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1. 大震災20年

２. 創造的復興

神戸の震災復興と今後の課題

特集3

　阪神・淡路大震災からの20年は、復興の定義

をめぐる「相克の20年」だったといえる。失われた

20年の鳥羽口に差し掛かっていた1995年1月17

日、マグニチュード7.3、神戸の都心を切り裂く震度

7の帯は、すべてが右肩上がりだった時代の余韻

を一気に打ち砕いた。それはまた、統治者の考え

る復興と被災者の願う復興に大きな相違のあるこ

とを気付かせる一撃でもあった。
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　「災害は平時の脆弱性を顕在化させる」という。

円高に加え、アジア諸国からの輸入攻勢、鉄・石

油など重厚長大産業の翳りなど、構造転換を迫ら

れていた日本経済の停滞の中で、物理的な破壊

を受けた神戸経済は大きく失速した。その代表例

は神戸港の衰退だろう。世界の港湾別コンテナ取

扱量で、1980年には世界第3位だったが、震災で

23位に急落し、2014年現在、52位に沈む。国内

でも横浜港、東京港に抜かれ、国内首位の座を明

け渡したままだ。

　東京への一極集中が進む中での都市間競争と

いう双六は、たとえ理由が被災でも「1回休み」は、

致命的なダメージになる。しかも、日本経済全体が

右肩下がりのトレンドの中にある。従来の産業構造

にてこ入れするだけでは、衰退の流れをせき止め

ることはできない。そこから発想されたのが兵庫県

知事・貝原俊民の「創造的復興」であった。鉄鋼・

造船といった従来の神戸経済を支えてきたハード

タイプから、医療・環境・防災といったソフトパワー

への転換、予算制度の制約を受けない復興基金

や経済特区による柔構造の仕掛けによって、地域

トレンドを一気に上昇へ転じさせようとの政策だっ

た。

　一方、東北の大震災では、発災期と復興期の

日本をリードすることになった二人の宰相・菅直人

と野田佳彦が「ただ元に戻すという復旧であって

はならない」として、この復興思想に目をつけた。

「バイオマスを使った地域暖房を完備したエコタウ

ンをつくるなど世界でモデルになるような街づくりを

進めたい」（ 2011年4月1日の会見で）とした宰

相・菅直人は、さしずめ兵庫県タイプの価値転換

型復興をめざそうとしたのだろう。対してドラスティッ

クな針路変更をめざしたのが野田佳彦であり、宮

城県知事の村井嘉浩であった。

　「惨事便乗型」という過激な冠のついた復興手

法がある。命名者はカナダ生まれのジャーナリスト、
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ナオミ・クライン。著書『ショック・ドクトリン』（岩波書

店）によれば、「惨事便乗型資本主義＝大惨事に

つけこんで実施される過激な市場原理主義的改

革」と定義する。表紙の裏扉には「アメリカ政府と

グローバル企業は、戦争、津波やハリケーンなどの

自然災害、政変などの危機につけこんで（中略）、

人びとがショックと茫然自失から覚める前に、およ

そ不可能と思われた過激な経済的改革を強行す

る」とある。さしずめ野田佳彦が進めようとしたTPP

（環太平洋戦略的経済連携協定）参入による競

争国家への転進や宮城県の漁業権の民間開放

など新自由主義的経済への舵取りが、この類型に

あてはまるのだろう。

　統治者は、価値転換型であれ、惨事便乗型で

あれ、災害復興にあたっては、個人的価値を超越

した社会的価値を認め、その最大化に財政の存

在意義を求める集団主義的方法論をとる。復興

の成果を個人個人の積み重ねではなく、社会の

総和に求める。つまり、被災地全体がよくなれば、

その成果は回り回って被災者個人にももたらされ

るという循環論的な考え方だ。

　これに対し、被災地・兵庫県西宮市に在住して

いた作家、故・小田実（1932-2007）は統治者の

復興に真っ向から対峙する姿勢をとった。著書『こ

れは「人間の国」か―西方ニ異説アリ』（筑摩書

房）の中に次のようなくだりがある。

　「国と地方自治体がこれまで推進して来た復興

は、つまるところ、建物、道路の復旧、さらには人工

島、海上空港の建設など乱開発の再開だった。

（中略）しかし（中略）判りきった話だが、市民の生

活再建を欠いては、経済の回復はない。いくらきら

びやかに店舗が建ち並び、電飾がほどこされようと

も、客が来なければ、客が来ても物を買わなけれ

ば、回復はただの絵に描いたモチだ」

　実は同じような主張が72年前の関東大震災

で、すでに展開されていた。

　「人間の復興とは大災によって破壊せられた生

存の機会の復興を意味する。今日の人間は、生存

するために生活し、営業し、労働せねばならぬ。す

なわち生存機会の復興は、生活・営業・及び労働

機会（これを総称して営生という）の復興を意味す

る。道路や建物は、この営生の機会を維持し、擁

護する道具立てに過ぎない。それらを復興しても

本体たり実質たる営生の機会が復興せられなけ

れば何にもならないのである」（福田徳三著『復興

経済の原理及若干問題』）

　帝都復興の儀を掲げ、「理想的帝都建設の為

の絶好の機会なり」として帝都・東京の大改造を

めざした、時の内務大臣・後藤新平に対し、「私は

復興事業の第一は、人間の復興でなければなら

ぬと主張する。人間の復興とは大災によって破壊

せられた生存の機会の復興を意味する」として異

議申し立てをしたのが、大正デモクラシーの旗手に

して福祉国家論の先駆者である経済学者の福田

徳三（1874-1930）であった。

　福田は、さらに続ける。「国家は生存する人より

なる。焼溺餓死者の累々たる屍からは成立せぬ。

人民生存せざれば国家また生きず。国家最高の

必要は生存者の生存権擁護、これである。その生

存が危殆に瀕することは、国家の最緊急時であ

る」と主張した。都市基盤の整備や都市空間の形

成を復興事業の中核とする「空間復興」に対抗す

る「人間復興論」の登場であった。

　人間復興論の理念は、戦後、山形県と新潟県

下越地方を中心に死者104人を出す大惨事と

３. 人間復興
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なった羽越水害（1967年8月）で、遺児の佐藤隆・

参院議員（自民）が制定運動をめざした「個人災

害救済法案」に引き継がれる。さらに、1991年の

雲仙普賢岳噴火災害では、九州弁護士会が中心

になって、長期化大規模災害対策法、災害対策

基金創設措置法、損失補償制度、地震等被害住

宅共済制度の創設を提案し、人間復興論を実体

法として形にしてみせた。

　しかし、統治者の考える復興と被災地市民の求

める復興に隔たりがあることを市民自身が、明確に

認識したのが阪神・淡路大震災といえるだろう。

　日本が右肩上がりの時代、災害からの復興は

都市計画や土木・建築工学をベースとする空間

復興が主流であった。都市計画学者・越澤明は

著書『復興計画』（中公新書）の中で、復興は「元

の状態に戻す復旧」ではなく、良好で安全な市街

地と社会資本を形成することにある、と定義する。

ゆえに、「横浜、銀座、函館の大火後、明治時代の

為政者は、復旧ではなく復興を実施した。その結

果、並木道、公園、洋風建築、煉瓦街などそれまで

の日本の都市にはなかった新しい水準の高いイン

フラ（社会資本）と都市空間が出現し、新しい都市

文化が誕生した」と、その成果を賞賛する。

　これに対し、神戸の大震災では、空間復興や創

造的復興に対し、「復興はいらない。復旧でいい」

と極言する在野の研究者も現れ、『倒壊』（筑摩

書房）の著者でルポライターの島本慈子は「被災

者の思いは『あの日に帰りたい』だ」とユーミンの

ヒット曲を引用して、被災者の本音は未来志向の

復興ではないと喝破した。

　生活基盤の回復に最高500万円の公的補償

を求める「生活再建援助法案」の実現をめざし

て、小田を旗頭に超党派の議員も巻き込んで市

民=議員立法運動を繰り広げた市民グループの

思いもまさにこの生活復旧であった。

　ところが、当時の政府は、内閣総理大臣・村山

富市の参院予算委員会答弁（1995年5月19日・

要旨）に見られる通り、公的補償論を真っ向から

否定した。

　「一般的に自然災害等によって生じた被害に対

して個人補償をしない、自助努力によって回復し

てもらうということが原則になっている。従って、政

府としては、被災者の実情に配慮した支援措置を

幅広くかつきめ細かく実施して一日も早い生活再

建ができるよう努力している。ただ、個人補償という

形は、これまでの災害救援の基本からして難しい

問題がある。あくまで自助努力を原則にしなければ

ならない」

　国が個人に現金を給付するのは、国家賠償か、

損失補填、社会政策の三つしかない。国家は自

然災害には責任がない。ゆえに国家賠償や損失

補填などの公的補償は認められない、という論理

だった。

　財政学者の一部も「私有財産制を前提にする

限り、公的支援はその根本原則に反する。財産を

所有することには常にリスクがつきまとう。代わりに

財産から生じる利益をすべて自分のものにできる

のであって、リスクを背負わず、利益だけを得る制

度はあり得ない」といった見解を示すなど、いわゆ

る「私有財産自己責任論」が大きな壁となって立

ちはだかった。

　この結果、1973年成立の災害弔慰金法は見

舞金方式、1998年成立の被災者生活再建支援

法は災害版生活保護にとどまり、本来、必要だっ

た生業支援や住宅本体への再建支援には届か

４. コミュニティ維持
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なかった。拉致被害者や犯罪被害者への支援と

同様、国民の互助連帯による社会政策との考え

方をとり、あくまで私財の形成には公金を投じない

との姿勢をとった。

　しかし、「シュリンクする日本」の現実が、財政事

情のみに依拠した復興観を許さなかった。

　一つは、高齢化だ。日本の高齢化率（65歳以

上人口割合）は、1950年に4.9%だったものが、阪

神・淡路大震災のあった1995年には14.6%にも

増 加、東日本 大 震 災 発 生 前 年の2010年には

23.0%、そして2060年には39.9%にも増えると予

想されている（内閣府資料）。神戸の大震災では

死者の半数以上を60歳以上の高齢者が占め、

「成熟社会の災害」と言われたことは記憶に新し

い。一方、持ち家率は関東大震災のあった戦前に

は2割程度だったのに対し、2009年には70％を超

えており、神戸の復興では「住まいの再建なくして

復興なし」が合言葉となった。だが、高齢者は資産

があっても所得がない。しかも、都市の高齢者は独

居、もしくは高齢夫婦だけで住宅再建に銀行の融

資を受けられないケースが多い。2005年に関西学

院大学社会学部の髙坂健次教授（当時）が雑誌

「世界」に発表した「5000万円の壁」は、5000万

円以下の資産では住宅が全壊すると借金生活に

陥るというショッキングな内容であった。

　二つ目は、地方の衰退だ。

　国土交通省は2007年8月18日、「全国423集

落に10年以内に消滅する恐れあり」との調査結

果をまとめた。調査では、「いずれ消滅するおそれ

がある」集落も2220あり、消滅が予測される集落

の合計は2643、全体の4.2%に当たるとされた。山

奥や海沿いなどの集落は2割以上が消滅するとみ

られる、という恐るべき報告だった。確かに2004年

10月23日に発生した新潟県中越地震では、「過

疎が平時の5倍の速度で進んだ」と言われた。都

市部では、被災者と他地域から流入する非被災

者が入れ替わり、人口規模そのものは維持される

ケースがあるが、中山間地はそうはいかない。被災

地域の住民が他地域に集団避難した場合、帰村

率はおおむね６～７割にとどまる。しかも、帰るのは

高齢者が中心だ。結果、被災地域の高齢化、単

身化、無職化、病弱化が進み、年金依存率が高ま

る。被災自治体は、被災者ができるだけ元の居住

地にとどまる施策を打たざるを得ないのだ。

　この高齢化と地方の衰退という日本の抱える二

つの病巣が「人間復興」を後押ししたのは、皮肉

な話だ。

　兵庫県が提唱した住宅地震災害共済保険制

度は、現在、兵庫県のみで「フェニックス共済基

金」として事業化されており、関心を示す都県も少

なくない。一方、「住宅再建」のための住宅地震共

済制度と、「生活再建」のための基金創設を併せ

た「総合的国民安心システム」の提案は、市民運

動の生活再建援助法案とも合体して被災者生活

再建支援法となった。

　当初、「私有財産自己責任」という呪縛にとら

われていた同法を改正へと走らせるきっかけと

なったのが、2000年10月6日の鳥取県西部地震

で、県独自の住宅再建支援に踏み切った知事・

片山善博の決断だ。

　「道路はパブリックだから直しましょう。橋もパブ

リックだから架け直しましょう。でも住宅は個人の資

産だから財政資金を投じるべきではない、といって

いるうちに肝心の住民がいなくなり、地域が崩壊し

た、ではギャグにもならない。地域にとって道路も橋

も住宅もインフラなんです」。片山の理屈は、表現こ

そ違え、福田徳三や小田実の言い分と極めて似

通っている。

　さらに、10個の台風が上陸し、新潟県中越地震

が発生するなど災厄の年となった2004年、被災

者生活再建支援法の支給金額を増額する「上乗

せ」や、対象を広げる「横出し」などの緊急施策に
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踏み切る自治体が都道府県を中心に相次ぎ、そ

の数約40に及んだ。

　とはいえ、地方レベルで進んだ「人間復興」の

制度化だが、国家レベルでは、そう容易ではなかっ

た。コミュニティを理由にした支援については、「地方

ではそうだろうが、都市は違う。全国一律でなければ

法律にはならない」、高齢化に対しては「生活保護

もあれば、公営住宅法に基づく災害復興住宅もあ

る」と反論し、片山鳥取県知事の決断には「憲法違

反だ」と詰め寄る中央官僚もいたという（片山談）。

　日本全体が貧しいけれど若く、成長しか考えられ

ない時代には「自助努力」や「自己責任」も良いだ

ろう。しかし、かつてない少子高齢化時代を迎えた

今、地方政府にとって、災害時の公的支援は「背

に腹はかえられぬ」施策であった。このため、全国

知事会の強い後押しと「ねじれ国会」が生んだ与

野党のチキンレースともいえる法の改正競争の結

果、2007年11月、住宅本体にも公金投入ができる

改正被災者生活再建支援法が成立した。

　順調にみえた公的支援制度の積み上げが、思

わぬ展開となったのが2011年3月の東日本大震

災だ。復興法制度のうえでは二つの大きなできご

とがあった。一つは、恐れていたこととはいえ、被災

者生活再建支援法の運用基金が破綻したことだ。

もう一つは、特定災害に限定とはいえ東日本大震

災復興基本法が誕生したことである。

　支援法は都道府県が拠出した600億円の基金

をもとに運用されており、給付の際は国が同額、助

成する。いわば地方の共助の仕組みとも言える

が、東日本大震災では約4400億円の給付見込み

となり、基金は破綻状態となった。地方だけでは対

応できないため、国8、都道府県2の負担割合で乗

り切ることとなったが、「これでは共助ではなく、公

助だ」と、私財への公的支援に反対する勢力がま

たぞろ勢いを盛り返す気配が出てきた。近い将

来、発生が予想される首都直下地震や東海・東

南海・南海地震では数兆円の規模で支援金が必

要になると試算されているだけに、阪神･淡路が生

み出した知恵をどう発展させていくかが、こんごの

課題となっている。

　一方、阪神・淡路大震災以来、人間復興論の具

現化・体系化をめざすリベラル勢力にとって、悲願と

なっていた復興基本法の制定は、東日本大震災復

興基本法の誕生で一気に実現したともみえた。

　ところが、基本法のベースとなった、東日本大震

災の復興構想会議提言では、日本経済の再生を

図る先導的役割を被災地に担わせるビジョンが謳

われている反面、被災者の生活再建や人権の回

復といった言葉は一度も登場しない。

　そして、リベラル派の懸念は、現実のものとなった。

　2012年9月9日、NHKは報道番組「シリーズ東日

本大震災」で、復興増税を前提に組まれた巨額の

復興予算が東北の被災地以外で流用されている

実態を「追跡　復興予算19兆円」と題して取り上げ

た。復興予算流用の報道はその後、他の報道機関

でも相次ぎ、驚くべき実態が次々に明らかになった。

　【経済産業省】海外のレアアース（希土類）鉱山

の買収資金に80億円。「中国への調達依存から

抜け出さないと、国内の自動車産業の競争力が弱

まり、空洞化が加速しかねない。被災地には自動

車部品業も多く、復興に役立つ」と説明【農水省】

調査捕鯨の支援経費として23億円。「捕鯨基地

がある宮城県石巻市の復興につながる」【国税

庁】全国の税務署の耐震改修費として12億円。

【防衛省】武器車両等整備費669億円、航空機

５. 中枢なるもの
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整備費99億円。「津波で被災した弾薬、ヘリコプ

ターの復旧などに使う。復興特会の予算ではおか

しいという批判がありますが、認識の差です」。【法

務省】北海道と埼玉県の刑務所で行う職業訓練

の経費2765万2000円。「出所した受刑者の再犯

防止のため、労働需要の高まっている被災地で働

けるよう小型建設機械の運転資格を取らせること

を目的としている」【文部科学省】東京・国立競技

場の補修工事費に3億3000万円。「震災でひび

割れた樋（とい）や壁を補修する」。所管する独立

行政法人・日本原子力研究開発機構の運営費

や設備費などに計約107億円。同機構は「もん

じゅ」を運営している。「除染などの研究開発など

に約65億円、青森県と茨城県に核融合に関する

国際的な研究開発拠点を構築するために42億円

を使う。地元大学などと連携して核融合に必要な

基礎的な研究を行い、成果を蓄積すれば被災地

の復興、発展の原動力になる」【外務省】独立行

政法人・国際交流基金の運営費に1億1900万円。

「被災地は元気だと海外に発信するとともに、放

射能の不安を払拭したい。何回も実施して復興の

努力を伝えていきたい」――などなど枚挙にいとま

がないほど、あきれる事実がメディアにあふれた。

　だが、メディアの流用批判に当時の政権中枢や

官僚は「心外だ」との表情を見せた。一見、開き直

りともとれる姿勢の根拠は、2011年6月施行の東

日本大震災復興基本法にある。第1条は、法の目

的に「復興推進」とともに「活力ある日本再生」を

掲げる。さらに、第2条の5で、「次に掲げる施策が

推進されるべきこと」として、「地震その他の天災

地変による災害の防止の効果が高く、何人も将来

にわたって安心して暮らすことのできる安全な地

域づくりを進めるための施策」を挙げた。防災を名

目にした全国での公共事業の積み増しは、与野

党双方の国会議員が働きかけた結果でもあるだけ

に、復興予算の「流用」を批判する野党に対し、

政府・民主党は「自民党や公明党から被災地に

限定しないで全国で予算を使えるようにすべきだ

との議論があった」（蓮舫・元行政刷新相）と反

論。野田佳彦首相も「法に従ったまでだ」といわん

ばかりであった。

　東北の避難所に、あふれんばかりの避難者がま

だいた段階で、復興構想会議が、はやばやと謳い

あげた復興7原則の一つには「被災地域の復興な

くして日本経済の再生はない。日本経済の再生な

くして被災地域の真の復興はない。この認識に立

ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目

指す」（原則5）とある。さらに、復興基本方針は、こ

の原則のだめ押しをするように「被災地域の復興

は、活力のある日本の再生の先導的役割を担うも

のであり、また、日本経済の再生なくてして被災地

域の真の復興はないとの認識を共有（する）」とし

た。まさに、復興基本法の目的は被災地の復興よ

りデフレスパイラルに陥っていた日本経済の建て直

しにあるようにさえ思える。いや、大災害の影響が

東京なる街に住まう日本中枢にまで及ぶことを恐

れるあまりの提言ではなかったのか。

　平成25年（2013年）6月に成立した「大規模災

害からの復興に関する法律」も東日本大震災復

興基本法の枠組みをなぞっており、復興理念や

復興基本方針を定めるのは政府の対策本部や

本部に置かれる復興対策委員会となっている。

　人間復興論の法制度化にあたっての要は、憲

法13条で認める自己決定に基づく幸福追求権を

復興過程にどう反映させるかであった。ところが、

制度化された復興法はいずれも統治者に決定権

が委ねられ、福田徳三が描いた人間復興論とは

似ても似つかぬものとなった。

　阪神・淡路大震災から20年。復興リベラリズム

の旗をもう一度、担ぎ上げ、大災害時代に向けた

人間復興へのロードマップを描き直す作業が求め

られている。


