
  

世田谷6大学を事例とした 
留学生に対する防災情報の提供に関する一考察 

A study on disaster prevention information to international student six universities in 
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As internationalization progresses in Japan, many local governments are providing information to foreigners about 
disasters and disaster prevention in Japan. However, this research has shown that international students do 
not know even the most basic things about what to do in an emergency. And international students are 
more willing to work with their neighbors in times of disaster. From these two points, it can be pointed out that the 
role of the schools is to connect “benefical information with international students” and “local organizations with 
international students”. 
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１．背景 
日本は，外国人受入・就労促進を国の政策 1）とし，在

日外国人の増加とともに，自治体や外国人支援のNPO団
体などから，日本での災害や防災についての情報発信が

多数行われるようになってきた．観光庁監修による

Safety Tipsという災害時情報提供アプリや災害時に訪日
外国人旅行者への情報提供に役立つリーフレット，東京

都生活文化局ホームページでは，外国人向け防災情報の

発信や多文化共生ポータルサイトでやさしい日本語や動

画での防災に関する情報発信を行っている． 
「日本の地方自治体における多文化共生の現在と今後」

2）では，災害や防災に関わることとして「在住外国人の

ための防災訓練」が「ある程度進んでいる」「進んでい

る」と回答した都道府県は80％，政令指定都市は69％程
度と，進捗状況を肯定的に評価している．具体的な施策

の内容としては，多文化共生地域づくり，災害時の外国

人への支援に向けた講座，災害時における外国人支援体

制の整備，災害時多言語支援センターの設置・運営，防

災メール登録等支援のための外国人データベースの構築，

他の自治体と共同で防災情報を発信するインターネット

ページの多言語版の開発などが，自治体での取り組みと

して挙げられる．その他，様々な団体が外国人向けに災

害や防災に関する情報発信を行っているが，これらの情

報があることを在日外国人すべてが知り，日常的あるい

は非常時にそれらの発信元にアクセスして初めて，災害

大国日本での活動や生活が安全に送れる．

２．留学生の脆弱性 
 留学生がいわゆる災害弱者と呼ばれる要因として，比

較的長く滞日することや，平均年齢が20代前半であるこ
と，地域とのつながりが少ないことなどが挙げられる． 
 まず初めに，2019年の訪日外国人は3100万人強で，う
ち留学生は31万人であった3）．訪日外国人の平均滞在日

数は「訪日外国人の消費動向2019年年次報告書」4）によ

ると8.8日で，6日以内の短期滞在者が過半数を占める．

しかし留学生の場合，日本語学校在籍期間は最長で2年
間，大学では2年から4年以上と長期にわたり，日本滞在
中に何らかの災害に被災する可能性が高くなる． 
第2に，長期滞在する外国人の中でも就労等で滞日し

ている外国人と比べて，留学生は平均年齢が若い傾向が

あり，社会的に未熟であることから，情報や情報源の正

確さなどを考慮した優先順位づけや判断力が不十分であ

る可能性が高い． 
第3に，留学生は地域・社会とのつながりが弱いこと

が多い．このことは「JVOAD第5回災害時の連携を考え
る全国フォーラム」5）でも指摘されていて，ここでは東

京都内在住の潜在的脆弱層になりうる外国人の属性とし

て「在留資格がある人の中でも支援組織とつながってい

なく，近所づきあいもなく，地域とつながっていない留

学生，技能実習生」と挙げられていた．日常の大半を所

属学校で過ごし，それ以外はアルバイトをして生活して

いることが多い留学生にとって，住んでいる自治体で地

域とコミュニケーションをとる機会は少ない． 
また，これは留学生に限ったことではないが川手6)は，

災害や防災に関わる日本語の難しさだけでなく，出身国

と日本の災害や防災に関する対応の違いが，災害時に影

響する可能性があると指摘している．すでに自国で経験

や学習してきている場合や，逆に災害や防災について学

習する必要がない国から来た学生が，知っているから学

習が必要ないと考えたり，防災を学ぶ必要性を感じなか

ったりすることは，防災や災害に関する知識を新たに得

ようとするときに，大きな弊害になるのではないだろう

か． 

３．調査概要 
本稿は，川手 6)に続く報告である． 

(1)目的
今回の調査は，比較的長く日本に滞在する大学の留学

生に焦点を当てて実施した．彼らが日本の災害や防災知

識について何をどこまで知っているか，どのように考え
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ているかを調査することによって，彼らに必要となるス

トック情報を明らかにし，これらを提供できる防災教育

の形を，調査対象者の所属大学や地域に提案することが

目的である．

(2)実施概要
本調査は世田谷プラットフォーム 7）のリスクマネジメ

ント部会（部会長 国士舘大学）において行い，世田谷

に本部を置く 6 大学（国士舘大学・駒澤大学・昭和女子
大学・成城大学・東京都市大学・東京農業大学）に在籍

する留学生に対して質問紙および Google Forms による
アンケート調査を実施した．

実施期間は 2021年 3月 12日に各大学に依頼し，各大
学において適当な期間に実施した．全体の回答受付は

2021年 3月 21日から 6月 20日とした．  
(3)調査内容

4 つの項目（1，出身国の災害や防災訓練について 2，
日本での防災訓練などの経験について 3，日本での災
害時の知識について 4，防災に関する意識）に分けて，
日本語能力など基本的な情報を含め 58の質問で構成され
ている．辞書の使用や内容に関する質問は可とし，「リ

ーディング・チュウ太」（１）を利用して，日本語能力試

験 N2以上の語彙にはルビを付け，N2以上の文法や表現
はできるだけやさしい日本語で表現するようにした． 

４．調査結果 
 本稿では，質問紙の中から留学生がどのような知識を

どの程度もっているか，また災害や防災に関する意識や

情報提供の方法にどのような希望を持っているかについ

て報告する． 
(1)回答者の属性
回答者は 260 名で，内訳は国士舘大学が 168 名

（65％），駒澤大学 46 名（18％），昭和女子大学 0 名
（0%），成城大学 4 名（2％），東京都市大学 7 名
（3％），東京農業大学 35名（13％）だった． 
(2)日本での災害の知識
まず初めに基本的な災害・防災に関する知識と情報リ

ソースに関して（図 1），「火事・救急・救助の通報を
するときの電話番号を知っていますか」という質問では，

「YES」と答えた人が 207 名（80％）であったが，正確
に「119」と答えられた人は 192 名（74％）であった．
「警察への通報」についても「YES」と答えた人は 222
名（85％）であったが，正確に「110」と答えられたも
のは 79％であった．その他，「海上の事件・事故の通報
118」や「電話番号を調べるための番号 104」「災害用伝
言ダイヤル171」に関しては，正確に知っていた人は6％，
4％，4％と低かった．また，世田谷区からの情報を獲得
する方法を知っていると答えた人のうち，具体的な方法

として「ホームページ」が 7％，その他は「新聞」1％，
「世田谷区役所」1％，「Yahoo! Japan」1％，「Yahoo!
防災速報」1％があげられており，世田谷区が発信して
いる「世田谷区防災マップ」アプリを知っている人は 0
名だった．次に，外国人用災害アプリの利用については

36名（14％）が「YES」と回答した．具体的な利用アプ
リ名は多い順に「防災速報」12 名（5％），「Safety
Tips」が 6名（2％），「Yahoo! Japan」が 3名（1％），
「ANPIC」「東京都防災」「NERV 防災」「News
Digest」「wechat」「地震速報」がそれぞれ 1 名で，残
り 205 名（79％）が未回答だった．さらに外国人用多言
語サイトの利用については，利用していると回答した人

の具体的な利用サイトは「東京都国際交流委員会」が 2
名（ 1％）で，「翻訳アプリ」「内閣府」「NHK 

Japan」と回答した人がそれぞれ 1名ずつであった． 
 次に具体的な日常の防災知識については，ハザードマ

ップについては知っている人が61名（23％），自宅から
最も近い避難所を知っている人は 169 名（65％），大学
から最も近い避難所を知っている人は 107 名（41％），
自宅で災害対策をしている人は 151 名（58％），非常用
持ち出し袋を準備している人は55名（22％），災害地震
速報について知っている人は 225名（87％）であった． 

(3)災害や防災に対する意識
「日本で災害にあったとき，もっとも頼りにする組織

はどこですか」（図 2）という問いでは上位 1 位と 2 位
を集計した．もっとも頼りにする組織は「学校」で 64％．
次点に「警察・消防」が 55%，「同国出身の知人・友人」
が 38%，「家族・親族」「政府」が 32％であった． 

また，「あなたは防災に関する知識や情報を，どこか

らもらえたら便利だと思いますか」（図 3）という質問
では，「学校での教育」が 71％でもっとも多く，「防災
訓練・避難訓練」「インターネット」が 53％，「防災に
関する展示会やシンポジウム」が 39％と続いた．上位 3
位の結果から，インターネットを除いて，どれも説明や
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図 1 基本情報の確認 

図 2 災害時に頼りにする組織 

図 3 防災に関する情報の発信元 
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解説などの“教えてもらうこと”（教育）を求めていとい
うことがわかる． 
次に，「地域で大規模な災害が発生し，住民同士の助

け合いが必要になった場合，あなたは何ができますか」

（図 4）という質問では，「救助活動」が約 56％，「通
訳・翻訳」が約 50％であった．また「何もできないと思
う」と回答した留学生は 7.7％と低く，非常時に近隣の
住民と協力し合うことに前向きであることが分かった． 

５．調査から得られた知見 
(1)ストック情報の不確かさ
災害時に正確な情報を知っていることは，命にもかか

わる大切なことである．知識があれば必ずしも安全で助

かるというわけではないが，知らないことで適切な避難

行動がとれなかったり，必要な情報や支援が得られなか

ったりすることは，日本人であっても往々にしてよくあ

ることである．災害時のみならず生活安全上必須である

119番や 110番でさえ 20％の留学生は正確に知らず，自
国の緊急電話の番号と混同している学生も多くみられた．

災害用伝言ダイヤルにいたっては知っている人は 5％に
満たず，その他，災害や防災に関する情報を得る手段と

して，国や自治体が発信しているアプリやサイトを知っ

ている留学生は 260 人の回答者のうちごくわずかであっ
た．「ハザードマップ」という言葉についても半数以上

が知らず，「避難所」の場所も約半数前後の留学生が知

らなかった．さらに，非常用持ち出し袋を準備している

と答えた人 55名で，準備している物の平均個数は 3.1個
で，例えば「チョコレート」「パスポート」「水」とい

った物であり，十分であるとは言えない．発災時にはど

こから情報を得るのがいいのか，地元の地理やどこに避

難するのか，避難所に行けばどんなメリットがあるのか

等の避難行動の前提となる「ストック情報」が明らかに

足りない状況である． 
例えば，「避難所」ひとつとっても，「避難所という

言葉を聞いたことがある」「災害時に避難所という場所

ができることを知っている」「自分が避難できる最寄り

の避難所を知っている」「避難所の役割を知っている」

といくつもの段階がある．これらを発災後に調べたり学

習する余裕はなく，発災前に身につけておかなければ，

いざというときに行動に移せない．「ストック情報」が

十分に認知されていなければ，危険情報や対応情報とい

った発災後に流す「フロー情報」をいくら多言語に翻訳

しても，適切な避難行動をとることはできない 8）． 
(2)所属学校の責任
留学生にとって所属する「学校」は，滞在ビザの申請

をし，日本での身元を保証してくれる唯一の組織であり，

留学生が有事の際に学校を頼りにするのは自明のことで

ある．また「家族・親族」「同国出身の知人・友人」が

上位にあることにも注意が必要である．災害が起きた場

合，不安が強くなればなるほど，留学生は母語で理解で

きる情報を信頼する傾向にある．2011年の東日本大震災
の際も自国にいる親や自国の報道機関の情報で危険度を

判断して帰国する留学生も多かった．しかし，海外での

報道は，日本の実情を正しく伝えているものばかりでは

なく，当時，留学生が出身国から得ていた情報が，彼ら

の行動判断の根拠として妥当であったかどうかについて

は疑問の余地がある．加えて，局地的な災害の場合には

出身国の報道等から情報を入手することは不可能な場合

も多いだろう．こうした点から，留学生の安全を守ると

ともに，彼らに安心感を与え，適切な行動を促すために

も，学校が平時から，留学生自身で災害時に国や自治体

の発するフロー情報へアクセスできるようにしていくこ

とが重要である． 
 また，災害や防災に関する知識や情報を得る手段とし

ての「学校での教育」が大きく期待されていることが調

査からわかった．「防災に関するアンケート調査」（内

閣府 2009）の日本人の回答と比較すると，日本人が「テ
レビやラジオ」「新聞や雑誌」「インターネット」「国

や自治体で配布するチラシやパンフレット」といった媒

体で，自ら読んだり聞いたりして情報を集めるものが上

位にあるのに対し，留学生は「学校での教育」「防災訓

練・避難訓練」「防災に関する展示会やシンポジウム」

などが日本人よりも大きく上回り，“教えてもらうこと”
（教育）に期待していることがわかる．防災や災害の語

彙は学習済みのものもあるとはいえ，日常的に使用する

語彙ではなく，自国での経験など背景知識の差異がある

中で，メディアに流れる膨大な日常の情報の中から，災

害や防災に関する情報を適切に取捨選択して取り込んで

いくことが留学生にとっては難しい可能性がある．地域

とのつながりが少ない留学生にとって「学校」は，災害

や防災について学ぶいい環境であるといえるのではない

だろうか．

(3)地域への協働意欲
「地域で大規模な災害が発生し，住民同士の助け合い

が必要になった場合，あなたは何ができますか」という

質問の結果を「防災に関するアンケート調査」（内閣府

2009年）と比較すると，多くの日本人との回答と大差な
いことがわかる．「救助活動」や「消火活動」「食料・

備蓄の提供」では日本人より高く，本調査で留学生向け

に追加した選択肢「通訳・翻訳」では，40%の留学生が
協力する姿勢である．特に「何もできないと思う」で回

答した留学生は 7.7%と少なく，多くの留学生が災害時に
は能動的に地域に貢献できると考えていることがわかる． 
 しかし，前述した通り留学生と自治体の結びつきは強

くない．災害時に能動的な地域活動の意欲があったとし

ても，日常的に自治体とつながりを持っていなければ，

災害時に自治体がそれらを活かすことができないのが現

状ではないだろうか． 

６．まとめ 
(1)定期的なストック情報の提供
自分の生活圏におけるリスクを正しく把握することが

できれば，災害への対策を準備することができる．さら

に，リスクを把握するだけでなく，災害や防災に関して

信頼できる情報源の確保や，自分の状況と合わせて情報

を取捨選択できるようなリテラシー教育も必要である．
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図 4 災害時にできると思うこと 

図 3 防災に関する情報の発信元
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災害時であれば，日本語であってもデマや流言は増え，

注意喚起されるということを考えると，留学生であれば

なおさら気を付けて情報を得ていく必要がある．そうい

ったことを知っているだけで不安解消されて安心につな

がり，予備知識や対策があることである程度の事態は受

け止めることができ，個人の被害を小さくすることがで

きる．災害に対して被害ゼロを目指すだけではなく，留

学生一人ひとりが少しでも災害にしなやかに対応するこ

とができれば，学校や地域にとって大きなメリットとな

る． 本調査から，留学生への災害・防災教育の課題と

して，我々が当たり前のことだと思っているような基本

的なことから改めて学習することが必要だとわかった．

また，自国での知識や経験が留学生の災害・防災に関す

る知識に少なからず影響することがわかっている 6）．さ

らに留学生の希望する情報提供の方法として，新聞や雑

誌，ラジオのような多くの情報が提供される中での災

害・防災情報の提供ではなく，学校での教育や訓練など

日本の災害や防災に注目した何らかの“教育”を求めてい
る．  
すでに学習済みのことでも何度も訓練することで身に

つき，非常時の混乱した状況でも適切な行動がとれるよ

うになる．日本人が幼少期からそういった環境で災害や

防災について身につけてきたノウハウを留学生にも同じ

ように提供してくべきではないだろうか．留学生に災害

や防災に関するストック情報を獲得させるには，定期的

に継続した防災教育が必要であると考える． 
(2)地域とのつながり
インターネットで検索したりすれば，様々な防災知識

や災害時の対応について自治体の情報を得ることはでき

るが，実際どれだけの留学生がそれらの情報にアクセス

しているかは定かではなく，本調査でも，具体的に自治

体や外国人支援団体などのホームページやアプリをあげ

た人はごくわずかだった．また，留学生の現状としてチ

ラシやパンフレット等での情報提供は今のままでは効果

的ではないと思われる．その橋渡し役として大学などの

学校がそれらを利用して防災教育を行うことで，現在あ

る多言語情報ややさしい日本語の情報を留学生自身で得

ることができるようになるのではないだろうか．

さらに，多くの自治体で多文化共生施策として「外国

人に対する日本語教室・教育への支援」「多言語による

情報提供（日本の法制度・ルール，行政サービス等）」

「各種生活相談」などを行っているが，「外国人住民コ

ミュニティの形成支援」「外国人住民に対する地域活動

への参加促進」に関しては，取り組み自体が行われてい

なかったり，取り組みが進んでいない自治体が多い 2）．

しかし，留学生自身が地域と結びつきが弱くても，留学

生が所属する学校は多くの場合，地域とのつながりがあ

る．学校が留学生に対して継続的に防災・災害教育を行

い，地域との橋渡しの役割を担うことができれば，地域

にいる他の外国人や被災者の助けになることができる．

 学校として，「情報と留学生」「地域と留学生」とい

う 2 つの橋渡しができれば，それは留学生，学校，地域
の三者ともに有益な関係となることができるだろう． 
(3)今後の展望
防災の知識を身につけた留学生が地域のコミュニティ

に参加することで，災害発生時の地域での共助の担い手

となることが期待できる．現に，横浜市の「外国人防災

リーダーによる地域支援事業」9）や広島市の「外国人市

民防災リーダー養成講座」10）など，自治体主体ではある

が，外国人を地域防災の担い手として育成する事業の事

例もあり，同じような観点から，学校が地域と連携しな

がら留学生を地域防災の担い手の一部と位置付けていく

ことも，将来的には可能であろう． 
さらに学校からだけでなく，自治体から外国人の所属

する団体に災害・防災情報の発信について働きかけるこ

とも大切である．作成してホームページに載せるだけで

はなく，各団体に周知させることができ，初めて各団体

は所属する外国人に情報を提供できるのである． 
 今後は留学生を含む外国人が日本の災害や防災につい

ての知識を身につけられるような定期的な学習の機会や

コンテンツを提供しながら，彼らが参加しやすいコミュ

ニティの在り方を探っていく予定である．
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防災活動に参加した留学生の防災に対する意識調査 
―インタビュー調査における分析からー 

Study for recognition toward disaster reduction effort among overseas 
students who participated in a disaster reduction effort activity 

-An analysis of the interview data-
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This study analyzed the motivation of overseas students to join a disaster reduction effort activity in Beppu, Oita. The 
motivating factors can be characterized by one or more of the following: ‘insufficient knowledge about earthquakes’, 
‘the influence of one or more parents’, ‘relevant personal experience’, and ‘personal invitation’. Awareness and practice 
of the concept of ‘self-help’ was also found to influence students’ decisions to participate. Furthermore, this study 
revealed that although students wished to help others through ‘multi-help’, this is hindered by a lack of connection to 
the local community. Using the results of this research, I will discuss the possible methods for approaching future 
participants in disaster prevention activities.  

Keywords: overseas students, recognition toward disasters, disaster redaction effort, self-help, narrative analysis 

１．はじめに 

大分県別府市は人口約 12 万人の地方都市であるが, 留
学生が約 4000 人暮らしており, 留学生が人口に占める割

合が全国で第 3位である 1). しかし, 政令指定都市にある国

際交流センターのような機関はなく, 非常時に, 外国人住

民が頼れる施設はない. 2016 年に起きた熊本地震では大

分県別府市においても震度 6 弱を記録し, 当時は約 4000
人の市民が避難所を訪れ, そのうち 1000 人ほどが外国籍

の住民だったと報告されている 2). そのような中, 情報伝

達方法や様々な課題も見え, これを受け別府市は対策の１

つとして災害時に災害時多言語支援センターを開設する

ことを決定した. しかし, 常設されていないため, 災害時に

認知されるかは定かではない.  
内閣府が 2006 年に発表した「災害時要援護者の避難支

援ガイドライン」3)では情報弱者として外国人も支援を

要する人々として挙げられてる.これに基づき外国人への

配慮として多言語対応や「やさしい日本語」などによる

情報提供が全国的に広がっていった. しかし, 配慮すると

同時にそうすることによって情報の送り手と受け手とい

う立場にはっきりとわかれてしまい, 情報を伝えようと送

り手がさらに努力することで過保護になり, 受け手の住民

は防災の意識を低下させてしまうということも問題とし

て挙げられる 4).  防災対策に関しては, 情報を受ける側が

「防災対策に対する主体的態度」を形成することが必要

であると指摘されている 5). また, 内閣府は阪神淡路大震

災, 東日本大震災の教訓として, 「公助」だけでは対応し

きれないため, 「自助」そして「共助」の重要性も強調し

ている. 長期間一つの場所に滞在し, その地域の住民とな

る留学生も同様に「自助」, 「共助」の意識が求められる 

だろう. 
これまでも外国人住民, 留学生の防災に対する意識や

「自助」「共助」「公助」に関わる研究が行われてきた. 
そのような中で, 京都府国際センター(2013)6)は, 留学生の

防災への関心が低く, 防災訓練や講習会が必ずしも留学生

の具体的な知識獲得や行動に結びついていないことを問 

題視している. また,中川(2016)7)の調査においても, 留学生

が日本人学生よりやや「自助能力」が低いと判断できる

結果が出ている. その一方で, 「言語能力的制約」をはじ

めとした制約により, 「外国人＝災害弱者」と捉えられて

きた外国人住民に対する弊害もある 8).  これまで, 留学生

や外国人住民と防災の意識に関わる研究では, アンケート

調査による研究が多く見られた 9),10),11),12),13)が, インタビュ

ー調査で留学生の意識, またその背景を詳細に分析したも

のは少ない.  
本研究は, 多文化理解を視野に入れた防災活動, 「防災

まちあるき」注) に参加した留学生の防災に対する意識と

それに影響を与えている背景をインタビュー調査から質

的に分析したものである. 防災活動に参加する意欲的な留

学生の意識を分析することにより, 今後の留学生への対応, 
また, 留学生が地域に与えうる影響を考察した.  

２．研究方法 
2021 年 7 月 10 日に別府市で留学生を中心とした外国人

住民と地域住民とが協働で行う第７回「防災まちあるき」

を開催した. 参加者は, 日本人住民 25 名(うち子ども 3 名), 
外国籍住民 16 名だった. 「防災まちあるき」終了後に事

後アンケートを配布し, その中に調査への協力依頼を記載
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表１：インタビューを行った留学⽣の情報 
仮名 出⾝地 性別 所属 年代 滞在歴 近所 

づきあい 
災害の
経験 

Aさん 中国 男性 学部 20代 約 2年 ほとんど
ない 

地震**、
台⾵ 

Bさん タイ 男性 ⼤学院 30代 約 2年 全くない 地震 

Cさん インド
ネシア

男性 学部 10代 9カ月 ほとんど
ない 

地震、 
台⾵ 

Dさん アフリ
カ圏*

男性 ⼤学院 30代 9カ月 ほとんど
ない 

地震、 
台⾵ 

* アフリカの希少国から来た学⽣であるため国を記載すると個⼈を判断できるため

**すべての学⽣の地震の経験は来⽇後に経験した震度 3程度の揺れのものである 

した. 5 名の留学生がメールで応答し, 協力を申し出た. ま
ず, 研究目的と調査方法, 参加に関する説明を詳述した

Google Forms を作成し, 5 名に調査協力への承諾とアンケ

ートへの回答を依頼した. アンケートは, 表 1 で示してい

る学生の情報に関する質問とソーシャル・キャピタルの

「信頼」「互酬性の規範」「ネットワーク」14) の３つの

要素について尋ねる以下のような質問で構成されている.  
① 防災のイベントに参加しようと思った理由は何です

か.
② グループワークで難しかったことは何かありますか.
③ 災害に備えることは大切だと思いますか. どうしてで

すか.
④ どのようなソーシャル・グループに入っていますか

（例：学校, サークル, 趣味のグルーブなど）

⑤ 自身を活動的だと思いますか. どうしてですか.
Formsへの回答をもとに 1 名につき 1 時間から 1 時間半

の追加インタビューを 2021 年 8 月に行い, さらに詳しく

尋ねた. 1 名の学生はアンケートの質問が英語だったため, 
理解しづらかったようで回答ができず, インタビューのみ

行った. 今回の研究はアンケートとインタビューの両方に

協力した同じ大学に通う大学生 2 名, 大学院生 2 名のデー

タを対象としている. コロナの影響を考慮し, インタビュ

ーは全て Zoom を通して行い, Zoom の録画機能と IC レコ

ーダーで音声を記録した. インタビューに使用した言語は

学生が選択し, 必要に応じて英語と日本語を併用した.
インタビューの情報を文字化し, 回答の中から共通点と

相違点などを抽出し, コーディングを行った 15). その後, さ
らに発言で関係ある部分をそれぞれの「○○さんの発言」

として明記している. 英語での回答は, 筆者が翻訳し, 日本

語の回答はなるべく原文を使用しているが,文法ミスが明

らかな場合は, 筆者が修正している. 

３．結果と分析 
調査に協力した 4 名の学生の情報は表１の通りである. 

それぞれの出身国では国際的なニュースとなるような

大災害が発生したことがあるものの, 学生は全員それらを

経験していなかった.  また, 全員が母国で避難訓練の経験

があり, その目的が 「火事」であったと回答した学生が 3
名, その他, 「地震」「洪水」「戦」という回答があり, 国
の情勢によって訓練の目的が異なっていた. また, 特定の

避難所はなく, 広い広場のような所に避難するという 3 名

の回答があった.  
「防災まちあるき」で経験したグループワークに関し

ては, 多少言語レベルを考えてグループ分けを行っていた

が,「全てうまくいった」, 「何も難しくなかった」と回

答していた. B さんは「言語の壁はあったが, チームメー

トがかなり助けてくれて問題がなかった」と回答してい

る. 近藤(2015)16)によるとこれまでは外国人が情報弱者と

なる要因が言語能力不足と捉えられ, その結果, 多くの自

治体で多言語による資料作成などが試みられたという. し
かし, 留学生による防災情報収集活動の実践事例からは外

国人が情報弱者となる直接的要因は言語能力とは言えず, 
日本語を使用する不安と, 公的機関の日本人が外国人との

コミュニケーションに不慣れなため日本語で話すことに

おいても躊躇してしまう姿勢に要因があると述べている
16). 協力者の留学生は, 日本語能力はほぼゼロで来日し, 日
本語のレベルはそれほど高くない学生もいるが, チームメ

ートのサポートにより, コミュニケーションを取ることに

は困難を感じていなかったようだ.

図１はアンケートに回答した防災活動への参加理由で

ある. A さん, B さん, D さんは, 「防災についての知識を身

につけたいこと」が共通している. 災害の知識がないこと, 
経験がないこと, 災害が多い日本からの学びなど理由は異

なるが, 自ら必要性を感じイベントに参加していた. この

ような回答からは, 自身の安全を確保したいという意識が

感じられ, そのような意識は災害時の「自助」につながる

と考えられる. それに対して, C さんは普段接している大

学の日本語の先生からの誘いで参加しており, 自らの意思

ではなかった. さらに, インタビューで聞いた参加理由を

分析し, コーディングした. (図 2).  

A さんの発言 
たぶん両親からの教育なども影響があると思いますね. 
命が一番重要なことをよく言われました. うーん, そう

ですねやっぱり人の命が助かることがありましたが , 
なんか最高ですね. 父は医者をやっていますのでやっ

ぱりちょっと医学の知識があるんで命に対する意識が

高いようです. できる限り人の命を助ければすごく嬉

しいです.  

表２：防災活動への参加理由についてのアンケート分析のコーディング 
名前 防災活動に参加した理由 コード

Aさん 

Bさん 

Cさん 

Dさん 

⽇本は⾃然災害が多い国です。⾃然災害は私の出⾝地で
はほぼ起きないのであまり防災に関する知識がありま
せん。できるだけ知識を⾝につけて他の⼈を助けたいと
思いました。 

今までの⼈⽣の中で⼤きな災害に遭ったことはありま
せん。だから必要な情報を⼊⼿したいと思いました。 

先⽣から紹介されて参加しました。 

⽇本は災害の経験をしているのでその⽇本からいろい
ろなことを学びたかったです。  

1. ⽇本は災害が多い
2. 防災の知識がない
3. 他の⼈を助けたい

1. 災害の経験がない
2. 必要な情報⼊⼿

1. 先⽣からの誘い

1. ⽇本から学びたい

表３：防災活動への参加理由と他者への意識に関わるナラティブ分析のコーディング 
名前 防災活動に参加した理由 コード 

Aさん 

Dさん 

⾃然災害がなんか本当に来るときには⼈は⾃分で助か
ることは実は少ないですね。できるだけ命を助ければ⾃
分でもうれしくないですか。なんか⾃分の命だけではな
く周りの⼈ができるだけ助かればすごくうれしいなと
いう気持ちを持っています。 

私の国のメインの災害は⾃然災害ではなくて、戦争で
す。パワーを得ようと反逆者が現れたりすることに直⾯
します。これも災害です。私たちはお互い助け合わなけ
ればなりません。お年寄りは⾛ることができないので何
かあれば若者が助けなければなりません。それから⼦ど
もたちも他の町に連れて行ったりして助けなければな
りません。  

1. ⾃分で助かるこ
とは少ない 
2. 他の⼈を助けた
い 

1. 戦争 
2. お互いに助け合
う 
3. 他の⼈を助ける

-  142 -



Ｄさんの発言 
私がボランティアをするのは医者だった父を見て育っ

たからです. 父は時間外でも人々を助けようとしてい

ました. ときどき人が家の前で待っていて, 子供の時私

の家は病院のようでした. (中略)あるとき父が政府に反

対したために問題が起き, 私は海外の大学で勉強をす

ることができませんでした. でもそのとき父の知り合

いが以前父に助けてもらったからと助けてくれました. 
私はその人を知りませんでしたが. そのおかげで今こ

こにいます.  

A さんと D さんに共通している点は, 「他の人を助けた

い」という気持ちを抱いていることである. また, 特に D
さんは国の情勢によるそれまでの経験からお互い助け合

わなければならないという気持ちを強く持っている. そし

て, A さんも D さんも父親の職業が医者で人を助ける姿を

見てきたことで, 人を助けたいという気持ちが大きくなっ

たようだ.  実際に, A さんは 2020 年の西日本豪雨の際に日

田市に災害復興ボランティアに参加していた. また, D さ

んもフランスの赤十字でボランティアをした経験があり, 
現在も毎週ビーチのゴミ拾いのボランティアに参加し, 常
にできることに取り組んでいる. ここから「自己の経験」

と「親の職業」が他者を助けたいという気持ちにつなが

っていることがわかる. 「自己の経験」という点から考え

るとＢさんも過去の経験により, 災害に備えることの重要

性を述べていた.  

B さんの発言 
2019年の12月京都で私は自転車に乗っているとき車に

はねられました. そのとき意識はありましたが何をし

たらいいか全くわからず, 車を運転していたおじいさ

んとちょっと話してからすぐにそこから去りました . 
このような場合, トレーニングをしていないと脳は働

きません. 災害も同じだと思います. だから, 少しでも自

分の脳をトレーニングするために参加しました.  

B さんは自身の交通事故の経験で, 咄嗟に何をしてよい

のかわからなかったこと, 言語の問題もあったが, 緊急時

に対する知識のなさに思考が停止してしまったことを教

訓に, 災害時に同じ状況にならないように防災活動に参加

していた. 過去の「マイナスの経験」から学び災害時に必

要だと思われる情報を得るために自らイベントに参加す

るという行動を取っている.  

C さんの発言 
○○先生から防災は楽しい活動と聞かされました. ま
た, 参加したらポイントがもらえますから. 私と友達は

参加しました. そして活動はとても印象的でした. みん

なが積極的に活動に参加していました. インドネシア

でもこのような活動をしたほうがいいです. (中略)イベ

ント後, 自転車でエリアの周り, どこに避難所がありま

すかねえ. 私は２つ見つけました. 1 つはヒロセ(ホーム

センター)のとなり, もう１つは上に上がっていく石垣

の近くの小さい公園のフィールドです. それを探して

から安心しました. そして参加していない友達にその

イベントについて話しました. 友達は次回参加すると

言っていました. だからもちろん僕も参加します.

C さんは, 自らの意思ではなく, 先生からの誘いでイベ

ントに参加したと述べている. 成績に加味されることもあ

り参加しているため, 受け身であるのかと思われた. しか

し, 参加後は自身で避難所を見に行き, 自ら行動を起こし

ており, さらにイベントの内容を友人に伝えることによっ

て新たな情報の拡散につながっていた. きっかけは「誘い」

からであったが, 災害に備えて今自分にできることを行っ

ていた.  

C さんと D さんの発話から, 「政府に頼れない」「自分

自身で解決」「コミュニティの重要性」が伺える. 国の事

情によりそもそも政府に頼ろうという気持ちがなく, 「自

助」の意識を持っているからこそ自分で何かをしようと

行動に移すことができているのかもしれない . 片田他

(2009)17)は日本の防災現場において, 災害対応に関する行

政依存や災害情報依存という状況から住民の主体的な態

度の欠如を指摘している. 防災力を向上するためには, 防
災に対する市民の主体的態度の形成が不可欠である 18). 日
本人住民が C さんや D さんのような自立した留学生の意

識に触れることにより, 政府への依存に気づくかもしれな

い.  

４．考察とまとめ 
本調査では, 防災活動に参加した留学生にアンケートと

インタビューで調査を行った. その結果, 防災活動への参

加意識は, 家庭環境やこれまでの経験が影響していること

が明らかになった. 「親の影響」や「自己の経験」は来日

前の環境によるところが大きく, 介入するのは難しい.し
かし, 「誘い」に関しては留学後の環境の中でできる介入

である. 千明(2011)19)の看護大学の学生がサークルを決め

る動機について調べた調査でも「専門分野の興味・関心」

に次いで多かったのが「他者からの勧め・誘い」でとり

わけ先輩からの誘いであった. また, 板橋(2017)20)において

も「まちあるき」のイベントに参加した留学生は, 教員や

友人による「誘い」が与える安心感が学外の活動へ踏み

出すきっかけになっているという. 今後, 防災活動への参

加を促す際, 信頼関係がある人からの「誘い」というのは

有効であると言えよう. また, 本研究のＤさんのように, 誘
いをきっかけにその後の行動につながる可能性もある.
「共助」に関しては, 留学生は「他の人を助けたい」と

いう気持ちや, 国で経験した「近所の人との助け合い」

「自分のコミュニティを持つことの重要性」を述べてお

り, お互いに助け合うことの大切さを理解していることが

わかる. 一方で, 4人の学生全員が日本で近所づきあいが全

くないもしくはほどんどないと回答している.  轟木他

(2018)13)が行った四国に在住する外国人と日本人学生を

対象に行ったアンケート調査では, 母語話者同士の関わり

が強く, 外国人は地域との結びつきが薄いことが明らかと

なり, また日本人学生にも地域との関わりの薄さが見られ

表４：政府に対する考えのナラティブ分析のコーディング 
名前 災害が起きたとき政府がサポートしてくれるか コード

Cさん 

Dさん 

インドネシアは⼤きい国だから政府はちょっと頼れま
せん。市⺠は多いし、とても複雑なので。昔から⾃分の
ことは⾃分で守らなければなりません。政府はあまりサ
ポートしてくれない。でも近所の⼈と助け合える。 

避難所はありません。何かが起きたら⾃分⾃⾝で解決し
なければなりません。⾃分のコミュニティを持っていな
ければなりません。政府は何も計画がないから。コミュ
ニティのリーダーに従って行動します。

1. 政府は頼れない
2. ⾃分のことは⾃
分 
3. 近所の⼈

1. ⾃⾝で解決
2. ⾃分のコミュニ
ティ
3. 政府は何も計画
がない 
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るという特徴があった. 留学生, 日本人学生を問わず, 大学

には他の地域から来た学生が多く, 日常生活の中で地域と

関わる機会が少ないため, 地域の人々との接点が少ないと

言える. その一方で, 鹿児島県で, 地域行事に若い技能実習

生が神輿をかついだり, ベトナム出身の技能実習生が自国

の踊りを披露したりと地域の人を笑顔にする存在となっ

ている 21).  また, 片岡(2016)11) も外国人住民は地域の「共

助」の担い手となりうる可能性を指摘している. 
今回調査に協力した留学生は, 自国では近所とのつなが

りが強いものの, 日本においては近所もしくは地域の人た

ちとのつながりがほぼなく, 力になりたいと思っていても

それを発揮する関係性ができていない. このような意欲を

地域のなかで生かしてもらえるように日ごろからコミュ

ニケーションを取る機会を作っていくことが重要である

と考える. また, 他者に依存せず自分の身は自分で守るた

めの行動を取ろうとしている積極的な姿勢は, 日本人住民

の自助に対する意識に影響を与える要素だと言える.
外国人のための防災活動ではなく, 地域に住む日本人と

共に双方向の活動を行っていかなくては, お互いを理解す

ることもできず, 災害時に助け合うことは難しい. 片岡

(2016)8)は多文化共生とは外国人と異文化を理解し, どの

ように仲良くしあっていくのかを考えることではなく, 日
本人および外国人をも交えた, 現代社会がかかえる流動性

を加味したフレキシブルな地域コミュニティをいかに組

みなおしていくかを考えることであると述べている. その

ためには, 共に考えていくこと, そこから新たな地域コミ

ュニティを形成していくこと, そしてコミュニティのメン

バーの持つ力をどう地域につなげていくかを考えていく

ことが重要だという. 地域防災力の向上を見据えたコミュ

ニティを考えていくためにも, 今後さらに地域コミュニテ

ィとは何か, どのように地域がつながっていけるのかとい

うことを防災の観点から調べていきたい.

補注 

「防災まちあるき」は 2016 年に起きた熊本地震後, 2017 年 12
月から年に 2 回別府市で行っている防災の活動である. 第 7 回

「防災まちあるき」では, 別府駅から別府市役所まで 3，4 名(多
国籍)が 1 つのグループになり, 協力してしおりに書かれたミッシ

ョン(海抜表示や避難所を探すなど)をこなしながら市役所に向か

った.  その後, 市役所でまちあるきを行いながら気づいた点や問

題点を書き出し, カテゴリー分けし, それに対するできそうなこ

とをグループで話って書き, その後他のグループと共有するとい

った活動を行った. 大学・市役所・一般社団法人が協働で「防災

の知識を身につける」「まちを知る」「人とつながる」ことを

目的として活動している.  
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在日中国人ネットワークの災害時共助コミュニティとしての 

可能性に関する研究 
A Study on the Potential of the Network of Foreign Residents in Japan as a Mutual Aid 

Community in Times of Disaster 
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In times of disaster, foreigners may be treated as persons in need of assistance in times of disaster due to language and 
cultural differences. However, by utilizing the networks of foreign residents in Japan during normal times, the foreign 
community may be able to take charge of more appropriate responses. In this study, we will take a look at the actual 
situation of mutual aid in the aftermath of the Great Hanshin-Awaji Earthquake and organize its potential as a mutual 
aid community in times of disaster, focusing on Chinese networks in Kobe. 

Keywords : Cooperation,  Chinese Community,  Foreign Residents in Japan, Great Hanshin-Awaji Earthquak 

１．はじめに
(1)研究背景

災害発生時，さまざまな困難に直面する外国人の存在

がある．たとえば2018年の大阪北部地震では，観光目的

で来日していた多くの外国人が空港や鉄道駅等で足止め

されただけでなく，情報提供も十分でなかったことから

安全な場所への避難も円滑には進められなかったとされ

る 1)．このような短期滞在の外国人に対する防災対策は

今後の重要な課題であるが，留学等も含む長期滞在の外

国人の場合，在日外国人ネットワークが災害時の助けと

なってきたケースもある．阪神・淡路大震災においても

多くの外国人が被災し，その後多くのトラブルも発生し

た一方で，例えば在日中国人の子弟教育を目的の一つと

して設立された学校を中心として災害救援の拠点が設け

られただけでなく，その後の支援活動も行われたケース

などもある． 

言語や文化的背景が共通する外国人同士の支え合いの

ネットワークが機能し，維持されることができれば，た

とえ巨大災害が発生したとしても，個人がそれぞれ日本

での災害支援の仕組みにアクセスしなくても，ある程度

同胞による支援によって被害をまぬがれたり，その後の

困難を乗り越える支援を受けたりすることが可能となり

うる．日本で考えられている要支援者としての外国人支

援方策と両立させることができれば，むしろ外国人のコ

ミュニティによって地域社会の共助力向上が図られる可

能性も秘めているといえる．

(2)本研究の目的と構成

そこで，本研究では，神戸における在日中国人コミュ

ニティの災害対応と，それを可能とした華僑や在日中国

人ネットワークの状況をヒアリングや文献調査から改め

て整理する．具体的には阪神・淡路大震災時に実際に在

日中国人への支援活動を行った経験者等に対するヒアリ

ング，および当時まとめられた報告書を始めとする文献

から状況を整理し，今後在日外国人コミュニティの災害

時対応力の現状を把握する際の基礎的資料とすることを

目的とする．

２．阪神・淡路大震災における在日中国人の被害
 兵庫県の中国人は，神戸市，とりわけ約半数が市の中

心部に居住している．歴史的にみれば，中国人は，神戸

開港の際，いわゆる外国人居留地ではなくその周辺に位

置する雑居地に集住することになった．華僑が暮らした

のは神戸市中央区，三ノ宮駅北西側のトアロードと鯉川

筋，山手幹線と生田新道に囲まれたエリアが中心であり，

広東出身の華僑が多く暮らしていたことから，広東村と

広東部落と呼ばれていた．さらにその北側に位置する北

野町にも他の地域出身の華僑が多く暮らしてた．このエ

リアは，戦後外国人が居住を許されていた生田川から宇

治川の間に位置している（1）．阪神・淡路大震災では，

このエリアに暮らす華僑のうち，高齢者(60歳以上が半数

以上)及び様々な場所で暮らす留学生が甚大な被害を受け

ている．当時の兵庫県人口に占める在住外国人の割合は

1.8％であったが，外国人犠牲者は 183 人で，犠牲者総数

の 3.2％を超える．なお，震災による中国人の死者は 44
人（華僑 20 人）で，国籍別の人口比死亡率はブラジル人

についで第 2位，日本人の 2倍以上にのぼった 2）. 
中国人留学生の被害状況について整理する．当時兵庫県

下には 700 名以上の中国人留学生が在籍し，留学生の家

族を含めると 1000名以上が県内に滞在していた．そのう

ち犠牲となったことが確認されたのは 21名である（1995
年 2月 14 日時点の集計）．それ以外の留学生やその家族

については，最終的には無事に避難したり帰国したりす

ることができたという．1980 年代初頭にまちびらきが行

われた人工島ポートアイランドには，神戸大学留学生会

館に 32名，市営住宅に 10名，併せて 42名の留学生が当

時居住していた．震災発生後，留学生たちは会館のロビ

ーや島内に立地する港島中学校などに避難し，自発的，

組織的に避難，帰国に向けた対策を検討した．その後，

中国駐大阪領事館教育室の梁宝傑領事らとの協議の上，

全員が関西空港へと移動している．一部の人はそのまま

帰国し，一部は親戚や知人の家に避難し，残った 10数名
が領事館教育室へ避難した 3）． 
西区の学園都市に立地する神戸市留学生会館には中国

地域安全学会梗概集 No.50, 2022.5

-  145 -



の留学生が 60名ほど住んでいたが，地震後は会館の二階

に避難し，東灘区に立地する神戸大学住吉寮の留学生 10
名も地震後，すぐ近くの赤塚山高校（当時）へ避難した．

このように会館などに住んでいた留学生は全員無事であ

ったが，民間賃貸住宅に居住していた留学生が大きな被

害を受けている．当時，アパートや文化住宅に暮らす留

学生は全体の 7 割以上を占めており，灘区，長田区，兵

庫区，西宮市などに，経済的理由により安価で脆弱な建

物で暮らしており，それらの倒壊によって犠牲となった．

３．在日中国人コミュニティによる災害対応
上記の被害状況も含め，震災直後から，華僑のネット

ワークを中心に各コミュニティ間の連携によって被害状

況の把握，および被害者に対する支援活動が開始められ

ている．華僑が多く暮らすエリアに近接して立地する神

戸中華同文学校（以下「同文学校」）内には独自の災害

対策本部が設置され，対応が行われた（図 1）．

図１ 阪神大震災直後の華僑震災対策本部組織図

当時の神戸には，出身地ごとの華僑コミュニティが形成

され，拠点も有していた．例えば福建省出身で神戸周辺

で主に飲食業を営む華僑が中心として構成されている福

建同郷会や，理髪店等を JR各駅の駅前で開業している経

営者が多い浙江省および周辺地域出身の華僑で構成され

ている浙江同郷会などである．それらのコミュニティの

関係者が同文学校内に設置された神戸華僑震災対策本部

に参集し，情報共有，今後の対策の検討を行うことにな

った．各団体は，自分の同郷の人達の被災状況・情報を

調査することをまずは実施している．その後，各同郷会

を通じて，被害者の状況を日本国内だけでなく中国・台

湾にいる被害者親族に連絡している．また，震災で亡く

なった人の遺体を同文学校体育館に安置した上，華僑総

会と中国領事館が協力して犠牲者の情况と個人情報を確

認し，最終的には中国の親族に電話で連絡を取った．そ

ういった犠牲者親族との連絡だけでなく，震災対策本部

では日本政府とも連携協力して，同文学校を拠点として

物資の配布や支援活動も行っている．震災当日には学校

を華僑や在日中国人だけでなく，近隣の被災者に開放し

たため，周囲に暮らす日本人も避難所として利用してい

る（2）．さらには，華僑の建築士の人達の協力を得て，

同胞が居住する建物が住み続けられるかどうかの調査及

び判断を独自に実施している（3）．  
また，留学生の安否をできるだけ早く確認するため，中

国駐大阪総領事館や神戸大学など各大学，関連団体が連

携して情報交換も行われた 3）．並行して被災した留学生

への見舞いを兼ねて，各避難所と病院をまわって現状把

握に努め，中国語と日本語による「中国人留学生連絡セ

ンター」開設のビラを掲示するなどの取組も行っている．

しかし，地震後の混乱のなかで，直接安否の確認ができ

たのは留学生 700名の約 8割であった．その中で，21名
の死亡を確認している．さらには神戸地区中国留学生聯

誼会(当時会員 700余名)も地震発生後，役員たちのネット

ワークを生かして留学生の安否確認を急ぐ一方，留学生

たちの窓口としての連絡センターを設置することとし，1
月 23 日，兵庫県日中友好協会の協力を得て，協会の事務

局内に中国留学生連絡センターを設置し，本格的な留学

生救援対策に取り組んでいる 4）．

４．まとめ
 在日外国人は言葉や文化の壁から，災害発生時に多く

の被害を受けたり，情報を得ることが困難で安全確保が

できなくなるなどの懸念がある．災害への備えとしてこ

のような外国人に対しても多文化共生や災害弱者支援の

視点から様々な取り組みが進められている．例えば防災

に関するサインの多言語化などはその一例である．一方

で，日本に拠点を置き，生活をしてきた在日外国人は，

独自のネットワーク，コミュニティを形成している．実

際に阪神・淡路大震災の被災地では市民による自発的な

災害対応行動が見られたのと同様，在日中国人のコミュ

ニティーも同様に同胞のネットワークおよび施設等を活

用した対応が図られていたことが改めて明らかとなった．

今後はこういったコミュニティが災害時の在日外国人へ

の共助力として機能するためにどのような方策や連携が

必要かについて明らかにしていくことができれば，弱者

支援の視点からではなく，地区防災計画や地域コミュニ

ティの活性化といった一般的な防災対策としても位置づ

けられる可能性がある．今後，その点についても明らか

にしていきたい．
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ᐜ⋡㸦Ⓨ⅏ 1 㐌㛫ᚋ㸧㸪յᏛ༊ᙜࡢࡓᣦᐃ㑊㞴ᡤᩘ㸪

նᏛ༊ᙜࡢࡓ୰㧗ᒙఫᏯᩘࡢ 6 ኚᩘࡢࡘ 8 ࡘ

㸪ウ᳨ࡢ㏆ఝᛶ್እ㸬᭦ࡓࡗ⾜࣮ࣝࢢ

㸰࣮ࣝࢢࡢࡘࡢ 6 ࢢ㸪࠸⾜ࡅศ࣮ࣝࢢ

ࡢ㹄㸿࣮ࣝ 㸬ࡓࡋసᡂศ㢮ࡢ࣮ࣝࢢ6

⤖ᯝⓗ࣮ࣝࢢ㸿㹄ࡢࡒࡑࡢᆅ⌮ⓗ≉ᚩ

ᕷ⾤ᆅࡣ࣮ࣝࢢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ㸪㹀ࡣ㸿࣮ࣝࢢ㸪࡚ࡋ

୍㒊ᒣ㛫㒊㸪㹁ࡣ࣮ࣝࢢ▮సᕝ࿘㎶ࡢᾮ≧⃭᭱ࡀ

ࡀᾮ≧⿕ᐖࡃࡌྠࡣ࣮ࣝࢢᆅᇦ㸪㹂ࡉᐃࡃࡋ

࣮ࣝࢢࡀ࠸ࡁ㹁ࡣ⿕ᐖࡀ㍍࠸ᐃࡉᆅᇦ㸪

㹃ࡣ࣮ࣝࢢせᖿ⥺㐨㊰እࡓᒣ㛫㒊㸪㹄࣮ࣝࢢ

ࡀᚩ≉࠸࡚ࡉᙧᡂࡀ㒊ᕷ⾤ᆅ୍ࡀࡔᒣ㛫㒊ࡣ

㸬ࡓ

ࡢࡇ 6 ሙࡓࡋ⏕Ⓨࡀᆅ㟈࡞㸪つᶍ࡚࠸ࡘ࣮ࣝࢢ

ሗࡋᑐᐃࡢࡑ㸪ࡋᐃ㡯࡞࠺ࡑࡇ㉳ྜ

㞟㸪≀㈨ᨭ࠺⾜࠺ࡢ㸪ᕷᙺᡤ⫋ဨᏛ◊

㸬ࡓࡗ⾜ウ᳨ࡋ㏉⧞ࣥࣙࢩࢫࢹ࡛⪅✲

㸱㸬ྛࡢ࣮ࣝࢢⓎ⅏㉳࠼ࡇ㡯ࡢᐃ
㸿࣮ࣝࢢ(1)

ࡀேཱྀᐦᗘ࡚ẚ࣮ࣝࢢࡢࡣᏛ༊ࡢ㸿࣮ࣝࢢ

㧗ࡀ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㸪Ⓨ⅏ᚋ 1 㐌㛫ᚋࡢ㑊㞴⋡ࡣ 16.1%
࣮ࣝࢢࡢ࡞ࡁ㐪ࡃ࡞ࡣ࠸㸪1 㐌㛫ᚋࡢ㑊㞴⪅

ᐜ⋡ࡣ 103.4㸣࠸࡚ࡗ࡞㸬ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤࡢ㑊㞴ࡢ㞟

୰ຍ࠼㸪ᅾᏯ㑊㞴㸪㌴୰ᢿ㑊㞴㸪ࢺࣥࢸᢿ㑊㞴ࡢ࡞

ᣦᐃ㑊㞴ᡤ௨እ㑊㞴࠼⪄⾜ࡀ㸬

㹀࣮ࣝࢢ(2)

᭷㒊ᒣ㛫㒊୍ࡃ࡞࡛ࡅࡔᕷ⾤ᆅࡣᏛ༊ࡢ㹀࣮ࣝࢢ

ࣝࢢ㸬࠶ࡀࡁࡘࡤேཱྀศᕸ㸪Ꮫ༊ෆ࡛࠾࡚ࡋ

㸿ྠᵝ࣮ 1㐌㛫ᚋ㑊㞴⋡ࡣ 16.4㸣ࡀࡔ㸪1㐌㛫ᚋᐜ⋡

ࡣ 73.4㸣࠸࡚ࡗ࡞㸬ᕷ⾤ᆅ࡛ࡣ㸿ྠᵝᣦᐃ㑊㞴ᡤ

⾜ࡀ㑊㞴㸪ᣦᐃ㑊㞴ᡤ௨እ࡞㣬≧ែࡀ

㑊㞴ࡃ࡞ᑡࡀఫᏯ⿕ᐖࡣ㸬୍᪉㸪ᒣ㛫㒊࡛ࡉᐃ

⪅ᐜ⋡ࡣప࡞ࡃ㸬Ꮫ༊ෆ࡛ẚ㍑ⓗ✵࠸࡚࠸㑊㞴ᡤ

ᆅᇦ࡛࠸ᙉࡢࡀ⧄ࡃ㸪ྂࡀ࠼⪄ㄏᑟࡢ

㸬࠼⪄࠸ከఫẸࡍ࠺␃ᆅᇦෆ࠶

࣮ࣝࢢ(3) 㹁

␒୍ࡀఫᏯ⿕ᐖ㇟⌧ᾮ≧ࡣᏛ༊ࡢ㹁࣮ࣝࢢ

ࡃࡁண࠸ࡉ㸬6 ⋠㑊㞴୰࡛ࡢ࣮ࣝࢢࡢࡘ

ࡣ⋠㸪1᪥ᚋ㑊㞴⪅ᐜࡃ㧗Ⓨ⅏┤ᚋࡀ 107.2%㸪1㐌
㛫ᚋ㑊㞴⪅ᐜ⋡ࡣ ࡢ㸬ᣦᐃ㑊㞴ᡤ࠸࡚ࡗ࡞249.0%

ᐜ⋡ࡃࡁ㉸㐣ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㸪ᆅᇦෆၟࡢ⏝

タ㐟ᡙሙࡢ㥔㌴ሙ㑊㞴࠼⪄⾜ࡀ㸬

ࡇ࠸ࡋ㞴ಖ☜ࡢ㸪㑊㞴ඛࡃࡁࡀᐖ⿕ࡢᆅᇦෆࡓ

㸬࠼⪄⾜㑊㞴ࡢయእ⮬㸪ᆅᇦእ

㹂࣮ࣝࢢ(4)

ࡀఫᏯ⿕ᐖ㹁ྠᵝ࣮ࣝࢢ㸪ࡣᏛ༊ࡢ㹂࣮ࣝࢢ

㸬Ⓨ⅏ᚋ࠶ᆅᇦ࡛ࡉணࡃࡁ 1 ᪥ࡢ㑊㞴⪅ᐜ⋡

ࡣ 53.1㸣㸪㸯㐌㛫ᚋࡢᐜ⋡ࡣ 160.5㸣࠸࡚ࡗ࡞㸬ࡇ

Ꮫ༊ᕷẸ࣮㸪ࡢ㸪Ꮫ༊ෆᣦᐃ㑊㞴ᡤ௨እࡓࡢ

Ꮫ༊ࡢࡇᐙ㸪බẸ㤋㸪ᑎ♫࡞㑊㞴⾜ࡀ

㸬࠼⪄

㹃࣮ࣝࢢ(5)

㸪ࡃ࡞ᑡࡣ⪅ᒃఫࡀ࠸ࡁࡀ✚Ꮫ༊㠃ྛࡣ㹃࣮ࣝࢢ

㧗㱋⪅ࡀከࡃ㐣࣭㧗㱋࠸࡚ࡋᆅᇦ࡛࠶㸬᪥㡭

ᛴⓗ⥭ࡃከࡀ⪅㸪㧗㱋ࡀ࠶άⓎ࡛ࡣάືࡢ⧊⤌⮬

ᾘࡢࡓ࠶㸬୍᪉࡛ୡᖏ࠼⪄ᅔ㞴ࡣ⅏ᐖάື࡞

㜵ᅋဨᩘࡣ࣮ࣝࢢࡢẚ㍑࡚ࡋከ࠸㸬ఫᏯࡢ⿕ᐖ

ᐃࡣẚ㍑ⓗᑡࡃ࡞㸪1 ᪥ᚋ㑊㞴⪅ᐜ⋡ࡀ 2.7㸣㸪1 㐌㛫

ᚋ㑊㞴⪅ᐜ⋡ࡀ 26.3㸣୍ࡢࡑ.࠸࡚ࡗ࡞᪉࡛㐨㊰ᔂ

ⴠ➼Ꮩ❧ྍࡍ⬟ᛶ࠶ࡀ㸬㎰ᴗႠୡᖏࡀከ

㸪୍ᐃᮇࡇ࠸࡚ࡉࡀಖ☜ࡢᡞỈ㸪㣗ᩱࡃ

㛫⮬ຊ࡛㑊㞴⏕άࡀ࠼⪄ࡁ࡛⥆⥅ࡀ㸪㛗ᮇ

㸬࡞ᚲせࡀ㏦㍺ࡢ➼ேࡀࡅ㸪ேᑐᛂࡢሙྜࡍ

㹄࣮ࣝࢢ(6)

㒊ᕷ⾤ᆅ୍ࡀ࠸㧗ࡀྜ༨ࡀᒣ㛫㒊㹄࣮ࣝࢢ

ேཱྀ࡚ࡋẚ㍑㹃࣮ࣝࢢࡓࡢࡇ㸬࠶ᆅᇦ࡛ྵ

ᐦᗘࡀ㧗ࡃ㸪Ꮫ༊ෆ࡛ேཱྀࡢศᕸ࠶ࡀࡁࡘࡤ㸬1
᪥ᚋ㑊㞴⪅ᐜ⋡5.9ࡀ㸣㸪1㐌㛫ᚋ㑊㞴⪅ᐜ⋡60.9ࡀ㸣
㸬ᕤሙ࡞ࡃ㧗ࡀ⋠㑊㞴⪅ᐜࡣ㸬ᕷ⾤ᆅ࡛࠶࡛

ᅾᏯ㑊㑊㞴ࡓࡋ⏝ᅵᆅࡢࡑ㸪ࡓ࠸࡚ࡋⅬᅾࡀ

ࡌ⏕ࡀ❧Ꮩࡣᒣ㛫㒊࡛ࡓ㸬࠼⪄⾜ࡀ

ྍ⬟ᛶ࠶㸬

㸲㸬ྛࡢ࣮ࣝࢢሗ㞟≀㈨ᨭ᪉ἲ᳨ࡢウ
㸿࣮ࣝࢢ(1)

ᆅᇦෆࡢ㑊㞴⪅㛵ࡍሗࡣ⥲௦㛗୰ᚰ⥲௦㸪

⤌㛗࡞㏻࡚ࡋ㞟⣙ࡍ㸬㑊㞴⪅ཷࡅධࡢ༠ᐃ⥾

ሗᥦ౪⪅⌮⟶タࡣ㐟ᢏሙタ⏝ၟ࠸࡚ࡋ⤖

ᢕᥱࡢᆅᇦ࡛ࡣ⪅㑊㞴ࡢ㸪ᑠつᶍタඹồ

㸬ồࡀ

≀㈨ᨭ㛵ࡣ࡚ࡋ㸪➨ 1 ḟ㸪➨ 2 ḟ⥭ᛴ㍺㏦㐨㊰࡛

࠸࡚ࡗ㏻ෆࣜࡢ㸿࣮ࣝࢢࡀせᖿ⥺㐨㊰࠶

ᨭࡢ㈨≀࡛ᣦᐃ㑊㞴ᡤ㸪ᆅᇦෆ㍺㏦ᣐⅬࡓ

ᒆࡅ㸬ࡓ㸪༠ᐃၟ࠸࡚ࡋ⤖⥾⏝タ⏝ࡋ≀

㈨≀㈨㍺㏦ᡭẁࡢ☜ಖ࠸⾜㸪≀ὶ࣮ࣝࢺᵓ⠏ࡍ㸬

㹀࣮ࣝࢢ(2)

࡞ἣ≦ࡓࡋ㏆ఝ㸿࣮ࣝࢢࡣᕷ⾤ᆅࡢ㹀࣮ࣝࢢ

⾜௦㛫࡛⥲ࡢ⏫ྛࡣሗ㞟ࡢ⪅ᅾᏯ㑊㞴ࡣ㸪ᒣ㛫㒊

㸬࠼⪄ࡀ᪉ἲࡍఏ㐩௦㛗⥲

≀㈨ᨭࡣᆅᇦෆ㍺㏦ᣐⅬ㑊㞴ᡤ㏻࡚ࡋ㓄

ᕤሙタ⏝ၟ࠸࡞࠸࡚ࡋ⤖⥾༠ᐃ๓ࡓ㸬࠺⾜

㸬ࡍᐃ⏝ࡢ࡚ࡋ㸪ᆅᇦ≀㈨ᣐⅬ࡚ࡗ࠶࡛

㹁࣮ࣝࢢ(3)

ሗ㞟ࡣ㸪⥲௦୰ᚰࡓࡋ᪉ἲࡀᮃࡀ㸪⿕

ᐖࡀࡇ࠸ࡁຍ࠼㸪ᆅᇦάືᕪ࠶ࡀ㸪⾜ᨻ⫋

ဨ➼ࡢධ୍ࡀᐃᗘᚲせ࠼⪄㸬ࡓ㑊㞴ᡤᩚ

ഛࡉ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺㸪⥲௦㈚ࡉ⾨ᦠᖏ㟁ヰ

≦ࡢ࡞࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡋฟࡕᣢ㸪ᘓ≀ಽቯࡣ⏝ࡢ࡞

ἣᐃࡉ㸬

≀㈨ᨭࡣᾮ≧࡞ᦙ㏦࣮ࣝࡀࢺ㛢ྍࡉࡊ

⬟ᛶ࠶ࡀ㸪ᨭ࡛ࡅཷ㛫せࡀࡇࡍ

ᐃࡉ㸬ࡓࡢࡇᣦᐃ㑊㞴ᡤᆅᇦ㜵⅏ᣐⅬ࡛࠶ᨭ

ᡤࡢഛရ࡛ࡢᑐᛂຍ࠼㸪ᆅᇦෆၟࡢ⏝タ࡞ᆅ

ᇦ≀㈨ᣐⅬ࡚ࡋ⏝࡛⤌ྲྀ࠺ࡁ㐍㸬

㹂࣮ࣝࢢ(4)

㸪ࡀࡉᐃࡀᐖ⿕ᾮ≧ᆅᇦࡢ㹂࣮ࣝࢢ

ᬑẁ㜵⅏άື࠶࡛┒ࡀ㸪カ⦎ᐃᮇⓗ࡚ࡗ⾜

㸪ᕷ⾜ࡀ㞟ࡢሗ୰ᚰ௦⥲ྛࡓࡢࡇ㸬࠸

⅏ᑐᮏ㒊ሗఏ㐩࠼⪄ࡔ⬟ྍࡀࡇࡍ㸬

ᨭ≀㈨ࡣᾮ≧୍㒊≀㈨ᨭ࣮ࣝࡀࢺ㛢ࡉࡊ

㸪ᆅᇦ࠸⾜ᐦ᥋ᆅᇦ㸬≧ἣᢕᥱ࠼⪄

ෆࡢ㑊㞴ᡤᅾᏯ㑊㞴⪅ࡀ≀㈨ྲྀ᮶࠺㸪

㐠ᦙ࣮ࣝࡀࢺ☜ಖ࠸࡚ࡉ㏆㞄ၟࡢ⏝タᆅᇦࡢ≀

㈨ᣐⅬ࡚ࡋά⏝ࡍ㸬

㹃࣮ࣝࢢ(5)

ࡓ㸪ࡋศᩓ㞟ⴠྛࡀ⪅㑊㞴ࡣᏛ༊࡛ࡢ㹃࣮ࣝࢢ

㧗㱋⪅ࡀከࡃ㸪㑊㞴ᡤࡢ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺⥲௦㈚ࡉ
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㸬୍᪉࡛ᾘ࠼⪄࠸ࡋ㞴ࡣ⏝ࡢᦠᖏ㟁ヰ⾨

㜵ᅋάືࡀάⓎ࡛ࡇ࠶㸪ᾘ㜵ᅋဨࡢᾘ㜵↓⥺

࠶࡛⬟ྍࡀሗ㞟⣙ᕷ⅏ᑐᮏ㒊ࡋ⏤⤒ᕷᾘ㜵ᮏ㒊

㸬࠼⪄

≀㈨ᨭࡣ㐨㊰ࡢᔂⴠᣦᐃ㑊㞴ᡤࡢ࡛ᦙ㏦ࡀ

ฟ᮶ࡇ࠸࡞ᐃࡉ㸬ࡢࡇሙྜࣜ㍺㏦

ຍ࠼㸪㏆㞄ࡢᮾ㒊ᕤᴗᅋᆅᇶⅬ࡚ࡋ≀㈨㍺㏦࠸⾜㸪

ᆅ༊ࡢ௦⾲⪅㸪ᾘ㜵ᅋ㸪ఫẸࡢ㍍➼ࢡࣛࢺᦙ

㏦࠼⪄ࡀࡇ࠺⾜㸬

㹄࣮ࣝࢢ(6)

Ꮫ༊ᡂᕷ⾤ᆅ㸪ఫᏯᅋᆅ㸪ᒣ㛫㒊ࡢ㹄࣮ࣝࢢ

㸪Ꮫ༊ࡀࡁ࡛ࡣ㞟ࡢሗ࡚࠸࠾ᆅᇦࡢࡒࡑࡣ

࡛㞟⣙ࡍ⤌࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ㸬ࡓ㸪Ꮫ༊య࡛ࡢ

㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ㛵ࡍ⤌⧊సࡓ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ㸪ሗ

㸬࠶ᅔ㞴࡛ඹ᭷ࡢ

≀㈨ᨭࡣ㸪࣮ࣝࢢ㹃ྠᵝᏙ❧㞟ⴠࣜࡣ㍺㏦

࠶㸪ᆅᇦ㜵⅏ᣐⅬ࡛ᇶⅬᮾ㒊ᕤᴗᅋᆅࡓ㸪࠸⾜

ᨭᡤ㸪㑊㞴ᡤྛࡋ⏤⤒Ꮫ༊㸪⏫ࡢ௦⾲⪅ᅾᏯ㑊

㞴⪅࡞ᦙ㏦࠼⪄ࡀࡇࡍ㸬

㸳㸬ᆅ༊᳨ࡅ࠾ウ
ࡣ㸪ᐇ㝿࠼㋃ウ᳨ࡢู࣮ࣝࢢࡢࡘ6ࡣ࡛ࡇࡇ

㸪ࡢ࡞⬟ྍࡀ᪉ἲࡢ㈨ᨭ≀ሗ㞟࡞࠺ࡢ

ᆅ༊᳨ูࡢウ࠺⾜㸬ᆅ༊ࡣᾮ≧⿕ᐖࡢ࡞ࡁ

⪄ࡍ⏕ⓎࡀᏛ༊㸪Ꮩ❧㞟ⴠ⨾ࢶභ㹂࣮ࣝࢢ

㸪࠾࡞㸬ࡍ㇟ᑐᐑᓮᏛ༊㹃࣮ࣝࢢ࠼

ᐑᓮᏛ༊ࡣ㠃✚ࡀࡓ࠸ࡁ㸪ᐑᓮᏛ༊ࡕ࠺ࡢᪧ㞵Ἑ

ᆅ༊ᑐ㇟ࡍ㸬ᅗ1ᆅ༊ࡢ⨨ࡍ♧㸬

(1)භࢶ⨾Ꮫ༊㸦࣮ࣝࢢ㹂㸧

භࢶ⨾Ꮫ༊ࡣᒸᓮᕷࡢ༡す㒊⨨ࡋ㸪す▮సᕝ

㸪ࡓ㸬࠶పᆅ㒊࡛ࡢἈ✚ᒙࡓᣳ༨㒊ᕝᮾ

༡ᾏࣇࣛࢺᆅ㟈Ⓨ⏕ࡅ࠾ᒸᓮᕷணࡉ⿕ᐖ࡛㸪

ண㟈ᗘࡣ㟈ᗘ 6 ᙉࡋ♧㸪ᗈ⠊ᅖ࡚࠸࠾ᾮ≧⿕ᐖ

ࡢ࡚ࡋᑐேཱྀࡢ㸬Ꮫ༊࠶ᆅᇦ࡛ࡉᠱᛕࡀ 70ṓ௨

⣙ࡣ㧗㱋⪅ྜࡢୖ 13㸣㸪18 ṓ 60 ṓ࡛ປാ⪅ே

⣙ࡀཱྀ 60㸣2)༨㸬

ᣦᐃ㑊㞴ᡤ㸪ᣦᐃ⥭ᛴ㑊㞴ሙᡤࡣᏛ༊ෆ⨨ࡍ

ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ 2 タ࡛࠶㸬ᣦᐃ㑊㞴ᡤ⿵ࡍタ

ᐙ㸪Ꮫ༊ᕷẸ࣮㸪බẸ㤋㸪ᑎࡢࡇ㸪Ꮫ༊࡚ࡋ

㝔➼࠶ࡀ㸬ࡓ㸪㌴୰Ἡ㑊㞴ሙᡤ࡚ࡋ㸪ᑠ࣭୰Ꮫᰯ

ࡀ࡞タ࠸࡚ࡋ⤖⥾༠ᐃ⏝㸪ᕷࡢࢻࣥࣛࢢࡢ
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被災者支援コーディネーションの役割に関する一考察
The Study regarding to the Role of Individual Disaster Assistance Coordination 

阪本 真由美1，明城 徹也2

Mayumi SAKAMOTO1 and Tetsuya MYOJO2 

1 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 
     Graduate School of Disaster Resilience and Governance, University of Hyogo 
2 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 

  Japan Voluntary Organization Active in Disaster 

   This study discusses the role of multi-sectoral Individual Disaster Assistance Coordination in Japan, which has 
developed after 2011 Great East Japan Earthquake. The study tries to identify the characteristics of current multi-
sectoral Individual Disaster Assistance Coordination by reviewing the process how the coordination was initiated. Then 
the study discusses the limit of disaster assistance by government and why the multi-sectoral coordination was required 
to support disaster affected people with unmet needs. Current coordination system focuses on coordination at 
Prefectural level, and has characteristics to harmonize assistance in order to avoid duplication and to achieve synergy. 

Keywords: individual disaster assistance, multi-sectoral, coordination, unmet needs 

１．はじめに 

本論では，被災者支援をめぐる行政と民間組織の連携・

協働・調整（以下「コーディネーション」）に着目し，

既往研究の分析から組織間連携による被災者支援コーデ

ィネーション体制構築に至る経緯を明らかにするととも

に，その特質と役割を考察することを目的とする．議論

に先駆け，本章では被災者支援コーディネーションの概

念を整理する．

災害が発生すると，国，地方公共団体等の行政組織や

NGO/NPO 等のボランティア団体, 企業，大学等の民間組
織が，災害により困難に直面している被災者を支援しよ

うとする．しかしながら，同時に多数の人が被災する状

況では，誰がどのような困難に直面し，どのような支援

を求めているのかを把握することは容易ではない．その

一方で，支援に携わる組織がそれぞれ独自の情報・関

心・能力に基づき支援を提供することは， 支援の偏り，
重複，モレをもたらしかねない．そのため，支援に携わ

る多様な組織間のコーディネーションが重要になる．本

論におけるコーディネーションとは，国連人道問題調整

事務所（UNOCHA）の定義による「効果を最大にし，シ
ナジーを実現するために個々の災害対応を調和させるた

めの意図的な行為」1)のことである．すなわち，それぞ

れの組織による取り組みを尊重し，互いの弱み・強みを

知り，相互に補完しあうことにより効果的な支援の実現

を目指すものである 1)．

コーディネーションの体制として，国連は 2005 年の人
道支援体制改革により「クラスター・アプローチ」を導

入している 1)．これは「水と衛生」「緊急シェルター」

などの分野（クラスター）ごとに災害対応に関わる国際

機関・行政・民間組織が活動情報を共有し，調整しなが

ら支援を行う仕組みである．このように，国際的には多

様な組織のコーディネーションによる支援の仕組みが構

築されているが，その一方で日本では，組織間の協調に

よるコーディネーションの仕組みは 2011年の東日本大震

災まではなく，新たに体制構築が進められている状況で

ある．従って，現在構築途上にあるコーディネーション

体制の特質を把握することは，今後の被災者支援のあり

方を検討するうえで重要である．本論の構成であるが，

次章では被災者支援コーディネーション構築の経緯につ

いて，第３章では現在構築されているコーディネーショ

ン体制の特質を示すことにより，第４章においてコーデ

ィネーションが果たす役割の考察を行う．

２．被災者支援コーディネーション構築の経緯

本章では，被災者支援コーディネーションが構築された

経緯を既往研究に基づき整理する．日本の災害対応体制

は，行政を主体に検討が進められてきた 2)．ところが，

東日本大震災では，被災者支援の責務を担う行政も大き

な被害を受け，以下のような問題が示された 3)． 
第一に，被災した住民が多く，地域外に避難した住民も

おり，一人ひとりの支援ニーズを行政が把握することが

難しかった点である．被災者が抱える悩みは，住まい，

仕事，健康等多岐にわたり，これらの困難に寄り添い支

援を提供するには，さまざまな組織の連携が求められた．

第二に，行政は支援を提供するに際し「公平性」を重視

し「必要性」に応じた支援の提供が難しかった点である．

多数の人が被災する状況においては，行政だけでは，物

資や食事を必要に応じて提供することはできず，民間組

織による支援を組み合わせる等の調整が求められた．

第三に，行政による支援は，既存の法制度に規定されて

いない事項に柔軟に対応できない点である．例えば，自

宅に入り込んだ瓦礫の除去など，行政による支援の仕組

みがないものの支援が求められる事項があった．

このように，被災者支援においては行政が「できること」

と「できないこと」がある．しかしながら，行政だけで

は対応できない課題を解決するための方策を，行政と民

間組織とで協議する仕組みはなかった．これには，①行

地域安全学会梗概集 No.50, 2022.5

-  151 -



政の災害対応の仕組みが民間組織の参画を想定していな

い，②民間組織間のネットワークが弱く，民間組織の

「顔」となる組織が不在であるという状況もあった．

第一の，行政における民間組織との連携であるが，災

害が発生すると，行政は「災害対策本部」を設置し，関

係団体と連携して対応にあたるが，被災者支援に携わる

民間組織が参画可能な仕組みとはなっていなかった．東

日本大震災では，被災者のニーズに対応するために，臨

時で「被災者支援４者会議」等の官民参画による会議が

開催され調整が行われた 3)．東日本大震災の経験は，被

災者支援における組織間連携の重要性を認識させ，2013
年の災害対策基本法の改定により，行政とボランティア

との連携に関する項目が加えられた．また，防災基本計

画において民間組織との連携の必要性が明文化された．

第二の民間組織間のネットワークであるが，東日本大震

災の対応過程においては，情報共有のために「東日本大

震災支援全国ネットワーク（JCN）」が設置された．と
はいえ，大規模な災害に備えるには，常設の組織が必要

である．そのような組織設置に向けた議論が重ねられ，

2016 年には国レベルでの被災者支援コーディネーション
を担う組織として「全国災害ボランティア支援団体ネッ

トワーク（JVOAD）」が設立された．また，各都道府県
においてコーディネーションを担う「災害中間支援組織」

の設置に向けた取り組みが進められ，2022 年時点では，
18都道府県に災害中間支援組織が設置されている 4)． 
このように，東日本大震災やその後の災害対応を経て，

被災者のニーズに対応するために，組織間協調によるコ

ーディネーション体制が法制度においても，また実務体

制としても拡充されつつある．

３．現在の被災者支援コーディネーション体制

本章では，現在の被災者支援コーディネーション体制

の特質を述べる 4)．被災者支援コーディネーション体制

は「国レベル」「都道府県レベル」「市町村レベル」の

三層構造となっており相互に補完しあっている（図１参

照）4)．その核となるのが「都道府県レベル」のコーデ

ィネーションである．

災害が発生すると，被災都道府県，都道府県域の災害

ネットワーク組織（災害中間支援組織），社会福祉協議

会等の被災者支援に携わる団体が集まり，コーディネー

ションの「場」となる「情報共有会議」の開催に向け調

整が行われる．情報共有会議を開催した経験がない都道

府県もあることから，会議が滞りなく開催されるよう，

国レベルの組織もサポートする（図１参照）．

図１ 被災者支援コーディネーション体制 

情報共有会議は，被災者支援に関わる組織が自由に参画

し，被災者のニーズや，行政の対応状況，それぞれの組

織の活動状況等の情報共有を行う場である．ただし，参

加者が多いと詳細な議論を行うことが難しくなる．その

ため，テーマ別の会議や，市町村レベルでの情報共有会

議，主要な関係者間が非公開で解決策を議論する「コア

会議」等が行われることもある．

このように，現在の被災者支援コーディネーション体

制は，都道府県レベルの「情報共有会議」を核としつつ，

会議を通し情報を共有することにより，官民の支援組織

が相互に補完しあいながら主体的に被災者支援を行うと

いう特質がみられる．これは，冒頭で定義を示した国連

によるコーディネーションに近い体制といえる．

４．おわりに

以上に述べたように，現在の被災者支援コーディネー

ション体制は，被災者のニーズに対応するという必要性

に応じ構築されており，都道府県レベルでの「情報共有

会議」を核に，会議を通し多様な組織が情報を共有し，

相互に補完し協調する体制となっている．このような被

災者支援コーディネーション体制が制度化され，さらに

取り組みが拡充しつつあるという状況からは，コーディ

ネーションが以下の役割を担っていることが考えられる．

第一に，被災者のニーズに対し，行政と民間組織とが

「補完しあう」という役割である．第２章で述べたよう

に，行政には「できること」と「できないこと」があり，

「できないこと」を補完するために組織間のコーディネ

ーションが求められる．

第二に，被災者支援にかかわる組織間の「信頼」を高め

るという役割である．行政は，被災者支援を責務として

いるが，これに対し民間組織の多くは社会的貢献として

支援を提供している．ただし，なかには支援実績が少な

く，活動に対する認知度や信頼が低い組織もある．情報

共有会議を通し，互いの活動に対する認識を深めること

は，組織に対する信頼を高めることにつながる．

第三に，被災者支援の質を向上させる点である．支援組

織のなかには，活動経験が豊富な組織，経験はないもの

の専門性が高い組織や，地域に詳しい組織もある．コー

ディネーションを通し，互いの支援の「弱み」を補完し

協調による支援を展開することは，支援のモレを防ぎ被

災者支援の質を向上させる．

このように，被災者支援コーディネーションは，単に災

害時の情報共有にとどまらない役割を担っている．ただ

し，現在もなお構築過程にあることから，今後更なる検

証が求められる．
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   Research on crimes that occur in disaster areas and their prevention is still new in Japanese disaster research field. 
Given the existence of dark numbers, it is also important to conduct a survey of crime victimization among disaster 
victims. In this study, we conducted an online survey of 10,000 people throughout Japan to investigate their experiences 
of disaster and crime victimization after disasters. The results revealed that 1) theft crimes such as burglary and 
bicycle/motorcycle theft were the most common crimes occurring after disasters, 2) there was a pattern in the timing 
of occurrence for each crime type, and 3) the reporting rate had dropped to about half that of normal times. 
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⅏ᐖᚋⓎ⏕⨥≢ࡓࡋ㸪⮬ศ⮬㌟ᐙ᪘ࡀ┤᥋⿕

ᐖࡓࡗ࠶⤒㦂࠶ࡢᅇ⟅⪅ࡣ 158  㸬ࡓࡗ࠶࡛ྡ
ᙼ࡞࠺ࡢࡀ✀㢮ࡢ≢⨥⿕ᐖࡣࡢࡓࡗ࠶㸪⾲

㒊࡛ࡣ㸬⿕ᐖሗ࿌࠶࡛㏻ࡍ♧ࡀ3 㸪୍࠶࡛௳249

ேࡢᅇ⟅⪅ࡢ⨥≢ࡢᩘ「ࡀ⿕ᐖࡀࡇࡓ࠸࡚ࡗྜ

㸪ḟ࠶ᐖ࡛⿕ᕢࡁ✵ࡀෆ㸪32.3%ࡢࡑ㸬ࡓࡗ

⮬㌿㌴࣭࣮ࣂࢺ┐㸪⮬ື㌴┐࠸࡚࠸⥆㸬⅏ᐖᚋ

ࡢேࡓࡋ㦂⤒ᐖ⿕⨥≢ 3 ௨ୖࡀ㸪✵ࡁᕢ⿕ᐖ⤒

㦂࠾࡚ࡋ㸪ࡓ㸪ࡢࡇ✼┐≢⨥ 3 ✀࡛㸪⿕ᐖ௳ᩘ

㸪ブḭ➼㸪ࢹࡆ㸬౽್ୖࡓ࠸࡚༨ศ௨ୖ༙ࡢ

⅏ᐖ౽⨥≢ࡓࡋⓎ⏕ࡀࡇ࠸࡚ࡋ☜ㄆࡓࡉ㸬

⿕⨥≢㸪⅏ᐖᚋ⨥≢ᭀຊࡓࡗゝയᐖ⾜㸪ᭀࡓ

ᐖ⤒㦂ࡓࡋேࡢ 1 ௨ୖࡀ⤒㦂ࡀࡇࡓ࠸࡚ࡋ☜ㄆࡉ

㸬ࡓ

⾲ �� ≢⨥⿕ᐖ௳ᩘ㸦ከ࠸㡰῭ࢺ࣮ࢯ㸧�

⨥✀ ௳ᩘ ᅇ⟅⪅ศẕ ௳ᩘศẕ

✵䛝ᕢ 51 32.3% 20.5%

⮬㌿㌴䞉䜸䞊䝖䝞䜲┐ 43 27.2% 17.3%

⮬ື㌴┐ 38 24.1% 15.3%

౽䝕䝬 31 19.6% 12.4%

䜺䝋䝸䞁┐ 28 17.7% 11.2%

౽್ୖ䛢 25 15.8% 10.0%

౽ブḭ 17 10.8% 6.8%

ᭀ⾜䠄ᛶⓗ䛺䜒䛾䜒ྵ䜐䠅䜔യᐖ 16 10.1% 6.4%

ྜィ⿕ᐖሗ࿌௳ᩘ 249 100.0%  

(2)≢⨥Ⓨ⏕ࡢᮇ

ḟࡢࡇⓎ⏕ᮇ࡚࠸ࡘศᯒࡀࡢࡓࡋḟ4⾲ࡢ
ᅗ 1 㸪⅏ᐖࡣ⨥≢ࡢ㸬Ṥ࠶࡛ 5 ᪥௨ୖ 2 ᭶௨

ෆከࡃⓎ⏕ࡓ࠸࡚ࡋ㸬ࡓ 1)⅏ᐖ 2 ࡛᭶௨ෆ

ࡃ(㸪2ࡢ࠸㧗ࡢⓎᛶ▐ࡍ⏕Ⓨࡃከ 5 ᪥௨

ୖ 2 (㸪3ࡢࡍపୗẼ୍ࡋቑຍẼ୍᭶௨ෆ
⅏ᐖ 1 ᖺ௨ෆ⦅ࡣⓎ⏕ࡋపῶࡢࡢࡃ࠸࡚ࡋ㸪

ࡃࡁศ࡚ࡅ 3  㸬ࡓࡁ࡚࠼ぢࡀ࣮ࣥࢱࣃࡢⓎ⏕ᮇࡢࡘ
⿕⅏ᆅ࡛Ⓨ⏕ࡣ⨥≢ࡍ㸪ࡃࡁ 4 ࡉศ㢮ࡘ 4)㸬

ձⓎ⅏ึᮇᚲせ㏕࠺ࡋ࡚ࡗ⾜࡚ᅔ❓ᆺ≢⨥㸪

ղ⅏ᐖ౽࡚ࡋඈ⾜࡚ࡋ࠺ࡅ౽ᆺ≢⨥㸪

ճ⿕⅏ࡇࡓࡋ㸪⿕⅏ᚋࡢ⏕άᚰ㌟ࡢࢫࣞࢺࢫቑ

ຍࢫࣞࢺࢫ࠺ࡋ࡚ࡗ⾜ᆺ≢⨥㸪մ⅏ᐖࡗࡁ

ࡍᦢྲྀ⪅ⓗᙅ♫ࡀࡕࡓேࡍ᭷㸪ᶒຊࡅ

ࡢ➼⨥≢ᶒຊᆺ࠺⾜Ⅽ⾜࡞࠺ 4 ✀㢮࡛࠶㸬≢⨥

Ⓨ⨥≢ࡢ㸪⿕⅏ᆅ࡛࡛ࡇぢⓎ⏕ᮇࡢࡑ㢮✀ࡢ

㸬ࡁ࡛ࡀࡍ㸪᳨ウ࡚࠸ࡘഴྥࡢ⏕

ࡁ✵┐ࣂࢺ㌿㌴࣭࣮⮬ࡣࡢ࠸㧗ࡢⓎᛶ▐ࡢ(1

ᕢࡢ 2 ✀࡛㸪Ⓨ⅏ᚋ 2 ࡑ㸪ࡋቑຍ࡚ࡅ᭶௨ෆ

࠺࠸ࡍቑຍࡄࡍ㸬Ⓨ⅏ᚋࡓ࠸࡚ࡋపῶᚋ୍Ẽࡢ

࡚ࡋᒃఫᆅᇦෆࡌྠ⪅ᐖ⿕⪅ຍᐖࡢ⨥≢㸪ࡣࡇ

㸬⿕⅏ᆅእ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠸㧗ࡀ⋠࠶࡛⪅⅏⿕࠸

ேࡀከࡃὶධࡃ࡚ࡋᮇ᪩ࡃ㸪≢⨥ࡀⓎ⏕࠸࡚ࡋ

ሙࡢ⨥≢ᅔ❓ᆺࡣ┐ࣂࢺ㸬⮬㌿㌴࣭࣮࠶࡛

㞟ሗ㸪≀㈨ࡣ㸬⅏ᐖᚋࡉ᥎ᐹ࠸ከࡀྜ

ࡎ㸪ᚲ࡛➼ࡁ⥆ᡭࡢࡓࡍ┤࡚❧㸪⏕άࡇࡍ

ᵝ࡞ࠎሙᡤ㊊㐠ࡪᚲせ࠶ࡀ㸬ࡋࡋ㸪⅏ᐖࡗ

࡚බඹ㏻ᶵ㛵ࡀṆࡓࡗࡋ࡚ࡗ㸪⮬ศࡢࡕࡓ⮬ᐙ

⏝㌴➼ࡀࡓࡗࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠼ሙྜ㸪ᚲせ㏕࡚

᭷ࡣࡇ࠺࠸┐ࣂࢺ࣮㌿㌴⮬ࡓ࠸ࡘ┠

ᚓヰ࡛࠺࠶㸬ᐇ㝿㸪㜰⚄ῐ㊰㟈⅏ᚋࡣ㸪⎰♟

ࡀࢬ࣮ࢽࡢࣂࢺ࣮࠸㧗ࡢ㸪ᶵືຊ࠶㐨㊰㛢ሰ

୍Ẽ㧗ࡓࡓࡗ࡞ࡃ㸪࣮ࡀ┐ࣂࢺᛴቑࡓࡋ㸬୍᪉

ゝ࠶࡛✀୍ࡢ⨥≢౽ࡃ࡞ࡣ㸪ᅔ❓ᆺ࡛ࡣᕢࡁ✵࡛

ࢤ࣮ࢱ㏆㑹ࡢࡑࡣࡃࡋ⅏ᆅࣜ⿕㸬࠼

࡚ࡌΰࡢ㸪⅏ᐖᚋࡀ࠸ࡡᕢࡁ✵ࡓ࠸࡚ࡋࢺ

᥎ࡔࡢ࠸㧗ࡀ⋠ቑຍ㸪Ⓨ⅏ึᮇࡓ࠺⾜ᕢࡁ✵

ᐹ࡛ࡁ㸬

ࡢ(2 5 ᪥௨ୖ 2 ࡍపୗẼ୍ࡋቑຍẼ୍᭶௨ෆ

ࡢブḭ౽┐ࣥࣜࢯࡣࡢ 2 ࣥࣜࢯ㸬ࡓࡗ࠶࡛✀

ぢ㎸ࡀ┈㸬㌿➼࡛࠶࡛⨥≢ᅔ❓ᆺ࡞Ⅼ᳨ⓗࡣ┐

㏕ᚲせᛶࡢື⛣࡞ࠎᵝࡢ㸪⅏ᐖᚋࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ

ࣜࢯ㸪ᚋࡢ㸬ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠼ゝ࠶࡛┐✼ࡢ࡚

࡛ࢹ࣓ࡢࡃ㸪ከࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀิࡢ⺬㛗࡛ࢻࣥࢱࢫࣥ

ᚋ㸪⿕⅏ᆅࡢࡑ㸬࠶࡛ࡘ୍ࡢヰ࡞᭷ྡࡓࡆୖྲྀ

ᒆ࡚ࡋᨭ≀㈨㸪᪩࡚ࡋぢ㉺㟂せࣥࣜࢯࡢ࡛

ᨵၿࡀἣ≦ࡣ㝿ࡢ㸪⇃ᮏᆅ㟈సࡀ࣮ࢫࡅ
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ࣟࡢᨭ≀㈨㸪ഛࡣ⨥≢ᅔ❓ᆺࡓࡗ࠸࠺ࡇ㸬ࡓࡉ

ࡇࡏࡉῶᑡ㸪ᖜᨵၿࡢ➼ࢫࢡࢸࢫࢪ

ᛴᮇࡢࡇࡀ㸬౽ブḭ࠼ゝ࠶࡛⨥≢࡞⬟ྍࡀ

ቑࡣࡢࡍ㸪ࡃࡁ 2 ᮇࡢࡇ㸬࠼⪄ࡀ⏤⌮ࡢࡘ

㸦Ⓨ⅏ 2 ࡢࡃከࡓࡢ㸪⿕⅏⪅ᨭࡣ᭶௨ෆ㸧

ேࡀࠎ⿕⅏ᆅὶධࡋ㸪ࡀ⪅ࡑ⿕⅏ᆅࡩ࠶ᮇ

Ⓨ⅏ᚋࡣ⾜Ⓨࡢ㸪⨯⅏ド᭩ࡓ㸬࠶࡛ 1 ฎ┠᭶

࡚❧ࡢά⏕ᮇࡢࡇ㸪ࡃከࡀࡇጞࡉ⾜Ⓨ

ࡍάⓎࡀࡁ⥆ᡭࡢ➼㔠⩏ᨭ㔠ࡓࡢࡋ┤

ᮇ࡛࠶㸬ࡢࡇ 2 Ⅼࡀ㔜ࡓ࡞㸪ࡑ౽࡚ࡋ⾜

ࡢブḭࡓࡗ࠸࠺ࡇ㸬ࡉ᥎ᐹࡍᛴቑࡀブḭ

ᡭཱྀࡣ㸪ㄆ▱ࡤࡉ㆙ᐹ⾜ᨻ㸪ཱྀࢥ➼࡛ὀពႏ㉳

ࡆ✌㸪౽ブḭ࡛ࡓࡢດຊࡓࡗ࠸࠺ࡇ㸬⾜ࡀ

ᮇ㛫ࡣ㝈ࡃ࡚㸬୍ࡓࡢࡑࡅࡔᛴቑࡋ㸪ࡄࡍ

ᛴ⃭ῶᑡ࠼⪄࠸࡚ࡗ࡞࣮ࣥࢱࣃ࠺࠸ࡍ

㸬

ࡢ(3 1ᖺ௨ෆ⦅Ⓨ⏕ࡋపῶࡣࡢࡃ࠸࡚ࡋ㸪⮬

ື㌴┐㸪ᭀ⾜യᐖ㸪౽್ୖࡆ౽ࡓࡗ࠶࡛ࢹ㸬

⮬ື㌴┐ࡣᅔ❓ᆺ≢⨥ྍࡢ⬟ᛶࡀ࠶㸪⮬㌿㌴➼

㔠ᛶࡀ㧗ࡓ࠸㸪౽ᆺࡢྜ㧗࠼⪄࠸㸬

౽್ୖࡣࢹࡆ㸪ブḭ࠺ࡢ≉ᐃࡢᮇ࠺≻ᚲ

せࡃ࡞ࡣ㸪⿕⅏⪅࠸ࡀ㝈㸪⿕⅏ᆅࡀ᪥ᖖ㏆࠸≧ែ

ぢ㎸ࡀヰ㢟ᛶ➼㸧ࡣሙྜࡢࢹ㸪┈㸦ࡣ࡛࡞

㸪⨥≢ᆺ౽࠸࡞㐣ᛶ୍࡛ࡓࡗ࠸࠺ࡇ㸬࠶࡛ࡢ

ᭀ⾜യᐖࢫࣞࢺࢫࡓࡗ࠸ᆺ≢⨥ࡣ㸪⦆ቑຍࡋ㸪

㸬࠼ゝ࠶ࡀഴྥ࠸࡚ࡋῶᑡ⦅

⾲ �� �Ⓨ⏕ᮇࡢࡈ✀⨥≢

⅏ᐖ䛛䜙5᪥௨ෆ ⅏ᐖ䛛䜙2䛛᭶௨ෆ ⅏ᐖ䛛䜙1ᖺ௨ෆ ⅏ᐖ䛛䜙1ᖺ௨㝆 䜟䛛䜙䛺䛔

⮬㌿㌴䞉䜸䞊䝖䝞䜲┐ 12 18 5 3 5

28% 42% 12% 7% 12%

⮬ື㌴┐ 10 12 9 4 3

26% 32% 24% 11% 8%

䜺䝋䝸䞁┐ 6 15 4 2 1

21% 54% 14% 7% 4%

✵䛝ᕢ 13 18 6 7 7

25% 35% 12% 14% 14%

ᭀ⾜䠄ᛶⓗ䛺䜒䛾䜒ྵ䜐䠅䜔യᐖ 4 5 3 1 3

25% 31% 19% 6% 19%

౽ブḭ 2 10 2 1 2

12% 59% 12% 6% 12%

౽್ୖ䛢 6 7 4 2 6

24% 28% 16% 8% 24%

౽䝕䝬 6 9 6 2 8

19% 29% 19% 6% 26% �

ᅗ �� �Ⓨ⏕ᮇࡢࡈ✀⨥≢

�

�

��

��

��

Δ�ೖҐ಼͖֒ࡄ Δ�͖݆Ґ಼͖֒ࡄ Δ�೧Ґ಼͖֒ࡄ Δ�೧Ґ͖߳֒ࡄ Κ͖Δ͵͏

ࣙऄʀΨʖφώ౬ ࣙಊऄ౬

ΪλϨϱ౬ ૧͘ۯ

ߨʤద͵ʥΏউ֒ สٙ࠰

ส͝ สυϜ
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(3)⅏ᐖࡢ✀㢮ࡢ⨥≢Ⓨ⏕࣮ࣥࢱࣃ

ḟ⅏ᐖࡢ✀㢮ࡢ⨥≢✀㢮ࡀ⾲ࢫࣟࢡࡢ࡚࠸ࡘ⾲

5 㸪ิ࡛ࡣࢺࣥࢭ࣮ࣃࡢୗẁࣝࢭ㸬ྛ࠶࡛ ࡞100%

⿕⨥≢ᚋࡢᐖ⿕ᆅ㟈ࡘ㸬࠸࡚ࡗ࠺

ᐖࡓࡗ࠶ேࡢෆ㸪4 ㏆࠸ேࡀ⮬㌿㌴࣭࣮ࣂࢺ┐

ㄞ࠺ࡩ࠺࠸ࡓ࠸࡚ࡋ㦂⤒୧᪉ࡣࡃࡋᕢ㸪ࡁ✵

⅏⿕ࡢ⅏ᐖࡓࡗ࠸࠺ࡣᕢࡁ✵㸪ぢ⾲ࡢࡇ㸬

ᆅ࡛ẚ㍑ⓗከࡃⓎ⏕ࡀࡍ㸪ὠἼ⿕⅏ᆅ࡛࡛ࡇࡑࡣ

ከࡃⓎ⏕࠸࡞ࡋ㸬ࡑࡑࡣࡇὠἼ࡚ࡗ㸪ᐙࡀὶ

࠸࡞࡞ᕢࡁ✵ࡑࡑ㸪࠸ࡋ࡚ࡋὶฟᐙ㈈ࡉ

≧ែࡔࡔゝ࠼㸬ᆅ㟈⿕⅏ᆅ࡛⮬㌿㌴࣭࣮ࣂࢺ

ࡓ࡞ᚲせ⾜㏻ࡢ㐨࠸⊂㸪㏻ࡢ㸪๓㏙ࡣࡢ࠸ከࡀ┐

ỈᐖὠἼࡀ┐㸪୍᪉࡛⮬ື㌴ࡋࡉ᥎ᐹ࠶࡛

⿕⅏ᆅ࡛ከࡣࡢ࠸㸪Ỉ࡚ࡗ⮬ᐙ⏝㌴࡚ࡗ࡞ࡔࡀ

㸬ࡉ᥎ᐹ࠶࡛ࡓ࡞ᚲせࡀ௦ࡢࡑ㸪࠸ࡋ

࡚ࡗ࡞ࡔ㸪ࡣࡢ࠸Ỉᐖ⿕⅏ᆅ࡛ከࡀ➼ࣥࣜࢯ≉

ࡀࢫ࣮ࢣࡃ࠸࡚ࡗྲྀࡁᢤࡅࡔࣥࣜࢯ㌴ࡓࡗࡋ

ከ࠸᥎ᐹࡉ㸬ࡢࡑࡑ⿕ᐖ௳ᩘࡀᑡࡓ࠸࡞

࡞㔜ࡢブḭ౽ᐖ⿕㸪ᄇⅆࡀ࠸ࡋ㞴ࡀᐹ⪄

࡞ᚲせࡀ➼ሙྜ㸪⛣ఫࡢᐖ⿕㸪ᄇⅆࡣࡢ࠸ከࡀ

᥎࠸࡞ࡣ࡛࡞ࡃࡁࡀ㢠ࡢᨭࡓࡢࡑ㸪

ᐹࡉ㸬

⾲ �� ⅏ᐖ✀ࡢࡈ≢⨥Ⓨ⏕≧ἣ�
ᆅ㟈 ὠἼ Ỉᐖ ᄇⅆ ᅵ◁ 㞷ᐖ ྜィ

⮬㌿㌴䞉䜸䞊䝖䝞䜲┐ 35 19 13 3 6 5 43

36.5% 47.5% 27.1% 23.1% 33.3% 35.7%

⮬ື㌴┐ 18 15 18 6 5 2 37

18.8% 37.5% 37.5% 46.2% 27.8% 14.3%

䜺䝋䝸䞁┐ 11 9 17 5 4 3 27

11.5% 22.5% 35.4% 38.5% 22.2% 21.4%

✵䛝ᕢ 37 10 20 5 10 7 49

38.5% 25.0% 41.7% 38.5% 55.6% 50.0%

ᭀ⾜䠄ᛶⓗ䛺䜒䛾䜒ྵ䜐䠅䜔㞀ᐖ 9 8 5 4 5 3 16

9.4% 20.0% 10.4% 30.8% 27.8% 21.4%

㟈⅏䛻౽䛧䛯ブḭ 11 4 8 6 5 2 17

11.5% 10.0% 16.7% 46.2% 27.8% 14.3%

㟈⅏䛻౽䛧䛯್ୖ䛢 21 5 10 2 5 2 24

21.9% 12.5% 20.8% 15.4% 27.8% 14.3%

㟈⅏䛻౽䛧䛯䝕䝬 23 3 10 2 5 4 31

24.0% 7.5% 20.8% 15.4% 27.8% 28.6%

ྜィ 96 40 48 13 18 14 152

(4)㏻ሗ⋡

᭱ᚋ㏻ሗ⋡࡛ࡀ࠶㸪⾲ 6 㸪ᅇㄪᰝ㏻ࡓࡋ♧

ࡋపୗᖹࡀ⋠㢮࡛㸪㏻ሗ✀ࡢࡃෆከࡢ✀⨥≢ࡓࡋ

⾲㸬ࡓࡉㄆ☜ࡀࡇ࠸࡚ 1 ࡍẚ㍑⋠㏻ሗࡢᖹࡢ

ࡣ⋠㏻ሗࡢ┐㸪⮬ື㌴┐ࣂࢺ㸪⮬㌿㌴࣭࣮ 4 

㏆ࡃపୗ࠸࡚ࡋ㸬ᭀ⾜യᐖࡣ࡚࠸ࡘ㸪ẅே࣭യᐖ

㸬ࡓࡗ࠶࡛⋠㏻ሗ࠸࡞ኚ㸪ᖹࡍẚ㍑

୍᪉࡛㸪✵ࡁᕢࡣ࡚࠸ࡘ㸪ࡗ㏻ሗ⋡ࡀ㧗ࡓࡗ㸬
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市町村地域防災計画における竜巻災害対策に関する考察 
―全国の市町村地域防災計画調査より― 

The Tornado Disaster Countermeasures in Local Disaster Management Plan 
―Survey of Local Disaster Management Plan in 1,741 municipalities across Japan― 
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In this study, tornado disaster preparedness countermeasures described in 1741 local disaster management plans of 
Japan were analyzed. As a result, "tornadoes" were described in 1261 local disaster management plans, and tornado 
disaster preparedness countermeasures were mentioned in 380 plans. From these 380 local disaster management plans, 
688 tornado disaster preparedness countermeasures were able to pick up. Tornado disaster preparedness 
countermeasures included measures specific to tornado disasters and measures common to other disasters. Measures 
specific to tornado disaster, for example, included "taking shelter in a sturdy building" and "teaching students about 
tornado disasters and how to prepare for them”. Similarly, 263 specific measures were compiled. It is important to add 
more practical measures presented in this study to local disaster management plans that already include tornado disaster 
preparedness countermeasures. On the other hand, the public tornado handbook are helpful for local disaster 
management plans that do not include tornado disaster preparedness countermeasures at all. If practical tornado disaster 
preparedness countermeasures are included in many local disaster management plans in Japan, the same response will 
be possible when a tornado strikes across municipalities. In addition, it is expected to help reduce tornado damage. 

Keywords : Tornado, Local Disaster Management Plan, Tornado countermeasures, Local government 

１．はじめに 
2021年5月1日、静岡県牧之原市で竜巻が発生した1）。

この竜巻では、屋根材の飛散や電柱の傾斜、飛散物の衝

突、窓ガラスの破損等の被害が確認された2）。日本で発

生した竜巻は、牧之原市の竜巻が初めてではなく、平成

以降、69個の竜巻が発生し、住家全半壊の被害を生じさ

せている1）。ここで、中央防災会議が作成する防災基本

計画3）には、竜巻が主な災害の1つとして記載されている。

竜巻が主な災害の1つとして新たに記載されたのは2012年

の改正であり、既に10年が経過した。しかし、全国1741

市区町村4)の市町村地域防災計画に、2022年現在、どの

程度竜巻災害対策が記載されているかは不明である。ま

た、地域防災計画内に竜巻災害対策が記載されている場

合でも、竜巻災害特有の対策がどの程度記載されている

かは明らかにされていない。そこで本研究では、全国の

市町村地域防災計画を調査し、現状の竜巻に関する記載

状況を明らかにする。また、竜巻災害特有の対策を抽出

し、これら結果から竜巻災害対策について考察する。 

２．研究方法 
全国1741市区町村の地域防災計画を収集し、PDFのテキ

スト検索機能を用いて、「竜巻」の文字を検索する。検

索結果から、「竜巻」の文字の有無及び竜巻災害対策の

有無を調査する。また、竜巻災害対策を地域防災計画に

記載している市区町村と、竜巻被災経験のある市区町村

の一致状況について図示する。さらに、市町村地域防災

計画に竜巻災害対策が記載されている場合、それら対策

を分類することで、竜巻災害特有の対策を抽出する。こ

れら結果から竜巻災害対策について考察する。 

３．結果と考察 
（1）市町村地域防災計画における「竜巻」の記載状況

図1に竜巻に関するカテゴリー分類とその結果を示す。

全国1741市区町村の地域防災計画を、「竜巻」の文字の

記載状況別に6つのカテゴリーに分類した。カテゴリーA

は、佐賀市地域防災計画の「第5編・第7章 竜巻災害対

策」のように、地域防災計画内の編・章・節の題名に

「竜巻」の文字が入っているものとした。カテゴリーBは、

「窓の無い部屋へ移動する」等の、竜巻災害対策が具体

的に記載されているものとした。カテゴリーCは、「竜巻

注意情報」や「過去の竜巻」等、「竜巻」の文字のみが

記載されているものとした。カテゴリーDは、域防災計画

内に「竜巻」の文字が確認できなかったものとした。カ

テゴリーEはPDFのテキスト検索機能不可、カテゴリーFは

地域防災計画未取得である。図1によると、地域防災計画

内に「竜巻」の文字が記載されている市区町村（カテゴ

リーA、同B、及び同C）は、1741市区町村中1261市区町村

であり、全市区町村の72％にのぼることが分かった。
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図2に地方別の竜巻に関するカテゴリー分類（A～D）を 

示す。図1からカテゴリーE及び同Fを除いた市区町村合計

を100％とし、地方別に示した。図2によると、地域防災

計画内に「竜巻」の文字を記載していない市区町村（カ

テゴリーD）は、全地方において約20％以下であった。ま

た、「竜巻」の文字のみを記載しているカテゴリーCの割

合が全地方において最も高くなった。このことより、多

くの市区町村は地域防災計画内に「竜巻」の文字を記載

しているものの、竜巻災害対策までは記載していないこ

とが分かった。一方、関東地方ではカテゴリーA及び同B

の地域防災計画を有する市区町村が合わせて60％を超え

ており、これは他地方にはない特徴であった。

 図3に竜巻災害対策が記載されている市区町村と竜巻被

災経験を有する市区町村の分布を示す。図2に示すカテゴ

リーA及び同Bの地域防災計画を有する市区町村を星印で

示し、過去に竜巻被災経験がある市区町村1）の役場位置

を丸印で示した。図3（a）の関東地方の分布によると、

関東平野一帯で竜巻が発生していることがわかる。これ

ら竜巻被災経験を有する市区町村（図3（a）内丸印）は

19市区町村であった。一方、カテゴリーA及び同B（図3

（a）内星印）は177市区町村であり、丸印と星印が一致

する市区町村は16であった。図3（b）の九州地方の分布

によると、関東地方と比べ星印も丸印も少なく、一致し

た市町村は1市のみであった。その他6地方については図

示していないが、九州地方と同様の傾向であった。以上

のことから、関東地方は竜巻被災経験を有する市区町村

が多く、地域防災計画に竜巻災害対策が記載されている

市区町村も圧倒的に多かった。よって、関東地方は竜巻

被災経験を地域防災計画に反映していると考えられる。

（2）竜巻災害特有の対策

本論では、竜巻災害対策について考察するため、市町

村地域防災計画における竜巻災害特有の対策を抽出する。

図4に竜巻災害対策の分類手法を示す。まず、カテゴリー

Bの222市区町村の地域防災計画を調査対象とした。また

カテゴリーAの内、地域防災計画内に竜巻災害対策を含む

ものをカテゴリーABとし、これら158市区町村の地域防災

計画も調査対象とした。その結果、調査対象合計は380市

区町村となった。ここで地域防災計画の記載は、「応急

対応」、「復旧・復興」、「予防・減災」及び「事前準

備」の4フェーズに分かれている。具体的に、「応急対応」

では、どの地域防災計画にも「身を守る」や「医療」等

の内容が記載されている。そこで、九州地方、四国地方、

中国地方及び近畿地方の地域防災計画を用いて試行錯誤

の上、「身を守る」等を分類のための項目とした。その

結果、項目数は19となった。同様に、「学校」、「住民」

等、抽出する竜巻災害対策の主な実施者を対象者として6

つに分類した。

 表1に竜巻災害対策の分類一覧を示す。図4で分類した

対象者の内、「学校」をS、「住民」をP、「行政」をG、

「民間・事業者」をC、「鉄道・電力会社」をL、「共通」

をXとし、縦列に示した。同様に項目の内、「応急対応」

の「身を守る」を1、「医療」を2、「救助・救急」を3と

し、横列に示した。各マス内の記号は、対象者のアルフ

ァベット（S～X）と項目の数字（1～19）を組み合わせた

ものである。表1の分類一覧は全96マスとなった。 

 図5に秋田市地域防災計画における竜巻災害対策の分類

結果を示す。表1の分類一覧に従って、秋田市地域防災計

画5）の竜巻災害対策を抽出した。ここでは、「窓やカー

テンを閉める」、「大きな窓ガラスの下や周囲には近づ

かない」等が記載されており、これらはP1に該当した。

図1 竜巻に関するカテゴリー分類とその結果 

図2 地方別の竜巻に関するカテゴリー分類（A～D）

（a） 関東地方

（b） 九州地方（沖縄県、離島除く）

図3 竜巻災害対策が記載されている市区町村と 

竜巻被害経験を有する市区町村の分布 
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また「竜巻注意情報が発表された場合、市民に対し回避

行動を促すため、注意喚起情報を伝達する」はG4に該当

した。同様に「防風保安林の整備・拡充を行い、強風に

よる被害の軽減を図る」等はG12に、「強風下では屋根に

登らない。外出は控える」、「必要により避難の準備を

する」等はP19に該当した。これら竜巻災害対策は、地震

や水害等の他災害では適用できない竜巻災害特有の対策

であると考えられる。よって、このような対策が存在す

るマスを、図5内グレーで示した。一方、「児童生徒の登

校中止等の安全措置を実施する」はS1に該当し、「学校

等の管理者は校舎、建物および設備を点検し老朽部分を

補強する」はS9に該当した。また「はずれやすい戸や窓

等で補強する」等はP9に、「漁業協同組合は、注意報、

警報を的確に把握し、必要により漁船所有者に出漁中止

等の指導・通報を行う」等はX18に該当した。これらも竜

巻災害対策であるが、地震や水害等の他災害でも適用で

きるような対策である。このような共通の対策も含まれ

ることが分かった。 

図6に380市区町村における竜巻災害対策の分類結果を

示す。表1の分類一覧を用いて、380市区町村（図4）を対

象に、秋田市（図5）のように振り分けた。ここで、同じ

内容の対策を複数の市町村が掲げていた場合は1つの対策

としている。また、図6内（図5内）0の数字が記されたマ

スは、該当する竜巻災害対策がなかったことを示してい

る。「各小・中学校では、児童･生徒に竜巻等の突風発生

のメカニズムを理解させ、日頃から竜巻へ備える態度を

育てるとともに竜巻から身を守る適切な避難行動を理解

させる」はS13に該当し、「竜巻等に対して学校の防災機

能を強化し、児童・生徒等の安全・安心な学習環境を確

保するため、飛散防止フィルムの貼り付けを考慮した整

備に努めるものとする」はS16に該当した。また「竜巻等

の突風災害は被災区域が限られ、被災家屋の復旧等が比

較的速やかに進められることから、市は、被害家屋調査

を速やかに完了させるものとする」はG4に、「竜巻等の

突風災害では屋根や開口部の破損が多いため、市は、ブ

ルーシートを速やかに調達し、被災者への供給に努める」

はG5に該当した。図6によると、380市区町村の地域防災

計画から抽出できた竜巻災害対策は合計で688対策であっ

た。この内、竜巻災害特有の対策は263対策であり、図5

内ではグレーで示したが図6内では括弧で示した。263対

策の内訳として、対象者別では、「行政」の156対策が最

も多く、その内、G14（啓発）の38対策が最も多かった。

例えば、「低い階（２階よりも１階）、また、窓から離

れた家の中心部など、安全性の高い場所の周知を図る」

は、市区町村の広報部署が、住民に対して行う啓発活動

であった。対象者別で次に多いのは「住民」の60対策で

あった。特にP1（身を守る）の対策数は96マス中、最も

多く、表2で詳説する。以上のことから、表1の分類一覧

を用いることで、竜巻災害特有の対策を抽出することが

できた。現時点で竜巻災害対策の記載がない地域防災計

画（カテゴリーC及び同D）を有する市区町村は、図6の

ような竜巻災害対策を地域防災計画に記載することが望

ましい。一方、竜巻災害対策が既に記載されている市区

町村（カテゴリーAB及び同B）については、より実践的な

対策を図6から選んで追記することが望ましい。このよう

に、多くの市区町村が地域防災計画内に同様の竜巻災害

対策を記載することによって、行政界を超える竜巻災害

が発生した場合においても対応の差が無くなり、竜巻災

害の被害軽減につながると考えられる。 

表 2に竜巻災害特有の対策（図 6内 P1の抜粋）を示す。

表 2には、図 6内 P1に該当した竜巻災害特有の対策と、

それを記載している市区町村数を示した。表 2 によると、

最も多く記載されていた対策は「（コンクリート製など）

近くの丈夫（頑丈）な建物に避難する」であり、380 市

区町村中、199 市区町村（52％）が記載していた。また

「できるだけ家の中心部に近い、窓の無い部屋へ移動す

る」は 173 市区町村が、「雨戸、シャッターを閉める」

は 166 市区町村が記載していた。これらの対策は、内閣

府と気象庁が発行している竜巻パンフレット 6）に記載さ 

図 4 竜巻災害対策の分類手法 

図 5 竜巻災害対策の分類結果（秋田市） 

表 1 竜巻災害対策の分類一覧 

救助・ 情報収集 電気・ 看板・ フェンス・

救急 ・連絡 通信 アンテナ ブロック

民間・

事業者

鉄道・

電力会社

G7 G14

X16 X19

P1

S13 S16

P16

G16G15G4 G5 G6

X12 X13 X14 X15 X17 X18X6 X7 X8 X9 X10 X11

L16 L17 L18 L19

共通 X1 X2 X3 X4 X5

L10 L11 L12 L13 L14 L15

C19

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

C13 C14 C15 C16 C17 C18C7 C8 C9 C10 C11 C12

G13 G17 G18 G19

C1 C2 C3 C4 C5 C6

P19

行政 G1 G2 G3 G8 G9 G10 G11 G12

P12 P13 P14 P15 P17 P18P6 P7 P8 P9 P10 P11

S14 S15 S17 S18 S19

住民 P2 P3 P4 P5

S7 S8 S9 S10 S11 S12

樹木 海上 体制整備

学校 S1 S2 S3 S4 S5 S6

建物 農業 教育 啓発 備蓄 ガラス
対象者

応急対応 復旧・復興 予防・減災 事前準備

身を守る 医療 応急体制 がれき 道路
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れている。このように、竜巻パンフレットは既に多くの

市区町村地域防災計画に採用されていることが分かった。

よって、竜巻災害対策の記載がない地域防災計画（カテ

ゴリーC及び同D）には、優先的に竜巻パンフレットの内

容を反映することも可能である。その際、表2内「カーテ

ンを引く」と「窓から離れる」は、同時に行動すると矛

盾が生じるように読み取れる。よって例えば、竜巻注意

情報発令直後の行動として「カーテンを引く」を、竜巻

接近直前の行動として「窓から離れる」を記載するなど、

時間経過に留意する必要があると考えられる。

４．結論 
本研究では、全国の市町村地域防災計画を調査し、現

状の竜巻に関する記載状況を明らかにした。また、竜巻

災害特有の対策を抽出し、これら結果から竜巻災害対策

について考察した。 

（1）地域防災計画内に「竜巻」の文字が記載されている

市区町村は、1741市区町村中1261市区町村であり、全市

区町村の72％にのぼることが分かった。一方、地域防災

計画内に竜巻災害対策までを記載していたのは、380市区

町村のみであることが分かった。

（2）竜巻災害対策が記載されていた380地域防災計画か

ら、合計688の竜巻災害対策が抽出できた。この内、竜

巻災害特有の対策は263対策にのぼり、例えば「児童･生

徒に竜巻等の突風発生のメカニズムを理解させ、日頃か

ら竜巻へ備える態度を育てる」であった。特に、「近く

の丈夫な建物に避難する」等、「住民」を対象者とした

対策が多かった。

（3）現在、地域防災計画に竜巻災害対策を記載している

市区町村は、本論でまとめたような、より実践的な対策

を追記することが望ましい。一方、竜巻災害対策をまっ

たく記載していない市区町村は、優先的に竜巻パンフレ

ットの内容を反映することも可能である。このように、

多くの市区町村が地域防災計画内に同様の竜巻災害対策

を記載することによって、行政界を超える竜巻災害が発

生した場合においても対応の差が無くなり、竜巻被害軽

減につながると考えられる。

表 2  竜巻災害特有の対策（図 6内 P1の抜粋） 
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図 6 竜巻災害対策の分類結果（380市区町村） 
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自治体が設置する防災関連サインの現状に関する研究 
－兵庫県内の自治体を対象として－ 

A Case Study on the Current State of Signboards with Disaster-Related Information in 
Local Governments 

– Focusing on Local Governments in Hyogo Prefecture –
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Currently, signboards with disaster-related information are planted in areas, such as designated evacuation shelters 
or open spaces, managed by the respective municipalities in accordance to the regional disaster prevention 
plans.These signs serve a purpose to promote safety by providing information on evacuation depending on the 
disaster, but the various methods and terminology, etc. used can also result in confusion. There have been attempts to 
unify the terminology and pictograms, but through investigation, it has been evident that the current signboards in 
Hyogo Prefecture are not unified. 

Keywords : signboards, safety, information, disaster, local government 

１．はじめに 
（１）背景

日本に在住する外国人や来日する観光客は自然災害の

リスク，また自然災害自体を知らないことも多い．2018
年の大阪府北部地震発生後，外国人は不安をおぼえただ

けでなく，発生後にどのような影響があるのか，また取

るべき行動が分からなかったという現状が報告されてい

る（田村ほか 2020）．安全を確保するため助けとなる防
災標識は市街地にも設置されているが，使用されている

英単語が難しく，英語が母国語ではない外国人は理解が

難しい．また，標識のレイアウトが勘違いを招きやすい

こともあり，緊急時に見逃してしまう可能性が高いとの

指摘もある（吉田ほか 2011）．
 現在，使われている用語と図記号はその組み合わせも

含め，地域によって異なっている．例えば，「避難場

所」と「避難所」の定義を明確に区別していなかった

り，災害種別に関する図記号が JIS規格として改正・制
定されてもそれとは異なる定義を持たせたまま利用して

いる地域がある．また，「海抜」と「標高」が混同され

て利用されていたりすることで，受け手が誤解をするこ

となども想定される．これは，日本語だけではなく，英

語の用語に関しても同様である．例えば「避難場所」と

「避難所」の訳語として「area」「shelter」「site」
「center」などが統一の見解がないままに使われている．
このような地域ごとの表記のブレは，それを見た外国人

だけではなく，その地域を訪問した日本人にも誤解を与

え，安全の確保に影響を与える可能性がある． 
（２）研究の目的

自治体の防災標識に表記している用語や図記号の使用

や定義のされ方を調査し，現時点でどのようなブレがあ

り，それがどのような誤解を生む可能性があるのかを整

理することを研究の目的とする． 

２．調査概要 
（１）調査対象

調査対象は兵庫県内の 41市町であり，防災標識を担当
している部署を対象とする．主に Web経由でアンケート
調査を行ったが，セキュリティー面でアクセスできなか

った場合や調査対象からの依頼に応じて紙媒体やメール

で調査票を送付している． 
（２）調査概要

2022年 1月 14日から回答の協力を依頼し，3月 31日
をもって回収を終了した．調査内容は，各自治体の標識

で表記している言語の用語や図記号とそれらの定義をた

ずねた．また，標識の使用や作成のために参考にした資

料をたずねている． 

３．調査結果 
 調査対象の 41 自治体のうち，29 自治体から回答を得
た．また，6 自治体からの回答は無効となった．無回答
は 6 自治体である．なお，無効として取り扱った回答は，
「英語の表記がない」と回答しているにも関わらず，英

語編の質問にも回答があったもの，また「英語の表記が

ある」と回答されているが，英語編の質問に回答されて

いなかったものである．分析対象になった 29箇所の自治
体のうち，14 箇所は沿岸部の自治体であり，高潮や津波
の被害を直接受ける場所である． 
（１）日本語と多言語：定義の表記の有無について

防災標識では，記載されている用語の定義を併記する

ことがある．例えば，日本語の場合だと，「避難所とは，

災害時に一時的に避難できる屋根のある場所」のような

記載である．英語の場合は，「Shelters are for evacuees to 
live temporary during a disaster」である．29箇所の自治体
のうち，8箇所は日本語のみ定義の併記があり，また 4箇
所は日本語と英語両方の定義の併記があることが明らか
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になった．なお，ここで用いる「定義」とは，用語の場

合，その用語に対する説明であり，図記号の場合，その

図記号につけられている用語のことを指すものとする． 
（２）日本語：用語の定義について

令和３年の防災白書の第１部第１章第２節２-３の「指

定緊急避難場所と指定避難所の確保」によると，「指定

緊急避難場所」とは，「津波や洪水等による危険が切迫

した状況において，住民等の生命の安全の確保を目的と

して住民等が緊急に避難する施設又は場所」であり，

「指定避難所」とは，「避難した住民等を災害の危険が

なくなるまで必要な期間滞在させ，又は災害により家に

戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的

とした施設」と記載されている（内閣府 2021）． 
 本調査の結果によると，「避難所」については「一時

的に避難生活がおくれる場所」と定義していることがほ

とんどであり，「一時的に避難できる屋根のある場所」

が続いている．一方，「避難場所」は「一時的に避難で

きる屋根のある場所」と「一時的に避難できる屋根のな

い場所」と定義し，使用されていることがわかる（図

１）． 

図１ 「避難所」と「避難場所」（n=29） 

 次に，「津波避難ビル」と「津波避難場所」の定義に
関しての結果を図２に示す．「津波避難ビル」は主に「3
階以上の堅固な RC 造・SRC 造の建物」に定義しており，
「津波避難場所」は「３階以下の堅固な RC 造・SRC 造
の建物」「３階以上の堅固な RC 造・SRC 造の建物」
「３階以下の堅固な RC 造・SRC 造ではない建物」など，
様々な構造・階高の建物が指定されていることが明らか

となった． 

図２ 「津波避難ビル」と「津波避難場所」の定義

（n=14） 

 また，どういったロケーションの建物が定義されてい

るのかに関しては，「津波避難ビル」は「津波浸水想定

区域内」にも「津波浸水想定区域外」の両方で使用され

ているが，「津波避難場所」は主に「津波浸水想定区域

外」に指定されていることがわかる（図３）．「津波避

難ビル」は自治体の建物やマンションなど，様々な建物

であり，３階以上でもあるため，浸水区域内の建物でも

安全の確保が可能だとして指定されていることがうかが

える結果となった．一方，「津波避難場所」はいざとい

うときに逃げ込める空間として，高台の広場などが指定

されていることから，ほぼ浸水想定区域外でしか用いら

れていない． 

図３ 「津波避難ビル」と「津波避難場所」の位置

（n=14） 

 「津波避難ビル」と「津波避難場所」以外に，「津波
避難タワー」と「高台」という用語もある．兵庫県では

どちらもほとんど使用されていない上，「津波浸水想定

区域外」でしか用いられていない（図４）．また「高台」

は「周囲より5m以上高い」場所であれば「津波浸水想定
区域内」でも用いられていることが明らかとなった． 

図４ 「津波避難タワー」と「高台」（n=14） 

（３）日本語：図記号の定義について

次に，図記号に関する回

答結果を示す．まず，図記

号を防災標識としては掲示

せず，ハザードマップのみ

に使用しているという回答

があった．これに関して

は，用語が分からない人々

は緊急時に外部で図記号を

参考にすること難しく，た

とえ防災標識を見たとして

も安全を確保する行動が取

れない可能性がある． 
「避難所」「避難場所」

「津波避難場所」「津波避難ビル」の図記号は 2016 年 3
月 22日に内閣府によって「避難場所等の図記号の標準化
の取組」で制定された（防災情報のページ 2018）．これ
らの図記号は日本規格協会の JIS（ Japanese Industrial 
Standards，日本産業規格）で JISZ8210 として登録されて
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いる（図５）．なお，ここでは JISに基づき，各図記号を
それらで定義された用語で呼ぶ． 
 「避難所」と「避難場所」の図記号に関して，「避難

所」はほとんど同じ定義で使用されているが，「避難場

所」は他に，「大火災避難場所」「広域避難所」「緊急

避難場所」といった用語と紐付けられていることがわか

った（図６）． 

図６ 図記号：「避難所」と「避難場所」（n=29） 

 津波避難関連の「津波避難場所」と「津波避難ビル」
に関しては，JISの規定と同じように定義されている．し
かし，「津波避難場所」の図記号は「津波避難所」でも

定義され，「津波避難ビル」は「避難場所」「津波避難

所」「津波避難場所」でも用いられていることがわかる

（図７）．この場合は，津波災害だけではなく，例えば

高潮などの災害にも対応させるためだと思われる． 

図 ７ 図記号：「津波避難場所」と「津波避難ビル」

（n=14） 

（４）英語：図記号の定義について

次に，図記号に付される英語表記について整理する．

「避難所」の図記号に対してはほとんど「(emergency) 
evacuation shelter」の単語が充てられ，「避難場所」の図
記号にはほとんど「evacuation area」が用いられているこ
とがわかる（図８）． 

図８ 図記号：「避難所」と「避難場所」（n=21） 

 「津波避難場所」と「津波避難ビル」の図記号に対し

て用いられている英語表記に関しては，「津波避難場所」

の図記号は「避難場所」の図記号の結果と同様，

「tsunami evacuation area」が最も多く，「津波避難ビル」
図記号の場合には「tsunami evacuation building」が最も多

く用いられている（図９）． 
 日本語と英語の表記に使用する図記号に関して，最

も少なく使用されたのは津波関連の図記号だとわかっ

た．実際に「津波避難場所」や「津波避難ビル」の図

記号を使用せず，JISを活かすことなく，用語と想定高
さのみを示すようにしているのではないかと思われる． 

図９ 図記号：「津波避難場所」と「津波避難ビル」

（n=10） 

（５）他言語（英語）：用語の定義について

多言語の併記については，２１自治体では英語の表記

があり，中国語（簡体字）と韓国語はそれぞれ６自治体

が併記していることが明らかとなった（図１０）． 
 防災標識によく表記される「 evacuation area」
「evacuation shelter」「evacuation center」に関してどのよ
うに定義づけられているのかについては，まず，

「evacuation center」は 1 自治体のみが「一時的に避難生
活がおくれる場所」の定義で使用している．この自治体

は，「避難所」と「避難場所」のどちらの定義としても

「一時的に避難生活がおくれる場所」を採用している．

「Evacuation area」は主に「一時的に避難できる屋根のな
い場所」と「一時的に避難できる屋根のある場所」であ

り，「evacuation shelter」は主に「一時的に避難できる屋
根のある場所」と「一時的に避難生活がおくれる場所」

と定義していることがわかる（図１１）．これらより，

「area」は「避難場所」であり，「shelter」は「避難所」
に近い認識で用いられている傾向がうかがえる結果とな

った．なお，これらを「使用していない」と回答した自

治体は，「 designated shelter」「 shelter」「 designated 
emergency evacuation site」「evacuation site」「emergency 
shelter」といった他自治体とは異なる用語を使っている
ことがわかった．なお，津波に関連して用いられる「避

難する場所」の用語としての英単語は「elevation」も候
補となりうるが，今回は 1 自治体のみが使用していた．
また他の自治体では，「flood from rivers」や「above sea 
level」の用語が他自治体とは異なり独自に使用されてい
ることがわかった．図８と図１１の結果と比較してみる

と，「避難所」と「避難場所」に関しては，日本語と英

語ではほぼ同様の用いられ方をしていることもわかった． 

図１０ 防災標識に表記している言語（n=29） 

20

4
9

2

14 11
4

避
難
所

避
難
場
所

使
⽤
し
て

い
な
い

そ
の
他

（避難所）
（避難場所）

2

8

2
4

1 1 1

8

1

6

避
難
場
所

津
波
避
難

所
津
波
避
難

場
所

津
波
避
難

ビ
ル

そ
の
他

使
⽤
し
て

い
な
い

（津波避難場所）
（津波避難ビル）

2

10

3
1

5

11

1 1 2

6

evacuation area

(em
ergency) 

evacuation 
shelter

(designated) 
shelter

(designated 
em

ergency) 
evacuation site

使
⽤
し
て
い
な
い

（避難所）
（避難場所）

5 55

1 1

3

tsunam
i 

evacuation 
area

tsunam
i 

evacuation 
building

tsunam
i shelter

tsunam
i 

tem
porary 

evacuation site

使
⽤
し
て
い
な
い

（津波避難場所）
（津波避難ビル）

29 21

6 1 1 2 6

日
本
語

英
語 中

国
語

︵
簡
体
字
︶

中
国
語

︵
繁
体
字
︶

ベ
ト
ナ
ム
語

ポ
ル
ト
ガ
ル

語

韓
国
語

-  163 -



図１１ 「evacuation area」「evacuation shelter」
「evacuation center」の定義（n=21） 

（６）多言語表記時に参考にしているものについて

多言語表記を行う際，何を参考にして用いる用語を決

定しているのかに関する回答結果を整理する．「特にな

い」の回答が圧倒的に多い（図１２）．「特にない」と

回答された言語は「中国語（繁体字）」「ベトナム語」

と「ポルトガル語」であり，これらの言語を実際に併記

していないことからこのような回答結果になっていると

思われる．「英語」に関しては辞書などを用いて独自に

翻訳をしていることもうかがえるが，委託業者に任せて

いるケースがすべての言語を合計してみると一番多くな

っている．多言語にする際には，どうしても担当部局内

だけでは判断できないことが伺える結果となった． 

図１２ 多言語の用語や表現のために参考にしているも

の（n=14） 

 日本語での表記，および図記号の採用に際して参考に
しているものに関しては，最も多かったのは「JISや ISO
の規定」であり，「決定プロセスを承知していない」と

「総務省が例示している図記号」が次ぐ（図１３）．一

方，この結果だけでは「災害対策基本法」が定めた用語

の定義に基づいて図記号とそこに併記する用語が選択さ

れるとは限らない． 

図１３ （日本語と図記号）参考にしているもの

（n=29） 

４．まとめ 
兵庫県内の自治体における防災看板の表記に関しては，

JISや ISOの規定，さらには内閣府による標準化の方針が
出されているが，いまだ統一されておらず，ブレが存在

することが明らかとなった．それは用語の定義だけでな

く，図記号とそこに付記する用語の選択まで多岐に及ん

でいる． 
また，防災標識看板に英語を併記するという対応も全

ての自治体で図られているわけではないことも明らかと

なった．さらに英語以外の多言語対応については，中国

語（簡体字），韓国語，ポルトガル語，中国語（繁体字）

とベトナム語への対応が行われている自治体もあること

が明らかとなった．多言語への対応を行う際，英語につ

いては様々な資料を参考に表記が作成されているが，他

の言語への対応はそこまで丁寧に行われていない傾向が

ある． 
また，用いる図記号や用語については，JIS規格や総務
省による例示があったり，内閣府からも方針が出されて

いるが，自治体では改善・修正が図られていない現状も

明らかになった．防災情報の統一を図り，県内どこにい

ても同じ図記号や用語が同じ意味を指すようにすること

で外国人やそこを初めて訪問した人が災害発生時に安全

を確保することが容易になるといえるが，そこまで環境

整備が行われるまでには時間が必要となる．統一される

までのブレが存在する期間でも間違った判断や行動をし

なくて済むような対策も当面は必要となるのではないだ

ろうか．その点については，外国人や来訪客を対象とし

た調査によってその対策のありようを検討する必要があ

る． 
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防災意識と新型コロナウイルスへの危機感の関連性に関する一考察 
Relationship between Disaster Awareness and Preparedness and Perceived Threat 

to the COVID-19 Pandemic in Japan 

○河本 尋子
1
，安井 拓哉2，重川 希志依

1

Hiroko KOUMOTO1, Takuya YASUI2, and Kishie SHIGEKAWA1

1 常葉大学大学院 環境防災研究科 
     Graduate School of Environment and Disaster Research, Tokoha University 
2 常葉大学 社会環境学部（前所属） 
     Faculty of Social and Environmental Studies, Tokoha University 

   Our study aimed to understand the relation between perceived threat of coronavirus and the disaster awareness and 
preparedness of the people affected by a disaster under the COVID-19 pandemic in Japan, the heavy rain from July 1, 
2021.The results of the questionnaire survey showed that most of the residents in the target area chose to stay in their 
homes during the rain. It was also shown that over half of the people were aware of disaster preparedness and had made 
some preparations for disasters. Absence of perceived threat to the COVID-19 pandemic may have associated with 
their disaster awareness and preparedness regarding preparation behaviors for disasters. 

Keywords : COVID-19, disaster awareness, disaster preparedness, emergency response behavior, perceived threat to 
the COVID-19 pandemic 

１．はじめに 
(1)研究の背景

現在、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行下に

ある。その影響を受け、我が国の国内発生状況 1)をみる

と、陽性者数の累積が合計 6,176,640 人、死亡者数は

27,356 人となった（令和 4 年 3 月 24 日現在）。マスク着

用や手指のアルコール消毒等が日常的になり、多くの人

びとが新型コロナウイルス感染症対策を念頭に生活を送

っている。 
このようなコロナ禍では、防災意識に変化が生じてい

るとの指摘がある 2)。特に、コロナ感染リスクへの不安

から、避難所利用に対する抵抗感が増長され、在宅避難

を選択する傾向がみられたという報告である。災害の種

類により避難先の選択が異なることも考えられるが、感

染リスクを避ける選択は想像に難くない。コロナ禍の災

害では、人びとの対応行動や避難行動が、これまでの災

害における行動とは異なるものになる可能性があるだろ

う。 
(2)研究の目的

本研究では、コロナ禍の災害として令和 3 年 7 月 1 日

からの大雨に着目し、その影響を受けたと考えられる人

びとの大雨での対応と、防災意識の把握を試みた。そし

て、防災意識と新型コロナウイルス感染症への危機感と

の関連性を明らかにすることを目的とした。 

２．研究の手続き 
(1)調査概要

コロナ禍の災害の一つとして、令和 3 年 7 月 1 日から

の大雨の影響により、全国的にさまざまな被害が生じた
3)。たとえば静岡県では、熱海市土砂災害 4)や富士・沼津

等の人的・物的被害が発生した 5)。避難指示や緊急安全

確保が発令された地域の住民は、何らかの対応行動や避

難行動をとる必要に迫られた。 

本研究では、令和 3 年 7 月からの大雨の影響を受けた

かたのうち、静岡県沼津市原地区の六軒町住民を調査対

象として、留め置き・郵送回収法による質問紙調査を実

施した。調査期間は、令和 3 年 12 月 6・7 日に調査票配

付、記入・回収期間を 12 月 14 日までの 1 週間とした。

調査票を配布した 410世帯のうち、204世帯からの回答を

得た（回収率 49.8%）。 
(2)調査対象地域

沼津市原地区は、JR 東海道線原駅周辺および国道 1 号

線沿いに広がり、駿河湾に面した沿岸部の地域である。

沼津市公開の沼川・高橋川洪水ハザードマップ 6)では、

浸水深 3.0m 未満が想定されている。 
令和 3 年 7 月 1 日からの大雨の際には、3 日 00 時 15 分

に高橋川が氾濫危険水位に到達し 7)、その後越水が確認

され、8 時 00 分に原地区等に対して警戒レベル 4「避難

指示」が発令された補注(1)。浮島地区・原地区では、全壊

1 棟、床上浸水 88 件、床下浸水 248 件が発生した 5)8)。 
(3)調査項目

調査票は全 29 項目から構成され、主な項目分類は、次

の 4 つ：①回答者の属性情報（10 項目）、②新型コロナ

ウイルスに関する項目（3 項目）、③防災意識に関する

項目（13 項目）、④分散避難に関する項目（4 項目）で

あった補注(2)。本稿では、調査結果のうち、主に防災意識

に関する結果を説明する。

３．結果・考察 
(1)回答者の属性

表1に回答者の属性を示す。性別の内訳は、男性45.6%、

女性 54.4%だった。回答者の特徴として、60 代・70 代以

上が全体の約 6 割を占めていたことが挙げられる。10 代

から 30 代までの回答者は、約 10%だった。 
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表 1 回答者の属性 

 

表 2 令和 3年 7月大雨で避難したか 

 

住居形態をみると、約 87%が持ち家で、戸建ての世帯

が多かった。この結果は、約 8 割が居住年数 10 年以上で

あることと関連があると考えられる。また、通院を要す

る持病があるという回答は約 6 割だった。 
(2)令和 3年 7月大雨での対応

表 2 のとおり、実際に避難したのは 2.2%、迷った末に

避難しなかったのが 27.7%だった。その他（自由記述）

の 70.1%は、避難しなかったという記述がほとんどであ

り、そもそも「避難する必要がなかった」、「ここの土

地は高くなっている」、「自宅が安全」等の内容が主だ

った。また、「自宅の 2 階で過ごした」という在宅避難

の対応をおこなったという回答も複数みられた。その他

への記述が多く、今後さらなる分析が必要である。 
この大雨の影響により、浮島地区・原地区における被

害状況 5)をうけて、沼津市では 7月 7日に地域ささえあい

センターが開設された 9)。原地区の中でも、場所によっ

て被害の発生状況が異なっており、結果としては六軒町

の被害は比較的小さかったといえるが、本調査の記述に

表 3 回答者の防災意識 

 

は、近所が冠水していた、冠水で自宅に帰れなかった、

下水が使えなくなった、駐車場が冠水して車が水没した 
等があった。 
(3)防災意識

本調査では、防災意識に関する調査項目として、次の3
つの内容をうかがった。過去の災害や被害の知識に関す

るもの、災害への準備に関するもの、災害時の行動に関

するもの、である。その結果は、表3のとおりである。 
ハザードマップから危険な場所を把握していたのは

56.7%、地元の過去の災害を知っていたのは64%だった。

過去の災害についてのその他（自由記述）では、これま

でに災害といえることは発生していない等、居住中に発

生した災害がないという回答が複数みられた。 
また、災害時に必要な物を準備していたのは49.7%、

していないと回答したのは44.7%だった。その他（自由

記述）を確認すると、災害セットあり、準備していたが

かなり前、少しだけ準備している等の記入があった。ま

た、備蓄物をすぐに持ち出せるという回答は47.6%とな

っており、準備状況の回答にほぼ重なる。 
災害時の避難を自分で判断するかについては、判断す

るとした回答が66.5%だった。災害時の行動について家

族等と話し合っている（よく話し合っている、時々話し

合っている）のは、合計74.5%だった。 
図1の避難用備蓄物（複数選択可）では、約8割が準備

していたものが、懐中電灯だった。続いて、水・食料は

半数以上が準備しているという回答だった。表2の必要な

物を準備しているのが半数以下という回答状況と照らし 

度数 (%)

性別

男 93 (45.6)
女 111 (54.4)
合計 204 (100.0)

年代

10代 2 (1.0)
20代 4 (2.0)
30代 14 (6.9)
40代 25 (12.3)
50代 34 (16.7)
60代 44 (21.6)
70代以上 81 (39.7)
合計 204 (100.0)

住居形態

戸建て(持家) 175 (86.2)
集合住宅(持家) 2 (1.0)
戸建て(借家) 2 (1.0)
集合住宅(借家) 19 (9.4)
その他 5 (2.5)
合計 203 (100.0)

居住年数

1-9年 37 (18.3)
10-19年 44 (21.8)
20-29年 38 (18.8)
30-39年 31 (15.3)
40-49年 24 (11.9)
50-59年 14 (6.9)
60年以上 14 (6.9)
合計 202 (100.0)

持病

あり 119 (58.3)
なし 85 (41.7)
合計 204 (100.0)

度数 (%)

令和3年7月の大雨で避難したか

避難した 4 (2.2)
するか迷ったが
　避難しなかった

51 (27.7)

その他 129 (70.1)
合計 184 (100.0)

度数 (%)

ハザードマップ閲覧

見たことがあり危険な
　場所を知っている

114 (56.7)

見たことあるが危険な
　場所が分からない

63 (31.3)

見たことがない 23 (11.4)
その他 1 (0.5)
合計 201 (100.0)

地元の過去の災害について

知っている 126 (64)
知らない 66 (33.5)
その他 5 (2.5)
合計 197 (100.0)

避難に必要な物を準備しているか

準備している 98 (49.7)
準備していない 88 (44.7)
その他 11 (5.6)
合計 197 (100.0)

災害時に備蓄物をすぐに持ち出せるか

はい 91 (47.6)
いいえ 100 (52.4)
合計 191 (100.0)

災害時の避難は自分で判断するか

はい 131 (66.5)
いいえ 66 (33.5)
合計 197 (100.0)

災害時の行動を家族・身近な人と話し合うか

よく話し合っている 12 (6.1)
時々話し合っている 134 (68.4)
話し合ったことはない 48 (24.5)
その他 2 (1.0)
合計 196 (100.0)
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図1 避難用備蓄物の有無 

合わせると、災害用に特別な準備をしているというより

も、ローリングストックを実施していることも考えられ

るだろう。なお、紙おむつについては、同居家族に乳幼

児がいる世帯のほか、高齢者や要介護者等がいる世帯の

回答がみられた。 
 避難用備蓄物のその他（自由記述）では、日用品・衛

生用品である簡易トイレ・携帯トイレ、ティッシュペー

パー、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、生理

用品等の記入が複数みられた。また、マスクや消毒液・

除菌液が挙げられていたのは、コロナ禍の準備物の特徴

ともいえるだろう。また、現金・貴重品や、災害用備蓄

セットのほか、ラジオ、乾電池、モバイルソーラーチャ

ージャー、発電機等の記入もみられた。カイロ、アルミ

シート、寝袋等の防寒具、サンダル・スリッパ、手袋や

衣類等も記述があった。各世帯において、さまざまに準

備をしている様子がうかがえる。

(4)新型コロナウイルス感染症への危機感
新型コロナウイルス感染症に対して危機感を感じてい

た（かなり危険に感じている、少し危険に感じている）

のは、合計 90.6%だった（表 4）。多くの回答者が同感染

症に対して何らかの危機感を抱いていることが分かる。

あまり危険に感じていない・全く危険に感じていないと

いう 19 人（全体の 9.4%）の回答のうち、10 代・20 代が

占める割合は 10.5%、30代から 50代が 42.1%、また 60代
以上は 52.6%だった。回答者の年齢層に偏りがあるため

（表 1）、一概にいずれかの年齢層が危機感を感じてい

ないとすることはできない。しかし全体に占める若年層

の割合が約 3%であることを考慮するなら、10・20 代の

ほうが危機感を感じていないものが多かった。 

表4 新型コロナウイルス感染症への危機感 

(5)新型コロナへの危機感と防災意識
次に、新型コロナウイルス感染症への危機感と防災意

識の関連について、クロス集計による分析をおこなった

結果である。新型コロナ感染症への危機感を「かなり危

険に感じている」「少し危険に感じている」と 回答した

者を、コロナ危機感あり群とした。そして「あまり危険

に感じていない」「全く危険に感じていない」という回

答を、コロナ危機感なし群とし、各防災意識の調査項目

を比較した（図 2a～図 2f）。なお、いずれの結果もコロ

ナ危機感あり群は 180 人以上だったのに対し、コロナ危

機感なし群は 16～19人であり、両群の人数は大きく異な

っていた。

ハザードマップ閲覧では、コロナ危機感なし群のハザ

ードマップを見たことがないという回答が占める割合が

大きかった（図 2a）。地元の過去の災害については、コ

ロナ危機感なし群のほうが、知っているという回答が多

かった（図 2b）。必要な物の準備では、コロナ危機感な

し群のほうが準備していない割合がいくらか大きく（図

2c）、備蓄物の持ち出しの回答傾向も同様といえるだろ

う（図 2d）。災害時に自分で避難の判断をするかについ

ては、コロナ危機感なし群のほうが「はい」と回答する

割合が大きかった（図 2e）。また、災害時の行動を家族

図2a クロス集計：新型コロナへの危機感有無と 

防災意識：ハザードマップ閲覧 

図2b クロス集計：新型コロナへの危機感有無と 

防災意識：地元の過去の災害  

図2c クロス集計：新型コロナへの危機感有無と 

防災意識：必要な物の準備 

図2d クロス集計：新型コロナへの危機感有無と 

防災意識：備蓄物をすぐ持ち出せるか  
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129
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161

190

202

0% 20% 40% 60% 80% 100%

懐中電灯

水

食料

医薬品

充電器

衣類

紙おむつ

粉ミルク

あり なし

度数 (%)

新型コロナ感染症への危機感

かなり危険に感じている 79 (38.9)
少し危険に感じている 105 (51.7)
あまり危険に感じていない 17 (8.4)
全く危険に感じていない 2 (1.0)
合計 203 (100.0)
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（Fisher 直接確率検定・両側、p=.095 †） 
図2e クロス集計：新型コロナへの危機感有無と 

防災意識： 災害時避難を自分で判断するか 

図2f クロス集計：新型コロナへの危機感有無と 

防災意識：災害時行動を家族等と話し合うか 

・身近な人と話し合うかでは、コロナ危機感あり群のほ

うが、話し合っているという回答が多かった（図 2f）。

他方、コロナ危機感なし群では、話し合ったことがない

という回答が半数近くみられた。

コロナ危機感あり・なし群の比較から、特に、災害時

の行動に関する防災意識が異なっていたと考えられる。

コロナ危機感なし群は、いざというときは自分で避難す

るかを判断するとしたが、ハザードマップ閲覧や必要な

物の準備状況、災害時行動の話し合いの状況等をみると、

日頃の災害への関心はあまり高くない者の割合が多くな

っていた。かねてより、災害への関心が実際の行動に結

びつきにくいという課題がある 10)。災害の具体的イメー

ジにつながる情報提供から平時の災害への関心を高める

こと、そのイメージに基づいて実際の行動を起こせるよ

うにすることが重要である。コロナ危機感なし群が、自

分で避難の判断をすると回答した要因が何であるのかを

詳しく調べる必要があるだろう。

４．結論 
 本稿では、コロナ禍の災害として令和 3 年 7 月 1 日か

らの大雨に着目し、その影響を受けた人びとの防災意識

を把握することを目的とした。調査対象は、静岡県沼津

市原地区六軒町とした。 
質問紙調査の結果から、対象地域の住民は、同大雨の

際にほとんどが自宅に留まる選択をしていた。また、総

じて過半数は防災意識を持って災害に対する何らかの準

備をおこなっていた。そして新型コロナ感染症への危機

感有無は、災害への準備行動に関する防災意識に関連し

ていた可能性がある。 
今後は、本調査の分散避難に関連する項目等の分析を

おこない、コロナ禍における避難先の選択状況やその影

響要因を明らかにしたい。 

補注 
(1) 避難指示の発令

沼津市危機管理課様から提供いただいた資料を参照し

ました。 

(2) 調査項目について

本研究は、安井拓哉（2022）コロナ禍での災害時避難

に関する意識調査 －沼津市六軒町を対象として－、 常葉

大学社会環境学部卒業研究論文（未公刊）の調査による

成果です。 
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特別支援学校における災害時優先業務に関する一考察 
三重県立特別支援学校における全校調査から 

A Study on Priority Work in Special Needs Education Schools during Disasters 
Through a Survey of All Schools in Mie 

湯井 恵美子
1
，澤田 雅浩

2

Emiko NUKUI1 and Masahiro SAWADA2

1 一般社団法人 福祉防災コミュニティ協会 
     Welfare and Disaster Prevention Community Association. 
2 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 
     Graduate School of Disaster Resilience and Governance, University of Hyogo. 

   In order to protect children with highly individualized disabilities in the event of a disaster, response tasks at special 
needs education schools are diverse, and the skills required of teachers and staff as caregivers are also diverse. The 
actual situation will be clarified through a school-wide questionnaire survey conducted after school disaster prevention 
training at a Mie prefectural special needs education school. We will analyze the trends in emergency evacuation 
behavior in the event of a disaster and in the prioritization of tasks to be performed during evacuation when the school 
becomes an evacuation shelter, and discuss the ideal school BCP(Business Continuity Plan) for special needs education 
schools. 

Keywords : school BCP, special needs education school, welfare during disasters, teachers’ prioritization tasks 

１．はじめに 
(1)災害時における教育の継続の課題

東日本大震災での教訓を踏まえ，ほとんどの学校で危

機管理マニュアルが策定されているものの，災害時にお

いて学校運営上，教育の継続をはかるための学校の事業

継続については十分に検討が進んではいない．平成 30 年

度の調査によると全国の小学校の 90.5％，特別支援学校

は 40.1％が所在自治体の指定避難所となっている 1)．平

成元年東日本台風において避難所となった長野県の小学

校では，体育館を避難所として使用し，他の学校校舎は

避難所として開放してはいなかったが，数日間の休校を

行っている．学校施設が被災をし，休校や代替施設での

教育の継続を余儀なくされる事例もみられる．平成 30 年

西日本豪雨で破堤した岡山県倉敷市真備町の小田川堤防

近辺に立地する特別支援学校では，洪水により校舎１階

部分が完全に水没した．学校校舎の本格復旧までは現地

校庭内のプレハブ校舎を含む県内の別の特別支援学校３

校に児童生徒を分散し学校業務を行った．校舎の完全復

旧までにはおおよそ１年を要している 2)．  

(2)災害と特別支援教育

特別支援学校において実践される特別支援教育とは，

障がいのある子どもの社会生活における自立と社会参加

をするための主体的な取り組みを支援するという視点に

立ち，ひとり一人の個別性の高い教育的ニーズを把握し，

その持てる力を確認し認識したうえで，学習や生活で抱

える困難さを軽減し改善するための適切な指導・助言や

支援を行う教育であり，その対象は障がいのある子ども

たちのみならず，家族など身近な支援者も含まれる．障

がいのある子どもたちと家族にとって，生きるために必

要不可欠で，どんな時も継続しなければならない生活の

作法であり，特別支援学校における教職員は子どもたち

と保護者に対して指導者であるだけでなく身近な支援者

という立場にもあり，求められるスキルの範囲は教育を

越えて医療及び福祉を含む障がい児の生活全般に関連す

る． 

学校も自宅も被災し長期の避難生活を余儀なくされた

東日本大震災の特別支援学校の現場では，障がいのある

子どもたちは慣れない場所で，慣れ親しんだルーチンと

は程遠い生活を強いられ大変な困難に陥ったが，通いな

れた特別支援学校の再開により生活にリズムを取り戻し，

精神的に落ち着いた事例の報告 3)をあげており，災害時

の特別支援教育の継続の重要性を示している． 

(3)研究の目的

本稿では，個別性の高い障がい児に対し災害発生時と

その後の被災生活において健やかな状況を維持するため

に，特別支援学校における防災計画や災害対応のための

取組みのなかで，災害時の特別支援教育の事業継続の視

点から学校現場での学校事業に対する継続方針の実態を

明らかにする．そこで，三重県立特別支援学校を対象と

した学校防災研修後に全校アンケート調査を実施し，災

害時の緊急的な避難行動及び学校が避難所になった際の

避難生活において優先すべき業務の傾向を把握すること

で，特別支援学校の学校事業継続計画（以下，学校 BCP）

のありかたについて考察する． 

２．研究の方法 
(1)調査対象と手続き

三重県立特別支援学校の教職員に対する調査は２回行

った．１回目は，2021 年 6 月 30 日に実施した三重県立特

別支援学校教職員を対象とした防災研修会に先立ち，三

重県立特別支援学校 18 校に対し，学校管理職或いは学校

防災担当者を対象に各校の防災計画の策定及び運用状況，
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災害時における学校業務の優先方針等を調査した．調査

は，質問紙による調査を電子メールで行い，18 校全校か

ら有効な回答を得た．調査は 2021 年 6 月 15 日から実施

し，同年 7 月 6 日まで回収を行った． 
 新型コロナ感染症対策として，大人数が一カ所に集ま

ることを避ける意味から，6 月 30 日の防災研修会は録画

され，各学校の共有オンラインシステムを活用して全校

の教員に対して研修資料として提供された．２回目の調

査は研修後アンケートとして夏季休業期間に実施した．

研修では学校経営と学校の事業継続の仕組み等の説明と

合わせ，事前の準備・発災事後の対応・避難生活・地域

との協働と４テーマを中心に情報提供をし，当事者（こ

こでは教職員自ら）のいのちと尊厳を守ることが重要で

あること，そのために学校と家庭で自助の取り組みが必

要であることを述べた．１回目の調査と同様に災害時の

優先業務についてたずね，同時に教職員の自助の取り組

みについてたずね，最後に学校防災を進めるうえでの課

題や不安について質問した．同年 8 月 25 日までに 694 件

の有効回答を得た． 
(2)調査内容

主な調査内容は以下のとおりである．

１回目，２回目共通項目： 
・学校概要（教職員数，通学状況等）

・災害時の優先業務に対する評価

・学校安全全般における防災減災の優先度の高い取組み

２回目のみの項目：

・研修後の感想（事前の準備，発災事後の対応，避難生

活，地域との協働の４テーマごとのまとめ）

・家庭と学校における防災の取組状況

・学校防災における課題や不安

２回目の調査票の回答はオンライン上のアンケート機

能を使用して記名式で行った．結果については，学校名

および個人が特定されないよう任意の表記の上で行うが，

南海トラフ地震を主とした想定ハザードとするため，津

波浸水域及びその周辺か範囲外かの区別を行いつつ，特

別支援学校の特性上，知的支援学校及び肢体支援学校，

知的・肢体併置校とその他としてまとめを行う． 

３．結果 
(1)三重県立特別支援学校の概要

a)学校概要

三重県立特別支援学校は，在籍する幼児児童生徒の特

性に合わせ，聴覚支援学校（聾学校）１校，視覚支援学

校（盲学校）１校，知的障がい支援学校（知的支援）７

校，肢体不自由支援学校（肢体支援）５校，知肢併置校

３校，病弱支援学校（病弱支援）１校があり，全校で 18

校である．他に国立及び私立の特別支援学校が各１校ず

つあり，三重県全体で 20 校の特別支援学校がある．以下

の通り表１に，令和３年度の在籍者数と教員数を示す． 

表１ 三重県立特別支援学校在籍者および教員数（R3） 

b)地理的特性

三重県危機管理部局の想定によると，理論上最大クラ

スの南海トラフ地震においては，県内のほぼ全域で震度

６弱以上が想定されている．また，三重県南部の大半と，

県内の人口が集中する伊勢湾沿岸部では，震度６強が想

定されており，特に，伊勢志摩の沿岸部を中心として震

度７が想定されている．津波については，尾鷲市以南と

志摩半島東岸から志摩半島の先端付近にかけて５分以内

の到達が予想されており，津波高は最大で 10m を超える

津波を想定している 4)． 

 南海トラフ地震で震度６強を想定する場所に立地する

学校は１校，震度７の想定は 17 校にも及ぶ．津波浸水域

にある学校は２校あり，最大で３m の浸水を想定してい

る．また，ハザードマップ上の津波浸水域の境界にある

学校が２校ある． 

 洪水と土砂災害については１1 校が 0.5-3m の洪水想定

で，土砂災害特別警戒区域が校舎敷地内に想定されてい

る学校は２校である． 

c)通学状況

学校バスの運用を行っている学校は 18 校中 14 校で，

全体で 51 ルートで行われている．関係児童生徒数は約

1200 人で，全体の約 66％に上る．自力通学者は隣接する

病院からの通学，保護者等の付き添いによる登校を合わ

せ約 520 人で全体の約 29％にあたる． 

d)防災関係計画の策定状況

学校防災関連計画の策定状況を表２に示す．

表２ 防災関連計画策定状況（令和 3年現在） 

 三重県立特別支援学校では 2021 度までに全校で学校

BCP が策定されている．避難所指定を受けている学校は

４校，校舎を共有している学校が指定避難所とされてい

る学校が１校あるが，指定されている４校のうち３校は

避難所計画を策定していない．備蓄計画，職員参集計画，

対象校における学校バス計画は概ね作成されている．引

き渡し計画は児童生徒が隣接する病院から通学する３校

において作成されていないが，その他全校で作成済みと

なっている． 

(2)災害時の優先業務について

管理職を対象とした災害時に必要な業務の優先度の傾

向について，表３に示す．特別支援学校の災害時の優先

業務については，鍵屋により示された「特別支援学校に

おける事業継続計画（BCP）策定のためのガイドライン」
5)において教育活動，直接生活介助，間接生活介助，医

療関連行為，衛生・心のケア，学校管理業務の６カテゴ

リーに示された項目をもとに 16 項目の具体的目標につい

て，間断なく継続，１日以内に再開，３日以内に再開，

７日以内に再開，業務をやめるの５段階で評価を求めた．

表中の数字は各項目における学校数を表す．網掛けは各

項目の最高値を示している．

同様の調査を2021年度に大阪府立支援学校46校（内，

2 分校）に対して行ったが，全体として間断なく継続す

る事業は大阪府立支援学校は 13 項目，三重県立特別支援

学校は 11 項目といずれも多い．三重県では災害時にやめ

る業務が示されていることから，継続する事業の絞り込

みの努力がうかがえるが，職員の参集をはじめとする，

災害時に特別支援学校を支える人員の確保が重要となる． 

計 幼稚部 小学部 中学部 高等部
1,801 19 548 432 802 1,157

在籍者
教員

対象
校数

事業
継続計画

避難所
運営計画

備蓄
計画

職員
参集

引き渡し
計画

学校バス
対応計画

知的支援 7 7 3 7 7 6 6
肢体支援 5 5 1 5 5 4 4
知肢併置 3 3 3 3 3 3
その他 3 3 2 1 2
合計 18 18 4 17 16 15 13*

*学校バス運行のある14校を対象

-  174 -



 合わせて，防災研修会後の一般教員を対象とした災害

時の優先業務のまとめを表４で示す．数字は教職員数，

網掛けは各項目の最高値を示している． 

表３ 災害時優先業務に対する考え方≪管理職対象≫ 

表４災害時優先業務に対する考え方≪一般教員≫ 

 全体として間断なく継続する業務項目が管理職対象の

傾向と完全に一致しているが，災害時に業務をやめる傾

向は非常に低い．一方，間断なく継続しない業務につい

ては７日以内に再開の傾向が強い． 
 項目ごとに傾向を見ると，教育活動についてはいずれ

も７日以内に再開の傾向が強い．心のケアに対しては優

先度が高いが，運動機能管理や遊びの提供の優先度は低

い傾向にある．教員への給与の支払い，避難所対応など

管理業務については，管理職の傾向は高いが，一般教員

では低いことが分かる． 
(3)職員の自助に関する傾向

防災教育の課題について文部科学省は，以下の 3 つの

課題をあげている 6)． 
・防災教育に携わる人の課題として意識も知識も高い人

材の育成と意識の統一が必要であること．

・防災教育の内容に関する課題として，科学的な知見，

実験を通して子どもたちが納得でき，自分の住んでい

る場所の課題を自ら意識し，解決するための教育実践

が必要であること．

・防災教育の方法の課題として，学校と地域との連携，

PTA など多様な主体と一緒に取り組む防災教育の実践

が必要なこと．

特別支援学校においては理解や認識に特別な配慮が必

要な子どもたちに対する教育という点で特殊なスキルが

必要となる．防災教育の目標とは，自分のいのちと尊厳

を自ら守る知識，スキル，及びその態度を身に着けるこ

とであり，これは教員も同様である．しかしながら，国

により示されている学校防災マニュアルには教員はあく

まで子どもたちを指導，支援する立場であり，学校で策

定運営される防災計画により保護される対象とはみなさ

れていない．教員の自助を促すために，研修会において

この点を強調し，いかに自分のいのちを守りつつ子ども

たちと一緒に助かるための方法を防災教育の中で実践で

きるかについて説明が行われている．防災研修後のアン

ケートにおいて教員の自助の取組みについての調査では，

各項目につき１（全く行っていない）から５（十分に行

っている）までの５段階で評価してもらった．各項目の

結果において，４と５を回答した割合を「よく取り組ん

でいる」対象として抽出した．

a)教員の家庭での取組み

自宅周辺のハザードマップの確認は 50.6％がよく行っ

ている．多くの教員が学校所在市町外に居住しているが，

学校周辺のハザードの理解は 29.7％がよく行っているが，

通勤経路全般については 14.5％と少ない結果であった． 
自宅の耐震や家具の固定については 54.3％であり，水，

食料などの災害備蓄品の整備については 53.3％である一

方で，電話が不通の時の連絡方法など家族との事前の取

り決めの有無は 31.2％，家庭内での避難のタイミングや

避難先の確認は 30.5％であるが，災害が起きた後のこと

を近所や友人と共有しておくことに関し 43.2％は全く行

っておらず，51.2％は家庭での揺れに対応する訓練を全

く行っていない結果であった．地域での支え合いについ

ては日頃からの地域活動が重要であるが，PTA や自治会

活動をよく行っているのは 20.5％であった． 
b)教員の学校での取組み

一方，学校においての自助の取組みについて，児童生

徒と防災についての話し合いは 33.7％がよく行われてい

るが，保護者ともよく話し合っているのは 14.3％であっ

た．特別支援学校では意思の疎通や共通認識が十分に確

認できない児童生徒とは習慣的に保護者とのコミュニケ

ーションにより補完されているが，防災の話題について

のコミュニケーションは十分にとられていない結果とな

った．職員同士での話し合いは 40.4％がよくできており，

42.3％が職員同士で訓練や知識の更新を行っているとし

ている一方，大規模災害が発生し自宅に帰れないことを

想定して学校内に自分の寝具や自分のために必要な備蓄

品の整備をしているのかについては，全く行っていない

が 17.9％で，５段階中の２を合わせると 50.4%が十分な

取組みができていないことが分かった． 
 特別支援学校の PTA は子どもたちの代弁を兼ねたうえ

で教育環境の改善等について学校と一緒に活動すること

も多く，また，肢体支援では保護者が登下校に付き添っ

たり，学校に終始滞在するなど，保護者と教員の距離感

は一般の学校と比べると比較的近いと思われる．しかし

ながら，PTA との連携においてはわずか 12.9％がよく行

っているという結果であった．また，保護者や PTA と防

災減災について話し合う際には，居住する市町村により

整備が進む災害時避難行動要支援者支援制度は共通のテ

ーマとなり得るが，よく行っているという回答はわずか

9.5％であった． 
 校内の家具固定などへの取組みについては 52.5％と意

識が高いことが分かる一方で，学校周辺の避難所の確認

がよくできているのは 25.9％で，学校周辺の自治会や

NPO，防災士会など支援者とのつながりについては
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13.2％にとどまっている． 
(4)計画の運用

a)計画策定組織と関係者数

学校では様々な防災関連の計画が策定されるが，多く

の教員にとって策定の現場に参加する機会は少ない．管

理職を対象とした調査において，計画の策定に対し防災

の専門委員会を設けた学校は 16 校あり，その全校で継続

的な取り組みとするために計画策定のための組織を常設

としている．また，その専門組織において各計画の策定

にあたった人数を尋ねたところ，10 人以下が最も多く９

校で，15 人までが４校，20 人までが１校であったことか

ら，教員全体では最大でも約 15％の教員しか携わってい

ないことになる． 
b)計画の配布先

また，各計画の配布状況を尋ねた．最も多い配布先は

教員で次いで教育委員会であったが，教員にとって災害

発生後の学校の方針を知るために有効な学校 BCP を教員

と共有していない学校が８校ある． 
学校で作成された計画のなかでも，保護者と直接関係

のある引き渡し計画を保護者と共有していない学校は３

校，学校バス計画を保護者に配布していない学校は５校

ある．学校防災関連計画の配布先に関する結果を表５で

示す． 

表５ 災関連計画の配布先（件数） 

c)学校が防災減災で優先すべき項目

研修後の一般の教員に対し，学校経営の視点で，今後，

特別支援学校が単年の計画に関わらず，中長期的に取り

組むべき防災減災について 14 項目の具体的事業を示し，

各項目について１（優先すべき）から５（優先しなくと

もよい）の５段階で尋ねた．結果を図１で示す．数値は

５段階のうち１（優先すべき）とした教員の割合をパー

センテージで表したものである．

図１ 学校で優先すべき項目(％) 

 学校現場で取組むべき優先度の高い項目としては，備

蓄品の整備，実動訓練，防災計画の策定があげられてい

る．一方，新たな校舎建設，他の支援学校との連携，敷

地移転による建て替えについての優先度は低い結果であ

った． 

４．おわりに 
(1)考察

過去の災害において重要性が指摘されている災害時の

特別支援教育の継続について，管理職を含む全教員にと

って継続の優先度は決して高くない結果であった．  
今後，発生が危惧される南海トラフ地震では，三重県

内で多くの学校が震度６強から７の強い揺れに見舞われ

る可能性がある．学校施設に大きなダメージを受ける学

校もあるかもしれない．また，津波の浸水想定域に立地

する学校では，津波の浸水被害により長い期間にわたり

学校施設は使用できなくなり長期の被災生活が予想され

る．避難行動に重心を置いた現在の対策では，教育の継

続が優先的に行われず，子どもの権利としてかけがえの

ない教育の機会が奪われ，その影響は未来へ続く．学校

の防災体制についての自由記述の中では，障がいのある

子どもたちは地域の避難所では過ごせないが，教員も子

どもたちにとっても学校が遠い，各校が距離的に離れて

おり，障がい種別による対応の違いなどで学校間の広域

連携がとりにくい等の意見があげられた．しかし，津波

や洪水等で校舎被害が想定される学校の在籍児童の代替

施設での教育の継続を具体的に計画することで，県内の

特別支援学校間の連携が進むのではないかと考える．大

規模災害にも継続できる特別支援教育の実践方策を具体

的に検討することが必要だと考える．昨今の新型コロナ

ウイルス流行で休校となった学校ではオンラインの活用

など家庭での学習のための代替手段について実践が進ん

できたことは，大規模災害により学校に登校できなくな

った場合の教育事業の継続の新しい形となり得るかもし

れない．

(2)今後の課題

今回は災害時優先業務に対する継続の優先傾向が明ら

かになったのみで，各校の困りごとを共有し学校間の連

携を図るために必要な要素の抽出はできていない．今後，

教職員が防災を学ぶ機会を継続的に作りつつ，多忙を極

める教員の負担を考慮し，既存の仕組みを活用した子ど

もたちも教員も一緒に助かるための，学校と家庭で実践

できる防災教育の実践や学校間の連携を進めるための継

続的な仕組みや場の創出について，更なる研究と実践が

必要であると考える． 
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   Important Preservation Districts for Groups of Traditional Buildings are precious resources that provide insights into 
past livelihoods, city planning, and historical landscapes.  However, districts with important traditional buildings were 
also affected by disasters.  At present, vulnerabilities are increasing due to population decrease, aging residents and 
urban expansion.  In this study, we identify the social vulnerabilities and the present situation of disaster prevention 
planning of the districts by analyzing their site locations and populations. 
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１．背景と目的 
伝統的建造物群保存地区の制度は昭和50年の文化財保

護法の改正によって発足した．伝統的建造物群及びこれ

と一体をなしてその価値を形成している環境を保存する

ため市町村が定める地区を「伝統的建造物群保存地区」

といい，市町村からの申出を受けて国が価値が高いと判

断したものは国から「重要伝統的建造物群保存地区」

（以下，「重伝建地区」と略す）に選定されている． 

令和3年8月2日現在，重伝建地区は104市町村で126地区

（合計面積約4,023.9ha）が選定されており，約30,000件

の伝統的建造物及び環境物件が特定され保護されている
1)．種別は，城下町・宿場町・門前町・寺内町・港町・

農村・漁村などがある．そのため，重伝建地区は面的な

保護を受けている文化財としての価値だけでなく，かつ

ての地域の生業，中心市街地の骨格，景観等が窺える貴

重な資源でもある．輪島市黒島（石川県）・神戸市北野

町山本通（兵庫県）・桜川市真壁（茨城県）・香取市佐

原（千葉県）等は地震によって大きな被害を受けたこと

がある重伝建地区で，その他にも台風・水害などにも露

出されているのが現状である．また，今後30年以内での

発生確率が高いとされる首都直下地震や南海トラフ巨大

地震の影響を受けると予想される地域に位置する重伝建

地区もあるが，住民の命や財産を守るための防災対策・

防災計画策定が十分行われているとは言えず，震災に備

えた重伝建地区の保存整備計画（あるいは保存活用計画）

と防災対策を検討する必要がある地域もある．さらに，

重伝建地区は近年の人口減少・高齢化・市街地拡大・中

心市街地の空洞化などの課題にも直面しており，自然災

害に対する脆弱性だけでなく社会的脆弱性も抱えている

地域の縮小版でもあるため，重伝建地区の保存活用を考

えることはその地域の持続可能なまちづくりや事前復興

のあり方について検討することにもつながると思われる． 

先行研究については現在、豊岡市出石の重伝建地区の

コミュニティ防災を考察するため，重伝建地区の社会的

脆弱性について分析考察した大橋らの研究2)や，市街地

における伝建地区の立地を分析した小林の研究3)がある。

しかし重伝建地区が抱えている災害リスクと社会脆弱性

に関する両方から検討した先行研究はない．

そこで本研究では，重伝建地区の立地・人口の分析を

通して社会的脆弱性を把握するとともに，自然災害に対

する防災計画の策定状況について分析・考察を行う． 

２．研究方法 
本研究では，全国の重伝建地区の社会的脆弱性を把握

するため，以下の手順で分析を行った． 

(1)統計データを用いた社会的状況の把握

ここでは国土交通省の国土数値情報ダウンロードサー

ビスから利用できる重伝建地区データと500ｍメッシュ別

将来推計人口（平成30年国土政策局推計）データ，DID地

区データを用いた（なお，石川県加賀市加賀東谷地区に

ついては500ｍメッシュが存在しないために除外されてい

る）．まず文化庁の最新データ（「重要伝統的建造物群

保存地区一覧」を参照）(1)を基に重伝建地区データを追

加し，各重伝建地区の重心から半径500m圏内の将来人口

予測結果を求めた．さらに，DID地区内に含まれる重伝建

地区を抽出，整理した． 

(2)重伝建地区の災害リスクと保存計画策定状況の把握

地震の影響を受けない地域にある日本の文化財はほぼ

ないと考えたため，本研究では津波・土砂災害・洪水の

み限定して検討した．まず，国土交通省の「重ねるハザ

ードマップ」を用い，津波・土砂災害・洪水それぞれの

ハザードと重ね合わせ，各重伝建地区の災害リスクを抽

出した．なお，本研究では津波や洪水の想定浸水深や，

土砂災害の想定範囲に関係なく，重なりが見られたら

「リスクあり」と定義している．
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次に，全国伝統的建造物群保存地区協議会の「令和3年

度伝統的建造物群保存地区台帳」4) (2)を用い，重伝建地

区の防災計画(3)の策定有無を抽出・整理した． 

３．社会的脆弱性と防災計画策定状況 
(1)既存人口規模と将来人口変化率・高齢化率

図1と図2に示す近似曲線を見ると，重伝建地区では500

ｍ圏既存人口規模が0～1,000人の地区で将来人口変化

率・高齢化率ともに極端に増減している．一方で同じ0～

1,000人の地区であっても人口変化率では東近江市とうき

は市新川田篭地区，高齢化率では牟岐町と竹富町といっ

たように地区によって差は大きい． 

また全国の126重伝建地区のうちの43地区が人口集中地

区（以下，「DID」と称す）であり，既存人口規模1,000

～3,000人の地区でDIDが混在していることがわかる．す

なわち，人口が集中しており既存人口規模の大きい大都

市圏に位置する重伝建地区は，他と比べ人口減少や高齢

化の進行割合にまだ余裕があるといえる． 

(2)重伝建地区の災害リスク

災害の種類ごとのリスクの有無を整理したのが表1であ

る．重伝建地区のうち，津波，土砂災害，洪水の中でい

ずれかの災害リスクを抱えている地区は109/126（86.5％）

であった．重伝建地区の67.5%が土砂災害の危険性に晒さ

れており，35.7%が洪水，14.3%が津波による被害を受け

る恐れがある．津波・土砂災害・洪水の３つのハザード

を全部考慮した防災計画策定が必要なのは2地区のみであ

った． 
表 1 重伝建地区の災害リスク 

図 1 全国の重伝建地区での既存人口規模（2015 年）と将来人口変化率（2015→2050 年）の関係（500ｍ圏内） 

図 2 全国の重伝建地区での既存人口規模（2015 年）と将来高齢化率（2050 年）の関係（500ｍ圏内） 

１つ以上 津波 土砂 洪水 全部

あり 109 18 85 45 2

なし 17 108 41 81 124

リ
ス
ク

区分
ハザードの種類
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(3)重伝建地区における防災計画策定状況

災害リスクがある重伝建地区での「伝統的建造物群保

存地区防災計画」策定状況は図3の通りである．津波・土

砂災害・洪水の中でいずれかの災害リスクを抱えている

109地区のうち，半数は「策定済・策定中」の地区である

が，約1/3は策定を予定していない地区であることがわか

る．また津波・土砂災害・洪水すべての災害リスクを抱

えている2地区のうち，1地区は策定を予定しているが，

もう1地区は予定していないことがわかる．なお，災害種

別に見ると，土砂災害と洪水それぞれの約半数が「策定

済・策定中」であるのに対し津波は約1/3と少ない． 

以上の結果から，木造密集である地区が大半を占める

重伝建地区の特徴を踏まえ，その歴史ある街並みを守る

ため地震と火災を意識して策定されてきた「伝統的建造

物群保存地区防災計画」が毎年引き起こされている洪水

や土砂災害については対策を考えているが，発生頻度が

少ない津波に対しては対応が遅れていることを裏返しし

て見せているとも言える．今後はより詳細な分析が必要

である． 

図 3 災害リスクの持つ重伝建地区における 

防災計画策定状況 

４．地域的立地からみた傾向と課題 
図4に津波・土砂災害・洪水の中でいずれかの災害リス

クがある地区の将来人口変化率・将来高齢化率の地域別

のばらつき具合を示す．将来人口変化率をみると，「近

畿」の最大値のみ0％を超えており増加傾向が読み取れる

が，その他の値を見るとすべての地域において人口減少

が進行していることがわかる．特に最小値・中央値・平

均値ともに「四国」が最も低くなっており，社会的脆弱

性の深刻化が懸念される．

また，将来高齢化率をみた時，やはり「四国」が最大

値・平均値ともに最も高くなっており，人口減少だけで

なく高齢化も進行していることがわかる．また，将来高

齢化率の平均値を見るとどの地域においても約40～60％

であり，顕著な差は見られない． 

なお「東海」では将来人口変化率は比較的最小であり，

将来高齢化率の平均値も最も低いことから，将来人口予

測による影響が一番小さい地域であるといえる． 

図5に津波・土砂災害・洪水の中でいずれかの災害リス

クがある地区の「伝統的建造物群保存地区防災計画」策

定状況を地域別で示した．いずれかの災害リスクを持つ

重伝建地区は「九州・沖縄」が最も多いが，約半数が策

定を予定していないことがわかる．

また，「北海道・東北」「関東」次いで「東海」にお

いては，重伝建地区の母数は少ないが2/3以上の地区で策

定が行われていることがわかる．「北海道・東北」では

2011年3月11日に発生した東日本地震，「関東」「東海」

においては今後30年以内での発生確率が高いとされる首

都直下地震や南海トラフ巨大地震の影響もあると考えら

れる．これは，この地域の防災計画の策定年が東日本大

震災以降が大半を占めていることからも窺える． 

「関東」「四国」においては全ての地区で策定が考え

られていることが読み取れ，災害に対する防災意識が高

い地域であることがわかる． 

図 4 地域的立地からみた将来人口変化率と 

将来高齢化率のばらつき具合 

図 5 地域的立地からみた防災計画の策定状況 

５．まとめ 
重伝建地区の中で人口減少・高齢化に直面している地

区は多い．しかし，近年毎年発生している豪雨による洪

水や土砂災害，また沿岸部に想定される津波災害のハザ

ードと位置を重ねた際に，ほとんどの地区においていず

かれかの災害リスクを抱えていることが分かった．人口

減少や高齢化という社会的課題は，想定される災害時の

初動対応や避難行動にも影響を及ぼす．そうした防災上

の課題を抽出するため調査を行い，住民の意見も踏まえ

た実効性の高い「伝統的建造物群保存地区防災計画」は

重伝建地区を残していくために必要であると考える．し

かし，災害リスクを抱えているにも関わらず防災計画の

策定を予定していない地域は少なくない結果となった． 

今後は前項でも少し触れているように防災計画策定状

況の傾向について重伝建地区の種別や気候・地形別で分

類し，アンケートやヒアリングも含めたより詳細な調

査・分析を行うことで，重伝建地区の災害に対する社会

的脆弱性という課題解決のため取り組んでいく予定であ

る． 
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補注 
（1）⽂化庁の伝統的建造物群保存地区のデータベースを参照． 
（2）「令和 3 年度伝統的建造物群保存地区台帳」は令和 3 年 8

月に記⼊されており，令和 2 年度に選定された 120 地区ま
でデータベース構築ができていた．そのため，令和 3 年度
に選定された 3 地区についてはデータベースに載っていな
い．

（3）伝建地区では⽊造建築が密集する地区が⼤半を占めるため，
防災計画を策定し，安全性等を確保するよう促している．
伝建地区の防災計画については，当該地区が所在する市町
村の市町村地域防災計画が上位計画となるので，その枠組
みの中での策定が必要である（詳細は参考⽂献 5）を参照）． 
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   The Real-Time Earthquake Damage Estimation System provides immediate estimates of ground motion, damage to 
buildings and possible human casualties etc., by 250 meter grids. They are presently provided on experimental basis to 
a limited number of large enterprises. For the system to be fully effective, the needs and seeds for utilization by small 
and medium enterprises must be known. Questionnaire survey to CEO of SMEs in Aichi prefecture was done and in 
depth online interviews to them were conducted. They indicated that in addition to the basic information, they want 
information on damage to utilities and transportation at specific sites. Majority indicated that the immediate need to 
grasp the safety of their employees. The information needs for business continuity varied according to business type. 
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ࡢ 99㸣༨୰ᑠᴗࡣ࡛⏝⎔ቃ⏝┠ⓗ࡞

ࠋ࠼⪄ࡃ࡚ࡗ࡞␗

 ᮏ◊✲࡛ࠊࡣRT ሗ୰ᑠᴗ⏝࠺࡚ࡋ

ࡍᥦ౪࡛࣮ࣝࢣࢫ♧⾲ࡢ࠸ࡃࡢሗ࡞࠺ࡢࡣ

࠼⪄ࡣᴗ⏝᪉ἲ࡞࠺ࡢࠊࡓࠊ㐺ษࡀࡢ

ࡢឡ▱┴ෆࠊ࡚ࡋⓗ┠ࡇࡍࡢ

୰ᑠᴗ⤒Ⴀ⪅ᑐ㇟ࢺ࣮ࢣࣥࡍㄪᰝಶูࣄ 
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ࠋࡓࡗ⾜ศᯒࡢᯝ⤖ࡢࡑࠊࡋᐇㄪᰝࢢࣥࣜ

㸰㸬ࢺ࣮ࢣࣥㄪᰝ

(1) ㄪᰝ᪉ἲ

㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝෆ࡚ࡋᑐ⪅㇟ᑐࠊࡣㄪᰝࢺ࣮ࢣࣥ

ࡓࡉῧ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡀ⪅⟆ᅇࠊࡋ QR ࢻࢻ࣮ࢥ

ࢫࣞ PCࢺࢧ࡚࠸⏝࡞ࣥࣇࢺ࣮ࢫ

ࠋࡓࡗ⾜᪉ᘧ࡛ࡍ⟆ᅇࡋࢫࢭࢡ

ឡ▱┴୰ᑠᴗᐙࡓ࠶ࡍᐇㄪᰝࢺ࣮ࢣࣥ

ྠࠊ✄ἑ㟷ᖺ㆟ᡤࠊ≟ᒣ㟷ᖺ㆟ᡤࠊᑿᙇ᪫㟷ᖺ

㆟ᡤࠊⵦ㒆㟷ᖺ㆟ᡤࠊ㇏⏣㟷ᖺ㆟ᡤࡢ 6 ᅋయࡢ༠

ຊᚓࡢࢺ࣮ࢣࣥࠋࡓᅇ⟅ᮇ㛫ࠊࡣ᪂ᆺࣝࢼࣟࢥ

2022ᖺࠊ࡚ࡋ៖⪄ࡇ࠶ឤᰁᣑ୰࡛ࡢࢫ 1᭶ 21᪥
㹼2 ᭶ 14 ᪥ࡢ═ᮇ㛫タᐃࠊ࠾࡞ࠋࡓࡋᅇࡢㄪᰝ

ࡣࢺࢧࢺ࣮ࢣࣥࡣ࡛ Questant⏝ࠋࡓࡋ

ᅇ༠ຊ౫㢗ࡓࡋᅋయࠊࡣ࡚࠸ࡘឡ▱┴୰ᑠᴗ

ᐙྠࡣ୰ᑠᴗ⤒Ⴀ⪅ࡢᅋయ࡛ࠊ࠶ဨつᶍࡣ⣙

4,000 ே࡛ࠊࡓࠋ࠶㟷ᖺ㆟ᡤࡣ 40 ṓ௨ୗࡢဨ࡛

ᵓᡂࡉᅋయ࡛ࠊ࠶ဨࡣᆅඖᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢࡑ

ᚋ⥅⪅ࡀ༙༨ྛࠊ࠾࡞ࠋᅋయࡢဨᩘࡣᖖኚ

࠸࡚ࡗ࡞␗ⱝᖸࡣㄪᰝᐇ࡛ࢺ࣮ࢣࣥࠊ࠾࡚ࡋື

࣮ࢣ࠸࡚ࡋຍධᅋయࡢᩘ「ࠊࡓࠋ࠶ࡀᛶ⬟ྍ

࠺࠸࡞ࡋ⏕Ⓨࡀ「㔜ࡣㄪᰝ࡛ࢺ࣮ࢣࣥࠊࡀ࠶ࢫ

ࠋࡓࡋ㓄៖

┠㡯ࢺ࣮ࢣࣥ(2)

ࡃࡁࡣࢺ࣮ࢣࣥ 3 ィྜ࡞㉁ၥ㡿ᇦࡢࡘ 21 ၥ

࡛ᵓᡂࠋ࠸࡚ࡉලయⓗࡣᅇ⟅⪅ཬࡧ⤒Ⴀ࣭ᡤᒓࡉ

ࡀࡢࡍ㛵♫࣭ᅋయ࠸࡚ 9 ၥࠊRT ሗࡢά⏝

ྍ⬟ᛶ㛵ࡀࡢࡍ 8 ၥࡢࡑࠊ 5 ၥࠊ࠾࡚ࡗ࡞

ࡢࡇ 21 ၥࡢෆ༙ࡣ㑅ᢥᘧ࡛࠶㸦⾲-2㸧ࠋ㑅ᢥ⫥

⮬ලయⓗࠊࡣሙྜࡓࡋ㑅ᢥࡑࠊ࠶ࡀࠖࡢࡑࠕ

⏤グ㏙21ࠊࡓࠋ࠸࡚ࡋࡢࡍ ၥࡢ୰ࡣᅇ⟅ࡢ

᪉ḟ➨࡛ᅇ⟅せࡢ㉁ၥࠊ࡛ࡢ࠶ᅇ⟅ෆᐜࡗ

࡚ศᒱタࠋࡓࡅ

(3)ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ

ᅇ6ࠊ ᅋయィ 4228 ே㸦㔜」࠶㸧㏦266ࠊࡋ ௳

ࡣᩘ⟆ᅇဨᩘࡢࡑ࠾࠾ࡢᅋయูྛࠋࡓᚓ⟆ᅇࡢ

ឡ▱┴୰ᑠᴗᐙྠࡀဨᩘ 4,050 ே࡛ᅇ⟅ᩘࡣ 216
㟷ᖺ㆟ᡤဨᩘ⏣㇏ࠊ௳ 89 ே࡛ᅇ⟅ᩘ 21 ᑿᙇ᪫ࠊ௳

㟷ᖺ㆟ᡤࡣဨᩘ 13 ே࡛ᅇ⟅ᩘ 2 ᒣ㟷ᖺ㆟ᡤ≟ࠊ௳

ဨᩘࡣ 20 ே࡛ᅇ⟅ᩘ 10 ဨᩘࡣἑ㟷ᖺ㆟ᡤ✄ࠊ௳

10ே࡛ᅇ⟅ᩘ ဨᩘࡣⵦ㒆㟷ᖺ㆟ᡤࠊ௳2 46ே࡛ᅇ⟅

ࡣᩘ 10 ᩘ⟆ᅇࡀ㟷ᖺ㆟ᡤࡢࡢࡑࠊ௳ 6 ࡋ↓ヱᙜࠊ௳

4௳㸦᪤㏥➼㸧࡛ࠋࡓࡗ࠶ 
ᅇ⟅⪅ᴗ✀ูࢫࣅ࣮ࢧࠊᴗࠊ〇㐀ᴗࠊᘓタ

ᴗࡢ㡰ከࡓࡗ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧୍ࠋ᪉࡛ࠊ㣧㣗࣭ᐟἩ

ᴗࡢᅇ⟅ࡀᑡࡓࡗ࡞㸦ᅗ-1㸧ࠊࡓࠋᡤᒓᴗ࣭ᅋయ

10㹼20ࠊࡣ㸧࡛ྵࢺࣂ࣭ࣝࢺ࣮ࣃᚑᴗဨᩘ㸦ࡢ
ே㸦65 ே㸧2ࠊ㹼4 ே㸦50 ே㸧5ࠊ㹼9 ே㸦44 ே㸧ࡢ㡰

ከࠋࡓࡗణ300ࠊࡋ ே௨ୖᅇ⟅ࡓࡋᴗ 14 ࡗ࠶♫

࡛➼Ⴀ⪅࣭ᙺဨ(ኈᴗ⤒ࡢᴗࠊࡕ࠺ࡢ⪅⟆ᅇࠊࡓࠋࡓ

ᅗ-1 ᅇ⟅⪅ࡢᴗ㸦せࡢ࡞ 㸧࡛ࡘ3

ᅗ-2 Ⓨ⅏ᥦ౪ᮃሗ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 

ಶேົᡤ࠾ᣢࡢࡕሙྜ220ࠊࡀ(ྵ ே࡛࠶ᅇ⟅

ࡢᩘ 82.7㸣࡛ࠋࡓࡗ࠶ 
(4)RTሗࡢά⏝ྍ⬟ᛶ➼㛵ࡍᅇ⟅⤖ᯝ

1)ᆅ㟈Ⓨ⏕ḧ࠸ࡋሗᮃ࠸ࡋ⾲♧ᆅᇦࡢ⣽ࡉ

ሗࡢࡑሗ࠸ࡋḧᆅ㟈Ⓨ⏕ࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ

ࠊࡣሗ࠸ࡋḧࠋࡓࡡゼࡉ⣽ࡢᆅᇦ♧⾲࠸ࡋᮃࡢ

ձᦂࡢࠊࡉࡁղேⓗ⿕ᐖ(Ṛ⪅ᩘࠊ㔜യ⪅ᩘ࡞)ࠊ
ճᘓ≀⿕ᐖ(ቯᲷᩘ࡞)ࠊմ㑊㞴⪅ᩘࠊյ㏻⿕ᐖ(㐨
㊰⿕ᐖࠊ㕲㐨⿕ᐖࠊ(࡞ն㟁࣭᩿Ỉ࣭ࢫṆࡢ≧ἣࠊ

շ⤒῭ⓗ⿕ᐖ(⿕ᐖ㢠)ࠊոࡢࡑ(ලయⓗグ㍕ࡔࡃ࡚ࡋ

࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡤᾋ࠸չᛮࠊ(࠸ࡉ 9 ࡋḧ⊫㑅ᢥࡢࡘ

㑅ࡢࡇࠋ࠶࡛ࡢ࠺࠸ࡍ㑅ᢥ࡚ࡍࡢ࠸

ᢥ⫥࡛ࢸࢫࢩࡢ⾜⌧ࠊࡕ࠺ࡢᥦ౪ྍ⬟࡞ሗࡣձ㹼մ

ᅗ-2ࡀࡢࡓᯝ⤖ࡢࢺ࣮ࢣࣥࠋ࠶࡛࡛ ࡛

ࡣேࡍᕼᮃࡉࡁࡢᦂࠋ࠶ 266 ே୰ 196 ேከ

ேࡓࡋ㑅ᢥᩘ⪅㑊㞴ேⓗ⿕ᐖࠊࡀࡓࡗ 100 ே௨

㏻⿕ᐖ㸦266ே୰௨ୖࡑࠊ᪉୍ࠋࡓ࠸ୖ 227ே㸧

Ỉ㐨࣭㟁Ẽ࣭ࡢࢫṆ㸦266ே୰ 227ே㸧ࣇࣥ࠺࠸

ࡢࡢࡑࠊࡓࠋࡓࡗከࡀせᮃࡍᑐᐖ≧ἣ⿕ࡢࣛ

⮬⏤グ㏙࡛ࠊࡣⅆ⅏ᾮ≧➼ᾐỈ≧ἣࡢᕼᮃࡀ

ࠋࡓࡗ࠶

ḟᥦ౪ᕼᮃࡍሗࠊ࣮ࣝࢣࢫ♧⾲ࡢࡑ࡚࠸ࡘ

ձ┴ෆࡢᆅᇦࠊղᕷ༊⏫ᮧࠊճ⏫┠ࠊմ250m ࠊࣗࢩ࣓

 ᴫせࢺ࣮ࢣࣥ 2-⾲

 ಼࣯༲ ਼࣯ ۫ରద͵࣯ߴ

1 ࣙ͟ਐܨ;ٶӨʀॶ͠Ηͱ͏ΖճऀʀରͶͯ͏ͱ 9
յंཱིɼوۂةໝɼۂझɼݩܨ֒ࡄɼ֒ࡄଲࡨ
ࣰࢬয়ڱɼ֒ࡄͶଲͤΖࣟ

2 ϨΠϩνϞஏਔඅ֒ਬఈๅ༽ՆͶͯ͏ͱ 8
ʹ͞ๅ͗ཋ͢͏͖ɼυʖνͺʹනࣖηίʖϩ͗
ྒྷ͏͖ɼʹΓ͑͵ཤ༽Νͪ͢͏͖

3 ͕ΚΕͶ 5 ೧ྺɼॶରɼݺพϐΠϨϱήࠬՅՆ൳
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ᅗ-3 ⾲♧ࡢ࣮ࣝࢣࢫ 

㸦⫼ᬒ㸸ᅜᅵᆅ⌮㝔ᆅᅗ㸧 

ᅗ-4 ḧ࠸ࡋሗࡏྜ⤌ࡢ࣮ࣝࢣࢫ♧⾲ 

յ50m ♫ᐃᆅⅬ㸦㸸≉ࡓࡋᣦᐃն๓ࠊࣗࢩ࣓

ᡤᅾᆅ㸧ࡢ୰㑅ᢥࡍ㉁ၥࠋࡓࡗ⾜㉁ၥࢪ࣮ࡢ

ࠊ࠺ࡁ࡛ࢪ࣮࣓ලయⓗ⊫㑅ᢥࡀ⪅⟆ᅇࡣ࡛

ឡ▱┴࣮ࣝࢣࢫ♧⾲ࡓࡋᅗ-3 ࠋࡓࡋ♧⾲࠺ࡢ

ᅇ⟅⤖ᯝ࡛ࠊࡀ࠶ᕷ༊⏫ᮧ༢࡛♧⾲ࡢᕼᮃࡍ

ᩘ⪅㔜യࠊᩘ⪅ղேⓗ⿕ᐖ(Ṛࠊࡉࡁࡢձᦂࡀࢫ࣮ࢣ

ࠊյ㏻⿕ᐖ(㐨㊰⿕ᐖࠊ(࡞ቯᲷᩘ)ճᘓ≀⿕ᐖࠊ(࡞

㕲㐨⿕ᐖࠊ(࡞շ⤒῭ⓗ⿕ᐖ(⿕ᐖ㢠)୍࡛ࠊ␒ከࠋࡓࡗ

նࠊᩘ⪅մ㑊㞴ࠊ(࡞ቯᲷᩘ)ճᘓ≀⿕ᐖࠊࡋࡋ

㟁࣭᩿Ỉ࣭ࢫṆࡢ≧ἣ࡛ࠊࡣ⏫┠༢࡛ࡢᥦ౪

せᮃࡍᅇ⟅ከ≉ࠊࡃն㟁࣭᩿Ỉ࣭ࢫṆࡢ≧

ἣࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏫┠༢࡛ࡢሗࡢᥦ౪せᮃࡍᅇ

⿕㕲㐨ࠊյ㏻⿕ᐖ(㐨㊰⿕ᐖࠊࡓࠋࡓࡗከ᭱ࡀ⟆

ᐖ(࡞շ⤒῭ⓗ⿕ᐖ(⿕ᐖ㢠)ࠊࡣձ┴ෆࡢᆅᇦ㑅ᢥ

ศࡀࡇ࠶ࡀ㟂せࡃከ࡛࠸ḟղᕷ༊⏫ᮧࡀ⟆ᅇࡍ

ն࡛࣮ࣝࢣࢫ♧⾲ࡢ࡚࠸ࡘሗ࠸ࡋḧࠊࡓࠋࡓࡗ

๓ᣦᐃࡓࡋ≉ᐃᆅⅬồࡣࡢᑡࠋࡓࡗ࡞

2)ሗࡢᑐ㇟ᆅᇦ

ࡢᆅⅬࡢࠊሙྜࡍ⏝RTሗࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ

ሗࡀḧ࠸ࡋ㑅ᢥᘧ࡛㉁ၥࡓࡋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࠋ㑅ᢥ⫥

ࠊ࠸ఫࡢᚑᴗဨղ⮬ᏯࠊᣐⅬ࣭㛵㐃タࡢ♫⮬ձࡣ

ճྲྀᘬඛࡢᴗᡤ㸦ឡ▱┴ෆ㸧ࠊմྲྀᘬඛࡢᴗᡤ㸦ឡ

▱┴እ㸧ࠊյ⌧ሙ㸦ᕤ⌧ሙ➼⌮⟶ࠊጤク࠸࡚ࡉ

ሙᡤ࡞㸧ࠊնᏛᰯ࣭ᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬࠊշᙺᡤ࣭ᙺሙࠊ

ո㑊㞴ᡤࠊչࡢࡑ㸦ලయⓗグ㍕࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧࡛࠶

ᅗ-5ࡀࡢࡓࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋ ⟆ᅇ᭱ࠋ࠶࡛

ḟࠊ࠶ᣐⅬ࣭㛵㐃タ࡛ࡢ♫⮬ձࠊࡣࡢࡓࡗከࡀᩘ

ࠋࡓࡗ࠶㡰࡛ࡢո㑊㞴ᡤࠊ࠸ఫࡢᚑᴗဨղ⮬Ꮿ࡛࠸

չࡢࡑ㑅ᢥࡓࡋᅇ⟅࡛ྂྡࠕࠊࡣᒇࠊᮾிࠊ㜰ࡢ

୰ᚰ㒊ࠖࠕࠊ㝔➼ࠖ࠺࠸ᅇ⟅ࠋࡓࡗ࠶ࡀ

ᅗ-5 ሗࡢḧ࠸ࡋሙᡤ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 

ᅗ-6 ⿕ᐖ᥎ᐃሗࡢ⏝┠ⓗ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧 

3)⿕ᐖ᥎ᐃሗࡢ⏝┠ⓗ

⿕ᐖ᥎ᐃሗࡢ⏝࡞࠺ࡢࡓࡋࡍ┠ⓗ࡛ᅇ

ᘓ≀࣭タഛࡢ♫⮬ձࠊ࠺ࡑࡕ❧ᙺᅋయᴗࡢ⪅⟆

࡞㟁Ẽ࣭Ỉ㐨࣭㐨㊰࣭㕲㐨)ࣛࣇࣥࡍ㛵㐃 Ᏻࡢ(

ࠊࡓࡍุ᩿ղྲྀᘬඛࡢᏳࠊࡓࡍุ᩿ճ

Ⴀࡢ♫⮬մࠊࡓࡍุ᩿Ᏻࡢ㢳ᐈᚑᴗဨࡢ♫⮬

ᴗࣜࡢᏳࠊࡓࡍุ᩿յᆅ㟈⿕ᐖ࡞้῝ࡀሙ

ᡤࡢᗈࡢࡀ⠊ᅖࠊࡓ▱նࡢࡑ(ලయⓗグ㍕ࡋ

ࡡ㑅ᢥ⫥࡛ᑜࡢࡘ㸵࠺࠸ࠊ࠸࡞շࠊ(࠸ࡉࡔࡃ࡚

ᅗ-6ࡀࡢࡓᯝ⤖ࡢࡑࠋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧ࡓ ࠶࡛

ࠋศࡀࡇ࠸ከࡀճ㑅ᢥ⫥ձࠋ

୍᪉࡛ࠊ⿕ᐖࡢᗈ࡚࠸ࡘࡀ㟂せྲྀࡣࡇࠊ࠶ࡀ

ᘬඛྠᴗ♫࡛ࡢ⿕ᐖࡢ᭷↓࠶⛬ᗘணࠊࡓࡋ

Ⴀ᪉㔪⤒ࡢ⅏ᚋ⿕ᑐᛂࡢሙྜࡓࡗ࠶ࡀᐖ⿕ࡑ

Ỵࠋ࠼⪄ࡓ

㸱㸬ಶูࢢࣥࣜࣄㄪᰝ

(1) ㄪᰝ᪉ἲ

ࠊ୰ࡢᴗࡓࡗ⟆ᅇ࡚࠸࠾ㄪᰝࢺ࣮ࢣࣥ

ᴗ✀➼ࢫࣥࣛࣂࡢ⪃៖࡚ࡋ 17 ௳㸦18 ே㸧ᑐ3ࠊ࡚ࡋ
᭶ 8᪥ 3᭶ 30᪥ࡢ࡛ᮇ㛫 1௳ᙜࡓ 30㹼40ศ⛬

ᗘࡢ㛫࡛ࡓࡗ⾜ࢢࣥࣜࣄ㸦1♫ࡢ 2ேཧຍ㸧ࣄࠋ

ࢢࣥࣜࣄࠋࡓࡋᐇ࡛࡚ࣥࣛࣥࡍࡣࢢࣥࣜ

ᐇࡓࡋᑐ㇟ࡢᴗ✀ࠊᮏ♫➼ࡢ❧ᆅ⮬యࡓ

ࠋ࠶4࡛-⾲ࡀࡢ

┠㡯ࢢࣥࣜࣄ(2)
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スモールビジネス向け簡易BCPシート活用ワークショップの開発実施報告 

—あらかわ簡易BCPシート改善と活用ワークショップの企画開発— 
A case study of developing a BCP quick-action sheet for small business 

 
 

市古 太郎1 

Taro ICHIIKO1  
 
1 東京都立大学 都市政策科学科 
     Department of Urban Science and Policy, Tokyo Metropolitan University 
 
   It will be usefull to develop a BCP quick-action sheet for small-business. We have already proposed one. In this 
paper, we practiced and reported a table-talk program for using and popularizing our BCP sheet.  Finally, the idea of 
"first-step" and district business continuity plan were discussed. 
 
Key Words : BCP, disaster management for small business , compilation design 
 
 

 
１. (初版)あらかわBCPシートと普及啓発に向けた
取組み 
 東京都荒川区は製造業 9,060 社に対し従業員 10 人以下

の事業所で 85.5%を占める．スモールビジネスの集積地

域である． 
そして荒川区では，2019年台風 19号を直接契機とし，

スモールビジネス向け災害・危機管理対策を促進してい

る．先報 1）では中小事業所を対象に，東京都荒川区と大

学チーム共同で実施した簡易 BCP 行動計画シートの編集

作成経緯について報告した．本報告では引き続き，作成

した簡易 BCP シートの普及方策としての活用ワークショ

ップ企画実施経緯とシートデザインの編集修正内容を報

告した上で，簡易 BCP シートの意義について考察する． 
 なお(初版)あらかわ BCP シートは，①区内事業所数割

合で 18.9%を締める製造業を対象に，②災害対応に関す

るまとまった計画書や手順書が未作成の事業所において

も「最初の一歩」として取り組んでもらえる内容に，③

事業継続対応だけでなく，発災直後の緊急対応も対象と

した二側面をカバーするものに，④スモールビジネスに

とって大事な「従業員のケア」のスペースを強調し，⑤

最初の一歩としつつも，目標復旧時間，代替戦略といっ

た BCP の重要用語は組み込む，といった特徴を有するも

のとして作成されたものである（図 1）． 

２. BCPシート活用ワークショップの実施経緯 
表 1 は今回，企画・実施した活用ワークショップの全

体プログラムである．新型コロナ感染症への対処として，

対面ワークショップは，最大 90 分までとし，①災害ハザ

ード，②企業防災と災時事業継続対策の意義，③簡易

BCP シート記入，の 3 点を解説した動画を作成し，参加

企業は事前視聴，ワークショップ当日までに簡易 BCP シ

ートを記入作成し，当日持参してもらうプログラムとし

た． 
 ワークショップ当日は，記入済の簡易 BCP シートを元

に，BCP シートデザインおよび事業所防災に関するディ

スカッションを行った． 
 参加企業は，金属加工鋳工所 N 社（社員 7名，厨房部

品が主な製造品），印刷製本業 K 社（社員 6 名，300 部
程度の小ロット受注にも対応）の 2 社であった． 

 
３. 活用ワークショップでのディスカッション 

(1)BCP シートデザインに関するディスカッション 

 BCP シートの記入体験を踏まえて，参加企業から出さ

れた意見は次のようにまとめられる． 
【緊急対応に関すること】 

・災害直後に自分たちの身を守る行動と，会社を復旧に

向けた判断という大きく 2 つのフェーズがあることに

気づいた． 
図 1 初版あらかわ BCP シートデザイン概要 
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・二次災害防止の欄について，なかなか想像は難しいが，

自分の事業所らしい二次災害は何かを考えるきっかけ

として受け止めたい． 
・「その他」の欄には，本震直後にやっておきたいこと，

を書いておくのもよさそう．地震後，余震に備えて重

いものを降ろす，サンダルをスニーカーに，半袖を長

袖に，落下物が怖いのでヘルメット着用，など． 
・来客時にお客様にどこまで対応する/できるのだろうか 
・年齢層が高いと電話で確認するしかない，が，実際，

その時に電話がつながるのかわからない．電話，メー

ル，SNS（LINE）など複数の連絡手段を想定した方が

良いことに気づいた． 
・「帰宅に関するルール」箇所は，会社に貼り出したり，

カード化して従業員が随時確認できるといい． 
・5 時間かけて帰るのが正解とも思えない．直後期の様

相を踏まえた帰宅判断の事前検討はしておきたい． 
 
【事業継続対策に関すること】 

・発災翌日以降，生産再開に向けた課題の想定はできた

が，復旧に向けた段取りまではこのシートだけでは難

しい．理想を書いても実現できるのかと悩んだが，本

格的 BCP 作成につなげる STEP として，理想を書いて

みたい． 
・会社が潰れてしまう，という認識に至った．これは従

業員には見せられない． 
・業務を回復するのに必要な災害情報は何か，しっかり

考えてみることの重要性に気づいた． 
・経営者には，目標復旧時間を考えることが必要かもし

れない．一方で従業員は不安になる，転職していくか

もしれない．全部社内でオープンにするのはリスクが

ある． 
・従業員は応急対応である「帰宅に関するルール」まで

を社内で共有すると良い．「復旧に向けた初動対応」

以降は経営者が認識するものとすれば良い． 
・従業員のケアとして，家族の被災影響や給料遅配が生

じないか，大きな不安だろう．経営者にとってはきつ

い話でも，会社で話し合う場を作る意義を感じた． 
・代替戦略として，設計製造データ等はクラウドに入れ

ているが，生産機械の代替案は思い浮かばない． 
・同業者と提携できそう，区内近隣地域の同業者を探し

ておくことの意義を感じた． 
 
(2)事業所防災や事業継続対策に関するディスカッション 

 ワークショップ後半で，事業所防災に関するディスカ

ッションで出された意見は次のようにまとめられる． 
・そもそも BCP とは何か，その意義等を知る機会が重要． 
・みんなで書いてみる機会や場の提案はありがたい． 
・できるだけ横文字を使わず表現してくれた方が分かり

やすい． 
・地震水害保険に加入しているが，業務復旧には時間も

要するし，そもそも生産機械の再購入費用は賄いきれ

ないだろう． 
・同業種間での応急的な業務補完の意義を感じた．現状，

同業者間で災害時に補完しあうしくみはない．同業者

が横でつながる情報があると良い．都内（区外）で連

携会社はある 
・本 BCP シートは，経営者が書く，みんなで書く，それ

ぞれ意義があり，かつ，付き合わせて会話するのも意

義がありそう． 
・期日が決まっていないと書かないので，締め切り設定

は大事． 
・日常業務の中ではなかなか考えられないので，社員に

配って全員が提出すると考える機会になる． 
 
４. ワークショップを踏まえた BCP シート編集改良点 

記入活用実践とワークショップも踏まえ，旧簡易 BCP
シートに対して次の 6点の修正をおこなった． 
[改1]BCPシート片面を「緊急対応」もう片面を「事業継

続対策」を表現する点を強調し，また扉面において従

前「災害対応の基本方針」の欄を「緊急対応の基本方

針」と「事業継続の基本方針」を記入する欄として明

確化． 
[改 2]「地震の揺れが収まった後の行動」について書きや

すい項目表現に修正．たとえば，被害確認について

「だれが・どこを・どのように」と修正，「避難」を

「社屋外避難の判断」と修正． 
[改 3]従前「職場不在時の参集に関するルール」は，緊急

対応というより事業継続の初動対応として，「社員の

出勤ルール」に変更し別面に移動． 
[改 4]緊急対応面において「風水害への備え」の欄を新設．

気象情報に対応した職場としての判断や行動について

記入． 
[改 5]従前「復旧に向けた初動対応」を「事業継続に向け

た課題整理と目標復旧時間」と改め，記入表の「初動

対応」の記入欄を「課題解決の難易度」を三段階（対

応できる/対応できそうだが検討が必要/現時点では対

応が困難）で表現するものに変更． 
[改 6]目標復旧時間について「課題解決の難易度」につい

てのヒト・モノ・キカイ・トリヒキサキ等のそれぞれ

三段階評価をおこなった上で，記入する手順に変更． 
 
 また簡易BCPシートの説明資料として「解説書-見方・

書き方・使い方-」を作成した（図 2）． 
 
５. ワークショップで出された簡易BCPシートの開発普及

の意義 

 本研究は 2020 年度に作成した(初版)あらかわ簡易 BCP
シートを元に，活用ワークショップを企画実施し，ワー

クショップで出された緊急対応および事業継続対応に関

するディスカッション内容を報告し，その上で簡易 BCP
シートの改善を図った． 
 東京都荒川区での簡易 BCP シートに関する研究開発を

踏まえて，(1)「はじめの一歩」の位置づけの意義，(2)地
域産業災害対策への展開可能性，として考察しておきた

い． 
 
(1)「はじめの一歩」の位置づけが意味すること 

 簡易 BCP シートは「はじめの一歩」という位置づけで

作成編集された．これはすなわち，簡易版であって事業

継続計画そのものではないこと，また計画にもとづく平

時の事前取組みへの展開を促進していく必要があること

を意味している．加えて，事業継続計画策定や企業防災

備蓄にかかる公的助成につなげていくことも有効である

と考えられる． 
 そしてその一方，第一歩を経験することで，BCP に取

り組むことは日常的な職場環境改善・企業価値向上にも

つながってくるという気づきを見出していくことが重要

と思われる．たとえば，発災後しばらくの期間，自宅勤

務可能な環境づくりを進めることは，平時のリモートワ

ーク環境づくりと共通してくる取組みであろうし，災害
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時に社員が直面するであろう不安を共有し，社員ケアー

の方針を表現しておくことは，社員および経営陣の信頼

関係づくりに資するものとなろう． 
 
(2)地域産業災害対策への展開可能性 

 簡易 BCP シートに関する一連の取組みを通して，同業

種間のつきあいや親睦連携組織が，災害時の材料入手や

緊急的な製造請負先候補として認識されるなど，災害時

代替戦略につながる関係性資源であることが示唆された．

このような知見を踏まえると，都道府県や地域を単位と

した法人連携組織の研修や公益活動として，簡易 BCP シ

ートを出発点としつつ，災害時の地域産業代替戦略づく

りの方向性も含めた活動展開の可能性を指摘できよう． 
 加えて今回の研究開発の発意が自治体組織からであっ

たように，民間企業が主体となりつつも，産業振興と防

災対策の立場から，自治体が共創の視点で適切な役割を

果たしていく意義である．帰宅困難者対策としての事業

所支援や帰宅困難者訓練といった緊急対応期の官民連携

はこれまでにも多く見られる．産業分野における事前復

興対策という視点からも，企業それぞれの災害時事業継

続の取組み促進を足場としつつ，自治体としてのさらな

る施策展開も期待されよう． 
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図 2 あらかわ簡易版 BCP シート解説書 
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あらかわ
BCPシート

　　年　　月　　日 策定・改定

企業名

1. 緊急対応の基本方針

2. 事業継続の基本方針

[平時 /発災時の対応責任者 ]

地震、風水害の後に、自社の建物（社屋）や設備・機械等を使って事業継続できる準備しましょう

(7) 代替戦略

総括責任者　　：

事業継続担当　：

激甚災害に被災した場合、事業回復に向けた暫定措置として、代
替手段が必要となることもあります。(4) で記入した現況と課題
に即して，仮事業所開設といった代替戦略を考えておきましょう。

(6) 職場の安定と社員へのケア

地震・風水害編

家族や自宅被害などで不安を抱えながら働く社員、事業回復に向けて頑
張る社員など、災害後の社員のストレスやケアも考えておきましょう。

業務環境の「現況」に対し、発災後の事業回復を図るための「課題」
を整理します。その上で「課題解決の難易度」を評価し、最後に「目
標復旧時間」を想定してみましょう。

BCP（事業継続計画）は、災害後の企業活動回
復に関する「計画」です。企業の災害対策は発
災直後の緊急対応と、その後の企業活動回復に
関する事業継続対策の 2 本立てです。本シート
は、安否確認などの緊急対応方策を記入し、そ
の上で、事業継続検討に役立ていただくために
作成しました。

(5) 社員の参集ルール
発災翌日以降、事業継続に向けた社員の参集方針や対象職位など
を考えておきましょう。

○：対応できる
△：対応できそうであるが検討が必要
×：現時点ではすぐに対応が困難

(4) 事業継続に向けた課題整理と目標復旧時間

目標復旧時間
日

従業者
確保

原材料
仕入先

設備・
機械

取引先
への対応

物流

現況
（職場体制や仕入先等）

災害発生時の
課題

課題解決の
難易度

(4) で整理した
事業継続のための資源 事業を代替する方法

社員の不安やストレス 具体的な対応

情報発信

自治体
との連携

その他

※被災者支援等

※関係者への
被害情報発信等

事業継続対策

激甚被害対策
自社の建物（社屋）や設備・機械の復旧
が見込めない場合、どのように事業回復
を図るか考えておきましょう

被害想定 緊急対応 事業継続対策 激甚被害対策
（代替戦略）

○△×

（事業を回復するまでにかかる日数）

簡易版

発行：荒川区
企画・監修：東京都立大学 市古研究室
編集：株式会社 石塚計画デザイン事務所

（※）

（※）

[改1]

[改3]

[改5]

[改6]

3. 被害想定

【人的被害】死者422人 (0.2%)、重傷者753人 (0.4%)、負傷者3,731人 (9.3%)
【住家被害】全壊7,217棟(18.0%)、半壊11,488棟(28.7%)、焼失5,521棟（13.7%）
【避難所生活者数】75,726 人 (36.3%) 　【避難者数】116,502 人 (55.8%)
【自力脱出困難者数】3,763 人 (1.8%)
【ライフライン】停電率 48.7%、ガス供給支障率 52.5%
　　　　　　　 上水道断水率 58.3%、下水道管きょ被害率 30.3%
【復旧目標】60日以内に 95%以上回復する（東京都地域防災計画より）
　（※）各インフラ復旧想定：電力 7日間、上下水道 30日、ガス 60日

4. 災害発生時の対応

地震直後に、自分と社員の命を守る対応を考えておきましょう

(1) 地震の揺れが収まった後の行動

(3) 帰宅に関するルール

首都直下型地震が起きたら
どんな被害が想定されるでしょうか？

東京湾北部M7.3（冬 18時，風速 8m/s）が発生！（想定）

【浸水深】区内大部分で浸水深0.5m以上，隅田川沿川で浸水深3.0m～5.0m
【浸水継続時間】2週間以上

荒川流域で大雨（想定最大規模：72時間総雨量 632mm）が発生！

地震発生時は、まず自分の身を守りましょう。本震が収まったら、余
震に気をつけつつ、出火防止対策などの二次災害防止に取り組みます。

子育てや介護の関係から速やかな帰宅が必要な社員もいます。帰宅
に関する条件や優先ルールを話し合っておきましょう。

台風については、数日前から台風情報が公表されます。気象情報
の入手方法、自宅勤務への切り換え条件、被害軽減対策について
まとめておきましょう。

被害確認
負傷者
落下物
社屋被害
敷地周辺被害

・だれが

・どのように

・どこを

・社屋外の避難先（複数も可）

・社屋外避難の判断条件

・本震直後の混乱状況の中で、
　　　　　　会社の一員としてなすべきこと

その他

その他

帰宅に関する条件とルール 補足事項

勤務中

外出中
社屋外避難
の判断

二次災害
（火災・爆発事故等）

防止

風水害（台風や大雨等）への備え

(2) 同僚の安否確認
地震発生時に社員の安否確認を誰が、どんな手段で、どう集約するか、
確認しておきましょう。

確認方法

・連絡する人
・取りまとめる人

※複数の手段を
　準備しましょう

その他

勤務中 出勤・退社・在宅・外出時

□電話　　　□メール
□SNS 等
（　　　　　　　　　　　　　）

□電話　　　□メール
□SNS 等
（　　　　　　　　　　　　　）

担 当

緊急対応被害想定

職場内の被害イメージ

荒川洪水浸水想定（国土交通省2016年）に基づく「荒川区防災地図（水害版）」/令和2年7月更新

[ 出典 ] 東京都防災ホームページ『東京防災』より

[東京都 2012 年公表 ]

[ 出典 ]荒川区ホームページより

まちなかの被害イメージ

荒川区では、ほぼ全域で震度6強となり、以下の被害が想定されます

荒川区では、以下の被害が想定されます

風水害が起きたら・・・

・気象情報の入手方法

・被害軽減対策

・自宅勤務への切り換え条件

[改2]

[改1]

[改2]

[改4]
図 3 修正版あらかわ簡易版BCPシートの初版からの修正箇所

-  188 -



ຠᯝⓗ࡞ᩆຓဨ㓄⨨㛢ࡌ㎸⪅ᩆຓἲࡢᇶ♏ⓗ᳨ウ
)XQGDPHQWDO�6WXG\�RI�5HVFXH�0HWKRGV�IRU�3HUVRQV�7UDSSHG�LQ�%XLOGLQJV�)ROORZLQJ�

(DUWKTXDNHV�WKURXJK�(IIHFWLYH�5HVFXH�3HUVRQQHO�'HSOR\PHQW�

୰ᔱ၏㈗ࠐ
�
㸪ᑠᒣ┿⣖

�

7DGD\RVKL�1$.$6+,0$��DQG�0DNL�.2<$0$��

��ᾏ㐨ᏛᏛ㝔�ᕤᏛ◊✲㝔�
�����)DFXOW\�RI�(QJLQHHULQJ��+RNNDLGR�8QLYHUVLW\�
��ᒱ㜧Ꮫ�ὶᇦᅪ⛉Ꮫ◊✲࣮ࢱࣥࢭ�
�5LYHU�%DVLQ�5HVHDUFK�&HQWHU��*LIX�8QLYHUVLW\�

��([FHSW�IRU� WVXQDPLV�� WKH�PDMRULW\�RI�GHDWKV�GXULQJ�HDUWKTXDNHV� LQ�-DSDQ�DUH�FDXVHG�E\�FROODSVHG�EXLOGLQJV��:KHQ�
HDUWKTXDNH�GDPDJH�RFFXUV��D�VLJQLILFDQW�QXPEHU�RI�SHRSOH�DUH�WUDSSHG�LQ�EXLOGLQJV�DQG�VRPH�DUH�LQMXUHG��UHTXLULQJ�
LPPHGLDWH� UHVFXH� RSHUDWLRQV�,Q� WKLV� SDSHU�� ZH� FRPSDUH� WKH� ����� +\RJR�NHQ� 1DQEX� (DUWKTXDNH� DQG� WKH� �����
.XPDPRWR�(DUWKTXDNH�LQ�WHUPV�RI�UHVFXH�DFWLYLWLHV�IRU�WUDSSHG�SHRSOH��ZKLFK�KDYH�UDUHO\�EHHQ�FRQVLGHUHG�LQ�KXPDQ�
FDVXDOW\� DVVHVVPHQW�� DQG� DOVR� GUDZ� D� OLQH� EHWZHHQ� EXLOGLQJV�ZKHUH� UHVFXH� H[SHUWV� VXFK� DV� ILUH� EULJDGHV� DQG� QRQ�
VSHFLDOLVWV�VXFK�DV�RUGLQDU\�FLWL]HQV�SHUIRUP�UHVFXH�DFWLYLWLHV�EDVHG�RQ�EXLOGLQJ�GDPDJH��7KLV�VWXG\�ZDV�DWWHPSWHG�LQ�
RUGHU�WR�HQDEOH�PRUH�HIIHFWLYH�UHVFXH�DFWLYLWLHV��

Keywords : Persons Trapped in Buildings, Rescue, 1995 Hyogo-ken Nanbu Earthquake, 2016 Kumamoto Earthquake 

㸯㸬ࡌࡣ
� ᡃࡀᅜࡅ࠾ᆅ㟈Ṛ⪅ࡢከࡣࡃὠἼ㝖ࡤࡅᘓ≀

ಽቯࡀࡢ༙༨ࠋ࠸࡚ᘓ≀ಽቯక࠺Ṛ⪅

ண ᘧࠊࡣἙゅ �㸧ᵓ⠏ࠊࡉ㏆ᖺࡣෆ㛶ᗓࡀ᥇⏝

ࡅಀᩘࡢᐃ୍࠶ቯᲷᩘࠊ࡞࠺࠸࡚ࡋ

ὶࡀࡢ ࠊࡅ࠾ᘧࡢ୰ኸ㜵⅏㆟ࠊࡤ࠼ࠋ࠶࡛��

ቯࡓࡋఫᒃࡅ࠾Ṛஸ⋡ࡣ �㸣⛬ᗘ࡛ᩘࡢࡇࠋ࠶

Ꮠࡣᩆฟᩆຓάື㛢ࡌ㎸⪅ᩆฟࡓࡋᚋࡢṚஸ

ࡀ⋠Ṛஸࡋ㐜ᘏࡀᩆຓᆅᇦ࠸㧗ࡢ⋠ቯࠊ࠶࡛⋠

㧗࠸࡚▱ࡀࡇ࡞ࡃ �㸧ࠋᘓ≀ಽቯṚஸࡍ

රᗜ┴༡㒊ᆅ㟈ࠊࡣ⪅㎸ࡌ㛢ࡢᘓ≀ෆ࠶ࡢ༴㝤ᛶ

ቯ࡛࡛ࢫ࣮ࢣࡢ ��㸣࡞ከ࠸ ㎸ࡌ㛢ࠊ㏻ᖖࠋ��

ࡣᏑ㝈⏺㛫⏕ࡢ⪅ �� 㛫ࠊ࠾࡚࠸㈇യ࠸࡚ࡋ

࡞ࡃ▷ࡣᙜ↛⏕Ꮡ㛫ࡤ ࠾ᐮ෭ᆅࡢ➼ᾏ㐨ࠋ��

పయ ࠊࡤ㎸ࡌᆅ㟈࡛㛢ࡓࡋ⏕ⓎᏘ࡚࠸

ᮃࡀᩆຓ࠸᪩୍้ࠊ࡞ࡃ㧗ࡃࡋⴭࡣᛶ⬟ྍࡢṚ

࠺ࡢࡇࡣṚ⪅ண ᘧ࡛ࡢ ᪤ࠊࡀ࡞ࡋࡋࠋ

ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞៖ฟ᮶⪄ࡣἣ≦ࡢᩆຓάື࡞

ᩆຓᶵᮦ᭷ࡍᾘ㜵㝲㆙ᐹ≉Ṧ࡞ഛ᭷࠸࡚ࡋ

ᾏ㐨ᮐࠊ࡚࠼ຍࠋࡍ┠╔ᩆຓ㛫ࡢᕷẸ⯡୍࠸࡞

ᖠᕷࡅ࠾᭶ᐮ᩿ᒙⓎ⏕ࡢ㛢ࡌ㎸ᩘ⪅ᩆຓᘏ

㛫ኟ࡚࠸࠾⟬ฟࠊ࡛ࡇࡍᾘ㜵㝲୍⯡ᕷ

Ẹࡢᩆຓάືࡢᙺ࡚࠸ࡘ⪃ᐹࠋࡍ�

㸰㸬⏝ࢱ࣮ࢹ

� ᪤ ࡢ⅏ᐖࡅ࠾㛢ࡌ㎸ࡢ⪅ᩆຓ㛵ࢱ࣮ࢹࡍ

ᐑࠊࡣ࡚࠸࠾රᗜ┴༡㒊ᆅ㟈ࠊࡀ࠸࡚㝈ࡣ

ㄪᰝࡅ࠾⏫ῐࡢ �㸧ᮧୖᾘ㜵⨫ㄪᰝ �㸧ᮾ

ℿ୍ࡅ࠾⯡ᕷẸࢺ࣮ࢣࣥࡢㄪᰝ �㸧ࠋ࠶ࡀ㏆ᖺ

ሗ࿌࡞ヲ⣽ࡢᩆຓࡅ࠾ᮏᆅ㟈⇃ࠊࡣ࡚࠸࠾ �㸧�㸧

➼ゎᯒࡓࡋᇶࡑ ��㸧ࡀᐇࠋ࠸࡚ࡉᮏㄽ୍ࠊࡣ

⯡ᕷẸᩆຓᑓ㛛ᐙᩆຓศ࡚ࡅゎᯒࡍ

࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡃከᩘࡀಽቯ⿕ᐖࠊࡓ ���� ᖺරᗜ┴༡㒊

ᆅ㟈ࡅ࠾ᾘ㜵⨫୍⯡ᕷẸ㛵ࢱ࣮ࢹࡍ �㸧�㸧ຍ

࠼ ���� ᖺ⇃ᮏᆅ㟈ࢱ࣮ࢹࡢ ����ࠋࡓࡋࡇ࠸⏝�

㸱㸬රᗜ┴༡㒊ᆅ㟈⇃ᮏᆅ㟈ࡅ࠾ẚ㍑

� ����ᖺරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈����ᖺ⇃ᮏᆅ㟈ࡅ࠾ᩆຓ

㛫ࡢẚ㍑ࠊࡎࠋ࠺⾜රᗜ┴༡㒊ᆅ㟈ࡅ࠾ᮾℿ

�ᅗࠊ�ᅗᘓ≀⿕ᐖูᩆຓ㛫ࡢᕷẸ⯡୍ᾘ㜵㝲ࡢ

ࡣ࡛ቯࠊࡣᩆฟ㛫ࡢᕷẸ⯡୍ࠋࡍ♧ �� ศ⛬ࠊ࡞

ᩆᛴ㝲ࡢ � 㛫ẚᗄศ▷ࠊࡣࡇࠋ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ

ᩆᛴ㝲➼ࡢᘬ⥅ࡂ㛫ࡀ⪃៖ࡀࡇ࠸࡞࠸࡚ࡉཎᅉ

ᕷẸ⯡୍ࡣሙྜࡢಽቯࠊࡀ࡞ࡋࡋࠋ࠼⪄

ࡣᖹᆒᩆຓάື㛫ࡢ ��� ศࠊᾘ㜵ࡣ ��� ศࠊ⿕ᐖࡀ

ቑࡍᩆຓ㛫ࡀ㛗࡞ࡃഴྥࠋ࠶ࡀ⇃ᮏᆅ㟈

ᾘ㜵ࠊࡣάື㛫ࡀ࠶࡛ࢱ࣮ࢹࡢࡢಽቯࠊሙྜࡢ

���ศࠊ㆙ᐹ���ศࠊ㆙ᐹẚᾘ㜵ࡢ᪉ࡀ▷㛫࡛ᩆ

ຓ࡛ࠊࡋࡎ࠸ࠋࡀࡇ࠸࡚ࡁ⿕ᐖ⛬ᗘࡀ

ቯ㉸ࠊ࠼⏕Ꮡ✵㛫ᦆኻ⋡ࡀ࡞ࡃࡁಽቯࠊ࡞

ᩆຓ㛫ࡣᖜቑຍࠊࡋᖹᆒⓗ࡞ᩆຓ㛫ࡣᾘ㜵࡛

ᖹᆒ �㛫 �㛫ࠋࡀࡇ�

ᅗ㸯� ᕷẸࡢᩆຓ㛫 ᅗ �� ᾘ㜵㝲ࡢᩆຓ㛫�

㸲㸬ᐇᆅ㟈ࡢ㐺⏝⤖ᯝ

� ୖグࡢᩆຓ㛫ࠊ࠸⏝ᮐᖠࡅ࠾せᩆຓ⪅ᩘࡢ᥎

ᐃᡤせ㛫᳨ࡢウ � ᭶✚㞷᭱ࡀከ࠸ � ᭶࠸࠾

࡚ᐇࠋࡓࡋᐃᆅ㟈࡚ࡋᾏ㐨⟇ᐃࡢ᭶ᐮ᩿ᒙᆅ㟈

Ϭ

ϭϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϲϬ

ϳϬ

ϴϬ

Ϭ

ϮϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϴϬ

ϭϬϬ

ϭϮϬ

ϭϰϬ

ϭϲϬ

Ҳ෨ଝշ ൔշ સշ ౙշ

յ

ं
਼

ٻ
ঁ

ؔ

ਕ਼ ؔ

Ϭ

ϭϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

ϱϬ

ϲϬ

ϳϬ

ϴϬ

Ϭ

ϮϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϴϬ

ϭϬϬ

ϭϮϬ

ϭϰϬ

ϭϲϬ

Ҳ෨ଝշ ൔշ સշ ౙշ

յ

ं
਼

ٻ
ঁ

ؔ

ਕ਼ ؔ

地域安全学会梗概集 No.50, 2022.5

-  189 -



��㸧ࠊࡓࠋࡓ࠸⏝ᮌ㐀ᐙᒇࡢᦆയᗘ᥎ᐃࡣᾏ㐨ࡢ

⪏ຊศᕸ࠸࡚࠸⏝➉ෆࡢᡭἲ ��㸧���ࠊ࠸⏝㛢ࡌ㎸

⏣ゅࡣᩘ⪅ ⏣ᒸࡣ࡚ࡋ㛵ேⓗ⿕ᐖࠊᡭἲࡢ���� ��㸧

ᡭἲ࡚࠸⏝⟬ฟࠋࡓࡋ⤖ᯝᅗ � ࠊࡣኟᏘࠋࡍ♧

⣙ �  ���� ேࠊᏘࡣಸ௨ୖࡢ � ேࡢᩆຓࡀᚲせ

࡚ࡋ㞟୰ᐙᒇࡓࡋಽቯࠊࡀࡃከࡢ⪅㈇യࠊࡓࠋ࡞

Ⓨ⏕ࡓࠋࡀ࠸࡚ࡋኟᏘᏘࡢᘏᩆຓ㛫

ಽࠊᕷẸ⯡୍ࡣ࡚࠸ࡘቯቯ༙ࠋࡍ♧�ᅗࠊ�ᅗ

ቯࡣ࡚࠸ࡘᾘ㜵㝲ࡢᩆຓ㛫ࠋ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ▷ࡀከࡃ

ಽ࡛㎸ࡌ㛢ࡌྠ࠾࡚ࡋ㞟୰ಽቯᐙᒇࡣ⪅㈇യࡢ

ቯᐙᒇඃඛⓗᩆຓࠊࡓࡢࡑࠋࡀࡇࡁࡍ

ᩆຓ㛫࠸▷ࡢᾘ㜵㝲ዴఱಽቯᐙᒇඃඛ࡚ࡋ㓄⨨

࡚ࡋ㈇യࡤ࡞Ꮨࠊ࡚࠼ຍࠋ࡞㔜せࡀࡁ࡛

࠸࠾ሙྜࡢࡇࠋࡍ⏕ⓎࡀṚపయ ࡚ࡃ࡞࠸

ẚ㍑ⓗᩆຓቯ࡛ᚓ࡚༙ቯຓຊࡢᕷẸ⯡୍ࠊࡣ࡚

ࠋ࠺࡞㔜せࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋᢸᙜᐙᒇ࠸ࡍࡋ

ᅗ �� Ṛയ⛬ᗘู㛢ࡌ㎸⪅ᩘ㸦ᕥ �᭶� ྑ �᭶㸧�

ᅗ �� ኟᏘࡢࡢᩆຓ㛫�

ᅗ �� Ꮨࡢࡢᩆຓ㛫�

㸳㸬

� ேⓗ⿕ᐖ᭱㝈㍍ῶࡢࡓࡍᩆฟᩆຓάື࠸࠾

࡛ࡁࡍᢸᙜ࡚ࡋඃඛࡀᾘ㜵㝲ࡣ࡚࠸ࡘಽቯᐙᒇࡣ࡚

ࡣᾘ㜵㝲ဨࡢᾏ㐨ࠊࡋࡔࡓࠋ࠶ ���� ே⛬ᗘ࡛ࠊ࠶

ᾘ㜵㝲ࡣ࡛ࡅࡔ฿ᗏᑐᛂࠋ࠸࡞ࡁࡋᵓ㐀⿕ᐖ࠸࡞ࡀᘓ

༠ຊࡢᕷẸ⯡୍ୖࡢᏳ☜ಖࠊࡣᩆຓάືࡅ࠾≀

ሙྜࡢᏘࠊ≉ࠋᛮ࡞ᚲせࡇᚓ

ࠋ࡞㔜せࡀࡇࡍᩆฟࡃከᩘ⪅㎸ࡌ㛢ࡢയ↓ࡣ

ᚋࠊ㠀ᑓ㛛ᐙ࡛࠶ᕷẸࡢᏳᛶ⪃៖ࠊࡓࡋຠᯝ

ⓗ࡞ᩆຓἲࡧ࠾ᙺศᢸ᳨࡚࠸ࡘウࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅

ᡤᏑ࡛ࠋ࠶�

ㅰ㎡

ᮏ◊✲୍ࡢ㒊ࡢ������+���㈝◊⛉�636-ࠊࡣຓᡂࡅཷ

ࢱ࣮ࢹ㛵㐃ࠊࡣẶࡦᮧୖࠊࡓࠋ࠶࡛ࡢࡓ

ᥦ౪ࡇࡇࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸グ࡚ࡋㅰពࠋࡍ⾲�

ཧ⪃ᩥ⊩

��.DZDVYPL� +� �OQWHQVLW\DQG� 0DJQLWXGHRIVKDOORZ� (DUWKTXDNFV 㸪

%H7HDX�&HQOUDO�6HLVP㸬,RWH)Q㸬6HU㸬$�7UDY�㸪6FL㸬㸪��㸪���í����㸪
�����㸬�
�㸧୰ኸ㜵⅏㆟㜵⅏ᑐ⟇ᐇ⾜㆟᪥ᮏᾏ⁁࣭༓ᓥᾏ⁁ἢࡢ࠸ᕧ

ᆅ㟈ᑐ⟇᳨ウ࣮࣮࣡ࣥࣝࢢࢢ㸸᪥ᮏᾏ⁁࣭༓ᓥᾏ⁁ἢ࠸

⿕ᴫせ㹼ᘓ≀⿕ᐖ࣭ேⓗࡢᡭἲࡧᐖᐃ㡯┠ཬ⿕ࡢᕧᆅ㟈ࡢ

ᐖ࣭⤒῭ⓗ⿕ᐖ㹼௧㸱ᖺ㸯㸰

�㸧⏣⏿┤ᶞ࣭ᒸ⏣ᡂᖾ࣭㧗ಙ㞝�ᘓ≀ᦆയᗘ㛵ᩘᲷṚஸ⋡

㛵ᩘࡢᆅ㟈㜵⅏ࡢ⏝ἲ�ேᦆኻࡓࡋ┠╔ᮌ㐀పᒙᘓ≀ࡢ

⿕ᐖ⋡㛵ᩘࡢసᡂ㟈ᐖண  ��᪥ᮏᘓ⠏Ꮫᵓ㐀⣔ㄽᩥ

㞟�1R����������������
�� �ᮧୖ࣭ࡦ➉⏣ᏹᶞ㸸�����ᖺරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈ࡅ࠾㛢ࡌ

㎸ேⓗ⿕ᐖⓎ⏕㛵ࡍᶞᙧ࣮ࣔ�ࣝࢹᮾℿ༊ࢹࢺ࣮ࢣࣥ

��ᮾ⃰ᆅ㟈⛉Ꮫ◊✲ሗ࿌㸪�����㸪����㸬࣮ࢱ࣮
�� すᒣ⣧୍㑻�ᒸ⏣ᡂᖾ�୰ᔱ၏㈗�ఀ⸨႐⣖㸸ከⓎእയᛶ㔜

ᗘᣦᶆࡓ࠸⏝ᘓ≀ಽቯ㛢ࡌ㎸ࡢ⪅㟈ᚋవ᭤⥺ࡢᵓ

⠏㸪᪥ᮏᆅ㟈ᕤᏛࢪࣥࢩ�2*���������������
����ᐑ㞞ᏹ㸪ኴ⏣⿱㸸����ᖺරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈ࡢṚ⪅Ⓨ⏕≧ἣ

㸫ῐ㊰ᓥῐ⏫㸫㸪ᮾ㎰ᆅ㟈⛉Ꮫ◊✲ᡤሗ࿌㸪ࢳࢣࢫࡢ

VHT�1R��㸪SS������㸪����㸬�
�㸧ᮧୖࡦ㺃➉⏣ᏹᶞ㺃㘵⏣ὈᏊ㺃㧗⏣⮳㑻㸸රᗜ┴༡㒊ᆅ㟈

ᐇែ㏣㊧ㄪᰝ㸪ࡍ㛵㎸ࡌ㛢ఫᒇಽቯࡢᮾℿ༊ࡅ࠾

ᮾ⃰ᆅ㟈⛉Ꮫ◊✲ᡤሗ࿌ 6HT�1R���㈈ᅋἲேᆅ㟈ண▱⥲ྜ◊✲

⯆�S����㹼�����������
��┿ၿ⾜㸸ᆅ㟈㛢ࡌ㎸ࡢ⪅ᩆฟ࣭ᩆຓࡅ࠾

ᆅᇦఫẸྥࡅカ⦎ᣦ㔪ࡢᥦ�ᒱ㜧Ꮫಟኈㄽᩥ �������
�㸧㆙ᐹᗇ㸸ඣᔱὒᖹ㸪ຍྂಙ㸪ᑠᒣ┿⣖㸪ྜྷᮧᬗᏊ㸪బ⸨ྐ

㸪㛵ᩥኵ㸪ᐑ㔛┤ஓ㸪୰ᓥᗣ㸸⇃ᮏᆅ㟈ࡅ࠾㆙ᐹࡢᩆຓ

ά ື  㛵 ࡍ  ㄪ ᰝ ศ ᯒ 㸪 ㆙ ᐹ ᗇ 㸪

KWWSV���ZZZ�QSD�JR�MS�EXUHDX�VHFXULW\��
��㸧ຍྂ�ಙ��ྜྷᮧ�ᬗᏊ��ᑠᒣ�┿⣖��ᐑ㔛�┤ஓ��㛵�ᩥኵ��୰ᓥ�ᗣ�
బ⸨�ྐ��⇃ᮏᆅ㟈ࡅ࠾ᮌ㐀ಽቯᘓ≀ࡢᩆຓάື㛵ࡍ

������᪥ᮏᆅ㟈ᕤᏛㄽᩥ㞟�����������ᕳ����ྕ��S���B����B✲◊
���ᾏ㐨㸸ᖹᡂ ��ᖺᗘᆅ㟈⿕ᐖᐃㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩�ᖹᡂ ��ᖺ
�᭶�KWWS���N\RXLNX�ERXVDL�KRNNDLGR�MS�ZRUGSUHVV�ZS�FRQWHQW�XSORDGV��
��������K��BMLVKLQVHQPRQB����B������SGI
�����������⌧ᅾ��

���➉ෆៅ୍ࠊᒸ⏣ᡂᖾࠊ୰ᔱ၏㈗㸸ᆅᇦᛶཬࡧ௦ᛶ⪃៖ࡋ

ᥦ㸫ᾏ㐨ࡢᆅᇦᆅ㟈⿕ᐖ⋡㛵ᩘᵓ⠏ἲࡢ≀ᮌ㐀ᘓ⠏ࡓ

᪉ἲ㸫�᪥ᮏᘓ⠏Ꮫᵓ㐀⣔ㄽᩥࡍ⏝㟈ホⅬศᕸ⪏ࡓࡋ

㞟�������
���➉ෆៅ୍ࠊ୰ᔱ၏㈗ࠊᒸ⏣ᡂᖾࠊ㯞㔛ဴᗈ㸸ᾏ㐨ࡢ✚㞷ᮇ

ࡢࡑᇶ♏ⓗ᳨ウ�㸫ࡢホ౯ᡭἲࢡࢫࣜ≀ᘓࡓࡋᑐᛂ ��୍⯡デ᩿

ἲ✚㞷⪃៖ࡓࡋ⿕ᐖィ⟬᪉ἲ㸫�ᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲�����
��� ゅ⏣ཿு㺃ᒸ⏣ᡂᖾ㺃୰ᔱ၏㈗��ᑡᏊ㧗㱋⌧㇟ࡀᆅ㟈ὠἼ」

ྜ⅏ᐖࡢேⓗ⿕ᐖ࠼ᙳ㡪ホ౯��᪥ᮏᆅ㟈ᕤᏛㄽᩥ㞟��➨
���ᕳ�➨���ྕ��SS���������������ᖺ�
���ᒸ⏣ᡂᖾࠊ୰ᔱ၏㈗㸸つᶍᆅ㟈ᑐࡍᆅᇦಖᇶ┙ᩚഛ

ᐇ㊶◊✲�ᆅ㟈క࠺ேⓗ⿕ᐖࡢ㔜ᗘᣦᶆูヲ⣽ホ౯ἲࡢᥦ

aᐃ༡ᾏࣇࣛࢺᕧᆅ㟈㟈ືཬࡧὠἼ⿕ᐖヨ⟬

a�つᶍᆅ㟈ᑐࡍᆅᇦಖᇶ┙ᩚഛᐇ㊶◊✲�ᖹᡂ ��ᖺᗘ�⥲
ᣓ࣭ศᢸ◊✲ሗ࿌᭩�������

Ϭ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

ϱϬ͕ϬϬϬ

ϲϬ͕ϬϬϬ

ϳϬ͕ϬϬϬ

୍㒊ᦆቯ ༙ቯ ቯ ಽቯ

Ṛ
യ
⛬
ᗘ
ู
㛢
䛨
㎸
䜑
⪅
ᩘ
䠄
ே
䠅

↓യ ㍍യ୰➼ 㔜 Ṛஸ

Ϭ

ϭϬϬϬϬ

ϮϬϬϬϬ

ϯϬϬϬϬ

ϰϬϬϬϬ

ϱϬϬϬϬ

ϲϬϬϬϬ

ϳϬϬϬϬ

୍㒊ᦆቯ ༙ቯ ቯ ಽቯ

Ṛ
യ
⛬
ᗘ
ู

㛢
䛨
㎸
䜑
⪅
ᩘ

䠄
ே
䠅

↓യ ㍍യ୰➼ 㔜 Ṛஸ

Ϭ

ϱ͕ϬϬϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ

Ϯϱ͕ϬϬϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ

ϯϱ͕ϬϬϬ

ϰϬ͕ϬϬϬ

ൔշ સշ ౙշ

Ԉ
΄
ٻ
ঁ

ؔ

Ҳൢࢤ Պ

Ϭ

ϱϬϬϬ

ϭϬϬϬϬ

ϭϱϬϬϬ

ϮϬϬϬϬ

ϮϱϬϬϬ

ϯϬϬϬϬ

ϯϱϬϬϬ

ϰϬϬϬϬ

ൔշ સշ ౙշ

Ԉ
΄
ٻ
ঁ

ؔ

Ҳൢࢤ Պ

-  190 -



༡ᾏࣇࣛࢺ⮫ሗⓎ௧ࡢ⮬యࡢᑐᛂ㛵᳨ࡍウ

̿�ḷᒣ┴୵ᮏ⏫̿�࡚ࡋ
([DPLQDWLRQ�RI�/RFDO�*RYHUQPHQW�5HVSRQVH�GXULQJ�WKH�6SHFLDO�(DUO\�:DUQLQJ��
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障害児者を支える福祉事業者の災害対策の現状に関する研究

-京都府山城北圏域を対象として-
Research on the Current State of Disaster Preparedness  

of Welfare Providers Supporting Children with Disabilities 
-For the Yamashiro-Kita area in Kyoto Prefecture

前川良栄
1
，澤田雅浩

1

Yoshie MAEKAWA1 and Masahiro SAWADA1 

1 兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 
     Graduate School of Disasuter Resilience and Governance, University of Hyogo 

Persons with disabilities, especially school-aged children with disabilities, travel extensively, commuting to and from 
schools across municipal administrative boundaries and contracting with welfare offices outside their places of 
residence. On the other hand, the business types of welfare service offices are also diverse, and the possibility of 
business continuity in the event of a disaster is also expected to be diverse. Therefore, we conducted a questionnaire 
survey of service providers in the Yamashiro-kita area of Kyoto Prefecture to clarify the actual conditions and issues. 

Keywords : children with disa bilities, welfare, business continuity, welfare offices, disaster prevention 

１．はじめに
(1) 災害時における福祉

近年の度重なる自然災害において，障害者や高齢者の

犠牲者はなお高い比率を占めている．災害時に障害児者

の生命を守り，発災後の日常生活を継続するためには，

本人及び保護者家族，福祉事業者，地域の連携した取組

みを改めて対策として講じていく必要性は高い．

しかし障害児者は多様な支援を利用しながら地域で生

活している現状がある．居住する行政地域を超えて通学

や福祉事業の利用をしているような，日常生活の中で日

常的に広域な移動をおこなう障害児者が多数存在してお

り，その対策はより多面的な検討が必要となる．さらに

障害児者の日常生活を支える福祉サービス事業所の事業

形態も多様化しており，災害時の事業継続に課題への対

応や備えについても不十分である可能性もある．災害時

だけでなく平時においても福祉サービスが業務を停止す

ることになれば，障害児者の日常生活の質の低下や保護

者家族の生活の継続にも関わる課題といえる．

(2) 研究の目的

2017 年 6 月の水防防等の一部改正により，要配慮者利

用施設の避難確保計画の作成及び避難確保計画に基づく

避難の確保のための訓練が努力義務から義務とされた．

また 2021 年 5 月の災害対策基本法の改正により，優先度

の高い避難行動要支援者に対する個別避難計画作成等，

避難行動支援に関する取り組み指針が改定された．避難

行動支援を行うのは，通学する学校や保護者だけではな

く，福祉事業者も含まれる．しかし事業者の災害への備

えがどのような状況にあるのかはまだ十分に把握されて

ない．そこで，本調査では京都府山城北圏域で障害者向

け福祉サービスを提供する事業者に対しアンケートを実

施し，現状における災害対応の実態を整理することを目

的とする．

２．調査概要
(1) 調査対象

京都府山城北保健所に登録している障害児者向け福祉

サービス提供事業者を対象とし，質問紙を福祉サービス

事業登録している法人，会社等の本部に郵送し，回答を

依頼した．調査対象は 137 法人 140 施設である．なお，

京都府山城北圏域は山城北保健所が所管している宇治市，

城陽市，八幡市，京田辺市，井手町，宇治田原町，久御

山町の 4市３町の地域である．  
(2) 調査概要

2021年 7月 29日に郵送し，8月 19日到着分をもって回

収終了とした．回答数は 40票であり，回収率は 28.5％で

ある．主な調査内容は，事業内容についてと事業者の災

害時の対応，事前の対策についてである．

３．調査結果
(1) 回答者の属性

回答者の事業内容を表１で示す．

表 1 回答者の属性と回答数 

作業所および施設で約９割を占めている．なお，就労

系事業所及び，生活介護事業所を提供する事業者を作業

所，入所施設事業者を入所とし，作業所や入所施設以外

のサービス提供事業者（居宅介護事業所や，短期入所事

属性 提供する障害福祉サービス 回答数 

作業所 
就労継続⽀援（A 型・B 型）施設 

⽣活介護施設 
16

（40%） 

施設 
居宅介護 児童発達⽀援 

放課後等デイサービス 
21 

(52%) 

⼊所 施設⼊所 
3 

(7%) 
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業所，放課後等デイサービス事業所等）を施設として分

類している．

(2) 施設の立地

a）施設の立地場所 
サービスを提供する施設の立地する場所のハザードを知

っていると答えたのは，作業所，入所施設ではすべての

施設であり，施設では 71.4％となった．施設が提供して

いる福祉サービスは，居宅介護や児童発達支援，放課後

等デイサービスであり，障害児者の日常生活において学

校や作業所と家庭との合間といえる時間を過ごす場であ

るが，その場所がどんな災害危険があるのかを施設側が

認識していないケースが存在することが明らかとなった．

なお，施設種別ごとに施設の立地にどのようなハザー

ドが想定されているかについて整理したものが図１であ

る．どの施設でも洪水・浸水想定区域内に立地している

という回答が約半数となっている．

図 1 施設の立地場所の災害想定 

回答全体の 84％の事業者の施設が災害が想定されてい

る立地であり，うち 10 事業者は 3.0m 以上の浸水被害が

想定される区域内に立地している．そのほか，土砂災害

特別警戒区域に接していると回答した施設もあり，災害

時に施設そのものが被害を受ける可能性が高い場所に立

地している傾向が高いことが明らかとなった．

b）施設の閉所 
ハザードマップ等に示される災害想定では 84%が想定

区域内に立地しているが，施設の閉所基準を決めている

と回答したのは作業所が 67％で施設では 40％であった．

入所施設は施設そのもので日常生活を送っていることか

ら他の事業者と比較して閉所が難しい業務実態といえる．

そのため入所施設の事業者は閉所基準を定めるよりむし

ろ業務を継続できる計画作成が必要とされていることが

うかがえる結果となった．施設立地場所の災害想定では

施設からの移動する避難が考えられる．また，作業所や

施設における閉所基準の内容を図２に示す．気象警報が

圧倒的に多くなっていることがわかる．一方で，警報発

令より前に閉所をするといった事前に安全を考慮すると

いう回答は極めて少なくなっている．ただし，立地する

場所で想定される災害による被害を考えると，より早い

段階で閉所を検討するという対応も必要である． 

図 2 閉所基準の内容（複数回答） 

(3) 避難訓練（防災訓練）

a）避難訓練（防災訓練）の実施状況

災害に備えた訓練の実施状況を，図３で示す．

図 3 避難訓練（防災訓練）の実施状況 

 作業所での訓練実施と比較すると，施設での実施が低

いことがわかった．施設は日々の利用者が固定化されて

いないため，避難訓練等の実施を利用者と行うことが難

しいことがうかがえる．施設利用をする障害児者が災害

で被害を受けないようにするためには，訓練内容を工夫

するなどしながら，対応を図る必要が示唆された．

b）訓練内容 
実施されている訓練内容に関する回答結果を，図 4 に

示す．先述の通り，施設立地場所が災害想定区域内であ

ると 27 事業者が回答しているが，施設以外の避難場所へ

の移動を伴う訓練を実施していたのは 10 事業者であった． 
また過去の災害で福祉施設が被災状況から，地域と連

携した災害対応が必要性が指摘されているが，今回の調

査では災害に備えた地域等との連携については「地域と

連携や協力体制がある」と回答したのは 4 事業者であり， 
「他の事業者との連携がある」と回答したのは 9 事業者

である．なおこれは回答全体の約３割にしかすぎず，さ

らに「実際に合同訓練を行なったことがある」と回答し

たのは２事業者にとどまった．事業者による災害対応に

関しては，調査を実施する際の事前ヒアリングで，マン

パワーの不足や地域との連携がないこと等が不安材料と

してあげられていた．アンケート結果からも事前に地域

等との連携体制を構築するところまで事業者の災害対応

が進んでいない実情があることが明らかとなった． 

図 4 避難訓練（防災訓練）の訓練内容（複数回答） 

(4) 防災マニュアル

a）災害対応

 防災マニュアルの作成状況は，約半数の事業者が作成

済みと回答しており，作成中であるという回答を合わせ

ると約９割で取り組まれている．その内容については，

「管理職が不在の災害対応について」であり，約半数が

対応を決めていると回答している．なお，具体的には

「連絡体制を定めている」という回答が最も多く，次に
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「指揮命令系統」となっている．作業所，施設ともに連

絡体制を定めているのは回答の約半数となっている． 

図 5 発災時の対応内容（複数回答） 

b）利用者対応 
自然災害発生後の利用者への対応のうち，施設におい

て，利用者を保護者へ引き渡す際の方法の検討に関する

回答結果を図 6 に示す．「引渡しを決めている」「検討

中」も合わせると約８割の施設では保護者への引き渡し

方法を検討していることが明らかとなった．一方で 1ヶ
所だが入所施設で引き渡さないと決めている事業者もあ

った．入所施設利用者の中には災害発生時に戻る自宅が

なかったり，家族での受け入れが困難となる状況も想定

される．利用者の引渡しは，事前に利用者の自宅周辺の

災害想定を考慮し，自宅に帰ることによる被災等も検討

する必要ある．施設単体では引き渡すことを前提に計画

が策定されることになりがちであるが，個別支援計画内

に個別避難計画を加えることでこういった課題への対応

が可能になる可能性がある．

図 6 発災時の利用所の保護者への引渡し 

c）災害対応について保護者への説明 
災害対応の保護者への説明状況に関する回答結果を図

7 に示す．保護者へ事前に災害時の対応を伝えていると

回答したのは全体の約半数であった．施設の場合は直前

に対応を連絡するという回答も約３割を占めている．な

るべく閉所をしない対応を含め，利用者の利便性を損な

わない対応であると見ることもできるが，直前に閉所を

決定したりすると，図 6 で示したように，引き渡し方法

如何によっては利用者が孤立をしたり，安全を確保でき

ない状況になる可能性がある．

図 7 災害対応について保護者への説明 

(5) 災害時の職員・利用者・保護者との連絡体制

a）災害時の安否確認

 ここでは，災害発生時の職員の安否確認の方法および

利用者・保護者の安否確認の方法を検討しているかどう

かについての結果を示す（図 8，図 9）．施設においては

職員の安否確認方法を決めているのは半数を超えている

が，作業所の場合，安否確認方法を決めていないと回答

した事業所が４割にのぼっている．また，利用者・保護

者の安否確認の方法を決めているとの回答は職員の安否

確認に比べてどの施設形態でも低い結果となった．安否

確認方法を決めていないという回答が全体でも半数を超

えている．特に障害児者の場合，災害時であっても普段

と同様の生活環境が必要とされる場合も多い．その点を

考えると，普段の状況と異なる事態が起こりうることも

想定して，安否等の確認を関係者全体で行うことも重要

となるがそこまでは対応がなされていないことが明らか

となった．

図 8 安否確認（施設職員） 

図 9 安否確認（利用者・保護者） 

なお，安否確認を行う際の情報通信手段に関する回答

結果を結果を，図 10，11 に示す．連絡手段は，職員，利

用者・保護者ともに LINEを利用するが高い結果となっ

た．災害伝言ダイヤルの活用はどちらも低く，日常使用

しているものを災害時にも使用することを想定している

ことがうかがえる．その他の中に職員間の連絡手段で，

snsの DMを利用すると回答した事業者もあった． 

図 10 安否確認の手段（施設職員） 

図 11 安否確認の手段（利用者・保護者） 
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(6) 利用者支援

a）施設以外の場所での利用者の支援

 特に施設では，移動支援や行動援護，同行援護等の福

祉サービスや団体での旅行やイベント等，施設以外の場

所での支援活動も提供されている．内容によっては，利

用者と支援者の２人きりで施設外の行動となることもあ

り，災害発生時に適切な対応を図ることが難しい状況に

陥ることも考えられる．そこでここでは，施設外での行

動時の災害対応についての回答結果を整理する．施設外

での利用者支援の際の災害対応についての結果を．図 12
に示す．

図 12 施設外での支援活動時の対応 

対応を決めていると答えたのは 5 事業者となり，検討

している事業者を含めても低い結果となった．公共交通

機関の利用中に被災したり，介護者が単独で十分な対応

が図れなくなるなど，多くの課題が想定されるため，施

設での災害対応に加えて今後は検討が必要と考えられる

がまだそこまで対応ができていない状況が明らかとなっ

た．利用者の安全を確保しながら情報の収集や連絡を行

う等，支援者が独自で判断をするためにも事前に対応を

検討し職員，保護者と対応を共有しておくことが利用者

や保護者にとって重要であり，職員の安全確保のために

も十分な準備が必要となる．また送迎をおこなっている

事業所は送迎ルート時の対応も課題となる．

(7)避難確保計画の策定状況

避難確保計画の作成状況の結果を，図 13 に示す．作業

所は計画作成状況に比較し，施設は低い結果となった．

また，相談支援事業を行う事業者に対して，個別避難計

画を知っているかどうかをたずねたところ，知っている

という回答は約２割にとどまり，知らないという回答が

過半数となった．

図 13 避難確保計画の作成状況 

調査実施時期が 2021 年 7 月末であり福祉事業者への説

明等，市町村の取組みがこれから始まる時期であった可

能性も考慮しなければならないが，認知が十分に図られ

ていないことが明らかとなった．２つの事業者に対して

20214 月にヒアリングを行った際も，どちらも聞いたこ

とがないとの返答であった．

(8)福祉避難所協定

福祉避難所の指定状況を WEB サイトで確認できる市

町村に関して，調査の回答で福祉事業所の協定を結んで

いると回答した事業所の数の食い違いが生じている（表

2）．市町村の中には，福祉避難所の開設に関する協定を

結んでいる場合，その施設名を公表している場合があ

る．それらと回答を得られた事業所のうち，指定されて

いるのに協定を結んでいないと回答していたり，指定さ

れていないのに協定を結んでいると理解しているような

認識のズレが生じていることが明らかとなった．特に前

者の場合，福祉避難所を開設することになっているのに

対応がなされないと，混乱が生じる懸念があることが明

らかとなった．また福祉避難所協定を結んでいる施設の

立地についても，洪水浸水想定区域内もしくは土砂災害

警戒区域内となっていることがわかった．こういった場

合，災害の種類によっては開設されないこともある，と

いう状況認識の統一が，自治体と施設間だけでなく，利

用者や保護者にもなされる必要性があることが示唆され

た．

表 2 福祉避難所協定の認識状況（事業者数） 

市町村 アンケート結果 市町村記載 
A ２ ３ 
B ０ ４ 
C ２ ３ 

４．おわりに
今回は京都府の一部地域の結果であり，全ての障害者向

け福祉サービス提供事業者の災害対応は同様であるとは

いえないが，障害児者を災害時にも守るための対策は制

度の施行などにより進められているものの，直接の担い

手となる事業者の対応はまだ十分には図られていなこと

が明らかとなった．障害児者やその保護者の自助として

の備えは必要ではあるが，平時の生活において何らかの

支援を必要としている当事者にとっての備えの中には福

祉サービスの早期の復旧や継続が必要となるが，その実

現にはまだ大きな困難があることがわかる．

また福祉サービスの利用者には災害時避難行動要支援

者に含まれない障害児者や，障害者手帳を所持しない利

用者も含まれる．言い換えれば障害者向け福祉事業者が

災害への備えを計画することで，地域で生活する障害児

者の多くにとって災害時の備えとなり，事業者が地域と

連携することで地域の障害理解に繋がる可能性も秘めて

いる．災害時の個別避難計画の作成を進めると同時に，

障害福祉事業者の規模に関わらず災害時の計画を作成す

ることが災害時の障害児者の生活や命を支えることにな

ることにもつながりうる．そのことを踏まえ，実効性の

高い計画策定，その実行を担保するための方策を検討し

ていくことが必要となる．
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   In this study, we conducted a questionnaire survey of local government employees in the Disaster Prevention and 
Crisis Management Division with the aim of clarifying the relationship between disaster case management ability and 
personal networks. From the results of the questionnaire, it was confirmed that the disaster case management ability 
consists of four abilities: expertise, management ability, confrontation ability, and preparation ability. In addition, the 
personal network could be classified into four clusters: small-scale type, work area type, welfare type, and large-scale 
/ professional type. Looking at the capacity values by cluster, the large-scale type has the highest ability to specialize, 
manage, and prepare. As a result, it was suggested that it is effective to build a personal network with various people 
inside and outside the work area in order to improve some disaster case management abilities 
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１．はじめに 
全国各地の被災地では，災害ケースマネジメント型の

支援が展開されている．災害ケースマネジメントを実行

するためには，多様な支援者が連携して，協働する必要

があるとされている．実際に，仙台市や熊本市では，自

治体職員を含む多様な主体が連携して，被災者支援に当

たっていたことが報告されている1),2)．鳥取県では，防災

危機管理基本条例を改正し，災害ケースマネジメントを

恒久的な仕組みとして位置付けるなど，自治体が支援体

制を整え，自治体職員が支援の担い手となっている．

2019年には，東北弁護士会連合会3)は，地方自治体に対

して，中心的役割を担いつつ，平時から災害ケースマネ

ジメントの体制づくりを進めることを提言し，都道府

県・市町村が各地域防災計画において，弁護士をはじめ

とする専門士業団体，その他の民間団体との間で，支援

のために，ネットワークを強化するべきことを言及して

いる．2022年には，内閣府(防災担当)4)は，今後，災害ケ

ースマネジメントを実行していくにあたって，行政を含

む被災者支援に係る様々な関係者と平時から関係構築を

行うことを課題として挙げている．このように，各自治

体では，災害ケースマネジメントの体制づくりが求めら

れる中で，支援者同士のネットワークを構築する重要性

が強調されている．また，過去に災害ケースマネジメン

トが実行されたいくつかの被災地の事例を見ると，支援

者自身が保有・構築した人的ネットワークを用いて支援

を行っていた例が存在している5),6)．以上のことから，災

害ケースマネジメントを実行するためには，支援者間を

結ぶ人的ネットワークを構築することが効果的だと考え

られる．ところで，災害ケースマネジメントは，防災諸

機関や平時の制度や制度運用する諸機関と調整と連動を

図ることであるため2)，自治体職員の中でも，特に防

災・危機管理の業務に従事している職員のパーソナルネ

ットワークが，より災害ケースマネジメントの実行に寄

与するのではないかと考える．防災・災害分野のネット

ワークに関する既往研究を概観するとパーソナルネット

ワークが防災行動や災害に対する取組に与える影響7)や，

ソーシャルキャピタルが自助・共助意識の高さに与える

影響を明らかにした研究8)などの蓄積はあるが，災害ケ

ースマネジメントとネットワークの関係性や実態につい

て明らかにした研究は筆者の管見の限り散見されない．

本稿は防災・危機管理の業務に従事している自治体職

員を対象に，パーソナルネットワークと災害ケースマネ

ジメント能力(以下，ケースマネジメント力)との関連性

を明らかにすることを目的とする． 

２．調査の概要 
本稿の目的を達成するために，市町村単位の自治体の

防災・危機管理課の自治体職員に対してアンケート調査

を実施した．アンケート配布を 2021 年 11 月 22 日から行

い，滋賀県，京都府の自治体の危機管理・防災に関する

部署にアンケートの協力を依頼し，了承が得られた 38 自

治体にアンケートを送付し，配布を依頼した．送付方法

は手渡し並びに郵送で，受け取り方法は直接受け取り，

レターパックによる郵送回収とした．アンケートの配布

数は 239 部，回収数は 125 部，回収率は 52％であった．

なお，アンケート項目は，既往研究 2),9),10)や文献 1),6),11)

を参考に作成した支援時と平時における質問項目，パー

ソナルネットワークとした．
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３．分析の結果 
（1）ケースマネジメント力の抽出

防災・危機管理に従事する自治体職員におけるケース

マネジメント力を抽出するために，支援時と平時におけ

る質問項目に対して主因子法(プロマックス回転)を用い

た因子分析を試みた．その結果，支援時においては，3つ
の因子が抽出された(表1)．第Ⅰ因子は被災者支援の政策の

知識と立案や被災者支援制度への理解といった内容の項

目が高い負荷量を示していた．そこで第Ⅰ因子を「専門

力」と命名した．第Ⅱ因子は専門家などとの議論を行う

ことや被災者と支援者をつなげるといった姿勢に関する

内容の項目が高い負荷量を示していた．そこで第Ⅱ因子

を「管理力」と命名した．第Ⅲ因子は被災者と直接的に

対応することや，関係性を構築することに関する内容の

項目が高い負荷量を示していた．そこで第Ⅲ因子を「対

峙力」と命名した．平時においては1つの因子が抽出され

た(表2)．平時から他者と被災者支援の相互理解を図るこ

とや，支援を計画することに関する内容の項目が高い負

荷量を示していた．そこで第Ⅰ因子を「対策力」と命名し

た．

表 1 支援時の因子パターン 
支援時の因子 

(プロマックス回転後の因子パターン) Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

過去の被災地でどのような被災者支援政策

が実行されたのかを知っている 
0.82 0.41 0.33 

過去の災害から新たに必要となる被災者支

援の仕組みを考えることができる 
0.77 0.47 0.23 

あらゆる被災者支援制度を理解している 0.75 0.50 0.36 
現在の被災者支援制度の問題点を説明でき

る 
0.69 0.43 0.21 

社会福祉制度の仕組みについて説明できる 0.58 0.43 0.22 
罹災証明書について説明できる 0.48 0.33 0.18 
支援団体や他部局の自治体職員と一人で交

渉することができる 
0.59 0.76 0.38 

ファシリテートの能力があり、中立的・客

観的な判断・サポートができる
0.51 0.76 0.47 

専門家や異なった立場の人と意見交換がで

きる
0.39 0.75 0.29 

立場や意見の異なる人に働きかけて、巻き

込むことができる
0.51 0.72 0.35 

様々な情報の集約・整理ができる 0.45 0.71 0.40 
支援団体や自治体職員に指示を出すことが

できる 
0.61 0.62 0.21 

自分の持っている情報・意見をわかりやす

く他者に伝えることができる 
0.32 0.55 0.47 

話しやすい雰囲気を作って、被災した人か

ら話を引き出せる 
0.22 0.40 0.80 

被災した人と同じ目線で接することができ

る 
0.29 0.17 0.75 

被災した人と遠慮なく、話し合える信頼関

係を築くことができる 
0.24 0.50 0.72 

被災した人に簡潔で理解しやすい説明や助

言ができる 
0.26 0.55 0.67 

表情の変化、身なり、体調などから被災し

た人の状態を読み取ることができる 
0.31 0.34 0.47 

因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 
Ⅰ - 0.57 0.34 
Ⅱ - 0.48
Ⅲ - 
α 0.84 0.87 0.80

表2 平時の因子パターン 

（2）パーソナルネットワークの傾向と関連性

防災・危機管理に従事する自治体職員のパーソナルネ

ットワークを把握するために，自治体職員，非営利団体，

不動産・建設会社に勤務している人(以下，不動産・建設

関係者)，保健師，弁護士，税理士，建築士，福祉関係者，

医療関係者，警察官で勤務地域内と勤務地域外で連絡が

取れる人の人数・知り合った年数を調査した(表3）．な

お，連絡が取れる人の人数の設問の選択肢は，「0人」

「1～10人」「11～20人」「21～30人」「31人以上」とし，

知り合った年数の設問の選択肢は「1年未満」「1～5年」

「6～10年」「11～15年」「6～20年」「21年以上」とし

た．勤務地域内では自治体職員，非営利団体，不動産・

建設関係者で人数が多いことが確認できた．勤務地域外

では自治体職員，医療関係者，警察官の順で人数が多い

ことが確認できた．士業関係者においては建築士の人数

と年数が，勤務地域内・外ともに多くなっているが弁護

士，税理士は低い傾向にあることが確認できた．ネット

ワーク先の中でも非営利団体，不動産・建設関係者，保

健師，福祉関係者は勤務地域内・外で人数，年数に大き

な差があることが把握できた．パーソナルネットワーク

のなかでも勤務地域内・外の連絡が取れる人の人数とケ

ースマネジメント力の相関関係を表4に示す．これにより

連絡が取れる人の人数と全てのケースマネジメント力の

間に正の相関関係が確認できた．

表3 パーソナルネットワークの傾向と平均値 

ネットワーク先
勤務地域内 勤務地域外 

人数 年数 人数 年数 

自治体職員 18.9人 10.1年 12.7人 9.35年
非営利団体 5.33人 5.97年 2.65人 2.42年
不動産・建設 

関係者 5.22人 6.50年 2.78人 3.42年

保健師 5.24人 6.64年 1.97人 2.95年
税理士 0.88人 1.38年 1.50人 2.97年
弁護士 0.79人 1.52年 0.88人 1.85年
建築士 2.96人 5.55年 2.00人 3.48年

福祉関係者 5.22人 5.64年 1.70人 2.61年
医療関係者 3.80人 5.58年 3.46人 4.68年
警察官 3.84人 3.30年 2.74人 3.96年

注）平均人数と平均年数は階級値を用いて算出した 

平時の

因子 

(プロマックス回転後の因子パターン) Ⅰ 
災害発生前から、災害時の行動・支援について他

者と意思疎通ができる 0.74 

日頃から、地域の様々な人とつながりや信頼関係

を築くことができる  0.68 

地域の課題からどのような被災者支援を行う必要

があるのかを自分なりに考えることができる 0.68 

地域に存在する組織・団体のことを熟知している 0.55 
防災・避難訓練や研修に参加するなど、新しい知

識・情報の習得に努めている 
0.54 

地域の課題からどのような被災住民が発生するか

想像できる 0.46 

被災者支援にはどのような分野や職能が必要かを

知っている 0.42 

因子寄与率 34.93 
α 0.78 
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表4 連絡がとれる人数とケースマネジメント力の 

相関係数 

勤務地域

内人数 

勤務地域

外人数 
合計人数 

専門力 .409** .247** .356** 
管理力 .373** .306** .369** 
対峙力 .217* .227* .241** 
対策力 .305** .216* .283** 

 **.1% 水準で有意 *.5% 水準で有意 

(3)自治体職員のパーソナルネットワークの分類

パーソナルネットワークの形態により，ケースマネジ

メント力との関係が変化することが考えられるため，パ

ーソナルネットワークをward法の階層クラスタ分析を用

いて分類を行った．その結果，防災・危機管理課の自治

体職員をクラスタⅠ(29人)，クラスタⅡ(34人)，クラスタ

Ⅲ(45人)，クラスタⅣ(17人)の4つに分類することができ

た．次に，各クラスタの特徴を明らかにするために，合

計人数と平均年数のクロス集計を行うと，以下のような

特徴を見出すことができた(表5)．各クラスタの特徴につ

いて，表5をもとに述べる．

クラスタⅠ：全体の合計人数，平均年数が全クラスタの

なかで最も少ない．非営利団体の合計人数は多くなって

いるが，弁護士，税理士のネットワークはない．クラス

タ内で最も人数と年数が多い自治体職員においてもほか

の3つのクラスタと比較して少ない傾向にある．よってク

ラスタⅠは「小規模型」とする．

クラスタⅡ：全体の合計人数，平均年数が全クラスタの

なかで3番目に多い．勤務地域内の合計人数と平均年数が，

勤務地域外の合計人数と平均年数よりもかなり多い．各

ネットワーク先においても，士業関係者を除いて勤務地

域内の人数と年数が勤務地域外のそれらを上回っている．

よってクラスタⅡは「勤務地域内型」とする．

クラスタⅢ：全体の合計人数，平均年数が全クラスタの

なかで2番目に多い．しかし，士業関係者は建築士を除い

て少なくなっている．ネットワーク先のなかでも医療，

不動産・建設関係，保健師，福祉の人数と年数が多い．

よってクラスタⅢを「福祉型」とする．

クラスタⅣ：全クラスタの中で全体の合計人数と平均年

数が最も多い．士業関係者の人数と年数もほかのクラス

タよりも圧倒的に多くなっている．よってクラスタⅣを

「大規模・士業型」する．

(4)クラスタとケースマネジメント力の関連性

表6にパーソナルネットワークのクラスタ別のケースマ

ネジメント力の平均値を示す．すべてのケースマネジメ

ント力において，大規模・士業型の平均値が最も高くな

っている．また，専門力，管理力，対策力においては平

均値が大規模・士業型が最も高く，次に福祉型，勤務地

域内型，小規模型となっていることから，これらの能力

においては勤務地域内・外の多様な人とのパーソナルネ

ットワークが大きく，密であるほどケースマネジメント

力が高い傾向にあることがわかった．しかし，対峙力に

おいては大規模・士業型が最も平均値が高くなっている

が，次に小規模型，福祉型，勤務地域内型となっている

ため，この能力においてはパーソナルネットワーク以外

の要因が影響していると考えられる．

４．まとめ 

 本研究では，防災・危機管理課の自治体職員を対象に

災害ケースマネジメント能力とパーソナルネットワーク

の関連性を明らかにした．その結果，災害ケースマネジ

メント能力は専門力，管理力，対峙力，対策力の4つから

構成されていることを確認した．また，パーソナルネッ

トワークを小規模型，勤務地域内型，福祉型，大規模・

士業型の4つのクラスタに分類することができた．クラス

タ別に能力値をみると，専門力，管理力，対策力におい

て大規模・士業型が最も高く，次に福祉型，勤務地域内

型，小規模型となっている．以上の結果から，これらの

災害ケースマネジメント能力とパーソナルネットワーク

には関連性があり，勤務地域内・外の多様な人とのパー

ソナルネットワークを構築することが効果的である示唆

を得た．

 菅野12)は，行政，NPO/NGOの災害時連携のために，平

時からのネットワーク構築・維持に関して，訓練等を通

してネットワーク内での知識交換や研修が行われる必要

性を述べている．このような機会は異なる主体間で新た

なネットワークを形成できる点においても重要であるこ

とが本稿からも改めて確認できる．笠井ら13)は自治体の

防災・危機管理に関する人材育成の方法のうち，派遣型

の防災訓練・研修のデメリットとして，人員や予算，受

講枠数の面を挙げているが，派遣された職員が他自治体

の職員や専門家等の勤務地域外での新たなネットワーク

を形成をできる点では，職員を派遣する機会は有益であ

ると考える．また，稲継14)や杉山15)は自治体職員が地域

活動や自主研究活動に参加する意義として，地域におけ

る人脈形成や職務，立場を超境したネットワークを構築

することが，職員の能力向上につながると指摘している．

この点から，自治体職員の地域活動への参加を奨励する

ことも効果的だと考える．次に専門力，管理力とパーソ

ナルネットワークに関連性があることから，防災・危機

管理課の自治体職員は，津久井 6)が提唱する全体の統

括・管理を行うセクター，調整や中間的支援を行うセク

ターとしての位置づけが考えられる．また，対策力にも

関連性があることを踏まえると，平時から福祉に関わる

機関と調整機能を持たせ，社会的脆弱性を備えた世帯の

個人情報の共有を図る仕組みの構築などを行えば，災害

時に発生する社会的脆弱性のある被災者の対応の促進に

なり得る．最後に，災害時のマンパワー不足に陥った場

合に自治体職員のパーソナルネットワークを通じて，専

門知識・技能を持った支援者を獲得することも有効だと

考える．
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人数(人)年数(年)人数(人)年数(年)人数(人)年数(年) 人数(人) 年数(年)
勤務地域内 10.79人 4.81年 17.68人 10.53年 22.37人 11.77年 26.65人 14.47年
勤務地域外 5.59人 5.00年 10.57人 9.82年 14.40人 10.19年 24.94人 13.88年

合計(人)|平均(年) 16.38人 4.91年 28.25人 10.18年 36.77人 10.98年 51.59人 14.18年
勤務地域内 2.24人 1.55年 4.82人 6.82年 5.22人 6.37年 11.91人 10.76年
勤務地域外 2.93人 0.48年 1.59人 1.29年 2.30人 2.58年 9.24人 7.53年

合計(人)|平均(年) 5.17人 1.02年 6.41人 4.06年 7.52人 4.47年 21.15人 9.15年
勤務地域内 1.33人 1.34年 3.72人 5.97年 5.57人 7.22年 13.94人 14.47年
勤務地域外 0.57人 0.31年 0.97人 1.65年 2.91人 3.64年 9.82人 14.06年

合計(人)|平均(年) 1.90人 0.83年 4.69人 3.81年 8.48人 5.43年 23.76人 14.26年
勤務地域内 1.90人 1.12年 5.57人 8.19年 5.51人 7.43年 9.56人 10.82年
勤務地域外 0.76人 0.59年 0.81人 1.18年 2.57人 3.30年 4.79人 7.14年

合計(人)|平均(年) 2.66人 0.85年 6.38人 4.68年 8.08人 5.37年 14.35人 8.98年
勤務地域内 0.00人 0.00年 0.81人 1.26年 0.61人 0.33年 3.24人 6.76年
勤務地域外 0.00人 0.00年 0.16人 0.38年 2.32人 4.18年 4.53人 10.00年

合計(人)|平均(年) 0.00人 0.00年 0.97人 0.82年 2.93人 2.26年 7.76人 8.38年
勤務地域内 0.00人 0.00年 0.49人 0.78年 0.73人 1.13年 2.91人 6.65年
勤務地域外 0.00人 0.00年 0.49人 0.49年 0.73人 1.36年 3.56人 9.06年

合計(人)|平均(年) 0.00人 0.00年 0.97人 0.63年 1.47人 1.24年 6.47人 7.85年
勤務地域内 0.00人 0.00年 2.75人 6.00年 3.30人 5.48年 7.53人 14.29年
勤務地域外 0.19人 0.62年 0.97人 2.15年 2.32人 2.99年 6.29人 12.29年

合計(人)|平均(年) 0.19人 0.31年 3.72人 4.07年 5.62人 4.23年 13.82人 13.29年
勤務地域内 0.57人 0.31年 4.47人 6.04年 5.81人 5.91年 13.09人 12.94年
勤務地域外 0.00人 0.00年 0.32人 0.76年 2.20人 2.64年 6.03人 10.35年

合計(人)|平均(年) 0.57人 0.16年 4.79人 3.40年 8.01人 4.28年 19.12人 11.65年
勤務地域内 1.14人 2.10年 1.62人 1.69年 4.87人 7.57年 9.88人 14.00年
勤務地域外 0.76人 0.76年 0.00人 0.00年 6.18人 7.34年 7.79人 13.71年

合計(人)|平均(年) 1.90人 1.43年 1.62人 0.85年 11.04人 7.46年 17.68人 13.85年
勤務地域内 1.48人 0.79年 3.24人 2.65年 4.03人 3.76年 8.59人 7.65年
勤務地域外 1.14人 0.62年 0.81人 0.37年 3.64人 6.06年 6.94人 11.29年

合計(人)|平均(年) 2.62人 0.71年 4.04人 1.51年 7.68人 4.91年 15.53人 9.47年
勤務地域内 19.45人 1.20年 45.97人 4.99年 58.02人 5.70年 107.29人 11.28年
勤務地域外 11.93人 0.84年 16.69人 1.81年 39.58人 4.43年 83.94人 10.93年

合計(人)|平均(年) 31.38人 1.02年 62.66人 3.40年 97.60人 5.06年 191.23人 11.11年
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コロナ禍におけるキャッシュ・フォー・ワーク
Cash For Work program during Covid-19 pandemic disaster in Japan 

永松 伸吾1, 2

Shingo NAGAMATSU1, 2 

1 関西大学 社会安全学部・大学院社会安全研究科 
     Faculty of Societal Safety Sciences, Kansai University 
2 国立研究開発法人防災科学技術研究所 
     National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED). 

 Cash for Work (CFW) has been developed as a humanitarian intervention tool which provides cash to disaster victims 
in return for the work related to the disaster recovery. Many CFW programs ran during the recovery processs from 
2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami disaster, including the nuclear disaster in Fukusima. Based on these 
experience, a new CFW program funded by dormant deposits was launched for the jobless youth under COVID-19 
pandemic. This paper reports the overview and the achievement of the program, conluding that CFW has been 
transforming from an ad hoc intervention to an institutional system that makes society resilient to disaster shocks.   

Keywords : COVID-19, Cash for Work (CFW), disaster recovery,resilience, Employment Support Allowance (ESA) 

１．キャッシュ・フォー・ワーク（CFW）とは何
か
キャッシュ・フォー・ワーク(Cash for Work, 以下 CFW

とする)とは、災害復旧・復興事業に被災者を雇用し、賃

金を支払うことによって、被災者の自立を促すと同時に、

よりよい災害対応や復興を促進する手法のことである 1)。 
この手法は、1960 年代のアフリカにおける難民支援に

その源流をみることができる。国際社会は干ばつの被災

者に食糧支援を行っていたものの、被害は繰り返される

ばかりであった。そのため、灌漑設備を整備するといっ

た予防対策に従事した被災者に、その対価として食料支

援を行う事業が始まった（フード・フォー・ワーク）。

その後、現金による支援の有効性が認識されるに従って、

食料が現金に置き換わったのが CFW である。1990 年代

以降、主に途上国において大規模災害や紛争の場面で実

施されることとなった。いくつかの例を挙げるならば、

2002 年のコンゴ民主共和国におけるニーラゴンゴ火山噴

火においては Save the Children が 2)、2004 年インド洋津波

で被災したバンダアチェの復興過程では、Marcy Corp が
3)、2007 年から 2008 年にかけて食料危機を経験したリベ

リアでは世界銀行が 4)、2010 年のハイチ大地震では WFP
などが 5)それぞれ実施している。

２．我が国におけるCFW 
我が国では、CFW という言葉でこそ馴染みは無かった

ものの、安政南海地震津波の復興過程において、広村

（現在の和歌山県広川町）で行われた防潮堤建設事業を

通じて被災農民に就労機会を提供した事業はCFWに相当

する。また、東日本大震災では、一部の NGO によって

CFW が実施されたほか、政府による緊急雇用創出事業の

中で、震災対応事業が行われた。そこで投じられた金額

は 2013 年 9月までで 2462億円であり、岩手・宮城・福

島の 3県の延べ人数合計で 2011年度に 28,255人、2022年
度に 37,477 人の雇用が創出された。途上国の CFW はそ

のしごとのほとんどがライフラインやインフラの復旧で

あるのに対して、東日本大震災の緊急雇用創出事業にお

いて提供されたしごとは介護・福祉関連、産業振興関連、

農林漁業、治安・防災、行政の臨時職員など多岐に渡る。

とりわけ、仮設住宅での見守り業務などにおいて、同じ

立場にある被災者が仕事として他の被災者の支援を行う

など、コミュニティの機能の一部がCFWによって担われ

た 6)。 
東日本大震災のCFWについて行われたいくつかの調査

によれば、CFW の意義は次のように総括される。第一に、

雇用機会の創出である。緊急雇用創出事業による雇用規

模は、2011 年度〜2013 年度に就職した人々の 2割を上回

っており、被災地の雇用機会の確保に貢献したことは間

違いない。第二に、プログラム参加者の精神的充足であ

る。福島県で実施された緊急雇用創出事業「絆づくり応

援事業」で雇用された人々への調査から、就労者の多く

はやり甲斐を感じ、地域への愛着が高まったと回答して

いる。このように、しごとを通じて地域の復興に貢献す

ることは、被災者自身の経済状況を改善させるだけでは

なく、自らの存在価値を高め、地域への愛着を増進させ

る効果があったことも明らかになっている。

他方で、課題も明らかになった。第一に賃金が低いため、

雇用創出基金事業は、ほとんどの場合家計の補助的な役

割しか持たなかった。このことは、前述のハイチでの

CFW でも指摘されている 7)。第二に、緊急雇用の終了後

の就労の問題である。雇用創出基金事業で雇用された

人々の多くは、災害前から非正規雇用やパート・アルバ

イトといった不安定な雇用にあった者が多く、そうした

人々が安定した雇用を得るためには、就労を通じて新た

な技能を身につけるなど、訓練的な要素を含める必要が

あった。雇用創出基金事業を受託した事業者の中には、

積極的にそのような配慮を行ったところもあったが、雇

用創出基金事業は、創出した雇用の数だけが問題であっ

て、その質や再就職の率については問われていなかった。
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なお、雇用創出基金事業は、その後大幅に規模を縮小し

ながらも、被災 3 県においては継続されているが、その

他の地域では実施されず、2016 年熊本地震などの被災地

に於いても実施されることはなかった。

３．コロナ禍におけるCFWの展開 
2020 年 1 月に我が国で新型コロナウイルス感染者が初

めて発見されてから、4月には東京など 7都府県で緊急事

態宣言が出されるなど、感染者の広がりとともに経済活

動も制限されていった。政府は、雇用を維持し失業を抑

えるための対策として、雇用調整助成金などの拡大を行

った。これにより既存の雇用が維持される一方で、その

しわ寄せが新たに労働市場に参入しようとする若年層に

起こった。2020 年 4月から 9月の間の年齢階級別就労者

数(1)をみると、45 歳以上についてはそれほど変化がない

のに対して、44歳以下では大きく減少していた。 
こうした状況を受けて、一般財団法人リープ共創基金

（代表理事：加藤徹生）は特定非営利活動法人育て上げ

ネット（代表理事：工藤啓）とコンソーシアムを組み(2)、

若年層の雇用・就労問題の解決に向けたCFW事業を企画

し、一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）

による休眠預金活用事業「2020 年新型コロナウイルス対

応緊急支援助成」に採択された（事業名「地域課題の解

決を目指した中間的就労支援事業：キャッシュフォーワ

ーク手法を用いた若者支援」、以下単にキャッシュフォ

ーワーク事業と呼ぶ）。

このキャッシュフォーワーク事業は、コロナ禍における

CFW を実施しようとする団体を公募し、採択団体に対し

て事業実施のための資金を提供するものである。具体的

に公募した事業は、「広く雇用機会を奪われ、収入が減

少した若者を中心にコロナ禍で経済的被害を受けた若者

を雇用し、新たな就労および就労支援のあり方を提案す

る事業」であり、「①若者の雇用を通じて地域課題の解

決に資する事業、②若者に対して新たな就労のあり方を

実現する事業、①、②を同時に見たそうとする事業」が

対象とされた(3)。2020 年度の公募は 7月〜12月にかけて

2 期に分けて行われ、29 団体から応募があり、最終的に

12 団体が採択された。最終的な雇用人数は 216 人であり、

助成総額は約 1億 7000万円となった。2021年にも本事業

は実施され、2021 年 8月〜2022 年 1月にかけて 2期に分

けて公募が行われた。27団体から応募があり、12団体が

採択された。雇用人数は 205 人（計画値）となっており、

助成総額は約 1億 7000万円であった。なおいずれも事業

実施期間は採択から 1 年となっている。これらの事業の

採択にあたっては、外部有識者からなる選考委員会が設

置され、筆者が選考委員長を務めた。

なお、採択された事業内容、実施団体、助成決定金額

等の詳細はキャッシュフォーワーク事業のウェブサイト

にて公開されているが、採択団体は大きく以下の 4 つに

分類できる。

第 1 のグループは、発達障害、ひきこもり、少年院の

出所者など、就労において様々なハンディキャップを抱

えた若者の支援を行っている団体である。これらの団体

は、就労支援において優れた実績やノウハウを持つもの

が多かった。

第 2 のグループは、学生支援を主に行っている団体であ

る。コロナ禍ではアルバイトの機会も減少し、経済的に

困窮している学生も多かったため、学業の継続のために

CFW を必要とするという提案が目立った。このグループ

のターゲット層は、就労の困難さと言う点に於いてはそ

れほど高くない。

第 3 のグループは、特定の業種・職能と強く結びついた

団体である。例えば農業就労の促進、IT 人材の育成、福

祉理美容士の養成といったそれぞれの専門となる人材育

成のスキルを用いて CFWに取り組む提案であった。 
そして第 4 のグループは特定のマイノリティを支援して

いる団体である。例えば外国人労働者、難民、シングル

マザーの支援などを行っている団体が、それぞれの支援

ターゲットの就労支援のためにCFWの活用を提案してい

た。

いずれの採択団体も、若者の就労支援であったり、ある

いは就労を通じた地域貢献や社会問題の解決について、

十分な実績を有している団体であった。東日本大震災の

後に行われた雇用創出基金事業に比べると創出された雇

用の規模は全く及ばないが、単に雇用の数を生むという

ことだけが目的ではなく、地域課題の解決と新たな就労

の形を生み出すということを目的とする、CFW の理念に

より忠実な事業となったことは特筆すべきである。但し、

地域課題の解決をどのように捉えるかは各団体でまちま

ちであった。民間事業所の IT化支援といった、営利色の

強いものもあれば、地域内の困りごとの支援といった社

会性の強いものもあった。災害対応・復興過程では被災

地が特定できて、そこには多くの地域課題が非常にわか

りやすい形で顕在化しているのに対して、コロナ禍にお

けるそれは全国にちらばり、非常に見えにくい。そのた

め、「地域課題」の捉え方にはそれぞれの団体の強みや

考え方が反映され、プログラム参加者が従事する業務は

非常に多様なものとなった。

３．成果
本稿執筆時点ではまだ 2021 年度の事業が継続中であり、

最終的な評価を行える段階ではない。以下では、中間的

な評価として、3 つの実施団体へのインタビュー（2022
年 3月 8 日実施）および 2020 年度事業で雇用されたプロ

グラム参加者へのアンケート調査から、その成果や課題

について紹介する。

実施団体へのインタビューでは、次のような意見が見

られた。第一にCFWを就労支援の観点からみると、支援

対象者の拡大という効果がみられた。無給で職業訓練を

受けられるのは一定の生活が保障されている人々に限ら

れる。だが、生きていくために一定の収入を必要とする

ものは、就労に必要な能力を身につけないまま就職や離

職を繰り返している。実際あるプログラム参加者は、

「社会人になってはじめてフィードバックをもらった」

と述べていたという。かように、給与が支払われること

によって、従来の職業訓練プログラムでは届かなかった

層に支援が行き届く効果があった。

第二に、とりあえずの収入があるということの安心感

によって、プログラム参加者が前向きになれるようだと

いう意見もあった。東日本大震災当時、CFW は仮設住宅

になぞらえて「仮設のしごと」と表現されたこともあっ

た 8)が、とりあえずの安心感を与えてこれからの生活を

設計しなおす時間的・精神的猶予を与えるという効果は、

コロナ禍においても東日本大震災と同様に機能していた。

第三に、就労を通じて、プログラム参加者は自らが誰

かの役に立っているという気持ちを持ちやすく、そのこ

とが就労への自信につながっているという意見も聞かれ

た。これも東日本大震災と同様である。但し、この効果
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はどのような業務を実施したのかにも依存する。例えば

ある団体では、午前中には動画制作訓練を行い、午後は

地域の小学校でウイルス対策のための消毒作業を行って

いた。消毒作業は、教員や保護者から感謝され、やり甲

斐や自尊心の向上につながりやすいという効果はあるが、

一方で将来の就労につながるような技能の習得にはつな

がりにくいというジレンマが報告された。

実施団体のヒアリングに加えて、2020 年事業のプログ

ラム参加者に対してプログラム参加前と後の 2 回質問紙
調査を実施している。対象者 216 人のうち、有効回答数

は 178（82.4％）、平均年齢は 26.25歳、平均雇用時間は

364.52 時間（8 時間勤務とした場合 45.65 日）、男性比率

は 45.5％である。この中で、図 1 に示される自己評価項

目について 10件法での回答を求めた。この事前と事後の

得点差の平均値を求めた。これによれば「相手が理解出

来るように伝える」「自分に自信がある」「人の役に立

つことができている」といった項目で比較的大きな改善

が見られる。これは前述のインタビュー結果と合わせて

考えると、トレーニング中心の就労支援ではなく、CFW
固有の効果であると推察できるが、今後より詳細な分析

が求められる。

図 1 参加者らによる自己評価の前後比較(n=175〜178) 

４．考察①CFWの性格分類 
東日本大震災において緊急雇用として実施された CFW

にヒントを得て、コロナ禍においてはサードセクターが

CFW を実施した。特に就労支援に秀でた団体が多く参画

したことによって、東日本大震災において課題となって

いた就労支援の部分について、一定の効果がみられてい

ることについては、CFW が社会技術として重要な進化を

したと評価できる。

だが、筆者にとって大きな発見は、そうした技術論だ

けではなく、コロナ禍での CFW の実践において、CFW
という介入手法の位置づけや役割に関してであった。そ

のことを述べて本稿の締めくくりとしたい。

第一の発見は、どのような層に対してどのような仕事

を提供するかによって、CFW は様々な性格を持つという

ことである。これを整理したものが図 2 である。横軸は

業務の市場性を表す。すなわちそのプログラムで提供さ

れる仕事は平時から賃労働として求人があるかどうかと

いう軸である。例えば工場において製品の製造に従事す

る仕事は一般的に市場性があるが、学校の消毒の仕事は

これまでのところ市場性はない。縦軸は、ターゲット層

の就職の容易度である。これらの軸の組合せによって

CFWの性格を 4分類して説明できる（図 2）。 
まず A の象限は、就職容易層に市場性のある業務を提

供するケースである。事業者は労働力を市場で確保出来

るにも関わらず CFW で安く雇用できるため、この CFW
は事業者に対する雇用助成金に近い性格を持つ。

B の象限は、市場性のある業務に就職困難層をターゲ

ットとするCFWである。この場合、プログラム参加者は

市場で支払われる賃金に見合う貢献ができないことが前

提であり、CFW はそのギャップを解消することが期待さ

れる。従って、この場合のCFWは給付付き職業訓練に近

い。

C の象限は、就職困難層に対して市場性のない、社会

的な業務を提供するケースである。ここでのCFWはいわ

ゆる社会参加プログラムを給付付きで実施するイメージ

に近い。

D の象限は、就職容易層に対して社会的な業務を提供

するケースである。このCFWは有償ボランティアに近い。 

図 2 CFW のタイプの分類 

さて、CFW のあるべき姿はこの 4 つのうちいずれなの

だろうか。A や B に該当する事業も一概には否定できな

いが、筆者は短期的には C、長期的には D の領域がより

望ましいと考える。その理由は二つある。第一に、大災

害の後には通常の経済活動が停止してしまうため、市場

性のある業務はほとんど存在しない。コロナ禍では、影

響を受けた業界が飲食業など一部に限られているため、

この領域でもCFWが実施できた特殊な事例である。第二

に、この領域はCFWを公的な資金で実施することを正当

化しやすいということにある。もちろん、B の領域でも

就労支援金(ESA)を制度化している国も少なくないこと

から、公的資金を投入する意義はする。しかしながら、

業務の社会性が高ければ、便益を受ける人々の幅が拡が

り、公的資金を投入することの正当生はより高まる。そ

れはCFWのプログラムを量的に拡大することを可能とす

る。

４．考察②レジリエンス制度としてのCFW 
二つ目の発見は、CFW を社会実装することが社会のレ

ジリエンス向上に直結するという事実である。

CFWの参加者にとって、CFWの価値は次の 3つに集約

されることがわかった。一つ目は、しごとを「つなぐ」

効果である。災害やパンデミックなどのショックによっ
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て一時的にしごとを失った人々が、それまでの間CFWに

よって生計をつなぐことができる。二つ目は、あるしご

とから他のしごとに「わたす」効果である。災害など大

きなショックを受けた社会は、必ずしも元に戻るわけで

はなく、そのショックをきっかけとして大きく変容する。

CFW は、そのニューノーマルに労働者が適応していくき

っかけとして、新たな職能を獲得する機会として捉えら

れる。三つ目に、就労を「ささえる」効果である。ショ

ックによって働く場を失う人々の多くは、アルバイト・

非正規雇用が長期化し教育機会に乏しく、十分に能力を

蓄積できていない。参加者の就労能力を高め、そのよう

な脆弱性を解消することによって、次のショックに対し

ても継続して働き続けられるような社会を構築すること

もまた CFWに期待される。 
さて、CFW の機能を上記のように整理をすれば、それ

らはレジリエンスの機能そのものであるということがわ

かる。レジリエンス(resilience)とは、一般的に回復力とか

復元力といった訳語が当てられることが多いが、国連防

災機関(UNDRR)の定義(4)によれば、ショックを吸収し現

状を維持する力(resist, absorb）、変化を受け入れ回復す

る力（accommodate, recover）そして新しい状態に適応し

変化する力（adopt, transform）といったように大きく分

けて三つの機能に集約できる。すなわち、すでに述べた

CFW の機能が表 1 のようにレジリエンスのそれぞれの機

能に対応していることがわかる。

表 1 CFW の機能とレジリエンスの関係 

世界を見渡してみても、近年では CFW を緊急時の人道

介入というアドホックな支援というよりは、急激な危機

に対しての社会的セーフティネット(Social Safety Net, 
SNN)の一つとして捉えはじめている。例えばインドネシ

アでは、CFW を地域の常設のファンドによって実施して

いる例 9)が報告されている。フィリピンでは、漁業の持

続可能性を高めるために禁漁期を設け、その時期に CFW
を実施した事例が報告されている 10)。また、インドネシ

アでもコロナ禍におけるCFWが実施されている 11)。これ

らは、CFW を社会のレジリエンスを支える制度として捉

え直すべきであるという筆者の主張と符合する。

5．結論 
以上より CFW のレジリエンス制度としてのポテンシャ

ルが示されたが、まだまだ課題は多い。とりわけ、今回

のコロナ禍での実践が成果を挙げつつあるのは、東日本

大震災における緊急雇用よりも小さな規模で、実施団体

への配分団体からの伴走支援を実施したり、実施団体に

おいてもプログラム参加者のケアを充実させるなどした

結果である。だが南海トラフ巨大地震のような巨大災害

に対してCFWを拡大していくためには、それだけのノウ

ハウを持った団体が増え、社会に根付いていく必要があ

る。今回の事業はそのための大きな第一歩であったとい

えよう。
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注

(1) 労働政策研修・研究機構『新型コロナウイルス感染症関連情

報：  新型コロナが雇用・就業・失業に与える影響』

(https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/covid-19/c01.html#c01-3 ）

(2) コンソーシアムは 2020年度中に解消し、以降はリープ共創基

金単独での実施となった。

(3) キ ャ ッ シ ュ フ ォ ー ワ ー ク 事 業 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://work.reep.jp/）

(4) UNDRR, Terminology. (https://www.undrr.org/terminology 2022年

4月 16日確認 )
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