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団バラック内に居住した。（財）同潤会は、主として集
団バラックに居住する被災者を対象に、小住宅完成ま

本報告は完成したものではない。この報告のねらい

での中間施設として仮住宅の長屋を6 ヶ所に計2,160戸
を供給している1）。

や構成に基づいて、残された3年間に様々な調査研究を
積み重ね、研究として完成させることを筆者たちは意

また、第二次世界大戦時の戦災の場合、当時の政府

図している。以上の構想を踏まえ、現時点では本報告

にはとても仮設住宅を供給する力はなかった。

を研究ノートとすることとした。

⑵ 阪神・淡路大震災の経験

Ⅱ．研究のねらい

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、当
初多くの被災者は近くの学校や公園・緑地などに避難

本研究では、①2004年10月23日に発生した新潟県中

し、ついで県や市町村によって供給された仮設住宅に

越地震の被災地の一つである山古志村（当時）の住民

居住した。その後は自力で住宅を建設もしくは賃借す

が半年間から3年間に亘り避難生活を送った仮設市街

るか、あるいは罹災者用の各種の公的アパートに入居

地・長岡市陽光台団地の生活実態を明らかにすること、

するなどの経緯を辿った者が多かった。震災後には多

②陽光台団地の事例調査に即して仮設市街地の有効性

数の仮設住宅が供給されたが、仮設住宅は入居希望者

を明らかにすること、③仮設市街地の計画条件を明ら

（世帯）毎に個別対応で供給され、従前は地縁的な関係

かにすること、を研究の目的とする。

のなかった住民が混合居住することとなった仮設住宅
団地では、コミュニティの結束も弱く、少なからぬ高
齢者の孤独死が発生し社会問題となった。一方、復旧・

Ⅲ．仮設市街地をめぐる状況

復興のまちづくりにあたっては、従前の居住者と連絡
がとり辛く、行政やまちづくりの推進者は大きな不便

⑴ 仮設市街地の歴史

を強いられることとなった。

⑶ 諸外国の経験

日本の近代において屈指の大震災である1923年9月
1に発生した関東大震災では、東京・横浜を中心に約
465,000戸の住宅が滅失した。被災者は旧住宅敷地に自

一方、諸外国に目をむけてみると、1999年8月～ 11

力でバラックを建設・居住したり、公園、学校あるい

月に発生したトルコ大地震や2008年5月12日に発生した

は神社仏閣の境内などに応急施設として建てられた集

中国四川大地震では、結果的に仮設都市が建設されて
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いる。四川大地震では、住宅のみならず、学校や病院、

の努力もあって、①従前の集落単位の集団入居がなさ

地方公共団体の庁舎なども大規模に被災し、仮設住宅

れたこと、かつ大字・小字といった人間関係が重視さ

や各種の公共施設が一体として建設されるケースも多

れた住戸配置・住戸配分となったこと、②各団地には

かった。これに対し日本の場合、公共施設は従前の地

それぞれ集会施設、ディケアセンター（集会所内に設

で補修の上供用され、仮設住宅は地区外の大規模な空

置）、農地、が配置されたこと、また団地内の空地で菜

地に建設されたため、単なる仮設住宅群が供給される

園づくりも容認されたこと、③村役場や既存のスーパー

ことになりやすかった。

マーケットは、団地の近隣（遠くても1.8Km）に配置さ
れたことが特筆される。また、山古志中学校や保育所
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⑷ 仮設住宅をめぐる議論

も既存の小・中学校や保育所の一部を活用し、山古志小・
中学校、保育所として開設された。保育所は仮設団地

阪神・淡路大震災の経験から、被災者の従前の居住

に比較的近接していたが、小中学校は遠隔地にあり、

地から離れた地に公的な仮設住宅を供給する方式は評

各々送迎バスやスクールバスが運行された。このよう

判が悪い。少なくとも仮設住宅団地に従前のコミュニ

にこの事例は単なる仮設住宅団地の域を超え、初歩的

ティ（地縁社会）を尊重した集団入居方式を導入する

ながら仮設市街地といえる空間・生活であった。なお

ことが一つの合意とされた。

住 戸 は1DK:55戸、2DK：383戸、3K：194戸 の3タ イ プ

一方、個別に仮設住宅を供給する方式については様々

計632戸であり、家族規模に対応して供給され、大家族

な可能性が言及されている。住宅が破損された旧敷地

には2戸隣接して供給されている。

を含め、被災者が用意した敷地に公的な仮設住宅を供
給しても良いのではないかとの提案もある。公共が個々
人の財産形成に関与することになる、2年間の使用期
間を目処として供給される仮設住宅の管理が難しいと
いった問題点も存在するが、「被災者生活再建支援法」
の改正もあり、必ずしも机上の空論とは言えないと筆
者たちは考えている。

⑸ 中越地震の事例
中越震災では新潟県内で3,460戸の公的な仮設住宅が
供給された。被災地は農山村部が多かったため、全村
避難となった山古志村を除いては、仮設住宅群にはお
互いに顔見知りの人々が入居することが多かった。山
古志村の場合、数百世帯の入居が予想され、かつ仮設
住宅団地が3 ヶ所に建設・供給されたこと、また関係者

図1 仮設団地模式図（センターから陽光台まで約1.8km）

表1 仮設住宅建設一覧表

市町村名

団地名

建設場所
（略称）

所在地

敷地面積
浄化槽
㎡

青葉台団地 青葉台 青葉台2-1-24
16,969.81
陽光台団地 陽光台 陽光台4-1757-18 68,000.00
山古志村
新陽団地
新陽
新陽1-17
28,661.50
合計
113,631.31
注：1DK（6坪）：単身用

2DK（9坪）：2 ～ 3人用

なし
なし
なし

3K（12坪）：4 ～ 5人用
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型別戸数※
受水槽 1DK 2DK 3K
集会所
合計
6坪 9坪 12坪
都市ガス
15
69
43 127
1
都市ガス
30 191 106 327
3
都市ガス 受水槽
10 123
45 178
1
55 383 194 632
5
ガス

6人以上の家族には2戸を供給

駐車場は1台/1戸
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Ⅳ．陽光台団地の計画と生活

⑵ 仮設住宅

⑴ 陽光台団地

仮設住宅（正式名称は応急仮設住宅）は災害救助法
に基づいて自治体によって供給される公的住宅で、2年

陽光台団地は長岡市から西へ約15Kmに位置する旧地

間の使用を原則とし家賃は無料（光熱費は有料）である。

域振興公団が造成した長岡ニュータウン内に立地して

陽光台団地では3タイプが供給され、家族のタイプに応

いる。規模は約6.8ha、住戸数は327戸である。震災で被

じて型別供給がなされた。住宅は寒冷地仕様の鉄骨系

災した山古志村民を対象として、青葉台団地、新陽団地、

のプレハブ住宅で、基礎は松抗であり、ガス、上下水

陽光台団地の3団地が既存の青葉台住宅地を囲む形で建

道を完備している。
震災前の山古志村の住宅は、お正月やお盆に息子や

は種苧原地区住民、陽光台団地には竹沢地区、東竹沢

娘が家族と共に帰郷することを前提にした大規模な農

地区、南平地区住民が入居している。陽光台団地には

家住宅が多く、かつ気密性や断熱性への配慮は不十分

上述した3地区住民が入居したが、更に細かく旧字毎に

であった。そのため、高齢かつ小規模な家族の冬の生

グルーピングされ、従前の住戸の立地関係や親族関係

活はストーブを囲み、専ら茶の間と台所からなる限定

まで考慮して住戸が配分されている。この住宅配分業

した空間で営まれていた。それに対し仮設住宅は狭く

務は、山古志支所（2005年4月1日に山古志村は長岡市

はあるが、食寝分離が可能な近代的な間取りであり、

と市町村合併したが、当初は基本的には旧村役場が山

エアコンが整備され、断熱性能も確保されていた。車

古志支所にスライドし、長島村長は長岡市復興管理監

椅子利用者や要介護者のいる世帯にはバリアフリー対

に就任した）が担当した。

応もなされており、小規模ではあるが住みやすい住宅

0

図2 陽光台団地の配置図
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として居住者の反応も好意的であった。ただし、一年

住宅の転用が難しかったことなどもあって、理髪店が

目の冬期にはひどい結露で悩まされたケースが多かっ

例外的に認められたに過ぎなかった。

た。この仮設住宅は地域性を配慮し、2.0mの積雪荷重

旧山古志村の住民は高密度な陽光台団地に居住する

を想定して発注されており、玄関には風除壁も設置さ

中で、都市施設やコミュニティ施設が整備された都市

れていたが、この冬は陽光台でも最大1mを超す積雪に

的な住生活をエンジョイすることができた。また集会

見舞われ、一部住戸では施工の不備から漏水も生じた

所では様々な情報が提供され、全国から寄せられた慰

かと推測される。しかし結露がひどかった最大の理由

問品の配布もここで行われた。集落の再建や住宅再建

は、ストーブの上にやかんや鍋を載せ、室内に洗濯物

に関わる会議や打合せも集会所で行われた。集会所は

を干すといった山古志の冬の生活と一定の気密性をも

常に開かれていて茶湯のセルフサービスも可能であり、

ち、防寒仕様の2重カーテンを設備した仮設住宅とのミ

ディケアセンターが付設されたこともあって、集会所

スマッチと思われる。仮設住宅の住まい方が会得され

は住民の憩いの場であった。更に集会所にはボランティ

た2年目の冬以降は結露被害は少なくなっている。なお、

アセンターの職員が常駐し、いつでも住民の相談にのっ

暖房便座がついた洋式水洗便所はきわめて好評であっ

ていたことも特筆される。

た。

震災前の山古志において住民は、専ら自家飯米用（親
族への贈答を含む）に棚田を耕作し、自分の宅地内や

⑶ 陽 光台団地の土地利用計画とコミュニティ

その近隣の畑で菜園を営んでいた。陽光台においても、

施設計画

長岡市によって住宅地の側に「いきがい健康農園」と
名付けられた菜園地が提供された。1ロット100㎡で住

陽光台団地の土地利用計画では、積雪への対処が重

民は希望に応じて菜園地の配分をうけ耕作を行った。

視され、通路幅員は6m（通常4m）かつ道路はアスファ

また住棟周辺の空地や道路脇で野菜や花を栽培する住

ルト舗装され、推雪場が設置された。団地内には集会

民も少なくなかった。土地はやせていたが、屋外で作

所が設置され、集会所の奥にはディケアセンターが設

業するこの農的生活は住民相互のコミュニケーション

けられた。警察の駐在所も団地内に設置された。直線

の機会となった。農園の利用者相互間で生産物の贈答

距離で約1.8Kmに位置する青葉台住宅地のセンターには

が行われたが、仕事が忙しかったり、病弱で農的生活

近接してスーパーマーケットも存在した。山古志村に

に参加できない世帯にも多くの人々から収穫物がプレ

は商店やレストランは少なかった。関係者は仮設住宅

ゼントされたという。

を転用して商店などを設置したいと要望したが、仮設

写真1 仮設住宅団地内の菜園

写真2 いきがい健康農園の耕作活動
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⑷ 陽光台団地の生活を支えたソフトな諸条件

るが、全世帯が加入していたわけではなく、保険金額
にもばらつきがあった。しかしこの分布の実態は公表

以上述べたように、陽光台団地では従前の山古志の

されていない）。

生活やコミュニティを継承すべく、様々な空間計画や

山古志の復旧・復興にあたっては物的に整備された

施設計画がなされた。それと共に、この仮設住宅団地

仮設住宅の意義は大きかったと推測されるが、上述し

の生活を支えたソフトの条件があったことを強調して

た3つのソフトな条件があったことに留意したい。

おきたい。

⑸ 陽光台団地での生活

第一に村民や集落の人々みんなが、一緒に仮設住宅
団地に入居したという安心感が挙げられよう。震災後

陽光台団地での生活に対する住民の評価は高い。住

が、長岡や新潟県下の他市町村に住む息子や娘と一緒

民のほとんど全員がある種の懐かしさをもって陽光台

に住むことを選択した世帯は少なかった。第二に山古

の生活体験を語ってくれる。今日でも地域復興生活支

志村では、長島村長を中心とする村当局によって「山

援員（旧山古志災害ボランティアセンター職員）が企

古志に帰ろう」のスローガンの下、全村復帰の方針が

画する陽光台バスツアーは住民に大変に人気があり、

明示されており住民としては生活再建の方針が見えて

仮設住宅跡地や健康農園跡地を訪問した後、当時利用

いたことも挙げられよう。第三に農協の建物更生保険

したスーパーマーケットに寄って買物する行事がある

たて こう

（通称建更）の支払いが柔軟に運用され、また土砂崩れ

種定例化している。

の被災家屋、河川による浸水や水没家屋に対して砂防

避難生活当時、山古志に早期帰村した住民（地区に

工事用地や河川用地、道路用地の補償が適用されたこ

より帰村の時期が異なった）を除き、陽光台団地から

ともあって、当面の生活が保障された世帯が多かった

積極的に他地域へ転出した住民が少なかったことは特

ことも特筆されよう。農協の建物更生保険は積み立て

筆される。被災地の住民の以降調査では山古志に帰り

式の損害保険であるが、都市部の損害保険と異なり震

たいとした住民は90％を超えていた。現時点では原村

災による被害や雪害も保険の対象とされている。山古

復帰率は65％であるが、筆者たちはよく戻ったと考え

志の場合、冬期の全村避難と相まって地震と積雪の複

ている。また山古志に早期帰村した住民からも、陽光

合被害で全壊した住宅のケースでは、震災で1/2、雪害

台団地の生活の方が良いから戻れないかという問い合

で1/2、合わせて全額の支払いがなされており、建物更

わせも少なくなかったという。

生保険による支払いは1戸あたり平均1,500万円にのぼっ

筆者たちは山古志住民が陽光台団地の生活体験を通

たという（建物更生保険への加入率は高かったとされ

じて、小規模ながらも近代的な小住宅居住を体験し

写真3

写真4

仮設住宅団地屋外での生活風景
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たこと、高密度居住とコンパクトな都市的生活を体験

された。陽光台団地には壊滅的な被害を受けた6集落を

したことの意義を強く評価したいと考えている。また

含め被害の大きかった地区の住民が居住していたこと

内田は長岡市中山間復興住宅検討委員会の会長として

もあって、2007年12月まで居住を続けた住民も少なく

長岡市の要請に応え、小規模ながら断熱性の高い近代

なかった。結果的に旧山古志村に帰村した住民は1,406

的な中山間地型震災復興住宅を提案し、このモデルは

人、震災発生当時の人口2,168人の約65％であった。

災害公営住宅に適用され、民間の自力建設住宅のモデ

⑵ コミュニティの当面する問題

ルとしても採用された。全壊や中規模損壊の住宅でも

PROJECT 2

損壊した住宅を建て起こして再建する事例も少なくな
かったこと、家計的に余裕があって大規模な住宅建設

中山間地域に位置する山古志村は、被災以前から人

を志向する世帯も少なくなかったこと、モデル住宅の

口の減少・高齢化が進行していたが、被災後の人口は

提案（特に実物のモデルの建設）が若干タイミングを

2/3に減少し、高齢化率は40％を超え、小字レベルで

失したことなども相まって公営住宅は39戸、モデル住

みるといわゆる限界集落も続出している。住民の高齢

宅の採用は20戸内外に止まったが、居住者のモデル住

化にともない、要介護の家族をもつ世帯も増えており、

宅への評価は上々であり、これには陽光台団地での生

介護サービスは社会福祉協議会が担っており、一部で

活体験の影響が大きいと筆者たちは考えている。

はこぶし園も進出している。しかし地区が分散して立

また陽光台団地での生活の評価が高い理由として、

地しているため、特に積雪期には介護サービスの提供

従前のコミュニティを継承した住戸群の空間的なグ

は困難をきわめている。

ルーピング、高密度な団地計画もあって山古志支所や

従来から産業としての農業は成立していないが、自

集会施設、スーパーマーケットが身近に配置された施

家飯米用の棚田耕作や蔬菜づくりは盛んであり、今日

設計画、「いきがい健康農園」に代表される農的生活の

でもこの生活スタイルは変わっていないが、耕作放棄

保証などが挙げられよう。それと共に、集会施設では

されている棚田や畑が増えている。コミュニティによ

いつでもボランティアセンターの職員が住民の生活相

る農道や農業の水路の維持・管理は難しくなっている

談にのるなど、団地の生活全体が社会から暖かいまな

と感じられる。山古志の産業としては、錦鯉の養鯉業

ざしで見守られていたというソフトな条件が存在した

は相変わらず盛んであるが、震災を機に小規模な業者

ことを改めて強調しておきたい。

は淘汰されたこと、錦鯉の鯉ヘルペスへの対応が難し
いことなどの理由で比較的大規模な専業業者のシェア

Ⅴ．山古志帰村後の課題

が増大している。震災後、民宿や食堂の経営も増えて
はいるが、若い家族では夫や妻が長岡市街地や小千谷

⑴ 山古志帰村の経緯

市街地に通勤するケースが多い。この場合、先祖伝来
の家・土地が山古志にあるので、山古志に居住してい

2004年10月23日に発生した地震の後、山古志村は被

るとも言えよう。いずれにせよ、かつての農村共同体

害が甚大でかつ周辺地域から孤立したこと、大規模な

に根ざしたコミュニティは弱体化し、特に世帯数の少

余震が相次いだこともあって、山古志村当局により全

ない「限界集落」は消滅の危機に瀕している。

村避難指示の決定がなされ、この全村避難は翌2005年4

⑶ コミュニティの共同生活

月の雪解けまで延長された。なお、壊滅的な被害を受
けた6集落は2007年3月一杯まで避難指示が延長されて
いる。2006年10月末には山古志小学校、同中学校が再

中山間地域では高齢化にともない車を運転できなく

建開校され、住民の帰村が促進された。そして2007年

なった家族にとって、公共交通の保障が大きな課題と

12月に帰村式が開催され、同時に仮設住宅団地も閉鎖

なる。山古志では震災以前村の補助で成りたっていた
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過疎バスは廃止され、現在はコミュニティバスが運行

の集落の再編・統合は将来的には不可避との意見で一

されている。しかし以前に比べサービス水準は低下し、

致していた。しかしまずは原状復帰を原則とし、生活

都市部の医療機関や山古志支所で行われる保健・医療

の安定を待って集落の再編・統合を図る他はないこと

サービスに出向くのが難しくなっている。日用品の購

もまた了解されていた。

入には大型のマイクロバスの車体を利用した移動販売

山古志の集落の再編・統合にあたっては、住民個々

車が各地区へ週2回ずつ巡回しており、最低限の水準は

人の生活設計が重要な課題となろう。しかし、高齢化

確保されている。しかし長岡市街地や小千谷市街地へ

による小規模な「限界集落」の出現やコミュニティの

の買い物にあたっては、交通の便が問題となろう。

弱体化が表面化してきた現在、地域の余力があるうち
に集落の再編・統合を行い、新しい社会・文化を築き

かけ（安否確認）を積極的に行っているが、高齢者人

あげることが緊急の課題となっている。震災後の仮設

口が増えるに従い買い物などの代行は難しくなってい

市街地での生活体験を集落の再編・統合という難題解

ると思われる。公道の除雪は行政によってほぼ完璧に

決にあたって、どのように役立てていくか注目してい

行われているが、高齢者世帯の屋根の雪降ろしや落雪

きたい。

の処理や公道へのアプローチの雪堀は既にコミュニ
ティでは担えなくなっており、有償で民間の業者（建

Ⅵ．結びにかえて

設業者や養鯉業者）に依頼するシステムに移行してい
る。集落にある神社は震災を機に再建もしくは大規模

⑴ 長 岡市陽光台団地の事例調査のさらなる展

に修繕され参道も整備されたが、維持管理は今後の課

開にむけて

題である。

⑷ 集会所をめぐって

長岡市陽光台団地の今日までの事例調査を通じて、
①仮設住宅団地における住民の生活実態の解明、②山

仮設住宅団地での生活を体験した住民からは、他人

古志村の復旧・復興にあたって仮設住宅団地の有効性

と会うことが少なくなってさびしい、字の集会所は勿

とその生活体験の果たした役割の考察、③仮設住宅団

論、集落の集会所もいつもは鍵が掛かっており、仮設

地や仮設市街地の計画において留意すべきいくつかの

住宅団地の集会所のような役割を果たしていないと

条件の整理、などを試み、一定の成果を挙げた。筆者

いった声があがっている。現在、山古志支所に隣接す

たちはこの延長線上で研究の深化を追求したい。

る旧村民会館内には、地域復興生活支援員の手によっ

⑵ 仮 設 市 街 地 の 汎 用 性 と 建 設 の 可 能 性 を め

て「茶坊主」と称するサロンが設けられ、震災及び復旧・

ぐって

復興にかかわるビデオや写真、書籍を見ることが可能
であり、湯茶の用意もなされている。また支援員によ
る生活相談も行われている。しかし現在の集落・小字

大規模な災害後、特に大震災後において、仮設市街

といった分散居住では、高齢な住民が日常的にこの種

地の計画にあたっては様々な考慮が必要となろう。災

のサービス提供を受けるのはほとんど不可能であろう。

害の様態、被災した地域の特性（大都市市街地、大都
市郊外の市街地、地方都市、農村漁村）、山の手・下町

⑸ 集落の再編の検討

といったコミュニティの状況によって仮設市街地の有
効性やその計画内容も変化しよう。また、廃校となっ

震災後、復旧・復興に関わったまちづくりプランナー

たRC造の校舎の活用、倉庫や体育館、場合によっては

や農村計画プランナーの間では、暗黙のうちに山古志

空ビルを仮設住宅にコンバージョンできないかといっ
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た検討も必要であろう。
陽光台団地の場合、長岡ニュータウン内に基盤整備
済みの広大な未利用地が存在したという好条件に恵ま
れた。しかし一般的にはこのような条件に恵まれるこ
とは少ないと思われる。事実、中越震災の場合も他の
仮設住宅群や仮設住宅団地は、基盤整備がなされてい
ないJRの操車場跡地や学校の校庭に建設されている。
大都市の内部市街地が被災した場合、仮設市街地を

PROJECT 2

どこに建設し得るかは大きな課題である。今後、阪神・
淡路大震災や中越震災の他の仮設住宅団地を調査・研
究し、考察を深めていく必要があると筆者たちは考え
ている。

【補注】
1）

住宅規模は建坪6坪（店舗用には1.5坪～ 2坪の土間を付設）、
家賃は市内7円、市外5円（店舗向住宅は各々 12円と10円）
とし、屎尿の汲取料、電灯料1燈分、水道料は（財）同潤
会が負担している。また、住宅地には福祉施設として託
児所、授産所、浴場、診察所などを設け、訪問事業など
のサービス提供も行っている。当初の予定では仮住宅は
1924年3月末日で全部を撤廃する予定であったが、結果的
には住宅は立地している町村または社会事業団体に寄贈
した。またできるだけ早期に処分するため、寄付が受託
されない場合は居住者に交付または売却することも可能
としたが、居住者に同潤会が直接交付または売却したケー
スはなかったと思われる。町村に寄贈された住宅地は、
後に不良住宅地区に変容した例も知られている。

【参考文献】
宮澤小五郎編（1942）
『同潤会十八年史』非売品，
『復刻版』
（1993）
青史社．
仮設市街地研究会（2008）
『提言!仮設市街地―大地震に備えて』
学芸出版社．
内田雄造（2008）「旧山古志復興をモデルとする中山間地振興
の研究のねらいと主要課題」『福祉社会開発研究』1，89
－92ページ
内田雄造（2008）「震災被害の実態と復旧・復興の課題」『福祉
社会開発研究』1，93－98ページ
三井所清典・内田雄造・佐藤滋（2007）「山古志は中山間地の
モデルとなるか？―創造的復興の軌跡と展望」『新建築住
宅特集』（11），新建築社，140－143ページ
内田雄造（2006）「山古志の住宅・住環境の復興にむけて」『長
岡市中山間地型復興住宅検討委員会報告書』新潟県長岡
市，1－8ページ
内田雄造編（2006）「まちづくりとコミュニティワーク」部落
解放人権研究所・解放出版．

124

