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失われた大切なものの創造的再生に向けて
日本建築家協会会長

JIA 災害対策本部長 芦原太郎

東日本大震災により多くの人命を失うと共に東北三県は甚大な被害を被りました。
住むための家、職場や学校の建物や街など生活の基盤が失われ、家族や地域のコミュニティと言った人々
の繋がりにまで被害が及びました。
日頃は当たりまえに思っていた物が如何に大切であったかを失って初めて気づかされた人も多かったので
はないでしょか。
安心、安全な環境があってこそ私達は日々の生活を続けることが出来るわけです。
建築や街に関わる私達建築家の役割とその責任を改めて自覚する機会となりました。
JIAとしても迅速な対応が迫られた緊急支援に引き続き、災害復興に向けた取組の支援を長期的に展開し
ていきます。
東 日 本 大 震 災 の 年、2011 年 秋 に 開 か れ た UIA 東 京 大 会 で は UIA 東 京 宣 言 が 採 択 さ れ、Beyond the
Disasters〈災害を乗り越え〉Through the Solidarity〈連帯を通して〉Towards the Sustainability〈持続可
能な未来へ〉のメッセージが全世界に向けて発信されました。
経済原理を優先して都市化・グローバル化を急速に進行させてきた 20 世紀型社会システムから 21 世紀型
の新しい持続可能な社会システムへ様々な分野で移行が始まっています。
人間は安心・安全な環境のなかで家族や仲間達と良好な関係を築き、自然や環境と共に生きるなかで生き
る喜びを感じることができるわけです。
自分の子や孫に持続可能な環境を如何に継承していくか、従来は地球環境的サステナビリティが強調され
てきましたが、仕事や経済活動等の社会的サステナビリティや人々の生活や歴史の継続性といった文化的サ
ステナビリティをも含めた 3 つの観点でサステナビリティを捉えていくことが大切になってきました。
まさに社会の大きな変革期を迎えている現在、災害復興に当たっても今まで通りにただ戻すのではなく将
来に向けた新しいビジョンを見据えて、建築専門家として具体的な一歩を踏み出していきたいと思います。
日本建築家協会は〈建築家宣言〉で公益寄与と公益保護を表明し、専門家としての責任を担い連帯して持
続可能な環境づくりに貢献していく決意を示し、東北での災害復興を始めとした地域での公益活動を会員の
力を合わせて具体的に展開しています。
復興活動に当たっては、建築のみの問題にとどまらず、被災者の精神的コンディションへの配慮や、地域
の伝統保存、コミュニティの記憶を継承していく問題も含まれてきます。
また地域産業の再興など、社会構造の変革を視野に都市のあり方と同時に社会のあり方そのものを総合的
に考えていく必要があります。
そんな時だからこそ、われわれ建築専門家が職能倫理のもとに次世代に持続可能な新しい社会づくりのビ
ジョンのもとに、復興支援活動を展開していかなければと考えます。
地域での個別的問題への対処と同時に総合的対応を可能にする制度や手法を具現化する仕組みが求められ
ています。
JIAは地域に密着した復興支援活動を通して実績を積み上げることで、地域の環境づくりや維持・運用に
貢献するコミュニティアーキテクトの育成やその普及化に努め、市民・行政・専門家が対話を通してまちづ
くりを推進して行けるようなまちづくり協議会〈日本版 CABE〉の制度化や推進活動に繋げていきたいと考
えています。
残念ながら現状の政治は混迷し、復興のビジョンや日本の明るい未来はなかなか見えてきません。
江戸時代に日本を訪れた外国人が街並みや自然の美しさに感動し、人々の礼節や文化の質を称賛したよう
に、専門家として連帯して災害復興活動を通して将来の日本に凛とした社会を作っていこうではありません
か。
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建築家が災害から学ぶこと
JIA 災害対策委員長

JIA 災害対策本部副本部長

庫川尚益

東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
このたびの震災で社団法人日本建築家協会（JIA）は応急危険度判定、住家被害調査および住宅相談など
様々な支援活動を行って参りましたが、このたびそれらの活動を報告書にまとめることになりました。
被災地に赴かれ支援活動にご尽力いただいた会員の皆様、そして厳しい経済状況のもとにもかかわらず
JIA 災害ファンドにご寄付をいただいた皆様、そしてそれらを応援していただいた皆様に心より感謝申し上
げます。
JIAが組織的に災害に対する支援活動を行ったのは 1995 年 1 月 17 日の兵庫県南部地震、いわゆる阪神淡
路大震災からですが、支援活動が本格化したのは 2005 年に本部に災害対策委員会が常置されてからと言っ
ても良いでしょう。その後だけでも JIAは福岡県西方沖地震、能登半島地震、新潟県中越沖地震、岩手宮城
内陸地震、そして東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）と 7 年間に 5 度組織的な支援活動を行いました。私
たちは国民の生命、財産の保全のために、建築の専門家集団としてその技術や経験を社会に還元する活動を
今後も引き続き継続します。
荒漠たる被災地を目の当たりにして多くの建築家は茫然とたたずんだことだと思います。私は基礎と土台
だけが残された住宅の玄関ポーチに立ったとき、つい 2 週間前のこの家のご家族の日常、まちのにぎわいが
目に浮かび、
いたたまれない気持ちがしたことを思い出します。
「安全」は「絶対」であると痛切に感じました。
命と建物、そしてそこで営まれる生活がなければ何も始まらない。一体どうしてこうなってしまったのだろ
うかと自問した時に、建築に携わる者の責任の重さを思わずにいられませんでした。今回の災害では土木・
建築を問わず多くの都市構造物が失われ、その結果として市民の生命、財産に多大なダメージと継続的脅威
を与える結果をもたらしています。
建築家には建築士として建築物の設計および工事監理業務を独占的に行う権限が与えられています。言い
かえれば安全な建築物をつくる責任と義務を負っているのですが、今一度自らにこのことを問い直してみる
必要があります。
今回は津波被害に目を奪われがちですが、造成地の地盤崩壊、液状化など地域や地質、地盤などに関係し
た被害も大規模に発生しています。通常建築家の業務は、敷地が与えられてから始まることが多いのですが、
今問われているのは、そもそもそんなところに建物を作って良いのかということから考えよということでは
ないでしょうか。
自然災害の発生を抑えることは困難ですが、被害を軽減することは可能です。建築家は減災のために何が
できるかということを考えて災害に強い安全なまちの実現を目指さなければなりません。被災地の復興のた
めには、産業や経済の復興、被災者の生活の再建など多くの課題を住民の合意を得ながらひとつずつ解決し
てゆく必要があります。
建築界の先人は「建築家は直接の依頼主だけでなく常に社会から負託を受けているということを忘れては
ならない」と言っています。地域の風土、文化、歴史、そして産業や生活など、地域の成り立ちを熟知して
いる建築家は地域復興のための将来展望を語ることができるはずです。平時から地域に根差した建築活動を
行うことは今後ますます重要になると思います。建築家は多分野の専門家と協働して、市民の側からあるべ
きまちの姿を見つめ、安全で快適な美しい生活空間の構築にその力を発揮しなければなりません。
このたびの災害の支援活動を記録し、経験や教訓を次代に伝えて今後に生かすとともに、そうした私たち
の活動が少しでも社会への貢献に資するものになることを念願します。
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東北地方太平洋沖地震の概要

2011 年 3 月 11 日 16 時 46 分頃、三陸沖を震源とする大地震発生。
気象庁の報道発表資料（平成 23 年 3 月 11 日 16 時 20 分）から抜粋
平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃に三陸沖で発生した地震について、気象庁はこの地震を「平成 23 年
（2011 年）東北地方太平洋沖地震」と命名しました。また、英語名称は「The 2011 off the Pacific coast of
Tohoku Earthquake」と命名しました。
気象庁の報道発表資料（平成 23 年 3 月 11 日 16 時 00 分）から抜粋
発生日時

3 月 11 日 14 時 46 分

マグニチュード

8.4（暫定値）
※平成 23 年 3 月 11 日 8.8 に、平成 23 年 3 月 13 日に 9.0 に変更。

場所及び深さ

三陸沖（牡鹿半島の東南東、約 130km 付近）
、深さ約 10km（速報値 )

発震機構等

西北西－東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型（CMT 解）

震度

【最大震度 7】宮城県栗原市（クリハラシ）で震度 7、宮城県の涌谷町（ワクヤチョウ）
、登
米市（トメシ）、大崎市（オオサキシ）
、名取市（ナトリシ）など、宮城県、福島県、茨城県、
栃木県の４県 28 市町村で震度 6 強を観測したほか、東北地方を中心に、北海道から九
州地方にかけて震度 6 弱～ 1 を観測しました。

津波警報（大津波） 北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋
沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里・外房、伊豆諸島（11 日 15
時 33 分現在）
津波警報（津波）

北海道日本海沿岸南部、青森県日本海沿岸、陸奥湾、千葉県内房、東京湾内湾、小笠原
諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、伊勢・三河湾、三重県南部、淡路島南
部、和歌山県、徳島県、愛媛県宇和海沿岸、高知県、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿
児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美諸島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方、
宮古島・八重山地方（11 日 15 時 33 分現在）

津波注意

オホーツク海沿岸、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、岡山県、香川県、愛媛県瀬戸内海沿
岸、有明・八代海、長崎県西方、熊本県天草灘沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、鹿児島県西
部（11 日 15 時 33 分現在）

各地の震度
震度 7
宮城県

栗原市

震度 6 強
宮城県

涌谷町 登米市 美里町 大崎市 名取市 蔵王町 川崎町 山元町 仙台市宮城野区 石巻市 塩
竈市 東松島市 大衡村

福島県

白河市 須賀川市 国見町 鏡石町 天栄村 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 新地町

茨城県

鉾田市 日立市 高萩市 小美玉市 那珂市 笠間市 筑西市 常陸大宮市

栃木県

大田原市 宇都宮市 真岡市 市貝町 高根沢町

震度 6 弱
岩手県

大船渡市 釜石市 滝沢村 矢巾町 花巻市 一関市 藤沢町 奥州市

宮城県

気仙沼市 南三陸町 白石市 角田市 岩沼市 大河原町 亘理町 仙台市青葉区 仙台市若林区
仙台市泉区 松島町 利府町 大和町 大郷町 富谷町
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（気象庁／東北地方太平洋沖地震）

（内閣府「東京電力福島原子力発電所事故後の政府の対応」
（平成 23 年 9 月 27 日）より）

福島県

福島市 郡山市 二本松市 桑折町 川俣町 西郷村 中島村 矢吹町 棚倉町 玉川村 浅川町 小
野町 田村市 伊達市 本宮市 いわき市 相馬市 広野町 川内村 飯舘村 南相馬市 猪苗代町

茨城県

水戸市 北茨城市 ひたちなか市 茨城町 東海村 常陸太田市 土浦市 石岡市 取手市 つくば
市 鹿嶋市 潮来市 美浦村 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 行方市 桜川市 常総市 つくば
みらい市 城里町

栃木県

那須町 那須塩原市 芳賀町 那須烏山市 那珂川町

群馬県

桐生市

埼玉県

宮代町

千葉県

成田市 印西市
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東日本大震災の概要

国の対応
2011 年 3 月 12 日、政府は政令により「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震等による災害」を激甚
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（激甚災害法）に基づく激甚災害に指定。
同じく政令により特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定。
自治体の対応
2011 年 3 月 12 日、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都は東北地方太平
洋沖地震と津波による被害について災害救助法の適用を決定。
2011 年 3 月 22 日、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、内閣府は、東北地方太平洋沖地
震と津波による被害について被災者生活再建支援法を適用することを決定。
人的被害（警察庁発表 2012 年 2 月 10 日時点）
都道府県

死亡

行方不明

合計

15,848

北海道

1

青森県

3

岩手県
宮城県

3,305

計

6,011

25,164

3

4

1

61

65

4,669

1,316

188

6,173

9,508

1,769

4,132

15,409

12

12

29

31

秋田県
山形県

2

福島県

1,605

216

182

2,003

茨城県

24

1

707

732

栃木県

4

132

136

群馬県

1

38

39

42

42

251

273

埼玉県

8

負傷

千葉県

20

2

東京都

7

90

97

神奈川県

4

132

136

新潟県

3

3

山梨県

2

2

長野県

1

1

静岡県

4

4

三重県

1

1

高知県

1

1

建造物被害（警察庁発表 2012 年 2 月 10 日時点）
都道府県
合計

全壊

半壊

128,704

244,825

20,419

15,489

4

329

545

北海道

床上浸水

床下浸水

青森県

311

852

岩手県

20,185

4,561

1,761

323

宮城県

83,932

138,715

15,403

12,842

山形県

37

80

福島県

20,084

64,445

1,053

146,291

茨城県

3,070

23,988

1,719

711

栃木県

265

2,070

秋田県

群馬県

7

埼玉県

22

193

千葉県

798

9,861

東京都
神奈川県

1
154

722

38
4

132

新潟県

3

山梨県

2

長野県

1

静岡県

4

三重県

1

高知県

1

5
1

福島第一原子力発電所事故の主な経緯
3 月 11 日 14 時 46 分
東北地方太平洋沖地震発生し、東京電力福島第一原子力発電所敷地内で最大加速度は 448ガルを記録。
3 月 11 日 15 時 27 分
津波の第一波が到来。
3 月 11 日 15 時 45 分
大津波により地下の非常用電源は水没し、燃料のオイルタンクも流失。
3 月 11 日 19 時 03 分
政府は原子力緊急事態宣言を発令し、対象区の住民に屋内待機を命じる。
3 月 12 日 15 時 36 分
1 号機建屋で水素爆発。
3 月 14 日 11 時 01 分
3 号機が爆発。
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5 月 24 日
原因を究明するための調査・検証を行うため、内閣官房に東京電力福島原子力発電所における事故調査・
検証委員会の設置を閣議決定。
6 月 22 日
原子力安全委員会は「安全設計審査指針」と「耐震設計審査指針」の抜本改正に着手。

（内閣府「東京電力福島原子力発電所事故後の政府の対応」
（平成 23 年 9 月 27 日）より）
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■ JIA 災害対策本部
本部長

芦原太郎

副本部長

庫川尚益

委員

大友

彰（東北支部）

上山

寛（関東甲信越支部）

郡山

毅（関東甲信越支部）

郡山貞子（関東甲信越支部）
清水

純（北陸支部）

杉山貞利（東海支部）
松本敏夫（近畿支部）
水野

宏（九州支部）

宮島

亨（関東甲信越支部）

森岡茂夫（関東甲信越支部）
森崎輝行（近畿支部）
事務局
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JIA 災害対策本部の初期活動
3 月 11 日：被災地の JIA 会員の安否確認を開始。
3 月 12 日：緊急災害対策委員会を開催し、次のことを決定。
１．JIA 災害対策本部を設置する。
本部長

： 芦原太郎 JIA 会長

副本部長：庫川尚益 JIA 災害対策委員会委員長
２．東北支部に JIA 東北支部災害対策本部 を設置する。
本部長：水戸部裕之東北支部長
３．関東甲信越支部に JIA 関東甲信越支部災害対策本部を設置する。
本部長： 上浪寛関東甲信越支部長
４．内閣府と国土交通省、震度 6 弱以上の地震が発生した自治体に JIAは支援要請の準備があることの申
し出を行う。
５．建築関係 6 団体に対し、災害対策の連携を呼びかける。
６．東北支部と関東甲信越支部災害対策本部に、災害ファンドから 30 万円の初動活動費を支弁する。
７．災害対策の情報交換掲示板を設置する。
本部と被災地に災害対策本部を設置した 3 月 12 日から、JIA 災害対策本部
3 月 13 日：内閣府と国土交通省、震度 6 弱以上の地震が発生した自治体に文書を送付。
3 月 14 日：第２回緊急災害対策委員会を開催。
3 月 18 日：栃木県、宇都宮市に支援の申し入れ。
3 月 23 日：東北支部に委員を派遣し、支援活動について協議。
3 月 24 日：宮城県、仙台市、名取市に支援の申し入れ。
3 月 25 日：岩手県に支援の申し入れ。
3 月 28 日：災害支援ボランティア募集開始し、被災地にボランティアを派遣。
4 月 14 日：東京建築士会震災・防災対策特別委員会との共催で緊急報告会を開催。
5 月 13 日：JIA 声明「東日本大震災からの復興に向けて」発表。

13

本部

東日本大震災で行った活動の報告
JIA 災害対策委員会 WG 岡部則之

私は仙台出身で、被害地には親戚友人も多く、JIA 会員としても昨年まで災害対策委員の末席を占めてい
た。すぐに仙台に行くべきだったが交通状況が悪く、高速道路は早くから通行可能になったが通行車両が制
限され、最初に仙台に行った親戚は山形空港からバスで現地入りをした。災害対策本部は車で被災地に行こ
うとしたが、ガソリン入手が高速道路内の GSのみに限られ、被災直後の現地入りは事実上不可能であった。
しかし高速バスの運行が 3 月 17 日から始まり、私はこのバスを利用し現地入りをした。
震災後初めて 3 月 23 日早朝に仙台に着いたが、被災地では緊急用車両に提供されるガソリンは 1 日・1 台
15Lに限られ、仙台をベースにしての活動も 50km 圏内地域が限界だった。宿泊場所も無く、家がある自分
すら当時は自宅に行く交通手段も無く、東北支部の針生さん一家のマンションに転がり込んだ。仙台市内は
不十分だが既に電気は通電し、給水も復旧したが、ガスは無く寒く、入浴などとても望めなかった。
その状況下、東北支部は活発
に被災地支援活動に従事してい
た。私と針生さんは、名取市に向
かい、3 月 23 日の市役所との相談
で、JIAは非木造の判定に向いて
いるので、私たちは津波地帯の非
木造建物（木造は殆ど流出してい
た）の応急危険度および被災状況
を把握することにし、3 月 24、25

名取市火葬場（針生承一設計）3 月 25 日撮影
応急復旧し津波被害者が中で火葬に付されて
いた

名取市火葬場（針生承一設計）3 月 25 日撮影
炉部分のみ復旧、火葬場のロビー部分はがれ
きの山

日には針生さんと私で名取市の海岸沿い被災状況を調査した。その中でも針生さん設計の市営火葬場は、応
急復旧の上再開され、がれきの中で火葬が行われていた。当時は仙台東部道路から海岸の間で稼働を始めた
唯一の施設だろう。
針生さんによると、重要な電気施設等は上部階に設置したので、最小限の機能の復旧は可能であり、機能
を維持するための今後の設計の考えを示している。
名取市では 4 月 4 日に被災度判定の打ち合わせがあり、
4 月 5 日から 4 月 12 日頃まで、
始めに水害被災地（津
波地区）を全戸調査することになった。水害被災地区とは床下浸水地区までと決めた。今回調査は津波被害
家屋の全戸調査を目的とし、罹災証明書発行済みであっても対象とした。津波による被災度判定区分調査は
全国的にも初めてであり、内閣府や県を通じ被害程度の区分表が示されたが、詳細は毎日調査後打ち合わせ
て問題点を検討することにした。 調査後は地図上に調査家屋毎、被災度に応じ色分けをし被害分布図を作
製した。流出家屋は青く着色され、その結果貞山堀以東の閖上地区はほぼ全数青色であった。この全戸調査
方式も珍しく、通常地震被災調査は個人の申請に応じて実施されている。
一次調査は 5 月中旬までかかったが、JIAは名取市と契約を結び、契約に基づく会員の調査判定活動は初
めてのケースでもあった。JIA 本部は全国各地からの支援を原則としており、この方法について名取市か
らは、特定の会員は調査を継続し、断続的であれ最後まで参加していることが望まれた。調査の準備とし
て、毎日、翌日の調査詳細を決め、必要員数と個人を選定し、チームを結成し調査をする。今回も青森県や
新潟県など遠方からも多くの会員が参加し大きな成果を上げたが、中には連絡の手違いか当日現れない会員
や、半日だけで戻る会員もあり、至急代わりの会員を探さなければならないこともあった。被災地支援調査
は、単なるボランティアとしての自由な個人参加ではなく、チームの構成員として最低 1 日は継続して調査
すべきであり、出来るなら 2 日ほどの継続調査が評価の微調整からも望まれる。各会員はこの事情をよく理
解していて欲しい。私たち外部参加者は原則日曜休日を休めるが、被災地の行政担当者たちは無休で 5 月連
休には担当者たちだけで判定を続けていた。
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仙台市内の私の母親の小さな空家は 4 月にはガス以外は復旧し、風呂もなく寒く不便だが、駐車スペース
は数台分有り、会員の宿泊所として利用された。当初のロジステック計画では遠方の宿泊場所の確保を考え、
山形市、あるいは天童市などの宿泊を想定したが、豪雪地でかつ遠すぎ今後に課題を残した。名取市は全職
員と私たちに毎日カップヌードルとパン 1 個を提供するなど、食事は対応ができたが。風呂に入れないこと
が寒くて辛かった。
ある自治体は派遣職員を風呂に入れない限界日を決めローテンションを組んだと噂では聞いている。会員
の宮島さんが仙台市内で開いている公衆浴場を見つけ、やっと風呂に入れたが、入浴まで 2 時間も並ぶとは
思いもよらなかった。
今後は支援要員の宿泊場所と、交通手段を BCPの上でも事前に検討しておく必要がある。特に駐車スペー
スがある宿泊場所を提供できるように各地域会単位などで前もって調査をして、記録しておくことが望まれ
る。
今回の震災で明らかになった問題に JIAの緊急時の組織的対応法がある。BCPや JIA 災害対策委員会での
支援手順ガイドラインでは、大地震時の対応として、本部のある東京が被災した地震の場合と、東京以外
が被災した地震の場合の 2 つに震災を分類し、それぞれ異なる組織的対応法を想定している。即ち東京が被
災したら自動的に近畿支部に本部機能を移し、東京以外の地域が被災したら、現状のまま東京本部が本部と
して機能できると考えていた。今回は東北地方に大被害をもたらしたが、同時に東京にも大きな被害を生じ、
一時的とはいえ JIA 本部への立ち入りも制限された。今後は JIAの BCPのガイドラインは、東京以外の地域
が被災した場合でも、本部は東京から外に移さなければならない事態も想定し、同時に本部の移動先も近畿
だけとは限らないようにすべきと思う。予測される東海・東南海の両地震の同時発生を想定すると、近畿と
東京本部が同時に活動不能に陥る場合も充分想定され、両者以外の被害の少ない支部が一時的にでも本部機
能を肩代わりする準備も進めたいと思う。この方式は現実には何が起こるかわからないので、
ぜひシミュレー
ションと実地訓練を行い、十分な対策を立てたい。
災害対策ファンド積立額も十分ではなく、会員に充分支弁できるように被害調査や判定業務は報酬のある
契約業務として行えるように関係省庁に働きかけたいとも思う。今回も現場で数回保険会社の調査員とかち
あったが、タクシーを待たせながら簡単な調査をするなど待遇には歴然と差があった。私たちは公的機関の
依頼にもかかわらず、ボランティアとしての活動体制を続けている。短期間なら JIA 会員の職能的使命とし
て受け入れられても、大災害の場合は、経済的にも会員の負担が大きくなる。他自治体からの応援公務員は
金銭的にも保証され任務を遂行している。専門性を要求される判定業務には、専門業務として支払いを受け
ることは当然の権利とも思われるので、今後は JIA 内部で検討し関係者に交渉すべき時期だと思われる。例
え奉仕の精神のもとでも、現状では会員の持ち出しが大きく長く続けば、いつかは破綻をきたすであろうと
危惧される。多様な意見が多いのは理解できるが、判定や相談業務を長く経験してきた私には、それなりの
経験と学習が必要でかつ責任も重いと言える。

現状のガイドライン

災害時の体制改革岡部試案
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東北支部での講演会報告
JIA 災害対策本部

上山

寛

JIA 東北支部では昨年 3.11 の東日本大震災の後、建築家として
どのように向き合うべきかと、外部から講師を招いて勉強会を連
続開催していました。4 月に入ってから新潟県中越地方を震源と
した中越地震（2004 年）、新潟県中越地方沖を震源とする中越沖
地震（2007 年）を体験した新潟から JIA 東北支部の勉強会に誰か
を講師として派遣してもらいたいとの話しをいただいた。その時
に迷わず前長岡市震災復興監の渡辺斉氏が浮かび、当時県庁職員
であったが長岡市長から乞われて長岡市震災復興監に就任し、中
越地震の復興に尽力し、現在は新潟県新発田振興局地域整備部 建築課長である本人に連絡を取ったところ
「そういうことなら俺しかいないだろう。了解した。
」との返事をいただいた。この返答にも渡辺さんの豪快
な人柄が感じられる。当日は渡辺さんに私も同行し一路仙台を目指しました。
勉強会は 4 月 22 日（金）17：30 〜 20：00 仙台市内中心部の東北工科大学ホールで開催されました。JIA 宮
城地域会の会員を中心に約 80 名程の参加があった。冒頭に私の方から JIA 新潟地域会の災害当時の活動に
ついてお話をさせていただいて、その後渡辺さんがパワーポイントで講演を行い、質疑応答で締めくくりま
した。
講演は被災状況の内容の説明から始まり特に大地が姿を変えるほど動いた山古志村の大地の様子。全村避
難の様子。仮設住宅の様子。地元の建築家とアルセッド建築研究所 三井所清典氏のチームで取組んだ中山
間地型復興住宅では木造 2 階建て高床式住宅（豪雪地特有の基礎を高くした住宅）を基本とて自然落雪屋根、
周辺の風景になじむ下見板張りの外観、積雪時にも明るい吹抜け空間、県産杉材の活用、高齢者 2 人暮らし
を想定し、1100 〜 1200 万円を実現したこと。また仮設住宅に入居する場合には地域コミュニティーを崩壊
させないために、必ず集落ごとに入居させたことを特に強調していたことが印象的でした。
講演が終わり質疑のなかでは、被災した JIA メンバーも多く参
加されていて、その切実さに災害の重大さが伝わってきました。
質疑の多くは被災地の今後に集中していて、どのように復旧復興
の仕組みをつくっていくかに多くの時間がさかれました。講演
者である渡辺氏にぜひ新潟から仙台に来て震災復旧復興の指揮を
とって欲しいとの声が多く上がったのも印象的でした。
翌日は JIA 宮城地域会の渡邉宏氏の案内で石巻市、女川町他を
訪れ被災状況を視察して一路新潟への帰路につきました。
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宮城県亘理町応急危険度判定に立会い
郡山

JIA 災害対策本部

毅

過去の災害支援では３日以内に
JIA 本部災害対策委員会では 2004 年の新潟県中越地震以降、災害発生後概ね３日以内に現地入りし災害
支援活動へ向けて被災地支部、行政に支援の申し入れ・調整等を実施してきた。東日本大震災では広域に拡
がる被災地と被災地へ向かう交通ルートが広範囲に渡って分断されたうえにガソリン等の燃料供給の逼迫か
ら早期の現地入りを困難にさせた。そして福島第一原子力発電所事故により現地入りがより一層困難となっ
た。
被災地に向かうに際し、少しでも救援物資を持ち込みたいと入手を試みるが、この時期パニック買いで東
京の店頭から物資が消えるという誠に情けない状況になり、ろくな物資が調達できずに被災地に向かうこと
なった。
交通手段と拠点の確保
災害対策委員長はじめメンバーが現地入りを果たし
た３月 22 日頃の被災地は未だガソリンスタンドに長
い列ができるだけでなく入手すら困難な状況であった。
ライフラインは未だ回復せず宿泊先を確保することも
困難で、被災地への負担軽減の意味もこめ山形市内に
宿泊地を探し、庫川委員長、東北支部の水戸部支部長
を中心に被災地の県市町村へ支援の申し入れ東北支部
との調整、亘理町の応急危険度判定の支援の拠点とし
た。山形市内は仙台市等よりも比較的生活物資、食料
品等は入手しやすい状況にありガソリンに多少ゆとり

亘理町荒浜

2011 年 3 月 25 日撮影

のある被災者は入浴や日用品の購入に訪れる地にもなっていた。亘理町は山形市から片道約 70kmの距離に
ある。
被災者自身が支援活動の中心
亘理町町役場の建物自体「危険」判定を受けており、津波被害が甚
大であった町である。
建築行政に係る職員が数名しか在職していない規模の町で、自身被
害者である職員はもとより、同じく被災者である渋谷尚会員をはじめ
多くの地元の建築家達が連日、応急危険度判定作業にあたった。当時
最高気温が５℃前後の日が未だ続き困難な食料事情、衛生事情、燃料
事情の中、過酷な状況であり我々のような数日間の支援活動とは異な
り被災しながら連日の支援活動を続けている仲間の苦労が心底身にし

亘理町役場

2011 年 3 月 25 日撮影

みた。
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応急危険度判定
JIA 災害対策本部

郡山貞子

応急危険度判定とは、人命に関わる二次的災害を防止するために地震発生後なるべく速やかに被災建物が
余震によって倒壊しないか、外壁、窓ガラス、屋外設備機器などの落下物により危険な所は無いか外部から
目視による調査を行い判定するものである。応急危険度判定士は市区町村の要請により参集する。判定は危
険、要注意、調査済みの３区分があり、危険は赤色、要注意は黄色、調査済みは緑色のステッカーを被災建
物の見やすいところに直接貼る。判定ステッカーには具体的に指摘箇所を告知し注意を促す、その建物の住
民のみならず周辺住民、通行人に情報提供することが重要である。被災者は専門家の判定、危険回避のため
の具体的な勧告、助言によって精神的な不安を和らげられた例も有ると言われている。
被災建築物応急危険度判定マニュアル、応急危険度判定必携、目黒
区役所での被災建築物応急危険判定訓練を思い返し、3 月 24 日午後東
京を立ち山形の宿に向かった。25 日午前 8 時 30 分宮城県亘理町役場
は危険判定の為隣棟に参集し、応急危険度判定士登録番号、住所、連
絡先、判定可能活動期間、建築士番号、建築士取得日、生年月日を申
告し受付をした。判定コーディネーター（亘理町職員）の指示でチー
ム及び班を編成し、東京都防災ボランティア登録証、判定調査表、判
定ステッカー、腕章、判定街区マップ、亘理町のヘルメット、ガムテー
プ、下げ振り、クラックスケールを受理し東京都防災ボランティア登
録証を首に掛け判定に出動。荒浜地区は津波によって防風林だった松
林、家屋、船舶等が漂流物となりその衝撃の被害が激しい。建物に被
害の少なかった人たちは水に浸かった家具や床下の泥土を取り除いて
いる。作業スペースとしてのオープンな納屋やピロティ状の車庫の津
波による被害も目立った。判定を行ない、結果を見やすいところにしっ
かりガムテープで貼付ける、特に危険・要注意のステッカーには出来
るだけ具体的に危険な箇所を明記し回避できる方法が有る場合はそれ

危険度に合わせて赤・黄・緑のステッカーを
貼る

も明記する。活動終了後は班長に報告し判定調査表を整え提出した。判定コーディネーターと確認して終了
解散。もう一泊山形の宿で持参した寝袋に休む。26 日は吉田地区を判定し東京に戻る。
［亘理町判定結果 4 月 21 日時点：危険 472 件
険 572 件

要注意 377 件

調査済 1450 件

要注意 209 件

延べ 153 人］

お世話になった渋谷さん、遠藤さんに感謝致します。
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調査済 240 件

延べ 61 人／ 8 月 1 日時点：危

本部

東日本大震災の東海支部の報告会
JIA 災害対策本部

杉山貞利

東日本大震災には昨年の４月から５月に掛けて名取市での被災家屋の判定調査や、仙台市の住宅相談会に
参加し被災者が今何に困窮していて何を求めているのかを知り得た事は、私にとって大変役立ち内容を地域
の会員へ伝える役目が有ると考え、支部や地域会の企画で、もし当地で大震災が起きた場合を想定し被災地
の現実とオーバーラップさせながら会員と共に考える報告会を開くに至りました。
震災後 10 ヶ月も経過すると TVや新聞報道も表面的な物を追い求め変化に乏しく復興の遅れが際立ちます
が、現地で被災者の意見や地域の意見集約を積み重ねている建築家をお呼びして、集落の移転や行政の方針、
他地域の様子など内部の動きの実情を語ってもらい、他人事と成りがちな復興問題に理解を深める事が出来
ればと考えました。
報告会の演題は前半を「災害に際し建築家に何が出来るか」と題し
東海支部の杉山貞利が、後半を「被災地の今」と東北支部から大友彰
氏を迎えての講演で、地震の発災から現在迄と継続した内容と致しま
した。
報告会は 12 月に静岡地域会で１月に東海支部で開催され、前半の
内容は特に「被災家屋の判定調査」を取り上げ、調査を担当する行政
の税務や資産税課は、壊れた建物の評価の未経験な職員が行う中で判
定に対する判断を建築家に求められ、表面に現れない被害をいかに判
定するか建築家の専門性が必要となります。又建築家だけで判定調査
を行う場合も有り、判定のバラツキは後日発行される「罹災証明書」
に対する不満となり再調査の申請は行政への負担となり、又社会問題
となった被災者を救う助成金や義捐金の配分の遅れに繋がり復興への
足かせとなります。判定に対する信頼を如何に確保するか、震前の対
策として日頃より内閣府の基準の講習会や模擬訓練の実施で調査者の
意思統一を計っておく事が重要です。行政支援となるこの活動は行政
と支援協定を結ぶ事により高まると思います。
後半の内容は宮城県の湾岸部集落の高台移転に対し、住民の意見を聞き計画案を作成し行政に提出する作
業が必要で、県内でも 160 箇所の漁港があり集落を成している。県の一律の計画では住民は納得しない。宮
城県内の会員で携われる範囲も決まり圧倒的に人員不足となっている現状や、福島県の会員の設計による地
場産木材を使用した仮設住宅の苦労話など、貴重なお話をいただき熱い思いを感じました。
引き続き被災地の復興のプロセスを見て検証する事が、当地での「災害に対する備え」につながるとの思
いを強く致しました。
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東日本大震災復興への思い
JIA 災害対策本部

松本敏夫

早１年が過ぎようとしているが、私が見た宮城県沿岸部から岩手県沿岸部にある大小の街、集落を駆け足
で目にしたものは何だったのか。当時、４月にやっと現地入りが叶うようになり、そこでの印象は、阪神淡
路大震災震度 7 の激震を体験し多くの肉親はじめ、友人、知人を奪われ、日夜、ボランティア活動に奔走し
た経験を持つ私ですら想像を絶する光景を目の当たりにし、改めて津波の計り知れない破壊力に人間の非力
さを感じた。
初日、女川や石巻等宮城県北部から荒浜、名取等の中部までの状況を見て回り、やはり阪神淡路と決定的
に違うのは津波と云う圧力の大きさ。阪神淡路では力学的にも分析できる結果であり。専門家としても落ち
着いた視点で考察が出来たが、それとは全く違う津波と云う当方もない力と複雑さに街全体が押し流され廃
墟と化した街を眺め足元が固まった思いを今も忘れることは出来ない。
翌朝、
平泉から陸前高田への国道343号線（今泉街道）
に入り東海岸に向けてアプローチの途中、山間部を抜
けたところで、東北本線一ノ関より気仙沼、陸前高田
を経由し大船渡に至るドラゴンレール大船渡線が国道
と隣り合えわせで走る所に差し掛かったところ、降り
しきる雨の中、ワイパー越しに異様な光景が目に入っ
た。何気なく建ち並ぶ落ち着いた地方の長閑な集落は
そこでは辛うじて形状を保ってはいるが、庭も畑も線
路上も、一面に瓦礫が散乱している状況である。ここ

消えた高田松原

は陸前高田の海岸線より 5キロ程内陸部に入った、海抜 16 ｍ程の高さに位置する。これを見てこの後、目
にするであろう海岸に面した街中心部の想像だにし得ない状況が脳裏をかすめ震えを覚えた。
「なぜここ迄」
と云う驚きに、少し冷静さを取り戻しよくよく見ると近くには気仙川の支流が奥深く入りこんだところであ
り、また本流に掛っていた鉄道の陸橋をも押し流していたことから大きなうねりとなり川を遡上してきた様
が見て取れた。そして山側から国道の下り坂に差し掛かったところでようやく街並みらしき様子が見え始め
た途端、まさに潮混じりの異様な臭いと共に基礎を残す程度の平野部が広がり被害調査をするどころの状況
ではなく、街が消え去った後の瓦礫の山でしかなかった。今回の津波は半島の形態状況から多方向からの波
のぶつかり等で最高津波高さが 22 ｍにも達したと云われているが、まさに風光明媚な高田松原を一蹴に飲
み込み、奥深くまで到達した象徴的な場所ではなかったろうか。
気仙沼、大船渡、釜石、大槌等さなざまな大小の港町を見て回り、大船渡の様な入り江が奥深くまで入り
こんだところや石巻、名取の様な大きく太平洋に開いたところなど、其々に津波の形態が違い複雑な被害に
遭遇している。このような経験からしても津波エネルギーを壁で一蹴に対峙する一様で中途半端な防波堤が
津波を防ぐ事に繋がらないことは明らかであった。やはり自然を受け入れエネルギーを分散吸収するすべこ
そが必要と改めて感じた。海で暮らす知恵を最大限引き出し、以前からの海の豊かさと風光明媚な海岸との
共存共栄に向けて取り組む必要があると改めて思う。
阪神淡路大震災の大被害を受けた土地で生まれ育ち、幼少の頃よりの地元の大切な記憶装置が皆無になっ
た状況を見るにつけ、いち早い地元経済の立て直しは緊急課題ではあることには間違いないが、復旧と復興
を取り間違えることなく経済中心の性急な「取り敢えず」と云う復興は決してするべきではないと強く感じ
る。国も息長く個々に援助を手厚くし、決して国や行政中心の復興モデルを一時の経済論理で押し付けるこ
となく地元文化を大事にしてそれを中心に据え、また織り交ぜながらのより成熟した地域へと変貌する事が
人の心にどれだけ重要か計り知れない。このことを視野に入れながら復興に向かうには住民を中心として地
元建築家を含めたエキスパート達の頑張りとボランティア活動なくしてあり得ないと思う。よく手本とされ
る阪神淡路大震災では行政の危機管理の無さ、リーダーシップの欠如、経済最優先等々問題だらけであった
事は良く承知されているが、一見、戦後の住宅の多くが潰れ或いは行政の思惑で潰し、無味乾燥な道路を整
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備し、きれいなプレハブ住宅が立ち並んだが街があたかも復興したかのごとく印象ではあるが、その場所の
特性も個性も葬り去った歴史の継承なき姿が、そこで育んだものから見て如何に空虚であり、結果を見て全
国一様の企業論理で出来た街に外ならない事をよくよく考えてほしい。後の復興は全体的に見て決して成功
したとは言い難い結果に終わったことも良く理解すべきと思う。その経験からどれだけ学び進化したか。甚
だ疑問に思う事ばかりである。例えば仮設住宅等は改善されたであろうか。ただ、今回皆様の尽力で復興住
宅にも繋がる地産地消を目指した木造仮設住宅等新しい試みも随所に見られたが、その後教訓を生かしてい
るかと云うとまだまだ十分ではない。日本人いや人間の常なのか忘却こそが生きる力なのか。結構同じ轍を
踏んでいるように思えるのは私だけではないと思う。復旧と復興を選別し復興には時間を掛け後戻りの無い
地域再生を願う。いくら地理的に近い所であっても被害の有る無しで当事者意識に大きな開きがあり、被災
地では被害者意識が非常に強くなることを経験から学んだ。そのギャップが復興への弊害となることも多く、
やはり地元中心の復興を、国は勿論のことまわりは長い目で手助けを行うべきと強く感じる。
甚だ、主観的感想になってしまったが、この程度ではとても報告しきれない程の大惨事を決して風化させ
てはならない。
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「九州公共建築フォーラム 2011」
～辺見美津男 JIA 福島地域会会長

講演～
JIA 災害対策本部

水野  宏

遠く九州にいて、東北への支援がなかなか出来ないことにもどかしさを感じていた。遠くから支援できる
ことは、被災地の現状を九州にも知らせて、苦しみをまず共有することだと思った。
そこで、公共建築協会、JIA、士会、事務所協会と共催で毎年、
開催している「九州公共建築フォーラム」において、今年のテー
マ「備える」に合わせて、福島で木造仮設住宅の提案など様々な
活動をされている JIA 福島地域会会長辺見美津男氏を招聘した。
全体では 3 人の講演者による 3 部構成である。
「雨を貯めるととい
うこと―流域治水と震災から考える―」島谷幸弘九州大学環境都
市部門教授「住まいの健康性の評価―CASBEEを活用し、快適で
安心・安全な居住環境の実現をめざす―」白石靖幸北九州市立大
学国際環境工学部准教授、そして、辺見氏の「福島県応急木造仮
設住宅―次の災害に備えて―」という構成になった。
講演の内容は、震災の現状から、ご自身の被害状況などの前段
から、木造仮設住宅の発端、展開について熱く語っていただいた。
講演の内容としては①建設候補地が二転三転した経験から、具体
的に平時から場所を決めておくべきであるという提言がなされた。
②乾燥材の確保が困難であったことから、これも平時からストッ
クするべきだということであった。③通常、仮設住宅はメーカー
の設計施工が一般的なので、建築家がどのように関わるのかとい
う立場が不明瞭であったことから、あらゆる職能が災害と具体的
に向き合う仕組みをつくるべきだという提言であった。
聴衆の大部分は設計に関わっている人たちであった。そして、
大変感動した様子であった。災害を前にして、建築家に何ができ
るかの一端を示していただいたからである。ここで提案されたこ
とは木材という素材と循環型建設を考慮した物理的環境とコミュ
ニティを考慮した配置計画など社会的環境についてであった。何
より、ひとが住むという基本的なことが重視された提案であった。そして、何より建築家が介入しがたい分
野での実践をされた情熱と行動力に拍手喝さいがなされた。私たちも自らの地域において、行動をおこすべ
きだと教えられた。
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名取市の被災度判定の報告
JIA 災害対策本部

宮島

亨

2011 年 4 月 5 日〜 7 日の 3 日間、宮城県名取市の住家被災度判定に協力させて頂きました。報告書の作成
にあたり、改めて当時のメモを見返してみました。発災より 3 週間以上が経過していましたが、まだ水や食
料、ガソリンの入手には不安を持っていました。
実際にはスタンドでのガソリンの入手は大きな渋滞もなく可能な状態に落ち着き、コンビニエンスストア
も通常の品揃えとはいかないまでも、食料の購入は可能でしたしロードサイドのレストランでは食事もでき
ました。しかしながら、自分の分の飲料水や食料は持参しました。渋谷区の日本建築家協会から同乗させて
頂いた車で出発する際には、カップ麺の箱を「東北支部の事務局へ届けて下さい」とあずかり、途中休憩し
たサービスエリアでは、パンをお土産に購入していく仲間もいました。宿泊については、仲間の災害対策委
員の実家が仙台市にあり、そちらにお世話にならせて頂きました。
名取市役所の 5 階会議室での朝のミーティングは 8 時半より開始されました。
当日のエリア分けの確認、前日に判定で問題となった所の周知など
が行われ、その後各班に分かれて車で出発していきました。班の構成
は市役所職員 1 名に対して、我々のようにサポートにつく人間が 2 人、
計 3 名の体制で移動しました。自分が本当に役に立てるのかまだ不安
な気持ちで出発した初日、市役所から 15 分程車で走り、その日の担
当エリアであった下増田地区（仙台空港近郊）に車を止めて、今まで
見た事もない、とんでもない津波の被害であることに改めて言葉を失
いました。

下増田地区の被害状況（4 月 5 日撮影）

調査はまず持参した住宅地図を開き、それを基に住所と家屋の
確認をするところから始まるのですが、この地図のどこに自分が
立っているのかが全く分かりませんでした。地図上の道路がどこ
なのかさえも分からず、地図にあるはずの家がどこにあるのか全
く分かりませんでした。良く見てみると木造家屋の基礎と土台の
みが残っている事がわかりました。その残っている形から住宅地
図のこの辺であろうと、予測をしなければなりませんでした。
1日目は調査した住家の半数が『流出』という判定のものでした。
名取市の調査の方針では津波被害の被災度判定を早急に行い、そ
の後に地震被害による被災度判定を行うというものでした。津波
被害は全戸調査を行う事になっておりましたので、名取市の津波
の被災度判定では家屋内の何処まで浸水したかによって判定を行
う、水害認定区分表によって判定が行われました。
2 日目になると、少し内陸の方に移動してきた事もあり、流出
被害の住まいの数は減りました。一生懸命、汚泥で汚れた住まい
を片づけている市民の方にお会いする度に、自分の関わっている
住まいづくりの責任の重さを感じずにはいられませんでした。こ
の先いつまで続くのか分からない被災度判定調査を前にしてわず
か 3 日間で戻る事になる自分を申し訳なく思い、後ろ髪を引かれ
る思いで帰京の途に向かったことを思い出しました。
自分の担当したエリアでの調査結果：

県被害認定業務説明会資料（H23.3.24）

4 月 5 日 『流出』……30 件 『全壊』……29 件 『大規模半壊』……2 件
4 月 6 日 『全壊』……5 件 『大規模半壊』……34 件  『半壊』……10 件
4 月 7 日 『流出』……2 件 『大規模半壊』……41 件 『半壊』……13 件

『一部損壊』……1 件
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東日本大震災支援活動報告
JIA 災害対策本部

森崎輝行

被災後、約 1カ月後の 4 月 14 日、JIA 東北支部の要請により、仙台で講演を行った。
参加者は、
JIA 東北支部の正会員及び賛助会員の約 50 名位であった。小さな会場（20 人程度の会議室）であっ
たが、直後ということもあり、超満員の参加であった。
内容は、
「大震災からの復興の道筋」というテーマで、私が阪神淡路大震災においての復興に関わった（専
門家としてのまちづくり復興支援活動ほか）経験にもとづきお話をさせて頂いた。
「先の阪神淡路大震災から
いかに地域はよみがえったか」ということをこのたびの壊滅的な被災に共通すること、若しくは、参考にな
りそうな次の事柄に絞った。
それは、第一に、復興の主役はそこに暮らす人たちであるという
こと（住民自らが行うまちづくりやむらづくりでの復興を考えるこ
と）
。第二に、
住民が自ら連携して「案」を練り上げていくことによって、
復興の事業が円滑に進捗するということ（阪神淡路大震災地神戸市長
田区の土地区画整理事業での自主的に連携し、作り上げた換地提案や
新長田駅南第二種再開発事業地域内の権利者が自ら提案した管理処分
時の配置提案）。そして、それには住民が最も理解出来易い形、すな
わち、
「眼に見える展開」が必要であること。などが中心であった。
犠牲になった方、約 15,000 人。距離にして 500km。阪神淡路大震
災に比してもその規模はあまりにも違いすぎるが、
「地域性」を読み取
り、
「社会」を認識し、独特の「固有性」を持った、愛着に満ちた街や
ふるさとに再生するためには、住民が自ら行動を起こした住民主体の
まちづくりの活動に委ねるのが本来である。
被災の状況があまりにも違うそれぞれの被災地ではあるが、状況の
変化に対応しながら「まち」や「むら」をつくる。すなわち、住民の活発な主体性を伴った復興まちづくりで
あるべきであるということを主にしたお「話」であった。
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■ JIA 東北支部災害対策本部
本部長

水戸部裕行（支部長）

事務局

鈴木孝悦（幹事長）
相田 香、津川映子（支部事務局員）
、小原麻未（臨時事務局員）

JIA 岩手地域会災害対策本部
本部長
JIA 宮城地域会災害対策本部
本部長
名取市被災度調査業務担当
被災住宅相談窓口担当
JIA 福島地域会災害対策本部
本部長
JIA 青森地域会支援対策本部
本部長
JIA 秋田地域会支援対策本部
本部長
JIA 山形地域会支援対策本部
本部長

六本木久志（地域会長）
松本純一郎（地域会長代理）
針生承一、栁澤陽子
樋口芳文、大友 彰、氏家清一
辺見美津男（地域会長）
佐々木弘男（地域会長）
佐藤勝美（地域会長）
鈴木善夫（地域会長）

※災害・支援対策本部は 8 月 17 日の役員会で解散、相談業務等は復興支援委員会で継続

■ JIA 東北支部復興支援委員会（2011/5/13 設置）
委員長

松本純一郎（宮城）

副委員長

渡邉

委

宏（宮城）
、早坂

陽（宮城）

福士 譲（青森）
、苅谷哲郎（秋田）
、佐川秀雄（岩手）
、佐々木恒彦
（岩手）
、針生承一（宮城）
、渋谷 尚（宮城）
、手島浩之（宮城）
、櫻
井一弥（宮城）
、鈴木弘二（宮城）
、二宮正一（山形）
、辺見美津男（福
島）、阿部直人（福島）
、岩田 司（福島）

員
JIA 岩手地域会復興支援委員会
委員長
三陸調査委員長
JIA 宮城地域会復興支援委員会
委員長
副委員長
委員
事務局
JIA 福島地域会復興支援委員会
委員長
副委員長

六本木久志
若松信行
針生承一
手島浩之
西村明男、櫻井一弥（石巻まちカフェ）
、渡邉 宏、渋谷 尚、
早坂 陽、鈴木弘二（閖上まちカフェ）
、佐久間治、米村ふみ子
鈴木大助
辺見美津男
阿部直人

■ JIA 東北支部保存再生部会（2011/8/30 設置）
部会長
部会員
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氏家清一（宮城）
山本潤児（青森）
、小林晴樹（秋田）
、渡辺敏男（岩手）
、渋谷セツコ
（宮城）
、横山芳一（宮城）
、本間 弘（山形）
、三瓶一壽（福島）

東北支部

東北支部の災害支援及び復興支援活動と様々な連携
JIA 東北支部復興支援委員長

松本純一郎

甚大、広範囲で複合的な災害
3.11 東日本大震災においては、全国の JIA 会員の皆様から励ましのお言葉をいただき、また各支部・各地
域会から多大の活動支援金を賜り、心より感謝致します。特に関東甲信越支部会員の皆様には、自ら被災さ
れているにもかかわらず、この東北の地にも足を運んで応急危険度判定、住家罹災度調査、被災建築相談等、
初期支援活動にご尽力頂いたことに対し、改めて御礼申し上げます。あの信じられない大災害が起こった日
から、すでに 10 ヶ月が経過しましたが、被災地では瓦礫の撤去が終わりつつあるだけで、復興については
その方向性も見いだせずにいます。災禍はいまだ続いています。
今回の災害は、広範囲に亘る地震・津波という自然災害に加えて、原発事故という文明的災害が加わり、
一層複雑な災禍となってしまいました。東北 3 県に限って言えば、人的被害としては死者 15,778 名、行方
不明者 3,446 名、避難者 71,803 名（2012.1.10 現在）となっており、住宅・建物被害としては全壊・半壊数
が3県で318,347件という膨大な数に及んでいます。そして死者・
行方不明者のうち約 9 割の 17,000 名余りの方々は津波による被
災者であり、避難者の多くが福島第一原発事故により避難して
いる方々です。
東北支部の会員全員の無事は確認されたものの、石巻市北上
地区、亘理町、大船渡市、名取市の会員らは自宅やオフィスの
流失等、大きな被害を受け、また津波で親戚や友人を亡くした
会員も少なくありません。また名取市での支援活動の最中に新
潟地域会の住吉実会員が命を落とされたことは残念でなりませ
ん。

甚大・広範囲で複合的な災害

JIAの初期支援活動
JIAではマニュアルに従って震度 6
弱以上の地震災害に対して、本部に災
害対策本部が、被災支部に現地災害対
策本部が設置されることになっていま
す。東北支部では 3 月 11 日に現地災
害対策本部を設置し、本部と連携し災
害対策支援活動及び復興支援活動に当
たって来ました。3 月 12 日、インフラ
が壊滅的な被害を受け日常生活も儘な
らぬなか、私は早速宮城県庁に向かい、
建築宅地課長ら職員数名と協議を行う
中で、初期支援活動に対する JIAの支
援を強く求められました。以降支部事
務局員と共に支部事務局に殆ど常駐す
ることとなりました。初期支援活動に

初期活動

関しての各県の対応はマチマチですが、
宮城県の場合は、県内各市町村からの支援要請を県が取りまとめ、職能団体に要請をかける仕組みとなって
います。早速、JIA 東北支部に対して知事名で直接支援要請があり、3 月 15 日の仙台市の応急危険度判定作
業を皮切りに、宮城県内各市町村の応急危険度判定・被災住宅相談に従事しました。また名取市とは罹災度
調査業務の契約を締結しました。さらには仙台市の要請を受け、支部事務局に JIA 被災住宅相談窓口を設置
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し対応しました。以下は JIAの初期支援活動の概要です。
3 月 12 日 ( 土 ) ・JIAのマニュアルに従い東北支部に現地災害対策本部を設置、岩手・宮城・福島の各地
域会に各県災害対策本部を設置。
・宮城県土木部建築宅地課と協議、県内市町村の初期支援活動要請受託
・福島県新地町他 11 市町村の応急危険度判定を他団体と共同で開始（延べ 70 名参加）
3 月 15 日（火） ・仙台市青葉区・泉区・若林区、大崎市の応急危険度判定開始（延べ 87 名参加）
・福島市被災住宅相談開始（延べ 14 名参加）
3 月 18 日（金） ・宮城県建築宅地課と協議、県内各市町村の被災住宅相談協力要請
3 月 20 日（日） ・亘理町の応急危険度判定開始（第一次：延べ 28 名参加）
3 月 23 日（水） ・本部災害対策委員会委員ら東北支部訪問、災害支援について協議
3 月 24 日（木） ・同上委員らと共に宮城県・仙台市・名取市に支援申し入れ
・名取市 RC 造公共建築の津波被害調査開始（延べ 8 名参加）
・（財）宮城県建築住宅センターと支援活動について協議
3 月 25 日（金） ・名取市税務課と住家罹災度判定補助業務について協議
・岩手県に本部災害対策委員と JIA 岩手が支援申し入れ
4 月  1 日（金） ・仙台市被災住宅相談開始（延べ 132 名参加）
・支部事務局に被災建物個別相談窓口設置、2012 年 2 月現在継続中（延べ 361 件相談受付）
・名取市と住家罹災度判定補助業務の委託契約
4 月  4 日（月） ・名取市住家罹災度判定補助業務一次判定開始（延べ 153 名参加）
4 月  7 日（木） ・亘理町被災住宅相談開始（延べ 4 名参加）
4 月 11 日（月） ・福島県プレ協以外の応急仮設住宅 4,000 戸の公募を開始
4 月 13 日（水） ・女川町の応急危険度判定開始（延べ 30 名参加）
4 月 15 日（金） ・東松島市の応急危険度判定開始（延べ 4 名参加）
・亘理町の応急危険度判定再開（第二次：延べ 18 名参加）
4 月 18 日（月） ・女川町の被災住宅相談開始（延べ 9 名参加）
・JIA 福島が福島県の応急仮設住宅 1,700 戸に支援協力決定
4 月 20 日（水） ・東松島市の被災住宅相談開始（延べ 25 名参加）
4 月 21 日（木） ・岩沼市の被災住宅相談開始（延べ 4 名参加）
これらの初期支援活動には、関東甲信越支部会員が積極的に参加して下さいました。なかでも名取市の住
家被災度調査に関しては約 7 割の作業を関東甲信越支部の方々に
担って頂きました。初期支援活動としては異例の 3 ヶ月間も要し、
被災建物個別相談を除き、5 月末でこれらの活動はほぼ終了しま
した。会員の献身的な活動が実を結び、JIAとしては初めて国土
交通省と宮城県から表彰を受けることができました。
その後 7 月 27 日に仙台市財政局税務部資産税課より住家罹災
度判定 2 次・3 次判定補助業務依頼を受け、現在 JIA 宮城の会員
を中心に困難な作業に携わっています。これまで延べ 110 名の
会員が参加しました。

連携から広がる復興支援活動

福島地域会の木造応急仮設住宅の提案
福島県で 4 月 11 日に公募された応急仮設住宅約 4,000 戸分の
うち約 1,700 戸について福島地域会が地元建設業協会と協力し、
木造仮設住宅を提案し、その配置計画、基本プラン、工事監理
に携わりました。会員達の献身的な努力により、新しい応急仮
設住宅のあり方を示すという大きな成果を残しました。その流
れを受け、福島地域会では地域の新しい復興住宅の提案作業に
専念しています。
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福島地域会木造応急仮設住宅

岩手地域会の三陸調査活動
4 月 27 日、岩手地域会では三陸調査委員会を設立し、報道機関には取り上げられていない岩手県内の数
多くの被災集落等に焦点を当て、建築家の目で調査・記録する目的で、100カ所近い集落を調査・記録し、
今後の復興に活かす予定です。また 8 月には陸前高田市の「学生復興会議」に会員達が参加協力をしました。
JIA 会員が市長を務める北上市に「きたかみ震災復興ステーション」が学会主導で起ちあがり、今後、多く
の団体等と連携協力し復興支援にあたります。
連携から広がる東北支部・宮城地域会復興支援活動
東北支部では初期の災害初期支援に引き続き、復興支援を積極的に展開するために、4 月 1 日「復興支援
委員会」を立ち上げています。若い会員からの強い要望で JIA 宮城復興支援委員会と共催で「復興のための
まちづくり勉強会」を近畿支部や新潟地域会の会員の協力を得て、4 月から 8 月まで 10 回に亘って開催しま
した。そのようななかで、4 月 28 日には（財）宮城県建築住宅センターが「石巻市震災復興基本計画策定業務」
を受託し、これまでの繋がりから一部を宮城地域会が担うことになり、今日若手会員が精力的に関わってい
る石巻市北上地区集団移転計画提案を行うきっかけとなりました。
その後各被災地に活動や連携の拠点を作ろうということになり、6 月 19 日に「石巻まちカフェ」
、8 月 3 日
には「閖上まちカフェ」をオープンし、亘理町では会員が中心となり「復興非営利法人わたり・あらはま」を
設立しました。石巻中心部では、1 月に「街なか創生協議会」が発足し、石巻まちカフェは地元まちづくり会
社「まんぼう」と共同運営することになります。また 11 月に国土交通省の企画競争「災害公営住宅の調査及
び基本計画策定業務（宮城県南部）」に東北支部を含む３社で応募し採用となり、現在プロジェクトチームを
結成し日々精力的に取り組んでいます。さらには 2 月に入り、宮城県漁協から JIA 宮城に対し県沿岸部漁協
施設の復興に関する協力要請があり現在協議中です。
全国の JIA 会員の方々が被災地のことを想い、それぞれの立場から何らかの行動を起こされたに違いあり
ません。東北支部会員も各々の立場で各々の役割を担い、協力し合いながら今日まで支援活動を行ってきま
した。今回の災害支援におけるこれまでの JIAの様々な成果は、こういった連携、協力の賜です。同時にこ
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れまでみてきた様に、他の組織や人々との様々な連携が、今回の我々の災害支援活動の場を広げてきたとい
えます。今後の復興支援活動においても、行政、住民、他分野の専門家、大学、各種団体、企業、海外の協
力者等との積極的な連携が活動を広げる大きなポイントとなると考えています。

4月

復興まちづくり勉強会

5月

復興委員会（本部との協議）

6月

福島復興会議

7月

閖上ワークショップ

8月

陸前高田

9月

石巻まちカフェ会議

学生復興会議

理念を掲げ、復興を転機に
今回の災害は自然災害であると同時に我々人類が作り出した近代科学文明が引き起こした人災でもあるこ
とを、しっかりと認識することが重要です。科学技術が、人間もその一部であるはずの大自然をコントロー
ルできるという人間の傲慢な奢りが被害を拡大したのは明らかです。今一度根本に立ち返り、自然と人間の
本質的な関係を見直し、再構築することからしか未来を見据えた、より良い復興はあり得ません。近代化学
文明の敗北を深く認識し、今一度建築や都市のあり方と自然の関係を謙虚に見直すことによって、それぞれ
の地域に相応しい復興のあり方が見えてくるのではないでしょうか。
これまで東北支部では、東北の美しい景観を尊重し、地域の個性を生かした自然と共生する復興まちづく
りを、そして地域主権による住民主体の持続可能なまちづくりを支援することを共通理念として掲げ活動し
てきました。JIA として、あるいは建築界としてさらに協議を進め、そのような理念に基づく復興の提言を
発信しなければなりません。
そして前述したような被災各地における具体的な復興支援活動に加えて JIA が成すべきことは、この大
災害を契機として、土木・建築・都市に関する社会システムの変革を大きく前進させることを社会に向けて
提言することではないでしょうか。都市と建築を融合した制度、住民参加のまちづくり制度、建築専門家の
資格制度等の改革を復興支援活動と並行して社会に提案してゆくチャンスだと感じています。
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㈳日本建築家協会 個別相談状況
JIA 宮城地域会被災住宅相談窓口担当

樋口芳文

大震災の被災者を対象に、建築界、弁護士会ほかの諸団体の応援を受けられる公民協働の場に相談員を派
遣しました。
被災相談者（代理を含む）は、受付で概要ヒアリングを受け、罹災証明・仮設入居・住宅被害・法律問題
など各ブースで相談を受けるものでした。
住宅相談対応は、
（社）日本建築家協会・（社）宮城県建築士事務所協会・
（社）宮城県建築士会の 3 団体が輪
番で行いました。
被災者対象の建築相談は、仙台市役所と、
（社）日本建築家協会東北支部事務局の 2 箇所で行いました。
相談方法
（社）日本建築家協会東北支部事務局へは、被災建物の復旧・再建に関する電話相談が多数寄せられました。
特に、5 月末 NHK-TVで「JIAの住宅相談窓口」の所在が広報されたところ、急激に相談の問い合わせが増え、
メディアの影響力が如何に大きいか再認識しました。
（社）日本建築家協会東北支部事務局では、支部会員が面談希望者に相談カードに記入してもらい、被災
写真・図面資料等を用意して、予約の上ご来所願いました。
東北支部事務局の相談も原則無料とし、相談所要時間を 30 分程度にしました。
相談内容に依り現地調査を希望される場合、相談者の承諾を得て現状目視可能な範囲で、半日 30 千円程
の費用はかかりますが、調査報告書を提出することにしました。
平成 24 年 1 月 17 日現在、事務局集計に依れば、東北支部事務局の面談実数は 94 件、JIA 会員 19 人に依
る有料現地調査実数は 91 件となっております。
◎特記メモ : 現地調査（有料）への移行時点で、
（社）日本建築家協会の役割は分離し、以後、 全て相談者と担
当会員の責任になる事にご理解をいただきました。
東日本大震災の被災住宅相談を通し見えたもの
東日本大震災では、想定外といわれる凄まじい津波被害が大きく報じられています。
寄せられた相談の多くは、平時の相談と異なり原因が地震ですが、実際の相談で判明したことは、多種多
様な被害の中での不具合現象は、地盤 / 基礎 / 構造躯体が圧倒的に多いことでした。改めて地盤・地質調査・
基礎構築に対する設計配慮が如何に重要であるかを再認識させられました。従来からの建築相談でもそうで
すが、不具合原因は、突き詰めると地盤 / 地質 / 基礎に原因があることがより一層鮮明になりました。
被災建築相談では、このまま住めますか ?という相談が圧倒的に多く寄せられました。
今後、耐震補強・リフォーム等をお考えの方もおられましたが、本当に既存建物規模が必要かどうかを考
えて『減築』も視野に入れて欲しいとも助言しました。
今後は戸建住宅だけでなく、分譲マンション等の集合住宅の相談も増えそうです。
【感謝と御礼】
仙台市役所 8 階の大会議室の相談では、5 月の連休を中心に 11 日間、
写真の様に関東甲信越支部の首都圏相談室員の支援が得られましたの
で、改めて感謝申し上げます。
青森地域会が、被災した岩手・宮城・福島会員に対し、ボランティ
ア活動をしている被災地会員の通常実務への応援支援表明がありまし
たので、御礼申し上げます。
【参考資料】
1．
（社）日本建築家協会 建築相談連絡会議 関東甲信越支部 建築相談委員会記録 WGに
依る仙台市役所住宅相談 11 日間の建築相談記録
2．
（社）日本建築家協会 建築相談連絡会議 2011 年度第 1 回 連絡会議
3．2010 年度 JIA 東北支部第 6 回役員会

個別相談
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東日本大震災における歴史的建造物の
被災状況調査と復旧支援について
JIA 東北支部保存再生部会長

氏家清一

東日本大震災は東北地方を中心に被害地域が広範囲に渡り、地震、津波の影響が甚大な福島、宮城、岩手
の太平洋側には多くの被害と犠牲が生じました。特に沿岸部は壊滅状態となり、未だに、被災復旧の最中に
あり、復興の目途さえ立たない地域もあります。
この震災により、住宅をはじめ、漁業関係施設、水産加工の生産施設、学校等の公共建築物等多くの建造
物が被害を受けました。また、多くの文化財、歴史的建造物も内陸部、沿岸部を問わず多くの被害を受け、
地震による崩壊、津波による滅失をもたらしました。
JIA 東北支部では、多くの会員が被災直後から応急危険度判定、罹災判定調査、被災建築相談等の支援活
動を本部の支援により、関東甲信越支部の会員の皆様をはじめ、他支部の応援を得て活動しています。
支援活動の中で、文化庁から JIA 本部への要請により、
（社）日本建築学会が主体となり、被災地各県の教
育委員会と協力して、ボランティアとして、被災した文化財である建造物の被災状況を調査すると共に応急
措置及び復旧に向けた技術的支援を行うことになり、５月より、本部再生部会が取り纏めを行い、関東甲信
越支部保存問題委員会、東北支部保存再生部会が調整して、調査、応急処置、復旧等の技術支援を行うこと
としました。
東北支部では宮城地域会保存再生部会を中心に支部に部会を設置し、地域会毎に担当を決めていただき、
（社）日本建築学会各県担当の先生方と協力して、現況調査、復旧支援に協力出来る体制を取り、各地域の
被災状況を踏まえ、調査可能な地域範囲を確認し、調査に入りました。
ここでは、JIA 本部、関東甲信越支部、東北支部の会員が調査、復旧支援等の活動として、現時点で把握
していることについて報告させていただきます。被災現況調査及び災害復旧事業は全て、
（社）日本建築学会
の先生方との打合せ調整を行い、連携させていただいた支援活動であることを申し添えます。
青森地域会では学会の先生方と野辺地地方の社寺、七戸地方の軍馬
小屋、倉庫群等被災状況調査を行いましたが、冬季に入り、雪解けを
待って被害状況調査を再開する予定です。
岩手地域会では会員が被災地の支援活動のため、本部、関東甲信越
支部等からの協力により、一関地方から三陸海岸沿い、遠野地方の調
査に入っていただきました。
宮城地域会では被災した会員もおり、また、会員が被災地支援のた
め、関東甲信越支部及び他団体の協力により、栗原、登米の県北、村

宮城県村田町「やましょう」店蔵

田町を中心とした地域の被災調査活動、復旧支援活動を行っており、
特に、村田町には店蔵、土蔵等が相当数有り、現在も調査継続中です。
福島地域会では、原発事故で立ち入り出来ない地域を除き、内陸部
を中心に福島市内、三春地方等の被害状況調査を行い、また、関東甲
信越支部の協力により、会津地方の調査も行っています。
比較的被害の少なかった、山形、秋田地域会では青森、宮城地域会
にご協力頂き、被害状況調査に参加していただいております。
さらに、
（社）日本建築学会の各県担当の先生方が各々被災状況調査

岩手県一ノ関市「世嬉の一酒造」蔵

を行っていますが、まだ、被害の大きかった地域、原発事故により立
ち入り制限区域は調査が行われておらず、今後、継続的に学会と JIA
が調整を行いながら調査を行う必要があります。
つぎに、復旧支援事業（文化財ドクター派遣支援事業）についてで
すが、５月には岩手県一関市の酒造会社の店舗、酒蔵等の棟毎の接続
部分が震災で被害を受け、漏水のため、店内、内蔵等に内壁崩壊等の
二次被害が発生するおそれが生じたため、ボランティアによる応急修
32
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妻側崩壊
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理の協力を行いました。
また、宮城県気仙沼市内の木造校舎の小学校の被災状況の調査を行
いましたが、敷地が傾斜地にあり、地盤の一部が地滑りを起こし、地
面に亀裂が生じ、建物基礎、土間等に割れとずれ、土壁の崩壊等が確
認されました。
さらに、宮城県村田町の土蔵群が地震の被害を受け、修繕、維持管
理が困難なため、その多くが解体されつつありましたが、町当局から、
（社）日本建築学会への被災状況調査依頼があり、関東甲信越支部の会

宮城県気仙沼市津谷小学校

木造校舎

員の皆様はじめ、各支部、他団体からも多くのご協力を頂き、ボラン
ティアで長期間にわたり現況調査を続けており、文化庁も視察を行い、
今後の保存等について、協議を行っています。今後の保存再生等に繋
がることを期待しています。
宮城県栗原市では廃止になったローカル線、通称「くりでん」の駅
舎、電車車庫、事務所等が保存され、レールも１ｋｍ程敷かれたままで、
年に数回、電車が走るイベントも開催されており、鉄道関係者、地域
住民が維持管理に努めていましたが、震度７の揺れにより、電車車庫

宮城県気仙沼市「男山酒造」
１階が津波により崩壊し、2 階が残る

の柱が折れ、倒壊の危機にありました。同じく市当局より、学会に被
災状況調査と復旧支援の依頼があり、現地調査を行い、保存補修等の
計画が実行されるまでの間の維持のための提案を行っております。
そのほかに、岩手県盛岡市の町屋の状況調査、復旧支援の提案、宮
城県多賀城市の歴史街道沿いの土蔵の修復支援調査等を行っています。
歴史的建造物の被災状況調査と復旧支援事業は、震災の被害状況に
より未調査地域もあり、東北地方全体の建造物分布、被害状況把握
と解体、滅失及び保存状況把握のためには、今後も活動の継続が必要

宮城県栗原市「くりでん」旧電車車庫

です。特に、復旧支援事業においては、被災地の生活基盤が整い、復
興計画が進むにつれ、増えてくることが予想されます。被災した地域
にある建造物の再評価がふるさとの思い出と東日本大震災の記憶と復
興のシンボルとして大きな役割を果たすことになります。これからも、
被災地の様々な復興支援活動の中で JIAとして（社）日本建築学会をは
じめ、他団体、多くの皆様の協力、ご指導を頂きながら、支援活動を
行っていきたいと考えております。

宮城県多賀城市某住宅土蔵
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2011 年度

岩手地域会

岩手地域会活動報告
堀

3 月 11 日（金） 14:46

大地震発生

3 月 17 日（木） 地域会役員

透

大津波が三陸沿岸を襲った。

県建築住宅課総括課長に面談

3 月 18 日（金） 岩手地域会員 4 名
3 月 25 日（金） 災害対策委員会

被災地視察
庫川委員長、森岡副委員長

来県

県土木部長と面談
3 月 28 日（月） 大船渡市三陸町で被災した木川田会員へ支援物資を持参した。
4月

9 日（土） 災害対策会議開催

情報交換、今後の活動について協議を行った。

4 月 27 日（水） 活動予定を協議。早稲田古谷教授来県対応、地域会総会日程等の協議を行った。
4 月 30 日（土） 早稲田古谷誠章教授
5月

来県

田野畑村支援について協議を行った。

6 日（金） 2011 年度通常総会開催、2010 年度収支決算、11 年度予算を承認、活動方針、委員会構成
を決定した。
出席者 : 岩手会員 20 名（内、委任状 9 名）支部鈴木幹事長
総会終了後、懇親会を行った。
（賛助会員 2 社参加）

5 月 13 日（金） 支部総会（山形市） 

岩手会員 5 名出席

5 月 16 日（月） 第 1 回三陸調査委員会開催

今年度の活動は、被災した岩手三陸地域全域を 1 年間かけて

調査、記録することを決定した。
委員長に若松会員を選出し、来月（6 月）から調査を開始することを決定した。
岩手会員 10 名、佐々木青森地域会長出席
5 月 24 日（火） 第 1 回現地調査事前会議開催
5 月 28 日（土） 第 1 回三陸現地調査実施

調査地、調査方法等を協議した。



岩手会員 5 名出席

調査地 : 大船渡市三陸町（大船渡湾、
綾里湾、
起喜来湾、
吉浜湾他）

岩手会員 10 名、青森会員 2 名参加 （津波の高さ、破壊力に驚く。防潮堤はいたるとこ
ろで破壊されていた。この地域の漁村集落の景観のすばらしさが印象的であり、過去に高
台移転した集落も時を経て落ち着いた景観を形成している。
）

砂子浜の住宅

6月

6 日（月） 第 2 回三陸調査委員会開催

高台移転集落

次回調査地、調査方法を協議した。

次回調査地を県北沿岸に決定した。
6 月 11 日（土） 第 2 回三陸現地調査実施

岩手会員 8 名出席

調査地 : 県北沿岸（洋野町種市〜久

慈市〜野田村〜普代村〜田野畑村）

岩手会員 9 名参加

（県 北 沿 岸 の 自 然 景 観、
そのなかに点在する好ま
しい景観の集落、岩手に
住みながら沿岸地域を知
らないことを痛感した。
野田村、田野畑村の被害
は甚大である。田野畑で
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田野畑島越駅周辺

製氷塔にタタミ

岩手地域会
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は、三陸鉄道島越駅周辺は全て倒壊し、駅があったことさえ解らない。漁港の製氷塔最上
部ブレースにはタタミが挟まっていた。
）
6 月 20 日（月） 第 3 回三陸調査委員会開催

次回調査地域を協議、次回は宮古市周辺地域と決定した。
岩手会員 8 名出席

6 月 25 日（土） 第 3 回三陸現地調査実施
茂半島〜山田町大沢

調査地 : 岩泉町小本〜宮古市摂待、田老〜宮古港、津軽石、重
岩手会員 10 名参加（ほとんど報道されないが、大きな被害のあ

る地域が多いことを、現地調査で実感した。文化財に値する古民家が津波の被害を受けて
いる。）
7月

1 日（金） 支部長 OB 会

岩手視察に協力

7月

2 日（土） 支部長 OB 会

三陸被災調査に協力

7月

4 日（月） 第 4 回三陸調査委員会開催

第 4 回調査地域を宮古市〜釜石市に決定した。
岩手会員 6 名出席

7 月 10 日（日） 第 4 回三陸現地調査実施

調査地 : 宮古市津軽石〜山田町中心部、漁港〜船越半島、田の浜、

浦の浜、小谷鳥〜大浦〜大槌町吉里吉里、赤浜、中心街〜釜石市室浜、根浜、箱崎、箱崎
白浜、桑ノ浜、両石

岩手会員 7 名参加

（調査中に余震、津波注意報、状況をみて調査続行。山田町の老人施設では多くの老人が
亡くなった。施設の屋根に車が 2 台載っていた。根浜海水浴場のレストハウスは大きく傾
いていた。）

山田町船越の老人施設

7 月 16 日（土） 第 5 回三陸現地調査実施

根浜海水浴場レストハウス

調査地 : 広田湾〜陸前高田市〜広田半島〜大船渡市泊里、細浦
岩手会員 10 名、宮城会員 1 名、北海道支部会員 4 名参加

（陸前高田市街地の被災地域の大きさに呆然となる。後日、陸前高田市にて行われる「学
生復興会議ワークショップ」に協力のため、市役所仮庁舎にて日本科学未来館担当者と打
ち合わせを行った。その後、盛岡にて北海道支部会員と意見交換会、懇親会を持った）
7 月 20 日（水） 第 6 回三陸調査委員会開催

学生復興会議ワークショップへの協力体制を協議、北三県合

同例会・フォーラムを北上市を会場に開催することを決定、第 6 回調査地域を釜石湾〜唐
丹湾沿岸に決定した。
7 月 30 日（土） 第 6 回 三陸現地調査実施

岩手会員 5 名出席
調査地 : 釜石市、両石湾、釜石湾、唐丹湾地域
岩手会員 9 名参加

（佐須漁港では津波にもめげず浜百合が咲いた。唐丹小白浜では道路付防潮堤が倒壊、津
波の破壊力に驚く）

佐須漁港の浜百合

8月

唐丹小白浜の防潮堤の倒壊

6 日（土） 学生復興会議ワークショップ（主催 :リコー、
日本科学未来館

共催 :陸前高田市

協力 :JIA
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東北支部、大日本印刷）


岩手会員

担当 6 名 + サポート 6 名にて対応

（高田高校の生徒 40 名が 6グループになり、それぞれが街の再建復興のシンボルとなる施
設を自由に発想し、市長に提案する。その発想を生徒と一緒に具体的な「かたち」を創り
あげるサポートを行なった。
）

高田高校の生徒達とのワークショップ

8月

9 日（火） 第 7 回三陸調査委員会開催

8 月 26 日（金） 北東北フォーラム

北東北フォーラム in 北上開催準備会議

準備会議開催

岩手会員 8 名出席
岩手会員 7 名出席

8 月 27 日（土） 北三県合同例会、北東北フォーラム in 北上

開催

水戸部支部長、高橋北上市長はじめ青森、秋田、岩手、宮城の地域会から 31 名が参加し、
フォーラム「平泉と国見山廃寺」
、岩手三陸調査中間報告を行い、その後意見交換、交流
会を行った。
8 月 28 日（日）

第 7 回三陸現地合同調査実施

調査地 : 広田半島〜陸前高田〜気仙沼
各地域会から 18 名参加

北東北フォーラム

三陸合同調査（気仙沼）

  9 月 2 日（金） 北上復興ステーションオープン（主催 :NPO 岩手連携復興センター、後援 : 建築学会、都市
計画学会等）


六本木地域会長出席

  9 月 5 日（月） 本部報告会にて六本木久志地域会長が活動報告を行った。
  9 月15 日（木） 復興住宅連携協議会

渡辺敏男会員出席

  9 月16 日（金） 第 8 回三陸調査委員会開催

次回調査を再度、広田半島地域に決定

UIA 大会、今後活動について協議した。
  9 月29 日（木） UIA 大会

岩手会員 7 名出席

東北シンポジウムにて六本木地域会長、三陸調査報告

10 月 8 日（土） 第 8 回三陸現地調査実施

調査地 : 広田半島

岩手会員 6 名参加

（この地域は、漁港の地盤沈下が著しい。前回の津波警告の碑を発見〈つなみときい
たらよくすてにげろ〉）

地盤沈下（大陽漁港）

10 月 16 日（日） 第 9 回三陸現地調査実施
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津波警告碑（大陽）

調査地 : 宮古市女遊戸〜重茂半島

岩手会員 6 名参加

岩手地域会

東北支部

（国の栽培漁業施設の鉄骨が津波により飴のように曲がり、壊滅状態となっている。重茂
半島、鵜磯小学校は 1 階が被災、海面から 30mを超えると推定される。重茂地区で過去の
津波記念碑を発見した。）

栽培漁業施設（女遊戸）

S8 朝日新聞社による記念碑

10 月 31 日（月） 第 9 回三陸調査委員会開催

津波記念碑（重茂）

地域型復興住宅提案、本部災害対策委員会東北視察、今後の

活動予定等について協議した。
11 月 16 日（水） 本部災害対策委員会

岩手会員 6 名出席

庫川委員長、森岡副委員長、原田氏

来県

状況報告、意見交換会開催
11 月 17 日（木） 本部災害対策委員会

岩手会員 5 名出席

三陸被災状況視察

視察地 : 宮古市田老〜女遊戸〜宮古市街〜山田

町〜大槌町〜釜石市、遠野市木造仮設住宅

岩手幹事長同行、案内

（岩手県の三陸地域の地理的特性、被災した市町村、各漁港がそれぞれ状況が違うことを
確認していただいた。）

山田町船越視察

12 月 2 日（金） 三陸調査報告会開催

遠野市木造仮設住宅

全 9 回に渉った調査の概要、各地域の被災状況を報告し、質疑応答、

意見交換を行った。その後、忘年会を開催した。
岩手会員 9 名、会友、賛助会員他 13 名参加

三陸調査報告会

12 月 3 日（土） 災害復興まちづくり機構への協力（大船渡市碁石地区復興支援）
12 月 17 日（土） 三陸調査委員会岩手役員会開催

岩手会員 1 名協力

調査記録の整理方法、今後の課題等について協議
役員 3 名出席

  1 月21 日（土） 1 月定例会、第 10 回三陸調査委員会開催
域会の関係見直しについて協議を行った。

三陸調査報告書作成について協議、支部と地
岩手会員 8 名出席
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被災地の真ん中で
JIA 東北支部復興支援委員会

渋谷

尚

被災以来、今日にいたるまで JIA 会員の皆様、本部、各支部、各地域会、賛助会の方々からいただきまし
た暖かいご支援に対し、心から感謝申し上げます。今日、東北支部、宮城地域会が地域の復興に進んでご協
力できますのも皆様の志のおかげです。これからも大事に有効に支援に役立たせていただきます。また、各
地から初期災害対策活動のために当地にて活動いただきました皆様に対しまして、この場をお借りして厚く
御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
私の住んでいた亘理町荒浜は仙台湾南部の目立たず高齢化が進んで
いるとはいえ、それなりに美しく、周囲から名物の「はらこめし」や
名産の「亘理いちご」などを求めに、また鳥の海・阿武隈川周辺での
釣り客、海水浴客などが訪れてくれる静かで平和な地域でした。
江戸時代初期より先祖がこの地に住みついて以来 400 年ほど大きな
被害をもたらす津波がこの地を襲ったことはありませんでした。

被災前

3 月 11 日 14 時 46 分、私は宮城県亘理町荒浜の自宅兼事務所の 2 階にて PCに向かって仕事をしていました。
当地は M7.4クラスの宮城県沖地震が 30 年以内に 99% 発生すると予想されていましたからこれがその地震
だ、
とうとう恐れていたものが来たかと思いました。我家はそれにそれに備えて、
弱点となりそうなピロティ
の柱は鉄骨で補強していましたし、ほとんどの家具は長いビスで床や壁に直接留めつけていましたので家具
が倒れることもなく、地震そのものには耐えることができました。しかしそれからが……
携帯電話による情報では 6 分で津波が来るとのことでした。最初は 6.0mの高さという発表でしたから、
それなら今までの例からして少し安心しつつも、鳥の海から浸水ぐらいはするかもしれないと思い私だけは
ゴム長をはいて、近所のお年寄りに声をかけながら、老母を背負って歩いて 5 分ほどの小学校へすぐさま避
難しました。その時、避難者は約 800 人。
地震から 30 分ほど過ぎるころから各地の被害の様子が頻々とワンセグにより伝わってきました。最初は
体育館、次に 2 階、そして 3 階へと皆で避難場所を変えました。これは 1 次避難所責任者である学校長の指
揮です。そして 1 時間以上過ぎるころ、身構える私たちの地区にも津波がやってきました。
3 階の窓からまるで映画のように大津波が堤防を乗り越え、街と家を破壊していくのを驚愕の声とともに
見ていました。
津波は到達してから 15 分で水の動きは止まり、少しずつ水が引き始め、30 分ほどでゴム長なら一部道路
は歩けるぐらいになりました。すぐに救助活動を開始するよう行政区長にも働きかけましたが、まだまだ大
津波警報が解除されず、みなさんに要請できるような状態ではありませんでした。夜までの個人的な行動で
いくらかの救助活動ができたに過ぎず、眠れない夜を孤立した小学校の中ですごす事になりました。
それから 4 日間ほどは外部との連絡もほとんど取れず 2 次避難所となった別の小学校にて避難生活を余儀

堤防を乗り越える瞬間
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我が家の東側地区

翌日の様子

宮城地域会
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なくされ、JIA 宮城の災害対策本部にも私はかかわりよう
がありませんでした。
松本前支部長が本部長として大車輪の働きをされ、JIA
の災害対策活動を指揮されました。
宮城地域会会員の初期災害対策活動への動きは迅速かつ
多様でした。その様子は松本さん、針生さんの報告に詳報
されています。またその後の長期にわたるであろう復興支
援活動も現在まで多彩に展開されています。
今回の災害に対する JIA 宮城の取組みの中で特徴的なの

防御施設

はこの復興支援活動であると思います。頻繁に JIA 宮城の
復興支援委員会を開催し会員による各地の活動について討
議しています。その上で住民の立場に立った復興について、
会員各人の建築家らしい力量が各地で発揮されていると思
います。そのような地道な無償の努力があった中で、国土
交通省直轄復興公営住宅調査業務を共同で受託、一連の漁
港施設の復興支援業務依頼などにいま繋がっています。
亘理町でわたしは「復興非営利団体

わたり・あらはま」

という NPO 団体の立上げから、運営に深く関わり、亘理町
震災復興会議、町当局、町議会などに「住民からの復興提案

復興非営利団体

自助の覚悟で恵み豊かなふるさとを復興する」

などの提案活動や被災住民同士の勉強会、意見交換会など継続しています。
町内会などのコミュニティーがなくなってしまった地域のなかで、住民の側からの意見を表明する貴重な
場になっていると思います。被災直後は街全体を盛土しなければ住めないのではないかとも考えましたが、
その後、地震のメカニズムが明らかになるにつれ、自力再建を中心とした、大規模な土地区画整理や盛土を
行わない方が復興を早めるのではないか、と時間の経過とともに考えを改め、協議を重ねてきました。
結果、亘理町も大規模な土地区画整理や盛土などを行わず、個々の宅地嵩上げなどの自助努力に対して補
助を出して支援するという復興プランとなりました。また、被害の激しい移転促進地区の移転先についても
既存市街地の空き地活用により新たな団地を造成しなくとも十分なのではないかとなってきました。今、西
部地区から少しずつ街の明かりが戻りつつあります。一方、根こそぎ「なりわい」自体もなくなってしまっ
た地域にどこにでも住むことのできる通勤者家庭、特に若い世代は交通不便なこの地に戻る人は少なく、再
建後の荒浜地区はより一層の高齢化が進むものと思います。
やがて日本の歩む超高齢社会を先取りしていくことになる地区となりますが、復興 NPOでは今、どのよ
うにしたら地域の豊かな資源を活用した高齢者天国のような街ができるか大いに議論し、考えようとしてい
ます。
復興まちづくりにおける住民との関わりこそが今、建築家に期待され求められているものと確信します。
宮城の会員は被災地に住む建築家として地域に入り込み、住民の皆さんと夜遅くまで話しあい、行政だけで
も、土木コンサルだけでもできない役割を果たしつつあります。私たち JIAも建築家職能確立を掲げて久し
くなりますが、その職能をいま被災地復興では求められています。長い時間がかかり、もしかしたら命の方
が続かないかもしれませんが途中でやめるわけにはいかないと覚悟を決め、取り組んでいきたいと思います。
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JIA 宮城地域会の復興支援活動について
JIA 宮城地域会復興支援委員長

針生承一

被災後、ボランティア活動としての応急危険度判定や初めて県より JIAに直接委託された被災度調査、更
に被災者向けの建築相談に多くの地域会員が他支部の応援を受けながら活動を進める一方で、JIA 宮城地
域会は 1 ヶ月後に 12 人の地域会のメンバーから構成する復興委員会を設置した。メンバーの中には石巻市、
名取市、亘理町在住で被災した会員が含まれている。被災地、特に今回は大津波による被災地の復旧・復興
が主要な課題である。復興支援活動を行っていく上で委員会として様々な討議を行い、また阪神淡路大震災
の復興計画や新潟の山古志村、福岡の玄海島等についての取組みやその経過について、実際に取組んだ人達
を講師に招いて研修会を重ねた。その中には仙台市東部被災地在住の歴史津波の研究者・飯沼氏も含まれ、
仙台湾への大津波の襲来を 5 年前に予想し、行政に対して警告と防御策を提唱していた人が居た事には驚い
ている。協議を繰り返し、委員会としては次の三つの柱を基本的なコンセプトと考えた。
⑴被災者、住民への地元建築家としてのアドバイザーであり、対話と交流を持続して彼らのまちづくりを
支援すること。
⑵地震・津波は自然現象として捉え、従来の様に地形を改変せず、それらと安全を確保して共生していく
方法を考えること。
⑶なりわい、特に地場産業の活性化を前提とし、若年雇用の創出を計ること。
宮城県域としても、気仙沼市唐桑から山元町坂元まで多くの大小の浜があり、ことごとく津波で被災して
いる。委員会としては、被災会員が住んでいた石巻市域、名取市域、亘理町域の被災地住民自ら提案する復
興まちづくりの支援を計画した。参加の仕方は石巻は宮城県建築住宅センターが石巻市より受託した震災復
興基本計画の策定に協力する事でその機会を得ている。名取市は被災地の JIA 会員が呼掛け人となって「閖
上復興・まちづくりを考える会」を結成した。
更に亘理町でも被災した JIA 会員が NPO 法人「わたり・あらはま」を結成して、その支援活動として取り
組んでいる。
石巻市域
石巻市は 1 市 6 町が合併、中心市街地と離散している半島部漁村集落の被害が甚大である。計画では、旧
北上川河口に位置する中心部とその東西に広がる漁港、市場、工業港と半島部の雄勝、北上町相川を重点地
区として防災、インフラ、産業、住居の復興案をベースに土地利用の計画提案を行っている、多くの専門
家、大学関係者も参加しているが、JIA チームの調査、提案は被災地住民からも高い評価を得ている。一方
で JIAの基本姿勢である「地元住民との対話交流による計画づくり」を進めるに当って、被災地の中に「まち
カフェ」を設立し、多くのボランティア、復興計画に携わるいろいろなチーム、被災住民の交流、対話の場
となっている。
名取市域
仙台湾の一番奥深いところで、古くからの漁港を中心に約 7,000 人が市街地を形成していたのが閖上地区
である。今回の震災で死者・行方不明者約 1,000 名、流失家屋約 3,500 軒の惨状である。
「閖上復興・まち
づくりを考える会」は 3 人の有志が 5 月初め、避難所の被災住民に呼び掛けて結成された。
2 週間に 1 度位の間隔で 5 回に亘るワークショップが開かれ、復興計画を対話と交流により皆で案を出し
合い JIAの会員がまとめるのを手伝った。その他に早稲田大学の若手研究者グループ（タスク・フォース）が
ワークショップへ参加し、KJ 法を使いファシリテーターとして、活発な住民の提案をまとめる協力があった。
この復興計画は 7 月 26 日、名取市長に「閖上ルネサンス計画」として提言した。
JIA 本部の UIA 大会開催活動の一環として 8 月に東京で名取市長と共に発表している。さらに、津波被災
地の直中にあった町内会の集会所を手直しし、その町内会から借りて「閖上まちカフェ」を石巻に習って開
設し、被災住民、ボランティアグループをはじめ、復興に関わる多くの人の対話、交流の場であり、閖上か
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ら離れて暮らす被災者のベースキャンプの働きをしている。
亘理町域
被災した JIA 宮城の会長が参加した被災住民 7 人が軸となり被災住民に呼び掛けて、NPO 法人「わたり・
あらはま」を設立した。この法人を JIA 宮城が支援しているが、町に対する様々な提言や「いちごっこ」
（被
災住民への食事サービス）計画の支援、漁港関連施設など様々な支援活動を行っている。
復興住まいとまちづくりへの支援活動
JIA 宮城として、被災住民と協働できる 3 つの地域を「タテ軸」と考えると、それらを結ぶ「ヨコ軸」は「住
まいづくり」であるといえる。
産直の応急仮設住宅
JIA 宮城の宮城県森林組合連合会との共同提案による応急仮設住宅はプロポーザルにより選定され、南三
陸町歌津地区に 3 棟 (15 戸 )+ 集会所で発注された。10 数回に及ぶ配置プラン・断面の変更ののち着手し、7
月 31 日オープンした。地元の杉で地元の大工が建てた仮設住宅は、十分な断熱、ペアガラス、風除室等の
地域の気候条件に対応させたので、プレファブ協会のものと違い、今この厳冬期にも大変喜ばれている。
復興住宅
復興住宅については、産直木の家づくりプロジェクトとしてスタディを委員会では進めていたが、建築
研究所の岩田氏の指導により「JIA 東北復興住宅建設推進委員会」を立上げ、木造復興住宅の建設を通じて、
持続可能な循環型地域社会の構築を模索することを始めた。

南三陸町歌津
応急仮設住宅

石巻市域
復興支援計画
石巻まちカフェ

名取市域
閖上ルネサンス計画
閖上まちカフェ
亘理町域
復興支援計画
まちカフェいちごっこ

ＪＩＡ宮城

復興支援活動地域
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東日本大震災・東北支部災害対策本部の支援活動

仙台市被災住宅相談・仙台市罹災 3 次判定同行調査
JIA 宮城地域会被災住宅相談窓口担当

大友

彰

昨年 4 月 4 日から支部事務局で被災住宅相談を始めた。毎日 2 名の相談員が対応していたが、事務局は
順番待ちの相談者で溢れ返っていた。電話による相談者も途切れる事無く事務局はパンク寸前だった。朝
10:30 からの相談開始と同時に電話が鳴り始めた 4 月 4 日の一日を紹介します。
10:30

外壁の割れ、基礎・柱のクラック、内壁の落下が多くあった。応急的な手当ては ?

10:40

住んでいるマンションの破損がひどい、現地調査をお願いしたい。

10:50

住宅の被害調査と耐震診断の依頼有。

11:30

築 30 年以上の家で基礎・外壁に多数のクラックが発生した。屋根瓦もズレた。
現地調査と応急処置のアドバイス希望。

11:40
12:00

亘理町に住んでいる。津波で 1 階が浸水してしまったが土台や柱は大丈夫だろうか ?
屋根瓦がたくさん落下した。業者にお願いしたら、頭金 50 万払ってくれたら補修を始めると言
われた。一体いくらの工事費が掛かるのか分からないまま進めて良いのだろうか ?そんな相談だっ
たので見積を取ってから、工事の発注をしなさいと回答する。

12:30

石巻市万石浦の家が津波で床上浸水にあった。内外壁・基礎
の割れもたくさんある。地盤沈下（70㎝）で家も傾いた。現
地調査を希望。

12:40

外壁が落下したり、クラック多数出た。内外壁に隙間（1㎝位）
がある。

12:50

2 階建ての住宅だが、1・2 階の床鳴りが大きくなった。基礎
もクラックがある。

13:15

地盤沈下で北側擁壁方向に家が傾いた。ハウスメーカーで建

石巻市被災住宅

ててまだ 8 年しか経っていない。欠陥住宅ではないか。
13:40

築 23 年の家、2 階の床で 2㎝ほど開いた。トイレの壁が 1㎝ほど開いた。サッシの廻りもすべて
隙間が出来た。補修したいが調査に行って欲しい。

14:00
14:30

ハウスメーカーで 3 年前に建てたが、損傷がひどく補修を依頼したが、対応が悪く困っている。
道路が地盤沈下で陥没し、土留擁壁も崩れた。敷地内も多数地割れし、外壁の落下も多く建物も
傾いた。赤紙を貼られた。今住んでいる建物が倒壊しないか心配なので現地調査をお願いしたい。

15:00

築 50 年の家が、地震で基礎・外壁に多数のクラックが出た。コンクリートブロック塀（1.8m）も
傾いていて危険だ。どうしたらいいか教えてほしい。

15:15

貸家が傾き基礎と土台がズレた。自宅も基礎の割れ、柱と壁の隙間、壁のクラックが多数出た。
調査に来てほしい。

15:45

若林区荒浜の家が津波でやられた。1階は天井まで浸水し、
がれきで埋まっている。2階も破損した。
やっと避難所を出てアパートに仮住まいしているが、ローンの返済をどうしよう。調査にも来て
ほしい。

16:10

床上 30㎝まで津波が来た（南蒲生）
。ヘドロは取り除いたがどのようにリフォームしたら良いか、
現地調査に来てアドバイスして欲しい。

16:20

隣との間が 10㎝開き、水道管が割れた。西の方向に家が傾き基礎や外壁に多数のクラックが出た。

16:30

所有している 2 棟のオフィスビルの外壁が落下したりクラックがたくさん出た。

16:45

屋根瓦が半分以上ずれている。サッシ廻りの外壁のクラックが多く出た。

16:50

屋根瓦の落下、ズレが出たが、市から補助金が出るのか知りたい。

17:00

地盤沈下で北側の崖が 17㎝沈下した。家の傾きもある。調査希望。

17:20

所有している木造アパート 2 件で被害があった。外壁モルタルのはく離、基礎の沈下、セメント
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瓦のズレがある。3 軒長屋も同様の被害が出た。現地調査をお願いしたい。
17:30

築30年の2×4の家だが、いっぱい不具合が出た。玄関ポーチの床と柱がズレた。台所タイルが割れ、
サッシ廻りに亀裂が生じた。どのように直したら良いかアドバイスを受けたいので、
現地調査希望。

昼食も取れない状態で初日の 4 月 4 日（月）は店仕舞した。その後、徐々に相談件数は減っていき、11 月か
らは週 1 回（月）被災住宅相談を行っているが、今年の 3 月 11 日までは、店開きをしています。又、昨年 11
月からは仙台市財務局から罹災 3 次最終判定の同行調査をお願いされ、200 件ほど今年度中に終了させる予
定である。最後に、昨年 5 月に現地調査を行った被災住宅相談を紹介する。
被災住宅相談で感じた被災者の苦悩
5 月中頃の現地調査での事。
「津波で 1 階天井近くまで浸水し家も柱
が傾き抜けた箇所もある。修復して又、住めるようになるだろうか」
そんな相談だった。東部道路を抜け東に入ると内陸側と全く違う光景
になる。冠水したままの田んぼには流れてきた家の屋根、折り重なっ
た車、松の流木等。外壁に穴が開き少し傾いた相談者の家があった。
声をかけると、片付けをしている 40 代位の女性が出てきた。
大変疲れている様子で、毎日家族が交代で床下の泥土を除去してい
るが半分も終わっていないと嘆いていた。ボランティアも 1 回来てく

仙台市被災住宅

れたが、床下の泥土の除去作業をお願いすると、やったことが無いと断られたと笑いながら話された。築
40 年以上経つ農家造りの家は、泥土除去のため床は撤去されていた。ヘドロの臭いも強い。続の間の柱は
一様に西方向に傾いているが、東方向から押し寄せた津波のせいであろう。外壁や建具の痛みも大きく土台
がずれているところもある。傾いた状態を元に戻すには曳家工事で 5 〜 6 百万、家の修繕工事で 7 〜 8 百万
程の費用はかかるだろうと伝えると、自分たち家族は別に家を建てて住んでいて、この家には母が一人で住
んでいるだけだと言う。実は、地震の後、津波が来ると言うので、母を近くの小学校の体育館に避難させたが、
多くの人が津波によって命を亡くした、母も亡くなったと言う。もうこの家に住む人はいないのだが、家を
きれいに修復して、何としても亡き母を迎えてやりたいと思っていると話してくれた。何故安全な自分たち
の家でなく、危険な小学校に避難させて、死なせてしまったのかと、この女性はずっと自分を責め続けてい
る。家を元通りにする事は、母に対する償いかもしれない。毎日眠れなく睡眠薬を飲み続けている、家族の
言い争いも毎日の事と言っている。
津波で犠牲者が出た家族の苦しみ、心の痛み、背負った物の大きさ等は他人には判らない。家の修復は生
活の立て直しだけでなく、こんな理由もあるのだと、重く受け止めた 1 日だった。
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3.11 大震災の日から
JIA 宮城地域会復興支援委員会

米村ふみ子

あの日は仕事をしている最中に大きな揺れがぐらっと来た。
前々日に地震があり、関東に住む友人から、東北地方に大きな地震があったと聞いたが大丈夫かと電話が
あり、最近地震が頻繁に来ていることを話し合っていた。
その時も直止むだろうと思っていたが、揺れの大きさが今までの地震とは格段に違っていた。
家具が倒れ、食器の割れる音、パソコンが倒れ、書棚の本が全て放り出され、ガシャーンとガラス戸が倒
れ、照明が落ちる。揺れが収まった後、とにかく外に出ようと窓を開けようとしたが、開かない。ガラスの
散乱する中倒れた家具の上を注意深く歩き、玄関に辿り着きようやく外に出られた。事務所前が広場であっ
たので、近所の方々がその場所に避難に集まって来た。
集まった人々は放心状態で何をどうしたら良いのか分からない状態。その後も大きな余震が続き、心配で
家族の安否を確かめようと電話しても繋がらない。道路は地割れで分断されているところもあり、ほとんど
の電信柱が倒れていた。その後は雪が降って来た。寒くて外に立って居られない。かといって家の中には怖
くて戻れないので、駐車場に行き、車の中でしばらく過ごした。暗くなって来たので、今晩どうしようかと
考えていたら、子どもの友達から皆近くの中学校の体育館に避難していることを聞き、とりあえず体育館に
避難することにした。体育館の中は避難するため寝具を持ち込む人々で混雑していた。夜になってもまだ親
が迎えにきていない子供達も居て、不安そうな表情でいる子、泣いている子も多く、先生達が必死でなだめ
ていた。ラジオを聞くと仙台東部の沿岸部では津波で 200 人から 300 人の死亡者が出ているという。いまま
で津波を見たことはなく、どんな状況なのか、いったいこれからどうなるのだろうかと、その日は大きな余
震が続く中、
不安で眠る事が出来なかった。翌日に新聞を読んで、
沿岸部の惨状を知った。避難している方々
が皆で協力して先生方と一緒にいろいろな作業を行った。食事は体育館の倉庫に備蓄されていたクラッカー
と水を分け合った。自分たちが助かったことを感謝して話し合っていると、被災者同士の連帯感を感じた。
私は運良く迎えに来た家族と合流して、体育館を後に出来たが、その後体育館で何ヶ月も過ごさなければな
らなかった被災者は多かった。
私自身 2 日間避難所で過ごすだけでもかなりのストレスを感じたので、長期間滞在を余儀なくされた被災
者は大変な思いをされたのではないかと思う。
プライバシーが全くないので着替えもままならない、堅い床の上ではマットを敷いてもぐっすりとは眠れ
ない。電気も付かない水も出ないので、トイレの衛生も保てないという状況の中で、何日間も何ヶ月間も過
さなければならない苦しみは実際に体験してみなければ分からないだろう。今回の震災で非常時に人々が安
心して避難できる場所の存在がいかに重要か実感した。
宮城県東部の沿岸部の会社に勤務する甥が帰宅せず連絡が取れないので、兄夫婦が心配してあちこち探し
ていた。2 日後甥が泥だらけになって、帰宅した。一日中歩いて来たという。甥は津波が来ると聞き、周囲
の近場で一番高い建物を捜し、スーパーのイオン屋上へ避難した。屋上から津波で家や車が流されて行く様
子を見ていたという。店内の食料品や寝具を借りて 2 晩を過ごし、ようやく水が引いた後、車は流されてし
まい、バスもない中、朝から夕方まで徒歩でなんとか帰宅した。
甥のように道路が寸断され、車も通れない状況の中、何日も家に帰れない帰宅困難者が続出した。携帯も
通じないので家族との安否確認もままならない。
情報化社会に慣れた現代人にとって、情報を得る手段が完全に絶たれる状況は不安感が増大し簡単にパ
ニックに陥ってしまう。
翌々日から、設計した建築物の確認作業を行い、その後仙台市の青葉区役所に集合し応急危険度判定を建
築家協会会員数人ずつ車で乗り合わせ支援活動を開始した。調査していると、
「ご苦労様です」とおせんべい
をくれる親切な方がいた。店がどこも閉まって買い物が出来ない状況でのこういったご親切は身に沁みた。
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水はどうやってもらえるのかとすがるように聞いてくるお年寄りもいた。重い水を一緒に運んであげたかっ
た。水がなければどうしようもない。しかしペットボトル 1 本でも重いものを、高齢のお年寄りが給水場と
自宅を歩いて往復するのは大変なことだ。あの時被災者は皆不安な中、必死で過していた。バスも地下鉄も
交通機関がストップし、移動に大変苦労した。
仙台港の上空を見ればガソリンタンクが炎上し、何日も黒い煙が空にしばらく舞い上がっていた。どのガ
ソリンスタンドも緊急車両以外、しばらく一般の車はガソリンを購入できなかった。ガソリンスタンドに長
蛇の列が出来て、5 時間以上待たなければ給油できない。やっと給油できても 10Lまでと制限されていた。
現実に支援活動をしたくても、移動手段の確保が難しかった。何かできることをしなければという気持ち
と実際の活動の困難さ、また福島第一の原発の爆発による放射能汚染があり、逃げるべきかどうか子どもの
ことを考えると心配で苦しい日々だった。
ようやくガソリンが給油可能になってから仙台市の隣町の名取市での住宅被害認定調査の支援活動を開始
した。はじめて沿岸部の調査に行き、実際の津波の現場を見て、テレビでは伺い知れない自然災害の恐ろし
さに言葉もなかった。その後被災者が集う閖上カフェで建築相談を行ったが、周辺部の悪臭は酷かった。秋
になっても冬になっても建物の中にはハエが飛んでいた。沿岸部の建物は基礎以外全て流されてしまった建
物がほとんどで被災度調査も何もない状況。被災地調査で訪れた老人ホームの建物の中では、必死に窓から
逃げようとしたのであろう壁に残る血痕の跡、倒れている何台もの車いすを見て、その時どんなに恐ろしい
惨状であったか伺い知る思いだった。
まだ震災後数日あまりで現場には自衛隊員と行方不明の家族を探す方々しか見当たらない被災地を調査し
ながら、あまりの惨状に日本はもう終わりではないかとも思った。
津波により 1 階が流された仙台空港ではぬいぐるみや、スイミングスクールのバックの中の会員証に子ど
もの写真と水着とタオル、家族写真のアルバム等こんなところに何故こんなものがあるのかと信じられない
ほどありとあらゆるものがごちゃまぜになり散乱していた。
米軍が「ともだち作戦」と書かれたワッペンを片腕に付けて、まず空港を復興させる為、凄い勢いでがれ
きを撤去していた。そのお陰で 1 ヶ月後には奇跡の就航を遂げた。日本政府の被災地への支援の遅れにより、
せっかく津波を逃れて助かったのに、救援が遅れ寒さと飢えで助けられなかった命も多かった。米軍の敏速
な支援活動がなかったら、もっと多くの命が犠牲になっていたのではないかと考えるとぞっとする思いがす
る。まさに緊急時の対応が出来ないこの国の現状が露呈された出来事だった。過去に阪神大震災、新潟中部
の震災を経験しているにもかかわらず教訓が生かされないのはどうしてなのか、信じられない思いがする。
日本人は災害をすぐ忘れてしまう国民性なのかもしれない。今では東京や関西に行くと、原発の事に関して
は敏感になっているが東北の震災被害に関してはすでに過去のことになってしまっているような温度差を感
じる時がある。
その後市役所での建築相談が一ヶ月続き、現在もまだ被災度判定は 2 次 3 次 4 次と続いている。
建築現場では建築工事単価が高くなり、職人不足が続く中、関西あたりからも来ているらしく建築現場か
ら関西弁が聞こえてくることもある。
値上げに便乗して悪質な建築・リフォーム業者が横行している。被災度判定で全壊と壁に赤紙が張ってあ
る住宅を目印にして建築関連の営業マンが全壊指定なので壊さなければいけないと不安感をあおり、新築さ
せようとするという話しも聞く。放射能を除去するサプリメントなどおかしな便乗商法も横行している。あ
まり報道されていないが、震災直後に被災地にやって来た窃盗団もいた。マスコミはやたら美談だけを報道
するが、被災地では人の弱みにつけ込んで悪事を働く輩達が存在している。
被災度判定調査においても、自分の知人宅がなんでもないのに、半壊指定となり補助金を得たのだから自
分の家もそうなるはずだと無茶なことを言い張る人々も出て来ている。
建築家として何が出来るかではなく人として何ができるかと考えながら震災後活動をして来た。
仮設住宅の歩道は砂利道で何もない殺風景で周囲から隔離されたようなプレハブが立ち並ぶ。山間部の高
台に作られているので、買い物に行くにも車がなければどこにも行けない。そんな場所で一日中過していれ
ば、気持ちも落ちこんでくるのは無理もない。震災後精神的な病を患ってしまった被災者が多くいると聞く。
震災前は 50 坪以上の広い家に住んでいた多くの被災者が阪神大震災の仕様で作られた狭くて寒い 16 坪程度
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の仮設住宅で何年も暮らさなければならない。被災者支援活動
の一つとして、少しでも気持ちが和む場所で暮らしてもらえる
ように、殺風景な仮設住宅に緑や花の種を植樹し仮設住宅に住
んでいる被災者に楽しんで利用できる広場をつくる支援活動を
行っている。今後も被災地では様々な支援活動が求められてい
る。私自身も住んでいた自宅が地震で大きく傾き取り壊された
被災者の一人だ。
今回の震災を通して建築家の役割を考えてみると、復興する

仮設住宅の農園づくりプロジェクト

には昔からその町を良く知っている地元のタウンアーキテクトの役割が重要であるのだが、実際には出る幕
がないというか、なかなかお呼びが掛からない状況であったりする。県や市に提案してもなかなか取り合っ
てくれないこともある。日本全国何か協力できることをしたいと思っている建築家はいても、地方独特の閉
鎖性もあるのか何か排他的な動きであったり、情報の共有がなく知らぬ間に事が進んでいたりと、実際復興
支援活動に参加したくてもどうしていいのか戸惑っている建築家が多いように感じている。現在のままの閉
鎖的な活動ではやがて萎縮してしまうのではないか、日本全国の建築家が協力して復興にあたれれば日本再
生への大きな力となるのではないか。
国においては会議会議で何も決まらず復興が遅れている。こちらでの会議も似たり寄ったりなところがあ
り、震災から 11 ヶ月以上経ても具体的なかたちになってはいない。建築業界は士会、事務所協会、家協会
とさまざまな団体が存在し、こういった災害時には一枚岩になり協力して取り組まなければならない筈だが、
体制が整っていないので、建築家の役割が国民に良く理解されず、広く知られていない。現状はハウスメー
カーやリフォーム会社の派手な広告を信じて藁をも掴む思いで震災相談する被災者は多い。復興までの道の
りは長いと思うが、東北人の粘り強さ忍耐強さできっと我が故郷は戻ってくると信じて、日々私に出来るこ
とを考えながら様々な支援活動を行っている。
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みやぎの復興におけるまちづくり勉強会
JIA 東北支部復興支援委員会副委員長

早坂

陽

「わが国は過去に多くの震災を経験し、そのたびに色々な立場の方々が
それぞれに復興に尽力されてきました。いま私たちは、何をどうする
べきか過去の事例に学ぶための講演会を開催します。こんなときだか
らこそ、過去の震災を勉強することで、宮城の明日・建築を復興させ
ましょう。
」
と呼びかけ、計９回の勉強会を開催しました。

4.14

東北支部復興支援委員会

委員長

松本純一郎

宮城地域会復興支援委員会

委員長

針生承一

第１回「阪神大震災の復興に学ぶ」
森崎輝行氏（JIA 近畿支部・建築家）

4.22

第２回「中越地震の復興に学ぶ」
渡辺

斉氏（元長岡市復興管理監）

5.02

第３回「東日本大震災復興にむけての提案」

5.15

第４回「復興からのまち育てとは」

三部佳英氏（一般社団法人宮城県建築住宅センター理事長）
北原啓司氏（弘前大学教授・教育学部副学部長・工博）
5.19

第５回「震災からの復興と日本農業の自立・再生」
大泉一貫氏（宮城大学副学長・事業構想学部学部長）

6.18

第６回「まちづくり事業手法と震災被災建物の修復・建て起こしとは」
長谷川順一氏（住まいの空間研究所主宰）

6.24

第７回「浸水被害の対処・珪藻土エアクリーンウォールの活用法」
松井良樹氏（株式会社ナチュル

6.30

第８回「地域自らがつくる復興住宅建設に向けて」

7.13

第９回「集団移転等復興における法制度について」

岩田

渡辺

代表取締役）

斉氏

司氏（独立行政法人建築研究所・つくば大学教授 JIA 会員）

岩田

司氏

大泉一貫氏
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2011 年は 7 人の骨を拾った年になった。

仙台市内で被災し明るいうちに帰宅。
秋保の自宅は店舗で建物はほぼ無傷であった。少しほっとした。雪が降り続き世の中は真っ白になった。
焼酎や日本酒が散乱していた。むせかえりながら掃除をした。電気も水もなく携帯はすぐに使えなくなった。
人ごとのような天災は時間とともに現実となり親戚の残酷な情報も入ってきた。
北から、女川の叔母の住宅 1 軒（4 棟）津波で跡形もなかった。石巻のいとこの住宅 1 軒（4 棟）店舗、蔵な
ど床上浸水で2階に避難していた。塩竃の叔母は浸水のため学校に避難していた。
（数週間後ニュースで知っ
た）
亘理の伯父・叔母・いとこの住宅も４軒（6 棟）津波で全壊していた。
楽観的な気持ちをことごとく打ち砕いた。なかでも亘理荒浜の療養中の伯父、伯父を迎えに行ったいとこ、
その妻と子…４人が亡くなった。小学生の女の子が一人取り残された。遠くの祖母に引き取られていった。
３人が土葬となり、伯父が最後に発見され４人そろって火葬してもらった。３か月後だった。
秋保の自宅は親戚が避難してきたため 15 人で暮らし始めた。
生後１カ月から 82 歳の父まで、なんだかみんな優しかった。建築家の父は病気療養中で 3.11 以前は毎日
点滴をしていたが 3.11 以降治療がかなわず…４月１日、皆にみとられて帰らぬ人となった。
（自らの建築の無事を確認して） 火葬ができず２週間自宅に安置された。ほんとに自分の家が大好きだっ
たんだね。と皆で言い合った。少し笑顔で少し泣けた。亡くなる数日前「復興に力を尽くしなさい。」とい
う言葉が心に染みた。 日本晴れ 青空の葬儀となった。
会社の通常業務に加え避難している親戚の世話や父の看病……そんな中での応急危険度判定・勉強会開催
段取りや会場のセッティングは実際キツカッタと思う。
ただ、JIAの活動が、松本委員長や針生委員長、事務局の相田さん、JIA 宮城の仲間との日々が、あって今
日の自分になったとつくづく感じる。
ホッとしていたらどうにかなりそうだった。
「明日はただ別の日ではなくて、未来なのだ」というそんな心を持って復興に向かえる様にさらに勉強しよ
う。
未来の子供たちに恥ずかしくない様に生きていきたい。
2011 年 50 歳になり老眼になり髭に白髪が増えた。

宮城県漁業協同組合：女川町〈当社設計・監理〉
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応急仮設住宅の取り組み－南三陸町歌津応急仮設住宅
JIA 宮城地域会復興支援委員長

針生承一

この度の大震災を受けて宮城県により応急仮設住宅の提案書を募り供給事業者の選定が行われた。以前よ
り県内の森林組合と連携して木材の利用促進・技術開発に取り組んできている私たちは木造の仮設住宅を提
案し、
県内 77 選定事業者のひとつとして登録を受けた。その際の提案の要旨は次のような内容である。1. 地
域の木材でつくる。2. 地域の技術・労働力でつくる。3. 地域の知恵を結集する。実際に木材は被災した地
元森林組合や近隣の森林組合から調達し、施工も地域の大工を中心に被災した関連企業を取り込んで文字通
り皆で力を合わせてつくり上げた。また、外壁・野地板には杉厚板パネルを使用し工期の短縮を図った。
この仮設住宅には集落全体が大きな被害を受けた歌津館浜地区が集落単位で入居している。報道でも繰り
返されているように南三陸町を含むリアス式海岸部では建設地の確保が難しく、今回の敷地も被災された入
居者の私有地と聞いている。限られた敷地ではあるが共有施設として木造の集会所も併設された。地域の暮
らしを再生する拠点として、仮設住宅におけるコミュニティの維持は最も重要なテーマだと考えている。

内観

外観

地産地消型の仮設住宅として地域の気候・風土との調和を図っている。具体的には季節風対策として南入り
玄関とし、風除けを設けたことや、充分な断熱性能を当初より確保した点である。昨年の 8 月から入居し
た館浜地区の被災住民からはクレームは殆どなく満足して住み続けられている。一方、他の地区のプレファ
ブ協会による仮設住宅は地域の気候風土に合わない仕様－①断熱工事が充分に行われていない。②窓が単板
ガラスである。③玄関の風除けがない。④浴室の脱衣室が独立して確保されていない。⑤収納が足りない等
が指摘され冬を迎える前に大規模な改修工事が行われた。今後、
応急仮設住宅は産直方式とし拙速にならず、
地場産材と地場職人の手で被災住民に思いやりある住まいとその環境を提供すべきである。
屋根
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 瓦棒葺き
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実際に地産地消型の木造仮設住宅を被災地でつくるということは、
簡単なようで非常に困難なことであり、
甚だ厳しいコスト条件を跳ね返す関係者の思いや、信念の力で実現した仮設住宅である。
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石巻市震災復興基本計画策定参画とその後の活動から
地域への入り込みと持続的協働が東北を変える

JIA 東北支部復興支援委員会副委員長

渡邉

宏

3.11 の震災はそれまで必ず来ると予測され覚悟していた「宮城県沖地震」とは桁外れの想定外の大災害で
した。
また復旧、復興活動に参画するたびに、かつて神戸、山古志など過去の災害に正面から向き合わないでこ
れまで来てしまった自身のことを強く反省しています。
私たちの事務所は大きな被害がなく、所員その家族そして我が家とも皆無事でした。週明け月曜日、役職
員に震災対応に途方もない時間、労力がかかることから、一 . 先ずこれからの活動のために自身と家族の安
全な環境の確保、二 .これまでお世話になった人、組織、地域への支援、三 . 建築家、技術者として地域への
専門家活動を行っていくこと伝えました。その状況は今も変わっていません。
震災直後から被災状況の把握に努めながら応急危険度判定、建築相談など所員の協力を得ながら積極的
に参加しました。残念ながら情報インフラ被災によって大津波を事実として確信できたのは翌日 12 日、JIA
本部原田さんからの連絡を知ったのは翌々日 13 日、放射能被害の重大さを実感したのは 15 日郊外住宅地で
の応急危険度判定現場初日、燃料不足から仙台市以外の沿岸被災地に足を運べたのは 10 日後の 21 日でした。
それと並行して 4 月に支部、地域会の復興支援委員会となる松本純一郎前支部長を中心とした会員による
調査、相談など専門家活動、行政・関係団体との情報交換そして今後の活動の組み立てと連日会員の真摯な
行動が展開されました。3 月下旬からは一般財団法人宮城県建築住宅センター（以下、建住 C）で行政、大学、
コンサルタント、建築専門家が集まる情報交換会が始まり、関係者の活動と課題が見えはじめるとともに、
石巻、名取、亘理の被災した会員の地元を中心とした支援活動の現場が見えてきました。4 月中旬からは神
戸から JIA 災害対策委員の森崎輝行さん、新潟県から元長岡市復興監の渡辺斉さんなど幾人かの専門家から
レクチャーを受ける勉強会をはじめながら今後の活動のあり方を模索しました。青森、秋田、山形各地域会、
他支部会員から熱心な支援を受けながら、一方で「建築家として被災地復興への具体的提案・行動を起こす
べき」との声が多かったのもこのころでしたが、被災自治体ヘ多くの専門家が足を運ぶ度に首長の机の上は
提案書が積まれ自治体担当者の本当に疲れた表情を見るたびに、地域の建築家として今為すべき事はと考え
させられました。自己満足ではない、現場とその先を考えた責任ある行動が如何に専門家に求められていた
ことか。
また各界著名人や大学研究者の行動を脇で眺めながら、JIAの建築家が被災地に求められる行動と成果を
上げられなかったのも事実です。これがこれまでの私たちの活動の証左でした。後ろ向きな気持ちとなりな
がらも、しかし一方で現場で必死に活動する多くの人達の無私の姿にも感動し背中を押されてきました。
地域、人から信頼され、20 年はかかるであろう復興に持続的に関わっていく組織活動の大切さを痛感す
るとともに、現場に入り込むことそしてそこでの活動と経験を将来活かせる若い人達の参画が特に重要だと
思うようになりました。
5 月初めに本部から芦原会長、室伏副会長の沿岸被災地の訪問を受けた頃、建住 C 三部理事長から石巻市
の復興基本計画策定への協力依頼を受け、旧市街地と旧北上町など漁村部の復興・再生イメージ検討を担う
ことになりました。15 日の宮城地域会担当チームの現地調査を皮切りに 6 月 1 日にイメージ図を市復興対策
室へプレゼン、その後計画書の進展に合わせて 11 月の基本計画素案作成まで活動しました。中心市街地は
白鳥誠さん、佐藤忠幸さん、桜井一弥さん、漁村部は佐々木文彦さん、手島浩之さん、安田直民さんが担当
し渡邉が取りまとめを行いました。白鳥さんは石巻出身で、佐々木さんは旧北上町で事務所と自宅が津波
で流されました。基本計画への参画自体は私たちにとって満足な内容ではありませんでしたが、中心市街
地では白鳥さん、桜井さん、星野明さん達が中心となる 6 月 19 日開所した “ 石巻まちカフェ ” 整備そして
12 月には “ 街なか協議会 ” へ、漁村部である旧北上町十三浜では 7 月からは佐々木さん、手島さん、安田さ
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１．湊まち石巻ルネッサンス計画
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石巻市震災復興基本計画策定業務
[(社)宮城県建築住宅センター]への協力

１．湊まち石巻ルネッサンス計画

素案の検討

JIA宮城 佐藤忠幸
石巻市震災復興基本計画策定業務
[(社)宮城県建築住宅センター]への協力

２．中瀬地区周辺計画

素案の検討

JIA宮城 佐藤忠幸
ん、渡邉による防災集団移転検討とワークショプ

２．中瀬地区周辺計画

（後に NPO 組織パルシック、北海道大学宮内先生
たちとの協働に発展）、そして 12 月からの国交省
直轄の宮城県南部の災害公営住宅整備検討業務へ

JIA宮城 安田直民

と繋がる契機となり、今後支部、地域会の根幹と
もなる活動へと発展しつつあります。現場に入り
込み、地域からの信頼を得ながら復興に持続的に
関わっていく組織活動という目標に向かって “ 協
働 ”を基本に努力したいと考えています。これら
の活動はこれまで支部、地域会で報告を行うとと
もに10月には建住 C主催のパネルディスカッショ
ンで市民・学生向けに JIAの活動を発表しました。

JIA宮城 安田直民
石巻市震災復興基本計画イメージ図（6 月 1 日）

7 月からは松島町震災復興会議の JIAからの専門
委員として復興計画に携わりました。町は松島の
島々のお蔭で沿岸部にありながら周辺被災地と比
較して大きな被害はありませんでした。12 月計 7
回の会議を経て「連携による広域的な貢献」を盛り
込んだ計画が策定できました。
10 月には神戸を訪ね行政関係者からヒアリング、
神戸復興塾支援集会への参加、長田、築地地区見
学を、また長岡市山古志を新潟県の渡辺さんの案内で北上総合支所の今野照夫さんたちと見学しました。実
に多くのことを学びましたが、特に復旧一段落後からの継続的支援、既成の縛りに囚われないリーダーシッ
プとスピードある行動、活動・情報共有の場の整備、そしてこれらを支える組織力と資金力の大切さを痛感
させられました。また 3.11 後の経験・記録・検証を次代に伝える責務も感じています。
関東大震災がその後のまちづくりを変えたように、3.11 後は戦後日本と地方の課題や負債の清算と新しい
価値の創出が求められている変革期です。地域の建築家として、復興の先を画きながら現場での “ 協働 ”の
積み重ねとその結果としての “ 信頼 ”によってこの変革に積極的に関わっていかなければなりません。特に
現場への入り込み、そこでの地域・人との協働のプロセスとそのマネジメントが非常に重要と考えています。
私たちは自らの行動から変えていきます。
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石巻市北上地区での活動
JIA 宮城地域会復興支援委員会副委員長

手島浩之

JIA 宮城の有志による石巻市北上町での高台移転支援活動は、財団法人宮城県建築住宅センターが石巻市
より受託した「石巻市震災復興基本計画策定業務」への作業協力を端緒として 5 月初旬に始まった。5 月 15
日には有志 7 名で石巻市への現地調査を行い、その際に北上総合支所の仮移転場所に支所長を訪問したこと
がはじめての活動だと記憶している。
5 月 15 日には、宮城県建築住宅センター業務の一環として、石巻市が召集した有識者会議を傍聴したが、
その際に有識者の一人である東北大学の小野田教授から「牡鹿はアーキエイド、雄勝は東北大学の学生に、
北上は JIAが支援活動を行う」との趣旨の発言があり（後日の有識者会議でも同様の発言が何度かあった）
、
現在までその状況が継続している。
その後、国土交通省都市局の直轄調査業務に他コンサルタントが選定されたこと、石巻市が東北大学との
包括協定を結んだことにより、建築住宅センターの受託業務は石巻市の復興計画全体の中で隅に追いやられ
てしまう格好になってしまう。そんな状況の中、引き続き北上町への支援活動を継続するために、6 月 19 日
に当時の総合支所長、現支所長との顔合わせを行い、北上地区の現状についてお聞きした上で、JIAとして
正式に支援したい旨を伝えた。
このころは、
「世の中の混乱期とはこういうものか」と感心するほど、いろいろな情報がいり乱れ、ある枠組・
前提で動き始めた物事が一週間もするとまったく状況が変わっていたりした。私たちとしては建築住宅セン
ターとの協働作業がここで終わるものだと思っていたし、もっと確たる関係を結びたいと考えてそういった
ことを模索していた。
6 月 30 日には高台移転についての北上総合支所、石巻市復興対策室、宮城県建築住宅センター、JIAでの
打ち合わせと移転候補地の視察を行い、二箇所についての高台移転の検討を行うまで、宮城県建築センター
との枠組の中で活動を行うことになった。7 月 6 日の地区代表者へのヒアリングを経て、8 月 6 日の第二回住
民代表ワークショップで、相川・小指集落、大室・小泊集落の二箇所について高台移転案を説明している。
このころはまだ、高台移転についての国の方針も定まっておらず、移転案はかなりあいまいな想定で作成し
た記憶があるが、これまでの関連法規や、事例についての勉強にはなったと思う。ちょうどこのころ、高
台移転について県でまとめた試算結果が噂されるようになり、それによると一宅地について 5000 万円程度
必要だということであったが、我々は 1000 万円以下での造成を目標に、出来るだけ現況の地形を活かした、
盛り土を極力減らした提案を検討した。
7 月 19 日には、東北大学の四年生による設計課題「雄勝地区集団移転についての提案」にゲストジュリー
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として参加した。内容としては良くまとまった労
作といえるものの、どうしても学生設計の範疇を越
えることは出来ないと感じ、講評会終了後に、再度、
学生の長所、遠方の専門家の長所、地元の建築家で
の連携作業を提案しその場では了承してもらえる
が、結局実現していない。
8 月 25 日の復興対策室、基盤整備課との調整を
経て、8 月 27 日の住民代表 WSにて移転案の発表と
住民代表との懇親会を行った。
この懇親会の席で、酒の勢いもあって北上総合
支所の担当者に「ひとこと、何とか助けてほしいと

小室地区移転案

言ってもらえれば、私たちはどんな遣り繰りをして
でも手伝うつもりがあるが、助けて欲しいと要請し
て貰えなければ、何も出来ない」と力説してしまっ
たが、その数日後に電話があり「助けて欲しい」と
言って貰ったときには本当にうれしかったことを
覚えている。北上での支援活動がうまく進んでいる
理由は、こうした支所担当者の資質によるところが
大きいが、その理由を思い浮かべてもうひとつ思い
当たることがある。北上に向かう車中で、合言葉の
ように交わしていたのが、
「派手で目立つ活動はほ
かの地域に任して、のんびり末永くやろう」であっ
た。今から振り返ると想像は難しいが、ほかの派手

相川・小指集落移転案

な地域はマスコミの注目を集めながらどんどん進
んでゆき、我々は置いてゆかれるんだろうと、漠然
と感じていた。ともかく、このあたりで建築住宅セ
ンターとの連携作業は終了し、ここからは JIA 宮城
地域会単独での活動を行うことになる。
9 月ころになると、それぞれの建築家や団体が連
携することなくバラバラに状況に疑問を呈する声
が宮城地域会内部でも上がるようになり、その解消
に向けての活動も模索するようになる。石巻市沿
岸部については相変わらず、牡鹿、雄勝、北上で
それぞれの専門家たちが互いに背を向け合ってい
るような状況であり、また、JIA 内部に目を向ける
と、被災地で活動する我々も遠方から支援の手を差
し伸べようとする仲間に対して排他的であったり、

大室・小泊集落移転案

また、本部も我々の望む支援については非協力的であるように思い始めていた。そこで、
「遠方支援建築家」
を募集し、現地で活動する我々と連携することで、専門家の数の少なさをカバーしようと試みるが、この試
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みに対しての反発も思いのほか多く、うまく機能しているとは言いがたい状況となった。反発する彼らの意
見はボランティア的な仕事を積極的に請けてしまうことは、対価を払うべき行政の甘えを生んでしまい、き
ちんとしたスキルを持つ専門家の正当な仕事の機会を奪ってしまうことであり、一方で、被災地で活動する
我々の意見は、対価が支払われないからという理由で我々にしか出来ない専門技能を放棄してしまう専門家
は、専門家足り得ないのではないか、と思えてしまうのである。ともかく、支部の内部でさえも、被災地と
の距離でこれくらいの意見の乖離があり、意見を統一して全体でまとまって行動することはなかなか難しい
状況だった。
10 月にはいると、住民全員を対象とした集落ごとの説明会が開かれ、我々も総合支所の要請を受けて支
援をするようになり、この場で、北海道大学社会学の宮内教授、法政大学西城戸准教授、NGO 団体パルシッ
クと面識を得、協働して活動するようになる。
そのころ、大室・小泊移転案に対して地権者の合意が難しい状況になり、再度募集した高台移転の専門家
支援に応募してくれた方々を集めて、10 月 18 日に検討会を行い、何度かの打ち合わせを経て、小泊地区へ
の移転計画案をまとめた。
また、10 月 19 日には JIA 福島地域会の会員である、独）建築研究所の岩田氏を中心に「JIA 東北（日本建築
家協会東北支部）復興住宅建設推進委員会」を立ち上げ、木造復興住宅の建設を通じて持続可能な循環型地
域社会の構築を模索することを始めた。
10 月 27 日から一週間程度の期間をもって、地区別全員集会を行う北上総合支所に対しての支援活動とし
て、すべての集会に分担して参加した。ワークショップ自体は宮内先生がファシリテーターとして運営し、
われわれが専門家としての助言を行う、という形で行った。
9 月の段階から石巻沿岸部での横の連携を強化するべく、東北大学の堀口助手、東北工業大学の福屋講師
にたいしてアプローチを行っていたが、11 月 11 日になって、ようやく初めての意見交換会を行い、その後、
東北工業大学での震災復興報告会にも JIAとして参加した。
UIA 大会で繁忙を極めると言う理由で、JIA 本部に対しての連携の要請は断られ続けていたが、11 月 15
日にようやく、JIA 本部復興支援委員会委員長、副委員長の来訪を受けた。このあと、本部に対して連携を
望む声は少なくなり、本部からの連絡もほとんど無い状態になった。こうした災害に対する長期的支援に対
しては「全国単一会」であることの弊害が多く見られる結果になりつつあるのではないかと危惧している。
ちょうどこのころ、国土交通省住宅局の直轄業務「災害公営住宅検討業務」に対するプロポーザルが行われ、
北上町での支援活動の継続を意図して、他二社との連名で応募をしたが、宮城県北部については選に漏れる
結果となってしまった。この業務では、地元自治体に検討作業委託を希望する設計者があれば推薦すること
が出来ることになっているが、私たちは JIAとして石巻市北上総合支所管内での検討業務を推薦してもらい、
現在、沿岸部における災害公営住宅のモデルケースとなる計画の作成業務を行っている。
また、これからは、応募して当選した「赤い羽根共同募金」の助成金などを得て、支所担当者の発案による、
以下のような支援活動を展開する予定になっている。小室地区は、防災集団移転によって高台移転を行う合
意形成が早い段階でまとまったが、その場所の住民（女性たち）のワークショップを開催し、街区造成計画
とそれぞれの住戸計画を一体として考える仕組みを模索しようとしている。それは、行政と住民、土木的造
成と建築計画、街区景観デザインを横断して一体的に集落を考えようとする新たな試みであり、それが行政
の担当者から発案されたということにも、私たちはこの地区の未来を感じてしまうのである。
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被災体験と支援活動
佐々木文彦
私の事務所は宮城県石巻市北上町十三浜という、新北上川河口から続くリアス式海岸の一漁村にありまし
た。ここ南三陸の海は親潮と黒潮がぶつかる豊かな海で、わかめ、ホタテ等の養殖が盛んで、なりわいが海
中心の地域です。過去形なのは、3.11 の東日本大震災の地震後の大津波により地域全体の 7 割くらいが全壊
流失したからです。

北上町相川湾

津波 1 波来襲時

海抜 18mのところにある橋まで水位が上がる

北上町相川湾

津波の後

第２波の引き波で橋が流出した

私の事務所兼自宅は 3 階建ての上部木造住宅部分（2 層分）が第 2 波
の引き波で船の様に海に流され、事務所だった 1 階 RC 部分は残った
ものの 27 年分の物件保存資料や PC データ、機器類等はほとんど流失
してしまい、わずかに残ったものも水没して使えなくなってしまいま
した。痛かったですが家族の無事がなによりでした。
3.11 の震災時、私は手掛けていた住宅の工事請負契約がこの日の
15 時半に予定されていて、震度 7 だった栗原市の工務店の事務所にお
りました。家を出て直後の施主とは「あとで落ち着いてから再開しま

被災した事務所兼自宅

しょう」との連絡が取れた後、自宅や家族の事が心配ですぐ帰路につ
きました。が、途中倒壊した家や道路、橋の通行不可等で 20㎞手前で
夜になったのと津波の冠水でその先に進めず、ついにその日は帰れま
せんでした。翌朝、車で行けるところまで行き、あとは歩いて行くし
かなく、同じように多くの人が歩いて十三浜の方に向かっていました。
今まで被害のなかった内陸の北上川沿いの集落も流失し、戦災のよう
な焼野原を見ているような気持でした。2 時間半くらいかけて歩く途中
の津波の惨状は予想を超え、まるで「日本沈没」の映画を見ているか

元の 2 階からの眺め

のようでした。各集落とも基礎だけ残して全て流失されてしまった状態を見ながら自宅にたどり着くと、同
じようにコンクリートの 1 階だけ残して 2 〜 3 階の木造の自宅が跡形もなく流されていたのです。
「自分の所
は高い位置だから大丈夫だろう」という期待は裏切られましたが、
「これが現実なのだ」と言い聞かせながら
皆が避難している相川子育て支援センターに行き、そこで家族や地域の人たちに会うことができました。
相川港には私が設計し建築されて 1 年ちょっとしか経っていない漁業協同組合の建物があったのですが、
津波対策で 1m20㎝以上に立ち上げたコンクリート基礎があったにもかかわらず、津波の前には無力でこれ
も第 2 波の引き波で基礎を残して全て流されてしまいました。20 年前に設計した水産物荷捌き施設は不思議
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に残り、1 月半ばに改修工事が終わり 2 月半ばからの復興した養殖ワカメの収穫を待っています。
最終的に十三浜・相川地区では、280 世帯のうち流失全壊が 160 世帯に及ぶ被害となりました。被災直後
の避難所には個人スペースの仕切りはなく、ライフラインの整備もままならず、水も住民の共同作業で 3㎞
先の山から沢水を引いた簡易水道で対応しておりました。そのため炊事用水、洗濯機の使用が可能となった
のです。その後は支援物資で送られてきたバスタブや釜を利用してお湯が作れるようになり、ソーラーパネ
ルの寄付によってテレビも見られるようになりました。
3 か月が過ぎ、応急仮設住宅が相川地区とにっこりサンパークに建
設され入居が始まったため、7 月の中頃には避難所が解散となりまし
た。その間にはたくさんの個人、団体の方々による炊き出しやコンサー
ト、ボランティアによる美容やマッサージといった心のケアを、また
地域のがれき撤去や水辺の清掃作業といった活動をされた数えきれな
いほどの方々との出会いがあり、感謝の気持ちでいっぱいです。振り
返ってみると、地域に連綿と生きる契約講を核とした自治組織が今回
の震災時に力を発揮したと思います。

相川地区

応急仮設住宅

建築家としての前に、地域での私は住んでいる小指集落の契約講会長の任にあり、震災後そのまま避難所
での世話役として対処しておりました。現在は JIA 宮城地域会の皆さんの協力により、石巻市役所北上総合
支所の後方支援として十三浜地区での高台移転の合意形成にむけたお手伝いをメインに取り組んでいます。
小指地区では移転候補地の地権者や移転予定者の合意もとれたばかりで、ようやく前に進めそうです。
現在、私の事務所兼自宅跡は被災後来てくれたボランティア団体の
活動拠点として場所を提供していますが、その中の七ヶ宿 NPO「水守
りの郷」代表海藤さんが、被災した十三浜復興のためのチャリティコ
ンサートを、9 月 20 日東京の晴海で開催してくれました。
東京周辺からも多くの若い人達や、がれき撤去等のボランティアと
して来てくれていた方達もたくさん集まってくれ、会場は満員でした。
海藤さんは元ハウンド・ドックのベーシストという音楽家でもあった
のです。

1 階を修復しボランティア団体の活動拠点に

今後の被災地の問題点としましては、仮設住宅に入居し最終的に出られるような状況になったとしても、
先行き不透明な雇用や漁業等への問題は必ず出てくることが考えられるため、集団移転の検討も含めて居住
地域の早急な確定が求められます。
自己資金で復興住宅を建築できるかどうかという問題もあり、そのため安価な費用で建設できる復興住宅
が必要だと思います、移転した後も地域の連携を絶やさない仕組みづくりも不可欠になってくるといえるで
しょう。
私たちは不幸にも津波の被害を受け、家を失いました。しかし、避難所では日本全国から様々な温かい支
援をいただき、被災した人々が我慢と努力と持てる知恵を積み重ねて協力しあって暮らしてきました。この
地域のために協力し合う、遠い先祖から続く地域の共同体を、今そこにあるコミュニティを、失ってはなら
ないと思います。
復興までの道のりは長く厳しいものになると思われますが、建築家として、被災した一個人として、被災
した建築家だからこそ感じうる様々な問題点を広く建設業界に発信し、建設業界の皆様の様々な知恵を拝借
しながら、この課題に取り組んでいきたいと考えております。
最後となりましたが、JIAのみなさまからも大変手厚い支援をいただきました。心より御礼申し上げます
とともに、これからもどうぞ東北の復興へのご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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石巻「リバーサイド・マルシェ」プロジェクト
白鳥

「リバーサイド・マルシェ」プロジェクト

誠

コンセプト

3.11 の震災後、私の故郷である石巻で何が
出来るのか ? 地元の方々の傍らで想いを共有
しながら、1 年後に実現可能なプロジェクト
を話し合い、あらゆる物を失った街で、人々
が集う場として市場（マルシェ）を創ること
を提案した。石巻の歴史は、江戸時代、北上
川上流域から集積した穀物（米）を江戸に送
るための拠点として繁栄した。その後、近海
漁業の中心港として、さらには遠洋漁業の基

平面図

地港や水産加工業へと拡大した。歴史の中で
市場として歩んで来た街である。震災によっ
て旧中心市街地は商業の街として復興出来る
のか ?ならば、にぎわいの広場で日常の野菜

断面図

が内陸部から運び込まれ、半島からは新鮮な魚介類が水揚げされる。地元の加工食品や季節の品が持ち込ま
れる市場や、イベントが出来るステージ、川辺のテラスから眺める北上川やまんが館の風景を楽しんでいた
だく、市民やボランティア、来訪者が集う「ようこその広場」を創る。
これまで、実現に向けて地元の若い方々が中心となって各方面に呼び掛け、その努力が実り、今春に完成
することとなった。補助対応の建物形態の制約等はあるが、自分達の工夫と運用の多様化によって、皆が笑
顔で集う「石巻・リバーサイドマルシェ」実現にあと一歩まで来た。地元の方々が、日常生活を取り戻すた
め住まいや店舗の復旧復興、地域の人々と協働しながら新たな石巻を創るために活動されている姿に、私の
方が励まされて来たことを感じています。
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石巻まちカフェでの活動
JIA 東北支部復興支援委員会

石巻まちカフェ代表

櫻井一弥

石巻まちカフェの設置目的
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災から約 3 ヶ月を経た 6 月 19 日（日）
、石巻市中央に存在する空き店舗の一
角を JIA 宮城地域会として借り受け、
「石巻まちカフェ」を設置することとなった。
このカフェは、当時様々なところで様々な団体から提案されていた石巻市中心市街地の復興ビジョンなど
をできる限り一ヶ所に集約することで、地元住民や外部の専門家らが気軽に立ち寄れ、情報を得ることので
きる「情報のプラットフォーム」となることを目指して設置された。したがって、このカフェが主体的に復
興計画などを提案していくということではなく、ニュートラルな立場から多くの情報を収集・開示しつつ、
地元住民と日常的にコーヒーを飲みながら雑談をすることで、住民主体の復興まちづくりに対する機運を盛
り上げ、その後押しをしていくことが目標である。
開設以来、担当者である小生は少なくとも週 2 回のペース、同様に運営に関わっている白鳥氏は週 1 回以
上のペースでこのカフェに通いながら、地元住民との協議などを進めている。8 月上旬に日本財団と赤い羽
根共同募金よりボランティア活動資金を調達してからは、地元の方をアルバイトとして雇って週 5 日オープ
ンを続けている。
これまでの活動内容
日常的に来訪者への情報提供やお茶のみばなしを行っているが、このカ
フェを使ったイベント等としては以下のようなものがある。
・「みやぎの思い出写真展」への場所提供（2011/7/9 〜 8/1）
・ 各地区の復興まちづくり打合せ・勉強会に対する場所提供とアドバイ
ス
・「まちなか再建ワークショップ」の主会場（計 2 回、延べ参加人数 60 名
程度、東京工業大学・東北大学・東北学院大学の共同主催）
・ 日本建築学会シャレットワークショップの宿泊所・作業場として提供

まちなか再建ワークショップ
（2011/7/17）筆者撮影

・ 被災建物相談会の開催（計 3 日間、相談者約 20 名、JIA 宮城主催。相
談員は JIA 宮城会員から 7 名程度参加）
・ 石巻市で活動中の各種 NPO・ボランティア団体に対するパソコンやコ
ピー機の貸し出し（無償）
・ 仮設住宅集会所での各種イベントに対する協力
・ 県議会議員と地元住民との意見交換会に対する会場提供・アドバイス
・ 石巻市中心部の歴史勉強会に対する会場提供
・ 石巻市の古い写真の展示（常設）

等

被災建物相談会（2011/8/27）筆者撮影

今後の展望
2012 年 1 月現在、石巻市中心部では、街なか創生協議会（いわゆる復興まちづくり協議会）を立ち上げ、
住民を中心として様々な専門家や市の担当者なども交えた活発な議論が展開されている。その中心となって
いるのは、以前よりまちづくり会社として活動してきた TMOである「
（株）街づくりまんぼう」である。ま
んぼうは、石ノ森萬画館の運営会社でもあり、グッズの販売なども行っているが、2012 年春には現在の仮
事務所から復旧された石ノ森萬画館に戻る一方、街なかの一等地である石巻まちカフェの下階に、グッズ販
売等を行うアンテナショップを開設する予定である。
街なか創生協議会で多くの住民が集まる集会施設が必要であること、その際に様々な情報が集積されてい
ることが望ましいことなどから、アンテナショップの開設後は、まんぼうと JIA 宮城とでまちカフェを共同
運営する予定となっている。住民が主体である TMOまんぼうと競合することなく、むしろその後押しをし
ながら今後も継続運営し、石巻市中心部の復興まちづくりに協力していく道筋を立てられたことは非常に望
ましい結果であると考えている。今後も引き続き、まちカフェに通う日々が続きそうである。
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名取市被災度調査受託業務について
JIA 宮城地域会災害対策本部名取市被災度調査業務担当

栁澤陽子

3・11 午後 2 時 46 分の震災発生時は、珍しく事務所の全員が名取デザインスタジオに揃っており無事でし
た。その 2 か月前 1 月 21 日に緊急救命手術を受け一命を取り留めた針生が 3 月 7 日に退院して 4 日目のこと
です。激しい揺れで船酔いをするかのような体感が長く長く続き、一旦揺れが収まった時点で建物から脱出
しようとした際に身の回りの棚類が倒壊して通路を塞いでおり皆に手を引かれてようやく脱出。外に出て間
もなく、余震の続く中で大粒の雪が降り出し、あっという間に辺り一面が白一色に覆われたことも衝撃でし
た。家族を心配して皆は直ぐに帰路に付き、残った 2 人のスタッフと我が家の 3 人で津波の情報を知って車
1 台残して他は高台に避難移動させ、隣近所の人達と道路に出て津波が来るの ! 来ないのと見計らっていた
のです。
「ここまでは津波が来たことは無いから……」という年長者の話しを聞きながら、間もなく農業用水
路が逆流し始め、声も無く見守るうちに前面の田んぼは瞬く間に海と化し、次に道路を超えて敷地に侵入し
て来た段階で脱出を決めました。言葉にならない恐怖感に襲われた瞬間でした。幸いな事に我が家・事務所
共々津波被害は無くて済みました。一夜明けて被災状況確認のため閖上地区に向ったものの道路も含めて隙
間なく瓦礫に埋め尽くされた光景がどこまでも果てしなく続いていたのです。大地震による被災地には応急
危険度判定等で幾度となく脚を運び被害の様を見て来ておりましたが、大津波による被害状況は言葉ではど
うにも説明しきれない惨状でした。イギリスの BBC Newsで、
『かつては「活気ある漁港」だった人口 7,000
人の名取市閖上の町は、巨大な津波によって地図上から姿を消した。
』と報じられました。
閖上地区に属する名取デザインスタジオは、電話基地局倒壊により復旧の目途が立たず、遂に 4 月 15 日
に元の本社である仙台市に移転しました。母親の介護の為に名取に移転して 11 年過ごした閖上は、針生の
故郷でもある。多くの友人知人を失った閖上への思いは深く、名取市長に専門家の立場で JIA 宮城が出来る
応援はやらせて頂きたい旨話しに伺い、同時に県にも JIA 宮城震災復興委員会として行動を起こした。震災
直後から仙台市の応急危険度判定には応援で参加していたが、初めて正式に県より JIAに直接委託されて名
取市の被災度調査が始まった。
地元の JIA 会員は、先ずは大なり小なり被災者である。また、関わって来た仕事先の建物被災状況を把握
し対応に迫られる。少人数の事務所ではそれだけでも大変なボランティア的活動を余儀なくされて駆け回る。
今回、被災度調査を依頼されて対応出来たのは、東北支部の山形・秋田・青森の会員の応援と、ほとんど
は、JIA 本部の協力を得て関東・甲信越支部から連日多くの会員が応援に駆けつけて下さったことで乗り切
れた。私共地元会員はどうしても人数が不足する時に調査に入るという体制で、4 月 4 日から 5 月 27 日まで
述べ 156 名の応援を頂きました。この協力体制により JIAの存在が認証され、名取市に大きく貢献できた事
を報告し感謝申し上げます。
地図上から消えた町と称された閖上の調査は流失家屋も余さず調査されました。人口約 7,000 人、死者
911 人、行方不明者 56 人、住宅・建物被害（全壊数 + 半壊数）3,904 棟と記録されました。基礎が残ってい
るだけの敷地は、まだまだ片付けきれない瓦礫の山積する中で、又自衛隊や警察・消防団による行方不明
者の捜索が続く中にあっての調査が始まりました。朝 8 時半名取市役所集合、3 〜 4 人組体制で班が構成さ
れ出発（運転する名取市職員が閖上住民で家も流され家族を失った話しも出てシーンとしながら自己紹介
等）
、流出家屋の多いエリアでは 1 日 20 軒も歩き回り調査、次第に全壊・大規模半壊から半壊・一部損壊の
判定になるにつけ調査件数は捗らず、1 日 4 軒等。内陸部は地震災害による被災であり、一敷地に何棟もあり、
海側地域とは様相が異なります。内部の損壊も外から目視では計りしれない被災を受けた家屋も多く、二
次・三次の再調査依頼が出されるため、当事者の話しを良く聞き取り納得して頂くことが大切でした（平成
24 年 2 月現在でも再三再四の再調査依頼が続いています）
。
午前午後で 4 件程度の調査しかできない状態になっても、名取市担当課からは JIA 会員の調査対応は大変
心強く信頼度も高く評価して頂けました。名取市民でありながらも「閖上には怖くて行けない。閖上の人達
の被害を考えたら自分の家の被害など騒ぐことでは無いとは思うが…」
、立派な屋根瓦の被害は多く「隣家
に損傷を及ぼした事の責任範囲は ?」等々被災度判定業務範囲を超えた相談も多々出る中で真摯に対応頂き
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ました。名取市役所で提供される昼食は連日パンとインスタントラーメン。足もとの悪いところを一日中歩
き回り本当に体力も使います。遠方から来て頂くご苦労に対して、それでも私は一人でも多くの建築家にこ
の被災状況を見ておいて頂きたいとの思いがありました。応援に来て下さいました会員の皆様にお会いした
際に「テレビで見るのとは全く違う。この惨状は来てみないと解らない。しっかり目に心に焼き付けて置く
からね。
」の言葉に、意識を共有できたと感じました。被災度調査そのものに留まらず、この惨状に対して
理解を共有し得たことは今後の復興を考える際に、多いに力になり心強い味方となって頂けると期待が膨ら
みます。地元力だけでは追いつかないような復興への道のりの中で、今後共皆さまのお知恵をお借りしご協
力しあえる関係になれれば幸いです。沢山の命や資産を失った被災地ですが、皆さまの応援を得て復興に向
けて地元も歩み出し元気を取り戻そうとしております。
特に仙台市出身の岡部則之様にはご実家を宿舎に提供頂き、自らも調査に最多の参加を頂き感謝申し上げ
ます。また調査をお願いしながらお会いする事も無くお礼も申し上げられなかった皆さまにはこの文面をお
借りしまして感謝とお礼を申し上げます。最後になりますが、新潟から参加の住吉実様が、調査のお疲れも
有りましてお亡くなりになられるという悲しい出来事がありました。ここに謹んで御悼み申し上げます。
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「閖上復興・まちづくりを考える会」活動報告
「閖上復興・まちづくりを考える会」補佐

栁澤陽子

東日本大震災は故郷の風景を一変し、震災の翌日目にした瓦礫の山は、現在荒涼とした原野の如くそこに
街並みの有った事すら想像出来ない。3 月 14 日に名取から仙台に居を移して JIAでの活動を始めていた針生
を閖上の同級生と後輩が訪ねて来た。3月17日のことでした。
「随分沢山の友人・知人が津波の被災で亡くなっ
てしまった。第二の人生をのんびり過ごそうとしていたが、生き残った者として何かやらなければとの思い
でじっとしていられなくなった。かつての閖上はもう失われてしまったが、そのまま元の通りに復興して良
いとは思えない。そこまでは解るが実際では、どうすれば良いのかということは解らない。そこで針生君の
専門家としての意見を聞きたいと思って訪ねて来た。是非相談に乗って貰いたい。
」との事であった。
震災の翌日、退院したばかりの身体で被災地を見て廻った針生には、自然の猛威が想像を絶する威力で押
し寄せ、故郷のまち並みは跡かたも無い風景に一変していたことが深く心に刻まれていた。今までやって来
たことは何だったのか ? 自然と人の関係はどうあるべきか ? 何がいけなかったのか ? 等々脳裏を駆け巡る想
いでいた針生はそこで、
「住民の意見を反映させたまちづくりでありたい。自然と人が協調して過ごせるまち
づくりを目指したい。その為には被災住民としっかり話し合い、住民自らが考え、責任を持って住まう場を
考えて行かなくてはいけない。誰かが考えて、作って貰って、それに甘んじて住むまちでは、住民も困った
時に「その誰かが悪い !」というばかりになってしまう。自分達が一緒に考えてまちづくりを行えれば、その
後どんな難題にも自分達が責任を持って解決して行こうという姿勢持つようになる。その姿勢を持続する力
を育てながらのまちづくりが大切と考える。」といった会話が為された。二人も納得した上で「閖上・復興ま
ちづくりを考える会」を立ち上げることとなった。
4 月 21 日 : 趣意書を纏めて分散した住民に声掛け始める。第 1 回集会：5 月 10 日 27 名参加、第 2 回集会 :5
月 24 日 35 名、第 3 回集会：6 月 12 日 25 名、第 4 回集会：7 月 7 日 32 名、第 5 回集会：7 月 19 日 35 名参加
で開催。第 1 回集会：被災者の恐怖感が冷めやらず逃避型の暗く重い発言が続く。
「家族を全員無くして自
分一人生き残ってしまった…今は何も考えられない…」
「女房も子供もあそこには怖くて戻りたくないと言っ
ている。自分はまだ解らない…」等々。
第 2 回集会：「自分は漁師で朝、潮の香を嗅いで一日が始まる。潮の香の無い所では呼吸も出来ない。今
住んでいる場所では生きている実感がわかない。
」と閖上に戻りたい思いが伝わる。
第 3 回集会：早稲田大学研究者チームの協力で KJ 法により住民各自がまち復興への要望を出し合い、其々
が発表する。皆の気持ちが積極的になって来ているのを感じる。
第 4 回集会：名取市主催会議の資料説明後意見を交わす。
「安心して住める計画であれば閖上に住みたい。
」
前回の KJ 法による要望及び今回の要望を受け、復興計画案「閖上ルネサンス計画」を作成。
第 5 回集会：
「閖上ルネサンス計画」案を住民に発表し意見再聴取。
7 月 26 日：名取市長に住民からの提言として「閖上ルネサンス計画」案を手渡す。8 月 17 日名取市主催会
議にて他の会と共に計画案の主旨説明を行う。本会には JIA 宮城地域会が監修、毎回松本純一郎・鈴木弘二
会員が参加し活動を支えている。
この計画は、地形をこれ以上変えないことを原則とし、“ 海のいぐね ” 多重の漁礁で津波を減衰、又漁礁
により新しい漁業を目指し職域を開発。“ 陸の浮島 ” 支持する地上階は生産・産業の場、上部階に生活の場（ま
ちづくり）を計画する。及び “ 避難用駐車場ビル ”を併設した安全で安心できる住環境を形成しつつ防災事業
に伴い地域の生産拡大や起業を促す複合的事業の展開を提案。住民が自ら学び率先して考えると共に皆が責
任を持ってまちの復興を目指している。住民抜きの計画であってはならない。建築家の役割は、住民の思い
を専門家として表現し、支えることだ。この案に期待する住民主体でひとつ計画が動き出した。この輪を広
げ復興まちづくりの新たな展開を進めている。
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閖上まちカフェ報告
JIA 東北支部復興支援委員会

閖上まちカフェ代表

鈴木弘二

2011 年 8 月 7 日に、
「閖上まちカフェ」はオープンしました。
もともと、地元である針生承一会員と JIA メンバーが閖上の復興を願い、
「閖上復興・まちづくりを考える
会」を地域の人達と立ち上げ、その中で「閖上ルネッサンス計画」をまとめ上げました。
そのような閖上との関係から、被災した地元の人達と交流、情報の交換、悩み等の相談の場として、
「石巻
まちカフェ」のようなものが、閖上にも造ることが出来ないかと模索しました。
閖上地区の中で全壊を免れた唯一の集会所が上町に存在し、それを、JIAの関係者や地元の人達と再生す
ることにより、閖上まちカフェが誕生しました。
活動としましては、訪ねてこられる被災者、ボランティアグループ、一般の方々、報道関係者、学生等の
皆様にお茶やお菓子等のサービス。また、ギャラリーに展示している、
「閖上地域の被災写真」
、
「閖上ルネッ
サンス計画」
、
「木造仮設住宅」、
「復興住宅」等のパネルの説明等を行いながら、被災者を始め、多くの人達と
交流を持つことなどが基本業務であります。
さらに、建築相談会、落語協会による寄席、JAZZのコンサート、芋煮会、仮設住宅への出張カフェ、フ
ラダンス、マッサージ、散髪会、芸能人による慰問会、支援物資の配布等、多くのイベントが開催されてい
ます。

まちカフェ

落語協会出張

オープニング

閖上太鼓

寄席

ボランティアさんのフラダンス教室

ギャラリー、閖上ルネッサンス計画の展示

閖上鎮魂花火大会

仮設住居への出張カフェ

支援物資の配布

ボランティアさんのマッサージサービス

ボランティアさんの散髪サービス

今後、地域の復興案も今年度中に決定される見込みであり、来年度以降は本格的に復興の中での建築的な
相談が増えてくると思われます。まちカフェとしましても、そうした相談に十分対応できる体制を準備して
いきたいと考えます。
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災害公営住宅の計画・供給手法に係る検討業務
宮城県南部災害公営住宅検討チーム

安田直民

震災直後から復旧活動に従事した多くの JIA 東北支部のメンバーが、その 1 月、2 月後、少しずつ復興に
向けた活動を始めた。被災した建物の修復計画、仮設住宅の計画、市町の復興計画、市民レベルの復興構想
など、皆一様に何かできないかという思いで手探りのなか動き出した。
未曾有の災害でありすべてが経験のない出来事の連続の中、多くの努力や支援、援助が無駄になり、また
活かされずに消えていったが、一方でそうした活動を通じて民間、公を問わず人と人のつながりから思いも
かけない支援の体制ができつつあった。
また、激甚災害における法制度と、それに伴う緊急的措置が徐々に形を見せ支援の道筋が見えてくると、
建築設計という職能を活かした、より具体的な形の活動が可能になった。
そうした状況の中で国土交通省住宅局より「災害公営住宅の計画・供給手法に係る検討業務」が発注され
ることとなった。この業務は被災三県（岩手、宮城、福島）をそれぞれ南北に分け、地域ごとに行う災害公
営住宅の検討業務と、
「高齢者、コミュニティー」
、
「防災、地域活性」
、
「環境」の 3 つのテーマ別検討業務にわ
かれている。
宮城県においては、本震災による住宅の被害が全壊 82,000 棟、半壊 129,000 棟をかぞえ、今後 10 年前後
で 8 万棟あまりの住宅が整備される見込みである。うち、約 12,000 戸程度の災害公営住宅が計画されている。
災害公営住宅とは、災害により滅失した住宅に居住していたものに対し供給する一種の公営住宅である。一
般の公営住宅との違いは国による補助率、家賃低廉化助成、入居者資格の特例（収入制限がないなど）といっ
た制度上の違いとともに、その建物の性格上、短期大量供給ということがあげられる。
災害公営住宅を含む、こうした復興住宅は、関東大震災や、戦災復興の例を上げるまでもなく、市街、村
落という規模で建設され、それはまた、その短期大量供給ゆえにその後の住宅建築のスタンダードを決める
ものである。
「地元で業務を受けられるか」JIA 東北支部の有志がまずはじめに感じたのはこの言葉である。大量供給さ
れる住宅計画のアウトラインを中央から押し付けられるのは、地元建築家として復興支援に携わった者に
とって意見も言わずに受け入れるのは難しい。無論、プレハブ協会を筆頭とするハウスメーカーによる迅速
な供給能力を無視することはできないが、地元建築家がかかわることで、地域のデザインを残し、地元大工
をはじめとする地域産業を発展させ、技術継承を促す絶好の機会であると感じたことも事実である。
結果的には調査業務の実績がない JIA 単独で国が発注するコンサルタント業務の受注は難しく、前述、復
興支援活動を通して交流のあった（株）アルセッド建築研究所、
（株）まちづくり計画設計とチームを組むこと
となった。
（株）アルセッド建築研究所は三井所清典氏が主宰する設計事務所であり、新潟県中越地震におけ
る山古志村復興に携わった経験を持つ。また、
（株）まちづくり計画設計は荒川達美氏が主宰する建設コンサ
ルタントであり、北海道、青森など公営住宅先進地にて団地計画を数多く手がけている。応募の結果、宮城
県南部の検討業務を特定されるに至った。
検討業務の内容は、業務範囲の地方公共団体の指示する敷地において、具体的な公営住宅建設の検討をお
こない、基本計画を策定することである。
宮城県南部の検討業務に含まれる地方公共団体と JIA チームの担当は以下のとおり
統括

渡邉宏

（㈱）関・空間設計

七ヶ浜町

松本純一郎

（㈱）松本純一郎設計事務所

吉田充
多賀城市
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櫻井一弥（※）

（有）SOYsource 建築設計事務所
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仙台市

安田直民

（有）SOYsource 建築設計事務所

名取市

針生承一（※）

（株）針生承一建築研究所

栁澤陽子（※）
岩沼市

鈴木弘二

（株）鈴木弘人設計事務所

鈴木大助
亘理町

渋谷尚（※）

（株）建築事務所アク・アク

山元町

早坂陽

（株）構建築設計事務所

参考プラン・配置手法

手島浩之

（有）都市建築設計集団 /UAPP

連絡調整

安田直民

（有）SOYsource 建築設計事務所
（※）地元有識者・計画アドバイザーとして参加

国土交通省住宅局、東北地方整備局建政部都市・住宅整備課、国土技術政策総合研究所、独立行政法人建
築研究所、独立行政法人都市再生機構、宮城県土木部住宅課と協力体制をとり、各市町の担当者や、その復
興を先導する有識者と協議を重ねて様々なケースに対応した災害公営住宅のモデルケースを計画していく。
3 者の共同チームにあって、われわれ日本建築家協会東北支部メンバーの役割は、以下のように考えている。
・被災地、被災者の側にたった視点で計画を立案、協力者への助言等をおこなう
・地元のアーキテクトとして、地域性、歴史、敷地の記憶を丁寧に読み解き、その地にふさわしい住宅
の姿を形にする
・地域主体の復興を目指し、地域産業、地場産材、地元人材活用、育成に力を入れた公営住宅の供給体
制を検討する
・建築家の本分に照らし、技術、デザインの両面からこれからの公営住宅のあり方を探求する
検討内容については守秘義務により、ここで詳しく述べることはできないが、複数の地区で早期実現を前
提とした具体の計画が進行中であり、復興まちづくりの視点から数年に及ぶ公営住宅の供給計画が策定され
つつある。
本業務における検討は、建物の基本設計、実施設計につながる前段としての意味合いが濃く、今後の設計
に役立つ、またそれらの可能性を広げるものであるべきであり、JIA メンバーを含む多くの設計者の災害公
営住宅計画の一助となることを目指している。

災害公営住宅建設候補地
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福島県応急木造仮設住宅と復興住宅

JIA 福島地域会災害対策本部長

JIA 福島地域会復興支援委員長

辺見美津男

JIA 福島地域会は、建設を支援して具体的な活動を展開してきた。頼まれもしない押しかけ
女房的な取り組みである。それは「被災者のために少しでも良い居住環境を」
「フクシマから仮
設住宅の概念を変える」という理念が突き動かしたものだ。
仮設建設地の突然の変更や決定に、まったなしの対応が求められ、走りながらの作業の連続だった。本業
そっちのけの取り組みに会員から悲痛なメールが届く時もあった。
そうした私たちの真摯な取り組みは、
徐々
に県からも建設業者からも信頼を得て、連携を深めていくことができた。その連携のなかから、配置計画等
に少しずつ改良が加えられて進化を遂げていった。振り返りもせずにただひたすら無我夢中で、建築家の職
能を災害と向き合わせ突き進んできた数ヶ月であった。被災者が人生を取り戻すために、木造仮設住宅が大
きな力には決してならないかもしれないが、それでも福島県から仮設住宅が大きく変わるきっかけがつくら
れたのではないかと思う。
大震災からまもなく一年が過ぎる。福島県は放射能という見えない恐怖が徐々に様々な形の不安となって
あらわれてきている。
そんな中、福島県は「ふくしまの家」復興住宅供給システムプロポーザルを実施した。これは、県内業者
による 6000 戸の応急木造仮設住宅供給の実績を生かし、県内事業者連携の復興住宅提案競技である。
多くの地域会会員が、各々に県内事業者と連携応募し採用となった。しかし、この取り組みは「家」単体
ではなく、あらたな「街」の復興として反映されなければ、大手住宅メーカーと何らかわらないものとなる。
復興に向けたより良い街づくりのためには、採用になった県内事業者の連携による「復興住宅プログラム」
が不可欠である。そのために、今後の福島地域会は、復興に向けた連携の要となり得る活動の展開をはかる。
時間とともに、混迷が深まるフクシマ原発問題。地元の建築家として、この問題に建築家職能がどう関わっ
てきたのか、そして、何処に向かおうとしているのか真剣に考える日々である。

福島県応急木造仮設住宅

提案書

JIA 福島地域会復興支援委員会副委員長

阿部 直人

「避難している多くの人に早く住居を提供する」
。これが仮設住宅に求められる大きな使命で
あるが、敷地に多くの人を押し込もうとすれば、そこは高密度で等間隔に整然と並ぶ兵舎のよ
うな施設になってしまう。私たちは要求された戸数の調整をしながらも、次のようなことに気を配った。
a. １棟の戸数をあまり多くせず、棟間隔に変化をつけてずらし溜まりをつくったり、畑や花を植えられ
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るスペースを設けるなど、自発的なコミュニケーションが生まれ
る自由な空間を残した。
b. 玄関を向かい合わせにすることで、通常のまちのように通りや庭
が生まれ、パブリックとプライバシーが形成される。たとえ完全
な向かい合わせでなくとも、掃き出し窓やテラスを設けることで
そこに人々の集える関係ができ、過去の震災で問題となった孤独
死を防ぐためにも必要なことである。これらの配置計画は、どの
部屋が居間や茶の間になるのかというこ
とと密接に関連しているため、平面プラ
ンとセットで考えなければならないのは
言うまでもない。
c. 自治体から提供される敷地の特性によっ
ても住環境は大きく変わる。例えば、あ
くまでも南北にこだわるのか、それとも
見える風景を大事にするのか。また、市
民公園が敷地になったケースでは緩やか
にカーブする園路をそのまま住棟間の通
路にし、植えられている樹木を伐らないという条件がとても豊かな住環境をつくるきっかけになった。
福島県も走りながら変化していき、その後仮設住宅の敷地内につくるデイサービス機能を備えた高齢者サ
ポートセンターの公募を行った。いくつかの敷地にグループホームがつくられ、コンビニが入り、残念なが
ら実現はしなかったが、いわき湯本の温泉が引かれた敷地ではスーパー銭湯の話も持ち上がった。このよう
に、仮設とはいえ何年も生活することを考えれば、普通のまちをつくるように計画しなければ人は暮らせな
い。そのとき建築家の能力が要求されることになる。

三瓶 一壽
東日本大震災及び福島第一原子力発電所の爆発事故による被災者のための応急仮設住宅建
設に際して、JIA 福島地域会が木造仮設住宅建設の技術支援に関わった多くの団地の一つに、
三春町に建設された 100 戸（四団地）がある。この仮設住宅はほぼ全面的に JIA 福島の技術提案に基づき建
設されたものだが、主な取り組みと実現成果は次の通りである。
第一の成果は、地元中小工務店５社が協同して建設に当たったこと
である。今までの応急仮設住宅建設のほとんどが中央の大手事業者の
手により供給されていたが、今回我々の働きかけで参集した町内の工
務店により「三春町復興住宅をつくる会」を組織して今般の事業に応
募してもらい、100 戸の木造仮設住宅供給が実現できた。これらが実
現できた要因としては、三春町で昭和 58 年より HOPE 計画に合わせ
て「三春町住宅研究会」を組織し活動をしてきた実績によるものと考

三春町応急木造仮設住宅

外観

三春町応急木造仮設住宅

内部

える。また、各社が地元のプロフェッショナルとしての誇りを持って、
半端な仕事はできない、メンテナンスに対してもきめ細かな対応をし
たいと考えていることである。
第二は、地元材である杉材を主とした材木（福島県産材 100％）で
つくることができたことが挙げられる。このような大きな災害が発生
すると、被災地、被災者はどうしても終始受け身の立場になりがちだ
が、後の復興を考えた時に、極力被災地での労働の機会をつくること
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や物流の回復等、当事者の生きる喜びや活力を回復させることも重要である。
第三には、コンクリート基礎、無垢杉材の多用、外断熱工法、開口部断熱サッシの採用など、仮設住宅で
ありながらも居住性能は現在の省エネ住宅性能に引けを取らない居住性能を目指してつくられていることで
ある。そこには、被災者が癒され、一刻も早く復興に向い歩み出してもらいたいという思いがある。
第四には、各団地の構成がコミュニティー単位での団地入居を配慮していることである。被災者側、受け
入れ側双方の初期段階の行政間協議と配置計画上の工夫の結果、コンパクトな団地構成で玄関向かい合わせ
など、入居者にとって開かれた、井戸端会議ならぬ陽だまり会議など、コミュニケーションの取りやすい配
置計画となっている。

辺見美津男設計室

案

遠藤知世吉・建築設計工房
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案

案

はりゅうウッドスタジオ

案
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ログ材を使用した
福島県応急仮設住宅における取り組み

芳賀沼整

東北支部

滑田崇志

木造仮設住宅が発注されるまで
東日本大震災の起きた 3 月 11 日、私自身としては所員の一人と福島県浜通りにある富岡町の海岸沿いの
住宅で改築の打合せ中であった。本震後すぐに海抜の低い敷地に建つ、昨年設計した家に移動した。津波の
危険性を悟り、その場から建主と避難したが、まもなく集落ごと津波に流されてしまっていた。雪空の夕方
はどんよりと暗く、災害対策本部のある避難所に人々が運び込まれる緊迫した光景から、地震の被害の大き
さを充分に感じ取ることができた。その後震災当日の深夜から朝にかけて都内へ向かい現場を確認し、急ぎ
12 日に福島に戻った。その途中、福島第一原発の危険な状況を知ることになった。また同じ問題を背負う
JIA 福島地域会の活動とっては、被害地の調査と耐震診断以外にも、無償でもよいから復興に向けた動きに
関わることを約束しあった。
震災から 1カ月経った 4 月 11 日、県内の施工業者に対して 4,000 戸の応急仮設住宅建設の公募（18 日〆切）
があった。公募は建設業者を中心とした製材、設計、建設のネットワークが試され、住戸単体と周辺のイン
フラ工事を一定予算内で提案するもので、設計者ではなく建設業者を対象とした公募であった。建築家が主
体になることで性能やプランが重視され、コストコントロールが難しくなることや、どれだけよいものを提
案しても設計期間が長引くと予想されることなどから、行政としては緊急を要する段階で建築家に要請しに
くいものであろう。設計者という立場の理想と現実に距離があることを実感することとなった。
木造仮設住宅の取り組みとログ材使用の理由
この数年間共にいくつかのプロジェクトに関わってきた、郡山市にある日本大学工学部建築学科の浦部智
義さんの研究室に協力を求めることとなった。震災後の市場における断熱材不足への対応、また現場での工
期短縮と将来的な材料の再利用可能性を想定し、ログ材で パネルをつくり組み立てる仮設住宅を建てよう
と最初に考えた。ログ材は内外装材、断熱材、構造材の機能をすべて兼ねるため、単一部材としてどこまで
通用するか興味があったからである。また県内には原発の初期的な時期の風評被害のために福島県産の木材
の流通は滞っていた。
「丸太組工法」そのままの仮設住宅の施工はコスト面を含み、幾つかの障害があるとの
推測から、なんとかして一般建築に転用できないかと考えた。しかし僕たちはこれまでログ材を使用した軸
組工法の建築物を建てた経験がなかったので、説得力が少ないとの不安は払拭できずにいた。JIA 会員で福
島県の職員でもある村井弘道さんにその話をすると「ログハウス そのものの横積みの構造でもよいのでは
ないかとアドバイスがあり、応募直前にログハウス協会東北支部と話し合い、一 次の応募に参加すること
となった。30 数社の応募の中から 12 案の当選があり、僕たちも選ばれました。ログハウスの仮設住宅とし
ての利点や、浦部さんのクラインガルデンを基本コンセプトとした配置計画案が評価されたのだと思われる。
福島県では収束まで長引く原発の状況を考え、必要最低限の設備を備えた仮設住宅としてだけではなく、被
災した人たちが長期化した避難生活に負けない建物をつくりたいと考えたのだと考えられる。
また難波和彦さんと協働した岩手県釜石市の「KAMAISHIの箱」では輸送と建て方の効率化を図り、ログ
をパネル化して行うこととなった。
実施設計に置ける取り組み
はりゅうウッドスタジオと日本大学浦部研究室では、一次公募のプレゼン作成時より日本ログハウス協会
東北支部に協力を行った。公募決定後においても、住戸設計や配置計画において、実施設計図を作成し、公
募案のコンセプトが実施設計の段階でも生かされる結果となった。
（一次募集住戸プラン）
一次募集のおける日本ログハウス協会東北支部の応募時のプランは、ログハウス仮設住宅という初めての
取り組みの中、プレハブ協会のプランを参考にログハウスに置き変えたものであった。私たちは実施案より
住戸設計に参加している。５月末の施工時まで、連日の設計作業を行なった。
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プレハブ協会のプランを参考にしたプ
ランから、出来るだけ開放性があり、南
北に風が抜けるようなものに変更を行な
い、住戸の組み合わせについても、20㎡、
30㎡、40㎡の様々な住戸が組み合わさる
事で様々な家族構成の住民同士が期待で
きるようにし、結果的には 7パターンの
組み合わせの住棟が生まれている。また
南玄関入りのプランも作成し、玄関の向
かい合わせプランにも対応した。1 次募

一次仮設住宅

集の課題としては、プラン等が複雑となり、内部造作によるセトリング対策等により工期が大幅にかかって
しまった事、ログハウスのよさである空間のシンプルさ弱まってしまった事等があり、これらは二次募集時
に生かされることとなった。
（二次募集住戸プラン）
二次募集時においては、ログハウス
協会の 1 次募集の施工現場について難波
和彦氏に見て頂き、アドバイスを頂いた。
具体的には風除室をログ壁にとり込む等，
工法を単純化すること、1 室の広い空間
を確保することなどである。
間仕切り壁については、出来るだけ簡
便化すると共に、アコーディオンカーテ
ンの開閉により一室空間になるように工
夫を行なっており、非常に開放感のある

二次仮設住宅

造りとなっている。また風除室の間にできた縁側を各戸に設けるようにしている。
構造については、特に小屋組において会津の積雪に対応できるよう無落雪を基本として構造設計を行なっ
た。設備についても、応急仮設住宅においては、配線・配管等がすべて表しとなっているが、それらはすべ
て集約するようにまとめている。
このような取り組みもあり二次募集においては、工期が 7 ～ 8 日程度短縮されることとなった。
ログハウスは、組み上げた建て方時の構造のシンプルさが最も迫力があり美しい。その構造のシンプルさ
を出来るだけ仕上げの最後の段階まで残るように設計をおこない、ログハウスの空間性を生かした仮設住宅
となった。
（配置計画）
先にも述べたように、配置計画については一次、二次公募時にも福島県より提案が求められ、日本大学浦
部研究室と共同して配置計画の可能性について提案した。その際、浦部先生より、駐車場の近接性とともに、
視線とまりのある下町のような空間、そして配置計
画の全体イメージであるクラインガルデンのような
仮設住宅地といったテーマ盛り込まれた。クライン
ガルデンは、避難した居住者が分散した農園を通し
て、コミュニケーション機会をつくるもので、ログ
ハウスの雰囲気からも着想を得たものである。
一方で実施時においては、同一敷地内の複数事業
者間の調整とともに、公募案の提案を以下に現実に
落とし込むのかという問題に直面した。県としては、
できるだけ多くの被災者の方を受け入れたいために、
戸数を最大限入れたいが、実際の敷地は方形でもな
かったり、クラインガルのような雰囲気をつくるの
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には、余剰の面積が必要になりがちである。そのため、業者間の打ち
合せ、県に対しても、スタディ案をこちらから積極的に示す事で、建
物が少しずつずれ、アイストップのある配置が生まれた。私たちの提
案は、建物の配置がずれており施工に負担がかかる子供の提案であっ
たかもしれないが、事業者としてもそういった提案をログハウスのよ
さとして受け入れてもらうことができた。本宮市の恵向公園において
は、既存のカーブし周回する遊歩道があり、その遊歩道を活かした提
案であったために、よりクラインガルデンの雰囲気のある配置となっ
た。また各場所に２m 四方程度の農園もつくられている。日大浦部研
究室の提案であるロハス集会所やグループホームなども組み入れられ
ている。
（日大との協力体制について）
日大浦部研の学生達は、福島県内に建つ数カ所の仮設住宅の配置計
画など、さまざまな場面で協力してくれ、最終的にはログハウス協会
以外にも 1,000 戸を超える配置計画を協働で行い、福島県内に建つ仮

恵向公園

設住宅のうち、一次で 6カ所の敷地に 498 戸の住戸と 5 棟の集会施設、3 棟の談話室と 1 棟のグループホーム、
二次で 98 戸の住戸と 3 棟の集会施設に関わることとなった。仮設住宅の建設に取り組む中で、避難されて
いる人びとの状況がわかってきた。たとえば浪江町の人びとは、恵向公園の仮設住宅だけでなく会津若松市
や二本松市などに避難している人もおり、町の母体がなくなってしまっている。同じ状況がほかの町でも起
こっている。行政が主導権をもって方向性を示すことが難しい中、住人が元の土地や仕事に戻れるまでの間、
どのような住まい方をしたいのか、そこに携わりプログラムをつくることが日大浦部研との今後の目標と考
えている。
（ロハス集会施設

壁画のある南相馬集会施設と復活の塔）

こうした住戸計画とともに、仮設住宅地の中で公共の核となる集会
所についても、私たちはテーマを持った集会所を作ることを提案し建
設を行なっている。
本宮市恵向公園におけるロハス集会施設施設では、日本大学工学部
でこれまで取り組んできた自立循環型のロハスの工学を組み入れた
集会所を日大浦部研究室と共に提案している。今後福島において、自
立循環型建築の第一歩の建築として仮設住宅から発信できるようにし、
地中熱・太陽熱利用の仕組みについても体験できるようになっている。

ロハス集会施設

また、南相馬市鹿島区牛河内の壁画のある南相馬集会施設では、東
北大学の五十嵐太郎氏に統括プロデュースを依頼し、仮設住宅値のフ
ラットな風景の中に、垂直な復活の塔を造るプロジェクトを行なった。
彦坂尚嘉氏に集会所の壁画を依頼し、復活の塔においても共同制作に
より建設を行なっている。
これらは、仮設住宅地の中にポイントではあるが、個性を持った核
をつくり、これまでの仮設住宅にはなかった、象徴性について問うも
のでもある。こうした取り組みの中で、私たちは難波和彦氏とともに

南相馬集会施設

岩手県釜石市に集会機能をもつ「KAMAISHIの箱」の建設も行なった。
仮設建築として縦ログ構造のパネル化によって造られている。津波被
害などにより、これからの計画についてまだ未知の部分が多い中、ま
ず今後のまちづくりの話し合いができるような被災地に始めに建つ建
築としての姿を考えた物である。まずはできることをやりきるという
考えの中で建築したものであった。
KAMAISHI の箱
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『木造仮設住宅群』の出版
今回の震災復興については、原発による混乱の状況をみても、過去の事例からだけでは答えのでないもの
であり、どのようなプログラムを建てようにも時間と労力を要するものだと思われた。そこで第一歩として
震災以前からあった繋がりを頼りに、建築の専門家に協力を願い、
『木造仮設住宅群』を考えることとなった。
『木造仮設住宅群』とは、東日本大震災において初めて生まれた一連の木造の仮設住宅の群像であり、それ
ぞれの木造仮設住宅が、これからの復興にむけての思想をもっている。一日も早く、避難し、仮住まいを続
ける人々を出発点へ先導する。それは、建築そのものだけの問題ではない。避難される方の生活形態や就労、
住まい方を見つめ分析することで、
『木造仮設住宅群』における各人の行動表現は、今後の復興プロセスの芯
となる可能性を秘めている。それぞれの分野の指導者の助言を受け止め、長期化が懸念される福島県の復興
に向けて、これまでの災害復興の概念の殻を破るためのプログラムづくりの出発点として出版を行っている。
『木造仮設住宅群

3.11 からはじまったある建築の記録』

制作：はりゅうウッドスタジオ
写真：藤塚光政

制作協力：日本大学工学部建築学科浦部研究室、

文：阿部直人、安藤邦廣、浦辺智義、三瓶一壽、滑田崇志、難波和彦
発行：ポット出版

定価：1,800 円＋税

地域を繋ぐ建築家の役割
自分たちの町や地域を自分たちで守る事、今この時期に福島に住み、建築に携わる仕事をする以上、持て
る能力を出す事がどのような意味があるかは、それぞれの職業と照らし合わせて考える必要がある。
「何も
求められていない」
「迷惑ではないか」と言う前に、設計の枠から飛び出して、何らかの効果を生む必要もあ
るとも言える。
今後東日本大震災における各県の木造応急仮設住宅に対する取り組みから、今後全国で木造仮設住宅準備
の流れが大きくなると考えられる。木造仮設住宅は地域工務店が参加できるという点も大きい。その際、中
立的な立場にあると見られる地域の建築家の役割が、自治体や施工業者、木材供給業者を結ぶネットワーク
の核となる事が求められるともいえよう。今回の試行錯誤の取り組みのなかで気づいた点についてまとめて
おきたい。
・ 平時に木造仮設住宅の図面つくっておく。今回実施設計図については、つくりながらの改善もあり当選後
約 1カ月の時間がかかっている。
・ 平時に木造仮設住宅建設のネットワークをつくっておく。木造仮設住宅については、一社で対応できず、
複数の施工業者、木材供給業者、設計者がネットワークを組まなければ実現しないものである。そのため
災害後ではない、事前の確認があれば取り組みやすい。
・ 設計者間の協力体制もつくっておく。建設時において設計者に求められる役割は多いが、一方で急に人を
集めることが難しく深刻な人材不足にも直面する。作図労働の面でも全国で応援する仕組みがあるとよい
と思われる。これは、木造仮設住宅だけはなく、復興の様々な場面で、前に進むため提案、サーベイ等が
圧倒的に足りていないのが現状である。地域の設計者がコンストラクションマネジャー的な役割をはたし、
全国の設計者を向い入れる事も必要ではないだろうか。
・ 木造仮設住宅の再利用に関する研究。木造仮設住宅については、再リースという形態が難しい部分もあり、
二次利用についてあらかじめ想定した設計が求められている。
・ 木造仮設住宅の配置に関する研究。配置については、これまで事例も少なかったこともあり、その可能性
について十分議論されていなかった。一つの集落でもあり、その重要性と方法論について自治体とともに
議論する必要がある。
・ 地元業者のネットワークで復興住宅を建設原発避難における居住のあり方のデザインは、自治体や国から
のトップダウンのみによって発案されるものではなく、地元の大学や設計者、民間のコンサルタントが居
住の在り方について積極的に提案しボールを投げる事が大事だと考えている。それには、意見をまとめて
進めていくことが必要である。誰かが繋ぎ役となり、
時には建設業者と設計者をまとめるコンストラクショ
ンマネージャーとしての役割が求められているのではないかと考えている。
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青森地域会の活動
JIA 東北支部復興支援委員会

福士

譲

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分、そのとき私は青森県南部の十和田市を車で走っていました。信号機や電柱
が波に揺られるかのように大きく長く揺れ、それが収まってからは、すべての信号機が消えている道をひた
すら走って、
自宅のある青森市をめざしました。次第に道は大渋滞となり、
雪が降る中やっと家族と落ち合っ
た頃には街は真っ暗な闇に包まれ、真っ白な雪だけが音も無く降り続いていました。携帯電話もつながらず、
懐中電灯の灯りだけを頼りに、唯一の情報源となったラジオから聞こえる被害の情報は想像を超え、半信半
疑の不安な夜を過ごしました。しかし丸一日経って電気が復旧、テレビによって悲惨な状況をいやおうなく
理解し、そして自分達の被害は無に等しいことを実感しました。
その後約一ヶ月は、直接の被害はなかったはずの青森市でも情報と物資の混乱、そして燃料不足や高速道
路の通行止め等により交通手段も乱れ、二次被害ともいえる状況に陥りました。ようやく被災地に向かえる
ようになったのは 4 月に入ってからで、り災被害度調査の協力として宮城県名取市へ赴きました。それまで
メディアによって状況を把握していたつもりでしたが、まさに百聞は一見に如かずで、海岸地域の津波によ
る傷跡は本当に見たこともない風景で、調査も全壊や半壊などの判定というよりも、家屋の有無を確認する
といった状態でした。また津波の被害を免れたエリアにおいては、全く被害のないものと全壊したものが隣
り合っている様子も見受けられ、築年数の違いだけでなく、おそらく構造的バランスに無理のあるものが被
害を多く受けているように思われました。
この他、会員各自がそれぞれ可能な範囲で支援活動をおこないました。住宅相談員として参加した宮城県
東松島市では、被災した住宅の修復のニーズが多く寄せられ、技術的なことに加え、費用（特に支援金）に
ついて等、様々な情報が交錯する中、迅速な対応が求められました。このような場合には、被災者自身が利
用しやすい「建物被害状況チェックリスト」を作成し、より効果的で、安全で、確実な対処修理法をマニュ
アル化することが必要であると痛感しました。
一方、青森県内の被害状況の把握のために 5 月と 7 月に八戸市の市川地区、階上町や三沢市など太平洋側
沿岸地域を中心に調査しました。県内は、地震による直接的被害はあまり見られませんでしたが、やはり沿
岸地区は津波により、それぞれは全壊、全半壊など重大な被害を受けていました。さらに、八戸港なども大
きな被害を受け、船舶が停泊に支障がある等、水産業を生業としている地区においては経済的にも大打撃を
受けました。この他、歴史的建築物の被害状況の調査として、上北郡野辺地町の西光寺本堂を調査しました
が、こちらは特に被害は見受けられませんでした。

青森県マップ

青森県被災地調査マップ
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八戸市フェリー埠頭被災状況

青森地域会

八戸市市川地区被災状況

野辺地町西光寺本堂の状況写真

8 月には、支援活動として北東北三県共同の北東北フォーラムに参加し、震災後 5 ヶ月余りが経過した釜
石や大船渡、気仙沼などの調査に参加しました。がれき等の撤去は進んだものの、何も無くなった場所を目
の当たりにし、改めて地震、津波の脅威を考えさせられ、復興への道のりが長いことを実感しました。今後
も青森地域会はさまざまな角度からの支援を続けていこうと考えています。

宮城県名取市閖上地区被災状況
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宮城県名取市閖上地区被災状況

宮城県名取市閖上地区被災状況

秋田地域会

陸前高田

滝の里地区

東北支部

高台移転住宅の計画
木曽善元

昨年 3 月 11 日の震災で津波の被害に見舞われた岩手県陸前高田市で、設計事務所を営む KEN 設計の及川
賢治氏からの要請を受けて、陸前高田市の高台、滝の里・相川地区に津波で被災された人達向けの住宅群を
計画する設計支援を行った。
JIA 秋田地域会から木曽善元、花田順、戸嶋真紀子の 3 人と、土田鐘子氏を加えた 4 人で設計チームを組み、
昨年 8 月に陸前高田市の津波被害の現状と、敷地の確認のため現地を視察した。津波が襲った海抜の低い市
街地と、津波が到達しなかった海抜の高い敷地周辺では全く別世界のようで、できればこの高台に、津波で
被災された方々が落ち着いた生活を取戻すことができるならば、とチーム全員強く思いを抱きつつ計画案の
作成に当たった。
今回計画した滝の里・相川地区はかつて市街地があった中心部から 1kmほど内陸に入った高台で、この
地区で設計事務所を営む及川氏が近隣の地権者の方々の協力を取付けスタートした。
この計画に当たって、そこに住む住人たちの年齢構成に注意を払い、新しい地域コミュニティーが構築さ
れる街を設計することでチームの意見が一致した。様々な世代の住人たちが居住する街づくりを目指し、
『若
い単身者の働く世代を対象とした住宅』、
『夫婦 + 子供といった子育て世代を対象とした住宅』
、
『高齢者世代を
対象とした住宅』、といった 3タイプの住宅がバランスよく混在する街を計画する事によって、それぞれの
世代間の交流の場となる街づくりを目標とした。
計画敷地全体は広範囲に及ぶので、今回
の案では、接続道路に近い敷地の一部に街
区を計画し、第 1 期計画案として提示して
意見を集約した後、2 期、3 期と計画を拡充
しながら進める事とした。
第 1 期計画としては、単身者向け 4 棟、
子育て世代向け 2 棟、高齢者向け 2 棟を敷
地の高低差に合わせて向きをずらしながら
配置し、それぞれの住宅に対して 1 台分の
駐車スペースを接続道路近くにまとめて配
置した。駐車スペースと各戸の玄関までを
パーゴラでつなぐ事によって街区に一体感
を持たせた。また、各戸の配置については、

滝の里住宅基本計画案

外部への出入りが激しいであろう単身者棟
を駐車スペースに近い位置に配置し、騒音の問題に考慮した。また、子育て世代向けの住宅と高齢者向けの
住宅を一対として配置する事によって、子供と高齢者のコミュニケーションが生まれる事を期待し、街区全
体が家族のような存在になる街を目指して計画した。
計画プレゼン用の図面が完成後、現地の及川氏に地域の地権者、陸前高田市役所、岩手県庁へのプレゼン
を託した。移転計画地である滝の里・相川地域の地権者の方々には計画の趣旨を理解していただき、たいへ
ん好評価だった。しかし、陸前高田市役所については復興にかかわる住宅計画は RCの高層住宅で行うとい
う方針らしく、我々の計画には全く理解を示してもらえず、岩手県庁の方針もほぼ同じような感触だったと
の報告をいただいた。地元の住民は、地面に足がついた生活を求め、自治体は手っ取り早く大量に頑丈そう
な物を求める。といった住人と行政の考え方のギャップが見える構図となった。被災者や民間の思いだけで
は資金の面をはじめとして、なかなか難しい側面があり、市や県や国などの協力無しでは進まない復興事業
であるので、今後も行政に働き掛けながら動向を注視するといった現状に留まっている。せつに被災者が安
心して暮らせる日々が早く実現する事を願わずにはいられない。
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山形地域会

復興支援活動報告
小松正和
3 月 11 日の大震災では山形でも震度 5 弱、5 強という今まで感じたことのない揺れに襲われました。日本
海側は殆ど大きな被害はなかったものの、山形でもすぐ停電となり、震災の状況は分からず、次の日から日々
伝えられる太平洋沿岸の被害の大きさが分かるにつれ、我々も何かしなくてはという思いになっていきまし
た。しかしながらインフラの麻痺等で思うようにいかず時間が過ぎるばかりで、本格的には 4 月以降の支援
活動となってしまいました。
活動内容
・応急危険度判定
3 月、4 月に仙台市、東松島市での活動
・名取市罹災判定
4、5 月初旬に活動

・被災住宅相談（仙台市）
4 月、支援活動の中心となった。

その後の活動について
5 月以降、引き続き地域会として被災地への人的支援活動は行ってきましたが、各個人の登録等で行われ
ていたので地域会全体で積極的に出向き支援するという形にはなかなかできませんでした。
しかしながら復興への長い道のりに対し今後も支援できるよう体制を整えていきたいと思います。また、
山形にも被災された方が避難されており、建築家として、また同じ東北人、隣接する県の人間として直接的、
間接的なことを含め様々な形で支援していきたいと考えています。
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■関東甲信越支部災害対策本部
本部長

上浪

副本部長

天

寛（支部長）
茂彦（茨城地域会代表）

藤原宏史（栃木地域会代表）
赤羽吉人（長野地域会代表、支部副支部長）
塚本久志（新潟地域会代表）
委員

西勝郁郎（副支部長）
大澤秀雄（副支部長）
河村大助（幹事長）
堀越英嗣（副幹事長）
藤沼

傑（副幹事長）

青木恵美子（常任幹事）
上垣内伸一（常任幹事）
柿崎豊治（常任幹事）
左

知子（常任幹事）

柳

学（常任幹事）

伊平則夫（顧問）
室伏次郎（顧問）
事務局
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JIA 関東甲信越支部被災地災害対策本部

報告

関東甲信越支部災害対策本部長

3 月 11 日

14:46

上浪

寛

三陸沖で M9.0 という世界での観測史上第 5 番目という巨大地震が起こった。世田谷

の事務所から JIA 事務局へ電話連絡するが繋がらない。JIA 館が被災し、全員退去命令が出た
というメールが来る（翌週、安全が確認され使用開始された）
。JIAに行くこともできず、菊池
事務局長にも連絡が取れない。正確な情報が無く地震による被災の様子はよくわからないが、
翌日の地域サミット、保存大会をどうするか判断しなければならない。ほとんど電話は繋がら
なかったが、午後 6 時になり近畿支部の橋本理事から、Web 会議を始めたから入って欲しいと
いう電話が入る。Web 会議室で菊池事務局長が JIAに居ることがわかる。保存大会の準備を進
めてきた栃木地域会の意向を確認して中止か否かを判断しようと思うが連絡が取れない。7 時
に地域サミットの中止を決め、8 時に保存大会の中止を決めた。震度 6 以上の地震が起きたため、
自動的に緊急災害対策委員会が JIA 本部にて 12 日午前 10 時に開かれることになる。
12 日

一夜明けて、大谷保存大会の中止を早く決めて良かったことがわかる。緊急災害対策委
員 会 が 開 か れ JIAに 委 員 が 集 ま る。BCP（災 害 時 の 業 務 継 続 計 画 http://www.jia.or.jp/
saigai/2011tohoku/main_frm.html）によれば、初動活動として 3 日以内に現地に入り現地対
策本部を立ち上げることになっているが、この度の災害は広範囲に渡っているため現地入りの
初動活動はせず本部にて情報収集することにする。災害情報掲示板として Facebookを立ち上
げる（http://www.facebook.com/jia.saigai）
。震度 6 以上を被災した 8 県知事に対し、災害支
援協力の申し出を送る。災害対策本部からの発信を JIAの HPに載せる。災害支援とは別に災
害復興特別委員会の設立準備が提案された。他会、特に学会と連携しながら進めていくことに
なる。14 日 ( 月 ) 午前 10 時に再度委員会を開くことを決める。夕方、栃木県内の新幹線で被災
した東北支部長とようやく電話が繋がる。山形に向けてタクシーを乗り継いで移動中で、やっ
と福島県まで到着したそうだ。

14 日

災害対策委員会が開かれ、電気の復旧した仙台の東北支部事務局に支部長、委員が集まり
Web 会議に参加する。本部で会員の安否確認を進めている。東北、北関東でのガソリン入手
が困難であるという報告がある。復興に関して専門家集団である JIAが提言をするため災害復
興支援特別委員会設立を準備し、具体的に活動を始める事にする。次回委員会は 22 日午前 10
時の予定。夕刻、支部常任幹事会を招集し、関東甲信越支部被災地災害対策本部として常任幹
事会が対応する事にする。被災地災害対策本部より支部会員に対して情報提供並びに支援協力
をお願いする文書を発信し、支部 HPへ掲載する。15 日に予定されていた JIA 群馬建築祭が中
止となった。18 日、24 日に予定されていた資格制度委員会、本部評議会が中止となった。23
日予定の支部交流大会が延期となった。

16 日

前日の富士市地震（震度 6 強）を受けて緊急災害対策委員会が開かれる。東海支部からの報告に
よれば幸いなことにほとんど被害がない。

17 日

浦安市今川地区で設計監理しているプロジェクトがあり、現地の状況を見に行く。建物は躯体
が完了して設備がつり込み終わり、これから仕上げの下地に取りかかるところだったため幸い
被災しなかったが、周囲は目を見張る状況だ。建物は周囲から段差ができ、道路縁石はガタガ
タで境界石も数センチ動いている。道路に細砂が大量に吹き出し、通る車が砂を舞い上げるた
め街全体が煙っている。裏の住宅地の電柱は転倒寸前で非常に危険だ。

18 日

新幹線が運転を始めたため、庫川災害対策委員長と一緒に栃木県庁（宇都宮）へ災害支援協力
の申し出に行く。県建築課長からは、被災は農村に集中しており、全壊した建物は納屋など簡
易な建物に多く見られ、住家の全壊は比較的少ない。罹災証明については落ち着いてから税務
課で行う予定、とのこと。昼より宇都宮周辺は計画停電で信号も稼働していない。県庁を出た
後、宇都宮近くで最も全壊建物の多い高根沢町（震度 6 強）を訪ねる。高根沢町では被害の大き
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い丘の上は遠いため行けなかったが、被害の少ない駅周辺の町を回る。大谷石積みの石蔵や塀
が被害を受けていた。石蔵の一つは全壊して 2 階部分が全く崩壊している。いくつもの大きな
石が現在住まわれている母屋の屋根に乗ったままで、いつ落ちてくるかわからない状態だ。栃
木県で一番全壊が多い地域だが、人手が足らず一週間経った 18 日でも応急危険度判定が全く
行われていない。高根沢町役場の災害対策本部を訪問する。応急危険度については住民からの
申し出に対応しており、多くの申し出を受けて県に応援を要請しているが未だ未実施とのこと。

以上が JIA 関東甲信越支部長の震災後 1 週間の慌ただしい動きである。中越地震時などでは支部長が本部
委員会の被災地対策本部長として当該地域会長と共に対応している。今回は 2 支部 8 県で震度 6 以上という
広範囲な被災をしているため、被災地災害対策本部を支部常任幹事会で対応することにして情報収集整理
に努めた。全国支部長理事は災害支援をテーマに、5 月の東北と 7 月の近畿で支部長会議を開催した。東北
では実際の被災状況を視察し、東北 6 県の地域会代表と意見交換した。また近畿では阪神・淡路大震災から
16 年半が経過した今、当時の災害支援、復興並びに現状について現地視察及び現地自治会や行政担当者と
の意見交換をした。それらの体験を通して現在直面している東日本大震災並びにこれから来る新たな震災へ
の心構え、建築家として何ができるか等の思いをそれぞれの支部へ持ち帰った。3 月は UIA 東京大会を半年
後に控えて全国支部の大会推進委員の気持ちが高まった時期であったが、震災を受けて JIA 本部理事会始め
各方面から UIA 大会開催に対する疑問の声が高まった。4 月初旬には東京で UIA 本部との調整会議が開催さ
れ、福島原発事故に対する不安から海外からの参加者がほとんど見込めないという予想もある中、今こそ世
界の建築家が共に災害を克服し、一丸となって、新しい未来について考えるというテーマに舵を切り開催す
ることを確認し合った。9 月末開催の UIA 東京大会（第 24 回国際建築会議）は 5,000 名を超える建築家が東
京に集まり、特に海外からは 130 ヶ国 2,000 名が参加し、世界中の建築家から大きな関心を呼んだ大会となっ
た。2011年は JIAにとって東日本大震災、UIA東京大会という2つの大事件を中心に動き回った年であったが、
2012 年は世の中がパラダイムシフトを余儀なくされる中、JIAが新たな一歩を進める大事な年となる。建築
の専門家集団として社会にとって重要な役割を担い、社会から求められる存在になるために、災害支援活動
は市民から分かり易く最も評価される活動であろう。
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神奈川地域会活動報告
神奈川地域会代表

青木恵美子

2011 年 3 月 11 日東日本大震災の発生当時は森岡茂夫会員（神奈川地域会前代表）が、本部の災害対策委員
として直後いち早く現地入りして調査を行いました。
それ以降、神奈川地域会として下記の支援活動を行いました。
災害対策本部の要請による支援活動
2011 年 4 月 17 日〜 20 日
参加会員：河辺近・松永基・森岡茂夫・（神奈川新聞社記者が同行取材）
活動場所：宮城県名取市
活動内容：住家被害度調査
2011 年 5 月 14 日・15 日
参加会員：青木恵美子
支援場所：仙台市役所
活動内容：被災住宅相談

住家被害度調査

2011 年 5 月 17 日〜 19 日
参加会員：相原孝・中村高淑・森岡茂夫
活動場所：宮城県名取市
活動内容：住家被害度調査
広報活動ほか
2011 年 4 月 21 日：神奈川新聞に JIA 神奈川の支援活動が掲載される。
2011 年 4 月 27 日：神奈川新聞に JIA 神奈川の支援活動が掲載される。

被災住宅相談

2011 年 5 月 27 日

セミナー：大地震と宅地被害—あなたの設計は大丈夫ですか ?
会

場：横浜情報文化センター

講

師：金原瑞男 ( 株式会社サムシング技術部 )
雨宮拓馬 ( 株式会社 GIR)
森岡茂夫 (JIA 神奈川前代表 )

2011 年 9 月 9・10 日
イベント：ふれあいフェスティバル
会

場：日本丸メモリアルパーク

活動内容：東日本大震災支援活動パネル展示
主

催：社団法人神奈川県建築士事務所協会
上記の活動以外にも、2 ヵ月毎に開催される神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会において東日本大震

災支援活動を報告・協議を行いました。
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千葉地域会

千葉地域会活動報告
千葉地域会副会長

井上茂實

東日本大震災による千葉県の被災状況と千葉地域会の支援活動について報告致します。
東日本大震災により千葉県も大きな被害を受けました。千葉県の被災に対しまして各方面からの御支援に
心より感謝申し上げます。
千葉県の被害の状況は、県の発表によりますと震度 6 強、震度 5 強、場所により震度 5 弱で、人的被害は
死者 20 名・行方不明者 2 名・負傷者 251 名。建物被害は全壊 799 棟・半壊 9,810 棟・一部損壊 43,510 棟で
す。被害状況を詳しく見ますと、海に面した旭市の場合は津波による被害が大きく（全壊 248 棟）
、隣り合っ
て海に面した銚子市（全壊 29 棟）、匝瑳市（全壊 5 棟）に比べても大きな違いです。これは多少の地形の差と
微妙な震源との位置関係によるものか、今後の調査を必要とするところです。また旭市の飯岡は以前から栄
えた町で、その関係で海岸付近まで建物が立ち並んでいることにも因ると思われます。
千葉市・習志野市・浦安市の東京湾に面し昭和 30 年代から埋め立てられた地域は液状化現象による被害
が多く、また埋め立てられた時期、場所によってもその被害が異なっています。
特に浦安市のライフラインの被害はひ
どく、未だに不便な生活を強いられてい
る状況です。内陸部の被害として際立っ
ているのが我孫子市の一部です。浦安市
の全壊建物 8 棟、千葉市が 20 棟に対し全
壊建物が 139 棟です。千葉県では津波の
被害を受けた旭市に次ぐ 2 番目の被害です。

京葉線新浦安駅付近

我孫子市のその一帯は昭和 20 年代、利根
川の治水のために沼を埋め立て街づくり
を行ったため地盤の液状化現象による被
害です。また江戸時代から続く水路と街並

京葉線新浦安駅エレベーター乗り
場の沈下

みで知られ、重要伝統的建造物群保存地区
に指定されている佐原を含む香取市も我孫子市に次ぐ建物全壊 47 棟
で重要伝統的建造物にも被害が発生しています。現在は補修を待つブ
ルーシートで覆われた家並みが水路沿いにあちこちに見受けられます。
今後詳しい調査が進むに連れて千葉県の有形文化財の被害が更に明
らかになると思われます。千葉地域会は被災文化財建造物の復旧支援
事業に積極的に協力していきたいと思います。
千葉地域会の支援活動は、本県旭市より JIAを通して建物応急危険

佐原

伊能忠敬旧宅

度判定業務の依頼を受け判定業務を行い、支援した会員は 14 名合計
25 人・日でした。また宮城県に対しましては、亘理（わたり）町、名取市、
女川町、仙台市役所に応急危険度判定と建築相談のために 17 名合計
37 人・日が支援を行いました。私の集合場所は亘理町役場でしたが、
その建物自体に赤紙（危険）が貼られ、職員は駐車場に建てられた何
棟ものプレハブ庁舎を忙しく行き来し職務を行っていました。
私達の支援が被災された方々の一日でも早い復興に役立てばと願う
ものであります。

危険の貼り紙をした亘理町役場

また私達 JIA 会員のために宿泊場所として自宅を開放された岡部則之会員に深く感謝申し上げます。炬燵
を囲み神奈川地域会、新潟地域会の方々と意見交換が出来たことに意義を感じました。
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JIA 災害支援活動報告
土屋

博

災害支援活動参加先：宮城県名取市
参加期日：2011 年 05 月 15 日〜 17 日
当地域会会員と共に同行し支援活動前日の 5 月 15 日（日）に仙台に入り、JIA 東北支部の松本純一郎氏に
お会いし、被害状況の説明を受ける為支部事務局を訪ねた。
震災及び津波による被害状況と支援活動について説明を受けた。調査は災害直後から開始されたとのこと
であった、未だ活動において課題が多く協力体制に難航しているところもあるが、JIA 会員その他の方から
協力を得て早い段階で被害状況を把握し今後の復興支援対応を検討しているとのことであった。今回の災害
以前より支部独自のネットワークを作り混乱することなく対応されているとの説明には、見習うべきものが
ありました。
15 日（日）は支部事務局を訪ねた後直接津波の被害を受けた仙台港、七浜町菖蒲田浜（松島湾の南）など海
沿いを視察、行く場所々に建物が……いや、街があったのだろうかと思われる程押し流され僅かに基礎部分
を残しその他は何も無い信じがたい光景にただ呆然とし声も出ない。
海沿いの工業地帯も 1 階の殆どが津波の影響をうけたと思われ、至る所に押し流された瓦礫、僅かに車の
走行が可能となった道路では信号の消えた交差点に気づかず走行、直後にハッ !と信号故障に気づいた時の
危険性に足がすくむ。沿岸部の工業地帯に限らず大変な被害を受けたことはその瓦礫の様子から伺い知るこ
とができた。

七浜町菖蒲田浜住宅地

津波の凄さを物語る

被害後の虚しさ

16 日（月）
〜 17 日（火）の調査は名取市役所に集結受付の後、参加者を数班に編成し被害状況の調査に当っ
た。班毎（3 〜 4 名）がその日に受け持つ物件数は 20 〜 30 件の調査スケジュールであった。市では JIA 他の
協力を得ながら調査を続ける一方、連日市民からの調査依頼申請があり今後も調査の参加協力を受けながら
この作業を続けられるとの事であった。被害に遭われた地域の早い復興を望みながら二日間の調査参加を終
え名取市を後にした。
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「東日本大震災」災害支援に参加して

須田睿一
4 月、5 月に東松島市、名取市で支援活動に延べ 4 日間参加した。街が津波に呑まれていく映
像を幾度も見たが、閖上地区の状況を目の当たりにしてあまりの凄さに息を呑んだ。
担当地区では被害はあるものの全壊の建物は無く、映像との違いに戸惑いも有った。阪神淡路大震災から
中越地震等幾多の災害があったがその時の経験が今回生かされたであろうか、支援者としての姿勢は、と考
えさせられた。

長井淳一
4 月に名取市で 2 回延べ 3 日間にわたり建物の「罹災度判定」を行いました。私の担当したエ
リアでは全壊無し、半壊 1 件、ほとんどが一部損壊といった状況でした。被害は震度から想定
していたほどではありませんでしたが、一部損壊の範囲とはいえ被害状況は大小様々であり、所有者の心情
は計り知れず誠に気の毒な思いを持って調査にあたりました。
もう少し被害実情にあったきめ細かなり災基準が必要であると痛切に感じました。

羽鳥

悟

海にあるはずの漁船と、道路にあるはずの車が並んで田んぼの中にある。
去年まで毎年こがね色に実りを迎えたであろう田んぼが今は泥水に沈んでいる。
そしてそこにあるはずの無い、発泡スチロールやゴミ袋、ペットボトル。
どうやったらこれほどまでに壊れるかと思うほどに破壊され、つぶされ折り重なっている車たち。そしてそ
の車にはそこに残された人たちを探したであろう検索済みの黄色いステッカー。
基礎だけが取り残されて、上屋は跡形も無くどこかに消え去っている。
あるいは家屋として建ってはいるが、窓ガラスは無く、サッシはゆがみ、現れた柱は倒れ掛かっている。
壁の中にあったはずのグラスウールがちぎれ、列をなして風にはためいている。
道路脇にはどこからか流れ着いて置かれている屋根だけの家。
折れ曲がった鉄板と骨だけのアルミサッシ。柱だか梁だか母屋だか不明の木材の破片。
むき出しの 1 階の鉄骨柱にしがみつくようにかろうじて載っている木造の 2 階部分。
学校であろうか RCの大きな建物。1 階部分はガラス、サッシは壊れ漂流物が引っかかっている。2、3 階は何
事もなかったようは表情で建っている。この建物は住民の一時避難場所になったようだ。
道路に架かった歩道橋は避難の人たち数十人の命を救った、といわれている。
私たちが参加した、被災者の方の罹災証明確認作業に同行してくれた名取市役所の Nさん。
「わたしの家も流されまして、女房もまだ見つかってないんです。
」と言う。
床下に流れ込んだ土砂を掻きだし、一輪車でもくもくと運ぶ人。
後ろで手を組み、前かがみで周りを見回しながら歩き、立ち止まり見回しまた歩く老人。
瓦礫を片付けるべくうなりをあげ動く建設機械。その周りでヘルメット、マスクを掛けた迷彩服の自衛隊員。
防臭用のマスクと長靴、手には捜索用の棒を持った人たちの集団。
市役所 4 階の窓から下を見ると、バッティングセンターで興じている若者がいる。
そのすぐ近くに津波の犠牲になった人たちの安置所。
同じ市役所のロビーには、にわかの掲示板が置かれ、安否の確認の手作りのメモが幾重にも張られている。
「みんな元気です、ここにいます。」と言葉が躍る。
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赤ちゃんの写真に「この子をさがしています。ここに連絡を」の文字。
そこに貼られた無数の A4 のメモ用紙。
小さな紙切れの中にそれぞれの人の、それぞれの思い、それぞれの人生が深く大きく広がっている。
市の窓口に並ぶ多くの人たち。
私たちの相談窓口に来る人たち。
家ごと流されちゃったんだよねー。
家族を失い、家を失い、友人をそして全てを失った人たち。
水につかりながらも九死に一生を得た人たち。
全てを失って絶望の淵から生き返った人たち。
どこか開き直ったような、なにごとにも動じないような、一度地獄を体験したひとの強さ、ある意味のたく
ましさ。
無念にも命を落とした人たち。その人たちから、自分たちの分まで生きよと背中を押されたような。そんな
覚悟をも感じる人たち。
「明日、亡くなった夫の葬儀なんですよ。」
独り言のようにその人は言う。
「あそこのあたりに家がありました。でもみつかったのはずっと先。あのあたり。
」
と指差す。
「2 階の部分と小屋裏は残っていて、そこであの人は見つかりました。
」
「私はちょうど仙台に行っていて助かったのですが、夫は事務所に居て…。
」
「仙台からの帰る途中で津波に会いましたが、普段通らない道をたまたま通ったので助かりました。
」
「普段通る道なら助かりませんでした。知り合いが送って欲しいと言うので…。
」
「残った家で私たちにとって、とても大事なものが見つかりました。夫から、それを守ってお前は生きろ、
と言われた気がします。」
すべてが流されてしまった中ぽつんと残る小高い、一本だけ松の木が残る小山。いくつかの墓標が立ち、そ
こに置かれた供物の前で、見ず知らずのただの傍観者に過ぎない私に、はるか遠くを見ながらその人は言う。
聞いてくれなくても、理解してもらわなくても、どうしても言いたいのだと思う。言わなくてはいられない
のだと思う。
その人にかけるべき言葉も見つからない自分。そして明日そこから帰れば今までと変わらない、家族と仲間
に囲まれた生活に戻る自分がそこに居る。
平成 23 年 4 月 25 日、宮城県名取市役所の要請で、市の職員、新潟市の職員と 3 人一組で調査要請のあっ
た住宅を訪問し、被災状態を判定し罹災証明書類に記入する作業に参加。
同じく 26 日、東松島市役所において、地震、津波被害を受けた人達に対する、住宅相談に参加。
同 5 月 19 日、20 日、名取市役所からの再度の要請で、罹災証明手続き作業に参加。

岡田敦志
宮城県名取市にて 4 月 20 日〜 22 日の 3 日間「罹災証明書の被災認定調査」を行いました。
内容は、主に「地震被害地区」での 1 次調査（外観目視による）で、より多くの住家を面的に
調査することが今回の目的であったようです。
担当地区は比較的被害が少ない地区でほとんどが一部損壊程度ではありましたが、余震の続く状況下で住
民の方々は不安を抱えており、実際には 1 次調査のみでその場を離れるのは耐え難い状況で結果として建物
相談になったケースもあり、現場での対応の難しさを感じました。
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米田雅夫
2012 年 4 月 20 日、21、22 日、東松島市において、罹災住宅の復旧に関する相談業務に参加
した。これは半壊規模の住宅を復旧するにあたり、損害程度の差による建替えまたは改修等の
選択判断への助言、改修方法の助言、等を市役所内に設けられた窓口に置いて市民の相談に応じるというも
ので、東北支部会員とともに業務にあたった。
当日は市役所周辺は被害を免れたものの、海岸部はまだ警察官等による行方不明者の捜索が続いている状
況であり、まだ住宅の復旧工事に手がつけられる状況ではなかった。
現地到着後、所管課長を訪ね、指示を仰いだが、現地市役所職員は庁外での活動で手いっぱいの状況で直
接の指示は東北支部会員青森地域会会長、佐々木弘男氏より受け、活動を開始した。
市役所玄関ロビーに長テーブルを置いて作られた窓口であったが、他の窓口業務の誘導は他県からの応援
の職員で行われていた。
相談というよりは罹災証明書の申請の方法や他窓口の誘導まで市役所職員の一部という内容も多く受け
持った。すなわちまだ住宅の復旧まで思いが廻らないというのが当時の状況だった。
相談内容としては
1．工事を誰に頼むか。すでに他地域からの工事営業が始まっていた
2．修理して住めるか
3．アパートが損傷を受けているが家主にどう修理をお願いしたらよいか
4．不在の住宅が全壊した場合の補助金の支払いはどうなるか
等、復旧にかかる資金面での相談がほとんどだった。
罹災判定も津波の被害を受けた住宅は全壊扱いで地震による被害の評価とは違うことから、若干の混乱も
見られた。被害も大きかった海岸地区の再建は再度の津波に対しても充分な備えが必要と思われ、拙速な工
事は控えなくてはならないだろうが、その場所に生活基盤があることは言うまでもないことで、JIAとして
も継続的な相談業務体制が必要と思われる。

松村和雄
二日間名取市で罹災証明のための現地調査に参加しました。私の担当した地域ではすべて一
部損壊でした。
罹災程度の判定が仕事ですが、特別の危険がない限り損傷の程度を丁寧に説明し住民の方に安心してもら
うことが、本来の仕事ではありませんが一番必要なことではないかと各戸を廻って感じました。

神澤宣次
まず初めに、現地の甚大な被害状況に改めて驚くと共に、被災された方々に心より お見舞
い申し上げます。また、復旧に全力で当たられていた名取市役所の方々に敬意 を表したいと
思います。
4 月 27、28 日の 2 日間、宮城県名取市にて、災害支援活動を実施し、業務は幸い 滞りなく完了しましたが、
私の担当した地域は、結局ほぼ全部が一部損壊レベル（補償なし）であり、結果的にではありますが、
「補償
しない」ということを確定する作業は正直つらく、また市民にはその本質の部分（補償が出ないこと）が明確
に伝わっ ておらず、またそれらのことを丁寧に伝えることをしていないことに、災害の大きさを感じると
共に、若干の違和感を感じました。結局、出来るだけ補償を広く「分配してあ げたい側」と、出来るだけ補
償を「抑えたい側」の意識の違いがあることを感じた 2 日間でした。
結局、出来るだけ補償を広く「分配してあげたい側」と、出来るだけ補償を「抑えたい側」の意識の違いを
強く感じた 2 日間であった。
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片山康浩
罹災判定を市役所と県庁の方と 3 人で行いました。外観の判定だけとのことで、何軒か、頼
まれ室内を見せていただきましたが、外観だけで一部損壊という判断を下すのに、疑問を感じ
ました。もっとたくさん技術者を派遣して、内外ともに見ることが大切ではないでしょうか。また、基準そ
のものが、これでいいのかなというものであり、今回の震災を機に、基準の変更の機運が高まることを望み
ます。
津波の恐ろしさを目の前に感じながらも、今を生きている名取の方々の勇気と明るさに触れ、生かされて
いる自分をもう一度考え直す、違う意味で、大変意義ある仕事でした。

伊藤昭博
4 月 25 日、26 日の 2 日間、建物の「罹災度判定」を行いました。
1 日目は農家の地区でした。全壊はありませんでしたが、古い農機具小屋などが半壊してい
るものや、壁の一部に亀裂や床の傾きなどが多く見られました。特徴的なのは、自宅部分と倉庫部分を屋根
でつないだ形（建設後、つなげた）の家が多くあり、どれもそのつなぎ部分の壁の破損が大きいことがあり
ました。建物の構造の違いによる揺れが、それぞれ違う為に起こったように見えました。また、玄関部が出
ているデザインの家が多く見られ、それらは共通してその部分の内壁に亀裂が集中していたようでした。い
ずれもこの地域で多い建築スタイルであるとともに、そこに同様の影響があったと思いました。
2 日目は海沿いに行きました。大きな被害地区は判定済みとのことで比較的被害は少ないほうとのことで
したが、新しい住宅分譲地では、数十センチの盛り土の差で無害と床上浸水と被害に違いがあったことに驚
きました。
2 日で現地をあとにしましたが、継続的に調査している方々への苦労は相当のものと感じました。

曾田

彰

4/20 〜 22 の 3 日間、名取市で建物の「罹災度判定」を行う。木造中心で、内陸側の地域を調
査した。調査のなかでは倒壊した木造家屋、納屋等もあるなか、その多くは外部からの目視で
は被害が少ないが、内装材の脱落、損壊が多く、実際の生活に支障を来しているものだった。
簡易の一次判定ではなかなか救済が難しい事例が多く今回のように被災数が膨大な場合において、どのよ
うにすれば判定のスピードを落とさずに適正な判断が出来るようになるのか、支援体制（人員配置も含む）
はどうあるべきか等、今後の災害に備え改善をしていく必要を感じた。
調査中には依頼者だけではなく、市民から声を掛けられることが何度かあった。皆が建物や都市基盤に不
安を抱えている中、第三者である専門家が説明をすることで少しではあるが、その不安を和らげる事ができ
たようである。
今回の支援を通じて、非常時にこそ、我々建築家の専門性が必要とされる場面が多く、その為に日々の研
鑽が必要であると深く感じた。

上原和彦
建築に携わる者として微力でも役に立ちたいと日々考えていた矢先、支部より支援要請があ
り、地域会事務局として支援協力者への負担を少しでも軽減できるよう、事前の情報収集・情
報提供を主に行った。発生時と比べると混乱は落ち着きつつあったが、様々な情報が交錯し日々変化してい
た。派遣前日まで調整を行ったが、装備や服装・交通や宿泊先など、実際の現地の状況との隔たりに、非常
時における情報収集の難しさを実感した。
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長野県北部地震と震度 5 弱の体験
久保田三代
長野県北部（スキーと温泉の野沢温泉）に住んでいる私の体験を報告します。3 月 11 日の東日本大地震の
発生時、2 階建の 2 階の事務所で仕事をしていた私たちは、なんの予兆も無く、突然船酔いのような感覚に
襲われ、過去に何回か体験した地震とは違うものでした。何が起こっているのか体が揺れているので、壁伝
いに歩き、急いでテレビを点けました。津波の襲ってきている映像はすぐには理解できないほどの恐ろしい
光景でした。その地獄のような、SF 映画のような光景に、表現できる言葉が見当たりません。その夜は地
震の恐ろしさが嫌というほどテレビから放映され、なかなか眠れませんでした。眠りに着いたのもつかの間、
12 日の未明（午前 3 時 59 分）のゴーという地鳴りとともに床下から突き上げるような、昼間とは違った過去
に何回か味わった感覚の大きな直下型の地震が長野県北部に起きました。
新潟県との県境の長野県北部の栄村は最大震度 6 強、野沢温泉村は 5 弱とのテロップが流れました。栄村
の被災状況はすでに公表されていますので説明は省きます。
その後東日本大震災、長野県北部の被災地、被災者の状況がテレビ、新聞で日々伝わってきました。避難
所で活動されているボランティアの皆さんや法被を着た消防団員の皆さん、そしてそれぞれ現地で活動され
ている関係者の皆さんにただただ頭が下がります。特に自身が被災に遇いながらもボランティア活動されて
いる姿、行動の映像を見るにつけ逞しさと、人としての素晴らしさを感じました。また自衛隊、消防、警察
のそれぞれ危機管理に関係されている皆さん、救援物資の運搬等に関係されている皆さん、自身が避難され
ること無く病院、福祉施設で医療、介護に従事されている方々に、職務とはいえ、職業に対する高潔さに尊
敬、感動いたします。そんな映像を見るにつけ、
「被災することなく普段の生活が出来ている自分たちは、多
少の不便や影響を覚悟し、買い占め、買いだめをしない、節電に心がけるなど、そして被災地の一日も早い
復興を願おう」と仲間と話しています。それから数日は救援物資の荷造りと義捐金の投函にと奔走しました。
その後 JIA 長野県クラブより、①被災住宅に対する相談と公共建物の被災度調査（3 月 25 日〜 31 日）②罹災
証明用被災度調査 (4 月 4 日から 18 日 )の参加要請ありました。何とか日程をあわせ罹災証明用被災度調査に
2 日間参加できました。
まだ残雪があり、所々にクラックがあり地盤沈下で車が波打つような道を 3 人 1 組で、弁当、水筒、用具
を持ち、寸断された道路があるので大きく迂回し途中地震の大きさを実感しながら、それぞれの担当集落に
到着しました。
基礎沈下、土台のずれ、柱の傾き、外壁の落下・ひび割れ、内壁の落下・ひび割れ、軒先の折れ、等など
を調査して回りましたが、私たちが調査さした集落は片付けの公費負担を受けられる半壊までの建物は極く
僅かでした（ハードルが高いです）。また調査対象にはなっていない合併浄化槽（FRP）ですが、建物は軽度
の被害でも合併浄化槽が被災されている方が多く、埋土が地震の被害を一番多く受けていました。栄村には
江戸後期から明治初期の萱葺きの
母屋、大壁の土蔵が割合多く残っ
ておりのどかな田園風景を醸しだ
しています。明治初期建立の土蔵
ですが、外壁（土壁・大壁）が落
下（写真参考）して構造体が見え
ています。被災にお見舞い申し上
げながらもあまりにも素晴らしい
造りに写真に収めました。これで
もやっと半壊です。伝統的で立派
であるだけに、在来工法での復旧
をお願いしました。その後栄村役
場よりの広報では :「全壊」、
「半壊」
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と認定を受けたから壊すのではなく、修理して住みなれた場所、住み
慣れた住宅で暮らしていきましょう :と呼びかけています。また、雪
解けの遅い栄村は道路の完全復旧が間に合わないのか、未だ、村の主
要道路国道 117 号の 2 箇所では、警備員 3 人で大型車の通行を規制し
ています（5 月 20 日現在）。
一方野沢温泉村では震度計が設置されていた場所では震度 5 弱でし
たが、震源地の栄村の境に近い地域では 6 強に近い揺れがあったので
はないかと思えるほどの被害がありました。栄村に隣接する明石地区

国道 117 号

5 月 20 日現在

の集落排水は FRPの処理層が壊れ、未だ現場用のレンタル便所です。
スキー場は 3 月 12 日の当日は、索道の安全点検、余震の危険性など
で営業を中止しましたが、次の日より山麓を中心に安全を確認できた
エリアから営業を再開しました。しかし 12 日よりスキー客のキャン
セルが続出し、地震被害はもちろんですが観光被害がまだ後を引き野
沢温泉村に未だ暗い影を落としています。栄村に隣接する山頂付近の
索道 4 本はかなりの被害を受けましたがスキーの野沢温泉の命運を賭
け、来シーズンまでには完全復旧となる見込みです。これから 6 月に

既に雪解けで現れた崩れた野沢温泉村の林道

かけ山頂の雪解けが進みますが、写真のような山道が現れないことを祈っています。
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「3 月 12 日の長野〜新潟地域」の支援活動について
新潟地域会代表

塚本久志

被害状況は長野地域会報告による。
支援活動は新潟地域会としては行いませんでした。
新潟県からは調査に伴う人員不足の場合は応援要請をするとの連絡がありましたが、職員等の対応で完了
した為、活動しませんでした。

「東日本大震災」の災害活動について
宮城県名取市での災害支援活動
4 月 11・12・13・14・15・18・19 日の計 7 日間で 19 名が参加しました。
悲しみに形があるとしたら、こんな風景なのだと思いました。

訃報
本災害支援活動におきまして、日本建築家協会正会員で新潟地域会所属の住吉実氏が
4 月 13 日未明に永眠いたしました。
4 月 12 日の住吉さんの災害支援活動スケジュール
AM：5:00

住吉家を計 3 名で出発

AM：8:20

宮城県名取市市役所着

PM：4:30

作業終了、仙台市へ移動

PM：5:30

仙台市の被災視察を兼ね市内を散策

PM：6:30

頃から夕食
夕食後

13 日未明

その後、各班に分かれ調査作業開始

国分町のサウナ施設に宿泊

サウナの露天風呂にて溺死

故人は健康で持病もなく元気に仕事に励んでいましたが、日頃のデスクワークと違い、当日早朝の出発と
家屋調査の為に心身共に疲労の上の事故と思われます。
痛恨の極みです。御冥福を心よりお祈り申し上げます。
住吉設計室の代表として、生涯設計監理一筋に、地元の建築文化の発展と災害支援活動に励んでこられま
した。その遺志を継ぎ新潟地域会では今後とも災害支援活動に取り組んでいきたいと思います。
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JIA 目黒地域会東日本大震災災害支援活動報告
目黒地域会事務局

棚橋廣夫

JIA 目黒地域会では目黒区の東京建築士会目黒支部、東京都建築士事務所協会目黒支部との連携のもと、
「めぐろ気仙沼まちづくり会議（代表棚橋廣夫）
」を昨年 9 月に立ち上げ気仙沼市の復興まちづくりの提案を
行っております。元々目黒区の外郭団体である「目黒区住宅・街づくりセンター」を通じて 3 会合同で目黒
区のまちづくり活動を行ってきましたが、3.11 の震災・津波で被災した気仙沼市は「目黒のさんま」のご縁
で目黒区の友好都市関係にあり、行政とも連携して支援活動を行おうということになり、前記の会議を結成、
地元の各会支部の協力を得て支援活動を行ってまいりました。
1）気仙沼復興支援現地視察（2011 年 9 月 9 日〜 10 日実施）
9 月 9~10 日の 2 日間をかけ気仙沼市を中心に南三陸町、石巻市、東松島市などの被災地を現地建築士会
メンバーの案内で視察した。気仙沼市では現地 3 会関係者並びに一般市民を交えたヒアリングを行い、また
気仙沼市建設部都市課との懇談会を開き、被災状況、復興計画などをヒアリングしたが市としての復興案の
方向が定まっておらず、国の方針待ちということであった。
2）気仙沼復興支援現地視察報告会（2011 年 10 月 26 日

目黒区役所）

9 月に実施した気仙沼復興支援現地視察の報告書を作成、合わせて人工地盤を用いた復興計画案をまとめ
説明・報告会を目黒区役所に於いて開いた。青木区長以下目黒区議会議員、都市整備部、目黒区防災課など
の職員、その他 3 会会員他多数の参加を得て活発な復興支援に対する意見が出された。ちなみに目黒区では
いち早く 10 名ほどの区職員をローテーションで気仙沼市に派遣、支援を行い今日に至っている。
3）気仙沼市復興支援「第一回

復興試案説明会」
（2011 年 11 月 24 日

気仙沼市商工会議所）

気仙沼市に於いて模型、説明パネ
ルを用いて復興試案説明会を開催し
た。参加者は前回現地視察の折ヒア
リングに参加頂いた建築関係、商店
街関係者、一般市民に加え気仙沼市
議員、都市計画課などを交え、我々
の考える気仙沼市の「人工地盤」に
よる復興計画の提案説明を行った。
又、臼井気仙沼商工会議所会頭の紹
介により直接菅原茂気仙沼市長に
面会、
「人工地盤」による復興試案の
説明を行い、懇談することができた。
4）気仙沼市復興支援「第二回

復

興試案説明会」
（2011 年 12 月 12
日

気仙沼市商工会議所）
11 月 24 日の第一回復興試案説明

会に引き続き、第二回復興試案説明
会を気仙沼市商工会議所にて行っ
た。今回は主に気仙沼市商工会各部
会長の出席を得て加えて市議会議
員、都市計画課長などの出席があり

P-02
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実質的に気仙沼市の水産、食品加工、商業、観光などの業務に携わる人達に直接提案の説明をする機会となっ
た。更に報道関係として「河北新報」、
「三陸新報」の取材を受け、それぞれ 12 月 14 日の紙面に紹介された。

以上、2011 年に行った「めぐろ気
仙沼まちづくり会議」の活動報告で
あるが、今年も継続して復興支援の
活動を行ってゆく予定です。
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岩手県遠野市「文化庁・文化財ドクター事業」始末
金山眞人
JIAの HPに掲載されている「災害に際して建築家に何ができるか ?」というステートメントの 5 番目に「文
化財を災害から守る活動をおこなっています。
」とある。極めてまっとうな内容であるが、実際に実行する
ことはなかなか難しい。今回の震災にあたって担当委員会は即座に歴史的建造物の被災実態調査に動くべき
だと意見を申し述べたが、関係者の中には日々報道される被害の甚大さに狼狽したのか、調査にヒステリッ
クな反応を見せる会員まで出現した。警察官や消防士は瓦礫の中から被災者を救出し、医者は怪我人や病人
の治療に奔走し、飼育員は動物園の動物を思って餌を持って救援に駆けつける。では、建築家はその専門分
野である建築において何ができるのか。出来ることは限られている。しかしそのこと、つまり建築を守るこ
とは文化や伝統、コミュニティを守ることであり、ひいては人間の尊厳を守ることだ、と信じで臨むしかな
い。そして、その程度の覚悟もなくして人様の財産である建築の保存を唱えることなどあってはならない。
覚悟を持って文化財ドクター事業の実現に奔走した会員の奮闘努力（顛末は関係者によって記録されるだ
ろう）には敬意を表するが、しかし所管官庁や関係団体との調整は難航し、特に東北エリアでの本格調査は
遅れに遅れた。地震で甚大な被害を受けた福島県の地元紙『福島民報』は早くも 4 月 9 日付の社説で地域の
歴史や住民の誇りを守るために建造物を含めた文化財の保存救出活動を行うことの重要性を訴えた。しかし、
遺憾ながら福島を始め各地で歴史的建造物の解体が相次いでいる。震災から半年を経た 9 月 11 日、個人の
立場で文化財ドクター事業への参加者を募ることを決断した。金山の責任で調査団の下構成をした上で、遠
野市での実施が模索されていた調査への参加を鰺坂再生部会長に申し入れ、快諾を得た。結果、なんとか
11 月 20 日、初雪の 4 日後に約 200 件の調査を終了させることができた。金山の決断を支持し、あるいは現
地調査に快く協力下さった会員諸氏に、JIAで歴史的建造物の保存に取り組んできた身として改めて深い感
謝の意を表する次第である。

4/7 に国交省の被災地住宅支援で郡山入りし
た際に撮影
当日夜に宿泊したホテルで最大規模の余震に
遭遇

調査に参加頂いた世田谷地域会の面々
宿泊した民宿の前で民宿の「おばちゃん」と
記念撮影

4/9 付『福島民報』社説。
福島では地元紙の『民報』と『福島民友』が
大手三紙より読まれているようだ
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千代田地域会での災害に対しての活動
篠田義男
1) 千代田区との「災害時における応急対策活動等に関する協定」
千代田地域会では、千代田区との間で標記の防災協定を一昨年の 1 月に締結していました。昨年の 3 月 11
日の発災当日、大きな揺れが収まった直後千代田区役所に出向き、地域会から正式に協定上の義務であるサ
ポートを申し入れました。
協定では区から要請された場合、以下の協力が明記されていました。
1） 建築相談への協力
2） 建築物の応急危険度判定への協力
3） 文化財、歴史的な建造物に対する保存活動への協力
4） その他、甲から要請された事項
当日、区長以下の災害対策本部が既に設置され、建築指導課の応急危険度判定が始まるので要請があれば
協力して欲しいという事になり、地域会として最大限の協力をする事を申し出ました。地域会では、防災協
定と平行して、区民向けの耐震に関する連続シンポジウムも開催していましたので、今回の協定と併せて地
域における建築家としての災害対策の具体的な糸口になった事と同時に、大きな責任も痛感する事になりま
した。
2）JIAの災害に対する支援活動、文化財ドクター事業への参加
発災直後 JIAの災害対策本部が設置され、東北地域への支援活動も始まりました。しかし、災害の巨大さ
と交通手段の確保の困難さ等で、すぐには支援活動に参加する事が出来ませんでした。結果として、千代田
地域会としての組織的参加までは出来ず、個人的な参加に限られた事は今後の災害支援活動の課題と考えら
れました。
一方、4 月末に文化庁から建築学会と協力して「文化財の被災状況の把握とその復旧支援活動」を行って欲
しいとの要請があり、5 月の本部理事会で JIAが受諾した事から、地域会としても積極的に参加する事を話
し合いました。5 月の関東地域の調査から始まり、8 月からの東北地域全エリアの調査活動への参加を多くの
千代田地域会会員が積極的に行い、建築学会の会員と一体のチームを組んで、我が国の貴重な文化財を未来
に一つでも多く災害から守る活動を始めた事はささやかではありますが、重要な一歩になったものと考えて
います。
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2011 年 3 月 31 日～４月１日
福島県須賀川市～いわき市 東日本大震災視察
3 月 31 日

9:40 千歳発 ADO040 福島行き

4月1日

小室雅伸

19:20 福島発 ADO047

PLG 小林社長（コロンブス工法）の案内で須賀川市・いわき市を視察。新白川駅のルートイン新白川泊。
約 600 枚写真撮影。数人の居住者からの声も聞いた。
1

須賀川市
福島県の内陸部にあり（郡山の南）これまで地震災害の経験無し。岩盤の地質で良いとされてきたが、そ

の地質によるのか震度 6 強に見舞われた。岩盤の地質に建つものと埋め立て・盛土に建つものとで被害は大
きく異なる。
［瓦屋根］ 全般に 2 階部分の棟瓦の破壊が顕著。最近の建物、古くてしっかり施工されているものには被害
無しが多い。
［土蔵］ 伝統的土蔵つくりの蔵はほぼ全滅。土台及び土台付近の柱や竹小舞は腐れと白アリでぼそぼその耐
力無し・存在しない為に揺れで傾き土壁が崩壊している。地元産の大谷石の蔵（これは見れなかったが）も
ほぼ全滅とのこと。

須賀川市

土蔵

須賀川市

土蔵の土台

須賀川市

土蔵の石造基礎

［市内中層ビルなど］ 旧耐震と思われる RC 造建築は典型的柱のせん断破壊を受けている。また、極めて構
造設計が怪しい RC 造、鉄骨造、CB 造は坐屈破壊等で全壊は当然のこと。

須賀川市内

CB 造

須賀川市内

須賀川市内

［木造建築］ 古い木造モルタル
建築で被害顕著の原因は、白ア
リ・湿潤環境に寄る土台の腐れ、
モルタル下地材・柱等の内部結
露による腐れによる。
［地盤による被害］ 盛土に建つ
建築は地盤沈下・液状被害によ
る建物の傾斜が顕著。郊外で深い

須賀川市内

木造モルタル塗

須賀川市

木造の腐朽

沢を埋め立てた造成地では地滑りにより 6 〜 7m 陥没。しかし、近年に建てられたものはベタ基礎から屋根
まで一体に頑強に造られているため、建築体としての破壊は全く見られなかった。木造の耐震化の成果は確
実にある。
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2

地盤沈下住宅

須賀川市

支部報告

地盤崩壊住宅

いわき市
須賀川市の南東約 30kmに位置する港町。震度は 6 弱で建物の直接被害は須賀川よりはるかに少ないが、

扇状地の地質・埋め立て地が多く、支持深度 40mと地耐力が小さい。今回の地震以前からの経年的な地盤
沈下に加え、今回の地震による液状化等で地盤沈下が大きく進み建物の傾斜、地盤との高低差の発生、室外
機類・及び給排水等の配管接続の破断などの被害が大きい。
［大規模湾岸工業地帯］ 石油コ
ンビナート・小名浜製錬所・日
本化成小名浜工場等が連なる小
名浜港に面する大規模湾岸工業
地帯や小名浜漁港は復旧作業の
進行が早く、広い港湾道路は津
波の痕跡も僅かなのは、計画的
な工場地域計画ゆえに道路・空
き地が大きいので大型重機によ

打ち揚げられたパージ船の 50m 以上ありそうな
鋼管積荷を移動していた。（小名浜工業港沿いの
湾岸道路にて撮影）

いわき市小名浜市街

る作業を容易に行えたからである。
一方、小規模工場・商店・民家が並ぶ小名浜の市街地は津波の高さはさほどでもなかったようで、床上浸
水等によるスクラップ類が道路際にまとめられ回収待ちのレベルになっている。街機能は正常化している。
茨城との県境にちかい植田町、佐糖町の勿来火発近辺、岩間町、小浜町など沿岸部は言うまでも無く津波
による全壊被害である。
［勿来火力発電所］ 停止もなく
無被害だが、防波堤は決壊し近
くの墓地は当然全倒壊、3m 程度
の津波かと思われる。ここに連
なる岩間町は防波堤が決壊し津
波にのまれた。
［岩間地区］ 堤防が根こそぎ流
さ れ て 道 路 の 向 こ う 側 に。 壊 滅

勿来火発

岩間地区

状態。若い奥さんの軽自動車の移動に JAFがちょうど到着した。殆どの車は整理されている。郵便配達の
バイクがガレキの中を走って行ったが、すぐに折り返してきた。http://www.youtube.com/watch?v=2bspSgtE9k

岩間地区

岩間地区

岩間地区
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［小浜地区］ 岩間地区から一山
隔てた小さな漁港と美しい海水
浴場がある集落。防波堤の一部が
決壊、防波堤を超えた津波は瓦葺
の古い住宅を破壊した。僅かな新
築木造住宅は全壊は免れ、CB 造
の車庫と新築したばかりの RC 住
宅はしっかりと建っている。この

小浜地区

小浜地区

小浜海水浴場 CB 造 RC 造

海水浴客用 RC 造トイレは防波堤の海側に建
つが無傷

RC 住宅のかたづけをしていた夫
妻に、通りすがりの知人が声か
けた。
「布団干してどこ持ってく
のーー ?」「避難場所にだーー」
「こ の 年 に な っ て、 ま た こ れ か
ら住宅直すのもなー

皆ーんな

居なくなってここだけぽつんと
残っても住む気にはなんねーな」

http://www.youtube.com/watch?v=hos4XAkwKEc

［コロンブス工法の建物］ 須賀川市郊外の PLG 社屋は木造 2 階建て。ログ風の建物。内部の資料、パソコ
ンが倒れた程度で建物の被害は皆無。建物と地盤との境にミリほどの隙間もなし。フローティング基礎ゆえ
に地盤と共に揺られるから杭基礎で頑張る建物とは全く異なる。
井戸を掘ってたことや、暖房は薪ストーブ 1 台のためライフラインの切断には影響されなかった。ガソリ
ン不足が最大の問題だった。
いわき市のダイソーにおいても同様に地盤と共に揺られるから、正面右端の地盤が 5センチ程度下がって、
水道管が断裂した程度で入口廻りや側面の建物と地盤の取り合い部分は何事も無い。
隣接の建材店（下右写真）は、杭基礎の為周辺地盤が約 20㎝下がり、各種配管は断裂、ポーチ階段の段差大。
道路沿いの大看板基礎廻りは 30㎝程度地盤が下がり、アスファルト舗装で段差解消の手当てがされていた。
また、いわき市内の殆どの建物は杭基礎なので、激しい地盤沈下による段差拡大が大きな残留被害となっ
ている。その点において、コロンブスの特性との差が大きい。

いわき市内

コロンブス基礎

いわき市内

地盤沈下で縦樋を補修

建物被害について概観
１． 木 造 建 築（在 来 木 造、 土 蔵
造 り な ど）で は、 古 い も の は 土

いわき市内

コロンブス基礎

台そのもの・土台近くの構造材
が湿気による腐朽と白アリによ
り、地震以前に耐力が無い状態
であったものが揺れによって破
壊された。基礎は大谷石等で造
られたものであるが損傷は受け
て無い。基本的に当初の耐力が
既に老朽化で失われていたこと
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土台の腐朽
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が直接原因であるから、もし土台の腐朽などが無かったらどうであったか……
明らかなことは、木造は基礎・土台周りに耐久性の全てがかかっていることを示
した。白アリ対策と内部結露対策にかかっている。
右の鐘楼は屋根瓦もしっかり、損傷は見られない。他にもいくつかあったが無
傷。
須賀川市内の鐘楼

２．瓦屋根はその工法上の弱点がいつものように露呈した。二階の棟瓦の破損→それが 1 階の屋根瓦を損傷
の図式が圧倒的。新しい桟瓦工法でしっかり施工されたと思われるものは無傷。それは、下部構造の耐震工
法がしっかりしていることにより揺れなどが軽減されたこととの複合結果であることは明らか。瓦屋根の熱
環境性能は極めて優れているし、地域性・歴史性を示す外観の価値も貴重。安易な排斥はすべきではない（…
下記、6 の吊天井に対する考察と矛盾するけれど…）

須賀川市

瓦屋根

須賀川市

瓦屋根

須賀川市

棟瓦の損傷

３．明らかに新しい木造建物は
外観上無傷が圧倒的。木造の耐
震化は明白に利いている。新築
の 殆 ど は ベ タ 基 礎 工 法 で あ り、
基礎と土台・柱の緊結がしっか
りしているため地滑り崩壊でも
基礎ごとそっくり移動し傾いて
いるがそのまま吊り上げて元に戻

須賀川市郊外

地盤崩壊

岩間

ベタ基礎

土台は残っている

せそうなくらい頑丈。右下は岩間地区で津波に流されたベタ基礎。上部構造は引きちぎられ土台と床板の一
部は付いている。
４．これは酷い、という損壊を
受けている建物は耐震基準以前
の構造及び古い木造で構造材が
腐朽しているもの、そしてかな
りいい加減な施工、液状化など
の地盤変形が重なったものに限
られる。

須賀川市

木造アパート正面

須賀川市

木造アパート液状化

須賀川市

RC 造

５．RC 造のせん断破壊等の致命
的被害を受けているのは旧耐震
のものに限られるであろう。新
しい建物には外見上の被害は見
られず通常営業されていた。左
は須賀川市役所の端部で 3 階の耐
震壁に損傷。

須賀川市役所
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６．新しい建物でもスーパーや
葬儀場で、外観は数か所ガラス
が割れる程度であっても、吊天
井の落下による被害が相当に多
い。茨城空港同様、以前から指
摘されている吊天井の問題は基
準法の根本的な見直しをすべき、
と思う。地震発生時の国会議事堂

須賀川市

新築斎場の天井

須賀川市

室外機の倒壊

での、シャンデリアの落下に議員全員が全注意を払っていたこと、九段会館の事故と合わせて見直すべきと
思う。取り付けられたもの、吊られたものは落ちる可能性を持つ。ならば、取り付けたり吊り下げる物を無
くすことが検討されるべき。取付方法の強化策は「想定外」には無力である。
７．建築物として構造的な損傷
を免れても、室外機等の外部付
属設備の破損により使えない事
例として、コロンブス工法で建
てられた「グループホーム

つど

い」のケース。
・ 外観に損傷は見えないが、数

いわき市

コロンブス工法

同左

ポーチのタイル

ヒビが入っただけ

か所のサッシがゆがみでロックできず、ガムテープ等で補強しているとのこと。
・ 屋上設置のエアコン室外機が故障（機器本体の倒壊か接続配管の破断などかは不明）
、ようやく通電さ
れても暖房できないので寒くて居られない。
・ 断水、停電により入居者はすぐに他の施設に移して施設は閉鎖している。
８．太陽光発電パネルの設置事
例は少ないが、しっかり屋根面
に残っていたのはすこし意外で
あった。
パワコンが損傷を受けていな
ければ最大1.5kwを予備コンセン
トから使えるとのことだが、停
電時に有効だった事例の調査報
告を知りたい。
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２日連続の防災シンポジウム ＠徳島
内野輝明
経緯
東日本大震災の二ヵ月後、東北支部総会に合わせた支部長会の被災地視察に四国支部から数名が参加、そ
の懇親会二次会で「フクシマトクシマの会」は発足した。東北復興の状況報告と、未被災地四国では「東海
東南海南海三連動大地震」への備えの意識喚起。いつも回線が開いた状態にしておくために、まずは共有ブ
ログを開設。お盆には阿波踊りに合わせて東北支部長、福島地域会長、また北陸、関東甲信越支部からも有
志にお越しいただいて報告会を。UIA 大会の際には、徳島県建築士会の青年部メンバーも交えて有楽町で懇
親会を開催。メンバーの一人、徳島県南の美波町役場職員の方から「防災意識の高まらない町民に、生の話
を聞かせて下さい」との申し入れで、双方が１月の 2 日連続の防災シンポジウムにむけて動きだした。その間、
10月に郡山であった全国伝統花火サミットに美波町が参加、
11月には福島地域会の「フクシマ復興支援会議」
に我々が参加、連携を強めてきた。
初日
1 月 13 日、福島の辺見地域会長、阿部さん、宮城の渋谷地域会長を迎え、県
南のミセヅクリの街並みや民家を見学。突堤で釣りを楽しむ現地の人を見て「こ
うして外を楽しめることがうらやましい」と辺見さん。美波町に入り城山から見
下ろす港町に被災地の姿を重ねて「きびしいですね…」
。シンポジウムは多くの
町民の皆さんで熱気を帯びたものに。
「文明の敗北（原発）を前にして、文明の改
革が必要」
「仮設住宅仕様書は、
『プレファブ協会仕様』から『福島県仕様』へ」
「む
こう三軒両隣、お隣さんとの関係が防災につながるんです」強い町、強い暮らし
へ。会場にいた人たちがその種となることを願う。

鞆浦港で釣人に話しかける辺見
さん。放射能汚染のフクシマを
思う

二日目そしてこれから
翌日は徳島市内で、徳島建築四会（学会・士会・事務協・家協会）
共催シンポジウム。東北のお三方の講演に先立ち、徳島大学大学院教
授、環境防災研究センターの中野氏による基調講演。地域防災会を結
成、運営して長い徳島県建築士会地域防災研究会会長中村氏による報
告の後、パネルディスカッション。
「防災→減災」
「普通に暮らすこと
の大切さ」
「仮設住宅地のシミュレーションを」
「建築士がいると復興
のイメージができ、役に立てる」
「避難場所になる学校の応急危険度
判定？」
「被災前のコミュニティを維持できる入居配置を」…。伝えた

美波町シンポを終えて。たくさんの町民の皆
さんですごい熱気でした

い、未被災地の礎になりたい東北の方々に来てもらって話を聞き、また、

話し合う。全国を行脚して、いろんな地域の人の意識をつなぎ、みんなが東北、福島を思い、地元を考えは
じめる機会にしてほしい。まずは一対一からですね。

2 日目

徳島市内のシンポジウムの様子
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東日本大震災の展望と課題
JIA 災害対策委員会・JIA 災害復興支援本部

森岡茂夫

東日本大震災は JIAにも大きな試練を与えました。岩手地域会の木川田常男会員と宮城地域会の佐々木文
彦会員そして渋谷尚会員が自宅や事務所を失い、また支援活動の最中、新潟地域会の住吉実会員が寄宿先で
急逝されました。住吉会員は、新潟県中越地震や能登半島地震・新潟県中越沖地震の際、常に献身的な支援
活動を実践してきました。まことに心が悼みます。
震災から 1 年、私たちは「この大惨事に建築家は何ができるのか？」を問いながら活動を続けてきました。
地震発生の翌日から福島地域会が行った応急危険度判定に始まり、宮城地域会も行政の要請を受けて応急危
険度判定や住家被害度調査・被災住宅相談を実施しました。当初はあまりメディアの報道はありませんでし
たが、時が経つにつれて関東近県の被害も徐々にあきらかになり、千葉地域会や長野地域会にも行政から支
援要請がありました。おそらく、この１年で支援活動を行った JIA 会員は延べ 1 千名をはるかに超えると思
われます。それでも、私たちにはまだ「この大惨事に建築家は何ができるのか？」というもやもやとした気
持ちが残っています。それは、国が行おうとする復興の道筋が未だ見えないのも大きな原因のひとつです。
2012年2月10日、政府はやっと復興庁を発足させましたが、
あまりに遅い対応、
と言わざるを得ません。阪神・
淡路大震災以降、JIAは災害のたびに特別委員会を組織してさまざまな支援活動を行ってきましたが、転機
となったのは、2004 年に発生した新潟県中越地震です。他団体とともに支援活動を行っていた今は長岡市
となった三島町から、全戸の被害度調査を行って欲しいと要請を受けたのです。無償のボランティアでは
なくて、事業としての委託でした。それを受けて JIAは、それまで特別委員会だった災害対策委員会を本部
の常置委員会として発足させ、災害行動マニュアルを作為して、震度 6 弱以上の大地震が発生したら直ちに
JIA 災害対策本部を設置することとしました。その理由は、震度 6 弱以上で建物は格段のダメージを受ける
からです。2004 年の新潟県中越地震から東北地方太平洋沖地震発生まで、わずか 7 年の間になんと 7 回も対
策本部を立上げました。そのたびに、被災地の会員が中心とって行政や他団体からの支援要請に対応し、災
害対策本部はその活動のサポートを行ってきました。
東北地方太平洋沖地震が発生した同じ年に、JIAは定款改定を決議し、あらたな事業として災害や復興の
支援活動が盛り込まれました。阪神・淡路大震災以降、JIAは主に行政や市民団体の要請に応じて支援活動
を行ってきました。しかし、今、私たちは新たな課題に直面しています。なぜなら、東日本大震災発生から
1 年が経過した今も、公益法人としての支援活動はどうあるべきかを考えるとき、実は、その答はまだ分かっ
ていないからです。東日本大震災の被災地はあまりに広域で、産業や経済基盤、地勢、文化や歴史的風土が
大きく異なり、求められる支援も一様ではありません。歴史的にも未曾有の自然災害に、さらに福島第一原
子力発電所事故という大惨事も加わりました。そのような極めて困難な状況の中で、被災地の会員は懸命に
そして献身的な活動を続けています。その一端を記録したのが、この報告書です。この報告書を検証しなが
ら、あらためて私たちはこのような大惨事に JIAは何ができるかを問わなければいけません。組織と資金の
見直しも急務です。これまで、大地震が起きるたびに会員にファンドを募り、災害対策委員会の活動と被災
地での支援活動はすべて災害ファンドから支弁してきました。しかし、これから始まる気が遠くなるような
復興への道のりを考えたとき、もうファンドだけに頼るわけにはいきません。したがって、災害時だけでは
なく、平常時の活動を支えるためには毎年の一般会計に活動費を計上することを提案します。また、大災害
に備えるためには、建物の耐震化や平時から市民参加型のまちづくりが不可欠であり、その啓発活動や JIA
CABE（建築・まちづくり助言制度）をすべての支部・地域会で推し進める必要があります。つまり、災害対
応型の組織とファンドを平時の活動を支える組織と会計にシフトするのです。この報告書がその契機となる
ことを強く願っています。

102

東日本大震災担当理事としての挨拶
「会員諸兄への感謝と期待を込めて」
JIA 災害対策担当理事

水戸部裕行

東日本大震災の発生直後より、本部・支部に対し全国の会員の皆様から安否を気遣う多くのメールや電話
が寄せられました。大変心強く感じると共に、全国単一会の有り難さが身に沁みる日々でした。震災発生の
翌日午前には、被災後の大混乱の中で、本部に芦原会長を本部長とする災害対策本部が立ち上がり、災害支
援活動がスタート致しました。翌週には極端な物資不足と交通事情の中にあって、庫川災害対策委員長を先
頭に災害対策委員の皆さんを中心として、全国の会員が応急危険度判定を初めとした被災度調査、建築相談
などの初期活動に献身的に関わっていただきました。その活動は６月までの長期間にわたり続けられ、数は
延べ千数百名に上ります。その功績に対し、昨年 10 月、JIAとして初めて国交省より感謝状を授与されてい
ます。
また、厳しい経済事情にも拘らず、全国各支部、地域会、個人名義で本部の災害ファンドと被災支部に対し、
800 万円を超える多額の寄付・支援金と救援物資が寄せられました。現在災害・復興支援活動を継続する上
で欠かせない力となっています。改めて会員の皆様に、心よりの敬意と深い感謝を申し上げます。
この未曾有の複合的な災害は、地震・津波に加え、原発の事故により一時国民を極度の緊張と恐怖状態に
おくことになりました、今後この影響は長期にわたると予測されます。いまだに多くの住民が避難生活を余
儀なくされている事実は、現在も地域の人々の心に深い影を投げかけています。
このような厳しい環境の中で、被災地の会員は懸命に戦っています。中でも福島地域会の会員は、置かれ
た現実を跳ね返そうと、施工会社に協力しながら木造仮設住宅の建設に幅広く係わり、大きな足跡を残しま
した。この経験は、近い将来予測されるこの国のどこかの震災時に必ず役に立つに違いありません。既に地
域会同士が連携するフクシマトクシマの会が結成され、東南海地震に備えた活動が始まっています。この運
動は全国に広まりつつあります。宮城地域会は石巻市北上地区での集団移転、国交省から受託した宮城県南
部の災害公営住宅の計画検討業務に取り組むなど、
具体的な復興に向けた懸命な活動を続けています。また、
岩手地域会は三陸沿岸部の被災地を隈無く回り、詳細な調査の報告を纏めています。また文化財等被災度調
査は本部の保存部会、再生部会を中心に関東、東北の会員が広範な地域で建築学会や建築士会と協力し、文
化財にとどまらず歴史的建造物の被災度調査を継続中です。
これから本格的な復興への動きが始まり、建築家としての力を必要とする場面が飛躍的に増えると予想さ
れます。被災地は長い再生への一歩をようやく踏み出したばかりですが、これまでの地道な活動を生かし、
全国の会員の協力を得て、
「創造的な復興」に向けて頑張っていただくことを期待しております。被災地は困
難な状況が続きますが、災害復興支援に会員の皆様には今後ともご協力と応援をよろしくお願い致します。
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