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岩手・宮城内陸地震を語り継ぐ一関市災害遺構の実態調査

伊藤 綾乃＊．井良沢道也M ・多賀谷拓也村＊

The investigation of the Ichinoseki disaster ruins of Iwatεand the Miyagi inland 

earthquake handed down from gen己rationto generation 

Ayano ITO＇，班 ichiyalRASAWA0 and Takuya TAGAYA… 

しはじめに

災害遺講とは，災害の記憶を伝承させ，将来の滅災へつなげることを目的として，過去に発

生した災害の痕跡を保存したものである。ここでとりあげた一関市に設置された災害遺構（旧

祭時大橋， rl1野々原被災地）は，岩手・宮城内陸地震のいわば爪痕である（ここでは一関市災

と呼ぶ）。これらを保存することで，住民らの防災意識の啓発，及び災害の記憶の伝承

を百指すものである。圏内における挙制としては，有珠山の2000年出麓噴火の災害遺講などが

あげられる。本噴火は犠牲者こそ出なかったものの，長期の避難や泥流，火山灰などによる住

民生活への被害は多大なものであった。泥流と火山よ官接物で壊もれた住宅や，熱泥流で押し流

された「木の実橋j等の災害遺構を保存することで， i成災腎発に役立てるとともに地域の活性‘

化につなげるための活動が行われているけんここでは一関市建設部への打ち合わせと資料

収集，一関市における災害遺講の見学者への聞き取り調査，及び河市厳美地区長及びjT B東

北への開き取り調査を行った。

II.一関市災害遺講の概要と経緯

一関市災害遺講のうち，！日祭時大橋が災害遺構として保存されるに三さった経緯について，ご
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く簡単に述べる。岩手・宮城内陸地震は2008年6月14日午前8時43分頃，岩手県南部を震源と

して発生した。規模はマグニチュード7.2，岩手県奥州市と宮城県栗原市においては最大震度

6強を観測した。人的被害をみると， 17名が死亡， 6名が行方不明，負傷者は448名となって

いる （2, 3）。なお，死者の多くは土砂災害によるものであった。国道342号に架かる祭時大

橋は，この地震により秋田県側の尾根全体が地下深部で滑り崩壊を起こし，秋間側の橋台，橋

脚と橋げたが一関側に約llm移動したことにより落橋したと推定されている。その他，市野々

原地区においては大規模な地すべりに伴う河道閉塞が発生するなど，各地に大きな被害をもた

らした。当初，落橋した！日祭時大橋を保存しようという取り組みは，災害復！日工事に関わって

いた圏土交通省岩手河川国道事務所，林野庁岩手南部森林管理署，岩手県一関市土木センター，

同一関農林振興センター，一関市の各機関毎に進められようとしていた。そこで，復i日工事と

同様に各機関が連携して整備を行うことで役割の重複を避け，互いに補完し合い，統一感を持

たせることで，見学の効率化やわかりやすさを向上させるため，合同で災害遺構の整備計画を

策定することとした。計額段階において，県は「橋台2基と秋田県側の橋脚 1基を残して，そ

れ以外は上部工も含めて全て撤去する」との意向を示していた。しかし，それでは見学時に災

害の脅威が怯わりにくいとの理由から，一関市が橋梁上部工の一部（秋田県側）保存を提案し，

遺構として一関市が管理するという条件で県がこれを承諾，現在の形で保存されるに至った。

復興にあたり，震災の教訓を忘れてはいけないと被災現場の保存を決断。防災教育や学習の場

に役立てるため災害遺構として残した （4）。「防災意識の啓発J，「災害記憶の伝承」を目的と

して，被害が集中した一関市西部の山間部が現在も保存されている。

一関市災害遺構の主な 3つの見学場所について以下から説明する （3）。祭器寺地区では（a）落

橋した！日祭時大橋，（b）祭時大橋見学通路 (c）祭時被災地展望の丘の 3カ所を，また市野々

原地区では，（d）市野々原被災地展望広場があり，それぞれの場所については以下の函 1と図

2で示す。

a. I日祭時大橋

一関市災害遺構のメインとなるのは，この！日祭時大橋の存在である（写真 1）。国道342号に

あった祭器寺大擦は，地震の揺れにより橋台・橋脚が乗った秋田側の尾根が地下深部で、すべり崩

壊を起こし，一関側に約llm移動したことにより落携したと推定されている。地震当時，構の

落橋により国道342号が寸断され孤立してしまった地区の柱民は，自衛隊のヘリにより救助さ

れた。一関市災害遺構の中でも大きなインパクトを見学者に与えている。

b. I日祭時大矯晃学通路

地震による被害は橋だけでなく，周辺の道路にも及んだ。見学通路沿いには，地震後の道路

がl也すべりにより地割れした損壊状態がそのまま保存されており，見学通路を歩くことで，被
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図 1 一関市災害遺構（祭時と市野々原）の場所（出典：！翠土地理鹿 （5）縮尺： 1/25000)
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盟2 祭器寺地藍の災害遺構の位置関係（出典：思土地理院 （5）縮尺： 1/25000)
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害の大きさを体感することができる。また，落橋した現場の近くまで行くことができる。

c.祭時被災地展望の丘

！日祭時大橋を見渡すことができる展望台である（写真 2）。約1500ぱのスペースに東屋や駐

車場，解説パネル等を設震している。また，岩手・宮城内陸地震により落橋した！日祭時大橋や，

地すべりによる被害は災害遺構としてそのまま保存されている。この展望の丘からは崩落被害

の状況全体を見学することが可能である。また，！日祭特大積の矯脚はオブジェ化されて展示さ

れているほか，被害と復旧の取り組みについて紹介したパネルを展示している。

d.市野々j恵被災地展望広場

災害当時，磐井JIIお岸では大規模な地すべりが発生しf::.o この地すべりによる崩壊土砂約

173万ばは磐井川を幅約200m，長さ約700mにわたり堰き止め，上流側に大きな天然ダム（湛

水面積20万ば， i甚水量179万nl）を形成した 3）。この天然ダムが決壊した場合には，大

規模な土石流が発生し，一関市街地まで甚大な被害が生じることが想定されたO また，この地

1 落橋した旧祭時大橋（一関市資料より引用 （3 )) 

写真2 展望の丘で説明を受ける児撃たち

（；最影：平成25年 6月4El) 

写真3 地すべりによって形成された天然ダム

（撮影：平成24年10月278)
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すべりにより国道342号は寸断され，孤立した住民は避難所である本寺小学校へ避難すること

となった。

市野々原被災地展望広場では，地すべりに対する対策工事や天然ダムの様子を見学すること

ができる。また，広場には災害発生時の写真や解説が掲載されたパネルが展示しであり，天然

ダム形成のメカニズムと毎回工事の内容を学ぶことができる。

Ill.謂査方法

ここでは2011年～2012年にかけて実施した一関市災害遺構の実態調査について説明する。本

調査は，一関市災害遺構に訪れた人々に見学理由や見学してみての感想、を質問し，災害遺構の

利用実態や見学者に与える効果などを明らかにするために実施した。災害遺構である祭時被災

地展望の丘，祭時大橋見学通路，市野々原被災地展望広場の3地点を訪れた見学者に対し，開

き寂り形式でのアンケート調査を実施した。アンケートは全3回行い， l回目は2011年11月3

日（木）：回答者数33名， 2回目は2012年7月29El （日）：回答者数22名， 3回目は2012年10月27

日（土）：回答者数50名となり，会回答者数は105名となった。アンケートの質問項目は表 1に

示す。

表 1 －鶴市災害遺精アンケート質問1頁自

E毒性

Q 1 年齢・性別

Q2 どこから来たか

Q3 誰と・何人で、来たか

式
一
答
答
答

形
一
四
回
問

答
一
自
由
出

岡
山
一
白
自
白

市野々原被災

地展望広場

稜数回答

構の認知度

祭時被災地

展望の丘

祭時被災地

見学通路

どうやつ

したか・予定はあるか

展望の丘は何度訪れたか・その理由

丘を見学しようと思ったきっかけ

見学路は見学したか・予定はあるか

見学路は何度訪れたか・その理由

見学路を見学しようと思ったきっかけ

々Bまは見学したか・予定はあるか

市野々原は何度訪れたか・その理由

15 7有野々原を見学しようと思ったきつ

Ql6 見学後の防災意識の変化

Ql7 災害遺構の取り組みへの評価

Ql8 見学しての感想

Ql9 災害遺構として期待していたもの

Q20 一関市の事例以外に災害遺構を知っているか

Q21 取り組みへの意見・指摘

単一一選択

自由自答

単一選択

自由回答

自由自答

災害遺構の取

り組みへの評

価・考え

自由回答

単一選択

自由回答

自由回答
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IV.調査結果

ここからは会3回実施したアンケート結果をみていく。なお，集計は 3四分を合わせたもの

を主にみていく。一関市災害遺構見学者を対象とした開き攻り調査により，以下の事柄が分かつ

た。

1 .罵性

見学者の年齢層は60代が35%を占め最多で， 40～60代の見学者が75%を占める。 30代以下の

見学者は 8%のみであった。最も多かったパターンは， 40代以上の夫婦で見学に訪れるという

ものである。見学者の居住地をみると，主に岩手県南部（一関市，奥州市）と宮城県からの見

学者の割合が多かった。この要因として，祭時被災地の所在が一関市であり，ちょうど宮城県

との県境に近いことが挙げられる。また， 2011年に発生した東日本大震災により，岩手県及び

宮城県民の危機意識が底上げされたことが影響したと考えられる。

誰と，何名で見学に来たかについては，家族と一緒に見学している人が多かった。人数とし

ては「2人」が過半数以上で，傾向としては夫婦で訪れる場合が多い。岩手・宮城内陸地震の

記強については，災害遺構に訪れた人々のうち，岩手・宮城内陸地震について，ほとんとなの人

が覚えていた (105人中のお入）。

2粛祭時大橋及び祭時間辺災害遺構施設の認知度

一関市災害遺構の認知度については，祭時大橋及び市野々原被災地等の災害遺構施設の認知

度をみると，会回答者の105名のうち，祭時大橋自体を知っていた人は約 6 割であった（~3）。

祭時大橋自体は広く認知されていることが分かった。しかし，その周辺の災害遺構見学施設

（祭時被災地展望広場，祭時大橋見学通路）や市野々原被災地については，ほとんどの見学者

｛ 織をき｛亨たけぱ、 42 

ー守c~ 
8 

市喜子 h Ji空 95 
必~ 

憲懇知ってし ＼iこ
mぶ

ν 
て、

更字1量5き 9ヰ会Cを2ペ
<.!' 知らなお＼った手，，ミ

~芸~ 
き実~の丘 6詰

。% 20% ヰG手。 60号、 80% 100% 

図3 各災害遺構施設の認知度（ n=105)
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は知らないという結巣となった。これについては，主にPRの不足や標識の分かりにくさが影

していると考えられる。

祭時大橋の存在を知ったのは，「震災当時のニュースや新聞などJがきっかけの人が過半数

を占め，その次に多かったのは「実際に自にして知っていたjであった（閣 4）。落橋した祭

時大橋を知っていた人は多かった一方で，祭時大橋見学通路や市野々原被災地展望広場の存在

について知っている人は，あまり多く見られなかった。現地には道路沿いに大きな案内板や看

板などがないことから，見学通路や市野々厳被災地展望広場の存在に気付かない人が多いと考

えられる。

3胸祭時被災地展望の丘の見学状況

展望の丘の見学のきっかけとして図 5に示したように「たまたま立ち寄ったjという回答が過

半数を占めていることが分かる。一関市の災害遺構は闇道342号線沿いにあり，祭時被災地展

望の丘の駐車場は法くなっていたため，展望の丘に立ち寄り易いことも「たまたま立ち寄ったJ

という回答の多さにつながったのではないかと考えられる。また見学のきっかけとして「人づ

てに開いた」という回答も見られたことから，災害遺構の見学者による波及効果も期待できる

Ill当時のニュース・新開等

関パンフレット毒事

IDインヲーネット

喜還さ雲際に自にしていて知って

し、Tこ
悶f土要事で関わった

図その他

毘4 祭器寺大橋自体はどのようにして知ったか

関見学してきた（過去に見学

しTこ）

図これから史学予定

ロ見学予定なし

回5 祭時被災地展望の丘の見学状況
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と考えられる。

祭時被災地展望の丘には何度訪れたかについては l屈が7割で最も多い（図 6）。何度も展

望の丘に訪れている人の理由としては， r；昆泉に来たついでに立ち寄ったjという回答が多く

見られたことも特鍛的である。また，「子供・友人に見せたかったためjという霞答も見られ

た。災害遺構は，災害について継承していく場所，手段としても利用されていることが分かる。

見学通路を見学するきっかけとしては 「新聞・ニュースで知り輿味を持ったj「たまたま立ち

寄ったjの2つの回答がどちらも半々くらいであった（国 7）。ただ，実際に見学通路を見学

したことがある人は，展望の丘と比べると非常に少ないことが分かる。

4.災害遺構の取り組みへの評価

災害遺構の取り組みへの評価としては，肯定的な意見が多く見られ，災害の痕跡を保存する

災害遺構の取り組みに対して否定的な意見あまり見られなかった（図 8）。しかし一方で，「取

り組み自体｛まよいが，活用できていないと思うjという屈答も見られたことから，災害遺構の

活用方法については，まだ改善の余地があると考えられる。

ロ1由

塁塁 2四

日3回

iiil 4閉

口5田

思6 祭時被災地展望の丘には何度訪れたか

［］幸月間・ニュースで知り奥妹を持った

関パンフレット害事で知り奥妹を持った

ロイン告ーネットで知り奥球を持った

霊童たまたま立ち寄った

ロ仕惑に関係するから

0その他

図7 祭器寺被災地展望の丘を見学したきっかけ
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E!'l良いと忍う

図取り組み自体iまよいが、活

用できていないと思う

臼ないよりはあった！まうがよい

関取り組み密｛本が害警駄である

ロその他

図書奪回答

盟8 災害溜構の取り組みへの評髄

5.災害遊構を見学してどのように感じたか

157 

を見学した人々に感想、を開いてみると，「災害の大きさを実感したjf自然の脅威を

感じたJr衝撃的だ、った」という芦が多く開かれた。災答遺構の見学後の防災意識の変化をみ

ても，見学後に防災意識が高まったと回答する見学者が多いことから，災害遺構は見学者に大

きなインパクトを与える存在であることが分かった。また見学者の感想、として，［災害遺構を

次世代にまで残し保存するべきだjとの芦も開かれた。見学者の他の感想としては， f災害遺

構の現実が自分の実感とマッチしないj「災害の凄さは分かったが まだ他人事のようにしか

考えられない」などの声が開かれた。災害遺構を見学することで，自然災害の恐ろしさを実感

することはできるが，それを自分自身の生活と関連付けて考えることが難しい場合もあるよう

だ。一関市災害遺構の場合，保存されたものが見学者に大きな自然の力を強く印象づけるため，

それが夜分のリアルな生活の中で起こるかもしれないと考えるのは難しいのだと思われる。た

だ単に「自然の脅威」「自然のすごさjを伝えるだけならば今のままでいいかもしれないが，

見学者に当事者意識として災害を捉えてもらうことを目的とする場合には，もう少し工夫が求

められる。妨災にとって災害の怖さや恐ろしさを知ってもらうことは欠かせないことではある

が，本当の防災の目的は「自分の命を守ることjであるため，個人個人の防災に対する

を高めることが必要で、ある。災害遺構の場合も，見学者の感想、を f自然は怖いjというよ

うな漠然としたもので終わらせるのではなく，その一歩先の「自分も災害に備えようJという

ような防災行動にまで発展させることができれば＼災害遺構の防災時発の効果をより高めるこ

ととなる。その一歩先へ進むためにはどうすればよいかを今後は考えていく必要がある。

6.災害遺構として還してほしいと期待するもの

一番多かったのは「なし／無回答」の項目であった（思 9）。この原因としては

という雷葉自体が未だ定着していないことや，質問の開き方として「災害遺構として遺してほ

しいと期待するものJという聞き方をしてしまったことで，「なしJと答えた人が多くなった
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可能性もある。

fその他jで見受けられた意見としては，「3.11震災時の一般家屋の被害，沿岸の建物や船

の被害などは残すべき」「ジ、オパークとして残してはどうかJr残せるものは遺した方が良いJ

「見て一番印象に残るものを残すべき，そこにあるはずのないものを残すj「残すことで恐怖を

えてしまうものもあるため選択は重要」「亡くなった方が多い場合の物は残さなくてもよい

と思うJr被災地の人がいいと思うなら残すべきJf一般生活に差し支えない範囲で残すべきJ

などの意見がみられた。

7.災害遺構を見学しー「誰にJr1可をj伝えたいと感じたか

伝えたい対象として「家族・子供たちjと匝答した人が最も多かった（図10）。自分が災害

遺構を見学して感じたことを自分の身近にいる大切な人々に伝えたいという意思を持つ人が多

いことが分かる。

45 
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伝えたい内容を大きく分けてみると，「当時の被災状況についてj「自然災害の恐ろしさにつ

いてJf災害遺構の存在についてj「災害時の備え・防災意識について」「命の大切さについてj

などに分けることができる。

8.一関市災害遺構への指摘・改蕃点、

最も多かったのは「PR不足・場所が分かりづらい」の項告であった（国11）。祭時被災地

展望の丘に関しては訪問者も多いことから，比較的分かりやすい場所にあるといえるが，他2

地点の祭時大橋見学通路と市野々原被災地展望広場に関しては認知度も｛尽く，場所も分かりづ

らい傾向にあるといえる。今後どのように災害遺構について人々に発信していくかが大切であ

る。ただ“災害遺構”という位置付けであるため，単に派手にPRするだけというようなやり

方では問題がある。

次いで、多かったのは「説明不足・説明が分かりにくいjの項目であった。祭器寺展望の丘や市

野々原被災地展望広場には，当時の災害状況が詳しく番かれたパネルが置かれているが，「パ

ネルが専門的すぎるJr何か分かりにくいjというような意見が見受けられたことから，初め

て訪れた人にとっては災害遺構に関しての理解を深めるのが少し難しい面があるようだ。情報

を効果的に訪問者に与えられるような工夫が必要である。

9.災害透構見学後の防災意識の変化

第1回目の調査結果は災害遺構全体としての防災意識の変化を対象としていたため，今回は

第2回目と第3回目の調査結果を地点毎にまとめてグラフにした（閣12）。全体的にみても，

災害遺構を見学した後では，防災意識が高まったと答える人がほとんどであった。中には f日

頃から！坊災意識あり」と自答した人が l名，また「特に何も感じず、変化なしJと回答した人が

1名みられた。

第l回目の結果の所でも述べたように，設問の仕方が誘導的であったため，本当に訪災意識

関PR不足・主審員丹がわかりづら

い
関説明不足・説明が分かりに

くい

図滋切なき菱官請をしてほしい

襲警事Hi霊伎の向上

図安全性に不安

おその他

。書奪回答

関11 一関市災害遺構施設への指構・改萎点（※複数割答）
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国12 災害遺構克学後の防災意識の変化（祭時被災地震望の丘）

（※第 1盟結果は除く）

が高まったかどうかは裏付けができていないが，他の設間にあった f実際に見て感じたことJ

f伝えたいこと」の質問項目に対する訪問者の回答を見ると 災害遺構が見学者にもたらす紡

災意識の啓発効果はあると考えられる。災害遺構の存在は訪問者に何かしらのインパクトを

え得ると考える。

10.災寄i蚤構カ言

災害i立構は地域の防災数育宇に与える影響l土大きいと考えられる。そこで平成25年に実施され

た小学生向けの防災学習会である f磐井Jll砂防探検隊Jを取り上げ，この探検誌に参加した一

関市内の小学校6校の児童165名を調査対象としたO この砂防探検隊は国土交通省岩手河JII国

道事務所，岩手県，一関市が主体となって実施しているものである （7, 8, 9）。砂防探検

誌が児童へ及ぼした影響を明らかにするために，児童に対してアンケート諦査を実施した。ア

ンケートは計2問実施し，第 l四日は探検隊終了約2週間後に，第2回目は探検隊終了約4～

5カ丹後に実施した。参加学年は主に 5年生が多かっ f..:.o

関13は，探検隊参加後に災害遺構を再見学したかどうかを，参力E約4か月後に開いた質問で

ある。全体のうちの約4割以、上の児支が一関市災害遺構に再び訪れていた。

圏14は，再見学のきっかけを表したものである。一番多かった回答は fたまたま通りかかっ

たからjで，次いで fもう一度行きたかったからjとなり，「家族に誘われたからJのJll&番と

なった。また，再見学した児童と再見学しなかった児童では， 4ヶ月後の自然災害に関する会

話量変化にも差がみられた。

図15は災害遺構の再見学の有無と探検隊4ヶ丹後の自然災害に関する会話量の変化をクロス

集計したものである。これをみると，災害遺構を再見学した児章の方が，自然災害に関する会

えたと田答した児童の割合が多いことが分かる。再見学した児童のうち約50%は会話

量が増加していたが，再見学しなかった児童における会話量の増加割合は約34%となった。災
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再見学した

謬再兇学しなかった

無回答

図13 災害遺構再見学の有無
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害遺構は児童の身近に存在しているため，再見学をする機会が多いと考えられる。災害遺構を

再見学することで，児章の地域災害への関心が維持されやすくなる傾向が伺える。再見学をきっ

かけに，災害や防災に関する会話量が児童や家鹿のなかで増えることを願う。

v.厳美地区長友びJTB東北への聞き取り調査

1.厳美地区長への開き恕り調査結果

追加調変として，災害遺構がある地域に住む区長に対して，住民の災害遺構に対する意見等

についての開き取りを実施した。調査対象は一関市厳美地区註長とし，調査方法は電話で開き

取り調査（計5向の質問を実施）をした。調査実施日は2012年12月14自である。

調査結果は以下の通りである。

1 ）市野々原被災地展望広場，祭時被災地展望の丘，祭時大橋見学通路，祭特大橋自体で以前

から知っているものはどれですか？

回答としてはすべて知っているであっ f,:_o

2）祭時大橋や市野々原被災地のように 過去の災害を後世に伝えることを目的として，災害

の爪痕をあえて復j日せずに保存したものを災害遺構と呼びます。このような取り経みをどの

ように評価しますか？

問答としては強くというほどではないが評価はするであった。

3）区の総会などで災害遺構に関する話が出ることはありますか？

回答としては話をした事がないであった。

4）災害遺講ができてから地域に与えた影響はどのようなものがあると思いますか？（プラス

の国だけでなくマイナスの菌も含めて）

回答としては地域としてはまだ始まったばかりなので，正直あまり期待していない。まず

は治山や砂防対策をしっかりとすることが先決である。来訪者は多くなったが，プラスもマ

イナスも現時点ではなし、。

5）現在の災害遺構としての祭時大橋や市野々原被災地展望広場の活用の現状について，侍か

改善すべきと思う点はありますか？

回答としては特にはありません。

2. J TB東北への聞き取り謂査結果

JT B東北では，一関市災害遺構をプランに含めた「栗駒新発見の旅モニターツアー（2012

年3月20日～21日）」というものを金酒し実施していた。また，祭時大橋の見学をプランに含

めた栗駒山山聞きツアーも2012年に実施していた。そこで，本モニターツアーの概要や実施し

てみての感想を把握するために， JTB東北へ開き取り調査を実施した。
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調査対象は株式会社 JT B東北奥州支店で，調査方法は向様、に電話で聞き取り調査（計5

間の質問を実施）を行った。誠査実施日は2012年12月17臼で，開き取り内容は栗駒新発見の旅

モニターツアーについてである。調査結果は以下の通りである。

1）モニターツアーを企画した目的とは？

回答としては一関市からの委託事業である。 5ゆっくりひとめぐり栗駒山麓連絡会議iから

の委託を受けて企画した。この Fゆっくりひとめぐり栗駒山麓連絡会議jは，岩手県の一関市，

宮城県の栗原市，秋田県の東成瀬村といった，栗駒山がまたがっている3県が栗駒山の魅力を

アピールするために協議会として設立させた。今回のツアーは一関市が窓口となっている。

2）モニターツアーに祭時大橋の見学を入れたきっかけは？

回答としては栗駒山をアピーjしするための事業であるが，ツアーは3月実施ということで栗

駒山登山の企画をするのは難しかったため，その調辺の観光を金額することとなった。祭時大

橋の見学を入れたのは，栗駒山から~g離的に一番近かったため。 3.11 も意識して，岩手・宮城

内陸地震を風化させたくないという思いも多少あったが，距離的に近いことのほうが大きな理

由である。震災関連を話的としたツアーの企画はあまり良いとは思わないが，今回のツアーに

祭時大橋の見学を取り入れたことに抵抗はなかった。

3）ツアーに参加した乗客数は？

回答としては12名。ツアー実施臼が祝日と王子日にまたがっていた関係もあって，参加人数が

少なかった可能性もある。

4）参加した人の世代，出身県は？

関答としては12名の内訳は， 80代…4名， 701-t・・・4名， 60代… 2名， 50代… 1名， 10代… 1

名であった。夫婦で参加は 2組で4人，ひとりで参加は 5人である。出身県はすべて岩手県で，

一関市が9名， －奥'l'M・花巻が1名ずつであったO

5）モニターツアーの宣伝方法は？

自答としては岩手県内では岩手日日新開に公告を掲載して宣伝し，栗原市ではチラシで 宣

伝した。東成瀬村は冬の間は雪のため道路が通行できなくなるため，宣伝はしなかった。

6）祭時大揺の見学の感想、

回答としてはJT Bではモニターツアーの参加者に街単なアンケートを実施していた。 4段

階で評価し，その結果はti、下の通り。

－とても良い： 1名 ・良い： 11名 ・あまり良くない： 0名 ・良くない： 0名

参加者の方々の感想としては地震掛として記念になる 百間は一見にしかずで参考になった，

自然災害のすごさが視覚的に分かった，これからの保存が楽しみ，次の時代へ残すことは長い

と思う，新開を読んでいて知っていた，次は雪が消えてから播の近くまで行きたいなどであっ

たO

7）祭時大橋を見学に級み入れた他のツアーはあるか？また予定はあるか？
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回答としては祭時大橋を組み入れた他のツアーとしては，架白駒山山聞きツアーがある。こち

らも市からの委託事業で， 5月の土日に実施した。このツアーも l泊2日で， 1日告は観光，

2日自は登山を行った。祭時大橋の見学は 1日自である。

回答としては今回のツアーにも祭時大橋の見学を組み入れた理由は，祭時大橋は粟駒山まで

の通り道にあり，ツアーを組むうえで了度いい場所にあったためであった。また， 3月のツアー

でも参加者へインパクトを大きく与えることができたため今回のツアーにも取り入れようと思っ

たが，「震災をj乳化させないようにjというような明確な理由はなかった。

また今後の祭器寺大橋を組み入れたツアーは，登山関係で 1泊2臼のツアーであれば企画する

可能性もある。しかし，震災を風化させずに怯えていくために考えたツアーは今のところ企画

予定はないとのことである。さらに祭時大橋が絡む一関市からの委託事業は上記で挙げたよう

な， f栗駒山の魅力をアピールするものJと「栗駒山登山Jの2つである。委託事業でないと

ツアー額が高額になり，商品も売れない。市から予算をもらえると，蕗品の値段も抑えられる。

8）栗駒山山開きツアーの参加者と見学感想、等について

参加者が20名であった。回答としては30代： 1名， 50代： 1名， 60代： 12名， 70名： 5名，

無回答： l名であった。出身！果は岩手県： 11名，宮城県： 3名，その他： 4名，無回答： 2名

である。宣伝方法…宣伝は岩手県内のみで、行った。岩手臼日新閣で広告宣伝をした。しかし栗

原市の一部でも白日新聞を購読している地域もあり，参加者の中には，現地でたまたまツアー

の存在を知って参加した人や，岩手県内の人から紹介されて参加した人もいた。

祭特大橋見学の感想、について，このツアーでも参加者に簡単なアンケートを実施した。結果

は以下の通りで， 17名の回答があった。

－とても良い： 15名 ・良い： 2名 ・あまり良くない： 0名 ・良くない： 0名

参加者の方々の感想、としては，自然災害は恐ろしい，以前よりもきれいになった，保存すべ

き，観光へ前向きに進んでほしい，永久に保存するのはいかがなものか，地元の者だが今回ちゃ

んと見学してみて深く印象を受けたなどであった。

9）担当者の意見として，祭時大橋間辺はどのように整備して欲しいか？

囲答としては展望の丘はあのままで長いと思う。遊歩道に関しては，語り部さんがいればい

いと思う。可能であれば，災害時の状況などについて震災を実体験した人に説明してもらいた

い。ちなみに現在はパスガイドさんが現地で説明をしてくれている。各見学箇所は少し分かり

づらいとは思うが，看板はあまりない方がいし＇ o

10）担当者の意見として，災害遺構の整備（眠り組み）についてはどう思うか？

回答としては祭器寺大構の場合は，日常生活から離れているため残しでも良いと思う。震災が

忘れ去られないためにもそう思う。ただし，東日本大震災のように被害が大きい場合は，生活

が優先されるべきであるから，人の生活閣内に遺構を残すのは避けた方がいいと思う。災害遺

構は場合を考慮しながら保存を考えるべきと思う。
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VI. まとめ

本調査では，一関市災害遺構の利用状況の実態を暁らかにし，災害遺講のもつ効果について

考察した。遺構の見学者は岩手県や宮城県に居住している人が多く，家族と一緒に遺講を見学

する人々が多かった。また遺構を した理由として，「たまたま立ち寄ったJという問答が

非常に多かった。これは，一鹿市災害遺構が道路沿いに存在していることが理由として考えら

れる。この“たまたま”は重要であると考える。遺構をたまたま通りかかった捺に，「あの日

この地域で災害が起こったのだjと張り返る機会が持てるということだけでも，災害を風化さ

せないためにも，非常に貴重なことだと震える。災害遺構の見学をきっかけに家族内の訪災に

関する会話も増えれば，訪災波及効果も期待できる。防災意識の維持には継続性・持続性が大

切であるため，災害遺構が持つ”見学の反後性1ま貴重な機会として提えていく必要があると思

われる。

今留の調査対象とした一関市災害遺構は，祭特大橋，祭時大橋見学通路，祭時被災地展望の

丘，市野々原被災地展望広場の4カ所であったが，各額所の認知度を調査したところ，祭時大

橋の認知度は高かったが，他の3カ所の認知度は低い傾向にあった。見学者の中には， f災害遺

構の存夜が分かりにくいjfそれぞれの場所の位寵が分からないjというような意見もいくつ

か見受けられた。遺構は災害の爪痕を保存したものであるため 派手なPRをする必要はない

が，災害遺構が一関市に存在しているということを確実にPRしていくことは必要なことだと

考えられる (JOんまた遺構現場には，当時の災害状況などが害かれた解説パネルがあるが，

そのパネルが「専門的すぎて分からない」という意見も見受けられた。見学者に理解を深めて

もらうためにも，現場の解説者的存在が今後求められるかもしれない。

災害遺構を見学した人々に感想、を聞いてみると， f災害の大きさを実感した」「自然の脅威を

感じたj「衝撃的だ、ったjという声が多く開かれた。災害遺講の見学後の訪災意識の変化をみ

ても，見学後に院災意識が高まったと回答する見学者が多いことから，災害遺構は見学者に大

きなインパクトを与える存在であることが分かった。また見学者の感想、として，「災害遺構を

次世代にまで残し保存するべきだJとの声も聞かれた。それに加え，遺構を見学した人に誰に

何を伝えたいかを質問したところ，伝えたい相手としては「家族・子供」が一番多く，伝えた

い内容としては f当時の被災状況についてjf自然災害の恐ろしさについてJ「災害遺構の存在

についてJ「災害時の備え・防災意識についてj「命の大切さについて」などが挙げられた。災

害遺構は見学者に，自然災害の脅威を伝え防災意識を高めるだけではなく，見学者自身が誰か

に伝えたいと思うような伝達意識も高める効果があると考えられる。また、昨年6月に実施さ

れた小学生を対象とした磐井JII探検隊参加後に災害遺構を再見学したかどうかを，参加約4か

丹後に開いところ，全体のうちの約4割以上の児童が一関市災害遺構に再び訪れていた。災害

遺構を再見学した児童の方が，自然災害に関する会話量が増えたと自答した児童の割合が多い
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ことから永続的な防災教育としての教材としての活用が望まれる。さらに， JT B東北では一

般の方を対象にして，一関市災害遺構をプランに 1泊2日のツアーとして実施しており，様々

なアプローチからの活用が望まれる。

災害遺構は， 2008年の岩手・宮城内陸地震による自然の脅威や災害の教訓を次世代に伝えた

いという想いで保存されている。その想いを大切に受け止めながら，わたしたちも次世代へ継

承していく必要がある。今国の調査の結果，一関市災害遺構は見学者の防災意識を啓発するだ

けでなく，伝達意識の啓発も促すことがわかった。「｛云えたい」という想いが継承されること

で，それが災害文化となる。矢守ら（2007）は災害文化に求められることとして，①ハードと

ソフトの両輪があること，②生活の中に埋め込まれていること，③継続性・持続性・反複性が

あることの以上3点を挙げている (JI）。この3点について一関市災害遺構にあてはめて考えて

みると，①ハード構造物保存やハード対策が見学できるだけでなく，防災教育教材としてのソ

フト面での活用ができる，②遺構の見学きっかけに fたまたま立ち寄ったjの田答が多かった

ことから，見学者の生活関の中に遺構が存在していること，また一関市に住む住民にとっては

身近な存在となっている，③遺構は菌道沿いに保存されているため見学者も多く，国道を通る

者にとっては反複性もあるし，将来的にも遺構は存在することから継続性・持続性の特徴もあ

る。以上のように，一関市災害遺構は災害文化に求められる 3要素を満たしていた。一関市で

は災害遺構を中心とした災害文化が形成されつつあると考えられる。今後も遺構を利用した災

害文化が少しずつ大切に形成され，人々の自然に対する想いや次世代に対する想、いなどが継承

されていくことが望ましい。

おわりに，本調査を進めるにあたり助言とご協力を戴いた一関市一戸欣由建設部長（現国土

交通省）はじめ一関市役所職員の皆様，岩手河川国道事務所の藤村直樹前調査第一課課長，

福田修前調査第一課長，そして同課税員の皆様には，この場を借りて摩く御礼申し上げます。

また開き寂り調査の手伝いをしていただきました岩手大学農学部共生環境課程砂防学研究家の

学生の皆様に感謝申し上げます。
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