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講演：大島の「震災の記憶」の伝え方を考える。

考え、話し合い、共有する大島のこれから。
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神戸市長田区御蔵地区「焼け残った楠」

上 : 神戸市長田区若松町「神戸の壁」（移
転前）、下：旧山古志村木籠メモリアル
パーク

神戸市長田区御蔵地区「焼け残った楠」

東
日本大震災の記憶を後世に伝

えていくにはどうすればいい

か。いま、東北ではその方法

について、様々な議論がなされています。な

かでも、「震災遺構」についての話題は、新

聞等でも目にする機会が多く、被災地外の

人々も関心を寄せている話題です。

　震災遺構とは、被災地にそのまま、また

は移設して保存される構造物です。震災遺

構は鎮魂の場や復興のシンボルとして、震

災を伝える力を持ちます。

　いまから19年前の阪神・淡路大震災では、

「震災遺構」という言葉はまだ使われていま

せんでした。「被災物の保存を」との掛け声

のもと、神戸市長田区では、御蔵（みくら）

地区に「焼け残った楠（くすのき）」、若松町

には「神戸の壁」と称された、唯一焼け残っ

た元公設市場の防火壁が残されました。19

年後の現在、「焼け残った楠」には、長田の

火災を伝える「生きた」遺構として、これま

神「、方一。すまいてれ訪が生高中の校081で

戸の壁」は、震災から5年後に淡路島の記

念公園に移設され、その姿をとどめています。

　いまから9年前の新潟県中越地震では、

地震による山崩れにより、旧山古志村の木籠

（こごも）集落全21世帯のうち、11世帯が

川に沈みました。現在、その場所は震災遺構

として公園化されています。この公園の運

営を任されている方々は、旧木籠集落の人々

です。彼らは、沈んでいく自宅を見ることに

辛さを感じ、最初は撤去を希望していました。

しかし、現在では「この場があるから伝えら

れる」と、旧木籠集落を眼下に眺める場に「郷

見庵」という案内所を作り、震災と地域の

魅力を伝える場として自ら運営しています。

　震災遺構は、遺構そのものが震災を伝える

力を持ちます。しかし、それ以上に重要な

ことは、震災遺構という「モノ」と、遺構

がある「場」が、震災の経験は勿論、震災

前の地域の歴史と、地域のこれからを語る

拠点となることだと考えます。そのような「語

る拠点」となるような、大島ならではの「震

災遺構」を共に考えていきたいと思います。

震災遺構と継承―阪神・淡路大震災と中越地震の事例から―
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講演者

ディスカッション１

・小田の浜の松原が 33本残っていて 25

本はまとまっている。

・導き地蔵。

・被災した家の跡。

・田中浜のガレキを集めた場所。

・休暇村への避難道。

・田中浜近くの大きなケヤキ。

・大前見島、小前見島。元々はもさもさし

ていたが津波をかぶりボサボサになった。

テーブル 1 : 福岡 孝則・高森 順子

テーブル 1 : 福岡 孝則・高森 順子

・家単位で子供、孫に伝えていく。

・津波が島を超えた事実。

・震災のものが置かれている場所は照明や

床がとても綺麗で違和感を感じた。

・見てもらう事は大事だがなにか違う。

・大島を追悼する場。

・初めての人も津波がどこまできたか、津

波が 3つに別れたかわかるように。

・慰霊碑、石碑など一目でわかる物が大事。

テーブル 2 : 槻橋 修・寺内 美紀子

テーブル 2 : 槻橋 修・寺内 美紀子

・記念碑

・小田の浜の松の木々

・S９年の津波の到着点を記すコンクリー 

ト柱がある。

ふ（）らじく→ぼん田（。るいてっ残に名地・

なこぼれ）

・風待神社

・石碑（安波ヶ丘、浦の浜の十字路）

・画像・動画の収集。

テーブル 3 : 曽我部 昌史・長峯 純一

テーブル 3 : 曽我部 昌史・長峯 純一

ディスカッション２

・椿荘さんがある道を車が通れるように。

・再生処理場の近くから高台に登る道を（車

が通れるように）広げる。

・33本の松を生かしながら植栽帯を作る。

・住む側としては防潮堤を作った方が良い。

・避難道は、現状の大きい道路 2本、休暇

村への道の 3本。

・車道を防潮堤の上に作る。

・防潮林は防潮堤の前に持って来るとよい

のでは？

・コンクリートの壁が見えているのは嫌だ。

・階段みたいな堤防なら目立たなくていい

かも。

・南北にのびる道路（十字路から）の位置

が今のままでは低い。

・離岸堤はあった方が良い（砂を残す、波

を弱める）

・防潮堤を作るなら、裏側は住めるように

した方が良い。

・人工物を作ることの違和感がある。

・浜全体を震災遺構にすれば良いのではな

いか？

・防潮堤の後ろには木が必要なのか？

・現形復旧の場合、道路を広げ、ライトを

つけてほしい。

・砂が帰ってこれるか

・今は民家が立っていない。

・危険なところには家を建ててはいけない

ことを浸透させる。

・避難所を作りライトをつけてほしい。

・崎浜の道路をひろげてほしい。

・田尻地区では防潮堤を作る前に、漁港を

しっかり直してからにしてほしい。

・住民の生活をまず第一に考えてほしい。

・不便なままでいると漁業にも支障になる。

・防潮堤を作らないと浜を直せないという

順番がおかしい。

・防潮堤を作れば助かる訳ではない。

・先に避難道など、作る物があるのではな

いのか。

・住民のためではなく、政治家達のためと

しか思えない。

・防潮堤があれば良いと思っているので

は？

・復興事業が連携をとってほしい。

・地域の意見を聞いてから行動すれば無駄

もなくなる。

・シュミレーションではわからない。

・自然と共存することを考えれば防潮堤で

はなく、先にやるべき事がわかる。

・そばに海があるのに防潮堤で見えなく

なってしまったら悲しい。

・海を憎んでいる人はいない。

12月 15日の第 10回 大島のみらいを考える会では、3つのテーブルに分かれて

参加者みんなで２つの議題について話し合いました。

「震災遺構と継承」

「小田の浜・田中浜の防潮堤」

テーマ

テーマ
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　三陸の漁村文化を研究している川島秀一教授（現：東北大学）が監修責任となり、分かりやすい歴史と博物誌を合

わせたような本を目指し、忘れ去られようとしている昭和の時代は、熊谷すん子さんや桜田わかみさんなど多くの皆

さまにインタビューを繰り返しました。復興に役立つ本にするのが目的ですから、中学生、島民、ボランティアで来

られた皆様に読んで頂けるよう願っています。

ごあいさつ～『はやわかり　気仙沼・大島漁村誌』発刊にあたって～　
編集・執筆者／旅館「黒潮」　堺  健さん
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スタンドアップパドルって？
スタンドアップパドルは、ボードに立って
パドルで漕ぐ新しいスポーツです。
自然との調和を感じることのできる
スポーツとして、日本でも愛好者が急増しており、
昨年から小田の浜も体験できるようになりました。
今回は、講師の小野寺隆太さんにお話を伺いました。

̶なぜスタンドアップパドルを小田の浜で教え
はじめたのですか。

震災後、海で遊べなくなった子供たちが、海で
遊ぶ機会を増やしたいと思ったからです。スタ
ンドアップパドルは老若男女が楽しめるスポー
ツ。みなさんに海の美しさに気づいてもらいた
いんです。

ー昨シーズン、子供たちは来ましたか？

今年は娘が通っている躰道協会の子供たちを対
象に教えてました。来年は子供だけでなく、い
ろんな方に教えてみたいなと思っています。

ーいつから活動されていますか？

震災後一年目は、遠慮して海に入らなかったで
す。去年の夏から海に入る人が増えてきたんで
すけど、それでもいろいろ言われる部分もあっ
て。でも、誰かが入らないと海に入れないから、
俺たちできっかけづくりという意味もありまし
た。

ーなぜ子供に教えようと思ったのですか？

子供が海で遊ばなくなるということは本当に危
険なことです。海で遊んだからいろいろ海のこ
とがわかるんですよ。地震がきた後に潮が引い
たら津波が来ると、小さい頃から教えられまし
た。だから、津波のときに大島の人はすぐに逃

げられたと思います。自然のことを分からず育
つことは一番危険なことなんです。

ースタンドアップパドルの魅力はなんですか？

波が静かな小田の浜はスタンドアップパドルに
適しているんです。海の上から見た海の景色は
全く違いますよ。スタンドアップパドルをする
と、海の底まで見えるんですよ。それでやみつ
きになってしまいましたね。（笑）
もっとみんなに見てもらいたいなと思います。

ー僕たちも来年の夏は、ぜひ体験したいです！

そうやって、大島の子供たちが小田の浜で遊べ
るようになってから大島がいい島になるんでは
ないかなと。勉強も大事ですけど、自然から学
ぶことって多いんです。だからこそいろんな年
代にスタンドアップパドルをやってもらいた
い。
スタンドアップパドルをするということは、観
光はもちろんだし、教育や学習、そして自然を
守るということも含めて、大島にとってのすべ
てなんです。

ー今回、大島の新しいレジャーに少し触れるこ
とができました。来年の夏が楽しみですね！
小野寺隆太さん、貴重なお話あリがとうござい
ました。　　　　　　   　

勉強も大事ですけど、自然から学ぶことって多いんです。だから
こそ、いろんな年代にスタンドアップパドルをやってもらいたい。

大島人
大島で生きる人のここだけのはなし

O S H I M A - J I N

第 2回

小野寺 隆太さん
おのでら・りゅうた

スタンドアップパドル講師

連載コラム

大島宣言 Tシャツ販売中！！
S / M / L / XL    各 ¥1000-

大島宣言 Tシャツをお求めの方は大島公民館でお訪ねください。

動き出した大島復興に向けての議論

今
年の初め（1月～ 3月）に、

浦の浜に計画されているウェ

ルカムターミナルの基本構想

策定をパシフィックコンサルタンツ（パシコ

ンと略）が市から業務委託され、その策定

作業を気仙沼大島みらいチームの建築系メ

ンバー（気仙沼みらい計画大島チーム）が

中心となって協力いたしました。島民の皆

さんとも何度か議論させていただきました。

　この基本構想は4月に市へ提出され、現在、

引き続きパシコンが基本計画・基本設計の

策定作業を、2014年3月末を目途に行って

おります。われわれみらいチームとしても、

来年初めの「みらいを考える会」の場を活

用しながら、島民の皆さんと議論し、パシ

コンの作業に協力する予定でおります。
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日時｜２０１４年１月１９日（日） 

　　　　 １３ ： ３０〜１６ ： ００
会場｜大島開発総合センター２階

共催｜気仙沼大島みらいチーム，

　　　   大島地区自治会連絡協議会

参加
無料

予約
不要

初めての方も気軽にご参加ください。

今 回 の テ ー マ

震災遺構と継承
大島として次世代に残すものは何か。どのように残すべきかをみなさんと考えます。

オール大島の復興ヴィジョンと防潮堤
復興のために３つの浜の防潮堤がどうあって欲しいか、大島全体で意見を出しましょう。

亀山へのアクセス手段とＰＦＩ
大島の最も大きな観光資源・亀山。PFI事業を活用した亀山までのアクセス手段を考えます。

第 11回大島のみらいを考える会

大島の新たな一年が始まる。

取材：山本、磯谷、関目

ウェルカムターミナル
実現に向けて計画が具体化

亀山山頂へのアクセス手段
検討に向けての第一歩

あ
わせて、この 8 月の「みら

いを考える会」で取り上げ

た架橋後の観光と亀山への

移送手段（たとえばロープウェイ）です

が、市から内閣府ＰＦＩ調査案件に応募し

たところ、採択されたことを以前のみらい

新聞でもお知らせしました。この度、パシ

コンが「被災地におけるＰＦＩを活用した

事業に関する支援等業務」（気仙沼大島亀

山山頂へのアクセス手段の運営整備手法の

検討）というテーマで、企画提案をする業

務委託を受けることが決まりました。

　こちらはパシコンが市と協力しながら、

アクセス手段の可能性を調査し提案すると

いう業務で、具体的に何かが決まったわけ

ではありませんが、それでも夢の実現に向

けての第一歩ではないかと思います。

　こちらの作業についても 2014 年 3 月

末までを目途に、みらいチームとして協力

していく予定でおります。ＰＦＩという皆

さんにとっては一見難しく見えるテーマか

もしれませんが、できるだけ分かりやすく

解説しながら、亀山へのアクセスと大島の

観光復興についての議論をしたいと思って

おります。ご協力お願いします。

（関西学院大学 長峯 純一）


