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はじめに

　首都圏では今後 30 年以内に 70% の確率でマグニチュード７クラスの直下型地震が起

こるといわれ、すでに 10 年が経過しています。

　新宿区には再開発が進んだ防災性の高い地域と震災による危険度が高い地域があり、

それぞれの地域の特性に応じた防災対策が求められます。

　また、被災した際、より良いまちに再生する復興をするために、あらかじめ準備し

て被災後に活かす「事前復興まちづくり」に取り組むことも重要です。例えば、道路

の拡幅や耐火性を高めるなどの地区計画を定めたり、まちの将来像を取り込んだ復興

まちづくり計画を事前に策定するなど、地域の様々な課題に、平時の段階から対策を

講ずることにより、まちの防災性が高まるとともに、被災後の復興まちづくりを円滑

に進めることができます。

　新宿区では、このような「事前復興まちづくり」を進めるため、平成 18 年度の榎地

区を皮切りに、計６地区で協働復興模擬訓練（以下「訓練」という。）を実施してきま

した。この訓練により、地区計画策定の契機となったり、町会、学校、企業、行政等のネッ

トワークが構築されるなど、大きな成果を挙げることができました。

　一方、訓練に参加していない地域の方々に訓練の成果について情報提供し、地域の

防災上の課題を共有していくことが課題となっています。また、訓練の成果は他の地

域にとっても有益であるため、「事前復興まちづくり」の取り組みの更なる普及啓発が

求められています。

　本書では、「事前復興まちづくり」を分かりやすく解説し、これまでの新宿区の協働

復興模擬訓練の成果を総括するとともに、標準的な被災後の「復興まちづくり」の流

れを紹介しています。

　本書の作成にあたっては、訓練に参加された町会長様をはじめ、多くの地域の方々

にご協力をいただきました。本書を通じて、地域の防災力がさらに向上し、高度防災

都市の実現に繋がれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 28 年 3 月　

新宿区区長室危機管理課

はじめに
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本書の目的

ー事前復興まちづくりのすすめー

　「事前復興」という言葉を聞いて何を思い浮かべるだろうか。事前に災害に備

えて復興都市計画を立てておくという意味がふつうの使い方であろう。私はこ

れに加えて「事前に、復興を進める。」と言う意味でも使っている。大震災で、

近い将来壊滅的な被害に遭うのが分かっているなら、それを前提に、事前に復

興まちづくりをはじめようと言うことだ。

　「事前に復興まちづくり計画をつくり、まちづくりを今から進める」と言うと、

「災害にも遭ってもいないのに復興計画とはけしからん、被災が決まっているよ

うに勘違いされ、風評被害が出たりする。」と、かつてならこんなことを語るの

さえタブーであった。しかし 近では、東京はいつ首都直下地震に襲われても

おかしくない状況の中で、一緒に協働復興模擬訓練に取り組んでいる行政や危

機感を持つ地域のリーダーは、復興計画を作成するだけでなく、それをなるべ

く早く実行に移し、もし被災しても、あらかじめ決めてある復興計画をもとに

事前の復興まちづくりを連続していけばいい、そんな事前復興、連続復興を今

こそ取り組んでいかなければならない、と言う理解に変わってきている。

　今こそ事前復興まちづくりを進めていく時である。

佐藤　滋（早稲田大学理工学術院教授　都市・地域研究所所長　

　　　　　都市設計・計画研究室　工学博士・都市計画家）

この手引の目的
目的①　阪神・淡路大震災の事例から、復興まちづくりに何が必要かを学ぶこと

目的②　「事前復興まちづくり」について知ってもらうこと

目的③　協働復興模擬訓練の意義と新宿区での成果を知ってもらうこと

　首都直下地震に備えて阪神・淡路大震災の事例から学びましょう。

　首都直下地震の被害を抑えるため、また、スムーズに復興を進めるために「事前復興まち

　づくり」はとても大切です。事前復興まちづくりについて学びましょう。

　新宿区では協働復興模擬訓練とその継続活動を行ってきました。協働復興模擬訓練の意義

　や、新宿区での成果をこれからの取り組みの参考にしましょう。

目的④　被災後の復興まちづくりの流れを紹介し、住民主体の復興計画づくり
　　　　　  を支援していくこと

　住民主体の復興はどのように進んでいくのか、その流れを具体的な手順として記していま

　す。復興の流れを押さえた上で事前復興まちづくりに取り組みましょう。
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Ⅰ 事前復興まちづくり

　首都直下地震による被害は、まちの建物の構 や道路の幅などが影響するため、地区

によって被害状況が異なる可能性があります。このように同じ市街地でも「まだら状の

被害」になるという点は、阪神・淡路大震災と共通すると言われています。

　また、阪神・淡路大震災の復興のプロセスは、被災状況によって、各地区で異なるも

のでした。不満を抱えた住民がいる中で復興が思うように進まなかったまちもあれば、

野田北部地区のように住民が思い描いた豊かな住環境を実現したまちもありました。

　復興に際し、各地域でより良いまちを実現するために阪神・淡路大震災の復興から学

ぶことが多くあります。その一つの事例として、豊かな住環境を実現した神戸市長田区

の野田北部地区の復興について見ていきましょう。

1.  阪神・淡路大震災からの教訓

　野田北部地区は阪神・淡路大震災

で家屋の 3割が全焼、7割が全半壊、

死者 41 名という壊滅的な被害を受

けました。

　まちづくり協議会が被災直前に整

備を完了したコミュニティ道路と大

黒公園を境に東側は延焼し、赤く囲

われたエリアは全焼しました。一方、

西側（青く囲われたエリア）は延焼

せず、倒壊による被害のみでした。

　赤く囲われたエリアでは土地区画

整理による事業の導入が決定され、

街並みは一新されました。また、西

側のエリアでは街並み誘導型地区計

画によって道を広げ、沿道の住民の

話し合いによって考えられた舗装で

美装化するなど、土地区画整理地区

との整合性をとったまちづくりがな

されました。

　花壇の手入れに力を入れる方が多

く、あいさつが多いコミュニティの

あるまちとして復興しました。

※土地区画整理とは…狭あい道路や建て替え困難な敷地が多い地区、駅前広場や道路整備が必要な地区などで、一体
的に整備していくために従前の権利者が少しずつ土地を出し合い（減歩）、宅地を整序し公共施設を整備していく方
法です。地権者にとっては、宅地の面積は減るものの、利用価値の高い宅地が得られます。
※街並み誘導型地区計画とは…地区の特性に応じ、建築物の高さ、形状及び工作物の設置を制限し、建築物の形態に
関する制限を緩和することにより、統一的な街並みを誘導する制度

野田北部地区の被害と復興の概要

阪神・淡路大震災を教訓に

写真提供：神戸市 写真提供：神戸市
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　野田北部地区の復興に携わった町会長や住民の方々のコメントを再編集した、復興の記録です。

復興に際して大事だったことを学ぶことができます。

野田北部地区、復興の記録

日頃の地域との繋がりや訓練が役立ちました！！

震災前のまちづくり協議会での活動意識が繋がりました！！

　被災直後、ラジオなどをつけても被害状況は分からなかった。ただ目

の前に崩壊したまちがあるだけだ。当日のうちに駅前にワゴン車を停め

「復興対策本部」とマジック書きで看板を取り付け復興本部とし、その後、

集会所に本部を移した。まちづくり協議会員が人命救助と救援物資の配

布を第一優先に、焼け跡となったまちから避難した人々に行先を書き込

んでもらったり、各戸をまわり貼紙や立札に書かれた連絡先をまとめた

り、避難所へ該当地区の住民がいるか聞き回りに行ったりして短期間の

うちに避難者名簿ができた。その名簿は後にとても役立ったという。

 　行政による一件一件の被害調査は後の罹災証明発行と復興計画策定の

ために行われたものだが、それ以前からまちづくり協議会が中心となっ

て専門家とともに被害とそれに伴う住民の行き場などを把握していた。

そのことが後の復興まちづくり案計画策定の際の前提条件としての被害

状況の把握につながった。

震災直後の様子

　野田北部地区では震災以前から活動していて自治意識が高く、運営のコ

ツを知っているまちづくり協議会が中心となり、対策本部をたて、応急対

応から地域住民のための物資運搬の手配、夜警などの活動などをしてきた。

その中で被災するまではまちづくりに参加していなかった住民も巻き込

み、被害概況調査の段階から参加したボランティアの大学などとともに体

制を整えていった。

　そして行政への申請を経て地域復興協議会として認められ、以前から活

動を支援してきた建築家が行政から派遣され、本格的な復興を進める体制

がつくられた。被災後はじめてまちづくり協議会の活動に参加した住民は、

自分が被災者という立場になって他の被災者に共感し、口コミやまちづく

り協議会の声かけがきっかけで参加して物資の手配などできることから協

力したという。 炊き出しの様子

議論の様子

　復興まちづくり協議会の活動は物資の手配・運搬、避難先リストの作成、

瓦礫処理の手配、各種勉強会の開催など多岐にわたり、あげればきりがない。

仮設店舗計画や、共同再建協議など野田北部地区では短期間で多くの成果

をあげたがそれらを実現したのは協議会の連体感の強さであり、それを生

むお祭りなどのソフト面の活動も重要だった。

　多種多様な活動は行政や地域団体、ボランティアと協力して、部会単位

で打ち合わせなどを重ねながら進められた。例えば瓦礫処理では行政に要

請し、自衛隊による瓦礫処理を実施したが、その際ボランティアとともに

住民立ち会いのもと、大事なものを泥だらけで探しながら撤去していくこ

とで住民にはとても喜ばれた。住民のニーズを汲み取り、その対応を手配

することと、実施の際の細やかさが住民の心をつかみ、このまちの復興を

促進して豊かなまちをつくったと言える。

部会間の連携、ボランティアとの連携が重要でした！！

震災直後の様子

写真提供：神戸市

震災３日後〜

震災２週間後〜

震災３週間後〜
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　被災後家を失った人は避難所生活を強いられていた。避難所となる中

学校ではプライバシーも衛生環境もなかったと言う。またお店を失った

人はいち早く営業活動を再開したいと考えていた。早くプライバシーの

ある生活がしたい、営業を再開したい。そのような声に応えるのが仮設

住宅や仮設商店によって形成される時限的市街地だ。

　神戸では仮設住宅団地の立地が既成市街地から遠く、入居者選定方法

が公募方式であったため、既存のまちの人々が遠くの仮設住宅へとバラ

バラに散ってしまい、コミュニティが失われてしまうまちがあった。バ

ラバラに散った人々は孤独な生活が強いられ、その後孤独死は大きな問

題となった。また、仮設市街地における福祉サービスの不足が深刻であっ

た。 仮設市街地の様子

仮設市街地の充実が必要でした！！

復興後の野田北部地区のまちの様子

　野田北部地区では事前からまちづくりの活動が盛んで、まちづくり協

議会を中心に公園やコミュニティ道路の整備といった成果を出してきて

いた。被災後、野田北部地区の東側半分は延焼によりほぼ燃え、区画整

理事業が導入された。多くの住民が反発したが、以前からまちづくりを

してきた実績から信頼があるまちづくり協議会員から丁寧な説明がなさ

れたことで合意形成が進んだ。

　西側半分は半壊、全壊の家がところどころにあるのみであり行政から

事業方針は出されなかった。そこで事前からまちづくり協議会で練られ

てきていたまちづくりの方針を活かし、より災害に強く住みやすいまち

を実現するため、街並み誘導型地区計画による整備を行政に提案し、導

入した。その結果、公園とコミュニティ道路を軸とした豊かな住環境が

実現された。

震災前よりもよいまちになりました！！

①まちの将来像 ②地域のつながり ③行政、専門家との連携

野田北部地区の復興で大事だったこと

　震災前からまちづくり協

議会が取り組んだハード整

備が延焼を防ぎ、その後の

まちづくりの方針の軸とな

りました。

　まちづくり協議会員が中

心となり、近隣の人を助け

出したり、合意形成をス

ムーズにまとめる役割を果

たしました。

　被災後、震災前からま

ちに関わりのあった専門

家が入ることで、信頼を

持って団結したまちづく

りを進められました。

野田北部まちづくり協議会の方のお話をお聞きしました
河合節二（元神戸市野田北部地区まちづくり協議会事務局長）

　震災前からまちづくり協議会が設立されていた地域は、比較的早く復興しました。こ

れは、平時と震災時のまちづくりの連続性が重要だということを示しています。また、

まちづくり協議会は 1981 年に神戸市まちづくり条例策定により設立されたため、行政

のサポートがありました。

　復興が進み、日常の生活に戻ると協議会は仕事がなくなってしまいます。協議会は、

ハード面（区画整理や地区計画、街並みのルール）の結果がでるまで責任を持たせられ

ますが、ハード面だけでなくソフト面（ネットワーク）が本当は必要だと思います。

　今では、世代が変わり一緒に協議会を運営していたメンバーもだいぶ少なくなりまし

たが、新しい人たちに復興まちづくりのノウハウを引き継いでいきたいと思います。

2015 年 4 月 17 日　『区民とともに進める事前復興』記録より

写真提供：神戸市

震災１ヶ月後〜

震災３ヶ月後〜
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　事前復興まちづくりとは、事前に災害に備えて復興の計画を立てること、さらに、事前

に復興まちづくりを進めておくことを意味します。

　被災した地域は自ら復興協議会を立ち上げ、専門家や行政の手助けを得ながら、自ら復

興計画を作成し、それを行政に提案して、行政はそれを受けて様々な復興事業を予算化し

て地域の復興まちづくりを支援する。これが、東京都が首都直下地震を想定した地域復興

マニュアルに示した「地域力を生かした復興まちづくり」の手順です。

　事前復興まちづくりも、まさしく地域力を生かした住民主体のものであるべきです。地

域の危険な場所、空き家や高齢者がひとりで住んでいる場所等、地域のリーダー達が持っ

ている情報と、インフラ等の物的な情報を合わせて被害想定をし、これを前提として復興

の計画を協議します。また、現状の課題を把握した上で、まちの安全性や住みやすさを改

善するための住民による事前のまちづくり活動は、被災後の復興をスムーズに進めること

につながるとともに、震災による被害を小さくすることも期待できます。

　地域に暮らす住民が主体的に事前復興まちづくりを進めることで、コミュニティと生活・

暮らしの基盤を守りながら、地域の生活文化を継承できるのです。

①事前復興まちづくりのすすめなどを参考に、阪神・淡路大震災の教訓や首都直下地震の

　備えなどについて勉強会を開催する。

②ワークショップなどを開催し、首都直下地震を想定した仮の復興まちづくりのアイデ

　アや計画案を検討してみる。

③町会・自治会・地区協議会・地域住民で、まちづくりの検討組織をつくり、災害時の地

　域復興の体制を整える。

  ※隣接している複数の町会・自治体が参加すると効果的です。

④まちづくり検討組織で、各地区・町または各地域の復興マニュアルの作成を通じて、継

　続的な事前復興まちづくりの活動に取り組む。

※事前にやっておく事のリストは P.18 参照

2.　事前復興まちづくりとは
（１）　事前復興まちづくりとは

　住民が中心となって取り組むことができる、事前復興まちづくりにつながる取り組

みを紹介します。

①地域の人々と顔の見える関係づくり

　・町会、NPO や地元の企業などで復興の際に活動する体制の検討等

②まちをより安全に、住みやすくするためのルールづくり

　・行政と住民で協議をし、地区の将来のあり方や、地区内に建てられる建物の用途

　　や高さの制限など、都市計画決定につながる地区計画

　・住民でつくるきめ細かなルールなどを決めるまちづくり協定

　その他、様々な方法があります。

③防災マップづくり

　・避難時に危険な細い道や、燃えやすい木 住宅が密集しているエリア等

　・安全に避難できる太い道路や避難場所などの資源

　まちあるきをし、これらを防災マップとしてまとめます。

　

（２）　事前復興まちづくりにつながる取り組み

事前復興まちづくりの手法
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3.　新宿区の協働復興模擬訓練

（２）　新宿区での訓練の取り組み
　新宿区の各地区では復

興模擬訓練を通して、事前

復興まちづくりの検討を

行いました。復興模擬訓練

では、まちが首都直下地震

で被災した際の住民、行

政、専門家、大学による擬

似的な協働の復興プロセ

スを体験し、まちの課題を

共有した上で、具体的な対

策を考えていきます。都内

各地区で実施されてきた

訓練はそれぞれに独自の手法を開発しており、それぞれの地区様々な成果が生まれ

ています。

　特に、新宿区では、復興模擬訓練の後、木 密集市街地やその他震災によって大

きな影響を受ける地域において「震災が起こる前から始める住環境整備の取り組み」

が求められていたこともあり、訓練後のまちづくりのプロセスを分析した結果、復

興模擬訓練が事前復興まちづくりの取り組みを推進するきっかけになっていること

が明らかになっています。

（１）　協働復興模擬訓練の目的
　協働復興模擬訓練とは、災害後のまちと生活の復興過程を模擬的にたどり、今か

ら震災時に備えて何をしたら良いか考える訓練です。

　東京に大地震が起き、まちに大きな被害が出た時、まちと生活を復興しなくては

なりません。

　震災時の混乱の中で復興まちづくりを検討するために、事前にまちと生活にどの

ような被害が出て、どう復興していくのか、知っておくことが重要です。

神田川

妙正寺川

かに
蟹川

新宿通り

明治通り

JR中央線

JR山手線

（暗渠）

戸塚地区

H22
大久保地区

柏木地区

H21
H25

榎地区

H18

箪笥地区

H19

落合第二地区

H20

H25

協働復興模擬訓練開催地区
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（４）　協働復興模擬訓練を行った各地区の成果・継続活動

落合第二地区　新たな防火規制区域指定をしました !
【まちづくりの方針と計画づくりワークショップ】

戸塚地区　復興時に必要な連携体制について議論しました !
【災害時ネットワークの形成ワークショップ】

　落合第二地区では、復興模擬訓練によっ
て特に危険性の高いエリアの問題を再認識
し、そのエリアに絞って事前復興まちづく
りに取り組んできました。
　まちづくりの方針と計画づくりワーク
ショップを実施し、各主体（行政／町会／
協議会／住民）が震災が起きる前に改善し
ておくべきことと震災発生後の復興まちづ
くりの課題を整理し、まちづくりの方針と
計画を提言書にとりまとめ、平成 25 年 2月、新宿区長へ提出しました。
　これを踏まえて、新宿区とまちづくりの会による協議が進められ、新たな防火規制区域の指定
につながりました。現在は、地区計画の策定に向けた取り組みが進められています。

　戸塚地区では、復興模擬訓練を通じて、発災後
に町会を中心とした地域組織だけでは直後の対
応、避難所運営、仮設市街地、復興まちづくりを
推進することは難しいことを認識し、災害時支援
ネットワークの構築に向けて取り組んできまし
た。
　行政（区、警察、消防）、NPO、NGO、社会福
祉協議会、医療関係者、商店街などが同じテーブ
ルで震災後のプロセスを共有し、各主体の役割を整理した手引書の作成と災害時支援ネットワー
クを考える会の設立につながっています。

新たな防火規制区域

　一連の復興模擬訓練プログラム終了後、各地区でより安全なまちを目指した活動が行われてい

ます。

　その中には協働復興模擬訓練がきっかけとなった活動もあり、模擬訓練で浮かび上がった地区

の重要な課題を解消するため、それぞれの地区で異なるまちづくり活動が行われています。

▲戸塚地区 災害復興ネットワークのイメージ
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　復興まちづくりは大きく、震災直後の避難や救出活動といった緊急の対応を行う緊

急対応期、地域の小学校などの避難所で生活をしながら、復興協議会の立ち上げ、仮

設住宅の設置検討などを行う避難生活期、仮設市街地への入居が始まり、一時的な生

活基盤を整えながら復興協議会の活動を本格化させるための体制づくりなどを行う応

急復旧期、復興協議会の活動を部会ごとの体制で本格的に始める復興準備期、まち全

体の復興まちづくり計画を策定する復興始動期、具体的に協働建て替えなどの事業に

取り組み始める本格復興期という期間に分けられます。　

　次ページの図は阪神・淡路大震災の教訓をふまえ、復興まちづくりの全体の流れを

時系列でまとめた標準例の一つと言えるものです。

　特に住民組織の取り組むことについては、大きく手順①〜⑤に分けて表しています。

　各手順の具体的な内容は P.16〜18 を参照してください。

　

Ⅱ　復興まちづくり

　震災により広範な被害が発生した場合、住民それぞれが暮らす「まち」において、

被災した建物の修理や建て替えとともに、道路や公園などの都市基盤の整備や、商

店街、学校などを含めた「生活」（「まち」の機能）のいち早い復興を行い、被災を

繰り返さない良好なまちづくりを進める必要があります。

　復興に際し、救援も含め被災地内外の力が結集され、復興まちづくりは通常時の

まちづくりより、急 に進められます。

　行政、住民、専門家、ボランティアや NPO といった様々な立場の人々が協働で取

り組みますが、地域の住民リーダーは様々な人々と体制を組み、復興まちづくりを

リードしていくことが求められています。

1.  復興まちづくりとは

２.  復興まちづくりの流れ
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（１）　復興まちづくりの全体の流れ（標準例）

緊急対応期 避難生活期 応急復旧期期間

被災後 １週間 １ヶ月 ２ヶ月

被害調査と復興
への初動検討

行
政
組
織
の
動
き

住
民
組
織
の
動
き

住
宅
の
復
興

発足 協議会による復興まちづくり活動

仮のくらしを支える

３日 ２週間

復
興
都
市
基
本
計
画
の
策
定

の
作
成
と
公
表

ま
ち
づ
く
り
方
針
説
明
会

第
一
次
建
築
制
限
の
実
施

被
害
状
況
の
把
握

手順①
手順② 手順③

手順④

復興本部の設置
避難名簿の作成
被害概況調査

協議会準備会の開催
設立への手続き

活動方針の策定 部会ごとの活動
運営会議での共有

時限的市街地の候補地探し
相談窓口の設置
住民のニーズを把握

区
に
よ
る
復
興

都
市
復
興
基
本
計
画
案

地域復興協議会

被災住宅の応急修理

一時提供住宅の確保と入居

応急仮設住宅の建設
応急仮設住宅の入居開始

応急仮設住宅の入居者募集と選定

住宅の個別再建支援
マンションの再建支援

避難所生活

仮の住居

自分の住居

　阪神・淡路大震災の教訓をふまえてまとめられた復興まちづくりの全体の流れの標準例です。
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復興準備期 復興始動期 本格復興期

３ヶ月 ６ヶ月 １年 ３年

復興まちづくり計画の策定

都
市
復
興
基
本
計
画
の
策
定

手順⑤

都
市
計
画
決
定
手
続
き

復
興
事
業
計
画
の
決
定

復
興
事
業
の
推
進

まちづくり計画づくり 策定 事業化を目指す

共同での住宅再建

ま
ち
の
復
興
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01情報共有の場の設置

手順①　復興への初動検討

02 避難者名簿の作成 03 被害概況調査

ー概要ー ー体制ー

ー体制ー

震災３日後～

（２）　復興まちづくりの具体的な手順（標準例）

　特に被害の大きい町会の会長や

役員が集まり、地域復興協議会の

準備会として、情報を共有する場

である復興対策本部が立ち上がり

ます。中心となって復興に向けた

地域の動きを進め、その後の被災

エリアにおける復興まちづくりを

推進していくための拠点となりま

す。

　地域の情報を共有するた

めの復興対策本部を設置し、

今後の活動に向けて、役割

分担を行う。

　まちづくり協議会員や町

会長を中心に、避難先と連

絡先が記された避難者名簿

を作成する。

　専門家・地域住民と協力

し被害状況を調査する。調

査結果をまとめ、復興対策

本部に報告する。

04 協議会準備会の開催 06 復興協議会の設立
　被害の大きな被災エリア

の町会役員や専門家、行政

職員が集まり、協議会のメ

ンバーや構成等を議論する。

　協働復興区の申請、正式

依頼する専門家の決定、メ

ンバーの決定など、協議会

設立への手続きを進める。

　地域復興協議会の設置の

申請書を区に提出し、協議

会活動を開始する。

05 設立への手続き

ー概要ー
　復興まちづくりの取り組みに向

けた地域の体制として「地域復興

協議会」の設立を目指します。そ

のために、復興対策本部に専門家、

区職員も加わり、発足に向けた準

備会を進めていきます。

　

震災２週間後～手順②　地域復興協議会の発足

（ ）

地域復興協議会
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ー概要ー
　地域復興協議会では、住宅、商業、

福祉など、多岐にわたる分野について

それぞれの部会で協議し、計画として

取りまとめ実行していくことが求めら

れます。全体のとりまとめを行う場と

して「運営会議（幹部会）」を設置し、

方向性を決定できる体制をつくること

がポイントです。

手順③　協議会による復興まちづくり活動 震災３週間後～

ー体制ー

10 仮設市街地の候補地探し 11 住民の相談に乗る 12 住民のニーズを把握
　仮設市街地となる候補地

の選定と土地所有者への打

診を行い、仮設市街地の整

備に向けた活動を行う。

　相談窓口やアンケート調査

を行い、被災者の生活に必要

なサービスの把握と精査を行

う。

ー概要ー ー体制ー
　仮設市街地（仮設住宅や仮設店舗な

どが集まった、生活が再建するまでの

仮のまち）となる土地の選定と土地所

有者への働きかけを行い、必要な機能

やサービスを考え、設置に向けた議論

を行います。同時に、仮設住宅や店舗

について考える住民の相談を受ける体

制をつくる必要があります。

手順④　仮のくらしを支える 震災１ヶ月後～

07 活動方針の策定
　地域復興協議会の活動方

針とスケジュールおよび、

各部会の構成と方針を決定

する。

09 運営会議での共有
　各部会の代表者による運

営部会で活動の共有を行い、

まとまりを持った復興まち

づくりの動きへ繋げる。

08 部会ごとの活動
　部会ごとに、関係者（行政、

地域の企業や NPO ）と調整

し、テーマに沿った議論を

深めていく。

地域復興協議会

地域復興協議会

　復興本部に仮設住宅への

入居や仮設店舗・事務所設

置に関する相談窓口を設置

し、住民の相談を受ける。
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13 まちづくり計画づくり

手順⑤　復興まちづくり計画の策定

14 まちづくり計画の策定 15 事業化を目指す

震災３ヶ月後～

手順⓪　事前にやっておくことリスト 震災前

　復興計画についての行政か

らの説明会を元に、地域住民

参加のワークショップを通し

て計画案を作成する。

　行政へまちづくり計画案の

提案を行う。内容の付加や変

更に伴い、複数回提案書を提

出する場合もある。

　実現のための事業手法に

関する勉強会と検討会を立

ち上げる。また随時、住民

に対して活動の進捗報告を

行う。

ー概要ー ー体制ー
　行政が策定する復興計画の基本方針に基

づき、地域復興協議会で協議した地区の復

興まちづくりの方針や計画をまとめ、復興

まちづくり計画案を策定します。その後、

計画実現のために議論を深め、事業化を目

指していきます。

被災前に以下の項目を実施しておくと復興がスムーズに進みます。

復興対策本部とする場所、各町会・自治会代表者の決定

協議会に関係する団体との関係づくりと復興まちづくりへの関わり方の検討

仮設市街地になりうる候補地の確認と土地所有者との関係づくり

事前復興まちづくり計画素案の作成

初動検討に参加する住民の体制を検討した上での名簿作成

これらをまとめた現段階の復興マニュアルの作成と復興対策本部への設置

避難者名簿用紙の作成

地域復興協議会活動に関する広報手段の検討

協議会に協力できる団体や組織の名簿作成

仮設住宅整備と入居方法などに関する新宿区との情報共有

事前の都市計画の事業手法勉強会の開催

調査用の地区住宅地図の準備

地域復興協議会
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