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（６）応急仮設住宅 

震災で住居を失った被災者に対する住宅支援として、千葉県では応急仮設住宅

の設置を行った。応急仮設住宅の建設は市町村長が行うと定められているが、災

害救助法が適用された場合は知事が行い、市町村長はこれを補助するものと定め

られている。（千葉県地域防災計画震災編第３章第１１節、風害編第３章第１２

節） 

 また、災害救助法においては下記のとおり定義されている。 

・目的： 

災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の

協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社

会の秩序の保全を図ること。  

・体制： 

 災害救助法による救助は、都道府県知事が行い、市町村長がこれを補助す

る。なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行

うこととすることができる。  

・適用： 

 災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合等に

行う。  

・救助の種類： 

 避難所、応急仮設住宅の設置 他 

・救助の程度、方法及び期間： 

 厚生労働大臣が定める基準に従って、都道府県知事が定めるところにより

現物で行う。 

 

以上から、災害が発生⇒災害救助法適用⇒県で応急仮設住宅の建設という流れ

となる。 

 

 応急仮設住宅の種別としては、「建設型応急仮設住宅」と「借上型応急仮設住

宅」の２種類がある。 

なお、「家屋半壊」等の幅広い被災者に対する住宅支援として、国家公務員住

宅･公営住宅等は応急仮設住宅の位置づけを行わず、公営住宅の目的外使用として

扱った。 

 応急仮設住宅に係る規定は、東日本大震災時は次のとおりである。 
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 応急仮設住宅に係る基準（厚生労働省告示 平成２３年３月１１日時点） 

 

イ 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力

では住家を得ることができないものを収容するものであること。  

ロ 一戸当たりの規模は、２９.７㎡を標準とし、その設置のため支出できる費用

は、２３８万７千円以内とすること。  

ハ 応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね５０戸以上設置し

た場合は、居住者の集会等に利用するための施設を設置できることとし、一

施設当たりの規模及びその設置のために支出できる費用は、ロにかかわらず、

別に定めるところによること。  

ニ 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であっ

て日常の生活上特別な配慮を要する複数のものを収容する施設(以下「福祉仮

設住宅」という。)を応急仮設住宅として設置できること。  

ホ 応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室の借上げを実施し、これらに

収容することができること。  

ヘ 災害発生の日から２０日以内に着工し、速やかに設置しなければならないこ

と。  

ト 応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法(昭和二十五年法

律第二百一号)第八十五条第三項又は第四項に規定する期限までとすること。 

 

※特別な事情がある場合には、事前に厚生労働大臣に協議し、その同意を得

た上で対応することができる。 
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①応急仮設住宅の建設 

ⅰ）応急仮設住宅建設までの対応 

表 4-8 建設型応急仮設住宅の実施経過 

月 日 内 容 

３月１１日 地震発生 

３月１３日 応急仮設住宅供給を検討し、(社)プレハブ建築協会に事前準備の

依頼 

３月１５日 災害救助法適用のあった旭市、香取市、山武市、九十九里町へ応

急仮設住宅の要望の有無を照会⇒要望あり 

３月１６日 旭市から仮設住宅建設要望書提出。全壊３３９世帯、半壊１６４

世帯⇒３３９戸要望（当初） 

３月１８日 香取市から仮設住宅建設要望書提出。全壊３０世帯、半壊４０世

帯⇒５０戸要望（当初） 

３月１９日 (社)プレハブ建築協会に２３０戸（旭市２００戸、香取市３０戸）

の応急仮設住宅建設を文書で要請 

３月２４日 (社)プレハブ建築協会へ早期着工の要請、災害救助法適用のあっ

た団体へ応急仮設住宅の要望の有無を照会（千葉市、習志野市、我

孫子市、浦安市）⇒要望なし。 

３月２９日 (社)プレハブ建築協会から正式斡旋通知⇒三協フロンテア(株)

（本社千葉県柏市） 

３月３０日 応急仮設設置に係る契約締結⇒２３０戸の賃貸借契約。 

３月３１日 着手 

５月 ９日 香取市（佐原）完了検査 住宅課担当者立会 （３０戸） 

５月１０日 

 

香取市（佐原）入居開始 

旭市（中央）完了検査 住宅課担当者立会（５０戸） 

５月１１日 旭市（中央）入居開始 

５月１７日 旭市（飯岡）完了検査 住宅課担当者立会（１５０戸） 

５月１８日 旭市（飯岡）入居開始 

 
  



4-57 
 

 
表 4-9 箇所別工程表 

工程 

香取市(佐原) 

(旧佐原第二中学校

運動場） 

旭市（中央） 

(旭文化の社公園ふれ

あい広場) 

旭市（飯岡） 

(いいおかふれあいス

ポーツ公園) 

３０戸(談話室１戸) ５０戸(談話室１戸) １５０戸(集会所１戸) 

契約 ３／３０ ３／３０ ３／３０ 

位置決め ４／ １ ４／ ３ ４／ ３ 

砕石敷き等 ４／ ２～ ４／ ４～ ４／ ４～ 

建て方 ４／１１～１５ ４／１４～１７ ４／１３～１８ 

外構 ４／２９ ５／ ２ ５／ １ 

完了検査 ５／ ９ ５／１０ ５／１７ 

入居開始 ５／１０～ ５／１１～ ５／１８～ 

 

ⅱ）設置に係る配慮事項 

・住戸の玄関を向かい合せに配置することで、コミュニティーに配慮した。 

・高齢者等への対応として、玄関入口の住戸間通路を嵩上げすることにより、

バリアフリー方式を採用し、玄関の内外に手摺を設置した。 

・住戸玄関前通路等は舗装とし、歩行者の安全や利便性に配慮した。 

・団地敷地内は歩行者通路と車両通路に分け、安全に配慮した。 

・床下の水溜り、湿気の発生を防ぐため床下に暗渠を埋設した。 

・コミュニティー形成に資する集会所や談話室を設置した。 

・各団地の戸数分の駐車場を確保した。 

・浄化槽を地下埋設型にすることで、安全に配慮した。 

  

ⅲ）応急仮設住宅の型式、仕様等 

・型式  

１ＤＫ（ ６坪 約１９.８ ㎡）・・・単身用 

２ＤＫ（ ９坪 約２９.７ ㎡）・・・２、３人用 

３Ｋ  （１２坪 約３９.６ ㎡）・・・４人以上 

キッチン（流し台、吊戸棚、コンロ台） 

浴室（ユニットバス） 

トイレ（水洗方式） 

エアコン（各戸に１ヶ所） 
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・集会所、談話室 

集会所（旭市飯岡）：概ね５０戸以上の団地に設置  

談話室（香取市佐原、旭市中央）：概ね５０戸未満の団地に設置 

 

・仕様 

表 4-10 仮設住宅仕様比較表 

 標準仕様 千葉県仕様 寒冷地仕様 

天井 発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ１００㎜相当 

発泡ｳﾚﾀﾝ吹付け 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ１００㎜相当 

外壁 外壁パネル 

ｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=２５㎜ 

外壁パネル 

ｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=２５㎜ 

木下地(３０×４０) 

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=９.５

㎜ 

外壁パネル 

ｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=２５㎜ 

木下地(３０×４０) 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ５０㎜相当 

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=９.５

㎜ 

床 合板 t=１２㎜ 合板 t=１２㎜ 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ５０㎜相当 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷き t=０.

１５㎜ 

合板 t=４㎜ 

合板 t=１２㎜ 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ５０㎜相当 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷き t=０.

１５㎜ 

合板 t=４㎜ 

 

ⅳ)建設主体と管理主体 

 建設主体は千葉県であり、管理事務を旭市、香取市に委任している。敷地につ

いては、毎年応急仮設住宅建設候補地調査を行って、市町村が事前に候補地を選

定している。今回の応急仮設建設地は市の所有地である。 

 

ⅴ）応急仮設住宅の供与期間 

 応急仮設住宅の供与期間は、災害救助法及び施行細則で、２年の期間とされて

いる。また、建築基準法第８５条第３項及び４項の規定では、完成後、３か月を

超えて存続しようとする場合においては、２年以内の期間を限って、特定行政庁

の許可を受けて存続することができるとある。 

 千葉県では、各団地とも２年の期間としている。今後延長が生じる場合には、

厚生労働大臣と協議を行いその同意を得ることや建築指導課との調整の上、期間

の延長を行う。 
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ⅵ）応急仮設住宅配置、写真 

・旭市飯岡地区の概要 

団地名：仮設住宅飯岡 

住 所：旭市横根（いいおかふれあいスポーツ公園） 

規 模：１５０戸（集会場１戸） 

 

 
図 4-6 住棟配置図 
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写真 4-30 敷地状況（設置前） 

 

 

 
写真 4-31 完成写真 
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②借上型応急仮設住宅 

表 4-11 借上型応急仮設住宅の対応経過 

月 日 内 容 

３月１１日 地震発生 

３月１３日 応急仮設住宅供給を検討し、（社）千葉県宅地建物取引業協会等へ

事前準備を依頼 

３月１５日 災害救助法適用のあった市町村へ応急仮設住宅の要望の有無を照

会（旭市、香取市、山武市、九十九里町） 

千葉県宅地建物取引業協会等へ協力要請⇒民間賃貸住宅の空室照

会を依頼 

３月２３日 応急仮設住宅の要望があった災害救助法適用市町村へ民間賃貸空

屋情報を提供及び受付開始（旭市、香取市、山武市、九十九里町） 

応急仮設住宅（民間賃貸住宅）の要請⇒（社）千葉県宅地建物取引

業協会等に民間賃貸住宅の提供を文書で要請 

３月２４日 災害救助法適用のあった団体へ応急仮設住宅の要望の有無を照会

（千葉市、習志野市、我孫子市、浦安市） 

３月２８日 「被災者向け公営住宅等情報センター」で民間賃貸情報の提供開始 

４月１５日 応急仮設住宅民間賃貸借上げ入居、旭市（２３件）、香取市（７件）、

山武市（１件）の合計３１件 

 

③公営住宅の目的外使用について 

平成２３年３月１２日付け国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知「平成２３

年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震等に伴う公営住宅等への入居の取扱いに

ついて」で、公営住宅担当部長あてに、被災者の一時的な入居については、地方

自治法第２３８条の４第７項に基づく目的外使用許可として行い、被災者の負担

の軽減に最大限の配慮をするよう要請があった。 

 

 入居条件は、申込み時に被災者であることを確認するため、罹災証明を条件と

した。なお、福島第１原発事故に伴う避難区域からの被災者については、運転免

許証などの住所から被災者であることが確認出来れば可とした。 

県営住宅については、家賃及び駐車場使用料（県の使用許可で利用している駐

車場のみ）は免除とし、また、敷金及び連帯保証人は不要とした。 

 入居期間及び駐車場使用期間は、６か月間（６か月ごとの更新で、最長２年間） 

とした。 
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表 4-12 県営住宅の目的外使用の対応経過 

月 日 内 容 

３月１１日 地震発生 

３月１２日 国家公務員宿舎、公営住宅の一時提供の検討⇒市町村に使用可能住

戸の確認を依頼 

３月１６日 関係市町村、財務省千葉財務事務所、県住宅供給公社等と連絡をと

り、千葉県内の被災者（全壊、半壊）用に、県営住宅６７戸、国家公

務員宿舎３９２戸を確保 

３月１７日 県内の災害救助法適用市町村の被災者に対し募集を開始、（３月３

１日まで）入居募集の案内は県のホームページにも掲載した。 

３月２３日 県内の全市町村の被災者に対し募集を開始（３月３１日まで） 

３月２５日 県内被災者に対し、公営住宅等を提供。（入居開始）高齢者、障害

者などを優先した選考の結果、県営住宅は 4月２０日までに１６世帯

（１６戸）が、国家公務員宿舎は５月１７日までに１７世帯（１７戸）

が入居 

４月 ７日 関係市町村、県住宅供給公社等と連絡をとり、福島原発事故に伴う

被災者を含めた千葉県内外の被災者（全壊、大規模半壊、半壊）用に

県営住宅６６戸、市町村営住宅２５戸、県職員住宅５６戸を確保し、

入居募集を受け付けた。（４月１４日まで）なお、入居募集の案内は

県のホームページにも掲載した。 

４月２６日 県外被災者等に対し、公営住宅等を提供。抽選の結果、県営住宅は

５月１２日までに３７戸（３７世帯）が、市町村営住宅は５月６日ま

でに１４戸（１４世帯）が、県職員住宅は６月１日までに１１戸（１

１世帯）が入居 

 
表 4-13 平成２４年１月末現在の入居者の状況 

 県営住宅 国家公務員宿舎 

県内被災者 １５世帯 ３４人 １０世帯 １５人 

県外被災者 ２６世帯 ６８人 ― ― 

合計 ４１世帯 １０２人 １０世帯 １５人 

 

 

  


