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１．研究の趣旨 

阪神・淡路大震災から 4 半世紀近くが経過した。その

前の雲仙普賢岳噴火災害も含め，被災者の住宅再建は災

害が発生する度に大きな問題となってきた。「自然災害で

喪失した住家は個人資産の問題である。国に補償する責

任はない。基本的には自助努力の問題である 1)。」といっ

た国の見解は現在も維持されている。他方，それでは被

災者，被災地が立ち直れないとする現場の視点から，被

災自治体を中心に様々な施策が講じられてきた(1)。 

本研究では，住宅再建にかかるこれまでの経緯を踏ま

え，課題を整理するとともに，来るべき南海トラフ地震

等巨大災害も視野に入れた今後の支援策を，自助・共助・

公助の観点から展望する。 

２．研究の手法 

 その時々の災害において採用された住宅再建にかかる

支援策を分析する。雲仙普賢岳噴火災害（1991 年）と北

海道南西沖地震（1993 年）では，義援金が大きな役割を

果たした。一方，阪神・淡路大震災（1995 年）では，被

災者の数が多いため，個々の被災者への配分額が少なく

なり，復興基金で補おうとした。しかし，住宅本体の再

建には使えないとの国の意向により，補助金を出せなか

った。1998 年に被災者生活再建支援法（以後「支援法支

援金」）が成立したが，使途が限定され，同様に住宅本体

の再建に使うことが許されなかった。 

他方，国の意向に反し，補助金を支給したのが鳥取県

西部地震（2000 年）である。これを皮切りに，自治体独

自の支援策が相次いだ。新潟県中越地震（2004 年）では，

復興基金を使って住宅本体の一部に対する補助金が配ら

れた。そして，2007 年の支援法改正では使途制限が撤廃

されるとともに，東日本大震災（2013 年）や熊本地震

（2016 年）では，復興基金も使い，本体の再建や地盤回

復等のために補助金が支給されるようになった。 

 そうしたことから，本稿では，大きく「①雲仙普賢岳

噴火・北海道南西沖地震」，「②阪神・淡路大震災」，「③

被災者生活再建支援法成立・改正」，「④鳥取県西部地震」，

「⑤新潟県中越地震災害」，「⑥東日本大震災・熊本地震

災害」に分け，支援方策等を分析する。 

次に，政府や自治体による公的支援や義援金以外の方

策について検討する。一つは地震保険について，もう一

つは共済について，兵庫県が創設した「兵庫県住宅再建

共済制度（フェニックス共済制度）」を取りあげる。 

これらを踏まえ，財源の問題も含め，将来の巨大災害

を念頭に置いた支援策，さらには，自助・共助・公助の

役割分担による住宅再建のあり方を考察する。 

３．住宅再建支援策の変遷と特色 

3.1 過去の災害事例から 

3.1.1 雲仙普賢岳噴火・北海道南西沖地震：義援金の活

用 

 両地震とも甚大な被害をもたらしたことから，多額の

義援金が集まった。「義援金は，市民の自発的意思（善意）

によって拠出された民間の寄付金で，慰藉激励の見舞金

の性格を濃厚に持つものであり，一義的には被災者の当

面の生活を支えるもの（日赤 1998）2)」と位置付けられ

る。私有財産の回復にも使うことができる。両災害でも

住宅再建のため支給された。国の見解に抵触しない財源

として，義援金は準公的支援の役割を果たしてきた。 

さらに，両災害とも，義援金の一部を使って復興基金

を作り，そこからも補助金が配られた(1)。義援金が多額

に達した場合，住宅再建支援に効果的な役割を果たす可

能性がある。 

3.1.2 阪神・淡路大震災：復興基金による支援と限界 

 都市直下型の巨大地震により数多くの家屋が倒壊した。

雲仙普賢岳噴火災害の 8 倍近い義援金が集まったものの，

被災家屋数が 80 倍程度あったため，一世帯に配る義援金

が少なくならざるを得なかった(2)。補完しようと復興基

金を作ったが，個人財産の回復に対する国の壁は厚く，

融資に伴う利子補給にしか使えなかった(3)。 

 震災 3 年後に被災者生活再建支援法が成立したが，阪

神・淡路大震災には遡及適用されなかった。そのため，

復興基金を使って同法と同様に年齢制限や所得制限を設

け，対象者に生活資金を配った。 

3.1.3 被災者生活再建支援法の制定・1回目改正：住宅

本体への支援は依然認められず 

住宅再建支援策を求める全国的な高まりを背景に，



日本災害復興学会大会（2018･東京） 

JSDRR Annual Conference  – 2018/Tokyo 

 

 

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科，Graduate School of Disaster Resilience and Governance, University of Hyogo 

1998 年に成立した。当初は上限 100 万円，2004 年に 300

万円に引き上げられた。しかし，対象者を年齢や収入で

線引きするとともに，使途については，前者は「家財道

具等の購入」に，後者は「修理費」「解体・撤去・整地費」

「移転費」「家賃」「礼金」「住宅ローンの利息」等に限定

された。住宅本体の再建に使うことが許されなかった。 

3.1.4 鳥取県西部地震：自治体独自による住宅本体への

補助金の支給 

2001 年の鳥取西部地震の際，鳥取県では市町村と折半

で，上限 300 万円の住宅補助金を支給した。地域の衰退

を防ぐという視点で，国の見解に風穴を開けた。以後，

自治体独自の判断で，国の支援額に上乗せや横出しする，

水害による浸水に支給する等が実施されるようになった。 

3.1.5 新潟県中越地震等：復興基金で住宅本体の一部に

補助 

 2004 年の中越地震では，地元の木材や瓦を使う，耐雪

対策の住宅仕様で再建する際に補助金を支給した。2007

年の能登半島地震，中越沖地震でも同様の措置を採った。 

3.1.6 被災者生活再建支援法の 2 回目改正：全国ベース

で住宅本体に対する支援が実現 

 2007 年に支援法が再度改正され，年齢，収入要件を撤

廃するとともに，使途を問わない，全壊の場合には上限

300 万円が支給されることになった。 

3.1.7 東日本大震災・熊本地震：自治体裁量で復興基金

により支援法の上乗せ、横出し等を図る 

  2011 年の東日本大震災では，被災県毎に復興基金を

交付し，その半額を被災市町村に配分した。2 回目の復

興基金では，使途を津波被災地域の住宅再建支援に特化

した。これらにより，市町村裁量で支援が行われた。2016

年の熊本地震では，地盤の崩壊に対し活用された。 

3.2 住宅再建支援策の変遷と特色 

 財源的に，支援法支援金，自治体独自の支援金，復興

基金，義援金に大別できる。支援法は使途を問わず，最

大で 300 万円を支給する。義援金と異なり，全国統一で

支給額が統一されている。プラットフォーム的な支援と

位置づけることができる。 

 自治体独自の支援金は，当初は支援法の限界を破り，

住宅本体そのものを支援する役割を担った。現在の支援

法の下では，上乗せ，横出し，適用外を埋めるものとし

て，補完的な役割を果たしている 3)。 

復興基金は，その時々の災害事情や国の対応等を踏ま

え，一歩踏み込んだ支援を行ってきた。阪神・淡路大震

災では利子補給や，支援法の代替の役割を果たした。中

越地震では条件付きながら本体への支援を行った。支援

法が現在の形になっても，自治体独自に支援を＋αして

いる。復興基金の財源には，地方交付税交付金，義援金，

宝くじ，寄付金，国の交付金等が使われる。その大半が

地方交付税であり，基本的には国の意向が反映されやす

い性格を有している。 

義援金は市民からの見舞金で，税金を原資とする公的

支援と異なり，個人資産の回復のため，多くの災害で用

いてきた。集まった額と被害者数，自治体の裁量によっ

て配分額が異なる(4)。 

これらのことから，以下をまとめることができる。 

3.2.1 国のスタンス 

① 公式上自助努力が基本とのスタンスを維持している。 

② 見舞金として現行支援法を成立させたが，都道府県

拠出に対し，補助するとの位置づけに止めている(5)。 

③ 復興基金では，東日本大震災では使途を住宅再建支

援に特化するなど，自治体裁量による支援を推進し

ている。熊本地震でも自治体裁量に委ねている。 

3.2.2 自治体のスタンス 

④ 国に先駆け独自裁量で住宅本体に支援した。支援法

以降も独自の財源で支援を強化する。 

⑤ 支援法では都道府県負担分を拠出する。 

⑥ 復興基金がある場合は，それも活用する。 

⑦ 義援金は市民からの寄付金だが，事実上住宅再建支

援に使える貴重な財源となっている(6)。 

3.2.3 住宅再建支援の特色(図 1 参照) 

①～⑤は基本的には公助による支援，⑥は共助による

ものである。支援の主体は自治体で，国は後方支援にま

 【国の対応】 

① 自助努力が基本（公式見解） 

② 見舞金として支援金（支援法）を支給 

③ 復興基金で自治体を支援 

【自治体の対応】 

 

（独自の財源） 

④ 独自の支援金 

⑤ 支援法（都道府県負担） 

（国の財源） 

② 支援法（国負担） 

③ 復興基金 

【市民の対応】 

 ・寄付で被災者を応援 

被
災
者
の
住
宅
再
建
を
支
援 

＋ 

（民間資金） 

⑥ 義援金の活用 

⑦ 一部復興基金 

 

図 1：自治体を中心にした被災者の住宅再建支援 
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わる。自治体は民間資金も活用し支援する。他方，自治

体自身の財源の多くを，国や民間に依存している。 

４．巨大地震等を念頭に置いた今後の展望 

4.1 巨大地震等による被害想定額 

  今後 30 年の間に，南海トラフ地震や首都直下型地震

といった巨大災害が 70－80％と極めて高い発生率で予

測されている。想定被害額及び住家被害（いずれも最悪

の場合）は，前者が 169.5 兆円（資産等被害額），238.6 万

棟，後者が 95 兆円（経済的被害），61 万棟である。南海

トラフ地震による全壊だけでも，支援法支援金の支給額

が約 7.2 兆円に達する。国や自治体の財政だけで十分に

支えられるか懸念される。 

4.2 必ずしも担保されていない国の財源や民間資金 

自治体が実施主体だが，財源では国や義援金に依存し

ている。国の公式なスタンスは①のままである。東日本

大震災では甚大な被害を考慮し，②・③で肩入れしたが，

今後も担保されていない。義援金額を確定することはで

きない。図 1 だけの方策には限界がある。 

4.3 自助＋共助の仕組みの活用 

上記以外の方策として，保険や共済に着目する。加入

者による「自助＋共助」の仕組みと捉えることができる。

本稿では，地震保険と兵庫県が独自に設置した兵庫県住

宅再建共済制度を取り上げる。 

4.3.1 地震保険 

地震，噴火，津波を原因とする火災・損壊・埋没・流

出による損害を補償する保険で，建物と家財が対象。火

災保険に付帯したもので，同保険金額の 30％－50％の範

囲内で加入できる（建物は 5,000 万円，家財は 1,000 万

円が限度）。民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再

保険する。危険度に応じて地域で掛金が異なる。最も高

いのは耐火が年額 22,500 円，非耐火が 36,300 円，最も

安い場合でも，耐火が 6,800 円，非耐火が 11,400 円。 

損害保険料率算出機構 4)によれば，2016 年度の全国の

平均加入率は 30.5％，最も高いのが宮城県の 51.8％，次

が愛知県の 40.3％，他に 30％を超えたのは 10 府県であ

る。保険金額の割に掛金が高いとの指摘がある。 

4.3.2 兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済） 

住宅所有者間の相互扶助のため，兵庫県が 2005 年 9 月

に設立した。あらゆる自然災害が対象。年負担金 5,000

円で全壊の場合 600 万円支給される。特約で年額 500 円

足すと一部損壊で最大 25 万円出る。他に家財再建（負担

金 1,500 円/年，最高 50 万円）や，マンション共用部分

再建（負担金 2,400 円/年・戸で最高 300 万円）がある。 

支援実績は 410 戸に対し 616,850 千円（H30.6.30 現

在）。大規模災害の発生で共済積立金が不足する場合は，

県が損失補償する。地震保険よりも安価だが，加入率が

8.7％にとどまっている（特約を除く住宅再建共済，

H30.6.30 現在）。 

4.4 自助＋共助の仕組みを加えたシミュレーション 

図 1 と「4.3」を踏まえ，全壊家屋の住宅再建（注文戸

建住宅、土地所有）についてシミュレーションを行う。

住宅生産団体連合会 5)によれば，2016 年度の平均建築費

は 3,454 万円，自己資金の平均は 1,318 万円である。こ

れをベースに試算したものを表１に示す。 

支援法支援金から 300 万円，復興基金は東日本大震災

において岩手県内で支給した 200 万円とする（7）。独自支

援金は, 石川県が能登半島地震の際, 現行支援法支援金，

復興基金に加え，支給した額 100 万円をあてる。義援金

は，過去の主な大災害での全壊家屋への配分額を参考に

平均値をとり 2７4 万円とする(8)。保険・共済は,どの自

然災害でも適用され,掛金が安価なフェニックス共済の

上限 600 万円をあてる。残り 662 万円が銀行等からの借

入金で復興基金による利子補給の対象とする。 

4.5 住まいが有する性格 

住宅には物理的なハコ物だけでなく，人が生活する場

としての住まいの意味合いが含まれる。図２に住宅再建

の意義，支援主体（自助・共助・公助），具体的方策を示

す。住宅再建の意義は大きく，「A 個々の住処の確保」，

「B まちのにぎわいの回復」，「C 人道的な支援」に分ける

ことができる。 

「A」は私有財産と見なせることから，自助努力の範疇

となる。「自己資金対応」，「資金の借入」，「保険・共済へ

の加入」が考えられる。 

「B」はまちを構成する住処が回復しないと公益を損

なうことから，公助で対応する。「支援法支援金」，「自治

体独自の支援」，「復興基金」が該当する。 

「C」は「義援金」による共助がそうである。公助で，

融資に対し「利子補給」する，保険・共済加入が行き詰

まらないように「損失補償」することも含まれる。 

５．考察

 本稿では，被災者の住宅再建支援にかかる変遷を分析

表表１：住宅再建費用（シミュレーション） 

① 自己資金 1,318 万円 38.2% 自助 

② ・⑤ 支援法支援金 300 万円 8.7% 公助 

③ 復興基金(補助金) 200 万円 5.8% 公助 

④ 自治体独自の支援金 100 万円 2.9% 公助 

⑥ 義援金 274 万円 7.9% 共助 

「4.3」フェニックス共済 600 万円 17.4% 自助＋共助 

③ 借入(復興基金利子補給) 662 万円 19.2% 自助＋公助 

計：建設費 3,454 万円 100%  
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した上で，将来の巨大災害等に向けた支援のあり方につ

いて考察した。以下に考察結果を示す。 

① 今日，支援法や復興基金で住宅本体の再建に対する

支援が実施される。その財源に国費が使われる。阪

神・淡路大震災当時には認められなかった措置であ

り，国の方策が実質的に転換されたのがわかる。 

② 他方，国は公式見解を変えてはいない。支援主体は

自治体であり，国は後方支援の役割に止まる。 

③ 支援にかかる自治体の多くの財源を，国や義援金に

頼っている。財源的に必ずしも担保されておらず、

不安定である。 

④ 今後の巨大災害を想定した際，公的支援や義援金が

主となり支えるのでは心許ない。地震保険や住宅共

済を用いた自助＋共助の役割が重要である。 

⑤ 「個々の住処の確保」，「まちの賑わいの回復」，「人

道的な支援」の観点から，自助・共助・公助で住宅再

建を支える，協働と役割分担が不可欠である。 

被災者の住宅再建については，この他，災害救助法（住

宅応急修理）と支援法との整合性，り災証明のあり方等

様々な課題を抱えている。これらを総合的に考察できる

よう更なる研究に努めたい。 
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補注 

（1） 「被災者に対する国の支援の在り方に関する検討

会」等，国でも様々な検討会が開催されてきた。 

（2） 雲仙普賢岳噴火災害では全壊家屋に対し，義援金

で 450 万円，復興基金で 550 万円が支給された。 

（3） 義援金総額は，雲仙 234 億円：阪神・淡路 1793 億

円。しかし，被災家屋数（全半壊）では，727 世帯：

448,929 世帯。1 世帯あたりで義援金を割ると，平

均支給額が 3,219 万円：40 万円になる。（兵庫県 伝

える 阪神・淡路大震災の教訓 2009） 

（4） 雲仙や奥尻の時と異なり，義援金を原資にできな

かった。地方交付税に頼ったため，国の意向を尊

重せざるを得なかった。 

（5） 2014 年の広島豪雨災害では，全壊に対し最大で

1010 万円。宅地修復には 500 万円を加算した。 

（6） 本来の都道府県と国の負担割合は 1：1。しかし，

東日本大震災では，基金残高が不足したため，2：

8 とするなど、国が大きな役割を果たしている。 

（7） 通常自治体毎に義援金配分委員会を設ける。その

事務局を当該自治体が担うなど，行政の意向が反

映されやすい。 

（8） 震災に伴う人口減少を食い止めるため，県と市町

村で折半した。さらに，100 万円上乗せした市町村

もある。 

（9） 主な災害での配分額は次のとおり（単位：千円）。 
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災害名 配分額 災害名 配分額 

雲仙普賢岳噴火災害（島原市） 4,500 東日本大震

災（釜石市） 
1,815 

北海道南西沖地震（奥尻町） 4,000 

阪神・淡路大震災（市町） 700 熊本地震 

（益城町） 
1,000 

新潟県中越地震（旧長岡市） 4,400 
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