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予測されている巨大災害を念頭に、自らの経験を拠り所に地震・津波を想起し何をなすべきか探る。先ず、市民参加

まちづくりパートナーの視点で、建築学会が言う「自己責任に立脚した世界」を実現するために決定を委ねる先は、

災害で被害を受ける者で建築主とは限らないと指摘。続いて軽度な災害発生時を想起し、被災地にあっても自らの備

えで被害を免れれば、支援者側として行動できること、災害後の帰宅あるいは一時滞在に関して、検討が遅れている

部分を指摘。さらに、巨大災害対策の在り方に疑問を提示して、テーマ性・任意性を取り込むことで事前の移転避難

を可能とする試案を提示。最後に市民参加の特性が災害対策に適していることを示した。 

 ／ The probability of occurrence of the Nankai Trough huge earthquake is predicted to be 70% within 30 years. Despite the 

prediction that the deceased / missing people are over 300 thousand, the relocation from the affected area is not advanced except for 

some core infrastructure. It is necessary to implement measures effective for imminent crisis. Prior to the occurrence of the disaster, 

presenting a project plan for constructing a new town clustered in a mountainous area in a manner relating to the formulation of the 

plan. 

 

津波, 地震, 事前避難, 市民参加, 日頃の備え, 試案 

tsunami, earthquake, pre-evacuation, citizen participation, the basic preparation, a challenging plan 

 

 

市民参加まちづくりパートナーを自任するものとして

建築と防災を考えるとき、我々に迫っている首都圏、東

海、東南海・南海の大地震・津波を考慮外に置くことは

できない。一市民である私は、自らの中越地震における

支援活動、東日本大震災における千葉ニュータウンでの

被災・２か月後の東北３県現地調査を拠り所として、地

震・津波を想起し、何をなすべきか探ることとするが、

先ず、建築学会が東日本大震災後に出した第２次提言か

ら基本的態度を考えることとする。 

１．第２次提言「自己責任に立脚した世界」について 

我々が相手にする外的事象の力は、立て続けに劇的な

拡大を見せた。東日本大震災は、建築に加わる外力とし

て想定していなかった津波の力を、熊本地震は、強度の

地震荷重の繰返しの力を示した。これらはいずれも、従

来の建築設計における前提条件を逸脱するものであった。 

建築学会の第２次提言の中には、「（建築を通じて）人々

の暮らしを支える」立場と、「自己責任に立脚した世界」

が示されている。市民参加まちづくりパートナーと自称

する筆者に気になる事項だ。 

関連が深い具体の記述は、いずれも津波に関する記述

で、一つ目は「設計者の独断から（脱して）建築主の責

任に基づく設計レベルの設定」、二つ目は「一般市民が建

物の性能について、設計の時点で何がわかっていて、何

がわかっていないかを理解し、自分で性能を選択するこ

と」である。 

津波に関する記述の中では、津波の外力をどのように

想定すればよいかが定まっていないこと、津波の外力に

抗する考えと外壁を意図的に弱くして津波を受け流す考

えがあり、基本方針レベルで相反する方向性があること、

建物内の機材・物品の流出防止が大事とする考えもある

ことなどが述べられ、その選択・決定に関して前述の「建

築主の責任に基づく設計レベルの設定」、「自分で性能を

選択すること」が述べられている。 

一見すると謙虚でオープンな態度を表明しているよう

だが、個人住宅を除けば多くの場合、建築主・所有者・

使用者・利用者は同一ではない。災害に対する設計レベ

ルの設定について「自己責任」を負うことができるのは、

その建物の中で生命が懸かる利用者、あるいは財産の毀

損を受ける所有者であるから、「設計者の独断ではなく、

基本的に建築主の責任のもとで」という方針は、「自己責

任に立脚した世界」としては的外れの場合が多い. 

また、悲惨な火災などの事例において、現行法令さえも

守らずに様々な問題が生じている現実を考えると、「建築

主の責任に基づく設計レベルの設定」が設計者の責任回

避に過ぎなくなる恐れもある。 
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津波に抗するのか・受け流すのかについては、建築の保

全という視点で述べられているが、外見上強固に見える

壁が難なく崩れて津波が流れ出して来たら、隣接する建

物は想定外の流れに遭遇することになるから、単独で決

定してよい話ではない。複数の建物で計画的に配置して

津波を受け流すようにすれば、津波の流出経路が広くな

り、進行速度が遅くなる効果も期待できる。受け流す検

討をするのであれば、周囲の建物関係者とともに街区レ

ベルのシミュレーションを行って決定するのが良い。 

また、機材・物品の流出防止に関しては、水害を受ける

とほぼすべての家具調度・機材工具が処分対象となるこ

と、木材など大量のガレキが流れ、水が引いた後の道路

を埋め尽くす光景を想起すると、どれ程の意味があるの

か疑問である。（流失させてはならない液体・薬品類・腐

敗して問題を起こす原材料、海洋汚染の素となるプラス

チック類など、対象品目を明確にして日常の管理まで含

めた規制を行うというのであれば、検討に値する。） 

建築主に選択を委ねるのであれば、少なくとも、建築主

としての社会的責任について啓発する必要があり、その

ためのツール・社会的雰囲気醸成が必要である。具体の

話としては、津波に対して設計の目的とする建築がどの

ように耐えるかという狭い視野で考えるのではなく、大

量のがれきを伴う津波が街区の中を流れているというイ

メージをもって、海が見える方向の視界を遮る建物を建

てないとか、流されている人が建物にとりついて屋上に

上がれる手がかりをどう確保するかとか、広い視野の思

考で、建築主だけでなく、周囲の所有者・居住者などと

話し合うことができれば、建築設計者・施工者が全く気

が付いていない事項まで話が進められ、近隣関係者の防

災意識向上・コミュニケーション向上などの効果も上が

り、「（建築を通じて）人々の暮らしを支える」役割を果

たすことになる。街区レベルのモデルスタディを行って

公表すれば、要市民も行政等の関係者も津波被害を改め

て身近に感じて対策を進める手掛かりになる。 

２．軽度な震災に学ぶ … 自らを「支援者側」に置く 

「（建築を通じて）人々の暮らしを支える」視点を持つ

のであれば、考慮対象は新築・改修する建築物だけでな

く、目の前の既存の建物も含むことになる。 

建築は、用いることで機能を発揮して初めて有益であ

る。災害時に機能として必要なのは施設内滞在者の安全

確保である。単純化して地震被害のみを考えよう。 

東日本大震災時、震度５強の地震動を受けた千葉ニュ

ータウンでは、大型店舗や映画館で天井崩壊、スプリン

クラー起動、エレベータ・エスカレータ周囲床の隆起な

どが生じて１か月～１年半の休業を強いられた。ニュー

タウン内の私の職場では、パソコン・プリンターの落下

をはじめ書類等が床に散乱、机やキャビネットの一部が

床を放浪した。終業

後に直近の自宅に

帰宅すると、家具固

定によって家具の

倒壊は無かったが、

冷蔵庫が移動して

おり、食器棚・飾り

棚・書庫の開き扉か

ら物品が大量に落

下し、台所は文字通

り足の踏み場もな

く、落下したガラス

類が遠くまで飛散

していて片付けに

時間を要した。 

（千葉県印西市は

公式には震度６弱とされているが、地震計の設置個所は

丘の端部や水田跡など震度が大きくなる場所にあり、そ

れらの地域では屋根等に多くの損壊を生じた。しかし、

平坦なニュータウン中央部にある竹中工務店中央研究所

の地震計は震度５強であった。） 

地震が起きると避難所には、自宅が建物として使用可

能でも、トイレが使えない、調理ができない、エレベー

タが使えない、玄関が開かなくなる恐れがある、室内が

倒壊家具・散乱物で生活に耐えないなどの理由で、多数

の避難者が詰めかけ、余震が落ち着くまで支援が必要な

避難者となる。避難者とならないためには、食料・飲料・

 

壁が破れて倒壊を免れた二階屋（石巻市） 

がれきや流出物で埋め尽くされた（石巻市） 
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燃料・排便処理資材・電池・医薬品などの備蓄、家具の

固定などが必要だが、現状では完備している家庭は半数

に満たない。 

予測される大規模地震に関して現在想定されている最

大震度は、多くの地域で震度６弱以上であり、今紹介し

た震度５強の２倍以上の加速度であることから、身の回

りの対策徹底は、生命・生活を維持するために必須であ

るとともに地域の回復力に差を生じる。 

出動命令を受けた消防士が直ちに出動できるように考

案された「サイアミーズフォールディング」という作法

がある。トイレットペーパーの端を畳んでおくことで、

紙の引き出しに時間がかからないようにする工夫だ。 

倒壊や散乱を防ぎ、必要な備蓄を行っておくことで、人

的被害の回避・迅速な避難・近隣者の安全確認・避難所

生活の回避が可能となり、被災者ではあっても要支援者

でなく支援者側の立場で速やかに行動を始められる。 

（高齢者が継続勤務により要支援者とならず支援側に

回ることで、高齢者福祉の破綻を防ぐのと同じで、その

効果は災害時には大きな違いとなって表れる。） 

地震に対する防災情報が繰り返し流されているにもか

かわらず、ブロック塀の倒壊や無固定家具の下敷きによ

る被害が後を絶たず、開き扉からの落下防止の認知度は

極めて低い。具体的な問題点、対策手法を分かり易いマ

ニュアルにまとめて公表するなど、これらの状況改善に

ついても、建築学会が果たす役割があるのではないか。 

３． 軽度な震災に学ぶ … 避難に関して 

帰宅問題は東日本大震災時に首都圏でクローズアップ

された。娘は四谷から高砂の家まで都内 33キロを 8時間

かけて歩き、未明に帰宅した。この時の帰宅困難な状況

から帰宅難民という言葉が生まれ、その教訓でオフィス、

商業施設などは、帰宅困難者を生じないために滞在場所

としての機能が求められている。そのための備蓄はある

程度進んでいるようだが、実際に滞在した場合、オフィ

ス在勤者には座席があるが、商業施設、工場などでは身

を休める場所の確保もおぼつかない。地下鉄サリン事件

の際、聖路加国際病院では予め廊下・ホールの壁にも医

療設備が仕込まれていて、大量の被害者を収容・手当し

て多大な貢献をした。大規模地震が 70％を超える確率で

予想されている今、これに倣った具体的な検討・対策が

必要である。 

また、一旦施設を出た場合、大震災と津波が予想されて

いる首都圏、東海・東南海・南海の地域では、東日本大

震災時と異なり被災した地域を歩くこととなる。津波が

無かったとしても、橋梁・建物の損壊、街路樹・電柱の

倒壊、外壁・看板の落下等があり、あちこちで火災も発

生している。このような中を歩いて避難、あるいはオフ

ィスや商業施設に一時滞在することになるのだ。 

東京では、鉄道は時差通勤により、道路は極めて高度な

信号連携により、格段に都市内の交通容量が増加してお

り、信号のマヒは重篤な交通渋滞を引き起こす。これは

火災伝搬の危険も増加させる。経路にある施設からの支

援は、その状況下でも備蓄量・配布場所・配布者の確保

が可能な施設に限られる。これらの対策としてミニ広場

を計画的に配置するとしたら、どのような規模・間隔が

良いかなど、検討・提言・会員企業の実践が望まれる。 

一方、被災時に大活躍するのが避難所である。避難所の

運営状態によって避難者の健康レベルには差が生じる。

短期避難であれば甘受もやむを得ないかもしれないが、

物理的環境だけでも発電機の騒音・排ガス、出入り口周

りの外気の侵入、夜間の安全通路、温度・湿度・照度・

室内騒音といった問題があり、受付・運営拠点（自治体、

社会福祉協議会、町内会、支援組織、避難者の自治組織）、

支援物資の集積・分配スペース、コミュニケーションを

誘発する喫茶・休憩スペース、トイレ・入浴・理美容ス

ペース、健康や生活に関する相談・サポートスペース、

子どもの遊び場などが必要で、避難所の計画に建築計画

的な配慮や設営キットを持ち込む必要がある。 

建築学会が建築計画の視点でこれらを公開・提供すれ

ば、避難者の生活環境改善に貢献できる。 

それらを満足してさらに必要なのが、避難者による自

主的な活動の誘導・支援である。一方的なサービスの受

け手として扱われた避難者は自身の存在価値を見失い、

中越地震で避難所となった長岡高校体育館で 

居合わせた子ども達と作った「こどもの城」 
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健康悪化・自暴自棄・モラル低下に陥りやい。避難所の

施設計画・運営計画・運用訓練に地域の住民・大～中学

生が参加していれば、避難者が自分たちで判断して行動

できる素地が形成される。避難所における避難者の主体

的な活動は、そのような活動の多寡に左右される。ここ

でも建築学会は、まちづくりワークショップの実践者と

して、市民の主体的学び・活動を高めてきた経験を生か

せるのではないか。 

４． 考えるべきは予測される未曽有の災害 

今我々が考えるべきは予測されている未曽有の災害。 

前項まで敢えて「軽度な震災」としたのは、被害の内容・

規模が比べ物にならないからだ。大震災の直後に津波が

来れば、強い力に襲われた地域は壊滅して何もなくなり

軽度の浸水で済んだ地域でも水にぬれたものは殆どが処

分対象となる。中央防災会議が想定した南海トラフ地震

による被害が最大となるケースでは、東日本大震災と比

べて死者・行方不明者は約 17倍、全壊棟数は約 18倍と

格段に多いことから、作業員・機材・燃料・道路などの

制約ははるかに多くなり、ボランティア等も追いつかな

くなるので、撤去だけでも長期となる。 

津波が来た場合（そしてこれは必ず来る）、大きな破壊

力を受けた地域では全てが海へ持っていかれる。 

そのあとには大量の流出物が街を覆い尽くす。自動車

はもちろん、コンテナヤードのコンテナ、船舶までもが

街を破壊しながら漂い、津波が退いた後には天地が逆転

した家屋、ステイックサラダのように隙間に逆立ちした

自動車など、想像を絶する光景がそこかしこに見られる。 

東日本大震災では、電気・ガス・水道だけでなく、交通・

通信・物流・医療・金融・行政機能という社会インフラ

の破壊・機能低下が起きた。日本火災学会によると、地

震火災が 161件、津波火災が 159件あり、大規模な海面

火災も発生した。東海～南海の地域では市街地の奥深く

まで巻き込む火災となる恐れがある。 

かろうじて建物の上部に避難した人たちを海面火災が

襲った場合の状況は、想像することもはばかられる。 

□予測されている巨大災害時に事業継続計画は有効か？ 

予測されている大災害に備えて、緊急避難場所・避難経

路の整備が始められ、広域支援計画が策定され、企業に

は事業継続計画の策定が求められている。しかし、首都

圏直下、東海、東南海・南海のいずれか複数が短い間に

発生した場合は、支援を予定している側も被災地となっ

て広域支援計画は破綻する。事業継続計画は、個別には

成立しているように見えても、海外に依存して事業継続

する計画の多いことは想像に難くなく、それらを重ね合

わせると、被災地にある企業の事業継続計画として、さ

らには日本経済の持続計画として破綻している恐れがあ

る。東日本大震災で明らかになったように、生産停止が

長いと、設備が回復しても供給先がなくなり、生産の再

開・生産規模の回復は非常に困難となる。土木学会は 20

年間の長期的影響を含む被害推計として、南海トラフ地

震 1,541 兆円、首都直下地震 855 兆円という数字を挙げ

ているが、顧客を失い、生産の連携が崩れ、就業者が散

逸する影響は正しく反映されているのであろうか？ 

このような視点で、建築学会に参加している企業（特に

製造業を中心として）の事業継続計画を精査すれば、そ

の破綻を確認して社会に警鐘を鳴らすことができるので

はないか？ 

□予測されている巨大災害と対策の不一致 

建築学会も含めて、現在予測されている巨大災害への

対策は、30年以内でなく 30年以降の議論に見える。 

「避難施設と道路の整備により（完備した後であれば）

犠牲者を半分にすることができる。」などと、統計学者の

ような物言いである。目標は犠牲者０のはずだ。 

豪雨の予測があり土砂災害が発生する危険が迫ってい

たら、「家族が避難する」。大震災とそれに伴う極めて巨

大な津波が、沿海部一帯を飲み込み、町のすべてを持っ

て行ってしまうのに、「町が避難」しないのは何故か？ 

 

石巻市門脇地区では海面火災が発生した  

 



- 39 - 

 

５． 実行すべきは被災予測区域からの移出事業 

現在行われている防災対策は、公共施設や幼稚園等の

一部を除くと、被災区域内の施設・住宅がその位置にあ

るまま震災・津波を受けることを前提に、防波堤・道路・

避難施設整備と、発生後の救援・復興について検討して

いるようにしか見えない。例えて言うと、河川の氾濫が

予測された状況下で、本会を含む専門家が立ち会ってい

ながら、避難をしないで土嚢を並べて浸水防止を行い、

周囲が湖のようになった中で、孤立した人を迅速に救出

し、食料・衣料等の支援を行うに等しい。 

なぜ街が、地域が避難しないのか？ 

そこにはいくつもの言い訳が存在する。 

・被災予測地域が膨大である。 

・それに対応した移転先が確保できない。 

・合意形成に時間がかかる。 

・移転事業を進めているうちに津波が来る。 

・手法の検討・確立から始めるべきだ。 

・全体計画に基づく公平な事業配分が必要である。 

実際、事前対策としても利用できる防災集団
、、

移転促進

事業は全く進んでいないが、目の前に迫る巨大災害を考

えると言い訳と呼ばれても仕方ないのではないか。 

巨大災害が発生して市街地が壊滅すると、途端に地域

移転や一帯の嵩上が大手を振ってまかり通る。それなら

ば事前に行うべきであることは疑う余地がないはずだ。 

議論のために、被災に先んじた新しいまちづくりにつ

いて、一つの案を考えてみよう。 

【事業名称】 

「みんなで創るマイタウン『希望の丘』プロジェクト」 

（コーポラティブ・ニュータウン事業） 

【事業の概要】 

巨大地震と巨大津波が予測されている県がそれぞれ、

テーマを示して被災想定地域（他県を含む）の企業・

住民から参加を募り
、、、、、

、市街地の背後にある山地になだ

らかな場所を造成し、地域を牽引する特色ある「わた

したちのまち」を創造。転出跡は被災する地域内の新

たな空地として活用する。 

【事業の進め方】 

□先行移転の必要性・有効性について周知を図る。 

・巨大災害が起こった後からの復興では、 

→被災者・犠牲者を出してからの事業にすぎない。 

→生活もコミュニティも維持が極めて困難である。 

→取引先を失い事業再興は困難である。 

・事業完成前に巨大災害が来たとしても、計画・造成が

進んで移転が早まり、生活・事業の回復が早くなる。 

・自ら決断して行動する意思を呼び覚ます事ができる。 

□みんなで創るマイタウンのコンセプトを募集する。 

・事業の進捗を待たず、募集した時点から先行移転を現

実の選択肢として認識してもらうことができる。 

・専門家・コンサルタント・ゼネコン・施設経営者・一

般市民を問わず、対象地域外からも応募してもらう。 

・「わたしたちのまち」として誇れることを考え、良い

提案を見ることで、「先行移転」「まちづくり」を現実

の事として早期に実感してもらう。 

□先行移転事業として施設・住宅の参加希望を募る。 

・コンセプトを示して参加者を募集する。 

・応募してきたコンセプトを、メディアだけでなく説明

会を重ねて広め、共感した人に集まってもらう。 

・事業参画の意思を持った人たちで検討を進め、ある段

階で推進者協議会を設立し、移転に加わる事業参画者

であることを明確にする。 

・このようにして創られたまちは、その後に周囲に作ら

れるまちの地域づくりを牽引する存在となる。 

□移転先は、市街地から 20分以内
、、

の山間地。 

・高知、和歌山の平均通勤時間は概ね 20分である。 

・内陸農地など、母体となる部分があればなお良い。 

・事業区域内となる内陸農地などは低地へ移転する。 

・ゴルフ場程度の規模・斜度の土地が造成出来れば、マ

イタウンとして施設・住宅の建設が可能である。 

・東海、東南海・南海の被災が予測されるエリアにはゴ

ルフ場がほとんどないが、他の地域では大都市から２

時間程度の山間地にもゴルフ場があり、山間地での事

業はリアリティがある。 

・実際に巨大地震・巨大津波に被災すると、有無を言わ

さず都市に近接した山地内の適地探しに奔走するこ

とになる。 

□募集の目安は施設・住宅の概ね面積で３％とする。 

・現在でも高知市の転出・転入はいずれも年間 3～4％

（人口比）あるのだから、このペースであればコミュ

ニティの温存を気にして任意の移転を控える必要は

ない。 

・規模の目安としてゴルフ場をイメージすると、ＤＩＤ

（人口集中地区）化した都市部における概ね小学校区

の広さである。 

・収容できる施設・住宅が概ね３％として、事業対象と

する地域規模を逆算して募集地域を設定する。大雑把

なイメージとしては 30小学校区程度。 

・公営住宅の建設あるいは用地確保を併せて行う。 

□事業実施に際しては、現行の利用可能な事業手法・補

助の全てを最大限活用する。 

・事業を創設するよりも実施が早い。そのうえで必要な

事業が明確になればどんどん創設すればよい。 

・被災を免れるために、個々ばらばらに土地を探しての

移転も生じている。平坦地であれば平面的に回避すれ

ば計画的整備も可能であるが、高低差のある地域でて

んでばらばらに施設や住居が位置を占めたのでは、計

画的な市街地整備の障害となり、被災後の用地確保の

可能性も損なうこととなる。 
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□参加希望が 3％に達した地区・地域ごとに、具体の事

業化検討を行う。 

・地区・地域全体の合意形成に依らず、手を挙げた施設・

居住者を対象として、事業化の着手を早める。 

・毎年 3％の割合で事業が進んだとして、全部移転する

には 30年かかる。 

・「徐々に進める」、「段階的に進める」の具体案である。 

□事業化検討は、当事者が検討に参加する方法で行う。 

・まちという容れ物を作って移転すればよいのではな

く、何もない所に新しいまち、コミュニティを作り上

げなければならない。 

・示されたマイタウンのコンセプトに共鳴して集まっ

た人たちが、行政や専門家と、あるいは互いに意見を

交わし検討を重ねることで具体化を図るからこそ、ま

ちの理念・こめられた工夫・皆の想いを理解し、移転

後も継続してまちを育てていくことができる。 

・音楽のまち、手工芸のまち、地域みんなで子育てする

まちなど特色があれば、共鳴者を引き寄せ発展する。 

□検討の進捗に合わせて、現地調査・用地取得・造成・

インフラ整備・街区整備と、順次工事を進める。 

・ニュータウン開発では、事業の進捗に伴い計画変更が

生じるのは想定内。 

・ダイエー球場（現福岡ドーム）は中内社長の短期限発

注に竹中工務店が対応。上部設計未定のまま仮想設計

を行い、建築確認を取得して杭工事に着工した。 

・目の前に危機が迫る中、あらゆる努力を行うべき。 

□移転先は近隣公園に交流施設を併設するなど、コミ

ュニティ形成に先駆的試みを盛り込む。 

・被災しないでも、社会は独居老人・貧困・いじめなど

幾多の問題を抱えている。公園用の更衣・シャワー・

休憩機能を提供するクラブハウスとしても使える、地

域食堂などの機能を持つコミュニティ施設を公園内

に設置して、コミュニティ形成に最大限の努力をする。 

□事業の検討～移転の途上で大規模災害が来た場合 

・最も先行した移転事業となる。 

・創設された事業制度は、被災後事業に修正して活用で

きる。 

・当該地域における市民参加型事業の計画・進行の先例

として、様々な関係者の連携・参加者との関係構築・

関連事業の熟知など、得られることは多い。 

この案は、目前に予測されている巨大災害に対する備

えを一段と強化するための警鐘として提示したもの。 

一定の区域における全員合意を回避する一方、まちづ

くりのテーマを設定するというハードルを課している。 

後背山地を市街地として計画的に整備することで、地

形上利用可能な土地を最大限活用することができる。 

今予測されている巨大災害に備え、あるいは被災後の

対策を行うには、そのようにして利用可能区域を最大限

拡げて対応する必要があるのではないか？ 

 

６． ｢市民参加｣の本質と防災 

市民参加とは何か？ 

今世紀初頭は行政関係の文書、マスコミの論調のみな

らずＮＰＯ側の文書の中にも次のような論調が見られた。 

・少子・高齢化の進展と社会ニーズの多様化により、行

政だけでは対応しきれなくなってきた。 

・地方分権の流れの中で国政が負っていた権能と業務

の一部が県に下り、さらに県から市町村に下りてきた。 

このために行政で対応できなくなる部分が生じる。 

・行政が何を担うべきか、市民が自己責任で選択するべ

きだ。 

・市民の中にも社会貢献したいという流れが生じ始め

いる。行政だけでは手が回らない部分について市民参

加で補うために、市民参加を育成する。 

その後、市民活動は市民の主体的活動であるとの理解

により、「育成」は「醸成」に替わったが、行政と市民団

体の「協働」は、ほとんどの場合、主体的決定権者同士

の「協定」ではなく、行政が仕様を決めて発注する「委

託」がまかり通っている。 

私は市民参加・参画（以降、市民参画と記す）には次の

ような特性と価値があると考えているが、防災まちづく

りには欠かせないポイントである。 

□市民参画は、社会の中における自己発現である。 

・社会の中で自分らしく能動的にふるまう。 

・個々人の感性で感じ・判断し・行動する。 

□市民参画は、独自の視点で独自の解決を見出す。 

・目の前の出来事を一人一人の感性・価値観で読み解き、

既成の制度や規範でなく、それぞれの経験や知識を背

景に工夫して行動する。 

□市民参画は、一定の方向性を持たない。 

・様々な状況・事象に対して、多様な対応の在り方があ

り、それぞれの対応にはそれぞれ適する場面がある。 

□市民参画は、縦割り社会・制度依存から自由である。 

・社会・地域の中で起きる現実の事柄に触発されて動き

出す人は、縦割り思考も既存制度も知らずに、必要な

対応方法を考案し、実践する。 

□市民参画は相互に理解しあう中で育ちあう。 

・市民同士・行政・専門家・大人・こども・支援者・要

支援者といった違う立場の人々が、尊敬をベースによ

く聞き・語り合い・行動を共にすることで成長する。 

□市民参画は公平性・普遍性にとらわれない。 

・一定の基準で線を引いて対象を選別しない。 

・個々の事情に応じて変化に富んだ対応が可能である。 

□市民参画は機会を与えることで育ってゆく。 

・成功・失敗を重ねながら個人も組織も社会も育つ。 

□市民参加まちづくりとは、まちを温めること。 

・まちの中に自分の居場所があり、多様な関係者が相互

に尊敬しあい工夫しあう社会は、だれもが安心して暮

らせる温かい社会で、問題の発生が未然に抑止される。 


