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総説

日本における「復興」とは何か
－成長社会の復興と持続可能社会の復興－
What is “Fukkou” in Japanese
－ Recovery & Reconstruction in Growing Society and in Sustainable Society －
〇中林一樹＊１
Itsuki Nakabayashi＊１
災害復興の理念を、「被災された人々が生活を再建し、被災した地域社会の再生と、集落や市街地の安全化によって
再度被災を軽減し、被災自治体が被災者と協働して取り組む地域再生と持続的発展を目指す取り組み」として日本災害復
興学会は設立された。これまでの成長社会から、これからは縮減しても質的な満足を目指す持続可能社会へ、災害復興
の概念は再構築が求められている。被災後の復興の行方―復興、復旧、衰退―と、その復興を評価する三つの視角―復
興主体、復興対象、復興意向―を整理したうえで、「復興」の概念を構成する９の軸線―主体・対象・理念・目標・意向・空
間・過程・未来・時制―を提案した。それらの軸線は一つ一つの災害の現場で、復興主体がどのような復興を目指すのか
を位置づける、復興評価を相対化する軸線として整理したものである。
キーワード: 被災者復興、復興感、被災地復興、復興まちづくり、東日本大震災
Keywords: Recovery of Sufferer, Satisfaction of reconstruction, Reconstruction of disaster area,
Revitalization of community, the Great East Japan Earthquake

１．はじめに

被害を被った都市や地域は、人口が増加し、経済活

2008年に日本災害復興学会を創設した背景に、最

動が上昇し、都市や地域社会が成長していく目標に

も多額に費用を使うにも拘らず「復興」を定義する

向かって「復興」に取り組んだ。明暦大火(1657)か

法制度がなく、災害のたびに、その災害への復興を

らの復興でも墨田川へ両国橋の架橋をはじめ大江戸

時限立法による復興事業で個別に進めてきた、とい

形 成 を 目 指 す 都市 改 造 を推 し 進 め た 。 関東 地 震

う日本の背景をいかに打開しより良い災害復興を実

(1923)からの帝都復興も工業化・自動車時代と人口

現するべきかを考え、あるべき姿を提案しようとい

増加を踏まえた近代都市のインフラ構築を目指し、

う思いがあった。百家争鳴の「災害復興」の状況を

太平洋戦争(1945終戦)からの戦災復興においてすら、

整理し共有しようと、学会設立当初から、「復興と

戦後社会の成長的復興の基盤として都市構造の計画

は何か」を議論する研究委員会が立ち上げられて、

的築造を目指した。そして、阪神・淡路大震災(1995)

報告討論を初めて2年目の2010年度末、2011年3月11

は、産業経済構造の革新による被災地の活力向上を

日に東日本大震災が発生した。「復興とは何か」研

前提に、市街地の拡大成長を目指し、その理念に「創

究委員会は休会状態になって、学会でも多くの会員

造的復興」を掲げた。こうして、災害からの復興は、

が多様な形で東日本支援を展開した。そして「復興

多くの場合、都市や社会の成長のきっかけとなって

とは何か」研究委員会も再開され、以前よりも多様

きた。

な立場の方に参加いただきながら、「復興とは何か」

他方、安政南海地震(1854)と32時間後の安政東海

を考えてきた。この特集は、そのことの一つの区切

地震(1854)、そして安政江戸地震(1855)と続いた安

りとして企画された特集である。筆者も、改めて「復

政の大地震は、江戸幕藩体制から明治維新への大き

興とは何か」を論考しておく。

な背景となった。災害後に地域や社会が必要とする
復興に対応していなければ、国や体制は不安定化し、

２．復興の行方―復興・復旧・衰退―
20世紀までの人口増加時代では、災害で壊滅的な
*1

社会が変革する契機となりうるのである。
21世紀に入って、日本は歴史上初めて人口減少時
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代に突入した。それは、「増加・上昇・成長」が当
たり前の時代とは異なり、「減少・下降・衰退」を

(2)復旧―もと通りにすること、なること―

前提とする時代であり、少子化とその結果としての

新潟県中越地震(2004)は、人口減少・高齢社会時

高齢化による社会構造の大転換の時代である。

代を先進していた中山間地域（農山村地域）を襲っ

広辞苑によると、再生とは「死にかかったものが

た震災であった。新潟県はその復興理念として「創

生き返ること」、復旧とは「（こわれたものを）も

造的復旧」を掲げた。何を創造して、何を復旧する

と通りにすること」、再建とは「一度衰えたものを

のか。

盛り返す（建て直す）こと」、復興とは「（衰えた

経験則としての「災害は地域のトレンドを加速す

ものを）ふたたび盛んにする（興す）こと」と説明

る」を適用すれば、被災地では人口減少も高齢化も

している。これからの災害復興の行方は、これまで

被災で加速されるだろう。もとの状態に戻す「復旧」

とどのように異なっていくであろうか。

すらおぼつかない。これまでと違う“創造的”な取
り組みをしない限り「復旧」もできない。その思い

(1)復興―ふたたび盛んにする、興すこと―

が「創造的復旧」に込められた。

阪神・淡路大震災(1995)は、人口増加・成長社会

その創造を支えたのが、阪神・淡路大震災に学ん

時代から人口減少・高齢社会時代への変遷局面での

だ定期預金利子600億円を財団で運用した復興基金

災害であり、復興であった。兵庫県は、グローバル

と、新たな都市との人的交流であった。旧山古志村

化時代に向けて情報革命・物流革命が叫ばれている

（現長岡市山古志地区）は、被災時の居住者約2500

中で、新たな経済社会に対応して増大、上昇、成長

人が２年半に及ぶ全村避難を経て、元の村（山）に

する「創造的復興」を目指した。「阪神・淡路大震

戻ったのは高齢者を中心に7割で、人口減少と高齢化

災復興法(1995-2000)」では、震災復興を「生活の再

が加速した。しかし、ボランティアをはじめ、災害

建及び経済の復興･････、災害等に対して将来にわた

支援を契機とする都市からの来村者や全国の被災地

って安全な地域づくり･････、活力ある関西圏の再

からの見学者などと被災者との交流は継続された。

生」（第2条基本理念）と定義した。この基本理念は

積雪期を除く約7カ月間に毎月3,000人もの来村者が

「東日本大震災復興法(2011-2021)」でも全く同じ理

訪れて賑わう“過疎地”になった。居住人口は15年

念が引き継がれ、「大規模災害復興基本法(2013)」

後には半減し1000人を切ってしまった“復旧できな

でも、復興とは「住民が安心して豊かな生活を営む

かった”村であるが、毎月居住人口の3倍もの交流人

ことができる地域社会の実現」（第1条目的)とし、

口によって“新たな活力とにぎわいを創造”した『創

「地域における生活の再建及び経済の復興を図ると

造的復旧』を成し遂げている。それは、21世紀の少

ともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づ

子・高齢化時代の災害復興の行方を予見させている。

くり」（第3条基本理念）と、そのまま引き継いだ。
つまり日本の法制度では、災害の復興とは「被災

(3)衰退―消滅からの再生―

者の生活は災害前に被災前に戻し、経済や地域はよ

人口減少と高齢化が進展した農山村集落を、大野

り良い状態に創り直す」ことである。それは、「仙

2)

晃 は、1)65歳以上が過半で、担い手が確保できず社

台防災枠組(2015-2030)」に『「より良い復興（Build

会的共同生活の維持が困難な「限界集落」、2)居住

Back Better）」による災害後の復旧・復興』として

する人口や戸数がなくなった「消滅集落」、と定義

提案された。

し、21世紀には限界集落が増え、やがて消滅集落に

兵庫県が「創造的復興」を掲げて取り組んだ阪神・

至る切迫性を指摘した。総務省地域創生グループ過

淡路大震災の被災地は、10年後、復興した市街地構

疎対策室3)による過疎地域等の集落調査では、2009

造と再生しえない地域社会とのギャップが顕在化し、

〜2015年に190集落が消滅集落となり、東北圏では

1)

塩崎賢明は「復興<災害>」という概念を提起した 。

2011年に34集落が消滅し、そのうち27集落は東日本

しかし、阪神・淡路大震災における被災者の生活再

大震災の津波被災地での消滅である。

建では、定期預金で生み出した3000億円の復興基金

歴史的には、戦乱や災害によって農民が逃亡して

で、国の制度にはない新しい「被災者に寄り添う復

しまって放棄された田畑、そして住民がいなくなっ

興支援」を創出した。「創造的復興」の取り組みは、

た村を「亡所」と言った。もし災害が地域トレンド

経済でも地域づくりでもなく「被災者の生活復興」

（人口減少、高齢化）を進展させるならば、これか

にあった。

らも被災した過疎地域では復旧も困難となって、
「亡
2
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明は発行されない。

所（消滅集落）」が加速的に増える。

一方、災害復興への起点となる災害救助法は、
「災

それを宿命とせず、創造的復旧によって存続させ、
蘇らせ、再生するには、事前に地域のトレンドを変

害で被害を受け、救助を必要とする者」とするのみ

える村づくりが重要である。災害発生前に「負のト

で、罹災証明発行以前に運用される避難所等の支援

レンド」を縮小し、「正のトレンド」となるものに

には被災者の定義はなく、救助を求めればすべてを

取り組んでおく。それが災害復興で加速され、蘇生

受け入れている。災害救助法では唯一仮住まい（応

し、再生されていく。山古志地区の取り組みは、人

急仮設住宅：建設仮設住宅・借上型仮設住宅）への

口減少・高齢社会時代の災害復興のパラダイムを示

入居は、罹災証明に基づき運用されている。
このように法制上は被災者の規定には含まれない

している。それが、事前に復興を考える「事前復興」

が、「被災事業所」への再建・活動再開や仮設事業

の理念につながる、と考えている。

所の提供などの復興支援は重要な復興施策である。
その復興支援は、個々の申請に基づき個別審査され、

３．「災害復興」への三つの視角
「災害復興」をどのように捉えるか。その視角は、

申請が受理されることで、組織の規模にかかわらず

だれが（復興主体）、なにを（復興対象）、どのよ

「被災事業所」として認定されるが罹災証明は発行

うに（復興意向）復興するのか、であろう。その三

されない。罹災証明に代わる事業所等の「被災証明」

つの視角から論点を整理しておく。

や「被害証明」は法に基づかないが要請されるが、
それは復興主体としての被災証明なのである。
②被災地復興の主体―被災地（コミュニティ）・被

(1)復興主体―被災者・被災地・被災自治体―

災マンション・被災グループ―

防災・減災の主体別対応として「個人の自助」、
「地域の共助」、「行政の公助」の枠組みがある。

復興主体として、被災個人が集団として取り組む

復興においても被災者（被災した個人・法人）が自

復興がある。被災地の復興まちづくりや、事業者が

ら立ち上がり取り組む自助が基本である。さらに、

組織として取り組む復興事業の主体である。

個人の日常生活のみならず住み続ける場としての地

被災地として、再度被災を防止するため地域に内

域社会や区分所有マンションなど協働し共助で助け

在した脆弱性を改善する「被災地復興」の主体は、

合って復興に取り組む被災地（地域組織：コミュニ

当該地域で罹災証明を受けた被災者ではない。その

ティ・分譲マンション）も重要な復興主体である。

地域に土地建物の関係権利を有する者（関係権利者）

さらに、被災者や被災地に対して公助として公的に

である。被災地復興の主役は、その関係権利者によ

支援する被災自治体（行政組織）もまた、災害復興

る「復興まちづくり組織」で、関係権利者が「合意」

に不可欠な復興主体である。

を形成することで、当該地区の復興まちづくりの主

①被災者復興の主体―被災居住者・被災事業者と罹

体として権利と責任を負うことになる。被災地復興

災証明―

の主体には、地域居住者を中心に被災後の生活を共

被災後、自らの意思と意向・目標をもって復興に

助しあう“地域社会”の主体としての「被災コミュ

取り組む主体として「被災者」がある。被災者には、

ニティ」とともに、当該地区の土地建物の権利者に

被災した個人や生活を共にする家族など、生活に被

よる市街地整備を伴う“市街地復興”の主体として

害を受けた「被災居住者」と、事業施設や活動を直

の「被災コミュニティ」がある。
この被災地復興の取り組み構造は、区分所有マン

接、間接に被災して事業継続が困難になった企業な

ションも同じである。マンションの日常コミュニテ

ど、事業に被害を受けた「被災事業者」がある。

ィは居住者のつながりであるが、「被災マンション」

日本の法制度上の「被災者」とは、「居住してい
た住家が被災し生活の場を失った居住者世帯」であ

の建物としての復旧復興に責任と権限を持つ主体は、

り、その被災程度を証明するのが「罹災証明」であ

全区分所有者による「管理組合」である。多くの分

る。借家でも被災すれば、罹災証明が発行されて「被

譲マンションでは区分所有者と個別契約した賃貸居

災者」となる。災害後の公助を公平公正に支援する

住者が増えており、復興主体が複雑化している。

ための罹災証明であるとして、2013年に災害対策基

また東日本大震災では、事業所が個別で取り組む

本法に市区町村の業務と規定された。しかし、生活

復旧支援に加えて、事業所が集団で取り組む復興に

の糧を得ていた事業所や仕事を失った「被災者」は

「グループ補助金（中小企業組合等共同施設等災害

多いが、居住していた住家が被災しなければ罹災証

復旧事業）」で支援する手法が活用されている。既
3
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存の商店街や新たな組織で事業所復興に取り組む復

表１

津波被災者の復興感を規定する生活項目の回復感

興主体に「被災グループ」がある。

―重回帰分析の標準化係数からの解析―

③被災自治体の主体性―復興主体としての自助・共

生活項目

2012

2013

2014

助・公助―

毎日食事

*

*

*

被災個人・法人の「被災者」が個々に自助努力を

買物の便

－

－

－

－

医療状況

－

－

－

－

仕事状況

0.25*

－

－

家族収入

－

0.27*
－

基礎に取り組む「被災者復興」や、被災者の組織の
復興主体「被災コミュニティ・被災マンション・被
災グループ」が合意に基づき共同で取り組む「被災
地復興」とともに、「被災自治体」も、公助の主体

近所関係

として公平・公正・平等に支援する重要な復興主体
である。それは、同時に職員や施設・設備が被災し
た「被災自治体」であるが、被災地の行政自治体で
もある。被災自治体とは、被災者に対する公助を行
いつつ、被災地にあって自らも復興に取り組む復興
主体である。そのために多様かつ大量に取り組まね

0.14

－

0.22

2017

2018

－

0.18

－

－

－

－

－

－

－

－

－

0.19

0.27*

0.30*

0.39*

0.36*

－

*

－

－

－

－

*

－

－

0.15

*

*

*

0.19

0.11

0.11

子供生活

－

－

－

住宅状況

*

*

*

0.44

0.39

0.41

2015

2016

－

－

0.16
0.41

0.40

0.36

通勤の便

－

－

－

－

－

－

－

外出の便

－

－

－

－

－

－

0.14

地域復興

*

0.15

*

0.15

*

0.13

*

0.18

*

0.20

*

0.21

0.22

２:

ばならない災害対応業務への支援を、他自治体から

R 調整済

0.51

0.56

0.59

0.62

0.58

0.54

0.66

「自治体の共助」として受けるのが「受援」であり、

分析票数

1554

1498

1136

931

825

738

733

－：除外された説明変数 *：ｐ<0.01 変数投入法：ステップワイズ法

国からの支援とは「被災自治体への公助」である。
そして、自立自治の行政運営を推進するための防災

表１から、“被災居住者”としての被災者が「復

力の強化が、自治体の自助である。

興感」を高めて復興に向かうために重要な復興対象
(2)復興対象―生活・事業・市街地・地域サービス―

とは、先ず「（家族の）日常生活」の迅速な回復、

復興主体―被災者・被災地（コミュニティ）・被

同時に避難所以降の生活の糧となる「仕事・収入」

災自治体―が災害復興として取り組む対象とは何で

の確保であり、その先に「住まいの再建・見通し」

あろうか。災害復興が総合的な取り組みであるとす

が確認できれば、確保である。そして“どこに住み

れば、その対象も多様であり、復興主体によって主

暮らすのか”の復興課題として「（市街地や集落）

たる復興対象は異なるであろう。被災者一人ひとり

被災地の復興」が被災者の復興感を規定しているこ

としての取り組み、被災地としての取り組み、被災

とが示されている。

自治体としての取組み、それらは相互に関連し補完

さらに、もう一つの被災者である“被災事業者”

し合って災害からの復興が成し遂げられよう。被災

にとって重要な復興対象としては、「事業活動の継

者誰もが復興し、全ての被災地が必要な復興に取り

続」、「生産・業務施設の修理・再建」、「従業者

組み、行政がそれらをバックアップしている。復興

の就業・収入の確保」であろう。
この二つ被災者復興―生活復興と産業復興―は、

対象の相互補完への多様な視角が重要である。

「事業活動の継続」が「就業・収入の確保」を可能

①被災者復興の対象―被災生活・被災事業―

にするという関連が強調される必要がある。

災害復興の主体として最も重要なのは、「自治体」

②被災地復興の対象―被災地域・区分所有マンショ

でも、「被災地（コミュニティ）」でもなく、「被

ン・事業所組織―

災者」である。とくに、人口減少・高齢化が進展し
地域の持続可能性が重要なフックもくひゅとなる時

「被災地」の定義も多様である。復興対象として

代には、被災者一人ひとりがどのように復興してい

の特徴は「直接的な被害が集中的に発生した被災地

くのか見「改めて着目してみることが重要である。

等で、その回復・復旧・復興の意思決定者は個人で

その思いから、大船渡市、気仙沼市、新地町の津

はなく、複数の被災者等の「合意」を前提に取り組

波被災者の復興状況に関する質問紙調査(1)を継続し

む復興対象」で、地域、区分所有マンション、事業

た。この7年間の調査から、復興主体としての被災者

グループ等である。

(2)

被災地の最大の空間単位は自治体区域である。地

(3)

の復興感 と被災者の生活事項の回復感 との多変

域や市街地に被害が集中的かつ大規模に発生し、公

量解析による結果をまとめた（表１）4)。

助による被災居住者支援を実行する「災害救助法適
4
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用自治体区域」、公共施設が大規模に被災し再建に

足に陥った自治体は、BCP（業務継続計画）を基礎に、

必要な自治体財政を支援する「激甚災害特別措置法

自助で不足する人員を応援協定など自治体間の共助

適用自治体」などがある。

支援を受けて、復興対象の取り組むことになる。

一方、「被災地」の最少空間単位は、局地的だが
(3）復興意向―自助意向・合意形成・行政態度―

被害が集中し、そのまま住宅等を再建しても再び脆
弱な市街地になる場合に、市街地や地域の基盤施設

災害復興には、復興主体が復興の思い（復興意向：

等を改善・整備し、安全で快適な市街地を目指す被

どうするか、どうしたいか）をもつことが不可避で

害密集地域がある。さらに空間規模は小規模だが復

ある。その被災者、被災地の思い(意向)の実現に向

興主体としての区分所有者が複数いる分譲マンショ

けて公助支援を進める、という行政態度が必要であ

ンや、複数の事業所がグループ補助金での復興など

る。法制度など行政の公助支援の基本方向は、「被

は、「被災地」と同様に復興主体の「合意」が不可

災者の復興意向への寄り添い支援」である。したが

欠である。

って、復興主体それぞれの復興目標とその実現への

③自治体復興の対象―被災者復興･被災地復興への

復興意向がお互いに確認され、被災者・被災地・自

公助と自治体庁舎･業務の復興―

治体の意向が共有され「合意」が形成されることが、

自治体が主体なる復興対象は、自治体所有及び管

「より良い復興」には不可欠である。
①被災者復興の自助意向

理する施設等の被害と、自治体区域内に発生した被
災者、被災地への公助としての支援である。前者に

事前防災と同様に被災者復興においても、すべて

対しては、被災者と同様に、被災自治体が自立して

の被災者は自らが復興の目標を設定し、その実現に

自助での対応・復旧が原則であるが、自助での対応

向かう「自助意向」が基本的モチベーションである。

が困難であるとき、災害救助法及び激甚災害特別措

その持続が被災者復興の原動力であろう。それには、

置法等が適用されると、災害救助のための被災者支

生活を共にする家族において目標を共有する“家族

援及び、被災施設復旧のための財政支援がなされる。

内合意”が必要である。同様に企業組織でも、就業

東日本大震災では、被災自治体に関して「特別の財

者と経営者で目標が共有される“企業内合意”が必

政援助及び助成に関する法律の市町村を定める政

要であろう。その自助意向が当事者意識をもたらす。

令」において、同法2条2項による「特定被災地方公

図１は、被災者が自らの被災から復興に向かうに

共団体(9県178市町村)」、同3項の災害救助法が適用

あたって、どのように復興目標を設定するのか、を

されたうちから「特定被災区域（222市町村）」を指

図化したものである5)。

定して支援をした。
大規模災害復興法(2013)は、東日本大震災の復興
法制度をもとに、被災自治体の被災主体としての復
興の取り組みを規定した恒久法である。国が「特定
大規模災害（著しく異常かつ激甚な非常災害）」を
宣言すると、「“当該災害を受けた地域”における
生活の再建および経済の復興を図るとともに、災害
に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑か
つ迅速に推進する」ことを基本理念に、国は「復興
基本方針」を作成し、「特定大規模災害を受けた都
道府県」は「都道府県復興方針」を速やかに公表す
る。特定大規模災害により土地利用の状況が相当程
度変化した地域等を区域とする「特定被災市町村」
図１

は、単独でまたは、特定被災市町村を包括する「特

災害復興における多様な復興目標の水準と概念

定被災都道府県」とともに、復興計画を作成するこ
とができるとした。

復興目標の設定は、被災者一人一人の自助意向と

被災自治体は、庁舎など所有管理している公共施

して“震災前（原状）に戻したい”という「復旧目

設の被災や被災者・被災地支援のための対応業務の

標」、“被災前（原状）より低くてよい”という「身

増大に加え、職員の被災によって、マンパワーの不

の丈（縮減）目標」、“震災前（原状）より改善し
5
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の意向を尊重しつつ協同して、･･･」と、“住民の意

よう”という「復興目標」の設定が想定される。
東日本大震災津波被災者の2018年復興感調査では、

向を尊重”した合意形成による復興の推進を位置づ
けている。

10の生活項目を「被災前（原状）に対する回復感」
と同時に「望ましいと思う目標に対する復興感」に

「被災マンション」の復興も、個々の区分所有者

ついても質問した。その結果、被災者が設定した目

が持つ復興の目標と意向を共有して一つにまとめて

標水準別の構成比は表２である5)。全壊被災者の20

取り組む「合意の形成」が不可欠である。それも基

〜25％が被災前よりも高い「改善目標」を、逆に15

本的に区分所有法の緩和規定である“80％合意”で

〜20％は被災前よりも低い「縮減目標」を掲げ、60％

なく“全員合意”が重要である。しかし公共事業と

が被災前への回復を目指した「復旧目標」での復興

しての市街地基盤の改修を伴わないので自治体との

に取り組んでいることが示された。

同意は不要で、マンション復興では自治体は区分所
有者が合意した取り組みの支援主体に過ぎない。

表２

③被災自治体の行政態度

被災者が設定する復興の目標水準別
(単位：％)

にみた被災者の構成比
回答者の被災属性
被災者が設定した
｢復興目標｣の
原状に対する
｢目標水準｣レベル

全ての被災者
原
状
よ
り
高
い
目
標

原
状
回
復
が
目
標

原
状
よ
り
低
い
目
標

被災自治体は、二つの復興事業の主体となる。

全壊の被災者
原
状
よ
り
高
い
目
標

原
状
回
復
が
目
標

一つは、大規模災害復興法に規定されたように、

原
状
よ
り
低
い
目
標

特定被災都道府県は都道府県復興方針を定める主体、
特定被災市町村は（単独で、あるいは特定被災都道
府県と共同で）復興計画を法定決定し、被災者と被
災地の復興に寄り添う復興主体である。
もう一つは、自ら被災した自治体としての機能・

毎日の食生活

18

65

17

19

65

16

施設・体制を回復していく公的復興事業執行者とし

買い物の便

19

62

19

19

63

18

ての復興主体である。

医療の状況

17

61

22

20

61

19

住まいの状況

17

62

21

19

63

18

仕事の状況

19

60

21

22

60

19

家族の収入

23

60

18

25

56

19

通勤交通の便

21

60

19

22

59

19

お出かけの便

21

59

20

24

56

20

近所･地域のつながり

24

61

15

30

58

13

子供・孫の生活

17

66

18

19

65

17

被災自治体がどのような目標と意向で復興に取り
組むのか。それは自治体の復興行政を推進する「行
政態度」が問われることになる。被災者の意向を尊
重する「復興計画」の策定、ステークホルダーたる
被災者の復興への思いを実現するための「復興協議
会」の組織化と運営、復興事業の「国等による代行」
など、被災自治体の行政態度が復興の鍵を握る。
以上の論考を一覧化すると表1である。
表３

②被災地復興の合意形成

災害復興の三つの視角―主体・対象・意向―
復 興 主 体

「被災地復興」では、復興対象とする被災地をど

被災者

のように選別して区域設定し、どのようなまち像を

居住者

復興目標に、どのようにまちづくりを進めるのか。

事業者

日常生活
被災者
復 興 対 象

それには関係者の「合意」の形成が不可欠である。
合意とは、復興まちづくりの「目標と意向」を地域
内の「関係権利者が共有」することに他ならない。
復興まちづくりには、公共施設の改善など公共事
業として多大な事業費を必要とするので、行政は被

被災地
ｺﾐｭﾆﾃｨ

ﾏﾝｼｮﾝ

被災自治体
企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ

連携意向

市町村

都道府県

寄り添い支援意向

当事者（自助）意向
助け合い(共助)意向

被災者支援意向

当事者意向

当事者(共助)意向

マンション支援意向

合意形成意向

合意形成意向

まちづくり支援意向

行政連携意向

行政連携意向

当事者(公助)意向

事業所
マンション
被災地
市街地
被災

行政区域

自治体

行政組織

４．復興概念の相対化―主体・対象・理念・目標・

災地復興の支援主体であるとともに、重要なパート

意向・空間・過程・未来・時制―

ナーとしての復興主体である。被災地の関係権利者

これまでの論考を踏まえて、「復興とは何か」復

の合意は、自治体の目標と意向と共有することが、

興の概念を構成する9つの軸線－主体・対象・理念・

復興まちづくりを推進する「合意」の形成となる。
それは、大規模災害復興法第２条３基本理念に、
「･･･、
国と地方公共団体が適切な役割分担の下に地域住民

目標・意向・空間・過程・未来・時制－を抽出しそ
の含意を整理する。この9軸線はそれぞれ独立した軸
線ではなく、多様な復興研究を位置づけるチャート

6
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となる軸線と考えた。

復興が基本である。被災者がどこに住んでいても一

(1)復興主体―被災者と自治体―

人一人が取り組む復興に、公的支援を公平公正に行
き届かせるために、「被災者台帳」の策定と運用が

災害復興に取り組む主体として、民の「被災者」

行政に求められている。

と公の「被災自治体」がある。この主体はどのよう

被災地復興とは、限定された被害集中地域を対象

に連携して災害復興に向かいべきであろうか。
強い権力統治の時代には、権力主導で災害復興、

に、土地建物の関係権利者を主体としてその合意に

とくにハードな都市復興に取り組まれた。土地の私

基づき取り組む復興で、公共インフラを管理する自

有化が進んだ近代でも、被災地復興は巨大な公共事

治体も合意に基づき復興主体として事業に関わる。

業であり、政府主導で引導した。関東大震災の帝都

同様に、被災分譲マンションの復興も、賃借居住者

復興の際、震災翌日に国務大臣に任命され復興院総

を除く区分所有者全員が主体でその合意に基づき、

裁となった後藤新平は、直ちに4カ条の復興方針を起

専用部分と共用部分の復興に取り組むが、自治体は

案し、「４.新都市計画実施のために、地主に対し断

「単なる支援者」でしかない。

固たる態度をとらざるべからず」と表明した。この

いずれもその目標は、“全被災者・全関係権利者

災害復興を行政主導する遺伝子は、東日本大震災復

に笑顔をもたらすことができる復興”なのである。

興法の基本理念にも、事業後の施設管理は自治体負
(3)目標理念―復旧と復興―

担であるが、復興交付金等でほぼ全額国庫負担によ
る膨大な復興土木事業の展開に引き継がれている。

復興と復旧は何が異なるのか。復興とは「復し興

であればこそ、人口減少・高齢化の時代には、復

す」で、当事者が主観的に設定した目標に向かって

興主体としての被災者が当事者意識と自らの意向を

実現することで、「復旧」とは被災前の状態・機能

もって復興に取り組むことは、重要性を増している。

に戻す（旧に復す）ことと概念規定されてきた。

日常生活の迅速な回復、収入の確保など人間復興の

被災した公共施設の再建は「原形復旧」を原則と

ソフト面の観点は、阪神・淡路大震災以降に重要視

してきた。原形復旧では脆弱性が改善されず安全確

され、法制度としても充実してきた。しかし、大規
．．．．．
模災害復興法でも“地域住民の意向を尊重しつつ”

保できない場合や、原形復旧より改善復旧のほうが

被災自治体が行政責任を負った復興主体として復興

行うことができるとしている。現在も自治体への激

計画を策定し、復興事業を実践し、復興を主導的に

甚災害特措法等の支援は原則「原形復旧」である。

費用も含め合理的である場合には、「改善復旧」を

しかし東日本大震災以降、公共施設の再建以外の

担う構造が持続されている。
これからの高齢化時代とは、共助も公助も不足す

災害復興では、復旧でなく「復興」を進めると政府

る時代であり、被災者は復興の基本主体であり「当

は表明した。「復興」に関する初の恒久法となった

事者意識」を自覚して復興に取り組み、自治体はそ

大規模災害復興法では、第１条３項「基本理念」に

れに寄り添う復興の支援主体として連携する体制づ

おいて「生活の再建および経済の復興を図るととも

くりを確立することが求められている。

に、）･･･将来にわたって安全な地域づくりを推進す
ること」を復興の基本理念とし、「仙台防災枠組
2015-2030」では「改善によってより良くすること」

(2)復興対象―被災者復興と被災地復興―
最も重要な復興主体である被災者が取り組むのは、

が「復興：Build back better」と定義した。

被災者復興と被災地復興の二つである。全ての被災

だが、復興で設定される目標レベルは、全てが「被

者が迅速に日常生活を取り戻す「被災者復興」と、

災前よりも高い水準」ではない。人口減少・高齢化

被害が集中して脆弱性の改善が必要な地域で、当該

時代の被災者復興では「震災前よりも低い」目標レ

地域に土地建物の権利を有する被災者らが自らの生

ベルを設定する復興がある。これからは「復興」と

活復興に加えて取り組む「被災地復興」とである。

は、「復興目標の水準が事前より高い取組みである」

被災者復興とは、罹災証明に基づいて公平公正に

と外生的な議論ではなく、被災者が当事者として内

行政からの支援があるものの、被災者が当事者で、

生的に復興目標を建て取り組むのが「復興」である。

自ら取り組む自助復興が基本被災者復興とは、罹災

当事者である復興主体が「被災前に戻る目標」を設

証明に基づいて公平公正に行政から支援があるもの

定して取り組めば、それは「復旧」ではなく、「復

の、すべての被災者が当事者で、自ら取り組む自助

興」なのである
7
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越地震での、定期預金の利子による“真水”の「復

(4)復興目標―損失・回復と喪失・創造―

興基金」の財団での運用が要となっていた。

全ての被害は回復できるのか。住まいを全壊し
たが元の敷地に再建する、事業所を失ったが補助を

無利子時代の東日本大震災以降にも、被災自治体

受けて再建する。こうした被害を「損失」と定義す

は復興の基本理念に「創造的復興」を掲げた。しか

る。しかし、家族が犠牲になり元の家族生活に戻り

し、被災者の喪失を取り戻す復興への思いを実現す

ようがない。高齢の事業者が施設・設備を失い再投

る復興基金は“復興交付金”であり、被災者の思い

資して元の事業回復ができない。被災元が建築禁止

に寄り添う機能と意義は希薄になっている。

区域に指定されたなど、“回復しえない”被害も少
(5)復興空間―現地復興と移転復興―

なくない。それを「喪失」と定義できる。
取り戻せる｢損失｣は現状への回復も、改善する復

被災が集中した被災地復興をどのように行うか。

興もできるが、取り戻しえない「喪失」には「創造

被災した地域を復興する「現地復興」と、被災が集

的復興」が求められるのである

５）

中した現地からより安全な地域に移転する「移転復

。

興」がある。歴史的にも現地復興は多いが、古代で
は災害を契機に都を移転する移転復興は少なくない
し、近現代でも、被害が激甚で再度被災を避けるた
めに安全な地域への移転復興はある。防災集団移転
事業はもともと事前に安全な地域に移転する事業で
あるが、災害復興での活用が多い。中越地震でも、
山間の集落を生活が利便な地域に移転したり、小集
落整備事業による集落内の安全地区への住居の移転
など、現地復興と移転復興に相互補完的に取り組ん
だ。東日本大震災では住宅を津波の来ない安全な高
台に移転させる移転復興が復興の主要課題となった
が、復興工事の長期化は被災者の見なし仮設住宅に
よる移転避難の長期化を生み出し、現住地と被災元
地域との断絶感を大きくしていった。福島県の原発
事故による被災地域でも、広域避難の長期化によっ
図１

て被災元地域と現住地との断絶感が強まった。こう

東日本大震災被災者の復興感と潜在する喪失

した広域避難という復興過程の課題は、結果的に被
図１は、横軸に復興感、縦軸に復興感別被災者割

災元に人口減少を引き起す移転復興をもたらした。

合の累積率で、右下の１年後から左上の7年後にかけ

都市へのインフラ整備が進展してきた現状では、

て、被災者復興の進捗を示している。それ損失の回

移転復興よりも現地復興を基本とするが、過疎化・

復・復興であるが、７年後でも復興しえない喪失の

高齢化が進む中山間地域では、将来の災害時には利

存在を、左上の余白の大きさが示している。

便性の高い中心市街地近傍への移転復興が、コンパ
クトシティ化とも相まって、想定される。

阪神・淡路大震災で初めて、情報技術や物流技術
の動向に対応した未来志向の復興を目指す「創造的

(6)復興意向―当事者意向・自助意向と復興基金―

復興」が復興の基本理念に掲げられた。一方、人口
減少・高齢化が進行する農山村を襲った新潟県中越

復興主体が、個人、法人、自治体であれ、主体た

地震では、被災前への復旧も創造的取組みが不可欠

る所以は、復興への当事者としての責任と意向を持

と「創造的復旧」を復興の基本理念とした。

つこと「当事者意向」にある。どのような復興を目

これから時代の創造的復興とは、被災地復興にお

指すのか、自分で判断し、決定し、実践するには、

ける都市・社会インフラの創造ではなく、多様なも

当事者意向を持って取り組むことで、自助意欲が戻

のを喪失した被災者復興における災後日常の創造的

り、被災者間の共助も、自治体からの公助も有効に

復興が求められるのではないか。それには、従来の

活用して、一人ひとりの被災者復興にも、合意して

法制度では対応できない被災者の個別的課題に対す

共助で取り組む被災地復興にも、すべての被災者が

る「創造的復興」を、阪神・淡路大震災や新潟県中

満足する復興を成し遂げることが可能になる。
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る基金では、基準化された規範型運用となっている。

被災自治体も同様で、被災した自己組織の復旧・
復興に取り組み、同時に被災者復興と被災地復興に

(8)復興の未来―忘却と遺構―

寄り添う支援を進めるには、平時から「当事者意向」

災害復興は未来に何を継承するのか。再度被災防

をもって業務を遂行する業務継続力（BCP）を確保し、

止し、安全確保した復興市街地を残すのみではなく、

保持することが不可欠である。
被災からの復旧・復興は、他が取って代わること

人々に災害を風化（忘却）させることなく伝承し、

はできない。災害時の不足を補う受援も、「当事者

その教訓を継承する「遺構」を残すことも、復興の

意向」を持つことで「自助意向」を高め、他からの

未来に対する重要な役割である。

支援を有効に受けとめることが可能になる。そして

災害からの復興にあたって、有形無形に遺構を残

「当事者意向」を形成するには、事前復興など平時

し、記念碑を設置し、それらを復興のシンボルと位

のまちづくりを通しての地域の主体意識づくりが重

置づけた復興まちづくりの事例は少なくない。とく

要である。そして災害復興の当事者意向を突き動か

に災害遺構は、単に風化（忘却）を防止するための

し、創造的に実現する仕組みが「復興基金」である。

みならず、それから実感する教訓も観光資源として、
地域活性化に有効である。さらに、被災によって担
い手を失い忘却された地域伝統の芸能や祭礼などの

(7)復興過程―規範復興と個別復興―

無形遺構も、地域社会のアイデンティティや地域性

どのように復興を進めるのか。これまでは、被災

の継承、地域の活性化に大きな役割を果たす。

者の個別事情に着目するよりも、支援制度に基づく

こうした有形無形の遺構は、災害と教訓を伝承し、

画一的な被災者復興の進め方が基本であった。これ
からは、多様な被災者に多様な復興の目標と進め方

新たな災害学習の教材となり、地域継続につながる

を保証する個別支援が求められている。

コミュニティ活性化を導くなど、人口減少・高齢化
時代の災害復興の重要な役割を担う取り組みとなる。

「規範復興」とは、法制度に基づき画一化された
復興過程である。これまでの被災者復興は、住まい

(9)復興時制―災害復興と事前復興―

の支援を基に、災害救助法の「避難所」期、罹災証
明に基づく「仮設住宅」期を経て、恒久住宅を確保・

災害対策としては、事前の予防、発災直前直後の

入居するのが規範復興で、阪神・淡路大震災後に「単

対応、その後に復旧、復興に取り組むと認識されて

線復興」と批判された。個々の被災者の復興過程は、

きた。復興とは、災害が発生した後に対応する対策

日常の回復、収入の確保、住まいの見通しと多様な

であり、事前に取り組む対策ではないと考えられて

取り組みであり、その多様な復興過程に対応した「複

きた。東海地震の切迫性から、その被害想定と予知

線復興」の必要性が指摘された。

情報に基づき、発災直前（警戒宣言）及び発災直後

さらに可能な限り被災者一人ひとりの復興支援を実

の対応措置を事前に規定した大規模地震対策特別措

現するには、制度に基づく「規範」を多種類化する

置法(1978)以降、被害想定に基づく事前立法が増え

「複線化」ではなく、多様な被災者に寄り添う「個

たが、復興に関する最初の事前立法は、大規模災害

別復興」支援による「複線化」が求められる。

復興法(2013)である。

被災者の多様な生活実態は、時間の経過とともに

しかし、事前に関東地震の被害想定を踏まえて震

意向も見通しも変化していく。被災者の当事者意向

災市街地復旧指針策定の事前検討が建設省(住宅

に基づく生活復興を規範化するのでなく、一人一人

局)・国土庁（1985,86)が取りまとめられてはいた。

に寄り添って柔軟に支援を展開する「災害ケースマ

こうした事前復興の取り組みが注目されたのは、阪

ネージメント」での個別復興が求められる。

神・淡路大震災以降である。自治体による「事前復

被災地復興（復興まちづくり）やマンション復興

興」の取り組みは、阪神・淡路大震災時に最初の東

も、制度を当てはめて誘導する「規範復興」から、

京直下地震の被害想定調査を進めていた東京都が、

復興主体の当事者意向を実現するべく「災害ケース

阪神・淡路大震災の復興に学び、被害想定をもとに、

マネージメント」手法による寄り添う復興が求めら

震災復興の進め方を事前検討したものである。「東

れる。このような個別復興に寄り添い、支援するた

京都都市復興マニュアル」(1998)、「東京都生活復

めの財源として、阪神・淡路大震災や新潟県中越地

興マニュアル」(1998)、「東京都震災復興グランド

震では復興基金の役割が大きかった。しかし、東日

デザイン」(2001)をまとめ、さらに東京都地震対策

本大震災以降は、無金利時代で “復興交付金”によ

条例(2000)に事前復興対策を位置づけ、震災復興マ
9
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ニュアル(復興施策編)」(2003)、「震災復興マニュ

過去の災害復興を振り返り、学ぶことは重要になる。

アル(復興プロセス編)」(2003)に改編した。

この特集が、災害復興の研究を通して、これからの

復興マニュアルの策定も、復興グランドデザイン
の公開も、そのままでは人事異動とともに忘れら
れるとして、行政職員のマニュアル習熟による人
材育成を目指す都市復興訓練が、1998 年から継続
している。さらに 2003 年から脆弱な木造密集市
街地で居住者とともに区市が復興まちづくり訓練
も実施してきた。
こうした取り組みをきっかけに、
21 区 1 市で都市復興マニュアルが策定され、震災
復興推進条例の事前制定などに取り組んできた。

災害復興のあり方を予察するきっかけになることを
期待している。
補注
(1)中林一樹を代表に、大船渡市、気仙沼市、新地町の津波
浸水地図と住宅案内地図を重ねて津波被災世帯を抽出
し、原住所・転居先に2012年〜2018年の７年間、被災者
の復興の進捗状況に関する質問紙調査（明治大学特別研
究費、科学研究費補助2012〜15、2016〜18）を郵送配布･

そして、東日本大震災を契機に自治体の事前復興

回収したもので、配布数と回収数は以下である。

対策の取り組みは、首都直下地震および南海トラフ

調査年

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

巨大地震の被災想定地域で大きく展開しつつある。

配布数

8,939

8,927

7,572

3,326

3,053

2,910

2,704

しかし、多発する災害からの復興に取り組んできた

回収数

2,698

2,349

1,850

1,495

1,333

1,226

1,127

多くの自治体は、事前復興に取り組んでいたわけで

ﾊﾟﾈﾙ票

はなく、被災後に急遽取り組んだ災害復興である。

281 （2012－18 年の連続回答者）

(2)上記調査にあたって、被災者の復興目標は、被災前（原

したがって、事前復興の効用に関する実証研究は

状）に戻ることだけではなく、被災者が「望ましいと設

まだないが、事前復興の考え方、手法、内容、社会

定した生活」を主観的復興目標として、各年次でその目

実装とその意義に関する研究は少なくない。過去の

標をどのくらい達成したかを「復興感」と定義した。

災害復興に学び、将来の災害復興に備える「準備す

(3)同時に、被災者の個々の生活を構成する11項目を設定し、

る事前復興」研究のみならず、事前に想定される復

それらに対しては客観的評価尺度として被災前の状況

興目標の実現に取り組む「実践する事前復興」研究

（原状）にどこまで達成したかを「回復感」と定義した。

は、これからの重要な研究課題である。
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のみならず、事前に実現する事前復興の取り組みが、

6) 中林一樹(2018)「着実に復興の歩みを進めるために―7年

社会実装されれば、被災を軽減し、むしろ被災をき

間で回復できなかった「喪失」への創造的復興を―」、新

っかけに地域活力が高まっていく取り組みになる可
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能性がある。そんな事前復興を実現するためにも、
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