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１．はじめに 

近年、台湾では気候変動の影響で、大規模の台風や

豪雨が頻繁に発生する。そのため、山間部や河川沿い

地域では常に土石流や堤防の破壊などの影響による

居住地への直接的脅威にさらされている。環境の脆弱

度と衝撃を避けて、持続的で安全な住環境を構築する

ため、集落の移転再建（relocation）が頻繁に議論さ

れる。しかしながら、災害における移転再建について

は、単にハードシステムの建設だけではなく、経済や

文化、コミュニティの再生や生活基盤構築などを同時

に考慮することの重要性が指摘されてきた。 

本稿では主に集集大震災（1999 年、九二一震災）、

七二水害（2004 年）、モラコット(Morakot)台風（2009

年、八八水害、以下本稿では八八水害と表記する）ま

での移転再建策を取り上げ、報告書や新聞記事などの

文献レビューと各災害における現地調査やヒアリン

グ内容の分析を通じて、台湾における災害型の移転再

建策の検討と課題を明らかにすることを目的とする。 

 

２．災害における移転再建策の変遷 

台湾では 1999 年集集大震災以前は、自然災害に起

因する移転再建の事例が少なく、それまでは 1989 年

の Sarah 台風水害での台南県学甲鎮における二港村

の移転再建計画（Cheng and Shao，2011）1）と 1990

年 Ofelia 台風による土石流の発生で花蓮県における

銅門村の移転再建計画（陳・黄，2006）2）の二つが主

であった。当時、災害における移転再建の経験が殆ど

なかったことから、いずれも、地方政府が特別なケー

スとして個別的に対応したもので、自然災害における

大規模の移転再建が議論され始めたのは集集大震災

以降である。そのため、本稿では 1999 年の集集大震

災から 2009 年のモラコット(Morakot)台風までの災

害型移転再建策の変遷について分析する。 

 

（１）1999 年の集集大震災の経験 

① 被災状況 

1999 年 9 月 21 日の集集大震災はマグニチュード

7.3 の非常に大規模な地震で、死者 2,455 人、負傷者

11,305 人、住宅全半壊は 104,267 戸、経済損失 3,600

億台湾ドルをもたらし、中でも台湾中部の南投県と台

中県の被害が甚大であった。 

震災直後、9 月 27 日に行政院 921 震災災後重建推

動委員会（行政院 921 震災再建委員会）が設置され、

11 月 9 日に「災後再建計画工作綱領」が策定された。

この綱領に基づき、復興計画は公共建設計画、産業再

建計画、生活再建計画及びコミュニティ再建計画の 4

分野から構成された。この地震によって、都市部や山

間部の農村地域では多大な被害が出たため、再建委員

会は 2001 年に開催した第 7 回会議で「921 震災重建

地区住宅政策與実施方策（921 震災の再建地域におけ

る住宅政策及び実施方策）」が発表され 3）、主に 7 分

野の住宅再建策が策定された（図 1）。その中で、震

災による土石流の発生が懸念されたことで計画され

た移転は、住宅再建策における原住民（1）集落再建と

新社区開発（新しい住宅地開発）が関係している。 

農山村地域における移転再建は住宅再建用地の安

全性を評価し、その判定結果によって、可否が決まっ

た。結果としては 12 ヶ所の用地が、土石流リスクで

移転の必要性があることが分かった。移転先用地の問

題や集団移転のための合意形成などの問題で、移転再

建が難航したが、12 ヶ所中、2ヶ所の 150 戸が埔里鎮

の北梅社区（住宅団地）へ移転して再定住した（2）。 
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図１ 集集大震災における住宅やコミュニティ再建の構造 
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      図２ 原住民集落再建のプロセス 

 

一方、山間部の再建について、行政院原住民族委員

会（3）により原住民部落の再建作業のルールを策定し

た（図 2）。学識経験のある専門家により再建用地の

安全を評価しながら、計画に関して行政と住民とが話

し合い、再建計画の認可と 70％以上の住民の合意形

成を得る部落であれば、優先再建ができる。用地安全

性の判定結果により、23 ヶ所の部落で再建が必要と

判定され、その中の 7ヶ所の部落（表 1）では優先的

に移転再建の必要があった。原住民部落の再建におけ

る補助と融資の補助基準について表 2を示す。 

 

表１ 7 箇所の原住民移転再建の進度 4） 

部落 戸数 計画年月 完成年月 総費用（万元）

三叉坑 45 2000・8 2005・12 4,674[5.3％] 

双崎 9 2000・8 2003・12 1,360[51.8%] 

烏石坑 22 2000・8 2004・2 3,200[28.7%] 

中原口 16 2001・1 2003・1 1,629[25%] 

上眉原* 42 2001・12 － － 

瑞岩 107 2002・4 2012・2 19,348[21.1%] 

譚南 36 2003・4 2007・4 4,497[43.4%] 

*:921 震災再建基金会の資料により、上眉原部落の 42 戸の移

転がしなかったが、1戸だけ外へ移出した。 

[  ]:移転再建における被災者の負担比例。元：台湾ドル 

 

表２ 原住民の移転再建への補助基準  

項 目 補助の基準 

政

府

補

助

建設費 
住宅建設補助の規定に合わせて、一戸

当たり 20 万台湾ドル補助 

整理・修繕費 一戸当たり 10 万ドルまで補助する 

全半壊見舞金 全壊：35 万、半壊 16 万台湾ドル 

引越補助 
半壊：19 万/一戸、被害なし：35 万台

湾ドル/一戸 

その他 

設計費：400 台湾ドル/ｍ2、汚水処理施

設、住宅再建融資：160 万台湾ドル/一

戸 

民

間
建設費 

921 震災再建委員会から更に所得関係

なし、一戸当たり 20～50 万台湾ドル補

助 

 

② 原住民部落の移転再建における支援 

 原住民部落の移転再建について、行政院原住民族委

員会は集落移転の計画と審議、移転先用地の取得（購

入或いは換地）、公共施設の建設、発注、監督などの

業務を担当する。住民は住宅再建の推進と優遇融資の

利用について主に自己責任を負う。基本的に行政は集

落の移転再建に対して住民と話し合い、住民の合意形
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成を図った上で、移転先の用地の解決と移転の推進を

支援する。移転計画に関する内容、住宅の様式や景観

の設計などは住民と建設業者が相談して決める。再建

過程において融資や担保などの面で困難が発生した

場合、行政は住民をサポートし問題解決に努める。 

一方、921 震災再建基金会は被災地における 333 融

資造屋方案（4）で集落の移転再建を行った原住民に対

して土地購入や住宅建設のための補助金を提供した。

また、移転再建のため、移転再建に関わる住民組織の

運営や住宅再建時の監督、建築士との相談内容などに

ついても中間支援組織として住民にノウハウを提供

する。言い換えれば、行政院原住民委員会と 921 再建

基金会は原住民の経済負担の軽減に努力したものの、

原住民には住宅ローンの返済滞納の恐れがあること

も事実である。 

 

（２）2004 年の七二水害 

① 被災状況と復興計画 

Mindulle 台風の影響で 2004年 7月 2日から 4日に

かけ 2日間で累積雨量は 2,095 ミリに達し、台湾中南

部山間部での大規模な土石流の発生により、原住民集

落が集中している地域で最も大きな被害が出た。この

災害は「七二水害」と呼ばれ、死者 29 名、行方不明

12 名、負傷者 16 名、住宅全壊約 600 戸の被害をもた

らし、89 億台湾ドルの損失が出た（図 3）。さらに、

同年 8 月 24 日から 25 日にかけて Aere 台風は再び中

部の山間部に大きな被害をもたらした。連続した台風

の影響で、中部の被災地における移転再建策が講じら

れた。当時、集集大震災の経験や 5年の復興期間中に

発生した災害ということもあり、921 震災再建推進委

員会は七二水害の再建を担うことになった。 

中央政府は災害からの国土の持続的な保全と発展

を維持するため、2005 年 5 月に国土復育条例草案（国

土保全・修復条例草案）を策定し、それを被災地での

再建の基本方針とした。同時に、「重大災害災民安置

與住宅重建原則」（甚大な災害における被災者収容と

対応及び住宅再建原則）を発表し、地方自治体にとっ

て被災地の再建を支援する手引きとされた（内政部，

2005）5）。山間部では行政院原住民族委員会を原住民

の集落の移転再建の窓口として、土石流の恐れや地域

の安全性の評価、災害の高リスク世帯の判定、移転計

画の審査、移転先の土地選定などの業務を推進した。

内政部（5）は平地における現地再建の遂行或いは受け

皿としての借り上げ住宅の設置策などを調整する主

な窓口となっていた。 

② 原住民の移転再建における支援 

七二水害後の移転再建に関して、「重大災害災民安

置與住宅重建原則」によると、災害リスクの高い危険

地域における土地に対して特定区域の指定、危険地域

からの転出を公告することにより土地の協議買収或

いは家屋の収用と補償の対策が講じられた。 

 

 

図３ 七二水害における土石流災害の様子（中国土木水利工

程学会調査団撮影・2004 年 7 月 20 日） 

 

現地再建或いは移転再建先の土地・建設費用につい

ては、民間の義捐金から優先的に補われる。移転先の

土地・住宅の再建費用について、原住民の場合、再建

費用の 2 割負担で 5 年、10 年、20 年の三種類の分割

払いが選択でき、残金を義捐金で補われる。また、原

住民であり、かつ、中・低所得の者は、住宅建設費と

住宅修繕の補助要項に基づいて、一戸当たり 15 万台

湾ドルの住宅建設費や購入費の補助を申請すること

ができる。負担できない世帯は、義捐金で全て補わら

れる（内政部，2005）5）。非原住民（漢民族など）被
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災者の場合、優遇ローン（6）を組んで、自己資金の上

限 50 万台湾ドルの住宅再建を行うことがある。 

（３）2009 年の八八水害（モラコット台風） 

① 被災状況と復興計画 

 モラコット（Morakot）台風は 2009 年 8 月 6日から

8日にかけて累積雨量 2,854 ミリが降り、阿里山をは

じめとする台湾中南部の 11 県市に最も甚大な被害を

与えた。この災害は死者及び行方不明 699 名、負傷者

4名、被災世帯 146,739 戸の被害をもたらし、災害損

失合計は 1,998.3 億台湾ドルである（台風復興推進委

員会,2011）6）。同年の 8月 19 日に莫拉克颱風災後重

建推動委員会（モラコット台風復興推進委員会）が設

置されて、国土の保全のため、災害リスク管理とパー

トナーシップで気候変動への適応強化及び流域のガ

バナンスを果たすという理念を提唱した。同月 25 日

に「災後重建及遷村慈善及社会団体認養相關事宜」

会議（モラコット台風における再建及び移転再建に

関わる慈善と民間団体の建設支援に関する会議）が開

かれ、行政と NGO 組織との協働で永久屋（恒久住宅）

を建設することが指示された。28 日に莫拉克颱風災

後重建特別條例（モラコット台風における再建特別条

例）が公告され、特別条例第 20 条には特定区域の指

定原則を示し、10 月 9 日には区域重建綱要計画（地

域再建綱要計画）（図 4）が復興推進委員会により策

定された。 

 

図４ 区域再建綱要計画における再建分区 7） 

（赤、青色：開発禁止の特定区域、水色：開発禁止の原則で

土地使用に許可が必要、黄色：永久屋復興団地建設の区域） 

 

再建特別条例第 20 条に基づき、行政院モラコット

台風復興推進委員会は各関係省庁、専門機構とともに

被災地の地盤の安全性を評価した上で復興が進めら

れた。その結果、160 ヶ所が地盤災害の危険な区域と

判定され、開発できない特定区域と地盤災害の恐れあ

る区域と分けられた。危険区域（図 5）のうち、62

ヶ所は原住民居住地域に属することと、被災者の

6,316 世帯（約 19,000 人）は特定区域と地盤災害の

恐れある区域に居住していて、居住者の約 73％は原

住民であることが分かった。特定区域は居住禁止であ

るため、住宅が特定区域にかかると、行政側は戸籍の

ある居住者と移転再建について協議する必要がある。

居住者が移転を受諾すると、無償で永久屋の入居資格

と住宅を取得できる。その後、特別条例の 20 条に基

づき永久屋の申請資格の要件が2010年1月25日に改

正されて、地盤災害の恐れある区域における居住者も

永久屋の入居申請資格を持つことが認められた。なお、

危険区域における原住民集落において、その地域に戸

籍がある世帯の 8 割以上が永久屋の入居を申請する

と、集団移転を行うことができる。しかし移転への反

対者もいることから、抗議の動きもある。図 6は移転
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再建への説明を求めた抗議の様子である。 

 

 

図 5 危険区域となった集落（屏東県霧台郷吉露村）8） 

 

 
図 6 危険区域に画定され、移転したくない被災者の反発 8） 

 

② 移転再建策の内容と支援 

永久屋復興団地（7）の建設候補地は「災害から離れ、

村と離れず」、「村から離れ、郷と離れず」、「集団移転

で郷外の近い場所へ」3つの方針に基づいた順番で選

定された。用地は、主に公有地（26.4%）と台湾糖業

会社所有の土地の収用（69.3%）と私有地(4.3%)が手

当された(モラコット台風復興推進委員会，2011)9）。

団地の建設に関して、県は土地の提供と宅地造成、公

共施設と電力などのインフラの整備を担当した。さら

に、県が民間団体を指定して、集まった義捐金を基に

住宅の建設を支援した（8）。民間団体は慈済仏教基金

会、中華民国紅十字会（台湾赤十字社）、台湾世界展

望会（ワールドビジョン）の三つの団体が主に活動し

た。永久屋における家屋の様式、住宅の配置などにつ

いては民間団体と移転者が協議しながら進めた。また、

家屋の入居と手続きに関しては県と民間団体とが共

に担当した。2013 年 7 月までに、計画された 42 ヶ所

（3,543 戸）のうち、40 ヶ所（3,484 戸）が竣工した。

図 7 は永久屋復興団地の位置と民間の建設支援団体

の担当地域である。 

 

 

図 7 永久屋復興団地の規模と分布（図の制作：邵 珮君） 

 

３．移転再建の事例分析 

ここでは集集地震、七二水害及び八八水害での移転

再建の事例を紹介する。 

（1）集集大震災における三叉坑部落の再建 

① 部落の背景 

三叉坑部落とは震災当時（1999 年）台中県和平郷

の自由村（9）に属していた、海抜約 538ｍの大安渓の

上流にある原住民のタイヤル族集落である（図 8）。

従来、大雪山の林道の一帯にあったが、日本の植民地

時代（1895 年 4 月 17 日～1945 年 10 月 25 日の期間を
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通称する）に双崎一帯へ転居した。震災前は人口約

272 人、99 世帯、当時の部落面積は 0.85ha で、幅 5

～6ｍの東崎路が唯一の連絡道路であった。住民は農

業や近隣工場の日々雇用などに従事していた。集落に

は主に煉瓦造りの１階建ての老朽住宅が集中し、集集

大震災では住宅に全壊 42 戸、半壊 6 戸の被害を受け

た。その後、地盤の崩れる恐れがあると判定され、移

転再建の対象となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 三叉坑部落の位置 10） 

 

 
図 9 移転再建後の三叉坑部落の眺め  

(邵 珮君撮影・2007年 9 月 22日) 

 

② 部落再建における問題 

 部落の住民は元の居住地で再建できない事が明

らかになったため、元の地域からなるべく遠く離れ

ないよう、郷役所は元の居住地を収用し、東側の

3.458haの土地と換地した。元の居住地は公共施設

用地として再利用され、東側の土地のうち、2haの

平地を住宅用地45戸に造成した。移転再建の事業は

2000年8月から2005年11月まで5年間かかった（図9）。 

部落の幹部と行政・民間団体などの関係者とのイン

タビューにより明らかになった移転再建の問題を以

下のように整理した(Shao，2007)10） 

A. 土地徴収の問題： 

原住民部落の土地は本来、保留地として、原住民は

使用権しか持たず、所有権がない。三叉坑部落の原住

民は無断で土地を平地の漢民族に売っていたため、移

転再建の手続きでは、土地収用の際に、土地権利関係

が複雑となり、従前の住宅地の地上物の徴収だけでは

なく、土地権利の整理も必要となった。そのため、移

転再建の事業は、換地がうまく行かず、再建開始以来、

土地収用の問題と絡んで、土地権利問題の解消まで二

年かかった。 

B. 行政への不信感： 

震災後、地方自治体（和平郷役所）は仮設住宅や再

建の知識・経験が足りず、民間業者への仮設住宅建設

の委託が順調に進まなかったため、住民の反感を招き、

行政に対して信頼を失ったが、和平郷役所の建設課課

長は原住民部落出身であったため、住民と対話を重視

することで、対立を次第に解決した。 

C. 再建の手段の争議： 

元の部落所在の地域が危険と判断され、部落の村長

や長老などの幹部は行政と協議した上で、長老会議に

おいて、部落の移転再建を同意した。しかし、一部の

若い住民は同意しなかったために、部落の幹部と対立

したが、和平郷役所と民間NGO団体である大安渓部落

工作站（10）（大安渓部落ワークステーション）や九二

一震災重建基金会（921震災再建基金会）が部落に入

り、移転再建の情報や補助制度などについて詳しく説

明や斡旋をしたことで住民の理解を得ることとがで

き、移転再建に曙光が見えた。 

D. 住宅再建のローンの困難さ： 

原住民部落の住民は経済力と担保力がないため、震

災後の移転再建住宅ローンを組めないケースが少な

くなく、再建の資金の目途がつかないため、建設工事
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が進まなかった。921震災再建基金会の介入で、一戸

あたり40～50万台湾ドルを当基金会に管理された民

間義捐金より補助して、行政院原住民族委員会からも

一戸当たり25万台湾ドルの補助されることになり、住

民側が再建費用の20％までの負担が抑えられた。住民

が少額の建設費しか自己負担できない場合は、小規模

な住宅を建てるよう斡旋した。再定住の部落には最小

で17坪、最大では34坪の住宅が建設された（11）。 

三叉坑部落の移転再建について、土地の換地は和平

郷役所と部落の再建委員会とで行った。再建資金につ

いては、主に921震災再建基金会の原住民向け住宅再

建プロジェクトの支援を受け、民間組織の大安渓部落

ワークステーションから生活再建･産業復興の支援協

力を得た。なお、建設事業について、和平郷役所が主

に担当し、台中県や建設業者と連携した。建設の資金

問題は921震災再建基金会と連携することで次第に解

決された。さらに、全景メディア基金会（記録映画の

撮影を行った民間NGO団体）の記録映画撮影の機会と

なり、部落再建の宣伝で外部から再建に関する建設専

業の支援も得られた。移転再建において、部落は外部

の公的セクター（和平郷役所や県行政）および民間NGO

団体からの協力を得ることで、再建プロセスにおける

様々な問題を次第に解消できるようになった。 

（2）七二水害における松鶴部落の再建 

① 部落の背景 

松鶴部落は台中県和平郷の博愛村に属し、面積約

3km²、海抜約 700ｍの位置にある。元々はタイヤル族

の集落でであったが、林業の発展により、他の民族で

ある客家や閩南族らが移り住みともに居住していた。

水害発生前、部落には約 400 戸、2000 人が住み、タ

イヤル族住民が人口の 4 割、漢族と客家族と外省人

（1945 年以降の中国本土からの移住者）がそれぞれ

人口の 2割を占めていた（台湾光華雑誌，2006）11）。

2004 年 Mindulle 台風の影響で、7 月 2 日から 4 日に

かけて豪雨が降り、同年 8 月 23 日から 24 日の Aere

台風の影響で部落に土石流が発生し、大きな被害が出

た（図 10）。その後、内政部から集団移転案が打ち出

されて、921 震災再建推進委員会、行政院原住民族委

員会と台中県が担当した。移転再建は 2004 年 11 月

17 日から 2005 年 7 月 17 日までの８ヶ月間で完成さ

れた。移転先は雅比斯(アビス、以下アビスと表記す

る)部落(12)と呼ばれた（図 11 と図 12）。 

 

 

  図 10 土石流で被災された元松鶴部落内の状況 

（長栄大学邵研究室撮影・2010年 10 月 6 日） 

 

 

 

 

図 12 アビス部落の光景（邵 珮君撮影・2010年 10 月 6 日） 

 

図 11 元松鶴部落とアビス部落の相対位置

（図の制作：邵 珮君） 
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② 移転再建の経緯 

移転再建については、内政部営建署（日本の国土交

通省に相当）が簡易住宅（プレハブ住宅）の再建プラ

ンを提出した。行政院原住民族委員会は原住民技芸研

修中心（原住民の技芸研修センター）の近くにある台

湾電力公司（台湾電力会社）の公有地を斡旋して再定

住の用地として提供した。営建署の簡易住宅プランと

は、一戸あたり 35 坪、100 万台湾ドルの建設費で、

県と住民がそれぞれ建設費の半分を負担する。七二水

害では被災世帯は 159 戸であり、そのうちの 115 戸が

居住不能と和平郷役所に判定されたが、115 戸のうち

90 戸が移転再建を希望し（13）、和平郷役所は住民の所

得を判断基準として 40 戸の移転再建の資格（移転自

体をする権利）があると認めた。 

③ 移転再建における問題と解決 

A. 被災者の経済力の不足： 

営建署のプランに対して、移転意欲のある世帯は経

済力と担保力がなく、住宅再建費が負担できないと強

く反発した。被災者が住宅再建費用を負担できないこ

とに対して、中華民国紅十字会総会（台湾赤十字社）

と中華社会福利勧募協会（14）（台湾ユナイテッドウェ

イのこと，United Way of Taiwan）と 921 震災再建基

金会が約 5 千万台湾ドルの義捐金で再定住地におけ

る住宅再建費を共同で負担し、台湾赤十字社は 15 戸、

中華社会福利勧募協会は 15 戸、921 震災再建基金会

は 10 戸（15）をそれぞれ建設して被災者に住宅を提供

した。 

B. 被災者の元の部落での危険地域居住： 

移転再建の資格を持たない 38 世帯はほぼ漢民族で

あり、元の部落で住宅を修復して殆どが残った。その

ため、台湾赤十字社はこれらの住民を土石流による危

険な地域から平地まで移転させるため、月三千台湾ド

ルを三年間の家賃補助とする。あるいは移転世帯ごと

に 10 万台湾ドルを補助することを承諾した（台湾赤

十字会報，2005）12）。 

C. 生活機能の不便： 

アビス部落は以前と同様じ和平郷に属したが、元の集

落から 12 ㎞離れたところにあった。再定住地では農

業への従事や買い物、学校などの生活機能がないため、

住民は 30 分以上かけて元の部落まで通っていた。今

後、新たな移転再建においては再定住地におけるより

便利な生活基盤の充実を同時に考慮する必要がある。 

 この事例で、移転再建に初めて民間の義捐金を導入

したことで、被災者の経済リスクを避けることができ、

さらに、921 震災再建委員会の協力によって移転先の

公有地を迅速に決めることで、１年にも満たないスピ

ードで完成することができた。しかし、再定住地の住

民は元の部落の土地の使用権を保有したまま、元の部

落に戻っていくことがある。また、移転ができなかっ

た被災者が元の部落に沢山残って居住することや、被

災者自身で生活再建を目指すという観点では「如何に

移転再建に支援するか？」が、今後の課題として挙げ

られる。 

（3）長治百合の永久屋復興団地 

①永久屋団地の建設背景 

屏東県の移転再建の永久屋の需要は約 1,304 戸、8

ヶ所のコミュニティの建設であるが、2013 年 9 月ま

でに、すべて建設完了した。屏東県における被災者の

8割以上は原住民であり、部落戸籍のある住民は移転

再建の申請をしたため、ほぼ全体で集団移転が行われ

ることとなった。屏東県内における魯凱族（ルカイ族）

と排湾族（パイワン族）（16）の 8 つの部落は、主に屏

東県の長治百合、禮納里(リナリ)と吾拉魯茲(ウラル

ジ)の三つの永久屋復興団地に移転する。 

②建設の経緯 

長治百合永久屋団地（図 13）の面積は 29.6ha で、

国有ラジオ放送協会の公有地に属する。団地における

住宅はテラス形式で 270 棟が二期に分けて建設され

た。第 1 期の 164 棟が 2010 年 4 月 26 日から 8 月 6

日まで慈済仏教基金会によって建設され、第 2 期の

106棟は 2011年 4月から 2012年 3月にかけて台湾赤

十字社とキリスト教長老教会と共同で建設された。そ

こでは主にルカイ族の4集落と排湾族の2集落と入居

した。団地内部における公共施設としては現在、二ヶ
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所の集会所、一ヶ所の教会と小学校の一ヶ所が建てら

れている。住宅の様式については、第 1 期に 14 坪と

28坪の二種類と第2期の34坪と合わせて三つのタイ

プがある（17）（図 14 と図 15）。 

 

 

図 13 長治百合永久屋団地の所在（図の制作：邵 珮君） 

 

 

 図 14 慈済仏教基金会に建設された住宅（14 坪） 

（邵 珮君撮影・2010年 10 月 10日） 

 

図 15 台湾赤十字会に建設された住宅（34 坪） 

（邵 珮君撮影・2012年 8 月 27日） 

 

次に、集団移転再建の問題について 2012 年 6 月の

現地調査ヒアリング内容を整理する（Shao,2012）13）。 

 

①集団移転に関わる問題 

A. 移転再建におけるコミュニケーション 

地方自治体である屏東県政府は主に原住民集落の

短期収容、移転先の用地取得、再定住地の住宅建設施

行主（NGO 団体担当）、移転再建の資格申請確認、原

住民との協議などの業務を担当した。当初、屏東県政

府は慈済仏教基金会に住宅建設を依頼し、住宅の様式

や生活環境のデザインについて話し合ったが、住民と

の協議がうまく進まず、第 1 期の住宅建設終了直後、

慈済仏教基金会は自ら建設の支援から撤退した。屏東

県政府は住民の声を聞きながら、第 2期の住宅建設を

改めて台湾赤十字社とキリスト教長老教会に依頼し

た。第 2期においては住宅の広さやデザイン様式につ

いて、基本的に住民の要望に基づいたが、限られた期

間の中で建設されたため、屋根や窓の雨水漏れと壁の

低遮音性のようなハード面の問題も若干発見された

が、NGO 団体らは建設後も住民の反映発に対して、責

任を持って対応しているため、住民の不満は解消され

ていた。 

B. 生活再建における問題 

長治百合永久屋復興団地の原住民集落は特定区域

や土石流の危険の恐れがある区域に計画され、住民は

移転再建に直面し、当初、山から平地への移転を拒否

したが、屏東県政府から、集落の文化を継承させるこ

と、生活の安全を保障すること、産業を再生させるこ

となどについて数度にわたって住民、部落の長老と協

議したことで大部分の住民は集団移転を受け入れる

ことができたが、一部の住民はそのまま、山に残った。 

（4）問題点の整理 

ここで新たな団地に移転した後の生活再建におけ

る問題や意見などを以下のように整理しておく。 

① 転業と生活の課題： 

本来、各部落の住民は山奥で農業を従事していたが、

平地に移転すると、転業しにくく、生活コストが高く

なることで、生活がさらに厳しくなった。 

② 各部落同士のコミュニケーション不足： 
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コミュニティにおける各部落は、同じ民族ではない

ため、普段、それぞれの活動にだけ参加し、あまり交

流しない。 

③ 文化の差異： 

原住民の生活文化として住まいの近くに隣と交流

のための広場や耕作できる小規模な畑が必要となる。

一方で、原住民は大家族で住むので、再定住地におけ

る新たな住宅の様式やスペースのデザインなどが必

ずしも原住民の視点で考えられてはいないことが住

民によって指摘された。この問題を解決するために、

行政院原住民委員会は住宅への「文化語彙重現計畫 

（民族文化装飾プログラム）」を打ち出して、1 戸当

たり 10 万台湾ドル上限に補助して、住民に広場作り

や原住民の民族文化シンボルの飾り付けなどを支援

している。 

④ 避難の生活の延長： 

住民の生活と安全のため、集落のある山奥から平地

まで原住民を移転させ、山奥にある土地の使用権も諦

めないといけないはずであるが、政府はそれら権利関

係について未整理のままにしているため、住民は平地

における生活の困難さに耐えかねて、再び、山に戻っ

ていく人々がいて、台風や豪雨が発生した際に、平地

に一時的に戻るような不定着な生活の様子が現われ

ている。 

 上述の生活問題は長治百合団地の問題だけではな

く、ほかの永久屋復興団地でも起きている。永久屋（復

興住宅）の完成により、住宅の提供を受けても、それ

が生活再建に至ったものではないことが、強く被災者

から強調されている。そのため、モラコット台風再建

推進委員会は 2010 年 10 月に「彩虹永続社区」（虹の

永続コミュニティ）プログラムを打ち出した。このプ

ログラムは再定住地のコミュニティ再建においては

産業、文化継承、就労、就学、生活、まちづくり、民

族尊重の 7 つの面から永久屋団地の復興生活を全面

的に支援するというものである（モラコット台風復興

推進委員会，2010）。しかし、各団地の被災者の属性

と生活再建の需要が異なるため、必ずしも順調に行っ

てはいない。さらに、2014 年 7 月以降、モラコット

台風再建推進委員会が解散の予定のため、被災地の復

興を支援する資源が少ないことと、移転再建の把握が

次第に風化される懸念がある。今後、各地方自治体の

体制により、如何に永久屋団地の復興を支援に頼らず

自立させることができるかが大きな課題になると予

想される。 

 

４．考察 

本稿では、集集大震災、七二水害と八八水害の土石

流や水害からの危険を避けるために行われた移転再

建の事例を分析した。集集大震災の移転再建には融資

の優遇制度を利用して被災者が自力再建することが

基本であったが、そのため被災者の経済力や土地所有

や移転先の再建戸数で完成まで時間がかかった。七二

水害と八八水害による被災後の移転再建には、集集大

地震の二の舞を踏まず、すべてに義捐金を使って、民

間 NGO 団体の協力を得て七二水害は１年未満で、八八

水害については平均 1.5 年で移転再建事業が完了し

た。しかしながら、被災者にとっては生活再建への課

題が山積している。移転再建システムの課題は以下の

ようにまとめられる。 

（1）減災と住環境の持続的な管理（Sustainable 

management） 

国土安全の前提で移転再建を行うのは、減災の原則

に従っている。しかしながら、台湾の移転再建は低コ

ストな住宅やプレハブ住宅の対応の意味が強調され

ている。今後は如何に再定住地において持続的な住環

境管理の要素を取り入れることをもっと考慮する必

要がある。 

（2）元の生活に最小限の擾乱 

即ち、それは移転再建の不便さをできるだけ軽減す

ることを指す。移転先は必ずしも元の集落の近隣には

ないため、移転に伴い、通勤・通学を始めとする生活

の不便さや元の経済活動環境の喪失や失業、文化継承

の困難さなどを生み出すことが事例より明らかにな

った。再定住地での住宅建設と住民の入居だけが再建
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の完了とは言えない。住民の生活の利便性と経済面や

心理精神面、文化面や福祉面などのソフトのシステム

との連携と定住への支援に向けたより様々な政策の

導入の工夫が求められる。 

（3）被災者に寄り添う仕組みづくり 

移転再建は人々を再定住地に住ませるとともに、経

済の回復、居住環境の緩和、コミュニティのエンパワ

ーメントと文化の継承などと併せて考慮すべき複雑

な事業である。例えば、集集大地震の再建時には、社

区工作員（地域復興支援員）のファシリテーター制度

によるコミュニティや被災者の生活再建支援をした。

このような再定住地で生活する被災住民に寄り添う

仕組みにより、生活再建におこえる支援の落差や問題

点を日常的に把握できる。さらに、コミュニティをエ

ンパワーすることによって、被災者の自主的な生活再

建能力を引き出し、コミュニティの持続的な運営を実

現することが可能になると考えられる。他方、長期的

に地方自治体や民間 NGO 団体は再定住地での住民の

生活変容や課題を記録することにより、移転再建対策

の事後評価ができる。このような問題の発見とそれを

基にした提言は、今後、中央政府の災害における移転

再建策の修正や検討をする際の基準となり得る。 

（4）対話と協議のプラットフォームづくり 

移転再建事業の遂行に当たって、用地取得、住宅の

様式、団地の計画について、住民はただ受け入れるの

ではなく、主体的に参加し自らの声を移転再建の内容

に反映することが大切である。また、再定住地におけ

る各々のコミュニティは生活文化面の独自性を保つ

ことが必要と考えられる。中央政府、地方自治体、そ

して民間 NGO 団体はそれぞれに持つ資源を統合する

ことによって、住民の考えや需要望を把握したうえで、

親密なコミュニケーションをはかりながら、生活再建

における問題点や障害の解消を支援し、最も効率的に

生活再建の目標を達成するための協議システムを構

築することが大切である。  

（5）復興財政制度の支援の強化 

集集大震災における移転再建において被災者の担

保力と経済力の課題に関わった経験から、七二水害と

八八水害の移転再建には、義捐金が主に移転再建の住

宅再建経費として使われた。将来的には、大規模災害

が起きると、必ずしも義捐金を十分に移転再建へ充て

ることができない可能性がある。住宅再建における被

災者の自主再建への意欲を引き出すために、単に被災

者に支援を提供するのではなく、市場の仕組みの中に

社会福祉を加え、福祉国家の観点から総合的な復興財

務システムを強化する必要がある。 

（6）官民の連携と役割分担 

台湾の災害における移転再建は公私連携で行われ

るが、応急収容と復旧、そして推進においては、中央

政府や地方自治体がどこまで民間団体に権限を与え

て任せることができるのか検討するべきである。根拠

となる制度や法規は未だ講じられていないが、官民連

携とすると、中央政府は殆ど民間に任す可能性がある

が、支援の専門性と被災地への資源投入の効率性から、

移転再建事業に関わる官民連携における役割分担の

検討が必要である。 
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補注  

(1) Indigenous people 。広義的には、17 世紀頃に中国沿岸

の住民が台湾へ大量移民してくる以前にすでに台湾とそ

の周辺の島に居住していた人々のことを指す。先住民と

も言えるが、大量の大陸移民の開拓の影響で先住民は逐

次、山地へ移転し、日本統治時代には高砂族と呼ばれた。

1945 年以降の中華民国政府は、山地に住んでいた先住民

を山胞（山地同胞）と呼んでいた。その後、民族の軽視

を解消するため、1994 年から山胞の呼び方を原住民へと

正し、1996 年には原住民族行政を所管するため、原住民

族委員会を設立した。原住民族委員会の統計によると、

台湾の原住民は主にサイシャット、セデック、サオ、ブ

ヌン、ツォウ、ルカイ、パイワン、タイヤル、タロコ、
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サキザヤ、クバラン、アミ、プユマ、ヤミの 14 族がある。

2013 年の年末の内政部の人口統計によると、原住民人口

は 53 万 3,601 人（そのうち、28 万 2786 人は山地に居住

する）で、台湾の総人口に占める割合は 2.28％となり、

アミ族の 28 万 2786 人が一番多い。アミ、パイワン、タ

イヤルの三族の人口は原住民総人口の 71％に達する。 

(2) 12 ヶ所中、5 ヶ所の住民に移転意欲がないため、地盤の

安全工事だけが求められた。残りの 4 ヶ所の再建が農村

集落型の再建にまとめられ、１ヶ所の再建を原住民集落

型の再建により行われた。 

(3) 中央政府の庁に相当。原住民族委員会主任委員は長官に

あたるが、台湾では先住民の事務を管理する中央の組織

である。 

(4) 921震災再建基金会の3億 3千 3百万台湾ドルを財源とし

た土地購入や住宅建設への無利子融資制度を指す。 

(5) 諸外国の内務省に相当するが、業務対象は人口、土地、

公共事業、社会福祉、地方自治、治安維持、防災救助等

と広範に及んでいる。 

(6) 住宅再建の優遇ローンとは 150 万台湾ドルまで無利子と

150 万以上 350 万台湾ドル上限で、固定利子 3％、20 年上

限の返済期限のことを指す。 

(7) 復興住宅団地に相当する、但し住宅様式は主に戸建てま

たはテラスハウスの分譲型である。 

(8) 1ha 未満の永久屋団地では、建設費用を当指定された民間

団体が負担し、1ha 以上の規模の大きい団地では、行政が

工程費用の 49％を負担し、残りの 51%の部分を当指定さ

れた民間団体が負担した。 

(9) 2010年12月台中県市の合併により台中県和平郷は台中市

和平区となった。 

(10)集集大地震の後、台湾中部の大安渓流域における台中県

和平郷の六つのタイヤル族の部落再建をエンパワーで協

力しながら、長期で部落の生活・産業復興を支援する NGO

組織である。 

(11)2007 年秋、三叉坑部落の林建志氏のヒアリングによると、

17 坪（約 56.2 平米）の住宅は約 66 万台湾ドルで、34

坪（約 112.4 平米）の住宅のは約 140 万台湾ドルの建設

費用が必要となった。 

(12)アビスはタイヤル語で、飛び鼠のモモンガの意味でもあ

り、ここでは、タイヤス族の青年は困難に負けず、助け

合いの意味を指す。 

(13)松鶴部落の被災には、平地に住む漢民族が原住民より多

かった。移転希望 90 戸のうち、漢民族と原住民族の比例

は 4 対１であったが、経済力を移転資格の基準として判

定したため、漢民族が審査から落とされた。 

(14)ユナイテッドウェイの台湾支部で、リソースをプールし、

コミュニティのニーズに積極的に対応して、NPO の活動

資金を効率的・効果的に集め、分配するために設立され

た資金調達機関である。 

(15)再定住地に移った原住民 20戸はアビス部落に住み続ける

ことができるが、その他の 20 戸の漢民族は 20 年の家屋

使用権しか持たない。漢民族は本来、原住民保留地に住

むことができないが、今回アビス部落の土地を移転再建

したため、法律を緩和して 20 年の時限で使用権利のみ与

えた。 

(16)ルカイ族とパイワン族はそれぞれ台湾原住民に属する。

ルカイ族は台湾の高雄県、屏東県、台東県に分布し、貴

族制度と独自のルカイ語を持ち、父系社会であり、現在

約 12,000 人がいる。パイワン族は台湾の屏東県、台東県

に分布し、インドネシア語系に属して、貴族制度と両性

平等の社会であり、現在約 95,000 人がいる。 

(17)永久屋の様式は、A 型の 14 坪:2 人/世帯、B 型の 28 坪:3

～5人/世帯、C型の34坪:6人以上/世帯の3種類がある。 
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