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未被災地の日常の現場から育まれる復興概念の可能性
－東京の事前復興まちづくりから－
Thinking Disaster Recovery from Community-based Risk-communication Activities
－ From the Pre-disaster planning for recovery in Tokyo －
○市古太郎*1
Taro Ichiko*1
本稿は「災前」の取り組みから生まれる復興概念の可能性として，東京での「事前復興まちづくり」の経験をも
とに考察するものである．すなわち，阪神･淡路大震災を契機とした東京の25年間の事前復興まちづくりの成果を4
つに類型化し整理分析した上で，その成果に基づいて，事前復興まちづくり3つの復興の方向性，①災前から災後へ
のまちづくりの連続性，②くらしの営みとまちづくりの有機連携，③創発の復興主体，について考察する．
キーワード: まちづくり計画，事前復興まちづくり，レジリエンシー，創発性，
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１.未被災地の現場から育まれる復興概念の可能性

市古3）は長期（1960年からの55年），中期（1995

「復興とは何かを考える」ことは本災害復興学会

年からの25年），短期（2011年からの5年）の時間軸

の大事なミッションとなっている．復興の現場に身

を設定し，東京の事前復興まちづくりの展開を考察

を置き，被災者のロゴスを受け止め，そして被災地

した．ここで「時期区分」でなく「時間軸」として

再建の営みへの参与観察だけでなく，寄り添い型の

いる点に注意したい．1995年，2011年で時期区分が

支援を担いながら，その学術的体系化を進めていく，

移り，取組みが変化したことを主張しているのでは

本特集号でも，そういった「災後」の経験からの多

なく，長期，中期，短期と折り重なり，体系化され

くの論考が掲載されている．一方で本稿は「災後」

ていく現場の営みが表現されている．すなわち長期

ではなく「災前」いわば「未被災地」での取り組み

とは，1959年東京都火災予防対策委員会地震小委員

から生まれる復興概念の可能性について，阪神･淡

会設置を契機とした体系的な都市防災対策の展開を

路大震災以降の東京での「事前復興まちづくり」の

意味し，半世紀以上にわたって体系化されてきた事

経験をもとに考察してみよう，というものである．

前型都市防災対策の延長上に事前復興対策が位置づ

のちほど改めて考察するが，本稿では事前復興を

けられることを，また中期は1995年阪神･淡路大震

国土交通省「復興まちづくりのための事前準備ガイ

災復興初動期の失敗からの「学び」として，都市計

ドライン」（2018/7月）1）での定義，すなわち「復

画の方法論として事前復興対策の枠組みが形成され，

興事前準備」と「防災事業の促進・上乗せ」で構成

都区市レベル，地域組織レベルでのワークショップ

されるものという地点から考察を出発させたい．国

形式での取り組みが普及していく過程を，そして短

を中心とした事前復興の取組み経緯については中林

期は2011年東日本大震災以降，「東北復興からの学

2）

に詳しい．また国交省ガイドラインは揺れと火災

び」として「レジリエンシー理論」も背景にバージ

を主ハザードとする首都直下地震に加えて，南海ト

ョンアップが図られていった取組みが考察されてい

ラフ沖地震の津波ハザードもカバーした復興事前準

る．

備提案となっているが，本稿での検討は以下，主と
して東京での取り組みを元に検討を進める．

2.2.事前復興まちづくりの4つの成果類型
先行報告の時間軸を踏まえ「未被災地の日常の現

２.東京での25年の事前復興まちづくりの見取り図

場から育まれる復興概念」に関連する東京の事前復

2.1. 長期・中期・短期の時間軸

興対策の展開を阪神･淡路大震災（1995年）／中越地
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震（2004年）／東日本大震災（2011年）で区切って

減のための都市防災事業実施の根拠であり，たとえ

整理しておきたい．また事前復興まちづくりの成果

ば東京都2016年改定の「防災都市づくり推進計画」

（注意したいのは「事前復興まちづくりの定義ない

では，両者の連携推進が表現されている．

し体系」ではなく）を，成果A：事前復興ビジョン・

B.Frameworkに該当する震災復興マニュアルは地域

プラン，成果B：復興制度と運用指針（復興マニュ

防災計画を補完すると同時に，平時におけるC,D類

アル），成果C：震災復興まちづくり訓練と災前行

型の取組みを位置づけ，またその成果提案が復興マ

動提案，成果D：時限的市街地のデザイン，として

ニュアルに編集追記される．C.の復興まちづくり訓

整理して考察を進める．ここで成果A：事前復興ビ

練は予算措置を必要とし住民組織を対象とすること

ジョン・プランとは，2001年東京都震災復興グラン

からも，自治体基本計画に復興訓練実施計画を表現

ドデザインなど，都市計画分野の主要政策ツールで

する自治体も出てきている．

ある「マスタープラン」手法を用いた災前プランを，

図1からは関連計画を含めた事前復興まちづくり

成果B：復興制度と運用指針（復興マニュアル）と

の取組みの相互作用を示していると同時に，Bに該

は，都・市・区の震災復興に関する条例制定および

当する復興マニュアルが，その政策体系の中心にあ

震災復興の進め方を市民と共有する震災復興マニュ

り，マニュアルという名称からイメージされる「取

アルを，成果C：震災復興まちづくり訓練と事前行

扱説明書」に留まらない機能を有していることがう

動提案とは，1999年の世田谷区三宿を第1号として

かがえよう．

2020年3月で55地区におよぶ「震災復興まちづくり訓
３.復興概念につながる各期の取組み

練」実施実績と訓練を踏まえた行動取組を，そして

図2をもとに，復興概念につながる第Ⅰから第III

成果D：時限的市街地デザインとは，そもそも東京
都から提案された「時限的市街地」の具体の空間デ

期の取組みを考察しておく．

ザイン提案をさしている．

3.1.第Ⅰ期（都市復興準備型）事前復興まちづくり
の始動（1995-2004）
すでに報告されているように，事前復興まちづく

2.3.自治体施策と4つの事前復興まちづくり成果
次節での各期展開を考察する中で，適宜個別事例

りは阪神･淡路大震災復興初動期の2つの失敗，①建

について触れるが，図1は事前復興まちづくりの4つ

設型応急仮設住宅の遠隔地立地，②都市復興計画を

の成果類型と関連する自治体行政計画を示したもの

めぐる住民と行政の葛藤と対立，言い換えれば，失

である．事前復興ビジョンは都市計画法に基づく都

敗を繰り返さない，という点から東京都の提案がな

市計画マスタープランと整合が図られたり，その部

され，専門家と区市自治体の取組みが開始された．
この2つの失敗は「開発型復興」と「生活型復興」

門別計画に組み込む自治体も出てきている．また都

の対立点とも言え，事前復興まちづくりから導出さ

市防災計画は法定計画ではないものの，事前被害軽

図 1 事前復興まちづくりの編集作成成果と関連する自治体計画
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れる復興概念にも関連してくる．以下，もう少し掘

公表される．また1962年震災予防条例の条例改正と

り下げておこう．

しての2000年震災対策条例で，都市復興への対応と
事前復興対策が条文化された．具体的には，震災復
興計画の策定及び震災復興事業の推進（第55条）と

a）開発型復興と生活型復興
阪神･淡路大震災の都市復興からの評価検証作業

地域協働復興に対する理解の促進等（第56条）であ

の中で，広原盛明4）は，復興計画策定に関わった有

る．さらに1997年度からは，行政職員を対象に，現

識者の発言を精査し，阪神･淡路大震災の復興計画が

在も継続する都市復興訓練が開始される．

「開発型復興」と「生活型復興」の分裂と対立の状

一方で先進自治体の取組みも確認しておきたい．

況にあった，と総括した．そして「生活型復興に基

世田谷区は2000年に三宿で，北区は2001年に西ヶ原

づく復旧・復興都市計画」という視点から，東京都

で地域住民を対象とした「復興計画提案セミナー」

の事前復興対策を肯定的に評価した．すなわち「概

を開催，セミナー成果をもとに，それぞれ「世田谷

念整理の上で若干の混乱はあるものの，具体的な都

区都市復興プログラム」「北区都市復興マニュアル」

市復興プロセスの展開において，阪神･淡路大震災の

を策定している．また板橋区では2001年板橋区震災

復興計画の問題点や復旧･復興都市計画の進め方の

対策条例制定にあたり，震災復興分野を条文化し，

教訓を反面教師として十分に汲み取り，被災市街地

合わせて都市復興マニュアルを策定している．

の再生を進めるための説得力あるツールとなってい

これらの一連の取組みが共有され，2003年に東京

る」と述べる．特に仮設市街地（時限的市街地）の

都は，行政職員向けだった都市と生活の2つの震災復

提案について「生活型復興に馴染みやすい暫定復

興マニュアルを行政職員向けの「施策編」に統合す

旧・復旧・改善復興型の都市計画路線が新たに提起

る．そして同時に都民向け「復興プロセス編」6）を

されている」と評価している．

公表した．復興プロセス編では復興を次のように定

また「開発型復興」と「生活型復興」をめぐって，

義している．

くの人にとって望ましい復興とは，昔の状態の復活」

復興とは，震災によって大きな変容を迫られた
社会の中で，被災者が生活の変化にうまく適応す
るための営みである．

であるが「都市計画の立場で言う復興はけっして原

ここには物的都市環境だけでなく「一人ひとり」

状復帰ではない．現行都市計画制度を利用して行う

の視点から復興を捉える視座がある．物的環境回復

復興に原状復帰はあり得ず，あくまでも被災を契機

は目的ではなくその「営み」における選択肢となる．

発災10年の兵庫県震災対策国際総合検証会議で検証
5）

委員を務めた伊藤滋はその検証報告 において「多

とした高度な市街地への改変のみが復興となる」と
対置した上で「この『復帰と改変』の間の矛盾がそ

3.2. 第 Ⅱ 期 事 前 復 興 ま ち づ く り 手 法 の 発 展

れぞれのまち，各制度で，それぞれ独特の形で顔を

（2005-2010）

出しているのが復興まちづくりをめぐる課題と言え

第Ⅰ期の流れを引き継ぎ，第Ⅱ期は事前復興まち

る」と論じる．ここで指摘しておきたいのは，伊藤

づくりの普及促進，そして2004年10月新潟中越地震

も言及する「最低限，同じような被災だけは避けた

をうけて，木造住宅密集地域を中心としたインナー

い」と思うことが被災者の思いであるならば「被災

エリアからアウターエリアへ，郊外市街地での事前

を契機とした高度な市街地への改変」に向けて「復

復興まちづくりが展開する．ここで図2に沿いながら，

帰」を願う住民との信頼関係を築き，粘り強く復興

第Ⅱ期の注目点として5点，指摘しておきたい．

に取り組むことは，行政および民間「まちづくり専

第1に事前復興まちづくりの普及促進である．東京

門家」が第一義的に果たすべき責務であり，その責

都は2003年度から4ヶ年「復興市民育成事業」を実施，

務を果たす，という視点が，事前復興まちづくりに

復興まちづくり訓練への財政支援を行った．復興訓

継承されることになる．

練実施地区は2006年度に最大の全9地区となった．ま
た世田谷区や北区に続き，練馬区と葛飾区では，復

b）第Ⅰ期の取組みの特徴

興まちづくり訓練成果と訓練参加職員の体験を活か

図2より，第Ⅰ期事前復興まちづくり始動期の特徴

し，震災復興マニュアルが策定されている．

として，東京都のリーダーシップを指摘できる．阪
神都市復興初動期の困難をうけて策定された1997年
都市復興マニュアル，1998年生活復興マニュアルが
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図 2 4 つの成果類型からみた東京の事前復興まちづくりの展開
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た「日常備蓄Project」などの首都直下地震シナリオ

第2に新宿区，葛飾区，豊島区では，震災復興ま

への備えも促進されていく．

ちづくり訓練が一地区で終了せず，区内展開されて

このような東日本大震災のインパクトも受け，第

いる．特に葛飾区では，自治体基本計画で区内全域

Ⅲ期の展開から5点を指摘しておきたい．

での復興訓練実施を掲げ，19の地区センター単位で

第1に生活・産業分野への拡充である．図1に示し

実施展開中である．いわば自治体の都市防災対策と

たように自治体が策定する震災復興マニュアルは復

しての体系化である．
第3に時限的市街地デザイン論の深化である．第Ⅰ

興まちづくり訓練の実施根拠であると同時に成果が

期では，地域のオープンスペース敷地模型に，仮設

フィードバックされ，地域防災計画に適宜反映され

住宅模型をレイアウト，密度感や生活環境が検討す

る．東京都は1998年に生活復興マニュアルを公表し

る「時限的市街地デザインゲーム」が実施されてい

たが，市区自治体の多くは都市と住宅分野に留まっ

た．模型を用いたワークに留まらず，実寸シェルタ

ていた．2009年に生活産業分野も含む「市区震災復

ーをつくり，生活体験してみるワークショップも練

興標準マニュアル」を東京都が示したこともあり，

馬と八王子で実施される．実寸シェルターワークシ

第Ⅲ期において，生活・産業分野にも注力した震災

ョップは時間内での自由参加が可能であり，室内会

復興マニュアルが策定されている．

場での復興まちづくり訓練と比べて参加者層が広が

第2に震災復興マニュアルの生活産業編の拡充を

った．また実寸シェルターは復興まちづくり訓練で

踏まえて，職員研修や復興まちづくり訓練プログラ

「地域協働復興」シナリオを編集したからこそ意義

ムをベースとし，生活継続に焦点をあてた地域ワー

があるのではないか，そんな地域リーダーのまとめ

クショップが開始されている（たとえば分譲集合住

の一言も聞かれる．

宅の生活継続への取組みとして，市古ら8））

第4に新潟中越地震からの復旧・復興対応を踏まえ，

3点目に都市計画法に基づく都市計画マスタープ

東京郊外における事前復興まちづくりがスタートす

ランへの反映，いわば平時のプランへの回帰である．

る．取組みが先行したのは八王子市である．2005年

2011年に策定された葛飾区都市計画マスタープラン

に事前復興まちづくりに着手し，区部木造住宅密集

では，土地利用，交通，環境共生，景観といった11

市街地とは異なる被害像と復興課題の共有，そして

の部門別方針の1つに自然災害被害最小化をめざす

「宅地造成住宅地」や「集落混在地」といった市街

「安全まちづくりの方針」で，加えて別部門として

地類型と復興課題を提示し，職員による復興課題考

「区民の日常生活の迅速な回復と，被災前よりも災

察と対応策の検討，また地域との復興まちづくり訓

害に強く，快適な環境で持続 可能なまちづくり」を

7）

練が展開されている ．

すすめる「震災復興まちづくりの方針」が示されて

第5に2006年に「災害復興まちづくり支援機構」が

いる．計画書には「5つの復興目標」が表現され，第

設立され，復興専門家のネットワーク強化が図られ

2章で示した事前復興まちづくりの成果A:事前復興

た．支援機構は復興まちづくり訓練にも積極的に参

ビジョンに該当すると同時に「被災時の復興事業を

画し，被災地での経験を踏まえた有益な助言役を果

迅速かつ円滑に推進できるよう，平常時から区民に
よる参加型まちづくりを推進し，被災時にその経験

たしている．

を生かして，すみやかな合意形成を図ります」とあ
3.3.第Ⅲ期 生活回復領域の展開と平時のプランへ

り，事前復興まちづくりの推進が提案されている．

の回帰（2011-2020）

事前復興まちづくりを都市計画マスタープランに位

第Ⅲ期は東日本大震災を節目とする．阪神･淡路大

置づける動きは，2017年の港区まちづくりマスター

震災や中越地震と異なり，東京も間接的な被災地と

プランでも提案され，他区市にも広がりを見せつつ

なった．すなわち発災当日の鉄道運休による帰宅困

ある．

難問題，発電所被災に伴う計画停電実施，サプライ

4点目に緊急対応からのシークエンスデザインと

チェーン途絶によるガソリンや日常生活品の入手困

しての時限的市街地デザインワークの展開である．

．震災に伴う生活支障への不安が高

1/100模型を使った時限的市街地デザインゲーム，実

まり，事前復興まちづくりでも生活回復を主テーマ

寸シェルターづくりの展開に加えて，そもそも公園

とした復興まちづくり訓練が開始されていく．そし

やオープンスペースは災害時活用を地域として検討

て 不 燃 化 特 区 制度 や 東 京都 帰 宅 困 難 者 対策 条 例

している点から，直後の避難場所，救出救助活動，

（2012年3月制定），在宅避難生活をターゲットとし

応急給水や仮設トイレによる応急避難生活そして仮

（1）

難などである
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設住宅といった発災からの機能遷移としてデザイン
4.1.災前から災後へのまちづくりの連続性

ゲームが展開されている．復興訓練参加住民の多く
が自主防災組織など災害時役割を担っている中，発

発災前までの取組みが発災時の直接被害軽減につ

災からのシークエンスとして時限的市街地デザイン

ながることは疑うべくもないが，復興においても，

ゲームを実施することは「腑に落ちる」ことにつな

従前のまちづくりが，復興のまちづくりにつながっ

がっている．

ていく．この点について，まちづくり研究における

5点目に災害時の市民組織ベースの支援活動によ

佐藤および真野の連続復興論，そして事前復興まち
づくりの成果から考察しておこう．

る生活再建支援活動と首都直下地震に向けた準備活
9）

a）佐藤-真野の連続復興論

動である．渥美 に詳しいが，2004年中越地震を経

佐藤 11）は連続復興を「これまでの（発災までの）

て市区町村の社会福祉協議会による災害ボランティ
アセンターの体制が確立する．東京では阪神への支

活動の連続線上に復興がある，すなわち事前からの

援活動を経て，1998年に東京災害ボランティアネッ

まちづくりが事後の復興まちづくりにつながってい

トワークの設立，2000年三宅島噴火に伴う全島避難

く」ものと指摘し，発災前にまちづくり協議会を設

への支援，そして東日本大震災での東北被災地およ

立し，公園整備に取り組んできた神戸市野田北部で

び広域避難者への多様な市民ベースの支援活動が展

の復興まちづくりを「事前と事後がつながった連続

開された．事前復興との関連として2012年の東京都

復興の手本である」と評価する．そして事前復興ま

地域防災計画において，東京都域のボランティアセ

ちづくりを「被災から復興へつなげるイメージを持

ンターを東京都と東京ボランティア市民活動デンタ

ち，被災後も連続的なまちづくりを進められるよう，

ー（TVAC）が共同で設置することと記載され，2013

まちづくり体制を整備し，具体的な計画づくりを進

年伊豆大島台風26号水害時の開設活動経緯も踏まえ

め，部分的にでも実行に移すこと」と述べる．「連

て，2014年度からTVACを事務局とする「東京都災

続復興」に軸足を置いた事前復興まちづくりの理論

害ボランティアセンターアクションプラン推進会

化であり，この考え方に基づいて新宿区各地域での

議」の活動が本格化する．主要な活動である広域連

事前復興まちづくりを展開している 12）．

携訓練において「生活再建支援」が一つの主要テー

また同じく野田北部に身を置いた真野 13）は，事前

マとして取り組まれている．東日本大震災や熊本地

復興を「災害によってリセットされる真っ白な市街

震における仮設住宅入居世帯への個別訪問およびコ

地をイメージして新しい地域像を描き出すことでは

ミュニティ支援活動の共有も含めて，2019年度から

なく，これまでのまちづくりの資源の蓄積やまちづ

アクションプランは第2期に入り，2019年台風15,19

くりの成果，様々な活動の場を起点に，より多くの

号での活動も踏まえ，復興期における市民活動セク

イメージを結集し，多様なシナリオを検討し続ける

ターが担う役割について展開が見込まれよう

10）

一連の動的なプロセス」であると指摘する．そして

．

阪神復興まちづくりにおける災前災後のまちづくり
の連続性として，神戸長田区内 4 地区の調査をもと

４.事前復興まちづくりからの3つの復興の方向性

に，災後に続く災前の「まちづくりの資源」を 3 つ

前節までで1995年以降の東京の事前復興まちづく
りを3期に区分し，その成果について考察した．阪神

に類型化している．

復興まちづくりを受けて，都市計画・まちづくり分

①すでにこれまでさまざまな課題に直面し，まちづ

野で開始され，中越地震への復興支援から木造住宅

くりの経験を長い年月をかけて蓄積してきた地区

密集地域以外の郊外市街地での事前復興まちづくり，

（真野地区，御菅地区）

そして東日本大震災を経て，長期化した避難生活・

②震災前の比較的近い時期に，まちづくりの組織・

仮住まい期へのさらなる対応と生活・産業分野への

事業を立ち上げ，モチベーションが高まりつつあっ

展開が進められている．

た地区（野田北部）

次にこのようなレビューを踏まえて「未被災地の

③震災前，まちづくり主体として組織化，事業化さ

日常の現場から育まれる復興概念」として3つの方向

れていなかったものの，地元企業や商店，活動グル

性を提示したい．それは，①災前から災後へのまち

ープなど個別主体が明確に存在し，復興まちづくり

づくりの連続性，②くらしの営みとまちづくりの有

の主体として転化した地区（駒ヶ林）
いわば佐藤の連続復興まちづくりが，すでにまち

機連携，③創発の復興主体，である．以下，それぞ

づくり実績のある地区を対象としていたのに対し，

れについて述べる．
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真野は，フィジカルプランとの関連だけに留まらず，
4.2.くらしの営みとまちづくりの有機連携

発災後に復興まちづくりの主体として登場する従前

復興訓練成果としての復興まちづくり方針には，

の地域社会資源を「災前」の射程に入れている．

地域のおまつり，お茶会やサロン活動，プレーパー

さらに佐藤は連続復興まちづくりを提起した論文
14）

において，2007年新潟県中越沖地

クによる子育て支援活動といった「地域の営み」が

震と2011年東日本大震災からの経験において，事前

組み込まれる．これらは豊島区での事前復興まちづ

復興の物語が展開し，未被災地が学ぶべき教訓が得

くりの展開を元に市古15）が論じているように「復興

られていると指摘する．2007年中越沖地震での柏崎

まちづくり計画」に対する地域主体の活動提案であ

えんま通り商店街の復興において，新宿区で進めて

る．すなわち，復興訓練において「ミチ・イエ・ヒ

いた模擬の復興まちづくり検討プロセスが，えんま

ロバ」を中心とした行政からの「復興まちづくり方

通り商店街での幹事会の賛同を得て「共同化をベー

針＜たたき台＞」に対して「これがこのまちらしい

スとしたまちづくり市民事業による復興に見事に伝

復興になっているでしょうか」という投げかけと対

播された」こと，東日本大震災においても「事前復

話がなされ，編集表現された結果である．

の10年後の論考

興と言えるような取組みは明確には存在しなかった

また塩崎16）が「早期に（生活・営業を）元に戻し

ように見えるが，気仙沼内湾や石巻市旧川港周辺地

徐々に発展する」とした「阪神･淡路大震災10年の復

区などではさまざまなまちづくりの伝統があった」

興からの教訓」とも共鳴する点である．すなわち2003

とし，発災後の防潮堤を含めた一定の都市基盤整備

年東京都の都民向け「復興プロセス編」は，生活回

とミクロな生活基盤整備を相互調整を踏まえて「住

復と仮住まい確保に向けた「避難所から復興をはじ

まいと生活の再建を核にしたミクロから組み立てる

める」復興初動の取組みを「時限的市街地」と提案

復興まちづくり」に結実したのではないか，と考察

した．復興まちづくり訓練においても，地域防災と

する．

して検討してきた緊急対応，避難生活対応の延長と
して地域協働復興のシナリオが共有された上で，地

b）東京の事前復興まちづくり成果における連続復興

域参加者からそれぞれの地域社会資源に関連したア

東京の事前復興まちづくりからも佐藤と真野の連

イディアがだされ，その内容が「ミチ・イエ・ヒロ

続復興論に関連した成果が確認できる．

バ」を中心とした行政からの復興まちづくり方針に

第1に防災まちづくり計画と復興訓練で編集作成

付け加えられ，＜事前＞復興まちづくり計画として

される復興まちづくり方針の共通性である．木密地

編集されているのである．

域での復興まちづくり訓練では多くの場合，それま

このように考えてくると，事前復興まちづくりか

でに防災まちづくり計画が策定され，修復型まちづ

ら導出される復興概念の第2の方向性として「くらし

くりが進められてきた．復興訓練で編集作成される

の営みとまちづくりの有機的連携」が指摘できよう．

復興まちづくり方針においても「防災まちづくり計
画」の継承，すなわち，町割りを大きく変えず「ミ

4.3.創発の復興主体

チ・イエ・ヒロバ」の改善を進める計画論が基本と

3点目に復興まちづくりを担う主体についてであ

なりつつ，延焼被害に対して土地区画整理事業等を

る．復興まちづくり訓練は自治体と地域組織をコア

活用した改造型まちづくりが検討される．実際，葛

として，公立小中学校の保護者会，地域の保育所・

飾区東四つ木での復興まちづくり訓練において，①

幼稚園，高齢者福祉事業所，子育てサークル等，地

全面改造型，②修復型，③修復+部分改造型の3案を

域の人的・社会的資源に呼びかけ「発災から生活が

提案し，訓練で地域住民と検討したところ，全面改

元に戻るまで」の活動を検討するものとなっており，

造型に対して「これでは，これまで協力してくれた

外部専門家も含めた地域協働復興に向けたネットワ

メンバーの努力が報われないのではないか」という

ーク形成の場となっている．またこの地域のネット

意見が強く出され，修復+部分改造型に収斂していっ

ワークは，災害対応組織に関する研究で頻繁に参照

た光景が見られた．

される四類型モデル（定置型，転置型，拡大型，創

第2に復興まちづくり訓練成果として復興まちづ

発型）のうちのTypeIV: 創発型組織(emergent)を想起
させるものとも言える(2)．

くり手順を作成するが，復興まちづくり協議会の構
成主体を中心に，従前の地域社会資源からの延長が
示されている．

５.事前復興まちづくりから生まれる復興概念
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本稿は阪神･淡路大震災を契機とした東京の事前

(2)災害対応組織の4類型モデルについては高梨による紹介

復興まちづくり成果をレビューした上で，その未被

がある17）．またそこで提示されたDynes&Quaratelli (1970)

災地の現場で育まれつつある3つの復興概念を述べ

の4類型は，K.J. Tierney(2001)も”The DRC typology”とし

た．①災前から災後へのまちづくりの連続性，②く

て有効な組織類型モデルであると論じている18）．

らしの営みとまちづくりの有機連携，③創発の復興
主体，である．本稿の締めくくりとしてこの3つをつ

本稿は科研費基盤C「日米比較を通した事前復興まち
づくり手法の体系化」(研究代表者：市古太郎, 2017-2020)

ないで考察しておきたい．
まず，佐藤と真野の論も踏まえ，復興まちづくり

の研究成果の一部である．

の連続性とは，コトとヒトの連続性と言える．すな
わち，①コトづくりとしての発災前までのまちづく
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とヒトを継承しつつ，被害状況と内外からの復興資
源に柔軟に対応していくことを意味している．また
主体が連続するということは，平常時に各主体が果
たしていたまちの生活文化としての営み，日常生活
に不可欠な地域の多様な「なりわい」が復興の一側
面であることを意味し，それは，くらし-まちの有機
的一体性の第2の方向性につながってこよう．
そして3点目「創発の復興主体」とは，復興まちづ
くり訓練を通して，地域自治組織と行政を発災前後
で連続する主体のコアとしつつ，地域内の子育て世
代や個人・中小事業者，そして地域外の専門家も加
わった，発災時の変化に対応した復興主体を創発す
る，そんなネットワークづくりの展開を根拠として
いる．
この3つの方向性は，復興研究としても位置づけら
れる，すなわち3点目の創発型組織に関する災害研究
の知見に加え，InherentとAdaptiveで構成されるとす
るK. Tierneyのレジリエンシー論と連続復興論の関
係，くらし-まちの有機的一体性については，米国
NDRF (Natural Disaster Recovery Framework)が示す領
域クラスターとの比較考察も考えられよう．
本稿で考察してきた事前復興まちづくりの方向性
は，本文で触れた事前復興を推進するにあたっての
東京都の復興の定義「被災者が災害後の大きな変化
に向き合う『営み』」と整合してくる面もある．引
き続き，東京都や市区町村自治体も含めた多様な関
係機関との協働を広げつつ，未被災地の日常の資源
と活動から見いだされるローカル復興のカタチにつ
いて，模索を続けていきたい．
補注
(1)福島原発事故の影響もあるが，首都直下地震を想定した
東京の事前復興まちづくりとして本稿では別項とする．
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