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1．はじめに

平成3年6月3日雲仙普賢岳で発生した火砕流によ
り、長崎県島原市と深江町（現南島原市、以下同じ）に
位置する水無川流域で災害を取材していたマスコミ関係
者や地元の消防団員など43名が犠牲となり多くの家屋
が被災した。加えて、現地では降雨により火山灰や火砕
流の堆積物が土石流化して地域の被害を拡大させていっ
た。その結果、水無川流域だけでも2,000棟を超える
家屋が被災し、約1,500日にわたって警戒区域が設定
され、住民は長い間自宅での生活ができない状況が続く
など、広域かつ長期間にわたって災害との闘いが続いた。
その悲惨な火砕流災害から今年で25年が経った。

自然災害の多発している我が国では、火山災害だけで
なく地震災害や豪雨災害など多様な災害が発生している。
そこで、自然災害により被災した地域のその後の復旧・
復興はどのようになっているのか雲仙普賢岳の例をもと
に検証してみたい。

なお、本文で使用する復旧と復興とは以下のように定
義している。

復旧とは、災害前と同じまたは同じレベルの基盤とな
るインフラやライフラインに戻ること、住民の居住環境
についても災害前と同等のレベルに戻ることをいう。例
えば道路が元の機能を有する道路になることである。こ
れにより住民にとっては生活の基盤が災害前と同じにな
ることを意味する。

一方、復旧により生活基盤が同じになっても住民の生
計基盤は同じになるとは限らない。すなわち、住民の生
計基盤が同じもしくはそれ以上になることが住民の生活
にとって災害からの復興、すなわち災害前と同じかそれ
よりよい状況となることと定義することにする。なお、
この場合の住民とは、被災地の住民だけを指すのではな
く、非被災地の住民も含めた一つの市町村内の住民すべ
てを指すこととする。

2．雲仙普賢岳火山災害からの復旧

噴火開始後、火山災害に対して火山災害予想区域図の
作成等のソフト対策や長崎県による土石流、溶岩流の発
生を念頭においたハード対策が実施されたが、6月3日

の火砕流災害を境に対応は一変した。特に多発する火砕
流や雨のたびに発生した土石流による二次災害を防止す
るための対策は国による防災対応へと変わっていった。
平成5年には当時の建設省（現国土交通省）が島原市に
雲仙復興工事事務所を新設し、昼夜をわかたぬハード・
ソフトの防災対策を実施した。

一方、6月3日の火砕流災害を受け、島原市や深江町
では災害対策基本法第63条に基づく警戒区域の設定を
した。そして、その後の火砕流や土石流による被害、特
に人的災害を最小にした。

このような国、県、市町一体となった火山防災対策は、
当時の九州大学教授太田一也先生の指導もあって、その
後の新たな被害の防止・軽減を可能にしたのである。特
に国による砂防指定地の買い上げや安中三角地帯への捨
て土は地域の災害からの復旧のみならず、復興にも大い
に役立ったことと思っている。その結果、火砕流の発生
が停止した後も発生し続けた土石流による被害も防止す
るなど対応がなされ、島原市や深江町の住民は火山災害
発生前の安全を確保することができた。また、島原鉄道
の再開や国道の復旧により生活の基盤も整備されたので
ある。

3．島原市の復興

災害から25年が経ち、災害からの復旧はほぼ終了し
た。雲仙普賢岳の防災対策も溶岩ドームの変化に注意し
ながら、ドームの崩壊による被害を防止・軽減すること
と大雨による土石流災害の防止に主眼が置かれるように
なってきた。特に火山は変化しているので、常に監視を
していくことが大切である。このように今後も安全・安
心のための努力は続けられていく必要があるが、これま
での対策により街は災害前と同じような姿を取り戻して
いると言えよう。しかし、本文で定義した復興は図られ
たと言えるのであろうか。今、復興というと東日本大震
災による東北地方の各市町村での復興がなにかと話題に
なっている。

東日本大震災からの復興に関しては、平成23年7月
に東日本大震災復興対策本部（復興庁）から出された

「東日本大震災からの復興の基本方針」により、各市町
村で具体的な復興計画が策定され実行されている。
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例えば、宮城県女川町の復興計画※1によると、基本理
念として「町民の皆さんのいのちを守る『減災』という
考え方を基本として、豊かな港町女川の再生をめざしま
す。」が示され、基本目標には「とりもどそう　笑顔あ
ふれる女川町」という復興まちづくりの前提が示されて
いる。

女川町復興計画の方針は、
① 震災の教訓を忘れることのないよう
「安心・安全な港町づくり《防災》」

②   基幹産業である水産業を中心に、新しい視点や試みを
取り入れた

「港町産業の再生と発展《産業》」
③   安全で暮らしやすい場所での生活再建を最優先にした

「住みよい港町づくり《住環境》」
④   こどもから高齢者まで誰もが安心して暮らせるための
「心身ともに健康なまちづくり《保健・医療・福祉》」

⑤ 町の発展を支えるための
「心豊かな人づくり《人材育成》」
となっている。
街のほとんどが被災した女川町にとっては、津波対策

を主とした防災を基盤として、街の再生・発展を担う産
業から人材育成までを復興と位置づけている。

一方、街の一部が被災した島原市では女川町の復興計
画方針でいう①~③を主に復興がなされることとなった
と考えられる。ちなみに、同じ島原の火山災害でも江戸
時代、寛政4（1792）年のいわゆる島原大変時には、
住民は混乱し経済的にも打撃を受けて、ある意味では藩
の存亡の危機という壊滅的な被害が生じた。このときの
災害対応では人命救助を直ちに開始し、被災家屋に家の
坪数に応じた普請料が支給された。また、藩の祭神であ
る神社の再建、道路や白土湖の排水対策など街の基盤整

備を役人、町人一体となって実施している。特に時の島
原藩主松平忠

た だ よ り

馮は寛政5年藩校としての稽古館を創設
し、先をみた人材育成を実行した。そして、藩の財源確
保としてはロウの原料ハゼの実の買い上げ量を増加し、
大阪商人に売るという経済対策も実施しているのであ
る※2。まさに街の再生から人材育成まで実施していたの
である。

島原大変ほど地域全域ではないが、大きな被害が生じ
た平成の大変に対して、防災や住環境面での対応は復旧
対策によりなされたと考えられるが、特に産業という視
点で見たとき、復興は図られたと言えるのであろうか。

島原市の主な産業である観光という視点で復興を見て
みよう。表-1は島原市を訪れた観光客の動向（長崎県統
計年鑑）を示したもので、長崎県全域と長崎市の観光客
数も参考のため併記した。島原市を訪れた観光客数は、
火山災害前の平成元年には約90万人であったものが、
災害が報じられた平成3年には約53万人に減少し、そ
の後、観光客数は災害前の約80%程度まで回復（平成
20年約70万人、約77%）した状況で推移している。
（注：平成20年から島原市では統計手法を変更してお

り、観光客数の延数が大きく変化している。しかし、平
成20年の手法変更後の数値は約160万人であり、その
後も150~170万人を示していてその数はほぼ横ばい
状況を保っていることを考えると、統計手法変更前の平
成20年の観光客数約70万人という数のもつ意味はそ
の後も大幅に変化していないと推定される。）

一方、島原市での宿泊者数は平成元年の約54万人か
ら平成26年には約30万人と約55%に減少するなど低
い水準にあり、長崎県全体の宿泊数の平成元年に対する
平成26年の値（88.4%）や長崎市の値（69.2%）に
比べて回復率は小さいと言えよう。

表-1　観光客数（宿泊数）

長崎県 長崎市 島原市
観光客数 宿泊数 観光客数 宿泊数 観光客数 宿泊数

平成元年 24,500,368 13,212,523 5,004,658 3,961,041 907,937 543,018
 ２年 26,457,564 5,659,481 838,277
 ３年 24,989,291 5,010,590 530,546
 ４年 28,115,615 13,459,773 5,701,337 3,435,265 495,087 337,760
 ５年 28,394,763 5,594,861 542,340
 ６年 29,168,341 5,374,419 629,126
 ７年 29,257,730 13,416,172 5,261,200 3,049,500 636,553 395,563

２０年
27,882,096 11,154,695 5,559,500 2,460,100 698,352 329,809

（注）1,603,489 329,809
２２年 29,100,913 6,108,300 1,541,920
２３年 28,198,126 5,944,700 1,455,658
２４年 29,666,311 10,223,036 5,952,900 2,586,860 1,483,653 285,970
２５年 31,163,405 6,078,000 1,604,257
２６年 32,654,164 11,686,132 6,306,800 2,741,500 1,689,679 297,929

（H26 年 /H 元年）比較 133.2% 88.4% 126.0% 69.2% 186.1% 54.9%

（注）平成 20 年より統計手法が変更された。 （長崎県統計年鑑による）

（単位：人）
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これら観光客の動向は、被災地のみならず非被災地に
も大きな影響を与えているものと考えられる。

4．被災地域と非被災地域の確執はないか

復興という視点で島原市内を、災害を直接受けたいわ
ゆる被災地とそうでない地域に分けて見てみよう。まず
は被災地に観光客は訪れているのであろうか調べてみよ
う。図-1は火山災害の啓発と災害の伝承を目的として、
平成14年7月に設立された雲仙岳災害記念館の年間入
館者数を示したものである（公益財団法人雲仙岳災害記
念財団調べ）。被災地の復興に大きなインパクトを与え
ると考えられている災害記念館の入館者数もはじめの
2~3年に比べ10年もすると半数以下となっている。こ
の意味するところは災害が風化することにより被災地を
支援する力が減少していることを意味するだけでなく、
火山災害についての知識や情報の伝承が途切れることと
も考えられるのである。特に地域経済への影響という点
では、ジオパークなど活動はされているが地元での経済
活動を支える火山としてより役立つために何が必要か改
めて問うことが必要と考えられる資料と言えよう。

一方、火山災害の被害を直接受けていない非被災地で
はどうであろうか。非被災地の代表的観光スポット島原
城の入場者の推移を災害前と最近の数を比較して見たも
のが図-2である（長崎県統計年鑑より作成）。災害前の

平成元年や平成2年には50万人を超す人々が入場して
いたが、被災中の平成3年には約28万人と半減した。
その後一時は、入場者数が30万人台半ばまで回復した
が、平成22年以降約20万人と低いままで安定的な数
値を示している。これらの数値はなぜか島原市の宿泊者
数の値と近似している。

このように島原市内を被災地と非被災地とに分けて見
てみると、明らかに被災地以外にも火山災害の影響は及
んでいることが見て取れる。被災を受けた地域住民は災
害中はもとより地域の復旧の過程で充分ではないものの
いろいろな支援を受けることができた。一方、直接被災
していない地域の住民にとっては災害の支援を受けられ
ないだけでなく、その後の復興、例えば島原で言えば観
光客の数が戻らず経済的にも打撃を受け続けるという厳
しい現実が生じていると考えることができる。

これらから同じ行政区内の住民間で確執が生ずること
が考えられる。真の災害からの復興とは、これら住民間
の確執を取り除くこととも言えるのである。

5．火山災害後、四半世紀を経た島原

火砕流とともに雨のたびに発生した土石流により、水
無川流域特に安中地区では多大の被害を被った。また、
中尾川流域でも同様の災害が発生し、杉谷地区でも被害
が多発した。

災害による人口の減少は地域の活力も減少させること
になりうる。そこで、島原市での人口の変化について調
べてみた。特に被害の大きかった安中地区については、
島原市の兼元善啓氏による安中地区の世帯数の推移が
参 考 となる※3。 これによると 災 害 前 の 平 成2年 に
2,417世帯あったものが、平成5年には2,254世帯と
減少している。その後平成6年の2,125世帯を最小値
として、世帯の増加が見られ、平成26年には2,609世
帯と災害前の108%に増加している（図-3参照）。

この理由としては、砂防事業により水無川第1号砂防
堰堤などの施設ができ、地域の安全が確保されたことや
島原中央道路が完成して交通の利便性が得られたことな
どが考えられている。

一方、島原市の地区ごとの人口の変化をみたのが表-2
である。表より火山災害の直接的な被災地である安中地
区（21.9%減）や杉谷地区（24.3%減）での人口減少
が目立っている。しかし、同時に直接被災していない霊
丘地区（22.4%減）と白山地区（22.9%減）でも安中
地区などと同じ割合で人口が減少している。これについ
ては現地をよく知る島原市民によると、公務員や転勤族
の方々が家族を帰して通勤にしたり、別の場所に移転し
たりしたことが考えられるとのことであった。

長崎県全体の平成元年に比して平成25年の人口数は
11%の減（長崎県統計年鑑）であることを考えても平
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成の火山災害による人口の減少は地域の活力を低下させ
ていると考えられる。なお、安中地区では世帯数は増え
ても人口が減少していることから、核家族化が進んでい
る一つの事例が示されている。

これまで述べてきたように地域の主産業である観光と
いう視点で見てみると明らかに災害前の状態に戻ってい
るとは言いがたい状況が示された。それは、被災地だけ
でなく非被災地においても同じことが言える。

ちなみに島原市だけが観光客が減少しているのではな
く、長崎県としても減少しているのではという疑問に対
しては、表-1に示したように平成元年に約2,450万人
であった観光客数は平成3年には約2,500万人、平成
26年には約3,260万人と微増傾向にあり、延宿泊者数
も平成元年約1,300万人、平成26年には約1,170万
人と島原市での数値のような減少は見られていないので
ある。

加えて島原市の観光客の減少という点では、今年発生
した熊本地震による影響が出ないことを願っている。と
いうのも島原へのルートの一つに熊本・天草と結ぶルー
トがあるからである。

観光客数の増減だけが復興を示す指標ではないが、一
つの見方として島原市の主産業である観光を取り上げ検
討してみた。雲仙普賢岳の火山災害からの復興という面
で島原市のデータから言えることは、大きな災害を受け
た地域では災害から長い時間が経ち災害復旧により地域
の安全が取り戻せたとしてもまた住民の生活基盤が元の
ように戻ったとしても、地域の経済状況は必ずしも元に
戻っていないという事実であった。そこで火山を活用し
た復興や地域の特産品など地域の特性を活かした産業の
活性化が今後もなされることが街の復興には必要になっ
ているのではないだろうか。そして、主産業である観光
についても観光客が災害前の状態に戻り経済への影響が
災害前と同じ状況になることが望まれるところである。

6．おわりに

災害を風化させることなく、復旧・復興に努めると災
害直後は必ず言われる言葉である。しかし、実際にそう
であろうか、新たな災害が発生するとその災害に眼が向

けられ、過去の災害は世の中から忘れ去られてしまって
いないだろうか。

今年の3月11日で東日本大震災から5年が経ち、東
北各地の復旧・復興の様子がテレビやラジオそして新聞
などマスコミで特集されている。たしかに平成23年3月
11日の巨大地震による災害は多くの犠牲者を出し、ま
た地域を破壊していったことからも国全体で地域の復興
を支援していくことが大切である。しかし、全国で自然
災害により被災した人々は、東日本大震災の被災者だけ
ではない。平成23年3月以前もまた以後も豪雨や地
震・火山噴火等により災害を受けた地域は全国各地に存
在している。これらの人々の復旧・復興に対しても忘れ
ることなく応援をしていきたいものである。それが災害
大国日本に住む国民の役割ではないだろうか。

災害からの復旧・復興は単に現在の生活を災害前の生
活に戻すことという意味だけではなく、後世の時代に再
び地域が災害に見舞われたとき、先人の災害に対する思
いを活かした対応ができる一つの財産となる。「温故知
新」という後世へのメッセージの意味でも我々一人一人
が災害と正面から向き合い、出来ることをしていくこと
が大切である。
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図-3　安中地区世帯数

表-2　島原市地区別人口の推移※4

三会 杉谷 森岳 霊丘 白山 安中 小計
平成　3年1月 5,328 5,039 8,701 7,676 9,462 8,303 44,509
平成13年1月 5,450 4,145 8,258 6,972 8,362 7,137 40,324
平成24年3月 4,935 3,817 8,354 5,960 7,299 6,483 36,848

（平成24年－平成3年） ▲ 393 ▲ 1,222 ▲ 347 ▲ 1,716 ▲ 2,163 ▲ 1,820 ▲ 7,661
（減率） 7.4% 24.3% 4.0% 22.4% 22.9% 21.9% 17.2%

（参考）有明地区平成 2 年 12,394 人、平成 24 年 11,291 人
 平成 24 年－平成 2 年▲ 1,103 人 減率 8.9%

（単位：人）




