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北海道では平成30年の北海道胆振東部地震発生後、速やかに被災３町にプレハブ型の応急仮設住

宅を建設し、住家が滅失した被災者に対し、一時的に居住の安定を図った。過去の被災経験を踏ま

えた仕様を基本に仮設住宅の供給に努めたものの、各種不具合など課題が見つかった。現在、本道

の気候特性などを踏まえた応急仮設住宅の標準的な仕様及び木造での応急仮設住宅の整備について

検討している内容を紹介する。 
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１ 経緯と課題 

平成 30 年９月６日に発生した北海道胆振東部地震で

は、道内において大規模な土砂災害や家屋の倒壊など甚

大な被害が生じた。災害支援の一つとして道では、厚真

町、安平町、むかわ町の被災３町において、災害により

住宅を失い自らの資力では住居を確保することが困難で

ある被災者に、一時的な居住の安定を図ることを目的と

したプレハブ型の応急仮設住宅を建設し、発災から56日

後の11月１日には第１期130戸の入居開始に対応した。 

建設に際しては、本道の厳しい気候条件を踏まえた仕

様とし、被災された方が一日も早く日常生活に戻ること

ができるよう速やかに工事を実施し、迅速に住居を建設

したものの、入居後には各種不具合が散見され、改修等

の対応が必要となった。 

近年は、全国で毎年のように災害が起きており、特に

厳冬期に発災した場合には、本道の積雪寒冷な気候の中

でも応急仮設住宅を早急に建設し、被災者の生活を確保

しなければならないことから、建設時に見つかったこれ

らの課題を踏まえ、本道の気候を見据えた寒冷地におけ

る仕様や施工手順を整理し、標準的仕様の再検討のほか、

特に木造での応急仮設住宅の建設に向けた検討を行った。 

 

 

２ これまでの準備と課題 

(1)北海道胆振東部地震前までの準備 

道では、平成23年３月11日に発生した東日本大震災

を契機に、応急仮設住宅の北海道での供給体制について

検討を始めた。 

これまで道内でプレハブ型応急仮設住宅を供給して

きた平成５年の北海道南西沖地震と平成 12 年の有珠山

噴火当時は、積雪寒冷地に対応した仕様をあらかじめ定

義したものは無く、災害発生時に都度プロジェクトチー

ムで検討しながら仕様等を決定していた。 

また、東日本大震災では、東北３県で５万戸以上の応

急仮設住宅が建設された際、被災者から寒さ対策などの

住宅性能が不足しているとの指摘に対応し、厚生労働省

からの通知により追加工事が行われたことや、建設用地

の確保に時間を要するなどの問題が生じたことが報告さ

れていた。 

そこで道では、平成 23 年度から、道内全市町村に対

し、応急仮設住宅の建設用地及び建設可能戸数の調査を

毎年行うことを開始したほか、過去に道内で建設したプ

レハブ型応急仮設住宅の仕様や不具合等を踏まえつつ、

(地独)北海道立総合研究機構建築研究本部北方建築総合

研究所(以下「北総研」という。)と協力し、積雪寒冷な

本道での住宅性能に対し応急仮設住宅として必要最低限

の配慮をした北海道版標準プランと仕様を検討した。平

成26年には、(一社)プレハブ建築協会建築部会(以下「プ

レハブ協会」という。)と施工の可否について協議を行い、

プレハブ型の標準仕様等を作成した。 

なお、プレハブ型の供給だけでは不足する場合を想定

し、木造応急仮設住宅の供給に向けた検討も同時に行い、

標準プラン及び仕様（案）を作成していたが、資材調達

などの生産・供給体制づくりまでは至っていなかった。 

表１ 道内応急仮設住宅建設実績（全てプレハブ型） 

年 災害 建設市町村 整備戸数 

平成 

5年 

北海道 

南西沖地震 

奥尻町、大成町、 

瀬棚町、北檜山町、 

島牧村 

計408戸 

平成 

12年 

有珠山噴火 伊達市、虻田町、 

壮瞥町、豊浦町 

計734戸 

平成 

30年 

北海道胆振 

東部地震 

厚真町、安平町、 

むかわ町 

計208戸 

厚真町、安平町 福祉仮設2棟 

計144戸 
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(2)北海道胆振東部地震時の課題 

北海道胆振東部地震ではプレハブ型応急仮設住宅を

建設する際、平成 26 年に作成した北海道版標準仕様を

ベースに、具体的な建設に向け協議を進めた。 

建設時には壁や天井、床に断熱材が追加されたほか、

断熱窓サッシの採用、風除室の設置など寒さ対策を施し、

積雪寒冷期を見据えた寒冷地仕様の応急仮設住宅が建設

された。 

しかし、約１ヶ月間という短い期間内で迅速な施工が

求められる中、住宅の建設には多種の技術者が施工に関

わるため、平時とは違う施工順に併せて技術者を現場に

配置できず、想定外の不具合が発覚し、入居後に改修等

の対応を余儀なくされた。(表２) 

なお、建設には通常の工事監理に加え、北総研による

技術指導や施工確認、入居後のデータ収集も行われた。 

 

 

３ 木造応急仮設住宅の検討 

道では、平成29年10月に(一社)全国木造建設事業協

会(以下「全木協」という。)と協定を締結し、木造の標

準プラン等の検討を開始した。 

なお、胆振東部地震により一時中断を余儀なくされて

いたが、令和元年から検討を再開した。 

 

(1)木造の北海道仕様の検討 

応急仮設住宅の建設で第一に求められることは、「早

期着工・早期完成」により、被災者を避難所から生活再

建のための第一歩となる一時的な住宅に移れるようにす

ることである。 

一時的な住宅とは言え、北海道の積雪寒冷な気候風土

に対して健康上の安全を提供できる最低限の性能の確保

は必須であるため、それらを踏まえた仕様の条件を整理

した。(表３) 

ただし、施工期間のほか、広さや暖かさなどの居住性

能についてもプレハブ型と同程度となるよう検討した。 

a)寒さ対策 

床、外壁、屋根下には防湿フィルムを施し、性能基準

(省エネH4基準)を満たす断熱仕様とする。 

なお、防湿フィルム厚さは0.15mm以上、床･外壁の断

熱材は熱抵抗値 2.4ｍ2k/W 以上など最低基準を規定し、

素材や厚さなどの仕様は定めない。 

床下への冷気防止のため、基礎を木杭とする場合は、

基礎周囲に断熱材が裏張りされた幕板で覆う。 

玄関扉は断熱材充填、縁周辺部等熱遮断構造(Ｕ＝

2.33Ｗｍ2Ｋ以下)とし、窓は断熱樹脂サッシ(Low-E複層

ガラス)とする。 

便所の衛生器具類は寒冷地仕様とし、暖房便座付きと

する。 

ユニットバス下部には断熱を施し、排水管の凍結防止

のため、追い炊き付き給湯設備を設置する。 

表２ 胆振東部地震での応急仮設住宅の不具合概要 

主な不具合 原因 

天井点検口の結露 天井内断熱材・防湿シートの施工不良 

天井内給水管の凍結 天井内配管の施工不良 

壁・窓の結露 壁･床取り合い部防湿シートの施工不良 

夏季の室温上昇 建物の配置による窓面の方角（南西向き） 

 

表３ 仮設住宅仕様の条件 

① 被災から20日以内に着工し、概ね４週間以内に竣工可

能な仕様とする。 

② 北海道の気象に適した居住条件とするため、断熱・防

湿措置は、住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく

評価方法規準の断熱等性能等級３(寒住法の防寒構造)以

上を確保する。(省エネＨ４基準) 

③ 住宅設備等の凍結防止の措置を行う。 

 

 

b)早期着工・早期完成対策 

建設業者にとっては、普段使い慣れている住宅建築市

場で汎用的に使われる材料で施工することが、資材の手

配も含め最も早い完成につながるため、特殊な仕様やサ

イズの設定はしない。 

特に通常の住宅建設に使用しない木杭は、建設戸数に

より、丸杭を海外から手配するなど時間を要する場合が

あるため、木口が90mm以上の角杭でも良いこととする。 

また、火気を使用する台所以外の天井の仕上げ材を省

略し、構造用合板現しとすることで施工手間を省く。 

c)冬期施工 

冬期間に災害が起こった場合には、建設地盤が凍結し、

木杭の打ち込みが難しいことが想定されるため、鋼管杭

での施工も可能とする。 

d)その他 

猛暑対策として有効な通風を確保するため、２面通風

が可能な窓を設置する。 

 

(2)恒久的使用することを想定した仕様の検討 

熊本県では平成 24 年の水害時に建設した木造仮設住

宅の基礎を仮設供与期間終了前に鉄筋コンクリートで補

強し、恒久的仕様に転換したという経験から、平成28年

の熊本地震の際には、恒久的に使用する前提で、木造仮

設住宅の基礎においては、あらかじめ鉄筋コンクリート

の布基礎仕様で建設された。1) 

道においても胆振東部地震の際、避難所からやっとの

思いで仮設住宅に引っ越した被災者が、２年間で恒久住

宅を自ら確保し、仮設住宅から退去しなければならない

ことが精神的な不安要素になっており、また、市町村で

は災害公営住宅等の恒久的な住まいの建設を退去時に間

に合わせるということが、かなりの負担になっているこ

とから、恒久的に使用する木造仮設住宅の仕様について 
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表４ 恒久的住宅仕様の条件 

① 被災から20日以内に着工し、概ね５週間以内に竣工可

能な仕様とする。 

② 表３ 仮設住宅仕様の条件②，③と同様 

③ １DK、２DKタイプの２戸の仮設住宅は、利用後に１住

戸に間取り及び断熱改修を行い、３LDK住戸として活用

する。(省エネＨ11基準) 

④２LDKタイプの仮設住宅は、利用後に外部から住みなが

ら断熱改修のみを行う。(省エネＨ11基準) 

 

 

も合わせて検討することとし、条件とともに整理した。

(表４) 

a)応急仮設住宅仕様との違い 

恒久的住宅仕様の仮設住宅は、２年の供与期間終了後

に必要最小限の改修を行い、引き続き市町村営住宅とし

て活用することを前提として建設する。 

供与期間終了後には、居室の広さを確保するため１DK

と２DKタイプ２戸を３LDK タイプ１戸に改修する。さら

に、性能基準(省エネH11基準)を満たす断熱仕様にする

ため、外張り付加断熱を行う。 

なお、断熱改修工事を行いやすくするとともに、廃棄

物量を減らすため、外装材は取り外し、再取り付けを前

提とした板張りで建設する。 

また、容易に改修できない基礎部分については、当初

から基礎断熱を施した布基礎として建設する。 

b)建設用地 

応急仮設住宅は発災前にリスト化された建設可能用

地を前提に、インフラ整備状況や生活利便性などを勘案

し建設地を決定することになるが、恒久的住宅仕様の場

合は恒久的な利用が可能な建設用地とするほか、近隣状

況や土地の状況を踏まえた配置計画とする。 

 

(3)供給体制及び供給量の検討 

a)供給体制の検討 

広大な本道では、被災地への移動時間等を考慮すると、

道内をブロック分けしそれぞれのブロック毎での供給体

制が必要である。 

また、被災状況により当該ブロックだけでは供給でき

ない場合を想定すると、隣接するブロックが支援を行う

など、ブロック毎で供給体制を組織化すること検討し、

道央、道南、道北・オホーツク、道東の４ブロックに分

けた。(図１) 

災害発生時には、被災ブロック担当幹事会社が現地本

部を設置し、資材・技術者の手配、資金の確保、道との

契約準備を行い、全木協北海道協会は技術者の宿泊先及

び交通手段の確保や、他のブロックとの調整を行う。 

b)供給量の検討 

供給量については、今後、どのくらいの応急仮設住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 供給体制概念図 

 

が必要になるのか、またブロック毎にどのくらいの量が

建設できるかについて検討した。 

まず、北総研の協力を得て、今後、道内で想定されて

いる地震や津波等で想定される全半壊・焼失などの住家

棟数のうち、自ら住居を確保できる被災者を除いた、約

２割を応急仮設住宅必要戸数と想定し、市町村毎の最 

大戸数を算定した。 

次に、ブロック毎に被災時における資材の確保や技術

者の手配など、施工条件の期間に合うように建設できる

戸数の算定を検討した。 

資材の確保は、木材のプレカット工場の稼働状況や平

時のストック量に影響される。 

また、技術者は、被災住宅等の応急修繕対応に当たる

人数を想定しながら、応急仮設住宅の建設現場に参加し

て貰える人材の確保について、現在、各ブロックで算定

している。 

 

 

４ 今後に向けて 

プレハブ型仮設住宅については、北海道胆振東部地震

において、短期間での建設において発生した課題を踏ま

え、断熱気密の施工の容易化や、猛暑対策、工期短縮な

どの検討を行い、北海道型標準プランと仕様の見直しを

進めることとしている。 

また、木造仮設住宅については、モデル的に実証実験

として建設し、実際に建築する際の発注から竣工までの

課題や、恒久的住宅仕様として建設し改修する際の課題

を把握することを検討している。 

さらに、協定団体であるプレハブ協会及び全木協と供

給体制や仕様、建設コストに関する意見交換を毎年度行

い、災害時に迅速な対応が可能となるように協議を重ね

ていく。 

なお、応急仮設住宅の北海道型標準プランや仕様につ

いてはマニュアル化し、今後、全道市町村へ周知を行う

予定である。 
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表５ 木造仮設住宅標準仕様書(抜粋)  

仕上 仕様 特記事項 

構造 木造軸組工法(ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工) 断熱材 床,外壁：熱抵抗値 2.4m2K/W 以上 

(高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 16kg t100 など) 

屋根：熱抵抗値 5.7m2K/W 以上 

(押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 3 種 t160 など) 

界壁：吸音材(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 16kg t50 など)充填 

基礎 木杭：丸杭 末口 90mm または角杭 木口 90mm ＠900 

幕板：構造用合板 t12(断熱材 t20 裏張) 

※恒久的仕様は、布基礎＋外断熱 t50＋内断熱 t50 

屋根 片流れ屋根：塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 t1.5 または 

塗装鋼板 t0.35＋ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 等 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ 追い炊き機能付き 

※UB 下部は断熱を施工 軒天 有孔ﾎﾞｰﾄﾞ t12 

外壁 木外装 t15(道産材)＋通気胴縁 45×18＠455＋ 

透湿防風ｼｰﾄ＋断熱材＋構造用ﾊﾟﾈﾙ t9＋ｱﾙﾐ水切 

暖房設備 FF 式灯油ｽﾄｰﾌﾞ(ｸｰﾙﾄｯﾌﾟ型) 

※微少運転機能付き,出力 2.4kW 以上 

界壁 準耐火 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 12.5×2(両面)＋吸音材 

※壁下地材(縦桟)は千鳥配置 

凍結対策 屋外,床下の給排水管：凍結防止ﾋｰﾀｰを設置＋断熱

被覆 

外部建具 玄関扉：断熱材充填ﾗｯｼｭ構造 

窓：住宅用断熱樹脂ｻｯｼ Low-E 複層ｶﾞﾗｽ,網戸付 

便座 暖房便座 

灯油ﾀﾝｸ 屋外型 200L 未満 

内部建具 居室：ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ 

玄関,収納：ｶｰﾃﾝ(玄関は防炎仕様) 

防暑対策 玄関側に通風用開口を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 木造仮設住宅平面図（１ＤＫ・２ＤＫタイプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 木造仮設住宅矩計図（１ＤＫ・２ＤＫタイプ） 
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