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１戸当たり仮設住宅地面積及びオープンスペース別仮設住宅
団地面積比率の算定 

―東日本大震災（宮城県）の緊急仮設住宅団地の事例から― 
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公的緊急仮設住宅団地の規模算定等の標準案を算定するに当たり、５つの各種設定を行った。全国で使用可能な公的緊急仮設住

宅団地の規模算定等の標準案とするために、各種設定を詳細化する必要がある。そこで、本研究では、東日本大震災の事例を基に、

各種係数の設定の中の仮設住宅の１戸当たりの面積の設定とオープンスペース別の仮設住宅団地の面積比率の詳細化をおこなう。 
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1.研究の背景 
1)篠原修士論文の概要 

「南国市における仮設住宅地計画の策定―公的仮設住

宅地計画標準案の検証を通して―」２０１１年篠原修

士論文では、二つの課題の解決を図った。 

１．全国で使用可能な公的緊急仮設住宅団地の規模算

定等の標準的な方法を策定する。 

２．この標準案の検証として、南国市をモデル都市と

して設定し、南国市における仮設住宅団地計画を策定

する。 

仮設住宅団地の規模算定等の標準案では、各市町村

や中学校区毎の人口・世帯数や建物被害・被害想定数

などの情報を現況データに入力すれば、仮設住宅団地

の建設に必要な面積などが自動的に算出されるように

なっている。 

 

 
図１．標準案の全体構成 

 

2)各種係数の設定 

しかし、仮設住宅団地の必要戸数を算出するにあた

り、以下の５つの各種設定を行う必要がある。 

①仮設住宅必要世帯数率 

建物被害（全壊・半壊）予想数値からの仮設住宅必要

世帯数率（係数）の設定 

 

 

 

 

②仮設住宅入居率 

仮設住宅必要世帯数からの公的緊急仮設住宅入居（係

数）の設定 

③仮設住宅の１戸当たりの面積 

公的緊急仮設住宅の１戸当たりの面積（係数）の設定 

④オープンスペース使用可能面積率 

オープンスペースの用途別に公的緊急仮設住宅団地に

使用可能面積率（係数）の設定 

⑤タイプ別の施設数及び面積 

仮設住宅団地のタイプ別に集会所等の施設数及び面積

（係数）の設定 

 

3)2011年篠原修士論文に残された課題 

２０１１年篠原修士論文では、標準案での課題が五

つ残されていた。 

①１戸当たり仮設住宅地面積 

②オープンスペース別の仮設住宅団地の面積比率の算 

 定 

③民有地での公的緊急仮設住宅団地建設の制度化の検 

 討 

④公的緊急仮設住宅団地建設の配置計画等の検討 

⑤公的緊急仮設住宅建設の抱える諸問題の検 

 討 

その中の１戸当たり仮設住宅地面積とオープンスペ

ース別の仮設住宅団地の面積比率の算定は、標準案を

決める根幹な部分であるが、十分に煮詰められている

とは言えない。よってそれぞれを算出する必要がある。 

 

4)研究の課題 

(1)１戸当たり仮設住宅地面積 

標準案では、阪神・淡路大震災を事例として、建設

する１戸当たり仮設住宅地面積を道路部分も含めて

100㎡と設定した。仮設住宅団地に必要な駐車場の面

積や併設する諸施設などを考慮すると、１戸当たり仮

設住宅地面積を再検討する必要がある。 

 

(2)オープンスペース別仮設住宅団地面積比率 

標準案では、使用可能面積を算出する際、複数の公園
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を実際に調査し、表１の用途別に使用可能面積率を設

定した。しかし、公園調査数はあまり多くなく、平均

値とは言えない。また、公園以外のオープンスペース

も調査する必要がある。 

 
表 1.用途別オープンスペースの使用可能率 

 
 

2.研究の目的 
本研究では、2011年篠原修士論文に残された課題の

二つを中心にその解決を図る。 

1.東日本大震災の事例調査を基に、１戸当たり仮設住

宅地面積を検討して、１戸当たり仮設住宅地面積を設

定する。 

2.仮設住宅としてオープンスペース面積比率の充実化

を図る。 

 

3.研究の構成 
本研究はまず、研究の背景として、篠原修士論文の

概要とその課題を整理し、研究の目的・研究の方法が

あり、１戸当たり仮設住宅地面積の算出とオープンス

ペース別仮設住宅団地面積比率の算出を行う。そして、

成果をまとめて、そこから課題を見つけ出す。（図２参

照） 

 

4.研究の方法 
1)仮設住宅団地の現況調査 

まず、宮城県の「仮設住宅設置情報」や「仮設住宅

建設一覧表」を用いて仮設住宅の所在地や入居戸数、

建物棟数を調べて、現況入力シートに入力する。（表２

参照） 

 

 
図２.研究の構成 

 
表 2.宮城県の仮設住宅団地の現況 

 
 

(1)Google航空写真 

それらを基に、その所在地の Google航空写真を用い

て、被災前と被災後の敷地利用状況を調べる。右図 2

は宮城県石巻市袋谷地東公園団地である。被災前は、

袋谷地東街区公園の広場であった。被災後には、仮設

住宅団地や駐車場として利用されている。 

 

 
図 3.街区公園の Google航空写真 

 

(2)仮設住宅団地現況 

袋谷地東街区公園を例にして仮設住宅団地面積比率

を見ると、公園の敷地面積は、8732 ㎡となっている。

赤枠の仮設住宅団地の利用面積は、6401㎡となってお
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り、仮設住宅団地面積比率を算出すると、73.31%とな

る。 

また、１戸当たり仮設住宅地面積を見ると、オレン

ジ枠の仮設住宅の利用面積は、4273 ㎡となっている。

これは、仮設住宅団地にある駐車場やその他付属施設

を省いた面積である。建設戸数が 60戸であり、１戸当

たり仮設住宅地面積を算出すると、71.22㎡となった。 

 

 
図 4.仮設住宅団地現況図 

 

5.１戸当たり仮設住宅地面積の設定 

先の方法論に基づいて、１戸当たり仮設住宅地面積

を用途別に算出した。 

１戸当たり仮設住宅地の平均面積は、約 120㎡とな

った。篠原修士論文では、阪神・淡路大震災の事例を

基に、１戸当たり仮設住宅地面積を 100㎡と設定して

いる。今回は、約 120㎡を１戸当たり仮設住宅地面積

とする。 

 
表 3.オープンスペース別の１戸当たり仮設住宅地面積 

 

 
 

平均面積の約 120㎡を下回ったのは、街区公園 99.56

㎡、総合公園 90.07㎡、グラウンド 105.07㎡、駐車場

99.05㎡であった。平均を上回ったのは、近隣公園

130.20㎡、緑地 177.21 ㎡、空地 134.52 ㎡であった。

下回った原因としては、オープンスペースに公園遊具

などが設置されており、余裕をもって、仮設住宅団地

を建設できることができなかったためだと考えられる。

また、上回った原因としては、大規模なオープンスペ

ースほど、余裕をもって仮設住宅団地が建設されてい

ると考えられる。 

 

6.オープンスペース別仮設住宅団地面積比率 
1)オープンスペース別の仮設住宅団地の現況 

先の方法論に基づいて、オープンスペース別仮設住

宅団地面積比率を算出した。 

運動公園、総合公園は、情報が得られず、算出する

ことができなかった。学校運動場の仮設住宅団地の面

積比率は、算出した。しかし、学校運動場は、教育の

場としての機能を持たなければならず、修士論文では、

使用されていないので、今回も使用しないこととする。

民有地は、東日本大震災では、仮設住宅団地として利

用されていなかった。 

 
表 4.オープンスペース別の仮設住宅団地面積比率の現況 

 
 

2)オープンスペース別仮設住宅団地面積比率 

よって、オープンスペース別仮設住宅団地面積比率

は表５に設定した。街区公園、近隣公園、都市緑地、

空地、駐車場の仮設住宅団地の面積比率を詳細化する

ことができた。 

 
表 5.オープンスペース別の仮設住宅団地面積比率の設定 

 
 

7.成果と課題 
1)成果 

１戸当たり仮設住宅面積は、120㎡という数値が得

られた。 

オープンスペース別仮設住宅団地面積比率として、

街区公園 70％、近隣公園 50％、都市緑地 50％、空地

95％、駐車場 95％という数値が得られた。 
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外部空間をそれなりに豊かなものにするためにも、

１戸当たり仮設住宅地面積は、120㎡必要であること

が分かった。 

また、オープンスペース別仮設住宅団地の面積比率

の詳細化が図れた。 

 

2)課題 

しかし、運動公園、総合公園、大規模公園、特殊公

園、農地、その他の仮設住宅団地は、情報が得られず、

仮設住宅団地の面積比率を算出することができなかっ

た。 

よって、仮設住宅団地の面積比率を検討し、オープ

ンスペース別仮設住宅団地面積比率の詳細化を図る必

要がある。 

また、阪神・淡路大震災では、１戸当たり仮設住宅面

積は、100㎡であったが、東日本大震災では、120㎡と

なっている。阪神・淡路大震災以前の１戸当たりの仮

設住宅面積を調査する等により、その推移を考察し、

将来的には１戸当たり仮設住宅地面積は何㎡が妥当で

あるかを見極める必要がある。（図４参照） 

 

 
図 5.１戸当たり仮設住宅地面積推移グラフ 
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