
は じ め に

平成 年７月 日に新潟県中越沖地震が発生し
た（ ）．筆者らの勤務先のある柏崎は震源地に近く，甚大
な被害を被った．自然災害を未然に防ぐことは難しい．
そのため，工学の力を借り，いかに復興に向けて立ち上
がり，再生するかを考えることは重要である．本稿では，
復興への取組みとして，地元商店街の例を紹介する．こ
れにより復興は被災した人たちの手で行うことを感じて
頂きたいと考える．次に古文書等史料の救済活動を例に
挙げ，電子情報通信の分野が担える復興の形について触
れる．

復興への取組み

平成 年 月に発生した中越地震が山古志村の全村
避難で注目されたように中山間地域の農村が甚大な被害
を受けたのに対して，中越沖地震は沿岸部の中心市街地
が大きな被害を受けた．こうした中で，大きな被害を受
けた中心部の商店街の一つである柏崎市東本町２丁目の
通称「えんま通り商店街」は被災直後から復興に向けた
取組みを開始し，筆者（田口）をはじめとした周辺の専門
家がこの支援を行っている．

中心市街地における復興の課題

衰退過程にある商店街では建物の再建による復旧だけ

ではこれまでと同様の状況を生み出すばかりで地域の本
質的な復興へつながるとはいえない．復旧・復興のプロ
セスの中で商店街が抱えていた慢性的な課題の解決も併
せて必要となる．具体的には中心市街地の位置付けの再
定義や，これからの中心市街地における新しいライフス
タイルの提案が必要であり，居住機能の導入なども含め
たコンパクトシティ化などの抜本的な復興が必要といえ
る．

えんま通り商店街の震災復興

えんま通り商店街は柏崎中心市街の中でも最初にアー
ケードが設置されるなど中心部発展のけん引役を担って
きた．しかし，全国の中心市街地と同様に郊外型大型店
舗などに押されて，日常的には多くの店がシャッターを
下ろす典型的な“シャッター通り商店街”となっていた．
こうした中，その再建に向けて，住民の中から必然的
に復興に向けた議論が始まった．これに呼応して新潟工
科大学・長岡造形大学・新潟大学・長岡技術科学大学の
都市計画系を有する県内の４大学が連携し，復興に向け
た住民意向調査をいち早く実施，多くの住民が居住継続
意向を強く持っていることを確認した．一方で，商店街
を貫通する本町通（通称：えんま通り）は，道路を拡幅
する都市計画決定がなされていた．

市民が作った復興計画

道路の拡幅は，個人所有の土地・建物の取扱いが大き
な問題である．そこで，えんま通り商店街では 月下旬
に「拡幅を前提としたビジョンを描く」ことにひとまず
合意した．その後，地域住民に委嘱されたコアメンバー
により「えんま通り町づくりの会」が発足され，復興ビ
ジョンの策定を始めた（図 ）．一般的にこうした復興計
画は行政による住民参加の下で行われるが，えんま通り
の場合は自ら動き出したことは特筆すべき点であるとい
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える．しかし，策定する主体は一般住民であってビジョ
ン等の計画策定の経験があるわけでもない．そこで，地
元大学の都市計画専門家としての筆者（田口）がビジョ
ン策定までの道筋やアウトプットイメージを提案した上
で，議論を進めていった．そして 月末に他住民に対
する報告会を開催して完了した．まさに「市民が作った
復興計画」である．
このビジョン策定のアウトプットで特にこだわったの

が「言葉による将来イメージの共有」である．復興に伴
う建て替えや道路拡幅は住民にとっては自らの財産を賭
する大きな意味を持つ．ゆえに「総論賛成，各論反対」
ということが多分に予想されたためである．
具体的な計画策定は，まずえんま通りが被災前から抱

えていた課題やイメージ，更には今後「売り」になり得
る事柄の共有から始まった．その中から，えんま通りの
「売り」を伸ばすことで課題解決を図るにはどうしたら
よいのか，今後どういったまちを目指すべきか，という
議論をワークショップ形式で進め，えんま通り復興の目
標像といえる「言葉」を作った．更にはその「言葉」が
意味するところを具体的に例示した「ゾーニングイメー
ジ」「拡幅イメージ」が作られ，これらを束ねることで「新
生！えんま通りプロジェクト」と題した復興ビジョンが
完成した．

電子情報通信分野からの復興支援

地震後に様々な復興支援のシンポジウムが開かれてい
る．その中で必ずといっていいほど話題に出るのが情報
の共有についてである．類似の活動をしている団体が今
何をしているか，過去に地震被害にあった地域でどのよ
うな支援活動をしたか等，復興に携わる人が知りたい情
報は限りなくある．インターネットが発達した現在では，
しっかりしたデータベースを作ることができれば，個人
がその情報を得ることは容易であろう．そして，その活
動をアーカイブ化し，後に伝えることもまた重要である．

ディジタルアーカイブ作成の必要性は，阪神・淡路大震
災のときにも報告されている（ ）．
データベースについては，支援活動にとどまらず，災
害に関連するいろいろな場面で現れる．ここでは，その
一つとして，中越沖地震で被災地での史料がどのように
扱われたかを取り上げ，その救済と課題について考察す
る．

史料救済活動

一般に歴史資料，民俗資料は，既に国，県，市町村な
どが文化財として指定したり，博物館，図書館，資料館
などが収集，蓄積した上で，その一部を公開した場合，
あるいは図書として出版された場合などに目にすること
ができる．今回のような災害を機に個人の家に所蔵され
ていた古道具，民具等とともに様々な古記録なども救出
されるが，大部分の古記録などは各家庭の情報がつぶさ
に記述されていることから個人的に廃棄され，公の場に
顕わされることは少ないと考えられる．本節ではこれら
の民俗資料，歴史資料の救済活動を整理し，今後の課題
を考える．
民俗資料，歴史資料の救済活動については先の阪神・
淡路大震災後の関係機関の活動，中越地震のときの経験
が生かされ（ ），震災４日目には県教育庁文化行政課長か
ら被災「文書等」の取扱いについてのお願いが各市町村
教育委員会に依頼された．これを受けて７月下旬には柏
崎市から各戸に「被災地区の皆さんへ ─歴史資料につ
いてのお願い─」というチラシが配布された．結果的に，
個人からの民俗資料は数千点救済されたことと比して古
文書，古記録は史跡等からの預かりが主で新たに救済さ
れたものは少なかった．古文書，古記録，日記，慶弔記
録，取引記録，道中記などは次の特徴が考えられる．ま
ず，個人情報が記載されていたため安易に放出すること
はできないし，これらが毛筆でしたためられており容易
に判読することができないことからも慎重にならざるを
得ない．また，かさ，たけもさほどでないことから保管
を続けること，可燃ごみとして廃棄すること等選択肢が
多い．これらから，たとえ倒壊した家屋の下から救済し
たとしても，そのまま行政組織の救済活動に呼応して提
供，寄贈されるものでないことは容易に推測できる．も
し，寄贈した場合においても，その後の扱いがどのよう
になるのか心配も残る．

今後の課題

以上が災害時の民俗資料，歴史資料の救済活動の状況
である．筆者（宮澤）はこれらを踏まえて，古文書，古記
録の救済について次の知見を得た．
古文書，古記録などを歴史資料として活用するために
は，これらを資料（書物，紙等の形態）としてとらえるの
ではなく，情報（複写，電子媒体での保管）としてとらえ

図 ビジョン策定の会合
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ることが大切である．資料でとらえている限りその状態，
筆者，年代等一つのものとしての価値判断で扱われる．
しかしながら，これを情報としてとらえることにより，
資料は自身で所蔵した上で，個人情報など秘すべき部分
を隠ぺい加工した情報（二次情報）で提供することができ
る．これらの情報をデータベース化し，ネットワークを
介して公開することにより，多くの方々と共用し，他の
情報とのかかわりからの付加価値を伴う情報（ 次情報）
へと展開することができる（ ）．この展開を自身で確認す
ることもできる．
一般家庭，旧家に所蔵されている個々の古記録等を段

階的にデータベース化することについては比較的容易で
あるが，登録対象を見いだすことは至難の業である．ま
た，被災から救出された資料についても既に蓄積された
膨大な未整理の古文書，古記録の一部に加えられその活
用，価値評価などは保管元にゆだねられることとなり
データベース化の対象とはならない．しかしながら，在
家の古記録など未発掘のもののデータベース化につい
て，平穏な日々から粛々とした呼び掛けを行い，その公
開が体系的に行われる仕組み作りをすることによりこの
問題を解決できるものと考えている．

ま と め

中越沖地震被災地から復興に向けての取組みを紹介し
た．今回の中越沖地震のように大規模災害は日本各地で
今後も発生する．こうした中で，被災地周辺の大学が果
たすべき役割があると考えられる．被災直後については
全国規模の注目や支援の和が広がるが，復興における長
期的かつ濃密な支援については近隣大学をはじめとした
被災地周辺の専門家が担う必要がある．そして，学会を
仲立ちとして，全国規模の専門家ネットワークが構築で
きれば，今後も起こり得る各地での災害復興支援におけ
るモデルとなり得るのではないか，と考えている．
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