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特集 2

　2020年度総合人文科学研究センターの年次フォーラムは、「現代社会における危機の解明と共生社会創出に
向けた研究」研究部門が担当した。東日本大震災・福島第一原発事故から 10年にあたることから、「東日本
大震災 10年の軌跡と大規模災害からの復興をめぐって～新たな「日常」への模索～」と題し、2日間にわた
り開催した。本稿はその内容をまとめて報告するものである。
　1日目は、はじめに映像により津波・原発事故被災地の現状について約 30分にわたり共有したのち、河野
貴美子早稲田大学総合人文科学研究センター所長のあいさつが行われた。その後、浦野正樹早稲田大学文学学
術院教授より 2日間のプログラムの紹介と企画主旨説明があった。

1．フォーラムの構成と趣旨

　2020年度総合人文科学研究センターの年次フォーラムは、「現代社会に
おける危機の解明と共生社会創出に向けた研究」研究部門が担当して実施
した。まず、その年次フォーラムの企画の全体趣旨説明から始めたい。当
センターの発足は 2012年 4月 1日のことであり、その 1年前の 2011年 3
月 11日に東日本大震災が起こっている。当センターでは、キックオフ・
シンポジウムとして『東日本大震災のいま。地域生活と再生に向けての課
題』と題したシンポジウムを 2012年の 4月 14日に実施している。その
シンポジウムの趣旨説明には、次のように書かれている。「『東日本大震災からすでに 1年が経つが、津波被災
地では膨大な瓦礫を抱え、「仮設」に頼る地域生活が依然として続き生業の目途が立たない』。本シンポジウム
ではあらためて東日本大震災のもたらした波紋を問い、地域社会が抱える課題を見ることで東日本大震災の今
を問うことにしたい。」このセンターのキックオフ・シンポジウムは、共催団体として、文学学術院に拠点を
置いて活動した団体である東日本大震災復興支援情報コーナー（通称 ERESUS）が名を連ねている。この団
体は、学部の学生、大学院生、教員、プロジェクトの研究員らが協力し合って立ち上げたもので、旧 33号館
1階の 34号館に面した一角を拠点（復興支援情報コーナー）としてさまざまなイベントや実践活動を通じて
復興支援を進めていこうとした組織である。文学学術院にとって、このキックオフ・シンポジウムは、いわば
東日本大震災から 1年のこうした活動の成果を踏まえたものでもあった。なお、その時のシンポジウムには、
浦野自身も当時の学術院長として、かつ初代の総合人文科学研究センター長として、主催者として関わってい
るほか、今回のシンポジウムの実施メンバーも当時大学院生や研究生として関わっている。
　さて、この 2020年度の年次フォーラムを企画した意図は、東日本大震災から 10年に当たる 2021年に、そ
してコロナ禍にあえぎながら教育研究を高いレベルで維持し進めていこうとした 2020年度の年度末の時期
に、あらためてこうした社会問題への探求を深めて、社会に開かれた研究を進めていく総合人文科学研究セン
ターの意義を問い直す機会にしようと考えたからである。年次フォーラム全体の統一テーマとしては、『東日
本大震災 10年の軌跡と大規模災害からの復興をめぐって─新たな「日常」への模索─』を掲げることにした。
その趣旨は、このフォーラムではこの間の被災地域における災害との葛藤と軌跡を踏まえて、特に長期の復旧、
復興過程から見えてきた課題を取り上げ、今後の復興の在り方を検討する足がかりとしたいと思ったからであ
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早稲田大学総合人文科学研究センター2020年度年次フォーラム　プログラム

〈1日目〉

東日本大震災 10年の軌跡と大規模災害からの復興をめぐって 
～新たな「日常」への模索～

　2021年 1月 9日（土）13:00～17:00

□　はじめに
□　映像で見る津波・原発事故被災地の推移と現在
□　開会挨拶
　　　河野貴美子（早稲田大学総合人文科学研究センター所長）
□　企画趣旨説明
　　　浦野正樹　（早稲田大学文学学術院教授）
□　東日本大震災の復興状況に関する概況と課題説明
　　　浅川達人（早稲田大学人間科学部教授）
　　　吉野英岐（岩手県立大学総合政策学部教授）
□　東日本大震災および海外の災害の復興状況レポート
　　　伍国春（中国地震局地球物理研究所副研究員）
　　　Saiful Mahdi（Department of Statistics, Syiah Kuala University：Professor）（インドネシア）
　　　勝 井裕美（特定非営利活動法人　シャプラニール＝市民による海外協力の会 ネパール事務所長）（ネパール）
　　　Carmen Grau Vila（ジャーナリスト、Universidad Complutense de Madrid）（スペイン）
□　総合討論：東日本大震災の復興課題
　　　司　会：浦野正樹（早稲田大学教授）
　　　討論者： 黒田由彦（椙山女学園大学教授） 

室井研二（名古屋大学准教授） 
池田恵子（静岡大学教授） 
大矢根淳（専修大学教授） 
浅川達人（早稲田大学教授） 
吉野英岐（岩手県立大学教授） 
田中重好（尚絅学院大学教授・名古屋大学名誉教授）

〈2日目〉

あれから 10年　わたしたちはフクシマを忘れない 
富岡町と浪江町の 10年目

　2021年 1月 10日（日）14:00～17:00

□　はじめに
□　現地レポート動画上映
　　　「富岡町・双葉町・大熊町・浪江町のいま」
□　インタビュー :
　　　平山　勉（富岡町　ふたばいんふぉ・双葉郡未来会議）
　　　大坊雅一（浪江町　うなぎ大坊）
　　　原田雄一（浪江町　原田時計店・まちづくり NPO新町なみえ）
□　ディスカッション
　　　司会・進行： 川副早央里（東洋大学社会学部社会学科助教） 

松村　治　（早稲田大学地域社会と危機管理研究所招聘研究員）
　　　登壇者： 平山　勉（富岡町　ふたばいんふぉ・双葉郡未来会議） 

大坊雅一（浪江町　うなぎ大坊） 
原田雄一（浪江町　原田時計店・まちづくり NPO新町なみえ） 
長田攻一（シニア社会学会理事、シニア社会学会「災害と地域社会」研究会座長） 
高木竜輔（尚絅学院大学准教授） 
松薗祐子（淑徳大学教授） 
辻　岳史（国立環境研究所研究員）
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る。それはまさに新たな日常への模索のプロセスであり、同時にコロナ禍にいる現在の情況を投影している課
題でもある。
　このフォーラムは 2日にわたって実施されたが、2日目のシンポジウムの詳細に関しては別稿にゆずり、こ
こでは主として 1日目に行われた企画内容と進め方について説明しておく。このフォーラムの趣旨概要に続い
て、浅川達人、吉野英岐の両氏から東日本大震災の復興状況に関する概説と課題説明を行ってもらい、その後、
1時間半ぐらいかけて東日本大震災および海外の災害の復興状況レポートが続く。そこでは、まず『海外ジャー
ナリストがみた東日本大震災の被災地』と題して、岩手の復興状況を見た印象をカルメン・グラウ氏に語って
もらい、その後、アジア諸外国の大きな災害後の復興状況とその課題について紹介してもらった。中国四川地
震の復興状況については伍国春氏、それからスマトラ地震の復興状況の知見について Saiful Mahdi氏、それか
らネパール大地震の復興過程でのジェンダー課題について勝井裕美氏に語ってもらい、そのあと、現在最も関
心の高い新型コロナ時代におけるスペインの人々というお話をカルメンさんにしてもらった。その後、1時間
ぐらいの総合討論を行っている。
　2日目は午前中 10時から 12時半まで、1日目には時間の制約で見られなかったロングバージョンのコンテ
ンツを視聴してもらった。午後はシニア社会学会他との共催のシンポジウム『あれから 10年、わたしたちは
フクシマを忘れない』を行い、現在の原発被災地の姿を映像やインタビューなどで確認してもらったうえで、
それを踏まえた討議を実施した。以上 2日間のプログラムを通して、東日本大震災の被災地の重層的な課題と
現状を理解してもらうとともに、そこでの人びとの生活や抱えている困難を少しでも想像し実感してもらうこ
とがこのフォーラムの目的であった。
　なお、以下に掲げた基礎資料のほかにも、今回のフォーラムと関係するコンテンツの一部やその他重要な基
礎資料をリストアップしたものを、論文の最後に掲載した地域社会と危機管理研究所の URLなどに掲載して
おくので、ぜひそれらもご参照願いたい。

［背景の基礎資料：参照 URL］
早稲田大学地域社会と危機管理研究所 URL

http://www.waseda.jp/prj-sustain/
（Side-menu「2019-科研 Aproject」の項に科研「地域的最適解に関する研究プロジェクト」2019年度報告
書を、同報告書英語版を上記の英文サイトに掲載）

総合人文科学研究センター（RILASジャーナル）
https://www.waseda.jp/flas/rilas/research/journal/
（「私たちはフクシマを忘れない」シンポジウムの記録を 5号（2017年刊行）から掲載）
震災問題研究ネットワーク

https://greatearthquakeresearchnet.jimdofree.com/
（東日本大震災研究交流会研究報告書、震災問題研究交流会報告書などを掲載）
日本社会学会の災害対応サイト　https://jss-sociology.org/about/#saigai
社会学系コンソーシアム　http://socconso.com/
防災学術連携体シンポジウム（2021年 1月 14日開催）
「東日本大震災からの十年とこれから─ 58学会、防災学術連携体の活動─」
https://janet-dr.com/060_event/20210114.html
（同サイトでWeb出版の各学会の活動冊子を掲載、「日本社会学会における東日本大震災研究の現在と基
本的な問題意識」の記事も掲載）

日本学術会議社会学委員会東日本大震災後の社会的モニタリングと復興の課題検討分科会
「提言 :社会的モニタリングとアーカイブ─復興過程の検証と再帰的ガバナンス─」2020年
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t296-5.pdf

災害事象の前提的な理解＿動画解説 Link（学生用に災害理解の基本を浦野が解説したもの）
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http://wcms.waseda.jp/em/5f7d257ca4e51
災害研究の展開と地域研究の交叉＿動画解説 Link（災害研究の展開を解説したもの）

http://wcms.waseda.jp/em/5f7d3abf22fa

2．東日本大震災の復興状況に関する概況と課題説明

　企画主旨説明の次に、東日本大震災の復興状況に関する概況と課題説明として、浅川達人早稲田大学文学学
術院教授よりマクロ統計データに基づく被災地の復興状況と現況について、吉野英岐岩手県立大学総合政策学
部教授より岩手県内を中心に現場から見た被災地の復興状況について、それぞれ報告があった。

2.1　マクロ統計データによる東日本大震災被災地の概況
　浅川氏からは、各県の被害の概要と、各県の資料にもとづく復興状況、
マクロ統計データによる被災地の現在の状況について報告があった。
　まず、人的被害については、岩手・宮城・福島の東北 3県で 99.6％と
被害が集中していた。東北 3県がもともと持っていた資本ストック（推定）
138兆円のうち、約 1割の 13兆 8,970億円が被害を受けており、特に被
害が多かった岩手県では沿岸地域の 47.3％で被害が出ている。
　暮らしをめぐる復興状況については、岩手県で宅地供給区画の 95.5％
が完成し、災害公営住宅も 99％が整備完了となっている。なりわいに関しては、事業再開が 84％となってい
るものの、水揚げ量は震災前 3年間の水揚げ量の平均値の 61.6％という状況である。また宮城県は、災害公
営住宅は 100％完成し、漁港は約 87％の復旧状況と報告されている。福島県については、若干報告のされ方
が異なっており、復興が進んでいる側面と途上の側面が見られ、放射線の空間線量は大幅に低下しているが、
2020年 7月現在でも約 3万 8,000人の方々がまだ避難を続けている状況にあるとのことであった。
　さらに、マクロ統計データを用いての復興状況の概況について解説があった。
　まず人口の変化につては、東北 3県沿岸の複数の被災自治体の長期トレンドを追ったが、この日は、浅川が
関わってきた岩手県の大槌町を具体事例として取り上げた。表は、大槌町の人口を表している。1980年から、
国勢調査の年ごとの人口を 5歳刻みで集計し、それをパーセンテージで表した。分析の結果、1980年に 20歳
以上だった人たちは、9割ぐらいの人が大槌町にずっと残っているのに対し、1980年に 20歳未満であった人
たちは 54％、次の世代では 38％と、大きく人口を減らしていることがわかった。同様の傾向は宮城県を含め
た三陸沿岸の他の複数の自治体でも確認されたという。
　背景として、1977年に 200カイリ規制が設定され、遠洋漁業が大打撃を受けたこと、1979年の第 2次オイ
ルショックにより経済低成長期に入って
いったことで、都市に流出していく傾向
となったと推測される。
　こうしたトレンドの中で東日本大震災
が起こった。大槌町の震災前後の人口の
変化を見てみると、2005年 1万 6,516
人、2010年 1万 5,276人、2015年 1万
1,757人となっていた。震災で亡くなっ
た人が多いことから、その影響を考慮
し、震災前の 2005年→ 2010年の人口
の変化率を、2015年に当てはめて 2020
年の人口を推定した。その結果、1万
847人になり、2020年 4月 30日の住民
基本台帳人口 1万 1,557人とほぼ一致し
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た。ただし、震災後の人口には、復興事業などで流入してきた人たちもいることから、今後はもっと大きく人
口が減っていくことが予想されるいうことであった。
　産業構造の変化については、産業大分類ごとの就業者数について分析したところ、岩手県では農業と漁業で
減少幅が大きく、増加した業種は男性では建設業、女性では医療福祉となっている。宮城県・福島県は、製造
業と卸売り小売業で減少がみられ、増加した業種は岩手と同様であった。この状況から、果たして持続可能な
産業構造なのか疑問が残ると述べた。
　世帯収入の変化については、住宅・土地統計調査のデータを使って分析したが、2008年から 2018年の世帯
収入の変化を見ると、3県の平均値はマイナス 21万円となっている一方で、三陸沿岸地域でも内陸部でも増
加を示しているところもある。これも復興事業によるものと考えられるとのことであった。

参考文献
⑴　浅川達人（2017）「東日本大震災津波被災地の 25年後の姿─人口分析＆予測プログラムによる考察─」『研究所年報』明治
学院大学社会学部付属研究所、No.47、pp.159-168
⑵　小林茂（1983）「山村過疎化の動向と問題点─松代町の場合」『早稲田社会科学研究』27号、pp.107-156

2.2　現場から見た東日本大震災の復興概況─岩手県内の被災自治体を中心に─
　吉野氏からは、市町村の復興状況について報告があった。
　岩手県には 33の市町村があり、そのうち海岸部を持つ沿岸自治体は 12
ある。大まかに北側の 6自治体（洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野
畑村、岩泉町）と、南側の 6自治体（宮古市、山田町、大槌町、釡石市、
大船渡市、陸前高田市）に分けることができる。東日本大震災では、特に
南側の 6自治体に大きな被害が集中している。
　物的な復興は 2020年までにほぼ完成している。大船渡市や陸前高田市
では、被災した地区に盛り土をした造成地に、新たな商業施設の集積を図った。釡石市では中心市街地に隣接
していた未利用地に大型ショッピングセンターを誘致するなどして、商業による地域の活性化を図った。
　一方、漁業をみると、岩手県全体の漁業経営体（漁家）数は震災で大きく減少している。漁業センサスによ
れば、漁業経営体数は 2008年が 5,313、2013年が 3,365、2018年が 3,406で、2008年を 100とすると、2013
年が 63.3、2018年が 64.1で、漁業経営体数の回復は進んでいない。宮古市では 2008年に 1,025あった数が、
2013年には 511と半減し、釡石市も 827から 540へと減少した。その後 2013年から 2018年にかけては、一
旦大きく減少した経営体数が回復傾向にある宮古市、山田町、大槌町、陸前高田市と、減少が続く大船渡市、
釡石市、洋野町とに分かれており、回復の 2極化が進んでいる。
　住宅再建については、被災地全体で約 5万戸が再建されたと公的に把握されているが、被災者生活再建支援
金を使わない自力再建を加えるともっと増えるだろう。そのうち災害公営住宅が新たに 3万戸ほど造られ、岩
手県でも 5,833戸が建設された。阪神・淡路大震災の時から、公営住宅には比較的収入の低い高齢者や単身者
が入居し、賃貸集合住宅であるため住民間の交流の難しさや、将来的な家賃上昇や空き家問題などが指摘され
ていた。
　そうした課題も念頭において、公営住宅における居住者の共同性の構築の可能性の検証を視野に入れた実態
調査を実施した。岩手県・宮城県・福島県の被災 3県に建設された集合住宅型の公営住宅に入居している 6,454
世帯の世帯主の方々を対象に、2019年の 11～12月にかけて質問紙を配布し、回収した。回収数は 2,369世帯、
回収率は 36.7％だった。結果を見ると、団地生活の満足度は、設備が新しいこともあって 6～7割が満足と回
答しているが、震災前と比べて近所付き合いが減ったという人は 5割以上、ご近所で困りごとを相談するよう
な相手が見つからないという人も 2～3割、誰が入居しているか分からないという人は、「やや当てはまる」
も入れると 7割以上であった。主観的復興感（生活がどのぐらい回復したか）は、自治体により多少凸凹があ
り、大船渡市と釡石市では 7割以上が復興したと回答しているものの、宮古市や陸前高田市では 7割未満、



300

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 9

特に、陸前高田市では全く復興していないとの回答が 10％を超えるような状況であるとのことであった。
　以上から、社会関係の回復・再構築という側面も含めて、日常生活の再構築が発災から 8年から 10年たっ
た現在でも難しい状況にあると言える。震災から 10年目の 2020年度で政府の復興期間が終わり、福島県を
除いて国の復興交付金による事業の多くは終了していく。自治体にヒアリングすると、県や市町村の独自事業
として何らかの形で復興事業を継続して進めていくようだが、復興予算による事業というよりは、一般的な福
祉事業、文化事業あるいは健康増進事業といった形となるようである。
　加えて、新型コロナウイルス感染症の影響が深刻になっている。見守り活動では対面の確認ができない、家
の中に入れないなど、大幅な制約が生じている。また、住民の自主的な活動も停止や自粛が拡大し、孤立や孤
独死等のリスクも増大していると思われる。公営住宅では住戸や設備のバリアフリー化や集会所の設置など、
施設整備面での配慮はされているが、住民の共同性を担保するような、あるいは仕事と生活が両立できるよう
な住宅が造られたかというと疑問が残る。特にコロナ禍の下では、仕事と生活が分離ではなく、融合していく
ような傾向があるが、沿岸被災地では職住が分離し、対面的コミュニケーションの機会が失われ、共同性を育
むことが難しい状況になっている。こうした事態を乗り越え、新しい生活モデルをいかに作っていくかについ
て考えていくべき段階にきている、と指摘した。

参考文献・資料・HP
岩手県政策地域部、2019、『2018年漁業センサス海面漁業経営体調査結果の概要（概数値）（岩手県分）─平成 30年 11月 1日
現在─』

復興庁、2021、「東日本大震災被災者向け災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の供給状況（令和 2年 12月末）について」 
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-15/material/20210112_jutakukyokyu.pdf

吉野英岐編、2021、『災害公営住宅の社会学』

3．総合討論

　東日本大震災の復興状況に関する概況と課題説明ののち、東日本大震災および海外の災害の復興状況レポー
トとして、動画を上映した。四川大地震、インド洋津波、ネパール地震の復興状況および、新型コロナウィル
ス感染症のパンデミックで多くの犠牲者を出しているスペインの市民の声を伝えるものであった（概要は 301
～306ページを参照のこと）。
　それらを踏まえ、1日目の最後に総合討論を行った。司会および登壇者は次の通りである。
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司　会：浦野 正樹（早稲田大学教授）（写真は上段左）
討論者： 黒田 由彦（椙山女学園大学教授）（同、上段中央） 

室井 研二（名古屋大学准教授）（同、中段左） 
池田 恵子（静岡大学教授）（同、下段右） 
大矢根 淳（専修大学教授）（同、中段右） 
浅川 達人（早稲田大学教授）（同、上段右） 
吉野 英岐（岩手県立大学教授）（同、中段中央） 
田中 重好（尚絅学院大学教授・名古屋大学名誉教授）（同、下段左）

3.1　企画主旨の説明と討論のテーマ
　はじめに、司会の浦野より企画主旨について説明した。総合討論の前に上映した動画による復興レポートで
は、東日本大震災（2011年 3月 11日）、四川地震（2008年 5月 12日）インド洋津波（2004年 12月 26日）、
ネパールの地震（2015年 4月 25日）に関して報告いただいたが、それぞれ、経過した日にちは少しずつ違っ
ているものの、復興というものがどのような形で進むのか、それぞれのダメージの大きさとその後の復興の姿
というものを対比しながら聞いていただけるようにしたこと。その上で、今回のシンポジウムは、復興の状況
と、復興の終局局面、つまり、徐々に次のステップに移るステージを”新たな日常への模索“と捉えそれをシ
ンポジウムの副題にしたと述べた。
　なお、動画レポートの最後では、スペインの現在の新型コロナウイルスの被災状況、そのダメージ、影響、
そこでの人々の心理状況や回復に向かおうとする姿が伝えられたが、日本でも、警戒宣言が発令されるという
事態の中で、どのように感染状況の厳しいスペインの経験に学んでいくかが問われているのではないか、と指
摘した。
　そして、総合討論のテーマを 3つ挙げた。1番目は、シンポジウムで放映した映像を見た感想を挟みながら、
他国や他の災害因との違いに着目して、復興課題がどう違い、どう類似しているのか、それを比較などの視点
から意見交換をするというパートである。2番目は、東日本大震災の災害過程での特徴や、復興に向けての課
題、および評価についてである。災害過程と復興過程についての全般的な感想等とともに、災害時にそれぞれ
の段階で、一般的に必要なケア、必要な条件とは何なのかということを、東日本大震災に引き付けて議論いた
だく。3番目は、復興とは何か、復興に必要な条件とは何か、復興とは、一体全体どのような条件を取り戻す
ことなのか（あるいは新たに創造することなのか）という点について議論を深めていただくとした。

3.2　他国の災害との比較も踏まえた復興課題の相違など
　1番目のテーマである、他国の災害との比較も踏まえた復興課題の相違については、先に海外の専門家の協
力にる現地からのレポート動画の作成に尽力いただいた先生方に発言いただき、日本の研究者から見た時の国
内との相違や比較のポイントについて解説いただいた。
　まず黒田氏から、四川地震の事例を踏まえた発言があった。中国の特徴として中国政府の強さと復興の早さ、
復興に地域格差があること、国家だけでなく社会組織も力を発揮したこと、そして、震災の遺構の大規模な保
存など、教訓を残している点を挙げた。四川地震の復興事業では、中国政府は 3年以内に復興を遂げるという
目標を作りそれを達成したが、主にインフラ整備と住宅再建であった。また、四川省の奥の山間地域、農村部
が中心的に被害を受けたが、東北地方と同じように地震前から人口が減っており、復興事業では観光産業の振
興を目指したものの、芳しい結果をもたらしていない一方で、大都市に近い部分では新しい果樹栽培が軌道に
なるなど、地域的不均衡が生じている。なお、インタビューに応じてくださった伍氏は、阪神・淡路大震災、
東日本大震災、インドネシアなど事例もご存じで、熊本地震の時にも、わざわざ日本で調査をされたほどだが、
日本と比べても中国の社会組織、NPOや多様な住民組織が力を発揮し発展したと述べている点は興味深い、
との指摘があった。
　次に室井氏より、インド洋津波の被災地であるアチェについてサイフル・マディ氏のレポートを踏まえ、災
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害復興は発災後の復興過程だけでなく、前災害期も視野に入れた長期的な観点から捉える必要があると指摘し
た。たとえば、スハルト政権下で制度的には解体されたはずの伝統的共同体組織（ガンポン）がコミュニティ
の災害対応過程で大きな役割を果たした。しかしその一方で、伝統的な集落規範は復興の意思決定から女性を
排除するという逆説的結果ももたらした。また、アチェでは震災後、元居住地で住宅が再建されたが、災害か
ら 12～13年ほど経つと比較的豊かな住民は津波のリスクを避けるため沿岸部から内陸に移転する動きがみら
れるようになった。沿岸部の空き家には他所から貧しい人たちが流入し、震災の記憶の風化が進んでいる。東
日本大震災では、移転を強力に進めたが、それが本当に防災力の向上につながっているのか、アチェで見られ
る居住地の階層分化のような状況は、東日本大震災の災害復興公営住宅などでも同様にみられるのではないか
と指摘したうえで、コミュニティの長期的な復興過程を国際的に共有された理論枠組で比較し、日本の経験を
海外に発信することが必要と述べた。
　池田氏は、ネパール地震の事例から、復興とジェンダー平等や社会包摂がしっかりと結び付けられているこ
と、住民主体の復興といった場合でも可視化されない人たちが存在するであろうことへの認識の重要性、外部
資源との連携の在り方と社会内への定着という点をポイントとして挙げた。復興において、支援者やリーダー
層が中立の立場でいることによってマイナスの影響を受ける集団も存在することを意識する必要があるが、ネ
パールの事例では、女性も復興の話し合いに参加することが意識してされて、摩擦はありつつも、参加の機会
を保障していく努力をしている様子が見られた。また、災害復興において外部リソースに頼る部分が非常に大
きいこともあり、ジェンダーやカーストの差別のようなテーマは、ともすると外から挿入して何とかするテー
マと捉えられがちだが、どのような連携をつなぎ出しているのかを見なければ、長期的に良い復興につながっ
ていくのかの見極めは難しいだろうと指摘した。その上で、ネパールからのレポートにあった日本の NGOの
ジェンダー平等の視点にもとづく復興支援活動がそれなりの成果を上げたことから、復興にとどまらず災害リ
スクに対応するフェーズ全体を念頭に置いた取り組みの重要性へとネパールの市民社会・草の根組織の間で共
通認識が生まれているのではないかとの感想が述べられた。

3.3　東日本大震災の災害過程での特徴、復興に向けての課題および評価
　次に、海外の報告も念頭に、2つ目のテーマである、東日本大震災の災害過程の特徴や復興に向けた課題、
評価と、それぞれの段階で求められる支援や条件について議論が展開された。
　大矢根氏は、復興現場の背後にある、それぞれの社会のデフォルトの仕組みと、そこで形作られている法律
や制度などの仕掛けの多様性についての認識が重要であると指摘（例：中国は右肩上がりの社会の中で、生活
水準を向上させるというテーゼを設定できた。インドネシアは、NGOの関与の大きさと、選択的に外部の介
入を取り入れることができる関係性がある一方で、貧困問題が復興という枠組みの中で昇華していけるかどう
かが課題）。そうした要素の異同というものを意識して、東日本の震災の復興過程を見ると、何が、どうなる
ことを復興というのか、誰がそこに関わることを復興というのかというような目配りが、日本ではあまりされ
てないのではないかと指摘したうえで、公共土木事業が竣工すれば復興が完了したされる状況の中、何割かの
人は復興感を感じられていないという現実があること。一方で、そのように放置されてきた自分たちの足元の
問題について、高齢者や障害など困難に直面している人たちに目配りをしながら発掘し、議題化し、言語化し、
改善するといった、ローカルの細かい取り組みを積み重ねている事例もかなりあること、それが市町村、県へ
と、認識枠組みの積み上げも見られること（災害ケースマネジメント）から、現場で起きていることをまず見
つけることが大切であり（社会学でいうと、見えないものを見る力）、これまで蓄積されている言説の延長に、
それを位置付けていくことが研究者の役割であろうと考えている、と述べた。
　浅川氏は、岩手県大槌町の吉里吉里地区に関わる中で、住民たちが、お祭りや地域の大運動会などを再開す
る努力をしている様子を取り上げ、それらは住民による集合的な記憶を取り戻そうとする試みであり、それが
市民社会、社会組織を構築することにつながっていると指摘。そして、こうした集合的な記憶をつくりあげる
というステージが、災害過程で求められる支援・ケアと言えるし、そういう目標に対して我々研究者に何がで
きるかということを考え支援してきた。その一環として、彼らの取り組みを記録に取り、後世に残せるよう努
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めてきたが、それも震災後に新たにできてくる社会組織の力に結び付いてくるのかもしれない、と述べた。
　吉野氏は、被災地を回り、さまざまな行政機関の仕事も手伝う中で、被災者と支援者、あるいは被災者と自
治体の間で行われる支援プログラムには予算が付き、かなり手厚くケアがあるところもみられるが、被災者同
士、あるいは同じ市町村内で被災者と被災していない人たちの間の関係性の構築や新しい関係性の創造が思っ
たほどは進んでいないと感じると述べた。また、客体としての被災者を論じることが多いが、被災者自身、あ
るいは集合的な被災者（複数形）が主体となって進めている活動や成果をもっと評価していく必要があると述
べた。今回の復興事業が国・県・市町村による行政支援の枠組みで行われたことで、阪神・淡路大震災や新潟
県中越地震からの復興過程でみられたような市町村や市民が主体となる活動が、生まれにくくなっていたので
はないかと指摘した。また、新型コロナウイルスの影響により、社会関係を結びづらい状況が発生しているが、
このことは被災地では大震災からの連続的な被災と考えることができ、切り離さずにその影響や対応策を議論
する必要性を提起した。
　田中氏は、日本では住民主体、被災者支援といいながら、被災者の主体性や多様性、格差といったものが十
分考慮されているかというとそうとも言えず、差別や連帯という要素も含めて、突き詰めて考えていく必要が
あること、東日本大震災の復興の最大の失敗として、人口減少地域であるにもかかわらず、社会的特質・特徴
を復興政策にきちんと入れなかったこと、住民を受動的な存在にしてしまうような支援の枠組みのあり方、被
災自治体も国に対して受動的な状況になってしまったことを問題点として挙げた。特に、市町村の負担をゼロ
にして、全額国費で様々な事業を推進したことで、自治体が受動的・受益者的になったため、住民も全体とし
て受動的になってしまった。だからこそ、大矢根氏、浅川氏が触れたような、自分たちの課題を、自分たちで
捉えて、それを自分の言葉で表現して、そこに主体的に取り組んだケースをわれわれは高く評価しなければな
らないのと同時に、全体としてはそういうものが少なかったという現実も、きちんととらえていく必要がある、
と指摘した。
　さらに池田氏は、被災者ひとり一人の違いをしっかりと見ていくことが重要で、その際に、災害社会学のキー
ワードである“脆弱性”を研究に用いるだけでなく、どうすれば災害のリスクを将来的に削減していけるのか、
ミクロ、メソ、マクロレベルでの脆弱性を実証的に分析し、政策形成に結び付ける上で ‘脆弱性’ がどう通用
するのかについて考える段階にきているのではないかと述べた。脆弱性を緩和するような指標やガイドライン
を示したとしても、それを社会・政治・政治が取り入れやすくするような仕組みを考え、実証的に耐えうる概
念化を検討する必要性を提起した。

3.4　復興とは何か～その条件とは？
　さらに、3つ目の論点である、復興とはどのような条件を取り戻す、つくり上げるものかという観点から議
論が深められた。
　黒田氏は、復興とは、インフラ、住宅再建、産業の復興、就業、消費生活、それから、福祉、教育、医療等々
のサービス、コミュニティの形成、心の復興といったトータルのプロセスと言えるが、政府が考えていたのは
インフラ整備・住宅再建・ある程度の産業の復興の基本的なところまでだったと見ることもできること。また、
地域によって復興の受け止めは異なるだろうし、一人一人の心の中の復興はもしかしたらできないのかもしれ
ないというように、社会学的にはトータルで見ていく必要があること。復興の評価ということでは、レジリエ
ンス（ソフト面も含めて次の災害に強くなったか）、サステナビリティ（インフラ、お金、人口までその地域
で再生産可能か）、エンパワメント（単に元通りの社会にもどすのではなく、高齢者、女性、外国人など取り
残されている人々、声を上げることができない人々にも注目し、それに対して社会的な手当てをしているの
か）、そしてウェルビーイング（福祉、医療、健康、そして幸福感など）という 4つの概念が重要ではないか、
と提起した。
　これに対して池田氏からは、復興というものがグローバル化のように、ものすごい力で人と非対称の力を
もって押し寄せてくるような ‘被るもの’ になってしまっていると感じること、それをどのように自分たちの
手に負えるものに砕いていくかを考えていくべきであり、黒田氏の四つの指標をよりよい復興に結び付ける上
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でも、元あった社会の中での課題をしっかり見て、評価がきちんとできるかどうかが重要ではないか、と指摘
した。大矢根氏は、フィールドとしている石巻では支援される側が支援する側にシフトしていくような事例も
あることから、エンパワメントという現場の話が、政策的に作用して、次の社会をつくっていくような復興の
ヘゲモニーが更新されていく、ダイナミックな展開可能性もないわけではないのではないか、と述べた。浅川
氏は、吉里吉里はサステナビリティの観点からみてうまくいっている側面がある一方で、人口減や三陸道の開
通によって国道 45号線が廃れ、さらに地域が寂れる傾向など、厳しい要素もある点を補足した。さらに吉野
氏は、報告で述べた漁業者が減っている点について、社会学領域では手薄な課題領域である一方で、復興局面
では、海の利用やそれを巡って結ばれた社会関係、漁業生産を巡って営まれてきた習俗や慣習が残っているの
か否か、残っているならそれが復興にどう影響しているのかなどを明らかにすることの重要性について述べた。
　最後に田中氏から、全体を通したコメントがあった。
　海外の事例を踏まえて議論してきたが、評価できるかどうかは別として、それぞれの社会構造、行政や政治
体制の枠組みとの関係で復興の取り組みがなされてきており、日本も同様と考える。しかし、災害対策基本法
ができるきっかけとなった伊勢湾台風の頃は、ちょうど高度経済成長に入った時期であったが、現在のように
全体として人口減少期に入り、三陸地方のように過疎高齢化急速が進む所では、社会状況にフィットした復興
が求められていること、そして、復興の研究者において日本の復興の進め方を相対化する視点が弱い傾向から、
社会学の役割は大きいのではないかと述べた。
　また、行政の復興政策や防災対策に目を奪われすぎる傾向から、これまでのコメントにもあったように、元
の社会構造がどうなっていて、その中でどういう人が脆弱な位置に置かれたのか、被災した社会がどのような
役割を果たしたのか、どう動いたのかについて十分目が向けられてこなかったのではないかと指摘し、黒田氏
による四つの評価基準についても、まさに社会学的な社会指標として復興を考える意味で意義が大きいと述べ
た。
　さらに、災害過程、復興過程というものは、連続的な選択の過程であるとの論点を提示した。政府は復興メ
ニューを用意するが、その選択は、岩手県と宮城県でも、またその中の自治体でも異なるし、企業、コミュニ
ティ、個人といった各社会的主体も選択している。そして、個々人の選択がトータルのコミュニティにどう影
響し、また、コミュニティの選択が個人の選択をどう促したのかとかという相互関係もみながら、集合的な選
択の過程として重層的に復興の主体を描いく復興研究が必要との考えを示した。

3.5　総合討論を振り返って
　一日目のシンポジウムの総合討論では、多岐にわたる議論が展開されたことから、短い紙面で全体について
コメントすることは難しい。そこで、その中でも印象に残るひとつの系列の議論を取り上げてその意義を見て
おきたい。それは、災害過程における人と人とのつながりの問題である。これは、原発事故とその災害に深く
関係する事象でもあり、フォーラム 2日目の登壇者の「改めて、人と人とのつながりというのが重要で、新し
い地域づくりの核である」という発言にも現れているが、コミュニケーションを成立させる〈社会〉というも
のをどのように構築し、維持し続けるか、その方法は何かという問題である。
　さまざまな災害事象は、一面では個人をばらばらにする方向で作用する。それぞれの人々が抱えている課題
が、パーソナルなもの、個人個人の問題としてしか捉えられなくなり、誰にも共感、共有されないというもど
かしさが堆積していく。そうした不満が放置されるとどこかで爆発していくという感覚に苛まれながら、どう
いうふうに社会（ないしコミュニケーションやそれを基盤にした深い意味での共感）を創り維持していくかが、
極めて重要で難しいということを、我々はこのコロナ禍でも思い知らされた。
　吉野氏が言及したサバイバーとサバイバーがどう生活課題を共有しながら、知恵を出し合って問題解決に向
かう道筋をつけていくことができるのかという問題提起、池田氏による「そうした課題を自分たちの力で解読
し直して手に負えるものに砕いていくことが非常に重要である」「もともとあった課題に対してどう対応して
いるかっていうことに一つのヒントがあるのではないか」という指摘は、まさにそのとおりで、日常の生活の
中で抱えている課題というものに対して一つ一つ丁寧に応えていくことをしないと、震災というような大きな
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課題が降りかかったときにどう対応して、どういうふうに自分たちは動いていいのか分からなくなるというこ
とであろう。
　直面する課題をできるだけそれらを自分たちの力で手に負えるものに砕いていくことで、個人個人がばらば
らの個人ではなくて、共有の課題を感じ取れる環境にしていくことが重要であろう。

〈動画の概要〉

映像で見る津波・原発事故被災地の推移と現在

◆東日本大震災から10年　大槌町安渡のあゆみ（制作：安渡地域アーカイブ実行委員会）
　岩手県大槌町の安渡（あんど）地区は、東日本大震災の津波により 218名（人口の 11.2％）が死亡・行方
不明となりました。熱心に防災活動に取り組んできたにも関わらず大きな被害を受けたのはなぜか、住める場
所が減るなどして住民が離れていく地域をいかに再生するか。住民主体の防災計画づくりを起点の 1つにして
進めてきた地域の復興過程と 10年目の現状を、住民の視点から映し出したものです。

◆吉里吉里の10年
　岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里は、昭和 8（1933）年の津波により大きな被害を受け、高台に復興住宅を建
設しました。この地は、山口弥一郎が著した『津波と村』において「吉里吉里の理想郷」と紹介されました。
しかしその復興住宅ですら、東日本大震災の津波によって破壊されました。甚大な被害を受けても、この地を
離れず吉里吉里で暮らし続ける人々の、震災直後から 2020年 11月現在までの復興の歩みをまとめたものです。

◆女川復興の歩み
　2011年 3月 11日、宮城県女川町は津波によって、死者 827名（当時人口 10,014人）、66％の家屋が全壊と
いう甚大な被害を受けました。この映像は、発災 2ヶ月の被災の状況から今日（2020年 12月）までの女川の
復興の歩みを振り返ったものです。現在の女川には、最初に女川に足を踏み入れたときに見た惨状の面影はあ
りません。10年経ってやっと女川に新しい日常が戻ってきたことを実感します。

◆石巻市の多様な被災と復興の今
　宮城県石巻市は発災前の 2006年に 1市 6町が合併して人口 16万を擁する宮城県第二の都市となりました。
合併で旧町役場は総合支所となって人員が大幅に削減されていことで、災害対応に様々な困難を抱えることと
なりました。市内中心部の都市的被害、旧町部・離半島部の漁村の被害が多様に広がり、復興では漁村におけ
る高台造成、市街地外延の新市街地建設が進められています。

◆ふたばの10年（富岡町・浪江町・双葉町・大熊町）
　福島県双葉郡 8町村を中心とした浜通り地域は、福島第一原子力発電所事故により、避難指示区域に設定さ
れ、広域的かつ長期的避難を強いられた地域です。それは住民および地域社会にさまざまな被害をもたらして
います。忘れてはいけないのは、2011年 3月 11日には、双葉郡の沿岸地域では地震と津波の被害も大きかっ
たということです。この映像は、富岡町で震災直後から双葉郡のエリアを見つめ続けてきた平山勉さんに制作
していただきました。近年避難指示区域がようやく再編され立ち入りが可能となった双葉郡 4町の発災直後か
ら現在に至る地域の経験です。
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◆ふたばのいま futaba10years（富岡町・浪江町・双葉町・大熊町）
　この 10年間で避難指示区域は度々縮小され、帰還が可能となった地域も多くありますが、今なお帰還困難
区域に指定されているエリアが残っています。富岡町と浪江町は 2017年に一部の地域で居住が可能となりま
した。大熊町と双葉町は大部分が今も帰還困難区域でありますが、それぞれ 2019年、2020年には避難指示区
域が再編されて立ち入ることができるようになりました。この映像も、富岡町の平山勉さんに制作していただ
きました。富岡町、浪江町、双葉町、大熊町の「いま」をご覧ください。
＊ フォーラム 2日目のシンポジウム「あれから 10年　わたしたちはフクシマを忘れない〈富岡町と浪江町の

10年目〉」で上映した映像です。

◆震災から約10年目の岩手の復興についての印象
　スペイン出身のジャーナリストで、災害とジェンダーの研究もしている Carmen Grau Vilaさんによる、東
日本大震災からもうすぐ 10年を迎えようとしている津波被災地についてのリポートです。吉里吉里、大槌、
釡石、田老、山田をめぐり、コミュニティの回復力と高齢者によるリーダーシップ、復興事業の成功と課題、
災害文化などの切り口で、被災地の印象や学びについてまとめられています。

海外の災害の復興状況レポート

◆四川地震からの復興（伍国春さん）
　2008年に発生した四川地震は、死者 69,226人、負傷者 374,643人、行方不明者 17,923人の被害を生じ、多
くの住宅と、電気・ガス・水道などのライフライン、農業、工業、生態系に被害を出しました。甘粛省、雲南
省、陝西省にまで被害は及び、被災地域の面積は 50万平方キロに達した（日本の面積は 37万平方キロ）。中
国政府の復興に当たっての政策方針は、① 3年以内の復興、②震災以前よりも高い生活水準の実現であったが、
被災者の住宅復興への満足度は高い一方で、経済・産業の復興に関しては地域差が生じていること、民間の社
会組織の力も大きかったことなどが明らかになりました。

◆スマトラ地震・アチェの復興から学ぶこと─災害復興の長期的影響（Saiful Mahdi さん）
　2004年に発生したスマトラ地震の被災地、インドネシア国アチェの復興を紹介した動画です。震災後の復
興政策がアチェの社会にどのような変化をもたらしたのかが、長期的な視点に立って検討されています。特に
強調されているのが被災地の空間変動です。津波の危険性が高い沿岸部から富裕層が内陸部に流出する一方
で、空き家が増えた沿岸部には貧困層が流入し、階層格差を伴った居住地分化が進行していることが明らかに
されています。

◆復興から防災へ：ネパール地震（2015年）と女性たち（勝井裕美さん）
　ネパールで活動する国際協力 NGOシャプラニールは、2015年のネパール地震の後、女性たちや低いカー
ストの人々に特に焦点を当てて復興支援を行いました。生計手段の回復のほか、防災学習センターを拠点とし
た女性たちの取組を紹介します。復興の現場と議論の場に女性が参加することの重要性、復興に防災の要素を
取り入れて災害に強い社会に復興することの重要性を論じます。

◆新型コロナ時代を生きるスペインの人びとの声（Carmen Grau Vila さん）
　スペイン出身のジャーナリストで災害とジェンダーの研究もしている Carmen Grau Vilaさんによる、
COVID19パンデミックに直面しているスペインについてのリポートです。スペインの人々はこの状況をどの
ように感じ、生活と仕事はどのように変化したのか、そしてこの経験から何を学び、どのように適応したのか。
病院、学校の先生、若者、高齢者、ソーシャルワーカー、音楽家、地元企業、子供たち、そして感染経験者の
声とともに伝えています。


