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頻発する自然災害と 
都市計画への考慮の必要性	

 2011.3　東日本大震災 
 2014.8　広島土砂災害 
 2015.9　関東・東北豪雨(鬼怒川決壊) 
 2016.4　熊本地震 
 2016.8　岩手・北海道豪雨 

・災害はまた起こるものと考える必要がある
(cf.気候変動で頻発化する水害)	
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事後的な復興政策だけでなく 
「事前復興計画」の準備を！	
 災害の被災は，既存の問題地区を一旦
クリアさせるという効果もある． 
  被災後に復興の方向性を議論し，合意を取
り付けることは困難 
  異論が出にくい「原状復旧」を行うことが精
一杯になる 

 復興事業は事前の問題を解決できない 
 被災前に地域の将来像を議論，合意形
成しておくことが大切⇒「事前復興」	
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従来：「復旧が復興の出発点！」	

100%復旧	
100%以上の
達成：復興	

まず復旧	
、続けて復興	

100%復旧	
100%以上の
達成：復興	

まず復旧、	
続けての復興は	
いずれにしても必要	

地域の	
活動レベル	
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縮小トレンド下での復興と復旧	

100%復旧	

復興	

復旧の水準は実現不可能であり、	
その水準に合わせて施設などを	
復旧することは、無駄になる。	

復旧は，復興
のための必要
条件ではない	
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「地域の将来像」の選択	

•  将来像の選択範囲と時間とのジレンマ	
•  政策を打つと，実現可能な状態はその方向に限定さ

れる	
•  政策の決定を引き延ばすと，実現可能な状態は減る	

被災後	
の現状	

被災前	
の状況	

100%復旧	

100％復旧政策＋追加
政策で到達できる状態	

「復旧」に限らず，全ての政策をすぐ
に実施すれば到達できる状態	

政策決定に時間を要し,スタート
が遅れた後に到達できる状態	 8	



2つの極端な復興提案	
•  評論家・政治家・外の人の【画期的復興提案】	

–  被災前の状況と乖離した目標像ほど「目新しく」見える	
–  被災前の地域社会の問題を一掃できるチャンス	
–  意思統一が困難であり，早期にスタートできない	

•  【100％復旧論】地元で受け入れられやすく，スタート容易	
–  被災前に存在した既得権,不公平の構造が温存（拡大）	
–  「同じ過ち」を繰り返すことになる危険性	
–  新しい時代の要請（環境,生活,高齢化）に対応できない	
–  財政支援をする「外部の人々」の理解を得にくい	

被災後	
の現状	

被災前	
の状況	

【100%復旧】	

100％復旧政策＋追加
政策で到達できる状態	

【画期的復興】	
の目標像	

スタートが難しく	
実現程度は小さい	

従来の価値観に基づく地域の望ましさ	

「復旧」に限らず，全ての政策をすぐ
に実施すれば到達できる状態	

新しい時代の
要請・価値観
に基づく地域
の望ましさ	
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中庸の復興策の必要性	
•  早期のスタートと，新しい価値の実現を両立	

– まずは復旧の方向で迅速にスタートする	
– 地域の将来像を「走りながら考える」	
– ソフトで対応できる部分はソフトで対応し,将来の方

向転換の余地を残す（ハードに頼り過ぎない）	

•  「50％復旧」から到達できる目標像と実現策	

被災後	
の現状	

被災前	
の状況	

50％復旧政策＋追加
政策で到達できる状態	

50%復旧	
新しい時代
の要請・価値
観に基づく望
ましさ	
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「復興の目標像」を決めるのは誰か？	

•  地方自治の原則に立てば，【地域の将来像】
はその地域の人々が決めるべき	
– より大きな地域や国から見た時の非効率,非合理

性は，「自治のコスト」としてある程度甘受すべき	
– 実際は，高齢者や一部の既得権者が政治力を持

ち，次の世代,新時代の要請に対応できない	

•  時間的制約や,地域外避難のために，地域住
民の合意形成が極めて困難である	

「 適な選択・完全な合意」は非現実的	
「悪くない選択・まずまずの合意」を目指せばよいのでは？	

自治を通して「学習」していく効果にも期待したい	
11	



陥りがちな議論：目標像＋道筋	

 明確な【目標像】を示すべきである 
その上で，到達する道筋を設計すべき 
着実に進捗管理をして進める 
  計画条件が明らかで，方向性もほぼ自明な
場合で無ければ，土台無理な話 
  「 適な計画が可能」というのは幻想？ 

 「悪くない選択・まずまずの合意」を目指
せばよいのでは？ 
 自治を通して「学習」していく効果にも期
待したいしたい	
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最適化よりもマネジメント	

 目的が自明ではない（不完備）	
  仮の目的を実行し、目的そのものも見直す循環プロセス	

 参画主体間の費用･役割分担	

 反対・非賛成の主体との調整	

  単一目的計画論から繰返しゲーム理論？へ	

一元的	
計画PLAN 

効率的	
実行DO 

目的設定	
PLAN 

政策実行	
DO 

政策評価	
CHECK 

改善	
ACTION 

間違わない（無謬）の	
行政主体が実施	

関係者（ステークホルダー）が，結集	
組替え，試行錯誤の中で知識を蓄積していく	 13	



この経験を生かすために	

•  「正しい選択」「完全な正解」がないとすれば	
– 間違いのない効率的な「上からの指導」は無理	

•  実践の中でそれぞれの立場で学ぶ	
– 一緒に考え，失敗し，学んでいく仲間	

•  三重県の職員は岩手県の職員と一緒に考える	
•  尾鷲市の職員は，大船渡市の職員と一緒に学ぶ	

– 類似する自治体のペアリング体制	
•  既存のつながりだけでは，抜け落ちが生じる	
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災害リスクマネジメントでの概念	
•  Hazard　外力 	 	　　　津波の大きさ	
•  Exposure　曝露 	　　　影響域の人口産業	
•  Vulnerability　脆弱性　　建物の構造など	
•  Resilience　回復性　　　　再建容易度・保険	

外力の発生 
と曝露	

脆弱性	
回復性	

社会経済活動のレベル	

時間	
直接影響の規模 
∝Hazard×Exposure×Vulnerability 	
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適応策のパターン	
•  物理的なハザードに対する適応策	
•  Hazardは確率的に決まっており，どうしようもない
(コントロール不可能)	

•  Exposure(曝露)を下げる　回避	
–  土地利用規制，高所移転，施設配置の見直し	
–  社会の在り方を変更する必要がある	

•  Vulnerability(脆弱性)を下げる　	
–  遮蔽，隔離，減勢，強度向上　(防潮堤)	
–  技術的適応策は，エネルギーや資金投入が莫大に	

•  Resilience(回復性)を上げる	
–  備蓄，多重化，バックアップ	
–  代替措置，保険	
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適応戦略の分類	
戦略	 考え方	 シベリア

春洪水	
シベリア冬
道路事故	

東日本大震災
津波	

原発事故	

ハザード	
リスク	

流氷と融水
の洪水	

薄い氷厚部の
破壊・車両水没	

大津波の来襲によ
る破壊と浸水	

原子炉破損と
放射能の放出	

ハザードの
縮小化	

ハザードを人工
的に小さくする	

上流の氷
の爆撃	

車両重量制
限，間隔制限	

(不可能)	 原子炉を小
さくする	

リスク回避
(長期)	

曝露の大きい場
所を使わない	

高台移転	
集落移転	

橋・トンネル
を作る	

高台移転	 原発周辺を
居住禁止	

リスク回避
(短期)	

一時的に避難す
る	

事前避難	
	

使用期間の
制限	

事前避難	
避難ビルタワー	

事前避
難？	

リスク軽減	 脆弱性を小さく	 河川堤防	 氷厚増強	 防潮堤，強化	 格納容器，
防護壁強化	

リスク分散	 社会的影響軽
減	

春夏の2重
居住	

2台で走行	
物資の備蓄	

高台・海岸の2
重居住	

防護服・ヨウ
素剤配布	

事後対応	 回復力を上げる	 救命ボート	 ボランティア	 放射線医療	

ファイナンス	 回復財源確保	 貯蓄(保険)	 (保険)	 地震保険	 ？	



脆弱性を下げる対策の限界	

•  従来の防災対策は，想定したハザードに対
する脆弱性を下げるための政策	
– 想定以上のハザード（超過外力・計算外）の問題	

•  超過外力発生が予知できるか？	
•  超過外力発生が伝達できるか？	
•  行動を変化させることができるか？	

– 想定しなかったハザード(想定外)という問題	
•  思考停止になる．	

–  経験的科学の限界とシミュレーションの必要性	



曝露のコントロール：	
危険な場所（時間）の利用を防ぐ	
1)自然災害に対する危険場所の限定（空間的回避）	

–  自然災害ハザードの物理的過程の特徴	
–  蓄積によるポテンシャルの上昇と，引き金による解放	
–  危険場所の想定による地価の低下	

•  土地利用制限と災害保険	

2) ぎりぎりまで危険を冒す行動の抑制（時間的回避）	
–  リスク的な行動の希少性と利益率（紀伊国屋文左衛門）	

•  リスク的行動のメリットを打ち消す仕組み	
•  非常時前にサービスを打ち切る，料金を上げる	

–  避難の意思決定と相互作用	
•  負の外部性と社会的な政策の必要性	
•  避難行動への褒美	



社会システムの適応力	
（レジリエンス）	

1)回復力への注目	
l  特定のハザード以外にも効果があることが多い	
l  ソーシャルキャピタル，ボランティア，ファイナンス：余裕	

2)生業，生活，社会システムの変化過程と適応	
–  経験的な進化による適応過程	
–  環境への過度な適応で，新変化への対応は困難に	

3) 計算外・想定外対応のためのアプローチ	
–  安定性の破綻の可能性の認識	

•  前兆の認識と非常時への切り替え	

– 行動の単純化と対応を考える時間を作ること	
–  実行困難な 適策より，実行可能な次善の方策を	
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内閣府中央防災会議(中防)	

•  平成23年6月26日　津波災害に対する想定の
中間とりまとめ	

•  地震・津波の想定	
– これまで：周期性があり、切迫度の高い地震・津

波を想定（東海地震、関東直下型地震、宮城県
沖地震)　レベル1の地震・津波	

– 今後：あらゆる可能性を想定した 大級の地震・
津波を想定する(東北地方では今回の地震、東
海・東南海・南海・日向灘の連動型地震)レベル2
の地震・津波	

23	



海岸防護施設の考え方	

•  海岸防護施設は、頻度の高い津波(レベル１)
に対応するため、整備する	

　　(従来の高さ＋地殻沈降分を整備)	
•  大級の地震・津波(レベル２)の対策	

– 海岸防護施設の対応(従来の防災)だけではむり
で，住民の避難を軸としたソフト対策(減災)	

– 巨大地震・津波に対しても、壊れないようにする
(粘り強さ)	

– 【多重防御】	
24	
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津波防災地域づくり法(23年12月）	
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レベル1防護施設×レベル2津波	

29	



危険地域からの移転の推進策	
•  防災集団移転促進事業	
•  土地区画整理事業	

30	



防災集団移転促進事業と課題	

5戸以上の合意が必要 
従前の土地に対しては，災害危険区域（建築基準法39条）
の指定が必要で，住宅の建設ができなくなる．	 31	



土地区画整理事業と課題	

「減歩」の前提となる従前の土地の評価をどうするか？ 
危険性がある｢防災公園｣に対して，公的な支出が認め
られるのか？	

これまでの，利用度を基準とする評価方法では困難	
縮小期の制度がない	 32	
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宮城県気仙沼
市の例	

34	



宮城県気仙沼市	
(復旧復興計

画段階)	

35	



36	



災害復興公営住宅(内湾地区)	
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http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/
s105/010/010/010/010/010/030/1425868024992.html	

2016.6月	

2016. 
10月	

全部埋
まるの
か？	



防災集団移転事業（大浦地区）	
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気仙沼市HPより： 
http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s109/010/020/010/010/ooura.JPG	

造成地がす
べて埋まる
のか？ 
地区施設が
維持可能
か？ 
病院・市内ま
ではどうする
か？	



気仙沼市立病院高台移転	

39	

気仙沼市立病院HP 
http://www.kesennuma-hospital.jp/pdf/genkyou201503.pdf	



気仙沼市立病院高台移転	

40	

気仙沼市立病院HP 
http://www.kesennuma-hospital.jp/pdf/genkyou201503.pdf	



バス路線再編問題	

41	



多くの復興事業でみられる課題	

•  目的のアンバランス：津波安全性の突出	
– 他の災害への危険性：土砂災害，盛土の破壊？	
– 新市街地の持続可能性の欠如（分散，傾斜地)	

•  想定を下回る入居者・移転者	
– 居住再建までの時間と関係	

•  莫大なコスト（社会的費用，多重ローン）	
– 地域に対する施策か，個別世帯への施策か？	

•  L1防潮堤背後地の活用問題	

42	
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44	
居住誘導区域は，実質「第2の線引き」	



居住誘導区域の設定要件	
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居住誘導区域の設定要件	

46	



居住誘導区域の設定要件	

47	



居住誘導区域の設定要件	

48	



基本的な考え方	

49	中井検裕教授発表資料より	



これまでの実例	
•  土砂災害の場合　箕面市	
•  津波浸水の場合　藤沢市	
•  河川洪水の場合　花巻市	

50	

中井検裕教授 
発表資料より	
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縮小に対応した制度の欠如	

 これまでの都市計画などの制度は人口
，土地，利用密度の量的な上昇が前提 
 量の拡大を伴わない質の向上を評価す
る方法の欠如 
  結果として，縮小の制度が皆無 

 都市郊外住宅地の撤退問題など，災
害が無くても考えておくべき課題だった 
 コンパクトシティー論の本質	
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根本的な課題	
•  資産価値の低下を受け入れられるか？	

– 線引き制度を導入時に，保全区域が設定で
きず，「市街化調整区域」との2区分になった	

– 10年以内には無理だが，条件が整った後には
市街化するという意味の地域	

•  立地適正化計画の居住促進地域は，本来
の市街化区域に戻すチャンス	
– 地権者の合意が得られず，有効には利用され

ない？	

•  行政が0-1的に規制をすることは困難	
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市場ベースの誘導（保険の活用）	

•  行政が0-1的に「規制する」ことは困難	
•  合理的な経済行動の中で，リスクの高いと

ころへの立地が少なくなる仕組みを考える	
– リスクが高い場所は，強制的に高い保険料を

強制で加入させる	

•  実際の発生リスクのカバーよりも，土地利
用の誘導のための情報提供機能に期待	
– 保険業界・住民が理解できるハザードマップ	
– 確率情報を反映したマップの作成・表示法	
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東日本大震災の事例は	
参考になるか？	

•  地域負担なしの復興予算の功罪	
– 「金の出し手」の決定権・時間スケール	
– 地域の細かな課題・合意より原則論・一般論	

•  今後の災害（南海トラフetc）には財源なし	

•  災害前から，地域を長期的にどうしたいの
かを議論しておくことが必要．	
– 事前復興の議論への期待	
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ご静聴ありがとうございました	

mokmr@m.tohoku.ac.jp	
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