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梗概 
 本大会のテーマである「地域資源を活用した観光と交流人口拡大による震災復興」にお

ける「震災復興」とは、人々が心身ともに健康な状態であり、それぞれが生きがいを持っ

て豊かに生活をしていくことが真の震災復興であることから、「well-being」と「QOL」の

概念を念頭に「心の復興」であると定義する。 
 しかしながら、人々の QOL を高めて well-being を実現するためには、多様な世代、異

なるバックグラウンドを持つ被災者を一括りに認識し、政策を提言することは難しい。そ

こで本稿では旧来のコミュニティを失った精神的・身体的に不安定な状態に陥りやすいと

考えられる、災害公営住宅で生活する独居老人に焦点を当て、政策を提言する。 
 なぜここで独居老人を取り上げるか。災害公営住宅に住む独居老人について問題視され

ていることの一つとして彼らの孤独死が挙げられる。宮城県の事例からみられるように、

「一人暮らし」という状況が独居老人の健康状態に影響を与えていることがわかる。また

このような人的環境だけではなく、住宅そのものの形態によって、近隣住民との関係性が

希薄になってしまっているということも考えられる。こうした現状であるにも関わらず、

災害公営住宅に住む独居老人に対する政策は十分とは言えないため、ここに対象を設定し

た。 
「被災地間交流ツアー」とは、被災経験のある独居老人が主体となり、岩手・宮城・福

島の 3 県で演劇公演を行うというものである。表現活動の１つである演劇は、身体の健康

維持・増進だけでなく、「自己を表現する」ということによって心の癒しにつながることか

ら、「心の復興」の達成に有効である。また参加者が自らやりたいことを見つけて活動に参

加することで、自己の存在価値を再確認でき、自己肯定感が高まる。稽古では専門家や地

元の高校生・大学生、劇団に協力を仰ぎ、作品のクオリティ向上を図る。こうした活動を、

毎年、継続的に行うことにより、独居老人の孤立・孤独化を防ぐとともに、彼らの生きが

い創出、「心の復興」に寄与する。本稿では「被災地間交流ツアー」について具体的な内容

とその根拠を、先行事例とともに提言する。 
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第 1 章 はじめに 
 東日本大震災後、被災地では様々な復興支援活動が行われてきた。阪神・淡路大震災の

教訓を踏まえ、発災より 1 か月後の 4 月 11 日には、岩手県から「東日本大震災津波から

の復興に向けた基本方針」が、宮城県から「宮城県震災復興基本方針（素案）～宮城・東

北・日本の絆・再生からさらなる発展へ～」がそれぞれ発表された。また、福島県におい

ても復興ビジョン・復興計画の策定に着手するなど、地域の実情に応じ、復興に向けた取

り組みも次々に行われていった。 
 こうした対応が行われ始めてから今年で 8 年が経過した。住民の生活に関わる施設や設

備等の、いわゆるハード面の復興については順調に行われてきたものの、住民たちの「心

の復興」、ソフト面の復興がいまだ不十分である。被災者の「心の復興」を促進するために

はどのような施策が必要か。 
ここでまず、「心の復興」について定義していく必要がある。ここでは、「well-being」と

「QOL」の二つの概念が不可欠である。 
well-being とは、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する。国際連

合の専門機関である世界保健機関（WHO）が 1946 年に発表した WHO 憲章の前文のなか

で、健康の定義として用いられている言葉である。QOL とは Quality of Life の略称であ

り、一人ひとりの人生の内容の質や社会的に見た生活の質のことを指す。つまり、ある人

がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているかという

ことを尺度としてとらえる概念である。物質的な豊かさだけでなく、毎日が充実し、心身

が健康な状態が幸福だといえる。QOL を測定する際は、病気の有無を測るのではなく、対

象者の主観的幸福、つまり生活の質を測定する。何をもって幸せとするのか、どんな価値

観を持っているかは個人個人で異なってくる。そのため、すべての人の幸福を一括りにし

て考えることはできないのである。 
以上のことから、本稿において「心の復興」とは人々の復興であり、被災者が心身の健

康と精神的豊かさを両立させた well-being の状態になることと定義する。そのため、観光

客の消費支出の拡大による単なる経済的再生だけでは真の意味で心の復興にはつながらな

い。また、人によって幸福感を覚えるものは異なるため、すべてを一括りにして考えるこ

とはできない。よってたくさんの人々を対象とした画一的な政策を行うのではなく、被災

者を細分化し、それぞれに対する個別のきめ細かい対応が求められると考える。 
そこで、本稿では震災によって家族や家を失い、災害公営住宅に移ったことで旧来のコ

ミュニティも失った、一人暮らしの高齢者を対象とし、高齢者自身が表現し公演する「被

災地間交流ツアー」を提案する。災害公営住宅に一人暮らしをしている高齢者は精神的に

も身体的にも内向き傾向であり、住民同士のつながりが希薄になりがちである。表現活動

を行うことによって、高齢者の身体の健康を増進すると共に、被災者同士や外からの観光

客といった他者からの評価を得ることで自己肯定感を高め、生きがいを創出し、「心の復興」

を成し遂げる。 
第 2 章ではまず現在の復興の状況について分析し、どのような復興が必要とされている

のかを考えていく。第 3 章ではそれを踏まえたうえでツアーについて説明し、期待される

効果や効能などを見つつ、それが社会に対してどのように作用していくかを考えていく。 
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第 2 章 現状分析 
第 1 節 限定された対象者 

震災復興におけるソフト面の充実は「芸術・文化による復興支援ファンド GBFund 東日

本大震災」等を通して震災直後から現在に至るまで、様々な手法・内容で広がりを見せて

いる。一方で、これまでに行われてきたソフト面での活動・事業の対象者に目を向けると

「エル・システマジャパン」に代表されるように、「子ども(あるいは親子)」を中心に展開

されているケースが目立つ。逆に言うと、一般的に 60 歳以上の高齢者に向けたプログラ

ムが少なく、ソフト面の事業において世代間の格差が指摘できる。震災後の高齢者が活躍

する場については、被災地ツアー等における「語り部」が挙げられる。しかし、事業の性

格が極めて商業的であり「語り部」が利用されてしまっている傾向が強く見られる。 
 
第 2 節 災害公営住宅における孤独死 
 震災から 8 年が経過した現在でも被災地特有の高齢者における問題が発生している。地

域の高齢化に伴い、特に被災地で問題となっているのが、災害公営住宅における孤独死で

ある。災害公営住宅は住宅政策のゴールとされてきたが、その整備が逆に孤独死への環境

を整える要因となっている側面が存在する。 
 宮城県における災害公営住宅の高齢化率は「41.0％」(県全体の 26.9％を 14 ポイント余

り上回る)であり、入居世帯のうち高齢者が一人で暮らす世帯は「28.0％」である。(2019.3.5
時点) 

また、仙台市の A 市営住宅(災害公営住宅)を例に挙げると、高齢化率が 39.2%で 60 歳

以上の単身世帯数が 26.0%(269 世帯のうち 70 世帯)とその割合は高い。(2019.9.30 時点) 
次に宮城・岩手両県の災害公営住宅での孤独死者数を合算すると、2013 年から 2018 年

までの 6 年間で、宮城 120 人/岩手 34 人の計 154 人の死亡が確認されている。また、年度

毎の状況を確認すると 2016 年 19 人/2017 年 47 人/2018 年 68 人と急速に増加しており、

前述の高齢化率と照らし合わせても災害公営住宅における高齢者の孤独死は大きな問題と

して捉えることができる。 
 このような高齢者の孤独死を招く要因としては、一人暮らしという状況を筆頭に高齢者

ならではの健康における障害(疾病の悪化・治療の中断など)が挙げられる。一方で、環境的

な面に目を向けると災害公営住宅特有のデメリットが存在する。それは、近隣住民との関

係性(コミュニケーション)を持たない社会環境である。仮設住宅においては、長屋スタイ

ルが多く用いられる一方で、災害公営住宅はプライバシーが確保され独立した部屋(中層階

のマンションスタイルなど)であり、高齢者における健康上での弊害(足腰の悪さなど)も相

まって、周囲との関係を築きにくい環境が構築される。また、震災前からの所属コミュニ

ティの視点に立つと、以下のようなコミュニティの変化を見て取れる。 
 
震災前：既存のコミュニティ(その人にとってのオリジナル) 
➡震災後①：仮設住宅(入居時の振り分け/同じ地域の人と別れてしまうケースも) 
➡震災後②：災害公営住宅(入居は抽選となる場合があり、同じ地域・仮設から一緒に移動

するという状況は生まれにくい) 
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このように、震災による既存コミュニティの喪失または短期間の内にコミュニティが変

化することによって近隣住民との関係が希薄化し、災害公営住宅における高齢者の孤独死

がかえって増加してしまう状況が生まれている。 
 

一方で上記問題へのアプローチとして、宮城県石巻市では「お茶っこ会」という取り組

みが行われている。2017 年の 4 月から仮設住宅の集約における仮設住宅住民の孤立防止

や、新たに移住してきた住民とのコミュニティ形成をサポートするため、毎週 1 回、仮設

集約拠点団地 17 団地にてお茶会を開催している。「寄磯・前網お茶っこ会」では集会所の

「ドイツハウス」に集合し、会話だけでなく、カラオケやグランドゴルフといった活動も

楽しんでいる。また東北大学「たなぼた」の学生のように被災地の高齢者に対し、お茶出

しや足湯サポートを行っている団体もみられる。しかし、このような活動は新たなコミュ

ニティ形成の役割を果たしてはいるが、その後の中長期的な生きがいづくりにまでは発展

していない。 
 
 以上のことから、震災後高齢者への支援が手薄になっている状況が伺える。また、震災

以前のコミュニティ喪失により孤立を極めていると考えられる。ゆえに、高齢者に向けて

心身の健康と生きがいの創出から「心の復興」を軸に提案する。 
 
第 3 章 政策提言 
第 1 節 芸術表現活動の効能 

前章で述べたように、新しいコミュニティが形成されていても、生きがい創出までは至

らず、心の復興が見込めないというのが被災地の現状である。生きがいを創出し、心の復

興を目指すためには、芸術表現活動が有効である。 
東日本大震災のような甚大な災害で心にストレスを受けた際に、文化芸術には心のケア

の効果があることが国内外の様々な事例や研究によって立証されてきている。文化芸術を

使って、個々の存在意義・アイデンティティなどを聴覚化・視覚化し、確認することが可

能であり、これにより孤独感が解消されることがある。 
震災後の心のケアに寄与した芸術表現活動としては、ジャパン・コンテンポラリー・ダ

ンス・ネットワーク（JCDN）の「ダンスによる復興支援」が挙げられる。この団体は、

2001 年に NPO 法人として活動を開始し、ダンスの持つ力を社会の中で生かし、子供から

高齢者まで日常生活でダンスに触れる機会を提供している。震災後は被災地にアーティス

トを派遣し、子どもから高齢者までの被災者にリラックスできるストレッチやからだ遊び

などのワークショップを行った。また、2013 年からは「習いに行くぜ！東北へ！！」とい

った、アーティストが被災地域に 1 ヶ月滞在し、地元の人との親交を深めながら各地の郷

土芸能を習いに行くといった取り組みも行っている。参加者のアンケート回答によると、

ダンスによって自己を表現することで自己肯定感が高まったり、外からの人とコミュニケ

ーションをとることで自分の経験を別角度で見られるようになったり、生きがい創出につ

ながったことが示されている。 
また、高齢者の芸術表現活動が国際的な発信を行った事例としては、さいたまゴールド・
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シアターがある。これは 2005 年に彩の国さいたま芸術劇場の芸術監督に就任した演出家

の蜷川幸雄が 2006 年に創設した劇団で、現在 68 歳から 93 歳までの 36 名が在籍してい

る。この取り組みは、高齢者の生きがい創出や地域活性化につながるほか、高齢化社会の

在り方に問いかけるなど社会的意義を発揮している。また、戦時中の体験などメンバーが

自身に起きた出来事を台本化した演劇にも挑戦しており、彼らの人生を生々しく描いた。

この劇団は、海外公演にも度々招聘され、さいたまゴールド・シアターは芸術的にも高い

評価を獲得している。 
そして、本提言において演劇を選んだ理由としては、演劇の「自己を表現する」という

経験が心のケアにつながるからである。PTSD の治療法としては自分の辛い経験を他人に

語って昇華するというものがある。また、平成 28 年度の文化庁の「『芸術団体における社

会包摂活動の調査研究』報告書」において、演劇という表現活動によって社会的承認が得

られ、社会包摂にもなり、高齢者にとっても認知症の改善など情動行動が活性化されると

いう報告がされている。このことから、高齢者を対象とした本提案に演劇は効果的である

といえる。 
このように、被災して心にダメージを負った被災者及び心身ともに孤立しがちな独居老

人にとって芸術表現活動、とりわけ演劇は有効であるといえる。 
 
 
第 2 節 「被災地間交流ツアー」の概要 

先述した事例を踏まえ、我々は、孤立した被災者の心の復興を目指す、「被災地間交流ツ

アー」を提案する（図１参照）。被災地とは岩手県、宮城県、福島県の 3 県とし、これらの

地域の災害公営住宅に住む一人暮らしの高齢者が公演を通じて相互に交流する。各県から、

他者との関係が遮断されがちな災害公営住宅それぞれ一棟を抽出し、そこから参加者を募

集する。地域内に留まるのではなく、公演をきっかけに被災地間で交流するのは、同じ境

遇にあった人々だからこその繋がりや分かり合えるものがあると考えられるからである。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 1：ツアーの概要（筆者作成） 
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このツアーは、被災地の独居老人が主体となって演劇を

各地域で公演するというものだ。そして、各地域で同時多

発的に始動し、東北三県の各地域で順に上演を行う（図 2
参照）。互いの演劇を鑑賞しあい、向上心を高めていったり、

被災者同士の交流を深めたりするといった効果が期待でき

る。 
 
第 3 節 「被災地間交流ツアー」の内容 

本節では「被災地間交流ツアー」の具体的な動きについ

て言及する。1 つの作品の制作にかける期間の目安として

は 4 月からの 1 年間と設定する。1 年間で完結すれば、

卒業等によって、高校生や大学生といった若い人材が途

中で入れ替わることがないため、より参加者同士の結束

が深まりやすいと考えられるからである。また、このツアーそのものを単発のイベントの

ような一過性のものとせず、一定の期間を設け、中長期的に継続することで、一人暮らし

の高齢者の生きがい創出が期待できる。 
 まずツアーの主体となるのは被災体験のある高齢者であり、災害公営住宅で一人暮らし

をしている高齢者を部屋の外に連れ出して、演劇に誘う。孫世代である地元の高校の演劇

部員や、演劇経験者の市民劇団員が声掛けを行うことで、高齢者が外に出やすく、ツアー

に興味を持ちやすくなるように促す。 
 経験のない高齢者のみで演劇を行うのではなく、地元の高校の演劇部や劇団と連携し、

彼らが中心となり、指揮を執って稽古を進めていく。例えば、岩沼市の市民劇団「いわぬ

ま市民劇団 WEUP（ウィープ）」といった団体の協力を得ることも考えられる。 
 この劇団は、岩沼市民会館・岩沼市中央公民館を拠点とし、岩沼市及び岩沼市近隣に住

む小学生から 60 代の団員で構成されている。こういった、地元に馴染みのある劇団と連

携を図れば高齢者の参加へのハードルも低くなる。 
 このような動きを 4、5 月から行い、ツアー参加者を募りつつ、お茶会を開催することで

交流を深めてもらう。このお茶会にはコーディネーターである専門家にも参加してもらい、

参加者たちと交流しながら台本作成を行ってもらう。このとき、地域の伝統芸能や著名人、

産業などを題材とした作品を披露したら良いと考える。例えば東北地方では「田植え踊り」

というものがある。これは農作業の様子を演じるものや、実際の田植えの様子をほとんど

見せずに太鼓などの楽器や採り物を持って踊るものもある。「演劇」と聞くと抵抗がある人

も多いだろう。しかし、その地域に昔から伝わっている伝統芸能を利用することでよりツ

アーに参加しやすくなる。 
 6 月にはツアー参加者を決定し、それぞれの役割分担を行う。演劇には、演者のほか美

術担当や音響照明などあらゆる役割がある。この中から希望する役割を自ら選ぶ。こうし

た自己決定によって自主性の高まりが期待できる。 
 7 月からは演劇活動の導入となるよう、シアターゲームを開始し、身体だけでなく、心

の緊張もほぐしていく。 

図 2：公演の際の各団体の 
移動（筆者作成） 
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 8 月から 12 月にかけて本格的な稽古を行っていく。稽古場所としては、災害公営住宅の

中にある共有スペースや地域の文化施設などが挙げられる。活動頻度は毎週末に 1 日(土・

日どちらか)で、時間帯は 13 時から 18 時頃を想定する。稽古開始から 30 分は、実際に舞

台に立つ演者だけでなく、衣装担当や広報担当といった裏方担当者含むツアー参加者全員

で、発声練習やストレッチを行う。稽古後には食事時間を設け、孤食になりがちな独居老

人に対して共食の機会を提供することにより、精神的な健康にもつながる。監修を依頼す

る専門家には月に 1、2 回稽古を見て頂く。専門家の都合により現場に立ち会うことがで

きない場合には、スカイプ等を利用してアドバイスをいただき、ミーティングを行う。 
 12 月からは春の本番に向け、特に広報活動に力を注いでいく。1 月より稽古の様子を公

開していく。SNS などを活用しインターネット上で制作過程を生配信することによって、

稽古へのモチベーションの維持・向上にもつながる。本番に向け、他者から見られる、と

いうことも意識していくようにする。台本を持たずに台詞を言ったり動いたりして、本番

に近い形で公開することを目指す。この時期は最終調整の時期であるため、専門家や地域

の演劇団体によるレクチャーの機会も増えることが予想される。 
 このような流れを経て、3 月には本番を迎える。例えば宮城県では、復興のシンボルで

ある岩沼市の「千年希望の丘」を開催地として公演を

行う。震災復興のために創られたこの場所は、被災者

の心の復興を謳った本ツアーに最適な場所である。

「千年希望の丘」は 6 地区から成り、その一つであ

る相野釜公園は、仙台空港から徒歩 17 分と近く、ア

クセスがよい。空港から近い場所で公演を行えば、交

流人口の拡大が見込めるだろう。また 3 月は高校生

や大学生が春休みで参加しやすく、観光シーズンに

より観光客の増加が見込めるという利点が考えられる。 
 公演後は、アフタートークのようなツアー参加者

と観客による交流会を開き、観客からのフィードバ

ックにより、技術の向上や自己肯定感の高まりを図

る。他者からの評価を得て、自己肯定感を高めること

は「心の復興」においてきわめて重要だ。一方的に演劇を上演するのではなく、観客との

相互作用によって以前築けなかった他者との交流を促進させる効果が期待できる。 
 このように毎年作品作りに励むことで、参加者の生きがい創出やモチベーションの維持

も期待できる。 
 
第 4 節 広報戦略 

観客を増やすためには、広報に力を入れることが不可欠だ。広報の方法としては、SNS
や回覧板、「広報いわぬま」などの地元の情報誌、チラシ等が挙げられる。SNS は拡散力

が強いので、団体の公式アカウントを作り、ツアー参加者の紹介や稽古中の写真を投稿す

ることで話題になると考えた。SNS を上手く活用することで県外からの観光客増加も期待

できる。 

千年希望の丘（相野釜公園） 

多目的広場とステージ 

（千年希望の丘公式 HP より引用） 
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しかし、高齢者世代には、SNS での宣伝より、チラシといったアナログ媒体での広報の

方が効果的である。特に本ツアーの対象となる災害公営住宅へのチラシのポスティングを

重点的に行う必要がある。他の住宅に活動の存在を知ってもらうことで新たな参加者の発

掘ができ、次回公演につなげることができる。また、ポスティングというきっかけを通し

て高齢者の生活状況を認識するきっかけもできる。他にも、地域の劇団の公演でチラシ配

りをしたり、地域の小学校から高校にチラシを配り全生徒に配布してもらったりすること

で、広報の拡大が期待できる。 
このように、SNS などのインターネット上の広報とチラシなどのアナログの広報の二本

立てで幅広い人々にこの活動を伝えられるようにしていく。 
 
第 4 章 考えられる課題と対応策 
第 1 節 人的問題 

普段他者との交流が少ない、災害公営住宅に住む独居老人を外に連れ出すのは難しい。

岩手県釜石市で活動する女性ボランティアグループ「暖チーズ」は、月に 1 度お茶を飲み

ながら会話を楽しむサロンを開催しており、より多くの高齢者がこのサロンに参加できる

よう、高齢者の家を一軒一軒訪問し、外出のきっかけにしてもらおうと工夫を続けている。

「暖チーズ」のような、高齢者に直接的に働きかける存在として本ツアーでは、地元の高

校に通う演劇部の高校生を想定している。高齢者にとっての孫世代である高校生の声には

比較的耳を傾けやすいからである。稽古を始める前に、まずは高校生と高齢者が一緒に話

をしたり、勉強会をしたりすることを通じて、チームワークを高めていく。 
そして、こういった演劇イベントの開催にあたってはコーディネーターの存在が重要で

ある。例えば、「いわき演劇まつり 2014」に携わった平田オリザのような、広く演劇活動

を行う著名人をコーディネーターとして招くことにより、高校生にとっても参加するモチ

ベーションが向上し、著名な人物が関わったことによって観光客の増加も期待できる。 
 
第 2 節 活動財源 

活動財源としては、チケット売上、市の予算に加え、国際観光旅客税や支援金を活用す

る。国際観光旅客税は 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に先駆け 2019
年より創設され、現在は「日本博」の財源となっているが、2020 年以降の使途が定まって

いない。この観光財源は地域固有の文化や自然を活用した観光資源に充てられるとされて

いるので、これを利用したい。支援金については、「GBFund 芸術・文化による災害復興支

援ファンド」という、東日本大震災をきっかけに、2011 年 3 月 23 日に企業メセナ協議会

が立ち上げた芸術・文化による復興支援ファンドがある。これは寄付者とともに、被災者・

被災地を応援する目的で行われる芸術・文化活動や、被災地の有形無形の文化資源を再生

する活動を支援している。このような機関からの支援金を活動財源に充てる。 
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第５章 おわりに 
 本稿では、東北三県をめぐる「被災地間交流ツアー」を提言した。災害公営住宅に一人

暮らしをしている高齢者は、心身共に内向き傾向であり、住民同士のつながりが希薄で、

孤独死のリスクが高いという被災地の現状が調査の結果判明したため、対象者を災害公営

住宅に一人暮らしをしている高齢者にしぼった。演劇という表現活動を通して、身体の健

康を増進させ、他者からの承認や評価を得ることで自己肯定感が高まり、生きがい創出が

可能である。この政策により、被災体験のある独居老人のソフト面の復興、すなわち「心

の復興」を遂げることができる。 
 また、「心の復興」以外にもこの政策は効果を発揮する。まず、作品の題材として扱うも

のを地域の伝統芸能、著名人や産業等とすることで、地域資源の発掘と価値の再認識がで

き、地域に対する愛着を深めることができる。さらに、専門家を投入したことで、作品の

クオリティが上がる。芸術的に高い評価を得ているさいたまゴールド・シアターのような

クオリティを追及していくことで、老人クラブの学芸会とは一線を画した作品に仕上がる

に違いない。そうすることで、地域の高校生や市民劇団が活動に協力する理由となるだけ

でなく、被災地の外に住む、演劇に関心のある観客を呼び込めるようになる。観劇をきっ

かけとして観光に繋がり、そこから新たな交流人口の増加を見込める。つまり、地域とい

うある一定の規模で共有されることから発生したツアーが、その継続により、地域を飛び

越えた、集客効果をもたらすのである。 
 本政策を実行することで、岩沼市をはじめとした東北地域の「心の復興」が促進される

ことを確信する。 
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