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住宅とコミュニティの視点から住宅とコミュニティの視点から
みた災害復興みた災害復興

塩崎賢明（神戸大学）塩崎賢明（神戸大学）

災害復興学会・復興とは何か委員会

2009年10月10日

『『住宅復興とコミュニティ住宅復興とコミュニティ』』

防災ではなく、「復興」の本。防災ではなく、「復興」の本。

（１）阪神・淡路大震災の「創造的復興」への疑問（１）阪神・淡路大震災の「創造的復興」への疑問

（２）減災戦略に欠けている「復興災害」の概念（２）減災戦略に欠けている「復興災害」の概念

「死者は安らかに眠っているかどうかわからないが、「死者は安らかに眠っているかどうかわからないが、
生きのびた人たちが苦しさにさいなまれているのは生きのびた人たちが苦しさにさいなまれているのは
確かだ。」（廖確かだ。」（廖 亦武、中国詩人、朝日新聞亦武、中国詩人、朝日新聞
2009.6.222009.6.22））

（３）真の減災のためには、速やかにもとの生活を回（３）真の減災のためには、速やかにもとの生活を回
復し、コミュニティを破壊しない住宅復興復し、コミュニティを破壊しない住宅復興

（４）住宅復興の政策、被災者支援制度、住宅復興・（４）住宅復興の政策、被災者支援制度、住宅復興・
まちづくりの計画・設計などの備えまちづくりの計画・設計などの備え

阪神大震災の復興過程から得られた阪神大震災の復興過程から得られた

理論的成果理論的成果

年月 著作等 論　点

2001年10月 開発主義神戸の思想と経営 開発主義復興批判、「協働のまちづくり」批判

2002年10月 大震災１００の教訓 復興いまだ成らず、１００の課題提示

2002年12月 現代都市再開発の検証 復興再開発批判

2005年1月 大震災１０年と災害列島 創造的復興批判

2007年1月 災害復興ガイド 阪神大震災の相対化、「復興災害」の提起

2007年8月 災害復興とそのミッション 　「ミッション」「憲法」という視点

2009年1月 世界と日本の災害復興ガイド 支援法抜本改正、復興制度の必要性提起

2009年6月 住宅復興とコミュニティ コミュニティ保全の住宅復興

●●復興災害復興災害ということということ

もっとも深刻な復興災害はもっとも深刻な復興災害は孤独死孤独死

震災前より高いレベルに達するという「創造的復興」が震災前より高いレベルに達するという「創造的復興」が
本当なら、孤独に死んでいくような状態にあった人々は本当なら、孤独に死んでいくような状態にあった人々は
救われていなければならない。救われていなければならない。

復興公営住宅で復興公営住宅で571571人人

応急仮設住宅で応急仮設住宅で233233人人

合合 計計 804804人人

直接死直接死 55025502人人(76%)(76%)

間接死間接死 9393２２人人(13%)(13%)

孤独死孤独死 804804人人 (11%)(11%)

総計総計 ７７238238人人

復興災害の普遍性復興災害の普遍性

震災時のアスベスト災害
ハリケーン・カトリーナのモービルハウス
四川大地震の仮設住宅
「死者は安らかに眠っているかどうかわからないが、生きのびた人たちが「死者は安らかに眠っているかどうかわからないが、生きのびた人たちが
苦しさにさいなまれているのは確かだ。」苦しさにさいなまれているのは確かだ。」

（廖（廖 亦武、中国詩人、亦武、中国詩人、「地震瘋人院・四川大地震記事」
朝日新聞朝日新聞2009.6.222009.6.22））

震災障害者
経済的被害、倒産、２重ローン

「復興とは何か」？
→復興災害を防ぎ、もとの暮らしを取り戻すこと

生活の復興生活の復興 災害援護資金災害援護資金

最高最高350350万円貸し付け万円貸し付け

56,47356,473人に総額１３０９億円貸し付け人に総額１３０９億円貸し付け

このうち、このうち、1804218042人、人、261261億円が未償還億円が未償還

死亡死亡 ：：28302830人（人（220220人増人増))

自己破産：自己破産：26552655人（人（602602人増人増))

小額返済：小額返済：13,22113,221人人(1342(1342人増人増))

年々、返済できない人が増えている年々、返済できない人が増えている
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減災戦略には復興災害の視点がない減災戦略には復興災害の視点がない

東海地震、死者東海地震、死者92009200人→人→45004500人人

被害総額被害総額3737兆円→兆円→1919兆円兆円

東南海・南海地震、東南海・南海地震、1780017800人→人→91009100人人

被害総額被害総額5757兆円→兆円→3131兆円兆円

1010年間年間年間年間でででで、、、、被害被害被害被害をををを半分半分半分半分にににに減減減減らすらすらすらす年間年間年間年間でででで、、、、被害被害被害被害をををを半分半分半分半分にににに減減減減らすらすらすらす計画計画計画計画計画計画計画計画

対策手段対策手段

住宅耐震化住宅耐震化で死者、資産被害、火災の減少で死者、資産被害、火災の減少

津波避難津波避難意識の向上意識の向上

H１７．３．３０決定

減災戦略減災戦略減災戦略減災戦略のののの問題点問題点問題点問題点減災戦略減災戦略減災戦略減災戦略のののの問題点問題点問題点問題点

被害被害被害被害をををを半分半分半分半分にににに減減減減らすらすらすらす→→→→半分半分半分半分はははは死死死死ぬぬぬぬ？？？？計画計画計画計画被害被害被害被害をををを半分半分半分半分にににに減減減減らすらすらすらす→→→→半分半分半分半分はははは死死死死ぬぬぬぬ？？？？計画計画計画計画

復興段階での被害復興段階での被害（（復興災害復興災害））を減らす計画を減らす計画
がないがない

復興は次なる災害への備え復興は次なる災害への備え

復
旧･

復
興

事
前
予
防

緊
急
対
応

急性急性急性急性

自然自然自然自然 人為人為人為人為

慢性慢性慢性慢性

災害災害災害災害

環境破壊環境破壊環境破壊環境破壊

戦争戦争戦争戦争

現代の現代の
３大リスク３大リスク

A

B

C

D

環境破壊、戦争
と災害の関係

３大リスクと復興３大リスクと復興

戦争＝発生阻止が可能で最重要戦争＝発生阻止が可能で最重要

環境破壊＝発生阻止が可能。環境破壊＝発生阻止が可能。

災害＝発生阻止不可能。被害軽減と復興がきわめ災害＝発生阻止不可能。被害軽減と復興がきわめ

て重要て重要

発生阻止 被害軽減 復興
戦争 ○ △ ○
環境破壊 △ △ ○
災害 × △ ○

●「創造的復興」批判●「創造的復興」批判

被害被害1010兆円、復興兆円、復興1616兆円。兆円。

①光と影の①光と影の｢｢開発的復興開発的復興｣｣

②②自治体財政圧迫、災害予防策の妨げ自治体財政圧迫、災害予防策の妨げ

③環境破壊③環境破壊

 

大震災 2005 年 

創造的復興 

（光の部分） 

未回復 

（影の部分） 

復興戦略のモデル

早期に元に戻し 

徐々に発展する 
震災前

の水準 

生活や営業の水準 

AAAA    

BBBB    

CCCC    

実は、インフラ復興も実は、インフラ復興も「光」「光」といえないといえない

神戸港は神戸港は22年で復旧したが年で復旧したが

ガントリークレーン１０基がガントリークレーン１０基が
休止、売却休止、売却

大水深時代に不適合？大水深時代に不適合？
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高速道路倒壊高速道路倒壊
��予定より半年早く復旧・再建は予定より半年早く復旧・再建は光光といえるかといえるか

韓国・アメリカでは撤去の事例韓国・アメリカでは撤去の事例

（アメニティづくりで神戸は後進的）（アメニティづくりで神戸は後進的）

ソウルの高速道路撤去事業ソウルの高速道路撤去事業

高速道路の撤去で復高速道路の撤去で復
元した清渓川元した清渓川

ソウル市の環境改善、ソウル市の環境改善、
アメニティの向上にアメニティの向上に
貢献。観光客増加。貢献。観光客増加。

●復興都市計画事業批判●復興都市計画事業批判

（１）（１） 33月月1717日強行決定の誤り日強行決定の誤り

「協働」概念の本質、真の参加が必要「協働」概念の本質、真の参加が必要

（２）区画整理事業の問題（２）区画整理事業の問題

地権者だけのまちづくり地権者だけのまちづくり

（３）再開発事業の問題（３）再開発事業の問題

大規模事業、事業採算大規模事業、事業採算・・自治体自治体財政財政

災害復興のための制度が必要災害復興のための制度が必要

新長田再開発新長田再開発新長田再開発新長田再開発
20.120.120.120.1hahahaha約約約約3,0003,0003,0003,000戸戸戸戸

復興区画整理復興区画整理復興区画整理復興区画整理
11111111地区地区地区地区143.2ha143.2ha143.2ha143.2ha

新開発新開発新開発新開発HATHATHATHAT神戸神戸神戸神戸
約約約約75ha75ha75ha75ha 7,0007,0007,0007,000戸戸戸戸

野田北部野田北部野田北部野田北部
6.4ha6.4ha6.4ha6.4ha

真野地区真野地区真野地区真野地区40ha40ha40ha40ha

神戸市復興市街地整備図神戸市復興市街地整備図神戸市復興市街地整備図神戸市復興市街地整備図

六甲道再開発六甲道再開発六甲道再開発六甲道再開発
5.9ha5.9ha5.9ha5.9ha 915915915915戸戸戸戸

作成作成作成作成：：：：垂水英司垂水英司垂水英司垂水英司

33月月1717日都市計画決定の評価日都市計画決定の評価
決定強行の評価決定強行の評価

強行のメリット・デメリット強行のメリット・デメリット

年度末、補助金の確保？年度末、補助金の確保？
災害は制度にあわせてやってくるか。災害は制度にあわせてやってくるか。
強行決定のしこり（民主主義、信頼関係）強行決定のしこり（民主主義、信頼関係）
森南地区、富島地区（強制移転も）森南地区、富島地区（強制移転も）
決定を延期した尼崎築地地区の場合。決定を延期した尼崎築地地区の場合。

被災市街地特別措置法の活用被災市街地特別措置法の活用
建築制限は建築制限は22年間可能年間可能

「「22段階都市計画決定」方式段階都市計画決定」方式

22段階の必然性なし、変更はいつでも可能。段階の必然性なし、変更はいつでも可能。

都市計画決定と事業計画決定。都市計画決定と事業計画決定。

神戸市神戸市都市計画審議会都市計画審議会

１４ March １９９５, Kobe City Hall
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復興区画整理の問題復興区画整理の問題

区画整理では、借家人は無権利。区画整理では、借家人は無権利。

遅かった受皿住宅（震災から２～５年後）遅かった受皿住宅（震災から２～５年後）

（９４戸中、従前住民は２０戸；御菅西地区）（９４戸中、従前住民は２０戸；御菅西地区）

権利の小さい商工業者は地域に残れない権利の小さい商工業者は地域に残れない

事業の長期化で営業が維持できない事業の長期化で営業が維持できない

地権者以外を転出させることによって地域の構造が地権者以外を転出させることによって地域の構造が
変化。関連の業者も存続できない。変化。関連の業者も存続できない。

道路や公園はできるが地域の活力喪失道路や公園はできるが地域の活力喪失

空き地の残る区画整理地区空き地の残る区画整理地区

新長田駅北地区新長田駅北地区 ●再開発事業の問題●再開発事業の問題

新長田再開発新長田再開発

面積: 20ha

従前世帯数:1600 

従前人口: 4600

住宅供給計画 :3000 戸

総事業費:2710億円

第第22地区地区（大橋５～６丁目）（大橋５～６丁目）

商業床の契約状況は８３％と
報告されているが、、、
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第第33地区地区
地区外に出た
ケミカル問屋

蕎麦屋更
科の主人
と以前の
敷地

「神戸の壁」が
あった場所

比較的うまく
いっている？学
生マンション

特定建築者制度特定建築者制度
住宅も商業床も震災前の量は確保できたから（？）、
あとは民間事業者で、、、。

阿倍野再開発
の場合

最後の1棟を建設でき

ず、民間事業者に。

民間事業者は、30階
建てなら、建設引き受
けるとの提案。

事業採算事業採算
新長田地区再開発事業の見通し新長田地区再開発事業の見通し
地区面積地区面積20.1ha, 20.1ha, ビル計画４３棟ビル計画４３棟
完成完成2323棟、工事中棟、工事中44棟、年内着工棟、年内着工11棟。管理処分計画決定棟。管理処分計画決定15.7ha15.7ha

これまでの事業費これまでの事業費1,6321,632億円億円 事業収入事業収入1,5401,540億円、△億円、△9292億円億円
、ただし収入には保留床処分済み、ただし収入には保留床処分済み475475億円＋未処分床億円＋未処分床((賃貸賃貸
運用資産）運用資産）221221億円を含むので、実質赤字は現時点で億円を含むので、実質赤字は現時点で313313億円億円

今後さらに１５棟のビル建設？今後さらに１５棟のビル建設？
特定建築者制度の導入など。民間参入も進まず特定建築者制度の導入など。民間参入も進まず

（単位：億円） 新長田新長田新長田新長田 六甲道六甲道六甲道六甲道
事業費事業費事業費事業費（（（（AAAA)))) 1632163216321632 892892892892
事業収入事業収入事業収入事業収入（（（（BBBB)))) 1540154015401540 878878878878
　　　　　　　　補助金補助金補助金補助金（ｃ）（ｃ）（ｃ）（ｃ） 844844844844 535535535535
　　　　　　　　保留床処分見込保留床処分見込保留床処分見込保留床処分見込みみみみ額額額額（ｄ）（ｄ）（ｄ）（ｄ） 696696696696 343343343343

売却処分金売却処分金売却処分金売却処分金（（（（eeee)))) 475475475475 247247247247
賃貸運用資産賃貸運用資産賃貸運用資産賃貸運用資産((((ffff)))) 221221221221 96969696

収支収支収支収支　　　　BBBB----AAAA -92-92-92-92 -14-14-14-14
収支 収支 収支 収支 BBBB----ffff----AAAA -313-313-313-313 -110-110-110-110

再開発ビルで営業する被災者の苦悩再開発ビルで営業する被災者の苦悩

多くの業者が地域から転出。幸運にも残ることがで多くの業者が地域から転出。幸運にも残ることがで
きた被災者。きた被災者。
移転の度に多額の借金。床の買取（店と住宅）、店移転の度に多額の借金。床の買取（店と住宅）、店
舗内装費、共益費、固定資産税、借入金の返済始舗内装費、共益費、固定資産税、借入金の返済始
まる。まる。
ビルの店舗構成などの問題。ビルの店舗構成などの問題。
顧客の減少。顧客の減少。

再開発の未完成状態、支払いは１００％再開発の未完成状態、支払いは１００％
新規参入者には各種恩典、しかもすばやく撤退。新規参入者には各種恩典、しかもすばやく撤退。
地元業者は撤退もできず。地元業者は撤退もできず。8080～～9090歳まで借金返済。歳まで借金返済。

これが被災者の復興事業か？これが被災者の復興事業か？

自治体財政自治体財政

災害関連借入金が市債残高に占める割合災害関連借入金が市債残高に占める割合

芦屋市：５４％芦屋市：５４％

神戸市：３４％神戸市：３４％

西宮市：３３％西宮市：３３％

淡路市：２８％淡路市：２８％

兵庫県の震災復興事業費兵庫県の震災復興事業費

22兆兆30113011億円、うち借入金億円、うち借入金11兆兆31503150億円億円

再開発･区画整理
などの事業が主な
要因

復興都市計画事業から何を学ぶか復興都市計画事業から何を学ぶか

災害や戦争後に必ず都市計画事業を発想する習災害や戦争後に必ず都市計画事業を発想する習
慣（ＤＮＡ）慣（ＤＮＡ）

現在進行中現在進行中

能登半島穴水町シンボルロード計画能登半島穴水町シンボルロード計画

柏崎市えん柏崎市えんまま通り再開発事業通り再開発事業

今後予想される事態今後予想される事態

東海・東南海・南海地震東海・東南海・南海地震

首都直下、大阪上町断層地震首都直下、大阪上町断層地震
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柏崎市柏崎市
えんえんまま通り通り

能登半島穴水町能登半島穴水町

区画整理事業、シンボルロード計画

災害復興のまちづくり災害復興のまちづくり

生活の場の回復を第一義に考えるべき生活の場の回復を第一義に考えるべき

そそれに必要なれに必要な最小限の都市機能の回復最小限の都市機能の回復

土地利用の増進や高度利用を前提にした成土地利用の増進や高度利用を前提にした成
長型都市開発は危険長型都市開発は危険（被災前に計画がある程度合意（被災前に計画がある程度合意

に達していないものはやるべきでない）に達していないものはやるべきでない）

そういう制度しかない現状の変革必要そういう制度しかない現状の変革必要

被災者・被災地を救うための制度被災者・被災地を救うための制度

●住宅復興●住宅復興

64346434人の犠牲、２５万戸の住宅被害人の犠牲、２５万戸の住宅被害

単線型プログラム単線型プログラム

（１）避難所（１）避難所

（２）応急仮設住宅（２）応急仮設住宅

（３）復興公営住宅（３）復興公営住宅

短期間に大量の供給短期間に大量の供給

このルートから外れると、支援は乏しいこのルートから外れると、支援は乏しい

被災地から離れた立地、高齢者等の集中、被災地から離れた立地、高齢者等の集中、
コミュニティの崩壊、ひきこもり、孤独死コミュニティの崩壊、ひきこもり、孤独死

復興の過程でも多くの被害＝復興の過程でも多くの被害＝復興災害復興災害

公的住宅供給公的住宅供給

復興公営住宅（３８復興公営住宅（３８,,６００戸）６００戸）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

兵庫県 神戸市 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚

公営

特優賃

再開発系住宅

復興公営住宅復興公営住宅 山の中や埋立地にも多数建設
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復興公営住宅の問題復興公営住宅の問題

住宅そのものには満足（設備・家賃）住宅そのものには満足（設備・家賃）

環境面では一部不満環境面では一部不満

高齢単身世帯・低所得者の集中高齢単身世帯・低所得者の集中

コミュニティコミュニティ（（つきあいつきあい）の問題）の問題

１日中全く誰とも話さない１日中全く誰とも話さない

楽しみはテレビ･ラジオ楽しみはテレビ･ラジオ

元の居住地に戻りたい・いつも思い出す元の居住地に戻りたい・いつも思い出す

LSALSAなどの見守りサービスの効果は限定的などの見守りサービスの効果は限定的

物的計画の欠陥－高層大規模団地物的計画の欠陥－高層大規模団地

立地の問題（従前居住地から遠い）立地の問題（従前居住地から遠い）

様々な問題様々な問題

全国平均６．５％

単身高齢者単身高齢者の集中の集中 家賃滞納→強制退去の続発

復興公営住宅の高齢化率

神戸市で50.5％（2008年）

復興住宅での暮らし復興住宅での暮らし
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震災前

現在

11.8%

13.1%

50.8%

25.6%

16.2%

26.7%

46.9%

58.1%

19.0%

15.6%

12.6%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在 

（N=754）

1998年 

（N=1391）

震災前　　

（N＝754）

よくつきあい

がある

少しつきあい

がある

あいさつする

程度

ほとんどつき

あいはない

24.9%

31.6%

61.0%

48.2%

45.2%

33.6%

26.9%

23.2%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在  　

（N=743）

1998年 

（N=1347）

震災前  

（N=743） よくつきあい

がある

少しつきあい

がある

ほとんどつき

あいはない

生活の楽しみ

近所づきあい

友人・親戚とのつき合い

従前地域でのつき
あい、友人・親戚と
のつきあいの減少

外出機会の減少

コミュニティの崩壊

社会的孤立化

復興公営住宅の現状復興公営住宅の現状

6060歳以上：歳以上：66割割

県営復興住宅で県営復興住宅で6565歳以上：４６．３％歳以上：４６．３％

県営一般住宅で県営一般住宅で6565歳以上：２１％歳以上：２１％

一人暮らし：４２．８％一人暮らし：４２．８％

年収：年収：100100万円未満万円未満22割、２００万円未満割、２００万円未満66割割

11ヶ月間訪問者なし：１５．８％ヶ月間訪問者なし：１５．８％

外出は外出は33日に日に11回以下：回以下：44割割 （全くなし６．６％）（全くなし６．６％）

（朝日新聞＋関西学院の調査、回答者（朝日新聞＋関西学院の調査、回答者500500人）人）

孤独死の原因孤独死の原因

低所得低所得 ((金がない金がない))

慢性疾患慢性疾患 ((アルコール依存症も）アルコール依存症も）

社会的孤立社会的孤立 （家族とも切れている）（家族とも切れている）

劣悪住環境劣悪住環境 （人間らしい住まいの欠如）（人間らしい住まいの欠如）

復興住宅で被災者の孤立を招かないこと。

ひとつの鍵はコミュニティを備えた住宅・住環境。

その実現の単純な方法は、「原地自力再建」

単なる「独居死」ではない ●自力仮設住宅という方法●自力仮設住宅という方法

震災後神戸市内に約５０００棟

コンテナを利用
した自力仮設
（灘区）
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自力仮設住宅のタイプ自力仮設住宅のタイプ
自力仮設住宅自力仮設住宅

の分布の分布
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図3　行政区別自力仮設住宅の分布（2004）

東灘区

灘区

中央区

兵庫区

長田区

須磨区

自力仮設住宅建設者自力仮設住宅建設者
のプロフィールのプロフィール

年齢年齢6060～～7070代が４６％代が４６％

夫婦世帯：２９％夫婦世帯：２９％

持地持家６４％、借地持家２０％持地持家６４％、借地持家２０％

経営者・自営業が５７％経営者・自営業が５７％

建設費；平均建設費；平均892892万円万円

建設の動機建設の動機

店舗･工場の再開：店舗･工場の再開：54.954.9％％

避難生活が耐えられない：避難生活が耐えられない：27.927.9％％

図1　自力仮設住宅の建物用途 (n=697)

専用住宅

35.7%

併用住宅

31.9%

非住居

27.3%

不明

5.2%

0% 100%

1

２００７年７月

自力仮設住宅の変化自力仮設住宅の変化

いまも使われている自力仮設いまも使われている自力仮設

22年間で３７％が変化（年間で３７％が変化（9595～～9797年）年）

その４６％は建替え（増改築はその４６％は建替え（増改築は
3.53.5％）％）

３４％は駐車場・更地３４％は駐車場・更地

建替え世帯の６割は、当初から計画建替え世帯の６割は、当初から計画

床面積床面積13.513.5㎡㎡／人→／人→4343㎡㎡／人／人

建替え費用は建替え費用は20002000万、万、30003000万円台万円台
がが66割割

「ローン返済が大変」６１％「ローン返済が大変」６１％

自力仮設住宅の意義自力仮設住宅の意義

応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅応急仮設住宅 自力仮設住宅自力仮設住宅自力仮設住宅自力仮設住宅

根拠根拠根拠根拠 災害救助法災害救助法災害救助法災害救助法、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省法律法律法律法律なしなしなしなし

建設費建設費建設費建設費 ３００３００３００３００～～～～４００４００４００４００万円万円万円万円／／／／戸戸戸戸 平均平均平均平均９００９００９００９００万円万円万円万円

規模規模規模規模 １９１９１９１９㎡～㎡～㎡～㎡～２６２６２６２６㎡㎡㎡㎡ 平均平均平均平均６５６５６５６５㎡㎡㎡㎡

居住性能居住性能居住性能居住性能 最低居住水準未満最低居住水準未満最低居住水準未満最低居住水準未満 一応一応一応一応ののののレベルレベルレベルレベル

立地立地立地立地 郊外郊外郊外郊外、、、、従前地従前地従前地従前地からからからから遠遠遠遠いいいい 従前地従前地従前地従前地

入居入居入居入居 抽選抽選抽選抽選 自己決定自己決定自己決定自己決定

使用期間使用期間使用期間使用期間 完全撤去完全撤去完全撤去完全撤去・・・・解体解体解体解体 継続継続継続継続、、、、改修改修改修改修・・・・建替等建替等建替等建替等

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ 崩壊崩壊崩壊崩壊 維持継続維持継続維持継続維持継続

●●ジャワ島中部地震の住宅復興ジャワ島中部地震の住宅復興

２００６年５月２７日

死者 ５７１６人

全壊家屋156,662戸
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コア･ハウスコア･ハウス

はじめはじめに小規模な住宅を建設に小規模な住宅を建設する。する。

鉄筋コンクリート鉄筋コンクリート造造

３ｍ３ｍ××３ｍ３ｍ××２部屋２部屋＝＝１８㎡１８㎡

倒壊した住宅のレンガや建具も再利用倒壊した住宅のレンガや建具も再利用

資金ができれば資金ができれば、３６㎡～４５㎡へと拡大、３６㎡～４５㎡へと拡大

一種の「増殖型自力仮設住宅」一種の「増殖型自力仮設住宅」

コアハウスの建設コアハウスの建設

大学による耐震技術指導
ゴトンロヨンによる協同建設
壊れた住宅の材料なども活用

リーダーのエディ・スシラ氏

学生による学生による
技術指導技術指導

拡大する拡大するコアハウスコアハウス

インドネシアの場合インドネシアの場合
コアハウスの成立条件コアハウスの成立条件

被災住宅の被災住宅の敷地に余裕がある敷地に余裕がある

資金援助（国際資金援助（国際支援金支援金））

地域の社会組織地域の社会組織、相互協力の習慣、相互協力の習慣

（ゴトンロヨン）（ゴトンロヨン）

大学大学教員・専門家教員・専門家の技術支援の技術支援

（ＫＫＮ）（ＫＫＮ）

コミュニティ保全の事例コミュニティ保全の事例

尼崎築地地尼崎築地地（（13,7ha）

2400人 1050世帯

7 家



10

築地の住宅復興築地の住宅復興

３・１７都市計画決定
せず

8月まで行政と住民

の話し合い

区画整理と改良事業
の合併施行

ほとんどの住民が地
区に残る

築地地区でもコミュニティ築地地区でもコミュニティはは激変激変

改良住宅では知らない住民同士の雑居改良住宅では知らない住民同士の雑居

地蔵尊の一掃地蔵尊の一掃

だんじりだんじり祭りの組織変容祭りの組織変容

改良店舗の不振（ほとんどシャッター閉鎖）改良店舗の不振（ほとんどシャッター閉鎖）

お風呂屋さんやうどん・お好み焼きの店なしお風呂屋さんやうどん・お好み焼きの店なし

高層住宅棟での引きこもり高層住宅棟での引きこもり

住民移動によってシャッフルされた住民移動によってシャッフルされた
コミュニティコミュニティ

築地地区築地地区から学ぶことから学ぶこと

社会的孤立社会的孤立
（震災前後の付き合いや知人の増減の調査から）（震災前後の付き合いや知人の増減の調査から）

戸建て・長屋から積層住宅への移転は孤立化を戸建て・長屋から積層住宅への移転は孤立化を
招く。招く。

６階以上では大半が孤立化（１～２階６階以上では大半が孤立化（１～２階OK)OK)

人間的接触人間的接触（コミュニティ）（コミュニティ）の３つのレベルの３つのレベル

意識的交流／動線の交流／視線の交流意識的交流／動線の交流／視線の交流

動線の交流・視線の交流で地域に溶け込んでいた世帯動線の交流・視線の交流で地域に溶け込んでいた世帯
が移動により孤立化しやすい。が移動により孤立化しやすい。

コミュニティ保全のためにはコミュニティ保全のためには

孤立化を防ぐために、接地性の高い住宅の孤立化を防ぐために、接地性の高い住宅の
居住者を３階以上の積層住宅に移転させるこ居住者を３階以上の積層住宅に移転させるこ
とには要注意とには要注意

住戸・住棟・団地レベルで「視線の交流」「動住戸・住棟・団地レベルで「視線の交流」「動
線の交流」を確保するためのきわめて注意深線の交流」を確保するためのきわめて注意深
い計画・設計が必要い計画・設計が必要

芦屋・若宮地区芦屋・若宮地区

4.2ha

267世帯

567人

全壊１５１戸
58％

半壊６８戸
26％
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改良住宅改良住宅 ６棟、９２戸 （１棟当たり４戸～３２戸）
事業前後の住民移動事業前後の住民移動

図2　居住者の地理的移動の実態
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【震災前】
　一戸建：長屋建を含む
　共同　：文化住宅・アパート

【現　在】
　共同　：共同住宅（改良住宅）
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※震災前→現在

図3　住宅形式の変化と街区の移動

ほとんどの住民が元の街区にほとんどの住民が元の街区に

周辺住民がみな顔見知り周辺住民がみな顔見知り

震災前と大きな変化のないまち震災前と大きな変化のないまち

住宅復興住宅復興のの２つの教訓２つの教訓

単線型プログラムの弊害を避単線型プログラムの弊害を避けけ、コミュニ、コミュニ
ティを保全すティを保全するためにるために

①①元の地で自力再建（原地自力再建の原則）元の地で自力再建（原地自力再建の原則）

（もとの生活の回復、自己決定）（もとの生活の回復、自己決定）

②②公的復興住宅の計画・設計・管理（入居選公的復興住宅の計画・設計・管理（入居選
考）のあり方を改善しなければならない考）のあり方を改善しなければならない

公的復興住宅の計画・設計の留意点公的復興住宅の計画・設計の留意点

自力で再建できない被災者のために最小限の公的自力で再建できない被災者のために最小限の公的
賃貸住宅建設が必要となる。その場合、被災者の賃貸住宅建設が必要となる。その場合、被災者の
「孤立化」を招「孤立化」を招かないよう配慮するべきである。かないよう配慮するべきである。

①①遠隔地に作るべきでない遠隔地に作るべきでない

②②近隣コミュニティ近隣コミュニティを重視すべきであるを重視すべきである

③大規模な集合住宅は避けるべき③大規模な集合住宅は避けるべき

原地自力再建に寄与する原地自力再建に寄与する

被災者生活再建支援法の改正被災者生活再建支援法の改正

19981998年法律の抜本的改正（年法律の抜本的改正（20072007年年1111月）月）

国からの支援金が最大国からの支援金が最大300300万円万円

年齢・収入要件撤廃年齢・収入要件撤廃

住宅建設に使用可住宅建設に使用可

表　　改正された被災者生活再建支援制度

被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊

支給額 100万円 100万円 100万円 ５０万円

再建方法 建設･購入 補修 賃借

支給額 ２００万円 １００万円 ５０万円

　注）単身世帯の場合は上記の額の３／４の額となる。

基礎支援金

加算支援金

法改正の効果法改正の効果

輪島市での公営住宅希望者輪島市での公営住宅希望者

法改正前＝７２戸法改正前＝７２戸

法改正後＝４６戸に減少法改正後＝４６戸に減少

２６戸が自力再建することになった。２６戸が自力再建することになった。

住宅再建支援システムが住宅再建支援システムが事前に事前に示されて示されて
いれば、もっと多くの人が自力再建できた。いれば、もっと多くの人が自力再建できた。
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能登能登半島地震半島地震
住宅再建の支援住宅再建の支援

被災者生活再建支援（国）被災者生活再建支援（国）300300万円万円

被災者生活再建支援（県）被災者生活再建支援（県）100100万円万円

義捐金義捐金 170170万円万円

能登ふるさと住宅補助能登ふるさと住宅補助 200200万円万円

合計（最大で）合計（最大で） 770770万円万円

この地域で１戸建ての住宅建設費の半額この地域で１戸建ての住宅建設費の半額

モデル住宅モデル住宅
石川県石川県輪島市輪島市

柏崎柏崎のの挑戦挑戦

低コストの低コストの

復興住宅復興住宅

柏崎市復興支援室柏崎市復興支援室

ＮＰＯ全国防災支援ネットワーク会議ＮＰＯ全国防災支援ネットワーク会議

５０㎡、建設費＝５０㎡、建設費＝550550万円万円

柏崎市での支援金＝最高で柏崎市での支援金＝最高で650650万円万円

ローコスト住宅の第５例ローコスト住宅の第５例（柏崎）（柏崎）

延べ床面積８７㎡（＋ロフト）

建設費１０００万円

９７坪の土地を担保にリバース
モーゲージ（最高12000万円融資）

毎月の返済額４０００円

木造仮設住宅を再利用木造仮設住宅を再利用・・
移築移築した恒久住宅した恒久住宅 柏崎市椎谷、２００９年７月
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木造木造仮設住宅の再利用仮設住宅の再利用

移築・建設費５８０万円

ウエキハウス（株）、木質接着複合パネル

外壁サイディング、内壁クロスなど化粧張、

風呂、トイレエアコンなど仮設のもの使用

１事例のみ。プログラム化すれば、コスト
ダウン可能。

木造仮設住宅木造仮設住宅
柏崎錦町団地、２００８年１０月

仮設住宅の再利用のプログラム化仮設住宅の再利用のプログラム化

可能な限り木造で造る（居住性抜群、冷暖房可能な限り木造で造る（居住性抜群、冷暖房
費節約、快適）費節約、快適）

あらかじめ再利用を想定し、コスト低減を図るあらかじめ再利用を想定し、コスト低減を図る

制度的な準備制度的な準備

●●集落移転の問題集落移転の問題

「原地再建」が無理な場合がありうる。「原地再建」が無理な場合がありうる。

地盤被害、地盤被害、土地条件。土地条件。

過疎化により、集落が存立できない場合過疎化により、集落が存立できない場合などなど。。

移転距離（あまり遠くに移転しない）移転距離（あまり遠くに移転しない）

移転集団の単位。旧集落が２つに分裂する移転集団の単位。旧集落が２つに分裂する
場合の問題。場合の問題。

集落移転による問題の検証必要。農業の継集落移転による問題の検証必要。農業の継
続、地域産業の発展、コミュニティの保全など。続、地域産業の発展、コミュニティの保全など。

●●集落移転の集落移転の問題問題

天然ダムによる水没天然ダムによる水没

新潟県中越地震新潟県中越地震 山古志山古志 木篭集落木篭集落

原地再建ができない場合の問題

川の対岸川の対岸
の高台にの高台に

移転移転

移転先の自力再建住宅
と公営住宅
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楢木集落の移転楢木集落の移転
新潟県中越地震新潟県中越地震

長岡市山古志地区長岡市山古志地区

民間建設の住宅

２戸1の

木造公営住宅

新団地：「天空の郷」新団地：「天空の郷」

新レペン村新レペン村（ジャワ島）（ジャワ島） 新レペン村新レペン村
総戸数：７１戸総戸数：７１戸
MCKMCK＝シャワー＋トイレ＝シャワー＋トイレ 66棟棟

生活施設：モスク、診療施設、保育所生活施設：モスク、診療施設、保育所
提供者＝アメリカの提供者＝アメリカのNGONGO ““Domes for the worldDomes for the world””
住戸規模：直径７ｍ＝約住戸規模：直径７ｍ＝約3838㎡㎡（＋中２階約（＋中２階約88㎡㎡））

設備；電気系統（別途メーター設置費必要）設備；電気系統（別途メーター設置費必要）

移転団地の住みこなし移転団地の住みこなし

増築増築

牛小屋牛小屋
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玄界島玄界島
被害状況被害状況被害状況被害状況被害状況被害状況被害状況被害状況

小規模住宅地区改良事業小規模住宅地区改良事業

漁業と鉄筋コンクリート中層
アパート

四川大地震四川大地震 危険のため、今も立ち入り禁止の地区多数。

漢旺市

巨大都市災害の前提巨大都市災害の前提

19951995年はまだ、ましな時代だった？年はまだ、ましな時代だった？ーー脆弱脆弱
性の拡大・深化性の拡大・深化

人口減少・高齢化、人口減少・高齢化、 失業、貧困化失業、貧困化ーー ホームホーム
レスやネットカフェ難民は仮設住宅に入れるのか。レスやネットカフェ難民は仮設住宅に入れるのか。
復興住宅の家賃は払えるのか。復興住宅の家賃は払えるのか。

誤った都市開発誤った都市開発ーー大阪府庁の移転、密集事大阪府庁の移転、密集事
業補助金削減、神戸中央市民病院の移転、業補助金削減、神戸中央市民病院の移転、
築地市場の移転築地市場の移転

都心回帰、空家の発生都心回帰、空家の発生

マンション再建＝「減量再建」マンション再建＝「減量再建」
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神戸市中央市神戸市中央市
民病院移転民病院移転

1.3ｋｍ遠くへ（1分＝生存率
10％低下）

ベッド数300床減少

救急医療の危機。バイオハ
ザードの危惧。

75％が個室（個室料1日1.2

万円～4万円）

事業費1024億円

入札1社のみでＰＦＩ方式

現行の病院は1981年建設

日本建築学会賞受賞の優れ
た建築。建替え必要なし。

復興の備えが重要復興の備えが重要

復興とは、被災者の暮らしの回復復興とは、被災者の暮らしの回復

住まい・生活の糧・コミュニティ（人とのつながり）の住まい・生活の糧・コミュニティ（人とのつながり）の
回復・発展回復・発展

これらを速やかに達成できるような支援制度の備えこれらを速やかに達成できるような支援制度の備え

住宅復興支援制度住宅復興支援制度

災害復興専用の市街地整備制度災害復興専用の市街地整備制度

事前復興、仮設市街地、模擬訓練等に留意事前復興、仮設市街地、模擬訓練等に留意

災害復興の基本的制度の確立が急務災害復興の基本的制度の確立が急務

おわりおわり

ご清聴、ありがとうございました。ご清聴、ありがとうございました。


