


　東日本大震災から2年が経過しました。その間被災地の方々の復興再生のた
めの懸命な努力がなされています。そうした中、政府をはじめとする公的機関
の巨費を投じた復興事業や、企業やボランティア団体等の民間セクターからの
様々な支援の手が世界レベルで差し伸べられています。
　しかし、いまなお2600人を超える行方不明者、原発事故による放射線量の
影響等により避難を余儀なくされている被災者の存在など、甚大な被害の爪あ
とが生活の各所に残されています。
　災害大国日本にあって巨大地震・津波等の自然の脅威が予測されますが、
今回の大地震を教訓として日本全体で対応できる諸準備を進める必要がありま
す。
　そうした観点から、文化芸術関係者に何ができるのか、どんな役割を果たさ
なくてはならないかを考えるため、文化庁ほか文化芸術関連団体から構成され
る「文化芸術による復興推進コンソーシアム」（平成24年5月設置）のもとで有識
者、コンソーシアムメンバー等による調査研究を進めています。
　また、文化芸術による効果的な復興推進を図るため、被災地域の第一線で
復興推進活動に関与されている「文化芸術による復興推進員」（全国・岩手県・
宮城県・福島県）を委嘱し、復興再生のニーズ・方法等の情報収集・交換を行
うための連絡会議を実施しました。さらにインターネットを通じて得られた情報
を社会に発信、ご意見を頂く双方向の広報・公聴、公開シンポジウム等、情報
交流の機会の充実にも注力してきました。
　復興現場に目を向けると、基礎自治体における文化活動の拠点となる施設の
再開、あるいはこれに向けた取組の進展、非被災自治体・芸術団体・支援財団・
アートNPOとの連携による新たな活動の枠組みづくりなどの地道な努力や成果
が見え始めています。
　本報告書は、得られた情報、知見をもとに、こうした進展状況やコンソーシ
アムのメンバーが支援を行うにふさわしい諸活動を取り上げるとともに、復興計
画等のもとで公的機関、民間団体等の連携協力による中長期的取組のあり方
について、引き続き検討を加えるべき課題解決のための方針についてとりまとめ
たものです。
　第1章は、アートNPOを含む様々なセクターによる文化芸術活動が復興推進
に貢献、もしくは今後の可能性を蔵する萌芽的なものなど、コンソーシアムが情
報収集した事例を紹介するものです。被災直後から活躍したもの、新たに顕著
な活動を開始したもの等、行政、民間団体、芸術家、ファンドレイジング支援
団体、大学などの連携協力の事例は、第3章で述べるこれらセクターによる「共
助」の方向性を示唆する先行例としての意義を持つものです。これらの事例を
今後コンソーシアムが支援を行うべき好例として取り上げるとともに、さらなる
改善工夫の期待を以て論評を加えました。
　第2章は、国及び被災地方公共団体の復興計画と文化芸術の復興推進に資
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する役割、その意義について論じるものです。復興推進委員会（復興庁）での
審議状況、被災地方公共団体の復興計画のなかでの「文化芸術」の取り上げ方、
記載内容を踏まえ、“文化復興”を主唱する立場から分析し、コンソーシアムと
しての今後の事業展開の課題に言及しています。
　第3章は、災害大国日本のこれからの備え、あり方として「行政機関、芸術
団体、文化施設、助成財団等による復興推進の仕組みづくり」の方向性につい
て論究するものです。被災直後、ボランティアを含む多くの支援機関や様々な
団体、個人が被災地に入って活動し、犠牲となられた方々への鎮魂と被災者
の心の癒しとして数々の成果を上げてこられたことは事実です。しかし、個々
バラバラに支援活動が展開され多くの活動は系統だったものとはならず、時とし
て売名的、押しかけ的印象を与えるものであったとの反省に立ち、復興に向け
ての自助・共助・公助のカテゴリーの組み合せを考慮しながら、効果的な復興
推進・支援のあり方、仕組みづくりの方向性としていくつかの提案をさせてい
ただきました。
　なお、別冊の参考資料①に本論を裏付ける関連資料を抜粋し、掲載してい
ます。

　コンソーシアムの設置を唱えた私たちメンバーは、昨年震災復興は“文化復
興”であることを確信し、多くの方 と々課題を共有し、復興・再生の動きを持続・
継続していくことを社会に呼びかけました。
　しかし、ややもすると時間の経過とともに、日常性が戻るにつれて震災直後
に見えていたものが見えなくなる傾向は否定できません。
　文化芸術活動において“風化への挑戦”をモットーに、“できないことを嘆くの
ではなく、できることを積み上げていく努力”、同時に、地域社会の“創造的復
興”に向けた大胆な発想への挑戦を忘れないでおきたいものです。
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第1章

文化芸術による復興推進の取組

本章では、行政機関、芸術団体、芸術系大学等が行なった様々

な文化芸術による復興推進活動の中から15の取組を紹介する。

そして、これらの情報から見えてきた文化芸術による復興推進

の今後の展望と課題を述べる。また、被災地における劇場・ホー

ルの取組と今後のあり方を論じる。
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2011年3月11日

　3月11日のあのとき、私は市議会教育福
祉常任委員会に出席していた。間もなく公
民館費の審議に入るときだった。経験したこ
とのない大きな揺れが襲った。窓の外の電
柱が激しく揺れた。議会は間もなく休会とな
り、私は中央公民館に急いだ。館では職員
が利用者の避難誘導を終え、施設の点検を
行っていた。ブロック塀がゆがみ、庭園内
の古い家屋が不同沈下で軋んだが、幸い大
きい被害にはならなかった。しかし、停電
で情報が入りにくい。テレビや電源に頼る新
しい電話機は使用不能である。貸出用のラ
ジカセから刻 と々被害の大きさが伝わってく
るが、映像がないので実感が伴わない。施
設内の安全を確認し、避難者も来なかった
ことから、夜７時過ぎ、保安要員を残して自
転車で帰路に着いた。余震は続いていた。
　停電で信号機のつかない道路でも車はど
んどん走る。事故が起きないのが不思議な
くらいだった。中央公民館からの帰路、自
宅の近くに上田公民館があり、立ち寄ると
避難者でごった返していた。大学が近くに
あることから学生たちと一人暮らしの市民が
集まっていた。停電は孤独感を助長させる。
明かりが灯っている施設へ人は集まる。中央
公民館や上田公民館など盛岡市の大型公民
館5つには非常用の発電装置があり、停電
時には自動的に稼働する。
　しかし、中央公民館には避難者が誰も来
なかった。もともと避難所に指定されていな
かったからでもあるが、上田には 200人を超

える避難者が集まったのである。
　私は、愕然とした。
　地域環境による違いだけだったのだろう
か。もしかしたら中央公民館は地域住民と
の関係が希薄だったのではないか。

広い敷地と大きな中央公民館

　盛岡市中央公民館は、旧盛岡藩主・南部
家別邸跡に設けられ、およそ2万平方メート
ルの敷地面積と、施設面積8千平方メートル
の全国でも有数の大型公民館であり、職員
数も22名と多い。敷地内には回遊式の日本
庭園や、国の重要文化財の歴史的建造物な
どもある。
　三陸海岸から約100kmの内陸部に位置す
る盛岡市では、停電のほか学校や古い建築
物、塀などで被害があったが、沿岸に比べ
ると被害は少なかった。震災発生直後から、
沿岸部の津波の被災者らが次々に避難して
きた。中央公民館も震災翌日、避難所に指
定され、3月15日まで沿岸被災者の一時受け
入れを行った。

末盛千枝子氏からの呼びかけ

　3月19日、児童図書の編集で著名な末盛
千枝子氏（元国際児童図書評議会理事、す
えもりブックス代表、彫刻家舟越保武氏長
女）より「絵本を被災地へ贈ろう！」と一通の
メールで呼びかけがあった。第二次世界大
戦直後に始まった絵本を贈る活動が、戦争
や大災害などで心に痛手を受けた子どもた

1-1-1  盛岡市中央公民館における絵本プロジェクトの活動

盛岡市中央公民館　館長・特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター副理事長
坂田裕一

1-1. 文化芸術による復興推進活動報告
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第１章　文化芸術による復興推進の取組

ちに大きな効果があったことを、国際児童図
書評議会の理事として活動してきた彼女はよ
く知っていた。
　その頃には中央公民館は貸館業務を再開
していたが、燃料不足や心の痛手から、利
用キャンセルが相次ぎ、主催事業も中止せ
ざるを得ない状況だった。一方、１年ほど
前に郷里岩手に戻っていた末盛氏は数多く
の知人にメールを出していた。中央公民館
は即座に活動への協力を決定し、参加承諾
の返信をしたが、意外なことに参加表明は
中央公民館のみだった。

3・11絵本プロジェクトいわて

　 私 は、 文 化 振 興 をミッションと する
NPO「いわてアートサポートセンター」（以下

「IASC」）の役員も務めており、仲間たちは
文化支援の方策を模索しはじめていた。末
盛氏からのメールを直接受け取った赤沢千鶴

（主幹兼館長補佐）は女性活動における人脈
が広い。二人が中心となり賛同者を募った
ところ、私の所属するIASCと赤沢と関係が
深い男女共同参画のNPO、そして「読み聞
かせボランティア」の活動を支援している岩
手県盛岡教育事務所が参加することになっ
た。
　具体的な活動は、全国から絵本・児童図
書の寄附を募り、被災地に届けることであ
り中央公民館では教育委員会の了承をとり、
受け入れを決めた。偶然にもおよそ500平方
メートルもある郷土資料展示室のほか、資
料保管庫としていた土蔵も空いていた。郷
土資料展示室には展示ケースはあったもの
の、夏以降に予定されていた改修工事まで
は自由に使用できた。
　集積場所を中央公民館に定め、まもなく
教育委員会生涯学習課からの情報で、「婦
人ボランティア野の花会」から活動参加の申

し出があった。野の花会は 30年以上の歴史
がある大きな社会教育ボランティア団体で、
近年はメンバーの高齢化で参加者も50 から
60名前後で推移しており、震災後は団体とし
て取り組む活動を模索していた。
　こうして3月25日に完成した趣意書を各地
へ配信して、活動を開始した。

本の集荷と仕分け

　活動は新聞記事でも取り上げられ、絵本
は 3月29日から猛烈な勢いで集まり始めた。
　全国から届いた本は整理が必要だ。館
の職員が本の届いた日別に所定の場所に並
べ、次にボランティアが段ボールを開梱し、
冊数と送り主の住所・氏名を確認する。本
は、対象年齢別に4分類される。
　ボランティアのほとんどが女性。集中力を
持続しつつの無理のない活動のために、作
業は 1日13〜15時の 2時間と定めた。当初
の活動は週6日、6月以降は週3日〜4日、40
人ほどの日もあれば、10数人という日もあっ
た。
　本の開梱とデータの整理の担当は、野の
花会が中心になり、絵本等の知識が必要
な本の分類は、図書ボランティア、読み聞
かせボランティアのほか元教師、元保育士、
本好きの主婦などが担当した。
　作業リーダーは、開梱を野の花会の代
表、分類を盛岡市の元保育士が担当し、作
業前には必ず、絵本プロジェクトの事務局長
を担った赤沢が点呼を行い、リーダーの指
示によって作業内容を確認することを徹底し
た。

絵本は被災地へ

　分類が済んだ本は、被災地に届けられる。
絵本プロジェクトでは、メンバーが直接、届
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けることを基本とした。「絵本が必要」とい
う声が届くと、私や館長補佐が直接、被災
地と連絡を取り合い、届ける日や本の種類・
冊数を相談する。情報の多くは、メンバー
の盛岡教育事務所やIASCのネットワークか
ら寄せられた。特に県の社会教育主事のネッ
トワークからは多くの被災小学校の声が集
まった。
　小学校等大口の本の運送に役立ったの
は、舞台関連会社のトラックだ。震災直後
から夏場にかけて、多くのイベントが中止と
なり、舞台関連会社は二次被害を受けた。
音響機材や照明器具を運ぶトラックも仕事
を失っていた。舞台関連会社ではそのト
ラックを運転手込で提供してくれた。社長は
IASCのコアメンバーのひとりでもある。
　幼稚園や保育園、そして被災者を励ます
イベントでは、絵本プロジェクトで本の分類
を担当する「読み聞かせボランティア」も同行
し、読み聞かせも行った。

「えほんカー」で被災地を走る

　絵本を被災地に届け始めてまもなく、4月
半ば頃、ブックモービル（移動図書館）が欲
しい、という声がメンバーから上がった。被
災地の小さな集落まで回ることができ、ボ
ランティアも容易に運転できるもの、として
日本初軽自動車型のブックモービル「えほん
カー」を開発することになった。
　4月半ばで本はすでに10万冊以上集まり、
引き続き多くの本が集まりそうだった。新た
に本を募る必要もなかったため、開発のた
めの支援金募集も始めた。結果、5月中旬に
は一号車が完成、続いて郵便寄附金の助成
で、8月上旬までに 5台を追加することがで
きた。
　可能な限り、地域で活用してもらおうと、
宮古市・大船渡市の読み聞かせボランティ

アに各1台、被災地自治体では釜石市、大
槌町、普代村に各1台を贈り、残りの1台は
絵本プロジェクト本体で活用している。
　子どもたちは、「えほんカー」から好きな本
を選べる。ボランティアは、目的地（施設）
別に本を選び、「えほんカー」に積載。1台に
約700 〜800冊の積載が可能だ。
　陸前高田市の保育園へ伺った際、子ども
たちに「好きな本を1人2冊までプレゼントし
ます」と言うと、子どもたちは目を輝かせて
本を選んだ。園長は「これまで、ただ配給
のように支援物資が配られていたが、今回、
子どもたちが、自分の意志で本を選ぶこと
ができた。その姿を見て涙が出てきた」と
言ってくれた。

図書館の支援

　沿岸被災地では図書館も被害を受けた。
　陸前高田市・大槌町は全壊、野田村は半
壊、山田町は図書庫が被災した。
　大槌町・山田町には数千冊規模の児童図
書を寄贈。陸前高田市は図書館再開の目途
が立たず、移動図書館車用の本を寄贈した。
図書を分類する職員も不足していた野田村
へは、絵本プロジェクトと盛岡大学図書館
が協力し、絵本の選定からデータ入力やブッ
クコートの支援も行った。

活動の実績（記録）とそこから見えてくる課題

　１年間（2012年3月31日まで）の活動実績
は次のとおりである。
活動日数：163日。
参加人数：のべ 3204人。
全国から集まった本：5821件・23万1927冊。
被災地に届けた本：232 か所・9万1400冊。
2012年度活動用のストック本：約3万冊。
活動範囲：青森県八戸市、岩手県全域、宮
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城県気仙沼市・石巻市など。
活動支援金：2060万5814円（郵便助成金を
除く）
　記録から、全国から集まった数と被災地
に届けた数の差があることがわかる。これ
は送られた本の約半分は、被災地に贈るこ
とを躊躇するものだからだ。古すぎる、汚れ
や黄ばみ、サインや落書きがある、というの
が主な理由で、中には図書館等の除籍本も
あり、売れ残りと思われる大人対象の本が
書店から大量に届けられたこともあった。被
災地の避難所や学校に直接、本が届けられ、
古く汚れきった本に、逆に読書意欲を削が
れ、11月になっても体育館の一隅に未整理
の本の段ボールの山が残されていたところも
あった。
　絵本プロジェクトでは、被災地に寄り添い
たいという思いで贈る本を厳選した。
　選に漏れた本で比較的きれいなものは、
内陸部の保育園やコミュニティセンターの図
書室で活用いただいた。経費削減で満足に
本をそろえられない施設での活用だ。私たち
はこれを市内活用本と呼び、数万冊が活用
された。
　それ以外は残念ながら廃棄せざるを得な
かった。
　また、平時の課題として見えてきたのが、
ボランティア活動の支援体制である。自治
体で作成する防災計画等では、避難所や物
資センターなどはきめ細かく記載されている
が、どのようなボランティア活動が求められ
るか、それを誰がどう支えるかは、記載され
ていない。
　今回、大きな被害を免れた沿岸被災地の
公民館は、避難所と支援センターとして大き
な役割を果たした。しかし、それらの機能
が終わったあとの役割は、災害前と同じでな
く、また、被災地から遠い公民館にも何か
しらの役割があるはずである。

　コミュニティの再生、被災地公民館の支
援、ボランティアとの協働など、社会教育施
設としての役割に何が考えられるか、今回の
震災を対岸の火事とみることなく、検討が必
要である。

今後の絵本プロジェクトと公民館

　2012年度には絵本を届ける活動とともに、
絵本サロンの活動がはじまった。2013年1月
時点で、届けられた本は10万240冊に及び、
参加ボランティアものべ 4000人を超えた。
　中央公民館では、月初めになると「絵本
サロン」が設けられ、多くの子供たちが集ま
る。沿岸被災地にも出張絵本サロンが、え
ほんカーと一緒に届けられる。被災地のボラ
ンティアとの連携も強化された。宮古市のボ
ランティアは盛岡より一足先に常設絵本サロ
ンを開設し、絵本プロジェクトでは開設経費
を支援した。今後、他地域でも連携しての
絵本サロン活動も可能になるだろう。
　絵本の持つ力を様々な形で復興に役立て
ていこう、とプロジェクトでは10年は活動を
継続しようと決意を新たにしている。
　絵本プロジェクトに参加している市民に
は、日頃、公民館とは無縁な方も少なくな
かった。活動を通じてボランティアを中心に
新しいネットワークもできつつある。緩やか
な関係の中に、信念をもった持続可能な活
動への萌芽も感じ取れる。
　また、絵本プロジェクトの活動に参加する
中で、中央公民館職員も被災地の地域コミュ
ニティや生涯学習活動の停滞を目の当たりに
し、仮設住宅のコミュニティ問題も含め、公
民館＝社会教育の今後取り組むべき課題が
見え始めてきた。
　そこで、中央公民館では文部科学省の支
援事業を活用し、「出張公民館」や「アートコ
ミュニケーション展」事業を実施した。被災
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地の公民館や市民団体と連携し、地域コミュ
ニティづくりのために講座やワークショップな
どを実施するものである。
　出張公民館では、盛岡の演劇人と被災地
の朗読グループによる「朗読劇ワークショッ
プ」や、「絵本の読み合いワークショップ」な
どを行い、アートコミュニケーション展では

「被災地の美術家と支援活動している美術家
の公開制作」で作品をつくり、巡回展を実施
した。
　昨年11月、陸前高田市で「これからの文
化復興を考える熟議」を開催したとき、地
域のベテラン画家が集会所としてのコミュニ
ティセンターよりも、人がいる「公民館」との
意見が出された。集会所では自発的な「集
い」と「学び」は可能だが、さまざまな思いや
活動を「結び」、地域復興に至らしめるには

「人」のいる公民館でなければならない。
　震災時、中央公民館には誰も市民が避難
してこなかった。集いと学びはあったが、市
民と公民館の結びはどうだったのだろうか。
絵本プロジェクトの活動、そしてそれに刺激
され中央公民館が展開している復興支援事
業は、被災地の復興ばかりではなく、社会
教育ボランティアの新たな形作りや、公民館
自身の新たな出発も見据えたものである。

「1冊の本をあなたに」と「絵本原画展」

　2013年3月8日、盛岡市中央公民館の企
画展示室で「絵本プロジェクトによる絵本原
画展」が始まった。絵本プロジェクト開始当
初から活動に心を寄せられてきた皇后陛下
美智子さまより47点の作品のご提供を受け、
末盛千枝子や舟越家のコレクションを合わ
せた見事な展覧会だ。5月12日までの会期
で、入場料500円のうち300円が絵本による
支援活動に充てられる。
　また、3月17日には「3.11絵本プロジェクト

いわて」の活動を物語風に綴った「一冊の本
をあなたに」（著書・歌代幸子、出版・現代
企画室1890円）が発売された。
　本の帯には、絵本を被災地に届けた際に
出会った少年のことが次のように記されてい
る。
　「少年は最後まで自分の好きな絵本を探
していた。そして、ついに津波で流された
お気に入りの本を見つけ、抱きしめて帰って
いった。　〜大船渡　2011年4月16日」
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1-1-2  「本が取り持つ縁」

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会
岩手事務所長　古賀東彦

　公益社団法人シャンティ国際ボランティア
会（SVA）は、2011年6月に岩手県遠野市に
岩手事務所を開設し、移動図書館活動を
中心に図書を通じた被災地支援を現在も継
続している。移動図書館車で初めて訪問し
た先は陸前高田市竹駒町にある仮設団地。
2011年7月17日のことだ。
　2012年3月現在、岩手県では陸前高田市、
大船渡市、大槌町、山田町の 4市町内約30
の仮設団地を2週間に1度のペースで訪問し
ている。「図書館」であるから本を貸し出す
のは当たり前として、約1時間の滞在中は集
会所の近くにテーブルや椅子を並べ、お茶
やコーヒーを出し、くつろぎ、おしゃべり、
集いの場づくりを行うのが大きな特徴だろ
うか。スタッフもお話し相手に加えていただ
き、日々の暮らし、楽しかったこと、時には
愚痴、そしてやはり津波の話などをお聞きす
る。「ああ、たくさん話してすっきりした」と
言って帰っていただければ何よりである。
　利用者の多くは40代以上の女性だが、対
象の性別・年齢を限定せず、児童書・絵本、
小説、エッセー、編み物や料理、健康、園
芸などの実用書、コミックなどさまざまなジャ
ンルの本を図書館車に積んでいる。子どもた
ちに請われて、スタッフやボランティアが鬼
ごっこやドッヂボール、お絵かきなど、一緒
に遊ぶことも珍しくない。「いくらですか？」と
レンタル料（？）を問われることもまれにある
が、すべてのサービスが無料だ。
　移動図書館の他、図書室の運営や文庫活
動なども行っており、本の貸し借りだけでな
く、東日本大震災で被災した人たちのふれ

あいの場づくりに努めている点は移動図書
館活動と共通している。
　SVAは、今回の震災で図書館や書店が壊
滅的な被害を受けたため本を読む機会を奪
われた人たちに本を届けたいと思い活動を
開始した。仮設住宅から図書館や書店まで
のアクセスの問題などから、本に触れるのが
難しい人たちにも同様に本を届けたい。人
は本を通して必要な情報を得られるからだ。
そして、本に没頭することで、いやなことを
忘れ、自分の世界を守れる。本をただ送り
つけたりはしない。人の手を介して本を届け
ることで、本はそのチカラをさらに発揮する。
　避難所生活も入れると、仮住まいの生活
が 2年に及ぼうとしている。仮設住宅にいく
ら長く暮らそうとも、そこが非日常的な空間
であることに変わりはない。閉塞感は増す
ばかりだ。広いとはいえない住まいの中で、
子どもたちは親の顔色をうかがいながら窮屈
に暮らしているように感じる。仮設団地でイ
ベントが開かれることは現在もあるが、一過
性の「ハレ」だけでなく、日常には適度な刺
激も必要である。SVAの移動図書館車は 2
週間に一度という比較的短いサイクルで定期
的に巡回している。一時的な盛り上がりでは
なく、毎回訪れるSVAのいつもの図書館ス
タッフが提供する顔の見えるサービスは、安
定した、安心できる雰囲気づくりにつながっ
ていると思う。本を借りたあとも、移動図書
館の滞在時間いっぱいにおしゃべりを続け
ていかれる方も多い。「みんながいるところ
で、こうやってお茶を飲んで、雑誌をめくっ
てるのがいいのよね」という声も聞かれる。
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　出産後間もない主婦が子育ての本を借り
に来られたことがあった。そのときは、育児
書を貸し出すだけでなく、子育て経験のあ
るスタッフや、同じ仮設団地に暮らしていて
もそれまでその主婦と話すきっかけのなかっ
た上の世代の主婦たちと子育て談義に発展
し、大いに盛り上がった。移動図書館とい
う場が、異なる世代、異なる家庭の「つなぎ」
を自然なものにした。　
　子育てに限らず、本が持つテーマは幅広
い。本を通した共通の話題、共通の興味、
共通の懐かしさなどを糸口に、相手の別の
顔を知ることができる。「あんたがそんなに
編み物が得意って知らなかった。今度教え
て。ああ、いい先生を今日は見つけた」といっ
た出会いが移動図書館の場ではふんだんに
ある。自分が読んだ本を他の人にすすめる
なかで会話が弾み、関係性が強まる。高齢
者が自分の孫くらいの年齢の近所の子ども
に絵本を選んであげるなど、住民が触れ合
い、見守り合う空間が、移動図書館のまわ
りに自然に生まれる。
　震災前の町の写真集を開けば、同じ土地
で暮らして来た者同士話が尽きることはな
い。図書館車や図書室には、まちづくりの
本や住宅建設の本、間取りの本、復興状況
や計画について詳細に報じる地元紙なども
置いている。震災によって寸断された大切な
コミュニティを再生もしくは新生し、維持発
展させていくための情報源として一様に関心
は高い。SVAの図書館スタッフは、さまざま
な被災地域を巡回していることから、訪問
先の住人に、他の市町の生の情報を提供す
ることもできる。他の仮設団地、他の市町の
様子は知りたくてもなかなか知る機会がない
ものだ。
　先にも書いたが、SVAの移動図書館活動
は、集会所の外にテーブルや椅子を並べ、
開放的な空気の下で行うことが多い。当日

のスポーツ新聞や最近の雑誌、漫画本など
も置いてある。集会所の中でのお茶っこも楽
しいが、同じメンバーで固まっている場には
なかなか入っていきにくいものだ。オープン
な外活動であれば、男性利用者や子どもた
ちにとっても、立ち寄りやすく、飽きたり居
心地が悪かったりしたときにも席を立ちやす
い。図書館は「みんなの居場所」だ。そこで
は誰も排除されることがない。そのような共
通の居場所が、定期的な訪問の間だけでも
生まれ、仮設団地に暮らす人々のまとまりに
少しでも役立つのならうれしい。
　SVA が運営する小さな図書室も同様だ。
コミュニティにとって、学校、病院、役場、
警察署・消防署などはなくてはならない施設
だが、図書館もそのひとつだろう。なくては
ならないものが傷んだ地域に、小さいなが
らも図書室があれば、その地域のまとまりを
示す仮の目印にもなるだろう。
　移動図書館車がやってくるのを、きまって
集会所の前で待っていてくれる幼い姉弟が
いる。訪問時間を見計らって、前回借りた本
を手にしながら三々五々集まってこられるお
かあさんたちがいる。これからも人と人のつ
ながりを大切に、みんなの居場所になれるよ
う、移動図書館車を走らせ続けたい。
　最後に、被災市町の理解があって初めて、
この活動を継続し、深めていけるものと思っ
ている。関係各位にこの場を借りて深く感
謝したい。
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1-1-3  遠野文化研究センターにおける
三陸文化復興プロジェクトの取組

遠野文化研究センター調査研究課長
小笠原晋

1. はじめに─遠野市の後方支援活動と
遠野文化研究センター

　岩手県遠野市は、内陸部と沿岸部を結ぶ
中継地として藩政時代から栄えてきた。現在
も半径50㎞園内に沿岸部の宮古市から陸前
高田市、さらに内陸部の盛岡市から奥州市ま
でを包括し、防災ヘリで約15分、陸路でも約
1時間から1時間30分程度の位置にある。
　この地理的な特徴を生かし、宮城県沖地
震が 30年以内に起こると予想されていたこと
から、平成19年には遠野市を会場に岩手県
総合防災訓練を実施した。また、この地震
に備え平成20年に釜石市、宮古市、大船渡
市、陸前高田市、住田町、大槌町、山田町、
川井村（現宮古市）の9市町村により、三陸地
域地震災害後方支援拠点施設の早期整備促
進を図ることを目的に推進協議会を設立し、
東北方面隊震災対処訓練（みちのくアラート
2008）を、遠野運動公園を中心に実施してい
る。宮城県沖を震源とするＭ8.0の地震が発
生、三陸沿岸に津波が来襲したことを想定し、
東北6県の自衛隊及び岩手、宮城両県の自治
体、警察、消防などの関係機関、地域住民
など総人員1万8000人、車両2300台、航空
機43機が参加して行われた。
　平成23年3月11日東日本大震災が発災し
た。遠野市は市民の安全確認後、後方支援
活動を開始し、これまでの訓練通りに自衛隊
や警察等が続 と々集結した。市職員や市民も
一丸となり、物資の受け入れや仕分け、食糧
の確保等に奔走し、現在も後方支援活動を

続けている。
　このような状況のなか、平成22年の『遠野
物語』発刊100周年を契機に、今後の100年
を見据え、『遠野物語』を生んだ遠野という地
域の歴史や文化や風土を包括的に研究し、そ
れを地域資源として生業や観光の現場につな
げていくことを目指し、所長に学習院大学教
授である赤坂憲雄氏を招聘して、平成23年4
月に「遠野文化研究センター」を設立した。
　しかし、震災の発災を受け事業を大幅に変
更し「三陸文化復興プロジェクト」に取り組む
ことにした。

2. 「三陸文化復興プロジェクト」について

　後方支援活動に追われる中、沿岸部の図
書館や博物館、学校等の被災状況が判明す
るにしたがい、何らかの救援活動が必要との
認識があったが、生命に関わることが最優先
の状況が続いた。
　4月下旬頃から文化財救出等の動きが出始
め、遠野文化研究センターでも赤坂所長の掛
け声のもと、市立博物館と連携しながら「献
本」「文化財レスキュー」「情報発信」活動を大き
な3つの柱として「三陸文化復興プロジェクト」
を開始した。

（1）献本活動

●献本活動の概要

　震災発災当初、被災地にも全国の支援者
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から多くの図書が寄せられていたが、避難
所等の片隅に積み上げられている状態であっ
た。また古くて埃だらけの図書も混在し、必
要なところに、必要な本が届けられていない
状況にあった。また学校現場では当面の授
業に先生が集中しなければならず、図書の受
け入れが重荷となっている状況にあった。
　このような状況を改善するため、後方支援

活動を展開している遠野市で一旦図書の寄
贈を受け分類整理したうえで、現地の意向に
沿って「必要な時に」「必要な本を」「必要な数
だけ」届ける献本活動を行うことにした。

図書の受入状況等（平成23年4月から図書
の受入中止）

献本者数：約4850人、受入冊数：約27万
7950冊、登録冊数：19万2147冊、ボランティ
ア参加人員：約4550名、

配本状況
岩手県沿岸部を中心に66ヵ所、8万2000冊

受入

データ入力 配本

ラベル貼り
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（2）文化財レスキュー活動

●活動内容

　当初は被災した陸前高田市や釜石市の博
物館、図書館からの資料の救出を中心に活
動。その後、大槌町立図書館から救出した
郷土資料の洗浄・修復を行っている。

●支援状況

・三陸沿岸市町村で行われている文化財レ
スキューの支援

・大槌町立図書館の議会資料、新聞スク
ラップ、郷土資料等の洗浄、修復
議会資料159冊ドライクリーニング、洗浄
終了、修補約90冊終了
新聞スクラップ234冊　ドライクリーニン
グ、貼り移し終了

大槌町立図書館

被災した議会資料

乾燥処理

脱塩処理
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（3）情報発信活動

　被災地の文化財の現状を全国に発信し、
震災の記憶を風化させることなく、引き続き
支援と協力を求めるため、情報発信活動を次
のとおり実施してきた。

●平成23年度の主な活動内容

①「文化による復興支援シンポジウム」（遠野
開催）
開催日：平成23年6月12日、開催場所：あ
えりあ遠野、入場者数：約350人

②「文化による復興支援シンポジウム」（東京）
開催日：平成23年9月24日、開催場所：国
立劇場、入場者数：約500人

③「震災からよみがえった東北の文化財展」
（平成23年度文化芸術振興費補助金活用、

実行委員会）
・平成23年10月1日〜10日、代官山ヒル

サイドフォーラム、入場者数約600人
・平成24年2月26日〜3月11日、東京都
立中央図書館、入場者数4529人

・平成24年3月16日〜28日、遠野市立博
物館、入場者数844人

●平成24年度の主な活動内容

①「復興に向けて、遠野の里から子ども夢宣言」
開催日：平成24年6月10日、開催場所：市
立図書館他、入場者数：約240人

●「震災からよみがえった東北の文化財展」

（平成24年度文化芸術振興費補助金活用、
実行委員会）

文化による復興支援シンポジウム（遠野）H23.6.12

文化による復興支援シンポジウム（東京）H23.9.24

文化財展（都立中央図書館） H24.2.26 ～3.11

文化財展（静岡県庁） H24.10.26 ～11.12
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①平成24年10月26日〜11月12日、静岡県庁、
入場者数2706人

②平成24年11月15日〜12月５日、愛知県大
府市横根公民館、入場者数1055人

③平成24年12月11日〜平成25年1月27日、兵
庫県神戸市　阪神・淡路大震災記念人と防
災未来センター、入場者数3万1240人

3. 今後の課題について

　三陸沿岸部に甚大な被害をもたらした東日
本大震災から２年が経過する。しかし、まち
づくり計画がようやくまとまった段階で、高台
移転先の造成工事や防潮堤の整備など本格
的な事業はこれからで、目に見える復興はほ
とんど進んでいない状況にある。
　被災した小中学校は仮設校舎や他校の間
借り、廃校や他施設を利用している。平成

25年度以降校舎建設が本格化すると思われ
るが、公立図書館等の建設にはまだ時間を
要する状況にある。分類整理した図書の配
本は継続する予定だが、研究センター本来の
事業を進める必要があり、今までどおりの支
援をいつまで継続できるかは未定である。
　大槌町立図書館から救出し保存処理した
資料は、受入環境が整い次第返却すること
にしているが、その目途が付いていない。沿
岸部の被災博物館や図書館では、全国の関
係機関の協力を得て資料を救出し保存処理
等を行っていただいているが、保存処理が終
了しても受け入れる保管施設がなく大きな課
題となっている。
　今回の大震災に対し遠野市は、後方支援
基地として大きな役割を果たしたが、初めて
の経験であり様々の分野で検証作業が行わ
れている。各自治体では防災計画を定めてい
るが、文化面でいえば施設等の被害状況等
の把握のみの場合が多く、文化的にどのよう
な活動をするべきか明確にはなっていない。
被災地の文化行政担当者は、地域住民の生
命を守ることを最優先にしなければならない
が、地域の文化も守りたいという思いの中で
悩み続けてきた。この大震災の経験を生か
し、文化的後方支援のあり方を検証し、次
の災害等に備えることが大切と思われる。
　最後に、このプロジェクト推進にあたって
は、（株）TRC図書館流通センターや東京文
書救援隊、神奈川大学など、全国の多くの
皆様によって支えられてきた。感謝申し上げ
たい。

文化財展（愛知県大府市） H24.11.15 ～12.5

文化財展（兵庫県神戸市） H24.12.11～ H25.1.27
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3月11日

　あの時まで、それから起こることを誰が想
像できたでしょうか。
　災害用アラームが鳴り響く中の激しい揺
れ。揺れが落ち着いた後の「津波が来るか
ら逃げろ」の叫び声。私もあわてて近くの高
台の神社に避難しました。
　人々は、着の身着のままでした。またすぐ
に家に戻れると思っていたのです。
　しかし、振り向いて見た町の光景は、そ
んな期待を一瞬で奪いました。波に押し寄
せられなぎ倒される家、流れていく車、黒く
立ち上る土煙。聞いたこともないごう音。埃
の匂い。津波から命からがら逃げてきたず
ぶ濡れの人たち…。
　前のような街はもうありませんでした。夕
方から立ちのぼった火災はどんどん広がり、
夜には役場の目の前まで燃やし尽くしまし
た。雪が降っているのに、炎のために異様
な熱さを感じました。
　私には、不思議と震災当日と家族に会え
た次の日の記憶は鮮明にあるのに、その後
何ヵ月間の記憶ははっきりしません。幸い私
の家はガスが使えました。水は近くの山の湧
水を汲みに行き、炊事と洗濯はその水を使
い、電気がないので明かりは蝋燭を灯しま
した。昔の人はこんな暮らしだったのかと思
いましたが、やはり電気が点いたときの安心
感は言葉にできませんでした。
　私が住んでいたアパートも家族も無事でし
たが夫と義妹の家は跡形もなく流れたので、

我が家はミニ避難所のような生活となりまし
た。6畳2間に大人5人、高校生2人、小学
生2人、1歳になったばかりの子ども。暗い
中でみんなで体を寄せ合い生活しました。
　避難所に身を寄せざるを得なかった人々
の苦労は体験した方でないとわからないと
思います。プライバシーのない他人との共同
生活。冷たい食べ物。そんな生活をしばら
く続けて、ようやく仮設住宅に入居していっ
たのです。
　私たちのこうした体験が、他の地域の人々
や後世の人たちにきっと役立つはず。記憶が
風化する前にこの出来事をきちんと収集し、
整理しておくことが大切だと思います。

伝津館の誕生

　震災当時に行っていた仕事が期間満了を
迎え、次の仕事を探していた昨年8月、復
興支援活動を岩手県山田町で行っていた
NGO、 公益 財団法人国際開発 救 援 財団

（FIDR「ファイダー」）が職員を募集している
ことを知りました。NGOなんてそれまでは縁
が遠い存在だったのですが、「被災地の復
興のための活動」と聞いて、地元の人間だか
らこそできることがあるかもしれないと思い
応募し、職員となりました。それ以来、山
田町で活動しています。
　はじめは仮設住宅を回りいろんな話を聞き
ました。震災当時の話、思い出話、これか
らの話……。しかし時がたつにつれ人の記
憶は薄れていくのです。

1-1-4  「伝津館」について

公益財団法人　国際開発救援財団
堀合輝美 
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　昨年11月に、町議員の方から震災の記憶
を風化させないための活動に協力してほしい
と、私たちに依頼がありました。話を聞い
てみると山田町だけ震災写真集がないこと、
そして資料館を建てて展示を考えているとい
うことでした。私たちは話を聞くうちにこれ
を何とか実現したいと感じて、支援すること
にしました。
　この資料館は、「津波の災害を伝える館」
という意味で「伝津館」（でんしんかん）とい
う名前となりました。
　伝津館の最初の活動として、山田町での
大震災の写真集を手掛けました。町の有志
8人とNGO 2団体（FIDRと公益 社団法人
シャンティ国際ボランティア会）が編集委員と
して携わりました。

　12月初め、町の広報誌で町民に震災時の
写真の提供を呼びかけたところ、実に1000
枚を超える写真の提供がありました。
　避難している最中に撮影したもの、津波
がおさまった後に身内を捜しながら撮ったも
の、唯一手元に残った携帯電話で撮ったも
の、と色々な思いの詰まった写真でした。そ
んな貴重な一枚一枚を全部掲載したかった
のですが、誌面の都合上、割愛しなければ
ならなかったのは残念です。

　一方、震災の写真はつらい記憶を呼び起
こしてしまうこともあります。写真集を発行
することによって、これを見る人の心の傷を
深くしてしまうのではないかという不安もあり
ました。
　それでも、発行を後押ししたのは、この
記録を残すことで、今後起こりうる自然災害
への意識づけや防災教育の資料になればと
いう願いでした。そしてこの写真集には震災
当時だけではなく、震災前の美しかった町
並みや復興に向けての活動も掲載しました。
震災前の町並みを思い出してほしい、あの
時以上に元気になってまた復活してほしい、
これからの子供達へ胸を張れる町にしたい
─そんな思いを込めたのです。

震災前の風景　カキ養殖筏

震災前の風景　役場からの街並み

写真編集会議
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これからの伝津館

　私達はこれから町の有志と共に伝津館の
建物を建設する予定です。当面は仮設のプ
レハブの施設としています。町は現在復興の
まっただ中にあり、これから地盤の嵩上げや
土地改良が進めば、いずれ町が資料館や記
念館を設ける計画があるためです。その暁
には、私たちが集めた資料をすべて町に寄
贈することになります。
　伝津館の活動としては、写真の展示の他
に、映像や語り部、パネルを使った防災教
育の出前授業などを考えています。地元で
活動している団体や行政とも協力してこれか
らの山田町に必要となることをしていきたい
と思っています。
　震災の記憶を風化させないための伝津館
の設立は、町の有志たちの思いが結集した
ものです。私たちが集めた資料は、一人でも
多くの皆さんに見ていただき、有効に活用し
てもらうのが良いと思うので、今はその繋ぎ
として準備しています。
　地元の雇用創出を考えて、伝津館の場所
に併せて設置することを検討しているのが、

「山田の食」を味わうことができる場所や「山
田の仕事」として手芸、工芸、食品等の産品
を販売するところです。これらが地域の活性
化にも繋がれば良いと思っています。
　「山田の食」は地産地消を目標とし、海の
幸が豊富な山田町で、採れた物をその場で
味わったり、地元の人が作る郷土料理や惣
菜を活かし、企業と共同で新商品の開発を
するといったことが考えられます。
　「山田の仕事」では、町民に少しでも就労
の場所と収入を得てもらいたくて、自分たち
で作ったものの販売場所を提供したいと考え
ています。手芸品、工芸品、新鮮な野菜や
海産物を、生産から商品管理まで町民自ら
が行い、自分たちで作った自慢の一品として

販売できるようになればと思っています。

　震災前は観光地としても賑わっていた山
田町─。美しいリアス式海岸にいだかれ
た穏やかな景観や、山田湾のカキやホタテ
の養殖筏が並ぶ中に浮かぶオランダ島は、
多くの観光客を魅了していました。
　「肌寒い春の日の午後　私たちの恵みの
海が突然、黒い牙を剥いた。しかし山田に
住む人々は　海を恨むことなく、いま　明日
に向かって歩みだす」　
　写真集の帯に記載した言葉です。つらい
経験を乗り越えて、これから進んで行こうと
いう私たちの率直な思いです。これからやら
なければならないことはたくさんありますが、
今後のためにも、伝津館の支援に取り組ん
でいきたいと思います。伝津館が完成しまし
たら、皆様もぜひお立ち寄りいただきたいと
思います。
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1-1-5  被災地の明日を創る新しい公共について

音楽の力による復興センター・東北
代表理事　大澤隆夫

はじめに

　音楽の力による復興センターに対して、従
来の音楽マネジメント会社と想定されてか、
アーティストやコンサートの売り込みをいただ
くことが、たびたびある。そうした方々には、
復興センターがお世話するコンサートは、いわ
ゆる利益を生むものではないことを丁寧に説
明している。一方で、復興センターの音楽資
源をこれまで通りの公共財と捉え、優先的使
用を主張していると考えられる方々もいる。
　音楽資源と被災者・被災地を繋ぐこのシ
ステムの枠組みが明確になっていないことを
日々実感している。
　現在、モデルコンサート創造事業を、宮城
県新しい公共の場づくりのためのモデル事業
に採択いただき、鋭意取りまとめ作業に従事
しているが、採択以降も多角的な事業を実施
するなかで、上記システムにおける組織のあり
方、ネットワークなどに多くの知見を得ること
ができた。
　つまり、音楽分野における広義な観点から
の「新しい公共の場づくり」のあるべき姿の一
端に触れることができた、と感じている。こ
こではそれを試論として述べ、今後の関係各
位の参考に資したい。

音楽における新しい公共とは

　従来オーケストラは日々研鑽を積み、音楽性
の向上を図り、できだけ多くの聴衆に聴いてい
ただき、強い感動を与え、高い評価を得ること
に力を注いできた。それは今も変わらない。

　しかし一方で、東日本大震災後の仙台フィ
ルの復興コンサート等の継続には「オーケスト
ラの新たな社会的役割を開拓しつつある」（奥
山仙台市長）との指摘がなされつつある。音
楽が被災者への癒し、励まし、絆の再生に
大きな力を発揮していることは、復興コンサー
トがすでに270 回を超えて続いているという
事実が、如実に物語っている。経済が疲弊
している被災地で、復興の困難に立ち向かう
人々に「寄り添う」文化芸術の重要性は今後ま
すます増してくるものと思われる。
　大震災において音楽の力が新たな役割を
果たすために、様 な々課題が整理され、音楽
資源が支援するサイドと被災地をスムーズに行
き来するようになる場、仕組みを「新しい公共」
と想定して、試論を構築した。

音楽分野における「新しい公共の場づく
り」を構成するいくつかの要素

〈音楽の力とは〉

　『音楽の力』については、大震災以前から論
文や議論のなかでは自明のこととして語られて
きた。しかし、大震災後実際に起きたことは、
東日本全域での『コンサート自粛』であった。
こうした状況の影響もあり、コンサートを開催
するのはまだ早いのでは、という葛藤を抱え
つつ大震災から２週間後の3月26日に一回目
の復興コンサートを開催し、現在までに総数
は270回を超えた。もちろん数多くの音楽人
が被災地に音楽を届け続けている。
　復興コンサートを重ねる中で、「音楽の力」



22

は、かつて抽象的に表現された理念・理論で
はなく、極めて具体的な機能を持つパワーで
あることを実感してきた。例えば、大震災直
後はもちろん、現在でも音楽を聴いて涙する
被災者は少なくない。これは悲しさとかうれし
さの現れとしてだけで整理することはできな
い。大きなショックのために心を閉じていた人
が、音楽を聴くことで感情を表に出し、心が
動きだす、ということであり、心が回復過程
に入ることを示している。ある避難所の責任
者は音楽を聴いた地域住民の表情を「涙を流
しているうちに、能面のような顔に表情が戻っ
た」と表現した。
　2011年5月に開始した、常磐木学園のシュ
トラウスホールをお借りしての仙台フィル自身
の復興のためのコンサート（日中で1時間、無
料）では、余震が絶えない非日常が続く中、

【日常を回復していこうと呼びかけられている
気がした】との感想も聞かれた。さらに、復
興に向かう被災者の心にエネルギーを充填す
ること、ウィーン・フィルの来仙に見られるよ
うに国内外の人 と々力強い絆・ネットワークを
築けることなどを、具体例として挙げることが
できる。
　改めて、新しい公共の場における音楽の力
が果たすべき役割を列挙すると、「鎮魂・癒
し」「日常を回復する契機」「元気づけ・励ま
し」「絆・ネットワークの構築」「地域の音楽文
化の創造と活性化」「震災記憶の伝承」等であ
る。

〈演奏家は一人二役が望ましい〉

　他の文化芸術分野を担っている人 と々同様
に、音楽においても演奏家の多くは、プロはも
とよりアマチュアにおいても、長期間に渡り多
くの訓練を重ね、技術的に習熟している方が
多い。職業をはじめ、何らかの形で現在でも
音楽に関わっているケースが普通である。こ

のように「現役」であることは、日常的に技術
が錬磨されているわけで、音楽が強い力を発
揮するうえでのアドバンテージとなっている。
　つまり、新しい公共の場における音楽資源
の基本となる演奏家は、一人二役を果たすこ
とが求められている、と考えられる。でなけ
れば現在の職業等の延長で行われることにな
り、それはそれで（上述したように筆者もすで
に経験しているが）、各種の問題の発生が予
想される。
　従って、例えば音楽を職業とし、それによっ
て生計を立てている場合、①高度な技術は音
楽の力を効果的に発揮することにつながる。
②その技術をベースに被災者側の多様な要望
にも対応しやすい。③生計のための音楽活動
と支援としての音楽活動のバランスを調整出
来れば、継続的な支援が可能となる、といっ
た利点が生まれている。
　大震災直後は線の細さが懸念された音楽
による支援であるが、後述するように音楽資
源の豊かさを前提にすれば、「一人二役」であ
ることは、音楽資源が流通する新しい公共の
場、が無秩序に陥ることなく維持されていくう
えで極めて重要なファクターとなる。

〈音楽資源は無限と想定できる〉

　大震災から2年を過ぎたなかで、復興は長い
時間を要することが実感されるにつれ、音楽の
力の真価が問われるのはこれから、まさに正
念場を迎えていると考えるのが妥当である。
　前述したように、一人二役であり、個 人々は
その音楽活動の全てを復興に注入するわけに
はいかない。しかし、生計等としての音楽活
動を維持していることは、支援活動の経済基
盤が安定していることを意味しており、長期間
にわたる継続的支援が可能となる根拠となっ
ている。
　そして、地元の音楽家はもちろん仙台フィ
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ル、公益社団法人・日本オーケストラ連盟と
の共同作業、ウィーン・フィルの来仙が計5年
に及ぶことなどなど、これまでの経験から国
内外における支援物資としての音楽資源は数
限りない、むしろ無限と想定されてよい、と
思われる。
　この豊かな音楽資源と被災地・被災者を結
びつけることができれば、音楽が大きな力を
発揮することが可能となる、と期待できる。
今回支援いただいているモデルとなるプログラ
ムやコンサートづくり、あるいは後述する復興
センターと同様な機能を持つコーディネーター
の育成が急務と考えているゆえんでもある。

〈継続的に事業を展開する安定した中継組織
の存在が不可欠〉

　昨年9月、多くの関係者のご協力をいただ
き、大震災直後に任意団体として発足した「音
楽の力による復興センター」を一般財団法人化
した。長期にわたる復興に音楽の力で継続的
に貢献していくため、高い公開性と信頼度を
持つプロフェッショナルな機関が不可欠との
認識が土台である。
　あるメディアが実施したアンケートによると、
各種の支援団体は阪神淡路大震災と比較し
て、東日本大震災の被災地は「遠く、広い」と
支援の困難さの要因を分析しているとのこと。
確かに、支援をしたいと相談いただくケース
では、アクセスに関する不確かな情報、最終
的な受援者の確保が困難など「遠く・広い被
災地」特有のあやふやさも目立つ。
　全国のオーケストラ団員を受け入れる日本
オーケストラ連盟との共同作業では、例えば
新幹線仙台駅までの旅費と宿泊費はオーケス
トラ連盟が、その後の費用とお世話、受け入
れ先の確保は、復興センターが受け持つとい
う原則を立て、細目はその都度協議している。
　ウィーン・フィルの来仙については、その思

いをどう具体化するか、について企画から段
取りまで、全面的に協力した。このプロジェク
トは、ウィーン・フィルとサントリー公益財団
が協力し、5年間にわたって被災地を訪問する

「こどもたちのためのコンサート事業」。サント
リーホールはウィーン・フィルの日本における
招聘元だが、来日してから決まる項目もあり、
直前まで調整が必要となる。
　さらに、石巻地域の統廃合となる２０小中
学校の校歌を全国のプロオーケストラが演奏
して、CD化するプロジェクトでも様々に支援し
ている。
　被災者と支援者の距離が離れると、それぞ
れの思いを忖度することや、直接的なやり取
りが困難になってしまう。加えて、これまでに
もたびたびあったことだが、距離に応じて費
用が嵩んでしまうことは、将来的にもさらに大
きな課題であると推測される。
　こうした状況のなかで、支援する側・支援
を求める側、いずれもの思いを実際的なプラ
ンにおろしたり、事務化する能力を保有し、
信頼度が高い法人格を持つ、実績のある中
継組織へのニーズはますます大きくなると予
想される。

〈ネットワークの構築と拡大〉

　従来復興センターは、いわゆる「土地勘」の
ある仙台フィル等のネットワーク等を活用して
きた。しかし、前述したような活動を通じて、
被災地への強い思いを抱く方 と々の新たなネッ
トワークが次 と々生まれつつある。首都圏等
の支援者の組織、仙台などに復興センター、
沿岸部に最終的な受援者の団体があるという
のが、ネットワークの典型的な形の一つにな
ると思われる。3つの拠点をもつこうしたシス
テムは、今回の大震災による「遠く、広い」被
災地をカバーする意味でも有効ではないか、
と考えている。
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　さらに被害の甚大な沿岸部から仙台はじめ
内陸部へ住居を移された方も多い。すでに取
組みを開始しているが、関連団体と連携して
ネットワークを形成し、こうした被災者の移動
を丁寧に追いかけ、寄り添うこともこれからの
課題である。
　こうして生まれた様々な回路を、震災直後
に臨時的に発生した一過性のものと決めつけ
ず、逆に広げ、長期にわたる活用に耐える確
固としたものと育てあげることが、新しい公共
の場において音楽資源の流通の活性化に欠
かせない。芸術文化による復興推進コンソー
シアムとの協力も大切だ。芸術文化の他分野
とのネットワークが有効で有ることは、言うま
でもない。

〈多くのコーディネーターの育成〉

　法人格を取得し、活動するなかで、縷々述
べてきたように、復興コンサートの開催に加え
て、中継組織の世話役としての依頼が増えて
きている。しかし、豊かな音楽資源を活かす
には、コーディネーターが圧倒的に不足してい
るのが現状だ。
　被災地と音楽を結ぶ作業は、音楽マネジメ
ント会社と同様なプロフェッシヨナル業務であ
るが、そうした意味での利益は発生しないと
いう新しい公共の特性があること。運営効率
重視の指定管理制度が普及するなかで地域
のホールから企画力が減少していることなど
も、コーディネーター不足の要因の一つと考え
られる。
　このような状況を考慮すると、自治体や公
立文化施設の職員に留まらず、実演家、学生、
さらに一般市民までも対象にコーディネーター
を育成することが急務となっている。幸い大
学ではアートマネジメントの講座が開かれ、公
立文化施設協会では毎年各種舞台技術の講
座が開催されている。こうした既存のシステム

を援用し、すでに活動しているコーディネー
ターも活用しながら、大震災からの復興対応
のアートマネジメント講座を開催することは可
能である。実地での研修を想定すると、被災
3県での開催が望ましい。

〈受援力の強化〉

　支援する側と支援を受ける側の中間にある
組織として、受ける側のいわば「受援力」の充
実が、支援の効果を一層高めることが判明し
たことは、新たな経験であった。
　ウィーン・フィルが名取市閖上の日和山で
小雨の中、献奏したことは広く報道されたが、
さらに雨が強くなった場合に備え、もう一つ
の会場（魚市場）が名取市によって準備されて
いた。日和山では集まった地域住民から感謝
の意がウィーン・フィルに表され、岩沼市では
訪問先の小学校では返礼に「紅葉」が合唱さ
れ、中学校では琴で「さくら」が合奏された。
児童生徒との交流も含めて、14名のウィーン・
フィル団員の喜びも格別なものとなった。今
後の被災地訪問に弾みを付けたことは想像に
難くない。
　それぞれの市長はじめ関係者が、世界を代
表するオーケストラ、ウィーン・フィル訪問の
意味を適確に把握され、その効果を最大限
に発揮させようと臨機応変な対応、万全な準
備に取り組まれた結果である。
　今後様々な支援が継続されていくには、支
援することが義務としてではなく、「喜び」に
繋がることが大きな要因となるのではなかろう
か。支援を受ける側のこうしたいわば「受援
力」が、その「喜び」を引き出す鍵となるもので
ある。支援を受ける側の、いわば支援物資
の価値の認識の共有と、支援の効果的な活
かし方、支援者との深い心のつながりの構築、
気持ちのこもった返礼などが「受援力」を構成
している。その涵養への取組も必要となる。
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〈モデルとなるプログラムの蓄積〉

　ウィーン・フィルが持参したプログラムは、
オールモーツァルトであった。当方はモーツァ
ルトは子供にとって決して分かりやすいもので
はないのでは、と疑問を呈したが、だからこ
そ「ウィーン・フィルのモーツァルトを聴かせた
い」と強い意向であった。世界最高のオーケス
トラの自負と、子供たちにモーツァルトを体感
してほしい、との希望であったようだ。子ども
たちを対象とした何度かのコンサートや仙台
ジュニアオーケストラとのワークショップを通
じてその目的は確かに達成されたように感じ
ることができた。
　こうしたプログラムへの強い執着は例外で、
一般的には「どういった音楽を届ければいい

のか」と頭を悩ませるのが、通例である。
　そこで、私たちの270回を超えるコンサート
に留まらず他の音楽団体が実施した支援コン
サートも含めてプログラム、費用の分担、コー
ディネーター等の項目を集計し、地域や被災
状況、現状に応じて類型化を図り、必要に応
じて検討・補正を加え、オープンにアクセスで
きるようにしていきたい。
　さらに、復興の進展に伴い、音楽へのニー
ズや果たすべき役割も大きく変化していくもの
と思われる。こうした状況を常にフォローし、
データを更新していきたい。これもまた、音
楽資源の流通の活性化に資する極めて大きな
要素である。
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1. 東日本大震災発生時の状況

　 忘 れもしない 2011年3月11日14時46分、
あの東北地方太平洋沖地震が発生した。数
分間も続く長く激しい地震動に耐えながら、

「とんでもないことが起こる！　我が家は大
丈夫か！　これは必ず津波がくるに違いな
い！」と直感した。日本海溝付近の海底で、
外れてほしいと願ったその悪い直感どおり、
いや想像を上回る規模で大津波が発生して
しまい、東北地方太平洋沿岸は未曾有の被
害を受けてしまった。内陸部でも丘陵の造
成地など多くの場所で地滑りや液状化など
による被害が発生していた（私の自宅も被害
を受けた）。隣県では東京電力福島第一原
子力発電所事故までもが発生した。これか
らの生活、日本という国そのものまでもどう
なってしまうのだろうかと感じる不安で暗い
日々が始まった。
　震災直後の情報は、避難所に届けられた
新聞や、乾電池頼りのラジオからが主であっ
たが、ライフラインの中でもわりと早く電力
が復旧していき、報道映像等を通して変わ
り果てた被災地の姿が明らかになっていっ
た。
　当館でも、本震とその後の余震により施
設設備が多数損傷、展示物や収蔵標本等な
ども多くが転倒し散乱するなどのこれまで経
験のない規模の被害があり、その応急処置
に追われることになる。津波被害を被ってい
ない当館でもこの状況であるので、沿岸部

の津波に被災した博物館施設の状況を考え
ると，とてつもなく壊滅的な被災状況が想
像された。そしてその心配のとおり、これま
で連携のあった沿岸部の博物館等の惨状が
当館にも続 と々伝わってきた。公立の自然史
系博物館として当館もいちはやくこれらの沿
岸部の博物館と自然史標本の救出にあたる
べきという声があがったものの、当館は仙台
市の施設であり職員も仙台市職員であるため
に、震災直後は被災した市民の命と生活を
守る業務に従事することが優先された。避
難所運営や瓦礫撤去、罹災証明書など発行
業務にあたりながら、被災した当館の復旧
業務にあたることになった。

2. 文化財レスキュー活動参画への道のり

　震災発生後まもなく、文化庁により被災文
化財等救援委員会が組織され、文化財レス
キュー事業が始まった。自然史標本につい
ては、岩手県立博物館の学芸課長より宮城
県内の博物館施設の被害状況を掌握するよ
う、東北大学総合学術博物館と仙台市科学
館に要請があった。しかしながら、ガソリ
ン不足や幹線道路等の遮断、市職員として
行政の枠組みを超えた活動の可否などの問
題ですぐに動くことはできず、宮城県に文化
財救済活動に関する公的な組織である被災
文化財等保全連絡会議が正式に立ちあがる
2011年10月までは、自然史標本レスキュー
に関する実働の大部分は東北大学にお願い

1-1-6  仙台市科学館の文化財レスキューとその展望
～おしかホエールランド再興に向けて～

仙台市科学館　事業係　指導主事
菊池正昭



27

第１章　文化芸術による復興推進の取組

することになった。
　同年5月から東 北大学を中心に、「岩井
崎プロムナードセンター（気仙沼市）」、「歌
津魚竜館（南三陸町）」、「雄勝公民館（石巻
市）」、「おしかホエールランド（石巻市）」、

「マリンパル女川（女川町）」などの博物館等
施設での自然史標本等に関する救援活動
が少しずつ進められた。前述の理由により、
当館の職員が現地での救済活動に直接出向
いて活動することはできなかったが、同年6
月に入ってから現地からの要請を受けて救
援委員会委員長名で依頼があり、「おしかホ
エールランド」、「マリンパル女川」の漁具や
骨格標本などの救済標本等を一時保管する
こととなった。このようにして、当館も文化
財レスキュー事業の一端を担うこととなった。
なお、当館が被災した現地施設で活動がで
きたのは、同年11月と翌2012年1月に行わ
れた「唐桑漁村センター（気仙沼市）」の液浸
標本回収作業である。

3. 「おしかホエールランド」の文化財レス
キュー活動

　当館で救済標本等の一時保管を受け入れ
した博物館でのレスキュー活動の事例の一
つとして、「おしかホエールランド」（以下、ホ
エールランド）での活動について述べる。ホ
エールランドは、三陸海岸最南部、牡鹿半
島南端（石巻市牡鹿町）の鮎川港南東端に立
地する2階建ての施設である。古くから捕鯨
の町として栄えていた「鮎川」の歴史と文化と
クジラの生態について学べ、毎年多くの観
光客で賑わっていた人気の施設であったが、
東日本大震災の大津波により2階床上まで
浸水してしまった。
　2011年4月28日、 東 北 大 学 博 物 館2名、
県文化財担当者1名、現地本部1名、石巻市
3名により被害状況調査が行われた。1階展

示室では屋外から大量の瓦礫が流入し、多
くの展示標本が押し流されていた。1階の第
3展示室天井からつり下げていたマッコウク
ジラとコククジラの骨格標本も肋骨の一部が
浸水していた。2階にあったホエールギャラ
リーは展示標本の一部に地震動による軽微
な破損が認められたが、ほとんどの標本は
無事であった。2階ホエールギャラリーの標
本は、6月29日に東北大学博物館2名を中心
に奈良文化財研究所、東京海洋大学などか
らの協力も受け、現地での回収作業が行わ
れ、その日のうちに捕鯨用具や鯨骨標本な
どの自然史資料は仙台市科学館（当館）に、
液浸標本については国立科学博物館に移送
された。第3展示室吊り下げ標本は、半年
後の翌2012年2月21、22日の両日の作業で
搬出され、保存処理のため西尾製作所（京
都府）に移送された。

4. 被災ミュージアムの再興に向けて
～公立自然史系博物館としての役割～

　当館では、2011年6月29日にホエールラン
ドからの救済資料を受け入れ、水洗処理等
を施し収蔵庫内に保管した。その救済資料
の数は全部で 81点にのぼる。捕鯨の町「鮎
川」の象徴でもある博物館ホエールランドの
再開に向けて1日でも早くお返しできること

ホエールランドでの作業の様子
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を願ってはいるものの、その再開のめどは
立っていない。受け入れからほぼ 2年を迎え
る現在でも、これらの資料の保管を当館で
続けている状況である。
　長期にわたる保管継続も連携博物館とし
て役割と考えているが、被災した博物館に
代わって、地域の人々の郷土の誇りでもあり
心のよりどころでもある救済資料の文化財
的価値を世の中に積極的に発信していくこと
も、当館のもう一つの大切な役割だと考えて
いる。
　現在の各地の復興状況を見るに、まだま
だ生活再建の基盤さえまだ十分に整う目途
が立っていないのが現状である。博物館等
の施設再建までにはまだまだ長い時間を要
することは想像に難くない。この間に文化財
等への関心が薄れていってしまい、施設再
建の夢が消えてしまうのではという危惧があ
る。そのような事態にならないためにも、救
援活動に携わった側によって、その文化財
の価値を救援活動とともに伝えていくことを
目的として、被災資料を企画展や巡回展等
で展示活用する試みがなされている。
　当館においても、東北大学の主催で 2012
年2月6日〜3月25日に企画展「復興、南三
陸町・歌津魚竜館」が開催され、被災資料
が数多く展示された。好評を博し反響も大

きく、改めて文化財の大切さと意義、被災
した博物館再興への願いを来館した多くの
方 と々共有することとなった。
　このような思いを受けて、当館でも、被災
した博物館再開までの長い期間に被災資料
をただ死蔵させずに、できるだけ多くの方々
に見てもらえるようにと展示活用の試みを始
めた。同年4月21日〜 6月15日には企画展「文
化財レスキュー展」を開催し、「歌津魚竜館」
の資料に加えて「おしかホエールランド」から
救済されたイルカ全身骨格、マッコウクジラ
の顎、イッカクの角、クジラの髭、捕鯨用
具などの数多くの貴重な資料を披露した。
　現在、仙台市内にも被災された沿岸部か
ら移られてきた多くの方々が生活されている
が、もう会えないと思っていた「地域文化の
証言者としての文化財資料」の数々に懐かし
げに対面し、復興へのほのかな希望を抱い
た方も来館者のなかにはいたのではと思わ
れる。
　 その後も、7月21日〜8月26日の特別展

「深海の不思議　海への夢と希望を取り戻そ
う!!」においても、深海に生きるダイオウイカ
の天敵としてのマッコウクジラにスポットをあ
てホエールランドの資料を展示させていただ
いた。さらには、2013年3月2日〜同月17日
の期間、震災からの復興に科学教育の面か

文化財レスキュー展を開催 人気の展示だったマッコウクジラの下あご
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ら支援する企画「るねっ・サイエンス〜あれか
ら2年〜」を行い、その中に文化財レスキュー
活動に関する1コーナーを設け、再びホエー
ルランドの資料を展示した。この企画に合
わせて、イルカ全身骨格標本を製作した特
注の専用展示ケースに収めた。その颯爽と
した標本の姿に、わずかばかりではあるが
ホエールランド再興の光を感じた。将来的に
は、このように整備した展示ケースを含めて
展示パッケージ化したうえで、再興する地元
ミュージアムにお返ししたいと思っている。
　15年ほど前に子供と一緒に「おしかホエー
ルランド」で楽しい学びの一時を過ごしたこ
とが今でも記憶に残っている。博物館を再
興させることは、多くの人々に残るそのよう
な楽しい思い出を現実の世界に取り戻すこと
でもある。そのためには、様々な協力態勢
が必要であるが、やはり資金面での支援が
何よりも重要であると考えている。
　現在、宮城県では、国費より支援を受け
4宮城県被災ミュージアム再興事業を展開し
ている。当館でもこの事業に参画している。
被災した博物館がしっかりと再興するまで、
このような支援の取組が活動を受ける側にも
活動する側にも活用しやすく継続されていく
ことを願ってやまない。道のりは長く険しい
かもしれないが、当館も宮城県内でも数少

ない公立自然史系博物館として被災した博
物館再興に地道ながらもできる役目を果たし
て行きたい。

専用展示台に飾られたイルカ骨格標本
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はじめに

　気仙沼市は、宮城県の北東端に位置して
います。北上山系の支脈に囲まれ、太平洋
に面した沿岸域は、半島や複雑な入り江な
ど、変化に富んだリアス式海岸を形成してお
り、気仙沼湾は四季平穏な天然の良港とし
て古来より栄えてきました。
　そんな自然が牙を剥き、巨大津波が押し
寄せた平成23年3月11日。死者･行方不明
者等は1300名以上にのぼり、未だ市内には、
93団地3504戸の仮設住宅が建てられていま
す。
　気仙沼市の震災復興計画のキャッチフ
レーズは「海と生きる」。津波に襲われても
なお、海の可能性を信じ、積極的に関わり
ながら生きていきたいという人々の思いが込
められています。

東日本大震災による文化関係施設・文化
財等の被災状況

　気仙沼市では、文化芸術振興条例（平成
18年3月31日施行）を策定し、市の教育基
本方針重点施策としても「文化芸術の振興」
と「文化財の保護と活用」を掲げ、従来より、
文化芸術活動の推進や文化施設の効果的な
運営、文化財の保存･活用の促進といった施
策を展開してきました。
　市内には 2館（市民会館、はまなすの館）
の文化施設があり、気仙沼市民会館におい

ては「文化振興事業」を実施。ホールとして
の自主事業は実施せず、市民との協働によ
り文化事業を実施するという、特徴的な事
業運営をしています。
　気仙沼市民会館は直接的な津波被害こそ
なかったものの、震災時の地震により、大
ホールの天井仕上一部落下等の建物被害を
受けました。また何より、施設が平成24年
12月末（気仙沼市内では最後）まで避難所指
定を受け、その間ホールでの業務が実施で
きず、拠点施設での「文化による復興」がで
きない状態が続きました。
　一方、市内にあるもう一つの文化施設「は
まなすの館」では、正面入口に段差が生じ
たり、ピアノ響板に亀裂が入るという被害は
あったものの、避難所指定施設ではなかっ
たこともあり、同年８月には貸館を再開し支
援公演等での利用を積極的に受け入れてき
ました。
　今回の震災では、地域の方々が心の拠り
所としてきた文化財等も大きな被害を受けま
した。指定文化財は１件が滅失、10件がき
損し、国登録の有形文化財建造物も、2棟
が滅失、6棟がき損しました。また、市民が
積極的にその継承に取り組んできた無形民
俗文化財も痛手を被り、17団体が用具流失、
会員死亡等の被害を受け、中には、地域コ
ミュニティ自体が崩壊したためやむなく解散
したという団体もあります。
　市の震災復興計画においては「文化財の
復元と文化施設の復旧」を掲げ、国・県及び

1-1-7  気仙沼市における文化芸術の被災状況と
復興の現状及び課題～被災地のいま～

気仙沼市教育委員会　生涯学習課
課長　千葉光広
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民間財団等の支援をいただきながら、ハー
ド面の整備を中心に復興を進めています。
ソフト面の復興は、行政が中心になって、と
いうよりは、全国及び全世界からの支援によ
り市民が主体的に行っており、行政はそのサ
ポートを行っているという状況です。

復興支援事業の受入状況と課題

　震災後、市内では実に多くの支援事業が
行われました。行政が仲介している分だけ
でも、震災の翌年度（平成23年度）には ,市
教育委員会･文化施設の取扱分で 60件を超
えるイベントが実施されました。このほか、

「子どもたちを対象に」と直接市内の学校に
お話があったり、「仮設住宅，仮設商店街
で」と民間に直接打診があった分も数多くあ
りますので、実際に行われた文化関係の支
援公演の数は把握しきれないというのが正
直なところです。
　県内外、そして世界の皆様からの励まし
に、気仙沼市民は大変勇気づけられ、「命
をつなぐので精一杯、文化どころではない」
という状況から「自分たちで市内の文化を再
興させたい」という思いに変わるところまで
回復しました。昨年度は、市民の文化活動
の発表･鑑賞の場である市民文化祭が 2年ぶ
りに復活し、文化活動は震災前に近い状態
まで活動を再開しています。
　復興支援公演は、気仙沼市民に実に大き
な恩恵をもたらしました。震災前には決して
招聘することができなかったような催しが数
多く行われ、貴重な鑑賞の機会に大いに心
癒され、元気づけていただきました。
　ただし残念なことに、支援公演により住
民意識が変わってしまった部分もあります。
例えば鑑賞料。「無料公演」に慣れてしまい、

「対価を払って良い芸術を鑑賞する」ことに
対する抵抗感が生じるようになりました。ま

た、鑑賞者がイベント慣れしてしまい、折角
遠方から支援公演にいらしても、思うような
集客がなかったということもありました。
　また、市にとっても支援公演の受入は、あ
りがたい半面、厳しい点もありました。気
仙沼市においては、震災に関係する支援公
演については訪問者に敬意を表し感謝する
意味も込め、施設使用料及び設備･器具使
用料含め全額減免として受け入れてきました
が、結果として年間400万円を超える減収と
なり、市の負担が増える形となりました。ま
た、中には公演準備が十分でないまま持ち
込まれるものもあり、職員が周知から舞台運
営補助までの協力を行ったりと、「支援のた
めの支援」業務が本来業務を圧迫するという
ことも見られました。

文化芸術活動の復興の現状と
行政の支援状況

　先述のとおり、市ではハード面の再生をま
ずは重視し、復旧・復興予算等も施設関係
を中心に配分してきたため、民俗芸能等の
文化活動は被害調査を含め動きが後手に回
りました。市としての予算確保が難しかった
こともあり、その分、民間財団の支援事業
を十分に受けられるよう、助成金情報と団
体の被災状況を照合してのマッチング等に力
を尽くしました。また、時には提出書類の補
正作業を行う等、申請団体が十分な支援を
受けられるよう、後方支援を積極的に行い
ました。
　その甲斐あってか民俗芸能分野に関して
は、被災した用具の補充がほぼ充足してき
ている状況にあります。新たな用具を得、被
災して荒涼となった地域で芸能を演舞する
地域の方々の姿は、人々の逞しさと希望を感
じさせ、地域コミュニティの再生に文化が持
つ力を強く感じるところです。
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　民俗芸能以外の芸術活動に関しても、現
在は、多くの団体が活動をほぼ再開し、震
災前と変わらないほどの事業が展開されてい
ます。支援公演の受入を契機に、これまで
あまり行われてこなかった「市民主体の復興
イベント」も増え、自主的活動が盛んに実施
されるようになりました。
　行政としては、せっかくのこの動きをうまく
捉え、文化に関する市民団体の組織化に繋
げたいところではあるのですが、復興の進
展に伴い芸術文化以外の文化業務（文化財
等）に関する事業量が爆発的に増え、残念
なことに文化振興については対応が取れず、
現状維持が精一杯という状態です。
　なお文化庁からも、被災地を対象とした
文化事業のプログラムが数多く提示されてい
ますが、せっかくある事業（予算）にも、現
場職員の手が回らないために応募を見送ら
ざるを得ないというのが現実です。

おわりに

　「どうやって生きるか」が目下の課題だった
震災直後、市民の命を繋ぐことがもちろん
最優先で、文化活動などできるはずもない
という状況でした。
　当時から比べ、震災前に近い状態まで文
化活動が復旧しているという今日の様子を
鑑みるに、改めて感じるのは、文化活動を
行うにはある程度のゆとりと余裕がなければ
ならないということです。
　文化活動などなくとも生死に関わりはな
い。しかし、文化活動があるからこそ、人々
の間に豊かな心が芽生え、再生に向けての
エネルギーとなる。今よりもよりよい明日を築
くためには、文化活動がもたらす心の豊かさ
が大きな役割を果たすということを、震災か
らの復興の過程で強く感じております。
　気仙沼市に限らず、被災地の市民及び行

政職員は、喜びも悲しみも含め、大変得難
い経験をしました。多くの支援を受け、今
後はどういう形で震災の記憶や、復興の過
程で学び得た経験を国内外に発信していく
かが、被災地に問われてくるところでしょう。
そのために文化芸術は何ができるか。被災
地の現場から今後も問い続け、市の施策に
反映し、市民とともに復興の実現に向けて
歩んでいきたいと思います。  
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平成24年度文化芸術振興費補助金（文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業）ミュージアム活性化支援事業

1-1-8  「はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト」について

福島県立博物館
学芸員　川延安直

　東日本大震災後、多くのボランティアが被
災地である東北・福島県内に自主的に入り、
がれき撤去をはじめとする復興支援活動に
従事した。その中にはアーティストの姿もあっ
た。やがて彼らは自らの能力を活かした復
興支援活動を立ち上げ、震災から２年を経
て文化芸術による様々な復興支援活動や作
品制作活動が継続されている。現在もなお、
被災地での制作・被災地への支援を行いた
いというアーティストは多い。本プロジェクト
では、文化庁の支援を受け、そうしたアーティ
ストと福島県の文化財・文化遺産を結びつけ
るための視察や、文化施設・文化財関係者
とのコーディネート、作品発表のサポートを
行った。現在の福島県の状況を体験し考察
した作品が制作され、地域とアーティストと
の関係が結ばれたことの意義は大きい。
　「はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト」
で今年度支援したプロジェクトは下記の通り
である。

① Reflection 9人の視点
② Distance/Continuity 隔たり/連なり
③ ふくしまダンスプロジェクト「安達ヶ原」
④ 岡部昌生 フロッタージュプロジェクトin

南相馬
⑤ 開発好明 北屋形獅子舞プロジェクト
⑥ 山本伸樹 復興ダルマプロジェクト
⑦ 丸山芳子 精神の北プロジェクト

① Reflection 9人の視点

　写真家・瀬戸正人氏を中心とした 9 名の
写真家が震災後の福島県、宮城県沿岸部、
主に南相馬市で撮影した写真を展示する写
真展（平成 25 年 2月17日〜 3月2日）と南
相馬市でのポートレート撮影ワークショップ

（平成 24 年12月9日）を開催。南相馬市の
重要無形民俗文化財「相馬野馬追」、天然
記念物の樹木、年中行事、国指定文化財、
南相馬市指定文化財等を被写体に選び文化
財への関心と地域文化への誇りを喚起する
ことに留意した。撮影ワークショップは瀬戸
氏を中心に道の駅南相馬で開催され、写真
を通して笑顔を導きだす時間を参加者と共有
した。展覧会場には南相馬市民文化会館に
隣接するかつての酒造蔵「銘醸館」を使用
し、地域の記憶をとどめる建造物内で震災
後の記憶が共鳴した。撮影対象となる文化
財や地域の紹介と案内、ワークショップ会場
の調整等に本プロジェクトが協力した。作品
の一部は海外でも紹介され、福島県の被災
と復興の現状を伝える一助となった。

② Distance/Continuity 隔たり/連なり

　写真家・美術評論家・港千尋氏とフラン
ス在住の画家・マリ・ドウルエ氏のコラボレー
ション展。飯舘村・南相馬市・喜多方市な
ど県内各地で撮影された港氏の写真をもと
にマリ・ドウルエが福島とフランスの風景を
融合して震災をはさんで描き継がれた絵画
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作品を南相馬市銘醸館で展示（平成 24 年 5
月8日〜 5月28日）。会期中には福島県立博
物館学芸員と港氏との対談（5月20日）を開
催。南相馬の原始・古代の歴史理解を深め
ながら展示を鑑賞する機会を設けた。
　福島市駅前のフリースペース「ふくしまキッ
チンガーデン」ではフォーラム「隔たり／連
なり　フクシマ〜福島〜 FUKUSHIMA 〜
文化による福島復興」（平成 24 年11月26日）
を開催。吉増剛造（詩人）・関口涼子（詩人・
翻訳家）両氏の対話を軸に港氏の進行で福
島復興のための文化の役割が語られた。フ
ロアとの活発な意見交換を含め、深刻な現
状を踏まえつつも長い時間軸で地域の文化
を考える必要があることが提言された。

③ ふくしまダンスプロジェクト「安達ヶ原」

　福島大学准教授・渡邊晃一氏を中心に福
島に伝わる伝承「安達ヶ原」を素材に新た
なダンスパフォーマンスを制作するプロジェ
クトが提案されている。本プロジェクトでは
福島市二本松市・南相馬市・会津若松市で
の公演会場候補地・史跡等の視察・会議開
催を支援した。
　福島大学では平山素子氏（ダンサー・筑
波大学准教授）・舘形比呂一氏（ダンサー）、
谷川渥氏（國學院大学教授）が参加し学生
に公開したプロジェクトミーティング（平成
24 年7月24日）を実施した。会津若松市の
風雅堂、南相馬市民文化会館（ゆめはっと）
では施設職員とのミーティングを通じてプロ
ジェクトのコンセプトを共有し、大学・博物
館・文化会館の連携が立ち上がった。その
後、福島現代美術ビエンナーレと共催し、
舘形氏・大野慶人氏・浅井信好氏のダンス
パフォーマンス（9月16日）を福島空港公園
で開催。福島でのダンス発信の試みの最初
の一歩を記すことができた。この事業は今

後の本公演に向けて関係者の連携、模索が
続いている。これまでの支援される側から
全国への文化発信の試みとして是非本公演
の実現に結びつけたい。

④ 岡部昌生 フロッタージュプロジェクト
in南相馬

　美術家・岡部昌生氏が長年取り組んでい
るフロッタージュ作品の制作を中心とした「記
憶を記録する」プロジェクトを南相馬市の市
民とともに展開。南相馬市博物館との連携
で地域の歴史・地理・自然を学び、地域の
成り立ち、特徴を理解する公開ミーティング

（平成 24 年 8月12日、11月30日、平成 25
年 2 月23 日・24日、3月21日） を重ねた。
第１回の公開ミーティングには九冨美香氏

（前橋市職員・元茅野市美術館学芸員）・石
丸勝三氏（アーティスト・広島市在住）、川
口真一郎氏（アーティスト・広島市在住）を
招き、岡部氏の広島・茅野での地域と連携
したプロジェクトが紹介された。
　会場の南相馬市博物館には原町高校美
術部生徒、地元出身の美術大学生、市民団
体関係者が集まった。第 2 回ミーティングで
は南相馬市市民活動サポートセンターで市
民団体代表らと今後の展開について話し合
いが行われた。第 3 回ミーティングは南相馬
市民文化会館で２日間にわたって開催。一
般来場者、南相馬市博物館学芸員に加え南
相馬市の詩人で東京電力原子力発電所事故
の被害を検証している詩人・若松丈太郎氏、
映像作家の宮岡秀行氏らの自主参加もあり、
活発な意見・感想が提示された。第 4 回は
南相馬市博物館での成果報告展（平成 25
年 3月23日〜 3月30日）準備作業と合わせ
て開催。港千尋氏も参加し次年度の展開を
構想・立案する場となった。
　ミーティングの前後には、地域の耕地整理・
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干拓の歴史を刻む金石文や被災地の津波の
痕跡を記録する岡部氏のフロッタージュ制作
が進められた。この過程で津波被害と地域
の歴史が密接に関連している事実が浮上し、
南相馬市の「記憶」を「記録」する作業が
蓄積された。南相馬市博物館と地域の市民
団体、福島県立博物館の三者の連携が本プ
ロジェクトによって密接なものとなったことも
付記したい。

⑤ 開発好明　北屋形獅子舞プロジェクト

　東日本大震災以前からの過疎化・高齢化
によって継続が危ぶまれている南相馬市鹿
島区北屋形の祭礼で行われる神楽舞。特に
獅子舞に注目し、地域の祭礼に美術家・開
発好明氏が関わることで、祭礼の継続の可
能性を探った。第 1回の協議会（平成 24 年
8月15日）は北屋形区長・神楽保存会長ら
と行われ祭礼の現状を確認し、翌日は鹿島
区の仮設住宅で聞き取り調査を実施した。
その後、神楽の練習（11月17日）に立ち会
い、舞を撮影。1月3日に神楽が奉納される
富士神社を視察。二回の現地調査を経て、
新年の神楽奉納を撮影（平成 25 年1月3日）。
祭礼終了後、地域住民との話し合いがもた
れたが、今後の継続は困難との結論に至っ
た。舞い手が不足している現状では継続が
困難であるが、復活のために記録映像を編
集制作した。練習用の軽量獅子舞の試作も
準備している。今後は舞いを子どもや高齢
者でも演じることができるように改変する作
業や、神楽に代わる子ども獅子舞などを地
域とともに創作していくプロジェクトを検討し
ている。

⑥ 山本伸樹 復興ダルマプロジェクト

　白河・三春をはじめ福島県内でも数種の

伝統的なダルマが制作されている。また、
震災後、七転び八起きにあやかり「福興ダ
ルマ」の制作が仮設住宅等で行われている。
いわき市在住の美術家・山本伸樹氏は福島
県内の主要なダルマ産地のダルマ資料を調
査、福祉施設の協力を得て新たなダルマを
創作。ワークショップ開催を経て自立支援
施設・仮設住宅等での継続的制作を目指し
ている。
　平成 24 年中に白河・三春・福島で伝統的
ダルマ制作技術を調査、作品を借用。全町
が避難生活を余儀なくされている双葉町のい
わき市内仮設住宅にて開催された「双葉だ
るま市」（平成 25 年1月12・13日）で「復興
ダルマ展」としてブースを開設。会津若松市
内福祉施設で制作されたアートダルマも仮
設住宅内集会所で展示した。同ダルマ展は
会津若松市（25 年1月20日〜 2月3日）でも
開催され、ワークショップ（2月3日）も行わ
れた。ワークショップはこの後、福島市AOZ

（2月7日）・白河市歴史民俗資料館（2月11日）
でも行われた。

⑦ 丸山芳子 精神の北プロジェクト

　東北の生活・伝承・思想について考え・語
り合う場を継続的に設け、北の精神を蓄積
するプロジェクト。福島県二本松市出身の美
術家・丸山芳子氏が提案。研究者・地域住
民が交流し「北」に位置する東北・北海道
地方について学び、自らの郷土に誇りを持つ
機会とする。息の長いプロジェクトであるが、
今年は喜多方での夏・秋のリサーチを行い、
冬期の海外アーティストのレジデンスと連携
しながら、喜多方地方の風土をテーマに制
作・展示活動を行った。
　国際交流基金の招聘により喜多方市でレ
ジデンスを行った3 名の海外アーティスト（ノ
ルウェー 2 名・スコットランド1名）（平成 25
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年1月8日〜 3月22日）と連携し、1月〜 3
月までレジデンスを実施。約 2 ヵ月半喜多方
市に滞在。冬の喜多方地方の風土を反映し
た作品制作と登録有形文化財の三十八間蔵
を会場にした展覧会を開催した。ヨーロッパ
の北部に位置する国々のアーティストとの交
流が本プロジェクトをより充実させた。
　時間と場所をアーティストと地域住民が共
有することで、互いの思考・ライフスタイル
の再考を促した。平成 24 年度の事業は喜
多方の地にアーティストが根付くきっかけに
なった。今後はさらなる地域との協働が期
待できる。

　以上の事業を「はま・なか・あいづ文化
連携プロジェクト」では展開してきた。いず
れも福島県内の各地で文化芸術の交流と新
たな創造の場を生み出している。このムーブ
メントを強く確かなものとすることで、困難
を乗り越えようと努力している福島県の人々
を支援したい。東京電力福島第一原子力発
電所事故が引き起こした福島の困難は今後
も長く続くだろう。それは、インフラ、農水
産業の復旧・振興といったこととは異なる人
の心の再生の困難ということである。これに
立ち向かえるものは文化芸術をおいて他にな
い。震災後、文化芸術に一体何ができるの
かという問いが広く行なわれていた。本事業
はこの問いへのささやかな回答である。 
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「次代を担う子どもの文化芸術事業」
事務局として県内で展開

　私ども財団法人福島県文化振興財団が管
理運営に当たっている「福島県文化センター」
は、平成23年3月11日発生の東日本大震災に
より大ホールや展示室の天井が崩落するなど
大きな被害を受け、休館を余儀なくされまし
た。
　そのため、震災直後から会館の機材を活
用して避難所等に出向いての「子ども映画会」
や「ライブ・コンサート」、ボランティア公演を
希望するアーティストのコーディネート活動な
ど、被災者支援のための事業を展開してきま
した。
　そんな中、県の文化振興課を通して文化庁
より復興を支援する事業として、福島県、宮
城県、岩手県を中心とした被災地の子ども達
に少人数の芸術家を派遣する「次代を担う子
どもの文化芸術体験事業（派遣事業）／東日
本大震災復興支援対応」の実行委員会募集の
お話がありました。すぐさま実行委員会を立
ち上げ、当財団は事務局として平成23年9月
から年度内に139ヵ所の学校や幼稚園で音
楽や演劇ワークショップなどの公演を実施し
ました。音楽、演劇、身体表現、伝統芸能、
文学・美術、映画、その他と7つの分野から
県内外の芸術家の協力をいただき、36のプ
ログラムを作成しました。クラシック・ポップ
ス・パントマイム・演劇・落語・能楽・一人サー
カスなど内容は多岐にわたりました。本事業
は平成24年度も継続され、2月までに合計96
公演を実施しました。

　平成24年度公演の中から、とくに私が印
象に残った3公演の様子を紹介します。

平成24年度公演から
① 小学校でのクラシック演奏会

　1つ目は福島市内の小学校で行ったクラリ
ネット・ヴァイオリン・ピアノ奏者３名による演
奏会です。児童たちの間をクラリネットやヴァ
イオリンを演奏しながら歩き、子ども達は自
分のすぐ近くにくると興味津々で身を乗り出し
たり、逆にびっくりしてのけぞったりと様々な
反応を示しました。
　また、「次の曲は体育館の中ならどこでも好
きな所に移動して聴いていいよ」といわれ、多
くの子ども達が楽器のすぐそばまで集まって
聴きました。なかにはピアノの下にもぐり込ん
で先生に引っ張り出される子がいたり、一方
では体育館の一番後ろに移動して落ち着いて
鑑賞する子がいたり、形式ばらずに自由なス
タイルで鑑賞することで、クラシック音楽を身

1-1-9  文化芸術の力で子供たちに感動を

ふくしま次代を担う子どもの文化芸術体験事業実行委員会　事務局
財団法人福島県文化振興財団　文化推進課　木村智子 

9月21日　庭坂小学校　
仙台フィルメンバーによるクラシック演奏
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近なものとして捉えるきっかけになったと思い
ます。
　「だんだん小さく」という曲では、音がだん
だん小さくなっていくのだろうという大方の予
想に反して、演奏が進むにつれてクラリネット
を分解していき、最後はマウスピースだけに
なりました。子ども達はクラリネットが小さく
なるたびに驚きの声をあげていました。分解
された楽器を預けられた子どもはじっくりと楽
器を観察していました。楽器のしくみを理解
するにもいい機会になったようです。
　知らない曲でも身体でリズムをとったり手指
を演奏家のように動かして自分でも演奏してい
るような気分になったりして、楽しみながら聴
き入る様子に、「こんなに間近でプロの演奏
が聴けるなんて、とても貴重な体験をさせても
らった」と学校側からも大変感謝されました。

② アフリカ民族音楽公演

　2つ目は会津若松市内の中学校で開催した
アフリカ民族音楽の公演です。アフリカの様々
な楽器や歌・ダンスでアフリカの民族音楽を
披露しました。
　見たこともないような珍しい楽器が奏でる
独特のリズムに生徒たちはすぐに慣れ、自然
に手拍子をはじめました。アフリカの歌を習っ

たり、リズム遊びをしたりしているうちに子ど
も達のテンションはますます上がってきてきま
した。セネガル出身のダンサーが身体能力の
高さを活かしたアフリカンダンスを見せると、
大きな歓声が上がりました。踊り方を教えて
もらうと、恥ずかしがることなく一緒にダンス
を始める子ども達の様子に私の方が驚かされ
ました。
　また、「民族衣装を着てみたい子はステー
ジに上がって」の声に生徒たちは次々にステー
ジに上がり始め、アフリカで買ってきたという
大きな布をまいてあげるととても嬉しそうにし
ていました。続いて、「アフリカの打楽器を演
奏してみたい子」「みんなの前でアフリカンダン
スを踊ってみたい子」と次々にステージに上が
るよう促すと、希望者が続 と々ステージに上
がっていきました。最後には学校にある打楽
器も参加してステージに乗り切らないほどの
生徒たちが自由に演奏したり踊ったりする様
子に、他の生徒たちも開放的になって歌った
り踊ったりと大変盛り上がり、アフリカのリズ
ムを楽しみました。
　幼稚園や小学校の低学年と違って、小学
校の高学年から中学生くらいの年頃の子ども
は、恥ずかしがって、なかなか人前に出たが
らないことが多い中で、この中学校での公演
は大変盛り上がり、印象に残っています。

③ テノール歌手とピアニストによる演奏会

　3つ目に紹介するのは、三春町の小学校で
開催したテノール歌手とピアニストによる演奏
会です。１曲目、講師が体育館いっぱいに響
く大きな声で歌い始めると、子ども達は圧倒
されているようでした。中には笑い出す子もい
るほどでした。講師によると「いい年をしたお
じさんが大きな声をだすのは酔っ払いくらい。
どこの学校にいっても最初は笑われる。笑っ
てくれるということは、それだけちゃんと見て

11月12日　会津若松第五中学校
アフリカン・エクスプレスによるアフリカ民族音楽



39

第１章　文化芸術による復興推進の取組

くれているということ。何の反応もないより何
倍も嬉しい」とのこと。学校の先生方は申し
訳なさそうにしていましたが講師の言葉を聞
いて安心したようでした。
　今回は聴くだけではなく一緒に歌おうとい
うことで発声方法を指導していただきました。
写真は全校生徒が輪になって身体を左右に揺
らしながら歌う様子です。雪の降る寒い日で
したが、心も身体も温まって楽しい発声練習
となりました。
　体が温まったところで本格的な練習に入り
ました。まずは立ち方から。指導をうけると
子ども達の背筋がピンと伸びてみるみるうち
にハリのあるいい声が出るようになっていきま
した。「喜びの歌」や校歌などを一生懸命大
きな声で歌っていました。
　子ども達たちが知っている曲や歌詞が面白
い歌などを多く取り入れ、低学年の子ども達
も最後まで楽しめる内容でした。
　学校からは「テノール声楽家の歌を間近で
聞くことができ、その音量や発声のすばらし
さ、歌を楽しみ、歌を歌うことで人とのコミュ
ニケーションがつながっていくことの実態を感
じることができました。子ども達は今まで聴
いたことのないイタリア語の歌や民謡風の歌
に歌の幅を理解し、一番は知っている歌がた
くさんあって、とても喜んでいました。一緒に

歌った『喜びの歌』や『校歌』は特に心に響き、
楽しい時を一緒に過ごせたことに感謝してい
ました」との感想が届きました。子ども達が意
欲的に聴き、嬉しそうに歌う姿に音楽のよさ
を改めて感じました。
　この3公演以外のどの公演も子ども達のい
きいきとした笑顔をみることができました。公
演を行った学校や幼稚園から各芸術家の皆
さんに心のこもったお礼のお手紙や感想文が
多数届きました。我々担当者も感動が子ども
達に届いていることが分かり、とても嬉しく、
大きな励みになります。

平成25年度も継続

　この事業を通して、大震災及び原発事故の
影響により屋外での活動が制限されるなど、
厳しい状況におかれている福島の子ども達
に、本物の芸術に生で触れる機会を提供し、
心豊かな時間を過ごしてもらう機会を作るこ
とができたと思います。
　この事業は平成25年度も継続になる予定
で、すでに募集が始まっています。当財団が
事務局を務める実行委員会でも、今まで培っ
たノウハウを生かし応募に向けて準備を進め
ているところです。
　平成24年度は学校等からの希望が 203件
だったのに対して実施できたのは96公演。さ
らに締め切りを過ぎての応募や問い合わせを
含めると希望件数に対する実施件数の割合
は40％程度にとどまりました。ご希望に応え
られなかった学校等に対して申し訳なく思っ
ています。しかし希望数が増えたということ
は、それだけこの事業が必要とされていると
いうことの証明でもあります。平成25年度も
当実行委員会で実施できることとなれば、限
られた予算内で最大限の希望に応えられるよ
う、経費等の検討を行い、ひとりでも多くの
子ども達に感動を届けたいと思っております。

11月27日　三春町立御木沢小学校
テノール歌手によるクラシック演奏
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1-1-10  飯舘村文化復興元年
～平成24年「いいたて村文化祭」実施報告～

飯舘村教育委員会
高木久子

「文化復興」への願いを込めて

　ためらいがちに始めた飯舘村文化祭。サ
ブタイトルを「来て、見て、触れて、深まる絆！」
とし、作品展示と芸能発表、そして、歴史
資料展示の3本立てで行いましたが大きくひ
ろがり「飯舘村の文化復興」の確かな第一歩
となりました。

　平成23年3月11日の東日本大震災に伴う
原発事故により、今までの生活が全く違っ
たものになってしまいました。4月22日、村
全域が計画的避難区域となり、村外での生
活を余儀なくされました。村内でも放射線量
が高いとされる地域、妊婦、乳幼児のいる
家庭、小・中・高生のいる家庭……と優先
順位に沿って避難がはじまりました。村民全
員が村外に避難を完了した時はすでに、7月
になっていました。

　今まで田や畑に出て 1日を過ごしてきた
方々が、何もすることがなく、慣れない土地、
慣れない住居、慣れない仮設住宅での生活、
はじめての人とのつながりとなり、落ち着か
ない毎日となりました。そんな村民に対して、
少しでも心安らぐようにと様々なボランティア
支援がありました。マッサージ、落語、カ
ラオケ、踊り、足湯、編み物、フラワーアレ
ンジなど。今まで経験したことのないもので
あったり、興味はあってもやってみるまでに
至らなかったことなど、特に仮設住宅への支
援は尽きることなく続いていました。仮設集

会所には、そうした写真やできあがった作品
などが飾られました。新しい人とのつながり
をつくることも含め、多くのお茶会も開かれ
ました。

　全村避難に伴い、村の歴史資料を福島県
歴史資料館に寄託することになりました。そ
れらの考古資料・古文書・郷土資料を一般
に公開・展示する企画を（財）福島県文化振
興事業団からいただき、福島県文化センター
大ホールを活用した「文化復興祭」の提案
が出されました。歴史資料展示については、
資料館事業です。大ホールの定員は1752席。
これだけの人を集客できる自信はなく、当
初、断る方向で考えていました。しかし、仮
設住宅等から作品展示の場や活動を始めた
団体等からの発表の場を求める声や活動す
るきっかけを待っている団体等からの声があ
ることを知りました。
　また、平成23年度に飯野町で開催された
飯野町文化祭や飯野つるし雛祭りに多くの
村民が訪れていたという報告が飯野学習セ
ンターよりあり、こうした文化イベントへの関
心の高さを知ることができました。来場した
村民は、作品を見ることも楽しみですが、知
人や隣人の様子を知りたがっており、村民同
士でお話をしたがっていました。このことに
より、（財）福島県文化振興事業団からの提
案を受けることになりました。

　「お知らせ版」7/20号にて全村民に文化祭
を実施すること、作品の出展と団体発表の
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参加の周知をしました。また、文化祭をきっ
かけに各団体やグループ活動を再開しても
らえたら、との願いを込めて、今まで出展
依頼をしていた村文化協会、各老人クラブ、
各婦人会、自主グループ、学校などに文化
祭の周知と作品出展、発表会参加の依頼を
お願いしました。新たな仮設住宅等の自治
会、老人会、自主グループへもお願いしまし
た。

　7月中旬、（財）福島県文化振興事業団か
ら、新たな提案があり、大ホールのほかに
飯舘村公民館2階ホールとほぼ同じ広さの展
示室も借りられることになりました。当初、
大ホールとロビーを利用するつもりでいまし
たので、規模を拡大しなければならなくなり
ました。早速、村文化協会、いいたてスポー
ツクラブ、村婦人会、村老人会、学校、村
社会福祉協議会、行政区長会の代表による
実行委員会を開催し、内容を協議しました。
　周知して、すぐに相馬農業高校飯舘校か
ら、学校祭「紅葉祭」を一緒にできないかと
の提案が出され、大ホールでの発表とロビー
展示で対応することになりました。

文化祭開催で絆が深まる

　平成24年10月7日（日）〜8日（月）の2日間、
福島県文化センターは、飯舘村ほぼ一色とな
り、飯舘村公民館そのものとなりました。

　「飯舘村総合文化展」は、村民の作品展示
をメインにし、全国から寄せられた様々な応
援メッセージをはじめ、色紙、折鶴、フラッ
グなども展示しました。大きな会場が作品で
いっぱいにできるのだろうかという心配もあ
りましたが、出展者数643人、作品点数876
点、と平成22年度の文化展より作品点数は
少なかったものの、内容は大変充実したも

のでした。大きな展示室全体を使って、展
示方法も工夫された見応えのある会場でし
た。
　また、例年通り優秀作品の審査も実施さ
れ、11団体と10人の作品が受賞しました。
最優秀賞の村長賞は、仮設住宅やその周辺
に住む婦人方が中心の新たなグループ「や
まゆり会」の一閑張り作品で、バック、ざる、
小物入れなどを古い箪笥や着物なども併せ
てディスプレイするなど大変凝った展示で、

「紅葉祭」ロビー展示



42

来場者からは感嘆の声が上がっていました。
また、毎日の折り込みチラシを黙 と々折って
作った敷物は、特別賞（個人）となり、大変
な苦労が感じられるものでした。小学校作
品は、学年単位でつくられ、みんなの団結
力が大きな作品となったすばらしいものでし
た。

　「いいたての鼓動」は、文化協会、いいた
てスポーツクラブ、伝統芸能の発表をメイン
としました。また、小学生・中学生の研修
事業の報告会、飯舘村歴史講演会、そして、
飯舘村を応援するコンサートも組み込まれま
した。
　小学6年生の沖縄の旅、中学生のイタリア
とオーストラリア研修の報告が、写真や映像
で紹介されました。子どもたちは、多くの保
護者が見守る中堂 と々発表していました。
　歴史講演会では、大倉地区の遺跡に関す
る話で身近にある古代を感じました。
　発表会では、文化協会5団体、いいたて
スポーツクラブ 2団体、芸能保存会5団体、
他1団体で 23演目が披露されました。文化
協会やスポーツクラブでは、見事な衣装も併
せて目を引きました。芸能保存会において
は、時間の関係上短縮した形となりました
が、聞きなれた音に懐かしさを感じ、大きな
拍手が送られていました。また、飯舘村の

応援として、参加していただいた佐藤宗幸さ
んのコンサートでは、涙ぐみながら聞き入り、
一緒に「ふるさと」を歌うなど、飯舘村への
思いを新たにしました。

　「いいたての歴史と風土」は、公民館など
で展示されていなかった資料を解説付きで
展示するものでした。歴史資料館での1日の
入場者数が過去最高607人を記録するなど、
大変興味深い資料だったようです。視聴覚
室では、飯舘村の祭りや村文化財、伝統芸
能のDVDを自由に見られるようにし、182人
が楽しみました。
　相馬農業高校飯舘校の「紅葉祭」は、オー
ストラリア研修報告を含む3件の学習発表と
生徒によるパフォーマンス9演目がありまし
た。家族などが見守る中、ダンスや楽器演
奏など楽しくパフォーマンスしていました。ロ
ビーでは、パネルいっぱいに学習資料、手
作り絵本や研究野菜も展示し、また、小さ
なスペースを利用して子どもたちが遊べる
コーナーもあり、折り紙に夢中になっている
子どももおりました。

　さらに、「おもちゃ美術館」が急きょ開館し
ました。東京おもちゃ美術館から、幼児の
ために木のおもちゃをメインに、おもちゃコ
ンサルタントも一緒にやってきました。奥まっ

芸能保存会の公演「いいたての鼓動」小学6年生の沖縄の旅　発表風景
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たわかりにくい場所にもかかわらず、常に多
くの子どもたちが木のおもちゃに触れていま
した。保護者もまた、木のぬくもりを感じ一
緒に楽しんでいました。
　大きな会場を活用した文化祭ということで
不安がいっぱいでしたが、2日間の来場者数
は、展示室約1800人、大ホール約2300人、
歴史資料館約840人、おもちゃ美術館約780
人と想像以上でした。文化展の出展状況に
おいても、仮設等自治会11、老人会6、婦
人会5、文化団体15、個人15人と多くの方
が出展してくれました。特に仮設自治会で
は、写真や作品など様々な作品が寄せられ
ました。また、新たな団体を立ち上げ、新し
い仲間つくりもしていました。展示会場では、
多くの方からお褒めの言葉を頂き、今後の
生涯学習につながることを確信できました。
　ステージ発表においては、皆さんが大き
な舞台とすてきな照明演出に気持ち良く演技
ができたことに満足していました。伝統芸能
発表では、小学生の参加もあり、育成・継
承にも役立っていることを痛感しました。練
習することにより、絆が深まったことも報告
されました。

　飯舘校生の活躍が大変大きく、受付、案
内、舞台補助・・・などスムーズに進行でき
ました。実行委員の皆さんも自発的に協力

いただき、大変助かりました。みんなで成功
させようという気持ちが良い結果につながっ
たように感じました。
　散り散りになった村民のため、会場への
交通手段として 7コース8台のバスを運行し
ましたが、乗車人数は思いの他少ない結果
となりました。また、出店、軽食や物品販
売等がなかったことが残念だったとの声が
聞かれました。避難生活が続くことを考える
と次回の文化祭会場も十分な検討が必要な
状況です。

　会場の至るところで、久しぶりに会う知人・
隣人に声を上げて喜びあう姿が見られたこ
と、出展者や発表者の元気な姿を確認でき
たことは文化祭を開催したことに大きな意義
があったと感じました。また、大きな会場を
提供していただいた（財）福島県文化振興事
業団に深く感謝いたします。

会場ボランティアを務めた飯舘校生おもちゃ美術館
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1-1-11  東日本大震災における被災した動物園水族館への支援と
その組織的教訓

公益社団法人日本動物園水族館協会
会長　山本茂行

　今回の震災支援に日本動物園水族館協
会（JAZA）会長の立場で関わる機会を通じ
て、私は、日本の動物園・水族館、そして
JAZAの課題が見えたと思っています。
　口蹄疫、鳥インフルエンザ、地震・津波
などの広域的大災害は、社会全体を構造的
な危機に陥れます。広域災害は一過性では
ありません。危機を乗り越える恒常的な態
勢づくりが今こそ必要であると感じました。
　JAZA の 初 動 支 援 活 動 に つ い て は、
JAZAホームページ（http://www.jaza.jp/）
に詳細を公開していますので、参照いただ
ければ幸いです。
　概要は以下のとおりです。

震災直後と中・長期にわたる支援を実施

　東日本大震災発生直後から、被害、支援
要望、支援申し出についての情報を、ホーム
ページ、メール、フェイスブックなどを活用し
て3月12日より連日、各園館、国内外に発信
しました。飼料支援は同日から準備を始め、
3月18日から4月4日にかけて10回の輸送を
行いました。支援の申出があった全国47園
館のうち、33 の園館に固形飼料、肉、魚、
野菜果物の飼料を提供していただき、日立、
仙台、盛岡の各動物園、マリンピア松島水
族館へと運びました。動物避難活動は鴨川
シーワールドなど 5園館が関わり、3月12日
からの準備を経て、16日から4月1日にかけ
て4回実施しました。
　中・長期支援の基本計画は、①被害の記

録、②支援活動の記録、③被災園館の復旧・
復興・再生計画とそれに基づくJAZAへの
支援要望の把握、④見舞い金配分計画の
策定と実施、⑤関係機関への要望、⑥被災
園館に対する、JAZAや各園館の多様な支
援の企画・実施、⑦関係機関への報告、見
舞い金配分報告、⑧社会への継続発信を考
え、実行中です。
　見舞い金受 付は 3月13日に全 世界に向
け て 立 ち 上 げ まし た。 計1212件、 総 額
58,006,858円（国内1,176件、36,517,906円、
海外36件、21,488,952円）（2013年2月28日
現在）のご寄付をいただきました。見舞い金
配分委員会を作って検討し、松島水族館、
仙台市八木山動物公園、ふくしま海洋科学
館、日立市かみね動物園4園館などに配分
しました。
　閉園館していた施設も順次再開しました。
再開にむけて、清掃ボランティアや展示生物
の寄贈など、多くの動物園水族館が関わりま
した。
　今回、JAZAの支援活動を立ち上げると
きに、真っ先に考えたことがあります。各園
館の個々のつながりの強さは日本の動物園、
水族館の特徴です。しかし、この広域大災
害で、インフラも物流も閉ざされ、原発事故
もある中で、支援を求める園館と、支援を
する園館が個々に動いていたら、被災園館
の手間が増え、関係園館以外は知らない状
態となります。その間、国内外の関係者が
JAZAに情報を求め、支援を申し出てくると
予想されますが、情報がこないJAZAは動
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きようがないことになりかねません。情報（受
信・発信）と、支援（要望、調整・調達、輸送、
募金）の一元的調整をJAZA が果たすべき
だと思いました。前例のないことでしたが、
混乱の続いていた東京からではなく、私が
いる富山から指示をだし、流れができた段
階でJAZA事務局に引き継ぎました。

浮き彫りになった教訓

　今回の教訓を挙げてみます。大災害の際
は、即応的効率的な情報管理、支援態勢、
組織の一元化が必須です。また、広域災害
や危機管理に対応できるJAZAの組織の仕
組みが問われました。
　1点目に、情報管理（収集・発信）の一元
化です。情報混乱防止策として、情報の時
系列を明確にする。発信受信主体（誰が、誰
に）を明確にするということです。特に、園
館という組織と職員が複層的に関わる場合
が多いことに留意し、情報発信・受信者を
一元化するなどの工夫が大切だと思います。
　2点目は、情報管理と支援態勢の一元化

（組織化）です。指示系統、実施系統の混乱
防止が必要です。特に、組織か個人か、業
務かボランティアかを明確にしないと、違う
情報が違う部署に出され、被災園館も支援
園館も混乱する場合があります。今回、特に、
各園館、国内、海外への迅速な情報提供
が強力な支援につながることを感じました。
JAZAに海外情報担当の職員を8月から配置
していたことが、強力に機能しました。
　3点目に、JAZA執行部・事務局と地 域
園館との組織的連携の大切さについてでし
た。関東東北ブロック代表理事に、支援活
動調整や被災園館調査取りまとめを依頼し、
同ブロックから選出されている情報部担当
理事に支援物資の輸送調整を依頼しました
が、いずれも同ブロックというJAZA組織の

地域特性を活かせたと感じています。
　反省点は、なんといっても組織態勢構築
の遅れでした。広域災害、危機管理に即応
できるJAZAの仕組みがありませんでした。
海外への即応的な動きが求められましたが、
初動態勢は脆弱でした。今、広域災害、危
機管理に即応できるJAZA全般の組織改革
や体制構築を進めています。それはつなが
りを強化することにほかなりません。
　当たり前かもしれませんが、日々の“つな
がり”が危機を克服するということです。

6つのつながりを強化

　私は今後、6つのつながりの強化を実施し
たいと考えています。それは、①国とのつな
がり、②国民・市民とのつながり、③地域と
のつながり、④世界とのつながり、⑤動物園・
水族館とJAZAとのつながり、⑥動物園と
水族館のつながりです。
　1つ目は国とのつながりの強化です。事業
展開の上で、動物園・水族館および JAZA
は、様々な国の諸機関と関係を持っていま
す。日本の動物園・水族館は、様々な事業
を行っていますが、その根本は、地球上の、
日本の、生物多様性保全と、人づくり、こ
の二点への貢献にあります。言い換えれば、
日本国家の根幹的な施策と、動物園・水族
館事業は多様な形で結び付いているのです。
動物園・水族館と国との包括的な枠組みづ
くりの実現に向けた努力を進めています。
　2 つ目には、国民・市民とのつながりの強
化です。動物園・水族館の役割を啓発する
事業の強化や的確な広報活動の推進を行
い、国民・市民に、より一層の動物園・水
族館に対する理解、支持、支援をお願いし
ていきたいと思います。日本動物園水族館
JAZAは、2012年4月に、公益法人に移行
しました。会員に対する事業はもちろん、こ
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れからは、不特定多数の人々への社会貢献
が問われてきます。国民・市民へのつながり
は、動物園・水族館存続の根幹と言えます。
　3 つ目は、地域とのつながりの強化です。
飼育生物資源や地域環境を活用した地域課
題への貢献や、地域教育・福祉・余暇への
貢献、地域活性への寄与など、様々な地域
貢献を通じて、地域社会からの支持、支援、
ネッワークの強化を図っていくことが重要で
す。
　4つ目は、世界とのつながりの強化です。
世界との情報共有・発信力の強化は最重要
課題です。世界の動物園・水族館関係者は
災害の大きさに驚き、日本の動物園・水族
館支援のためにその情報を渇望し、国際発
信の弱さを指摘してきました。しかし、ただ
ちに見舞い金を送ってくれました。このこと
は記憶にとどめるべきだと思います。国際血
統登録や国際種管理計画などへの積極的関
わりを通して、世界の動物園・水族館資源
の利活用にしっかりと日本が参加していかな
ければ、日本の動物園・水族館資源の維持
が困難となる時代がきます。いや、もうそれ
は来ているといえます。しっかりとした世界
戦略を早急に構築し、世界と対等に話し合
い、動物園・水族館運営を行う認識を明確
に持つべきだと思います。
　5つ目は、動物園・水族館と日本動物園
水族館JAZAとのつながりの強化です。情
報や意見の共有化を進めてお互いを有効活
用すべだと思います。
　最後の 6つ目は、動物園と水族館がもっ
と理解しあうことです。山と海は水系など
様々な生態系のつながりの中に成立していま
す。それを資源にしている動物園・水族館
は、違うようではありますが、生物多様性を
扱い、人々にその意味を伝える共通の施設
です。事業の違いが園と館の距離を置くけ
れど、地域での園館のつながりは集客性や

災害時にも大きな力となります。それを広め
る様々な工夫が必要だと感じます。海と山は
つながりを持ち循環する大きな生態系です。
動物園と水族館もそうありたいものです。

ビジョンを実現するためのつながりを

　さて、災害対策のためだけに“つながる”
のではありません。つながる意味は、日本の
動物園・水族館の将来のあるべき姿（ビジョ
ン）の実現のためです。私は、いのちの大事
さ、豊かさ、つながりが人々の心に息づく社
会の実現と、生物多様性保全が進む地球環
境への貢献をJAZAのビジョンに掲げること
を提案してきましたが、現在、新設した外部
委員も含む広報戦略会議で議論を重ねてお
り、2014年5月のJAZA総会に提示、社会
に示していく予定です。
　災害から見えてきたJAZAの課題をまとめ
ると、ビジョンの策定、目標の数値化（ゴー
ルの明確化）、ミッション（使命・役割）の策
定、戦略（アクションプラン）の策定と検証、
それを実行できる組織機構づくりです。これ
らを12 の課題に整理し、2012年から2015
年の4年計画で、実行することを決定し、現
在、推し進めています。
　震災復旧、復興、再生は長期に渡り、動
物園・水族館の運営・経営に大きな影響を
及ぼ すと予想されます。それを乗り越え、
JAZAは日本の動物園・水族館の存続・発
展を進めていきたいと思います。
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1. 文化芸術による復興支援の呼びかけ

　2011年3月11日、東日本大震災により、東
北地方沿岸部は大きく被災した。まちの復
興には、地域に生きる人々が元気になるこ
と、前に進む力を得ることが欠かせない。そ
の一助として文化芸術による復興の重要性か
ら、公益社団法人日本芸能実演家団体協議
会（芸団協）では、野村萬会長が先頭に立っ
て以下の具体的なアクションに向けて、実演
家団体、そして広く社会への呼びかけを行っ
た。

・実演家・芸能団体による社会への募金
の呼びかけ

・被災地における芸能活動の実施の検討
・公演など芸能活動の実施に関する被災

地の要望の把握、情報の収集

　震災直後、主に関東、関西に本拠地を置
く芸団協正会員団体は、チャリティコンサー

トを企画したり、義援金を拠出したり、被
災地の支援のために動いていた。もちろん、
被災地に会員をもつ団体もあり、直接的な
支援も行われていた。芸団協は、著作隣接
権センター（CPRA）から計6000万円の義援
金を各被災自治体に送り、海外団体の寄付
の窓口を担い、また長期的な活動に向け、

「震災復興に文化芸術を基金」を開設した。

2. 手探りの支援活動─１年目

1）地域の祭りと実演芸術

　震災から約3ヵ月後、インフラの復旧が進
み、ようやく避難所での暮らしから建設さ
れた仮設住宅に移るような時期、被災各地
では、まもなく到来する夏や秋の年中行事、
お祭りの実施を巡って議論が起きていた。
津波で多くの命が失われ、住む場所を失い、
実演のための道具なども流され、助かった
人々も精神的に落ち着かない状況だった。そ
んな中、芸団協には、仙台七夕まつりの実
施に向けての相談が持ちかけられた。
　宮城県仙台市は海側のエリアが津波で大
きく被災し、空港も被害を受けていた。市
街地は、津波は免れたものの、電気や水道
などインフラの復旧に時間がかかり、商業施
設もしばらく営業停止となっていた。鉄道が
再開し、東北の玄関口として少しずつ復興し
てきても、日常的に劇場で音楽や演劇など
を公演するような状況になるには、もう一歩
進む必要があった。こういった時期に、仙台
フィルは街中の各地でコンサートを継続的に

1-1-12  文化芸術による震災復興事業

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
文化芸術政策推進業務部　大井優子

［写真1］仙台たなばたまつり　ARC>T ステージ
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行い、演劇関係者を中心としたネットワーク
のARC>T（アルクト）は、出前のワークショッ
プや鑑賞会などを行っていた。そうした現地
の文化芸術団体の活動にはずみをつけるよ
うに、仙台七夕まつりでは、市民ひろばのメ
インステージに仙台フィルやARC>T（写真
1）の出演を後押しし、宮城県や福島県出身
の民謡歌手を含んだ歌謡ステージ、地元の
愛好家を含む尺八奏者108人からなる献奏、
東北で活動している落語家なども交えた寄
席を企画した。また、ピアニストの中村紘子
さんとNHK仙台少年少女合唱隊によるチャ
リティコンサートも開催した。現地で暮らす
人々との交流を交えた企画は、一過性のも
のでなく、子ども達の未来や、以降の活動
を考える上での芸術団体と行政等とのネット
ワークにつながる機会となった。
　岩手県釜石市では、行政と地元の民俗芸
能団体との間で例年10月に開催される釜石
まつりについて話し合いがもたれていたが、
8月になっても実施の目処が立たないような
状況だった。道具や衣装が多く流されてし
まったのと、まちがなくなってしまったため、
どこを練り歩くのか、また、門

かどつけ

付（活動のた
めの資金とする賽銭を得ること）もできず、
宗教的な行事のため行政からの助成も得ら
れないということで、途方に暮れるような気

持ちもあったようだ。そこで、芸団協では、
自らの資金で地元の民俗芸能団体と民俗芸
能から発想を得て創作された「大田楽」との
コラボレーションの公演を制作することを提
案した。住民も避難していたり、どこでどう
暮らしていこうか悩む中、お祭りはまちとの
つながりや誇りを感じる機会でもある。街に
暮らす人々の気持ちを高めるためにも、地元
の民俗芸能団体も多数参加し、また全国各
地からかけつけた参加者とともにお祭りを盛
り上げた（写真2、3）。
　一方、福島県では、原発事故の影響によ
り、集団避難や除染作業のために複数の
学校が 1つの敷地に集まっているような状態
だった。屋外での活動が制限されているた
め、複数の学校からの要望を受け、屋内で
子ども達が楽しめる演劇や演芸など実演芸
術のプログラムを届けた。笑顔あふれる時
間の提供に先生方にも喜ばれた。

2）実演芸術の支援と公演会場

　2011年度は、文化関係の財団などの多く
が支援公演のための助成を行っていた。し
かし、東北にこれまであまり縁のなかった団
体は現地での受け入れ先を見つけることは難
しく、芸団協でも一部コーディネートを手伝っ

［写真3］釜石まつりでの大田楽［写真2 ］釜石まつりでの虎舞
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た。一部の文化施設は、長期間避難所となっ
ていたり、津波や地震の被害で休館したま
ま、復旧の目処がたたないような状況だった。
そのため、利用可能な施設に全国から申し
込みが殺到し、立て続けにある公演の準備
と本番にも関わらず人員の補充はなく、施設
担当者はいままでにない過酷な労働を強い
られていた。また、学校の体育館で公演を
行う申し入れも教育委員会や学校に多く寄
せられていたが、年度内では授業数の減少
もあり受け入れの限度があった。施設や学
校からは、翌年度に企画を回せないものか、
という声が多く挙がった。
　一方、祭りや民俗芸能は、地域住民にとっ
て大事な拠り所でもあるため、街が消え、
多くの人が亡くなり開催が危ぶまれる中で、
日本財団や企業メセナ協議会の GBFundの
助成や、芸団協の支援の申し出は、住民の
復興への意欲を灯すきっかけにつながって
いた。

3）つなぎ手の不足

　被災状況と復興進捗状況は地域によって
異なるが、行政職員の多くが亡くなった地域
もあり、復興を担う人員の存在と、NPOを
含め、外部支援とのつなぎ手がどのように機
能しているかによって、さらに状況は変わっ
てくる。被災直後に避難所に慰問と押しか
けて迷惑がられたり、支援物資と称して一方
的に送りつけられたものの処理に困るケース
があったように、どんな支援も現地の状況を
理解する人と相談のもと機会をうかがい、場
を整える必要がある。また、被災の度合い
によって支援物資の供給が線引きされ、住
民感情の対立を生んでいたり、プレハブの
仮設住宅がまとまった場所には支援が行き
やすいが、小規模な仮設住宅やアパートを
借り上げたみなし仮設には支援がいきわたら

ないといったことも多く指摘された。そして、
個人情報保護の観点から、避難生活をして
いる住民がどこに住んでいるかは支援NPO
にも明かされず、みなし仮設に住んでいる場
合は支援の手がほとんど届かないといった
状況もままあったようだ。
　また、プログラムの効果をより高めるため
には、現地での広報や受け入れ先の実演芸
術への理解も不可欠となる。ある例では、
被災地の商業施設でイベントを定 期的に
行ってほしいという申し出を受けても、公演
をやっている最中にも商品宣伝のテープの音
量はおとせないといった場面もあった。せっ
かくの機会が成果のある活動になるために
は、何を目的として、どのような事業を行う
かが常に関係者間で共有される必要がある。

3．継続支援に向けて─２年目

1）「震災復興協定」の締結

　被災地は広範にわたり、被災状況は地域
ごとに異なる。いつ、どこで、どのくらいの
年齢層を対象に、どういった催しをするのが
より喜ばれるものなのか、文化的なニーズに
きめ細かく対応していくためには、地域との
協議が欠かせない。被災自治体は148市町
村におよぶが、すべてを網羅することはでき
ないため、芸団協では、震災後交流のあっ
た岩手県の宮古市、釜石市、宮城県の松島
町、女川町の 4つの被災自治体、そして福
島県いわき市の小名浜まちづくり市民会議と
協定締結についての協議を進めた。
　支援事業を行うだけなら、行政の教育委
員会や文化施設の担当者との間で進めるこ
とは可能だが、地方公共団体側の文化の認
識、行政内での優先順位は低く、そこを脱
することはできない。首長の理解を得て協定
を締結する行政内での手続きによって、行
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政が扱う文化への認識の変化をもたらすこ
とが大きな目的だった。そして、協定締結に
より自治体も芸団協も組織として取り組む軸
ができ、一定程度の継続性が担保されるに
至った。

2）被災地と協働での取組み

　芸団協では、文化協定を結んだ被災自治
体の担当者と協議のもと、文化芸術が地域
の人々の復興の力になるような支援事業を検
討し、実施した。岩手県宮古市では、NPO
や行政と企画した演芸公演や、地元の音楽
愛好家の集まりである文化協会との合同公
演などを開催した（写真4）。岩手県釜石市
では、仮設住宅の集会所といった日常に近
い場所で、音楽やマジック、落語などを気
軽に楽しんでもらう公演を13回にわたり行っ
た（写真5）。女川町では、被災した体育館
で紅白対抗ののど自慢大会を開催し、プロ
の歌手が花を添えた（写真6）。応援隊もで
き、みんなでハレの舞台を準備し、各人の
震災後の思いと歌にこめたメッセージに、会
場は熱気であふれた。
　声を出して歌ったり、楽器を演奏したり、
仲間と民俗芸能の稽古をしたり、日々の文
化活動で精神的な安らぎを得る人も多く、
その再開と活性化も求められている。しか
し、被災自治体の復興計画の中で文化に関
する表記があるものはおよそ8割。文化につ
いてふれられていたとしても、予算や人員は
あまり充てられないような状況だ。芸団協で
は、自治体と協定を結ぶ過程において、復
興における文化芸術の重要性を直接首長に
申し入れ、理解を得ることができた。こうし
て継続的な支援体制ができたことで、担当
者も一過性のイベントではなく、まちのため
にどういった企画があるとよいか、中長期的
な視点をもって考えはじめている。

4. まちの復興─3年目

1）まちづくりの進展

　東北沿岸部の津波被害地域では、新たな
まちづくりが進んでいる。災害救助法に基づ

［写真4］宮古市　日本手妻ショー

［写真5 ］釜石お茶っこ寄席

［写真6］女川町のど自慢大会
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く応急仮設住宅の供与期間は、原則として
2年以内。今回は復興住宅の着工が遅れて
いることもあり、1年の延長が認められてい
るが、3年目を迎え、少しずつ復興住宅が完
成し、仮設住宅からの移動がはじまってくる。
ようやく避難生活から地に足をつけ、新しい
形で地域社会、まちがつくられていく時期に
きている。震災直後は予算も人員も文化面
にはなかなかまわらなかったが、文化施設も
ようやく復旧や再建が進み、事業が再開さ
れつつある。文化施設は、公演のためのホー
ルだけでなく、練習室、集会所が設けられ、
民俗芸能や音楽、演劇などの稽古で地域
の人々が日常的に利用する施設でもあった。
文化芸術活動ができる環境を取り戻すこと、
アマチュア活動への支援も、被災地に生き
る人々の元気の素をつくる第一歩となるだろ
う。
　3年目のこれからが、新たなまちづくりの
はじまりといえる。地域の人々が集まって文
化芸術活動を行ったり、プロの公演を鑑賞
したり、そういったことができる場所やプロ
グラムが抜け落ちることなく、まちづくりに
組み込まれていくことが重要だ。

2）これからの支援

　芸団協では、以下の３つを理念として震災
復興プロジェクトに取り組んできた。

・文化芸術の力が被災地の人々に勇気を
与え、生きる力、復興の力になって行く
こと

・被災地の文化活動が再生し、文化活動
が向上していくこと

・震災で示された文化芸術の力が日本国
民、社会、政治の文化芸術の認識を高
めること

　2012年度は仮設住宅の集会所を数多く訪
問し、被災した人々が身近な場所で文化芸
術にふれ、笑い、心温まる時間を共有する
機会となった。2013年度はこうした仮設住
宅での励ましから「まち」に出ての文化芸術
活動へとシフトしはじめる。地域の文化活動
とプロの実演家との交流がもてる企画、プ
ロによる指導での地域文化の活性化、文化
施設での多様な分野の実演芸術の鑑賞機
会の提供など。個別の訪問で完結していた

「点」から継続的な「線」へ、さらに地域の文
化活動全体に影響を与える「面」への展開が
考えられる。
　被災した方々の暮らしの再建を進める際
に、文化を大切にした暮らしの再建となるよ
う、文化芸術を通した復興を支援していきた
い。
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1-1-13  郷土芸能が未来に問うもの
─GBFund「百祭復興プロジェクト」を通じた一考

公益社団法人企業メセナ協議会
事務局長　荻原康子

　「人々の気持ちを奮い立たせ、地域の誇
りを取り戻していくために」─2011年3月
23日、 私ども協 議 会 が 設 立した「東日本
大震災 芸術・文化による復興支援ファン
ド（GBFund）」の趣旨に記した言葉である。
人々の心を支え、未来への希望をつなぎ、
地域を再生していくうえで芸術・文化が大き
な力を持ち得る、当初より一貫して変わらぬ
考えであり、当ファンドにおいていくつもの
実例と伴走することができた。
　GBFundではこの 2年間、被災者・被災
地を応援する目的で行われる芸術・文化活
動、被災地の有形無形の文化資源を再生し
ていく活動への支援を続けており、この春
までに153件の活動に対し 8,100万円を超え
る助成を行ってきた。こうした支援が実現で
きたのは、ファンドの趣旨に賛同してくださ
る多くの団体・個人の皆様のご寄付と、ファ
ンド運営の屋台骨を支えていただいている企
業メセナ協議会会員のご理解によるもので
あり、まずもって御礼申し上げたい。
　設立当初は、被災地に対する外からの働
きかけが多く、避難所で行う活動など「緊急
度」や「現地の関与度」といった点から助成
先を決定していた。それが徐々に、被災地
の方々自らが行う活動が GBFundに申請さ
れるようになる。なかでも注目したのが、伝
統芸能や祭りの継続、再興を目指す動きで
あり、驚くほど多彩で豊かな芸能の数々が、
小さな地域コミュニティの単位で息づいてい
ることに気付かされた。
　正月は獅子舞で家内安全と無病息災を祈

り、お盆に先人を供養し、春と秋には五穀
豊穣と大漁万作を祝い感謝を捧げる。四季
の移ろいとともにある暮らしのなかで代々受
け継がれてきた営みを続けていくことが、震
災で痛められた気持ちを奮い立たせ、いま
一度、自らの地域を誇りとする思いを培うの
ではないか。こうした考えから、GBFund設
立一周年を機に始めたのが「百祭復興プロ
ジェクト」である。

「百」の祭りを復興したい

　一説によれば、東北地方には約3000件も
の伝統芸能、祭りがあるという。そのすべ
てには到底及ばないが、GBFundでは「百
祭復興プロジェクト」を立ち上げる時点で、
30件ほどの郷土芸能・祭りを支援していた。
さらに年間20 〜30件と助成先を拡大し、百
の祭りの復興を目指そうというのが当プロ
ジェクトの趣旨である。
　企業メセナの観点からいえば、各地の企
業が地元の芸能やお祭りを支えるケースは
全国に数多くあり、地域振興の一環として以
前から取り組まれてきた。四国の郷土芸能を
支援し発信力を高めた「伊予銀行地域文化
活動助成制度」や、日本三大阿波踊りの一
つ「南越谷阿波踊り」を仕掛けた建設会社の
ポラスなどは、コミュニティの一員として、地
域固有の文化を守り、社員総出で祭りに参
加している。また、日本各地の貴重な民俗
芸能を後世に残すことを目的に、明治安田ク
オリティオブライフ文化財団「地域の伝統文
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化保存維持費用助成制度」や、東日本鉄道
文化財団「地方文化事業支援」が幅広い支
援を続けており、期せずして、東北被災地
の地域文化の継承にも大きく貢献したことを
言及しておきたい。
　こうした先例を参考にしながらも、協議会
では郷土芸能の担い手である保存会などと
直接の接点がなかったことから、GBFund
設立当初より、全日本郷土芸能協会の小岩
秀太郎氏にご助力を仰いだ。自らが岩手の
ご出身でもある小岩氏は、震災直後から現
地の郷土芸能団体の被災状況をつぶさに情
報収集し、GBFundへの申請を各団体に促
してくださった。パソコンがない状況で、助
成申請など不慣れな方々が我々にアプローチ
してくださったのも、小岩氏のサポートによ
るところが大きい。
　また寄せられた申請を選考するに際して
は、やはり専門家のお力添えが必要であろう
と、従来の GBFundの選考委員に加え、新
たに、俵木悟氏（成城大学文芸学部文化史
学科准教授）と船曳建夫氏（文化人類学者）
のお二方をお迎えした。「百祭復興プロジェ
クト」に取り組んだ 2012年度は 2回の選考会
があり、採択した64件のうち32件が「百祭」
枠、ファンド設立時からの通算で 65件の郷
土芸能を支援したことになる。
　この「百祭復興プロジェクト」に対しては、
ニューヨークに本部がある日米交流団体ジャ
パ ン・ ソ サ エ ティの「Japan Earthquake 
Relief Fund」から、2年間で 25万ドルの支
援を受けることができ、それに加えて「郷土
芸能の支援に」との寄付先指定もあった。と
はいえ現実には、獅子頭や太鼓、山車など、
津波で流され地震で損壊した道具や装束の
類を揃えるには数百万円単位のお金が必要
だ。寄せられる申請になるべく応えようとする
と、助成額の上限は1件あたり50万円、もと
通りの祭りのかたちを整えるにはどうにも足り

ない。それでもファンドに申請を寄せる方々は、
たとえ見た目には不十分でも、祭りを絶やさ
ず、続けていくことが眼目なのである。
　「何としてでもやらなければならない」─
支援先の方が語ったこの言葉にこそ、先達
から受け継ぎ暮らしてきた土地への強い思い
が込められている。

なぜ、郷土芸能や祭りが復興の足がかり
となるのか

　全日本郷土芸能協会の小岩氏には、前述
のジャパン・ソサエティへの報告も兼ねて、
当ファンドの助成を受けた活動25件に対す
るヒアリングと検証を行っていただいた。①
GBFundの助成で達成できたこと、②郷土
芸能や祭りを復活させたことが震災復興に
どのようなインパクトをもたらすか、③エピ
ソード、についてそれぞれ詳細なリポートを
いただいている。以下、小岩氏のリポートよ
り抜粋し、いくつかの事例を見ながら、なぜ、
郷土芸能や祭りが復興の足がかりとなるの
かを考えてみたい。

「おらが集落」を象徴する郷土芸能の復活
で、土地の記憶をつなげる

◆小淵浜の獅子舞復活プロジェクト

　宮城県石巻市小淵沢地区、江戸時代以前
から地域に伝わる獅子舞は漁師たちの誇りで
あり、頭に擬宝珠のような「こぶ」があるのが
小渕浜の人々の自慢だったという。流失した
獅子頭を住民たちの手で制作し、夏には獅子
舞を復活するという目標を掲げた同プロジェク
トでは、郷土芸能の復活のプロセス自体が震
災復興に欠かせないものであることを示した。
　隣り合った集落ごとに数多くの獅子舞が
伝承されている地域で、獅子頭やその舞い
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振りは「おらが集落」を代表するものである。
だからこそ、自分たちの手でつくった獅子
頭に「情」を込め、神社で「魂」を入れれば、
地域の共通財産となり象徴となる。
　獅子舞復活の場では、獅子頭のもとに避
難所から人々が集まり、大事な生活費の中か
ら心づけの「花代」を出す。獅子を卒業した
漁師たちが自分にもやらせろと太鼓を叩き出
す。「どんなことがあってもここで暮らしてい
く、という強い意志を見せてくれているよう
だった」と活動の代表者は振り返っている。

◆被災郷土芸能復興プロジェクト 
in 大船渡・越喜来

　岩手県大船渡市三陸町越喜来地区、津
波により、浦浜念仏剣舞保存会と金津竜浦
浜獅子踊保存会の合同詰所が全壊し、道具
や太鼓の多くが流失、破損した。ともに鎮
魂供養の郷土芸能として越喜来地区で受け
継がれてきた大切な存在である。震災直後
に保存会長が「お盆には何としてでもやらな
ければならない」と言ったのは、亡くなった
方々への供養であるとともに、震災で強制的
に離散させられた人々を土地のアイデンティ
ティである芸能で呼び戻すとの決意からだ。
　2011年6月、百箇日にあたる日には、瓦
礫のまだ片付いていない地域で剣舞と獅
子舞による供養が自主的に行われた。ま
さに芸能が本来持つ意義に沿ったもので、
かつ地域住民が守り伝えてきた誇りを昇華
させて生成された「郷土芸能」を核にした
復興への一歩を踏み出す活動となった。

祭りでコミュニティーの自治機能を保ち、
外部からの注目を集める

◆うごく七夕・川原七夕祭組復興プロジェクト 

　宮城県陸前高田市にはさまざまな形態の
七夕祭りが各町に伝わっており、毎年8月の
七夕祭りは華麗な飾りをつけた数十台の山
車が勇壮な囃子に合わせて運行される。市
の中心部で商店が立ち並ぶ川原地区は津波
により全世帯が被災、「うごく七夕」の山車
や用具なども流失した。七夕祭りの復活は、
跡形もなくなったまち並みを取り戻したいと
いう住民たちの気持ちを奮い立たせる起爆
剤となった。
　川原地区は集団移転が予定されており、
従来の町内会は解散したが、祭組だけは残
した。祭りを中心とした新たな自治機能が生
まれ、今後は小正月に行われてきた悪魔祓
いと七夕祭りを催していくことで、川原地区
民が一年に二度集まるシステムをつくり出し
ていく。またマスコミやSNSなどの情報発信
で外部からの支援を集めており、毎年祭りを
通じて地域にボランティアを呼び込むという、
中長期的な交流のかたちを生み出した。

◆大槌・向川原虎舞復興プロジェクト

　岩手県大槌町で毎年9月第3土日に行われ
る小鎚神社の例大祭は、神輿、鹿踊り、大
神楽、虎舞、七福神、手踊りが行列をなし、
神楽の水ごり等で盛り上がる地域の一大行
事である。震災により町は壊滅状態、小鎚

うごく七夕・川原七夕祭組復興プロジェクト
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神社の鳥居まで火災に見舞われ開催が危ぶ
まれたが、向川原虎舞風虎会はじめ町内
虎舞4団体がつくる連合協議会ほか、地元
催事の伝承を担う青年が結束して例大祭を
行った。
　大槌にはさまざまな郷土芸能が伝えられ
ているが、虎舞の圧倒的なパフォーマンスと
青年たちのパワーが共感を呼び、メディア
でも取り上げられた。それにより大槌の郷
土芸能への注目が高まり、外部からの視線
に演者も芸能の質を磨き、その意義を考え
るようになる。また祭りは老若男女が揃うた
め、それぞれの意見や経験を見聞きし学ぶ
場ともなり、稽古などで集まる機会ができる
と、町の将来について語り合い、考える場と
もなっていった。

日本人のアイデンティティを意識、共感の
輪を広げる

◆地歌舞伎「一谷嫩軍記」気仙沼公演

　宮城県気仙沼には源平の戦いで名を馳せ
た武将・熊谷二郎直実の子孫が多く暮らす。
こうした縁から震災後、熊谷市民有志が気
仙沼を訪れた際に「直実公が登場する歌舞
伎を見たい」との声があがり、埼玉県の「熊
谷歌舞伎の会」と「小鹿野歌舞伎保存会」が

出演する地歌舞伎公演を気仙沼で開催する
こととなった。500㎞もの距離を超えての交
流イベント。両市ともに実行委員会を立ち上
げ、公演までに所縁の寺の住職による勉強
会を行った。
　同じルーツを持つからこそ同じ仕切りや考
えが潜在的に伝えられており、一族を題材と
した歌舞伎演目への理解と周知が公演を成
功に導いた。公演のきっかけをつくった気仙
沼の神社宮司は「私たちが震災の悪夢を乗
り越えるのにはこういった夢のような時間が
必要なのだろう」と語った。双方向の交流か
ら生まれる中長期的な支援として、この公演
が果たした成果は大きい。

◆「大室南部神楽保存会」再開及び伝承

　宮城県石巻市、大室南部神楽保存会は震
災ですべての道具を流失し、いまだに指導
者は行方不明だが、若い世代が中心となっ
て再建に取り組む。南部神楽特有の柄がつ
いた布を探し出し、服飾の専門学生らを募っ
て衣裳を縫製。神楽衣装を一から制作する
ことでその伝統美に触れてもらうねらいだ。
稽古は仮設の集会所で毎週1回行われ、住
民は避難先から車を駆ってやってくる。その
様子をFacebookなど SNS で発信している
ため支援者・賛同者が全国的に増え、2013
年5月の復活お披露目にはフォロワーが大挙
して押しかけそうな様相を呈している。
　このような状況は、震災前まで細 と々郷土
芸能を伝えてきた大室にとって初めてのこと
であり、こうした注目の浴び方や出会いが今
後の伝統芸能シーンにどのような影響をもた
らすかが楽しみである。若手舞手が中心と
なって進める活動は、今後も「大室＝南部神
楽」という図式で地域復興の推進力になるで
あろう。

岩手県大槌町の小鎚神社例大祭の様子
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地域文化の多様性こそが新たな社会創造
の礎

　2012年9月、上述の岩手県大槌町の小鎚
神社例大祭に、協議会会員を募って視察を
行った。津波で建造物が押し流され、商店
が賑わいを見せていた通りは建屋の基礎だ
けが残り、瓦礫の山に草が生い茂っている
様が時間の経過を感じさせる。地盤沈下も
起きている地域は盛土をするため、もう以
前のまち並みを思い出させる手がかりはなく
なってしまう。視界を遮る構造物がない中、
神輿が出、虎舞が絡み、鹿踊りや七福神が
連なって、まちの痕跡を確かめるように歩み
を進めていた。聞くと、周辺地域からの参
加団体が例年よりも多く集まり、舞手や鳴り
物を担う人の中には、地元だけでなく外から
の応援団も駆けつけたという。

 
　こうした事例が示すように、それぞれの土
地に根差してきた固有の芸能や祭りがコミュ
ニティを形成し、住民の縁となり、貴重な文
化に共感する多くの人々を結び付けているこ
とは間違いない。それが現在、震災から立
ち上がろうとする人々の大きな力になってい
るわけだが、さらに先の未来に向けて、被
災地も含めた地域の再生、文化による社会
創造への契機として捉えられないかというの
が、私どもの期待であり、提言である（註）。
　実は震災以前からも、祭りができない状
況となりつつある町や村はたくさんあった。
人口の流出と産業の衰退、それに伴う過疎
化や高齢化─「もともと地域にあった課題
が、震災で一気に噴出した」と指摘するのは、
小渕浜獅子舞復活プロジェクトを立ち上げ
た佐藤敏博氏だ。これまで積りに積もって
いた地域の課題が顕在化し、加速化してい
る状況にあるのだという。そして、これら課
題は被災地だけが抱えているわけではなく、

日本各地に共通して、多くの地域社会が直
面しているものなのだ。
　それならば、被災地が郷土芸能や祭りを
各々の糧として復興を促しているように、同
じような課題をもつ地域でも、地元の文化を
資源として活かす取り組みができないだろう
か。その土地に受け継がれてきた貴重な文
化の魅力を発信し磨きをかけ、地域の固有
性、独自性に基づく産業を尊重することで、
きめ細かな地域経済を生み出す。多様な地
域文化へのまなざしと投資こそが、新たな社
会と経済の枠組みをつくり出すのではなかろ
うか。
　震災から2年が過ぎても復興の実感に乏
しく、地域ごとに状況は異なって、大枠の
施策ではすくいきれない隔たりも広がってい
る。だが、故郷を離れざるをえない人、仕
事も暮らしも一変してしまった多くの人々が、
郷土芸能や祭りを一つの灯りとして自らの立
ち位置を確認している。身に沁みついた文
化の底力、それが市民自治やコミュニティー
の回復、あるいは地域経済の活性化や日本
の魅力発信を考えるうえでも基盤となるので
はないか。
　「百祭復興プロジェクト」を通じて出会った
方々の郷土芸能や祭りにかける思いに触れ
ながら、わずかでも我がこととして被災地の
復興を願うとき、自らがよって立つ地域の文
化、これからの社会のありようにも考えを巡
らせたい。引き続き、「GBFund」「百祭復興
プロジェクト」へのご理解ご支援をお願いす
るとともに、文化を核とした地域づくり、社
会創造に向けた議論の醸成をはかってまい
りたい。

註：企業メセナ協議会からのメッセージ・2013
「文化と経済の両輪による社会創造を─地域文化の多様
性こそが震災復興の礎─」
http://www.mecenat.or.jp 掲載
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　東京都による芸術文化を活用した被災地
支 援 事 業（Art Support Tohoku-Tokyo、
以下、ASTT）は、2011年7月より東日本大
震災の発生を受けた「東京緊急対策2011」
の一環として始まった。東京都が、東京文
化発信プロジェクト室（公益財団法人東京都
歴史文化財団）と共催し、被災地域のコミュ
ニティに対して、被災地域の多様な文化環境
の復興を支援するため、現地のNPO等の団
体やコーディネーターと連携することからアー
トプログラムを展開した。
　本事業の対象となった岩手県、宮城県、
福島県の3県において、2011年度は19プロ
ジェクト、2012年度は18プロジェクトの立ち
上げや実施を行ってきた。本稿では、2年間
の展開を、本事業の担当として関わってきた
筆者の視点から、いくつかの事例と共に振
り返ってみたい（*1）。

1. 現地パートナーとの協働
～地域での文化活動のプラットフォームとして～

　本事業は、東京都内でNPO等と共催によ
り文化事業を展開する「東京アートポイント計
画」の手法を用いて実施された（*2）。そのため、
事業費の支援だけではなく、3県に1つの事
務局と運営協議会を設置し、現地パートナー
と東京アートポイント計画のスタッフが共に事
業を練り上げ、実施を進めていくスタイルを
とった。このように東京都という地域外から
の支援、既存のプログラムを持ち込むのでは
なく地域ニーズに対応したプログラム策定を

目指した本事業にとって、現地のパートナーと
なった団体は、各県、各地域で文化事業を
展開するためのプラットフォーム（地域とのつ
なぎ手）の役割を果たすこととなった。
　宮城県は、えずこホール（えずこ芸術の
まち創造実行委員会）が事務局を担ってい
る。宮城県南部の 2市7町で構成される広
域行政事務組合によって設立された文化施
設だ。えずこホールとは、全県的な事務局
運営に加えて、本事業で、もっとも早く取り
組んだプログラム「藤浩志とカンがえるワー
クショップ」を行った。美術家の藤浩志と一
般の参加者が共に、宮城県内沿岸部を中心
とした被災地域を巡り、現地の人々の話を聞
き、現場を見る。行き先は気仙沼市や南三
陸町という県北部の沿岸部まで及んだ。こ
れは内陸部や沿岸部、行政区分など、同じ
県内にありながら物理的にも心理的にも分
断を生んでいた震災後の状況をつなぐ役割
を果たした事業と言えるだろう。その背景で

1-1-14  東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業
（Art Support Tohoku-Tokyo）から見えた震災以後の動き

公益財団法人東京都歴史文化財団　東京文化発信プロジェクト室
佐藤李青

藤浩志とカンがえるワークショップ
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は、えずこホールが培ってきた全県的なネッ
トワークが生かされていた。

 福島県では、特定非営利活動法人NPO
西会津ローカルフレンズを事務局として、福
島県立博物館のスタッフを中心としたメン
バーが、県全域の事業のコーディネートや運
営を行ってきた。2012年度からは「福島藝
術計画×Art Support Tohoku-Tokyo」とい
う名称で、福島県と共に、より全県的な動き
として事業を推進している（*3）。アーティスト
のワークショップと福島の地域の文化を体験
できるツアー型プログラム「週末アートスクー
ル」は主要プログラムだ。当初、震災以降の
線量に対するストレスを緩和するため、浜通
り、中通りの参加者を想定し、会津地域で
事業実施が図られた。2012年度は、活動エ
リアをいわきまで広げ、全県的なプログラム
となった。アーティストの調整だけではなく、
地域の文化に知悉した各地域の受入団体と
の連携が本プログラムでは重要となったが、
その際に福島県立博物館のスタッフがつな
ぎ役として果たした役割は大きかった。

　この2つの例からは、震災以前に公立文化
施設で積み上げられてきた活動が、震災以
降に機能したことを物語っている。えずこホー
ルは、開館以来、住民参加型の運営や積極

的なアウトリーチを展開していた。福島県立
博物館では「漆の芸術祭」といった事業と通
して、地域との関係を築いていた（*4 ）。また、
どちらも行政区の境界を越えた、全県的な展
開を行ったことも意義があっただろう。
　震災後の非常時に機能した、このような
役割を、今後の日常業務のなかでどう反映さ
せていくのか。ここでは、公立文化施設が
重要な役割を果たしたが、本事業のような、
いわゆる「館外業務」を前提としたプロジェク
ト型の事業の担い手や体制は、今後どこが
担っていくのだろうか。この点は、現在も議
論が続く課題として挙げられる。
　なお、岩手県では、特定非営利活動法人
いわて連携復興センターが事務局を担ってい
る。震災以降に立ち上がり、県全域の支援
のプラットフォームとなっている県内各地域
のNPOの連合体だ。地理的にも、交通アク
セスの面でも岩手県で事務局主導の事業展
開が困難であり、事業当初より地域集中型
の展開が実施された。この点は、他の2県
と動き方に違いがあった（*5）。

2. 実施プログラムの変化
～緊急支援から、持続可能な体制づくりへ～

　事業初年度の2011年度は仮設住宅を中心

週末アートスクール 釜石アート支援プログラム
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とした緊急支援的なニーズに対応したプログ
ラムも実施することとなった。「釜石アート支
援プログラム」の一環として、アーティストの
日比野克彦により、岩手県釜石市で実施さ
れた、色鮮やかなカラーシートにより仮設商
店街や仮設住宅の壁へ住民と共に彩りを与
えるというプログラムは、無機質な色をもっ
た仮設住宅や仮設商店街に対する住民の声
に応えたものだった。

　しかし、このような緊急的な支援のニーズ
は、初年度後半から現地では飽和状態とな
りつつあった。一部の仮設住宅では、テレ
ビの番組表のように、いくつもの支援プログ
ラムが同時並行で実施されるような状況が
生まれていた。事業は、時を重ねるごとに、
長期的な復興を視野にいれたプログラムの
比重が高くなっていく。
　岩手県大槌町で実施している「ひょっこり
ひょうたん塾」は、立ち上げ当初より、長期
的な展望をもったプログラムであった。震災
により甚大な被害を受けた大槌町では、町
外から多数の支援が寄せられていた。市街
地の復興のためには長い時間がかかること
が予想されていた。そのため、町内に生ま
れる多数の活動を調整する中間支援的な動
きをする人材や、長期的な「まちづくり」を議

論する場をつくるため、芸術文化による人材
育成事業「ひょっこりひょうたん塾」を始める
こととなった。それぞれのアートプログラム
の実施に主眼を置くのではなく、その実施を
通して、持続可能な運用体制、地域の多様
な活動のプラットフォーム（受け皿）となるこ
とが目指されている（*6）。事業は町外の専門
家の知見やスタッフの協力を仰ぎながら、大
槌町、町民との連携によって実施が進めら
れている。

3. 2年目の事業の特徴働
～議論する場をつくる、活動を記録に残す～

　震災直後から、各地の現場は走り抜ける
ように、さまざまな活動を展開してきた。震
災から１年が過ぎ、２年目の事業では、そ
れまでの活動を振り返ることやその継続性
を模索する展開が生まれてきた。
　2年目の宮城での事業は、宮城県も共に
実施することとなった。そのなかでも大きな
プログラムとして、宮城芸術銀河2012×Art 
Support Tohoku-Tokyo「なんのためのアー
ト」は、震災以降の活動について議論する
場をつくることを目指し、実施された。ゲス
トによる一方的な基調報告やトークセッショ
ンだけでなく、それによって多様な議論が
生まれる工夫が仕込まれた。参加者同士が
議論する時間をつくる。ファシリテーターの
進行やワークシートを活用する。議論しや
すい席の配置や会場づくりを行う。当日は
Ustreamでの配信を行い、ウェブサイト上で
の議論も誘発した。後日、録画映像とワー
クシートの内容はウェブサイトで公開もして
いる。ゲストの話題は活動報告に留まらず、
その本質的な意義を問い、長い時間軸をもっ
た視点から語られた。終了後の参加者の意
見では、ほぼ半数が震災以降に感じていた

「モヤモヤ」を解消し、もう半数は「モヤモヤ」ひょっこりひょうたん塾
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が増えたようだった。今後、長期化する復
興のプロセスにおいては、このような即時的
には回答が出ないような事柄について議論す
る場を、継続的につくっていく必要があるだ
ろう。
　「なんのためのアート」の事務局は、仙台
に本拠地を構えるアートリバイバルコネク
ション東北（以下、ARC>T）が担った。会場
構成や技術的な仕切りなど現地で蓄積され
ていたネットワークやスキルが存分に発揮さ
れた。
　ARC>Tは震災直後に仙台の舞台関係者
を中心に結成されたネットワーク組織として、
被災地の現場へ数々の出前活動などを行っ
てきた。震災以降に生まれた活動として、多
方面から評価されつつある。しかし、徐々
に周囲の状況が平常時へ戻っていくなかで、
２年を一区切りとして次の展開が議論されて
い る。「ARC>T ARCHIVE PROJECT」
は、その議論の材料とするため、ARC>T
のメンバーへのインタビューを通して、その
声を記録に残す事業として実施された。そ
の成果は関係者閲覧用のポスターにまとめら
れた。現時点では記録は内部議論用に非公
開とされているが、このような記録を残して
おくことは、今後、震災以降の活動を検証
するための重要な材料となっていくだろう。
　ARC>Tの議論に代表されるように、震災
以降の活動が非常時においてのみ必要なもの
であったのか。それとも、震災によって見え

てきた、日常においても必要な新たな活動で
あったのか（*7 ）。その教訓をいかに継承してい
くのか、どのように活動を（発展的に）続けて
いくのか。震災から２年が経った今、そのよ
うな議論を踏まえたプログラムや運営体制づ
くりが具体的な課題として挙がっている。

*1　紙面の都合上、プログラムの詳細は省くが、公
開情報は本事業のサイトに詳しい。Art Support 
Tohoku-Tokyo Report　<http://asttr.jp/>

*2　東京アートポイント計画は、東京文化発信プロ
ジェクトの一環として、まちなかでのアートプログ
ラムを、アーティストと市民が協働して実施・展
開することで、それらを可能にするプラットフォー
ムを形成し、地域社会の担い手となるNPOを
育成すること、その活動を地域社会のなかで持
続可能なものとするためリサーチ型人材育成事
業「Tokyo Art Research Lab」を実施している。
<http://www.bh-project.jp>

*3　「福島藝術計画×Art Support Tohoku-Tokyo」
は、福島県、東京都、東京文化発信プロジェク
ト室（公益財団法人東京都歴史文化財団）の三者
が共催し、地域の団体と協働してアートプログラ
ムを実施する事業。文化芸術に触れる機会や地
域コミュニティの交流の場をつくり、文化芸術に
よる地域活力の創出と心のケアという視点から復
旧・復興を支援している。プログラム内容は次の
サイトに詳しい。
<http://f-geijyutsukeikaku.info/>

*4　どちらも「地域における創造的で文化的な表現
活動のための環境づくりに特に功績のあった公
立文化施設」を顕彰する地域創造大賞（総務大臣
賞）を受賞していることは興味深い。

*5　スタッフが現地で、パートナーと協議しながら、
なんのためのアート
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事業を進めるスタイルだったため、岩手県に限ら
ず、内陸部に位置する新幹線の駅から在来線や
代替的な交通手段によりアプローチする沿岸部へ
の移動距離は、事業の推進に大きな影響を与え
た。

*6　事業名称は、「ひょっこりひょうたん島」のモデル
となったとされる蓬莱島が大槌町にはあること、
多様な個性をもったキャラクターが協力し合いな
がら島で起こる困難を解決していく同作品のス
トーリーをモチーフとしたことに由来している。プ
ログラム内容は「ひょっこりひょうたん塾」のウェブ
サイトに詳しい。
<http://hyotanjuku.jimdo.com/>

*7　たとえば、「震災復興を目的とした専門性の高い
市民活動の拠点」として、ARC>Tにせんだい演
劇工房10-BOXの一角を貸し出した同施設の二代
目工房長八巻寿文氏は「直観」として、ARC>T
が「本当の『日本型劇場』のヒント」になると感じ
ていたという（「震災に向き合った創造の現場」『シ
アターアーツ』晩成書房、2012秋（53）、34頁）。
一方で、ARC>T事務局長を担った鈴木拓氏は
ARC>Tに出来なかったことと示唆しつつ、「広い
意味でのアートセンターといわれるような、そこで
作ってそこで発表もして、そのままそこで交流も行
われるというような場所」を個人的な夢として語っ
ている（「被災地のニーズと演劇人のモチベーショ
ンをつないだ一年」『シアターアーツ』晩成書房、
2012夏（51）、14頁）。どちらも震災後のARC>T
での経験からのコメントではあるが、その射程は
平常時に必要とされる新たな制度へ言及している
といえるだろう。
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1-1-15  東京藝術大学における震災復興支援活動報告書

東京藝術大学理事・副学長
北郷　悟

　 平 成23年3月11日14時46分18秒、 宮 城
県男鹿半島の東南東沖130Kmの海底を震
源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、
この大地震に誘発された巨大津波により、
東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅
的な被害をもたらしたほか、東京電力福島
第一原子力発電所では炉心溶融（メルトダウ
ン）が発生し、大量の放射性物質の漏洩に
伴う重大な原子力事故に発展しています。
　あらためて犠牲となられた皆さまのご冥福
と被害を受けられた方々の一日も早い復興を
心から祈念いたします。
　ここに、これまでの東京藝術大学の震災
復興支援活動の御報告をいたします。

震災当日の本学の対応について

　大地震が起きた 3月11日の前日、本学で
は美術学部・音楽学部の入学試験が終了し
たところでした。地震当日は、JR山の手線
をはじめ各路線が運休し駅を中心に多くの
帰宅難民者が溢れかえりました。本学では、
総理官邸及び文部科学省からの要請により
体育館を開放し、また、台東区との連携に
より毛布等の調達をうけ、約100人の帰宅難

民者を受け入れました。
　翌12日は、教授会が予定されており、学
部入学試験の最終判定を行うとても重要な
会議でしたが、東京都内は大混乱しており、
電車等の交通機関は運行が制限されていま
した。そのような大混乱の中、教員が集ま
る事ができ教授会が成立することができま
した。新しい学生の受け入れについて、この
ような困難な状況の中で新年度を迎えること
となりました。
　そのような状況の中、私達が大学として
緊急の震災支援を考えると同時に、既に学
生たちは個々のボランテイアという形で被災
地の方に向かっており、様々な支援として炊
き出し等々も積極的に参加協力してきた姿が
ありました。また、近隣の神社を中心にした
支援物資を配送拠点に集めて被災地に送る
というようなことも、自分が出来る範囲にお
いて、自らの判断により復興支援のための
活動を行っていた状況です。

本学における主たる震災復興支援活動に
ついて

◆「被災地美術館応援企画」「今、美術の力
で─被災地美術館所蔵作品から」

　東北地方には主要美術館があり、それぞ
れの状況をもって被災をしています。開館な
どの運営ができない中で、本学大学美術館
を開催館として、その土地の代表的な作品
をそれぞれに持ち寄り展示するという企画を
行いました。「今、美術の力で一被災地美術
館所蔵作品から」を主題として、宮城県立美「今、美術の力で」展　展示会場風景
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術館、いわき市立美術館、茨城県立美術館、
茨城大学五浦美術文化研究所、東京藝術大
学等東北地方の芸術文化の素晴らしさを展
示し、いち早く一般公開に踏み込みました。

◆五浦美術文化研究所「六角堂」復元協力
　下の写真は、茨城大学五浦美術文化研究
所の再建された六角堂です。大震災で岡倉
天心の居住地としてゆかりの六角堂が津波
で流されてしまい、早急に連携協力体制が
とられ、本学大学院美術研究科文化財保存
学彫刻研究室では、屋根部分の宝珠を復元
する等見事な六角堂が再現され、現在では、
一般公開されています。
　これらの連携体制について、それぞれが
もつ芸術文化の専門性の高い知識、高度な
技術と、お互いに協力し、支え合いながら
社会に発信するというような姿は、本学の社
会との連携協力の本質といえます。

◆チャリティーコンサート「故郷」（ふるさと）
～被災地出身演奏家の祈りに応えて～

　 フランスのボーヴェ大 聖 堂でのチャリ
ティーコンサートのリハーサルの中で「難民

を助ける会」の関係者が集まり、本学音楽学
部の杉木教授による「音楽で復興支援を行
いたい」との呼びかけにより、被災市出身の
本学卒業生及び東京フィルハーモニー交響
楽団メンバーを中心としたオーケストラを結
成し、平成23年5月20日に東京オペラシティ
コンサートホールにて演奏会「チャリティーコ
ンサート「故郷」（ふるさと）〜被災地出身演
奏家の祈りに応えて〜」を開催しました。
　この演奏会は、平成23年4月12日の朝日
新聞で掲載され話題となった大船渡高校生
のトランペット奏者も参加しての開催となり、
大きな感動が起きました。

◆東京藝術大学教員有志による被災地復興
支援・文化財救援作品展

　本学の教員有志による被災地復興支援と
して、文化庁及び公益財団法人文化財保護・
芸術研究助成財団による「被災地の文化財
復興」に寄附協力を行いました。
　本学教員の有志がそれぞれの作品を持ち
寄り、本学藝大アートプラザにおいて「東京
藝大教員有志による被災地復興支援・文化
財救援作品展」を開催し、売上金の全額を
同財団に寄附しました。
　また、平成24年度は、国際チャリティー
企画として「アジアの芸術系大学教員有志に
よる被災地復興支援・文化財救援作品展」
を開催しました。

再建された六角堂

演奏会場風景
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◆東京藝術大学と飛鳥Ⅱによる大船渡市復
興芸術支援～子供たちに夢を～

〈大船渡地域復復興支援事業（株）郵船クルー
ズ客船飛鳥Ⅱと本学が連携〉
　連携プロジェクト「大船渡地域の復復興
支援事業」の一環として、株式会社郵船ク
ルーズの客船と本学が連携協力して、客船
の寄港地でもあった大船渡市を支援するた

めのプロジェクトを実施しました。本学学長
も現地参加し2 つのプロジェクトを実行しま
した。一つは、大船渡高校における「自画像」
をテーマとした美術授業協力です。この「自
画像を描く」は、親族を失ったり、友人を失っ
たりという最も辛い状況の中、自分を描くこ
とで、その自分の中にいる親の姿、または
おじいさんの姿、またはその背景にいる友人

戸田大船渡市長と宮田学長

大船渡高校における美術授業協力風景

大船渡港に向かう「飛鳥Ⅱ」

「藝大教員有志による作品展」会場風景

「アジアの芸術系大学教員有志による作品展」
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を思うことに勇気を見つけるというねらいが
あり、このときのイーゼルや画板、紙などは、
企業から支援を受け、資金は民間の美術館
から寄附をいただいて、備品として寄贈させ
ていただきました。
　二つ目は、飛鳥Ⅱの船中の活動とし、客船
劇場に大船渡市民をご招待して音楽学部の
学生が心ある歌を披露するプロジェクトを行
いました。150人ほどの市民が集まり音楽学部
の教員と学生の演奏に聴き入っていました。

◆「日本一美しい漁村」をめざした石巻市雄勝
の地域特性を活かした復興まちづくり事業

　石巻市の地域特性を活かした復興まちづ
くりのため、美術学部建築科を中心とした復
興のための協議会を結成し、マスタープラン
等を計画するプロジェクトを行っています。こ
のプロジェクトには、本学のほか、東北大学、
日本大学、立命館大学が参加しており、他大
学と連携したプロジェクトとなっています。
　具体的には、国立大学協会の震災復興・
日本再生支援事業として「石巻市雄勝の地
区特性を活かした復興住宅モデルづくり等
事業」を本学が中心となって事業展開し、復
興に向けて「石巻市雄勝町の住民による復
興まちづくり協議会」に定期的に参加し、高
台移転計画や低平地活用等のマスタープラ
ンを作成しています。

◆東日本大震災復興アーカイブ支援プロ
ジェクトの実施

　東日本大 震災復興アーカイブ 支 援プロ
ジェクトの一環として、大学院映像研究科の
学生で構成する撮影チームが、現地を震災
後ずっと訪れて取材を続け、人 と々震災の姿
をリアルなアーカイブとするDVDのドキュメ
ント映像を作成しました。
　作品「なみのおと」は、被災した方たちに
インタビュー形式で現場の生な声と姿を記録
とし後世にも伝える内容です。今後のアーカ
イブとして重要なものになります。

作品「なみのおと 」大学連携プレゼン活動
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◆木造地蔵菩薩立像制作～鎮魂の｢おやこ
地蔵尊｣制作～

　被災地における心の造形支援として、陸
前高田に生育していた松の木を使って、地
蔵菩薩を本学大学院美術研究科文化財保存
彫刻専攻の教員、学生が制作しました。こ
れは陸前高田の曹洞宗の海岸山普門寺に 3
躯、善光寺へ1躯、奉納いたしました。

◆被災した学生、受験生の入学等の弾力的
な取扱い

　被災した学生、受験生の入学生等の弾力
的な取扱いについて、次のとおり実施しまし
た。

〈東日本大震災による授業料等の免除や緊急
災害奨学金の創設〉
　東日本大震災（長野県北部の地震を含む）
により授業料等の納付が困難となった学生
を対象に「東日本大震災による授業料及び入
学料免除制度」を実施するとともに、国際交
流協定校等から寄せられた義援金により被
災者への支援を行うことを目的として緊急災
害奨学金「東日本大震災被災学生支援金」
を給付型で創設。 

〈東日本大震災により被災した本学入学志願
者の検定料免除〉
　東日本大震災により被災した者で本学に
入学を志願する者への入学試験に係る経済
的負担を軽減することにより進学機会の確
保を図るため、検定料の免除を実施。 

〈その他〉
・「履修登録ができない」学生については、

履修手続き期間の延長。
・「授業に出席できない」学生については、4

月は出席扱いとし、5月以降は個別対応。

最後に

　本学では、文化芸術の様々な面から物的・
人的な支援を様々な形で行ってきました。
　展覧会、演奏会、文化財の修復や美術教
育指導協力等様々です。
　「本物の芸術の価値」を社会に伝え、また
より多くの子供達へ芸術の素晴らしさ、人間
の素晴らしさを育成することを目的に、日本
文化創造のため、大学からの発信基地とし
て芸術支援プロジェクト等、さまざまなかた
ちで計画しています。

木造地蔵菩薩立像制作風景

善光寺への奉納
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　15件の活動報告からは、多くのたいへん
貴重な情報を読み取ることができるが、本
稿では、そのうち次の3点についてまとめて
みた。

（1）文化芸術が人々や社会に対して大きな力
を発揮するということの再認識

（2）文化芸術の分野で被災地を支援する場合
に支援者と支援を受ける被災地・被災者
との間を取り結ぶ中継センターの必要性

（3）コーディネーター人材の育成や日頃のネッ
トワークの強化など今後に向けての課題

文化芸術の力の再認識

　東日本大震災直後、被災地では、気仙沼
市教育委員会の千葉氏が書いているように、

「命をつなぐので精一杯、文化どころではな
い」状況であり、文化芸術分野の被害への対
処や文化芸術活動の再開については、始動
に一定の時間がかかった。
　初期の段階を過ぎたあとも、このような大
きな被害を目の前にして文化芸術に何ができ
るのかという疑問が常に発せられていた。し
かしながら、この報告書に収録された事例を
はじめとして、被災地で繰り広げられてきた
活動は、文化芸術が、大きな困難を克服し
て復旧・復興に当たる人々の心に寄り添うと
ともに、地域社会の絆を形成するのにかけが
えのない大きな役割を果たすことを如実に示
している。文化芸術に関わる者としては、そ
のことを改めて今一度広く発信しておく必要
がある。

　被災地の文化芸術関係者は、自らも被災
者であると同時に被災した人々に対して文化
芸術を届ける立場にもあった。震災直後は、
施設も被害を受け通常の活動ができる状況
ではなかったため、避難所に出向いたり、被
害の少なかった施設を借用したりすることに

より、文化芸術活動を行った。震災2週間後
に1回目の復興コンサートを行い、現在まで
に270回を超える公演を行ってきた、仙台フィ
ルハーモニー管弦楽団の事例やホールの機材
とノウハウを活用した「子ども映画会」「ライブ
コンサート」、ボランティア公演を希望するアー
ティストのコーディネートを行った福島県文化
センターの事例などが報告されている。
　また、がれき処理等のボランティアとして
被災地に入っていたアーティストがそのまま
留まって文化芸術活動を行ったケースも含め、
被災地以外の地域から多くの芸術家やアー
ティストが様々なプログラムを携えて被災地に
赴き、文化芸術活動を行っている。
　これらの活動の多くは、大震災からの復
旧・復興の段階に合わせてその形態や手法、
内容などが変化してきているが、被災地の
人々に受け入れられ、継続してきている。

　音楽の力による復興センター東北の大澤氏
は、「『音楽の力』が抽象的に表現された理
念・理論ではなく、極めて具体的な機能を持
つパワーであることを実感した」と述べ、音
楽の役割を「鎮魂・癒し」「日常を回復する契
機」「元気づけ・励まし」「絆・ネットワークの
構築」「地域の音楽文化の創造と活性化」「震
災記憶の伝承」と整理している。
　シャンティ国際ボランティア会岩手事務所
長の古賀氏は、図書そのもの及び図書を届
ける活動が、「情報を得る」「いやなことを忘
れる」「異なる世代や家庭のつなぎとなってい
る」ことを報告している。
　子どもたちに与えた影響も特記しておく必
要がある。ふくしま次代を担う子どもの文化
芸術体験事業実行委員会事務局の木村氏の
報告には、大震災に加え原発事故の影響で
屋外での活動が制限されている福島の子ども
達にとって本物の芸術を生で身近に触れる機
会は、他地域以上に大きな意味を持つもの

1-2. 活動報告から見えてきたもの
─今後の展望と課題
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であったことがわかる事例が印象的に記述さ
れている。

　企業メセナ協議会の荻原氏は、同協議会
のGBFund「百祭プロジェクト」の実践から、
郷土芸能や祭りの復活や継続が人々の絆を強
め、地域復興の核となり、更には他地域との
新たな交流を生み出す種ともなり、計り知れ
ない力を発揮している事例を報告している。
　仙台市科学館の菊池氏の報告からは、被
災したおしかホエールランドから預かった博
物館資料を仙台市科学館で展示したところ、

「地域文化の証言者としての文化財資料」と被
災した方 と々の再会の場となり、故郷を離れ
て避難生活を送っている人々にとって大きな
力になったということが読み取れる。
　村全域が計画的避難区域となった飯館村
の村民の作品展示、文化活動等の発表や公
演、歴史資料等の展示などから成る「飯舘村
文化復興祭」は、散り散りになった村民が久
しぶりに再会し、郷土の文化を再確認すると
ともに、ふるさとへの思いを新たにし、「飯
舘村の文化復興」への大きな一歩となったこ
とを飯舘村教育委員会の高木氏は報告して
いる。

　これらの事例から歴然とわかるように、文
化芸術は、まず、ひとりひとりの心を開き、
潤し、元気付けるという個人に作用する力を
持っている。また、ひととひとをつなぐこと
によってネットワークができることやコミュニ
ティを形成する根源的なものを持っているこ
とから、社会的な大きな力を持っているとい
うことも明確に示されたのである。

被災地と支援者とを結ぶ中継センターの
必要性

　仙台フィルハーモニー管弦楽団の活動の推

移、進展を分析した大澤氏は、①「首都圏の
支援者の組織」②「仙台などに復興センター」
③「沿岸部に所在する最終的な受援者の団
体」の3つの拠点を持つシステムが、支援者か
らみると遠くて広い被災地をカバーする意味
でも有効ではないかと指摘している。そして、
中でも②の被災地・被災者と支援者を結ぶ中
継センターが不可欠であると述べている。
　事例を見ていくと、この中継センターの機
能を果たしているものは他にもいくつも報告
されている。「3.11絵本プロジェクト」の盛岡
市中央公民館、遠野文化研究センター、「は
ま・なか・あいづプロジェクト」の福島県立博
物館、「次代を担う子どもの文化芸術体験事
業」の福島県文化センター、そして個人ではあ
るが「百祭プロジェクト」の全日本郷土芸能協
会の小岩秀太郎氏である。また、①に分類さ
れる団体のうち、シャンティ国際ボランティア
会、日本芸能実演家団体協議会及び東京都
歴史文化財団は、被災地における活動展開
のため、自ら現地事務所を開設したり、地元
の自治体やNPO団体・市民団体などと組む
などして②の中継センターを創り出している。
東京都歴史文化財団の表現では、「地域での
文化活動のプラットフォーム」、遠野文化研究
センター調査研究課長・小笠原氏の表現で
は、「近くの後方支援基地」となっている。
　中継センターは、被災地の中でも比較的被
害が小さかった地域に所在し、被災地に土
地勘があるとともに活動実績のある団体で、
日本全国、より広く言えば全世界に存在して
いる文化芸術資源や被災地のために何かした
いと思っている関係者の気持ちと実際の行動
を被災地に届ける非常に重要な媒体としての
役割を担うものといえよう。

　中継センターとなった機関や団体の活動、
その成果などについて少し分析してみたい。
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第１章　文化芸術による復興推進の取組

　「音楽の力による復興センター・東北」は、
大震災直後に仙台フィルハーモニー管弦楽団
の事務局を母体として発足した任意団体で
あったが、長期にわたって事業を継続してい
くために、一般財団法人を設立した。日本
オーケストラ連盟加盟の他地域のオーケスト
ラやウィーンフィルハーモニー管弦楽団の被
災地での公演活動や統廃合される学校の校
歌の CD化などのコーディネートを行ってい
る。支援する側・される側双方の思いを実際
的なプランに具体化したり、事務化したりす
る能力を持った組織が求められており、信頼
性を有することも必要であることから、法人
格を持たせることとしたものである。

　公民館、博物館、文化センターは、大震
災直後、通常業務を中止せざるを得なくな
るという状況の中で、本来業務ではない活動

（従来はそう考えられていた）や施設の外で行
う活動に取り組むこととなった。
　福島県立博物館は、「はま・なか・あいづ
文化連携プロジェクト」において、被災地で
活動したいというアーティストと福島県の有す
る多様な文化資源を結びつけるコーディネー
ター役を担っている。実際に行われた事業は、
県内各地での創作活動、ワークショップ、展
示、ダンスパフォーマンス、意見交換会、祭
礼の調査、アーティストインレジデンスなどで
ある。これらの事業により、地域住民とアー
ティストとの交流が生まれたり、地域の伝統
文化の継承への取組が進められたり、市民
団体・市立博物館・県立博物館の連携が密
接になるなどの成果が得られた。更に、ダン
スパフォーマンスを創作し、全国で公演する
企画が進行しており、「支援される側から全
国への文化発信の試み」として注目される。
　盛岡市中央公民館では、被災地に絵本を
届ける事業を行うことにより、ボランティアで
参加した市民を中心に新しいネットワークが

形成されるという効果がもたらされるともに、
コミュニティ再生に当たって社会教育施設が
果たすべき役割を考える機会ともなった。

　東京藝術大学と石巻市による「『日本一美
しい漁村』をめざし、石巻市雄勝の地区特
性を活かした復興住宅モデルづくり等事業」
は、他大学とも連携し、協議会を結成して、
マスタープランを作成している。
　東京都の「Art Support Tohoku-Tokyo」
においては、東京都から財源と人材と事業
のノウハウを被災地の文化センター、博物
館、NPO法人、アーティストの団体に送り込
み、それらを拠点として、もともと有していた
実績、人脈等を最大限活用してその地域に
求められる事業を練り上げていったものであ
る。緊急に始められた支援事業であるが、2
年目に入って、持続可能な運用体制づくりに
次第にシフトしてきている。
　日本芸能実演家団体協議会の事例は、被
災地の被災状況と時間経過による変化を踏
まえて、継続的に支援を行うために、現地の
自治体あるいは市民団体と協定を締結すると
いう手法をとっている。これは、被災地の自
治体自身が、文化芸術分野の復興及び文化
芸術による復興に正面から取り組むよう誘導
することをも目的としている。財源も、地方
公共団体向けの補助金である文化庁の「地域
発・文化芸術創造発信イニシアチブ」を活用
することを考えている。

今後の展望と課題

　被災地の復興にはまだまだ長い時間が必
要である。高台への集団移転や原発事故の
影響によりいつ戻れるかわからない地域もあ
り、従来の地域コミュニティがそのままの形
では再生されないケースもある。このような
状況の中で、息長く文化芸術による復興支
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援を継続するとともに、まちづくりに文化芸
術振興の視点を盛り込んでいく必要がある。
　そのために求められる事項を報告事例の
分析を通じて以下の4点にまとめてみた。

①コーディネーター人材育成の必要性
②持続可能な活動基盤の形成と平時から

のネットワークの構築
③財源の確保
④震災から得た教訓や復興の過程におけ

る活動のアーカイブ化

コーディネーター人材育成の必要性

　大澤氏の報告の中では、中継センターに
おいて、豊かな文化資源を生かす世話役を果
たすコーディネーターが圧倒的に不足してい
ることが指摘されている。
　坂田氏の報告の中でも、「これからの文化
振興を考える熟議」において「集会所ではな
く、様々な思いや活動を「結び」、地域復興
に至らしめるには「人」のいる公民館でなけ
ればならない」という発言があったというエピ
ソードが紹介されている。
　先に必要性を述べた中継センターには、中
継の機能を果たすためのコーディネーターの
存在が不可欠である。寄せられた事例の中の

「中継センター」がその機能を十分に果たして
いるのは、それぞれに有能かつ意欲のある
コーディネーターがいるからこそではないだろ
うか。それがまさに、事例報告をしてくださっ
た執筆者の方々ではないかと思う。
　コーディネーターは、支援者側の「思い」と
何をしようとしているかということを的確に把
握し、それをどの被災地・被災者にどのよう
な形で届ければよいかを見極めて、資金の調
達をどうするか、細かなロジスティクスも含め
て調整していく人材である。大澤氏が指摘
するようにプロフェッショナルのレベルと内容
が要求されるけれども、利益の発生しない

仕事である。このようなコーディネーターは、
中継センターの機能を持つ博物館や文化セン
ターの職員である場合もあるし、NPO や団
体の構成員が該当する場合もあろう。
　中継センターの設置と同時にコーディネー
ターを養成する仕組みを検討する必要がある。

持続可能な活動基盤の形成と平時からの
ネットワークの構築

　事例によると、時間の推移とともに、事
業内容は変化してきている。東京都の「Art 
Support Tohoku-Tokyo」は、もともと東京
都で行われていた「東京アートポイント計画」
が、地域の中にアートプログラムを実施する
プラットフォームを形成し、地域社会の担い
手となるNPOを育成すること、その活動を
持続可能なものとするために人材養成事業を
行うものであることも反映して、特に2年目か
らは長期的な視点を持つプログラムにシフト
してきている。大槌町の「ひょっこりひょうた
ん塾」や宮城県の「なんのためアート」は、ま
ちづくりや震災後の文化芸術活動について議
論する場を設けるものである。
　気仙沼市では、あまりに催しが多すぎたた
めか、住民が無料公演に慣れてしまって、対
価を払って芸術を鑑賞することに対して抵抗
感が生じるようになったとのことである。これ
では、文化芸術活動を届ける側もやる気を失
い、長続きしない。大澤氏は「受援力」と名
付けているが、被災地の人々が受け取った文
化芸術の価値を適切に認識し、アーティスト
との心の交流も生まれるような状況を作って
いく必要もある。
　「なんのためアート」の中では、震災以降の
活動が非常時においてのみ必要なものであっ
たのか、それとも震災によって見えてきた日
常においても必要な活動であったのか、が
議論されたという。日本動物園水族館協会



第１章　文化芸術による復興推進の取組

71

の山本氏は、全国組織である協会が、被災
した園に対して様々な支援を展開した経験か
ら、広域災害や危機管理に対応できる組織
の仕組み、協会と加盟園館との組織的連携
の必要性を強く指摘し、「当たり前かもしれ
ないが、日々の“つながり”が危機を克服す
る」と述べている。そしてつながる相手先と
して、国、国民・市民、地域、世界、個々
の園館の5つをあげ、更に動物園と水族館の
つながりを今後強化していきたいとしている。
このつながりの強化は、災害対策ということ
ではなく、生物多様性保全を通して地球環境
に貢献するという動物園・水族館の普遍的な
あるべき姿の実現のためであるとしている。

財源の確保

　報告された事例の財源としては、募金や寄
付、活動団体の出捐、被災地を対象とした
特別のプロジェクトや国の予算措置など、東
日本大震災のために用意されたものがまず挙
げられる。企業メセナ協議会のように、広く
募金をし、ある程度継続して支援できるよう
な体制を作っている機関の存在はたいへん
貴重である。
　大震災のための特別の財源は、緊急対応
のために設けられたものもあり、いつまでも
つか不明である。一旦軌道に乗った活動が
財源不足のために途切れたりしないように、
継続的に財源を確保していく必要がある。そ
のためには、通常のプロジェクト予算の中に
震災復興枠を設けることを国や地方公共団体
に働きかけたり、企業メセナ協議会荻原氏
の報告にあるような文化振興関係の助成財
団の理解を得たりする努力も必要である。ま
た、通常の財源のうち活用できるものがない
か、どのようにすればその財源を獲得するこ
とができるかなど、ファンドレイジングもしな
ければならない。財源を必要とする個々の団

体がそれぞれファンドを探すのはたいへんな
手間と苦労であるので、財源情報を一括して
収集、提供するとともに財源獲得のためのア
ドバイスをする機関があるとよいのではない
か。
　気仙沼市の報告にあるように、自治体にお
いては、予算が提示されてもそれを実行して
いく人手が不足しているのが実情である。上
記の中継センターのコーディネーターや市民、
大学生などの力を借りながら事業を遂行して
いく体制を構築していく必要がある。

震災から得た教訓や復興の過程における
活動のアーカイブ化

　国際開発救援財団の堀合氏が報告してい
る「伝津館（津波の災害を伝える館）」や写真
集の発行、東京藝術大学の北郷氏の報告に
ある「東日本大震災復興アーカイブ支援プロ
ジェクト」のように、大震災による被害とその
後の復興の過程で実施された活動を記録と
して蓄積する取組も注目すべきものである。
　被害に関する資料のアーカイブ化は、被災
した方々にとっては辛いものではあるが、今
後も発生し得る災害に対する教訓や備えとし
てはたいへん貴重なことである。また、復興
のための活動の記録は、後続の取組の参考
になると同時に、今後別の災害が発生した場
合に迅速かつ的確な対応をとるための大きな
力ともなる。各地でこれらアーカイブ化の取
組が行われているが、これらアーカイブを横
断的に結んで活用できるようにすることも求
められる。
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1-3. 被災地における劇場・ホールの取組と
今後のあり方

　今回の東日本大震災は、その地域に立地
する公立の劇場・ホール（以下、公立文化施
設）にとっても、極めて大きな試練であった。
建物や設備の被害、職員の被災、さらには
被災・復興に伴う予算/人員の逼迫の影響な
ど様々な苦難に直面し、多くの施設では再
開までに一年以上の期間を要し、沿岸部で
被災した館の中には、未だ再開の見通しが
たたないところもある。さらに、見た目は一
応復旧していても、震災前の事業水準に戻
るには相当の期間が必要であろう。
　しかし、一方で、この大災害において、
公立文化施設が地域社会に大きな貢献を果
たしうる可能性も示してくれている。当初の
被災者の受入から、その後の心のケア、さ
らには住民が将来に向けて歩んでいく支え
となる地域コミュニティや文化の復興に至る
まで、地域の公立文化施設が果たしてきた
役割は決して小さくない。これらの取組の
中には、東日本大震災の各被災地だけでな
く、日本全体の文化施設のあり方にとって、
示唆に富む貴重な経験や試みが多く含まれ
ている。

長期にわたる避難生活を支えた
被災者に寄り添う様々な取組

　被災地での公立文化施設の役割は、発生
直後から現在に至るまで、期間の経過ととも
に変化している。まず当初必要とされたのは
避難所としての役割であり、被災された住民
の方々の心に寄り添い、痛みを分かち合う
取組が必要とされた。宮城県の岩沼市民会
館、福島県のいわき芸術文化交流館アリオス

（以下、アリオス）の2施設は、避難所として
機能した顕著な事例となっている。
　地震、津波、原子力災害という状況の中
で、公立文化施設は、文化というより、まず、
行政が設置した公共施設として、着の身着

のままで避難してきた多数の住民の方々へ
の避難所としての機能を果たす必要がある。
当初の防災計画で避難所として指定されて
いたかどうかにかかわらず、公立文化施設
は、公立というだけで、住民の方々にとって
緊急時の心の支えとなるべき施設である。
岩沼市民会館では約3カ月、アリオスでは約
2カ月、「避難」施設として稼働し、多くの方々
の生命と暮らしを支えた。
　岩沼市民会館では、様々な危機的な状況
があったにもかかわらず大きな問題もなく運
営を続けることができた。その要因としては、
避難された住民の方々の協力意識や職員の
努力に加え、次の三つがあげられる。
　一つは集落単位の代表者会議を行ってコ
ミュニティを保持したこと、二つ目は自衛隊
/病院/他自治体などの諸団体の支援があっ
たこと、三つには全国のボランティアの支援
があったことがあげられる。ハブとして日頃
から地域住民とつながっていた公立文化施
設があり、その上で地元のコミュニティと支
援のネットワークが機能した。
　福島県いわき市のアリオスは、長期にわ
たって帰還が難しい原発被災者の方々を多
数受け入れた。その中でアリオスが積極的
に取り組んで来たのが、原発被害の中、外
で思いっきり遊ぶことができない子どもたち
の心のケアを目的とした『あそび工房』など
の各種活動や閉館中の2011年6月から『おで
かけアリオス』と銘打った地域の小・中学校
へのアウトリーチ事業であった。
　『あそび工房』は、当初の子どもの心のケ
アという射程を大きく超えた成果を実らせ、
子どもだけでなく、参加した大人たちの生
き甲斐にもつながった。遊び場も道具も乏し
い避難所という限られた空間で、子どもたち
が自主的に工夫を重ねることによって多様な

「あそび」が創造されていった。大人たちも
間近で展開される子どもたちのそうした活動
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に参加するようになり、子どもと大人の新し
い絆づくりにつながっていった。
　岩沼市民会館の避難所運営とアリオスの

『あそび工房』などの活動は、時期も内容も
大きく異なるが、共通している点がある。一
つは震災によってもたらされたその地域の危
機に対する活動であるということ、もう一つ
は危機への対応に当たって、施設の職員だ
けではなく、幅広く住民やボランティアの力
を巻き込んでいった、ということである。地
域社会の、地域コミュニティの危機に直面し
て、みんなで立ち向かう際の一つの拠点とし
て地域の文化施設が担うべき役割が鮮やか
に浮かび上がってくる。
　都道府県の文化施設も、市区町村の文
化施設も、「文化芸術の施設」であると同時
に、「地域の公の施設」であり、地域に住ま
う方々に向き合い、絆を深め地域を元気に
していくことも大きな役割である。岩沼市民
会館とアリオスの 2 つの施設の経験は、こ
のことをわかりやすく教えてくれる。そして、
このことは、東日本大震災直後の被災地だ
けではなく、全国の文化施設にも共通する
テーマである。

震災の体験を通し改めて
施設のあり方が浮き彫りに

　東日本大震災発生から2年。時間が経つ
につれ、震災の体験から公立文化施設のあ
り方を問い直す流れも出てきている。宮城
県の仙南芸術文化センター「えずこホール」
では震災後3日目からアウトリーチ活動を再
開した。また、震災から1ヵ月後の 4月12日
に二兎社の『シングルマザーズ』の公演を実
施した。特にアウトリーチ活動には力を入れ
ており、2012年には、保育所、児童館、小
学校、中学校、高校、介護保険の通所施設・
入所施設、心身に様々な障害を持った方の

授産施設等に計133回実施した。
　介護施設では、認知症の方で、日常的な
ことはすぐに忘れてしまう症状の方が、ちゃ
んと前回のワークショップのことを覚えてい
て、「あなた、この間来ましたよね」と問い
かけてくれるようなこともあったと聞く。感
動したこと、心に響いたことは忘れないし、
自然と元気を回復させてくれる。ここにアー
ト本来が持っている効果の１つが現れてい
る。
　こうした活動が着実にできてきたのは、え
ずこホールが平時から地域に密着した活動
を行っていたからである。常日頃、地域と
連携して、地域の状況をわかっているところ
でなければ、非常時に、様々な地域の関係
者に対していろいろな働きかけができる状
態にはなれない。緊急時の対応は、平時の
活動の延長線にあるということができる。
　公立文化施設とは、何より、地域コミュニ
ティの拠点施設であり、十全に機能するた
めには、狭義の文化芸術の垣根を取り払い、
施設の枠を越えて、まちに、地域に出てい
かなければならない。
　東日本大震災は多くの方々の心にも深甚
な被害をもたらした。そういう意味では、
被災された方々ほどアートを必要としてい
る。だが、現実には、被災地の厳しい暮ら
しの中で、被災された方々をアートから遠い
ところに押しやってしまっている。その距離
をなくしていくことが必要である。そのため
には、平時から、そうした試みを繰り返し、
地域社会での個々のコミュニティとつながり
をつくっていなければならない。普段コミュ
ニティの核として人々を元気づけている施設
であればこそ、緊急時に、機能できるので
ある。
　東日本大震災は、こうした地域の公立文
化施設のそもそものあるべき姿や方向性を、
改めて浮き彫りにする契機となっている。

第１章　文化芸術による復興推進の取組
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絆とアイデンティティが再生する
「創造的」復興を

　本報告書第二章で「阪神淡路大震災から
の教訓」として、復興理念は文化復興である
べきということが指摘されている。その地域
が本当に復興していくということは、当該地
域が今までの歴史の中で培って来た文化そ
のものの復興でなければならない。そのた
めには、復元的な発想に留まるのではなく、
地域を主体とした「創造的」復興が必要とな
る。阪神地区における震災後の実際のアー
ティストたちの創作活動やそれを支えた民間
の「公共的」な支援組織の活動などから導き
出されたこの指摘は重要である。
　前述した被災地における3 つの施設の経
験も、基本的には、この「復興は文化復興
であるべき」という指摘と共通するものであ
る。確かに見た目には活動の内容は相当に
違う。日本有数の大都市であり、数多の一
流アーティスト、実演家、作家が居住してい
た阪神地区とは異なり、東北の被災地の場
合、創造活動の担い手の多くは、民俗芸能
を伝承したり、あるいは子どもに豊かな遊び
を提供する一般の「素人」である。しかし、
アートや表現活動を通じて、個人や地域のア
イデンティティを再びつなぎ、未来に向けて
発展させていこうとしている点では、両者に
本質的な違いはない。
　重要なことは、地域は、決してハードの復
旧だけで再び立ち上がれるものではなく、そ
の地に住まう方々の絆とアイデンティティが
再び力強く動き始めることで、はじめて、本
当の意味での復興が進むということである。
そのためには、文化芸術を、どこかから与え
られるのではなく、住民が参画し、表現し、
創造していくときに、文化芸術はより大きな
力を発揮するということである。

様々な民間組織をつなぐ
地域のハブとしての役割

　では、このような文化復興としての震災復
興はどのようにして実現できるのだろうか。
　今回の調査研究で取り上げた事例の中
に、文化芸術による復興には、全国規模の
支援団体と地元の活動団体、それに加えて
それらをつなぐ「中継センター」の機能を担
う団体が三位一体となって機能することが
重要であるとの指摘がある。そして、多少
ニュアンスの違いはあるが、多くの報告の
中で、これらの組織が円滑に連携して動い
ていくためには、全体の動きや状況を把握
し、地域の事情にも通じたコーディネーター
の役割が重要であるとの認識が示されてい
る。すなわち文化芸術による被災地復興に
は、被災地を取り巻く全国の支援が必要で
あり、また、それを地元の一人ひとりの住民
とつないでいく中継センターや地元団体が
受け皿として機能すると共に、全体をプロ
デュースするコーディネーターの存在が欠か
せないということである。
　では、こうした組織間連携や、それを主
導するコーディネーターの役割はどこに求め
るべきなのだろうか。前述した3つの施設の
事例、そして文化復興には地域の主体性が
何より重要であることを考えるならば、各地
域の公立文化施設こそその役割を担うこと
ができるのではないだろうか。まず、あるべ
きは、地域の人々の心を元気づけるために、
平時から、狭義の文化芸術の枠や施設の壁
にとらわれることなく、日頃から様々な文化
芸術活動を展開している地域の中に絆を生
み、いざという時もすぐに互いに助け合うこ
とができる地域内の共助のネットワークを育
てていくことが可能となろう。
　無論、地域のネットワークづくりは公立文
化施設のみでできることではない。阪神淡



第１章　文化芸術による復興推進の取組

75

路大震災を契機として阪神地域に多くの民
間の支援組織が出来ていったように、東北
地域にも、そういった民間の組織が多数活
躍するようになっている。公立文化施設に求
められるのは、そうした組織と連携し、あ
る時は主導権を発揮し、またある時は裏方
に回って、地域のハブとしての役割を果たし
ていくことである。NPO や任意団体等の民
間組織に比べ、公立文化施設は、課題も多
いが比較的組織・財務面もしっかりしており、
公の施設として地域内での信認も得やすい。
この立場を積極的に活かし、往々にして体力
不足になりがちな民間団体のサポートを行っ
ていくことも、公的な施設としての重要な役
割である。
　こうした公立文化施設をハブとした地域側
の受け皿があって、はじめて、全国の支援
者及び全国と地域を結ぶ中継団体も十全に
機能することになると考えられる。このこと
は、東日本大震災全体を通しての様々な支
援活動や各種のボランティア、寄付金の配
布などにおいて、最終的には地元の自治体
が、その調整や受け皿の核となっていった
事情と通底している。
　もちろん、一朝一夕に全ての公立文化施
設がこうした役割を果たすことができるわけ
ではない。多くの公立文化施設は専門的人
材の不足に悩んでおり、また、経費削減の
中で、アウトリーチのような地域とのつなが
りを築く活動を十分に展開できていない施
設も多い。だが、地元におけるコーディネー
ト業務を行う人材を、たとえば東京などの
既存の団体などから派遣するというのも非
現実的であるし、現実にそのような人材を
揃えている全国ベースの文化芸術関係の組
織は少ない。加えて言うなら、地域の人 と々
アートをつなげる活動自体そのものが、地域
の公立文化施設が経常的に行っている取組
である。現場におけるOJT が人材育成に欠

かせない手段であるとするなら、人材自体、
そういった活動を行っている施設に求めざる
を得ないのである。

人材育成とプラットフォームづくりを進め
全国的支援ネットワークの構築へ

　このように考えるなら、被災地の文化復
興を実現する最大の近道は、被災地に立地
している公立文化施設の人材を育成し、地
域と連携してアートの力を地域全体に広げ
ていく様々な活動を支援していくことになる
と考えられる。実のところ、コンソーシアム
の重要な役割の一つとして、こうした地域で
のプラットフォームをつくっていくことにある
のではないかと思う。即ち、地域主体の文
化復興を成し遂げるため、各地域の公立文
化施設がネットワークのハブとして機能する
ように促していくことが必要である。具体的
には様々な経験を持つ施設間の交流を推進
し、人材の相互育成の機会を提供し、ワー
クショップやアウトリーチなど地域をアートの
力でまとめていく活動をサポートし、そして、
各地域のハブとしての公立文化施設を、他の
文化芸術系の団体や支援団体とつなげ、全
国的な支援ネットワークを構築していくこと
が求められているのではないだろうか。
　「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」
の第3条には、劇場、音楽堂等の行う事業
として、「地域社会の絆の維持及び強化を図
るとともに、共生社会の実現に資するための
事業を行うこと」が挙げられている。今まで
述べてきた「公立文化施設は、被災地の文
化復興のためのハブとなるべき」という考え
は、まさにこの条文に挙げられている事業そ
のものでもある。言い換えるなら、平時の
文化施設の事業こそが、被災地の復興にも
つながる活動のベースとなる、ということに
ほかならない。



　そして、さらに付け加えるなら、共生社会
は地域内に留まるものではないし、文化芸
術活動も、一地域の中に囲われるようなもの
ではない。地域の垣根を取り払うことで、様々
な出会いと交流があり、その中から新たな
表現や創造が生み出されていく。これこそ
が共生社会の実現であり、文化芸術の働き
であろう。
　アートの力を通じて共生社会を形づくって
いくために、地域社会のハブとしての公立文
化施設が機能し、育っていくことが期待され
る。東日本大震災での体験と教訓をもとに、
全国の公立文化施設はもとより、様々な文化
芸術関係者の力を結集して大きなうねりを起
こしていかなければならない。
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第2章

被災地方公共団体の復興計画と文化芸術

本章では、文化芸術による復興推進コンソーシアム「調査研究

会」が行った「被災地方公共団体の復興計画等に記載された文化

芸術の復興に関する内容」および復興庁の「復興推進委員会　平

成24年度審議報告」等の資料、ならびに各調査研究委員からの

報告等から、被災地方公共団体の復興計画における文化芸術の

意義や役割等について主な論点を整理した。



78

1. 阪神淡路大震災からの教訓

　本章での議論は、調査研究会において、
阪神淡路大震災の復興計画では「文化復興」
の考え方が当初から明確であったが、東日
本大震災の復興計画の中に「文化復興」が意
義付けられているか、という端委員（兵庫県
立歴史博物館館長）の質問から始まった。
　同委員は自らが文化人類学者であると
断った上で、文化復興の重要性について自
身も執筆に関わった「災害対策全書」（＊）を引
用し、次のように述べている。

●
1）復興理念は“文化復興”にあり
　阪神淡路大震災の復興に際して、未曾有
の被災直後、混乱した状況のなかで文化復
興が唱えられた意義は大きい。大きな困難
に直面したときに回復や復興に向け、人々が
よりどころとするのは、過去の経験、学んだ
智恵や考え方、技術である。
　そして古代から現代にいたる様々な交流
が生み出した「阪神文化」が地域の人々の大
きな誇りと存在意義としてあり、震災によっ
てこれを形成する有形・無形の文化財をは
じめとする多くの文化が壊滅の危機にさらさ
れたという想いに駆られ、復興の根本理念
として文化復興が主唱されたことは大きな教
訓とすべきことである。
　さらに復興計画の策定内容、方法につい
て幾つかの留意点を上げている。重要な箇
所を同書よりいくつか引用する。

2）まずは芸術文化資源の精密な所在情報の
整備が前提
　阪神淡路大震災では、人命と同じように
一度失われると取り返しがつかない地域の
有形無形の文化財の救助と保護が重要と
認識された。しかし、文化財が行政によっ
て指定されているか否かが復旧修復の分か

れ道になった点に留意しなければならない。
未指定の文化財、もっと広くは人々の生活に
密着した芸術文化資源にまで目配りされた所
在情報を常日頃からつかんでおかなければ、
被災時に情報として機能することはないな
ど、その整備・保存の緊要性が大きな教訓
として語られた。
　また、被災者がこうした文化財の体現者
である場合、行方不明となったり、他の場
所に避難をするなど、所在が把握できない
状況が容易に想定される。
　この点で博物館、美術館あるいは文化会
館といった地域の文化施設群が文化財保護
行政部門と連携をとることや、無形文化財の
分野に属する上演芸術の活動では、民間の
芸術家などの民間組織が公的機関を補って
その役割を担うことが同時に求められる。

3）強調すべき文化芸術を生かした創造的復
興の視点
　上演芸術や美術工芸など人が保有する

“芸”や“技”を保護・保存の対象とする無形
の文化財は、元通りに戻すという復元的発
想では復興はおぼつかない。
　しかし、阪神淡路大震災を体験した多く
の芸術家たちは稀有な体験を通じて創造意
欲を掻き立てられ、震災後は新たな創造に
打ち込むケースが見られた。
　こうしたことから芸術文化分野における復
興そのものが創造的復興とでも言うべき性
格をもち、新たなニーズを考慮した計画の下
での復興を生み出していくことになった。
　その場合、事前の所在情報が欠けている
場合が多いことに留意しながら被災状況を
把握することが第一に求められ、プロフェッ
ショナル・ボランティアと呼ばれる専門家の
参画が不可欠とされた。また、こうした分野
における創造的・先端的活動を支える資金
は民間の支援団体に頼るほかはなく、阪神

2-1. 国及び被災地方公共団体の
復興計画における文化芸術の意義
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淡路大震災では資金は多額ではないものの
芸術家やアーティストが地域で活動を再開す
る足がかりとなる。民間ファンドが見事な公
共性を発揮した。

●
　端委員の卓見からの引用が長くなったが、
次項2.に掲げる国や自治体の東日本大震災
の復興計画の意義、内容を「文化芸術」の視
点から分析する上での下敷きとなるエッセン
スを理解、共有しておきたいがためである。
　要旨引用の最後に同委員は総括的考察と
して三つの視点を示されている。要旨引用
の締めくくりに記述しておこう。

4）三つの視点
①地域の有形・無形の文化財や芸術活動を
常日頃から生活と一体的なもの、切り離せ
ないという社会的慣習が多くの人によって共
有されていること。
　もっともこの視点は、「当為」としてのある
種の「べき論」に該当するものともいえる。
　しかし、文化財・文化資源の所在情報の
可能な限りの整備と言い換えれば、その対
策は準備できると考えられる。

②発災直後の緊急の人命に準じた文化財・
文化資源の救出体制（方法、応急措置など）
が構築されていること。
　安全等が確保された救出後の保管場所、
方法についても同様である。
　なお、この視点については東日本大震災で

「文化財レスキュー」を稼動させる中で、「救
出保存を緊急対応として行ったものの、対象
となった文化財がそれに値するのかといった
率直な住民感情の疑問」にどう答えるのかと
いう課題提起がなされている。この答えは①
の問題と絡んでおり、解決方法はこれと関連
付けて考えるべきものかもしれない。
③復興という作業は、最初から生活復興と

一体的な文化復興である。人が復興するこ
と、物質と人は一体である。一枚の絵、一曲
の調べ、一編の詩の朗読、演技する力はとも
すれば萎えがちな気力を立ち直らせること。
　東日本大震災直後から多くのアーティスト
やボランティアが瓦礫の散乱する、身内の行
方を血眼で捜す阿鼻叫喚の地に矢も盾もた
まらず参集したのは、阪神淡路大震災後の
体験が鎮魂と心の癒しをもたらしたことの証
といえるのではないか。

＊「災害対策全書」　阪神・淡路大震災と東日本
大震災の経験をもとに、全国の研究者、行
政担当者、医療ボランティア等の専門家が
執筆した災害対策に関する実践的な総合手
引書。（編集・発行／公益財団法人  ひょう
ご震災記念21世紀研究機構災害対策全書
編集委員会　平成23年5月）
引用：第2章─6「芸術と文化の復興」端 信
行 兵庫県立歴史博物館館長　
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2. 被災地方公共団体の復興計画にお
ける文化芸術の意義・役割

　それでは以下、今回調査研究委員会が被
災地方公共団体を対象にウェブにあたって
行った調査結果（p83参照）について見てい
く。国の復興計画と対比し、併せて阪神淡
路大震災の復興計画の策定、実施の過程で
指摘されたいくつかのポイントを参考にしつ
つ、見ていくこととする。

1）有形・無形の文化財、文化資源の保存活用
　今回調査を行った復興計画の記載内容に
ついて、最も多かったのが、有形・無形の
文化財、文化資源の保存活用に関すること
である。74自治体のうち30自治体で「被災
有形文化財の修復、保存、継承」に関する
記述があり、「無形文化財、伝統芸能、まつ
り等の保存、継承」に関する記述も21自治
体でみられた。もっともその中で国指定の有
形の重要文化財は少なく、また無形につい
ては基礎自治体の指定、もしくは無指定の
郷土芸能も含まれ、祭りの形式をとるものも
カウントしている。
　被災した民間の蔵などに保存されている
歴史的価値のある文化資料の散逸を防止す
ること（博物館・文化財レスキューとの連携
／塩竃市・須賀川市）、町の歴史や伝統文
化、豊かな自然等の地域特性を生かし集客
力の回復を観光復興・地域経済の再興の課
題の中で実現するとした例（猪苗代町）、あ
るいは街並みを含む歴史資産の再生・活用

（名取市、七ヶ浜町、鏡石町）、伝統文化の
保存継承のためこれに触れる機会を子ども
たちのために創出し、絆や故郷とのつながり
の維持を謳ったもの（浪江町）などの具体例
がみられる。
　こうした例は、文化財・文化資源の保存
活用の重要性について、震災を契機に改め

て気付き、復興再生のよりどころ、支えとし
ようとの被災者の声といえるだろう。
　郷土芸能や伝統行事など無形の文化財・
文化資源の保存継承は、高齢化、人口減少
が著しい三陸沿岸等被災地にあって、後継
者の育成を中心に深刻な問題と捉えられて
いる。
　今回の調査結果を見る限り、阪神淡路の
体験から重要とされた地域の有形・無形の
文化財が生活と一体的なもの、切り離せな
いという社会的慣習をベースに、震災時の
救出保存の前提といえる「文化資源の精密な
所在情報の整備」に明示的に言及しているも
のは、比較的近いものとしての上記文化資
料の散逸防止を挙げている例を除き見当た
らなかった。
　なお、未曾有の大震災という歴史的事実
をきちんと記録に留めることを重視した例
は、災害の記憶の継承・災害文化（宮古市）、
フィールドミュージアム構想（釜石市）、電子
版ミユージアム制作・公開事業（多賀城市）、
震災アーカイブ（広野町）などがある。それ
ぞれは方法を異にするが、広義の歴史資産
を将来形成する貴重なものとも考えられ、そ
の意義は大きいのではないだろうか。

2）文化資源を元にしたまちづくり
　次に阪神淡路の体験から、文化芸術のも
つ特性上、復興プロセスは創造的復興であ
るべきとの端委員の意見についても検証を
行ってみたい。
　その場合、復興を新たな「まちづくり」とし
て捉える発想の有無がチェックポイントにな
ると思われる。地域の伝統や歴史、そして
文化資産の堆積したまち、そこで生活を営
む人々が今回の震災をどのように克服してい
くか、その手がかりとなる「ヴィジョン」こそ
が創造的文化、まちづくりを体現するものと
言えるだろう。
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　今回の調査ではアートのまちづくり推進
（八戸市）、歴史・文化・芸術のまち大槌（大
槌町）、農村文化を生かした「全村公園化」

（鮫川村）といったものが散見されるが、中
長期のまちづくり構想のもとで文化資源を梃
子に復興プロセスを描いた例は少なく、イン
フラ整備を含むまちづくりという大きな枠組
みの中で先が読めない中、目前に控える文
化財、文化資源の保存（復旧）への対応の優
先度が高いという現実を物語っているのか
もしれない。
　しかし、復興を託す未来の人材である子
どもたちへの期待を示す例は多く見られた。
創造的活動の源泉である若い人材をどう育
てるかは被災地の希望の糧として大きな意義
をもつものと言えるだろう。
　例えば、文化・伝統の保存・継承のため

「こども復興会議」を提言（大船渡市）、子ど
もたちのための交流の輪への支援により復
興に向けた絆・協働の拡大を図る（石巻市）、
伝統文化の再生と継承のため教育環境の充
実を行う（東松島市）、茶道・武道・日本舞
踊・箏など伝統文化に触れ、その良さを体
験し生活に取り入れることができる品格ある
児童生徒を育成（伊達市）、中学生の部活動
の拡充による才能開発（同）など、学校教育
を通じた人材育成を謳ったものがあった。

3）地域文化活動の拠点としての公立文化施
設の復旧と芸術文化活動の推進
　続いて多くの記述があった「公共文化施設
の復旧、改築、新設」（24自治体）や「市民
の文化芸術活動の振興、充実、活性化」（21
自治体）について見ていきたい。
　インフラの復旧整備は優れた芸術鑑賞の
機会の確保をはじめ、広く住民の日常的な
芸術文化活動の拠点になっていることから
一体的に扱うことにした。
　2012年10月、文化芸術による復興推進

コンソーシアムが、全国公立文化施設協会
加盟の文化会館等に対して行った調査では、
岩手県では陸前高田市、宮古市、釜石市、
宮城県では石巻市がそれぞれ津波被害を受
け修繕未定（現時点では高台移転計画策定
を含め復旧工事準備中）、福島県では相馬
市、楢葉町、大熊町、国見町、富岡町が原
発避難所、物資置場に充てられる等で同じ
く未定（未回答、未公表）と93ヵ所の調査対
象中では少数で、他は補強付加で対応、あ
るいは現状復帰、もしくは被害軽微で工事
せずとの回答であった。
　公立文化施設が復旧としていない上記自
治体の復興計画の記述を見ると、高台移転・
市街地配置計画の検討中とあり、未着手（宮
古市は盛り土工事とあわせ元の地に復旧）の
ところもあるが、復旧を目指し対応するとし
ている。
　これら公立文化施設は、市民の文化活動
の水準確保、文化芸術団体と協働して活動
の振興を図る拠点（登米市）、子どもがアー
トに親しめる場として意義あるものである。
　文化芸術に関する記載が全くなされていな
い一部を除き、復興の基礎となる住民結集
の場、絆の再生を謳う内容とセットで記述さ
れている。

4）その他の記述等
　最後に少数ではあるが、その他の「文化
芸術」に関連した記述をいくつか紹介してお
く。
　地域の絆の象徴としての「祭」の復活を唱
える記述がある。活力あふれるまちを標傍し

「地域の祭りの復興」を挙げたところ（陸前高
田市）、閖上の魅力を生かす歴史の継承とし
ての「祭」（名取市）、ふるさと再生のための

「祭」（楢葉町）、子どもの人気一番「祭」（南
相馬市）が具体例である。
　被災者の心のケアを強調したものもある。
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例えば県立美術館での演劇招待（階上町）、
心のケアプロジェクトとしての文化芸術鑑賞
の機会の充実（いわき市）などの例が見られ
た。
　なお、復興計画の記述ではないが、復興
推進員連絡会議（平成25年2月開催）の場で
は、民間の取組としてアーカイブにより津波
の被害を後世に伝えようと写真集を制作す
る活動等（“伝津館”、山田町）も報告されて
いる。

5）まとめ
①これらの記述を阪神淡路大震災の復興プ
ロセスにおける経験（観点）と対比して概観し
てみる。
　そこで、まずは文化芸術が復興に果たす
役割は創造的内容を蔵した文化復興である
ことが強調されていたことを想起する必要が
ある。
　3）で前述したように、今回調査した復興
計画には、地域の絆の確保などのため祭り
や郷土芸能などの復活、再生、継承（人材
養成）が記述されているが、こうした考え方
に創造的復興の観点が反映されているかど
うか必ずしも明確ではない。
　しかし、復興を将来に託す子どもたちに
文化芸術の鑑賞機会の充実や活動の推進を
謳っているケースが見られ、教育を通じた地
域の文化芸術活動に創造的な要素が隠され
ているとの評価も可能ではないだろうか。
　次に阪神淡路大震災において指摘されて
いた復興のシンボルとして文化ホール等活動
拠点の完成が大きな意味を持ったとの指摘
がある。
　前述の2）の紹介例（p80）にはこうした面
で共通した意義が推認され、復興計画に明
示されていることは阪神淡路大震災の経験
が如実に生きているといっても過言ではない
だろう。

②被災自治体において策定される復興計画
における文化芸術に関する記載は、「復興計
画」という包括的な表現のみならず、住民参
加による「地域総合計画」、あるいは「地域
防災計画」、これを具体化する「実施計画」
に基づき毎年度の「予算重点事項」というよ
うな形で議会に対して提案されるもののほ
か、議会手続きを経た「文化振興条例」と
いった訓示規定で一般的に示される形式に
大きく分けられるようである。
　いずれの形を取るにしても、被災自治体
では国や県による自治体向けの具体的な財
政措置を踏まえ、中長期的にどのように復
興事業を具体化するかを検討し、毎年度定
められるのが実際と考えてよいだろう。
　従って前述したような文化芸術の復興に
関する記載もそうした各地域、基礎自治体
の内部事情に応じて異なり、関連事業が具
体化するかどうかは首長を中心とする政治力
といったものによるのが実際と考えるのが合
理的で一律には論じえないと思われる。
　しかし、復興再生には相当の時間が必要
と考えられるだけに、何らかの形で住民の
文化芸術の復興にかける想い、覚悟を表現
すること自体の意義は大きく、これを根拠に
まちづくり、再生の道筋を考えることが大事
と考えるべきだろう。
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被災地方公共団体の復興計画等に記載された文化芸術の復興に関する内容
集計表

1　調査した復興計画等の数　　74
県別 調査自治体名 復興計画数

1 青森県 青森県、八戸市、三沢市、おいらせ町、階上町 5

2 岩手県
岩手県、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、

田野畑村、普代村、野田村、洋野町
13

3 宮城県

宮城県、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、利府町、名取市、角田市、

多賀城市、岩沼市、登米町、栗原市、東松島市、大崎市、亘理町、山元町、松島町、

七ヶ浜町、涌谷町、女川町、南三陸町

22

4 福島県

福島県、福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、

南相馬市、伊達市、本宮市、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、猪苗代町、

金山町、西郷村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村、石川町、広野町、楢葉町、富岡町、

川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、新知町、飯館村

34

計 74

2　文化芸術の復興に関する記載の有無
記載なし 記載あり 計

16 

（青森 3、岩手 1、宮城 4、福島 8）

58

（青森 2、岩手 12、宮城 18、福島 26）
74

21.6％ 78.4％ 100％

3　復興計画の期間
期間 10 年 5 年 8 年 7 年 6 年 9 年 記載なし 計

計画数 31 15 8 6 5 4 5 74

％ 41.9 20.3 10.5 8.3 6.8 5.4 6.8 100

4　記載されている内容（複数回答）
内容 記載計画数

1 被災有形文化財の修復、保存、継承 30

2 公共文化施設の復旧、改築、新設 24

3 無形文化財、伝統芸能、まつり等の保存、継承 21

4 市民の文化芸術活動の振興、充実、活性化 21

5 文化芸術によるまちづくり 13

6 被害記憶、復興記録の後世への継承 11

7 文化芸術イベント、事業等の開催による地域の活性化 9

8 被害者の心のケア（文化芸術鑑賞、ワークショップ等） 6

9 伝統文化、芸術を担い継承する人材の育成 5

10 文化施設の活用による観光客の誘致、町の活性化 2
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1 経緯
　東日本大震災の復興支援を文化芸術によ
り推進しようとの趣旨で昨年の 5月に文化
庁の呼びかけで芸術家、芸術団体、文化
施設、助成財団、企業、芸術系大学、文
化ボランティア等の「文化芸術による復興
推進コンソーシアム」が発足。
　これまで被災地の文化施設、文化団体
の被災状況及び被災地支援の活動状況、
並びに復興に向けた課題の把握、今後の
復興支援のあり方について堀田力氏を含む
有識者等による調査研究を行っている。
　その中で過日報告された復興推進委員会

（復興庁）による「中間報告」（平成24年9月）
等を参考に論議し、以下のような問題意識
を共有するところとなり、復興庁「復興推
進委員会」のメンバーである堀田氏に、今
後国の復興計画の最終策定と具体化にあ

たって、当該問題意識を反映する旨、ご配
慮を願った。

2 問題意識
　東日本大震災に対する行政、とりわけ国
としての復興計画の策定、実施に当たって
は阪神淡路大震災の復興過程における教
訓を踏まえるとともに、これを遥かに上回
る規模、広域で多様な震災の特徴に鑑み、
復興における文化的視点の強調が喫緊の課
題であるという「文化復興」の理念・意義を
十分に検討し、これを反映した基本指針を
掲げて頂く必要があるとの認識に達した。

＜参考＞

震災復興における文化的視点の重要性について
─文化芸術による復興推進コンソーシアム「調査研究会」において共有する問題意識─

　調査研究会では堀田力委員の参画を得て、国の復興推進に関する基本的考え方をとりまとめ
る「復興推進委員会（復興庁）」における議論を追った。
　復興推進委員会　平成24年度中間報告では文化財等文化芸術関連の記述はなく、公的議論
として阪神淡路大震災のケースとは様相を異にしていた。そこで、以下のように、調査研究会で
の議論、考え方を整理し、参考資料として堀田委員に提出し、文化芸術関連の加筆修正をお願
いした。
　結果、同委員のご理解、ご尽力により、以下のような審議報告を得た。

〈復興推進委員会平成24年度審議報告（復興庁復興推進委員会・平成25年2月）「3.今後の課題

と提案、（3）生活復興から発展する地域包括ケア」より抜粋〉

　苦しい被災生活のなかで、地域における文化芸術活動は、被災者の心の支えとして大きな役
割を果たし、また地域の絆を強める手段でもある。そこで、被災地の伝統文化の継承や文化財
の修理・復旧、さらには新たな文化芸術活動などを支援することで、円滑な地域の復興を推進
することも重要である。

（補足説明）
（1）被災地復興の要諦の一つとして、復興は“人”
が行うものであり、持続的な取組がなされていくに
はこれを支える自尊感情、アイデンティティの回復・
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3 復興における文化芸術の役割とテーマ
　次に中間報告等の内容について見てい
く。大まかに見て国の考え方は、以下のよ
うな特徴をもっている。

〈特徴１〉
　東日本大震災は、（1）地震・津波・原発
の複合災害であり、南北700kmにわたる
広域災害であること、（2）限定的な地震動
被害よりも大きな津波被害により死者約1万
8,500人、行方不明者約2,600人もの犠牲
者を出したこと、（3）原子力発電所事故に
よる人々の生活基盤の破壊と様々な苦痛、
放射能汚染地域の長期にわたる復興阻害、
と災害の特徴を挙げている。

〈特徴２〉
　被災地の住民・自治体が復興の主体で
あることはもとより、地域全体として高齢化
と人口減少が同時に進行するという日本の
特徴を併せ持ち、“大震災と日本再生の同
時進行”（「復興への提言〜悲惨のなかの希
望〜」平成23.6.25東日本大震災復興構想
会議）というスローガンの下、国と全国を「つ
なぐ」様々な方途をもって支援、復興にあた
ることが基本であるとしている。
　この点で文化芸術の役割にも言及された

「今後の課題と提案（復興推進委員会平成
24年度審議報告3）」から参考となるテーマ
を分析してみたい。

持続、コミュニティへの帰属意識や連帯感、地域
文化への愛情と誇りが不可欠。
　元々高齢化・過疎化が進む東北の被災地域の復
興計画においては、単なる防災、産業創出といっ
た視点だけではなく、幾度となく震災・津波被害
を経験してきた沿岸部を始め東北の人々の永年の
営み、築き上げた文化や歴史の特徴に留意した独
自の復興プラン、換言すれば「文化復興」計画が検
討されるべきもの。
　その場合、単に消費財としての文化芸術活動で
はなく、生産財としての可能性をもった、地域文化
の力に注目すべきと考える。
　これは「祭り」の文化をはじめ地域の精神文化を
生かした観光資源として、例えば“ねぶた祭”の規
模に鍛錬されることで、そうした力は地域の豊富な
自然遺産とも合わさって地域の復興に大きく貢献す
ると確信する。
　また、今回の震災を契機にかつて高度経済成長
のなかで徐々に喪失していった家族、人同士のつ
ながり、絆の価値が再認識されつつある。そして、
その精神的価値＝財産に改めて着目し、日本全体
に通じる新たなまちづくりの原点・構想が浮上する
可能性を秘めている。
　以上の「祭りと絆」をキーワードとする文化観光資
源に着目した復興計画づくりは、絆文化の再興と
地道な経済効果をも視野に本格的に検討されて然
るべきものと思料する。

（2）被災地の地理的、文化的特性について見た場
合、まず阪神淡路の場合、被災規模（地域の広がり）
や都市に集中した点でその地での復興という特徴
をもった。
　しかし、今回の東日本の場合は極めて広域に及
び、沿岸部においては村ごと町ごと壊滅するという、
その場での復興とはならないこと、元々過疎化・高
齢化が進む地域を含むといった事情を異にする特
徴を有している。
　加えて原発事故による放射能汚染による立ち入り
規制、風評被害の問題は、今後の復興の全体計
画の策定・実施に当たってより長期的な視点が必
要である。

　こうした中、これまで地域を支えてきた東北独自
の宗教行事を含む根深い精神文化の崩壊が唱えら
れつつ、このことが等閑視されたままに復興計画
が策定、実施された場合の“未来の街”とはいかな
るものか、地域の人々の絆の問題をどう扱うかなど、
文化的視点から十分に論議されるべき課題を置き
去りにされることへの多大な不安、疑念が残る。
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（1）最初に取り上げたいことは、復興の主
体となる被災自治体・住民が、被災者の所
在情報や居住者情報を避難元・避難先自
治体で確実に掴むことが復興情報共有の第
一歩としている点である。
　復興につながる様々な先行・優良事例の
情報共有とこれを積極的に活用することが
重要となるが、それも復興を進めていく行
政や被災者等関係者の共通の意識が醸成
されることにつながらない限り持続的・継
続的復興のプロセスは見えてこないだろう。
　具体的な例として、行政と被災住民が双
方向の情報共有をするための「まちづくり協
議会」の活用、仮設住宅の支援員等による

「地域新聞」の発行、全国に避難している
被災者に“地元の言葉”で情報提供を行う
各地避難先行脚「キャラバン隊」、使いこな
しやすい危機管理等情報共有の端末「タブ
レット」の利用などが挙げられている。
　一方これら情報提供、共有の考え方と同
時に情報の中身をどのようなものにするかと
いう問題がある。国や県、基礎自治体が
被災住民のニーズを的確にとらえ、複雑で
多岐にわたる施策メニューをわかりやすく
総合的に情報提供することが重要とされて
いる。そのための職員の研修として専門以
外の該博な知識・活用能力と課題意識の
涵養が求めれている。
　これらの指摘は、文化芸術分野における
情報管理のあり方にも通じる普遍的内容を
もつものと考えられ、全国的な規模での情
報収集、発信基地としてのコンソーシアム
の今後の役割、機能の充実に資するものと
して受け止めたいと思う。

（2）次に取り上げたいのは、復興イメージと
しての「地域づくり」の考え方、その際に将
来の日本を見据え、生きがいをもって生活

できる先端的課題としての「地域包括ケア」
実現への発想を取り込んでみてはどうかと
する考え方である。
　復興の主体である被災住民は、景観など
を含め新たな地域のイメージをもつことが
大切であるとしたうえで、生活・福祉・産
業などの多様な側面を踏まえ、将来にわた
る有効性を展望しつつ地域性の違いに配
慮した地域づくりとしての総合的な考慮の
下に実施することが重要としている。
　このことは、例えば防災施設や災害公営
住宅の建設などハード、インフラ整備に当
たる土木関係職員にこうした専門外の分野
についての見識をもたせることや、複眼的
な視点で地域づくりを考えるうえで、地域
の企業やNPO支援団体を含む民間やシル
バー人材など多様な主体が容易に参画でき
る「システム」が必要との考え方につながる
ものと言えるだろう。
　また、復興にあたってなかなか声が伝わ
りにくいと思われる人々、特に次世代を担う
子ども・若者・子育て世代、高齢者・障害
者など要援護者の想いを地域づくりにつな
ぐことが重要との考え方が示されている。
　被災地における子どもたちの遊び場の確
保や地域に根差した行事の継続など、地
域における居場所づくりといったテーマもそ
うした中で検討されることが期待される。

（3）そこで、以上のような「復興推進委員
会」において提起された観点を踏まえ、地
域づくり、コミュニティ再生のプロセスにお
いて「文化芸術」がどのような役割を果たす
べきかを確認しておく必要がある。
　その場合、将来にわたる有効性を展望し
つつ地域性の違いに記慮した地域づくりと
しての総合的な考慮の下に実施すべきとす
る視点には特に注目したいと思う。
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　先に堀田委員に提起した“文化芸術にお
ける復興推進コンソーシアム「調査研究会」
において共有する問題意識”の中には、実
にこうした趣旨が盛られていることが確認
でき、私たちの議論の方向性と整合性を以
て国の審議報告をベースにさらに文化芸術
の復興推進に果たす役割を吟味する妥当
性が見いだせる。
　ちなみに、復興推進委員会平成24年度
中間報告ではこの点について次のように要
約されている。
　「苦しい被災生活のなかで、地域におけ
る文化芸術活動は、被災者の心の支えとし
て大きな役割を果たし、また地域の絆を強
める手段でもある。そこで、被災地の伝統
文化の継承や文化財の修理・復旧、さらに
は新たな文化芸術活動などを支援すること
で、円滑な地域の復興を推進することも重
要である」（太字筆者）
　また、地域の絆や精神的基盤の復活を
含め大震災の膨大な記録の収集、保存、
活用など が 国、 自治 体、 ボランティア・
NPO、研究機関などにより取り組まれてい
ることに注目し、そのアーカイブ化に向け
た動きを取り上げている。国立国会図書館
を中心とするこうした取組みは、一例として
の伝統芸能の記録保存の今後の課題にも
通じるものがあり、広義の文化芸術の力の
保存方略として注目に値すると考えられる。

（4）前述のようにコンソーシアムでは平成24
年秋、被災自治体の復興計画等に記載さ
れた文化芸術の復興に関する内容を調査し
た。その結果はコンソーシアムが委嘱した
復興推進員にお知らせし、同連絡会議（平
成25年2月、岩手・宮城・福島）でその内
容について議論を行った。
　そもそも国の計画には具体的な記述がな

いとの問題意識を以て臨んだ会議であった
だけに、被災地自治体の受け止め方は意外
に冷静なものであり、計画と復興事業の実
際との間にはギャップがあるとの認識を共
有することになった。
　換言すれば自治体が策定した「復興計
画」を字面だけで判断できるものではなく、
仮に記載がなくても文化芸術関連の復興に
資する役割をそれなりに認識し復興関連事
業・予算を手当てしている自治体もあること
が判明したところである。もちろんその逆
のケースもしかりである。
　そこで本報告では、あくまで主要被災地
3県（岩手、宮城、福島）と青森県の74自治
体に絞って文言上の内容だけを追いかける
こととし、その傾向を探ることとした。
　概要は以下の通りである。
①文化芸術の復興に関する記述の有無：記
載あり58（78.4％）、記載なし16（21.6％）と
なっており、8割近くが何らかの関連記述を
行っていた。
②記載されている内容（複数回答あり）は、

「被災有形文化財の修復・保存・継承」が
30と最多で、「公共文化施設の復旧・改築・
新設」（24）、「無形文化財・伝統芸能・ま
つり等の保存・継承」（21）、「市民の文化
芸術活動の振興・充実・活性化」（21）が続
く結果となっていた。
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阪神淡路大震災に学ぶ
端 信行（兵庫県立歴史博物館館長）

震災時、美術館・博物館が直面した問題
　1995年1月17日に起きた阪神淡路大震災では、当時、私の勤務していた大阪・吹田
市の国立民族学博物館もかなりの被害に見舞われました。スプリンクラーが作動して展
示場の一部が水浸しになり、ガラスケースも多数、破砕しました。
　当時、私は文化行政を通じて兵庫県と関わっていましたので、震災の翌日にはヘリコ
プターで被災地を視察、同日、県庁で最初の復興会議が行われ、以降、10年間にわた
り復興計画とその推進に携わることになりました。
　その10年間の体験を通して私が感じたのは、復興には計画の立案とその推進が何よ
り重要、ということです。そのことにいかに取り組んだかをお伝えして、今後の参考に
なればと思います。
　震災後、都市インフラの復旧において、電気は比較的早かったのですが、都市ガス
は時間がかかりました。また交通網が寸断され、大阪など他地域からの調査・救援部
隊は水路で移動しました。当初、多くの美術館・博物館が避難住民の受け入れという
問題にも直面しました。学校など公的施設が近くにない地区の住民が避難を求めてきた
のです。美術館は、避難のための機能を備えておりません。どこも対応に苦慮し、受け
入れたところ、拒否したところに分かれました。このことは、災害時、公共インフラとし
て私たちはどう対応すべきかという大きな課題を残しました。

文化財保護に迅速に動いた行政機関
　文化復興の推進で、まず着手したのは復興計画の立案です。これは震災1年後には
かなり具体的なものが出来上がり、2年目からはその進捗状況をチェック、節目となる5
年・10年目には総合的に復興を検証し、報告会を開催して市民とともに確認しました。
　復興のテーマは「創造」。もう一つのテーマは「文化復興」です。関西は指定文化財も
多く、歴史的な文化集積の多い地域です。その伝統を崩壊させることなく守ることを提
言しました。
　文化財保護に関しては、被災直後から、行政機関の動きは迅速でした。指定文化財
が被害を受けたかどうか、被害の程度はどれほどか、修復に向けての手法・費用をど
うするかといった調査・検討がすみやかに行われました。その結果、すべての指定文化
財は、被災から3年ないし5年以内に修復・復旧を終えることができた。
　一方、問題となったのは、未指定の文化財の保護でした。被災地には当然、多くの
未指定文化財がありましたが、作品のデータ収集が不十分で被災状況の把握ができず、
また修復の費用も行政機関から拠出されないため、対応が後回しになってしまいました。
このことは課題として取り上げられ、震災翌年の1996年、文化財保護法の一部改正に

2-2. 調査研究委員会の発言より
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よって「登録文化財」制度が発足しました。指定に準ずる文化財については、あらかじ
め登録しておく制度ができたのです。これは、阪神淡路大震災の文化復興で得られた、
大きい成果といっていいと思います。

連携によって地域の文化を守る
　人命と同じく、文化および文化財も、一度失われると取り返しがつきません。行政機
関が住民の所在地を把握しているように、文化・文化財の情報も、ひとたび災害があっ
たとき、すぐにデータを取り出せ、被害状況を把握し、即時対応できる仕組みを作って
おくことが大切です。
　しかしそれを行政機関ですべて行うのは不可能なこととでしょう。文化財保護その
ものは、地方公共団体の教育委員会が担当している業務ですが、美術館や博物館、
NPOなどの施設・団体が連携して、地域の文化を守ってゆくことが不可欠だと思います。
阪神淡路ではこのようなケースがありました。被災地域の一つであった芦屋市では、市
立美術博物館が日ごろから地域の文化財について情報を収集していたのです。それが
被災時、大きな役割を果たしました。崩壊した住宅のがれきの下に、作家の作品群が
埋まっているという情報をもとにして、文化庁の支援により文化レスキュー隊が組織され、
作品の救出活動をおこなったのです。
　こうしたことから、震災後、地域の美術館や博物館が果たすべき新しい役割が見え
てきたように思います。各地域にこのコンソーシアムの小型版のようなものを作り、市民
やNPOとの連携で文化状況を情報化し、それを共有して守るということです。そのしく
みは文化的な催事を行う際にも、有効に活用できるのではないでしょうか。

文化施設の建設は、復興の「あかし」
　未曾有の大災害は、もちろん不幸なことですが、一方で芸術家の創造力を刺激する
一因にもなっているようです。阪神淡路では、震災を体験した芸術家が、希有な体験を
通じて新たな創造に打ち込む姿が数多く見られました。また、慰問のために多くのアー
ティストが被災地を訪れ、アートの場がそこに誕生したことも、機会の創出といえるでしょ
う。しかし、慰問は、ともすると“慣れ”が生じやすく、のちのち、双方のより好ましい
関係が模索されるところです。
　阪神淡路大震災の復興で、ひときわシンボリックに記憶された出来事があります。そ
れは、兵庫県立芸術文化センターの開館です。震災の被害が甚大であった西宮市に、
2005年、兵庫県立芸術文化センターが完成しました。この施設は、震災以前、オペラ
上演にも対応できるホール施設として計画が出来上がっていたのです。しかし、着工に
向けて動き始めた矢先に震災に見舞われました。しかし、2002年、住民アンケート調
査などを経て運営形態も再検討した上で再度着工、震災から10年後の2005年10月に
オープンしました。2007年1月の震災記念日には、早くも公演入場者数が 50万人を突破、
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10年間、復興に努めてきた人々の思いを形にするような、まさに復興のシンボルとなっ
たのです。復興がある節目を迎えるとき、新たな文化施設の建設、または被災施設の
再建は、住民にとって復興の「あかし」と感じられます。
　「文化」は、人が生きていく上で生活スタイルの基盤となるもの。道路や電気、水道が
有形のインフラなら、「文化」は無形のインフラといってよいものです。一枚の絵、一曲
の調べ、あるいは先人が残したひとつの文化財が、復興の途上で、ともすれば萎えが
ちな気持ちに力を与えます。かけがえのない文化を、私たちの手で細やかに守り、伝え
ていきたいものです。

（平成24年11月13日　第1回調査研究会での発言より）
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地域の絆づくりと復興支援活動
堀田 力（公益財団法人さわやか福祉財団理事長・弁護士）

文化・絆づくりへの提言を急げ
　私は復興庁の復興推進委員を務めるほか、被災地10市町を選び、復興支援活動を
行っています。その手法は、地域包括ケアのある町への復興をテーマに、地域包括ケア
というソフトをまちづくりに組み入れたハードをつくり上げるというもの。その計画に住民
の意向を反映させることがミッションです。
　文化芸術活動による復興は、速やかにすすんでいるとはいえません。復興推進委員
会の中間報告が 9月に出されましたが、文化財に関する記述はありません。国のレベル
では、産業・雇用や医療・福祉といった生活の復旧が遅れているため、文化芸術活動
に思い至る余裕がないのが現状です。
　しかし、被災地の移転計画がすすむ今日、文化や地域の絆づくりへ提言することは
非常に重要であると思います。
　というのも、阪神淡路の場合は、インフラや住まいが、従来建っていた土地に再建
するという復興でしたが、今回は新しい土地をゼロから拓く復興です。各自の自治体が
作る移転計画の中に、文化や絆づくりに関したものを初めから入れておかないと、後か
ら入れられない可能性があるのです。今回は提言を急ぐ必要があるのではないかと思い
ます。
　地域をゼロからつくっていくかたちの復興では、役所や学校、警察署や神社、寺をど
こに置くかでコミュニティの姿が変わってきます。今はゾーンニングだけあって、それぞ
れをどこに移すかを仕分けしている状態です。一方、地域の今後がまったく見えない状
態で、災害公営住宅は建ち始めています。このままでは無秩序な町になってしまいます。、
具体的に住民の意思として、文化施設の必要性を訴えるメッセージを発しないといけな
い。そのためにも、移転計画プロジェクトの担当職員や関係機関に、できるだけ具体的
な提言をする必要があると思います。各コミュニティレベルでの提言が必要ではないで
しょうか。

“絆”を復興のソフトにする
　被災地の移転計画がすすむ中、提言をするには、文化財そのものの価値など、抽象
的な説明では間に合いません。私は、観光資源や絆づくりの拠点という説明がもっとも
通じやすいのではないかと思います。
　まず観光資源は、東北には比較的少ないので、復興計画の推進母体である地方公共
団体が価値を認めて保護し、移転計画の中にしっかり位置づけていくことが大切だと思
います。
　さらに、一般レベルでは、“絆としての資源”に注目することが重要ではないでしょう
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か。たとえば神社や寺は、被災地では非常に強い絆の拠点、また祭祀や民俗芸能が行
われるなど、文化活動の拠点となっています。
　そうした絆をしっかりつくった上でまちづくりをしていくのが望ましいと思います。医療
や介護の場面でも、住民の絆を前提とした仕組みづくりは、全国的にコンセンサスを得
ています。コミュニティの絆を活かして自助・共助により復興していくことは、たとえ体
制が変わっても受け継がれるアクティビティになりうるでしょう。地域で共助の活動をす
るときに、絆を育む地点が、文化的な施設でありそこで行われる活動である、それを自
治体がしっかり把握して、復興のまちづくりにおける大事なソフトとして組み入れるべき、
そうした内容の提言は非常に意味があるし、通じやすいものだと思います。
　提言するにあたっては、相手が誰か、ということを見きわめることも大切だと思います。
　ひとくちに文化といっても、有形文化財の修復など、ものを対象にした場合と地域の
伝統芸能など人が関わる場合にわかれます。それぞれの特性によって、支援の方法、
時期、お金の集め方など、すべて異なります。それぞれを分析して対応策を提示しないと、
提言された側の混乱を招きかねません。
　資料を見るかぎりでは、共助する場合、全国の文化団体でネットワークを組み、機能
的に復興を応援することがメインと考えられます。まず、急を要するのは有形文化財の保
護ですが、文化施設は公共のものは行政に優先的に働きかけ、民間施設は全国のそう
したネットワークが支援し、再建を応援するのが望ましいと思います。
　地域の文化活動は地元の人に動いてもらうしかないのですが、地域住民は生活に追
われています。外部から文化関係者が現地に入り、文化活動が地域の絆を取り戻し、活
性化させるということを伝え、それをリードする地域の人を応援するという流れがよいで
しょう。
　日頃から、文化活動に応じた支援の時期や内容を、公助と共助の分析を通じて整理
しておき、具体的な提言をするとわかりやすくなると思います。活動事例と提言が論理
的にかみ合うように、共助のあり方を分析しておけば、聞く側も非常にわかりやすいし、
有効なものになるのではないでしょうか。

（平成24年12月10日　第2回調査研究会での発言より）
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文化財レスキュー活動と事業の仕組み
岡田 健（東京文化財研究所）

文化財レスキューの役割と仕組み
　文化財レスキュー事業は、2011年4月1日から活動を開始しました。その役割は、①文
化財を被災した場所から緊急避難させる、②安定的な保管を確保することです。
具体的には、文化財の被災状況を事前調査し、救出活動を行うための車の手配と新し
い保管場所の確保、資材の調達などの準備を行って避難を実施し、応急処置をします。
被災地域は壊滅状態のところも多く収蔵設備がないため、その後、安定的に収蔵できる
別の場所に移します。
　事業運営についてですが、まず、文化庁から国立文化財機構に協力要請が出され、
また東京文化財研究所に文化財救援委員会の事務局を引き受けてほしいという要請があ
りました。しかしかつての国立機関はすべて独立行政法人に移行したため、文化庁から
直接お金が下りるシステムが存在しません。そこで、文化庁長官が国民に義援金を募る
形をとり、それによって文化財を救出することになりました。そこで文化財・美術関係団
体が招集され、当時の文化庁美術学芸課長が知恵をしぼり、各組織に連絡して参加を
募る形でスタートしました。
　活動開始時は募金がまったく集まっていない状態でした。そこで、東京文化財研究所
の防災研究プロジェクトから400万円を拠出、他の文化財・美術関係団体も、事業経費
から苦労して同等の金額を捻出しましたが、それ以上は難しい。そこで文化庁に要請し
た結果、8月から約3千万円がレスキュー活動の旅費として補助されることになりました。
　文化財レスキューに関する費用は、2011年度の義援金2億7千万円を、文化財保護・
芸術研究助成財団に集めるという形にしました。この義援金は、文化財の緊急避難と修
復を目的にしていますが、全額が文化財レスキュー活動に使われたわけではありません。
2011年度で4千万円、2012年度で3千万円を予定し、それ以外は、2012年春から財団
が各県に助成金を配布し、文化財修復に使われています。
　時間の経過とともに募金額も減ってきましたが、すでに各県が要請した救出・修復に
関してはほとんど終了していますので、資金不足ということはありません。

活動の成果と今後の課題
　最初の救援要請は 2011年3月29日、宮城県からでした。その後、岩手県、福島県、
茨城県から要請がありました。青森県、千葉県、群馬県、栃木県も文化財の被災があり
ましたが、文化庁への要請が出されなかったため、救援活動は行っていません。
　宮城県では初めに17カ所の文化財救出要請がありました。その後、活動を続け、現
在では救援リストは40カ所以上になっています。宮城県では県教育委員会がリストを作
成して全体を把握していましたが、岩手県では、リストのうち実際に救援委員会が関わっ
たのは3分の1程度です。岩手県・陸前高田市の学芸員が文化財レスキュー事業を知った
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のは 2011年の5月、大船渡市博物館の館長が知ったのは 7月というように、県による周
知が徹底していなかったのは事実です。しかし、県内の博物館などが協力して独自にレ
スキューを行っていたこともあり、1年半後にはリストに上がったすべてで実施できました。
　文化財レスキューは当初、2011年4月１日から１年間ということで設置されました。しか
し、実際には１年を過ぎても、応急処置も終っていないものが大量にある状態でした。
また、福島県においては、原発事故による警戒区域の文化財をどうするのか、長い議論
が続きました。期間については１年間、延長することに決定し、福島県の警戒区域の活
動については、放射能レベルを確認した上で、活動することになりました。
東京文化財研究所、東京国立博物館、九州国立博物館、奈良文化財研究所の4組織、
そして日本博物館協会から数名が、2012年８月、警戒区域に入りました。年齢を50歳
以上に制限したので、室長・部長・副所長などが力仕事や梱包作業を行いました。双葉
町、富岡町、大熊町の資料館から資料を出した状況です。
　宮城県の１件を除き、国の指定文化財、重要文化財、国宝はありません。今回の救出
は津波被害の大きい地域をメインに行われましたが、これらの地域は50 〜100年ごとに
津波が来ているため、国の重要文化財に指定されているレベルのものはほとんど存在し
ません。結果、未指定の文化財を多数、救出しました。
　今回の文化財レスキューは大きな組織による壮大なボランティア活動だった、といえる
でしょう。美術館機構もレスキューに参加し、2011年秋などは、どこも展覧会をひかえて
中堅や若手を出せない中、現場に副館長や学芸部長が勢ぞろいしていました。今後の
課題として、救出した文化財の保全体制や、どのように予算確保をするかが挙げられま
す。たとえば、石巻文化センターは10数万点の文化財を保有していましたが、まもなく解
体が始まります。岩手県・陸前高田市博物館も数10万点の資料を保有していますが、新
しい建物ができるまでに数年かかります。救援委員会の活動期限は2013年3月末までで
す。期限内にもとに戻る状況にないため、その手当を今後どうするかを考える必要があり
ます。
　施設を新設する予算措置としては、文化庁の被災ミュージアム再興事業という助成金
が 1年間に5億円用意されています。補助額は対象補助経費の50 パーセントですが、復
興庁が残りの50 パーセントを出してくれるので、期間は5年間で、合計10億円の予算が
付くこととなります。しかし、被災ミュージアム再興事業では個人の所蔵品はカバーされ
ませんし、寺などの修復に国が助成するのか、という議論もある。また、福島県の警戒
区域内には、まだ沢山の文化財が取り残されており、それに今後どう対応するかも問題
でしょう。
　救出した文化財について、その将来像を語り始める時期にきているように思います。今
後は、将来を見据えた歴史的視点での議論が必要となるでしょう。

（平成24年12月10日　第2回調査研究会での発言より）
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東京都による「芸術文化を活用した被災地支援事業」
森 司（公益財団法人 東京都歴史文化財団　東京都文化発信プロジェクト室

東京アートポイント計画ディレクター）

「東京緊急対策2011」について
　「東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業」についてお話する前に、東京都が
行ったほかの被災地支援についてご説明いたします。
　まず、震災直後から、東京都は被災者・被災地に対する支援策として、現地でのニー
ズを確認しながら、ハイパーレスキュー隊や機動隊等、警察や消防をはじめとする派 遣
を行いました。そして、平成 23 年5月には「東京緊急対策 2011」として、医療、 水道や
下水道事業の技術士、行政職員、教職員や都民ボランティア等の人的支援から、 食糧、
医療品、生活用品、自転車、避難所等の生活環境向上のための資材などの物的支援、 
被災地からの避難者の受け入れなどを行ってきたことを踏まえ、首都東京の総合力を 生
かした支援を続けることが発表されました。  
　具体的には、被災した児童・生徒への配慮、被災した動物に対する支援、被災地の
早期復興のための災害廃棄物処理の加速化、被災者・被災地へのきめ細やかな生活復
旧への支援など。たとえば、現地公的機関の復旧に向けた支援、バス等の車両の無償 
譲渡、都内避難者への雇用・就業支援などです。  
　これらの項目の中に「被災者に対する精神的ケアの充実等」が挙げられています。「被災
地や都内での避難所生活が長期化する中、医師や精神保健福祉士などで構成する 東京
都こころのケアチームや児童心理司などを被災地に派遣して精神的ケア等を行います。ま
た、スポーツ、芸術文化の持つ力を活用し、アスリートの派遣や芸術文化活動の提供な
ど被災者に夢と希望を与える事業を展開します」という一文があり、これに基づいて、「芸
術文化を活用した被災地支援事業」が行われていることになります。

「Art Support Tohoku-Tokyo」とは
　東京都は、審査会に合格したアーティストに公共施設や民間施設を活動場所として開放
し、音楽やパフォーマンス活動といった芸術文化に都民が気軽に触れる機会を提供する

「ヘブンアーティスト事業」を展開しています。そのヘブンアーティストの派遣を、宮城県、
岩手県、福島県の3県に対して、これまでに十数回実施しています。また、東京都交響
楽団も被災地での演奏会等さまざまな支援を行っています。  
　そして、私が担当しているのが、東京都と東京文化発信プロジェクト室が共催し、 被
災地の団体と協働してプログラムを実施する事業「Art Support Tohoku-Tokyo」です。
この事業は、アートプログラムを現場に持ち込むのではなく、アートプログラムを実施でき
る体制を、被災地のコミュニティの中に、現地時間をかけて作っていこうという投げかけ
をする支援プログラムです。
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　出来るだけ現場に沿うという発想で事業を行っています。たとえば、資金の流れにつ
いてです。まず東京都から東京文化発信プロジェクト室に入金されます。そして、ここか
らさらに現地で窓口となる NPOや公立文化施設に一括でお渡しします。復興支援現場
において特例にしたのは、現地 NPO から先の現場への支援に対する経理処理の扱い
です。
　共催負担金であるため、当然、領収書等が必要となります。ですが復興支援の場にお
いてそれを 要求すると復興支援の足手まといにかえってなる状況でしたから、NPO から
現場に落とし込む時点で、 委託業務としての扱いをすることにしました。
　ただし、これを可能にするために、専任の担当者を１名配置しています。プログラム策
定から実施まで、事業に関してすべてこの担当者が関与し、事業の目的、規模、内容に
ついて掌握しています。  
　たとえば、宮城県の場合は、えずこホールと相談しながらプログラムを始めました。え
ずこホールは復興支援について、組織立った対応を考えていた矢先で、われわれの申し
出を快く引き受けてくれ、協働していただけました。2年目である2012年は、宮城県から
も予算措置がありご一緒しています。
　ただし、えずこホールの運営がほぼ平常レベルに戻ったこともあり、来年度以降は事務
局的な機能を果たすことが難しくなったと聞いています。  
　宮城県では、2013年1月26日に、せんだいメディアテークを会場として、この2年間の
活動報告と今後の体制について討議するフォーラムの開催を予定しています。
　宮城県の「ARC>T」は、演劇集団が要請を受けてまちなかに入っていろいろな支援活
動をしてきたわけですが、2年間に地域も従来の体制に戻り、現状、逆に動きがとりにく
くなっている現実に直面しています。
　また、福島県も2年目に入り県レベルで参加したいとの要望がありました。平成24年度
は600万円程度の予算をこの事業につけておられます。 
　東京都の予算規模についてですが、ヘブンアーティスト事業と都響事業とは別に、被
災地支援事業として初年度は各県に1 千万円、全体事務経費として600万円、合計3千
600万円。 補正予算が確定したのが 7月1日で、その後体制を整え、実際に現場で事業
を実施したのは9月以降となりました。2年目は各県100万円ずつ減額になって900万円、
現地経費は600万円という予算規模で動いています。福島県が約600万円、宮城県が約
300万円、岩手県は市区町村単位で大槌町から約400万円の予算が付きました。まだま
だ 混乱の中ではありますが、現地で予算措置ができる段階になってきているといえます。

これまでの活動を振り返って今後の展開を考える
　具体的な活動内容を紹介します。「釜石アート支援プログラム」は、仮設住宅や仮設商
店街でのワークショップや滞在制作を通して、仮設の建物に彩りを与え、作品制作を通し
た住民間のコミュニケーションの機会づくりを行うものです。アーティスト日比野克彦氏ら
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が被災地に入り実施しました。商店街では喜ばれましたが、仮設住宅では一部の住民か
ら反対の声も出ました。様々な人々が暮らす仮設住宅での活動は課題も多くなります。
　福島県新地町での「マイタウンマーケットキャラバン」は、アーティスト北澤潤氏がボラ
ンティアとして現場に入り仕事をし、アートプログラムという呼び方もせず声掛けをして

いった「マイタウンマーケット」を他の仮設
住宅とも共有するためのプログラムです。
人々の会話の場を作るために、梱包用のカ
ラフルな紐でゴザを編むプロジェクトが「マ
イタウンマーケット」という活動になり、青
空市で仮設住宅に賑わいを創出するアート
プログラムとなりました。今後は、町会が
このプロジェクトを引き継ぐことになり、 平
成25年度からは地域の事業として行う段
階にまでなりました。一人のアーティスト 
がコミュニティと非常に密な連携を結ぶ中
で事業実施をする。信頼構築の上でなせ
た、ひとつの事業事例といえます。
　平成25年１月に仙台、2月に大槌、3月
に福島で、それぞれ振り返り統括のフォー
ラムを開催し、今後の継続あるいは新しい
問題の確認をしていきます。

（平成24年12月10日　第2回調査研究委
員会での発言より）

写真上：マイタウンマーケットキャラバン（2011）
写 真中・下：マイタウンマーケットキャラバン　in がんご屋

（2012）



98

「宮城県楽器ＢＡＮＫ」について
遠藤　昇（宮城県吹奏楽連盟）

「宮城県楽器BANK」の発足の過程
　「宮城県楽器BANK」発足のきっかけは1通のメールでした。
　3月11日の東日本大震災で、多くの楽器が破損し、また津波にのまれるなどして失わ
れました。震災から1週間ほどしてライフラインが復旧しはじめると宮城県吹奏楽連盟に
は、全国の音楽家や各団体から安否確認の問い合わせがくるようになりました。
　そして、3月末、事務局に「震災で楽器を失った子供たちに楽器を送らせてください。」
というメールが届きました。これを受けて4月2日、緊急の役員会を開いて現状の把握と
今後について話し合った結果、義援金を事務局全日本吹奏楽連盟に委託すること、楽
器等の物資の支援については、「宮城県楽器BANK」を発足し東北高等学校音楽部が
その任に当たることが決まりました。
　受け入れが東北高等学校音楽部になったのは、施設の被害が最小で集荷や作業の場
所が確保できること、部員の被災状況が軽微であること、音楽部の楽器輸送トラックや
大型バスなど自力輸送の手段があるという理由からでした。
　4月4日から準備を開始。翌5日にはホームページやメールで「宮城県楽器BANK」の
設置を全国にむけて発信。するとその翌日から、各地で活躍中の音楽家や音楽団体か
ら問い合わせがあり、7日には最初の楽器が東京から到着しました。その後、個人の方々
からも毎日のように楽器が届き、多くの団体がチャリティーコンサートやイベントで集まっ
た楽器などを郵送やトラックで持参してくれました。なかには海外で活動中の日本人音
楽家からの問い合わせもありました。また、被災団体の派遣演奏のコーディネートも行
ない、平成23年3月23日には NPO法人の主催で東京の浜離宮朝日ホールで、宮城と福
島の3団体と楽器を寄贈していただいた団体との演奏会を開催しました。

活動の状況と成果
　「楽器BANK」の作業工程は1.楽器の集荷、2.中身の点検と記録、3.楽器と用品の仕
分け、4.メーカースタッフによる楽器の調整と仕分け、5.地元楽器店による楽器修理と
なっています。なかでも、一番大変なのが楽器の仕分け作業で、ヤマハ楽器の協力を
得て、技術スタッフをボランティアで派遣してもらい、数回にわたって楽器の選別と調整
をしました。また、全日本吹奏楽連盟からの義援金で、地元の楽器店の協力を得て楽
器修理を行いました。
　5月末に400台近い楽器の出荷準備が整い、沿岸部の小中高の団体を中心に支援を
決定。特に被災団体の多い気仙沼(本吉地区)から矢本(石巻地区)の沿岸地域を中心に、
6月12日に石巻地区22団体に楽器100台、6月26日に本吉地区24団体に楽器99台、10
月22日に本吉地区21団体に楽器127台をそれぞれ寄贈しました。
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　寄贈会では吹奏楽コンクールへの参加を推進し、その原動力となるように参加者との
練習会や合奏も行いました。そして内陸部の団体については、活動上必要としている楽
器や消耗品を随時出荷しました。
　平成24年1月31日までに1313台の楽器と数多くの消耗品やアクセサリー用品が到着
し、宮城県と岩手県の 69団体に674台の楽器を寄贈。平成24年5月の宮城県内の小中
高の新入部員を対象にした支援では、68団体600名を超える小中高生の新入部員が集
まり、382台の楽器と譜面台、チューナーなどを配付しました。
　8月には、サントリーホール・オリエンタルランド・東京財団・カーニバルカンパニー・
洗足学園音楽大学の支援により、宮城県内の125名の中高生とともに東京サントリーホー
ルとディズニーシーで「宮城県楽器BANK」として、初めての復興支援コンサートを開催。
お礼と復興の状況報告を行いました。

今後に向けた取組
　迅速に行動するには、吹奏楽連盟の知名度と役員の判断能力、人材・施設・輸送の
確保が重要です。また、「楽器BANK」の場合、分かりやすい支援のテーマ「地震と津
波で楽器を失った子どもたちを救おう」をかかげたことで、支援者が活動をしやすい状
況を作ったことにもポイントがあると思います。
　「楽器BANK」の活動は、加盟団体にとどまらず被災地のあらゆる音楽団体への支援
活動へと変化しました。また、支援物資の購入や楽器修理などを地元企業に集中させ
ることにより企業の復興支援にも役だちました。そして、NPOなど、多くの支援団体と
連携することで、幅広い支援活動が実現し、不備を補うことにもなりました。特に広域で、
多様な要望に応えるために「楽器BANK」が被災地の窓口になることが重要でした。
　そして、さらに支援の輪を広げるためにも、支援者へのフォローも重要でした。寄贈
された物品に寄贈者の連絡先を明記し、お礼状を送れるようにしたり、寄贈先がわかる
ようにデータ化し支援者の問い合わせに対応できるようにしたり、インターネット、特に
フェースブックを活用してリアルタイムで状況報告を行ないました。マスメディアにも活動
状況を全国に配信してもらいました。
　今後の復興支援活動は、物資から人材派遣支援と変わる傾向にあると思われます。
しかし、各家庭の経済的困窮による音楽人口の減少をおさえるためにも、新年度に向
けて、新入部員への物資の支援も依然として必要です。また、全国からの支援に対して
復興状況の報告とお礼の方法や取組のすべてを記録として残すことを考えていおります。
　今後、「楽器BANK」の取組を参考にしていただければ幸いです。

（平成24年12月10日　第2回調査研究委員会での発言より）





第3章

将来の災害に備えた仕組みづくりに向けて

文化芸術に多種多様な復興推進活動がどう機能し、どのような

成果や課題があったのか。それを被災地のニーズに合った効果

的な支援に結びつけるにはどうすればよいか。災害国日本にあっ

て、災害時における文化芸術面での支援の仕組みづくりは重要

な課題である。本章では、阪神大震災、東日本大震災からの教

訓を踏まえ、支援の仕組みづくりの方向性を探った。
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　東日本大震災から２年が経過する中で、
これまで展開されてきた多種多様な文化芸
術による復興推進活動がどう機能し、どの
ような成果や課題があったのか、また、こ
れから永い歳月を必要とする継続的な活動
にどう生かされていくべきなのか。そして、
同時に、災害国日本でいつ発生するとも限
らない次の災害に備えて、これまでの教訓
を踏まえ、どのような仕組みづくりを進めて
いかなくてはならないのかが、大きなテーマ
である。
　東日本大震災による被災に対して文化芸
術面から復興を支援しようとさまざまな取組
が行われた。その主体は文化庁、地方公共
団体をはじめ博物館、美術館、劇場などの
文化機関、実演芸術団体、美術団体、文
化財団体など文化芸術団体や芸術家個人、
企業やNPO、市民ボランティア、震災を契
機に設立された多くのNPOなどである。こ
れらの団体は、多様な支援活動を進め、人々
の心を癒し、元気づけ、交流と参加の場を
もたらし、被災地の文化芸術の復興、生活
の再生に寄与してきた。
　しかし一方で、被災直後の混乱の中、文
化芸術団体や芸術家個人の思いから受け入
れ体制の無い被災地での押しかけ的な活動
が顰蹙を買う面も見られた。物資の支援に
ついても一方的に全国から、ある一つの学
校に直接数百の鉢植えが送りつけられるな
どの混乱が見られた。
　この全国の「何かできることを」との思いを
被災地のニーズに合った効果的な支援に結
びつけていくためには、何らかの「災害時に
おける支援の仕組み」の画を描いておくこと
が災害大国日本に必要ではないだろうか？
　文化芸術面から見ると阪神淡路大震災か
らの取組と教訓があり、東日本大震災での
ここ２年間の取組と教訓がある。「将来の災
害に備えた文化復興への支援の仕組み」の

方向性を現段階でまとめ、国や地方公共団
体、文化芸術関係者が共通認識としてもつ
必要があると考え、以下にこの仕組みが必
要な背景、考え方をまとめた。

1. 時間の推移とともに変わる被災地の
文化芸術的要求の変化

　災害における救援、復旧・復興には「3」
がキーワードになると言う。
　「3日」は 72時間は飲まず食わず、また怪
我をした被災者の生命を救出する限界であ
る。何をおいても救出行動が優先される時
である。
　「3月」は電気、水道、ガスなどの生活イン
フラの復旧、学校などの避難所生活から仮
設住宅での生活へ変化する時である。
　「3年」は復旧、修繕が必要な鉄道、公共
建築物などの地域インフラが復旧され、被
災された人々の地域生活に一つの区切り、日
常性が取り戻される時である。
　東日本大震災の被災は広範囲で津波被
害、放射能汚染と複雑な様相、地域による
まだら状況を呈しているが、復旧・復興に向
けての一つの目安になるといえよう。
　文化芸術の被災地での活動を見ると、被
災の状況により大きな開きがある。しかしこ
の「3」の中に文化芸術面では「3週」を加え
ることが出来るかもしれない。被災した仙台
フィルが文化会館等使用不能のなか見瑞寺
で活動を再開するのが 3月26日、宮城県か
ら文化財レスキューの要請がされるのが 29
日、避難所生活の人々を励まそうと多くの芸
術家、芸術団体が被災地での活動を進め始
めた時期と重なる。避難所生活に移行後、
やや落ち着きを取り戻す一方で、肉親や家を
失った悲しみとともに避難所生活に疲れを感
じ始める時期でもある。「人はパンのみで生
きるにあらず」である。
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　また「3月」は沿岸部で甚大な津波被害を
受けた地域で、百か日の前後から鎮魂、仮
設住宅完成を契機に地域の民俗芸能が活動
を再開し始め、地域社会の再生に向けて芸
能が大きな役割を担い始めている。ここから
が地域社会の再生に向けた「まちづくり」に

「文化」をいかに位置づけるか、2年間を基
本とした「仮設住宅」から「復興住宅」、「自
宅再建」への変化の中で、地域の人々の文化
活動の再開、文化の享受をどう再生していく
のかといった課題が横たわっている。時間
の経過とともに文化芸術に期待される役割、
果たす機能に重心の変化が起こってくる。

2. 被災状況による対応工夫の必要性

　東日本大震災には、一つは津波被害によ
る甚大な被災と一つは福島第一原子力発電
所のメルトダウンによる放射能汚染という、
二つの特徴がある。
　津波被害により、もう同じ場所には住めず
高台に移転しなければならない。新しいまち
づくりに神社と祭、商店街、職場の再興に
加え、文化機関を含めた公共インフラ等をど
う位置づけていくのかが問われてくる。
　放射能汚染による県内外への集団避難、
個人 避難による住 民離散によるコミュニ
ティ、自治体崩壊、地域社会で形成されて
きた文化、人と人の絆の崩壊に直面し、アイ
デンティティ喪失危機をどう乗り切るか、あ
るいは新たなコミュニティ創造、文化創造に
取り組む必要性に迫られている。
　さらに問題を複雑にしているのが自治体
内の被災状況の相違にある。津波被害を
受けた地域とそれ以外、行政職員被災によ
る行政機能の喪失状況、放射能汚染による

「帰還困難区域」「居住制限区域」など区割り
による分断など、パズルのような差異が存在
している。

　今、文化芸術による被災地支援も改めて
地域状況を見極め、単に「被災地」支援では
なく「○○市」の支援と固有名詞で語られな
ければならない時に来ていると言える。

3. 文化芸術の復興推進に係わる各主体の
活動経過と共助による支援の可能性

　この2年間、文化芸術に係わる復興推進
には多様な主体がその専門性を生かして被
災地支援に取り組んできている。震災復旧・
復興には一人でも多くの人手と資金が必要で
あることは当然であるが、文化芸術面では
これからますます必要とされるのはその専門
性であろう。その専門セクター同士の共助の
体制確立は、この2年間の経験のなかに実
績と萌芽が見られ、文化芸術に係わる復興
推進の有効な仕組みとなり得ると考える。こ
の方向で、いくつかの専門セクターの共助を
考えてみる。

1）全国の地方公共団体の被災地への人的支
援について

・行政職員の短期、長期派遣の実績─総務
省と東京都の事例

　被災直後、政府は緊急災害対策本部を
設置し、震災による被災地方公共団体の行
政機能を支援するため「全国から被災地に、
自衛隊の災害派遣部隊、警察広域緊急援助
隊、緊急消防援助隊、海上保安庁の部隊及
び災害派遣医療チームを最大限派遣する」
との基本方針で臨んでいる。また各省にお
いても専門職種の派遣要請が出されている。
　総務省は 3月22日に「東北地方太平洋沖
地震に係る被災地方公共団体に対する人的
支援について」を全国の地方公共団体に発
し職員派遣の協力要請を行っている。短期
の職務命令による派遣は「公務出張」とし
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「経費の特別交付税措置」を講ずるとするも
のである。国は被災地からの職員派遣要望
を受け 30日に公表し、全国市長会、全国
町村会を通じて申出の照会が行われ、4月8
日には被災地に伝達されている。短期は緊
急援助隊のほか避難所管理運営、救援物
資管理・配送などの仕事が多い内容となっ

ている。
　さらに 5月26日には「中長期的な職員の派
遣要望について」が被災地市町村に出され、
照会をへて6月24日に被災地に伝達されてい
る。長期の派遣は、一般事務職、土木職、
建築職、保健師など被災地からの要望で多
様な専門職が多くなっている。

東日本大震災に伴う被災地域への支援について

全国 派遣要望 派遣申出 最終派遣決定 派遣市町村

2011 年短期 550 2,600 1,148 約 360

2011 年中長期 187 166 約 100

2012 年中長期 550

東京都 人　数 職　種

2012 年度中長期 39 行政事務支援

32 道路・河川等の災害復旧支援

25 公立学校教員

12 公共建築物の災害復旧支援

45 その他

中長期合計 153

2012 年 11 月までの累計 23,160 警察緊急援助隊（延べ 209,076 名）

3,228 緊急消防援助隊

2,391 医療等支援

564 介護士派遣

541 医療救護班

399 心のケアチーム

382 保健師チーム

59 臨床心理士チーム

446 その他

3,564 復旧・復興支援等

1,675 避難所運営等支援

575 下水道事業技術職員支援

238 教育委員会への派遣

179 水道事業技術職員支援

115 公立学校教員派遣

102 行政事務支援職員

103 仮設住宅建設協力等職員派遣

577 その他

職員派遣累計 29,115

都内 23 区 6,159

都内 26 市 1,098

「東日本大震災における人的支援について」（地方公務員月報　平成24年3月号）
「東日本大震災に伴う被災地域への支援について　各種支援班の派遣状況等」（平成24年11月1日時点現況）（平成24年11月8日東京都総務局）
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・ 東京都の芸術文化を活用した被災地支援
事業

　東京都は被災地行政機能の回復を支援す
るために多くの職員を派遣しているが、それ
だけでなく事例報告にあるとおり、被災地
の文化芸術を復興するための事業を展開し
ている。東京で蓄積してきた文化行政の手
法を生かして被災地の文化行政を代替して
いると言えるもので、東京都歴史文化財団
の職員ではあるが、行政の職員派遣の一つ
として教育、土木などとならんで文化分野の
先進的な事例になると考えられる。

2）博物館、図書館、劇場など文化芸術機
関の被災地支援

・ 文化財レスキューの活動と課題
　文化財レスキューは、被災した文化財、美
術品等の動産文化財の廃棄、散逸、盗難等
を防ぐため、文化財を緊急避難させ、洗浄、
乾燥、成形・修復を安全な場所で行い、安
定した保管を行う事業である。
　東日本大震災における発動は、2011年3
月30日に文化庁が実施要項を定め、独立行
政法人国立文化財機構など諸機関に協力要
請等を行ったことに始まる（東北地方太平洋
沖地震被災文化財等救援事業図を参照）。
事業図に見られるとおり、文化財、美術品
については国の機関だけでなく、全国的な
専門組織、各地の博物館、美術館、動物
園、水族館、そして教育委員会のネットワー
クが存在している。博物館は、「歴史、芸術、
民俗、産業、自然科学に関する資料の収集、
保管、展示、調査研究」する機関として、そ
の専門家である学芸員が配置され、地方公
共団体等が設置する場合に、その機関とし
て目的と専門性、水準が博物館法で明らか
になっている。
　よって被災地から歴史的、芸術的に価値

のある文化資源、文化財、資料を回収し、
移送し、修復等を行う作業を全国の国、地
方の博物館等の学芸員が行い、保管を博物
館で行うことが可能となる仕組みとなってい
る。
　事例報告で遠野文化研究センター、仙台
科学館から具体的な活動報告が寄せられ
て、さらに日本動物園水族館協会からは、
動物園水族館が取り組まなければならない
6つの「日々の“つながり”」を挙げ、東日本
大震災での支援活動経験の教訓を受けて、
専門施設としての使命、共助の方向性を強く
認識している点は注目に値する。
　レスキューは地方公共団体からの救援要
請を受けて動き出す事業で、未指定文化財
も対象となるが、地方公共団体の担当者が
この制度の存在を知らなかったため救出が
遅れたもの、福島は放射能汚染により救出
に入れないなどの問題も発生している。
　緊急対策としてレスキュー作業はほぼ終了
しつつあるが、一時保管されている膨大な
収蔵品を何時まで保管し続けるのか、被災
博物館は復興されるのか、事業費は文化財
保護・芸術研究助成財団が呼びかけた義援
金で賄われたが、先の見えない課題が存在
している。今後の対応が正念場である。

・ 劇場、ホールの活動、役割と課題─劇場
法の制定

　東北3県の全国公立文化施設協会へ加盟
している文化会館などは 94施設存在してい
るが、2011年7月現在で稼働していたのは
20館しか無かった。2012年1月になると逆
に稼働が出来ていないのが 17館と急速に施
設の復旧が進んだ。しかし、2013年1月段
階では特に沿岸部で津波被害にあった館の
多くは未だ目処が立っていない状況が続い
ている。
　文化会館等は、地方公共団体が条例を制
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定して設置しているが、その目的・事業の内
容、専門職員の配置はそれぞれの判断であ
る。ほとんどは地域の音楽、演劇、舞踊、
伝統、民俗芸能などの文化団体や自治団体、
企業などに施設を貸し、年に何回かの主催
事業を実施するのが通例である。条例に書
かれている目的は「文化の振興」、事業は「館
貸与と利用料金、鑑賞機会の提供」が中心
で、その事業に対応する職員は管理、事業、
技術の担当者が配置されるのが一般的であ
る。博物館のような具体的な言及はなく実演
芸術を軸とする事業、専門家についての認
識が薄いのが現状である。
　震災時、文化会館は建物・設備の破損
などにより多くが稼働困難な状況に陥った。
34館あまりが避難所として使われ、本来の
役割を果たせないものも出て来た。直営館

か、指定管理者か、その管理形態にもよる
が、文化会館職員は、緊急対応のため復旧
作業、避難所運営に充てられ、また、貸館
中止による収入減に対応するために一時帰
休などの措置が採られ、施設復旧業務を除
く事業は停止状態になっている。
　事例報告でいわきアリオス、岩沼市民会
館、えずこホールの被災住民への文化芸術
活動面での対応が報告されている。困難な
非日常の生活の中、心に日常を取り戻すのに
音楽などの実演芸術は大きな力になってい
る。文化会館の使命を明確に意識して支援
活動に取り組んだ事例である。
　また、震災により一部には天井崩落などの
重大事故が 22件あまり起こっているが、東
北3県では死亡事故は報告されていない。震
災時、施設を知り尽くしている技術職員など

東京文化財研究所提供
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を中心に冷静沈着に避難を誘導した事例が
多数報告もされている。
　復興に向けて文化芸術活動を進めるに
は、地域のなかで住民のこと、地域の芸術
家、団体など文化資源の現状を理解してい
る人間が必要である。文化会館はその目的
として「地域の実演芸術を守り、育てること
を通し広く文化の振興に寄与する」ことを明
確化する必要が有るのではないか。その専
門家として会館が閉館していても避難所、そ
の後の仮設住宅での生活に対応した文化芸
術面での活躍の場は多々あるのではないか。
文化会館の地域の役割はまさにここにある
だろう。地方公共団体の文化行政との連携
を含め、文化会館自体本来の目的の確認と
緊急時の対応を考える必要がある。昨年、

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」が
制定され、定義、事業が規定されその専門
性に一つの方向性が示された。
　Art Support Tohoku-Tokyo（東 京 都 に
よる芸術文化を活用した被災地支援事業）
のコーディネートを引き受けた宮城県えずこ
ホールは、長いキャリアを持つ専門性の高い
館長が率先して宮城県内の広域的な文化芸
術による復興事業を進めている。専門家の
ネットワークが文化財レスキューと同様の機
能を発揮する可能性を示している。

・文化機関の共助の取組の方向性
　文化財レスキューにおいて博物館はその設
置地域を越えて、博物館の目的、学芸員の
専門性によって共助による支援の活動が行
われた。博物館といっても歴史博物館、科
学博物館、動物園、水族館、美術館と実
に多様である。一概に文化財とイメージでき
ないものも含まれ支援の対象となった。人々
が生きていく上で欠くことの出来ない、教養、
レクレーションのために、かつ扱うものが有
形のものゆえに実施する活動が明確である

ことに起因する面もある。多様な分野を含
むが文化財レスキューの名の下に事業が進
められた。阪神淡路大震災からの経験蓄積
があり、文化庁から協力要請のイニシアチブ
が働いた点も見落とせない。
　また、事例報告にあるとおり盛岡市中央
公民館の絵本プロジェクトの取組とその教訓
には、社会教育、生涯学習における公民館
の役割、公民館連携の可能性が示唆されて
いる。さらに遠野文化センターの献本活動、
シャンティ国際ボランティア会の移動図書館
など文化面での多様な助け合い、支援が展
開された。
　文化会館はどうであったのか。先に挙げ
たとおりいくつかのすばらしい活動は見られ
た一方、文化会館には「守るべき財産が無
かった」のではないかとの意見も、文化芸術
による復興推進員連絡会議で上がった。人
間の無形の活動が対象であり、何をしてい
いのか明確になっていなかった点は上げら
れる。しかし、確実に被災地では文化芸術
活動が求められており、“こと”が起こってお
り、地域を越えて応援に駆けつけた文化会
館もあった。
　博物館等と同様に文化会館も目的を同じ
くする他の地域の文化会館を支援する、会
館同士が共助の思想で助け合うことは可能
である。
　昨年成立した「劇場、音楽堂等の活性化
に関する法律」はこれまで国レベルで明らか
になっていなかった劇場、音楽堂に定義を
与え、地域コミュニティの創造と再生を通じ
て、地域の発展を支える機能も期待され、
実演芸術を守り育て、創り続けることは今に
生きる世代の責務としている。そして専門人
材として「制作者」、「技術者」、「経営者」、

「実演家」 を位置づけている。
　さらに法律に基づき文部科学大臣が告示
した指針には「非常時においても劇場、音
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楽堂等の業務を適切に執行することができ
るよう、優先業務を選定するとともに、事業
継続体制や他の劇場、音楽堂等との連携･
協力体制等を整えること」としている。法律
上も一つの方向性が示されたといえる。

3）文化芸術団体、芸術家の文化芸術活動
による支援

・文化芸術活動による支援
　文化芸術による復興推進コンソーシアムの
調査研究報告書『東日本大震災、文化芸術
の復興・再生の取り組み』（2012年3月）で被
災直後から1年間の文化芸術による復興支
援活動についてアンケート調査、ヒアリング
からの事例報告でその特徴を紹介した。
　震災直後から芸術家たちは動き出した。

「被災地を支援しよう」とのメッセージを発す
るとともに公演で義援金を集め贈ろうという
活動がスタートする。被災地の情報が次第
に伝わるにつれ、何かできないかと芸術家
たちが被災地、避難所を訪れ、炊き出しを
行ったり芸術活動を行ったりと活動を始めて
いる。
　この思いは、一部には何の相談もなしに
押しかけ現場の状況を無視したものもあり、
被災者の思いと乖離したものとして批判を受
けた。このような状況を無くすための何らか
の対応策が必要であろう。
　また一方で震災による東北経済の停滞、
さらに原子力発電所事故による放射能汚染
への恐怖、東京電力の輪番停電による全国
的な波及は、全国的なイベント自粛ムードを
巻き起こし、当面の文化芸術活動について、
多くの公演の中止が打ち出された。
　このなかで復興における文化芸術の必要
性を訴える動きを創ったのが 2011年3月25
日の野村萬日本芸能実演家団体協議会会長

（芸団協）と4月12日の近藤誠一文化庁長官

のメッセージであり、このあたりから全国的、
組織的な活動に拡大していく。

・全国組織と被災地の文化芸術団体の活動
─宮城県楽器BANKの経験と共助の取組

　宮城県吹奏楽連盟は 2011年4月2日の緊
急役員会に役員5名が集まり、小学校、中
学校、高等学校など 360を超える加盟吹奏
楽団の活動を復興させようと「宮城県楽器
BANK」の活動を開始する。
　背景となったのは 3月29日に東京から送
られてきた「使えるのに眠っている楽器を送
らせてください」、「今でも吹奏楽部で過ご
した事が懐かしく、貴重でとても好きな時間
だったと思っています」とのメールである。
　4月5日にはホームページを立ち上げ、楽
器の送り先を東北高等学校音楽部、義援金
の送り先を全日本吹奏楽連盟とし、支援を
呼びかけている。そして早くも4月７日には
SeRvウィンドオーケストラから50台を超え
る楽器が届いている。集まった楽器は千台、
義援金は1億円を超えている。
　成長の大事な時期、子どもたちの音楽活
動を停滞させることは出来ない。音楽に思い
を寄せる人々が仲間として思いを寄せたので
ある。
　専門家同士による共助の動きは他にも広
がっている。被災した仙台フィルハーモニー
管弦楽団を励まそうと石川県立音楽堂、サン
トリーホールなどが招聘し演奏の場を提供し
ている。また芸団協の復興支援の最初の取
組として仙台七夕祭りの企画に協力し、仙台
フィル、ARC>T、三曲の宮城竹友会の出演
をコーディネートしている。さらに海外の音
楽家組織から芸団協へ義援金が送られてく
るなどの世界的な広がりをもった。
　美術の世界でも全国美術館会議、全国
美術商連合会、日本美術家連盟が連携して
チャリティオークションを実施、さらにフラ
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ンス人漫画家も「日本のために作品を描こう」
と呼びかけチャリティオークションを開催し
ている。

・今後の活動の方向性
─被災地文化団体からの要請の必要性

　芸術家、芸術団体は文化芸術で人々を励
まし、復興の力になれればと行動した。多く
は自分の親類や友人、知人、地域の文化芸
術団体と連絡を取り相談し、また被災地の
県庁、市町村や文化会館等に問い合わせて
取り組んでいる。
　この連絡と準備の回路についての認識が
芸術家、芸術団体に薄かったことが一部に
混乱を起こした要因とも考えられる。時間の
経過から考えると、3週間前後から文化芸
術の必要性が浮上してくる。この時に向け
て被災地の文化芸術団体と全国の文化芸術
団体の回路を明らかにする必要がありそう
である。
　この回路から文化芸術に係わる被災状況
の情報が、全国に伝わっていくことが重要と
なる。

・今後の取組の方向性
─被災地方公共団体、文化機関からの要

請の必要性
　被災地の文化機関、文化芸術活動の状況
を捉えられる立場にあるのは、地方公共団
体、諸文化機関である。文化担当者が避難
所支援や復旧に回され手薄になった事例が
多かったが、一部では担当者が現場に留ま
り、地域の文化芸術活動の再生に取り組ん
でいる。芸術家や芸術団体からの問い合わ
せをさばき、活動の場を提供している。
　芸術家や芸術団体は押しかけるのではな
く、地域からの要請に応えるかたちでの活
動展開に出来ないか。
　文化芸術団体同士の回路ともう一つ被災

地からの文化芸術に関する専門情報回路の
必要性が浮上する。

4）文化芸術面の復興を支える資金

・文化芸術団体、文化機関の募金と使途
　震災からの復興を応援しようと多くの国
民と団体が、3649億円の義援金を送って
いる。（厚生労働省Webサイトより2013年2
月末 現 在の情報http://www.mhlw.go.jp/
shinsai_ jouhou/gienkin.html）
　芸術家、文化芸術団体等も公演の機会に
支援の寄付を広く呼びかけ、赤十字、地方
公共団体等を通し被災地に送っている。し
かしなかなか被災者に届かない、何に使わ
れるかわからない、との声も上がっていた。
　被災地の復興・再生には文化芸術が欠く
ことが出来ない。しかし自粛の風潮に見られ
るとおり、文化芸術は後回しにされる嫌い
がある。使途を文化芸術の復興へ特定した
資金が必要である。
　この動きは 3月末にも東京や仙台で起こっ
ている。企業メセナ協議会の被災地の文化
活動の復興のためにGBファンド設置、文化
庁による文化財レスキューのための募金要請
を受けた公益財団法人文化財保護・芸術研
究助成財団、仙台フィルの被災地での活動
を支援する音楽の力による復興センターであ
る。つづいて日本音楽財団による地域伝統
芸能復興基金、アーツエイド東北、また芸
団協、日本クラシック音楽事業協会など実
演芸術団体も被災地の活動のために基金を
設置し、募金を開始している。
　文化芸術関係者が社会に広く呼びかけ、
一般の義援金そして文化芸術目的の募金総
額は昨年の調査からも20億円をはるかに超
えるものになっていることが推計される。
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・文化芸術団体等による募金の方向性を考
える

　大災害時には、被災者支援のため広く人々
の篤志を呼び覚まし、公助、共助の輪をつ
くり出す必要がある。芸術家、文化芸術団
体等はその仕事が広く人々に直接に接する活
動であり、募金に効果を発揮する潜在的な
力を有している。社会的な貢献として災害直
後に広く支援を呼びかけることの必要性の
認識、復興には文化芸術が必要との認識の
なかで、文化芸術団体等は使途を文化芸術
に特化した「基金」を全面に押し出していく
必要があるのでないか。
　「文化芸術による復興」、「文化芸術の地
域での復興」のために全国の文化芸術関係
者から被災地に共助の輪を広げる仕組みで
ある。実演芸術団体、美術団体、博物館、
美術館、劇場・音楽堂などの文化機関、文
化財団体それぞれが「復興基金」を恒常的に
設置することが重要となろう。

5）国の復興における文化の重要性の認識を

・総務省と自治団体による職員派遣と文化
庁による文化財レスキューの呼びかけ

　先に述べたとおり、政府は緊急災害対策
本部で全国から被災地に緊急援助隊を送
る決定をし、これを受けて総務省は全国市
長会、全国町村会と協力して地方公共団体
の職員を多数被災地支援に送り出している。
文化庁も阪神淡路大震災からの実績のある
文化財レスキューについては、要項を定め独
立行政法人国立文化財機構、文化財・美術
関係団体への協力要請、全国の都道府県教
育委員会に職員派遣の協力依頼を行ってい
る。東京都の職員派遣リストには教育委員
会238名が記載されており、学校教育の復
興とともに文化財レスキュー活動が含まれる
ことが想像される。

　2011年に制定された「東日本大震災復興
基本法」第2条第5項ハに「地域の特色ある
文化を振興し、地域社会の絆の維持及び強
化を図り、並びに共生社会の実現に資する
ための施策」が推進されるべきと規定され、
同年7月に策定された「東日本大震災からの
復興の基本方針」では「文化・スポーツの振
興」として以下の項目が述べられている。

（ⅰ）「地域のたから」である文化財や歴史資
料の修理・修復を進めるとともに、伝
統行事や方言の再 興等を支援する。
また、被災した博物館･美術館･図書
館等の再建を支援する。

（ⅱ）地域を元気づける文化芸術活動に対す
る支援を行うとともに、芸術祭・音楽
祭等のイベントの開催を支援する。

（ⅲ）地域におけるスポーツ活動を促進すると
ともに、国際競技大会の招致・開催を
推進する。

　そして前章で言及した復興庁の「復興推
進委員会平成24年度審議報告」での文化芸
術に関する言及、さらに各被災地の復興計
画が存在している。
　これらの総務省、文化庁の具体的な取組
の経験、文化芸術関係者の復興に向けての
活動の経験、そして政府が定めてきた東日
本大震災復興基本法の基本理念を生かした

「災害大国の備え─復興の理念は文化復興」
の仕組みをつくることが課題となる。

6）将来の災害に備えた文化復興への支援の
仕組みの方向性

①図書館、博物館、美術館、劇場・音楽堂
等の文化機関の相互支援体制

　文化機関は地域の文化を守り、育てるこ
とを使命とし、文化芸術の地域での伝承、
創造、普及を通して人々の生活の拠り所とし
て存在している。災害時に備え以下の体制
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を整備することが望ましい。
・ 文化機関は地域の文化芸術資源について

日常的に情報を収集し蓄積すること
・ 博物館等は被災時に収蔵している文化芸

術資源、地域に存在する文化芸術資源を
救出し、活動の再開に備えること

・ 劇場等は緊急時こそ必要な人々の文化芸
術の享受を創り出す施設、避難所などで
の文化芸術の享受機会の創出対応を行う
こと

・ 文化機関は被災状況、時間経過に応じて
避難所、仮設住宅、文化施設での人々の
生活状況に対応した文化享受機会づくり
を進めること

・ 全国の文化機関は、文化芸術資源の救出
と活動の再開、人々の文化芸術の享受機
会づくり、施設等の復興のため学芸員、
制作者、技術者等の専門家を被災地の要
請により派遣すること

・ 文化機関は、専門芸術家等の派遣につい
て芸術団体に協力要請を行うこと

②文化芸術団体の相互支援体制
　 演劇、 音 楽、 舞踊、 演芸、 伝 統芸能、
民俗芸能など実演芸術、美術、文化財な
ど文化芸術に関わる団体は、市民として文
化活動、専門家として活動と区別はあるが、
全国に多数個別組織として存在し活動を続
けている。これらは地域的に組 織を形成
し、さらに全国組織も形成されていることも
多い。震災により地域の活動に携わる方々
が被災し、日常的な稽古、創造の場である、
自宅稽古場やスタジオ、公民館・集会所が
被害を受け、活動に不可欠な楽器、道具、
衣裳が失われ、場所によっては発表の場で
ある美術館、劇場等が使用不能となってい
る。災害時に備え以下の体制を整備するこ
とが望ましい。
・全国的な文化芸術組織は被災地域の文化

芸術団体の物的、人的被害に対し、活動
の再開を支援すること

・文化芸術団体は文化機関からの要請に応
え、被災地での文化芸術の享受機会づく
りに協力すること

・被災状況、時間経過に応じて避難所、仮
設住宅、文化施設での対応を進めること

③地方公共団体の文化行政の役割
　地方公共団体は東京都をはじめとして被
災地の治安、防災関連の行政事務等に、人
的、財政的支援の形で、それぞれの首長の
指導性や組織規模等の実情に即した様々な
考え方をベースとした可能な範囲での対応を
行っている。長期化する復興計画の具体化
には粘り強い継続的支援が重要とされるが、
その中に文化芸術の復興支援の果たす役割
の重要性に留意し、以下のような観点から被
災地３県の非被災地を含む基礎自治体等の
支援体制を構築していくことが望ましい。
・地方公共団体は、文化復興のため人的支

援に“文化芸術”担当を位置づけ、被災地
地方公共団体の要請を受けて専門家を派
遣すること

・被災地方公共団体は、文化機関と連携し
て全国の文化芸術団体、文化機関に専門
家の派遣を要請すること

④資金調達のシステム
　資金調達のあり方については、国をはじめ
とする公的なシステムや民間企業、NPO そ
の他の民間セクター等からの支援が見られ
る。しかし、復興支援の長期化などにより
その規模や継続性、確実性の確保の問題な
ど多くの課題を抱えており、今後も試行錯誤
的対応、実績の積み上げが求められる。し
かし、「コンソーシアム」におけるこれまでの
検討を踏まえ、調達メカニズムの一翼を担う
立場から共助の考え方をベースに以下のよう
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な方向性を主唱したい。
・全国の文化機関、文化芸術団体等は広く

復興支援への募金の呼びかけを行うこと
・「文化芸術による復興」、「文化芸術の地

域での復興」に充てる恒常的な「復興基
金」を設け、文化機関同士、文化芸術団
体同士の共助的な資金を含め復興に貢献
すること

⑤将来の災害に備えた文化復興への支援の
仕組み発動とそのイニシアチブ

　災害大国日本にあっては、将来国内のど
の地域においても同様の被災が予測される。
　そうした災害の復興の要諦である「文化復
興」の理念が十分その機能を発揮するため
には、今回の震災からの復興過程において、
こうした文化芸術による復興支援の実績の
積み重ねが期待される。
　そのためには文化機関、文化芸術団体、
地方公共団体、文化NPOなどの関係機関・
団体等がそれぞれの機能の特長を生かし、
適切な役割分担の下で協働して支援効果を
生み出せる「共助」の仕組み・つなぎ（ネット
ワーク）が不可欠である。
　そして、文化芸術に関わる公共的、公益
的な機関、団体等を構成メンバーとする「コ
ンソーシアム」は、これら構成メンバーのネッ
トワークの心臓部分として機能すべく昨年創
設されたが、当面の震災復興の取組はもと
より、将来に備える「コンソーシアム」の役割
の重要性を再確認するとともに、その後の活
動の評価によって明らかとなったネットワーク

（心臓）機能の活発化を始めとする共助のた
めの課題解決に当たる必要がある。
　なお、この点で国レベルでの復興支援行
政に関わって、文化復興を唱える「文化庁」
には「文化財レスキュー」の活動経験を踏ま
え、被災時の「共助」のシステムが機動的に
作動するうえで密接な協力関係に期待する

部分は大きいといえるだろう。
　また、政府において検討されている「災害
対策基本方針」の見直しや「大規模災害復興
法（仮称）」の制定など国を中心とする今後の
動きに呼応して、文化芸術による復興支援
機能が全国レベルで作動することの重要性
に鑑み、「コンソーシアム」としても国レベル
での対応が可能な「文化庁」と緊密な連携を
とってこれら国の制度設計に反映する方策を
打ち出し、具体的な実行に移していくことが
求められる。
　復興推進の要諦としての「共助」のシステム
を稼働させる「コンソーシアム」の存在意義
は大きく、「共助」のメカニズムの十分な作動
のためその心臓の拍動を活発にし、長期化
する復興過程において、心の支援を始めと
する文化芸術活動の特性を如何なく発揮す
ることを目指すことが重要であることを再確
認しておきたい。
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　「大震災を契機に戦後日本の諸課題が顕在化するなかで、大震災の復旧・
復興プロジェクトがインフラ、ジョブを先行させる国の方針となっている。一方
心の癒し、地域の絆の回復のよりどころとなるため様々な文化芸術の試みがあ
り、新たな成果が芽生えている。しかし、これらが一つの“エピソード ”として
報告されることはあっても、これらを集めた復興推進の大きなうねりとまでは
なっていないことに歯痒さを感じる。文化芸術が復興に果たす役割が目に見え、
確信となっていくには多大のエネルギーと長い時間が必要と思う。粘り強く成
果を積み上げていきましょう」（平成25年3月“今こそ文化芸術の出番です。各
地からの報告をもとに、文化芸術による復興推進のあり方を考える”シンポジ
ウムより近藤誠一・文化庁長官発言要旨）
　こうした冷静な現状評価は、「文化芸術による復興推進コンソーシアム」によ
る復興推進の今後のあり方を考察するうえで、極めて大事なことだと言えます。
　また、第2章で明らかにした復興計画自体の実行性の曖昧さに加えて、実施
段階での住民合意の形成の困難さ、基礎自治体の職員不足等が重なり、本来
あるべき被災地住民の主導による自立的な復興活動の隘路となっていることも
明らかになっています。
　文化芸術がとりわけ住民合意の基盤となる絆、アイデンティティの回復に力
を発揮するならば、その力にはこうした隘路の解消に資する役割を十分期待で
き、全体としての町の再建・再生計画の策定・実施に明確に位置づけられて良
いのではないでしょうか。
　「文化芸術による復興推進コンソーシアム・調査研究会」はそうした認識の下
で、発災直後の文化芸術による被災地での団体、民間ボランティア等の慰問
活動の混乱を解決する諸条件の分析や、復興推進を効果的に進めるための主
要な課題等について、昨年来復興現場で展開された具体的事例の評価に基づ
き、「文化芸術による復興推進員」の協力等を得て関係機関・団体・芸術家・
NPOメンバーの「共助」のあり方（方向性）としてとりまとめようと試みました。
　そして今後の展望とともに、「中継機能を果たすコーディネーター人材の養
成」や東京都の「ART Support Tohoku-Tokyo」に代表される「アートNPOな
ど持続可能な活動基盤や平時からの文化芸術活動の地域人材のネットワーク
の形成」、更には「所要財源の確保」、 「復興過程における活動のアーカイブ化」
といった課題が浮き彫りになりました。（第1章）
　また、「文化芸術による復興推進コンソーシアム」と国等の文化行政との密接
な連携による対応も含め、将来の災害に備えた文化復興への「支援の仕組み」
として文化行政機関、芸術家、NPO団体の共助のあり方を体系的に整理し、
役割分担や所要の制度的整備に関しても一定の方向性を示す形で、問題提起
をしています。（第3章）
　今後の活動指針としては、制度的な措置を含む復興推進の大枠の議論より
も、復興現場における実際の文化芸術活動の力の検証を試みて明らかとなっ

おわりに
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た将来の中長期的な課題と展望を視野に、具体的な芸術文化活動の中から重
点的に支援するに相応しい他地域でも参考となる好例に注目し、その成果を
積み上げていくこと、こうした方法を採ることにより、被災地の文化芸術機関、
民間団体等に推進活動の指針を示すことができ、また全国的視野でのコーディ
ネーション等支援そのものの働きを通じて期待される実効性のある機能を果た
すことになるものと考えています。
　なお、「文化芸術による復興推進コンソーシアム」と復興を願い被災地での文
化芸術活動に日夜取り組んでおられる方 と々の意思疎通は、信頼関係の構築と
合わせて極めて大事な要素であることを、調査研究活動を通じて実感したとこ
ろです。この点で未だ十分とは言えない現状は何としても克服したいものです。

　今回の調査報告書において取り上げた新たな課題は必ず解決されることを信
じ、そのための今後の解決への取組の道筋について、日常化する多分野の復
興活動の中、文化復興を標榜する関係者の粘り強い熟議と創意ある活動を期
待したいものです。
　最後に「文化芸術による復興推進コンソーシアム」のこれまでの調査研究活
動の報告を終えるに当たり、単なる“現場目線”という精神論を超え、着実な成
果主義の考え方のもとで、適切な役割分担・有機的な相互の連携と信頼関係
構築の努力を絶やさず、引き続き復興推進の活動現場で共に汗を流す努力を
お約束したいと思います。
　合わせて本調査研究に熱心にご協力いただいた皆様に改めて感謝の念を表
したいと思います。ありがとうございました。
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