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       まち･コミ　季刊季刊 まち･コミ 2017 年 夏号

● 今月の注目記事 Ｐ１ 熊本地震活動報告　被災者に寄り添った支援 ～建物 ・ 宅地被害の聞き取り調査～

● インフォメーション ● http://park15.wakwak.com/~m-comi/

　

　第三者に対して自分の経験を話すことで、現実を冷静に見つめることができ、思いが整

理され、次への一歩を踏み出すきっかけになることが多々あります。住民一人一人の声を

大切に支援活動をしてきたまち･ コミでは今、熊本地震の被災地で聞き取り調査をしていま

す。現状をご報告します。

被災者に寄り添った支援
～建物 ・ 宅地被害の聴き取り調査～

●まち・コミの聴き取り活動

　聴き取り調査では、被災された方からお話を

うかがい、その記録を文章化してご本人にお返

しし、備忘録等に利用できるようにしています。

記録を見ることで、現状を客観的に把握し、次

への一歩を力強く踏み出していただきたいと考

えています。また、聴き取りをする地区を限定

し、同じ地区の多くの方からお話をうかがうこ

とで、地域の現状を把握し、地域や個人の課題

解決の支援にもつながるようにしています。

　災害が多発している昨今、被災地の課題は、被

災地外の人たちにとっても他人事ではありませ

ん。聴き取り調査から学べることは多く、防災

を専門とする学生らに声をかけて一緒に活動を

しています。うかがったお話の一部は、まち･コ

ミが運営する W E B サイト「被災地のつぶやき」

（http://hisaichi.seesaa.net/）で、被災現場

まで足を運べない未来の被災者等にも、状況や

思いを伝えています。

●熊本県南阿蘇村立野地区との出会い

　地震直後の 201 6 年 4 月 19 日から被災地で緊

急支援と住宅被害調査をし、神戸に戻ってから

報告会等で情報発信すると、全国の専門家の

▲聞き取り調査をしている立野地区は南阿蘇村の西端

にあります。立野地区の住民の多くは、隣の大津町に

避難しています。

熊本地震活動報告
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方々がまち･ コミとの同行支援を申し出てくだ

さって、5 月に再び熊本へ向かいました。

　専門家が支援に入っていることを知った南阿

蘇村役場の方から「被災者の不安を聞き、相談

にのってほしい」と依頼があり、役場の職員が

罹災証明を発行する横で、相談会を開くことに

なりました。

　相談会では立野地区の方々が「被害は大きい

が、なんとかして地域の仲間と再建を果たした

い」と、専門家に思いを打ち明けました。そこ

で、地区の状況を把握しようと、現地にも赴き

ました。立野地区は避難指示が出ていましたが、

一部の住民の方は自宅周辺におられ、相談会に

来られない方々の声を聞くこともできました。

後日、現地で擁壁調査や聴き取り調査をしなが

ら、コミュニケーションを図り、情報提供を始

めました。

●立野地区の被害と生活再建の今

　立野地区は、南阿蘇村の西部に位置します。

多発した土砂崩れなどにより、立野地区は３４

４世帯のうち、全壊４１戸、大規模半壊２５戸、

半壊７８戸、一部損壊１１７戸の被害が出まし

た。阿蘇大橋と、橋に付随した導水管が崩落し

た影響で、断水が続いています。4 月の地震被害

に加え、6 月 21 日の大雨によって被害が拡大し

ました。立野地区の西にある大津町に応急仮設

住宅ができ、8 月に避難所は閉鎖されました。

南阿蘇村役場は、山の安全性・断水状態・村中

心部との断絶といった状況から、立野地区は当

分の間住めない地域だと判断。被災者生活再建

支援法に基づく「長期避難世帯」にと村が県へ

申請し、2016 年 10 月 31 日に認定されました。

●「長期避難世帯」に認定されるメリットとデ

メリット

　被災したことで様々な制度での支援がなされ

ますが、長期避難世帯に認定されると、適用さ

れる制度や支援内容が変わります。具体的には、

立野地区の全世帯が、応急仮設住宅・みなし仮

設住宅への入居が可能となり、被災者生活再建

支援金・国民健康保険制度・後期高齢者医療制

度・介護保険制度については、全壊と同様の支

援を受けることができるようになります。しか

し、長期避難世帯に認定された区域内における、

自宅の新築や修理に関する支援は受けられなく

なります。

●現在の「長期避難世帯」の指定は、地域の継

続のために有効な制度なのか？

　長期避難世帯に指定されると、立野地区を離

れて住宅再建したい人は、生活再建支援金が使

えますが、補修して暮らしたい人や地区内で再

建したい人は、長期避難世帯が解除されない限

り、生活再建支援金を受けることができません。

避難生活が長期化すると、一刻も早い再建を望

み地区を離れる人が増えること、現在の住宅被

害状況を放置することでさらに被害が大きくな

り、補修費用が増加したり、住宅補修が不可能

になったり、家財道具が傷んで使えなくなった

りすることも考えられます。つまり、立野地区

で再建するという選択肢が非現実的なものにな

り、支援金の出る地区外再建を選ぶ世帯が増え

る可能性があるのです。

　もちろん、自費で建物の補修を始めている人

もいます。その一方で、補修で再建ができるか

もしれないが、今のうちに解体を申請したほう

がいいのではないかと、悩んでいる方もいます。

▲地区内で出会った方に聞き取り調査を依頼。突然に

も関わらずご自宅に入れていただき、お話を聞かせて

くださいました。

▲ 20 1 7 年 5 月の聞き取り調査参加メンバーは 8 名。

グループに分かれ、情報共有をしながら調査を進めま

した。
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　南阿蘇村は「現在、一日も早い長期避難世帯

認定解除に向けて、各種復旧を進めております。

解除後、改めてり災判定を行います」との意向

を示しています。早く安全になることを願いま

すが、聴き取りをした住民は「立野地区に戻れ

る日がいつになるのかわからない」と考えてい

る人が多いようです。

●立野の人々の声（聞き取り調査より）

『「長期避難世帯」の指定による支援はありがた

いですが、指定されることは、地区に戻れない

現実を受け入れることにもなります。私は自分

の家を補修して暮らす予定ですが、生活再建支

援金が使えないので、とりあえず屋根だけを自

費で直しました。補修費の負担は高齢であるほ

ど難しいです。けれども地域へ戻りたいという

思いも強いのです。長期避難世帯の指定が長引

くとさらに家が傷んで、金銭的負担が増えるの

ではないかと不安です。次は、負担できるかど

うか。震災直後も苦労しましたが、１年を経て

も、これだけ悩まないとはいけないとは思いま

せんでした」（70 代男性）

『屋根に張ったブルーシートは、日差しや雨で破

れるので、１年で３回くらい張り替えなくては

なりません。震災当初はボランティアさんがし

てくれて助かっていましたが、今はボランティ

アさんが少なくなり、張り替え時期を逃したた

めに、家の中が傷んでしまったという人もいま

す。補修費の補助が長期避難世帯には出ないの

で、資金の無い世帯はどうしようもありません。

もうすぐ梅雨シーズンですし、その後台風も

やってきます。家がどうなるか心配です』（60 代

男性）

『震災前は、私たち夫婦と娘、そして保育園に

行っている孫と同居していました。震災後、み

なし仮設住宅に一緒に移りましたが、行政区域

が変わり、住民票を南阿蘇村においたままでは、

孫を近くの保育園に通わせることができず、娘

と孫はすぐに住民票を移しました。私たち夫婦

は、震災前の地に戻ろうと計画をしています。

娘は、頻繁に引っ越すと保育園探しが大変なの

で、すぐには戻らないでしょう。再建しても同

居できなくなりそうです』（6 0 代男性）

『復旧のため、道路の工事が始まっています。た

だ、私の家があった土地や周りは被害がひどく、

どうなるかわかりません。土地さえ出来れば、小

さな家でも建てて、元の集落で暮らしたいと

思っています。ただ、どうなるかは土地次第で

す』（80 代女性）

『長期避難世帯になり全員が避難しているので、

地域住民と会う機会が減っています。だから、ふ

るさとに一時でも帰るきっかけづくりをしよう

と、例年やっていた山菜採りを今年も企画しま

した。しかし参加者が集まらず中止に。例年来

ていた人に理由を聞くと、震災から１年が経ち、

畑仕事をしなくなったので、足が弱って山菜採

りがしんどくなったと言っていました』（70 代男

性）

『熊本地震により、田んぼへ水が来なくなったた

め、お米をつくることができません。ただ、放

置すると雑草が生えるので、その管理はしなけ

ればなりません。隣町に避難していますが、何

度も通って草刈りをしています』（6 0 代男性）

『集落全員が避難している中でも、集落には、春

と夏には草刈り等、住民が共同してやる仕事が

あります。人が減っているので、一人でも来て

もらえるとありがたい。しかし、みんながバラ

バラになっているので、日程を連絡するだけで

も大変です』（60 代男性）

【参考】

東南海地震へ向けて熊本地震から学ぶ

～建物・宅地被害を乗り越えるために被災者に

寄り添った建築家の支援～

（大阪府建築士会　建築人　2016 年 8 月号）

http://machi-comi.wjg.jp/m-comi/news/l/

160801.pdf

▲阿蘇大橋がかかっていた山。揺れがいかに大きかっ

たかを、静かに語っています。
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「事前復興」

　～徳島での取り組み～

　まち･ コミは阪神・淡路大震災以降、災害か

らの生活再建とコミュニティー再生の支援を

してきました。その経験から、「事前復興」に

取り組みたいと思い、現在、徳島県美波町に

通っています。

●なぜ「事前復興」なのか？

　自然災害で被災すると、地域の人口が減少

し、環境が変わります。その結果、地域コミュ

ニティーが弱くなるのです。復興事業によっ

てまちは再建を果たしても、地域を運営し、

永続させるのは被災者自身であり、人と人と

のつながりを再構築するところから地域づく

りを再開しなければならず、苦労していま

す。もし、被災する前に、「どうやって命を守

るのか」「被災直後の住まいはどうするか」

「地域での合意形成をどのようにするか」「家

の再建場所をどこにするか」等を検討し、事

前に決められることは決めておけば、震災前

のコミュニティを持続されることができ、た

とえ数％であっても、今の被災地が抱えてい

る課題が、次の被災地では改善するのではと

思います。

　そのためまち・コミでは、2 0 1 6 年から、現

地に赴き、地方自治体や地域の方と共に、災

害に備える“事前復興”を推進し始めました。

関西（神戸・大阪・和歌山）、四国（徳島・高

知）等に通っています。

●徳島県美波町との出会い

　2 0 1 4 年 6 月に、まち･コミが支援に入って

いる宮城県石巻市雄勝町へ、徳島県美波町の

役場職員の方が視察に来られ、ご案内しまし

た。その後 7 月には、徳島県美波町を訪問し、

事前復興まちづくりのプロジェクトチームや

美波町自主防災会連合会で、東日本被災地の

復興の現状を講演させていただく機会を頂き

ました。徳島大学美波町地域づくりセンター

の協力も得て、継続しています。

●美波町の取り組み

　徳島県美波町は、県の南東部に位置する、

海と山に囲まれた風光明媚な漁村。過去にも

地震や台風で大きな被害を受けており、もし

東南海トラフ巨大地震が起こった場合、美波

町の海岸部にある由岐湾内地区は、震度 7 、津

波影響開始時間（＋2 0 ㎝）は 1 2 分、津波の

高さは 1 2 ｍと予測されています。

　そこで、徳島県美波町由岐湾内地区では、

2 0 1 2 年１月から「事前復興まちづくり」に着

手。「ごっつい由岐の未来づくりプロジェク

ト」と名付け、南海トラフ巨大地震・津波等

の自然災害リスクや、人口減少・過疎化・高

齢化等の社会リスクを受け止め、震災前から

復興を含めた町の将来像を共有し、復興対策

や地域活性化に取り組んでいます。

●まち・コミの関わり

　まち･ コミは美波町の事前復興推進におい

て、以下のような形で関わっています。

・講演（町民や自主防災会連合会やまちづくり団体へ）

・聞き取り調査（地域リーダーや要援護対象者等）

・避難計画や業務継続計画策定のアドバイス

（美波町由岐支所）

・「避難まつり」への参加

・外部との交流のコーディネート（熊本・東日本

の被災地など）

●今後は全国で、事前復興を進めたい

　来るべき東南海トラフ巨大地震はこれまで

にない甚大な被害をもたらすことが予想され

ています。また、豪雨災害も頻繁に起こって

おり、都市・農山漁村での備えが大切です。

　まち・コミではこれまで 2 0 年間の各種災害

復興支援の経験を活かし、全国各地で、事前

復興に取り組んでまいります。

▲ 避難訓練も楽しめればと名付けられた「避難まつ

り」。20 1 7 年 4 月 29 日に開催され、多くの住民が集

まりました。
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大 地 の つ ぶ や き

まち･コミ ne w s

■6 月3 日（土） 第46 回御蔵学校開催

熊本地震からの集落復興を考える　

～新潟中越地震の復興プロセスから見える視点～
▲2017年4月9日 御蔵学校の様子

　澤田雅浩先生（兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科准教授）を講師に迎え、勉強会を

開催します。

　澤田先生は、新潟県中越地震（2 0 0 4 年）以降、長岡造形大学准教授として、被災状況の調査

や地域の復興支援、今後の防災のあり方に関する研究や実践を行ってこられました。

　昨年発生した熊本地震の被災地にも多くの集落があり、その復興が課題になっています。

中越地震の経験の中から、今後の災害に生かせる教訓を学びたいと思います。

日 時 2017年6月3日（土） 17時～19時

講 師 澤田 雅浩 氏

場 所 まち・コミュニケーション御蔵事務局

参加費 一般1,0 0 0 円　大学生500 円　高校生無料

※資料準備のため、事前申し込みにご協力ください

　メール m-comi@bj.wakwak.com　電話078-578-1100
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まち･コミ 活動報告 3/1 ～ 5/13

ご支援ありがとうございます。3/1 ～ 5/13(新規･継続)　　           順不同･敬称略

【正会員】大矢根淳(東京都) 瀧上明(岩手県) 【賛助会員】マリリズ(宮城県) 竹内宏之(大阪府) 高森香都子(兵庫県) 大久保裕晴(兵庫

県) 池田浩敬(静岡県) 佐藤正子(宮城県) 木村尚子(兵庫県) 岡上達也(兵庫県) 松薗祐子(神奈川県) 大久保泰良(兵庫県) 森山正和(兵庫

県) 大橋良雄(愛知県) 高宮城幸雄(兵庫県) 大崎修二(高知県) 伊藤亜都子(兵庫県) 桜間裕章(兵庫県) 紅谷昇平(大阪府)  山本健一(兵

庫県) 池田寛(香川県) 山王直子(東京都) 近藤民代(兵庫県) 藤村晴彦(兵庫県) 熊田俊郎(東京都) 平田隆行（和歌山) 荒木正昭(熊本県)

梅淳(宮城県) 坂戸勝(東京都) 【購読会員】株式会社山田工務店(兵庫県) 藤本一雄(千葉県) 松山幸子(兵庫県) 河喜多勝(熊本県)

荒木正昭(熊本県) 【寄付】阿部花子(宮城県) 田中辰夫(熊本県) 紅谷昇平(大阪府) 斉藤賢次(兵庫県) 赤松愛子(兵庫県) 佐藤正子(宮

城県) 河喜多勝(熊本県) 宇都彰浩(宮城県) 堀井秀知(徳島県) 佐々木好志(宮城県) 【協力】株式会社兵庫商会(神戸市) 味六亭(宮城県

石巻市)

 会員種別

【賛助会員】

当法人の事業を、会員として賛助してくださる方

年会費：5,000円（学生3,000円) 総会議決権：なし

【正会員】

当法人の目的に賛同し、ご入会くださる方

年会費：10,000円 総会議決権：あり

※入会申込書のご提出をお願いしております。

【購読会員】

当法人発行の「季刊まち・コミ」購読希望の方

年会費：3,000円 総会議決権：なし

会員募集中！
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 認定 特定非営利活動法人

 ま ち ･コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

事務所　〒653-0014

兵庫県神戸市長田区御蔵通5-211-4-101(みくら５)

TEL　078-578-1100 ／ FAX　078-576-7961

東北出張所　〒986-0859

宮城県石巻市大街道西1-14-101味六亭 相澤様方

e-mail　m-comi@bj.wakwak.com

URL  http://park15.wakwak.com/~m-comi/

■編集後記　ゴールデンウィークに熊本地震の被災

地を訪問。不安の声がある中でも、前向きに生きる

たくましさが感じられた調査でした。(戸)

3/1【地域支援】徳島県（美波町由岐支所）

業務継続計画づくりアドバイス

3/5【勉強会】第44回御蔵学校（講師：麦

倉哲氏）

3/9【研修受入】関西国際大学留学生

3/10～16【復興支援】東日本被災地視察・

交流（神戸・東北・学識経験者）

3/11【地域支援】雄勝町・女川町と徳島県

美波町との交流（インターネット中継）

3/12【勉強会】復興法制度の今とこれ

から～陸前高田の事例から～（講師：

瀧上明弁護士）

3/14【研修受入】下関市議会 市民連合

3/14【復興支援】復興まちづくり視察・交

流（岩手県宮古市田老町）

3/15【勉強会】一人ひとりを大事にす

る生活再建支援を考えよう（講師：吉

江暢洋弁護士）

3/16【研修受入】神奈川県議会

3/17～19【復興支援】熊本行き／熊本被災

地調査・被災者へ生活再建情報提供

3/19【震災学習】観音寺お参り

3/24【研修受入】国土交通省・関東の大学

院生

3/25【地域交流】出石市民農園

3/29【研修受入】広島大学工学研究科

3/31～4/4【国際交流】東日本・神戸の専

門家の台湾復興まちづくり視察・交流コー

ディネート

4/9【勉強会】第45回御蔵学校（講師：柴

田祐氏・丸野健雄氏）

4/11【研修受入】大邱市（韓国）ボラン

ティアセンター

4/18～28【復興支援】東日本行き

4/29【地域支援】避難まつり（徳島県美波

町）

4/30【地域交流】出石市民農園

5/3～5【復興支援】熊本地震　生活再建調

査・情報提供

当団体への 賛助会員年会費と ご寄付は、

寄付金控除等税の優遇措置の対象です。(正会員と購読会員は含まれません)

※認定N P O 法人への寄付者に対する優遇措置です。

　さらに活発な活動を行うため、会員を募集し、 資金

面でのご支援をいただいています。

　また、会員は１年更新とさせていただいています。

現在会員の方も時期がきましたら、更新をお願いいた

します。（期限は「季刊まち・コミ」郵送時の封筒の、

宛名ラベルに記載していますので、ご確認ください。）

 お振り込み先

名称 特定非営利活動法人まち･コミュニケーション

【郵便振替】

口座番号 ００９５０－３－４２７８８

【三井住友銀行・長田支店】

普通口座 ７６６９６２３

◎ご寄付もよろしくお願いいたします◎

ホームページからバックナンバーをご覧いただけます
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