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第２章　ソフト面からの取り組み−１　

ナショナル・レジリエンス向上のための
国土再編と防災対策

Reorganization of the population and activities nationwide to reduce   
the damages caused by natural disasters

Summary
　Large number of Japanese population resides in the areas where 
scientists alert the high possibility of huge earthquakes to happen. 
To keep the life safe and reduce the economic losses, the author 
proposes to move some of the social and economic activities to 
safer areas in Japan. The universities in local cities must be 

equipped with better student dormitories and allow young 
generation to concentrate more in their studies instead of being 
engaged in part time jobs. We need to prepare the temporary 
living spaces for the people in Tokyo who may lose their houses by 
the anticipated huge earthquake.
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１. はじめに
　日本学術会議は、土木工学・建築学委員会「大地震に対
する大都市の防災・減災分科会（和田章委員長）」の 3 年間
に渡る検討成果を踏まえて、2017 年 8 月、提言「大震災の
起きない都市を目指して」１）を発表した。筆者も委員とし
て参加させて頂いたので、本稿では提言の内、筆者が担当
させて頂いた箇所を中心に紹介させていただきたい。また
都市住宅学会 2017 年夏号にて、「近年の大震災における仮設
住宅の教訓と今後の課題について」２）を企画させて頂く機
会があったので、その概要についても触れることとしたい。
２．災害リスクの少ない国土に再編を
　日本学術会議の提言では、建築構造の技術的課題だけで
なく、居住、活動のための適地の選択、人口集中、機能集
中の緩和、留まれる社会、逃げ込めるまちの構築など国土
計画、都市計画の課題についても、改善策を提案している。
　東京、名古屋、大阪などわが国の大都市の多くは堆積盆
地に立地しており、地震や津波などの自然災害に対して脆
弱な地域に多くの国民が生活している。人口や社会経済活
動、政府機能などの多くが、今後 30 年以内に大地震が起き
る確率が高いとされる地域に集積しているため、大地震に
備えて対策が進められているとはいえ、首都直下地震、東
海地震、南海トラフ巨大地震等が発生した際には、国民生活、
経済活動が損なわれ、場合によっては世界経済にも大きな
影響を与えかねない。これまで、あまり厳しい都市計画規
制を行うことなく、軟弱地盤の土地に高密度に集積した建
築群を建設してきたが、減災のためには、まず我が国の都
市の立地から見直すべきではないか。静岡県では、居住と
社会活動の拠点を中・長期的に内陸部へ誘導する「内陸フロ
ンテイア」に取り組んでいるが、災害脆弱性を認識して、必
要ならば都市単位での広域移転にも取り組むべきであろう。
　東京への人口集中は、戦後の高度経済成長における地方
からの人口移動が影響しており、明治初期における日本の
総人口に占める東京の割合は数パーセント程度であったと
される。ロンドン、パリの人口が、英国、フランスの総人

口に占める比率は十数パーセントであるが、1950 年頃は、
東京の人口が日本の総人口に占める比率も同程度であった。
ドイツやイタリアの首都、ベルリンやローマの人口が総人
口に占める比率はわずか数パーセント程度である。総人口
の 3 割近くが首都圏に集中する日本の状況は、集約による
効率化を越えるリスクを抱えているのではないか。海外の
再保険会社はかねてより、東京・横浜の自然災害リスクを
世界の都市の中では突出したものと評価している。災害発
生時における日本全体の持続可能性を高めるためには、過
度な人口集中や機能集中を是正し、国全体に都市機能をバ
ランス良く再配置することを考えなければならないと思う。
　もっとも地方の活性化を促進するためにも、東京への過
度な集中を改めることが、これまでに幾度となく求められ
てきた。地方創生に関する政策の一環として、国の機関の
地方移転が進められているが、まだ緒についたばかりであ
る。民間企業の本社を経済活動の中心地、東京から遠隔地
に移転させることはハードルが高く、まず国の機関の地方
移転を進めるべきである。そのためには国と地方の役割分
担や、行政と議会の関係なども抜本的に見なおさなければ
ならない。地方分権を進め、国会対応のあり方など行政機
関の仕事の方法を見直して、内閣官房などの限定した政府
機能のみを東京に立地させ、他の多くの政府機関は政令指
定都市などに分散配置すれば、民間の経済活動の地方移転
も促進されて、ひいては国全体の災害リスクを分散させる
ことにつがるのではないだろうか。
　筆者は折に触れて学生達になぜ東京の大学に進学したの
か尋ねてみることにしているが、若い人の東京志向は相当、
根強いものがある。スポーツをするため東京の大学に進学
したと述べた学生もいる。何に挑戦するにも、東京の持っ
ている魅力は大きい。その結果、地方の大学は進学を希望
する学生が減少し厳しい経営環境にある。しかし米国をは
じめ、世界のトップクラスの大学の多くは地方に立地し、
学生はキャンパス内の学生寮に住み、勉学、スポーツに時
間を有効に使っている。通学に時間がかかり、生活費が高
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どのような対応をし、何が課題として残ったのかを、報告
していただいた。その上で、懸念されている首都直下地震、
東海、東南海、南海トラフ巨大地震に対して、今、どのよ
うな対策を進めておられるのか、関係する自治体関係者や
研究者の方に、現状を解説していただいた。
　元国土交通省住宅局長の橋本公博氏は、ご自身が経験さ
れた大震災における仮設住宅建設の経験を踏まえて、柔軟
な発想による検討は平時にこそ行うべきで、災害が発生し
た後は、現場は決まったことを行うだけで精一杯だったと
述べられている。
　震災発生当時、岩手県建築住宅課総括課長だった大水敏
弘氏は、仮設住宅の建設だけでなく被災者の生活再編につ
なげるための対策、例えば福祉的な支援やコミュニティの
形成促進、バスなどの交通手段の確保、日用品の買い回り
等の生活の利便性の確保も重要だと述べている。今後は避
難所を早急に解消するという仮設住宅の使命を踏まえつつ、
居住性に配慮した仮設住宅の建設と災害公営住宅に近い中
期的な活用、仮設住宅団地の複合化など生活利便性の確保、
避難所の劣悪な環境を是正するための対策など、部局間や
官民の連携による総合的な対策が必要だと提言されている。
　宮城県土木部住宅課長として仮設住宅の建設に当たられ
た角田正雄氏は、災害救助法に規定される応急修理制度の
重要性を指摘されている。宮城県では約 24 万棟の全・半壊
の住宅の中には応急修理により住み続ける事が可能な住宅
が相当数あったが、制度の周知不足や小規模で手間のかか
る修繕工事が敬遠されたためか、円滑に進まなかったとし、
その経験から、今後、制度改善と事前準備を行うことを要
望されている。
　角田正雄氏が指摘するように、災害時に求められる応急
建設仮設住宅やみなし仮設住宅の必要数を減らす努力は非
常に重要である。耐震改修を促進すれば、必要となる仮設
住宅の戸数は確実に減少する。首都直下地震では火災によ
る被害が想定されており、感震ブレーカーの設置や、初期
消火に成功することによって、人命・財産の損害が大幅に
減少するという予測が示されている。仮設住宅の必要数を
減らす施策のほうが、事後的な復旧、復興施策より、費用
対効果は大きいに違いない。
　都心の事業用施設の耐震性は年々、向上しており、地震
が起こった際、事業用施設を円滑に、一時的な居住の場と
して活用できるように、今から検討すべきである。とりわ
け東京都心に立地する大学は敷地も広く、大規模な教室な
どを保有しているので、関係機関が協議をし、災害発生時
に速やかに利用できるよう、対応しておくべきと思う。

いためアルバイトに時間を費やすことになりがちな東京に
住むのではなく、せめて学生時代は地方に住み、充実した
時間を過ごせるように、国全体で見直していくことも重要
ではないだろうか。
３．災害発生時の対応、仮設住宅が抱える諸課題
　減災のためには、社会インフラや建築物の耐震性を確保
し、地震時に破損せず、地震後もその機能が毀損されるこ
とがないように対応することに加えて、災害発生後、被害
や混乱が小さくなるよう、適切な避難、火災の防止、帰宅
困難時の連絡や滞在場所の確保など、社会的な側面での対
策も重要である。大災害発生時には、被災者による自助、
地域住民による共助、国や自治体による公助などを連携さ
せることが望まれる。地域特性に即した防災教育の充実や、
公的機関、民間企業、地域住民の連携を図ることなど、平
時からの協力関係の確立と訓練が欠かせない。
　万一、首都直下地震や南海トラフ巨大地震が発生した際
は、膨大な数の住宅が不足すると予測されており、居住施
設の安定的供給が大きな課題になっている。東京には応急
建設仮設住宅を建設する用地はほとんどなく、空き家を活
用し、みなし仮設住宅にて対応することが政府の方針にな
っているが、震災直後に活用できる空き家の数はどの程度、
存在するのか心配になる。
　兵庫県南部地震以降、新潟県中越地震、東北地方太平洋
沖地震をはじめ、直近の熊本地震まで大地震が続いており、
その都度、応急仮設住宅は被災者の生命、生活を守るうえで、
大きな役割を担ってきた。被災者は一時避難場所、広域避
難場所、避難所での緊急避難的な生活の後、仮設住宅に移
り住むが、復興住宅の完成までに時間がかかるため、仮設
住宅での生活は長く、時に数年に及ぶこともあった。仮設
住宅は災害救助法の制約があり、住戸規模が狭小で、断熱
性能や遮音性能などの建築性能も低く、長期間、生活する
には苦労が多い。入居者は高齢者が多く、コミュニティの
維持の面でも課題が多いとされる。一方で、大震災直後の
サプライチェーンが破壊された状況下において、短期間に
大量の施設を建設することが求められるため、住宅生産事
業者や地元自治体などには、これまで大きな負担がかかっ
ていた。国、地元自治体、住宅生産事業者、賃貸住宅経営者、
ＮＰＯなど関係者の尽力のもと、これまでの震災では困難
に立ち向かい、何とか窮状を乗り越えてきたが、地震ごと
に被災の状況が異なり、仮設住宅に求められる要求は千差
万別であり、今後の改善策も求められている。
　筆者は、都市住宅学会誌 2017 年夏号にて、「近年の大震
災における仮設住宅の教訓と今後の課題について」と題し
た特集を企画させて頂いた。都市住宅学会誌では、これま
での大地震時において仮設住宅に関わる業務を担当された
方に執筆を依頼し、地震発生時にどのような困難があり、
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