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Eleven years have passed since the Great East Japan Earthquake. It has been several years since the disaster victims began their new 

lives. The purpose of this research is to clarify the current living conditions based on the factors and behavior history of the residents 

in F group relocation town. 

 

１.はじめに                  

1-1 研究背景と目的 

2011 年に発生した東日本大震災から約 11 年が経

過し，発災から行われてきた防災集団移転促進事業

をはじめとする被災者に対する住まいの支援は完了

した[1]．被災者は復興公営住宅への入居，防集事業

を利用した自力での住宅再建などの選択を行い，新

しい生活を始めて数年が経過している．居住地移転

により世帯構成などの生活環境が変化した被災者は

多く，そうした被災者の生活状況は様々に調査され

てきた．しかし，それらの研究は居住地移転して間

もなかったため，その後の居住地での生活環境への

適応状況に対して継続的に研究していく必要がある．

また，移転して間もなく新型コロナウイルス感染症

が拡大し，新たなコミュニティが根付く前に地域活

動の機会が失われたため，住民同士の交流ができて

いない団地があり，このような状況下で住民の生活

状況を把握する必要がある．これらのことから改め

て居住地移転者の生活や地域の実態を把握すること

を本研究の目的とする． 

1-2 研究の位置づけ 

東日本大震災における防集団地居住世帯に対して

の居住地選択要因や生活に対する満足度に関する研

究として荒木ら[2]は内陸部に移転した世帯は海から

離れた場所を選択し，身近な住環境に関心が高まっ

た等が生活の満足度に影響を与えていると述べてい

る．被災者に対してアンケートやヒアリングを通じ

た移転理由や現在の生活に対する満足度を調査した

研究は多くみられるが，実際の生活経路を調査して

生活実態を把握している研究はまだない．本研究で

は GPS ロガーを用いて，被災者のありのままの生活

実態を把握し，移転要因が現在の生活にどのように

影響しているのか把握する． 

1-3 研究の対象と方法 

本研究は宮城県石巻市Ｆ団地に居住する被災世帯

を対象とし，以下の 3 つの方法で調査を行う．①GPS

ロガーを住民に携帯してもらい，行動調査として一

週間分の住民の行動履歴を記録する(15 世帯対象)．

②移転理由と現在の生活に対するヒアリングを行う

(17 世帯対象)．③全４回のアンケートにより世帯構

成の変化やその要因，親族間・団地内での互助交流

の相手や頻度・内容，移転の要因，震災前と現在と

の生活の変化を調査する(354 世帯対象)． 

 

２．対象地概要                 

2-1 Ｆ団地の概要 

図１に F 団地の配置図を示す．F 団地は河北地域

の内陸部，都市計画区域内に位置し，354 戸の宅地

で構成されている．高速道路のインターチェンジが

近く，車による移動利便性が高い．団地内と道の駅

にバス停があり，公共交通での移動も可能である．

入居開始は2018年7月と石巻市の防集団地の中で最

も遅かった． 

図１ F 団地の配置図注１） 

１：日大理工・院(前)・建築 ２：日大理工・研究員・建築 ３：日大理工・教員・建築 
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2-2 Ｆ団地の生活環境 

Ｆ団地は主に A 地域，B 地域，C 地域の３つの地

域から移転した被災世帯で構成される．Ａ地域の被

災世帯は被災した地区ごとにまとまって住むように

区画分けされたが，B 地域の被災世帯は原則として

抽選で区画を決定し，出身地区に関係なく区画分け

された．Ａ地域からはすべて東町内会に，Ｃ地域は

すべて西町内会に所属し，Ｂ地域は西町内会と南町

内会に分かれている．町内会活動は町内会ごと独自

に行われており，それぞれ活動頻度や住民間の交流

度合いは異なっている． 

 

３．Ｆ団地への移転要因            

アンケートによりＦ団地への移転理由を調査した

結果を図２に示す．回答数が多いものから，「友人・

知人が近くにまたはＦ団地に住むから(59.8%)」「戸

建てだから(59.1%)」「交通の便がいいから(50.8%)」

「震災前に住んでいた地域と近いから(45.5%)」とい

った理由があり，震災前からの人間関係，震災前に

住んでいた地域との距離，住宅の形式，利便性など

の理由が居住地を決める大きな要因となっているこ

とがわかる． 

 

図２ Ｆ団地への移転要因 

 

４，GPSを用いた団地居住者の移転理由と生活実態            

ヒアリングとアンケートを通じてわかっているＡ

(単身世帯,女性，73 歳，無職)がＦ団地へ移転を決め

た理由は「戸建てであるＦ団地を係りの人に勧めら

れたから」，「希望した団地に行けなかったから」と

いう消極的な理由である．また，ヒアリングで「近

隣住民に生活を見られるといったプライバシーの問

題や人間関係が煩わしく集合住宅を選択すればよか

った」とＦ団地を選択したことを後悔しており，現

在の生活に対してやや不満を持っている．Ａの行動

履歴を見ると 7 日間毎日買い物に出かけており，日

によって行く店を変え，生活に工夫をしていると考

えられる。一週間のうち 4 日は石巻市の中でも都心

部であるＨ地域に訪れており，生活利便性がより高

く，集合公営住宅もあるため現在はこのような住環

境に居住したかったと考えている可能性がある．A

の出身地域と仮設住宅は同一の地域であるが，一週

間のうちそこへ訪れた記録はない．団地内の交流で

は，Ｆ団地でできた人間関係で，立ち話ができる関

係性の人物が 3 人以上おり，親族である甥との交流

は数か月に 1 回程度で身内との交流がほとんどない

Ａにとって，Ｆ団地に居住を決めたことは孤独を回

避でき，ある面では良い選択だったと考えられる． 

図３ A の一週間の行動履歴注２） 

表１ A の属性とアンケート結果 

1 1

2 2

利用していない 利用していない

ボランティア活動・

サークル活動

日常的に困っていること 毎日とても静かです。

震災前と現在との生活の変化

自宅 家の広さ かなり狭くなった 部屋数 かなり減った

やや不満 住宅の満足度 どちらでもない

外出頻度 あまりしない 町内会活動参加頻度 あまりしていない

女 71 無職

夫 男 88 自営業

職業 続柄 性別 年齢 職業

あなた 女 73 自営業 あなた

世帯構成

震

災

前

タイプ 夫婦

現

在

タイプ 単身世帯

続柄 性別 年齢

〇 第3回 〇 第4回 〇

3
性別 関係性 Ｆ団地から 内容 立ち話

会う頻度 月に1~2回程度 連絡頻度

2
性別 不明 関係性 Ｆ団地から 内容

会う頻度 月に1~2回程度 連絡頻度 それより少ない

1
性別 関係性 Ｆ団地から 内容 立ち話

会う頻度 月に1~2回程度 連絡頻度 それより少ない

内容
1

声かけや見守り

内容 声かけや見守り
2

年齢 45 会う頻度 数か月に1回程度 連絡頻度 それより少ない

甥 年齢 46 会う頻度 月に1~2回程度

参加していなかった 参加していない

団地内の清掃活動

震

災

前

2，3日に1回くらい

現

在

1か月に1回くらい

介護・福祉サービス

交通手段 自動車 自動車

連絡頻度 それより少ない

親族間交流

立ち話

続柄 甥

募集も最後の方に向かっておりましたのでＦ方面に決めました

戸建てだから 他の希望する団地に行けなかったから

経緯 係りに勧められた

移転を決めた理由
その他

それより少ない

男

続柄

移転を決めた時期 2014年以降

二子団地への移転

移転を決めた時期 2014年以降

住宅再建

当初再建予定地 Ｆ団地以外 当初の希望住宅再建方法 復興公営住宅

庭の手入れ

病院への通院 通院していない 通院していない

生活

生活の満足度

女

団地内交流

人数 1人数 2

アンケート回答の有無 第1回 〇 第2回

基本情報

住宅形式 公営住宅 供給時期 平成29年3月 出身地域への関わり たまに通う

 
５．まとめ                   

Ｆ団地への移転要因は，震災前からの人間関係や，

以前住んでいた地域との距離，住宅の形式などが大

きな要因となっていると考えられる．これらの要因

と行動履歴の重なりをあわせて分析することで，Ｆ

団地選択要因と実際の生活との差異や傾向がわかり，

現在の生活に対する満足度や生活の変化に対する考

察ができる．また，半島部と都心部の中間に位置す

るＦ団地はその特有の土地性などにより，居住者に

共通した行動パターンが見られる可能性があること

も考えられ，今後複数の被験者へ調査から実態を分

析していく必要がある． 
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調査期間

曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日 買い物，散歩

買い物，草刈り

買い物，散歩

買い物

買い物，花の手入れ，散歩

買い物，花の手入れ

買い物

外出目的

2022年6月13日～19日(7日間)
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