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建設型仮設住宅の整備運営および、再建への接続に関する研究 

―東日本大震災における岩手県と宮城県を対象として― 
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本研究では，建設型応急仮設住宅における長期居住について行政（岩手県・宮城県各自治体）による仮設住宅整備と解

消の実態を把握した上で，岩手県釜石市平田地区を対象に長期運営団地の役割と高齢者の再建に向けた接続のあり方及び

長期運営団地における高齢者支援のあり方について調査を行った。釜石市の拠点団地で長期居住を行った高齢者の特徴か

ら，従前居住地区によって再建方法に大きな差が出ていること，仮設期のコミュニティを維持することで環境移行を緩や

かにしようとする需要の存在，またそれを支える福祉拠点の役割などについて明らかにすることができた。 
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 A STUDY ON MAINTENANCE AND MANAGEMENT IN BUILDIG-TYPE TEMPORARY HOUSING  
AND CONNECTION TO LIVELIHOOD REHABILITATION  

-Case study of Iwate and Miyagi Prefectures after the Great East Japan Earthquake- 
 

Ch. Shunta Mizukami 

Mem. Saori Imoto，Masato Shinyama 

 Purpose of this research is to discuss the long-term living by elderlies in temporary housings after the Great East Japan Earthquake by 

analyzing about follows; 1) the mechanism of construction and demolition of the temporary housings, 2) the connection of lives between 

temporary housing living and reconstructed housing living and 3) the effect of support center in the long-term temporary housing. It is 

suggested the system of supporting elderlies for their decision making should be very important and more choices should be prepared 

since in the 8-year long temporary housing living phase, many conditions have been shifted.  

 

1.研究の背景と目的 

1.1 研究の背景 

災害後の住まいの段階的復興「避難→仮すまい→再建」

は阪神淡路大震災によって本格的に確立され，東日本大

震災でも同様のスキームによって住宅復興が進められた。

2011 年３月 11 日に発災した東日本大震災では全国で

53,537 戸の建設型仮設住宅（以下，仮設住宅）が整備さ

れ 1)８年を超える長期間にわたって仮設住宅の供与が続

けられた。仮設住宅の長期化に関しては，自治体ごとに

一律延長から特定延長への切り替えや集約（居住者が他

の仮設住宅団地へと転居し当該仮設住宅団地を撤去する

こと）を行うことで，土地を随時返還し居住者の速やか

な再建先への転居を促す試みも進められた。 

一方で，本災害は日本が縮退社会に入って初めての大

規模災害であり，特に高齢化が進行していた地域での発

災であった。高齢者の環境移行の観点からは，特に長期

化した仮設住宅の生活から再建先への移行，集約に伴う

仮設住宅間の転居に課題が指摘されている(米野，2017 年，2)）。

また，佃ら（2017 年）3）は仮設期の居住場所が再建場所

に大きく影響を与えている点を指摘している他，近藤ら

（2018 年）4）は環境移行の観点から再建方法を自ら望ん

で決定したか否かでその後の満足度に差が出ること，三

浦ら（1996 年）5）は自宅を新築した人の方が環境適応を

しておりその要因として新居について自ら考えるプロセ

スを経ていることを指摘している。 
仮すまいから再建をどのように接続していくか，とい

う問いは再建後の生活の質にも影響を与える大きな課題

であり，特に再建や環境移行において課題を抱えやすい

高齢者についてはより緻密な実態把握が求められる。 
1.2 研究の目的 

本研究では，まず岩手県および宮城県を対象に仮設住

宅の供与開始から現在（調査時点：2019 年 6 月）に至る

化した儀式性という２つがある。儀式によるエクスタシー

は鋭い緊張感をもたらし , 非日常という短期間に作用す

る。そして , 儀式性によるエクスタシーは柔らかい緊張

感をもたらし , 日常という長期間に持続される。今回の

調査で訪れた黒い戸がある空間は , 家族の生活の場であ

るにもかかわらず , どの家でもきれいに整頓されていた。

それは ,日常の柔らかい緊張感である。

　最後に , 黒い戸のように住空間の中に儀式を記号化し

て取り入れている事例として , ポーランドの写真家であ

る Zofia Rydet による作品「Sociological Record」を紹

介したい。その中には , ポーランドの住宅にみられる家

族の思い出の写真を飾る壁の写真がある。家族写真とい

う儀式の記号は , ポーランドにおいても日常の住空間に

柔らかい緊張感をもたらしているようにみえる。

　このような室内空間の壁の使われ方は , 社会の歴史と

いうよりも住空間のふるまいが無意識に形式となり , そ

の形式が記号化したものといえるだろう。私たちの住空

間は , 機能やデザインではなくむしろ形式の記号によっ

て満たされている。住空間の形式の記号は , 生活に密着

しながらさまざまに姿を変えて潜み , それでありながら

公的なものを規制する私的な神に似ている。形式の記号

も , 近代化の流れの中でも消滅することなく , 日本の住

空間に潜み続けている。しかし , このような表に立つこ

とがないものに関しては , 建築史や建築デザインの分野

で言及されることは少ない。現代の住空間のデザインに

おいても , 重層構造による住空間の形式の記号化は重要

な主題であると思われる。本研究の成果をこれからの住

宅デザインに役立てることは , 主査の建築家としての設

計活動において行っていくと期したい。

7. おわりに

　本研究は , 日本の民家から見出だされた黒い戸につい

て , その機能や意味についての考察を端緒としている。

黒い戸や儀式に関する既往研究を確認して , 儀式による

エクスタシーを住空間の本質のひとつとした。そこから ,

非日常（共同体）の儀式である祭りと日常（家族）の儀

式である黒い戸に着目し , 共同体の儀式の空間である広

間と家族の儀式の空間である納戸を中心に現地調査を

行った。その結果 , 日本の住空間には祭りのような儀式

だけでなく , 黒い戸のような儀式を記号化した儀式性が

取り入れられていることを明らかにした。また , 儀式に

よるエクスタシーは鋭い緊張感を , 儀式性によるエクス

タシーは柔らかい緊張感を住空間にもたらしていた。
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1) 今和次郎著『日本の民家』（鈴木書店 ,1922）は , 日本国内

ではじめて全国の民家を本格的に採集 , 記録し , 刊行された書

籍である。その後、民家に関する書籍は藤田元春著『日本民家

史』（刀江書院 ,1927）, 緑草会編『民家図集』全 12 冊（大塚巧

芸社 ,1930-1931）, 石原憲治著『日本農民建築』全 16 冊（聚楽

社,1934-1943）,二川幸夫,伊藤ていじ著『日本の民家』全10冊（美

術出版 ,1957-1959）などが刊行されている。

2) 瀝青会は歴史工学を研究する中谷礼仁により主催され , 建築

史 , 民俗学 , 建築意匠 , 造園学 , 写真 , の専門家 , その他多くの

学生によって構成 ,2006 年から 2011 年にかけて活動が行われた。

活動の目的は , 今和次郎著『日本の民家』1922 年初版に採り上

げられた民家の再訪と , その民家の現在を基準とした約 100 年間

の日本の変容の報告などである。活動の成果は , 瀝青会による著

作『今和次郎「日本の民家」再訪』（平凡社 ,2012）にまとめら

れている。
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の住民らが自ら土地（私有地）を確保したことで地元に

仮設住宅を建設することができた事例がみられた。土地

の使用料についても自治体ごとに差がみられたが，多く

は最初の２年間を無償，３年目から有償とする対応がと

られていたことが分かった。 

3.1.2 仮設住宅の解消 

 各自治体では４年から９年間にかけて仮設住宅の運営

を行ってきた。特に復興事業が長期化する中で各自治体

は「一律延長」，さらに供用期間の延長が必要な世帯に対

しては「特定延長」を行いながら長期運営を続けた。当

時に，各自治体は仮設住宅の供用を続けながら部分的に

仮設住宅を閉鎖することで，徐々に仮設住宅の解消を図

っている（図 3-1，図 3-2）。 

仮設住宅解消のプロセスは，被災者の再建などに伴う

「自然解消」と計画的に団地数を減らしていく「集約」

に分けられ，「集約」が広域的に行われたのは，東日本大

震災が初めてである。「集約」とは仮設団地居者に「拠点

団地」に転居してもらうことで当該仮設団地を空にし，

撤去する手法である。「集約」を実施したのは 19 自治体

であり，特に５年を超えて仮設住宅の供用が続いた自治

体で集約が実施されていた。 

ここでは特に計画的に団地数を減らしていく「集約」

に着目した上で，集約を行うことになった理由を①土地

利用に関する理由，②居住者の減少や運営に伴う理由の

２点に分けて分析する。 

①土地利用に関する理由 

［地権者による新たな土地活用］14 自治体で私有地を返

却するために仮設住宅の解消を行ったことが分かった。

そのうち，インタビューを行った 10 自治体中７自治体

で地権者より私有地の返却の希望があったことが分かっ

た。返却希望の理由として，山田町，大船渡市，南三陸

町では地権者自身の自宅再建が挙げられた。一方，人口

規模が大きい釜石市，石巻市では自宅再建に加えて宅地

開発を行う業者への売却が挙げられた。 

［公共事業による新たな土地活用］７自治体で公共事業

用地として活用するため仮設団地の解消を行った。 

［校庭・公園の開放］学校校庭に建設を行った 12 自治体

のうち，11 自治体で仮設住宅解消を優先的に行ったこと

が分かった。インタビュー対象自治体のうち６自治体で

学校校庭を用地として利用していたが，大船渡市，気仙

沼市，石巻市，山田町では４～５年を目途に解消してい

る。大船渡市，気仙沼市ではその理由として小学生が６

年間の学校生活で校庭を使うことのできる機会をつくり

たかったという点が挙げられた。一方，公園に建設を行

った 10 自治体のうち３自治体では公園の開放を目的に

仮設住宅の解消を行なっているものの，学校と比較する

と解消の要請は弱く長期間利用される傾向が示唆される。

②居住者の減少・運営の効率化に伴う理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地返却の必要性がなくても入居者減少に伴って仮

設住宅を解消する事例も６自治体でみられた。特に入居

者減少に伴う防犯面への配慮が理由として挙げられた。

また，特に建設戸数の多かった自治体を中心に８自治体

で運営の効率化を目的に仮設住宅解消を行なっている。 

3.1.3 仮設住宅の解消の手法「集約」と課題 

 集約実施にあたっては，住民説明会の開催や各戸を訪

問するなどして住民への説明が行われたことが分かった。

集約に伴う転居では引っ越し・移動が居住者の大きな負

担となることもあり各自治体で引っ越しのサポートなど

が行われたが，それでもなお居住者の反対意見が強かっ

た釜石市では 2017 年度から集約は実施しない方針へと

集約計画を変更したことが分かった。 

3.1.4  集約拠点団地の選定と特徴（表 3-1） 

 集約にあたっては自治体ごとに集約拠点団地が指定さ

れたことが分かった。インタビューでは気仙沼市，南三

陸町，石巻市にて地区ごとに拠点団地を設定し，地区内

での引っ越しに留まる配慮をしていることが分かった。

女川町は拠点団地を１か所，名取市では２か所としてい

る。一方大船渡市では，各団地の解消時期を示した集約

図 3-2 インタビュー対象自治体における仮設住宅入居戸数の

推移と仮設住宅解消の状況 
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までの整備・運営・解消のプロセスを把握し，特に土地

の形態と長期運営がなされた仮設住宅の特徴について把

握する（３章）。次に仮設住宅団地に長期居住していた高

齢者について仮設住宅への入居や生活再建の経緯からす

まいの変遷とその選択要因を整理することで，特に災害

弱者として位置付けられる高齢者層がどのように再建パ

ターンを選択していたのか，またその際の課題について

考察する（４章）。最後に対象団地における福祉拠点を対

象にその活動実態と変遷を明らかにすることで，高齢者

の「仮すまい」から「再建」にかけてどのような福祉的

支援が必要となるのかについて考察する（５章）。上記の

手続きを通して災害後のすまいの計画および高齢者支援

のあり方について知見を得ることを目的とする。 

 

2.調査概要 

本研究では以下の手順に従って調査を実施した。 

2.1 仮設住宅の整備・運営・閉鎖について（岩手県・宮

城県行政に対するアンケート・インタビュー調査・2018

年 8 月-2019 年 6 月） 

岩手県および宮城県で仮設住宅を建設した 28 自治体

のうち 27 自治体よりアンケート調査の回答を得た。ア

ンケートでは仮設住宅の整備の際に配慮した点，仮設の

閉鎖・集約に関する取り組みについて把握した。，調査許

可が得られた 10 自治体（石巻市，釜石市，山田町，大船

渡市，女川町，名取市，気仙沼市，東松島市，南三陸町，

仙台市）では担当者へのインタビュー調査を行った。 

2.2 高齢者の再建行動について（岩手県釜石市平田地区

仮設住宅居住者へのインタビュー調査・2018年 5-10月） 

次に，特に長期運営が行われている仮設団地として釜

石市平田地区仮設住宅を抽出し，同団地に居住する高齢

者 18 名に対して仮設住宅入居までの経緯および退去後

の再建行動に関するインタビュー調査を行った。 

2.3 仮設住宅団地内釜石市平田第六仮設住宅サポート

センターに対するインタビュー・文献調査・2018 年 6 月

-2019 年 7 月） 

平田第六仮設住宅内に整備されたサポートセンター

および利用者を対象に，支援活動や利用状況の変遷につ

いてインタビュー調査と文献調査を行った。 

 

3.仮設住宅の土地形態と長期運営との関係 

3.1 仮設住宅整備の土地選定と解消のメカニズム 

3.1.1 仮設住宅整備と土地の選定 

東日本大震災後に仮設住宅を整備した自治体でアン

ケート調査の回答を得た 27 自治体における仮設住宅の

利用期間，規模，建設用地の土地選定優先順位，集約の

内容について図 3-1 に示す。リアス式海岸の地形などに

起因し，多くの自治体で仮設住宅団地の用地取得に課題

が生じた。そのような中，自治体ごとに建設する土地の

形態の優先順位を設けながら，自治体内に大量の仮設住

宅の整備を進めていったことが分かった。また気仙沼市，

南三陸町，女川町では用地不足のためそれぞれ隣接する

自治体にも仮設住宅を建設していた。仮設住宅建設用地

の土地選定優先順位について有効回答の得られた 24 自

治体中 20 自治体で，最も優先順位の高かった土地形態

は「公有地（空地）」であった。一方で「公有地（学校）」

を利用したのは少なくとも 13 自治体，「公有地（公園）」

では少なくとも 10 自治体が確認された。私有地は公有

地で賄えない場合に使用される傾向があり，少なくとも

13 自治体が該当した。インタビュー調査より，行政側か

ら依頼する場合，地権者本人からの申し出がある場合，

さらには地域リーダー等が交渉して許可を得る場合等の

3 種類があり，個人が所有する土地に加えて都市部では

企業が所有する土地も含まれる。また石巻市では当初内

陸での仮設住宅整備を計画していたところ，沿岸部（浜）

図 3-1 調査対象自治体における仮設住宅建設用地の傾向と解消（集約）の実施状況 
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の住民らが自ら土地（私有地）を確保したことで地元に

仮設住宅を建設することができた事例がみられた。土地

の使用料についても自治体ごとに差がみられたが，多く

は最初の２年間を無償，３年目から有償とする対応がと

られていたことが分かった。 

3.1.2 仮設住宅の解消 

 各自治体では４年から９年間にかけて仮設住宅の運営

を行ってきた。特に復興事業が長期化する中で各自治体

は「一律延長」，さらに供用期間の延長が必要な世帯に対

しては「特定延長」を行いながら長期運営を続けた。当

時に，各自治体は仮設住宅の供用を続けながら部分的に

仮設住宅を閉鎖することで，徐々に仮設住宅の解消を図

っている（図 3-1，図 3-2）。 

仮設住宅解消のプロセスは，被災者の再建などに伴う

「自然解消」と計画的に団地数を減らしていく「集約」

に分けられ，「集約」が広域的に行われたのは，東日本大

震災が初めてである。「集約」とは仮設団地居者に「拠点

団地」に転居してもらうことで当該仮設団地を空にし，

撤去する手法である。「集約」を実施したのは 19 自治体

であり，特に５年を超えて仮設住宅の供用が続いた自治

体で集約が実施されていた。 

ここでは特に計画的に団地数を減らしていく「集約」

に着目した上で，集約を行うことになった理由を①土地

利用に関する理由，②居住者の減少や運営に伴う理由の

２点に分けて分析する。 

①土地利用に関する理由 

［地権者による新たな土地活用］14 自治体で私有地を返

却するために仮設住宅の解消を行ったことが分かった。

そのうち，インタビューを行った 10 自治体中７自治体

で地権者より私有地の返却の希望があったことが分かっ

た。返却希望の理由として，山田町，大船渡市，南三陸

町では地権者自身の自宅再建が挙げられた。一方，人口

規模が大きい釜石市，石巻市では自宅再建に加えて宅地

開発を行う業者への売却が挙げられた。 

［公共事業による新たな土地活用］７自治体で公共事業

用地として活用するため仮設団地の解消を行った。 

［校庭・公園の開放］学校校庭に建設を行った 12 自治体

のうち，11 自治体で仮設住宅解消を優先的に行ったこと

が分かった。インタビュー対象自治体のうち６自治体で

学校校庭を用地として利用していたが，大船渡市，気仙

沼市，石巻市，山田町では４～５年を目途に解消してい

る。大船渡市，気仙沼市ではその理由として小学生が６

年間の学校生活で校庭を使うことのできる機会をつくり

たかったという点が挙げられた。一方，公園に建設を行

った 10 自治体のうち３自治体では公園の開放を目的に

仮設住宅の解消を行なっているものの，学校と比較する

と解消の要請は弱く長期間利用される傾向が示唆される。

②居住者の減少・運営の効率化に伴う理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地返却の必要性がなくても入居者減少に伴って仮

設住宅を解消する事例も６自治体でみられた。特に入居

者減少に伴う防犯面への配慮が理由として挙げられた。

また，特に建設戸数の多かった自治体を中心に８自治体

で運営の効率化を目的に仮設住宅解消を行なっている。 

3.1.3 仮設住宅の解消の手法「集約」と課題 

 集約実施にあたっては，住民説明会の開催や各戸を訪

問するなどして住民への説明が行われたことが分かった。

集約に伴う転居では引っ越し・移動が居住者の大きな負

担となることもあり各自治体で引っ越しのサポートなど

が行われたが，それでもなお居住者の反対意見が強かっ

た釜石市では 2017 年度から集約は実施しない方針へと

集約計画を変更したことが分かった。 

3.1.4  集約拠点団地の選定と特徴（表 3-1） 

 集約にあたっては自治体ごとに集約拠点団地が指定さ

れたことが分かった。インタビューでは気仙沼市，南三

陸町，石巻市にて地区ごとに拠点団地を設定し，地区内

での引っ越しに留まる配慮をしていることが分かった。

女川町は拠点団地を１か所，名取市では２か所としてい

る。一方大船渡市では，各団地の解消時期を示した集約

図 3-2 インタビュー対象自治体における仮設住宅入居戸数の

推移と仮設住宅解消の状況 
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までの整備・運営・解消のプロセスを把握し，特に土地

の形態と長期運営がなされた仮設住宅の特徴について把

握する（３章）。次に仮設住宅団地に長期居住していた高

齢者について仮設住宅への入居や生活再建の経緯からす

まいの変遷とその選択要因を整理することで，特に災害

弱者として位置付けられる高齢者層がどのように再建パ

ターンを選択していたのか，またその際の課題について

考察する（４章）。最後に対象団地における福祉拠点を対

象にその活動実態と変遷を明らかにすることで，高齢者

の「仮すまい」から「再建」にかけてどのような福祉的

支援が必要となるのかについて考察する（５章）。上記の

手続きを通して災害後のすまいの計画および高齢者支援

のあり方について知見を得ることを目的とする。 

 

2.調査概要 

本研究では以下の手順に従って調査を実施した。 

2.1 仮設住宅の整備・運営・閉鎖について（岩手県・宮

城県行政に対するアンケート・インタビュー調査・2018

年 8 月-2019 年 6 月） 

岩手県および宮城県で仮設住宅を建設した 28 自治体

のうち 27 自治体よりアンケート調査の回答を得た。ア

ンケートでは仮設住宅の整備の際に配慮した点，仮設の

閉鎖・集約に関する取り組みについて把握した。，調査許

可が得られた 10 自治体（石巻市，釜石市，山田町，大船

渡市，女川町，名取市，気仙沼市，東松島市，南三陸町，

仙台市）では担当者へのインタビュー調査を行った。 

2.2 高齢者の再建行動について（岩手県釜石市平田地区

仮設住宅居住者へのインタビュー調査・2018年 5-10月） 

次に，特に長期運営が行われている仮設団地として釜

石市平田地区仮設住宅を抽出し，同団地に居住する高齢

者 18 名に対して仮設住宅入居までの経緯および退去後

の再建行動に関するインタビュー調査を行った。 

2.3 仮設住宅団地内釜石市平田第六仮設住宅サポート

センターに対するインタビュー・文献調査・2018 年 6 月

-2019 年 7 月） 

平田第六仮設住宅内に整備されたサポートセンター

および利用者を対象に，支援活動や利用状況の変遷につ

いてインタビュー調査と文献調査を行った。 

 

3.仮設住宅の土地形態と長期運営との関係 

3.1 仮設住宅整備の土地選定と解消のメカニズム 

3.1.1 仮設住宅整備と土地の選定 

東日本大震災後に仮設住宅を整備した自治体でアン

ケート調査の回答を得た 27 自治体における仮設住宅の

利用期間，規模，建設用地の土地選定優先順位，集約の

内容について図 3-1 に示す。リアス式海岸の地形などに

起因し，多くの自治体で仮設住宅団地の用地取得に課題

が生じた。そのような中，自治体ごとに建設する土地の

形態の優先順位を設けながら，自治体内に大量の仮設住

宅の整備を進めていったことが分かった。また気仙沼市，

南三陸町，女川町では用地不足のためそれぞれ隣接する

自治体にも仮設住宅を建設していた。仮設住宅建設用地

の土地選定優先順位について有効回答の得られた 24 自

治体中 20 自治体で，最も優先順位の高かった土地形態

は「公有地（空地）」であった。一方で「公有地（学校）」

を利用したのは少なくとも 13 自治体，「公有地（公園）」

では少なくとも 10 自治体が確認された。私有地は公有

地で賄えない場合に使用される傾向があり，少なくとも

13 自治体が該当した。インタビュー調査より，行政側か

ら依頼する場合，地権者本人からの申し出がある場合，

さらには地域リーダー等が交渉して許可を得る場合等の

3 種類があり，個人が所有する土地に加えて都市部では

企業が所有する土地も含まれる。また石巻市では当初内

陸での仮設住宅整備を計画していたところ，沿岸部（浜）

図 3-1 調査対象自治体における仮設住宅建設用地の傾向と解消（集約）の実施状況 
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13 事例が高台やそこにある知人宅，あるいは自宅で数

時間から数日待機した後に避難所に避難した。その後，

うち８事例で親戚宅への避難先を変えている。また２事

例で入院している。２事例は仮設住宅入居まで避難所で

の生活を継続し，１事例は県の事業により宿泊施設へと

移転している。避難所を利用せずに親戚宅や知人宅への

避難を続けた事例は４事例で，１事例は終始入院生活を

送っていたことが分かった。以上のように多くが最終的

な避難先を親戚宅や友人宅としており，こうした過程で

市外や県外に避難している。17 世帯中，２事例が県外，

８事例が市外へと一時期避難している。 

②H5，H6 仮設への入居経緯 

［申し込みが遅れたケース］上述したような，親戚宅（主

に子世帯宅）への避難を行った事例の中で，釜石市に戻

らず同居を選択するか，という検討が行われた事例が少

なくとも１事例確認された。その他にも病院等を転々と

するなかで申し込みが遅れた１事例，当初予定していた

住宅での居住の継続ができず遅れて申し込みとなった２

事例が聞かれた。こうした要因により仮設住宅への申し

込みが遅れ，結果的に空きの多い当該団地へ入居が決ま

ったことが分かった。 

［抽選が外れたケース］８事例で別の仮設を希望したが

外れて当該団地に入居したことが聞かれた。外れた理由

として市外出身者であること，自宅が半壊であること，

年齢が若いことなどが聞かれた。 

［平田を希望したケース］６事例で希望して平田に入居

していることが分かった。そのうち１事例は平田出身で

あること，残り４事例は体調等の関係からサポート拠点

のある当該団地を選択，あるいは行政から紹介されたこ

とが分かった。特にうち１事例は別の仮設に入居してい

たものの，体調が悪化したことで居住の継続が難しくな

り行政に相談したところ，当該仮設であればケアを受け

られ安心だという理由で転居を進められた。 

以上より，対象者のうち当該仮設を希望して入居した

事例は多くないが，福祉拠点が併設されていたことが入

居動機となった事例も確認された。一方，対象者の多く

は申し込みの遅れや抽選が外れたことにより空きの多か

った当該仮設に入居が決まったことが分かった。図４，

図５で示す対象者の出身地が多様であるのは，こうした

理由に基づく。 

4.5 住宅再建行動とその要因（図 4-1～4-3） 

 地区や再建方法の定義を図 4-2 に示し,分析を行う。 

①再建場所の選択と意思決定要因 

 18 事例中 11 事例で従前居住地区内での再建が選択さ

れている。再建場所（従前居住地区か否か）の意思決定

要因を見てみると，従前居住地区での再建を選択した事

例では従前居住地区に長く住んでいるため戻りたい，帰

らなければという責任感，お墓があるなど「地域への愛

着」に関連する要因が多いほか，できる範囲では一人で

やっていきたいなどの「自立志向」の要因もみられた。 

一方，従前居住地区外での再建を選択した事例のうち

釜石市外から市内へ移転した事例では，病院に近いなど

の「利便性」，従前居住地における行政対応などへの「不

安不満」，住宅を新築できる土地を家族が所有していたと

いった「親族支援」が要因として挙げられる。一方，釜

石地区内での周辺部から中心部への移転では，災害から

の「リスク回避」など積極的な要因のほかに，釜石地区

内で整備が早かった災害公営住宅を選択した「再建時期」

があった。また，より周辺部に向けた移動に関しては，

手続きに関する「情報不足」や「親族意向」による選択

であった。 

 釜石市は地区（行政区分）内での再建を住宅再建の基

本方針としたが，被災者自身からの発言からは「地域へ

の愛着」などを要因とした従前居住地区における再建が

基本となっていることが分かった。一方で災害からのリ

スク回避のための移転や，より利便性や行政対応を重視

した市外から市内への移動がみられた。また，手続きの

遅れなどにより乗り遅れた層が周辺部へと移動せざるを

得ない状況も明らかになった。これら移転者層の多くは

災害公営住宅へ入居しており，高齢者の移転の受け皿と

しての災害公営住宅の役割がみえる。 

②住宅形態の選択と意思決定要因 

 住宅形態は再建場所ごとに傾向が異なり，釜石地区で

は災害公営住宅が，市内周辺地区では自力再建が優位と

なる。これらは中心部とそれ以外での土地の価値の差，

土地や家に対する意識や住環境の嗜好性の他，災害公営

住宅の立地，整備時期，地区ごとの優先入居の方針とい

う復興事業による影響も起因すると考えられる。その上

で各対象者より災害公営住宅への入居を選択した要因と

して挙げられたのは「経済負担」，子どもへの負担を避け

たい，親戚に世話になるのは申し訳ないといった「親族

負担回避」，さらに市内周辺部の事例では地元リーダーか

らの誘い等の「地域意向」といった要因も確認された。 

一方，自力再建については再建のために新たに土地を

取得した事例はなく，自身または親族が所有する土地（区

画整理後の換地含む）での再建となっている。意思決定

の要因は，息子が新築したといった「親族支援」による

もの，「津波保険」によって再建資金を確保できたものな

ど，何らかの経済的後ろ盾を得た点が挙げられる。 

その他，親族と一緒に再建するなど親族の意見によっ

て促された「親族意向」や，津波に負けたくないという

「意地」などに関連する要因も聞かれた。一方，「被害程

度」が半壊や一部損壊で災害公営住宅への入居要件を満

たさなかったため，選択肢として自力再建以外を選択し

にくい層も存在していた。 

最後に，１事例のみであるが親戚宅への同居を選択し 
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計画を公表し，居住者自身が転居先を選択する方法をと

った。仙台市ではみなし仮設住宅への転居としたため拠

点団地を指定していない。また，拠点団地の選定にあた

っては，公有地である点，大規模である点，利便性が高

い点などが重視されていることが分かった。 

3.2 長期運営による課題の変化 

 自治体へのインタビューにより，仮設住宅に関わる課

題は長期運営の中で変化していることが分かった。入居

当初は断熱などの住宅性能に関する苦情が多く寄せられ

行政は追加工事などの対応に追われた。半年から 1 年ほ

どで住民間トラブル（駐車場やごみ捨てのルールなど），

２-３年すると家族構成の変化（結婚，出産，離婚，介護

の有無など）へと生活課題が変化した。こうした課題に

対しては空き室への追加入居や転居を認めるなどの対応

がとられたこともあった。また，若年世帯や自治会役員

など力のある世帯は比較的早期に再建し退去していく傾

向があることから，徐々に団地の自治活動が衰退してい

く。さらに居住者が減少することによる治安や環境維持

の課題が生じることが分かった。特に，長期仮設住宅へ

の入居を続ける世帯の中には，災害公営住宅の整備や造

成工事の完了を待つ世帯に加え，再建を決められない世

帯や家賃無償の環境をできる限り継続したい世帯など災

害弱者と呼ばれる層も含まれており，行政はそれら世帯

に対して個別の対応を行なっていることも分かった。 

3.3 小結 

 大量の仮設住宅団地の建設が要請された東日本大震災

では公有地を優先しながらも，私有地や他自治体へ越境

した仮設住宅の整備が行われた。多くの自治体では５年

を超える運営が続いたが，私有地の返却，学校の校庭開

放，復興事業用地としての活用，仮設住宅運営の効率化

などを理由として徐々に仮設住宅を解消する必要に迫ら

れたことが分かった。「集約」には多くの課題が伴い，途

中で方針転換する自治体も存在した。一方でこうした集

約の拠点，最後まで運営を続ける団地の指定は各自治体

で行っており，多くは公有地に立地する大規模団地であ

ることも明らかになった。つまり，こうした大規模で公

有地に立地する仮設住宅が最後まで「仮すまい」を支え

る器として役割を担っていたことが示唆された。 

長期にわたって仮設住宅で居住を続ける被災者の多

くは再建に関して何等かの課題を抱えた層と捉えること

ができる。４章以降は，拠点大規模団地における長期居

住者の再建への接続とそこへの支援のあり方について実

態把握と考察を進める。 

  

4.岩手県釜石市平田第五・第六仮設住宅における高齢者

の住宅再建行動とその意思決定要因 

４章以降は，岩手県釜石市を対象に，市内の拠点団地

として最後まで運営が続けられた平田第六団地（以下 H6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設）および隣接する平田第五団地（以下 H5 仮設）を対

象とする。 

本章では，当該団地で長期居住を行った高齢者を「再

建に際して何等かの課題を抱える世帯」として位置づけ

た上で，これら世帯における仮設住宅入居の経緯および

仮設住宅退去後の再建行動のパターン，さらにその意思

決定要因を把握する。このことによって，仮設住宅から

再建までの接続における課題や必要な資源について検討

することを目的とする。 

4.1 釜石市における仮設住宅の概要 

 釜石市における建設型仮設住宅団地の整備は 2011 年

４月 20 日から８月 10 日にかけて，計 66 団地 3,164 戸

が供給された。沿岸部は津波により大きな被害を受けて

いたため川沿いの市街地に内陸部へと多く立地している。

釜石市では仮設住宅の入居時に①妊婦がいる世帯，②高

齢者・障がい者がいる世帯，③子育て世帯，④４人以上

の世帯に対して優先入居が行われた。また，釜石市民が

優先されたため，市外からの被災者は，市民の入居後に

受け入れが行われた。なお，グループ入居などの団体申

し込みは行われていない。 

4.2 H5，H6 仮設の概要と位置づけ 

 H5，H6 仮設は，釜石市の中心市街地から約６km，車で

15 分ほどの距離にある。いずれも入居開始時期が釜石市

内で遅かったこと，特に H6 仮設は市内で最も整備戸数

の多い団地であったことから平田地区に限らず市内沿岸

部や市外からの入居者が多くいる点に特徴を持つ。また

H6 仮設は，コミュニティケア型仮設住宅として整備され，

ケアが必要な被災者向けのケアゾーンや地域福祉の拠点

となるサポートセンターなどが計画された。 

4.3 調査対象者の概要 

調査対象者は再建時に 65 歳以上である 18 世帯 19 名

の高齢者で，長期にわたって対象団地に居住していた

(元)居住者である。 

4.4 仮設住宅入居までの経緯注 2) 

①被災から仮設住宅入居までの避難状況 

 18 世帯のうち避難パターンについて仮設住宅入居ま

での避難状況を整理する。 

表 3-1 インタビュー対象自治体における集約団地の選定基準 

112　　住総研   研究論文集 · 実践研究報告集 No.45, 2018 年版112　　住総研   研究論文集 · 実践研究報告集 No.46, 2019 年版
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13 事例が高台やそこにある知人宅，あるいは自宅で数

時間から数日待機した後に避難所に避難した。その後，

うち８事例で親戚宅への避難先を変えている。また２事

例で入院している。２事例は仮設住宅入居まで避難所で

の生活を継続し，１事例は県の事業により宿泊施設へと

移転している。避難所を利用せずに親戚宅や知人宅への

避難を続けた事例は４事例で，１事例は終始入院生活を

送っていたことが分かった。以上のように多くが最終的

な避難先を親戚宅や友人宅としており，こうした過程で

市外や県外に避難している。17 世帯中，２事例が県外，

８事例が市外へと一時期避難している。 

②H5，H6 仮設への入居経緯 

［申し込みが遅れたケース］上述したような，親戚宅（主

に子世帯宅）への避難を行った事例の中で，釜石市に戻

らず同居を選択するか，という検討が行われた事例が少

なくとも１事例確認された。その他にも病院等を転々と

するなかで申し込みが遅れた１事例，当初予定していた

住宅での居住の継続ができず遅れて申し込みとなった２

事例が聞かれた。こうした要因により仮設住宅への申し

込みが遅れ，結果的に空きの多い当該団地へ入居が決ま

ったことが分かった。 

［抽選が外れたケース］８事例で別の仮設を希望したが

外れて当該団地に入居したことが聞かれた。外れた理由

として市外出身者であること，自宅が半壊であること，

年齢が若いことなどが聞かれた。 

［平田を希望したケース］６事例で希望して平田に入居

していることが分かった。そのうち１事例は平田出身で

あること，残り４事例は体調等の関係からサポート拠点

のある当該団地を選択，あるいは行政から紹介されたこ

とが分かった。特にうち１事例は別の仮設に入居してい

たものの，体調が悪化したことで居住の継続が難しくな

り行政に相談したところ，当該仮設であればケアを受け

られ安心だという理由で転居を進められた。 

以上より，対象者のうち当該仮設を希望して入居した

事例は多くないが，福祉拠点が併設されていたことが入

居動機となった事例も確認された。一方，対象者の多く

は申し込みの遅れや抽選が外れたことにより空きの多か

った当該仮設に入居が決まったことが分かった。図４，

図５で示す対象者の出身地が多様であるのは，こうした

理由に基づく。 

4.5 住宅再建行動とその要因（図 4-1～4-3） 

 地区や再建方法の定義を図 4-2 に示し,分析を行う。 

①再建場所の選択と意思決定要因 

 18 事例中 11 事例で従前居住地区内での再建が選択さ

れている。再建場所（従前居住地区か否か）の意思決定

要因を見てみると，従前居住地区での再建を選択した事

例では従前居住地区に長く住んでいるため戻りたい，帰

らなければという責任感，お墓があるなど「地域への愛

着」に関連する要因が多いほか，できる範囲では一人で

やっていきたいなどの「自立志向」の要因もみられた。 

一方，従前居住地区外での再建を選択した事例のうち

釜石市外から市内へ移転した事例では，病院に近いなど

の「利便性」，従前居住地における行政対応などへの「不

安不満」，住宅を新築できる土地を家族が所有していたと

いった「親族支援」が要因として挙げられる。一方，釜

石地区内での周辺部から中心部への移転では，災害から

の「リスク回避」など積極的な要因のほかに，釜石地区

内で整備が早かった災害公営住宅を選択した「再建時期」

があった。また，より周辺部に向けた移動に関しては，

手続きに関する「情報不足」や「親族意向」による選択

であった。 

 釜石市は地区（行政区分）内での再建を住宅再建の基

本方針としたが，被災者自身からの発言からは「地域へ

の愛着」などを要因とした従前居住地区における再建が

基本となっていることが分かった。一方で災害からのリ

スク回避のための移転や，より利便性や行政対応を重視

した市外から市内への移動がみられた。また，手続きの

遅れなどにより乗り遅れた層が周辺部へと移動せざるを

得ない状況も明らかになった。これら移転者層の多くは

災害公営住宅へ入居しており，高齢者の移転の受け皿と

しての災害公営住宅の役割がみえる。 

②住宅形態の選択と意思決定要因 

 住宅形態は再建場所ごとに傾向が異なり，釜石地区で

は災害公営住宅が，市内周辺地区では自力再建が優位と

なる。これらは中心部とそれ以外での土地の価値の差，

土地や家に対する意識や住環境の嗜好性の他，災害公営

住宅の立地，整備時期，地区ごとの優先入居の方針とい

う復興事業による影響も起因すると考えられる。その上

で各対象者より災害公営住宅への入居を選択した要因と

して挙げられたのは「経済負担」，子どもへの負担を避け

たい，親戚に世話になるのは申し訳ないといった「親族

負担回避」，さらに市内周辺部の事例では地元リーダーか

らの誘い等の「地域意向」といった要因も確認された。 

一方，自力再建については再建のために新たに土地を

取得した事例はなく，自身または親族が所有する土地（区

画整理後の換地含む）での再建となっている。意思決定

の要因は，息子が新築したといった「親族支援」による

もの，「津波保険」によって再建資金を確保できたものな

ど，何らかの経済的後ろ盾を得た点が挙げられる。 

その他，親族と一緒に再建するなど親族の意見によっ

て促された「親族意向」や，津波に負けたくないという

「意地」などに関連する要因も聞かれた。一方，「被害程

度」が半壊や一部損壊で災害公営住宅への入居要件を満

たさなかったため，選択肢として自力再建以外を選択し

にくい層も存在していた。 

最後に，１事例のみであるが親戚宅への同居を選択し 
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計画を公表し，居住者自身が転居先を選択する方法をと

った。仙台市ではみなし仮設住宅への転居としたため拠

点団地を指定していない。また，拠点団地の選定にあた

っては，公有地である点，大規模である点，利便性が高

い点などが重視されていることが分かった。 

3.2 長期運営による課題の変化 

 自治体へのインタビューにより，仮設住宅に関わる課

題は長期運営の中で変化していることが分かった。入居

当初は断熱などの住宅性能に関する苦情が多く寄せられ

行政は追加工事などの対応に追われた。半年から 1 年ほ

どで住民間トラブル（駐車場やごみ捨てのルールなど），

２-３年すると家族構成の変化（結婚，出産，離婚，介護

の有無など）へと生活課題が変化した。こうした課題に

対しては空き室への追加入居や転居を認めるなどの対応

がとられたこともあった。また，若年世帯や自治会役員

など力のある世帯は比較的早期に再建し退去していく傾

向があることから，徐々に団地の自治活動が衰退してい

く。さらに居住者が減少することによる治安や環境維持

の課題が生じることが分かった。特に，長期仮設住宅へ

の入居を続ける世帯の中には，災害公営住宅の整備や造

成工事の完了を待つ世帯に加え，再建を決められない世

帯や家賃無償の環境をできる限り継続したい世帯など災

害弱者と呼ばれる層も含まれており，行政はそれら世帯

に対して個別の対応を行なっていることも分かった。 

3.3 小結 

 大量の仮設住宅団地の建設が要請された東日本大震災

では公有地を優先しながらも，私有地や他自治体へ越境

した仮設住宅の整備が行われた。多くの自治体では５年

を超える運営が続いたが，私有地の返却，学校の校庭開

放，復興事業用地としての活用，仮設住宅運営の効率化

などを理由として徐々に仮設住宅を解消する必要に迫ら

れたことが分かった。「集約」には多くの課題が伴い，途

中で方針転換する自治体も存在した。一方でこうした集

約の拠点，最後まで運営を続ける団地の指定は各自治体

で行っており，多くは公有地に立地する大規模団地であ

ることも明らかになった。つまり，こうした大規模で公

有地に立地する仮設住宅が最後まで「仮すまい」を支え

る器として役割を担っていたことが示唆された。 

長期にわたって仮設住宅で居住を続ける被災者の多

くは再建に関して何等かの課題を抱えた層と捉えること

ができる。４章以降は，拠点大規模団地における長期居

住者の再建への接続とそこへの支援のあり方について実

態把握と考察を進める。 

  

4.岩手県釜石市平田第五・第六仮設住宅における高齢者

の住宅再建行動とその意思決定要因 

４章以降は，岩手県釜石市を対象に，市内の拠点団地

として最後まで運営が続けられた平田第六団地（以下 H6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設）および隣接する平田第五団地（以下 H5 仮設）を対

象とする。 

本章では，当該団地で長期居住を行った高齢者を「再

建に際して何等かの課題を抱える世帯」として位置づけ

た上で，これら世帯における仮設住宅入居の経緯および

仮設住宅退去後の再建行動のパターン，さらにその意思

決定要因を把握する。このことによって，仮設住宅から

再建までの接続における課題や必要な資源について検討

することを目的とする。 

4.1 釜石市における仮設住宅の概要 

 釜石市における建設型仮設住宅団地の整備は 2011 年

４月 20 日から８月 10 日にかけて，計 66 団地 3,164 戸

が供給された。沿岸部は津波により大きな被害を受けて

いたため川沿いの市街地に内陸部へと多く立地している。

釜石市では仮設住宅の入居時に①妊婦がいる世帯，②高

齢者・障がい者がいる世帯，③子育て世帯，④４人以上

の世帯に対して優先入居が行われた。また，釜石市民が

優先されたため，市外からの被災者は，市民の入居後に

受け入れが行われた。なお，グループ入居などの団体申

し込みは行われていない。 

4.2 H5，H6 仮設の概要と位置づけ 

 H5，H6 仮設は，釜石市の中心市街地から約６km，車で

15 分ほどの距離にある。いずれも入居開始時期が釜石市

内で遅かったこと，特に H6 仮設は市内で最も整備戸数

の多い団地であったことから平田地区に限らず市内沿岸

部や市外からの入居者が多くいる点に特徴を持つ。また

H6 仮設は，コミュニティケア型仮設住宅として整備され，

ケアが必要な被災者向けのケアゾーンや地域福祉の拠点

となるサポートセンターなどが計画された。 

4.3 調査対象者の概要 

調査対象者は再建時に 65 歳以上である 18 世帯 19 名

の高齢者で，長期にわたって対象団地に居住していた

(元)居住者である。 

4.4 仮設住宅入居までの経緯注 2) 

①被災から仮設住宅入居までの避難状況 

 18 世帯のうち避難パターンについて仮設住宅入居ま

での避難状況を整理する。 

表 3-1 インタビュー対象自治体における集約団地の選定基準 
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た要因としては，息子の勧めによる「親族意向」，借家で

ある災害公営住宅を避けた「住宅嗜好」に関連した要因

が挙げられた。 

 以上のように，災害公営住宅への入居は経済的な困難，

親戚・子どもへの負担を避けたいという要因により主に

促されていた。ただしこうした消極的な要因だけではな

く，家族に頼らず生活をしたいという「自立志向」，「利

便性」，「行政対応」，「リスク回避」による従前居住地区

外での再建の選択といった積極的な選択もあり，災害公

営住宅がこうした高齢者の意思を支える存在となってい

ることが推察される。自力再建の判断については何らか

の経済的支援の存在や親族の支えなどが関係しているこ

とが推察される一方で，自らは災害公営住宅などを希望

していたが親族の意向により自力再建を選択することと

なった事例も確認された。 

4.6 再建時期の特徴 

 再建した時期は，最初の再建で 2013 年に退居・再建し

た事例 N を除けば 2015 年～2019 年と比較的遅く，中で

も 2016～2017 年に 13 事例が集中している。このように

対象世帯は仮設団地に比較的長期居住している世帯であ

り，自律的に復興事業の回避を選択しない／できない，

災害公営住宅の整備やかさ上げ・区画整理などの復興事

業の長期化という理由で長期居住せざるを得なかったと

言える。一方，仮設住宅の居心地の良さやコミュニティ 

 

から離れたくないという想いから，再建の判断を先延ば

ししていると推察される事例も確認された。 

4.7 身体機能による特徴 

 要介護認定を受けている事例のうち単身の事例で， 

情報を集められていない，再建場所の意向が持てない，

判断を長らく保留にするなど，再建行動の判断に際して

特に問題を抱えている様子が見受けられた。このように

日頃から支援を必要としており家族の支援が届きにくい

単身の被災者に対しては，意思決定上何らかの支援が求

められると考えられる。 

4.8 再建後の評価 

 次に，再建後の評価に着目する。なお，インタビュー 

時点で既に再建済みであった方のみを対象としており， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 調査対象者の再建行動と意思決定要因 

図 4-2 調査対象者の再建行動の分類と定義 
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た要因としては，息子の勧めによる「親族意向」，借家で

ある災害公営住宅を避けた「住宅嗜好」に関連した要因

が挙げられた。 
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表 5-2 サポートセンター利用者の利用概要 ートセンター利用者となっている。しかしながら，対象

者 10 名のうちサポートセンターを自発的に利用し始め

たのは３名で，７名はサポートセンターが実施していた

「巡視」の案内によることが分かった。従前居住地区が

異なり関係を築きにくい状況の中，センター側からの積

極的な働きかけが参加の動機となり，このことが交流へ

と発展していったことが推察される。 

②利用内容 

サポートセンターの利用状況をみてみると，全員が参

加しているのが介護予防教室で，その他診療所を含む多

様な目的で複合的にセンターを利用している状況が分か

る。また介護予防教室，配食，デイサービス，診療機能

については，６事例で仮設団地を退去した後もいずれか，

あるいは複数のサービスを継続している事例が確認され，

デイサービスについては退去後に利用開始した事例も存

在する（事例 I）。 

③退去後の継続利用の動機 

 仮設を退去した後にもサポートセンターの利用を継続

する理由として，仮設で築かれた交流関係を維持しよう

とする点が挙げられる。事例 H，L は退去後も対象団地の

友人宅を訪れており，事例 I，L は元居住者と立ち会える

ので中心部の大型店舗を好んで行く。こうした背景には，

再建後の生活への課題も関係していると推察される。4-

8 で述べたように，従前居住地区での近隣関係の変化（例

えば被災／未被災世帯で話が合わなくなった（事例 I，

L），すぐに噂が広まる（事例 L，O）などに基づく不満も

要因のひとつとなり，対象団地で形成されたコミュニテ

ィの継続が望まれていると推察される。 

5.3 小結 

 H6 仮設に整備されたサポートセンターは，福祉的配慮

を必要とする高齢者層に対する支援拠点として役割を果

たしたことが示唆される。健康管理に係る取り組みのみ

ならず，センターの開放やイベント開催などを通して当

初は希薄であった居住者間を繋ぐ交流の場としても機能

していたことを意味する。また，こうして築かれた関係

性を維持するために，退去者が増えた 2016 年度以降も

会場を団地外に移しながら再建先でバラバラになった元

居住者の交流の場を維持したことは，特に環境移行にお

いて課題を抱えやすい高齢者にとって孤立を防ぐ点で重

要であったと言える。 

 

6.結論 

6.1 自治体による仮設住宅整備および解消の取り組み 

対象とした各自治体では公有地（空地）を中心に仮設

住宅団地の整備を行ったが，被災度や地形の制限などに

より，学校や公園，私有地も含めて整備を行っていた。

こうした中で特に所有者の事情により土地の返還が迫ら

れる状況，学校生活への配慮から，優先的に仮設住宅団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地を閉鎖する計画を進める自治体もあり，一部の自治体

では「集約」の手法がとられた。しかしながら，集約に

伴う被災者の移転の負担や反対が強く計画変更を迫られ

る自治体の存在も明らかになった。また集約に伴い拠点

団地も各自治体で設定され，多くの自治体で大規模な公

有地が選定されていることも明らかになった。 

6.2 拠点団地（長期運営団地）の特徴 

拠点団地となる大規模な団地の傾向として，地区を超

えた多様な範囲からの被災者が入居している点が挙げら

れる。本研究で対象とした H6 仮設も規模が大きく整備

時期が遅かったことなどから地区ごとの仮設に入居でき

なかった層の受け皿となっていた。また長期運営が続く

中で入居者も徐々に大規模な造成工事を伴い復興事業完

了までに長期間を要する地区での自力再建や災害公営住

宅への入居を待つ世帯や再建の意思や目途を立てられな

い世帯が残っていく傾向にあり，特にこうした世帯には

高齢者世帯が多く含まれる。再建において課題を抱えや

すい高齢者をどのように仮設から再建まで接続するかは

重要な課題である。 

6.3 高齢者の仮設から再建までの接続 

対象とした H5，H6 仮設では，上述した通り市外を含む

多様な地域からの入居者が構成されていた。調査対象と

した 65 歳以上の高齢者の再建行動を見てみると大半が

従前居住地区での再建を選択しており，仮設団地との関

連は薄いことが示唆された。ただし，こうした選択は従

前地区の災害公営住宅への入居を優先する釜石市の方針

にも影響を受けていると考えられる。中心部出身者では

全事例で災害公営住宅に入居していた一方で，市内周辺

部出身者は多くが従前居住地区での自力再建を行ってい
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時点で仮設住宅を退去していない事例 M，P は含まない。 

災害公営住宅へ入居した事例については，釜石地区中

心部の災害公営住宅に入居した事例からは利便性を評価

する発言が聞かれた一方，釜石地区中心部以外の災害公

営住宅に入居した事例からは「中心部が良かった」とい

った評価が聞かれた。 

自力再建の事例については，こだわって自宅を設計し

た事例では満足した発言が聞かれた一方，自宅が半壊で

災害復興事業から取り残された感覚を得たことに対する

不満を発言する事例もあった。また，自力再建か災害公

営住宅かに限らず，自らの意向であるか，配偶者を含む

親族の意向であるかによって評価に差があることを聞き

取った。特に夫が従前居住地区に戻る意向を持つ一方で，

妻は釜石地区中心部の災害公営住宅を希望していたよう

な事例が複数存在している。他者の勧めによって再建し

た場合に生活評価が低くなりやすい傾向が推察される。 

加えて市内周辺部では，被災者・非被災者の混在や近

隣との物理的距離感の変化などによって従前のコミュニ

ティが変化したことに対する否定的な評価が聞かれた。 

4.9 小結 

 対象者は様々な事情により仮設住宅入居申し込みの遅

れや抽選に外れたなどの理由，福祉拠点を持つことの理

由で当該団地に入居しており，釜石市外を含む多様な地

区の出身者で構成された。 

仮設団地での生活に満足していた事例が複数確認さ

れた一方，従前居住地区での再建が基本となり仮設住宅

の存在が再建先に何等かの影響を与える結果は見い出せ

なかった。従前居住地区以外で再建した事例も，市外出

身者による市内での再建や早期再建を望んだ世帯が整備

の早かった中心部に移転するなどの事例であった。また，

一部手続きの遅れなど，高齢化や身体機能の低下に伴う

判断の遅れから望まない立地の災害公営住宅へと入居せ

ざるを得ない事例も明らかになった。 

住宅形態の選択については，中心部で災害公営住宅が

優位な一方，周辺地区では自力再建が優位で地区ごとに

傾向が分かれた。特に災害公営住宅は「経済負担」「親族

負担」を避けるための選択であった旨のコメントが多く

聞かれた。一方，自力再建は「親族支援」「土地所有」「津

波保険」など何等かの人的・物的・金銭的資源があるこ

とで一部促されていたことが分かった。 

 再建後の評価については自身が選択したか否かによっ

て満足度には差が見られ，特に介護度の高い対象者は親

族や地域住民の意向に従う事例が見られ，満足度に結び

ついていないことも推察された。こうした虚弱化した高

齢者のすまい選択の判断をどのように支えるかは重要な

課題であると考える。 

 

5.長期運営団地における福祉拠点の役割 

 本章では，H6 仮設内に整備されたサポートセンターの

８年間の活動を把握することで，長期運営団地における

福祉拠点の役割について考察することを目的とする。 

5.1 対象施設の概要 

対象とするサポートセンターは H6 仮設に整備された

生活支援業務，デイサービス，平田診療所を含む拠点で，

釜石市から委託を受けた SOMPOケア株式会社により 2011

年 8 月から 2019 年３月末まで７年８ヶ月運営が続いた。 

各活動の概要および利用者の傾向を表 5-1 に示す。時

間経過と共に利用状況が変化していることが分かる。入

居期（2011-2013 年度）には，外部団体主催のイベント

への参加が多くみられ買い物支援の利用率も高い。中間

期（2014-2016 年度）には外部団体による活動は衰退し，

センター開放の利用者が大きく増加している。退去期

（2017-2018 年度）には，特に介護予防教室の利用が増

加している。この要因として，2016 年以降再建が進み，

特に釜石市中心部の災害公営住宅に入居する世帯が多か

ったことから，中心部の公共施設へと会場を移したこと，

また対象者を団地居住者から退去者を含め地域住民へと

広げたことが挙げられる。 

5.2 サポートセンターの利用実態（表 5-2） 

 ４章で対象とした 18 世帯のうち，サポートセンター

を利用していた 10 名についてその利用実態を分析する。 

①サポートセンターの利用動機 

 4.4 で述べた対象団地への入居動機として，身体的理

由等から福祉的ケアの手厚さを述べた 6 事例全てがサポ

表 5-1 サポートセンターの活動概要と利用者割合の変遷注１）
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表 5-2 サポートセンター利用者の利用概要 ートセンター利用者となっている。しかしながら，対象

者 10 名のうちサポートセンターを自発的に利用し始め

たのは３名で，７名はサポートセンターが実施していた

「巡視」の案内によることが分かった。従前居住地区が

異なり関係を築きにくい状況の中，センター側からの積

極的な働きかけが参加の動機となり，このことが交流へ

と発展していったことが推察される。 

②利用内容 

サポートセンターの利用状況をみてみると，全員が参

加しているのが介護予防教室で，その他診療所を含む多

様な目的で複合的にセンターを利用している状況が分か

る。また介護予防教室，配食，デイサービス，診療機能

については，６事例で仮設団地を退去した後もいずれか，

あるいは複数のサービスを継続している事例が確認され，

デイサービスについては退去後に利用開始した事例も存

在する（事例 I）。 

③退去後の継続利用の動機 

 仮設を退去した後にもサポートセンターの利用を継続

する理由として，仮設で築かれた交流関係を維持しよう

とする点が挙げられる。事例 H，L は退去後も対象団地の

友人宅を訪れており，事例 I，L は元居住者と立ち会える

ので中心部の大型店舗を好んで行く。こうした背景には，

再建後の生活への課題も関係していると推察される。4-

8 で述べたように，従前居住地区での近隣関係の変化（例

えば被災／未被災世帯で話が合わなくなった（事例 I，

L），すぐに噂が広まる（事例 L，O）などに基づく不満も

要因のひとつとなり，対象団地で形成されたコミュニテ

ィの継続が望まれていると推察される。 

5.3 小結 

 H6 仮設に整備されたサポートセンターは，福祉的配慮

を必要とする高齢者層に対する支援拠点として役割を果

たしたことが示唆される。健康管理に係る取り組みのみ

ならず，センターの開放やイベント開催などを通して当

初は希薄であった居住者間を繋ぐ交流の場としても機能

していたことを意味する。また，こうして築かれた関係

性を維持するために，退去者が増えた 2016 年度以降も

会場を団地外に移しながら再建先でバラバラになった元

居住者の交流の場を維持したことは，特に環境移行にお

いて課題を抱えやすい高齢者にとって孤立を防ぐ点で重

要であったと言える。 

 

6.結論 

6.1 自治体による仮設住宅整備および解消の取り組み 

対象とした各自治体では公有地（空地）を中心に仮設

住宅団地の整備を行ったが，被災度や地形の制限などに

より，学校や公園，私有地も含めて整備を行っていた。
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地を閉鎖する計画を進める自治体もあり，一部の自治体

では「集約」の手法がとられた。しかしながら，集約に

伴う被災者の移転の負担や反対が強く計画変更を迫られ

る自治体の存在も明らかになった。また集約に伴い拠点

団地も各自治体で設定され，多くの自治体で大規模な公

有地が選定されていることも明らかになった。 

6.2 拠点団地（長期運営団地）の特徴 

拠点団地となる大規模な団地の傾向として，地区を超

えた多様な範囲からの被災者が入居している点が挙げら

れる。本研究で対象とした H6 仮設も規模が大きく整備

時期が遅かったことなどから地区ごとの仮設に入居でき

なかった層の受け皿となっていた。また長期運営が続く

中で入居者も徐々に大規模な造成工事を伴い復興事業完

了までに長期間を要する地区での自力再建や災害公営住

宅への入居を待つ世帯や再建の意思や目途を立てられな

い世帯が残っていく傾向にあり，特にこうした世帯には

高齢者世帯が多く含まれる。再建において課題を抱えや

すい高齢者をどのように仮設から再建まで接続するかは

重要な課題である。 

6.3 高齢者の仮設から再建までの接続 

対象とした H5，H6 仮設では，上述した通り市外を含む

多様な地域からの入居者が構成されていた。調査対象と

した 65 歳以上の高齢者の再建行動を見てみると大半が

従前居住地区での再建を選択しており，仮設団地との関

連は薄いことが示唆された。ただし，こうした選択は従

前地区の災害公営住宅への入居を優先する釜石市の方針

にも影響を受けていると考えられる。中心部出身者では

全事例で災害公営住宅に入居していた一方で，市内周辺

部出身者は多くが従前居住地区での自力再建を行ってい
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時点で仮設住宅を退去していない事例 M，P は含まない。 

災害公営住宅へ入居した事例については，釜石地区中

心部の災害公営住宅に入居した事例からは利便性を評価

する発言が聞かれた一方，釜石地区中心部以外の災害公

営住宅に入居した事例からは「中心部が良かった」とい

った評価が聞かれた。 

自力再建の事例については，こだわって自宅を設計し

た事例では満足した発言が聞かれた一方，自宅が半壊で

災害復興事業から取り残された感覚を得たことに対する

不満を発言する事例もあった。また，自力再建か災害公

営住宅かに限らず，自らの意向であるか，配偶者を含む

親族の意向であるかによって評価に差があることを聞き

取った。特に夫が従前居住地区に戻る意向を持つ一方で，

妻は釜石地区中心部の災害公営住宅を希望していたよう

な事例が複数存在している。他者の勧めによって再建し

た場合に生活評価が低くなりやすい傾向が推察される。 

加えて市内周辺部では，被災者・非被災者の混在や近

隣との物理的距離感の変化などによって従前のコミュニ

ティが変化したことに対する否定的な評価が聞かれた。 

4.9 小結 

 対象者は様々な事情により仮設住宅入居申し込みの遅

れや抽選に外れたなどの理由，福祉拠点を持つことの理

由で当該団地に入居しており，釜石市外を含む多様な地

区の出身者で構成された。 

仮設団地での生活に満足していた事例が複数確認さ

れた一方，従前居住地区での再建が基本となり仮設住宅

の存在が再建先に何等かの影響を与える結果は見い出せ

なかった。従前居住地区以外で再建した事例も，市外出

身者による市内での再建や早期再建を望んだ世帯が整備

の早かった中心部に移転するなどの事例であった。また，

一部手続きの遅れなど，高齢化や身体機能の低下に伴う

判断の遅れから望まない立地の災害公営住宅へと入居せ

ざるを得ない事例も明らかになった。 

住宅形態の選択については，中心部で災害公営住宅が

優位な一方，周辺地区では自力再建が優位で地区ごとに

傾向が分かれた。特に災害公営住宅は「経済負担」「親族

負担」を避けるための選択であった旨のコメントが多く

聞かれた。一方，自力再建は「親族支援」「土地所有」「津

波保険」など何等かの人的・物的・金銭的資源があるこ

とで一部促されていたことが分かった。 

 再建後の評価については自身が選択したか否かによっ

て満足度には差が見られ，特に介護度の高い対象者は親

族や地域住民の意向に従う事例が見られ，満足度に結び

ついていないことも推察された。こうした虚弱化した高

齢者のすまい選択の判断をどのように支えるかは重要な

課題であると考える。 

 

5.長期運営団地における福祉拠点の役割 

 本章では，H6 仮設内に整備されたサポートセンターの

８年間の活動を把握することで，長期運営団地における

福祉拠点の役割について考察することを目的とする。 

5.1 対象施設の概要 

対象とするサポートセンターは H6 仮設に整備された

生活支援業務，デイサービス，平田診療所を含む拠点で，

釜石市から委託を受けた SOMPOケア株式会社により 2011

年 8 月から 2019 年３月末まで７年８ヶ月運営が続いた。 

各活動の概要および利用者の傾向を表 5-1 に示す。時

間経過と共に利用状況が変化していることが分かる。入

居期（2011-2013 年度）には，外部団体主催のイベント

への参加が多くみられ買い物支援の利用率も高い。中間

期（2014-2016 年度）には外部団体による活動は衰退し，

センター開放の利用者が大きく増加している。退去期

（2017-2018 年度）には，特に介護予防教室の利用が増

加している。この要因として，2016 年以降再建が進み，

特に釜石市中心部の災害公営住宅に入居する世帯が多か

ったことから，中心部の公共施設へと会場を移したこと，

また対象者を団地居住者から退去者を含め地域住民へと

広げたことが挙げられる。 

5.2 サポートセンターの利用実態（表 5-2） 

 ４章で対象とした 18 世帯のうち，サポートセンター

を利用していた 10 名についてその利用実態を分析する。 

①サポートセンターの利用動機 

 4.4 で述べた対象団地への入居動機として，身体的理

由等から福祉的ケアの手厚さを述べた 6 事例全てがサポ

表 5-1 サポートセンターの活動概要と利用者割合の変遷注１）
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た。また周辺部出身で自力再建ができない世帯は息子宅

への同居を選択することで釜石市内での居住が継続でき

ないといった事例も見受けられた。また市外からの被災

者は市の方針により比較的利便性の低い災害公営住宅へ

と入居している。以上のような状況より，従前居住地区

ごとに再建の特徴が分かれていることが分かった。また

仮設で築かれた関係を再建の基盤とする事例はみられず，

再建行動の選択肢の多様性という観点からは課題として

挙げられる。また，仮設団地からの退去が可能な状況で

あるにも関わらず，仮設への居住を続けようとする事例

の存在も推察された。いずれも市外や市内周辺部での再

建を予定している事例であり，仮設内，あるいは市内で

の生活をできる限り継続したい欲求に基づく行動と捉え

られる。 

さらに，要介護を持つ高齢者については，自身で再建

方法を選択できず，無作為に災害公営住宅の希望を申し

込みしたこと，入居申し込みができないことで結果とし

て立地条件の悪い災害公営住宅に入居する事例がみられ

た。こうした世帯が不利益にならないような支援体制も

重要になってくると考えられる。 

6.4 高齢者の再建後の生活評価 

再建後の生活評価については，特に中心部の災害公営

住宅入居者からは利便性が高く評価されていた。自力再

建を行った事例では評価が分かれ，自らが自力再建を希

望し前向きに検討を重ねた場合には評価が高いが，特に

夫や親戚の意向に従う形で自力再建を行った事例からは

再建後の近隣関係に不満を持つ事例も複数見られた。ま

た前述したような要介護を持つ世帯は自律的な判断がで

きず，結果として評価が低い傾向がみられた。 

6.5 仮設団地での福祉拠点の役割 

入居者同士の知り合いが少ないという H6 仮設の特徴

の中，サポートセンターの巡視の際の声掛けがきっかけ

となり利用を開始する事例が多く，サポートセンターを

拠点とした関係が構築された。また長期に渡ってニーズ

が高かった活動のひとつとして介護予防教室が挙げられ，

利用者の声から途中で会場団地外へと移し入居者と退去

者が引き続き交流する場として役割を果たしたと言える。

利用者からは，仮設で築かれた関係性を維持したい旨の

発言が多く聞かれ，それを支えるひとつの支援のあり方

であったと評価できる。 

6.6 まとめ 

 東日本大震災後の仮設住宅団地の整備から閉鎖に至る

までの過程を明らかにすると同時に，長期居住を行った

高齢者について仮すまいから再建までの接続，それを支

える福祉拠点の役割の一端を明らかにすることができた。

再建にあたって課題を抱えやすい高齢者が，より自律的

な選択を行うことを支えるための課題が浮かび上がった。

８年間の仮すまいの中での変化（身体的衰え，新たに築

かれた関係）を踏まえた多様な再建の選択肢を担保する

ような仕組みづくりの必要性が確認された。 
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における利用者数は支援を利用した方の人数（対象団地の居住

者など）であり，支援者（イベントを行うために訪れた外部団

体の方や，サポートセンター職員など）の人数を含まない。診

療所の 2018 年度における利用者数は，記録が確認できた 4 月

から 7 月までの利用患者数を集計している。なお，記録が確認

できなかった巡視は入居世帯が多かった入居期から中間期にか

けて毎日約 60 戸を対象としていたことから，1 ヶ月あたり約

1,800 名の利用があったと推定される。 
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近世城下町における二元的構造と土地利用に関する研究 

―借地借家と居住者の具体的解明を通して― 

 
主査 箕浦 永子＊１ 

委員 宮野 弘樹＊２，重久 幸子＊３，八嶋 義之＊４ 

 
本研究は，福岡城下町における借地借家と居住者の具体的解明を通して，都市空間における二元的構造について社会＝

空間構造の観点から紐解いた。藩による規定のもと，武家地・町人地のそれぞれにおいて様々な貸借関係が取り交わされ

ており，階級や身分を越えたものも存在した。武家地における一種の貸借関係にあたる拝領屋敷，町人地における町人間

や武家・町人間との貸借関係に伴う町家・長屋について，借地借家の状況を検証したことにより，城下町における武家地・

町人地の領域を越えて居住者が混在していた実態が浮き彫りとなった。福岡・博多の両市中には，地理的・身分的のみな

らず多様な二元的構造が内包されていたことが明らかとなった。 

 
キーワード：１）身分的構造，２）地借，３）借家，４）土地所有，５）武家地， 

６）拝領屋敷，７）券帳，８）地主地，９）博多，１０）福岡藩 

 

STUDY ON DUAL STRUCTURE AND LAND USE IN CASTLE TOWN, EDO PERIOD 
- Through the Clarification of Leased-Rented Houses and Residents - 

 
Ch. Eiko Minoura 

Mem. Hiroki Miyano, Sachiko Shigehisa, Yoshiyuki Yashima 

This study examined the dual structure in urban space from the perspective of society equals space structure by clarifying the 

leased-rented houses and residents in Fukuoka Castle Town. Various relationships between lending and borrowing were existed 

between samurai and townspeople. And these exchange relationships exceeded the class and status of samurais and townspeople. They 

mixed beyond their designated residential areas in the castle town. It became clear that variety of dual structures not only geographical 

and identities were included in Fukuoka and Hakata. 

 

1.はじめに 

近世城下町における空間構造は，大名領主の居館（城

郭）を中心に上級・中級の家臣団の屋敷が取り囲み，そ

の周縁部に足軽屋敷や組屋敷を配置する形で武家地を形

成し，さらに防衛を考慮しながら町人地や寺社地の配置

が決められた。地方の城下町形成においては，それぞれ

地域固有の自然条件や従前に成立していた都市構造の条

件を踏まえた計画がなされたため必ずしも一様ではない。

なかでも慶長７年(1602)に築かれた筑前福岡藩の城下町

は，近世の公権力によって築かれた福岡と中世由来の博

多という二元的構造の特徴を持っている注 1)（図１-１）。 

そこで本研究では，固有の条件を背景に成立した地方

城下町の一例として福岡城下町を取り上げ，ひとつの都

市領域のなかで二元的構造を持つことが武家地・町人

地・寺社地それぞれの土地利用にどのような影響をもた

らしたのか，借地借家と居住者の具体的解明を通して明

らかにし，近世城下町の実相に迫ることを目的とする。 

福岡と博多は，石垣と桝形門によって空間的に分節さ

れたものの，築城当初である慶長 10 年(1605)の「慶長国

絵図」注 2)をみると「侍町」と表記された福岡と「博多町」

が白色で城下町として描かれており，藩が福岡・博多を

一体として城下町と認識していたことが窺える。江戸後

期までに城下は拡大したが，周縁部へと武家地を拡大し

たのみで博多部の領域は変わらなかった。 

 
図 1-1 福岡城下町の基本構造 
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