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口大震災復興特集/特別論考:農村計画学深化口

東日本漁村復興3年目の無力感の本質

一沈黙と思考停止からの脱出-

Essence of the Feeling of Ineffectualness of the Restoration of the East Japan Fishing Village Revival Third Year 

富田宏*

Hiroshi TOMITA 

東日本大震災から 2年 10カ月を経た本稿執筆時(平

成26年 1月半ば)，多くの被災市町村では正月休み返上

で，復興庁に対する第8次復興交付金事業申請作業真最

中の筈である。

筆者は，長年漁村計画あるいは漁村研究に携わってき

た経緯から，個人的ボランテイア活動として，時には研

究者として，あるいは公的な漁業集落防災機能強化事業

の復興交付金事業採択に向けた自治体支援コンサルタン

トの立場として，いくつかの東北被災漁村復興の 2年

10カ月のプロセスを見る機会を得た。

東日本大震災復興の最大の特徴は，関東大震災や阪神

淡路大震災等の大都市直下型地震と全く異なり，資源依

存的立地特性に規定され成立する属地的産業(関連産業

を含めた)である漁業と地域社会の広域連担の再生に他

ならない点にあった。しかも 全国的な少子高齢化を先

取りする過疎高齢化地域という条件を背景に， 2000年

代に進んだ広域市町村合併後の分権自治体の復興力が試

されるはずであった。そして，誰もが，多くの産学官の

英知が結集，連携し再大効果を発揮するシステムが構

築されるであろうことを期待した。

しかしジョン・ダワーの 13.11で時代を変革するた

めの空間が空いたJという言葉は， 3年を迎えようとす

る今，幻想に終わろうとしている。

ここで扱うのは，東北被災地の漁村復興に絞った問題

のみであるにも関わらず，そこから見えてくる行政・計

画技術の無力さと災害列島日本の将来への危機感であ

る。本稿執筆のきっかけは，まさに，列島を覆う思考停

止と沈黙に対する危機感に他ならない。

1 東北被災漁村復興の経緯と問題認識

良く知られているように，東日本大震災発生直後，国

は，復興構想、会議を組織し， 6月には「創造的復興」を

高らかに謡った。国交省は，速やかに直轄調査費を活用

し被災市町村の被害状況把握と復興プラン策定をパター

ン調査と銘打ち実施，各市町村はその成果を，年内，遅

くとも年度内には自治体単位の復興計画に反映した。そ

の閑， 1-3次補正予算の執行，復興基本法の制定・施

行，復興予算窓口の一本化のための復興庁の設置と復興

交付金事業の提示等が矢継ぎ早に， 1年を経ずに打ち出

された。

このような経緯の中，漁村の復旧に関しては，特に多

くの漁港(必然的に多くに背後集落，つまり漁村)を擁

する大規模自治体(平成の大合併後に誕生した自治体に

その傾向が強い)では，個々の漁村の特性にお構いなく

一律，防災集団移転促進事業(国交省所管:復興交付金

基幹事業 以下，防集事業と言う。)による被災住宅の

高台移転手法が次々に選択された。

一方，漁業・漁村復興のもう一方の責任官庁である水

産庁は，発災から年内にかけては，漁業者始め漁業関係

者から最も要望の大きかった生産基盤，特に漁港施設の

復旧のための被災実態調査に少ない人員と予算を集中さ

せた。このことは，その後の公共土木施設災害復旧事業

国庫負担法に基づく漁港施設の速やかな原形復旧に大い

に寄与した反面，もうひとつの漁村復興の選択肢である

漁業集落防災機能強化事業(水産庁所管:復興交付金基

幹事業以下，漁集事業という。)の被災地への周知の

点では，遅れをとった面は否めない。

2年 10ヶ月を経て，全ての漁村復興計画が集計され

た訳ではないが，事業組み合わせ運用上大まかには次表

(表-1)のようにタイプ分類ができるだろう。

Bパターンは漁集事業のみ実施タイプで，防集高台移

表1 被災漁村の復興事業パターン分類

概要

防集高台移転+漁集事業(低地面的整備)併用型

漁業事業のみ実施型

防集高台移転事業のみ実施型

*株式会社漁村計画 Representative Director of Fishery Communities Planning Co 

Key Words: 1)情報公開， 2)沈黙， 3)思考停止， 4)ツリー構造， 5)セミラチス構造

467 



転宅地の 100坪/区画制限への漁家の反発や，移転跡地

の柔軟な個人利用要請など課題が明確なため一部を除き

問題はあまり顕在化していない。 Cパターンは，防集高

台移転事業のみ実施タイプで 背後が都市計画区域で区

画整理や津波復興拠点整備等の事業実施が可能で、ある

か，集落自体が小規模で，漁港利用自体が危ぶまれるよ

うな場合であり数は少ない。現時点で，最も事例が多い

のは， Aパターンの防集高台移転+漁集事業併用型であ

ろう。

このパターンは，先行して防集事業による宅地の高台

移転があり，移転跡地，すなわち津波浸水地域(災害危

険区域指定)の低地部の面的整備を漁集事業で補完しよ

うというタイプである。一般に，漁港イコール漁村(漁

港背後集落)を多数擁する大規模合併市町に多いタイプ

である。そして，このタイプの復興事業パターンが最も

抱える問題が多い。例えば，以下である。

①防集高台移転計画時に移転跡地(低地部)一体のマス

タープランが描かれていない。

②災害危険区域の面的整備に関する復興交付金基幹事業

が都市計画区域外では漁集事業以外にないため，限ら

れた漁集事業メニュー以外の整備ができない。

③災害危険区域に防集移転買い取り宅地(市町村有地)

と民有地がパッチワーク状に散在し，一体整備が困難。

{【凡例i.......
i豆王立立並亘皇漁集事業による住宅用地の樹上 i
j げ・高台懇備がある地区 l 

・詩集事業地区 ! 
:@ 肪集事業を併せて実絡する地区 i 
L_(数字)肪集主施主主地区数(移転元集結ペース)...J

注;復興交付金配分地区(第5四分まで)

資料水産庁漁港治場整備部防災漁村謀調べを富田加工

図1漁業集落防災機能強化事業進捗状況 (H25.3)
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④住民の意向が十分反映(十分な情報共有システムの不

在)される計画プロセスが踏まれている例が少ない。

⑤防集及び漁集担当者(産官学)聞の情報共有・意思の

疎通・連携が図られていない。

⑥低地利用や漁港利用を規定する防潮堤整備に関する官

民の議論が収束していない場合が多い。

⑦復興庁査定が復旧の枠を超えず，将来を見据えたマス

タープランに基づく復興計画は採択され難い。

⑧広域的・将来的予測やマスタープランの視点が欠如。

2 東北漁村復興の無力感の本質

本来，地先の豊かな資源に依存して，生業と暮らしが

一体となって成立してきた漁村には，伝統的に資源や漁

具の総有を通じて，極めて強固な共同体社会が構築され

てきた。被災後，多数の漁村毎に，分断居住を余儀なく

された漁村コミュニティを対象にきめ細かなワークショ

ップ等の意見のやりとりが事業主体である自治体が実施

することは，事実上困難であった。そこで，何が起こっ

たか。漁村の一般的地域特性は言うまでもなく，個々の

地域の独自性を考慮する余裕はなく，行政の効率性のみ

が求められた。少ない人員で，効率的に迅速な震災復興

を進めるため，最小限の情報提示と最小限の選択肢の提

示である。一律防集高台移転と L1防潮堤は，犯すべか

らざる決まりごとになった。その際，漁港の原形復旧と

移転跡地の低平地(災害危険区域)利用は，誰も考えな

かった。本来であれば，同時並行でグランドデザインが

あってしかるべき環境セットが空間的にも機能的にも，

時間的にバラバラに取り扱われたのである。そして，そ

れぞれに異なる仕様， 目的の事業制度が相互の脈略もな

く，固に予算面でのみ評価され，貼り付けられていく。

復興まちづくりなどとは，言える結果にはなっておらず，

ノtッチワーク図が見え始めて，住民が居心地の悪さを感

じ始めているのが現状と言えないだろうか。

東日本大震災の悲惨は，大事な肉親や知人を亡くし，

財産を失った本人でなければ知りょうもないが，我々は

当時の映像を見，体験者と話し，現場を歩き，想像力を

働かせることで，それを悼み，力を尽くすことはできる。

敢えて言うならば， 1国民の生命財産を守るJという大

義名分の下に，我々が営々と築き上げてきた民主主義の

根本である正確な情報提供と共有，個々の生き方の選択

の自由が封印され，皆が思考停止に陥った 2年 10カ月

で、はなかったかという気がしてならない。

かつて，古い国家体制の象徴としてのツリー構造の対

立概念として，クリストファー・アレグザンダーが提唱

したセミ・ラチスという考え方は， 1二十一世紀の日本

のかたち~生命の網の目社会をはぐくむjなどの地域計



画論にも展開していったように，網の目型地域社会の理

念や水平なつながりが国のかたちの本質というかつての

議論を思い起こさせるが，今回の震災・津波被害の巨大

さは，戦後の高度成長期の膨大な社会資本蓄積の喪失と

いう事実を考え併せても，到底，自治体単位の対応の限

界を超えていた。むしろ 鳴り物入りの平成の大合併で

誕生した大規模市町ほど，その立地特性から周縁性，散

在立地性が強い漁村にはマンパワーも配慮も届きにくい

のが実情であった。

一方では，民間プランナーや有識者，大学教員など善

意のボランテイアが被災地に乗り込んだ。敬意に値すべ

き行為であるが，行政の現場が彼らの力を統合・活用す

るシステムを持ち得なかったため，短期的に見る限り現

実的なものに昇華しているものは少ない。もちろん，単

視眼的に見るのではなく，長いスパンで地域の復興まち

づくり支援を見ていくべき事例もあり，むしろボランテ

イアの真価はこれから関われることになるだろう。

つまり， 2000年代を通じて進められた市町村合併の

末に生まれた大規模自治体は，未だ自立自治体にはなり

得ていなかった。従って，地方分権をより推進し多様

性に対応できる自立自治体を育成強化していくことは，

地域のコミュニテイや人間関係や独自の地域性・文化を

今後の復興まちづくりに反映していくことにつながると

確信する。一方で，今回程の大規模災害復旧の場合の新

しいかたちの国家を頂点とした風通しのよいツリー構造

の再構築も重要な視点、だろう。ワンストップ型の国の窓

口と期待した復興庁は，決して新しいかたちの風通しの

よいツリーで、はなかった。水平にきめ細かに広がる網の

目とツリーの聞に，実効性のある情報共有と連携，協働

のテコとなるようなしくみが欲しい。

3 沈黙と思考停止から脱する

3年を経て，現場は血の渉むような苦労の連続である

ことは，自ら側面支援ながらそこに身を投じている経験

から十分承知しているつもりである。今さら， rたらJ，

「れば」を言っても始まらないことも分かっている。

しかし被災当時のあまりの悲惨さに声を無くし国

民全体が， r人の生命Jという重い命題に押し黙り，沈

黙と思考停止状態から抜け出せずにきた。行政・計画技

術に関わる者が，今，このような思考停止状態では決し

ていい結果は生まれない。脱すべきである。

震災後3年も経とうとしているのに，復興が遅々とし

て進まないという論調があるが，必ずしもそうとは思え

ない。むしろ，誤った方向の復興が猛スピードで進んで

いるように思えてならない。

漁港の原形復旧と将来を見通した復興の問題，画一的

な防潮堤の高さと構造の問題，住環境整備手法としての

高台移転と現地再建選択のあり方，災害危険区域に設定

された広大な低平地の面的利活用支援施策や事業制度の

不備，漁業地域特有の暮らしと生業の一体性と，コンパ

クトシティ型復興まちづくりと資源依存型漁村の飛ぴ地

的・周縁的立地との関係性など大きな視点、で解決すべき

問題は積み残されたままである。そして，このような状

況の下，大規模公共事業予算の分捕り合戦が復興の成果

であるかのような様相を呈している。しかも，復興主体

である住民の意思を反映しているとは言い難い混乱期の

個別公共事業の単なる積み重ねは，復興思想を背景にし

たマスタープランには程遠く，分権自治体の旗が降ろさ

れたのかと目を疑うかのようである。

そして，今，いくつかの浜では，防潮堤や高台移転住

宅地を始めとした拙速な漁村復興事業計画について，落

ち着きを取り戻しつつある地域住民からの冷静な意見表

明により，計画の再検討が余儀なくされている例も少な

くない。

従って，東日本大震災被災漁村の計画と復興の実践プ

ロセスを検証し制度・システム・計画に対する評価，

改良が急務である。このことは同時に，今後，予想され

る南海，東南海，東海地震津波に対処する実効ある漁村

事前復興(防災)体制の確立のためにも必要不可欠の産

官学が共有すべき課題である。

やるべきことは山積している。
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Summery: Approximately three years passed from East Japan great earthquake disaster. There訂 emany people也atrevival does 

not advance now. However， actually， 1 think that revival of the wrong form advances at very fast speed. A schemer and也ere-

searcher must escape台omsilence and a thought stop state now. 
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