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口大震災復興特集/特別論考:農村計画学深化口

避難元，避難先自治体の協働による「連携復興まちづくり」

Collaborative Reconstruction of Town and Community on Devastated Region after 

Fukushima Nuclear Plant Accident of 2011 

佐藤滋*

Shigeru SATOH 

本論は，被災後3年を迎えるに当たって，被災者のい

わゆる「広域分散避難」の実態と，これに対応するネッ

トワーク・コミュニテイの提案，さらにこれを支える自

律的な避難者組織と受け入れ自治体 ・市民組織の協力に

よる「連携復興まちづくり」について述べたい。

1 広域分散避難の実態

事故直後の被災者の避難の状況は，国や当事者から的

確な情報が得られない中で，各自治体や被災者がそれぞ

れの判断で避難を強いられた。この状況に関する検証

はきちんとしなければならないが，ここでは， 2013年

の 11月の時点での広域分散避難の実態を公的な公開デ

ータを中心にして把握する。表は復興庁による「長期避

難者の生活拠点の形成に向けた取組方針」にあるデータ

等を集計して作成したものであるが，避難自治体と受け

入れ自治体の関係が，明確に理解することができる。ま

ず，双葉町のようにまとまって埼玉県に避難した自治体

から，浪江町のように広域にバラバラな避難となってし

まった自治体まで多様であることが分かる。そして，こ

の避難の実態により，それぞれの避難元自治体が抱える

表広域分散避難の実態

出典 1)仮綾僧上住宅入居(契約)者数 「長期避難者等の生活鎚点の形成に向けた取組方針」復興庁.2013年9月20日.11月S日
「桑折町における浪江町民向け復興公営住宅の整備について」復興庁.2013年11月8日

2)避灘人数 楢葉町以外は各自治体公式ウェブサイトに公開されている住民の避難状況を基に作成.
楢葉町は役場提供資料.

達 1)仮蔵惜上住宅入居(契約)者数 ※仮般住宅=応急仮股住宅(建設分)、惜上住宅=応急仮股住宅(民間賃貸住宅分)
※出典資料に掲舷されている自治体のみ掲重量.

2)避熊人数 ※その他自治体(遜鍵元)福島市、図村市、川俣町、いわき市、郡山市、 須賀川市、 新地町、相馬市、伊達市
※デーヲ更新日(すべて2013年)川内村(9月9白)、楢葉町(10月17日)、浪江町(10月31日)、双葉町(11月5日)

富岡町、大熊町、飯舘村、 葛尾村(11月1日)、南相馬市(11月7日)

※福島県内遊雛人数合計には以下の数字を含む
浪江町「福島県内Jl0名.双葉町 f市町村不明J7名.川内村『不明J3名.

*早稲田大学建築学科 Waseda Univ. Dept. of Architecture 

Key Words: 1)原子力発電所事故， 2)連携復興， 3)広域分散避難， 4)ネットワ}ク・コミュニテイ ，5)震災復興
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個別の課題には差があり必要とされる施策にも違いが出

る。その上でそれぞれの自治体は連携してそれらの課題

への対処が求められるのである。

浪江町は，二本松市に役場が移転しているが，仮設住

宅団地も二本松市の団地全てが，浪江町民だけが入居し

ている。このような場合は受け入れ自治体と避難元自治

体が一対一対応できるなど，水平支援という意味ではわ

かりやすく，現状でも連携復興の行政レベル，民間レベ

ルの両方で動きがでている。しかしこのような，受け入

れ自治体は例外で，いわき市をはじめ福島市，郡山市な

どの規模の大きな都市では，沿岸の様々な被災自治体か

らの被災者の仮設住宅とさらに，民間借り上げのみなし

仮設での居住者，さらにはすでに住宅を取得している避

難者もおり，問題は複雑である。

これが広域分散避難の実態である。被災者の生活再建

と地域の復興はこのような実態からはじめなければなら

ないことを銘記すべきである。

2 基盤となる町外コミュニティのネットワーク

連携復興まちづくりを進める上で最も基本となるの

が，避難者がまとまって長期の生活を安定的に維持する

ための拠点の形成である。さて，このような生活の拠点

を「仮の町」として大規模に建設して，自治体がそれぞ

れまとまってニュータウンのような，かつての町と同様

な「まちJをつくるという構想が政府から提示された。

しかしこのような「仮の町」の建設は現実的ではなく，

たとえば，浪江町では， 2013年4月に発表された「復

興構想Jでは，いわき市，二本松市，南相馬市の 3箇所

に「仮の町Jとしての町外コミュニティをつくることに

している。この町外コミュニティは，町民の多くが生活

の拠点とできるような施設を集積させて，県外なども含

めてなるべく町民が結集してコミュニティを形成・維持

して行こうという構想である。最近では，県営の復興公

営住宅が「町外コミュニティ」と呼ばれたりもしている。

そして，本格帰還が当面非現実的になった今の時点で

は「仮の町Jではなく，長期間にわたり安定した生活が

可能な「本当のまちJをつくらなければならないのであ

る。

私たちのグループ(浪江復興塾+まちづくり NPO新

町なみえ+早稲田大学都市・地域研究所等)では，こう

した事態を見据えて，なみえ復興塾によるワークショッ

プや研究会を重ねて， 2013年3月に市民版「浪江宣言

2013Jとして，具体的な避難先自治体や市民と連携して

形成する居住・生活拠点の構想をまとめた。すなわち，

1 )避難先に住宅や商庖，公共施設などを集積させた町

外コミュニティ(まちなか型と郊外型)， 2)ふるさと

浪江に建設する帰還拠点前線基地としての「町内コミ

ュニティ J..3.)これらを繋ぐ移動，情報システムの整備，

の具体的な像をデザインし，浪江町長，二本松市長も出

席したシンポジウムで発表し，両首長も含め多くの賛同

を得た。そしてこれらを連携・ネットワークすることに

より， r広い意味での暫定的な浪江町のコミュニティ像」

を「ネットワーク・コミュニティJとして提示した。(図 1)

これは現状を踏まえた上で，受け入れ自治体とも共存

できて，避難者の生活再建・生業の再開も可能し， しか

もすぐにでも着手できると言うことを前提にしている。

これが，いわば現時点の結論であり，このような方向

で行政，民間，専門家，国・県等の関係機関に是非，支

援をしてほしいという連携復興まちづくりの目指すべき

具体像である。

帰還の拠点となる町内コミュニテイ以外の町外コミュ

ニテイは，多様な形態が考えられ，いずれにしても通常

のまちづくりと比べても複雑で，単に公共事業や民間の

収益事業として進めるのでは困難なことは言うまでもな

い。このような多様な主体から信頼され，全体をコーデ

ィネートして様々な人材や企業を糾合して事業を組み立

て推進する組織・そしてそれを支える人材を必要として

いる。

二本松ではこのように民間レベルでの連携を軸に連携

復興を推進する組織として「二本松浪江連携復興センタ

ーJが双方の商工関係者，まちづくり NPO法人，そし

て関心のある個人を糾合して産声を上げている。福島県

の経済部所管の緊急雇用事業が採択になり，職員を置く

ことができているが，専門家などはボランティアであっ

たり，他の仕事の合聞に時間を割いての仕事で，本格的

に人材を投入する体制からはほど遠いのが実情である。

3 さまざまな連携復興組織の誕生とその動き

自治体レベルの連携もさることながら，それぞれの場

所で，人と人とのつきあい，人間的なつながりが元にな

って，様々な連携復興の芽が育っている。マスコミで深

刻な事態の一断面として喧伝される住民同士の札牒など

をこえて，支え合いによって地域づくりや生活の再建に

取り組む動きが様々に見えてきている。各地で，それこ

そ必要性と可能性に基づいて，多様な活動が動き出して

いるのである。

私たちは，連携復興といえる活動が様々な地域で動き

出していることを知り，このような動きの連携と情報交

換を行うべく「ふくしま連携復興センターJ(理事長・

丹波福島大学准教授，復興支援に関わる様々な市民団体，

組織の支援をしている。)と協力して，広域での連携を

視野に入れて相互に情報交換をして学び合う場として，
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図 協働復興のための始動プロジェクトの位置づけ

2013年の 11月に準備会的な連携復興シンポジウムを開

催した。その時の出席者の真剣さと熱気には驚かされた。

その本格的な展開を 2月 16日にシンポジウムを開催す

るが，その準備をかねて研究スタッフが様々な取り組み

を取材している。その結果を含め，広い意味での「連携

復興まちづくり」に取り組んでいる組織と活動団体が数

多く生まれている実態が明らかになっている。

現実に，桑折町では，浪江町民が入居している仮設住

宅団地の周辺に町営の戸建ての復興公営住宅を建設し

て，桑折の震災被災者だけでなく浪江の仮設住宅の住民

の入居も想定しているしさらに，分譲住宅の建設も計

画しここを安定した居住の場として提供しようとして

いる。また，本富市においても 浪江町民が入居する復

興公営住宅を市営住宅と して建設する計画が進んでい

る。いずれも受け入れ自治体と浪江町が協定を結び，又，

仮設住宅団地自治会の積極的な活動と受け入れ自治体の

市民・行政の連携により進んでいるのであり，このよう

な「連携復興まちづくり」は，さまざまな地域で動き出

している。

これらの，地域での自律した連携の取り組みには大き

な可能性が見いだせる。それを全体として組み立てたり，

政策の後押しを得たり，あるいは横の連携をしたりする

ことで¥様々な空間レベルでの多重の連携復興が実現に

向けて動き出すであろう 。

地域での個別の連携，ベースとなる受け入れ自治体レ

ベルでの連携，そしてこれらが組み立てられて，沿岸部

の中通り，そして会津地域も含めた福島県全体での連携

復興の地域づくりにつなげてゆくことが可能となろう。

注釈

注 1)活動報告書と して，I浪江宣言 13・3 協働復興まちづく

りに向けた具体像と，実現に向けた具体像の提案2013年

3月J，及び「浪江町復興への道筋と 24のプロジェクト

-2012年8月」まちづくり NPO新町なみえ+浪江復興塾

+早稲田大学都市・地域研究所他。

「原発被災地浪江はどのように復興できるか一広域避難者

のための多拠点型ネットワーク・コミュニテイの構想とデ

ザイン」佐藤滋研究室+早稲田大学都市・地域研究所，季

刊まちづくり 37号， 21日年 1月号。

「原子力発電所事故災害からの地域再生試論 多様な生活

再建とコミュニテイの終による複線的復興シナリオ 」佐

藤滋研究室，季刊まちづくり 34号，2012年4月号。

Summery: The idea of collaborative reconstruction with refugees and community accepted them is created through active and series 

of workshops and researches involvement of citizens groups， experts， university research institute and local gov巴rnments

Key Words: 1) accident at a nuclear power generation plant， 2) collaborative recovery， 3) regional scattered evacuation， 4) networked 

community， 5) earthquake disaster reconstruction 
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