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釜石市の事例から考えるスポーツと復興まちづくり  

 

伊藤裕顕（富士大学）・中谷昌弘（姫路日ノ本短期大学）・ 

河村和徳（東北大学） 

 

 

1. はじめに 

 「スポーツは文化」という言葉を耳にすることは多い。「金銭的対価なしに精神を潤す営

み」と定義すれば、「プレーする人（player）」「観戦する人（spectator）」そして「運営す

る人（manager）」に一体感や爽快感、達成感をもたらすスポーツは、まさに文化と言え

る。また、スポーツは自己表現・自己実現の一形態と言え、他者に指図されたりすること

なく、自己責任、自己負担で実践するものである。このように考えれば、スポーツは、本

来、自費で行われるべきである。 

ただし、スポーツを行うことは、あらゆる人々が生まれながらにして与えられた権利1と

位置づけられている。先進国が福祉国家化していく過程で、人間らしく生きる権利として

社会権が定着し、スポーツを行うことも社会権の担保の一環として認められるようになっ

た（竹内 2004）。今日では、公的領域がスポーツをしやすい環境づくりを主導し促進する

ことが、世界のスタンダードとなっている。そのため、スポーツは、しばしば「まちづく

り」の手段として用いられることもある。その最たる例が、オリンピック2やサッカーワー

ルドカップ（以下、W 杯）等を機会としたインフラ整備である（池井 1992; 木田・髙橋・

藤口 2013; 杉山・河村 2016）。また国民体育大会にも、そうした傾向が強いことが指摘

されている（権 2006; 阿部 2013）。また、スポーツが醸し出す一体感は、価値観や主義

主張が異なる人々を統合する効果を持っている。そして、それは、愛国心や郷土愛、母校

愛といった感情を喚起しやすい。そのため、行政にとってスポーツは、まちづくりの手段

だけではなく、住民統合の有力な手段にもなりうる。 

スポーツが、まちづくりの手段であり住民統合の手段である以上、スポーツを被災地の

復興に活用しようという動きが生じるのも当然である。そこで本稿では、東日本大震災の

被災自治体におけるスポーツと復興の関係性について、具体的事例をもって検討すること

にしたい。本稿で事例としてあげる被災自治体は、岩手県釜石市である。2011 年 3 月 11

日に生じた大津波によって、三陸沿岸自治体は大きなダメージを受けた。市庁舎が流され

た陸前高田市や町長をはじめ多くの役場職員が亡くなった大槌町など、壊滅的被害を受け

たところもあった。2016 年現在、発災から 5 年が経過しようとしているが、これらの自

                                                   
1 UNESCO（国際連合教育科学文化機関）体育及びスポーツに関する国際憲章第 1 条。 
2 2020 年東京オリンピックも、スポーツ施設の建て替えだけではなく、「東京再開発」と

いう性格が多分にある。 
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治体の復旧・復興は困難を極めている。災害公営住宅が完成せず、応急仮設住宅暮らしを

強いられている被災者も数多くいる。行政が優先すべき施策は、住民の生命・財産の保護

である。そのため、被災地においてスポーツ環境の整備の優先順位は低くならざるをえな

い。 

しかしながら、被災地の復興は、「物質面が満たされて終わり」ではない。復興には、精

神的充足が必要である。精神的領域に本質的な価値、魅力を有するスポーツは、被災者の

傷ついた心を癒やし、潤いの回復に寄与するのではないか。また将来に向けての可能性を

感じさせるのではないか。本稿ではそういった面に着目し、議論を展開していきたいと思

う3。 

 

2. 釜石市の状況 

2.1 釜石市の被災状況 

 東日本大震災による釜石市の人的被害は、直接死 888 人、関連死 104 人、行方不明 152

人に上る4。岩手県内では、陸前高田市5に次ぐ犠牲者である。震災に伴う直接的な被害に

加え、その後の人口流出が釜石の復興に影を落としている。震災前（2010 年 12 月末）の

釜石市の人口は 40,056 人であった。しかし、震災後の 2011 年 12 月末の人口は 37,909 人

に落ち込んだ6。そして、2015 年 11 月末現在の人口は 35,876 人7であり、震災前から 4,000

人強減少している。 

 釜石市は東北では珍しく、鉄鋼産業を中心とする重工業都市として発展してきた8。また、

北洋鮭鱒漁に代表される遠洋漁業の基地でもあった。開発が遅れ、経済基盤が弱い東北に

あって、特異ともいえる「富める街」であった。1960 年の国勢調査の人口は、87,511 人

                                                   
3 本稿の執筆にあたって、釜石市議会議員である赤崎光男氏にインタビューを行った。赤

崎市議は、早稲田大学体育会ラグビー部 OB であり、トライアスロンの競技経験を有して

いる。また市議に就任する以前から、民間人として地域スポーツの振興に尽力している。

なお、インタビューは、2011 年 11 月 29 日や 2014 年 12 月 26 日等、数回釜石市内で実

施した。 
4 岩手県 HP（2015 年 11 月 30 日発表資料） http://www2.pref.iwate.jp/~bousai/（2016

年 1 月 2 日閲覧） 
5 陸前高田市では、直接死が 1556 人、間接死が 46 人、行方不明が 205 人である。出典は

同上。 
6 釜石市 HP 

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/10,28514,c,html/28514/20140319-144631.

pdf（2014 年 12 月 31 日閲覧） 
7 釜石市 HP 

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shisei_joho/tokei_joho/jinkou/detail/1193245_2978.h

tml（2016 年 1 月 1 日閲覧） 
8 1857 年、現在の大橋地区で南部藩士、大島高任が日本で初めて洋式高炉による製鉄に成

功し、その歴史から「鉄のまち」として知られる。釜石市 HP 

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/8,378,48,255,html（2014年12月31日閲覧） 
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を数えた。 

しかしながら、鉄鉱石産出を基盤とした新日本製鐵（旧日本製鉄・富士製鉄、現新日鉄

住金）の企業城下町であるが故、経済構造の変化による合理化及び製鉄能力の縮小が進む

につれ、市勢は徐々に衰退した。1989 年 3 月に溶鉱炉が休止し（銑鋼一貫体制休止）、そ

れが衰退を決定づける要因となった。最盛期から人口が半減している中で、東日本大震災

は起こったのであった。 

 

2.2 釜石市の復興状況 

 岩手県は、2015 年 1 月から 2 月にかけ、県民に対して意識調査を実施した9。その調査

によれば、「東日本大震災について岩手県全体の復旧、復興が進んでいると感じるか」とい

う問いに対し、「やや遅れている」「遅れている」と回答した者は、県全体で 54.0%、沿岸

部全体で 51.2%、沿岸北部で 40.6%であった。大津波の被害が最も大きかった沿岸南部10で

は、55.4%であった11。2014 年の調査から 8.5 ポイント減少しているものの、復興事業の

停滞を沿岸南部の住民は感じている。 

そうした沿岸南部の市町にあって、釜石市は復興が比較的進捗していると言われる。お

そらく、主要産業である製鉄所（厳密には鋼材加工工場）の被害が軽微であり、産業再生

の面にかけるエネルギーが少なくて済んだことが大きいだろう。また被災建物の災害廃棄

物（いわゆる瓦礫）の処理が早いことも、そう見えるのかもしれない。釜石市の発表によ

れば、被災建物の撤去は 2013 年末で 99.8%に達しており、総推計量 84.7 万トンに及んだ

災害廃棄物は 2013 年末までに 79.7 万トン処理されている（進捗率 94.1%）12。 

 一方、被災者の生活再生は順調とは言い難い。2015 年 8 月 31 日現在、復興公営住宅完

成戸数は 435 戸であり、計画の 1,314 戸の 33.1%に留まっている13。震災発生から約 5 年

が経過してなお、完成は計画の 3 割にとどまり、応急仮設住宅入居者は未だ 3,839 人もい

る14。 

 雇用のミスマッチの発生も、生活再建を遅らせる要因となっている。現在、釜石に雇用

                                                   
9 岩手県内在住 20 歳上の男女 5000 人を対象。有効回答は 3446 人、回収率は 68.9％であ

る。岩手県 HP 

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/037/957/h27_isiki_deta.p

df（2015 年 11 月 17 日閲覧） 
10 宮古市・山田町・大槌町・釜石市・大船渡市・陸前高田市の 6 市町。 
11 「やや遅れている」が 20.6%、「遅れている」が 34.8%である。 
12 2014 年 1 月公表の「釜石市復旧復興の歩み」を参照した。 
13 釜石市 HP 

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/fukko_joho/fukko_juutaku/ayumi/index.html（2016

年 1 月 1 日閲覧） 
14 2015 年 11 月 30 日現在 岩手県 HP（2016 年 1 月 1 日閲覧）

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/023/870/271130kasetu.pd

f 
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の場がないわけではない。むしろ求人数は増えている。釜石職業安定所管内の有効求人倍

率は、2015 年 11 月時点で 1.41 倍であり、震災前の 2010 年 3 月の値である 0.37 倍を大

きく上回っている15。その背景には、復興事業進捗に伴い、土木建設分野を中心とする旺

盛な求人需要があるためである。ただし、それらは被災者の希望する職種とは限らず、釜

石の企業は慢性的な人手不足に悩まされている。 

 また、仮設住宅団地で形成されたコミュニティから離れる不安を訴えて現状維持を求め

る被災者や、復興公営住宅に転居することで家賃等の自己負担が増すことを不安視をする

被災者が、応急仮設住宅に多くいる。応急仮設住宅団地にソーシャル・キャピタルが乏し

い震災弱者がより残る構造16が、釜石市にはあるのである。 

 

2.3 釜石市の財政状況 

現在、釜石市の財政は非常時にある。2015 年度の当初予算規模は 1031 億 2600 万円、

人口 5 万人に満たない市として巨大な額になっている。理由は復興事業を抱えているから

である。震災前の 2010 年度歳入決算額が 184 億 2105 万円であることを考えると、平時

の約 6 倍の規模に膨らんでいるのである。 

現在の釜石市の復興予算は国や県の手厚い補助に支えられているが、市税といった自主

財源は縮減傾向にある。復興集中期間が終わる 2016 年度以降は復興交付金、補助金が次

第に抑制されていくとの見通しであるので、いつまで復興予算を組めるのか、不透明であ

る。 

釜石市の財政当局は、中期的財政について、これまで慎重な見通しを示してきた。それ

によると、2014 年度歳入は約 581 億円でほぼ半減すると予想しており、2015 年度約 400

億円、2016 年度は約 222 億円と、震災前の水準に近づくと見通している。そして、2015

年度以降は事業に対する歳入不足が生じると見ており、その額については、2014 年度が

8100 万円、2015 年度が 3 億 6600 万円、2016 年度が 16 億 9500 万円と見込んでいる 。 

釜石市は人口減少に歯止めがかからず、自主財源が増える見通しは暗い。先行きが不透

明であり、今後、大型投資事業は抑制に向かう可能性は極めて大きい。スポーツにかける

予算はどうしても抑制的にならざるを得ないのが現状である。 

 

3. 釜石市とスポーツ 

3.1 釜石市のスポーツ史 

                                                   
15 厚生労働省岩手労働局 HP 

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/antei/houdo

/2711ippansyoukai.pdf（2016 年 1 月 1 日閲覧） 
16 現在の震災弱者は政治的弱者でもあり、政治に訴えるためのネットワークを形成するこ

とが困難な状況にあるとみるべきである（河村・伊藤 2015）。 
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 釜石市は事実上の国策会社である日本製鉄の企業城下町として発展したこともあり、東

北の他都市と異なり、時代の先端ともいえる文化が古くから流入する環境にあった。スポ

ーツも例外ではない。 

 新日本製鐵株式會社釜石製鐵所百年史編纂委員会（1986）によれば、大正時代の 1921

年、製鉄所内に庭球部、相撲部、撃剣部、野球部が結成されたという。1930 年には、多目

的屋外運動場である昭和園グラウンドが、1936 年には屋外水泳場の鈴子プールが完成して

いる。こうした運動部や運動施設は岩手県における草分け的存在であり、スポーツ環境の

整備という点で、釜石市は突出して早かった。なお、運動部は、製鉄所員の福利厚生とし

ての場を提供するだけでなく、市民に対して「スポーツを見る」という娯楽をも提供する

ことになった。1932 年、本格的な競技スポーツチームとして結成された硬式野球部は、そ

の後、社会人野球の強豪チームとなり、1959 年の第 30 回都市対抗野球全国大会では準優

勝に輝いている。 

 もともと日本のスポーツは、学校の部活動を基礎に、企業が運動部を丸抱えする実業団

チームをつくることで発展してきた歴史がある。釜石製鐵所の実業団チームも、膨大な数

に上る従業員（工場労働者）の一体感醸成と、彼らに娯楽を提供する存在であった17。 

 

3.2 .釜石市とラグビー 

 富士製鐵（当時）釜石製鐵所にラグビー部が結成されたのは、1959 年 2 月であった。

結成当初、ラグビー経験者は少数であった様であるが、東北の工業高校でラグビーが盛ん

だったこともあり、経験者が入部するようになり、次第に実力をつけていった。その過程

で、釜石製鐵所のラブビーも、徐々に「見るスポーツ」の性格を強くしていった18。強豪

になっていく過程で、釜石製鐵所ラグビー部は、要となる少数の主力選手を名門大学出身

者で固め、脇を東北や北海道の高校出身者で支える構成を貫いていくようになる19。 

釜石製鐵所ラグビー部は、結成わずか 5 年の 1965 年、国民体育大会（岐阜国体）優勝

                                                   
17 なお、実業団チームの選手は、正社員として一般業務をこなしつつ、社員としてスポー

ツの練習に打ち込み試合に出場する。ほとんどの企業では、練習も試合出場も業務扱いで、

遠征の際は出張同等とみなされる。そのため、交通宿泊費は企業負担、日当も支給される。

休業補償を禁ずるヨーロッパの常識では明らかにプロフェッショナル扱いだが、日本では

アマチュアと位置づけられてきた。 
18 著者の 1 人である伊藤は、1984 年 2 月から 1989 年 7 月まで、地元の民放である IBC

岩手放送の釜石市駐在記者を務めており、ラグビー部結成の経緯について取材した経験が

ある。 
19 なお、釜石製鐵所ラグビー部は、結成直後から、競技発祥の地であるイングランドの指

導専門書を基に世界最先端のラグビー技術・戦術を導入した点は、注目すべき点である。

「格闘球技」と別称され、力任せのプレーが主体だった当時の日本ラグビーに、緻密な技

術と戦術を持ち込む先見の明があったことは、驚くべきことである。 



6 

 

を勝ち取り、1970 年度には第 23 回全国社会人ラグビーフットボール大会で初優勝20を果

たした。以降、1976 年度（第 29 回）、1978 年度（第 31 回）から 1984 年度（第 37 回）

の計 8 回優勝し、8 回いずれも、当時、全国大学選手権優勝校との間で争われた日本選手

権にも勝利した。その過程で、釜石製鐵所ラグビー部は日本代表も数多く輩出し、国内ラ

グビーのレベルアップ及び人気拡大に貢献したのであった。鄙の高卒者が多いチームが、

年に一度の晴れの舞台で、スター選手揃いの社会人チームや大学チームを圧倒する姿は、

地方が中央を破っていくカタルシスを、ラグビーファンそして見る者に与え、人々の心を

捉えたことはおそらく間違いないだろう。 

しかしながら、バブル経済崩壊以降、企業丸抱えの運動部の宿命が「北の鉄人」と称さ

れた釜石製鐵所ラグビー部にも訪れることになった。製鉄所の縮小に伴い、ラグビー部に

対するサポートは縮小され、チームは弱体化していった21。やがて、新日鉄はラグビー部

の所有を事実上放棄したのであった。2001 年 4 月、ラグビー部は地域密着型クラブ「釜

石シーウェイブス RFC（ラグビーフットボールクラブ）」に衣替えし、現在に至っている。 

地方都市のチームが 7年連続を含む 8度の日本一に輝くという偉業を達成したにも関わ

らず、ラグビーは釜石市全体に根をはやすことができたかと聞かれれば、「そうとは言えな

い」と答えざるを得ないであろう。釜石市は対外的に「ラグビーの街」を標榜しているも

のの、競技人口は多いとは言えない。その証左に、市内にある高校ラグビー部は慢性的に

部員不足に悩まされている22。ラグビーは、企業城下町の城主ともいうべき釜石製鐵所が

導入したスポーツ、言い換えれば市民にとって「与えられた」スポーツであって、市民が

手作りで育てた競技ではなかった。そのため、地域密着を謳う釜石シーウェイブス RFC

であるが、現時点で法人格さえ有しておらず、実態は「同好会」にすぎない。かつてのラ

グビー部のような、中長期的視点に基づいた選手の発掘や育成方針はなく、毎年、他チー

ムとの契約が終了した解消した選手を集め、付け焼刃的にチームを作っている現状にある。 

東京などには、こうした実状を知らず、似て非なる釜石シーウェイブス RFC にかつて

の新日鉄釜石ラグビー部を重ねあわせるラグビーファンが少なくない。クラブ経営を支援

する「サポーター」の数は、2015 年 3 月現在で 1931 名となっているが、そのうち 63.7%

にあたる 1231 名が岩手県外で占められている23。ジャパンラグビートップイーストリーグ

で釜石シーウェイブス RFC が秩父宮ラグビー場で試合を行うと、ノスタルジアを感じる

ファンが多いのか、例外的な集客につながっている24。しかし、岩手県開催の試合では、

                                                   
20 リコーと同点優勝。 
21 なお、硬式野球部は 1988 年度をもって廃部となっている。 
22 釜石高校は、2015 年の高校新人大会において部員不足のため、15 人制の部に出場でき

ず、7 人制の部に出場している。 
23 「釜石シーウェイブスアニュアルレポート 2014」。 
24 2015年 12月 5日に行なわれた三菱重工相模原ダイナボアーズとの試合は、5,692人（関

東ラグビーフットボール協会発表）の観客を集めた。 
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かつての熱気には程遠い集客となっている25。 

 

3.3 釜石市とトライアスロン 

 釜石市には、はまゆりトライアスロン国際大会という大会がある。1990 年 9 月、当時

はまだ新興競技だったトライアスロンの愛好者が、「自分たちにとって理想の大会」「アス

リートにとって心地よい大会」を目指し開催にこぎつけた大会である。1992 年の第 3 回

より国際大会を標榜し、これまでアテネオリンピック女子銀メダリストであるロレッタ・

ハロップ選手（オーストラリア）ら、トップアスリートが多数参加した実績がある。大会

会場は、根浜海水浴場周辺をスタートゴールとする 51.5km（通称オリンピックディスタ

ンス）である26。 

アスリート主導の大会運営は、しばしば採算等を度外視し独善に陥りやすい。そして、

周囲や地元の共感も得られないまま、尻すぼみに終わることが少なくない。しかしながら、

はまゆりトライアスロンはそうした状況に陥ることがなかった。それは、実施主体である

釜石はまゆりトライアスロン国際大会実行委員会が身の丈にあった大会規模を心得ていた

ことと、他の大会を冷静に観察し長短所を見極めたこと、そして何より地域住民との連携

に心を砕いたことが大きい。 

釜石市におけるスポーツ・イベントは、釜石製鐵所の支援が入るのが一般的である。企

業城下町であるため、釜石製鐵所にお伺いを立てなければ物事が進まないという雰囲気が

あると言ってもよい。釜石製鐵所の同意を得た上で、市の援助を受けるケースが一般的な

のである。 

ところが、はまゆりトライアスロンは、釜石製鐵所や市役所に支援を仰がず、民間スポ

ンサーを集め、実現にこぎつけた。そして、地元民放によるテレビ番組制作も行われた27。

この大会は市民主導による草の根型大会であり、釜石市におけるトライアスロンは、釜石

製鐵所が主導することで普及したラグビーと対極をなしている。 

スポーツは本来、自己表現、自己実現の一形態であり、自らの費用で行うものである。

しかし、地方の競技団体は総じて活動資金に乏しく、また活動する場の整備に多額の費用

がかかることから、行政を含めた公的援助を必要とした。しかし、行政支援には「自由保

証と自由剥奪のアンビバレンツ（竹内 2004, 156）」がつきものである。税金を投入する以

上、制約なしの支援はありえない。言い換えれば、行政は「金を出すなら口も出す」ので

ある（河村 2009）。はまゆりトライアスロンは、市役所も、それ以上の存在といえる釜石

                                                   
25 2015 年 10 月 24 日に岩手県北上市の北上総合運動公園陸上競技場で行なわれた横河武

蔵野アトラスターズ戦は観客 600 人（公式記録）、同年 11 月 14 日に盛岡南公園球技場で

行なわれた東京ガス戦の観客は 1,391 人（関東ラグビーフットボール協会発表）である。 
26 SWIM 根浜海水浴場（1.5km）、BIKE 根浜海岸～橋野地区折り返し（40km）、RUN 根

浜海岸～箱崎地区周回（10km）である。 
27 IBC 岩手放送が第 1 回から継続的に番組制作を行っている。 
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製鐵所の支援も受けずに自立運営を実現した。そして自立運営をした結果、逆に市側が魅

力を感じて参画するようになり、行政による不要な干渉を排除することができるようにな

ったのであった。 

トライアスロンは、競技特性上、大会運営を支える多数のボランティアが必要となる。

理想は参加選手数の 3 倍と言われる。はまゆりトライアスロンは「民間主導」「地域密着」

という草の根型運営に徹した結果、誰でもボランティアに参加しやすい雰囲気を醸成する

ことを可能にした。企業城下町は、時として基幹産業従業員と一般住民との間に断絶が生

じやすく、排他的な人間関係を生みやすく、釜石市も例外ではなかった。実行委員会が貫

いた、「来る者は拒まない」そして「すべての人を平等に処遇するオープン」な姿勢は、釜

石市の旧弊への挑戦であった。 

東日本大震災は、はまゆりトライアスロンにも大きな打撃を与えた。大会会場である根

浜海岸は壊滅的な被害を受け、トライアスロン競技を実施できる環境は消滅した。しかし

ながら、このトライアスロン大会は、そもそも行政に依存しないシステムを確立しており、

民間人が大会運営のノウハウを掌握・共有していた。そのため、立ち直りは早かった。2011

年こそ中止したものの、2012 年には SWIM（遠泳）、2013 年は SWIM と RUN を実施し

た。そして、2014 年は距離こそ半分ながら、3 種目すべてを実施した。2015 年は BIKE

（自転車）のみ半分の距離（20km）で実施した外は、通常距離に戻っている。 

なお、2016 年開催の岩手国体28から、トライアスロンは正式競技となる。大会会場は釜

石市と決まっている。その理由は、運営ノウハウを確立しているのは、岩手県内で釜石市

しかないためである。 

 

4. 釜石市の復興とスポーツ 

4.1 復興におけるスポーツの位置づけ 

 日本の地方自治体は例外なく、市政上の施策にスポーツ振興を盛り込んでいる。釜石市

も、震災発生前に策定した総合振興計画後期基本計画に、競技スポーツ振興を明記してい

る29。そして、計画内に「釜石大槌スポーツタウン構想」の推進が謳われている。一般的

に、スポーツタウン構想とは、スポーツを実践する上で、物心両面にわたる支援を行い、

競技者にとって快適な環境を提供することが必要である。しかし、釜石市が具体的な施策

を策定した形跡はない。競技会等の誘致を謳っているが、他の自治体で実施している補助

制度30等は設けられていない。 

                                                   
28 釜石市では、ラグビーフットボール成年・女子（いずれも 7 人制）、トライアスロン男

女が実施される予定である。 
29 釜石市 HP 

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/shisei_joho/keikaku_torikumi/sogo_keikaku/detail/_

_icsFiles/afieldfile/2015/03/16/all.pdf（2016 年 2 月 16 日閲覧） 
30 例えば、岩手県北上市は、大学運動部の市内合宿に対して一定の基準を満たせば、「交
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震災後に策定された復興まちづくり基本計画31では、基本目標 7 に「歴史文化やスポー

ツを活かしたまちづくり」が掲げられているが、具体策としては岩手国体開催とラグビー

W 杯（RWC、後述）開催地誘致が記されているのみである。草の根レベルでのスポーツ

実践についての言及は全くない。 

 冒頭でも述べたように、本来、スポーツは物質面よりも精神面に重きが置かれるもので

あり、文化とつながるものである。釜石市の復興において、岩手国体や RWC の言及しか

ないのは、釜石市の中に「スポーツを文化として見る発想」が乏しいことを示しているよ

うに思える。 

 そもそも、物質面の復興だけでは、人々の心を満たすことが難しい。金銭的に充足され

ても、精神的に満たされないのでは、地域社会は元には戻らない。復興には、「ものがたり」

が必要であり、スポーツは生活に潤いや活力を与え、精神的復興に寄与する。そして、ス

ポーツがもたらす一体感醸成の効果は、郷土愛の喚起を促すことにもつながる。 

震災直後、釜石シーウェイブス RFC のメンバーが精力的にボランティア活動を行い、

全国のアスリート・スポーツ関係者から手厚い援助が寄せられた。特に、シーウェイブス

の外国人選手が、在日大使館からの帰国勧告を拒み、市内にとどまって支援活動に従事し

たことは評価されている32。 

 スポーツ政策は政策評価が難しく、復興にどの程度寄与するのか、「見える化」させるこ

とが難しい。だからといって、復興計画に全く言及しないことは望ましいこととは言えな

いだろう。 

 

4.2 RWC 開催地として 

4.2.1 釜石市の開催都市選出 

 2015 年 3 月 2 日、釜石市は、2019 年に日本で開催される RWC の開催都市に選定され

た。ラグビーの真の世界一決定戦である RWC は、オリンピック、サッカーW 杯に次ぐ、

世界 3 位のマーケティングスケールを有するスポーツ大会である。ただ、一方で、ラグビ

ーの世界的普及は伸び悩んでいるのが現実である。そのため、統括団体である World 

Rugby は、マーケティング収入を原資に普及拡大へ傾注したい意向を持っており、これま

でラグビー強豪国（強豪協会）の持ち回りであった RWC の開催国を、RWC で 1 勝（当

                                                                                                                                                     

通費」「宿泊費」「施設使用料」を対象に、最大 50 万円の補助金を支出することを取り決

めている。北上市 HP http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/2014052700656/（2015 年

1 月 1 日閲覧） 
31 釜石市 HP 

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/fukko_joho/keikaku/fukko_kihonkeikaku/detail/1191

314_3058.html（2016 年 2 月 16 日閲覧） 
32 2015 年ラグビーW杯オーストラリア代表選手であるスコット・ファーディー選手らが

「自分は若く、体力もある」として大使館員の勧告を断り、釜石に残ったエピソードはよ

く知られている。こうした行為は、大人以上に子供の精神的ケア効果が大きいと思われる。 
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時）しかしていなかった日本にした33。新規市場開拓の意味合いが強いのは明白だった。 

 その 2019 年の日本大会の試合開催都市は、立候補した都市 15 のうちから、12 が選ばれ

た。岩手県との共同開催として名乗りを上げた釜石市も開催都市となった（図 1）。 

 

 

出典：『河北新報』2015 年 3 月 3 日 

 

図 1 ラグビー2019 年ワールドカップの開催地を伝える記事 

 

 12 都市のうち、釜石市だけが特殊だった。既存スタジアムがない中での立候補だったの

である。つまり、建設予定のみを掲げ立候補したのである。2014 年にブラジルで開催され

たサッカーW 杯では「スタジアムの建設が間に合わないのではないか」と懸念されたよう

に（杉山・河村 2015）、通常であれば、スタジアムがない都市の立候補は無謀であるし、

その都市が選ばれる可能性は極めて低い。釜石市は東日本大震災復興を名目にして立候補

                                                   
33 2015 年イングランド大会においてエディ・ジョーンズ HC 率いられた日本代表は、世

界ランキング 2 位（当時）の南アフリカ代表を破るなど 3 勝を挙げ、旋風を巻き起こした。 
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したが、同じく被災自治体である仙台市も立候補しており、仙台市に分があるのが常識的

な線である。 

 しかし、釜石市は最終的に選ばれることになった。 

 

4.2.2 スタジアム建設への課題 

 釜石市は、RWC 誘致を復興事業の 1 つに位置づけてきた。前出の復興まちづくり計画

では、「被災地を代表し世界中の方々に東日本大震災の復興支援に対して『ありがとう』を

お伝えするため」と記されている。ただ、その記述からはスポーツ振興の意図は感じられ

ず、ラグビーが「何かを達成するための手段」となっているような印象を受ける。 

 スタジアムの建設予定地は、釜石市内で最も津波被害が大きかった鵜住居
うのすまい

地区である。

この地区は、本来、津波避難場所ではない鵜住居地区防災センターに逃げ込んだ住民が 200

人以上犠牲になったところであり、釜石市全体の犠牲者中約 7 割がこの地区と言われてい

るところである。こうした経緯を見ると、RWC 誘致は、釜石市全体の復興以上に、鵜住

居地区復興の意味合いが濃厚と言って差し支えないように思える。市はこの地区に、RWC

用のスタジアムを中心にスポーツ施設を集中立地する構想を持っている。スポーツ施設の

被災が著しかったこともあり、RWC 開催に関わらず、市民からのスポーツ施設整備の要

望が強く、市は RWC 開催を錦の御旗にして整備を進めようとしているのである。 

 しかし、スタジアムは RWC 開催仕様にするため、建設には巨額の費用が必要である。

復興過程にある釜石市が巨額なスタジアム建設費用を捻出することは容易ではない。2016

年 1 月 15 日、復興庁は、釜石鵜住居復興スタジアム（仮称）の整備に復興交付金を投入

する方針を決めた。『河北新報』によると、30 億円強の総事業費のうち、敷地の造成や上

下水道整備に復興交付金を充てるのだという34。釜石市は、スタンドと一体で整備する「復

興広場」を防災拠点として活用するなど、整備費の抑制に努める方針を示している35。 

 ただ財源問題をクリアできたとしても、被災者からの「ラグビーに財政支出することで

生活再建等に遅延が生じるのではないか」といった懸念を払拭することが釜石市には求め

られる。「ラグビーの街」を掲げているものの、筆者らが調査した感覚では、RWC 開催に

対する理解は十分得られているとは言い難いのが現状である36。これまで繰り返し指摘し

てきたが、釜石市のラグビーは、企業城下町の城主に「与えられた」ものであって、市民

が育てた競技ではない。そのため、広がりに欠けるのであろう。（広げる手段が限られてい

るのかもしれない）。 

                                                   
34 『河北新報』2016 年 1 月 16 日。 
35 また、釜石市はスタジアム建設費に充てる「ラグビーこども未来基金」を設けるなどの

取り組みも行っている。『河北新報』2015 年 7 月 4 日。 
36 イングランド大会における日本代表の戦いぶりによって、理解は若干進んだようではあ

る。 
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 現時点において、釜石での RWC 開催の意義は、地域の再活性化に集中していると言っ

てもいいのかもしれない。国際的なラグビー大会によって何らかの経済効果、金銭利益が

生まれることへの期待だけが先行している、と言い換えることも可能であろう。実施され

る試合はおそらく 2 試合程度に留まると思われるが、その効果がどこまで広がるかは未知

数である。 

 繰り返すが、RWC 開催が決まったものの前途多難なのが、現在の状況である。愛好者

が手弁当で草の根的に普及を図ったトライアスロンとは対称的である。奇しくも、トライ

アスロンも鵜住居地区が会場地である。こちらは当初から地域住民の理解、協力を得て、

大会を継続的に開催してきたこともあり、施設の再整備や大会開催は復興そのものと認識

され、歓迎する声がほとんどであるのが筆者らの印象である。 

 RWC に限ったことではなく、スポーツ大会を誘致する際、「何を遺すのか」は常に問わ

れる。閉幕とともに完結する一過性のイベントに終わるのではなく、恒久的な取り組みが

自治体には求められる。盛大さを求めるあまり過大投資に走り、後年ランニングコストが

財政を圧迫したケースは、枚挙に暇がない。釜石市における RWC 開催も、その危険性を

はらんでいる。 

釜石市は RWC 開催によって何を遺すべきなのか。市は、物質的価値よりも精神的価値

を念頭に置き、メッセージを発信しなければならない。 

 

5. おわりに 

 釜石市は、人口減少・過疎化が加速する中、東日本大震災という苛烈な災害を被り、多

くの市民は復興の実感も得にくい状況にある。復興を実感する大きな起爆剤が欲しいとい

う市当局の心情は十分理解できる。RWC 開催に期待するのもわからなくはない。 

 しかしながら、復興を進める上で意識しなければならないのは、将来に向かって重荷に

ならないかの判断である。持続可能性を意識し、一過性にとらわれてはいけない。イベン

トを機にスポーツ文化におとしこむ努力が必要である。スポーツを「何かを達成するため

の手段」と考えているだけでは、復興の起爆剤にはなりえない。 

スポーツが有し、もたらす普遍的価値や根源的魅力の大半は精神的な領域に属しており、

具現化や数値化は容易ではない。復興過程では、どうしても物質的な面に重きが置かれが

ちである。しかし、精神面についても我々は意識し、復興に関わらねばならない。 

 釜石市は、その歴史から、物質的効果の多くを釜石製鐵所から与えられてきた。スポー

ツ環境もその例に漏れない。「市民自らが主体的に獲得したもの、草の根から立ち上げたも

のは多くはない」といっても、あながち間違いではないであろう。 

釜石におけるラグビーは与えられたものの典型であった。釜石市の復興を見る際、我々

は、RWC のためにつくられるスタジアムを、復興のシンボルとおそらく捉えるだろう。

しかし、その見方は近視眼的である。釜石には草の根から立ち上げたトライアスロンがあ
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る。 

こうした経緯から、復興とスポーツを考える上で、釜石市は好事例である。我々は、ス

ポーツの観点から釜石市の復興を継続的にウォッチしていきたいと考える。 
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