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 本稿は東日本大震災から約13時間後(3/12,3:59)に発生した2011年長野県北部地震（M6.7）における集落と住家の再

建過程について，本稿は発災から5年間の継続調査を元に報告するものである．2011年長野県北部地震に関する調査

研究としては，公的な被害調査統計以外では50戸建設された公的応急仮設住宅の建築環境調査が見られる程度であ

る． 

結論として，発災から5年時点で，全壊および大規模半壊被災住家（N=27）の修理および新築再建率は59.3%で発

災から2年で大方の住家再建が完了したものと考えられること，住家消失は敷地内の「たね」や「季節の花壇」とい

った集落景観資源の喪失を伴い，さらにその空間は縁側空間など，集落住民の生活を支えてきた公的空間の喪失を

意味していること等が明らかとなった． 
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１．被災農山村集落の再建研究と本研究の位置づけ 

本稿は東日本大震災から約13時間後(3/12,3:59)に

発生した2011年長野県北部地震（M6.7）における集

落と住家の再建過程について主として，その空間遷

移を主題として報告するものである．ここで遷移

(succession)とは，1970年代後半「震災予防の総合的

研究」を進めた地理学者の中野尊正が提起した概念

である．「震災時における都市の構造と機能の急変」

と定義され，中野は「震災前から震災後に通ずる構

造と機能の急変のサクセッションを整理し，可能な

限り定量的な研究を展開すること」を目標として掲

げた1）．また本研究ではさらに「空間」に着目し「空

間遷移」を中心テーマとした．ここで遷移は再建と

異なり，元の状態や水準には戻らないことも示唆さ

れている． 

2011年長野県北部地震に関する復興まちづくり研

究分野の調査報告としては，公的な被害調査統計以

外では50戸建設された公的応急仮設住宅の温熱や湿

度といった建築環境調査2）が見られる程度である．

筆者らは発災1年および2年の時点での住宅再建状況

について報告してきたが3）4），発災5年目の2016年調

査を総合し，農山村集落の集落と住家の再建につい

て空間遷移という視点も加味して考察を行いたい． 

中山間地域における震災被災住宅の再建に関する

研究として，本研究は次のような特徴を指摘できる．

第1に建造環境（農地，用水路などの農業に関する施

設，住家を中心とした建築といった人工建造物が作

り出す空間環境）の再建過程に着目し，その空間そ

のものを詳しく見て時間縦断（パネル）データとし

て整理し考察する方法論的意味である．この点に関

連して塩野4）は「地震を受けた住宅の回復という問

題を見て考えるという方法」は限られると指摘し，

2004年中越地震での川口町東川口地区を対象にほぼ

1ヶ月間隔で1年3ヶ月間現調査を継続し，住家再建に

関する11の順序尺度を作成し再建過程を記述する方

法を提示した．本研究では1年目，2年目，5年目とい

う間隔であるが，現地調査をもとに時間縦断データ

を作成し震災からの住家再建経緯について分析を行

う． 

 第2に，中山間地域の集落と住家の再建過程という

視点からは，2007年3月の能登半島地震についての山

口・山崎による震災後4年間の集落と住家の再建過程
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についての研究6）7）があり，3つの集落の発災4年時

点での住家再建状況（更地，新築，修理）をり災証

明被災度別に報告しているが，その対象集落は「沿

岸集落」であり，その生業の違いから，住家に求め

られる機能は異なり，同じ中山間地域の集落であっ

ても相違してくる面があると考えられる．また本研

究の対象集落である農山村集落に近い中越地震の旧

山古志村を対象とした山口らの研究8）があるが，再

建調査の実施時期が不明（おそらく発災2年経過時点）

であり，また発災から1時点の調査に留まっている． 

 以上の経緯と先行研究を踏まえ，本研究の目的は

次の2点である． 

 第1に農山村集落としての発災後の対象集落の特

性を整理した上で，5年間（3時点）の時点集計およ

び時間縦断データにより2集落の集落と住家の再建

過程を分析すること． 

 第2に被災農村民家の更地化（住家未再建）や後述

する集落埋込型の災害公営住宅建設を中心に2011年

長野県北部地震での住家再建を，定量分析に加えて，

現地調査に基づく図面分析によりその空間遷移を考

察すること． 

 

２．研究方法と対象集落について 

2.1 調査経緯と分析方法 

 現地調査は初動調査（2011/4/8）を初めとして，こ

れまでに10回程度実施してきた．この中で空間遷移

実態調査としては，①2012年4月29-30日(発災1年)，

②2013年4月15-16日(発災2年)，③2016年5月13-14日

(発災5年)の時点で(倉庫などの非住家を含めた)建物

全数外観調査を実施した．調査は外観目視による利

用状況確認と写真撮影を実施し，結果を更地，新築，

修理の3事象に区分した注1）．2年時点と5年時点調査

では，先に触れた塩野の現地調査法にならい，発災

1年目調査結果と実態を見比べて差分をチェックし

ていく方法をとった．り災証明調査結果は，栄村震

災復興計画策定委員会に資料提出された公開資料を

元にした． 

 また発災2年目までの現地調査では，住家修理に資

するための住家実測調査を実施し，再建者にお渡し

すると同時に，従前までの住家の使われ方，リフォ

ーム経緯について話を伺った．発災5年の調査におい

て集落のいくつかの地点について空間遷移状況を実

地調査した．これらの空間実地調査結果は主として

5.の空間遷移に関する事例分析で用いた． 

 住家再建および空間遷移データ構築には，発災4

ヶ月後の2011年7月4日に国土地理院が撮影した航空

写真と数値地図（国土基盤情報25000）を元に地理情

報データベースを作成し，現地調査結果を入力して

いった．以下，本論文の図面は全て構築した地理情

報データベースから編集出力したものである． 

 住家再建および空間遷移の分析考察においては，

集落住民，栄村役場，栄村で活動するNPO組織との

対話や聞き取り調査結果も用いた． 

 

2.2 長野県北部地震での住家被害と対象集落の位

置づけ 

 栄村資料によれば，栄村全体の居住住家での住家

被害は全壊33棟，大規模半壊21棟，半壊148棟となっ

ている．栄村には全部で32の集落があるが，住家全

壊被害が生じた集落は8集落で，この8集落の中でも

青倉，横倉，小滝（発災時の居住世帯数はそれぞれ

62世帯，42世帯，19世帯）の3集落で被害率が高く，

住家全壊率でそれぞれ，29.0%，18.9%，15.8%とな

っている，他の5集落は全壊率10%未満である． 

 本研究で対象とした集落は，青倉と小滝である．

その位置づけとしては，被害が最も集中した集落の

青倉と，山間の水耕集落という特徴を有する小滝で

ある（住家全壊率で2番目の横倉は，集落内に鉄道駅

図 1青倉・小滝集落の地形と土地利用概要 

図 2 栄村人口および経営耕地面積の推移 
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や小学校，町営グランドが立地しており水耕集落と

いう特徴よりも近隣中心地という機能を主とする集

落である）． 

 図1に示すように，青倉集落と小滝集落は千曲川を

挟んで直線距離で1.5kmほど離れて位置している．青

倉から国道117号線を1kmほど東には災害避難所に

もなった栄村役場が，また小滝集落と千曲川を挟ん

だ対岸の横倉集落には公的応急仮設住宅が建設され

た． 

 2つの集落ともに千曲川の河岸段丘上に立地して

いる．千曲川までの直線距離は青倉で約200m，小滝

は約500mだが両集落とも約50mほどの高低差があり

青倉はガケ地がある． 

両集落ともに水耕集落の特徴を有している．すな

わち青倉では集落近傍および100m高い位置にある

北側の段丘上に集落住民が耕作する水田があり，小

滝では集落から千曲川に向かって水田が広がってい

る．共同作業としての米づくりに加えて，山からの

「水みち」が水田に水を満たし，集落内には水みち

が網の目のように張り巡らされている． 

 図2は栄村の人口および農地（経営耕地面積）の推

移である注2）．人口は1955年の7,972人に対し，発災

直前の2010年で27.8%減（2,215人）と一貫して減少

していた．また震災前の5年間（2005年-2010年）と

震災を挟んだ5年（2010年-2015年）では，11.0%減（273

人減），11.8%減（262人減）とその減少率は横ばい

となっていた．経営耕地面積は水田，畑地，樹園地

を合わせて5アール以上所有する農業者の農地面積

を指すが，1965年の689haから人口と同じく一貫して

減少傾向にあり， 

1965年から2015年までの50年間で67%減（459ha減）

の230haとなっている．また2005年からの10年間では

畑地の減少（113ha）が水田の減少（39ha）に比して

大きくなっている．言い換えれば半世紀以上にわた

る人口減少，農地縮退という背景の元で2011年の地

震を迎え，その減少・縮退傾向が発災後も継続して

いる． 

 

３．住家と集落の再建対応経緯 

 表1は住家再建を中心とした発災からの対応経緯

を整理したものである．2011年3/12未明の発災から

6時間で集落ごとの全住民安否確認が完了し，村内7

箇所に避難所が開設された．公的応急仮設住宅は村

内2箇所に35戸と15戸で計50戸建設され，6/1に入居 

表 1 栄村における集落と住家の再建に関する発災 2 年間の対応経緯 
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図 3 青倉集落でのり災判定結果と 5 年目の建物再建状況 

図 4 小滝集落でのり災判定結果と 5 年目の建物再建状況 
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開始となった．住宅再建の動きは4/15に長野県の

「復興支援方針」で住宅再建支援策についても提案

がなされ，内容としては，①半壊以上の被災建物公

費解体，②被災者生活再建支援金，③住宅ローンの

利子補給，④復興村営住宅（災害公営住宅）の建設，

である． 

 栄村震災復興プロセスの特徴点は，震災復興計画

策定が発災1年7ヶ月後の2012年10月と，その多くが

2011年後半に策定された東日本大震災の三陸沿岸自

治体と比べてゆっくりである一方，災害公営住宅に

ついては，発災6ヶ月後の2011年9月に対象者への意

向調査を実施し，復興計画策定委員会の開催前から

村役場として計画設計をスタートさせ，2012年4月4

日の第4回復興計画策定委員会で災害公営住宅の建

設事業について報告がなされ，2012年11月には完成

入居と，三陸沿岸集落よりも災害公営住宅について

は迅速であった点が挙げられる注3)． 

 災害公営住宅(村営)は8集落に31戸建設された．

これは全壊世帯数(33世帯)の94%に，全壊+大規模半

壊世帯数(54世帯)の57.4%に該当する．またその建設

にあたっては，村内に集中させるのではなく，被災

集落ごとに建設された．加えて集落内でも一箇所に

集中させるのではなく，5戸建設された青倉集落に

ついて後述するが集落内でも分散配置されている．

対照的に応急仮設住宅は村内2箇所に集中配置され 

たが，入居者で構成される仮設住宅管理組合会長は

「横倉地区以外の集落の方は農地が遠く，高齢の方

は特に苦労をしたことと思います」と指摘している注

4）．各集落内の分散配置は，農地や山林を転用して

新規に宅地をつくるのではなく，従前の集落の区域

内に建設する「集落埋め込み型」とも言える．これ

は仮住まい期の再建者の「農のある暮らし」への回

帰意思に応えるものであったとも言えよう． 

 

４．青倉・小滝集落の建物再建パターン 

 それでは青倉と小滝の2集落について，非住家を

含む建物再建状況を分析していく． 

4.1 青倉・小滝集落の空間構成と建物再建状況 

 図3は青倉集落の住家り災認定結果に発災5年目の

空間遷移実態調査を重ね合わせてプロットしたもの

である．車が通行できる道，水田，農地，林地を航

空写真からトレースしている．旧街道沿道に住家が

立地し，沿道集落を構成している．水田が街道沿い

住家よりも山際に位置し，山からの水を水田に満た

し，住家に到達している．畑地は各住家敷地内にも

確保されている．被害および建物再建状況には空間

的な偏りは見られず，集落内に分散している． 

 同じく図4は小滝集落の建物再建状況図である．南

から北にかけての千曲川への河岸段丘上に住家と農

地が広がり，斜面に近い区域に住家が，その下に水

田が広がっている．青倉と同じく山からの水は住家

の間を通り，水田に利用されている． 

4.2 住家り災調査判定別の再建遷移 

 表2は5年間(3時点)の建物外観調査を栄村役場に

表 2 青倉・小滝集落 1,2,5 年での建物再建状況 
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よるり災認定調査結果を突合させ，非住家分も合わ

せて集計した結果である．この表から次の5点を指摘

できる． 

①全壊および大規模半壊について，2013年と2016年

で変化は観測されず，新築と修理を合わせた住家再

建率は，59.3%（16/27件）となっている．能登半島

地震での3集落の結果と比較すると，能登半島地震で

は大規模半壊以上の再建率が69.6%（道下），56.3%

（黒島），28.6%（鹿磯）であり，また集落単位での

大規模半壊以上罹災率がそれぞれ34.3%，14.2%，

30.2%に対し，青倉・小滝集落では28.6%という水準

にある． 

②半壊住家（N=28）の再建率は67.8%(2012年 )，

85.7%(2013年)，89.3%(2016年)と増加傾向にある．ま

た修理再建で17件,60.7%（2012年から2013年で変化

なし）を占め，発災5年後の2016年で更地が1区画減

少し，新築再建が3件増加，修理再建が2件減となっ

ている．一方で年度ごとの集計結果だけでは，2年目

から5年目への変化が個々の住家再建にとって有す

る意味が分かりづらい．すなわち2013年から2016年

への期首間で更地から新築再建された住家は，2012

年時点で更地だったのか，応急修理・暫定使用だっ

たのか，この違いは被災者の住宅再建経路の相違で

あり，住家再建に関する意思決定のプロセスは相違

してこよう．次節で示す発災からの再建遷移のパタ

ーン別分析の意義はこの点にもある． 

③一部損壊+無被害ケースでは，3時点を通して大き

な変化は見られず，修理再建で97.1%強を占めている． 

④非住家の変化は住家と比べて相違がある．表2に示

すように，非住家は2013年から2016年にかけての再

建率が住家よりも高い傾向にある．すなわち2013年

から2016年で従前建物敷地だった更地の減少が住家

建物で16から14画地へ2.2%減に対し，非住家では19

から15画地へ5.7%，また新築再建の増加率が住家で

18棟から23棟へ5.6%増に対し，非住家では16棟から

23棟へ9.1%増となっている．また2013年時点で修理

し利用されつつも2016年には新築になっていたケー

スが3件あった． 

⑤発災前は空地ないし畑地で発災後に新築された

（建築地となった）ケースが7ケースある．内訳は住

宅(2ケース)，倉庫(1ケース)，仮設青倉集落会館，青

倉集落公民館，災害公営住宅(2ケース)である．青倉

集落公民館は発災1年後の2012年3月に完工し，仮設

建築としての青倉集落会館は3年目から5年目の期首

間で解体撤去され，再び空地となっている． 

 

 

4.3 建物再建パターンの分析 

 前節は調査時点ごとの集計結果により，分析をお

こなった．次にり災証明結果と3時点の住家再建デ

ータを地図上で突合させ，時間縦断データとして集

計した結果が表3である．パターン名において，更

地:V(Vacancy)，新築：N(New building)，修理：

R(Repair)の記号を充てた．形式的には，公的り災

証明の4類型に，3時点で各3事象なので，108の遷移

パターンがあり得るが，実際に観測されたケースは

16パターンであり，住家再建パターンとして概ね自

然なパターンとなっていた．つまり，全壊被害で

2012年に更地となった後，2013年時点で新築再建さ

れ，その3年後の2016年に再度更地へ，といった遷

移パターンは観測されていない．また新築に分類さ

れる仮設住宅を自己敷地内に建設し(いわゆる自力

仮設住宅)を建設し，その後，恒久住宅を新築して

いくといった住家再建パターンは，対象2集落では観

測されなかった． 

表 3 青倉・小滝集落 建物再建パターン集計結果 

表 4 青倉・小滝集落 建物再建パターン集計結果 
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 表3から半壊住家で再建パターン類型数が6類型と

最も多くなっている．半壊でRRNケースが2件あるが，

これは前節の修理再建の2件減を指している．また

一部損壊でVVNケースが1件あるが，これはもともと

2棟の住家を同一敷地内に所有していた世帯で，発

災後に1棟を解体し，2013年から2016年にかけて新

築したケースである． 

 表4は住家・非住家別に2012,2013,2016の再建遷

移パターンを集計した結果である．VVVパターン（住

家で15.6%，非住家で15.9%）やRRRパターン（住家で

61.1%，非住家で50.0%）など割合でみて同程度のパ

ターンが見られる一方，VVNの住家2.2%に対し非住

家8.0%，NNNの住家4.4%に対して非住家13.6% およ

びVNNの住家15.6%に対して非住家6.8%と相違も見ら

れる．VVNとNNNで住家において割合が高いのは，非

住家よりも住家で建物再建が早く進んだことを示し

ている．またVNNの相違もこの傾向に合致したもの

と解釈できる． 

 

５. 空間遷移に関する事例分析 

 前章は住家再建パターンを集計して分析した．次

に現地調査に基づく図面事例分析から，農山村集落

における震災被災住家の再建／未再建が集落空間に

及ぼすインパクトについて考えたい．対象として取

り上げたのは表5に示す3ケースである． 

なお全壊VVVと半壊RRRケースは発災1ヶ月段階

で住家内を含む実測調査結果も用いた注5）． 

 

表 5 住宅再建ケーススタディの位置づけ 
遷移パターン 
Succession Pattern 

事例の位置づけ 
Position 

集落内の位置 

Location in Fig. 

全壊 VNN 
Heavily-VNN 

全壊被害で解体除去され，復興公営

住宅として新築再建したケース 
Heavily-damaged, removed and new 

construction for public recovery housing 

青倉 Case A 

Aokura Case A 

全壊 VVV 
Heavily-VVV 

全壊被害で解体除去され，未再建と

なっているケース 

Heavily-damaged, removed and 

non-reconstruction 

小滝 Case C 

Kotaki Case C 

半壊 RRR 
Moderately-RRR 

半壊被害で修理再建され，居住継続

しているケース 
Moderately-damaged, repaired and living 

continuing 

青倉 Case B 

Aokura Case B 

 

5.1 全壊VNNケース 

 図5は青倉集落で災害公営住宅が建設された敷地

周辺の空間遷移図である．2棟の2戸1復興公営住宅が

隣接して建設されたが，1棟は従前水田に，もう1棟

は従前民家で全壊被害で解体撤去された敷地に建築

されている．図5内にも住家に付随する4つの「たね

（池）」が見られるが，うち1つは災害公営住宅建設 

 

図 5 全壊 VNN パターンの空間遷移状況図 

図 6 全壊 VVV パターンの空間遷移状況図 
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に伴い廃止されている．住家敷地沿いにおいて，

塀や生け垣によって敷地境界が区切られているこ

とはなく，集落住民は地先道路を中心にしつつも

他者の敷地を通って農作業に向かう光景も見られ

た．災害公営住宅の対面の従前畑地には新規に住

家が新築され，災害公営住宅の住棟間には個人所

有の農業倉庫も設置されている．集落埋め込み型

で災害公営住宅が建設された様子がうかがえる． 

 

5.2 全壊VVVケース 

 図6 の2 棟の住家（1棟は空家）は発災1 ヶ月時点

での直後調査では，修理可能と判断されたが，公的

被害認定で全壊認定とされ，解体されている．  

 住家間取りは田の字型で，出入口から納屋にかけ

て「通り土間」だった空間に床が張られ，システム

キッチンや浴室の追加工事をしながら住みこなされ

てきた．田の字の座敷から縁側を介して前庭につな

がり，この空間は米の収穫期には屋外と一体的に利

用して脱穀作業が行われている．縁側空間には，生

活用水であり， 養苗の場であり，夏場の冷蔵庫代わ

りともなる「たね」と呼ばれる池が配置され，また

「はたけ」につながる「こみち」に沿うように，季

節ごとに移り変わる花壇が設置されていた． 集落の

住民は「こみち」を通って「はたけ」を行き来する

と同時に，隣接する「縁側空間」は立ち寄ってお茶

をしたり， 会話をしたりする空間であった．すなわ

ち対象集落において，住家が消滅するということは，

住まいを中心とした私的空間が失われることにとど

まらず，集落の公的なコミュニケーションの場，い

わば，集落のくらしに欠かせない「中間領域」が失

われることを意味していると考えられる． 

 

5.3 半壊RRRケース 

 図7は半壊被害で修理再建したケースの空間遷移

図である． 

 被害は，住家東側にある空石積み宅地擁壁が崩れ，

それに伴い擁壁に近い基礎が沈下し，部屋の土壁に

クラックが生じていた．発災3週間後になって崩れた

擁壁の上にブルーシートで応急対処がなされ，その

後，擁壁復旧工事がなされた．70代後半女性単身世

帯であり本人の再建意思もあり，仮設住宅に入居す

ることなく，居住継続となった．敷地内には2つの「た

ね（池）」や季節の花壇があり，往来する集落住民

の会話の空間となっていた． 

 

６．得られた知見と考察 

 本稿は2011年長野県北部地震で被災した長野県栄

村の2集落を対象に，5年間,179地点の現地調査を元

に発災からの住家および集落の再建と空間遷移につ

いて分析をおこなってきた．得られた知見は次の4

点にまとめられる． 

(1)発災から5年時点で，全壊および大規模半壊被災

住家（N=27）の修理および新築再建率は59.3%であ

り，これは比較可能な2007年能登半島地震4年目のデ

ータと比較して「平均より上」程度であった．一方

で40.7%は未再建であることを意味しているが，半壊

世帯を含めて7世帯が発災1年8ヶ月で完成入居とな

った復興公営住宅に入居していること，2年目から5

年目時点で再建遷移がないことからも，発災から2

年で大方の住家再建が完了したものと考えられる． 

(2)再建遷移について，全壊および大規模半壊被害建

物について，新築再建40.7%，修理18.5%，更地（未

再建）40.7%であった．言い換えれば，新築+更地で

81.4%と発災前の集落風景を変化させていることが

推察できる．そこで5.の空間遷移の現地調査に基づ

く図面分析により，非住家を含む集落内の建物の喪

失は敷地内の「たね」や「季節の花壇」といった集

落景観資源の喪失を伴い，さらにその空間は縁側空

間など，集落住民にとっての日常的なコミュニケー

ションの空間，私的所有空間でありつつも，集落生

活を支えてきた公的空間の喪失を意味していること

が明らかとなった注6)． 

(3)住家建物と非住家建物では再建遷移に相違が見

図 7 半壊 RRR パターンの空間遷移状況図 
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られた．すなわち住家建物に比べて非住家建物は再

建速度が2極化傾向にあった．発災1年時点で新築再

建が住家で4.4%，非住家で14.7%と非住家での再建

率が高いことに加え，発災3年から5年にかけて住家

では18棟から23棟（住家全体の5.6%）に対し，非住

家建物では16棟から23棟と8.9%増加となった．発災1

年間の非住家建物の新築再建は，実態としては住家

にあった荷物の置き場や片付け作業に供せられ，2

年目から5年目にかけての増加傾向は，住家再建が一

段落し，農業の本格再建の動きに対応していよう． 

(4)先行研究と同様に住家再建事象を，更地（未再建），

新築，修理の3事象で観測した上で，本研究ではGIS

を用いたパネルデータ構築により長期の住家再建パ

ターンを分析した．ケースとしては少数に留まった

が，たとえば「半RRN」パターン，つまり3年間は応

急修理のまま住家利用を継続し，その後，新築再建

といった現象を把握することができた．時点ごとの

データ集計に留まらず，住家再建過程を分析する上

で，パネルデータ構築による分析は効果的であると

考えられる． 

 

 以上の知見を踏まえ，被災農山村集落の住まいと

集落の再建という視点から考察をしておきたい． 

 既に指摘したように，被災農村民家の消失は，集

落景観資源の喪失に留まらず，集落生活を支える生

活空間の喪失を意味し，復興公営住宅を含む新築再

建では「たね」や「用水路」で生成される集落の生

活空間を回復できていない．災害後の中山間地域の

集落生活継続という視点からは，中越地震でも指摘

された「必要以上の除去ではなく，可能な限り修理

によって住家復興を遂げる」注7）という住宅再建支援

方針が，被災世帯の住家再建に資するだけでなく，

集落全体の再建にも大きな意味をもつことが指摘で

きよう．その際，表1に示した住家と集落の再建対応

経緯からは，修理再建に向けた直後期および仮住ま

いに移行した段階における支援の重要性が浮かび上

がる．つまり直後期において，応急危険度判定調査

の被災者への伝え方として，今後の見通しなどにつ

いてのアドバイスの工夫が検討できないか．また仮

設住宅入居後，本格的に住まい再建を検討するフェ

ーズへの支援が重要となろう．本調査結果からは，

住家の再建方法の決定にあたり，被災者の「同居以

外の家族も含めた家族にとっての従前住宅の想いや

物語」が実際には大きな影響要因となっていたこと

も合わせて指摘しておきたい． 

 

補注 

注1)更地，新築，修理の3区分で住家再建状況を把握して

いく方法は，中越地震に関する塩野や山口らの研究，能

登半島地震における山崎らの研究でも用いられている．

また「新築」とは，震災後，いったん除去され，更地と

なり，その後，建築されたことをもって特定した．「修

理」については，外観調査により全ての修理工事を特定

できた訳ではないが，外壁材や水回り修理など，修理程

度の多寡はありつつも，住家の影響に対して対応が図ら

れ，居住を継続していることを指す． 

注2)人口については国勢調査結果を，経営耕地面積につい

ては農林業センサスを用いた．なお栄村は1961年に水内

村と堺村が合併して誕生したが，それ以前の1920年から

1961年までは合併等の変化はない．人口データは1960年

以前は旧水内村と旧堺村を合算したものである． 

注3)また復興計画策定プロセスについても，委員会資料と

して建物一棟ごと被害状況と解体状況の地図が提供さ

れたり，集落座談会開催など，議事録などからも内実の

ある討議がなされたことが感じられる．栄村震災復興計

画策定委員会の経緯と農業計画の視点からの考察とし

て文献9を参照． 

注4)参考文献9のp.60のコラム 

注5)2011年4月末調査は，地元のNPO栄村ネットワークと

連携し，建築専門家とチーム編成し，修理再建の可能性

をさぐる実測調査であった． 

注6)一方で今回は震災後の空間遷移実態調査と比較可能

となるような従前集落資料は発見できず，従前データと

しては，国土地理院の航空写真を用いた．集落と住家の

再建を空間に関連づけて記述分析していく方法論につ

いては，今後の検討課題としたい． 

注7) 参考文献8) に対する塩崎賢明氏の評論，日本建築学

会技術報告集 14(28)，p.705  
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