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被災地の今を知り、災害に備えよう

～コロナ禍の被災地は、今どうなっているか？～

       まち･コミ　季刊季刊 まち･コミ 2020 年 冬号

● 今月の注目記事  Ｐ１  被災地の今を知り、災害に備えよう ～コロナ禍の被災地は、今どうなっているか？～　

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

　

　認定 NPO 法人まち ・ コミュニケーション （以下、 まち ・ コミ） では、 被災地の現状を調査し、 災害に負けな

い社会をつくるための模索してきました。 情報化社会、 少子高齢化の今は特に、 情報へのスムーズなアクセス

と、 それぞれの状況に応じて人に頼ることが大切だと実感しています。

　今年度はコロナウイルス感染防止対策をした上で、 前号で報告した、 令和２年７月豪雨の球磨川流域のほか、

令和元年の台風 15 号、 台風 19 号 （東日本台風） の被災地を訪問し、 視察調査や情報交流、 ノウハウ移転

をしました。 そこで今号では、 コロナ禍の被災地の現状を報告し、 災害に負けない社会について考えてみたい

と思います。

■なぜ、被災地の状況を長年伝えつづけているのか？

　理由は、 過去の災害において被災者がどのように

暮らしのを再建したかを知っておくことで、 自分が被

災した場合にどうすればいいかイメージでき、 それが

災害の備えになるからです。 被災した後にすべきこと

を知っている被災者は比較的スムーズに再建できたの

に対し、 知らないことで苦労している被災者を多く見て

きました。

　現在のコロナ禍で、 避難時の分散避難等の重要性

が伝えられています。 災害直後だけではなく、 復旧 ・

復興の時期においても、 人と人とが会えないことによ

る情報不足、 復興事業等の社会的活動が滞ることが

あり、 様々な問題を抱えている被災者がいます。

　コロナ禍前、 一昨年の関西空港の橋に船がぶつ

かった台風 21 号でも、 豪雨災害の頻繁化、 激甚化、

そして地域の高齢化が、 住まいの再建を困難にして

いました。 ひとたび災害にあえば苦労すると思われる

方が、 読者の皆さんの周りにもいるのではないでしょ

うか。

▲まち･ コミ主催のオンライン勉強会には、毎

回数十名の参加があります。
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　昨今はコロナ禍もあり、 被災地以外では、 災害後の

動きがニュースになることがほとんどなく、 被災地の現

状を知る機会が減少しています。

　そこでまち ・ コミでは、 「季刊まち ・ コミ」 で視察報

告するとともに、 「オンライ勉強会」 にて被災地の方や

被災地の調査研究をしている方、 支援に入っている

方を講師に学ぶ機会を作っています。

■今、被災地で何が起こっているのか？

○台風15 号　鋸南町（千葉県）

　台風から１年を経ても、 応急処置でブルーシートを

かぶせたままの屋根が見受けられます。 理由は、 高

齢による資金不足や後継者の不在、 近年の建設業

者の減少による工務店不足等があります。 様々で複

雑な要因が直したくても直せないという問題を生じさせ

ています。 屋根が傷んだ家は、 中でカビが発生した

り、 空き家の場合は今後の台風等で周囲に被害を与

えるかもしれないという課題があります。

【参考】

・ 残る爪痕、 被災家屋の復旧続く 台風 15 号直撃か

ら 1 年 館山の富崎地区 （房日新聞 2020 年 9 月 8 日）

http://www.bonichi.com/News/item.htm?iid=13687

・ 建物被害甚大の千葉南部　修繕に時間　コロナ禍追

い打ち　（産経新聞 2020 年 9 月 8 日）

https://www.sankei.com/affairs/news/200908/

afr2009080013-n1.html

・鋸南復興アクセラレーション

https://kyonanacceleration.org/

○台風19 号　丸森町（宮城県）

　市街地と山間部がある丸森町。 山間部では、 ２～

５カ月もの間、 孤立した集落もありました。 災害から１

年を経ても、 電柱が横に倒れたままで電線が大人の

身長ほどの高さを通る風景があります。 また、 がけ崩

れ等で、 個人が山から引いている水道が被害を受

け、 断水したままの住まいがあります。

　10ヶ月経った今年の 8 月、  ほとんどの人が市街地

や周辺の市町村に転出し、 ひっそりした集落もありま

す。 そこに住む人の想いには、 大変複雑です。

【参考】 丸森 ・ 筆甫地区の主要道寸断、 今も通行止

め　地区外再建を選ぶ住民も （河北新報 2020 年 10

月 12 日） https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/

202010/20201012_13025.html

■来年は月に一度を目標にオンラン勉強会を開催

　備えるためには知ることが大事です。 そこで、 まち ・ コ

ミでは、 オンライン勉強会で始めています。

　来年は月に一度を目標に開催していきます。 開催情報

は、 季刊まち ・ コミやメールニュース、 インターネットで発

信します。 現在メールニュースが届いていない方は、 メー

ル （m-comi@bj.wakwak.com） に登録希望のご連絡

いただけると情報をお送りします。 ぜひご登録を！

★勉強会の動画を配信中！★

①豪雨水害の被災地から～熊本県球

磨川流域の状況～ 【講師】 柴田祐教

授 熊本県立大学環境共生学部

https://filmuy.com/machicomi/video/441792091

②台風19 号から1 年　宮城県丸森町の被災者は今 ～生

活再建支援から見える被災者の機微～ 【講師】 菅野由香

理氏 （地域支援団体 Connect Feelings 代表）　

https://filmuy.com/machicomi/video/465118397

③災害ケースマネジメント 【講師】 津久井進氏 （弁護士 ・

日本弁護士連合会災害復興支援委員会委員長）

https://filmuy.com/machicomi/video/390888448
▲ 1 階部分が水流で削り取られ、木や石が入り

込んでいる 2 階建て家屋（台風 1 9 号・丸森町）
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御菅西地区再建状況
～阪神･淡路大震災から２6年～

　阪神 ・ 淡路大震災で火災が発生し、 甚大な被害を受けた御菅西地区 （神戸市長田区御蔵通５ ・ ６丁目）。

震災前は住商工混在の下町でした。 そのような下町が、 どのように再建をしていくのか、 もしくは新しい町

になっていくのかを把握するため、 まち ・ コミでは、 2 0 0 0 年から定点観測調査を始めました。 震災から２

６年を経た現在も、 毎年 1 回のペースで調査を続け、 震災復興が地域の持続性にどのような影響を与える

のかを伝えています。

　今年度は、 2020 年 11 月 8 日に実施しました。

　阪神 ・ 淡路大震災後、 地区の８割が全焼し、 その他のほとんどの建物も利用できなくなりました。 しかし、

人口は 8 割ほどに回復しています。

　土地利用の傾向として、 復興事業終了 （2006 年） から、 3 年 （2009 年） ほどは、 区画整理事業でで

きた保留地が売却され、 そこに建物が建設されていましたが、 その後は、 あまり軒数に変化がありません。

地域内に空地が存在していました。 今では、 倉庫としての利用や、 駐車場経営をされています。

　２６年間の住宅 ・ 店舗 ・ 工場の建物の変

遷をグラフにしました。 建物用途の変化

は、 震災前は工場と飲食店が長屋住宅と

混在する下町だったのが、 マンション建

設 ・ 戸建住宅建設等により、 住宅の多い

ニュータウンのように変化しました。 公園で

は子どもの声も聞こえ、 若い世代が増え

ています。 工場は 3 割、 店舗は 6 割回復

しましたが、 震災前から地域で暮らしを営

んできた権利者の約３割しか元の地区に

は戻ってきませんでした。

「復興モニタリングプロジェクト」

　御蔵地区では、 京都大学防災研究所による 「復興

モニタリングプロジェクト」 が 2001 年 3 月から続けられ

ていました。 復興のプロセスを写真で記録するもの

で、 建物屋上からの 2 0 年分の定点観測写真をホー

ムページで公開しています。

　御蔵地区での記録は本年で終了になりますが、 台

湾集集大地震、 東日本大震災 （宮城県石巻市、 岩

手県大槌町 ・ 陸前高田市） でのプロジェクトは継続さ

れ、 写真を見ることができますので、 ぜひホームペー

ジをご覧ください。

※過去の再建状況の記録は

インターネットでご覧いただけます。

「阪神・淡路大震災からの復興の状況の記録」

 http://bit.ly/2mJfTj2

▲定点観測カメラが撮影した 2 0 2 0 年 1 1 月

1 2 日の御蔵通の様子
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－神戸市長田区御蔵通－

　アドレスはこちらです↓　

http://recovery.r2ms.co.jp/camera_101.php
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▲人々の記憶や思いを集めて作った「御菅カル

タ」。カルタ大会や原画展も開催した。

まち･コミュニケーションが歩んできた道

～第４回　次のステップへ進むために～

■自治会の再結成

　阪神 ・ 淡路大震災から 5 年。 2000 年頃になると御蔵地区のハード整備が進む中、 御蔵通５ ・ ６ ・ ７丁目町づ

くり協議会は、 コミュニティ再生にも取り組み始め、 そこをまち ・ コミがサポートした。 震災以降、 自治会が休会

しており、 「そろそろ新自治会の再開が必要だ」 という思いが協議会メンバーにあり、 自治会設立準備会を 2001

年 4 月に発足した。 会則の作り方、 自治会の必要性についての講演会を行い、 6 月 17 日に自治会設立総会

をした。 設立後もまち ・ コミでは、 議事録やチラシの作成等の支援を行った。

■地域文化を振り返る～写真展の開催と地域カルタ作成～

　災害による被害と、 その後の復興事業によって、 まちの様相が変化してしまった。 どこにどんな建物があって、

どのような暮らしがあったのか、 今の町を見ても震災前を思い出すことができない。 そこで、 震災前の写真をで

きるだけ多く収集し展示し、 地域の財産にしたいと考え、 2003 年 1 月に写真展を開催した。 会期中に足を運ん

だ住民は、 昔の生活を思い出し、 懐かしんだ。 そして震災後に引っ越してきた住民も一緒になって交流した。

　写真展の開催で分かったのは、 火災で地区の大半が焼けてしまったエリアでは、 震災前の写真が少ないこと

だった。 そこで 2003 年の夏から冬にかけて、 人々の記憶の中にある地域の風景を掘り起こそうと、 地域カルタ

作りにチャレンジした。 最終的に６５句を選び、 絵札も別の方に一句一句描いてもらい、 総勢１００人以上の方

が関わった 「御菅カルタ」 が完成した。 カルタ作りを通じ、 地域の文化的な特徴を知ることができた。

阪神・淡路大震災から25 年を機に、これまでの活動を振り返る連載

【当連載のバックナンバー】

 第１回　http://machi-comi.wjg.jp/m-comi/magazine/pdf/19-12.pdf

 第２回　http://machi-comi.wjg.jp/m-comi/magazine/pdf/20-06.pdf

 第３回　http://machi-comi.wjg.jp/m-comi/magazine/pdf/20-09.pdf

▲大勢の住民が集まった 2 0 0 1 年 6 月 1 7 日の

自治会設立総会。
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大 地 の つ ぶ や き

まち･コミ ne w s

2 0 2 1 年1 月1 7 日の慰霊法要について

　来年2021 年1 月17 日、阪神・淡路大震災から26 年を迎えます。当団体の事務所がある神戸市

長田区御蔵通は、今は当時の様子をほとんど残しておりませんが、この1 月1 7 日が特別な日であ

ることに変わりはありません。

　毎年1 月17 日に慰霊法要を執り行ってまいりました。多くの方々にお参りいただき、また、事務所

内での集いや勉強会にもご参加いただき、大変感謝しております。

　来年の1 月17 日につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、 事務所内での集い

 や勉強会は中止とさせていただくことにしました。また、慰霊法要につきましては現在調整中ですが、

小規模で行う方向で検討しております。ご自宅など、それぞれの場所で被災地に思いを寄せてい

ただければ幸いです。

　

　ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

認定ＮＰＯ法人まち･コミュニケーション
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まち･コミ 活動報告 9/1 ～ 11/18

ご支援ありがとうございます。9/1 ～ 11/18(新規･継続)　　           順不同･敬称略

【正会員】浦野正樹(埼玉県) 大矢根淳(東京都)　戸田真由美(兵庫県)  【賛助会員】新川泰道(秋田県) 照屋さつ子(兵庫県)

松山真(埼玉県) 松薗祐子(神奈川県) 松井敬代(兵庫県) 西村正己(熊本県) 高谷克人(東京都) 西濱宏(福岡県) 宇都彰浩(宮城県)

久保功(兵庫県) 岡本誠(兵庫県) 芦田英機(大阪府) 阿部江利(兵庫県) 山下憲子(兵庫県) 中野希(神奈川県) 鈴木ケイ子(新潟県)

兵庫県震災復興研究センター(兵庫県) 田中知博(福岡県) 田村孝行(宮城県) 直田春夫(大阪府) 清本多恵子(宮城県) 中澤秀雄(東

京都) 濱岡歳生(山口県) 大牟田智佐子(大阪府) 太田亘(福島県) 草野昴三郎(神奈川県) 前川良栄(京都府) 川崎興太(福島県)

【寄付】田崎俊彦(兵庫県) 船越洋平太(京都府) 宮定章(兵庫県) 寿松木宏毅(秋田県) 弁護士法人青葉法律事務所(宮城県)

阿部晃成(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！

 2020 年12 月 1 日発行　no.33

編集 / 発行　

 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　12/8、ひょうごコミュニティ財団主催

の「認定 NPO 法人入門講座」にて、まち･コミ事務局

の仕事を、法人運営の事例としてお話します！(戸)

9/1-5【復興支援】鳥取県西部地震・中

部地震（倉吉市・日野町）

9/4【研究調査】鳥取県倉吉市（2016年

鳥取県中部地震）

9/5【研究調査】鳥取県米子市・日野町

（鳥取県西部地震2000年）

9/7-11【復興支援】東日本大震災・台

風15号・台風19号支援（宮城県・福島

県・千葉県）

9/11【地域支援】千成校区自主防災会

（大阪府豊中市）

9/12-15【研究調査】南海トラフ地震対

策調査（和歌山県）

9/12-16【研究調査】事前復興調査（和

歌山）

9/16-18【復興支援】熊本県（熊本地震

2016年、熊本県県南豪雨2020年）

9/19【講師派遣】下知地区減災連絡会

（高知県高知市）

9/20【研究調査】事前復興まちづくり

（高知県）

9/23【情報発信】季刊まち・コミ2020

年秋号印刷

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

9/25【講師派遣】かつぼう そなえチャ

オ！ ? かつしかFM電話出演

10/17【地域交流】黒豆集落（出石市民

農園再建事業）

10/27【復興支援】宮城県石巻市（東日

本大震災）

10/28【復興支援】宮城県丸森町（2019

年台風19号）

10/29【研究調査】災害時のトレーラー

ハウスの活用について（東京大学講義受

講）

11/14【事務局】事務局打ち合わせ
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