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Act Concerning the Special Fiscal Measures for the Promotion of Collective Relocation for Disaster Prevention went 

into effect in December 1972 following the flood disaster that occurred in the Kyushu and Tohoku areas in 1972. Prior 

to 1972, disaster recovery policy was seen as ‘rebuilding’ policy, however, the Act gave disaster recovery policy a new 

definition, which is ‘build back better’ policy. This study examines the process of collective relocation of the impacted 

people in the Amakusa area in Kyushuu. Through literature review and interviews, this report studies the concerns 

between the impacted people and local government officers as well as the relocation issues over the 40 years following 

relocation. 
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1. はじめに  

「原形復旧」が原則とされてきた我が国において、「改良復旧」

の思想導入という画期的な制度改革がなされたのが、昭和 47

（1972）年７月に発生した豪雨災害を契機とした集団移転に関す

る法整備である。制度整備の契機となったこの豪雨災害では、東

北地方から九州地方にかけて32府県に被害はまたがり、死者行

方不明者433名、建物全半壊6,855戸 1)、山・がけくずれ5,987

か所の被害をもたらした 2)。被災地のうち、特に被害の著しかっ

た熊本県、愛知県等の住民から、災害復旧事業を実施するより安

全な場所に移転して生活の再建を図りたいとし、集団移転につい

て政府関係者に援助要請が行われたことが契機になっている（行

政管理庁 1977）。国会でも、議員提案により「防災のための集団

移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律案」が

提出され、昭和47年11月、被災からわずか4ヶ月というスピー

ドで可決成立、同年12月に交付施行された。昭和47年以降、平

成 18（2006）年までに防災集団移転促進事業（補注１）が実施され

たのは、のべ 35 市町村、1,834 戸になる 3)。防災集団移転促進

事業が整備される以前にも、災害後に集団移転を実施した集落が

いくつかみられ、昭和 36（1961）年長野県伊那谷での豪雨災害

による集団移転（移転戸数 235 戸、住民数 1,323 人）、昭和 40

（1965）年福井県西谷村、昭和 42（1967）年新潟県黒川村など

があげられるが、いずれも水害が引き金となった移転であった。

この事業が整備されるまでは、長野県伊那谷での集団移転方法が

「伊那谷方式（補注２）」と呼ばれ、各被災自治体の災害復興で参考

にされていた経緯がある。原型復旧が原則であった当時、改良復

旧による生活の再建は新しい試みであると同時に、住民に安全な

暮らしと引き換えに住み慣れた土地から離れて暮らすことを制

度的にすすめるものとなった。現在でも、災害後原則的に私有財

産に対して国は補償を行わないとしている。しかし、実際には平

成16（2004）年の中越地震や平成23（2011）年の東日本大震災

など、住宅の再建だけではなく、高台移転など安全に生活できる

場所に対する議論が聞かれている。 

本報告では、制度整備の引き金となった昭和47年の水害を振

り返り、防災集団移転促進事業制度の成立過程と熊本県旧倉岳町

における集団移転の実施過程について整理する。 

 

2. 天草大水害 

2-1. 被災前の倉岳町概要 

 被災前、倉岳町には1,329世帯、5,524名が生活していた。被

災前の倉岳町における産業別就業人口をみてみると、第一次産業

従事者の割合が高く、農業従事者が多かったことが分かる（表１）。 

 

表１：被災前の倉岳町における産業別就業人口 

区分 倉岳町 

総数 
人数（人） 

  2,678 

比率（％） 

100 

第一次産業 

  農業 

 林業狩猟業 

  漁業 

1,758 

1,334 

6 

418 

66 

第二次産業 

  鉱業 

  建設業 

  製造業 

302 

0 

203 

99 

11 

第三次産業 

  卸売 

  金融保険 

  運輸 

  電気ガス 

  サービス業 

  公務員 

613 

205 

7 

66 

2 

263 

70 

23 

分類不能  5 - 

参考：熊本県「昭和49年度防災集団移転促進事業概要調」4) 
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平成18年３月、本渡市・牛深市・有明町・御所浦町・倉岳町・

栖本町・新和町・五和町・天草町・河浦町の２市８町が合併し、

天草市が誕生した。熊本県南西部に位置し、天草上島、天草下島、

御所浦島などで構成する天草諸島に位置している。島々を結ぶ天

草五橋は、昭和41（1966）年9月24日に一般有料道路として開

通後、昭和 50（1975）年に無料化された。それまで主要な町と

の交通は、船に頼っていた。天草市の地形は、その多くが山林で

あり、急峻で平野が少ない。島々で構成されており、河川沿いの

平地部や河口部には市街地や農地が広がっている。 

 倉岳町は、浦、棚底、宮田の３つの地域に分かれており、さら

に細かく15の地区（大字）に分かれている。昭和47年の被災後、

復興事業で集団移転が実施され新しく浦地域に 1 地区が追加さ

れたことから、現在は16地区になっている。各地区には自治会

長がおり、広報誌の配布や行政からの伝達事項は自治会長を通し

て、各地区単位で伝達されている。主要産業は各地域で異なり、

浦は農業、棚底は農業と漁業の混在、宮田は漁業であった。また、

当時は出稼ぎに出るものも多く、被災当時町外で働いていた住民

もいる。 

 

2-2. 倉岳町の被災状況 

昭和47年７月、前線を伴う低気圧に暖湿気流が流れ込んだ結

果、九州と四国では雷を伴う局地的な大雨が降った。この期間の

降水量だけでも、500～800ｍｍに達した地域もあり、熊本県姫戸

町では122名、高知県土佐山田町では61名の死者・行方不明者

を出した。９日から13日にかけて南下した梅雨前線は、四国、

九州北部付近に停滞しただけでなく、日本の南海上にあった台風

６号、７号、８号の影響も受け西日本から関東地方南部に大雨を

もたらしている。気象庁により、「昭和47年７月豪雨」と命名さ

れたこの災害により、全国で死者421名、行方不明者26名、負

傷者1,056名、住家全半壊13,181棟の被害となった 5)。 

本報告が対象とする倉岳町でも、死者 29 名、負傷者 87 名、

家屋の全半壊134棟の大きな被害をもたらした 6)。人口約5,500

名が居住していた町で、実に 5,389名が被災、全戸数の 98％近

くが全半壊浸水し、耕地面積の60％が流出した 7)。昭和47年９

月１日に発行された「公報くらたけ」では、「７．６の惨」とい

う大見出しと共に、町が最終確定した部門別被害報告が掲載され、

人的被害だけではなく、農林漁業の被害も記されている。この水

害における倉岳町の被害総額は、72 億９千万円であった。広報

誌や、被災後10年目に町役場から発行された「昭和四十七年七

月六日水害誌」では、「水魔」という言葉が多く用いられている。

当時の状況を聞いていく中でも、「爪でひっかいたような傷跡」

が山のいたるところで見られたということであった。特に倉岳町

での被害では、山から大きな石が流れ出て民家や田畑に被害を及

ぼしている（写真１）。応急仮設住宅を必要としたのは、68世帯

250名の住民で、他の被災者は部分的に被害を受けた自宅を修繕

したり、親戚の家に寄せてもらいながら復旧を待つことになる。

応急仮設住宅に入居した68世帯のうち、56世帯が農家で大半を

占めた。他に、漁師（２世帯）、大工（２世帯）となり、畜産業

や日雇い、土木請負や学生が世帯主として記録されている。 

 

写真１：被災地の様子（倉岳町役場撮影、天草アーカイブズ所蔵） 

 

3. データ収集と聞き取り調査方法 

 昭和47年の被害状況や行政対応、集団移転にいたる過程を把

握するため、資料の収集および聞き取り調査を実施した。資料の

収集にあっては、天草アーカイブズに所蔵されている旧倉岳町役

場の行政資料を文献データとした。 

 聞き取り調査は、平成26（2014）年６月19日に天草市役所倉

岳支所で実施し、当時の行政官２名、移転者２名、現職員２名が

参加した。当時の被害状況、救援活動、復旧・復興活動について

たずね、復旧・復興に関する聞き取りでは、集団移転へと進んだ

過程についてお話いただいた。 

 

4. 倉岳町における集団移転 

被災した他県の集落が近隣の平地を整備し移転したのに対し、

熊本県天草郡での集団移転はその移転先に特徴がある。移転復興

を実施した倉岳町や隣の姫戸町の被害は、がけ崩れや山津波によ

るもので、安全な居住地を確保するため海面埋め立てによる宅地

整備が行われている。姫戸町では、昭和 51（1976）年３月防災

集団移転促進事業が実施され、海面埋め立てによる宅地造成地４

ヶ所（62,000m2）に移転区域 28箇所から 178戸の人々が移転し

た 8)。倉岳町でも、浦新町と小沚潟の２箇所が集団移転先となっ

た。土砂災害に見舞われた倉岳町では、家屋や田畑に被害を与え

た石まじりの土砂の廃棄場所をめぐり協議を重ねている。土石を

残したまま田を復旧するのか、土石を海岸に出して海岸埋め立て

と宅地の造成をあわせた復旧をするのかというものであった。移

転に関しては、「災害が起きてから法律ができたような状態で、

県職員も法をよく知らない、私たち（元消防団長）もわからない

状況で対応にあたった」ことが水害誌に記されている。結局、区

画整理された一等田が被災し荒廃してしまったこと、学校にも近

い場所であったことなどの理由から新田を埋め立て移転先とし、

地域名を「浦新町団地」とした。また、宮田地区では、平地がな

く移転先候補地がなかったため、海岸の埋め立てをおこない「小

沚潟団地」とした 7)。 

 浦新町団地には、防災集団移転促進事業により、８地域から

34戸が移転することになった（図1）。ここに、がけ地近接等危

険住宅移転事業（補注３）を利用して移転した12戸を加え、計46戸

による移転生活が計画された。がけ地近接等危険住宅移転事業を
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利用した世帯は特に荒平地区や投石地区の住民で、住宅の被害は

少なかったものの他の被災家屋を含め、地区が移転促進区域に指

定されるなどの理由や移転条件である10戸を満たすために集団

移転に至った人たちである。小沚潟団地には特に、宮田地域の被

災者が移転することになった。実際には、当初の計画と異なり、

どちらの移転先も移転の取りやめや新規の移転者などにより移

転実施数には差が出ている。 

 

表２：倉岳町における移転状況（昭和50年４月４日時点） 

団地名 
移転 

戸数 

入居 

戸数 

左の内訳 

用地外 個人 

住宅 

公営 

住宅 

浦新田 34 34 29 5  

小沚潟 16 15 12 3 1 

計 50 49 41 8 1 

参考：熊本県「昭和49年度防災集団移転促進事業概要調」 

浦新町団地
個人住宅 ２９戸
公営住宅 ５戸

荒平 １５戸

引地 １戸

新地 １戸

曲迫 １戸

平野 １戸

大谷 ３戸
鶴戸 ６戸

投石 ６戸
 

図１：防災集団移転促進事業移転（浦新町団地）計画（補注４） 

 

 

小沚潟（こなぎがた）団地
個人住宅 １２戸
公営住宅 ３戸

才ツ原 １戸

平原 １戸西ノ原 １４戸

団地外 １戸
 

図２：防災集団移転促進事業移転状況（小沚潟団地）計画（補注４） 

 

5. 移転プロセスと移転後の生活 

5-1. 移転決定当時をふりかえる 

 ７月６日に被災し、９日には建設大臣、13 日には農林大臣が

現地視察のため倉岳町に来た。この時にはすでに、集団移転の話

しが出たという。被災者や役場の中からは、「元のところに帰っ

て家をつくったりしても、また100年位したら流される可能性が

ある」という声が聞かれ、集団移転へと話しが進んでいった。 

 移転は、昭和49年10月から始まり、昭和50年内に全て完了

している。移転先となった浦新町の土地は昔の干拓地で、被災前

は新田として利用していた。山津波によって大量に出た廃土の捨

て場に困り、最終的に被災した新田に土砂を入れ、埋め立てるこ

とに決定した。廃土には多数の大きな石が混ざっていたため、埋

め立てをして宅地造成する際に水道管を敷設しようとしても、管

を真っ直ぐにつなぐことができなかった。また、移転先は埋め立

て地のため、行政としては土を入れた後しばらく時間を置いてか

ら住宅を建てたかったことから、「（土地が）下がる可能性がある

ため、もう少し時間がたってから建てませんか」と説明をしても、

早く自分の家に住みたい住民にはなかなか聞き入れてもらえず、

結局造成をしながら家を建てることになった。 

住宅の配分については役場で何度も会議を行い、浦新町団地の

場合は荒平地区からの移転者が一番多いため、まとまった区画を

もらえるように交渉している。浦新町団地の事例でいえば、まず

移転先の区画は荒平地区や投石地区など移転者の多い地区にま

とまった区画が割り振られ、その中でくじ引きをしている。移転

戸数の多い地区は、隣近所に顔見知りがくるような配慮がなされ

た。元の地区に家を建て直したいと申し出る被災者もいたが、最

終的には引っ越す場所が無い、集団移転はまとまって動かないと

いけないという話になり、荒平地区の場合は被災しなかった住宅

も含め防災集団移転促進事業とがけ地近接等危険住宅移転事業

によって全世帯が集団移転に応じた。特に、家が流されたり、死

者が出た家の人は何もいわずに移転に賛成した。当時を振り返り

ながら、移転者の１人は元役場職員に向かって、「この人が、大

将になって（説明した）」と笑った。 

元役場職員の方は、「とにかく引っ越してもらわないといけな

かった」と当時を振り返った。新しい移転地ができた以上、被災

者には引越しをしてもらわないと困る。当時の町長と一緒に、何

度も地区に説明にまわった。特に、家屋に大きな被害を受けなか

った地区では、危険地域に指定された後でも移転への賛同を得る

ことが難しかった。こうした世帯は、被災しなかった自分の家を

解体し、移転先で再度組み立てて住宅とした。 

移転を最後まで悩んだ方は、移転先に行きたくないと思ってい

た気持ちが、移転へと変化するきっかけを「集団移転の力」だと

答えた。結局は、補助金を含む集団移転の説得に折れたそうであ

る。当時の気持ちを「さらば荒平よ」と表現している。 

 

5-2. 移転後の生活 

 農家が多かった被災地区では、どの家も自宅と作業小屋が同じ

敷地に建ち、その周辺に自分の田畑が広がっていた。しかし、移

転によって「百姓じゃないような」50～60 坪の家になった。移

転先に田畑はなく、「私らは通い百姓です」というとおり、現在

も軽トラックで被災前の土地へ通う生活をしている。 

「被災直後の耕作意欲はゼロ」、「とにかく毎日ボーっとしてい

た」。耕作意欲を失っていた３年ほどは、どうやって生計を立て

ていたのか覚えていない。昭和51年３月には、少しずつ田んぼ

の形がみえはじめ、昭和52年あたりから、耕作意欲が少しずつ

出てきた。目に見えて進む災害復旧の移り変わりを、移転者や元

行政官たちたちは赤（崩れた山肌）、白（復旧工事によるコンク

リート）、緑（もう一度緑に覆われた山）の色で表現し、最終的

に爪跡（山津波跡）が分からなくなるのには10年かかったと口

をそろえた。 
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昭和 55年の年末から昭和 56（1981）年１月 30日にかけて熊

本県および倉岳町が実施した防災移転推進調査には、移転実施者

のうち32名が回答しており、回答者全員が移転後は200～300m2

の敷地面積になったと回答している。これは、移転前の家の大き

さに関係なく移転後の土地が割り振られたことを示しており、現

在でも住民からは「昔の家は、もっと庭が広かった」「隣の家と

の間はもっとあった」という意見が聞かれた。 

移転先の新しい社会システムをみてみると、倉岳町の集団移転

の２事例ではそれぞれ異なったシステムを構築したことが分か

る。浦新町では、移転後すぐに自治会が結成され、消防団など新

しい組織が結成された。移転もとの集落に関係なく、浦新町団地

として新しく生活を始めるということであった。自治会が結成さ

れたことで、広報誌などの配布や行政からの伝達事項も自治会を

通して住民に伝えられている。一方、小沚潟団地では移転者が少

なかったこともあり、新しい自治会の結成はなかった。こちらに

も防災集団移転促進事業による移転だけではなく、がけ地近接等

危険住宅移転事業を利用した世帯も加わっている。小沚潟団地の

住民は、移転前の地域の自治会に所属しているため、移転先には

現在でもそれぞれ異なった地域の自治会長が広報紙など町の情

報を届けている。 

 

6. まとめ 

被災から42年が経過し、集団移転からは40年を迎える。被災

後の３年間は、どうやって生計を立てていたのかも思い出せない

と答える中で、集団移転は計画され実施に至っている。衆議院に

おける災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員

会や衆議院本会議の会議録を読み返してみると、その施行に伴い

実施される国庫補助が他の国庫補助との均衡上問題があるとい

う指摘がされながらも、集中豪雨による被害の実態をかんがみる

とやむを得ないものとして認められた経緯が読み取れる 9)。法律

案は、「豪雨、洪水、高潮等の災害の発生した地域または建築基

準法第三十九条の災害危険区域のうち、住民の居住に適当でない

と認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、地

方公共団体が行う集団移転促進事業に係る経費について国が財

政上の特別の措置を行おうとするもの」と説明されている。集団

移転促進法は、居住に適した場所に住み直すための制度として設

立した経緯があった。集団移転へと進んでいくまでには、住み慣

れた場所が災害によって被害を受け、危険区域に指定され、他に

居住することができる場所が必要になるという段階を経ている

ことが分かる。 

被災者にとって住み慣れた土地を離れるという決断は、今も昔

も苦悩を要する。また、特に住宅への被害が軽微であったにも関

わらず移転に賛同しなくてはならなかった移転者にとっては、同

じ集落の人のために移転に踏み切らざる得ない場合も見受けら

れた。一日も早い復旧のために、また将来の安全のためを思い設

立した制度とはいえ、集団移転には、移転先に通える距離であり

ながらも「さらば」と言わせ、百姓ではなく「通い」百姓になっ

たと思わせるほどの影響があり、40 年経った今でも移転をさせ

られたという感覚が残る事業であることを認識しつつ実施され

るべき制度であると考える。40年間における土地利用の変化や、

近隣地域との関係については、今後の調査課題としたい。 

 

補注 

(1) 災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に

適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促

進するため、当該地方公共団体に対し、事業費の一部補助を

行い、防災のための集団移転促進事業の円滑な推進を図るこ

とを目的としている。 

(2) 長野県伊那谷での災害の再、現地において災害復旧工事を実

施するよりも、住民が安全な場所に移転することの方が望ま

しいとの決意に達した。国の助成として、農林災害復旧事業

の施行を行わず、この事業に本来かかる予定であった国庫補

助金を当時の農林省から自治省に移管して集団移住事業補助

金にあてたもの。 

(3) 防災集団移転促進事業とがけ地近接等危険住宅移転事業は、

危険な区域にある住民の移転を促進することによって住民の

生命・財産を守ることを目的としている制度であるが、移転

先地において一定規模以上の土地を整備して集団を形成する

ことを用件としている防災集団移転促進事業と異なり、移転

先地が散在してもよいことになっている。 

(4) 行政資料「防災集団移転促進事業移転状況調（倉岳町）」を

もとに作成。熊本県が実施した防災集団移転促進事業に関す

る調査に対して、町役場が作成したと思われるが、発行日に

ついての記載がない。 
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