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抄録 

東日本大震災と住宅復興 

 

金亨善 

 

ソウル大学 国際大学院 

国際地域学専攻 

 

 東日本大震災の発生後、日本社会は新たな局面を迎えた。特に津波に

よる住宅被害が大きかったため、被害者の生活再建が困難を経ている。 東

日本大震災はその規模から莫大な被害を生み、被災地に長く住んでいた住

民の生活基盤を奪った。地域を復興していく中でもっとも優先されるべき

ことは何であろうか。すべてを失った人にとって‘自分の居場所’の不在

は被災からの克服を困難にする。災害前まで居場所として提供されていた

のは‘住宅’であるとも言える。本研究では住宅を失った被災者に残され

た‘生活空間’の不在を問題点とし、震災時の復興過程における居住空間

提供の問題を研究することを目的とする。 

まず、2011年発生した東日本大震災の特徴と復興課程で浮上した課題、

とくに住宅復興を中心とした問題は何かを探る。そして第二に‘震災’時



を中心に、復興対策と住宅問題の先行研究を検討して阪神・淡路大震災の

住宅対応方針には、どのような問題があり、教訓を残したか調べる。第三

に東日本大震災の復興で阪神・淡路大震災の経験はどのように生かされて

いるのか、岩手県陸前高田市の事例を中心に復興の進む方はどんな傾向を

見せているのかを調べる。 
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第一章  序論 

 

１．  研究目的と意義 

 

本論文では、東日本大震災後の復興、特に住宅復興を中心に研究するこ

とを目標とする。災害が起こった時、被害を受けた人たちに一番必要なも

のは何か。東日本大震災はその規模から莫大な被害を生み、被災地に長く

住んでいた住民の生活基盤を奪った。地域を復興していく中でもっとも優

先されるべきことは何であろうか。 

「災害」は日本の社会構造変動や社会風潮の形成に大きな影響力を与え

る要因の一つである。日本社会全般には常に災害に対する漠然とした不安

が存在する。その「災害」が実際起きた際、被害者たちには急激に様々な

生活の変化が生じる。災害状況の中で人間をもっとも不安にさせる要因は

どこにあるか。すべてを失った人にとって‘自分の居場所’の不在は被災

からの克服を困難にする。災害前まで居場所として提供されていたのは

‘住宅’であるとも言える。本研究では住宅を失った被災者に残された

‘生活空間’の不在を問題点とし、震災時の復興過程における居住空間提

供の問題を研究することを目的とする。 

まず、2011年発生した東日本大震災の特徴と復興課程で浮上した課題、
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とくに住宅復興を中心とした問題は何かを探る。そして第二に‘震災’時

を中心に、復興対策と住宅問題の先行研究を検討して阪神・淡路大震災の

住宅対応方針には、どのような問題があり、教訓を残したか調べる。第三

に東日本大震災の復興で阪神・淡路大震災の経験はどのように生かされて

いるのか、復興の進む方はどんな傾向を見せているのかを調べる。 

 

  東日本大震災の発生後、日本社会は新たな局面を迎えている。特に津波

による住宅被害が大きかったため、被害者の生活再建が困難を経ている。

この二つの大震災にはいくつかの共通点があるが、特に地震の規模と被害

地域の甚大さ、そしてなにより住宅街における被害が大きかったことが挙

げられる。災害にはその被害に相応する対策と事後処理が必要であり、特

に家を失った人々のための取り組みが重要であることから、この論文では

‘震災’を背景として現れた居住問題を住宅対策を介して分析し、居住空

間が市民の生活の中で持つ意味を考察した。災害を経験しながら変化し続

いて来た日本社会に東日本大震災の復興は社会変動を予測し発展的道に繋

げる鍵になる。 

  

本論文では仮設住宅を住宅復興を分析する上で重要な対象として捉える。

仮設住宅は正式には「応急仮設住宅」という。被害救助法に基づき被害者

のために提供するものとされる。被害救助法によると、被災発生二〇日以
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内に着工し、被害に際して応急的に必要な救助を行い、被害者の保護と社

会の秩序の保全を図ることを目的とする。応急仮設住宅の位置づけは、食

品の提供、救出、医療と同列であり、非常時に応急的に提供されているも

のという色彩が強い。1 

応急仮設住宅には大きく、新たに建設され、提供される住宅と、民間の

賃貸住宅を借りて被害者に提供される住宅の2種類がある。普通、建設によ

るものを「仮設住宅」、民間賃貸住宅を借りたものを「ミナシ住宅」、両

方を合わせて「応急仮設住宅」と明記する。 

 応急仮設住宅の所管は厚生労働省にあり、設置の権限は都道府県にある。

しかし、この権限は市町村に委任することも可能とされている。住宅の提

供期間は、設置の許可が下りた時点から二年間と定められている。ただし、

非常災害と指定された‘特定非常災害’の場合、設置期間を延長すること

も可能である。今まで阪神・淡路大震災、中越震災、東日本大震災が‘特

定非常災害’として指定された。 

そして仮設住宅から永久住宅に移動する方法は様々がある。自力で住宅

を再建する、民間事業で建設された住宅に入居する、市営住宅に入居する

などの選択肢があるが、その中で復興公営住宅（又は災害公営住宅）とは、

災害で住宅を滅失し、自力で住宅再建が難しい人々の為、公的に提供され

                                           

1大水 敏弘,2013, 『実証・仮設住宅: 東日本大震災の現場から』, 学芸出版社、

ｐ。９ 
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る賃貸住宅である。 

 

本研究では、仮設住宅の意味を2つの観点から見る。 

第一に、短期的な観点から、震災直後に居場所を無くした避難住民に対

する迅速かつ安定した居住空間としての仮設住宅の提供である。この時仮

設住宅はなるべく速やかに避難者に提供されることが要求される。 

第二に、長期的な観点から見た際における「居住空間」としての仮設住

宅の意味づけである。仮設住宅は、一定期間が経過すると「撤去」される

運命にある居住空間である。仮設住宅での居住性や利便性も重要だが、そ

れよりも考えられるべきことは、どれだけ早く被災者を狭く不便な仮設住

宅から永久住宅に移動させ、安定した居住環境を提供できるか、という点

である。住宅復興の長期的プロセスの中で仮設住宅の位置づけを考えてみ

る必要がある。 

 

２． 先行研究 

 

  震災後の住宅復興に関する研究は多様に行われたきた。早川和男（1997）

は阪神・淡路大震災の被害が大きくなった原因の一つが住宅にあると見て、

居住空間が持つ重要性を強調し、人間には居住福祉が保証されるべきだと
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主張した。2 塩崎賢明（2009）は震災以降住宅復興がコミュニティ形成に重

要な役割を果たし、被災者がいち早く安定を取り戻すためには住宅復興が

先行されるべきだと述べた。3 

東日本大震災以降の住宅問題に関する研究は、住宅事業又は居住空間自

体を研究対象とした研究は非常に少なく、一連の復興政策過程の一つとし

て解釈された場合がほとんどである（宮入 興一、2015、 田中 利幸、201

4）。特に社会学の観点から見た被災者救済のための住宅や居住空間の必要

性よりは、東日本大震災復興5カ年計画の一環として、建築学的観点から見

た復興公営住宅の遂行や実現性に関する住宅事業の研究が多い。 

被災者が永久住宅に移動するまで臨時居住空間として生活する‘仮設住

宅’を研究対象とした論文は、大きく二つのパターンに分けられる。一つ

は仮設住宅の構造や建設作業の建築状況を分析した研究、もうひとつは仮

設住宅が完成した後の内部生活において発生する不便さを工学的欠陥から

指摘する研究である(Rochelle Brittingham and Tricia Wachtendorf,201

3)。 

復興の方向性に関しては、被害者個々人に対し、地域全体の経済復興や

被害者救援に直接関係がない事業に時間や政財を集中し、住宅を含める生

活基盤を先に保証する復興が遅れる、いわゆる‘創造的復興’への非難の

                                           

2 早川 和男 ,1997,『居住福祉』, , 岩波書店 
3 塩崎賢明、2009、『住宅復興とコミュニティ』、日本経済評論社 
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声も出ている。（ 池田清：2010、古川美穂：2014）池田（2010）は地域を

元々の姿とは異なる新しいまちを目標とする‘創造的復興’より、‘人間

復興’に力を入れるべきだと述べた。 

災害を背景としたコミュニティ崩壊とその復興問題に関する研究は様々

な方面で行われてきた。 坂田邦子（2014）は、 被災地の地域コミュニテ

ィにおけるアーカイブ活動は多くの課題を抱えていると分析し、資金不足、

人材不足、知識不足などについて述べた。4 佐藤（2013）は、「信頼」と

「安心」は日本社会における特徴であるとして「日本型コミュニティ」の

形成に大きく影響を与えたと分析した。そして「信頼」を基盤とし「頼る

社会」は一方向的ではなく双方向的であり、頼り合う社会を作ってきた、

と主張する。そして今回の東日本大震災で、特に「原発問題」はこの「信

頼」を「裏切る」要因であり、日本型コミュニティに衝撃を与えたと述べ

た。5 地域コミュニテイに関しては政府政策が地域生活に与える影響、社

会構造変動への影響力、政府と自治体との関係などの研究が行われてきた。 

 

３． 研究方法 

 

この研究は住宅復興の現状と課題について、東日本大震災以前の震災後

                                           
4 坂田邦子、2014、「 地域コミュニティにおける震災アーカイブ」、 情報の科学
と技術、2014－09、64(9)、347－351 
5山下 祐介 (著), 市村 高志 (著), 佐藤 彰彦  (著),2013, 『人間なき復興――

原発避難と国民の「不理解」をめぐって』, 明石書店 
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復興の教訓から学びつつ、 住宅を復興する過程で考察されるべき「居住空

間の意味」を考え、果たして住宅復興の進むべき道はどこにあるのかを考

察する。 

まず第一に文献や先行研究の調査から災害後の復興、特に住宅復興の

研究内容を調べた。第二に、日本の中央政府の各省庁が発行した震災対策、

特に住宅対策の報告書、各地方自治体の復興計画と統計データ、アンケー

ト調査結果を資料として収集し分析した。第三に、震災後の住宅問題を詳

しく考察するために事例研究を行った。その対象としては岩手県陸前高田

市を選択し、実際に震災被害を受けた人々の生活の中で居住空間はどのよ

うな重要性と意味を持っているのかを考察した。事例研究は現地調査を通

じて一次資料を集めばもっと深層的研究が可能になるが、今回の論文では 

与件がよくなかった為、 現地調査は遂行出来なかった。これは今後の課題

とする。 
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第二章  東日本大震災と住宅問題 

 

１． 東日本大震災の特徴. 

 

東日本大震災では、被害が主に3県（福島、宮城、岩手）に集中した。そ

の中でも福島県の原子力発電所での放射能漏れ問題は国家的危機問題とし

て政治的にも大きな論点になった。東日本大震災発生後に出された研究は

主にこの福島原発問題に集中している。福島を除いた残り2県（宮城、岩手）

では、人命被害が多かったものの、比較的にこの2県における災害対策に関

する研究は不十分である。災害が一段落した後、家を失った被災者はどう

すべきか、という判断に必要な情報は少ない。被災者の支援金は地域によ

って差があり、復興による区画整理事業の際に、借家人がそれまで居住し

ていた地域から追い出されるといった事情もあまり知られていない。6 生

き残った人たちに残された難関を全て避けることは難い。しかし、その

人々の生活を守ることが災害復興の重要な課題であり、その中心は住宅に

ある。 

東日本大震災は津波による被害が大きいという特徴上、住宅の被害が大

きかった。津波で家が丸ごと流されるというケースが多数発生し、浸水地

域では市街地が崩壊し、再びその地域に戻り居住することは難しいという

                                           

6塩崎賢明、2009、「住宅復興とコミュニティ」、日本経済評論社、ｐ。１３ 
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問題が残った。 

 

東日本大震災は死亡者が1万5883人、行方不明者が2654人に達し、震災に

よる直接死を除いた2次的被害による関連死は3,194人に達する（平成26年9

月30日時点、復興庁調査）。震災による避難者は約23万4千人になる（平成

26年12月26日時点、復興庁調査）。 

 

東日本大震災の特徴は、大きく三つに分けられる。第一は、マグニチュ

ード9.0という巨大な規模の地震であったため、震災被害領域が広かったこ

とである。第二は、阪神・淡路大震災とは異なり超巨大津波による被害が

大きかったという点である。津波により、標高5メートル以下の地域で多く

の被害が発生した。建物だけではなく、土地にも大規模の被害を与えた。

広範囲の地域が沈水され、地盤沈下が発生した。地盤沈下が発生した地域

では、復興に大きな障害がもたらされた。第三は、福島原発で放射能漏れ

の問題が発生したことである。原子力発展に批判的な世論が高まり、被害

は、原発震災へ繋がった。 

 

阪神・淡路大震災並びに東日本大震災は大規模な震災であったため、全

壊・半壊を含めた住宅被害数が多かったが、東日本大震災時は特に津波の

影響で住宅が浸水の被害を受けた。地盤沈下が発生した場合、被災者には
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震災前に住んでいた土地を再利用できるという保証がない。つまり、東北

沿岸では「どこに住んでいるか」に関しての「見通し」がより不安定であ

る。東日本大震災で被害者の住宅事情は、津波による土地の被害とそこに

起因した将来の不透明性という文脈の中で捉える必要がある.7 

特に東日本大震災は、農村・漁村を中心とした地域の共同性の強いとい

う被災地の特性があること、そして人口の流出が避けられないという事態

も加わり、人々のつながりやコミュニティ関係の維持・再生が重要な復興

のテーマとなっている。8 

 

東日本大震災の住宅被害状況を表で纏めると次のようになる。（平成24

年3月11日時点、総務省消防庁調査） 

項目 内容 

全壊 １２万９，１９８棟 

半壊 ２５万４，２３８棟 

一部破損 ７１万５、１９２棟 

床上浸水 ２万４２７棟 

床下浸水 １万５、５０２棟 

                                           

7日本住宅会議 (編集),2003, 『東日本大震災住まいと生活の復興―住宅白書〈201

1‐2013』〉, ドメス出版,ｐ。68 
8桜井常矢、伊藤亜都子、２０１３、「震災復興をめぐるコミュニティ形成とその

課題」、地域政策研究、第１５巻、第３号、ｐ。４１－６５ 
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全壊 129,198 棟，半壊 254,238 棟，一部損壊 715,192 棟，床上浸水 2

0,427 棟，床下浸水 15,502 棟などの被害が生じた。 

 

住宅被害の特徴として重要なのは、「持家被害」が多いという点である。

被害者のほとんどは、震災前に自己所有の一戸建て住宅に住んでいた。自

治体などのアンケート調査によると、震災前の住宅が自己所有の家であっ

たという世帯は、仙台都市圏を除けば、すべてのエリアで8割以上を占めて

いる。阪神・淡路大震災では、多数の「借家被害」が発生した。兵庫県で

は、震災発生から約1年後に仮設住宅に住んでいた世帯を対象にアンケート

調査を実施した。これによると、震災前に借家居住だった世帯が9割近くあ

った。阪神・淡路では、「借家被害」への対応が住宅施策の中心課題とな

った。しかし東日本大震災では、「自家被害」が多いという住宅対策の基

本的な実態があった。9 

 

２． 住宅問題の台頭 

 

東日本大震災の場合、津波被害のために市街地自体が崩壊するという被

                                           

9日本住宅会議 (編集),2003, 『東日本大震災住まいと生活の復興―住宅白書〈201

1‐2013』〉, ドメス出版,,71P 
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害が発生した。さらに都市圏ではなく地方であるという特性から、賃貸住

宅より自己住宅の割合が高く、公営住宅を含む賃貸住宅があまりなかった。

自宅を失った被害者が住宅を確保しようとしても、空の賃貸住宅がない上

に公営住宅もほとんどなく、仮設住宅以外の選択肢がなかった。10 

 

東日本大震災発生地域の場合、被災地にもともと平地が少なく、沿岸地

域の場合浸水を受けた場合が多い。再度津波に襲われる可能性もあり、元

の居住地には住宅を再建することが難しい。2014年7月の時点で、岩手・

宮城・福島3県において約9万人が仮設住宅で生活している。被災地では、5

年間の集中復興期間が今後約１年残っている状態であるが、ほとんどの地

域で住宅問題の解決が遅れている。2014年3月末の時点で被災者が入れる

ための災害公営住宅は10％しか完成していない状態だった。11住宅の復興が

遅れる事態は、仮設住宅での生活が長くなることを意味する。基本的に仮

設住宅での生活は、災害救助法上では2年に限定されている。12しかし、東

日本大震災の場合は‘非常災害’として認定されたため、その期間を延長

することが出来る。このシステムによって公営住宅の建設がますます遅れ

るという問題も出ている。そもそも仮設住宅は臨時居住空間として建設さ

                                           
10大水 敏弘,2013,『実証・仮設住宅』、 学芸出版社 ｐ。４９ 
11ＮＨＫ，解説委員室、 時論公論 「遅れる住まいの復興 長引く仮設住宅生活」

 ２０１４年７月２５日付 
12 内閣部ホームページ、災害救助法 
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れるため、2年以上の長期間滞在が進む場合避難者に不便を与える危険があ

る。 

 

 住まいは生活の基盤であり、住まいなしには誰も生きていくことはでき

ない。仕事や事業を続けながら生活を維持しようとしても、「住まい」と

いう空間なしに災害以前のような生活に戻ることはできない。災害復興の

第一の課題は住宅なのである。 

 

緊急仮設住宅は、可能な限り従前居住地に近い安全な場所に建設し、近

隣の人間関係とコミュニティが維持されるように配慮されなければならな

いという点は、阪神・淡路大震災の重要な教訓でもある。しかし現時点で

は、市街地から遠く離れた山中に建てられている仮設住宅が少なくない。 

これまで施工段階での不適合が多数発生し、降雤による水漏れや隙間な

どの修復対応に追われるケースが発生しているが、より根本的な問題は、

施工に取り入れられた規格タイプの鉄骨系プレハブ住宅は、断熱性、防音

性などの性能が低い点である。すでに入居者側からは、暑くて我慢できな

い、雤の音でテレビも電話も聞こえない、などといった不満の声が数多く

聞かれている。一部の仮設住宅では、冬に向け夏の間に外壁に断熱材を入

れる追加工事が行われたが、寒冷地で冬を仮設住宅で過ごすことは被災者

の心理に不安をもたらす要因になる。これらの点は、今回に始まったこと
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ではなく、阪神・淡路大震災以降、何度も経験されてきたことでもあり、

それが改善されないまま繰り返されてきたのである。 

被災地を離れ県外に避難した人も2011年の8月末時点で5万4千人を超えて

いた。13故郷から一度遠く離れた人々は、その後の復興計画や進捗状況を速

やかに把握することが難しい。そのため、阪神・淡路大震災の際にも広域

避難者の間で地元の復興住宅などへの入居申し込みが出来なかった場合が

多数発生した。広域避難者に対する情報提供も必要であり、そのためには

被災者データベースを作成し、被災自治体と避難先自治体の間で緊密な連

携をとらなければならない。さらに、情報提供だけでは後の生活再建を保

障することが難しいため、様々な支援対策の説明や広告・相談活動など、

被災地から避難している人々の間での連絡やネットワークづくりの支援な

どが必要である。そのためには自治体が責任を持って、NPOなどの協力を取

りつけながら事態を打開していく必要がある。 

 

  

 

 

 

                                           

13塩崎賢明・西川榮一・出口俊一・兵庫県震災復興研究センター (著),2011, 『東

日本大震災復興への道―神戸からの提言』, クリエイツかもがわ,38P 
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第三章  阪神・淡路大震災の教訓 

 

1995年1月17日、阪神・淡路大震災が発生した。直接の死亡者（1次被害）

は5502人、負傷者4万1502人、行方不明者は2人であった。住宅被害数が33

万8219棟、被害世帯40万6337世帯など、大被害につながった震災であった。

死亡原因は、家屋が崩れて圧死・窒息死が88％で、焼死が10％、落下物に

よる死亡が2％と、家の崩壊による犠牲も多数あった。阪神・淡路大震災は

既存住宅の被災という側面と、震災後の避難所・仮設住宅の問題という二

つの側面において住まいの新たな意味を明らかにした。 

阪神・淡路大震災の犠牲者となった40万6337世帯のうち約30万人は、学

校の体育館・図書館・福祉施設・公共施設などに避難した。避難所の環境

は务悪で、避難者はそれに耐えながらの生活となった。 

神戸市内の1995年2月の死亡者数をみると、地震前の1994年には490人、

震災の年である95年には1580人となっている。この数字は直接的な地震に

よる死亡でない被害者の増加を示していた。避難所や仮設住宅に居住する

人びとに希望はなく、その最大の理由は根拠地としての居住場所が決めら

れていないためであった。兵庫県社会福祉協議会が行った‘仮設住宅に住

む非青年の健康と生活に関する調査・中間報告’（1997年4月）によると、

‘なんとか措置を取らなければいけないと思う’ことは‘住まい’が６０，

７％で一位だった。2位が‘自分の病気や健康’（54.6％）、３位が‘これ
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からの計画がを立てられない’（47.9％）であった。14 

 

1995年1月に発生した阪神・淡路大震災の特徴の一つは、都市直下型地震

によるインナーシティ災害であったことである。15 震度７の強震が都市中

心部を襲い、当時は新耐震基準法以前の木造老朽家屋が多かったため、住

宅被害、特に火事による被害が大きかった。死亡者は老化された住宅に住

む高齢者に集中した。都市中心部に起きた地震は人口の回復と住宅の再建

などの問題を生み、復旧・復興過程で様々な課題を残した。 

 

１． 復興の方向性への反省 

 

‘創造的復興’は阪神・淡路大震災後、当時兵庫県知事であった貝原俊

民によって提言された復興の方法である。単に震災前の状態に戻すことだ

けではなく、先々に対応する「復興」が成されなければならないというの

が‘創造的復興’の基本理念である。 

 

東日本大震災発生後、この創造的復興に習い、今回の復興の仕方を考え

                                           

14 早川 和男 ,1997、『居住福祉』, 岩波書店 、ｐ．３０ 

15桜井常矢、伊藤亜都子、２０１３、「震災復興をめぐるコミュニティ形成とその

課題」、地域政策研究、第１５巻、第３号、ｐ。４３ 
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るべきであると主張する声も多数出ている（村井 嘉浩,(2014)16村井 嘉浩17

(2013))。 

当時都市計画決定の権限を握っていた貝原県知事は、住民の反対意見を

すべて反映することは不可能だと判断した。彼は、「避難して被災地を離

れた人も多く、複雑な権利関係の確認が容易ではないなど、計画内容を周

知して、住民の合意を完全に形成していくのは物理的にも不可能に近かっ

た」とのべた。18 

特に神戸空港は阪神・淡路大震災の復興事業の目玉として建設が強行さ

れ、2006年2月16日に開港した。当時、神戸市が宣伝した構想によると、

「平成二二（二〇一〇）年度には、市内で約三六〇〇億円の所得増加、約

二万七〇〇〇人の雇用増を予想した。同時に、市税の増収（年間約三〇〇

億円）をもたらし、福祉・教育の充実に生かされる」はずだった。しかし、

 「『ストップ！ 神戸空港』の会」によると、雇用は空港建設中に二万人

近く減少した。給与所得者の平均給与は五年間で一割以上減り、市民総所

得も四年間で約三七〇〇億円減少した。福祉政策は後退し、値上げなどで

                                           
16東北ジャーナル 、2014、「新春インタビュー 美しく安全な県土の実現へ『創造

的復興』を推進 宮城県知事 村井嘉浩氏」、2014年1月号 
17『「創造的復興」で宮城を日本のモデルケースに。 (東日本大震災から二年) -- 

(メッセージ集 「復興」への願いを込めて)』、 潮 (650), 78-80, 2013-04 ,潮出

版社 
18貝原俊民、1996,『大震災一〇〇日の記録―兵庫県知事の手記』、ぎょうせい 
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一〇〇億円以上が市民に負担としてのしかかった19（2012年2月時点）。 

 

阪神・淡路大震災の復興対策に関する資料の大多数は、「単純な復興で

はなく創造的復興」という点に焦点を置いている。復興基本法第2条の「被

害を受けた施設を原型に回復する単純な被害回復にとどまらない活力ある

日本の再生を視野に入れた、基本的な対策」という表現にも示されている。

被害を受けた施設を建設当時の古いレベルに原型回復するのではなく、新

しい技術のレベルに回復するという意味だとすれば、妥当なものであり、

被災前の生活の回復を達成し、さらにそれ以上のレベルに引き上げるので

あれば、肯定的な効果を期待できる。しかし、被害者の生活再建を第一に

考慮せず、他の開発事業に力を注ぐことは、本末転倒である。「創造的復

興」をキーワードにして展開された阪神・淡路大震災の復興は、復興の意

味合いが不十分な例としても考えられる。 

 

阪神・淡路大震災の直後、当時の神戸市長は、震災復興事業として何よ

りも神戸空港建設を推進した。貝原市長は空港を「希望の星」と称し、建

設を推し進めたが、当時市民の激しい反対に見舞われた。計画当初から反

対が多かった空港建設には30万人の市民が直接請求署名を通して再考を要

                                           

19 週刊金曜日ニュース、2012年3月9日付、「「創造的復興」という美辞の残骸――

神戸空港破綻に市民の怒り」、http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=1728  

http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=1728
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求したが、これを無視する形で3240億円が投資され、2006年に開港を迎え

た。しかし、収入源として予定されていた空港島の用地売却がすぐに行わ

れなかった。現時点では予想されたほどの乗客がなく、空港島の用地売却

はわずか四％にとどまっている。20旅行者の数は減少し、着陸料収入の減少

などで採算がとれず、今は八方塞がりな状態にある。21 この状況が続く場

合、自治体財政に負担がかかり、むしろ逆効果を生み出すことも予想され

る。 

 

創造復興の実態は、823項目に及ぶ復興事業地の使用方法に見受けられる。

阪神・淡路大震災の被害総額は10兆円に達すると言われている。これに対

して、復興事業費16.3兆円が投資されたが、その内容を詳細に見ると、回

復・復興に投資されたのは、多く見積もっても10兆8千億円（全体の67％）

に過ぎず、残りは将来の防災や震災対策とは関係のない通常の事業であっ

た。例えば、関西空港2期埋立（8325億円）、神戸空港の整備（2493億円）、

地下鉄海岸線の建設（2394億円）などの巨額の事業費が費やされたが、こ

れらは直接被災者を救うのための事業ではなく、震災とは無関係に実施さ

れているものである。22 

                                           

20朝日新聞、二〇〇九年二月四日 
21塩崎賢明・西川榮一・出口俊一・兵庫県震災復興研究センター (著),2011, 『東

日本大震災復興への道―神戸からの提言』, クリエイツかもがわ,34P 
22 塩崎賢明・西川榮一・出口俊一 ,塩崎賢明・西川榮一・出口俊一・兵庫県震災復

興研究センター (著),2011, 『東日本大震災復興への道―神戸からの提言』, クリ
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都市計画事業に関しては、その進め方において、当事者（権利者、居住

者）の参加が十分に保障されなかったという批判がある。十分な同意を得

ないまま強行されたことへの反省として、事業の実施は住民の意見を十分

に取り入れて行うと宣言され、‘協働のまちづくり’という言葉がスロー

ガンとなった。23 

 

二〇一五年一月四日、神戸新聞は震災20年を迎え、復興の課題と成果は

何かというテーマのもと、元神戸大学長の新野幸次郎（神戸都市問題研究

所理事長）と五百旗頭真（ひょうご震災記念２１世紀研究機構理事長）と

の対談を含めた記事を掲載した。震災復興20年の評価を、新野幸次郎は「 

市民がまちづくりの主役として育った。外形的な復興も、全体としては世

界的に評価されている。ただ、高く掲げられた創造的復興は難しい問題を

含んでおり、残された宿題があるのも事実だ。24」とした。 

二〇一三年に東日本大震災から1年後神戸で開かれた「１・17～３・11メ

モリアルフォーラム『今こそ、伝えたい』～被災地ジャーナリストからの

メッセージ」で、内橋克人（前神戸新聞記者・現経済評論家）は東日本大

震災の後掲げられた‘創造的復興’を学べ、という声に批判的意見を表明

                                                                                                            

エイツかもがわ、ｐ。37 
23塩崎賢明、『住宅復興とコミュニテイ』、日本経済評論社、ｐ。３６ 

24神戸新聞、二〇一五年一月四日 
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した。彼は、復興の特徴として築かれた神戸空港、そして復興の名のもと

に投入された公的資金によって壮大なインフラ構築が進められたが、「被

災者の生活再建は後回しとなり、苦難は今も去っていない。最優先される

べきは何をおいても「人間復興」でなければならないはずだ。」と述べた。 

復興とは何かを考える時、創造的復興と住宅復興を同じ土俵から判断す

ることは簡単ではない。そもそもこの二つの‘復興’は異なる目標を指し

ているからである。まず‘創造的復興’は震災前の状態に戻すのではなく

より高い水準の自治体を作ることを目標としている。創造的復興の肯定的

な側面としては、速やかに再築された高層ビル、高速道路や港湾施設など、

インフラ対策である。しかし、その負担は国家だけでなく、その時点で家

をなくし、住まいをなくした被災者すべでが分け合うことになる。震災を

経験したばかりの人々に以前より水準の高い、新しい自治体を考える余裕

は無い。住宅復興は創造的復興とは異なり‘再生’の観点から考える復興

の方法だといえる。目の前の被害を一日も早く克服することを目指し、依

然の水準の生活に戻ることである。災害を経験した被災者に今すぐ必要な

のは何かを考える時、いち早く提供されるべきは‘住まい’である。 

 

２． 住宅確保とコミュニテイ喪失 

 

阪神・淡路大震災の住宅復興を評価する際、頻繁に使われる表現の一つと
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して‘ミスマッチ’がある。建物としての住宅は評価されても、‘人的交

流の場’としての住宅は造られなかったという評価が多い。 

仮設住宅の抽選の際、弱者を優先すべきだという厚生省・建設省の強い支

持を受け、兵庫県では入居できる優先枠の方針を決定した。第1順位は、60

歳以上の高齢者だけの世帯、障害者のいる世帯、子供が十八歳未満の母子

世帯であった。これらの世帯だけでも二万世帯以上にのぼり、神戸市では

第1次募集の際第1順位だけでその募集定員を超えるという状況に見舞われ

た。結果的に優先順位世帯だけの抽選になったのである。初期の仮設住宅

は高齢者や障害者の比重が高く、仮設住宅の自治会運営の担い手が不足す

る事態になった。入居者の偏重はこの後の地域コミュニティ形成の課題と

して残された。また、初期の仮設住宅では既存市街地の交通環境がよい地

域に建てられた２Kタイプに独身の高齢者が入居し、むしろ子供を抱える複

数人家族世帯は一次抽選の後、都心部から遠く離れた１Kタイプの仮設住宅

に入居を余儀なくされるなど、住宅提供のミスマッチが生じた。25 

 

 それぞれの地元から集まった仮設住宅世帯は災害という経験とコミュニ

ティの断絶という条件が重なり、5月末から6月の梅雤入りの時期にかけて

孤独死が社会問題として顕著化された。仮設住宅がほぼ解体された一九九

                                           
25大水 敏弘,2013, 『実証・仮設住宅: 東日本大震災の現場から』, 学芸出版社、

ｐ。６２ 
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九年七月の時点で、孤独死者数は二五三人に達した。26 

 

阪神・淡路大震災時の住宅復興において、当時崩壊した住宅の大半が

‘借家’だったことが問題の要因になった。基本的に区画整理は土地に関

する事業であるため、土地の所有権や借地権をもたない人々は事業の対象

から外れることになる。しかし、町のコミュニテイとは、必ずしもその町

に自家を持ち、長く住み続けた人々だけで構成されるものではない。町中

に様々な人間関係が絡まり、人的ネットワークを形成していくものである。

しかし、区画整理ではこうした実情は一切考慮されなかった。結局震災後

新しい町づくりをする際、既存の住民すべてが含まれず、土地を持ってい

た人だけで進められたという限界がある。 

 その後に‘受皿住宅’という公的賃貸住宅を提供したが、その時はすで

に震災から四年が経過しており、多くの人が入居の意思を失っていた。結

局、震災前から地区内に住み続けている世帯は一九九五年時に比べわずか

二割にとどまっている。27 

阪神・淡路大震災時には避難者数30万人、10万世帯に対して約5万戸の仮

設住宅が建設された。したがって、仮設住宅の建設の割合は、およそ5割で

あった。最終的に緊急仮設住宅4万8千戸が建設されたが、ほとんどは被災

                                           

26桜井常矢、伊藤亜都子、２０１３、「震災復興をめぐるコミュニティ形成とその

課題」、地域政策研究、第１５巻、第３号、ｐ。４６ 
27塩崎賢明,『住宅復興とコミュニテイ』,日本経済評論社、ｐ。５２ 
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地から離れた郊外や埋立地に立地し、入居はそれぞれ抽選で決定され、多

くの被害者は、もともとのコミュニティから隔離された。 

永久住宅として提供された復興公営住宅としては3万8千戸が建設され、

新たに設備も備えられていた。家賃も安く、居住者は住宅そのものには満

足したが、最大の問題はコミュニティの喪失であった。ここでも入居は抽

選で決められ、以前の居住地から遠く離れていたため、以前の人間関係は

失われた。周辺に知人もおらず、お店や病院も遠いため、隔離された状態

で部屋の中に閉じこもって生活している例も少なくなかった。仮設住宅や

復興公営住宅での孤独死は２０１３年に１０００人を超え、今でも年間約5

0人のペースで発生している。 

 

「ひょうご住宅復興3ヵ年計画」で示された目標としては、災害復興公営

住宅は三万八千六百戸を提供することとされており、震災から四年目の一

九九九年三月までには四万戸を超える住宅が建設され、戸数としては目標

を達成した。 

 ここで仮設住宅からの移動を促進するために、公営住宅入居の際にも特

別優先順位が決められた。しかし、ここでも既存市街地に応募が集中し、

もともと住んでいた街に戻りたいという被災者の声が強く、神戸市東部の
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住宅では、競争率が百倍を超えるケースもあった。28 そして仮設住宅の時

と同様、抽選によって入居が決まった人は、多くが初対面であり、コミュ

ニティ形成を一から再スタートする必要性に対面した。高層住宅である復

興公営住宅では近所付き合いの機会が少なく、新たなコミュニティづくり

は容易ではなかった。 

 

 ミスマッチの問題は復興公営住宅に移動する際にも同様に発生した。一

九九九年一一月に行われた調査（塩崎、1999）で復興公営住宅に半年以上

住む居住者に‘現在住んでいるこの団地になぜ入居したのか’を聞いた結

果、‘早くどこかに落ち着きたかった’という回答が五五．七％（八一一

世帯）を占めた。29半数以上は団地の場所にこだわらず、とりあえず入居で

きる場所を探したのであった。これは居住の場所にこだわらないことを示

す結果はなく、希望する地域には現実的に入居が難しい状況の中、あきら

め半分で妥協した結果と考えられる。実際に復興公営住宅の募集で人気の

ある団地では倍率が10倍から20倍になり、郊外の団地は募集定員割れが起

きるなど、被災者の希望と住宅提供の間にミスマッチか発生した。 

 

 兵庫県が二〇〇三年に行った「災害復興公営住宅団地のコミュニティ調

                                           

28（財）阪神・淡路大震災記念協会、1991、『阪神・淡路大震災復興誌 第3巻』、

ｐ。191 
29日本建築学会建築経済委員会、1999、『大震災四年半・住宅復興の軌跡と展望』 
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査」ではコミュニティが生活復興感に与える影響をアンケート調査で整理

した。30 震災から八年が経過した時点で行われたこの調査では、未だコミ

ュニティ形成に困難を経験し、将来に対する希望が希少であることを露呈

した。 

 「問２７：あなたの住んでいるまちには、いろいろな活動やイベント、

また、近所づきあいがあると思いますか。」という質問の中で‘③まちの

日ごろの活動に参加したことありますか。’の項目では、６７．２％（一

万一四七五人）が‘ほとんど参加しない’と答えた。‘ときどき参加’は

１３．２％、たびたび参加は六％であった。 

 近所付き合いを問う質問でも（問２４：近所づきあいの有無－③その人

の家に遊びに行ったりしたことがある近所の人は）‘０人’だという答え

が５１．６％（八八〇八人）で一番多かった。 

 震災前から長くその地域に住んできた人々は、災害を経験し、一度元の

コミュニティが壊れてしまうと、厳しい現実の中でまた新しいコミュニテ

ィを作ることに困難を感じるということが分かる。 

 

３． 仮設住宅計画と入居後の生活問題 

 

住宅復興では仮説的な居住から永久住宅に移動するまで様々な方法が存

                                           

30兵庫県、2003、「災害復興公営住宅団地のコミュニティ調査」 
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在する。住宅被害が軽度な場合はそのまま元の住宅に住み続ける、避難所

での生活を延長する、親戚や友人の住宅に移動する、民間賃貸住宅を借り

る、などの方法がある。その中でも公的施策として行われるのが‘応急仮

設住宅への入居’であり、阪神・淡路大震災時にはこの施策が集中的に行

われた。 

この時の被災者の住まいを中心とした復興政策の大きな特徴は、後に

「単線型住宅復興」と呼ばれた「避難所」－「仮設住宅」－「復興公営住

宅」への移動に重点を置く政策であった。31 しかし、コミュニティの断絶

はこの単一化された復興コースから外れた人々への支援に障害を生じさせ

た。 

 

神戸市では、地震発生の二週間後に建築基準法八四条にもとづく建築制

限区域を告示した。これは、この二週間の間に地域の被災状況を調査し、

都市計画を行う必要のある地区を確定したことを意味する。 

震災が発生の直後には、避難所で当分の間暮らすことになる。しかし、

急に作れらた臨時避難所は多くの場合、学校の体育館や市民会館、区役所

などの公共機関に指定されることが多い。一時的に身を寄せる場所として

提供されるため、個々人を配慮した空間、プライバシーを考えた空間には

                                           

31桜井常矢、伊藤亜都子、２０１３、「震災復興をめぐるコミュニティ形成とその

課題」、地域政策研究、第１５巻、第３号、ｐ。４３ 
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なりえない。仮設住宅の建設が始まると、公共施設の‘本来機能回復’と

いう名目の下、速やかな退去要請に追われることになる。32 

 

 必要戸数設定の問題 

 

阪神・淡路大震災では、当初予想された住宅の必要戸数は約6万戸で、そ

のうち3万戸を仮設住宅にし、残りは民間賃貸住宅や他府県の公共・民間住

宅などでカバーするという計画だった。 

 

神戸市は一九九五年三月に行った避難所調査で全半壊世帯の八六．九％

が仮設住宅を希望していたことから、避難所の二万三一一世帯と避難所以

外の一万五二三三世帯の合計三万五五四四世帯が必要だと推計した。33しか

し、実際には思ったより仮設住宅以外での入居が進んでいなかった。それ

で仮設住宅建設を三万から四万戸に変更したが、最終的に四万八三〇〇戸

に決定されたのは、震災から四カ月以上が過ぎた五月二二日の時点であっ

た。34現実に仮設住宅の第一次募集では六万人の応募者があったことから、

四万八三〇〇戸は明らかに足りない数字であった。しかし、結果的には必

                                           

32岸本幸臣・宮崎陽子、2008、『地震 住まい 生活：阪神・淡路大震災の教訓』、

彰国社、p.36 
33塩崎賢明 ,『住宅復興とコミュニテイ』, 日本経済評論社 、ｐ。102 
34大水 敏弘,2013, 『実証・仮設住宅: 東日本大震災の現場から』, 学芸出版社,ｐ。

32 
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要数を満たすとみなされた。塩崎は（2009：102）その理由を、仮設住宅の

建設が八月までずれこんだために、避難所暮らしを耐え切れず、仮設住宅

をあきらめるケースがあり、また多くの仮設住宅の建設場所が以前の居住

地からあまりに遠く離れいたため入居をためらうなど、必要戸数が減らさ

れたものだと分析した。これらの経験をもとに、必要戸数をどのように確

実に予想するか、建設のペースを落とさずに建設完了をするか、このよう

な問題が阪神・淡路大震災後の住宅対策で重要な論点となった。  

 

公表されている被災実態を示す各種データを見ると、全半壊した住宅の

戸数と住宅復興計画に示された戸数とには大きな差があることがわかる。

問題は、阪神・淡路大震災でどれたけの住宅戸数が被災したのかを立証す

る公的データがないということである。 

阪神・淡路大震災についての行政上の統計データは、ほとんどが確定し

ている。しかし震災直後の調査不足により統計が不十分、もしくは全く存

在しないデータも少なくない。自治省消防庁は平成１８年５月１９日に阪

神・淡路大震災の被害結果を確定した。 

 

総務省消防庁が2006年に出した『阪神・淡路大震災について(確定報)』



31 

 

の報告では、住宅被害は次のように推算されている。35 

項目 内容 

全壊 １０万４，９０６棟 

（１８万６，１７５世帯） 

半壊 １４万４，２７４棟 

（２７万４，１８２世帯） 

一部破損 ３９万５０６棟 

合計 ６３万９，６８６棟 

 

被災地の全域を調査した国(総務省：当時は自治省消防庁)による確定報

の数値は、自治体が被災地の全域を「棟」基準で調査し、罹災台帳を作成

したものを集約したものである。しかし、「戸」を基準とした調査は正確

には行われていない。あまりにも被害が大きかったこともあって早期の調

査の実施が困難であったからである。 

 

応急仮設住宅は，災害救助法により「自らの資力では住宅確保が出来な

い被災者に対し簡単な住宅を建設し一時的な居住の安定を図る」ことを目

的として建設されるものだが、阪神・淡路大震災は被害が甚大で地域全体

                                           

35 総務省消防庁、2006、『阪神・淡路大震災について(確定報)』,http://www.fd

ma.go.jp/data/010604191452374961.pdf 
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が被災地である状況から，所得に制限なく入居できることとなった36（神戸

市の場合）。 

 

 兵庫県知事公室消防防災課から発行された 「阪神・淡路大震災－兵庫県

の1年の記録」によると震災から約３か月経った時点でまだ応急仮設住宅の

建設がスムーズに進められていなかったことがわかる。４月２５日の時点

で応急仮設住宅の建設済戸数は３３，４７３戸、入居決定済戸数は２９，

２０７戸である。震災後１００日から６カ月までの記録では、まだ避難所

生活をしている被災者が多く、仮設住宅への入居の促進を図るため、８，

３００戸を追加建設して合計４８，３００戸の応急仮設住宅を建設するこ

とにしたと述べている。37 

兵庫県での仮設住宅建設計画戸数４８，０００戸がすべて完成したのは

８月１１日であった。ピーク時（平成７年１１月１５日）には４６，６１

７戸の入居があったが、平成１２年１月１４日をもって入居世帯が全て解

消し、平成１２年３月末までに解体撤去を完了した。38 

兵庫県は震災発生から１カ月経過した２月２４日に、「ひょうご住宅復

                                           

36神戸市、2008、「震災復興資料集－応急仮設住宅」http://www.city.kobe.lg.jp/saf

ety/hanshinawaji/data/keyword/50/k-76.html  

37神戸市、1996、『 阪神・淡路大震災－兵庫県の1年の記録』。http://www.lib.kob

e-u.ac.jp/directory/eqb/book/4-367/index.html 、ｐ．27－28 

38兵庫県、2014、「阪神・淡路大震災の復旧・復興の状況について」（平成26年1

月版） 
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興３カ年計画」を発表した。その計画によると１９９７年までの３年間１

２万５０００戸の被災復興住宅を供給するとなっている。 

被災公営住宅は基本的には県や市町村が整備し、家賃は所得によって異

なるが、比較的安い家賃で貸し出している。阪神・淡路大震災後には、11

市に265カ所、約2万5千世帯が入った。自力での住宅再建が難しい被災者や

再建の必要性が低い人々が入居利用する場合が多いため、一人暮らしの高

齢者の入居率が高い。2001年の高齢者(65歳以上)の入居割合は40.5%だった

が、2013年11月には49.2%と増加している。またひとり暮らしの高齢者世帯

も34.4%から45.4%に増えている。39 

 

生活費の問題 

 

緊急仮設住宅の住宅使用料は無料であるが、光熱水道料は自己負担であ

る。災害ですべてを失った人々は、これらの料金を支払うことができない

と想定されることから、料金の減免などを必要とすることになる。電気代

や燃料税を節約するために、冷暖房を消し、病気にかかることもある。料

金滞納で水道が切断された被災者が孤独死した神戸の事例を繰り返しては

ならない。 

 

                                           

39朝日新聞、二〇一四年一月一一日 
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支援金の問題 

 

「被害者の生活再建支援法」は、阪神・淡路大震災の被害者運動の結果、1

998年に制定され、2回の改訂を経て、全壊世帯に300万円の支援金が支給さ

れるまでに至った。しかし、問題となったのは、この支援金の対象となる

のが家の全壊と大規模半壊世帯に限定されていて、半壊以下の世帯は対象

とされていなかった点である。また300万円という金額は、住宅再建には不

十分であった。 

資金に余裕がある場合は自力で家を再建するかマンションを買うなどの

対策が考えられる。しかし、新しく家を建築または購入することが難しい

人々のために国家が提供するのが‘復興公営住宅’である。これは県もし

くは市レベルで運営されることが多い。 

 

 塩崎（2009：141）は、「単線型住宅復興の流れを全体として考えると、

避難所、応急仮設住宅、復興公営住宅という段階を経るごとに建物の水準

はよくなっていったが、そのつど人と人とのつながり・コミュニティはば

らばらにされ、居住者は人間的な結びつきを失い、社会的に孤立していっ

たのである」として、阪神・淡路大震災の住宅復興に関する課題を指摘し
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ている。40 

 震災から七年後の平成一四年一月に、震災地全体の人口は初めて震災前

を上回った。しがし、これは必ずしも被災した人たちがもとの地元に戻っ

てきたことを示すものではない。結果的に人の入れ替わりと転入してきた

人々を合わせて震災前の人口を上回ったのである。震災後に県を離れた県

外避難者、広域避難者はその数と避難後の動きが明確にされていない。約

五万世帯、十二万人が県外に避難したと推定されている。41 阪神・淡路大

震災では、県外避難は明確な位置づけがされないまま、各個人の自由な選

択としみなされ、その後のフォローがされず、「自由」な状態におかれた

ことに問題があった。42 県外避難を選んだ人々の支援に力を入れたのはボ

ランティア団体であった。一度県を離れた避難民は住宅提供状況を掴む手

段が少なく、また地元に戻ろうとしても都心部の復興公営住宅は高齢者及

び障害者に優先順位が置かれたため、戻ることも簡単ではなかった。 

 

 

 

 

 

                                           

40塩崎賢明、2009、「住宅復興とコミュニティ」、日本経済評論社、ｐ。141 

41朝日新聞、一九九六年七月一六日付 

42塩崎賢明、『住宅復興とコミュニティ』、日本経済評論社、ｐ．99 
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第四章  東日本大震災の住宅復興：岩手県陸前高田市の事例を中心に 

 

 

１． 東日本大震災後復興の方向 

 

東日本大震災発生と原発漏出問題は日本社会に衝撃を与えた。災害発生

直後、日本政府は菅直人総理を本部長とする‘緊急災害対策本部’を設置

した。この‘本部’は後に2012年に設立された‘復興庁’の前身となる。

そして‘東日本大震災復興構想会議’が開かれ、12回の会議を経て2011年6

月25日に‘復興への提言～悲惨のなかの希望～’が提出された。43 この提

言でもっとも強調された概念は‘減災’であった。これは災害を完全に避

けることは不可能に近いということを事実として認め、震災の被害を最少

限にとどめることを目標とするものである。つまり、災害発生は防ぐこと

が出来ないことを前提とし、地域と国家が向かうべき方向を考えることが

目的である。44 これは、震災が起こり、原発問題が発生した今回の東北被

災地でまた今後このような災害が発生することを想定し、元の故郷に避難

民が戻れない状況に繋がることになる。 

 

                                           

43 東日本大震災復興構想会議、2011、「復興への提言～悲惨のなかの希望～」 

44 조아라,2012,[동일본대지진과 재해 부흥의 공간적 쟁점],『대한지리학회』, 제

47권5호 
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 東日本大震災の時も基本的には「避難所」－「仮設住宅」－「永久住宅」

の三段階にわたる住宅対策が行われていた。避難所に集まっていた避難者

に即時必要なものはプライバシーが守られ安心できる空間であり、臨時居

住空間としての仮説住宅の建設が至急の課題であった。震災発生から約1カ

月後の4月18日に参議院予算委員会で、国土交通大臣が仮設住宅の建設を

「自分の責任で5月末までに3万戸を完成させる」と回答した。45被害3県そ

れぞれ1万戸を建設することを目標としていたが、これは非常に難しい目標

であった。開始が遅まったこともあり、岩手県は4月18日までに発注可能な

戸数が3748戸と、 1万戸完成にはほど遠かった。  

5月末までに3万戸という目標は結果的に約1週間遅れ、正確には6月13日

に達成された。岩手県では、組成が必要な団地が多く、建設工事に手間が

かかったのが完成が遅れた主な原因であった。 

 阪神・淡路大震災は発生２３日後に３万戸の発注を終えた。一方、東日

本大震災は５２日間かかった。およそ二倍の時間がかかり、その間被災者

たちは避難所での生活を続けることになった。 

 

国土交通大臣の‘5月末まで3万戸’とは異なるさらなる目標もあった。

それは‘お盆まで入居完了’であった。4月18日の‘5月末まで3万戸’発言

                                           

45 国土交通省、2011、「 大畠大臣会見要旨」、 http://www.mlit.go.jp/report/inte

rview/daijin110517.html 
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から間もない4月26日、菅直人首相が２６日の衆院予算委員会で、東日本大

震災の被災者向けの仮設住宅について「遅くともお盆の頃までに、希望者

すべてに入っていただけるよう全力を挙げて努力する」と述べた。46首相は、

自民党の小野寺五典氏の質問に対して、被災地視察の際に「体育館に段ボ

ールで仕切った中に家族でいて「もう限界だ。仮設住宅に入りたい』とい

う切実な声を聞いた」と述べ、仮設建設を急ぐ必要があると強調した。47 

5月1日には参議院予算議会で「お盆までは希望者全員が入居できるよう、

私の責任、内閣の責任として実行する’」と答弁した。 

しかし、現実性が低いという非難が続々と出され、菅首相の「お盆まで

に全員入居」発言の後、お盆にをわずか数週間後に控えた7月22日、「なか

なか難しい」「見通しが甘かったと言えば、私の責任だ」と、政府として

の計画が不十分だったことへの責任を認めた。48 被災地全体の住宅復興に

関する流れは各段階で目標のスピードを達成できなかった。 

 

  

２． 岩手県陸前高田市： 被害概要と特徴 

 

                                           

46 国土交通省、2011、「東日本大震災における応急仮設住宅関係の対応経過」 

47朝日新聞、二〇一一年四月二六日付 

48The wall street Journal, 2011年07月22日付 
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（※イメージ出所：陸前高田市ホームページ） 

陸前高田市は、岩手県の最南端、太平洋の三陸海岸の一番南に位置する。

 三陸海岸はリアス式海岸であるため、その地形からもともと陸前高田市の

海岸はたくさんの観光客を呼び込んでいたが、その地形は津波の被害をよ

り大きくした。津波は海抜が低かった陸前高田市の市街地にまで及んだ。 

  陸前高田市の震災による人的被害は、総人口24,246人のうち、震災に

よる死亡者が１，７３５人、行方不明者が１４人であった。49 2014年6月3

0日時点で死亡届があった人数は１，５５０人だったが、実際はもっと多く

の人が死亡したと推測されている。当時市の津波浸水域内に居住していた

人口に対する犠牲者率は10.64%となっている。この犠牲者率は、津波によ

                                           

49陸前高田市、2012、「東日本大震災による本市の被害状況」、http://www.city.rik

uzentakata.iwate.jp/shinsai/oshirase/hazard1.pdf  

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shinsai/oshirase/hazard1.pdf
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shinsai/oshirase/hazard1.pdf
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shinsai/oshirase/hazard1.pdf
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り被災した岩手、宮城、福島3県内において海岸線を持つ37市町村で最大と

なった。50 

 

①人的被害 

被害状況 人数（名） 

総人口 ２４，１４６ 

死亡者 １，７３５ 

行方不明者 １４ 

 

陸前高田市は海抜が低く、津波の危険にさらされていた。実際津波に襲

われた後、市内では避難所として指定されていた多くの場所が海抜の低い

地域にあったため、 一次避難所６７か所のうち３８か所が被災するととも

に、避難所で犠牲になった人も多く、９か所で推定で３０３人から最大４

１１人が避難所で命をなくした。 

 

②住宅被害（平成２６年６月３０日時点） 

被害状況 家数（戸） 

全壊 ３、８０５ 

半壊 ２３６ 

                                           

50 陸前高田市、2014、「 陸前高田市東日本大震災検証報告書」 
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合計 ４，０４１ 

 

住宅被害は２０１２年の調査結果では全壊が３，１５９戸、大規模半壊が

９７戸、半壊８５戸、一部損壊２７戸で、総３，３６８戸が被害を受けた

（平成24年1月31日時点）。しがし、２０１４年に陸前高田市が出した‘陸

前高田市東日本大震災検証報告書’では全壊が３，８０５戸、半壊が２３

６戸と増加している。陸前高田市の住民基本台帳によると、2011年2月28日

時点で市の総世帯数は８，０６９世帯であったが、その半分に及ぶ４，０

４１戸が被害を受け、特に‘全壊’が約９４％を占めているという事実か

ら津波による住宅被害が非常に大きかったということが分かる。 

陸前高田市自体で行われた調査はないが、岩手県が行った調査によると、

震災前の居住形態は８５％以上が‘持家’だったと答えた。今回東日本大

震災で被害を受けた地域では自家を持って長く居住してきた人口が多かっ

た。51 住宅被害率は全壊・半壊を合わせて、陸前高田市の場合、５０％を

上回り、また‘持家’の比重が高かったことから、家を無くした人たちの

喪失感を考えると、速やかな住宅復興が求められる。 

   

 

                                           

51日本住宅会議、2003、『東日本大震災住まいと生活の復興―住宅白書＜2011⁻20

13＞』、ドメス出版 
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３． 住宅復興政策の策定 

 

陸前高田市を含めた岩手県復興実施計画では、平成 23 年度～平成 25年

度を基盤復興期間、平成 26～28年度を本格復興期間として定めている。特

に災害復興公営住宅については、できる限り基盤復興期間内に完成させ、

市町村の復興まちづくり事業と合わせて行うものなどについては本格復興

期間の早期に完成させることを目標とした。52 

住宅供給に向けての対策としては、応急仮設住宅と復興公営住宅に分け

て計画された。 

（１） 応急仮設住宅 

 応急仮設住宅は保守管理センターによる定期的な点検を実施し、適切な

維持管理を可能にすることを第１原則とした。そして応急仮設住宅として

の利活用を終えた住戸については、基礎の設備や２戸を１戸とする改修工

事を実施した事例を参考にしながら、恒久的な住宅への転換手法を検討す

ることとした。 

（２） 復興公営住宅 

復興公営住宅は仮設住宅生活を終えた被害者に安定した居住場所として

提供されるものとして、入居者の世帯構成への配慮、集会所等の整備、コ

                                           

52岩手県、「 住宅復興の基本方針 」http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material

_/_files/000/000/009/719/houdou.pdf 
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ミュニティへの配慮、地域のまちづくりとの連携等を計画の重要項目とし

て挙げた。 

 その中でもコミュニティへの配慮は各地域ごとにバランスのとれた立

地選定の実施や入居者募集・選定時における地域ごとのコミュニティの維

持への配慮などを意味する。 

  

 平成23年12月に策定された「陸前高田市震災復興計画」では、住宅整備

及び災害公営住宅整備について、以下のとおり基本方針をまとめている。 

（原文）「■災害公営住宅についての考え方 

仮設住宅を退去後の住宅について、公営住宅の整備を推進するとともに、

既存の住宅については、建築物の長寿命化を図ります。 

学校や公営住宅等の公共施設において、災害時においても一定のエネル

ギーを賄えるようにするため、太陽光発電と備蓄機能設備を設置し、自立

的なエネルギーの供給可能体制を構築します。」53 

事業スケジュールは平成２３年度から平成２８年度とされており、今後

市街地や住宅地を津波による浸水から守るよう高台やかさ上げ地に整備し

ていくことを明らかにした。 

 

                                           

53陸前高田市、2011、「陸前高田市震災復興計画」

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/hisai/saigai-jyuutaku.pdf 

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/hisai/saigai-jyuutaku.pdf
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４． 仮設住宅建設 

 

 岩手県の中でも陸前高田市で第一着工が行われたのには理由があった。

岩手県の被害規模は県北部より南部に集中しており、その中でも釜石市や

陸前高田市はその規模が大きかった。陸前高田市は中心市街地もほぼ全壊

した。 

 

東日本大震災後、第1弾の仮設住宅団地であった陸前高田市第1中学校で

は、建設が速いスピードで進行した。国土交通省がプレハブ建築協会に第1

弾の完成を急ぐよう圧力をかけたためであった。 こうして被害地第1弾の

仮設住宅は4月1日に完成した。着工したのが3月19日であったので、約2週

間というスピードであった。その後仮設住宅の入居者の選定が行われ、4月

9日には被害者の入居者が可能になった。54  

 

4月11日、震災から1ヶ月が経過したが、仮設住宅の建設完戸数は、第1弾

として入居が行われた陸前高田市の36戸だけだった。当時被災地全域で必

要であった戸数は6万2290戸であったにもかかわらず、実際に着工していた

のは７，４５４戸と、全体の12％にとどまっていた。着工戸数はもとより、

                                           

54 大水 敏弘,2013, 『実証・仮設住宅: 東日本大震災の現場から』, 学芸出版社 『実

ｐ．５８ 
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完成戸数があまりにも少なかった。さらに、第1弾が4月1日に完成した後に、

完成戸数はしばらくの間36戸で頭打ち状態であった。次の仮設住宅の完成

予想日が4月20日と、被災地域ではあまりにも遅いという声が上がった。55  

 

もっと詳しく見てみると、陸前高田市での初期の住宅復興過程は次のよ

うである。陸前高田市が属している岩手県は震災の翌日である３月１２日

に社団法人プレハブ建築協会に応急仮設住宅の事前準備を依頼した。そし

て３月１３日、建設戸数について当面8,800戸を想定している旨をプレハブ

建築協会に連絡、準備を依頼した。３月１４日にはプレハブ建築協会に応

急仮設住宅の建設について正式に要請し、３月１９日には陸前高田市と釜

石市で応急仮設住宅第1弾が着工した。必要戸数については陸前高田市及び

釜石市は約２，５００戸とされた。東日本大震災は一般的な災害とは別に

特例として考える必要があったものの、検討期間が短ったため法制化する

ことは困難であった。56 

３月３０日には陸前高田市で仮設住宅建設の第２弾が着工した。しかし、

岩手県は３月３１日に当初８，８００戸だった必要戸数を１８，０００戸

と変更する。最初から８，８００戸は少なすぎると想定されており、陸前

高田市が４，０００戸、釜石市が５，０００戸を希望戸数として対外的に

                                           

55 大水 敏弘 2013、ｐ．８６ 

56 岩手県、2012、「 東日本大震災津波対応の活動記録」、http://www.pref.iwate.

jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/008/644/zenbun.pdf  
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説明したことから、この２市だけで岩手県の必要戸数を上回る状況であっ

た。  

 

 ４月９日に陸前高田市第一中学校グラウンドへの入居が開始された。

その後陸前高田市は４月８日と１５日、１８日、２２日、２９日、そして

５月６日に仮設住宅建設の追加着工を行う。そして５月９日に岩手県は必

要戸数を１４，０００戸と再度変更する。 岩手県では、当初必要戸数は１

８，０００戸と見られていたが、再度必要戸数の見直しを要請したところ、

４，０００戸減の１４，０００戸で足りるのではないかという見通しにな

った。この１４，０００戸についても全てが７月前半には完成する見通し

となった。57 最終的に復興住宅の供給計画としては応急仮設住宅が約１４，

０００戸、借り上げ民間賃貸住宅（みなし住宅）等が約４，５００戸で、

そのうち入居世帯が約１７，０００世帯になると設定した。 

その後も陸前高田市は総５６か所に仮設住宅建設が開始され、7月27日に

すべてが完了した。58  

 

 

 

                                           

57 国土交通省、2011、「 大畠大臣会見要旨」、 http://www.mlit.go.jp/report/inte

rview/daijin110517.html 

58 岩手県、2012 
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５． 住宅復興の長期的課題 

 

元々仮設住宅は、被害発生後20日以内に着工し、速やかに避難者が入居す

る場所を用意することが目的であり、東日本大震災の場合その居住期間に

例外的措置が取られたが、原則上仮設住宅での居住は2年までに限定されて

いる。問題は、仮設住宅での生活が終わった後の対策にある。 

震災で多くの人々が命を失い、多数の世帯が転出したことから、人口は

ますます減少した。震災後約半年間の人口減少率（3月1日～9月1日）は、

陸前高田市が約１２％で非常に高い。これは岩手県で大槌町（約１６％）

の次に高い数値であった。人口の急減は地域復興と維持の基盤を脅かす。59 

 

 陸前高田市の災害公営住宅建設に係る工程表によると、初期の建設目標

の1000戸に対して、半分以上の540戸は震災発生5年後の平成28年度まで先

延ばしされている。 

 合計 Ｈ24年

度 

Ｈ 2 5 年

度 

Ｈ 2 6年

度 

Ｈ 2 7 年

度 

Ｈ 2 8 年

度 

災害公営住宅 1 0 0 0

戸 

  218戸 242戸 540戸 

                                           

59 日本住宅会議 (編集),2003, 『東日本大震災住まいと生活の復興―住宅白書〈2011‐

2013』〉, ドメス出版、ｐ．６８ 
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（平成26年9月時点）60 

 それは災害地全体を見ても同じ傾向が見られる。復興庁が出した復興の

進捗状況では、公共インフラである道路は９９％が完了、鉄道は９１％完

了など、ほぼ計画どおり進められているが（平成26年9月末時点）、復興住

宅の方は同じ時点で１４％が完了されているのみとなっている。61 

 

しかし、さらなる問題は、被災公営住宅以外の選択肢、つまり、自宅を

新しく購入したいという人の声が高いという点にある。陸前高田市が2013

年10月に住宅の全・半壊を経験した被災者を対象に行ったアンケート調査

によると、被災公営住宅入居希望の質問に半分以上の被災者が‘入居を希

望しない’と答えた（全体の57.6％、1,302世帯）。62 その一番の理由と

しては‘できれば早く自宅を建設して暮らしたい’という願望があるから

だと考えられる。震災前までほぼすべての人が長く自宅で過ごしてきたこ

とから、速やかに元の自宅生活に戻りたいという気持ちが大きいのである。 

実際に、同じ質問で被災公営住宅に‘入居したい’と答えた人でも‘こ

れからもずっと公営住宅に住み続けたいか’という質問には、37.9％の人

                                           

60復興庁、2014、「住まいの復興工程表」、http://www.reconstruction.go.jp/to

pics/main-cat1/sub-cat1-12/20141104_11rikuzentakata.pdf 
61復興庁、2014、「公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況」、http://www.reco

nstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-2/20141107_FukkoShihyo.pdf 

62陸前高田市、2014、「災害公営住宅入居意向調査結果」、http://www.city.rikuzen

takata.iwate.jp/hisai/saigaikoueijyuutakuikoukakuninntyousakekka.pdf 
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が‘整備が終われば早く自宅を建設転居したい’又は‘いずれは自宅を建

設または民間賃貸住宅に転居したい’と答えた。そして‘まだわからない’

という答えは22.7％であった。 

 

被災者が求める形の住宅復興のためには自宅建設のための用地整備や民

間住宅などの提供がもっと進捗されるべきである。しかし、避難者の居住

場所が完成されるには長い時間が必要だと予想されている。 

陸前高田市の場合、公営住宅を除いた住宅用地の造成現状を見ると次の

ようである。 

 合計 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ 2 8年

度 

Ｈ 2 9年度以

降 

民間住宅

等用宅地 

2 , 1 9 1

戸 

53戸 214戸 238戸  1,686戸 

 

被災公営住宅の2倍以上の2,191戸を建設できる用地を整備する計画はそ

の約77％が平成29年度以降となっている。これは、被災者の希望がきちん

と反映されていないことを示しており、元の町に戻りたいという気持ちに

応えていないとも言える。地元に戻れる環境を早く提供することなしには、

復興は上辺だけになる。 
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陸前高田市の仮設住宅で２０１４年１１月２６日、安倍首相は避難住民

を励ました。衆院解散後の地方遊説中に訪問した首相は、避難が長引く住

民と約３０分意見交換をした。だが、首相が陸前高田市の仮設住宅を去っ

た後、対面した女性の一人は「安倍さんは、復興が予定通りいっていない

現状を、あまり知らされていないのではないか」と語った。63 実際に住宅

復興に関する資料を見るといまだに仮設住宅で生活する避難民が多く、こ

れから建設される公営住宅もその予定がずっと遅れている。しかし、この

ような現実から眼を反らすと、残された多くの復興の課題に対する関心が

薄まる危険性も孕んでいる。 

日本国憲法二五条では次のように国民の生存権を定めている。 

 「国民の生存権、国の社会保障的義務」 ①すべて国民は、健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利を有する。②国は、すべての生活部面に

ついて、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければ

ならない。」 

この条文に明らかにされているように、「健康で文化的な最低限度の生

活」は人間の権利として認識されている。その権利を守るためには、「す

べての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増

進」が必要だという認識のもと、これらのすべては最低限の生活水準を満

たす住居がなければ成り立たない。 

                                           

63 朝日新聞、２０１５年１月２５日付 
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特に震災で家をなくした被災者に対する居住権の侵害に細心の注意を払

う必要がある。居住は人間の生存権に直接的に繋がることであり、住宅条

件が満たされない復興は成功的な復興だと言えないからである。 
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第５章  結論  

 

東日本大震災はその規模と被害状況が莫大であると同時に、津波と原発

事故が重なったことで日本国民に計り知れない衝撃を与えた。震災発生以

降、日本社会は今まで経験したことのない危機感から復興の重要性を訴え

続けて来た。しかし、震災から約4年が経った今も復興の道には多くの課題

が残されている。その中でも第一に考えらるべき課題が、被災者の生活再

現である。その生活再現の中心にあるものが住宅復興である。東日本大震

災の住宅復興は、また津波被害が再発する可能性があるということから、

海岸に集中していた元の町の姿に戻ることは難しいことを理解したうえで、

被災者たちの居住問題を把握することにある。すでに多くの人々が故郷を

離れ、被災地を遠く離れた場所に避難し、仮設住宅や復興公営住宅も元の

居住地ではなく、津波被害を避ける高台に建設された。不安感と故郷に戻

れない悲しみを考慮した復興対策を打ち出すためには、居住空間の意味を

十分にと理解する必要がある。 

阪神・淡路大震災は復興過程で現れたコミュニティ形成問題や‘創造的

復興’を象徴とする復興の方向性が住宅復興を遅らせたという問題を残し

た。東日本大震災でも同じ問題が繰り返されている。一次的な仮設住宅の

建築設計に終始せず、被災者にとって「居住空間」が持つ意味を考慮した

住宅復興が求められる。 
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東日本大震災では、仮設住宅での長期居住発生問題はさらに深刻な問題

となっている。仮設住宅は言葉どおり‘臨時’に住む空間であって、永久

住宅への移動が前提とされている。被災した人々に一番必要なことは、失

った生活をまた新たに立て直すための安定した空間である。東日本大震災

が大規模の災害だったという特殊性を勘案しても、仮設住宅居住基準の2年

をはるかに超える場合が発生したことは、新たな課題を提唱した。 

永久住宅として提供される被災公営住宅や民間住宅の宅地整備は予定よ

りもはるかに遅延している。 

復興とは何かを考えた時、真っ先に必要なことは生活の再建であって、

その中心には住宅復興がある。震災発生5年目を迎える2016年には予定さ

れた5カ年計画の実現性が計られることになるが、今現在すでに‘復興5カ

年’計画の目標水準に到達していない状況である。今でも仮設住宅で生活

し、つらい思いを抱えてる被災者たちの立場から、真の復興の意味をどう

位置付けるかを改めて考える必要かある。 

 災害復興の中心に置かれるべきは‘人’であり、人を救う復興になるべ

きである。住宅を基盤とした復興がきちんと提供されているか、‘人’を

中心とした住宅復興が行われているのか―東日本大震災の住宅復興はこれ

からの大きな課題として残されている。 
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초록 

동일본대진재 주택부흥에 관한 연구 

 

김형선 

 

서울대학교 국제대학원 

국제지역학전공 

 

 동일본대진재가 발생한 후, 일본사회는 새로운 국면을 맞이하였다. 

높은 강도와 츠나미에 의한 동북지방의 막대한 피해는, 재난민의 생활재

건을 어렵게 만들었다. 동일본대진재의 발생은 피해지역에 오랫동안 거주

해왔던 주민들의 생활기반을 앗아갔다. 재해지역을 부흥시키기 위해 무엇

보다 우선시 되어야 할 것은 무엇인가. 삶의 터전을 잃은 이들에게 ‘자신

이 있을 곳’의 부재는 어려운 현실을 딛고 극복하는데 난관이 된다. 생활

기반으로서 마련되어야 하는 것은 살아갈 공간이며, 여기서는 ‘주택’으로

표상화시켜 보고자 한다. 이 연구는 진재 후 부흥과정에서 거주공간으로

서의 주택을 제공하는 데 발생하는 문제점과 의미를 연구하는 것을 목적

으로 한다. 

우선, 2011년 발생한 동일본대진재의 특징과 그 이후 부흥과정에서 나
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타난 문제점, 특히 주택부흥을 중심으로 한 문제점을 살펴보았다. 다음으

로, 진재 시에 부흥과정과 주택문제에 관한 선행연구를 검토하고, 한신/

아와지대진재 시기의 주택부흥과정에서는, 어떠한 문제가 발생하였으며 

어떠한 교훈을 남겼는지 분석하였다. 마지막으로 동일본대진재의 부흥과

정에서 한신/아와지대진재의 경험이 반영되었는지, 여전히 남아있는 과제

는 무엇인지, 이와테현 리쿠젠타카다시의 사례를 중심으로 부흥이 나아가

야 할 길은 무엇인지 고찰하였다.  

 

주요어 : 동일본대진재, 주택부흥, 가설주택, 리쿠젠타카다시 
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