の被災地全域の学校に配られ

たのか、それとも一部の学校限定だったのかはわから 

 
写真 7 Y 病院 1 階の「インド鉛筆」（2017 年 1 月撮影） 

 
ない。ただ少なくとも、筆者が当時かよっていた U 小

学校では各児童に 2 ケースずつぐらい配布されてい

た。受け取ったわたしたちは「インド鉛筆」と単純に

呼んでいた。 
インド鉛筆は日本の鉛筆に比べて品質が低かった。

芯はスカスカで硬く、字は薄いうえに、粘りが無くす

ぐ折れた。芯を包む木材も同様に低品質で、妙に柔ら

かくて歯で噛むと簡単に凹んだ。日本の鉛筆を噛んだ

ときには無い、奇妙な苦さを感じた。なるほどこれが

センシンコクとハッテントジョウコクの製品の違い

であるのか、インドは日本と比べていろいろ貧しいの

であるな、というのが当時小学 6 年生のグローバリ

ズム認識だった。その優越感と同時に、そうした「途

上国」でさえ神戸の状況に同情し、物資を送ってくれ

ているのだという、微妙に屈折した感謝の念もあった。

書きにくいけどありがたく使うべきだという奇妙な

同意がクラスに自然発生し、そのころクラスメイトの

筆箱にはたいていこのインド鉛筆が１本は収められ

ていた。 
その「インド鉛筆」がなぜ Y 病院の机に無造作に



投稿  
 

 復興(24 号) Vol.9 No.1  2020.10. 43 

 

置かれていたのか。本稿執筆にあたり改めて同院に問

い合わせてみたところ、当時を知るスタッフが少なく、

この鉛筆が使われることになった具体的な経緯は不

明とのお答えだった。また、震災に関連したもの、イ

ンド製のものという認識もなかったとのお話である。

改めて調べてみると「インド鉛筆」はまだ 6 ケースも

保管されていたという。 
（２）分析  

第 2 節で挙げた〈大きな遺構〉の条件と照らし合わ

せながら、この〈小さな遺物〉の特徴を考えてみたい。

第一に、この場所に置かれたインド鉛筆は永久性（条

件④）を全く持っていない。なにせ鉛筆であるから、

来院者が問診票を書くたびにすり減ってゆく。削られ

てゆく。そうして短くなれば捨てられるだろう。 
 同様に言及（条件⑤）も無い。鉛筆はただそこにそ

のまま置かれている。この机のそばに来たひとはこの

鉛筆を鉛筆として直接に知覚する。正確には、問診票

を記入するよう案内する札が机上に立てられている。

ただしこの案内札の言及が向かう先は問診票（への記

入）であって、鉛筆の存在についてではない。鉛筆は

むしろ問診票への記入という言及の中に組み込まれ

ており、来院者が問診票を記入するとき、鉛筆の存在

は一歩後ろに引いている。当然、インド製であること

や、震災との関係は知られることがない。 
 したがって、大方のひとびとにとってこのインド鉛

筆の直接的意味は、あくまで「書くためのもの」「品

質のあまり良くないもの」「そこまで大切ではないも

の」「とりあえず無造作に置かれているもの」であり、

災害の威力の大きさや国際的な支援の広がりといっ

たことではない。 
たしかに「インド鉛筆」という来歴を知っているひ

とはある種の懐かしさをもってこの鉛筆に触れ、震災

という出来事に近づきなおす。この点でインド鉛筆は

限定的ながら〈大きな遺構〉に近い直接的意味を帯び

ている。しかしその意味は、「書くためのもの」とい

う実用上の意味を突破するほどではなかった。だから

こそインド鉛筆は単なる鉛筆としてそこにあり続け

ることができた。もしこの鉛筆が「人と防災未来セン

ター」の資料として収蔵・展示されたなら、キャプシ

ョンが付けられ、書くために使われることも削られる

こともなくなる。「言及」「間接的価値」「永久性」が

成立し、〈大きな遺物〉に近づく。 
本稿がこれを〈小さな遺物〉だと考えるのは、それ

が震災に由来するものだからではない。そこに無造作

に置かれ、実用され続けているからだ。鉛筆は支援物

資の一つとして神戸にたどりつき、そのまま実用され

続けてきた。震災という出来事をその身をもって保ち

続けてきた。 
なお、「遺構」はある空間から動かせない建造物な

どであり、「遺物」は持ち運びが容易なモノについて

呼ばれる。インド鉛筆は遺物であろうか。保管場所を

変えても言及があれば直接的意味と間接的価値が維

持される〈大きな遺物〉と違い、まさにこの場に書く

ために置かれていて、その空間に結び付けられている。

だから、この鉛筆は大きな意味では遺物であるが、小

さな意味ではむしろ遺構に近いと言える。 
 
５．考察 ―２つの接近経路 

 最後に、〈大きな遺構〉と〈小さな遺構〉の違いを

際立たせたうえで、遺構の本質を改めて考える。 
 遺構の本質とはなにか。遺構は災害という出来事へ

わたしたちが近づくための経路である。文字や証言や

写真や統計データによっても、わたしたちは出来事に

接近することができる。しかしそのためには想像力や

感性や理性が必要となる。これに対して、遺構はつね

に、想像力や理性に一歩先んじて、わたしたちを出来

事へいきなり引き合わせる (2)。 
 ところで〈大きな遺構〉と〈小さな遺構〉を対照さ

せてみると、出来事への近づき方は一様ではないこと

に気づく。〈小さな遺構〉は日常性のなかに非日常・

過去・死を匿いつつ露顕させ、実用性によって出来事

とわたしたちをつなぐ。これに対して〈大きな遺構〉

は分離という仕方で、つまり日常と非日常、復興する

街とそのままの建物、現在と過去、生と死を分離し続
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けることによって、出来事への接近経路となる。接近

経路となりつつ、ひとは遺構を前にしてそれ以上近づ

くことができなくなる。 
（１）分離と永遠 

 〈大きな遺構〉は分離することで成立する。それは

まず空間上の分離として為される。柵、ロープ、注意

書き、監視カメラ、人の目によって、遺構本体と見学

スペースが分けられる（写真 8）。 

さらに時間における分離がある。 

 
保存された遺物をみるのは、「今」のわれわれであ

る。「今」のわれわれが、「あのとき」の遺物をみる

ということ、「あのとき」と「今」との時間的振幅

を伴った行為である。〔…〕言い換えれば、「被災遺

物」は、われわれの人生や生活の時間軸において「あ

のとき」という時間の区切りを発生させるのである。

その被災遺物は「あのとき」の状態のままであり、

時間が流れていない「時間軸の一時的な失効」とい

うべき状態にあることが重要である。その状態が、

「あのとき以前／あのとき以後（から今）」という

かたちで、われわれの時間軸を分節化するのである。

9) 
 
 柵やロープで分離された空間上のこちら側とあち

ら側は、現在と過去でもある。遺構に面して立ってい

る自分はたえず今を過去化しており、現在にふみとど

まり続ける。それと並行して、柵の向こう側は、現在

にとどまり続けるわたしから切り離された、ただただ

遠ざかる過去として、そして遠ざかれば遠ざかるほど

異様に迫ってくるそのときの出来事として現れる。 
 この空間と時間における分離を引き受けるのは言

及である。遺構と見学者の間に立つ案内板や付随する

言語活動は、保存工事が施された遺構本体と見学スペ

ース、過去と現在を分かち、さらに災害の惨禍と復興、

非日常と日常をも分かつ。また、多くの〈大きな遺構〉

においてこの分離は死と生の分離でもある。ここで何

がなぜ起きたのか、わたしたちはそれをどう受け止め

るべきかという言語活動や表現行為は、「それ」「ここ」

「あのとき」といった指示によって出来事を対象化

（主題化）し、「それ」を認知しているこちら側のわ

たしたちと「それ」とを分離する。 
さらに言及による分離は、遺構がわたしたちの感性

に否応なく呼びかける直接的意味からわたしたちを

隔て、そこに飲み込まれるのを防ぐ。そして多くの場

合、わたしたちは直接的意味への没入から間接的価値

の確認に身を翻し、自身の存在を守ろうとする。価値

は分離にかかる社会的負担を正当化する。 
 このように〈大きな遺構〉の核心は遺構の本体では

なく、むしろその遺構と見学者のあいだに立っている

案内板や柵なのである。あるいは、合掌の仕草や線香

の煙や花束である。遺構が他の瓦礫から分離されて

「遺構化」するのは、本格的な保存工事や議論が完了

したときではなく、瓦礫のただ中で花束や祈りや簡易

の案内札が置かれたときなのであり、そのとき出来事

と人間がいったん隔てられる。そうして出来事は過去

になり、ただ去ってゆく。 
 〈大きな遺構〉では、多様な言及によって、出来事

が向こう側＝「せきとめられた」9)過去とこちら側＝

現在という仕方で分離されて現れ、その分離に立ち会

わせるかたちでひとに過去への経路を示す。しかし同

時に、分離によってわたしたちの眼前に現れることで、

それは現在から遠い過去のものとして、決してそこに

立ち入り、近づけない領域となる。〈大きな遺構〉は

過去への経路を示しつつ、そこに歩みいることを制止

するのである。 
（２）日常と実用 

 〈小さな遺構〉は分離せず、制止しない。それは日

常の中で実用的であり、隠れており、ふとしたはずみ

で発見される。 
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写真 8 〈大きな遺構〉における分離の例 

（気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館、2019 年 12 月撮影） 

 

本稿が取り上げた 3 つの事例にはそれぞれ別個の 
特徴がある。本稿で〈小さな遺構〉というカテゴリに

まとめたのは、これらがただ〈大きな遺構〉ではない、

いいかえれば社会的に遺構として認知されていない

が出来事への経路である、というだけのことにすぎな

い。ただあえて共通項を求めるならば、いずれの〈小

さな遺構〉も日常性に溶け込んでいるということが挙

げられる。この溶け込みは「隠れている」「実用され

ている」「偶然に発見される」という存在様態をもつ。 
 〈小さな遺構〉は隠れている。鉛筆も雑草抜きもス

ロープも行為において「それ」として提示される対象

のひとつ手前に控えており（より「身近」であり）、

そのもの自体は主題として現れてこない。問診票を書

くとき、問診票や自身の体調は主題化し、わたしから

分離しているが、それを書いている鉛筆は机や指先や

文字といった意味と道具と身体のネットワークのな

かに溶け込んでいる。雑草抜きもスロープも同様で、

体育祭や校舎間の移動（いま目指している教室）とい

う主題のもとで控えめに存在している。 
 そうして隠れつつ、〈小さな遺構〉は実用される。

それは、ある災害といくらかの関係を持つ物体が、そ

の由来を意識されつつコレクションされときどき使

用されるというのではない。その実用は、そのつどの

実用のもとに組み込まれつつ、災害という出来事につ

ながっている。インド鉛筆は「それなりのもの」「無

造作に置かれても構わないもの」として震災時に現れ、

四半世紀後もそのままの道具的存在者 10)として Y 病

院に無造作に置かれている。こうして、インド鉛筆を

使う患者、スロープを歩く高校生、雑草を抜く高校生

は、震災という出来事を分離・主題化することなく、

それを「あのころ」と同じままに（ただし「あのころ」

の「それ」とみなすことなく）用いる。隠れているも

のを気づかないまま実用し、それによって出来事へ接

近している。 
 他方で、〈小さな遺構〉はふとしたタイミングで「あ

の震災」を表すものとして発見され、現れ、語られる。

なぜそれに気づいたのか、自分自身でもわからない。

「ふと」という発見を自ら望んで作り出すことはでき

ない 11)。この発見は「隠れている」「実用される」と

いう存在様態と一体の構造を持っている。 
 〈小さな遺構〉のこれらの在り方は、さまざまな点

において分離と対照的である。〈小さな遺構〉は、災

害に関連するものとして発見される前から、つねにす

でにわたしたちの日常生活のなかに溶けこんでいる。

ただしそれは、ただ無害なものとして生活に従属して

いるのではない。むしろ〈小さな遺構〉は、日常に潜

みつつ、災害という非日常であることをやめていない。 
（３）おわりに ―〈小さな遺構〉の壊れやすさ 

 〈大きな遺構〉は出来事をわたしたちから隔てつつ

立ち尽くさせる。〈小さな遺構〉はたいてい気づかず

通り過ぎられ、偶然たちあらわれる。〈大きな遺構〉

は永遠にそこにあり続けようとする。〈小さな遺構〉

は気づかれたり忘れられたりしながら、いつのまにか

消失する。 
 本稿が〈小さな遺構〉をとりあげたのは、遺構を通

じて災害という出来事に近づいてゆく仕方が一様で

はないことを示すためだった。つまり、永久化し過去

化すること、言及により分離することだけが災害の記

憶の生き方ではなく、気づかず通り過ぎつつも実用し

ているという仕方でわたしたちは災害を生き続けて
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いる。 
 〈大きな遺構〉をめぐる議論はさしあたり「保存か、

解体か」に収斂しがちである。本稿はそれを批判する

のではない。ただ、〈小さな遺構〉の存在様態を分析

することで、〈大きな遺構〉の保存／解体の議論の前

提に「分離」という態度があることを示し、それとは

別の、出来事への経路をたどりなおすことをめざした。

〈小さな遺構〉の偶然の出会いへアンテナを張ってお

くことは、出来事や時間や記憶についてのわたしたち

の感性をほどき、「復興」の選択肢を広げることにつ

ながると考えるからだ。 
 ところで本稿は 3 つの〈小さな遺構〉を取り上げた

が、こうして論じること自体が「言及」でもある。こ

れは〈小さな遺構〉を大きなものにしかねない介入と

も言える。〈小さな遺構〉は、この点で独特の壊れや

すさを帯びている。その周りに案内板を立て、意味や

価値を言い立て、変化しないよう工事を施してしまう

と、気づかれず使われるという本質を〈小さな遺構〉

は失ってしまう。だから本稿は自己矛盾を含んでいる。

〈小さな遺構〉を小さなままそっと触れ、そっと戻す

という工夫がなお必要である。 
とはいえ、ちょっと語られたりちょっと知られたり

しつつ、わたしたちが心配せずともあの鉛筆は鉛筆と

して、スロープはスロープとして今後しばらく使われ

つづけるだろうし、X 高校の後輩たちは雑草を抜き続

けるだろうし、そうしていつのまにかすがたを消すだ

ろう。それならそれで、いいのではないか。 
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補注 

(1) 本稿では、災害時に一時的に用途が変化したが、後に元の

用途に復帰する事例、たとえば学校の体育館が一時的に

避難所となり、その後に通常の学校体育館として使われ

ているような事例については取り上げていない。こうし

た事例は災害遺構として認識されないことが一般的であ

ると思われるが、それはなぜなのだろうか。 
(2) 遺構を前にして想像力や理性を改めて働かせようとする

ことも可能であるが、それは現物としての遺構が発する

独特のアウラに飲み込まれた後でのこころみとなる。 
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編集後記 

 

今号の特集は、「熊本地震から 4年－復興にむけたくらしやまちづくりへの取り組み－」です。

熊本地震については発災した 2016年の本学会誌 17号において緊急特集を組んでおります。それか

ら 4年、住まい、地域とまちづくり、仮設住宅のくらし、支援とつながりづくり等の視点から、災

害によって、また復興の過程においてどのような変化が起きているのか、熊本で取り組まれている

皆様にご執筆頂きました。原稿を寄稿頂いた皆様に心よりお礼申し上げます。 

この号を準備している 2020年 7月に、熊本は再び豪雨によって被災いたしました。なぜこうも

繰返されるのか、それでも頻発する自然災害に対し、日ごろからどのようなくらしを送り、地域を

つくり、また被災後に日常をどのように取り戻していくのか、多くを学ぶ特集になればと願ってお

ります。 

第 24 号特集編集担当：福留邦洋・荒木裕子 
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