
災害対策基本法、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年）などはハー

ド事業による物理的な防災である。法制定当時は技術の進歩が目ざましく、災害はいずれ克服できると

考えられていた。世界に例のない高度経済成長期（昭和30年－48年）には、実質経済成長率は年平均10

％を超え、災害による「損失」であるモノさえ復せば経済成長にともなって災害復興も進んでいき、特

に復興のための法的対応など必要と考えられていなかった。

しかし、人口減少社会では、復興を成長に重ねることができない。過疎化、少子高齢化に伴う社会活

力の「喪失」は右肩下がりに地域社会を導き、仮に、モノを直しても右肩下がり線上に戻るだけで、成

長、発展に転じるものではない。

『広辞苑』（岩波書店）によると「復興」とは、「ふたたびおこること。また、ふたたび盛んになるこ

と」とあるが、人口は減り、もはや３人に１人が高齢者の中で、何がどうなった状態が復興なのか。被
き か

災を奇貨として、平常時にできなかった地域の課題は解決できるのか。人口も地域経済も活力も縮小す

る中山間地域で、定義のない復興はありえるのか。道は行き止りだった。

この行き止りの道を勇気を持って前に進んでいくための私たちの答えは、向かっていくべき目標と行

動理念、そしてそのための具体的な手法を明確にした復興プランをつくることであった。

しかし、復興プランをつくるためには、いくつかの課題があった。一つは、市町村の災害では、おそ

4 復興から未来へつなぐ取り組みへ第 章

復興プランの策定

何が課題であったか

【過疎化、少子高齢化で縮小する中山間地域で復興はありえるのか】
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らく過去に復興プランをつくって復興を進めていくという例がない中で、復興プランをつくる目的、意

義を明確に示し、市民の間で共有していかなければならなかった。二つには、復興の定義がない中で、

中山間地域の復興とはどういったものかを具体的に示す必要があった。三つには、こうした新しい取り

組みを進めるためには、こうしたことに明るい日本のトップレベルの知見者の協力が不可欠となるが、

こうした人材をいかにして集めるかということであった。そして四つには、つくった復興プランは行政

だけで実現していけるものではなく、市民の主体的な取り組みによって実現されるものであるので、策

定のプロセスの段階で市民に参画してもらうことが重要であるが、こうした市民の参画と協力をどのよ

うに進めていくかという、四つが大きな課題であった。

（※奇貨とは…利用すれば意外の利を得る見込みのある物事や機会）

当時、入手できる災害復興資料は、災害の特徴や気象状態などに軸足を置いた学研的なものがほとん

どで、災害を人々はどう受け止め、どのように復旧・復興に取り組んだのか、という社会学視点のもの

はなかった。たまに「復興」という冠のついた計画を見つけても、それはメモリアルな施設整備が主で

あった。しかしながら幸いにも、新潟県中越地震（平成16年10月23日発生 死亡68人、全壊4,172棟）か

らの復興を丁寧なデータから分析し、論じている著述に遭遇し、火急に著者である澤田雅浩氏（現兵庫

県立大学大学院減災復興政策研究科准教授／当時長岡造形大学准教授・長岡震災アーカイブセンターき

おくみらい館長）を災害現場に招聘した。

澤田氏は災害復興において、広い知見と高い見識を持ち合わせ、中越大震災からの復旧・復興につい

ての助言、資料などを恵与いただき、当市のめざすべき「復興」のイメージを新潟県山古志村（平成17

課題にどのように対応したか

【山古志地域をモデルに】
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年４月１日長岡市に編入合併）に具体的に見い出せたことは、大きな転換点であった。

山古志村を復興のモデルとした根拠は、人口減少社会での「量から質へ」の転換である。被災後、山

古志村では人口は半減したが、若いボランティア、NPOなどとの交流が継続し、観光客数は４倍に増え

（平成17年度－25年度比）、県外客も堅調に伸びた。アルパカ牧場や民宿、農家レストランも生まれた。
こ ご も

人は減ったが、地域課題に取り組む人々はずっと増えた。特に、最大の被害を被った木籠集落では集団

移転後に人口が減り、年中行事や集落の維持管理などを集落住民のみで行うことが難しくなった。この

ため、集落を離れた人や都市住民などの木籠ファンの力を借りて、『山古志木籠ふるさと会』を立ち上げ、

年間20件近い事業や行事などを実施している。交流人口の増加は、高齢化、過疎化が進む地域にあって

も伝統文化の継承を可能とし、参加者が山古志村の暮らしを体験し、山里の魅力を感じてもらうことで、

中山間地域の持続可能な地域づくりの可能性を実証している現実があったからである。

あわせて、人的被害を伴う土砂災害や復興への取り組み経験のない当市において、今後のことを考え

ると、被災直後に全国から知見者、経験者を集めることにこだわった。今、この被災現場を見てもらっ

ておかないと、次なる知見者などの助言、指導に続かない。また、災害を奇貨として人的ネットワーク

を築くことが、今後の復旧・復興においては重要な役割を担っていたからである。復興プランはビジョ

ン懇話会－プラン策定委員会－プラン推進委員会と変遷するが、委員長である室﨑益輝氏をはじめ、沖

村孝氏（神戸大学名誉教授）、澤田雅浩氏、中島彩氏（有限会社 ウッズ）、渡邉敬逸氏（愛媛大学准教授）、

山崎義人氏（東洋大学教授）の６人は、全ていち早く被災現場に駆けつけていただいた知見者ばかりで

ある。

復興プラン策定時の社会情勢については、次の２点を大きな課題として考えた。

(1)人口減少社会で、人口も経済も活力も「右肩下がり」の状況である。

(2)モノを直して「右肩下がり」線上に戻っても、さらに降下するだけである。

これらに対処するためには、旧来のモノ中心の復旧でない、地域の問題を解決していくべき創造的プ

ランが必要であることは明らかである。災害は次代の到来を一挙に早めた。ゆっくり来ると思っていた

未来が突然来た。被災地の復興課題は、当市が抱えていた課題が顕在化したものであり、復興の特殊解

は、平常時の市全体の社会課題の解決にも応用可能であるはずである。人口減少社会での持続性ある活

力社会に辿り着くため、市民と行政が一丸となるために復興プランを策定した。

［重点目標型］

「幹を育てれば枝葉はついてくる」のである。復興プランは、「枝葉」にあたる施策分野ごとの施設整

備や行政サービスについて何を行うかを中心とした整備目標型ではなく、復興をダイナミックに進める

ために方向性と方針を示し、先導的事業による重点目標型とした。

先導的事業の対象となる分野は、生きがい系と生業系の両立を基本に、災害からの生活再建の柱とな

る「住まい」と、今後の「安心・安全町づくり」の２分野に、被災前からの課題であった「人口・コミュ

ニティ」「農業」「森林」の３分野を加えた５分野とした。

［ビジョンからプランへ］

主たる被災地である市島地域は、以前から過疎化・高齢化が進み、災害が起こっていなくても衰退の

【知見者の招聘】

【復興プラン策定の目的】

【復興プラン策定の手法】
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道をたどっており、骨格部分である５分野の構成に違いは見い出せない。しかしながら、被災地の市民

が地域、集落ごとにバラバラに夢を描き、計画しても実りあるものにならない。そのために、復興ビジョ

ンは被災地域全体として共有したい将来像と、実現していく分野、手順などを、学識者・知見者で定め、

策定委員会で復興プランに独自の知恵、アイデアを事業として装填した。

特にプラン策定には、決して作っただけの計画で終わらないよう「主語のある計画」を原則に構成し

た。これは、中越地震の被災地では、地区・集落の住民の参画を前提とした取り組みが数多く進められ、

これら取り組みに対して地域住民が積極的に参加した地区・集落では、復興したと感じる割合が高いと

いう検証結果があり、主体的な活動が高い復興感へと結びつく傾向であることが明らかとなっているこ

とによる。

［共有化のための物語文章と絵の組み合わせ］

復興プランは、できるだけ多くの方の復興への理解と参画を得ることが重要である。そのため、構成

においては、「ビジョン・サンタクルーズ」を参考にした。これは1989年の地震で大被害を受けたカリフォ

ルニア州サンタクルーズ地域の復興計画で、計画はみんながわかるように小説と絵を組み合わせたもの

だった。「教会の横の広場でお年寄りが休んでいる。その隣で猫があくびをし、道には花が咲いている」

といった計画を策定したのである。また、絵の部分に実際の復旧・復興の実績を写真として貼っていけ

ば、平易な進捗管理表ができるというもう一つのねらいも兼ね合わせている。

［めざす将来像］持続性ある活力社会の達成～量から質へ～

［めざす将来像へ向けての３つの復興目標］

(1)強くてやさしい安心社会

(2)新しい豊かさの萌生

(3)森と農が息吹くくらし

（※萌生とは…草木がもえ出ること。転じて、物事の起きる兆しが現れること）

[基本方針]

(1)被災者への確かなフォローアップ

(2)先導的事業の柔軟な実施と確実なフィードバック

(3)多様な行動主体の参加と協働

(4)丁寧に課題と向き合い、質を高める

(5)復興事業をモデルに全市展開

[プランの期間]

５年間（平成26年度～平成30年度）

[事業計画] 全51事業

(1) 人口・コミュニティ 13事業

(2) 住まい ８事業

(3) 安心・安全町づくり 10事業

(4) 農業 10事業

(5) 森林 10事業

【復興プランの内容】
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[復興熟度]

復興事業の効果を測るため復興熟度指標と復興カレンダーを設け、毎年度実施することで復興度合い

の見える化をすすめた。

当市では災害前から過疎化、担い手不足、森林の荒廃などのさまざまな地域課題がゆっくりと進行し

ていたが、被災直後の荒れ果てた風景は、今後、地域が加速度的に衰退するのではないかとの念を抱か

せた。災害は、次代の到来を一挙に早める。望む流れも望まない流れも加速させる。人口減少社会での

最優先課題は持続性の確保であり、そのために中山間地域では、新規参入が続かなければならない。

復興の取り組みにおいて、復興女性プロジェクト会「ぽんぽ好」、北岡本自治会による森林整備、アジ

サイ栽培事業（1.7ha）や剪定枝を活用した環境保全型農業（遊休地1.5ha）、大規模栗園（2.5ha）など

が生まれた。さらに、広義の「新規参入」には交流者、新規就農者、移住者も含まれていい。今後、確

実に人口が減っていく中、活動を担うプレイヤーも減ってくる。減少する定住人口を交流人口や関係人

口でカバーするためにも、プレイヤー確保は必至である。

過疎化、少子高齢化などこれまでの喪失に起因するものの解決は、いくら「復興」というくくりであっ

ても、机上の計画で解決などできない。特に、縮退化にある農業、森林、人口分野においては、これま

でとは全く発想の異なる、革新的な取り組みを半ば実験的に展開する柔軟性も必要となった。そのため

計画段階で主語のある計画にこだわり実施し、障壁が発生した場合は確実にフィードバックし、検証と

修正を加えて改善し、柔軟で機動的な復興を進めることをめざした。計画に変更が生じれば、変えれば

いい。

教訓として何を学んだか

【持続性獲得のための新規参入】

【主語のある計画の柔軟で機動的な実行】

140 丹波市豪雨災害復興記録誌



全国の被災地を見てきたが、災害発生前から人口減少が叫ばれていたところでは、「大災害よりも高齢

化、過疎化の方が影響大」という現実がある。

災害は、次代の到来を一挙に早め、望む流れも望まない流れも加速させる。人口減少は避けられない。

今こそ、自前で行うリアリティを重視した地域活性化を強く意識しなければならない。

自治体は概算で予算を持ち、最初に予算をどう使うかの計画をつくる。そして、この計画にもとづき、

毎年度予算執行していく。しかし、「災害を奇貨とし、喪失からの再生も含め、持続性のある活力社会の

創造に資する」（丹波市復興プラン「３ 復興の定義」）復興には、このような定型事務的なやり方は馴染

まない。

ゼロベースからの現場ニーズに合わせた復興施策を官民協働で進めるには、予算額よりもアイデアこ

そが重要である。このため、まず事業アイデアを募り、採択された事業プランにふるさと寄附金と、マッ

チングギフトで補助金を充当する「復興まちづくり事業」を設け、アイデア性と柔軟性を施策に取り込

んだ。

丹波市豪雨災害時、「ひなたぼっこカフェ」

が災害ボランティアの拠点になり、無料ミニ

喫茶を開設し、炊き出しボランティア活動を

開始、断水集落へはおでん、冷や汁、ごはん

などを提供した。その後、炊き出しにボラン

ティアとして参加した女性７人で、平成28

年１月にスタートした。

「これまでお世話になったいろんな方に、

何か恩返しできないだろうか。災害後、多く

の人が被災地を訪れるけど、食事するところ

がない。被災地へ、いつ誰が来てもおもてな

しできるところがあるといいなぁ。私たちは、

復興に向けたさまざまな取り組み

復興まちづくり事業

何が課題であったか

【大災害よりも高齢化、過疎化の方が影響大】

【重要なのはアイデア】

課題にどのように対応したか

こ

【丹波復興女性プロジェクト会「ぽんぽ好」：平成28年度採択】

丹波復興女性プロジェクト会
「ぽんぽ好」のみなさん
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おかげさまで元気にやっていますという姿を

伝えたい」との思いから、食の場を通じての

交流を展開し、夕食「玉手箱」、ほっこりラン

チ、注文弁当、イベント出店、高槻市との交

流などを行っている。

40世帯が暮らす北岡本自治会では、丹波市豪雨災害で、住家など約30戸の床上浸水が発生し、地区内

の山林約70haが大量の土砂と流木で埋まった。

きっかけは、被害が拡大した要因を手入れ不足のまま放置した森林と捉え、自治会で森林整備活動を

始めたことである。

「楽しみながら、災害に強い元気な山づくり」のモットーの下、活動は①個人山も含めて、地域全体

で地域の森林管理をめざす、②子ども、女性、高齢者など幅広く参加できる植樹祭、アウトドア・料理

講習会、③森林を活用した都市との農村交流、スタディツアーなどと特色に富んでいる。「自治会員、高

齢者、男女共同参画委員、親子、学校、地域内外ボランティア、都市部の大学生、行政など皆で知恵を

出し協力し、仲良くすることがこんなにも楽しく、いいものだということがよーくわかった」（黒田拓治

自治会長）。

平成30年度人間サイズのまちづくり賞・知事賞を受賞した。

民間企業の株式会社大地農園と当市が官民一体となり、被災地域における耕作放棄地の問題に取り組

む「アジサイ栽培による農の再生プロジェクト」をきっかけに市ノ貝自治会の有志19人で団体「ファー

ム市ノ貝」を設立した。

アジサイ栽培を通じて災害復興を図るとともに、アジサイを活用した地域の活性化を推進。平成28

年度に植栽したアジサイを観光資源として活用し、アジサイまつりを開催、地域のみならず大学、障が

大学生との交流

【北岡本自治会 森林整備：平成29年度採択】

植樹祭（平成29年12月） アウトドア講習会（平成29年７月）

【ファーム市ノ貝 アジサイ栽培：平成29年度採択】
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い者団体などと協働して地域の活性化を図っている。さらに、他市町の生産者団体への視察、アジサイ

栽培に関する講習会を開催し、会員の技術向上を図り、今後の事業拡大への原動力とされた。

「アジサイ栽培による農の再生プロジェクト」には、ファーム市ノ貝のほか、２団体６個人が事業に

参加した。また、その後も、「アジサイによるまちづくり協働事業」として全市展開を図り、現在５団体

６個人が市内各地の農地（合計作付け面積約2.3ha）でアジサイを栽培している。

役所はこれまで庁舎の内側にいて、あれこれ言うだけだった。「民間でできることは民間に」と言うの

は楽だが、経済規模の小さなまち、縮小社会における自治体での復興は、官民協働で取り組む意気込み

を持たなければならない。

被災地が抱える森林の荒廃、耕作放棄地、担い手不足、地域の伝統行事の衰退などは、全市的な課題

でもある。復興まちづくり事業でのこれらの取り組みの中で得た成果や仕組みは、成功モデルとして市

全体に展開を図っていけるもので、以下の事業を全市展開に移した。

・アジサイ栽培による農の再生プロジェクト（提案：株式会社 大地農園）

・防災教育事業（提案：ＮＰＯ法人 ＳＥＥＤＳ Ａｓｉａ）

豪雨災害で特に被害が大きかった谷上集落は、複数の箇所で林地崩壊が発生し、流れ出た大量の土砂

と流木が集落内を流れる徳尾川の河道閉塞を起こし、あふれ出した水が住宅を襲った。集落内全38戸の

うち、35戸が被災することとなった。また、下鴨阪集落でも複数箇所の林地崩壊が発生し、その内の１

開花したゆめアジサイ アジサイ栽培の技術指導会

教訓として何を学んだか

【官民協働でのまちづくりへの転換】

地域の土地利用のルール策定への取り組み

何が課題であったか

【安心して住み続けることができる集落へ】
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ヵ所では土砂が家屋を押しつぶし、尊い命が失われた。

住民は、大きく被災した集落や住宅を前に呆然とするしかなかったが、住まいを確保し、生活を再建

していく他に道はなかった。

住宅の確保については、これまで住み続けてきた場所を離れ、別の地域で再建する決断をされた方も

あったが、これまでからあった地域とのつながりを捨て、住み慣れた場所を離れることは相当な勇気を

必要とする選択であり、多くの被災者は、住んでいた場所に再建、又は被災した住宅をリフォームする

方法を選択した。

しかし、そうした場合は、同じような豪雨に襲われた時に砂防えん堤が整備されるなどの対策はとら

れているものの、不安が残ることとなった。

加えて、両集落は災害以前から少子高齢化が進んでおり、集落の持続は潜在的な課題となってきてい

た。

市は、復興プランの目標のひとつに、「災害に強い土地利用の見直しと住民防災力の強化」を掲げ、２

集落をモデル地区として、それぞれの集落ごとに「持続する集落のあり方（山裾の住まい方）検討会」

を設けた。

検討にあたっては、兵庫県の「まちづくりアドバイザー派遣事業」の支援を受け、「NPO法人地域再生

研究センター」からアドバイザーを招き、市と連携しながら住民の参加によるワークショップや先進地

視察などを行った。

計画は、両集落の共通事項として、「安全な住環境の確保」（安全体躯及び土地利用の見直し）、「土砂

災害に強い里山の創造」、「災害を未然に防ぐ」として、谷上集落では「災害で弱ったコミュニティの再

生」、下鴨阪集落では「山裾整備の活動プログラム」を特性に応じた取り組みとして進めることをめざし

た。

具体的には、谷上集落では、被災建物（空き家）を地域の活動拠点として再整備を、下鴨阪集落では、

従前の利用 土地利用の選択 期待される効果

斜面地の山林

（土砂災害の

危険性あり）

農地・果樹園

への転換、森

林としての維

持管理

国土管理
・山裾の間伐などによる適切な管理

・農地、住宅地を含めた農村空間の保全

自然共生

・野生鳥獣被害の軽減

・間伐、下草刈などによる里山の再生、美しい

景観の創出

防災・災害 ・土砂災害、豪雨災害の緩衝機能の確保

地域づくり

・景観向上などによるコミュニティの再生（む

らづくり意識の醸成）や移住希望者へのPR

効果

・余裕域の観光農園化、果樹や花卉栽培などの

特産品生産

課題にどのように対応したか

【土地利用のルール策定へ】

土地利用の選択と期待される効果
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山裾をバッファゾーンとして里山整備に取り組むことを決めた。

なお、安全な居住環境の確保のため、住まい方のルールや集落の約束ごとについてまとめ、身の回り

の安全対策を自治会や個人ができることから、できる範囲で進めることとした。

計画の実施段階では、計画の策定にかかわったNPO法人地域再生研究センターに加えて、大学からの

技術的支援を得ながら進めている。また、計画の具体化へ向けて、アドバイザーから大学への呼びかけ

に応じて、複数の大学から支援を受けることとなり、自治会による間伐作業には、外部から専門家によ

る作業支援を受けることとなった。

この取り組みは、計画的な土地利用を促し、地域の特性に応じた適切な土地利用の実現により、農地、

住宅地を含めた農村空間の保全、向上という国土管理の効果に加え、防災・災害への緩衝機能の確保に

よる国土保全機能の向上や土砂災害の軽減による防災・減災の効果が期待される。

検討の時点から、住民が参加することで、地域づくりに対する意識の向上につながるとともに住まい

方のルール、集落での約束ごとを定め、身の回りの安全対策を施すことにより自助能力の向上が見られ

るなど、住民が前向きに取り組んでいる成功事例として他の集落へ波及していくことが望まれる。

被災地は、災害前から少子高齢化や人口減少が進んでおり、災害が起こっていなくても衰退の道を辿っ

ていた。「茹でガエルの法則」がある。２匹のカエルを用意し、一方は熱湯に入れ、もう一方は緩やかに

昇温する冷水に入れる。すると、前者は直ちに飛び跳ね脱出・生存するのに対し、後者は水温の上昇を

教訓として何を学んだか

【ここからはじまる地域づくり】

下鴨阪自治会 里山整備 谷上自治会 被災建物（空き家）の再整備

スタディツアー

何が課題であったか

【被災地の再生】
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知覚できずに死亡するというものである。

災害が起こった。ゆっくりくると思っていた衰退の未来が突然やってきて、地域の存続さえ危うくさ

せた。起こってしまったものは仕方がない。時計の針は戻せない。だからこそ、目指しているのは災害

を奇貨とすべき地域の再生である。

NPO法人SEEDS Asiaによる「復興スタディツアー」のねらいは、ツアー参加者が当市の災害経験から

学びを得られると同時に、地域経済にツアーによる新たな需要が起こる点である。

また、訪問先となる市行政や住民も復興の主体となるだけでなく、その都度災害を振り返り、災害の

経験と教訓の継承が可能となる。

当市の復興スタディツアーは、阪神・淡路大震災以降、災害についての学びが残っている地域の少な

い関西圏において一つの強いコンテンツになるため、スタディツアーを被災地再生の取り組みとして進

めており、フィリピン共和国、JICA独立行政法人国際協力機構、アジア防災センターをはじめ、約30

団体600人を受け入れた。（令和元年９月時点）

さまざまな災害や事件事故を「風化させてはならない」といわれるが、やはりそれらは時の経過とと

もに、風化し忘れ去られる。人の恐ろしいという感情は長続きしない。脅しの防災教育、恐怖喚起のコ

ミュニケーションには限界があり、どうしても記憶に変わる。

であるならば、重要なのは風化させないことではなく、災害から得られた教訓を継承していくことで

あり、次なる災害に備える力を養うことである。

その視点から、丹波市復興スタディツアーは、参加者・受け入れ者とも、災害の振り返りを「文化」

として継承していくことが可能で、大いに期待される。

課題にどのように対応したか

【被災地だからこそできることを】

スタディツアーの受け入れ
（平松区森林愛好会）

スタディツアーの受け入れ（北岡本自治会）

教訓として何を学んだか

【被災地だからこそできることを】
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丹波市豪雨災害の被災地は市島地域に集中し、面積的には、市域のおおよそ一割という局所的なもの

であった。同じ市島地域内でも谷筋の違いによって被害程度に差があり、さらに、同じ地域内において

も災害に対する住民間の温度差が発生するという深刻なものだった。一方で、復興の課題は高齢化、縮

小化する地域社会の中での喪失によるもので、これは当市の平常時の課題が顕在化したものに他ならな

かった。

市全体に及ぶ復興課題に、このような温度差を抱えながら挑めるのか。復興への取り組みは共有され

るのか、局所災害ゆえのあまりに大きな課題であった。

災害の記憶と経験は、時間が経ち実体験を持つ人々が減るにしたがい風化していく。

風化する災害の記憶を食い止め、災害からの経験と教訓をつないでいくには、何か全く別視点での取

り組みが必要なのではないか。

復興プランに基づき、災害の記憶を風化させないとともに、過程ごとの復興成果と課題などをテーマ

に掲げたイベントを周年ごとに開催した。これは、復興に携わる市民・支援者・団体以上に、このイベ

ントを通じ改めて災害を知り、復興の取り組みを広く共有するねらいの方が大きかった。

そのため単にシンポジウムを開催し議論するのではなく、視点を変えた幅広い事業メニューを用意し

た。

・普段は入れない復旧現場へのバスツアー

・多様な参画による芝生イベント「それでもこの町がいい・きっとこれからも…」

・文化芸術の力による復興マインドの醸成（「やさかのおんば」、「鬼平犯科帳・絆」、「鉢木・名こそ惜

しけれ」公演）

・新潟県「山古志木籠ふるさと会」との被災地間交流

・復興シアター

・全国からの支援への恩返し交流市「心 つなぐ」（東日本大震災・熊本地震・中越地震被災地との交

流）など

復興周年イベント

何が課題であったか

【被災地は市域の一割、復興課題は市域全体にわたるもの】

【風化する災害の記憶と経験】

課題にどのように対応したか

【周年イベントによる一体感ある復興への取り組みと災害の記憶と経験の継承】
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災害の記憶と経験を風化させず、教訓を継承するには技術力が必要である。継承力とは、柔軟性を持っ

た技術力である。そのためにはビジュアル性やアクティビティ、楽しさの視点などを活用すべきである。

今日、全国の被災地で人々が大きな被害を受けたとき、元気と意欲を持ち、立ちあがっていくことを後

押ししているのに文化芸術の力は大きいという現実がある。

復興バスツアー（平成27年８月30日） 鬼平犯科帳・絆（平成30年８月19日）

強くてやさしい安心社会シンポジウム
（令和元年８月18日）

復興への願いをこめた風船とばし

教訓として何を学んだか

【継承とは技術力】
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過疎化、少子高齢化に悩まされている全国の被災地では、復旧・復興はしたものの、災害よりも高齢

化、過疎化のほうが問題であったという現実がある。いったん疎開や仮設住宅に移った住民の従前居住

地への回帰率はおおよそ７割前後にとどまり、「盛んになる」例は極めて少なく、若いボランティア、Ｎ

ＰＯなどが被災地から引き上げると終息感が否めない。

しかし、「人口を増やす」右肩上がりの量的指標では難しい。人口減を補う外部交流に力を入れ、質や

流動性を高める必要がある。

当市は、丹波市豪雨災害からの復興において、新潟県中越地震からの復旧・復興に取り組む長岡市山

古志地域をモデルにしたことから、同地域との交流、往来が始まった。

日 時 内 容

H26. 10.25 丹波市復興推進部が山古志視察研修

10.26 新潟県中越地震10周年記念シンポジウムに参加

12.20 新潟県中越地震リレー講座「経験を未来につなぐ」参加

H27. 3.1
丹波市復興タウンミーティングを開催

講師に澤田雅浩氏（公益社団法人中越防災安全推進機構）を招聘

4.22～23 丹波市議会総務常任委員会山古志視察

10.19～20 中越メモリアル回廊（山古志ルート）視察

11.23

丹波市復興女性バネ Project Step 1 開催

山崎麻里子氏（公益社団法人中越防災安全推進機構）より山古志での女性主

導による復興の取り組み事例紹介

被災地間交流

何が課題であったか

【質や流動性を高める】

課題にどのように対応したか

【被災地間交流という可能性】

主な交流経過
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被災地間交流とは、被災者が被災地を訪れ、災害紹介や励まし合う狭いものであったが、平成26年か

らの当市と山古志地域との交流は、多様な主体による継続した定例事業となっている。人の行き来やお

米をはじめとする農畜産物の相互購入が盛んになり、昨年には市内に、新潟のカップ酒を販売する店も

登場したところである。

「交流」とは、地域の持っている資源、環境、伝承文化、歴史、ふれあいなどを他地域の人々に提供

し、地域振興、地域活性化などを共存共栄の形で実現しようとするものである。地域間で「人」「モノ」

「情報」が入り交じることによって、交流に関連した各種産業の発展や地域の活性化が期待できる。「モ

ノ消費」の現在、「共感形成」が最も重要であるといわれているが、観光客を誘引できる観光特Ａ級資源

を持たないまちが、「土地」「食」など一次資源（地域資源）のみで共感を得ることは非常に難しい。

しかしながら、同じ災害境遇を経験した被災地間ではすでに共感形成ができており、一次資源から二

次資源（「体験・実経験」）、三次資源である「人・交流」まで融合した価値観を共有することが可能で、

当市と山古志地域との被災地間交流は、「好ましい流れ」として、このことを実証している。

（※観光特Ａ級資源とは…世界に強く誇れる観光資源）

H28. 3.5～6

丹波市復興女性バネ Project Step 2 現地視察研修会

主に山古志地域を中心に農家レストラン、加工場などを視察、「郷見庵」で木

籠ふるさと会と交流会を開催

8.28 丹波市復興シンポジウムに山古志などからパネリスト参加

H29. 8.26 被災地間交流イベント･わしらの復興祭開催

H30. 2.7～8 「100人の仲間づくり」事業で山古志木籠を訪問し、交流

8.19
被災地間交流演劇会「鬼平犯科帳 絆」を人情アマチュア劇団「丹波栗」と山

古志木籠ふるさと会が共演

11.4
地域づくりテーブルトーク「山古志“1000人の仲間づくり”その成功の秘密

に迫る」

R１. 8.18
わっしょい

丹波市復興５年イベント「和―処」に山古志などから参加

教訓として何を学んだか

【被災地間交流という可能性】
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被災地間交流により新潟のお酒を販売する「おばちゃんの店」（市島地域）

被災地間交流のようす
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