災害復興学会「復興とは何か」研究会

2010．6．12大阪

「専門家・NPO／NGOの関わりとマンション復興」
神戸まちづくり研究所理事・事務局長 野崎隆一

＜沸騰する議論・市民活動の相場＞ 資料1
95〜■971202回のシンポジウム（神戸新聞〜展示会、音楽会、決起集会を除く）
内訳：まちづくり210件、くらし168件、保健・医療113件、科学・技術102件

＜専門家の支援＞ 資料2
0関西建築家ボランティア
・建物相談（メンタルケア）
・魚崎地区支援（復興シンポジウム、酒蔵プロジェクト、共同再建）
○神戸復興塾
・語り部キャラバン〜被災地外への発信
・研究会・研修受け入れ
・政策提言（復興住宅入居支援、NPO行政協働会議）
○市民まちづくり支援ネットワーク
・被災地支援連絡会
・復興情報誌「きんもくせい」
・白地地域支援連絡会
○まちづくり支援機構
・ワンストップ相談会
・復興プロジェクト支援
・支援機構の全国展開

＜NPO／NGO＞

資料3

0市民とNGOの国際防災フォーラム「市民がつくる復興計画（−97．1）」
○公的支援オリンピックの会（−98．5〜▼00．12）
○市民社会推進機構「市民社会をつくる〜震後KOBE発アクションプラン（−01）」
「阪神・淡路10周年〜市民社会への発信（−05．1）」
○ひょうご市民活動協議会（HYOGON）798準備会、TOZ発足

＜マンション復興＞ 資料4
0再建の手法
○合意形成
○残された課題

摩尉l
阪神・淡路大震凝関連シンポジウム等の記録く3〉
−神戸新聞紙面に掲載された催し一覧（1997年分）

本誌9号、10号に引き続き、神戸新聞紙面で報道した阪神・淡路大震災関
連シンポジウム等のリスト「1997年分（1〜12月）」をまとめた。
収録した催しは、復興への提言や防災対策、危機管理など、震災体験にか
かわるシンポジウムやフォーラムを中心に、体験交流や討論会、講演会など
≠トークイベント〟に焦点を置き、これまでと同様、単なる展示会や音楽会、
映画会、決起集会的なイベントは割愛した。また、神戸新聞に掲載された記
事（予告記事を含む）だけを対象にしたため、漏れている催しもあるほか、
一部にはチェック漏れの可能性もあり、今後判明次第、禰正していく必要が
あることを断っておきたい。
なお今号では、97年分の概況と合わせて、これまでに収録した3年間（95
〜97年）分について、どのような変化が見られるか、その推移を概観してみた。

1997年（97年1月〜12月）分の概況
1997年の収録総件数は296件で、前年（460件）の64％にとどまった。
しかし、その一方で収録対象にこそならなかったものの、日本海の重油流
出事政や神戸・須磨区の児童連続殺傷事件といった大規模な事故や重大事件
の発生に伴う講演会や会合が相当数の頻度で見受けられた。これらの催しで
はボランティア活動の在り方、あるいは心のケアの問題、コミュニティーづ
くりの問題などが主なテーマとなっている。いずれも震災を機にクローズア
ップされた問題であり、その意味では震災体験の延長線上に位置付けること
もできる0こうした点を考慮すると、97年分の収録件数の減少を≠震災体験
の風化〟に短絡させるのは適切ではない0むしろ震災で提起された危機管理
の諸問題が、その後発生した個別の事件や事故において、よりいっそう重要
なテーマとして議論されるようになったとみるのが妥当だろう。
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月別で見ると、前年と同様に震災2周年を迎えた1月が62件と圧倒的に多
い〈表1〉。また2月28件、3月30件と、1月から年度末にかけて集中してい
るのは前年と同じ傾向だが、この年の特徴は、震災1000日目という節目を迎
えた10月を中心に、もう一つのピークを示している点だ。10月は25件、さら
に11月は32件と1月に次ぐ2番目の多さとなった。
催しのテーマ別分類では、生活支援や仮設住宅の孤独死などの問題をテー
マにした「くらし」・が前年に引き続いて一番多く46件、全体の15．5％を占め
た。2番目に多いのは、これも前年と同順位で「まちづくり」の43件、14．5
％。以下、災害被災者等支援法案などの議論を含めた「行政。政治」の40件、
ボランティア活動などを課題にした「市民活動」の32件、地震活動や防災対
策などをテーマにした「科学。技術」の31件などがつづいた。
このうちで目立ったのは「行政・政治」の多さ。各テーマとも前年を下回
った中で、唯一、前年の32件を上回った。一つには災害被災者の公的支援法
の立法化をめぐる国会の動きを背景に活発に開かれた講演会や会合を、政治
課題として「行政・政治」の分野に分賓した事情による。
また、同様の観点から神戸空港間題に繭する議論を「行政。政治」に分類
したが、−ノこのことは半面で「環境」テーマの総件数が3件と極端に少なくな
く表l〉
月別件数
（97年）
月

分野別。主催者別のシンポジウム等の内訳（柑97年分）
（）内は％

件 数

分

野

行敢関係

1 月

62

1

科 学 ・技 術

15 （
48 ．
4）

2 月

28

2

行 政 ・政 治

9（
22 ．
5）

民 間 団体

学 術 団体

3 （9 ．
7 ） 11 （
35 ．
5）

そ の他 団体
2 （6 ．
5）

計

5（
12 ．
5）

1 （2 ．
5）

25 （
62 ．
5）

31 （
100）
40 （
100）

1 （2 ．
3）

3 （7 ．
0）

30 （
69 ．
8）

43 （
100）
18 （
100）
25 （
100）

3 月

30

3

まち づ く り

4 月

17

4

産 業 ・労働

9（
20 ．
9）
3（
16 ．
7） 10 （
55 ．
6）

3（
16 ．
7）

2（
11 ．
1）

5（
20 ．
2）

7（
28 ．
0）

10 （
40 ．
0）

5 月

22

5

保 健 ・医療

3（
12 ．
0）

6 月

6

福祉
市 民活 動

1 （9 ．
1）

2（
18 ．
2）

0 （0 ．
0）

8（
72 ．
7）

7 月

19
17

5（
15 ．
6）

0 （0 ．
0）

8 月

12

8

8（
25 ，
0）
0 （■
0．
0）

0 （0 ．
0）

1（
33 ．
3）

19 （
59 ．
4）
2（
66 ．
7）

3（
13 ．
0）

4（
17 ．
4） 10 （
43 ．
5）

6（
26 ．
1）

23 （
100）

7（
15 ．
2）

3 （6 ．
5）

33 （
71 ．
7）

46 （
100）

6（
25 ．
0）

4（
16 ．
7）

6（
25 ．
0）

24 （
100 ）

9 月
10月

15
25

11 月

32

12 月

17

計

296

130

7
9
10
11

環境
文 化 ・教育
く らし
そ の他
計

3 （6 ．
5）
8（
33 ．
3）

64 （
21 ．
6） 42 （
14 ．
2） 47 （
15 ．
9）
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11 （
100）
32 （
100）
3（
100）

143 （
48 ．
3） 296 （
10 0）

−

る要因ともなった。
主催者団体別では、NGOやNPOなどの市民団体やボランティアグルー
プ、被災者団体、社会福祉協議会など地域団体を含めた「その他団体」が、143
件、48．3％と、前年に引き続いて全体のほぼ半数を占めた。これらの団体によ
る催しでは、仮設住宅入居者の実態報告や市外。県外避難者の交流会といった
生活支援にかかわる問題、まちづくりの取り組み状況の検証、震災空き地への
対策、コミュニティーづくりなど「まちづくり」への取り組みの多さが目立つ。
次に多いのは「行政関係」の64件（21．6％）。このうち「科学。技術」をテ
ーマにした会合が最多の15件となっているが、これらは防災都市づくりを目
指したシンポジウムなどが中心で、国際的な大がかりな会議も開かれている。
以下、大学や学会、教育機関の「学術団体」が47件（15．9％）、経済。産業
団体や企業、労働団体などの「民間団体」が42件（14．2％）となっているが、
「学術団体」では野島断層のボーリング調査の報告会など地震活動に関する
研究の発表や、関連学会ごとの災害対策についての研究、検討会などが目立
つ。また、「民間団体」では産業の復興や雇用の創造など「産業・労働」をテ
ーマにしたフォーラムや講演会が最多の10件を数えた。

3年間（1995〜1997年）の推移
阪神大震災が起きた1995年から97年まで
の3年間で収録した震災関連シンポジウム
等のリストの総数は1202件となった〈表2〉。

く表2〉 3年間の月別件数推移
‖995〜1997年）（件）
95年

96年

97年

3年間計

1 月
2 月

0

103

62

165

内訳は95年（2〜12月）が446件、96年が460

12

・
★
51

28

91

3 月

22

41

30

93

件、97年が296件である。95、96年はほぼ同

4 月
5 月

34

33

17

84

50

26

22

98

件数だったが、97年が大きく減っているの

6 月
7 月

59

23

19

101

50

40

17

．
107

は、先に述べた事情も考慮すると、これだ

8 月

32

14

12

58

9 月

43

39

15

97

けで震災関連シンポ等が激減したという見

10月

58

29

25

112

11月

57

40

32

12月

29

21 ． 17

129
67

計

446

方はとれない。
これをテーマ別にまとめたのがく表3〉

460

296

1202
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】

「

で、3年間のトータルで最も多かったのは「まちづくり」の210件。未曾有の
被害を受け地域が崩壊状態になった初年度に101件が集中、95年単年度の分
野別でも際だった多さとなった。その後、96年が66件、97年が43件と表面的
には著しい減少傾向を示して中る。しかし、収録されたシンポ等の内容を見
てみると、震災当初、長田区や神戸東部地域で定期的に開かれていたまちづ
くり懇談会など個別地域の討
く表3〉分野別件数の3年間の推移 （件）・

論会が記事から激減している

1995年

1996年

1997年

3 年 計 （％ ）

34

37

31

102 （8 ．5）

行 政 ・政 治

23

32

40

95 （7 ．9）

まちづ く り

10 1

66

43

21 0 （
17 ．5）

産 業 ・労 働
保 健 ・医 療

38

39

18

54

34

25

9 5 （7 ．9）
11 3 （9 ．4）

44

30

11

8 5 （7 ．
1）

の性格上、定期的、あるいは

市民活動
環 境

35

40

32

14

15

3

10 7 （8 ．
9）
3 2 （2 ．
7）

恒常化した会合や催しは概し

文 化 ・教 育

19

31

23

7 3 （6 ．1）

科 学 ・技 術

福

祉

くら し
その他
合

計

45

77

46

168 （14 ．
0）

39

59

24

122 （10 ．1）

296

1202 （100 ．0）

446

460 ．

のが目につく。この収録作業
は神戸新聞の掲載記事をもと
に行っているため、紙面報道

て記事になりにくい。現在も
各地域で毎週、定期的にまち
づくりの会合を開いていると

分野別件数の3年間の推移

科学・技術行政・政治まちづくり産業・労働保健・医療 福祉 市民活動 環境 文化・教育 くらし その他
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ころも少なくないことなどを考えると、こうした数字の変化は、新聞記事を
もとにした収録方法が多分に影響していると思われる。
3年間の分野別で2番目に多かったのは生活支援や仮設入居者の問題など
にかかわる「くらし」で、168件。初年度をのぞくと、96年、97年とも分野別
で1番の多さとをった。都市機能などで一定の復興がなされている中で、依
然として生活再建が遅れていることを反映しているといえるだろう。
次に多いのは、復興にかかわる総合的なシンポジウムや複数のテーマにま
￥たがる催しなどの「その他」に分質したもので、122件。以下、心のケアや災
害時の緊急医療の在り方など問題にした「保健。医療」113件、ボランティア
活動の在り方などが中心課題として議論された「市民活動」107件、「科学。
技術」102件などの順となった。
「行政。政治」は、これらに続いて7番目の多さとなっているが、経年変
化を見ると、年を追って増加傾向を示している。これは前にも触れたように、
生活再建が立ち遅れている中で、公的支援法などの政治課題が未解決になっ
ている状況が大きな要因となっている。

一方、主催団体別く表4〉

〈表4〉主催者別件数の3年間の推移 （件）

では、NGOやNPOなどの

1 9 95 年

市民団体やボランティアグル
ープ、地域団体などを含めた
「その他団体」が圧倒的に多

1996年

1997年

3 年 計 （％ ）

行政関係

83

2 5 0 （2 0 ．8 ）

86

103
84

64

民 間 団体

42

2 1 2 （1 7 ．6 ）

学術団体

105

58

47

2 1 0 （17 ．5 ）

そ の他 団 体

17 2

215

143

530 （
4 4 ．1 ）

44 6

460

296

1202 （
1 0 0 ．0 ）

合

計

主催者別件数の3年間の推移

＋

‡ −
●
■
■
…■
…
∵＋＋
行政関係

十
民間団体

辛

学術団体

＼
．
＼＼
十
その他団体
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く、530件、全体の44．1％を占めた。これらの団体の活動は生活支援やまちづ
くりを中心に、福祉や保健・医療など各分野で大きな比重を占めており、震
災復興で果たしている役害胴ま極めて高いといえる。
次に多かったのは、行政関係で250件。民間団体、学術団体は、それぞれ212
件、210件と、ほぼ同数となった。
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被災地復興のためには立場を越えた相互理解が必要。呼びかけ人・大村和志。3回
連続、9、18日も

阪神●淡路大震災関連シンポジウム等のリスト（1995年分）
4日

8日雲量芸至芸莞票．。本都市センター

A科学・技術B学術団体

橋脚など構造物の耐震設計。家相浩和、町田篤彦
18日

フォーラム「みんなできりひらこう康災復興J Aその他 B学術団体
兵庫県労働運動総合研究所・日本科学者会議兵庫支部主催／神戸海員会館
まちづくり・医療・労働の課題。菊本義治
18日 日本第四紀学会報告会
A科学・技術 B学術団体
日本第四紀学会主催／東京
一
活断層研免前田保夫、宮田隆生、背本臥鳴本利彦
18日 第1回外国人県民復興会議
兵庫県主催／神戸市内

A福祉

B行政関係

県在住の外国人県民らが復興への提言をまとめる0テーマ別分科会を順次開催。
芹田健太郎
20日

21日

23日

23日

24日

消費者セミナー「喪災とくらし」
AくらL B行政関係
兵庫県立神戸生活科学センター主催／神戸・県立神戸生活科学センター
4回連続。20日「電気の安全点検一、22日「借地・借家」、24日「損害保険」、28日「分
譲マンション再建」
土質工学会報告会
A科学・技術 B学術団体
土質工学会主催／大阪
埋め立て地の液状化。柴田徹
阪神大鹿災緊急シンポジウム
A行政・政治 B学術団体
立命館大政策科学部主催／京都・立命館大
復興事業推進のポイント。宮本憲一
保健医療福祉復興県民会読
Aまちづくり B行政関係
兵庫県主催／神戸・県公館
災害に強く弱者に配慮したまちづくりを計画。野尻武敏
NPO（民間非営利組織）研究フォーラム
A市民活動 B学術団体

同フォーラム（会長・本間正明）事務局主催／大阪・サントリー文化財団会議室
ボランティアに優遇制度を、民間非営利団体の法人化促進が必要。三島祥宏、山内
直人、出口正之
25日 兵庫県南部地康被災者大集会
AくらL Bその他団体
兵庫県被災者連絡会主催／神戸市役所前
避難所の環境改善を訴える
25日 研究会「なぜ神戸で大霹災が起こったか」
A科学・技術 B学術団体
兵庫物理サークル主催／神戸・鈴欄台高校
活断層研究。背本格
25日 兵庫県南部地震調査報告特集
A科学・技術 B行政関係
兵庫県立入と自然の博物館主催／三田・人と自然の博物館
伏在断層の位置と断層運動様式
く3月〉
1日

討論集会「神戸からの報告」
A市民活動
阪神・淡路の復興を考える市民連絡会主催／神戸YMCA

Bその他団体
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新しい家族と地域の㌔ツトワーキング会議
Aその他 B行政関係
兵庫県主催／神戸。県立女性センター
3回シリーズの第1回。医療、教育、法律、労働、都市計画などの専門家を委員と
し、家族・地域の人間関係づくりの好機ととらえ、具体的な提言をフェニックス計
画に反映していく
9日 神戸の教育再生緊急提言会譲
A文化・教育 B行政関係
神戸市教育委員会主催／神戸市総合教育センター
学校と避難所の併存、緊急時の連絡ネットワークの構築二受入れ可能な学校校舎の
整備、防災教育のカリキュラム。座長水越敏行
10日 緊急シンポ「震災復興と私権制限」
Aまちづくり B学術団体
日本土地法学会主催／大阪弁護士会館
震災復興計画の策定に伴う土地所有権や借地・借家権などの私権制限の問題。篠塚
．昭次、早川和男
11日 新しい神戸をつくりだす市民会議
Aまちづくり Bその他団体
同令議事務局主催／神戸・県私学会館
「阪神大震災が掟起したこと」早川和男
16日 喪災後の心の復興「人間復興を目指すシンポジウムJ A保健・医療 Bその他団体
神戸生命倫理研究会主催／神戸・県私学会館
野田正彰、宮崎隆吉、加藤周一「震災後2ケ月たった現在の被災地の現状と課題」
17日 ありがとうボランティアの集い
．A市民活動 Bその他団体
兵庫県社会福祉協議会など主催／神戸・県庁中庭
300人参加、行政との連携、ボランティア間の情報の共有、協力など活動の効率化に
向けた提案
18日 ボランティア活動シンポ「被災者の健康を守るために」A市民活動 Bその他団体
同シンポジウム事務局主催／大阪・山陽学院ホー／レ
21日に第2回
18日 どないすんねん≠ごみ〝シンポジウム
A環境 B民間団体
近畿弁蓄士会連合会主催／大阪弁護士会館
一般廃棄物の処理、アスベスト発生などの問題
19日 女たちの救援バザーイベント

AくらL Bその他団体
ウイメンズセンター大阪主催／大阪・ウイメンズセンター大阪
バザーの後、カウンセラーを衰えて体験発表
19日 女たちで語ろう阪神大震災パーH AくらL B学術団体
ウイメンズネット・こうべ主催／明石市立勤労福祉会館
震災体験を女性が語るフリートーク▲
21日 阪神・淡路大震災と今後の都市づくり・地域づくりセミナー
Aまちづくり B学術団体
21世紀ひようご創造協会主催／神戸・県私学会館
県民の意見を反映させた地域づくりの提言。三木信」、角野幸博、前田昌俊、橋田
光雄
22日 産菓復興会議
A産業・労働 B行政関係
兵庫県主催／神戸・県公館
今後10年間の産業復興計画の中間報告案、復興博覧会の開催提案など。牧冬彦、関
本忠弘ら経済人50人・
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22日

23日

24日

25日

26日

26日

消費者セミナー「霹災とくらしJパート2
・AくらL B行政関係
兵庫県立神戸生活科学センター主催／神戸・県立神戸生活科学センター・
4回連続。22日「プレハブ木造住宅」、23日「悪徳商法・瓦」、24日「これからの住
まい」、30日「自転車修亀」
ボランティア活動推進シンポ
．・A市民活動 B民間団体
大阪コミュニティ財団主催／大阪商工会議所
樋口尚弘、中西茂、新崎国広、小路英男、本間正明
神戸新聞情報文化懇話会
Aまちづくり B民間団体
神戸新聞情報文化懇話会主催／神戸ハーバーランドニューオータニ
「ひょうごづくりの新しい視点」新野幸次郎
研究会「震災後の阪神一再生への視点J Aまちづくり B学術団体
武庫川女子大学生活美学研究所主催／西宮。武庫川学院甲子園会館
都市再生へ提言、阪神間ルネッサンスの方法など。多田道太郎、河内厚郎ほか
近畿緊急医学研究会
A保健・医療 B民間団体
近畿緊急医学研究会主催／津名・しづかホール
災害に強い情報網整備の必要性など提言
みんなのフェスティバル第1回ぽちぽちいこや西宮
AくらL Bその他団体
ぼちぼちいこ会主催／西宮スポーツセンター
ステージ演奏、まちづくりコーナー

27日

阪神大震災復興支援セミナー
A産業・労働 B民間団体
斉藤経営労務事務所主催／姫路商工会議所ホール．．
「阪神大震災復興への道」浅井信雄、パネル「復興と姫路経済の課題」
30日 土木学会阪神大寒災調査団第2次報告会
・A科学・技術 B学術団体
土木学会主催／川口市
落合英俊、松尾稔
30日 被災した文化財の救出・修復活動
A文化・教育 B学術団体
国立歴史民俗博物館主催／吹田・国立民族学博物館
喜谷実宣、・枝松亜子、坂本勇、今津節生
〈4月〉
2日 新しい神戸をつくりだす市民会議第2回市民講座 Aまちづくり Bその他団体
新しい神戸をつくりだす市民会議主催／神戸・県民会館
まちづくり計画と住民の意見。「震災復興と都市計画」五十嵐敬喜。早川和男
5日 阪神大鹿災による歴史的建造物ゐ被災調査報告会
A科学・技術 B学術団体
日本建築学会主催／大阪科学技術センター
「被災実態と修復・補強の課題」中村恒善
7日 阪神大喪災NGOフォーラム
・A市民活動 B民間団体
アジア医師連絡会（AMDA）、日本青年会議所主催／東京都
国内の緊急救援網「72ネットワーク」の設立、AMDA院長会議の発足、アジア太
平洋緊急救援ネットワーク
8日 日本医学会総会特別シンポ「阪神大震災に学ぶ」
A保健・医療 B民間団体
日本医学会主催／名古屋市
災害時の医療の課題。後藤武、塩見文俊、瀬尾摂
8日● 男女共生のまちづくり県民フォーラム
Aまちづくり B行政関係
兵庫県立女性センター主催／神戸・県立女性センター
林律子、川村美知子、岩堂美智子、清原桂子。2／22日阪神、・同23日神戸、．同27日
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明石、3／6日洲本で開いた地域フォーラムのまとめ・
9日 第1回魚崎地区まちづくりシンポジウム
Aまちづくり Bその他団体
関西建築家ボランティア主催／神戸・魚崎小学校
加藤晃規
10日 関西大震災緊急連続シンポジウム
Aまちづくり B学術団体
建築フォーラム主催／京都・学芸出版ホール
10日「建築・崩壊するものの理由」西沢英和、中川理 同22日「木造建築に未来は
あるか」坂本功、三沢康彦 5／9日「都市防災の現実と可能性」室崎益輝、小林
正美 同16日「集合住宅再建」内田雄造、折田泰宏．
10日 集い「神大生のボランティア活動・その現状・課題・ニーズ」
A市民活動 B学術団体
神戸大学法学部主催／神戸大学
学生のボランティア活動について
14日 シンポジウム「ちょっと待った阪神高速の復旧」 Aまちづくり．Bその他団体
道路公害住民運動の有志など主催／大阪・此花会館
阪神高速道路の再建中止を求める議論。塩崎賢明、西川栄一ら
14日 連続講演会「生と性を考えるシリーズ」
A福祉 B行政関係
兵庫県立女性センター主催／神戸・県立女性センター
「いまを生きる−からだ・性・命」北沢杏子、「ともに生きる−ふれあいの中の心の
ケア 普賢岳噴火後の4年にとりくんで」荒木憲一
15日 講演会「子供の心理と災専一阪神大震災J A保健・医療 Bその他団体
．精神衛生支援団体主催／神戸YMCA
「災害後の子供への親・教師の接し方」医療コーディネーターのロバート・ベーカ
ー博士
15日 関西設計者会議公開シンポジウム
A科学・技術 B民間団体
関西設計者会議事務局主催／大阪・備後町オークビル
地震を考えた住まい一家づくりの常識を問い直す。橘英三郎
15日 震災後の生活一心の問題をめぐって
A保健・医療 B行政関係
神戸市西保健所主催／神戸・プレンティーホール
植本雅治
16日 シンポジウム「高齢社会に向けて一阪神大震災が明らかにしたもの」
A福祉 Bその他団体
社会問題を考える会主催／尼崎市労働福祉会館
16日 阪神大震災と21世紀への提言●
Aその他・Bその他団体
21世紀へのパラダイムを創世する仲間たちの会主催／大阪・大正区民ホール
ネムの木は地震を予知する。阪神大震災と神戸元気村。植物から学ぶ宇宙の知恵
16日 ヒューマンネットワークそれいゆ例会
AくらL Bその他団体
それいゆ主催／大阪・ドーンセンター
震災についてのフリートーク
16日 フリートーク「阪神大喪災を経験して」
A福祉 Bその他団体
国際結婚を考える会・大阪主催／神戸学生青年センター
在日外国人が震災体験を話し合う
18日 消貧者セミナー出張講座「震災とくらLJ
AくらL B行政関係
兵庫県立神戸生活科学センター主催／宝塚市消費生活センター
18日「プレハブ住宅と木造住宅」、19日「悪徳商法・瓦」
19日 神戸新聞情報文化懇話会例会
A市民運動 B民間団体
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神戸新聞情報文化懇話会主催／新神戸オリエンタルホテル
「ボランタリズムを考える−NGO連絡会議の現場から」草地賢一
21日 新しい神戸をつくりだす市民会誌分科会
Aその他 Bその他団体
新しい神戸をつくりだす市民会議主催／神戸・中央労働センターなど
4分科会「福祉・女性」「都市計画と住宅、衝づくり」「環境と開発」「市民参加と行
政システム」。23日も
21日 わわわフェス・シンポジウム
Aまちづくり Bその他団体
神戸をほんまの文化都市にする会主催／神戸・シーガルホール
「文化による新しいまちづくりを目指して」。衛紀生、二宮厚美、竹山清明。
代表・平田康
21日 生活環境と大喪災−これからのまちづくりに向けて
A環境 Bその他団体
神戸学生青年センター主催／神戸学生青年センター
食料環境セミナー「生活環境と大震災」（全4回）。21日「食」保田茂、同28日「水」
讃岐田訓、5／12日「大気」中地重晴、同18日「廃棄物」植村振作
22日 心の危機をどう支えるか？阪神大震災のケアを通して A保健・医療 B行政関係
大阪市立婦人会館主催／大阪市立婦人会館
西原由起子（ケアネットワーク顧問）
22日 アースデーひようご・25周年の集い
Aまちづくり Bその他団体
アースデーひょうご95．実行委員会主催／神戸・県私学会館
「市民中心の都市運営への転換」菊本義治、パネルディスカッション「大震災と環
境問題一市民がつくる人間尊重のまちづくり」木村良夫、西川栄一、中田作成、塩
崎賢明、小沢秀造
22日 講演会「阪神・淡路大震災を語る一近畿地方の活断層J A科学・技術 B学術団体
神戸親和女子大学主催／神戸親和女子大学
「16年も前に県に報告、直下型いつ起きても不思議でない」三乗哲夫・
22日 活力ある人間・文化都市神戸復興をめざす研究会結成集会
Aまちづくり Bその他団体
同研究会主催／神戸・県私学会館
多分野の専門家がまちづくり復興案を提言。石川幹子、滝沢秀樹、金守長
22日 再就職セミナー
A産業。労働 B行政関係
兵庫県立女性センター主催／神戸・県立女性センター
「震災後の雇用相談の現場から」−杉一子・兵庫婦人少年室長
23日 第1回ユイ・フォーラム
Aまちづくり Bその他団体
ウイメンズ・シンクタンク・ユイ主催／神戸・県民会館
共に生きる、共に支えるまちづく．りへの提言。石東直子、安達和美．
23日 女たちで語ろう阪神大喪災パート2
AくらL Bその他団体
ウイメンズネット・こうべ主催／神戸海員会館
「自分たちで仕事をつくってしまおう」足立隆子
28日 ボランティア活動を考えるセミナー
A市民活動 Bその他団体
PHD協会主催／神戸・県民会館
気負わず、気張らず国際協力。6月30日までの6回シリーズ
28日 島原・阪神災書シンポジウム「共に復興を考える」
AくらL Bその他団体
島原市民復興ネットワーク主催／島原市
両被災地の共通の課題を探る。宮入興ナ、森崎輝行、福崎博孝
29日 フォーラム「著者ボランティアからの提言」
A市民活動 Bその他団体
同フォーラム実行委主催／神戸学生青年センター
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私たちは神戸で何をしたか、そしてこれから何をするか
29日 ビデオドック・オープンハウス
Aまちづくり Bその他団体
ビデオドック主催／宝塚・ビデオドック
「女たちの震災」フリ上トーク
30日 渡災復興を考える講演会
Aその他 B学術団体
国際経済商学学生協会（アイセック）主催／神戸大学

産業・コミュニティーの2分科会0加護野忠男、金田喜秀、新野幸次郎、島田誠
く5月〉

1日 講演会「被災分譲マンションの再建問題」
AくらL B民間団体
マンション再興モデル策定安貞会主催／HDC神戸
高田昇、丸山英気、北川善太郎
く3日 第2回魚崎まちづくりシンポジウム ー
Aまちづくり Bその他団体
関西建築家ボランティア主催／神戸・魚崎小学校テント
5日 国際助産婦の日in神戸
A保健・医療 月民間団体
同実行委主催／神戸・県学校厚生会館
被災妊婦の支援と助産婦ネットワーク

6日歴史と文化をいかす街づくりシンポジウム ・Aまちづくり Bその他団体
歴史資料保全情報ネットワーク主催／尼崎市総合文化センター
大震災で歴史文化遺産はどんな被害を安臥復興計画の中でどう位置付けられるべ
きか。薮田貫、高橋学ほか
7日女たちで語ろう阪神大震災パート3・まちづくり編Aまちづくり
ウイメンズネット・こ■うべ主催／神戸海員会館

Bその他団体

神戸市議選出馬予定の女性らが女性の視点を生かしたまちづくりの必要性を訴える
7日第9回町内会・自治会全国研究集会
Aまちづくり B学術団体
■東海自治体問題研究所主催／神戸大学瀧川記念学術交流会館
震災・復興とコミュニティー。岩崎信彦、古市忠夫
9日公開講座「ともに生きる−ふれあいの中の心のケアJ A保健・医療B行政関係
兵庫県立女性センター主催／神戸・県立女性センター

10日冨言霊慧芸芸登志男票言立総合教育センタ」 A行政・政治B行政関係
●防災機能を備えた阪急伊丹駅の復興、恒久住宅の整備、災害に強い衝の構築、産業・

10日芸芸表芸貰悪霊芸羞霊雷雲至芸完芸7；リオ．ホールA保健堰療B民間団体
震災直後から避難所や仮設診療所で医療活動に従事した技師たちの非常時の体験を
今後にいかすため
10日 パネルディスカッション「シテ・ユニベルシテ」実現に向けて
Aその他■B学術団体
ひょうご創生研究会、神戸新聞社主催／西宮・武庫川学院甲子園会館
大学衝を復興の核に、兵庫版学生街の提言0小森星駄高坂健次、井野瀬久美意、
福井有、寺嶋英介
11日長田の良さを生かした街づく。懇談会
Aまちづくり Bその他団体
同衝づくり懇談会主催／長田・ケミカルシューズ産業会館
地域に密着した商業や観光業者からみた集客型商業について。発起人北野正一ほか
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13日 シンポジウム「若都ま！震災ボランティアを語る」
A市民活動 B行政関係
宝塚市ボランティア活動センター主催／宝塚市立女性センター
13日 阪神文化創造会議・講演とシンポジウム
A文化。教育 B学術団体
学校法人阪急学園文化センター主催／西宮・武庫川学院甲子園会館
「新しい時代へ」森毅、「再生に向けて」嶋本昭三、加藤晃境
13日 自治研シンポジウム「大震災と地方自治J A行政・政治 B学術団体
兵庫県自治体問題研究所主催／神戸・県民会館
区画整理や医療体制など都市政策について。宮本憲一、岩見良太郎、上田耕蔵
13日 シンポジウム「やったことを記銀に残すボランティア大集会」
A市民活動 Bその他団体
阪神大震災地元NGO救援連絡会議主催／神戸市外国語大学
ボランティアの活動記録、震災・活動記録室。実吉威
15日 研究会「復興計画への提言一福祉のまちづくりの視点から」
・．Aまもづくり B行政関係
兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所主催／神戸・県民会館
15日 講座「ボランティアと地域社会」
A市民活動 B行政関係
大阪府立ドーンセンター主催／大阪・ドーンセンタ」
震災被災者と共存するボランティア。金香百合。15〜6／13の連続5回。
17日 日本精神神経学会特別シンポジウム
A保健・医療 B学術団体
日本精神神経学会主催／長崎市・
神戸市保健予防課の森井俊次主査、三重県・あすなろ学園の清水将之園長
17日 平和講演の夕べ．「阪神大康災と明日の神戸」
Aその他・B民間団体
神戸大学教職員組合主催／神戸大学農学部
「阪神大震災と都市防災」室崎益輝、「阪神大震災と市民生活」岩崎信彦
17日 復興にみんなでモノ言うなだ集会
Aまちづくり＿Bその他団体
．新しい灘区をつくる市民会議主催／神戸・都賀川公園
復興の主人公はあくまで市民との立場で、被災者や復興に汗を流す人たちが毎月15
日に行動をおこす
17日 兵庫県南部地靂・災書調査報告会
A科学・技術 B学術団体
日本建築学会主催／大阪国際交流センター
16日から全国9都市を巡回
17日 神戸新聞情報文化懇話会例会
A市民活動 B民間団体
神戸新聞情報文化懇話会主催／神戸ハーバーランド・ニューオータニ
・「阪神復興と危機管理を考える一官民非営利組織の役割分担」本間正明
18El 復興ボランティアフォーラムinFukusima A市民活動 B学術団体
福島大学行政社会学部主催／福島市
ボランティアの体験発表
19日 日米被災障書者交流会
A福祉 Bそめ他団体
被災地障害者センターなど主催／神戸・県教育会館
障害者にとっての優しい衝づくりはどうあるべきか。リチャード・スカッフ
19日 シンポジウム「阪神文化の灯を消すな！」
Aまちづくり Bその他団体
阪神文化復興委員会、宝塚市文化振興財団主催／宝塚。ベガホール
震災で打撃を受けた「険神間文化」の復興を。安藤忠雄、辻久子、植田押蘭、河内
厚郎
20日 兵庫の川サミット
A環境 Bその他団体
市川流域アメニティ研究会主催／神崎町・エルデホール
阪神・淡路大震災関連シンポジウム等の記録く1〉 141

人と水のかかわりをテーマに阪神大震災の体験発表も行われる。
渡辺一二、福留借文ほか
20日 鎮魂と復興・女たちの集い
AくらL Bその他団体
ぐる−ぶ「め」主催／神戸・北須磨文化センター
20日 連続講座「阪神大震災から学ぶ」PARTI Aその他 B行政関係
伊丹市立中央公民館主催／伊丹市立中央公民館
「復興と人とこころ」をテーマに全4回。20日「物質文明の過剰から解き放たれる
瞬間」島京子、同27日「明日への確かな≠道〝をつくろう」西道実、6／3日映画
「地球交響曲」上映、同10日「なぎたおされても蘇る人の心のF復興j」韓村喬
20日 ワークショップ「災害とデザイン」
Aまちづくり B学術団体
芸術工学会主催／神戸・芸術工学研究所
震災を契機にデザインはどんな役割を果たしたのか、また何を果たすべきか。
田中央、坂田岳彦、鈴木成文、田中直人
A科学・技術 Bその他団体
21日 みんなで考えよう地震と原発の危険な関係
脱原発兵庫連絡会主催／神戸・県教育会館
原発は地震に耐えられるか。荻野晃ほか
A保健・医療 B学術団体
21日 公開討論会「震災後の復興体験」
甲南大学主催／神戸・甲南大学
被災者の心の復興をテーマに。河合隼雄ほか
21日 シンポジウム「防災と環境創造による阪神地域の復興まちづくり」
Aまちづくり B学術団体
尼崎都市・自治体問題研究所主催／尼崎市立総合文化センター
環境重視のまちづくり、「震災復興関西環境NGOネットワーク」の結成へ。
高田昇ほか
21日 第1回被災マンション再建セミナー
AくらL Bその他団体
分譲マンション復旧・建て替え推進協議会（復建協95）主催／神戸・県民会館
21日 コミュニティー復興フォーラム
Aまちづくり B行政関係
兵庫県主催／西宮・深津小学校
県民と共に復興計画を考える。21日午後・日生神戸駅前ビル、24日・淡路一宮町ふ
るさとセンターの3回の地域会議を経て、28日・県公館で全体会
21日 尼崎の朝鮮学校をささえる会結成集会
A福祉 Bその他団体
朝鮮学校を阪神淡路大震災から復興させる会主催／尼崎朝鮮初中級学校グラウンド
施設復旧費の助成などを訴える‥
22日 シンポジウム「みんなで家を、街をつくろうよ」 Aまちづくり Bその他団体
神戸元気村、丹波年輪の里主催／神戸・石屋川公園神戸元気村特設会場
木造住宅の耐震性と頑丈な家づくり、復興、まちづくりについて
23日 シン示ジウム「まちの復興に生かそう道路づくり」 Aまちづくり B学術団体
ひょうご創生研究会・神戸新聞社主催／神戸・県私学会館
震災復興の道路計画が対立点になっていることに関する討論。小谷通泰、安田丑作
植田和弘、新田保次
24日 リレーフォーラム「まちづくりと議員の役割」
A行政・政治 Bその他団体
街づくり支援協会主催／西宮・なるお文化ホール
県議・市議の候補者に聞く。協会事務局・中西光子。26日まで神戸、芦屋でも
25日 特別講義「区画整理・市街地再開発の現段階と住民、議員」
Aまちづくり B学術団体
神戸大学法学研究科主催／神戸大学法学部
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専門家による支援

匪ヒ勾

｝関西建築家ボランティア
ロ初期の活動
．震災の7日後、大阪・京都・神戸・奈良で小規模な事務所を主宰するアトリエ建築家を
中心に結成された。初期活動は、被災地全域を対象にした建築相談窓口を設けることで
あった。事務局を置く場所がなかったため、携帯電話を借り一週間交代で担当を決め相談
受付をおこなった。マスメディアの協力もあり、活動と携帯番号が新聞テレビで紹介され
相談が殺到した。毎週水曜日の夜に会議を招集し、受付担当者が相談依頼リストを配り、
現地への派遣者を決定する。その上で次回の会議で派遣結果の報告をおこなうということ
をほぼ3ケ月継続して行った。
相談の大半は、外観上は大きな被害の見あたらない建物所有者からもので、余震で壊れ
ないか補修が可能か見て欲しいというメンタルケアに近いものだった。
□魚崎との関わり
2月に入り、神戸市東灘区の魚崎小学校避難所から要請をうけ地域への継続的支援を行
うことになった。避難所の運営リーダー達と共に地区復興会議を設立し、まちづくりシン
ポジウムの開催を決め、11箇条からなる「まちづくり憲章」を起草した。4月のまちづ
くりシンポジウム後に実施した相談会では戸建て住宅の共同化や市場の再建プロジェクト
がスタートした。
また、6月には避難所の地元運営リーダー達を中心に、まちづくりシンポジウムに参加
した財産区議員、地元に住む大学研究者、行政職員らに関西建築家ボランティアのメン
バーが加わった「魚崎地区まちづくり準備協議会」が発足した。
12月にはHAR基金の助成を受けて魚崎地区内に『魚崎まちづくりハウス』を設置す
ることができ、以後、隔週毎のまちづくり準備協議会や共同化プロジェクトの会議などが
ここで開催された。しかし、地域の連合自治会が本来の活動を回復するにつれ、地元有志
と外部専門家たちの試みは、組織の中枢メンバーから認知されることはなかった。
その後、魚崎地区の一部で地域の自治会を巻き込んだ「まちづくり協議会」設立準備が
整ったが、上部団体である連合自治会からの強い圧力により中断を余儀なくされた。その
後、まちづくり準備協議会は活動を中断した。

雷神戸復興塾（神戸まちづくり研究所）
□神戸復興塾〜ことのはじまり
震災後の市民活動の爆発的な展開の後、時間的な流れのなかで活動の展開を再考する動
きが出てきた。神戸復興塾もそのような中で生まれた。中心となったのは、震災体験を他
都市に伝える活動をしていた「市民語り部キャラバン隊」である。震災とその後の復興過
程での経験を他地域とも共有しなければならないとして、発信していくことの重要性で一
致し、そこから「神戸復興塾」構想がもちあがった。
その後、「現場の知」を重視する同志的な専門家集団として、新しいアイデアを着想

し、誰も試みたことのない企画に取り組む行動集団として1996年4月に結成された。
その後、NPOの可能性についてサンフランシスコ視察ツアーなどを通じて検討を重ね
てきた結果「神戸復興塾」を母体に、2000年3月「特定非営利活動法人・神戸まちづく
り研究所」を結成し、民間のまちづくりシンクタンクを目指すことになった。

｝阪神大震災復興市民まちづくりネットワーク
ロことのはじまり
震災から10日後、以前より神戸のまちづくりに関連のあった都市計画家、まちづくり
プランナー、建築家、大学研究者ら約50人が小林郁雄（まちづくり（株）コープラン代
表）の呼びかけに応じて被災地のまちづくりを応援するためにゆるやかなネットワークと
して生まれた。中心となるのは、どちらかというと大手都市計画事務所の再開発コーディ
ネーターではなく阪神間のまちを良く知るまちづくりプランナー達であった。彼らの多く
は故・水谷穎介（大阪市大教授）の薫陶を受けた友人・教え子・仲間達でもあった。
ロネットワーク連絡会
当初は、神戸市東部、西部、中心市街地、西宮市に別れ、それぞれの地域に世話人をお
く形で運営にあたった。全体を統括する事務局はコープランが担うことになった。会議は
最初は週1回、半年後からは月1回となったが、日を追って参加者が増え被災地全域をカ
バーするに至った。
各地区の状況・活動報告を中心に行政担当者も含め意見交換が行われた。また、半年に
1回くらいの頻度で全体会が開催され、被災地全体での情報交換も行われた。復興の多様
な局面で、行政から検討段階の情報が提供され、それを議論する場にもなり、そこから実
際多くの支援制度が生まれた。官製の委員会で意見を聴取するだけの従来の方法ではな
く、自発的でオープンな集まりに行政が参加しリアルタイムに課題が検討される形態が生
まれたことに注目したい。建築家や大学の研究者たちもここで得た情報を活かして、プラ
ンナーの手薄さを補完する働きをした。
□白地地域支援へのシフト
1996年秋頃から神戸市東部連絡会では、行政事業の関わらない白地地域の復興が課題
の中心になるとの認識から、神戸市東部白地地域支援ネットワークと名を変えることに
なった。その後、神戸白地連絡会（奇数月開催）と阪神白地連絡会（偶数月開催）に分か
れたが、阪神白地連絡会に統合されて現在に至る。会議の内容も、まちづくり活動の事例
報告や新しい動きについての情報交換が中心となった。

｝阪神・淡路大震災まちづくり支援機構
□ことのはじまり〜ワンパック専門家巡回相談隊
震災直後、専門家として何かできることはないかと大阪の斎藤浩弁護士の呼びかけで
「ワンパック専門家巡回相談隊」が結成され、建築士、都市計画家、医師、自治体職員、
税理士、不動産鑑定士ら54名が集まった。東灘区内の9地区を皮切りに、3月11日ま
でに中央区、兵庫区、長田区、芦屋市、西宮市を訪れ59カ所で693件の相談を受けて
いる。「ワンパック」の意味は、一つの課題に複数の専門家が知恵を出し合いワンストッ

プで解決しようということであった。
□阪神・淡路まちづくり支援機構の結成
1995年6月には、すでに学会、弁護士、建築家などの専門家が連携し、被災地の大部分
を占める放置地域（白地地域）の住民主体のまちづくりを支援するための組織として「阪
神まちづくり支援機構」が提唱された。基本理念は3つある。一つは、社会的に認知され
た職能団体が団体加盟することで、個々の専門家が業際を超えて復興まちづくりのために
知恵を絞り協力すること0残りはは、ボランティア精神に根ざすこと及び徹底した現場主
義である。
その後、大阪・神戸の両弁護士会が中心となり、代表に元日本弁護士会会長の北山六郎
氏と京都府立大学学長の広原盛明氏を決め、学会、専門家団体にも声をかけ結成準備が本
格化したが、過去からの確執を超えて士業間の合意を形成するのは予想以上に困難をきわ
め、やっと震災の翌年の1996年9月に弁護士、建築士、税理士、司法書士、不動産鑑定
士、土地家屋調査士の近畿レベル六職種九団体に都市計画学会、建築学会が加わり、学
者、コンサルタントらの協力で結成された。
□巡回相談
各業種からなるチームで仮設住宅、まちづくり協議会からの依頼で21カ所延べ140
名が派遣された。土地の境界トラブル、借地借家問題等が相談としては多かったといえ
る。また、公的支援など行政への要望も多く聞かされハード中心の支援を念頭においた専
門家チームの限界も感じた。
□共同化支援
借地権者による共同化を成功させた「魚崎市場再建事業」においては、弁護士、税理
士、司法書士がコーディネーターの建築家を支援したし、再開発事業をかけないで進めら
れた共同化事業における税制の適応についても「東尻池コーポ」の事例では、コンサルタ
ントを支援して税理士が国税局にまで掛け合って共同化の過程でおこる権利移動（合筆、
交換）への課税を回避して成果をあげた。
□広域的な地盤移動地域への支援
地震による広域な土地移動の起こった「西宮市殿山地区」では土地家屋調査士を弁護
士、税理士、コンサルが支援し、本来、局地的な土地移動では原状に戻すことが原則と
なっていたが、そのためには被害をまぬかれた塀や門扉をすべてやり変えねばならず住民
に大きな負担を強いることになる。そこで土地移動による面積・位置の変更を金銭清算す
ることで地区住民の合意を得て、移動後の現況を地積吏正により確定するという前代未聞
の解決を実現することもができた。

■専門家の役割が変わった。
震災後、まちづくりに対する専門家の役割にも大きな変化が生じたといえる。これまで
専門家は、縦割り行政の中で制度の運用者としての役割を担ってきたが、今後のまちづく
りにおいては、一人の経験豊富なSPECIALISTより、むしろ各種の専門家がチームを形成
して、それをまとめていくネットワーカーやフアシリテ一夕一、コーディネーターの役割
を担うGENERALISTの機能が求められている。まちづくりプランナー自体が、プランづ
くりではなくプロセス・デザイナーとしての役割を果たそうとしている。
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私たちは笑っています。

払たちは心の豊かさを求めています。
弘たちは支え合っています。
払たちは福祉のまちづくりを求めています。
私たちは市民が主役の世の中を求めています。
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第壷計画策定の基本的な考え ∬

共生社会を前提に

第一章 日々の暮らしから発想する 〃
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田圃巴
被災マンションの復興
■はじめに
戦後はじめての大規模都市災害であった阪神・淡路大震災は、新しい住まい形式である
マンション（区分所有型集合住宅）を直撃した。死者こそ出なかったものの、約3割のマ
ンションが、何らかの被害を受けたと言われている。172棟（神戸市内70棟）のマンショ
ンが大規模被災（全半壊）し、その内の108棟（神戸市内54棟）のマンションが建て替え
による復興を行った。その過程で平常時では注目を浴びることのなかった数多くの問題を
提起した。
マンション供給が始まって40年を超え、都市部では住宅世帯の内、集合住宅世帯の割
合が50％（神戸市では70％近くになる）をはるかに超え、現在でも大都市での住宅供給
の主流となっている。しかし、優良な住まいのストックを継続的に維持していくためのマ
ンションの改造・更新は、まだその鳥羽口に立ったばかりである。108棟の再建マンショ
ンの捏起した問題は、災害に対する備えとして重要であるばかりでなく、今後、平常時の
中で緩やかに進むストックの更新にとっても重要である。

■再建の手法
1．全面売却方式〜被災マンションの区分所有者が、所有する権利を一旦デベロッ
パーに譲渡して、デベロッパーが再建したマンションの区分所有権を購入する。
この方式では、被災者は従前権利の評価にさえ同意すれば、事業途中の諸経費に
っいて一切負担することは無いが、再建建物の設計や価格についてはデベロッ
パーのイニシアティブで進められる。被災区分所有者側に充分な知識も情報もな
く、協議に要する時間と労力がかからないことから、再建を急ぐマンションで多
く採用された。
2．事業代行方式〜被災区分所有者が、専門家の支援のもとで設計や事業収支など
を協議し、デベロッパーに事業遂行を委託する。被災者が合意形成の過程で自ら
のイニシアティブでものごとを決めていくことが出来た。条件を決めた上で権利
を一旦デベロッパーに譲渡して進める形は全面売却方式と判別が困難である。し
かし、イニシアティブの在り方では、形式的なものから実質的なものまでさまざ
まであるが、最も多くのマンションがこの方式を選択した。
3．自主再建方式〜被災マンションの区分所有者でつくる再建組合が、事業主とな
り、コンサル、設計、建設会社と契約し、自らの資金で事業を遂行する。迅速に
合意形成できた小規模マンションに多くみられた。事業遂行のための資金につい
ては修繕積立金の充当や新たな再建基金を集めているのが特徴。当初、行政側よ
り、任意団体である管理組合を補助金の申請主体とすることに危倶や懸念が表明
されたが、権利者の合意形成が進み、コンサルの事業プログラムが明らかになる
と共に解消された。
個別的に見るとマンションの特性に合わせて中間的な方法が多くとられており、分別は
難しいが、敢えて傾向を述べると最も多いは事業代行方式で、全体の4〜5割を占めてい
る。残る部分を全面売却方式と自主再建方式が二分する形となっている。また後者の2方
式は、再建着手時期の早いマンションに集中的に現れている。復興を急ぐために第三者に
委ねてしまおうという意識と早く合意ができたので最後まで自分たちでやり遂げたいとい
う両極の想いが働いたものと考えられる。

■合意形成

1．合意形成の流れ

復興の合意形成は、「復興方針（推進）決議」と「法定決議」の二段階の決議を
経て行われた。方針決議は、法的な拘束を持たない決議であるため成立要件は管理
組合それぞれの判断に委ねられた。過半数よるマンションもあれば4分の3以上を
目安としたものもあった。老朽化によるものではなく、被災からの復興であるため
「建て替え」か「修繕」かのどちらかを選択せざるを得ないという中での決断を迫
られた。方針決議では「建て替え」を選択したが、法定決議で5分の4以上の賛同
を得られず、「修繕」を選択して復興したマンションもあった。

2．障害となった事柄（工費解体、被災度調査、支援の偏り、法律）
合意形成の段階では、充分な情報が、必要な時期に正確に伝わらなかったためい
くつかの混乱が生じた。原因としては、一つは、行政側の支援策が時間経過ととも
に変化したり、追加されたり、延長されたりしたことが挙げられる。マンションに
関しては、公費解体の期限が、それにあたる。復興の進捗状況に合わせ数度の延長
があったが、個々のマンションでは、合意形成に大きな拘束となり、充分な話し合
いが制限されるケースも見られた。
また、方針決定に必要とされる被災状況の詳細調査についても支援の対象とされ
なかったため合意形成の障害となった。全般的に平常時の住宅の更新を促進させる
支援制度が、災害対応で強化されて適応されたため、修繕への支援が手薄になった
ことは否めない。

3．決議後の合意形成

円滑化法制定以前では、建て替えの法定決議が成立した後も、反対者の権利買取
や解体同意書、権利移転手続きの承認、売買契約など、賛同権利者全員の協力が大
前提であった。実際には、法定決議後、反対者からの訴訟への対応や、事業の具体
的内容などについて賛同者の意見が別れ、新たな合意形成が必要とされるケースが
見られた。区分所有法の改正（建替円滑化法）によりこれらのリスクは大幅に軽減
されたと言えるが、法定決議後であっても丁寧なプロセスを踏んでいくことの重要
性は変わらない。

■再建を巡る支援制度
1．優良建築物等整備事業助成
住宅の更新に伴い、一定の要件（空地率、緑地率など）を満たすマンションに
助成することで、優良な住宅ストックを確保しようと設けられたこの制度が、多
くの再建事業に適用された。社会的インフラと見なしてマンションの共有部分整
備費を助成の対象としているのを初め設計調査費も助成対象とされた。助成率も
従来は3分の2であったものが、震災支援ということで一挙に5分の4に引き上
げられた。被災再建マンション1戸あたりの助成金額は、平均で4〜500万円
となり、再建負担額のおよそ4分の1が助成されたことになり、建て替えへの大
きな追い風となった。

2．公費解体
住宅の解体費を公費で賄うという方針は、被災直後比較的早い時期にうちださ
れた。しかし、当初は申請期限が秋までという噂が流れたり、その後も小刻みに
期限が延長され合意形成を混乱させる要因となった。マンション解体には、全権
利者（債権者・共有者を含む）の同意が必要とされたが、全員の同意書がそろわ
ないまま解体するなどの混乱も見られた。また、この制度が住宅復興を建菅に誘
導したとの批判もあった。

3．融資制度
融資は、銀行などの民間融資以外に、公的融資として住宅金融公庫や労働金
庫、年金融資などがあり、基本融資枠で足りない被災者には、公庫の震災特別加
算や県市の特別融資が設けられた。加えて、期限を設けてではあったが、二重
ローンなどへの軽減策として、一定利率を超える部分への利子補給の仕組みも設

けられた。返済総額の減につながるという側面とともに、借入限度額の拡大にも
つながる効果が評価された。

4．専門家派遣
復興方針を決定するまでの専門家支援は非常に重要だが、事業化の見込みが見
えない中では資金の出どころが無い。専門家の側もボランタリーに関わるには作
業量が大きすぎるというジレンマがあった。神戸市、兵庫県と相次いで設けられ
た専門家派遣制度は、金額的に充分と言えるものではなかったが、こうした初動
期及び事業推進期の専門家作業を支援するというニーズに応えるもので効果は大
きかった。

｛残された課題
1．修繕工事支援制度の不在
建替には、建設費・調査設計費などに補助があり、公費解体や借入金への利子
補給の制度がある反面、補修には、住宅金融公社の工事費貸付制度があるのみ
で、工事費や調査設計費に対する補助は全く無い。このため、修繕補強工事の技
術が向上にもかかわらず、建て替えに誘導されたケースがあったと推察される。
補修で済めば仮住居や恒久住宅確保等の社会的負担が軽減されることを考える
と、もっと修繕への支援メニューが用意されるべきではと思わざるをえない。

2．被災状態調査費助成の不在
マンションの被災状況は、見た目での判断は難しい。簡易調査であっても数百
万円、詳細調査であれば数千万円以上の経費がかかるとされている。多くのマン
ションで調査に二の足を踏んだため、充分な情報に基づいた合意形成が出来な
かった。また、調査をせずに解体してしまうことで、今後の災害対策に必要な被
災原因の詳細データも同時に失われてしまう結果となった。5年後のトルコ・マ
ルマラ地震では、解体後の訴訟を想定してではあるが、解体前の被災状況の調査
を義務づけていたことが印象的であった。

3．優建補助の要件
優良建築物等整備事業補助金は、住宅の更新に向けて質の高い住宅ストックを
確保する目的で、一定の基準を超える住宅更新に補助金をだすものである。平常
時の優良住宅更新への制度を被災マンション再建に適用したものである。補助率
は、3分の2から5分の4に引き上げられたが、適用の要件はそのままであっ
た。例えば、その後撤廃されはしたが、更新後の戸数について従前戸数と同等或
いはそれ以上あることというような要件は、住戸規模の質的変化や過剰ストック
などの社会状況と明らかにミスマッチであった。また、空地率を従前より20％
上げるという要件も商業地と住宅地という違いが考慮さておらず、一律に適用す
ることの合理的理由を兄い出すことが困難である。

4．より多様な選択肢
合意形成は、「賛成を集める」ことではなく「納得を築く」ことである。その
ためには、個々の区分所有者の状況や個々のマンションの特性に応じた多様なメ
ニューを用意できることが重要である。小規模マンションでは、コーポラティブ
住宅の手法を導入し、個々の権利者の希望を計画に反映しているケースが多い。
また建て替えに参加出来ない権利者のための低家賃の住戸や障害を持つ権利者の
ための特別仕様の住戸を設けた事例も見られた。リバースモーゲージの考えも高
齢権利者の再建支援に提案され、制度化されたが、制度化に時間がかかったこと
や相続予定者（子どもたち）の十分な理解を得ることができず適用事例はほとん
どみられなかった。この点については、建替事業をサポートするデベロッパーや
コンサルタントの力量が問われるとともに、平常時からの社会的認知が必要とさ
れるところである。

｝まとめ
被災マンションの復興再建で障害となったことや課題について述べてきたが、最も大き
なハードルは、コミュニケーションである。都市への爆発的な人工集中を背景に急速に普
及してきたマンション（分譲型集合住宅）は、ドアを閉めたら周りと遮断が可能なプライ
バシー確保ができ、共有物の管理は費用を払って第三者に委託でき、売買も簡単にできる
という共通認識を醸成してきた。そのため、実際には共有部分が大部分を占め、個々の所
有権も大きな制約を受けている現実との間に大きなギャップを生じていた。専門家によれ
ば、実態的には、区分所有権は処分自由な私的所有権ではなく、共有物の占有使用権に過
ぎないとまでいわれている。
このような社会的認識ギャップを震災が突然襲い、「建て替え」か「修繕」かの論争
は、互いに私的所有権を侵害されたと感じたことから先鋭化した。また、マンション内の
コミュニケーションも平常時の孤立状態を反映し困難を極めた。特に100戸を超える大
規模マンションでその傾向は顕著だった。住民の有志が「復興ニュース」を発行しコミュ
ニケーション不足の解消を図ったり、階別（棟別）集会など小規模集会に分けて意見を聴
取したり、個々のマンションでは多様な工夫が見られた。
これらの教訓から、マンションの防災対策で最も重要と言えるのは、マンション内のコ
ミュニティ形成である。年に1度でも家族ぐるみで参加できるような行事を行うとか、マ
ンション内で様々なサークルを作って活動するとか、「管理ニュース」を発行するとか、
小さなものでも普段からのつながりを作っておくことが、非常時の備えとして役立つこと
を実感した。

