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東日本大震災による震災遺構の保存及び活用に関する条例等の実態
The Actual Conditions of the Ordinances Related to the Preservation and Utilization of the Ruins of
the Great East Japan Earthquake
西坂 涼*
Ryo Nishisaka *
Several municipalities affected by the Great East Japan Earthquake have been preparing damaged buildings and
structures as “Earthquake ruins.” There were no standard planning methods for the earthquake ruins, and they
preserved them in various ways according to their reconstruction situation. This article extracted six municipalities
that have established nine ordinances for the preservation and utilization of the earthquake ruins: Tanohata Village
and Miyako City in the Iwate Prefecture, Kesennuma City, Higashimatsushima City and Yamamoto Town in the
Miyagi Prefecture, and Tomioka Town in the Fukushima Prefecture. The contents of the ordinances were compared
and examined, while considering the positioning of the earthquake ruins, the planning methods and so on.
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1. 背景・目的

これらの条例や規則は、震災遺構という前例のない施設の整備
や運用のために自治体が必要と考えた事項を定めたものである。

近年、世界的に自然災害が多発しており、防災教育や災害の
伝承は国際的な課題である。
我が国においても自然災害が絶える

その内容には、保存の目的や施設の位置付け、運用への考え方等

ことはなく、これを伝え、新しい災害に備えるために様々な取組

が表れているものと考えられる。

みが行われてきた。その一つとして、災害により発生した建築物

そこで、これらの自治体が策定した震災遺構の保存及び活用に

や構造物等を災害遺構として保存し、
後世に災害の教訓等を伝え

関する 9 つの条例及び規則等（以下、
「条例等」という。
）を入手

ようとする取組みが挙げられる。これまでに、阪神・淡路大震災

し、概要を整理した。震災遺構の位置付けや整備手法、震災遺構

や新潟県中越地震、雲仙普賢岳噴火災害等、多数の自然災害の遺

そのものの特性の違い等に配慮して、
条例の内容を比較検討した

構が保存されてきた

1),2),3)。これらに加え、2011

上で、今後の震災遺構の維持管理や活用への影響等を考察した。

年に発生した東

日本大震災では、
揺れや津波等により被災した建築物や構造物等
が発生し、そのうちの複数が保存された（以下、
「震災遺構」と

3. 結果

いう。
）
。

3-1. 概要

東日本大震災以前の災害遺構は、各災害に対して一から数箇

表-1 に震災遺構の保存や活用に関する条例や規則を一覧にま

所が保存され、整備主体は単一市町村であるか、県単位でとりま

とめた。9 つの条例等のうち、5 つの条例等（震災遺構明戸海岸

とめられてきた。一方、震災遺構は同時期に、広域的に、多数発

防潮堤の設置及び管理に関する条例、
宮古市津波遺構保存基金条

生した点が特徴的である。
震災遺構の整備は同時多発的に進めら

例、気仙沼市東日本大震災遺構保存条例、東松島市震災遺構管理

れてきたが、同一の災害により発生したものであっても、被災地

規則、山元町東日本大震災遺構保存条例）は震災遺構の保存や管

により被災状況や規模、立地等、震災遺構ごとに特性が異なって

理を主な目的としたものだった。
残る 4 つの条例等（気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例、

いる。また基本的に市町村単位の自治体により整備され、整備や

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例施行規則、東松島市東日

活用の手法は自治体により異なっている。
今日、多くの震災遺構の整備が完了し、公開の段階へと突入

本大震災復興祈念公園条例、富岡町震災遺産保全等に関する条

しようとしている。
今後の震災遺構の維持管理や活用を検討する

例）は震災遺構を、震災を伝承・祈念する施設、公園、制度と一

に当たり、これらの整備や運用の実態を把握する必要がある。

体的に捉えたものだった。
宮城県気仙沼市と東松島市は震災遺構に関連する複数の条例

2. 手法・対象

等を定めていた。
気仙沼市は気仙沼市東日本大震災遺構保存条例

震災や津波等の被害が特に大きかった岩手県・宮城県・福島県

で震災遺構を定義し、保存に必要な内容を定めた上で、気仙沼市

の被災三県において 17 市町村が震災遺構を保存する方針である

東日本大震災遺構・伝承館条例、同施行規則により、震災遺構と

ことが明らかになっている 4)。これらより震災遺構の保存及び活

伝承施設の具体的な設置と運営について定めていた。
東松島市は

用を目的とした条例や規則を策定した自治体を調査し、
岩手県田

東松島市東日本大震災復興祈念公園条例により、
震災遺構は公園

野畑村、宮古市、宮城県気仙沼市、東松島市、山元町、福島県富

を構成する施設と位置付け、
東松島市震災遺構管理規則により管

岡町の 6 市町村を抽出した。

理に必要な事項を定めていた。
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【表-1】震災遺構の保存や活用に関する条例等一覧
No.

⾃治体

条例
震災遺構明⼾海

1

岩⼿県

岸防潮堤の設置

⽥野畑村

及び管理に関す
る条例

2

3

⽬的・趣旨

項⽬概要

光客等の防災意識の⾼揚を図ることを

・管理、管理者の義務、管理の基準

⽬的に設置される震災遺構明⼾海岸防

・利⽤の制限

潮堤の設置及び管理に関し必要な事項

・損害賠償

⽬的・趣旨の記載なし

・積み⽴て

（津波遺構の保存及び活⽤に要する経

・管理

宮古市

保存基⾦条例

費に充てる宮古市津波遺構保存基⾦を

・運⽤益⾦の処理、繰替運⽤

設置）

・処分

震災遺構の現状変更の規制及び保存の

・震災遺構の定義

ために講ずべき措置を定めることによ

・現状変更の規制等

り、震災遺構を保存し、震災の記憶と

・保存活⽤計画

教訓を後世に継承する

・管理

気仙沼市

⼤震災遺構保存
条例

⽬的・趣旨の記載なし
（東⽇本⼤震災の記憶と教訓を地域と
4

〃

気仙沼市東⽇本

世代を超えて⼈々に伝えるとともに，

⼤震災遺構・伝

防災・減災教育の充実や市内外の⼈々

承館条例

の多様な交流の促進を図る拠点を創出
するため、気仙沼市東⽇本⼤震災遺
構・伝承館を設置）

気仙沼市東⽇本
5

〃

⼤震災遺構・伝
承館条例施⾏規
則

気仙沼市東⽇本⼤震災遺構・伝承館条
例第19 条の規定に基づき、条例の施⾏
に関し必要な事項を定める

宮城県
東松島市

⼤震災復興祈念
公園条例

第12 類 防災
第1 章 災害対策

2014 年

第6 編 財務
第1 章 財産・契約

2017 年

第3 編 ⾏政通則

3⽉

第2 章 総合企画

・休館⽇や開館時間等

2018 年

第3 編 ⾏政通則

・⼊館規制や利⽤許可

10 ⽉

第2 章 総合企画

2018 年

第3 編 ⾏政通則

10 ⽉

第2 章 総合企画

2017 年

第9 編 産業経済

等

等

・構成する施設
・指定管理者

・⼊館料や利⽤料⾦
・指定管理者の業務や管理期間

等

・利⽤許可・変更の申請
・使⽤料・⼊館料とその減免や還付
・損傷の届出
等

・名称や位置、構成する施設

（未曾有の被害をもたらした東⽇本⼤

6

12 ⽉

3⽉

・それらの様式

⽬的・趣旨の記載なし

東松島市東⽇本

等

2016 年

を定める

宮古市津波遺構

気仙沼市東⽇本

体系

震災の記憶を後世に伝え、住⺠及び観

岩⼿県

宮城県

年⽉

震災で亡くなった⽅々への追悼及び鎮
魂を祈念するとともに、震災の記憶及
び教訓を広く後世に伝え、震災の⾵化
を防ぎ、鎮魂の想い及び共に⽣きる⼤
切さを分かち合う場として、東松島市
東⽇本⼤震災復興祈念公園を設置）

・公園を構成する施設とその業務
・供⽤⽇、供⽤時間
・利⽤許可、取消し
・利⽤者の順守事項

10 ⽉

・⾏為の禁⽌、利⽤の禁⽌、制限

第3 章 商⼯

・使⽤料、使⽤料の返還と減免
・管理の代⾏
・損害賠償義務

等

・利⽤許可・変更の申請

7

〃

東松島市震災遺
構管理規則

東松島市東⽇本⼤震災復興祈念公園条
例第16 条の規定に基づき、震災遺構の
管理に関し必要な事項を定める

・使⽤料
・許可書の提⽰義務

・それらの様式

8

⼭元町

⼭元町東⽇本⼤

ために講ずるべき措置を定めることに

震災遺構保存条

より、震災遺構を保存し、震災の記憶

例

と教訓を後世に継承するとともに、防
災意識の醸成に資する
東⽇本⼤震災及び原⼦⼒災害により、
富岡町及び富岡町⺠が経験し、影響を

9

福島県
富岡町

第9 編 産業経済

11 ⽉

第3 章 商⼯

2018 年

第７類 教育

・利⽤終了の届出

震災遺構の現状変更の規制及び保存の
宮城県

2017 年

・⽴⼊りの制限・破損の届出等

富岡町震災遺産

受けた所産等の資料(震災遺産)を保

保全等に関する

全・管理・活⽤し、地域及び住⺠に及

条例

ぼした様々な影響や教訓を発信するこ
とで⾵化の防⽌と町の再⽣・復興に資

等

・震災遺構の定義
・現状変更の規制等
・保存活⽤計画
・管理

6⽉

第３章 社会教育

等

・震災遺産の範囲
・基本⽅針
・認定、解除

2017 年

・公開・活⽤

3⽉

第12 編 教育
第3 章 社会教育

・別記「富岡町震災遺産保全宣⾔」

する

等

※ 震災遺構の保存や管理を主な⽬的とした条例を網掛けで⽰した。それ以外のものは震災遺構をその他の施設や制度と⼀体的に捉えている。
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震災遺構明戸海岸防潮堤の設置及び管理に関する条例は第 2

3-2. 目的・趣旨
震災遺構を保存し管理すること、
震災遺構と一体的に施設や公

条(設置)において震災遺構の名称と位置(番地)を定めていた。気

園を設置すること、
震災遺構の保存するための基金や制度を定め

仙沼市東日本大震災遺構保存条例は第2 条(定義)において震災遺

ることを目的・趣旨としたものがあった。これらのうち、震災遺

構を
「東日本大震災により被災した宮城県気仙沼向洋高等学校旧

構等の整備等を通して実現すべき状態を明記したものについて、

校舎及び附属施設」としていた。また、気仙沼市東日本大震災遺

該当部分に下線を付して表-1 に示した。なお、目的や趣旨の記

構・伝承館条例の第 2 条(施設)において、東日本大震災遺構を上

載がないものは、施設の設置等に関する条例であり、設置の項目

記条例第 2 条(定義)で規定した震災遺構としていた。東松島市東

について括弧書きで記載を追加した。

日本大震災復興祈念公園条例は第2 条(名称及び位置)で公園の名

震災遺構等の整備等を通して実現すべき状態として以下 6 点、

称と位置(番地)を定めた上で、第 3 条(施設及び業務)で震災遺構

(a)震災・災害の記憶や教訓を伝える、(b)防災意識を高める、(c)

を、公園を構成する施設の一つとして位置付け、その業務を「東

交流、鎮魂の想い、共に生きる大切さを分かち合う場とする、(d)

日本大震災により甚大な被害を受けた旧野蒜駅プラットホーム

追悼や鎮魂を祈念する、(e)震災の風化を防ぐ、(f)町の再生や復興

を震災の象徴として後世に引き継ぐ」と定めていた。山元町東日

に繋げる、等を抽出できた。なお、これらのうち(c)から(f)は、震

本大震災遺構保存条例は第 2 条(定義)で震災遺構を「東日本大震

災遺構のみに係るものではなく、震災遺構と伝承館、公園、制度

災により被災した旧中浜小学校校舎」としていた。

全体に係るものだった。

(2) 管理

岩手県田野畑村は、震災遺構の設置の目的を「震災の記憶を後

公園内に震災遺構を設置していた東松島市を除き、
自治体や管

世に伝え、住民及び観光客等の防災意識の高揚を図る」とした。

理者による震災遺構への管理義務が定められていた。

宮城県気仙沼市は、
先に策定した気仙沼市東日本大震災遺構保存

震災遺構明戸海岸防潮堤の設置及び管理に関する条例は第 4

条例において、震災遺構を保存することにより「震災の記憶と教

条(管理者の業務)で管理者は施設の維持管理に関する業務、その

訓を後世に継承する」としたが、翌年に策定した気仙沼市東日本

他施設の運営に関して村長が必要と認める業務を行うとし、第 5

大震災遺構・伝承館条例では、震災遺構・伝承館「震災の記憶と

条(管理者が行う管理の基準)で施設の管理にあたり法令等に基

教訓を地域と世代を超えて人々に伝えるとともに、防災・減災教

づき注意をもって行わなければならないとした。
気仙沼市東日本

育の充実や市内外の人々の多様な交流の促進を図る」
拠点として

大震災遺構保存条例は第 5 条(管理)で、市は震災遺構を後世に継

いた。
東松島市は、
震災遺構を施設として含む復興祈念公園を
「震

承するとともに、
震災遺構の見学者の安全を確保するため、
事故、

災で亡くなった方々への追悼及び鎮魂を祈念するとともに、
震災

滅失、
毀損等を防止する等の必要な措置を講じなければならない

の記憶及び教訓を広く後世に伝え、震災の風化を防ぎ、鎮魂の想

としていた。
東松島市東日本大震災復興祈念公園条例は管理に関

い及び共に生きる大切さを分かち合う」場とするとしていた。山

する条項を有してしなかったが、
東松島市震災遺構管理規則にお

元町は、震災遺構を保存し「震災の記憶と教訓を後世に継承する

いて具体的な利用や使用について定めていた。
山元町東日本大震

とともに、防災意識の醸成に資する」とした。福島県富岡町は「地

災遺構保存条例は第 5 条(管理)で、町は震災遺構を後世に継承す

域及び住民に及ぼした様々な影響や教訓を発信することで風化

るとともに、震災遺構の見学者の安全を確保するため、事故、滅

の防止と町の再生・復興に資する」ために被災構造物を含む震災

失、
毀損等を防止する等の必要な措置を講じなければならないと

遺産を保存するとした。

していた。

3-3. 項目概要

(3) 管理の委託

岩手県宮古市は、震災遺構を保存・管理するための基金の設置

田野畑村、気仙沼市、東松島市において、管理の委託、代行、

に関する条例を制定していた。福島県富岡町は、
「富岡町震災遺

指定管理が定められていた。
山元町東日本大震災遺構保存条例に

産保全宣言」を別記し、文書や電子データを含む資料を広く収集

は管理の委託等に関する記載はなかった。

して保全・活用するとした上で、震災遺構を「震災遺産」の一部

震災遺構明戸海岸防潮堤の設置及び管理に関する条例は第 3

として捉え、制度の運用について定めていた。上記 2 自治体の条

条(管理)で施設の管理を管理者に委託できることとしていた。気

例は震災遺構に関連する制度を整えるための条例策定と捉える

仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例施行規則は第 3 条(指定管

ことが出来る。

理者による管理)で、市長が指定するものに震災遺構・伝承館の

一方、これ以外の 4 つの自治体の 7 条例は、震災遺構を施設や

管理を行わせることができることとしていた。また、気仙沼市東

その一部と捉え、管理等について定めていた。これらは震災遺構

日本大震災遺構・伝承館条例施行規則の第 9 条(指定管理者に関

の具体的な運用手法が示されたものと捉え、
田野畑村、
気仙沼市、

する読替え)で、指定管理者が管理を行う場合の当該条例の読替

東松島市、
山元町の 4 自治体の条例の項目から共通した部分を取

えを定めていた。東松島市東日本大震災復興祈念公園条例は第

りまとめ、6 つに分類した。

14 条(管理の代行)において、震災祈念公園の管理を地方自治法第

(1) 震災遺構の定義

244 条の2 第3 項に規定する指定管理者に行わせることができる

震災遺構の定義として、名称のみで定める事例、名称と番地を
併せて定める事例、
公園内の施設として位置付ける事例等が確認

ものとして、指定の手続き、業務の内容、当該条例の読替えを定
めていた。

できた。

- 316 -

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2020 年 2 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, February, 2020

4. 考察

(4) 保存活用計画
気仙沼市と山元町が震災遺構の「保存活用計画」について定め

一言に「震災遺構」といっても、各自治体の実情に合わせ多

ていた。
気仙沼市東日本大震災遺構保存条例及び山元町東日本大

様な扱いがなされていた。条例等について防災、教育、産業等へ

震災遺構保存条例にて、震災遺構の保存及び活用にあたり、保存

の位置付けがあり、これらは、教訓の伝達や防災意識の向上、追

活用方針に関する事項、
震災遺構に係る外観等の部位並びにその

悼や風化の防止、復興等、震災遺構の整備目的とも関連するもの

意匠構造及び材料に関する事項、
震災遺構の安全性に関する事項、

と考えられる。
今後は自治体が期待する震災遺構の役割に対して、

震災遺構が存する敷地の周辺環境の保全を図るために必要な事

震災遺構が実際にもたらしている効果や、市民、来訪者からの評

項等を保存活用計画として定めるとしていた。

価を把握し、
その価値を多面的に明らかにしていくことが必要で

(5) 利用

ある。
今後の運用に備えて具体的な利用、管理、規制、委託を定め

震災遺構と公園や伝承施設等が一体的に整備された場合には、
他の施設と併せて、
利用に関する具体的な内容が定められていた。

ていた自治体もあり、条例毎に内容の詳細さに違いがあった。ま

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例は、休館日や開館時間、

た、震災遺構の「保存活用計画」の策定が定められる等、単なる

利用許可、入館料や利用料金等、具体的な利用、運営の方法を定

公共施設としてではなく、
制度面から発展的に震災遺構の保存や

めていた。また、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例施行規

活用を捉えようとする動きが確認できた。現在、約 30 件の震災

則でその申請様式等を定めていた。
東松島市東日本大震災復興祈

遺構の保存が確認されており、今後は震災遺構の活用、運用の段

念公園条例は、震災遺構を他の公園施設と一体的に捉え、供用日

階に突入していく。震災遺構の運用と併せて、管理等を目的とし

や供用時間、利用許可や使用料等を定めた上で、東松島市震災遺

た条例の有無により利用や管理上の差異が発生するかを比較・検

構管理規則で利用の届出やその様式を定めていた。

討することが必要となる。また、条例を有するものについては、

(6) 規制・制限

その内容に対応した運用上の効果を明らかにし、
実態に合わせて
より良い管理制度を検討していく取組みが求められる。

震災遺構の利用を規制・制限するものとして、震災遺構明戸海
岸防潮堤の設置及び管理に関する条例は第 6 条(利用の制限)を、
気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例は第 6 条(入館の規制等)
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注）

宮古市津波遺構保存基金条例は 2014 年に最も早く策定された

この研究は科研費(特別研究員奨励費)課題番号 18J12585 により実施し

が、これは震災遺構の保存経費に関連するものである。それ以外

ました。

の条例は概ね 2017 年以降に、震災遺構に関する一定の検討結果
を踏まえて策定されたと言える。
3-5. 体系
例規集において条例の分類された体系は、
「防災-災害対策」
、
「財務-財産・契約」
、
「行政通則-総合企画」
、
「産業経済-商工」
、
「教育-社会教育」等、自治体によって多様だった。これらは自
治体による震災遺構の実務的な管理の管轄に影響しているもの
と考えられる。
今後の震災遺構の維持管理や活用を検討する際に
は管轄部署の差異への配慮が必要と思われる。
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