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本論では、台湾921地震発生後の地域のコミュニティの再建過程と支援内容の役割と意義について、ソーシャル・

キャピタルの枠組みを通じて考察する。はじめに921地震発生後の地域のコミュニティ活動に関連する支援方策の内

容の概略を示した後、被災地域内の2地区を事例としてとりあげ、地域のコミュニティ活動に関連する再建過程を概

観する。それらをもとにして、本論で検討するソーシャル・キャピタルの枠組みを記述し、支援施策と再建過程の

関係性について、ソーシャル・キャピタルのフレームを用いて捉え直す。ここでは、結束型ソーシャル・キャピタ

ル、橋渡し型ソーシャル・キャピタル、連結型ソーシャル・キャピタルの特性別に再建過程の役割を述べる。また、

再建過程における地域アイデンティティへのアプローチの意義についても言及する。それらを踏まえ、地域コミュ

ニティの再建に関する復興支援のあり方について考察する。 
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１．はじめに 

大規模な自然災害の発生後には、被災地域にいる

人々及び構造物や設備に被害が生じるとともに、そ

れらの関係性も損壊することになる。そのため、災

害復興について論じるとき、社会基盤施設、住宅等

の物的な被害からの再建とともに、人々の交流及び

諸々の関係を修復・再構築すること、新たな関係を

形成することも含めて考えることが求められる。被

災地域の新たな関係性は再建過程に影響を与えると

ともに、その後の地域社会の様態を決めていくこと

につながるからである。 
ところで、災害発生後の対応について、近年、ソ

ーシャル・キャピタルの役割が着目されている。ソ

ーシャル・キャピタルはコミュニティと親和性のあ

る概念であり、地域コミュニティの再建支援方策の

あり方を考えるとき、ソーシャル・キャピタルの概

念をもとに検討することは有用である。そこで本論

では、台湾 921 地震発生後の地域のコミュニティの

再建過程と支援内容の役割と意義について、ソーシ

ャル・キャピタルの枠組みを通じて考察する(1)。 
1999 年 9 月 21 日に台湾中部で発生した台湾 921

地震（以下、921 地震）は(2)、震源断層周辺部及び中

山間地域等での被害が甚大であった（図 1）。921
地震の被災地域の復興において、地域コミュニティ

の再建は重要な位置づけになっている。 
本論では、921 地震発生後の地域のコミュニティ

活動に関連する支援方策の内容の概略を示し、次に

被災地域内の 2 地区を事例としてとりあげ、地域の

コミュニティ活動に関連する再建過程を概観する。

それらをもとにして、本論で検討するソーシャル・

キャピタルの枠組みを述べた後、支援施策と再建過

程の関係性について、ソーシャル・キャピタルのフ

レームを用いて捉え直す。ここでは、921 地震後に

地域コミュニティの再建過程を通じて（再）構築さ

れていったソーシャル・キャピタルの役割について

述べる。それらを踏まえ、地域コミュニティの再建

に関する復興支援のあり方について考察する。 
 
２．地域コミュニティの再建に関する支援の枠組み

の概要 

2.1 地域コミュニティの再建に関する用語と概念の

確認 

台湾における震災発生後の対応として、「重建」

という言葉が用いられる。「重建」は概ね、日本語

の「復旧・復興」あるいは「再建」の意味を含んだ

用語として訳することができる。本論では、「重建」

に対する用語として、主に「再建」を用いて議論を

進める。 
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また、地域振興に関連する概念として、1990 年代

より台湾の行政院文化建設委員会（以下、文化建設

委員会）(3)より「社区営造」の必要性が打ち出され

ている。921 地震発生後の地域再建においても「社

区営造」の理念のもとに実施すべきことが示されて

いる。「社区」は概ね「コミュニティ」の意味で捉

えられ、「社区営造」は日本語の「まちづくり」と

訳される場合が多い。しかし本論では、日本語の概

念としての「まち」以外の区域も対象とするため、

「社区営造」に対して「地域づくり」という言葉を

用いることにする(4)。 
2.2 再建支援制度の基本的なフレーム 

921 地震の発生後、1999 年 11 月 9 日に被災地域の

再建に関する計画の基本方針を示す「災後重建計画

工作綱領（以下、再建計画工作綱領）」が策定され

た。「再建計画工作綱領」では、被災した郷鎮市(5)

の自治体及び市政府の再建計画について、「公共建

設計画」、「産業再建計画」、「生活再建計画」、

「社区再建計画」の枠組みで検討すべきことが示さ

れている。この中で、図 2 に示すとおり、社区の再

建、すなわち社区営造の考え方に基づく再建が他の

項目を結ぶ重要な役割として位置づけられている。 
また、被災地の再建に関する基本法として位置づ

けられる「九二一震災重建暫行条例（以下、震災再

建暫行条例）」が 2000年 2月 4日に施行されている。

「震災再建暫行条例」では、第 2 章に社区重建（社

区再建）が示されており、重要な位置づけとなって

いる。ただしここでは、いわゆる復興地域づくりと

いった内容のみでなく、住宅の再建や権利関係の調

整等の内容も含まれている。 
2.3 地域コミュニティの再建に関する主な施策 

ここでは、921 地震発生後に文化建設委員会より

行われた主な地域再建支援施策として、「921 重建

区社区総体営造執行方案（以下、再建社区営造執行

方案）」を取り上げる。「再建社区営造執行方案」

は、被災地域のコミュニティ活動支援の仕組みであ

り、震災再建暫行条例に基づき、地震発生から 2 年

半経過した 2002 年 4 月から 2004 年 3 月までの 2 年

間、実施されている。住民の心のケア、地域文化の

特色を出すこと、継続的な地域の発展、民間資源の

活用によって地区の再建を進めることを目的として

いる。また地域づくりに関する地域のリーダーを養

成するねらいも含まれている。 
施策では、被災地域を 4 つに分割し、それぞれに

社区営造中心（以下、社区営造センター）を設置し、

各社区営造センターにはそれぞれ 15 カ所、合計 60
ヶ所の社区営造点が設置されるように取り決められ

ている(6)。社区営造センターは各地域の社区営造点

をとりまとめる位置づけになっており、公的な機関

ではなく、地区の再建活動や社区営造を積極的に進

めてきた非政府団体が選出された。各社区営造点に

は、社区営造員とよばれる人材が配置されるように

なっている。 
社区営造員は、各社区営造点から 1 名選出される

ことになっており、基本的に地区の住民が優先的に

選出される。そのため、社区営造員は専門家ではな

く、地域住民がその役割を担っている場合が多い(7)。

それぞれの社区営造点で実施された内容は、農作物

の開発、観光資源の開発、地域文化を伝達するため

の教室の開設、地域の文化遺産の再建、生態環境の

保全等、多岐にわたっている。社区営造センターは、

中間支援組織としての役割を担っている。これらの

仕組みについては、阪神・淡路大震災におけるまち

図 2 再建計画の基本フレーム 
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づくり協議会とともに、日本のまちづくり・地域づ

くりの支援の仕組みも参照されている(8)(9)。 
各社区営造点の活動状況については、おおよその

感覚として、1/3 程度は非常に活発に活動しており、

1/3 程度はある程度の活動がみられ、1/3 程度は積極

的な活動がみられなかったということである（複数

の異なる社区営造センターの中心メンバーに対する

ヒアリング結果による）。それぞれの社区営造点及

び社区営造員によって状況は異なるが、社区営造点

で個別に活動するだけでなく、社区営造センターご

とに月 1 回程度の講習会や各社区営造点の地域づく

りに関する見学会を実施することによって情報交換

が行われた。これらの交流の機会を得ることから、

社区営造員及び社区営造点は知識と智恵を獲得して

いった。 
 
３．地域コミュニティの再建の事例 

次に、地域の再建活動を積極的に進めていった南

投県埔里鎮桃米地区、台中県石岡郷土牛地区の事例

を示す。両地区ともに前述した「再建区社区営造執

行方案」の社区営造点になっており、専門家が復興

支援に関与しながら最終的には住民が自律的に活動

していった経緯のある地区である(10)。 
3.1 桃米地区の再建過程 

桃米地区は丘陵地に位置し、多くの湿原を有する

とともに多様な生態環境のある地域である。921 地

震の発生前の主な産業は農業であり、筍の収穫等を

中心にしていた。しかし、台湾が世界貿易機関に加

盟することにより、農業生産のみでは見通しが暗い

状況にあった(11)。そのこととも関連して、人口の流

出は進んでいた。一方で災害発生前及びその直後、

地域住民は自分たちの住んでいる地域に貴重な生態

環境があることは認知していなかった。 
そのような中、921 地震とともに 2000 年に発生し

た豪雨災害によって、埔里鎮では、人的被害及び住

宅被害とともに、農業関連の施設・用地に甚大な被

害が生じた。災害発生後には、農業に依存する産業

形態から脱却するため、筍掘り等によって観光客を

呼び込もうとする動きもあった。一方で、後述する

地域再建に関わる支援組織及び専門家からの助言を

受けて、台湾に生息する 29 種類の蛙の中で 20 種類

以上が生息しているなど多様な生物が生息しており、

桃米地区には希少な生態環境があることを知ること

になった。 
専門家との対話とともに地域住民間の話し合いを

進める過程で、生態環境を活用した地域づくりの意

義について次第に認識を深めていった。地域の再建

と地域に元からある資源を活かした新たな産業を模

索する中で、エコツーリズムにねらいを定めていく

ことになった。一方で、生態環境をもとにした再建

と地域振興について、当初は懐疑的な住民も多くい

たことは事実である。特に農業従事者からは、生態

環境を活用した取り組みに対しての反対意見も多か

った。これらの活動を展開していくことができるよ

うになった背景には、高齢者のみではなく、災害を

期に桃米地区に戻ってきていた若手世代が再建活動

に関わっていったことも大きく影響していた。 
生態環境に配慮した地域づくりの取り組みでは、

「桃米生態村」と名付けられ、ビオトープの造成、

遊歩道、親水公園の設営等が徐々に進んでいった（写

真 1）。施設内の設備については、陶芸、絵画等の

技術を有する住民の協力のもとに作成された。 
また、来訪者への桃米生態村の案内として、生態

解説員を置くことも取り決められた。ガイドは有料

制であり、ガイド料の一部は共同基金に入る仕組み

になっている。その費用を補修のための人件費とし

て使用することにより、地区内でおカネが回るシス

テムにしている。生態解説員は試験を受けて合格し

た人のみが資格を有しており、地域住民の中でも女

性や若手世代が多く関わっている。一方でこのよう

な取り組みについても、当初は、生態環境の解説で

おカネになるのか、等の反対意見は多かったようで

ある。 
これらの取り組みの支援については、921 地震の

発生直後より、新故郷文教基金会からの支援が大き

く関わっている。新故郷文教基金会は中間支援組織

として、再建に関する話し合いの調整、役割分担、

基本的な方針についてのアイデアを提供する等の支

援を行っている。一方で、地域再建活動については、

利潤等に関して地域住民間で様々な諍いが生じてお

写真 1 桃米生態村の様子(2005.7.筆者撮影) 
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り、その調整にも労力を要している（新故郷文教基

金会では、強い社区に育つための 1 つの過程と捉え

ている）。 
921 地震発生から 3 年後の 2002 年 4 月からの 2 年

間、桃米地区は「再建区社区営造執行方案」の社区

営造点に選定されている。社区営造センターは、新

故郷文教基金会がその役割を担っている。「再建区

社区営造執行方案」の取り組みとして、月に 1 回程

度は他地区のメンバーと勉強会に参加するとともに、

現場見学、訓練への参加等がなされていった。また、

地域づくりに関する人的資源の育成の面も大きかっ

たようである。これらの活動を通じて地区間での交

流が図られるようになり、他地区の状況も含めて考

えていくことができるようになっていった。 
桃米生態村は、親水公園、キャンプ場、遊歩道、

ペーパードーム（紙教堂）(12)を有しており、住民を

主体として保全されている。また、案内標識等の設

備についても住民自らが整備し、必要に応じて補修

されている。休日には多くの観光客が来訪するとと

もに、平日にも小学生等が見学に訪れる観光地にな

っている。 
桃米地区は、災害発生後の再建過程を通じて、エ

コツーリズムの流行とも相まって生態環境を活かし

ながら活動を展開しており、地域コミュニティの再

建の枠組みにとどまらず、コミュニティビジネスと

しても成り立たせていった地域である。 
3.2 土牛地区の再建過程 

 石岡郷土牛地区は農業地帯にあり、桃米地区と同

様、農業が衰退することが懸念される問題は地震発

生前よりあった。土牛地区は、客家の伝統的な建築

物である三合院住宅として、地震発生の約 220 年前

に建てられた老伙房（10 戸）、約 160 年前に建てら

れた新伙房（30 戸）を有していた。また、高齢の男

性が活動をとり仕切るような地域社会であった。石

岡郷では 921 地震前より観光産業にも積極的に乗り

出しており、廃線を利用したサイクリングロードが

1999 年 9 月に開通していた。 
土牛地区は、921 地震による最も激甚な被災地域

の 1 つであり、土牛地区にあった老伙房、新伙房と

もに倒壊した。開通していたサイクリングロードも

大きな被害を受けている。そのため、地震発生直後

の被災者にとっては、それぞれの住宅の再建が主要

な課題であった。地震前より老伙房、新伙房を保存

したいという意識は住民にはあったが、その他のこ

とについて何かをしようという積極的な意識はなく、

元のかたちに戻したいという気持ちが強かった。 

そのような中、倒壊した建物の廃材としか考えて

いなかった伙房の木彫刻部材に対して、建築部材を

回収していた業者から買い取りたいという申し出が

あった。このような過程から、住民は自分たちの住

まいや文化に想像以上の価値があることに気づいて

いった。 
一方で 1999 年 10 月より土牛地区に調査に入って

いた専門家組織のメンバーによって、非営利団体で

ある石岡人家園再造工作站（以下、石岡人再建支援

センター）が設立された。石岡人再建支援センター

はその後、地域づくりの課題に対して長期にわたっ

て継続して支援する中間支援組織の役割を担うよう

になっていった。 
しかし石岡人再建支援センターの設立当初は、現

地に入った専門家と地域住民との意見交換に労を要

した。住民側からみれば、何をする人たちなのかよ

くわからない、どのように接したらいいのかわから

ない、地区のことをわからないまま多くの意見を出

されても困る、といったような問題があった。その

ため、信頼関係の構築には継続的な活動と話し合い

が必要であった。 
一方で住民を主体とした組織として、石岡郷土牛

村劉家伙房社区重建委員会（以下、劉家伙房社区再

建委員会）が設立された。劉家伙房社区再建委員会

は、前述の老伙房、新伙房の再建を主要な課題とし

ている。再建に関して、土地の権利関係や費用面で

の問題とともに設計に対する各世帯の考え方の相違

もあり、計画の策定は遅延した。このような再建計

画の検討を通じて、劉家伙房社区再建委員会の住民

メンバーは、単なる再生にはしたくないという思い

が強くなっていった。またこれらの活動を通じて、

専門家と住民組織との信頼関係は次第に強くなって

いった。 
住民の願いとして劉家の伙房の再建はあったが、

新たな産業の発掘も地域の大きな課題としてあげら

れていた。そのようなこととも相まって、住民組織

の活動は伙房の再建以外の内容にも広げられていっ

た。石岡郷の農業従業者の手によって果物のインタ

ーネット販売の活動も始められている(13)。また「石

岡媽媽劇団（石岡ママ劇団）」という女性による劇

団も 2000 年 9 月に設立された。土牛地区の女性を中

心メンバーとした客家の伝統料理を提供するレスト

ランも開かれている。 
2002 年 4 月より 2 年間、土牛地区は「再建区社区

営造執行方案」の社区営造点に選ばれ、地区の活動

に関わる若手も社区営造員になっている。石岡郷の
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近隣の地区との交流はそれまでもあったが、ここで

の活動を通じて地域再建のあり方、地域づくりのあ

り方について情報交換と意見交換が行われるように

なった。また地域の若手の住民リーダーも育成され

ていくとともに、様々な取り組みを通じて、地区住

民にも活動内容が浸透していった。 
サイクリングロードは 2000 年 11 月に復旧してお

り、サイクリングロードを観光資源にしようとする

検討もなされている。この取り組みは土牛地区と周

辺地区が連携しており、サイクリングロードを活用

することにより、多くの観光客が来るようになった。

これらを通じて、伙房の再建も観光スポットのひと

つとして位置づけたいという気持ちがより強くなっ

ていった。 
2003 年 6 月には、新たに石岡人家園再造協会が設

立され、住民主導の運営体制になった(14)。伙房の再

建に関しては、様々な話し合いの中で、客家の文化

を伝える文化館としての機能を合わせもつことで再

建することになった。2006 年 5 月に土牛客家文化館

として開設されている（写真 2）。土牛客家文化館

は石岡郷の観光スポットになっているとともに、土

牛地区の復興のシンボルになっている。 
土牛地区では、地域コミュニティの再建活動の幅

を広げていくことと相まって、住民の主導によって

様々な活動が展開されるようになった。これらの活

動が認められることで次につながる気持ちがもてる

ようになり、地域の文化と環境を保全するとともに、

産業にもつなげていくことのできる活動を行いたい

と考えるようになっていった。 
 
４．地域コミュニティの再建支援と再建過程の枠組

みに関する考察 

これまで、地域コミュニティの再建支援方策の概

要と再建過程の事例についてみてきた。ここでは、

ソーシャル・キャピタルの観点をもとにして、地域

コミュニティを主体とした再建過程の枠組みを考察

する。 
4.1 本論で検討するソーシャル・キャピタルの概要 

はじめに、本論で検討するソーシャル・キャピタ

ルの基本的な内容について確認しておく。 
ソーシャル・キャピタルに関する定まった定義は

ないが、おおよそ、信頼、規範、ネットワークの概

念を含み、社会の相互作用と協調活動を円滑にする

ための重要な資源として理解することができる(15)。

ソーシャル・キャピタルのネットワークの分類とし

て、結束型ソーシャル・キャピタル（Bonding Social 
Capital）、橋渡し型ソーシャル・キャピタル（Bridging 
Social Capital）、連結型ソーシャル・キャピタル

（Linking Social Capital）に分けられる(16)。 
結束型ソーシャル・キャピタルは、家族単位、地

縁関係、職場等の同質性を有したコミュニティ内に

おいて、比較的にコミュニケーションを密にするグ

ループ内の関係を意味し、本論でいえば、被災地域

内の地区コミュニティが該当する。結束型ソーシャ

ル・キャピタルは、人々の間での信頼性と互酬性が

強いとともに、所属することにより安心感を得られ

る等の特性がある。 
橋渡し型ソーシャル・キャピタルは、異なるグル

ープ間での人的な交流、情報や資源のやりとりを促

す関係であり、本論では、異なる地区の社区営造員

間、社区営造点間等の地区間の関係が該当する。ネ

ットワークとして強い紐帯（つながり）はないが、

異なる組織、地区等の水平的な関係の中で、情報交

換と相乗効果を生み出す可能性を有する等の特性が

ある(17)。 
連結型ソーシャル・キャピタルは、制度等の社会

的な仕組みの中で、垂直的な関係を意味し、本論で

いえば、中間支援組織と各地区コミュニティ間の関

係が該当する。連結型ソーシャル・キャピタルでは、

ある枠組みを超えて交流することによって新たな知

見や資源を得られる可能性を高める等の特性がある。 
4.2 ソーシャル・キャピタルの枠組みからみた地域

コミュニティの再建支援方策と再建過程の特徴

の再整理 

次に、921 地震発生後の地域再建過程を通じて形

成されたソーシャル・キャピタルについて、結束型

ソーシャル・キャピタル、橋渡し型ソーシャル・キ

ャピタル、連結型ソーシャル・キャピタルの枠組み

から整理していく。図 3 に、地域再建の支援と被災

地域の取りくみに関するソーシャル・キャピタルの
写真 2 土牛客家文化館の様子(2007.1.筆者撮影) 
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概念図を示す。 
(1)結束型ソーシャル・キャピタルと地域コミュニテ

ィのネットワーク構造の変容 

本論で示した事例地区は、災害発生前より、もと

もとコミュニティのつながりの強い地域であり、高

齢の男性が地区の重要な意思決定の中心にいるよう

な社会であった。そのような中、災害発生後の地域

再建の過程を通じて、桃米地区及び土牛地区ともに、

地区内の若手世代の人達が地域のリーダーに育って

いった。また、多くの活動を展開する中で女性が重

要な役割を果たす等、多様な属性がそれぞれに役割

を担うようになっていった。 
結束型ソーシャル・キャピタルの枠組みでみた場

合、地域再建の過程を通じた人的資源の能力の高ま

りと活動の拡がりによって、多様な人材がそれぞれ

に新たな役割を担うようになっていたことにより、

地区内のコミュニティ内の住民間のネットワーク構

造において変容がみられたと捉えられる。そのこと

によって、地区住民の主体的な地域再建への取り組

みが醸成されていったと推察される。 
(2)橋渡し型ソーシャル・キャピタルと地域間の相互

作用 

橋渡し型ソーシャル・キャピタルについては、「再

建社区営造執行方案」の枠組みにおける、社区営造

点間及び地区間のコミュニケーションを取り上げる

ことができる。 
「再建社区営造執行方案」による取り組みを開始

する以前、被災地域の中で各地区の住民間での交流

はあっても、それぞれの地区の再建について詳細に

情報交換することは少なかった。中間支援組織を介

して地域の再建に関連する交流を継続的に実施こと

により、地区間での相互作用が醸成されるとともに、

それぞれの地区の再建活動を刺激することにもつな

がっている。土牛地区の事例でみたように、サイク

リングロードと観光施設をつなげること等、地区間

での連携体制を取れるようになったことも大きな成

果であった。また、各地区間の相互的な情報交換と

連携のプロセスを通じて、それぞれの地区コミュニ

ティにおいて、それぞれの地区の独自性、あるいは

アイデンティティを再確認していったと見受けられ

る。 
(3)連結型ソーシャル・キャピタルと専門家による地

域再建支援 

中間支援組織として位置づけられる社区営造セン

ターから各地区への地域再建の支援は、連結型ソー

シャル・キャピタルとみることができる。地域づく

りの支援として、専門家による地域づくり活動の知

見が提供されたこと、再建活動の公的な支援施策を

知ることができたこと、それらのことと関連して、

再建活動の助成を得られていることがあげられる。

また地域づくりへの支援によって、具体的な計画の

策定とその実施を効率的に行えるようになったとと

もに、地区内の人材育成にもつながっている。それ

らの活動を通じて、地区コミュニティが主体的に活

動できる能力を身につけていくとともに、社区営造

員等を介した地区間の交流と連携を促す機能も果た

している。 
これらの対応においては、中間支援組織から短期

的な支援ではなく中長期的な支援があったこととと

もに、それらと相まって、専門家と地域住民との信

頼関係を構築することが必要であった。 
4.3 ソーシャル・キャピタルの（再）構築がもたら

した効果 

「再建社区営造方案」は、中間支援組織としての

図 3 地域コミュニティの再建活動とソーシャル・キャピタルの関係 

結束型
ソーシャル・ キャピタル

復興に向けた認識の醸成
地域の再建活動の展開
住民の役割の多様化

再建活動の情報共有
地域再建への相互刺激

取り組みの連携関係の構築

人材・知見の提供
再建活動の助成
地区間交流の支援

橋渡し型
ソーシャル・ キャピタル

連結型
ソーシャル・ キャピタル



日本災害復興学会論文集 No.15(Special Issue), 2020.9 

97 

 

社区営造センターを軸にして、社区営造センターと

各地区間の連携、及び社区営造点及び社区営造員間

の交流を促す仕組みであり、それらは連結型ソーシ

ャル・キャピタル及び橋渡し型ソーシャル・キャピ

タルの機能を創出していたと解釈することができる。

また結束型ソーシャル・キャピタルからみた場合、

それらの活動の過程において、地区住民の能力の高

まりと関連しながら、地区コミュニティ内の関係性

の構造の変容を促していると捉えられる。 
災害発生後において、事後的に地区の密なコミュ

ニティをつくりだすことは困難ではあるが、事前か

らあったコミュニティをもとにして、連結型ソーシ

ャル・キャピタル及び橋渡し型ソーシャル・キャピ

タルの機能を創出したことに本施策の意義がある。

また、ここで構築されていったソーシャル・キャピ

タルは、地域づくりを稼働していく装置としての役

割があった。 
一方で 921 地震の被災地域の中でも、社区営造点

として選ばれたとしても支援施策の期間終了後には

活動を終えている地区も多い。地域コミュニティの

活動を活発に行えている地区とそうではない地区と

の相違については、上記の連結型ソーシャル・キャ

ピタル、橋渡し型ソーシャル・キャピタル、結束型

ソーシャル・キャピタルのそれぞれの機能を高めら

れているか否か、という部分が重要な規定要因とな

っているとみられる。 
そのような活動の変容のもう 1 つの要因として、

管見の限りではあるが、地域のアイデンティティに

なり得る資源にアプローチして、そこから活動を拡

げられたかどうかという部分があげられる。本論の

事例では、桃米地区では、自然環境の中に地域の資

源を見いだし、そこからコミュニティ活動を展開さ

せている。土牛地区では、地域の文化的な資源であ

る歴史的な建造物をもとにして地域の活動を拡げて

いる。 
一方で活動をうまく展開できていなかったと見受

けられる地区については、地域にある重要な資源、

独自性のあるものやアイデンティティとなり得るも

のに対してではなく、別の部分にスコープをあてて

いたか、あるいはそれらに焦点をあてたとしてもそ

の復旧のみにとどまってしまっているように見受け

られるのである。地域コミュニティの再建を活性化

させていった重要な要因として、単に元に戻そうと

するのではなく、それまで地区にはなかった何かを

新たにつくり出そうとするのでもなく、地域にある

中核的な部分をもとにしてそこに新たな何かを付け

加えながら活動を展開させていくことができたこと

があげられる。そして地域アイデンティティへのア

プローチについても、ソーシャル・キャピタルの機

能の高まりの中で見いだし、展開させていくことが

できたと考える。 
 
５．まとめ 

本論で示した 921 地震の被災地域への再建支援方

策は、災害発生後にソーシャル・キャピタルを形成

する復興支援の方略として見なすことができる。こ

れらの支援によって、事例としてとりあげた地区で

はそれぞれに、生態環境を地域資源とした取り組み、

地域の固有の文化財を資源とした取り組みを展開さ

せていった。これらは、地域のアイデンティティを

もとにした活動として捉えられる。 
5.1 復興支援方策の教訓の継承 

台湾 921 地震の社区再建の取り組みについては、

前述の通り、阪神・淡路大震災における復興まちづ

くりを参照しているとされる。阪神・淡路大震災の

災害復興の事業地区では、まちづくり協議会が重要

な役割を果たしており、その中で、被災者や地区住

民等の地域コミュニティを復興まちづくりの主体と

して位置づけている。921 地震後の再建支援方策で

も、復興まちづくりの教訓をもとにして、復興の主

体を「誰が」担っていくのか、という点について、

被災地域のコミュニティを重要な部分として取り入

れている。 
一方で台湾 921 地震の社区再建の取り組みでは、

主体として被災者及び被災地域のコミュニティを置

きつつ、空間的な整備だけではなくコミュニティ活

動まで射程を拡げ、方法として「どのように」行っ

ていくべきか、という部分について、より高度化さ

せた支援の方策であったと評価できる。すなわち、

専門家の支援だけでなく、中間支援組織を置くこと

により、継続的な交流によって活動をより活発に行

えるようにすること、地区コミュニティ間をつなげ

ていくこと、を可能にしている。そして、中間支援

組織の設定と中間支援組織を介した活動は、その後

の新潟県中越地震の災害復興においても参照され、

引き継がれている。 
また、本論で示した事例地区では、地域の持つア

イデンティティにアプローチし、そこに何らかの内

容を付加しながら活動を展開していた。地域コミュ

ニティの再建において、「何を」重要視するべきか、

という部分についてもその手がかりを示している。 
5.2 災害復興における地域コミュニティへの支援の
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あり方に関する含意 

本論で示した地域コミュニティの再建過程では、

結束型ソーシャル・キャピタル、橋渡し型ソーシャ

ル・キャピタル、連結型ソーシャル・キャピタルか

ら促されて活動を展開している。地域の活動を底上

げしていく復興支援方策には、必要なコミュニケー

ションを促せる関係性を構築し、そこに知恵と情報

の相互作用を生じさせる仕組みを形成することによ

り、可能性を拡げていくことの重要性を明示してい

る。災害発生後において、ソーシャル・キャピタル

を再構築するとともに新たなつながりをつくること

により、力強く地域活動を行える土壌を形成する支

援方策の意義は大きい。 
一方で、これらの活動を災害発生後に行うには時

間を要する等の課題も多い。そのため、地域づくり

を事前から行っていくことにより、災害発生後にも

再建活動を円滑に行える仕組みと地域コミュニティ

を形成するとともに、平常時の活動を活発に行える

ようにすることも重要である。そのことが地域のレ

ジリエンスの機能を高めることにもつながる。 
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補注 

(1) 台湾921地震発生後の地域再建支援施策と復興過程に

ついては、照本他(2009)でも示されている。ここでは、

復興のプロセスをモデル化することを主なねらいと

している。そのため、本論で示す支援施策の概要及び

2 つの事例地区の中の 1 地区（土牛地区）の再建過程

については、照本他(2009)の内容と重複する部分は多

い。ただし、本論文ではこれらの素材をもとにしつつ、

考察の対象として、地域コミュニティの再建過程と再

建支援施策の関係をソーシャル・キャピタルの枠組み

から検討している点に特徴がある。 

(2) 本地震については、震央の地域名称をもとに「台湾集

集地震」とも言われるが、本論では台湾国内で一般的

に用いられている「921 地震」を使用する。 

(3) 台湾の文化建設委員会は概ね、日本の文化庁に相当す

る。 

(4) 921 地震の発生以前、社区営造の対象の中心は都市部

であったが、地震後、農村集落など山間部も対象にさ

れるようになった（服部, 2004 に詳しい）。 

(5) 「郷鎮市」は台湾の基礎行政単位であり、概ね、日本

の「市町村」に相当する。 

(6) 地区の選出にあたって、各社区営造センターの社区営

造点のうち 5 ヶ所（計 20 ヶ所）は陪伴社区（パート

ナー社区）として選出するように決められている。パ

ートナー社区は他の社区営造点と比較して、まだ地域

づくりの経験は浅いが住民の意欲が認められる地区

であり、地域づくりの基礎力を養う地区という位置づ

けである。 

(7) 「再建区社区営造執行方案」は 2 年間の期間で実施さ

れており、1 年ごとに審査は行われている。そのため、

各年度で一部の社区営造点は入れ替わっている。 

(8) 社区営造センターの活動にあたっては、例えば「羅都

岐沙羅パートナーズセンター」の活動も参照されてい

る。 

(9) 「再建社区営造執行方案」の成果をもとにして、台湾

では、中間支援組織をもとにした社区営造の取り組み

が全国的に展開されるようになっている。 

(10) 桃米地区の再建過程については他にも、例えば、中林

(2005)、高他(2007)、若生(2012)で述べられている。ま

た土牛地区の再建過程については、照本他(2009)及び

卲(2006)においても地震発生から約 2 年間までの動向

を伙房の再建課題を中心に示している。 

(11) 2002 年 1 月 1 日より、台湾は正式に世界貿易機関に加

盟している。 

(12) ペーパードームは、阪神・淡路大震災の発生後に神戸

市鷹取地区に建てられていた。2005 年の解体後、2006

年に移設され、桃米地区で 2008 年 9 月に紙教堂とし

て再生している。紙教堂（ペーパードーム）は、桃米

生態村のシンボル的な建物になっている。 

(13) 農作物のインターネット販売の活動については、従来

からの WTO への加盟と関連する農産業の衰退の問題
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に対応する必要性があったことも関係している。「石

岡媽媽劇団」は石岡に居住する主婦によって 2000 年 9

月に設立されている。初期の活動では、地域再建のた

めの支援を受けており、その後、各地で行われるイベ

ント等によばれるようになっていった。また客家の伝

統料理を提供するレストランは、921 地震発生後に実

施されている職業訓練の支援の成果をもとにして、石

岡郷の女性達によって始められている。 

(14) 「石岡人再建支援センター」、「劉家伙房社区重建委員

会」の機能は、「石岡人家園再造協会」に引き継がれ

た。地域住民主体で運営していきたいという思いが以

前からあったとともに、費用面の制約もあり、専門家

はいつまでも居続けられないということも要因とし

てあった。 

(15) ソーシャル・キャピタルは、Putnam, R.D.(1994)によっ

て注目されるようになった概念である。災害発生後の

対応においても、ソーシャル・キャピタルは重要な役

割を果たすことが指摘されている（例えば、Hawkins, 

R.L. and Maurer, K., 2010, Aldrich, D.P. and Meyer, M.A., 

2014, Melo Zurita, M. et al., 2018）。 

(16) 「結束型ソーシャル・キャピタル」、「橋渡し型ソーシ

ャル・キャピタル」、「連結型ソーシャル・キャピタル」

のそれぞれの内容については、例えば、Szreter, S. and 

Woolcock, M.(2004)に詳しい。 

(17) 新規の情報や価値のある情報は、コミュニティ内の強

い紐帯（つながり）からではなく、弱い紐帯（つなが

り）からもたらされる可能性が高いことが指摘されて

いる（Granovetter, M.S., 1973）。 
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