
 

第６章 米国ハリケーン・カトリーナ被害 

復旧・復興からの教訓(1) 

 

株田 文博 

 

１．はじめに 
 

 2005 年 8 月末に米国で発生したハリケーン・カトリーナ災害と、その復興過程の経験

から、東日本大震災復旧・復興への教訓を抽出するため、本稿では、米国科学アカデミー

紀要に掲載された論文 Reconstruction of New Orleans after Hurricane Katrina: A 

research perspective（Kates, R.W. et al：ニューオーリンズのハリケーン・カトリーナか

らの復興：研究の視点）に示された、米国内外の災害復興事例に関する 65 文献等から導

き出された４つの視点を軸に、我が国におけるハリケーン・カトリーナ復興に関する様々

な既往研究も踏まえて、今後復旧・復興に向けて留意すべき点を考察する。 

 

２．ハリケーン・カトリーナ被害の概要 
 

 カトリーナは、米国史上 4 番目に Category 5(2)に発達したハリケーンで、ルイジアナ州、

ミシシッピ州を中心に約 23 万平方キロメートル（ほぼ日本の本州に相当する規模）に及

ぶ広域に影響を与えた米国史上最悪の自然災害の一つであった。カトリーナの強風・降雨・

高潮により死者 1420 人（ルイジアナ州 932 人、ミシシッピ州 221 人）、住宅被害約 120

万戸、被害総額 750 億ドルという甚大な被害がもたらされた。 

 また、ニューオーリンズ市では、堤防の決壊によって市街地の約 8 割が水没するととも

に、100 万人規模の被災者が発生し、40 万人の市民が避難生活を送り、そのうち 27 万人

が他州への広域避難を行う事態に陥った。 

 ニューオーリンズ市においては、カトリーナ以前の 288 年間に、27 もの河川・ハリケ

ーンを要因とする大災害が、概ね 11 年に 1 度の高い頻度で発生しており、堤防を主体と

する防災システムを築いてきたが、「想定外」の大きさのハリケーンにより破滅的な被害が

もたらされた。周期的な自然災害の発生、ハードを主体とする防災システムの構築、まれ

に発生する大災害により甚大な被害という点で、東日本大震災の津波被害と共通する部分

もある。 
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第 1 図 ハリケーン・カトリーナによる連邦大災害宣言の対象地域 

       資料：自治体国際化協会（2008）11 頁 

 

 
第 2 図 特に被害の大きかった地域の被害状況（ニューオーリンズ地区及びミシシッピ州湾岸地域） 

 資料：自治体国際化協会（2008）11 頁 
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３．頻発する災害への対応と大災害への備え 
 

 カトリーナ被害を拡大させた要因として、(財)自治体国際化協会がニューヨーク都市政

策研究所に委託した調査の報告書によれば、以下の 6 点が挙げられている。 

① 市内の 80％以上がゼロメートル地域であった、 

② そのゼロメートル地域を守るのが、Category 3 にまでしか耐えられない堤防であった、 

③ 以前から今回のような災害が指摘されていたにも関わらず根本的な対応を怠ってきた、 

④ 市民も行政も今回のような堤防が決壊し洪水が起きるという認識がほとんどなかった、 

⑤ 災害全体は非常に広範囲に及ぶ災害で、災害対応に従事する人々も被災者であった、 

⑥ 市、州、連邦の災害対応がそれぞれに大きな問題を抱えていた。 

 これらのうち、特に①から④に関連し、Kates 他(2006)は、４つのうちの第 1 の視点と

して、頻発する災害による被害を減少するための対応策が、逆に大災害を引き起こす可能

性の増加との関係性に着目し、「災害の破滅的なポテンシャルが増大する一方で、長期にわ

たって災害の被害を減少させようとする人間の能力のパラドクス」について論じている。 

 メキシコ湾での石油の採掘等の影響により地盤沈下が進行し、カトリーナ発生時に市街

地の約 8 割が海抜ゼロメートル地帯であったニューオーリンズ市では、上述の通り、約 11

年に 1 度の頻度で大災害が発生してきた。1718 年に都市が造成されて数年後に洪水が発

生して以来、累次の災害後に、前回の災害時に水が到達した高さより、1 フィート高い堤

防が建設され、いわばマージナルな安全性向上策により、都市が再建されてきた歴史を有

している。こうした堤防建設の主体は、地主から州へ、最終的には連邦政府へと徐々に移

行し、防災システムの根幹は米国陸軍工兵隊が担い、最も近代的な堤防が建設された。そ

の際、堤防建設による都市再建に併せて、往々にして以前ハザード地域とされた地域でも

都市開発が進み、経済格差による住居地選定の問題をはらみつつ、潜在的な危険地域が拡

大してきたという事情もある。 

 Kates 他(2006)は、「安全や効率性を犠牲にしてもしばしば開発を奨励する政治文化の下

では、効果的なハリケーン防災システムの構築が、誤った優先順位付けにより阻害され」、

「最も近代的な堤防建設の結果が、米国における最大の自然災害による大惨事を引き起こ

した」と結論づけている。 

 カトリーナ発生の 4 年前に、科学者とメディア両方から、いずれ巨大なハリケーンがニ

ューオーリンズ市を直撃するだろうという詳細な警告が繰り返しなされていたにも関わら

ず、毎年のようにハリケーンが襲来し、一種の慣れにより市民の避難への意欲を削いだこ

と、行政側も堤防決壊を前提とした防災シナリオを描いていなかったことなど、過去の災

害規模を越えた大災害に備えた防災対策の難しさを改めて認識させられる。 

 今回の東日本大震災においても、岩手県宮古市田老地区(3)では、リアス式海岸の湾の奥

に位置し、幾度も津波の被害を受けているため、「万里の長城」と呼ばれた総延長 2.4km、

高さ 10m の二重防潮堤を備えていたにも関わらず、過去の大津波の被災者数を大きく下回

るものの、200 人を越える死者・行方不明者を出した。昭和三陸大津波から 70 年の節目
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である平成 15 年に、旧田老町で採択された「津波防災の町宣言」において、「私たちは、

津波災害で得た多くの教訓を常に心に持ち続け、津波災害の歴史を忘れず、近代的な設備

におごることなく、文明とともに移り変わる災害への対処と地域防災力の向上に努め、積

み重ねた英知を次の世代へと手渡していきます」と宣言し、住民に対する幼少期からの防

災教育と津波知識の普及を重視し、ハードとソフトの両面にわたる津波対策が実施されて

きたことを踏まえると、ハード・ソフト対策の限界と、改めて非浸水地区を含む高台移転

問題に関連して、個々の地域の事情は異なるものの、ハザード地域における土地利用のあ

り方を検討する重要性を痛感させられる。 

 

第 3 図 岩手県復興パターンに応じたまちづくりのグランドデザイン案（都市再生型） 

  資料：岩手県東日本大震災津波復興計画復興基本計画(案)（平成 23 年 6 月）19 頁 
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 岩手県が現在パブリックコメントを実施中の「岩手県東日本大震災津波復興計画 復興

基本計画案」では、まちづくりのグランドデザインとして、「被害状況や地理的条件、歴史

や文化、産業構造などに応じて、その地域にふさわしい「海岸保全施設」、「まちづくり」、

「ソフト対策」を適切に組み合わせた多重防災型まちづくりを進め、被害をできるだけ最

小化するという「減災」の考えにより「安全の確保」を図る」方針が示されるとともに、

被災の程度と土地利用の形態に応じた復興パターンの３モデルが示されており（第 3 図参

照）、6 月 25 日に公表された、東日本大震災復興構想会議による「復興への提言」と目指

すべき基本的な方向性は一致している。 

 

 なお、6 月 10 日の毎日新聞によれば、岩手、宮城、福島 3 県の被災 42 市町村長へのア

ンケート調査(4)によれば、「津波被害を受けた地区の再生方法として、高台移転に賛成か反

対か」との質問に対し、沿岸部 37 首長のうち約 7 割の 25 人が「賛成」と回答する一方で、

「反対」は 3 人のみで、残りは「どちらとも言えない」と回答した。具体的な高台移転の

手法として、「住宅と商工業施設など職場を一緒に高台に移転」と回答したのは 3 人で、

水産施設や商業施設の一部への配慮から、13 人は「住宅だけ高台移転」と回答した。当然、

北海道奥尻島や三陸海岸の過去の震災復旧事例のように、沿岸住民の中に元の場所での住

宅再建を希望する者もおり、現場の意向をどのように把握するのか難しい課題であるが、

少なくとも市町村住民の生命の安全確保に責務を有する首長の意向は明らかであり、住民

の合意・理解を広く得るためにも、様々な土地利用調整のケースで利用可能な具体的な支

援制度の整備が望まれる。 

 

４．復旧・復興の時間的展望 
 

 6 月 20 日に、東日本大震災の復興を担う組織や財源など基本的な枠組みを定めた復興基

本法が可決、成立し、6 月 25 日には東日本大震災復興構想会議による「復興への提言」が

公表され、今後被災地における復旧・復興が軌道に乗り、着実に進展することが期待され

ている。関係者の最大限の努力による早期の復興が果たされることが望ましいが、現実問

題として、今次大震災のような大規模災害の復興にはどの程度の期間が必要となるのであ

ろうか。 

 Kates 他(2006)は、４つのうちの第 2 の視点として、米国内外における過去の長期にわ

たる復興研究成果をもとに、「復興フェーズの流れとタイミング」について、次のように論

じている。広義の復興には長い時間を要し、緊急支援期、復旧期、（狭義の）復興期、改善

ための復興期の４つの段階に区切られる。それぞれの段階での主な活動として、①緊急支

援時期には、捜索、救助、緊急避難所と食料配給、秩序・体制の確立、幹線道路の復旧、

洪水で溢れた水の排水、②復旧期では、都市生活に必須で修復可能な箇所の再建、③復興

期には、インフラ、住宅、仕事を提供する産業の復活、④改善のための復興期では、より

安全で、公平な町への改善を例示している。 
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第 4 図 ニューオーリンズにおけるカトリーナ後の復興の流れとタイミング 

  資料：Kates, R.W. et al (2006) 14655 頁  

 

 また、各復興段階に要する期間について、それぞれの段階が重なることや災害状況によ

り一様ではないとしつつ、第 4 図の通り、概ね第 2 段階は第 1 段階の 10 倍、第 3 段階は

第 2 段階の 10 倍というように、前の段階の期間のおよそ 10 倍を要すると分析している。 

 このような段階別期間の目安を示すことは、復興に要する期間が極めて長くなることを

認識して、長期的な視点での実行計画策定が必要となることを強調するとともに、過去の

復興事例との対比において進展具合を評価するメルクマールとなりうる。カトリーナの場

合には、緊急支援期が約 6 週間（ただし、緊急避難所の使用終了を判断材料とすると 14

週間という見方もある）、復旧期に 40 週間(5)を要しており、復興については 8-11 年を要す

ると見込まれている。 

 

 カリフォルニア大学のヴォーゲル教授は、「オバマ大統領の誕生をもたらした要因のひと

つが、ハリケーン・カトリーナからの復興を巡るブッシュ共和党政権のもたつきであった

ことは間違いない」と述べており(6)、事実オバマ大統領は、カトリーナ発生から 5 周年と

なる 2010 年 8 月 29 日、ニューオーリンズにて、「私の政権はニューオーリンズが完全に

元通りになるまで、共に闘う」と演説し、さらなる復興に努力する姿勢を強調した(7)。し

かしながら、近年、米国では大規模な自然災害が増加傾向にあり、連邦政府の財政負担が
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膨らみ、災害復興費用は年平均で 87 億ドル（約 7 千億円）に達している。財政再建の機

運の高まりにより、これまで聖域扱いをされてきた災害復興費用の補正予算編成が困難と

なり、新規の突発的災害復興への予算配分のため、昨年カトリーナの一部復興事業は、緊

急性が低いと判断され 5 ヶ月にわたって中断されるなど、深刻な影響が出始めている(8)。

Kates 他(2006)が予想した 8-11 年での復興が達成されるかすら、懸念される状況にある。 

 

 東日本大震災の場合には、既に第 2 段階についても着手されているものの、発生後 15

週間が経過してなお捜索、緊急避難所、食料配給等の終息時期について目途が立たず、今

後の復旧・復興が相当程度長期化することは避けられそうにない。長期化の影響は様々な

分野に及ぶと考えられるが、本稿では、被災地の農村・都市に共通の住民の食料品へのア

クセスの確保の問題を取り上げて考察する。長期にわたる復旧・復興の間、被災者は、恒

久住宅が建つべき新たなまちが実際に整備されるまでに、緊急避難所→応急仮設住宅

（and/or 借上住宅）→恒久住宅へと移り住んでいくことになる。その際、災害救助法（第

23 条第 1 項）に基づく食品等の現物給付は緊急避難所に滞在する被災者に限定されており、

その後の状況が懸念される。とりわけ災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与期間は最大

2 年間とされているが、阪神淡路大震災の際に、累次供与期間が延長された経験に鑑みれ

ば、今次震災の場合も高台移転を含むまちづくりの合意形成問題もあり長期化する懸念が

ある。この間、点在しつつ徐々に流動する被災者への民間ベースでの食料品アクセス確保

について、固定店舗のみでの対応では限界があることも予想され、移動販売や宅配等の活

用や、純粋な民間ベースでの採算に乗りがたい場合には、必要に応じて公的支援も必要と

なると考えられる。 

 

５．相反する復旧・復興目標と土地利用計画 
 

 Kates 他(2006)は、第 3 の視点として、「災害後の復旧努力の中で生じる復興に向けた、

相反する目標と行動について考察」している。大規模災害からの復旧・復興を願う都市や

地域においては、往々にして、迅速に住み慣れたまちへの復旧・再建を重視する集団と、

災害を機会としてより安全で改善されたまちへの復興を重視する集団との間で、個々人の

時間感覚、資金を含めたリソース、価値観等の違いにより、目指すべき復旧・復興目標で

対立が生じがちであることが示されている。 

 さらに、カトリーナの場合には、様々な主体による復興計画案が乱立し、混乱に拍車を

かけた。州知事が設置したルイジアナ復旧機関（Louisiana Recovery Authority）と、ニ

ューオーリンズ市長が設置したニューオーリンズ回復委員会（Bring New Orleans Back 

Commission）が、同時に、かつ競争するように計画プロセスを開始した。例えば、ニュ

ーオーリンズ回復委員会の復興計画には、「持続可能で、環境面で安全であり、経済に活気

があり、かつ社会的に平等なコミュニティとして、25 万人のより小さなまちを構想した。

その地域住民は、計画が自らの手でなされ、雇用や地域と結ばれている。個々の住民は、
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文化、景観、建造物の伝統を保存し誇りに思う。」と記されていたが、カトリーナ発生から

1 年後も、市と州の双方が構想した計画はほとんど実現に移されなかった。このため、一

部の地域住民は彼ら自身による方法で計画プロセスを進め、他の地域住民は市長と市議会

がそれぞれ別に手配した専門家の援助を受け計画プロセスを進めた。専門家の支援を受け、

統一された 73 の地区に向けた計画案と、市全体のインフラ整備の準備計画について、市

長、市議会、市民団体の代表が同意するまでに 10 ヶ月を要したとされている。 

 こうした復興計画が議論されている中、いわゆる「現場の真実（facts on the ground）」

は、明らかに性急な被災地の元通りの再建であり、地方政府による建設作業の一時停止案

はほぼ例外なく住民に却下されたとされている。 

 なお、ニューオーリンズでは、個人の家の所有者や事業経営者が、支柱の上の建物の下

の部分をオープンにすることや、ガレージや物置、作業所として使用して嵩上げすること

により、災害に備えてきた。連邦緊急事態管理庁（FEMA）は、甚大な洪水被害を踏まえ、

地面（地表）の高さを約 92 センチまで嵩上げすることを提言したが、住民は、建物の外

見や費用、コンクリートスラブの建物を嵩上げする技術に限界があるなどの理由から、被

害を受けた建物を高くすることに対して極めて消極的であり、迅速な復旧を求める多くの

市民に対し、FEMA の提言以前に建物の建設許可がおりたり、同様に FEMA の提言でも、

嵩上げしなくても（もしくは最小限の嵩上げでも）再建可能としたために、事実上建造物

の防災対策がなし崩しになった。 

 

 第 3 節と密接に関連するが、東日本大震災についても、被災地の多くで津波被害が甚大

であったことから、防災集団移転促進事業等の活用による高台移転を含む復興計画や、そ

の前提となる土地利用調整の面で、各地域における円滑な合意形成が望まれる。復興構想

会議による「復興への提言」や、被災県が策定した復興計画案では、地域づくり（まちづ

くり、むらづくり）の基本的な考え方は概ね一致しており、今後は、具体的な復興を担う

市町村において、ばらばらと住民が元の土地に住宅を再建する前に、これらに即した土地

利用計画を含む復興計画の合意形成が早期に図られることが重要である。 

 その際、農林水産関係では、他に適当な高台移転の候補地が存在しない場合には、森林

や畑地の転用や、逆に住宅地等が浸水したハザード地域に該当する場合には、農用地への

転用等も関係してくる。その際、浸水地域が、現状では資産価値がほとんどなく、復興を

進める中で、市街地として整備されるのか、水田として整備されるのか、防災公園として

整備されるのか等により、将来価値は大きく左右される。これら過去には一般的ではなか

った土地利用調整を現場で円滑に進めるためには、そのような多様な場合を想定した、換

地ルールの指針づくり、ひいては調整メカニズム（所要の法制度を含む）の整備が望まれ

る。 

 なお、カトリーナ復興における土地収用等を伴う開発について、近藤（2008a）による

と、ニューオーリンズ市では、カトリーナ以前から問題となっていた空地・空き家対策を、

災害を契機に行政が収用して課題解決を図る動きが本格化し、2006 年 12 月に市内の放棄
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住宅、空地、抵当流れ住宅などをニューオーリンズ市再開発局（New Orleans 

Redevelopment Authority: NORA）が収用することが可決され、市内に存在していると推

測される空き家・空地 3～10 万のうち、NORA が 2008 年までに取得した土地及び建物が

3 万に及び、こうした土地収用の手段の整備により、個別ばらばらの再建を防止し、すま

いの再建と連動した地域生活空間の再建の可能性が拡大しているとされている。 

 最後に、ハザード地域における土地利用調整をはじめとする防災対策は、被災地だけの

問題ではなく、ゼロメートル地帯など三大湾（東京湾、伊勢湾、大阪湾）における高潮危

険地域 577k ㎡に 404 万人が居住しており(9)、さらには今後、東海・南海・東南海連動型

地震や首都直下型大地震(10)の発生の発生も想定されており、東日本大震災の経験を踏まえ

て被災地以外においても改めてハザード地域や津波避難ガイドラインの見直しが進められ

ている自治体もある。こうした被災地以外の住民等にとっても、決して他人事ではなく、

まさに復興構想 7 原則の原則 7 にあるように、「今を生きる私たちがこの大災害を自らの

ことと受け止め」、今後の地震・津波災害への備えを改めて検討する必要がある。 

 

６．既存の経済社会等のトレンド継続と人口・労働力市場の変化 
 

 Kates 他(2006)は、最後の第 4 の視点として、災害復興の過程で、「これまでの人口・経

済・社会・政治の動向を促進し、非常に多様な復旧の道筋を辿りがちであるかを検証」し、

過去の災害復旧の事例分析から、「経済と社会が低迷している都市では、災害が起きると、

一気に状況の悪化が進みかねない」と警鐘を鳴らしている。併せて、過去のトレンドと異

なる復興を遂げた事例（例えば、1976 年の中国・唐山市の大地震、1992 年の米国フロリ

ダ州ホームステッド市のハリケーンアンドリュー）も分析し、そのような復興を達成した

要因として、「地域的な事情を克服する大きな構造的変化（contextual change）」を指摘し、

「①現実に開発を促進するのに十分な外部からの支援、②異なる軌跡にあるより大きな地

域からのスピルオーバー効果、③災害自体からのスピルオーバー効果」を例示している。 

 また、周(2011)は、カトリーナから示唆を得る目的で、東日本大震災による東北 3 県の

人口・労働市場の変化について、特別コラムとして整理している。カトリーナ発生後に、

米国では 1930 年代以来最大規模の人口移動が発生し、最大の被災地であるニューオーリ

ンズ市では、被災前の全人口約 45 万人が 1 週間も経過しないうちにほぼ全てが流出し、

翌 2006 年には約 21 万人（被災前の 45．8％）しか戻らなかった。その後、ごみ処理業、

輸送・倉庫業、住宅建設等の災害復興需要による雇用増大を背景として、当初 3 年間は力

強いリバウンドを見せ、2009 年には災害前の 78％の人口レベルまで回復したものの、そ

れ以降は減少し、2010 年には 75.5％のレベルまで低下している。 

 Kates 他(2006)の指摘とも重なるが、周(2011)も、シカゴ火災、サンフランシスコ地震、

広島市及び長崎市の原爆投下など大災害の後に、人口や労働力市場が一次的に縮むものの、

見事に復興を果たし、これをバネとして経済発展した事例を指摘している。しかしながら、

ニューオーリンズ市は、東北 3 県と同様に、被災前から経済が停滞し、人口減少の局面を
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迎えていたという点で共通しており、周(2011)が引用している「大災害は成長中の町にと

っては一過性的なショックに過ぎないが、停滞中の町にとっては運命を変えるほどファン

ダメンタル的な打撃を与える」可能性があるという Vigdor デューク大学教授（公共政策・

経済）の指摘もまた Kates 他(2006)の視点と合致する。 

 

 

第 5 図 ニューオーリンズ市の人口規模の推移と災害後の人口回復割合（点線） 

 資料：周燕飛（2011） 4 頁  

 

したがって、「復興関連の需要が一巡したところで、東北 3 県の雇用規模を維持できる

かどうか」が長期的な復興における大きな分水嶺となると考えられ、復旧期から定住する

住民の持続可能な雇用対策をビルトインしておくことが必須で、地域資源を活用した地域

経済循環型の産業振興策が望まれる。周(2011)は、「「Being Smaller, being wealthier」だ

と筆者は考える。町自体は一回り小さくなるが、そこに住む住民一人一人がより豊かにな

り、より幸せに暮らしていけるという将来像も素晴らしいものだと思う」とコラムをまと

めているが、元の場所に暮らしたいという住民の意向は尊重しつつも、限られた公共投資

予算の中で、住宅と暮らしに必須の公共施設、学校、医療・介護施設、商店等が集約的構

造で整備された、都市部ではコンパクトシティ、農村部ではコンパクトヴィレッジの建設

が期待され、復興構想会議の「復興への提言」でも、「高齢者や弱者にも配慮したコンパク

トなまちづくり、くらしやすさや景観、環境、公共交通、省エネルギー、防犯の各方面に

配所下まちづくり」が提言されている。今後、全国的な人口減少、高齢化も踏まえれば、

被災地において現在よりも人口増加を見込むことが厳しいとの現実を直視し、将来の地域

住民にも債務を負わせることになるインフラ投資と、定住の前提となる雇用を生み出す産

業振興策との適切な資源配分も検討されるべきではないか。 
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その際、被災地で雇用が発生する地域資源を活用した地域経済循環型の産業振興策とし

て、東北 3 県のもともとの強みである農林水産業を核とした、関連の製造業やサービス業、

バイオマスエネルギー、観光業振興を組み合わせた地域の 6 次産業化が効果的であろう。 

 

７．小括 
 

 周期的な自然災害の発生、堤防等ハードを主体とする防災システム、想定外の規模の大

災害による甚大な被害という点で、東日本大震災と共通する米国ハリケーン・カトリーナ

被害からの復旧・復興に関する研究から得られる教訓として、次の 4 点が導き出された。 

 第 1 に、頻発する災害に対する堤防等ハードに依存した備えがかえって大災害の被害を

拡大させたとの教訓について、多くの被災市町村の首長も望んでいるように、「いのち」は

守るとの基本視点に立ち、今回の浸水区域であるハザード地域については、農地や工業地

等への利用を誘導し、住宅や商店、病院等の生活関連施設は高台移転を基本に合意形成さ

れることが期待される。 

 第 2 に、大規模災害の復旧・復興には、相当程度の期間を要することを覚悟すべきとの

教訓について、特に緊急支援期から復興期への過渡期である復旧期に、被災住民が分散す

る可能性を踏まえ、食料の安定供給の確保の視点から、固定店舗のみでは食料品へのアク

セスに支障をきたしかねない懸念を例示した。 

 第 3 に、多様な主体により、「復興計画」策定が乱立して、その調整に手間取る間に、

現場で性急な元通りの再建がばらばらに進んだ教訓から、非浸水地域など高台で復興する

にせよ、諸条件により浸水地域で再建するにせよ、何れの場合にあっても、具体的な復興

を担う市町村において、特に土地利用計画に係る早期の合意形成の重要性を指摘した。 

 第 4 に、災害復興の過程で、災害前の人口・経済・社会・政治の動向が促進され、ニュ

ーオーリンズ市においても、災害復興需要による雇用増大により一定程度人口が回復した

ものの、災害発生から 5 年後に災害前人口の約 75％である教訓を踏まえ、限られた財源の

中で、小さくとも暮らしやすい集約型構造のまち・むらの再建と、定住の前提となる雇用

を生み出す地域資源を活用した地域経済循環型の産業振興、農林水産業を核とし、関連製

造業・サービス業、バイオマスエネルギー、観光業を組み合わせた地域の 6 次産業化の重

要性を指摘した。 

 

注(1)  平成 23 年 6 月末までの情報をもとに執筆。 

(2)  National Hurricane Center によれば、1851 年から 2004 年までに米国に上陸したハリケーン総数は 273 個

あり、勢力に応じて Category 1 から Category 5 に分類され、最大勢力の Category 5 は 3 個、Category 4 でも

18 個に過ぎない。なお、カトリーナは上陸直前に、Category 5 から Category 4 に移行した。 

(3)  田老地区では、明治（1896 年）の大津波では 1,859 人、昭和（1933 年）の大津波では 911 人の死者・不明

者が発生し、昭和の大津波から３カ月後、文部省震災予防評議会が発表した「津浪災害予防に関する注意書」に

は、「津浪を正面から防御するのは不可能。高地移転が唯一の策」と記され、「住宅地を北側斜面 12 メートル以
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上の高地に移す」と提案されていた。 

(4)  毎日 jp 記事(http://mainichi.jp/select/weathernews/20110311/news/20110611k0000m040046000c.html) 

(5)  緊急支援期を 6 週間とした場合でも、復旧期間はその 10 倍の 60 週間を要することになるが、大規模な資金・

リソース支援や強いリーダーシップにより既存の堤防システムが迅速に修復されたため短期化したという説や、

そもそも緊急支援期が初動のまずさにより本来 4 週間程度で終息すべきところが 6 週間を要したことによるとの

説がある。 

(6)  週刊ダイヤモンド編集部 2011.6.7 レポート（https://www.cns-jp.com/news/3/1/4/156261/） 

(7)  2010 年 8 月 30 日付共同通信（http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010083001000214.html） 

(8)  2011 年 6 月 23 日付日経ビジネス ONLINE 記事「財政難の米国、災害復興もままならず 連邦も地方もない袖

は触れず」安井明彦みずほ総合研究所調査本部ニューヨーク事務所長 

(9)  国土交通省「わが国におけるゼロメートル地帯の高潮対策の現状」

（http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/past_shinngikai/shinngikai/takashio/051013/s4.pdf） 

(10)  内閣府政策統括官（防災担当）の公表資料によれば、例えば首都直下型大地震に関し、東京湾北部で冬の

18 時に M7.3 の地震が発生した場合の被害が、①住宅について、荒川沿いを中心に 15 万棟が揺れによる全壊、3.3

万棟が液状化で全壊、環 6・環 7 沿いの木造密集市街地を中心に 65 万棟が焼失、②死者数は 11,000 人、避難者

は約 700 万人、③経済被害は東日本大震災被害額の 6.6 倍の約 112 兆円と推計されている

（http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_syuto/syuto_top.html）。 
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		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要

		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある

		概要		スキップ		テーブルに概要が必要

		箇条書き



		ルール名		ステータス		説明

		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある

		見出し



		ルール名		ステータス		説明

		適切なネスト		不合格		適切なネスト






先頭に戻る


