
科研費基盤(A)19H00613 2019年度報告書 現地調査グループ 

1 

 

図 1 大槌町内各地区のおおよその位置 

岩手県大槌町の災害過程／復興過程 
野坂 真（早稲田大学）・浅川 達人（早稲田大学） 

 

１．はじめに 

（１）本稿の目的 

 岩手県大槌町は、東日本大震災の津波災害により町全体が大きな被害を受けた。町の中

心市街地である町方地区ふくめ沿岸地区の多くで、2010 年の人口の 1 割以上が亡くなって

いる（ただし後述するように、吉里吉里地区と波板地区は被害状況が異なる：町内各地区

のおおよその位置は図１）。また、1980 年に人口のピーク約 2 万 1000 人となった後、2010

年の時点で人口約 1 万 5000 人にまで人口減が進んでいた小さな町でもある。つまり、大槌

町は、小さな人口規模の基礎自治体が、災害により大きな被害を受けた例と考えることが

できる。本稿では、そうした小さな町が 2019 年ころまでにどのような復興の過程をたどっ

てきているのかを、時系列（①発災前、②緊急避難段階、③避難生活段階、④仮設生活段

階、⑤-1 復旧復興段階前期、⑤-2 復旧復興段階後期）に沿って明らかにする。なお、大槌

町では、町の公開資料として、復興事業の進捗に関しては「復興レポート」（2016 年 4 月

～継続中）、全体的な復興過程については「災害記録誌」（2019 年）が発刊されている。本

稿では、それらには載っていないが、地域の災害過程/復興過程を知る上で重要な地域内の

動きに特に注目する。 

また、本稿は 2020 年 3 月 21 日に実施された第 6 回震災問題研究交流会 2 日目の科研費

基盤 A にかかわる午後部会セッション 2「現地調査 G の成果と討議・現地調査を踏まえた

災害過程/復興過程に関して」で報告した内容を加筆し論文にまとめたものである。 

 

（２）調査方法 

 ①発行された書籍や学術論文、行政資料、新聞記事、地域組織の記録誌や活動資料、支

援団体の報告書や資料などのドキュメント調査、②報告者らが関わった現地調査（住民や

支援組織へのヒアリング、仮設住宅入居者調査や公営住宅入居者調査など）の調査結果に

基づき、記述していく。 

 

２．地域特性 

（１）人口構造と産業構造 

 １.で述べたように、大槌町は

1980 年以降、人口減と高齢化が

進んでいた。そして、震災を契

機に人口減はさらに加速した

（人口は 2010 年国勢調査

15,276 人⇒2015 年国勢調査

11,732 人）。それに対し、犠牲者

に占める高齢者の割合が高かっ

たこともあってか、65 歳以上の

高齢者率は大きくは変わってい
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ない（2010 年国勢調査 32％⇒2015 年国勢調査 34％）。 

 震災前までの産業構造としては、1970 年代までは、漁業が町の基幹産業だった。戦後の

食糧事情改善を目指す国の方針を受け、1951 年に県が「第一次漁港整備計画」を策定して

以降、港湾整備が本格化した。岩手県ではその中核地が、大槌町安渡（岩手県内 15 港の平

均埋め立て容積が 5 万 5030m³であるのに対し、大槌港では 40 万 4000m³）だった。大槌

漁港の魚市場も対岸の小鎚地区から安渡に移転させ、「陸揚げ総合基地整備＝大槌湾構想」

を当時の町は打ち出していた。しかし、1980 年代以降は、200 カイリ規制で漁業は下火と

なる。代わって、町内の水産加工業（町内 15 歳以上就業人口に占める割合：2008 年 10％）

1、および新日鐵釜石工場とその関連企業が多く立地する釜石市等県内他市町村への通勤

（同：2010 年 37％⇒2015 年 32％）2が住民の雇用を支えるようになった。ただし、1980

年代以降、新日鐵はいわゆる経営合理化により釜石工場の職員の転居や新規雇用の長期停

止などを行っていた。（野坂 2016） 

 震災後は、町内の 15 歳以上就業人口に占める水産加工業従事者数の割合は大きく減少し

ている（同：2018 年 2％）。他方、釜石市等県内他市町村への通勤は大きくは変わっておら

ず（同： 2015 年 32％）、町民の雇用を確保する上での重要性は維持されていると言える。

また、国勢調査の職業大分類における震災前（2010 年）と震災後（2015 年）の変化を見る

と（表１）、町内 15 歳以上就業人口に占める販売従事者および生産工程従事者の割合が減

った一方、輸送・機械運転従事者や建設・採掘従事者、事務従事者の割合は増えており、

水産加工業者や商業者における状況の変化と、復興工事や行政における臨時職員の雇用等

に伴う産業構造の（一時的な）変化も起こっていると考えられる。 

 

表１ 職業大分類における震災前（2010 年）と震災後（2015 年）の変化 

 2010年 2015年 割合の増減 
従事者数（人） 割合 従事者数（人） 割合 

管理的職業従事者 174 2.6% 115 2.0% -0.6% 
専門的・技術的職業従事者 565 8.5% 586 10.2% 1.7% 
事務従事者 873 13.1% 923 16.0% 2.9% 
販売従事者 704 10.5% 428 7.4% -3.1% 
サービス職業従事者 797 11.9% 628 10.9% -1.1% 
保安職業従事者 89 1.3% 110 1.9% 0.6% 
農林漁業従事者 511 7.7% 360 6.2% -1.4% 
生産工程従事者 1629 24.4% 1040 18.0% -6.4% 
輸送・機械運転従事者 366 5.5% 445 7.7% 2.2% 
建設・採掘従事者 531 8.0% 733 12.7% 4.8% 
運搬・清掃・包装等従事者 432 6.5% 371 6.4% 0.0% 
分類不能の職業 6 0.1% 30 0.5% 0.4% 

総数 6677 100.0% 5769 100.0% 0.0% 

 

（２）被災状況と浸水域・震災後の人口動態に関するデータ 

 大槌町は、人口に占める死者・行方不明者の割合が 8.4%と、県内の被災市町村でもっと

も高い。特に、高齢者（全死者・行方種名者に占める 60 歳以上の割合 70％）と消防団員や

                                                   
1 水産加工業の従事者数は漁業センサス、町全体の 15 歳以上就業者数は国勢調査より算出。

分母と分子に用いている数値は集計年が異なることに留意願いたい。 
2 国勢調査より算出。 
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行政職員などへの被害が大きかった。例えば、消防団員は全団員の 7％、婦人消防協力隊員

は全隊員の 8％が犠牲となっており、防災意識が高かったはずにも関わらず全体平均と変わ

らない。また、行政職員への被害は特に甚大で、町長含め当時、町役場庁舎にいた職員 50

人中 28 人（56％）が犠牲となっている（東日本大震災検証委員会 2014）。建物の被害も甚

大で、町全体で 3,717 棟（65.3%）が全壊もしくは流失している。町内の事業所も大きな被

害を受けている。例えば、大槌商工会会員の 87.6%が被災（うち 91.0%が全壊）し、商工

会の事務所も津波で流失した。 

 地区ごとの被害概要と人口減少率を表２にまとめた。太線から上が沿岸地区、下が内陸

地区である。吉里吉里地区と波板地区を除く、多くの沿岸地区で 1 割以上の死者・行方不

明者を出しおり、全壊棟数（概算）も 6 割を超えている。また、人口減少率を見ると、町

方、小枕・伸松、安渡において減少傾向が著しく、震災前の約 3 割となっている。これら

３地区は、そもそも復興計画の時点で広大な災害危険区域を設定するとともに、切土＋嵩

上げや防災集団移転事業などによる広大な高台移転地を地区内に作れなかったため、そも

そも住める土地の面積が大幅に減っているため、その結果として人口減が進んだと言える3。

他方、吉里吉里地区や波板地区は、人口に占める死者・行方不明者の割合、世帯数に占め

る全壊棟数の割合（概算）、人口減少率が、あくまで相対的にではあるが、他の沿岸地区に

比べて少ない。これは、例えば吉里吉里地区の場合、浸水域内と災害危険区域内の約６割

は、砂浜、水田、山林原野となっており、そもそも住居がなかったことが予想される。ま

た、吉里吉里地区も波板地区も、震災後に切土もしながら比較的広い高台を確保すること

ができたことも大きいだろう。そして、赤浜地区については、人口に占める死者・行方不

明者の割合、世帯数に占める全壊棟数の割合（概算）が高かったにも関わらず、人口減少

率は町方、小枕・伸松、安渡に比べ、小さい。これは、地区内の復興方針を検討するにあ

たり、①検討開始時期の早さ、②安全性と両立させつつ広大な高台をつくるという内容、

③内容が地区内の調整役ほか地区住民による詳細な証言という根拠に支えられていること、

④強力な推進主体がいたこと、⑤内容が支援者の専門テーマと合致したこと、が大きいと

言える。つまり、①2011 年にまだ町が復興基本方針を策定している最中という早期の時点

から、②海の変調を感じ取り避難できるようにすることで安全性を確保するため、防潮堤

の高さは従前通りとしつつ、大規模な嵩上げと切土を地区内で行ってできるだけ多くの応

急仮設住宅建て、また恒久住宅向けの宅地も整備することを、③地区内の調整役と言える

公民館長ほか地区住民による震災直後の状況に関する詳細な証言を根拠として、④「赤浜

地区の復興を考える会」を中心に地区内の復興方針を検討していたことが影響していると

考えられる（⑤窪田・黒瀬・上條ほか 2018）。また、内陸地区のほとんどすべてで人口が

増加しており、沿岸地区から内陸地区へ移動した住民も多いことが読み取れる。 

 

                                                   
3 安渡地区では、地区内可住地域の半分以上が災害危険区域、そこに住んでいた人口は概算

で約 1100 人（60.1%）・世帯数は概算で約 450（60.4%）である。町方地区では、地区内可

住地域の半分以上が災害危険区域、そこに住んでいた人口は概算で約 1685 人（38.7%）・

世帯数は概算で約 680（38.4%）である。また、同地区とも、地区内に建設できた応急仮設

住宅の戸数も極めて少ない。安渡地区は 71 戸（全壊家屋数の 13.3％）、町方地区は 0 戸で

ある。 
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表２ 地区ごとの被害状況 

 A2011
年 2 月
人口 

B 死者・
行方不明
者数 

死者・行
方不明
者数の
割合
（B/A） 

C2011
年 2 月
世帯数 

D全壊
棟数 

全壊棟
数の割合
（D/C） 

E2019年 9
月人口 
（桜木町・
花輪田の
み 2016 年
4 月） 

2019 年 9 月
時点の人口
減少率
（E/A） 

町方 4483 668 14.9% 1853 1421 76.7% 1530 34.1% 
小枕・伸松 272 42 15.4% 110 107 97.3% 62 22.8% 
安渡 1953 218 11.2% 824 535 64.9% 605 31.0% 
赤浜 938 95 10.1% 371 230 62.0% 620 66.1% 
吉里吉里 2475 100 4.0% 954 355 37.2% 1861 75.2% 
浪板 404 24 5.9% 143 53 37.1% 338 83.7% 

桜木町・花輪
田 

1421 24 1.7% 579 176 30.4% 1544 108.7% 

沢山・源水・
大ケ口 

3104 79 2.5% 1195 215 18.0% 3653 117.7% 

小鎚 499 3 0.6% 200 0 0.0% 1460 292.6% 
金沢 509 3 0.6% 179 0 0.0% 462 90.8% 
合計 16058 1256 7.8% 6408 3092 48.3% 12135 75.6% 

＊桜木町・花輪田は 2017 年から集計方法が変わり 2019 年時点の数値が算出できない 

出典：大槌町復興基本計画（2011 年 12 月）、大槌町町民課資料（住民基本台帳） 

 

（３）地域で実践的に動いた主な外部からの支援者や専門家 

 網羅的なものとは言えないが、地域で実践的に動いた主な外部からの支援者や専門家に

関する情報を表３にまとめる。特に、支援者は避難生活段階から、専門家は仮設生活段階

から入った例が多いことが読み取れる。 

 

３．地域の災害過程・復興過程に関する情報 

（１）災害前の状況を踏まえた被害発生の段階（発災前まで） 

 1990 年代以降、それまで地域の基幹産業だった水産業が停滞し、また新日鐵釜石工場で

の合理化が進むと同時に、行政の財源が絞られていくなか、それまで行政が担ってきた公

共サービスの一部を、地域にも担ってもらえるよう、地域集団の設立と育成を、地域振興

政策の大きな柱とし、実行していった（野坂 2016）。 

 こうした方針のもと、多様な地域集団（例：自治会・町内会、伝統芸能保存会、高齢者

見守りのボランティア団体、商工会青年部から派生した NPO、青年団体連絡協議会から派

生した文化活動団体、公民館活動から派生した文化サークルなど）が設立され、多様な住

民層と地域集団が関わる、領域横断的な地域イベントが実施されるケースも見受けられた。

例えば、商工会を事務局とする産業祭りには、ＪＡ、漁協、各地区の商店会など産業関連

の地域集団だけでなく、教育委員会、社会福祉協議会、郷土芸能保存団体なども実行委員

会の企画に関わっていた。 

 こうしたなか、各地区で地域振興の方針を模索していた（表４）。しかし、町全体として

は、地域集団内のコーディネートや、地域イベントのコーディネートはインフォーマルに

行われおり、その実態や重要性を地域住民の多くが認識していなかった（＝活動の結果が

地域振興ビジョンとして像を結ぶまでに至っていなかった）と考えられる。実際、町方地
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区内にある須賀町・栄町（震災後、全域が災害危険区域に指定される）では、住民が主体

となってボランティア団体や連合自治会を立ち上げ、高齢者福祉に関わる活動を展開して

いたが、町の災害記録誌には、「上町と末広町には町内会などの住民組織が形成されていた

が、他の区域には自治会がなかった」と記載され（大槌町 2019）、その活動の記憶は地域

から消えてしまっている。 

 

表３ 地域で実践的に動いた主な支援者や専門家の一覧（暫定） 

いつ 誰が/どのように アウトプット例や経緯のまとめ 

①震災前～ 自然環境の研究者/環境保全や文化振興 
（秋道ほか編著 2011）、（谷口ほか編著 
2016） 

④仮設生活 
東大工学部および東京大学高齢社会総合
研究機構の研究者/まちづくり協議会の運
営、住環境点検、商業集積地 

赤浜：（窪田・黒瀬・上條ほか 2018） 
安渡：（小粥ほか 2016）、（小泉 2013） 
町方：（渡部ほか 2017） 
仮設住宅と商業：（似内ほか 2012）、（新 
2017） 

④仮設生活
～ 

防災都市計画研究所/災害検証に基づく安
渡地区での地区防災計画づくり支援、町の
災害検証委員会事務局（2013 年度）、地域
防災計画の見直し 

（東日本大震災検証委員会 2014）、
（Yoshikawa 2015） 

④仮設生活
～⑤復旧復
興前期 

岩手大学三陸復興・地域創生推進機構/コミ
ュニティ協議会、地方創生計画、心の相談
室、仮設住宅調査・公営住宅調査、生きた証
プロジェクト、吉里吉里地区での地区防災計
画づくり支援など多岐 

活動報告書（2016-2018 年度） 
https://www.iwate-u.ac.jp/region/revit
alization/report.html 
仮設住宅調査・公営住宅調査、生きた
証プロジェクトについては本稿で記載 

④仮設生活
～⑤復旧復
興前期？ 

神戸大学/まちの記憶プロジェクト（模型）、
大槌高校復興研究会など 活動報告書？ 

③避難生活
の段階～ 
（⑤復旧復
興前期で撤
退した団体
も多いが） 

多岐にわたる支援団体（比較的継続したもの
をいくつか）： 
・邑計画/まちづくり協議会と商業集積地のコ
ンサルタント 
・全国保健師活動研究会/全戸訪問活動 
・明治学院大学ボランティアセンター/吉里
吉里地区でのボランティア活動 
・遠野まごころネット/仮設支援員（初期）、生
業づくり 
・ＡＭＤＡ/福祉支援・女性や子育て世代の
エンパワーメント 
・ワーカーズコープ/高齢者福祉と障がい児
童・子どもの居場所づくり・若者のエンパワー
メント 
・夢ハウス/子どもの居場所づくり 
・カタリバ/児童への学習支援 
・チームいしがき/ロックフェスの開催応援 
・エルシステマ/音楽教育、音楽コンサートの
開催 など 

保健師による全戸訪問：（村嶋・鈴木・
岡本 2012） 
その他：活動報告書？ 
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表４ 地域振興方針、根拠、主な担い手等の地区ごとの比較 

下線部は重要なポイント 

 町全体 町方地区 安渡地区 吉里吉里地区 

地域振
興方針 

「住民との協働
により、身の丈
にあった地域の
成長」 
自然環境保全
に基づく「持続
可能なまちづく
り方針」 

地区内の各地域で異なる 
・栄町、須賀町、上町：文化
活動や地域活動を推進 
・末広町、本町：商店街振
興 
・新町、大町：？？？ 

・地域教育振興と高
齢化対応、そのため
の各種地域組織の連
携 
・埋め立て地での産
業誘致、観光開発や
地域イベント開催 

・地域教育振興と
高齢化対応、その
ための各種地域
組織の連携 
・漁村環境や文化
の維持 

地域振
興の根
拠 

行財源の縮小、 
民間経済の停
滞、 
釜石市との合併
拒否と連携 

・栄町、須賀町：新興住宅
地と伝統的な港町が一緒に 
・上町：伝統的な農村 
・本町：伝統的な商店街 
・末広町：新興商店街 
・新町、大町：公的機関立
地 

・水産業の停滞、少
子高齢化、全国的な
教育改革（週休２日
制、ゆとり教育など） 
・港湾地域という地域
条件 

漁村（砂浜＋坂）と
いう地域アイデン
ティティ（大槌とは
違う） 

主な担
い手と 
その持
続可能
性を担
保する
方法 

「ふるさとづくり
協働推進事業」
により、「町内会
や自治会、公共
サービスの担い
手となるNPO団
体、自主防災組
織などへの主
体的な組織づく
り等を支援」 

地区内の各地域で異なる 
・栄町、須賀町、上町：町内
会やボランティア組織、伝
統芸能、文化サークル 
・末広町、本町：商店会、伝
統芸能、文化サークル 
・新町、大町：？？？ 
持続可能性を担保する方
法：商工会や社協など行政
組織（補助事業）、教育機
関との連携（子育て層とつ
ながり） 

小中学校、伝統芸能、ＰＴＡ、氏子組織、婦
人会と漁協女性部、スポ少、消防団、商店
会、文化サークル 
⇒町内会・自治会と公民館がコーディネー
ト 
※安渡には中学校なし、吉里吉里は商店
会と文化サークルの重要性や活発度は低
め 
持続可能性を担保する方法：年齢階梯によ
る半自動的な役割割振で地域の一員に組
み込まれる 
[男性] 小中学校＋祭り主役＋スポ少⇒祭
り世話役＋消防団⇒ＰＴＡ役員⇒自治会役
員 
[女性]小中学校＋祭り（手踊り）⇒祭りサポ
ート（事務、運営）⇒ＰＴＡ＋文化サークル
⇒婦人会＋文化サークル⇒自治会役員 

 

（２）緊急避難段階（2011 年 3 月 11 日から 13 日ころまで） 

 表２で見たように、大きな被害を出している沿岸地区が多い。どのような属性の人が、

どのような状況で犠牲となっているかを、吉里吉里地区と安渡地区における死亡状況調査

および大槌町生きた証プロジェクトにおける調査結果（Nozaka＆Mugikura 2018）から説

明する。 

 吉里吉里地区と安渡地区では、表３に書いたように、震災後、地域外の専門家から支援

を得ながら、地区防災計画の見直しや策定を行っている。その過程で、生存者への避難行

動調査にとどまらず、町内会・自治会役員や消防団員などへのアンケートとヒアリングに

よる犠牲者の死亡状況調査が行われた。また、町全体では、2014 年から 2016 年にかけて、

犠牲者のライフヒストリーや震災時の行動を遺族に聴き取る「生きた証プロジェクト」を

町の事業として行っている。死亡状況調査および大槌町生きた証プロジェクトにおける調

査の概要は、表５、６、７の通りである4。 

                                                   
4 これらの調査は、専門知識と事務局体制を含めた十分な準備を要するデリケートな調査

であり、最大限、調査対象者の心そして調査者自身の心にも配慮することが必要な、とき

に困難も伴う調査であったことを付言しておきたい。 



科研費基盤(A)19H00613 2019年度報告書 現地調査グループ 

7 

 

吉里吉里地区および安渡地区における死亡状況調査の結果、比較的高台にある、過去の

津波浸水域と東日本大震災の津波浸水域の狭間に近い地点で、多くの犠牲者が亡くなって

いることが分かった（図２、図３）。また、亡くなった場所については、「自宅もしくは自

宅近辺」が、安渡地区および吉里吉里地区どちらにおいても、7 割近くとなっている。 

 

表５ 安渡地区死亡状況調査の概要     表６ 吉里吉里地区死亡状況調査の概要 

項 目 内 容  項 目 内 容 
① 調 査
目的 

・東日本大震災後の安渡地区の犠牲
者の避難行動に関する情報を収集・
分析し、その知見を今後の防災計画
の参考にすること。 

 ① 調 査
目的 

・東日本大震災後の吉里吉里地区の
犠牲者の避難行動に関する情報を
収集・分析し、その知見を今後の防
災計画の参考にすること。 

② 調 査
方法 

１）「死者・行方不明者名簿」作成 
・「大槌町東日本大震災犠牲者名簿」
（2012 年 2 月 15 日）、「東日本津波
震災安渡町内会被災者名簿」（2011
年 7 月 31 日）などをもとに作成。 
２）アンケート調査（郵送配布・回
収） 
・犠牲者の避難行動について、「誰
が」、「いつ」、「どこで」、「どのよう
にして」犠牲（行方不明）になられ
たのかを調査項目とした。 
３）ヒアリング調査（面接法） 
・２）の補足調査として実施した。 

 ② 調 査
方法 

１）「死者・行方不明者名簿」作成 
・「大槌町東日本大震災犠牲者名簿」
（2014年 3月 11 日）をもとに作成。 
２）インタビュー調査 
・調査対象者が、地震発生から津波
襲来までの間に安否確認や声かけ
を行う中で見聞きした、「死者・行
方不明者名簿」に記載された全犠牲
者の行動について、「いつ」、「どこ
で」、何をしていたか、および「ど
のようにして犠牲（行方不明）にな
られたか」を調査項目とした。 

③ 調 査
対象 

・安渡町内会防災計画づくり検討会
委員（安渡町内会役員）全員（22 人）
を対象。 

 ③ 調 査
対象 

・調査時点における吉里吉里地区の
消防団員全員 17 人を対象。 

④ 配
布・回収
状況 

・安渡町内会役員：22 人に配布（2013
年１月 24 日）。回収数 12 人（2013
年２月 22 日）、回収率 55％。その後
ヒアリングによる補足調査（2013 年
６～８月）。 
・回答状況（2013 年８月５日時点） 
①名簿に記載された犠牲者の数：234
人 
②死亡状況の記述のあった犠牲者：
222 人 
③死亡状況の記述率（②/①）：95％ 

 ④ 調 査
時期、回
答状況 

・調査時期：2013 年 4 月から 8 月
まで 
・回答状況（2013 年８月 31 日時点） 
①名簿に記載された犠牲者の数：97
人 
②死亡状況の記述のあった犠牲
者：96 人 
③死亡状況の記述率（②/①）：99％ 

⑤ 調 査
主体 

・安渡町内会防災計画づくり検討会
（代表：佐藤稲満） 
・調査の企画・調査票の設計・集計・
分析等：防災都市計画研究所（代表：
吉川忠寛） 

 ⑤ 調 査
主体 

・岩手大学教育学部社会学研究室
（麦倉研究室） 
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表７ 大槌町生きた証プロジェクトにおける調査の概要 

項 目 内 容 
①調査目的 ・東日本大震災後の大槌町における犠牲者の震災時の行動およびその行動根

拠を推測できる震災時までのライフヒストリーに関する情報を収集・分析し、
その知見を今後の防災計画の参考にすること。 
・震災遺族が故人との記憶を語ることで、震災遺族が気持ちを整理したり、
気持ちが楽になるようであれば、それを支援すること。 
※事前の趣旨説明の段階で、語ることで辛くなったり、語りたくない遺族に
は無理に調査依頼をしなかった。 

②調査方法 １）「死者・行方不明者名簿」作成 
・「大槌町東日本大震災犠牲者名簿」（2014 年 3 月 11 日）をもとに作成。 
２）調査対象者へのアクセス 
・大槌町および町内の水先案内人（寺の住職、婦人会役員、自治会役員、商
工会役員、復興協議会代表者など）から遺族を紹介してもらい、事前の趣旨
説明を面談で行う。 
・趣旨説明を受け、調査への了解が得られれば、調査を行う。 
３）インタビュー調査 
・震災までの故人とその家族のライフヒストリー、故人とその家族の震災前
後の行動や状況（いつ・どこで・なぜ・何を、していたか）、故人への調査対
象者からのメッセージ、を調査項目とした。 
４）アフターケア 
・調査対象者への水先案内人を通じた声かけ（嫌な思いをしなかったかなど） 
・調査記録に基づく故人の記録内容の、調査対象者への確認（お礼も兼ねて） 
・カウンセラーが同席する調査者同士のブリーフィング 

③調査対象 ・震災遺族（おおむね故人から 4 親等の範囲内） 
④調査時期、回答状
況 

・調査時期：2014 年 9 月から 2016 月 5 月まで 
・回答状況（2013 年８月 31 日時点） 
①名簿に記載された犠牲者の数：1285 人 
②記述のあった犠牲者：544 人 
③記述率（②/①）：42％ 

⑤調査主体 ・大槌町生きた証プロジェクト実行委員会、岩手大学、防災都市計画研究所、
東京大学窪田研究室 

  

 

図２ 吉里吉里地区における犠牲者の亡くなったとされる場所 

出典：（Nozaka＆Mugikura 2018） 
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図３ 安渡地区における犠牲者の亡くなったとされる場所 

出典：（Yoshikawa 2015） 

 

 生きた証プロジェクトにおける調査の結果からは、次に挙げる３つの意識・行動パター

ンが、犠牲につながる重要な要因となっていたことが指摘できる。 

第一に、リスク認識と実際の被害とのズレである。つまり、実際の津波の到達予想場所

や津波の勢いを想像できず、安全でない場所を避難先と考え逃げ遅れたパターンである。

例えば、「家を出たり入ったりして、様子をみていたようで、海から離れた自宅のところま

では津波は来ないだろうと思いつつ、避難する準備をし、自動車のエンジンをかけ、（母、

妻と）３人で避難しようとしていたと思われます」（故人は 60 歳代男性）といった記述が

見られる（大槌町 2017）。 

第二に、自身もしくは家族・親族が要支援者だったことで、避難所での迷惑や避難所ま

での移動の困難さを考えて、避難を諦めたパターンである。例えば、「（私は）いつもの地

震とは違い、避難しないとまずいのかと考えましたが、母に膝の痛みがあり歩くのがつら

く、また（自宅が）海から離れた高台なので、自宅にいてテレビをみて、様子をうかがう

ことにしました（遺族も一緒に流されたが、奇跡的に救助され生き延びた）」（故人は 70 歳

代女性）といった記述が見られる（大槌町 2017）。 

第三に、最期まで避難誘導などの支援任務に従事して犠牲となったパターンである。例

えば、「（一旦避難した後）婦人消防協力隊だったので、避難誘導するために安渡地区内の

低地に戻りました。その後、再び安渡小学校に避難していますが、残っている人たちを放
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っておけず、周りの制止を振り切って低地に降りて行ったようです」（故人は 60 歳代女性）

といった記述が見られる（大槌町 2017）。 

こうした事例からは、緊急避難段階における防災対策は、避難生活期での課題への対応

（高齢者福祉に対応した指定避難施設の平時からの運用、避難所運営人材も守る）や平時

からの地域教育（想定される地域のリスクへの正しい理解促進）とセットにしないと、有

効に機能しない可能性が高いことが指摘できる。 

 

（３）避難生活段階（2011 年 3 月 14 日ころから 8 月ころまで） 

 3 月 12 日のピーク時に 7,448 人が避難した（麦倉ほか 2013）。しかし、指定避難場所お

よび指定避難所が多く被災しており（表８）、町内の内陸を含む広い地域にわたって避難所

が設置された。また、役場庁舎が被災したこともあり、半数近くの避難所が町県等の公的

機関以外が設置主体となり、事業所や民家、寺社などにも避難所が設置された（表９）。こ

のため、地区ごとの住民による共助によって、町内での避難生活が担われた部分が大きい。

また、町外からの支援により、行政が本来持つ災害対策本部における情報管理機能が補完

された面も大きい。例えば、2011 年 4-5 月に実施された保健師による全戸家庭訪問活動は、

調査票と住民基本台帳とを連動させて調査を行い、調査終了後には調査班が住民基本台帳

に情報を打ち込むところまで責任を持って行ってから、それを町に返す形で実施されてい

る（村嶋・鈴木・岡本 2012）。なお、町内の関連死者数は 52 人（2019 年 12 月時点）で、

身元が判明した死者の６％となっている。避難所は 2011 年 8 月 11 日まで開設された。 

 また、町内の医療機関等も大きく被災し（県立大槌病院も被災し、地域外からの支援チ

ームが拠点とした寺野（小鎚地区内）に仮診療所を設置した）、また限られた避難スペース

に大量の避難者が殺到したことから5、家族や親族等に引き取られる形で震災から数日以内

に、町外へ避難した住民も多い。例えば、岩手県で把握している見なし仮設住宅に入居す

る世帯数（県内の被災市町村全体）は、2014 年 8 月時点で、2,419 世帯（うち、県外へ移

動している世帯は 812 世帯、県内内陸市町村に移動している世帯は 1,607 世帯）となって

いた。筆者らが 2019 年に実施した災害公営住宅入居者調査（全数調査・回収率 23％、調

査概要は表 12 を参照）では、回答者の 33％が震災後に町外での居住を一度は経験している。 
 
表８ 大槌町沿岸６地区の指定避難場所・      表９ 避難所の設置主体・場所 

避難施設（避難所）の津波による被災状況 
 避難場所 避難所   設置主体実数 設置主体実数 
町方 ２／４ ５／６  町県等 23 53.5% 
小枕・伸松 ０／２ １／１  民間地域団体 11 25.6% 
安渡 ０／６ ２／３  神社仏閣 5 11.6% 
赤浜 ３／３ ２／２  民家民地 4 9.3% 
吉里吉里 ０／８ １／４  合計 43 100.0％ 
浪板 ０／１ ０／２     

※被災した施設数/震災前の指定避難場所・指定避難所数       出典：（麦倉ほか 2013） 

※小枕・伸松は津波襲来後の火災に伴い全避難者が町方へ再避難した 

出典：（麦倉ほか 2013） 

                                                   
5 例えば、町方地区の中央公民館・城山体育館では収容人数 890 人に対し 1000 人以上、安

渡地区の安渡小学校では収容人数 180 人に対し 800 人以上が避難した。（東日本大震災検証

委員会 2014）、（安渡町内会防災計画づくり検討会 2013） 
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（４）仮設生活段階（2011 年 8 月ころから 2013 年ころまで） 

１）復興基本計画策定に向けた各地区の動きとその後 

 大槌町では、2011 年 9 月に復興基本方針を策定し、11 月までに各地区における地域復興

協議会での議論を通じて、復興ビジョンを策定していった。表９に、大槌町内のいくつか

の沿岸地区における復興ビジョンと、その策定過程および策定後の動きをまとめた。地区

ごとに復興ビジョンが異なること、一部の地区（表 10 では安渡地区、２．（２）では赤浜

地区）では、町の復興基本方針策定に先駆けて検討を開始していたことが分かる。各地区

の動きは表 10 で触れたこととし、以降では町全体に関わる動きに関して述べていく。 

 

表 10 復興ビジョン策定過程、復興ビジョンとその後の揺らぎや対応の地区ごとの比較 

下線部は重要なポイント 

 町全体 町方地区 安渡地区 吉里吉里地区 

主な復興ビ
ジョン策定
過程 
（復興協議
会の状況） 

・2011年９月 復興
基本方針を策定 
・2011 年 10 月～11
月 26 日 ２週間に
一度のペースで地域
復興協議会を各地区
で開催 
・2011年 12月 「大
槌町東日本大震災津
波復興計画（基本計
画）」策定 

・広域な協議会を設置。 
・防潮堤や盛土の高さ
決定が最優先（住民か
ら、商店や住宅再建の
話がしたいという意見
が出てはいた）。 
・協議会会長「対象エ
リアが広かったし、検
討する問題が大きすぎ
て、イメージが湧きに
くかった」 （ 大槌町 
2019） 

・地域内外の若手が
2011 年 5 月から動
く。（東野 2012） 
・多くの犠牲を出し
たことから、高く倒
壊しにくい台形の防
潮堤、高台移転、安
心して避難できる避
難所と避難道整備望
む声。反対意見も。 

・町主催の協議会
から検討開始。そ
の後、住民主催の
会議で顔なじみ同
士で検討。 
・戦うのではなく、
早く事業を進める
という共通認識を
持ち、協議会長に
意見集約して町に
要望。 

復興ビジョ
ン 

・復興基本計画のコ
ンセプト：「海の見え
るつい散歩したくな
るこだわりのある
『美しいまち』」 

・被災前と同様に行政
機能や商業地を配置し
た中心市街地。 
・末広町の御社地に施
設集約（図書館、共同
店舗、スポーツ施設、
津波伝承施設、災害公
営住宅など）。 
・災害危険区域に広大
な公園（鎮魂の森） 

・高台を中心にまと
まって居住＋14.5m
の防潮堤。 
・低地に産業用地 
・多用途な公民館を
一等地に建設（閉校
する安渡小跡） 
・地域外の力も借り
る（町内会には地区
外住民も入会可能）。 

・象徴的な砂浜再
生 
・住民や観光客の
安全のため高い防
潮堤 
・高齢化を考慮し
高台ではなく国道
近辺に住宅地整備 
・スピード感をも
ってまずは住まい
の確保。公民館は
その次。 

復興ビジョ
ンのその後
と対応 

中止 or 大幅変更し
た事業例 
・鎮魂の森 
・メディアコモンズ
構想 
・共同商業施設 
・スポーツ施設 
・旧庁舎の一部保存 
・ミニシリコンバレ
ー 

大幅変更した事業のそ
の後 
・鎮魂の森 
⇒郷土財活用エリアへ 
・共同商業施設 
⇒駅前へ移動 
・スポーツ施設 
⇒小鎚で民間ジム 
・旧庁舎 
⇒拝む場所は残し緑地
化 

・ソフト面での防災
対策を早期から検討
したことで、まちづ
くり計画のミスを指
摘・修正（道路）。 
・工事の遅れから、
地区外に再建する住
民増加。公民館を公
営アパートとの複合
施設にするよう要望
する地域住民も。 
⇒説得はしたが、対
策できず 

・防潮堤のすそが
広いことが後で分
かり、砂浜消滅 or
セットバックで神
社半分＋大木消滅
を選択することに
なる 
⇒議論を長引かせ
ないよう早期議論
と選択。砂浜が御
神輿の出発地点で
もあることから、
砂浜を優先して祭
りも守ることに。 
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２）多様な主体による突出した動き 

 仮設生活段階には、大槌町では町外から様々な支援制度や支援者が入ってきた。支援制

度や支援者の流入をきっかけにしたり活用したりした地域でもともと起こっていた変化の

急激な加速が、多様な分野で見受けられた。例えば、産業分野では仮設商店街（主に復幸

きらり商店街）の設置と地域イベントの実施、そこからの本設再建のための町方地区内に

ある御社地周辺での商業集積地の整備など、文化分野では鎮魂の森構想や大槌メディアコ

モンズ構想など、教育分野では小中学校の統廃合と大槌学園の誕生などが挙げられる。し

かし、これらの取組は、（５）で一部述べるように、当事者個々の生活再建が本格化し生活

戦略が分かれいく復旧復興段階前期に入ってくると、一部の住民に過剰な負荷がかかった

り、計画がとん挫したり、多様性への配慮を欠くことで問題が生じてきたりするケースが

見受けられるようになる。 

 

３）仮設住宅でのコミュニティ支援 

 仮設生活段階は、住民にとっては地域コミュニティの分散が起こった時期でもある。応

急仮設住宅への入居では、抽選を前提にしつつ、高齢者および障がい者のいる世帯を優先

的に入居させており、震災前の地域コミュニティやライフスタイルは、この時点で一度、

大きく変化せざるを得なくなっている。町内全世帯に占める応急仮設住宅入居世帯数の割

合は、2013 年ころにピークに達した後、漸減してきている（2011 年 8 月：32％、2,039 世

帯⇒2013 年 1 月：38％、2,059 世帯⇒2017 年 8 月：24%、1,166 世帯）。 

 仮設住宅におけるコミュニティ支援については、（３）で紹介した保健師訪問活動の調査

結果の分析に関わった東京大学高齢社会総合研究機構が、早期に活動を展開している。2011

年 10月には各仮設団地の集会所や談話室に入居者を集め現在の住環境で困っていることを

話し合うワークショップを、「住環境点検活動」として地元自治会と行ったり、住環境点検

活動で聞き取った入居者の声を地域の声として発信できるよう仮設住宅自治会代表者会議

の立ち上げを支援している。この活動を通じて出された入居者の声に基づき、アスファル

ト舗装や玄関前のスロープ設置、ひさしの延長などを行い、ハード面での改善に貢献した

と言える。（村嶋・鈴木・岡本 2012） 

 その後、東京大学高齢社会総合研究機構の支援チームは、仮設団地の集会所や談話室を

拠点に行われる交流活動などボランタリー・アクションの活性化をいかに行えるかに注目

していくことになる（似内・後藤・小泉・大方 2013）。町でも、2012 年度より仮設住宅支

援員6を各仮設団地の集会所や談話室に駐在させ、鍵と利用スケジュールを管理してもらう

ようになった。また、仮設住宅支援員は、仮設住宅団地の見守りや声掛け・情報提供（戸

別訪問）、暮らしの困りごとを関係機関につなぐ、などの役割を担うことになっていた。 

 

 

                                                   
6 大槌町東日本大震災津波復興計画（2011 年 12 月 26 日策定）に基づき「被災者の暮ら

しの再建に係る施策を推進し、仮設住宅住民の見守り支援の充実や団地内コミュニティの

活性化を図る事を目的として」大槌町復興支援員が置かれ、大槌町では、2014 年度まで町

外の人材派遣会社ジャパンクリエイトが受託している。通称として「仮設住宅支援員」と

呼ばれており、仮設住宅の集会所に駐在している。（元持・穂坂 2016） 
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（５）復旧復興段階・前期（2014 年ころから 2017 年ころまで） 

１）仮設住宅での生活の長期化とニーズの多様化 

2014 年ころには、仮設団地内でも周囲との人間関係ができてきたり、支援員と付き合う

中でそのキャラクターが分かってきた反動からか（加えて仮設住宅生活が長期化する中で

それまで我慢していたものが抑えられなくなったからか）、集会所や談話室に集まるメンバ

ーは固定化され、支援員に対する批判も出てくる。例えば、2014 年に仮設住宅支援員を配

置する事業の制度切り替えに伴い、委託業者に変更はなく元の支援員をほぼ全員再雇用す

る方針を町が説明すると、「『一つの集会所に複数の支援員がいるのに、なぜ土日を交代で

出て来ないのか』『雪かきも草取りもしない』などと、勤務実態への苦言が相次いだ。その

うえで、『（人手不足なのに）100 人も楽な仕事ばかりして働く町はおかしい』『契約が変更

されるのなら、その時に業務内容を見直すべきだ』と、是正を望む意見が出た」と報じら

れている（2014 年 2 月 19 日朝日新聞朝刊）。もちろん、集会所や談話室でのイベントに参

加することに生きがいや癒しを感じる住民や、支援員の声かけを嬉しく思っている住民に

も筆者らはこの時期の現地調査で出会っている。しかし、復旧復興段階に入り始める時期

には、ニーズの多様化に伴い、集会所や談話室でのイベントであるいは仮設支援員から間

接的に住民のニーズや意向を聞くことに限界があったこと、またそうした状況の格差が団

地ごとで大きかったことは確かだろう。 

そして、地権者との交渉や復興工事の遅れなどにより、仮設住宅での生活が次第に長期

化していく。そうした中で、住まいの再建に関する意向は刻々と変化していった。例えば、

防災集団移転促進事業による移転先団地および区画整理事業区域内での工事は、2015 年 6

月時点の計画から 2 か月から 10 か月遅れが生じる見通しが示され、宅地引き渡しも多くの

エリアで 2016 年度から 2017 年度以降とされている（大槌町都市整備課資料、2015 年 11

月）。計画に遅れが生じている理由の一つに町は、住民の住宅再建意向調査（この直前には

2015 年 3 月実施）の結果を反映したことを挙げている（2015 年 10 月 23 日読売新聞朝刊）。

調査結果を反映した新たな計画では、防災集団移転促進事業および区画整理事業において、

多くの地区で仮申し込み時から計画戸数が減少した一方、公営住宅の入居希望者数が微増

したこと、そして公営住宅の入居希望者の増加数よりも圧倒的に防災集団移転促進事業お

よび区画整理事業での住宅再建希望者数の減少数が大きいことが分かる（表 11）。上記の変

化の背景要因として、次のことが推測される。つまり、仮設住宅が町内に分散しているこ

とにより、移動（通院、通勤、買い物など）にかかる費用が 3.11 前に比べ増加し貯蓄が削

られていく中で、次の段階の見通しが立てにくくなってきていた可能性がある7。また、地

価の高騰にともない8、自力再建にかかる費用も上昇していたことが考えられる。（野坂 

2016） 

                                                   
7 「大槌みらい新聞」（2012年 12月 27日）には、「行きは家族の出勤時などに乗せてもら

い、帰りは約２０００円かけタクシーで帰る。無料の路線バスもあるが、通勤時間以降は

３時間に１本で、時間が合わなければ待合所のない仮設診療所で待ち続けるのは難しい」

といった高齢者の通院状況に関する記事が掲載されている。通院は、年金生活者にとって

大きな負担となっていると言える。 
8 大ヶ口地区では 2012年～2013年にかけ全国１位の地価上昇率を記録した（2012年 9月

17,400円⇒2013 年 9月 22,700円⇒2014 年 1月 28,300円）。 
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表 11 町内の防災集団移転促進事業、区画整理事業、災害公営住宅整備事業への 

申し込み戸数の変化（仮申し込み以降の変化） 

 防集・区画 公営 全区画数 比較時期 
町方・小鎚 －115 25 防集・区画 263、公営 327/ 

防集・区画 148、公営 352 
2015 年 3 月/ 
2015 年 11 月 

安渡 －24 14 防集・区画 97、公営 66/ 
防集・区画 73、公営 80 

2014 年 11 月/ 
2015 年 11 月 

出典：野坂（2016） 

 

２）商業集積地の整備計画のとん挫 

 御社地周辺の中心商業地に関する検討は、2015 年度から本格化する。しかし、この検討

はまもなく問題に突き当たる。「行政の財政難もあって、中心市街地を設ける際には、テナ

ントミックスと採算性が重要視された。…しかし、テナントを希望している事業者はたい

てい資金に不足しており、（想定される運営会社である）まちづくり会社が出してくるスキ

ームでは到底商売が成り立たない。だからといって、テナント代を引き下げれば施設運営

が成り立たず、施設の早期閉鎖が危惧される。そのため、いつまでも計画が成立しないと

いう状況が続いた」という（新 2017）。その後、2015 年度末には、それなりに集客力を持

つコンビニを併設した貸店舗の施設を建設する計画となり、家賃＋共益費の目安が 1 区画

平均 15 坪で 7 万円から 7 万 5 千円と示されるが、「生活が成り立たない」と店主たちの反

応は芳しくなかった。そこで、大槌商工会では釜石市ですでに建設されつつあった飲食店

の貸店舗施設へ視察に行った。その結果、9 坪の店舗でも 20 名以上の客が座れることが分

かるなど、15 坪という計画が広すぎることが分かった。視察後すぐに、商工会から事業主

体の町役場に計画の見直しを要望したが、却下されたという。そして、2016 年度に 7 万～

7 万 5 千円を家賃＋共益費とする条件で公募したが、応募者はほとんど集まらず、結局企画

倒れとなった。 

 商工会から行われた計画の見直しの要望が却下された理由は、当時の商工会会長も分か

らないという。そもそも、商工会会長へ町から却下の理由について詳細な説明がない時点

で、町の担当者（当時は応援職員）と商工会との間のコミュニケーションが十分に取れな

い状況だったことは否定できない。（１）で見たように、震災前はこうした事業者同士の調

整には、当事者である商工会の役員会員だけでなく、商工会の職員も重要な役割を果たし

てきた。この仕組みは上手く機能しなかったのだろうか。結論から言うと、機能させられ

なかったと言える。理由は主に３つある。第一に、商工会職員への被害が大きかったから

である。役員会員によれば、特に事務局長と指導員（ともに大槌町出身者）が亡くなった

ことが大きいという。ある役員会員は、「〇〇さんはアイデアマンで外との交渉役。すぐに

動いて話を持ってくる。…（一方で）事務局長の××さんは町内の調整役。○○さんが持

ってきた話を会員のお店を 1 軒 1 軒説得して歩いた。…あの 2 人がいいコンビだったんだ。

…2 人がいなくなって、できなくなったことがいっぱいある」と語る（Ａ氏ヒアリング、2018

年）。第二に、商工会が震災後、会員の経営指導に注力するようになったからである。ある

職員によれば、「（震災）前から、イベント屋みたいなことばかりしてて、本業ができてな

いんでないか、という声は町内外からありましたった」という（Ｂ氏ヒアリング、2018 年）。

商工会の職員は、地域イベントの企画・運営を通じ、会員との接点や信頼関係を維持して
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いた側面があるが、震災後の混乱期において十分なノウハウの引継ぎができないまま新た

な体制に移行し、調整役を担える人材がいなくなっている可能性が高い。第三に、第一お

よび第二の理由と関連して、町内出身の職員が少ないからである。職員が被災し、かつ震

災後の経営指導のように中央との調整能力や制度の応用力を要する業務を行える人材が、

まだ町内から多くは育っていないのが現状なのであろう。しかし、町外から数年の任期付

きで職員が派遣されてくる体制では、町内の事業者と信頼関係ができ始めたころに転勤と

なってしまう。こうした状況では、調整役を担うのは難しい。 

 同時期に、メディアコモンズ構想（図４のコミュニティ施設内に震災伝承や地域に関す

るコンテンツの発信を行う大々的な施設が入る構想だった）や鎮魂の森構想も大幅に事業

規模が縮小していく9。その背景事情は、本稿では詳述しないが、やはり調整が困難になっ

たことが大きいとされている。結果的に、町方における中核的なまちづくりの構想は大き

な変更を余儀なくされていった（図４）。 

 

図４ 2013 年 3 月時点の町方での商業集積地の計画 

※緑色の丸は場所が移ったり頓挫した計画、水色の丸は事業規模が縮小した計画 

出典：（大槌商工会商工業復興計画検討委員会 2013）に加筆 

 

（６）復旧復興段階・後期（2018 年ころから） 

１）災害公営住宅での生活の現状 

（５）で見たように、復興工事の遅れに伴い、住まいの再建は遅れていった。しかし、

                                                   
9 2015 年 8 月の選挙の結果、大槌町長が碇川豊氏から平野公三氏に交代しているが、これ

らの規模縮小に向けた動きは、碇川氏の町長任期中（特に復旧復興段階・前期の 2014 年こ

ろ）からあった。 
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2019 年度中には、すべての災害公営住宅が完成するなど住まいの再建は完了した。では、

入居者の生活状況や意識はどうか。2016 年および 2019 年に筆者らが行った大槌町災害公

営住宅入居者調査10の結果（調査概要は表 12）からは、自身の復興感の程度は、この３年

間で改善は見られたものの、住まいの再建を終えた人々の復興感は低調と言える。自分自

身の復興の程度が「半分くらいかそれ未満」の回答者の割合は、2016 年に 70.2％だったが、

2019 年に 50.9％となっている。2016 年の災害公営住宅入居者では、「先がないのでもうい

い。お迎えを待つだけ。震災前は、家が大槌駅近くにあり、孫が遊びに寄ってくれた。そ

れが生きがいだった。」（80 歳代女性）、「薬を飲んだときは落ち着いているが、『死んでも良

いな』と思ってしまうこともある。震災前は、明け方近くになってくると港に行き、漁師

さんを手伝った。船に乗り、漁も手伝った。手伝ったお礼に魚をもらえたのが嬉しかった。」 

（男性 40 歳代、障がいを持つ）といった自由回答記述も見られ、震災前からのライフスタ

イルの急激でかつ大きな変化により、生きる気力を失くしている入居者もいることが示唆

された。こうした傾向は、「実施して欲しい支援策（複数回答）」を尋ねた質問で「心穏や

かに暮らせる環境づくり」（2016 年 26.4%⇒2019 年 32.6%）を選択する回答者の割合が、

「医療・介護にかかわる経費・負担を軽減して欲しい」（2016 年 65.1％⇒2019 年 67.8%）

の次に高いことや、「災害公営住宅に住んでいて気になること（複数回答）」を尋ねた質問

で「交通の便」（2016 年 15.6%⇒2019 年 20.9%）と「団地内でのつながりの希薄さ」（2016

年 19.0%⇒14.9％）を選択する回答者が高い傾向にあることに反映されていると言える。 

住まいの再建やそのための基盤整備は確かにスピード感を持って進めることは必要だが、

それだけを突出して進めるのではなく、交通環境、生きがいや心の癒しを得る方法など様々

なライフスタイルの要素を有機的につなげながら考えていかなければ、被災者にとって本

当の生活再建や復興にはならないと言える。 

 

表 12 2016 年および 2019 年の災害公営住宅調査の概要 

主体 2016 年：麦倉哲、浅川達人、野坂真が企画・設計し、岩手大学、明治学院大学の学
生とともに実査。 
2019年： 上記に加え、岩手大学および早稲田大学の研究者、専修大学の学生が実査
に加わっている。 

対象 2016 年：2016 年 12 月 1 日時点での 18 歳以上の災害復興公営住宅入居者全員（419
戸） 
2019年：2019年 8月 1日時点での 15歳以上の災害復興公営住宅入居者全員（866 戸） 

方法 個別面接法（他記式）と郵送回収法（自記式）の併用（全数調査、個人票） 

期間 2016 年：訪問期間および調査票配布期間 2016 年 12 月 9 日～12 日、調査票回収期
間 2016年 12月 9 日～2017 年 1月 31日 
2019年：訪問期間および調査票配布期間 2016年 8月 8日～11日、調査票回収期間 
2019年 8月 12日～9月 15日 

主な 
項目 

3.11後の居住場所の変遷、公営住宅での生活で気になること、訪問者の種類と頻度、
食品摂取状況、精神的健康状態、暮らし向き、地域活動への参加状況、生きがい、今
後の住まいの見通し、支援策に関する要望、自身および町の復興感など 

回収率 2016年：24%（156 票） 
2019年：23％（291票） 

 

                                                   
10 2016 年調査のより詳細な分析は、（野坂・麦倉・浅川 2018）、浅川（2018）、（麦倉・浅

川・野坂 2017, 2018）などを参照。2019 年調査の報告書はインターネット上で近刊予定。 
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２）地域内で見られる復興に向けた萌芽的な動きの例 

 町全体において重要だった復興まちづくりの計画が規模縮小したり、とん挫したりした

後、地域住民が自分たちの価値観や地域のライフスタイルを客観視し相対化した上で、既

存の価値観とも接合を図りながら、震災後の新たなライフスタイルを構築していこうとす

る動きもある。以降では、その例をいくつか挙げる。 

 

①地域共生ホームねまれや11 

 地域共生ホームねまれやは、特定非営利法人ワーカーズコープが厚生労働省から受けた

補助事業の一環により建設された大槌地域福祉事業所にて開業している。主な事業は、次

の５つである。第一に、高齢者向けデイサービス（サービス種類：地域密着型通所介護・

地域密着型介護、予防通所介護または地域密着型介護予防通所介護に相当する第１号通所

介護）、第二に、小学生～中学生（高校生は要相談）までの子ども向けデイサービス、第三

に、障がい者を持つ家族向けの日中一時支援事業、第四に、地元産食材を使った菓子の製

造・販売（主に障がい者の就労を想定）、第五に、誰でも参加できるお茶っこサロン（体操

教室やハンド・フットケアマッサージなどイベントつき）である。この他に、近所の女性

たちが有志として行う「おおつち子ども食堂」や、不登校傾向の地元中高生たちによる居

場所づくり「こないー会」、自分で車を運転できない人が相乗りして町内の商業施設を往復

する「買い物ツアー」なども、同事業所で継続的に開催されている。 

 この団体の活動理念をあえて言語化すれば、主に２つにある。第一に、支援する側と支

援される側の壁の低さ、言い換えれば、give and given の関係に両者があることである。「お

おつち子ども食堂」の発案者は、同施設に遊びに来ていた当時中学生だった生徒たちで、

それを実現してくれたのは施設近隣に住む女性たちである。支援する者と支援される者、

傍観者と参加者の境界を設けない関係性があり、代表者自身もその関係性の中にいる。そ

うした関係性が、地域福祉の包摂性を確保し、結果的に事業の持続化にもつながりうる。

第二に、「無理しないことで続ける」ことである。ねまれやの事業は多岐にわたり、パンフ

レットだけを見れば、関係者の負担が大きいもののように思われてしまう。しかし、それ

では続けられない。代表者はたびたび、「自分ができることしかしませんから」とヒアリン

グ中も述べていた。このことは、第一の活動理念で見たような、支援する者と支援される

者、傍観者と参加者の境界を設けない関係性があることで可能になっているのではないか。

このため、上記の関係性を「強制されるのではなく、ゆるやかなつながりになれば良いと

思う」とも代表者は表現している。 

 2019 年 7 月以降、子ども食堂が町方の公共施設（文化交流センター「おしゃっち」）で

も行われるようになると、社会福祉協議会を通じて、共催に民生児童委員、協力に食生活

改善推進員団体連絡協議会が入っており、地場の保健・福祉活動を震災前から展開してき

た団体との接点を持つようになってきている12。両者の関係性が今後どのように変化してい

るか、互いの活動理念がどう影響し合っていくかを、今後見ていくことは重要であろう。 

                                                   
11 代表者へのヒアリング結果（2019 年、ヒアリング当時 38 歳）および町内で配布されて

いる同団体のパンフレットに基づく。 
12 文化交流センター「おしゃっち」の facebook ページに掲載された 2019 年 7 月、9 月、

10-12 月実施分のチラシより。（最終アクセス 2020 年 5 月 6 日） 



科研費基盤(A)19H00613 2019年度報告書 現地調査グループ 

18 

 

②おおつちありがとうロックフェスティバル（通称：ありフェス）13 

 ありフェスは、30-40 歳代の地元住民を中心とした約 30 名の実行委員会によって開催さ

れている。2012 年に、震災で大槌町へ向けられた全世界からの愛に「ありがとう」を伝え

るため、最初のフェスが開催された。以降、手づくりにこだわった入場無料のフェスにす

るというポリシーを明確にして、2019 年まで毎年続けている（2020 年は新型コロナウィル

スの感染拡大を鑑み中止）。ありフェスが続けてこられた理由は主に４つにあると考える。 

第一に、人間関係が町内外にできているからである。例えば、ありフェスの誕生時から

支援してきた、盛岡市で毎年開催されている「いしがきミュージックフェスティバル」の

関係者等とのつながりは重要なものである（それ以外にも様々なつながりが、ありフェス

にはある）。 

第二に、住民主体の手づくりのフェスにこだわってきたためである。町外とのつながり

を大事にしつつも、企画に関する最終的な判断基準や決定権は常に自分たちが持てるよう

にしたことは、大きいだろう。また、実行委員各自の得意な役割を分担して作り上げてい

ることから続けられる部分もあるだろう。ありフェスの主な財源は、協賛金、オリジナル

デザインのＴシャツやタオルなどのグッズ販売で出た利益分などである。こうしたグッズ

や会場のデザインは、代表者が行っている。また、後述するように、ありフェスの実行委

員会には地元の土建会社の社員が多い。ステージの組み立てなどには建設現場用の足場を

組む技術が生かされている。「辛いと言えば辛いですよ。ですけど、まあ、思い持ってやっ

てるんで…楽しくなかったらやってないでしょうね、多分。…好きなんでしょうねぇ。」と

代表者は語る。 

第三に、地元からの継続的な支援があったためである。重要な協力者として地元の土建

会社がある。例えば、ある会社の社長は、「（復興需要がこれから減っていくのが予想され

るのだから）やっぱり大槌から何か発信しなきゃいけない。大いにやれ」（Ｃ氏ヒアリング、

2018 年）と、ありフェスへ毎年、会社としては協賛金による支援を、町内の建設会社でつ

くる組合からは自家発電機を貸し出したりなどしている。この背景には、ありフェス実行

委員会のメンバーに、土建会社で働く地元の若者が多く、職場関係の中で支援をお願いし

やすい面もあるが、同時に、産業分野としては、ありフェスが復興事業完了後の地域にお

いて、町外に地域の声を発信していくコンテンツの１つになることを期待している面も大

きいだろう。 

第四に、住民からの批判を受けて、ありフェスの運営方法も毎年、工夫しようとしてき

ていることである。年に１回とはいえ、住民にとっては、馴染みのない音楽が聞こえ、奇

抜な姿をした（ときに酔って周囲に迷惑をかける人もいる）参加者を見ることになる可能

性があり、批判的な声は常にある。こうした批判の声には、「（音楽の、およびフェスとい

う）ジャンルがジャンルなので、この町になかったことやってるんで、やっぱり突出して

る部分があるんでしょうし…（参加者や協力者への、または住民への）批判じゃないです

よ、これは。事実なんで」と内省的な姿勢を代表者は見せている。そして、ありフェスの

運営方法も毎年、工夫しようとはしてきていると言える。例えば、出演者のジャンルの比

                                                   
13 実行委員会代表者へのヒアリング結果（2018 年、ヒアリング当時 44 歳）および、あり

フェス facebook ページに掲載されたチラシ等に基づく。 
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率を工夫している。地元保育園の子ども太鼓や地元の女性たちのフラダンス、地元婦人会

の踊り披露など地元からの出演者の年齢層（幼児から高齢者まで）や音楽のジャンルを多

様にしたり、ポップ系やアコースティック系のアーティスト、県内出身アーティストの比

率を増やしたりしている（2015 年～）。その他にも、ステージを１つにした結果、運営の目

の届かせるべき範囲が限定された（2018 年～）、ボランティアスタッフの人数確保とトレー

ニングのためにクラウドファンディングを行う（2019 年～）などである。工夫する努力を

続けている背景には、自分たちの活動を客観視し、地域住民からの批判的な声も受け入れ

ようとする姿勢が、運営委員会に芽生えているからだと言える（工夫している努力が、住

民からの理解につながっていくには、しばらく時間がかかるかも知れないが）。 

 

 以上は、町内の 30-40 歳代の若手層によるいくつかの活動例に特に絞って紹介した。上

の世代が続けてきた活動との接合も意識しながら、地元に溶け込める、震災後の新たな地

域のライフスタイルを構築していこうとしていることが読み取れる。 

その他にも、三陸鉄道大槌駅前でイベントスペースを併設しつつ入居する飲食店同士が

施設のコンセプトを共有しながら集まった貸店舗の施設「おおつち○○横丁」（2019 年 12

月完成）、住民を中心に講師として呼ぶまかないつきの勉強会である「陣屋」と、町内に繰

り出して地域文化（かんじきを履いて歩く、蛍を見に行くなど）を実体験する「大槌町を

楽しむ会」を定期的に行う「大槌陣屋」（2014 年 4 月ころから本格的に活動開始）、農家の

手伝いと味噌作りなどを継続し「自分たちの好きなことを全力でやる」「土地と遊ぶ」「地

元の人材掘り起し」をモットーに活動する創造集団・波工房（1990 年代設立）、地域の魚食

文化を発信し大槌ブランドをつくろうと細く長く活動する水産加工業４社の組合「ど真ん

中！おおつち」（2011 年 8 月設立）など、50 歳代以上の住民が中心となっている動きもあ

る。 

大槌町の住民たちは、震災による圧倒的に大きなダメージと、震災後に急速にかつ大量

に入ってきた知識や価値観、人に、ときに付き合い、ときに振り回されながら、トライ＆

エラーを繰り返してきた。その中で、自分の価値観を客観視し相対化することで自分なり

の信念を持てた住民たちもおり、無理せず続けられる、新しくても震災前の地域の価値観

にも溶け込める、震災後の地域のライフスタイルをつくっていく多様な主体による動きが、

（今でもトライ＆エラーを繰り返しながらも）少しずつ形になろうとしている。大槌町の

住民たちにとって東日本大震災は、10 年で片が付くようなものでない、大事件だったと言

える。これから何十年もかけて、こうした動きが総合化していった先に、震災後の大槌町

が成り立つ上で本当に大事なものとそれを支える仕組みを言語化したもの、言い換えれば、

震災後の新しい地域アイデンティティがあるのでないだろうか。 

 

４．考察―大槌の事例から見る、復興過程の各段階で大事な要素― 

 本稿では、大槌町の被災からの復興過程を見てきた。最後に、これまでの内容から見え

る、復興過程の各段階を読み解く上で重要な視点について考察する。次の４つである。 

 第一に、緊急避難期～避難所対応期においては、避難生活期での課題対応（高齢者福祉

に対応した指定避難施設の平時からの運用、避難所運営人材も守る）や平時からの地域教

育（想定される地域のリスクへの正しい理解促進）とセットにした緊急避難段階の防災対
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策になっているかどうか（なっていたかどうか）という視点である。そうでないと人命を

守ることが難しくなる。 

 第二に、仮設生活期～復旧復興期においては、当該地域が成り立つ上で重要なものは何

か（＝地域アイデンティティ）を、地域住民がどの程度明確に認識し、地域内外に説明で

きるかという視点である。地域アイデンティティの明確さの程度は、復興のあり方を大き

く左右する。住民同士でも、復旧復興期に入り始めると、それぞれの多様な生活再建戦略

に基づき、認識の相違が生じ始める。それに加えて、東日本大震災では、避難所生活が閉

じていく復興支援の段階でも様々な支援者が殺到する。すべての支援者が地域文化を適切

に理解できるわけではないし、自分の仕事として責任を負える範囲をよく考えずに「善意

で」被災地に来る支援者もいる。また、津波や火災が発生した場合、地域資料が失われ災

害前のまちの姿を再現することが困難になる。少なくとも地域のリーダー層は、地域アイ

デンティティを明確に持ち、地域内外に説明できるロジックを事前に準備しておく必要が

あるだろう。同様のことは、今後予想される南海トラフ地震津波のような大規模災害でも

言える。 

 第三に、仮設生活期～復旧復興期においては、交通環境、生きがいや心の癒しを得る方

法など住まいや仕事以外の様々なライフスタイルの要素を有機的につなげながら考えてい

かなければ、被災者にとって本当の生活再建や復興にはならないという視点である。住ま

いや職場の再建およびそのための基盤整備、あるいは集会所の整備は確かにスピード感を

持って進めることは必要だが、それだけを突出して進めても、本来的に多様なニーズを持

つ住民の復興感はついてこない。 

 第四に、復旧復興期においては、復興事業の成否だけで地域の復興を評価するのではな

く、事業の過程で住民がどのような気づきを得ているかに注目する必要がある。復興事業

の進捗や震災前からの人口減少の割合だけでは、地域の復興度合は分からない。復興計画

上、人口減少が進むことが最初から予測された地区は多い。様々な復興事業がとん挫して

いく過程で、住民は地域アイデンティティや、それを規定する自分たちのライフスタイル

を再認識した部分があるのではないか。 
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