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口大震災復興特集/特別論考 :3年目の課題と計画展望口

岩手県大船渡市碁石地区での住民参加による

高所移転住宅地及び住宅再建計画への支援を通じて

A Case Study on Support for Housing Reconstruction Plan and Relocation Plan of the House to the Heights 

by Public Participation in Goishi area Ofunato City Iwate Prefecture. 

藤沢直樹*・糸長浩司*・西本尚人**・関野菜恵村

Naoki FUJISAWA， Koji ITONAGA， Naoto NISHIMOTO and Nae SEKINO 

1 はじめに

2013年 12月7日，岩手県大船渡市末崎町碁石地区に

おいて“碁石地区高所移転住宅地建築及びまちづくり協

定(以下，協定)..が交わされた。この協定は，防災集

団移転促進事業(以下，防集事業)により当該地区に建

設される戸建住宅地が，コミュニティを重視し地域に配

慮した閑静な住宅地として建設され，さらにその住環境

を住民間の繋がりによって維持されることを目的に，防

集事業により高所移転を希望する 23世帯によって組織

された“碁石地区高所移転住宅建設委員会(以下，建設

委員会)..により取り決められたものである。

岩手県大船渡市末崎町碁石地区は， 2011年3月11日

に発生した東日本大震災による津波被災に遭遇した典型

的なリアス式海岸線に位置する。当該地区は，西舘，泊

里，碁石，三十刈，山根の 5基礎集落，概ね 300世帯か

らなる地区であり，東日本大震災による津波被害は，特

に西舘と泊里における住宅被害が甚大であった(表1)。

本稿では，津波により住宅を失った地区住民を主体と

する住民組織が住宅再建のための検討を重ね，協定の取

り交わしまで、に至った過程と，それに対する筆者ら復興・

再生支援チームの活動を述べる。そのうえで，この支援

活動を通じての住民参加による地域復興・再生のあり方，

そこでの農村計画者の役割を論考する。

表 I 碁石地区の主な建物被害住1)

建物
被害度合

集落名
合計

用途 西舘 泊里 山根 ニ十刈 碁石

全 壊 28 28 。 2 13 71 
住宅 大規模半 3 l 。 。 I 5 

半 壊 8 I 。 。 。 9 

庖舗・ 全 壊 2 11 。 。 3 16 

庖舗兼 大規模半 。 。 。 。 。。
住宅 半 壊 。 。 。 。 。。

合計 41 41 。 2 17 101 
注半壊は，床上浸水を含む。

2 碁石地区における復興 ・再生計画の策定の体制

筆者らが所属する日本大学生物資源科学部生物環境工

学科建築・地域共生デザイン研究室(以下，大学研究室)

は， 震災後しばらく して岩手県沿岸部の被災者への支援

を目的とする遠野まごころネット(遠野被災地支援ボラ

ンティア)の依頼で，集団高所移転による住宅地と地域

復興に向けた計商づくりにのぞむ碁石地区においてエコ

ロジカルな視点を加えた住民参加型での計画づくりの支

援をテーマとして当該地区に入った。その後，現地で支

援活動を始めていた“災害復興まちづくり支援機構(弁

護士や司法書士，土地家屋調査士，中小企業診断士，不

動産鑑定士，建築士，技術士，等々の専門士業協会で構

成される団体。以下，支援機構)..との協働体制により

地域復興・再生計画の策定を支援している。(図 1)

支援活動は， 2011年 12月から被災住民を核とした地
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図 l 碁石地区における復興・再生計画の策定の体制
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区住民により組織する“碁石地区復興まちづくり協議会

(以下，協議会)"の場や地区住民に対して専門知識を

必要とする情報の提供や棺談，計画策定の指導を担い，

協議会は 2013年8月までに 21回を実施している。この

支援体制においては，支援機構が生活再建のうえでの

個々の課題や要望に対応しつつ計画の策定を進めるなか

で，筆者ら大学研究室は 主に防集事業を活用した高台

移転住宅団地建設及び、住宅再建への支援を受け持つてき

た。さらに 2013年10月からは，高所移転住宅地建設及

びそこでの住宅再建に特化した建設委員会の設立を住民

に呼びかけ，運営支援を展開している。

3 地域復興・再生計画策定への支援活動の概要

協議会形式での検討に際して，筆者ら大学研究室と支

援機構は計画策定の進捗にあわせた段階的な検討テーマ

を設定し運営するとともに，検討材料とするためのヒア

リングやアンケート調査結果に基づく資料や模型等の作

製を計画策定への支援として実施してきた。これらの計

画策定への支援の活動経過を振り返り，以下4つの検討

段階として整理した。

① 2011年12月から 2012年4月1日の第7回協議会

までは，地区の被災住民が個々に抱える住宅再建のうえ

での悩みや課題に対する支援，また住宅の再建意向とそ

の再建方法から防災事業への参加戸数を整理していく期

間として位置付けられる。

②2012年4月から 12月23日の第14回協議会までは，

住宅再建希望者の被災前の住宅間取りや個々の持つ住要

求を捉えたうえで，防災集団移転促進事業を活用して建

設される高台住宅地のイメージや環境形成に対する住民

間での共有意識化を図っていく期間として位置付けた。

③ 2012年12月から 2013年6月22日の第四回協議

会までは，高台移転住宅地での住宅再建及び復興公営住

宅入居希望者の住要求から具体にモデル住宅を設計し

て，住民に提案し住宅再建希望者個々へのニーズに応

えながら，碁石地区内に新たに形成される集落として，

まち並み景観などに配慮した高台移転団地の環境形成を

図っていく期間と位置付けた。また，高台移転住宅地に

関する方針が定まりつつあったこの期聞から，津波被災

跡地利用の検討がおこなえるようになった時期でもある。

④2013年6月から 8月25日の第21回協議会までは，

これまで協議会で検討を重ねてきた津波被災跡地利用な

ど碁石地区における総合的な地域再生・活性化にかかわ

る内容を地区全戸アンケート調査で計るなどをしながら

“碁石地区復興まちづくり計画 一次提言書"としてま

とめる期間として位置付けた。なおこの一次提言書は，

協議会の代表者らにより，翌26日に大船渡市役所で戸
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田公明市長に手渡Lている。これ以降，⑤2013年10月

からは，主に防集事業での高所移転住宅地への住宅再建

希望世帯による具体的な計画づくりを展開している。

以下に，協定の取り交わしに至るまでの高台移転住宅

地建設と住宅再建に関する住民参加と合意過程を述べる。

4 高所移転住宅地建設と住宅再建のための住民参加

と合意形成

当該地区において住宅や庖舗併用住宅の津波による全

壊及び大規模半壊被害は 93棟であった。前章で整理し

た①の段階では，これらの被災世帯が個々に抱える事情

や不安等から住宅再建の方法を決めかねる状況もあっ

た。これに対して筆者らは，住民個々への相談や聞き取

り，協議会の場を通じて，防集事業をはじめとする住宅

再建にかかわる制度等を幾度となく解説・情報提供をす

ることで，住民間に住宅再建に関しての“言語の共有化"

が図られたと示唆できる。結果， 93世帯の内 52世帯が

地区内での移転再建を希望するなかで， 23世帯(自立

再建希望世帯 17件，復興公営住宅希望世帯6件)が防

集事業での合同による高所移転住宅地での住宅再建を選

択するに至った。

②の段階では，①の段階で住民らから得た要求を反映

した高所移転住宅地づくりを目指し筆者らは模型や図

面を使用したデザインワ}クショップを協議会内で企

画・実施することで，高所移転を希望する住民が持って

いる住宅地の形状や情報を明確にするとともに，高所移

転希望者の共通理解としての高所移転住宅地及び再建住

宅の“イメージ喚起と共有化"を促した。その結果とし

て，一連のデザインワークショップへの理解と合意，再

建意向を再度確認するための高所移転希望世帯を対象と

したアシケート(回収数20世帯内，自立再建希望世帯

15件，復興公営住宅希望世帯 5件)では，住宅地基盤

整備や供用施設については，歩道の確保や街路樹の設置

や道路側敷地と隣地境界に対する外壁後退や生け垣の設

置などについては半数以上の合意を得た。しかし住宅

の外観設え(屋根や壁の形状，色など)等の戸建住宅・

公営住宅の建て方については，半数以下の合意であり，

個々での意向が高い結果となった。しかし住宅再建方法

として，材料費削減や工期の調整，コミュニテイの調和

などの観点、から共同発注方式による住宅再建の要求が高

まったことにより，住宅意匠・建材の統ーによる街並み

形成の可能性が生じた。デザインワークショップの積み

重ねは，“イメージ喚起と共有化"を図り，その結果と

して住民間に住宅地環境形成に対する意識を生んだと示

唆できる。

③の段階では，より具体的な高所移転住宅地での住宅



再建のイメージ共有化・共同発注方式での再建住宅モデ

ルプランの作成・検討のために協議会内に，当事者であ

る23世帯が参加する“住宅復興部会"を設立させた。

当該地区での伝統的な間取り空間と住宅復興部会での

23世帯個々の住宅規模や坪単価を含めた具体な住要求

を整理したところ，同居人数や住宅規模から 4タイプの

住宅に分類してモデル化を図ることが可能であると判断

した。この 4タイプ毎の条件で，これまでの住民参加か

ら抽出した情報を設計条件として，岩手県盛岡市在住の

JIA所属の建築家有志が結成した建築家集団“リアスの

風"に提供し，大学研究室(糸長浩司教授)監修のもと

に4つの住宅モデルプランの作成に至った。住宅復興部

会での検討は，住民が希望する住宅タイプ別でのワーク

ショップを重ねることで，世帯個々の住要求や設計ソー

スの抽出と疑問の解消，住宅モデルプランの修正を繰り

返した結果，より高所移転希望世帯の要求に近いモデル

プランとして完成させた注2)。この段階では，住民間で

の住宅に対する意匠や規模(坪単価を含む)の“具体な

形と数値の共有化"が図られたことで，高所移転住宅地

建設のイメージの共有化がなされたと示唆できる。

⑤の現在，自力再建者17世帯の半数以上の 9世帯が

共同発注を希望している。リアスの風と大学研究室は，

コンストラクション・マネージャー (CM)の役割を果

たし再建住宅のプランニングを行い，大船渡市近在の生

産者グループとの連携での住宅建設の共同発注を行う事

で，材料費をはじめとした建設費の節減と工期の短縮を

行う可能性が出てきた。さらに大船渡市行政の理解を得

て復興公営住宅6世帯分の住宅形態も共同発注住宅に準

拠したものとなり，街並みの調和した住宅住宅地形成の

可能性が高まったことから，共同発注形式を採らない 8

世帯を含めた建設委員会を組織註3) し，再度，これまで

の建築や街並み形成での合意内容を確認検討したうえ

で，前述の協定取り交しに至った。今後.2015年春の

住宅建設着工に向けた具体な計画づくりに取組む段階に

ある。

5 おわりに

筆者は，碁石地区での 2年余りの支援活動を通じて改

めて復興過程における“住民参加と合意形成のあり方"

への難しさを感じた。これは災害後の住宅の確保に対す

る政府の支援が，私有財産の形成に公的基金は投入でき

ないとの姿勢により，ともすれば住宅再建は住民個々の

判断で実施され，その結果，住宅の集合体である集落(高

所移転住宅地)の環境形成が充分な住民参加による議論

がなされないままに進められることへの危倶でもあっ

た。

本稿では，住民間による協定の取り交しに至る流れを

示すために便宜上，段階的に支援の過程を整理したが，

各段階においては住民参加により議論されてきた方向が

差し戻され，繰り返し論議した末に合意を得て，次の段

階へと進むことの繰り返しであった。しかしこの 2年余

に渡る住民参加型での高所移転住宅地建設及び住宅再建

に対する支援過程は，住民等が住宅と周辺環境とを一体

と捉え，生活の場としての集落(高所移転住宅地)の一

体的な復興の必要性を理解させ合意へと導く一助となっ

たといえる。一方で計画行政は，住民主体の復興を基本

理念として掲げるのであれば，協議会の地元組織が主体

となった住民参加での合意に基づいた計画が策定できる

ことを信じるべきである。また，そのための住民への多

角的な支援を考え実行することが農村計画者の責務であ

る。

注

注 1)建物の被害数は.2013年 10月に地区公民館長等を対象

に筆者らの独自のヒアリング結果に基づき集計した。

注2)この時点での4つの住宅モデルプランの内での最小規模

は戸建の公営復興住宅モデルとしても位置付け，他3モデ

ルと共に“碁石地区復興まちづくり計画"に掲載提言してい

る。

注3)2013年11月3日には，同建設委員会において委員会規

約が正式に同意がなされている。

付記

本稿での支援活動の協働者である災害復興まちづくり支援機

構，リアスの風，遠野まごころネットの協力に感謝します。ま

た，碁石地区復興まちづくり協議会会長の大和田東江氏をはじ

めとした地元住民の皆様の少しでも早い復興を願い，今後も支

援活動に取り組みます。

なお本稿は「連携と持続に着目した東日本大震災の農村復興

に関する総合的農村計爾研究J(科研，代表:岩手大，広田純一，

分担糸長浩司・藤沢直樹)の一環である。

Summery: This paper is a discussion based on the report of my activity in the support to the housing reconstruction plan and a1ti-
tude relocation housing progr釘nby public participation in Goishi area Ofunato city Iwate Prefecture. Through support activities of 

more th叩 twoye訂 s.1 understood the di血cultyof transfer heights residentia1 construction by public participation. 1 was thinking 

that there is a cause that is difficult to support也egovernment plan has public funds to the rebuilding of the house is the private 

property of individua1s this problem. The author discussed the need to provide support to community participation in order to宣H

the support that is not prudent to rura1 planners. 

Key Words: 1) public participation. 2) plan of the house to the heights. 3) housing reconstruction plan. 4) support for planning. 
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