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はじめに 

 

2011 年 3 月 11 日に、東日本を襲った悲劇は、多くの人命はもちろん、人々の暮らしを長く守ってきた住ま

いや職場を一瞬にして奪い去ってしまいました。あの日から4年以上がたちましたが、未だにたくさんの人々が、

仮の住まいでの生活に苦しんでいます。被災を受けたすべての方々に改めてお悔やみを申し上げます。 

この東日本大震災を含んだ現代の災害は、災害による建物の倒壊やインフラの断絶といった人間が作り出

した環境の崩壊によっても多くの人命が失われるという所に、大きな特徴を持っています。そうしたことを未然

に防ぐ、「いのちを守るまちや家」はどのようにすれば実現することが出来るのでしょうか。本企画は、そのような

問題意識に則って企画されたもので、日本を代表する都市・建築の専門家組織、（通称 建築系五団体注）が、

第三回国連世界防災会議の仙台での開催に合わせて、立ち上げました。 

今回のパブリックフォーラムは、「いのちを守るまちづくり／家づくり」というテーマで各分野の専門家や実務

家が一堂に会して、議論するもので、内容は一般にもわかりやすいように配慮されています。午前中は、復旧

～復興セッションとして、東日本大震災の復興の課題について主に議論します。未だ多くが知られていない

福島での問題、先行する宮城・岩手で比較的うまくいっていると思われる事例（BBB: Build Back Better）の

紹介などが行われます。午後は、防災・減災のセッションとして、来るべき災害に強いまち／家づくりについて

いっしょに考えるもので、予想される首都直下型災害などへの対応などが話し合われます。また、午前と午後

に、それぞれ海外からの著名な研究者による基調講演も行われます。 

これら一日を通じて、政府関係者や専門家はもちろん社会の構成メンバーそれぞれが、安全を確保する

ために、必要な事柄を共有していきたいと考えております。 

是非、この機会に災害に対する理解を深め、これからのまちづくり／家づくりに役立てていただければ幸い

です。 

日本建築学会 会長 吉野 博 

 

 

注：建築系五団体とは、我が国の建築設計・施工に関わる主要な団体で、建築士、建築家といった設計に携

わる職能、施工などの建設業、さらにはそうした専門職の教育や研究に携わる様々な人たちから構成されて

います。 

一般社団法人 日本建築学会 

公益社団法人 日本建築士会連合会 

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 

公益社団法人 日本建築家協会 

一般社団法人 日本建設業連合会 
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Introduction 
 

On the 11th of March, 2011, the tragedy that struck eastern Japan instantly destroyed not only many 
precious lives but also homes and workplaces which had long provided people with shelter and a means 
of living. More than four years have already passed, but many people are still experiencing great hardship 
while living in temporary housing. To all such victims, I once again extend my deepest sympathy.  
 
A major feature of today’s disasters including this Great East Japan Earthquake is that the loss of many 
human lives in fact results from disruption of the environment produced by humankind, such as the 
collapse of buildings and breakdown of infrastructure. How can we realize the objective of ‘Designing for a 
Safe and Secure Home and Community’ in order to prevent such tragedy? Designed based on such 
problem awareness, this project has been launched by a group comprising Japan’s leading urban and 
architectural experts (known as Japanese Five Associations of Architecture*) to coincide with the Third 
United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction to be held in Sendai.  
 
This Public Forum provides experts and professionals of relevant fields with a venue to assemble for 
discussions based on the theme; ‘Designing for a Safe and Secure Home and Community’. Consideration 
has been given to its programs to ensure they are easily understood by the general public. During the 
morning session under the theme of reconstruction from disaster, discussions will be primarily based on 
issues concerning the Great East Japan Earthquake. The session includes the introduction of problems 
still remaining in Fukushima, many of which are still unknown, and the leading examples of Miyagi and 
Iwate prefectures which are considered relatively successful (BBB: Build Back Better). During the 
afternoon session under the theme of disaster risk reduction, we will exchange ideas for the creation of a 
safe and secure community and home which can withstand future disasters, while discussing various 
measures including those concerning the anticipated near-field earthquake in the Tokyo Metropolitan Area. 
In addition, the morning and afternoon sessions will each have a keynote lecture by a prominent 
researcher from overseas.  
 
The aim of the Forum is to provide an opportunity, throughout the day, for government officials and 
professionals as well as each member of the public, to share matters necessary to secure their safety.  
 
I hope that all participants will enhance their understanding of disasters and thereby contribute to future 
community and home development.  
 
Hiroshi Yoshino 
President 
Architectural Institute of Japan 
 
 
*Japanese Five Associations of Architecture is a major organization engaged in Japan’s architectural 
design and construction, and consists of various people such as architects and other professionals who 
exercise their skills in design and construction, as well as those involved in education and research of the 
said fields of their profession.  
 

Architectural Institute of Japan 
Japan Federation of Architects and Building Engineers Associations 
Japan Association of Architectural Firms 
The Japan Institute of Architects 
Japan Federation of Construction Contractors 
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国連防災世界会議パブリックフォーラム「いのちを守るまちづくり／家づくり」プログラム 
 
開会の辞       吉野博   (09:30-9:35) 
主旨解説       小野田泰明  (09:35-9:40) 
 
��セッション：復��復興－災�か���直るために 司会：安田直民 
■復興の実情と課題 
基調講演１：Seismic Safety in the Developing World  Sudhir Jain  (09:40-10:00) 
基調講演２：福島の現状と復興の課題   鈴木浩   (10:00-10:20) 
■復興にかかわる建築専門家 
科学的・専門的知見の提供と課題    塩崎賢明   (10:20-10:35) 
応急危険度判定：町医者としての建築士   砂金隆夫   (10:35-10:45) 
復興・まちづくりとコミュニティアーキテクト  渡邉宏   (10:45-10:55) 
東日本大震災に果した「日事連・被災三県建築復興支援センター」の役割 鍋倉孝行   (10:55-11:05) 
■本震災における Build Back Better 事例   坂口大洋   (11:05-11:25) 
福島県における木造仮設住宅への取り組み－ログハウス型を中心に－ 
防災集団移転における丁寧な合意形成プロセスの力：岩沼市玉浦西地区 
復興から未来のまちを実現するために－岩手県釜石市 
大学による被災自治体の支援 
「失われた街」模型復元プロジェクト    槻橋修   (11:25-11:35) 
JIA 東北支部宮城地域会の石巻市北上での復興支援活動  手島浩之   (11:35-11:45) 
■討論：BBB を妨げるもの実現するもの   坂口大洋（司会）  (11:45-12:30) 
       楢橋康英 
       姥浦道生 
       平野勝也 
       手島浩之 
－休憩－         (12:30-14:00) 
 
��セッション：�災��災－災�に強い���家�く� 司会：薛松濤 
基調講演３：Important Factors in Community-Based Disaster Risk Reduction 
       George Haddow  (14:00-14:20) 
■東日本大震災を体験して 
東日本大震災を体験して－津波と防災－   田中礼治   (14:20-14:30) 
東日本大震災における建物被害の実態と教訓－振動被害を中心として 源栄正人   (14:30-14:40) 
■教訓を未来へ 
想定外災害に強い都市と建築（超高層、機能維持、エリア防災） 久田嘉章   (14:40-14:55) 
複合都市型災害に強い都市づくりを目指して～教訓を活かした地域づくりの課題～ 
       加藤孝明   (14:55-15:10) 
災害に強いエネルギー需給の考え方（省エネ、平常時と非常時） 田辺新一   (15:10-15:25) 
■強い環境をつくるために 
建築構造の安全確保のために考えること   金箱温春   (15:25-15:40) 
強い環境を作る建設産業の役割    前野敏元   (15:40-15:55) 
■ラウンドセッション     源栄正人（司会）  (16:00-16:55) 
       久田嘉章 
       田辺新一 
       金箱温春 
       前野敏元 
 
閉会の辞       古谷誠章   (16:55-17:00) 
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The Role of Architectural Profession for Disaster Risk Reduction ONODA,Yasuaki

*

Disaster Risk Reduction Reconstruction Architectural Profession 

ABSTRACT: Since the Great East Japan earthquake on March 11th 2011, the government, the victims and the 
professionals have been making huge efforts for the reconstruction, Tohoku region is still facing difficulties and 
challenges of reconstruction because the issues are wide-ranging and complicated.  
Housing, building and urban specialists occupy an important role to solve the complicated issue and to achieve a 
valuable reconstruction. Japanese five major associations of architecture cooperate to organize the public sessions 
for The Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction as a responsible multi-stakeholder.  
In these four years, there are many acceptable contributions by the professionals including major associations of 
architecture. During the experiences, some specialists especially who have been involved actual reconstruction 
projects aware that to bridge between two different social structures, community and government, might be a key of 
the success of reconstruction. Therefore, we, as responsible specialists have to have the wide vision from daily 
efforts for disaster risk reduction to rational reconstruction practices just after the disaster. Through the event, the 
visions, ideas and knowledge of building up a reliable environment to save our lives will be shared among 
architectural specialists, other professionals and the audiences. 

Keywords; Disaster Risk Reduction, Reconstruction, Architectural Profession, UN World Conference for DRR 
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*
Contact Author: Sudhir K Jain e-mail: skjain@iitk.ac.in

Seismic Safety in the Developing World

Sudhir K Jain *

BIOGRAPHY: He (born 1959, India) has taught structural/earthquake engineering at Indian Institute of 
Technology Kanpur since 1984. He is on leave to the new Indian Institute of Technology Gandhinagar (IITGN) in 
Ahmedabad to shoulder the responsibilities of its Director since June 2009. Dr. Jain holds a Bachelor of 
Engineering degree from the University of Roorkee, and Masters and Doctoral degrees from the California Institute 
of Technology, Pasadena. He was elected to the Board of Directors of the International Association for Earthquake 
Engineering in 2000, and is currently its President.

The Journey Towards Seismic Safety in India

Large parts of India are prone to damaging earthquakes, and a large inventory of our constructions is prone to 
damages in strong shaking. Very high numbers of death in several Indian earthquakes in recent years clearly 
underline this problem. Notwithstanding the “problem”, India has made a good progress on the road towards seismic 
safety in recent times and the lecture will trace this journey towards seismic safety and underline the challenges and 
tasks that lie ahead. 

Earthquake safety is a rather challenging and sophisticated problem. In addition to engineering, it must involve 
social, political and economic interventions. Research articles, reports, microzonation maps, codes are all means to 
the end of improving what gets built on the ground, and do not make any difference till this end is realized. Hence, a 
narrow view of earthquake safety from ‘earthquake’ viewpoint cannot be effective and the focus must shift from 
‘earthquake engineering’ to ‘good building constructions’. In a country such as India where basic systems for good 
constructions are lacking, any interventions at the ‘earthquake engineering’ must go together with interventions 
towards better constructions. 

In developing countries such as India, the earthquake problem often consists of two parts. One part is that of the 
‘non-engineered constructions;’ that is, unsafe buildings built by the public without engaging the engineers and 
architects. The second part of the problem is that even when buildings are constructed under engineering supervision, 
these may not be safe and may not comply with the codal requirements. For instance, the 130 multistorey buildings 
that collapsed in Ahmedabad (located 220 km away from the epicenter of the Bhujearthquake in 2001) clearly 
illustrate second part of the problem. 

The first significant developments in India took place in Quetta in the 1930’s with first earthquake resistant 
constructions after the Mach (1931) earthquake, followed by post-1935 earthquake reconstructions. The next phase 
of development happened in late 1950’s-early 1960’s when (a) teaching and research in earthquake engineering 
started at Roorkee (b) the Indian Society of Earthquake Technology (ISET) was established, and (c) a formal  
seismic code (IS1893) was published by the then Indian Standards Institute. As a result, good earthquake engineering 
practices could be incorporated in many major projects such as dams and power plants in India. 

The next significant movement on the road to seismic safety started in early 1990’s with (a) development of ductile 
detailing code for RC structures (IS13920-1993), and (b) a massive continuing education programme initiated by IIT 
Kanpur to take the practice of earthquake engineering to the professional engineers. As a result, a significant number 
of professional engineers in India were well conversant with earthquake engineering by the time of 2001 Bhuj 
earthquake. This earthquake itself was another watershed event: a) it created an unprecedented level of awareness 
and concern for seismic safety, b) triggered most states and cities in the country to make seismic codes mandatory, 
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* Director, and Professor of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Gandhinagar 

and c) helped launch the National Programme on Earthquake Engineering Education (NPEEE) by the seven IITs and 
the IISc with support from the Ministry of Human Resource Development (MHRD) to take the subject into our 
engineering and architectural colleges. A review of proceedings of the Structural Engineers Forum of India (SEFI) 
shows the depth to which the subject has now penetrated into the academic and professional community in India; 
creation of SEFI in 2003 itself was a response to the 2001 Bhuj earthquake. 

Clearly, compared to numerous other developing countries, India has come a long way on the road to earthquake 
safety. And yet, a lot remains to be done before this journey is completed. Foremost among the unfinished agenda 
are: a) competence-based licensing of engineers in general and structural engineers in particular, and b) enforcement 
of building codes by the municipal authorities. Finally, we need to develop building typologies that are inherently 
safe against earthquakes, particularly keeping in view the non-engineered constructions. 
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Current condition after the triple disaster in Fukushima and main 
issues for  recovery and  reconstruction 

Hiroshi SUZUKI

*

ABSTRACT:
1. Triple disaster in Fukushima 

The Great East Japan Earthquake 2011.3.11 attacked Fukushima Prefecture with a triple disaster: earthquake, tsunami 
and a nuclear power plant disaster. It had affected details of victims in Fukushima Prefecture. Almost all victims in the 
tsunami disaster area were killed directly by the tsunami, but victims from areas of the nuclear power plant disaster also 
died due to stress and despair during long-term and wide spread evacuation. Some municipalities which were attacked by 
the tsunami and nuclear power plant disaster included victims of both tsunami and nuclear disaster. 
2. Peculiarity of Great East Japan Earthquake and Fukushima Nuclear Power Plant Disaster 

The nuclear disaster has damaged municipalities severely, so the reconstruction of our damaged hometown will be 
difficult and require a long time. Therefore, support for evacuees must extend across the whole country and for a long 
period too. Additionally, the nuclear power plant accident itself requires an incredibly long period for recovery. Recovery 
and reconstruction must support a huge number of stakeholders to recover and rehabilitate their own livelihood and will 
include many opportunities to make a lot of decisions. But these stakeholders are divided and segmented by many reasons 
such as evacuation orders based on radiation dose and the decisions are situated in conflicts of interest. 
3. Recovery & Reconstruction of Damaged and Affected Areas  

The central government launched acceleration policies for recovery and reconstruction of devastated areas in Fukushima 
since March 2012. The central government and Fukushima Prefectural Office have realized that the recovery and 
reconstruction had to support evacuees coming back to their hometowns as soon as possible, so policies mainly took the 
form of many measures for recovery and reconstruction of hometowns.  
4. Long term Evacuees and Recovery of their Livelihood  

Naturally evacuees could not get sufficient livelihood, housing, jobs, social welfare and community care etc. in 
evacuation areas. Especially evacuees who came from outside of the evacuation directive area could not get public support 
for their livelihood. 
5. Recovery and Reconstruction Plans of Municipalities 

As of April 2014, there were 10 municipalities which included evacuation directive areas and there are 7 municipalities 
that evacuated their municipal offices to other municipalities’ territory. They have been working on making their recovery 
and reconstruction plans. At the beginning stage of the recovery and reconstruction planning process, there were a lot of 
controversial issues between municipal office and residents, for example safety standards of radioactive contamination, 
effectiveness of decontamination, temporary radioactive contaminated waste fields, compensation, support for evacuees 
livelihood etc. Specifically, many recovery and reconstruction committees had positioned every evacuee’s livelihood 
support as the most important issue. Nowadays the central government, prefectural office and municipalities have to carry 
plans into actions with effective measures. 
6.  Conclusion 

Fukushima Nuclear Power Plant disaster is the third atomic disaster in Japan and also it is third nuclear disaster in the 
world. It should be very important to dispatch our lessons of Fukushima Nuclear Power Plant disaster to the world. 

We realize that it is so difficult to arrange a round table and to achieve understanding among many stakeholders. I 
suggest two subjects as follows: information platforms which prepare transparent, valid and swift information and that 
everyone shall be able to access, and round tables which prepare opportunities for every stakeholder to join the process of 
decision making. 

Triple disaster Nuclear Power Plant Disaster Reconstruction of Home land 

Recovery of Livelihood Information Platform Round Table 
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Activity Report of Fukushima Support Examination Sub Committee 
and Working Group of Regional Measures 

Yoshio HIJIKATA*1, Hiroshi MANO*2,
Koichi ISHIZAKA*3, Hironori WATANABE*4 

and Kota KAWASAKI*5

 *1 
 *2 

 *3 
 *4 
 *5 

QOL 

ABSTRACT: This article reports the Fukushima Support Examination Sub Committee which was set up to let the 
research activity of "Special Research Committee about the Construction of the Effective Reconstruction Aid in the 
Great East Japan Earthquake Disaster" of general Architectural Institute of Japan accomplish.  
To be specific, this article reports the background where a subcommittee was installed in and a purpose and activity 
contents.
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Overview of Temporary Housing in Fukushima 
 

Akihiko IWASA, Tomoyoshi URABE,  
Toshio OTSUKI, Ayako ICHIOKA  

 

 
  * 
  ** 
  *** 
  ** 

 
   
   

 
ABSTRACT: In Fukushima prefecture, about 1,700 units of temporary housing were built for disaster victims of 
the East Japan Great Disaster. Although temporary housing is intended to be used for two years, most temporary 
housing in Fukushima have been used for 4 years since the East Japan Great Disasters. 
Compared with Temporary housing in Iwate and Miyagi prefecture damaged by the same disaster, progress of 
recovery from disaster damage in Fukushima is slow and unclear, because nuclear pollution by the accident of 
nuclear power station is serious and has unexpected matter to overcome. 
This working group focuses on temporary housing in Fukushima and shows overview and problems as below. 
 
(1) Supply of temporary housing in Fukushima:  About 1,700 units of temporary housing were built in Fukushima 
prefecture. And local construction companies built 6,000 units of them. Most of these 6,000 units of temporary 
housing developed by local constructer are wooden structure. At the end of Nov. 2014, 3 years and 10 months has 
passed since the East Japan Great Disaster, 74% of temporary housing are still used. 
(2) The location of temporary housing site:  Although temporary housing build by Japan Prefabricated 
Construction Suppliers and Manufacturers Association, association of major constructer, are located in public land, 
wooden temporary housing by local constructer are located in public land, because beginning of construction of 
wooden temporary housing was late and it was difficult to find vacant public land. 
(3) Variation and characteristic of wooden temporary housing:  Construction systems of wooden temporary 
housing are log-structure, timber-frame, and wooden panel structure. And House plan are based on standard plan of 
temporary housing provided by Japan Prefabricated Construction Suppliers and Manufacturers Association. 
(4) Possibility of re-use of wooden temporary housing:  Possibility of re-use of wooden temporary housing is 
depended on a number of parts composing temporary housing unit. Log-structure and wooden panel structure are 
simple constructing system composing small number of parts and has advantage at the view of re-using. 
(5) Urgent problem of temporary housing in Fukushima:  As urgent problem of temporary housing used for over 3 
years, degradation of temporary housing units and collapse of community in temporary housing site are pointed out. 
Moreover, by long term living in temporary housing, residents accept emergency shelter environment as daily 
normal environment. And it becomes to be difficult for residents to transit to former environment without low 
stress. 
(6) Customization of temporary housing by residents:  Classifying hand made objects in temporary housing site, it 
reveals relationship between condition of community and contents of hand made objects appearing in temporary 
housing site. It is important to establish the simple method to evaluate residential environment of temporary 
housing located in many places and separated each other. 
(7) Strategy for soft-landing:  After long term living in temporary housing, it is important to support calm 
environment transition to new site for reconstruction by means of physical and social way. This working group 
intends to make framework of soft landing for temporary housing in Fukushima. 
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Working group for establish guideline for reducing radioactive 
exposure in building or city environment 
 

Atsuo Nozaki, Hikaru Kobayashi, Yusuke Ichijo
Yoshio Hijikata, Hiroshi Yoshino

 

 
 * 
   ** 
 * 
 *** 
   ** 

 
   

   

ABSTRACT: The present working group is set up in Architectural Institute of Japan, and acts to send useful 
information to local revival, and especially aims to solve the problem on the radioactive contamination caused by 
the accident of Tokyo Electric Power Company's Fukushima No.1 nuclear power plant. As this power plant was 
heavily damaged by tsunami caused by the Great East Japan Earthquake Disaster, and it brought the serious 
radioactive pollution consequently. So we consider the radioactive contamination problem in a viewpoint of the 
civil life or building environmental engineering. By the nuclear power plant accident, various troubles were 
produced to the civic life, so that the measures to revive living environment became the urgent problem. Therefore, 
we have been investigating research reports regarding the actual radioactive pollution level in Fukushima, 
decontamination technologies, related law and regulations, as well as administration correspondence. In addition, 
we performed the actual survey investigation in the high-level radiation dose area located close to the nuclear 
power plant, to clarify the relationship between the indoor level and outdoor one, and the spatial distribution, and 
moreover the change indoor level with the decontamination of house and site. 
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Support for local governments by scientific and specialist 
knowledge  

Yoshimitsu SHIOZAKI

*

ABSTRACT: This paper aims to describe about supporting activities for local governments in Miyagi and Iwate 
areas by sub-committee under AIJ special committee for reconstruction after Great East Japan Earthquake (GEJE) 
in 2011. The paper is consists of two parts. The first part mentions about current situation of reconstruction, 
particularly about housing reconstruction, and the second one describes outlines of sub-committee’s activity. 

It is said that the reconstruction has been pretty much delay for victims, because for instance the number of 
completion of public housing is only 10% for planned total number of units. There are so many reasons for the 
delay as follows; difficulties to acquisition of land for construction of public housing, shortage of workers for 
construction, high cost of construction materials and difficulties of contraction of construction projects.     

  Current situation for many victims is stage to move from temporary housing to permanent housing. Temporary 
housing was supplied through three ways after GEJE. One is prefabricated building, second is wooden temporary 
housing and third is existing apartment house. For the victims it is difficult to decide the way to get their permanent 
house, because the way to get housing and land use planning after tsunami are strongly connected each other. These 
difficulties also may be the reason of slow pace of reconstruction process. 
AIJ was set up special committee to support each local government to make better housing reconstruction project. 
Miyagi and Iwate area sub-committee set up three teams as; housing reconstruction and land use planning team, 
housing construction team and housing and welfare collaboration team. The member of those teams are engaged in 
many projects as; supporting activities for victims in evacuation shelter, support for construction of wooden 
temporary housing, Currently one of important projects the team involved is to support Minamisanriku town in 
Miyagi prefecture to create better plan and design for public housing to make good condition for elderly victims 
and disabled victims.   
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ABSTRACT:
This paper is activity report of Housing and Welfare Working Group of Iwate and Miyagi Support Examination Sub 
Committee in Architectural Institute of Japan (AIJ). First, it is described about current situation and issues 
of housing reconstruction in Miyagi. At the second chapter, it is described about public restoration 
housing cooperate with welfare for the elderly in case of Minami-sanriku town, Miyagi. Lastly, 
activity and role of Promotion of Regional Development is shown with the case of Iwanuma city and 
Natori city, Miyagi.

WG 1
2

3

Activity of Housing and Welfare Working Group of Iwate and 
Miyagi Support Examination Sub Committee in AIJ

Satoshi ISHII, Fumitake MENO and Taiyo SAKAGUCHI
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現地再建を決定した。しかしながら、地区内の居住者の

合意形成が十分でなかったこと、再建希望者の調査精度

が甘かったことなどがあり、行政が提示する計画案に対

して地域住民からの不満が提示された。 

また、地区の将来像を議論する協議会や団体が複数設

立し、地域全体の意見集約が困難になったことも、計画

策定の遅れの要因なった。加えて、まちづくり協議会に

おける議論経験が乏しかったことで協議会運営が安定し

なかったことも影響していると思われる。更にこのよう

な複数のステークフォルダーが存在することで、専門家

の有効な支援が機能しなかったこともいえる。 

３-５．現地再建の計画変更からまちづくり協議会の設

立 

これらの経緯を経て、名取市は宮城県の指導なども受

けながら、当初計画の約 5000 人から見込みから大幅に

計画人口及び事業規模を少なくし、約 57ha、2076 人災

害公営住宅 524 戸として、事業を再始動させた。 

これまでの課題を踏まえて、再建希望の住民主体とな

った閖上地区まちづくり協議会を 2014 年 5 月に設立し、

地区内の将来像の議論と検討を再開した。議論及び検討

の進め方も、協議会の世話役、行政、有識者と積極的な

連携を図り、スタディ模型、CG などを活用し検討課題

を具体化させ、道路、公園、災害公営住宅、集会所、地

区内に整備予定の小中一貫校に対する議論と協議会とし

ての提案作成を進めている。 

３-６．閖上地区まちづくり協議会における実践プロセ

ス 

ここでは主に災害公営住宅の検討を軸に、まちづくり

協議会における提案作成の経緯を捉える。 

平成 26 年 5 月に設立された閖上地区まちづくり協議

会は、週一回ペースで各種懸案事項に関する市役所内部

で議論を行っている。これまでの課題を踏まえ、議論の

過程を HP で全て公開するとともに、協議会通信を発行

している。提案を整理する段階では、キャラバンと称し

仮設住宅団地を回り、協議会に足を運ばない住民の声を

拾う努力を行いつつある。協議会には地域住民の世話役

のメンバーを支援する形で、県内の都市コンサルタント

事務所、筆者らが所属する名取市にキャンパスのある坂

口大洋、祝亜弥（以上仙台高等専門学校）+仙台高等専

門学校坂口研究室、野崎隆一（神戸まちづくり研究所） 

他のメンバーが適宜関わっている。 

 名取市は、閖上地区以外に高柳地区 100 戸、下増田地

区 100 戸が同様に整備される予定であり、先行して下増

田地区 100 戸が平成 26 年度～27 年度に入居予定となっ

ている。閖上地区では戸建て住宅、集合住宅合わせて

524 戸の災害公営住宅が計画されている。この戸数は、

地区再建戸数全体の約 70％に上る。同時に他地域の災

害公営住宅同様に入居希望者の約 40％近くが高齢者を

含む世帯とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災の災害公営住宅において、阪神淡路大震

災時の災害公営住宅の在り方に加えて、必要な観点は、

津波対策、長期化する移行期間、将来的に予想される過

疎化・少子高齢化への対応である。加えて、被災地域の

特に小規模自治体では、発災以前に公営住宅そのものの

計画の見直しなどを行っていた自治体も多く、公営住宅

管理の新たな計画策定の見直しを求められている。 

特に大規模な戸建ての災害公営住宅の管理の方法につ

いては、未知数の部分が多く今後の重要な検討課題であ

る。また、地区内に整備予定の小中一貫校においても地

域の防災教育の積極的な連携を目指している。 

３-７．まとめ 

震災復興における地区の再建には、様々なレベルでの

合意形成と民意調達の具体的な支援が求められる。 

その中で、まちづくり協議会を主体とした事業の進め方

は、有効な手法の一つである。しかしながら、地域内の

問題は複雑な状況を呈しており、それらを常に可視化し

共有する場を設定することが重要である。 

高橋祐紀 姥浦道生：震災復興計画における住民組織の形成とその機能に

関する研究 宮城県名取市閖上地区を事例として 都市計画学会論文報告

集 No,11 平成 24 年 pp75-pp78 

（この章の執筆は坂口大洋が担当した） 

全壊 半壊 進捗率

仙台市 1,073,926 1,046,737 915 30,034 109,609 3,179戸 783戸 24.6%

石巻市 146,666 160,394 3,542 20,036 13,045 4,000戸 296戸 7.4%

気仙沼市 66,100 73,154 1,211 8,483 2,571 2,155戸 75戸 3.5%

名取市 76,208 73,603 952 2,801 1,129  716戸 0戸 -

岩沼市 43,977 44,160 186 736 1,606 210戸 44戸 21.0%

東松島市 39,779 42,840 1,129 5,515 5,559 1010戸 321戸 31.80%

亘理町 33,279 34,795 283 2,389 1,150 477戸 180戸 37.90%

山元町 12,662 16,608 699 2,217 1,085 480戸 182戸 37.90%

七ヶ浜町 18,878 20,353 79 674 649 212戸 0戸 -

女川町 6,825 9,932 613 2,924 349 918戸 225戸 24.5%

南三陸町 13,761 17,378 620 3,143 178 738戸 104戸 14.1%

市町村
人口

（H27,1.1）

人口

（H23.3.1）

東日本大震災での被害状況

(H27.1.31)

住家
死者

工事完了戸数

災害公営住宅

(H27.1.31)

計画戸数

表１ 宮城県各自治体と災害公営住宅 

図６ 閖上地区再建戸数 図７閖上地区災害公営住宅

モデル 

集合住宅 
35％ 

戸建住宅

34％ 

民間住宅

31％ 
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Activity of Housing Production Group of Iwate and Miyagi 
Support Examination Sub Committee in AIJ 

Tsukasa IWATA and Satoshi ARIKAWA

WG
1
2

ABSTRACT:  
This paper is activity report of Housing Production Working Group of Iwate and Miyagi Support Examination Sub Committee 
in Architectural Institute of Japan (AIJ). Chapter1 summarizes the wooden emergency temporary housing supplied the local 
small engineering firm of Miharu-machi. Chapter 2 summarizes the movement of the local model revival housing system in 
Iwate and Miyagi. Chapter 3 arranges the points to utilize the local house production system in the huge earthquake disaster 
revival from the result of one or two chapters. 
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Post Great East Japan Earthquake Support by the Japan Association of Architectural 
Firms/Building Reconstruction Support Centers in Three Affected Prefectures 

Takayuki Nabekura

ABSTRACT: The Great East Japan Earthquake occurred on March 11th, 2011 with a once in thousand year 
magnitude of 9.0, followed by a massive tsunami, which together caused unprecedented damage, bringing grief and 
great hardship to thousands of people. In order to achieve the earliest possible recovery from this devastating 
damage, we at the affiliates of the Japan Association of Architectural Firms (JAAF) set up the Building 
Reconstruction Support Center within each affiliate of the three worst-affected prefectures of Iwate, Miyagi and 
Fukushima, backed by the JAAF headquarters and have carried out support activities in collaboration with the three 
prefectures. The JAAF has given full support, despite the severe financial circumstances, by allocating a huge 
amount of subsidies for the supportive services of the three prefectures; 10 million yen annually and 30 million yen 
for the past three years each, totaling as much as 90 million yen. As for the reconstruction support activities, it has 
made efforts through joint initiatives between the public and private sectors; the national, prefectural and municipal 
governments, and architecture-related organizations, while empathizing with the victims. During the immediate and 
initial response stages, the JAAF’s affiliates carried out post-earthquake temporary risk evaluation, disaster-
affected degree evaluation, and housing consultation by sending architects to affected dwellings. The housing 
consultation also served as a source of moral support for those affected during the aftermath of the disaster. Since 
setting up of the Building Reconstruction Support Centers, they continued initial response support activities, while 
at the same time carrying out expansion of the consultation for various housing reconstructions, provision of 
technical assistance regarding overall reconstruction as well as support for community renovation. Above all, with 
housing reconstruction as the top priority, it set up the Locally-Oriented Housing Restoration Promotion Council in 
the three affected prefectures and has provided extensive support activities for those affected including provision of 
necessary information concerning the rebuilding of their homes. As these activities require timely and prompt 
response, the JAAF members at each Support Center faced, through continual trial and error, situations where they 
had to think on their feet. This report aims to pass down the footprints of their efforts to coming generations, in the 
hope that it will be shared among people and contribute in anyway possible to counter an anticipated mega scale 
earthquake in the future.      
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宮城、 福島

　　　　　　　　　　　　　 建築士事務所の技術力向

上に対する支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築士事務所協

会は建築復興支援センターを設置し、 復旧 ・ 復興支援

活動を推進してきた。
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Iwate Association of Architectural Firms 
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Build Back Better 事例収集と整理について 
  
  

 
 
Build Back Better is a concept for housing and community planning to post-disaster reconstruction and disaster preventions which 

includes the new technologies, perspectives, and Incipient for institutionalisation. The cases in reconstructions from the Great East 

Japan Earthquake were collected by literature review and interview to the interested parties and individuals from the three viewpoints; 

1) New approaches to the post-disaster reconstruction, 2) Suggestions for the future community design, and 3) Not only to build a single 

building, but also to include community building and/or whole area revitalisation programs. Although in many cases in the business 

and facilities planning are in planning stage and have not completed at the moment, they were treated as cases by their proposed contents 

and planning processes. While collecting those cases, a roundtable discussion was held among experts of Architecture, Urban Planning, 

and Civil Engineering who have been working in the affected areas and having insights of reconstruction situation there. In the 

roundtable discussion at the moment of almost four years after the disaster, six perspectives below and the viewpoint of analyse the 

BBB cases have been discussed; 1) Characteristics of challenges of the Great East Japan Earthquake, 2) Difference between this disaster 

and others, 3) Current state of reconstruction, 4) Obstacles of BBB projects promotion, 5) Contemplated issues of future reconstruction 

in the stricken area, and 6) Sharing for the future disaster preventions. Eight issues listed below have been emerged from the discussion 

and analysis; 1) Collaboration between civil engineering and architecture, 2) Ordering, procurement, and facility management, 3) 

Residence (Support for temporary housing), 4) Promoting Group Relocation for Disaster Mitigation, 5) Residence (Disaster recovery 

public housing), 6) Cope with the aged society, 7) Educational facilities, 8) Collaboration with professionals/experts and regional 

community. In the reconstruction projects for the Great East Japan Earthquake, particularly recovery from Fukushima nuclear power 

plant disaster, long-term responses are required and many new attempt and collaboration among experts have been expected. 

 
 
Build Back Better 事例収集と整理について 
 
本パブリックフォーラム資料編集WGにおいて、東日本

大震災における住まい及びまちづくりに関する復興事業

において、今後の災害対策及び復興のまちづくりに対し

て参照しうる技術、視点、制度化への萌芽を含む内容と

被災地をより良い状態に再建すること（Build Back Better）
の事例として整理収集を行った。 
他方、被災地の状況は広範囲でかつ日々変化している。

WG においても、被災地における様々な課題解決の取り組

みを網羅的に把握できたわけではなく、限定された資料、

関係者へのヒアリングなどの事例から整理を行った。特

に福島県を中心とした原発災害については、長期的な復

興が求められており、今後多くの新しい試みが期待され

るところであり、現段階では捉えきれていない点も留意

いただきたい。 
本WGにおいても住まいづくり、まちづくりに関わる支 

援への取り組みの中で、建築単体の事業だけではなくま

ちづくりや地域全体の復興に関わる事業を中心に文献資

料・関係団体・関係者ヒアリングなどから幅広く事例収

集に努めた。 
 
各事例を次の 8 つの項目に大別し、事例の概要及び特徴の

整理を継続して行った。 

1)土木と建築の連携 2)まちづくり事業  
3)発注調達施設マネジメント 4)居住（仮設住宅支援） 
5)居住（災害公営住宅） 6)居住（高齢者社会への対応） 

7)教育施設 8)地域と専門家の連携 
これらの事例収集を行いながら、被災地の復興状況に 

詳しい建築・都市・土木の有識者の座談会を開催し発災

から約 4 年が経過した現時点における、被災地をより良い

状態に再建する（Build Back Better）を事例の捉え方を中

心に、①今回の震災復興の課題、②従来の震災復興との

違い、③復興事業の現状、④BBB 事業推進を妨げるもの、

⑤被災地の将来像において想定すべき課題、⑥次なる災

害において共有すべきものなどの点から議論を行った。 
但し現時点では事業及び施設計画では計画案段階のも

のが多く、現時点では竣工段階に到達していない事例も

多いため、計画段階の内容及びプロセスの内容から判断

し事例として扱った。また代表的な 6 つの事例について、

以下に事例の概要を示す詳細な原稿を掲載し概括してい

る。 
 
■掲載原稿 

居住（仮設住宅） 
「福島県における木造仮設住宅への取り組み－ログハウ

ス型を中心に－ 」 
防災集団促進移転事業 
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*所属 1 
**所属 2 

*Organization 1 
**Organization 2 

 

 
■掲載原稿 
居住（仮設住宅） 

「福島県における木造仮設住宅への取り組み－ログハウ

ス型を中心に－ 」 
防災集団促進移転事業 
「防災集団移転における丁寧な合意形成プロセスの力：

岩沼市玉浦西地区 」 
居住（災害公営住宅 
「日本建築家協会（JIA）東北支部宮城地域会の石巻市北

上町での復興支援活動 」 
地域マネジメント 
「復興から未来のまちを実現するために－岩手県釜石市」 
専門家の地域連携 
「失われた街」模型復元プロジェクト 縮尺模型による街

や村の集合的記憶の再構築 
「大学による被災自治体の支援 」 
 
■掲載事例 
□防潮堤  
気仙沼市大島/女川町市街地 

□コミュニティの継続 
「失われた街」模型復元プロジェクト/竹の会所/ 
みんなの家プロジェクト/ 
あすと長町でのコミュニティデザイン 

□業の再興 
石巻長面浦/番屋プロジェクト/Ishinomaki2.0 

□市街地の再生 
 新しいまちづくり 

大槌町/釜石フロントプロジェクト/ 
陸前高田市高田地区中心市街地/気仙沼市内湾地域/ 
女川町中心部まちづくりデザイン/名取市閖上地区 
商業の再生 
石巻市 11 番街区商業再開発/いわき市小名浜 

□防災集団移転促進事業 
 新しい手法 

大船渡市差し込み型/気仙沼市小泉地区 
大規模団地 
岩沼市玉浦西地区/石巻市河北町二子団地/ 
仙台市南蒲生地区 
中規模団地 
石巻市北上町にっこり団地計画/七ヶ浜笹山地区 
小規模団地 
石巻市北上町小室集落/女川町竹の浦 
 

□居住【仮設住宅】 
住田町木造仮設住宅/木造仮設住宅群/ 
遠野市仮設住宅希望の郷「絆」/仮設のトリセツ/ 

福祉仮設住宅「あがらいん」 
□居住【高齢社会への対応】 

相馬市営公営住宅-井戸端長屋/ 
南三陸町福祉と住まいの連携/七ヶ浜町災害公営住宅 

□居住【災害公営住宅】 
集落部/コミュニティ重視/木造 
大槌町大ヶ口地区/岩沼市玉浦西地区 
大規模住宅/RC 造 
女川町運動公園住宅/多賀城市営桜木住宅 

□教育施設 
 ランドスケープと一体になった計画 
 釜石市立唐丹小学校・唐丹中学校/ 

石巻市雄勝地区小・中学校 
宅地整備事業と関連した計画 
陸前高田市立高田東中学校/山元町立山下第二小学校/ 
石巻市立渡波中学校 
まちづくりの拠点 
釜石市立鵜住居小学校・釜石東中学校/ 
亘理町立荒浜中学校 
 

参照資料： 
復興庁 HP 住まいの復興工程表他 
被災地の各自治体 HP 
建築雑誌 2011.5～2014.12 日本建築学会 
みやぎボイス 2013、2014 日本建築家協会東北支部 
新建築 2011～2014 新建築社 
他 
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Wooden Temporary Housing in Fukushima Prefecture: 
Focusing on Log Construction

Tomoyoshi URABE
Sei HAGANUMA

*
**

ABSTRACT: Disaster victims and evacuees in Fukushima Prefecture are still facing housing 
instability and an uncertain future due to the impact of the Great East Japan Earthquake and 
subsequent nuclear accident, and are still living in non-permanent homes, such as temporary 
housing and rental housing. In Fukushima Prefecture, the number of temporary housing units to be 
supplied by local construction companies was increased, as efforts were made to make up for the 
expected shortfall.

Through a request for proposals issued within Fukushima Prefecture, about 6,000 units 
of temporary housing primarily consisting of wooden structures were built. Amidst the uncertainty 
following the Great East Japan Earthquake and subsequent nuclear accident, attention had to be 
paid to the provision of temporary housing both in terms of securing physical infrastructure to 
protect the lives of disaster victims and evacuees, and in terms of creating a livable environment 
for those living in temporary housing complexes and producing orders for local construction 
companies. Here I discuss the wooden temporary housing effort with a focus on the approximately 
600 log construction-style temporary homes.

The efforts made to construct wooden temporary housing after the recent disaster show 
that based on the later reactions of residents, disaster challenges cannot be met by the conventional 
supply of stable and efficient temporary housing from the Japan Prefabricated Construction 
Suppliers and Manufacturers Association alone. Authorities must examine ways to bolster primary 
evacuation shelters and to improve the usage of rental housing, and must also investigate their 
overall approach to the supply of temporary housing.

When it comes to the development of mid-term housing solutions, including so-called 
“temporary towns,” however, alternative options must also be examined. For example, there is the 
option of repurposing and reusing wooden temporary housing, depending on its concrete 
foundations, layout, and location, by changing some of the specifications so that it can be used in 
semi-fire zones. Among the types of wooden housing options available, log construction homes 
can be built in relatively large numbers, offer the highest rates of reuse, and are easily adaptable.

.
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* Prof., Dept. of Architecture, College of Eng., Nihon Univ., Dr. Eng.
** Haryu Wood Studio Co.,Ltd.,M.Eng.
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The Power of a Well Considered Process for Consensus Building 
in a Group Relocation: Tamaura-nishi District, Iwanuma-shi 

IWASAWA Takumi* 

 

 
 * 

  
 

   
   

ABSTRACT: Tamaura District, Iwanuma-shi is a coastal community of six hamlets devastated by the tsunami 
following the 2011 Tohoku earthquake. The surviving families were faced to move to inland and are now facing the 
daunting prospect of rebuilding their communities and livelihoods in the new locations. Local governments and 
residents engaged in multifaceted efforts to achieve consensus that led to a successful and swift relocation. 
The case of Tamaura was distinctive for the efforts to maintain the former communities. Allocation of evacuation 
quarters and temporary housing retained the former communities. The restored communities were effective as 
channels between local government and residents on all aspects of relocation and rebuilding. Dialogues could be 
arranged at varied levels and venues based on the existing human network. An Exploratory Committee to formulate 
a vision for the new communities featured a distinctive organization with a wide variety of stakeholders, including 
females and the young, as well as males, elected officials and academic/professional members who facilitated the 
discussion. Difficult and complicated topics such as the future vision for the communities, the physical plan, the 
rules governing the form of houses and managing the community were discussed and decided in the committee with 
the active engagement of all members. The case of Tamaura provides a valuable reference for group relocation. 
 

1. -  
44,000 20km

6

2014 4
3 1

 
 
2.  

6
 

6

6 2011 4 2014 11 18

6

32

2  

 

－　　－81



 
*   

   
*Researcher, Sendai School of Design, Graduate School of 
Engineering, Tohoku University, Master of Eng. 
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1) , 2 5 1 , 2011 

http://www.gsi.go.jp/kikaku/kikaku40014.html 
2) , 

, 2014 

http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kakuka/040700/syuudannitenn.html 
3) , , 2013-11 

http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kakuka/040700/matidukurikenntouiinnkai.html 
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To reestablish new lives, with local inhabitants of Kitakami Area. TESHIMA Hiroyuki

*

ABSTRACT: Kitakami area is situated just on the Sanriku Sea front zone which suffered complete destruction and a 
number of residents’ deaths by the Tsunami. Soon after, the safer area above the base tsunami elevation was proposed 
for their new residential site where it is rather near to the sea and could be easily accessible for their livelihood from 
the sea. For this scheme, we architects started to consult with these local displaced inhabitants for their future. 
Therefore for this project, at first we organized local residential meeting boards, where all residents could share 
proposals for their recoveries and new lives. At first, it did not work as expected, therefore the sub-board ‘town 
planning committee of residents’ was founded, and then the whole scheme became functional as expected. 
This new projected town should be planned not only by public officers alone, but also by displaced residents as well. 
The project of Kitakami district was materialized with local residents group called ‘North Nikkori residential board’.  
This was intended for all residential houses to face Kitakami River with car free safe pedestrian networks throughout. 
All the other community facilities as schools, grounds, squares also arranged as a continuously connected open space. 
By this, we intended any passerby to feel residents’ activities all the time and everywhere. Now the new school design 
was projected. And again new residential boards were formed for that sake, to materialize their desires and demands. 
At this site, also public housing will be constructed, and these will be maintained mainly by the residents, and 
specially will be cared for each other by themselves. Also because many single isolated old people will become 
common in the near future in Japan.  
After the Fukushima accidents, it is obvious that in the realm of the developed modern world, the emergency 
decisions will depend on the suggestions and consultation of honest specialists like architects. From now on, I would 
like to consider our architects professions more profoundly as community architects to be with local residents. 
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For realizing the City in the Future by Reconstruction 
 

TSUKUDA Haruka* 

 

 
 * 

  
 

   
   

ABSTRACT: The local government of Kamaishi City (Iwate Prefecture, Japan) established “Kamaishi Future 
Town Project” as a platform for guaranteeing human resources to carry out numerous reconstruction projects 
simultaneously and also for “Build Back Better” reconstruction. It is the system that could achieve selection of 
excellent professionals, full utilization of private sector, and promotion of civic participation during reconstruction 
process. Architects for the designs of one civic hall, one city information center, two elementary and junior high 
schools, one children institution and public housing were selected by proposal competition on this platform. 
Although the designs were undertook sincerely by hearing opinions of local residents and reflecting regional 
characteristics, constructors could not be decided within normal bidding system because of the increase of 
construction cost caused by high concentration of reconstruction projects and playing host to Tokyo Olympics. 
Therefore, the government reduced the risk of bidding disorder by using conditional purchase for the construction 
of public housing in urban areas and ECI (Early Constructor Involvement) for the construction of schools.  To 
realize real “Build Back Better” reconstruction, it is necessary to keep challenging new attempts, avoid risks and 
continue with careful process management. 
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2012 12

 
 

 

Build Back Better

 

2012

 
 

 

釜石市

鵜住居地区

鵜住居小学校・
釜石東中学校

市民ホール・
情報交流センター

唐丹小・中学校

東部地区

唐丹小白浜地区
復興公営住宅 30 戸

※復興公営住宅戸数は、復興庁：住まいの復興工程表（平成 26日 9月現在）より

復興公営住宅 150戸

復興公営住宅 430 戸
　

岩手県

宮城県

凡例
東日本大震災浸水域
復興公営住宅（3地区以外）
公共施設
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Support of University Teachers in post-Great East Japan 
Earthquake Reconstruction Planning Process 

Yasuaki Onoda 1

1*

ABSTRACT: To relief the difficulty of the reconstruction from the disaster, the support from organizations, 
such as universities or association of professionals seems to be effective; however, there are some points of concern 
to achieve the support smoothly. After the disaster, Tohoku University has signed a comprehensive agreement with 
Ishinomaki City for the reconstruction and sent the special taskforce to help the progress or to develop the quality 
of reconstruction. The taskforce has brought Ishinomaki following two types of support. First is “practical 
application of disaster science”; and second is “acceleration of considered reconstruction projects.” The first is 
performed by integrating expert knowledge, knowledge from past earthquakes and support efforts of other 
municipalities after the Great East Japan Earthquake, and providing comprehensive and technical advice through 
the Ishinomaki Recovery Promotion Council, which was established in the city. Each of the affiliated WGs, and 
committees of people involved in actual implementation. The second type of support involves giving advice based 
on technical knowledge and coordinating between vertical and horizontal administrative divisions. This is because 
it is necessary to bring various recovery efforts together and implement high-quality formation of space, as various 
organizations simultaneously undertake recovery projects and they tend to be planned separately. Further, in 
addition to oral statements of opinion, experts from the three fields of architecture, civil engineer, and urban 
planner come together and devise alternative plans for projects. Planning coordination that goes beyond individual 
projects is a response to the fact that it is hard for consultants who are entrusted with tasks to consider overall 
situations, and also a reflection of the circumstances of areas struck by disaster, where opinions cannot be adopted 
unless they are made concrete. 

Keywords: Reconstruction Plan, a support by university, Ishinomaki City 

1.

2.
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“Lost Homes Project”  
Commemoration of lost towns and villages by scale models 

Osamu Tsukihashi

 

「失われた街」模型復元プロジェクト 
 縮尺模型による街や村の集合的記憶の再構築 

正会員 ○槻橋 修 1* 
  

 
場所の記憶 復元模型 ワークショップ 
   

The Great East Japan Earthquake and following terrible tsunami devastated the coastal area of the Pacific Ocean in 
Tōhoku and Kantō areas. Many towns and villages were lost in an instant. As architects and urban designers, we 
acknowledged menace of the nature and incompetency of human being, facing the terrible disasters. For all that, we 
believe in architecture to construct new relationship between towns and the nature for next generations. For that, 
what we have to do is to recognize and grasp what was lost by the tsunami. We keep our imagination for full and 
enriched daily lives led in the towns and villages in order to mourn them. Through the project, we hope local people 
of the struck areas and we can take a first step toward reconstruct the homes. 
“Lost Homes Project” aims at restoring lost towns and villages by 1:500 scale models in order to inherit and 
preserve memories accumulated in local scenery, environment and life.                        

Volunteer architecture students and university laboratories made the models, calling for joining all forces of local 
inhabitants and those who wish reconstruction of lost towns and villages. 

 
模型によるコミュニティの治癒をめざして 
 東日本大震災により、特に岩手・宮城・福島の太平洋

沿岸部に位置する街や集落ではその景色が一変してしま

うほどの甚大な被害を受けた。急ピッチで復旧が進めら

れる中、かつてのふるさとを思い出せなくなっている被

災者も多い。また福島第一原発事故によって住み慣れた

街から避難を余儀なくされた人々もまた、先が見えない

避難生活を送る中でふるさとの風景は、ひとびとの心の

拠り所となっている。 
 
 「失われた街」模型復元プロジェクト 1 は、東日本大震

災とそれにともなう大津波によって大きな被害を受け、

失われてしまった街や村を全国の建築学生のボランティ

アによって、縮尺１／５００のジオラマ模型で復元する。

また制作した復元模型を各被災地に一定期間展示し、住

民とのワークショップを通して白い模型の上に記憶の旗

を立て、着彩を施していくことによって、地域に育まれ

てきた街並みや環境、人々の暮らしの中で紡がれてきた

記憶を、模型の上に保存・継承していくことを目指す複

合的な復興支援プロジェクトである。 
 
 大災害からの復旧・復興では社会の活動を再生し、イ

ンフラや住宅を新たに建設することに大きなエネルギー

が費やされるが、一方で私たちが失ったものについて、

理解し共有するための支援が必要である。一度時間を巻

き戻し、街を復元する。そしてそれらが失われてしまっ

たことを今一度、理解する。それはコミュニティにとっ

て治癒のプロセスではないかと考える。街の復興、人々

の心の再生にとって不可欠なプロセスである。 
 同時に被災地への思いを持つ全国の建築学生が、被災

地との関わりを持つ“きっかけ“となるツールとして

「模型」に着目した。制作過程で被災した土地への理解

を深め、そこから地域とのコミュニケーションを図るこ

とも期待された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 制作した白い模型を被災地に運び、住民参加でおこな

う「記憶の街 WS」では、住民の方々は自身の持つ街の姿

を目の前にある模型に重ね合わせ、着彩を施しながら記

憶を呼び起こしていく。また模型を媒介として対話が生

まれることで、話し手の緊張を和らげる。模型は記憶を

図１ 田野畑村の白模型(製作：早稲田大学古谷研究室)
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呼び起こすとともに、話を引き出すツールとしても適し

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 模型と WS の規格を統一することで、被災者の記憶は

アーカイブ資料となる。模型の縮尺は街の記憶を想起す

るのに適する 1/500、大きさは１ピクセルあたり 1m 四方

に統一。また WS では、住民による自由な発話を旗に記

し模型の上に集めるという手法をとる。以上のような規

格のシンプルさが、より多くの建築学生と被災地住民の

プロジェクトへの参加を可能とし、ムーブメントの持続

につながっている。 
 
 復元模型には子供から高齢者まで、素人から専門家ま

で、震災前を知らない人々にも、かつての街の豊かさを

伝える力がある。私達は復興の現場において、世代や立

場を超えてひとつの地域を再生していくプラットフォー

ムを構築したい。ふるさとの記憶を模型の上にみいだす

ことにより、被災した方々に街を再び主体的につくって

いくきっかけを見いだしてもらいたい。そして未来の世

代にふるさとの豊かさと震災の記憶を継承していきたい。 

 全 26 大学 32 研究室の協力により、2015 年 3 月現在ま

でに 51 地域の復元模型を制作。総制作模型数は 318 ピク

セル（1 ピクセル：1m×1m）となり、実面積にして 79.5
㎢を復元した。 
 51 の模型制作地域の内、これまでに 29 地域にて復元模

型を用いた住民参加 WS を開催。総来場者数は約 8,000 人、

記録された証言数は約 23,000 件に及ぶ。2 
 WS に加えて復元模型の展覧会を東京、横浜、大阪、神

戸、盛岡、一関、仙台などにおいて計 9 回開催し、総来

場者数は 21,000 人を数える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
震災から４年を迎え、被災地が新しい歩みを始めるとと

もに、集められた各地の場所の記憶を継承していくため

の仕組みづくりが今後の課題である。3 
 
註 
1 「失われた街」模型復元プロジェクト(www.losthomes.jp) 

2 特に 2013 年度に岩手 10 地域にて開催された WS は、

「シリーズいわて“ふるさとの記憶”」として年間を通し

て特集され、同シリーズは第 51 回ギャラクシー賞[報道活

動]部門選奨賞(NHK 盛岡放送局)および、第 40 回「放送文

化基金賞」(NHK 盛岡放送局と実行委員会にて共同受賞)
に選出された。岩手シリーズの参加研究室は、神戸大学

槻橋研究室、近藤研究室、早稲田大学古谷研究室、名古

屋市立大学久野研究室、愛知淑徳大学清水研究室、立命

館大学宗本研究室、東北工業大学福屋研究室、神奈川大

学曽我部研究室、京都造形芸術大学中村研究室の８大学

研究室。 
3 津波被災地だけでなく、福島県浪江町、南相馬市小高

地区等では原発事故により避難生活を送っている地域を

対象にワークショップを開催し、故郷から離れた暮らし

を余儀なくされているコミュニティを対象に地域アイデ

ンティティを持続する試みにも取り組んでいる。 

図２               WS の模様(2011 年、気仙沼市) 

図３ 宮古市田老地区 WS(2013 年、立命大宗本研究室) 

図４ “ふるさとの記憶”盛岡展(2014 年 NHK と共催) 
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第三回国連防災世界会議パブリックフォーラム 建築系五団体シンポジウム 

「いのちを守る まちづくり／ 家づくり」 

「本震災における Build Back Better 事例」を考える座談会 

 
 

 

Summary 
This roundtable discussion was held on February 7th 2015 in Sendai, among the experts of Architecture, City planning, and 
Civil Engineering who have insights of the affected area of the the Great East Japan Earthquake, in order to carry out to 
discuss the issues of post-disaster reconstruction and to obtain the new perspectives for interpreting them based on the cases 
of “Build back Better”. The discussion attendees were as follows; Satoshi MASUDA, Michio Ubaura, and Katsuya HIRANO 
(Tohoku University), Satoshi ISHII and Masahiro OHNUMA (Tohoku Institute of Technology), Yoshihiro KIKUCHI (Iwate 
University), Hiroyuki TESHIMA (JIA Tohoku branch), Taiyo SAKAGUCHI (Moderator; Sendai National College of 
Technology). 
In the discussion, the following problems were discussed and summarized in terms of characterize the perspective of the 
post-earthquake reconstruction from the Great East Japan Earthquake. They were summarized in nine perspectives. 1) 
Reconstruction from Tsunami disaster, 2) Environmental issue and integrated Landscape design, 3) Model cases which 
indicate the future society, 4) Residents and community-centered reconstruction and local governance, 5) Alternative 
reconstruction in the shrinking community, 6) Regeneration of local livelihood, 7) New approaches for dealing with welfare 
and educational issues, 8) Suggestions for expected roles and involvements of professionals and experts, 9) Community 
building in peacetime and regional disaster prevention.  
The greatest damages in this disaster were occurred by Tsunami. In this post-disaster reconstruction, it is important that both 
reconstruction and future prevention from the Tsunami-triggered disaster such as move to higher ground, construction 
seawall, low-level land utilization. In addition, because of the stricken areas are originally places in rich nature with beautiful 
Rias coastlines -deeply indented and intricate coastlines-, well-considered environmental friendly planning and integrated 
landscape designs are required. Inconsistencies and potential challenges of Japanese society are being exposed in the wake 
of the disaster. For example, sometimes it doesn't match between an actual living area and administrative district due to the 
so-called "great merger of municipalities in the Heisei era", and this situation inhibits the reconstruction. In terms of the 
reconstruction, not only building something but also enhance the flexibility of social systems and stocks, and empowerment 
of the community are being needed for reconstruction. For that, residents and community-centered reconstruction and local 
governance are better option to build consensuses in a ultra-aging shrinking society. Regional revitalization and initiatives 
with a view to re-establishment of a recycling-oriented regional economy system that is centered on regenerate of 
"livelihood" that has supported the local community is important. It is being learnt from this practices that frequent 
communication in daily life is the key for disaster reconstruction and prevention. Expected roles for administrative staffs, 
professionals and experts have been changed. The importance of consensus building is increased, thus professionals are 
expected to correspond to the complexity of the problems in sophisticated way. To rise awareness and knowledge of city 
planning among residents, administrative staff, professionals and experts, and to train community building skills are to be 
developed. 
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「本震災における Build Back Better 事例」を考える座

談会 

日時 ：2015 年 02 月 07 日 9 時～11 時 

場所 ：仙台市内 

参加 ：増田聡・姥浦道生・平野勝也（東北大学）    

    石井敏・大沼正寛（東北工業大学） 

    菊池義浩（岩手大学） 

    手島浩之（日本建築家協会東北支部） 

司会 ：坂口大洋（仙台高等専門学校） 

 

坂：第三回国連防災世界会議の建築系 5 団体によるパブリ

ックフォーラムでは、今回の震災復興の現時点にお

ける課題と新しい視点や評価の在り方を整理するこ

とを目指しています。資料では、それらの事例の中

から代表的な取組みを詳細事例として扱っています。 
   ・福島の木造仮設 
   ・岩沼市玉浦西地区防災集団移転促進事業 
   ・釜石市全体計画 
   ・石巻市での有識者による行政支援 
   ・石巻市北上町まちづくり委員会支援 
   ・失われたまちプロジェクト 
手：まずどういう視点で個別のプロジェクトを評価する

かという、視点についての議論が重要かなと思いま

す。例えば復興当初、土木と他の分野の連携がかな

り重要なウェイトを占めていましたね。そういった

ように、まずは被災地で活動する専門家として、見

えていることをきちんと形にまとめることが重要だ

と思います。 
坂：まだ計画段階のものも多く、評価や良いか悪いかを

判断するのが難しいケースもあります。今回の BBB

事例掲載としては、「良いか悪いかを問う」のではな

く、現段階での課題や現場の専門家が必要と感じて

いる視点を見出したいと考えています。 

  平野先生。例えば防潮堤のつくり方や、土木分野で

は実はこういったところが今後の震災復興では後に

参照されそうだという動きがあれば教えてください。 
平：結局、防潮堤の事業もそうですが、「金をかけて強く

していけば後世のストックとしてプラスになる」と

いう考え方の、矛盾とかおかしさにみんな気づいた

復興であったというのが一つ。 
  ただ、そのくせ事業そのものは依然として旧体制の

動きしかしていなくて、そのギャップの中で被災地

が混乱し苦しんでいるとも言えます。本当だったら、

その矛盾をどう折り合いをつけていくか、安全性は

この程度で我慢して、その代り別のことをしようっ

ていうようなことを考えなきゃいけないタイミング

ですよね。 

  人口減少の局面に入ってきて、本気で将来の街づく

りを考えた時に、自然災害のリスクはもとより、そ

の集落が滅びるリスクというものと、その町が衰退

していくリスクというものがどう重ね合わせて向き

合って行くかということを考えていかなきゃいけな

い。［→視点５］しかし大部分のプロジェクトはこれま

で通り、とにかく復旧する、というのが問題です。 
  今回の復興で新しい防災のあり方だとか、新しい防

災街づくりの在り方が出てきたかというと、なかな

かないというのが現状です。 
増：逆に、防災の専門家の視点でいうと、ずっと言って

も無視され続けてきたので「この際にやれることを

やりたい」っていうのはあるんだろうけど。双方か

ら見て矛盾しているんだね。たぶん。 
平：まあでも防災に取り組んでいる人にはコスト意識だ

とか外部性とか、他にどういう影響を及ぼしてしま

うかってことがなくて、防災水準さえ高まればそれ

でいいっていうような感じがしますよね。 
姥：防災の専門家じゃなくて、防災を事業としてやって

いる人ですね。防災の専門家には俯瞰的に見てやっ

ている人もいると思いますけど。 
坂：その時の水準は単純に「壊れない」ってこと？ 
平：構造物だったら「壊れない」ですし、人が死なない

とかそういうこと。 
  それは耐震設計基準とかもそうですよ。もちろん強

ければ強い程、安全性は高まりますけど、そのぶん

コストアップしちゃうから。それを国全体でどう負

担するのか、本当はセットで考えなくちゃいけない。 
菊：宮古市･田老の高台集団移転地では、宅地造成が進め

られていて、昨年 12 月に分譲抽選会が行われ、誰が

どこに住むか具体的に決まった状態です。大きな防

潮堤の再建工事も進められており、高台移転と組み

合わせて復興整備が行われています。 
  この地域は、これまで「津波防災の町」として取り

組んできたところなのですが、被災したことでさら

に念入りになっている印象を受けていて。いま、ま

ちづくり検討会も開催されていますが、復興事業の

進め方を丁寧にやらないと、長年に渡って営まれて

きた地域での暮らし方が、今回の震災をきっかけに

分断されてしまうのではないかという心配はありま

す。またそれは、この地域に限ったことではないよ

うに思います。 

坂：先ほど平野さんが指摘された防災の考え方がメイン

ストリームだとすると、そこは変えられなくても、

様々な分野の人と組むことによって、業界全体とし

てはバランスをとるという動きも少しありそうです

か？ 
平：どうでしょうね。それは各現場で苦労している所だ

と思いますけど。防潮堤については、住民が割れて

いるんです。住民が日常を考えて、「俺たちはいらな

い」っていうような方向に、バランスをとった判断
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ができるような状況であれば、我々としてもやりや

すいのですが、やっぱりそうじゃないところが多い。 

  だからどんな地域でも、この集落を将来に向けてど

う持続可能にしていくのかという長期展望を持って、

そのために過度に安全にすることによって持続可能

性を下げることを危惧していて、防潮堤の反対運動

をされている方々はまさにそういう方々だと思いま

す。そういう方々と、一方で何でもいいから安全に

してくれというように考えている人たちがどこの地

域でも二分していて、一枚岩にならないんです。だ

からいろいろ苦労してるんです。 
大：石巻市河北町長面浦において、生業（なりわい）、す

なわち漁業の再生支援をしています。もちろん課題

がたくさんあり、建設した番屋も十分稼働させられ

ていませんが。建築分野の支援だけに留まらないと

はいえ、今回の震災復興の特色のひとつとして、生

産･なりわい、そして集落の再生といった視点が重要

だし、建築分野にやや欠けている視点だと思うんで

すよね。［→視点６］ 

菊：昨年度から、岩手県沿岸部の小中学校を対象に、東

日本大震災での津波避難行動調査を行っていますが、

その関係もあって、色々な方から今後の学校再建に

ついての意見を聞く機会があります。例えば、ある

地域で校舎を新築再建するプランがあったとしても、

園児の年齢層がかなり少なくなっている状況だとす

ると、どこまで学校として存続できるのか、という

問題も出てきます。でも、学校を無くしてしまうと、

さらに人が住まなくなり、その地域は今回の震災を

きっかけに消滅へと向かってしまう。縮退していく

地域社会における復興まちづくりの問題として、そ

ういったバランスが難しいなと感じています。 
石：私は福祉とか高齢者の環境ことをやっているので、

そういう視点からいうと、震災で被災したところは

その以前からすでに少子化も高齢化も進んでいて、

いろんな問題を抱えていたところに震災が起こった

わけですね。じゃあどうやって新たにまちをつくっ

たり復興を進めるのかとなったときに少子化や高齢

化の問題はさまざまな検討の必要条件として真っ先

に来てしかるべき問題だし、そこを軸に新しいまち

の在り方とか暮らしの在り方を考えるべき時期だっ

たし、それができる唯一のチャンスだったんだけれ

ども、結果から見ると、それがまちづくりやいろん

なことの中心にはなかなかなり得ない、わかってい

てもできない、という現実が浮き彫りになったよう

に思います。 
  ただ、そんな中でも、人口減少や超高齢社会のこと

やその先のことを考えた住宅づくりとか、まちづく

りとかいくつか意識的に、意欲的に取り組んでいる

事例はあります。ただ、本質的に大きなことが解決

できているのかっていうと、できているとは思えな

いですね。ここで出来なければ、恐らくどこでも出

来ない、と言えるくらい大きなチャンスだったし、

ある意味では実験する可能性があったんだと思うん

だけれど。既存の介護保険の制度の在り方とか福祉

の在り方ではどうにもならない状況があった地域で、

今後の日本全体の福祉の在り方を見据えて、何か新

しいことを実験的にやるべきだったし、できるチャ

ンスでした。結局ほとんどできなかったのが現実だ

ったと思っています。［→視点６］ 

  「家ができてそこに住む」ことの先に、人の暮らし

ではいろんなことが出てくるんだけれど、「出てくる

であろう現時点では見えないこと」については、お

金っていうのはなかなか付かないもので、目の前の

形のあるものとか、形になるもの、そういうところ

にいろんなエネルギーやお金も投入されていってし

まっていますね。しょうがないのでしょうけど。 

手：それに関連して。今回の震災復興を通して、福祉や

教育などの他のジャンルの専門家たちとの連携が重

要課題だと痛感しています。その連携が現実として

うまく機能すれば復興後の未来も大きく違ってくる

と思っています。［→視点８］そう考えて、福祉の人た

ちと一緒に何ができるかっていうことを何度も場を

持って話はしたんですけど、実際それを実現させる

のは、本当に難しいんです。専門ジャンルが違うっ

てことは、職業倫理や取り組み方、考え方が根本的

に異なっているように思います。役人の縦割り行政

を簡単に批判できるほどこの構造は簡単ではないの

だと思い始めています。 

  福祉の考え方は、僕らが物事をコントロールする手

法として使っている「計画」とは考え方の仕組みが

違うっていうか、うまく組み合わさらない気がする

んです。これは震災復興のみならず、現代社会の在

り方にとっても重要な課題です。 

石：南三陸なんかは、できる限り福祉と住宅の連携につ

いてやろうとしました。町も県も、ハードの部局も

ソフトの部局も、たぶん思っていることは一緒なの

だけれど、あんなに小さな町なのに、それがなかな

か一つにならない。だからその間に入ってつなげる

ようなことをしながら、同じ言葉で共有しながら、

同じ方向を向いてやりましょう、ということでやっ

てきてはいますけど…難しいこともありますね。 
 ソフト（福祉）は当然お金の問題も絡むわけで、ど

うしても既存の制度とか枠の中でしかできないし考

えられない。ましては自治体も財政的に厳しいわけ

で、独自に何かすることなんかできないし、国の仕

組みの中でしか動けない。あんな小さな町だから、

本当はお金の使い方だって少し考えればいろいろな

ことが出来る余地があるのだと思いますけど。あの

小さな町でできないことはたぶん日本全国どこに行

ったってできない。 
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 住宅は「今」形を求めていくしかない一方で、福祉

は目の前に必要な人が出てきて必要だといわなけれ

ば対処できない。同じタイムラインに乗ってうまく

連携ができない理由はそこにありますね。 
坂：皆さんから挙がった問題解決の仕方の中で、今まで

と少し違うアプローチであるとか、あるいは制度と

制度の間をうまく繋いでいる事例。現時点では制度

化はされないがこういう部分をヒントにすると今後

の制度改正につながるのではないかというような、

時代の転換点を示す事例は、何かありますか？ 
…… 
平：それがないっていうことが最大の問題ですね。普通

にまちづくり計画とかで言われていることを、既存

の制度の枠の中で、それをどうごまかしながら、こ

の復興で実現するかってところをみんな苦労してい

る感じがすごくしています。「こんなすごいことがで

きました！」と言える状況に全然ない気がするんで

すけど…。 
  坂口先生の問いかけにみんな静かになったのはそう

いうことだと思うけど。「これぐらいのことはできな

きゃだめだよね」って言われてることさえ本当に出

来ない。当たり前のことさえできないってところで

みんな悶々と戦ってる感じですね。 

手：確かに、震災後に当たり前に出来るだろうと思って

いたことがまったく出来ないという事実は、広く伝

えた方がいいですよね。 
○：宮城県建築士会の砂金さんとも少し話をしたんです

けど、建設産業の職人不足や、弱体化など、そうい

うことも紹介の事例として挙げてくべきだと思いま

す。そういうことを今回の反省のも含めて必ずどこ

かで振り返らなきゃいけないなと思います。 
手：産業構造が成長時代から転換を図っている途中に起

きた大規模災害で、弱体化した建設業界でどう対応

するか/したかという視点ですね。［→視点］今回の震

災復興の建築設計の現場では、その課題に対しての

議論は結構あります。木材や建具の選択などに際し

て地域産業への貢献を考えるべきか、大量供給に対

応し易い大手メーカーの既製品を使用するかなど議

論になります。 

  また、石巻市北上町での防災集団移転団地の計画で

は、土木との連携を通して痛感したのですが、今回

の震災ほど環境のことが問題に上がったことは無い

と思います。［→視点２］防潮堤にしても何にしても、

景観や環境についての話がまず先に出ますね。 
大：景観関連で行くと、天然スレートを使った建築につ

いて、1000 ぐらいの遺構について、どこに何がある

かをプロットしているんです。おそらく陸前地方全

体でいくと、全部で 2000 くらいに達するかもしれな

いという広がりを見せています。文化財の方では昭

和史に入ってくる部分なので、まだ歴史系でも農村

系でも拾えていない。たぶん世界のどこにもない集

落景観なんですけど、全体の把握すらなかなか大変

でして。災害前からきちんと拾っておくべきだった

なっていう反省があるんですけど。地域固有の農村

の景観保全の話は重要だと思っています。［→視点２］ 
菊：岩手県では、来年度が復興事業に一番予算が付いて

いる年度と聞いています。あちこちで宅地造成や道

路工事が進められていて、去年あった山が今年は無

くなっていた、というのも目にします。また、山林

が伐採されて湾までの見晴らしが良くなり、そこか

ら見る風景は綺麗ですけれども、それが良かったの

かは分かりません。復興工事の現場では、日が沈む

と大きな機材がライトで照らし出され、不思議な雰

囲気を感じたりもしていて…、そのような状態の被

災地が今後どうなっていくかは、現地にいて注目し

ている点ですね。 
平：「緑の防潮堤」っていう制度を国が作ったりといった、

土木の在り方の変化についても重要だと思います。 
  些細なことですけど、仙台海岸に今作っている防潮

堤で、海浜の希少種の植物が自生する浜のプロジェ

クトで、そのままズドーンとつくればいいのに、わ

ざわざそこを 50ｍくらい迂回して建設してるところ

があるんですけど、今までそういうことは無かった

ので…。 
坂：それはどういう経緯でそうなったんですか。 
平：反対する人や、環境省の人たちの声だと思いますし、

もちろん造る側の環境への意識が大きいと思います。 
坂：環境調査に関する指標も、環境基本計画をつくって

なくて、もともとどういう植物が生えていたかって

いうことがわかっていないというか、どれくらい変

化したかっていうデータを、意図的にとっている所

は少ないというかどこの自治体も基本的に作れてい

なくて、影響そのものが図れないので、酷いところ

だと影響がなかったことになっています。 

平：景観についても、道路整備などでは、これまでの復

興では何にも考えてない。今回は、防潮堤に関する

ガイドラインを作っているので、そういう意外な変

化は感じますね。 
  県の河川でできないので残念ですけど、河川堤防で

コンクリートを張ることは決まっていますので、お

構いなくコンクリートの上に土をかぶせて緑化する

なんてことを国は平気でやろうとしてますので、そ

れは時代の変化として感じます。 

姥：根本はこの町にとって防潮堤とは何かっていうとこ

ろから話さないとだめですよね。そういうところを

総合的に考えることが根本的であるはずなんだけど、

やっぱり縦割り・画一的な防災になっているところ

が問題です。 
  さっき誰かがいいチャンスだって言いましたけど、

チャンスじゃないと思うんですよね。確かにあとか
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ら振り返ってみるとチャンスなんだけど、制度も景

気も無い中で、実態だけが厳しい状況に追い込まれ

ていると思います。だからこそ小さいことが出来な

くはないんでしょうけど、その中で何ができている

かって言ったら、どの震災復興も何もできてない。 
  例えば集落をどう小さくしていくかなんて、平時で

は全く行われていない話をこういう時に急にできる

わけがないですし、中心市街地活性化だって同じよ

うな話です。防潮堤の話も町との関係とか景観を考

えながら、地区として総合的に事業や空間をどう考

えるのかってことを平時から考えていればこういう

ときにも出来るんでしょうけど…。 

手：「平時からの備えが、よりよい震災復興に繋がったケ

ース」があれば、本当に良い事例ですね。［→視点８］ 
平：姥浦さんが言った平常時にできていないことは災害

時にもできないって話はその通りで、今までの大規

模な災害復興がうまくいってるっていうのは、例え

ば関東大震災では東京はインフラが足りなくてみん

なが虎視眈々とインフラを整備するチャンスを狙っ

てたんですよね。それで一斉に取り掛かる。戦災も

そうですよね。阪神淡路の時は切れ目で、あの時は

インフラは大体整ってるということで土木系は全部

復旧です。 
姥：区画整理もやりましたよ、準備してたやつ。 
平：区画整理は準備してたのをやってただけで、それで

も少し混乱があった。だから、災害危険区域をドン

と指定してまちを動かして作り直しっていう今回の

復興と全く違うし、それ以前のものと比べても、今

までは右肩上がりだったから、足りないものをどん

どんつくることを復興って高らかに言える状況だっ

たんだけど、「人口減少下での局面で復興するという

ことがどういうことなのか良く分かっていない」こ

とが大きいのかな。［→視点５］ 
  中越をみんなで勉強してなかったのは反省しますけ

ど、中越のやり方を勉強して「こんな大きな道路を

復旧していいの」って話をするべきだったのかもし

れない。 
坂：これから人口減少していくと、これから計画をした

り、大きく変える事が平時でも少なくなってきます。

これまでは再開発だろうが合併だろうが、建築をつ

くることが結構あり、でもこれからはそういうこと

が自治体の中でも総量が減ってくる。ますます平時

のトレーニング量が不足してくると思います。そう

なると、如何に少ないコストでしのぐかっていうこ

とが前提になった時に、トレーニングの仕方を考え

ておかないといけないんじゃないかと思います。 
姥：作るトレーニングは確かに減ってきていて、また作

り直さなきゃいけないときに難しくなるっていうの

は確かにあって、区画整理なんかも極端な言い方を

すると 70,80 年代で終わってますよね。そういうパラ

ダイムシフトがあって、今はつくるんじゃなくてつ

くらない中でどうやっていくかっていうことの方が

重要になってくるんじゃないか、と思います。ある

ものをどう活用していくかや、ある中にどうはめ込

んでいくかの方が重要な視点だと思います。［→視点］ 

  それを平時でやることでいざという時に新しいもの

をどーんとつくらない発想で持続可能な街が作れる

ようにしておく、そっちの方が大事じゃないかと思

います。 
増：今、東松島で公共施設再編計画をつくっていて、で

もまったく別個で復興事業が東松島で動いていて、

あまり議論をせずにつくっちゃってる。それよりも

復興まちづくりの全体像の方が先でしょっていう意

見はたぶんいろんなところにあると思います。 
石：建築とは離れるんですけど、福祉の分野でも平時か

らやってないと出来ないことはたくさんありますね。

仙台市内にある福祉関係の NPO は、震災前から仙台

市内で介護保険の制度の枠から漏れる人たちを支え

ていたんだけど、震災後石巻に入り、石巻の一番大

きな団地の真ん中にある福祉仮設住宅を使って被災

前と同じことをやりやじめました。その地域には介

護保険では対応できない様々な課題を抱えた人がた

くさん集まってくるので、その人たちを支えるサポ

ート拠点をつくったわけです。仮設の住民だけでは

なく、石巻市民全体が被災者だという位置づけのも

とでの活動です。石巻市もその必要性を認識して、

場所を提供し、運営を委託する形で事業が行われて

います。このような動きは他にあんまりありません。

震災前から問題がわかってやっていたから、今でき

ていることだと思います。実は「既存の枠」から漏

れているところに大きな課題や本質があるというこ

とを教えてくれますね。 
  あと福島の木造仮設は建築としても面白いんだけど、

一部団地では、認知症のグループホームを一緒に作

っていて、仮設住宅団地として非常にうまくいって

いるところがあります。ほとんどがグループホーム

を別敷地に、一般の仮設とは離してばらばらで作っ

ているんですけど、福島は一体として計画をして一

つのまちをつくっています。グループホームが拠点

となって地域住民と一緒に活動している。非常にシ

ンプルな計画だけど、できそうでできなかった計画

だと思います。そんな視点がなければいざというと

きできない。 
  相馬市の長屋型の災害公営住宅も、建築としてはも

う少し作り方があるんじゃないかと思う点もありま

すけど、実験的な試みとしては非常に面白いと思い

ます。南三陸でもそういうことを提案はしてきたん

だけれども、なかなか受け入れられない。あるとこ

ろでは簡単にできるのに、あるところでは全くでき

ない。なぜできないかというと、建物ができてその
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先のことまで考えてしまうからです。「高齢者の介護

とかどうするの」ってことを考えだすとそれがつく

れない。 
  でも相馬はまずハードでできることからやりましょ

うと。福祉抜きで住宅だけで考えたところに割り切

りと可能性があります。同じようなことを議論して

いても、切り口の違い、決断の違いでできることが

変わってくるのも面白いなあと思います。南三陸の

ある地区の災害公営では、結果的に全戸車いす対応

でプランニングすることを決断しました。それも大

きな英断だと思いますが、自治体の実情に応じた考

え方、そこから導き出される結果というのはさまざ

まで興味深いですね。どれが正解なのかなんてわか

らないけど、長い目で見ながら、来るべき次の災害

に向けて検証するべきことだと思います。 

大：平時からっていうことですと、片平小学校区の連合

町内会では「片平まちづくり会」が立ち上げられて

います。震災前から計画ができていて、震災のとき

は帰宅困難者を含め多くを受け入れて支えました。

防災面だけ見てもマンション単位で防災マニュアル

をつくったりと、割と議論しやすい状況にあります。

また地区内に公営住宅が建設されていますけど、そ

れも、地区住民が今まで考えていた景観の問題や街

並みの問題が議論になりまして、同僚の小杉先生が

支援して、いい形に進んでいます。というのも、半

年前に橋の近くに巨大なマンションができて、そこ

での反省があったので、住民が結束して勉強会を始

める動きになったのです。さらに現在は、公共空間

をまちづくり会でデザインする動きになってきてい

て、国連防災会議の舞台の近くなので、場合によっ

ては取り上げてもいいかなと思いました。 
平：民間の動きでいうと、気仙沼は震災前から交通が不

便なのを逆手にとって「スローフードのまち」とし

て民間主体で取り組んでいて、これ自体はハードの

取り組みはあまりなかったんですけど、防潮堤問題

では宮城県に対して最後まで議論していたじゃない

ですか。あそこまで議論できたのはそういう備えが

あったからだと思うんですよね。同じ人がやったと

思うんですけど。そもそも産業も豊かでしたし。 
  もう一つは、これからの縮退の中で建築だとリニュ

ーアル、リノベーションが大事で ISHINOMAKI2.0 がリ

ニューアル案件を動かしているっていうのはある意

味、建築分野全体で備えがあったんじゃないかと思

う。あれは今のまちづくりの潮流を建築分野全体で

備えてきたことをうまく取り上げた民間ベースのい

い例だと思う。 
  いろんな東京への集金システムを是正したうえでの

話ですが、地域が自立して自活するべきではないか

という話があります。1 万人を切るような地域なら、

その 1 万人のお金で回るようなシステムをつくるべ

きだと思います。そんな視点での取り組みも今度の

震災復興の特徴のひとつですね。［→視点４］ 

  江戸時代は幕府に上納しながらそれができていたん

だから、地産地消でどう地域経済を回すかっていう

のが当たり前なんじゃないかって思いますけど。 
坂：医療や公共施設など、広域で考えるべきサービスレ

ベルと、地域で自立してやるべきことを一度整理し

たうえでならやれると思いますね。 
平：今回の震災で思ったのは、色々なことを平時に考え

ておくべきだったってことですね。例えば石巻で中

心市街地を元気にしたい、まちのメインストリート

をきれいにしようってまちが盛り上がったとしても、

管理者が県なので県が予算を付けてくれないと舗装

を取り換えることすらできない。川でも一緒で、ま

ちを流れる川を生かしたまちづくりをしたいって地

元の人が思っても管理者は県なのでできない。基幹

インフラを上が持ってしまうことの矛盾が出てきて

しまっています。今まではネットワークを構築する

時代だったのでそれでよかったんですけど、人口が

減っていく中でどう活用していくかって時に上意下

達型ではだめで、地域が管理権限を持つというスタ

イルにしていかないとうまくいかないと思う。 

手：行政の単位・仕組みが社会の活性化を阻んでいるケ

ースは多いと思います。それに対する問い掛けや試

みがあれば、優れた取り組み事例として取り上げる

べきでしょうね。［→視点３］ 

平：逆に広域的に見ても、基本的に今の市町村は江戸時

代の藩とあまり大きさが変わらない。徒歩と馬と川

しか移動手段がなかった時とガバナンスの範囲が変

わらない、これほどナンセンスなことは無くって、

今仙台の計画を考えようとすると通勤してくる山形

のことも一緒になって考えないとうまくいかないと

思います。仙台市の以前の都市計画審議会会長はち

ゃんとした人で、これからは人口減少でコンパクト

シティだと見極めて積極的に動いていたんですが、

そのスキを突くように富谷や名取で宅地開発や商業

開発が出来てしまった。それはちゃんと広域で協力

しなきゃいけない。都道府県も市町村もそこを見直

すいい機会だと思う。 
手：北上町の防集団地計画の時に痛感しましたけど、自

分の家の前の 3 軒しか使わない道路のことも自分で

決める権限がないんですよ。すべて市道認定基準で

一律に決まってしまう。昔は公共っていうのはグラ

デーションがあって 3 軒しか使わないなら 3 軒が決

めてもよかったんですよね。そのかわりその管理も

自分たち 3 軒でやったんだと思います。100 人が使う

ところはその集落で決めたとか、個人と公共が緩や

かに繋がっていた筈です。今の社会制度では、個人

と公共しかなく、断絶してしまっていると思います。

「個人と公共の断絶に対する問い掛け」「自治に対す
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る問い掛け」のような視点は重要ですよね。また、

北上町にっこり団地の計画の際に「まちの中心につ

くられる災害公営住宅は誰が主体となって決めるべ

きか」といった疑問にぶち当たったことが有ります。

災害公営住宅は入居者のものではないし、誰も当事

者意識の薄いものになってしまいがちです。それが

まちの中心に出来てしまう。にっこり団地では、災

害公営住宅の主体は地域であるという自負が住民に

出来たので良かったのですが…。［→視点４］ 
平：今回の復興事業を踏まえるとこの国のいろんなガタ

がみえてきてそれをどう正すかがこれからの課題じ

ゃないのと痛感しています。 
石：阪神淡路大震災の時にグループハウスができました

が、そういう話ができたのも、あの時代は介護保険

がなかったっていうのが大きいんですよ。なかった

からそれを埋めるためにいろいろ工夫もしたし、で

きたんだけど、今は制度があるからそれと違うこと

をしようとすると余計なお金がかかってしまう。だ

からやらないんですよ。今回、宮城県には阪神の時

できてたようなグループハウスがないですよね、ほ

とんど。阪神にグループハウスを送ったのは実は宮

城県（当時の浅野知事）だったんですけど、その宮

城県に今回グループハウスがないというのはなんと

もおもしろい。 
坂：その視点でいうと、公園の使い方なんかも、以前は

テント公演をするなど多様な使い方ができたのです

が、今は難しく、安全に遊ぶ場所になってしまって

いる。社会制度や、基準、社会ストックの充実が

様々な自由度を阻んでしまっている。 

手：これも今後の社会の在り方にとって重要な視点です

ね。BBB というより、BBB を阻むもの」という視点で

すが…。［視点３］ 
増：福島を見てると、住民が原則的にいない地域に予算

が入ってきて、地方自治制度が根本的になんなのか

よくわからなくなってくる。逆にいうと復興の補償

金とかをうまく回すシステムをもう一度考えるべき

じゃないかと思う。今は国がやってくれるのを待っ

ている状態になっているけど。原発地域で被災防災

まちづくりが進んでいるのはなんなんだろうと思い

ますけど。 
菊：先月、徳島県の美波町に行く機会があり、事前復興

の取り組みについて聞いてきました。住民と行政と

大学などが連携して、平時から震災が起こったとき

を想定したまちづくりを進めている、一つのケース

だと思います。 
  被災した東北沿岸のまちを見ていると、もし震災が

起きていなかったら、このまちはどうなっていたの

かな？と想像することもあります。どうしても復興

交付金を前提として、復興計画や整備事業も進めら

れていくと思いますが、それが切れた時に被災自治

体による自立運営が可能な内容になっているのか、

検討しなければいけないところかと。 
坂：これから数年内に起こりそうな問題はありますか？ 
平：後始末の大変さに気付くんじゃない？こんなに公営

住宅建てちゃった！とか。わかっていてもやむなく

作った所もあるでしょうけど。 
坂：大規模天井の指針が変わったので、リニューアルし

た時に、天井の架け替えで用意していた予算が全部

飛んじゃうんですよね。結果的に安全安心の為にバ

ランスが崩れちゃうっていうことが起きています。 
平：その辺のせめぎあいはきちんと議論した方がいいで

すよね。防災の能力を上げるのはもちろん大事なん

だけど、コストやほかに悪影響が出ることが多いか

らどこまで許容できるかっていう視点が大事です。

でも人間は建前で動くので何か問題があるとルール

をつくってしまう。で、誰もルールを廃止しない。

どんどんルールができちゃうから、息苦しいことに

なってしまいます。どこかで革命を起こしてリセッ

トしないとだめだと思います。 
  阪神淡路大震災の時の土木系を見ていると当時の橋

の基準で造られていて、問題があったのはひとつだ

けなんですよ。それもずれて、カタンと落ちただけ。

阪神高速道路が倒れて話題になりましたけどあれは

旧耐震設計ですから。当時の現行のもので落ちたの

はそれだけだったので、落橋防止だけ付け加えれば

よかったんですけど、動的解析を取り入れたいとい

う思惑と一致しちゃって、より厳しい基準に改定さ

れている。それで日本中の橋をつくるのにどれだけ

コストが上がったかっていうのは誰も検証してない。 
手：今までは人命が助かればよかったのに、今では設備

の耐震化とか言ってますもんね。 
平：それが良くなってると考えるのか、バランスが取れ

なくなってきていると考えるのか。全体としての最

善を目指すっていうのが仕事じゃないですか。それ

に対してすごく厳しい前提条件として効いてきちゃ

っていて、いまの社会の維持コストはすごいことに

なっている。 
坂：時間的なスパンもありますよね。福島の芳賀沼さん

が計画していた中期仮設住宅は、10 年ぐらい居住す

ると想定した仮設住宅の在り方をめざしたものです。

仮設住宅災害公営住宅の間を考えたものですが、居

住者の多くは、70 代以上の高齢者で今後 20 年以上は

居住しない可能性が高いと考えるとそのような選択

肢を示し、居住の場を考えるトータルコストを減少

させる方法もあるように思います。 
増：結局は、その主体が自立した地域が自分のこととし

て取り組んでいれば、それがやり過ぎだってことに

気付けるんだけど、補助金を使っているだけなので、

気付けない。 

手：賢い行政職員は気付いているんだけど、止められな
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いんですよ。 
姥：本当は地区レベルでそういうものを調整しながらっ

ていうのが本当の意味での都市計画だと思いますけ

どね。ただ、それができた人って歴史の中でもたぶ

ん横浜の田村さんくらいかなって思いますけどね。

最近亡くなった北沢先生なんかもそうでしたけど。 
  少なくとも日本全国では全く広がっていなくて、都

市計画は道路をどうつくるのかって話になっていま

すけど、行政書士や司法書士のような、要は事務的

な仕事をどうやって進めていくかって話が中心で、

計画じゃないんですね。で、計画作業は個別に上が

ってくるもので全てお終いっていう。それをどう統

合・調整していくのかっていうのが行政部門の約割

なのに、縦割りで割れたままでおしまいっていうこ

とになってしまっている。 
  後は教育の問題でもあり、私自身の能力の問題でも

あるんでしょうけど、それなりの能力や問題意識を

持った人っていうのが小さな自治体にはあまりいな

くて…。 

手：基礎自治体の能力によって、今回の震災復興の結果

は大きく変わりそうだと言われていますよね。「震災

直後は首長の能力差によって大きく違う」と言われ

ていましたが、いつの間にか、言われ方が変わって

きたと思います。国の上部で決まったことは、当然

のように縦割りで地域に降りてきますが、その複雑

な制度を統合し住民に周知し制度を実行し運用する

のが基礎自治体の役割です。震災前までは、こんな

ヘビーな役割を担わされているとは思ってもみなか

ったです。 
平：今、よく言われている公民連携、新しい形で指定管

理者制度を超えたものが出てきています。そういう

事例が、被災したところでどれくらい実現するのか、

気になっています。これからは必然的に起こってく

ると思います。公設民営型って言うんですかね。建

設費は税金から出すけど、後は任せたっていう。［→

視点３･４］ 
坂：その時の「民」が地元資本中心か、東京の資本中心

かによってやり方はかなり違うと思います。 
手：今回の震災復興は多くの場所で高台移転が大きな方

針になっている一方で、低地利用が次の課題になっ

ています。多くの地域で目途が立たないようですが、

低地利用についての良い例は何かありませんか。 
増：水産をどうしたいって小さい話はあるけど、結局ど

うしたいのかわからないのが多いよね。場所による

と思うんですけど、区画整理とかである程度ポテン

シャルがあるところは工業用地とか水産業なり持っ

てきましょうっていう話があります。仙台とか東松

島とかですかね。 
坂：閖上げも今やっているんですけど、福島の相馬あた

りの船を取り合いで、東松島とか亘理とかと誘致合

戦なんですよね。船が来ないとそこに立つ団地とか

もかなり違うので。 
平：そもそも縮小の時代に、余った土地を活用しなきゃ

いけないって思ってる時点で拡大の思考になってい

ると思うんですよ。どう余らすかっていうのは大事

ですけど、余ってたって良いんですよ。 
○：土地が資産であるとなっている以上、そうなんでし

ょうね。土地所有もまとめておいた方がいいのか、

ばらばらの方がいいのか、小さい単位で使えるなら

使って、使わないならそれでいいし。それともある

程度集約させて、道路とかは他に集約させて、後は

森とか山にして、といったような、そのあたりのこ

とも理論的によくわかってない。 
平：それについても事前の準備が無かったんですよね。

仙台でもなんでこんなところに市街化区域があるの

ってところにぽつぽつあるじゃないですか。住民が

一人になるまでその道路とか電線とかを維持するの

ってどうなんですかって話ですよね。 

菊：皆さんに教えていただきたいのですが、今日の座談

会の資料に、BBB をめぐる「視点の整理」として

「専門家・有識者の在り方について」という項目が

あります。自分自身への反省の意味も含め、支援者

として被災地に関わるときに、どういう心構えが求

められるのか振り返っておくことは、必要だと思い

ます。 
平：我々東北大の石巻支援チームには一応合言葉があり

まして、「実現できないことは提案しない」といつも

確認し合いながらやってます。 
手：これも今回の震災の特徴ですよね。これまでは行政

発注以外の専門家や学識者が入って復興支援に積極

的に関わっていることはあまりない。［→視点７］ 
平：いや、これは石巻だけですよ。実例は少ないです。

「何とか審議会」とか言って学識経験者が呼ばれる

ケースもありますげど、実働部分で入り続けてるの

は少ないですね。 
手：せっかくなので、どこかで行政と学識経験者や専門

家のそういう関わり方についてちゃんと研究すれば

面白いんですよね。記録しておくとか。 
平：何で我々が「実現できないことは提案しない」って

確認しているかって言うと、地元住民の人たちに制

度的に絶対できないことをワークショップで勝手に

提案して、結果として反対運動を盛り上げてしまっ

た専門家もいっぱいいます。 

手：そんな、記録に残せないような失敗事例もきちんと

残しておいたほうがいいですよね。 

平：失敗とも思ってないんだよね。「俺の提案を実現でき

ない行政が悪い」と思ってる。 

手：本当はもうひとつ重要な視点として、「原発事故後の

震災復興の在り方」には是非触れたいところなので

すが、残念ながら福島の方の都合がどうしても合わ
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なかったんですね。しかし根が深すぎて、難しい問

題ですよね。［→視点］ 

 

 

今回の震災復興を特徴�ける重要な「視点」の�理 

視点１：津波災害における復興 

今回の震災被害の特徴は、何と言っても津波被害である。

津波災害における復興、津波災害に対する防御の在り方

は、これまでにない特徴的な議論を孕んでいる。その表

れ方としては、高台移転や防潮堤の在り方であり、低平

地の利活用問題であり、沿岸地域での生産と生活の関係

や、環境･景観問題、合意形成の在り方など様々な問題に

波及している。 

視点２：環境問題・景観問題を踏まえた復興 

この度の震災復興では、常に環境問題･景観問題が重要な

視点として取り上げられている。自然豊かな沿岸地域で

は、高台移転計画･防潮堤問題であり、環境に逆らわず自

然に沿った在り方が問われ、中心市街地再生においても

安全と景観の両立が議論になっている。 

視点３：これからの社会の在り方を指し示す復興事例 

この座談会でも幾つか事例が挙げられていたが、私たち

の社会の抱える矛盾点が、復興の現場で露わに露呈する

場面がある。例えば、行政単位が明らかに現状に合って

いないと思われる場面や、社会制度･様々な基準･社会ス

トックの充実が、むしろ社会の自由な在り方を阻んでい

る場面も散見される。また、公共と個の在り方をめぐる

議論も、これからの地域社会を柔軟に運営してゆく上で

重要な視点だと思われる。 

視点４：復興の主体は誰か、自治を見据えた復興 

岩沼市玉浦西地区の防災集団移転がいち早く完了したこ

とでも話題になったが、今回の震災復興では、地域のコ

ミュニティ･地縁組織を中心とした復興に焦点が当たって

いる。復興の主体は誰であり、どう合意形成を構築して

ゆくかは、事業自体の成否やスピードアップを大きく左

右するだけでなく、今後の移転地の存続にとって重要な

カギになる筈である。 

視点５：縮退する地域社会の在り方を踏まえた復興 

今回の震災復興の現場では、縮小する地域社会の在り方

について、或いは、縮退する地域社会での復興の在り方

についての議論が寄り添っている。「復興しなければなら

ないこと」と「拙速につくるべきではないこと」の矛盾

の中で現場の葛藤は大きく、これまでの手法が成長社会

でのみ有効な手法だったことを思い知らされている。こ

の問題は復興を終えた後の被災地に、新たな大きな問題

として残り続ける可能性がある。 

視点６：地域のなりわいの再生を中心に据えた復興 

この度の被災地は、固有の地域社会を持続してきた地域

であり、固有の地域社会の在り方に配慮した復興を目指

した地域が多くある。これらの例では、地域社会を支え

てきた「なりわい」の再生を中心に、地域再生や循環型

地域経済の再構築、景観再生への取り組みを行っている。 

視点７：福祉･教育の問題に示唆を与える復興 

超高齢化に対応できる社会をどう構築するかという大問

題に対して、それを踏まえた取り組みが都市部でも過疎

地も散見される。また、縮退する地域社会での教育問題

は、豊かな自然の中での子どもの孤立や、学校側から見

たの安全･管理の問題も孕んで矛盾も多い。 

視点８：専門家･有識者の在り方に示唆を与える復興 

今回の震災復興では、専門家･有識者の関わり方にこれま

での震災復興と違った特色がみられる。それは、行政職

員の不足や合意形成の重要性の増大、問題の複雑化･高度

化に端を発したものである。行政支援･住民支援の双方に

重要な役割を果たしているケースもあるが、逆に地域の

復興を大きく混乱させる結果になった事例もあり、今後

の検証が重要である。また、多くの事業が短期に集中し

て行われる復興の現場では、基礎自治体の「総合化する

能力」が極めて重要であり、地域を支援する専門家にも

その能力が問われるケースが多い。省庁間･専門分野の違

いにより、より良い連携を阻んでしまうケースも見られ、

高度化し専門分化の進んだ社会のなかで専門家の連携が

どうあるべきか、見直す必要がある。 

視点９：平時からの取組みが実を結ぶ復興事例 

今回の震災復興では、「平時に出来ないことは何もできな

い」と再認識した専門家･行政職員も多い。平時からの取

組みの重要性を再認識させられた。 

   ：その他 

 ・弱体化した建設業界の復興への取組み 

 ・過剰に作らない復興への取組み 

 ・原発問題以降の社会の在り方･復興について 

 

 

「BBB を考える座談会」まとめ ： 

     坂口大洋 （仙台高等専門学校） 

     手島浩之 （日本建築家協会東北支部） 
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被災者の方との対話を繰り返しながら、地域に生息する竹を
活かし、すべて学生たちの手作業で工事を進め、2011 年 10
月に竣工した。地元の伝統芸能「平磯虎舞」の新たな練習場
所として用いられている。

竹の会所
Bamboo Ark

憩いの場の創出
学生ボランティア
地元竹の活用

防潮堤を原型復旧にとどめ、海水浴場としての価値を残し
つつ、その一方で、背後地の保安林の拡大や道路盛土によ
り事実上の L1 防御を担保し、安全性と地域資源の両立を図
ろうとしている試みである。

気仙沼大島（小田の浜・田中浜）
Kesennuma Oshima

防潮堤背後地を全面的に盛土することで、防潮堤のもつ景観
や排水への悪影響を激減させ、安全性とまちづくりの両立を
図ろうとする試みである。防潮堤の斜面は、覆土の上緑化さ
れ、漁港と一体的なアースデザインが目指されている。

女川町市街地（女川漁港防潮堤）
Onagawa fishing port coastal levee

全国の建築学生ボランティアの手で震災によって失われた街
を模型で復元した。現地ワークショップでは、住民の語りを
聞き取り、それを模型に落とし込むことで記憶の街並みや
人々の生活を保存・継承していくことを目的としている。

「失われた街」模型復元プロジェクト
Lost Homes Project

復元模型による被災地理解
場所の記憶を介したコミュニケーション
記憶の再構築

コミュニティの継続
Comunity
「失われた街」模型復元プロジェクト
竹の会所
みんなの家プロジェクト
あすと長町でのコミュニティデザイン

防潮堤
Coastal levee

事例集

気仙沼大島（小田の浜・田中浜）
女川町市街地（女川漁港防潮堤）

撮影：滋賀県立大学陶器浩一研究室
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被災漁村集落での漁業の早期復活の要望に応え、大学の研究
者を中心として活動する仮設の番屋建設の支援プロジェク
ト。第一号は、発災からわずか2カ月弱で竣工し、コミュニティ
における生業復興の重要拠点として活用されている。

近年では牡蠣の養殖と外洋との刺網を主な生業としていた長
面浦では、震災後も内陸の仮設住宅から「通い漁業」を続け
ている。生業の維持をめざして、住民が学識者の支援の元、
行政と話し合いを重ね、牡蠣処理施設の再可動に至った。

石巻市長面浦
Nagatsuraura in Ishinomaki 

通い漁業
牡蠣処理施設の再可動

発災後、石巻中心部の若い経営者と建築家、都市計画研究者
などを中心に立ちあげられた組織。中心部の様々なイベント
の他に、民家リノベーション、石巻工房、イトナブなどの次
世代のまちづくりなどへと活動を広げる。

ISHINOMAKI 2.0
ISHINOMAKI 2.0

中心市街地の再生
産業としてのものづくりの定着
アクティビティの創出

仙台市中心部の大規模仮設住宅におけるコミュニティ形成を
大学の研究者を中心として継続的に支援を続けている。自治
会役員を中心に共助型コミュニティが生成され、コミュニ
ティ入居型の災害公営住宅の提案を作成した。

あすと長町でのコミュニティデザイン
Comunity design in Asuto-Nagamachi

コミュニティの共助機能の維持

番屋プロジェクト
Banya Project

漁業の早期復活
番屋の再生
漁港コミュニティの創出

建築家のネットワークを利用して自治体、企業、NPO 等と
連携し、被災地域において住民が集う場を各地で実現。リビ
ングルームのような心温まる空間を念頭に、住民達との話し
合いを通して地域毎の実情に応じつくられている。

みんなの家プロジェクト
Minnano-ie Project

コミュニケーションスペース
建築家のネットワーク

業の再興
Restoration of work
石巻市長面浦
番屋プロジェクト
ISHINOMAKI 2.0
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中心市街地である東部地区の市民ホールを核とする周辺一帯
の復興事業をフロントプロジェクトと位置付け、市街地の災
害公営住宅計画や避難計画とも連動させつつ、一体的なまち
なか再生を進めている。

釜石市フロントプロジェクト
Front Project in Kamaishi

震災以前から関わりのあった学識経験者や震災復興のノウハ
ウを蓄積している UR 都市再生機構が深く復興まちづくりに
参与しており、多くの個別のプロジェクトに関しても協働し
てまちづくりを進めている。

大槌町
Otsuchi

市街地の再生
Revival of urban area
新しいまちづくり
大槌町 /釜石市フロントプロジェクト /陸前高田市高田地
区中心市街地 /気仙沼市内湾地域 /南三陸町志津川地区 /
女川町中心部まちづくりデザイン /名取市閖上地区
商業の再生
石巻市 11番街区商業再開発 /いわき市小名浜

低平地に位置していたことで大きな津波被害を受けた中心市
街地では、全体を嵩上げし、現地での復興を進めている。嵩
上げによる市街地部と川原川との高低差は親水公園によって
解消し、公共施設の立地するエリアとのアクセスを確保する。

陸前高田市高田地区中心市街地
Takada in Rikuzentakada

港奥の内湾地域は、都市機能が集積する中心市街地だったが、
津波と石油タンクからの重油の流出により大きな被害を受け
た。海と栄えた歴史を踏まえた復興を目指し、魚市場のリ
ニューアル等、水産業と観光拠点の再生が進んでいる。

気仙沼市内湾地域
Naiwan in Kesennuma

町の中心であった志津川地区の多くが低平地であったため、
津波により甚大な被害を受けた。町の商業主の多くは、現在、
仮設の「南三陸さんさん商店街」で営業している。嵩上げ後
の現地に商店街を再興し、まちの再生につなげる計画である。

南三陸町志津川地区
Shizugawa in Minamisanriku
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北上川河岸の市街地隣接地を敷地とした、復興事業唯一の商
業再開発事業である。２階と堤防が同レベルでつながり、歴
史的通りである松川横丁からの動線を建物内部にも引き込
み、あらたなにぎわいの場の創出をめざしている。

石巻市11番街区商業再開発
Comercial redevelopment in Ishinomaki

二種再開発事業
川湊の再生

他の被災地と比較すると大幅に計画の策定が遅れており、現
地再建するに当たって協議会方式で話し合っている。大規模
な工事に関しても住民同士で話し合いながら、その後の利用
方法などに関しても議論されている。

名取市閖上地区
Yuriage in Natori

震災で都市の機能すべてを喪失し、住宅被害率 85% という
甚大な被害を受けた。盛土をし、すべての都市機能を中心市
街地に集約しつつ、まちからの軸線を高台の災害公営住宅で
も踏襲し、都市の中心性を高めている。

女川町中心部まちづくりデザイン
Design of urban area in Onagawa

都市軸の強調
参加型ワークショップ

市の進めるいわきの魅力が伝わる交流拠点づくりの一環とし
て、市南部の沿岸に位置する小名浜では誘致した大型ショッ
ピングモールを中心とした観光拠点整備を進めている。

いわき市小名浜
Onahama in Iwaki
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2011 年 4 月に小泉地区の明日を考える会が発足、移転協議
会となって住民主体の合意形成が図られている。続いて移転
計画が事業化され、造成工事を行っている。近い将来の周辺
地域にも頼られる小泉地区を目指す。

気仙沼市小泉地区
Koizumi in Kesennuma

協議会方式
株式会社化

地区内を分割する形で災害危険区域が指定され、区域内の防
災集団移転事業対象世帯と区域外の世帯と、区域外のうち現
地再建世帯が混在する形となったが、地区内の対話を重ね現
地再建の提案を地域住民主体で作成。

仙台市南蒲生地区
Minami-gamo in Sendai

大規模団地

再建の長期化に対し、小規模な単位で既存宅地近接に移転す
る差込型の宅地移転を実施することで造成や移転に費やす時
間を短縮した。移転先も地域同士の結束がある場所を選定し、
従前のコミュニティを維持できるようにしている。

大船渡市差し込み型
Ofunato

小規模移転
既存宅地との関係性

半島部で計画されている防集事業団地では最大規模の約 400
世帯が移転する団地。また、河北地域に加え、雄勝地域や北
上地域からも多数の移転が見受けられた。協議会形式で移転
後のコミュニティ等の検討を進めている。

石巻市河北町二子団地
Futako in Kahoku-cho, Ishinomaki

大規模団地
災害公営住宅との一体化
大きな中央広場

集団移転対象地区の市民代表、移転先周辺の市民、学識経験
者、アドバイザーによって玉浦西地区まちづくり委員会が構
成されている。委員会が地域のパイプ役としてコミュニティ
と持続可能なまちの形成を行っている。

岩沼市玉浦西地区
Tamaura-nishi in Iwanuma

大規模団地
移転地集約
災害公営住宅との一体化

防災集団移転促進事業
Group relocation
新しい手法
大船渡市差し込み型 /気仙沼市小泉地区
大規模団地
岩沼市玉浦西地区 /石巻市河北町二子団地 /仙台市南蒲生
地区
中規模団地
石巻市北上町にっこり団地計画 /七ヶ浜町笹山地区
小規模団地
石巻市北上町小室集落 /女川町竹ノ浦
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宮城県建築士会が女川町からの要請により、支援を行うこと
となった。まちづくりアドバイザーを派遣し、住民・町・
UR・建築士会で一体となった協議を行っている。美しい景
観と気候風土に対応した集落を目指している。

女川町竹ノ浦
Takenoura in Onagawa

小規模団地
気候風土に対応した集落

七ヶ浜町最大の防災集団移転団地である笹山地区は、菖蒲田
浜を望む高台に、豊かなランドスケープとなるよう元の地形
を活かして造成された。現地に生息していた山桜を新たな団
地のシンボルツリーとして公園の中心に残している。

七ヶ浜町笹山地区
Sasayama in Shichigahama

中規模団地
ランドスケープに配慮した宅地計画

自分達のことをみんなで決め、自分達で管理運営ができると
いう強さが北上町にはある。それらの強さと北上川、追波湾
への視線を軸として自力再建者と災害公営住宅が緩やかに混
じり合う新たなまちの案を作り上げた。

石巻市北上町にっこり団地計画
Nikkori in Kitakamimachi, Ishinomaki 

中規模団地
ランドスケープに配慮した宅地計画
学校等施設との一体的計画

北上町にある小室集落は北上川河口沿いに点在する漁業集落
である。集団移転に関しては、強い地縁的つながりを元に、
専門家支援を受けながら住民たちが主体で検討を進め、地形
を活かした造成計画案をまとめた。

石巻市北上町小室集落
Komuro in Kitakamimachi, Ishinomaki

小規模団地
地形を活かした造成計画
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④

新潟県中越地震（2004 年）の仮設住宅で見られた住みこな
し事例をデータベース化した web サイト「仮設のトリセツ」
の公開をきっかけに、現地でのワークショップや冊子の配布
を通して、居住者による仮設住宅住みこなしノウハウの共有
を試みている。

仮設のトリセツ
Customize Manual of Temporary Housing
for Disaster Victims

仮設住宅の住みこなし
データベース化

コミュニティケア型仮設住宅の提案があり、同市が仮設住宅
を直接建設することとなった。そして綿密な協議を経て仮設
住宅としては豊かな空間の実現に至っている。通路には木製
デッキが張られ、屋根が架けられている。

遠野市仮設住宅希望の郷「絆」
Temporary housing for comunity care
 
コミュニティケア型仮設住宅

福島県内に、公募型で建設された仮設住宅は、6000 戸以上
にのぼる。その多くは、木造で様々な工法で建設された。工
期短縮や供給体制の他、配置計画や住宅性能、さらには再利
用なども含め様々な提案がなされている。

木造仮設住宅群
Wooden temporary housing in Fukushima

板倉式住宅
ログハウス

居住【仮設住宅】
Temporary housing
住田町木造仮設住宅
木造仮設住宅群
遠野市仮設住宅希望の郷「絆」
仮設のトリセツ
福祉仮設住宅「あがらいん」

住田町では、地元の木材資源の活用策として、震災直前に木
造仮設住宅の標準設計を完成させていた。震災後、これを元
に住田町内に仮設住宅を建設し、陸前高田市などの被災者に
提供した。

住田町木造仮設
Wooden temporary housing in Sumita

木造仮設の標準設計

高齢被災者等の自立支援を目的に石巻市が設置、宮城県内の
NPO が運営を担う。厚労省「地域支え合い体制づくり事業」
により、一定期間の居住だけでなく、地域食堂や映画会の提
供といった介護保険の枠を超えた支援を行っている。

福祉仮設住宅「あがらいん」
“Agarain” , welfare temporary housing

高齢被災者等の自立支援
地域の支え合い支援

－　　－107



地域のつながりが深い従前のコミュニティを取り戻し、高齢
者も安心して生活を営めるよう、リビングアクセスによるコ
ミュニティ志向型住戸を町内 212 戸の全災害公営住宅で計
画。プロポーザルでその設計を担当する建築家を選定した。

七ヶ浜町災害公営住宅
Public housing in Shichigahama

リビングアクセス
コミュニティ志向型住戸
プロポーザルによる設計者選定

震災直後、高齢被災者の早期入居を目標に、住民同士の共助
により安心して生活を営める住宅として計画された。4 団地
5 住宅が建設され、2DK の住戸 10～12 戸とランドリーや食
堂の共助コミュニケーションゾーン等が設けらている。

相馬市営公営住宅-井戸端長屋
“Idobata-nagaya” , pubulic housing in Soma

共助を育む住宅

高齢者等への生活支援を目標に、災害公営住宅と福祉的支援
の連携が検討された。その結果、志津川東の西地区では地域
交流・福祉複合施設や集会所と連携した住宅の配置、リビン
グアクセスの採用、全住戸で車いすに配慮した間取りが採用
された。

南三陸町福祉と住まいの連携
Pubulic housing cooperated with care in Minamisanriku

地域交流・福祉複合施設、集会所と連携した住宅配置
リビングアクセス
介護・介助しやすい間取り

④居住【高齢社会への対応】
Housing for aged society
相馬市営公営住宅ー井戸端長屋
南三陸町福祉と住まいの連携
七ヶ浜町災害公営住宅
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④

浸水被害を受けた敷地であっため、1 階には住戸を設けず、2
階以上を居住空間とした。各棟は 2 階高さのペデストリアン
デッキで結ばれ、通路に面して、棟ごとのコミュニティスペー
スであるみんなのリビングが設けられている。

多賀城市営桜木住宅
Sakuragi housing in Tagajo

大規模住宅 /RC造
2階以上に住戸配置
みんなの広場

エントランス広場から女川湾を結ぶ軸線上に住区のメインス
トリートである「みんなの道」を整備し、大規模住宅にも関
わらずコミュニティの一体感を出す工夫をしている。外構は
従前の運動公園のトラックを活かして形成されている。

女川町運動公園住宅
Onagawa athletic park housing

大規模住宅 /RC造
みんなの道
運動公園を活かした外構計画

住戸プランの工夫と、二戸一棟住宅の連結方法の工夫により、
単調になりがちな街並形成への配慮を行い、歩行者ネット
ワークである緑道により住民相互の見守り空間の醸成を目指
している。

岩沼市玉浦西地区
Tamaura-nishi in Iwanuma

木造
住戸プランの工夫
歩行者ネットワーク

周辺のまちなみや里山の風景になじむよう、平屋を中心とし
た木造住宅で形成されている。敷地内のコミュニティ広場に
は、地下水を活用した「井戸」が設けられ、入居者同士の日
常的な交流の場となることが期待されている。

大槌町大ヶ口地区
Ogakuchi in Otsuchi

木造
コミュニティ広場

居住【災害公営住宅】
Public housing for Victims
集落部 /コミュニティ重視 /木造
大槌町大ヶ口地区 /岩沼市玉浦西地区
大規模住宅 /RC造
女川町運動公園住宅 /多賀城市営桜木住宅
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七ヶ浜町立七ヶ浜中学校
Shichigahama junior high school in Shichigahama

地震被害からの復旧
リトルスペース
小中一貫教育への対応

③

コンセプトはリトルスペースの森。リトルスペースとは、少
人数指導や自主的な学びを創造的に展開する装置である。リ
トルスペースはグラウンドと校舎の間にある壁をなくし、学
びの場の広がりや連続性を確保している。

県道から下のグラウンドまで約 20m という高低差を考えら
れた校舎配置により吸収。教室棟は木造の別棟となっており、
温かみのある環境を実現。

石巻市立雄勝地区統合小・中学校
Ogatsu junior high school in Ishinomaki

小中連携教育
傾斜地の活用

小さな造成にとどめることで、土地や風景の履歴を保存する
計画となっている。建物内の動線はシンプルに計画されてお
り、切妻の屋根を反復することで周辺環境と調和するような
ものとなっている。

釜石市立唐丹小学校・唐丹中学校
Toni elementary school and Toni junior high school
in Kamaishi

傾斜地の活用
小中一貫教育への対応
まちづくりの拠点

分棟型の校舎が木デッキの内庭に開いた構成で、周辺の森と
の調和を目指している。日射や風などのコントロールにも配
慮がなされている。

東松島市立野蒜小学校
Nobiru elementary school in Higashimatsushima

周辺環境との調和

教育施設 /Schools
ランドスケープと一体になった計画
釜石市立唐丹小学校・唐丹中学校/石巻市立雄勝地区統合小・
中学校 /東松島市立野蒜小学校 /七ヶ浜町立七ヶ浜中学校
宅地整備事業と関連した計画
陸前高田市立高田東中学校 /山元町立山下第二小学校
/石巻市立渡波中学校
まちづくりの拠点
釜石市立鵜住居小学校・釜石東中学校
/亘理町立荒浜中学校
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中央に大きな中庭を持つ 2 階建てのプランと傘状の構造のエ
コルーフが特徴的で、地域の顔となるように木造校舎を人通
りの多い通り沿いに配置している。構造断面を小さくするこ
とによりコストや工期を短縮している。

山元町立山下第二小学校
Yamashita-daini elementary school in Yamamoto

津波復興拠点整備地区内に位置

津波リスクへの対応から、体育館をはじめとした校舎すべて
が 2 階から上に配置される。ソーラーパネルの設置や、避難
者の受け入れを想定した毛布や食料の備蓄などを進め、防災
機能を強化している。

亘理町立荒浜中学校
Arahama junior high school in Watari 

まちづくりの拠点
ピロティによる津波対策

南側にある新しい街の中心に関与するために、南北配置とし、
１階には図書館などコミュニティの利用も想定。エントラン
スへの吹き抜けと全フロアを貫く中庭で多く自然光を取り入
れる。

石巻市立渡波中学校
Watanoha junior high school in Ishinomaki

土地区画整理事業地区に位置

地元のスギ材を使用した木の屋根のもとに人々が集まる大空
間を実現。ロングスパンの空間を建具で仕切り多様な学習形
態に対応する。１階に地域学習ラウンジを設け特別教室を地
域に開放する計画である。

陸前高田市立高田東中学校
Takada higashi junior high school in Rikuzentakada
 
防災集団移転地に隣接

現地再建を目指す地域の防災拠点としても機能する複合教育
施設で、小学校、中学校、児童館、幼稚園などから構成される。
提案の手立てはすべて土木と建築が一体化して考えられ、敷
地に隣接し地域で大切にしている神社の景観を維持しつつ、
周辺の風景に溶け込みながらも埋没することのない力強い存
在となっている。

釜石市立鵜住居小学校・釜石東中学校
Unosumai elementary school and kamaishi higashi
junior high school in Kamaishi

まちづくりの拠点
高台立地による津波対策
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ABSTRACT: This paper presents summaries of case studies of community-based disaster risk reduction (DRR) 
programs in three communities in the United States (Tulsa, Oklahoma; Berkeley, California; and, Napa, 
California). These case studies were authored by individuals who played major roles in the design and 
implementation of these DRR programs. Each of these communities have managed successful disaster risk
reduction programs for decades. Several important factors were identified that have contributed to the long-term 
success of these community-based DRR programs including: taking advantage of a crisis, involving all 
community stakeholders, local champions, private sector involvement, involving new stakeholders, resources, 
leadership from state and federal government, consensus building, environmental protection and enhancement, 
and co-benefits.

1. Introduction

The design and implementation of disaster 
risk reduction (DRR) measures is done best 
at the community level.  DRR saves lives, 
reduces damages to homes, businesses and 
public infrastructure, and mitigates 
disruption in the local economy. The 
increased frequency and severity of extreme 
weather events  such as hurricanes, flooding, 
tornadoes, drought in recent years 
aggravated by a changing climate and the 
emergence of a new set of hazard risks in 
the form of terrorism (chemical, biological, 
radiological, nuclear and explosives) and the 
emergence of pandemic threats such as 
Ebola have raised public awareness of the 
need for DRR. 

The most important thing we have learned is 
that reducing disaster risks and losses is best 
done at the community level.  Outside 
resources and technical assistance are 
critical but effective and sustainable DRR
programs and actions must be designed and 
implemented at the local level where 
disasters strike.  Without the full support and 
participation all community stakeholders of 
in this effort it cannot be sustainable. 

This analysis is clearly borne out through
the examination of long-term DRR 
programs in three communities in the United 

States.  Tulsa, Oklahoma, Berkeley, 
California and Napa, California have 
worked diligently over the past 20 + years to 
mitigate their community hazards and 
successfully reduce the impacts of future 
disasters.

Based on a review of case studies by 
individuals deeply involved in the design 
and implementation of DRR programs in 
these three communities, this paper 
identifies those important factors that have 
contributed to the progress these 
communities have made over the years in 
reducing their various hazard risks.

2. Case Studies

In 2008, a book, co-edited by the author of 
this paper, entitled Global Warming, Natural 
Hazards, and Emergency Management was 
published.  The goal of the book was to 
provide a roadmap for how communities 
could reduce the impacts caused by climate 
change through case studies and essays that 
examined ongoing disaster risk reduction 
programs in communities in the United 
States (Bullock, 2008).  

The Tulsa, Oklahoma case study, “A Tulsa 
Story: Learning to Live in Harmony with 
Nature,” was authored by Ann Patton, a 
charter member of the team that built Tulsa’s 
flood control and hazard mitigation 
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programs. Arrietta Chakos, who served as 
assistant city manager responsible for 
managing the City of Berkeley, California’s
hazard mitigation efforts, authored the 
Berkeley case study entitled “Hazard 
Mitigation in Berkeley, California: 
Partnering for Community Action.”  Dave 
Dickson authored the Napa case study 
entitled “Living River: The Napa valley 
Flood Management Plan.”  Mr. Dickson was 
the project manager for the “Living River” 
project.

Each case study details the efforts by 
community leaders to address their hazard 
risks, flooding in Tulsa and Napa and 
earthquakes and urban wildfire in Berkeley, 
over an extended period of time.  Tulsa 
flood control efforts started in 1974, 
Berkeley’s risk reduction efforts started after 
the 1989 Loma Prieta Earthquake and a 
disastrous urban wildfire in 1991, and the 
Napa Living River project was started in 
1998 after a severe flood in 1995.

Taken together, these three case studies 
provide a vivid illustration of how a 
community can successfully address its 
hazard risks and develop and implement 
DRR programs with community support.  As 
one measure of their success in DRR, Tulsa 
and Berkeley have been selected by the 
Rockefeller Foundation for its 100 Resilient 
Cities program. (See Table 1)

2.1 Tulsa Case Study

A series of flooding events in the 1970s and 
1980s prompted concerned citizens to form 
a group named Tulsans for a Better 
Community that approached the City 
government and demanded that something 
be done to reduce the negative impacts of 
these floods in terms of lost lives and 
damaged and destroyed property. According 
to Ann Patton’s case study, the group 
developed an advocacy program “that 
evolved into four major points: Stop new 
buildings that will flood or make anybody 
else flood worse; Clear the most dangerous 

of the flood-prone buildings and turn the 
land into parks; carefully install remedial 
works, such as channels and retention ponds 
to hold and convey water, considering the 
offsite and future impacts of the works, 
watershed-wide; and, Involve citizens at 
every point.” (Patton, 2008)

In time the group became partners with the 
City government and worked together to 
create the City’s Stormwater Management 
Department, hire the City’s first hydrologist 
and establish a Stormwater Utility Fee to 
help pay for various flood control projects 
over the years including moving over 1,000 
properties out of the floodplain, creating 
open space to soak up flood waters and 
managing an ongoing public education 
campaign. The City joined FEMA’s Project 
Impact initiative and used part of a $500,000 
FEMA grant to establish Tulsa Partners Inc., 
non-profit entity that has developed and 
implemented numerous disaster resilient 
activities including partnering with local 
McDonalds restaurants in a preparedness 
campaign, partnering with Save the Children 
to develop a childcare preparedness program
and partnering with local home builders to 
advocate for the construction of tornado 
Safe Rooms in new and existing homes.

The flood and other disaster resilience work 
continues to this day. In 2015, Tulsa was 
selected to participate in the Rockefeller 
Foundation’s 100 Resilient Cities program.

2.2 Berkeley

The 1989 Loma Prieta earthquake and the 
1991 urban wildfire served to spur the City 
of Berkeley to undertake what has became a 
long-term effort to reduce the impacts of 
earthquakes and wildfires on it citizens, their 
homes and businesses, and essential public 
infrastructure. City Council member Alan 
Goldfarb spearheaded a community-wide 
effort to identify and implement actions that 
would increase community survivability and 
sustainability. According to Arrietta Chakos’ 
case study entitled, “Hazard Mitigation in 
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Community Precipitating 
Events

Planning/Design Program Local 
Financing

Results

Tulsa Floods 
(’70, ’71, ’73, 
‘74, ’76, ’84 
and ’86)

Concerned 
citizens formed 
group that 
worked with City 
to create 
Stormwater 
Management 
Department, hire 
a hydrologist and 
conduct public 
education 
campaign.

Ongoing City program 
bought out over 1,000 
properties and moved them 
out of the floodplain, built 
retention ponds and created 
open space for recreation 
and soaking up floodwaters.

Storm water 
Utility Fee for 
all residents.

Reduced flood insurance 
premiums, no severe floods 
since 1986, creation of Tulsa 
Partners Inc. that implemented 
numerous other DRR projects 
including Storm Ready, 
Tornado Safe Room 
construction, childcare 
preparedness plans and the 
Business Council. Named by 
FEMA”s Project Impact as the 
“Community of the Year in 
1999.  Selected by the 
Rockefeller Foundation for its 
100 Resilient Cities program.

Berkeley 1989 Loma 
Prieta 
earthquake 
and 1991 
urban wildfire

Leadership from 
City Council 
member to create 
neighborhood 
councils and 
partner with the 
University of 
California, 
Berkeley.

Tax incentives to retrofit 
homes, retrofitted all public 
schools and fire stations and 
essential public 
infrastructure – partnering 
with state and Federal 
agencies and private sector 
such as VISA. Developed a 
hazard mapping project, 
land use plan and 
community hazard 
mitigation plan.

City bond 
issues totaling 
over $362M. 

Homes, businesses, and 
essential public infrastructure 
retrofitted, new construction 
built to stringent seismic codes 
and standards, and selected by 
the Rockefeller Foundation for 
its 100 Resilient Cities 
program.

Napa Multiple 
floods leading 
up to major 
flood in 1995.

Creation of the 
Community 
Coalition 
involving all 
community 
stakeholders 
funded by grant 
from U.S. Army 
Corps of 
Engineers.

Developed 20-year Napa 
River Living River Flood 
Control Protection and 
Estuary Restoration project 
that restored over 1,000 
acres of wetlands, elevated 
or rebuilt five new bridges, 
bought out numerous 
properties in the floodplain, 
terraced the City of Napa 
waterfront to provide flood 
protection and access to the 
river for tourists and 
residents alike, and building 
a diversion canal on the 
Napa River.

Voters 
approved a ½ 
cent sales tax 
for 20 years.

Over $1 Billion in new public 
and private investments in the 
City of Napa including new 
hotels, restaurants, a wine 
museum and other tourist 
attractions – over 2,000 
construction and permanent 
jobs created and significantly 
improved flood protection.
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Berkeley, California: Partnering for 
Community Action,” the “community took
an innovative and multilevel approach that 
included: 1. Developing disaster readiness 
networks in neighborhoods; 2. 
Strengthening buildings and infrastructure; 
and, 3. Acquiring state and federal partners 
to support local initiatives.” (Chakos, 2008)

Over the years, neighborhood councils were 
formed across Berkeley that sponsored 
preparedness groups, conducted annual 
disaster drills and whose thousands of 
members received safety trainings.  Between 
1992 and 2002, Berkeley passed six bond 
issues totaling over $362 Million that were 
used to retrofit all of the City’s public 
schools and fire stations and essential
infrastructure. Home loans and tax 
incentives were created to encourage 
residents to retrofit their homes and 
businesses. Berkeley joined in FEMA’s 
Project Impact initiative and partnered with 
VISA and other businesses to conduct 
outreach and public education campaigns
and to conduct neighborhood-mapping
projects, and to develop a community land 
use plan and a community hazard mitigation 
plan.

Similar to Tulsa, these efforts continue 
today. Berkeley was selected by the 
Rockefeller Foundation in 2014 to 
participate in its 1oo Resilient Cities 
program.

2.3 Napa

Following a severe flood in 1995, a 
Community Coalition was formed in the 
City of Napa, California comprised of 
community stakeholders including elected 
officials, local environmentalists, local 
economic development officials and many 
others.  According to Dave Dickson’s case 
study entitled, “Living River: The Napa 
Valley Flood Management Plan,” the “first 
thing the (Coalition Steering) committee did 
was develop a set of goals: 1. Protection 
from the 100-year flood; 2. A living, vital 
Napa River; 3. Economic revitalization; 4. A 
cost that citizens could support; 5. Retaining 

our valuable federal project authorization 
(50 percent funding); and, 6. Watershed 
wide planning and a solutions-integrated 
system.” (Dickson, 2008)

Using a grant from the U.S. Army Corps of 
Engineers, the Community Coalition 
engaged in a two-year consensus building
project that resulted in a watershed wide
plan to reduce future flood impacts.  This 
plan called for buyouts of properties in the 
floodplain, restoration of over 1,000 acres of 
wetlands, construction or repair of five 
bridges, terracing of the City waterfront to 
provide enhanced flood protection and a 
waterside park and walkway, and the 
construction of a diversion canal.  The 
Community Coalition identified a ½ sales 
tax increase as the most effective means of 
securing a local long-term funding source
and worked with local vineyard owners to 
pass the tax increase with a 2/3 voting 
majority.

Implementation began in early in the 2000s 
and has continued ever since with the 
funding finally coming through for the 
construction of the diversion canal in 2014.  
The benefits accrued to the community 
include not only enhanced flood protection 
but also an economic boom to the City of 
Napa that in the past 15 years has seen
nearly a $1 Billion in new public and private 
investments in the City and the creation of 
over 2,000 construction and permanent jobs.

As the implementation of the plan continues 
so does the dialogue and cooperation 
between the various members of the 
Community Coalition continues to this day.

3. Important Factors

Based on the information presented in these 
three case studies, the following factors have 
been identified as critical to building 
successful, long-term community-based 
disaster risk reduction programs that will 
allow communities to survive and thrive into 
the future:

Take advantage of a crisis – In each of the 
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three case studies, each community profiled 
took advantage of a recent crisis to rally 
community stakeholders to do something to 
reduce future disaster impacts. The 
heightened awareness of the community risk 
and the efforts to respond and to recover 
from a recent event seem to provide 
community officials with an opportunity to 
advance DRR measures that may be viewed
with more skepticism and resistance in a 
non-crisis period. 

Involve all Community Stakeholders –
Building a successful community-based 
DRR program cannot be done by a select 
few government officials.  This work 
requires the involvement and efforts of all
community stakeholders including 
government officials (elected and 
appointed), emergency managers, first 
responders (fire, police, EMT), city and 
county managers, planners, community 
development officials, the local media, non-
profit groups, large and small business 
owners and associations, the Chamber of 
Commerce, environmental groups, 
developers, utilities, churches. Community 
organizations, voluntary and non-
governmental organizations, community-
based organizations, community-base 
foundations and individual citizens.

Local Champions – Leadership in this 
effort is all important and a local champion 
can make the difference between success 
and failure.  Such a champion can come 
from the public sector, the private sector, the 
non-governmental sector, the community 
leadership or from everyday citizens.  Carol
Williams in Tulsa – a concerned citizen -
was the first of many champions in that 
community’s drive to reduce the impacts of 
flooding. The University of California at 
Berkeley was a champion of earthquake
hazard mitigation not only on its campus but 
in the community at large.  The vineyard 
owners in Napa championed the 
community’s 20-year flood reduction plan 
and lead the fight to secure a critical local 
funding source.  Local champions come in 
all shapes and sizes and are all critical.

Private Sector Involvement – The 
sustained health of any community is tied 
closely to the health of its economy and its 
private sector.  In the aftermath of a disaster, 
the pace of recovery in the community can 
often be pegged to how quickly businesses 
and employers come back on line.  Local 
business leaders and the local Chamber of 
Commerce must be involved in a 
community-based DRR effort.  Their needs 
must be considered and the risks they face 
addressed.  The private sector is an excellent 
source for local champions and one potential 
source for resources.

Involving New Stakeholders – DRR has 
long been the purview of emergency 
managers and operations.  The time has 
come to expand the pool of government and 
non-government stakeholders beyond 
emergency management.  Planners, 
community development specialists,
economic development professionals and 
public administrators all need to be involved 
in DRR issues.  Public interest groups, 
community-based organizations and 
environmental groups all add to the expanse 
and effectiveness of efforts to reduce 
disaster risks and impacts.  The new skills 
and relationships brought to the table by 
these new stakeholders will expand the 
reach and enhance the design and 
implementation of a community-based DRR
program.

Resources – As with any DRR program, 
resources will dictate much of the success of 
the program.  Multiple sources of funding 
must be pursued including:

Local Funding Source – A local funding 
source can come in many forms such as the 
city bond issues used in Berkeley, the ½ cent 
sale tax increase in Napa, and the 
stormwater drainage fee in Tulsa.  A 
consistent and sustained local funding 
source provides reliable funding for a 
community-based effort and can be 
leveraged very effectively with funds from 
other government and non-government 
sources.  Providing a local funding source 
sends a clear signal to the community-at-
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large and potential donors that a community 
is serious about DRR.

Federal and State Government Funds –
The Federal government is the most 
significant source for DRR funding.  FEMA 
funds a variety of DRR programs including 
its Hazard Mitigation Grant Program 
(HMGP) and the Disaster Mitigation 
Assistance (DMA) program.  Other potential 
sources of Federal funding can be found in
the various departments and agencies that 
have direct or indirect involvement in 
disasters such as the Corps of Engineers, the 
Department of Transportation (DOT), 
Housing and Urban Development (HUD), 
Environmental Protection Administration 
(EPA), Health and Human Services (HHS), 
Department of Energy (DOE) and others.  
Nearly all government funding programs at 
the State and Federal levels can be linked to 
DRR and with a little creativity accessed for 
use in a community-based DRR effort.

Leverage Resources – The City of Seattle’s 
Project Impact program was able to leverage 
its $1 million in seed money from FEMA 
with over $4 million in funding from the 
public and private sectors.  Some of the 
resources were money and some in-kind 
donations but they all added up to Seattle 
being able expand its funding base fourfold.  
As noted earlier, a community can use a 
local funding source to leverage additional 
resources from other sources as well.  Napa 
successfully used the funds from it ½ cent 
sales tax increase to match funds made 
available from State government and 
foundation programs.  The key is to identify 
what sources of money and in-kind services 
are available among all potential sources 
including government, foundations, the 
private sector and the non-profit sector.

Consensus Building – Coming to 
community consensus on risks and what can 
be done to mitigate those risks played a 
large role in the success of the programs 
presented in this book.  Consensus building 
was at the core of the 20-year flood 
protection plan developed and implemented 
in Napa.  This and other examples highlight 

how the consensus building process ensures 
that all stakeholders are involved and all 
views and ideas are heard.  The resulting 
plans reflect the needs of all parties and 
include measures that can be supported and 
promoted by all involved.

Environmental Protection and 
Enhancement – The critical role that a 
healthy and vibrant environment plays in 
reducing the impacts of future disasters was 
clearly illustrated in the case studies 
involving flood issues.  Restoring over 1,000 
acres of wetlands in Napa and creating 
additional open spaces and retention ponds 
in Tulsa are excellent examples of how the 
natural environment can be an effective ally 
in reducing flood impacts in a community.

Co-Benefits – Risk reduction efforts almost 
always provide co-benefits beyond reducing 
the impacts of future events and reducing 
recovery costs. In Napa, the implementation 
of the 20-year Flood Control project has 
served as the catalyst for the revival of the
City of Napa resulting in new jobs, nearly a 
$1 Billion in new investments and a new, 
prosperous future for its residents. In Tulsa, 
the flood control efforts became the basis for 
building programs to install tornado safe 
rooms in homes and to design and
implement a model childcare preparedness 
program.

4. Conclusion

Tulsa, Berkeley and Napa all face ongoing 
risks that will only increase over time as our 
climate continues to change.  The long-term 
efforts that these communities have 
undertaken have significantly reduced the 
impacts of future disasters on homes,
businesses and public infrastructure while at 
the same time protecting and stimulating the 
local economy.  The involvement of all 
community stakeholders in the planning, 
design and implementation of DRR actions 
have served to sustain these community-
wide efforts and will do so in the years to 
come.
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Experience of The Great East Japan Earthquake  
-Tsunami and Prevention of Disaster- 
 

Reiji TANAKA 
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ABSTRACT: 
 Whereas The Great East Japan Earthquake left many tragedies with us, there is one and only gift among them, which the 
earthquake presented to us. That is, we think, a verification; "Japan's architectural technology can well fight earthquakes."  
In that context, it is a common thought that The Great East Japan Earthquake may become a remarkable turning point in 
planning tsunami disaster mitigation measures in the future. There are many buildings which remained unwashed away even 
being hit by the powerful tsunami. It seems the tsunami of The Great East Japan Earthquake was the first such tsunami 
which left so many buildings remaining. This clearly owes to "the improvement of Japan's architectural technology." Thus, 
we think it is necessary to base on an understanding; "architecture can be useful in tsunami disaster mitigation measures," 
when we plan such measures. 

At this occasion, we expect to discuss with the people from around the world and exchange ideas on counter -tsunami 
measures with use of architecture, applicable throughout the globe in the future.  
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Lessons from the 2011 Tohoku Earthquake  
Focused on Building Damage due to Ground Motions 

Masato Motosaka *1

  

ABSTRACT: A huge earthquake occurred in the Pacific Ocean off the coast of Miyagi, Japan on March 11, 2011 
(indicated as “the 2011 Tohoku earthquake” hereafter) and caused huge physical damage and loss of life. The 
moment magnitude of this earthquake, is 9.0, the largest recorded in Japan since modern seismograms became 
available. The huge earthquake caused not only tremendous tsunami damage but also structural damage due to the 
severe ground motion which continued for such a long duration.  
  This presentation starts from overview of the 2011 Tohoku earthquake, and shows lessons from the 2011 Tohoku 
earthquake focused on the building damage in relation to the observed ground motion characteristics from the 
engineering view points of the countermeasures against the expected earthquakes in other area of Japan and other 
countries all over the worlds.  

The observed ground motion characteristics are first described regarding the observed high acceleration record, 
the impact of long-duration motions, and site dependent ground motions. Then, specific features of building 
damage are described for the damage of the retrofitted building. Foundation damage and non-structural element 
damage are discussed together with housing land damage from the point view of total balance of seismic 
performance of the whole building. As for the damage of retrofitted building, of the damaged investigation of 9-
story SRC building at Aobayama campus of Tohoku University is introduced including the moving resonant 
phenomena based on the observation records. Other typical damage features are described for the foundation 
damage, the non-structural element damage like drop of suspended ceiling board, and housing land damage caused 
at the valley-filled land with high water level by the ground motion with long-duration.  

As concluding remarks, the following learnings and lessons need to be addressed in order to establish stronger 
earthquake countermeasures for urban and building structures. 1) the effectiveness of the seismic reinforcement, 2) 
Necessity of seismic micro-zoning considering ground motion difference due to geological conditions, 3) Safety 
confirmation of structural elements for cumulative building response due to the long-duration earthquake and many 
aftershocks, 4) Consideration of the non-stationary nature of ground motion and the nonlinearity of the building for 
a huge earthquake, 5) Total balance of the structural elements, the non-structural elements, and the equipment, 
together with the balance of foundation and the superstructure for the synthetic seismic performance of the whole 
building needs to be achieved, 6) Evaluation of the residue performance of buildings damaged by past earthquakes 
and this earthquake. 
  The author also insists that it is important to utilize efficiently a large amount of observation data during the 
huge earthquakes and to verify the correspondence of observation and analysis based on observation data including 
structural health monitoring data. By the experience of the huge earthquake, the author thinks that holistic 
earthquake countermeasures are required for the subdivided society, which leads to weak points against disasters.  
Comprehensive countermeasures due to ‘Collaboration’ and ‘Cooperation’ are needed to resolve weak points for 
stronger society against earthquake disaster. 
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Activity Report of a High-Rise Building and A Central City Areas 
against Unexpected Large-Scale Earthquake Disasters

Yoshiaki Hisada

* 

ABSTRACT: We report a proposal and research activities by AIJ (Architectural Institute of Japan), on high-rise 
buildings and central city areas against unexpected large-scale earthquake disasters. In addition, we report the recent 
actual activities by a high-rise building (Kogakuin University, Shinjuku Campus) and the disaster prevention council 
around the Shinjuku Station area in Tokyo.  
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Title Takaaki KATO

*

Lessons from 
Disaster 

Multi Hazard Disaster Mitigation 

Climate Change   

ABSTRACT: This article was written as a member of the subcommittee of future management established by AIJ. 
Firstly, remarkable viewpoints from the experience of the Great East Japan Earthquake that can affect the future is 
shown the important viewpoints for consideration in future regional planning. Secondly, although it is too early to 
organize the experience and knowledge acquired from the Great East Japan Earthquake, there are some elements we 
could obtain. This article focuses on those elements and suggests some discussion themes which are necessary to 
prepare for the next large scale disaster and post-disaster recovery phase. Also, it focuses on mega city, especially 
the metropolitan area which is said to be exposed to urgent risk of epi-central earthquake, and describes the 
management problems and perspectives in architecture, urban planning with disaster mitigation. 
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ABSTRACT: Owing to the enormous damage caused by the Great East Japan Earthquake of 2011, a 15% reduction 
in peak power consumption was required to address the gap between demand and supply capabilities in the summer 
of 2011. Electricity-saving measures are promoted in offices today for both environmental and safety reasons, and 
indoor office environments have changed greatly. This paper aims to reveal to what extent workers’ awareness of 
electricity-saving has changed since the earthquake disaster had an impact on energy consumption and productivity.

The authors have conducted continuous fieldwork and questionnaire surveys in seven electricity-saving office 
buildings in the summers of 2011–2013. Additionally, our laboratory’s past research data (15 buildings, 17 cases: 
2003–2012) has been collected together and analyzed.

The results show that excessive indoor air temperatures, such as 28oC, were avoided, and the desk level illuminance 
greatly decreased, from 750 lux to around 400 lux, after the earthquake. People came to be able to implement 
electricity saving in a proper way that does not spoil workers’ comfort, and workers’ acceptability zone for the indoor 
environment was extended by the experience of saving electricity. Moreover, when we compared individual 
differences in the way environmental information is perceived, it was shown that differences in the workers’ 
awareness of saving electricity had a more profound effect on their satisfaction with the indoor environmental quality 
than those in their gender or age. Mechanical power-saving is definitely important; however, building devices that 
induce the occupants’ energy-saving actions are vital. Our results will be considerably useful to other countries, 
whether or not they experience a natural disaster.

Zero Energy House project by Waseda University is also described here. New concept for energy management for 
smart society is also introduced.

Energy conservation and management in building sector after the 
Great East Japan Earthquake

Shin-ichi TANABE, Sayana TSUSHIMA, Kei UTSUMI
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For safety ensuring of the building structure 
 

KANEBAKO Yoshiharu

 

 
 1* 

  
 

   
   

ABSTRACT: A basic concept about safety in buildings to natural disaster is described in this paper. The various 
natural loads of earthquakes, typhoons and snowfalls act on a building. An earthquake is most influence load to 
safety of building structure. Because we cannot expect the scale of load and we cannot pay for the cost unlimitedly 
to safety, it’s impossible to get complete safety. Absolute safety in a building does not exist, and the safety in a 
building is relative and successive by the actual situation. The damage level which corresponds to each is regarded 
as 2 stages of earthquake load by the Building Standard Low of Japan. As other approach, we can arrange a grade 
of safety for earthquake and estimate a damage risk caused earthquake disasters based on event probability of an 
earthquake and the degree of damage. Seismic performance menus of building are proposed by several associations 
and are useful. There are several types of structure systems to resist against earthquake, which are called “rigid 
structure”, “toughness structure  and energy absorb structure . The safety of building structure depends on 
acceleration and horizontal displacement of the structure which are ruled by the structural type. Detail design is 
important for safety securement of the structure. Much damage of non-structural element became clear by recent 
years' earthquakes. It's necessary to consider safety of non-structural elements and finish materials as well as 
safety of structural members to secure safety in a building. People need to know adequate information about 
seismic resistant design to get relief . It is important that a client discuss with a structural engineer and understand 
safety of the building. 
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*

RC

ABSTRACT: The major mission of the Japan Federation of Construction Contractors is the construction of safe 
and reliable buildings in Japan, which is subjected to many natural disasters such as earthquakes, typhoons, etc. In 
this report 5 examples of buildings designed and constructed by a federation member company and that incorporate 
special technologies against earthquakes are introduced.  
The first example introduces a dual frame system in which the external periphery structure and the internal 
multilevel car park in a tower-like housing complex building are connected by vibration control devices. The 
second example introduces a seismic retrofit carried out on a high-rise building constructed in a comparatively 
early period, by installing a very large tuned mass damper (TMD) on the roof. The third example introduces the 
design of the highest tallest building in Japan in which the seismic design was carried out using various seismic 
motions that exceeded the levels prescribed by laws and regulations. The fourth example introduces a high-rise 
office building in which effective space was provided with no columns with seismic safety provided by an RC 
seismic isolation structure. The fifth example introduces a project in which seismic retrofit was carried out on a 
ward office building that was designed to the old seismic criteria, while it continued to be used. 
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注釈

（注03.01.01）UR都市機構　　　　

独立行政法人都市再生機構（としさいせいきこう、Urban 

Renaissance Agency）は、大都市や地方中心都市における市街地

の整備改善や賃貸住宅の供給支援、UR賃貸住宅（旧公団住宅）の

管理を主な目的とした国土交通省所管の独立行政法人である。通

称は「都市機構」、愛称は「UR都市機構」。2004 年 7月 1日、都

市基盤整備公団（通称：都市公団）と地域振興整備公団の地方都

市開発整備部門が統合され、設立された。運営形態、業務範囲な

どは独立行政法人都市再生機構法によって定められている。主な

収益はUR賃貸住宅の家賃収入や市街地整備による土地の売却益で

ある。本社は神奈川県横浜市中区にある。（UR都市機構　ＨＰより）

（注 03.01.02）閖上地区　　　　　　

閖上町（ゆりあげまち）は、昭和 30年（1955 年）まで宮城県名

取郡に存在していた町。現在の名取市閖上・牛野・大曲・小塚原・

高柳にあたる。（Wikipedia より）

（注 03.01.03）ＨＯＰＥ　　　　　　

一般社団法人「東松島みらいとし機構 ( 愛称：HOPE)」は、震災の

教訓から強く学んだエネルギー自給の大切さ、東松島市では市内

の森、風、太陽を「地域資源」として見直し、サステイナブルか

つ安全で安心なまちづくりをめざしています。行政（国・県・市）

と地域コミュニティ、地域産業及び民間企業の「中間組織」であり、

大学、研究機関、NPOや他地域との窓口でもあります。具体的には、

復興に役立ちたい企業の皆様のリソースと、東松島市行政や市民

の皆様のニーズをマッチングさせる機能を果たすことを目指して

います。（東松島みらいとし機構ＨＰより）

（注 03.01.04）環境国際フォーラム　

環境・超高齢化対応等に向けた、人間中心の新たな価値を創造す

る都市」の実現をコンセプトとした「環境未来都市」構想の普及・

展開、国際ネットワークの拡大・深化を目的に第２回「環境未来

都市」構想推進国際フォーラムを開催します。

フォーラムでは、「環境未来都市」構想と国際貢献　～復興とリノ

ベーションを通した新しい価値の創出～　をテーマとして、環境・

社会・経済の３つの価値を創造し、持続可能な経済社会構造を実

現するため、１１の環境未来都市や国内外の先進的取り組み、国

際展開の可能性などについて議論を深めます。（環境未来都市国際

フォーラムＨＰより）

（注 03.01.05）災害公営住宅　

（注 03.03.01）参照

（注 03.01.06）法テラス　　

法テラスは、総合法律支援法（平成 16年 6月 2日公布）に基づき、

独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、総合法律支援

に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。（総

合法律支援法　第 14条）

法テラスは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利

用をより容易にするとともに、弁護士及び弁護士法人並びに司法

書士その他の隣接法律専門職者（弁護士及び弁護士法人以外の者

であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とする

ことができる者をいう。以下同じ。）のサービスをより身近に受け

られるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関

し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争

の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を

目指して、その業務の迅速、適切かつ効果的な運営を図ります。

　（法テラスＨＰより）

（注 03.01.07）東北圏地域づくりコンソーシアム　　　

一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアムは、

東松島市からの受託事業として復興まちづくり推進員４名を現地

に配置、地域力の維持活性化・東日本大震災からの地域コミュニ

ティの再構築に向けた取り組みを進めています。

当法人は、大学、研究機関、ＮＰＯ、企業、行政等の多様な主体

の協働による地域コミュニティの自立及び再構築のための活動支

援と、その基盤となるコンソーシアム（共同事業体）の形成を通

じて、地域づくりにおけるガバナンスの改革と地域コミュニティ

の持続的発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため

に、次の事業を行う。

（１）コミュニティ支援に関する政策、戦略研究

（２）コミュニティの自立、再構築のための人材育成支援

（３）コミュニティプランニング支援、組織化活動コーディネート

（４）コミュニティの相互交流、コラボレーション機会の提供

（５）コミュニティ情報発信のためのメディア戦略の強化

（６）コミュニティ自立支援のためのファンドの創設

（７）前各号に附帯関連する一切の事業

（一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアムより）

（注 03.01.08）新潟県中越地震　　　

ユーラシアプレート内部で起こった逆断層地震 [1]。北魚沼郡川口

町（現長岡市）で最大震度 7を観測した。震度 7を観測したのは、

1995 年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）以来 9年ぶり、観

測史上 2回目。なお、兵庫県南部地震では気象庁などの調査によっ

て震度が判定されたため、震度計で震度 7が観測されたのは初め

てである。また、余震の揺れが強く、群発地震活動を呈して頻繁

に起きたことも特徴のひとつである。

気象庁はこの地震を平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震（英 : 

Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004）と命名した。英語圏

では Niigata Prefecture Chuetsu Earthquake などの表記が多く用い

られた。また、一般的ではないものの、新潟県はこの地震による

震災を新潟県中越大震災と命名し、この呼称を 11月 29 日より使

用している。（Wikipedia より）

（注 03.01.09）保健師　　　　　　　　

保健師（ほけんし、英 : Public Health Nurse）は、所定の専門教育

を受け、地区活動や健康教育・保健指導などを通じて疾病の予防

や健康増進など公衆衛生活動を行う地域看護の専門家のことであ
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る。（Wikipedia より）

（注 03.01.10）プレハブ応急仮設住宅　　

（注 03.03.02）参照

（注 03.01.11）ファシリテーター　　　　　　　　

ファシリテーター（英語 : facilitator）とは、促進者を意味する言

葉である。

1947 年、体験学習を用いた人間関係トレーニングが開発され、米

国NTL Institute によってこの人間関係トレーニングが全世界に広

まる際、ここでグループ・プロセスを適切に観察し、介入と促進

を行う者をファシリテーターと呼ぶようになった。 また 1960 年

代、カール・ロジャーズが、カウンセラーの養成を目的にエンカ

ウンターグループと呼ばれるグループ・アプローチを開発し、こ

の場での学習や気づきを促進する教育スタッフがファシリテー

ターと呼ばれた。（Wikipedia より）

（注 03.01.12）ワークショップ　（ＷＳ）　　　　　

ワークショップ (workshop) とは、日本では「体験型講座」を指

す用語。住民が中心になって地域の課題を解決しようとする場合

に、ワークショップの手法がよく用いられる。まちづくりにおい

て、地域にかかわるさまざまな立場の人々が自ら参加して、地域

社会の課題を解決するための改善計画を立てたり、進めていく共

同作業とその総称として近年用いられていった。公園づくりや道

づくり、公共施設の計画、団地やコーポラティブハウスなどの住

まい計画、市町村の都市マスタープランの策定など多岐にわたる。

住民参加型の活動形態の一つとして位置づけられる。主に都市計

画やまちづくりの分野でワークショップが取り入れられるように

なったのは、1960 年代に環境デザイナー、ランドスケープアーキ

テクトであるローレンス・ハルプリンが、夫人のダンスワークを

参考に、テイクパート・プロセスとしてワークショップを用いた

ことがはじまりである。（Wikipedia より）

（注 03.01.13）地域包括支援センター　　　　　

地域包括支援センター（ちいきほうかつしえんセンター）は、介

護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐

待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。

各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。

センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、

専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。法律上は市町

村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も

可能である。要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行

う介護予防支援事業所としても機能する。（Wikipedia より）

（注 03.01.14）南三陸町　志津川　　　　　

南三陸町（みなみさんりくちょう）は、日本の宮城県北東部に位

置し、太平洋に面する町である。いわゆる「平成の大合併」にお

ける志津川町と歌津町の合併によって 2005 年（平成 17年）に誕

生、現在本吉郡に属する唯一の町となっている。（Wikipedia より）

（注 03.01.15）老健局　　　　　　　　　

老健局（ろうけんきょく）は、中央省庁である厚生労働省の内部

部局の一つ。高齢者医療や福祉などを所管する。2001 年 1 月 6

日の中央省庁再編で厚生省と労働省が統合されるのに伴い、厚生

省老人保健福祉局が組織変更され老健局が発足した。（Wikipedia

より）

（注 03.01.16）千葉ニュータウン　　　　

千葉ニュータウン（ちばニュータウン）とは、千葉県北部の北総

地域にあるニュータウンの名称である。「千葉NT[1]」のほか「チ

バニュー」と略されることもある。千葉ニュータウンの特徴として、

人工的に造られた街並みであるため、事業区域から道路一本隔て

ると突然何もない純農村地帯に風景が一変してしまうことが挙げ

られる。見方を変えれば、里山と隣接した自然との共生を楽しめ

るということである。また、事業区域内に買収を断念した区域除

外地などが点在するため、一部が虫食い開発になっている。多摩

ニュータウンが丘陵を切り崩して開発したため、坂が多い地形で

あるのに対し、千葉ニュータウンは平坦な北総台地であることか

ら坂が少なく、高齢者にとって歩きやすい街になっている。全国

の市を対象に公表される「住みよさランキング」（東洋経済）では、

千葉ニュータウンの中核となる市域である印西市が、総合評価で

全国 1位（2012,2013,2014 年）に 3年連続でランクイン [4] し、

住みやすさについて一定の評価がなされている。（Wikipedia より）

（注 03.01.17）地区計画　　　　

地区計画（ちくけいかく）とは、都市計画法第十二条の四第一項

第一号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地

区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画。地区計

画制度は、ドイツの Bプラン（Bebauungsplan、「地区詳細計画」

とも）制度などを参考に、昭和 55年の都市計画法及び建築基準法

の改正により創設された。都市計画法では、地区計画と「集落地

区計画」、「沿道整備計画」、「防災街区整備地区計画」を合わせて

地区計画等と定めている。（Wikipedia より）

（注 03.01.18）市街化調整区域　　　　

市街化調整区域（しがいかちょうせいくいき）は都市計画法（第

7条以下）に基づき指定される、都市計画区域における区域区分

（線引き）のひとつ。都道府県は都市計画区域について、都市計画

に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるが、

政令指定都市には区域区分を定めなければならない。市街化調整

区域では市街化を抑制するため、原則として用途地域を定めない。

なお市街化調整区域のうち、土地区画整理事業などにより計画的

な市街地整備を行う準備が整った段階で市街化区域に編入できる

区域として、特定保留区域を設ける場合がある [1]。（Wikipedia よ

り）

（注 03.02.01）東北地方整備局　

国土交通省の地方支分部局のひとつ。直轄の道路、河川、ダム、砂防、

港湾の整備及び維持管理、空港基本施設の整備のほか、建設業や

不動産業（宅地建物取引業）の許認可に関する業務や指導監督業

務、建設関連の資格の取得に関わる行政機能などを所管している。

（Wikipedia より）
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（注 03.02.02）仙台市泉区紫山

昭和 40年代、仙台市（当時）の急激な人口集中により住宅不足が

問題になっていたため、当時の仙台市北郊においてベッドタウン

として急速に発展していた宮城郡泉町（1971 年に泉市）の黒川丘

陵上に三菱地所がニュータウン計画を作成した。当時主流だった

単に新興住宅地を建設して大都市の住宅供給を行うという趣旨で

はなく、最先端の工業団地やゴルフ場、スポーツ施設、大規模商

業地区、大学等がある一つの完結した都市を作ることを目的とし

た。事業期間は 1969 年（昭和 44年）からで、1974 年（昭和 49年）

から高森地区の入居が開始された。 現在、根白石地区に計画され

ている第 6住区の開発が残っているが、それ以外は整備が完了し

ている。開発されて 30余年が経つが、自然と都市が融合し、年月

を感じさせない街並みが今も人気である。仙台を代表する新興住

宅地として高評価されている。1998 年度（平成 10年度）に都市

景観 100 選を受賞した。）

（注：03.02.03）みなし仮設（みなし仮設住宅）

震災などで住居を失った被災者が、民間事業者の賃貸住宅を仮の

住まいとして入居した場合に、その賃貸住宅を国や自治体が提供

する「仮設住宅」（応急仮設住宅）に準じるものと見なすこと。また、

そうした賃貸住宅や関連する制度。

（注：03.02.04）地域包括ケア

厚生労働省が推進する事業で、２０２５年（平成３７年）を目途に、

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限

り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける

ことができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制の構

築を実現すること（厚生労働省HPより）

（注：03.02.05）契約講

東北地方に分布する村落内の集団で、単に契約ともよばれる。契

約講には不幸や病人をかかえる家に対する助力、屋根葺き替えの

際の合力などの生活互助が義務付けられる。契約講の運営は、通

常年１～２回の頻度で開催される。田畑を所有して小作に貸した

り、山林を所有し植林をして、その利益を契約講の運営費として

いた。（マキペディアHPより）

（注：03.02.06）山古志

1970 年代から民俗学者の宮本常一が村おこしを手伝い、丘陵地の

斜面に広がる森林と棚田、ニシキゴイの養殖、そして「牛の角突き」

と呼ばれる闘牛など「日本の原風景が残る村」を観光資源として

PRしていた。

2004 年 10 月 23 日に発生した新潟県中越地震により甚大な被害

を受けた。村役場（現山古志支所）に設置されていた震度計が激

しい揺れで壊れたため具体的な震度は不明だが、地震発生前の風

景は地震に伴う土砂崩れなどで著しく崩落し、その姿を大きく変

えた。また村域に通じるすべての道路が寸断されたため孤立し、

村は全村民に対し避難指示を出し、26日までに隣接する長岡市な

ど（大半が長岡ニュータウン内の仮設住宅）での避難生活を余儀

なくされた。2007 年 4 月 1 日に山古志地域のほぼ全域で避難指

示が解除されたが、震災以降に地域外へ生活拠点を移した世帯が

多く、域内の高齢化が深刻化しつつある。2005年4月1日中之島町、

越路町、三島町、小国町とともに長岡市に編入合併。旧村行きは「山

古志地域」となり旧村役場に市役所山古志支所は開設された。

全村避難から約 3年 2ヶ月で全村帰村を成し遂げ、中山間地域の

震災復興モデルとされる（Wikipedia より一部引用）

（注：03.02.07）渡辺斉

元長岡市復興監。山古志村の復興に尽力。

（注：03.02.08）復興応援隊（みやぎ復興応援隊）

総務省復興支援員制度を活用した宮城県の制度。

東日本大震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づく

りを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村

及び関係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的

に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定

期間，地域住民の活動支援に従事するものです。被災地の自治機

能回復と持続可能な地域コミュニティの構築を長期的視野に入れ，

マンパワー不足の解消と地域の将来を担う人材の育成を行ってい

きます。（宮城県HPより）

（注：03.02.09）施工 CMR

宮城県石巻市は、復興整備事業半島部防災集団移転促進事業管理

支援業務（管理ＣＭＲ）と同工事施工等に関する一体的業務（施

工ＣＭＲ）の選定に伴う公募型プロポーザルを実施した。その結果、

管理ＣＭＲは昭和・オオバ・ＵＲリンケージＪＶ、施工ＣＭＲは

清水建設・奥村組ＪＶを優先交渉権者に特定した。

履行期限は管理が２０１７年３月２０日で、施工は１８年３月

２０日。

業務内容は、管理ＣＭＲが防災集団移転促進や漁業集落防災機能

強化などの包括的マネジメントと施工監理補助、オープンブック・

地元企業活用審査などの発注者支援、設計変更対応など。

施工ＣＭＲは、防災集団移転促進事業３１地区約９０ha の土工事

は切土３１２万m3と盛土８２万m3、土運搬２３０万m3。舗装

長さ約３０㎞、下水道長さ約１１㎞、漁業集落防災機能強化６６

漁村など。業務規模は税込３５０億円以内に設定しており、履行

場所は河北と北上、雄勝、牡鹿の各総合支所管内と石巻地区半島部。

（建設通信新聞より）

（注：03.02.10）CM方式

コンストラクション・マネジメント（construction management）

とは、建設プロジェクトにおいて、建設発注者から準委任を受け

たコンストラクション・マネジャー（CMr）により、中立的に全

体を調整して、所期の目的に向かって円滑に事を運ぶ為の行為の

ことである。CM方式。

（注：03.02.11）小指集落

小指は十三浜、１３部落の中の一つ。

十三浜村（じゅうさんはまむら）は、昭和 30年（1955 年）まで

宮城県本吉郡の南東部にあった村。現在の石巻市北上町十三浜に

あたる。十三浜とは相川浜・追波浜・小滝浜・小泊浜・大指浜・
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小指浜・白浜・立神浜・月浜・長塩屋浜・大室浜・小室浜・吉浜

の計 13部落の総称である。（Wikipedia より）

（注：03.02.12）佐々木文彦

宮城県石巻市北上地区を拠点とする建築家

（注：03.02.13）小室集落

小室は十三浜、１３部落の中の一つ。

十三浜村（じゅうさんはまむら）は、昭和 30年（1955 年）まで

宮城県本吉郡の南東部にあった村。現在の石巻市北上町十三浜に

あたる。十三浜とは相川浜・追波浜・小滝浜・小泊浜・大指浜・

小指浜・白浜・立神浜・月浜・長塩屋浜・大室浜・小室浜・吉浜

の計 13部落の総称である。（Wikipedia より）

（注：03.02.14）基礎自治体

基礎自治体（きそじちたい）は、国の行政区画の中で最小の単位で、

首長や地方議会などの自治制度があるものを指す。基礎自治体の

名称は国によって異なる。日本の市町村のようにいくつかの種類

に分かれている国もあれば、フランスのコミューンのように人口

に関係なく同じ名称で呼ばれる国もある。（Wikipedia より）

（注：03.02.15）包括協定

「東北大学大学院工学研究科と石巻市との包括連携に関する協定の

締結について」 東北大学大学院工学研究科と石巻市は、それぞれが

有する人的資源、知的資源の交流と活用を図りながら、地域社会

の復興と発展、社会ニーズに対応した研究の深化、未来を担う人

材の育成を目的として、下記により包括連携に関する協定を締結

します。（東北大学プレスリリースより）

（注：03.02.16）コミュニティケア

社会福祉の諸分野において，その対象者を，特別な施設の中だけ

で処遇するのではなく，できるだけ地域の中で地域とのつながり

を保ちながら処遇すること。コミュニティ ･ケアの思想は，施設

処遇優先から地域福祉へと，1970 年代の後半から日本の社会福祉

の重点を転換させる役割を果たした。最初は，1920 年代のイギリ

スで，精神衛生および精神遅滞者の対策として，収容施設での保

護だけでなく，コミュニティにおける職業訓練や授産施設等のサー

ビスが必要だという主張として登場した。（コトバンクより）

（注：03.02.17）トンネルの天井の落下事故（笹子トンネル天井板

落下事故）

笹子トンネル天井板落下事故とは、2012 年 12 月 2日、山梨県大

月市笹子町の中央自動車道上り線笹子トンネルで天井板のコンク

リート板が約 130mの区間にわたって落下し、走行中の車複数台

が巻き込まれて死傷者が出た事故である。

「笹子トンネル天井板落下事故」の呼称は国土交通省やトンネルを

管理する中日本高速道路（NEXCO 中日本）が用いている呼び名だ

が、報道機関などでは、笹子トンネル事故、笹子トンネル崩落事故、

笹子トンネル天井板崩落事故などの名でも報じられている。

日本の高速道路上での事故としては、1979 年に静岡県の東名高速

で発生した日本坂トンネル火災事故や、2012 年 4月 29 日に群馬

県で発生した関越自動車道高速バス居眠り運転事故を死亡者数で

上回り、死亡者数の史上最多の事故となった。（Wikipedia より）

（注 03.03.01）災害復興公営住宅（災害公営住宅）

公営住宅法に基づき県や市町村が整備し、自宅を失った被災者に

安い家賃で恒久的に貸し出す住宅。東日本大震災では、国の復興

交付金から建設費の 8分の 7がまかなわれる。維持・管理費は自

治体の負担。入居に所得制限はないが、家賃は所得によって異なる。

（コトバンクHPより）

（注 03.03.02）仮設住宅（応急仮設住宅）

地震や水害、山崩れなどの自然災害などにより、居住する住家が

なく、自らの資金では住宅を得ることのできない者に対し、行政

が貸与する仮の住宅。主にプレハブ工法による、組立タイプとユ

ニットタイプが用いられる。災害救助法の適用については、都道

府県知事がその適用の適否を判断し、着工は災害の発生の日から

20日以内としており、貸与期間は完成の日から 2年以内と規定さ

れている。東日本大震災による応急仮設住宅は特別措置による期

間が延長されている事が多い。（一部、Wikipedia HP より）

（注 03.03.03）地域包括ケアシステム

（注 03.02.03）参照

（注 03.03.04）鶴ヶ谷団地

仙台市主導のもと、仙台バイパスに隣接する丘陵地である鶴ケ谷

地区に、東北最大と言われるモデル・ニュータウンが造られるこ

とになった。

1963 年（昭和 38年）に創設された新住宅市街地開発事業に基づ

き、「仙塩広域都市計画事業 鶴ケ谷新住宅市街地開発事業」が、面

積 178.0ha、計画人口 2万 3千人で、1966 年（昭和 41 年）3月

16 日に当初決定され、翌年から造成開始した [6]。大部分が国有

地であった東北大学の演習林を買収して、造成が行われた。

「鶴ケ谷団地」と称されるのは上記事業により造成された鶴ケ谷

1-8 丁目である場合が多いが、土地区画整理事業などにより造成さ

れた鶴ケ谷東、および、鶴ケ谷北を含む場合もある。

（注 03.03.05）蛇田

石巻市の西部に位置し、地区南部に三陸縦貫自動車道が通ってお

り、地区の殆どは農業用地として利用されている。「石巻市震災復

興基本計画」において、被災者の速やかな生活基盤の形成として

蛇田地区に新たな市街地の総合的な整備を行うことから、土地区

画整理事業区域約 46.5ha について都市計画決定をおこなった。

震災前よりイオンを中心とする郊外型大規模商業施設を核に石巻

の新市街地として石巻河南 IC 周辺に宅地、商業用池などが整備さ

れていた。

（注 03.03.06）松川横丁

宮城県石巻市中心部の「松川横丁」で、沿道の地権者が共同でビ

ルを建設し、コミュニティー形成に活用する「松川横丁・よこま

ちプロジェクト」をさす。店舗や住宅のスペースを設けるなどして、

東日本大震災で被災した地域に幅広い年代の人たちを呼び込むス
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キームとして注目されている。松川横丁は中心部商店街の「アイ

トピア通り」から旧北上川側に抜ける道。かつては飲食店や商店

が立ち並び、多くの人でにぎわっていた。ビル建設地はその一角で、

現在は駐車場や被災建物を撤去した空き地になっている。

プロジェクトの主体は地権者４人でつくる「松川横丁ハウス建設

組合」。街中の活性化を目指し、震災後の２０１１年６月から土地

利用策を話し合ってきた。ビルは一部３階で延べ床面積約６００

平方メートル。鉄骨造りの１階は店舗（４戸）で、２、３階は木

造のシェアハウス（７戸）や地権者の住宅（２戸）などが設けら

れる。７月に着工し、来年３月の完成、４月の入居開始を予定し

ている。事業費は約１億５０００万円で、一部に国の補助金を充

てる。（河北新報HPより）

（注 03.03.07）再開発事業（市街地再開発事業）

都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集してい

る地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同

建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うこ

とにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能の更新を図る。権利変換方式（第 1種市街地再開発事業）、管

理処分方式（用地買収方式）（第 2種市街地再開発事業）がある。

事業の仕組みは以下のようになっている。

１．敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を

生み出す

２．従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビル

の床に置き換えられる（権利床）

３．高度利用で新たに生み出された床（保留床）を処分し事業費

に充てる

（国土交通省HPより）

（注 03.03.08）区画整理（土地区画整理事業）

道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整

え宅地の利用の増進を図る事業。公共施設が不十分な区域では、

地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい（減

歩）、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、

その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。（公共用地が

増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減

歩）

事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画

道路や公共施設等の整備費（用地費分を含む）に相当する資金か

ら構成される。

これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移

転補償等が行われる。地権者においては、土地区画整理事業後の

宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園

等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価

値の高い宅地が得られる。（国土交通省HPより）

（注 03.03.09）サ高住（サービス付き高齢者向け住宅）

国土交通省・厚生労働省の共管制度で、高齢者世帯や要介護者等

の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・

住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的とし、

バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支

援するサービスを提供する住宅の整備事業を公募し、予算の範囲

内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援す

る事業ならびに整備された住宅。

（スマートウェルネス住宅等推進事業HPより）

（注 03.03.10）優良建築物等整備事業制度

市街地の環境改善、良好な市街地住宅の供給等の促進を図るもの

で、国の制度要綱に基づく法定手続きに依らない事業。一定割合

以上の空地確保や、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優

れた建築物等の整備に対して、共同通行部分や空地等の整備補助

を行う制度。「優良再開発型」（3タイプ）と「市街地住宅供給型」（2

タイプ）、「既存ストック活用型」「耐震型」の 4つの型がある。（国

土交通省HPより）

（注 03.03.11）グループ化補助金

東日本大震災で被災した企業の施設や設備の復旧を支援する制度。

中小企業がグループをつくり、復興事業計画を立てて各県に申請

する。「地域経済や雇用の維持に重要な役割を果たす」などの条件

を満たせば、復旧費の 2分の 1を国、4分の 1を県が助成する。

2011 年 6月に募集が始まり、被災地の約 1万事業者に 4300 億円

以上が投じられた。交付件数では宮城県が3700事業者で最も多い。

（コトバンクHPより）

（注 03.03.12）HOPE 計画（地域住宅計画）

地域の特性を生かした町づくりや住まいづくりを推進する住宅計

画。建設省（現国土交通省）の補助事業として 1983（昭和 58）

年に始まった。地域に根ざした住宅の建設や保存、街路・公園な

どの施設整備、景観整備など、その具体的な内容は、地域住民の

声をもとに各地方公共団体が策定している。◇「HOPE」は「housing 

with proper environment（地域固有の環境にともなう家づくり）」

から。「地域住宅計画」ともいう。（コトバンクHPより）

（注 05.01.01）コーポラティブハウス　　

コーポラティブハウスとは、入居希望者が集まり組合を結成し、

その組合が事業主となって、土地取得から設計者や建設業者の手

配まで、建設行為の全てを行う集合住宅のことである。コーポラ

ティブ住宅、コープ住宅とも呼ばれる。（Wikipedia より）

（注 05.01.02）古川　　

古川市（ふるかわし）は、かつて宮城県北部、大崎平野の中心に

存在していた自治体である。1956 年（昭和 31年）に市制が施行

され、2006 年（平成 18年）の町村合併に伴って大崎市に移行した。

大崎市では、旧古川市がその中心となっている。（Wikipedia より）

（注 05.01.03）コミュニティ・ビジネス　　

コミュニティ・ビジネス（Community Business、略称 CB）とは、

地域が抱える課題を地域資源を活かしながらビジネス的な手法に

よって解決しようとする事業のことである。地域（コミュニティ）

等におけるニーズや課題に対応するための事業がコミュニティ・

ビジネスである。主に地域における人材、ノウハウ、施設、資金

等を活用することで、対象となるコミュニティを活性化し、雇用
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を創出したり人の生き甲斐（居場所）などをつくり出すことが主

な目的や役割となる場合が多い。さらに、コミュニティ・ビジネ

スの活動によって、行政コストが削減されることも期待されてい

る。コミュニティ・ビジネスは、近年、全国的に広がっており [2]、

その経営主体は持分会社、NPO法人、協同組合などさまざまな形

態がある。最近のコミュニティビジネスの社会的な機能として、

行政の民営パートナー・協働パートナーの育成と行政コストの削

減

シニア、主婦、学生等による社会起業家の輩出

NPOや市民活動の自立化と継続性

地域経済活性化、地域の特性を活かしたまちづくり、地域おこし

などが期待されている。（Wikipedia より）

（注 05.01.04）亘理　鳥の海　　

鳥の海（とりのうみ）は、宮城県亘理郡亘理町の太平洋岸に位置

する汽水湖である。阿武隈川河口の南側に位置し、古代の阿武隈

川旧河口跡が堆積によってせき止められて生成された内湾状の汽

水湖である。仙台湾沿いに散在する小湖沼群の中では最大。淡水は、

仙台平野（亘理平野）の水田地帯を潤す鎧川排水路などの複数の

用水路から供給され、海水は短い水路で繋がる太平洋より潮の干

満に合わせて出入りする。水深がごく浅いため、湖岸全周に渡る

堤防沿いと、湖中央にある浮島の「蛭塚」東側は、大潮の際には

干潟となる。（Wikipedia より）

（注 05.01.05）インキュベーション施設　　

インキュベーションオフィス (Incubation Office) とは、起業や創業

をするために活動する入居者を支援する施設。通常場所の安価な

貸与とセットでインキュベーションマネージャーによるコンサル

ティングや各種の支援施策を用意している。地方自治体や公的機

関が運営している事が多く、安価な家賃で入居できることが多い。

そのため、入居には一定の審査が必要な事も多く、レンタルオフィ

ス等に比べると入居するためのハードルは高いといえる。他形態

としてコーポラティブオフィスがある。（Wikipedia より）

（注：05.02.01）自助・共助・公助の考え方

「自助」とは、家庭で日頃から災害に備えたり、災害時には事前に

避難したりするなど、自分で守る事をさし、「共助」とは、地域の

災害時要援護者の避難に協力したり、地域の方々と消火活動を行

うなど、周りの人たちと助け合うことをさします。「公助」とは、

市役所や消防・警察による救助活動や支援物資の提供など、公的

支援のことをさし、災害時には、自助・共助・公助が互いに連携

し一体となることで、被害を最小限にできるとともに、早期の復旧・

復興につながるという考え方。阪神大震災において注目され、東

日本大震災においてあらためて理解が求められている。

（注：05.02.02）漁業特区（水産業復興特区）

漁協に優先的に与えられている漁業権を、漁業者と連携する民間

企業にも開放する構想。民間資本を活用して、東日本大震災で大

きな被害を受けた水産業の復興を加速させる狙いがある。特区を

活用するため、石巻市桃浦地区のカキ養殖漁師ら 15人が、昨年 8

月に合同会社を立ち上げた。昨年 10月には、仙台市の大手水産物

商社「仙台水産」の出資を受けた。（コトバンクより）

（注：05.02.03）農業法人

農業を営む法人に対して任意で使用される呼称である。( 農 ) と略

記されることもある。任意で使用される呼称であるため、学校法

人（私立学校法）や宗教法人（宗教法人法）、医療法人（医療法）

のように法的に定められた名称ではない。 法的に定められた農業

経営に関連する固有の法人の組織形態としては、1962 年改正後の

農業協同組合法を根拠法とする、非営利の農事組合法人がある。

また、2009 年の農地法の改正により、株式会社などの一般法人で

も農地の貸借はほぼ自由に行えるようになっており、借地で農業

を行う会社を指して「農業法人」と呼ぶことも多い。ただし、農

事組合法人や会社が農地を所有 ( 売買 ) しようとする場合は、農地

法第 2条の規定に適合し、農業生産法人の法人格を取得していな

ければならない。（Wikipedia より）

（注：05.02.04）共生型福祉施設

小規模で家庭的な雰囲気の中で高齢者や障がい者や子どもなど一

人ひとりの生活リズムに合わせて柔軟なサービスを提供する施設

のこと

（注：05.02.05）長屋タイプ（災害公営住宅　長屋形式）

長屋形式の災害公営住宅のこと。長屋とは共用部をもたない集合

住宅の一形態。

（注：05.02.06）孤独死

孤独死（こどくし）とは主に一人暮らしの人が誰にも看取られる

こと無く、当人の住居内などで生活中の突発的な疾病などによっ

て死亡することを指す。特に重篤化しても助けを呼べずに亡くなっ

ている状況を表す。

なお関係する語としては後述する孤立死（こりつし）が公的にも

使われるが、ほかにも単に独居者が住居内で亡くなっている状況

を指す独居死（どっきょし）のような語も見いだせる。（Wikipedia

より）

（注：05.02.07）世帯分離

世帯分離は、住民票上の現在の世帯から世帯員の一部を分離し、

世帯を分ける手続き

（注：05.02.08）まちづくり会社まんぼう（株式会社　街づくりま

んぼう）

石ノ森漫画館を運営する石巻市の街づくり会社。詳細は、ラウン

ドテーブル　ピリオド１　テーブル Cを参照。

（注：05.02.09）入居適用条件

災害公営住宅の入居者条件。一般的には「災害により滅失（全壊、

全焼、全流出＋大規模半壊、半壊であって、解体することを余儀

なくされた方）した住宅に居住していた方」「被災地における市街

地の整備改善や住宅の供給に係る事業の実施により移転が必要と

なった方」となっている。（宮城県HPより）
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（注：05.02.10）一般公営住宅

災害公営住宅以外の公営住宅。

（注：05.02.11）交流人口

その地域に訪れる（交流する）人のこと。その地域に住んでいる

人、つまり「定住人口」（又は居住者・居住人口）に対する概念で

ある。その地域を訪れる目的としては、通勤・通学、買い物、文

化鑑賞・創造、学習、習い事、スポーツ、観光、レジャー、アミュー

ズメントなど、特に内容を問わないのが一般的である。過去には、

人口の多寡が都市の格・ステイタスとほぼ同義であり、人口は増

えるものという観念が支配的で、人口増を図ることが行政の目標

とされた。このため、市町村の総合振興計画等において示す将来

人口も、人口増目標を掲げるのが一般的であった。しかしながら、

少子高齢化が一段と進み、「定住人口」の増加を追い求めること

は、特に地方都市においては困難となりつつある。 日本の国全体

の人口がピークとなった 2006 年以降には、全国のほとんどの地

方都市が人口減となる。少子化で若者の数が減っていく半面、行

動範囲が狭くなりがちな高齢者の割合が一段と高まり、都市の「活

力」が減退していくことが懸念されている。このため、「定住人口」

ではなく、交流人口を増やすことによって、地域の活力を高めて

いこうという意識が一般化しつつある。既に一部では「集客都市」

を目標に掲げる都市ももみられる。もともと都市とは不特定多数

の人々が集う場であり、集積により新たな都市文化が生まれると

いわれ、「交流人口」をいかに多く獲得できるかに都市の浮沈がか

かっているともいえる。問題点として、定住人口は住民登録とい

う確立された計測手段があるが、「交流人口」には確たる計測手段

がない。通勤・通学者については、国勢調査等の計測手段がある

が、「観光」に関しては、その計測手法がとりわけ確立されておら

ず、きわめてあいまいである。有料施設の入場者数や鉄道・旅客

船・航空機の乗降客数等から一定の計数を乗じて推計しているの

が実情であり、しかも基礎自治体での計測手法は統一されていな

い。このため、手法の確立が課題となっている。さらに、近年で

はマルチハビテーションの考え方から、短期間居住者、長期滞在

者という概念も生まれている。

（Wikipedia より）

（注：05.02.12）農と福祉のコラボレーション事業

不明

（注：05.02.13）パルシック

特定非営利活動法人パルシックは、地球の各地で暮らす人と人が、

国家の壁を越えて助けあい、支えあい、人間的で対等な関係を築

くことを目指して活動するNGOです。国際協力とフェアトレード

を主な活動内容としています――ただし、国と国の協力である国

際協力ではなく、市民と市民との協力と言う意味で民際協力と呼

んでいます。とくに外国の占領や侵略あるいは紛争の下で、近年

増えている自然災害によって、自立的な発展を阻まれた人びとが

暮らしを取り戻すことに協力する活動を重視します。

1999 年にアジアの一角、ティモール島の東半分で、インドネシ

ア軍と民兵による住民虐殺と収奪が起こった時に、医薬品を携え

て駆けつけたのが民際協力の始まりでした。その後、東ティモー

ルでの活動は、コーヒーを生産する農民たちを協同組合に組織し、

加工技術を教えて、作られたコーヒーの生豆をフェアトレードと

して日本に輸入する活動へと発展してきました。この活動を通じ

て私たちは人々の自立的で持続可能な暮らしと経済を成り立たせ

るような支援の重要性を認識し、そのような経済自立支援＝生業

支援において産品の市場を確保するということが、支援の出口と

して重要であると考えるようになりました。国境を越えた社会的

企業のネットワークを形成し、生産者の暮らしを守ることがパル

シックの民際協力事業の重要な柱です。

2004 年にはスリランカの漁業者や紅茶生産者たちと出会い、その

後マレーシアの沿岸漁民たちとの出会いはこうしたネットワーク

を豊かにしてきました。2011 年には、東日本大震災の地震、津波、

原発事故と言う三重苦の災害に直面して、初めて、日本国内での

緊急救援事業にも取り組みました。ここでも農業生産者、漁業者

と寄り添って、息の長い支援を続けたいと考えています。

パルシックはアジア太平洋資料センター（PARC）の民際協力部が

分割、名前を変えて 2008 年 4 月に生まれました。PARC として、

1989 年にピープルズ・プラン 21世紀という国境を越えた人びと

のオールタナティブをめざすことを宣言しました。その具体的な

実践の現場として、タイの河川流域での環境保全・住民のネット

ワーク組織を手始めに、東ティモール、スリランカ、マレーシア

での事業を始めました。

パルシックは地球に暮らす人と人の相互理解を助けるために、現

場を訪ね、交流し、現場からの情報をお伝えします。( パルシック

HPより )

（注：05.03.01）都市計画決定

地域地区、都市施設、市街地開発事業などのさまざまな都市計画

を正式に決定すること。都市計画には、地域地区、都市施設、市

街地開発事業などさまざまなものがあるが、そのいずれもが地域

の土地利用や地域の発展に大きな影響を及ぼすので、都市計画を

決定するにあたっては詳細な手続きが法定されている。

都市計画の告示があった日において、都市計画は正式に効力を生

ずることとされている（都市計画法第 20条第 3項）。また都市計

画の告示があった日から都市計画施設の区域内の制限、市街地開

発事業の施行区域内の制限、市街地開発事業等予定区域の区域内

の制限などが適用される。

都市計画を決定する主体は「市町村」であるが、重要な都市計画

については「都道府県」が決定主体となる（不動産用語集HPより）

（注：05.03.02）アイトピア（アイトピア通り）

石巻市の中央部に位置する商店街の通りで、さまざまな商店や病

院などが軒を連ねている。江戸時代 1616 年（元和 2）に川村孫兵

衛重吉は伊達政宗公の命令により北上川の改修工事が行われ、米

を江戸に運ぶ千石船の拠点として栄えた。

昭和の時代に、「大町」（おおまち）と改名し、後に石巻の商店街

が大町へと発展してった。1987 年（昭和 62年）に一般公募によ

りアイトピアと改名したのち、2つの町内会「大町会」と「中央銀

座会」が合併を機に交流を開始し、1991 年（平成 3年）にはアイ

トピア商店街振興組合を設立。2011 年（平成 24 年）3月 11 日 

東日本大震災で発生し、津波の影響で多くの建物が損壊し、2014
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年（平成 26年）2月の現在では空き店舗や空き地が多く見られて

いる。（マキペディアHPより）

（注：05.03.03）法定再開発

（注：03.03.07）参照。

（注：05.03.04）優建（優良建築物等整備事業）

（注：03.03.10）参照。

（注：05.03.05）防災集団移転（防災集団移転促進事業）

災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当

でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するた

め、当該地方公共団体に対し、事業費の一部補助を行い、防災の

ための集団移転促進事業の円滑な推進を図るものです。

（国土交通省HPより）

（注：05.03.06）丸亀町商店街

高松中央商店街において中心的な商店街。南北に伸び、この商店

街を境に以西がビジネス街、以東が繁華街や歓楽街である。高松

市の商店街で最も歴史が古く、高松を開拓した生駒親正により高

松城築城と同時に造られた通りである。生駒親正は那珂郡丸龜（現

在の丸亀市）の丸亀城に居住したが、徳川幕府からの「一国一城」

の命に従い、高松玉藻城に移り丸亀から町人を連れて来て商売を

させたのが名前の由来。当時から現在に至るまで最も人通りが多

く、また賑わいがある。幅員は狭いが、再開発後のビルを後退さ

せて建築することにより事実上の拡幅を推進している。

現在は衣料品店が多く、書店などもあるため、老若男女を問わず

幅広い年齢層の人通りがある。高度経済成長の最盛期に比べ人通

りは減り、空き店舗も増えたため、現在北から順に再開発計画が

進行中である。土地の権利変換を行わず借地権による再開発を先

導した事例としてしられている。（一部Wikipedia より）

（注：05.03.07）専修大学（石巻専修大学）

宮城県石巻市南境新水戸 1に本部を置く日本の私立大学である。

1989 年に設置された。大学の略称は ISU、石巻専大、巻専（まき

せん）。 社会科学系が中心となっている専修大学とは異なり、自然

科学系（理工系）が中心の学科構成となっている大学である。専

修大学の系列校（同一法人）（Wikipedia より）

（注：05.03.08）AAC か AAA

再開発事業等における土地・建物等に関する権利関係を表す表現

AAA：土地所有者、建物所有者、建物占有者が同一人

ABB：建物所有者、建物占有者が同一人であり、土地所有者が別人

AAC：土地及び建物所有者が同一人、建物占有者が別人

ABC：土地所有者、建物所有者、建物占有者がそれぞれ別人

AA-：土地及び建物の所有者が同一人で空家等

（注：06.01.01）ステイクホルダー

ステークホルダー（英 : stakeholder）とは、企業・行政・NPO 等

の利害と行動に直接・間接的な利害関係を有する者を指す。日本

語では利害関係者という。具体的には、消費者（顧客）、従業員、

株主、債権者、仕入先、得意先、地域社会、行政機関など。

ステークホルダーの概念は、1963 年に米国 SRI インターナショナ

ルの内部のメモで初めて使われた。そこでは、ある組織にとって

のステークホルダーを「そのグループからの支援がなければ、当

該組織が存続し得ないようなグループ」と定義していた。この理

論は後に 1980 年代になってから、R・エドワード・フリーマン

(R. Edward Freeman) によって展開され、主唱されるようになった。

以降、ビジネスの実践においても、また、経営戦略、企業統治（コー

ポレート・ガバナンス）、事業目的、企業の社会的責任の理論化に

おいても、広く受け入れられるようになっている。（Wikipediaより）

（注：06.01.02）こども環境学会

公益社団法人 こども環境学会（英名 Association for Children’s 

Environment）は、こども達が明るい地球の未来を築いていけるよ

うに、様々な学問分野が連携して、「こどものための環境づくり」

をめざして 2005 年に設立された学会。

事務局を東京都港区東麻布 3-4-7 に置いている。

（注：06.01.03）夕張市

北海道空知地方の市。北海道の中央部に位置し、かつては石狩炭

田の中心都市として栄えた。夕張メロンの産地として知られる。

しかし、2006 年（平成 18年）には深刻な財政難のあおりを受け、

2007 年（平成 19年）3月 6日をもって財政再建団体に指定され、

事実上財政破綻した。

地名の由来はアイヌ語の「ユーパロ（鉱泉の湧き出る所）」から。

（Wikipedia より）

（注：06.01.04）奥尻

北海道奥尻郡奥尻町。（北海道南西沖地震）北海道南西沖地震は、

日本標準時 1993 年（平成 5 年）7 月 12 日午後 10 時 17 分 12

秒、北海道奥尻郡奥尻町北方沖の日本海海底で発生した地震であ

る。マグニチュードは 7.8、推定震度 6（烈震）で、日本海側で発

生した地震としては近代以降最大規模。震源に近い奥尻島を中心

に、火災や津波で大きな被害を出し、死者 202 人、行方不明者 28

人を出した（このため、奥尻島地震とも呼ばれる）。さらに、ロシ

アでも行方不明者 3人。奥尻島の震度が推定になっている理由は、

当時の奥尻島に地震計が置かれていなかったためである。

（注：06.01.05）北総研（北方建築総合研究所）

地方独立行政法人北海道立総合研究機構　建築研究本部　北方建

築総合研究所。

道内唯一の建築、まちづくりに関する総合的な研究機関として、

調査・研究、試験・評価、普及支援に取り組む。昭和 30年に前身

となる北海道立寒地建築研究所が設立されて以来、北海道の居住

環境の向上を図るための取り組みを続けている。

（注：06.01.06）花畑牧場

タレントの田中義剛が代表取締役社長を務め、生キャラメルの製

造販売事業で成長を遂げた。経営する牧場は本店所在地と同じ場

所にあり、十勝地方の観光地の一つとなっている。食品事業では、

北海道内外で、花畑牧場ブランドの生キャラメルやアイスクリー
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ム・チーズ・プリン・菓子パン等を販売するショップや、その場

で食べることの出来るカフェなどをオープンしている。また、販

売されている物のすべてが花畑牧場内で生産されている訳ではな

く、他の企業へ製造委託されている物もある。通信・ネット販売

に力を入れており、通信販売専門チャンネルである QVC でも田

中本人が出演し、さまざまな「花畑牧場」ブランドの商品を不定

期に紹介、販売している。インターネットでの販売も積極的に

行っており、楽天市場や Yahoo! ショッピングにも出店している。

（Wikipedia より）

（注：06.01.07）炭住（炭鉱住宅）

往時の石狩炭田や筑豊炭田などの炭鉱都市周辺には数多くの炭鉱

住宅が存在した。これらは炭鉱会社により建設され、光熱費を含

め住宅費は無料であり、現物給与・福利厚生的な側面も強かった。

炭住（たんじゅう）との略称がよく用いられる。 かつては木造の

長屋形式が主体であったが、戦後には急速にアパート形式の集合

住宅が建てられた。1916 年（大正 5年）に建設された日本最初

期の鉄筋コンクリート造の高層アパートは三菱高島炭鉱（軍艦島）

の炭鉱住宅であった。

多くは長屋の住宅団地街として存在していた炭鉱住宅は、1960 年

代以降のエネルギー革命による石炭産業の衰退とそれにともなう

炭鉱労働者人口の減少などにしたがって、いずれも消滅あるいは

縮小の運命を辿ることとなった。取り壊しにより消滅したもの、

廃屋として残るもの、あるいは公営住宅や改良住宅へと変貌を遂

げたものなど、様々なその後が確認されている。

北海道夕張市の夕張市石炭博物館、福岡県田川市の田川市石炭・

歴史博物館、山口県宇部市の石炭記念館などにおいて、復元され

た炭鉱住宅を展示物として見ることができる。（Wikipedia より）

（注：06.01.08）地方自治

地方自治（ちほうじち）は、国の中に存在する地域・地方の運営

について、地方の住民の意思に基づき行うことをいう。（Wikipedia

より）

（注：06.01.09）地域自治

地域自治区（ちいきじちく）は、日本において、市町村が、その

区域内の地域に、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び

地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため設置する

自治・行政組織の一つ。地方自治法第 202 条の 4以下で規定され

るものと市町村の合併の特例等に関する法律第 23条以下で規定さ

れるものの 2種類がある。（Wikipedia より）

（注：06.01.10）コンパクトシティ

コンパクトシティとは、都市的土地利用の郊外への拡大を抑制す

ると同時に中心市街地の活性化が図られた、生活に必要な諸機能

が近接した効率的で持続可能な都市、もしくはそれを目指した都

市政策のことである。

類似した概念としては、アメリカにおける「ニューアーバニズム」

や、イギリスにおける「アーバンビレッジ」などがある。（Wikipedia

より）

（注：06.01.11）金融経済

金融市場から見た経済活動。狭義には貨幣と金融資産との交換が

行われる金融市場での取引、広義には貨幣の供給（マネーサプライ）

と貨幣需要が均衡する貨幣市場での取引をさす。対義語は実体経

済。（はてなキーワードより）

（注：06.01.12）実態経済

現実の経済を財市場と労働市場に関わる部分と貨幣市場に関わる

部分に分けたとき、前者すなわち消費財や投資財の生産と分配に

関わる部分をさす。対義語は「金融経済（資産経済）」。1つの国の

実体経済の規模は、実質国内総生産で示される。（はてなキーワー

ドより）

（注：06.01.13）デザインビルド

設計施工一括方式

（注：06.01.13）住宅ローン

「本人及びその家族」または「本人の家族」が居住するための住宅

及びそれに付随する土地（一戸建て、マンション）を購入、新築、

増築、改築、既存住宅ローンの借り換えなどを行うために金融機

関から受ける融資のこと。

日本では徐々に上昇した物価および地価により、現在の持家購入

費用は、立地・延べ床面積・新築か中古かなど条件が異なるが数

百万～億円単位と、国民の平均年収を大幅に超えるものが普通で

ある。住宅ローンはその購入資金を対象に融資を行う商品であ

り、金利は低く抑えられ、返済期間の多くは 35 年までと長いの

が特徴である。返済期間を長期とすることで毎月の返済額を低減

し、30歳前後のサラリーマン世帯において定年退職時まで月収の

範囲内で返済を続けて行くことで、高額な持家の取得が容易となっ

た。住宅ローンを取り扱う取扱会社としては、普通銀行・信託銀

行・信用金庫・JA バンク・労働金庫など民間の預金取扱金融機関

での取り扱いが主流である（ゆうちょ銀行では現状取扱が行われ

ていない）。そのほか、長期資金の運用手段として国内資本の生命

保険会社（日本生命保険など）や、ジャックスなど信販会社、住

信ローン&ファイナンスなど不動産担保融資に特化したノンバン

ク、現存する住宅金融専門会社である協同住宅ローンなど銀行以

外でも取り扱われている。（以上、総称して「取扱会社」とする）

2001 年には、米国で先行していた住宅ローン債権をMBS で証券

化し、機関投資家へ売却することで融資資金を調達する新しい形

態のモーゲージローン専業会社として、ソフトバンクファイナン

ス（当時）により「グッド住宅ローン（現：SBI モーゲージ）」が

創業。2003 年に住宅金融支援機構が同様のスキームで円滑な資金

供給を行う「証券化支援事業（フラット 35）」が登場し、それの

取扱いに特化したモーゲージローン専業会社が複数設立されてい

る（積水ハウス系の日本住宅ローンなど）。また、既存の預金取扱

金融機関においても、従来の住宅金融公庫融資の後継として、自

前の住宅ローンと並行して取り扱っている場合も多い。（Wikipedia

より）

（注 07.01.01）シェアハウス

シェアハウスとは、ひとつの住居を複数人で共有することである。
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ハウスシェアリングとも言う。ルームシェアと違い、業者が介在

し入居者を募る形態で十数人程度の比較的規模の小さいものから、

シェアアパートと呼ばれる規模の大きいものまである。（Wikipedia

より）

（注：07.01.02）グループホーム

グループホームとは、病気や障碍などで生活に困難を抱えた人た

ちが、専門スタッフ等の援助を受けながら、少人数、一般の住宅

で生活する社会的介護の形態のことである。そこでは、地域社会

に溶けこむことが理想とされる。集団生活型介護という言い方も

ある。

（注 07.01.03）スマートシテイ　　　　

IT や環境技術などの先端技術を駆使して街全体の電力の有効利用

を図ることで、省資源化を徹底した環境配慮型都市。再生可能エ

ネルギーの効率的な利用を可能にするスマートグリッド、電気自

動車の充電システム整備に基づく交通システム、蓄電池や省エネ

家電などによる都市システムを総合的に組み合わせた街づくりが

行われる。世界各地で実証実験が始まっており、日本でも京都府

関西文化学術研究都市 ( けいはんな学研都市 )、福岡県北九州市、

愛知県豊田市、神奈川県横浜市で官民一体での実証実験が進めら

れているほか、東京都が 2020 年までに実現を目指すとしている。

（知恵蔵mini の解説より）

（注：07.02.01）農業集落環境整備事業（農業集落排水事業）

家庭のトイレや台所から出た汚水を集め，きれいにして川に戻す

ための事業。汚水処理施設と管路等の整備が事業対象となる。昭

和 48年度より「農村総合モデル事業」の一部として始まり，昭和

58年度から「農業集落排水事業」が設けられ，本格的に行われる

ようになった。現在は，地域自主戦略交付金の中で実施されてい

る（宮城県HPより）

（注：07.02.02）浄化槽

浄化槽（じょうかそう）とは、水洗式便所と連結して、屎尿（糞

および尿）および、それと併せて雑排水（生活に伴い発生する汚

水（生活排水）を処理し、終末処理下水道以外に放流するための

設備である（浄化槽法より）。

現在の法律（平成 13年改正以降）で「浄化槽」と言えば「合併処

理浄化槽」のことを指す（なお、法律改正前に設置されている単

独処理浄化槽（し尿のみを処理する浄化槽）については「浄化槽

とみなす」（みなし浄化槽）と分類している）。また、浄化槽の目

的として、旧法（改正以前）、および「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」および「清掃法」（浄化槽法施行前は同法が浄化槽につ

いて、監理していた）では、汚水の衛生処理（伝染病の予防、蔓

延の防止等）を目的としていたが、現法ではこれと併せて環境保

全についても目的としている。

汚水の処理には、みなし浄化槽および小規模槽については、「沈殿」

による固液分離機能と嫌気性と好気性の微生物の浄化作用を利用

している。中、大規模槽については、汚水中に含まれる固形分の「徐

さ」機能と「流量調整」機能、および好気性の微生物の浄化作用

および「沈澱」による固液分離を利用している。また、一部の浄

化槽では、「ろ過」及び「凝集」による物理的処理および「脱窒機能」

を用いて処理水質の高度化を図っているものもある。（Wikipedia

より）

（注：07.02.03）崖近（崖地近接等危険住宅移転事業）

災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のお

それの高い土地から居住者自身の自助努力による住宅の移転を支

援し、国民の生命の安全を確保することを目的とした事業。建築

基準法第 39条第 1項又は第 40条に基づく条例により建築が制限

される区域等において、事業計画に基づく移転をおこなった場合、

除却費用、建築助成費用を限度額の範囲において補助する。（国土

交通省HPより）

（注：07.02.04）十津川村の水害

平成 23年台風第 12号に起因する豪雨により、特に紀伊半島（和

歌山県・奈良県・三重県）において甚大な被害をもたらし、奈良

県十津川村では川の増水による家屋の倒壊、流出などにより死者、

行方不明者１６人におよんだ。国道の土砂災害による寸断で、同

村は一時全村孤立状態となった。（Wikipedia より抜粋）

（注：07.02.05）重要伝統的建造物群保存地区（重伝建）

日本の文化財保護法に規定する文化財種別のひとつ。日本の市町

村が条例などにより決定した伝統的建造物群保存地区のうち、文

化財保護法第 144 条の規定に基づき、特に価値が高いものとして

国（文部科学大臣）が選定したものを指す。

（注：07.02.06）WeAreOne 北上

石巻市北上町に、東日本大震災により壊滅的な被害を受けたこの

地域の皆さんと一緒に「コミュニティー・なりわい・集落」これ

ら３つの再生を柱に、住民の女性を中心に活動している団体です。

（同HPより）

（注：07.02.07）農と福祉のコラボレーション

（注：05.02.12）参照

（注：07.03.01）タウンマネジメント

（注：07.03.04）参照。

（注：07.03.02）早稲田の佐藤さん（佐藤滋）

早稲田大学理工学術院　教授

東京圏の高密市街地におけるまちづくりを出発点に，現在は地方

城下町都市の再生、密集市街地での「事前復興のまちづくり」など，

都市づくり，まちづくりの研究と実践，計画作成や指導にあたっ

ている。「まちづくり」はさまざまな演者が協働する創造活動であ

るとの基本哲学のもとで，「まちづくり市民事業」の組み立てによ

る地域再生、都市・地域マネージメントのための支援技術として、

まちづくりシミュレーション手法など，住民参加によるまちづく

りの方法の技術開発に取り組んでいる。（大学研究室のHPより）

（注：07.03.03）都市計画家協会（特定非営利活動法人　日本都市

計画家協会　ＪＳＵＲＰ）
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都市・地域計画の専門家、まちづくりに興味ある人、まち歩きの

好きな人など多様な人が参加してまちづくりで社会貢献しようと

自主的に活動している組織。

１９９４年に任意団体として設立し、７年間の活動を経て、

２００１年８月に特定非営利活動法人 ( ＮＰＯ ) となった。広くさ

まざまな視点に立って協力しあい都市・地域づくりについて調査・

研究し各方面に啓発・提言・支援をし、その人材を育てるなどの、

豊かで魅力的な空間と文化を創造して公益の増進に寄与すること

を目的に活動を進めている。（同HPより）

（注：07.03.04）ＴＭＯ

タウンマネージメントオーガニゼーション

中心市街地における商業まちづくりをマネージメント（運営・管

理）する機関をいう。様々な主体が参加するまちの運営を横断的・

総合的に調整し、プロデュースするのが役割である。1998 年の

「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体

的推進に関する法律（略称：中心市街地活性化法）」における中心

市街地活性化策の目玉として導入された。TMO構想を作成し、こ

の構想について適当である旨の市町村の認定を受けたものを認定

構想推進事業者、いわゆるタウンマネージメント機関としている。

なお、この場合「マネージメント」と長音表記が正式な表記である。

（Wikipedia より）

（注：08.01.01）慶長津波

慶長の大津波。慶長三陸地震（けいちょうさんりくじしん）は、

江戸時代の初期、現在の岩手県三陸沖（北緯 39度、東経 144.4 度）

を震源として発生した地震。地震の規模を示すマグニチュードは

推定 8.1。ただし、震源や地震の規模については諸説ある。1611

年 12 月 2 日（慶長 16 年 10 月 28 日）、巳刻過ぎ（10 -11 時頃）

大地震、昼八ツ時（午後 2時頃）に大津波（現地時間）と記録さ

れている。『武藤六上衛門所蔵古大書』には「大地震三度仕」とあ

り、3度大きく揺れたことになる。当時、日本を探検中のビスカ

イノらも、奥州沿岸の測量中に地震と津波に遭遇し、その記録を

残している。津波の波源域は 1933 年（昭和 8年）の昭和三陸地

震とほぼ重なる。この地震において、現在の三陸海岸一帯は強震

に見舞われたが、太平洋側沿岸における震度は 4 - 5 程度と推定さ

れ、地震による被害はほとんどなく、津波による被害が大きかっ

たことから津波地震と推定されている。この地震による津波被害

は「慶長三陸地震津波」あるいは「慶長三陸津波」とも呼ばれて

いる。さらに、この地震の 7年前には同じく津波地震と考えられ、

東海・東南海・南海のトラフ寄りが震源とされる慶長地震があった。

なお、地震が発生した当時は「三陸」という言葉は存在しなかった。

（Wikipedia より）

（注：08.01.02）国土強靭化

国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）、防災・減災の取組みは、

国家のリスクマネジメントであり、強くてしなやかな国をつくる

ことです。また、日本の産業競争力の強化であり、安全・安心な

生活づくりであり、それを実現する人の力を創ることです。国民

の命と財産を守り抜きます。（内閣官房HPより）

（注：08.01.03）ISHINOMAKI2.0

ISHINOMAKI 2.0 は東日本大震災を経験した石巻というまちを、震

災前の状況に戻すのではなく、新しいまちへとバージョンアップ

させるために 2011 年 6 月に設立されました。メンバーには地元

の若い商店主や NPO 職員をはじめ、建築家、まちづくり研究者、

広告クリエイター、Web ディレクター、学生など様々な職能を持

つ専門家が集まっています。震災後、ジャンルに縛られない多種

多様なプロジェクトを実現させてきました。石巻に元からある

リソースを丁寧に拾い上げ、全国のありとあらゆる才能と結びつ

けて今までになかった新しいコミュニケーションを生み出してい

ます。ISHINOMAKI 2.0 は常にオープンな集団です。石巻の内外の

人々を巻き込みながら、すべての人がまちづくりの主役となるよ

うな仕組みをつくりだそうとしています。石巻のバージョンアッ

プが、日本のバージョンアップのモデルになることを目指してい

ます。（同HPより）ラウンドテーブル　ピリオド１　テーブル C

参照。

（注：08.01.04）シェアハウス

（注：07.01.01）参照

（注：08.01.05）都市計画家協会

（注：07.03.03）参照
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