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帝都復興の儀：関東大震災に際して

 「東京は帝国の首都にして、国
家政治の中心、国民文化の淵家政治の中心、国民文化の淵
源たり。したがって、この復興は
いたずらに一都市の形態回復の
問題に非ずして 実に帝国の発問題に非ずして、実に帝国の発
展、国民生活改善の根基を形
成するにあり （中略）理想的帝成するにあり。（中略）理想的帝
都建設の為の絶好の機会なり。

後藤新平（１９２３年９月６日の後藤新平（１９２３年９月６日の
閣議に提案）



人間復興人間復興
 一方、大正デモクラシーを背景

にした経済学者・福田徳三は
「国、社会は、各人に対し居住国、社会は、各人に対し居住
権または営生本拠権（営業と生
存の権利）を保証せねばなら
ぬ」として人間復興を提唱しまぬ」として人間復興を提唱しま
した。

 震災の痛手を大陸進出によって
カバーしようとする軍靴の高まカバーしようとする軍靴の高ま
りとともに「人間復興論」は、歴
史の表舞台から姿を消しまし
た●大正デモクラシ の旗手 吉野作造らと黎明会を組織た。●大正デモクラシーの旗手。吉野作造らと黎明会を組織。

●厚生経済学、福祉国家論の先駆者
●マルクス主義を批判し、民本主義を唱える。
●慶応義塾大学教授～東京商科大学（一橋大学）教授●慶応義塾大学教授～東京商科大学（一橋大学）教授
●小泉信三(元慶應義塾塾長）らを育てる
●全蔵書44,841冊は大阪市立大学（旧大阪商科大学）に「福田文庫」として収蔵



福田徳三著『経済学全集第６集下』４

私は復興事業の第 は 人間の復興でなければならむと

福田徳三著 経済学全集第６集下』４
「復興経済の原理及若干問題」

 私は復興事業の第一は、人間の復興でなければならむと
主張する。人間の復興とは大災によって破壊せられた生存
の機会の復興を意味する。今日の人間は、生存するために

活 営業 労生活し、営業し、労働せねばならぬ。すなわち生存機会の復
興は、生活・営業・及び労働機会（これを総称して営生とい
う）の復興を意味する。道路や建物は、この営生の機会を維う） 復興を意味する。道路や建物は、こ 営生 機会を維
持し、擁護する道具立てに過ぎない。それらを復興しても本
体たり実質たる営生の機会が復興せられなければ何にもな
らないのである。らないのである。

 復興第一の事業は、この７０万の人々にそのまったく、もしく
は一部分的に奪われた営生の機会を回復することであらね
ばならぬばならぬ。



福田徳三著『経済学全集第６集下』４福田徳三著 経済学全集第６集下』４
「復興経済の原理及若干問題」

政府 復興 関 方針 施設 依然 物本位政府の復興に関する方針や施設は、依然として物本位
のものであって、人本位の施設に至っては、ほとんど聞
くことを得ないからである 後藤子が企てる復興は形くことを得ないからである。後藤子が企てる復興は形
式復興に偏し、道路、建物、公園等に主として着眼し、
物の技師は八方から集めてくるが、これらを利用すべ物の技師は八方から集めてくるが、これらを利用す
き人間の復興について一体、いかにするつもりが一向
わからないのである。

国家は生存する人よりなる。焼溺餓死者の累々たる屍
からは成立せぬ。人民生存せざれば国家また生きず。
国家最高の必要は生存者の生存権擁護 これである国家最高の必要は生存者の生存権擁護、これである。
その生存が危殆に瀕することは、国家の最緊急時であ
るる。



まず この国の復興に対する考え方はまず、この国の復興に対する考え方は



災害対策基本法災害対策基本法
全117条 「復興 言葉が登場全117条のうち、「復興」という言葉が登場するのは、
たった２カ所

「国及び地方公共団体は 災害が発生したときは すみ 「国及び地方公共団体は、災害が発生したときは、すみ
やかに、施設の復旧と被災者の援護を図り、災害から
の復興に努めなければならない」（第8条3項）の復興に努めなければならない」（第8条3項）

 「 被災者の災害復興の意欲を振作するため、必要な施
策を講ずるものとする」（第97条）策を講ずるものとする」（第97条）
 激甚災害について特別立法や必要な措置を国に義務づけたもので、災対法制定翌

年には「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年９
月6日法律第150号）が成立した。

 自治体や農林水産業への特別の助成措置を想定しているが、あくまで復旧事業の
嵩上げが中心で、復興まで考えた広がりのあるものではない。



内閣府の災害復旧・復興施策の手引

被災地において、被災前の状況と比
較して「安全性の向上」や「生活環境較して 安全性の向上」や 生活環境
の向上」、「産業の高度化や地域振
興 が図られる等の質的な向上を目興」が図られる等の質的な向上を目
指すこと、の両者を併せて「（被災地指すこと、の両者を併せて （被災地
の）復興対策」と呼ぶこととする。



国の防災基本計画国の防災基本計画

地方公共団体は、被災の状況、地域の特
性、関係公共施設管理者の意向等を勘性、関係公共施設管理者の意向等を勘
案しつつ、迅速な原状復旧を目指すか、
又は更に災害に強いまちづくり等の中長又は更に災害に強いまちづくり等の中長
期的課題の解決をも図る計画的復興を
目指すかについて早急に検討し 復旧目指すかについて早急に検討し、復旧・
復興の基本方向を定めるものとする。必
要 場合 基づ 復興計要な場合には、これに基づき復興計画を
作成するものとする」作成するも とする」



復興についての知事アンケート（98年）

定義 北海道 秋田 福島 千葉 富山 岐阜定義なし→北海道、秋田、福島、千葉、富山、岐阜、三
重、京都、奈良、和歌山、広島、長崎、熊本

ほかは 防災まちづくり 中長期的課題の解決 被災前ほかは：防災まちづくり、中長期的課題の解決、被災前
の地域の抱える課題を解決

 土地区画整理事業・市街地再開発事業→快適な市街地の 土地区画整理事業・市街地再開発事業→快適な市街地の
形成、都市機能の充実

（防災基本計画の引き写し、詰まるところインフラ復興・大規
模公共事業）

※新潟 東京 山口後述※新潟、東京、山口後述



復旧／復興とは

予算上の区別 新しい価値や質を付加 予算上の区別

 時間軸上の区別

回復／強化

 新しい価値や質を付加

 復旧の足し算は０、復
興は１にも２にも３にも 回復／強化

 ハード／ソフト

 点／面

興は１にも２にも３にも
なる

 災い転じて福となす
 点／面

 施設／都市構造

 改良／未来創造

 災害前よりよくなるこ
とor再び盛んになるこ
と 改良／未来創造

（２００５年自治体調査から）

と

→創造的復興

 本来あるべき状態をつ 本来あるべき状態をつ
くること

→創造的復旧→創造的復旧



ある町の定義ある町の定義
災害復旧：文字通り「旧に復す」、原形復帰を
基本とする災害対応活動。災害によって壊れ基本とする災害対応活動。災害によって壊れ
た施設や機能を災害前の状態に戻す活動。

災害復興：災害前と全く同じ施設、機能に戻
すのではなく、地域が災害に見舞われる前以
上の活力を備えるように、暮らしと環境を再上の活力を備えるように、暮らしと環境を再
建していく活動



欠けている二つの視点

欠けている人間復興の視点欠けている人間復興の視点
 一番大切なことは何か

「被災した人々が再び生きる意欲を持ち 人生再建への道被災した人々が再び生きる意欲を持ち、人生再建への道
を歩み始めること」

※失った命、失った住まい、失った思い出、失った仕事は復
旧できない旧できない。

欠けている地域再生の視点
 右肩下がりの被災地が前より発展できるのか？右肩下がりの被災地が前より発展できるのか？

※７割の国土が過疎地・高齢化

この定義だと復興に値する地域はあるのか



都市復興と人間復興の相克都市復興と人間復興の相克
行政は、常に都市復興に傾斜



矛盾1矛盾1

都市構造の改変が復興に
ならなかった例

神戸市長田区では……



神戸市長田区の人口推移神戸市長田区の人口推移

130,466 
（78.8％）

102,829 88,646 



■阪神：復興公営住宅の中抜け現象

追い出された人たちは

家族構成の変化(年齢・神戸復興）

追い出された人たちは

13.7% 26.3% 60.0%現在

12.9% 38.7% 48.4%震災後

12.4% 49.5% 38.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

震災前

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学齢期 働き盛り 60歳以上



矛盾２矛盾２

復興が防災まちづくり
にならなかった例例

鳥取県日野町では…鳥取県日野町では



片山語録

 「災害復興というのは、将来の街づくりではなく、今、目の前
で苦しんでいる人をどう救うか ということだろう 長年住

片山善博・知事（当時）

で苦しんでいる人をどう救うか、ということだろう。長年住
んだ土地を離れたくない、年老いてから都会には行きたく
ないという不安をできるだけ解消し、元の生活に戻すことをないという不安をできるだけ解消し、元の生活に戻すことを
最大に優先した」 ２００５年１０月２０日付朝日新聞（大阪
本社発行・朝刊３２頁）

「道路はパブリ クだから直しまし う 橋もパブリ クだから 「道路はパブリックだから直しましょう。橋もパブリックだから
架け直しましょう。でも住宅は個人の資産だから財政資金
を投じるべきではない、といっているうちに肝心の住民がいを投じるべきではない、といっているうちに肝心の住民がい
なくなり、地域が崩壊した、ではギャグにもならない。地域に
とって道路も橋も住宅もインフラなんです」



残された課題



矛盾３矛盾３

災害に強いまちづくりが被災
前の課題解決につながらな前の課題解決につながらな
か た例かった例

新潟県旧山古志村では…新潟県旧山古志村では…





何をもって復興か。

ＧＤＰ

人口 発災 復旧＝復興？

復旧＝復興
この

イメージ

？

復旧＝復興 イメージ

でも違う
ような？

発災
ような？

はかる
「指標」の

１９９０ ２００６ 年

指標」の
違いでは

１９９０ ２００６ 年

はかる「指標」 ＝ 「豊かさ」ではないか？



ネットカフェ難民・ワーキングプア難民

 ネットカフェ難民 約６万９００人/１日(07年：厚労省調査）

 住宅喪失者 約 ５４００人（１割弱）

非正規労働者 約２７００人

失業者 約１３００人

無業者 約 ９００人無業者 約 ９００人

正社員 約 ３００人など

 失業率 最悪に迫る５ ４％（０９ ８） 失業率 最悪に迫る５．４％（０９．８）

 生活保護世帯数、０８年１２月時点で１１５万９６３０世帯、過去最高に

 働く貧困層ワーキングプア 656万世帯 18.7%(02年就業構造基本調査）働く貧困層ワ キングプア 656万世帯 18.7 (02年就業構造基本調査）

 非正規労働者、３３．５％に（07年）

 一人親世帯の貧困率54.3%、ＯＥＣＤ加盟30か国のうち最悪(07年調査）
 全体の相対的貧困率も27位

※ 等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯員数の平方根で割った値）が、全国民
の等価可処分所得の中央値の半分に満たない国民の割合



雇用破壊の時代

「私 そ 時代が始 思 抑 ら 「私は、おそろしい時代が始まるという思いを抑えられ
ない。それは、労働者を「値段」で選択する時代である。
ごくふつうの中流と呼べる収入であっても これからはごくふつうの中流と呼べる収入であっても、これからは
「高コスト」として捨てられていくだろう。そしてかわりに
、賃金の低い労働者が選ばれていく。あたかもスーパー、賃金の低い労働者が選ばれていく。あたかもス パ
で、安い商品に手を伸ばすように。そして安い商品とし
て買われた人たちは、ひどい環境で働くことになる。人
間に「 スト という言葉をかぶせ 平気な風潮がめば間に「コスト」という言葉をかぶせて平気な風潮がめば
えたとき、すでに「人を人として扱う」という精神は死に
はじめているのだ こういう「人間の使い捨て」を可能はじめているのだ。こういう「人間の使い捨て」を可能
にするシステムが、日本という国にはできてしまったの
である。私たちが、はっきりそれと気づかないうちに。」である。私たちが、はっきりそれと気 かないうちに。」

(島本慈子『子会社は叫ぶ』55～56p)



■限界集落と消滅集落

限界集落 ６５歳以上 高齢者が半数 超 冠婚葬限界集落＝６５歳以上の高齢者が半数を超え、冠婚葬
祭など共同体の機能の維持が難しくなった集落

消滅集落 限界集落の臨界点は 集落の壮年人口（３消滅集落＝限界集落の臨界点は、集落の壮年人口（３
０～６４歳）が４人を切ると、どんな対策を打っても消
滅を食い止められない滅を食い止められない。

全国６万２２７３集落のうち、高齢化が進んだ集落など
４２３集落が定住者がいなくなり「今後１０年以内に消４２３集落が定住者がいなくなり 今後１０年以内に消
滅するおそれがある」ことが、国土交通省が１７日に発
表した報告で明らかになった。前回の９９年調査以降
に消滅した集落は１９１だったが、このうち約半数の８
８集落は前回調査では消滅を予測しておらず、消滅が
加速している実態も浮き彫りにな ている (07817)加速している実態も浮き彫りになっている。(07.8.17)



これでバラ色の復興像を描けるか



人間復興は

『あの日にかえりたい『あの日にかえりたい』
 1975年10月5日に東芝EMIからリリー

スされた荒井由実（ユーミン） の6枚目スされた荒井由実（ユ ミン） の6枚目
のシングル。

 TBS系ドラマ『家庭の秘密』主題歌。

しかし、既存不適格建物の解消、賃貸
契約の消滅など、必ずしもあの日には
帰 ない帰れない。

では どうするか？では、どうするか？



第039回国会(S36.10.6)第039回国会( 36.10.6)
第０６６回国会（S46.9.17)

「個人災害に対する国の救護措置は 直接的には何に 「個人災害に対する国の救護措置は、直接的には何に
もありませんが、このことは、人道上の見地からも、政
治責任の上からも、見のがされてはならない重要な点治責任の上からも、見のがされてはならない重要な点
であります。せめて見舞金、弔慰金の給付及び立ち上
がり生業資金の貸付等を内容といたしまする被災者救
護法というようなものを制定することが望ましいと思護法というようなものを制定することが望ましいと思
いますが（略）」。（田上松衞議員＝民主社会党）

 「特に個人災害の救済制度の確立について強い要望を 特に個人災害の救済制度の確立について強い要望を
受けました。個人災害の救済についての現状は、市町
村からのわずかな見舞い金しかない実情であり、その
制度の確立は 政治に携わる者の緊急な課題であると制度の確立は、政治に携わる者の緊急な課題であると
痛感してまいった次第であります。」（笠岡 喬＝自民
党）



新潟県・泉田知事(08年知事アンケート）

災害 ら 「復旧 「復興 言葉 明確 定義災害からの「復旧」と「復興」という言葉に、明確な定義
はない。私は、「復旧」とは道路・橋・トンネルなど壊れた
ものを“機能的に元に戻していくこと”であり 「復興」とものを 機能的に元に戻していくこと であり、「復興」と
は“社会の持続可能性を回復すること”ではないかと思
っている。地域社会が持続していくためには、働く場をっている。地域社会が持続していくためには、働く場を
確保して所得を得て家族を養い、さらには次の世代に
つないでいく機能を社会全体としても持たなければい
けない 住宅などを復旧するだけ は 社会 復興はけない。住宅などを復旧するだけでは、社会の復興は
できないと思っている。



山口県（08年：知事アンケート）

都市構造 産業基盤 改変 産業基盤 改変 【災害都市構造、産業基盤の改変。産業基盤の改変。【災害
復興計画・基本的な考え方】大規模な地震が発生した
場合には 多数の者が被災し 住居や家財の喪失 経場合には、多数の者が被災し、住居や家財の喪失、経
済的困窮、あるいは生命の危険にさらされ、地域社会
は大きな混乱に陥る可能性がある。こうした社会の混は大きな混乱に陥る可能性がある。こうした社会の混
乱を防ぎ、民心の安定と社会秩序の維持を図るには、
被災者の生活再建を一日も早く図る必要があり、県を
はじめとする防災機関は協力し 必要な措置を講じるはじめとする防災機関は協力して必要な措置を講じる
。



東京都震災復興マニュアル



国はどういってきたか



足かせ：私有財産自己責任論

村山富市総理大臣答弁（９５年５月１９日参院予算委
員会）

 一般的に自然災害等によって生じた被害に対して個
人補償をしない、自助努力によって回復してもらうと
いうことが原則になっている。いうことが原則になっている。

 従って、政府としては、被災者の実情に配慮した支援
措置を幅広くかつきめ細かく実施して一日も早い生
活再建ができるよう努力している ただ 個人補償と活再建ができるよう努力している。ただ、個人補償と
いう形は、これまでの災害救援の基本からして難しい
問題がある。あくまで自助努力を原則にしなければな
らないらない。



官僚の発言

「すぐパチン す てしまう 「すぐパチンコですってしまう」伊豆大島三原山噴火（86.11）

 「生活再建を基軸とする法案に、別課題である住宅再建事項を組み込む
ことはできない」被災者生活支援法成立（９８．５）

 「生活保護に準じるもの」被災者生活支援法成立（９８．５）

 「憲法違反だ」(鳥取県西部地震・片山善博知事に大蔵官僚）

 「都市にコミュニティーはない」（片山知事の発言に）

 「焼け太りはつくるな」（被災高齢者世帯等生活再建支援金と被災
中高年恒久住宅自立支援制度97年）中高年恒久住宅自立支援制度97年）

 「あれは災害対策基金でやった」→「仮設住宅の雲仙のときの仮設住
宅はまだ未熟で、台所がなかった。食事の用意ができない。そこで食費を
出した （三宅島全島避難 ００年）出した」（三宅島全島避難：００年）



われわれはどう闘う



五百旗頭真 １
朝日新聞社編「阪神・淡路大震災誌 １９９５年兵庫県南部地震」（抜粋）
第２章「危機管理―行政の対応」

王権神授説 反対 登場 近代 諸政治思想王権神授説に反対して登場した近代の諸政治思想は、
なんらかの点で権力と人民の間のギブ・アンド・テイク
の契約関係を論じた たとえば T・ホッブスは『リバイアの契約関係を論じた。たとえば、T・ホッブスは『リバイア
サン』の中で、人はさまざまな欲求を持つが、そのうち
絶対的に重要な究極の欲求は、自己の生命の安全の絶対的に重要な究極の欲求は、自己の生命の安全の
願いであるとした。しかし、個々の人間は自分の手で安
全を確保できない。それを個々に追及すれば、かえって
万人 万人に対する闘争 状態に陥る それゆえ 人万人の万人に対する闘争の状態に陥る。それゆえ、人
民は生存という最終的価値を守るために、国家権力を
立てる 絶対的価値の擁護とひきかえに付託される権立てる。絶対的価値の擁護とひきかえに付託される権
力もまた絶対である。ホッブスはそう説いた。



五百旗頭真 ２

国家権力の無制限絶対性を支持する者は今ではいないであろう し 国家権力の無制限絶対性を支持する者は今ではいないであろう。し
かし、国家権力の根本的な任務が国民の生存を守ることにあるとの
主張は全く正しいであろう。実際、国民の安全を守れない権力には、
正統性を認められないと広く考えられてきているのである J ロ ク正統性を認められないと広く考えられてきているのである。J・ロック
をはじめ契約を履行できなくなった権力に対して人民は革命権を有す
るとの近代西洋の政治理論だけでなく、中国の易姓革命思想もまた
外的の侵入や日照り・洪水などの大災害に対応できなくなった皇帝、外的の侵入や日照り・洪水などの大災害に対応できなくなった皇帝

権力に対し天命が革まったとみて、新たな王朝の統治を求めるのであ
る。アメリカの友人のひとりは「アメリカでは災害の理由がなんであれ、
３人以上命を失うと政府が批判される」と苦笑し 日本の国民とマス３人以上命を失うと政府が批判される」と苦笑し、日本の国民とマス
コミの政府の対応への寛容さに驚きを表明した。

 個々の市民の自助努力が大切なのは言うまでもない。しかし、個人
の対応能力に余る大災害から国民を救うのは 国家の基本的任務での対応能力に余る大災害から国民を救うのは、国家の基本的任務で
ある。生命の救助のため、あらゆる措置をとらねばならないし、家を
失い生活を維持できなくなった市民を、国と社会は放置してはならな
い それは民主主義社会の基本命題であると私は思うい。それは民主主義社会の基本命題であると私は思う。



山中の主張

１ 被災地の自決権に配慮せよ１．被災地の自決権に配慮せよ。

 被災地の自決権とは、被災者の自己決定権の集合体である集団
的権利であり、大多数の非被災者の中で、ともすれば「焼け太りを
つくるな」「甘えるな」と排除されがちな少数者としての被災地・被つくるな」「甘えるな」と排除されがちな少数者としての被災地・被
災者の基本的人権、生存権、幸福追求権を守ろうとの趣旨だ。復
興財源は使途の限定されてない復興交付金のような形でまとめて
交付され、被災地が復興ビジョンに従って、復興を進めていく「分
権復興 実現 めざす だろ権復興」の実現をめざすべきだろう。

２．コミュニティーの継続性に配慮せよ。

 コミュニティーの継続性とは、地域・集落を構成する人たちができミュ ティ の継続性とは、地域 集落を構成する人たちができ
うる限り元いた場所で生活を再建できるように支援することを意
味する。コミュニティーとは、自然集落であり、町内会であり、人為
的に居住をともにする集合住宅でもある。コミュニティーが継続し
ていくには 地場産業 地域文化 郷土芸能 習俗 年中行事 医ていくには、地場産業、地域文化、郷土芸能、習俗、年中行事、医
療、福祉、教育などが不可欠であることも強く認識するべきであ
る。従って、外力によってコミュニティーの継続性が唐突に断ち切ら
れることがあってはならない。と 。



山中の主張

３ 被災者の営生権に配慮せよ３．被災者の営生権に配慮せよ。

 営生権とは、働く権利であり、営業する権利であり、生活する権利で
ある。従って、雇用と営業、さらに平たく言えば勤め人と商売人が支
援の面において区別されることがあってはならない。被災地で働く人援の面において区別されることがあってはならない。被災地で働く人
達がすべて等しく復興の支援の対象とならなければならない。また、
人々の営生権が「都市づくり」や「防災」という抽象的概念によって、な
いがしろにされることもあってはならない。

４ 復興の個別性に配慮せよ４．復興の個別性に配慮せよ。

 都市と農山村、持ち家層と借家層、一戸建てと集合住宅、サラリー
マンと商店主、高齢者と若年層……。属性や置かれている状況、さら
には復興の道筋が違えば 当然 必要な支援も異なってくる 仮設住には復興の道筋が違えば、当然、必要な支援も異なってくる。仮設住
宅の建設は、空き地の少ない都市では公共用地の利用が当然だが、
自宅の敷地が広く家畜や田畑の管理に目配りが欠かせない農村なら
敷地内仮設住宅の方が合理的だ。元厚生官僚の著書に「土地を保有
している者が結果的に有利な取り扱いを受けるという不公平感が生している者が結果的に有利な取り扱いを受けるという不公平感が生
じる」と自宅敷地内仮設住宅を否定する下りがあった。だが、絶対的
平等は不平等であることを知らなければいけない。法的権利に対する
機会均等、つまり形式的平等を保障するとともに、復興支援は、個別機会均等、つまり形式的平等を保障するとともに、復興支援は、個別
性に配慮した相対的平等でなければならない。



山中の主張

５ 歩後退の復興に配慮せよ５．一歩後退の復興に配慮せよ。

 建築制限をかけ、「中長期的課題の解決をも図る計画的復
興を目指す」（防災基本計画）だけが復興のまちづくりでは興を目指す」（防災基本計画）だけが復興のまちづくりでは
ないだろう。やみくもに、まちの復興をはかるのではなく、バ
ラック建ての営業再開や補修しただけの傷ついた家での再
生があってもよい まず 人々がどんな形にせよ 元の暮らし生があってもよい。まず、人々がどんな形にせよ、元の暮らし
に近い日常を取り戻すところから被災地の再建を考えるべ
きだ。復興の主役は「街」ではなく、「人」なのだから。

６ 法的弱者の救済に配慮せよ６．法的弱者の救済に配慮せよ。

 被災マンションの再建・補修をめぐる区分所有法や区画整
理、再開発など、まちづくりを進めるうえでは、多数決もや理、再開発など、まちづくりを進めるうえでは、多数決もや
むを得ないだろう。だが、そのために法的弱者ともいうべき
少数者が切り捨てられることがあってはならない。法的弱者
を救済するセーフティーネットを常に用意しておくべきだろうを救済するセ フティ ネットを常に用意しておくべきだろう
。



山中の主張

７ 多様な復興指標に配慮せよ７．多様な復興指標に配慮せよ。

一般的に復興とは「いったん衰えた物事が再び盛んに
なること」と定義されている だが いったん疎開や仮なること」と定義されている。だが、いったん疎開や仮
設住宅に移った住民の従前居住地への回帰率はおお
むね７割前後にとどまり、現実には「盛んになる」例はき
わめて少ない そもそも少子高齢化社会である しかわめて少ない。そもそも少子高齢化社会である。しか
も、東京への一極集中はあらがうことのできない現実
となっている。経済成長のみを肯定的復興とは考えなとなっている。経済成長のみを肯定的復興とは考えな
い「まちづくり」の思想を構築することが必要だろう。自
然や景観に配慮した街、高齢者ら社会的弱者に優しい
街 自然エネルギ を創り出す街など 住民の総意によ街、自然エネルギーを創り出す街など、住民の総意によ
ってさまざまな価値観を復興の指標とする発想の転換
が求められる。



そして……

地震は自然現象地震は自然現象

震災は社会現象震災は社会現象

復興は政治現象復興は政治現象


