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Following the Great East Japan Earthquake, a large amount of the government-leased private rental Interim housing 

was supplied in the 2016 Kumamoto Earthquake. In order to clarify the characteristics of it, we conducted a 

questionnaire survey of households who moved into it after being damaged by the disaster in Mashiki Town and a 

comparison analysis with the government-constructed temporary housing in the same disaster. As a result, it allowed 

disaster victims to acquire larger temporary housing earlier, but moved far from place of residence before the disaster 

when moving in. Moreover, residents of it tended to have fewer children and the elderly and to hope to rebuild their 

homes in different municipalities.  
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1. 序論

1-1. 研究の背景と目的 

2016年熊本地震では東日本大震災での経験から，被災当初から

の借上げ仮設住宅(以下，借上げ仮設とする)の供給，「補修型みな

し応急仮設住宅」の活用などによって，借上げ仮設が建設型仮設

住宅(以下，建設型仮設とする)の 3 倍以上の供給戸数となり，応

急仮設住宅供給の主要策となった．借上げ仮設は従来の建設型仮

設に比べて，早期に大量の仮住まいの確保や被災者自身の物件選

択が可能であることなどが利点であるが，東日本大震災ではスト

ック不足による避難の広域・点在化 1)，被災前の市町村からの転

出 2)など課題も示されている． 

各仮住まい型によって異なる特徴・課題があり，それらは被災

者・被災地の復興に影響を与える可能性がある．そのため，各仮

住まい型の特徴を正しく把握し，今後の災害における応急住宅供

給のあり方を検討する必要がある． 

本研究は，2016年熊本地震における借上げ仮設の入居世帯・居

住実態・利用ストック・恒久住宅再建の特徴を，熊本地震の建設

型仮設との比較分析から明らかにすることを目的とする． 

1-2. 研究の対象と方法 

2016 年熊本地震において熊本県益城町で被災した借上げ仮設

入居世帯を対象としたアンケート調査を 2019 年 12 月に行った．

益城町は熊本市東部に隣接するベッドタウンで，熊本地震の原因

とされる断層帯が直下にあり，県内でも特に被害の大きい地域で

ある．また借上げ仮設と建設型仮設がおよそ1対1の比で供給さ

れている．調査票は益城町で借上げ仮設入居者への支援団体であ

る一般社団法人minoriの協力による郵送での送付・回収を行った．

対象である全1558世帯(退去済みを含む)のうち住所が把握できた

1415世帯へ送付し，428世帯(30.2％)を回収した．また調査後に支

援団体の代表職員へのヒアリングを行い、結果考察の参考とした． 

上記の調査結果を熊本地震における建設型仮設の調査との比

較を行った．比較には熊本大学の渡邉ら 3)が行った調査データを

利用した．益城町の建設型仮設全入居世帯を対象として2016年6

月～11 月にかけて行われた訪問調査で，総戸数 1562 戸に対して

76.6％に当たる1196世帯へ調査を実施している． 

1-3. 研究の位置づけ 

借上げ仮設と建設型仮設の比較は東日本大震災における名取

市を対象に松川・立木ら 4)が行っており，入居世帯の傾向や再建

の様子を明らかにしている．本研究の対象とした熊本地震は，そ

れらとは異なる災害・被災地特性であることに加え，被災当初か

ら借上げ仮設が応急仮設住宅の選択肢であったことなど，被災者

自身の応急仮設住宅選択を取り巻く環境が異なる．また松川・立

木ら 4)の調査結果を含めた東日本大震災での先行研究と，本研究

での比較分析の結果から，東日本大震災での各仮住まい型の特徴

と同様か相違があるのかを確認する． 

【表-1】建設型と借上型の概要 
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2. 建設型仮設住宅との比較 

益城町の被災者の借上げ仮設(以下，借上型とする)と，渡邉らが

行った益城町における建設型仮設(以下，建設型とする)に関する

調査との比較分析を行う．各仮設住宅の特徴を【表-1】のように

まとめる． 

2-1. 入居世帯特性 

(1) 世帯構成，世帯分離 

借上型では建設型に比べ，15 歳以下及び 65 歳以上の割合が小

さく，高齢者や子供を含む世帯が少ない【図-1】． 

また入居時の世帯分離は，特に5人以上の世帯で建設型よりも

世帯分離の発生率が低い【図-2】． 

(2) 被災前住宅の所有形態 

両仮設の傾向は被災前の益城町全体の傾向と一致しているが，

わずかに借上型では被災前に借家であった世帯が多く，建設型で

は持ち家であった世帯の割合が多い【図-3】． 

(3) 被災前の居住校区 

 益城町内で熊本市のベッドタウンとしての側面が強い旧木山・

広安・広安西小校区を市街地校区，田畑や中山間地が多い津森・

飯野・旧福田校区を農村部校区として位置付ける．全体の傾向と

しては被災前の益城町全体の傾向と一致している．両仮設で広安

西が少ないのは，町内でも比較的住宅被害が少なかった地域であ

るからである．また借上型では被災前に市街地校区に居住してい

た世帯の割合は建設型より大きい，建設型では被災前に農村部校

区に居住していた世帯の割合が借上型より大きい【図-4】． 

 

2-2. 仮設ストック特性 

(1) 仮設所在地 

借上型の所在地として最も多いのは隣接市町村が63.5％で，う

ち55.8％が熊本市での入居である．益城町での入居は30.8％で，

入居時に町外に転出している世帯は68.0％である【図-5】．各仮設

の所在地を模式的に示した【図-6】を見ると，借上型は建設型に

比べて広範囲に点在している様子が分かる． 

また被災前の居住地別に仮設の所在地を見ると，借上型の市街

地校区では同一校区での入居が多いのに対し，農村部校区では隣

接市町村での入居が多い．また建設型の農村部校区では市街地に

比べて同一校区での入居が多いが，借上型の農村部校区では同一

校区での入居が少なく町外での入居が多いので，農村部校区では

借上型と建設型で差が大きくなっている【図-7】． 
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【図-1】世帯構成 

【図-3】被災前住宅の所有形態 5) 

【図-4】被災前住宅の居住校区 6) 

 

【図-5】入居時の居住地移動 

 

【図-6】仮設所在地 7) 
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(2) 入居率の推移 

借上型では建設型よりも早期に入居が開始しており，建設型

での入居が開始する6月頃に，借上型では65.8％の世帯が入居完

了している【図-8】． 

(3) 間取り 

2∼3DKと2∼3LDKの物件で過半数を占めている．益城町の建設

型の間取りは1DK(1人以上)・2DK(2人以上)・3K(4人以上)の3パ

ターンがあるが，借上型では建設型よりも規模の大きいストック

が6割以上である【図-9】． 

(4) 家具・設備 

 【図-10】中の8つの家具・設備は益城町の建設型で備え付けら

れているものである．借上型ではトイレ・風呂・キッチンの水回

りはどれも9割以上で設置されている．またガスコンロは36.0％，

エアコンは47.9％，カーテンは14.5％，照明器具は28.5％でしか

備え付けられていない【図-10】． 

2-3. 居住実態 

(1) 建設型に入居しなかった理由 

本設問は3つまでの複数回答で，何らかの回答があった347世

帯を母数として示す．最も理由として大きいのは「入居までに時

間がかかる」で46.4％である。次いで「間取りや広さが不十分」

が35.7％，「場所が自分で選べない」が27.7％で建設型に入居しな

かった理由となっている【図-11】． 

(2) 借上げ仮設での生活における不満 

 本設問は3つまでの複数回答で，何らかの回答があった286世

帯を母数として示す．借上げ仮設での生活における最も大きな不

満として挙がっているのは「部屋が狭い」で30.4％である．次い

で「行政や支援の情報の不足」が25.2％，「近所付き合いがない」

が21.0％である．これらの不満は借上型の支援団体へのヒアリン

グより，建設型へのボランティアなどの支援の充実・集住による

コミュニティの存在などと，借上型入居者が自身の状況とを比較

した観点から来るものであると考えられる【図-12】． 

2-4. 恒久住宅再建・転居意向 

(1) 再建・転居場所の意向 

 両仮設において「被災前と同じ土地」での再建を望む世帯が最

も多いが，借上型においては「益城町外」での再建を望む世帯が

14.2％で建設型よりも 12.0％高い．借上型では建設型よりも当初

から町外への転出を望む世帯が多い【図-13】． 
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【図-8】入居率推移  

 

【図-9】借上型の間取り 

【図-10】借上型の家具・設備 

【図-11】建設型に入居しなかった理由:借上型(n=347) 

【図-12】借上げ仮設での生活における不満:借上型(n=286) 
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(2) 再建・転居方法の意向 

 両仮設において「新たに住宅を建設」することを望む世帯が最

も多い．借上型では「民間賃貸住宅に入居」することを望む世帯

が11.1％で建設型よりも8.4％多い．また建設型では「災害公営住

宅に入居」することを望む世帯が19.1％で借上型よりも3.9％多い

【図-14】． 

 

4. 結論  

4-1. 借上げ仮設住宅の特徴 

 熊本地震の借上げ仮設の特徴は以下のように集約できる．一部

の項目では東日本大震災における先行研究で明らかにされた特

徴と同様か相違があるのか確認を行う。  

・建設型に比べて15歳未満の子供や高齢者を含む世帯が少ない．

建設型ではこれらの世帯に優先入居があったこと，子育て世帯で

は子供の通学などから被災前居住地の近くでの仮住まいが必要

であったこと，高齢者世帯では仮設として借り上げる物件を自ら

探すことが困難であったことなどが理由と考えられる．また松

川・立木ら 4)は『世帯主が就業年齢である場合は借り上げ仮設に，

退職者の年齢である場合はプレハブ仮設に入居する傾向がある』

と述べており，これは前項で述べた傾向と一致しているが，15歳

未満など就学年齢の子供に関しては明らかにされていなかった． 

・入居時の世帯分離が建設型よりも発生しにくい．松川・立木ら

4)は『「3 人以上」の世帯は借り上げに入居し，建設型の入居限界

は2人』と述べている．建設型の規模の違いも考えられるが,前項

で示した建設型において大規模世帯で世帯分離が発生しやすい

ことと，関連があると考えられる． 

・建設型に比べて，被災前は借家に居住していた世帯や都市部か

ら近い市街地部に居住していた世帯が多い傾向がある． 

・建設型に比べて，被災前の居住地から離れた物件への入居が多

く，仮設入居に伴う市町村外への転出が発生する．米野 8)は岩手

及び宮城において沿岸部の被害が大きい市町村から内陸部の市

町村への移転の発生を報告しており，同様の傾向が見られる． 

・建設型に比べて早期に入居することができ，物件の規模も大き

い傾向があり，建設型の欠点を補っている．米野 8)は岩手及び宮 

城において，同様の傾向があったことを報告している． 

・建設型での設備に比べて，家具や設備が備え付けられていない

場合が多く，入居時の入居者の負担が大きくなる． 

・建設型に比べて，借上げ仮設の物件は広い傾向はあるが,部屋が

狭いことが不満となっており，世帯規模の大きい世帯では物件と

のミスマッチが発生している可能性がある． 

・建設型に比べて，近所付き合いや支援情報などの不足が不満と

なっており，被災者の孤立が発生している． 

・建設型に比べて，民間賃貸住宅を利用した恒久住宅再建・転居

や益城町外での再建意向が大きく，恒久住宅再建・転居時の人口

流出につながる可能性がある. 

4-2.今後の研究課題 

 本研究は建設型との比較から借上型の特徴を述べたが，実際の

再建・転居状況の比較は行えておらず，今後の研究課題としたい． 
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【図-13】再建・転居場所の意向 

【図-14】再建・転居方法の意向 
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