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１．はじめに：レビューの目的 
 
 本稿は、地域経済の復興および公的財政の特徴につい

て焦点をあて、既存研究を紹介しつつ今後の研究の展望

を行うものである。 
 本稿の目的は、個々の経済的問題だけでなく、その背

後にある地域経済システムの構造・機能に迫りたいとい

うことである。そのため、ここで扱っている研究の多く

は、単なる事実の発見あるいは数字の紹介ではない。か

りにそうであったとしても、その事例が地域経済システ

ムの理解にどのように役に立つのかを意識したものに限

られている。 
 以上のような問題意識の結果として、ここで取り扱っ

た論文はほとんどが経済学者によるものとなった。従っ

て本稿が経済復興に関わるすべての研究を網羅している

わけではない。 
 しかし、そのような限界にも関わらず本稿では次のよ

うな貢献が可能である。第一に、阪神・淡路大震災から

の経済復興や財政の問題に、経済学者や財政学者がどの

ように取り組んできたかを概観することができる。経済

学は阪神・淡路大震災の問題に真剣に取り組んで来なか

ったと言われるが、それは必ずしも正しくない。主に神

戸在住の研究者を中心に実に様々な研究が行われている

ことは、本稿を一瞥するだけでも明らかになるであろう。 
 第二に、このレビューは将来の巨大災害に対して、経

済という側面からの対策をどのように進めてゆくべきか、

またそれを可能にする研究とはどのようなものかについ

ての示唆を与える。そしてそれこそが、本研究を行う最

大の目的である。 
 本稿は以下のように構成される。続く第２章では、ま

ず議論の大前提となる被害推計に関する研究のレビュー

を行う。第３章ではマクロ的な視点から経済復興を論じ

た研究を取り上げる。第４章ではマクロ的にみた３つの

市場、すなわち労働・金融・財市場のそれぞれについて

の議論を取り上げる。第５章では特に財市場の供給サイ

ドに目を向けて、産業別の議論を取り上げる。第６章で

は復興財政の問題を取り上げる。 

 

２．経済被害に関する研究 
 
 震災による経済的被害の大きさを特定することは、そ

の後の復興において最も重要な作業の一つである。国土

庁（当時）は震災から27日後にあたる平成７年2月14日に

被害総額の概算を9兆6千億円と発表した。その後、1995
年4月5日には、兵庫県が県下における被害総額を9兆
9,268億円と発表し、現在ではおおよそ10兆円というのが

定説になっている。 

 公的な推計以外には、（財）関西産業活性化センター

による推計がある。これによると２月６日現在で兵庫県

について9兆8,865億円、兵庫県以外で1,200億円と見積も

られ、合計10兆65億円と発表されている。また、さくら

総合研究所も2月13日に9兆6,210億円と発表している。三

菱総合研究所は2月8日に6兆2,714億円とかなり少なく見

積もってはいるものの、その他の推計はいずれも10兆円

前後を示していることから、今後10兆円という数字が通

説として様々な場面で引用されることになる。 
 学術的な立場からこれらの数値に疑問を投げかけたも

のに豊田・河内（1997）がある。これによれば10市10町
における直接被害額を13兆2,700億と推計されている。兵

庫県の推計が基本的に建物被害率と固定資産評価額を乗

ずることによって求めた値であるのに対して、豊田・河

内推計は被災企業の平均被害額を被災事業所数に乗じて

得られた値である。後者において平均被害額は企業への

アンケート調査から求められたものであり、より実態に

近い値であると思われる。 
 ところで、間接被害額、すなわち災害によって失われ

た機会の総額については、直接被害ほどには多くの推計

が行われておらず、国・兵庫県も公式な推計は行ってい

ない。さくら総合研究所関西調査部(1995)は、復興のた

めの取り組みが全く行われなかったと仮定し、部門間の

波及効果を含めた付加価値産出減少額は3兆4,872億円, 
生産総額では7兆2964億円と算出している。この値は震災

から１ヶ月強の時点で発表されたものであり、平成７年

における間接被害を予測したものであると位置づけられ

る。これに対して豊田・河内(1997)は、震災からおよそ

１年経過した時点における企業のアンケート調査をベー

スとして、7兆2千億円であると試算している。豊田・河

内における間接被害が生産総額で考えているのか付加価

値で考えているのかは必ずしもはっきりしない1が、生産

総額であるとすれば、ほぼ両者の値は一致していること

になる。しかしながら、さくら総合研究所(1995)が復興

政策がおこなわれないことを仮定したものであり、その

意味では過小評価であったと言える。 
  
 
３．復興経済シミュレーション 
 

 阪神・淡路大震災がどれだけの経済的影響をもたらす

かをモデルを使ってシミュレートした研究も少なくない。

                              
1 アンケートでは間接被害を「震災による機会損失や得意先の

喪失等による被害額を意味する（再建費用は含まれない）」と

定義しており（神戸商工会議所, 1996）、回答は売上ベース

（すなわち生産額ベース）でなされたであろうと推測できる。 
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まず産業への被害波及効果を調べるために、最も一般的

かつ古典的な方法として産業連関表があるが、被災 10 市

10 町に限定したものは存在しない。芦谷・地主(2001)は

兵庫県の産業連関表と利用可能なデータをもとに被災地

における産業連関表を推定するとともに、被災地におけ

る輸出・移入の変化について調査した芦谷・地主(1998)

の結果を踏まえつつ、被災地域の産業構造の変化を考慮

した修正表を作成した。具体的には、生産総額が供給能

力を上回ると考えられるケースではそれらの需要が域外

に振り分けられるような構造を前提とした。これを用い

て３年間に兵庫県発表の被害額 6 兆 9268 億円に等しい投

資が行われるとした場合の波及効果を推計したところ、

全産業において復旧投資額から付加価値誘発額を差し引

いた収支は合計で 4兆 1065 億円の赤字であるとする。 

 小西(1996)は地域経済モデルを作成し、阪神・淡路大

震災、およびそれに続く復興事業が地域に与えるであろ

う生産力と雇用吸収力の影響について予測を行っている。

具体的には、産業別需要要因及び付加価値係数、給与水

準、公共投資額などを外生要因として与え、その結果雇

用者数や生産額がどのような推移を辿るかについてシミ

ュレーションを行っている。その結果、復興需要をもっ

てしても震災が発生しなかった場合の県内総生産には 10

年間の間では達することができないと予測されている。

小西はこの理由を、モデルにおいて民間部門の投資が公

共投資ほどには進まないように設定されていることを挙

げたが、「、、、常識的に見て今のままでは国内の他地

域に比べて、被災地が特に高収益性の期待があると思え

ない。」と述べ、モデルの現実的妥当性を訴えている。 

 実際に復興事業以降 1998 年には「貸し渋り」という流

行語が生まれたように、金融機関による貸し出しがほと

んど伸びず民間投資が頭打ちであった。このように民間

投資の低迷は、神戸固有の要因ではなく全国的なもので

あったとはいえ事実存在したので、この点においては小

西モデルは結果的に妥当なものであると言うことができ

るだろう。 

 また、萩原(1998)は応用一般均衡モデル(CGE モデル)

を神戸について開発し、続く萩原(2001)においてシミュ

レーションを行っている。小西モデルと異なり、CGE に

よる萩原モデルは市場における価格変化と被災地内外で

の生産・消費における代替関係を明示的に分析すること

ができることにその特徴がある。 

  

 

４．復興経済総論 
 

a)価格調整メカニズムについて 

 

 シミュレーションは基本的には理論的根拠に基づいて

将来を予測する手法であるが、実際にはシミュレーショ

ン結果が必ずしも現実を正しく表していないケースも見

受けられる。例えば萩原(2001)では全産業において価格

上昇が見られるとされているが、実際には被災地ではほ

とんど価格上昇は見られなかった(Horwich, 2000), (稲

田, 1999), (長岡, 1998), (兵庫県, 1995)。 

 なぜ物価上昇が起こらなかったかについては様々な説明

がある。稲田(1999)は、震災から４年間の経済復興の足

取りを次のように総括している。すなわち震災は生産ス

トックへの被害を通じて総供給曲線の上方シフトをもた

らし、総需要曲線に沿って価格上昇をもたらすはずであ

るが、実際には総需要曲線が下方シフトしたために価格

の上昇が起こらず、より小さな生産量において均衡して

いると分析した。総需要が減少したことの傍証として、

百貨店販売額の低下や神戸港の機能麻痺に伴う輸出の減

少などを挙げている。 

 Horwich(2000)はやや異なり、そもそも総供給にそれほ

ど影響がなかったとする。すなわち「自然災害は一般的

に先進国においてはローカルな現象であり、深刻な総供

給の減少をもたらさないし、一般物価水準の上昇も伴わ

ない、、、被害を受けるのは生産設備などのストックで

あって生産物そのものではないし、生産要素間の代替が

発生するため、それは生産において支配的な資源ではな

い。」と述べている。また、当時の日本経済について

「1990 年以降全体的に日本経済が弱くなったことによっ

て経済に余剰生産力が生まれていたし、やはり全体的に

産業の衰えがここ数年みられた神戸についてはよりそう

であると言える」と述べている。 

 長岡(1998)はさらに異なり、被災地に生じた「共同体

精神」によって、人々が心理的に価格を上昇させること

に抵抗があったのではないかとする見方を示している。

引用はされていないが、Dacy and Kunreuther(1969)

は”Sympathy”という語を使い同様の説明を行っている。 

  

b)都市経済について 

 

 林(1999)は阪神・淡路大震災の特徴を「都市経済の被

災」であるとしている。「もともと都市は第 3 次産業を

中心とする高度な相互依存関係の上に成り立っている。

都市が都市として成立するためには、産業活動の集積→

雇用機会の増大→人口の移動→地域需要の増加→産業活

動の集積、という好循環が繰り返されなければならな

い。」従って、「都市経済の復興とは、結局都市の集積

をビデオの早送りのように短期間で実現することに他な

らなかった」とする。 

 このような考え方は、ポートアイランド二期地区を免

税島に指定し、集客機能を高め都市機能復興の核にしよ

うとする「免税等構想」の理論的根拠となった（21 世紀

の関西を考える会, 1997）が、実際には実現することは

なかった。 

 

(1) 労働市場 
 

 雇用問題は被災地の復興において大変重要かつ深刻な

問題であった。杉村(1999)はこれを具体的に次のように

述べている。第１に雇用は市民としての生活の柱の一つ

であり、雇用の喪失は単なる所得源泉の喪失ではなく、

社会のつながりとともに生き甲斐の喪失を意味する。第

２に雇用の復興は産業の復興・経済の復興とともに存在

しており、経済復興が成し遂げられないままでの雇用維

持には限界があるという点である。第３に雇用の問題は

均質の構造ではなく、勤労者側、また雇用者側の両面に

多様性のある問題であり、これらを考慮しない限り単な

る数あわせでは済まされないという側面がある。 

 一方で、雇用問題の解決の難しさについては、中谷

(1997)が次のようにまとめている。第一に被災企業は被

害を受けなかった企業との競争の中で再建を進めなけれ

ばいけないということである。もう一つは日本経済全体

が大きな転換期を迎えている中での震災であったという

点である。すなわちバブル経済が崩壊した 1991 年以降、

日本企業は生産拠点の海外シフト、国内生産の整理縮小、
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下請け再編といったリストラ計画が進められている最中

である。こうした指摘のとおり、被災地の雇用問題につ

いては初めから逆風が吹いていたということが言えよう。 

 被災地の雇用問題について最も早い段階でとりまとめ

た研究に横山(1995)がある。横山は震災によって業務停

止ないし縮小を余儀なくされた企業・事業所の多くで雇

用調整が行われたために、震災直後の２月、３月には雇

用指標が悪化し、その後も雇用の回復は進んでいないと

する。また、「大手企業の工場閉鎖や県外移転、大手ス

ーパーの店舗統廃合や業務縮小によるパートの大量解雇

などもあり、全体として雇用状況は厳しさを増してい

る」としている。 

  

 

a)雇用のミスマッチ 

 

 但し、新規の求人倍率を見る限りでは震災直後の１月

には 0.67 であったのが、同８月には 1.00 となるなど、

順調に回復を見せているように見える。こうした指標に

も関わらず雇用情勢が厳しいとする理由は、深刻なミス

マッチの存在である。新規求人は順調に推移したものの、

平成７年８月の段階で就職できたのは有効求人数の８％

にとどまるといったように、企業側が求める人材と求職

者との間に深刻なミスマッチが存在したのである。こう

した傾向は、震災から４年経過した 1999 年時点から振り

返るとよりその傾向が明らかである。図１は兵庫県にお

ける有効求人倍率の推移を 1989 年水準を１として全国と

比較したものである。震災前から兵庫県の求人倍率は全

国と比較して低い水準を保っていたが、震災から２年間

ほどはむしろ全国との差を縮めるように求人倍率が伸び

ていることがわかる。1997 年以降は漸減傾向であるが、

これは全国的に不況が深刻化した影響を強く受けている

と思われる。 

 しかし、常用労働者指数で見ると（図２）、むしろ被

災地における状況は震災後ほぼ悪化の一途を辿っており、

全国水準との乖離が進んでいる。 

 求人・求職のミスマッチの詳細は次のようにまとめられ

る。まず職種のミスマッチである。1997 年 8 月時点にお

いて、被災地内における建設職の求人数は 361 あるのに

大して、求職数は 191 と実にその求人倍率は 1.89 にも上

る。それに対して事務職は 762 の求人に対して 4,864 も

の求職があり、倍率はわずか 0.22 に過ぎない。こうした

数字を用いて杉村(1999)は「大都市圏である被災地は、

もともと非現業職従事者の多い産業構造である。事務職

から現業職への転換は体力・技能・心理の面で容易なこ

とではない(p.123)」と述べている。 
 横山(1995)では具体的に求人を増やした産業が列挙さ

れている。1995 年８月の段階での産業別求人数対前年同

月比は、管理的職業（-64.3%）、食料品製造職業(-46.7%)
について大幅な減少が見られ、増加した主要な産業は、

土木・舗装(+112.7%)、ゴム皮革(+85%)、建設（+59.8）、

技術者（ 55.3%）、飲食調理（+40.7%）、金属加工

（+36.9%）、運輸通信（+34.1%）となっている。復興需

要を強く反映したものとなっている一方で、一般事務の

過剰傾向が伺える。 
 1997 年度の求職数を対前年度比でみると、建設業(-
20.8%)、製造業(-7.7%)、小売業(7.2%)、金融・保険・不

動産業(-18.7)・通信業(-8.9%)といずれも求人数を減らし、

わずかにサービス業(2.4%)だけが求人を伸ばしている。

特に建設業については落ち込み幅が大きく、震災から２

年経過して復興関連の公共事業が減少したことを反映し

たものとなっている。なお、製造業や卸・小売業につい

ては、バブル崩壊前の 1990 年から比較しても大きく求職

者を減らした産業でもあることから、これらの落ち込み

については震災の影響というよりも不況の影響であり、

しかも当時の円高傾向、安価な外国製品の流入、大規模

店舗の拡大による地元商店街の競争激化なども関わって

いるのではとする指摘もある (中谷 , 1997)。また丸谷

(2001)は「震災前から下降局面にあったが震災の衝撃が

大きく、以前の局面にも復帰できずに停滞を余儀なくさ

れている」部門については長期的視点から対策が必要で

あるとし、そのような典型としてゴム製品、繊維工業を

あげている。 
 もう一つは年齢によるミスマッチである。被災地につ

いて 45 歳以上の有効求人倍率を見ると 1997 年 9 月の時

点で 0.19 であり、一方 45 歳未満は 0.67 と圧倒的な格差

がある。その一方で全求職者に占める 45 歳以上の割合は

45%を超えている。杉村(1999)によれば「企業のリストラ

という事実がその背景にあると思われるが、被災地では

その影響がいっそう強く出ているように思われる。

（p123）」と述べられている。林・永松(2000)では 45 歳

以上の求人倍率には震災前後を通じて大きな変化がみら

れないことを挙げて、「中高年の就職状況が厳しいとし

ても、それはほとんど震災とは無関係な構造的問題だと

考えられる(p67)」と述べている。 
 最後は就業形態によるミスマッチである。中谷(1997)
ではフルタイムの一般求人ではなく、むしろパート雇用

が拡大していることが指摘され、しかも 1996 年 5 月時点

での数字では、むしろ大企業ほどパート依存の傾向が強

いことを指摘しつつ、こうした現象が産業構成の変化と

有効求人倍率（季調済・パートも含む）
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図 1 有効求人倍率の推移 

 
注：丸谷(2001)より転載 

図 2 常用労働者指数の推移 
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言うよりは将来の日本の雇用形態を特徴づける長期的な

性格を持つものであるという見方がなされている。 
  
 b)雇用対策について 
 
 こうした雇用の状況はすでに政策が反映された結果で

あるが、これらに対して行政が行った対策について考察

を行う。杉村(1999)がまとめた雇用対策の主要なものは

次のとおりである。 
 第一に雇用維持対策である。国費による雇用調整助成

金の特例適用が行われた。同趣旨の制度として雇用維持

奨励金が兵庫県によって設けられた。 
 第 2 に離職者（失業者）対策である。具体的には失業

給付の特例支給が行われた。また雇用促進のための特定

求職者雇用開発助成金の特例措置が行われた。さらに復

興基金によって、被災者雇用奨励金および震災失業者雇

用奨励金の両制度も設けられた。 
 第 3 に、その他の対策として、たとえば内定取り消し

のための対策として雇用調整助成金の特例的適用、生産

能力開発給付金の特例的支給などが行われた。 
 特に重要なのは、被災地域における公共事業について、

被災失業者の雇用を一定割合（無技能労働者について 4
割まで）を義務付ける法律2が 1995 年 3 月に施行された

が、この法律に基づいて雇用された被災者は 1996 年 2 月

まででわずか 30 人弱であるという。「罰則が伴わないた

めに実効性が弱く、実際には請け負った業者が採算と効

率性の観点から自由に雇用管理を行っている、、、土工、

人夫、雑役など無技能者、簡単な仕事に職種限定してい

る(横山(1995), p33)」などがその理由である。 
 横山(1998)では、行政の施策によらず、民間による雇

用創出の事例が紹介されており、「地域コミュニティを

再生するという視点からのニュー・ビジネスやベンチャ

ー・ビジネスの創造、あるいは地場産業の振興政策、地

域福祉の展開、それらと一体になった総合的な雇用政

策」の必要性を論じている。 
 
(2) 金融市場 

 
a)バブル経済から震災当時にかけての時代背景 
 
 被災した産業の復興資金を調達する場として、被災地

における金融市場の役割はきわめて重要であった。しか

し震災が発生した 1995 年という時代は、バブル崩壊によ

って発生した不良債権に多くの金融機関が悩まされてい

た。山本(1999)によれば、「復興融資、特に地域金融と

の関連で考えると、民間復興融資はバブル崩壊後の不良

債権問題とそれがもたらした金融危機の中で事実上機能

不全に陥ってしまった(p78)。」とされる。 
 その象徴的存在ともいえるのが、兵庫銀行であり阪神

銀行であり、そしてそれを引きついだみどり銀行である。

兵庫県内には地方銀行は但馬銀行しかないため、地元の

金融機関といえばこの 2 つが中心的存在であった。 
 そもそも兵庫銀行は古くは兵庫無尽銀行を前身とし、

戦後に兵庫相互銀行となった。同銀行は普通銀行への転

換を目指し、資金量の拡大路線をとり続け、1989 年に兵

庫銀行となった(滝川, 2000)。その後も拡大路線をとり続

                              
2 「阪神・淡路震災を受けた地域における被災失業者の公共事

業への就労促進に関する特別措置法」 

けた兵庫銀行は、1985 年から 90 年にかけて資産を 1.8 兆

円から 4.4 兆円（2.4 倍）、資本金は 110 億円から 640 億

円(5.8 倍)へと急成長した。不動産向け貸し出し残高は

3.87 倍に増加し、総資産に占める割合も 7.8％から 16%
に増加した。北野（2001）によれば、この時期に「、、、

兵庫銀行が製造業や卸小売飲食などの地域の主要産業を

放置して、不動産や株式投資に狂奔し、事業者をこれに

巻き込んでいったことがわかる。これはその後の地域経

済の苦境の重要な要因となった。」とされる。 
 1990 年前半は、バブル崩壊に伴う株価の長期低迷と、

日本市場初の本格的な地価下落とによって、東洋信用金

庫、釜石信用金庫、松浦信用組合などの中小企業向け金

融機関の経営破たんが連続して表面化していた(米田 , 
1999)。兵庫銀行も例外ではなく、その株価は 1/3 まで落

ち込み、1993 年には経営危機が公然化した。日銀融資に

保証されたコールマネーを総資産の 17%にもおよんで調

達して破綻を先送りしたものの、実際には「完全な死に

体だった（北野, 2001）。」 
  
b)震災発生直後の金融措置 
 
 震災発生直後の最大の金融問題は、金融機関の建物が

崩壊し、情報通信が途絶するなかで、いかに決済システ

ムを維持するかという問題であった。山本(1999)によれ

ば、小口決済、すなわち現金供給体制の維持と、大口決

済、すなわち手形交換体制維持の 2 つの問題に分けるこ

とができるという。 
 前者については、震災当日の午後に近畿財務局長の塩

谷公男氏および日銀神戸支店長の遠藤勝裕氏の連名で、

金融機関への取り付け騒ぎなどを回避するために預金者

に対しては極力支払いに応じることなどを旨とする金融

特例措置が発表された（遠藤, 1995）。 
 後者については神戸の手形交換所が 1 月 17 日から 23
日まで、西宮が 17 日から 20 日まで、明石が 1 月 17 日か

ら 18 日まで停止した。18 日には全国銀行協会によって 1
月 24 日に手形交換業務を再開すること、震災関係不渡手

形については、不渡り処分を猶予することなどが通知さ

れた。 
 注意すべきことは、これは不渡り処分の免除ではなく

猶予に過ぎないことである。関東大震災時のような日銀

による再割引も行われなかった。8 月 2 日にこの猶予措

置も廃止されたが、被災企業に対する金融支援措置が自

治体などによって利用可能になったことや、震災とは関

係なくとも猶予措置を悪用して決済を延期しようとする

事例が目立つようになったからである。 
 
c) 震災後の復興融資について 
 
 震災後の復興融資は公的融資が中心的役割を果たして

いた。公的融資の軸は債務保証や金利引下げ等の制度融

資と個人向けの住宅再建資金の融資および利子補給など

であった。山本（1999）に沿って震災後の復興融資の概

要を見てゆく。 
 民間金融機関にとって、政府の債務保証がついた制度

融資は信用リスクが低く安全な収益資産であるとみなさ

れた。そのため、安全な収益資産を探していた大手金融

機関は復興融資に積極的であった。一方で地域の中小金

融機関は資金力が弱いため積極的な融資を展開できなか

ったとされる。その結果、1995 年 6 月末までの制度融資

保証額 5344 億円のうち、地元大手 4 行は 2430 億円、残
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り 3950 億円は域外の大手金融機関のものであった。 
 日本銀行は地元金融機関の復興融資を支援するため

5000 億円の枠で特別に復興支援貸し出しを行うことを決

定した。しかしながら、当時公定歩合よりも短期金融市

場における金利の方が低いため、大手銀行はこれを利用

せず、結果的に資金繰りに苦しんでいた兵庫銀行および

阪神銀行が最大の恩恵を受けることになった。 
 政府に支えられた復興融資によって 1995 年および

1996 年は倒産件数は例年より低く抑えられていた（兵庫

県内で 95 年 478 件、96 年 482 件）。しかし 1997 年にな

ると倒産件数は 619 件と激増する。これを月次でやや長

期的に見たものが図 3 である。震災直後よりもむしろ

1997 年以降に倒産件数が伸びている様が見てとれる。 
 震災復興 3 年目に当たる 1997 年から日本経済は平成不

況の荒波に突入してゆく。4 月に消費税が 5%に引き上げ

られたことによって消費が低迷するとともに、11 月には

財政構造改革法が成立し財政再建路線へと転換する。こ

うした緊縮財政の結果、年末には山一證券・北海道拓殖

銀行の破綻を招くなど金融不安が深刻化する。また、銀

行に対する自己資本比率の早期是正措置の導入に伴い、

金融機関はいっせいに貸し出しを控える、いわゆる「貸

し渋り」が 1998 年には社会問題化した。これに加えて被

災地では復興需要が一巡するとともに、翌 1998 年 2 月に

は災害関連復旧融資が期限切れを迎え元利償還が始まっ

た。山本(1999)によれば、この時期から倒産理由の 2 番

目に赤字累積浮上し、不況型倒産が増えていることが注

目される。 
 このような状況を受けて、兵庫県は 97 年 10 月に「産

業復興支援充実策」として金融面での支援の充実を盛り

込んだ。具体的には復旧資金融資制度の据え置き期間お

よび延長期間の延長など、これまでの支援措置を延長す

る内容が中心である。 
  
 
(3) 生産物市場 

 
a)贈与経済 
 
 生産物市場のうち、特に最終生産物について焦点を当

てる。個別産業の供給側については、次章で産業別の研

究として検討する。 
 震災直後の被災地経済はその甚大な被害により平時の

市場経済がその機能のかなりの部分を停止した。それに

代わって被災地の衣食住、緊急医療など基本的な生活を

守ったのは、150 万人にのぼるボランティアや救援物資、

1700 億円に達した義援金であった。このように貨幣を媒

介として交換を行う市場経済とはまったく異なる、いわ

ば贈与によって成り立つ経済がいっとき存在したのであ

る。これを林(1999)は贈与経済と呼んだ。当然のことな

がら、都市の復興はこの贈与経済から市場経済へのスム

ースな転換を遂げる必要があった。たとえば「救援物資

が豊富であれば被災者は助かるが、近隣の商店にとって

商品が売れなくなることは死活問題だった（林, 1999）」

からである。Nagamatsu(2000)は、被災地における「贈与

経済」の規模を推計した結果、震災後 2 ヶ月間で神戸市

の総消費のおよそ 7.5%に相当し、それは主に食料や光熱

水道といった分野に見られるいう結果を得ている。 
  
b)家計の推移 
 
 震災後に被災地において消費が伸び悩んでいるといっ

た声が聞かれたが、林・永松(2000)によれば、「ここの

被災家計は平均的にみれば決して消費を減らしてはいな

い。それどころか、所得、資産ともに震災前の水準を上

回り、むしろ消費は拡大した傾向すら見られる。」とす

る。その一方で「すべての家計について均等かつ安定的

に発生しているわけではな」く、世帯収入 1000 万円以上

の高所得層と 300 万円未満の低所得層とに分けた場合、

94 年末から 97 年末にかけて資産を増やしているのは前

者であり、後者はむしろ減少させていることから「家計

の経済復興にも格差が見られる。」としている。 
  
５．産業別の研究 
 

(1) 第１次産業 
 
 第一次産業の被害はほとんどなかったために、この分

野における研究は見当たらない。途上国などでは主要な

被害を被る分野だけに、このことからも阪神・淡路大震

災の特殊性が伺える。 

 
(2) 第２次産業 

 
a) ケミカルシューズ（長田） 
 
 神戸市長田に集積するケミカルシューズ産業の復興に

関する調査研究は、絶対的に阪神・淡路大震災からの経

済復興に関する研究が少ないと言われる中では比較的豊

富に存在する。 
 ケミカルシューズ産業に研究の焦点が当てられたのは、

まずはじめにその被害の甚大さが挙げられる。公的な調

査はないものの、日本ケミカルシューズ工業組合が発表

した数字によると、組合加盟の神戸市内 192 社のうち、

158 社が全半壊・全半焼であり、関連企業約 1600 社のう

ち約 80%が全半壊、または全半焼の被害を受けていると

いわれ、被害総額は 3000 億円にのぼるという。これだけ

被害が大きかった理由は、ケミカルシューズを製造する

過程において必要なシンナー・ガスに何らかの理由で引

火したことによって火災が多く発生したからである（三

企業倒産件数（兵庫県）
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谷, 2001）。また、後に述べるようにケミカルシューズ産

業は狭い地域に集積していたということも被害を大きく

した理由のひとつであると思われる。 
 また関(2001)によれば、長田のケミカルシューズ産業

は大都市におけるインナーシティーの典型であり、そう

した観点からの重要性をいくつか示唆している。特に本

稿で注目したいのは次の指摘である。すなわち「住商工

の混在を特色としているインナーシティーでは、安価な

貸工場などによる創業環境の提供、幅の広いサポーティ

ング・インダストリー、家庭内職などの存在により、地

域的なレベルでの『インキュベーター（孵化器）』が用

意されている」という点である。「後家さんの街」と形

容されるように、「何かの特別の理由で単身となった婦

人が安価な住宅を借り、努力して優秀なミシン工にでも

なれば生活に不安のない街」でもある。こうしたことに

よって長田では「不思議な活力」が生まれているのだと

される。 
 吉田(2001)によれば、長田ケミカルシューズ産業の構

造的特質は次のようにまとめられる。第一に、ゴム靴の

生産をはるかに超える工程間の分業が、内職を含めた多

様な経営形態と規模の事業所によって担われていること、

第二に、ケミカルシューズ生産の中核となるシューズメ

ーカーは、相対的に規模の小さな中小零細企業を主力と

する形で形成されていたこと、第 3 に、独特の貸工場制

度である。貸工場制度とは、自前の建物・設備を所有し

て生産に従事する工場（親工場）が遊休の作業場をいく

つかに間仕切りし、それを零細業者に貸し出す制度であ

る。これにより資金力の乏しい零細企業や新規開業希望

者であっても安価な作業スペースを確保することが可能

であり、前述のインキュベーターとしての機能を果たし

ているのである。 
 ケミカルシューズ産業の震災前の足取りと復興状況を

示したのが表１である。1990 年に生産額ピークを迎える

が、その後は震災前から減少傾向にあったことが伺える。 
 1960 年代半ばごろまでは長田ケミカルシューズは輸出

志向産業だったのが、香港・台湾などの途上国製品の登

場により、価格競争力を失い内需志向型へと構造転換が

行われた。1980 年代にはこの構造転換は完了し、今度は

台湾・香港・韓国および中国などの製品が輸入されるこ

ととなった。1985 年のプラザ合意による不況と円高によ

って輸入が急増することになり、今度は舞台を変えて海

外製品との競争にさらされることになった。このため長

田のメーカーは価格競争からの脱却を図るために、より

付加価値の高い製品（天然皮革の靴など）の生産へと転

換する動きがみられた（吉田, 2001）。このような構造変

化の過程で震災は発生したのである。足塚・加護野

（1997）によれば、「業界は成熟から衰退の時期を迎え

つつあった(p66)」のである。 
  

表 1 生産数量などの推移 

 生産数量 生産金額 備考 
1965 7,613 20,902 統計開始 
1969 10,402 45,255 生産数量ピーク 
1971 9,883 53,257 ニクソンショック 
1973 6,052 52,041 第 1 次オイルショック 
1978 4,474 75,315 第 2 次オイルショック 
1985 4,740 77,766 プラザ合意 

1990 4,475 86,588 生産金額ピーク 
1994 3,131 65,987  
1995 1,416 28,514 阪神・淡路大震災 
1996 1,626 36,535  
1997 1,687 41,694  
1998 1,851 45,878  

注）三谷(2001)より抜粋 
 
 激甚な被害にもかかわらず、震災から 2 ヵ月半が経過

した時点で、関連企業のうち約 7 割が業務を再開したと

いわれている（加藤・和田, 1997）。このように復興への

意欲が極めて高かったにもかかわらず、震災は生産量を

半減させるとともに、生産量で見る限りその後の復興も

ほとんど進んでいないことがわかる。 
 生産量の回復が見られない理由は、主に輸入品に市場

を奪われたからであるが、足塚・加護野(1997)によれば

長田の側にも微妙な変化がみられる。第一に分業体制の

変化がある。多数の関連業者が高度に分業化され集積し

ていたことによって市場の売れ筋商品の変化に柔軟に対

応することが長田の強みのひとつであったのが、震災後

の企業数の減少と立地の分散化によって、その生産リー

ドタイムに遅れが生じているのだという。 
 また、問屋の機能が低下したとも言われる。売れ筋商

品の変化のスピードが上昇し、それに伴い問屋の在庫調

整能力が問われるのだが、一方で問屋側も体力が衰えて

おり、加えてメーカーのレスポンスが遅くなったことに

よって、なおさらリスクを回避するために見込み発注を

控えるという悪循環に陥っている。また商品企画まで行

うと売れ残りリスクを問屋が負担しなければならないた

め、そうした問屋も減少している（小川, 2001）。 
 加えて、流通環境の変化がある。かつては価格破壊とい

うだけで消費者を獲得することができたのが、消費者は

同じ価格でより幅広い商品が選択できることを求めるよ

うになった。これに伴い小売量販店では商品構成を変更

し、取り扱い点数やバリエーションの拡大を目指すよう

になった。これに対応するためには、メーカー側に商品

の独自性やデザインの斬新さ、企画力が求められること

になるが、一部を除きリスク回避的な長田のメーカーに

はこれに対応できなくなっているとする（足塚・加護野, 
1997)。 
 ケミカルシューズ産業を復興するための行政施策につ

いては、①仮設工場の建設、②復興支援工場の建設、③

民間賃貸工場家賃補助、④その他復興資金援助などに分

けることができる。足塚・加護野(1997)によれば、④に

ついて公的資金融資を受けた企業は意外と少ないという。

なぜなら自力で再開できる資金的体力のある限られた業

者しか融資条件を満たせず、本当に資金を必要としてい

るところにはお金はまわらなかったからである。 
 むしろケミカルシューズ産業の復興は、こうした物

的・経済的支援よりも、どのようにこの産業の競争力を

つけ、独自性を持たせてゆくかということに掛かってい

る。消費者の足に合わせたオーダーメイド型の靴（セラ

ピーシューズ）などはその一環であろう（山口・北野, 
1998）。 
 
b)その他 
 
 守屋（1998）では 灘酒造産業の震災復興について考察

を加えている。瓦産業（淡路）については森本(1998)に
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詳しい。 

 

(2) 第３次産業 

 
a) 流通・貿易（神戸港） 
 
  神戸港の被害は実に１兆円と見積もられており、その

被害は甚大であった。機能停止に陥ったバースは公共

186、施設 53 に及ぶ。コンテナ埠頭では荷役用の移動ク

レーン、ガントリークレーン５５基すべてが使用不能に

なった。これらの施設復旧と貨物の復帰に時間を要した

理由は富田(1996)によれば次の３つがある。第一に岸壁

の耐震性が不足していたこと、第２にコンテナバースが

集中しているポートアイランドと六甲アイランドは人工

島であり、陸上部との接続が高架橋１ルートしか設定さ

れてなかったために、陸路による他地域との連絡が制約

されたこと、第３に港湾部から阪神高速を経由する陸上

輸送が長期間にわたって不可能になり、一般道路の交通

渋滞により輸送の遅延が日常的に発生したことである。 

 しかしながら、神戸港に貨物が戻ってこないことの理

由は港湾施設の復興が遅れたことだけが原因ではない。

1995 年 10 月には震災前の３分の１の能力が回復してい

る。もともと神戸港の施設稼働率はアジアの主要港に比

べて低いために、実質的には震災前の４分の３程度の取

り扱い能力に達していた（富田, 1996）。それにも関わ

らず神戸港の機能が低下したのは、長期的なトレンドに

よるものが大きい。1980 年には世界第３位のコンテナ取

扱量を誇っていた神戸港は、1993 年の時点ですでに香港、

シンガポール、高雄、釜山などの後塵を拝し６位とその

地位を下げている。 

 もともと港湾ビジネスは国際競争が極めて激しい。な

ぜならばそのネットワーク性による規模の経済性が働く

ために、ハブ港間のみを大型船で結び、近隣港からは一

旦ハブ港へ荷物を運ぶというスタイルが効率的であるか

らである（星野, 1997）（青木, 1999）。神戸港の地位

低下は、取扱貨物量そのものの変化よりも、ハブ港とし

ての機能を表す中継（トランシップ）貨物取扱量に現れ

ている。外国貿易にかかるトランシップ貨物数量は、

1998 年には過去最低の水準にまで落ち込んでいる（青木, 

1999）。すなわち、神戸港のハブ機能が弱体化している

のである。 

 こうした神戸港の機能低下はどのような理由によって

発生したのか。直接的な引き金になったのは 1997 年に発

生したアジア通貨危機とされる（青木, 1999）。もとも

と全輸出のうち半分以上をアジア向けに行っていた神戸

港は、東アジアとの結びつきが強い港であったが、通貨

危機による猛烈な調整圧力によってこれらの国々はすべ

て経常黒字に転換することとなった。これにより東アジ

アへの輸出は大きく落ち込むこととなり、1998 年 10 月

の速報では、アジア向け輸出は-24.3%と極端に落ち込ん

でいる。 

 もう一つは日本経済の極度の不信がある（青木, 

1999）。すでに述べたように 1997 年は日本においても金

融不安が蔓延し、経済成長率がマイナスを記録するなど、

景気の後退局面にあった。これによって日本の輸入は伸

び悩み、神戸港の円ベース貿易伸び率も 1998 年はマイナ

スを記録している。 

 より長期的かつ構造的な問題として以下が挙げられる。

まずプラザ合意以降の急激な円高により、製造業が海外

へ流出し産業の空洞化現象が顕著になったことである。

これにより神戸港に限らず日本の港は、後背地の潜在貨

物量が低下したことになり、神戸港を国際ハブ港として

利用することの価値は相対的に低下することになる（青

木, 1999）（星野, 1997）。 

 次に国内物流の分散化である。一般的に経済発展が進

行するとともに経済活動の中心は複数化、分散化する傾

向があると言われ（富田, 1996）その結果、港湾の機能

も分散化する。特に地方港の多くでは、神戸の貨物が流

れてくるという「震災効果」によってターミナルの整備

などを前倒しにする動きに拍車がかかった（星野, 

1997）。 

 さらに、大手定期船社による国際提携の動きがある

（青木, 1999）（星野, 1997）。アジア・ヨーロッパ・

米国の主要船社が協同で船舶を運航し、各寄港地におい

て各社専用ターミナルではなく、一カ所を共同で利用す

ることによってコスト削減を図っている。この場合、日

本の船社が日本の港を利用したいと主張しても、提携全

社の利益にかなわない限り受け入れられないために、よ

り国際競争が激化する可能性がある。 

 

b) その他 

 

 観光の復興について論じたものに高寄(1999)がある。

高寄によれば、観光産業の振興は次に述べる理由におい

て重要である。第一に、今後の都市は製造業だけで存続

することは不可能であり、代替的な産業が必要であるこ

と、第二に観光産業は波及効果が大きいということであ

る。 

 なお、小売業の復興について、まとまった研究成果は

少ない。図 4は林・永松(2000)で示された震災前後にお

 

 

図 4 人口増加と小売業売上高の相関（平成８年対平

成５年比） 
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図 5 百貨店売上高の推移 
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ける小売業の売り上げ変化率と人口増加率であり、地域

における人口の変化が小売業の回復と非常に強い相関が

あることがわかる。図 5に示されるように、百貨店の売

上高についても震災後長期に渡って売り上げが回復して

いないが、これにも被災地域の人口減少が大きく影響し

ているものと思われる。 

 

6.災害対応および復旧・復興財政について 

 

 (1) 財政規模に関する研究 

 阪神・淡路大震災の財政について分析する必要性とは、

主に次のような理由からなると考えられる。第一に、量

的な問題である。およそ 10 兆円という被害に対して、ど

の程度の復興資金が必要になるのか。このことを明らか

にすることは、今後行われる防災投資の効果を予測した

り、あるいは今後の災害対応ならびに復旧・復興をファ

イナンスするための制度を考える上で必要不可欠な作業

である。しかしながら、包括的にこれらを計算した試み

はほとんどないと言って良い。 

 唯一の例外である安田・内河・永松(2000)では、国・

被災府県（大阪府・兵庫県）・被災市町村（災害救助法

適用市町村）を含めた平成 11(1999)年度までの純額（国

庫による補助金・都道府県による補助金を控除した金

額）を 9 兆 7,450 億円と試算し、ほぼ被害額に匹敵する

値であることが示されている。但し、これらは国や各自

治体から提出された震災関連経費資料を基に作成してい

るため、性質的分類が行われておらず、投資的経費か、

その他の経費かといった区別がなされていない。また被

災者への貸付金や災害弔慰金といった直接的な現金支給

も単純に足し併せているため、単純に金額の多寡だけで

復興財政を評価することはできない。 

 また、復興財政の規模を議論するうえで、税収入の減

少について考察を加える必要がある。なぜなら、税の減

免措置は、納税者に対する補助金と同様の効果を持つし、

所得減少に伴う税収減も、財政需要の拡大に伴う財源不

足と同様の意味を持つからである。これについて林

(1998)は兵庫県と西宮市について推計を行っている。兵

庫県については、平成６年度と７年度について 699 億円、

962 億円の税収減が発生しており、うち、43 億円が政策

的な税の減免によるもの、残りが所得減によるものと考

えることができる。同様に西宮市についても平成６年度

と７年度についてそれぞれ 87 億円と 218 億円が税収減と

して推計されている。 

 ところで、復興財政規模を考えるに当たって、民間部

門が復興にどの程度の資金を必要としたかを考える必要

があるが、この点についての研究は全く行われていない。

民間部門については、被災者および被災企業すべてが対

象となるだけに、安田・内河・永松(2000)で行ったよう

に、事業毎を積み上げて総額を計算するというアプロー

チは事実上不可能である。震災後 10 年を経過したことに

よってより長期的な統計が利用可能になったことで、こ

の分野を推計する環境は整ってきつつあると言えよう。 

 こうした研究とは逆に、被災地にどれだけの公的資金

を投入すべきか、という規範的なアプローチの研究とし

て、入谷・玉岡(1997)がある。彼らは、中央から地方政

府へ行われる財源配分の仕組みに注目する。中央政府は、

47 都道府県の可処分所得の配分から効用を得ると考え、

地方政府への財源配分を操作することによって効用最大

化を行うと仮定する。平成４年度における財源配分によ

ってパラメータを推定し、兵庫県などの被災府県に発生

した直接被害額を所得の減少額と見なして最適な配分額

を計算した結果、兵庫県には 3 兆 225 億円、大阪府には

1040 億円を追加的に財源移転することが最適であるとの

結果を得ている。一方で他の都道府県への財源移転は平

時に比べて減少させるべきであるという結果を得ている。 

 この推計の問題点の多くは著者らが自ら指摘している

が、重要な点が一つ欠落している。すなわち、彼らが

「現行の財源配分を基準として」行っているということ

であるが、実際の制度は、他の都道府県への配分を減ら

して被災地に配分できるようにはなっていない。すなわ

ち国税の一定割合が地方交付税として地方に配分される

ことになるが、その配分は基準財政需要額に応じて行わ

れることになる。交付税総額が基準財政需要額の総和に

満たない場合は、地方交付税の増額や地方債の増発によ

って穴埋めを行うことになる。従って、震災によって兵

庫県で財政需要が拡大したからといって、他の自治体の

配分が大きく削られるということは制度上有り得ないの

である。 

 

(2) 復興財政制度 

 

 多くの研究が復興財政制度について論じている。阪

神・淡路大震災に関連した財政対策については大きくわ

けると次のようなものが挙げられる。 

1) 国税・地方税対策 

 災害減免法の適用対象となる所得限度額を 600 万円か

ら 1000 万円に引き上げる3。また所得税・個人住民税の

雑損控除を平成６年度所得に前倒して行う特例措置。 

2) 地方交付税対策 

 地方交付税総額を平成６年度について 300 億円増額す

る。 

3) 公債発行対策 

 平成６年度における歳入欠かん債発行の特例など。 

4) 国庫補助率の嵩上げや補助対象事業の拡大 

 災害救助法・激甚災害法・特別財政援助法4などによっ

て、災害救助・復旧事業等に対しての国庫補助率の嵩上

げ、および補助事業の拡大、起債充当率の嵩上げ及び元

利償還金の交付税算入率の拡大など。 

 震災時の地方財政制度の詳細は石井他(1995)に論じら

れているためここでは割愛するが、地方財政対策の柱は

主に 4)の国庫補助率の嵩上げや補助対象事業の拡大が中

心であり、従来の公共事業と同じように縦割り型の財源

措置が行われた（舟場,2000）。これは永松・赤井(2000)

によれば、地方政府が行った７兆 4600 億円の復興事業の

うち、およそ 6 割に相当する 4 兆 5428 億円が補助事業で

あったことからも伺える。 

 なお、水野(1998)は、復興初期にあたる平成６年度・

７年度の震災関連経費のうち、地方政府の普通会計を経

て支出されたものは半分程度に過ぎず、通常の財政に比

べ、地方自治体の支出割合が小さいことを指摘している。

復興初期の段階では民間企業や阪神道路公団などの大き

なプロジェクトがあったことと、地方交付税の増加がほ

とんど見られないことをその原因として指摘している。 

 なお、財政制度として特筆すべきものは、復興基金の

                              
3 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律の一部を改正する法律（平 7法

10） 
4 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平７法 16） 
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創設である。復興基金とは、行政による復興施策を補完

する目的で、兵庫県と神戸市が当初 6,000 億円出資（後

に 3,000 億円増資）して設立された。 

 こうした復興基金について、宮入(1996)によれば、雲

仙普賢岳災害の際に長崎県によって設置された基金と同

様の仕組みであるとしながらも、以下の二つの点につい

て違いを指摘している。第一に、基金の原資である。雲

仙普賢岳の場合では、基金の原資の一部は義援金が宛て

られており、この部分については基金を切り崩すことが

前提となっている。第二に、雲仙普賢岳の場合は、長崎

県による貸付金 540 億円の全額について交付税措置がな

されるのに対して、阪神・淡路大震災については全額で

はない。例えば当初規模 6,000 億円のうち、県・市によ

る貸付金は 5,800 億円であるが、このうち交付税措置の

対象となるのは 5,000 億円についてである。交付税措置

の内容も、阪神・淡路では金利の 95%までとなっており、

全額ではない。 

 雲仙の基金規模が最終で 1000 億円であるのに対して、

阪神・淡路の基金規模が最終で 9,000 億円と９倍もの開

きがある。しかしながら、宮入(1996)によれば、阪神・

淡路大震災の被災規模は雲仙の 100～150 倍に相当すると

し、阪神・淡路大震災の復興基金については量的に不十

分であったとする。このため、公的資金による被災者救

済の必要性が叫ばれることとなり、被災者生活再建支援

法の制定へと議論が活発化することとなった。  

 

(1) 復興財政の評価 

 このような復興財政のしくみは、大規模災害へ対処す

る行政にとってどう評価されるべきなのだろうか。 

 まず、量的な問題について、林(1998)は 10 兆円の被害

のうち、公的負担の対象となる額が仮に５兆円としても、

95 年度から 10 年間の公共投資基本計画の 0.8％弱である

ことを根拠に、「復興財源は決して大きい額とは言えな

かった」とする。 

 しかしながら、地方政府に取ってはこのような見方は

ほとんどない。国による支援にも関わらず、かなりの財

源負担を強いられているとする見方が多数である。（馬

場, 1997）,（赤井・永松, 2000）,（高寄, 1999; 

p195）。特に地方自治体にとって財政負担が多くなる理

由は馬場(1997)によればおおよそ次のようにまとめられ

る。 

 第一に、税収の低迷である。地方税の減免措置からの

減収については地方債の発行が許可され、元利について

交付税措置がなされることになったが、自然税収減につ

ちては対策は取られていない。これは法人税や住民税の

比率の高く、かつ被害の激しい自治体（例えば神戸市・

芦屋市など）において顕著である。第二に、交付税措置

されない地方債の元利償還が相当存在するということで

ある。単独災害復旧事業債については 47.5％～85.5％し

か交付税措置がなされず、これらについてはすべて地元

負担となる。第三に、地方公営企業の減収補填である。

下水道、港湾、開発事業など公営企業会計は経常的に赤

字体質であり、天災による被害を補填する十分な余裕が

ないため、これらの収入減は直接自治体財政に重くのし

かかることになる。第四に、林(1998)も指摘するように、

西宮・宝塚・芦屋などの不交付団体については交付税措

置の恩恵は一切及ばず、補助金以外の部分はすべて地元

負担となる。 

 復興財政の制度的な部分については次のような指摘が

ある。地方財政対策の中心は補助率の嵩上げ・補助事業

の拡大が中心であることはすでに述べた通りであるが、

齋藤(1995)や馬場(1997)は、災害復旧事業として国庫補

助の対象となる範囲を、社会福祉施設や都市の社会資本

にまで拡大し、また一部の事業について補助率の嵩上げ

などが行われたことを率直に評価する。これがなくては、

被災自治体の負担は今以上に大きくなることは明らかで

ある。 

 しかしながら、災害救助・復旧事業についてはメニュ

ーが法律によって定められていることから、自治体の裁

量はほとんどない。しかも事業費の一部は地元負担とな

るから、災害救助と復旧事業を行った時点で、地元にと

っては相当の負担が生じており、これが復興への足かせ

となるという指摘がある（馬場, 1997） 

 補助事業による復旧・復興のもう一つの問題は、地元

自治体の復興計画を補助率の高い事業に向かわせること

である（馬場, 1997）。宮入(1996)は、兵庫県の災害救

援対策事業のうち、県単独事業が極めて少ないことを理

由に、災害救助が補助事業に傾斜した可能性を示唆して

いる。また永松(2000)は、兵庫県による住宅復興施策が、

公営住宅の直接供給に著しく傾斜しており、その背景に、

公営住宅の建設については国庫補助が行われるものの、

家賃補助や利子補給などの方法についてはほとんど国庫

補助の対象とならないという制度的背景があると指摘し

ている。 

 また、舟場(1998)では、平成７年度の神戸市決算時点

において、2462 億円の不要額が発生していることを指摘

し、原因としてその多くが被災者のニーズと一致しなか

ったことを述べている。災害救助・復興事業の枠組みで

行われたために制度的制約があったことがその背景にあ

るとする。 

 こうした問題点の背景として、本間(2000)は、災害被

害などの不足の出費に対して財源保障を行うはずの特別

交付税が、必ずしも有効に機能していないことを指摘す

る。その理由の一つとして、特別交付税の配分額が、自

治体の災害救助費よりも普通交付税との相関が高いこと

を指摘している。ここから、本間は特別交付税の機能を

強化することによって、地方自治体の災害財政リスクを

保障することを提言している。赤井・永松(2000)では、

特別交付税には制度上災害リスク以外の要素を含んでい

るため、別途リスクシェアー・ファンドを自治体向けに

創設することを提案している。 

 

7．まとめ 

 

 以上の分析をもとに、今後の研究の展望について考察

する。 

 

(1) 被害推計に関する研究の詳細な整理とマニュアルの

作成 

 第２章で検討した被害額推計について、より詳細な概

念整理とともに、被害推計マニュアルの作成は極めて実

戦的な研究となり得る。震災直後に利用可能な情報はほ

とんどの場合限定的でおそらくどのような災害であって

も共通である。 

 また既存研究の中には、直接被害と間接被害を合計し

て論じたものなど、理論的に全く意味がないどころか政

策決定に対して誤解を与えかねない研究も目立った。そ

こで、どのような情報によりどのように算定可能かなど

の被害額推計に関する基本的ルールをまとめておくこと

は意味があるものと思われる。 
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(2)価格調整メカニズムについての実証研究 

 巨大災害時に市場メカニズムがどのように機能するか、

また機能しないのか、そしてそれはなぜなのか、を明ら

かにすることは、経済学的にみて大変興味深いだけでは

なく、直後の経済対策の指針を導く上でも大変重要な研

究課題であると思われる。すでにみたように、被災地で

価格が安定的に推移した理由について、いくつかの研究

が様々な説明を加えているが、どの説明が支配的なのか

どうかを明らかにすることが何らかの方法で可能ではな

いだろうか。神戸は政令指定市であり、地域単位で様々

な統計が利用可能な数少ない都市の一つであることを考

えると、このような研究は阪神・淡路大震災を題材にし

ない限り困難であると思われる。 

 

(3)10 年経過した時点での分析の必要性 

 

 ここで紹介した研究のほとんどは震災から５年以内に

行われたものであり、2001 年以降に行われた経済復興に

関する研究はほとんど存在しない。1990 年代末に我が国

は未曾有の不景気を経験したために、この時期に震災固

有の影響がほとんど失われたことによって「震災復興」

という枠組みで議論することに積極的な意義が見いだせ

ないことがその原因だと思われる。 

 しかしながら、震災の影響を切り取って分析すること

ばかりが今後の災害に備えるために必要な研究ではない。

ケミカルシューズの復興や神戸港の復興の問題を概観す

ると、震災とは別の構造的要因を抱えているがゆえに、

震災前の状態に戻るということはそもそも無理な話であ

る。従ってどれだけが震災の影響かということを論じる

ことにもそれほどの意味はないのである。むしろ、10 年

経過した被災地経済の姿を観察することによって、震災

直後にどのような支援が必要であったのか、震災直後を

スタートラインととらえ改めて検討することは重要な意

味がある。 

 

（4）安全性と経済効率性の両立について 

 

 第５章で考察したように、長田ケミカルシューズ産業は「イン

キュベーター」としての機能を有しており、それが産業の活力

を生んでいたという。もしも災害のことを全く考慮しないとすれ

ば、職工住が近接し、安価な住宅が密集しているということは

経済効率性から言えば大変望ましいものであると言える。この

ような「都市の活力」と「安全性」をどのように折り合いをつける

のかは大変難しい問題である。一方で、建築技術や都市計画

技術などによって克服の可能性もあるのかも知れない。 

 開発経済学の分野においても、途上国におけるインフォー

マルセクターについて、フォーマルセクター以上に完全競争

的であり、それゆえに効率的経営が行われ新たな財・サービ

スの創造が絶えず行われているといった肯定的な評価がなさ

れることがある。猥雑さは都市の活力の一つであり、これをどう

安全な都市の中に残して行くのか、今後の防災において真剣

に考えられなければならないテーマであると思われる。 

 

(5)巨大災害に対する財政の財源保障制度の構築 

 
 現在の地方財政制度においては、災害時の復興財政の

財源保障の問題については必ずしも考慮されていない。

また、現在議論が進められている地方財政制度改革にお

いては、特に交付税・補助金・地方税の三位一体の改革

が焦点となっているが、地方へ財源委譲を行い地方財政

の独立性を高めるという改革の方向性は、一方で偶発的

な危機に対して地方財政の脆弱性を高めることを意味し

ている。これらの議論の中で、災害時の財源保障の問題

をどのように位置づけてゆくのか、早急な検討と提言が

望まれる。 

 

参考文献 
 

陳光輝 (1996) 阪神大震災による神戸市の事業所被害：メッシュ

データによる推計, 国民経済雑誌, 174(4), pp  
豊田利久・河内朗 (1997) 阪神・淡路大震災による産業被害の推

定, 国民経済雑誌, 176(2),  
さくら総合研究所関西調査部 (1995) 阪神大震災の兵庫県下に及

ぼす経済的影響, 地域レポート, No.9, 平成 7 年 3 月 7 日 
三菱総合研究所(1995) 阪神大震災の経済的影響, 平成 7 年 2 月 8

日. 
神戸商工会議所(1996) 阪神大震災による経営への影響及び神戸

の復興に関する調査結果, 平成 8 年 3 月 
小西砂千夫 (1996) 阪神・淡路大震災の経済復興に関する計量

分析, 関西学院大学産研論集, 23, 133-161. 

芦谷恒憲・地主敏樹 (1998) 阪神大震災による物流の変化:アン

ケート調査報告, 国民経済雑誌, 178(2), 85-102. 

芦谷恒憲・地主敏樹 (2001) 震災と被災地産業構造の変化：被

災地域産業連関表の推定と応用, 国民経済雑誌, 183(1), 

79-97. 

萩原泰治 (1998) 阪神・淡路大震災の経済的損失と政策効果の

評価のための神戸 CGE モデルの開発, 国民経済雑誌, 

177(3), 61-72. 

萩原泰治 (2001) 神戸 CGE モデルによる阪神・淡路大震災の影

響に関する分析, 国民経済雑誌, 183(1), 71-78. 

Horwich, George (2000) Economic Lessons of Kobe 

Earthquake. Economic Development and Cultural Change, 

48(3), 521-542. 

稲田義久 (1999) 震災からの復興に影指す不況――震災 4 年

目の兵庫県経済――, 藤本建夫編, 阪神大震災と経済再建, 

ケイソウ書房, 1-43. 

長岡豊(1998) 経済復興, 長岡豊編, 震災復興の歩み――産業と

都市の再生――, 知碩書院, 1-35. 

兵庫県・(財)21 世紀ひょうご創造協会編 (1995) 阪神・淡路大

震災復興誌（第 1 巻） 

Dacy, C. Douglas and Howard Kunreuther (1969) The 

Economics of Natural Disasters: Implications for Federal 

Policy, The Free Press, New York.  

杉村芳美 (1999) 雇用の復興と政策課題, 藤本建夫編, 阪神大

震災と経済再建, ケイソウ書房, 112-138. 

横山政敏 (1995) 被災地における雇用の現状と雇用・失業対策

のあり方, 1995 年度阪神・淡路大震災学術関連研究発表会

論文集, 立命館大学阪神・淡路大震災復興計画に関する特

別調査研究プロジェクト, 21-35. 

横山正敏(1998) 震災と地域雇用, 立命館大学震災復興研究プロ

ジェクト編, 震災復興の政策科学, 234-251. 

丸谷冷史 (2001) 震災と雇用：復興過程に関する一視点, 国民

経済雑誌, 183(1), 99-115. 

中谷武 (1997) 被災地の雇用問題, 神戸大学＜震災研究会＞編

著, 阪神大震災研究３：神戸の復興を求めて, 神戸新聞総

合出版センター, 93-102. 

林敏彦・永松伸吾 (2000) しごとの復興：復興特需で遅れた構



 

11 

造改革, 阪神・淡路大震災復興誌(1998 年度版), 65-73. 

山本栄治 (1999) 震災復興と金融問題, 藤本建夫編, 阪神大震

災と経済再建, ケイソウ書房, 78-92. 

北野正一 (2001) 兵庫銀行の顛末と金融政策, 商大論集, 52(4), 

133-156. 

米田貢 (1999) 兵庫銀行・みどり銀行の経営破綻とその処理を

めぐって, 経済学論纂, 39(3/4), 257-275. 

滝川好夫 (2000) 兵庫銀行、みどり銀行の経営破綻とみなと銀

行の誕生, 国民経済雑誌, 181(1), 103-120. 

遠藤勝裕 (1995) 阪神大震災：日銀神戸支店長の行動日記, 日

本信用調査株式会社. 

林敏彦 (1999) 3 ヵ年を振り返って, 阪神・淡路大震災復興誌

(1997 年度版), 451-454. 

Nagamatsu, Shingo (2002) How much was donated after the 

1995 Kobe earthquake? Proceeding on 7th U.S. National 

Conference on Earthquake Engineering, CD-ROM. 

21 世紀の関西を考える会(1997), 阪神・淡路大震災からの復興

を先導する 免税島(DFI=デューティー-・フリー・アイラ

ンド)構想, 真の豊かさを目指す経済復興チーム. 

山口純哉・北野正一 (1998) ケミカルシューズ産業の復旧・復

興――注目される取り組みと方向性――, 長岡豊編, 震災

復興の歩み――産業と都市の再生――, 知碩書院, 85-108. 

足塚格・加護野忠男 (1997) ケミカルシューズ産業の模索, 神

戸大学＜震災研究会＞編著, 阪神大震災研究３：神戸の復

興を求めて, 神戸新聞総合出版センター,64-78. 

関満博 (2001) 阪神復興とケミカルシューズ産業, 関満博・大

塚幸雄編, 阪神復興と地域産業：神戸市長田ケミカルシュ

ーズ産業の行方, 新評論, 17-27. 

三谷陽造(2001) 大震災とケミカルシューズ産業の被災の状況, 

関満博・大塚幸雄編, 阪神復興と地域産業：神戸市長田ケ

ミカルシューズ産業の行方, 新評論, 28-49. 

吉田敬一(2001) ケミカルシューズ産業の歩み, 関満博・大塚幸

雄編, 阪神復興と地域産業：神戸市長田ケミカルシューズ

産業の行方, 新評論, 50-70. 

加藤恵正・和田真理子 (1997) 地域産業活動の被災と再生の方

向, 兵庫県立 4 大学阪神・淡路大震災特別研究成果報告書,

平成 7 年度および 8 年度, 29-54. 

小川正博(2001) ケミカルシューズ企業の経営特質と課題, 関満

博・大塚幸雄編, 阪神復興と地域産業：神戸市長田ケミカ

ルシューズ産業の行方, 新評論, 90-106. 

守屋貴司(1998) 灘酒造企業の震災復興と危機管理, 長岡豊編, 

震災復興の歩み――産業と都市の再生――, 知碩書院, 85-

108. 

森本陸男(1998) 大震災と淡路瓦産業, 長岡豊編, 震災復興の歩

み――産業と都市の再生――, 知碩書院, 57-84. 

梶原謙吉(1999) 長田区地域商業の復興, 藤本建夫編, 阪神大震

災と経済再建, ケイソウ書房, 139-160. 

高寄昇三(1999) 震災復興としての観光開発, 藤本建夫編, 阪神

大震災と経済再建, ケイソウ書房, 161-179. 

三好宏・石井淳蔵(1997)苦闘する商店街・小売市場, 神戸大学

＜震災研究会＞編著, 阪神大震災研究３：神戸の復興を求

めて, 神戸新聞総合出版センター, 79-92. 

富田昌宏(1996) 神戸港震災復興と国際競争力, 国民経済雑誌, 

174(5), 43-53. 

富田昌宏(1998) 震災による港湾物流の変化, 国民経済雑誌, 

177(4), 79-89. 

星野裕志(1997) 神戸港は競争優位性を回復できるか, 神戸大学

＜震災研究会＞編著, 阪神大震災研究３：神戸の復興を求

めて, 神戸新聞総合出版センター,51-63. 

青木浩治(1999) 神戸港の将来展望, 藤本建夫編, 阪神大震災と

経済再建, ケイソウ書房, 180-211. 

小西砂千夫(1997) 復興する神戸港の希望と突破すべき壁, 長岡

豊編, 震災復興の歩み――産業と都市の再生――, 知碩書

院, 133-160. 

舟場正富(1998) 阪神・淡路大震災の被災者と公共の対応―災害

救助財政システムを中心として―, 商大論集, 48(6), 1-47. 

舟場正富(2000)震災復興における公共の役割の検証と課題, 都

市政策, 99, 15-33. 

水野利英(1998) 震災救助・復旧費用の規模と特徴, 商大論集, 

48(6), 49-73. 

小西砂千夫(1997) 阪神・淡路大震災と神戸市財政－災害復旧の

財源保障のあり方－, 産研論集, 24, 33-50. 

林宜嗣(1998) 阪神・淡路大震災と被災地財政, 長岡豊編, 震災

復興の歩み――産業と都市の再生――, 知碩書院, 37-55. 

高寄昇三(1999) 阪神大震災と生活復興, ケイソウ書房. 

池田清(1997) 神戸都市財政の研究:都市間競争と都市経営の財

政問題, 学文社. 

馬場義久(1997) 震災復興と財政－国と自治体の財政関係を中心

に－, 大浜啓吉編, 都市復興の法と財政, ケイソウ書房, 

45-76. 

永松伸吾(2000) 地方財政制度と震災復興, 月刊自治研, 

42(486), 35-43. 

赤井伸郎・永松伸吾(2003) 地方財政制度における災害保健機能

とそのあり方について－阪神・淡路大進氏の財政措置の実

態と性質－, 商大論集, 54(5), 199-219. 

齋藤慎(1995) 震災復旧・復興と政府の役割, 都市問題, 86(8), 

57-68. 

藤本建夫(1997) 復興財源はいかにして決定されたのか, 藤本建

夫編, 復興の政治経済学:阪神大震災の記録３,甲南大学阪

神大震災調査委員会, 26-54. 

宮入興一(1996) 大震災と財政改革, 経営と経済, 75(3/4),119-

162. 

石井隆一・阪本森男・武居丈二・平嶋彰英・関博之・満田誉・

末宗徹郎(1995) 阪神・淡路大震災に係る地方財政対策につ

いて, 地方財政,34, 11-77. 

安田拡・内河友規・永松伸吾(2000)阪神・淡路大震災からの復

興と公的資金――政府・自治体からの「復興資金」はどの

ように投入されてきたか, 都市問題, 91(1), 95-114. 

入谷純・玉岡雅之(1997) 中央政府による財政支援の問題, 神戸

大学＜震災研究会＞編著, 阪神大震災研究３：神戸の復興

を求めて, 神戸新聞総合出版センター,103-118. 

本間正明 (2000) 震災復興財源の課題とあり方, 兵庫県震災対

策国際総合検証会議,震災対策国際総合検証事業検証報告, 

6, 99-126. 

 (原稿受付 2003. M.DD)

 


