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口大震災復興特集/特別論考:農村計画学深化口

復興のための居住地計画に関する一考察

一住まいの再建だけでない暮らしの再建の一助となるような計画づくり-

A Study on a Residential/Living Environmental Planning Theory for Sustainability 

津田雅浩*

Masahiro SAWADA 

1 復興居住地計画はどこから始まるか

復興居住地の計画及び具体化が東日本大震災被災地で

進みつつある。その現状を踏まえ，計画づくりはどうあ

るべきかに関して，筆者が約 10年前の震災発生以降継

続的に関与してきた新潟県中越地震被災地における被災

直後からの復旧・復興プロセスを補助線としつつ稿を進

めていきたい。

まずは復興居住地計画がどこから始まるのかについて

考えてみる。最も望ましいのは大きな被害を受けた地域

の多くの人々が避難直後から一緒になって今後のことを

考えられる状況を用意しておくことである。とはいえ

次々と発生する非日常の状況においては目の前の課題を

1つずつ解決することが最優先となり，先のことは考え

られない， もしくは考えたくないという状況がしばらく

続く。それでも地域の多くの人と議論や支えあいができ

る環境というのは早く用意されるに越したことはない。

個人，世帯の復旧・復興だけでなく，暮らしの場の復興

も視野に入れた住宅再建やその居住地計画とするための

議論が継続できるように，避難所以降の環境をどのよう

に準備していくのかということはとても重要で、ある。新

潟県中越地震において大きな被害を受けた旧山古志村で

は村外とつながる幹線道路がすべて土砂崩れ等によって

通行できなくなったことで，いわゆる孤立状態に陥った。

その状況を目の当たりにした当時の村長は，全村避難と

いう決断を下している。数日後，旧山古志村民はすべて

隣接する長岡市へと避難をすることとなった。それ以外

にも近接する小千谷市や川口町などでも同様の避難が行

われている。避難指示が継続し従前居住地に戻ること

に対する制約がある中での避難所生活となったが，避難

直後はとりあえず提供された避難所にばらばらに避難し

ていた村民が，ある時点で集落ごとの避難に移行するべ

く，避難所の51っ越しを行っている。それによって地域

の被害状況に応じたその後の対応策などを地域住民が話

し合える環境が整うことになる。地域でまとまって復旧・

復興の姿を考える必要性は行政当局も実感しており，仮

設住宅の建設計画策定にも生かされている。

2 暮らしの再建にむけた一里塚としての仮設住宅

東日本大震災の被災地では最終的に約 6万戸の仮設住

宅が建設された。政府等の強い要請もあり，また長期に

及ぶ避難所での避難生活環境の悪化も進んで、いたことか

らとにかく早急に仮設住宅を建設し入居を促進するこ

とが当面の目標に設定された。なるべく早く安心で、きる

住まいに移り住むことの心理的効果は大きいのは確かだ

が，暮らしの再建という立場から考えた時，数(量)を

とにかく確保し仮設住宅入居をとにかく早く進めるこ

とが目標とされたことはよい影響をその後のプロセスに

与えたといえるのだろうか。

ここで，新潟県中越地震被災地での仮設住宅の計画及

び入居の状況を示してみる。仮設住宅の建設計画は市町

村ではなく新潟県によって策定されているが，阪神・淡

路大震災被災地に建設された仮設住宅で発生した様々な

課題と教訓も十分に反映されたものとなっている。「仮

の住まい」ではあるがそこにあるのは「仮の暮らし」で

はないという意識のもと計画されたといえるだろう。選

定された立地は旧山古志村での居住環境とは全く異な

る，長岡ニュータウン内の未分譲地であった。整然と戸

建住宅が並び、建つニュータウン内に突如高密な仮設住宅

が建ち並ぶこととなったが，村民が暮らしにくさを感じ

たかといえばそうではない。そこには多くの計画上の工

夫が凝らされていた。まずは集落ごとにまとまって入居

できるような配置計画であったことがあげられる。これ

は他の自治体においても特に中山間地集落の被災者に対

しては同様の措置が取られている。旧山古志村の場合，

14の集落が3つの団地に分散することとなったが，比

較的被害も軽微で，かつ世帯数の大きな二つの集落につ

いては，それぞれ単独で仮設住宅団地が形成されている。

これらの集落は道路復旧やインフラの復旧後，比較的早

期に帰村が可能となる集落でもあったため，団地の環境

としては他の集落が入居したものよりも高密でかつ，暮

らしを支える他の生活関連施設の併設などは行われてい
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ない(ただし集会所は設けられている)。

ただ集落ごとに仮設住宅を配置しただけではなく，村

では隣り合って入居する世帯の構成についても一定の配

慮を行っている。東日本大震災と被災規模が桁違いであ

ったことから実現できたともいえるが，仮設住宅の提供

と入居のプロセスを，ただ量の確保と供給という問題に

とどめず，暮らしの再建の一里塚として丁寧に検討を重

ねたことがその後の復興住居地計画にも生かされること

になった。なお，被害が甚大な 6集落を含む形で計画さ

れたもっとも大規模な仮設団地には，村内の診療所や郵

便局，駐在所も一緒に計画され，仮ではあるものの，暮

らしの継続性を意識したものとなっており，入居者は震

災発生前の生活になるべく近い形で入居期間を過ごすこ

とができたといえる。この考え方は「仮設市街地」とい

う概念として東日本大震災被災地でも一部展開されてい

る。なお，旧山古志村の場合，これらの計画に若干の時

間を要したため，スピードを第一に考えたケースよりも

仮設住宅への入居が後ろにずれ込み，震災発生から約 2

ヶ月が経過した 2004年末にほぼ一斉に入居を行ってい

る。建設及び入居が遅れることに関しては，行政が住民

に対し， 目処と目論見を丁寧に提示することで乗り切っ

ている。そこで一週間，一か月の時聞を短縮することよ

りも，その後の復興に至る議論や計画のプロセスを視野

に入れて「急がば回れJで対応が進んできたのである。

3 すまいを再建する

東日本大震災の被災地では単独での自力再建が難しい

状況が続いている。防潮堤などはまだ復旧しておらず，

道路の嵩上げなど応急的な対応のみの場所も多く，現状

では震災を原因とした地盤の沈下によって潮位の変化で

浸水をするような地盤高のままという場所もある。さら

には建築基準法制条によって建築制限が継続していた

り，建築基準法39条の指定対象とされていたりするこ

とでいずれ住宅建築が制限されると予想される場所も多

く，なかなか個人で現地を含む適地を選定して再建を独

自で進めるというのはよほど資金力のある世帯でないと

難しい。再建資金の確保などは，再建後の暮らしと密接

に関わるため，なかなか具体的な動きとして加速しない

のは特に中山間地域や沿岸漁村地域ではやむを得ない。

生活再建の見通しが立たない中では，どのように住まい

の再建をするかと問われれば，どちらかというと消極的

な立場から公営住宅への入居を希望するという回答が多

くなるのもまた当然である。実際，宮城，岩手両県で建

設される公営住宅は 21.539戸にのぼり，防災集団移転

促進事業などで提供される予定の民間住宅等用地 21.770

戸とほぼ同規模である。両県における被災地の状況とし

ては新たな住まいの半分が公営住宅という状況である。

自治体としては建設に際しかなりの財政支援が行われる

ため当初の費用を抑えられた上で，再建ができない世帯

のそこに暮らし続けたいという思いに応えることや，人

口・世帯減少の加速を食い止めることができるといった

可能性は高まる。しかしこれも仮設住宅と同様，早期に

大量の住宅を供給することが目的となった影響で立地が

悪くなった住宅などでは近い将来空き室が発生する可能

性も高い。しばらくは特に大きな問題とならないかもし

れないが，維持管理の責任は自治体が負うことになる。

さらに災害公営住宅としての家賃減免の期聞が過ぎたと

しても，当初入居者が自力再建の難しい層である以上，

何らかの家賃減免措置が継続する割合が大きくならざる

を得ない。それらのことも踏まえた上で，量と質の十分

な検討と将来的な見通しは各方面で共有しておくことが

必要となる。

ここでも新潟県中越地震の被災地，特に中山間地に位

置する集落等で建設された公営住宅の計画過程およびそ

の後の状況について紹介したい。そこでは中層の集合住

宅形式の災害公営住宅も建設されたが，一棟につき 2戸

といった小規模の公営住宅も多く建設されている。集落

内で公営住宅を希望する数が少なかったことも一つの要

因であるが，なるべく集落での暮らし方に近い形で公営

住宅も提供しようという意向が働いてもいる。代表的な

ものは旧山古志村で建設された公営住宅である。農村景

観にも配慮しつつ，積雪期の暮らしやすさにも配慮した

木造の公営住宅が建設されている。それらは旧山古志小

学校跡地にまとめて建設されたほか，集落再生計画を策

定し居住空間の再編を行った集落ではその集落内に建

設している。旧山古志村の場合，激甚被災集落の再建に

際しては，防災集団移転等促進事業ではなく，小規模住

宅地区等改良事業を活用している。この事業の場合，従

前の住宅が不良であることが前提となるため，いったん

すべての住宅を取り壊す必要があるが，対象区域内に公

営住宅を建設することができるという利点を活用した形

である。ただし公営住宅の建設戸数を最低限とするこ

とが計画段階で模索された。先述のように当初は入居者

が確保できたとしても，その後空き室が増加することを

未然に防ぐことがその主目的である。そのため，再建意

向を各世帯が表明した後も，自治体職員によって丁寧な

確認が行われたほか，地域のリーダーとも話し合いなが

ら建設戸数が決定されてきた。旧川口町でも集落近傍に

は同様の公営住宅が建設されている。旧山古志村ほどの

丁寧な対応がとられているわけではないが，町(当時)

としては当初意向の 7割程度が実際の入居世帯であろう

という目論みを持ちながら計画の策定を進めていたとい

う。結果，ほぽその予想通りとなっている。

建設戸数の絞り込みを行った公営住宅は建設から 5年

以上が経過し入居者が替ったものもある。いくつかの

空き室は出ているが，帰村時に自宅に戻ったものの，家

族の死別などによって世帯人員が減ってそこでの生活が
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困難になった世帯の入居もあり，一気に空き室が増加し

ている状況ではない。すでに一般公営住宅として取り扱

われていること，および合併後長岡市となっていること

で市域全体の公営住宅入居の枠組みに組み込まれている

ことから，本来は市域全体から入居希望者が応募可能な

状況であるはずだが，結果的には旧山古志村出身もしく

は在住の世帯が新規入居をしている。ある程度の裁量が

旧村役場に設置されている支所にゆだねられていること

などもそのような居住者の変更となっている要因であろ

う。これは旧川口町の集落部に立地している公営住宅で

も同様である。

4 居住地計画で配慮すべきこと

東日本大震災の被災地における住まいの再建のための

居住地計画に防災集団移転促進事業が活用されている。

津波被災地の移転再建を伴う計画を検討する場合，津波

による被害の軽減を重視すれば当然住宅地を高台に計画

することになる。それが各地でもっとも重視されたのは

首肯できる。しかしながら沿岸漁村集落では多くの人の

生業が海と密接に関わっている。住まいの再建のみなら

ず，暮らしの再建，再生のためには，その海との関わり

を維持，向上させることも極めて重要で、ある。その点か

らみれば，高台移転は暮らしの再建という視点からは厳

しいスタートラインを設定することにもなる。それでも

高台移転が志向されたのにはいくつかの理由を挙げるこ

とができるだろう。一つ目にはやはり被災経験からくる

住民の感情である。あれだけの津波，そして何もかも失

ってしまった被害状況を踏まえれば，二度とそのような

被害を受けたくないと考えるのは当然である。特に被災

直後にはその傾向が強く，計画策定時の意向に影響を与

えることになる。また，行政としても将来的な危険が想

定されるところへの移転再建を支援することは困難であ

ることから，高台移転が選択されることになる。加えて，

一口に居住地再建といっても膨大な事業数となるため，

予算を自治体単独で確保するのは困難であり，国による

復興交付金によって原則自治体負担なしで移転用地の造

成等が可能となれば，それらの事業活用が前提となって

しまう。さらには一旦予算化されてしまった事業は，修

正や抜本的な見直しが難しい(本当はそうでもないはず

だが)。防災集団移転促進事業の場合，移転先には住宅

が建設されるが，暮らしを支える様々な施設は対象外で

ある。沿岸漁村集落の暮らしを考えれば，住まいの再建

だけでそのまま暮らしの再建には結びつかない。生業と

の関係や，暮らしを支える様々なしくみをどう確保する

のかの検討が計画策定時に配慮できないことでi結果と

して地域の復興を阻害する可能性もあることは意識して

おきたい。また，各地で防潮堤も計画されているが，海

に近く，浸水被害が甚大であったエリアはそれでも災害

危険区域に指定され，利用が制限されることになる。建

築制限に関して自治体条例で具体的な内容を決定できる

ことから，漁業に関する用途の建築を認めるケースもあ

るが，リスクの明示と共有，そして的確な避難計画をセ

ットにした住まいと暮らしの再建ができるような浸水エ

リアの土地利用計画が検討されてもよいはずである。リ

スクが許容できるのであれば，住まいの再建はなにも絶対

的に安全とされる高台だけが選択肢ではないはずである。

旧山古志村では現地再建も可能な小規模住宅地区等改

良事業を採用して 6つの集落が暮らしの再建を図った。

当然住宅再建も主目的であるが，そこではこれまで以上

に高齢化，過疎化が進むことも受け入れた上で，少ない

労力のうまい活用で持続的に生活継続ができるような空

間構成が採用されている。住まいの再建にとどまらない，

生業と一体化した「山の暮らしjの再生は，地域の魅力

を改めて磨くことともなり，被災地内外との交流を生み

出しでもいる。

5 住まいの再建だけをゴールとしないために

災害からの復旧・復興は事業の関係もあり，最終的に

どのように暮らしを再生するかというビジョンの共有が

ないまま，個別に解を求めて進められていく傾向がある。

しかし人的・経済的資源に限界がある中山間地域や沿

岸漁村地域では，避難所から仮設住宅，そして住宅再建

は，少なくとも前後のプロセスを意識した中で行われる

ことが重要であり，今後巨大災害の発生が想定されてい

る地域でも事前の取り組みに際しては「暮らしの再建J
のために何をすべきかにより自覚的に対応を図っていく

必要があるのではないだろうか。
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