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女川町の災害過程／復興過程 

 

辻 岳史（国立環境研究所）・黒田 由彦（椙山女学園大学） 

 

第 1節 女川町の地域特性 

 

女川町は宮城県牡鹿郡に位置し，海岸線が複雑に入り組んだ地形が特徴的な地域である。

この地形のため，女川町には中心部と離半島部というふたつの異なる環境が併存している。    

町中心部は 1920 年代の女川港修築工事を皮切りに港湾と魚市場が整備され，水産加工場，

公共施設，鉄道駅，商店などが集積，水産加工業・商工業・観光業といった産業が発展し

た。一方，離半島部には前近代より海岸線に沿って集落が形成されており，集落ごとに整

備された漁港を基地として沿岸・養殖漁業がおこなわれてきた。 

女川町には、東北電力女川原子力発電所（以下、「女川原発」と表記）が立地している。

原発の立地に伴って得られる固定資産税・電源三法交付金の恩恵をうけていることから、

財政状況に恵まれた自治体である。震災前の財政力指数は 1.17（2011年度）であり、仙台

市（0.85・2011 年度）をおさえて宮城県 1 位であった。こうした豊かな財政状況を背景と

して、2000年代の平成の大合併期には、隣接する石巻市との合併を選択しなかった。 

 

 

図 1 女川町の中心部と離半島部集落(地区)の位置関係および，女川原発の位置 

出典：「復興まちづくり情報交流 WEB」(http://www.onagawa-info.com/revive/index.html，2015

年 5月 10日取得)記載の図を参照し筆者作成。女川原発の位置を△で示した。 
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第 1項 災害前の人口構造・産業構造 

図 1は震災発生前の女川町における人口・世帯数の推移を示している。図 1を参照する

と、女川町では 1970年代以降、人口・世帯数が下降に転じていた。 

 

 

図 1 震災発生前（～2010年）の女川町における人口・世帯数の経年推移 

出典：女川町企画課（2010; 2014）をもとに筆者作成 

 

 

図 2 震災発生前（～2010年）の女川町における産業別就業者比率の経年推移 

出典：女川町企画課（1991; 2014）をもとに筆者作成 

 

図 2 は女川町における震災発生前の産業別就業者比率の推移を示している。女川町では

1960年から 2010年にかけて緩やかに第一次産業の就業者の比率が下降していた。 

 産業別就業者数を詳細に確認すると、震災直前の 2010 年国勢調査の数値をみると、1 位
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が製造業（23.9％）、2位が農林漁業（15.1%）、3位が卸売業・小売業（12.3%）であった。 

製造業の中核をなしていたのは、中心部・女川港の周辺を拠点とする水産加工業であっ

た。女川町における水産業は、1970 年代において国際的に展開された 200 海里経済水域の

設定による遠洋漁場制限、反捕鯨の機運の高まりにより、それまでの主力であったかつお

漁・捕鯨における企業の撤退が相次いだことから、衰退を余儀なくされた1。 

水産業の危機に直面し、女川町行政は水産加工業の復活を支援した。おりしも日本各地

で巻き網漁業が隆盛しはじめていた時期であった。こうした水産業の趨勢に対応するべく、

当時の女川町行政と水産業関係者がとった戦略は、さんまを中心とする多獲性大衆魚を漁

獲する漁船の誘致と共同製氷施設の整備であった。漁船を誘致して女川港における水揚げ

を確保するとともに、共同製氷事業によって町内の水産加工業者は多獲性大衆魚の鮮度を

保つために必要な大量の氷を低コストで調達することができるようになった。こうして、

女川港は多獲性大衆魚を水揚げする港のなかでも、高値形成や底支え力のある漁港の一つ

として発展し、特にさんまに関しては全国有数の水揚げ港として成長していった2。町内の

水産加工業者の多くがさんまを営業種目に組み込み、事業を成功に導いていった。 

農林漁業の中核をなしていたのは、離半島部を拠点として各集落の地先で行われていた

養殖漁業である。特に、1979 年にはじめて町内で取り組む漁業者があらわれたギンザケ養

殖は、1983 年時点で、湾岸部で 27 人、生簀 70 基あまりを数え、町内漁業者のあいだに急

速に浸透していった（『石巻新聞』1983.5.16）。しかし、短期間に多数の漁業者がギンザケ

養殖に参入したことから魚価が崩れ、漁家が淘汰されていった。1990 年代に従来の水産企

業に代わって大手水産企業が町内ギンザケ養殖の種苗・飼料、そして販路の管理を担うよ

うになるとギンザケ生産・販売が安定し、養殖漁家の経営基盤が確立されていった（『日経

産業新聞』1998.2.12）。 

卸売業・小売業については、女川駅のある町中心部に集中して事業所・店舗が立地して

いた。女川町の卸売業・小売業について特筆すべきは、1980 年代前後より、電力会社と関

連企業等の労働者を対象とした宿泊・小売等のサービス業の需要がみられたことである。 

  

第 2項 女川原発の建設とその受益の配分 

女川原発 1 号機の営業運転開始（1984 年）前後より、女川町は原子力発電所建設に伴う

固定資産税により歳入が急増し、財政規模が拡大した。1980 年度一般会計の決算期歳入総

額は 48 億 4842 万 5000 円に達した（女川町役場企画課 1991: 174）。この背景には、1980

年度に国が電源立地対策として整備した「電源三法」による交付金（以下、「電源三法交付

金」と表記）がはじめて交付されたことが指摘できる3。1984年に原発 1号機が営業運転を

                                                   
1 1977年に日本水産女川捕鯨場が閉鎖し（女川町 1991: 201）、1987年に宮城県女川遠洋漁業協同組合が

事実上の倒産をした（女川町 1991: 199）。 
2 女川港は 2006年度にさんまの水揚げ高は 3万 3371トン、金額は 19億 2600万円となり、本州一となっ

た（『読売新聞』2007.9.14）。 
3 発電用施設周辺地域整備法、電源開発促進法、電源開発促進対策特別会計法を指す。 
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開始すると、翌 1985 年度には 1 号機の固定資産税が納入され、決算期の歳入総額は 54 億

4027万となった。固定資産税は地方税に含まれ、自主財源とみなされることから，1985年

度の女川町の財政力指数は 1.47 となり、前年度の 0.58 から大きく改善した（女川町役場

企画課 1991: 175）。1985 年度以降，1989 年度の 2 号機着工，1996 年度の 3 号機着工と、

いくつかのタイミングで固定資産税は大幅に増額し、震災直前の 2010年度の一般会計にお

ける決算期の歳入総額は 61 億 5420 万円（うち固定資産税は 36 億 895 万 9000 円）にまで

達していた（女川町 2014: 102-106）。 

原発建設・誘致決定後は、1980 年度以来制度の拡充がすすめられた電源三法交付金、東

北電力の協力金・寄付金が町行政にもたらされるようになった。女川町行政は、水産加工

業・商工業、そして一般の町民が広く利益を享受できるよう、原発関連財源を活用して公

共施設等の整備を進めた。町内公共施設については、原発交付金のなかで主に「電源立地

促進対策交付金」が費やされ、事業費 10億円を超える大規模な公共施設が次々と整備され

ていった（表 3-1）。 

 

表 1 震災前に電源立地促進対策交付金によって整備された女川町内施設（単位：千円）4 

施設名 実施年度 事業費 交付金額

生涯教育センター 1980～1982 1,041,847 852,447

総合体育館 1982～1983 796,459 647,189

市場排水終末処理施設 1989 307,455 250,000

ごみ焼却場 1990 627,270 498,000

水産観光センター 1992～1993 1,831,900 1,390,000

町立病院 1995～1996 3,550,772 1,546,804

地域福祉センター/老人保健施設 1997～1998 1,747,900 770,000

町民第二多目的運動場 1997～1998 1,045,650 526,250

一般廃棄物最終処分場 1999～2001 1,012,800 600,000

町道横浦大石原浜線 2004～2006 1,627,500 1,109,000

温泉温浴施設 2005 309,750 248,152
 

出典：女川町企画課原子力対策係提供資料「女川町の原子力行政」p21-27 

 

 

 

                                                   
4 同資料に掲載の電源立地促進対策交付金を活用して整備された女川町の公共施設のうち、事業費が 3億

円を超えるものを抜粋した。同交付金は建設された施設の運営事業（総合運動場・障害教育センター・町

立病院など）、インフラの修繕事業（上水道など）にも利用されているが、本表にはこれらの事業は含めず、

新規に整備された施設・インフラのみを対象とした。なお女川町立病院は 2011年 10月より、介護施設と

一体化した「女川町地域医療センター」に名称を変更した。 
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第 3項 災害前の産業団体 

災害前の女川町では、産業団体が政治的影響力を有していた。とりわけ水産加工業と商

工業を代表する産業団体が、地域振興の方向性――その内実は原発の受益の配分――をめ

ぐって協調と対立を繰り返していた。 

水産加工業を代表する産業団体としては、女川魚市場買受人協同組合（以下、「買受人組

合」と表記）が挙げられる。買受人組合は、先述した共同製氷施設の整備と漁船誘致を主

導した。同組合が主導する共同製氷施設の整備は、1980 年の水産物産地流通加工センター

事業を機に進められた。同センターは建設総額 2億 8000万円のうち、国・県から 1億 2865

万 9000 円の補助金、女川町から 2800 万円の交付金をうけて整備された。そして事業整備

後、買受人組合は借入金償還にかんする請願書を町議会に提出し、その結果、女川町より 1

億 2000万円が交付（償還）された（女川魚市場買受人協同組合 1998: 38）。結果的に、買

受人組合は共同製氷施設の整備費の大半を、町の財源をはじめとする公的財源で補填する

ことができた。なお共同製氷施設については、施設稼働にかかるコストのうち電力料金が

占める割合が大きいため、買受人組合は東北電力および女川町に、電力料金の引き下げの

請願・陳情を行っていた。東北電力はこうした買受人組合の請願・陳情をうけ、段階的に

電気料金を引き下げていった（女川町 1991: 248）。 

漁船誘致は東北電力の原発建設協力金の一部（6億円）で設置された女川町産業関連振興

特別基金（1979年）が財源となった（女川町 1991: 67-68）。 

 女川原発建設後の水産加工業の振興のなかで、少なくない原発関連財源が適用されてい

た。そして東北電力により、直接的・間接的な町内水産加工業への支援が行われていた。

買受人組合は東日本大震災の直前までに、確固たる財政基盤を築き、名実ともに町内最有

力の産業団体に成長していった。 

商工業を代表する産業団体としては、女川町商工会が挙げられる。震災直前の商工会に

は約 340 事業者が加入していた5。商工会の主な活動は商工事業者への指導・連絡、情報提

供であったが、女川町商工会はとりわけ、各種イベントの開催と運営を通じて地域外の消

費者・観光客を呼び込む活動に注力していた。商工会は恒例のイベントである「女川港ま

つり」「さんま収穫祭」などのイベントの運営者・事務局として、女川町のまちづくりを牽

引する存在となっていた。さらに 1990 年代以降は、「水産と観光のまち女川」というテー

マを掲げ、電源立地交付金を活用して建設された水産観光施設（マリンパルおながわ）を

活用し、毎月のように「うにまつり」「たらまつり」といったイベントを開催していた。 

女川町商工会は、イベントの開催を通じてまちづくりにかかわるとともに、自主的に女

川町におけるまちづくりの活性化を協議する機会も設けていた。2010 年 5 月頃、女川町経

済懇話会総会の講演で、七十七銀行が 2035 年に女川町の人口は 6000 人程度になるという

統計を発表した。この発表をうけ、人口の維持回復およびまちの活性化のための施策を勉

                                                   
5 2014年 11月 14日に実施した女川町商工事業協同組合へのインタビュー調査時に閲覧許可をいただいた

商工会名簿より。ただし商工会名簿の作成時期は 2012年であったため、震災後に廃業・脱会した事業者、

新たに加入した事業者が含まれている可能性がある。 
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強するという目的で、商工会は 2010 年 6 月に「女川まちづくり塾」を立ち上げた。「女川

まちづくり塾」は月に 1 回開催され、ここに集った商工業者らは専門家を交えて、中長期

的な女川のまちづくりや産業のあり方について議論を進めていた6。 

女川町商工会には町内で事業を行うほぼすべての事業者が加入しており、同会は若手か

ら年配者まで幅広い人材を抱えていた。商工会は町内のコミュニティ組織のなかでも、女

川町のまちづくりについて、行政から独立した立場をとりながらも、自ら政策的な構想を

描く能力を有し、実践していた。 

 

第 4項 津波被害 

女川町は海岸線が複雑に入り組んだリアス式地形をもち、平地はごく限定されている。

このようなリアス式地形のため、2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震にとも

ない 10m を超える津波に襲われた。津波は町中心部と離半島部の狭小な地形を遡上し、町

に甚大な被害をもたらした。女川町は市町域に占める津波浸水面積の割合が少ない一方で、

人的被害・住家被害が甚大である。 

  

 
図 3 女川町の中心部の地区別死亡率（谷 2012: 12） 

 

女川町では津波による死者・死亡認定者が 827名を数え（2015年 3月 1日時点）、住居被

害については住宅総数 4411 棟のうち被害住宅総数は 3934 棟（89.2％）、うち全壊は 2924

棟（66.3％）に及んだ7。 

 産業の被害も甚大であった。町内の商工業者も津波被害をうけ、廃業の危機に直面した。

                                                   
6 2013年 3月 8日に実施した女川町復興連絡協議会へのインタビュー調査より。 
7 女川町、「女川町の被害状況」女川町ホームページ（http://www.town.onagawa.miyagi.jp/ayumi.html、

2016年 4月 21日取得） 
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とりわけ、町内の基幹産業である水産業の被害は深刻であった。町の水産業の被害総額は

約 370 億円を計上し、町全体の被害総額の 50％弱を占めた。震災前までに成長をとげてい

た町内の主要な水産加工業者にかんしては、年商 20億円を超える水産加工業者 4社のうち

3 社、年商 10 億円を超える 5 社のうち 3 社が、津波により工場等の生産設備が壊滅した。

そして津波被害が比較的軽微であったのは、町内内陸部の浦宿地区に立地していた年商 20

億円以上の 1社、10億円以上の 1社のみであった（廣田 2013:101-102）。 

津波は、交通拠点・行政機構にも被害をもたらした。JR 仙石線の終着駅であり、女川町

と石巻都市圏・仙台都市圏を結んでいた女川駅の庁舎は、津波により流失し、JR 仙石線の

運行（石巻駅～女川駅）は中断した。そして行政機構については、町中心部に位置してい

た役場庁舎が津波により流失し、2011 年 7 月 19 日にプレハブ造の仮庁舎が完成するまで、

町は被災を免れた小学校・中学校に災害対策本部を設置し、行政業務を行うこととなった8。 

地震と津波による女川原発への影響も確認しておきたい。地震発生後、女川原発の敷地

には 13m の津波が押し寄せ、外部電源の 5 系統中のうち 3 系統が遮断された。そのため女

川原発では、核燃料を残り 2 系統の外部電源のうち地震・津波発生時に点検中であった 1

系統を除く、1 系統のみで冷却するという、まさに綱渡りの対応を迫られることになった。

しかし幸いにも、女川原発では過酷事故の発生が回避された。女川原発では緊急対応のあ

と、2011年 3月 11日を機に発災時に定期点検中であった 2号機を含め、原子炉 3基はすべ

てが冷温停止状態となった（篠原 2012: 101-103）。 

 

第 2節 女川町の災害過程／復興過程 

 

第 1項 避難生活・仮の生活の局面 

宮城県では都道府県の調整により、内陸市町村の宿泊施設等における二次避難所の設置

が進められた。女川町における域外への二次避難者は 238 名に上った（宮城県震災復興企

画部地域復興支援課 2011）。 

津波被害をうけ、女川町行政は 2011年 11月 6日までに、町内外 30カ所・1285戸の仮設

住宅を建設した。仮設住宅の建設にあたり、町行政が直面したのは、住宅建設に適した平

地が少ないという同町の地形的な制約であった。こうした地形的な制約から、仮設住宅団

地の一部は町外に建設された。東日本大震災においては、民間事業者の賃貸住宅を仮設住

宅として活用する制度（みなし仮設住宅制度）が被災地域において広範に適用されたが、

女川町においては震災発生前より持ち家住宅率が高く、民間事業者の賃貸住宅のストック

が比較的少なかったことから、被災者への仮設住宅供与は団地型のプレハブ応急仮設住宅

が大半を占めることになった。仮設住宅の入居率の経年推移に着目すると、女川町では震

災発生から 5年が経過した 2016年 3月時点でも、多くの住民が仮設住宅に入居している（図

                                                   
8 女川町の災害対策本部は 2011 年 3月 12日に女川第一中学校校長室に設置された。その後、災害対策本

部は 3月 14日に女川第二小学校に移り、仮設庁舎建設までの町の災害対応にかんする業務はこの場で行わ

れた（女川町 2015: 50-53）。 
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4）。女川町では住宅基盤整備事業が 2018 年度に完了したが、仮設住宅に住み続けながら 5

年以上にわたり、復興事業の進行・完了を待っていた方が一定の割合でみられた。 

 

 
図 4 女川町における仮設住宅入居状況の経年推移 

出典：宮城県ホームページ、宮城県保健福祉部震災援護室「応急仮設住宅の入居状況」

（http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/nyukyo-jokyo.html、2016年 12 月 10日取

得）をもとに筆者作成 

 

なお女川町は、震災後に人口が大幅に流出した地域として知られている。永松伸吾は東

日本大震災における人口流出が特に顕著な自治体として、宮城県内では山元町、南三陸町、

そして女川町を挙げている。永松の分析によれば、女川町の人口は震災発生から 2 年目以

降の人口増加率（2012年 3月 1日～2015年 8月 1日）が－15%を下回っている（永松 2016: 

34-35）。 

 

第 2項 復旧の局面 

 本稿では復興計画の策定までの期間を「復旧期」と位置づけ、この時期の女川町におけ

る主な出来事とその推移を記述する。 

 

第 2項-1 女川町の復興計画と復興事業の概要 

女川町の復興計画・復興事業の特徴は中心部における事業面積約 200ha に及ぶ土地区画

整理事業である。このなかで、被災市街地復興土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、

津波復興拠点整備事業、災害公営住宅建設事業といった複数の事業が並行して実施されて

いる。それぞれの復興事業ごとに区域が分断されているのではなく、単一の事業区域にお

いて事業が展開されていることも、女川町の復興事業の特徴である。 
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女川町行政は中心部の土地利用の理念・目標として、女川の元の地形を活かしつつ、中

心部をまちの「へそ」（コア）として位置付けたうえで、ここに行政・医療・福祉・交通・

教育・商業の拠点を集約させ、コンパクトで拠点性のある市街地を形成することを掲げて

いる（須田 2015: 74-75）。図 5は女川町中心部の土地区画整理事業における土地利用計画

を示している。土地区画整理事業地区内は、住宅エリア・商業エリア・工業エリアに区分

されている。住宅エリアでは丘陵における切土・盛土、かさ上げによって住宅団地が造成

され、町から換地・借地をうけて自ら住宅を建設する者の用地が整備されるほか、災害公

営住宅が建設された。 

商業エリアにかんしては、被災した女川駅に替わって新たに整備される新女川駅の周辺

に配置され、駅前にはテナント型商店街・物産センター・地域交流センター等が整備され

る計画となっている。工業エリアにかんしては、女川魚市場の後背地に配置され、水産加

工団地が整備されるとともに、水産加工業者の事業用地が提供される計画となっている。 

 

 

図 5 女川町中心部における土地利用計画の概要 

出典：女川町第 2回復興まちづくり説明会（町中心部）資料（2012年 6月～7月実施） 

 

他方で、町内の離半島部に立地する 15の集落では、復興事業として高台移転をともなう

防災集団移転促進事業・漁業集落防災機能強化事業（計 54ha）が計画・推進されている。 

中心部における土地区画整理事業の進捗とは対照的に、離半島部の集落における復興事業

の計画策定および復興事業にかかわる政策手続きはやや遅れた。離半島部各集落において

は、2013 年度以降に、町行政によって高台移転の事業計画の策定が急速に進められた。し

かしながら、漁業集落において浸水した旧住区における跡地利用にかんしては、防災集団

移転促進事業に土地の集約、建築制限などの面で制約があることから、有効利用に向けた
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模索が続いていた。漁業集落の跡地利用を進める切り札となったのが、漁業集落防災機能

強化事業である。女川町では全 15集落において、漁業集落の跡地利用を目的とする地盤か

さ上げなどを実施する目的で、同事業が適用された9。 

 

第 2項-2 復興計画の策定過程  

 女川町行政は、2011 年 5 月 1 日に町長を部長として復興関連業務を総括する「女川町復

興推進本部」を立ち上げるとともに、「女川町復興計画策定委員会」を組織し、復興計画策

定に向けた課題整理と協議を進めていった。委員会は 12名の委員と 2名のアドバイザー（学

識経験者）、5名の事務局（町職員）で構成された。12名の委員のうち 6名が大学教授・専

門家・宮城県関係者であり、6名が女川町関係者であった。町関係者からは女川魚市場買受

人協同組合、女川町商工会、女川町観光協会、宮城県漁業協同組合女川支所、女川町区長

会、女川町婦人会から代表者が 1名ずつ委員に就任した10。 

委員会は 2011 年 8 月 10 日の復興計画案とりまとめ、最終答申作成までに計 5 回開催さ

れた。この復興計画策定の過程で、町行政が住民参加施策として実施したのが、一般の町

民を対象として復興計画の内容を検討することを目的とする復興計画公聴会であった。町

行政は公聴会について、中心部・離半島部の地区別に 4 会場を設置・開催したうえで、産

業団体の連合組織である「女川町復興連絡協議会」（後述）に対しては別途開催した。公聴

会は 2011 年 5 月 22～28 日に第一回が開催され、7 月 20～22 日により具体化された復興方

針・計画案をもとに第二回が開催された（『おながわ復興ニュース』第 4 号）。公聴会には

女川町長と復興計画策定委員が出席し、復興方針の三本柱（「安心・安全な港町づくり」「港

町産業の再生と発展」「住みよい港町づくり」）をもとに、中心部における暫定的なゾーニ

ング案、高台移転候補地などが提示され、住民との意見交換がなされた（女川町 2011b）。 

他方で、離半島部の復興計画策定については、女川町行政と地域住民のあいだで認識の

齟齬が生じていた。女川町復興計画策定委員会は、復興計画公聴会の第一回（2011 年 5月）

に、離半島部で高台移転事業を実施する計画案を住民に提示した。ただしこの高台移転案

は、町内離半島部に位置する 17の集落において集落ごとに実施するものではなく、公共施

設へのアクセス、造成可能性などを考慮した 4 か所に集落を集約したうえで実施するとい

う内容であった。こうした町行政の離半島部における集落の集約をともなう高台移転案に

ついて、公聴会の場において住民より反対意見が噴出した。町行政はこの意見を復興計画

策定委員会にて検討したのち、第二回公聴会でさらに住民より集約反対の意見・要望が寄

せられたことをうけ、最終的に復興計画から集落の「集約化」についての記載を削除する

ことを決定した。 

                                                   
9 女川町復興整備計画（平成 24年 3月 30日公表～第 29回変更（平成 29年 4月 5日公表））、女川町ホー

ムページ（http://www.town.onagawa.miyagi.jp/hukkou/seibikeikaku.html、2017年 8月 3日取得）． 
10 女川町復興計画策定委員会活動報告・第 1回委員会（平成 23年 5月 1日）・資料 1「女川町復興計画策

定委員会委員名簿」、女川町ホームページ 

（http://www.town.onagawa.miyagi.jp/hukkou/pdf/iinkai/01_meeting/01_meeting_appendix1.pdf、2017

年 8月 2日取得）． 



科研費基盤(A)19H00613 2019 年度報告書 現地調査グループ 

11 

 

 

第 2項-3 産業団体の連合による復興まちづくり団体の創発 

 女川町では発災直後の 2011年度初頭に、買受人組合・商工会など、前災害期より町内中

心部を活動の拠点としていた産業団体の幹部らが主導して、産業団体の連合組織である女

川町復興連絡協議会（以降、「FRK」と表記）を設立した。FRKの役員には、買受人組合、商

工会、漁協、観光協会などの、前災害期に台頭していた主な産業団体の代表者が就任した。

FRKは復興計画の策定にさきだち、女川町行政・町議会と協議を重ね、町の産業団体・産業

従事者の要望を復興計画に反映させるための働きかけをおこなった。 

 

表 2 女川町復興連絡協議会の役員構成 

最高顧問 顧問 会長 副会長 幹事 理事 監事 事務局 計
買受人協同組合/水産加工研究会 1 2 － 1 － 4 1 1 10
商工会 － － 1 1 － 12 1 1 16
漁業協同組合/魚市場 － 1 － － 1 4 － － 6
観光協会 － － － 1 1 － － 1 3
その他 － － － － － 9 － － 9  

出典：女川町復興連絡協議会提供資料（平成 24年度第一回通常総会議案書）より筆者作成 

 

FRKは商工会長（町内水産加工会社社長）を発起人・会長として、2011年 4月 19 日に設

立された。FRKは設立以降、水産や商業といった委員会ごとの協議、すべての委員会が一同

に介する全大会による協議を重ねていった。その協議の結果は FRK がまとめた災害復興計

画案に結実されていった。FRKがまとめた復興計画案のなかで、特に強調されていた論点は

「経済的復興」であるといえる。 

 

女川の経済基盤を構築しているのは水産業及び関連する商工業である。女川湾や全

面に広がる三陸の海は世界の三大漁場と呼ばれ、女川にとってかけがえのない資産

資源である。これらの財産、立地上のアドバンテージを活かせる水産業の復興無く

しては女川の経済的復興はあり得ないと言える11。 

（女川町復興連絡協議会提供資料「女川町復興計画の基本的考え方」p7） 

 

産業団体の連合組織である FRK にとって、町の復興の課題については、第一に経済的復

興があった。そして FRK にとって経済的復興は、町の主要産業であった水産業と商工業を

はじめ、産業間の連携によって付加価値・波及効果を生み出すことで、中・長期的に実現

を目指すべきものであった。 

こうした FRK による復興計画の提案を，女川町行政・町議会が無下にすることはなかっ

た。当時、町行政が検討を進めていた復興計画案は、防災・インフラ整備などのハードに

係る事業が中心となっており、FRKの復興計画案のなかで強調されていた経済的復興にかん

                                                   
11 下線は資料において赤字で強調されていた箇所。 
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する視点は限定的であった。FRKの復興計画案は、町行政の復興計画に欠けている視点を補

うという意味で、町行政の担当者にとっても魅力的に映った12。こうして FRKの提案は、町

中心部を一体的に整備する 220ha の被災市街地復興土地区画整理事業の内容、中心部を防

潮堤で囲わないことなど、その大半が後に町の復興計画の骨子として反映された。 

女川町の復興体制は、原発誘致・稼働後に台頭した町中心部を活動の拠点とする複数の

産業団体が、災害復興という非常事態に直面するなか結束を強めたことにより構築された。 

 

第 3項 復興の局面 

 本稿では復興計画の策定以降から今日までの期間を「復興期」と位置づけ、この時期の

女川町における主な出来事とその推移を記述する。 

  

第 3項-1 復興まちづくり推進協議会と関連協議体 

女川町では 2011年 9月の復興計画の策定後、住宅基盤整備と産業基盤整備の政策領域を

横断・総合した復興体制が構築された。女川町行政は 2011 年 11 月に、復興計画の推進・

進捗管理と町内各種団体との連携を目的に「女川町まちづくり推進協議会」（以降、「推進

協議会」と表記）を設置した。推進協議会の委員は 11名で構成され13、5名が町役場各課（企

画課・町民課・健康福祉課・水産農林課・生涯学習課）の課長、残りの 6 名は復興計画の

策定委員をつとめた買受人組合、商工会、観光協会、漁業協同組合、区長会、婦人会の代

表が就任し、推進協議会の会長には買受人組合の代表が就任した。 

推進協議会には 3 つの作業部会（港まちづくり部会・健康まちづくり部会・心豊かな人

づくり部会）が設置された。作業部会で集約された住民の意見は復興推進本部で検討され、

町の復興計画・復興事業の方針の決定と内容の修正に反映されていくことが、活動の前提

として明示された（図 6）。 

                                                   
12 2017年 3月 28日に実施した女川町産業振興課公民連携室へのインタビュー調査および、同室に提供を

うけた資料（「女川町の復興まちづくり」）より。 
13 設立以降、推進協議会の役員構成は年度が進むにつれて変化している。平成 28年度（2016年度）の推

進協議会の役員数は 10名となっている。最大の変化は、設立当時に委員を務めていた町役場課長が退任し、

新たに 4名の町内団体・組織の代表（地域医療センター・社会福祉協議会・PTA（2名））が委員に就任し

たことである。なお、設立当時に委員に就任した 6名の町内団体の代表は留任している（女川町ホームペ

ージ「住民参加のまちづくり/まち活」

http://www.town.onagawa.miyagi.jp/hukkou/pdf/working/h28_machidukuri_taisei.pdf、2017 年 8月 3

日取得）。 
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図 6 女川町における復興計画策定後の計画実施体制 

出典：『おながわ復興ニュース』第 7号（2011年 12月 1日刊行） 

 

2012 年度に入ると、町役場は 6 月に「まちづくりワーキンググループ」（以降、「WG」と

表記）を設置した14。WGのメンバーは登録制であり、推進協議会委員から推薦された者と公

募により決められ、商工会青年部、観光協会などの産業団体、有識者なども入る多様な性

別・世代・出身団体の関係者が約 60 名参画した15。この背景には、町行政が復興事業の実

施計画の策定にむけて、公共施設の配置などを検討するため、広く住民の要望・意見を集

める必要性を認識したことがある。推進協議会の委員は地域団体の代表者が務めていたが、

WGのメンバーは地域団体の代表者に限定されていたわけではなかった。WGの設置以降、復

興推進本部と推進協議会が復興計画の進捗管理を行い、WG が復興事業にかんする住民への

情報提供・意見の集約をおこなうという役割分担がなされるようになった。 

2013 年度に入ると、WG などで集められた住民の意見を具現化するための協議体として、

2013年 9月 11日に「女川町復興まちづくりデザイン会議」（以降、「デザイン会議」と表記）

が設置された。デザイン会議の目的は、町全体の復興事業の実施計画を港町の景観形成に

資するものにすることであった。この観点から、デザイン会議の委員に土木工学・建築学

を専門とする学識経験者 3名が就任した16。デザイン会議では中心部・離半島部の住宅団地、

                                                   
14 WGの事務局・企画運営は、町復興推進課が担当している。 
15 『女川町まちづくりワーキンググループ瓦版』創刊号（平成 24年 7月 9日発行）および、2013 年 3月 8

日に実施した女川町復興推進課へのインタビュー調査、2017年 3月 28日に実施した女川町商工会担当者

へのインタビュー調査より。なお、活動が開始するとともに参加率の高い中核的なメンバーは 20～30名程

度になっていった。商工会担当者の証言によると、WGのメンバーの約半数ほどが FRKのメンバーであった

という。 
16 東北大災害科学国際研究所の平野勝也准教授が委員長に就任した。女川浜の住宅団地検討部会の部会長

には東京都内の自治体でまちづくりアドバイザーなどを務めた経験をもつ宇野健一氏、JR女川駅前シンボ
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駅前の商業エリアを含む地区について検討部会が設置され、この検討部会のなかで各地区

の景観形成が協議された。会議の参加者は学識経験者を除いては、町長・3名の委員、町各

課担当者、復興事業・建設事業者（UR・女川まちづくり JV）といったメンバーが中心であ

り（椎貝・下田 2016: 36-37）、参加・発言はどのような住民も可能であった。また、デザ

イン会議には高校生から 40代までの若手が参加していた（岩本 2015）。 

デザイン会議は WG との連携を前提に設置された協議体であり、オブザーバーに WG メン

バーが参加し、WG の検討部会の協議内容はデザイン会議における検討内容に反映されてい

った17。そしてデザイン会議の成果は「女川町まちづくりデザインのあらまし」にまとめら

れた18。なお、デザイン会議は 2014 年度までは月 1 回、2015 年度以降は隔月で開催されて

おり（椎貝・下田 2016: 36）、本稿執筆中の 2019年度も開催が継続されている。 

2014 年度以降、町が運営する復興協議組織は再編をむかえていった。町行政は住民参加

にもとづく復興協議組織について、その役割を①参画と意見反映の場、②学びと実践の場

に整理し、グループ分けをした。前者についてはメンバー登録制をとり、「町民ワークショ

ップ」「公共施設町民会議」などが整備された。これらの協議組織のメンバーについては、

町内団体・町役場担当課が推薦したメンバーとともに、WG に登録されたメンバーのからも

募集・派遣がなされた19。後者については自由参加であり、「まち活」と呼ばれるさまざま

なまちづくりにかんするイベント――講演会・実践講座・まちカフェ・まち歩き・先進地

視察・ワークショップ等――が企画・実施された。 

2014年度に再編された女川町の復興まちづくりの体制は、2019年度現在も一般住民への

門戸を広げながら継続されている。復興期の女川町における WGをはじめとする復興協議の

場では、一般住民の広範な参加をもとに、復興まちづくりにかんする多様な課題について

検討がなされている。 

 

第 3項-2 女川駅前商業エリア整備とその推進体制 

 震災発生後、女川町の復興の象徴として言及されているのが、女川駅前の商業エリアで

ある。津波により流失した JR 仙石線は、2015 年 3 月 21 日に渡波駅～女川駅が運行された

ことにより全線開通した。仙石線の開通のタイミングに合わせるかたちで、新女川駅舎が

2015 年 3 月 21 日にオープンした。さらにその後、2015 年 12 月 23 日には駅前のテナント

                                                                                                                                                     
ル空間検討部会の部会長は小野寺康氏が就任した（『石巻かほく』2013.9.17）。 
17 『2015年度女川町まちづくりワーキンググループ最終報告会だより』（女川町ホームページ「平成 25年

度女川町まちづくりワーキンググループ定例会だより」

http://www.town.onagawa.miyagi.jp/hukkou/pdf/working/h25/h25_teirei03.pdf、2017年8月7日取得）。 
18 2017年 8月 7日現在、「まちづくりデザインのあらまし」は初版（2013年 12月 23日）、第 2版（2014

年 11月）が作成されている（女川町ホームページ「復興まちづくりデザイン会議」

http://www.town.onagawa.miyagi.jp/hukkou/design.html、2017 年 8月 7日取得）。 
19 『2015年度女川町まちづくりワーキンググループ第 3回定例会だより』（女川町ホームページ「平成 25

年度女川町まちづくりワーキンググループ定例会だより」

http://www.town.onagawa.miyagi.jp/hukkou/pdf/working/h25/h25_teirei09.pdf、2017年8月 3日取得）、

2014年 3月 26日に実施した「平成 25年度女川町まちづくりワーキンググループ活動実績報告会」参与観

察・フィールドノーツより。 
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型商店街「シーパルピア女川」がオープンした。 

 

 

写真 1 女川駅前のまちびらきイベントに集う人々と新女川駅舎 

出典：筆者撮影（2015年 3 月 21日） 

 

駅前商業エリアのテナント型商店街については、2015年 12月 23日のオープン記念イベ

ントの時点で飲食店・物産店など 27店舗が入居していた（『石巻かほく』2015.12.23）。そ

の整備にさいして、女川町は経済産業省の「津波･原子力災害被災地域雇用創出企業立地補

助金」（以降、「津波・原子力立地補助金」と表記）を申請・活用している。津波・原子力

立地補助金の対象事業は「製造業等立地支援事業」「商業施設等復興整備補助事業」の二種

類があり、女川町は後者を実施している。事業の目的は、東日本大震災の津波浸水地域・

原子力災害被災地域（岩手県・宮城県・福島県）における地域商業機能の回復促進、住民

の帰還・産業立地の促進を図ることである20。町は津波・原子力立地補助金を活用し、テナ

ント型商店街の事業費の 7割を補助金にて充当している。女川町の商工業者にとっては、

津波・原子力立地補助金の補助が得られるテナント型商店街に加わることで、初期投資と

維持管理経費を抑えながら、事業を再開することができるというメリットがあった。 

商工業エリアの整備とその推進体制の特徴としては、中心部のエリアマネジメントを行

う「まちづくり会社」（TMO）の立ち上げが挙げられる。女川町行政は 2013 年 5 月 25 日に

「中心部商業エリア復興まちづくり説明会」を開催し、中心部の商業エリア整備をおこな

う協議組織の設立案を商工業者に提示した21。この提示をうけ、2015年 6月に「女川町中心

市街地商業エリア復興協議会」（以降、「商業エリア復興協議会」と表記）が設立された。

                                                   
20 みずほ情報総研ホームページ「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金（商業施設等復興整

備補助事業）」（https://www.mizuho-ir.co.jp/topics/tsunami-ritti/index3.html、2017年8月8日取得）． 
21 2013年 4月に町産業振興課の呼びかけにより設立準備会が立ち上げられていた（2017年 3月 28日に実

施した女川町商工会担当者へのインタビュー調査より）。 



科研費基盤(A)19H00613 2019 年度報告書 現地調査グループ 

16 

 

商業エリア復興協議会の役員には商工会・FRK のメンバーを中心とする 21 名が就任した。

協議会における論点は、FRK がまとめた復興計画案と、それを反映させた復興計画の実現に

ついて、特に町の産業復興の鍵を握る中心部の商業エリアの整備を、誰が主体となって進

めていくのかという点に集約された。2013 年度の時点で町行政は、災害公営住宅整備など

の住宅基盤整備事業を進めるなか、中心部の商業エリア整備にマンパワーを投下すること

には限界があった。他方で商工会・買受人組合などの産業団体も、組合員である個々の事

業者が経営を再開するための支援に注力する必要があり、町行政と同様に中心部の商業エ

リアの整備にマンパワーを投下し、その整備を担う主体となることは困難であった。そこ

で、商工会のメンバーによって TMOの立ち上げが企図されたのである。TMOの立ち上げとい

う案は、FRKに集った商工会のメンバーによって、すでに震災前に検討されていたものであ

った。商工会のメンバーが TMO の設立を企図したのは、エリアマネージャーとなる組織を

整備し、中心部の商業エリアの整備を担う主体を明確にすることであった22。 

テナント型商店街の事業運営をおこなうエリアマネージャーとしての役割を果たす組織

として、2014 年 6 月に TMO である「女川みらい創造株式会社」（以降、「みらい創造」と表

記）が設立された。みらい創造の役員については、社長に町観光協会会長、取締役相談役

に商工会長が就任し、6名の経営陣が構成された。そのうちの 1名には唯一の町外出身者と

して、石巻都市圏において会社経営の改善に実績を残してきた近江弘一氏が加わり、同社

の専務取締役に就任のうえ、近江氏は会社の経営実務を担当することになった23。みらい創

造は津波・原子力立地補助金の第二次公募（2014 年 10 月～2015 年 3 月）に申請し、2014

年 12月に「まちなか再生計画」が事業認可を受けた。 

こうした町内の商工業に係る団体の動きを、女川町行政も側面から支援していった。町

行政は「女川みらい創造」の設立に先立ち、2014 年 4 月に産業振興課内に「公民連携室」

を設置し、3 名の職員を充当し、町役場内部にまちづくり会社を支援する体制を整備した

（『石巻かほく』2014.3.28）。公民連携室の業務は、中心部商業エリアの事業地区における

用地・権利の調整、「津波･原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」など各種補助金

申請等に係る国との調整、「まちなか再生計画」等の事業計画の作成支援を担い、女川みら

い創造の経営・活動の支援を行うことである。 

このように、女川駅前の商業エリア整備および、みらい創造の経営については、商業エ

リア復興協議会に参画した様々なステークホルダーが関与している。みらい創造の会社組

織の立ち上げについては商工会が担当し、事業計画の策定や国・県との調整については公

民連携室が担当する。そして会社経営については商業エリア復興協議会の商工会メンバー

にくわえて、町外より招聘された近江氏により構成される経営陣が担うという役割分担が

なされるようになった。 

                                                   
22 2017年 3月 28日に実施した女川町商工会担当者へのインタビュー調査より。 
23 近江氏は 2006年に町の「女川スポーツコミュニティ構想」をうけ、社会人サッカーチーム「コバルト―

レ女川」を設立した人物である。また、石巻都市圏の地域紙を発行する石巻日日新聞社の取締役をつとめ、

同社の経営を改善させた経験・実績を有していた（近江 2016: 30）。 
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図 7 女川町_駅前テナント型商店街の運営体制 

出典：守山久子「「町有地＋テナント店舗」をまちづくり会社が運営、女川町」『新・公民

連携最前線、PPPまちづくり』（2015.7.28配信）

http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/15/434167/072600005/?P=3 

 

女川町の復旧の局面、復興の局面における復興体制を、以下の図に示した。 

 

図 8 女川町の復興体制（復旧の局面） 
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図 9 女川町の復興体制（復興の局面） 

 

第 3項-3 復興と原発の関係 

女川町では復興計画の策定および、復興事業の運営過程では、原発が争点となる機会が

みられなかった。先述の WGの成果報告会の場においても、配布資料には女川原発について

記述がみられず、WGのメンバーが原発について言及することはなかった24。 

そもそも、FRKによる復興の提案、そして女川町行政がまとめた復興計画には、女川原発

にかんする具体的な内容がみられなかった。この点に関して、反原発派の議員から、原発

事故発生時の安全対策について、復興計画に明記するよう異議申し立てがなされた（『河北

新報』2011.9.14）。また、復興計画公聴会の場においても、参加した住民から、復興計画

のなかで女川原発の位置づけを明確にするべきという意見が挙げられた。こうした町議会

議員・住民の意見に対して、町行政は「引き続き安全を目指した取り組みを進めるよう事

業者に要請する。復興計画は町民の生活基盤にかんする項目に限定し、発電所との共生に

ついては別途検討する」との姿勢を示し、復興計画のなかでは女川原発に関する記載をし

ない方針を示した25。再稼働を含めて、女川原発に関連する社会的課題は、町の復興を牽引

していた産業団体や町行政にとって、復興の過程で積極的に論じるべきものではなかった。 

 

〔2012年度時点で〕再稼働の是非を議論する段階ではない。自立的発展に向け、水

産業と観光業を軸にしたまちづくりを目指す。 

（女川町長・『河北新報』2012.12.22）． 

                                                   
24 2014年 3月 26日に実施した「平成 25年度女川町まちづくりワーキンググループ活動実績報告会」参与

観察・フィールドノーツより。 
25 女川町復興計画策定委員会活動報告・第 3回委員会（平成 23年 6月 10日）・資料 1「公聴会の結果をふ

まえた女川町復興方針・計画への反映内容」、女川町ホームページ 

（http://www.town.onagawa.miyagi.jp/hukkou/iinkai_00.html、2017年 8月 9日取得）． 
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復興が最優先の今、混乱は避けたい。再稼働が 16年度以降に延びたことは，正直ほ

っとしている。 

（女川町関係者・『河北新報』2013.6.13） 

 

 しかしながら 2018 年度以降、女川原発 1 号機の廃炉が決定し、2 号機の再稼働をめぐる

政治的判断の時期が間近に迫っていることに伴って、女川原発をめぐる情勢は、町外にお

いてめぐる情勢が目まぐるしく動き始めている。 

2019年度に女川原発 2号機の安全審査が事実上「合格」し、2020年度は東北電力が 6年

と約 3400億円をかけて実施してきた 2号機の安全対策工事が終了予定である。女川原発の

廃炉・再稼働に対して、女川町の政治リーダー・地域住民が行使することのできる影響力

は限定的である（黒田・辻 2019）。とはいえ、震災前から女川町の財政・産業振興・厚生

に受益をもたらしてきた原発の廃炉・再稼働の動向は、2020 年度以降も継続する女川町の

復興過程にも多大な影響を及ぼすと考えられる。 
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参考資料 1：女川町の復興と原発に関する年表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 月 復興計画・復興事業 女川原発

4月～9月
・「女川町復興連絡協議会（FR K）」の設立（4/19）

・『女川町復興計画』策定（9/15）

10月～3月

・女川町まちづくり推進協議会の設置（11月）

―委員11名（町役場各課＋買受人組合、商工会、観光協会、漁業協同組合、区長会、婦人

会）

4月～9月

・女川町まちづくりワーキンググループの設置（6月）

―メンバーは登録制。商工会青年部、観光協会などの産業団体、有識者なども入る多様な

性別・世代・出身団体の関係者が約60名参画

・防潮堤本体工事完了（4/26）

10月～3月

・マスカー（女川魚市場買受人協同組合冷凍冷蔵施設）操業（10/15）

―事業費20億円。カタールのフレンド基金により建設

・被災市街地復興土地区画整理事業（中心部・約196.1ha）の事業計画策

定（2013/3/6）

・宮城県防災会議「宮城県地域防災計画（原子力災害対策編）」見直し

（2013/2/1）

※従来のEPZ  (原子力施設から半径8～10km 圏内)からU P Z（半径30km 圏内）への拡大を

明記

4月～9月

・特定非営利活動法人アスヘノキボウの設立（4/3）

・女川町復興まちづくりデザイン会議の設置（9月）

―参加者は町長・3名の委員、町各課担当者、復興事業・建設事業者（U R・女川まちづく

りJV）

・東北電力、女川原発の防潮堤を、現在の海抜17メートルから29メート

ルにかさ上げすると発表（5/14）

10月～3月
・女川町復興まちづくりデザイン会議、「女川町まちづくりデザインのあ

らまし」（初版）を公表（12/23）
・東北電力、女川原発2号機の新規制基準の適合性審査を申請（12/27）

・TM O 「女川みらい創造株式会社」設立（6/23）

・『女川町まちなか再生計画』が復興庁の認定を受ける（12/19）

・「町民ワークショップ」「公共施設町民会議」の実施

・女川駅と女川温泉ゆぽっぽの開業（2015/3/21）

・「女川フューチャーセンターC am ass(カマス)」オープン

（2015/3/28）

・宮城県、U P Z5市町の避難計画策定の支援のため、広域避難計画作成ガ

イドラインを作成（12/2）

・女川町中心市街地商業エリア復興協議会の設置（6月）

・女川駅前商業エリアの開業（12/23）

―「女川町まちなか交流館」テナント型商業施設「シーパルピア女川」が開業、30店舗が

開業

・U P Z5市町と東北電力、「女川原子力発電所に係る登米市・東松島市・

涌谷町・美里町・南三陸町の住民の安全確保に関する協定書」を締結

（4/20）

・おながわレンガみち交流連携協議会を設立（6月）

―町内8団体で構成

・女川駅前商業エリアにシーパルピア女川「地元市場 ハマテラス」が

オープン（12/23）

・集合住宅タイプの災害公営住宅「大原住宅」完成（2/28）

・女川町地方卸売市場（女川魚市場）の西棟荷捌き場が完成、同施設のす

・女川町役場新庁舎が完成（10/1）

・女川町総合計画2019を策定（2019年3月）

・女川町復興推進協議会主催公開フォーラム「新しい女川の海図」開催

（2019/3/7）

※内容

1)住民と共に歩んできた復興まちづくり

2)基調講演：女川の復興まちづくりの特徴

（平野勝也氏・東北大学災害科学国際研究所准教授、女川町復興まちづくりデザイン会

議・女川町発展計画審議会委員長）

3)意見交換：8年間の振り返りとこれから

これまで（①つくる編②つかう編）これから（③つかい倒す編）

・東北電力、2号機の安全対策工事の完了時期の2020年度への延期を発表

（4/26）

・東北電力、女川原発1号機の廃炉の方針を固める（10/25）

・女川原発再稼働の是非をみんなで決める県民投票を実現する会 、女川

原発再稼働の是非を問う県民投票条例の制定を求める直接請求に関する署

名を宮城県下全市町村に本提出（2019/1/10）

―11万1,743人の有効署名

・宮城県議会本会議、女川原発再稼働の是非を問う県民投票条例案が自

民・公明の反対多数で否決（2019/3/15）

・第40回復興まちづくりデザイン会議を開催（4/17）

※2013年9月以降、2～3カ月に1回のペースで開催

・東北電力、女川原発1号機の廃炉の具体的な作業工程を盛り込んだ「廃

止措置計画」を、原子力規制委員会に認可申請（7/29）

・女川原発避難計画を考える会（石巻市民17人）、宮城県と石巻市に対

し、女川原発2号機再稼働の前提となる地元同意をしないよう求める仮処

分を仙台地裁に申し立て（11/12）

・原子力規制委員会、東北電力女川原発２号機が新規制基準に適合すると

の審査書案をまとめ、事実上の「合格」を示す審査書案を取りまとめ

（11/27）

※被災原発では東海第二原発に続き全国で2基目

※沸騰水型（B W R）では全国4基目

2016

2017

2018

2019

2011

2012

2013

2014

2015
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第 3節 「復興の地域的最適解」の仮説案 

 

１）地域類型を作る際に重要だと考える要素 

 

 災害前の産業構造が重要な要素であると考える。これまでの女川町の復興は、端的に

いえば災害前に蓄積が進んでいた水産業の再生を最優先とした経済的復興である。ま

た、復興の体制の中核を担っていたのは地域の産業団体（水産業関連団体・商工業関

連団体）であった。災害前の産業構造は、被災地の産業再生の方向性と復興の担い手

の社会的構成を規定するのではないか。女川町の復興過程は他の水産業の基地であっ

た「リアス式海岸・市街地型」「リアス式海岸・農漁村型」の地域の復興過程と共通す

る点がみられたのではないか。 

 

 上記の点と関連するが、被災地の地域類型を作る際には、地域社会学における地域類

型論、都市社会学における都市類型論を参考にして議論すべきではないか。地域類型

論では小内透（1996）『戦後日本の地域社会変動と地域社会類型』、都市類型論では倉

沢進（1968）『日本の都市社会』が代表的著作であるが、いずれの著作でも地域の産業

構造が社会的構成を規定するものとして論じられている（社会的構成として小内は家

族・世帯構成、職場組織、住民の学歴水準、階級構成に着目し、倉沢は社会層に着目

している）。室井研二（2011）『都市化と災害――とある集中豪雨災害の社会的モノグ

ラフ』は従来の日本における災害研究の多くは「大都市」と「農村」を事例としたも

のであり、研究蓄積が進んでいない代表的な都市類型として「混住地域」「伝統消費型

都市」を挙げ、この 2 つの地域類型に基づき事例を選択し、被災地のマクロな社会経

済的変動と地域の災害対応の過程を関連づけて論じた。以上をふまえると、災害前の

地域の社会経済状態（筆者としては特に、災害前の産業構造を強調したい）は、被災

地の地域類型を作るうえで無視できないのではないかと考えられる。 

 

 科研 A現地調査グループでは、これまで地形に依拠して 6つの地域類型（「リアス式海

岸・市街地型」「リアス式海岸・農漁村型」「平地・市街地型」「平地・農漁村型」「原

発・避難先型」「原発・避難元型」）が設定されているが、地形に焦点が当てられてい

る背景には、被災地の地形が被害構造（ハザードの空間特性、人的被害・物的被害の

空間分布、被災住民の離散状況）を規定しているからであると推察される。以上をふ

まえると、被災地の地域類型を考えるうえで、着目すべきは地形ではなく被害構造に

なるのではないか。ただし、被害構造に関しては津波被災地と原発被災地には根本的

な違いがあり（参考資料 2）、原発被災地内部でも、避難指示区域の内外で違いがある

ことを念頭に置かなければならない。 
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 科研 A 現地調査グループでは、基礎自治体（市区町村）を分析単位として本研究の現

地調査が進められているが、上記の 6 類型では、石巻市のような市街地・農漁村の双

方をふくむ基礎自治体を分類することが難しい。石巻市のような地域をどのように分

類するかを検討する必要があるのではないか（「複合型」とするなど）。 

 

２）復興の評価基準を構成する要素 

 

「被災によって損なわれた社会関係がどの程度、再構築（回復）されているか」という点

は、すでに災害研究において、復興の評価基準を構成する要素として、理論的・実証的に

検討されつつあるため、本研究においても焦点を当てるべき要素であると考えられる。ま

た津波被災地・原発被災地に共通して、復興の評価基準を構成する要素でもあると考えら

れる。なお大矢根淳は、復興の定義について、以下のとおり論じている。 

 

「復興とは、「復旧」という現実的な具体像に、近い将来の社会変動パターンを折り込

んで構想される現況被災生活の 1つの到達像=「生活再建」、そこに至るプロセスであ

る。そしてそのプロセスとは、多様な主体（もちろん被災者を主体とする）によるロ

ーカル、ミクロな政治過程である。復興とは、一義的にハードな都市基盤「再」整備

のことを言うのでは決してなく、それはあくまでありうる手段の 1つであって、その

本来的な中心は、損なわれた社会関係の再構築過程なのだろう。（中略）復興概念を再

検討することで次第に明らかになってきたことは、復興とは地域アイデンティティの

再構築のプロセスそのものであること、したがって既定復興とは異なる生活再建の実

相としての復興ガバナンスがありうること、であった」（大矢根 2012: 101） 

 

科研 A現地調査研究グループのメンバーが実施した東日本大震災における被災地域にお

ける質問紙調査でも「人のつながり（の変化）」を説明変数とした分析が実施されている（内

田 2015, 辻 2016）。しかしながら、人のつながり（社会関係）を復興の評価基準を構成す

る要素として捉え（従属変数であると捉え）、その回復状況を実証的に明らかにした研究は

限られている。例外は京都大学防災研究所と神戸市が協働で開発した「生活再建７要素モ

デル」であり、「つながり」が要素として組み込まれている（立木 2015）。しかし同モデル

では、単一地域におけるつながりの経年変化に焦点が当てられており、社会関係の再構築

過程の地域間の差異に焦点が当てられていない。 

 

３）質問紙調査で問うべき質問項目 

 

 仮に上記の、「被災によって損なわれた社会関係がどの程度、再構築（回復）されてい

るか」を復興の評価基準を構成する要素として考えるならば、災害前と災害後の社会
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関係をどのように測定するかを検討すべきである。復興指標・調査票作成グループと

現地調査研究グループによる協議・検討が必要であるが、筆者は、社会関係は客観的

指標（地域住民組織の活動再開率・加入率など）と住民・地域リーダーの意識にもと

づく主観的指標の双方から明らかにすることができると考えている。 

 

 広義には上記の社会関係に関する指標に含まれるものと考えられるが、「地域の統治能

力（governability）」に関する指標が必要ではないか。政府による画一的な復興制度

を前提としつつも、復興の過程で地域社会が生業やコミュニティ、産業等にどこまで

目配りできるか否かは、地域の統治能力に左右されるのではないか。既存のガバナン

ス指標もふまえながら、被災地におけるガバナンスの状態・パフォーマンスを測定す

るための指標（具体的には政治体制・統治機構・住民参加・情報へのアクセスなど）

を検討する必要があるのではないか。 

 

※例えば Aldrichは『Black Wave』3章「Village, Town and City Level: Vertical Ties 

Bringing Resources」において、官庁統計等のデータから、「市町村の復興スピード」

を従属変数として重回帰分析を行なった結果、政治的変数（Political factors）とし

て「有力政治家の数（Number of powerful politicians）」が正の効果、「自民党支持

率（Percentage supporting LDP）」が負の効果を示したと論じている（Aldrich 2019: 

72-101）。 

 

付記 

本稿は黒田・辻（2019）、辻（2019）の一部を加筆・修正し、再構成したものである。 
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