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住宅研究部長 水谷 明大  

 
１ はじめに  

 平成２５年３月に発生した東日本大震災においては、戦後 大の自然災害と言われるとお

り、多数の犠牲者を数え、住宅を失った被災者も多数に上った。１２万９千戸に及ぶ住宅が

全壊、半壊が約２７万戸、一部破損が７０万戸余に及ぶとされる（警察庁、復興庁）。また平

成２５年６月時点で、応急仮設住宅などの入居者数は２９万８千人、１１万６千戸にのぼる。

仮設住宅等入居者は、ピーク時の約３５万人からは徐々に徐々に減少しているものの、未だ

に多数の被災者が避難生活を強いられており一日も早い恒久的な住宅確保、日常生活の回復

が待たれる。 
 

図１ 東日本大震災における住宅被害等の状況 
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図２ 避難者数の推移 

 
 

 国総研住宅研究部では、この度の震災への対応として、発災直後からこれまでの研究蓄積

を踏まえ、避難者への住まいの確保を進める地方自治体などの支援を行うとともに、課題の

解決に向けた調査研究を推進してきた。 
 
 来年３月には震災後３年を迎えるが、本日はこれまで東日本大震災後、被災者の居住確保

に関して国総研住宅研究部として取り組んできた研究、支援などについて紹介するとともに、

今後の課題について考えたい。 
 
 
２ 国総研（住宅分野）の取組み 

 
（１）国総研住宅研究部の使命と研究内容 
 国総研住宅研究部では、住生活基本法に基づいて国民の住生活の安定の確保及び向上の促

進に関する基本的な計画として定められた「住生活基本計画（全国計画）」の実現に向け、調

査研究を行っており、研究成果に基づき国の住宅関連施策の企画立案、制度や基準などの制

度化を支援するとともに、住宅施策を実施する地方公共団体等に対しても様々な形で技術的

な支援を行ってきた。 
 住生活基本計画に掲げられている、「安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築」、

「住宅の適正な管理及び再生」、「多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備」

及び「住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」という４つの目標は、いずれ

も東日本大震災被災地における居住の確保においても目標とすべきものであり、またこれら

（復興庁「復興の現状と取組；平成 25年 7月」より） 
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の目標達成に向けた施策展開に関して示されている、「豊かな住生活を実現するための他分野

との連携による総合的な施策展開」「地域の実情を踏まえたきめ細かな施策展開」などの横断

的視点は、被災地における居住確保に向けても留意しなければならない事項である。 
 
   資１ 住生活基本計画（全国計画）の４つの目標と５つの横断的視点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 東日本大震災発生後、国総研住宅研究部としては、様々な形で既往の研究成果を踏まえて

震災復興の過程に協力、支援してきたところであるが、支援の過程で明らかになった課題は、

今後のこの分野における研究の重要なテーマとなるものと認識している。 
 以下に東日本大震災において住宅分野で展開してきた活動の一端を紹介する。 

震災直後の対応から復興計画の具体化、復興事業の推進などの過程における様々な課題に

対し、現場の状況に応じて現地の自治体や関係者と共に考え、解決に向けて動かしていくと

いう進め方も含め、地域の実情に応じて対応してきた。 
 
 

（１）発災直後～応急仮設住宅の建設への技術的支援 

 被災者向けに自治体が建設する応急住宅供給に関し 
ては、国総研としても職員を現地に派遣し、建設推進 
に係る技術指導を行った。 
 

応急仮設住宅の供給推進に係る取組みに関しては、 
「応急仮設住宅建設必携－中間とりまとめ」（平成２４ 
年５月国土交通省住宅局）として取りまとめられてい 
る。 
 

【４つの目標】 

  目標１：安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築 

  目標２：住宅の適正な管理及び再生 

  目標３：多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備 

  目標４：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

 

【施策展開に当っての５つの横断的視点】 

   ストック重視の施策展開 

   市場重視の施策展開 

   効果的・効率的な施策展開 

   豊かな住生活を実現するための他分野との連携による総合的な施策展開 

   地域の実情を踏まえたきめ細かな施策展開 
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（２）住宅再建計画の検討と災害公営住宅建設促進に係る技術的支援 

 恒久的な住宅確保のうち、自力では住宅再建が困難な被災者の住宅確保に関し、災害公

営住宅の建設が推進されている。国総研としては、災害公営住宅の建設を推進する自治体の

供給計画策定や各地区の計画具体化に向けた検討など様々な支援を行ってきた。 

 

 
特に、災害公営住宅の建設促進を図るとともに、調査を通じて他地区や他の自治体の円滑

な業務推進に寄与することを目的として、国の予算により岩手県、宮城県及び福島県の各県

で実施されている災害公営住宅の計画・供給手法に関する調査について、調査を担当するコ

ンサルタント等に対する技術的な指導を行っている。 
                        図３ 災害公営住宅直轄調査の推進体制 

平成２５年度については、特に優先的に検討 
すべきテーマとして「高齢者支援・コミュニテ 
ィ形成等を考慮したモデル住宅プロジェクト」 
「面整備と一体の地区における供給前倒しに係 
る検討」及び「工程（供給計画）未確定地区の 
解消に向けた検討」の３つを掲げ、各自治体で 
計画されている地区の推進を図りながら、他の 
自治体でもモデルとして参照できる事例として 
取りまとめられる予定である。 
 

表１ 
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この調査への技術的な支援は平成２３年度から継続して実施されているが、災害公営住宅

建設を予定する地区の基本計画等の検討は、岩手県、宮城県及び福島県の３県合計で約４０

都市（平成２３年度、２４年度）において行われている。またこれに加え、災害公営住宅の

供給計画策定支援、住民意向調査の集計分析の支援なども行われている。 
本調査により検討した供給計画や、個別の地区の基本計画、事業推進にあたっての検討な

どは、各自治体における災害公営住宅建設推進に活用され、成果に基づいて事業の進捗が図

られている地区も多い。 
また、検討の成果は同様の課題を抱える他の市町村の参考となる情報としても活用されて

いるところである。 
 
 下は岩手県のある自治体における検討の例である。この地区は、老朽化した公営住宅団地

が津波で被災し、撤去された敷地に災害公営住宅を建設する計画であった。本調査により住

宅供給の方針、住宅の計画内容、設計の方針などの検討が行われている。 
その後、本調査の成果を踏まえて引き続き具体化に向けた検討が行われ、計画内容を見直

した上で建設が行われている。 
 

 図４ 災害公営建設に係る計画検討の例（岩手県） 

  
   （従前の公営住宅撤去後） 
 

     
   （完成間近の様子）                （配置図） 
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（３）自力再建の促進と住宅供給体制の確保に向けて 

 被災者の住宅再建を円滑に推進するためには、施工事業者、設計事業者のみならず、材料・

資材の供給も含め、住宅の生産に関わる全ての過程で平時に比べて増大することとなる住宅

建設需要に対応出来る体制が確保される必要があり、国総研としてもその推移を調査すると

ともに、被災地における供給体制の実態把握、既往の事例調査などを進めてきた。 
 東日本大震災前後の住宅供給（戸建て）の状況は下の図に示すとおりである。震災直後に

は大きく落ち込んでいるが、平成２４年度には大きな伸びを示している。特に宮城県の建設

戸数の伸びが顕著である。 
  

図５ 住宅建設戸数の推移（持家）    

 
（住宅着工統計調査 国土交通省より） 

 
今後、復興事業の進展に伴い宅地の供給とともに住宅建設需要は急増が予測され、供給力

が十分確保されるかどうか、材料調達や人員確保の問題、建設需要の増大によるコストアッ

プの問題、ファイナンスの問題、被災者への PR の推進など解決すべき課題は多く、既往の

災害時の対応などを調査・分析を行っているところである。 
 被災地における住宅供給促進に向けた取組みとしては、建築士・設計事務所、工務店、林

業・木材産業関係者などが連携して取組む「地域型復興住宅」の普及体制づくりなど、既に

いくつかの動きがみられ、モデルプランの検討、生産者のグループ化などの取組みが進めら

れている。 
 また、住宅再建の円滑な推進においては、その建設を円滑に推進する体制を整えるととも

に、被災者に対する住宅再建を円滑に進めるための相談体制の整備も重要である。この点に

ついても既往の災害における取組み、その成果などについて調査を行っている。 
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３ 住宅再建の推進に向けた今後の課題について 

 
 被災地における住宅再建については、様々な課題が指摘されており、これまで東日本大震

災への対応として国総研が取り組んできた様々な活動においてもそれを再認し、関係自治体

などとともに対応の方向を検討してきた。 
 とりわけ重要な課題としてあげておかなければならないのは、まずはスピードアップであ

ろう。一日も早い恒久的な住宅の再建、安全で安心できる暮らしの回復が待たれるところで

ある。 
 また、地域として向き合っていかねければならない様々な課題が、この大災害で顕在化し

ていると行ってよい。例えば高齢化の問題、人口減少、地域の活力維持などに対し、住宅再

建と合わせて検討、対応していく必要がある。 
 災害公営住宅建設促進に係る調査においても、今後検討すべき課題として次のような事項

が掲げられている。 
  ・被災者の意向を踏まえた供給戸数の継続的な精査 
  ・高齢者の居住 

・コミュニティの再生 
  ・環境への配慮、自然エネルギーの利用 
  ・面的な整備事業との連携 
  ・段階的整備の検討 
  ・スピードアップに向けた生産、供給体制 
  ・仮設住宅から恒久的住宅への計画的な移行 
  ・居住者選定手続き 
  ・ストック管理                  など 

 

図６ 中越地震における山古志（長岡市）の住宅供給体制 
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（１）住宅再建のスピードアップ 

 震災から既に２年９カ月を経過し、被災地では復興への取組みが着々と推進されているが、

その進捗には地域差も大きく、一層のスピードアップが待たれるところである。 
 住宅の建設については仮設住宅などの仮住まいを早期に解消し、恒久的な住宅の供給を推

進することが急務であるが、さまざまな課題があり、一日も早く被災者が日常生活を取り戻

すことが出来るよう、その推進と課題の解決に向け、国総研としても引き続き支援を行って

いくこととしている。 
 
① 災害公営住宅供給の推進 
 災害公営住宅建設の建設計画と進捗状況は表１に示すとおりである。用地確保は多くの地

区で完了し、建設も相当のペースで進展している。全体の戸数から見ればごく一部ではある

が、既に募集、入居に至った地区もある。被災地における居住の安定に向け、今後一層の供

給促進を図っていく必要があるが、多くの地区では多数の高齢者の入居が見込まれる中、入

居する高齢者の生活支援をどうするか、地域のコミュニティ形成をどのように具体化するか

など並行して検討すべき課題は多い。 
 また、自力再建の道筋がまだまだ明確に見えない中、災害公営住宅への入居希望が増える

傾向も見えている。被災者の希望に応じた対応が基本とはなるが、一時的な災害公営住宅へ

の入居希望を含めて大量に供給を行うことは、将来の空き家発生の要因にもなることから、

各自治体にとって頭の痛い問題となっている。このため、自力再建を含めた住宅再建の道筋

をつけ早期に推進していくことが重要な課題である。 
 とりわけ大きい課題となるのは、原発事故の影響を受けている福島県の市町村について住

宅再建の計画づくりを早期に具体化することである。供給計画づくり、計画に基づく供給の

促進に向け支援を行っていく必要がある。 
 
② 自力再建の促進 
 今後防災集団移転促進事業、土地区画整理事業などの進展により宅地の供給が進んでいく

ことになるが、これに合わせて被災者の住宅再建を促していく必要がある。被災者に対して

はこれまでも各自治体では様々な支援制度の紹介や資金計画の例を示し、被災者が再建計画

を具体的にイメージ出来るよう努力が続けられているが、今後はより具体的な形で住宅建設

につながるような取組みを行っていく必要がある。 
 個々に供給事業者とのコンタクトを取ることが難しい被災者も多いと思われ、相談体制を

整えるとともに、発注者側が共同で発注することにより負担を軽減していくことも検討が必

要と思われる。共同での発注は、急増する住宅建設需要への対応、スピードアップ、コスト

ダウンなどの点でも効果が期待できると思われる。 
 スピーディに事業を進めることと、様々なニーズに対応し、高いレベルの生活環境づくり

を進めるということは両立が難しいことでもある。共同化、共通化によりスピードアップと

コストダウンを図るとともに、個々のニーズへの対応を両立させるような事業の進め方の工

夫も課題である。 
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 自立再建を促すことは、将来自治体にとって大きい負担となる災害公営住宅の供給戸数を

抑えるという観点でも重要な課題である。いくつかの自治体では、先行して建設された災害

公営住宅災害公営への入居希望が予想を上回り、災害公営住宅への入居希望が増えつつある

という現状にある。自力再建のメニューや支援内容を示し、自力再建への道筋をつけること

は将来の空き家発生などによる自治体の負担軽減のためにも不可欠であり、この観点からも

被災者に対する住宅再建の相談体制づくりは重要な課題である。 
 
（２）地域の抱える課題が顕在化 

 東日本大震災の被災地は高齢化、人口減少などが進み、過疎、中心市街地の疲弊などの問

題が進行している地域が多い。この問題に向き合いながら復興を進めるという重い課題への

対応が求められている。この中には個々の地域、市町村では対応が難しい課題も多い。 
 
① 高齢者の居住 
 岩手県の被災地の高齢化率は下のとおりであり、県全体でも全国平均を上回る高齢化率と

なっている中、被災地においては更に高い割合となっている。 
 釜石市が昨年度行った住宅再建の事前登録調査では、災害公営住宅入居希望者のうち高齢

者が世帯主となっている世帯の割合は５０％を超えており、更に深刻な状況である。また、

入居後も年数を経て高齢化率は一貫して高くなることが予測されることから、住宅供給にあ

たって高齢者へのサービスをどのように展開していくかという点についての検討が不可欠と

なっている。 

   
 
 

表２ 

- 125 -



② 地域コミュニティ再生と様々な居ニーズへの対応 
 被災地の復興に向けた居住環境づくりの重要なテーマとなるものの一つとして、地域コミ

ュニティの再生がある。既存の地域コミュニティの再生はもちろんのこと、防災集団移転促

進事業などの面整備事業により新たに市街地が形成される地域や災害公営住宅の供給地区で

は、住民間の相互の関わり方や周辺地域との関係が新たに形成されていく必要があり、住宅

地の計画や集会所など公益的な施設の計画、またその管理運営において配慮が必要である。 
 また、既に応急仮設住宅における避難生活が長期に及ぶなか、仮設住宅においても新たな

コミュニティが形成されつつあり、今後新たに形成されていくコミュニティに引き継いでい

くことも検討が必要なことと思われる。 
 恒久的な住いの再生に向けては、住宅地や住まいというハード面の再生とともに、地域に

おいて営まれて来たくらしの再生ということを意識して進めていくことが重要な課題である。 
  
（４）増大する業務量への対応 

 

 ① 自治体業務への支援の必要性 

 東日本大震災の岩手県のいくつかの都市の被害状況などを阪神淡路大震災における神戸市

と西宮市の被害状況などと比較したのが表３である。都市によって状況は異なるが、岩手県

陸前高田市や大槌町など、阪神淡路大震災における神戸市や西宮市に比べて住宅が被災した

世帯の割合、特に全壊戸数の割合が大きく、地域での対応がより難しいことを伺わせる。 
 特に、岩手県沿岸部の各都市は規模の小さい自治体であり、限られたスタッフで被災直後

の対応から復興計画の具体化、更に事業実施に係る調整や事業の推進など、膨大な量の事務

をこなしてきているのが実情である。市役所や役場自体も被災し、仮庁舎での業務を余儀な

くされている自治体も多くその苦労は計り知れない。 
 

いずれの震災においても、多数の住宅に被害が出ており、その再建や災害公営住宅の建設

が復興の過程では大きな課題となっているが、自治体の規模が小さい岩手県沿岸部の各自治

体では、住宅建設を専門に担当する部局が設けられていた自治体はほとんど無かったのが実

情である。また震災前の公営住宅管理戸数は各自体とも数百戸（県営含む）と限られた戸数

であり、近年は新規の供給も殆んどない状態であったことから担当スタッフも限られていた

と思われる。このような状況の中で、まとまった戸数の災害公営住宅の建設推進は非常に大

きな困難を伴うものとなっている。 
 
 被災地の自治体では、他地域の自治体からの応援、期限を限った雇用などで補いながら事

務を進めているところであり、UR 都市機構の事業支援、買い取りによる災害公営住宅供給

など自治体の事務軽減のための試みが展開されてはいるが、スタッフに大きな負担となって

いるのは確かである。 
 また今後は、建設完了後の募集、入居、管理に係る業務増大も見込まれている。既に指定

管理者制度の活用なども検討されているが、これを含め更に事務軽減を図る方策も検討する

必要がある。 
 平成２３年度後半からスタートした災害公営住宅に係る直轄調査は、国の委託調査の形で
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市町村が行う災害公営住宅の供給に係る計画作成などを支援するものであるが、市町村で円

滑に事務を推進していくためには、本事業のように専門家やコンサルタントの力を借りて事

務を推進していくための体制づくりが必要であり、今後の持続的な展開方策も含め検討が必

要である。 
 

 
 

 被災者の声を復興に反映していく際には、その支援を行う専門家の活動が不可欠であり、

研究者など各地からの広域的な支援も行われている。 
 今後の復興事業を円滑に推進していくためには、こういった支援体制を持続的に展開して

いくことが必要であり、地元の受入れ体制を含め検討が求められるところである。地域の事

業を持続的に展開していくという視点では、地元の人材、事業者の能力を 大限に活用して

いくこと、また育てていくことが重要であり、このことについても留意しながら支援体制を

構築していく必要がある。 
 
 また、住宅再建の推進にあたっては面的な整備事業との調整、福祉関係施策との調整など

他部局との調整を図りながら連携をとって事業を推進していく必要がある。被災地の各自治

体内の実情は、目の前の仕事を推進していくことで手一杯な場合も多く、この連携について

も支援が必要なところである。被災者の意識をまとめ、行政施策の展開につないでいくとい

う過程で関連部局との調整が図られていくことが望ましく、現地で活動する専門家などの支

援により調整が促進されるというケースもあると思われ、今後の課題である。 
 

表３ 
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 ② 事業者の業務量増大への対応 

 事業が本格化する中、復興に係る様々な事業を推進する事業者側についても、地域を超え

た人材、資材の確保などが課題となっている。 
 地域経済の持続性という視点では、地域の事業者による事業の展開が望まれるところであ

るが、既に震災後の需要増に対応してきているところから、今後面整備事業の進展により土

地利用が始まれば、更なる需要の増大が見込まれており、その供給体制づくりは大きな課題

である。 
 材料供給、資材供給や作業員の確保などに関し地域間の連携について検討していくことも

必要となる。 
 材料の生産、供給体制や材料加工の広域的な対応などについて、既往の災害における対応

の事例、東日本大震災の被災地において試みられている様々な体制づくりなども踏まえ、そ

れぞれの地域の実情にあった体制が確立されることが望まれる。 
 
 また、地域経済の持続性という視点では、住宅再建の一時的な対応の後、地域の生産者が

立ち行かなくなるという事態も懸念されるところである。広域的な連携とともに、地域の生

産力の持続性ということも視野に入れて検討していく必要がある。 
 
（５）維持管理 

 復興の過程で短期集中的に供給される住宅の維持管理も課題の一つである。将来の増改築、

修繕などを含め、維持管理体制が長期にわたり確保されることが必要である。 
 当面は必要 小限、徐々に改善していくような住宅再建が行われれば、地元の供給事業者

の持続性にもつながり、維持管理、補修に関してもきめ細かい対応が可能となると思われる。

供給時点では広域的な支援を受け入れることが必要となるケースにおいても、地元の工務店

との連携により維持管理体制が組まれることとなれば、入居者の安心につながるとともに、

地域経済にも貢献出来ると思われる。いずれにしても地域の生産者が核になって住宅再建が

推進される体制が整えられることが今後の課題と思われる。 
 
 災害公営住宅の管理に関しては、将来の需要減による空き家発生の可能性を視野に入れ、

中長期的な維持管理計画が検討される必要がある。既存の公営住宅ストックに新たに供給さ

れる災害公営住宅を加えると公営住宅の比率が１０％を超える自治体も多く今後の管理上の

懸念事項である。地域によっては被災前から老朽ストックを抱えていたところもあり、災害

公営住宅として供給した戸数を活用して更新を進めることや、場合によっては当座の需要に

対応した後には早期に廃止、あるいは他用途に転換していくということも視野に入れる必要

がある。 
 また、将来の自力再建へのステップとして当面災害公営住宅への入居希望というケースも

あると思われるが、将来の自治体の管理に係る負担を考えると、積極的に自力再建を促すこ

とにより過大なストックを抱えないということが検討される必要がある。 
 既にいくつかの自治体では、災害公営住宅の入居希望者をより確度の高い数字で把握する

努力が行われているが、災害公営住宅の入居希望が増えつつあるという実態も見られる。被

災者の自力再建を促すための取り組みに一層の努力が必要と思われる。 
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（６）仮設住宅から恒久的な住宅への円滑な移行 
  上に述べたとおり、仮設住宅等の居住者は徐々に減少している。今後、恒久的住宅建設

の進展に伴い、廃止される仮設住宅も増えることが予想される。住み替えも含めて集約化を

図っていくことも検討される必要があるが、恒久的な住宅の建設などとの調整により計画的

に推進していくことは今後の重要な課題である。また、高齢者の見守り、コミュニティ活動

など仮設住宅で提供されてきた様々なサービスもあり、恒久的な住まいにおいても持続的な

展開を図ることも今後の課題である。 
 
４ 課題への今後の取組み（研究課題からのトピックス） 
 
 国総研としては、住宅供給計画、供給体制、維持管理、高齢者の生活環境づくり、省エネ

ルギーをはじめこれまで積み重ねてきた研究成果を踏まえ、住宅再建の推進を引き続き支援

していくこととしている。以下に震災後、設定した幾つかの研究課題を紹介する。 
 
（１）スピードアップと地域の供給体制づくりに向けて 

 
 今後面的な整備事業が進展し宅地供給が本格化する段階には、住宅建設の需要が急増する

ことが予想されており、十分な供給体制の確保が懸念材料となっており、引き続き被災地域

の住宅供給に実態把握のために調査、地域の生産体制と広域的な支援のあり方について調査

研究を行い、成果を踏まえた技術的支援を行っていくこととしている。 
 

図７ 地域型復興住宅の生産体制及び広域的支援のあり方に関する研究 

地域型復興住宅の生産体制及び広域支援のあり方に関する研究
（研究期間：H24～H26）

 被災者のための地域の状況に即した恒
久的住宅の整備・確保

 まちづくり事業等との連携

 被災者、住宅生産者双方への情報提供
等支援

 地域の被災状況と復興計画・関連事業に
関する情報の把握

 被災者の状況と意向の把握
 地域の住宅生産体制関連情報の把握

 被災者の健全で安定した生活の確保
 被災地の復興に向けた活動の支援

国総研の研究（(独)建築研究所と連携）

（上位目標）

（国土交通省(住宅分野)のミッション）

（ミッション達成に必要な条件）

（ミッションを阻む要因）
 各種要因による面整備事業等の遅延
 被災者への的確な関連情報提供が困難

 資材・人材不足等による住宅の円滑な生
産供給が困難

◆地域型復興住宅のイメージ

 大規模・広域災害の被災地において有効な住宅生産体制
等の検討・提案

 「被災地域での『地域型復興住宅』の取り組みに関する
実態調査

･･･ 被災３県の住宅生産者の被災後の各種取り組み
(被災者への情報提供等を含む)の実態調査

･･･ 地域型復興住宅等の生産者グループ（木材・資材
供給、流通、～設計、施工）に関する実態調査と分析
･･･ 被災地において有効な住宅生産体制等の検討
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また、福島県では原子力発電所事故の影響から、具体的な復興への道筋を明らかにし早期

に事業を推進していく必要のある地域が残されており、その円滑な推進に向けた支援が必要

となっている。 
 国総研では、避難者等に対する住宅供給計画の具体化、供給手法のあり方などの調査研究

を行い、その成果を踏まえて原発関連の避難者の居住の安定に向けた支援を行っていくこと

としている。 
  
    図８ 原発被害者向けの災害公営住宅供給計画に関する研究 

    
 
 
（２）今後の大災害への備えとして 

 
上に述べた通り、平成２３年度から３箇年にわたり災害公営住宅の建設促進に向けた調査

に対して技術的な指導を行ってきたところであり、基本計画作成などの支援を行った市町村

は４０都市に及んでいる。また多岐にわたる事業推進上の課題についても対応方策の検討や

モデルとなる計画案の提示を行うなど他の地区の事業推進のために有用な情報が調査成果と

して蓄積されつつある。 
 
これまでの取り組みを整理し、様々な課題に応じて市町村が事業を推進していく際の参照

出来る資料として取りまとめておくことは今後の円滑な事業推進に貢献出来るものと考えて
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おり、３年度にわたる取組みの整理、分析を行っているところである。 
また、これは今後襲来が予想されている大災害への備えとしても、重要な意義を持つもの

と考えている。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、この整理分析に併せ、被災者に対する居住確保に関し、東日本大震災における様々

な試みを参考に、将来災害公営住宅として利用することを前提とした住宅の供給を早い段階

で行う方法についての技術的な検討を行うこととしている。 

図９ 大災害における公営住宅の的確な供給手法に関する研究 
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被災地では、従来から行われてきたプレハブ式の仮設住宅だけでなく、様々な形での仮設

住宅の供給が行われており、その中には中長期での使用も可能なものも建設されている。 
他方、仮設住宅における居住が長期に及んでいることから、基礎工事など長期の使用が可

能な仕様の検討が課題として指摘されるところである。現地の状況や将来の災害公営住宅の

需要の見込みによっては、仮設を経ないで将来恒久的な住宅として利用することを想定した

住宅への入居も視野に入れ、各地における試行的な取組も参考に、それが相応しい条件の整

理、推進における技術的検討なども行うこととしている。 
 

さらに、災害時の避難弱者への支援も重要な課題であり、避難弱者の身体特性を踏まえた

支援のあり方の研究を実施しているところである。 
 
 

 

 避難弱者等の建築人間工学的情報の整備

 情報弱者（視・聴覚、外国人等）への情報提示法の確
立

 HEMS（Home Energy Management System）技術や井戸
水等を活用したインフラ依存の低い住宅技術の提案

災害時の避難弱者に向けた支援技術に関する基礎的研究（研究機関：H24～H26）

 住宅・住環境の災害時の支援技術の整備

 避難弱者も含む非常時のバリアフリー技術の
確立

 避難弱者の属性に応じた災害時の
支援技術の確立

 避難弱者の身体特性情報の整備

 地震・津波から人命を守る
 発生後72時間の安全・安心を確保する

国総研の研究

（上位目標）

（国土交通省のミッション）

（ミッション達成に必要な条件）

（ミッションを阻む要因）

 避難弱者の属性に応じた災害時の
支援技術の未整備・未整理

 災害時の避難距離や避難時間等を
設定する場合の根拠データの不足

 災害時の避難距離や避難時間等を設定する場合の根拠
データへの活用

 災害時の住宅・住環境に関するガイドラインへの活用

⾞いすでの階段避難

インフラ依存の低い住宅技術  
 
 
５ 終わりに 

 
 繰り返しになるが、大災害は地域が抱える課題を顕在化させ、深刻化させると言われる。

現地で起こっていることは正にそのとおりの状況であり、この復興の過程が他地域の居住の

あり方を検討していくモデルでもあると認識している。 
 また、東南海地震への備え、首都圏の震災への備えの必要性が叫ばれるが、これらを含め

我が国は災害に向き合って地域づくり、住まいづくりを進めていく必要のある地域は多い。

図１０ 災害時の避難弱者に向けた支援技術に関する基礎的研究 
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この復興の過程が今後の取組みのモデルとなるものでもなければならないと感じている。 
 東日本大震災復興構想会議が決定した復興構想７原則は下のとおりであるが、今改めてこ

れを目標に据えて考えてみる必要もあると感じている。 
 
 引き続き、現地の自治体、関係団体などと連携しながら一日も早い被災地の復興と居住の

安定に向けて国総研としても努力を続けたい。 
ご来場の皆様のご支援、ご指導をお願いしたい。 

 
 
    資２ 復興構想７原則（復興構想会議） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原則１：失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き残っ

た者にとって復興の起点である。この観点から、鎮魂の森やモニュメントを含め、

大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を

次世代に伝承し、国内外に発信する。 

原則２：被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティ主体の復興

を基本とする。国は、復興の全体方針と制度設計によってそれを支える。 

原則３：被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新を伴う復旧・復

興を目指す。この地に、来たるべき時代をリードする経済社会の可能性を追求す

る。 

原則４：地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心のまち、自然エネ

ルギー活用型地域の建設を進める。 

原則５：被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくし

て被災地域の真の復興はない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の

同時進行を目指す。 

原則６：原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支援と復興にはより一

層のきめ細やかな配慮をつくす。 

原則７：今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止め、国民全体

の連帯と分かち合いによって復興を推進するものとする。 
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4. 内閣府ホームページ 
5. 兵庫県ホームページ 
6. 阪神・淡路大震災 被害状況及び復興への取り組み状況（神戸市） 
7. 第２次市営住宅マネジメント計画（神戸市） 
8. 人口問題研究所ホームページ 
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