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This research aims to clarify the relationship between resettlement process and community building after the typhoon 

disaster Yolanda in Tacloban, Philippines. The community involvement in resettlement process, the situation of physical 

and social environments in resettlement sites were analyzed though field work. 1) From the interview survey, it was found 

that community involvement was not conducted in housing design and site planning process. 2) From the interview and 

site survey, the relationships between common space, facilities and community activities were identified. 3) It was 

suggested that sweat equity and keeping free spaces could be useful in the resettlement process after the disaster. 
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1. はじめに 

2013年11月8日にフィリピン中部の東ビサヤ地方に上陸した

台風第30号（現地名：Yolanda）は、記録的な規模の暴風、高潮、

高波により、フィリピン中部の広範囲にわたって大きな被害をも

たらした。レイテ湾では5m以上の高潮が発生し、州都タクロバ

ン市では市街地を含む沿岸の低地が浸水した。沿岸地域は、高床

式のバラック住宅が多く立地していたこともあり、死者2,603人、

行方不明者594人、全壊12,270戸、半壊・一部損壊46,553戸と

いう壊滅的な被害を受けた 1)。全壊した住宅のうち、約90％が低

地の沿岸地域にあり、影響を受けたコミュニティは主にインフォ

ーマル居住者であった 2)。 

 タクロバン市では、沿岸地域を居住禁止区域（NDZ：No 

Dwelling Zone）とし、内陸部の再定住地への移転を中心とした復

旧復興が行われている。他の国においても、津波や高潮などによ

り沿岸地域の居住地が被害を受けた場合、またその地域が NDZ

に指定された場合、住民移転を伴い内陸や高台に再定住地が建設

されることがある。しかし、移転した住民が新たな環境に適応す

ることが難しく、数年後に元の被災した沿岸地域に戻ったことが

報告されており 3)、いかにして住民を定住させるかが課題である

と言える。 

 既往研究 4)5)では、成功事例となった再定住地の住民の定住要

素として、生活・仕事（生活を支える満足な仕事があること）、

物理的環境（再定住地の立地、規模、住宅形式、生活関連施設が

満足いくものであること）、社会的環境（コミュニティ構築と維

持、近隣付き合いが満足いくものであること）が示されている。

コミュニティ再生の観点では、仮設住宅の施設や空間がコミュニ

ティ構築やそこに住む人々の生活に様々な形で影響を与えるこ

とが指摘されており 6)、物理的環境と社会的環境の関係が重要で

あると言える。また IRP7)では、「コミュニティ関与は被災後の復

興において重要であり、近年の災害復興に関する文献では、コミ

ュニティの参加率が高い程、より良い復興が達成できると示され

ている」と述べられている。すなわち、再定住地での定住に繋げ

ていくためには、社会的環境の形成に配慮した物理的環境の形成

と、移転プロセス(1)における住民参加やコミュニティ関与が行わ

れることが重要であると考えられる。 

 再定住地移転に関する既往研究としては、インドネシア・フ

ローレス島における復興から 8 年後の定住状況に関する研究 3)、

スリランカにおける再定住地移転後の実態と課題に関する研究

4)がある。本研究で対象とするフィリピン・タクロバンにおける

台風第30号被災後の復興を取り上げたものとしては、再定住地

移転プロセス初期段階（被災からの2年間）の実施状況と課題に

関する研究 8)、3種の住宅再建プログラムのメカニズムとそのギ

ャップの評価に関する研究 9)があるが、移転プロセスにおける具

体的なコミュニティ関与とその影響については明らかでない。ま

た、GMA Kapuso Villageを対象に再定住地の住居とファサードを

類型化した研究 10)があるが、外部空間がどのように活用されて

いるか、社会的環境との関係については分析されていない。 

 以上の背景から、本研究では、被災者の再定住地への移転を基

本政策としているフィリピン・タクロバン市を対象として、定住

につながる移転プロセスとコミュニティ構築の関係について考

察する。具体的には、まず台風第30号被災後の国およびタクロ

バン市の復興方針においてコミュニティ関与がどのように位置

付けられているかを確認したうえで(2 章)、タクロバン市の再定

住地移転プロセスとコミュニティ関与の実態を明らかにする(3

章)。次に、早い段階で移転が行われた再定住地 GMA Kapuso 

Village を事例に、物理的環境と社会的環境の関係をみる(4 章)。

最後に、移転プロセスにおけるコミュニティ関与が移転後のコミ

ュニティ構築に与える影響について考察を行う(5章)。 
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 研究の方法として、タクロバン市の復興・再定住地移転に関す

る資料の分析と、2017年9月に関係者へのヒアリング調査(2)、再

定住地の現地踏査(3)を行った。 

 

2. 復旧復興政策の体制・方針とコミュニティ関与の位置づけ 

本章では、復旧復興政策の経緯および体制を把握したうえで、

国とタクロバン市の復旧復興計画におけるコミュニティ関与の

位置付けを明らかにする。 

2-1. 復旧復興政策の経緯 

表-1 に、台風第 30 号被災後の復旧・復興政策の経緯を示す。

また、復旧復興計画の体系を図-1に示す。 

 復旧復興担当大統領補佐官室（Office of the Presidential Assistant 

for Rehabilitation and Recovery:OPARR）は、国家災害リスク削減

管理委員会（National Disaster Risk Reduction and Management 

Council: NDRRMC）、主要官庁と共に地方自治体（Local 

Government Unit: LGU）の復旧復興計画の調整を行うこと、復旧

復興計画の予算化を支援することを目的として設置された 11)。

OPARRの任務は、全面的な戦略ビジョンをまとめ、短期、中期、

長期の計画とプログラムを統合することであった。 

 ヨランダ復興支援計画（Reconstruction Assistance on 

Yolanda:RAY）は、国家経済開発庁（National Economic and 

Development Authority: NEDA）が主体となり作成した国の復興計

画である。RAYでは、復興のための基本的な原則と必要な資金、

復旧復興のための大統領支援（Presidential Assistant for 

Rehabilitation and Recovery: PARR）の役割について説明されてお

り 12)、PARRは、総合復旧復興計画（Comprehensive Rehabilitation 

and Recovery Plan：CRRP）の起草と策定のための政府とLGU間

の相互調整だけでなく、政府機関間の調整も重要な責務としてい

る。CRRPが承認されたことで、計画は、インフラ、社会サービ

ス、住民移転、生計、支援クラスターの5つの主要項目で行われ

ることとなった 13)。その後、被災地の状況が正常化したため、

PARRの機能はNEDAに移管された 14)。 

2-2. 国の復旧復興計画 

 RAY12)は、被災地の復興を導くための国の戦略的計画であり、

その目的は、経済社会的状況を少なくとも台風前の水準またはよ

り高い水準にすることである。方針では、中央における調整の監

督と地方レベルでの柔軟な実施を組み合わせた制度的取り決め

が必要であるとされている。RAY では、政府機関、国際機関、

市民団体、民間企業との連携は政府が定めた共通の目標に基づい

て行われるとともに、実施については、地域の状況に対応し、コ

ミュニティの関与、持続可能性の促進を確保するためにLGUの

責任とすると示されている。このようにRAYではコミュニティ

関与の確保が明記されている。 

 CRRP13)は、RAYで示された政策方針に基づいており、特定さ

れたニーズを満たすプロジェクト、プログラム、および活動を提

供するものである。また、実施方法の詳細を提供し、実施する国

の機関の方針を示している。RAYと同様にCRRPでも、復旧復

興の実施においては地域社会の文化、状況、能力など地域の条件

を考慮してプログラムやプロジェクトを特定することが強調さ 

【表-1】台風第30号被災後の復旧・復興政策の経緯 

2013.11.08 台風上陸 

2013.11.11 大統領が国家非常事態宣言を発令 

2013.12.06 大統領府が大統領補佐官室（OPARR）を設置 

2013.12.18 大統領府がヨランダ復興支援計画（RAY）を発表 

 OPARRが地方自治体に復旧復興計画の作成を指示 

2014.01 復旧復興のための大統領支援（PARR）運用開始 

2014.08.01 OPAARが総合復旧復興計画（CRRP）を大統領に提出 

2014.10.29 大統領がCRRPを承認 

2015.04.22 PARRの機能をNEDAに移管 

（出所：著者作成） 

 

 
【図-1】台風第30号被災後の復旧復興計画の体系 

（出所：NEDA(2015)”The RAY: Implementation for Results” 

（著者一部加筆）） 

 

れており、実際の実施は州および市レベルで準備された復旧復興

計画によって補完されるものとして、LGU に委ねることが明示

されている。 

2-3. タクロバン市の復旧復興計画 

 タクロバン市は、首都マニラから南東に約 580km、フィリピ

ン中部レイテ島北東部に位置し、レイテ湾沿いにある港湾都市で

ある。レイテ州の州都として、商業・政治・観光の中心であり、

経済的なハブ機能を有する。 

 タクロバン復興復旧計画（Tacloban Recovery and Rehabilitation 

Plan：TRRP）2)は、国連人間居住計画（UN-Habitat）、国連開発計

画（UNDP）による技術支援のもと、2014 年 5 月に策定された

計画である。TRRPは即時の行動と運営戦略を示し、復旧復興に

向けて市や人々を導くためのものであり、市の特徴を考慮した長

期的な開発方針からなる。新しい建物の開発規制では、より安全

な地域の成長と将来の建設のための規定を示し、ハザードマップ

に基づきNDZを設定して全ての住宅の建設を禁止している。さ

らに、標高5m未満の土地での建物の建設は、低密度・低層の開

発に限定されている。サン・ファニーコ海峡沿岸地域は、保護の

ためにマングローブを再植林するとされている。また方針では、
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人々の参加（国家、地方、関係する全ての機関、特にコミュニテ

ィとの関わりを重視）、建築規制（建築法のローカライゼーショ

ン）、住宅土地利用規制委員会ガイドラインに沿ったゾーニング

等が挙げられており、TRRPでもコミュニティ関与が謳われてい

ることがわかる。 

 

3. 再定住地移転プロセス 

3-1. タクロバン市の再定住地移転政策 

 タクロバン市の再定住地移転は、住民が避難所やテントに滞在

した後、市北部の仮設住宅に入り、その後、新しい生活に適応し

やすいようになるべく近くの再定住地に移転する方針がとられ

た。市は36のBarangay(4)にまたがる危険区域から約14,500世帯、

8万人を移転させることを目標にし、2015年11月時点で、21の

再定住地、14,433 戸の住宅の建設を計画した 15)。2017 年 9 月時

点では、14 の再定住地がほとんど完成し、市北部の人口は、移

転が始まる時点の13,000人から大幅に増加して約11万人に達し

ている(5)。 

 再定住地の位置を図-2 に示す。建設主体に着目すると、再定

住地の種類は、①NHA再定住地、②市とNGO協同型再定住地、

③NGO独立型再定住地に分類される。 

 ①については、国家住宅庁（National Housing Authority：NHA）

は再定住地における住宅提供の最大組織であり、13,000戸以上の

住宅建設を計画している。NHAは市と協力して土地の状態を評

価し、建設用地と請負業者を決定する。請負業者はNHAより建

設資金を受け、用地整備と国の住宅設計基準に即した住宅建設を

行う。市北部における最初のNHA 再定住地は 2014 年中頃に完

成し、移転が始まった。 

 ②の市とNGO協同型再定住地の場合、市は用地を提供し、 

 

 

【図-2】タクロバン市の再定住地 

（出所：TRSDG(2014)（著者一部加筆）） 

NGOは国家建築法と住宅設計基準に沿って住宅を準備する。市

とパートナーシップを持つNGOは1,600戸以上の住宅建設を計

画している。再定住地移転者の選定基準は、1）高潮の危険性の

高い地域に住む世帯、2）住宅が全壊した世帯、3）世帯合計収入

が月額10,000PHP未満のインフォーマル居住者、4) 脆弱な世帯、

5) 大人の兄弟または親戚に放棄された子供と孤児であった(6)。 

3-2. NHA再定住地の移転プロセス 

(1) 用地と住宅 

 NHA再定住地の用地計画は、NHAの様々な住宅開発プロジェ

クトの実施におけるガイドライン 16）に基づいて行われた。ガイ

ドラインでは、住宅用地は既存の政府の規則と規制に対応し、住

宅開発に関する多くの社会環境問題を考慮して選定することと

されている。住宅の設計基準は台風被災後に改正され、新たに開

発された住宅は、コンクリート製長屋式で、各住宅の1階床面積

は22m2、ロフトスペースは11m2となっており(7)、民間建設業者

によって建てられる。 

 事例として、Villa DianaとRidgeview Parkについてみる。Villa 

Diana と Ridgeview Park は、それぞれ市北部郊外にある

Barangay101（New Kawayan）とBarangay97（Cabalawan）に建設

された。住民は被災前、市中心部周辺の沿岸地域に住んでいたが、

再定住地への移転方法としては個別移転が行われ、各世帯が異な

った地区から移住した。2017年9月時点で、Villa Dianaは計画さ

れた409戸全ての住宅が完成済みである。Ridgeview Parkは2,000

戸の住宅建設が計画されており、住民の移転は2014年11月頃に

始まり、2017年9月時点でも進行中である。 

 居住空間はワンルームで壁や間仕切りなどはなく、台所、ボッ

クス型のトイレ・シャワー（約2m2）が配置されている。また階

段が設置されており、ロフトスペースに上がれるようになってい

る。バックスペースは屋外で洗濯するためや物置として使われて

いる(8)。 

(2) 移転プロセス 

 ヒアリング調査(9)では、NHA 再定住地の移転プロセスに関す

る問題点が明らかになった。第一に移転の遅れである。NHAは

多くの請負業者を招き、基準や予算を設定し、入札プロセスを実

施しなければならず、実際に住宅建設が始まるまでには被災から

約1年もかかった。第二に、予算配分は純粋に住宅のためだけで

あり、コミュニティ施設などの予算は別の機関に与えられたため、

再定住地に必要な電気や水を提供することも大きな課題となっ

た。第三に、住民は被災前の地域から離れることを望んでいなか

ったため、移転への理解を得ることも課題であった。第四に、請

負業者、下請け業者がそれぞれ利益を得るために住宅の質が落ち、

住宅のデザインにも住民からの不満があるとの指摘もあった。現

地踏査を行ったNHA再定住地では、住宅が狭いために住民が独

自にエクステンション（住宅の前に壁、塀、柵を設置してプライ

ベート空間を確保すること）を行った住宅が複数みられた。 

(3) コミュニティの関与 

 ヒアリング調査(10)からは、NHAによって提供される再定住地

では、住民の声は意思決定プロセスには含まれず、住民は計画策

定（地区の空間計画、住宅設計）に関与していないことがわかっ
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た。住宅設計では、住民による変更のオプションはなく、デザイ

ンは標準化されている。ただし、住民との話し合いの場が全くな

かったわけではなく、NHAのコミュニティ関係スタッフやプロ

ジェクトスタッフがバンクハウスに滞在する世帯との話し合い

に参加して、用地開発、住宅建設の状況やなされている提案など

を伝えることがあった。また移転前に、建設中の再定住地に住民

を招いて、住宅の機能や入居ルール、施設、交通手段について議

論されたところもあった。 

3-3. 市とNGO協同型再定住地移転プロセス 

(1) GMA Kapuso Villageの概要 

 本節では、市とNGO協同型再定住地の移転プロセスについて、

GMA Kapuso Village（GMAKV）を事例にみる。GMAKVは、タ

クロバン市の北部郊外にあるBarangay106（Santo Niño）に建設さ

れ、市内で被災者に最初に与えられた再定住地住宅である。住民

は被災前、南に約 20km の所にある沿岸地域 Barangay88（Santo 

Jose）に住んでいた。2017年9月時点で、計画された403戸全て

（内3つが事務所、2つが空き家）の住宅が完成済みで、398世

帯、3,000 人以上が住んでいる。国内大手のテレビ局が運営する

NGO組織であるGMA Kapuso Foundation（GMAKF）からの資金

支援を受けている。 

 GMAKVは、2014年2月に建設が開始され、2014年8月頃に

最初の住宅が完成して移転が始まった。これはタクロバン市にお

ける最初の再定住地移転であった。2015 年 5 月には全ての住宅

が完成し、住民に引き渡された。 

(2) 用地と住宅 

 GMAKVの用地は市がGMAKFに提供したが、所有権は現在

も市にある(11)。この用地は、台風前に危険区域から人々を移転さ

せるために市が確保しており、農地として使用されていた。全体

の面積は 3.5ha で、各住宅の敷地面積は 50m2である。建設され

た住宅は、NHAによって設定された設計基準に従っている。住

宅は、建築面積 42m2の床面積を持つ鉄筋コンクリート構造の 1

階平屋長屋式で、民間建設業者によって建設された。提供される

住宅内部に壁はなく、各世帯がそれぞれベニヤ板などで間仕切り

を作り独自にレイアウトを行なっている。バックヤードには台所

が設置され、洗濯するための空間としても利用されている(12）。 

(3) 移転プロセス 

 GMAKV への移転には集団移転方式がとられ、全ての世帯が

Barangay88 から移転し、NDZ に指定された住民は優先的に移転

できた。移転者は市の選定基準に加えて、GMAKFの独自の選定

基準により選ばれた。GMAKF の選定基準は、被災前に

Barangay88に住んでいたこと、GMAKVの住宅はNHA住宅に比

べて大きいので7人以上からなる大家族であること、公務員は高

所得者が多いため公務員以外であることであった(13)。 

(4) コミュニティ関与 

 ヒアリング調査(14)によれば、GMAKV の住民も移転プロセス

（地区の空間計画、住宅設計）には関与していないことが明らか

になった。GMAKFによって提供された計画やデザインは最終的

なものであったので、住民の意見が反映されることはなかった。 

 しかし、住民は、スウェット・エクイティにより建設に参加す

ることができた。これは500時間の建設工事を提供する労働者と

して働くことで住宅が無償提供されるもので、移転住民（世帯の

男性）にとっては一時的な収入（250PHP/日、熟練労働者は 350

～400PHP）を得ることができた 9)。加えて、この活動は、移転

住民が隣人を知る機会となり、コミュニティの問題を知ることも

できる効果があったことがヒアリングで指摘された(15)。 

3-4. 総合的計画の策定と再定住地移転の関係 

(1) タクロバン市の総合土地利用計画 

 LGUは、総合土地利用計画（Comprehensive Land Use Plan ：

CLUP）の策定が義務付けられている。CLUP は対象期間が 10

年で、長期の土地の開発と管理計画、ゾーニング計画条例から構

成され、インフラ、ユーティリティ、施設、環境、経済開発の方

向性を示す有効なツールとなる 11)。 

 台風がタクロバン市を襲ったとき、市の CLUP では居住地の

危険地域が特定されていたが、ほとんどが高潮によって浸水した。

これは CLUP を見直す必要があることを示すこととなった。国

は各LGUに対し、CLUPを改訂するように指示し、計画策定プ

ロセスにおいては気候変動を考慮したハザードアセスメントの

実施と市民参加を義務付けた。市は国際協力機構（JICA）等の

支援を受け、2017-2025年を計画期間とする新しい CLUPを作成

した。改訂作業では、高潮や洪水の被害を受けやすい地域を見い

だし、対策を練るハザード分析を計画策定に取り入れることと、

市民参加が重視された。具体的な手法としては、市の担当者がコ

ミュニティを訪問し、市民に災害の経験を尋ねることで分析結果

を再確認するデータ収集が行われた。また、計画策定段階では、

エリアマネジメントがJICAから提案され、ワークショップを開

催しながら改訂を行うことになり、1,500 人以上が参加した(16)。

新しいCLUP17)は2016年7月に策定された 18)。 

(2) タクロバン北部統合開発計画 

 タクロバン市は、実際の再定住地の課題を踏まえて、短期から

長期的にコミュニティを移転させ、市北部でより現実的な開発を

進めていくために、2016-2018年の3カ年計画としてタクロバン

北部統合開発計画（Tacloban North Integrated Development Plan：

TNIDP）19)を策定した。これまでの市の計画 TRRP は国の計画

RAYに基づいていたが、TNIDPは国のプログラムと地方のニー

ズのギャップを埋めることを目指し、抽象的で初期的であった

TRRPをより深く長期的に運用するための計画となっている。主

な計画内容は、土地利用政策、設置するインフラ（飲料水、電気、

下水システム等）、都市サービス（学校や保健医療等）、生計およ

び雇用機会の支援方法等についてであり、多岐に渡る内容である

ため、市政府だけでなく公共事業道路省、社会福祉開発省、教育

省、保健省などの政府機関も関与している。 

(3) 総合的計画と再定住地移転の関係 

 CLUP が改訂されるまでは復旧復興の個々の事業は別々に行

われており、実際に CLUP 改訂前に建設が始まった再定住地も

ある。すなわち、総合土地利用計画である CLUP と再定住地を

含む個別事業がより広域的な土地利用の面で結びついていない

ことが指摘できる。このことは、再定住地に移転した住民の様々

な生活再建の問題（生計、教育、買い物等へのアクセシビリティ
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不足やインフラ整備不足など）として顕在化することになった。

このことがTNIDPの策定に繫がることとなった。 

 

4. 移転後の再定住地における物理的環境と社会的環境の関係

-GMA Kapuso Villageのケーススタディ- 

 本章では、早期に再定住地移転がなされたGMAKVを事例に、

再定住地の物理的環境と社会的環境の関係をみる。 

 そのために、既往研究においてコミュニティ構築に関連する要

素として示されているもの(17)を整理し、物理的環境として①共用

空間、②施設、③空間構成、社会的環境として④コミュニティ活

動、⑤住民の積極性と定住意識に関する調査項目（表-2）を設定

した。その上で、現地踏査、コミュニティ・リーダーへのヒアリ

ング調査を行い、①②③と④⑤の関係について分析を行った。 

 

【表-2】再定住地における調査項目 

①共用空間 

  

・共用空間の有無 

・住宅前のファサード・オープンスペースの状況 

②施設 ・集会機能を持った施設の状況 

③空間構成 ・街路と住宅配置の状況 

④コミュニティ

活動 

・住民組織の現状 

・コミュニティ活動の現状（食事会、花緑系、維持管

理系、セミナー系） 

⑤住民の積極性

と定住意識 

・組織・活動への参加状況 

・再定住地への定住意思 

（出所：著者作成） 

 

4-1. 共用空間との関係 

 GMAKV では、数か所の余剰空間が確認された。余剰空間は

ガーデン・スペースとして野菜や花が植えられており、野菜など

の収穫物は住民でシェアされる。また、GMAKV の入り口にも

広い余剰空間（写真-1）があり、コミュナル・ガーデンとして活

用される予定である。これは GMAKF や市によって計画的に配

置されたものではなく、移転後に余剰空間の活用方法を住民側が

提案したものである。その目的として、ガーデンでの活動を通じ

て、住民同士が知り合い、結束を強めるなど関係を構築していく

ことが考えられている(18)。 

 また、GMAKVでは住宅前にオープンスペース（写真-2）が確

保されており、近隣住民同士で会話するなど交流を深める空間と

して機能していることがわかった(19)。GMAKV では住宅の規模

がNHA再定住地に比べて十分に確保されているため、景観を維 

 

  

【写真-1】余剰空間    【写真--2】オープンスペース 

（出所：いずれも著者撮影（2017年9月7日）） 

持する目的もあってエクステンションを禁止している (20)。 

4-2. 施設との関係 

 GMAKV には、多目的集会施設、ヘルスケア・センター、小

中学校、デイケア・センター、公園（バスケットボール・コート）

がある。集会施設は教会の代わりとしてや会議室としても使われ

る。また水供給のためのウォーター・ディスペンサーも設置され

ている。これらの施設の管理には住民組織が関与している。また、

住民は将来に向けた施設の改善（ランドリーショップの建設等）

も要求している(21)。 

4-3. 空間構成との関係 

 再定住地の空間構成について、街路と住宅の配置の関係をみる

と、図-3にみられるように4つのパターンがみられた(22)。住宅前

のオープンスペースでは植栽やテント、ベンチが確認された。パ

ターンによる住宅前のスペースの利用状況には大きな差を見出

すことはできなかったが、植栽（植木鉢）やテントの大きさには

差異がみられ、ロードに面する住宅の方が大きなものが多くみら

れた。 

また、ヒアリングからは、この4つのパターンのうち、ストリ

ートを挟んで住宅が対面している配置は、住民同士が頻繁に出会

うことができる点で評価する意見が聞かれた(23)。 

 

 
【図-3】GMAKVの街路と住宅の空間配置（出所：著者作成） 

 

5. 考察：移転プロセスにおけるコミュニティ関与と移転後のコ

ミュニティ構築との関係 

 国の計画であるRAY、タクロバン市の計画であるTRRP のい

ずれも、復旧復興政策の方針としてコミュニティの参加が掲げら

れていたが、結果としてNHA 再定住地とGMAKV いずれでも

住宅設計や計画策定におけるコミュニティ関与はなかった。ヒア

リングからは、通常時であれば時間をかけてコミュニティの参加

が行えるが、災害の復旧復興は緊急の課題であり、一刻も早く劣

悪な環境であるテントサイトや仮設住宅から住民を移転させる

必要があったことが理由として指摘された(24)。しかし、3章で述

べたように、NHAの住宅の質やデザインには住民からの不満が

ある一方で、4章で述べたように、GMAKVではコミュニティ・

リーダーへのヒアリングからはコミュニティ構築の現状を評価

する意見が伺えた。 

 その要因のひとつとして、スウェット・エクイティの有用性が
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指摘できる。GMAKV では、スウェット・エクイティを通じて

再定住地建設に関わることができた。これは計画・設計における

関与ではないが、住民同士が知り合い、再定住地への愛着を持つ

機会になったと考えられる。空間計画策定や住宅設計へのコミュ

ニティ関与は、協議に時間がかかるために移転プロセスを長引か

せることになり、復旧復興過程では実施が難しい。しかしスウェ

ット・エクイティは、移転プロセスのスピードを減速させること

はない。スウェット・エクイティは、被災後の時間が限られた状

況でのコミュニティ関与として有用であることが示唆されよう。 

 また、GMAKV の事例からは、余剰空間があることがコミュ

ナル・ガーデンなどコミュニティ構築に向けた住民主体の活動に

繫がっていた。適切な住宅の大きさと住宅前のオープンスペース、

街路を挟んで対面する住宅配置が住民の交流のしやすさに繋が

っていることも伺えた。被災後の再定住地の計画においては、建

設主体に関わらずこれらの要素を共通で考慮すべき事項として

取り入れ、なるべく迅速に再定住地移転プロセスを遂行できるよ

うに準備しておくことも重要であると考えられる。 

 最後に、本研究では定住に繫がる要素として物理的環境と社会

的環境に着目したが、生活・仕事に関しては詳細な分析は行って

いない。物理的環境と社会的環境の関係についても、再定住地に

おける行動観察やより多くの住民を対象にしたアンケート調査

などによって詳しく実態を把握することが必要である。また、本

研究は被災後約 4 年を経た再定住地移転の途中段階における考

察であり、今後の定住状況を踏まえた中長期的な分析も必要とな

るだろう。これらについては今後の研究課題としたい。 

 

謝辞 

本研究を行うにあたり、ヒアリング調査・現地踏査に応じてくださった

皆様、サポートをしてくださったフィリピン大学の Mark Anthony Mateo 

Morales助教授、Arlene D.R. Santiago氏、Agapinan Jade氏に、心より御礼

を申し上げます。 

 

補注 

(1) プロセスは、用地決定、計画策定、移転者決定、再定住地移転まで

の一連の過程を指す。 

(2) ヒアリング先は以下の通りである。国家住宅庁（NHA）再定住地開

発サービス部Ms.Elsie B. Trinidad（2017年9月5日）、タクロバン市

計画・開発部Ms.Janis S. Canta（2017年9月6日）、タクロバン市住

宅・コミュニティ開発部Mr. Ted Jopson、GMA Kapuso Villageコミュ

ニティ・リーダーMs.Maria Fe Faye Quindor（以上2017年9月7日）。 

(3) 現地踏査は、タクロバン市の市とNGO協同型再定住地GMA Kapuso 

Village （2017年9月7日）、NHA再定住地Villa DianaとRidgeview 

Park（2017年9月8日）において行った。 

(4) フィリピンの地方行政の最上位は州と地方であり、その中に市が存

在し、さらにBarangay に分割される。Barangay は、500-1,000 世帯

からなる、地方自治法に規定された最小行政単位であり、行政権、

司法権、立法権を保有し、地域レベルの政策を計画し実行する基本

組織である。 

(5) タクロバン市都市・計画開発部へのヒアリングより。 

(6) 選定基準はNHAとNGOで多少異なるが、脆弱性が考慮されること

が多く、高齢者、妊婦、子供がいる世帯に優先権が与えられた（文

献9）。 

(7) 床面積22m2は、1人当たり5m2を基に設定された。一般的なフィリ

ピンの世帯数は4〜5人であり、最大5人を収容するためには25m2

が必要で、床面積22m2とロフト面積11m2を加えた33m2は、これを

満たす。 

(8) 再定住地の現地踏査より。 

(9) NHA、タクロバン市住宅・コミュニティ開発部へのヒアリングより。 

(10) NHAへのヒアリングより。 

(11) タクロバン市住宅・コミュニティ開発部へのヒアリングより。 

(12) 再定住地の現地踏査より。 

(13) タクロバン市住宅・コミュニティ開発部へのヒアリングより。 

(14) GMAKVコミュニティ・リーダーへのヒアリングより。 

(15) GMAKVコミュニティ・リーダーへのヒアリングより。 

(16) タクロバン市計画・開発部へのヒアリングより。 

(17) 文献4では、立地、住宅形式、生活・仕事を支える社会関係の継承・

形成、文献5では、職業、村の設備、近隣付き合い、職場や公共施

設へのアクセシビリティ、文献20では、仕事、教育と買い物、コミ

ュニティ形成、再定住地への定住意思が挙げられている。 

(18) GMAKVコミュニティ・リーダーへのヒアリングより。 

(19) GMAKVコミュニティ・リーダーへのヒアリングより。 

(20) タクロバン市住宅・コミュニティ開発部へのヒアリングより。 

(21) GMAKVコミュニティ・リーダーへのヒアリングより。 

(22) 本研究では、幅員が約5.0mで車が通行できる街路をロードと呼び、

幅員が約 3.0m で主に歩行者向けの街路をストリートと呼ぶことと

する。 

(23) GMAKVコミュニティ・リーダーへのヒアリングより。 

(24) タクロバン市住宅・コミュニティ開発部へのヒアリングより。 
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