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第 2 回 震災伝承検討会 議事録 

 

日 時：平成 31 年 1 月 18 日（金） 10:30～11:50 
   会 場：仙台合同庁舎 B 棟 12 階 大会議室 
   出席者：別添 出席者名簿 
 
 
［議事概要］ 
＜資料 1 期待される取り組みについて、資料 2 震災伝承検討会の提言骨子（案）＞ 

■ 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 

 
 
＜資料 3 検討会提言のとりまとめに向けて（今村座長からの提案）＞ 
■ 東北大学災害科学国際研究所  今村 文彦 
・前回の検討会の意見をふまえ、今回の検討の意義を私案としてまとめた。 
・東日本大震災の伝承のためには震災遺構や伝承活動をネットワーク化するこ

との必要性に関する議論はほぼ出揃ったと考える。 
・東日本大震災復興構想会議の復興構想７原則のうち、原則１が復興の原点（追

悼と鎮魂）と教訓の伝承・発信である。 
・大震災の教訓は日本国内のみならず世界に発信すべき情報・知見である。 
・将来の教訓のためには、個々の情報発信拠点を総体として捉え広域で複合的な

災害を理解する事が必要である。 
・少子高齢化が進む東北地方においては、交流人口の増加を通して地域活性化に

大きく貢献できるものと考える。 
・複数箇所でそれぞれの産官学民の取組が連携されているが、特に，地域防災力

の向上や地域活性化という目的を考えれば，４県１市の果たすべき役割は大

きい。 
・東日本大震災の教訓は県域を越えて存在しており、各県の取り組みを把握整理

する役割を担えるのは、国あるいは東北地方整備局しかない。 
・民間企業や市民の参画も必要不可欠であり、学の立場からもこの取り組みへの

協力は惜しまない。 
・東北地域の官産学民の他、メディアを加え、取り組みが効果的・効率的に進め

られるような各機関が連携した推進体制を早急に構築すべきである。 
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＜質疑＞ 

 
■ NHK 仙台放送局 局長 等々力 健 
・今村座長私案について、基本的に了解する。追加すべき観点としては、具体的

に「何を」伝承するかである。 
・震災伝承の新しいコンテンツを構築するには、人や予算を「誰が」提供するか

が課題となる。人や予算の提供の決定には、組織的な決定が必要になるため、

時間が掛かると考えている。 
・優先事項としては、既存のコンテンツを再整理することをお願いしたい。整理

したコンテンツに対して名前を付け、外部にコンテンツの再発見を提示する

事が重要であると考えている。 
・コンテンツの提示としては、日常的に提示するのか、イベントとして集中的に

提示するのか、コンテンツ内容から提示の視点を考えた方が良い。 
・中越地震の取り組みとの違いは、被災地の物理的な距離である。各地で同時に

イベントを開催する場合、通信系の事業者の力も必要である。東北地方整備局

以外の国の機関と連携できれば良い。 

 
 
■ ［アドバイザー］政策研究大学院大学 徳山 日出男 
・震災伝承に関連して、最近 2 つの報道があった。一つは、広島県呉市の災害の

現地に過去の災害石碑が建立されていたが、忘れられていたというもの。住民

の方が伝承の大切さについて言及されていた。 
・もう一つは、阪神・淡路大震災に関して、震災を直接知らない若者が HP や組

織を立ち上げネット上で祈念碑を解説し、皆が訪問できる様にしている活動

である。 
・国土地理院では、災害遺構や伝承施設の地図記号を検討していると聞いてい

る。地図記号になると永続的な伝承となり、震災伝承施設の登録の取組と連携

すれば、全国の模範となる取組となる。 
・道の駅の制度化に携わったが、簡易な推進体制でスタートした事が課題であっ

た。道の駅の連携組織は、市町村長だけの任意団体としてスタートしており、

民間との連携が必要と考えていた。道の駅 連絡会は、今年の 4 月以降、民間

を含めた組織として、法人化されると聞いている。 
・震災伝承の取り組みの推進体制は、骨子の中に明確に記載すべきである。 
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■ 八戸市長 小林 眞 
・提言の骨子（案）は、記載の見解のとおりで賛同する。 
・八戸市も昔から幾度となく津波災害を経験しており、震災伝承に係る施設を整

備中である。八戸市の開発と災害の歴史を伝承する施設であり、震災伝承施設

への登録を予定している。 
・社会資本整備総合交付金（防災）で現在整備中の屋内スケート場は、広域防災

拠点のとなる施設であり、ICT 重機による復旧活動の拠点となり得ると考え

ている。 
・追悼、鎮魂、教訓の伝承の取り組みが、自己目的化しない様にする必要がある。

震災伝承は、アーカイブを構築して終わりではない。 
・東日本大震災では、防波堤や港湾施設の整備により、市内の被害は軽減された。

ただし、被害を防げた場合もあれば、整備が足りずに被害が発生した場合もあ

る。震災伝承には、評価や反省点等の検証の観点が必要である。 
・震災伝承をただ残すだけではなく、国土強靭化へ向けて、国民の意識を防災へ

向ける活動である事を関係者が意識していく必要がある。 
・温暖化の象徴的な映像として、北極のシロクマの映像がある様に、震災伝承の

必要性を皆が感じられる様、わかりやすく発信する必要がある。 

 
 
■ 宮古市市長 山本 正德 
・宮古市は、過去何度も津波災害を経験してきている。犠牲者の数は減少してき

ているが、いまだ犠牲者はゼロではない。現時点で震災の経験をまとめておか

ないと、災害を後世へ伝承していくことができない。 
・市役所には、震災に関する文章や写真は多数あるが、これらの資料を各地区で

まとめて共有することが重要である。 
・国内や世界に向かって発信していくには、宮古市だけの伝承だけでは足りな

い。被災地全体の現象をまとめて伝えていく取り組みが必要である。 
・津波の石碑も多数あるが、経年劣化により判読できなくなってきている。石碑

の内容や建立の由来を含めて、ネットワーク化して皆で知ることが重要であ

る。また、石碑の内容を説明するガイドも伝承していかないといけない。 
・今、震災後の出来事を整理し各地域で共有すること、被災地の現場に来訪して

いただく事で、観光や経済の面の成果が出てくると考えている。 
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■ 石巻市市長（代理）副市長 佐藤 茂宗 
・提言の骨子（案）及び今村座長の意見については、賛同する。 
・誰が、何を、どうするか、取組の推進体制が重要である。 
・阪神・淡路大震災や中越地震との違いは、被災範囲が県域を越えていることで

あり、東北地方整備局に限らず国のリーダーシップによる推進体制を期待し

ている。 
・石巻市で整備する防災センターは、自治体間同士の学び合う小規模な研修機能

にならざるを得ないため防災学習に限界がある。 
・研究機能に関しても国のリーダーシップがあるとよい。政策研究大学院大学等

の研究機関と機能として連携もあると考える。 
・市長は、防災に資するためには、科学的な研究も重要であると認識しており、

専門の研究機関の設置が必要との思いを持っている。そうした部分について

も国が主導して検討して欲しい。 
・石巻市としては、防災ツアーや DMO の活用、教育関係の旅行等、地域活性化

に繋がる取り組みも検討している。 

 
 
■ いわき市市長（代理）市民協働部長 下山田 松人 
・平成 32 年 4 から 5 月の開館に向け、伝承施設を整備中である。伝承施設の整

備は、今回の災害を確実に後世へ伝承していくことと、遺構の活用による風評

被害の払拭のため対外的に情報発信していくことの 2 つの政策目的がある。

震災伝承施設の募集にあたり事前登録を認めてもらい、感謝申し上げる。 
・語り部活動を後世まで伝承していくためには、次世代の人材育成が課題であ

る。市内の小学生には、遠足等で必ず伝承施設を訪問し、必ず理解してもらう

様に取り組んでいく。 
・震災伝承の展示を見るだけで無く、地域内の継続的な伝承のため、防災士協会

と連携して防災士を育成し、参加型の人材育成を進めて行きたい。震災伝承ネ

ットワーク協議会の推進体制で支援があればありがたい。 
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■ 東北建設業協会連合会 会長（代理）専務理事 大槻 良子 
・提言の骨子（案）は、全体的に大変良くまとまっており感謝申し上げる。 
・震災伝承の取り組みには、推進体制と優先順位、時間軸及び資金面が重要であ

ると考えている。 
・東日本大震災の広域的で複合的な大災害の実態を知らない方は、全国に沢山い

ると考えている。 
・建設業協会連合会として、そして地域建設業として、消防、警察、自衛隊の前

に最前線で復旧活動を行いますので、全国の仲間に行った活動を知らせる責

任があると考えている。 
・全国の会員企業が語り部となって、活動を行っていきたい。 
・震災伝承の取組には、市民の参画と市民の理解が重要と考えている。 
・東北建設業協会連合会として、積極的に協力させて頂きますのでよろしくお願

いしたい。 

 
 
■ 日本建設業連合会 東北支部長 平田 尚久 
・提言の骨子（案）をまとめていただき、感謝申し上げる。 
・内容の具体化のためには、目標設定、5W1H の観点が必要である。まさに、今

村座長案の「取り組みが効果的・効率的に進められるような各機関が連携した

推進体制」の箇所と理解している。 
・先日、NHK で阪神淡路大震災の追悼のイベントについて、高齢化により実行

委員会の委員が離れていると放送されていた。具体的な組織や運営体制を考

えた場合に、30 代・40 代の若手による実行委員のコーディネートが重要であ

ると感じている。 
・震災伝承の取り組みの継続性、「この活動が途絶えてはいけない」という強い

共通認識のもと、具体的な組織の議論に目線を向けていきたい。 

 
■ 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 
・期待される取り組みについて、全体の方向性は整理されたと捉えている。 
・現実問題として、東北全体のために実務面で関係機関がどのように連携し形に

していけるかが運営の課題である。 
・取り組みの進め方では、推進体制、スケジュール、既存の防災施設との連携に

ついて、関係機関のベクトルをあわせることが重要であると考えている。観光

面では、オリンピック前までに取り組みをまとめることに意義がある。 
・ハードの取り組みだけで無く、ソフト面の取り組みが重要である。交流人口の

拡大のために、断片的な形式ではなく柱を構築して展開していく必要がある。 
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■ 東北 6 県商工会議所連合会 会長（代理）専務理事 今野 薫 
・震災遺構のネットワーク化し、防災力強化及び観光振興への活用の方向性は、

賛成である。今村座長案についても賛同する。 
・ネットワーク化も重要であるが、個々の震災遺構の継続性をどのように確保す

るかも課題であると認識している。先進的な震災遺構の運営をモデル化して

共有していく方法もあると考えている。 
・被災地ごとに学べる内容が多様であるため、訪問する方の学びの目的に沿っ

て、震災伝承施設・遺構を類型化して提示する方法もあると考える。 
・語り部活動の継続性も課題と認識している。 

 
 
■ 東北経済連合会 会長（代理）副会長 向田 吉広 
・提言の骨子（案）のとおり、重要と認識している。震災伝承の取り組みを持続

的かつ効果的に進める必要がある。 
・震災の教訓伝承が核の役割であり、人口減少の進む東北において、持続的に維

持できる体制を構築するためには、知恵を絞って検討しなければならない。 
・震災伝承に関する既存の取り組みは、各自治体で自己完結しようとする傾向が

ある。この自治体の取り組みをいかに巻き込んでいくかが重要である。提言の

メッセージを早く伝え枠組みに入ってもらう必要がある。 
・組織は、財政面を含めて持続可能とする必要がある。中越メモリアル回廊の事

例を参考としつつ、既存の組織を核として拠点にする必要もある。例えば、東

北大学災害科学国際研究所などを拠点とすることを含めても考えられる。今

村座長には、学としての協力のレベルを上げて欲しい。 
・観光振興は、震災伝承の取り組みの結果として波及する効果である。民間とし

て、その効果をしっかりと波及させる役割がある。東経連としても 2020 年の

事業を検討としており、連携していきたい。 
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■ 岩手大学 教授 南 正昭 
・昨日、大槌町役場の解体の判決により、住民の震災遺構として残したい思いは

退けられた。解体の決定自体は、民主的な手続き経ているが、震災伝承自体は

住民の思いが拮抗している問題である。 
・今村座長案は賛同するが、住民感情も配慮していく必要がある。震災伝承を進

めるにあたっては、住民参画も重要であり、仕組み・舞台も重要である。住民

参画の仕組みを取り入れて、推進するネットワーク化であって欲しい。 
・広域性、多様性が今回の大規模津波災害の位置づけである。個々の施設のネッ

トワーク化ばかりではなく、広域的、長期的な国土レベルのレジリエンスの問

題と認識している。 
・国土交通省では、国土のインフラ整備や防災力向上の観点で取り組んで欲し

い。 
・震災を機に整備が進んだ広域的なネットワークである三陸沿岸道路道自体が

震災のモニュメントといえる施設である。三陸沿岸道には、個別の震災伝承施

設の案内標識を設置する等、復興全体を支援する施設として取り組んで欲し

い。 

 
■ 福島大学 教授 小沢 喜仁 
・震災伝承の取り組みは、施設整備、制度化、組織運営、事業化及びコミュニテ

ィ運営等、トータルとして進める難しさがある。 
・震災伝承の中心は防災・減災の取り組みを地域のコミュニティの中で伝えるこ

とである。そのためにも地域内での力が必要である。 
・地域自体の魅力が無いと来訪者が来てくれない。震災をきっかけに、地域住民

が広域的に繋がっていこうと思ってもらえるか？コミュニティの理解を基に

発信していけるか？を確認しながら進めていきたい。 
・持続的なコミュニティのためには、若者や子ども達への防災教育が重要であ

る。教育の方法や体制を整えながら、それぞれのコミュニティで人を育てるこ

とと一緒に取り組む必要がある。 
・福島県の場合、被災状況は多様であり、被災状況毎に細やかな対応が必要であ

ることを学んだ。放射線量を理性的に理解する住民もいれば、数値自体がある

だけで拒否反応を示す住民もいる。そうした事実も伝承の中に組み込む必要

がある。 
・震災の伝承、語り部活動には、科学理解的な視点が重要である。展示を眺める

だけでなく、インタープリーターやトランスレーターの役目を持った担当者

が解説するなどの設備と支援体制の整備がないと伝わらない。来訪者の気持

ちや特性を理解した上で、ていねいな説明をする仕掛けが必要である。 
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■ 東北大学災害科学 国際研究所  今村 文彦 
・震災伝承に関する取り組みについての課題は多いが、現時点の創意として、取

り組みを進めて行きたい。 

 
■ 事務局（東北地方整備局 企画部長 西尾 崇） 
・この検討会では、震災伝承の取り組みの 5W1H の「誰が」の部分として、今

村座長私案を基に「産官学民が連携した推進体制」が必要とまとめていただい

た。この意見に応えられる様、震災伝承ネットワーク協議会として、取り組み

を進めて行きたい。 

 
■ 東北大学災害科学 国際研究所  今村 文彦 
・2 回にわたる震災伝承検討会を議論により、震災伝承検討会としての提言をま

とめ、関係者皆さんと検討を進めていきたい。 
・国土交通大臣が出席する復興加速化会議で、震災伝承検討会の結果を紹介し、

ご支援をいただければと考えている。 

 

■ 事務局（東北地方整備局 地方事業評価管理官） 
・提言の作成にあたっては、本日の意見を踏まえ、事務局で案を作成します。作

成した文章については、後日、各委員へメール等で照会させていただき、最終

的に今村座長の確認をとって提言としたい。 

 
 

以上 


