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１．まえがき 

 南海地震の発生による多数の住宅倒壊等甚大な被害が予測されている。徳島県は徳島県建築士会に

委託し，市町村毎に応急仮設住宅団地の事前整備計画案を策定中であり，これは「応急仮設住宅のス

ムースな整備」につながる重要な取り組みである。ここで，徳島県と応急仮設住宅の建設協定を結ぶ

団体（以下，協定団体とする）3 団体と連携し計画策定を行えば，よりスムースな整備につながる。

また，要配慮者等を支援する福祉機関等と連携した「コミュニティに配慮した整備」の視点や，生活

者及び労働者である地域住民と連携した「地域経済の復興に関わる整備」の視点を持つことで，より

豊かな仮設住宅環境を実現できると考える。 
 しかしながら，行政，建築士会，協定団体，福祉機関，地域住民との連携は不足している。その解

決策の一つとして，関係者間の連携を計り，３つの視点を持つ応急仮設住宅団地の事前整備計画案策

定を実現する応急仮設住宅ゲームを開発した。（図-１参照）。本報告では，前報 1)に引き続き2020年

2月に開催した第2回ゲーム試行の詳細を報告する。 

 

図-1 応急仮設住宅ゲーム開発の目的と成果 

２．ゲームの概要 

 ゲームでは，発災後３か月間に必要な戸数の応急仮設住宅を早期に建設するため，行政，建設関係

団体，関連団体，住民等が連携し取り組む。プレーヤーが自発的に行動しなくては，一戸も建設でき

ずに終了する場合もあるし，また建設できても使用しずらい団地となる可能性もある。 

１）プレーヤー（図-2） 

（１）行政：市町村，徳島県，内閣府の３団体を設定 
①市町村：仮設住宅必要戸数の算出，住民や福祉団体からの要望の聞き取り 
     徳島県への報告等 
②徳島県：仮設住宅配置計画の策定，内閣府への説明（予算確保），協定団体等との交渉， 

仮設住宅の発注及び支払い 
③内閣府：仮設住宅配置計画等のチェック，予算執行 

（２）建設関連団体：協定団体２団体，非協定３社を設定（表-1） 
 協定団体Ａ：プレファブ。全国規模で災害時対応の経験多数あり。 

資金，監督，職人，建材等を多数確保した状態でスタート。 
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資金，監督，職人，建材等を確保しているが，ＯＢ顧客も多数あり。 
協定団体Ｂ：地元木造系。全国組織には災害時対応のノウハウあるが，県組織にはない場合多数。 

 非協定Ｃ社：会社規模が最も小さい。資金，監督，職人等あるが，建材なし。ＯＢ顧客もあり。 
 非協定Ｄ社：会社規模は中程度。資金，監督，職人等あるが，建材なし。ＯＢ顧客もあり。 
 非協定Ｅ社：会社規模は中程度。資金，監督，職人，建材等あり。ＯＢ顧客もあり。 
（３）関連団体：以下の４団体を設定 
 ①民間事業：個人住宅等の改修等を発注する。 
 ②全建総連：全国から職人の手配を行う。 
 ③建材商社：仮設住宅建設に必要な建材を販売する。 
 ④金融機関：人材や建材調達に必要な資金について融資を行う。 
 ⑤住民・福祉機関：市町村に対して仮設住宅の建設を促す。地域の実情等を説明する。 

表-１：プレーヤー初期設定 

 
協定団体 非協定団体 

A:ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ B:木造 Ｃ Ｄ Ｅ 

資  金 10億 5億 1000万 5000万 1億 

現場監督 1000人 100人 10人 20人 50人 

職  人 2000人 500人 100人 200人 300人 

在庫建材 1000棟 5棟 0棟  0棟 1棟 

ＯＢ客数  100名 10名 20名 50名 

            

２）ゲームの流れ 

Ⅰ．市町村は次の計算を行う。（図-３左） 
 ・与人口（世帯数別）と被災状況（応急被災度判定の赤色割合）から予測される仮設住宅入居数 
・与みなし仮設入居者数を引いた建設が必要な仮設住宅入居数 
・なお，ゲーム中に被災状況は変化し再度計算をする場合がある 

 
図-３：市町村・県による仮設住宅配置計画策定の流れ 

 
Ⅱ．県は仮設住宅の発注に辺り次の作業を行う。 
・地域の世帯数割合に応じて規模別（6坪，9坪，12坪），機能別（通常住戸，バリアフリー住戸）

に必要戸数を算出する。 
・４つの敷地（図-３中）にて仮設住宅団地の配置を行う。（図-３右）なお，県側のマンパワーは

少なく設定をしており，ゲームの中で積極的に協定団体等に協力を呼びかけないと配置計画が終

了せず，発注が行えないようゲームを設定した。 
・協定締結団体と価格交渉して発注する。 

図-2：プレーヤー関連図 



 

Ⅲ．協定団体 
・仮設住宅の受注を目指し，県の配置計画策定等へ協力したり，監督，職人，建材等を確保するた

め関連団体との交渉や資金調達等を行う場合がある。具体的には，全建総連から現場監督や職人

を派遣してもらい，金融機関から災害対策業務協力協定等に基づく借り入れを受け，建材商社よ

り建材を購入する。金額や利子等は全て交渉とした。 
・なお，民間事業を積極的に受けることも可能であるが，この場合には仮設住宅の建設自体が停滞

していくおそれもある。 
・協定団体（プレファブ，地元木造系）は互いに競争することを想定している 

３）仮設住宅建設に必要な資材等（表-2） 

・仮設住宅建設の単位は１０棟とし，表 2
に示す監督，職人，建材が必要と条件付 

 監 督 職 人 建 材 

10棟辺り １名 ５０人工 １０棟分 

  けを行った。                  
 
３．ゲームの実施状況 

2020 年 2 月 20 日に，徳島県内にて，27 名の参加者（徳島県庁５名，徳島県建築士会１５名，協

定団体３名，労働組合１名，福祉団体１名，住民２名）が参加し，当該ゲームを実施した。参加者の

プレーヤー別の割り振りは表-３の通りである。 
表-３：ゲーム当日の参加者属性別のプレーヤー割り振り 

 行政 
協定団体 非協定団体 関連団体 

合 計 
A:ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ B:木造 Ｃ Ｄ Ｅ 全建総連 建材商社 金融機関 住民福祉 

徳島県庁 3  1      1  5 

建築士会  4 4 1 3 4  1   15 

協定団体  1 2        3 

労働組合       1    1 

福祉団体          1 1 

住  民    1        

 3 5 7 2 3 3 1 1 1 1 27 

ゲームは，はじめにゲームの説明を行った後，震災に関するアイスブレイクを行った。その後，震

災後，３か月間に応急仮設住宅等を建設することを目的としゲームを開始した。ゲームの中では１か

月が現実世界の１０分と設定して，１か月毎にタイムをとり，仮設住宅建設戸数等を確認しながらゲ

ームを行った（表-４）。最後に各プレーヤーの代表者に感想をヒアリングした（表-５）。 
１か月目は，県，市は応急仮設住宅の配置計画で手一杯であり，協定団体Ａ，Ｂへの働きかけ等が

できていない。また，協定団体Ａ，Ｂの側も協定団体側は協定を締結しているのだから県側から声が

かかるだろうと考え，この間に民間事業等への営業を行っていた。実際の県職員，協定団体会社員が

参加しているにも関わらず，互いに「待ち」の状態となっていた。つまり，連携が不足している状況

では，「応急仮設住宅のスムースな整備」につながらないおそれがある。 
なお，１か月目に資本力の最も小さいＣが県に働きかけるが，県側に余裕がなく相手にできていな

い。この後，Ｃは県に働きかけを行うことなく，ゲームが終了している。Ｃは協定団体ではなく県側

としては小規模事業者に構う余裕がなく，仮設住宅建設に携わる希望のあるＣが既存の協定団体Ａ，

Ｂ等とつながるきっかけがあれば，「地域経済の復興に関わる整備」につながったと考えられる。 

表-２：仮設住宅建設に必要な資材等 



 

２か月目に非協定団体のＥが県に協力し，協定団体となり一番早期に仮設住宅を建設した。その後，

３か月目より当初からの協定団体Ａ，Ｂも県に協力し，仮設住宅の建設が進むようになった。これは，

熊本地震での一般社団法人KKNと同様の流れが再現されたとも考えられる。 
 

4．まとめ 

最終的に今回のゲームで必要となる仮設住宅数を全て建設できたが，住民・福祉との連携は最後ま

でなく，計画案も単純に仮設住宅を並べただけのものになっている（表-４右上）。事前設計の段階か

ら住民・福祉等と連携し，「コミュニティに配慮した整備」を行っていくことが必要である。 
この応急仮設ゲームは，関係者間の連携を深め，「応急仮設住宅のスムースな整備」，「コミュニテ

ィに配慮した整備」，「地域経済の復興に関わる整備」の視点を持つ仮設住宅団地ことで，より豊かな

仮設住宅環境を実現できると考える。今後，意見を応用し改良を重ねる予定である。 
表-４：ターム別のゲームの実施状況 

 １か月目（10分） ２か月目（10分） ３か月目（10分） 

写 真 

    

状況図 

   

状況の説明 

・県，市よりＡ，Ｂへの働きかけなし。 

・Ａ，Ｂより県，市への働きかけなし。 

・Ａ～Ｅは民間事業に働きかけ。 

・Ｃより県に働きかけるが，県側は相

手にせず。 

・住民福祉との連携なし 

・県，市よりＡ，Ｂへの働きかけなし。 

・Ａ，Ｂより県，市への働きかけなし。 

・Ａ～Ｅは民間事業に働きかけ。 

・Ｅが県に働きかけを行い，仮設住宅

（木造）２０戸を建設。 

・住民福祉との連携なし 

・県，市よりＡ，Ｂへの働きかけなし。 

・Ａ，Ｂより県，市への働きかけあり。

プレファブ１４戸，木造２０戸建設。 

・Ｅは合計３２戸木造を建設。 

・住民福祉との連携なし 

表-５：プレーヤー別の感想と今後の応用例 

役 割 感     想 ゲームへの応用 

行 政 

・少人数の職員で仮設住宅数や配置計画，発注額の計算で手一杯であり，混乱の状態をイメージできた。 

・配置計画は協定団体の協力を得る等，行政と民間との役割分担が必要だと感じた。 

・配置計画は正直十分なものになっておらず，住民や福祉機関の意見を聞く余裕がなかった。とにかく，

数を満たすため協定団体等の協力を呼びかけて勢いで建設していった。実際には不満がでると思う。 

事前配置計画がある

敷地などを用意し，

重要性を認識できる

ようにする。 

協定Ａ 

・ゲームの意図を理解できておらず，民間事業を取りに行ってしまった。 協定Ａは協定Ｂのラ

イバルとして明確に

位置づけをする 

協定Ｂ 
・県とは協定があるので，あうんの呼吸で声がかかると思っていたが，声がかからなかった。 

・自分から動く必要性があることが分かった。 

 

非協定Ｃ 
・資本規模が小さく，仕事をするたびに出費も多く，自転車操業に陥った。 

・県には相手にされなかったが，今思えば協定団体に入る等すればよかった。 

 

非協定Ｄ 
・発災４か月目以降に住宅新築等の仕事がでるので，それに備えて融資を受け，資材，人材等の囲い込

みを行った。災害時とは言え，お金儲けをすることは大事だと思う。 

 

非協定Ｅ 
・県との連携を結んだのは，熊本地震で仮設の実績から信頼を得て民間の仕事につながるという話を聞

いていたため。 

 

金融機関 
・本当の金融機関の職員ではないのでよくわからかなった。ただ，実際の金融機関にも参加してもらい，

災害時にこのような動きがあることを体感してもらうのがいいのではないか。 

金融機関にも声掛け

を行う。 

住民福祉 

・全く動けず，意見を言えなかった。何戸建てるということで熱中するだけでなくて，実際にどのよう

に住むのかという視点を加えてほしい。 

ゲームの評価として

配置計画の質を評価

ポイントに加える。 
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