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東日本大震災から10年。この大震災から立ち直り，人々が思い描いていた復興は実現できたのか。津波や地震，
原発事故に対する備えが不十分だったことを教訓に私たちは何を学び，大規模災害への備えを進めることができた
のか。復興と防災に対する人々の意識を探るためNHK放送文化研究所は世論調査を実施した。2021年3月に開催
した「NHK文研フォーラム2021」では，世論調査の結果を報告するとともに，災害や防災の専門家として東日本大
震災の復興に関わってきた河田惠昭氏と片田敏孝氏，被災地の自治体の長として復旧・復興を手がけてきた岩手
県釜石市の野田武則市長をパネリストにシンポジウムを開催して，被災地の復興に必要なことは何か，震災の教訓
を踏まえて，今後予想される巨大災害に私たちはどう立ち向かえばよいのかを考えた。

本稿の目的は，90分にわたるシンポジウムの主な発言内容を紹介して，地域で取り組む防災対策や復興対策の
参考にしていただくことにある。「なぜ復興を実感できないのか」「なぜ復興に時間がかかったのか」「地域経済の
復興について」「終わらない原発事故の影響」「大規模災害にどう備えるのか」，以上5つの論点ごとにパネリストの
見解を紹介する。
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はじめに

本稿では，2021年3月4日に東京・千代田
区にあるNHK千代田放送会館で，無観客で
開催してオンライン中継した「NHK文研フォー
ラム2021」のプログラム「私たちは東日本大震
災から何を学んだのか　震災10年・復興に関
する世論調査報告」のシンポジウムの概要を5
つの論点ごとに紹介する。世論調査の結果は，
本誌の28 ～ 57ページに掲載しているので適宜
ご参照いただきたい。

論点① なぜ復興を実感できないのか

今回の世論調査では，「被災者の暮らし」「地
域経済」「地域コミュニティー」の復興は，「道
路や建物」の復興ほどには人々が実感できてい
ないことがわかった。また，岩手県では「被災
者の暮らし」や「地域経済」の復興を実感でき
ている人が宮城県より少ないなど，被災した県
でも復興感に違いがみられた（P.31参照）。

この結果について東京大学特任教授の片田
敏孝氏は「道路ができていて，住宅地ができて
いて，しかしそこに人の生活や地域が戻ってい
ない現状を見るとき，コンピューターグラフィッ
クスで出来上がった計画図が，そのまま地域に
展開している感じが否めない。インフラは整っ
たが自分たちの生活や地域が戻ってきていな
いという，この間のギャップに（被災地の人々
は）苦しんでおられるような気がする」という
見方を示した。

また，岩手県釜石市の野田武則市長は「岩
手の場合は，震災前から人口減少や経済の衰
退が顕在化し，基盤整備にも遅れがあった中
で，市民や被災された皆さんの（復興に対する）

期待感が非常に大きかったのではないか」と述
べて，復興をきっかけに地域の課題が解決す
るのではないかという期待と現実との差が，復
興を実感できない背景にあると，被災地の人々
の心情を説明した。さらに，野田市長は「家族
が離散したり，みずからが病気になったり，施
設に入所されたりして生活環境が大きく変わり，
そのつど，思い描いていた目標が少しずつ薄ら
いでいく。10年という長い歳月が大きく影響し
ているのではないか」と述べて，復興に時間が
かかりすぎたことも，復興を実感できない要因
に挙げた。

論点② なぜ復興に時間がかかったのか

では，復興に時間がかかったのはなぜな
のか。関西大学特別任命教授の河田惠昭氏
は「被害そのものが非常に大きくて，これまで
に経験したことのないような問題がいっぱい出
てきた。（中略）被災地の地域全体の問題をど
うするかと言ったときに，それまで現れてこな
かった町が持っている特徴が如実に出てきて，
これが被災地域ごとに違い，個々に対応しな
ければならない標準形がないような復興を強い
られたので非常に時間がかかっている」と指
摘した。

また，片田氏は「元に戻してほしい。でもそ
れは，10年先を見越した時間経過のダイナミ
ズムを考えていたかというと必ずしもそうでは
なかった。10年経てば必然的に10歳年をとる。
地域の高齢化も進む。（中略）復興の計画を立
てていくときに，もう少し時間を考えて，その
間に社会がどう変わり，人々がどう変わりとい
うことを踏まえた復興論が必要だった」と述べ
て，時間が経過することで社会や人がどう変わ



60 JULY 2021

るかまで考えて復興計画を立てる必要があると
指摘した。

野田市長も「時間との戦い。時間に対する被
災者の思い。こういったものを重く受け止めな
がら復興を進めていかなければならないのでは
ないかと思っている」と述べた。

論点③ 地域経済の復興について

世論調査の結果で，被災県の人々が実感で
きていない「地域経済」の復興（P.31参照）に
ついて野田市長は「震災直後に減少していた
製造業の出荷額や商品の販売額が回復して数
字のうえでは復興が進んでいるようにみられる
が，（中略）岩手県の被災地の12市町村で震
災前は約27万人あった人口が令和2年には23
万人まで減少し，経済を取り巻くパイが小さく
縮んでいるので今後の展開が非常に危惧され
ている」と述べて，人口減少が進むことによる
地域経済の先行きへの不安を語った。

これについて河田氏は「被災地でどういうこ
とができるのか，被災したからこそ，こういう
ことができるんじゃないのかという前向きな試
みを，もっと出さなければいけない。（中略）イ
ノベーティブなことをどうやって被災地でやる
かということが問われている」と述べて，新た
な産業を興すために，いっそうの知恵を絞るよ
うに求めた。

論点④ 終わらない原発事故の影響

司会の松本解説委員が福島の現状を解説。
「いまも3万人以上が避難生活を続けている」
「放射線量が高く立ち入りが制限されている帰
還困難区域が7つの市町村に残されていて，双

葉町では全町避難が続いている」などと説明
し，「政府と東京電力は40年で廃炉を完了させ
る計画だが，使用済み核燃料の取り出しがす
でに10年遅れる見通しになっている」と述べ
て，原発事故の処理の遅れが，福島の復興を
遅らせていると指摘した。そして，「放射性物
質のトリチウムを含む処理水の海洋放出の問
題が焦点になっている」と述べた。

東京電力福島第一原子力発電所の処理水の
海洋放出については，今回の世論調査で，反
対が51％，賛成が18％と，反対が賛成を大き
く上回った（P.42 参照）。

この処理水の海洋放出の問題について野田
市長は「現時点では反対させてもらっている。

（中略）岩手県の内陸でも，いまだに汚染され
た土の撤去が済んでいない。キノコや山菜など
が出荷できない。津波だけじゃなく原子力の
影響も，まだまだ尾をひいている。（処理水を
海に）放出することについては，よく議論しな
がら，科学的な根拠も示しながら進めていか
なければならない」と述べた。

また，片田氏は「原子力災害は，ひとたび起
こると復興に極めて長い時間がかかることが最
大の問題だ」としたうえで，「例えば4～5歳で
避難したとして外（県外）で10年避難生活を送
ると14～15歳になる。小中学校は，ずっと避
難先で過ごすことになる。彼らにとっては，も
はや故郷は避難先。そこで友達関係もでき，
その中で育まれてきた。（中略）これが復興した
あと，地域に人々が戻らない大きな要因にもつ
ながっている」と述べて，原発事故の影響が長
期に及ぶことの弊害を指摘した。

一方，河田氏は，原発の問題を含む日本の
エネルギー政策のあり方について「政府は，こ
う考えているんだという明確な方針を出して，そ
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のメリット，デメリットを国民に広く理解してい
ただくという努力が非常に足らない。国として
は，こうしたいんだということを，もっとはっき
り出さないと，この問題は解決しない」と述べ
て，政府が方針を明確に示す必要性を訴えた。

そして松本解説委員が「福島の被災地にとっ
てみると，避難指示が解除されてから，まだ3
～4年のところが多い。全町避難が続いている
ところもあり，福島の復興はこれからだと考え
て見ていかなければならない」と締めくくった。

論点⑤ 大規模災害にどう備えるのか

松本解説委員が「今回の世論調査から防災
意識が高まってきているということがうかがえ
る（P.46 ～ 47参照）。一方で『人の力には限界
がある』という回答が少し増えているのが気に
なった（P.47 ～ 48参照）」と述べた。

これに対し片田氏は「自然は時に想像を絶
する振る舞いをするということ，抗いきれない
こともあるんだということ，それを前提に防災
をどう考えるかということに目がいっているよう
な気がする」と述べて，人々の災害に対する意
識が変化してきているという見方を示した。

また，野田市長は「東日本大震災のような大
きな災害の場合は防潮堤や防波堤に頼るという
ことは不可能。頼っても自分の命は守れない。
しかしながら，ある程度の災害の場合は守れる
可能性は高い。そうした意識をきちんと持つ必
要があるのではないか」と述べて，想定内の災
害と，想定を上回る災害とを区別して，防災対
策を進める必要があるという考えを示した。

次に，松本解説委員は「被災の状況を想定し
て，あらかじめできる準備をしておく『事前復
興』という考え方が最近注目されている」と述

べて，パネリストに「事前復興」に対する考え
を尋ねた。

河田氏は「私たちの社会が抱えている問題点
は，実は災害が起こったときに非常に顕在化す
る。だから，私たちがいま抱えている社会的な
問題を1つ1つ潰していく努力が必要」と述べ
た。そして対策の立て方については，「新しい
住民がそこに住み着いて生活が展開されると考
えると，時代の流れの中で価値観がずいぶん
変わっていく。それに相応できるような防災対
策をやっていかなければならない。いま考えて
いる最大多数で決めてはいけない」と述べて，
地域の将来を見据えて対策を立てる必要があ
るとした。

一方，野田市長は「さまざまな想定の中で事
前復興のあり方を検討していかなければならな
いが，地域に住む住民との関わり，あるいは
住民自身のここに住む覚悟といったものが必要
ではないか。地域の皆さんとの常日頃のさまざ
まな絆作りやコミュニケーション作り，災害が
どのような形で起きても，起きたあとの復興に
ついても議論できる，そういった関係を構築し
ていく。国と自治体が絵を描くというわけには
いかないので，そこに住む方 と々の合意形成，
これをどう作るかというのが一番大事なところ
だと思っている」と述べた。

この議論の最後に片田氏は，南海トラフ地
震の想定では最大の34.4メートルの高さの津
波が押し寄せるとされている高知県黒潮町に
住む，高齢の女性の短歌を紹介した。

大津波　来たらば共に　死んでやる　
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足腰が衰えて，すぐに避難できない女性に対
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し，息子は津波が来たら一緒に死んでやると言
う。津波から逃げきれない絶望的な気持ちを
詠んだ歌である。

ところが黒潮町では，みんなで生き残ろう
と，体が不自由な人たちも参加して避難訓練
を繰り返すなど，町ぐるみで津波対策に取り
組んだところ，女性は気持ちが前向きに変化し
て，次の歌を詠んだという。

この命　落としはせぬと　足萎えの　
我は行きたり　避難訓練

片田氏は，地域で災害に備えるためには，
次のような考え方を持つことが大事だと述べた。

「精一杯備えて，決して犠牲者を出さないような
地域をみんなで作るんだという，そんな思いを
みんなで作っていくような防災のあり方を求め
ていかないと。対策を強化する，住民の自助
努力を高めていくという世知辛い話だけでは防
災は成り立たないと思う」。

次の大規模災害は必ずやってくる。被害も
必ず発生する。ご紹介したパネリストの発言に
は，それぞれの地域で何ができるかを考える
貴重なヒントが含まれている。本稿が地域での
防災対策や復興対策を考える一助になれば幸
いである。

（むらた ひであき）


