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第１回 震災伝承検討会 議事録 

日 時：平成 30年 12月 11日（火） 15:00～16:30 

会 場：ハーネル仙台 2階 松島 A・B 

  出席者：別添 出席者名簿 

［議事概要］ 

■ 事務局（東北地方整備局 地方事業評価管理官）の説明は省略

＜検討事項：ア 具体的な取り組みについて＞ 

■ 福島大学 教授 小沢 喜仁

・住民が自分の地域に住みたいという気持ちは、権利として保障されている。各地域で

防災の考え方や安全を確保する方法を共有することが重要である。 

・地域の方々との話し合いが伝承につながる。震災伝承の広域的・持続的な取組の一番

の担い手は、地域の方々である。 

・災害により、地域産業や住民の気持ちの落ち込みがある。それを元に戻すレジリエン

スの考え方を基本とすると、地域に恵みがあるという事が基本となる。広域的な取り

組みで地域が活性化し、外からの来訪者が地域の恵みを確認しつつ、防災についても

地域の方々と一緒になって、考えていけると良い。 

・3 つの取組も地域が根幹である。福島の一部は戻りにくい環境にあるが、交流人口の

拡大を通じて産業の活性化の視点が必要である。 

■ 岩手大学 教授 南 正昭

・震災伝承のネットワーク化、震災伝承ロードの取組は進めていただきたい 

・3.11当時の防災体制・防災施設の状況によって、被災の状況が異なっている。 

・伝承施設が単体で整備されているが、街自体が震災博物館的な役割が果たせると考え

ている。 

・岩手大学地域防災研究センターが実施している防災リーダー育成プログラムは、誰で

も参加できる事が重要との理念がある。老人ホームや病院等、どこでも災害が起こる

可能性があり、各施設に防災リーダーがいることが、地域防災力の強化につながる。

地域の隅々にいきわたるような教育プログラムを作っていかなければならない。 

・観光の面では、地域創生につながる取組である DMO/DMC の立ち上げの支援をお願

いしたい。 
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■ 東北経済連合会 会長 海輪 誠 

・9つのプログラムは、決して並列的な取組ではない。もっとも重要なのは、1,000年に

一度の災害の記録・記憶、災害対応の教訓を伝えていくことである。 

・そのためには、伝承の拠点となる施設を作ることが重要である。関連するデータを幅

広くアーカイブ化して公開し、適宜、情報提供できる機能が必要である。 

・観光振興や地域活性化は、波及効果として捕らえるべきである。この目的について、

関係者が共通の認識を持つことが重要である。 

・取組を推進するためには、世界にない研究拠点である東北大学防災国際科学研究所と

様々な取組を連携することが重要である。 

・各地の伝承施設のネットワーク化を進めるにあたっても拠点機能が必要である。 

 

■ 東北 6県商工会議所連合会 会長 鎌田 宏 

・震災後 8 年目にとなり、風化を感じている。NHK 放送局では、震災当時の様子を映

像として公開している。当時の映像は迫力があり、こうした施設による伝承が重要で

ある。 

・継続的な震災伝承には費用の問題があり、考えていかなければならない。 

・視覚に訴えかける映像が、我々の経験を世界に訴えかける手法としては有効である。 

 

■ 東北観光推進機構 会長（代理） 専務理事推進本部長 紺野 純一 

・震災遺構の柱を作ることは意義がある。カテゴリ別に取組を分類し、形にしていくこ

とは重要である。課題としては、ハードの取組とソフトの取組をどのように組み合わ

せていくかである。 

・取組の具現化にあたり予算事項を整理していかないと、提案止まりの取組となりかね

ない。 

・観光分野としては、現在は、防災ツーリズム、教育旅行、観光拠点から防災施設まで

の誘導の仕組みを考えている。各観光事業者の立ち位置が少しずつ違うため、現状で

仕組みの構築は難しいと感じている。 

・東日本大震災の被災エリアの交流人口を拡大するため、実働部隊と予算が重要である。

3 つの取組が進むような立ち上げが必要である。観光の実務面では、汗をかいていき

たい。 

 

■ 日本建設業連合会 東北支部長 平田 尚久 

・阪神淡路大震災から 23年経過し、当時生まれた子は 23歳になった。誰のための震災

伝承なのかを意識する必要がある。震災伝承の焦点を当てるべき年代は子供たちでは

ないか。 

・震災伝承ロードなどは、他県の子供達に修学旅行で使って欲しい。 

・震災伝承については、常設施設が重要である。また、3月 11日という日をどう捕らえ

るかが重要である。3.11に、大きなイベントを各所で開催する取組が必要である。 

・建設業としては、ICT重機や無人化の重機を災害復旧活動で使用できる体制を整えて

いく必要があると考えている。 
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■ 東北建設業協会連合会 会長 千葉 嘉春 

・震災伝承に取り組む上での課題の内、各機関が震災時に果たした役割の継承と担い手

確保の取組は、重要と考えている。 

・発災後の啓開や復旧・復興に関する技術等のアーカイブ化は、復興期間が終わる前に

早く取り組んで欲しい。当時の活動は、我々の誇りである。地域の方やインバウンド

の方に対して、見える化を進めていきたい。 

・すべての取組を同時進行する事は難しい。優先順位をつけながら進める必要がある。 

・資金面について、産学官が連携して推進することは、基本的に良いと考える。 

・震災伝承が防災強化に貢献し、被災地の活性化に資する面があれば、県、市町村の予

算が果たす役割も大きい。 

 

 

■ いわき市長 清水 敏男 

・市内 6箇所の区画整理事業等では、事業の完成を記念して地区毎に記念碑を建ててい

る。震災メモリアル中核拠点施設は、オリンピック前までに供用開始予定である。 

・震災伝承施設のピクトグラムを使用したいので、中核拠点施設を震災伝承施設に登録

をしたい。現状では、施設の供用開始まで登録不可と聞いているが。平成 32 年供用

開始予定という位置づけで使用させて欲しい。 

・資料 3にある井戸沢断層は、東日本大震災の関連の余震により、断層が隆起したもの。

ピクトグラムについて、津波以外の内陸の伝承施設で供用する際のイメージの工夫を

お願いしたい。 

・福島県には、原子力災害に伴う風評被害が未だにある。まずは世界から、福島県に来

てもらい、普通に暮らしていることを直接確認してもらうことが重要である。 

・震災伝承ネットワークの移動は、公共交通による移動が困難であり、マイカーやレン

タカー移動がメインになるため、高速道路料金の割引化を検討いただきたい。 

 

 

■ 石巻市長 亀山 紘 

・震災遺構として、大川小学校と門脇小学校を予定している。 

・門脇小学校がある門脇地区では、国が南浜津波復興祈念公園を整備している。門脇地

区は、土地区画整理事業で再建を果たしており、災害時の行動や克服した状況を伝え

ていく場所であると考えている。 

・震災伝承は、県が主体的に担って欲しいが、ネットワーク協議会が立ち上がり、協議

会の取り組みには期待している。 

・地域の震災伝承だけでは限界があると考えている。地域ごとの災害の違いを広く知っ

ていただく必要があり、ネットワークを作ることは重要である。 

・震災伝承のネットワークのためには、高規格道路の利用が必要と考えている。三陸縦

貫自動車道が伝承ロードの役割を果たすと認識している。 

・観光の観点から、例えば、スタンプラリーを実施し収集したスタンプを持って、3.11

に拠点施設で追悼する等の具体的な取り組みも必要である。 

・各地域の伝承施設は、各地域の特色をどのように発信していくかが最も重要。 
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■ 宮古市市長（代理）副市長 桐田 教男 

・震災遺構である「たろう観光ホテル」を活用して、「学ぶ防災」を実施している。「学

ぶ防災」は、平成 24年から実施しているが、年間 2～3万人の利用者が年々減少傾向

にある。また、震災遺構の施設維持には、一定のコストがかかる。多くの方に来訪い

ただきたい。 

・ネットワークは心強く感じている。交流人口の拡大に繋がる取組については、連携し

て取り組んでいきたい。 

・三陸沿岸道路や定期フェリー航路等を活用して、多くの方々に来訪いただく事で、震

災遺構の施設維持について取り組んでいきたい。 

・震災遺構の側に、道の駅たろうがオープンしている。是非、活用いただきたい。また、

市役所の新庁舎には常設の防災プラザもあるので、活用いただきたい。 

 

 

■ NHK仙台放送局 局長 等々力 健 

・震災の記憶の伝承は、東北のメディアの最大の使命と考えている。 

・伝承の取組では、誰が誰に何を伝えるかを明確にする必要があり、ターゲットとタイ

ミングが重要である。 

・こども向け、自治体向け、企業向け等、伝える対象によって取組が変わってくる。例

えば、自治体向けには失敗や反省も伝える必要もある。対象として、外国人や全国か

らの来訪者を対象にすることも考えられる。 

・伝承のネットワークづくりやデータベース化が最優先と考えている。 

コンテンツの整理にあたっては、ターゲットとタイミングを意識することが重要だと

思う。 

・壮大な取組内容であり、取組を具体的に進めるためには、震災後 10年や 2020年等の

目標を設定していく必要があると考える。 

 

 

■ ［アドバイザー］政策研究大学院大学 徳山 日出男 

・今年は全国的に災害の年であり、東北の教訓を伝えていくことが重要である。 

・内閣府や国土交通省の審議会でハード対策とソフト対策に加えて、自分事化する学び

の重要性が議論されている。 

・各地域の伝承施設や伝承活動の取組がバラバラになってはいけない。震災伝承全体を

通した理念や継続的に質を維持できる仕組みが重要である。 

・中越地震は、中越メモリアル回廊という仕組みがある。震災遺構をネットワーク化し

ている事例であり、施設ごとの役割や目的別の学習コースを設定している。 

・世界には津波の博物館があり、ハワイの博物館には、東日本大震災のコーナーがある。

世界の津波防災のメッカになるような、震災伝承ロードが東北にあってよい。 

・東北は、被災者や復興が大事という考え方以上に、東北が中心となり伝え、震災を学

びたい方に上手く提供できる仕組みでスタートできると良い。 
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■ 東京都市大学 教授 涌井 史郎 

・国へ祈念公園の設置を提言し、国営追悼施設の整備が決定した。当時から施設の活用

が課題と認識していた。 

・3つの取組の柱には、それぞれ 3つの視点と 3つのメッセージが必要である。 

・3 つの視点は、地域振興の視点、防災を全国へ波及させていく視点及び国際貢献の視

点である。 

・それに、防災、減災、克災の観点で、3 つのメッセージを発信する方策を考えて欲し

い。 

・発信の例として、祭りがある。祭りは「祀り」が「祭り」へ繋がったものであり、六

魂祭の様なイベントに+αの考え方ができないか。 

・沖縄では戦争の悲惨さを学ぶ修学旅行が行われている。東北でも震災を対象とした学

習旅行が設定できればよい。 

 

 

■ 東北大学災害科学 国際研究所  今村 文彦 

・震災伝承の取組は、既に取り組んでいることと、これから取り組むことの両方あるが、

短期、中期的な目標を設定して、議論を深めることが重要である。 

 

 

■ 東北地方整備局 企画部長 西尾 崇 

・震災伝承ネットワーク形成に関する取組は、優先度の議論はあるが、概ね賛同いただ

き、ありがたい。 

・他の具体的な取り組みついては、ネットワーク協議会で議論していきたい。 

・東北観光推進機構から実務的に協力という話や、徳山教授から自分ごととしてという

話もあり、取り組みの体制について、意見をいただきたい。 

 

 

 

＜検討事項：イ 取り組みの体制について＞ 

 

■ 東北経済連合会 会長 海輪 誠 

・過去の阪神や中越の事例を念頭において考えていただきたい。 

・東日本大震災は広範囲で甚大な被害が出た特別な事象であり、体制は、長期的に持続

可能であることが必要である。 

・震災に関わる関係者は多数であり、ネットワーク化について何を核にするか決めるこ

とが重要である。 

・震災時に活躍した自衛隊、医療機関、電力や通信等多数ある。震災伝承の対象を限定

することに対する整理が必要である。 

・経済界として、震災伝承に対して参画するとすれば、企業そのものが自衛、BCP/BCM

を準備する時代であり、その中で、震災経験を生かしていくという活用の仕方がある。 

・東北経済としては、地域の次世代の子供たちの教育につながるとよい。 
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■ 福島大学 教授 小沢 喜仁 

・取組として、地域振興や自分事化の部分に対する仕掛けが見えていない。外部の来訪

者がどこに行っても、防災・減災の考え方を、地域を知ることで自分達に置き換えら

れる様な仕掛けづくりができると良い。 

・震災伝承は、いかに科学研究の成果を地域の防災力強化に生かすかである。行政だけ

で考えると地域の防災・減災の成果にならないことを懸念している。  

 

■ 東北大学災害科学 国際研究所  今村 文彦 

・震災伝承検討会の目標・役割を確認いただき、取組の 3つの分野は承認いただいたと

考えている。 

本日の意見を踏まえ、次回までに、ある程度まとめられる部分とまとめに時間がかか

る部分を整理し、取組の方向性をまとめて欲しい。 

・県や仙台市の役割も今後、重要である。取組状況を検討会で情報共有いただきたい。 

・平成 31年 3月で 8年を迎え、2019年のラグビーワールドカップもある。東北に注目

するタイミングで、検討会・協議会で何を発信するか、概略のスケジュールを提示し

て欲しい。 

 

■ 事務局（東北地方整備局 地方事業評価管理官） 

・第 2回は、1月 18日の 10:30から開催する。詳細、追ってご連絡する。 

 

以上 


