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	 私の災害復興研究	

災害復興を災害復興研究として扱わない	

	

大阪市立大学都市研究プラザ特別研究員／人と防災未来センターリサーチフェロー	

菅野	 拓	

	

１．私の問題関心と経歴	

私の災害復興研究という大それたテーマを述べる

にあたり、勉強不足の若輩にとって、個人史から出て

くるもの以外語ることはできない。そこで、まず、私

の問題関心と経歴について述べることとする。 
私は一貫して、社会問題・都市問題・社会的課題な

ど（以下、全て社会的課題と表記する）がいかに解決

されるのかに強い関心を抱いてきた。そのため、社会

的課題の解決の社会的メカニズムの研究や解決手法

についての研究、場合によっては、参与観察やアクシ

ョンリサーチを半分、実務者半分で、自らが解決者と

して振る舞うこともいとわなかった。研究対象や実践

上の大きなケースが、東日本大震災からの復興にまつ

わる社会的課題の解決であったため、研究としての防

災や復興の世界に入ることになった。 
	 学士および修士課程では農学部に所属し公園設計

などを専門とする造園学（研究室は環境デザイン学と

いう格好いい名前になっていたが）を学んでいた。私

が大学に入学したのは 2001 年なのだが、当時の都市

部の公園の様子を思い出してほしい。ブルーシートが

かけられた簡素な小屋が散在し、野宿している人をよ

く見かけた。バブル崩壊や経済のグローバル化の波を

受け、日経連など経済界が進めた非正規雇用層の創出

もあり、ホームレスに代表される貧困問題が日本を席

巻しはじめていた。このような状況のなか、専門家ぶ

って公園の設計などしていてよいのだろうかと思う

ようになり、通常の造園学とは異なる道を志向するよ

うになった。この志向こそ、現在まで私が抱え続ける、

人生を迷走させる原因で、いわば運の尽きであった。	

今から考えるならば、当時、阪神・淡路大震災被災

地で実験的に展開されていた参加型デザインに関心

をもったり、まちづくりの NPO などに関係したりした

のが、阪神・淡路大震災の市民社会とのつながりと言

えるかもしれない。しかし、当時の私は災害には関心

が向かず、もっぱらホームレス問題に関心が向いてい

た。	

元来研究者を志していたのであるが、修士課程が終

わると同時に民間シンクタンクに進んだ。造園学の世

界だけでは、様々な社会のことを勉強不足だと痛感し

たことが理由である。中央官庁や自治体の世界や、民

間企業の世界を一気に体感できることが魅力的であ

った。そこで 3 年間の修行期間を経て、社会的課題の

最前線に飛び込むため、伝統的に社会問題への関心が

強い大阪市立大学の博士課程に進学したのが 2010 年

4 月であった。	

博士課程進学後の約 1 年間は、社会的課題を扱うた

めの理論研究を行いながら、指導教員である地理学者、

水内俊雄教授と一緒に、全国のホームレス支援団体の

調査を実施していた。その際に、貧困問題に日々向き

合う、日本を代表する社会活動家たちと出会うことに

なり、彼らと様々な研究や仕事をともにすることとな

った。彼らの多くは NPO や生協などサードセクターと

呼びうる組織を率いていた。研究や仕事を通して、こ

のような社会活動家や研究者との社会ネットワーク

を築いていく 1 年であったが、その年度末の 3 月 11

日に東日本大震災が発生し、再び人生は混迷していっ

た。	

発災直後から社会活動家たちとどうすべきかを情

報交換していたが、直接被災地に行き、支援活動を行

うことを翌日の 3 月 12 日には決め、様々な調整のの

ち 3 月 19 日に被災地入りした。ホームレス支援の全

国組織、九州や関東を本拠とする大手生協とタッグを

組み、私は現地統括として仙台に入り、在仙のホーム

レス支援団体とともに緊急物資配送プログラムを実
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施することになった。急に立ち上がった民間組織の連

合体としては、かなり大規模なプログラムを展開し、

常時 10 台程度の配送車を動かし、行政の物資配送か

ら漏れがちであった、寺社・仏閣などで開設された私

設の避難所や社会福祉施設を中心に、3 か月程度にわ

たり物資配送を行った。なお、この 1 年は「大学院は

休学ね」と、指導教官からある意味お墨付きをもらっ

て活動することとなった。	

また、仮設住宅の建設が行われ、自死、孤独死、生

活再建できないことなどが問題になるであろうとい

うことは把握していた。そのため、一緒に活動してい

た仙台の社会活動家たちとともに、仮設住宅入居者へ

の生活支援のプログラムを企画し、宮城県や仙台市な

どに提案しながら、その実施を企図していた。そのこ

ろ感じていたことは「地震や津波で家がなくなり、大

量のホームレスが出た」ということである。そのため、

生活再建支援もホームレス支援が応用できると考え

ていた。	

この「被災者はホームレスである」ということを過

去の被災地で話すと、「私たち被災者はホームレスで

はない」と叱られることが多々あった。この怒りはホ

ームレスへの偏見に満ちているのではあるが、同時に、

災害や復興の世界というのは特別だということの表

れでもある。支援者としての私にとって、災害復興の

制度が、他の社会福祉的な分野では当然であるような

支援や制度と連関していないことへの違和感があっ

た。この違和感は私の災害復興研究の決め手となるも

のである。	

仮設住宅入居者への生活支援のプログラムはある

NPO と仙台市の協働事業として実施することとなり、

社会活動家たちとその NPO の事業立ち上げを実施し

ていった。事業を実施することが濃厚になったのが 4

月に入ってからで、復興予算も出そろわない 6 月 1

日から事業開始だったので、ベンチャー企業の立ち上

げのような状況であった。また、プログラムを実施す

るなかで、失業している仮設住宅入居者に多く出会い、

生活再建の問題は失業問題であり貧困問題であるこ

とを実感していった。そのため、就労支援のプログラ

ムなども開発・実施した。これらのプログラムは仙台

市の調整のもと、被災者生活再建加速化プログラムを

構成することになり、日本版の災害ケースマネジメン

トの最初の事例となった。この NPO を通して出会った

現地の社会活動家たちとは、現在もこの NPO を一緒に

経営しており、宮城県内の多くの地域で被災者生活再

建支援や生活困窮者自立支援を実施している。	

	 発災から 3 年は、この NPO の事業を通して、被災者

生活再建支援の企画・運営に奔走しており、同時に、

研究者の卵として、様々な参与観察やアクションリサ

ーチを実施していた。ちょうど大学院博士課程の 4

年間（1 年の休学含む）が終わり、もう少し東日本大

震災について研究者として関わりたいという思いの

もと、人と防災未来センターに着任し、本格的な災害

復興研究を実施することになった。	

	 ここまでが研究者になるまでの経歴である。この経

歴は、現在の研究実績や私の個人的な研究展望と密接

にかかわっている。	

	

２．災害復興研究への私のまなざし	

最初に触れた通り、私の関心は社会的課題がいかに

解決されるのかにある。そのため、災害復興も社会的

課題解決の 1ジャンルとして考えている。社会の一
定の構成員が何らかの異議をもって、それを解決する

ために活動するという意味では、ホームレス支援であ

ろうが、子ども支援であろうが、被災者生活再建支援

であろうが変わりはない。その社会的課題に向き合う

先駆的な活動者も、近年では NPOなどのサードセク
ターであることが多い。 
この関心のため、私は東日本大震災や以後の災害に

3 つの立場でかかわることになった。1 つ目は上述し

た NPO の実務家としての立場で、被災者生活再建支援

や生活困窮者自立支援に取り組んだ。2 つ目は防災工

学的な研究者としての立場で、東日本大震災から防災

上の教訓を得るための研究を行った。被災者の生活再

建支援手法のモデル化や法制度の改善提案、災害対応
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における NPO と行政との協働手法のモデル化が主な

仕事であり（菅野	2012,	2014,	2015c,	2016,	2017b;	

2018）、災害ケースマネジメントなどとして、現時点

でもいくつかの制度や仕組みの改善につながった。3

つ目が、純然たる人文社会科学者としての立場で、社

会的課題がどのように解決されるのかということに

関して、先駆者となることが多い NPO などのサードセ

クターに注目してそのメカニズムに迫っている（菅野	

2015a,	2015b,	2015d,	2017a;	2017c）。	

実務者である 1 つ目はさておき、2 つ目の立場が最

も災害復興研究らしいものではないかと思う。ただし、

この 2 つ目についても、3 つ目の社会的課題がどのよ

うに解決されるのかという問いかけのもとなされた

研究のうち、社会工学的な意味合いが強いものを取り

上げている。つまりは、災害復興を災害復興研究とし

て取り扱わないことから、災害復興研究を行っている

ことになる。	

どういうことかを少し説明しておきたい。大規模災

害は大きな社会変動の契機であり、社会的課題が多数

生じ、それへの社会の反応が発生する。社会的課題は

平時でも生じているが、大規模災害は平時の社会シス

テムが明確に中断されるため、社会的課題への社会の

反応が観察しやすくなる。この観点で社会を観察して

いると、一部の観察事実や分析結果は災害復興研究と

しても有用なものとなる。	

	

３．災害復興研究がタコつぼ化しないために	

このような考え方で災害復興研究を行っているの

で、常に災害復興を平時の社会と関係づけて考える癖

がついてしまった。これは先述した「被災者はホーム

レスである」ということを言うと叱られる、というこ

とにもかかわっている。要するに、家がなくなってし

まう状況であっても、少なくとも災害復興においては

そのような人はホームレスと扱われず、災害復興に特

有な制度や文化によって社会的に特別扱いされてい

るということである。この災害復興の特殊性とでもい

うべき特別扱いが、良い部分も悪い部分も生んでいる

ように思う。	

まずは、良い部分から考えてみたい。平時では動員

不可能な多数の行為を呼び起こしている。例えば平時

には寄付は簡単に集まらないが、災害時は別である。

空間的・時間的に連続することが少ない災害にかかわ

る経験が交換され、知識が伝えられていくこともいい

部分だと考えられる（まさに学会とはこの役回りの中

心である）。この良い面は、災害復興研究において「専

門化」と呼びうる。	

しかし、悪い部分もある。平時の社会では一般化し

ていることがなかなかとり入れられないことがある。

大規模災害が起こると、過去の災害が参照されるが、

東日本大震災では阪神・淡路大震災が参照された。こ

のことが被災者生活再建支援上は弊害を生んでいる

と思われる部分がある。阪神・淡路大震災は 1995 年

に起こったが、介護保険法、障害者自立支援法（現、

障害者総合支援法）、生活困窮者自立支援法など、現

代的な社会福祉制度は全て未整備であった。そのため、

本来であれば、このような制度のもと地域に生じてい

た社会資源や仕組み（例えば、NPO などの支援団体や

地域包括ケア体制などのネットワーク）をうまく活用

した方が、被災者の生活再建上有利だと考えられる。

しかし、こういった現代的な社会保障と災害救助・被

災者生活再建支援はあまり連動していない。	

災害ケースマネジメントの先駆事例である仙台市

の生活再建支援は、ホームレス支援や生活困窮者支援

のノウハウを用いて構築された部分が大きい。運営し

ている NPO が視察を受けた際に、「神戸の教訓ですね」

としばしば言われるのであるが、実際には生活困窮者

自立支援の先進地であった沖縄県や大阪府豊中市か

ら多くのことを学んであり、対応に困ってしまった。

これは、災害復興に特有な制度や文化に縛られるあま

り、その時点で使える資源や仕組みを見落とし、最良

の手段を確保できない状況になりかねないことの表

れである（別に阪神・淡路大震災の例が悪いと言って

いるわけではないので誤解しないでほしい）。	

このような悪い面が生み出されるのは、「専門化」
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の結果、平時の社会との関係を考えずに様々なことが

検討できるようになってしまったがためである。「専

門化」が行き過ぎ、タコつぼ化してしまったために、

災害復興にまつわる知識は平時の社会との関係性が

十分に検討されず、その関係性を取り持つことが少な

いように思われる。知識を効率的に扱う上で、専門化

が重要なことは論を待たない。ただし、災害復興だけ

を社会の中で遊離して考えることは悪い面をも生み

出していることに自覚的でありたい。	

2015 年に仙台市で開催された国連防災世界会議で

取りまとめられた「仙台防災枠組」の最重要概念であ

るインクルーション（社会的排除がない状態）を、災

害復興において実現するためには、人々の平時の脆弱

性にアプローチする必要がある。では、どのような仕

組みが、その脆弱性にもっともアプローチしやすいの

であろうか。それは、平時からその脆弱性にかかわっ

ている仕組みに違いない。例えば、DMAT の取り組み

は、政府が医療を直接供給することになっている災害

時の制度に対する、平時の医療システムを前提とした

オルタナティブだと考えらえる。また、立木（2018）

などで取り組まれている障害者の災害時ケアプラン

も平時からの支援者がかかわるものである。	

このような認識に立つならば、これからの災害復興

研究は、平時の社会との関係性を取り持つもことが必

要であると（少なくとも私には）思える。普段は市場

で取引している住宅や生活物資を、そんなことをやっ

たこともない政府のみが統制して供給する必要があ

るのか。生活再建が困難な被災者は生活困窮者ではな

いのか。社会政策や労働政策では現金給付もあり得る

のに、災害時のみなぜこんなにアレルギーがでるのか。

平時の脆弱性が多分に関与する被災者の困難と家の

被害が制度的に同一視される必要があるのか。このよ

うな平時との関係性を念頭に置いた問いこそが、災害

復興研究を豊かにしていくのではないかと思う。	
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