CPD

講座

Continuing Professional Development Lecture

災害からの住まいの復興
第

1回

住まいの復興の全体像
米野史健 ｜ 国立研究開発法人建築研究所住宅・都市研究グループ 上席研究員

本連載 の 趣旨

住まい復興 のプロセス

わが国は古来より自然災害の多い地域である。地震やそれに伴って

住まいが復興されるまでのプロセスの全体は、次ページの図 1 のよ

発生する火災や津波、台風の暴風雨や集中豪雨による風水害、竜

うな形で捉えられる［図 1］。図中では、災害後に居住する場所がどの

巻・突風や大雪、そして火山の噴火など、全国各地でさまざまな災

ように移り変わっていくかと、その過程で住まいの復興のために取ら

害が毎年のように発生している。1990〜2020 年の過去 30 年ほど

れる対応について示している。復興のプロセスは、被災直後の「一

をみると、一定程度の被害が生じて災害救助法（後述）の適用を受

時的居住」
、仮の住まいで暮らす「応急的居住」、そして中長期的に

けた災害は計 140 件にのぼり、延べ 1,942 の市区町村が同法に基

暮らす住まいを得る「恒久的居住」の、大きく3 つの段階に分けて考

づく救助の対象とされている。特にここ数年は、2018 年の平成 30

えることができる。

年 7 月豪雨で 11 府県 110 市町村、2019 年の令和元年台風 19 号
で 13 都道府県 349 市区町村、2020 年の令和 2 年 7 月豪雨で 9 県

一時的居住

98 市町村が、それぞれ災害救助法の適用を受けており、被害はよ

災害が発生したことにより、自宅での居住が危険または困難になっ

り広域的かつ大規模となっている。

た場合には、
「避難所」となる施設に避難して、一時的な滞在が行

これらの災害は、人々の生活の基盤となる「住まい」に多大な影

われる。避難所は、地域で起こりうる災害に応じた被害想定に基づ

響を及ぼす。電気・水道・ガス等のライフラインが被害を受ければ

いて、市町村があらかじめ指定しており（「指定避難所」という）、学校

生活に支障をきたすほか、住宅の建物に直接的な被害が生じれば

や公民館などの公共施設が用いられる。避難所では、食料・飲料水

そこに住むこと自体が難しくなるのであり、その場合は被災した住宅

や生活必需品などが被災者に対して提供され、自宅に戻れるように

をできるだけ早く再建して暮らしの本拠となる場所を取り戻すことが

なるまでの期間（数週から数カ月ほど）をここで寝泊まりすることとなる。

必要となる。被災者が自らの生活を再建していく上で、安心して暮ら

従来の避難所は、学校の体育館等の広いスペースに多くの人が

すことのできる住まいの存在は必要不可欠であるから、住宅＝建築

雑魚寝するような形となる場合が多く、生活・居住する上で必ずし

の専門家である建築士は災害復興において特に重要な役割を果た

も良い環境だとは言えない面があった。近年では環境の改善も進め

すことになると言えよう。

られており、空間を世帯ごとにパーティション等で区切って過密を防

このような観点から、本連載では、災害によって受けた被害から

ぐとともにプライバシーを確保する、段ボール製のベッドを設置して

住まいを復興する取り組みについて、被災の直後から順を追って説

就寝しやすくするなどの対応が行われている。指定避難所での生活

明していくとともに、過去の災害後の復興において実際に取り組ま

が難しい高齢者等の要配慮者については、福祉施設などの「福祉

れた内容を具体的に紹介していきたい。これらの情報を通じて、読

避難所」が受け入れ先となり、必要に応じて介護等のサービスを受

者の皆さんに住まいの復興の取り組み方に関する基本的事項を理

けながら暮らせるようにもなっている。このほか、避難所が不足する

解していただくことで、今後いつどこで起きるかわからない災害の後、

場合や、避難の長期化が見込まれる場合には、旅館やホテルを一

人々の暮らしを支える住まいの復興に取り組むことになった際に、何

定期間借り上げて被災者を受け入れる対応も行われている。

らかの形で参考になるのであれば幸いである。
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地震の本震後に続く余震や台風・豪雨に伴う浸水がなくなり、ラ
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図 1 災害からの住まいの復興プロセスのイメージ図
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イフラインなどが復旧されて地域の生活機能が回復しても、自宅が

物が中心であり、被災後の供給に関してあらかじめ協定を結んだ業

安全な状態でないと戻ることはできないため、この間に建物の被害

界団体にまとめて発注する形となるが、近年では地元の工務店や設

程度を確認する作業が行われる。確認の結果、被害がなく安全であ

計事務所、木材会社が関与する形で木造の仮設住宅を建設する場

れば自宅に復帰できるが、一定の被害がみられそのままでは暮らせ

合も増えている（建設型応急住宅については連載第 4 回で取り上げる）。

ないようであれば、建物の応急的な修理が行われる（被害の確認と
応急修理は連載第 2 回で取り上げる）。比較的簡易な修理で自宅に戻

被災者はこれらの応急仮設住宅等で暮らす中で、次の恒久的居
住の場所となる住宅を再建または確保するために動くことになる。

れるようになればよいが、より被害が大きくすぐには対応できない場

合には、避難所での生活を続けつつ、次の応急的居住に向けた対

恒久的居住

応がなされる。

恒久的な住まいについて、元の自宅が持ち家の場合には、被災した
自宅を再建して住むことが第一の選択肢となろう。被害を受けた箇

応急的居住

所を補修・改修する、被害が甚大であれば被災住宅を取り壊して同

自宅に代わる応急的な住まいとして、行政により「応急仮設住宅等」

じ敷地で建て替えるなどして、自宅を再建することとなる。元の自宅と

が供与される。これは「自らの資力では住宅を確保できない者に、

は別の場所で住宅を新築する、購入する、または賃貸することも、自

簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図る」ものとされており、

宅を再建する方法である。これらのような自宅の再建を後押しするた

自宅が多大な被害を受けて暮らせない世帯が原則として対象となる。

めに、行政によって補助や利子補給などのさまざまな公的支援が行

応急仮設住宅等には大きく分けて3 つの種類がある。一つ目は、

われる（自宅再建への公的支援は連載第 5 回で取り上げる）。

（市町村営・都道府県営の住宅のほか、公務員住宅など
「公営住宅等」

元々自宅があった敷地について、今後も災害による被害を受ける

も含む）の空室を被災者に提供するものである。すでにある住宅ス

危険性が高くて住むべきではない場合や、従前のままで建物を再建

トックで受け入れるため、より早い時期に入居が可能なのが特徴で

したのでは安全性等の面で問題があるような場合には、公的な復興

ある。入居に際しては、自治体が空室の数や団地名などを示した上

事業が行われて、自宅を建てるための宅地が新たに整備される。津

で公募を行い、希望が上回る場合には抽選で入居者が決められる

波や水害、土石流等の危険がある地域から別の場所に移転するた

形を取る場合が多い。

めの「防災集団移転促進事業」や、土地の嵩上げを行ったり道路等

二つ目は、民間賃貸住宅の空き家を都道府県が借り上げて被災

のインフラを再整備したりして安全な街をつくるための「土地区画整

「みなし
者に提供する「賃貸型応急住宅」である（「借上型仮設住宅」

理事業」、元の住宅地が抱えていた問題点を改善するための「住宅

仮設住宅」とも称される）
。これも既存の住宅ストックを活用するため、

地区改良事業」などが挙げられる。このような復興事業で整備され

早い時期に入居できるが、被災者が自ら空き物件を探して確保して

た宅地の上に新たに住宅を建設することになるため、自宅が完成し

から行政に申請する形が主に取られており、物件を探すための手間

入居できるまでには相応の時間を要することになる（公的な復興事業

と時間を要する（賃貸型応急住宅については連載第 3 回で取り上げる）。

に関しては連載第 6 回で取り上げる）
。

三つ目は、建物を新規に建設して供給される「建設型応急住宅」

費用負担が困難などの理由で（持ち家の）自宅を再建することがで

である。あらかじめ工場で生産された部材を用いて短期間で建設さ

きない世帯や、家賃の負担が難しいなどで民間賃貸住宅に入居す

れるものであるが、簡易な工法とはいえ建設には一定の工事期間を

ることができないような世帯に対して、低廉で良質な安心できる住ま

要するため、建物が完成して入居ができるまでには、他の 2 種類と

いを提供するために、行政によって公的な賃貸住宅が供給される。

比べれば 時間がかかる。軽量鉄骨によるいわゆる「プレハブ」の建

都道府県や市町村が建設し管理する公営住宅が最も典型的であり、
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一時的居住
（避難所等）

宅」と呼ばれる。これらの住宅は被災者のニーズに基づいて供給さ
れるため、入居の意向を繰り返し調査した上で、必要となる戸数を

計画して建設に着手される。戸数の計画調整や建物の設計および
建設工事には一定の時間を要するため、災害公営住宅が完成して

避難所の指定︵事前︶

被災者向けに供給されるものは「災害公営住宅」や「復興公営住

入居できるのは、災害の発生から数年が経過した後になる（災害公
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営住宅については連載第 7 回で取り上げる）。
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図2

住まいの復興を適切に進めるために、さまざまな法律や制度が用意

世帯に対しては、
「被災者生活再建支援法」に基づいて「被災者生

されている。図 1 の復興プロセスと対応する形で、主要な法制度と

活再建支援金」が支給される。この支援金には、被災後の生活を支

内容について整理すると、図 2 のような形でまとめられる［図 2］。

えるための「基礎支援金」と、恒久的住宅の再建を支援する「加算

「災害対策
災害後の応急対策や復旧・復興の対応に関しては、
基本法」に基づいて、都道府県・市町村があらかじめ「地域防災計

支援金」とがあり、後者の加算支援金は住宅の再建方法に応じて
金額が定められている。

画」を策定するとされている。この計画では、起きうる災害の種類や

（大規
「大規模災害復興法」
被害規模の大きな災害の場合には、

想定される被災の程度などを踏まえた上で、災害の予防対策のほ

模災害からの復興に関する法律）が適用され、この法律に基づいて市

か、応急対策としての避難所の設置や応急仮設住宅の提供、復旧・

町村は「復興計画」を策定できるとされている。恒久的居住のため

復興対策としての住宅再建に向けた被災者の支援などについて、ど

に行われる、防災集団移転促進事業などの公的な復興事業や、災

んな機関が何をどのように行うかが規定されている。

害公営住宅整備事業などは、この復興計画の中で位置づけられて

一時的居住場所となる避難所については、この「災害対策基本

実施されることとなる。

法」に基づいて、災害発生前に公共施設等が指定されている。実際

復興計画に記載されたこれらの復興整備事業は、大規模災害復

に災害が発生した際には、一定以上の住家への被害が発生した市

興法で設けられている許認可等を緩和する特例も活用しながら、そ

町村や、多数の者が生命・身体への危害を受けた市町村に対して、

れぞれの事業を規定した個別の法律に基づいて進められる。なお、

「災害救助法」が適用されて、この法律に基づいて被災者の安全を

個別の事業法は災害復興を目的としたものというわけではなく、平

守るために避難所が設置されて運営がなされることとなる。被災者

時に行われる通常の事業を規定しているものであって、復興の際に

への食料・飲料水や生活必需品の提供についても、災害救助法に

は要件の緩和や補助の増額などを受けて、より手厚い形で事業が

基づいて実施される。前述した福祉避難所の設置や旅館・ホテル

進められることとなる。

の借り上げも、災害救助法による。

応急的居住としての応急仮設住宅に関しても、同じく災害救助法
に基づいて、物件の借り上げ（賃貸型応急住宅）や新規の建設（建設

災害 の 種類 による被害と復興 の 違い

型応急住宅）がなされる。避難所から応急仮設住宅に移るのではな

く自宅に戻るために実施する応急修理も、災害救助法に基づいて行

前述の住まい復興のプロセスは基本的な形を示したものだが、災害

われる。なお、応急仮設住宅と応急修理の併用は原則としてはでき

の種類によって及ぼされる被害の内容は異なるため、住まいの復興

ないとされる。

の仕方も災害に応じておのずと変わってくる。災害の種類による被害

これらの災害救助法に基づく対応は、救助は確実に行われるべき

の状況とその後の復興の仕方の違いについて、概略的に説明する。

という考え方から、すべて「現物」をもって行うことを原則としている
（現物給付の原則）
。そのため、賃貸型応急住宅に関する物件借り上

地震

げの契約と家賃等の支払、応急修理に係る業者への修理依頼と工

地震動で建物の柱や壁が破壊されたり基礎部分に被害を受けるも

事代金の支払いは、救助の実施主体である都道府県またはその委

のであり、被害の有無や程度は個々の建物や地盤の強度による［写

任を受けた市町村が直接行う形となっており、被災者に現金が給付

真 1］
。そのため、被害が小さければ修理や改修で引き続き居住可能

されるのではない点については留意が必要である。

となるし、倒壊するなど被害が大きくても敷地が無事なら同じ場所で

被災者の生活再建を支援する目的で、一定以上の被害を受けた
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の建替えが可能である。

写真 1

地震で被災した住宅の例（2016 年熊本地震） 写真 2

津波で被災した住宅の例（2011 年東日本大

写真3

水害で被災した住宅の例（2018年西日本豪雨）

震災）

敷地に被害があれば、地盤の復旧などの対応を行った上で、住宅
建物の再建を行うこととなるが、被害が多大な場合にはその敷地の
再利用を断念して、別の場所へ移って住宅を建てる対応もなされる。
地盤の甚大な被害が広範囲で生じていたり、土砂崩れなどで面

地に新たに建てる形で住宅再建がなされる。
自力再建ができない被災者向けの災害公営住宅等も、浸水した
エリアを避けてつくられたり、嵩上げをした上で建設されるなどの形
を取る。

的な被害が出ている場合には、元の地域での再建を諦めて、防災
集団移転促進事業等の公的事業を用いるなどして、別の場所への

水害

移転が行われる。

建物が浸水して被害を受ける［写真 3］。
強い雨が降ることで洪水が生じ、

地震に伴って発生した火災が延焼して広範囲が焼失した場合に

洪水のタイプとしては、排水路や下水管の排水能力が足りずに水が

は、復興に際して土地区画整理事業などの公的事業を行って、道

溢れる「内水氾濫」と、河川の堤防を水位が超えたり決壊したりする

路等のインフラを整備するなどして、より災害に強いまちをつくる対

ことで水が流れ込む「外水氾濫」とがある。一般には外水氾濫のほ

応もなされる。

うが水の流速が大きく、一気に水が押し寄 せることで前述の津波の

自力で持家を再建できない被災者に対しては、行政によって災害

ような建物の倒壊・流出が起こりうる。内水氾濫では、建物の床下

公営住宅などの公的賃貸住宅が建設されて提供されることとなる。

や床上の浸水が生じるものの、建物が倒壊するほどの大きな被害は

起こりにくい。
津波

外水氾濫の場合、被災した堤防を修復・改修することで、元の土

地震に伴って発生した津波は、沿岸の低地部に対して広範囲の被

地で住宅が再建できるようになるが、今後も洪水の危険が高いよう

害を与える。波圧や漂流物の衝突を受けて建物の柱や壁が破壊さ

な場所については、津波と同様に別所へ移転したり嵩上げしたりし

れるほか、強い水流で地面が深く掘られるなどして、建物が倒壊した

ての住宅再建も行われる。内水氾濫の場合、水が引けば 建物は引

り流出したりする。東日本大震災では、木造建物においては浸水深

き続き使える場合が多いので、建物内の消毒や清掃を行った上で、

が 2m を超えると建物が全壊・流出する割合が高くなっている［写真 2］。

被害箇所を修復する形で住宅の再建が行われる。

このような被害を受けた場合、元の土地で住宅を再建するのは難
しいため、浸水したエリアは「災害危険区域」に指定されて、原則と
して住宅を建てることができなくなる。その代わりに防災集団移転促

進事業などを用いて浸水のない高台へと移る形で住宅再建がなさ
れる。または、土地区画整理事業を用いて浸水エリアを面的に嵩上
げする、あるいは宅地単位で個別に嵩上げした上で、高くなった敷

めの・ふみたけ
東京工業大学社会工学科・同大学院社会工学専攻
。
科学技術振興事業団特別研究員、
修了。
博士（工学）
国土交通省国土技術政策総合研究所研究官、大
阪市立大学都市研究プラザ 特別研究員を経て現
職に至る。専門は住宅政策・都市計画・災害復興

自習型認定研修 の 設問
設問 1

設問 2

一時的居住→応急的居住→恒久的居住の
過程で居住する場所として
適切でない組合せは次のどれか。

応急仮設住宅の供与や住宅の
応急修理について規定している
法律は次のどれか。

認定教材の設問への回答は、
CPD 情報システムのページ

a. 避難所→公営住宅等→再建自宅

a. 災害対策基本法

にアクセスのうえ、お願い致します。

b. 避難所→賃貸型応急住宅→災害公営住宅

b. 災害救助法

c. 避難所→建設型応急住宅→応急修理→
自宅

c. 被災者生活再建支援法

※不正解の場合は、単位に登録できない場合が
あります。
※自習型教材の選択欄における会誌『建築士』
選択項目は、平成 28 年 1 月より建築士会会員
のみの表示項目になります。

https://jaeic-cpd.jp/
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