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津波被災地石巻の復興(平野＋リアス部) 

 

第一部：石巻復興概況   ：大矢根淳(専修大学人間科学部) 

第二部：離半島部の復興課題と人口移動 ：宮定  章(まちコミュニケーション) 

 

 第一部：石巻復興概況                             大矢根 淳  

 

１．はじめに 

 石巻市は宮城県内第二の人口を有する都市で、基礎自治体としては全国最大の犠牲者数を出しており

(死者 3,282人、行方不明者669人)、その被災態様は、市役所を含む大規模な市街地、臨海の水産加工･

工業地帯の都市型被災を一つとし、もう一つに離半島部の多くの小漁村の壊滅的被害が重層するところ

に特徴がある。 

 本稿ここでは、発災から10 年を目前に、今年度までの現地調査の概要をレポートする中で、特に、同

市の被災からの復興事情を精査するところで見出した展開事例と(resilience①②③)、そうした事例を掘

り下げあるいは再評価する視角(探索型混合研究法)について記しておくこととする。被災、応急復旧、仮

設住宅期の状況･課題等に関しては紙幅の都合で割愛し(大矢根 2011、中島他 2015を参照のこと)、復興

期に関わるところを見ていくこととしたい。 

 

２．被災前ローカル･デフォルトの再解読～既定復興に至る道筋 

 東日本大震災は石巻市にとって、2005 年の 1 市 6 町合併による合併後遺症(広原 2012)を克服するた

めの施策が模索されているところでの被災であった。財源･権限の与えられていない旧町部では独自の意

思決定は許されず、迅速適切な対応が行き届かず、一方、市街地では既定復興がにわかに被せられた。 

ここで石巻における既定復興の展開過程を振り返っておきたい(大矢根 2015)。 

石巻市は 2011年 11月中旬、復興に向けての現時点の位置確認と今後の流れを示した。そこに記されてい

ることは、石巻市の中心市街地付近の復興を、阪神･淡路大震災と同様、土地区画整理事業をメインとする復

興都市計画事業で行うということであった。阪神･淡路大震災時には、被災地で区画整理事業を実施するため

に、まず被災地の乱開発を防ぐために建築基準法 84条に基づき 2ヶ月の建築制限をかけ、これを延長する

ことで時間を稼ぎつつ、この間にその当時新たに制定された被災市街地復興特別措置法を適用して、復興都

市計画事業を実施するための復興推進地域を指定して、区画整理の対象地、いわゆる｢黒地地域｣が設定され

た。この復興スタイルが、今震災に際しても、多くの被災市街地で採用されることとなり、石巻市街地にお

いてもこれが適用された。 

 石巻市は、このスタイルに沿いつつも建築制限延長期間を短縮して
．．．．．．．．．．．．．

みせて
．．．

、被災から半年の 9月 12日に

推進地域を指定したことから、全国紙でも｢先行例｣として大々的に取り上げられることとなった(他の自治体

では 2ヶ月＋6ヶ月延長=被災 8ヶ月後の 11月に推進地域指定を行っている)。そこに至る流れに石巻市の復

興体制整備を加えて一覧にしたのが表 1である。 

 被災から一ヶ月後
．．．．．．．．

に、まず、専任職員 8名体制で｢復興対策室｣を設置して庁内議論を始め(4/11)、そこをベ

ースにすぐに｢震災復興推進本部｣を立ち上げて(4/15)、復興の基本方針(基本理念と計画期間)を打ち出し

(4/27)、復興事業の中核･先駆けとする都市基盤整備の｢たたき台｣を提示した(4/29)。 
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表１ 石巻市(主に市街地)復興の流れ 

 
 市の復興体制整備 市民･被災者の民意聴取 

20110411 復興対策室設置(専任職員8名体制)   
20110415 震災復興推進本部設置   

20110427 

第1回石巻市震災復興推進本部会議 
 石巻市震災復興基本方針(基本理念１～３、 
計画期間：復旧(～H25)＋再生(～H29) 
＋復興(～H33)) 

  

20110429 都市基盤復興のタタキ台 
(｢石巻の都市基盤復興に向けて｣)提示   

20110501   まちづくり(都市基盤整備)に関するアンケート 開始 

20110510 
第2回石巻市震災復興推進本部会議 
 都市基盤復興に向けて 

／復興ビジョン懇談会開催について 
  

20110515   第1回震災復興ビジョン｢有識者懇談会｣開催 
＝震災復興基本計画策定のため 

20110516   震災復興基本計画策定に関する提言募集開始 
20110522   第2回震災復興ビジョン｢有識者懇談会｣開催 

20110523 第3回石巻市震災復興推進本部会議 
 被災市街地の建築制限の追加指定について   

20110526 第4回石巻市震災復興推進本部会議 
 被災市街地の建築制限の追加指定について   

20110603   まちづくり(都市基盤整備)に関するアンケート結果公表 
20110608   住民(建築制限区域内の町内会代表)との意見交換会 

20110609 
第5回石巻市震災復興推進本部会議  
石巻市震災復興基本計画市民検討委員会の設置に

ついて 
  

20110614   第1回市民検討委員会開催 
＝｢震災復興基本計画｣策定のため 

20110619   第2回市民検討委員会開催：産業部会＋生活部会 

20110623 

第6回石巻市震災復興推進本部会議 
 都市基盤復興構想について 

(←アンケート＋建築制限区域住民代表との意見交
換会) 

  

20110624 災害に強いまちづくり(基本構想)案 公表 
 石巻市都市基盤復興：復興イメージ   

20110629   第3回市民検討委員会開催 
20110702   第4回市民検討委員会(産業部会)開催 
20110709   第5回市民検討委員会(生活部会)開催 

20110714   都市基盤復興計画に関する住民との意見交換会 
 開催(市内17会場～7/24) 

20110822 ｢石巻市都市基盤復興基本計画図｣公表   

20110912 被災市街地復興特別措置法(第5条)による復興推進
地域の決定(雄勝･牡鹿は11/11～)  

20111012 石巻復興協働プロジェクト協議会 発足  
20111107 石巻市震災復興基本計画(素案)  
20111115  ｢素案｣に関する意見交換会(市内14会場：11/15～11/27) 
20111124  復興推進地域の事業説明会(市内33会場：11/24～12/18) 

20111205 ｢素案｣へのパブリックコメント 
の結果と、意見･提言に対する市の考え方  

20111222 石巻市震災復興基本計画  

20120201 ｢震災復興部｣新設：4課＝復興政策課＋協働プロジ
ェクト推進課＋土地利用住宅課＋基盤整備課  

20120208  今後の住まい等に関する意向確認調査 

20120217 
石巻市復興整備協議会、設立 
復興推進計画認定：石巻まちなか再生特区／北上食
料供給体制強化地区 

 

20120331 石巻市復興整備計画、作成･公表  
20120503  石巻市震災復興推進会議、委員募集 

石巻市役所HP 掲載記事(都市基盤復興：災害に強いまちづくり)および復興対策室インタビュー(2011.4.22)等より筆者作成 

 

 一方、そこに市民の意見を取り込むため、被災者･市民の意識をアンケートで探り(5/1)、並行して有識者か

ら意見を聴取しつつ(5/15)、震災復興基本計画策定に向けて提言を募集し(5/16)、建築制限区域にかかってい

る住民等との意見交換を重ねながら(6/8)、｢市民検討委員会(産業部会+生活部会)｣を立ち上げ(6/14)、｢都市基

盤復興計画(市街地＋集落部)｣を作成･公表した(6/24)。そしてこれに対する市民との意見交換会を市内17会
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場で開催して(7/14～24)、そこで出された意見を盛り込んで｢石巻市都市基盤復興基本計画図(素案)｣を作成･

公表して(8/22)、他市町村に先行して｢被災市街地復興特別措置法による復興推進地域の決定｣を行い(9/12)、

同素案に関する意見交換会を市内 14箇所で行った(11/15～11/27)。以降、復興推進地域について、地権者を
．．．．

対象
．．

として地区別に 33会場で事業内容等について説明会を行った(11/24～12/18)。 

 地権者を対象とした説明会で意見を募り、それを盛り込み年内に震災復興基本計画をまとめ(12/22)、｢震

災復興部｣のもと実働の 4課を置いて、住まいの再建に向けて地権者の意向確認を行いつつ(2/8)、復興体制を

確定した。 

 ここから分かることは、以下の三点である。一点目は、市の多様な被災のうち、まずは市街地復興
．．．．．

を都市

計画事業で行うことが決まったこと。二点目は、アンケート調査、市民検討委員会、意見交換会、説明会

等々、被災者の意見を拾う場を設けていること(しかしながら、それに対する異議ももちろん多い1)。三点目

は、しかしながらやはり、多様な被災、特に小漁村にはなかなか目が向けられていないこと。6月下旬に｢都

市基盤復興計画(市街地＋集落部)｣が作成･公表されたが、その後は市街地の復興推進地域の指定に向けた動

きがメインとなり、半島部の諸集落への視線は薄らぐ。 

 表１は震災一ヶ月後の復興対策室設置から記述が始まっているが、これに一つの基点を補助線として書き

加えてみると、石巻の復興スタンス、その舞台裏がよりわかりやすくなる。4月 11日の復興対策室設置の前

の行に、宮城県当局の動きとして、以下の三行を加えてみる。 

 
･20110311 建築基準法84条･建築制限(2ヶ月) 
･20110401 宮城県知事、土木部･特命チーム結成 
･20110411 特命チーム･各市町ヒアリング開始 → 石巻市に復興対策室設置 
 

 ここから見えてくることはすなわち、被災から 2～3週以内のうちに、県の土木部がイニシアチブを握っ

て、今震災復興を既定復興(被災市街地の区画整理事業＝神戸方式)で進めると決定し、そのために県土木･特

命チームを組織して、沿岸の津波被災自治体を指導していく体制を固めたことである2。4 月に発足した石巻

市の復興対策室も、その実は 4 月 1日の県土木･特命チームの主導する市街地基盤再整備に呼応するため、

すなわち、復興推進地域の決定に向けての流れであることがわかる。 

 ｢被災地復興＝市街地基盤再整備｣のロジックは、この9 月の復興推進地域の決定を経て、その直後 10月

の｢石巻復興協働プロジェクト協議会｣の発足3をもって、その全容･方向性が明らかとなる。被災市街地復興

 
1 例えば市が行ったアンケート(｢市民のまちづくり復興への意識調査｣：2011年 5 月 1日～15日実施)
は、｢罹災証明発行に人々が並ぶ待合室の片隅、各総合支所･避難所･仮設住宅などの人の集まっているとこ
ろ、さらに大手スーパーの駐車場で行われた｣と報告書の｢聴取方法｣の欄に明記されている。そのサンプル
数は、例えば雄勝地区で被災前 1,600世帯(母集団N)あるところで、このアンケートではn=273である。
標準化調査の勘所としての母集団･サンプリングのあり方からして疑問を感じざるを得ない。そして、そこ
でまとめられた数値から、その集落では｢6割もの多くが他地域へ移転を希望している」と結論づけられ、
集団移転構想が進められていくこととなった。これに疑問を抱いた地元被災者が独自にアンケートを実施
(n=834)してみたところ｢56%がこれからも雄勝に住みたい｣(『月刊おがつVo.1』2011年 8月号)との結果
が出たが、復興行政に省みられることはなかった(本稿･第2 部の 3. 参照)。 
2 「土木部復興まちづくりチームは知事の命をうけた「特命チーム」として登場しておりますが、このチー
ムは、まさに今、被災市町が取り組んでいる復興計画の中核となるまちづくり計画策定を支援するため、計
画案をつくり、直接被災市町に出向いて丁寧に説明する等、積極的に行動していただいております」
(http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/40667.pdf 「宮城県県土木部長からのメッセージ」、
2015年 6月 1日閲覧)。 
3 亀山紘石巻市長が各地で行う被災対応のプレゼンの際の資料には、その冒頭に石巻復興協働プロジェク
ト協議会の意義･体制等が詳述されている。例えば、｢City Summit 2012～次世代に繋ぐ未来の都市(まち)
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は、IBMや三井物産が中心となって、先進的なエネルギー管理の仕組みや、再生エネルギーによる地域エネ

ルギー供給システムの構築、さらには情報通信技術(ICT)を利用した新産業の実現などに取り組むというもの

で、こうした新たな街づくり(いわゆるスマートシティ構想)で東日本大震災からの復興を目指すと謳ってい

る。ところが奇妙なことに、その企画書のどこを見ても｢被災者の生活再建｣については一文字も触れられて

はいない。｢世界の復興モデル都市｣をめざして、｢国内外からヒト･モノ･カネ･情報が集まり、産業の創造と

雇用の創出が図られる魅力的な都市として復興させるため、国等の補助金や民間の活力を活かした事業の立

案、その内容の検討等を行うもの｣と、その目的が明記されていて、(‘被災地復興の公共事業で｢ガンバレ日
．

本産業
．．．

｣’なのであり、)‘被災者の生活再建｢ガンバレ東北
．．

｣’とはなっていない。石巻では 21世紀型の既定

復興が採用されることとなった。 

 

 旧町部=離半島部にあたる牡鹿半島では、しかしながら数世代にわたって醸成されてきた隣保共同の

しくみが奏功して｢浜の底力｣(resilience①)が発揮され(大矢根 2015)、当局の復旧･復興策の届かぬとこ

ろで果敢に自力再建が目論まれていた。昭和三陸地震津波後の浜の生業再興の履歴(山口1943)を基盤に、

1970 年代の 200 海里規制の激浪をしのぎ切った漁村生活構造の改編(坂口 2020)の成果が、今震災の緊

急対応･漁村集落の再建に奏功した。 

 家を流消(焼)失させてしまった被災者は、ご近所の家々に居候して数か月にわたって避難生活を送っ

た。被災半年後に行った筆者の聞き取り調査4から抜粋する。 

 
筆者：ご近所さんはこちらに何世帯くらい避難されていたんですか? 
幸子：そうねぇ。うちにはね、うちの家族の他には 3 世帯で 13 人かな。家が流されなかったところが避難
所みたいになって、そういうお宅 20 軒くらいが、流されちゃったご近所さんを受け入れていたのね。そう
いうお宅が 1 班、2 班って呼ばれて全部で20 班あって、うちは11 班だったね。 
それとボランティアさん達もたくさん来てもらっていたから、朝昼晩って作ってね。二食でいいですって

言われていたけど、うちの家族、子ども達もいるでしょ、だから三食作っていましたね。 
うちには三家族 13 人いらして。向こうのね離れの二階にはね、若い人達、親子四人に入ってもらって、

こっちに残りのみなさん。私達はそこの 12 畳の部屋にいて、その他に手前の六畳ともう一つの六畳、そこ
の仏間の八畳とその隣の六畳があるから、そこに入ってもらったんです。でもね、ストーブもって来てくれ
る人もいるしね、震災でいただいた物資がもう一杯で、一部屋、二部屋一杯になっているから、みんな向こ
うの部屋に入れてあるの…。三家族の方にね、入ってもらおうと思って一回、そういう道具をみんな出した
の。そしたらもう、片づかないのよね。   ～以下略～ 

 
筆者：震災後、今年はいつから漁に出たんですか？ 
幸子：今年は 8 月お盆明けの 20 日からですね、うちは。いつもは 6 月くらいからウニを採り始めるんだけ
ど、それで採れ具合みながら穴子に移っていくんですよね。うちは今年は 8 月 10 日まで、ご近所さん、み
んなうちに避難して生活していたから、みなさんここから出られてから準備を始めて、20 日が最初でした
ね。二艘となりの船は7 月末から出ていましたね。さっき、エサつめるの手伝ってくれていたあのお母さん
いたでしょ、ピンクのエプロンしていた、あの人、うちのそのすぐ下に家あったんだけど流されちゃって、
うちに避難していたんです。今は鮎川の娘さんのところに行っているんだけど、こうして毎日やって来てエ
サつめを手伝ってくれるんです。津波の前にね、コウナゴの時に、船が座礁しちゃってダメになっちゃった
んで、それからうちで手伝ってくれていたんですよ。               (大矢根 2015 より) 

 

 
づくり～石巻市が挑戦する、復興モデル都市｣など(http://creative-city.jp/doc/CitySummit2012 
_ishimaki.pdf、2015年 6 月 1 日閲覧)。 
4 牡鹿半島に点在する30余りの小さな浜の一つ小渕浜での聞き取り調査。2011.10.13 午後、小渕浜A氏
宅にて。回答はA氏宅の漁船=第五幸漁丸船長の娘･幸子さん。ICレコーダーで録音し後日活字化。小渕
浜は、震災前は 159戸･576名が暮らす漁師町で、養殖(カキ、ワカメ)、漁(アナゴ、ナマコ)、定置網(鰯な
ど)が盛んだった。津波で約8 割が被災し、残存住戸は29 戸、死者･行方不明者は16名。 
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 石巻の被災対応においてはボランティアの活動が大きく、それは｢石巻の奇跡｣(中原 2011)と呼ばれて

いるが、そこに記されるようなオーソライズされたボランティアの手の行き届かぬ離半島部の狭間を奔

走したのが、こうした｢浜の底力｣の現場で育まれてきた被災現地の青壮年層(例えば、｢フェアトレード

東北の諸活動(大矢根 2012))であった。彼らが小さな浜の在宅被災者宅(近所の多くの被災者を受け入れ

ていた個人宅)を戸別訪問して支援を続けていた。そうした支援のもと、浜の漁師たちは協力し合ってな

んとか浜の瓦礫を片付け、漁の再開にこぎつけた5。 

 

３．復興ヘゲモニー更改 

 被災地の既定復興は、市当局によって例えば｢復興公営住宅整備状況(平成 31年整備完了)｣として公

告されて｢完了｣したこととされるが、被災者の生活再建はまだまだ道半ばで、この状態は｢復興のオド

リバ｣と呼ばれている6。 

 事実、現場では、復興公営住宅入居者の孤独死を防ぐ活動が、連綿と続けられている。例えばそのう

ちの一つに、｢(社)石巻じちれん｣の活動がある。これは仮設住宅団地時代のお世話グループがそこから

継続して自力展開している活動で、これに入居者の移動支援を担う｢NPO移動支援RERA｣が足として

関わり、市立病院開成仮診療所の医師がこれに密接に寄り添い、｢石巻復興きずな新聞｣がそのような現

場の声や活動を拾い、手渡しで配布活動を継続している(大矢根他 2019)。これに類した活動は昨今、

｢災害ケースマネージメント｣(津久井 2020)と呼ばれて脚光を浴びているが、被災現場には同名称を付

してオーソライズされずとも、このように被災者自身の手によって独自の活動が継続･蓄積されている

(resilience②)。 

 また、被災者がUターン者とともに、この時点で被災地再
．
興に果敢に取り組んでいる。既定復興完

了の公告を一応の起点として、これを主体的にバージョンアップして街を内発的に再構想していこうと

する動きで、既存の地域生活をフルバージョンアップすること、双方向(だれでもが発信者たりうるこ

と)であることをモットーに ICT業界用語であるところの version2.0に倣い｢ISHINOMAKI2.0｣と組

織名称を冠している(resilience③)。このように石巻の被災現場では、課題を掘り下げて新たなステーク

ホルダーが叢生し、既定復興を超えて復興ヘゲモニー更改が展開している(大矢根他, 2020)。 

 

４．探索型混合研究法 

 既定復興への異議申し立てに併走する社会学的研究実践を超えて、ローカル･デフォルトから叢生す

る新たな復興ステークホルダーの実践を掘り当て言説化するところに、社会学的調査研究も進んで位相

転化していくことが必要なのではないか。そのために、来年度に向けて探索型混合研究法の再読に取り

掛かりたい。 

 

 

 
5 ｢しかしながら二年目、正美(幸子の夫)さんは休漁を決めた。休養とも資源保護とも言いつつも、実は
今一つ別の意味があった。船は、大地震に際して、浜の長老･市太郎さん(幸子さんの父)の機転･発声で船
の沖出しに成功して、これに続いた仲間数隻ともども無事だった。しかし、浜には船を失った仲間もい
る。正美さんはこうした仲間を自分の船に乗せて、港付近の瓦礫さらいに網を打った。…同船する者には
瓦礫撤去作業の労務費が支給され、船を失った面々には、これがかけがえのない現金収入になる。正美さ
んは我が家の豊漁よりも、浜の仲間の固定収入を選択した。｣(大矢根, 2015, p. 280-281)。 
6 室崎益輝の発言より。｢NHK 日曜討論―震災 9年復興はいま―｣2020.3.8 NHK-TV放送。 
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 第二部：離半島部の復興課題と人口移動                           宮定 章   

 

１．はじめに 

東日本大震災から 9年を経た今、被災者はどのように生活･住まいの再建を行ってきているのか、①被

災者の居住地の選択の傾向について、②復興事業計画策定プロセスにおける住民参加について、③新市

街地での活動･漁村集落の復興の要因を、今年度までの調査データから示す。 

 

２．被災者の居住地選択傾向 

 被災者の居住地選択傾向を人口動態に着目してまとめた。石巻市が対象であるが、仙台市も通勤圏内

であるため、宮城県の人口動態(2011 年 3 月と 2019 年 3 月)統計データから各市町村の人口増減を把握

移動の傾向を把握した。 

 また、移動の傾向を具体的に把握するために、漁村集落(石巻市雄勝町 T 浜)の全世帯を対象に聞き取

り調査7を行った(被災してから居住地選択までの経緯についての聞き取り)。 

 

被災地石巻の全体的傾向 

 宮城県全体の傾向を見ると、仙台市とその周辺の市町村(岩沼市･名取市等)の人口が増加(赤塗り部)し

ている。沿岸部では、南部の亘理町、山元町、北部では、七ヶ浜町以北から、三陸リアス式海岸の市町

村で人口が減少(青塗り部)している(図 1)。 

 
7 筆者自身による被災者･被災地支援活動(2013年 3月～現在)の傍ら聞き取りを行った。T浜地区で開催
されていた転出者の集いに参加させていただき、転出者全員の動向情報に接する機会を得て、それに基づ
き、合わせてスノーボールサンプリングによって転出者全員に聞き取り調査を実施した。 
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石巻市の字毎の人口動態を見てみると、沿岸部では減少し、内陸部では増加している。内陸部では復

興事業で防災集団移転促進事業(防集)や区画整理事業が行われ、自力再建のための宅地整備や公営住宅

が建設された。その周辺に沿岸部の被災者が移動している(図 2)。 

 

石巻市雄勝町のT地区(震災前 46 世帯)では、防集事業が実施され、全世帯の 41.3%(19 世帯／震災前

46 世帯)が、地区内再建した。一方、全世帯の 58.7％(転出 27 世帯／震災前 46世帯)が地区外再建8(2020

年 11月現在)となっている(図 39)。 

 

T 地区の被災状況と仮住まいの確保 

T 地区は、大半の建物が浸水被害にあった。避難生活は、被災後 1 週間、肩を寄せ合って集落の空き

家で過ごした。そして、避難所は内陸へ 20kmほどのところに建設された。その理由は、集落まで来る

離半島部への県道が使用できず物資を届けられなかったからである。 

石巻市全体を見ると、避難所生活が難しい被災高齢者や、成人･独立した子どもの家が内陸部にある被

災者は、避難所を出て住まいを確保していったことで、石巻市域を越えて広域に避難していくことにな

った。地区内での土地確保の難しさから、地区内に建設された仮設住宅は 161戸(全壊戸数の 1,304戸の

12.3％)にとどまった。 

東日本大震災から 1 年を過ぎた頃(2012 年 6 月)には、T 地区では、全世帯の 73.9％(34 世帯／46 世

 
8 近藤(2015)は、宮城県･岩手県で、(｢防災集団移転促進事業｣のように)“集団”でなくても、“個人”の住宅
再建を支援する｢がけ地近接等危険住宅移転事業｣の活用実態を調べ、防集は宅地整備に時間がかかるた
め、復興事業地以外の自力再建に適用される傾向にあることに注目した。｢自主的に住宅移転再建をした3
割が、防集の参加を検討し申込みをした｣と結論づけている。7割は再建スピードと居住地の選択を重視し
地区外にて再建をしたことになる。 
米野(2019)は、宮城県の 22,660件のみなし仮設住宅入居者の被災時･物件･転居先住所等のデータを用

い、被災者は賃貸住宅(みなし仮設住宅)のストックの多い内陸部を選択する傾向があること、住み慣れた
利便性の高い内陸部で災害公営住宅などを選択する傾向があることを把握している。石巻市雄勝町の事例
では、70世帯が転出してみなし仮設住宅を確保し、従前の旧町(雄勝町)へ戻ってきた世帯は 12.8%(9世帯
／70世帯)にとどまる。一度転出すると旧町(雄勝町)へ戻って来る世帯が少ないことがわかる。 
9 なお、図 4中に掲載している世帯数は、2012.6.12現在値。その後、2020年現在値まで変動する。 

図 2  石巻市の人口の増減 図 1 宮城県の人口の増減 
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帯)が雄勝町外へ住まいを確保しており、仙台市の4世帯は、既に家を購入するに至っている。 

 

住まいの確保を迫られる高齢世帯～S 氏の事例(図 4)～ 

 S 氏家族は、避難所生活が難しい持病を抱える高齢者が同居していたため、まずは親戚宅へ避難した

が、そこでの長期の同居は難しく、1 カ月後には賃貸住宅(みなし仮設住宅)に移った。その後、家族(母

90 歳)が怪我をし、賃貸物件では手すり等の工事ができないため、独自に家を確保するに至る。再建まで

の月日は、震災から 7ヵ月だった(比較的早く地区外で再建した事由)。 

 
図 3  Ｔ地区住民の震災後居住位置分布 

図 ４ S 氏の住宅再建経路 
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３．復興事業計画策定プロセスにおける住民参加について 

 復興公共土木事業策定に関する行政資料(石巻市･国土交通省)と、住民団体へのヒアリング調査10から、

復興事業策定プロセスを整理した。 

 

復興事業計画策定プロセスにおける住民参加(宮定 2013) 

･雄勝まちづくり協議会の設立と活動 

2011 年 5 月、｢まちづくり(都市基盤整備)に関するアンケート調査｣(石巻市)により、雄勝町の住民は

｢市内の他の地域へ移転したい(56.0%)｣、｢市外へ移転したい(8%)｣と回答していると公表された。 

町全体の行政区長等が構成員である｢雄勝まちづくり協議会(以下、まち協)｣が結成された(2011 年 5

月)。｢(被災者の中で)もっと戻りたい住民がいるはずだ。｣と考えたまち協は、全世帯アンケート調査を

実施した。その結果、｢なんらかの対処をして、従前の土地に居住したい｣という回答が 58.1%であり、

市とまち協の調査結果は真逆であった(本稿脚注 1 参照)。7 月 29 日に、まち協は石巻市長へ、｢雄勝地

区復興に向けた基盤整備事業等の推進について｣と題する要望書を提出した。 

 

･旧町の復興計画策定過程～特性の異なる行政区毎の意向は反映されない～ 

災害当初から行政区毎に要望書を出すことができなかった(7月 29 日が初めて)11。 

｢石巻市都市基盤復興基本計画図(案)｣(2011 年 8 月 22 日)、｢石巻市震災復興基本計画(素案)｣(11 月 7

日)、｢石巻市震災復興基本計画｣(12 月 22 日)、｢石巻市震災復興基本計画実施計画｣(2012 年 2 月 15 日)

が、次々に公表され、これらによって防潮堤の高さが決まり、石巻市の離半島部の浸水地域では、原則、

住宅の建設ができないこととなった。 

2011 年 12 月 7日、｢東日本大震災復興特別区域法｣が制定され、｢東日本大震災復興交付金｣が創設さ

れた。予算の配分方式が決まり、被災自治体は、本格的に事業申請の準備を始めた。 

11月の住民説明会で、雄勝地区市街地の計画は(海から離れた他の行政区への)高台移転のみ
．．

になった。

行政区毎に復興事業メニューの要望はそれぞれ異なり、移転案に納得できない行政区住民有志が新しい

組織｢雄勝町を考える会｣(任意の会)を創設した。行政区毎に考えて、そこに嵩上げを盛り込んだ要望書を

提出できていれば、任意の会の設立は無かっただろうと言われている。 

 

･既定復興に収斂する復興事業 

復興(公共土木事業)計画は、法定事業として既定の流れで粛々と進められる(既定復興)。一方で、被災

地では住民有志による話合いが始まるが、住民有志にとっては生涯初めての経験であり、既定復興の展

開プロセスは知り得ない。住民有志が独自に被災者の意向を集約(アンケート、集会･会議等)して、市へ

 
10 ここで取り上げる住民団体は、｢雄勝地区を考える会｣である。同会メンバーが来神して専門家･室崎益
輝(神戸大学名誉教授)を訪ねたた際に、合わせて筆者の事務所(まちコミュニケーション)に来られた。これ
を機に筆者は、同会の活動記録、同地区の復興事業決定プロセスに関わる資料を取得し、合わせて同地区
被災者の各種聞き取り調査を始めた。 
11 石巻市の復興事業メニューの選定プロセスは、旧町単位(例えば旧雄勝町=現石巻市雄勝町)でまとめて
要望する形であった。漁村部には集落の後背地に造成可能な土地があったため(そしてその買取に同意する
と収入となるので)、高台移転へ賛成が多くなった。漁村部の行政区の数の方が、市街地の行政区の数より
多いことから、旧雄勝町では高台移転への賛成(買収への同意)がまさった。旧雄勝町の市街地には、その
人口に見合う高台移転地を近くに確保することが難しいことから、高台移転だけではなく従前地の嵩上も
含む復興事業を選択肢に加えて考えていきたかったが、旧町全体の意思決定はそうとはならなった。 
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要望書を提出するが、市は法定事業のプロセスを粛々と進め、取り合うことはない。 

事業スキームの中に土地の買い取りがあった。事業が開始されれば、高台での再建を希望しない被災

者でもこれに応じれば収入になり、また、土地を手放せれば今後の管理の必要も無くなる。これに応じ

る世帯が増えていき、結果として事業への同意が促進されることとなった。 

 

４．新市街地での活動･漁村集落の復興の課題 

 被災コミュニティでは、被災後の急激な人口移動により様々な課題が浮上してきた。 

半島部の被災地区(危険区域を有する復興事業地区)では、小売店舗の経営悪化、医療･介護のサービス

減少、漁業の販路開拓･漁業繁忙期を支える働き手の人手不足、近所づきあい(コミュニティ)の喪失が課

題になっている12。 

内陸に新しく出来た住宅団地(防災集団移転促進事業、土地区画整理事業)では、移転してきた住民同士

のコミュニティづくり(近隣関係の再構築)が課題になっている。その他の被災地区(危険区域を有しない

非事業地区･白地)では、支援メニューの条件や情報から漏れる｢在宅被災者｣が課題となっている(cf：第

一部･resilience②)。 

石巻市中心市街地では、復興事業が行われているが、まち中の活性化をどのようにしようか、様々な

主体によって模索が続けられている(cf：第一部･resilience③)。 
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