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Municipalities hit by the Tohoku-Ocean Pacific earthquake are dealing with making 
recovery programmes respectively. In those situations, much important roles are 
expected in Residents Machidukuri Associations. 
On the other hand, under those unstable circumstances, having no time to spare for 
organization designing, there are difficulties with addressing consensus-buildings.In 
this study, we refer to the case of two resident associations settled in district Yuriage 
Natori city. Additionally, we classify functions of these associations into 4 groups, 
opinion collection, alignment, proposal, and adjustment between associations, and 
estimate the fulfillment of these functions. 
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１．はじめに	 

１-１.研究の背景・目的・方法	 

近年の都市計画の策定においては、ボトムアップの住民参加手続

きをどのように行っていくのかが非常に重要な課題である。その中

で重要な役割を果たすのが、住民が組織するまちづくりのための団

体である「まちづくり協議会」であり、それは複雑化・多様化する

住民のニーズの把握や地域ごとの問題の解決に資するものと期待

されている。	 

震災復興計画の策定時においても同様であり、むしろ今回の震災の

ように自治体の対応能力を大幅に超えるような規模の被災状況の場

合、住民の意見集約機関としてのまちづくり協議会に期待される役

割は非常に大きい。しかし一方で、被災後に協議会の立ち上げが行

われるとなると、組織形成に時間を割けずに体制が不安定な中で合

意形成を行っていかなければならず、そこには困難が伴う。 

災害復興計画策定への住民組織の関与に関する先行研究としては、

1993年北海道南西沖地震の奥尻島や1997年の阪神淡路大震災にお

ける神戸市に関するもの、2004 年の新潟県中越地震が挙げられる。

それらの研究から、例えば神戸市では震災前からまちづくり協議会

が活動しており、震災後にさらにその数が増えたが、事業計画の進

行度がまちづくり協議会の活動状況や住民のまとまり方に大きく影

響されるとしていることが明らかにされている 2)。さらにそれらを

支えるために行政の手厚い対応が重要であるとした上で、行政を補

助するコンサルタントの役割についても言及されている 8)。奥尻島

については、住民協議会がアンケートや勉強会という形で住民の意

見を吸い上げ、その結果が計画自体に反映される等、行政と住民の

パイプ役を果たしている 9)。一方で、民意が計画にうまく反映され

ず、事業決定段階になってから問題が発生する例も少なくない。	 

本研究では、東日本大

震災で被災した名取市閖

上地区を対象として、そ

の復興のための住民協議

会がどのように立ち上げ

られ、それが計画策定プ

ロセスにおいてどのよう

な役割を果たしたのかを

明らかにすることを目的

とする。	 

研究の方法は、文献調

査及びヒアリング調査によっ

た。ヒアリング調査は、2011

年5月から2012年1月にかけて、市役所担当者、コンサルタント、

未来会議委員、住民を対象に行った。	 

１-２.研究の枠組み	 

	 本研究では、住民協議会の機能を、住民の意見を収集する「意見

収集機能」、その収集した意見を調整して一つの意見にまとめる「意

見調整機能」、まとめた意見を行政等に提案する「提案機能」、複数

の住民協議会間で意見の調整を図る「協議会間調整機能」の4つに

分類して分析を行うこととする。	 

１-３.研究対象地区	 

本研究で対象とする閖上地区は、名取市の北東部に位置し(図１)、

もともと漁業が盛んな地区であったが、徐々に衰退し、現在は名取

市内や仙台市に通勤しているサラリーマンも少なくない。被災前の

地区人口は7,000人（2011年2月現在）と地区の規模は小さくはな

いが、地区内に幼稚園、小学校、中学校があり、住民のほとんどが

図１	 名取市閖上地区	 
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持ち上がりとなるため、顔見知りも多く、また家の鍵をかけない等、

地区内のコミュニティーの結束は強いと言える。町内会の活動も盛

んであり、その中心となっている世話役が市会議員に直接まちづく

りの要望を伝えるなどしていた。高齢化も進展しており、被災前の

2010年現在で高齢化率は25.3％となっている。	 

今回の津波により、地区の大部分の家屋は流出し、死者数は地区人

口の約１割に相当する700人を超えるなど、大きな被害を受けた。 

 
２．名取市における震災復興に関わる組織	 

名取市においては、復興計画の素案をまとめるための「名取市新

たな未来会議」（以下、「未来会議」）が設置された。構成員は町内

会長などの住民代表、漁業組合や商工会等の各種団体の代表、学識

経験者、国や県の代表など24人である。（表１）	 

未来会議には、具体的専門的事項について集中的に検討するため

の作業部会として「検討ワーキング」が設置された。構成員は主に

学識経験者、行政、コンサルタントであり、住民代表等は入ってい

ない。このワーキングにおいては、津波シミュレーションの検討や

未来会議の資料の検討など、具体的な話し合いが行われた。	 

住民協議会としては、主に「どうする閖上」「閖上復興・まちづ

くりを考える会（以下、「考える会」）の2つが積極的な活動を行っ

ていた。これらの協議会は、数人のメンバーが重複しているものの、

その性質は大きく異なっていた。	 

「どうする閖上」は、同じ避難所に集まっていた住民によって立

ち上げられた協議会である。構成員は概ね40 人で、会議の頻度は

高く、3，4月は避難所で、5月頃からは仮設住宅の集会所において

開催された。また、外部のNPOの支援を受けて地区のイベントを企

画するなど、活動内容は多岐にわたり、メンバーの親密度は高い組

織である。	 

一方「考える会」では、世代や職種に関わらず、また住民だけで

はなく専門家も一体となって話し合いを進めるという方針のもと、

閖上出身の年配者3名によって立ち上げられ、産業関係者や有識者

等、さまざまな組織から参加者を募った。会議は、施設の会議室等

を利用して5月から7月の間に合計5回行われ、ワークショップ形

式での話し合いなどが行われた。	 

 

３．復興計画の策定プロセスにおける住民協議会の活動	 

	 以下では、復興計画策定プロセスにおける住民協議会の活動につ

いて、組織体制確立期（3 月～5 月前半）、計画策定体制確立期（5

月後半～6 月）、現地再建方針確定・対立期（7 月）、計画素案決定

期（8月）活動縮小・新規立ち上げ期（9～10月）に区分して（図3）

述べていく。	 

(1)組織体制確立期（3～5月前半）	 

行政側が震災後に最初に行ったアンケートは4月に行われたもの

で、当時の避難者約1000 名を対象に行われた。その中で「元の場

所に住みたいか」という設問に対して戻りたいという回答は25％で

あり、残りの75％は別の場所へ移りたいという回答であった。また

4月中に行政とコンサルタントによって、町内会長等地域の世話役

であった人物や避難所の代表に対するヒアリングが避難所で行わ

れた。その結果、ほとんどが津波への恐怖から元の場所に戻りたく

ないという意見であったが、中には閖上地区の土地やコミュニティ

ーへの愛着があるため戻りたいという意見も見られた。	 

「どうする閖上」は震災後、最も早く設立された住民協議会である。

震災直後、避難所の一つであった小学校では、行政の助言を受けて

自治会が結成され、その運営を行っていた。その自治会の代表らが、

ちょうど巡回医療を行っていたNPOの代表に助言を受け、閖上地区

の復興まちづくりに積極的に関わっていく協議会として4月に会を

設立した。その後、他の避難所の代表者も集め、幅広い世代が会に

参加していき、会員の数は約40名になった。ただし、この中には一

度しか会に参加しなかった人も含まれており、また30代40代の若

い世代の参加者は仕事等の都合により継続的には会議に参加できな

かった。そのため、継続的に会議に参加していたのは60代を中心と

する約20人であった。 

	 「どうする閖上」は、新聞等で防災集団移転促進事業制度や宮城

県の復興計画案等についての情報を得た。当時の住民の間では安全

でなければ閖上には戻りたくないという意見がほとんどであり、さ

らにその安全性の確保に関しての議論は住民レベルでは困難であ

ったことも影響し、5月前半には協議会として集団移転を要望する

方向で話を進めていくことに決定した。具体的な避難場所について

も、県道塩竃亘理線以西、もしくは仙台東部有料道路以西の二つの

候補地が意見として出され、同時に漁港を核とした産業振興策等に

ついても話し合われた。	 

図２	 名取市復興計画策定体(出典：第一回名取市新たな未来会議	 資料)	 

表1	 主な組織の比較	 
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一方、「考える会」の発足も4月中であり、各種団体の代表を集

めて情報・意見交換を行った。会員数は約40 人であり、継続的に

会議に参加していたのは60代が中心で、30人程度であった。主に

話し合われていたのは、津波防災に関すること、漁業、農業など産

業振興策に関すること、避難場所・避難路に関することであった。

なお、現地再建か集団移転かについては考える会として意見を取り

まとめるということは行ってない。	 

	 「考える会」の発起人は、震災直後から行政担当者との対話を繰

り返しており、その中で住民協議会を一本化するよう、要請を受け

た。そこで、「どうする閖上」に対して組織の一本化を打診したが、

「どうする閖上」側は小回りの利く独自の体制を重要視して、その

申出を拒否した。なお、その後も何度か「考える会」側から組織の

一本化の申出が行われているが、「どうする閖上」側は一貫してこ

れを拒否した。	 

また、復興計画の策定体制の検討段階に入っていた行政やコンサル

タントも、両団体の会議にオブザーバーとして参加していた。しか

し彼らは会議内で発言することはほとんどなく、そこで住民との直

接的な対話はほとんど行われなかった。	 

(2)計画策定体制確立期（5月後半～6月）	 

5月下旬に第１回未来会議が開催され、その後、その開催が本格

化してきた。ただ、未来会議の議論は、委員の数が多いこともあり、

ワーキングや事務局からの報告があった後に一人数分ずつ順番に

意見を述べていく、という形式であり、具体的・双方向的な討議が

十分には行われなかった。また、内容的にも現地再建案を中心に話

し合いが行われた。	 

この時期の両住民協議会では、未来会議における議論内容に関す

る意見交換が中心に行われた。すなわち、未来会議の住民代表委員

や産業界代表委員は、いずれかまたは両方の住民協議会にも所属し

ていた者もいたため、協議会に未来会議の情報を彼らが持ち帰り、

そこでの議論内容や意見をまた未来会議に提出する、という相互関

係が築かれてきた。	 

また、両協議会ともマスコミの取材を受けて知名度が高まり、宮

城県内のみならず他県からも防災系、都市計画系の専門家が参加し

て勉強会を開催するなど、会の運営を充実していった。	 

「どうする閖上」では、未来会議において現地再建案が中心的に

話し合われていることに対して、集団移転を求める会員の不満が高

まり、結果として「どうする閖上」は行政側を敵対視するようにな

ってきた。	 

さらに５月末には、防災系の専門家による勉強会で学んだことを

参考に、協議会内で出た意見を調整した上で、「11項目の提案」と

して未来会議に提出した。その内容は居住地域に関しては内陸部に

移転すること、移転元の土地はスポーツ公園や漁業を中心とした産

業ゾーンとすること、小学校を街のシンボルとした地域のコミュニ

ティーづくりを行うこと、自然エネルギーを導入すること、などで

あった。	 

この提案に対して未来会議側からの具体的な回答はなかった。そ

の理由としては、その段階ではまだ提案内容を計画に取り込むほど

復興計画の内容が具体化していなかったこと、提言内容が漠然とし

ていたこと、が挙げられる。(1)しかし、「どうする閖上」側は提案

が無視されたという認識を持ち(2）、両者間でさらなるすれ違いが生

じた。	 

	 一方「考える会」では、津波防災系の専門家の支援を受けてワー

クショップが開かれ、閖上地区での震災後の課題や残したいものな

どについて会員同士で意見を出し合った。その結果は防災・安全、

景観、生活、なりわい等に分類され、専門家のチームによって後に

まとめられた。「考える会」の会議は、発起人が予め用意した議題

について意見を交換するというスタイルであり、発起人と他の会員

との間に少なからず距離感があった。さらに、発起人の中には、計

画を作るまでが会の目的であるという意見と、計画を作り終えた後

も閖上を代表する住民協議会として活動を続けるべきであるとい

う意見の両方が存在していた。前者の考えを持つ発起人の方が他の

会員と対話する機会が多かったところ、その発起人は会議の中で発

起人との距離感を感じとった会員に、「新たな幹部を立て組織を改

変するべき」という提案を受けた。しかしこの時点では組織を改め

る必要はないと判断し、その提案は受け入れられなかった。	 

なお、この時期に検討ワーキングはPTAや産業団体などの各種団

体に対するヒアリング調査を開始していたが、住民協議会はその対

象にはなっていなかった。	 

(3)現地再建方針確定・対立期（7月）	 

7月に入り、検討ワーキング内においては、防潮堤の建設等によ

り、貞山堀西側の宅地予定区域については今次津波による浸水深が

概ね2m 以下に抑えられ、一定の安全性が確保されるという津波シ

ミュレーションの結果を踏まえ、現地再建を基本とするという方針

が固まってきた。	 

そのような中で、「どうする閖上」は11項目の提案に対して行政

からの明確な返答が得られなかったこともあり、イベントの運営等

の話し合いに時間を費やしていたが、7月に入り、集団移転派のア

ピールを目的として独自の住民アンケートを行った。しかし仮設住

宅以外の場所に住んでいる4千人の住民に対してアンケートを配布

図3	 復興計画策定プロセス	 
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する手段がなかったため、当初の目的であった全住民に近い人数か

ら回答を得ることはそもそも不可能であった。また、この「どうす

る閖上」には外部のNPOが深く関わっており、組織の設立当初から

会議の議事録作成、イベントの際の人的物的支援や協議会のあり方

についての助言、また復興計画そのものについても発言する機会が

多かった。しかしこの外部のNPOが住民主体の協議会に関わってい

ることを好意的に思わない住民も多く(3)、回収率の低さ(4)に影響し

たものと思われる。そのため、アンケート結果をもとにして新たな

提案を行うことはなかった。	 

「考える会」ではさらに会議が行われ、未来会議委員である有識

者を呼び、未来会議で当時検討されていた復興案について質問や要

望などが出された。その多くは、安全性が確かではないという意見

や、避難経路や嵩上げの是非を指摘する意見であった。また、前述

のように発起人の中で組織のあり方の方向性についての見解が異

なるという状態が続いていたが、改めてそれについて検討する検討

委員会を発起人以外の会員を交えて行うという提案が発起人から

出され、会議内でその委員を募集した。しかし、発起人との間に距

離感や温度差を感じる会員が多かったことが影響したためか、立候

補者はいなかった。また発起人からの推薦に対しても拒否する者が

多く、検討委員会は実現されなかった。	 

さらに、6月に行われたワークショップの結果をもとに、発起人

の一人である建築家が、現地に人工地盤の下部をLED光源による野

菜植物工場として利用し、その上に居住するという「ルネサンス計

画」を作成し、会議内で提案した。そこでは積極的な反対意見は出

されず、「このような案が実現すれば素晴らしい」という意見がほ

とんどであったため、「考える会」の案として採用された。その後7

月26日にルネサンス計画を市長に提出した。	 

また7月末に、各住民協議会の代表とワーキンググループのメン

バーが集まり、それぞれの案を発表し、意見交換を行う会が設けら

れた。そこで「どうする閖上」は「11項目の提案」を、「考える会」

は「ルネサンス計画」を、それぞれ発表し、質疑応答では協議会同

士の案についての意見はあまり出されなかった。その一方で未来会

議によって提案されていた現地再建中心の復興案(5)に関して協議

会側からかさ上げの安全性や予算の面で質問が出され、それに対し

てワーキンググループ側が回答するという流れが見られた。	 

その後、ワーキンググループ内で「どうする閖上」「考える会」

の案について検討した。その結果、前者については概ね計画に取り

込むものの、集団移転については現地再建という方針と相容れない

ため受け入れることはできないこと、後者については大規模な人工

地盤建設の実現性が低いことから、計画に取り込むことが困難であ

ることが結論として出された。	 

さらにこの時期、住民協議会と行政との直接的な対話が重ねられ

てきた。特に集団移転を主張している「どうする閖上」に対しては、

現地再建を選択した場合の利点等について詳しい説明が行われた。

この説明を主に聞いていたのは「どうする閖上」の中心的メンバー

の60 代以上の住民である。彼らはこの説明を受けて、現地再建の

方が財産保全という観点から有利であるとして、集団移転をあきら

めた。	 

(4)計画素案決定期（8月）	 

8月に入り検討ワーキングにおいて、未来会議でどのように現地

再建の方向性を決めるかについて話し合いが行われ、次回の未来会

議において議決をとる方針を固めた。その後8月7日の未来会議に

おいて、委員による多数決が行われた結果、現地再建を計画素案と

することに決定した。なお、この多数決の参加者は住民代表と地元

産業団体代表の計8人である。このうち反対したのはPTA会長等3

名であり、産業団体代表の住民や「どうする閖上」メンバーも含め

た町内会長5名は賛成した。産業団体代表の中でも漁業組合代表は、

漁業に従事するためにはできる限り海の近くでの居住が適してい

ること、土地そのものへ愛着があること当初から現地再建案に賛成

していた。また商工会や水産加工業関係者も、費用や移転元の土地

図4	 住民協議会の果たした機能について	 
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利用の観点から、現地再建を選択した方が良いという意見であった

が、一方で住民感情として反対者が多くいることも当然であり特に

PTAの反対意見は理解できるとした上で、彼らに対するより丁寧で

粘り強い説明が必要であるとの認識も示していた。	 

「どうする閖上」では引き続き会議が行われていたが、会議の中で

同じ議題であっても 60 代以上と若い世代とが別々に話し合いが行

われる等、一体的な会議が行われない場面が増加した。参加者はそ

れを自由な話し合いとして肯定的に受け止めていたが、一方でそれ

は会としての意思統一を困難化する結果となっていった。	 

「考える会」では呼び掛け人同士の間で組織化に対する意見が食

い違い、さらに新幹部の立候補を発起人の一人が退けていたことが

明らかになったことで対立が深まり、それが収まらないままに会の

活動は縮小していってしまった。	 

(5)活動縮小・新規立ち上げ期（8月後半～10月）	 

現地再建の方向性が決まった後、検討ワーキング、未来会議内で

は市に提出する提言書作りに追われ、住民との直接的な対話は再び

減少していった。そのような中で、現地再建に賛成する住民と反対

する住民との間に新たな対立が生まれた。	 

「どうする閖上」の若い世代は仕事や子育て等のため、常に会合

に参加するのは困難な状況であった。そのため設立当初から、60

代以上の住民が中心となって活動を進めてきた。その高齢者層は現

地再建という選択肢に納得したが、若い世代は財産保全の面よりも

安全面を重視すべきだという理由から反対を続けており、組織内で

対立が深刻化してきた。しかし「どうする閖上」を支援するNPOは

若い世代寄りの意見を持っているなど、両者を公平な観点から仲介

できる立場の人間がいなかった。その結果、高齢者層が若い世代に

対して協議会から去ることを命令するような発言が何度かあり、一

部の若い世代が一時的に会議に参加しなくなるなど、溝は深まって

いった。ここには年長者に従うのが当然であり、若い世代が自由に

発言することができないという閖上地区独特の年功序列の風習に

よる影響もあったものと推測される。その結果、「考える会」のみ

ならず「どうする閖上」の活動そのものも一気に縮小していった。	 

8月に未来会議から計画素案が提言書として提出された後、行政

がそれを計画案とし、9月2日からパブリックコメントの募集を開

始した。また4日から15日までは各仮設住宅や公民館等で地域懇

談会（住民説明会）が開催され、行政側からの計画案に関する説明

と質疑応答が行われた。パブリックコメントで出された主な意見は、

具体的にどの場所にいつから住めるようになるのかというスケジ

ュールに関する意見（143件）、津波対策の安全性が不十分だとする

意見（87件）、現地再建に決定した理由に関する意見（70件）など

であった。ほとんどの説明会は穏やかに進んだが、最終日の市役所

での懇談会では現地再建に反対する住民意見が多く出され、やや喧

嘩腰の議論が行われる場面もあった。このように、基本的には 2m

以下とはいえ、浸水が予想されている区域を居住地とすることに対

する住民の「安全・安心が確保できない」という反対意見が強く残

った。また、集団移転の場合、国が土地を買い上げ、移転先の土地

が住民の所有になると考えていた住民が多く、制度の内容について

の解釈の違いも、集団移転要望を強調させた。さらには行政側が質

問意図から逸れた回答をする場面もあったことなどから、住民側の

不満が十分に解消されたとは言えない状況であった。	 

このような中、活動を縮小していた「どうする閖上」ではNPOの支

援を受けて玄界島への視察を行った。そこで、参加した若い世代は、

住民が自発的に一丸となってまちづくりを進めていくことの重要さ

を実感し、閖上地区の復興状況にさらなる危機感を抱いた。そこで

彼らは独自に新たな住民協議会「こうする閖上」を立ち上げ、活動

を始めた。復興のためには閖上地区の住民が一丸となる必要がある

一方で、住民の約2/3に相当する仮設住宅以外で生活する人の居所

を会では把握できていないという状況を踏まえて、まずは元住民が

集まることのできる場所を提供しようと、イベントを企画した。9

月に行われたその芋煮会(6)において復興に関する情報提供を行うと

共に、参加者の住所を把握した。また、イベント内にパブリックコ

メントブースを設け、計画案に対する意見の募集も行った。このパ

ブリックコメントで出された主な意見（7）は、閖上小中学校の仙台東

部道路以西への移転を求める意見（60 件）、閖上地区からの集団移

転を求める意見（50 件）、居住可能地域が海岸に近すぎるという意

見（40件）等であり、復興計画の白紙撤回という意見（25件）も少

なからず見られた。	 

(6)計画の決定	 

	 10月に名取市は復興計画を決定した。地域懇談会での意見やパブ

リックコメントの内容を受けての変更点は、特になかった。なお、

この時期に行われた市民意向調査の結果、地区住民の中で閖上地区

に戻りたいという回答の割合は25.6％、名取市内外へ移転したいと

いう回答の割合は46.4％、未定と回答した割合は23.8％であり、

震災直後のアンケート結果と比較すると現地再建派の割合にはほ

とんど変化がない一方で、未定という回答が見られるようになった。	 

	 

４．まとめ	 

ここまで、名取市の震災復興を目的として設立された「どうする

閖上」「考える会」の両住民協議会の動きを見てきた。以下では、

冒頭で示した4つの観点からこの住民協議会の効果と課題について

まとめる。	 

(1)意見収集機能について	 

「どうする閖上」は幅広い世代の会員を通じて様々な意見が調達

可能であった。また外部意見の収集については、アンケート調査等

の企画が試みられたが、住民組織としての活動の限界があった。「考

える会」においては住民協議会外部からの意見収集よりも、後に呼

び掛け人が復興計画を作るための意見を会員から収集していたと

いう傾向が強い。また、両者の位置づけが不明確であったことから、

協議会に属さない住民の中には「どの協議会に意見を言えば良いか

わからない」という意見もあった(8)。	 

特に閖上地区のように大規模な地区の場合、住民主体で意見収集

を行うことは非常に困難である。したがって、行政と連携し、情報

を相互に融通・補完することが必要であると思われる。	 

(2)意見調整機能について	 

	 「どうする閖上」では、早い段階で計画の基本原則を11 項目に

わたりまとめたことは評価できる。しかし、それをさらに具体化し

調整していくというところまではできなかった。また社会的な立場

や年功序列の風習が強く影響し、60代以上と若い世代との対立が深
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まる結果となった。「考える会」では、集まった意見を調整しひと

つにまとめるという作業を、会議内ではなくWS を行った専門家チ

ームや一部の呼び掛け人が会議とは別に行っており、事実上会の外

部で調整機能が働いた。	 

	 両協議会とも、住民が協議会形式のまちづくりを行った経験がな

かったことや、それに対する外部からの専門的継続的支援が少なか

ったため、組織運営自体も安定しなかった。また組織内外を問わず

強く発言できない住民の声まで十分に提案に反映させることは困

難であった。一方で、何度も話し合いの場が持たれたことで、住民

協議会に参加すること自体が被災直後のつらい時期を乗り越える

ためのモチベーションの維持に繋がったという会員も多い。	 

(3)提案機能について	 

	 両協議会とも、一つずつ復興計画案を提案しているが、どちらも

計画熟度の問題や実現可能生の問題等から、未来会議・行政側から

明確な返答を得ることはなかった。これについては、未来会議・行

政側から一定の応答をすべきであったと言えよう。その意味では、

そのようなシステムを確立していなかったことが課題として挙げ

られる。	 

(4)協議会間調整機能について	 

	 「考える会」から「どうする閖上」に対して出された組織の一本

化の要望は、構成員の年齢構成や組織形態の違い等により実現しな

かった。これはこの後、両協議会が集団移転と現地再建という反対

の提案をしたことにより、結果として対立構造化が強調されること

になった。一つの協議会に統一しないとしても、少なくとも相互の

情報交換・協議・討論の場を、協議会レベルで設けることが、行政

主体の合意形成が困難な中では重要であると言えよう。	 

	 

	 
 

 [補注] 
(1)コンサルタントへのヒアリングによる。	 

(2)「どうする閖上」へのヒアリングによる。	 

(3)住民へのヒアリングにより「住民だけならまだしも、よくわからない

他県の団体が絡んでいると思うと、協議会に関わりにくい」「NPOに何に

使われるか分からないのでアンケートに答えにくい」との回答が得られた。

また「NPOがどうする閖上の集団移転要望に希望を持たせ過ぎなのではな

いか？」との発言もあった。	 

(4)アンケートは閖上住民約6000人に対して送付できたものが約2000件

であり、回答数は816件であった。移転場所についての質問に対して東部

道路以西を移転先として希望する回答が 38％と最も多かったが、塩竃亘

理線以西(12％)、貞山堀以西(13％)、貞山堀以東(11％)の回答数は均衡し

ており、「どうする閖上」集団移転要望の裏付けにすることは困難であっ

た。	 

(5)未来会議では現地再建を原則とした復興計画案を、道路や居住地の位

置が異なる３案を住民に対して提示していた。	 

(6)東北地方で秋に行われる鍋料理を作って食べる季節行事。	 

(7)合計で121件のパブリックコメントが寄せられた。項目毎の件数は複数回

答ありで換算している。	 

(8)住民へのヒアリングにより「協議会が複数ありさらにその協議会の意見が

異なっている。もし自分がどれかに関わった時、自分がその協議会の味方をし

ていると周りに思われてしまうのは困る。自分の意見を自由に発言できる場が

欲しい」という意見が得られた。 
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