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口大震災復興特集/特別論考:農村計画学深化口

復興に向けた住環境デザイン

-仮設住宅からの暮らし方の選択肢一

A Study on Design of Residential Environment from Temporary to Reconstruction: 

Choices of Lifestyles from Temporary Housing 

浦部智義*・芳賀沼整**・滑田崇志**

Tomoyoshi URABE， Sei HAGANUMA and Takashi NAMEDA 

東日本大震災及びその後の原発事故(以下， 3.11と略)

の影響で，未だ数多くの福島県民がそれ以前の住まいや

まちを離れて避難生活をしている。一方， 3.11から約 3

年が経ち，県内では避難をしていない方々も含めて，程

度の違いはあれ不安を抱えつつも現状に適応しながら生

活を営んでいる様にも見える。そんな中，本稿では元の

住まいやまちに戻ることが容易でない福島県の状況を鑑

みながら，仮設住宅の次には集合住宅型の復興公営住宅

の整備といった一本道でない住環境づくりの可能性を考

察して見たい。

1 仮設住宅での生活の価値観から

これまでの筆者らの継続的な調査の中で，仮設住宅と

借り上げ仮設(以下，みなし仮設と略)では，避難者の

異なる意識が見えてくることもあった。それは，核家族

化が進んでいる現代において，震災以降，個人生活を優

先的に模索する部分と，自治体や地区集落に可能性を残

す部分の差といえるかも知れない。

昨年，みなし仮設住宅から移設された木造仮設住宅に

転居してきた人達(転居の理由としては，家族の職業上

の都合と病院への通院の問題)の中に，仮設住宅の避難

生活に一定の評価をする意見が幾っか見られ，それらは

単に居住性だけでなく，避難者の集団での生活に対して

の評価とも受け取れた。また，避難生活が約 3年になる

仮設住宅地では，自主的に祭りを聞いたり，避難を受け

入れている地元との親交を深めたりすることで，積極的

に現在や今後の生活を皆で模索する自治会も存在する。

そういう意味では，県外から県内に戻る場合や県内での

移動など，避難者の環境移行を考える際に，みなし仮設

への入居だけでなく，仮設住宅の空き家の再利用も意義

深いかも知れない。

一方で，彼らは仮設住宅で築いた関係の継続を望みな

がらも，今後の暮らしの予測の困難さを感じるのは，避

難指示解除準備区域内の場所によっては 3.11以前に住

んでいた元の集落への復帰も充分に模索していた。

2 南相馬市に見る住環境の選択の幅

筆者らは，県内のログハウス型仮設住宅の計画・設計・

建設に携わって以降，その仮設住宅地を中心に，入居さ

れている避難者の方々を対象とした様々なワークショッ

プを通して，①仮'設住宅のハードに対する機能や性能，

②避難や避難生活に対する意識，③今後の住環境に関す

る見通しについて避難者の方々におうかがいする機会

を得た。ここでは，南相馬市小高区から鹿島区に避難し

ている仮設住宅地での上記③の話題を中心に考察を展開

することとする。

筆者らのチームメンバーの一部は，相双地区の幾つか

の復興まちづくりに関わりはじめているが，本稿でまず

南相馬に焦点を当てるのは，原発避難において同じ市内

に避難し避難指示解除準備区域も多く一時帰宅も頻繁に

行われ，比較的早めに住環境整備の糸口を見つける段階

が来るのではないかということが背景にある。

補償の確定と連動するが(みなしを含む)仮設住宅を

退去後の住まいの見通しとしては，相双地区全体で見る

と，若い世代を中心に地縁・血縁のない新たな場所で生

活を選択したり，高齢者でも県外や県内の他地域に住む

親戚や家族を頼り元の住まいやまちに戻らない選択も多

いであろうが，南相馬市の同地区では 2016年4月以降

に元の住まいやまちに戻れる可能性も高いために，戻る

選択を前向きに考える傾向が見られた。その場合，具体

的には 5つのパターン，①準備区域が解除されれば元の

家が現存し住める場合，②同じく現存するが修復や改築

が必要な場合(除染も含む)，③家は現存するが高齢に

よる不安などのため減築等の対策が必要な場合，④津波

被害で家を失い高台移転が必要な場合，⑤高齢対策と高

台移転の両方が必要な場合，が見られた。そのことは同

時に，今後ある一定期間は，元の住まいとは別の二地域

目の住空間の確保(滞在割合は様々であろう)が必要と
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なることを意味し復興公営住宅の整備のみならず，避

難者からの要望も耳にすることから，現在入居中の仮設

住宅地の利用延長も含め仮設住宅の有効利用もポイント

となるかも知れない。この比較的短期の仮の町でも，福

祉・教育・文化などの施設も含めた，戻るまでの二地域

居住の第一拠点としてのあり方の問題，元の住まいに戻

ってからは，世帯は単身者や核家族が一層多い割合にな

ることが予想されることから，広さの問題よりは高齢化

や生活サポートがより問題となろう。いづれの問題にも

対応する選択肢のーっとして，筆者らは木造仮設の再利

用や地元建設業者等が関わることも視野に入れた，小規

模コミュニティ型復興住宅モデルとその集合体の可能性

をスタディしている(図 1)。また，それは自治体全域

での長期的な避難が避けられない，双葉郡一部の仮の町

のあり方の選択肢のーっとしても適応できるものと考え

ている。

3 避難生活からの復帰プロセスをプランニングする

当然のことながら，復帰プロセスも各自治体の状況に

よって違いが出てくる。数年先の帰町を前提として考え

る避難指示解除準備区域，今後長期にわたって避難生活

が続く事が予測される帰宅困難区域，それらの中間とい

える居住制限区域等の違いを明確にした上で，インフラ

整備・役場機能はもとより. (警察・消防など)緊急時

システムや高齢者サポート施設等も含めた医療・福祉シ

ステム等の再整備，場合によっては就職先を考えた上で

の復帰プロセスをプランニングする必要がでてくる。

自治体単位でプログラムを考える場合でも，現在仮設

住宅で生活する人々の動向がその流れを示す重要な事柄

になる。筆者らが行ったヒアリング調査等からは，今後

近い将来の可能性として，避難指示解除準備区域内での

小規模集落による高齢者中心の居住形態，仮設住宅の間

引きや 2戸I戸化などで，数を調整しながら現在の仮設

住宅を利用した期間限定の小・中規模集落の居住地域を

仮設住宅地でつくり出す事等も，復帰プロセスのーっと

して想定する事ができる。より中長期的には，双葉郡を

はじめとする市町村を超えた広域連合の話が本格化した

とすれば，大きく違った展開も考えられるかも知れない。

4 小中規模の施設建築の実践とその可能性

縁あって筆者らのチームでは，岩手県大槌町に被災地

の子ども達のための放課後学校を計画・設計する機会を

得たが，建築的には仮設住宅でも多く使用された鉄骨プ

レハブとログシェルを組み合わせた仮設の中規模施設で

ある(図 2)。それに先立ち，難波和彦氏をリーダーと

して我々も参画し釜石市に 2つ実現させた.3.11後の復

興のためのまちづくりハウス iKAMAISHIの箱」も仮

設の小規模施設であり，その内の lつは近く大槌町への

移築を行う予定である。この様な実践は，移築も含めて，

上述した福島県での仮の町や元の住まいやまちに戻る際
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図1 小規模コミュニティ型復興住宅モデル群(郡山市)

図2 放課後学校・大槌臨学舎(岩手県大槌町)

の起点となる小中規模施設建築の一つの可能性ゃあり方

を示すものとして，また木質工法の可能性や地元建設

業者の関わりなども含めて，復興に向けて福島での経済

効果等を考察する契機になると考えている。

上述した小規模コミュニティ型復興住宅モデルや仮設

の施設建築は，鉄骨プレハブとログシェルの組み合わせ

やログ材を縦に使用した縦ログなどの工法の検討，ログ・

プレハブ・壁パネル化による移築や再利用の可能性の検

討，木材の利用促進とその効果，また次世代エネルギー

基準など環境面の検討など，復興を通じたその様な検討

が地元建設業者等も巻き込んだ日常的な建築技術スタデ

ィとなることで，結果的に復興にむけて色んな場面で選

択肢を増やすことになると考えている。

5 システムとして考える仮設住宅の集約

i兵通りにおける仮設住宅需要に応じる形で. 2012年

に3回，第一弾となる仮設住宅の集約・再利用が実行(木

造仮設・プレハブ協会による仮設両方)された。地盤の

問題などもあり，その一部は基礎がコンクリート仕様に

なっているものもある。それらは，復興公営住宅等の本

設の住宅ではなく. 2戸 1戸化などの間取りや大きな仕

様の変化もない形だが，仮設住宅の移設・再利用のコス

ト面も含めた検証にもつながった。

また，仮設住宅の集約をシステムとして考えた場

合，現実問題として，災害救助法による対処(現行では

2015年3月まで延長)後な福島県では原発避難期間

が不均ーかっ不透明であることも課題(原発事故子ども・

被災者支援法で 2015年4月以降もみなし仮設が延長さ

れる見込み)で，避難者が県外から県内に戻る場合の受



け皿や，上述したケースに近い県内での移動なども，集

約化の前で障害となってくる。また，集約と一体で考え

るべき，仮設住宅の復興公営住宅としての再利用，或い

は自治体や個人を対象とした仮設住宅の払い下げ後の利

用にしても，仮設住宅そのものや，それらが建っている

土地の潜在力の把握や仮設住宅に住む避難者の方々の生

活の変化を，ある面ではひとつのシステムとして考え，

再利用への移行の時期を考慮することが重要であろう。

いずれにしても，災害救助法による対処期限を鑑みる

と，その制度づくりへ本格的に始動する時期に来ている。

6 避難期からと中山間地の計蘭の類似性

避難される方の地域特性や入居される方の年齢から，

筆者らが関わった仮設住宅地では菜園を意識的・積極的

に配置計画に盛り込んだが，現況では予想通り比較的利

用されていると云えるであろう 。3.11以前に自給のため

や兼業農家として農地を耕作することを行ってきた方々

にとっては，それらの作業は日常らしさを取り戻す契機

になる行為に思える。即ち，それは加齢による耕作意欲

の低下も鑑みながらも，集合住宅的な復興公営住宅にお

いては地面との距離が出来てしまうことへの配慮の他，

仮の町や元の住まいに戻った際の耕作農地(二地域居住

の場合にはどちらに置くのかも含めて)についても住環

境の計画の中で意識する必要があるかも知れない。

また，上述した小規模コミュニテイや施設建築の他

に，必要な農地等によって形成された元に戻った際の集

落は. 3.11を起因として少子高齢化が一気に進んだ極端

な限界集落モデルという見方もできる。つまり，例えば

墓参りやゴミ収集や移動販売，また自給のための農地や

集落の人が集まる施設の計画なども含めた小規模集落シ

ステムの計画やその後の対応は，高齢化による後継者難

の問題を抱える福島県内の一般的な中山間地域における

集落の社会システムモデルの先駆けとなる可能性を秘め

ているかも知れない(図 3)。実際に，筆者らは福島県

内の山間過疎地に，高齢者が集まれる集落拠点的な施設

建築を計画・設計を行う機会を得て，縦ログなどの工法

の発展形にも挑戦しながら実行中である(図 4)。運営

面も含めて，それらの実態を分析しながら，避難期から

の計画と上手く連動できればと考えている。

元の住まいやまちに対する帰属心は世代によって違う

ことは前提としながらも 比較的早期に原発避難から戻

る場合の住環境計画の一つのあり方は，性能を担保しな

がらの元の住まいの改修・滅築，小規模コミュニティ(や

その集合体).小中規模施設，自給用農地などが手掛か

小規模集落 A+同B+同C+肉D=中山110地地域における高齢化に対応した分散

型居住方式の計画スタデイ 。自宅を徹去した避難者への仮設住宅の移築や再利用.

広すぎる場合の減築，バリアフリー化，集会所 ・共同介護スペースの設置等。原発
避難による高齢化進行への対応策(避雛指示解除準備区域を想定)。

図3 小規模コミュニティ 集合体的な暮らしのスタデイ

図4 建設中の山間過疎地の集落拠点 (ほしっぱの家)

りとなり，過渡期における二地域居住など仮設期からの

スムーズな移行のために，仮設住宅地の利用延長も含め

仮設住宅の有効利用と集合住宅的な復興公営住宅整備の

バランスもポイントになるかも知れず，特に後者は，長

期避難自治体のための仮の町の計画にも重要なポイント

となるかも知れない。
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