
東日本大震災 と「都市計画」が 果たした役割

日本大学理工学部土木工学科 特任教授
（一財）計量計画研究所 代表理事

岸井 隆幸

岩手県 宮古 59千人（-6.5％） 大船渡 41（-6.0） 釜石 40（-7.9） 陸高 23（-5.7） 大槌15（-7.5）

宮城県 仙台1046（+2.0） 石巻161（-4.0） 気仙沼73（-5.8） 南三陸17（-6.6） 女川10（-6.3）

福島県 南相馬71（-2.7） 浪江21（-3.3） 富岡16（+0.5） 大熊12（+4.7） 楢葉8（-6.0）

実数は2010年国勢調査人口 単位千人・（）内は2005からの人口増減率

人口減少の地方中小都市の被災

死者 19,729人 行方不明 2,559人 負傷 6,223人 （復興庁 関連死を含む）

全壊家屋 12万戸以上 半壊家屋 27万戸 一部損壊 73万戸

津波による被災（午後2時46分発災、30-40分で到達）

公営住宅 1.1万戸（3.0万人）仮設住宅 4.8万戸（11.2万人）民間賃貸 6.1万戸（15.6万人）

みなし仮設による対応



＜日本都市計画学会は、どのように機能したのか＞

3/11 東日本大震災 発災

3/14 特別委員会設置承認

3/15 HPにメッセージ掲載

3/16 国土交通省と意見交換

3/23 3学会長共同緊急声明

3/25- 会員からの提言募集

3/27-4/11 第一次総合調査団

4/26 建設関連7学協会長提言

4/29-5/7 第二次総合調査団

5/9-6/27 連続懇話会開催（9回）

5/27 学会総会で緊急報告会

6⽉以降 直轄調査作業監理（51名）

１ 一定の基準に基づいた広範な調査・情報整理を早急に実施すべき

２ ハードとソフトの適切な組み合わせを総合的な視点から評価・実

現

３ 市民・行政・専門家・企業・NPOなどが協働できる仕組みを

４ 専門家を一定期間現地へ派遣できる枠組みを構築すべき

５ 様々な地域間連携と息の長い取り組み・体制を実現すべき

参考：3/31 7学協会会長共同アピール

建設関連7学協会会長 4/26共同提言：政府あて



（1）安全再建を基本にしつつ、生活再建と生業再建を連携して進める地域復興

（2）被災・避難・土地条件の正確な情報に基づいた「夢を育む計画」と、コミュニ
ティを大切にした合意形成プロセスへの十分な配慮

（3）点の再興にとどまらない、連携広域地域の復興の実現

（4）現代の科学技術環境と社会経済環境を踏まえた復興計画

（5）防災施設と避難計画を反映した被災市街地の空間構造の検討

（6）復興進捗の「見える化」とスケジュールの明瞭化

（7）地域の記憶を未来に繋ぎ、風景に調和した質の高い公共空間や防災施設の整備

第二次総合調査団報告書：復興計画策定にあたっての基本的考え方



防災・復興問題研究特別委員会

委員長：鳴海 邦碩 大阪大学名誉教授

部会長：北原 啓司 弘前大学大学院教授
中林 一樹 明治大学大学院特任教授
苦瀬 博仁 流通経済大学教授
片山 健介 長崎大学大学院准教授
相羽 康郎 東北芸術工科大学教授

（肩書はいずれも当時のもの）

この他、土木学会・日本地域福祉学会と共同研究組織を設置

＜都市計画制度は、どのように機能したのか＞

3/11 東日本大震災 発災

4/14 東日本大震災復興構想会議

4/17 東電原発収束工程表発表

5/2 補正予算成立

6/24 東日本大震災復興基本法

6⽉以降 直轄調査開始

8⽉半ば 国土地理院地図提供

8⽉末 津波シミュレイション結果

11⽉ 第3次補正予算成立

12/27 津波防災地域づくり法

2⽉ 復興庁発足

3⽉までに 基本計画発表



東北津波被災都市 の 人口と被災者数（除く原発関連）

（岸井研究室調べ：2011.4.4 現在、各県HPより）

被災者率（死者・行方不明者・避難者数/ 2010国調人口）が高い市町村

陸前高田 77％ 大槌 72％ 南三陸 52％ 女川 32％
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大きく被災した都市

〇 5.6 現在の死者・行方不明者合計／2010年国勢人口が5％以上：県ＨＰ

女川町 11.4％ 大槌町 11.1 陸前高田市 9.5 南三陸町 6.7 山田町 5.0

〇 5.6 現在の死者・行方不明者合計が1500名以上

石巻市 5703名 陸前高田 2205 東松島市 1765 大槌町 1701 気仙沼1533

〇 用途地域指定区域の中の浸水率が50％以上 : 国土交通省発表資料

野田村 91％ 陸前高田市 86 南三陸町 85 新地町 85 東松島市 81

大槌町 74％ 石巻市 73 女川町 55

〇 用途地域指定区域の中の浸水面積が350ha以上

石巻市 2310ha 仙台市 990 多賀城市 540 塩竃市 490 気仙沼市 480

釜石市 390 岩沼市 370 大船渡市 350



国による復興手法調査

津波被災市街地の復興に向けた地方公共団体の取組を支援するため、

①被災状況等の調査・分析を行い、その成果を地方公共団体にも提供するとともに、

（63市町村）

復興計画の具体化に応じて国に求められることが想定される技術的助言等に即応できるよう、

②被災状況や都市の特性、地元の意向等に応じた市街地復興のパターンを分析し、

（43市町村）

③これに対応する復興手法等について調査・検討を行う。

（26市町村）
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＜建物被害＞ 木造は浸水深2ｍで全壊が急増 ⇒ 「高さ」が重要

浸水区域面積
（56,100ha）

⇩
災害危険区域
（2,820ha）



復興に関する市街地整備事業の実績

UR 支援
土地区画整理事業 65地区 1,890ha 59%

防災集団移転促進事業 321地区 820ha 21%

津波復興拠点整備事業 24地区 280ha 35%

公営住宅建設 約3万戸 仙台市を除く岩手・宮城の 約37％

* UR支援の状況 23の市町村から復興まちづくり支援を受託
15か所に事務所・ピーク時460名派遣
区画整理25か所、防集2600戸、復興拠点10か所支援

人口減少地方中小都市の津波による大規模被災と都市計画

即効性と永続性の相克：求められた「速さ」と「高さ」と「永続性」

「速さ」：がれき撤去・みなし仮設・土地問題・生業再建

「高さ」：L1（防災）とL2（減災）・高台移転 or 嵩上げ造成

「永続」：土地問題・意向変化・公営住宅・土地マネジメント

次に備える：此処より下に家を建てるな・幾歳経るとも用心あれ

「資源」：技術者・資金・事業手法・準備施策


