
第 2章　地域住民と外部調査者の協同作業による景観復原の実践　
―小友町只出集落における取り組み―

辻本　侑生・戸羽　清次

1．はじめに（辻本）
（1）本報告の目的
　陸前高田市の沿岸集落は、数十年に一度という頻度で津波に見舞われる「津波常習地」であり、
過去の津波への人びとの対応が集落景観に刻み込まれている。平成 25（2013）年度の陸前高田市
文化財等保存活用計画策定事業に伴う民俗調査では、長部地区と広田地区において、過去の津波に
伴う築堤や集落移動の痕跡がみられることが明らかにされ、そうした景観が歴史・文化的に重要な
意義を持つことが指摘された［辻本・中野　2014］。
　東日本大震災後の復興まちづくりが急速に進められる中、津波常習地特有の集落景観を記録に残
していくことは急務であると考えられる。そういった観点において、上述した民俗調査の成果は、
陸前高田市の沿岸集落における景観変化のごく一端を捉えたにすぎず、課題を残している。辻本・
中野［2014］において事例とした広田町集集落は比較的小規模な集落であり、複数名の高齢者を対
象とする聞き書き調査のみによって昭和三陸津波以前の集落景観を復原することが可能であった。
しかし、50 戸を超えるような規模の大きい集落においては、聞き書き調査のみによって過去の集
落景観を復原することは困難である。また、小規模な集落においても、将来的には、過去の集落景
観に関する知識や記憶を有する方々からの聞き書き調査が不可能となることが予想される。
　こうした課題を解決するため、本報告では、地籍図・土地台帳を資料として活用し、過去の景観
復原を行った。地籍図と土地台帳とは、明治維新後の地租改正に伴って全国で作成された租税資料
であり、現在は法務局や市役所・町村役場等に保管されている。土地一筆ごとの地権者や地目がす
べて記されているため、少なくとも明治中期から昭和中期にかけての過去の景観を復原することが
可能である。
　地籍図と土地台帳を用いた景観復原は、歴史地理学や建築史学の学術研究においてしばしば用い
られる方法であり、既に歴史地理学から、被災地域の景観復原における有用性についても指摘され
ている［藤田　2014］。本報告の特徴は、こうした地籍図・土地台帳を活用した調査研究を、地域
住民との協同作業で実施した点にある 1）。津波常習地における景観復原の成果は、単に学術研究上
の資料にとどまらず、地域住民が自らの暮らす集落の災害史を理解し、未来の防災へと活かす素材
となりうる。そのため、調査研究のプロセスや成果物は、通常の学術調査以上に地域住民と研究者
との間で密に共有されるべきであると考えられる。
　本報告は今後実施される研究実践等に資することも考え、協同作業に至るプロセス等について、
やや詳細に記した。また、調査研究の成果も協同作業によるものであるため、本報告自体も共著形
式とした。まず、1．で辻本が報告の目的と経緯、作業方法を述べ、2．では協同作業の成果物で
ある、只出集落の昭和三陸津波（昭和 8（1933 年）3月 3 日））以前の集落景観の地図を掲載する。
さらに、その解説として、戸羽が只出集落の歴史・文化的背景と昭和三陸津波に伴う景観の変化に
ついて、地域住民への聞き書き調査を基に述べる。最後の 3．では、協同作業を行う中での会話等
を振り返り、本報告の調査研究手法の意義や課題について辻本がまとめる。
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（2）協同作業に至る経緯
　①只出集落における民俗調査の実施
　本報告における協同作業の舞台は、陸前高田市小友町只出集落である。平成 26（2014）年 8 月
下旬、本科研プロジェクト初年度の民俗調査として、原、浅野、川島、小谷、藤野、辻本の 6名合
同で小友地区に約 1週間滞在し、複数の集落で聞き書き調査（グループインタビューおよび個人イ
ンタビュー）を実施した。小友地区での調査は矢の浦・獺沢集落、上の坊集落、只出集落の 3集落
に焦点化して実施し、調査期間のうち 2日間を、小友地区で唯一外洋に面する沿岸集落である只出
集落に当てることとなった。
　長部地区・広田地区での調査に引き続き、過去の津波による景観変化に関心を持っていた辻本は、
只出集落での調査に先立ち、三陸各地の津波災害について膨大な業績を残した山口弥一郎の文献を
たどった（第 9章参照）2）。山口弥一郎の調査は昭和三陸津波の 2年後に行われたものであり、そ
の後東日本大震災に至るまで、只出集落がどのような景観変化を遂げたのか、十分な記録は残され
ていなかった。そこで辻本は、山口弥一郎が残した記録の後の展開を探ることを意識して、聞き書
き調査を実施することにした。
　平成 26（2014）年 8 月の聞き書き調査では、昭和三陸津波以前は海沿いに集落が広がっていた
ことや、津波後に、「ジュータク」3）と呼ばれる高台造成地への集団移転と、その他の個別移転との、
二通りの高台移転がみられたことが聞かれた（図 1）。また、平成 23（2011）年の東日本大震災で
は只出集落は約 100 戸のうち約 30 戸が流失する大きな被害を受けたが、約 80 年前に「ジュータク」
に移転していた家々は津波の被害を免れたことが聞かれた。他方で、戦後には、高台移転した家の
分家が低地に住まいを構え、東日本大震災の津波で被災した事例があったことも聞かれた。

図 1　聞き書き調査から把握された昭和三陸津波後の集落移転イメージ
昭和 23（1948）年米軍撮影の航空写真［USA-R1782-55］に加筆して作成
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　②協同作業のきっかけとなった資料の共有
　通常の民俗調査であれば、前節で述べた聞き書き（グループインタビューおよび個人インタ
ビュー）が調査研究の主たるウエイトを占めるものであり、本科研報告書における辻本の論考も、
只出集落における津波による集落景観の変化について、聞き書きで得たデータをもとに記述する内
容になる予定であった。
　そうした方向性が大きく転換するきっかけは、科研メンバーでの合同調査の約 2週間後、平成
26（2014）年 9月に辻本が単独で実施した補足調査であった。歴史地理学専攻であった辻本は、過
去の集落移動の痕跡を文書資料で傍証できないかと思い立ち、隣町の大船渡市盛町に所在する法務
局で只出集落の地籍図（旧公図）と土地台帳を閲覧・撮影した。その帰り道、特に聞き書きのアポ
イントもなく、海岸沿いの写真等を撮るために只出集落を歩いていたところ、戸羽清次氏（以下苗
字のみ・敬称略）に偶然お会いした。戸羽は平成 26（2014）年 8月の科研メンバー全体でのグルー
プインタビューに際して、話者の紹介や会場の設定等をして下さっていた。そのため初対面ではな
かったが、会話をするのはこの時が初めてであった。
　辻本は戸羽に、只出集落における津波による景観変化について調べており、ちょうど昨日大船渡
の法務局で地籍図・土地台帳を撮影してきた旨をお話しし、その写真をお見せしたところ、「これ
をお送りいただけないでしょうか」と、コピーの送付を依頼された。戸羽は、只出集落の公民館に
昭和三陸津波以前の集落図を作って貼りたいと考えていたのである。聞き書き調査で聞かれたよう
に、昭和三陸津波以前の只出集落では海沿いに集落が密集していたが、具体的にどの家がどの場所
に立地していたのかといった情報は、十分な記録として残されていなかった。戸羽は昭和 21（1946）
年生まれであり、昭和三陸津波以前の只出集落を直接見たことはないが、昭和三陸津波以前の家の
位置（モトヤシキ）には各家の納屋が立地していたため、ある程度は昔の家の場所を推測すること
は可能であった。しかしながら、昭和三陸津波前後の只出集落は約 60 戸を擁する規模の大きな集
落であり、公民館に掲示する記録を作成するには、より正確なアプローチで景観の復原作業を行う
必要があったのである。
　戸羽からの依頼を受けた辻本は、帰京後早速、イラストレーターで撮影した地籍図をトレースし、
さらに土地台帳を基に昭和三陸津波直前当時の地権者名を一筆ごとにリスト化した表を作成し、戸
羽に送付した。

　③協同作業の開始
　辻本は平成 27（2015）年 3 月に大学を
卒業し、翌月より神奈川県内の民間企業で
新卒の会社員として働き始めており、どこ
か只出集落のことは頭から離れつつあっ
た。そうした中、平成 27（2015）年 6月に、
小友町のコミュニティセンターで、前年度
の民俗調査の現地報告会が、科研メンバー
中野・小谷の出席のもと開催された。その
際に、報告会を訪れた戸羽が、以前辻本が
送付した地図の上に、戸羽自身が調査した
成果を貼付し、持参くださった（写真 1）。

写真 1　 辻本が作成・送付した地図に戸羽が作業した
もの（2015 年 6月、中野撮影）
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　この話を中野から聞いた辻本は、戸羽に再度連絡を取り、地図の完成に向けて一緒に作業を続け
たい旨を連絡した。それ以降、数か月に一度辻本が只出集落を訪問し、作業の打ち合わせを実施し
ている。

2．小友町只出集落における景観復原図と解説
（1）作成方法（辻本）
　図 2は、辻本・戸羽両名による協同作業の中間的な成果物である。ベースとなったデータは、盛
岡地方法務局大船渡出張所に所蔵されている字唯出の地籍図・土地台帳である。作成手順について、
まず地籍図については、辻本が撮影した画像の筆境をイラストレーターでトレースし、地番を付し
た図を作成した。また土地台帳については、同じく辻本が、昭和三陸津波（昭和 8（1933）年 3月 3日）
直前の地目（宅地・水田・畑地・山林・墓地）と地権者名を一筆ごとにリスト化した（全 161 筆分）。
次に戸羽が、辻本の作成した地目・地権者リストを基に只出集落の古老に聞き取り調査を行い、当
時の地権者名と現在の当主名・屋号を対照させたリストを作成した。最後に辻本が、地籍図をトレー
スした図をベースマップとし、戸羽の作成したリストを基に昭和三陸津波直前の地目・屋号・地権
者名を表示した。なお、同様の作業を、只出集落を構成する他の字（字谷地前・谷地館等）につい
ても実施中である。

（2）只出集落の歴史・文化的背景（戸羽）
　只出集落は中世には蛇ヶ崎城があった土地柄であり、繁栄した集落であったと思われる。蛇ヶ崎
城のあった時代の只出は 7戸の集落であったと言われている。
　江戸末期には、只出港に 13 隻のカツオ船があったと言われており、カツオ船などに味噌・醤油
などの食材を提供した家が繁盛した。しかし、江戸末期から明治初期にかけて、時化、遭難などで
衰退していった。また、沿岸ではイワシのあぐり漁が盛んであり、イワシの大漁によって八幡神社
の鳥居が建てられたと言われる。
　このように只出集落は、カツオ、イワシ等の大漁で財力のあった集落であるといわれ、文化的に
も繁栄していた。仙台から歌舞伎・人形芝居などが伝来し、「只出あいや」「四つ竹」「深川」「かっ
ぽれ」など 24 ～ 25 曲が伝えられ、三味線、太鼓、つつみ、横笛、踊りなどを 6軒の家が教えられ
たと言われる。
　また、日々の暮らしの中でも様々な行事が行われ、動く七夕、虎舞（お祭、小正月）、八日行・観音講・
さなぶり・オシラサマ・おこしんさま・おしょうじんこ・山ノ神様などの他、参詣（善光寺参り、
お伊勢参り、成田山参り、出羽三山参り等）も盛んに行われた。小友各地の神社などを巡ってお参
りする「村参り」は、現在も細々と行われている。さらに、巫女さんを呼んで自分の家の過去、現
在、未来を聞き、心のやすらぎとした。これらの行事は、信仰と慰安、娯楽を兼ねていた。

（3）昭和三陸津波後の只出集落移転状況（戸羽）
　昭和三陸津波直前の昭和 8（1933）年頃、只出集落は約 60 戸であり、被災した住宅は約 35 戸と
思われる。被災者の高台移転先は、集団移転約 15 戸と、個別移転約 20 戸であった 4）。高台移転し
た家は海岸近く（元屋敷、畑など）に作業所、倉庫を建てて作業効率化を図ったが、年月を経るに
つれて住居そのものを低地に再移転する家も一部みられた。
　只出集落の高台移転は、小友村々長（代理）及川隆平氏によって被災から約 20 日後に岩手県に
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申請されており 5）、素早い対応が注目される。移転用地は堤新屋家と大長根家の所有地であり、両
宅とも堤家の別家である。土地を提供するという素早い判断により、約 19 戸分、面積 1,113 坪の
集団移転地が造成された 6）。この行為は地域住民に大きな力を与え、感謝に値するものである。
　なお、昭和 25（1950）年に大火があり、その後に高台へ移転した家もみられた。
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図 2　昭和三陸津波（昭和 8（1933）年）直前の只出集落における集落景観（字唯出のみ）
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※ 屋号の下の（　）内に記した氏名は、昭和三陸津波直前の地権者名である。なお、この図はかつての集
落景観を復原するために作成したものであり、個別の土地の面積や境界を正確に反映していない。

太平洋
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3．おわりに―まとめと今後の課題―（辻本）
（1）地域住民と外部調査者の協同作業の意義
　今回の協同作業により、昭和三陸津波以前に海岸沿いに家屋が密集し、カツオ漁やイワシ漁で栄
えたかつての只出集落の姿を復原することができた。津波に繰り返し襲われてきた陸前高田市の沿
岸集落では、家屋の移転などによって集落の姿が変化してきたものの、過去の集落の姿を伝える文
書資料は残されていない場合が多いと推察される。今回の調査研究手法は、地域に住む住民自身が、
自らの住む集落の過去の姿を復原し記録していくための手段として、他の陸前高田市の沿岸集落に
も適用できるものであると考えられる。
　さらに、予測していなかった協同作業の一つの成果として、地域住民の側でもそれまで認識して
いなかった新たな発見がみられた。例えば、戸羽家は、「仁位屋」という屋号の他に「ヌマバタ」
という屋号でも呼ばれていたが、当主である戸羽自身もその意味や由来は分からなかった。ところ
が、地籍図の作業をしていると、戸羽家が昭和三陸津波以前に立地していた元屋敷のすぐ隣に沼が
あったことが判明し、そのため「ヌマバタ」という屋号であったと推測することができたのである。
　また、戸羽家は昭和三陸津波後、他の家から畑を買って、その用地に移転したと伝わっていたが、
戸羽家に残された棟札では津波発生からわずか 40 日後に上棟したこととなっており、なぜ迅速な
個別移転が可能になったのかは疑問に残っていた。ところが今回の協同作業から、現在の戸羽家の
屋敷地は昭和三陸津波以前から戸羽家の畑であったことが判明し、自家の所有地に移転したため迅
速な個別移転が可能になったのだと明らかになったのである。
　地域住民から丹念に聞き書き調査を行い、その結果を記録する調査研究手法が民俗調査の基本で
あるが、近年の民俗学においてはそれに加えて、関心を共有する地域住民との協同作業が実施され
ている 7）。本報告もそうした取り組みを参考にしており、地域住民と外部の調査者が同じ資料を共
有しながら協同作業を行うことは、調査研究成果を調査者から地域住民への一方的な「還元」に留
めず、より深いレベルで共有できる点で意義があると考えている。さらに、協同作業によって、時
として地域住民ですら認識していなかった新たな知見を明らかにすることができる等、より民俗誌
的な調査成果をより豊かなものにする可能性を有していると考えられる。

（2）「急がない、意味のない」調査研究の意義
　本協同作業は、始まってから約 2年が経過している。戸羽は只出集落の役員や平成 28（2016）
年 10 月に行われた八幡神社五年祭の準備、さらに被災した自宅のリフォームの合間を縫って、集
落の地域住民へ聞き書きを実施してきた。また、辻本は会社員をしながら、帰宅後や休日の時間を
使って地籍図・土地台帳の入力・製図作業を行っていた。そうした背景もあり、互いに「急がず、ゆっ
くりやる」ことを確認し、作業を進めてきた。
　作業の過程の中で、戸羽が繰り返し述べていたことに、「この地図をつくること自体には何も意
味はない」ということがある。例えば、平成 27（2015）年 8月の打ち合わせで、戸羽は「これをやっ
て、公民館に貼った所で、何の意味もないですよ。でも、それを残していって、いろいろ話聞いて
あるいていくと、色々な目線から部落を見ることができる。」と語った。はじめ辻本は、この言葉
の意味を受け止めかねていたが、戸羽のいう「意味がない」は単なる自己否定ではないことに、対
面での打ち合わせで会話を交わす中で気づいていった。
　冒頭に述べたように、本報告が実践してきた協同作業の成果は、地域住民が自らの暮らす集落の
災害史を理解し、未来の防災へと活かす素材となりうるものである。しかしながら、重要なテーマ
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であると肩ひじを張って、急いで取り組むことが、必ずしも良い結果を生み出すとは限らないので
はないだろうか 8）。当初、期間の限られたプロジェクトとして成果を急いでいた辻本は、戸羽との
対面での打ち合わせを通して、「急がない、意味のない」という認識を共有することができた。成
果を急がずに、互いの時間や興味関心の範囲内で進めていくような調査研究のあり方は、民俗調査
を本業としない両者が継続的に協同作業を行う上で、有効であったと考えられる。

（3）今後の課題
　只出集落は、今回掲載した字唯出のほかに、5つの字（字谷地前、字谷地館、字泉田、字門前、字小ヶ
口前）で構成されており、昭和三陸津波以前の集落の主要な部分は字唯出の復原でカバーされてい
るものの、只出集落全体の景観を復原するために、残る 5つの字については今後も協同作業を継続
していくこととなる。さらに、本調査研究の方法に基づけば、明治三陸津波（明治 29（1896）年）
以降の 100 年間以上にわたる景観変化を追跡することが可能であり、そうした作業は学術的にも大
きな意味を持つと考えられる。
　他方で、本報告において課題として残されている点に、辻本・戸羽両者の関心の「違い」がある。
戸羽は先述したように只出集落の公民館に掲示する地図を作成することや、自らが暮らしてきた地
域の歴史を明らかにすることに関心を有している。他方で、辻本は、只出集落に限定せず、三陸沿
岸の災害史に関心を有しており、協同作業によって得たデータを学術的な分析に用いたいとも考え
ている。こうした関心の「違い」がある中で、どのような形で協同作業を進めていくべきかについ
て、十分な答えを出せていない。例えば本報告のように共著形式にするという解決方法も、あくま
でも辻本の側から提案したものであり、本書のような「科研費報告書」への執筆は必ずしも戸羽の
関心と沿うものではない。どのような協業方法が適切であるのかは、今後継続する中で常に試行錯
誤をしていかなければならないと考えている。今後も協同作業に過剰な意味を見出すわけでもなく、
成果を急がずに、しかし地域の未来に資するささやかな記録を残すべく、調査研究を続けていきた
いと考えている。

注
1） 住民自身が地籍図・土地台帳の調査を行い、景観復原図を制作した先行事例として、大船渡市三陸町綾里・
石浜集落公民館の集落図の事例がある。石浜集落は津波研究者として著名な山下文男氏の出身地であ
り、平成 12（2000）年に山下氏が集落図の作成を提案し、集落組織（方正会）メンバーを中心として
制作された。

2） 山口弥一郎が只出集落において聞き取り調査を行った戸羽紋三郎は、図 2の「糀屋（戸羽門三郎）」で
あると考えられる。辻本の聞き書きによれば、戸羽門三郎は三味線を嗜んだ人であり、彼を頼って座
頭の千葉源徳（明治 23（1890）年～昭和 43（1968）年）［川島　1999：74］が世田米方面から只出集
落に来ていたという。

3） このフォークタームは、住宅組合に由来するものである。昭和三陸津波後の三陸沿岸漁村では、住宅
組合ではなく産業組合を通して高所移転を行った事例が比較的多くみられ［cf. 岡村　2015］、その場合、
集団移転地は「復興地（フッコウチ）」等と呼ばれている。なぜ只出集落における集団高所移転におい
て、産業組合ではなく住宅組合が用いられたのかは明らかになっておらず、今後の課題としたい。

4） 集団移転した家は現在の只出 2班、個別移転した家は現在の只出 1、3、4班におおむね該当する。
5） 岩手県永年保存文書「昭和八年　公営住宅及住宅組合　社会課」（岩手県庁所蔵）
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6） 内務大臣官房都市計画課 1934、49 頁
7） 例えば、沖縄県において、士族系門中の子孫や門中の団体と家系に関する史資料を共有し、協業しな
がら史資料の読解・検討を行っている武井基晃の取り組みが挙げられる［武井　2014］。

8） 内閣府が作成した「地域における防災教育の実践に関する手引き」においては、「防災教育を実践する
上での五箇条」として、「地域の特性や問題点、過去の被災経験を知ること」「まずは行動し、身をもっ
て体験すること」「身の丈に合った取組とすること」「様々な立場の関係者と積極的に交流すること」「明
るく、楽しく、気軽に実行すること」が挙げられている［内閣府（防災担当）・防災教育チャレンジプ
ラン実行委員会　2015］。結果的にではあるが、本協同作業のプロセスも、この「五箇条」に沿ってい
るように思われる。

引用参考文献
岡村健太郎「ミライの復興地 昭和三陸津波と東日本大震災」貴志俊彦・山本博之・西芳実・谷川
竜一編『記憶と忘却のアジア』（青弓社、2015）
川島秀一『ザシキワラシの見えるとき　東北の神霊と語り』（三弥井書店、1999）
武井基晃「関心の共有―調査対象者と史資料を読む調査―」日本民俗学会第 66 回年会実行委員会
編『日本民俗学会第 66 回年会研究発表要旨集』（2014）109 頁

辻本侑生・中野泰「生活空間の特徴と変化」陸前高田市教育委員会『陸前高田市文化財等保存活用
計画策定調査業務報告書 資料編』（2014）
内閣府（防災担当）・防災教育チャレンジプラン実行委員会『地域における防災教育の実践に関す
る手引き』（2015）

内務大臣官房都市計画課『三陸津波に因る被害町村の復興計画報告書』（1934）
藤田裕嗣「地籍図を用いた景観復原と災害復興」『史潮』76（2014）
山口弥一郎『津浪と村』（恒春閣書房、1943）（2011 年、石井正己・川島秀一編による三弥井書店
よりの復刊版使用）

－ 22 －


