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おわりに

はじめに

災害や大事故などの「負の出来事」をめぐっては、その教訓や経験の継承がつねに課題とな

り、そのなかでミュージアムが重要な役割を果たしてきた（竹沢編，2015）。このことは、四

大公害などの公害事件においても同様である（清水，2017，2021）。公害経験の継承を目的と

する施設や団体は「公害資料館」と呼ばれ、現在ではそれらのネットワーク組織もできている

（林，2021）1）。本稿では、公害資料館との比較を行っていく観点から、2011年3月に起きた

福島原子力発電所事故（以下、福島原発事故）に関する伝承施設について現状と課題を概観し

たい2）。

国土交通省東北地方整備局企画部が事務局を務める「震災伝承ネットワーク協議会」は、

「震災伝承施設」を次のように定義している。「東日本大震災から得られた実情と教訓を伝承す

る施設」であり、以下のいずれかの項目に該当するもの。①災害の教訓が理解できるもの、

②災害時の防災に貢献できるもの、③災害の恐怖や自然の畏怖を理解できるもの、④災害にお

ける歴史的・学術的価値があるもの、⑤その他（災害の実情や教訓の伝承と認められるもの）3）。

本稿ではこれを参照し、福島原発事故を対象とした震災伝承施設（ただし後述のように本稿

の関心からは第3分類に着目）を「伝承施設」と呼ぶ。震災伝承ネットワーク協議会は施設の

登録制度を設けているが、本稿ではそこで登録されているものに限らずに検討の対象とする。
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表1 福島県内の伝承施設

出所）それぞれ下記のウェブサイト・資料より作成。
①～⑩：震災伝承ネットワーク協議会「震災伝承施設一覧」http://www.thr.mlit.go.jp/shinsaidensho/facility/

（2021年4月23日閲覧）。コミュタン福島ウェブサイトhttps://www.com-fukushima.jp/（2021年4月23日閲覧）。
⑪：福島県立博物館（2021）。
⑫：原発災害情報センター・ウェブサイトhttp://genpatusaigai.web.fc2.com/（2021年4月23日閲覧）。
⑬：東京電力HD「東京電力廃炉資料館」https://www.tepco.co.jp/fukushima_hq/decommissioning_ac/（2021年
4月23日閲覧）。
⑭：『朝日新聞』2021年3月16日付朝刊。
⑮：原子力災害考証館Furusatoウェブサイトhttps://furusatondm.mystrikingly.com/（2021年4月23日閲覧）。



1 福島県内の伝承施設

まず、福島県内の伝承施設にどのようなものがあるのか、概観しておく。

震災伝承ネットワーク協議会が定義する震災伝承施設には、ミュージアムだけでなく、伝承

碑、看板、防災緑地など多様なものが含まれる。同協議会はそれらを次の基準により、3つに

分類している。前記①～⑤の条件を満たし、かつ「公共交通機関等の利便性が高い、近隣に有

料又は無料の駐車場がある等、来訪者が訪問しやすい施設」が第2分類、そのうちさらに「案

内員の配置や語り部活動等、来訪者の理解しやすさに配慮している施設」が第3分類である。

第2分類、第3分類の条件を満たさない震災伝承施設が第1分類となる。震災伝承施設の一覧

をみると、この第3分類に区分されている施設が、ミュージアムといわれるもののイメージに

近い。登録されている福島県内の第3分類の施設は、表1の①～⑩である（原発事故よりも津

波被害に焦点をあてているものを含む）。

震災伝承ネットワーク協議会が登録しているもの以外にも、伝承施設は存在する。ここでは

⑪～⑮を表1に掲げた。

以下では、これら15施設のうち4施設（⑤⑨⑪⑮）について、先行研究なども交えながら

現状と課題をまとめることにしたい。一口に公害資料館や伝承施設といっても、その設立・運

営主体の性格（とくに公的施設か民間施設か）によって、展示内容に差が生じることは知られ

ている（後藤，2017，2728頁）。本稿の事例においても、この視点は重要である。

2 東日本大震災・原子力災害伝承館

伝承施設のなかでも中心的存在が、2020年9月20日に開館した「東日本大震災・原子力災

害伝承館」（以下、伝承館）である（写真1）。福島県が建設し、指定管理者の公益財団法人

「福島イノベーション・コースト構想推進機構」が運営する施設だ。総工費は約53億円で、全

額が国の交付金で賄われた4）。

ジャーナリストの牧内昇平は、伝承館の問題点を多角的に検討している（牧内，2021）。そ

こでまず挙げられているのが「公開性」の問題である。具体的には、展示内容を議論した福島

県の「資料選定検討委員会」の議事録が非公開だったこと（批判を受けて2020年10月22日

に公開）5）、そして展示フロアが撮影禁止とされていたことである6）。

展示の内容についても、当初から様々な批判があった。たとえば、開館翌日の『朝日新聞』

は「伝承館 乏しい原発事故教訓」という見出しを掲げ、「展示や説明がない主な記録や教訓」

として、「国や東電が津波対策を怠った経緯」「『人災』の文言」「国や東電の情報発信」「損害

賠償」「電源三法交付金」「佐藤雄平前知事の県産米安全宣言」の6点を列挙している。記事で

は次のように述べられている。「伝承館では福島第一原発の模型を展示するが、津波対策の不

備についての説明はない。」「また、事故直後に住民の不信を招いた国や東電の情報発信のあり
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方についての説明も欠けている。当時の東電社長が『炉心溶融』という言葉を使わないよう社

内に指示した『メルトダウン隠し』や、当時の官房長官が『ただちに健康に影響を及ぼす（放

射線量の）数値ではない』と繰り返したことは被災地で不信を招いた『教訓』だが、伝承館で

の展示説明はない。」「予測結果の公表が遅れたSPEEDI（緊急時迅速放射能影響予測ネット

ワークシステム）は館内のパネルで『国は予測結果を県災害対策本部に送信したが、情報を共

有することができなかった』などと説明するが、批判が集中した公表遅れへの言及はない。」

「『事故前の暮らし』コーナーでは、原発がもたらした雇用など地元への経済効果を説明するが、

国から自治体に流れた電源三法交付金の説明がない。交付金でインフラ整備が進む一方、維持

費の負担が大きく町の財政悪化を招き、さらに原発依存を深める『副作用』もあった」7）。

これら以外に、たとえば避難指示区域外からのいわゆる「自主避難者」への言及がほとんど

ないことも指摘されている（牧内，2021，60頁）。「官製伝承」8）などと揶揄されたように、総

じて国や県にとって都合の悪いことには触れず、「復興」を過度に強調しているのではないか、

という批判を受けたのである。

また、伝承館では「語り部口演」がほぼ毎日行われている（午前、午後の2回）。これにつ

いても、伝承館が語り部に対し、国、福島県、東京電力など「特定の団体」を批判しないよう

求めていることが報じられ、問題となった。『朝日新聞』の取材に対し、福島県から出向して

いる伝承館の企画事業部長は「国や東電、県など第三者の批判を公的な施設で行うことはふさ

わしくないと考えている」と回答した。記事によれば、開館前に行われた語り部の研修会で

「東電の責任をどう思うか質問されたらどうすればいいのか」との質問が出た際、伝承館側は

「職員が代わりに答える」と回答を控えるよう求めたという。また、口演内容は事前に原稿に

まとめ、伝承館が確認・添削し、「特定の団体」を批判した場合などは口演を中止して、語り

部の登録から外すこともある旨の説明もあったという。語り部のマニュアルには、報道関係者

から取材要請があった際には伝承館側へ連絡・相談をすることも書かれていた9）。
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写真1 東日本大震災・原子力災害伝承館（2020年9月20日、筆者撮影）



こうした批判・指摘を受けて、福島県は2021年3月2日、伝承館の展示内容を見直すと発

表した。そして、伝承館は同24日までに、事故前の対策不備や関連死をはじめ、これまで不

足していた内容について、写真や説明パネルなど約70点を追加し公開した。双葉町中心部に

掲げられていた「原子力明るい未来のエネルギー」の標語看板も、伝承館1階の屋外テラスで

実物展示がはじまった。この看板は事故後、安全神話を象徴する「負の遺産」として知られる

ようになり、町などが実物展示を求めていたのだが、写真展示にとどまっていたものである。

伝承館は今後も、展示の見直しや更新を実施する予定だという10）。

3 福島県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」

同じく「官製」の施設として、福島県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」がある

（写真2）。同センターは、福島県が国の予算措置約200億円を得て2016年に整備したもので

（後藤，2017，28頁）、本館・研究棟・交流棟（コミュタン福島）の3棟、および4つの関連

施設からなる。

コミュタン福島のウェブサイトでも示されているように、館内の展示は次の5つのエリアに

分かれている。①ふくしまの3.11から、②ふくしまの環境のいま、③放射線ラボ、④環境創

造ラボ、⑤環境創造シアター。ウェブサイトでは図示されていないが、⑥触れる地球という小

さいコーナーもある11）。

これらの展示内容については、福島大学の後藤忍が批判的検討を行っている。後藤は、展示

の説明文などを写真撮影してテキスト・マイニングを行い12）、国会事故調の報告書と比較し

て特性を検討した。得られた結論は、次の通りである（後藤，2017，40頁）。

「① 国会事故調の報告書において福島県の事故対応における問題点や教訓に関するキーワー
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写真2 コミュタン福島（2021年4月18日、筆者撮影）



ドとして多く記載された『ヨウ素剤』、『避難指示』、『服用指示』、『WBC〔ホールボディカウ

ンター〕』、『SPEEDI』、『スクリーニング』、『緊急時モニタリング』、『地域防災計画』、『オフ

サイトセンター』などは、コミュタン福島の展示説明文ではほとんど記述されていなかった。」

「② 放射線教育の観点からは、コミュタン福島の展示において、放射線の基礎的な内容に

関する情報は多く、子ども達が放射線について楽しく学べるように工夫されていた。一方、子

どもの被ばく感受性や被ばくによる『死』、原発事故の際の『安定ヨウ素剤』の服用などは説

明されていなかった。また、汚染の程度や被ばくによる人権侵害の状況について判断するため

に必要となる『放射線管理区域』などの基準もほとんど説明されていなかった。」

「③ 人権教育の観点からは、行政の不適切な対応による加害責任にはほとんど触れられず、

『知的理解』〔「人権感覚」と並んで重視される内容〕に該当する『原発事故子ども・被災者支

援法』などの法律についても説明されていなかった。」

以上のように後藤は、東京電力や国、福島県の「加害」責任、あるいは放射線の危険性の説

明 13）などに関して展示内容に大いに改善の余地があることを指摘した。コミュタン福島は、

伝承館より4年前に開館している。後藤はこの2017年の論文で、今後開設される予定の伝承

館では、こうした点での改善がなされることを期待すると述べていた（後藤，2017，40頁）。

しかし前述の経緯をみれば、伝承館は同じ「官製」施設としてコミュタン福島と同様の問題を

抱えてしまい、そのことによって強い批判を浴びた結果、展示の見直しを余儀なくされたこと

がわかる。

4 福島県立博物館

震災伝承ネットワーク協議会において登録されていない伝承施設として「福島県立博物館」

（以下、県博）を挙げることができる。県博はいうまでもなく、これまでみてきたような福島

原発事故に焦点を絞った展示施設ではないが、2014年度から震災遺産の保全活動を継続して

いる。当初3年間は、県博も加わる「ふくしま震災遺産保全プロジェクト実行委員会」が組織

され、文化庁の補助金を受けて保全活動が行われた。2017年度からは県博単独の事業となっ

ている（福島県立博物館，2021，118頁）。現物資料は2017年1月までで約 2000点を収集し

た（内山，2019，115頁）。毎年3月11日前後の時期には展覧会が開催されている。

保全活動の開始時においては、何をどこまで集めるのか、その対象をどう命名・定義するか

が議論された。そのなかから「震災遺産」というコンセプトが立ち上がってきたのだが、そこ

でのポイントは2つある。1つは、モノを中心としながらも、場所や景観、写真や映像記録、

自然史資料などを含み、「資料」「遺構」よりも広い対象をカバーするという点である。もう

1つは、地域社会のなかで活用され、未来に引き継がれるという意味で「遺産」（ヘリテージ）

であるという点だ（内山，2019，114頁）。ここから、県博が収集対象の「意味づけ」を強く

意識していることがうかがわれる。また、そうした検討の蓄積があるからこそ、公立施設では
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あるものの、県博の震災遺産展示は、これまでみてきた「官製伝承」とまったく異なるものに

なっているのだろう。

筆者は、2019年2月16日～4月11日開催の特集展「震災遺産を考える」、2021年1月16

日～3月21日開催の企画展「震災遺産を考える 次の10年へつなぐために」（写真3）を

みる機会を得た。2021年の企画展は「第1部 東日本大震災を考える」「第2部 震災遺産か

ら考えたこと」「第3部 震災遺産が伝えること」の3部構成であった。第2部の冒頭では次

のように趣旨が説明された。「被災地の関係者とともに、当館は震災遺産保全プロジェクトに

取り組みました。震災遺産を収集する時、現場で学芸員が何を考えていたのか。集めた震災遺

産をどう読み解いたのか。その過程を紹介します」。

では、学芸員たちはどのような点に心を砕いたのか。県博震災遺産保全チームによる「活動

理念」にも示されているように、「震災に関する物品（モノ）」だけでなく、「それがどんな環

境に置かれていたのか」「そこに至るまでの経緯や誰のどんな経験が背景にあるのか（物語）」

を含めて調査収集するというのが基本方針である（福島県立博物館，2021，126頁）。そのた

め、モノ資料とともに「場所解説」「人物紹介」のパネルが随所に配置されている。

印象に残る展示物の1つが、牛にかじられた牛舎の柱のレプリカであった。避難指示で人間

がいなくなり、餌のなくなった牛が空腹のあまり柱をかじったのだという14）。間近でみると、

滑らかなへこみと木の質感がわかり、そのときの光景がありありと思い浮かぶ。横には「場所

解説」のパネルが付され、牧場主が償いのために「無念」の石碑を敷地内に建てたことや、そ

こに至る本人の思いがインタビューとして記されている（福島県立博物館，2021，116頁に収

録）。

気づくのは、それらのパネルに学芸員らの名前が文責として記載されていることだ。これは

伝承館などにはない特徴である。筆者はこれによって、パネルの記述が執筆者のメッセージと

して立ち上がってくる感覚をおぼえた。主任学芸員の内山大介は、県博の今後のスタンスとし
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写真3 県博企画展「震災遺産を考える 次の10年へつなぐために」

（2021年3月3日、筆者撮影）



て、次の2つの方向性が必要だと述べている。すなわち、震災遺産に対する一定の解釈を通じ

て、県博の伝えたい「地域像」「災害像」を明確に提示するとともに、他方で、ある種の「フォー

ラム」として、多様な解釈の間での開かれた双方向コミュニケーションを促進することだ（内

山，2019，122125頁）。パネルにおける文責の記載は、こうしたコミュニケーションを活性

化させるうえで有効だと思われる。

5 原子力災害考証館furusato

「原子力災害考証館furusato」（以下、考証館）は、いわき湯本温泉の老舗旅館「古滝屋」

に2021年3月12日に開設された15）。震災・原発事故で客が減り、使われなくなった約20畳

の宴会場を改装したものである。開設日は、福島第一原発1号機の原子炉建屋が水素爆発を起

こした日にあたる。古滝屋16代目の現当主が約7年間、構想を温めてきた。「公的な伝承施設

ではすくい取れない『声なき声』を発信する」ことが重視されており、「官製」施設との差別

化が強く意識されている16）。考証館という名称は「水俣病歴史考証館」（熊本県水俣市にある

民間の公害資料館）からとられた。

「声なき声」とは、政府やマスメディアなどが強調する「復興」のストーリーにかき消され

がちな、人びとの営みや声のことである。しかし、考証館の限られたスペースにすべてを展示

することはできない。したがって考証館では、訪問者が自らそれらの人・活動・施設につながっ

ていけるように、糸口を提供することをめざしている。表2は、考証館が展示すべき内容を

11項目に整理し、それぞれに関連する取り組み事例を併記したものである。

考証館の館長は現当主が兼ねており、資料の収集や展示の作成は、運営委員会がボランティ

アで担っている。メンバーはアーキビスト、弁護士、大学教員、環境 NPO職員などで、2020

年6月時点では約10名であった（鈴木・西島，2020a，14頁）。資料収集・展示だけでなく、

意見交換会や被災地をめぐるスタディーツアーなども企画する。

考証館は畳敷きの一室であり、展示ケースなどはなく、靴を脱いであがると展示物を間近に

みることができる（写真 4）。奥には原子力災害関連の書籍コーナーがあり、座ってゆっくり

読むこともできる。

筆者が訪問した時点では、浪江町で建物が解体され、商店街のまちなみが変化していく様子

を示したパノラマ写真や、大熊町で津波に襲われ、長い間行方不明だった少女の遺品（遺族の

手でレイアウトがなされた）などが展示されていた。また、東京電力や国の責任を問う集団訴

訟に関する展示もあった。政府の示す「復興」一辺倒ではなく、当事者の目線による展示とい

う点が特徴的である。なお展示は、企画展のように一定の期間をおいて変更していく予定との

ことであった。

考証館は民間施設としての独自性を打ち出しているが、それは特定の立場に固執することと

は異なる。運営委員会メンバーから何度も聞かれた言葉が「対話」であった。これまでの公害
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問題でもみられたように、多様な立場の主体が議論を重ねることで「よりオープンでフラット

な考証」へとつながり、「加害・被害という言葉がいつか対話・赦しというプロセスへと向か

う」ことを長期的にはめざしているのだという（鈴木・西島，2020b，11頁）17）。

おわりに

暮沢剛巳は、展覧会の企画・実施を含む広義の「キュレーション」を「本来個人単位の営為」
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表2 考証館の展示11項目（暫定）

注）運営委員会の議論を踏まえた暫定的なまとめ。
出所）鈴木・西島（2020a）17頁の表より作成。

写真4 考証館の入口と内部（2021年5月20日、筆者撮影）



だとする。これに対して、伝承館や東京電力廃炉資料館などにみられる「『国策』のキュレー

ション」は「個人の主義主張よりは国家の意向を反映して情報の取捨選択を行うこと」と定義

される。暮沢は、本来のキュレーションと「国策」のキュレーションが相反することを認めつ

つも、後者を全面的に否定はせず、（原発の事例からではないが）個人の主義主張と国策との

せめぎあいや妥協を、どちらかというと肯定的に描いている（暮沢，2021，229230頁）。

しかしそれは、あくまでキュレーターの側に最終的な「取捨選択」権があり、妥協したとし

てもその説明責任を引き受けられる限りにおいてであろう。本稿でみた伝承館のケースでは、

展示内容の決定プロセスが不透明であり、資料選定検討委員会で提案された事項でも展示から

漏れていたものがあるのだが 18）、その際の取捨選択の基準は明示されていない。また、伝承

館の展示が発するメッセージは、県博と異なり責任の所在が明らかでなく、強い匿名性を帯び

ている。そもそも、展示に関するコンセプトをきちんと説明できるのであれば、批判を受けて

すぐに追加や更新を行う必要はなかっただろう（もちろん展示の改善自体は悪いことではない

が）。

他方、民間の伝承施設は、「官製」施設とは異なる視角から、原発事故の教訓を提示しよう

としている19）。民間施設の発信力は、「官製」施設に比べてどうしても小さくなってしまうの

が現状ではあるが、小さな民間施設がいくつもできれば、それらが相乗効果を発揮するという

ことも考えられる。また、伝承施設にとどまらず、様々な立場の個人による「対話」の場づく

りや、被災経験を次世代に伝える取り組みなどもすでに存在するので、それら相互の連携を進

めることが重要であろう20）。

官民を含め、複数の伝承施設が分立するのは（その財政的なサイステイナビリティなどが担

保されるのであれば）多様性の観点からして必ずしも悪いことではないし、民間施設の果たす

べき役割は非常に大きい。今後とも諸施設の動向を継続的に調査していく必要がある。

注

1） 公害資料館は、展示・アーカイブ・研修受け入れ（フィールドミュージアム）のいずれかの機能を

もつことが要件であり、ハードとしての建物の有無は問わない（林，2021，9頁）。

筆者らは、2019年度から公害資料館に関する次の科研プロジェクトをスタートさせている。科研費基

盤研究（C）19K12464「公害経験の継承に向けた公害資料館の社会的機能の研究」（研究代表者：清水

万由子・龍谷大学）。その成果の中間報告は、引用した清水（2021）、林（2021）を含め、『環境と公害』

第 50巻第 3号特集「公害資料館の現代的意義と課題」として公刊されている。本稿の内容に関しても、

本科研研究会メンバーとの議論を通じて多くの示唆を得た。

2） 福島原発事故を大規模な公害事件と考えれば、その伝承施設を公害資料館と位置づけることも可能

である。内山大介（県博主任学芸員）は、「負の遺産」を扱う「テーマ型の展示施設」として、公害資

料館やコミュタン福島、伝承館などを挙げている（内山，2019，123124頁）。

なお、東日本大震災の災害伝承の全体像については、佐藤（2021）がある。また、特集「震災の記憶

と記録」『学術の動向』第24巻第9号（2019年）所収の諸論文も参照。
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3） http://www.thr.mlit.go.jp/shinsaidensho/youkou.html（2021年4月23日閲覧）。震災伝承ネッ

トワーク協議会は、「岩手県、宮城県、福島県で整備する復興祈念公園及び青森県、岩手県、宮城県、

福島県、仙台市において整備または整備を今後検討される震災伝承施設等を含め、震災伝承をより効果

的・効率的に行うためにネットワーク化に向けた連携を図り、交流促進や地域創生とあわせて、地域の

防災力強化に資することを目的」とする。構成員は次の通りである。国土交通省東北地方整備局：局長

（会長）、企画部長（副会長）、建政部長。青森県：県土整備部長。岩手県：県土整備部長、復興局長。

宮城県：震災復興・企画部長、土木部長。福島県：企画調整部長、土木部長。仙台市：まちづくり政策

局長、都市整備局長。

このように、震災伝承ネットワーク協議会は「官主導」のネットワークである。これに対し、「民主

導の震災伝承活動の広域ネットワーク」として「3.11メモリアルネットワーク」がある（佐藤，2021，

77頁）。

4） 東京新聞Web「『撮影禁止』の福島県・原子力災害伝承館 双葉町の展示要望には応じず」2020年

11月4日。https://www.tokyo-np.co.jp/article/66233（2021年4月23日閲覧）。

5） 公開されたのは箇条書きの議事概要にすぎず、全6回分のうち、1、2回目は発言者の記載がない。

録音データは県が消去したという（『朝日新聞』2020年10月24日付朝刊）。

同委員会をめぐっては、『政経東北』2019年1月号（第48巻第1号）に「アーカイブ施設資料選定委

員委嘱で謎の決定覆し」という記事が掲載されたことがある。福島大学の元教授に、いったん委員委嘱

がなされたものの、あとから取り消されたという問題で、事実経過自体は福島県の担当課も認めている。

記事は、この元教授が行政の事故対応や政策に批判的であったことから、県にとって不都合な資料をみ

られないように委員から外したのではないかという推測を述べている。真偽はわからないが、「展示の

選定基準や選定委員は公表しておく必要がある」（54頁）という記事の指摘は妥当であろう。

なお、伝承館が収集した資料は約24万点にのぼり、当初展示されたのは167点であった（『朝日新聞』

2020年9月21日付朝刊）。

6） 伝承館ウェブサイトによれば、現在は「現物資料、壁面等の説明資料は撮影可能」となっている。

ただし「映像（動画）資料の撮影、録音」は禁止されている。https://www.fipo.or.jp/lore/usage-

guidance#request（2021年4月26日閲覧）。

7） 前掲『朝日新聞』2020年9月21日付朝刊。

8）『朝日新聞』2021年3月1日付朝刊。

9）『朝日新聞』2020年9月23日付朝刊。

10）『朝日新聞』2021年3月3日付朝刊、同25日付朝刊。

また、2021年3月19日開催の伝承館「有識者懇談会」資料6「展示の充実」なども参照。https://

www.fipo.or.jp/lore/archives/1418（2021年5月10日閲覧）。

11） コミュタン福島「展示室ガイド」。https://www.com-fukushima.jp/exhibit/exhibit_00.html（2021

年4月24日閲覧）。

12） 撮影時点は2016年7月13日、7月23日、12月1日であり、その間に展示内容が変わった部分は最

新のものを使用し、テキスト・データ化した（後藤，2017，31頁）。

13） 後藤（2018，141142頁）も参照。

14） 後藤忍は、伝承館で「展示されていないが、本来展示すべきもの」として、「一斉避難で取り残され

た牛が空腹のあまりかじってボロボロになった柱」を挙げていた。『政経東北』2020年12月号（第49

巻第12号）25頁。

15） 考証館の運営委員会メンバーから、次の通り複数の機会にお話をうかがった。①オンラインによる
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聞き取り（2021年1月25日）、②考証館訪問（2021年5月20日、6月4日）、③震災フォーラム「10

年を節目にしない ここから始まる伝承のみらい」（3.11メモリアルネットワーク主催、2021年5月23

日、オンライン）、④前述した科研19K12464研究会での質疑・意見交換（2021年5月25日、オンライ

ン）。また、館長を含む3人に本稿の草稿を回覧し、意見をいただいた。

16） 河北新報OnlineNews「原子力災害、地域の『声なき声』発信 いわきの老舗旅館に伝承施設」2021

年3月3日。https://kahoku.news/articles/20210303khn000025.html（2021年4月25日閲覧）。

17） 本稿の草稿にコメントを求めた際、引用文献の執筆者の1人である運営委員会メンバーは、文中で

は「対話・赦し」のみが記載されているが、さらに「お詫び」という要素も付け加えたほうがよいと述

べた。

18） 前掲『朝日新聞』2020年10月24日付朝刊。

19）『朝日新聞』2021年5月24日付社説も、民間の伝承施設の役割に注目している。

20）「対話」の場の一例として、いわき市に事務局を置く「未来会議」がある（表2にも記載）。http://

miraikaigi.org/（2021年5月26日閲覧）。

伝承活動を担う団体も複数あるが、たとえば、2012年から活動する「いわき語り部の会」は2021年

2月に証言集を発行した（いわき語り部の会，2021）。「もうひとつの福島再生を考える」という理念を

掲げて、被災経験や大熊町の現状などをオンラインで配信する「大熊未来塾」の取り組みも注目される。

参考文献

いわき語り部の会（2021）『いわき語り部の会証言集』いわき語り部の会。

内山大介（2019）「震災・原発被災と日常／非日常の博物館活動 福島県の被災文化財と『震災遺産』

をめぐって」『国立歴史民俗博物館研究報告』第214集、103129頁。

暮沢剛巳（2021）『拡張するキュレーション 価値を生み出す技術』集英社新書。

後藤忍（2017）「福島県環境創造センター交流棟の展示説明文の内容分析」『福島大学地域創造』第28巻

第2号、2741頁。

（2018）「福島の教訓をどう伝えるか」『世界』第906号、135143頁。

佐藤翔輔（2021）「災害の記憶を伝える 東日本大震災の災害伝承」『都市問題』第112巻第3号、73

83頁。

清水万由子（2017）「公害経験の継承における課題と可能性」『大原社会問題研究所雑誌』第709号、32

43頁。

（2021）「公害経験継承の課題 多様な解釈を包むコミュニティとしての公害資料館」『環境と

公害』第50巻第3号、28頁。

鈴木亮・西島香織（2020a）「そうだ！ ぼくらの考証館を作ろう 第1回」『月刊むすぶ』第593号、6

18頁。

（2020b）「そうだ！ ぼくらの考証館を作ろう 第2回」『月刊むすぶ』第596号、618頁。

竹沢尚一郎編（2015）『ミュージアムと負の記憶 戦争・公害・疾病・災害：人類の負の記憶をどう展

示するか』東信堂。

林美帆（2021）「公害資料館ネットワークにおける協働の力」『環境と公害』第50巻第3号、915頁。

福島県立博物館（2021）『震災遺産を考える 次の10年へつなぐために』（図録）。

牧内昇平（2021）「『伝承館』はなにを伝えようとしているのか」『政経東北』第50巻第1号、5661頁。

経営研究 第72巻 第2号164


	2-153
	04515986-72-2-153



