2021 年度
連続セミナー

第 3 回都市環境デザインセミナー
「災害復興；世代を繋ぐ、知の継承」

（関西ブロック、九州ブロック共催）
第３回「中越地震・熊本地震から未来の被災地への知の継承」
＜趣旨＞

昨年 9 月に日本都市計画学会関西支部主催で、
「復興検証と知識継承」シンポジウムが開催され、その続編
として「阪神・淡路大震災の知の継承」
（1／26）
、
「東日本大震災の知の継承」
（3／1）を連続して開催いたしま
した。今回、最終回として「中越地震・熊本地震から未来の被災地への知の継承」をテーマに、下記のとおり
開催します。
内陸直下型地震である新潟県中越地震（2004 年）
、熊本地震（2016 年）では、激しい揺れにより都市郊外・
中山間地域で大きな被害が発生しました。中越地震では、阪神・淡路大震災（1995 年）や台湾・921 地震（1999
年）の教訓を参考しながら、地域性を考慮した独自の復興の取組が展開されました。熊本地震でも、地域の専
門家が被災地の活動を支えると共に、外部から被災経験あるいは応援経験を持つ専門家が、復興の支援に赴き
ました。
今回は、まず中越地震、熊本地震において、地域の専門家として外部支援の受入や地域の復興まちづくりの
コーディネートを行った二名の研究者から、被災後、何を考え、どう行動したのか、また外部からの復興の知
識・経験をどのようにローカライズしていったのかご報告いただき、被災自治体の立場から熊本県益城町の職
員の方にコメントいただきます。その後、第 1 回の報告者である二名の先生にも加わっていただき、次の被災
地や次の世代に、何を、どのように継承すべきなのか考えていきます。

世話人 紅谷昇平（日本都市計画学会関西支部）

日時 2021 年 3 月 26 日（金）18：30～20：30
場所 zoom 会議

＊経験の伝達５（澤田雅浩）
＜新潟県中越地震の復興を支えた仕組みとは

復興基金と復興支援員を中心に＞

2004 年新潟県中越地震の復興は、人口減少地域（過疎地域）の復興のあり方を模索しながら進められてきた。
その際、阪神・淡路大震災の経験や台湾 921 自身の経験が参照され、施策等にも反映されてきた。地域主体の
復興基金、そしてちょっと外側の支援人材としての復興支援員が果たした役割をあらためて振り返る。

＊経験の伝達６（柴田祐）
＜熊本地震の復興における過去の被災地からの学び＞

熊本地震における復興まちづくりでは、中心市街地の都市計画事業によるものと、農村集落におけるまちづ

1

くり協議会によるものの 2 つに大きく分けることができる。それぞれのまちづくりの現場のこの 5 年間を振り
返りながら、過去の災害から学んだこと、影響を受けたことは何か、考えてみたい。

コメント１；宮田有佳
＜熊本県益城町における住民参加の復興まちづくりの視点から＞
コメント２；小林郁雄
＜神戸・台湾・中越：復興の経験・教訓の継承の視点から＞

＊全体総括（鳴海邦碩）
＜復興まちづくりの未来と知の継承に向けて＞
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＜発言者のプロフィール＞

澤田雅浩（さわだ・まさひろ）

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科・准教授。
慶應義塾大学環境情報学部卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科博士前期課程・博士後期課程修了。
長岡造形大学建築・環境デザイン学科准教授などを経て 2017 年より現職。博士（政策・メディア）
。2004 年に
発生した新潟県中越地震の被災地で、緊急対応から集落の復興に至るプロセスに継続的に関与。新潟県中越大
震災復興検証にも携わり、大船渡市災害復興計画推進委員会委員、兵庫県丹波市復興推進委員会委員なども務
める。

柴田

祐（しばた・ゆう）

熊本県立大学環境共生学部・教授。
大阪大学大学院工学研究科環境工学専攻修了。造園コンサルタント、大阪大学大学院工学研究科助教などを経
て、2017 年 4 月より現職。専門は地域計画、農村計画、景観計画。熊本地震、令和 2 年 7 月豪雨による集落の
被災状況や復興まちづくりについて調査研究するとともに、まちづくり協議会などの運営サポートなども行っ
ている。

宮田有佳（みやた・ゆか）

益城町出身、佐賀大学文化教育学部を卒業した後、2010 年より益城町役場にて勤務。2016 年の熊本地震時は
復興課にて広報などの業務に従事。その後、2017 年より復興整備課復興まちづくり係（現・まちづくり推進室）
に異動し、まちづくり協議会の立ち上げや活動支援などの業務を 3 年間担当。現在は、企画財政課復興企画係
勤務。

小林郁雄（こばやし・いくお）

人と防災未来センター上級研究員、兵庫県立大学特任教授。神戸大学工学部建築学科卒業。大阪市立大学大学
院工学研究科都市計画専攻修了。都市・計画・設計研究所を経て、1986 年にコー・プランを設立。地域計画、
市街地整備、住民主体のまちづくりまで幅広い都市プランニングを専門とし、阪神・淡路大震災後は被災地の
復興に多く携わる。1995 年、阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワークを立ち上げ、世話役を務める。

鳴海邦碩（なるみ・くにひろ）

大阪大学名誉教授、関西大学客員教授。日本都市計画学会元会長。大阪をはじめ関西の各地のまちづくりを支
援。インドネシアをはじめアジア諸国の都市環境調査を行なってきた。サントリー学芸賞、不動産協会賞等を
受賞。著書に、
『都市の自由空間』
『都市の魅力アップ』
『失われた風景を求めて』他多数。
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経験の伝達５＜新潟県中越地震の復興を支えた仕組みとは

復興基金と復興支援員を中心に＞

澤田 雅浩

皆さんこんばんは。兵庫県立大学の澤田と申しま

持ったりとか、具体の活動をされていたりだとか、提

す。この連続セミナーの最終回ということで新潟県

案・提言をしてくれるような人達に、どのように復興

中越地震のご紹介をさせていただきます。先ほど紅

を考えていったらいいのか、どういう風に進めてい

谷先生からご紹介あったように 2000 年から 2017 年

けばいいのかといったテーマでプレゼンテーション

まで新潟県長岡市の長岡造形大学におりました。

してもらいました。それだけではなくてその人達に

2004 年の中越地震の被災地となり、以降、中越地震

半年ごとに変化する被災地の状況を見てもらったう

の復旧復興に携わる機会を得てきました。中越地震

えで意見を交わす、というようなことをずっとやっ

の被災地における復興プロセスにおいて、どのよう

ていたんですね。被災地の行政の方々も発表されま

に世代が繋がっているのか、知が繋がっているのか

したし、議論の輪に加わってくれました。今後の取り

を考えてみます。特に復興基金と復興支援員という

組みをどうしたらいいのか、といったことを、半年に

のが大切だというのが、既にこれまでのセミナーの

一度総ざらいするみたいな仕組みがあって、そこで

中でも小林郁雄先生をはじめとした何人かの方から

得られた知見、そして繋がりは大きかったように思

指摘をされていますので、その点も触れていきたい

います。特に復興推進プロセスにおける受援体制に

と思います。

ついて、発起人であった平井邦彦先生がよくおっし
ゃっていたことを紹介します。やはり小さな地方都

「繋がり」を育んだのは

市、大学がいくつかあるとは言っても、様々な知見知

改めて「繋がり」はどこから生まれて、どのように

恵、様々な手法に対する工夫みたいなものというの

育まれていったのかを考えてみました。振り返って

は、自分達だけで考えていても限界がある。被災地に

みると阪神淡路大震災の後に、都市計画学会に防災

関心を持ってもらった上で、いろんな人たちに協力

復興問題研究特別委員会が設置されています。その

してもらえるような場を作ることも復興支援の一つ

とりまとめは本として出版されています。本が出版

の形だということでした。中越地震の激甚被災地は

された後の都市計画学会の大会が私の当時所属して

そのほとんどが都市計画区域外で、都市計画が復興

いた慶応 SFC でありました。その時に若手が集まっ

に介在しにくい場所でもありました。逆に言えば、ハ

て、そういった先達が考えてきたことを次の世代の

ードの再建だけでは復興は終わらず、集落の再建を

防災復興・まちづくりに生かしていきましょう、とい

考える際には、ほかのいくつかの仕組みというのが

う趣旨のワークショップがありました。それも中越

必要だったということです。それが人的支援だった

地震の被災地で展開された「繋がり」にとって大きな

りとか、集落のソフト部分にどういう風にアプロー

意味を持ったように思います。

チするかということだと思います。それを担ったの

被災地の中では「大地復興推進会議」が繋がりを育

が中越復興市民会議という活動体です。その活動は

む場として機能していたように思います。震災発生

例えば地域おこし協力隊とか、今のふるさと会議み

当初から、5 年間にわたり、半年ごとに現地でフォー

たいな流れにつながっています。あとは、間を取り持

ラムをやりました。発起人は私の同僚でもあった平

つ仕組みが必要だったんですが、現地には LIMO（山

井邦彦先生です。半年に一度のフォーラムでは、必ず

の暮らし再生機構）が設立されました。この組織は

建築学会・都市計画学会・都市計画協会とか、知恵を

2021 年 3 月で解散をしました。そのほかには、中越
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メモリアル回廊という震災遺構や拠点施設の運営を

からもすごく教えていただきました。復興を目指し

担ったり、人材育成をする中越防災安全推進機構も

た取り組みは試行錯誤でした。いろんなことにチャ

大きな役割を果たしています。ちなみに、中越復興市

レンジしましたが、失敗もありました。ただ、失敗の

民会議の役割はこの組織の一部に組み込まれました。

中からも得られた知見ともたくさんあったように思

こういった仕組みと仕掛けがあって中越地震の復興

います。

が進められてきた、というのが今回この機会をいた

行政が策定する復興計画の役割に関して、上位計

だいて改めて整理できました。

画と市町村の計画がどういう風に整合性を保つか、
もしくは上位下位の概念を持つかということも工夫
があったように思います。県がまず復興のビジョン
を作って、そのビジョンをもとに市町村、そのビジョ
ンを少し横目に見ながら市町村が計画を作る。その
抜け漏れ落ちをカバーしつつ、全体的に必要なもの
を加味して県が復興計画を作るというような、ヒエ
ラルキーとはまた別の相互補完的な計画というのが
意味を持つことを、他の被災地の教訓を引き継いだ
のではないかと思います。これも台湾や神戸からの
教訓だと思いますが、住まいの確保と安定が被災者

「復興プロセス」への意識

の復興の一区切り、という感じはありますが、それ以

その上で、中越地震の被災地、そこでの復興プロセ

降の復興支援が重要であることです。住まいの再建

スが先行する被災地から継いだものというのは何か

や安定が確保された段階で支援を含めた復興プロセ

と考えると、復旧復興プロセスの進め方、それのマネ

スを止めてしまうと、例えば新しい住居でまわりか

ジメントの仕方かなと思います。行政が主体となっ

ら孤立をする人であるとか、コミュニティーがなか

て進める復旧復興事業に関与をするだけでなく、行

なか形成できない地域であるとか、そのあとの暮ら

政も地域の再建の主体の一つであるというような考

しぶりにも被災後のプロセスと適切な支援活動が大

え方のなかで同じ方向を向きつつ、上手に役割分担

きく影響をする、ということです。中越地震の被災地

をして相互補完的に復興を進めていくんだというこ

では、住宅を再建するためとか、地域を再生するため

とが大切だ、という、マネジメントというかガバナン

のいろいろな支援事業が行政によって進められまし

スのあり方について、先行する被災地のみなさんか

たけれども、それにもまして多面的な復興支援とい

ら教えていただいて、実践してきたという感じがし

うようなことによる息の長い復興プロセスをマネジ

ます。壊れたものをただ直すだけでは、被災地は復興

メントしていくということは大切だよということを

しないということも度々指摘をいただいていました。

教えていただいたように思います。それが、民間や大

確かにこわれたモノが直ることで復興感は高まるの

学などの機関が比較的長期に復興プロセスに関わり

は事実です。しかし震災で失ったものというのは物

続ける要因の 1 つになっています。

理的に壊れたもの以外にもたくさんあります。目に
は見えないものに対しても、リハビリテーションが
必要であること。そういった活動へと地域が動き出
し、元気を取り戻すためにはエンパワーメントとい
った視点も必要であることは、台湾の復興プロセス
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建を実現するには防災集団移転ではなくこの事業の
法が適していること、それが中山間地域でもつかえ
るのではないか、というアイディアです。ただしこれ
は現地のみで生み出された知恵ではありません。山
古志の復興に関わる様々な外部専門家が、
「これは都
市計画区域外でもつかえるんじゃないか」と思いつ
き、国ともそこら辺の協議調整をしてくれた結果実
現できた手法なのです。東日本大震災の広域にわた
る被災地の広がりと比べれば、一つの自治体の本の
小さな地域でしかありません。そのことで、人的支援
多様な「被災集落復興」の理解と専門家の支援

をはじめとした復興支援の資源を集中的に投下する

住宅の再建や地域再生プロセスはどこも同じよう

ことが出来たことがある意味幸せな状況だったよう

に進んだわけではありません。61 の中山間地に立地

にも思います。山古志では被害の大きな 6 つの集落

する集落が孤立をして地域外で仮設住宅で避難生活

を対象とした集落再生計画を作りましたが、その担

を送ることになりました。その後に集落に戻るのか

当は都市計画家協会の支援活動の一部として集落毎

戻らないかというのは、個々の住民の意思というの

に分担してくれた東京の都市計画コンサルタントで

もさることながら、行政としてどちらを支援するか

す。一つの集落を一つのコンサルが担当し、そこだけ

というのが自治体によって大きく異なりました。例

で完結した計画作りをするのではなく、6 集落の再生

えば、震災後、一躍その名が広く知れ渡った山古志村

計画を持ち寄り共有し、また全体で調整をしたりと

では、現地再建をするためにどういう手法が使える

か問題点を解決するという仕組みで進められました。

かということを行政と地域住民が一体となって考え

事業のスキームに否が応でも地域が合わせざるを得

ることで、その道筋というのを開いていきました。一

ない、といった断定的な事業展開ではなくてもう柔

方で、隣接する小千谷市では、冬期間の雪がとても多

軟に計画を作り、事業を実施できたのは、復興まちづ

くて生活支障が大きくなる被災エリアから、ずいぶ

くりにおいて住民との対話であるとか協議、さらに

んそこよりも雪が少なくて、いろいろな施設が整っ

は住民も勉強した上で、地域に残る覚悟を決めて住

ているようなエリアへの移住を促すような方策をと

まいの再建を果たし、そこで暮らしを再生すること

っています。住宅再建支援に関しては阪神淡路大震

に意味があることも外部から伝えられた重要な視点

災の教訓が活かされ、生活者再建支援金による修復

だと思います。また、こういった議論をするときに仮

費用への充当が認められるなど、支援は手厚くなり

住まいの期間を活用することが大切だということも

ました。また、間接的な住宅再建支援として防災集団

神戸や台湾の経験から教えてもらったような気がし

移転を使う、といったアイディアもありました。その

ています。中越地震では集落ごとの仮設入居を計画

上で、住宅再建を復興のゴールにしないために、行政

的に行い、山古志の仮説団地には診療所を初めとし

も工夫をした結果ではあります。小千谷と山古志で

た生活関連施設を配置するといった工夫がなされ、

はスタンスが異なりますから使う事業は当然異なり

仮の住まいであっても仮の暮らしではなく、なるべ

ました。どちらも事業を実施したのは都市計画区域

く震災前の状況に近い生活環境を確保しました。そ

外なのですが、それにもかかわらず、山古志では小規

のことで、再建に関する議論の場も確保され、きちん

模住宅地区改良事業という、都市部の密集市街地な

とした話し合いが積み重ねられました。

どでつかわれていた事業が使われています。現地再
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った方も多かったことから、再建戸数はそんなに多
くはありません。ただし、2011 年紀伊半島大水害の
被災地でもこの発展型が早期に提案されています。
中越地震の被災地では公営住宅にも中山間モデル住
宅が採用されています。木造ですので、これまでの住
まいと比較的似た環境で暮らすことが可能となって
います。

小規模住宅地区改良事業によって基盤整備や宅地
の確保、さらには事業対象地内に公的賃貸住宅を建
設することができます。しかしそういったハードの
整備にとどまらず、地域の人たちのいろいろな取り
組みに対して復興基金事業でソフトの対策も行って
います。両方を上手に使いながら集落の再生を図っ
ていったということです。空間的には、従前より小規
「ルール」を使いこなす

模とはいえ、冬期間の除雪の負担が少なく、これまで
のような相互扶助によって自律的に暮らしていける

小千谷市などで実施された防災集団移転事業の詳

ような環境を取り戻すことが出来たのではないかと

細については今回は省略させていただきます。ただ、

思います。

東日本の被災地に中越の経験が一部伝えられた事例
として、岩手県大船渡市の例を紹介します。私は岩手
県の大船渡市の災害復興計画の作成に少し関わらせ
ていただきました。そこで、沿岸部の移転再建を計画
する際、防災集団移転事業の根拠となる災害危険区
域の設定に関して、本来は危険な区域の建築制限と
して機能する一方で、移転再建をする人たちのため
の間接的な再建支援でもある、という紹介を事例を
元に行いました。大船渡市の場合には災害危険区域
を大きく二つ、そのうちの一つをさらに三つに分類
しています。将来的に居住が制限されるエリアとい

また、住まいの再建にはコストがかかります。年齢

うのは当然存在するんですけれども、現地再建して

を重ねた方の中にはその負担ができない可能性もあ

もいいし、防集事業に参加して移転再建してもいい、

る、ということで低価格で建てられる住宅の提案も

というエリアも設定されています。L1 規模の津波で

行われました。これが、JIA（建築家協会）さんが全

は浸水しない、さらに L2 でも防潮堤の建設によって

面的に協力して開発された中山間地域復興モデル住

浸水を免れることになった今回の浸水エリアにおい

宅です。住民にこのモデル住宅が示されたタイミン

て、安全性を重視して高台移転をしたいという人の

グが若干おそく、ほかのメーカで再建を決めた後だ

ために若干災害危険区域が広域に設定されているの
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はその影響かもしれません。

問われることになりました。まさに人口減少社会に
おける復興のありようです。将来的な身の丈をよく
考えるということ、その中で地域と暮らしの持続性
をどう担保していけるのかを総合政策的に考えてい
くことが大切だ、ということだろうと思います。

身の丈への意識と身の丈に合った復興

さらに、神戸でも台湾ではあまり注目されなかっ
たものの、中越地震の被災地では顕在化したことの
一つに、現地再建を促す事業を実施しても、移転再建
を促す事業を実施しても、従前の土地に戻ってくる

そのような考え方は、若干復興ビジョン、復興計画

人というのは災害前の人口・世帯数をかなり下回る

の中には組み込まれてはいました。復興ビジョンや

ことになる、ということがあります。山古志のように

県の復興計画の中で財源の一つとして復興基金を活

現地再建を支援する施策を行っても、小千谷市のよ

用することが明示されていることと、その際の重要

うに移転再建を促すような施策を行っても、どちら

なキーワードとして地域復興が挙げられています。

とも従前集落に残った人というのは約半数となりま

復興基金は小林先生も指摘されているように、ど

した。災害はその地域にある課題というのをより顕

うもこういった身の丈復興、地域主体復興を進める

在化させるということです。中越の被災地は、震災前

際の重要な役割を果たしたといえるのではないかと

から過疎高齢化がずっと続いていた地域です。そこ

思います。基金で提供されるメニューの決定プロセ

に災害というインパクトがあった時に、人口が V 字

スにも特徴があると思います。県には集落の再生支

回復することはなく、過疎状態が将来を先取りする

援チームというのができて集落懇談会などを行いつ

かたちで現実化したのです。復興は震災で落ち込ん

つ、支援方法のあり方を試行錯誤していました。復興

だ状態からの V 字回復というわけではないというこ

基金による事業メニューというツールを持っている

とです。このように人口動態のような指標をモノサ

けれども、実際に現地での対話は、地域からの要請ベ

シとして復興を測ろうとすると、中越地震の復興は

ースで進められてしまいます。これまでの地域振興、

すべて失敗だと外部から思われることになるのだと

過疎対策のように、県は何をやってくれるんだ、とい

言うことを途中で思い知ることになります。国勢調

うような地域側のスタンスです。そこを脱却し、地域

査のデータを活用して 10 年間の推移を見てみると、

の人がやりたいことを行政が支援するという仕組み

山古志では震災前後の 2000 人から 10 年で 900 人を

になんとかならないのか、そうでないと基金が生き

切るくらいの人口まで減少しています。小千谷市東

たものにならないという思いを担当者たちがもって

山に関しても同様です。復興プロセスにおいて人口

いたようです。一方でボランティアを発端として活

減少がさらにすすんだなかで、それでは復興とはい

動領域を広げてきた中間支援組織は、地域のやりた

ったい何なのか、という中身を中越地震の被災地は

いことは上手に引き出していたけれども実現をする
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ための資金は持っていませんでした。その両者がタ

う一度きちんと調査をして特徴を踏まえた上で、そ

ッグを組んで地域と向き合うことで上手な相互補完

の特徴を生かしながら、その地域に本当にあった暮

の関係ができました。対話の三極構造がよい形でつ

らしを再生していくというプロセスで復興が進めら

くられることになりました。これまで、行政と住民の

れました。各地で様々な取り組みが行われています

間を取り持つ中間支援組織というのは、行政から委

が、日本でもその取り組みが注目されたのが埔里鎮

託を受けて、決められた仕事をして予定調和的に結

にある桃米村です。この地域は生態環境が豊かだと

論に導く、ということも多いかと思います。ここでは、

いうことが震災後に改めて認識されました。その生

そういった形ではなくてお互いの言い分を聞きなが

態環境の豊かさを軸とした復興を進めてきたわけで

ら、お互いがやるべきことを整理し、合理的かつ効果

すが、それを担ったのがコンサルタントであり中間

的な取り組みを効率的に進めていくために、中間支

支援組織的な動きをした新故郷文教基金会の寥さん

援組織とか、専門家というのが介在することが出来

たちでした。この皆さんとは神戸のみなさんが支援

るようなりました。住民が主体的、自分たちを主語に

活動を通じて知り合われています。私自身もはじめ

すること。自分たちがやりたい事に対して基金が支

にお話しした都市計画学会の委員会を引き継ぐよう

援する。その取り組みによって小さな成功体験をえ

な形でできた若手が中心のグループの一員として、

ることができれば、それをちょっとずつ拡大してい

そのお目付役のような形でリーダーを務めてくださ

くことで地域の復興を考え、人口をモノサシとしな

っていた中林一樹先生が研究代表者の科研費の調査

くても、自分たちの地域で暮らしていることがいい

として、2001 年から 10 年間にわたり台湾にも何度も

ことだ、と感じられるようになりました。

行かせていただいたのですが、当初から桃米村を訪
問していました。2004 年に中越地震が起きた後、大
地復興支援会議に都市計画学会を代表して中林先生
が当初から来てくださっていましたが、その際に、台
湾の復興は学ぶべきところが多いと指摘くださって
いました。基金にもそういった現地調査を支援する
メニューができたこともあって、震災の半年後くら
いからたくさんの関係者が台湾を訪問しました。
その際コーディネートをしてくださったのが、台
湾大学（当時）の陳亮全先生です。早稲田の建築で学
位を取られているので日本語も堪能、まちづくりも

「台湾の復興プロセス」を参考に

よくご存知です。そのおかげで、中越の方々にとって

こういった状況に至るまでに非常に重要だったの

も意義ある視察を計画してくださいました。ちなみ

が、台湾の復興プロセスです。そこでの重要なキーワ

に、中越地震の被災地にも何度も足を運んでくださ

ードが社区総体営造、日本語に訳さなくてもこの言

っています。台湾訪問時の写真をお示ししますが、震

葉で大体イメージできると思います。壊れたものを

災当時山古志村の総務課長で合併後、長岡市の復興

直すだけでなくコミュニティーを総合的にきちんと

管理監も務められた青木勝さんの姿も見えますし、

つくりあげていくことを復興のプロセスの中でも展

中越市民会議のみなさんもいます。被災者、行政、中

開するという取り組みが、
1999 年に発生した台湾 921

間支援組織のメンバーが一緒になって現地を訪問し、

地震（集集地震）からの復興まちづくり、復興むらづ

復興プロセスを学び、自分たちの今後の取り組みを

くりの中で行われてきたわけです。地域の環境をも

話し合いました。さらに 2005 年 7 月ですか、震災か
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らまだ 1 年経たないくらいの時に森 長岡市長もそ

し続けられる仕組みを作りました。神戸ではまちづ

の噂を聞きつけて台湾に行ってくれました。この時

くり協議会に対して専門家を派遣できる制度があり、

に天川佳美さんをはじめとした神戸の復興に関わっ

それが復興まちづくりでも活用されました。それに

たみなさんからも同行いただいています。道中、市長

範をとりつつも、神戸のコンサルタントのみなさん

のそばで、「まちづくりって住民の参画も必要やし、

ほど専門的ではないけれど地域を元気に出来るよう

そういう人たちへのエンパワーメントが絶対に必要

な若手人材をこの地域の中に呼び込む仕組みになっ

ですよ」とささやき続けていただきました。

たように思います。

「復興感」をもたらすもの

森市長の台湾出張の復命書に書かれていた感想で
す。市長は旧建設省出身で台湾訪問当初も、災害復興

住民の積極的な参画が復興感をもたらすというの

は公共事業である、と考えていらっしゃったようで

が、震災後 8 年後に実施したアンケートで明らかに

すが、視察も終わりに近づいた頃、「復興は人だな」

なりました。行政による復旧事業によって道路が元

っておっしゃいました。その後は、住まいを再建した

通りになることで復興感が得られるようなのですが、

後にも復興プロセスが続くこと、人的支援の重要性

それに加えて、お祭りなど、地域の暮らしに関係する

と、地域の自主的な取り組みの大切さ、ということへ

ことの復活も復興を実感させることのようでした。

の理解が得られたと思います。地域の住民が主語に

災害で失ってしまった、自分がなじんできた暮らし

なって小さな成功体験を得ること、その成功体験を

とか、友達との関係とか、地域のコミュニティーとい

梃子にしてそれをどんどん大きくしていきながら、

うのはなかなか公共事業では取り戻せなくて、それ

地域の再生を図っていくことの大切さ、そしてそれ

らを回復するためには、地域が主体となって取り組

を支える仕組みが復興基金である、ということが共

むことを積み重ねていくことが大切だということで

通理解になりました。わかりやすい事業の一つに「手

す。人口は少なくなりましたが、こういった動きは各

作り田直し等復旧支援事業」があります。地震によっ

地で活発となって、そこに関わる人も現地以外の人

て被害を受けた田んぼの復旧を行うのに、行政の復

も多くなりました。結果、震災から 10 年経ったとき

旧事業にのせようとすると、コストと時間がかかっ

に、人口の減少を物差しとして復興を語るという論

てしまう。それであれば当事者が自分たちで重機を

調は非常に少なかったように思います。マスコミも

操作して直す取り組みへの支援です。安価に早く、そ

こんなにお金をかけたのに人が減ったら意味がない、

して自分たちの手で直すことが、復興への機運醸成

といった感じはなくて、現地で取材をしてみたらみ

に役立ちました。さらには地域復興支援事業という

んな元気にしていて、中越地域の復興っていうのは

事業群をつくって、中間支援的な人達が地域に介在

ある意味面白いものじゃないか、みたいな論調を取
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ってくれたように思っています。

こういった中越地震の復興プロセスは東日本大震
災の復興にはほとんど反映されていません。一方で
他の災害でこの経験が活かされているところもあり
ます。それが平成 26 年丹波福知山豪雨の被災地、兵
庫県丹波市の復興です。行政のキーマンが山古志や
や小千谷の復興を相当勉強されました。その結果、復
興ビジョンやプランの組み立ても、新潟のプロセス
が参照されています。さらに、安全安心まちづくりに
関しては、迅速な復旧工事を行政が担ってその基盤
を整えた上で、それ以外の所を地域の人たちに担っ
てもらうことにしています。土砂災害の被害が大き

中越地震の発生は 2004 年です。翌 2005 年がいわ

くなる山裾に立地する住宅を時間をかけてもう少し

ゆる平成の大合併のタイミングでした。中越地震の

平野部へと移転させること、そしてその移転跡地を

被災地で言えば、人口約 2000 人の山古志村が、人口

バッファーゾーンとして整備する、といったことで

約 20 万人の長岡市と合併をしています。2000 人の村

す。災害の原因の一つに山の荒廃がありますが、それ

としては村外移転をした人も多く、人口はすでに半

を地域住民の活動として楽しみながら山に入る仕組

分になっています。しかし、村外に移転再建した人と

みも復興プランの一環として提案され、実施されて

いうのは村に近い、長岡市域で再建しています。いま

います。なお、その取り組みの代表、北岡本自治会の

や同一市内での再建です。10 年経ったときの調査で

取り組みは 2020 年度の都市計画学会関西支部、関西

は、同一市内の住宅再建率が約 96％となっています。

まちづくり賞を受賞しています。

これは、合併によるマジックですが、山古志単体だと
大問題に捉えられるかもしれない過疎化の進展が、
それより規模が約 100 倍の長岡市の一地域となった
ことで、あまりそのことを気にかけずに、復興に取り
組むことができたのは幸運だったのかもしれません。
復興担当の行政職員として台湾を訪問した青木勝
さんは退職後、自分の暮らす山古志の油夫集落で、復
興支援で寄贈されたアルパカを集落で飼育し、大人
気になっています。経営的にも順調です。中越の特徴
の一つに復興支援員制度があります。制度は 2021 年
3 月をもって完全に終了してしまいましたが、支援員
も地域に育てられ、特に若い支援員は地域で起業を
したりしています。たとえば雪室を使った生ハム製
造を始めた人をはじめとして、地域の埋もれた資源
に光を当て、それをビジネスにしようとするチャレ
ンジが進められています。

中越の経験がいかされた場面
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さいごに

よりよい復興のために、台湾や神戸の取り組みに
学び、試行錯誤しながら小さな成功体験を積み重ね、
小さく産んで大きく育ててきたのがこれまでの中越
の復興プロセスだと思います。復興の主体をきちん
と意識し、その主体性、自発性、といったところを大
切にすること、そのための仕組みとして、中間支援の
大切さ、それを支える柔軟な運用のできる基金、とい
ったところは、これまでの被災地の教訓を踏まえて
できたことだと思います。また、地域の評価軸という
のは地域がきちんと考えて作っていけばいいという
ことが少し理解出来たかなという風に思っています。
用意したスライドの量が多かったので長くなって
しまいました。申し訳ありません。以上で、私からの
報告はおしまいです。ありがとうございました。

12

経験の伝達６＜熊本地震の復興における過去の被災地からの学び＞
柴田

祐

熊本県立大学の柴田と申します。よろしくお願い

の直下にも活断層があり、大きな被害が想定されて

いたします。澤田先生のお話を伺いながら、中越地震

いること、過去にも多くの地震があったということ

に関わっておられた方がしゃべることには哲学があ

がしっかりと書いてありました。でも、私は全く読ん

るなぁといつも思うのですが、それに比べますと、私

でいませんでしたし、多くの学生たち、市民、県民も、

がお話しさせて頂くことは、熊本地震からまだ 5 年

明治に熊本に大きな被害をもたらした地震があった

ですし、総括的なことは全く申し上げられませんの

こと、死者もありましたし、今回同様、熊本城の石垣

で、現時点でのことをご報告させて頂きたいと思い

が崩れたこともほとんど伝わっていなかったんです。

ます。

想定されていた熊本地震
熊本地震は、東日本大震災から 5 年後、2016 年 4
月に布田川断層帯と日奈久断層帯が交わるあたりで
起きました。もうまもなく 5 年目を迎えます。震度 7
がわずか 27 時間の間に 2 回起こったことがよく言わ
れますが、熊本地震の特徴としてはそれよりも余震
が多かったことではないかと思うのですが、5 弱以上
に限っても 4 月中の 2 週間に 20 回もありました。な
お、今年おきました令和 2 年 7 月豪雨は、県南部の

それから東日本大震災を踏まえて、熊本地震の前

球磨川流域で大きな被害が出ましたが、位置関係は

年の 2015 年に県の地域防災計画が改訂されていまし

図の通りです。

て、ここで地震津波の被害想定をやり直しています。
布田川・日奈久断層帯が連動して動くことが想定さ
れていて、実際の熊本地震の被害は、この時に想定さ
れた数字に近いものでしたし、想定の範囲内におさ
まるものでした。
さらに国の方も、熊本地震の直前の 2016 年 1 月に
布田川・日奈久断層帯の評価を一部改訂していて、そ
れまで一体的に扱われていたものを別々の断層帯に
二分し、さらにそれぞれ 3 区間ずつに分けて、評価
が行われました。日奈久断層帯は全国的に見ても確
率の高い方グループに属すると評価されていて、布

私は熊本に移ってきて 8 年目になりますが、市役

田川断層帯の方もやや高い方に分類されていました。

所に転入届を出した際に、熊本市が作った防災マニ

阿蘇山が噴火するとか、台風が来るとかというこ

ュアルを頂きました。実は、熊本地震後に初めてペー

とはあるけれども、まさか熊本でこんなに大きな地

ジを開いてみたのですが、その 1 ページ目に熊本市

震がくるとはという話が、熊本地震の後、市民レベル
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では多かったのですが、実は、十分想定されていた地

うなまちづくり協議会をやります、各地区で大体大

震であって、さらに過去にも大きな地震を熊本は経

字くらいのスケールでまちづくり協議会を設立して

験していました。また、東日本大震災の際には、津波

くださいというような説明会が町からあったそうで

てんでんこの話とか、想定外の災害はいつでもどこ

す。そこから順次、徐々に立ち上がっていったという

でも起こりうるという話しが熊本にも伝わったはず

ことでありますが、この辺りは後ほど益城町役場の

なのですが、そういったことがおそらくどこか遠い

宮田さんの方からコメントいただければと思います。

ところの問題となってしまって、さらに地震よりも

現在 27 地区で設立されていますが、市街化区域の

台風や阿蘇山の噴火の方が、目の前の問題であった

中で 12 地区、市街化調整区域で残り 15 地区が設立

のかなと思います。

されています。一つの行政区で一つの協議会のとこ

地震の後、
「まさか熊本で」という言葉をよく聞き

ろもあれば、複数の行政区が集まって一つの協議会

ましたが、十分に想定されていたことでありながら、

となっているところもあり、地区よって様々です。こ

そのことが県民にほとんど認識されてなかったし、

のまちづくり協議会に含まれている地区の人口と世

過去の地震の経験も伝わっていなかったということ

帯数を足してみたら、実は益城町全体のそれぞれ 2/3

が根本的な問題として指摘することができます。

以上になっていました。実際に計算してびっくりし
たんですけれども、なかなｋすごい勢力ではないか

住民主体の組織による地区レベルの復興の議論

と思います。

今日の本題は、神戸から始まり、中越、東日本とき
て熊本で、住民主体の組織による地区レベルの復興
まちづくりの議論がどのように進んできたのか、こ
のことについて考えてみたいと思います。
益城町ではまちづくり協議会と呼ばれていますが、
それが現在 27 地区で設立されており、西原村では復
興まちづくり懇談会と呼ばれるものが 6 地区、南阿
蘇村ではむらづくり協議会と呼ばれるものが 6 地区、
それぞれ設立され地区の復興のまちづくりの議論が
されてきました。
益城町では、神戸市からの応援職員さんからのア
ドバイスがまちづくり協議会に取り組みはじめた大

宮園地区まちづくり協議会の取り組み

きなきっかけになったそうです。規則、要項を整備し

まずは、市街化区域の中のまちづくり協議会をみ

て行政としてまちづくり協議会を位置付けていると

ていこうと思いますが、益城町の中心部では、復興土

いう点が特徴的で、まちづくり協議会で住民参加に

地区画整備事業が実施されており、報道等もよくさ

よる合意を形成して、提案書を町長に提出し、それを

れている 4 車線化事業が行われている県道熊本高森

まちづくり専門委員会でオーソライズ、優先順位を

線が東西に通っており、それに沿うような形で市街

つけて、それに応じて予算をつけていくというプロ

化区域が指定されています。この中の宮園という地

セスを取りました。ですので、従来の区長とか議員さ

区の取り組みを紹介させて頂きます。ここでは地震

んを通じた要望、陳情型のまちづくりから、大幅なア

から 1 年後の 2017 年に設立準備会が立ち上がり、ま

ップデートがなされたわけです。

ちづくり協議会がその 6 月に設立されています。全

最初、自治会長を集めて、復興に向けてこういうふ

体で 300 世帯くらいで、166 棟 63％が全壊というこ
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とで、かなりひどい被害があった地区です。

域の外は別の事業で道路を整備することになってい

ここは 2 週間に 1 回、ずっと役員会を開催されて

ったりとか、そういうような経過になるわけですか

いて、それにプラス随時、住民の方が誰でも来ていい

ら、まちづくり協議会で議論した方針図は非常に重

ですよというまちづくり協議会や座談会が開催され

要な役割を果たしたのではないかと思います。

ています。土地区画整理の事業区域の内と外の両方
が含まれている地区で、それを一体的に議論してい

安永地区まちづくり協議会の取り組み

るということが興味深いと思います。

安永地区は、4 つの自治会で 1 つの協議会が設立さ
れたところで、宮園とほぼ同じ時期の設立です。自治
会 4 つ分ですので少し世帯数が多いのですが、こち
らでも 432 棟全壊しています。ここのまちづくり協
議会では、4 つの自治会の会長さんが中心となって役
員会を作っていて、そのうちの 1 人の自治会長が会
長になっています。役員会の構成は、各自治会長さん
のほか、老人会長、婦人部会長、消防班長、農業分野
からは農区長、PTA 会長、民生委員、神社総代、それ
からひろやす荘という地区内の老人ホームとなって
います。役員会では、県道拡幅についてと、各町内の

土地区画整理事業は、2018 年 3 月にまずその区域

道路整備についての意見集約の場になっていて、4 つ

が都市計画決定されたのですが、議論が始まってか

の地区に万遍なく道路整備事業が入るように結構バ

ら都市計画決定までは、区域すらどうなるか分から

ランスよく検討されていたり、災害公営住宅の建設

ない状況だったわけで、土地区画整理事業があろう

の候補地も提案がされていまして、その後、災害公営

がなかろうが、地区としてはこういう形で道路を整

住宅はその場所に建設されました。

備してもらって、避難路を確保したり公園を整備し

ここでは役員会しか開催されていませんので、住

てもらったりしたらいいじゃないかということを、

民には回覧で周知するだけという形で協議会が運営

土地区画整備事業の区域に関係なく全体で議論して

されています。このように、地区によって様々なやり

いって、まちづくりのルールなども検討されました。

方で行われているということであります。

そしてその後、事業区域が都市計画決定されたの

櫛島地区まちづくり協議会の取り組み

で、道路計画は区画整理事業に合わせていったり、区

今の 2 つの地区は、私は現場にタッチしたことが
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ない地区なんですけれども、地震後、市街化調整区域

路地の方も全く通れなくなってしまったので、そう

の中の櫛島地区の支援をずっとさせて頂いています。

ならないように道路を拡幅して欲しいということで

ここは 62 戸 200 人ほどの農村集落です。先ほどの 2

す。また、指定避難場所が 4 キロ先の小学校だった

つの地区と同じ時期、2017 年 6 月からまちづくり協

のですが、遠いし、集落から離れたくないということ

議会の活動を始めています。櫛島の大きな特徴は 30

で皆さんその小学校にはほとんど避難されず、集落

代、40 代の消防団のメンバーが中心になって活動し

内に物資や情報を集める拠点をつくって、寝泊まり

ているということです。

はそれぞれ車中泊という形で、家の片付けなどをし

櫛島では月に 2 回、2 週間に 1 回のペースで意見交

ながら避難生活を送っていたそうです。そういった

換会を開催しました。ここの意見交換会は、住民の方

経験を踏まえて、地元にぜひ避難場所を作って欲し

は誰でも参加できるということにしていて、一家で

いという提案をされました。

来られる方もいらっしゃれば、お子さん連れで来ら
れる方もいらっしゃったりして、毎回、30 人ちょっ
とくらいの方が参加して下さいました。
最初にやったことは、ワークショップで櫛島の「好
きなところ」と「良くしたいところ」をできるだけた
くさん出してもらって、どれが一番重要かというこ
とを投票してもらったりしながら優先順位を決めて
いき、それをもとに提案書をまとめ、町長に手渡しで
提出をしました。

そして、ちょうど一年前になりますが昨年度末に、
隣接する神社と公民館と一体的になるように避難公
園が整備されまして、集落の皆さん本当に喜んでい
らっしゃいます。ただ、その他の災害公営住宅の建設
や、幹線道路の拡幅は、恐らく難しいのかなという状
況になってきています。

様々なことを提案したのですが、やはり第一には
ハードの事業で、まず、集落内に災害公営住宅を建設
してほしい、用地はここで、地権者も了解しています
ということを含めて提案しています。それから集落
の真ん中を通る幹線道路の拡幅、そして路地の拡幅、
さらに集落中央の神社境内を避難場所として整備し
てほしいということを提案しています。
熊本地震では、家屋が道路に倒れてきてしまって、

このような提案をした後も、
意見交換会は月に 1 回

しばらく人も車も通れない状態になってしまって、

ずつ、今でもずっと開催し続けています。その他に、
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毎年 4 月の地震のあった日の前後に避難訓練を開催

先ほどの宮園など多くの協議会で発行されています

するようになったり、それからどんど焼き、熊本の方

が、これはやはり神戸のきんもくせいのイメージが

ではどんどやといいますけれども、正月飾りのお焚

私には大きかったですね。さらに櫛島では、60 戸ほ

き上げを 20 年ぶりに復活させたりしています。

どなので、消防団のメンバーによって毎回毎回、仮設

櫛島では、千灯明といわれる 300 年とも 400 年と

住宅など櫛島を離れている人も含めて、手渡しでニ

もいわれる伝統のあるお祭りがあるのですが、実は

ュースを配っています。

これは地震前は高齢化に伴って、準備が大変という

最初は、まちづくりってなぁに？という反応の方

こともあって、どんどんどんどん縮小されていって

がほとんどだったそうですが、それでも手渡しで配

いたそうです。宮司さんもずっと呼んでいなかった

りながら、世間話をするようになり、だんだんとコミ

んですね。

ュニケーションが深まって、今では多くの人に楽し

伝統的なお祭りは、神座主と呼ばれる昔からある

みにしてもらっているというふうに聞いています。

神社を守る仕組みがあって、それをくじ引きで毎年

これも櫛島の大きな成果の一つかなと思います。

順番を決めながらやっていたのですが、そうすると
必然的に世帯主である高齢者世代が中心となり、三
世代同居していても息子世代はどういう仕組みで何
をやっているのか、子供の頃の楽しいお祭りのイメ
ージはあっても、全く知らなかったそうです。それが
このまちづくり協議会の活動をするようになって、
仕組みが分かったり、そんなことがネックになって
いたのかということが分かって、まちづくり協議会
の活動として神座主をサポートすることになり、竹
灯籠を追加したり、豚汁を出すようにして、神座主も
宮司さんをお呼びするようになりました。千灯明の

益城町では、まちづくり協議会が 27 地区もあるの

ことは、一番はじめに行ったワークショップでも寂

ですが、櫛島はその中でもやはりかなり特殊でして、

しいという声があったので、櫛島のまちづくり協議

中心となっているメンバーが消防団の若手、40 代な

会の大きな成功の一つといえると思います。

んです。ですので、まちづくり協議会の会長は自治会
長とは別に若手が担っています。他の地区からは、若
手が元気でいいなぁとうらやましがる声もあるので
すが、一方で、若者たちが勝手にやっているわけでは
なくて、自治会長などいわゆる長老を立てながらや
っています。先ほどの提案書を町長に提出する際な
どでは、自治会としての臨時総会を開催してもらっ
て、まちづくり協議会としてこんな提案を出します
と、いいですか？という決をとって提出するとか、そ
んな形で若者たちと自治会、従来のコミュニティが
上手くバランスをとりながらやっています。先ほど

それから、まちづくりニュースを発行して住民に

申し上げた宮園とか安永とか、たくさんまちづくり

配っていくということをやっています。ニュースは

協議会はあるのですが、ほとんどが実は自治会＝ま
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ちづくり協議会という形で運用されています。それ

いった地区ごとの話し合いのサポートをされていき

は熊本ではまだまだ自治会が機能しているというこ

ました。ですので、大切畑の方をはじめ西原村の方々

との裏返しでもあるのですが、そういった意味では

は中越地震の被災地に何度も足を運ばれていますし、

櫛島は結構特殊な運営といえると思います。

中越の方が大切畑に来て、一緒にどんどやをやった
りだとかしていました。

西原村での取り組み

あくまで集落という自治会の中に作られた懇談会

西原村の方はで、まちづくり懇談会というものが 6

でしたので、提案書を提出する際は、懇談会ではなく、

地区に限定して取り組まれていますが、益城町では

自治会名で村長には提出されています。また、資金面

こういう仕組みがありますが立ち上げませんか？と

についても、益城町ではまちづくり協議会と位置付

いう声掛けを町からしたわけなんですけれども、西

けているので、町としてもまちづくり協議会の活動

原村の場合は、6 地区に限定してある意味、村主導で

資金として年間 5 万円の補助金と、イベント実施な

取り組まれています。一方で、位置づけとしては従来

どに使える 10 万円のにぎわい活性化補助金というも

の自治会の中に特別委員会のような部会のようなも

のを用意しているのですが、西原村の方はそういっ

のを作ってもらうという形でやっていますので、益

た仕組みがないんですね。復旧のための公共事業の

城町ほどシステマチックに位置づけられているわけ

実施に伴う予算でコンサルタントのサポートも入っ

ではないということであります。

たりしていましたが、あくまでも自治会活動の一環

その中で、大切畑地区というのが非常に象徴的な

という位置づけで、例えば、住民が自発的に企画する

んですけれども、こちらは 27 世帯のうち被害が比較

ような交流イベントなどがやりにくいというのが西

的軽微で住めそうな住宅は 4 軒だけでした。残りは

原村の状況でありました。

ほとんどが全壊で、解体されました。被害が特に大き

一方で、西原村が上手いなぁと思ったのは 2018 年

かった集落でしたので、どれだけの世帯が戻って再

度に先程の 6 集落で地震後の記録誌を作ったのです

建できるのかが大きな課題となり、当初は集団移転

が、この記録誌の作り方が非常によくって、集落内の

についても検討されていました。そういったことを

若手メンバーに自分たちの集落の自治の仕組みを知

懇談会の場で検討していったのですが、最終的には

ってもらったり、次世代を育成するということを狙

一部集落内の移転も含めて現地で再建するというこ

って、若手であったり女性が中心となって編集委員

とになりました。

会を立ち上げてもらって、集落を回ってヒアリング
をしたりして、6 集落それぞれ冊子をまとめられてい
ます。先ほどの懇談会は自治会ですのでどちらかと
いうと自治会長さんを中心とした、長老たちが中心
となって議論が進んでいったんですけれども、こち
らの記録集の編集はそれとは別に若手に任せたわけ
です。非常にうまいやり方だったと思います。最後に
は、6 集落が集まって報告会をしまして、意外と知ら
ない隣の集落のことを知って、お互いに刺激をしあ
っていました。

西原村には、中越の山の暮らし再生機構（LIMO）に
おられた佐々木さんが西原村役場に入られて、こう
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復興基金について
擁壁の復旧工事でも、ある程度まとまった面積で
ないなど、公的事業で実施できない場合は、復興基金
で実施できるメニューが用意されたんですが、これ
は熊本なりに復興基金を工夫して運用している部分
だと思います。
中越ではやはりこの復興基金が非常に大きな要素
であったというふうに思いますし、熊本でも、結構、
期待をしたわけですが、熊本地震の復興基金はハー
ド中心で、例えば仮設住宅の様々な支援事業である
とか、被災宅地の復旧事業、先ほどの擁壁の復旧であ
ハードの復旧

るとか、公共事業にのらない部分の支援が入ってい

道路や橋をはじめ、ハードの復旧は粛々と進んで

たりするんですけれども、ほとんどがハード事業で

きています。山際の斜面地の集落の被災が大きかっ

す。まちづくり協議会の運営支援とか、専門家派遣で

たので、擁壁がいたるところで壊れました。これが復

あるとか、住民によるイベント実施の支援であると

旧しないと、住宅の再建ができないわけですが、先ほ

か、そういったコミュニティの復興に対するメニュ

どの大切畑をはじめ、この擁壁をどのように復旧さ

ーは皆無です。

せるのかが大きな課題で、被害の大きな所では様々

熊本地震後、中越の被災地に視察に伺った際、地域

な公共事業により復旧されました。中越の被災地で

コミュニティ施設等再建支援事業というふうに熊本

も使われた小規模住宅地区改良事業であるとか、都

では呼んでいますが、被災した集落の神社の再建・修

市防災総合推進事業のほか、大規模盛土造成地滑動

理を、復興基金でできるようにするのにとても苦労

崩落防止事業といったような事業も行われましたが、

したというお話しを聞いて、宗教施設ではなくコミ

東日本大震災の被災地で行われた防災集団移転促進

ュニティの施設の再建・修理というふうにして、なん

事業は、災害危険区域を指定しようがないというこ

とか復興基金で使えるようになったんだ、という話

とで行われませんでした。

を伺いまして、なるほど！と思ったのです。熊本でも

復旧がどんどん進んで、本当に要塞のような集落

ぜひそのようにできるようになるといいなぁと思っ

が続々と出来上がってきていて、これを待ってよう

たのですが、実は、これはいとも簡単に実現していて、

やく住宅の再建に取りかかれるということです。

一番最初の当初予算で 13 億円が組み込まれました。
実際に、この復興基金を使って、たくさんの集落の神
社が再建・修理されましたので、非常に大きな役割を
果たしているといえると思うんですが、一方で、あま
りにも簡単に実現していて、仕組みだけ輸入されて、
心が輸入されていないというようなことを感じたわ
けであります。
これからの 5 年間を考えるうえで、まだ残金が結
構あると思うのですが、復興基金をこれからどう使
っていくのかということはとても重要な問題なので
はないかと思っています。
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復興まちづくりとは

んじゃないかと最近思い始めているところです。つ

このような形でですね、熊本の地区レベルの復興

まり、人口を指標としないまちづくり、暮らしや地域

まちづくりが進んできているわけなんですが、先ほ

の持続性であったり身の丈に合ったまちづくりとい

どの中越の被災地と同様に、やはり人口減少がそも

うことを進めていかないといけないんではないかと

そも地震の前から大きな傾向としてはありました。

思います。

さらに地震が発生したことによって、かなりの転出
がありましたので、益城町でも、西原村でも、南阿蘇

新型コロナウィルスとまちづくり

村でも人口が大きく減少し、最新の人口を見ても減

もう一つ、今、非常に苦しいというか、なかなか難

ったままです。

しい状況が新型コロナウィルスです。昨年のちょう

もうすぐ地震から 5 年目を迎えますが、この 5 年

ど今頃、災害公営住宅が 1,700 戸ほど建設されてそ

で大体ハードの復旧のめどが立ったというふうにい

れが全部完成したのですが、感染拡大の時期とちょ

えるような状況に熊本もなってきました。この間、ま

うど重なってしまったため、例えば災害公営住宅の

ちづくり協議会としては、集落を出ていった方々が

入居者のコミュニティづくりというのは、この 1 年

帰ってこれるように、もしくは帰ってきたいなと思

間ほとんど何もできていないところがほとんどだと

ってもらえるように、例えば、集落はこんなに元気で

思います。

すよということでイベントをしたり、昔の祭りを復

それから益城町の 27 のまちづくり協議会のこの 1

活させたりしてきたわけです。やはり、集落に住んで

年を見てみますと、イベントなどの多少のキャンセ

いる住民が日々楽しそうに暮らしていて、活き活き

ルはあったが工夫しながら継続しているまちづくり

としていないと帰ってきたいと思えないと思います。

協議会は 7 つぐらいしかなくって、ほとんど何もし

そういった形で 5 年間やってきたわけですが、道路

ていないのが同じく 7 つくらい、新型コロナ以前か

も復旧し、ある程度住宅の再建も進んできたという

ら活動していない、つまりある程度事業のめどが立

状況の中で、これから先の 5 年をどう考えていくの

ったので、もうまちづくり協議会の役割は終わった

かという所に今、来ているというわけです。

ということで活動していなかったのが 2 つくらいで、
その他はちょっとよくわからなかったんです。これ
は、宮田さんと相談しながらこんな感じかなぁと推
定してみた結果なんですが、住民の関心をハードか
らソフトへどのようにシフトしていくのかという、
新型コロナの感染拡大のタイミングが非常に悪い時
期だったなというふうに私は思っています。

知の継承について
最後に、この連続セミナーの大きなテーマ、知の継
承についてですが、知は知識とは違うと思うんです
人口のグラフを使って住民の方に説明するのは非

が、辞書的には、知は物事を認識したり判断したりす

常に分かりやすいわけなんですけども、やはりそろ

る能力、知恵であって、知識は情報のようなものであ

そろこれも限界がきていまして、当然、人口減少を前

って、知ること、認知・理解することなので、情報と

提としたまちづくり、ある程度の人口減少を許容す

か知識をどう伝えるのかということも非常に重要だ

るようなまちづくりを進めていかなければならない

と思うんですが、やはりその伝わってきた情報を咀
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嚼し、自分のこととして理解しないと多分、知にはな

継承というか、使われているんですけれども、ソフト

らないと思うんですよね。

の事業は全くメニューに上がっていなくって、配分

例えば、益城町のまちづくり協議会のきっかけは、

もほぼ県が決めていて市町村の自由度は低くって、

神戸市から来た応援職員が、益城町の担当の方に、復

というような仕組みになっていて、知識として情報

興の際には、やはり住民参加のまちづくり、まちづく

として、仕組みとしての基金はあるのですが、その心

り協議会はとても重要だよ、神戸ではとても有効で

を咀嚼していないというか、活用しきれていないの

あったよということを伝えたそうです。それを聞い

が熊本の復興基金ではないかというふうに思ってい

て、おそらく益城町役場の中で様々に議論され、それ

ます。

が咀嚼されていって、今のような形にどんどん展開

いろいろ考えていくと、例えば、記録誌やマニュア

してきているということと私は理解していて、まさ

ルを作って知識や情報を伝達することは当然必要な

しく益城町型のまちづくり協議会になっているんじ

ことで、それを読んで理解するということは可能な

ゃないかというふうに思っています。

んですけれども、結局その心であったり、その行間で
あったりというのは、益城町へ来られた神戸市の復
興応援職員の方もそうですし、中越から西原村へ来
られた佐々木さんもそうなんですけれども、結局は、
人が伝えるものなのかなぁというふうにも、実は、連
続 3 回のセミナーを聞いてきて感じたところです。
このあたりのことは、後ほど、意見交換していきたい
なと思っております。
ということで、熊本地震からこれまで 5 年間の報
告をさせて頂きました。どうもありがとうございま
した。

一方で復興基金の方は、仕組みとしてはそのまま
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コメント１；熊本県益城町における住民参加の復興まちづくりの視点から
宮田有佳

熊本県の益城町役場の宮田と申します。現在は企

次に、まちづくり協議会のこれまでの活動を載せ

画財政課で公共交通の方を担当しているんですけれ

ています。平成 28 年度の末から柴田先生のお話にも

ども、昨年度まで復興整備課でまちづくり協議会の

あったのですが、地区へまちづくり協議会を設立し

運営に携わっておりました。協議会の内容について

ませんか？ということで説明会を 29 年の 2 月 3 月に

は、今柴田先生からお話があったので、私はどのよう

開催しています。

にして住民の方々と関わってきたのかという所のお

もともと先ほどの神戸市のお話からまちづくり協

話出来ればと思っています。

議会はスタートしていまして、復興計画が 28 年の 12

【益城町のまちづくり協議会の設立まで】

月に策定されたんですけれども、その検討段階でも

まず、基本的なところで、益城町のまちづくり協議

まちづくり協議会という話は出ていました。その当

会の設立までをお話させていただきます。益城町で

時の担当者から聞くと、正直どうやって運営するか

は 2016 年の熊本地震後に町内各地域にまちづくり協

っということは全く考えておらず、ここまでいける

議会が設立されました。地震による家屋の倒壊など

とはと思っていなかったというのは、後から言われ

による道路の寸断や、特に益城町は熊本市とも比べ

ました。

て公園が少なくて避難場所の不足がとても課題とな

このような説明会にはまちづくりのコンサルに入

りました。そこから、緊急時の避難路・避難広場の整

ってもらって一緒にずっと進めてきたような形です。

備の必要性と、国からの補助によって整備をして復

その後、お話に乗ってくださったところが協議会設

興を助けますよという話があったところから、何か

立に向けて勉強会を開始されて、そこからまちづく

整備をという風になっていたんですが、町の職員は

り協議会の設立ということになっていきました。

一杯一杯で検討なんて出来るような状態ではなかっ

私が携わったのは、29 年度からになります。29 年

たということもあり、まちづくり協議会を設立して

度に復興整備課が出来ました。復興整備課の私は初

検討する事になりました。

期メンバーで、まちづくり協議会の担当になった経

そこで、まちづくり協議会の提案をもとに、益城町

緯は、課の大きな仕事が、木山地区の復興土地区画整

復興まちづくり計画を作成し、その計画に基づいて

備事業とまちづくり協議会が 2 つの大きな軸だった

災害時の避難路・避難広場の整備を行っていきまし

のですが、4 月に課が出来た時点で、4 月末に区画整

た。事業は都市防災総合推進事業と小規模住宅地区

備事業の大きな説明会を控えていまして、みんな区

改良事業を地区によって分けて整備をしています。

画整理のことで頭がいっぱいでした。私は土木や都

整備数は、整備予定数になっているのですが、同意が
得られずにまだ整備ができていないところや諦めて
しまったところもあります。復興土地区画整備事業
が予定されている木山地区では、先ほど柴田先生か
ら宮園地区の話があったんですけれども、全体で木
山地区についての検討もまちづくり協議会でやって
いきました。

【まちづくり協議会のこれまでの活動】
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市計画の知識が全くなく、4 月 5 月くらいまでみんな

たのを覚えています。

が何を話しているのかさっぱりわかりませんでした。

平成 30 年度に皆さんの提案を基に益城町の復興ま

柴田先生にはお話したんですが、道路の幅員といっ

ちづくり計画を作成しまして、避難路・避難地の整備

ても幅員が何のことなのかわからなし、橋梁とかも

事業がなんとか実施出来ました。その整備を進めな

何なんだろうと、そういうレベルだったので、区画整

がら、皆さんが整備を検討する中で、やはりもっと町

理事業の仕事は出来なんじゃないかと思いながら、

を元気にしたいとか、どうせ誰も戻ってこないとか

でも暇なのはいやだなぁというところで、なんとな

そういう話があるので、ではどうやったら活性化し

くまちづくり協議会にいってみようかなぁっていう

ますかね？という話をしていきました。

ところからのスタートでした。

それは、町の本来の意図とは違っていたのかもしれ

とりあえず、協議会の勉強会に次々と参加をして

ません。コンサルのサポートのおかげもあって、ぼち

行ったんですけども、他の人たちは区画整理事業が

ぼち活動を始めていきました。例えば櫛島地区のよ

忙しかったので、とりあえず私一人で乗り込んでい

うに今まで止めていたお祭りをやってみようだとか、

ったような形です。事業課での経験もなくて、もとも

ちょっとみんなでなんかやってみようみたいな話も

と窓口課にしか役場ではいなかったので、役場職員

出てきていたので、避難路・避難地の整備と併せてま

として住民の方達とどう付き合うのかとか、どう距

ちづくり協議会による地域活性化のための活動が少

離を取るのかということも正直よくわからないまま、

しずつ始まっていきました。

取り敢えずコンサルさんにくっついていっていまし

ちょうどそのころ、益城町の市街地区を中心に復

た。会議に参加して、皆さんが話していることをただ

興のために町の賑わいが必要だという議論が挙がっ

聞いて、もしお尋ねがあったら、じゃあ確認してきま

ていました。また、まちづくり協議会の地域活性化の

すっていって、確認して次の会議でこういう風に言

活動に、私一人で行っているのももったいないなと

ってましたっていう風にずっと答えていって、それ

思い、皆さん頑張ってるから見てくださいよとお伝

を繰り返していきました。これが結果的に、住民さん

えして町長や副町長にたまに参加してもらっていま

との関係作りに上手くいったのかなぁと思っていま

した。そのような経緯から、平成 31 年度に「にぎわ

す。今思えば、避難路・避難地の検討を早く進めてほ

い事業補助金」を開始しました。もともとのまちづく

しいとか、事業を進めようという気はあまりなくて、

り協議会の活動の補助金が年間 5 万円でしたが、こ

早く進めた方がいいのかも正直わからないまま、住

れにイベント等をするのであればプラス 10 万円とい

民さんの話をただ一緒に聞いていたんですけれども、

う形で始めました。27 団体のうち 10 団体から申請が

それで、住民さんたちのペースに合わせての検討が

あればいいかなと思っていたんですが、これが意外

結果的にできたんだなというのが、今回この話を頂

と盛況で、31 年度にはまちづくり協議会の担当が 2

いて振り返って考えていて思いました。

～3 人おりましたが、秋とか春には毎週どこかでお祭

29 年度に協議や事業の検討、勉強会をして、まち

りがあって、毎週どこかで何かをしていて、毎週土日

づくり提案書を各地区で出していただきました。し

の休みがないような状態でした。

かし、正直その時点で本当に予算が付くのかどうか

これがハードからソフトへの転換で、活動費のお

というのは分からない状態で、協議会に行って皆さ

かげでうまく転換が出来たなぁと思っていました。

んとお話しながら本当に整備できるのかという不安

それと並行して、協議会はそろそろ自立しないとい

はずっとあり、ここまで話し合ってもらって何も出

けないんじゃないか、協議会によっては町にべった

来なかったら、私辞めないといけないだろうなぁと、

り甘えているというか、町がなんかやってくれるん

益城に住めなくなるなぁと思いながらずっと行って

でしょ、担当がなんかやってくれるんでしょみたい

23

なところもあったので、そういう所をちゃんと自立

る職員というのはやはり温度が違うと感じることも

できるようにしなければいけないという議論が出て

あって、そういうところが今上手く伝わっていなく

いました。

て、放っておけずにたまに私が協議会に行ったりし
ているところです。

益城町のまちづくり協議会の活動
平成28年度末〜

今も協議会の役員さんが相談があったら私に連絡
をくれることもあり、嬉しいのですが、これが町とし

・町から地区へのまちづくり協議会についての説明会を実施
・協議会設⽴に向けた勉強会の開始→まちづくり協議会の設⽴

平成29年度

て本当にいいのかなぁと悩みながら、そして新しい

・避難路・避難地の協議、復旧・復興事業の検討、勉強会
→「まちづくり提案書」の提出

平成30年度

担当者にこういう相談があったのでとか、こういう

・「益城町復興まちづくり計画」の策定（町）

時には私が行ってもいいですか？というのは聞くよ

→避難路・避難地の整備事業の実施
・まちづくり協議会による地域の活性化のための活動の開始
平成31年度

・にぎわい事業補助⾦の創設→各協議会でのイベントの実施

令和2年度

・協議会の⾃⽴の促し

うにはしているんですけれども、これで本当にいい

※ハードからソフトへの転換

のかなぁと思いながら過ごしていた 1 年でした。
もともと事業のための協議会だったのですが、そう

・担当者の変更、まちづくりコンサルとの契約終了
・新型コロナウイルスの流⾏

1

いうソフト面も大事というのも、今皆さんのお話を
聞きながら感じました。一方で、やはり道路や公園が

【現在の活動について】

できる励みというのを私は感じていて、ハード事業

今年度は、自立という意見が強くなってしまった

のパワーというのも皆さんを勇気づけるなぁと思っ

こと、私が異動して担当者が変わってしまったこと、

ています。私も少し気分が落ち込んだら、皆さんが作

新型コロナウイルスの影響もあって、正直活動が停

った公園を見に行くことがあり、それで仕事頑張ろ

滞してしまっています。担当者が変わった段階で、集

うと思えるので、上手くハードが出来て、それがソフ

まりに参加して関係を作っていくのですが、その集

トにじゃあもっと頑張ろうという風にいい形で移っ

まり自体が出来ていないので、うまく関係がまだ出

ていったところだったんですけれども、それが今停

来なかったり、また、協議会自立するためには職員は

滞しているような状況です。

行かなくてもいいという意見が強くなってしまって

あまりうまくまとまらなかったのですが、これか

います。先ほど先生から心が伝わるという話があっ

らどうしようかと個人的にも悩んでいるので、皆さ

たんですが、地震の時から一緒にやってきた私と、新

んにお話を聞かせていただけると嬉しいなぁと思っ

しくきた担当というのはやはり温度が違うというの

ています。以上です。

がありまして、役場の中の職員でもあるんですが、復
興をずっと行っている職員と、通常業務を行ってい
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コメント２；神戸・台湾・中越：復興の経験・教訓の継承の視点から
小林

郁雄

神戸・台湾・中越の復興の経験・教訓の継承という

を持っていたかですが、まちづくり協議会のような

ことについてのコメントの要請ですが、先ほど澤田

行政と市民、市民と市民が一緒になって復興に取り

さんか柴田さんが言われたように、経験は伝わらな

組むシステムを持たないといけないという話です。

いというのが本当だろうなと思います。

台湾の被災地はもう少し山間集落や原住民部落とい
うところなので、先ほど澤田さんが触れられた社区

復興まちづくりとは何か

総体営造というシステム、これは日本の「まちづくり」

今日はやはり復興のまちづくりの原点は何かとい

が台湾に伝搬したものと台湾大学の陳亮全先生は言

う話でして。まちづくりというのは、地域で市民が自

っておられましたが、1980 年代に日本から台湾に根

分たちの手で継続的にやる環境改善運動だと前から

付いた社区総体営造運動が震災復興の時にこそそれ

私は定義しています。復興の環境改善運動となると

をやるべきだということです。神戸のまちづくり協

被災者による自律と連帯の再生プロセスという恰好

議会も 1980 年ごろに制度としては出来ていたので、

で、復興というのが目標ではなく過程といいますか、

95 年の時は 15 年の経験があったので今こそこれを

プロセスとしてとらえた方がいいと前から言ってい

やるべきだという風に我々も思いましたし、行政も

るわけです。暮らしを復興するということは結局、住

思った、同じことが台湾でも起こったわけです。

まいと仕事とまちという 3 つ、すなわち環境・経済・
コミュニティーということになるんですが、それに
支えられて暮らしは成り立つわけで、この 3 つがち
ゃんとしないと暮らしは成り立たないわけで、それ
を再生していく。それのための支援制度が、住まいの
復興が阪神・淡路の「まちづくり協議会」で、中越の
「地域復興支援員」というのはまちの復興の支援制
度、仕事については「グループ補助金」ですね。

阪神淡路から台湾へ
以上は前回お話したことで、阪神淡路がどんな教訓

中越と違って台湾の場合は、社区営造員や社区営造
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点などに、かなり大学関係者といいますか教育関係、

け水産業拠点の再生、二番目は、あまり誰も言いませ

社区総体営造というのは単なるまちづくりでなくて

んが、内陸部と臨海部の連携、要するに三陸地域の沿

教育の側面が非常に大きいのですので、文科系の教

岸部と内陸の盛岡、北上といったところがどうつな

育畑の人たちがたくさん山間集落に入って復興支援

がっているか。兵庫県でいえば東海道・山陽道とその

をしています。澤田さんが丁寧にご説明されたよう

内陸の方とどう縦につなぐかという話です。海と山

に中越に伝わっていきました。

の東西のネットワークを東北地方は忘れてきていた
のではないか。東京との南北の軸だけを重視して来

神戸とニューオーリンズ

たのでは。もっと東西の沿岸と内陸の地域軸を大事

そしてもう一つ、中越地震の翌 2005 年にアメリカ

にしないといけないのではないか。遠野・住田とかと

のニューオリンズで大水害が起こり、いろんな復興

のつながりですね。三番目がまちづくり支援という

計画が乱立して結局市民不在の理想都市計画が先行

ことで、これは中越の仲間たちの努力だと思います。

して、全部ぽしゃってしまう。結局は住民のワークシ

結局は復興まちづくりを支えるのは市民まちづく

ョップといいますかコミュニティー会議で UNOP とい

りという、先ほどから出ていますが、誰が復興を担う

う統合のニューオリンズ再生計画ができ納まります。

かという問題です。当然のことですけれども被災地

民主主義の国でみんなが集まっていろいろ話をして

の人たちが自分たちの手で復興をやっていく。
「結果」

計画が出来ていくと思ってたのですが、違うんです

としての姿が復興ではなく、やっていく「プロセス」

よね。日本へニューオリンズの行政や NPO などの人

というか、やりつつあることが重要であると思って

たちが来て「日本の復興まちづくりはいろんなまち

おります。

づくり協議会があって大変すばらしい」と言うので、
「いや、それはあなたがたに言われることと違うの
では」と言ったら、「いや南部はそうなんです」と。
アメリカもいろいろなんですなぁと思いました。い
ずれにせよニューオリンズの水害からの復興もそう
いった話はあんまり伝わっていませんが、市民まち
づくりは非常に需要な役割を果たしています。

形ではなく心の継承を
柴田さんがいわれた復興基金の形は受け継がれて
いるけれども、心が伝わっていないということは、全
く東日本の関係者に聞かせてやりたいというか、神
戸の復興基金の心は中越にかなり確実に伝わりまし
た。神戸の復興基金は雲仙普賢岳のガマダス基金の
心を継いだわけですが。その心が東日本には伝わら
東日本大震災の場合

なくて、先ほどの柴田さんの話を聞くと、熊本にもな

それで東日本なんですが、一番はやはり産業とりわ

かなかそれは伝わっていないようですが、5 年目なの
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でこれからだと思います。

ってやってきている台湾との被災地市民交流ですね。

同じようなことでまちづくり協議会もその心が伝

長田区の鷹取にあった坂茂さんの設計されたペーパ

わらないと結局形だけ作っても何の意味もないでし

ードーム(紙教堂)が台湾南投県埔里（PULI）の桃米村

ょう。というのを名取市閖上の区画整理事業で派遣

に移築再建されていることですね。これは鷹取にあ

されていた神戸市の職員がほぞを噛んだという話と

った紙管製の集会所を、10 年目ですかね、解体する

よく似ていると思います。今日の話は私が考えてい

ときに、桃米の生態村に欲しいという。紙の筒の、コ

たこととほぼ同じような話がされましたので、澤田

ンクリートを打つ時の紙管ですから、運ばなくなっ

さんや柴田さんにはちゃんと伝わっているなぁとい

て世界中どこにでもあるわけですから、コンテナに

う気がしました。

積み込んで運ぶほどのもんでもないわけですが、現
物が重要なんだいうことでもって行くことになり、

被災地市民交流

被災地交流のシンボルとして今現地に再建されてい

それと紅谷さんのご希望で、これからどうなるかと

るのですが、その間に被災地同士のさまざまな交流

いう問題ですけれども、結局被災地の復興支援とい

があったということです。

うのは被災地交流みたいなことをもっと大事にする
ことですかね。伝えるといっても簡単には伝わりま
せん、あるいは、忘れますから 20 年 30 年経つと。

神戸とニューオーリンズの交流
もう一つ、ニューオリンズの例でも、兵庫区の松本
被災地同士の交流というか、もちろん被災されてい

地区の復興区画整理事業でつくられた「せせらぎ」を

ないところとの交流も大事だと思いますが、やはり

見に来て、復興の時にこういうことを私たちはつく

被災地同士の交流の力というのは非常に大きいと思

りたかったんだとニューオリンズ市議会の副議長さ

います。簡単に言えば「神戸から来ました」と言えば

んが言ってました。あるいは、語り継ぎ活動として被

台湾でもニューオリンズでも東北でも「あぁ、あの神

災地市民の経験をニューオーリンズに話しにいった

戸で被災した人が一緒に考えてくれるんですね」と

り、神戸とニューオリンズはジャズの町だというこ

いうことで、
「何しに来た？」と言われないわけです。

とでジャズ交流をするなど、結局こういうことでつ

ですからそこを大事にしていくことが重要なんじゃ

ながっていくことが重要です。
それが復興の何の役に立つんや、という話になる

ないかと。

かと思うでしょうが、先ほどの心がつながらんかっ
たら何もならんやないかという話です。どうも、とて

神戸から台湾へ／ペーパードーム(紙教堂)の移設

も工学系の都市計画をしている者の結論とは思えな

その象徴的な例が神戸の垂水英司さんが中心にな
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いかもしれませんが、是非そういったことを伝えて

神戸の震災後初めて原稿を書いたのは 1995 年 4 月

いきたいという気がします。

に『神戸からの手紙』というのを「地域開発」という
雑誌にで、中越の平井邦彦さんに書いた手紙なんで
すね。神戸で今こんなことが起こってますという話
で。ということは、平井さんにその以前からいろいろ
な関係で知っていて、その関係があったので、10 年
後の中越の時には一番に平井さんに話をしたという
ことです。台湾の陳亮全さんもそうですよね。1999 年
の震災直後に行ったときに最初に紹介されて、それ
からずっと 20 年近い付き合いです。
そういった関係がベースにあるということが非常
に重要なことで、中林一樹さんや室崎益輝さんもそ
うですけれども、皆さんつながっているということ

人と人とのネットワーク（つながり）

が大事です。そういったことを背景として考えてい

最後に、結局それは人間の問題ではないかといわれ

きたいと思いました。以上です。

ていたので、私も全くそうだと思ってます。
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■質疑

柴田：澤田先生が今おっしゃったことに全く同感な

質問１（紅谷）

今日のテーマに関しましては、向井さんというか

んですが、やはりシステムだけでは駄目だし、人だけ

たから、結局は社会システムとして回っているの

でも駄目だと思うんですよね。人だけが伝わってい

か？復興を進める人がいたからなのか？はっきり分

けばいい、心だけが伝わっていけばいいということ

けられないと思いますが、登壇者の皆さんのご意見

でもだめで、やはりシステムがあったうえでそれを

を伺いたいですという風な質問が来ています。シス

使う人がいないと駄目だという話で、当然、両方必要

テムとは先ほどの基金のようなシステムであったり

だろうと思います。例えば、地域防災計画って自治体

とかですね、割とがっちりしたもんだと思うんです

が分厚いもの作りますけれども、多分、あの冊子自体

けれども、神戸もちゃんとオフィシャルなルートで

にはほとんど意味がなくて、それを作る検討のプロ

まちづくり協議会が伝わったのではなくて、支援職

セスの方が多分重要であって、それがシステムや仕

員さんというかなり人伝だと思いますので、こうい

組みではないかと思います。

った点について、いかがでしょうか？

澤田：災害の後は色んな仕事を一気にやらなければ

宮田：難しいなぁと思いながら、人といっても、私も

ならないので、全部をオーダーメイドで一から作り

自分は特別だとか自分はうまくやったという風には

上げることは多分不可能です。やっぱり工程式にな

あまり思っていなくて、いろいろ失敗もしていて、シ

っちゃうし、支えきれなくなっちゃうと思うんです

ステムの中にどれだけ乗れるのか、それに合う合わ

けれど、なのでシステムというか、こういうことを使

ないが人にはどうしてもあるのかなとおもいます。

うことというのが大切だよっということをシステム

私はたまたまそれが合っていたから良かったんだろ

化されていくことは大切だと思うのですが、それは

うなぁと思うんですが、だから特別ではないなぁと

あくまでも人が地域の自立性というか、先ほどの小

思いながら、すみません。上手くまとまらないんです

林先生の言葉を借りれば、地域の人たちが連帯して

が、そういう風に思いました。

自律的に活動するのをエンパワーしたりとかスムー
ズにするための仕組みで、それを使っていく人たち

質問２（紅谷）

がそれがどういう風に役に立つのかということをち

細かい点になるかもしれませんが、益城のやり方が

ゃんと理解しながら使わないと、システムに使われ

少し面白いなぁと思いまして、まち協で検討されて

るというか、あまり批判をするのはよくないとはお

いたのが、区画整理事業と。
。がずれているというの

もいますが、東北の復興公費金 40 事業に色んな復興

もそうなんですが、もう一つ割と立ち上がったのが

の事業が絡み取られていく様というのは、なんとな

遅くて、都市計画事業とは別でゆっくり検討してい

く私は残念な感じがしていて、ああいう風な感じに

るじゃないですか？まちづくり提案を受けて、それ

ならないためにも、どういう風に何のためにそのシ

から、事業に取り組むと。時間間隔があまり急がなか

ステムを使うのかということの理解を、いろんな人

ったこともいいんじゃないかなぁと思ったんですけ

たちが共有したりだとか議論するということが重要

れども、それも最初からいきなり被災のすごい大変

だと思います。島津先生がおしゃっていることその

な時期にまち協を作ってということではなくて、す

ものがっという風に僕は思います。

こし時間が空けたことも地域にとって住民さんにと
っては受け入れやすかったという風なこともあるん

29

じゃないかなぁと思ったんですけれども、特に事業

たので、無理やり自分たちが犠牲になるみたいな話

との関係でいうと、例えば、区画整備をやるために、

を、どこもそうだとおもうんですけれども、自分たち

地元の意見をまとめないといけないから、はやくま

のペースで、はじめ言われていたのが「自分たちで思

ち協を立ち上げて区画整理のスケジュールと合わせ

うような区画整理をするために、まちづくり協議会

てがーっとやる感じと、違う形で進められたのがす

を立ち上げる」という風な話はあったんですが、それ

ごくいいなという風に思ったのですが。

は多分神戸の方からいろんな方達が来てくださって、
そこの人たちに話してくださったからだと思ってい

宮田：本当は事業の進捗は、特に区画整理なんかは区

ます。そうやって、まちづくり協議会もとんでもない

画整理の検討のために、早くまち協を立ち上げない

という話だったんですが、皆さんがそうやってちょ

といけないという話はすごく色んな所から上がって

っとずつ心を解いてくださったのかなぁという風に

いて、もう何時立ち上がるんだ、何時設置をするんだ

おもいますね。なので急ごうともしたけど、結果的に

っという話はずっとあったんですが、地元の方たち

は急げなくて、それをどうやってでも急ごうっとい

が、自分たちのペースでやるから、そんな急げって言

う強い信念は私達にはなかったのかなぁと思います

っても急がないぞっというところもあって、特に区

ね。

画整理事業なんかは敵が来たみたいなところもあっ
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議論のまとめ

＜復興まちづくりの未来と知の継承に向けて＞
鳴海

邦碩

はじめに

これまで、
「災害復興：世代を繋ぐ、知の継承」
という全対テーマで、3 回のセミナーを行ってきま
した。今、司会の方から「これらの総括」といわれ
たのですが、総括というと重すぎるので、
「まと
め」という位置づけでお話しさせていただきます。
これまで、その１として、阪神淡路大震災からの
継承、その２として、東日本大震災からの継承、そ
の３として、中越地震・熊本地震から未来の被災地
へ、と進めてきました。冒頭の趣旨説明にもありま
した通り、昨年の 9 月に都市計画学会の関西支部で

図 1 まちづくりをどう理解するか

「阪神・淡路大震災の復興を振り返る－復興検証・

し、あるいは、真ん中にまちづくりの核のようなも

知識継承－」というテーマでシンポジウムをやりま

のがあるのかもしれないと、問題を投げかけました

した。この時「経験の伝達１<復興・防災は特殊な

が、その時はあまり議論できませんでした。

まちづくりか>」というテーマでお話させていただ

復興・防災は特殊なまちづくりか

きました。

今回の 3 回のシリーズで小林さんは「まちづくり

その時、一体何を議論しようとしているのかなと

がまだ法律になっていないこと、都市計画の中にも

自分なりに考えてみて、震災当時から 25 年年をと

っと取り込まなければならない」ことなど、越山さ

ったのだということに、皆気がついたということが

んは「起きたら絶対避けることが出来ないのが復興

判りました。25 年前の震災の時に、都市学会でいろ

まちづくりなのだ」とか、
「平常のまちづくりと復

いろ取り組んだ人たちが、ちょうど今回の企画をし

興まちづくりは繋がっている」
（阿部さん）など。

ている人たちと同じような年ごろで、それから 25

「町の将来像を一緒に考えていくのがまちづくり

年経って皆 70 歳以上になっているから、世代が変

だ」と気仙沼に関わられた吉川さんが言われまし

わってしまったわけです。

た。

学会での発表の時も、復興の仕事を担う人の問題

蛯浦さんは、
「まちづくりは縦割りにしないこ

の方が大事だという観点でお話ししたわけですが、

と」
、今日の澤田さんは「住宅再建をゴールにしな

今日も少しそういう方向に偏った話になろうかと思

いこと」
、そういうことがまちづくりなんだ、と言

います。

われました。

第１回目の発表の時に、4 つのまちづくりの図式

また、皆さんの発言のなかに、
「急がない」
「丸投

を紹介しました（図１）
。まちづくりもあるし、防

げしない」
「総合的に考える」
「信用する」という言

災まちづくりもある、復興まちづくりもあるし、最

葉が何回も出てきました。
「まちづくりの気質」も

近は事前復興まちづくりもある。色んなまちづくり

あるようで、気仙沼では昔からの「風待ち」の気質

があるのですが、全部に共通した点もされば、ある

が影響しているという発言がありました。

特定の点について議論するときもある。このよう

復興の組み立ての基本

に、まちづくりはいろいろに解釈できるともいえる

昨年の学会のシンポジウムの時に、小林さんが
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「復興の組み立ての基本」を提案され、なるほどと
思いました（図２）
。
「住宅・住まいの問題」
「職
場・仕事の問題」
「コミュニティー・まちの問題」
で、それぞれに「みなし仮設」だとか「グループ補
助金」とか「地域復興支援員」とか、そういう制度
が出来て、復興の暮らしが成立するように仕組みが
だんだんと出来上がってきている、そういう指摘が
ありました。
これに加えて、今日の澤田さんの話では、
「失わ
れたものを取り戻すとか原形に復旧する」というこ
とだけではなく、
「復興感」というか地域の元気な

図２ 復興の組み立ての基本

意欲をみたいなものを生み出していかなければなら
ないのではないか、それがまちづくりでないかとい
うお話もありました。これは結構重要なポイントで
はないかと思います。
グループ補助金

グループ補助金は、国および県が支援することに
より、
「産業活力の復活」
、
「被災地域の復興」
、
「コ
ミュ二ティの再生」
「雇用の維持」をはかり、地域
の復興を図ることを目的とする制度です。対象とし
て、
「サプライチェーン型」
「経済・雇用効果大型」
「地域に重要な企業集積型」
「水産加工業型」
「食品

図３ 各地に造られた復興市場

加工業型」
「商店街型」があり、気仙沼では特に商
店街型が支援に役立ったわけです。
こういう仕組みはどんどん色んな経験の中で出来
上がってきている、そういうこれまでの努力という
のはあるんだと思います。
仮設施設整備事業

気仙沼の復興商店街、紫市場の紹介がありました
が、被災地にしばしば行って、
「復興市場」に関心
を持ちました。これは中小企業基盤整備機構が行な
った仮設施設整備事業で造られたものです。
こうした市場が各地に数多く造られていて、それ

図４ 復興支援員制度

ぞれの所に商売が生まれると元気が出そうで、なか

復興支援員制度

なか面白い事業が始まったなぁと感じたことがあり

もう一つ重要なキーワードは、復興支援員制度だ

ます。阪神・淡路大震災の時は、ラーメン屋さんが

と思います。コーディネーター、サポーター、それ

最初に出来たとかいう噂があって、おそらく自前で

から担い手、専門家、みんなそれぞれいるのだけれ

やりだしたものだと思います。

ども、お互い支えあったり理解しあったりしないと
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進まない。このような話はいつも出てきますが、澤
田さんの報告では「中間支援組織」と呼んで、
「中
間」という位置づけを重視しています。
「中間」というと不安定で無力のように思われが
ちですが、社会の中では「中間」が大事な役割を果
たします。以前調べたことがあるのですが、街路市
や青空市を仕切っているのが、
「中間管理組織」で
す。
大勢の人が動く場では「中間的にいろんな面倒を
見る人がいないと動かない」
。これは経験的に皆知
っていることなのですが、制度的に作るのはとても

図５ まちづくり協議会

難しいという実態がありました。復興支援員制度的
なものが早くから生まれてきたというのは、これま
で取り組んできたいろんな方たちの努力の成果では
ないかと思います。
まちづくり協議会

それから何度も繰り返し出てきていますまちづく
り協議会、これは集まる場所があって、自治会があ
って、組織が出来て、ここが動き出すと、いろんな
ことが動いていく。気仙沼の事例紹介で、高台にあ
る神社の被害が受けなかったのでそこが拠点になっ
たという報告が、考えさせられた点でした。
図６ 自治体支援・受援計画

自治体支援・受援計画

中間支援専門家に関連するテーマとして自治体支
援があります。西宮市から南三陸町に派遣されてい
た畑さんから経験を踏まえた報告ありました。
自治体はお互いに公的な団体なのでお墨付きはあ
るし、気兼ねがあるけど信用されるとか、いろんな
ものを分かっているから連携して分担できるとか、
そういう比較的やりやすい仕組みが自治体同士の支
援にはあって、これがもっと展開したらいいのでは
ないかというお話しでした。
こういう経験の中から、最近は色んな自治体が受
図７ 縦割りを超えて総合的に

援計画を策定しています。大きな震災を経験した兵
庫県ではどうかと調べてみると、図６の右欄のよう

持って県と市を訪れた時です。気仙沼から神戸へ船

で、進展状況はかんばしくありませんでした。

で支援物資が届けられていたのです。東日本ではそ

左の写真は、阪神・淡路の震災が起きた１０日ほ

の逆の状況が起きる。

ど後の神戸港で撮った写真です。被害実態迅速図を

相互支援の準備がとても重要だと思います。相互
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支援は「対口支援」といわれ、2008 年の中国の四川
地震の時に採られた支援策といわれています。
総合的に考えるまちづくり

復興まちづくりは対症療法的なまちづくりで、総
合的なまちづくりとは異なる、という考えもあるな
かで、縦割りを超えて総合的に考えるまちづくりと
いうのを一番強調していたのが、姥浦さんでした。
被災した地区、復興の対象となっている地区は小
規模な場合、中くらいの場合、さらには町全体が関
係するような大規模場合まで、いろいろなケースが
あり、それぞれの地域の中に、さまざまな施設や機

図８ 被災者と事業対象者

能があります。それらが連携して有機的に回復して

いにしてもこの問題はあらゆるところに見られると

いくことが復興なわけで、どんな小さいところで

思います。

も、どんな大きいところでも、地区ごとのベストミ

図８の左の上図は、被災者の多様性を示していま

ックスがあって、それを形成して行くのが復興では

す（澤田）
。また、左の下図は、気仙沼の復興地区

ないかという考えです。

の多様な土地権利者とその意向を示しています（吉

上位官庁主導とか縦割りとか特定利益追求とかそ

川）
。復興計画を進めるためには、この多様性を克

のような価値判断ではなく、地元発案とか地元が理

服していかなければなりません。事業の側に立って

解して取り組むとか、中間的に支援する人たちのサ

いる人が、ある場面では事業の向こう側に立つ人に

ポートでベストなミックスを生み出す必要があると

なる。一人の被災者の多面性が克服すべき難しい問

いうことです。緊急事態時にこれを達成することは

題としてあることを実感しました。これが復興のポ

並大抵のことではありません。時代性とか地域特性

イントなのだと思います。

を本当に冷静に判断出来ているだろうか、過剰復興

マニュアルを生きたものにする「協働」の場、プラ

になっていないだろうか。判断には冷静さが要求さ

ットホームの形成

れます。

震災復興の計画や事業の経験が積み重ねられて、

阪神淡路大震災の時には黒地、灰色、白地という

制度的あるいは技術的には相当な成果が得られ、そ

言葉が使われました。黒地地区と呼ばれた都市計画

れがマニュアル化されてきています。それを専門に

事業地区は 151 ㌶で、自力復興といわれた白地地

扱う、教育研究機関も充実してきました。問題は、

域、震災復興促進区域が 5,887 ㌶もありました。で

こうした蓄積なりマニュアルをどのようにして生き

すから復興と言えば、これら全体を考えなければな

たものにできるのだろうかということです。言葉を

らないのですが、よく黒字の地区だけが、復興まち

変えれば、それを担う協働の場なり、プラットホー

づくりといわれてしまって、全体がなかなか見えな

ムは必要なのではないかと思います。

くなる。そういう傾向がいつもあります。

先ほどの澤田さんから「大地復興推進会議」を紹

被災者と事業対象者

介してもらいました。これはなかなかすごい名前

災害に見舞われて被災者になったものが、復興ま

で、こういうのもいいなぁと思ったりしました。

ちづくりになると事業対象者になる。この二面性を

それから私たちのＪＵＤＩ（都市環境デザイン会

現在の都市計画であつかうことは極めて難しいので

議）では、復興の姿研究会を設置して、奥尻島、玄

はないかと越山さんが指摘しました。顕在化はしな

海島、淡路島に行って、島の復興まちづくりの実情
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を現場で見たり、あるいは和歌山、高知、大分で共
同研究会を実施したりしました。かつて復興した地
域とか課題がある地域とかを訪問して、一緒に現場
をみたり、意見交換をしたり、それから新たな方法
論を考えてみる。こういったことに取り組むプラッ
トホームが出来ることが僕の願いです。
まちづくりはこれからも行政がやはり中心になっ
てやっていかなくてはならないと思いますが、こう
いうプラットホームに行政の方もどんどん参加して
欲しいと思います。
最初の発表で、
「まちづくり制度は複雑・難解で

図９ 事前学習

あり、平易な言葉で語れるものにしなければならな

はならぬ。～～～否、之に基づく災害を防止し得な

い」と述べましたが、上のような人材交流のなかか

いのは、寧ろ文明人としての恥辱ではあるまいか。

らそうした動きが起きることに期待します。

それには吾々の如き学徒にも責任はあるが、某局に

事前学習

当る役人や、自衛の道を講じなかった居住者も亦其

前回の発表で「事前学習」を強調しましたが、こ

責の一半を分つべきである。
（第 1 篇 1943）
」

こでも繰り返しておきたいと思います。

山口のこの本を読んでしばらくして、柳田国男の

大船渡市の吉浜は「奇跡の集落」と呼ばれていま

『雪国の春』を読む機会があった。そのなかで次の

す。明治 29 年の津波以来、高台移転を継続して、

一文を見つけたのである。

東日本大震災では犠牲者が最小限の１人にとどまっ

「水は汚れ市場は掃く人もなく、家々は真似と虚

たからです。大船渡市立吉浜中学校の生徒たちがこ

偽との展覧会のようになっていく。町を作る人はも

のことを学習し、
「1000 年後まで伝えよう」という

う永久に出てこぬのであろうか。悲しいことであ

活動を展開しました。これも「事前学習」の一つで

る。
（豆手帳から 1920）
」

す。

このセミナーに集まった皆さんもそうだし、復興

「まちづくりとは何かを克服してきた結果であ

に取り組んできた皆さん、あるいはこれからまちづ

り、現れだ」と思います。どこにでも災害と付き合

くりを仕事にされる方、これからまちづくりを学ぶ

ってきた歴史があります。こうした復興の都市史を

方が、そういう人たちが、これからまちを作る人に

知ることは興味深いことであると同時に、そこから

なるわけだと思います。一方、柳田国男のようにそ

重要な知恵が得られると思います。

れを観ている人がいるのですね。こうしたまちづく

むすび

りにおける歴史観を大事にしたいと思います。

東日本大震災の発災の直後に出版されたので多く

一連のセミナーでは、みなさんの発表や議論を勉強

の人が知っていると思いますが、山口弥一郎の著作

させていただいて、私の方からお礼を言いたいくら

『津波と村』の次の一文は考えさせるところが多く

いです。まとめにはなっていませんが、これで私の

あります。

まとめとさせていただきたいと思います。ありがと

「三陸の太平洋沿岸は津浪襲来の常習地として世

うございました。

界一ではあるが、併し斯様な世界一は決して自慢に
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