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シナリオプランニングを用いた事前復興空間計画の課題と方法論に関する研究

－和歌山県串本町を対象として－ 

The Study of Issues and Method: Using a Scenario Planning for Pre-disaster Recovery of Spatial 

Plan - Case Study of Kushimoto, Wakayama Pref - 
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The Nankai Trough earthquake will cause enormous damage to western Japan, and it is expected that a considerable 

period of time will be required for disaster recovery. After the Great Hanshin-Awaji Earthquake, the Niigata Chuetsu 

Earthquake and the Great East Japan Earthquake made it difficult to reach consensus for reconstruction projects, the 

collapse of local communities due to the disaster, and the prolongation of reconstruction. Based on these experiences, 

pre-disaster recovery efforts are needed.  

The objectives of this study is to clarify the long-term effects of the damage caused by the Nankai Trough earthquake 

on the affected areas, to consider the effects of the measures in pre-disaster recovery of spatial plan in the reconstruction 

process, and to discuss the issues in pre-disaster recovery of spatial plan. Then, we consider the effectiveness of the 

methodology using scenario planning in comparison with the methodology of the conventional pre-disaster recovery 

of spatial plan 
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1. 序論 

1.1 研究の背景と目的 

2030 年代に 70％以上の確率で発生するとされている南海トラ

フ地震は西日本に甚大な被害をもたらし，災害の復興に相当な期

間が必要になると予想される．阪神・淡路大震災以降，新潟県中

越地震や東日本大震災などで，復興事業の合意形成の難航や，被

災による地域コミュニティの崩壊，個人の住宅再建の困難さ，復

興の長期化などが顕在化した．こうした経験から，「事前復興」

の取組(1)が必要とされている．建物の耐震化，防波堤の整備などの

「減災まちづくり」と，復興手引きやマニュアル作成などの「復

興準備」に大別される事前復興の実践と研究が進んでいる 1)2)3)．

しかし，予想されている甚大な被害が人口減少社会における長期

的な復興過程に与える影響の具体的なイメージがつかめず，行政

による事前復興の検討を困難としている 4)．  

 本研究では，南海トラフ地震による被害が被災地域へ与える長

期的な影響を明らかにすることで，事前復興空間計画における施

策が復興過程で発揮する効果を考察し，事前復興空間計画におけ

る課題を明らかにする．そして，従来の事前復興空間計画の方法

論と比較した，シナリオプランニング(2)を用いた方法論の有効性

を考察する．研究対象に選定したのは，全国でも事例の少ない事

前高台移転の検討を進めている和歌山県串本町である．本研究に

おける「事前復興空間計画」とは事前復興に空間再編を加えたも

のと定義する．  

1.2 研究の方法 

まず，シナリオ作成のフレームワークを決め，内閣府と和歌山

県の被害想定 5)6)，永松，林の先行研究 7)を参考とし，全国の被災

復興シナリオを作成する．そのフレームに従い，過去の復興事例

と同町が検討を進めている事前復興空間計画に基づいて串本町

の被災復興シナリオを作成する．このようなシナリオプランニン

グによって，事前復興空間計画の課題を明らかにし，求められる

施策を考察する【図-1】． 

2. 串本町の事前復興空間計画の内容と検討状況

和歌山県串本町は紀伊半島の最南端に位置しており，町の中心

部は海抜の低い平地である．町域の約 8 割を山林が占めており，

約 6 割が 40 度以上の傾斜地である．町内の人口は 1 万 7 千 806

人・8,971 世帯である．年齢別構成では，65 歳以上が 40.8％を占

め，年齢区分では65歳以上69歳以下の人口が最多で，超高齢社

会となっている．中心部の北側にある高台住宅地（サンゴ台）は

バブル期に開発され，串本町土地開発公社が宅地分譲を行ってき

た．東日本大震災を機に津波被災リスクの認知が高まって，移住

者が増加したため，現在は分譲が終了している． 

これまで，串本町では東海・東南海・南海地震による津波から

地域住民の命を守るため，避難3原則の周知の徹底【写真-1】や，

避難を助ける対策として津波避難タワーの整備【写真-2】などの 

【図-1】研究の流れ 
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ソフト・ハード対策の双方を効果的に実施し，自助・共助と公助

が連携した津波対策に取り組んできた 8)9)．また，病院ヤ消防セン

ターなど公共施設の高台移転【写真-3】は既に完了している．串

本町では検討段階であるが，東日本大震災の復興過程 4)及び，同

町の資料 8)より，串本町が検討している事前復興にかかる施策を

【表-1】に示す． 

【写真-1】避難3原則の周知  【写真-2】津波タワーの整備 

【写真-3】串本町立病院の整備  【写真-4】建設中の新庁舎 

 

3. 串本町でのヒアリング調査 

 事前高台移転後の住民の生活の変化や，発生することが考えら

れる課題について明らかにするために，既に高台移転を行ったサ

ンゴ台住民へヒアリング調査を行った．調査項目は年齢や世帯構

成などの属性【表-2】，職業，居住歴，従前居住地からの転居理由，

サンゴ台の選定理由と現状のサンゴ台に対し不憫と感じる点に

ついてである【表-3】．調査期間は2019年7月18日~22日，回

答数は 17 件である．また同様の項目に移転前住居の売却につい

ての質問を加え，2019年11月 23日にも調査を行った．回答数

は10件，合計27件である． 

 調査の結果，東日本大震災の前後で従前居住地からの転居理由

とサンゴ台の選定理由は変化が見られた．東日本大震災以前は，

一軒家を建てる土地を探しており，公的分譲の安心感もあったこ

とからサンゴ台を選択したケースが多かった．一方で，東日本大

震災以後は，津波に対する安心感が理由でサンゴ台を選んだケー

スが多かった．サンゴ台の生活に対する不満点として，生活利便

施設が低平地にしかないことや，低平地との交通網が充実してい

ないことから老後の生活に対する不安などが挙がった． 

田中10)は同地区にて，アンケートおよびインタビューを実施し，

どのような世帯が，なぜ移転し，現在それをどのように評価して

いるのかを分析することで，移転のリスクについて言及し，高所

移転のあり方を議論する上での新たな論点を提示した．自主的な

高所移転の選好基準は分極化しており，新たな持家や良好な環境

などプラス条件を取得するための移転がある一方で， 津波リス

クの不安（動機）と軽減（目的）に特化した移転がある．後者は

従前居住地での長期居住者に多い．また，津波への不安を最大の

動機とし，かつ津波のリスクが低いことを最大の居住地選好要因

とする移転は，移転それ自体に対する不安をも内在させている．

従来通りの生活が継続できなくなることへの不安は，実際，移転

後に利便の低下というかたちで，もしくは近い将来の不安という

かたちで表面化する傾向にある．さらに，そういった不便や不安

の顕在化が現在の暮らしに対する低評価に結びついている．移転

のリスクに対し，求められる検討のひとつは，モビリティの多様

性を確保し，買い物や通院など最低限度の生活行動だけでなく，

従前居住地における近隣関係の持続に資する移動手段のあり方

を問うことである．そのひとつは，親密な近隣関係を発現させて

いた従前居住地の地理的・空間的構造を読み解き，その特質を高

所において再現する方途を追求することである，としている． 

次に，南海トラフ地震事前復興研究分科会として2019年4月

6 日に串本町役場に対し行ったヒアリングの概要を整理する．串

本町は町役場の高台移転【写真-4】を令和3年 3月ごろに予定し

ており，土地開発公社による新たな高台宅地分譲を行うために，

住民に対して高台移転意向の調査の実施も予定している．これに

続く取り付け道路も高速道路延伸時の工事用道路を舗装し完成

した．庁舎の奥側の埋め立てている土地は，災害時の仮設住宅な

どの用地として予定しており，平時ではグランドゴルフ場などと

して建物は作らずに残しておく計画となっている．また，サンゴ

台への取り付け道路沿いに新たに整備される 48000ｍ²の土地に

は認定こども園，統合小学校，防災公園などが新たにつくられる

構想があり，主な予算は過疎債によって捻出される．認定こども

園は既に基本設計の予算案が議会で通っており 35 年完成予定で

計画が進んでいる．統合小学校に関しては方向性についてのみで

予算案は現状完成してはいないが，こども園の一年遅れでの計画

居住歴8年～（15件） 居住歴～8年（12件）
12 4
0 2
1 0
0 1
1 2
2 0
1 1
6 10
1 0
3 0
0 0
4 0
2 0

居住歴8年～（15件） 居住歴～8年（12件）
2 4
3 4
1 2
1 0
0 1

不便な点

商業施設がない
交通の便が悪い
坂が多い
働き口がない
駅から遠い

サンゴ台
選定理由

津波に対する安全性
景色や景観が良いため
生活利便性が高いため
両親が暮らしているため
出身地であるため
公的分譲に安心感があった

転居理由

一軒家を建てる土地を探していた
勤務地と近い
学校と近い
家族が増えたため
介護のため
生活利便性に不満があったため
住居に不満があった

【表-1】串本町が検討中の事前復興にかかる施策 

【表-3】串本町でのヒアリング結果 

【表-2】回答者の属性 
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を予定している．統合をしなければ予算が得られないため，まず

は串本小学校と橋杭小学校の2校を統合する予定である．中学校

についても最終的には統合によって高台側に集約させる予定で

ある． 

 

4. 南海トラフ地震のシナリオプランニング 

4.1 シナリオの条件の決定 

 まず，地域の復興に大きな影響力を持つマクロ経済に関する被

災復興シナリオ（全国のシナリオ）を作成する．シナリオプラン

ニングを行うためのプロセスを【図-2】に示す． 

シナリオの構築に当たり，参照すべき事例として阪神・淡路大

震災と東日本大震災の被災復興の概要を整理する 11)12)． 

1995年に発生した阪神・淡路大震災は直接被害額がおよそ9兆

9千億円と推計され，6434人という死者数とともにマクロ経済に

大きな影響を及ぼした．ただし，当時余剰生産力を十分に抱えて

いた日本経済にとっては，被災地域における経済活動の停止によ

るマイナスの影響よりも，被災したストックを再建していく過程

の経済活動へのプラスの効果が大きく， 平成11年の経済白書で

も「90 年のバブル崩壊後で比較的経済が良好だったのは 1995 年

と1996年の2年間である」としている． 

2011 年に発生した東日本大震災は直接被害額がおよそ 16 兆 9

千億円と推計され，死者・行方不明者数が2万7689人に上り，戦

後発生した災害として最悪の被害をもたらした．震災前後の景気

動向としてリーマンショック後の急速な景気悪化から持ち直し

傾向にあった中，国内のエコカー補助金の終了などから景気が足

踏み状態となっていた中，震災が発生した．被災地域の経済活動

の停止によるサプライチェーンの寸断に加え，消費者マインドの

悪化等を通じ，個人消費や民間企業設備投資が減少，結果として

GDPの押し下げが確認された． 

過去の地震災害がマクロ経済に及ぼした影響を概観すると，災

害の被害規模や内容だけでなく，時代的背景や経済状況など外的

要因によって左右されるということが分かる． 

シナリオを作成する上で2つの不確実性を設定する必要があり，

それらは「互いに相関関係にない」，「潜在的な影響が大きい」，「起

こりうる不確かさが高い」，の3つを満たす必要がある．阪神淡路

大震災，東日本大震災の復興過程を参照し，抽出したシナリオの

要素は，①復興・復旧資金の調達の困難性，②建設市場の生産力

の低下，③人口減少社会の到来，④情報産業の発達，⑤災害の被

害規模，である．【図-3】に示したそれぞれの「潜在的な影響の大

きさ」と「不確かさ」より，①復興・復旧資金の調達の困難性（＝

南海トラフ地震による国の財政破綻の懸念）と，②建設市場の生 

 

産力の低下（＝復興・復旧市場の需給ギャップ）の2つを，シナ

リオを左右するキー・ドライビングフォースとして設定する．「潜

在的な影響の大きさ」と「不確かさ」がともに最も大きな⑤を選

択しなかった理由は，⑤を選んだ場合，他の全ての要素との間で

相関関係があり，復興時に起こる問題の具体的なイメージが災害

の規模のみに依存するためである．永松，林 7)はこれら 2 つの不

確実性をもとに首都直下地震災害からの「経済」復興シナリオの

作成を行っており，本研究でもこれを参考にして「まち」の復興

シナリオを描く． 

 第一の不確実性は，「国の財政破綻の懸念」である．日本の財政

状況は公的債務残高の悪化や社会保障費などの財政需要の増大，

少子高齢化に伴う貯蓄率の低下などによって長期的に悪化する

ことが予想されている．国内からの復旧・復興資金の調達が困難

になると，海外からの資金調達が必要になるが，その場合より高

い金利が発生し，調達コストの上乗せなど，従来の災害のような

低金利の資金調達と比べ，高金利となる可能性を考える必要があ

る． 

 第二の不確実性は「復興・復旧市場の需給ギャップ」である．

その中でも建設市場や労働市場は復興関連市場においてどの程

度逼迫しているかを「復旧復興関連市場の需給ギャップ」とする．

需給ギャップが復旧・復興需要に対して相対的に小さい場合，物

価水準の上昇や生産能力の回復に遅れを生じさせ，需給ギャップ

が十分に大きい場合には物価上昇を起こりにくく迅速な生産能

力の回復が期待できる．  

4.2 シナリオの作成 

これら二つの不確実性の組み合わせによって【図-4】のような

4つの全国のシナリオが構築される．それぞれのシナリオは【図-

4】に示す災害事例と類似したケースとして復興が進められるも

のとした． 

次に，全国と同様「財政破綻の懸念」と「復興・復旧市場の需

給ギャップ」を不確実性として串本町のシナリオを作成する．串

本町のシナリオは，全国のまちの復興シナリオに影響を大きく受

ける． 

中林13)によると，防災・減災の主体別対応として「個人の自助」，

「地域の共助」，「行政の公助」の枠組みがあり，復興においても

被災者の自助が基本である．また，個人の日常生活のみならず住

み続ける場としての地域社会や区分所有マンションなど協働し

共助で助け合って復興に取り組む被災地も重要な復興主体であ

る．さらに，被災者や被災地に対して公助として公的に支援する

被災自治体（行政組織）もまた，災害復興に不可欠な復興主体で

ある．「被災者復興」の主体は，法制度上では「居住していた住家

【図-2】シナリオプランニングの５つのステップ  【図-3】シナリオの要素の分類       【図-4】シナリオの構造 
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が被災し生活の場を失った居住者世帯」であり，「被災地復興」の

主体は「復興まちづくり組織」や「被災コミュニティ」である．

過去の災害から，「被災者復興」と「被災地復興」は時間的にも空

間的にも対立することが多いが，復興に携わる人々には多様な価

値観が存在し，どのような復興を目指すのかということの共有は，

事前復興の取組の重要な目的のひとつであると考えられる 2)13)．

そのため，被災者一人ひとりとしての取組，被災地としての取組，

被災自治体としての取組，それらが相互に関連し補完し合って災

害からの復興が成し遂げられると考えることができる．被災者誰

もが復興し，全ての被災地が必要な復興に取り組み，行政がそれ

らをバックアップしている．復興対象の相互補完への多様な視角

が重要である． 

従って，復興対象に視点を向けたシナリオを作成するために，

「被災者復興」の視点として『人口』・『産業』，「被災地復興」の

視点として『空間』を重要な要素として位置付け，串本町の復興

シナリオを作成した【図-5】．各シナリオは左上の復興事業を展開

する点から始まり，二つの不確実性によってシナリオが進行する

ものとする．重要な要素として設定した，『産業』・『空間』・『人口』

の被災後の変化を図の下部で示す． 

シナリオⅠでは，復興事業の資金調達が容易であったことに加

え，建設市場の余剰生産力も十分にあったことから，高台の居住

区域と低平地の商業・産業用地で土地利用の差別化が行われた．

計画的なまちづくりによって被災前と比べ規模は縮小するもの

の，人口密度の維持を可能にすると考えられる． 

シナリオⅡでは，まちの復興事業のために資金は確保できたも

のの，建設業の余剰生産力がなかったために，低平地の津波跡地

の利活用や，災害公営住宅の建設など大掛かりな復興事業は遅れ

が発生する．その結果，産業復興の遅れや，一部の広域避難者が

避難先での再建を選択したことによる人口流出が発生し得る．人

口密度を維持するためには，事前高台宅地造成や早期の災害公営

住宅の完成などによって，高台を人口の受け皿としたまちづくり

を行う必要があると考えられる． 

シナリオⅢでは，早期の復興事業のための資金調達が困難であ

ったため，大規模な復興事業に遅れが生じる．また，民間部門の

投資が不足により，廃業する小規模事業者が被災によって急増し，

従事者の高齢化に加えて産業復興は厳しい状況となる．産業の復

興のためには，地域で生産される製品の6次産業化による付加価

値によって，被災前の販路の回復が必要であると考えられる．  

シナリオⅣでは，2 つの不確実性によって多くの復興事業に遅

れが生じることになった．資金力のある住民が十分な生活サービ

スを求め周辺都市に流出したことに加え，シナリオⅢと同様に産

業規模の縮退が起こったことで，長期的に自治体の財政は厳しい

状況となり，被災者の生活再建への意欲の低下が最も顕著に表れ

るシナリオとなることが考えられる． 

 

5. シナリオを用いた事前復興空間計画の評価 

5.1 シナリオにおける適応策 

4 つのシナリオの内，シナリオⅡとシナリオⅢを基にして施策

の効果を明らかにする．シナリオⅠを用いた場合，不確実性がと

もに良い影響としてシナリオに表れるため，どの施策を用いても

良い効果が生まれ，施策の適切な評価が出来ない可能性があり，

逆にシナリオⅣではどの施策を用いたとしても，被害の軽減のみ

が効果として表れ，施策の適切な評価が出来ない可能性があるこ

【表-4】各施策が機能する時点 

【図-5】串本町の被災復興シナリオの構造 
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とを考慮した．【表-1】の施策が【図-5】の復興事業において機能

する時点を【表-4】に示している．シナリオプランニングによっ

て明らかにした課題と求められる施策は次の通りである． 

【表-4】及び【図-5】より，被災後の『人口』減少の根本的な問

題は，高台の住宅復興の遅れである．住宅復興の早期化のため，

事前宅地整備と災害公営住宅の建設予定地の選定・地籍調査を行

うことで，被災による人口流出を軽減し得ることが分かった．『産

業』は産業部門の復興投資の確保と，産業用地として利用される

低平地の津波跡地の整備事業の早期化によって産業の復興の早

期化や，廃業する事業者数の減少の効果が得られ，『空間』は高台

及び低平地の復興事業の事前合意形成を住民・企業と行うことで，

迅速な復興事業に寄与することが分かった．施策④・⑤による効

果がシナリオⅢでは得られない理由は，シナリオⅡと比べ民間部

門の復興投資が縮小したことから，企業が立地の移転先として串

本町を選び、新たな事業を興す余力がないこと，被災により縮小

した串本町の産業に若年層就業者を受け入れられるキャパシテ

ィが存在しないことを想定したためである． 

串本町が検討を行ったが、未実行の施策である事前高台宅地造

成や、復興計画の事前合意形成はシナリオの根本的な問題に対し

て有効であることが【図-5】よりわかるが、南海トラフ特別措置

法を活用した防災集団移転促進事業は 2018 年時点で、自治体－

住民間の事業の合意形成が難航していることが原因となり、対象

とされた139市町村で申請が全くないのが実情である 9)。 

また，事前高台宅地造成が行われたとしても，住宅の建設費用

は住民個人の負担となるため，移転意向を持っていたとしても実

現は難しい住民が低平地に残される可能性についても考える必

要がある． 

5.2 シナリオプランニングを用いた事前復興空間計画の方法論 

阪神淡路大震災以降用いられてきた「リスク予測と軽減」によ

る事前復興の方法論に対して，シナリオプランニングを用いた方

法論の有効性は，起こりうるシナリオと実際の計画との差異を明

らかにし，具体的な対策の検討を可能とすることである．串本町

では，従来の方法論によって，事前の減災・防災事業が行われて

いる．この方法論に対して，本研究の方法論は，被災前に防災・

減災の視点に加え，「環境改善」の視点からも優先度の高い施策を

特定することが可能となる．例えば「事前高台宅地造成」は，被

災前には住民の自主的な高台移転の受け皿となり，被災後には町

内の自力再建を促すことで長期的な人口減少の抑制が行えるこ

とが前節の考察より明らかとなっている．そのため，津波避難困

難地域の住民に対し，津波被災リスクと事前高台宅地造成の必要

性の理解を促すためにも，住民説明会の実施が求められる． 

 また，本研究を既往の方法論と比較するため，東日本大震災以

前に東京都で行われていた事前復興の取組と，東日本大震災以降

行われている住民参加型の事前復興の取組を【表-5】に示す．前

者について，市古ら 14は，2001年に東京都の世田谷区及び北区の

取組を嚆矢として，本格展開されてから 10 年が経過している事

前復興まちづくりについてその全体像を把握し，達成内容を系統

的に分析している．これらの取組は83.3％が木密地域に集中して

おり，町内会や自治会など自主防災活動の担い手を復興訓練母体

とし，専門家，行政，大学の協働で実施体制が組まれている．取

り上げた8地区のうち，訓練のはじめにまち点検を実施する自治

体が6地区あることなどの訓練プログラムの共通点と，地域特性

に応じた復興訓練テーマと手法の選択が成されている．これらの

取組の成果として，参加者の復興までの行動イメージの喚起には

つながっているものの，訓練の場だけでは準備行動の具体化には

不十分であり，復興訓練終了後に行政と専門家とでマニュアル作

成等がなされていることがわかった．後者は，1)住民主導で描い

たまちの将来像に対し，許容できる被害や地域の変化を決め，そ

こから具体的な対策の検討を行う，2)生活再建シナリオと市街地

復興シナリオの組み合わせから復興状況を描き必要な施策を検

討する，3)次世代への有形・無形の地域財産の「地域継承」を目

指し，それに加えて，近年まちづくりの分野で国内総生産に変わ

る指標として注目されるようになってきた「地域幸福」を取り入

れ，「地域継承」，「地域幸福」に対して災害が及ぼす影響の評価か

【表-5】事前復興の方法論の比較 
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ら対策の検討を行う，という方法論の特徴を持っている．これら

先行研究は，すべて住民の希望やまちの復興ビジョンなど「内的

要因」に基づき，それを実現するために必要な施策の検討を行う

という計画策定のプロセスである． 

これらと比較すると，本研究の事前復興空間計画の方法論は，

「外的要因」により「起こりうる未来」を地域の被災復興シナリ

オとして提示することで，被災後に現れ得る問題から事前復興計

画の課題を明らかにし，それらの問題に対して有効な対策の特定

を可能としたことが独自性である． 

 

6. 結論 

本稿は和歌山県串本町において，空間計画にかかる事前復興の

取組状況を明らかにし，南海トラフ地震の被災復興のシナリオプ

ランニングを行うことで，事前復興で必要と考えられる施策と，

それにより得られる効果の考察を行った． 

従来の事前復興の方法論に対し，シナリオプランニングを用い

た事前復興空間計画の方法論は，復興時に影響を及ぼす根本的な

問題を特定することで，現状の地域の課題を解決し，被災後の地

域の変化にも対応した施策を特定することが可能となる．  

 今後の研究課題として，串本町の住民に対し南海トラフ地震の

被災復興シナリオを提示し，施策や復興ビジョンをWS形式で共

有していくことなど，実践的な事前復興の方法論の検討が求めら

れる．また，本研究は串本町における復興状況のみを想定してお

り，周辺地域との関係性や人口・企業の移動に関する考察は行え

ていないため，周辺地域の行政担当者や住民を巻き込んだシナリ

オ作りによって，広域的な被災復興シナリオの作成の試みが求め

られる． 
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補注 

(1) 市古らは「事前復興」を①被害を想定する，②具体の計画図を

描く，③策定手続きを共有する，④防災まちづくりを実践する，

の4つに整理している 15)． 

(2) 「シナリオプランニング」とは，未来のビジネス環境を予測し，

複数のシナリオを「作成すること」と，そのシナリオを使って

「戦略をたてること」の2つのプロセスを指す 16)． 
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