
特集 中越地震からの復興 10 年 

 

復興 (11 号) Vol.6 No.2  2014.10.  43

 

 集落（集団）移転・集落の再生 

  中山間地域で暮らしていた人々の生活再建支援 

 

  長岡造形大学 建築・環境デザイン学科   

准教授  澤田 雅浩  

 

 

１．自治体によって異なる支援方針 

 2004 年 10 月に発生した新潟県中越地震（以下、「中

越地震」）では、61 集落が道路寸断等による孤立状態

に陥った。大規模な地滑り等を原因とする孤立であっ

たがために、集落に住まう人々は、住み慣れた場所を

離れて避難をするだけでなく、被害の甚大なエリアで

は地域外に建設された仮設住宅へ入居し、災害復旧工

事が完了し、避難指示、避難勧告が解除される数ヶ月

～数年間生活することを余儀なくされた。 

 被災した集落に関しては、自治体によって様々な支

援が講じられた。その中でも 2011 年 3 月に発生した

東日本大震災の被災地域でも数多く事業化され、住宅

再建も始まりつつある防災集団移転促進事業によっ

て、孤立した集落からより利便性と安全性の高い市街

地近傍に新しく造成された住宅団地への移転が行わ

れた。一方で、集落近傍に安全な土地を確保すること

が難しいながらも、そこに住み続けようとする意思を

尊重し、従前集落での住宅再建を実現するために、小

規模住宅地区改良事業によって現地もしくは現地近

傍での建築を可能としたケースもある（図 1）。 
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図 1 中越地震被災集落の生活再建過程 1)に加筆 

 

 特に、昭和の大合併以前には一つの村（二十村郷と

呼ばれた）を形成していた山古志村（当時）と小千谷

市東山地区は、隣接する地域であるが、異なる自治体

に属していたこともあり、同様の生活環境であり、被

害状況であるにもかかわらず、その後採用された事業

手法は全く異なっている（図 2）。住み慣れた生活環

境のある集落に戻るための支援を行ったのが山古志

村であるとすれば、生活利便性を向上させるために集

落を離れるための支援を行ったのが小千谷市である。 
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図 2 中越地震で集団移転等を実施した主な地域 

 

 本稿では、被災集落の再生に関して、中越地震の二

つの地域におけるプロセスを改めて整理すると共に、

住宅再建、帰村後の暮らしを考えた際、それぞれのプ

ロセスが持つ意味を整理してみたい。 

 

２．仮設住宅居住期の取り組み 

 阪神・淡路大震災の被災地では約 4 万 8 千戸、そ

して東日本大震災の被災地では約 5 万 9 千戸の仮設

住宅が必要とされた。中越地震の被災地では、孤立し

た集落は多く発生し、余震の恐怖感から多くの避難者

がいたものの、仮設住宅の必要戸数としては、3,460

戸にとどまっている。とはいえ、自治体を超えて敷地
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を確保する必要があるなど、建設を担う県としても計

画策定にそれなりの時間を要したため、すべての希望

世帯が入居したのは震災から２ヶ月後の 12 月末であ

った。しかし、それだけの時間を要したのには要因が

ある。建設計画策定プロセスや敷地の選定に際しては、

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえつつ、その後の集落

再生、帰村に向けて多くの配慮が講じられている。特

に、仮設住宅の退去期限が原則入居から２年と定めら

れているにもかかわらず、災害復旧の遅れが予想され

る山古志村の一部地区に関しては、入居期限の延長を

も念頭に置いた計画となっている。山古志村 14 集落

の震災後帰村までを図 3 に示す。 
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図 3 山古志村 14 集落の帰村プロセス 

 

 小規模住宅地区改良事業による集落再生に取り組

んだ山古志村の６集落（油夫・木籠・梶金・楢木・池

谷・大久保）に関しては、原則集落単位での入居が計

画された仮設住宅団地の形成においても、団地内に診

療所や交番、簡易郵便局などを併設すると共に、道路

を隔てた広大な隣接敷地を農地として開放し、入居者

が一定のルールにのっとりつつも、従前の環境に近い

形で土に触れることのできる環境を提供し、山古志で

の暮らしに近い環境を整えている。 

 一方、合わせて 6 つの集落（全体もしくは一部）

で防災集団移転促進事業による集落外での住宅再建

が進められた小千谷市東山地区においても、小千谷市

の市街地に確保された仮設団地に集落単位を基本と

しての入居が行われている。ただし山古志村の仮設団

地ほどの施設は併設されていない。これは同一市内で

の仮暮らしであるため、他の拠点で機能が代替しやす

かったことも背景としてあるだろう（図 4）。 
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図 4 小千谷市東山地区 10 集落の帰村プロセス 

 

 山古志村では「帰ろう山古志へ」という、2005 年

4 月に長岡市と合併する前に作成した復興ビジョン

に基づき、従前集落での住宅再建、および生活再建を

目指すための話し合いが行われた。仮設住宅団地に設

置された集会場を活用し、個別意向の確認を丁寧に行

いつつ、対象となった 6 集落それぞれを専門家が担

当し、計画案を作成していった。事業として防災集団

移転促進事業を活用することも考えられたが、全村避

難を決断しなくてはならないような被害状況の山古

志村においては、移転先として適当な土地を見つける

ことができなかったことや、生業としての農業、養鯉

業等は従前の土地での再開が望まれたことから、従前

の土地、もしくは近接する土地での住宅再建が可能と

なる小規模住宅地区改良事業が選択された。またこの

事業の場合、整備地区内に公営住宅を建設できること

も事業採択の重要な要件であった。自力再建を基本に

住宅再建を進めようとしてきたものの、経済的、年齢

的理由等で再建ができない被災者に対しても、住み慣

れた集落で暮らし続けられるような状況を作り出す

ことができるというのは、行政にとっても好ましい選

択肢となった。 

 一方で、小千谷市東山地区では、従前集落での生活
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再建を目指す世帯に対して、山古志村のように建物の

除却や基盤整備、必要に応じての公営住宅の建設など

は行われていない。集落を離れ、生活基盤の比較的整

った小千谷市街地へと移転再建する世帯を対象とし

て、防災集団移転促進事業を適用するという判断をし

ている。これは先述の山古志村のケースと異なり、同

一市内の平野部で中心市街地に近接した場所に移転

用地を確保できること、そしてその土地が被災集落よ

りも生活利便性は高いという要因があったといえる。

結果として、集落に戻るという判断はむしろ個々の世

帯の判断にゆだねられることとなった。ただし、たと

えば中山集落では、移転再建によって世帯数が減少す

れば集落に必要な相互扶助関係が確保できなくなる

との懸念から、仮設住宅入居期間に集落で話し合いを

重ね、倒壊した世帯も従前地での住宅再建を選択した

結果、全世帯が帰村を決断したケースもある。その一

方で集落としての話し合いはほとんど行わず、個々の

世帯の判断に委ねた結果、多くの世帯が移転再建を選

択することになった荷頃集落のようなケースも生ま

れた。 

 

３．従前集落での生活再建 

 山古志村、小千谷市東山地区においてどれだけの世

帯が従前集落で生活再建を果たしたのかについて整

理すると（表 1、表 2）、共に半数強の世帯しか戻っ

ていないことがわかる。しかし前述のように、地域を

離れた仮暮らしの期間にどのような議論を重ねたか

によって個別集落単位での帰村率には大きな差があ

る。小千谷東山地区の荷頃集落では、集落を離れた世

帯が 7 割を超えたほか、岩間木集落や小栗山集落で

は多くの世帯が個別移転でばらばらに集落を離れる

結果となっている。 

 帰村した世帯数だけ見れば、どのようなアプローチ

をとっても結果として地域を離れる世帯は相当数に

上ることとなる。どちらにしても過疎化は進展し、集

落としての持続性が担保されるような事業効果は少

ないともいえる。しかしここで山古志村と小千谷市東

山では異なる状況が生まれていることを指摘してお

きたい。 

表 1 山古志 6 集落の帰村状況 

油夫 梶金 木籠 大久保 池谷 楢木 合計

20 29 25 21 34 29 158

9 20 16 12 13 12 82

7 18 10 9 12 10 66

新規宅地に住宅再建 1 4 7 6 4 10 32

従前宅地に住宅再建 6 14 3 3 8 0 34

2 2 6 3 1 2 16

45% 69% 64% 57% 38% 41% 52%帰村率

震災前居住世帯

震災後居住世帯

自力再建

公的賃貸住宅入居

 

 

表 2 小千谷市東山地区の帰村状況 

塩谷 十二平 荷頃 蘭木 岩間木 首沢 朝日 寺沢 中山 小栗山 合計

49 11 39 34 33 16 40 23 16 33 294

20 0 11 14 19 5 27 20 16 21 153

29 11 18 20 14 11 13 3 0 12 131

集団移転世帯 15 10 9 11 0 7 4 0 0 0 56

個別移転世帯 14 1 9 9 14 4 9 3 0 12 75

41% 0% 28% 41% 58% 31% 68% 87% 100% 64% 52%

震災前居住世帯

震災後居住世帯

移転世帯

帰村率  

 

 小規模住宅地区改良事業によって、現地（もしくは

現地近傍）での住宅再建を進めた山古志村の場合、集

落に残ることを希望する世帯を対象として、その世帯

数を与条件とした再建計画が策定されている。水没し

た谷筋に広がっていた従前集落から、山の上にあった

小学校跡地への移転を進めた楢木集落を対象として

策定された集落再生計画（図 5）においては、再建を

希望する世帯と行政、そして専門家による話し合いの

過程で、特に生活を維持していくのに支障となる冬期

間（ただし約半年間に及ぶ）除排雪の作業負担を少な

くすることを重視した敷地計画が策定されることに

なった。集落内の道路計画に関しても、除雪作業がス

ムーズに行われるような線形、そして雪を捨てる場所

の確保などに力点が置かれた計画となっている。また、

１棟２世帯分が確保された公営住宅に関しては移転

先の敷地の中心部に近い場所に配置されている。帰村

世帯数は従前の半数であるものの、その世帯に見合っ

た集落空間が実現したことで、生活を続ける際に必要

な相互扶助の手間は過大なものにならずに済んでい

る。帰村に際して、生活環境としては様々な困難も想

定される場所へ改めて住宅を再建することは、経済的

な負担はかなり大きかったはずであるが、その後は比

較的楽に暮らせる状況が確保できたといえるだろう。 
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図 5 楢木集落の再生計画案 

 

 小千谷市東山地区の場合、移転を希望する世帯に対

しては移転用地を確保し、各種の整備を行っているが、

従前の集落に対しては面的な事業は講じられていな

い。防災集団移転促進事業の場合、移転をする世帯は

将来的な災害の危険性に鑑み、その土地が災害危険区

域指定を受け、さらに移転促進区域として設定される

ことが必要となる。災害危険区域指定に関しては、建

築基準法 39 条によって、土地利用および建物の用途

が制限を受けることになる。その制限は条例によって

具体的に定められるが、このケースでは特に新規に条

例が制定されず、これまでの県条例を受け、居住の用

途が制限される事になった。その結果、従前集落内に

おいて移転希望世帯の宅地を中心に虫食い状に災害

危険区域が設定される事となった（図 6）。塩谷集落

では約半数の世帯が集落を離れたが、すべての世帯の

家屋が大きな被害を受けたわけではなく、いくつかの

建物に関しては修繕をすることで活用ができるもの

もあった。塩谷集落ではその建物を芒種庵と名付け、

震災を契機に関り合いを持つようになったボランテ

ィアを始めとする地域外の人や、移転で集落を離れる

人、そして集落に住み続ける人などの交流拠点として

活用することを目指したが、災害危険区域内の建物で

あるということで制約を受けることになった。 

 

 

図 6 小千谷市塩谷地区における移転世帯 

 

 そのような例だけでなく、先の山古志村の場合と比

べると、集落空間自体は従前のままで、世帯数が大き

く減少したことで、集落でこれまで分かち合ってきた

様々な作業の負担が一気に増大することになった。小

千谷市東山地区の場合も山古志村と同様、冬期間は除

排雪が大きな負担となる。それらが帰村後さらに大き

な負担となると、居住の継続性を確保することがだん

だんと難しくなることにもつながる。ただし、塩谷集

落にかぎらず、移転再建した世帯も、田んぼや畑、そ

して養鯉池は従前集落もしくはその周辺に残し、移転

先から通ってくる場合もある。それらの世帯は例えば

農家組合の組合費を支払ったり、地域の共同作業に参

加したりするなど、負担が残った世帯だけに一方的に

かからないような配慮も行われている。とはいえ、小

千谷市東山地区の場合、集落に残った世帯のほとんど
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は新規に住宅を建設したのではなく、修繕等によって

居住継続ができたため、経済的な負担はさほど大きく

なかった世帯が多く、帰村に際してのハードルは比較

的低かったはずであるが、その後の居住継続に関して

は今後も多くの課題が残っているといえるだろう。 

 

４．集落の現在 

 住宅再建までのプロセスと、その際の各種課題につ

いて触れてきたが、いったん従前集落で生活を再開し

たのち、それぞれの集落はどのような状況になってい

るのだろうか。 

 まずは平成１２年と平成２２年の国勢調査の結果

に基づいて人口、および世帯数がどのように変化した

かをそれぞれ整理する。平成２２年は震災から６年目

にあたる年であるが、山古志村全体ではその時点で人

口は約半分、世帯数では２／３となっている。小規模

住宅地区改良事業によって再生計画を策定した６集

落のうち５集落が含まれる南平、東竹沢の場合、人口

は４割、世帯数でも平成１２年比で約 45％まで減少

している。事業を活用して現地で再建した世帯のうち

にも人口、世帯の減少が進んでいることがわかるとと

もに、再建をせず修復等で帰村した他集落の世帯の中

には改めて地域を離れる判断が進んでいる状況もう

かがえる。 

 

表 3 山古志村の人口・世帯数の変化 

人口 世帯 人口 世帯 人口 世帯 人口 世帯

山古志全体 2222 700 1181 448 1041 252 53.2% 64.0%

種苧原 619 195 338 139 281 56 54.6% 71.3%

虫亀 478 148 304 110 174 38 63.6% 74.3%

南平 203 64 70 25 133 39 34.5% 39.1%

東竹沢 274 104 121 51 153 53 44.2% 49.0%

竹沢 648 189 348 123 300 66 53.7% 65.1%

南平＋東竹沢 477 168 191 76 286 92 40.0% 45.2%

H22国勢調査H12国勢調査 減少数 H22/H12

 

  

 小千谷東山地区の場合、十二平地区は全世帯で移転

を判断したためすでに平成２２年の時点で無住化し

ているが、それ以外では人口、世帯数ともに半減して

いることがわかる。先述のように、仮設住宅暮らしの

時期に集落で話し合いを重ねて全世帯が帰村した中

山集落では人口こそ減少しているものの、世帯は増加

している。一方でかなりの世帯が防災集団移転に参加

した集落ではその後も人口、世帯ともに減少傾向が続

いている状況がわかる。 

 

表 4 小千谷東山地区の人口・世帯数の変化 

人口 世帯 人口 世帯 人口 世帯 人口 世帯

東山全体 1172 307 530 148 642 159 45.2% 48.2%

塩谷 208 52 67 20 141 32 32.2% 38.5%

十二平 43 11 0 0 43 11 0.0% 0.0%

荷頃 175 43 44 10 131 33 25.1% 23.3%

蘭木 128 36 50 14 78 22 39.1% 38.9%

岩間木 135 33 78 20 57 13 57.8% 60.6%

首沢 63 15 22 5 41 10 34.9% 33.3%

朝日 123 38 88 30 35 8 71.5% 78.9%

寺沢 108 28 47 11 61 17 43.5% 39.3%

中山 70 16 69 17 1 -1 98.6% 106.3%

小栗山 119 35 65 21 54 14 54.6% 60.0%

十二平以外 1129 296 530 148 599 148 46.9% 50.0%

H12国勢調査 H22国勢調査 減少数 H22/H12

 
 

 両地域とも、集落単位でみると、過疎化が一層進展

している状況がうかがえる。ここでは高齢化率を示し

てはいないが、いわゆる限界集落の定義に近づきつつ

ある状況でもあるといえる。しかしながら、集落の疲

弊が進んでいるのかといえば必ずしもそうではない。

たとえば、山古志では地元のお母さん方が出資をし、

地場野菜などの直売所およびレストランを経営する

母体として「山古志のごっつぉ多菜田会」を平成２０

年に立ち上げている。原則として日中しか営業してい

ないこのレストランには平成２５年には約 7,800 人

が利用している。さらには、集落が水没した現場のす

ぐそばに集落を再生した山古志木籠集落の場合、震災

遺構を見学に訪れる人々を対象とした交流、物販施設

の「郷見庵」を中越大震災復興基金による支援などを

得ながら建設、運営している。その運営は、「木籠ふ

るさと会」が担っているが、平成２２年末時点では集

落の 14 世帯に加え、親族 9 組、県内から 51 組、県

外から 18 組、合計会員数 92 組であったものが、平

成２５年度末の時点では集落は 11 組に減少したもの

の、県内会員が 72 組、県外会員は 37 組となり、そ

の規模は徐々に拡大している。実際に会員は様々な機
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会に集落を訪れ、交流や各種作業を行っている。木籠

集落の場合は特徴的な事例であるが、山古志の油夫集

落では集落内に整備されたアルパカ牧場が評判を呼

び、近隣だけでなく各地からこの場所を訪れ、交流す

る人が増加しているほか、小千谷市東山地区でも集落

単位だけでなく東山全体として様々な交流が震災を

契機に生まれ、それが継続したり、場合によっては発

展したりしている。地域に関わる人、もしくはそこで

繰り広げられる活動の多様性に着目すれば、震災前よ

りも活発な状況が生まれているともいえる。 

 

５．中越地震被災集落の 10 年からわかること 

 さいごに、中越地震で大きな被害を受けた中山間地

域が、山の暮らしの再生を目指して取り組んだ 10 年

間を整理してみたい。 

 

1) 地域の再生、復興プロセスを連続的に考えること

が大切である。 

 被災地では、被災者の避難やその後の仮暮らし等へ

の対応は、スピードを重視して進められることが多い。

その点から見れば、仮設住宅の必要戸数がさほど多く

ないにもかかわらず、入居が震災発生から２カ月後に

ずれ込んだのは被災者の負担を大きくしたともいえ

る。しかし、集落単位での入居、それも隣り合う世帯

の配置にまで気を配ることや、地域の居住環境により

近くなるように診療所等も一緒に配置するといった

計画上の配慮は、仮設住宅入居期間も地域再生、復興

の重要な時間であると認識していたが故の、「急がば

回れ」の対応であるといえる。帰村後の地域がどうな

るか、どうなりたいかを考えつつ、その布石としてそ

れまでのプロセスをどのようにデザインするかが極

めて重要な意味を持つことが明らかとなったといえ

よう。 

2) はたからみれば悪い指標も前向きにとらえられ

る状況をつくりだすことが大切である。 

 人口減少が先行的に進んでいる地域では、被災を契

機にその傾向が一層加速される傾向が強い。そのため、

集落の再生、そして震災からの復興を進めるに当たっ

ては、必ずしもその集落に住む人（住民票を置く人）

だけで完結させないことも重要である。震災は多くの

被害をもたらすことにはなったが、地域外の人との交

流が生まれ、そして地域の良さを他者の視点から発見

してもらうという契機でもあった。そこで生まれた地

域への関わり方の多様性をうまく活用できるような

状況を構築することも大切であるし、それらの流動性、

多様性をきちんと評価する視点も重要である。 

3) 時間が先送りされた状態だが、それを認識するこ

とが難しいことも認識する 

 小千谷市東山地区では本来であれば 2030年頃に現

実となっていたであろう人口規模が、震災後の 2008

年に現実となっている。本来はそのことへの認識をき

ちんと共有した上で、集落の将来について検討がなさ

れることが必要であるが、どうしても「従前の集落の

姿」が議論の前提となる事が多い。事実を的確に踏ま

えた上で、将来像を描くこともまた大切である。それ

は必ずしも悲観的なものではなく、一連のプロセスで

得られた小さな成功体験が大きく発展する可能性も

秘めているはずである。 

 中越地震の被災地には現在、東日本大震災の被災地

からも多くの訪問者がある。東日本大震災の被災地で

は住宅再建はこれからが本番である。それを踏まえれ

ば中越の一連のプロセスはまさにこれからの取組み

を先行して進めてきた結果であるといえるのかもし

れない。 
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