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阪神・淡路大震災から 10 年。何度、心ない言
葉を耳にしてきただろう。「焼け太りをつくるな」

「現金を渡せばパチンコですってしまう」「税金で
ボロ家を改築してやるのか」「壊れた家に金を出
せば、耐震化の意欲を削ぐ」─。霞が関で、
永田町で、学者たちの集う研究会で、被災者は幾
度も被告席に座らされてきた。被災を防げなかっ
たことが、さも罪悪であるかのように。支援を受
けることが、いかにも落ち度であるかのように。
首都直下地震や東海・東南海・南海地震の襲来が
現実味を帯びてきた今、「防災」の大合唱に比べ、

「被災者支援」や「被災地復興」の制度議論は、
あまりに影が薄い。国や地方自治体の財政事情が
一段と逼

ひっ
迫
ぱく

する現在、限られたパイの分配が「そ
こにある危機」に集中するのも無理からぬことか
もしれない。しかし、社会のほころびを局所的に
繕うのが防災とするならば、復興の要

よう
諦
てい

は、この
国のひずみにしっかりと目線を合わせるところに
ある。そのことをわれわれはまず認識するべきだ
ろう。

そもそも、わが国の災害法制度には「復旧」「復
興」についての明確な定義がない。災害救助法

（1947）は、災害発生直後の社会秩序を維持する
ためのベーシックな対応を定めているに過ぎず、
災害対策基本法（1961）は防災と公共施設の復旧
に主軸を置く。被災者や被災地域の再起にフォー
カスした体系的な支援システムはないに等しい。
個別法で復旧への財政的裏付けがある道路や橋梁
など公共施設を中心とした都市インフラと異な
り、被災者・被災地への支援は「急場しのぎの仮
復旧」と、その後に続く「自助努力」が原則だ。

自力再建できなければ、憲法 25 条に基づく「最
低限の救貧施策」と「限定的な公的支援」が用意
されてはいる。しかし、全体を貫く思想は「私有
財産自己責任の原則」だ。

支援の仕方は、応急仮設住宅などモノを提供す
る現物給付主義と、災害ごと・被災地ごとに支援
のさじ加減を変える特例主義。日本がまだ若く、
国民のストックも乏しかった戦後間もないころな
らまだしも、成熟・高齢化時代の支援策としては
あまりに貧しい対応といわざるをえない。

2004 年 3 月末、第 159 回通常国会で成立した
「居住安定支援制度」（被災者生活再建支援法の一
部改正案）は、自然災害で住宅が全壊した世帯に
最高 200 万円を支給するという、「現金による私
有財産への支援」に一歩踏み込んだエポックメー
キングな法律となった。

住宅本体への支援は見送られたが、生活再建支
援も含めると給付額は最高 300 万円になる。「耐
震化至上主義」の学者が「危険がある家に住んで
いて、つぶれたら 300 万もらって建て直すことを
奨励する悪法だ」とかみついたのも、思考の底流
に、依然として「私有財産自己責任」のドグマ（教
理）が巣くっているからに違いない。

災害は意地悪だ。備えを上回る外力で攻めてく
る。思いも寄らぬ弱みにつけ込んでもくる。被害
を完全になくすことなど不可能なのだ。風水害や
竜巻もある。耐震化が無意味というわけではな
い。しかし、「耐震化」だけですべての災害が防
げるわけではないのだ。なのに「防災派」は、本
来なら手を組むべき「復興」（被災者支援を軸と
する）をなぜ二項対立の対局に据えようとするの

災害復興基本法の制定を
この国のありようを問う「復興」の視点
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だろうか。その思想潮流の源流を探り、その法理
を乗り越えることが、私たちがいずれ世に問いた
いと考えている復興基本法提唱のための地平を切
り開く第一歩となるような気がしている。

国土面積が世界の 0.25％に過ぎない島国に、
世界で発生するマグニチュード 6 以上の地震が
20.5％も集中して起きている。活火山の数は世界
全体の 7.1％、台風の上陸数は年平均 3 個以上と
いう。この災害列島に復興を体系的に扱う法シス
テムがないこと自体、不思議なことだ。

地震多発期を迎えているという。地球温暖化や
都市の不透水化・中山間地の保水能力の低下など
で局地的な集中豪雨や水害も増加している。とこ
ろが、迎え撃つ日本社会は高齢化や、バブル崩壊
後の景気の低迷、国・自治体の財政難で、著しく
脆弱な社会構造となっている。

被災者支援をめぐっては、1995 年の阪神・淡
路大震災以降、住宅再建に対する公的支援の是非
が常に議論の中心にあった。

国が個人に公金を出すのは国家賠償と損失補
填、それに社会政策の三つのケースに限られる。
自然災害に国の責任はない。ゆえに、住宅再建支
援は社会政策だ。社会政策である以上、他の政策
とのバランスがある。住まい再建が、死亡者への
給付額 500 万円（災害弔慰金法）を上回ることは
著しくバランスを欠く。再建支援がばらまきでは
ない以上、所得・年齢制限は当然だ。

延々と果てしなく続く神学論争をよそに、居住
安定支援制度に対する都道府県の「上乗せ」「横
出し」支援は、一時的・恒久的制度を合わせる
と、承知しているだけで、すでに 21 都府県を数
える。福岡市や北海道平取町など市区町村も含め
れば相当数にのぼるはずだ。鳥取県の片

かた
山
やま

善
よし

博
ひろ

知事が全壊世帯に最高 300 万円を支給するといっ
て大騒動となった鳥取県西部地震（2000 年 10 月）
のときから考えると隔世の感がある。

支援の「上乗せ」は、文字どおり支援金の増額。
「横出し」は、所得・年齢・地域的な制限を取り
払い、支援対象をできうる限り、被災地域全体に
拡大しようという狙いだ。「橋や道路はインフラ
だから、直しましょう。だけど、人はいなくなり
ました、ではしゃれにもならない」と言い切った
片山知事のコミュニティ防衛論が「私有財産自己

責任」の呪
じゅ

縛
ばく

を解き放った、といえるだろう。
ところが、である。「中山間地のコミュニティ

維持に公的支援することは了解しよう。しかし、
同じ支援を都市部にまでするのはバラマキだ。全
国一律に扱えない以上、法にはなじまない」と、
行政法学者はたちまち批判の声をあげる。地域の
過疎化防止に公金を投じるのは自治体の裁量権、
お好きにしてもらっていい。しかし、都市部の被
災者に一律、公的支援するのは筋が違うだろう。
とても国の法律にはなじまないというのである。

新潟県中越地震（2004 年 10 月）で全村避難と
なった旧山古志村（長岡市）の再建についても、

「長岡市にニュータウンを建設して移住しても
らった方が効率的だ。通勤農業をしてもらえばい
いでしょう」と、横やりが入る。

福岡県西方沖地震で集落のほとんどが地盤災害
で被災した玄界島復興検討委員会委員長の福岡
市漁協幹部をインタビューしたとき、「ほかの地
域の災害復興に役立てられるのなら、お話ししま
しょう。しかし、島の復興計画に口ははさまない
でいただきたい」と、やんわり釘を差された。地
域を守るためにはむべなるかな、と感じ入った記
憶がある。

玄界島には民俗学的にも注目される「ガンギ段」
という集落を貫く階段がある。島の南斜面に立ち
並ぶ約 140 戸の住宅の間を縫って上へ上へと伸び
る。集落には車の通れる道路がないとあって、家
の新改築の際には島民総出で、建築資材を担ぎ、
このガンギ段を上り下りするのだという。コミュ
ニティの結束力は都市住民が考えるような形而上
学的なものではなく、日々の生活の中で磨かれて
いるのだ。
「島へ帰ったら、買いもしていないのにどこか

らか魚が出てきて、食卓に載っている。ぜいたく
をいわなければ食っていくのに苦労することはな
い」。この 2 月、4 年半ぶりに帰村を果たした東
京都・三宅村の平

ひら
野
の

祐
すけ

康
やす

村長は役場でにこやか
に笑った。島民同士の「お裾分け経済」が円滑な
コミュニティを築いているというのだ。

旧山古志村の支援にあたっている NPO「中越
復興市民会議」の稲

いな
垣
がき

文
ふみ

彦
ひこ

事務局長も「お年寄
りは村の方が便利だというんですよ」と話す。長
岡の仮設住宅にいる限り米や野菜を手に入れるに
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も現金がいる。しかし、村にいれば裏山で山菜を
採り、近くの畑で野菜を手に入れる。わずかな年
金でも生活するのに支障はないというのだ。

鳥取県西部地震で県・町から公的支援を受け、
今も補修した家で一人暮らす日野町の老人は 80
歳近いというのに「班長をまかされておりますの
で、家を離れられません」と顔を引き締めた。

個人が地域社会を守り、地域が個人を支える。
なにも中山間地だけのことではない。阪神・淡路
大震災では、住まいを失ったお年寄りや低所得層
の多くが、応急仮設住宅─災害復興公営住宅
というワンウエーをたどった。結果、災害復興公
営住宅の高齢化率（65 歳以上）は 41.8％（2002
年 12 月末現在・兵庫県調べ）と全国高齢化率
を 25 ポイント近くも上回る。居住地から仮設住
宅、仮設から復興住宅への転居が二度にわたって
近隣関係をリセットすることになり、孤独死やア
ルコール依存症、痴ほうの増加を招いたとの指摘
は、幾度も紹介済みだ。旧来の下町なら、手押し
車を押したおばあちゃんに魚屋さんがイワシをお
まけにつけたり、ちょっとした家の修理なら隣の
おやじさんが引き受けたりして、「貧しさ」や「弱
さ」を地域社会で吸収してきた。

どうやら、被災者支援のカギは地域社会の維
持・防衛にあるようだ。新潟県中越地震の被災地
では「復興特区」をつくってはどうか、との提案
がある。コミュニティの復興とは、単に都市計画
的に街区を整備することではない。助け合い、き
ずな、団

だん
欒
らん

、仕事、友情……。人間の営みが有機
的に絡み合う集合体を再構築することだ。

だから、支援は住宅再建、生活再建、生業再建
の三位一体で進められなければならない。地方自
治法は「公益上必要がある場合は補助することが
できる」と定めている。大災害は地域防衛の観点
から、規模の小さい災害は個人の防貧支援という
二段階の制度設計が必要かもしれない。

横出し支援の意味するところはもう一つ。支援
の手を中間所得者層にも差し伸べようとの発想
だ。地域を守るためには担税能力のある人たちを
負のスパイラルに巻き込んではいけない。阪神・
淡路大震災では二重ローンに追い込まれた被災者
が社会問題となったことは、ルポライター島本慈
子著の『倒壊』で知られる。もちろん、自然災害

などではびくともしない富裕層まで援助する必要
はない。そのラインをどこで引くかだ。関西学院
大学教授・髙

こう
坂
さか

健
けん

次
じ

の「総資産 5000 万円の壁」は、
そういう意味で十分、検討に値する提案だ。

財源探しも大切だ。財政難の時節柄、公的支援
だけに頼ることは無理があるだろう。1995 年の
阪神・淡路大震災までは、被災者の生活再建に義
援金が大きな役割を果たしていた。一世帯あたり
の平均配分額は、1990 年の雲仙・普賢岳噴火災
害で 1000 万円、1993 年の北海道南西沖地震（奥
尻島津波災害）では 1350 万円に達した。だが、
阪神・淡路大震災では、雲仙の約 8 倍、奥尻の約
7 倍にものぼる約 1800 億円の義援金が集まった
が、被災世帯がケタ違いに多かったため、一世帯
あたりの配分額は平均 40 万円に過ぎなかった。

有力な考え方の一つに、災害ファンドがある。
雲仙・普賢岳噴火災害では「雲仙岳災害対策基
金」、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震でも「復
興基金」が創設された。このファンドを全国的な
ものしようとの発想だ。阪神・淡路大震災五年の
際に兵庫県が実施した総合検証事業では、特別交
付税の一部をファンドに積み立てる、との提案が
あった。宝くじ、公営ギャンブル、赤い羽根募金
などに財源を求めることを考えてもいいだろう。

1783（天明 3）年の浅間山大噴火では、富農が
泥流被害の村落再建に大きな力を発揮した。1999
年の台湾大地震では仏教団体・慈済功徳会や地元
企業が仮設住宅街を建設するなど驚くほどの被災
地支援に力を発揮している。企業、宗教団体から
の協力を組織化する道も考えられてよいのではな
いか、と考える。

さりながら、復興支援は法制度の設計だけでは
済まないような気がしている。今年 8 月、旧山古
志村の仮設住宅街を訪ねたとき、「郵政民営化に
は反対だ。村の金融機関は郵便局。なくなったら
村の衰退につながる」という多くの声を聞いた。

国内景気の回復には「勝ち組」と「負け組」の
二極分化が解消されないまま進んでいるという。
都市再生法でますます肥大化する大都市と合併特
例法で再編成される中小市町村、少数の正社員と
大量の非正規従業員。ネオリベラリズムが横行す
る日本列島は、ますます危険な災害列島になって
いるとしか思えない。
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長周期の海溝型地震は、超高層マンションを
大きく揺らす。都市圏に 50 万基といわれるエレ
ベーターは一斉に停止するだろう。運転再開には
資格を持った業者の点検が必要だ。だが、果たし
て全機の点検を終えるのにどれだけの時間がかか
るだろう。郊外の一戸建てから移り住んだお年寄
りたちは「高層難民」として上層階に取り残され
ることになる。

400 万人とも 600 万人ともいわれる帰宅困難者
は頭上から降ってくるガラスや看板、掲示物で多
くが傷つくことになるだろう。そして、被災企業
から真っ先に解雇されるのは非正規従業員だ。

一方、耕作放棄、林業の不振による風倒木の増
加などで河川の上流域は保水能力を失い、アス
ファルトやコンクリートで固められた都市は排水
能力を低下させ、随所で内水氾

はん
濫
らん

を発生させる。
避難のための車を持たず、低湿地に住む貧困層

に被害が集中したアメリカのハリケーン「カト
リーナ」の猛威は、あすの日本を暗示しているよ
うだ。

阪神・淡路大震災では「創造的復興」、新潟県
中越地震では「創造的復旧」が旗印として掲げら
れた。為政者の意図は知らない。だが、震災以前
より、よい地域社会をつくることが復興の要諦で
あることには異論がない。ただ、それはあくまで
被災者の再起・再生を中心に据えたものでありた
い。

長岡市山古志地域復興推進室長の青木勝が、帰
村後の地域起こしに都市部からリタイアした団塊
の世代を誘致したい、とのアイデアを披露してい
る。高齢化時代における都市と中山間地の融合。
復興は単なる災害対応ではないのだ。

阪神・淡路大震災 10 年を期して、今年 1 月 17
日、関西学院大学に災害復興制度研究所が開設さ
れた。「防災」をうたう研究機関は全国にあまた
存在するが、「復興」をうたった研究所は、おそ
らく全国初。それもハードな社会基盤の復興では
なく、被災者の生活再建に照準を合わせた「人間
復興」の社会・法システムの構築をめざす社会科
学系の研究所だ。

研究は「all-round」ではなく、「strategic（戦
略的に）」に進める。「strategic」とは、公共工事
を中心にした社会基盤の復旧・復興や資金力のあ

る大企業の再建まで視野に捉えるのではなく、あ
くまで「人間復興」をキーワードに被災者個々が
被災から再生できる社会システム・法体系の研究
に照準を絞るということだ。

各被災地の被災体験の共有化を図り、復興思想
として昇華させる「反応釜」としての役割を果た
すことも大きな仕事だ。シンポジウムやワーク
ショップ、さらにはメーリングリスト、会報など
のツールを駆使して、全国に散らばる被災地をつ
ないでいきたい。いわばバーチャルな「被災地会
議」を主宰することによって、被災の知恵を伝達
し、制度・システムとして磨き上げ、再起への「助
け合いネットワーク」を災害列島に構築すること
をめざす。

そのために、復旧・復興に向けての理念と具体
的な手だての数々を「知恵の蔵」として蓄積し、
被災者支援に取り組む各地、各界の人たちの存在
を「志のアーカイブ」として紹介する。

人間の生活再建は、再生でなければならない。
「再生的復興」とでもいおうか。被災で何かを失っ
ても、改めて生きる目標が与えられる。そんな支
援システムを構築したい。

今世紀半ばまでに東海・東南海・南海地震とい
う広域巨大地震の発生が予測されている。私たち
は、そのハルマゲドンの日までに救済の知恵を世
に問わなければならない。それが、6400 余とい
うおびただしい墓標の上に、10 年の歳月を刻ん
できた阪神・淡路大震災の被災地の責務と考える
からだ。

［雑誌「世界」2005 年 12月号］
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1	 はじめに

関西学院大学に災害復興制度研究所
1）

が開設され
て 1 年余り。開設初年度には全体研究会（9 回）、
東京ブランチ例会（9 回）、復興制度づくり部会

（臨時を含め 7 回）、復興思想づくり部会（準備会
も含め 4 回）、財務部会（4 回）を計 24 回にわたっ
て開くとともに、被災地神戸をはじめ、福岡県西
方沖地震

2）

、新潟県中越地震
3）

、三宅島火山災害
4）

、鳥
取県西部地震

5）

の被災地を現地調査した。さらに全

国 2440 自治体を対象に被災者支援の実態をアン
ケートし、国の法制度と被災実態との乖

かい
離
り

、被災
地に共通する要望と特殊事例の把握に努めた。さ
らに、被災から相当の年月が経つ神戸と鳥取では
被災者支援制度の政策評価を進めた。また、中山
間地の疲弊や格差社会の拡大など一般的な社会現
象と災害時の復興制度との相関関係を視野に入れ
た研究にも着手し、論議を始めている。これら 1
年間にわたる研究と調査の棚卸しを整理し、今
後、取り組むべき課題を明らかにしたい。

災害復興基本法への道

表 1　研究会活動

＊全体研究会＊
回数 開催日 報告者 演題

第 1 回 2005. 5. 21
村井雅清（被災地 NGO 恊働センター代表） 「海外の自立復興支援－スマトラ沖大地震、

アフガニスタン再建の視点から」
津久井進（阪神・淡路まちづくり支援機構） 「復興法制と復興基本法」

第 2 回 6. 18 藤原雅人（兵庫県県土整備部住宅復興局局長）「兵庫県被災者住宅再建共済制度について」

第 3 回 7. 16
津久井進（弁護士）、
池田清（下関市立大学教授） 「『災害復興基本法』問題について」

（＠神戸市婦人会館もくれん／共催：兵庫県震災研究センター）
第 4 回 9. 17 山中茂樹（関西学院大学教授） 「福岡調査・新潟調査の報告」
第 5 回 10. 15 吉田稔（西宮市情報政策部部長） 「危機管理と情報システム」
第 6 回 11. 19 広原盛明（龍谷大学法学部教授） 「戦後の住宅政策と災害復興」
第 7 回 2006. 1. 7 宮原浩二郎（関西学院大学教授） 「『復旧』と『復興』の関係について」

（兼研究所開設 1 周年記念フォーラム打ち合わせ：13 時～開催）
第 8 回 2. 18 能島裕介（NPO 法人 Brain Humanity 理事長）「BH と災害救援活動」
第 9 回 3. 18 山口憲二（まち計画山口研究室） 「福岡西方沖地震の復興について」
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＊東京ブランチ例会＊
回数 開催日 報告者 演題

第 1 回 2005. 4. 28
宮原浩二郎、山中茂樹（関西学院大学）、廣
井脩（東京大学）、室﨑益輝（消防研究所）、
渋谷和久（国交省）

（打ち合わせ、今後の活動課題）

第 2 回 5. 27 渋谷和久（国土交通省都市計画課開発企画調
査室長）

「被災者生活再建支援法居住安定支援制度に
ついて」

第 3 回 6. 23 生田長人（東北大学法科大学院教授） 「災害復興について─被災者支援における
法的枠組み」

第 4 回 7. 28 大塚弘美（内閣府災害復旧・復興担当参事官
補佐・当時） 「昨今の特例措置について」

第 5 回 9. 28 山中茂樹（関西学院大学教授） 「福岡調査・新潟調査の報告」

第 6 回 10. 26 佐々木薫（厚生労働省社会・援護局総務課災
害救助・救援対策室室長補佐） 「『災害救助法』について」

第 7 回 11. 16 戎正晴（戎・太田法律事務所弁護士、明治学
院大学法科大学院教授） 「『復興基本法』について」

第 8 回 12. 21 中林一樹（首都大学東京教授） 「東京の事前復興対策の取り組み」
第 9 回 2006. 2. 22 寺岡光博、工藤均（財務省主計局主査） 「公共事業における防災と災害復旧について」

＊復興制度づくり部会＊
回数 開催日 報告者 演題

第 1 回 2005. 6. 27 山崎栄一（大分大学教育福祉科学部助教授） 「被災者支援の法システム」
（阪神・淡路まちづくり支援機構主催研究会と合同＠兵庫県弁護士会館）

第 2 回 8. 2 山中茂樹（関西学院大学教授） 今後の棚卸し、情報・意見交換、「公的支援
を阻む論理」の論点紹介

第 3 回 9. 12 山崎栄一（大分大学教育福祉科学部助教授） 「全国自治体調査における分析＆結果報告」
第 4 回 10. 15 「全国自治体調査における分析その 1」
第 5 回 11. 19 「全国自治体調査における分析その 2」

第 6 回 2006. 3. 4 山中茂樹（関西学院大学教授） 「災害救助法と被災者生活再建支援法の一本
化を考える─引き続き自治体調査分析」

臨時 3. 27 磯辺康子（神戸新聞社会部編集委員） 「米国被災地リポート」

＊復興思想づくり部会＊
回数 開催日 報告者 演題

プレ 2005. 6. 11 暮らし・なりわい・こころについての研究課
題の棚卸し

第 1 回 8. 3 今後の課題、方針会議、「財務と住まいにつ
いて」

第 2 回 10. 1 矢守克也（京都大学防災研究所助教授） 「〈1 年〉〈10 年〉〈100 年〉の防災・減災」
髙坂健次（関西学院大学社会学部教授） 「総資産 5000 万円の壁をどう考えるか」

第 3 回 2006. 1. 28 池埜聡（関西学院大学社会学部助教授） 「『こころのケア』が語りえていないもの」

＊財務部会＊（会場は人と防災未来センター）
回数 開催日 報告者 演題

第 1 回 2005. 7. 11 遠藤尚秀（日本公認会計士協会近畿会幹事・
社会公認会計委員会委員長） 「阪神・淡路大震災と義援金について」

第 2 回 8. 16 永松伸吾（人と防災未来センター・専任研究員）「阪神・淡路大震災からの復興経済について」

第 3 回 9. 12 額賀信（ちばぎん総合研究所社長、元日本銀
行神戸支店支店長） 「阪神・淡路大震災からの経済復興」

第 4 回 11. 21 宮入興一（愛知大学大学院・経済研究科長、
経済学部教授） 「大規模災害からの復興財政について」
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表 2　調査活動

1．仮想大学・被災地ツアー at 神戸期日：2005 年 4 月 5 日
概要：阪神・淡路大震災から 10 年の今も未解決の問題が残る被災地 KOBE の

傷跡をたどり、ポイント、ポイントの現場で関係者から話を聴取、復興
の足取りを検証した。

協力：NPO 法人神戸復興塾参加：宮原浩二郎、山中茂樹、荏原明則、村上芳
夫、山泰幸、田並尚恵、今井信雄、塩崎賢明、野崎隆一、上田耕治、西
隆広、佐原詩音（研究所職員）

2．福岡県西方沖地震現地調査期間：2005 年 6 月 27 日～ 7 月 1 日
概要：福岡市・玄界島の復旧にあたっての課題やマンション被害の実態など調査。
協力：西日本新聞社参加：宮原浩二郎、山中茂樹、田並尚恵、山泰幸、今井信雄

3．全国自治体被災者支援制度調査
期間：2005 年 7 月 8 日に発送。第 1 次締め切りは 8 月 10 日
対象：都道府県、政令指定都市、市区町村合計 2,393 件。自治体が災害時に実

施した被災者への独自支援、国の制度の上乗せ・横出し支援を調べ、国
の制度と被害実態との乖離を検証する。

共催：朝日新聞社分析：復興制度づくり部会で継続検討中
4．新潟県中越地震現地調査期間：2005 年 8 月 20 日～ 23 日

概要：上越市で開催の全国 NPO 大会に参加、引き続き旧山古志村の仮設住宅
でヒアリング、被災現場の視察、長岡市にて復興担当責任者と面談。旧
山古志村の復興にかかわる課題の洗い出し。

協力：中越復興市民会議、よしたー（がんばろうの意）山古志、新潟 NPO
協会参加：宮原浩二郎、山中茂樹、広原盛明、山泰幸、今井信雄、深井純一、

（別団体からの招請）池田啓一、渥美公秀、木村拓郎、村井雅清
5．三宅島火山災害現地調査期間：2005 年 9 月 20 日～ 23 日

概要：雄山噴火における全島民避難の復興現状を検証。三宅村村長平野祐康か
らヒアリング、高濃度地区視察。

協力：ネットワーク三宅島参加：宮原浩二郎、山中茂樹
6．鳥取県西部地震 5 年目現地調査期間：2005 年 10 月 12 日～ 14 日

概要：鳥取県西部地震の復興経過の検証と制度評価。日野町 50 世帯を対象に住
宅再建支援制度に関するアンケート調査を実施。

協力：日野ボランティアネットワーク参加：山中茂樹
報告：月刊ガバナンス 12 月号（出版社：ぎょうせい）で速報

2	 復興とは

2-1　人間復興に求められる社会科学の視点

研究所は開設以来、「人間復興」を理念として
掲げてきた。「人間復興」とは、災害からの再起
を「都市サイズ」ではなく、「人間サイズ」で捉

とら

えようとの発想だ。復興は得てして都市のクリア
ランス＝改造という発想で論じられ、「被災者の
再生」という視点が欠落していた。それは、災害
研究が長らく理工学系を中心に取り組まれてきた
必然とも考えられ、「人間復興」を標

ひょう
榜
ぼう

する意義
は社会科学系からの視点で災害を捉え直そうとの
決意にほかならない（雑誌『潮』5 月号参照）。

一方、「復興」は被災した特定地域のローカルな
問題であり、法制度として一般敷

ふ
衍
えん

化
か

するのは
難しいと批判する向きもあった。また、被災者支
援に費やす「資源」があるなら、「防災」にこそ
投資すべきだ。いたずらに被災者を支援すること
はモラルハザードを招くとの意見もある。

しかし、復興をめぐる諸問題は災害対応の世界
にとどまらず、この国が抱えるひずみと密接な関
係を持ち、支援制度にかかわる論議は、私たちが
どのような社会を目指すのかという国家観・社会
観にも係わる重大な問いかけを内在している。こ
のことを今後、明らかにしていく必要があろう。
「災害には顔がある」という。それぞれの災害

には、際立った特徴があるという警句だ。さしず
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め、関東大震災
6）

の「顔」は、「火災」だろう。火
炎のトルネードによって多くの命が焼き尽くされ
た。この結果、戦後、建物の不燃化が進んだが、
今度は大都市直下型の「強震動」によって、5500
人あまりの命が一瞬にして奪われた。阪神・淡路
大震災

7）

である。マイホームが凶器となって襲いか
かった恐怖から、「耐震補強」が未来の被災地に
とっては最大の命題となった。ところが、新潟県
中越地震では足下の大地が崩れた。「地盤災害」
である。耐雪構造の立派な建物でも、大地が崩れ
てはどうしようもない。災害は思わぬところから
攻めてくる。備えを固めておくことは必要だが、
被災から完全に逃れることはできない。いわんや
日本は「災害大国」である。平時から「最悪」の
ときを想定した支援システムを整備しておくこと
は当然のことのように思える。ところが、現実は
災害のたびに被災者自身が立ち上がり、陳情に始
まって新たな立法運動にまで取り組まざるを得な
い、いびつな状況が続いている。そもそも、わが
国には復興法体系も、復興法学もなければ、復興
についての定義さえはっきりしない。

たとえば、「災害対策基本法」には、第 9 条 3
項に「国及び地方公共団体は災害が発生したとき
は、すみやかに施設の復旧と被災者の援護を図
り、災害からの復興

4 4

を図らなければならない」と
ある。また、防災基本計画

8）

は、「防災には、時間
の経過とともに、災害予防、災害応急対策、災害
復旧・復興

4 4

の 3 段階」があるとも述べる。
だが、いずれも定義ではない。復興の定義らし

きものがどこかにないか。いろいろ探してみる
と、後藤新平

9）

が、関東大震災のとき、わずか 2 日
間で書き上げたという「帝都復興の議

10）
」にそれら

しき下りがあった。『東京は帝国の首都にして、
国家政治の中心、国民文化の淵

えん
源
げん

たり』。従っ
て、この復興はいたずらに、『一都市の形態回復
の問題にあらずして、実に帝国の発展、国民生活
改善の根拠を形成するにあり』と続き、『理想的
帝都建設のための絶好の機会なり』と結ぶ。要す
るに単なる復旧ではない。災い転じて福となす。
この際、抜本的な都市改造に踏み切ろうと言って
いるのだ。この思想潮流は、阪神・淡路大震災の
復興にも引き継がれているといっていいだろう。
大震災の後に、旧国土庁が策定した復興対策マ

ニュアルの中には『基盤整備等により被災地の市
街地としての安全性を向上させ、災害の再発を防
ぐ』とある。どうやら、わが国の復興は、都市改
造と防災都市づくりをイメージしているようだ。

2-2　創造的復興と創造的復旧

「創造的復興
11）
」とは、兵庫県の貝原俊民・前知

事が、震災後に提唱した理念である。単に 1 月
17 日以前の状態に回復させるだけでなく、国土
計画を大都市集中から多核ネットワーク型都市の
建設へ舵を切るとともに、国家の目標をパワーを
背景にした高度経済成長から福祉や医療、防災な
どに重きを置いた平和技術による人類への貢献に
構造転換をはかるべきだとする（2003 年 10 月 11
日、災害復興制度研究会）。

一方、新潟県中越地震で、同県の泉田裕彦知事
12）

が唱えた「創造的復旧
13）
」は、少し趣を異にする。

道路がずたずたになり、集落が谷底に崩れ落ちる
地盤の弱いところでは、復旧も復興も容易ではな
い。新たな形で再生させる。壊れたものを元の状
態に戻すのではなく、要求される機能を別の形で
回復させる。現実的な要請から出てきた発想が

「創造的復旧」だと解される。ただ、「創造的復旧」
も法がいう「復旧」ではない。そこに新潟県のジ
レンマがあるように思える。

問題なのは「復旧」なら自動的にお金＝予算が
付いてくる。けれども、「復興」はゼロ査定から
始めなければならないということだ。公共施設の
復旧には、原形復旧と改良復旧という方式があ
る。原形復旧は、例えば堤防が壊れたら、堤防を
元どおりに修理すること。ただし、弱い堤防を、
弱いまま復旧しても意味がない。そこで、のり面
を強くするとか、かさ上げをして復旧する。こ
れが改良復旧だ。いずれも国庫補助金が自動的
についてくる仕組みになっている。ところが、
この際、お年寄りに優しいまちづくりを進めよ
う─などと構想すると、それはもう一般施策
である。財源を一から積み上げていかなければな
らない。東京ブランチの研究会で、財務省の担当
官が述べたように、それは「そちらで財源をおつ
くりください」ということになる。つまり、創造
的復興も、創造的復旧も一般施策として財政当局
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と渡り合わなければいけないということだ。
昨年、朝日新聞社の協力を得て 2440 の自治体

を対象に全国自治体復興制度調査を実施した。こ
のうち、復旧と復興の定義について第 7 回全体研
究会（2006 年 1 月 7 日、報告者：宮原浩二郎・
社会学部教授）で宮原が整理したところによる
と、外形的な区別として、「予算上の区別」や「時
間軸上の区別」、対象別では「ハードとソフト」

「施設と都市構造」、目的別としては「改良と未来
創造」「回復と強化」などがあり、自治体でも復
興は理想的な都市づくりとイメージされているこ
とがわかった。

2-3　「ヴァルネラビリティ」と「事の支援」

以上の点から二つの問題が指摘できる。一つは
復興には自動的に財政出動はないということだ。
復興にも一定の予算がつくように法システムを変
えるか、財源を別に用意することが必要になる。
もう一つの問題は、自治体アンケートからも明ら
かになったとおり、「人間サイズ」の復興につい
ての視点が抜け落ちていることだ。唯一、「人間
復興」について定義がみられたのは、東京都が
1998 年 1 月につくった「生活復興マニュアル

14）
」

である。「生活の側面から、『復興』を考えると、
震災前の生活水準を超えたものを求めるというよ
りは、1 日も早く被災者の暮らしを震災前の状態
に戻し、その安定を図ること、すなわち『くらし
の再建』が第一の目標となる」と定義し、震災前
の暮らしに戻ることができない者については、

「それらの人々が新しい現実の下で、それに適合
した新しい暮らしのスタイルを構築していくこと
ができるようにすることも『復興』にとっての重
要な目標となる」としている。

ただ、この定義に限界があるのは、あくまで現
行法制下での復興であるということだ。阪神・淡
路大震災の被災地神戸では、借家人が地域から排
除される中で、復興のまちづくりが行われていっ
たという経緯もある。

では、個々の被災者を助けるための法律にはど
んなものがあるのか。まず、憲法 25 条

15）

を具現化
したものとして「生活保護法」とか「公営住宅
法」がある。これは、困窮者、つまりぎりぎり貧

困に苦しむ人たちを救う法律である。ところが、
阪神・淡路大震災では、中間所得者層が「負のス
パイラル」に陥り、「下流社会」に転落するとい
う事態が起きた。

第 2 回復興思想づくり部会（2005 年 10 月 1 日）
で社会学部の髙坂健次教授が「ヴァルネラビリ
ティ」、いわゆる脆弱な層、傷つきやすい人の存
在を指摘した。脆弱な層は、必ずしも高齢者や所
得の低い人だけとは限らない。マイホームが壊
れ、二重ローンを抱えることになったサラリーマ
ン、震災で職を失った人たち、非正規雇用の人た
ちも今後、大災害が起きれば、この脆弱層に含ま
れる。研究所発足に先立つ 2004 年 2 月 8 日に開
いたシンポジウム『なぜ今、復興論か─震災
10 年からの出発』（関西学院大学 21 世紀 COE プ
ログラム「人類の幸福に資する社会調査」主催）
の中で、『倒壊』（ちくま書房）の著者でパネリス
トの島本慈子さんが、潜在する脆弱層の問題を明
らかにしている。

では、脆弱層をどこで線引きするか。雑誌『世
界』（2005 年 12 月号

16）

）に掲載された高坂教授の
論文「進む階層化社会のなかで『被害の階層性』
は克服できるか─総資産 5000 万円の壁をどう
考えるか」は、今後、制度設計していくうえで、
大きな足がかりになるであろう。一方、支援内容
についてはどうだろう。阪神・淡路大震災で、
一人当たりの住宅支援に使われた公費は、ざっ
と 1800 万円と言われている。これをもって、十
分支援の手は行き届いていたと主張する学者もい
る。しかし、大方の被災者には支援を受けた実感
がないというのが一般的な見方だ。なぜなのか。
紀州和歌山が生んだ偉人南方熊楠

17）

に「事の学」と
いう著作がある。「こころ」と「モノ」が重なっ
た部分が「事」である。これまでの被災者支援は

「モノの支援」と、「こころの支援」が別個に行わ
れてきた。実は「事の支援」が必要だった、との
議論が第 3 回復興思想づくり部会（2006 年 1 月
28日、報告者：池埜聡・社会学部助教授）であった。

鳥取県西部地震の折、震災翌日から精神科医や
保健婦が被災地に入り、被災者たちの要望を尋ね
ている。そこで「こころの健康」が、なぜ大きな
問題にならなかったか。鳥取県立医科大学の報告
書は、要因の一つとして「具体的支援策が早期に
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提示されたこと」を挙げている。鳥取県が住宅を
再建する者に 300 万円、補修する者に 150 万円を
限度に支援するとした「住宅復興補助金制度」の
創設のことである。実は、これが一番被災者たち
の心に触れた「事の支援」ではなかったか。単に
モノを与えることが支援ではなくて、被災者が何
を求めているかを探らなければいけない。このこ
とは 2005 年秋に実施した鳥取県日野町における
被災者アンケート

18）

からも明らかになった。
「事の支援」とはどういうことか。それは被災

者が震災ショックから立ち直り、再び前向きに生
きていこうという意欲を持つための支援。例えば
跳び箱の踏み切り板のように、そこを踏めば次の
飛躍ができるというような支援、自立を助ける支
援、山中が言う「再生的支援」を具体化するため
の施策ととらえたい。ただ、「事の支援」を制度
設計の中で、どう具体化するか。特殊解が多いだ
けに、一般解を見つけるための作業、あるいは一
般解を自由に選択できるシステムの構築づくりが
これからの課題だ。

3	 格差社会の中で

3-1　ネオリベラリズムとセーフティーネット

しかし、現代の日本で「事の支援」を論議する
ことは容易ではない。そもそも、日本社会のベク
トルは、小さな政府、市場原理主義の伸張、自助
努力の世界を指し示している。勝ち組と負け組の
格差拡大は、人と人との間だけでなく、地域間で

も起きている。地域間格差が中山間地の疲弊を招
き、「限界集落」という「脆弱な地域」を生み出
している。その中で大きな災害が起きればどうな
るか。アンダークラス＝下流層の増大と急速な集
落消滅。さらに、その先には希望格差社会と治安
の悪化、国土の荒廃という事態が待ち受けている。

日本の国是は「和をもって尊しとなす」ではな
かったか。「大家コミュニティ」とか、「庄屋コ
ミュニティ」とかいわれた江戸時代。豪農や富商
のエリート層は災害からの復興という局面で一定
の役割を果たしてきた。天明の浅間山噴火

19）

しか
り、宝永の富士山噴火しかりだ。近年は、旧ソ連
のゴルバチョフ大統領が「日本は社会主義がもっ
とも成功した国」と言ったように、所得再分配の
セーフティーネットと公共事業のばらまきによる
地域起こし、護送船団方式と呼ばれた官主導の産
業育成の中、脆弱な層、脆弱な地域は一定の庇護
を受けてきた。

だが、ネオリベラリズムが席捲し、財政難とア
メリカンスタンダードの要請から価値観の転換を
余儀なくされている今日、災害に備えてわれわれ
はどんなセーフティーネットを用意すればよいの
か。2005 年 8 月末、米国南東部をハリケーン「カ
トリーナ」が襲った際、アンダークラスといわれ
る人たちが逃げ出すための 20 ドルさえ持ってい
なかったことが米メディアによって指摘されてい
る。日本社会にも到来する弱肉強食の時代に通用
する復興システムの構築に向け、災害復興を自主
自立に任せた場合、どのような事態が出

しゅっ
来
たい

する
のか。いくつかのケースに応じたシミュレーショ
ンも必要かもしれない。

3-2　阪神・淡路大震災で起きたこと

その前駆的症状を、阪神・淡路大震災で検証す
ることにより、多少なりとも「これから」が推定
できる。大震災では、住宅支援策として避難所か
ら応急仮設住宅、災害復興公営住宅へとワンウェ
イで移っていく現物給付方式がとられた。この結
果、コミュニティが二度壊されたというのが大方
の見方だ。今まで住んでいた地域から仮設住宅に
移るときが一度目、次に災害復興公営住宅に移る
とき、仮設住宅街でできたコミュニティが再び壊

こころ 事（コト） モノ

図 1　南方熊楠の「事の学」
南方熊楠（1867-1941）
主著『十二支考』『南方随筆』など多数。歩くエンサイ
クロペディア（百科事典）と呼ばれた。
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されたというのだ。
仮設住宅や復興公営住宅という「住み家」とし

てのハコ＝モノさえ支援をすれば、居住保障はで
きたというのがこれまでの国の発想だ。だから、
復興住宅の立地場所、近隣関係などは問題ではな
かった。しかし、それは「事の支援」ではなかっ
た。画一的現物支給の結果、どんなことが起こっ
たか。復興住宅に入居している 500 世帯を対象に
震災 10 年を前にした 2004 年末、生活実態調査
をした。対象世帯に、「震災前」「震災直後」「震
災 10 年」の三つの時期に、家族構成がどうだっ
たかを聞いた。すると、高齢者が増えているのは
分かるが、20 歳代から 50 歳代の壮年層が「震災
10 年」は「震災前」より 20 ポイントも減ってい
る。いわゆる「復興住宅での中抜け現象」だ。さ
らに、不思議なことに 10 歳未満も多少ながら増
えている。さらに、同居している家族の状態を見
てみると、無職層、病弱層が増えており、世帯の
収入は、大半が年金頼りとなっている。

一方、復興住宅の入居者たちのうち、「転居志
向」が強い世帯に理由を尋ねたところ、一番は地
理的な問題だった。これらの調査結果から推測す
るに、どうやら壮年層は、いったん復興住宅へ
入ったものの、再び働きやすい都心へ移ってい
く。それがきっかけで離婚などの家族崩壊が始
まっているのではないか。あるいは親世代とは別
に都心に残った若夫婦が離婚、配偶者の一方だけ
が子供とともに復興住宅の親元へ身を寄せる。あ
るいは働き口を見つけても子供が足かせになるの
で親元に預けたままにする。その結果、いびつな
家族形態が生じているとも推測できる。もっと
も、いずれもデータが少ないだけにさらなる調査
の深化が必要である。

二つ目が、孤独死の問題だ。もとより平時の街
でも孤独死はある、と指摘する向きもある。た
だ、被災者は震災さえなければ、復興住宅でなけ
れば、孤独死をしなくてもすんだかもしれない。
仮設住宅と復興公営住宅で 10 年間に 560 人。こ
のうち、何人かは本来なら、家族に看取られ、病
院で息を引き取っていたと容易に想像される。孤
独死を生んだ遠因が、高齢化、病弱化、単身化、
無職化を招いた「現物給付」の負の側面であった
ことは否めない。

三つ目の問題は、避難所の解消が大幅に遅れた
ことだ。救助法の想定は 1 週間だが、大震災では
8 カ月もかかっている。住まいの手当ができない
ことが一番の理由だが、避難所にいれば災害救助
法に基づいて給食がある。仮設住宅に移れば、生
活費は自分でまかなわなければならない、といっ
た問題もあったに違いない。避難所では、ボラン
ティアによる炊

た
き出しや巡回医療もある。

表 3　阪神・淡路大震災での住宅支援

避難所
（待機所＝食事なし）1153カ所 31 万 6678 人

（95. 1. 23）

応急仮設住宅 634カ所 4 万 8300 戸
（当時、全国のストックは 2000 戸）

災害復興公営住宅 13 市 7 町
323 団地

2 万 6349 戸
（2002 年度調査）

被災
（阪神・淡路大震災） 25 万棟 45 万世帯
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図 2　災害復興公営住宅のおける家族構成の変化
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図 3　災害復興公営住宅における家族の変化
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表 4　孤独死：10 年で 560 人

■場所別
仮設住宅内（95.3 ～ 99.12） 233 人
復興住宅内（00.1 ～ 04.12） 327 人
■性別
男性 385 人
女性 175 人
■年齢別
60 歳代 171 人
70 歳代 142 人
50 歳代 109 人

（2005.1.14 現在）

表 5阪神・淡路大震災における避難所の推移

1995/1/17 阪神・淡路大震災発生

1995/1/23 兵庫県内の避難ピークに。
1153 カ所に 31 万 6678 人。
①神戸地域：585カ所・22万7256人（71.8％）
②阪神地域：485カ所・8万2354人（26.0％）
③淡路地域：47 カ所・5215 人（1.6％）
④東播磨地域 36 カ所・1853 人（0.6％）

1995/5/21 宝塚市、避難所解消
1995/6/15 尼崎市、避難所解消
1995/6/18 芦屋市、避難所解消

1995/7/31
西宮市、災害救助法に基づく避難所解
消。一部の被災者とどまり、完全解消は
9 月 30 日に。

1995/8/20
神戸市、災害救助法に基づく避難所解
消。応急仮設住宅に入居できない被災者
なお 6672 人。

1995/8/21
神戸市、仮設、入れない人を対象に待機
所（最初 10 カ所、後 12 カ所）を設置。
待機所は食事が出ない。

1997/3/31 待機所廃止

これが、格差社会の下での大災害の場合、避難
所に居座る人が極端に増えるのではないかと懸念
される。大震災での避難所解消の遅れは、スラム
化と強制退去という不毛のトラブルを招くことに
なるだろう。居住保障の複線化と住宅再建への具
体的プログラム、借家人を抱えたままの街の再建
システムなど今後、具体策を探っていかなければ
ならない。

四つ目の問題は、いっとき「一億総中流」とも
てはやされた中間所得者層がいかに脆弱な層で
あったかということだ。これは先に紹介したルポ

『倒壊』（筑摩書房）や髙坂論文で明らかだ。こと
に持ち家層が負のスパイラルに陥る危険性が高い
という髙坂の指摘は、震災後、長く続いてきた私
有財産自己責任論をうち破る手がかりとなると思
われ、法制度に結実させるための「翻訳」作業を
どう進めていくかが今後の課題だ。

3-3　脆弱な地域の復興

一方、脆弱な地域の復興にも数多くの課題があ
ることが、新潟県中越地震の山古志調査、三宅島
火山災害の三宅村調査、福岡県西方沖地震の玄界
島調査などから明らかになった。阪神・淡路大震
災以降の復興プラン、特に中山間地災害では、コ
ミュニティの維持と旧居住地での復興が大きな命
題となっていた。中山間地や離島では、地域と生
業と住まいが一体であることが多い。従って、住
宅再建に加え、集落の地盤や田畑・道路の復旧な
ど多大な土木工事を必要とする。しかし、45％
の国土に国民の 9％しか住んでいないという過疎
地。高齢化が進み、将来は決して明るくない。そ
こで巨額の公的資金を投入して将来への展望がな
い地域へわざわざ戻す必要があるのかとの意見が
出てくる。

しかし、この論理にはいくつかの視点が欠けて
いる。半強制的にムラをなくすことに、国際人権
規約でも認められた居住権を上回る公益性が存在
するのかという疑問が第一点。第二に移転させる
ことと元に戻すこととのコスト比較がほとんどな
されていないという点だ。移転先に災害復興公営
住宅を用意するとなると一世帯あたり 1000 万円
を超える経費が発生する。高齢者が多いだけに、
兵庫県のような生活支援員を置くとなると人件費
も新たに生じる。生活保護費も増えるだろう。神
戸のように仕事や家族を失ったお年寄りの痴ほう
化やアルコール中毒の増加なども懸念される。
このため、山村のお年寄りの生き甲斐づくりとし
て、ふれあい農園を建設するなどの施策や遠くの
田畑に通うための就農バスの運行なども必要とな
るかもしれない。さらに、立ち退き後の廃村管理
も大変だ。砂防工事で緑の山をコンクリートだら
けにしてしまうのか。日本国土全体で考えれば治
山・治水能力の低下、食糧生産基地の減少、日本
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の原風景と言われた景観の喪失、伝統芸能や生活
文化の消失など、さまざまな問題が生じる。

それだけではない。廃村に追い込むムラに将
来、復興バネが働く可能性がないとはいえない。
富山県と岐阜県境にある秘境五箇山村に前衛劇団

「早稲田小劇場」が移り住み、一転、演劇のメッ
カになった前例もある。震災を契機にいろんな芸
術家や文化人、NPO が被災地支援に立ち上がっ
ている。いつ復興バネが働くとも限らないのだ。
私たちは、帰村を否定するより、いかにして復興
バネが働く場を用意するかに知恵を絞るべきだろ
う。

脆弱な地域を再生産していく国土計画にもメス
を入れる必要がある。都市再生法によって、働き
手を東京に吸い上げ、合併特例法によって地方の
中に地方をつくっていく政策に歯止めをかける。
そのためには財政再建に主眼を置いた三位一体の
改革や地方分権の問題点にも研究の裾野を広げて
いくことが、これからの課題であろう。

3-4　象徴的復興

その意味から玄界島調査の際、社会学部の山泰
幸助教授が提起した「象徴的復興」という概念提
起は興味深い。どんな状態になったとき復興した
と被災者たちは感じるのか。福岡県・玄界島では
再建された斜面に住宅の明かりがぽつり、ぽつり
とともったとき、旧山古志村では棚田や錦鯉、闘
牛が復活した日……。それは地域の人たちが団欒
や生活文化、伝統芸能、習俗などを取り戻したこ
とを意味する。現在、学界では主流の実証的研究
による「演繹的復興」では、恐らく計数化できな
い復興であろう。コストや量が物差しとはならな
い復興。これまで人口や県民所得、空き室率、通
行量など、もっぱら一人ひとりの被災者を疎外し
たところで論じられてきた復興に対峙する。
「帰納的復興」とでも言おうか。それは、また

復興後にどんな社会を描くのかという思想闘争で
もある。
「再生的復興」を出発点に「象徴的復興」をめ

ざす。われわれに課せられた宿題は、コストや数
量で表せない価値を大事にする仕組みをどう制度
設計に生かしていくかの答えを提示することであ

ろう。現地調査から文化財にはならない民俗資料
の保護や、政教分離というには、大げさすぎる氏
神さまやお地蔵さんの復元・修復の手だてを考え
ることも重要であることを知った。また、地域外
疎開者の帰郷阻害要因を探ることも象徴的復興の
輪郭を探ることになり、復興到達度を測ることに
もなるだろう。

4	 安定性欠く現行法制

4-1　被災地を演繹する

先を急ぎすぎた。現行の被災者支援制度につい
ての論議をまず深めなければいけない。もちろ
ん、これまで法制度に、いかなる特徴や欠陥があ
るのかを被災地交流集会などを通じて聴取し、分
析し、論じてきた。そこで、問題としてクローズ
アップされてきたのが、法的安定性を欠く特例主
義である。典型的な例が、火山災害で住むことを
制限された地域の人たちへの支援である。雲仙普
賢岳噴火災害

20）

では、災害対策基本法に基づく警戒
区域

21）

に設定され強制的に立ち退きを命じられた人
たちに、長崎県は旧国土庁の補助金要綱事業によ
る食事供与事業

22）

を実施した。実際に食事の支給を
受けてもよいが、現金で受け取っても良いという
制度で、1 人 1 日 1000 円、4 人家族なら 1 カ月に
12 万円が支給された。長崎県の初代雲仙岳災害
復興担当理事だった大塚敏郎

23）

さんが 1996 年 1 月
14 日に長崎市で開催されたシンポジウムで「災
害対策は、大きな災害ごとに充実・強化されると
いうことをお話したい」と前置きし、「雲仙普賢
岳噴火災害で何が充実強化されたのか、と申しま
すと災害対策基金

24）

の設立と食事供与の現金支給が
特筆される」と述べた

25）

。

図 4　玄界島の復興青写真
（第 9 回全体研究会：山口憲二さん提供）
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ところが、2000 年に起きた有珠山噴火災害
26）

で
は食事供与事業は行われなかった。やむなく北海
道が道の単独事業として同様の生活支援金事業

27）

を
実施した。さらに、同年、三宅島・雄山の噴火で
全島避難となり、避難生活は結果として 4 年半に
及んだが、この際も国は食事供与事業の再実施を
求める声には知らぬ顔を決め込んだ。この結果、
東京都と三宅村は、災害保護特別事業

28）

という新タ
イプの支援事業と取り組むことになる。生活保護
に準じた収入がない場合、基準額から実際の収入
を差し引いた額を支援する制度だ。この制度の特
徴は、普通の生活保護だったら、すっからかんに
ならないと生活保護の支給はないが、500 万円以
下の貯金があれば、それを都に預託し、疑似的な
生活保護状態をつくり出すことによって支援でき
るようにした点である。

急傾斜地崩壊対策事業の特例措置による混乱も
あった。公共事業である同事業の対象は自然崖

がけ
。

これを 2001 年の芸予地震
29）

では、特例措置として
人工の宅地擁壁にも適用した。宅地擁壁は私有財
産だから本来なら個人の負担で修復しなければな
らない。旧海軍が造成した急傾斜地で、重機が入
らず、建物の解体・撤去にも高額の費用がかか
る。このため、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事
業として行われることになったが、事業後は宅

地、宅地擁壁とも、「危険区域」に指定され、居
住が禁止される。このため、立ち退きを促進させ
る「がけ地近接等危険住宅移転事業」が適用され、
特例的に 200 万円という支援金が出されたが、解
体撤去するだけで 500 万円ぐらいかかるとあって
廃材を搬出せず、その場に埋め立てた世帯もあっ
たという。

ところが、阪神・淡路大震災のときは、同じよ
うに災害特例としての急傾斜地崩壊対策事業が実
施されたが、その後、宅地擁壁を元の所有者に無
償貸与、居住が続けられるようにした。一方、鳥
取県西部地震では、鳥取県が石垣の補修費として
150 万円を出している。

災害救助法に基づく仮設住宅についても災害ご
とに取り扱いが違うという不安定な事態が続いて
いる。自宅敷地内に仮設住宅を建設することは、
阪神・淡路大震災では認められなかった。

ところが、新潟県中越地震では、自宅を補修、
仮設住宅へ入らない人に限って敷地内へのユニッ
トハウス設置が認められた。ただし、このユニッ
トハウスは分散型避難所という扱いで、トイレや
台所などの水回りは設けないのが条件となった。

ところが、宮崎県椎葉村では自宅敷地内への仮
設住宅が 2004 年から認められていた。村が当該
住宅内の敷地を借り上げ、仮設住宅をつくって、
その家の人に住まわせる。急峻な地形で適当な遊
休地がないというのが理由だが、著しく法的安定
性を欠くと言わざるを得ない。

4-2　現行法を掘る

もっとも問題なのは、特例措置の“たたき売り”
とでもいうべき災害救助法の存在だ。もちろん、
被災者支援のために、被災自治体が特例措置を融
通無碍に実施できるなら大歓迎である。そうでは
なくて、時として行為を制限し、条文に明記して
あることですら、運用を停止するにいたっては、
すでに法としての体をなしていないと断じざるを
得ない。

たとえば、災害救助法に基づく応急修理。半壊
の認定を受けた住宅が対象で、資力が乏しいなど
の要件が適合すれば現物支給方式によって修理の
支援を受けられる。修理金額は 51 万円とか 60 万

図 5　災害保護特別事業の仕組み

写真 1　宅地擁壁が崩壊した呉市の住宅街
呉市中央図書館所蔵

『芸予地震に係わる民間宅地擁壁復旧事業の記録』より
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円とか、物価にスライドして年度ごと、災害ごと
に変わる。

ところが、新潟県中越地震では、応急修理費
60 万円と新潟県の上乗せ支援 100 万円が「資力
の乏しい人」ではなく、明確な所得・年齢要件で
支給された。緩和措置に使われた所得・年齢要件
は、実は被災者生活再建支援法の支給基準だっ
た。ところが、同時に兵庫県で起きていた台風
23 号被害では、この緩和措置が採られず、従来
どおりの基準による応急修理となった。

この緩和措置については豊岡市の担当者も知ら
ず、気づいたときにはほとんどの被災家屋は修理
を済ませていた。救助法に基づく応急修理は行政
が業者を派遣する現物支給だ。新潟の緩和措置を
知っても、工事そのものが支給対象である以上、
法の遡及はできず、災害によって支援の格差が生
じることとなった。

特例主義は、臨機応変な対応ができる半面、明
文化されていないため、法的安定性を欠き、とも
すれば官僚の恣意的運用を許すことになる。せめ
て、支援できるメニューを多様化して明記する
とともに、ある災害で実施された特例措置はメ
ニューに追加されていくような仕組みに改めるべ
きだ。さらに、遡及しなければならない措置につ
いては現金支給も考えられるべきだろう。

4-3　制度疲労の災害救助法

現金支給については、災害救助法第 23 条に「救
助の種類は、次のとおりとする」として「生業に
必要な資金（略）の給与」とあり、第 2 項では「救

助は、都道府県知事が必要あると認めた場合にお
いては（中略）金銭を支給してこれをなすことが
できる」とある。

ところが、現金の支給は実質上、運用が停止さ
れたままになっている。厚生労働省の言い分はこ
うだ。金銭を支給しても、被災地では無意味であ
る。お金でモノが買えるのだったら、災害救助法
による救助は不必要であるとの見解を示している。

では、阪神・淡路大震災ではどうだったろう。
被災当日から現金は必要であった。ダイエーは、
駐車場で物品を販売したし、神戸の元町あたり
は、まるで戦後の闇市のように携帯電話やたばこを
路上で販売する人が被災数日後には次々と現れた。

2002 年 4 月 25 日付の日経新聞によると「銀行
は店舗倒壊など機能停止に陥り、現金を持たずに
食料や日常生活品の購入に困る住民も出た。金融
パニックを心配して都銀などに営業スペースを提
供した当時の日銀神戸支店長、遠藤勝裕さん（56）
は『電気、水道などのライフラインと同様、特に
避難所以外での生活にはお金が欠かせない』と指
摘する」とある。

歴史辞書をくってみると、「災害救助法」がで
きた 1947 年の流行語に、「土曜婦人」とか、「栄
養失調」とかがある。「土曜婦人」というのは、
家が狭いから、土曜日だけは夫婦で旅館に泊ま
り、二人だけの時間を過ごす意味だとか。まさに
住宅難時代を象徴する言葉だ。

一方、「栄養失調」は、当時、食料は配給制で
闇米が裏市場で流通していた。高いお金で闇米を
買わないとご飯は食べられない。ある判事が、

「法に触れることは絶対にしない」という信念を
貫き、栄養失調で死亡した。実際にあった笑えな
いエピソードから生まれた流行語だ。こんな時代

表 7　災害救助法抜粋

第 23 条
　救助の種類は、次のとおりとする。
1 から 6　略
7　生業に必要な資金、器具又は資料の給与又
は貸与
8～10　略
2　救助は、都道府県知事が必要があると認めた
場合においては、前項の規定にかかわらず、救
助を要する者（埋葬については埋葬を行う者）に
対し、金銭を支給してこれをなすことができる。

表 6　特例措置による支援の格差
住宅応急修理の支給要件

●豊岡の台風 23 号被害

《従来》

生活保護世帯

資力の乏しい高齢者

資力の乏しい障害者世帯

●新潟県中越地震

《緩和措置》

前年度世帯収入

500 万円以下

500 万円超～700 万円以下で世帯主が 45 歳以上

700 万円超～800 万円以下で世帯主が 60 歳以上
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につくられた「災害救助法」が今の時代に通用す
るであろうか。

この現物支給方式による矛盾には次のような事
例もあった。阪神・淡路大震災で全壊判定を受け
たものの躯体が壊れていなかったため、神戸市の
住民が自力で資材を調達し、ボランティアの手助
けを受けて家を修理した。ところが、「災害救助
法」に基づく応急修理費を区に申請したところ、
罹災判定で全壊だったうえ、応急修理は現物支給
だから現金は出せない、として却下された。復興
は自助努力だ、と言っておきながら、法が自助努
力の邪魔をする。災害救助法は、すでに制度疲労
に陥っているといえるだろう。

5	 現行法制の統合・整理

5-1　支援効果高かった住宅補修

鳥取県西部地震の住宅復興補助金制度は「住宅
再建に 300 万円」のフレーズが有名になったが、
2005 年に現地調査したところ、実は再建より補
修に大きな効果を挙げていることがわかった。

再建でなく、補修が多かった理由としては次の
ようなことが考えられた。阪神・淡路大震災のよ
うなバシャッとつぶれる層崩壊ではなく、大半は
家を支える躯体は残っていた。再建するとなると
公費助成があるとはいえ、多額の自己負担が必要
となる。とくにお年寄りのみの世帯ほどその傾向
が強く、日常生活に支障がない程度に補修を済ま
せている。だが、「まだ一部で雨漏りがする」「壁
がゆがんでいる」など完全修復できていないケー
スも少なくなかった。住宅補修については、震災
直後の命を守る応急修理、とにかく住めるように
する復旧修理、落ち着いてから次の災害に備える
防災修理に、それぞれ助成する 3 段階支援が必要
であろう。

また、被害のひどかった日野町
30）

でアンケートし
たところ、住宅復興補助金がなかったら、24％の
世帯はなすすべがなく、公営住宅建設しか道がな
かったことも明らかになった。

5-2　法の不備埋める自治体支援

昨年アンケートした全国自治体調査では、26
都道府県が 39 の条例・要綱・要領で、2 市 1 町
も同様な手だてで住宅再建や住宅補修、生活再
建、長期避難支援について上乗せ・横出し・独自
支援を実施していた。「上乗せ」とは被災者生活
再建支援法の生活再建支援や 2004 年度から追加
された居住安定支援制度の支給金額、あるいは災
害救助法の応急修理費に自治体独自で加算する支
援制度だ。「横出し」とは、同じ災害を受けてい
ながら支給対象とはならない地域や年齢層、所得
階層に対し、法と同じ支給額を自治体が単独拠出
する支援方式のことをいう。独自の支援方式は、
まったく基礎となる法がないにもかかわらず、政
策判断で自治体が単独で制度化して支援すること
を指す。

一方、全く何の手だてもしていない都道府県は
大半が過去 10 年間に激甚法の適用を受けるよう
な災害に見舞われていない。逆にいえば大きな被
害を受けた自治体はほとんどが法による救済だけ
では不足と考えている実態がわかった。

また、自治体の上乗せ、横出し支援は、1998
年の被災者生活再建支援法の成立、2001 年の鳥
取県被災住宅再建支援条例の施行、2004 年度の
居住安定支援制度の導入を契機に増加している。
阪神・淡路大震災と鳥取県西部地震で自治体や住
民が痛感した「住まいの再建なくして地域の復興
はない」という思いが、それまでの私有財産自己
責任のドグマに風穴を開けたといえるだろう。

とはいえ、自治体の措置がただでさえ統一性の
なかった被災者支援のシステムを余計、混乱させ
ているともいえる。大半が該当の災害限定だった
り、当面の暫定措置などとして条例化されていな
いため、議会にかからないうえ、時期が過ぎれば
自治体のホームページからも姿を消すなど制度と
して積み上がらない傾向が強い。また、災害救助
法の応急修理に上乗せ支援するにあたって被災者

表 8　住宅復興補助金事業の内訳

（申し込みベース）

再建 296 件 5 億 9050 万円

補修 6427 件 23 億 277 万 3000 円

「鳥取県西部地震の記録」（2001.10 刊行）
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生活再建支援法の支給要件を援用するなど、ねじ
れ現象も起きている。このため、被災した住民は
どんな支援があるかすら理解できず、本来なら負
担を軽減すべき被災初期に無用の心痛を強いるこ
とともなっている。要は国の法律に統一性がない
ことがその根本にあると思われる。

5-3　救助法と支援法の一本化

自治体の上乗せ・横出し支援の中心は住宅の再
建・購入・補修支援。ところが、災害救助法と被
災者生活再建支援法は同じ住宅への補修支援でも
微妙に異なる。例えば、災害救助法（以下、救助
法）は住宅本体の工事ができるが、業者が派遣さ
れてくる現物支給方式、被災者生活再建支援法

（以下、支援法）は住宅本体の工事には支援がな
いが、現金支給方式。補修対象は、救助法の「半
壊」に対し、支援法は「大規模半壊」。支援対象
は「資力のないもの」と抽象的な救助法に対し、
支援法にはきっちりと年齢・所得制限が明記され
ている。支給金額も補修は 100 万円を上限とする
支援法に対し、救助法は物価にスライドして毎
年、変動するなど被災者にとっては実にわかりに
くい仕組みとなっている。

しかも、所管官庁が救助法は厚生労働省、支援
法は内閣府となっている関係で、自治体でも福祉
関係部局が扱ったり、防災部局が担当したりする
など著しく統一性を欠く。客員研究員の広原盛
明・龍谷大学教授は災害救助法を「災害治安維持
法
31）

」と断じ、被災者支援をあまり想定していない
と指摘する。
「被災者生活再建支援法」に居住安定支援制度

が導入された際、国会の附帯決議
32）

で 4 年後、つま
り 2008 年度の見直しが求められた。そこで、制

度疲労に陥っている救助法を解体し、レスキュー
の部分は災害対策基本法で吸収、住宅補修・生活
再建・生業再建支援の部分は支援法に統合する。
さらに、犠牲者への弔慰金や貸付金制度を定めた
災害弔慰金法

33）

を合体させ、新たな「被災者救済法」
の制定を支援法見直しの 2008 年度に合わせて論
議すべきであると、山中が 3 月 20 日に東京の日
本弁護士連合会であったシンポジウムで提起し
た。さらに、できうればこの新法に耐震改修事業
を加味させることが必要であると考えている。

鳥取県西部地震で住宅復興補助金は確かに人口
流出を防ぎ、被災者に生きる勇気を与えたという
意味では大きな功績がある。しかし、補修だけで
済ませた家は現在も完全な状態ではないケースが
少なくない。今度、大きな地震がきたら倒壊は免
れない。住宅支援は災害直後を第一弾とするなら
第二弾が必要だ。そのためにも耐震改修促進事業
を事後に加えることで、復興にも防災にも役立つ
制度ができると考えられる。

5-4　必要な災害法体系の整理

さらに、地盤災害や津波、火砕流などによって
集落全体が被害を受けた場合の復興についても、
統一された法制度はない。阪神・淡路大震災で
は、震災後、被災市街地復興特別措置法など特別
法が制定されたが、ベースとしては都市計画法、
都市再開発法、土地区画整理法など平時のまちづ
くり関連法が使われた。

北海道南西沖地震の際、津波災害に見舞われた
奥尻島の復興では漁村の活性化を目的とした漁業

写真 2　震災後 5年たってもブルーシートがかかる被災住宅
＝ 2005 年 10 月、鳥取県日野町で（山中写す）

表 9　被災者生活再建支援法と災害救助法の比較

被災者生活再建支援法 災害救助法

再建に対する支援 あり なし

補修に対する支援内容 現金支給 現物支給

補修対象 大規模半壊 半壊

支給要件 所得・年齢制限 資力のないもの

住宅本体への工事 認めず あり

補修費 100 万円 変動制
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集落環境整備事業が、福岡県西方沖地震で集落が
崩れた玄界島の再建では、主に不良住宅街の改善
をめざす小規模住宅地区改良事業が適用された。
奥尻や新潟県中越地震の小千谷では防災等集団移
転法という災害対応の法律が使われているが、問
題は商業施設への適用がない点だ。有珠山噴火災
害では洞爺湖温泉街の集団移転という論議も持ち
上がったが、集団移転法が使えないため、見送り
となった経緯もある。

いずれにせよ既存の法律は、平時のまちづくり
を念頭に置いているため、住宅再建はあくまで自
力が原則。また、公営住宅法による復興住宅や地
区改良事業の受け皿となる改良住宅も画一的で、
地域の特色に応じた景観規制や集落の特性に応じ
た住居様式とはなっていない。

このため、入居者の入れ替わりが期待できる都
市部と違って、居住者が亡くなったりするとデッ
ドストックとなり管理費がかさむなどの懸念があ
る。また、漁師宅では帰宅するとまず潮風で汚れ
たカッパを土間に吊し、足を洗い、お風呂に飛び
込むのが常というが、都市風の公営住宅ではその
ような仕様になっていない。また、画一的な中低
層の集合住宅で周囲の景観とマッチしないなどの
問題もある。

新潟県中越地震の旧山古志村では、二戸一の文
化住宅形式の復興住宅で、主亡き後は都市住民の
セカンドハウスなどとして使ってもらうなどの案

を検討している。地域特性を生かせる、それでい
て集落再建に効果的なまちづくりと住宅再建、公
営住宅をかみ合わせた法律の新設を考えるべきだ
ろう。

中央防災会議「東南海・南海地震等に関する専
門調査会」が 2003 年 9 月に発表した東海、東南
海、南海地震が連続して起こった場合の被害想
定によると、斜面災害で 2 万 7000 戸、津波被害
で 6 万 2000 戸が全壊する恐れがある。想定され
る被災地は主に、漁村とか農村。都市部だけでな
く、農漁村の再建を視野に入れなければ、日本の
中山間地は過疎のみならず、被災によって、どん
どん疲弊していく恐れがある。プレート境界型地
震は今世紀半ばまでには起きるといわれている。
残された時間はあまりに少ない。

6	 人間復興の目的

6-1　地域防衛、それとも個人救済

個人への現金給付は、国家賠償と損失補てんと
社会政策の三つしかない。東京ブランチの第 1 回
定例研究会で客員研究員でもある国土交通省の渋
谷和久が説明したところである。国家賠償は、国
が個人の権利を侵害した場合に、違法であれば国
が賠償する。それが公共の目的であれば損失補て
んをする。それ以外は、社会政策である。社会政
策は、公益性とか社会連帯とかを考えて実施され
るが、あくまでほかの政策とのバランスが考慮さ
れるという。

では、被災者に対する住宅再建支援がこの社会
政策に該当するかどうかである。これが大きな論
点の一つ。さらに、現実的な要請としては、住宅
再建を公的に支援するとなると莫大な費用を要す
る。国も地方自治体も財政難の時代に、そのお金
をどうやって工面するかという現実的な議論が次
に問題となる。

第一の論点で有力な主張は、鳥取県西部地震で
片山善博知事が住宅再建に公的資金を投入する
にあたって述べた次の言葉だろう。「橋や道路は
インフラだから直しましょう。だけど、人はいな
くなりましたでは、シャレにもならない」。玄界
島、旧山古志村は、小規模住宅地区改良事業でコ

表 10　東海・東南海・南海地震の被害想定
（2003.9.17 現在）

地震
被害 東海 東南海 南海 東海＋東

南海
東南海＋
南海

東南＋東南海
＋南海

死者数
（人）

建物倒壊 6700 4000 2400 9500 6600 12200

津波 2300 2900 8700 3700 11800 12700

火災 600 300 100 800 500 900

斜面災害 700 700 1400 1200 2100 2600

合計 10100 7900 12600 15200 21000 28300

全壊
建物数

（万棟）

揺れ 17 10.9 5.4 24.7 17 30.9

液状化 2.6 5.1 3 5.7 8.3 9

津波 1 1.5 4.5 1.8 5.7 6.2

斜面災害 0.8 0.8 1.4 1.3 2.2 2.7

火災 25 20.7 8.4 36.8 31.3 47.3

合計 46.3 38.9 22.8 70.2 64.5 96
（注） 中央防災会議「東南海・南海地震等に関する専門調査会」まとめをもと

に作成。数字は概数。全壊建物数は千棟未満は四捨五入。内訳は合計
と必ずしも一致しない。

 死者数は午前 5 時発生、全壊棟数は午後 6 時発生を想定し、最悪の値。
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ミュニティ全体が帰ろうとしている。まさに地域
防衛・コミュニティ維持論である。ところが、一
部の行政法学者に言わせれば、農村部とか地方で
の地域防衛、コミュニティ維持はわかるが、都市
部にコミュニティ防衛は通用しない。大半はサラ
リーマンだから、どこからでも通えるというわけ
だ。地方でいえても、都市では通用しない制度
は、法律にならないという。

しかし、本当に都市にコミュニティはないのだ
ろうか。都市にも東大阪や神戸・長田のように地
場産業と生計、住まいが一体化している地域があ
る。昔ながらの商店街などもそうだろう。

かつて旧国土庁に設置された「被災者の住宅再
建支援の在り方に関する検討委員会

34）

」は 2000 年
12 月 4 日に出した報告で、「住宅にはある種の公
共性がある」とした。道路を閉塞するような壊れ
方をした家の解体撤去費を公費で負担するのも一
定の公益性があるとの解釈は、阪神・淡路大震災
当時は極めて特例的だったが、いまや被災者生活
再建支援法のメニューに加えられるなど一般的な
扱いとなっている。東京都が防災骨格軸と呼ぶ大
震災の際に焼け止まり線となる住宅への耐震・不
燃化を公的支援するのも「街」を公共空間ととら
えるからだろう。町並み景観を維持するための法
や条例が個人の住宅に一定の制約を課すのも、私
有財産といえど、地域＝コミュニティとの関係で
市民的公共性があるとするからだろう。研究所発
足当初、唱えられた街区公共性、潜在的公共性の
概念を深める必要があると考える。

その一方で、作家の小田実さんら市民立法運動
が提唱した「生活基盤回復法案」は、国家に個人
を救済する責務があるとする考え方だ。市民運動
が公的支援なら、国民の助け合いで救済を図ろう
との提案が、兵庫県が震災後、国や全国知事会に
実現を働きかけ、2005 年 9 月からは同県単独で
スタートさせた住宅共済制度だ。公的支援は市民
側と国の論理が真っ向から対立し、膠着状態に
陥ったままだ。一方、共済制度は加入率の伸び悩
みが課題だ。これまでどおり公が運営するのか、
それとも市場に任せた方がよいのか、それぞれ長
所・短所があるだけに、さらなる議論が求められ
るだろう。

福岡県西方沖地震では、はからずもコミュニ

ティ維持か、個人救済かの論点が同時に制度とし
て顕在化した。福岡市は、被災者生活再建支援法
の居住安定支援制度への上乗せ支援にあたって、
漁村部では所得・年齢制限を一切せず、都市部で
は法定どおりの制限をかけた。担当課が異なった
ことによる縦割り行政の結果ともいわれるが、都
市部は困窮者の救済、漁村部は地域救済という色
彩が強い結果となった。

6-2　災害多発時代に備えて

今世紀半ばまでには東海・東南海・南海地震の
襲来が想定されている。首都直下地震の発生も懸
念され始めた。災害多発時代を乗り切るには、い
ろいろなアイデアを検討していく必要があるだろ
う。

まだ、未着手の課題として、災害ファンドがあ
る。雲仙普賢岳噴火災害、阪神・淡路大震災、新
潟県中越地震では巨額の基金を積み、その利子運
用で被災者支援や地場産業支援、街の復興事業な
どが実施された。被災自治体の自由裁量で事業を
企画できるうえ、議会にいちいち諮らなくてすむ
ため、小回りが効く、などの利点がある。ただ、
現行の復興基金は起債をし、その返済は交付税で
措置されているため、基金を設立するためには地
方交付税法の附則に災害名が書き加えられる必要
がある。その点では総務省の管理下にあるともい
え、さらなる自由裁量の基金を設計する必要があ
るかもしれない。

全国規模の復興基金については、これまで本間
正明・大阪大学教授の特別交付税の一定額を「リ
スクシェアファンド

35）

」として積み立てる提案や、
豊田利久・広島修道大学教授の「臨時地域特別目
的税

36）

」構想などがある。江戸時代には社倉、義
倉、常平倉というファンドがあり、このうち義倉
は富民の出捐で運営された。この発想を現代に生
かすための知恵が必要ではないか。宝くじ、公営
ギャンブル、赤い羽根募金、財界からの出捐など
検討すべき事項はたくさんある。

先日、お亡くなりになった廣井脩・東京大学大
学院教授

37）

が提案された災害保護制度
38）

についての検
討もまだ手つかずだ。廣井教授が「災害保護」と
いう概念を初めて打ち出したのは、2001 年 11 月
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に三宅島問題を集中審議した衆院災害対策特別委
員会の席上。参考人として出席し、「生活保護と
は別の仕組みとして、自然災害によって収入の道
を失った人が避難生活を続けている間だけ、一定
の継続的な金銭的支給が受けられる制度」の実現
を訴えた。雲仙普賢岳噴火災害の支援にあたった
長崎県の福崎博孝・弁護士（客員研究員）が提案
する「個人再生法」と「災害対策基金」を組み合
わせた災害バージョンの再生法私案

39）

についても今
後の熟成が待たれる。

このほか、首都が壊滅的打撃を受けた場合、被
災地の所有権を借り上げ、仮設の市街地をつくっ
て復興にあたるという「仮設市街地構想」、住宅
共済制度で集めた資金を耐震改修に回すという阪
神・淡路大震災記念人と防災未来センター専任研
究員、永松伸悟の「包括的地震防災基金

40）

」構想、
国民皆保険の強制地震保険制度、地域通貨による
復興事業制度、既存の法制度を緩和する復興特区
構想など、復興基本法提案の基盤を支える多くの
アイデアを今後、検討していく必要がある。

注
1） 阪神・淡路大震災 10 年の 2005 年 1 月 17 日を期し

て兵庫県西宮市にある関西学院大学内に設置された。
全体研究会のほか、復興制度づくり部会（コーディ
ネーター：荏原明則・同大学法科大学院教授）、復興
思想づくり部会（同：髙坂健次・同大学社会学部教授）、
財務部会（同：豊田利久・広島修道大学教授）、東京
ブランチ研究会を置き、2010 年に復興基本法を提唱
するとのストレッチ・ターゲットを掲げている。

2） 2005 年 3 月 20 日午前 10 時 53 分、福岡県西方沖を
震源に発生したマグニチュード 7.0 の地震。福岡市を
中心に九州一帯で死者 1 人、重軽傷者 1087 人、全壊
133 戸、半壊 244 戸という被害を出した。

3） 2004 年 10 月 23 日午後 5 時 56 分、新潟県のほぼ中
央に位置する小千谷市付近を震源に発生したマグニ
チュード 6.8 の直下型地震。北魚沼郡川口町で阪神・
淡路大震災以来という震度 7 を記録したのをはじめ、
地震発生日に計 164 回の有感地震を観測するなど、
激しい余震が続いた。このため、ピーク時には 10 万
3000 人の人たちが避難。59 人の死者のうち、直接死
は 16 人で関連死の方が多いという異常な現象を生じ
た。ことに激しい余震に怯えて車中泊をする人が続
出、お年寄りを中心にエコノミークラス症候群で亡
くなる人が相次いだ。また、中越地震の特徴は道路や
宅地が崩壊する地盤災害で、いくつも天然ダム湖がで
き、集落ごと湖底に沈むなどの被害も出た。新潟県は
被害の深刻さから「新潟県中越大震災」と命名、2004

年 11 月 29 日から使用を始めた。
4） 2000 年 7 月 8 日に伊豆諸島・東京都三宅村の雄山

が噴火。8 月 29 日には低温火砕流が発生し、9 月 2
日、全島避難指示が発令された。ところが、その後も
有毒な火山ガスの噴出が止まらず、2005 年 2 月に避
難指示が解除されるまで避難生活は 4 年半に及んだ。
放出ガスの濃度が高い島東部と西部の一部地域につい
ては、引き続き条例で立ち入りが禁止されており、
避難当時に約 3800 人だった人口は、転出や自然減で
2005 年 8 月現在、1247 世帯、2158 人が帰島したとさ
れている。

5） 2000 年 10 月 6 日午後 1 時半、鳥取県西南部を中
心に発生したマグニチュード 7.3 の地震。震源地は同
県西伯郡西伯町（現南部町）～日野郡溝口町付近。日
野郡日野町、境港市で震度 6 強を記録し、中四国で
182 人が負傷、全壊 435 戸、半壊 3101 戸という大き
な被害を出した。ところが、地震の規模を示すマグニ
チュードが大惨事となった阪神・淡路大震災（M7.2）
より大きかったことから論議を呼び、気象庁が検討委
員会を設置して協議。計算式が変更され、阪神・淡路
大震災もマグニチュード 7.3 に改められた。

6） 1923（大正 12）年 9 月 1 日午前 11 時 58 分に、関
東地方南部を襲った大地震。震源は相模湾でマグニ
チュードは 7.9。地震直後に火災が起き、死者・行方
不明者約 14 万人、家屋の全壊 12 万戸、全焼約 45 万
戸という大被害となった。震災恐慌と呼ばれる事態と
なり、朝鮮人や社会主義者の虐殺事件が起きた。

7） 1995 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分、淡路島北部を震
源に発生した都市直下型の大地震。気象庁の命名は兵
庫県南部地震。消防庁のデ－タでは、人的被害は直接
死 5521 人、関連死 913 人の計 6434 人。行方不明 3 人、
負傷者 4 万 3792 人。

 住家被害は、全壊 10 万 4906 棟（18 万 6175 世帯）、
半壊 14 万 4274 棟（27 万 4182 世帯）、一部損壊 39 万
506 棟の計 63 万 9686 棟に及んだ。

8） 中央防災会議編「防災基本計画」（平成 12 年 5 月）
第 2 章「防災の基本方針」：3。

9） 1857-1929 年。政治家。初代満鉄総裁。関東大震災
の直後に組閣された第二次山本内閣の内相兼帝都復興
院総裁として東京復興計画を立てた。

10） 越澤明『復興計画』中公新書、pp. 42-45。
11） 貝原俊民『大地からの警告』ぎょうせい、pp. 166-

169。
12） 1962 年 9 月 15 日生まれ。通商産業省入省後、産業

基盤整備基金総務課長、国土交通省貨物流通システ
ム高度化推進調整官岐阜県新産業労働局長など歴任。
2004 年 10 月、新潟県知事に就任。

13） 新潟県庁・新潟県知事の公式ホームページ「海彦・
山彦・裕彦」（http://home.r00.itscom.net/izumida/）。

14） 『東京都生活復興マニュアル』第 2 節生活復興マニュ
アルの対象としくみ、1. 生活復興マニュアルの対象

（「生活復興」と「都市復興」の意味）、pp. 4-5。
15） すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営

む権利を有する。
16） 髙坂健次『進む階層化社会のなかで「被害の階層性」

は克服できるか─総資産 5000 万円の壁をどう考え
るか』雑誌「世界」岩波書店、pp. 190-198、2005 年。
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17） みなかたくまぐす、1867 年 5 月 18 日（慶応 3 年 4
月 15 日）-1941 年 12 月 29 日）。博物学者、細菌学者、
民俗学者。主著『十二支考』『南方随筆』など多数。
歩くエンサイクロペディア（百科事典）と呼ばれた。

18） 山中茂樹『月刊ガバナンス』ぎょうせい、pp. 54-
57、2005 年。

19） 『ドキュメント災害史 1703-2003』2.「3 天明の浅間
山噴火」「4 救済と復興」国立歴史民俗博物館、p. 94。

20） 1990（平成 2）年 11 月 17 日、長崎県島原半島の中
央部にそびえる雲仙普賢岳が 1792（寛政 4）年以来、
約 200 年ぶりに噴火。1996（平成 8）年に終息宣言が
出されるまで約 6 年間も噴火活動が続いた。1991（平
成 3）年 5 月には土石流と火砕流が発生。同年 6 月に
は二度にわたって大火砕流が発生し、43 人の犠牲者
を出すとともに、179 棟の家屋が焼失・倒壊した。ま
た、家屋 148 棟を飲み込む大規模な土石流も発生し
た。このため、島原市、深江町に警戒区域が設定さ
れ、島原市だけでも最大で 2047 世帯 7028 人が避難を
余儀なくされた。噴火活動の長期化に伴い避難生活も
長期化し、応急仮設住宅が全て撤去されるまでに 4 年
以上の歳月がかかった。

21） 災害対策基本法 63 条で定められた措置。災害が発
生、あるいは発生する恐れがあり、人の生命・身体に
危険が及ぶと判断されるとき、市町村長が立入りを制
限、禁止し、退去を命ずることができる区域のこと。
人家密集地の立ち入りを強制的に禁止する「警戒区域」
の設定は雲仙・普賢岳噴火災害が初めて。1991 年 6
月 6 日には島原市長が、翌 7 日には深江町長が設定に
踏み切った。2005 年の福岡県西方沖地震でも崩壊危
険性のある斜面に約5カ月間、警戒区域が設定された。

22） 雲仙普賢岳噴火災害の際、避難で収入の道を断たれ
た被災者に国と長崎県が食費の名目で 1 人 1 日 1000
円、4 人家族で月額 12 万円を限度に支給した制度。

23） 初代長崎県雲仙普賢岳復興担当理事。
24） 雲仙岳災害対策基金は、1991 年 9 月に設立され、

2002 年 9 月に解散した。義援金なども入れて基金規
模は 1090 億円。長崎県からの貸付金や義援金をもと
に、4 分野 73 事業で総額 275 億円が投入された。最
終的に残った約 12 億 7000 万円は、島原市と深江町に
寄付されることになり、2002 年 11 月までに清算手続
きがとられた。

25） 『雲仙普賢岳からの提言─あるべき災害対策をめ
ざして』九州弁護士連合会・長崎県弁護士会「雲仙岳
普賢岳災害対策にあたっての体験談」pp. 133-139。

26） 2000 年 3 月 31 日午後 1 時過ぎ、有珠山西側斜面か
ら噴火。火口に最も近かった胆振支庁虻田町の避難指
示が最終的に解除されたのは 2001 年 6 月 20 日。全半
壊世帯は 533 戸にのぼった。

27） 有珠山噴火災害の際に北海道が単独で実施した制
度。収入が途絶えた虻田町の被災者に生活支援金とし
て 4 人家族だと最大月額 15 万円が、2000 年 7 月 1 日
から 2001 年 3 月末まで支給された。

28） 長期避難を強いられた三宅島島民を対象に東京都
が 2003 年 2 月から 2005 年 3 月末まで実施した支援事
業。収入が生活保護基準に準用する基準額に達しない
場合、収入額と基準額の差額を月単位で支給する仕組
みで、受給する場合は、預貯金（500 万円以下）を都

に預託することが条件とされた。
29） 2001 年 3 月 24 日午後 3 時 28 分、瀬戸内海の安芸

灘を震源に発生したマグニチュード 6.4 の地震。広島
県河内町などで震度 6 弱、呉市などで震度 5 強を記録
した。この地震で死者 2 人が出たほか、中四国で 260
人が負傷、全半壊は約 210 棟にのぼった。

30） 鳥取県西南部に位置し（東西 20km 南北 12.5km、
総面積 134.02km2）岡山県境に接する山あいの町。鳥
取県西部地震では町内全戸が被災した。山砂鉄の採
取とたたら製鉄は、明治時代に近代製鉄が台頭するま
で、この地域独特の重要な産業だった。大正 2 年に根
雨、日野、黒坂の 3 村となり、昭和 28 年根雨町、日
野村が合併。同 34 年、さらに黒坂町が合併して、現
在の日野町が誕生した。平成 18 年 3 月 31 日現在の人
口は 4213 人（世帯、1548 戸）。

31） 災害救助法は 1946 年南海地震の翌年の 1947 年に制
定された。しかしその趣旨は「（第 1 条）この法律は、
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その
他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助
を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全
を図ることを目的とする」とあるように、あくまでも
被災者の応急救助と被災地の社会秩序の保全が目的で
あって、当初から被災者の生活復興対策は全く考慮さ
れていない。災害救助法が関東大震災当時の騒乱状態
を念頭に置いてつくられた「災害治安維持法」だとい
われる所以だ。だからこの法律では避難所は 1 週間以
内の開設しか予定されていないし、応急仮設住宅の規
模や設備は文字どおり住むにたえない「仮小屋」程度
の水準でしかない。救助の種類の中に「生業に必要な
資金、器具又は資料の給与又は貸与」という項目もあ
るが、施行令や施行細則では事実上死文化していて適
用されていない（広原盛明の「つれづれ日記」http://
www.hirohara.com/diary/2005/0208.htm）。

32） 居住安定支援制度が盛り込まれた被災者生活再建支
援法改正案が 2004 年 3 月に成立した際、付帯決議と
して、「制度充実を図るため、法施行後 4 年をめどに
制度見直しを行うなど総合的な検討を加える」などの
政府に対する留意事項が列記された。このため 2008
年がその該当年となる。

33） 正式には「災害弔慰金の支給等に関する法律」。
1967 年の羽越水害をきっかけに議員立法で 1973 年に
成立した。災害により死亡した者の遺族に対して支給
する災害弔慰金（最高 500 万円）、災害により精神又
は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害
障害見舞金（最高 250 万円）、災害により被害を受け
た世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金につ
いて規定している。

34） 被災者生活再建支援法附則第 2 条（抜粋「住宅再建
支援の在り方については、総合的な見地から検討を行
う」）に基づいて旧国土庁に 1999 年 1 月に設置された
委員会で、計 17 回、1 年 11 カ月にわたる審議の末に
出された。「2. 被災者の住宅再建を検討する意義」の
中に「住宅は単体としては個人資産であるが、阪神・
淡路大震災のように大量な住宅が広域にわたって倒壊
した場合には、地域社会の復興と深く結びついている
ため、地域にとってはある種の公共性を有しているも
のと考えられる」との文言が盛り込まれた。



研究紀要『災害復興研究』別冊　『復興 興論』172

35） 兵庫県・震災対策国際総合検証会議『阪神・淡路
大震災震災対策国際総合検証事業検証報告』第 6 巻・
検証テーマ「震災復興財源の課題とあり方」pp. 99-
157。

36） 臨時地域特別目的税構想骨子：（1）これから予想さ
れる大規模震災は複数の府県をまたぐ広域と災害とな
る。（2）財政的に強力な地域単位は道州制に拠らざる
を得ず、そのような地域分権化の流れの中で新制度を
構築する。（3）人の心理として、近隣で大震災が起こ
れば同情と援助の心が強く働く。（4）地域独自の公的
財源で賄えば、不毛な国の「個人補償不可能論」から
開放され、伸縮的かつ効率的な案を作成できる。（5）
徴税形態は地方分権化とともに考える。（6）シミュ
レーションを実施中。

37） 災害社会学・災害情報論の権威で日本災害情報学会
を創設した東京大学大学院情報学環の元教授。群馬県
出身。東京大学新聞研究所助教授、同大社会情報研
究所教授、所長などを歴任した。2006 年 4 月 15 日死
去。享年 59 歳。著書に『災害と日本人巨大地震の社
会心理』（時事通信社）『災害情報論』（恒星社厚生閣）
など。

38） 朝日新聞 2002 年 2 月 3 日付社説「もう国が出る時
期だ」。

39） 関西学院大学災害復興制度研究所編『被災地恊
働─第一回全国交流集会から』関西学院大学出版
会、pp. 111-113、2005 年。

40） 関西学院大学 COE 災害復興制度研究会編『災害復
興─阪神・淡路大震災から 10 年』「包括的地震防
災基金の提案─災害に強い社会と被災者に優しい
社会の両立に向けて」関西学院大学出版会、pp. 213-
227、2005 年。

文献
中央防災会議・国土庁防災局編『防災基本計画（平成

12 年 5 月）』東京：大蔵省印刷局、2000 年。
広原盛明「広原盛明のつれづれ日記」2005 年（http://

www.hirohara.com/diary/2005/0208.htm, 2006
年 9 月 14 日閲覧）。

兵庫県企画管理部防災局防災企画課震災対策国際総合検
証会議事務局編『阪神・淡路大震災　震災対策
国際総合検証事業　検証報告　第 6 巻震災復興
財源の課題とあり方』神戸：兵庫県、2000 年。

貝原俊民『大地からの警告』ぎょうせい、2005 年。
国立歴史民俗博物館編『ドキュメント災害史　1703-

2003─地震・噴火・津波、そして復興』佐倉：
国立歴史民俗博物館、2003 年。

髙坂健次「進む階層化社会のなかで『被害の階層性』
は克服できるか─総資産 5000 万円の壁をど
う考えるか」『世界』岩波書店、pp, 190-198、
2005 年 12 月号。

越澤明『復興計画─幕末・明治の大火から阪神・淡
路大震災まで』中央公論新社、2005 年。

関西学院大学災害復興制度研究所編『被災地恊働─
第一回全国交流集会から』関西学院大学出版
会、2005 年。

九州弁護士連合会・長崎県弁護士会・災害対策法システ
ム研究会編『雲仙普賢岳からの提言 ─ある
べき災害対策をめざして』九州弁護士連合会、
1996 年。

永松伸吾「包括的地震防災基金の提案─災害に強い
社会と被災者に優しい社会の両立に向けて」関
西学院大学 COE 災害復興制度研究会編『災害
復興─阪神・淡路大震災から 10 年』関西学
院大学出版会、pp, 213-227、2005 年。

新潟県「新潟県庁・新潟県知事の公式ホームページ『海
彦・ 山 彦・ 裕 彦 』」（http://home.r00.itscom.
net/izumida/, 2006 年 9 月 14 日閲覧）。

島本慈子『倒壊─大震災で住宅ローンはどうなった
か』筑摩書房、2001 年。

東京都政策報道室『東京都生活復興マニュアル』東京都
政策報道室、1998 年。

政策調整部・山中茂樹「災害列島を生きる─自治体
に託された教訓（8）鳥取県西部地震「英断」
の収支決算─住宅再建の公的支援は地域に
何をもたらしたか」『月刊ガバナンス』56、pp. 
54-57、2005 年。

安田美香「『人間の再生』への挑戦─『1 月 17 日』か
らの出発。」『潮』（潮出版社）、pp. 104-109、
2005 年 5 月号。

［『先端社会研究』第 5号、2006 年 12月］
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阪神・淡路大震災 10 年の年にスタートした災
害復興制度研究所は 2009 年度をもって第 1 期計
画を終了する。日本災害復興学会の旗揚げと災害
復興基本法の提案という二つのミッションを果た
し、2010 年度からは「災害復興学の拠点形成」
という Stretch Target を掲げ、Second Series を
スタートさせることになる。では、1 期 5 年をど
う総括するか。「共存同衆」「事の支援」「権理の
ための闘争」。この三つのキーワードが災害復興
という未知なる航海の羅針盤であった。
「共存同衆」とは、わが国における学会＝

Society の原型の一つとなる結社のことだ。自由
民権運動家の馬場辰猪や東京専門学校（のちの
早稲田大学）をつくった小野梓らが 1874（明治
7）年に結成した。官製的結社で閉ざされた組織
だった日本学士会院とは対極にあり、広く門戸を
開き、当時としては珍しい女性衆員の参加も認め
た。しかも衆員全員が「無形の統御者」として
トップを置かず、会合への参加も自発的・自由な

「Voluntary Society」であった。モデルとなった
のは、1857 年に英国で結成された「英国社会科
学振興協会」（The National Association for the 
Promotion of Social Science）だ。産業革命を背
景にして生じたさまざまな社会問題を解決するた
めに生まれた組織で、当時の英国が直面していた
法律問題、教育問題、社会経済問題、労働問題な
どに取り組み、「立法・法改正部会」や「社会経
済部会」「教育部会」などを置いて個別のテーマ
ごとに議論をした。副会長に女性を据えるなど進
歩的で、クリミア戦争で従軍したことでも知られ
る看護士・社会起業家のフローレンス・ナイチン

ゲールらも在籍したという。
災害復興制度研究所、ひいては日本災害復興学

会も、この「共存同衆」をモデルとしている。当
初は、こんな図式を描いた。真ん中に被災者や復
興リーダー、外部支援者、研究者、ジャーナリス
トらが列

つら
なる全国被災地市民会議を置き、両サイ

ドに研究組織と支援組織を配する。市民会議は全
国被災地交流集会を主宰し、ここで支援が必要な
問題、研究が求められる課題を抽出し、研究・支
援組織に解決を求める。市民会議の下には「法制
度部会」「思想部会」「財務部会」などを置き、さ
まざまな提案をまとめる、というものだ。全体構
図は描いていたとおりにはならなかったもののい
くつかは実現し、現在も機能している。今後の課
題は、被災地交流集会の恒久組織化と提案機能の
強化だろう。

研究所は、この提案機能を強化するにあたっ
て、基本としたのは「事の支援」に留意すること
だった。「事」とは、「歩くエンサイクロペディア

（百科事典）」との異名をとった和歌山出身の博物
学者であり、民俗学者であった南方熊楠（1867-
1941）の造語だ。南方によると、「事」とは、「心」
と「物」とが接して生じる人界の現象─つまり
宇宙が生まれてからすべての「事」は一度しか起
きない「今」だというのだ。被災者支援は、家を
失えば「住宅再建支援」という「物」の支援、災
害の恐怖にさいなまされていれば「カウンセリン
グ」という「心」の支援という風に個別ばらばら
で行われる。しかし、借家に入っていたラーメン
店の経営者が家を失い、けがをして障害者となっ
た。店の周りは区画整理で客も戻ってこない。こ

三つのキーワード理念に
「共存同衆」「事の支援」「権理のための闘争」
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ういった「今」＝「事」に着目した総合的支援にこ
そ着目して支援メニューを考えなければいけな
い。「事の支援」には、「今の現状」を救うという
ことが大前提となる。「私有財産自己責任」や「焼
け太りをつくるな」といったマイナス思考では真
の復興支援はできない。1 期 5 年の研究は、この
ことに合意する作業でもあった。

そして、人間復興の「権理」に市民権を与える
ための闘争を仕掛けること。これが三つ目のキー
ワードとなる。闘争といっても実力行使という意
味では当然ない。文筆活動や言論による、いわば
啓蒙闘争・思想闘争である。「権理」は「権利」
ではない。権理とは、「理

ことわり
」の「権

ちから
」。何人によっ

ても覆されない「ノモス（ギリシャ語で法の理念）」
を意味する。

18 世紀の啓蒙思想家ジャン＝ジャック・ルソー
は、『人間不平等起源論』の中で「人間は理性を
授かった唯一の動物」と規定し、理性は「安寧と
自己保存」を求め、「同胞が苦しむことを嫌悪す
る」。このため、社会の各構成員は、身体と財産
を共同の力で保護するため社会契約をするとした。

また、英国の政治哲学者トマス・ホッブスは「人
間は限られた資源を未来の自己保存のためにつね
に争う」ことになる。つまり「万人は万人に対し
て狼」であるから、「生命の保存」のために契約
を結んで共通権力を形成するとした。災害復興
は、まさにこの「安寧と自己保存」「生命の保存」
のための契約を結ぶことなのだ。

さらに、ドイツの法学者ルドルフ・フォン・
イェーリングは、「法の目標は平和にあり、その
ための手段は闘争である」「世界中の法は闘いと
られたものである」と喝破した。わが国の憲法も
12 条で「自由及び権利」は「国民の不断の努力」
が必要だとしている。座して権力の施しを待つの
では「権理」は獲得できないのだ。

そして憲法の一つの目的は「統治者を鎖につな
ぐこと」である。ゆえに統治者は憲法をプログラ
ム規定として遵守義務をあいまいにしてきた。そ
こで、憲法と実定法をつなぐ復興基本法が必要で
あり、さらに「事の支援」を実現できる、さまざ
まな実定法を私たちは提案していかなければな
らない。その緒につく研究と実践が最初の 5 年で
あった。

もちろん、権理の獲得は容易でない。法学者の
間ではこういわれているそうだ。「今日はまだ達
成されていないが、明日には実現するであろうと
確信する」ことが法策定の駆動力になると。

参考文献
井上琢智「明六社・日本学士院と共存同衆・交詢社─

福沢諭吉・小幡篤次郎・馬場辰猪」『近代日本
研究』第 22 巻、慶應義塾福沢研究センター、
2005 年。

村岡到『生存権所得─憲法 168 条を活かす』社会評
論社、2009 年。

［関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター
『FUKKOU』11号、2010 年 3月］
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1	 はじめに

「人間復興」という壮大な思想体系の構築をめ
ざし、災害復興制度研究所を立ち上げて 1 期 5
年。第 1 期は被災実態と現行法制度・社会システ
ムとの乖

かい
離
り

を発見し、被災地で生まれた知恵や教
訓を研究所がネットワークハブとなり、一時的な

「フロー」（消え去る知恵・体験）ではなく、ストッ
ク（制度・思想）として定着させる作業を進めて
きた。2010 年度からの第 2 期 5 カ年計画では、

「復興思想の体系化」「復興思想の制度化」「復興
思想の実践化」を三つの柱に、わが国の災害サイ
クル（防災─救急・救命─復旧─復興）の中で、
制度・システム・理念とも最も脆

ぜい
弱
じゃく

な「復興」の
分野を学問的にも行政的にも厚みのあるものにす
ることが大きな戦略目標となる。

戦略目標を具体化するにあたって次のような三
つの流れを想定している。

一つ目は、1 期で発表した復興基本法を実効性
のあるものにすること。憲法─復興基本法とつな
がる復興思想を現実のものにするための実定法の
研究、現行法の改正提案をめざすことである。

二つ目は、「安心・安全社会」を実現すること
は「防災」だけでは不可能であるとの認識を明確
にすることである。被災後の再起・再生計画が
あってこそ社会の持続性は確保されることを強く
打ち出し、各級の防災計画の中に位置づけさせる
ことをめざしたい。

三つ目は、復興学は現在の社会が抱える病巣・
脆
ぜい

弱
じゃく

性を発見する学問でもあることを確認する

ことである。そのためには社会のひずみ是正や、
社会の再生を視野に入れたすそ野の広い研究体制
の構築を急ぎたい。

つまり、実務・学問の両分野において災害対応
を「防災」から説き起こすのではなく、復興から
考える逆転の発想を提案していきたい。

2	 人間復興とは

まず、研究所がめざす「人間復興」について一
定の概念を定義しておきたい。「人間復興」の概
念とは、災害復興の主体を「都市＝空間」から、

「人間」及び「人間の集団」に置き換えるパラダ
イム・シフトを意味している。これまで災害復興
は、「空間」が対象であった。そこでは、災害の
種別・規模・時期・地域に応じて、操作可能な変
数としての「街区の改変」を施策とすることで、
まさに「目に見える」効果を挙げてきた。しかし、
人々の生活再建は「救貧」を基準とする特例措置
や要綱事業というブラックボックスの中で処理さ
れ、不可視化状況が創られることにより、制度と
しての成熟が妨げられてきたといえるだろう。

「人間復興」は単なるスローガンではない。建造
物、道路、橋梁などのインフラで構成される「街」
ではなく、人々＝コミュニティ＝復興共同体であ
る「まち」を再生させる政策・制度を具体のもの
にしようという、まさに「空間復興」に対するオ
ルタナティブとしての思想なのだ。
「人間復興」を最初に提唱したのは、大正デモ

クラシーの旗手にして福祉国家論の先駆者である

逆回り災害サイクルからの発想
復興リベラリズムに裏打ちされた災害対応を
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経済学者の福田徳三（1874-1930）である。関東
大震災の折、帝都復興の儀を掲げ、「理想的帝都
建設の為の絶好の機会なり」として首都の大改造
をめざした、時の内務大臣・後藤新平に対し、次
のように異議を申し立てた。「私は復興事業の第
一は、人間の復興でなければならぬと主張する。
人間の復興とは大災によって破壊せられた生存の
機会の復興を意味する」。さらに、「国家は生存す
る人よりなる。焼溺餓死者の累々たる屍

しかばね
からは

成立せぬ。人民生存せざれば国家また生きず。国
家最高の必要は生存者の生存権擁護、これであ
る。その生存が危

き
殆
たい

に瀕
ひん

することは、国家の最緊
急時である」と喝

かっ
破
ぱ

した。福田にとって、建造物
や道路からなる物的都市は、あくまで「人間復興」
のための手立てに過ぎず、「今日の人間は、生存
するために生活し、営業し、労働せねばならぬ。
すなわち生存機会の復興は、生活・営業及び労働
機会（これを総称して営生という）の復興を意味
する。道路や建物は、この営生の機会を維持し、
擁護する道具立てに過ぎない。それらを復興して
も本体たり実質たる営生の機会が復興せられなけ
れば何にもならないのである」として、まさに「コ
ンクリートから人」への通念の転換を主張する画
期的なものであった。

もとより「都市復興と人間復興は同時並行的に
進められるべきだ」。「コンクリートから人へ」
ではなく、「コンクリートも人も、だ」といった
反論が寄せられることは承知のうえだ。都市も被
災者も、との論理は一見、良識的であり、大方の
人が首肯する穏健な意見と受け止められがちであ
る。だが、この場合、「人の復興」は慈恵的であ
り、福祉的であることが言外に含まれている。そ
の証左は、これまでの行政的措置の中で「被災者
支援は福祉分野」がメインストリームであったこ
とでも明らかだろう。「人の復興」は、極論すれ
ば「為政者による施し」であり、「被災者の権理」
ではなかったのである。

ここでいう「権理」とは「権利」ではない。権
理とは、「理

ことわり
」の「権

ちから
」。何人によっても覆されな

い「ノモス（ギリシャ語で法の理念）」を意味する。
18 世紀の啓蒙思想家ジャン = ジャック・ルソー

は、『人間不平等起源論』の中で「人間は理性を
授かった唯一の動物」と規定し、理性は「安寧と

自己保存」を求め、「同胞が苦しむことを嫌悪す
る」。このため、社会の各構成員は、身体と財産
を共同の力で保護するため社会契約をするとし
た。英国の政治哲学者トマス・ホッブスもまた「人
間は限られた資源を未来の自己保存のためにつね
に争う」ことになる。つまり「万人は万人に対し
て狼」であるから、「生命の保存」のために契約
を結んで共通権力を形成するとした。
「人間復興」とは、まさにこの「安寧と自己保存」

「生命の保存」のために社会契約を結ぶことなの
だ。「人間復興」とは、自己の運命を誰かに預け、
慈愛を待つことではない。被災からの再起を自ら
の手に取り戻す「権理」の闘いであるべきなのだ。

これまで「人間復興＝被災からの再起」は、「発
災→救急・救命→復旧→復興→防災」と巡る災害
サイクルの中で失われたピースであった。だが、
福田が言うように「人民生存せざれば国家また生
きず」ならば、都市の復興と人間の復興は同時並
列的に進むのではなく、都市復興は「人間復興と
いう物差し」で設計されなければならない。

2 期計画の初年度にあたる 2010 年度、九つの
研究会を立ち上げた。さまざまな被災の態様、脆
弱さの度合いに応じて人間復興という物差しの目
盛りを明らかにする作業を始めるためだ。

3	 復興曲線とは

人間復興という物差しを考えるにあたって、こ
れまで復興曲線が、常に右肩上がりに描かれてき

図 1　「災害サイクルのMissing	Link」

復興 復旧

防災 救急・
救命

発災

災害サイクルの
Missing Link
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たことに、まず疑義をはさまなければならない。
復興の座標軸の X 軸に刻まれる指標は、人口、
事業者数、地域の所得、地価、観光客数、税収入
……、果ては復興感なるものまで登場したが、ど
うにも行政や研究者たちは懸命に右肩上がりの指
標を探していたようにさえ思える。

日本人の多くが抜け出せない「成長神話」。そ
の胡

う
散
さん

臭
くさ

さに最初の異議申し立てをしたのが、
2004 年の新潟県中越地震の際に発足した「復興
デザイン研究会」だろう。過疎が進む中山間地を
襲った災害。被災者生活再建支援法の適用対象と
なる大規模半壊以上の住宅被害が全世帯の 5 割を
超える旧山古志村など 10 地区では、被災後 3 年
間に総人口が 27％も減少し、震災により過疎化
が 5 倍以上の速度で進んだ。

そもそも復興の定義に疑義があることは 2009
年の紀要『災害復興研究 Vol. 1』に書いたとおり
だ。新潟県中越地震で被災したある自治体は復興
を「災害前と全く同じ施設、機能に戻すのではな
く、地域が災害に見舞われる前以上の活力を備え
るように、暮らしと環境を再建していく活動」と
定義。多くの自治体も地域防災計画の中で、復
旧・復興を「都市構造や産業基盤のよりよき改変」

「中長期的課題の解決」「地域振興のための基礎的
な環境づくり」「より安全で快適な空間創造」「被
災前の地域が抱える課題を解決」など、右肩上が
りのバラ色の未来図で想定している。

しかし、平時の日本でさえ素朴な成長神話を信
じられなくなった今日。被災した地域が右肩上が
りの復興曲線など描けるはずがないのだ。まさ
に、復興デザイン研究会は、「裸の王様は、やは

り裸だ」と言い切った最初のケースだろう。X 軸
に経済成長を想定した指標ではなく、別の指標を
とる「軸ずらし」なる概念を提起したのもデザイ
ン研究会である。

ヒマラヤ山麓にあるブータン王国の第 4 代
国 王（ 在 位 1972 年 7 月 21 日-2006 年 12 月 14
日）ジグミ・シンゲ・ワンチュク（Jigme Singye 
Wangchuck）が 1976 年 12 月に国民総生産（GNP）
に代わる国家目標として提唱した「GNH（Gross 
National Happiness）＝国民総幸福量・国民総幸
福度」こそ軸ずらしの最たるものだろう。ブータ
ン王国は総人口 70 万人足らずの農業国。森林面
積は国土の 7 割にも達する。GNH に必要な要素
として、「持続可能かつ公正な社会経済学的発展」

「環境の保全」「文化の保護と促進（再生）」「良い
統治」の五つを挙げており、ブータン総合研究
所（Centre of Bhutan Study; CBS）が GNH を計
測する指標モデルを研究している。われわれが考
える人間復興の座標軸も軸をずらした指標の一つ
に幸福指数があることはいうまでもない。元兵庫
県知事の貝原俊民は阪神 ･ 淡路大震災で「創造的
復興」なるスローガンを掲げた。ともすれば開発
至上主義ととられがちな造語だが、貝原の真意は

「文明から文化」に軸ずらしすることだった。神
戸市の東遊園地にある阪神 ･ 淡路大震災の希望の
灯のモニュメントにも「震災が残してくれたもの　
やさしさ　思いやり　絆　仲間」と刻まれてい
る。大震災の被災者こそ真っ先に、この国の「軸
ずらし」を提起したのではなかったか。われわれ
は、どうやら震災復興に限らず米国型のグローバ
ルスタンダードではない、日本固有の幸福像、ひ
いては国家目標を持つべき時に来ているのだろう。

復興曲線については、別の視点から取り組まれ
た試みにも触れなければいけない。大阪大学大学
院の宮本匠が 2010 年 1 月の全国被災地交流集会

（関西学院大学災害復興制度研究所主催）で発表
した「被災者が描く復興曲線」である。「軸ずらし」
が右肩上がりの復興曲線に対する異議申し立てな
ら、「被災者が描く復興曲線」は、多くの被災者
の復興感を束ねることによって被災者一人ひとり
の人生が埋没してしまう手法に対する強烈な異議
申し立てであった。

彼の手法は、インタビューをしながら、震災か
図 2　「軸ずらし」の概念を提唱した復興	

デザイン研究会の復興曲線

何をもって復興か。
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ら 15 年、被災した人たちの人生の浮き沈みを座
標軸に描いてもらうというものだ。そこからは、

「自助努力」というこれまでの復興の考え方に沿っ
た施策では救われない。いや、それどころか、さ
らに負のスパイラルという蟻地獄に陥る階層の存
在が浮き彫りになった。

大震災は、平時の社会が抱える脆弱な階層・脆
弱な社会（ヴァルネラビリティ）の危うい均衡（老
朽危険な建物と低家賃、助け合いと絶対的貧困、
持ち家願望と虚構の空間所有、経済成長とローン
社会）を壊し、それを表の社会にさらしてみせ
た。対症療法的な被災者支援では救えない階層の
存在をわれわれは目の当たりにしてきたのだ。

この「被災者が描く復興曲線」をさらに科学的
なものにできないか、との発想で 2010 年度に立
ち上げたのが「VAS 研究会」である。VAS とは、
Visual Analogue Scale の略。東京大学大学院生
体管理医学講座、麻酔科・痛みセンター教授（当
時）の花岡一雄が考案した痛みの測定法を指す。
我慢できない症状を 10、症状なしを 0 として、
そのときどきの痛みを目盛りで表す手法だ。ス
ケールで表現できない子供には大泣きから笑顔ま
での顔の表情をスケールの代わりにした「Face 
Pain Rating Scale（Face Scale）」がある。

この VAS を被災者支援の際、行政と被災者と
中間支援者との共通の尺度として使えるようにで
きないかというのが研究会立ち上げの動機だ。経
済的、社会的、心理的目盛りをつくることで、経
年変化をみることもできる。事例を増やせば、

（資金的、精神的な）緊急支援が必要な目盛りを

発見することも期待できるのではないか。また、
我慢できない症状の最高を震災時にするのか、そ
れとも人生における最悪時とするのかによって、
この国の貧困度を測る指標ともなりうるというの
が研究会の趣旨だ。

4	 防災ファシスト

「痛みのスケール」で、被災者・被災世帯がた
どる右肩下がりの復興曲線を測るのは指数が落ち
込む要因を探り、どんな施策、どんな支援が必要
かを検討するためだ。被災世帯が負のスパイラル
に巻き込まれるのは一つの要因だけではない。家
が全壊し、家族が負傷し、仕事を失い、生きて
いくのに精一杯でいるうち、子どもが心の病にか
かっている。あるいは脳に機能障害を負ってい
る。そのことに気づいたとき震災から何年も経っ
ていた、というケースさえあるのだ。阪神 ･ 淡路
大震災から 15 年経って、ようやく行政課題とし
て取り上げられた事象に震災障害者問題がある。
震災で負傷し、ハンディを負うことになった人た
ちに問題があるわけではない。その事実に気づか
ず、15 年も放置していたわれわれを含む社会に
問題があるのだ。また、「障害」を「障がい」と
表記することが一般慣例化していることにも触れ
ておきたい。

かつて、障害者解放運動の前衛にいたグループ
が「われわれに障害があるのではない。社会に障
害があるのだ」との主張を展開した。福祉マップ
をつくるにあたって、街角の音響信号機や点字ブ
ロック、駅のスロープの所在を書き込むのではな
く、あの階段で若者が車いすを担いでくれた、あ
の交差点で女の人が手を引いてくれた、といった
できごとを毎年、書き込んでいく地図をつくって
いるグループもあった。音響信号機や点字ブロッ
クが施策・制度なら、車いすを担ぐ行為は「やさ
しさ　思いやり　絆」だろう。どちらかではな
く、どちらも大切なのだが、災害復興の世界では
残念ながら、いずれも十分ではない。

家が全壊した世帯に年齢・所得に関係なく最高
300 万円を支給する被災者生活再建支援法の改正
案が成立した 2007 年の 11 月、内閣府の検討会に図 3　痛みのスケール
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出席したある代議士からメールをもらったことが
ある。この日は 9 日に成立した被災者生活再建支
援法の改正案について説明があり、各委員に中長
期的課題についての意見が求められた。改正支援
法については、概ね好意的な意見が続く中、ある
大学教員の委員が支給要件から年収要件を外した
ことに憤慨。住宅を再建する被災者に一律 300 万
円が支給されるならば、「首都直下地震での支給
総額は 3 兆円になり、パニックを引き起こす要因
になる」「私なら庭にすぐつぶれるような掘っ立
て小屋を建てる」と手厳しい批判を加えたという
のだ。
「脆弱さへの支援」を許さない、こういう市場

原理主義者たちを私は「防災ファシスト」と呼ん
でいる。ファシストとは「結束した同盟者の集ま
り」。ファシズムとは「個々人の意思や思想を律
し、型にはめるための権威」と定義されている。

そもそも命が危ないのに住宅再建の支援金がも
らえるからと言って、家が壊れるまで放置してお
く人がどこにいるのだろう。阪神・淡路大震災で
一番、死亡率が高かったのは独り暮らしの高齢
女性だ。月額 10 万円足らずの年金で暮らしを立
て、家賃 1 万円あまりの棟割り長屋に住む。家主
も資力のない高齢者。この人たちを前にして「自
分で自分の命を守る。自助が第一」とだれがいえ
るのだろう。いや、それより新耐震基準でも 3 割
の木造住宅が壊れるという統計があり、2005 年
の福岡県西方沖地震では新築マンションにも大き
な被害が出た。「いや壊れるのは折り込みずみ。
命さえ守られればよい設計になっている」と言っ
てのける専門家の無神経さに憤りさえ覚える。

いや、とまれ。それを今さら責めても仕方がな
いだろう。「完全なる防災などない」と、防災ファ
シストたちも認めているではないか。ならば、被
災者支援もあってしかるべきだろう。

私たちは今こそ復興リベラリズムの旗を大きく
掲げなければならない。リベラリズムとは、機会
平等と最小不幸、国や社会による富の再配分を是
とする立場だ。復興を人口の回復率や空き地率な
どでは測らない。被災者一人ひとりの再生を集積
したところから測るべきだ。その指標には無機質
な都市サイズの係数ではなく、希望の明かりのモ
ニュメントのように、心の福祉マップを創る人た

ちのように、そして国民総幸福量を国の指針とす
るブータン王国のように、豊かさ、楽しさ、絆、
思いやりといった人間サイズの物差しを当てるべ
きなのだ。私たちは被災地の人たちと手を結び、
復興リベラリズムに基づく再建支援のシステムを
構築していかなければならない、と考えている。

5	 個人災害救済法案

復興リベラリズムに基づく脆弱な階層・脆弱な
地域のための再建支援システムを構築していくこ
とを目的に、2010 年度、従来からの「法制度研
究会」に加え、次の四つの研究会を立ち上げた。

1．「ジェンダーと災害復興─制度設計と生活再
建をめぐる課題に関する国際比較研究」（略
称・ジェンダーと災害復興研究会）

2．「首都直下地震の避難・疎開被災者の支援に
関する研究」（略称・震災疎開研究会）

3．「中山間地における孤立集落の事前復興に関
する災害復興学的研究」（略称・中山間地研
究会）

この三つの研究会は、2010 年度から 3 カ年、
科学研究費の助成を受けて研究を進める。阪神・
淡路大震災で一番、死亡率が高かった独り暮らし
の高齢女性の問題（人口比率の問題は別にしても）
は、当然、ジェンダー研究会の視野に入っている
だろうし、災害で被災地外に避難をしたものの情
報過疎から帰れなくなり、支援の狭間で漂流を余
儀なくされている域外被災者の問題は疎開研究会
の対象だ。人口の過半数を 65 歳以上の高齢者が
占める「限界集落」が急増し 、東海・東南海・
南海地震など大きな災害が発生すれば「孤立する
集落」が多く出現すると予想されている脆弱な地
域・中山間地については、中山間地研究会が取り
扱う。

当初、2010 年度の日本災害復興学会神戸大会
でフォーラムを開催し、政策提言をめざそうとの
提案があったことから、時限的研究会として立ち
上げたのが、「震災障害者法制度研究会」だ。こ
れまで震災や災害で障害を負ったり、精神的に病
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んだりした人たちの支援は制度の隙間にあって、
実態の把握すら進んでいない。兵庫県・神戸市も
同年度から実態調査に入ったが、一筋縄ではいか
ないテーマであることが、徐々にわかってきたこ
とから、今後 1 年は継続して研究を続けていくこ
とにした。

震災で障害を負った人たちのうち身体障害で
は、体幹機能の障害や下肢障害が多かった。「だ
から、耐震化が必要だ」という議論は至極まっと
うだが、そこで終わってはいけないというのが研
究会を存続させることにした大きな理由だ。

車検制度のように家検制度が必要だという当研
究所の室﨑益輝所長の提案や民法の瑕疵担保責任
では十分、対応できない欠陥住宅や手抜き工事に
対する PL 法（製造物責任法）の住宅版なども長
年の検討課題だが、ここでは復興システムが個人
を対象にしていないことに注目したい。

被災者の災害からの再起は自助努力・自己責任
が阪神 ･ 淡路大震災の当時、当然視されていた。
とことん自助努力だけで再起できない人に限って
生活保護法など福祉的措置がなされたが、これに
異議を唱えたのが、亡くなった作家・小田実や兵
庫県の貝原俊民だった。ところが、この議論は
30 年余り前にも国会で議論されていたのだ。

1998 年 1 月の神戸新聞には次のような記事が
ある。

阪神大震災を機に盛り上がる被災者の支援法
案制定をめぐる動きについて、成立を目指す議
員らは「災害犠牲者の遺族に見舞金を支払う『災
害弔慰金法』成立当時と同じ議論が繰り返され
ている」と指摘する。同法成立は 1973 年。自
然災害による個人被害に、個人責任の原則を修
正した画期的な法制度と言われたが、私有財産
制度や公平と平等の原則などの論議が続き、創
設まで 6 年以上の歳月を費やした。

被災者個人に国が援護措置を講ずるという論
議に先べんを付けたのは、災害対策基本法が制
定された 1961（昭和 36）年だった。

社会党の辻原弘市は、衆院災害対策特別委
で、第二室戸台風の被害に触れ、「被害は比較
的低所得の人に手痛く当たった。政府として
も、個人的災害を救う意味の諸施策をすべき
だ」と発言した。これに対し当時の池田首相は

「財政の状況、公平の原則などから案が見当た
らない。貸付金などで対応したい」と述べ、当
時も財源や公平性の問題がネックになったこと

表 1　研究会一覧

分
野 研究所第 2期研究会一覧 備考

科
研
研
究
会

首都直下型地震の避難・疎開被災者の支援に関する研究（震災疎開研究会） ・メンバー固定
・2010 年度～12 年度

中山間地における孤立集落の事前復興に関する災害復興学的研究
（中山間地研究会）

・メンバー固定
・2010 年度～12 年度

ジェンダーと災害復興─制度設計と生活再建をめぐる課題に関する国際比較研究
（ジェンダーと災害復興研究会）

・メンバー固定
・2010 年度～12 年度

制
度
づ
く
り
部
会

法制度研究会 ・公開・中心メンバー固定
・2010 年度～

震災障がい者法制度研究会 ・公開・中心メンバー固定
・2010 年度～

トリアージ法制度研究会 ・公開・中心メンバー固定
・近々スタート

現
研
融
合

VAS 研究会 ・公開・中心メンバー固定
被災地フォローアップ研究会 ・公開・中心メンバー固定

災害復興における国際連携・国際協力を考える研究会（国際連携研究会） ・公開・中心メンバー固定

共
同 復興とは何かを考える研究会 ・公開・中心メンバー固定
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がうかがえる。
議論が本格化するのは 1967 年 8 月、新潟県

下越地区で起きた羽越水害以降だ。死者、行方
不明者 134 人に上る災害で、現職の参議院議員
とその孫が命を落とした。

訃報を聞いた息子の佐藤隆は、父母と長男、
三男の死に「この怒り、悲しみをだれにぶつけ
たらいいのか」と、参院補選に出馬、自然災害
救済の法律制定に乗り出す。

同年、衆院災害対策特別委の小委員会に、災
害対策の基本問題を各党がまとめた「災害対策
要綱案」が出された。被災者への見舞金や弔慰
金などが含まれ、大蔵省は「個人災害は、現在
の社会制度の下では、補償することはできな
い」と否定的だった。

一方で佐藤首相が「共済制度なら考慮の余
地もある」との趣旨を発言、共済制度が浮上
する。1970 年には、共済型の法案として初め
て、公明党から「災害救済法案」が出されたが、
審議未了に。この間、全国知事会も「国民災害
共済制度構想」をまとめた。

政府も総理府を中心に関係省庁と共済制度を
検討したが、強制加入を採用するだけの公益性
がない▽掛け金徴収が困難▽負担と給付の不均
衡などの問題が挙げられ、壁に当たった。

1972 年には、衆院に「災害対策の基本問題
に関する小委員会」が設けられ、共済から再び
個人救済に議論が移った。

同小委員会がまとめた「災害弔慰金構想案」
を災害対策特別委に報告したところ、政府側の
砂田重民・総理府総務副長官が「どこにも苦情
を持って行き難いこと、人命の損失への弔慰金
であること、相互扶助による拠出が難しいこと
などから、国が補助することは、十分に意義が
ある」と述べ、政府として取り組むことを表
明。法案制定の流れが固まった。

政府は、この構想発表に伴い、同年 10 月に
「市町村災害弔慰金補助制度要綱」を発表。同
年 6 月 1 日以降の災害にさかのぼって適用し
た。被害を受けた市町村が、死亡者の遺族に災
害弔慰金を支給した際、10 万円を限度に、国
が 2 分の 1、都道府県が 4 分の 1 を補助する内
容だった。

そして翌年、佐藤隆が委員長を務める自民党
の小委員会で、住居、家財などの物的損失に対
する災害援護資金の貸し付けと、弔慰金の引き
上げを盛り込んだ「災害弔慰金の支給及び災害
援護資金の貸付けに関する法律案」をまとめ、
委員長提案し可決。8 月に参院本会議、9 月に
衆院本会議で可決、成立した。法案で弔慰金
は、50 万円以内に引き上げられた。

佐藤の父母、そして二人の息子の七回忌の年
だった。

（神戸新聞掲載日：1998 年 1月13日）

注目されるのは、個人災害救済法案、そして救
済法案の落としどころとして浮上した弔慰金法の
審議の中で、こののち住宅再建支援をめぐる論争
の主要な論点が、婉

えん
曲
きょく

にではあるが、すでに表
明されていることだ。

1 点目は、自然災害で国が補償することはあり
えない。

2 点目は、何らかの形で被災者のケアをするに
しても生命・身体に限る。「物的損害」は考えて
いない。

1971 年 9 月 17 日、衆院災害対策特別委員会で
の政府答弁は次のとおりだ。

総理府といたしましては、何とかしてこれを
前向きにいたしたい。実現可能な方向に持って
行きたいということで、関係者と意見の出し合
いをし、それの調整をすべく鋭意検討中でござ
います。ただ、個人災害の程度をどういう風に
考えるかということでございますけれども、総
理府の考え方としましては個人の災害による生
命及び身体の被害、要するに物的損害を除きま
して生命及び身体ということに関する被害とい
う点に限りたいという方向で…。

しかし、このときの決着が 37 年経って、震災
障害者を苦しめることになる。

2010 年 12 月 28 日付の毎日新聞夕刊は、兵庫
県と神戸市の実態調査の結果を次のように伝えて
いる。

『震災障害者 3 割が失業　7 割転居強いられ
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る─兵庫県と神戸市調査』
兵庫県と神戸市は 28 日、阪神大震災（1995）

で身体障害を負った震災障害者を対象とした初
の実態調査の中間集計を公表した。回答者の約
3 割が震災によるけがの影響で失職し、約 7 割
が転居を余儀なくされるなど、震災障害者の直
面した過酷な実態の一端が震災 16 年を前に初
めて明らかになった。

調査は、震災によるけがで身障者手帳を取得
したことが判明した 328 人が対象。本人や遺族
に調査票を送付し、87 人が回答した。回答者
は 60 代が 30.3％、70 代が 21.1％で、22.4％が
現在一人暮らしだった。障害部位は下肢（脚）
が 70.1％と多く、上肢（腕）21.8％など。

震災によるけがで失職した人は 28.9％に上
り、休職や雇用形態の変化も含めると 56.6％が
仕事上の影響を受けていた。震災後に転居を
余儀なくされた人は 69.8％。住居の損壊で避難
し、元に戻れなかった人が多かったとみられる。

この記事に補足するなら、半数近くが 51 日以
上も入院、7 割近くが転院を経験していた。手帳
の交付時期は 3 割近くが 3 年たってから。就業
に影響がなかったと答えた人はわずか 3.6％で、3
割強は失職・もしくは雇用形態が変わったといっ
ている。

ところが、弔慰金法の障害見舞金の対象は、両
眼が失明したり、両手がひじ関節以上で切断した
りなど、大変重い障害のみとなっている。労災事
故の 1 級相当で、ほかの法律に比べても大変重
く、しかも支給金額は生計維持者で 250 万円、そ
れ以外で 125 万円と極めて低額だ。精神障害は対
象となっておらず、阪神・淡路の被災者で受給し
たのは、わずか 64 人にとどまっている。このた
め、兵庫県の井戸敏三知事は「阪神・淡路のよう
な大被害を想定していない制度で、（支給）対象
範囲の拡大で議論が必要。国に対して働き掛けて
いきたい」としている。

まさに関東大震災の折、福田徳三が「国家は生
存する人よりなる。焼溺餓死者の累々たる屍から
は成立せぬ。人民生存せざれば国家また生きず。
国家最高の必要は生存者の生存権擁護、これであ
る。その生存が危殆に瀕することは、国家の最緊

急時である」と指摘した観点がいまだわが国の復
興法制度に生かされていないところに問題がある
といえるだろう。

6	 逆回り災害サイクルからの発想

防災をはじめとする災害対応は、発災から
フィードバックするのでは限界がある。発災から
の発想は、ハザードマップ、緊急参集、待機宿
舎、図上訓練、災害対策本部、避難指示・勧告
……と、どうしても行政対応が主体となる。で
は、住民はどうすればよいのか。思わずこう問え
ば、「自分の命は自分で責任を持つべきだ」と突
き放したような専門家とも思えぬ回答が戻ってく
る。この「自助・共助・公助」という一連のフレー
ズには胡散臭さがぬぐえない。ともすれば「自助」
を強調したい、という本音が衣の下からチラリう
かがえるのだ。「一億総ざんげ」「欲しがりません　
勝つまでは」といった日本のダークエイジに造ら
れた、お上が庶民を道連れにして責任の所在をあ
いまいにする標語が連想される。そもそも自分の
命を粗末にする人がいるだろうか。おそらく自殺
願望者だけだろう。

耐震化にしても、自己責任を問うならば、そん
な建物の建築を許可した行政の責任は、地震に弱
い建物を作った業者の責任は、と声を荒げたくも
なる。一般的に学識高いと思われている人たちが

「被災者生活支援法が耐震化を妨げている」「家が
壊れて 300 万円もらえるなら掘立小屋に住む」
といった世迷いごとをいう暇があったら、「なぜ
人々は地震が来れば壊れる家に住んでいたのか」
という疑問を解き明かすことこそ学者の務めでは
ないだろうか。

阪神・淡路大震災から 10 年の 2005 年に実施し
た全国防災意識調査では、持ち家層で耐震診断を

「受けた・受けたい」と答えた人のうち、耐震不
足と診断されても 7 割が「補強するかどうかは費
用次第」と答えている。子供の進学、親の介護、
家族の病気……。一生に一度あるかないかの地震
対策より明日の生活なのだ。また、壊れそうな文
化住宅、改修能力のない家主、低額家賃でなんと
か暮らしている低所得者という構図も大都市では
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少なくない。中山間地ではこんなケースもある。
鳥取県西部地震で、老朽化した家屋に一人暮らし
の被災したお年寄りを訪ねたことがある。部分補
修だけで済まし、震災 5 年経ってもボランティア
がブルーシートを毎月張り替えてくれる家で、そ
のお年寄りは暮らしていた。「子供たちが帰って
こないんだから、自分の暮らす部屋だけ直せばえ
え」と話した。この人たちに「耐震改修しないの
は自己責任。自助が大切だ」と言い切れるだろう
か。

阪神・淡路大震災で被災した人たちが暮らす災
害復興公営住宅を訪ねてみるがよい。支給を受け
た給付金が何のお金かわからないお年寄りたちも
いるのだ。

地位も、学識も、財力もある学者たちが「公に
頼りすぎるな」「自助が大切だ」と被災者たちを
責める図はあまりみっともいいものではない。

社会的責任を負う人たちは、もっと「なぜ、自
助ができないのか」という命題に思いを馳せるべ
きだろう。できないなら、できるような社会シス
テムの整備と支援策を用意すべきなのだ。

自分を助けるための情報も入手できない、手だ
てもわからない人たちのために、復興士という制
度の創設を提唱している。復興サポーター、復興
ファイナンシャルプランナー。名称はまだまだ考
慮の余地があるが、要するに住民と行政の間に
立って支援の前裁きをする人たちのことだ。行政

の仕組みや種々の手続き、支援のため諸制度に精
通している人たちを養成し、地域の脆弱な階層の
発掘にも手を貸してもらう。当然、守秘義務が求
められるから、想定されるのは社会福祉士や民生
委員といった人たちだ。組織的に対応してもらう
のが理想だが、難しければまず有志を募り、養成
することから始めてはどうだろう。

合わせて被災者台帳の整備が大切だ。幸い、こ
ちらは兵庫県西宮市情報センターの開発した被災
者支援システムがある。すでに総務省の外郭団
体・地方自治情報センターがこのソフトの普及に
力を入れており、全国的なネットワーク化も夢で
はない。ただ、このシステムの大敵は個人情報保
護法である。被災者台帳は、住民基本台帳をベー
スに福祉総合データベースや要援護者データベー
ス、学齢簿など行政が持つすべての情報と乗り入
れする必要がある。ところが、そこで個人情報保
護法が各データベースの乗り入れを許さない壁に
なるのだ。そもそも個人情報保護法は天下の悪法
といってもいい。悪用する連中には何の痛痒もな
く、連帯しようとしている被害者や仕事を効率よ
く進めたいと考えている人たちの前に意地悪く立
ちはだかる。自分たちの仕事を増やしたくない。
縦割り社会の中でぬくぬくとしていたい。被害者
に手をつながれては困る。こういう後ろ向きの人
たちを利している法律なのだ。そろそろこの法律
を見直す時が来ているといっていいだろう。当面
は個人情報保護法に災害免除の条項をもうけさせ
る算段をしなければならない。

要は災害サイクルを 180 度、ひっくり返し、被
災者支援─復興のところから、災害対応全般
を発想するよう提案したい。さすれば防災の底の
浅さ、本質を見ていない現状が浮き彫りになるに
違いない。

真の防災を確立するためには、復興士をファシ
リテーターに町内会─小学校区単位で足元の
脆弱性を発見するための事前復興計画づくりを進
めるのもよいだろう。

2010 年度に立ち上げた九つの研究会は、脆弱
な階層、脆弱な地域から日本の災害体系を見直そ
うという災害サイクルを逆転させた発想を出発点
にしている。各研究会は、人間復興という大きな
構図に向かって、一つひとつジグゾーパズルを埋図 4　被災者台帳の仕組み

復旧・復興
計画システム

被災社支援
システム

倒壊家屋
管理システム

地図案内サービス「道知る兵衛」

避難所関連
システム

緊急物資
管理システム

仮設住宅
管理システム

犠牲者・遺族
管理システム

WEBGISと連携
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めていくような作業を今、始めている。
［研究紀要『災害復興研究』2011Vol.3、2011 年 6月］
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「最後の一人まで」めざす復興法体系を
大震災 20 年を機に再スタート

1	 けもの道

阪神・淡路大震災から 20 年。災害復興学の構
築は、想定をはるかに超える「けもの道」となっ
た。“失われた 20 年”のとば口にあった 1995 年
1 月 17 日未明、マグニチュード 7.3、神戸の都心
を切り裂く震度 7 の帯は、すべてが右肩上がり
だった時代の余韻を一気に打ち砕いた。それはま
た、統治者の考える復興と被災者の願う復興に大
きな隔たりのあることを気づかせる一撃でもあっ
た。

だが、私たちが復興リベラリズムの旗を打ち立
て、志ある人々の参集を呼びかけようと決意する
までに、震災から 10 年の歳月を要した。住まい
の再建支援を阻んだ「私有財産自己責任論」。復
興の法的整備に「人によって復興の定義はさまざ
ま。法にはなじまない」と難色を示した官僚。
2005 年 1 月、関西学院大学に災害復興制度研究
所を創設し、3 年後、日本災害復興学会を旗揚げ
するにいたった原動力は、正直に申し上げると学
問的関心ではなく、不条理な現実に対する義憤
だった。

地域の復興をトータルで評価する統治的復興
か、被災者一人ひとりの再起を最優先に考える市
民的復興か。いまなおシンクロ（同期）すること
の難しい論争の戦端は、阪神・淡路大震災のささ
やかな合意から開かれた。「住まいの再建なくし
て復興なし」─公的補償という言葉を生んだ
被災地の悲痛な叫びが財政規律論者や新自由主義
者の怒りを買った。

2	 被災者生活再建支援法

それだけに、「小さく産んで大きく育てる」を
合言葉に被災地 KOBE が誕生させた被災者生活
再建支援法は、幾度となく自助努力派からの攻撃
にさらされることとなった。

1999 年 2 月、旧国土庁の防災局長のもとに「被
災者の住宅再建支援に関する検討委員会」が設置
され、委員長に私の盟友だった東京大学社会情報
研究所（当時）の廣井脩教授（故人）が就任し
た。委員会の設置根拠は 1998 年に成立した被災
者生活再建支援法の付則第 2 条「住宅再建支援の
あり方については総合的な見地から検討を討行
う」にある。この一節を挿入するにあたって「生
活再建を基軸とする法案に、別課題である住宅再
建事項を組み込むことはできない」と官僚側が激
しく抵抗した。「それこそ関係議員のもとには夜
討ち朝駆けで説得が続いた」と当時社民党代議士
だった中川智子・現宝塚市長。何度も削除の瀬戸
際に立たされた、この条文が公的支援の拡充を求
める勢力の橋頭保となった。だが、廣井さんは災
害情報学の草分け。畑違いの委員長起用に「私が
委員長だったら思うようにまとめられると思った
のでしょう」と述懐されたように、委員会は最初
から公的支援派と自助努力派がせめぎ合う最前線
となった。

委員長としては相当、異例だったに違いない。
「住宅再建は自力再建が原則」とする事務方や一
部委員を相手に回し、自ら「不意の大災害で生活
基盤を、社会基盤を失った人たちが自力で立ち直
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れるわけがない」と切り込み、委員会審議に波紋
を広げた。当時、私のもとへ、廣井さんから頻繁
にメールが届いた。一画面で表示しきれず、何度
も巻物を巻くように画面をスクロールしなければ
ならないほど、びっしりと書き込まれた立論。

「山中さん、この部分が入れられなかったら私は
怒る」と、いつも自身を叱咤激励するように書か
れていた。辞表を懐にいれての委員会指揮。専門
外にもかかわらず、短期間にすさまじい勉強をさ
れた跡が、文面の随所から見て取れた。鬼気迫る
ほどの決意と、行間にあふれる被災者への温かな
まなざし。廣井さんの真骨頂に触れた気がした。
その結果、委員会審議は 1 年 10 カ月、17 回の審
議という異例の長丁場となったが、「住宅にはあ
る種の公共性がある」との一文が盛り込まれた。
ただ、一定の前進はあったものの、やはり住宅再
建は自力再建という原則までは崩せなかった。

委員会が終わって、東大赤門前の割烹で焼酎の
ロックを傾けながら、「このうえは災害復興基本
法をつくって、被災者支援の位置づけを法的に明
確化させるしかないなあ」との話になった。

当時、私は朝日新聞社の震災担当編集委員。廣
井さんの意を受け、以来、基本法づくりを担って
くれる大学や研究所を探して文字どおり東奔西走
することになった。しかし、いずこの訪問先でも
色よい返事は聞かれず、「このうえは二人でつく
ろうか」と、相談は一気に飛躍した。しかし、コ
ンサルタントへ基礎データを集める費用の見積も
りを出したところ、「最低でも 2000 万円」という
驚くべき回答。「う～む」と、ただ絶句するしか
なかった。

3	 災害復興制度研究所と	
日本災害復興学会

そんな折、震災 10 年を迎えて記念事業を検討
していた関西学院大学からアイデアを求められ、
渡りに船と復興基本法づくりを持ちかけたとこ
ろ、「やってみましょう」との返事。多少、驚き
ながら、震災当時、基本法づくりを試みたと聞い
ていた貝原俊民・前兵庫県知事を訪ねて教えを請
い、貝原さんの勧めで、兵庫県に助っ人を申し入
れたところ、当時、副知事だった齋藤富雄さんが

「研究所をつくれ」といきなり、難題を持ちかけ
た。ところが、のちに災害復興制度研究所の初代
所長となる宮原浩二郎副学長（当時）が「やりま
しょう」と即決、単なる仲介者でいた私もいつの
間にか当事者になっていた。

震災から 10 年。私も創設に加わった関西学院
大学の災害復興制度研究所は、災害研究の軸足を

「理工学系から社会科学系に」「防災から復興に」
とのキャッチフレーズで新聞紙面を賑わせた。し
かし、世評は必ずしも好意的なものばかりではな
かった。「耐震化もまだ不十分だというのに、も
う復興か」。建築学の大家からは厳しいおしかり
の手紙をいただいた。復興といえば開発指向。経
済・産業政策が中心との誤解があったのだろう。

復興学とは、被災した人々が自己決定権に基づ
き、自身の人生を再生させていく営みでなければ
ならない。誤解を解くためには「人間復興」を旗
印にした復興学の市民権獲得が急務だった。なら
ば、発足した研究所を足がかりに復興リベラル勢
力の結集をはかろう。とりわけ被災地で生まれた
知恵をストックとして残すための受け皿がいる。
日本災害復興学会の旗揚げの準備は、研究所の発
足から息継ぐ暇もなくスタートした。

準備にあたって、心がけたキーワードは「共存
同衆」と「復興リベラリズム」の二つだった。
「共存同衆」とは、わが国における学会＝

Society の原型の一つとなる結社のことだ。自由
民権運動家の馬場辰猪や東京専門学校（のちの
早稲田大学）をつくった小野梓らが 1874（明治
7）年に結成した。官製的結社で閉ざされた組織
だった日本学士会院とは対極にあり、広く門戸
を開き、当時としては珍しい女性衆員の参加も
認めた。しかも衆員全員が「無形の統御者」と
してトップを置かず、会合への参加も自発的・
自由な「Voluntary Society」であった。モデル
となったのは、1857 年に英国で結成された「社
会科学振興協会」（The National Association for 
Promotion of Social Science）だ。産業革命を背
景にして生じたさまざまな社会問題を解決するた
めに生まれた組織で、当時の英国が直面していた
法律問題、教育問題、社会経済問題、労働問題な
どに取り組み、「立法・法改正部会」や「社会経
済部会」「教育部会」などを置いて個別のテーマ
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ごとに議論をした。副会長に女性を据えるなど進
歩的で、クリミア戦争に従軍したことでも知られ
る看護士・社会起業家のフローレンス・ナイチン
ゲールらも在籍したという。

災害復興制度研究所、ひいては日本災害復興学
会も、この「共存同衆」をモデルとした。当初は、
こんな図式を描いた。真ん中に被災者や復興リー
ダー、外部支援者、研究者、ジャーナリストらが
列
つら

なる全国被災地市民会議を置き、両サイドに研
究組織と支援組織を配する。市民会議は全国被災
地交流集会を主宰し、ここで支援が必要な問題、
研究が求められる課題を抽出し、研究・支援組織
に解決を求める。現在は、研究所が全国被災地交
流集会「円卓会議」を主宰し、両サイドに研究所
の各研究会と復興学会が位置する。現場と研究の
融合は、発足当初からの理念だ。

一方、復興リベラリズムとは、機会平等と最小
不幸、国や社会による富の再配分を是とする立場
だ。復興を人口の回復率や経済成長率などでは測
らない。被災者一人ひとりの再生を集積したとこ
ろから測るべきだ。その指標には無機質な都市サ
イズの指数ではなく、正の指数として豊かさ、
絆、文化、負の指数として人々の悲しみ、痛み、
貧困といった人間サイズの物差しを当てる。正の
指数を伸ばし、負の指数の削減を図る。私たちは
被災地の人たちと手を結び、復興リベラリズムに
基づく再建支援のシステムを構築していくことを 
Stretch Target とする。と同時に、被災からの再
生は、平時の脆弱性克服につながる連続性を持
ち、復興リベラリズムとは災害復興のみならず、
日本の不条理を是正していく営みでもある。なら
ば、学会の性格を決める理事の顔触れが大切だ。
学会ブランド力を明確に発信できる研究者や実
務家、復興リーダーをできるだけ集める。このた
め、学会総体の規模からは多めとも思える 25 人
に就任をお願いすることとなった。

4	 災害復興基本法

だが、肝心の復興理念の社会への浸透はそう
容易なものではなかった。日本災害復興学会は
2009、2010 両年度、「復興とは何かを考える委員

会」を置き、延べ 30 人にも及ぶ研究者や実務家
らから意見を求めた。また、復興学会の復興法制
度研究会と研究所の法制度研究会は、2010 年 1
月 11 日、合同で「災害復興基本法試案」を発表
した。

試案は前文で以下のように謳う。

我々は、成熟した現代社会が災害の前では極
めて脆弱であることを強く認識し、コミュニ
ティと福祉、情報の充実を図りながら、被災地
に生きる人々と地域が再び息づき、日本国憲法
が保障する基本的人権が尊重される協働の社会
を新たにかたち創るため、復興の理念を明らか
にするとともに、必要な諸制度を整備するた
め、この法律を制定する。

さらに、第 3 条で、「復興の主体は、被災者で
あり、被災者の自立とその基本的人権を保障する
ため、国及び地方公共団体はこれを支援し必要な
施策を行う責務がある」として主権在民の復興法
であることを明確にした。

合同研究会は、統治者たちが復興の定義として
めざす「防災まちづくり」や「未来社会の創造」
の前に、被災者たちは「震災前のあの日に戻りた
い」というささやかな願いでいることを認識し、
脆弱な階層の声なき声を世に問おうとしたのだ。

そんな折、東日本大震災発生が発生した。時の
政権は「コンクリートから人へ」をキャッチフレー
ズに政権を奪取した民主党だっただけに、復興政
策においても大きな転換があるのではと期待し
た。案の定、宰相・菅直人の周辺から「災害復興
基本法試案を送って欲しい」との要望が届いた。
だが、フタを開けてみると菅政権、続く野田佳彦
総理が飛びついたのは、阪神・淡路大震災で貝原
俊民・兵庫県知事（当時）が提唱した創造的復興
であった。

しかし、貝原知事の創造的復興は、戦後民主主
義の中で彼が温めてきた地方分権をベースにした
思想の集大成である。鉄鋼・造船といった従来の
神戸経済を支えてきたハードタイプから、医療・
環境・安心 ･ 安全といったソフトパワーへの転
換、予算制度の制約を受けない復興基金や経済特
区による柔構造の仕掛けによって、地域トレンド
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を一気に上昇へ転じさせる。復興庁による上から
の復興ではなく、地方分権に基づく復興であった。

しかし、二人の宰相・菅直人と野田佳彦が「た
だ元に戻すという復旧であってはならない」とし
て掲げた創造的復興は、耳当たりのよいキャッチ
コピーを借用したに過ぎなかった、といっても過
言ではないだろう。それまでは原発推進を掲げて
おきながら、にわかに「バイオマスを使った地域
暖房を完備したエコタウンをつくるなど世界でモ
デルになるような街づくりを進めたい」（2011 年
4 月 1 日の会見で）と舵を 180 度切った菅総理。
さらに、野田総理は、災害を奇貨としてドラス
ティックな競争国家への針路変更をめざすなど、
日本をどこに導くかベクトルの定まらぬ創造的復
興であった。
「惨事便乗型」という過激な冠のついた復興手

法がある。命名者はカナダ生まれのジャーナリス
ト、ナオミ・クライン。著書『ショック・ドクト
リン』（岩波書店）によれば、「惨事便乗型資本主
義＝大惨事につけこんで実施される過激な市場原
理主義的改革」と定義する。表紙の裏扉には「ア
メリカ政府とグローバル企業は、戦争、津波やハ
リケーンなどの自然災害、政変などの危機につけ
こんで（中略）、人びとがショックと茫然自失か
ら覚める前に、およそ不可能と思われた過激な経
済的改革を強行する」とある。さしずめ野田総理
が進めようとした TPP（環太平洋戦略的経済連
携協定）参入による競争国家への転進や宮城県の
村井嘉浩知事が企図した漁業権の民間開放など新
自由主義的経済への舵取りが、この類型にあては
まるのだろう。

とまれ、創造的復興にせよ、惨事便乗型の復興
にせよ、統治者は、災害復興にあたって、個人的
価値を超越した社会的価値を認め、その最大化に
財政の存在意義を求める集団主義的方法論をと
る。復興の成果を個人個人の積み重ねではなく、
社会の総和に求める。つまり、被災地全体がよく
なれば、その成果は回り回って被災者個人にもも
たらされるという循環論的な考え方だ。

5	 人間復興論

これに対し、被災地・兵庫県西宮市に在住して
いた作家、故・小田実（1932-2007）は統治者の
復興に真っ向から対峙する姿勢をとった。著書

『これは「人間の国」か─西方ニ異説アリ』（筑
摩書房）の中に次のようなくだりがある。

国と地方自治体がこれまで推進して来た復興
は、つまるところ、建物、道路の復旧、さらに
は人工島、海上空港の建設など乱開発の再開
だった。（中略）しかし（中略）判りきった話
だが、市民の生活再建を欠いては、経済の回復
はない。いくらきらびやかに店舗が建ち並び、
電飾がほどこされようとも、客が来なければ、
客が来ても物を買わなければ、回復はただの絵
に描いたモチだ（p. 124）。

実は同じような主張が 72 年前の関東大震災
で、すでに展開されていた。

人間の復興とは大災によって破壊せられた生
存の機会の復興を意味する。今日の人間は、生
存するために生活し、営業し、労働せねばなら
ぬ。すなわち生存機会の復興は、生活・営業・
及び労働機会（これを総称して営生という）の
復興を意味する。道路や建物は、この営生の機
会を維持し、擁護する道具立てに過ぎない。そ
れらを復興しても本体たり実質たる営生の機会
が復興せられなければ何にもならないのである。

（福田徳三『復興経済の原理及若干問題』）

帝都復興の儀を掲げ、「理想的帝都建設の為の
絶好の機会なり」として帝都・東京の大改造をめ
ざした、時の内務大臣・後藤新平に対し、「私は
復興事業の第一は、人間の復興でなければならぬ
と主張する。人間の復興とは大災によって破壊せ
られた生存の機会の復興を意味する」として異議
申し立てをしたのが、大正デモクラシーの旗手に
して福祉国家論の先駆者である経済学者の福田徳
三（1874-1930）であった。

福田は、さらに続ける。「国家は生存する人よ
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りなる。焼溺餓死者の累々たる屍からは成立せ
ぬ。人民生存せざれば国家また生きず。国家最高
の必要は生存者の生存権擁護、これである。その
生存が危殆に瀕することは、国家の最緊急時であ
る」［『復興経済の原理及若干問題』（1924）同文館］
と主張した。都市基盤の整備や都市空間の形成を
復興事業の中核とする「空間復興」に対抗する「人
間復興論」の登場であった。

人間復興論は、戦後、山形県と新潟県下越地方
を中心に 100 人を超える犠牲者を出す大惨事と
なった羽越水害（1967 年 8 月）で、遺児の佐藤
隆・参院議員（自民）が制定運動をめざした「個
人災害救済法案」に引き継がれる。さらに、1991
年の雲仙普賢岳噴火災害では、九州弁護士会が中
心になって、長期化大規模災害対策法、災害対策
基金創設措置法、損失補償制度、地震等被害住宅
共済制度の創設を提案し、人間復興論を実体法と
して形にしてみせた。

しかし、統治者の考える復興と被災地市民の求
める復興に隔たりがあることを市民自身が、明確
に認識したのが阪神・淡路大震災といえるだろう。

日本が右肩上がりの時代、災害からの復興は都
市計画や土木・建築工学をベースとする都市空間
の復興が主流であった。都市計画学者・越澤明は
著書『復興計画』（中公新書）の中で、復興は「元
の状態に戻す復旧」ではなく、良好で安全な市街
地と社会資本を形成することにある、と定義す
る。ゆえに、「横浜、銀座、函館の大火後、明治
時代の為政者は、復旧ではなく復興を実施した。
その結果、並木道、公園、洋風建築、煉瓦街など
それまでの日本の都市にはなかった新しい水準の
高いインフラ（社会資本）と都市空間が出現し、
新しい都市文化が誕生した」と、その成果を賞賛
する。

これに対し、神戸の大震災では、空間復興や創
造的復興に対し、「復興はいらない。復旧でいい」
と極言する在野の研究者も現れ、『倒壊』（筑摩書
房）の著者でルポライターの島本慈子は「被災者
の思いは『あの日に帰りたい』だ」とユーミンの
ヒット曲の曲名を引用して、被災者の本音は未来
志向の復興ではないと喝破した。

生活基盤の回復に最高 500 万円の公的補償を求
める「生活再建援助法案」の実現をめざして、小

田を旗頭に超党派の議員も巻き込んで市民 = 議
員立法運動を繰り広げた市民グループの思いもま
さにこの生活復旧であった。

6	 日本中枢にとっての復興

阪神・淡路大震災以来、人間復興論の具現化・
体系化をめざす復興リベラル勢力にとって、悲願
となっていた復興基本法の制定は、本来、東日本
大震災復興基本法の誕生で一気に実現するはずで
あった。しかし、基本法のベースとなった、東日
本大震災の復興構想会議提言では、日本経済の再
生を図る先導的役割を被災地に担わせるビジョン
が謳われている反面、被災者の生活再建や人権の
回復といった言葉は一度も登場しない。

そして、復興リベラル派の懸念は、現実のもの
となった。

2012 年 9 月 9 日、NHK は報道番組「シリーズ
東日本大震災」で、復興増税を前提に組まれた巨
額の復興予算が東北の被災地以外で流用されてい
る実態を「追跡　復興予算 19 兆円」と題して取
り上げた。復興予算流用の報道はその後、他の報
道機関でも相次ぎ、驚くべき実態が次々に明らか
になった。

新聞や週刊誌などから、いくつか事例と省庁の
釈明を拾ってみると─
【経済産業省】　海外のレアアース（希土類）鉱

山の買収資金に 80 億円。「中国への調達依存
から抜け出さないと、国内の自動車産業の競
争力が弱まり、空洞化が加速しかねない。被
災地には自動車部品業も多く、復興に役立つ」

【農水省】　調査捕鯨の支援経費として 23 億
円。「捕鯨基地がある宮城県石巻市の復興に
つながる」

【法務省】　北海道と埼玉県の刑務所で行う職業
訓練の経費 2765 万 2000 円。「出所した受刑
者の再犯防止のため、労働需要の高まってい
る被災地で働けるよう小型建設機械の運転資
格を取らせることを目的としている」

【外務省】　独立行政法人・国際交流基金の運営
費に 1 億 1900 万円。「被災地は元気だと海外
に発信するとともに、放射能の不安を払拭し
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たい。何回も実施して復興の努力を伝えてい
きたい」─などなど枚挙にいとまがない
ほど、あきれる事実がメディアにあふれた。

だが、メディアの流用批判に当時の政権中枢や
官僚は「心外だ」との表情を見せた。一見、開き
直りともとれる姿勢の根拠は、2011 年 6 月施行
の東日本大震災復興基本法にある。第 1 条は、法
の目的に「復興推進」とともに「活力ある日本再生」
を掲げる。さらに、第 2 条の 5 で、「次に掲げる
施策が推進されるべきこと」として、「地震その
他の天災地変による災害の防止の効果が高く、何
人も将来にわたって安心して暮らすことのできる
安全な地域づくりを進めるための施策」を挙げ
た。防災を名目にした全国での公共事業の積み増
しは、与野党双方の国会議員が働きかけた結果で
もあるだけに、復興予算の「流用」を批判する野
党に対し、政府・民主党は「自民党や公明党から
被災地に限定しないで全国で予算を使えるように
すべきだとの議論があった」（蓮舫・元行政刷新相）
と反論。野田総理も「法に従ったまで」といわん
ばかりであった。

東北の避難所に、あふれんばかりの避難者がま
だいた段階で、復興構想会議が、はやばやと謳い
あげた復興 7 原則の一つには「被災地域の復興な
くして日本経済の再生はない。日本経済の再生な
くして被災地域の真の復興はない。この認識に立
ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目
指す」（原則 5）とある。さらに、復興基本方針
は、この原則のだめ押しをするように「被災地域
の復興は、活力のある日本の再生の先導的役割を
担うものであり、また、日本経済の再生なくてし
て被災地域の真の復興はないとの認識を共有（す
る）」とした。まさに、復興基本法の目的は被災
地の復興よりデフレスパイラルに陥っていた日本
経済の建て直しにあるようにさえ思える。いや、
大災害の影響が東京なる街に住まう日本中枢にま
で及ぶことを恐れるあまりの提言ではなかったの
か。

平成 25（2013）年 6 月に成立した「大規模災
害からの復興に関する法律」も東日本大震災復興
基本法の枠組みをなぞっており、復興理念や復興
基本方針を定めるのは政府の対策本部や本部に置
かれる復興対策委員会となっている。

7	 原点に立ち戻り

人間復興論の法制度化にあたっての要は、憲法
13 条で認める自己決定に基づく幸福追求権を復
興過程にどう反映させるかであった。ところが、
制度化された復興法はいずれも統治者に決定権が
委ねられ、福田徳三が描いた人間復興論とは似て
も似つかぬものとなった。

ここにいたって、原点に立ち戻り、福田徳三の
人間復興論を復刻し、広く研究者や行政担当者の
啓発にあたることにした。幸い当時、関西学院大
学の学長だった井上琢智・経済学部教授が福田徳
三の研究者であったことから、原典の出版社や原
典を保管している一橋大学図書館の許可を得てコ
ピーを許して頂き、2012 年 3 月 30 日、復刻版『復
興経済の原理及若干問題』（関西学院大学出版会）
の出版にこぎつけた。

しかし、もう一つの問題、それもやっかいな問
題が起きていた。恐れていたこととはいえ、被災
者生活再建支援法の運用基金が破綻したことだ。

支援法は都道府県が拠出した 600 億円の基金を
もとに運用されており、給付の際は国が同額、助
成する。いわば地方の共助の仕組みとも言える
が、東日本大震災では約 4400 億円の給付見込み
となり、基金は破綻状態となった。地方だけでは
対応できないため、国 8、都道府県 2 の負担割合
で乗り切ることとなったが、「これでは共助では
なく、公助だ」と、私財への公的支援に反対する
勢力がまたぞろ勢いを盛り返す気配が出てきた。

ここにきて阪神・淡路大震災の大きな成果に
ついて震災 20 年を前に評価しておく必要性を痛
感、支援法の成立に主要な役割をになった自然災
害被災者支援促進連絡会（連合、日本生協連、兵
庫県、全労済協会）とともに 2014 年 3 月、『検証　
被災者生活再建支援法』（関西学院大学出版会）
を刊行した。

支援法には、大災害に対応するにあたって、
「基金規模としては不十分」「住宅再建支援に特化
されており、生業支援面が弱い」など問題も少な
くないが、災害復興基本法を実体化していくうえ
での中核的役割を担うことは間違いないだけに、
同法を死守し、さらに磨き上げていく必要がある
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だろう。
阪神・淡路大震災から 20 年。私たちは、復興

リベラリズムの旗をもう一度、担ぎ上げなければ
ならない。

関西学院大学災害復興法制度研究所の法制度研
究会と日本災害復興学会の復興法制度研究会は改
めて大災害時代に向けた人間復興へのロードマッ
プを描き直す作業に着手した。東日本大震災 5 年
に向け、基本法に基づく実体法としての被災者
総合支援法、その前段としての「あらまし」を
まとめることが当面の目標だ。それは、被災地
KOBE の NPO が掲げる「最後の一人まで」を法
制度面で実現するための気の遠くなる作業の第一
歩でもあるのだ。
［日本災害復興学会誌『復興』12号、2014 年 12月に加筆］
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【2004 年度】

「解説」（『倒壊─大震災で住宅ローンはどうなったか』筑摩書房、2005 年 1 月）
「いま、なぜ災害復興論なのか」（関西学院大学 COE 災害復興制度研究会編『災害復興─阪神・淡

路大震災から 10 年』関西学院大学出版会、2005 年 1 月）

【2005 年度】

「成熟社会に見合った復興制度提唱へ」（『日本災害情報学会 News Letter』No. 21、2005 年 4 月）
「再生的復興の制度化めざして」（『理（コトワリ）』No. 5、関西学院大学出版会、2005 年 5 月）
関西学院大学災害復興制度研究所編『被災地恊働─第 1 回全国交流集会から』（関西学院大学出版

会、2005 年 7 月）
「被災住宅の再建をめぐる論点─復旧・復興に関する基本法の制定を」（月刊『ガバナンス』9 月号、

ぎょうせい、2005 年 9 月）
「国土づくり・地方分権を視野に─論考・提案」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター

『FUKKOU』1 号、2005 年 12 月）
「鳥取県西部地震、「英断」 の収支決算─住宅再建の公的支援は地域に何をもたらしたか」（月刊『ガ

バナンス』12 月号、ぎょうせい、2005 年 12 月）
「災害復興基本法の制定を─この国のありようを問う 「復興」 の視点」（雑誌『世界』12 月号、岩

波書店、2005 年 12 月）
「臨界点にきた復興のカオス」（日本自然災害学会編『自然災害科学』76　Vol. 24, No. 4, 2006 年）
「地方自治体の復旧・復興方策」（『国際文化研修　特集「減災と復興」』Vol. 50、H18 年（2006 年）冬号、

（財）全国市町村振興協会・全国市町村国際文化研修所、2006 年 1 月）

【2006 年度】

「復興基本法への道」（先端社会研究編集委員会編『先端社会研究　第 5 号　特集「災害復興制度の研
究」』関西学院大学出版会、2006 年 12 月）

「今、そこにある危機─脆弱な層、脆弱な地域の復興支援を」（関西学院大学災害復興制度研究所
編『RON 論─被災からの再生』関西学院大学出版会、2006 年 12 月）

「災害復興基本法への道」（塩崎賢明・出口俊一・西川榮一、兵庫県震災復興研究センター『災害復興
ガイド』編集委員会編著『災害復興ガイド』かもがわ出版、2007 年 1 月）

「廣井さんのけもの道引き継ごう」（雑誌『減災』Vol. 2、山海堂、2007 年 1 月）

執筆一覧（2005-2015）



研究紀要『災害復興研究』別冊　『復興 興論』194

「地方自治体の復旧・復興方策」（災害復興制度所編『被災自治体における上乗せ・横出し・独自支援
策についての報告─2005 年全国自治体調査から』2007 年 3 月）

朝日新聞ジャーナリズム学校編『講義録　その時どうする～ 2006 年震災報道研修』（2007 年 3 月）
「地方自治体の復旧・復興方策」（災害復興制度研究所編『被災自治体の上乗せ・横出し・独自支援の

報告』関西学院大学出版会、2007 年 3 月）
「総合復興学の願い」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』2号、2007年3月）

朝日新聞社兵庫各版連載
コラム復興ネットワーク

「命を救う実学、最後まで」（2006 年 4 月 22 日）
「逃げない被災者の存在」（2006 年 6 月 25 日）
「防災の場に連絡役を」（2006 年 9 月 3 日）
「単純危機管理の極意」（2006 年 10 月 23 日）
「再建支援、人を指標に」（2006 年 12 月 18 日）
「無念晴らす制度今こそ」（2007 年 2 月 18 日）

【2007 年度】

「8 年越しに果たした約束半分～日本災害復興学会が旗揚げ～」（土地家屋調査士会連合会機関誌『土
地家屋調査士』Vol. 614、2008 年 3 月号）

「被災地域・被災世帯の持続可能性を探る」（関西学院大学災害復興制度研究所編『2007 年度被災地
復興意識調査報告』2008 年 3 月 31 日）

『月刊ガバナンス』（ぎょうせい）連載
『災害復興のデザイン』

1. 序論・復興の指標を見つけよう（2007 年 4 月号）
2. 首都直下地震キーワードに─深めよう、復興論議（2007 年 5 月号）
3. 能登半島地震に見る─中山間地復興の厳しさ（2007 年 6 月号）
4. 中山間地の復興は─格差社会へのレジスタンス？（2007 年 7 月号）
5. ローカル復興のネットワーク化めざそう─災害復興学会立ち上げへ（2007 年 8 月号）
6. 総合的な枠組み必要─住宅再建支援、第 3 ラウンドへ（2007 年 9 月号）
7. 「塩ザケ」と「ワークシート」─復興の道筋示唆した二つのキーワード（2007 年 10 月号）
8. 地域間・業種内 BCP の立案を─国家的危機に備えて（2007 年 11 月号）
9. 改正支援法が成立─10 年論争に一旦休止符（2007 年 12 月号）
10. 災害復興の基本は痛みの共有から（2008 年 1 月号）
11. 改正支援法が終わりではない（2008 年 2 月号）
12. いまこそ復興リベラリズムの旗を掲げよう（2008 年 3 月号）

聖教新聞連載
『災害復興の道筋』

㊤頑迷な理論の砦乗り越えた“鬼手”～改正被災者生活再建支援法（2007 年 12 月 20 日）
㊥地方からの首都解体こそ抜本的震災対策～首都直下地震に備えて（2007 年 12 月 27 日）
㊦中山間地の再生支える新たな指標か～「物語」で青写真描く（2008 年 1 月 10 日）
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「災害復興学スタート　受講生の 6 割に被災体験」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター
『FUKKOU』3 号、2007 年 7 月）

【2008 年度】

「元の場所での再建、9 割が熱望　能登半島地震仮設住宅意識調査（中間報告）」（関西学院大学災害
復興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』5 号、2008 年 4 月）

「吉右衛門 「教授」 が特別講義」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』7 号、
2008 年 11 月）

「被災者支援と復興制度」（田中敦・サーベイリサーチセンター編『災害と社会⑧　社会調査でみる災
害復興』弘文堂、2009 年 3 月 31 日）

「事前復興計画のススメ─この国の明日を紡ぐ」（研究紀要『災害復興研究』2009 Vol. 1、2009 年 3 月）
山中茂樹編『足湯が拾った“つぶやき”読み解く研究会報告集』（関西学院大学出版会、2009 年 3 月）

【2009 年度】

「阪神・淡路大震災その時わたしは」（関西マスコミ倫理懇談会 50 年誌企画委員会編『阪神大震災・
グリコ森永 VS ジャーナリスト─権力と市民の間で何をしたか』日本評論社、2009 年 4 月）

『いま考えたい　災害からの暮らし再生』（岩波ブックレット No. 776、岩波書店、2010 年 1 月）
「巻頭言：残された課題」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』11 号、

2010 年 3 月）
「災害復興基本法試案」；序論、災害復興における七つの配慮、被災地の自決権に配慮せよ、復興の個

別性に配慮せよ、被災者の営生権に配慮せよ、法的弱者の救済に配慮せよ、コミュニティの
継続性に配慮せよ、一歩後退の復興に配慮せよ、多様な復興指標に配慮せよ、復興とは「市
民主権の獲得」と仮定義しよう、復興とは人間の尊厳を取り戻す作業である、人間復興とは
営生の回復、そして事前の備え（研究紀要『災害復興研究』2010 Vol. 2、2010 年 3 月）

「復興交付金の創設にかかわる一考察」（研究紀要『災害復興研究』2010 Vol. 2、2010 年 3 月、共著）

【2010 年度】

「求められる 「人間復興」 というパラダイムシフト」（季刊『消防科学と情報』No. 101　2010 夏号、
財団法人消防科学総合センター）

「支援法運用に多極化・分権化の兆し」（災害復興制度研究所編『被災者支援に関する都道府県・政令
市意向調査結果に関する報告─被災者生活再建支援法 2011 年度見直しに向けて』2011 年
3 月 31 日）

『今、私たちにできること─東日本大震災』（熊本日日新聞、2011 年 3 月 21 日付）

【2011 年度】

『阪神・淡路大震災の教訓～漂流し疎外される被災者を生まない』（週刊『エコノミスト』2011 年 4
月 5 日特大号）

「前例のない対応求めたい」（朝日新聞「私の視点」2011 年 4 月 28 日付朝刊オピニオンのページ）
「復旧・復興の定義と意義」（ひょうご震災記念 21 世紀研究機構災害対策全書編集企画委員会編『災
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害対策全書③　「復旧・復興」』ぎょうせい、2011 年 5 月）
「「つながり」 の復元を復興計画の基本に～東日本大震災」（月刊『水』2011 年 6 月号）
「復興報道に求められる上滑りせぬ地道な検証」（月刊『Journalism』No. 253、朝日新聞社、2011年6月）
「「安心」 への道を探る報道を─震災からの復興に向けて」（月刊『民放』2011 年 6 月号、日本民間

放送連盟、2011 年 6 月 1 日）
「復興リベラリズムに裏打ちされた災害対応を─逆回り災害サイクルからの発想」（研究紀要『災

害復興研究』2011 Vol. 3、2011 年 6 月）
『漂流被災者─「人間復興」 のための提言』（河出書房新社、2011 年 7 月）
「現研融合」で大震災に立ち向かう─この国のありよう考えるきっかけに』（関西学院大学災害復

興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』15 号、2011 年 7 月）
「被災者に役立つ復興の見取り図提示を」（『マスコミ倫理』No. 622、日本新聞協会、2011 年 8 月 25 日）
「パンドラの箱に 「希望」 は残っているのか」（『自治労通信』2011 年 9 月 10 日号）
「被災地域の再興は停滞 人口減少が急激に進む」（月刊『リベラルタイム』10 月号、2011 年 9 月 3 日）
「東北 3 紙を保管、データベース化も」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』

16 号、2011 年 11 月）
「巻頭言：やわらかな復興計画を～東日本大震災」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター

『FUKKOU』16 号、2011 年 11 月）
「基礎自治体はしっかりとした復興ビジョンを─東日本大震災からの復興を考える」（月刊『自治研』

自治労、11 月号）
「被災者の視点、被災者の利益　復興に向けた報道の役割」（月刊『新聞研究』No.724　2011 年 11 月号、

日本新聞協会）
「政策提言：広域避難問題を考える」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』

17 号、2012 年 3 月）
電子書籍『漂流する被災者　真の「復興」とは何か ?』（河出書房新社、2012 年 3 月）
福田徳三著、山中茂樹・井上琢智編『復刻版　復興経済の原理及び若干問題』（関西学院大学出版会、

2012 年 3 月）

【2012 年度】

「事前復興計画こそ真の防災」（『建設通信新聞』2012 年 4 月 20 日）
「「復興」 を目指す現研融合の試みこそ原点 ─若者が正義を生かす大学とは」（『大学時報』No. 344　

2012 年 5 月号、日本私立大学連盟）
「「棄民」 つくらない総合的支援対策を構築せよ─戻る人・戻らない人・双方の人権尊重を考える」

（研究紀要『災害復興研究』2012 Vol. 4、2012 年 6 月）
「棄民から帰民へ～国家のメルトダウンを許すな」（『生活協同組合研究』Vol. 439　2012 年 8 月号、

公益財団法人　生協総合研究所）
「「痛みの指数」 活用した人間復興測定のスケールを」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレ

ター『FUKKOU』18 号、2012 年 8 月）
「「痛みの指数」 活用した人間」「広域避難者にこそ社会的包摂の手立てを／「棄民から帰民へ」／国家

のメルトダウンを許すな」（『復興アリーナ』2012 年 9 月 13 日）
「1 月 13 日に特別講演～室﨑先生の熱い思いをみなさんに」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュー

スレター『FUKKOU』19 号、2012 年 12 月）
「災害研究は 「防災」 に非ず～国家のありようを考えることである」（『理（コトワリ）』No. 34、関西
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学院大学出版会、2013 年 3 月）
「序「震災難民─原発棄民」～漂流被災者をつくらない制度・民間支援を」「第Ⅱ部広域・長期避難の実相：

情報支援と個人情報」「創発的民間支援を」「政策提言」「解説　災害と避難」（関西学院大学
災害復興制度研究所編『震災難民─原発棄民　1923-2011』関西学院大学出版会、2013 年 3 月）

【2013 年度】

「創造的復興─競争国家と福祉国家の狭間で」（関西学院大学災害復興制度研究所・高麗大学校日
本研究センター編『東日本大震災と日本─韓国から見た 3.11』関西学院大学出版会、2013
年 5 月）

「10 年を迎える関西学院大学災害復興制度研究 「人間の復興」 を研究理念に、「共存同衆」 を運営指針
に」（『自治体危機管理学会』ニュースレター Vol. 24, p. 5、日本自治体危機管理学会、2013
年 6 月）

「集団主義的復興論に立ち向かう被災者責任のネットワークを─公布された法律をネグレクトす
るこの国の構造を考える」（研究紀要『災害復興研究』2013 Vol. 5、関西学院大学出版会、
2013 年 6 月）

「半数近くが疎開先のあてなし─ 3 割強が避難先から帰らないことを選択　首都直下地震に備える
墨田区調査」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』21 号、2013
年 7 月）

「白黒つけず曖昧なまま─子ども被災者支援法」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター
『FUKKOU』21 号、2013 年 7 月）

「座談会 「仮設」 に暮らして」（総合学術誌『震災学 3』東北学院大学・荒蝦夷、2013 年 10 月 25 日）
「「北の防人」 支えた剣道と大社教－セカンドタウンめぐる研究調査　北海道の新十津川へ」（関西学

院大学災害復興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』22 号、2013 年 12 月）
関西学院大学災害復興制度研究所・被災者生活再建支援法効果検証研究会編『検証　被災者生活再建

支援法』（関西学院出版会、2014 年 3 月）

【2014 年度】

「検証　被災者生活再建支援法を出版』（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』
23 号、2014 年 4 月）

用語解説「災害報道」「阪神・淡路大震災」「東日本大震災」（武田徹・藤田真文・山田健太監修『現代ジャー
ナリズム事典』三省堂、2014 年 5 月）

「コラムともに：日本の未来映す人口移動？」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター
『FUKKOU』24 号、2014 年 7 月）

「神戸の震災復興と今後の課題」（『Int’lecowk─国際経済労働研究』2014 年 10 月号　通巻 1044 号、
国際経済労働研究所）

「コラム 「ともに」：日本を救う 「青島化現象」？」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター
『FUKKOU』25 号、2014 年 11 月）

「巻頭言：かけがえのない二人を奪った震災 20 年」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター
『FUKKOU』25 号、2014 年 11 月）

「「最後の一人まで」 めざす復興法体系を大震災 20 年を機に再スタート」（日本災害復興学会誌『復興』
12 号　Vol. 6 No. 3、2014 年 12 月）
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岩波書店編集部編『3.11 を心に刻んで 2015』岩波書店、2015 年 3 月）
「震災 20 年と御用学者─専門家の限界を超える言説を防ぐには」（『日本災害復興学会 News 

letter』Vol. 21、2015 年 3 月）

【2015 年度】

「解題　災害復興と震災バネ」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュースレター『FUKKOU』26 号、
2015 年 4 月）

「コラム「ともに」：掲げ続けよう　復興リベラリズムの旗を」（関西学院大学災害復興制度研究所ニュー
スレター『FUKKOU』26 号、2015 年 4 月）

「在留登録制度と二地域居住で原発避難者の権利保障を」（聖教新聞、2015 年 4 月 9 日付インタビュー）
「復興とは何か─阪神・淡路大震災から 20 年」（月刊『福祉』2015 年 5 月号）
「復興の定義と復興の基準」（共著『「国難」 となる巨大災害に備える』ぎょうせい、2015 年）予定
「解説　原発事故避難地域の二地域居住を実現する諸条件の整備について」（研究紀要『災害復興研究』

2015 Vol. 7、2015 年 9 月）予定


