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本日お話ししたいこと
1.山田町の野田村での復興支援調査活動：「寄り添う」カタチの多様性

• 山田町：生死を分けた30分から出発する

• 野田村：復興まちづくりシャレットワークショップ

2.東京における事前復興まちづくりの経緯

3.事前復興まちづくりの意味として，感じていること．

(1)東京の事前復興まちづくりの中で，これまでの到達点を踏まえ，取り組んでおくべきこと

(3)事前復興まちづくりの方法論として

• 「被災地に寄り添う」とはどういうことか．→常駐タイプと定点タイプ

• 「都市防災」と「コミュニティ防災」というフレームの再構築

　　　→単にスケールの問題だけではない．



岩手・宮城の津波被災自治体と山田町の位置
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岩手県山田町について
＜山田町の被害＞

　・2011/3/1時点で，人口18,634人，世帯数6,699世帯．

　・1980年の25,321人をピークに減少傾向．

　・人的被害：死者723人，安否不明者55人（8/29時点）

　・住家被害：全壊（流出）2,789棟（45.7%）．

　　（山田町全体で住家建物棟数は6,101棟）

　・大津波警報の遅れ（3mから10m以上への訂正／気象台）

　・停電に伴う防災無線の停止．

＜専門家合同調査団による調査結果から＞

　・2011/6月と2011年7月末．

　・200名の山田町の住民に対面インタビュー調査．
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Aさん、60代女性

わかめ加工場
で仕事中

自転車で
自宅へ向かう．

途中，船を出していた
旦那の様子をうかがう

自宅に寄り
貴重品を持
って高台へ
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自宅にいた

本家に位牌
を預ける

自宅に一度戻って
から高台へ

Bさん、60代女性
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明治三陸
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Cさん、60代男性
自宅から車を高台へ
その後自宅へ戻り妻と
歩いて高台へ避難(Cさん)

3.11津波

治三陸

チリ津波
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Case study of preliminary actions for 
recovery planning in Noda-town from the 

Tsunami 

Seoul-Tokyo Joint Seminar 2011 in UOS
27 September 2011

市古太郎（Taro ICHIKO）
Associate Professor, TMU
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About Noda Village
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救出救助，避難生活 仮住まいと生活再建 すまい，なりわい，まちの復興

3月
3.11以降

4月

5月

6月

7月

8月

9月

野田村の発災からの経緯(Chronicles after the tunami)
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野田村 Sharett workshop executive system

Team 北リアス played a core role for our collaboration
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Programs for 野田村 Sharett workshop
･Preparing: as possible as 
we can.

･Intensive two days work

･Program
    fieldwork, 
    esquissei, 
　 group work,
　 presenting session,
　 night party
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Presentation ideas
田中里奈（首都大）　　水上小紀子（首都大）
酒井勇人（工学院大）　猪股希美（八戸高専）
村上早紀子（弘前大）

コミュニティを利用した
　　　　　にぎわいが広がる村

３班

“人々の交流から生まれる村づくり”

　

３つの提案

・愛宕神社の鳥居は村内でも目立つ存在。
・３月１１日の津波で流されず、内部への被害を軽減さ
　せたことからも、復興のシンボルとなりうる。
・「ふれあいの道」では、震災による死者への追悼や鎮魂
　イベントである祭りを行う。
・海へと繋がるこの道で海ともう一度向き合うことで、死者
　に対する鎮魂と共にうみに対する畏敬の念を新たに抱く
　場とする。
・福井県高浜市の住宅で行なわれた祭りを参考に。
・出店にお客さんが集う従来の祭りではなく、道にテーブ
　ルを並べ、住民が料理を持ち寄って食事や会話を楽し
　む住民主体の祭りを想定。

１. ふれあいの道

・商店街で住民が花を飾ることを推奨し、花を育てる人・
　見る人が花で繋がる通りとする。
・現在も鳥居に面する通りはプランター等で飾られてい
　るが、のだばしは何も無いので、のだばしの柵に自由
　にプランター等を飾る事が出来るようにする。
・花で色鮮やかに通りを飾ることで、明るい復興のイメー
　ジを演出したい。

２. 花の道

３.高台公園

←花の道→
↑
ふ
れ
あ
い
の
道
↓

鳥居

20m

国道 北リアス線高台公園

３. 高台公園

28



居住地縮約型復興のフィージビリティ
1.居住地縮約型復興が可能となる集落：大沢，大浦
•人口減
•緩傾斜斜面がある．
※それでも，土地の購買・権利変換は難しい

2.避難行動（リードタイム）を見込んだ空間デザイン
•リードタイムの想定はほぼあたっていた．
•地域の方同士の懸命な支え合い（事前の検討があったから）

3.平常時／非常時の空間デザイン
•平常時から使われる避難通路，避難施設

4.地域連携型コンパクト：野田村
•1960年から人口減
•久慈，八戸との生活圏的，文化圏的ネットワーク



Chronicles of urban disaster-prevention planning in Tokyo
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建造環境整備重視
Focused on Improvement of 
Building Environment

地域のエンパワーメント重視
Focused on Group Empowerment

都市のスケール
Urban Scale

Since 1960’s
Urban × Redevelopment 
project

地区のスケール
District Scale



Disaster Prevention Base Project (1969～)

Big projects
Safety evacuation space for vulnerable area
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テキスト



Developing fire-proof route (1997～)

Big projects
Safety evacuation space for vulnerable area
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Chronicles of urban disaster-prevention planning in Tokyo
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建造環境整備重視
Focused on Improvement of 
Building Environment

地域のエンパワーメント重視
Focused on Group Empowerment

都市のスケール
Urban Scale

Since 1960’s
Urban × Redevelopment 
project

地区のスケール
District Scale

Since 1980’s
District × Improvement 
Project



Rehabilitation projects for disaster prevention (1981～)
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Rehabilitation projects for disaster prevention (1981～)
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Chronicles of urban disaster-prevention planning in Tokyo
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建造環境整備重視
Focused on Improvement of 
Building Environment

地域のエンパワーメント重視
Focused on Group Empowerment

都市のスケール
Urban Scale

Since 1960’s
Urban × Redevelopment 
project

地区のスケール
District Scale

Since 1980’s
District × Improvement 
Project

   After 1995～
   District × Community 
   Empowerment



Vulnerability districts in Tokyo

･Weakness for

   Seismology Grand Shaking 

   Extended Fire

Don’t metabolize by market base
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Planning problem after the event

at 西宮市役所 (3.16.1995)

･Conflicts between municipal 
office and residences 

･Loss of time

･Non-creative
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Fig. 1 Carried out locations of community-training program for post-disaster 

Community-training program preparing for long-term recovery



経過時間 　　　地域生活再建　　　　　　　　　　　　都市復興 各回標準的な訓練テーマ 対応する訓練手法
0時間 　　　地震発生！　　　まちも大きな被害を受ける！

3日後

１週間後

1ヶ月後

3ヶ月後

6ヶ月後

1年後

救出救助／広域避難

避難所開設／運営

まちの被害把握

地域復興協議会設置

避難所閉所

時限的市街地建設

時限的市街地運営

建築制限

地域協働復興に
向けた体制づくり

東京都復興方針

市区都市復興方針

復興まちづくり
提案検討

地区復興まちづくり計画策定　　

再建よろず相談会

　第1回
　復興の視点でまちを見る

　第2回
　避難所から復興を考える

　第3回
　時限的市街地：地域に
　留まって復興を進める

　第4回
　まちの復興計画を提案する

手法1：復興資源点検まちあるき

手法2：訓練用被害想定作成

手法3：住まい再建ロールプレイング

手法6：仮設の住まいデザインゲーム

手法7：仮設の商店街デザインゲーム

手法8：仮設のまちデザインゲーム

手法4：復興問題トレーニング

手法9：復興まちなみイメージづくり

手法5：復興なんでも相談会

手法10：住民による復興方針づくり

手法11：訓練成果アーカイブス

復興プロセスと震災復興まちづくり訓練の構成



首都大チームで開発してきた復興訓練手法
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・復興プロセスを共有する

・復興に向けた事前準備
　を考える



仮設の住まいデザインゲーム
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Making an action handbook after the training
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堀堀切切地地区区  
震震災災復復興興のの進進めめ方方のの手手引引きき  

骨子(案) 
この骨子案は、今後、地域で堀切地区の震災復興の進め方を検討する際に、

たたき台としてご活用いただくために作成されました。 

葛飾区堀切地区，復興まちづくり模擬訓練を踏まえたまちの復興手順書
首都大G（吉川仁さんチーフ），マヌ都市建築



葛飾区堀切地区の復興手引き（復興協議会設立手順）



　　　　　大屋根型バンブーと親子　　　　　　　　　　　骨組み膜型バンブー　　　　　　　　　

　　　　　ヴォールト型バンブー　　　　　　　　　　　　　屋台型バンブー　　　　　　　　　


