
地図にみる現代世界

１　はじめに

　東北地方太平洋沖地震が2011年３月11日14時46分に発

生した。地震のゆれは長く激しかったが，建物の倒壊・

破損などの被害やそれによる死者・行方不明者の発生は

比較的少なかった。しかし，地震による海底地形の大き

な変化で生じた巨大な津波が東日本の太平洋沿岸に数十

分以後に押し寄せ，沖積平野などの低平地に立地する集

落などを破壊した。被災の概要を東日本のおもな都道県

で比較すると，太平洋に面さない県では被害が小さかっ

たことから（表１），その後の福島第一原子力発電所の

事故による放射線災害を除くと，東日本大震災はおおむ

ね巨大な津波に起因する広域での激甚な大災害であった

ことがわかる。

　東日本大震災の発災当日，津波から逃げて生きのびた

人々は，家族の安否を気づかいながら避難所で寒さにこ

ごえた。そして，遺体の捜索や被災家屋のかたづけなど

を行いつつ応急期の避難生活を乗り越え，復旧期に応急

仮設住宅（以下，仮設住宅）での暮らしを経て，地域や
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個人で差があるものの，５年が経過した2016年３月時点

で「終の棲家」としての災害公営住宅などに多くの被災

者が引っ越しつつある。本稿では，三陸沿岸の津波被災

地で，筆者の故郷である岩手県宮古市に注目して（図１），

復旧期の仮設住宅での生活を中心に被災者や被災地の変

化，「復興」に向けて現在抱える課題や必要な取り組み

などを解説したい。

２　岩手県宮古市での仮設住宅供給の概要

　災害救助法とのかかわりで「全壊」などで自宅を滅失

した被災者には，あらかじめの協定にもとづき，プレハ

ブ建築協会「規格部会」建設のプレハブ系の仮設住宅が

岩手県から供給された。しかし，東日本大震災では想定

以上の戸数が必要とされて「迅速な供給」が間に合わず，

住宅メーカー中心の「住宅部会」などからも異なるタイ

プの仮設住宅が供給されることとなった。宮古市では，

数か月の避難所などでの避難生活を経て，2011年６月か

ら仮設住宅での暮らしを始めた方々が多い。仮設住宅は，

学校地や公園など，市や県の公有地など62地区に2010戸

建設され，約3900人の被災者が2011年８月までに入居し

た。本稿では，宮古市の中心市街地を取り囲む九つの仮

設住宅団地に注目する（図２）。

表１　東日本大震災の発災による被害の概要

死者
（人）

行方不明者
（人）

全壊
（戸）

半壊
（戸）

北海道 1 4

青森 3 1 308 701

岩手 4,673 1,124 19,597 6,571

宮城 9,541 1,236 82,999 155,129

秋田

山形 2

福島 1,613 197 15,171 79,032

東京 7 15 198

茨城 24 1 2,629 24,369

栃木 4 261 2,118

群馬 1 7

埼玉 24 199

千葉 21 2 801 10,152

神奈川 4 41

全国 15,894 2,561 121,805 278,521
警察庁緊急災害警備本部広報資料（平成28年３月10日）より筆者が作成

図１　岩手県宮古市での津波による浸水範囲
国土地理院HP「浸水範囲概況図⑥」「地理院地図」より作成
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３　プレハブ仮設での室内気候

　被災地区に隣接して７棟45戸が建設された「Ｃ仮設住

宅団地（以下，Ｃ仮設）」には，近隣の被災者を中心に

44世帯が移り住んだ。2011年冬季に建物外側からの断熱

材の補強工事が行われたものの，阪神・淡路大震災で供

給されたものとほぼ同じ「規格部会によるプレハブ系の

仮設住宅」で（写真１），鉄筋や鉄板が多く建材として

使われているために，住宅部会などが供給した仮設住宅

よりも断熱効果に乏しかった（図３）。そのため，冬季

に石油ストーブやエアコンなどの暖房を使用しても，暖

房がある居間とないトイレでの部屋間の温度差が大きく

なり（図４），かつ部屋の上部空気が暖かく下部空気が

低温のままの室内気候がつくられた。

　プレハブ系仮設住宅のこのような室内気候は，仮設住

宅入居後の閉じこもりがちな生活，運動不足，思った通

りに自宅再建できないストレスなどと複合的に関係して，

とくに心筋梗塞や脳梗塞などの病歴をもつ高齢の住民の

健康に大きな影響を及ぼしたものと思われる。宮古市で

2014年夏季までに亡くなられた仮設住民は少なくとも49

人おり，このうち心筋梗塞や脳梗塞などで「病死」され

た方は36人が確認されている。なお，多くの方々につい

ては「震災関連死」が認められていない。

　プレハブ仮設は，災害時に供給される仮設住宅の基本

タイプであるが，上記の冬季の室内気候に加えて，夏季

には「熱中症」にかかわる温湿度環境を発現させやすい。

対策として，長期的には断熱材の補強や鉄系でない建材

の使用など「建物としての改善」が必要であり，短期的

には健康にかかわるハザード（潜在的な危険性）の存在

を入居者に事前に知らせる必要がある。なお，口永良部

島噴火災害で屋久島に建設されたプレハブ仮設では，こ

のデータにもとづきハザードを入居者にあらかじめ知ら

せ，夏季入居時から「熱中症」対策に各自で取り組んで

もらい，一定の予防ができた。

４　仮設住宅での生活と人間関係の変化

　海岸から約４㎞内陸で郊外の高台に計11棟50戸が建設

された「Ｇ仮設住宅団地（以下，Ｇ仮設）」では，Ｇ仮

設に入居した被災者の被災した自宅（従前地）からＧ仮

設までの道のりは平均約15kmであり，４km，６km，

18km，26kmなどの四つほどの集団に分かれる（図５，

以下２図次頁）。宮古市宮古地区，金浜地区，田老地区，

山田町などの被災者が混在しており，仮設住民は顔見知

りがほとんどいなかった。また，平均年齢約48歳（2012

年時点）で，自動車を運転できる相対的に若い人が入居

し（図６），仕事中心の生活で，仮設住宅を日中不在に

図２　宮古市中心市街地周辺で調査した仮設住宅団地
国土地理院HP「ウォッちず」より作成。震災前

写真１　建設中の「Ｃ仮設」2011年５月16日撮影

図３　仮設住宅タイプ別での冬季１日の平均室温変化
Ｊ仮設（住宅部会），Ｅ仮設（地域枠），Ｃ仮設（規格部会）。高橋・
岩船（2015）より一部改変
なお，J仮設は図２の範囲外西側に位置する。
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図４　プレハブ仮設住宅での冬季１日の部屋別室温変化
高橋・岩船（2015）より一部改変
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する住民の割合が多かった。それでも，入居当初，互い

に協力しようとする思いがあり，60〜70代の女性を中心

に談話室で「お茶っこ（お茶飲み会）」などが行われ，

住民の融和が図られた。

　しかし，ここから仮設住宅一般の傾向として紹介する

が，2012年以降から談話室の利用は特定の住民に限られ

るようになっていく。人間誰でもある相性や長引く仮設

暮らしでのストレス等に起因する衝突なども生じて，

個々に友好な人間関係の範囲が狭まっていった。そして，

仮設住宅内で世話人的な役割を果たしていた「経済的に

自宅再建可能で相対的に若い人」などが仮設住宅から早

期に徐々に引っ越し，仮設住民の人数も減少し，かつ自

治会の機能も少しずつ低下していった。その結果，高齢

者を中心に「孤立」が多くなっていった。

　このような人間関係の変化については，「生物的な縄

張り意識」や「災害でのこころの動き（図７）」などが

関係したものと思われる。また，被災して自宅や家族を

喪失した方々は，慢性的なストレスを抱えており，かつ

イライラしやすい傾向にある。とくに，人生の晩年を迎

えている高齢者は，健康的にも経済的にも自身の生活の

維持で手一杯な人が多く，他者を支援する余裕がほとん

どない。被災地での人間関係のほころびをつむぎ合わせ

るには，単発的なボランティアなどでは明らかに難しく，

ともに暮らせる心身ともに余裕がある若者の支援が必要

であろう。しかし，日本全域の地方に共通する過疎や少

子高齢化の現実とも真っ向からぶつかり，子どもなどが

戻って老いた被災者を支えることはかなり難しい。

５　被災者の生活空間と身体活動

　宮古市中心市街地を取り囲む九つの仮設住宅で（図２，

前頁），集会所などに集まった住民70人（男16人，女54人，

年齢39〜87歳）から日常生活での移動行動についての聞

き取り調査を行った。その中で，移動の基本で身体活動

がともなう「徒歩」による移動行動164例では，片道２

㎞未満の距離（道のり）の目的場所への事例が大半を占

め，より近距離の場所を目的地とするものが多かった（図

８）。とくに0.1㎞未満では，回答にあった「近所でのこ

まごまとした用事」以外にも，日常生活で家の外に出る

行動として，ごみ捨て，草花への水やり，洗濯物干しな

どがあり，事例数はより多くなるものと思われる。

　また，徒歩以外にも，自転車，バイク，車などの移動

手段ごとに事例を分析した（表２）。全体として，約１

㎞をめやすに徒歩以外を選択する傾向にあり，片道20〜

25分以内での移動行動が大半を占めることなどがわかっ

た（表３）。そして，身体活動がともなう「徒歩」や「自

転車」での最大値は，体力がある仮設住民による平地で

の事例が反映されたものである。また，「高台」の仮設

住宅では，「坂」や「階段」が移動の障害となり，とくに「自

転車」の利用が減り，かつ距離も短くなる傾向にある。

　なお，徒歩以外の移動手段を選択するめやすとなる「約

１㎞」は，活動量計で計測した「仮設住民の日常生活で

の１日あたりの平均歩行距離約２㎞」つまり「片道距離

換算で約１㎞」という結果と調和的であった。
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図５　Ｇ仮設入居者ごとの自宅から仮設住宅までの道のり
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図６　Ｇ仮設での「年齢」構成

図７　災害での「こころの回復」の過程
東京都福祉保健局HPなどから筆者が作成
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６　個人の意思と「コンパクトシティ」

　以上の調査結果より，仮設住民に健康生活を送っても

らうための対応として，2013年時点で次を提言した。

　仮設住宅での生活の中では，多大なストレスと運動機

能の低下などによって「閉じこもり傾向の高齢者」が確

かな数で存在することから，「集会所対応」以外にも「個

別対応」が必要である。しかし「個別対応」にもマンパ

ワーの確保や支援者との相性等との関係から限界があり，

高齢者が気軽にふらりと外出できる「ご近所環境」の再

生にも重点をおくべきである。仮設住民が抱えるストレ

スは，従前地の住環境や家族の喪失等が根本的な原因で

あり，慢性的で簡単に解消されるものではない。したが

って，高齢な被災者を孤立させずに心身の健康を保たせ

るには「住環境」の視点も大事で，彼らの体力に応じた

「行動圏：住居（≒仮設住宅）から道のり最大１㎞以内」

で「とくに500m以内，さらに100m以内」のできるだけ

近い場所に商店や花壇，墓等「人間関係を厚くできる何

か」がさまざまに点在していることが望ましい。

　上記は，仮設住民の身体活動の実態にもとづく健康生

活の維持かつQOLの保持という観点からの見解であり，

被災者が今後移り住む災害公営住宅などの周辺でも意識

するべき根本的な原則を有している。

　現在，防災集団移転事業などで「高台」に居住域が拡

大し，津波で破壊された被災地区では家屋がまばらなま

まである（図９）。かつ震災後からの被災地外への人口

流出と自然減も継続して，被災地では総人口の減少と被

災地区での人口密度の低い状態が続いている。また，新

たに造成された「高台」への入居者の大半は壮年以上で

あり，体力的に徐々に衰えながら，数十年後には高齢者

となる。「高台」の「終の棲家」での自動車運転免許返

納後の彼らの生活を想定すると，移動の障害である「坂」

や「階段」に悩まされ，自宅に閉じこもりがちな生活を送

る可能性は否めない。早期に対応を考えるべきであろう。

　そもそも，現在の災害復旧復興対応の方向性は，前述

の「日本全域の地方に共通する過疎や少子高齢化」の課

題解決につながる「コンパクトシティ」などの施策に反

する方向でなされている。都市計画や地域計画は「若い

視点」で「健康で元気な人間の活動」を前提につくられ

る傾向が強かったが，今後地方の生活者の大半が高齢者

となる現実を考えると，東日本大震災での「対津波対策」

を主題とした「復興」対応の先にあるものとして，「平

常時に行われてきた施策・政策」との整合性を図り，長

期的に種として人間が存続できる「持続的な社会」の存

立をめざすべきであろう。

本稿は，トヨタ財団「2012年度研究助成プログラム東日本大震災対応政
策提言助成プロジェクト：復興公営住宅の住まいづくりとそれを取り巻
くまちづくりへの提言（D12-EA-1017）」にもとづく。

図９　宮古市市庁舎周辺の市街地（津波後）
国土地理院HP「地理院地図」より作成
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図８　「徒歩」での移動行動における距離ごとの頻度

表２　聞き取り調査で得られた移動手段の回数

手段 回数 特　徴
・徒歩 164例 身体活動，移動の基本
・自転車  51例 身体活動，「少し遠くへ」
・バイク  33例 燃料代，「楽に遠くへ」
・車 197例 燃料代，「快適に遠くへ」
・バス  46例 運賃＋少しの身体活動
・タクシー  13例 高額運賃＋ドア to ドア

表３　移動行動における手段ごとの距離と所要時間

手段 距　離 時間
・徒歩 ２㎞以内（500m以内多い） ～25分
・自転車 500m～５㎞ 10弱～25分
・バイク 1.5㎞～６㎞ 10弱～20分
・車 １㎞～８㎞ ５弱～20分
・バス ２㎞強～ ７弱～20分
・タクシー １㎞～４㎞ ５弱～10分
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