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震災遺構の処置決定に向けた会議等における検討事項の変遷 

 －石巻市震災伝承検討委員会資料の分析を通して－ 

Transition of the consideration topics at conferences on the earthquake ruins preservation 

― Through the analysis of the Ishinomaki City Earthquake Tradition Committee materials ― 
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The movement to preserve earthquake ruins—buildings and structures affected by earthquakes and tsunamis—for 
storytelling and disaster prevention is gaining momentum. However, it is unclear how municipalities will preserve 
them. This study analyzed the Ishinomaki committee’s materials; they held five conferences regarding the sites of two 
earthquake ruins and clarified the transition of consideration topics. The Ishinomaki City Earthquake Tradition 
Committee, the first conference on earthquake ruins in Ishinomaki, considered 45 material files. Descriptive Coding 
was applied, resulting in 10 inductive categories and 648 codes. Over the course of six committee meetings, the key 
topics shifted from evaluations of the value of earthquake ruins and citizen opinions to the methods and problems 
related to ruins’ maintenance and public operations. 
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1. 背景・目的 
東日本大震災から 8 年が経過しようとしている。被災地では

復興まちづくりが進みつつある。その取組みの一つとして、震災

や津波を伝える建築物・構造物を「震災遺構」として保存し、震

災伝承や防災学習等に活用しようとする動きが挙げられる。震災

遺構の保存にあたっては、予算や復興まちづくりとの兼ね合い、

市民との合意形成等、多様な課題があることが知られている。 
既往研究により、岩手県・宮城県・福島県の被災 3 県におい

て保存方針で検討中の震災遺構の実態が明らかにされている 1)。

また、各自治体が市民の意見を聴取しながら震災遺構の保存や撤

去といった処置決定を行ってきた経緯が明らかにされている 2)。

さらに、震災遺構の整備に関する会議において、市民や専門家等

の参加者からの発言内容や意見の変化等が明らかにされている

3)。しかし、震災遺構の保存を決定する主体である自治体が、具

体的にどのような検討を経て処置決定を行ってきたのかについ

ては明らかでない。 
震災遺構を有する自治体は、多数の会議や委員会等を開催し、

震災遺構の処置や、整備・運営方針を決定してきたことがわかっ

ている 2)。各会議等の資料は市がとりまとめ、用意したものであ

る。そのため資料の内容は市側が検討すべきと考えた事項が記載

されたものと考えられる。そこで本稿は、これらの会議等の資料

の分析を通して、自治体が震災遺構の処置決定にあたりどのよう

な事項について検討したのか明らかにすることを目的とする。 
 
2. 対象 
宮城県石巻市は震源に近く、東日本大震災の津波による被災

面積が大きかった。市は2016年3月に旧門脇小学校と旧大川小

学校の 2 箇所の震災遺構を保存することを表明した。これら 2
箇所の震災遺構の保存決定にあたり、市は「石巻市震災伝承検討

委員会」と「石巻市震災遺構調整会議」を開催した。「石巻市震

災伝承検討委員会」は有識者や伝承活動を行う市民等により構成

され、市における伝承事業の全体における震災遺構について検討

された。「石巻市震災遺構調整会議」は市内関係部署のメンバー

により構成され、旧門脇小学校と旧大川小学校を保存した場合の

具体的な課題等について検討された。「石巻市震災伝承検討委員

会」では多数の震災遺構の候補が挙げられ、その中から候補を絞

り込む検討が行われた。そこで本稿はこれらの会議等のうち「石

巻市震災伝承検討委員会」の資料を分析の対象とした。 
 
3. 手法 
先ず、石巻市における震災遺構に関する会議等の開催経緯や概

要をとりまとめ、検討全体の流れと「石巻市震災伝承検討委員会」

の位置付けを把握した。分析対象として、市がウェブサイトで公

開している委員会の資料及び報告書を入手した。資料の内容を精

読し、震災遺構に関連する検討事項を把握するために、検討事項

を示すコーディングを行った。コード名は、検討の内容ではなく、

検討の話題について実施した 4) (1)。話題が複数分野に及ぶ場合に

は重複してコーディングを行った(2)。１つの話題のまとまりにつ

いて1つのコーディングを行った(3)。 
次に、話題が類似したコードを取りまとめて帰納的に分類し、

カテゴリを作成した。カテゴリごとにコードの出現数をとりまと

め、各会議の開催時期とコード数の変化を分析し、処置決定に当

たっての検討の流れを考察した。 
なお、「石巻市震災伝承検討委員会」は震災遺構のみならず、
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市の震災伝承全体の在り方を検討の主な目的として開催された。

震災遺構の保存や整備は震災伝承の一部として扱われており、他

の伝承事業についても検討されていたが、本稿は震災遺構に関連

する検討事項のみに着目して分析の対象とした。 
 
4. 結果・考察 
4-1. 震災遺構に関する会議等の概要 
石巻市における震災遺構に関する会議等の概要を表-1 にとり

まとめた。市は2011 年12 月に策定した「石巻市震災復興基本

計画」における重点プロジェクトに「未来への伝承プロジェクト」

を定めた。具体的な事業内容として「震災施設伝承保全事業」を

挙げ、「震災の記憶として残すべき被災建築物の存置・保存の選

定」を市が実施するとした。また、同基本計画の地区別整備方針

には、津波と火災による被害が大きい南浜地区に震災復興のシン

ボルとなる公園を整備する旨が明記された。この公園は旧門脇小

学校に近接して立地しており、現在「石巻南浜津波復興祈念公園」

として国・県・市が連携して整備を進めている。 
市は前述の基本計画を受け、学識経験者等から伝承施策につい

ての提言を得るため「石巻市震災伝承検討委員会」5)を 2013 年

11月から2014年12月まで全6回開催し、旧門脇小学校校舎を

震災遺構として保存することを含めた市長への提言書をまとめ

た。市は、この結果と2015年5月に大川地区復興協議会から提

出された旧大川小学校保存の要望を受け、部課を横断した市職員

から構成された「石巻市震災遺構調整会議」6)を、2015 年 6 月

から2015年12月まで全5回開催した。旧門脇小学校と旧大川

小学校を震災遺構として保存する場合の課題や費用等を検討・調

整し、それぞれ保存部位の異なる 3 つのケースを示して事業費

等を算定した。その後、2016年3月の臨時記者会見で、市長が

旧門脇小学校校舎の一部及び旧大川小学校校舎の全部を震災遺

構として保存する方針を表明した。 
「震災遺構検討会議（大川小学校旧校舎）」7)、「震災遺構検討

会議（旧門脇小学校校舎）」8)は2016年7月から2017年3月ま

でそれぞれ全 5 回開催された。震災遺構ごとに「震災遺構整備

計画」を策定するに当たり幅広い意見を反映させるとして、地元

協議会や震災遺族、語り部等の活動者の30名程度から構成され

た。「震災伝承検討会議」9)は上記の 2 つの会議と同様の期間・

回数で開催された。「震災伝承計画」の策定に向け、語り部等の

活動を行う市民や団体を中心として構成された。 
これらの計画を受けて、それぞれの震災遺構について、震災遺

構調査・基本設計等業務の実施事業者がプロポーザル形式で選定

された。施設整備の予定工期は2020年3月までとされている。 
以上の会議等において「石巻市震災伝承検討委員会」は震災遺

構に関する最初の委員会であり、震災の教訓等を後世に伝える施

策の一つとして震災遺構の保存が検討された。 
4-2. コーディング 
分析対象となった「石巻市震災伝承検討委員会」の資料は、全

6回で45件261頁だった。委員会における検討内容を概観する

と、市内外の震災遺構や災害遺構の既往事例の共有及び視察を行

い、震災伝承や震災遺構に関する市民アンケートの結果等を踏ま

えて、震災遺構の候補を旧門脇小学校に絞り込み、保存の部位や

規模の異なる保存パターンを示す等、様々な話題について検討さ

れていた。 
資料を精読してコーディングを行った。カテゴリ名とコード名

の一覧及びカテゴリ分類の基準等の概要を図-1 に示した。648
件のコードから帰納的にカテゴリを生成した結果、「1 事業」、「2 
認識の形成」、「3 候補の選定」、「4 震災遺構の状態」、「5 市民」、

「6 周囲との関係」、「7 整備」、「8 導入機能」、「9 運用」、「10 見
学」の10カテゴリを得た。 

【表-1】震災遺構に関する会議等の概要 

No. 会議・検討会名 期間 回数 設置目的 委員の構成 

１ 石巻市震災伝承 
検討委員会５） 

 
2013年11月から 
2014年12月まで 

 
全6回 

震災による深い傷跡、悲しみの記憶及び震災を通じて得
た教訓を風化させることなく後世に伝えるための各種施
策等を検討するとともに、専門的視点による効果的な提
言を得る 

14名 
学識経験者（4名）、市文化財及び防災
関連会議議長（2名）、語り部・ガイド
等の活動を行う任意団体・一般社団法
人（2 名）、報道機関（3 名）、復興庁
（1名）、宮城県（2名） 

２ 石巻市震災遺構 
調整会議６） 

2015年6月から 
2015年12月まで 全5回 

石巻市震災伝承検討委員会からの提言及び大川地区復興
協議会からの要望等を受け、旧門脇小学校及び旧大川小
学校について、震災遺構として保存した場合の課題整理
や整備費用、維持管理経費等の検討・調整を行う 

16名 
復興政策部（7 名）、総務部（2 名）、
財務部（2 名）、復興事業部（1 名）、
建設部（1 名）、教育委員会（2 名）、
河北総合支所（1名） 

３ 震災遺構検討会議 
（大川小学校旧校舎）７） 

2016年7月から 
2017年3月まで 全5回 

大川小学校旧校舎を全体保存することとし、周辺は、慰
霊・追悼の場として整備を行うという方針に基づき、「震
災遺構整備計画」を策定するにあたり、幅広いご意見を
反映させるため（有識者、地域住民、NPO、行政によっ
て構成） 

32名 
大川地区復興協議会（6名）、大川小学
校遺族会（6 名）語り部・ガイド・展
示等を行う団体（7名）、学識者（1名）、
市職員（12名） 

４ 震災遺構検討会議 
（旧門脇小学校校舎）８） 

2016年7月から 
2017年3月まで 全5回 

旧門脇小学校校舎を一部又は部分保存することとし、震
災遺構として整備を行うという方針に基づき、「震災遺構
整備計画」を策定するにあたり、幅広いご意見を反映さ
せるため（有識者、地域住民、NPO、行政によって構成） 

30名 
新門脇地区復興街づくり協議会（9
名）、語り部・ガイド・展示等の活動を
行う市民・団体（6 名）、遺族団体（1
名）、学識経験者（2名）、市職員（12
名） 

５ 震災伝承検討会議９） 2016年7月から 
2017年3月まで 全5回 

震災による深い傷跡、悲しみの記憶及び震災を通じて得
た教訓を風化させることなく後世に伝えるため、「震災伝
承計画」を策定するにあたり、幅広いご意見を反映させ
るため（有識者、地域住民、NPO、行政によって構成） 

31名 
語り部・ガイド・展示等の活動を行う
市民・団体（13 名）、学識経験者（3
名）、市職員（15名） 
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次に全 6 回の委員会の開催時期別に得られたデータ数の推移

を図-2 に示した。各回のコード数を見ると分析対象となる資料

の分量が少なかった第4回及び提言書はコード数が少なかった。 
また、データ全体に対するカテゴリの出現率を図-3に示した。

最も多かったカテゴリは「4 震災遺構の状態」で 127 件(20%)
だった。次いで、「7 整備」が120件(19%)、「5 市民」が78件

(12%)、「2 認識の形成」が77件(12%)だった。 
さらに、全 6 回の委員会の開催及び提言書の提出時期と、カ

テゴリ別コード出現数から移動平均を求め、出現傾向別に図-4, 
図-5, 図-6に示した。第4回委員会は、市内の震災遺構候補の保

存の意義や必要性を比較検討し、旧門脇小学校を候補として選定

した。カテゴリの出現数の傾向はこの第 4 回委員会を境に異な

っていた。 
カテゴリ「4 震災遺構の状態」、「5 市民」は第 3 回委員会以

前に多く出現していた(図-4)。市は、市内外の震災遺構や既往事

例の現状、及び市民の震災遺構への意向を把握して、第 4 回委

員会における震災遺構の候補の選定の実施に至ったものと考え

られる。カテゴリの出現率を見ると、これらの 2 つのカテゴリ

を合わせて全体の32%を占めた。 

カテゴリ「6 周囲との関係」、「7 整備」、「8 導入機能」、「9 運
用」、「10 見学」は第 5 回委員会以降に多く出現していた(図-5)。
これらは、旧門脇小学校を震災遺構として保存した場合の周辺の

まちづくりのとの調整、整備工事や必要な機能、運営や見学方法

等に関する検討事項であり、第5回以降には具体的な整備を想定

した検討を行っていたことがわかった。カテゴリの出現率を見る

と、これらの5つのカテゴリを合わせて全体の48%を占めた。 
カテゴリ「1 事業」、「2 認識の形成」、「3 候補の選定」は特定

の時期に偏ることなく出現していることがうかがえた(図-6)。震

災遺構に関する事業の枠組みや、震災遺構そのものの認識を共有

する検討事項であり、これらは委員会の全体に共通する話題だっ

たことがうかがえる。カテゴリの出現率を見ると、これらの 3
つのカテゴリを合わせて全体の20%を占めた。 
 
5. 総合考察 
第3回委員会まではカテゴリ「4 震災遺構の状態」、「5 市民」

の出現数が多く、震災遺構の現況や市民の意向の把握が中心的な

検討事項だったと思われる。これらを踏まえ、第4回委員会にて

震災遺構の候補の選定が実施され、第5回委員会以降には、カテ

 
【図-1】カテゴリとコードの概要 

 
 

【図-2】時期別コード数の推移 
 
              

【図-3】データ全体に対するカテゴリの出現率 
 

1.事業, 26, 4%

2.認識の形成, 
77, 12%

3.候補の選定, 29, 4%

4.震災遺構の状態, 
127, 20%

5.市民, 
78, 12%

6.周囲と
の関係, 
57, 9%

7.整備, 120, 19%

8.導入機能, 35, 5%

9.運用, 
38, 6%

10.見学, 
61, 9%

(n=648)

全体にかけて出現
132, 20%

前半に多く出現
205, 32%

後半に多く出現
311, 48%
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ゴリ「6 周囲との関係」、「7 整備」、「8 導入機能」、「9 運用」、

「10 見学」等、具体的な整備を想定した検討事項の出現数が多

くなっていた。委員会の全体を通して検討事項は、現況や市民の

意見の把握から、方向性の決定を経て、具体的な整備へと推移し

ていったものと考えられる。また、カテゴリ「2 認識の形成」は

会議の全体にわたって出現していた。「石巻市震災伝承検討委員

会」は、伝承施策の一つとして市が震災遺構を扱う最初の検討の

場であり、市における震災遺構の認識の基礎が形成される場とな

ったものと考えられる。 
当該委員会は、市が開催した会議等の全体における位置づけ

として、震災遺構への定義や評価等の認識の形成や、保存の必要

性の判断、保存の候補の選定等を実施したものだが、実際には具

体的な整備に関する検討が資料へのコーディングの約半数を占

めていた。市は当該委員会の後に「石巻市震災遺構調整会議」を

開催し、旧大川小学校を候補に加えた上で、より具体的な検討を

実施し、庁内調整を経て両震災遺構の保存方針を表明した。 
石巻市が、震災遺構の処置の決定にあたり、震災遺構の定義

や評価等のみならず、保存方法や費用を含む具体的な整備を想定

した上で意思決定を行っていたことがわかった。 

本稿では、震災遺構に関連する会議資料のコーディングを

通して、震災遺構の処置決定に向けた検討事項及びボリュー

ムの把握、その推移の可視化を試みた。今後は、資料や分析

の追加し、震災遺構を保存した自治体が実施してきた検討の

経緯について研究を深めたい。 
 

補注 
(1) コーディングの方式は、データの主なトピックを要約したコーデ

ィングの方法であるDescriptive Codingとした。 
(2) 例えば会議資料に「校舎の西側2階の窓から日和山公園へ避難し

たことを伝えていく必要性を考慮すると、保存方法 3 が良い」と

記載があった場合には、「保存方法3への賛成」といった検討の内

容ではなく、「伝えるもの」と「保存の部位」といった検討の話題

にコードを付した。なお、市は第 5 回委員会で旧門脇小学校の保

存方法討パターンを以下の3種類とした。「保存方法1：現状全て

を保存」、「保存方法 2：被災の特徴である火災部分（東側 3 スパ

ン）を保存」、「保存方法 3：火災部分及び火災の燃え広がり方を

保存するため、解体部分を最小限に抑えて保存」 
(3) 例えば1つの資料で他自治体の震災遺構の事例を5つ紹介してい

る場合には「他市町の震災遺構の現況」のコードを全体で 1 つで

はなく、各1つの計5つ作成した。 
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【図-4】カテゴリ1,2,3の出現傾向 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図-5】カテゴリ4,5の出現傾向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図-6】カテゴリ6,7,8,9,10の出現傾向 
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