7.寄稿
居住環境の復興に対する計画的介入はどこまで必要なのか

近藤民代（ 神戸大学 大学院工学研 究科）

国内外の被 災地をフ ィールドにし ながら居 住環境の復興 に関する 調査研究を進 めている 。災
害・復興研究に国 境は ないと思いな がらも 、自分の時間と 体力は限 られているた め、面白 い！
という好奇心 をかきた てる被災地が その対象 だ。ハリケ ーンカト リ ーナ災害の被 災地ニュ ーオ
リンズ市には 継続的に 通っている 。世界 中で 災害は巨大化・頻 発化 しているが 、復興 計画 の方
程式はどこに もない。 広域巨大災害 が 2005 年 夏に米国メキ シコ湾岸 を襲ったとき 、壊滅的 な
被害を受けた ニューオ リンズ市がど のような プロセスで復 興計画を 策定するのか に関心を も
った。また、最大 15 万 ドル（日本円で 約 1500 万円！）の補償を 行う 住宅再建支援 プログラ ム
が用意された 事に大変 驚き、それ が如何に 被 災者の住宅再 建や居住 環境復興に機 能するか を知
りたいと思っ た。し か し、災害 10 年を経 て今 もなお、同市に通 い続 けている理由 は他にあ る。
市街地の約 8 割が浸水 し、住宅ス トックの 約 4 分の 3 が被 害を受け ながらも、土地利用規 制や
市街地整備事 業の網が かけられない 中でまち の復興は進ん でいる 。東日本大震災 とは対照 的で
ある。被災者がい つ、どこで、居住を再 開す るかを決断す る時に、外的条件とな る計画的 介入
がほとんどな い中で、居住環境の復 興はいか なるメカニズ ムで進む のか。同程 度の住宅被 害 を
受けた地区で も住宅再 建のスピード や人の入 れ替わりなど の様相・かたちが異な るのはな ぜか。
その問いに対 する答え を追究するう えで、同 市は私にとっ て格好の 研究フィール ドである 。
先日、10 年ぶりに イン ドネシア・ジョグジ ャ カルタ市を襲 ったジャ ワ島中部地震（2006 年 ）
の被災地を訪 問した。行政が最小限 の住宅を 供給し、居 住者が漸進 的にそれを拡 張してい く コ
アハウスは、 どれが“ コア（間口 3m×奥行 6m）”だったか 判別でき ないほど進化 していた 。
2016 年熊本地 震の被災 地では居住者 が自らの 敷地に仮設建 築物を建 設して、仮住 まいや農 作
業の休憩所と して利用 している。既存の住 宅 復興支援メニ ューでは 満たされない 被災者の 潜在
的なニーズが 顕在化し ている。恒久 住宅再建 までをつなぐ transitional housing とし ての 自
力仮設建築物 の役割は 大きい。両者 ともに 人 間 の 住 ま う 力 に 大 き な パ ワ ー を 感 じ さ せ ら れ る 、
自律的な住宅 復興モデ ルである。
一方、東日 本大震災の 被災地はどう か。安全 な市街地形成 と被災者 の住宅再建支 援を大義 と
した、広範 囲にわたる 災害危険区域 の指定と 巨大な市街地 整備事業 が行われてい る。私が 大 学
生の時に、高度成長期 の都市計画の 歴史とし て習った、神戸の海か ら山へ政策を 実現した ベ ル
トコンベヤー が、人口 減少社会の過 疎地域で 出現した時に はドン引 きした。な ぜ日本はこ こ ま
で徹底的に 、全てをコ ントロールし ようとす るのか。国 外の災害研 究者を被災地 に案内す る 時
に、いつ もうまく 説明 できずに困っ ている 。沿岸部に工場 を誘致し たり、巨 大な公園 にす る絵
を描いたりし て、計画 図の色塗りを しないと 気が済まない 性分があ る。非居住 地域とした エ リ
アで私有地と 公有地が 混在している ことは、 それほど大き な問題な のか。2012 年 の米ハリ ケ
ーンサンディ の被災地 では災害危険 区域に指 定された場所 の多くは「放置 」され 、半世 紀 ほど
しかない沿岸 部の住宅 地は再び自然 に戻ろう としている。ごく自然 なことだ。
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このような行 政による 計画的介入で 復興が進 められる東日 本の被災 地を歩き回る 中で、被 災
者の自律的で 能動的な 住宅再建の動 きを見つ けた時、これを研 究対 象にしようと 思った 。「自
主住宅移転再 建」であ る。「早く、安心して 、生活できる場 所で住 宅を再建した い」が自 主住
宅移転再建者 の動機で ある。そ の想いが 突き 動かす、この能動 的な 住宅再建のか たちは 、広域
巨大災害では 間違いな く出現する 。人為的 な 計画的介入の みが被災 者の意思決定 や再建行 動を
動かせるわけ ではない ことを強く自 覚し、自 主住宅移転再 建を前提とした復興プ ランニン グの
あり方を考え なければ ならない。この原稿を 書いている時 に放送さ れた NHK スペ シャル（ 人 体
神秘の巨大ネ ットワー ク,17.09.30）では「脳 が全体の司令 塔となり 、他の臓器は それに従 う
のではなく 、体中 の臓 器が互いに直 接情報を やりとりする ことで 、人体は成り立 っている 」と
いう常識を覆 す事実が 報じられてい た。脳＝ 計画的介入、臓器 ＝ひ と・コミュニティ、人 体＝
居住環境とし て、実証 できないもの か、と思 っている。
最後に、柄 谷友香先生 との共同で地 域安全学 会論文賞（ 東日本大震 災後の自主住 宅移転再 建
に伴う居住地 の移動と 意思決定プロ セス）に 選出していた だき、関 係者の皆様に 厚く御礼 申 し
上げます 。加えて 、度 重なる、しつこい 質問 紙調査や長時 間にわた る聞き取り調 査に応じ てい
ただいた、自主住宅移 転再建者の方 々からは 数多くのこと を教えて いただきまし た。大学 改 革
の名の下で進 む大学崩 壊に日々 、危機感 を抱 いていますが 、そ れに は負けず 、この受 賞を 大き
な励みとし、 より一層 の飛躍を目指 して研究 に邁進したい と思って います。
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