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１．背景と目的 
 
 巨大災害は社会インフラ・住家だけでなく，企業の生 
産設備，店舗などにも大きな被害を及ぼす．企業が甚大

な被害を受けた場合は長期にわたる事業停止や，サプラ

イチェーン先への被害連鎖が生じ，地域経済にも大きな

影響が生じる． 
 災害による経済被害の低減に向け，企業の対策を更に

促進することは極めて重要な社会課題である．しかし，

企業からは災害によってどの程度の被害が生じるのか，

どの程度までコストをかけて対策すべきかなどが分から

ないとの声も認められる．現在，国や自治体はハザード

マップの提供や想定される経済被害額を公表している．

これに加え，個々の企業の規模や業種などに応じて，被

災した場合に自社の売上がどの様に変化するのか，防災

対策を実施するとどの程度の経済被害が低減される可能

性があるのか，といったより詳細な情報を提供すること

は，企業の防災投資を促進するために有用と考える． 
 企業の被害予測や対策の促進に向けて，これまで様々

な視点から経済被害の分析が行われてきた． 
 例えば経済被害の全体像を評価するものとしては，豊

田・崔1)が計測震度と社会インフラ・民間資本などのス

トック額を用いて直接被害額のリアルタイム推計を試み

ている．古橋・多々納2)らは直接被害のみならず，フロ

ー被害も含めた経済被害の推計手法を提案しているほか，

梶谷・多々納3)らはライフラインの停止が産業部門に及

ぼす途絶系数を推計している．さらに，佐藤・小黒4)や

永松5)は首都直下型地震が生じた際のマクロ経済への影

響を予測している． 

 これら経済被害全体の推計に加え，企業レベルの活動

に着目した分析としては，浜口6)が東日本大震災を事例

として製造業を対象にアンケート調査を実施し，サプラ

イチェーン寸断の影響は1カ月以上に及んだことを示した．

このほか松下・秀島7)も東日本大震災における上場企業

を事例としてBCPによる被害の低減効果を示したほか，

建部・田村8)らは中越地震における中小企業の経済被害

を分析している． 
 このように様々な視点から企業業績の推移や経済被害

が分析されてきたが，これらはいずれも震災から数年間

を対象とした分析にとどまっている．企業が大きな被害

を受けた場合，企業の中長期的な成長力にも影響が生じ，

震災による影響は長期間にわたる可能性があるが，この

点は明らかにされていない．仮に震災の影響が長期間に

わたるのであれば，企業は事前対策の重要性をより認識

し，更なる対策を実施する企業が増加することも期待さ

れる． 
 そこで，本研究は東日本大震災から10年間を対象とし

て，震災が企業業績に及ぼした長期的な影響を分析する． 
 

 

２．分析データ 
 

(1) 対象企業 

 本研究は 2010年に国内の証券取引所に上場していた企

業を対象とした．上場企業は 3 カ月毎に財務数値を公表

しており，時系列の推移が把握できる．この際，3 月決
算の会社であれば，1-3月，4-6月，7-9月，10-12月を集
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計期間として売上等を公表するが，4月決算の会社は 2-4
月，5-7月というように異なる期間で集計する．そのため，

本研究では震災の影響期間を揃えて比較するため，3 月，

6月，9月，12月決算の企業のみを対象とした． 
 また，震災前の 2010年 12月期の売上高を 1 として基

準化し，企業の売上の推移を確認した結果，2021 年まで

の売上高の 99％が 1-10の範囲に含まれた．20以上の値は

合併した会社などに限られており，これらの会社は除外

した．これより最終的に 2,155 社を対象とした（表 1）． 
 
(2) 被害の有無 

 企業が財務データを作成する際は，会計基準に従って

財務数値を計算する．この際，災害による損失が生じた

場合は特別損失として被害額を計上することが定められ

ている．そこで，本研究では2011年3月を含む会計期間中

に災害による特別損失を計上した企業を「被害あり」の

企業として区分した．また，特別損失を計上していない

企業を「被害なし」として区分した． 
 
(3) BCP の有無 

 企業の中には建物や設備の耐震化を積極的に進め代替

拠点での事業継続まで訓練している企業もあれば，避難

訓練しか行っていない企業もある．災害による経済被害

は事前の防災対策によっても異なるものと推察されるが，

このような事前対策の状況は公表もされておらず，定量

的に評価することは困難である．また，震災から1年とい

った短いスパンであればBCPの有無により企業業績が変

化するが，本研究で対象とする10年間というスパンでは，

BCPの有無だけでなく耐震化や訓練，顧客ニーズの変化

など様々な要因が売上に影響するものと推察される． 
 このような中，上場企業は有価証券報告書において事

業のリスクを開示しており， BCPの策定状況について言

及する企業も多くみられる．そこで，本研究では防災対

策に積極的に取り組んでいる企業はBCPの策定にも取り

組んでいるケースが多いものと考え，BCPの有無を事前

対策の目安の一つと捉え分析した． 
 BCPの有無は震災前の2010年度の有価証券報告書を基

に策定状況を調査した．BCPの記載がなかった企業にお

いても，震災以前のCSR報告書，HP，新聞，雑誌等にお

いてBCPの策定が認められた際は，著者の補正できる範

囲でBCPありの企業に区分した．なお，企業によっては

BCPの策定を公表していないケースも存在することから，

「BCPなし」と区分した企業においてもBCP策定済みの

企業が含まれているものと推察される．仮にBCPがある

企業は被害が低減する傾向が認められた場合，BCPなし

グループにBCPあり企業が含まれると各グループの差異

が減少する方向に影響を及ぼすことになる．これはBCP
ありグループの被害の軽減効果をより厳しく判断するこ

とになるため，本研究においては当該データを用いても

一定の分析が可能と判断した． 
 
 
３．売上の推移 
 
 2章に記載した内容で，2008年 6月 30日から 2021年 3

月 31 日までを対象としてデータを収集した．また，東日

本大震災前の 2010 年 12 月の売上を１として，会社毎に

売上を基準化したデータを作成した．表 2 は記述統計で

あり，中央値は被害なし BCP ありグループが最も大きな

値となった．次に被害あり BCP ありグループ，被害なし

BCP なしグループとなり，被害あり BCP なしグループは

中央値が最も低いグループとなった．第一四分位点，第

三四分位点を見ると各グループともに類似した値を示し

ており，大きな偏りは認められなかった． 
 このデータを用い， 2008 年から 2021 年までの売上平

均の推移を示したものが図 1 である． 

 全体的に震災後から右肩上がりの傾向を示しているが，

2020 年には新型コロナウイルスによる影響で，大きな売

上の落ち込みが生じている． 

 被害ありは震災前から被害なしの売上を数％下回って

いた．震災発生後も同様に被害なしよりも売上が低い傾

向を示しており，2014 年までは震災前と後で大きな傾向

の違いはみられない．震災直後や震災から 1 年程度とい

った短期間の間，企業によっては工場の操業停止やサプ

ライチェーンの途絶などにより一時的に売上が低下する

企業も想定されるが，平均的に見れば震災から数年間は

被害の有無で大きな変化は認められなかった． 

 しかし，2015 年頃から両グループの差が徐々に拡大し，

2017年頃からは被害ありの企業は 10％程度被害なしの企

業よりも売上が低い．この傾向は震災から 10年が経過し

ても続いており，被害なしの売上平均との差は拡大傾向

を示した．2017年 12月 31日決算データを用い，被害あ

りグループとなしグループに対してウェルチの t検定を実

施した．その結果，被害ありグループの平均値は 1.31，
被害なしグループの平均値は 1.46，p値は 2.48×10-5（95% 

 

表 1 分析の対象企業数 

業種 
被害あり 

被害なし BCP あり BCP なし 

水産・農林業 1 3 4 
鉱業 0 3 4 
建設業 9 53 69 
製造業 34 476 375 
電気・ガス業 1 5 16 
運輸・情報通信業 9 77 187 
商業 15 142 144 
金融・保険業 3 14 127 
不動産業 2 17 39 
サービス業 3 53 100 
合計 87 843 1065 

 
 

表 2 分析の対象の売上（基準化後）の記述統計 

業種 

被害あり 被害なし 

BCP 
あり 

BCP 
なし 

BCP 
あり 

BCP 
なし 

平均 1.20 1.15 1.24 1.22 
中央値 1.10 1.05 1.13 1.09 
標準偏差 0.46 0.49 0.42 0.61 
最小値 -2.60 -1.99 0.29 -2.23 
最大値 6.65 13.8 5.27 14.3 
第一四分位点 0.97 0.94 1.00 0.94 
第三四分位点 1.32 1.25 1.39 1.36 
観測数 3483 32834 3287 30903 
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図 1 売上の推移（背景がグレー部分は東日本大震災の発生時期を表す） 

 

 

図 2 業種別売上の推移（背景がグレー部分は東日本大震災の発生時期を表す） 
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 ここで Yktは企業 k における t年の売上であり，企業に

よって売上金額は大きく異なるため対数を用い評価する．

また，BCP なし企業における被害の影響は表 2 より（A2 

− A1）−（B2 − B1）として β4，被害を受けた企業における

BCP の影響は（A3 − A1）−（A2 − A1）として β5となる． 

 これまで述べた差分の差分法を用いる際は，1)平行ト

レンド仮定，2)共通ショック仮定を満たす必要がある．

1)平行トレンド仮定を満たすには，もし施策が実施され

なかった場合，処置群と対照群は並行したトレンドを描

く必要がある．前章で見た通り平均的に見れば震災前の

2008年から 2011年にかけて，両グループは同様の売上の

傾向を示した．そこで，まずは平行トレンドを満たした

ものとして式[2] を用いて推計する．なお，個別の企業デ

ータを詳細に見た場合，企業によってはトレンドが全企

業の平均と異なっているケースも認められた．そこで，

平行トレンド仮定を満たさない場合として式[3]の通り企

業固有のトレンド変数を入れたパターン 10) 11)も推計する． 
 

log#& 𝑌𝑌!" = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽#𝐷𝐷! + 𝛽𝛽$𝑃𝑃" + 𝛽𝛽%𝐵𝐵! + 𝛽𝛽'(𝐷𝐷! × 𝑃𝑃") 
+𝛽𝛽((𝐵𝐵! × 𝑃𝑃") + 𝐶𝐶! × 𝑇𝑇" + 𝑒𝑒!" [3] 

 
 ここで Ckは全企業共通の傾きからの差分を示す企業毎

の傾きを表す変数であり，Ttは時間が 0，1，2…と増加す

る変数である． 
 次に，2)共通ショック仮定はイベント前後の測定にお

いて，特定の群に何らかのイベントが発生していない，

又は特定のイベントが生じた場合は 2 群に対して共通し

て発生しているという仮定である．特定群にのみ何らか

のイベントが生じた場合，それが DID によって推計する

施策の効果か，特定イベントの影響なのかが判別できな

くなるためである． 
 本研究にて対象とした企業は日本国内で同じ税制度，

法令の中で事業を行っている．そのため，制度面におい

て特定の企業群のみに限定したイベントは生じていない．

また，本研究の分析対象期間においては熊本地震や西日

本豪雨といった災害も発生したが，これらの災害におい

ても東日本大震災で被災した全国に支社や店舗を展開す

る企業が被災した．このため，特定の企業群に限定した

災害とは言えないことから，共通ショック仮定は満たし

ていると判断した． 
 式[2]，[3]において誤差項には時間を通じて変化しない

個別効果を含めることが可能であり，この個別効果は企

業毎に効果が異なる固定効果モデル，全ての個体におい

て固別効果が同じであるプーリング回帰モデル，説明変

数と相関しない変量効果を含んだ変量効果モデルがある

（表3）．これらモデルの選定に向け，Hausman検定を実

施した結果，有意水準 5％で棄却されず，変量効果モデ

ルが正当化された．次に，Breusch-Pagan 検定を実施した

結果，有意水準 5%で棄却されたため，本研究ではプーリ

ング回帰モデルを採用した．  
 なお，本研究では企業の売上データを分析することか

ら，結果変数が独立ではなく，相関を持つ．そのため，

通常の最小二乗法による回帰分析を行った場合は標準誤

差を過小に算出する可能性があるため，本研究では観測

個体ごとにクラスタ化した標準誤差を用いた． 
 既述の通り売上データは季節変動を有することから，

企業毎に売上を季節変動，トレンド，残差，に分解し，

季節変動を除去したものを売上データとして用いた． 
 分析期間は 2008年 6月 30日から新型コロナウイルス

の影響が生じる前の 2019年 12月 31日までの売上データ

（52 期間）を対象とした．このうち，当該期間に売上が

マイナスとならず，全対象期間のデータを満たした 1345
社（被害なし 668 社，BCP なし被害あり 613 社，BCP あ

り被害あり 64 社）を対象とした． 
 

(2) 分析結果 

 

 式[2]および式[3]を用いて推計した結果が表3である．

平行トレンドを仮定した式[2]は決定係数が0.094と当ては

まりが十分でなく，適切な推計モデルではない．企業毎

表 3 分析結果 

説明変数 式[2] 式[3] 

α 4.140*** 
(4.40×10-3) 

3.911*** 
(4.40×10-3) 

β1 
0.306*** 

(5.34×10-3) 
0.203*** 

(5.35×10-3) 

β2 
0.074*** 

(5.56×10-3) 
0.074*** 

(5.58×10-3) 

β3 
0.460*** 

(8.63×10-3) 
0.480*** 

(8.63×10-3) 

β4 
-0.011 

(6.78×10-3) 
-0.011 

(6.78×10-3) 

β5 
0.023 

(1.09×10-2) 
0.023* 

(1.09×10-2) 
R2 0.094 0.980 

調整済R2 0.094 0.980 
p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  
() 内はクラスタ化標準誤差 

 

 

表 2 式[2]の計算例 

被害（Dk） BCP（Bk） 時間（Pt） 計算例 

なし（0） 

なし（0） 
前（0） 𝐵𝐵# ∶ 	 𝑌𝑌!" = 𝛼𝛼 
後（1） 𝐵𝐵$ ∶ 	 𝑌𝑌!" = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽$ 

あり（1） 
前（0） 𝐵𝐵# ∶ 	 𝑌𝑌!" = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽% 
後（1） 𝐵𝐵% ∶ 	 𝑌𝑌!" = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽$ + 𝛽𝛽% + 𝛽𝛽( 

あり（1） 

なし（0） 
前（0） 𝐴𝐴# ∶ 	 𝑌𝑌!" = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽# 
後（1） 𝐴𝐴$ ∶ 	 𝑌𝑌!" = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽# + 𝛽𝛽$ + 𝛽𝛽' 

あり（1） 
前（0） 𝐴𝐴# ∶ 	 𝑌𝑌!" = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽# + 𝛽𝛽% 
後（1） 𝐴𝐴% ∶ 	 𝑌𝑌!" = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽# + 𝛽𝛽$ + 𝛽𝛽% + 𝛽𝛽' + 𝛽𝛽( 
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のトレンド変数を入れた式[3]では決定係数が0.980と当て

はまりがよく，ここでは式[3]の推計モデルについて検討

する． 
 各説明変数に着目すると，震災による被害を示すβ4は

有意水準5%を満たさなかったが-0.011と，売上に負の影

響を及ぼす可能性が示された．また，事前対策の影響を

示すβ5は有意水準5%を満たし，0.023と売上にプラスの影

響を及ぼす可能性が示された．なお，前章で行った分析

（図2）では，BCPありはBCPなしと比べて売上が上回る

傾向が見られたが，2019年12月データの分析では有意差

が認められなかった．本章の分析では有意水準5%を満た

しており，このような結果に差異が生じた要因の一つに

は，単一期間と10年間という分析期間の違いが考えられ

る． 
 また，本章の分析結果であるβ5は0.023と小さな値であ

った．3章での分析にて有意水準を満たさなかったことと，

β5が小さな値となったことから考えると，ここでの推計

は5%有意水準を満たしたものの，事前対策が長期的な売

上に対しても明確にプラスの影響を及ぼすとまでは言え

ないと考える． 
 企業の売上は同じ業種や同じ業態であっても差異が生

じることもあり，これは耐震化などの事前対策に加え，

例えば経営陣の判断やキャンペーンの有無，広報施策，

原材料の調達状況など極めて多様な変数によって影響さ

れている．ここでの推計モデルは売上に影響を及ぼすこ

れらの要因や交絡因子を十分に反映できているとは言え

ず，震災やBCPが長期的な企業の売上に及ぼした影響度

を議論するためには，更なる分析が必要と考える． 
 

５．結論 
 

 本研究は上場企業を対象として，東日本大地震から10
年間の売上の推移を分析した．全企業の平均で見ると，

被害を受けた企業は震災の4年後から売上が低下しはじめ，

10年が経過しても被害なしの企業を下回り続けた．これ

は震災により財務状況が悪化し，成長分野への投資が減

少した可能性が考えられる．長期的な売上は震災以外に

も様々な要因によって左右されるものの、被害ありの企

業が売上を低下させたことは，震災が中長期的にも企業

業績に影響を及ぼした可能性を示唆するものと考える． 
 また，防災対策の実施状況を測る一つの目安として，

本研究はBCPの有無を用いて売上の推移を分析した．そ

の結果，BCPありの企業は長期にわたりBCPなし企業の

売上を上まわる傾向が見られたが，この二つのグループ

に統計的な有意差は認められなかった． 
 このような観察結果が震災の影響によるものかを分析

するため，差分の差分法にて検証した．その結果，被害

を受けた場合は売上にマイナスの影響が生じ，BCPあり

は売上にプラスの影響を及ぼす可能性が示唆された．し

かし、この分析は説明変数や交絡因子を十分に特定して

推計モデルに組み込めているとは言えず，震災やBCPの
影響度を議論するためには本論文の分析結果に加えて更

なる分析が必要と考える． 
 震災から10年もの期間にわたり企業業績を分析し，被

害を受けた企業が長期にわたり売上が低下した傾向を示

した点は本研究の成果と考える． 
 

 

参考文献 
 

1) 豊田利久,崔青林,池田真幸,佐藤純恵,堀江進也,中村洋光, 藤原
広行：地震による直接被害額のリアルタイム推計に関する研

究, 地域安全学会論文集, Vol.36, pp.33–42, 2020. 
2) 古橋隆行, 多々納裕一, 梶谷義雄, 玉置哲也, 奥村誠：東日本大
震災による産業部門への経済被害の推計方法に関する研究, 
土木学会論文集 D3(土木計画学), Vol.70, No.5, pp.I 197–I 210, 
2014. 

3) 梶谷義雄, 多々納裕一, 山野紀彦, 朱牟田善治：非製造業を対象
としたライフライン途絶抵抗係数の推計 , 自然災害科学 , 
Vol.24, No.3, pp.247–255, 2005. 

4) 佐藤主光, 小黒一正：首都直下地震がマクロ経済に及ぼす影響
についての分析, 経済分析, No.184, pp.120–140, 2011. 

 5) 永松伸吾：首都直下地震後の日本経済の中長期予測と最悪シ
ナリオ, 地域安全学会論文集, Vol.37, pp.157–166, 2020.  

6) 浜口伸明：「東日本大震災による企業の被災に関する調査」
の結果と考察, RIETI Policy Discussion Paper Series,Vol.13, 2012. 

7) 松下哲明, 秀島栄三：東日本大震災が上場製造業の財務数値に
及ぼした影響-bcp とリスクファイナンスの効果-, 土木学会論
文集 F6(安全問題), Vol.70, No.1, pp.33–43, 2014.  

8) 建部謙治, 田村和夫, 高橋郁夫：大地震時における中小企業の
経営的被害の簡易予測に関する研究, 日本建築学会構造系論
文集, Vol.74, No.644, pp.1879–1885, 2009. 

9) Cleveland, B. R., Cleveland, W., McRae, E. J. and Terpenning, I. : 
STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on loess, 
Journal of Official Statistics, Vol. 6, pp. 3-33, 1990. 

10) Angrist, Joshua D., and Pischke, Jörn-Steffen : Mostly Harmless 
Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton, NJ: Princeton 
University, 2008. 

11) Wing, Coady, Kosali Simon, and Ricardo A. Bello-Gomez. : 
Designing difference in difference studies: best practices for public 
health policy research, Annual Review of Public Health, Vol.39, 
pp.453-469, 2018 

 
 

 (原稿受付 2022.5.14)  
(登載決定 2022.8.27) 

 

 

 

266



地域安全学会論文集 No.41,  2022.11 

1 

 
 

被災地の健康危機管理拠点となる保健所建物の目標設定 
―熊本地震における保健医療活動の調査を基に― 

 
Building Goals for Public Health Centers Capable of Managing Health Crises  

in Affected Areas 
― Survey of Health and Medical Care Activities in the Kumamoto Earthquake― 

 
 
 
 

池内 淳子
1
，塩見 侑生

2，小林健治1，木多彩子1 

 
Junko IKEUCHI1 , Yuki SHIOMI2 , Kenji KOBAYASHI1 and Ayako KITA1  

 
 
1 摂南大学理工学部建築学科 
     Department of Architecture, Faculty or Science and Engineering, Setsunan University 
2 堺市役所（元摂南大学大学院） 
     Sakai City Government Department (Former Graduate school of Science and Engineering, Setsunan University) 
 
 
   In this study, health and medical care activities in the Kumamoto earthquake were investigated and how public health 
center buildings were used after the earthquake was revealed. From the results, building goals that can be used by public 
health centers nationwide were set at three levels with respect to "location" "structure" "equipment" "communication 
facilities" "indoor planning" and "site planning”. For example, the minimum level of "electricity (equipment)" was set 
to be a generator and enough fuel for 72 hours. These goals will help to understand the current state of health center 
buildings. In addition, each public health center needs to clarify its role in a disaster and set new goals for the region.  
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１．はじめに 
 
 阿蘇保健所は，熊本地震（2016年）において全国から

応援に来た保健師を管轄内市町村に派遣する1）等，被災

地の公衆衛生に関する重要拠点としての機能を果たした．

一方，平成28年熊本地震に係る初動対応検証チームがま

とめたレポート2）では，医療チーム，保健師チーム等の

間における情報共有に関する課題が指摘され，被災地に

派遣される医療チームや保健師チーム等は，全体として

マネジメントされる機能が構築されるべきである，とさ

れた2）．それを受け，厚生労働省は，都道府県に対し，

都道府県災害対策本部の下に保健医療調整本部を設置す

ること，保健所においては，保健医療活動チームの指揮

又は連絡等を行う他，保健医療ニーズ等の収集および整

理・分析を行うこと，を通達した3）．また，保健医療調

整本部の業務を補助するための人的支援として，専門的

な研修・訓練を受けた都道府県の職員を中心とした

DHEAT（災害時健康危機管理支援チーム：Disaster 
Health Emergency Assistance Team）を編成し，被災都道府

県からの応援要請に基づき，応援派遣する制度を創設し

た4）．現在では，全国保健所長会のDHEAT活動ハンドブ

ックに基づき，DHEAT構成員の災害研修・訓練が実施さ

れている5）．このように大地震後には，被災地内保健所

が被災者の健康に関するニーズの収集・分析を行い，か

つ，全国からの支援チームを取りまとめる健康危機管理

拠点となる体制が整備されている． 
阿蘇保健所は，熊本地震を受けて壁のひび割れや会議

室上部の入り口のガラス破損の他，停電および断水にも

見舞われた1）．また，劒らは，熊本県内の保健所被害と

して，建物のひび割れや自動ドアのゆがみ等を報告した
6）．このような被害を受けた保健所は，どのような場所

でどのような災害業務を実施したのだろうか？また，建

物の機能低下が災害業務遂行に与えた影響はなかったの

だろうか？まずは，大地震後に保健所建物がどのように

使用されているかについて検証する必要がある． 
 林7）は，地方分権等の社会状況の変化に対応した，効

果的かつ効率的な保健衛生組織のあり方を模索するため

に，諸外国との制度の比較を通じて公衆衛生の第一線機

関である保健所の役割等を検討した．その結果，40％の

都道府県がすべての保健所を福祉事務所と統合しており，

53％の都道府県が総合出先機関やその他何らかの組織と

統合していることを示した．これにより県型保健所と他

組織との統合が進行していることを明らかにした．また

57%の政令市は保健福祉関連部内のいくつかの課を保健

所とみなしており，保健所の位置づけが不明確になって

いることも明らかにした．木多ら8）は，災害時の役割が

大きくなった保健所建物の建築的課題を探るべく，現存

する近畿地方の7つの保健所の室構成について整理した．
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その結果，業務部門（いわゆる執務室）が最も広く，次

いで，講堂，ロビー，レントゲン室となることを明らか

にした．また，保健所は理化学検査室，検査機器室，細

菌検査室等を配し，現在も一部の検査が実施されている

ことを示した．続いて小林ら9）は，同圏域の保健所での

勤務実績を有する職員を対象にヒアリング調査を行い，

保健所の各室の日常の使い方等を明らかにした．その結

果，エイズ検査等は日常的に実施されているが，使用頻

度の少なくなった検査室やレントゲン室は倉庫等に用途

変更していること，現在でも住民からの秘匿性の高い相

談を受けているが，栄養教室等従前に行われていた業務

は減少していること，執務室が不足していること等，を

明らかにした．これにより，保健所の日業業務と建築空

間の間にはすでに溝が生じており，これは全国的な傾向

である可能性を示唆した9）．保健所は災害後の建物被害

による機能低下を受け入れつつ，部屋の用途を変更しな

がら業務継続しなければならない．しかし，保健所が日

常空間に何らかの不都合を抱えているとすると，地震後

の用途変更に与えた影響は考慮されなければならない． 
国土交通省は，大地震後に防災拠点として機能するこ

とが期待されている建築物（防災拠点建築物）について，

建築主，設計者，管理者が機能継続を図る際の考え方を

「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」
10）に示した．このガイドライン10）は，防災拠点建築物

が，実災害時において倒壊は免れたものの，構造躯体の

部分的な損傷，非構造部材の落下等により機能継続でき

なかった事態を踏まえてまとめられた．ここで示された

建築主の役割としては，①対象建築物において遂行すべ

き業務の特定，②外部支援を得て機能継続される場合は

支援を含め構築される体制を設計者に示すこと，③地域

防災計画や組織のBCPに基づき，大地震時に求められる

役割をふまえて機能継続の目標を自ら定めること，等が

挙げられる．①については厚労省の通達3）やDHEATハン

ドブック5）で特定されつつあるが，②や③について明示

している保健所はない．保健所が健康危機管理拠点とな

るにあたり，全国的に②や③を推進することが重要であ

る．一方で，国による通達3）4）は，保健所が被災地にあ

っては受援の立場に、被災地外にあっては支援の立場に

なる体制整備について示している．よってまずは全国一

律的に活用できる保健所の共通の目標が設定され，その

上で，地域性を踏まえて各保健所が個別の目標を設定す

る方が有益である．そこで本研究では，熊本地震におけ

る保健医療活動の調査を基に，地震後の保健所建物等の

使用状況を整理する．また，保健所が健康危機管理拠点

となるための共通の目標を設定する．これらの結果から，

全国一律的な目標の活用方法や，その後，各保健所が設

定する個別目標への展開について考察する． 
 
 
２．研究方法 
 
 図 1 に本研究における目標設定の対象機関を示す．保

健所は，都道府県設置型と市設置型に分けられ，令和 4
年 4 月 1 日現在，都道府県型保健所は支所含め 413 か所

が設置されている 11）．図１においては A県が設置する D
保健所および G 保健所が都道府県型保健所にあたり，保

健所を設置していない市町村（D 市，E 町，F 市，G 市お

よび H 村）の公衆衛生に係る業務を実施している．また，

B 市保健所は政令市である B 市が，C 市保健所は中核市

である C 市が設置しているが，このような政令市や中核

市が設置する市型保健所は支所含め 178 か所ある 11）．平

成 7 年の地域保健法 12）改正以来，都道府県型保健所は減

少し，市型保健所が増加しており 13），さらに 2020 年か

らのコロナ禍を経て，保健所はその役割そのものを大き

く変容している過渡期にある．本研究における全国一律

的な保健所共通の目標設定は，これら都道府県型・市型

保健所すべてを対象とする．一方，保健師が保健医療活

動を実施する施設は，保健所だけではなく保健センター

等も含まれる．熊本地震では、全国の保健師が DHEAT
として保健センター等にも派遣されていた 1）．保健セン

ターとは，保健所同様，地域保健法 13）に設置が定められ

た施設であるが，福祉センター等他組織と統合して設置

する等，具体的な組織構成は市町村の判断に委ねられて

いる．よって図 1 に示すように，保健センターの名称は

様々である．本研究で実施する熊本地震における調査は，

保健所のみならず，保健師が保健医療活動を行った保健

センター等も対象とする． 
表 1 に本研究の調査方法一覧を示す．調査手法は，文

献調査，現地調査，熊本地震時に DHEAT 活動に従事し

た公衆衛生の専門家が記録した写真の分析，および 2 保

健所へのヒアリング調査とする．調査対象地域は，震度

7 を観測した益城町を管轄する御船保健所および，西原

村を管轄する阿蘇保健所管轄地域であり，調査対象施設

は，管轄地域内の 2 保健所および保健師が派遣された保

健センター等とする．文献については，熊本地震におけ

る保健医療活動記録を調査し，調査対象期間を，前震発

生（4/14）後から 2 保健所管轄内 12 市町村すべての停電

が解消された 2 週間後（4/28）まで，とする．文献調査

以外の調査については，2020 年からのコロナ禍に大きな

影響を受け，特に現地調査は対象施設の外観調査および

周辺状況の確認のみとなった．また，対象施設で実施さ

れた保健師等の活動については，熊本地震時に DHEAT
として派遣された公衆衛生の専門家から 449 枚の活動記

録写真の提供を受けて分析する方法とした．なお本論に

おいて提供写真を示すことはできないが，記録写真から

撮影日時と建物内外の活動場所や活動内容を把握し，建

物使用状況として整理する．御船保健所および阿蘇保健

所の地震発生当時の状況については，当時の保健所長に

オンラインでヒアリングをする．ここでは，地震前の保

健所の日常業務や建物使用状況について，また，地震当

時の建物使用状況についてヒアリングする．これら調査

結果を踏まえ，保健所が健康危機管理拠点となるための

共通の目標を設定する．設定した目標については，全国

保健所長会に属する公衆衛生の専門家から意見を収集

（表 1）する．これらの結果から，全国一律的な目標の

活用方法や，その後，各保健所が地域に応じた目標を設

定するために何が必要となるかについて考察する． 
 
  

B市（政令市）

A県を例として

C市（中核市）

D市

E町

F市

G市

H村

B市市保保健健所所
B市保健センター1
B市保健センター2

その他・・・・

C市市保保健健所所

C市保健福祉センター

A県県D保保健健所所

A県県G保保健健所所

D市保健センター

E町保健センター

保健部

G市保健福祉センター

保健福祉部

※本研究における目標設定は、都道府県型・市型保健所とする

図 1 本研究における目標設定の対象機関 
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３. 熊本地震における健康危機管理拠点の使用状況 
 
（１）阿蘇保健所および御船保健所管轄地域の被害 

表 2 に阿蘇保健所および御船保健所管轄地域の当時人

口と熊本地震の被害について示す．阿蘇保健所管轄地域

は 7 市町村で構成され，地震当時人口 14）は 1500 名から

2.7 万人であった．熊本地震で震度 7 を観測した西原村は

避難割合が 41.8％となり 15）～20），南阿蘇村では全壊棟数

が 699 棟となった 21）．御船保健所管轄地域は熊本市に隣

接し，阿蘇保健所管轄地域に比べ人口規模の大きい 5 町

で構成される．震度 7 を観測した益城町は 5 町の中で最

も人口が多く 14），熊本地震において避難割合が 46.4％15）

～20）となり全壊棟数も 3000 棟を超えた 21）．また隣接す

る御船町や嘉島町でも，避難割合は 30％を超えていた 15）

～20）．熊本県が設置する阿蘇保健所と御船保健所は，地

震前からこれら 12 市町村の保健センターや保健担当部署

と日常的に協働して公衆衛生や保健に関する業務を担っ

ており，地震後では，規模も被害程度も異なる市町村の

健康危機管理業務に従事した． 
図 2 に阿蘇保健所および御船保健所管轄地域の概要を

示す．阿蘇保健所管轄内は，大分県との県境に位置し，

阿蘇の外輪山の内外に管轄市町村が広がっているのが最

大の特徴である．特に，本震後，阿曽大橋と俵山トンネ

ルの崩落により孤立した南阿蘇村へのアクセスは，阿蘇

山を一周するような迂回を余儀なくされた 22）．熊本県阿

蘇保健所（移転前：阿蘇市内牧)は，熊本県阿蘇振興局と

は直線距離で約 7 ㎞離れており，周辺に県施設はなかっ

た．保健所建物には前述のような被害も生じていたが，

前震後から医療救護対策室を設置し，4/18 から県外医師

や県内保健所長が支援に入った 1）．また，西原村役場に

は保健師 1 名を，南阿蘇村久木野庁舎にも 2 名を常駐で

派遣し，阿蘇市役所には交代で保健師を派遣した 1）．さ

らに，図 2 内の阿蘇医療センターにおいて 4/21 から阿蘇

地区保健医療復興連絡会議（ADRO）を開催した 1）．災

害拠点病院でもある阿蘇医療センターは免震装置を有し，

地震後の大きな建物被害もなく，4/17 から阿蘇地区

DMAT 活動拠点本部が設置されていた．ADRO 設置は，

阿蘇保健所で決定されたが（後述），会議は機能が維持

された災害拠点病院で開催された． 
御船保健所管轄内には，最も被害が激しかった益城町

が含まれる．前震後から御船保健所内の備蓄物資を搬出

し，激甚被災地である益城町への新たな物資の搬入がな

された 23）．また，4 月だけで，県内の他所属から保健師

18名を含む50名の応援を受け入れ，県外からは保健師22
名を含む 68 名の支援者を受け入れた 23）．嘉島町へは 7
日間，保健師を派遣し，益城町保健福祉センターはぴね

す（以降，「はぴねす」と呼ぶ）には，県の保健師を

4/19 に派遣し，4/25 から保健師 1 名を常駐させた 23）．

4/21 には「はぴねす」内に，上益城郡医師会長が地域医

療コーディネータを務める上益城圏域医療救護調整本部

が設置された．甲佐町総合保健福祉センターには最大

350 名が避難しており，保健師が避難者の健康管理業務

に従事した 24）．またセンター以外の 11 か所の避難所へ

も県の保健師が巡回し，4/18 には県外から広島県公衆衛

生チームの保健師等が支援に入った 24）． 

表 1 本研究の調査方法一覧 表 2 対象 2保健所管轄地域の当時人口と被害 

図 2 阿蘇保健所および御船保健所の管轄地域概要 

調査期間 2020年9⽉〜2021年7⽉

調査内容
熊本地震における公衆衛⽣活動、施設の被害等※前震
発⽣（4/14）から2週間

調査期間 2021年3⽉10⽇〜12⽇
調査場所 阿蘇保健所・御船保健所管轄内の保健施設等
調査内容 建物外観調査、敷地周辺状況(調査員2名)

写真概要
地震対応を記録した449枚の写真（4/20〜5/5）※公
衆衛⽣の⽀援者より提供を受ける

分析⽅法 記録された施設の使⽤状況を時間軸で図⽰
実施⽇ 2021年8⽉18⽇・10⽉8⽇1時間ずつ
⽅法 オンライン
対象者 当時阿蘇保健所⻑（8/18）・御船保健所⻑（10/8）

内容 保健所建物の地震前・地震後の使⽤状況、管轄内被害
と公衆衛⽣活動について

実施⽇ ①2021年11⽉9⽇、②11⽉30⽇、1時間半ずつ
⽅法 オンライン

専⾨家
①尾島俊之⽒（浜松医科⼤学）、宮園将哉⽒（⼤阪
府）、②⽩井千⾹⽒（枚⽅市保健所⻑）

内容
保健所建物の⽬標設定、県型保健所への活⽤、市型保
健所への活⽤他

⽂献
調査

現地
調査

写真
分析

ヒア
リン
グ調
査

意⾒
収集

最大震度 当時人口14） 避難割合※ 全壊棟数21）

阿蘇市 6弱 27,618人 26.3% 108棟

南阿蘇村 6強 11,693人 26.0% 699棟

西原村 7 7,063人 41.8% 512棟

高森町 5強 6,784人 8.1% 0棟

産山村 5強 1,598人 9.1% 12棟

小国町 5強 7,540人 6.9% 0棟

南小国町 5強 4,265人 4.7% 1棟

御船町 6弱 17,719人 34.6% 444棟

益城町 7 34,581人 46.4% 3,026棟

嘉島町 6強 9,227人 30.0% 234棟

甲佐町 5強 11,120人 5.0% 105棟

山都町 6弱 16,170人 12.2% 16棟

※4/14〜4/28の避難者数15）〜20）最⼤値を当時⼈⼝で除した値

阿
蘇
保
健
所
管
轄

御
船
保
健
所
管
轄
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（２）阿蘇保健所・御船保健所等の建物使用状況 

図 3 に阿蘇保健所の建物使用状況を示す．図 3 は，主

に急性期（地震発生後から 1 か月以内）の状況を当時の

保健所長からヒアリングし整理した．阿蘇保健所建物自

体の被害は微少であったが，停電・断水により執務継続

は困難であった．保健所 1 階の所長室は主に外部支援者

との会議に使用し，玄関には避難所配付用の支援物資を

置いていた．1 階の執務室では，職員のみならず外部支

援者も執務し，毎朝の所内会議も 1 階執務室で実施して

いた．1 階執務室前では日本栄養士会による特殊食品ス

テーション（阿蘇サテライト）が設置された 25）26）．2 階

会議室では ADRO 開催を決定する会議が行われた．一般

の避難者が阿蘇保健所に相談に来る，もしくは避難する

ことはなく，建物内外のスペース不足を感じることはな

かった．現阿蘇保健所は，阿蘇市役所にも近い熊本県阿

蘇総合庁舎内に併設されている． 
図 4 に御船保健所の建物使用状況を示す．図 4 は図 3

同様の手法で整理した．御船保健所（移転前）は，熊本

県上益城総合庁舎と同敷地内に隣接する 2 階建て独立建

物であった．1 階所長室は外部支援者との会議に使用さ

れた．また 1 階執務室では，日常業務同様，電話による

安否確認が行われ，相談は徐々に増えていた．玄関には

避難所配付用の衛生用品が置かれた 23）．2 階廊下および

ロビーは，外部支援者数名が机を常時配置し臨時執務ス

ペースとしていた 23）．また，2 階には日本栄養士会によ

る特殊食品ステーション（御船サテライト）が設置され

た 25）26）．御船保健所にも一般の避難者が避難すること

はなく，特に建物内外のスペース不足を感じることはな

かった．現在の御船保健所は，図 4 内に示す熊本県上益

城総合庁舎内に併設されている． 
図 5 に，上益城圏域医療救護調整本部が設置された

「はぴねす」の建物使用状況（4/21）を示す．「はぴね

す」は，益城町地域防災計画において指定避難所として

位置付けられており 27），多くの避難者が避難していた．

また建物周りの地盤沈下や外壁のクラック等が見られ，

下水管も破損していた 27）．図 5には，文献調査結果およ

び DHEAT として派遣された専門家から提供された写真

を基に敷地内と建物 1 階の使用状況を整理した．益城町

は，益城町役場建物が甚大な被害を受けたことにより，

4/14 から「はぴねす」に隣接される児童館に益城町災害

対策本部を設置した 27）．また「はぴねす」敷地内には，

仮設トイレ 20 台，給水車，車両型薬局（モバイルファー

マシー），自衛隊による風呂場が設置され，炊き出しや

食事提供場所も設けられていた．これらすべて避難者が

避難生活を送るために必要な機能であると考えられる．

一方，1 階事務室では上益城圏域医療救護調整本部会議

が朝夕定期的に開催された（図 5 内「大会議スペー

ス」）．「はぴねす」の事務室内には執務机がいくつか

の島になって配置されており，ここで朝と夕方に 40 名以

上の支援者が集まり，立ったまま会議に参加している様

子が記録されていた．また 1 階診察室においては，様々

な色のビブスを着用した外部支援者による不定期の会議

が行われており，会議ごとの人数は数名から 30 名であっ

た（図 5 内「小会議スペース」）．参加者着用のビブス

から，職名は保健師が多かった．このように「はぴねす」

は町民の避難所であり，かつ，御船保健所が管轄する上

益城郡全体の健康危機管理拠点となっていたことも明ら

かとなった． 
 

図 3 阿蘇保健所の建物使用状況（地震後） 

図 4 御船保健所の建物使用状況（地震後） 

図 5 益城町保健福祉センターの建物使用状況 
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４. 健康危機管理拠点となる保健所建物の目標設定 
 
（1）保健所建物の目標設定と専門家からの意見 
阪神・淡路大震災（1995 年）では官公庁施設が多くの

被害を受け，防災拠点としての役割が果たせなかった．

その教訓から「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」
28）が刊行され，津波対策を加えた「官庁施設の総合耐

震・対津波計画基準及び同解説 令和 3 年版」29）として改

定された（以降，官庁施設基準と呼ぶ）．官庁施設基準

では，構造体の目標をⅠ類，Ⅱ類およびⅢ類の 3 段階に，

建築非構造部材の目標を A 類および B 類の 2 段階に設定

している．また，構造体に大きな被害がなかった官庁施

設でも，通信設備や電源設備の被害が発生していたこと

から，建築設備の目標を甲類および乙類の 2 段階に設定

している．保健所の設置主体は都道府県もしくは市であ

るため，必ずしも官庁施設基準に準拠する必要はない．

しかし，本研究では全国の保健所が共通で活用できる目

標を設定するため，官庁施設基準に準拠する． 
表3に健康危機管理拠点となる保健所建物の目標 Ver.1

（抜粋）を示す．この目標Ver.1は，専門家からの意見収

集（表 1）用に仮設定した．3 章では，特に阿蘇保健所に

おいて，断水・停電・通信途絶・トイレ使用不可が地震

直後の活動を大きく阻害していることが理解できた．そ

こで必要機能「設備」については，小項目「電気」「給

水」「通信」「トイレ」とし，各々に達成すべき最低限

度の目標をレベル 3，最上位の目標をレベル 1と 3段階で

設定した．例えば小項目「電気」の目標としては，レベ

ル 3 を「6 時間以内に電気を確保できる」，レベル 2 を

「被災直後から電力を確保できる」，レベル 1 を「レベ

ル 2 かつ電気が 72 時間以上使用できる」とした．ここで

保健所が保健医療活動を指揮する役割であることを踏ま

えると，官庁施設基準の「災害対策の指揮，情報伝達の

ための施設」として位置付けるのがふさわしい．この場

合，Ⅰ類（大地震後，構造体の補修をすることなく建物

を使用できること），かつ，A 類（大地震後の活動等に

おいて支障となるような建築非構造物の損傷・移動等が

発生しないこと），かつ，甲類（大きな補修をすること

なく必要な設備機能を相当期間継続できること）が目標

となる．しかし，このようなⅠ・A・甲類を満たす建物

はかなり高い水準となり，保健所建物の現状との乖離が

建設的な意見を阻むのではないかと懸念した．そこで目

標Ver.1では，あえて，小項目「電気」「給水」「通信」

「トイレ」のレベル 1が官庁施設基準のⅠ・A・甲類相当

となるように設定した． 
3 章の結果から支援スペース確保が必要であることが

示された．また，保健所においては災害対策本部に次ぐ，

医療救護現地対策本部等が設置されることが定められて

おり 3），設置期間は災害直後から数か月にもわたる．こ

れは，阿蘇保健所が開催した ADRO や，「はぴねす」で

開催された上益城圏域医療救護調整本部のような組織に

相当する．そこで，小項目「大会議スペース」「小会議

スペース」「執務スペース」「休憩スペース」および

「駐車スペース」については，3章で示した 3つの建物の

使用状況を踏まえて目標を設定した．まず小項目「大会

議スペース」については，レベル 3を「XX名程度が座っ

て会議ができる」，レベル 2 を「レベル 3 かつ低層階の

会議室でロの字型の机配置で会議ができる」，レベル 1
を「レベル2かつ1階で会議ができる」とした．また「小

会議スペース」「執務スペース」についても同様に目標

を設定した．小項目「休憩スペース」では，レベル 3 を

「休憩に適したスペースを確保できる」，レベル 2 を

「休憩専用部屋を確保できる」，レベル 1 を「レベル 2
かつ仮眠がとれる」とした．これは阿蘇保健所のヒアリ

ングにおいて，執務室に寝袋を持ち込んで災害業務を行

った，との証言が得られたことによる．小項目「駐車ス

ペース」では， 阿蘇保健所および御船保健所の敷地内に

おいて，職員のみならず多くの外部支援者も駐車してい

たことから，「通勤車両を駐車できる」をレベル 3 とし

た．必要機能「他」については，熊本県が地震後に熊本

県災害時保健活動マニュアル 30）を作成し，職員の休息環

境の確保について言及していたため，レベル 3 を「食

事・医薬品の確保」，レベル 2 を「レベル 3 かつ休息ス

ペースに簡易ベッドがある」，レベル 1 を「レベル 2 か

つ入浴可能な体制が整備できる」とした． 
表 3 に示す目標 Ver.1 および保健所建物に必要となる

機能について，全国保健所長会に属する公衆衛生の専門

家 3名から意見を収集した（表1）．その結果，設定した

保健所の目標については，「保健所の建て替え時や再編

時に活用できる」「保健所建物は 50 年以上の共用を想定

しているため改築に役立つ方がよい」との意見が得られ

た．一方，「大会議スペースで想定する XX 名は，保健

所の日常会議人数に合わせるべきか災害時人数に合わせ

るべきか」「どのくらいの期間でどのレベルを達成する

と考えるのか」「全保健所がレベル 1 を達成する必要が

表 3 健康危機管理拠点となる保健所建物の目標 Ver.1（抜粋） 

⼩項⽬ レベル ⽬標 ⼩項⽬ レベル ⽬標
1 ※電気が72時間以上使用できる 1 ※1階で会議ができる
2 被災直後から電力を確保できる 2 ※低層階の会議室でロの字型の机配置で会議ができる
3 6時間以内に電力を確保できる 3 XX名程度が座って会議ができる

1 ※敷地内で確保できる 1 ※会議を同時複数開催できる

2 日常時と同等の水を3日分確保できる 2 YY人程度が室内で会議できる

3 給水協定や敷地外の湧水などから水を確保できる 3 YY人程度が廊下やロビーなどで会議ができる

1 代替通信手段を複数確保している 1 外部⽀援者ZZ人程度の専用部屋が確保できる

2 衛星回線インターネットが利用できる 2 外部⽀援者ZZ人程度の専用スペースが確保できる

3 24時間以内に関係する難病患者と連絡できる 3 外部⽀援者ZZ人程度の共同デスクが確保できる

1 敷地内に仮設トイレを数台設置できる 1 ※仮眠がとれる

2 ※使用スペースが確保されている 2 休憩専用の部屋を確保できる

3 簡易トイレが確保できる 3 休憩に適したスペースを確保できる

1 入浴可能な体制が整備できる 1 駐車以外の用途にスペースを使用することができる

2 休憩スペースに簡易ベッドや寝具がある 2 会議参加者全員分の車が駐車できる

3 食事、医薬品が確保できる 3 保健所職員と外部支援者の通勤車両が駐車できる

※⇒「直下のレベルかつ」

⽀
援
ス
ペ
ー
ス

他 休息環境
駐⾞

スペース

設
備

電気
⼤会議ス
ペース

給⽔
⼩会議
スペース

通信
執務

スペース

トイレ
休憩

スペース
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あるのか」「独立建物型の保健所ではなく，ビル内併設

型の保健所に目標を適応する場合はどうするのか」等の

目標を活用する際の疑問点が提示された．また「各種研

修が繰り返される都道府県型保健所はともかくとし，被

災経験のない市型保健所では，このような目標達成に取

り組むのは難しい場合もあるのではないか」との懸念が

伝えられた．最後に，「専門職が日常時，災害時に限ら

ず働きやすい保健所建物（空間）となるべきである」

「この目標達成のためには，日常から建物機能保持に関

する訓練が必要」との意見も得られた． 
 

（2）保健所建物共通の目標（最終版）の設定 
専門家からの意見収集結果も踏まえ，保健所建物共通

の目標（最終版）を設定する．目標を設定する項目は，

「建物の立地」「（非構造体含む）建物構造体」「設備」

「通信設備」「室内計画」および「敷地内（建物外の）

計画」の 6 つとした（表 4 内右下図）．また最終版の目

標では，保健所が官庁施設基準のⅠ類（構造体）かつ A
類（非構造体）かつ甲類（設備）に該当する施設とし，

各小項目の最低レベルであるレベル 3 が，おおよそ官庁

施設基準のⅠ・A・甲類の水準になるように設定した．

これにより，レベル 1 やレベル 2 を満足する保健所であ

れば，Ⅰ・A・甲類の基準を満たしつつ，より上位の拠

点機能を確保することが可能となる． 
表 4 に健康危機管理拠点となる保健所建物共通の目標

（最終版）を示す．大項目「立地」を新たに追加した．

これは地震以外の災害リスクを専門家から指摘されたた

めである．大項目「立地」の小項目については，「津波」

「浸水」「土砂」および「アクセス」とした．「津波」

および「浸水」は，レベル 1 を「リスクなし」とし，盛

土がされていればレベル 2 に，その他の対策があればレ

ベル 3 とした．「アクセス」については，阿蘇保健所

（移転前）が県施設から孤立した場所にあり，情報連携

に極めて不都合があったことから，レベル 1 を「設置自

治体の別の建物と同敷地内」，レベル 3 を「設置自治体

の別の建物が周囲にないが孤立対策有」とした． 
大項目「構造体」については，目標Ver.1では「構造体

は耐震性を保有している」を条件としていた．これは公

衆衛生の専門家への意見収集であったため，専門用語の

多い建物構造体の目標を省略していた．そこで最終版で

は大項目として新たに追加した．小項目「構造体」につ

いては，官庁施設基準に準拠し，建築基準法の1.5倍の耐

震性を有している建物を最低限レベル（レベル 3）とし，

レベル 1 は「免震もしくは制震構造を採用」とした．小

項目「非構造体」ついては，レベル 3 を「耐震型天井を

採用している」，レベル 2 を「レベル 3 かつ窓ガラスを

強化している」，レベル 1 を「レベル 2 かつ耐震型什器

を採用かつ安全点検を定期的に実施」とした． 
大項目「設備」については，目標Ver.1から小項目を変

更した．小項目「通信」については，専門家から情報途

絶防止が重要，との意見が得られたため，大項目「通信

設備」とした．また目標Ver.1の小項目「トイレ」は，最

終版の小項目「排水」および小項目「仮設トイレ」にわ

けた．小項目「電気」については，レベル 3 を「発電機

と 72 時間分の燃料を保有」とし，レベル 2 およびレベル

1 は保有する燃料容量で振り分けた．小項目「給水」に

ついては，レベル 3 を「建物地下ピットや周辺に雑用水

となる湧水がある」，レベル 2 を「敷地内に雑用水井戸

表 4 健康危機管理拠点となる保健所建物共通の目標（最終版） 

⼩項⽬ レベル       ⽬標 ⼩項⽬ レベル       ⽬標
1 津波リスクなし 1 ※1階で会議ができる
2 津波リスクはあるが盛⼟あり 2 ※低層階の会議室でロの字型の机配置で会議ができる
3 津波リスクはあるが盛⼟以外の対策有 3 XX名程度が座って会議ができる
1 浸⽔リスクなし 1 ※区切られた部屋が複数ある
2 浸⽔リスクはあるが盛⼟あり 2 区切られた部屋でYY名程度が座って会議ができる
3 浸⽔リスクはあるが盛⼟以外の対策有 3 廊下等空きスペースでYY名程度が座って会議ができる
1 ⼟砂災害リスクなし 1 ※外部⽀援者専⽤の執務スペースが確保できる
2 ⼟砂災害リスクはあるが3階⽴て以上かつ対策有 2 ※執務室に変更可能な区切られた部屋がある
3 ⼟砂災害リスク有で2階⽴て以下であるが対策有 3 ⽇常執務室で1.3倍の⼈員が執務できる
1 設置⾃治体の別の建物と同敷地内 1 ※※簡易ベッドや寝具を備蓄している
2 設置⾃治体の別の建物と近接する 2 ※職員が宿泊できる
3 設置⾃治体の別の建物が周辺にないが孤⽴対策有 3 災害時に職員が休憩できる専⽤スペースがある
1 免震もしくは制振構造を採⽤している 1 ※EV使⽤不可時でも⼈⼒以外の備蓄移動ができる
2 - 2 ※浸⽔（湿気）対策がとられている
3 建築基準法の1.5倍の耐震性を有している 3 保健所⽤と避難所⽤の備蓄スペースが分かれている
1 ※耐震型什器を採⽤かつ安全点検を定期的に実施 1 ※さらなるスペースの増加ができる
2 ※窓ガラスを強化している 2 ※専⽤スペースは物資が取り出しやすい位置にある
3 耐震天井を採⽤している 3 届いた避難所⽀援物資を⼀次保管する専⽤スペース有
1 発電機容量が通常利⽤の80％以上かつ相応の燃料有 1 1.5倍の職員⼈数分の駐⾞台数が確保できている
2 発電機容量が通常利⽤の50％以上かつ相応の燃料有 2 1.3倍の職員⼈数分の駐⾞台数が確保できている
3 発電機かつ72時間分の燃料を保有 3 職員⼈数分の駐⾞台数が確保できている
1 ※⽇常職員数の1.5倍分×3⽇分の上⽔備蓄有 1 男⼥別の仮設トイレが設置できる
2 敷地内に雑⽤⽔井⼾を保有している 2 仮設トイレを複数台設置できる
3 建物地下ピットや周辺に雑⽤⽔となる湧⽔がある 3 仮設トイレの設置場所が決まっている
1 ※敷地内にマンホールトイレを保有 1 ※各種⽀援⾞両が継続的に駐⾞できる
2 ※簡易トイレの備蓄 2 給⽔⾞と電源⾞が継続的に駐⾞できる
3 緊急⽤排⽔タンク（袋）を保有 3 給⽔⾞が継続的に駐⾞できる
1 衛星回線の保有（使⽤訓練を含む）
2 ※保健所内で個別災害無線等を保有（使⽤訓練含む）
3 組織内の災害無線等を保有（使⽤訓練含む）
1 ※関係者と訓練している
2 関係者との通信設備を保有している
3 関係者との通信設備の保有を検討している

休憩
スペース

執務
スペース

⼩会議
スペース

⼤会議ス
ペース（定
期開催）

備蓄
スペース

⽀援⾞両ス
ペース

仮設トイレ

駐⾞場

避難所⽤
⽀援物資の
⼀次保管場

室
内
計
画

敷
地
内
計
画

組織内

⽴
地

構
造
体

設
備

通
信
設
備

津波

浸⽔

⼟砂

アクセス

構造体

⾮構造
体・什器

電気

給⽔

排⽔

組織外

※直下のレベルかつ

立地

構造体

設備

通信設備

室内計画

敷地内計画

【大項目】 【⽬標のレベル】
レベル1：最上位の⽬標
レベル2：中間の⽬標
レベル3：最低限の⽬標

※直下のレベルかつ

【準拠する基準】
国⼟交通省、官庁施設
の総合耐震・対津波計
画基準及び同解説令和
3年版、2021年2⽉
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を保有している」とした．また，レベル 1 を「レベル 2
かつ支援者を含み日常職員数 1.5 倍の人数×3 日分の上水

備蓄有」とした．ここでは災害時に活用しやすい雑用水

確保に着目した．小項目「排水」については，レベル 3
を「緊急用排水タンク（袋）保有」，レベル 2 を「レベ

ル 3 かつ簡易トイレの備蓄」，レベル 1 を「レベル 2 か

つマンホールトイレの敷地内保有」とした． 
新たに設けた大項目「通信設備」では，組織内通信と

組織外への通信を小項目とした．小項目「組織内」につ

いては，レベル 3 を「組織内で災害無線を保有」，レベ

ル2を「レベル3かつ保健所内で個別災害無線を保有」，

レベル 1 を「衛星回線の保有」とした．また専門家から

「建物機能保持訓練も必要」との意見（前述）が得られ

ていたことから，これらには「使用訓練を含む」とした．

保健所に訪れる一般住民は，検査の他，飲食店等の許認

可およびペット関連の方であるが，災害時の継続業務と

しては指定難病患者のケアが重要である．そこで組織外

への連絡を日常業務で保健所が深く関係する指定難病患

者等への連絡とし，小項目「組織外」のレベル 3 を「関

係者と通信設備保有を検討している」，レベル 2 を「保

有している」とした．またレベル 1 を「レベル 2 かつ関

係者と訓練している」とした． 
大項目「室内計画」の小項目「大会議スペース（定期

開催）」については，目標Ver.1と同様，各保健所の規模

に合わせて定期会議に参加する最大人数を XX 名程度と

した．この XX 名については，専門家から「日常的な会

議人数か災害時の会議人数か」との質問（前述）があっ

た．これについては，各保健所設置自治体が実情に応じ

て取り決めるのが妥当である．一方，日常的に開催され

る会議であれば，多組織による会議人数とし，災害時に

開催される会議人数であれば，これまでの実災害におい

て保健所が開催した会議の参加人数を参照することが望

ましい．例えば熊本地震であれば，上益城圏域医療調整

本部会議人数約 40 名（図 5）が参照できる．また小項目

「小会議スペース」に関しては，会議参加人数を YY 名

と想定し，レベル 3 を「廊下等の空きスペースで YY 名

程度が座って会議できる」，レベル 2 を「区切られた部

屋でYY名程度が座って会議ができる」，レベル 1を「レ

ベル 2かつ区切られた部屋が複数ある」とした．XX名と

YY 名は各保健所の規模に応じて設定する個別目標とな

る．小項目「執務スペース」については，専門家から

「コロナ対応時の保健所増員に対して執務スペースが不

足した」との話題提供があったことから，レベル 3 を

「日常執務室で1.3倍の人員が執務できる」と，人員増が

具体的にイメージできるようにした．また，レベル 2 を

「レベル 3 かつ執務室に変更可能な区切られた部屋があ

る」，レベル 1 を「レベル 2 かつ外部支援者専用の執務

スペースが確保できる」とした．小項目「休憩スペース」

については，目標Ver.1の小項目「休憩スペース」と小項

目「休息環境」（表 3）の目標に記載の重なりがあった

ため，最終版では小項目「休憩スペース」（表 4）とし

てまとめた．レベル 3 を「災害時に職員が休憩できる専

用スペースがある」，レベル 2 を「レベル 3 かつ宿泊で

きる」，レベル 1 を「レベル 2 かつ簡易ベッドや寝具を

備蓄している」とした．小項目「備蓄スペース」につい

ては，備蓄の有無ではなく，備蓄品の湿気対策や浸水対

策の有無，および EV 使用不可時にも人力に頼らず備蓄

移動ができるかなど，阿蘇保健所のヒアリング結果をふ

まえて追加した．熊本地震後に保健所に届いた支援物資

は，保健衛生用品や難病患者用の特殊な支援物資も含ま

れていた．そこで仕分けスペースについては，新たな小

項目「避難所用支援物資の一時保管場所」として加えた．

ここでは，レベル 3 を「届いた支援物資を一次保管する

専用スペースがある」，レベル 2 を「レベル 3 かつその

スペースは物資が取り出しやすい位置にある」，レベル

1を「レベル 2かつさらなるスペースの増加ができる」と

した． 
 大項目「敷地内建物外計画」については，目標Ver.1の
小項目「駐車スペース」（表 3）を，支援要員を含む職

員用駐車スペース，仮設トイレのスペースおよび支援車

両スペースにわけた．まず小項目「駐車場」については，

レベル 3 を「職員人数分の駐車台数が確保できる」とし，

レベル 2 とレベル 1 は確保できる台数で振り分けた．こ

の職員人数には外部からの支援者を含んだ．次に小項目

「支援車両スペース」については，レベル 3 を「給水車

が継続的に駐車できる」，レベル 2 を「給水車と電源車

が継続的に駐車できる」，レベル 1 を「レベル 2 かつ各

種支援車両が継続的に駐車できる」とした．熊本地震で

避難所となった「はぴねす」には給水車や電源車が駐車

していたが，保健所には来ていない．保健所は今後も避

難所となるわけではないが，電気や水の途絶は拠点機能

が著しく低下する．加えて，日常から深く関係する指定

難病患者への手当が緊急的に必要となる事態も想定され

る．よって，保健所にも支援車両が駐車できることは重

要であると考えた．小項目「仮設トイレ」については，

レベル 3 を「仮設トイレの設置場所が決まっている」，

レベル 2 を「仮設トイレを複数台数設置できる」，レベ

ル 1 を「男女別の仮設トイレが設置できる」とした．こ

の仮設トイレは避難者用ではなく，あくまでも職員用と

して目標を設定している．以上のように，健康危機管理

拠点となる保健所建物共通の目標（最終版）を設定した．

目標Ver.1からの修正については，専門家の意見を踏まえ

て単に目標の内容を変更しただけでなく，3 章の結果を

改めて見直し，小項目や大項目を再編成した． 
 

 

５．保健所共通の目標の活用と個別目標への展開 

 

（1）保健所共通の目標の活用 
本研究では，熊本地震において保健師が支援活動を行

った施設を調査し，健康危機管理拠点の使用状況を整理

した後，全国で共通となる保健所建物の目標を設定した．

まずはこの目標を用いて全国一律的に保健所建物の現状

把握を行うことが必要である．これによって，保健所建

物の移転・改築・新築等の方針を戦略的に決定すること

ができる．中でも保健所建物を新築する場合は，一般的

に行政建物の建築寿命が長くなることを踏まえ，本論で

設定した目標のレベル 1 を設計条件として採用すること

が望ましい．また特に都道府県は複数の保健所を設置し

ているが，専門家からは「すべての保健所がレベル 1 を

達成する必要があるか」との質問（前述）があった．こ

れについては，保健所すべてをレベル 1 と設定するのか，

各保健所の役割に応じたレベル設定をするのかについて，

各地域で予め決定する必要がある．さらに専門家から指

摘されていた目標の達成期日（前述）については，数年

以内に現状把握まで行うことが望ましく，目標達成も可

及的速やかに行われなければならない．しかし，現実問

題として大規模な予算編成を必要とするだろう．よって

健康危機管理拠点となる保健所整備を全国的に推進する

ためには，都道府県型・市型に限らず，短期的または中

期的には目標達成の期日を明示する，かつ，長期的には
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方針決定の期日を明示する等，プロセスまで提示すると

効果的であると考えられる． 
熊本県の阿蘇保健所および御船保健所は，震災後に独

立型建物から熊本県合同庁舎内に移転した．このように

保健所を庁舎等と同じビル内に併設型する場合，建物維

持管理業務の集約や災害時の情報連携の容易さ等，大き

なメリットがある．一方で，保健所が併設されても，保

健所の日常業務内容や，災害時の健康危機管理拠点とな

る役割は変わらない．またこれは都道府県型保健所であ

っても市型保健所であっても同じである．よって，本論

で設定した共通の目標をビル内併設型建物に活用する際

には，特に，大項目「室内計画」の各小項目のスペース

について，合同庁舎内の共同利用ではなく保健所専用分

として目標を達成することが重要である． 
本研究は 2020 年の大感染症発生前から開始し，大地震

時を主とする自然災害を想定し全国の保健所共通の目標

を設定した．現在，保健所の社会的な役割は大きく変化

しており，今後，多くの自治体が保健所機能を強化する

と推察される．しかし，災害が多発していることも踏ま

え，感染症対策のみでなく，健康危機管理拠点としての

機能強化も推進すべきである． 

 
（2）各保健所が設定する個別目標への展開 
 本論においては，全国の保健所共通の目標を設定した

が，保健所が被災地の健康危機管理拠点となるためには，

地域性をふまえた各保健所の個別目標が必要である．例

えば寒冷地であれば，大項目「設備」に小項目「暖房」

の追加が必要であろう．また，火山発生リスクを有する

地域では，大項目「立地」に小項目「火山」を追記し，

火山灰対応の目標を設定する必要がある．さらに，敷地

の狭い都心部では，大項目「敷地内計画」に小項目「周

辺地域との協定」を追加しておくことが望ましい．平成

7 年の地域保健法改正により，日本の公衆衛生はその役

割を国から地域に移管する方向となった．よって上記以

外にも，各保健所の地域性に応じた個別目標を新たに設

定することが重要である．ここで専門家からも懸念され

ていた市型保健所の留意点について述べる．市型保健所

の業務は，都道府県型保健所と同等であるが，林 7）が述

べたように，保健所としての位置づけが変化している傾

向にある．また市町村は住民サービスを直接担うため，

市型保健所を庁舎内併設とし，日常的な住民サービスは

保健センターで実施している場合も多い．熊本地震にお

ける「はぴねす」には多数の避難者が避難し，同時に保

健医療活動を実施する支援者の拠点ともなっていた．こ

のように災害時の保健センターには，避難者の機能と支

援者の機能が同時に存在する傾向にある．よって保健所

を設置する市は，保健センターを避難者の受け入れ施設

とするなら市保健所を唯一の健康危機管理拠点として整

備する，もしくは，保健センターと保健所を健康危機管

理拠点とするなら避難者の避難先を別に確保する等，ま

ずは保健センターと保健所の役割分担を明快にしておく

必要がある． 
保健所は，日常時も災害時も“人”に広く深く関係す

る組織である．日常業務においては，多組織が集う会議

が定期的に開催されるが，これらの参加組織がまず保健

所にとっての最重要ステークホルダーである．加えて，

災害時には日常業務では接しない福祉に関わる外部機関

との協働も大いにありえる 1)．よってまずは各保健所が

遂行すべき災害業務を特定し，日常業務のステークホル

ダーごとに整理する必要がある．加えて，災害時に協働

すると予想される福祉関連部署との研修や訓練も重要に

なる．最後に，保健所に勤務する保健師等は被災地に派

遣されれば支援者となり，保健所が被災すると受援者に

もなる．よって保健所建物は，働く職員にとって日常的

には過ごしやすく，災害時にも臨機応変に用途変更しな

がら業務継続可能な空間であるべきである．まずはこれ

ら保健所建物を全国一律的に整備し，最終的には各保健

所が地域に応じた健康危機管理拠点となることが重要で

ある． 
 
 

６.結論 

 
本研究では，熊本地震における保健医療活動の調査を

基に，地震後の保健所建物等の使用状況を整理した．ま

た，保健所が健康危機管理拠点となるための共通の目標

を設定した．さらに全国一律的な目標の活用方法や，各

保健所が設定する個別目標への展開について考察した．

以下にまとめを示す． 
(1)熊本県阿蘇保健所と御船保健所は，地震発生後，停

電・断水・建物被害を受けながらも，外部支援者を受

け入れ，管轄市町村に保健師を派遣した．両保健所と

も，規模も被害程度も異なる 12 市町村の健康危機管理

業務を担った．1 階所長室は外部支援者との会議に，事

務室や建物内ロビーに外部支援者の執務場所を設置し

た．益城町保健福祉センターはぴねすには，多くの避

難者が避難していたが，御船保健所管轄地域全体の健

康危機管理拠点でもあったことが明らかとなった． 
(2)健康危機管理拠点となる保健所建物を対象とし，共通

の目標を「立地」「構造体」「設備」「通信設備」

「室内計画」および「敷地内計画」の6項目で設定した．

設定した目標は3段階とした．例えば，項目「電気」に

ついては，最低レベルを「発電機かつ 72 時間分の燃料

を保有」とした．また項目「大会議スペース」につい

ては，最低レベルを「XX 名程度が座って会議ができる」

とし，XX 名は各保健所の規模に応じて設定する個別目

標とした． 
(3)本研究の目標を活用し，全国一律的に保健所建物の現

状把握を行うことが必要である．その結果，保健所建

物の移転・改築・新築等の方針を戦略的に決定するこ

とが可能となり，特に都道府県は複数の保健所の再編

方針決定に役立つと考えられる．また併設型保健所へ

目標を活用する際は，室内で必要となるスペースにつ

いて，合同庁舎内の共同利用ではなく保健所専用分と

して目標を達成することが重要である． 
(4)保健所が健康危機管理拠点となるためには，地域性を

ふまえた個別目標が必要である．例えば寒冷地であれ

ば暖房に関して，火山発生リスクを有する地域では，

火山灰にして目標を追記する必要がある．また市型保

健所を設置する市は，予め市保健センターと市保健所

の災害時の役割を明快に決定した上で健康危機管理拠

点を整備する必要がある．保健所建物は働く職員にと

って日常的には過ごしやすく，災害時にも臨機応変に

用途変更しながら業務が継続できる空間であるべきで

ある．よって，まずはこれら保健所建物の整備を全国

一律的に推進し，最終的には各保健所が地域に応じた

健康危機管理拠点となることが重要である． 
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The study aimed to understand the knowledge and awareness of disaster prevention in international students in Japan 
and investigate whether the use of Japanese impacted their understanding of and preparedness for disasters. A 
questionnaire survey was conducted among 195 international students in Tochigi Prefecture. The results indicated that 
international students with fluency in Japanese had greater knowledge of evacuation centers. On the other hand, in 
terms of awareness of disaster prevention, it was found that fluency in Japanese did not alleviate anxiety or prepare 
international students better in the event of a disaster.  
 
Keywords: international students, disasters, Japanese language, knowledge, awareness, Japan 

 
 
１．背景 
 
 日本は、地震や津波、大雨洪水、土砂災害といった

様々な災害が発生する世界有数の災害大国である。近年

日本に住む外国人の数は大幅に増加し、外国人を対象と

した防災対策は喫緊の課題となっている。 
外国人は言語や情報アクセスによる要因 1)2)3)4)5)等によ

り、災害に対して特に脆弱であると考えられている。日

本の災害対策基本法では、避難に支援を要する人を「避

難行動要支援者」、避難所で配慮が必要な人を「要配慮

者」と定義する。日本語が分からないことや災害や避難

に関する知識や経験が不足していることで、適切な避難

ができない場合、外国人は「避難行動要支援者」にあた

る 6)。また言語や情報、文化習慣の違いから、食事や生

活面で配慮が必要な外国人は「要配慮者」にあたる 6)。 
全国の7割の市町村が外国人の防災意識を高めるために、

多言語の啓発パンフレットやチラシ、ホームページ等を

通して情報提供を行っているが7)、外国人住民に向けた

防災アンケート調査では、災害の対策について「特に何

もしていない」と答えた人は48.7%であった8)。2006年に

自治体国際化協会が作成した「災害多言語支援ツール」

は、全国の自治体に配布され、災害時に必要な情報が10
言語で翻訳されたり、避難所の施設やサービスを案内す

る表示シートも翻訳され、多くの指定避難所に設置され

たりしている6)。しかし、外国人の場合は出身国で災害

の経験がなかったり、避難の方法が出身国と異なってい

たりするため、日本語を翻訳するだけでは災害に備えた

り、災害時に適切な行動がとれない場合もある6)。 
これまでの外国人を対象とした防災対策は、日本語の

支援が主であるが、日本語能力のある外国人は、日本語

ができない外国人よりも、防災意識が高く、災害への備

えができているのだろうか。本研究は言語に焦点をあて、

言語能力と防災意識の関係を考察する。 
さらに、外国人は出身国や地域、滞在期間やビザの種

類、日本語能力、年齢や家族構成、経済力などは多様で

一括りにはできない。過去の事例では、1995年の阪神淡

路大震災では、安価な賃貸住宅に住んでいた留学生が犠

牲になったり、難民として来日したベトナム人が住居を

失ったりした。2018年の北海道地震の後、北海道全体が

停電したことや空港が閉鎖されたことで、外国人旅行者

はさまざまな宿泊施設の確保に苦労した9)。2015年の熊

本地震では、外国人留学生有志が大学の避難所運営や地

域の外国人支援を行い、外国人が主体的に災害対応に関

わった事例もある10)。外国人の多様性として、「国籍の

多様化」、「在留形態の多様化」、「世代の多様化」の3
つがあるが、同じ国籍や同じ世代だからといって、同じ

課題があるとは限らないという認識が必要である6)。  
そこで本研究では、調査対象を留学生に絞り、留学生

の防災意識や対策について調査を行う。日本の一般住民

に比べて、大学生の防災行動や災害の備えは低いレベル

にあり11)、留学生は外国人住民全体と比べると、災害の

対策をしていない傾向にある8)。日本の留学生数は2021
年5月の時点で24万2,444人だったが、新型コロナウイル

ス感染症の影響で、前年から13.3％減少した12)。日本政

府による留学生受入れ30万人を目指す「留学生30万人計

画」もあり大幅な増加傾向にあったが、2019年以降新型

コロナウイルスの影響で減少している。しかし、2022年3
月に留学生の入国が徐々に認められるようになり13)、今

後はコロナ前のような増加が見込まれる。また文部科学

省の「留学生就職促進プログラム」の支援もあり、卒業

後に日本で就職する留学生は2010年以降年々増加し、
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2010年と比較すると4倍に増えた14)。このような理由から、

留学生の地域防災における役割はますます大きくなると

考えられる。 
 

 

２．先行研究 
 
兵庫行動枠組によると、脆弱性とは「ハザードの影響

に対するコミュニティの感受性を増加させる、物質的、

社会的、経済的、環境的要因、もしくはそれらのプロセ

スにより決定づけられる状況」のことである15)。脆弱性

は、災害の備えや対応、復旧・復興に影響を及ぼし16)、

脆弱性を生み出す要因は、健康状態や性別、年齢、在留

資格、情報や社会ネットワークへのアクセスといった社

会経済的な状況や文化民族的な背景を含む1)2)3)16)17)。 
外国人は、言語や情報アクセスによる要因1)2)3)4)5)や、

社会経済的な要因1)2)3)4)16)17)18)、及び教育や経験の不足3)等

により、災害に対して特に脆弱であると考えられている。

その結果、事前の備えが不足し、避難の意識が低く、避

難する手段を持っていないことが多い2)15)。米国における

研究によると、米国の人口動態が変化し、社会経済的多

様性が増すことにより、脆弱性が増すと言われる3)。

1992年に米国で発生したハリケーン・アンドリューは、

貧困者や高齢者、シングルマザー、最近移住した住民に

大きな被害をもたらしたことから、このような脆弱な

人々への災害前後の対策が必要とされている 4) 。 
日本の過去の災害では、1995 年の阪神淡路大震災では、

家賃の安い木造の賃貸住宅に暮らしていた在日コリアン

の高齢者や留学生、人材派遣会社が借り上げたアパート

で暮らしていた日系ブラジル人が被害に遭った 6)。2011
年の東日本大震災後、東北大学のインターナショナルハ

ウスに隣接している仙台市内の中学校に、避難者の約

80%を占める 500 人以上の外国人住民が避難した。生活

習慣や文化が異なることから、避難所の運営は困難で、

外国人住民と日本人住民との日常的な接触やコミュニケ

ーションが不足していることが分かった 19) 。また、留学

生は家族や同じ国籍の友人などの二次的な情報源に大き

く依存していることも教訓であった 5)。そのため、これ

までの研究では、外国人居住者は大多数のグループより

も災害の被害に遭いやすいことが分かっている。 
本研究の目的は以下の 2 点である。第一に留学生の災

害についての知識や防災意識を明らかにすることと、第

二に留学生の日本語使用の有無は、防災についての知識

や防災意識に影響を与えるかについて明らかにすること

である。 
 そこで本研究では、以下の2つの問いを設定する。 
(1) 留学生の防災についての知識や防災意識の現状を明

らかにする。 
(2) 日本語ができるかどうかにより、留学生の防災につ

いての知識や防災意識に影響を与えるかどうかを明

らかにする。 
 

 
３. 調査対象の概要と手法 
 
本調査は栃木県の高等教育機関に在籍する留学生を対

象とする。栃木県の外国人居住者の割合は 2.2％で、全国

の平均とほぼ同じであり、多くの留学生が住む宇都宮市

は、東京から北に約 100 キロメートルの所に位置する北

関東の地域拠点である。また、筆者が所属する宇都宮大

学は栃木県地域留学生交流推進協議会の事務局を担い、

栃木県内の留学生関係機関とネットワークを有する。 
栃木県内の高等教育機関は 17 機関あり 20)、1,016 人の

留学生が 2020 年 10 月時点で 12 の機関に在籍している 21)。

特に、栃木県の足利市に所在する足利大学（275 人）、

宇都宮市内に所在する宇都宮大学（269 人）と帝京大学

宇都宮キャンパス（145 人）に、栃木県の留学生全体の

67.8%（689 人）が在籍している 21)。国籍は、中国やベト

ナム等、アジア地域からの留学生が多い 21)。 
本調査は栃木県の高等教育機関に在籍している留学生

を対象にアンケート調査を行った。アンケートは筆者が

所属している宇都宮大学で 2020 年 9 月に実施し、アンケ

ートの質問や回答事項を確認した上で、それ以外の大学

には 2022 年 2～3 月に実施した。アンケートの方法は、

各大学の留学生を担当する部署の協力を得て、グーグル

フォームを使って実施した。回答は無記名で行われ、所

要時間は 10 分程度であった。 
アンケート票は、既往の留学生や在住外国人向けの災

害意識に関する研究を参考にしながら 8)22)23)24)、以下の 3
つの項目について聞いた。 
(1) 回答者の属性 
(2) 日本語の能力 
(3) 防災についての知識や備え 
 （1）回答者の属性については、性別、年齢、出身国や

地域、大学の学部や学年、日本での居住地と滞在期間、

世帯状況を含む。出身国や地域により、これまでの災害

の経験が異なり、防災についての知識や防災意識に影響

を与えると推測した。また日本の滞在期間が短いほど、

居住している地域や災害について知らないと考えられる
4)。世帯状況については同居者の有無により災害の備え

や対応が変わると考えられる 24)25) 26)。 
 （2）日本語については、どの言語を話すことができ

るかという質問に加えて、言語の 4 つの能力（話す力、

聞く力、読む力、書く力）について、4 つの選択肢を準

備した。4 つの選択肢については JF 日本語教育スタンダ

ードの自己評価表の指標を参照し 27)、質問を作成した。

主観的な評価に加えて、客観的な評価の指標となる日本

語能力試験の結果も質問事項に入れた。日本語の能力は

災害についての知識、災害時の対応方法や、情報の入手

方法に関わっていると考えられる。 
 （3）防災についての知識や防災意識は、避難所やハザ

ードマップについての知識、災害が発生した際に不安に

感じることや、災害前に準備している備えについて聞く

ことにより、災害に関する知識や防災意識について明ら

かにする。 
 アンケート票は「やさしい日本語」と英語の併記で作

成し、「避難所」、「地震」や「洪水」などの漢字には

ふりがなを付けた。多くの留学生は中国、韓国、台湾の

出身で、日本語が流暢で漢字を読むことができる。一方

で、日本語をあまり話すことができない留学生は、ヨー

ロッパやアフリカ、一部のアジア地域の留学生で、英語

を得意としている。 
 
 

４．結果 

 
 アンケートは栃木県の 9 つの高等教育機関に所属する、

29 の国や地域の留学生合計 195 人から回答があった。以

下に（1）回答者の属性、（2）日本語の能力、（3）防災
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2010年と比較すると4倍に増えた14)。このような理由から、

留学生の地域防災における役割はますます大きくなると

考えられる。 
 

 

２．先行研究 
 
兵庫行動枠組によると、脆弱性とは「ハザードの影響

に対するコミュニティの感受性を増加させる、物質的、

社会的、経済的、環境的要因、もしくはそれらのプロセ

スにより決定づけられる状況」のことである15)。脆弱性

は、災害の備えや対応、復旧・復興に影響を及ぼし16)、

脆弱性を生み出す要因は、健康状態や性別、年齢、在留

資格、情報や社会ネットワークへのアクセスといった社

会経済的な状況や文化民族的な背景を含む1)2)3)16)17)。 
外国人は、言語や情報アクセスによる要因1)2)3)4)5)や、

社会経済的な要因1)2)3)4)16)17)18)、及び教育や経験の不足3)等

により、災害に対して特に脆弱であると考えられている。

その結果、事前の備えが不足し、避難の意識が低く、避

難する手段を持っていないことが多い2)15)。米国における

研究によると、米国の人口動態が変化し、社会経済的多

様性が増すことにより、脆弱性が増すと言われる3)。

1992年に米国で発生したハリケーン・アンドリューは、

貧困者や高齢者、シングルマザー、最近移住した住民に

大きな被害をもたらしたことから、このような脆弱な

人々への災害前後の対策が必要とされている 4) 。 
日本の過去の災害では、1995 年の阪神淡路大震災では、

家賃の安い木造の賃貸住宅に暮らしていた在日コリアン

の高齢者や留学生、人材派遣会社が借り上げたアパート

で暮らしていた日系ブラジル人が被害に遭った 6)。2011
年の東日本大震災後、東北大学のインターナショナルハ

ウスに隣接している仙台市内の中学校に、避難者の約

80%を占める 500 人以上の外国人住民が避難した。生活

習慣や文化が異なることから、避難所の運営は困難で、

外国人住民と日本人住民との日常的な接触やコミュニケ

ーションが不足していることが分かった 19) 。また、留学

生は家族や同じ国籍の友人などの二次的な情報源に大き

く依存していることも教訓であった 5)。そのため、これ

までの研究では、外国人居住者は大多数のグループより

も災害の被害に遭いやすいことが分かっている。 
本研究の目的は以下の 2 点である。第一に留学生の災

害についての知識や防災意識を明らかにすることと、第

二に留学生の日本語使用の有無は、防災についての知識

や防災意識に影響を与えるかについて明らかにすること

である。 
 そこで本研究では、以下の2つの問いを設定する。 
(1) 留学生の防災についての知識や防災意識の現状を明

らかにする。 
(2) 日本語ができるかどうかにより、留学生の防災につ

いての知識や防災意識に影響を与えるかどうかを明

らかにする。 
 

 
３. 調査対象の概要と手法 
 
本調査は栃木県の高等教育機関に在籍する留学生を対

象とする。栃木県の外国人居住者の割合は 2.2％で、全国

の平均とほぼ同じであり、多くの留学生が住む宇都宮市

は、東京から北に約 100 キロメートルの所に位置する北

関東の地域拠点である。また、筆者が所属する宇都宮大

学は栃木県地域留学生交流推進協議会の事務局を担い、

栃木県内の留学生関係機関とネットワークを有する。 
栃木県内の高等教育機関は 17 機関あり 20)、1,016 人の

留学生が 2020 年 10 月時点で 12 の機関に在籍している 21)。

特に、栃木県の足利市に所在する足利大学（275 人）、

宇都宮市内に所在する宇都宮大学（269 人）と帝京大学

宇都宮キャンパス（145 人）に、栃木県の留学生全体の

67.8%（689 人）が在籍している 21)。国籍は、中国やベト

ナム等、アジア地域からの留学生が多い 21)。 
本調査は栃木県の高等教育機関に在籍している留学生

を対象にアンケート調査を行った。アンケートは筆者が

所属している宇都宮大学で 2020 年 9 月に実施し、アンケ

ートの質問や回答事項を確認した上で、それ以外の大学

には 2022 年 2～3 月に実施した。アンケートの方法は、

各大学の留学生を担当する部署の協力を得て、グーグル

フォームを使って実施した。回答は無記名で行われ、所

要時間は 10 分程度であった。 
アンケート票は、既往の留学生や在住外国人向けの災

害意識に関する研究を参考にしながら 8)22)23)24)、以下の 3
つの項目について聞いた。 
(1) 回答者の属性 
(2) 日本語の能力 
(3) 防災についての知識や備え 
 （1）回答者の属性については、性別、年齢、出身国や

地域、大学の学部や学年、日本での居住地と滞在期間、

世帯状況を含む。出身国や地域により、これまでの災害

の経験が異なり、防災についての知識や防災意識に影響

を与えると推測した。また日本の滞在期間が短いほど、

居住している地域や災害について知らないと考えられる
4)。世帯状況については同居者の有無により災害の備え

や対応が変わると考えられる 24)25) 26)。 
 （2）日本語については、どの言語を話すことができ

るかという質問に加えて、言語の 4 つの能力（話す力、

聞く力、読む力、書く力）について、4 つの選択肢を準

備した。4 つの選択肢については JF 日本語教育スタンダ

ードの自己評価表の指標を参照し 27)、質問を作成した。

主観的な評価に加えて、客観的な評価の指標となる日本

語能力試験の結果も質問事項に入れた。日本語の能力は

災害についての知識、災害時の対応方法や、情報の入手

方法に関わっていると考えられる。 
 （3）防災についての知識や防災意識は、避難所やハザ

ードマップについての知識、災害が発生した際に不安に

感じることや、災害前に準備している備えについて聞く

ことにより、災害に関する知識や防災意識について明ら

かにする。 
 アンケート票は「やさしい日本語」と英語の併記で作

成し、「避難所」、「地震」や「洪水」などの漢字には

ふりがなを付けた。多くの留学生は中国、韓国、台湾の

出身で、日本語が流暢で漢字を読むことができる。一方

で、日本語をあまり話すことができない留学生は、ヨー

ロッパやアフリカ、一部のアジア地域の留学生で、英語

を得意としている。 
 
 

４．結果 

 
 アンケートは栃木県の 9 つの高等教育機関に所属する、

29 の国や地域の留学生合計 195 人から回答があった。以

下に（1）回答者の属性、（2）日本語の能力、（3）防災
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の知識と防災意識の結果と考察を記す。 
 

(1) 回答者の属性 
回答者の属性について表 1 に記す。男女比については、

男性が 49.2%（96 人）で、女性が 50.3%（98 人）である。

参加者の平均年齢は、25.6 歳で、20 代が約 90%を占める。

29 の国や地域の留学生から回答があり、中国人の留学生

が最も多く、59.5％（116 人）を占める。日本での滞在期

間は、平均すると 2 年 4 か月である。世帯状況は一人暮

らしが 8 割以上で大半を占める。 
 

表 1 基本的属性（N＝195） 

 

(2) 日本語の能力 

図 1 は、「どの言語を話すことができますか。」（複数回答可）

という質問に対する回答で、日本語、英語、中国語の 3 言語

を話す留学生が多いことが分かる。86.2％（168 人）の留学生

が日本語を話すことができ、英語は 64.6％（126 人）、中国語

は 64.1％（125 人）である。大学の授業や日常生活、アルバイ

トで日本語を使っている学生が大半である一方で、それ以外

の約 15％の学生は日本語を話すことができないことが分かっ

た。ネイティブスピーカーではないが、英語も使える学生が

64.6％いることも分かった。また、中国人の回答者が 59.5％を

占めるため、中華系の学生を含む 64.1％の回答者が中国語

を使用することが分かった。 
  

 
図 1 留学生の使用言語（N=195） 

 

 日本語の能力については、自分の意見を言うことがで

き、生活で困ることなく話すことができるかどうかを示

す話す力（図 2）、災害のニュースや人に尋ねたりする

ための聞く力（図 3）、新聞やインターネットの情報を

読む力（図 4）、災害時に支援を申請するための書く力

（図 5）の 4 つの力に分け、4 つのレベルの選択肢を準備

した。その結果、半分以上の留学生が、話す力、聞く力、

読む力の 3 つについて最上位（自分の意見を言うことが

できる、ニュースを聞くことができる、論文を読むこと

ができる）の選択肢を選び（図 2－4）、85％以上の留学

生が 4つの力について上位 2つの選択肢を選んだ（図 2－
5）。このことから、災害時の日本語情報のアクセスや理

解について、専門的な災害用語には配慮する必要はある

ものの、多くの留学生は日本語を理解し、意思の疎通を

図ることができることが分かった。一方で、下位 2 つの

選択肢（決まった挨拶や単語なら言うことができる、簡

単な単語は聞き取れる、ひらがなは読める等）を選んだ

学生は全体の約 15％を占め、その多くは英語を使用する

学生であることが分かった。 
 

 
図 2 日本語の話す力 

 

 
図 3 日本語の聞く力 

  

 
図 4 日本語の読む力 

 

86.2%

64.6%

64.1%

7.7%

6.2%

5.6%

日本語 Japanese

英語 English

中国語 Chinese

マレーシア語 Malay

ベトナム語 Vietnamese

韓国語・朝鮮語 Korean

授業などで

自分の意見

を言うこと

ができ、日

本人と普通

に話せる

108人…

日常生活で困る

ことなく、だい

たい話せる 57人

（29%）

決まった挨拶や単語な

ら言うことができる

26人（13%）

ほとんど話せない

3人（ 2%）

大学の講義やテ

レビのニュース

をだいたい聞き

取れる 114人

（58.8%）

相手がゆっくり

話せば聞き取れ

る 51人

（26.3%）

簡単な単語は聞き取れる

26人（13.4%）

ほとんど聞き取れ

ない 3人（1.5%）

新聞や論文、イン

ターネットの情報

を読める

133人（69%）

簡単な漢字ま

じりの言葉が

読める 44人

（23%）

ひらがなは読める 13人

（7%）

ほとんど読めない

3人（1%）

性別 男性 96 人（49.2%） 

女性 98 人（50.3%） 

平均年齢 25.6 歳 

出身国や地域 中国 116 人（59.5%） 

マレーシア 12 人（6.2%） 

ベトナム 11 人（5.6%） 

モンゴル 9 人（4.6%） 

カンボジア 5 人（2.6%） 

バングラデシュ 5 人（2.6%） 

その他（タイ、インドネシア、韓国等) 

日本の平均滞在期間 2 年 4 か月（アンケート回答時） 

世帯状況 1 人暮らし 159 人（81.5％） 

2 人暮らし 27 人（13.8%） 

3 人以上 7 人（3.6%） 
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図 5 日本語の書く力 

 
客観的な指標としての日本語能力試験は、35.4％（69

人）が最高レベルの N1、42.6％（83 人）が N2 を認定さ

れていることが分かった。このことから約 80％の留学生

が、生活の幅広い場面での日本語を理解することができ

る上級レベルであると言える 27)。また日本語能力試験を

未認定または未受験の留学生（18.8％）の中には、日本

留学試験を受けて大学に入学した留学生もいるため、仮

に日本語能力試験が未受験でも、高い日本語能力を持っ

た留学生もいると考えられる。 
 本研究における日本語使用者と不使用者の区別につい

ては、図 1 のどの言語を話すことができるかという自己

申告の回答による。その理由は、本研究の問いが、日本

語使用者と不使用者の区別により、留学生の防災意識に

影響を与えるかという点であるため、日本語を使ってい

るかどうか（使っていると認識しているかどうか）によ

り区別した。前述した日本語能力の 4 つの力や、客観的

な指標である日本語能力試験の結果については、留学生

の日本語能力の現状や、分析の際の参考データとなる。 
 

(3) 防災についての知識と防災意識 

 本研究の目的は、留学生の防災についての知識や防災

意識を明らかにすることと、留学生の日本語使用の有無

は、防災についての知識や備えに影響を与えるかを明ら

かにすることである。そのため、日本語を使用する留学

生と使用しない留学生に分けて、災害の知識と防災意識

に差が出るかどうかについてカイ二乗検定を行った。 
 
a) 災害への関心と経験 
 住んでいる地域の災害に関心があるかどうかについて、

32.3％（63 人）が「とてもある」、48.7％（95 人）が

「まあまあある」と回答し、80％以上の留学生が地域の

災害について関心があることが分かった。日本語使用者

と不使用者の回答の比較においては、有意な差が見られ

なかった。 
来日前後の災害経験を比較すると、日本に来る前に災

害に遭ったことがある人は 33.3％（65 人）であるが、日

本に来てから災害に遭ったことがある人は63.1％（123人）

であることから、来日後初めて災害に遭った留学生が多

いことが分かった。日本で災害に遭ったことがある 123
人のうち、災害の種類は、「台風、強風」が 87.8％（108
人）で、「地震」が 87.8％（108人）、「洪水」が 10.6％
（13 人）であった。2019 年 10 月に発生し、栃木県に大

きな被害をもたらした台風 19 号を経験した学生が多くい

ると推測できる。他には「落雷」と回答した留学生が

4.6%（9名）で、「大火事」の回答が 2.1% (4名)で、回答

者の数は多くはないが、栃木県は落雷が多く、大火事は

2021 年の足利の大火事を経験したと推測する。 
 

b) 防災の知識 
 防災の知識について、避難所とハザードマップに関す

る質問をした。避難所については、自治体が災害発生時

の避難所を指定していることを知っているかとの質問に

対して、「知っている」と回答した留学生は 46.7％（91
人）で、「知らない」と回答した留学生は51.8％（101人）

であった。 
日本語使用者と不使用者の回答を比べた結果、50.6％

（84 人）の日本語使用者が「知っている」と答えたが、

日本語不使用者は 26.9％（7 人）にとどまった（表 2）。

カイニ乗検定の結果は、x2=5.055、p=0.0245<.05 で、日本

語を使用する留学生の方が避難所についての知識がある

ことが分かった。 
 

表 2 避難所に関する比率の検定 

 

 

日本語使用

者 

日本語不使

用者 

カイ二乗値 p 

知っている 84 7 5.055 0.0245 

知らない 82 19   

合計 166 26   

 

 図 6 は「災害時に避難が必要なときに、どこに避難し

ますか」という質問の回答である。所属する大学と回答

した学生が最も多く（132 人、67.7%）、近くの小学校や

中学校（94 人、48.2%）、留学生の友人や知り合いの家

（67 人、34.4%）となった。留学生の知人や知り合いの

家と答えた学生は、日本人の知人や知り合いの家と答え

た学生を大きく上回った。日本語使用者と不使用者との

間で避難する場所に有意な差は見られなかった。 

 

 
図 6 災害時に避難する場所（N＝195） 

 

 ハザードマップについては、「知っている」と回答し

た留学生は 24.6％（48 人）で、「知らない」と回答した

留学生は73.3％（143人）である。ハザードマップの知識

については、日本語を話すかどうかで有意な差は見られ

なかった。 

 

c) 災害時に心配なこと 
 災害が発生した時に心配なことについては、「命（自

分、家族、友人等）」、「家の倒壊や浸水」、「水道、

電気、ガスが止まること」、「家族や友人と連絡がとれ

ないこと」、「避難場所の確保」、「助けてもらえるか 
どうか」、「災害情報の入手」、「貴重品の確保」、

「食料や水の確保」、「生活用品の確保」、「交通機関

のマヒ」、「その他」の 12 項目について、「とても不

大学の数ページ

のレポートを問

題なく書ける 88

人（45%）

短いレポートや

メールを書ける

88人（45%）

ひらがなは書ける

15人（8%）

ほとんど書けない

3人（2%）

67.7%

48.2%

34.4%

12.3%

9.7%

7.7%

7.2%

所属する大学

近くの小学校や中学校

友人や知り合いの家（留学生）

分からない

なるべく避難しない

宗教施設（教会、モスクなど）

友人や知り合いの家（日本人）
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図 5 日本語の書く力 
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人）が最高レベルの N1、42.6％（83 人）が N2 を認定さ
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が、生活の幅広い場面での日本語を理解することができ

る上級レベルであると言える 27)。また日本語能力試験を

未認定または未受験の留学生（18.8％）の中には、日本

留学試験を受けて大学に入学した留学生もいるため、仮

に日本語能力試験が未受験でも、高い日本語能力を持っ

た留学生もいると考えられる。 
 本研究における日本語使用者と不使用者の区別につい

ては、図 1 のどの言語を話すことができるかという自己

申告の回答による。その理由は、本研究の問いが、日本

語使用者と不使用者の区別により、留学生の防災意識に

影響を与えるかという点であるため、日本語を使ってい

るかどうか（使っていると認識しているかどうか）によ

り区別した。前述した日本語能力の 4 つの力や、客観的

な指標である日本語能力試験の結果については、留学生

の日本語能力の現状や、分析の際の参考データとなる。 
 

(3) 防災についての知識と防災意識 

 本研究の目的は、留学生の防災についての知識や防災

意識を明らかにすることと、留学生の日本語使用の有無

は、防災についての知識や備えに影響を与えるかを明ら

かにすることである。そのため、日本語を使用する留学

生と使用しない留学生に分けて、災害の知識と防災意識

に差が出るかどうかについてカイ二乗検定を行った。 
 
a) 災害への関心と経験 
 住んでいる地域の災害に関心があるかどうかについて、

32.3％（63 人）が「とてもある」、48.7％（95 人）が

「まあまあある」と回答し、80％以上の留学生が地域の

災害について関心があることが分かった。日本語使用者

と不使用者の回答の比較においては、有意な差が見られ

なかった。 
来日前後の災害経験を比較すると、日本に来る前に災

害に遭ったことがある人は 33.3％（65 人）であるが、日

本に来てから災害に遭ったことがある人は63.1％（123人）

であることから、来日後初めて災害に遭った留学生が多

いことが分かった。日本で災害に遭ったことがある 123
人のうち、災害の種類は、「台風、強風」が 87.8％（108
人）で、「地震」が 87.8％（108人）、「洪水」が 10.6％
（13 人）であった。2019 年 10 月に発生し、栃木県に大

きな被害をもたらした台風 19 号を経験した学生が多くい

ると推測できる。他には「落雷」と回答した留学生が

4.6%（9名）で、「大火事」の回答が 2.1% (4名)で、回答

者の数は多くはないが、栃木県は落雷が多く、大火事は

2021 年の足利の大火事を経験したと推測する。 
 

b) 防災の知識 
 防災の知識について、避難所とハザードマップに関す

る質問をした。避難所については、自治体が災害発生時

の避難所を指定していることを知っているかとの質問に

対して、「知っている」と回答した留学生は 46.7％（91
人）で、「知らない」と回答した留学生は51.8％（101人）

であった。 
日本語使用者と不使用者の回答を比べた結果、50.6％

（84 人）の日本語使用者が「知っている」と答えたが、

日本語不使用者は 26.9％（7 人）にとどまった（表 2）。

カイニ乗検定の結果は、x2=5.055、p=0.0245<.05 で、日本

語を使用する留学生の方が避難所についての知識がある

ことが分かった。 
 

表 2 避難所に関する比率の検定 

 

 

日本語使用

者 

日本語不使

用者 

カイ二乗値 p 

知っている 84 7 5.055 0.0245 

知らない 82 19   

合計 166 26   

 

 図 6 は「災害時に避難が必要なときに、どこに避難し

ますか」という質問の回答である。所属する大学と回答

した学生が最も多く（132 人、67.7%）、近くの小学校や

中学校（94 人、48.2%）、留学生の友人や知り合いの家

（67 人、34.4%）となった。留学生の知人や知り合いの

家と答えた学生は、日本人の知人や知り合いの家と答え

た学生を大きく上回った。日本語使用者と不使用者との

間で避難する場所に有意な差は見られなかった。 

 

 
図 6 災害時に避難する場所（N＝195） 

 

 ハザードマップについては、「知っている」と回答し

た留学生は 24.6％（48 人）で、「知らない」と回答した

留学生は73.3％（143人）である。ハザードマップの知識

については、日本語を話すかどうかで有意な差は見られ

なかった。 

 

c) 災害時に心配なこと 
 災害が発生した時に心配なことについては、「命（自

分、家族、友人等）」、「家の倒壊や浸水」、「水道、

電気、ガスが止まること」、「家族や友人と連絡がとれ

ないこと」、「避難場所の確保」、「助けてもらえるか 
どうか」、「災害情報の入手」、「貴重品の確保」、

「食料や水の確保」、「生活用品の確保」、「交通機関

のマヒ」、「その他」の 12 項目について、「とても不
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安」、「やや不安」、「あまり不安ではない」、「全く

不安ではない」の 4 択で質問をした。 
その結果、留学生が「とても不安」、「やや不安」と

回答した中で一番多かったのは、「命（自分、家族、友

人等）」（84.1%）であった。次に、「食料や水の確保」

（ 80.5%）、「家族や友人と連絡が取れないこと」

（80.0%）についても半分近くの留学生が「とても不安」

に感じていることが分かった。 
日本語使用者と不使用者の比較においては、2 項目で

有意な差が出た。「食料や水の確保」について、

x2=9.971、p=0.0188<.05 の結果から、日本語使用者の方が

より不安を感じていることが分かった（表 3）。また

「家族や友人と連絡が取れないこと」についても、

x2=9.490、p=0.0234<.05 の結果から、日本語使用者の方が

より不安に感じていることが分かった（表 4）。それ以

外の 10 項目については、両者に有意な差は見られなかっ

た。 
 

表 3 「食料や水の確保」に関する比率の検定 

 日本語使用

者 

日本語不使

用者 

カイ二乗値 p 

とても不安 

 

79 10 9.971 0.0188 

やや不安 

 

62 6   

あまり不安

ではない 

14 7   

全く不安で

はない 

5 0   

合計 160 26   

 

表 4 「連絡が取れないこと」に関する比率の検定 

 日本語使用

者 

日本語不使

用者 

カイ二乗値 p 

とても不安 

 

84 6 9.490 0.0234 

やや不安 

 

57 9   

あまり不安

ではない 

15 6   

全く不安で

はない 

5 2   

合計 160 26   

 
d) 災害の備えについて  
 災害の備えについては、「災害に備えて、普段から準

備していることはありますか」という質問に対して、

「防災用品（懐中電灯、携帯電話のバッテリー等）を準

備する」、「水や食料を準備する」、「貴重品などをす

ぐ持ち出せるように準備する」、「避難場所や避難ルー

トを確認する」、「地域の人と日ごろから仲良くしてお

く」、「応急処置法を知っておく」、「家具の固定やガ

ラス飛散対策など、家の中の安全対策をする」、「建物

の耐震対策をする」、「避難訓練に参加したり、研修を

受けたりする」、「家族や友人と事前に相談し、災害時

の連絡方法を決めておく」、「特に準備をしていない」、

「その他」の 12 項目について、複数回答可能であてはま

る項目にチェックをして回答してもらった。図 7 はその

回答結果である。「水や食料を準備する」（59.5%、116
人）と回答した留学生が最も多く、次は「防災用品（懐

中電灯、携帯電話のバッテリー等）を準備する」

（49.7%、97 人）であった。一方、「避難訓練に参加し

たり、研修を受けたりする」（11.8%、23 人）、「建物

の耐震対策をする」（10.3%、20 人）「地域の人と日ご

ろから仲良くしておく」（9.7%、19 人）は、実施してい

る留学生が少なく、「特に準備をしていない」と回答し

た留学生も 20.5%（40 人）いることが分かった。 
表 5 は日本使用者と不使用者を比較した結果である。

日本語使用者では、「水や食料を準備する」（69.1%）

と回答した人が最も多く、次は「防災用品（懐中電灯、

携帯電話のバッテリー等）を準備する」（48.5%）であ

った。日本語不使用者は、防災用品の準備（55.6%）が

最も多く、次は水や食料の準備（44.4%）、貴重品等を

持ち出せるように準備しておく（44.4%）、応急処置法

の知識（44.4%）である。カイ二乗検定を使用すると、

「応急処置法を知っておく」について、 x2=9.730、
p=0.0018<.01 の結果から、日本語不使用者が日本語使用

者よりも備えていることが分かった。また「地域の人と

日ごろから仲良くしておく」についても、x2=5.549、
p=0.0185<.05 の結果から、日本語不使用者の方が備えて

いることが分かった（表 5）。「特に準備をしていない」

と回答したのは、日本語使用者の 22.6％で、日本語不使

用者の 7.4％であるが、有意な差は見られなかった。 
 

 

５．議論と考察 
 

(1) 留学生の日本語能力と災害経験 

 日本語能力については、留学生は大学やアルバイト等

で日本語を使う機会が多く、主観的、及び客観的な指標

からも、日本語能力が高いことが分かった。また外国人

地域住民を対象とした調査 8)と比較しても、留学生の日

116人（59.5%）

97人（49.7%）

70人（35.9%）

69人（35.4%）

42人（21.5%）

40人（20.5%）

37人（19.0%）

31人（15.9%）

23人（11.8%）

20人（10.3%）

19人（9.7%）

水や食料を準備する

防災用品（懐中電灯、携帯電話のバッテリー等）を準備する

貴重品などをすぐ持ち出せるように準備する

避難場所や避難ルートを確認する

応急処置法を知っておく

特に準備をしていない

家族や友人と事前に相談し、災害時の連絡方法を決めておく

家具の固定やガラス飛散対策など、家の中の安全対策をする

避難訓練に参加したり、研修を受けたりする

建物の耐震対策をする

地域の人と日ごろから仲良くしておく

図 7 災害の備えについて(N=195) 
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本語能力が高いことが分かった。一方、約 15%の留学生

は日本語がほとんど話せず、災害時に情報を得ることが

できずに、要配慮者になる可能性がある。 
災害経験については、日本に来る前に災害を経験した

留学生は約 30%で、多くの留学生は日本に来てから初め

て災害を経験したことが分かった。日本での平均滞在期

間は 2 年 4 か月ではあるが、63％の留学生がすでに日本

で災害を経験し、主な災害の種類は地震、台風、洪水で

あった。母国で災害を経験した留学生は 3 割程度のため、

特に来日直後の留学生は支援を要する。災害経験の不足

だけではなく、日本の生活習慣にも不慣れなことから、

来日後の大学でのオリエンテーションや、研修等を通し

て、日本の災害や地域コミュニティについての理解を深

める必要がある。他の研究においても、日本で災害を経

験した留学生は多く、災害に対しての関心度は来日以降

高くなったという結果が出ていることから 28)、来日後に

地域や災害について学ぶ機会は効果的であると考える。 
 

(2) 防災の知識 

 避難所について知っている留学生は半分以下で、日本

語を使用する留学生の方がより知っていることが分かっ

た。海外では公立の小中学校が避難所に指定されるとは

限らないことと、「避難」という言葉自体は、日本語学

習者にとって難しい日本語であることから、避難所につ

いての知識が不足していると推測する。 
 災害時にどこに避難するかという質問に対しては、所

属する大学と答えた留学生が最も多く、避難所に指定さ

れている小中学校や公民館と回答した地域の外国人住民

とは異なる結果となった 8)。大学は広いグラウンドや頑

丈な建物を有し、留学生の多くは大学を中心に生活して

いるため、大学を避難先として回答したと考えられる 26)。

指定の避難所である近くの小学校や中学校と答えた留学

生も約半分いたが、留学生にとっては、一時避難場所、

広域避難場所、避難所の区別は複雑で、実際には多くの

大学は市町が指定する広域避難場所に指定され、公立の

小中学校は、被災した住民が生活する避難所に指定され

ている。大学は広域避難場所の指定だけであるが、熊本

地震では大学が避難所として機能したこともある 10)。こ

のことから、災害時は留学生を含む多くの学生や近隣住

民が大学に避難し、滞在することも予想されるため、大

学の避難所としての機能を強化する必要がある。 
 避難先として留学生の知り合いの家と答えた留学生は、

日本人の知り合いの家と答えた留学生を大きく上回った。

また他の調査では宗教施設と回答した外国人が多かった

が 8)、本調査では 7.7％にとどまった。いずれにしても、

留学生の場合、指定避難所ではなくても、なじみがあり

頼りにできる場所や、言葉が通じる友人を頼って避難す

る傾向にある。また避難する場所が分からないと答えた

学生も 12.3%いるため、避難先の情報を発信する必要が

ある。 
ハザードマップについて知っている留学生は 25%以下

で、日本語を話すかどうかによる有意な差は見られなか

った。避難所やハザードマップについて知っている留学

生は半分以下であるため、留学生が地域の避難所やハザ

ードマップについて理解する機会が必要である。 
 

(3) 災害時の不安 

留学生は災害時に、命と食料や水、及び連絡手段につ

いて、不安に思っていることが分かった。この結果は京

都府の外国人住民を対象としたアンケート調査の結果と

同様である 8)。 
また、留学生は日本で災害に遭った時、まず基本的な

こと（命、食料、水）を維持することが最も重要と考え

ていることが分かった。「食料や水の確保」については、

回答者の基本的属性から、マレーシア、バングラデシュ、

インドネシア等の留学生が全体の 12%を占めることから、

災害時のハラール対応の食料の確保も必要である 29)。熊

本地震の際は、避難所となった熊本市国際交流会館で

NPO の協力でハラール対応のお弁当が提供され 30)、立命

館アジア太平洋大学のムスリムの学生と教員が、地域の

モスクでハラール弁当を作り、避難所に配って歩いた好

事例があった 31)。外国人と日本人の双方が、日ごろから

地域とつながりを持ち、コミュニティの拠点となる場所

を知っておくことが必要である。 
日本語使用者と不使用者の比較においては、「食料や

水の確保」と「家族や友人と連絡が取れないこと」の 2
項目について、日本語使用者の方が日本語不使用者より

も心配に思っていることが分かった。「食料や水の確保」

については、6 割以上の日本語を使用する留学生が日ご

ろから備えていることが分かったが、心配にも感じてい

ることが分かった。 
「家族や友人と連絡が取れないこと」については、日

本語使用者の方が不安に感じていることが分かった。多

くの留学生は日本語と母国語、英語を話すことができる

が、電気やインターネットの障害等で連絡が取れないこ

とについて不安を感じていることが推測できる。日本語

を話せない留学生は、災害時に連絡を取ることに日本語

が話せる留学生よりも不安を感じていないことになり、

日本語が話せないので、日ごろのコミュニケーションが

限定されることから、災害時の不安感も低い傾向にある

 日本語使用者 日本語不使用者 カイ二乗値 p 

水や食料を準備する 104 61.9% 12 44.4% 2.943 0.0863 
防災用品（懐中電灯、携帯電話のバッテリー等）を準備する 82 48.8% 15 55.6% 0.423 0.5152 
避難場所や避難ルートを確認する 63 37.5% 6 22.2% 2.375 0.1233 
貴重品などをすぐに持ち出せるように準備する 58 34.5% 12 44.4% 0.995 0.3185 
家族や友人と事前に相談し、災害時の連絡方法を決めておく 34 20.2% 3 11.1% 1.260 0.2616 
応急処置法を知っておく 30 17.9% 12 44.4% 9.730 0.0018** 
家具の固定やガラス飛散対策など、家の中の安全対策をする 25 14.9% 6 22.2% 0.938 0.3329 
避難訓練に参加したり、研修を受けたりする 22 13.1% 1 3.7% 1.972 0.1602 
建物の耐震対策をする 17 10.1% 3 11.1% 0.025 0.8747 
地域の人と日ごろから仲良くしておく 13 7.7% 6 22.2% 5.549 0.0185* 
特に準備をしていない 38 22.6% 2 7.4% 3.301 0.0692 

表 5 災害の備えに関する比較 

*: p<0.05 **: p<0.01  
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とは異なる結果となった 8)。大学は広いグラウンドや頑

丈な建物を有し、留学生の多くは大学を中心に生活して

いるため、大学を避難先として回答したと考えられる 26)。

指定の避難所である近くの小学校や中学校と答えた留学

生も約半分いたが、留学生にとっては、一時避難場所、

広域避難場所、避難所の区別は複雑で、実際には多くの

大学は市町が指定する広域避難場所に指定され、公立の

小中学校は、被災した住民が生活する避難所に指定され

ている。大学は広域避難場所の指定だけであるが、熊本

地震では大学が避難所として機能したこともある 10)。こ

のことから、災害時は留学生を含む多くの学生や近隣住

民が大学に避難し、滞在することも予想されるため、大

学の避難所としての機能を強化する必要がある。 
 避難先として留学生の知り合いの家と答えた留学生は、

日本人の知り合いの家と答えた留学生を大きく上回った。

また他の調査では宗教施設と回答した外国人が多かった

が 8)、本調査では 7.7％にとどまった。いずれにしても、

留学生の場合、指定避難所ではなくても、なじみがあり

頼りにできる場所や、言葉が通じる友人を頼って避難す

る傾向にある。また避難する場所が分からないと答えた

学生も 12.3%いるため、避難先の情報を発信する必要が

ある。 
ハザードマップについて知っている留学生は 25%以下

で、日本語を話すかどうかによる有意な差は見られなか

った。避難所やハザードマップについて知っている留学

生は半分以下であるため、留学生が地域の避難所やハザ

ードマップについて理解する機会が必要である。 
 

(3) 災害時の不安 

留学生は災害時に、命と食料や水、及び連絡手段につ

いて、不安に思っていることが分かった。この結果は京

都府の外国人住民を対象としたアンケート調査の結果と

同様である 8)。 
また、留学生は日本で災害に遭った時、まず基本的な

こと（命、食料、水）を維持することが最も重要と考え

ていることが分かった。「食料や水の確保」については、

回答者の基本的属性から、マレーシア、バングラデシュ、

インドネシア等の留学生が全体の 12%を占めることから、

災害時のハラール対応の食料の確保も必要である 29)。熊

本地震の際は、避難所となった熊本市国際交流会館で

NPO の協力でハラール対応のお弁当が提供され 30)、立命

館アジア太平洋大学のムスリムの学生と教員が、地域の

モスクでハラール弁当を作り、避難所に配って歩いた好

事例があった 31)。外国人と日本人の双方が、日ごろから

地域とつながりを持ち、コミュニティの拠点となる場所

を知っておくことが必要である。 
日本語使用者と不使用者の比較においては、「食料や

水の確保」と「家族や友人と連絡が取れないこと」の 2
項目について、日本語使用者の方が日本語不使用者より

も心配に思っていることが分かった。「食料や水の確保」

については、6 割以上の日本語を使用する留学生が日ご

ろから備えていることが分かったが、心配にも感じてい

ることが分かった。 
「家族や友人と連絡が取れないこと」については、日

本語使用者の方が不安に感じていることが分かった。多

くの留学生は日本語と母国語、英語を話すことができる

が、電気やインターネットの障害等で連絡が取れないこ

とについて不安を感じていることが推測できる。日本語

を話せない留学生は、災害時に連絡を取ることに日本語

が話せる留学生よりも不安を感じていないことになり、

日本語が話せないので、日ごろのコミュニケーションが

限定されることから、災害時の不安感も低い傾向にある

 日本語使用者 日本語不使用者 カイ二乗値 p 

水や食料を準備する 104 61.9% 12 44.4% 2.943 0.0863 
防災用品（懐中電灯、携帯電話のバッテリー等）を準備する 82 48.8% 15 55.6% 0.423 0.5152 
避難場所や避難ルートを確認する 63 37.5% 6 22.2% 2.375 0.1233 
貴重品などをすぐに持ち出せるように準備する 58 34.5% 12 44.4% 0.995 0.3185 
家族や友人と事前に相談し、災害時の連絡方法を決めておく 34 20.2% 3 11.1% 1.260 0.2616 
応急処置法を知っておく 30 17.9% 12 44.4% 9.730 0.0018** 
家具の固定やガラス飛散対策など、家の中の安全対策をする 25 14.9% 6 22.2% 0.938 0.3329 
避難訓練に参加したり、研修を受けたりする 22 13.1% 1 3.7% 1.972 0.1602 
建物の耐震対策をする 17 10.1% 3 11.1% 0.025 0.8747 
地域の人と日ごろから仲良くしておく 13 7.7% 6 22.2% 5.549 0.0185* 
特に準備をしていない 38 22.6% 2 7.4% 3.301 0.0692 

表 5 災害の備えに関する比較 

*: p<0.05 **: p<0.01  
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のではと推測される。 
この結果から、日本語の能力有無にかかわらず、異国

で災害を経験することについてとても不安に感じており、

むしろいくつかの項目で日本語を使用する留学生の方が

不安に感じていることが分かった。 
 

(4) 災害の備え 

 災害の備えについては、回答が一番多いのは「水や食

料を準備する」（59.5%）で、次は「防災用品（懐中電

灯、携帯電話のバッテリー等）を準備する」（49.7%）

であった。一方、「避難訓練に参加したり、研修を受け

たりする」（11.8%）、「建物の耐震対策をする」

（10.3%）「地域の人と日ごろから仲良くしておく」

（9.7%）は、実施している留学生が少なかった。留学生

にとって、水や食料、防災用品の準備は、避難訓練の参

加や建物の耐震対策といった他の項目と比べて、比較的

備えやすいことと、日本で初めて災害を経験する留学生

が多いため、建物の耐震対策や避難訓練や研修に参加す

るという備えについては考えが及ばないと推測する。ま

た、日本人学生との比較研究で、全体的に留学生のほう

が実行しているとの調査結果が出ており 22)26)、親や家族

が日本におらず、日ごろから自分で情報収集や対策を行

う必要があるからだと考えられる 22)。 

 地域や地域住民との交流は、京都府の外国人住民向け

の調査では、約 40%の住民が「地域の住民と日ごろから

仲良くする」、「防災訓練、防火・防災行事に積極的に

参加する」と回答し 4)、本研究の留学生を対象とした調 

査では、約 10%だったことから、外国人の中でも特に留

学生は、滞在期間が長くないこともあり、地域住民との

交流が希薄であると考えられる。地域住民との交流は、

過去の被災地においても課題として挙げられ、日常時の

多文化共生の地域づくりが急務である。東日本大震災の

仙台市においても、文化の違いを踏まえた日ごろの交流

が外国人支援の課題となり、その対策として、震災後は

外国人が参加する防災訓練や、市民センターにおける国

際交流の講座、町内会の祭りへの外国人の参加、大学の

国際祭りへの地域住民の参加が継続的に行われており 18)、

他の地域でも同じような取り組みが求められる。 
日本語使用者と不使用者の比較においては、「応急処

置法を知っておく」と「近所の人と日ごろから仲良くし

ておく」の 2 項目で、日本語を話せない留学生の方が備

えていることが分かった。応急処置法については、

44.4%の日本語不使用者が理解しており、日本語使用者

よりも大幅に高い割合で有意な差が見られた。その要因

は明確ではないため、新たなインタビュー調査を要する。 
さらに、日本語を話せない留学生ほど、近所の人と日

ごろから仲良くしていることが分かった。近所の人とど

の程度仲良くしているのかは、この結果からは分からな

いが、日本語が話せないために、簡単な日本語の挨拶や

ジェスチャー等を通して、意識して近所付き合いをして

いることが分かった。この結果から、日本語ができる留

学生に対しても、防災対策の必要性について、オリエン

テーションや研修等を通して説明する必要がある。 
 

 

６．結論 
 

本研究は、栃木県の 195 名の留学生を対象とした日本

語能力や防災に関する知識や意識について把握し、それ

らは日本語能力と関係があるのかについて検証した。そ

の結果、留学生の日本語能力は高く、85%以上の留学生

が日常生活に不自由なく日本語で意思の疎通をとること

ができることが分かった。一方、15%の留学生はほとん

ど日本語を話せないことが分かった。また、母国で災害

を経験した留学生は 3 割程度であるため、特に来日直後

の留学生は支援を要する。来日直後の留学生を対象に、

大学でのオリエンテーションや研修等を通して、日本の

災害についての理解を深める必要がある。 
また留学生の場合は指定された避難所でなくても、生

活の中心となっている大学や、留学生の友人や知り合い

がいる場所などに避難する可能性が高いことが分かった。

そのため、大学等の指定の避難所ではない場所において

も、災害時に留学生が避難してくることを想定し、避難

所としての対策を事前に考え、備えておく必要がある。 
日本語能力と防災の関係については、避難所に関する

知識は日本語が話せる留学生の方が高いことが分かった。

一方、災害時の不安や備えについては、日本語が話せる

からと言って、災害時の不安が少なく、備えられている

わけではなく、むしろいくつかの項目で日本語を話せな

い留学生の方が備えていることが分かった。この結果か

ら、日本語の有無に関わらず、災害前の備えについてオ

リエンテーションや研修等を通して説明する必要がある。

さらに、災害前後の外国人への日本語のサポートに加え

て、外国人の生活や文化、教育等を理解し、言語以外の

側面からの支援も行う必要がある。 
さらに、外国人住民や留学生にとって、日常から地域

の住民とコミュニケーションを図っておくことは非常に

重要であるが8)18)、留学生と地域住民との交流が少ないと

いう結果が出た。また少子高齢化がすすみ、地域防災に

担い手が減少する中、新型コロナウイルス感染症の影響

もあり、近所付き合いや地域の行事も減り、地域での交

流の機会が少なくなっている。しかし、日本語能力が高

く、20代の留学生は、地域社会で主体的に防災に取り組

む担い手になる可能性もある。言い換えると、地域の防

災訓練や災害ボランティア活動への参加を通して、地域

での共助を担う人材になりうると期待する。 
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   This paper explains the contents and results of a disaster response training for local government officials for flood 

disasters, which included listening to the "narratives" of local government officials who had actually experienced 

disaster response work. The exercises of listening to the direct experience narratives were highly evaluated by the 

students, who also express the desire to learn more. So that it would not be an opportunity to "just listen to the story", 

a worksheet was developed so that the exercise included not only input, but also output and question and answer 

activities were promoted. Although the speakers' experiences were individual and diverse, there was no significant 

difference observed in the student's evaluation or worksheet content, regardless of the student’s attributes. 
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１．はじめに 
 

 災害対応に関する知識には，「災害科学」と「災害事

例（生の体験）」が存在する1）．ここでいう「災害科

学」は，災害の事例から，観察・観測，整理・分析によ

って，一般化することで生成されるもので，いわゆる学

術論文や，防災計画やマニュアル，災害に関する教訓を

端的にとりまとめたものなどが該当する．「災害事例」

は，体験の語りや災害エスノグラフィー2）に代表される

ような生の体験を言語化したものであり，個別的で具体

的な情報である．前者の「災害科学」は普遍性が高く，

様々な災害で該当する可能性があるものの，抽象的であ

るという欠点をもつ．後者の「災害事例（生の体験）」

は，個別性・特殊性が高く，別の災害の場面でそのま

ま・そのとおりに再現されるとは限らない．一方で，

「物語（ストーリー）」としての事例には，人の理解を

深める効果がある3）ことのほか，個別の事例を語り合う

ことで「分かちもたれた知能（Distributed Intelligence）」

として様々な事例をコミュニティ内で共有することがで

きるという3）．「災害科学」は論理，「災害事例（生の

体験）」は物語として捉えることができる．ドナルド・

ノーマンは「物語が論理より優れているわけでない．ま

た，論理が物語よりも優れているわけでもない．二つは

別のものなのだ．各々が別々の観点を採用しているだけ

である．」と述べている4）．さらに，物語は文脈に依存

しない思考が見落としてしまうものを補完することがで

き，論理は物語によって過度に個人的経験に根ざし，感

情的になってしまう思考を補完すると考えられている3）．

災害科学（論理）も災害事例（物語）も，災害対応の知

識を学ぶ重要な情報であると考える． 

 このうち，「災害事例（生の体験）」の共有は，映像

や文字でなくヒトから直接的に口承というかたちで行う

ことで記憶に定着しやすい．筆者らは，災害体験の「語

り」が再生されることによる受け手の影響について，

「語り」を再生する媒体ごとの差を明らかにすることを

目的とし，震災を体験した当事者による生の語り（生語

り（本人）），体験した本人とは異なる人物（生語り

（弟子）），本人の語りの映像（映像），その音声（音

声），その文字（テキスト）を再生媒体として記憶量の

視点から比較実験を行ったところ，実験直後はほとんど

差がなかったが，8ヶ月後になると，本人の語りを聞いた

参加者が最も詳しい内容を覚えていた5）． 

大規模な被災を受けて，災害対応を経験した被災自治

体においては，様々なかたちで対応を経験した職員から
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未経験の職員に口承というかたちで共有する研修や取り

組みが行われている．芦屋市の継承手法「芦屋SHINE」6)

では，1995年阪神・淡路大震災時の記録をもとに災害対

応を学び問題意識を持ったうえで，当時の経験職員から

の話を聞き，その内容を自分の言葉で他者へ伝えるかた

ちがとられていた．西宮市では．新規採用職員向けの研

修の一環で，阪神・淡路大震災当時の経験・教訓を，当

時の職員から聞く時間が設定されていた7）．震災で多く

の方が犠牲になったことから，市の阪神・淡路大震災の

最大の課題である人命救助にフォーカスし，当時その対

応に従事した職員が講師となり，人命救助の困難さと大

切さを伝えるものとして実施されてきた．宮城県庁では，

東日本大震災の記憶伝承を実現することを目的に，2019

年8月から東日本大震災における災害対応業務を経験した

職員に対するインタビュー調査事業を実施している8）．

これは，東日本大震災からの復旧・復興過程で得られた

職員の経験や学んだことを次世代の職員に伝えるために

実施することを目的としており，のべ600名以上の職員に

対してインタビューを実施して記録や教訓・課題を残す

ことのほか，東日本大震災発生以後に入庁した職員が聴

講者として同席するものである．  

公益財団法人東北自治研修所は，近年増加している風

水害の発生を受けて，防災・減災，発災および復旧・復

興における自治体の総合的な対応能力の向上を図ること

を目的に「風水害を想定した災害対応コース」を2021年

度より設置した．東北自治研修所は，東北地方の地方公

共団体に勤務する職員の資質と能力の向上を目指し， 

地方行政の円滑な運営と東北地方の発展に資することを

目的に，1964年に東北6県が設立した東北地方の広域的な

研修機関である．これまで，台風は西日本に上陸した後

は日本海側に抜ける進路が多かった．しかし，地球温暖

化による気候変動を受けてか，徐々に太平洋側を縦断す

る進路が増加している9）．2016年台風10号は岩手県を直

撃し，県内で24名が犠牲になった．2019年台風19号（東

日本台風）は太平洋側を縦断し，福島県で36名，宮城県

で22名が犠牲となった． 

著者は，東北自治研修所の要請を受けて，同コースの

カリキュラム設計を担当することになった．東北自治研

修所からは防災・減災，台風・大雨，緊急対応，応急か

ら復旧・復興対応に関する座学中心の原案を提示いただ

いた．著者からは，前述した「災害事例（生の体験）」

を共有すること，その体験を直接ヒトから伝承を受ける

ことの重要性について情報提供したうえで，災害対応業

務を実際に体験した自治体職員による「語り」を聞く演

習をカリキュラム内に設置することを提案したところ，

実際にコース内で採用されることなった．2021年時点に

おいて，東北地方すべての行政機関に大規模な風水害の

対応経験はないことから，広域の研修機関における研修

事業を通して，「東北のどこかの経験」が行政機関を超

えて共有されることにも大きな意義があると考えた． 

 本稿は，東北自治研修所が行った「風水害を想定した

災害対応コース」における災害対応業務を実際に体験し

た自治体職員による「語り」を聞く演習の設計思想を述

べるとともに，同演習を実践した結果を受けて，本演習

の有用性や課題について報告するものである． 

 

 

２．研修方法 
 

 災害対応業務を実際に体験した自治体職員による「語

り」を聞く演習（以下，演習）を含めた「風水害を想定

した災害対応コース」のカリキュラムを表 1 に示す．3

日間のコース内では，大学教員や行政職員による，「最

近の自然災害の動向と今後の防災のあり方」，「風水害

に関する基本的な防災法制度及び平常時の備え」，災害

時の地方自治体と国，他自治体，民間との連携」，「近

年の風水害とその気象条件」，「災害廃棄物について」

に関する内容の座学が設けられた（1 コマ 80～180 分）． 

演習は，災害対応業務を経験した 4 人の話し手を招き，

2 人ずつに分けて聞く形式とした（各 180 分）．東北自

治研修所における研修の受講者は，東北 6 県から県職員，

市町村職員，関連する事務組合といった様々な行政体か

らなるほか，本コースは行政職・技術職問わず受講でき

るように設置されたものである．そのため，多様な受講

者の関心にそうように，話し手を県職員，市町村職員，

行政職，技術職などの様々な立場の方々に依頼した．本

演習では，2019 年台風 19 号の災害対応業務の経験を宮

城県内の自治体職員（退職者を含む）に語ってもらうこ

とにした．話し手 A は行政職の宮城県庁職員で当時，災

害対策本部職員として調整業務を行っていた（当時，課

長補佐級）．話し手 B は技術職の宮城県庁職員で，阿武

隈川支流の破堤や土砂崩れが多発した県南の出先機関で

緊急対応に当たっていた（当時，課長補佐級）．台風 19

号では，吉田川において堤防決壊と越流による大規模な

外水氾濫は発生し，大郷町と大崎市鹿島台では広範囲に

およぶ浸水被害を受けた．話し手 C は当時，大郷町役場

で災害対策本部を指揮していた立場の行政職の職員であ

った（開講時は退職後）．話し手 D は，前述した外水氾

濫が発生した吉田川流域にある大崎市鹿島台総合支所に

おいて，当時，現地災害対策本部を指揮していた立場の

行政職の職員である． 

研修に先立ち，1 ヶ月程度前に，東北自治研修所と演

習のコーディネーター（著者）が話し手のもとに出向き，

事前打合せを行った．事前打合せにおいては，演習の流

れを説明するほか，「試し」として，台風 19 号の災害対

応業務の経験を語ってもらった．この「試し」を受けて，

東北自治研修所と演習のコーディネーターから話しても

らう情報について，具体的なリクエストしたほか，話す

時間の調整（長短）も行った．各話し手との事前打合せ

は，60～90 分であった．語りの形式は，コーディネータ

ーが聞き手となり，災害エスノグラフィー調査の方法 2）

に準拠して問わず語りの形式で行うことにした．「試

し」の語り内容をこの段階で精査し，基本的な事実誤認

や科学的に明確に誤った内容の有無を確認し，研修本番

までに話し手にフィードバックした．今回はなかったが，

話し手間での語りの内容の齟齬があったり，災害対応と

はあまり関連のない内容についても，研修本番前に調整

することも想定する． 

時刻 内容（科目） 担当 形式

13:00-13:30 開講式・オリエンテーション 研修所

13:30-15:00 最近の自然災害の動向と今後の防災のあり方 大学教員（総合防災） 座学

15:10-17:00 風水害に関する基本的な防災法制度及び平常時の備え 大学教員（防災行政） 座学

9:00-12:00 災害時の地方自治体と国，他自治体，民間との連携 大学教員（防災行政） 座学

13:00-16:00 被災自治体の経験を聞く・学ぶ（県職員）

話し手A（県職員・行政職）

話し手B（県職員・技術職）

コーディネーター：
　大学教員（災害伝承）

演習

9:00-10:20 近年の風水害とその気象条件 大学教員（水工学） 座学

10:40-12:00 災害廃棄物について 東北地方環境事務所職員 座学

13:00-16:00 被災自治体の経験を聞く・学ぶ（市町村職員）

話し手C（市町村職員・行政職）

話し手D（市町村職員・行政職）

コーディネーター：
　大学教員（災害伝承）

演習

閉講式 研修所

1

日
目

2

日
目

3

日
目

表 1 コースのカリキュラム 
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表 2 に設計した演習のプログラムを示す．前述のとお

り，1 回のプログラムでは 2 人の話し手から体験を聞く

内容になっている．プログラムは大きく，体験を聞く段

階（展開 1「体験を聞く（1 人目）」，展開 2「体験を聞

く（2 人目）」），質疑応答する段階（展開 3「質疑応

答」），学んだ内容を共有する段階，展開 4「経験を学

ぶ①」，展開 5「経験を学ぶ②」）の 3 つに分かれる． 

「体験を聞く」では，受講者はワークシートを記入し

ながら語りを聞く形式とした．受講者が受け身にならな

いように，インプットだけでなく，学んだことをアウト

プットできようにするために，図 1 に示すワークシート

を作成した．これを A3 サイズで出力し，4 枚（話し手の

人数）配布した． 

ワークシートの記入欄は，災害エスノグラフィーを活

用した研修 2）10）を参考にしている．図 1 の「意外だ！は

じめて聞いた！」は，話し手の体験から知ったこと，気

づいたことを記録するインプットの欄である．「ぜひこ

れはまねしてみたい！自分だったらこうしてみたい！」

と「そのために災害が起こる前にやってきたい！」は，

受講者によるアウトプットを促す欄である．インプット

を受けて，実際に災害が起こったときに実践してみたい

対応（緊急，応急，復旧・復興対応）を前者に，それを

円滑に行うためにも平時にやっておきたいこと（平時対

応）を後者に記入してもらう意図で欄を設けた．話し手

によって語られる内容は災害対応という事中・事後の内

容であることから，「ぜひこれはまねしてみたい！自分

だったらこうしてみたい！」は，「災害対応中の自分」

をイメージしてもらう欄でもある．それに対して，「そ

のために災害が起こる前にやってきたい！」は，受講者

にとって実際の災害対応に当たる前の平時においてでき

ること，しなければならないことを書き出してもらうこ

とであり，「現在の自分」をイメージしてもらう欄であ

る．この 2 箇所への記入は，「災害対応中の自分」と

「現在の自分」を文字にアウトプットにすることよって，

いわゆる「自分事化する」機能を意図したワークである． 

図 1 下方の「話し手の方に聞きたい！（分からなかっ

たこと・詳しく知りたいこと）相談してみたい！（困っ

ていること）」の欄は，展開 2「質疑応答」を活発にす

るために設けた欄である．質疑応答の前に，疑問やさら

なる関心を記入してもらうことで，質問そのものを活性

化することを意図した．演習本番では，実際に多くの質

問が発せられ，質疑応答の時間をややオーバーすること

となった． 

 ワークシートの形式にしたのは，「学んだことを持ち

帰る」ことができることを意図している．演習やワーク

ショップのなかには，付箋に文字を書き出し，その内容

を視覚的に整理する形式のものがある．その場合，個人

が成果物を紙媒体のまま持ち帰ることは難しい．ワーク

シートの形式を用いることで，学んだことや，「まねし

たい」「その前にやっておくべきこと」という自分に課

過程 導入1 展開1 休憩1 展開2 休憩2 展開3 展開4 展開5 まとめ

所要時間 0:03 0:50 0:10 0:50 0:10 0:05 0:15 0:05 0:05

タイトル はじめに
体験を聞く
（1人目）

休憩
体験を聞く
（2人目）

休憩 質疑応答 経験を学ぶ① 経験を学ぶ② 講評・総括

達成すべき目標 流れを理解する
話し手（1人目）の体

験から学びを得る
－

話し手（2人目）の体

験から学びを得る
－

話し手の語りでは
分からなかったこ
と，かつ受講者が
知りたいことを理

解する

受講者同士の学び
を共有する

受講者同士の学び
を共有する

講義をクロージン
グする

生成物 講義の過程の理解 記入済ワークシート － 記入済ワークシート －

不明な内容も理解

話し手と受講者の
良好な関係

他の受講者の学び
（グループ内）

他の受講者の学び
（グループ間）

話し手からの講評
（フィードバック）

コーディネーター
の総括

作業単位 全体 個人 － 個人 － 全体 グループ 全体 全体

進め方

コーディネーターか
ら紹介

話し手の紹介

講義の進め方説明

コーディネーターの
進行で話し手による

語り

受講者によるワー
クシートの記入

－

コーディネーターの
進行で話し手による

語り

受講者によるワー
クシートの記入

－

コーディネーターの
進行

話し手と受講者の
対話

グループ内でワー
クシートの記入内
容を口頭で共有

コーディネーターの
進行

グループ代表から
代表的な学びの紹

介

コーディネーターの
進行

話し手・コーディ
ネーターからのコメ

ント

ツール
スライド，コーディ
ネーター

コーディネーター，
話し手，ワークシー

ト
－

コーディネーター，
話し手，ワークシー

ト
－

コーディネーター，
話し手，ワークシー

ト
ワークシート

コーディネーター，
ワークシート

コーディネーター，
話し手

場所 人数に応じた広さの会場

表 2 災害対応業務を実際に体験した自治体職員による「語り」を聞く演習プログラム（話し手 2 名） 

図 1 演習に用いたワークシート 
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したことを研修後に持ち帰ることができる． 

 本研修は，2021 年 1 月 19 日（水）～21 日（金）に東

北自治研修所（東北自治総合研修センター内）で，24 名

の受講者に対して行われた．受講者の内訳は，県職員 13

名・市町村職員 9 名・事務組合 2 名，行政職 11 名・技術

職 13 名，青森県 4 名・岩手県 2 名・宮城県 16 名・山形

県 2 名であった．演習の様子を図 2～図 4 に示す．展開 1

と 2 の「体験を聞く」では，話し手が問わず語りをしや

すいように，話し手と聞き手（コーディネーター）は向

き合う配置にした．また，聞き手が語りはじめの「ふ

り」を行ったり，あいづちやノンバーバルコミュニケー

ションによって語りを促て，聞き手の様子をスクリーン

に投影した（図 2）． 

演習内容の評価を行うために，受講者に対して，東北

自治研修所が所内で実施している全研修において共通す

るアンケートを行うとともに，演習における記入済のワ

ークシートを複写回収した． 

 

 

３．受講者による研修の評価 

 

本章では，研修前後に東北自治研修所が実施した受講

者による研修に対する評価アンケートの結果をみていく．

受講者に対する研修の全体的な感想（この研修を受講し

て総体的にどのようにお考えですか，選択肢：1．まった

く意義がなかった，2．あまり意義がなかった，3．どち

らともいえない，4．有意義だった，5．大変有意義だっ

た，以下，研修の全体評価）を問うたところ，5．大変有

意義だったが 15 名（62.5％），4．有意義だったが 9 名

（37.5％）で，3．どちらともいえない，以下の回答はな

かった．なお，この研修の全体評価について，選択肢の

値を重みとして，所属別（県職員か，市職員か），職種

別（行政職か，技術職か），自治体別（宮城県か，それ

以外か）の平均値を求めたところ，それぞれ 4.69（SD 

±0.480），4.56（SD ±0.527），4.64（±0.505），4.62

（SD ± 0.506）， 4.64（SD ± 0.500）， 4.63（SD ±

0.518）となり，有意な差は見られなかった．研修全体は，

所属・職種・自治体にかかわらず，受講者にとって意義

を高く感じることができたことが分かる． 

図 5 に，各科目に対する感想（各科目を受講しての感

想をお聞かせください，選択肢：1．まったく意義がなか

った，2．あまり意義がなかった，3．どちらともいえな

い，4．有意義だった，5．大変有意義だった，以下，各

科目の評価）を問い，選択肢の値を重みとして平均値を

計算した結果を示す．各科目の評価は，4.21～4.92 とい

ずれも高い．各科目の評価の全体平均は 4.51 であり，こ

れを上回ったのは，座学である「災害時の地方自治体と

国，他自治体，民間との連携」「近年の風水害とその気

象条件」，演習である「被災自治体の経験を聞く・学ぶ

（県職員），（市町村職員）」となり，災害が発生して

いる状態に関する科目（座学「災害廃棄物について」を

のぞく）に対して受講者が相対的に高い意義を感じてい

た．特に，演習の 2 つは市職員による語りが 4.92，県職

員による語りが 4.71 で科目全体のなかで最も評価が高い．

各科目の評価について．所属別（県職員か，市職員か），

職種別（行政職か，技術職か），自治体別（宮城県か，

それ以外か）の平均値を求めたところ，座学「近年の風

水害とその気象条件」の職種で 1%水準，座学「風水害

に関する基本的な防災法制度及び平常時の備え」の自治

体で 5％水準の有意な差が確認された．前者の差は 0.57

と行政職の方が高く，技術職に比べて水理学的，気象学

的な知識について新たに知ることが多かったことが影響

していると考えられる．後者の差は 0.56 と宮城県以外の

職員の評点が高かった．近年，発生していた災害やそれ

に伴う災害対応の頻度が，東北 6 県内でも宮城県内の多

く，宮城県外の自治体職員にとって初めて知ることが多

かったことなどが影響していると考える．これら以外の

科目の評価では，所属，職種，自治体による有意な差は

確認されなかった． 

図 6 に，「風水害に関する自治体対応の基本の理解」

「被災した自治体職員の経験談をもとした所属自治体の

実践的な対応の想定」という内容について，受講前と受

講後の理解度（1．まったく理解できていない，2．やや

話し手 聞き手

語っている様子を
全体に見えるように
スクリーン投影

受講生：
聞きながら

ワークシート記入

図 2 演習の様子（展開 1・展開 2「体験を聞く①②」） 

図 3 演習の様子（展開 3「質疑応答」） 

図 4 演習の様子（展開 4「経験を学ぶ①」） 
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理解できている，3．どちらともいえない，4．おおむね

理解できている，5．よく理解できている）を問い，選択

肢の値を重みとして平均値を計算した結果を示す．受講

後に理解度は，それぞれ 1.57，1.82 と上昇しており，1％

水準で有意な差が確認された．同差分の値や上昇率では

「被災した自治体職員の経験談をもとした所属自治体の

実践的な対応の想定」の方が上回るものの，最終的な理

解度は 2.50 と，「風水害に関する自治体対応の基本の理

解」の 4.35 に及ばない．被災や災害対応の現実を知り，

それを自身の所属自治体の対応想定に落とし込めるよう

になることは困難なことであることは容易に想像される

が，受講後における同項目の最終的な理解度を上げるこ

とは，提案手法の課題である． 

研修に対する受講者からの任意の感想には「演習を長

くするために，もう 1 日間増やしてほしい（もっと長い

時間をかけたい）」「演習は，もっと聞いていたかった

ため短い」「直接会わないと聞けないような内容がたく

さんあり，何が不足しているのか，どう考えなければな

らないのかをたくさん学べました」「被災された方の話

を持ち帰り，自分の職場でも伝えたい」とあった． 

 

 

４．「語り」を受けての学び 

 
 本章では，災害対応業務を実際に体験した自治体職員

による「語り」を聞く演習において，受講者が記入した

ワークシートを分析することで，演習を経ての受講者が

学んだ内容を観察・考察する．ワークシートへの記述内

容を観察・考察することで，語りの内容から何をインプ

ットし，演習から何をアウトプットできたか把握し，本

実践結果の基礎情報を得ることを意図した． 

ワークシート中の「意外だ！はじめて聞いた！」「ぜ

ひこれはまねしてみたい！自分だったらこうしてみた

い！」「そのために災害が起こる前にやってきたい！」

「話し手の方に聞きたい！相談してみたい！」といった

自由記述に対して，先行研究 11）で採用している内容分

析を行った．具体的には次のとおりである．①自由記述

を単位テキスト化した．各欄には，複数の内容が記述さ

れている場合が多い．それを内容ごとに分ける作業を行

った．この分けられたテキストを単位テキストと呼ぶ．

②ほぼ同一の内容の単位テキストの場合はグループ化し

た．③それぞれのグループにある単位テキスト中の文言

を組み合わせて一つの文章（以後，ラベルと呼ぶ）を作

成・付与した．②③は，複数の評価者によって行った．

②③の作業では，評価者 A（研究機関テクニカルスタッ

フ，文系大学出身）が第 1 案を作成し，評価者 B（著者，

災害研究従事者）が，評価者 A とともに最終ラベルの修

正・確認を行った． 

図 7 にワークシートへの記入件数（単位テキストの件

数）を示す．「意外だ！はじめて聞いた！」は全部で

562 件，「ぜひこれはまねしてみたい！自分だったらこ

うしてみたい！」は全部で 288 件，「そのために災害が

起こる前にやってきたい！」は全部で 206 件，「話し手

の方に聞きたい！相談してみたい！」は全部で 155 件に

なった．受講者 1 人当たり，1 人の話し手に対して，そ

れぞれ 5.9 件，3.0 件，2.1 件，1.6 件となり，受講者のワ

ークシートは，ほぼ埋まっていたことが分かる． 

図 6 には次のような傾向が見られる． 

1）「意外だ！はじめて聞いた！」の記入件数が最も多く，

欄が下段になるに従って記入件数が少なくなる（話

し手 A 以外）：記入欄の位置がもたらす，順序効果

のほか，下段になるほど難易度が上がることが影響

していると考える．「意外だ！はじめて聞いた！」

は，自分は知らなかったことを記入するのみで，

「ぜひこれはまねしてみたい！自分だったらこうし

てみたい！」はそれをほぼ複写するようなかたちで

記入するだけで済む欄である．一方で，「そのため

に災害が起こる前にやってきたい！」は，自身で改

めてアイディアを出す必要のある欄である．「話し

手の方に聞きたい！相談してみたい！」は最も少な

い一方で，受講者 1 人当たり，1 人の話し手に対して

1.6 件と 1 件以上あったためか，前述したように質疑

応答の時間は，予定時間を超えるほど活発に行われ

た．このように，質疑を促すための，質疑応答前の

しかけとして同欄は有用であった． 

2）話し手が市町村職員である語りの方が県職員に比べて

記入件数が多い：これは，市町村職員の方が県職員

4.50

4.50

4.63

4.58

4.21

4.71

4.92

3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00

座学「最近の自然災害の動向と今後の防

災のあり方」

座学「風水害に関する基本的な防災法制

度及び平常時の備え」

座学「災害時の地方自治体と国，他自治

体，民間との連携」

座学「近年の風水害とその気象条件」

座学「災害廃棄物について」

演習「被災自治体の経験を聞く・学ぶ

（県職員）」

演習「被災自治体の経験を聞く・学ぶ

（市町村員）」

評点（平均）

平均
4.51

図 5 各科目に対する受講者の評価 

図 6 研修の前後における主観的評価の変化 

2.78

1.57

4.35
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0.0
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1.0
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3.0
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風水害に関する

自治体対応の

基本の理解

被災した自治体職員の

経験談をもとにした

所属自治体の実践的な対応の想定

評
点

（
平
均

）

受講前 受講後

42

88

157

275

43

41

97

107

72

28

58

48

49

17

56

33

0 50 100 150 200 250 300

話し手A（県・行政職）

話し手B（県・技術職）

話し手C（市町村・行政職）

話し手D（市町村・行政職）

記入件数

意外だ！はじめて聞いた！

ぜひこれはまねしたい！自分だったらこうしてみたい！

そのために災害が起こる前にやっておきたい！

話し手の方に聞きたい！相談してみたい！

図 7 ワークシートの記入件数（単位テキスト数） 
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に比べて，災害発生の被害状況や災害対応の最前線

といった「現場に近い」体験に関する内容が語られ

ることが，「意外だ！はじめて聞いた！」と「ぜひ

これはまねしてみたい！自分だったらこうしてみた

い！」が特に多くなった原因と考えられる． 

記入件数のうち，件数が多かった「意外だ！はじめて

聞いた！」「ぜひこれはまねしてみたい！自分だったら

こうしてみたい！」「そのために災害が起こる前にやっ

てきたい！」について，話し手（情報源）と，表 3 に受

講者の所属（県職員，市町村職員），表 4 に受講者の職

種（行政職，技術職），表 5 に受講者の自治体（宮城県，

それ以外）をクロス集計した結果を示す．表中では，表

中下の計欄の比率を上回る比率を示したセルを色塗りし

ている．χ2検定の結果，表 3 の「意外だ！はじめて聞い

た！」のみ 5％水準で有意であったが，それ以外では有

意差は確認されなかった．所属，職種，自治体の間で大

きな差がなく，ワークが実施されていたことが分かる．  

表 6（話し手 A，B の語りから）と表 7（話し手 C，D

の語りから）に，「意外だ！はじめて聞いた！」「ぜひ

これはまねしてみたい！自分だったらこうしてみた

い！」「そのために災害が起こる前にやってきたい！」

に対して，前述の内容分析を行った結果を示す．表 6 と

表 7 では，「意外だ！はじめて聞いた！」「ぜひこれは

まねしてみたい！自分だったらこうしてみたい！」「そ

のために災害が起こる前にやってきたい！」の関連性が

高いものは，同じ行に位置付けて掲載している．また，

表の判読を補助するために，テーマ名を付している． 

ここでは，紙面制約の都合上，2 つ以上のカテゴリに

記入があり，各話し手からの語りについて，記入件数が

多かった上位 3 つずつについて，その内容を例示する．

以後，「意外だ！はじめて聞いた！」「ぜひこれはまね

してみたい！自分だったらこうしてみたい！」「そのた

めに災害が起こる前にやってきたい！」をそれぞれ，①，

②，③と略記する．『』内の記述は，受講者の記述した

内容を一部読みやすく修正して記載したものである． 

話し手 A（県職員，行政職）の語りにもとづいて記入

が多かったのは，表 6 中の No. 16（19 件），20（15 件），

23（13 件）だった． 

No. 16（応援職員），①「東日本大震災の経験・教訓か

ら，他県からの人的支援の受入体制を整備していた

ことでスムーズに受援できたこと（4 件），③「受援

計画の中で，応援職員の受入体制など細かく決めて

おくこと（15 件）」：宮城県では，東日本大震災に

おいて応援職員の受け入れに課題があったことから，

受援計画を策定していた．台風 19 号の対応以前に策

定済であったこと，ぜひ自身の所属自治体でも策定

したいという記述があった． 

 『①台風 19 号対応前に，受援計画が策定されて

いたこと（市町村職員，技術職，岩手県）』『③

受援計画をつくること（県職員，行政職，山形

県）』『③せっかく他県から応援職員来ても，受

入体制整っていないと・・・だから受援計画をつ

くる（県職員，行政職，宮城県）』 

No. 20（県から市町村への情報連絡員），①「台風が来

る 2 日前から情報連絡員会議を開き派遣の準備して

いたこと（4 件）」②「県から情報連絡員を市町村に

派遣すること（4 件）」③「災害が起こる前に派遣す

る情報連絡員を予め決めておくこと（7 件）：台風

19 号が襲来する前かつ災害対策本部が設置される前

から，市町に派遣する情報連絡員（リエゾン）の会

議を開いて，派遣に備えていた． 

 『①2 日前から情報連絡会議・情報連絡員の派遣

（事務組合職員，技術職，宮城県）』『災害対策

本部設置前から情報連絡員を市町村に送れるよう

にしたい（県職員，行政職，山形県）』 

No. 23（人材・体制），①「危機対策課の OB 職員を被

災市町に派遣してマンパワー不足を補ったこと（5

件）」②「危機対策課の OB 職員を被災市町に派遣し

てマンパワー不足を補うこと（8 件）」：宮城県庁で

は，甚大な被害にあった丸森町役場において，役場

における人員不足を緩和するために，現役職員では

なく，危機対策課を経験し，すでに退職していた職

員を派遣した． 

 『①危機対策課 OB 職員を丸森町へ派遣．マンパ

ワー不足を補った（県職員，行政職．宮城県）』

『③該当する課 OB を集めて総力戦で対応する

（県職員，行政職，岩手県）』 

話し手 B（県職員，技術職）の語りにもとづいて記入

が多かったのは，表 6 中の No. 37（20 件），41（30 件），

44（20 件）だった． 

No. 37（建設業者との連携），②「建設業者と日頃から

情報交換し関係を構築し，発災時の対応人材不足を

補うこと（8 件）」③「発災時に迅速に協力が得られ

るように，建設業者と日頃から情報交換して関係を

構築しておくこと（12 件）」：話し手 B が所属して

いた出先機関では，建設業関係者と平時から意見交

換会を通じて関係構築をしていたために，発生当時

の管内パトロールの協力や復旧業務の随意契約がス

ムーズに行われていたことに関する記述である． 

 『②事務所と建設業協会で日頃から意見交換し，

災害時の業者選定がスムーズだったことをまねし

表 3 ワークシートの記入件数（話し手，受講者の所属別） 

県職員
市町村
職員

計 県職員
市町村
職員

計 県職員
市町村
職員

計

14 19 33 27 16 43 45 25 70

42.4% 57.6% 100% 62.8% 37.2% 100% 64.3% 35.7% 100%

42 35 77 19 17 36 17 10 27

54.5% 57.6% 100% 52.8% 47.2% 100% 63.0% 37.0% 100%

79 63 142 50 40 90 32 24 56

55.6% 57.6% 100% 55.6% 44.4% 100% 57.1% 42.9% 100%

149 102 251 59 43 102 25 22 47

42.4% 57.6% 100% 57.8% 42.2% 100% 53.2% 46.8% 100%

284 219 503 155 116 271 119 81 200

56.5% 43.5% 100% 57.2% 42.8% 100% 59.5% 40.5% 100%

話し手A

　（県・行政職）

話し手B

　（県・技術職）

話し手C

　（市町村・行政職）

話し手D

　（市町村・行政職）

計

意外だ！はじめて聞いた！
ぜひこれはまねしたい！

自分だったらこうしてみたい！
そのために災害が起こる前に

やっておきたい！

行政職 技術職 計 行政職 技術職 計 行政職 技術職 計

8 34 42 24 19 43 31 41 72

19.0% 81.0% 100% 55.8% 44.2% 100% 43.1% 56.9% 100%

44 44 88 15 26 41 15 13 28

50.0% 50.0% 100% 36.6% 63.4% 100% 53.6% 46.4% 100%

72 85 157 36 61 97 28 30 58

45.9% 54.1% 100% 37.1% 62.9% 100% 48.3% 51.7% 100%

154 121 275 58 49 107 24 24 48

56.0% 44.0% 100% 54.2% 45.8% 100% 50.0% 50.0% 100%

278 284 562 133 155 288 98 108 206

49.5% 50.5% 100% 46.2% 53.8% 100% 47.6% 52.4% 100%

話し手A

　（県・行政職）

話し手B

　（県・技術職）

話し手C

　（市町村・行政職）

話し手D

　（市町村・行政職）

計

意外だ！はじめて聞いた！
ぜひこれはまねしたい！

自分だったらこうしてみたい！
そのために災害が起こる前に

やっておきたい！

表 4 ワークシートの記入件数（話し手，受講者の職種別） 

宮城県 それ以外 計 宮城県 それ以外 計 宮城県 それ以外 計

35 7 42 26 17 43 44 28 72

83.3% 16.7% 100% 60.5% 39.5% 100% 61.1% 38.9% 100%

61 27 88 26 15 41 16 12 28

69.3% 30.7% 100% 63.4% 36.6% 100% 57.1% 42.9% 100%

91 66 157 67 30 97 40 18 58

58.0% 42.0% 100% 69.1% 30.9% 100% 69.0% 31.0% 100%

166 109 275 79 28 107 37 11 48

60.4% 39.6% 100% 73.8% 26.2% 100% 77.1% 22.9% 100%

353 209 562 198 90 288 137 69 206

62.8% 37.2% 100% 68.8% 31.3% 100% 66.5% 33.5% 100%

話し手D

　（市町村・行政職）

計

意外だ！はじめて聞いた！
ぜひこれはまねしたい！

自分だったらこうしてみたい！
そのために災害が起こる前に

やっておきたい！

話し手A

　（県・行政職）

話し手B

　（県・技術職）

話し手C

　（市町村・行政職）

表 5 ワークシートの記入件数（話し手，受講者の自治体別） 
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たい（市町村職員，技術職，青森県）』『③関係

業界との定期的な顔合わせし，良好な関係を（県

職員，技術職，宮城県）』『③建設業協会との意

見交換会，測量協会やコンサル協会との意見交換

会（市町村職員，行政職，宮城県）』 

No. 41（現地情報共有），①「LINE のグループチャット

機能を使って現地で撮影した写真（被害状況・位置

情報）を共有したこと（12 件）」②「LINE のグルー

プチャット機能を使って現地で撮影した写真（被害

状況・位置情報）を共有すること（12 件）」③

「LINE のグループチャット機能を使って現地で撮影

した写真（被害状況・位置情報）を共有する訓練を

行っておくこと（6 件）：話し手 B が所属していた出

先機関では，職員による現地パトロールにおいて，

職員間でスマートフォンで LINE アプリにおけるグル

ープチャット機能を用いたことで，撮影した写真と

その位置情報（GPS）の共有を円滑に行っていた． 

 『①LINE を活用した柔軟な発想でのパトロール

と情報共有（市町村職員，技術職，青森県）』

『②パトロール．LINE を利用し，被災箇所写真

（GPS）で早い収集（県職員，技術職，宮城

県）』『③LINE など使えるようにしておく（県

職員，技術職，岩手県）』 

No. 44（道路情報），①「時々刻々と変化する道路通行

止め・解除の状況を即時的に更新して発信すること

が難しいこと（14 件）」②「道路交通情報センター

と連携し，時々刻々と変化する道路通行止め除の状

況を即時的に更新して発信すること（2 件）」③

「時々刻々と変化する道路通行止め・解除の状況を

即時的に更新して発信すること（4 件）」：道路の通

行止めや解除は，時々刻々と変化する一方で，発信

機関が外部機関であることや HP の仕様の制約上の都

合で，その変化を即時的に更新することが困難だっ

たことが課題として語られた． 

 『①道路情報の発信が遅れ，電話での問い合わせ

が多かった（県職員，行政職，宮城県）』『①事

務所の運行規制の手続きが遅れ，道路センター

HP 更新されない（県職員，技術職，宮城県）』

『②道路交通規制をした時に，道路交通情報セン

ターと連携（市町村職員，技術職，宮城県）』

『③情報発信の体制を整える（県職員，行政職，

山形県）』 

話し手 C（市町村職員，行政職）の語りにもとづいて

記入が多かったのは，表 7 中の No. 55（23 件），56（56

件），68（26 件）だった． 

No. 55（情報発信），②「防災行政無線の戸別受信機が

全世帯に 2005 年に配置され，避難情報が強制的に最

大音量で放送されたこと（14 件）」②「防災行政無

表 6 ワークシートの内容分析結果（話し手 A・B の語りから） 

ラベル 件数 ラベル 件数 ラベル 件数

1
内閣府のプッシュ型支援に含まれないものを経済産業省が調達し
てくれたこと

3 3

2 物資の調達ルールが事前に決まっていなかったこと 1 1

3 被災地に支援物資を輸送する民間企業との協定締結をすること 4 4

4 避難所までの物資等の輸送経路の点検をしておくこと 5 5

5
大規模災害時に不足する（した）物資を調達する為の流通・物流
業者との協定を締結すること

2 2

6 備蓄している物資の状況を日頃から確認しておくこと 1 1

7
大雨警報発表前に災害対策連絡調整会議を知事トップで開催した
こと

4
大雨警報発表前に災害対策本部の設置を準備するための会議を知
事トップで開催すること

3 7

8
すべての災害対策本部会議を公開型（マスコミ等にも）で開催し
ていたこと

2
すべての災害対策本部会議を公開型（マスコミ等にも）で開催す
ること

5 7

9
発災前日に自衛隊，東北地方整備局と打ち合わせを行っていたこ
と

2 2

10 災害時の明確な役割分担を決めておくこと 1 1

11
災害対策本部又は役場が被災する前に，被害を受けない場所で本
部を設置できるように体制を整えておくこと

2 2

12 国から現況報告のプレッシャーが強く，職員の負担になったこと 4 4

13
り災証明書発行で，1次調査をしっかりやりたい自治体と迅速に発

行したい内閣府の板挟みとなり苦労したこと
3 3

14
県庁に政府から多くの情報連絡員が集まり，庁舎内のスペース確
保で苦労したこと

1 1

15 国や関係機関との関係を構築しておくこと 2 2

16
東日本大震災の経験・教訓から，他県からの人的支援の受入体制
を整備していたことでスムーズに受援できたこと

4 受援計画の中で，応援職員の受入体制など細かく決めておくこと 15 19

17

政府は対口支援とマネジメント職員をセットで派遣することを提
案してきたが，対口支援だけを受け入れたこと（のちにマネジメ
ント支援も必要だったという反省があった）

1
政府は対口支援とマネジメント職員をセットで派遣することを提
案するので，セットで受け入れること

3 4

18
県から町への支援職員の派遣が1日交替のため，対口支援団体から

の引継がうまくいかず，切り替えがスムーズにいかなかったこと
4
対口支援団体から県の支援職員への切り替えをスムーズに行うこ
と

6 10

19
仮設住宅建設を決めていた場所が浸水したため代わりの場所と応
援職員（技術職）を確保するのに苦労したこと

1 1

20
台風が来る2日前から情報連絡員会議を開き派遣の準備していたこ

と
4 県から情報連絡員を市町村に派遣すること 4 災害が起こる前に派遣する情報連絡員を予め決めておくこと 7 15

21 情報連絡員を派遣したが，冠水によりたどり着けなかったこと 2 2

22
どんな情報を集める必要があるのか等，情報連絡員の研修（訓
練）を行うこと

9 9

23
危機対策課のOB職員を被災市町に派遣してマンパワー不足を補っ

たこと
5
危機対策課のOB職員を被災市町に派遣してマンパワー不足を補う

こと
8 13

24 技術職員が不足しているので，人材確保と質の向上に努めること 4 4

25
災害発生の事前準備も含めた人員配備計画と計画を認める意識の
共有をしておくこと

3 3

26
マスコミと信頼関係を築き，風通しの良い関係を構築しておくこ
と

1 1

27
マスコミに対して情報提供を行う際，事前に関係各所と提供情報
を調整すること

1 1

28
被災地の職員の方々の体験を聞き，災害が起こる前に何が足りず
何をすればいいかを考え，必要な協定をしておくこと

6 6

29
発災時に迅速に協力が得られるように，建設業者と日頃から情報
交換して関係を構築しておくこと

1 1

災害対応法制 30 国の制度をよく理解し，利用できるものは積極的に活用すること 1
災害救助法の内容の把握（経費等），協定内容や国の支援制度の
確認などをしておくこと

2 3

防災行政無線 31 災害時に防災行政無線が使えるように点検・準備しておくこと 7 7

イベント対応 32
被害が予想された時点でイベント主催者に中止を要請していたこ
と

1 被害が予想された時点でイベント主催者に中止を要請すること 5 6

り災判定 33
優先順位（浸水，床下など）を設け調査し，精度の高い速やかな
り災証明の発行をすること

3 3

避難所 34
避難所を自治運営にするための事前準備として，住民に手伝って
もらえる体制をつくること

1 1

市町村との連携 35
河川などで甚大な被害が予測される市町村と事前に打ち合わせ
し，支援を準備しておくこと

3 3

36
建設業協会等に協力要請し，即時対応可能な業者を選出して緊急
随意契約をしたこと

12
建設業協会等に協力要請し即時対応可能な業者を選出して緊急随
意契約をすること

7 19

37
建設業者と日頃から情報交換し関係を構築し，発災時の対応人材
不足を補うこと

8
発災時に迅速に協力が得られるように，建設業者と日頃から情報
交換して関係を構築しておくこと

12 20

38
事前に業界団体とつながりを持っていたため，道路のパトロール
や応急工事をスムーズに行うことができたこと

3 3

39 大雨警報が出る前に庁内体制を整えたこと 10 大雨警報が出る前に庁内体制を整えること 6 大雨警報が出る前に庁内体制を整えること 1 17

40 年末年始も休めないほど人手が不足していたこと 3 3

41
LINEのグループチャット機能を使って現地で撮影した写真（被害

状況・位置情報）を共有したこと
12

LINEのグループチャット機能を使って現地で撮影した写真（被害

状況・位置情報）を共有すること
12

LINEのグループチャット機能を使って現地で撮影した写真（被害

状況・位置情報）を共有する訓練を行っておくこと
6 30

42
研修や防災無線・強い回線などの災害に強いネットワークを作っ
ておくこと

5 5

災害査定 43 災害査定の手続きを簡素化したことで業務の効率化したこと 17 災害査定の手続きを簡素化することで業務の効率化をはかること 2 19

道路情報 44
時々刻々と変化する道路通行止め・解除の状況を即時的に更新し
て発信することが難しいこと

14
道路交通情報センターと連携し，時々刻々と変化する道路通行止
め除の状況を即時的に更新して発信すること

2
時々刻々と変化する道路通行止め・解除の状況を即時的に更新し
て発信すること

4 20

応援職員 45 青森県，高知県，沖縄県から大河原事務所に応援職員がきたこと 2 2

46 台風が宮城県に来る前の時点で県境で通行規制していたこと 9 台風が宮城県に来る前の時点で県境の通行規制をすること 4 13

47
被災箇所数が多いために現地確認ができず，冠水や法面崩落して
いても道路規制ができなかった場所が多くあったこと

6 6

意外だ！はじめて聞いた！ ぜひこれはまねしたい！自分だったらこうしてみたい！ そのために災害が起こる前にやっておきたい！
計テーマ No.話し手

A
（

県
・
行
政
職
）

B

（

県
・
技
術
職
）

建設業者との連携

現地情報共有

交通規制

庁内体制

企業との連携

県からの市町村への情報連絡員
（リエゾン）

災害対策本部

人材・体制

応援職員（受援計画，対口支
援）

マスコミ対応

政府との調整

物資調達・配布
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線の戸別受信機を全世帯に設置すること（7 件）」③

「防災行政無線の戸別受信機を全世帯に設置してお

くこと（2 件）」：大郷町では，屋外防災行政無線の

ほか，全世帯に戸別受信機が設置されていた．さら

に，当日の避難情報は役場が強制的に最大音量にす

る制御を行い発信したことから，これによって住民

の避難行動が促された 12）． 

 『①全世帯に防災無線（戸別受信機）（県職員，

行政職，山形県）』『①防災行政無線の戸別受信

機を全戸配布．ボリューム MAX で避難情報を発

表 7 ワークシートの内容分析結果（話し手 C・D の語りから） 

ラベル 件数 ラベル 件数 ラベル 件数

48
「助けて！（赤）」「避難しました（緑）」の自主防災組織の旗
を全世帯に配り，訓練していたこと

5
「助けて！（赤）」「避難しました（緑）」の自主防災組織の旗
を全世帯に配り，日頃から訓練しておくこと

5 10

49
36年前の8.5水害で学んだことを活かして自主防災組織の設置が進

んでいたこと
3
過去の教訓を語りつぎ，自主防災組織による避難訓練に力をいれ
ること

7 10

50 日頃から自主防災組織や住民の防災意識を高めること 5 5

51
平時から消防団や自主防災組織との良好な関係をつくり，災害警
戒（対策）本部に消防団も構成員として参加してもらうこと

3 3

52 自主防災組織の責任の範囲を明確化しておくこと 2 2

53 地域住民との良好な関係をつくること 30 30

54
地域のマンパワーを確保するために自主防災組織や消防団を育成
すること

4 4

55
防災行政無線の戸別受信機が全世帯に2005年に配置され，避難情

報が強制的に最大音量で放送されたこと
14 防災行政無線の戸別受信機を全世帯に設置すること 7 防災行政無線の戸別受信機を全世帯に設置しておくこと 2 23

56
通常は災害警戒本部にて避難所開設の決定を出すが，本部設置前
に避難所開設の判断をしたこと

25
勇気がいるが，空振りを恐れずに避難指示発令・避難所開設を行
うこと

31 56

57 天候が回復しても，避難指示の解除前に住民を帰宅させないこと 7
避難所における住民への情報提供を充実させる仕組みをつくるこ
と

1 8

58
排水とともに被災者が片付けを始めたかったが，現場の安全確認
のために待ってもらったこと

2 2

59
発災から50日で災害対策本部を解散し，復旧・復興対応に移行し

たこと
3 3

60 消防団も災害対策本部の構成員として参加していたこと 2 0

61
大雨注意報の発表前から情報収集をはじめ，常に先手を打つ形で
対応すること

2 2

62
4ケ所あった避難所を3日後に総合体育館1箇所に集約（200人）

し，効率化を図り職員の負担を軽減したこと
5 5

63
地域の実状に則した対応をしながら，避難所を自主運営してもら
うこと

2
地域の実状に則した対応をしながら，避難所を自主運営してもら
う計画を立てること

2 4

64
複数の避難所をできる限り集約し，効率化を図り職員の負担を軽
減すること

6 6

65
消防団員を配備し自主防災組織が戸別巡回して自主避難を呼びか
けた結果，地域住民の9割が避難を前日中に完了していたこと

13
消防団員を配備し自主防災組織が戸別巡回して自主避難呼びかけ
たり，避難要支援者の避難を誘導し，早期に避難を完了すること

9 22

66
一夜明けて小雨になったため避難した住民の一部が自宅に戻り，
その後堤防が決壊し結果的に防災ヘリで救助を要したこと

20 20

67
地域全体が大規模な外水氾濫の被害にあったにも関わらず，住民
の9割が避難し，犠牲者ゼロの町として有名になったこと

7 7

68
防災服（えんじ色に黄色で「大郷町」）が目立ち，災害対応時は
一目で職員と分かるのが良かったこと

16
統一した目立つ防災服を導入し，災害対応時は一目で職員と分か
る工夫をすること

10 26

69
災害が起こる前に庁内でのシミュレーションを実施，連絡体制の
確立をしておくこと

2 2

70
46日目（11月末）に仮設住宅が完成し，40数世帯全員入居したこ

と（県内で最速）
5 早期に仮設住宅を完成させること 1 6

71

仮設住宅に入ってしまうと，国の補助を自宅の修繕に使えないた
め，仮設住宅か自宅再建かを短期間で選択しなければならないこ
と

10 10

防災の日 72
10月13日を大郷町民防災の日に制定し，毎年防災訓練を行って語

り継いでいること
7 7

防犯 73
火事場泥棒を防ぐため，消防団員による地域の24時間のパトロー

ルが行われたこと
17

火事場泥棒を防ぐため，消防団員による地域のパトロールを行う
こと

4 21

河川特性 74
河川の特性を事前に把握し，災害が起こる可能性がある地域の特
徴を周知しておくこと

5 5

マスコミ対応 75
町長が積極的にメディア対応した結果，全国からの支援につなが
り，全国からボランティアが多く集まったこと

3
首長による積極的なメディア対応を行い，全国からの支援につな
げること

1 4

消防団 76 消防団も災害対策本部の構成員として参加していたこと 2 2

災害伝承 77
体験者から過去の災害の話を聞き，日頃の訓練に活かしながら経
験を伝承すること

5 5

備蓄 78
非常食（アルファ米，ラーメンなど配布喜ばれる）など備蓄品の
準備をしておくこと

2 2

79
当初自衛隊が私有地に入る片付けの許可が下りなかったが，交渉
のすえ実現したこと

10 自衛隊の支援の範囲（私有地での搬出）を拡大してもらうこと 3 13

80
ゴミストックヤードの早期設置のため，仮置き場を設定するおく
こと

3
廃棄物をどこに集め，輸送を業者にすべきか自分でするかなど事
前に計画を決めておくこと

2 5

81

まだ道路啓開されていない時点だったため，災害廃棄物を家の前
に置いて委託業者が回収するという方針になったこと（冠水4日

目）

23 23

82
稲わらに油（ホームタンク，ファンヒーター，重油）が混ざって
しまい，回収・処分に苦慮したこと

16 16

83 死亡牛の処理が行われていたこと 4 4

84
決壊箇所が市外（管轄外）だったため，詳しい被害に関する情報
を入手できなく，判断・対応できなかったこと

19 災害時には国や県も入る各機関統一の全体会議を開催すること 5
各機関からの正確な情報収集と整理ができる仕組みを作っておく
こと

6 30

85
災害には複数の機関が現地に派遣されるため，全体の指揮を取っ
て調整する総合プロデュースをすること

4
災害時には複数の機関が現地に派遣されてくるため，全体の指揮
を取って調整する総合プロデュースができるようにしておくこと

1 5

86
情報収集を正確に行うようにし，混乱をまねかないように正しく
情報を伝えること

2 2

87 研修会などで国・県・市町村のつながりを作っておくこと 3 3

88
災害の窓口業務は全て15名程の地域振興課で行い，人員配置に苦

慮したこと
10

各職員の出身地等の情報等を入れた災害対策名簿の作成しておく
こと

1 11

89
適格な人選（自分が担当するところについて知識がある人）を配
置し，分担を明確にしておくこと

10
適格な人選（自分が担当するところについて知識がある人）を配
置し，分担を明確にしておくこと

3 13

90
他部署，各セクションとのつながりをもち，情報共有・連携を図
ること

5 5

91
各職員の出身地等の情報等を入れた災害対策名簿の作成しておく
こと

1 1

92
仮設トイレを業者から口約束で契約したために，納期が金額があ
いまいになってしまったこと

13 口頭契約は危険なので，忙しくても最低限の確認をしておくこと 1 仮設トイレ準備の協定をしておくこと 3 17

93
仮設トイレを多く調達できたことでボランティア用にも設置でき
たこと

12
仮設トイレの数を多く準備し，ボランティアにも使ってもらえる
ようにすること

3 15

94
仮設トイレの清掃をシルバー人材センターに依頼したが，断られ
職員が対応したこと

4
仮設トイレの清掃の手配が出来ず職員が行ったので，管理の委託
方法も準備しておくこと

3 7

95

廃校になった小学校を避難所として開設し，応援物資のパーテー
ション，段ボールベット設置や，体育館にシャワーを運搬する手
配が大変だったこと

14 14

96
冠水が解消した後に行う消毒作業における機械と物資の調達に苦
労したこと

5 5

97 支援物資提供の協定を締結しておくこと 1 1

98 地元高校生による募金が100万円集まり，復興互市を開催したこと 6
災害時は地元民との話し合いを行い，地域のニーズに合った対応
（祭の開催など）を心がけること

4 10

99
災害対応と同時に選挙事務が重複したが，県の市町村課から職員
を派遣してもらい対応したこと

8 8

100
災害対応と同時の通常事務が困難になった場合，県に依頼し市町
村課から職員を派遣してもらい対応すること

7 7

101 希望した所以外の場所に排水ポンプを設置されてしまったこと 11 地域をよく知っている職員が排水ポンプの配置を検討すること 3 ポンプ車の配置など，地元のニーズに沿った計画をしておくこと 1 15

102
国土交通省，農林水産省，県で，連携が不足していたためか，そ
れぞれで排水ポンプが設置されたこと

20 20

103
マスコミが大勢きて，庁内を徘徊するなど，情報管理に苦労した
こと

14
多数集まってくるマスコミに対して，庁内にエリア制限を設ける
こと

7 21

104
マスコミに対して情報提供を行う際，事前に関係各所と提供情報
を調整すること

1 1

105
知事視察の図面として，業者から提供された図面（航空写真）を
活用しとても有用だったこと

9
視察や査定時に，説明が伝わりやすい，全体を写した航空写真を
活用すること

5
視察や査定には，説明が伝わりやすい，全体を写した航空写真の
準備をしておくこと

2 16

106 防災行政無線の戸別受信機を全世帯に設置すること 3 3

107
応援職員を受け入れる際，業務のレクチャーや引継ぎが負担にな
ること

7 応援職員同士で引継ぎを行い，自前職員の負担を軽減すること 9
応援職員の引継ぎ期間を設けるなど，引継のための調整を盛り込
んだ受援計画を策定しておくこと

7 23

108 県から応援職員として災害対応経験者を選定すること 4 他県からの応援職員の派遣を事前に依頼しておくこと 1 5

健康管理 109
部下の健康管理も重要な仕事であること（仕事が多い中，部下の
ストレスを緩和したり休ませる目配りが大切なこと）

11
災害時は仕事が多いが，職員の健康管理を第一に何としても休ま
せるという姿勢をもつこと

23 職員の健康管理を考えた勤務体制を整えておくこと 1 35

110
過去に何度も被災した地区の住民はどうすればいいかが感覚的に
分かっていること

22
研修会などを開催し，過去の経験を踏まえた迅速な対応ができる
ようにすること

4
危険想定箇所特定のための，計画時の地元民からの聞き取ってお
くこと

2 28

111
経験者（他市町でもよい）の話を伝承し，防災意識の向上を図る
こと

5 5

ボランティア 112 ボランティアの人の駐車場を確保しなければならなかったこと 1 1

みなし仮設 113 みなし仮設の候補となる空き家物件を把握しておくこと 1 1

住民避難 114
自宅の２階が安全だと思っている住民を避難させるための説得が
大変だったこと

12 自宅の2階が１番安全だと思っている人を避難所へ誘導すること 1 避難指示時の避難拒否者への説得方法を用意しておくこと 1 14

交通規制 115 大雨警報発表前に道路規制を出すこと 1 1

防犯 116
鉄くず収集してiる不審者情報（デマ情報も含む）があり，その都

度警察と消防で対応したこと。
11

鉄くずを収集したり，トラックで廃棄物を持っていくといった不
侵者情報が多数寄せられるので，消防や警察と連携して対処する
こと

1 12

避難所 117
避難所では冬に備えてインフルエンザ対策を行ったこと（検温，
インフルエンザワクチン接種，発熱者の隔離）。

13
避難所では，感染症対策に有効な対策（検温・ワクチン接種な
ど）を行うこと

2 15

そのために災害が起こる前にやっておきたい！
計
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話し手 テーマ No.
意外だ！はじめて聞いた！ ぜひこれはまねしたい！自分だったらこうしてみたい！

C
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村
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物資調達・配布

通常業務

情報提供

災害対策本部

災害廃棄物

排水ポンプ

マスコミ対応

仮設トイレ

災害伝承

情報連絡体制

応援職員

情報発信

自主防災組織・消防団

応急仮設住宅

避難所

住民避難

庁内体制
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信．大変役に立った（県職員，行政職，山形

県）』『②戸別受信機の導入（県職員，行政職，

山形県）』『③戸別受信機の整備（市町村職員，

行政職，宮城県）』 

No. 56（情報発信），①「通常は災害警戒本部にて避難

所開設の決定を出すが，本部設置前に避難所開設の

判断をしたこと（25 件）」②「勇気がいるが，空振

りを恐れずに避難指示発令・避難所開設を行うこと

（31 件）」：大郷町では，マニュアル上では災害警

戒本部を立ち上げてからの避難所開設が定められて

るが，立ち上げを前に開設を行った．また，避難指

示も発令基準の到達を前に発令していた．  

 『①災害警戒本部設置してから避難所開設の決定

だが，先に避難所開設を判断（県職員，行政職，

山形県）』『災害警戒本部を立ち上げる前に避難

所の設置（県職員，技術職，岩手県）』『②日が

暮れる前に避難情報を発令したこと．早めの避難，

発令．これは勇気がいること（市町村職員，技術

職，宮城県）』『②空振りをおそれない避難指示，

避難所開設，英断．早め早めの（県職員，技術職，

宮城県）』 

No. 68（庁内体制），①「防災服（えんじ色に黄色で

「大郷町」）が目立ち，災害対応時は一目で職員と

分かるのが良かったこと（16 件）」②「統一した目

立つ防災服を導入し，災害対応時は一目で職員と分

かる工夫をすること（10 件）」：話し手 C が大郷町

職員が当時，着用していた防災服についてエピドー

トを語った内容に関連する事項である． 

 『①真っ赤な作業着．初めは職員から不評だった

が，災害時よく目立って良かった（県職員，行政

職，宮城県）』『①目立つ防災服（えんじ色に黄

色で「大郷町」）（県職員，行政職，山形県）』

『②作業着の統一（市町村職員，技術職，青森

県）』 

話し手 D（市町村職員，行政職）の語りにもとづいて

記入が多かったのは，表 7 中の No. 84（30 件），109

（35 件），110（28 件）だった． 

No. 84（情報連絡体制），①「決壊箇所が市外（管轄

外）だったため，詳しい被害に関する情報を入手で

きなく，判断・対応できなかったこと（19 件）」②

「災害時には国や県も入る各機関統一の全体会議を

開催すること（5 件）」③「各機関からの正確な情報

収集と整理ができる仕組みを作っておくこと（6

件）」：台風 19 号では，大郷町中粕川地区で吉田川

の堤防が決壊した．吉田川の下流側に隣接する大崎

市鹿島台では，決壊箇所が市外であったために，そ

の正確な情報を入手することができなかった． 

 『①堤防が決壊した場所が，市内でないので情報

の収集に困難をきたした（県職員，技術職，宮城

県）』『②決壊時点で情報が飛び交っていた（正

しいのかそうでないのかわからない）．左岸なの

か右岸なのかわからない（市町村職員，技術職，

青森県）』『③正確な情報を得るためにどうした

らよいのか考えたい（同上）』 

No. 109（健康管理），①「部下の健康管理も重要な仕事

であること（仕事が多い中，部下のストレスを緩和

したり休ませる目配りが大切なこと）（11 件）」②

「災害時は仕事が多いが，職員の健康管理を第一に

何としても休ませるという姿勢をもつこと（23

件）」③「職員の健康管理を考えた勤務体制を整え

ておくこと（1 件）」：話し手 D は，現地災害対策の

統括担当として，職員の健康やストレス管理も行っ

ていたエピソードを語った． 

 『①部下の健康管理も重要な仕事，仕事は多いが

それをさておき健康管理を重要した（市町村職員，

技術職，宮城県）』『②職員を休ませる目配せ

（市町村職員，行政職，宮城県）』『②上司と戦

っても部下を休ませる（濡れた靴下をはいている

だけでもストレス．はきかえさせる時間の確保）

（県職員，技術職，宮城県）』 

No. 110（災害伝承），①「過去に何度も被災した地区の

住民はどうすればいいかが感覚的に分かっているこ

と（22 件）」②「研修会などを開催し，過去の経験

を踏まえた迅速な対応ができるようにすること（4

件）」③「危険想定箇所特定のための，計画時の地

元民からの聞き取っておくこと（2 件）」：大崎市鹿

島台は，吉田川の外水氾濫による浸水被害を何度も

経験していたことから，命を守るための避難行動な

どがスムーズに行われていた 12）． 

 『①防災力は経験に勝るものない．志田谷地地区

住民はどうすればいいか感覚的に分かっていた

（県職員，行政職，岩手県）』『①地元行政区も

吉田川 何度も決壊している川であることを知っ

ている（市町村職員，技術職，宮城県）』『②研

修会，過去の経験を踏まえた迅速な対応（県職員，

技術職，宮城県）』 

これらのほか，受講者が記入した内容（表 6 と表 7）

は，一部を除いて話し手の所属機関から公的な記録とし

て公開されているものではない．表 6 と表 7 におけるラ

ベルの数（受講者陣が，語りから学んだ内容の数）は，

「意外だ！はじめて聞いた！」「ぜひこれはまねしてみ

たい！自分だったらこうしてみたい！」「そのために災

害が起こる前にやってきたい！」のそれぞれで，話し手

A から①が 16，②が 11，③が 18，話し手 B から①が 10，

②が 7，③が 5，話し手 C から①が 18，②が 15，③が 10，

話し手 D から①が 23，②が 22，③が 21 であり，受講者

にとって多くの学びがあった機会となったことが分かる． 

ここまで，実践した研修に対して受講者の評価やワー

クシートの記入内容から，量的・質的な評価を行った結

果を述べてきた．これらの結果は，本実践で採用した形

式（語り，ワークシート，カリキュラム）でこそ，得ら

れた結果であるのか否か，また学習内容が実際の災害対

応に効果を発揮するのか否かは，別途の実験設計を行っ

たうえで検証する必要がある．その際には，研修前後の

災害対応能力の変化を，既存の評価尺度 13）を用いて検

証したい． 

 

 

５．おわりに 
 

 本稿では，「災害事例（生の体験）」をヒトから直接

的に口承というかたちで共有する重要性を踏まえて，東

北自治研修所の行政職員を対象にした「風水害を想定し

た災害対応コース」において，災害対応業務を実際に体

験した自治体職員による「語り」を聞く演習の設計・実

践した内容と結果を述べてきた．受講した 24 名の評価や

演習で用いたワークシートの内容は以下のとおりである． 

1）コース全体のなかで，語りを聞く演習科目は受講者か

ら高い評価を得た．コースでは 4 名の語りを聞き，
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ワークショップを行う，述べ 6 時間を要する形式で

あったが，受講者からは，より多くの語りやワーク

ショップを行う時間がほしいという，さらなる学習

欲求がみられた． 

2）一方，受講者による演習に対する評価のうち，「被災

した自治体職員の経験談をもとした所属自治体の実

践的な対応の想定」のポイントが，「風水害に関す

る自治体対応の基本の理解」を大きく下回る結果と

なった．災害対応の現実を知り，それを自身の所属

自治体の対応の想定に落とし込めるようにするため

の工夫を追加検討することが課題である． 

3）「語りをただ聞く」機会にならないように，演習用の

ワークシートを作成した．ワークシートには多くの

記述があり，「意外だ！はじめて聞いた！」という

語りからのインプット，「ぜひこれはまねしてみた

い！自分だったらこうしてみたい！」「そのために

災害が起こる前にやってきたい！」という語りを受

けてのアウトプット，「話し手の方に聞きたい！相

談してみたい！」という質問を促すことができた． 

4）話し手の体験は「宮城県内のこと」「県庁内で起きた

こと」「技術職のこと」「被災市町村で起きたこ

と」とそれぞれ，個別的で多様な内容であったもの

の，受講者の属性（所属：県職員・市町村職員，職

種：行政職・技術職，自治体：宮城県・それ以外）

によらず，受講者の評価やワークシートの内容には

大きな差はみられなかった．話し手と受講者（聞き

手）の立場が一致していなくても，多くの学びが得

られることが分かる． 

 地球温暖化にともなって，これまでに大雨災害をあま

り経験していなかった地域が被災に見舞われることや，

その規模が拡大している状況にある．地震災害について

も，ここ 30 年の大規模な事案をみれば，ほぼ異なる地域

で発生していることは自明である．このことは，災害の

再来に備えて，災害対応業務の経験を組織内で継続的に

共有していくことのほかに，行政機関を越えて共有され

ることの重要性を示している．今回，設計・実践した演

習は，行政機関を越えて，災害対応業務に当たった自治

体職員の生の体験を共有することを実現できた． 

 2021 年度に設置された本コースは，受講者から高い評

価を得たことから，2022 年以降も開講されることになっ

た．今回，話し手となった 4 名には，ひきつづき協力を

依頼したが，うち 2 名（話し手 B と話し手 C）から交代

の回答があった．両名については，当時，類似する立場

にあった職員から協力を得る予定である．また，2019 年

台風 19 号を上回る規模の風水害が発生した場合には，話

し手の変更も検討する予定である．今後も同研修に対す

るフォローアップを継続するほか，受講者らが実際に災

害対応を経験する場面において，「語りを聞いたこと」

がどのように影響するのかなどの観察をいっていきたい．

本報で提案した手法による効果の再現性を検証するため

には，話し手 4 名のそれぞれについて，同じ語りの内容

を類似する職種・経歴の話し手で試行したり，提案した

ワークシートを用いないかたちで実施するなど，実験条

件を統制する必要がある．そのような実践を通して，受

講生の評価や学びの内容に影響する要因を精査すること

を今後の課題とする． 

 

 

謝辞 

 

研修の設計・実施において，東北自治研修所の阿部幸信副参

事，佐藤祐美子主任主査，4 名の話し手，受講者から多大なる

協力を得た．本研究は，科学研究費（基盤研究（B）「科学的エ

ビデンスが支える効果的で持続的な災害伝承」（研究代表者：

佐藤翔輔）の助成を受けて実施された．データの整理・分析に

おいては，東北大学災害科学国際研究所・技術補佐員，五十嵐

和美氏，森實香純氏にご助力いただいた． 

 

 

参考文献 
 

1） 佐藤翔輔：災害対応の知識共有に関する理論的考察：「語

り」に着目して，地域安全学会梗概集，No. 42，pp. 165-

168，2018.5. 

2） 林春男，田中聡，重川希志依：防災の決め手「災害エスノ

グラフィー」 －阪神・淡路大震災 秘められた証言，NHK

出版，242pp. , 2009.12. 

3） 中原淳，長岡健：ダイアローグ 対話する組織，ダイヤモ

ンド社，224p. ，2009.2.  

4） ドナルド・ノーマン：人を賢くする道具－ソフト・テクノ

ロジーの心理学（佐伯胖，八木大彦，嶋田敦夫，岡本 明，

藤田克彦 訳），新曜社，416pp. , 1996.12. 

5） 佐藤翔輔，邑本俊亮，新国佳祐，今村文彦：震災体験の

「語り」が生理・心理・記憶に及ぼす影響：語り部本人・

弟子・映像・音声・テキストの違いに着目した実験的研究，

地域安全学会論文集，No.35, pp. 115-124，2019.11. 

6） 平野誠也：防災文化を育む～危機管理人材の技能継承手法

「芦屋 SHINE」～，季刊政策・経営研究 2015vol.1，三菱

UFJ リサーチ＆コンサルティング，pp. 1-13，2015. 

7） 秋元康男，佐藤翔輔：発災から 25 年経過した災害対応の

経験・教訓の継承に関する実態分析－阪神・淡路大震災の

被災自治体を対象にして－，地域安全学会梗概集，No. 48，

pp. 31-32，2021.5.   

8） Shosuke Sato, Fumihiko Imamura: Evaluation of Listeners 

Reaction on the Storytelling of Disaster Response Experience: 

The Case of Service Continuity at Miyagi Prefectural Office 

After Experiencing the Great East Japan Earthquake, Journal of 

Disaster Research Vol. 16, No.2, pp. 263-273, 2021.2. 

9） 山田朋人：北海道における気候変動による洪水リスク変化

の評価，地球シミュレータ 平成 29 年度アニュアルレポー

ト（地球シミュレータ特別推進課題），プレゼンテーショ

ン資料，p. 8，2017. 

10） 内閣府（防災担当）：防災に関する標準テキスト，pp. 55-

218，2005 

11） 佐藤翔輔：中学生が行う被災体験の聞き取り学習に関する

分析：階上中学校における東日本大震災を対象にした災害

伝承の学習事例，地域安全学会論文集，No. 37，pp. 79-87，

2020.11. 

12） 佐藤翔輔：令和元年東日本台風と令和 2 年 7 月豪雨におけ

る「犠牲者ゼロ」地域の共通点と課題，第 39 回日本自然

災害学会年次学術講演会講演概要集，pp. 85-86，2021.3. 

13） Shigeo Tatsuki: The Development and Validation of Disaster 

Response Competency Profile Indices, Journal of Disaster 

Research, Vol.3，No.6, pp429-441, 2008. 

 

 

 (原稿受付 2022.5.14)  

(登載決定 2022.8.27) 

294



地域安全学会論文集 No.41,  2022.11 

1 

 
水害被災市町村の応急対応に対する当該都道府県による人的支援の役割 
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１．研究の背景 

 
大規模災害時，被災市町村，特に規模の小さな市町村

や災害対応経験のない市町村は，資源不足やノウハウ不

足から災害対応に課題を抱える事例が多い．学術的には，

東日本大震災後，自治体間の相互応援の重要性が認識さ

れるようになり，研究対象として取り上げられるように

なった．また実務的には，2018年に被災市区町村応援職
員確保システムに基づく応急対策職員派遣制度（以下，

「総務省スキーム」とする）が創設され，その後の災害

では自治体間の相互支援が進むようになった．また，自

治体においては，外部支援を円滑に受け入れるための受

援計画の策定も進められており，他自治体による被災市

町村への支援体制が整えられるようになった． 
しかしながら，被災市町村の災害対応支援で重要とな

る，それらの市町村を包括する都道府県（以下，「当該

都道府県」とする）の役割や取組については，これまで

研究で取り上げられることは少なかった．室田ら1)は，

都道府県の果たすべき役割を法制度の面から整理し，避

難勧告・指示における市町村への関与や国・防災関係機

関等の連絡調整機能の強化等について指摘しているが，

被災市町村への当該都道府県の人的支援については，ほ

とんど言及されていない．また藤原ら2)は，三重県を事

例に被災市町村へのリエゾン制度の実態と課題を報告し

ているが，都道府県による域内市町村への人的支援の全

体像や実災害時の状況については，未だ研究が実施され

ていない．実務的にも，国の受援計画作成の手引き3)に

おいて，都道府県による都道府県域内の被災市町村（以

下，「域内被災市町村」とする）への人的支援の役割に

ついては，具体的に明示されていない．域内被災市町村

を支援する最大の責任は，当該都道府県にあるが，都道

府県の災害対応力は，被災経験や知事の防災への関心度

合いによってレベル差が大きいのが現状である．都道府

県による域内被災市町村への支援事例から教訓を学び，

その成果を元に，より多くの都道府県が，災害時に域内

被災市町村を効果的に支援する仕組みが求められている． 
 
 

２．研究の目的と方法 
 
本研究では，基礎自治体の災害対応をサポートする最

大の責任は，当該被災都道府県にあるという認識の下，

大規模水害の応急対応期に，都道府県が域内被災市町村

に対して実施すべき人的支援の役割や内容を明らかにす

ると共に，水害時に当該都道府県による域内被災市町村

への人的支援に求められる条件を整理し，今後の災害に

向けた対策を提案することを目的とする．この研究目的

を達成するため，以下の調査を実施した． 
 

(1) ヒアリング調査等による大規模水害事例での被災市

町村への当該都道府県による人的支援実態の把握（３章） 
本研究では，一つの都道府県内で複数の市町村が被災

するような広域大規模水害を対象とした．2018年7月豪雨
（西日本豪雨）の愛媛県，2019年台風19号（東日本台風）
の長野県，福島県，及び2020年7月豪雨の熊本県を事例と
して取り上げ，検証報告書等の文献調査，ヒアリング調

査（訪問・オンライン，2021年10月実施）を行い，都道
府県による域内被災市町村の支援実態や効果，課題等に

ついて分析を行った．なお，平成30年7月豪雨での愛媛県，
及び令和2年7月豪雨災害での熊本県については，災害対
応中に災害対策本部を訪問し，現地調査や資料収集を行

った． 
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(2) 質問紙調査による都道府県の域内被災市町村に対す

る人的支援体制の把握（４章） 
４県の事例調査より，都道府県による域内被災市町村

支援でのポイントとして，「情報収集や被災自治体への

アドバイス等を行うリエゾン職員や幹部職員の派遣」，

「マンパワーとして被災市町村の災害対応業務を支援す

る県職員派遣」，「県内市町村の相互人的応援のコーデ

ィネート体制への県の参画」が重要とする仮説を構築し

た．この仮説を元に，全国の都道府県がこれらのポイン

トに対してどのような準備体制を有しているのか，47都
道府県へのアンケート調査により実態把握を行った．(1) 

 
(3) 質問紙調査による当該都道府県から域内の水害被災

市町村が受けた人的支援状況の把握（５章） 
水害で被災した市町村が，当該都道府県からどのよう

な支援を受けたのか，その支援をどう評価しているのか

把握するため，近年の水害で被災した市町村に対するア

ンケート調査を行った． 
 

(4) 水害被災市町村の応急業務支援に向けた当該都道府

県による人的支援モデルの考察（６章） 
以上の調査結果をもとに，大規模水害時に，当該都道

府県がスムーズかつ迅速に域内被災市町村を支援するた

め，災害対応ノウハウとマンパワーの両面における基本

的な域内被災市町村への人的支援モデルについて考察し，

提案した． 
 

 
３．水害被災市町村への当該都道府県による人的

支援実態 
 
(1) 愛媛県（平成 30 年 7 月豪雨） 
a) 県職員の派遣と被災市町村首長へのサポート 

平成30年7月豪雨災害の発生直後から，愛媛県では県庁
や地方局からリエゾンとして職員を被災市町村の災害対

策本部に派遣し，情報収集を行った．ただし，被災直後

は，リエゾン職員が若手で災害対応の知識が不足し，さ

らにマニュアルが未整備だったことから，リエゾンの存

在や役割が被災市町に十分に認識されず，本庁・地方

局・市町との情報共有が有効に進まないケースがみられ

た． 
そこで被災１週間後の2018年7月14日から，現地で様々
な判断や助言が可能な課長級の管理職を被災市町に派遣

するようにした．それ以降，派遣された幹部職員が，被

災市町でスムーズに調整や意思決定を進められるように

なると共に，被災市町の首長へのサポートも可能となっ

た．また，県幹部と被災市町の首長によるテレビ会議も

開催され，情報の共有や調整が進められていった． 
 

表 1 平成 30 年７月豪雨における愛媛県内被災市町への

応援職員派遣実績（延人数） 

  
応援派遣元 

総計 総務省ス
キーム等 愛媛県 県内市町

村 
宇和島市 2,521 398 862 3,781 
大洲市 451 332 1,091 1,874 
西予市 1,360 493 402 2,255 
その他 92 0 0 92 
合計 4,424 1,223 2,355 8,002 
（比率） 55.3% 15.3% 29.4% 100.0% 
（出所：愛媛県検証報告書4）より作成） 

b) 県内市町間の相互応援と県による調整 

愛媛県では，2016年2月に「災害時における愛媛県市町
相互応援に関する協定書」を締結し，県内を３つのブロ

ックに分け，被災の軽微な県内市町が被災市町をカウン

ターパート方式で支援する相互支援体制を構築していた．

平成30年7月豪雨において，この仕組みが有効に機能し，
大規模な被災の翌日から応援職員が派遣された．被害の

大きかった宇和島市，西予市ともに，総務省スキームに

よる応援職員の到着より前に，県内市町のカウンターパ

ート方式による支援を受け，総務省スキームの応援職員

が到着するまでの間，大きな役割を担っていた． 
愛媛県内市町の相互応援協定の特徴として，市町だけ

でなく，県が参画し，調整する形式となっている点があ

る．これは，県と市町との連携促進という大きな枠組み

の防災分野での取り組みとして，この協定が締結された

経緯があったためである． 
県内市町から被災市町への派遣職員は延べ2,355名であ

り，県が把握している応援職員の29.4％を占めていた．
さらに県からの派遣職員が15.3%であり，県内地域から
の派遣職員が合わせて約45%を占め，総務省スキーム等
とほぼ同等の人数となっており，県内からの人的応援の

重要性が裏付けられる．（表1） 
c) 宇和島市支援調整班の設置 

土砂災害により甚大な被害が発生した宇和島市からの

13項目の要望に対応するため，愛媛県では災害対策本部
内に「宇和島市支援調整班」を設置し，宇和島市との情

報連絡のワンストップ窓口とした．これにより宇和島市

の被災状況を包括的に把握することが可能となり，県各

部局からの支援が円滑に進む要因の1つとなった． 
 
(2) 長野県（2019 年台風 19 号） 

a) 県職員の派遣と被災市町村首長へのサポート 

2016年に県が防災情報システムの運用を開始した際，
市町村の入力の負担を軽減するため，県地方機関からリ

エゾンを派遣し，情報の入力をする仕組みを構築してい

た．リエゾンの派遣方法については地方機関（振興局）

ごとにルールが異なっていたが，現在では標準的な規程

を設けている． 
2019年の台風19号では，庁舎が浸水した市町村には県

からのリエゾンがたどりつけなかったが，その他の被災

市町村には，早期にリエゾンが派遣され，情報収集が行

われていた．ただし，本庁への情報連絡や被災市町村の

首長のサポートを円滑に進めるため，台風19号後，リエ
ゾンの役割や情報のフローを整理し，課長級を総括連絡

員として派遣することを定めた．課長級としたのは，長

野県では，過去の災害でも，課長級職員を派遣した事例

が多くみられたためということであった． 
b) 県内市町間の相互応援と県による調整 

長野県では，県内市町村の相互応援の協定「長野県市

町村災害時相互応援協定書」6)が締結されており，県内

を10のブロックに分け，ブロック内及びブロック間の相
互支援が決められている．ただし，台風19号では，千曲
川沿いの複数のブロックが被災することになり，各ブロ

ックの代表市町村も被災した．そのため，市町村だけで

はとりまとめや調整ができなかったため，最終的に県庁

にて調整が行われた． 
c) 被災市町村長へのサポート 

台風19号では，被害が発生する前に知事と市町村長が
参加するテレビ会議を深夜に開催し，知事が市町村長に

避難情報の発表等について意見交換する場を設けた例が

あった．災害対応に詳しくない首長に対しては，県のサ
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(2) 質問紙調査による都道府県の域内被災市町村に対す

る人的支援体制の把握（４章） 
４県の事例調査より，都道府県による域内被災市町村

支援でのポイントとして，「情報収集や被災自治体への

アドバイス等を行うリエゾン職員や幹部職員の派遣」，

「マンパワーとして被災市町村の災害対応業務を支援す

る県職員派遣」，「県内市町村の相互人的応援のコーデ

ィネート体制への県の参画」が重要とする仮説を構築し

た．この仮説を元に，全国の都道府県がこれらのポイン

トに対してどのような準備体制を有しているのか，47都
道府県へのアンケート調査により実態把握を行った．(1) 

 
(3) 質問紙調査による当該都道府県から域内の水害被災

市町村が受けた人的支援状況の把握（５章） 
水害で被災した市町村が，当該都道府県からどのよう

な支援を受けたのか，その支援をどう評価しているのか

把握するため，近年の水害で被災した市町村に対するア

ンケート調査を行った． 
 

(4) 水害被災市町村の応急業務支援に向けた当該都道府

県による人的支援モデルの考察（６章） 
以上の調査結果をもとに，大規模水害時に，当該都道

府県がスムーズかつ迅速に域内被災市町村を支援するた

め，災害対応ノウハウとマンパワーの両面における基本

的な域内被災市町村への人的支援モデルについて考察し，

提案した． 
 

 
３．水害被災市町村への当該都道府県による人的

支援実態 
 
(1) 愛媛県（平成 30 年 7 月豪雨） 
a) 県職員の派遣と被災市町村首長へのサポート 

平成30年7月豪雨災害の発生直後から，愛媛県では県庁
や地方局からリエゾンとして職員を被災市町村の災害対

策本部に派遣し，情報収集を行った．ただし，被災直後

は，リエゾン職員が若手で災害対応の知識が不足し，さ

らにマニュアルが未整備だったことから，リエゾンの存

在や役割が被災市町に十分に認識されず，本庁・地方

局・市町との情報共有が有効に進まないケースがみられ

た． 
そこで被災１週間後の2018年7月14日から，現地で様々
な判断や助言が可能な課長級の管理職を被災市町に派遣

するようにした．それ以降，派遣された幹部職員が，被

災市町でスムーズに調整や意思決定を進められるように

なると共に，被災市町の首長へのサポートも可能となっ

た．また，県幹部と被災市町の首長によるテレビ会議も

開催され，情報の共有や調整が進められていった． 
 

表 1 平成 30 年７月豪雨における愛媛県内被災市町への

応援職員派遣実績（延人数） 

  
応援派遣元 

総計 総務省ス
キーム等 愛媛県 県内市町

村 
宇和島市 2,521 398 862 3,781 
大洲市 451 332 1,091 1,874 
西予市 1,360 493 402 2,255 
その他 92 0 0 92 
合計 4,424 1,223 2,355 8,002 
（比率） 55.3% 15.3% 29.4% 100.0% 
（出所：愛媛県検証報告書4）より作成） 

b) 県内市町間の相互応援と県による調整 

愛媛県では，2016年2月に「災害時における愛媛県市町
相互応援に関する協定書」を締結し，県内を３つのブロ

ックに分け，被災の軽微な県内市町が被災市町をカウン

ターパート方式で支援する相互支援体制を構築していた．

平成30年7月豪雨において，この仕組みが有効に機能し，
大規模な被災の翌日から応援職員が派遣された．被害の

大きかった宇和島市，西予市ともに，総務省スキームに

よる応援職員の到着より前に，県内市町のカウンターパ

ート方式による支援を受け，総務省スキームの応援職員

が到着するまでの間，大きな役割を担っていた． 
愛媛県内市町の相互応援協定の特徴として，市町だけ

でなく，県が参画し，調整する形式となっている点があ

る．これは，県と市町との連携促進という大きな枠組み

の防災分野での取り組みとして，この協定が締結された

経緯があったためである． 
県内市町から被災市町への派遣職員は延べ2,355名であ
り，県が把握している応援職員の29.4％を占めていた．
さらに県からの派遣職員が15.3%であり，県内地域から
の派遣職員が合わせて約45%を占め，総務省スキーム等
とほぼ同等の人数となっており，県内からの人的応援の

重要性が裏付けられる．（表1） 
c) 宇和島市支援調整班の設置 

土砂災害により甚大な被害が発生した宇和島市からの

13項目の要望に対応するため，愛媛県では災害対策本部
内に「宇和島市支援調整班」を設置し，宇和島市との情

報連絡のワンストップ窓口とした．これにより宇和島市

の被災状況を包括的に把握することが可能となり，県各

部局からの支援が円滑に進む要因の1つとなった． 
 
(2) 長野県（2019 年台風 19 号） 

a) 県職員の派遣と被災市町村首長へのサポート 

2016年に県が防災情報システムの運用を開始した際，
市町村の入力の負担を軽減するため，県地方機関からリ

エゾンを派遣し，情報の入力をする仕組みを構築してい

た．リエゾンの派遣方法については地方機関（振興局）

ごとにルールが異なっていたが，現在では標準的な規程

を設けている． 
2019年の台風19号では，庁舎が浸水した市町村には県
からのリエゾンがたどりつけなかったが，その他の被災

市町村には，早期にリエゾンが派遣され，情報収集が行

われていた．ただし，本庁への情報連絡や被災市町村の

首長のサポートを円滑に進めるため，台風19号後，リエ
ゾンの役割や情報のフローを整理し，課長級を総括連絡

員として派遣することを定めた．課長級としたのは，長

野県では，過去の災害でも，課長級職員を派遣した事例

が多くみられたためということであった． 
b) 県内市町間の相互応援と県による調整 

長野県では，県内市町村の相互応援の協定「長野県市

町村災害時相互応援協定書」6)が締結されており，県内

を10のブロックに分け，ブロック内及びブロック間の相
互支援が決められている．ただし，台風19号では，千曲
川沿いの複数のブロックが被災することになり，各ブロ

ックの代表市町村も被災した．そのため，市町村だけで

はとりまとめや調整ができなかったため，最終的に県庁

にて調整が行われた． 
c) 被災市町村長へのサポート 

台風19号では，被害が発生する前に知事と市町村長が
参加するテレビ会議を深夜に開催し，知事が市町村長に

避難情報の発表等について意見交換する場を設けた例が

あった．災害対応に詳しくない首長に対しては，県のサ
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ポートが有効であった． 
d) 長野市への特別なサポート体制 

長野市は被害が大きく，災害対応に困難を抱えていた

ので，副知事や災害対応経験のある課長級等が窓口とな

って，県として支援や調整を行う体制を設置した．県と

してこのような仕組みの制度化は行われていないが，今

後も状況ごとに適切な対応をとるとのことであった． 
 

(3) 福島県（2019 年台風 19 号） 

a) 県職員の派遣 

大規模な災害発生時には，県の地方機関から被災市町

村に２名のリエゾンが派遣される制度があった．しかし，

2019年台風19号では，リエゾンが不慣れなことから本庁
に情報が十分に伝わらなかったため，１週間内に本庁か

ら管理職（課長級）の派遣を行った．本庁からの派遣職

員は，首長のサポートが業務の一つとなっており，リエ

ゾン派遣要綱もそのように改正された． 
マンパワーとしての県職員の被災市町村への派遣は，

制度化はされていないが，要望があった場合には，人事

担当課が調整して応援職員として派遣している．台風19
号では避難所運営要員として派遣された職員が多かった． 
b) 被災市町村長へのサポート 

福島県では，東日本大震災の教訓から県の部局長と市

町村の首長とのホットライン制度を創設していた．2019
年台風19号後，ホットライン制度と共に管理職を派遣す
ることとし，首長とのコミュニケーションを密接にとる

ようにした． 
c) 受援連携ユニットの設置 

県の体制として，新しく災害対策本部に戦略的な応援

調整を行う「受援連携ユニット」という組織を設置した．

台風19号の際，様々な国の省庁や関係機関が入ってきて，
上手く調整できない部分があった．そのような様々な外

部機関からの支援を交通整理するのも，受援連携ユニッ

トの役割であるが，2021年度からの運用であるため，ま
だ細部までは定められていないということであった． 

 
(4) 熊本県（令和 2 年 7 月豪雨） 

a) 県職員の派遣 

2020年7月3日夜から4日にかけての豪雨により熊本県で
は大きな被害が発生した．熊本県では，表2のように災害
発生当日の4日から，幹部職員を含めた県職員を被災市町
村に派遣した．応援職員の派遣は，人事課，市町村課，

危機管理防災課の三つの課が担当し，調整を行った． 
特に役場への道路アクセスが寸断された球磨村は，災

害対策本部の連絡窓口を球磨村総合公園内に設置するこ

とになった．熊本県では，移動無線通信基地局の球磨村

への設置などの作業を実施するため，7月6日から県職員
の専用連絡員を県庁1名（審議官）と現地4名（主幹等）
配置し，県庁各課，関係各省庁などから球磨村への連絡

は，県庁連絡員が一元的に対応する体制とした． 
幹部職員の派遣について，熊本県では計画等で定めら

れてはいなかったが，熊本地震の反省もあって知事の判

断で，部次長級の派遣が決定され，他県の事例で多い課

長級よりも，さらに上位の役職者が派遣された．  
また災害4日目にあたる7月7日時点の被災自治体への職

員派遣状況をみると，表３に示すとおり総務省スキーム

による派遣は，総括支援員や先遣隊の派遣が中心であり

22名にとどまっている．派遣職員計131人のうち，85名
（65％）は県からの，24人（18％）は県内市町村からの
派遣であった．このデータから，特に被災直後の時期に

おいて，地理的に近い県内派遣の重要性が裏付けられる． 

表 2 令和 2 年 7 月豪雨における熊本県による被災市町村

への人的支援（7 月 4 日～6 日） 
役割 派遣日 派遣先 

（ 役 割

不明） 

7月 

4日 

人吉市 1 人，錦町 2 人，あさぎり町 2

人，多良木町 2 人，湯前町 1 人，水上

村 1 人，相良村 2 人，五木村 1 人，山

江村 1人 

被 災 地

行 政 体

制支援 

7月 

5日 

八代市 3人，人吉市 8人，球磨村 5人，

相良村 3人，芦北町 3人 

6日 前日に加えて，球磨村に専用連絡員等

5人追加派遣 

情 報 連

絡員 LO 

7月 

5日 

八代市，水俣市，芦北町，津奈木町，

人吉市，相良村 各 2名，球磨村 1人 

6日 前日から球磨村 1 人減．（被災地行政

体制支援人員が LO業務を兼務） 

避 難 所

運 営 支

援 

7月 

5日 

人吉市 30 人，球磨村 12 人（うち 4 名

保健師） 

6日 人吉市 35 人（保健師 5 人），球磨村 6

人（保健師 4人），津奈木町 4人 

（熊本県災害対策本部会議資料（7 月 4 日～7 日分）7）より作

成．保健所業務支援，熊本県学校支援チームを除く．） 

 

表 3 令和 2 年 7 月豪雨における被災地への職員派遣数一

覧（7 月 7 日 12 時時点） 
派 遣 市

町村 

熊本県 県内市

町村 

総務省ス

キーム 

計 

八代市 行政体制支援 3

人，情報連絡員 2

人 

－ 福岡市・

行政対応

支援 2人 

7人 

水俣市 情報連絡員 2 人，

避難所支援 12人 

避難所

支 援

12人 

福岡県・

行政対応

支援 3人 

29人 

芦北町 行政体制支援 3

人，情報連絡員 2

人 

－ 佐賀県・

行政対応

支援 4人 

9人 

津 奈 木

町 

情報連絡員 2人 避難所

支援 4

人 

山口県・

行政対応

支援 2人 

8人 

人吉市 行政体制支援 8

人，情報連絡員 2

人，避難所支援 30

人 

災害ご

み処理

8人 

熊本市・

行政対応

支援 3人 

51人 

相良村 行政体制支援 3

人，情報連絡員 2

人 

－ 大分県・

行政対応

支援 5人 

10人 

球磨村 行政体制支援（情

報連絡員兼務）10

人，避難所支援 2

人 

－ 長崎県・

行政対応

支援 3人 

15人 

山江村 行政体制支援 2人 － － 2人 

  計 85人 24人 22人 131人 

（熊本県災害対策本部会議資料（7月 7日分）7）より作成．上記

に保健師派遣は含まない．また，熊本県市町村課作成資料で

あり，県を通さない被災市町村への支援については把握され

ていない．） 
 
b) 県内市町村間の相互応援と県による調整 

熊本県内市町村でも，市長会・町村会による相互応援

協定が締結されていた．しかしながら災害発生が土曜日

であり，市長会・町村会の事務局の休日であったため初

動は遅れたものの，最終的に県職員の応援を上回る延べ

3,224名の応援職員を派遣している（表4）．これは熊本
県が把握している応援職員の26.1%であり，県職員派遣
を含めると，県内からの応援が48.5％を占めており，愛
媛県の事例と同様に，総務省スキームに加えて県内から
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の人的支援の重要性が示唆される結果であった．  
 

表 4 令和 2 年 7 月豪雨における熊本県内被災市町村への

応援職員派遣実績（延人数） 

  

応援派遣元 

総計 総務省ス

キーム 
熊本県 

県内市

町村 

行政体制支援 464 1,320   1,784 

情報連絡員 15 163   178 

避難所支援 3,119 813 548 4,480 

罹災証明関係 1,981 181 913 3,076 

災害ごみ処理 168 217 909 1,294 

その他 620 80 854 1,554 

合計 6,367 2,774 3,224 12,365 

（比率） 51.5% 22.4% 26.1% 100.0% 

（熊本県「令和２年７月豪雨における災害対応の振り返り」8）

より作成．） 

 
 

４．都道府県アンケート調査結果：域内市町村が

被災した場合の，都道府県による人的支援体制の

実態 
 

(1) 調査方法 

４県の事例調査結果から得られた都道府県による域内

被災市町村支援でのポイント（「情報収集や被災自治体

へのアドバイス等を行うリエゾン職員・幹部職員の派

遣」，「マンパワーとして被災市町村の災害対応業務を

支援する県職員派遣」，「TV会議，ホットライン，幹部
職員派遣等による被災市町村の首長へのサポート」，

「県がコーディネートする県内市町村の相互応援体制」

等）に関して，全国の都道府県がどのような準備体制を

有しているのか，47都道府県を対象に2021年10月に郵送
によるアンケート調査を実施した．その結果，38都道府
県から回答があり，回答率は81％であった． 

 
(2) リエゾン派遣制度の有無（図 1） 

回答のあった都道府県のほぼ全てで，域内市町村に対

する何らかのリエゾン派遣の制度を持っていた．最も多

いのは，「地方機関からリエゾン派遣する制度がある」

で82％であり，「本庁からリエゾン派遣する制度がある」
は66％であった． 

 

 
図 1 都道府県のリエゾン派遣制度の有無（n=38,複数回

答） 
 

(3) リエゾンの職位（図 2） 

域内市町村へのリエゾン派遣制度を有する都道府県に

対して，派遣するリエゾンの職位を質問したところ，地

方機関から派遣する場合，本庁から派遣する場合ともに，

「一般職員」という比率が高く，課長級の派遣を制度化

している都道府県は１割強，部長級以上はゼロであり，

管理職の派遣について準備できている都道府県は限定的

である． 
なお「その他」の回答も多いが，これには「職位では

なく，災害対応経験や研修受講状況などを考慮して決め

ている」などの回答があり，リエゾン職員の選定では，

職位以外の要素も重視されていることがうかがわれた． 
 

 
図 2 リエゾンとして派遣する職員の職位 

 
(4) 幹部職員の派遣制度（図 3） 

リエゾンに限らず，域内被災市町村に対して幹部職員

を派遣する制度や予定・実績があるか尋ねたところ，派

遣する制度がある都道府県が計23％，制度はないが派遣
する予定（実績）があるが21％．幹部職員派遣の制度が
なく，派遣するかどうか分からないが39％であった．リ
エゾン以外の派遣を含めると，幹部職員の被災市町村へ

の派遣を想定している都道府県は増えるが，制度化につ

いては一部の都道府県に留まっている． 
 

 
図 3 都道府県の幹部を被災市町村に派遣する制度等

（n=38, 単一回答） 
 

(5) 首長への支援（図 4） 

３章の被災４県へのヒアリングで，都道府県から派遣

されてきた職員の役割として，被災市町村の首長に対す

る助言や支援が役立ったという意見があったため，都道

府県として域内被災市町村の首長への支援体制について，

どのように考えているか質問した．その結果，「知事・

県幹部職員と電話のホットラインがある」が50％，「知
事・県幹部職員とTV会議を行う予定がある」が39％であ
り，遠隔での支援を想定している都道府県が多かった．

ヒアリングで評価が高かった「アドバイザーとして県幹

部職員を被災市町村に派遣する予定がある」を選択した

都道府県は21％に留まっていた． 
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の派遣を想定している都道府県は増えるが，制度化につ
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図 3 都道府県の幹部を被災市町村に派遣する制度等
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(5) 首長への支援（図 4） 

３章の被災４県へのヒアリングで，都道府県から派遣

されてきた職員の役割として，被災市町村の首長に対す

る助言や支援が役立ったという意見があったため，都道

府県として域内被災市町村の首長への支援体制について，

どのように考えているか質問した．その結果，「知事・

県幹部職員と電話のホットラインがある」が50％，「知
事・県幹部職員とTV会議を行う予定がある」が39％であ
り，遠隔での支援を想定している都道府県が多かった．

ヒアリングで評価が高かった「アドバイザーとして県幹

部職員を被災市町村に派遣する予定がある」を選択した
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図 4 被災市町村の首長に対する，都道府県のサポート体

制（n=38，複数回答） 
 

(6) 都道府県職員のマンパワーとしての応援派遣（図5） 

災害対応業務を担うマンパワーとして都道府県職員を，

域内被災市町村に派遣する制度・準備について質問した．

その結果，派遣する制度があるという回答が計71％を占
め，うち32ポイントでは派遣予定者をリストアップして
いると回答があった． 

 

 
図 5 都道府県職員のマンパワーとしての被災市町村への

派遣の制度等（n=38, 単一回答） 
 

(7) 都道府県内市町村間の相互応援の仕組み（図 6） 

都道府県内市町村の相互の職員応援派遣制度の状況に

ついて質問した結果，相互応援の仕組みがない都道府県

は１県のみであり，ほぼ全ての都道府県で，市町村間の

相互応援の仕組みがあった． 
 

 
図 6 都道府県内市町村間の相互応援の仕組みの有無

（n=38,単一回答） 
 
 

５．被災市町村アンケート調査結果：水害被災市

町村が当該都道府県から受けた人的支援 
 

(1) 調査方法 

市町村が水害で被災した際，当該都道府県からどのよ

うな人的支援があったのかを把握するため，平成30年7月
豪雨，令和元年房総半島台風，令和元年東日本台風，令

和2年7月豪雨で被災し，総務省スキームで延べ300名以上
の人的支援を受けた31の市町村(2)を対象として，2021年
10～11月に郵送によるアンケート調査を実施した．その
結果，17市町村から回答があり，回答率は55％であった． 

 
(2) 当該都道府県から受けた人的支援（図 7） 

当該都道府県から情報連絡員（リエゾン）が派遣され

た市町村は88%，県内の他市町村から職員派遣を受けた
市町村は76%，マンパワーとして県職員が派遣された市
町村が65%であった．アンケート調査の対象は，総務省
スキームで延べ300名以上の応援人員を受け入れた市町村
であり，人的応援ニーズが高かったと考えられるが，そ

の中でも一定数は，県や県内市町村からの職員派遣がな

かったことが明らかになった．また，幹部職員が派遣さ

れた市町村は24%に留まっており，他の人的支援に比べ
ると，実施された比率が低くなっている． 

 

 
図 7 水害被災市町村が当該都道府県から受けた人的支援

（n=17,複数回答） 
 

(3) 当該都道府県からのリエゾン等派遣への評価 

当該都道府県からのリエゾン等の派遣者を受け入れた

15市町村に対して，その評価を質問した． 

a) リエゾン等派遣の有効性（図 8） 

派遣者が役立ったかどうかの有効性を尋ねたところ，

「大いに役立った」が33％，「やや役立った」が40％で，
計7割を占めた．一方，「あまり役立たなかった」，「全
く役立たなかった」の合計も20％（3市町村）あり，当該
都道府県のリエゾン等派遣の内容や水準にはばらつきが

あることがうかがわれる． 
 

 
図 8 都道府県からのリエゾン等派遣の有効性（n=15） 
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b) リエゾン等派遣で良かった点（図 9） 

当該都道府県からのリエゾンやアドバイザー等の派遣

で良かった点としては，「派遣時期が早かった」，「県

の各部局との情報連絡や調整をしてくれた」が約半数と

多く，これに「市町村の状況を的確に把握し，県に伝え

てくれた」，「災害対応について適切なアドバイスや情

報連絡があった」が4割で続いている．派遣の迅速性や，
県との情報のパイプ役としての評価は高いが，それでも

回答市町村の半数程度に留まっている． 
また３章の被災県ヒアリング調査では，県から派遣さ

れた幹部職員が市町村長と直接やり取りをする重要性が

指摘されたが，市町村アンケートの結果では「市町村長

の相談役・助言役となってくれた」は13％と少数である．
県からの派遣職員が，単なるパイプ役から，助言や調整

まで実施できるようになることが望まれる． 
 

 
図 9 当該都道府県からのリエゾン等派遣で良かった点

（n=15，複数回答） 
 

c) リエゾン等派遣の課題・改善点（図 10） 

当該都道府県から派遣されたリエゾンやアドバイザー

等の問題点としては，「県の各部局との情報連絡や調整

が不十分だった」が最も多く約半数の市町村が挙げてい

る．さらに，「自らの役割・業務について十分に理解し

ていなかった」を3割の市町村が挙げており，派遣する県
職員の教育等が不十分であったことがうかがわれる．一

方，「市町村長への助言・相談が不十分だった」を挙げ

た市町村はゼロであり，市町村側は，派遣された県職員

が市町村長の相談役となることを，そもそも期待してい

なかった可能性が考えられる． 
 

(4) 都道府県に期待する役割（図 11） 

災害対応や応援受入に関して当該都道府県に期待する

役割を，各項目に対し「とても期待する」～「全く期待

しない」の五段階で質問し，「とても期待する」と「や

や期待する」を合わせた比率を図11に示した．その結果，
「国や県外自治体からの応援の調整」，「県内市町村か

らの応援の調整」という，外部応援の受入における調整

面での期待が非常に高かった．一方，「マンパワーとし

ての県職員の派遣」については「とても期待する」は

41％にとどまっており，同じ市町村職員による応援の方
が，被災市町村には受け入れやすいものと考えられる． 

 

 
図 10 当該都道府県からのリエゾン等派遣の課題・改善

点（n=15，複数回答） 
 

 
図 11 災害対応や応援受入に関して当該都道府県に対す

る期待（n=17,各項目５段階評価（とても期待する

～全く期待しない）の上位 2 段階を記載） 
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b) リエゾン等派遣で良かった点（図 9） 

当該都道府県からのリエゾンやアドバイザー等の派遣

で良かった点としては，「派遣時期が早かった」，「県

の各部局との情報連絡や調整をしてくれた」が約半数と

多く，これに「市町村の状況を的確に把握し，県に伝え

てくれた」，「災害対応について適切なアドバイスや情

報連絡があった」が4割で続いている．派遣の迅速性や，
県との情報のパイプ役としての評価は高いが，それでも

回答市町村の半数程度に留まっている． 
また３章の被災県ヒアリング調査では，県から派遣さ

れた幹部職員が市町村長と直接やり取りをする重要性が

指摘されたが，市町村アンケートの結果では「市町村長

の相談役・助言役となってくれた」は13％と少数である．
県からの派遣職員が，単なるパイプ役から，助言や調整

まで実施できるようになることが望まれる． 
 

 
図 9 当該都道府県からのリエゾン等派遣で良かった点

（n=15，複数回答） 
 

c) リエゾン等派遣の課題・改善点（図 10） 

当該都道府県から派遣されたリエゾンやアドバイザー

等の問題点としては，「県の各部局との情報連絡や調整

が不十分だった」が最も多く約半数の市町村が挙げてい

る．さらに，「自らの役割・業務について十分に理解し

ていなかった」を3割の市町村が挙げており，派遣する県
職員の教育等が不十分であったことがうかがわれる．一

方，「市町村長への助言・相談が不十分だった」を挙げ

た市町村はゼロであり，市町村側は，派遣された県職員

が市町村長の相談役となることを，そもそも期待してい

なかった可能性が考えられる． 
 

(4) 都道府県に期待する役割（図 11） 

災害対応や応援受入に関して当該都道府県に期待する

役割を，各項目に対し「とても期待する」～「全く期待

しない」の五段階で質問し，「とても期待する」と「や

や期待する」を合わせた比率を図11に示した．その結果，
「国や県外自治体からの応援の調整」，「県内市町村か

らの応援の調整」という，外部応援の受入における調整

面での期待が非常に高かった．一方，「マンパワーとし

ての県職員の派遣」については「とても期待する」は

41％にとどまっており，同じ市町村職員による応援の方
が，被災市町村には受け入れやすいものと考えられる． 

 

 
図 10 当該都道府県からのリエゾン等派遣の課題・改善

点（n=15，複数回答） 
 

 
図 11 災害対応や応援受入に関して当該都道府県に対す

る期待（n=17,各項目５段階評価（とても期待する

～全く期待しない）の上位 2 段階を記載） 
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人的応援は速やかであった．そこで，被災の当日・翌日

に県内市町村職員，県職員の派遣による支援を行い，数

日後からスタートする総務省スキーム，さらに中長期派

遣による復旧・復興支援，応援職員の撤退後まで，業務

の空白時期が生じないよう，時間的に途切れない支援が

求められる． 
さらに，先行研究9), 10)や先行調査報告（例えば参考文

献11), 12), 13)）では，大規模災害時には様々なスキームで応

援職員が派遣されること，多様な自治体・スキームで応

援職員が派遣された場合，被災自治体がその受入や調整

に課題を抱えることが指摘されている．そこで，「シー

ムレス」のもう一つの意味として，被災市町村と多様な

応援組織とが同じ状況認識を持ち，縦割りにならず，組

織間の継ぎ目がないように密接に連携した取り組みを目

指すことがある． 

これらを実現するためのキーとなるのが当該都道府県

であろう．５章の図11に示す市町村アンケートの結果か
らも，県内市町村や国，県外自治体からの支援などの全

体調整において当該都道府県に対する域内被災市町村の

期待が大きい．当該都道府県の人的リソースを用いた支

援という役割と，当該都道府県が外部の応援調整を行う

役割との2つが求められている．(3)  
 

 
図 12 シームレスな被災市町村支援スキームのイメージ 

 
(2) 都道府県職員を域内被災市町村へ派遣・支援する際

に求められる準備 

a) 複層的なリエゾン派遣 

３章のヒアリング結果より，リエゾン派遣では，迅速

性重視の情報収集を行う地方機関からの一般職員派遣と，

意思決定・調整・首長サポートを行う本庁からの幹部職

員（課長級以上）と一般職員をセットにしたチーム派遣

の二つの派遣体制を整える準備が求められる． 
b) 派遣候補者選定の事前準備 

リエゾンで派遣される職員の能力や制度的課題につい

ては藤原ら2)も指摘しているが，派遣するリエゾンや幹

部は，宛職ではなく，被災地域や被災自治体，災害対応

に詳しい職員を候補者として，事前にリストアップして

おくことが望ましい．特に幹部職員の派遣を迅速に進め

るためには，人選や派遣方法について，３章の熊本県の

事例のように危機管理課・人事課・市町村課等の関係部

署の連携が必要であり，事前に十分に協議しておくこと

が望ましい． 
c) マンパワーとしての都道府県職員の応援派遣 

3章の愛媛県，熊本県の事例のように，県職員は被災市
町村を支援するマンパワーとしても重要であるが，4章図
5で示すとおり派遣予定者をリストアップしている都道府
県は，約3割にとどまっている．避難所運営や罹災証明発
行，受付窓口，物資管理等の多くの人員を必要とする被

災市町村の災害対応業務については，あらかじめ派遣候

補者となる都道府県職員をリストアップし，被災時には

速やかに域内被災市町村に派遣することが求められる．

また，派遣の際に必要となる物資，設備，チーム編成，

派遣期間等については，あらかじめ計画・マニュアルに

定めるとともに，市町村の受援計画において受入方法を

定めておくことが望ましい． 
d) 被災市町村長へのサポート 

市町村の災害対応において，首長の災害対応への意識

や知識の有無は，大きなポイントとなる．３章の事例調

査において県が被災市町村長をサポートする重要性が指

摘されており，当該都道府県から派遣された幹部職員は，

積極的に域内被災市町村の首長に助言やサポートを行え

るだけの知識・経験を持つことが求められる．さらに必

要に応じて，本庁の知事や県幹部職員と域内被災市町村

の首長とが，直接コミュニケーションをとれるように，

電話や携帯電話のホットラインやテレビ会議システムの

活用の準備が求められる． 
 

(3) 当該都道府県による応援調整に求められる役割 

a) 域内被災市町村の被災状況・ニーズ情報の集約 

被災市町村の防災部局に対して，当該都道府県の様々

な部局から，同じような問い合わせが続く事例がみられ，

被災市町村の業務の妨げとなる場合がある．特に被災が

大きく特別な支援が必要な市町村については，３章の愛

媛県の「宇和島市支援調整班」のように，県庁内にその

市町村向けの特別な担当チーム・窓口を設け，被害や支

援ニーズ，支援状況等の情報の流れを集約し，円滑で効

果的な支援につなげることが求められる． 
b) 外部応援の紹介・調整 

防災担当職員が少ない市町村では，国や都道府県，

NPO，専門機関からの応援の仕組みについて，知識が不
足していることが珍しくない．平成30年7月豪雨の際，愛
媛県西予市では，県からの助言に従い総務省スキームに

よる支援やDMATの受入を決めた．市町村アンケート調
査結果でも，国や県外自治体からの応援調整への期待が

大きい．そこで，被災市町村に対して必要と考えられる

外部応援について説明し，その受入を促すことを含め，

都道府県による応援総合調整窓口の設置が求められる． 
c) 都道府県も関与した域内市町村の相互支援システム 

被災市町村に対して，最も早く応援人員を派遣可能な

のは，被害の軽微な周辺市町村であるが，県内市町村の

多くが被災した場合には，市町村のみでは調整が難しか

ったという事例（長野県）があった．都道府県内の市町

村の相互応援協定等を，市町村だけでなく，最終的には

県が調整可能な形で参画して締結することが望ましい．

また，締結した協定が実効性を保てるよう，定期的に訓

練・研修を行うことが求められる． 
 
 

７．おわりに 
 
平成30年7月豪雨の愛媛県，及び令和2年7月豪雨の熊本
県の事例の共通点として，被災直後については，総務省

スキームよりも地理的に近い県や県内市町村からの派遣

職員が多かったことが明らかになった．さらにインタビ

ューを実施した４県では，被災市町村の首長へのサポー

トや連携の円滑化のため管理職クラスを派遣していた．

また，被災の大きい市町村に対しては，専門のチーム・

窓口を設けて情報の流れを集約していた事例があった． 
都道府県及び水害被災市町村へのアンケート調査では，

多くの都道府県が「リエゾン派遣制度」や「都道府県内
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市町村の相互応援の仕組み」，「都道府県職員の被災市

町村への派遣制度」を有しており，実際の水害時にも被

災市町村に派遣された実績が多いことが明らかになった．

一方，「幹部職員の派遣制度」については定められてい

ない都道府県が多く，派遣実績も少なかった． 
今後は，被災直後から総務省スキームによる支援到着

までの「応援の空白期間」を埋めるため，当該都道府県

による応援職員派遣や都道府県内市町村の相互支援の実

効性の確保，当該都道府県からのリエゾン派遣，支援窓

口の一本化等について市町村と協議し，受援計画等にお

いても準備を進めていくことが求められる． 
また，本論文では明らかにできなかった今後の研究課

題として，都道府県の被災経験等の特性が被災市町村へ

の人的支援体制に与える影響や，水害以外の災害での当

該都道府県による域内被災市町村への人的支援実態を明

らかにすることが残っている．なお本研究の成果は，

2022年6月に47都道府県及び内閣府・総務省・消防庁に送
付し，幾つかの都道府県等からは問い合わせやコメント

等のフィードバックをいただいた．都道府県や市町村の

災害対応現場の改善につながるよう，今後もフォローを

続けていく予定である． 
 
 

補注 
 

(1)都道府県による域内市町村への災害時の人的支援の体制につ

いては，災害の種類に関係なく定められていることが一般的

であるため，ここでは水害に限定せず，自然災害全般に対す

る対応体制について調査している． 

(2)質問紙調査の対象市町村は，下表のとおりである． 

対象水害 対象市町村 

平成30年(2018

年)7月豪雨（西

日本豪雨） 

岡山県：岡山市・倉敷市・総社市・

高梁市 

広島県：呉市・三原市・府中市・東

広島市・海田町・熊野町・坂町 

愛媛県：宇和島市・大洲市・西予市 

令和元年（2019

年）房総半島台

風（台風15号） 

千葉県：館山市・君津市・南房総

市・鋸南町 

令和元年（2019

年）東日本台風

（台風19号） 

宮城県：角田市・丸森町 

福島県：郡山市・いわき市・須賀川

市・本宮市 

栃木県：栃木市・佐野市 

長野県：長野市 

令和2年（2020

年）7月豪雨 

熊本県：八代市・人吉市・芦北町・

球磨村 

(3)なお，都道府県による国や防災関係機関等の連絡調整機能の

強化等の重要性については，既に室田ら 1)も指摘している． 

(4)本論文の一部は，参考文献 14),16),17)にて公表した内容で

あり，それらを元に構成や内容を修正・加筆等行ったもので

ある． 
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 In order to understand the current situation and issues of the system of liaison officers, which liaison officers are 
dispatched from prefectures to disaster-stricken local governments at the time of a disaster, and to clarify potential 
issues, an interview survey was conducted targeting cases in which the system has not been changed since the system 
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１．はじめに 
 
(1) 研究背景 
大規模な災害が発生すると，被災自治体に応援職員が

派遣され，不足する人的資源を補い災害対応が行われて

いる．身分の異動を伴わない災害発生直後の短期的な一

般行政職の応援職員は，被災自治体が属する都道府県職

員の派遣や災害対策基本法，災害時相互応援協定，応急

対策職員派遣制度 1)など多様なスキームに基づき派遣調

整が行われている(1)．これらの応援職員の派遣は，基本

的には派遣元からプッシュ型で一方的に行われるもので

はなく，例えば災害対策基本法（第 67 条，第 68 条）に

は被災自治体からの要請に基づき支援が行われることが

定められている． 

同様に，応援職員の派遣に繋げる情報の収集などを目

的として，多くの都道府県で災害対応時にリエゾン職員

を被災自治体へ派遣する制度を構築している．災害対応

時に派遣されるリエゾン職員とは，被災自治体の情報収

集や派遣元の団体と被災自治体間の調整などを目的に，

派遣される職員を指し，連絡や連携を意味するフランス

語を語源とする「リエゾン」や「情報連絡員」などと呼

称される．都道府県に加えて，国土交通省などの省庁や，

自衛隊，指定公共機関なども被災自治体に対してリエゾ

ン職員を派遣している例えば 2,3)．木山 4)が行った 2019 年の

調査によると，47 都道府県のうち，43 団体でリエゾン職

員の派遣が制度化されている．また，3 団体は制度化さ

れていないが派遣を行っており，1 団体は調査の翌年度

に制度化を行う予定であることが確認されている． 
都道府県リエゾン職員の派遣制度（以下職員を指す場

合は「リエゾン」とし，制度を指す場合は「リエゾン制

度」とする．）は法に基づく制度ではなく，各都道府県

独自の制度であることから，派遣の時期は都道府県の裁

量で決めることができる．リエゾンは被災自治体に対し

て，発災前から派遣されることがあり(2)，また，同じ都

道府県内から職員を派遣できる地理的優位性から，多様

な応援職員の派遣スキームの中でも，早期からの活動が

可能である．実際の事例から紅谷 5)は，発災直後のリエ

ゾンを含めた応援職員は，応急対策職員派遣制度 1)で県

地域安全学会論文集 No.41, 2022.11

303



 

 

2 
 

外から派遣された職員より，県職員や県内市町村職員の

派遣が多かったことを明らかにしている． 

全ての都道府県で，その必要性が認識され，被災自治

体に対して早期に派遣されるリエゾンは，どのような職

員が充てられ，どのような業務を担っているのか，その

実態は十分に明らかになっていない． 

 

(2) 先行研究 
災害対応におけるリエゾン制度の課題は確認されてい

るが，リエゾン制度や，その運用に焦点を当てて分析が

行われた研究は見受けられなかった．阪本ら 6)は 2004 年

台風第 23号の対応で，兵庫県内の被災自治体が現場対応

に追われて応援要請を出すことができなかった経験を踏

まえ，兵庫県が被災自治体へ被災情報を取りに行く専門

チームを立ち上げたことを紹介している．しかし，これ

は制度やチームの活動を分析したものではない．前述の

紅谷 5)は平成 30 年 7月豪雨において，愛媛県が派遣した

リエゾンが若手であったことやマニュアルが未整備であ

ったことから，情報共有が有効に進まなかったため，判

断や助言が可能な管理職の派遣に切り替えた事例を確認

している．ここで確認された要点は①愛媛県では若手職

員がリエゾンに充てられていること，②若手職員には災

害対応で的確な判断や助言を行うことが難しい可能性が

示唆されることの 2 点である．しかし，これはリエゾン

制度の分析に焦点が当てられたものではない．また，前

述の木山 4)が都道府県に対して制度設計に関する基礎的

な調査を行なっているが，現状の把握に留まっている．

これらの他に，実際の災害対応におけるリエゾンの活動

を含めた検証報告書例えば 7)は存在するが，個別災害への対

応に対する課題の抽出に留まっている．医療分野では身

体疾患を持つ患者が精神心理面の問題を抱えた場合に，

身体医療と精神医療を繋ぐ精神科リエゾンチームが組織

され，その役割に関する研究が行われているが，本研究

で対象とするリエゾンとは目的が異なる例えば 8)． 

先行研究においてリエゾン制度を対象とした検討が進

んでいないことから，まずは、事例調査を通じて，その

実態の把握を試みる．よって，本研究はリエゾン制度を

検討するための基礎的な研究と位置づけられる． 

 

(3) 研究目的 
本研究で対象とするリエゾン制度は，先行研究により

蓄積された知見が十分でないことを踏まえて，事例調査

を通じて現状と課題を把握し，さらに 2 つの事例の比較

分析を行い，リエゾン制度の潜在的な課題を明らかにす

ることを研究目的とする．潜在的な課題とは，過去の災

害で他の都道府県が得た教訓やリエゾン制度の設計，運

営を通じて生じた課題に対して改善が行われていないも

のを指す．それらの課題は，災害発生後に表面化する可

能性がある．このような課題が改善され，想定可能な弊

害が低減されている状態が望ましいとの視点で分析を行

う． 

本研究の特徴は，前述のとおり数少ないリエゾン制度

を対象としたものであり，事例調査から抽出された改善

が望ましい潜在的な課題を明らかにし、その改善方針を

提示したことである．これにより，類似の事例で課題を

持つリエゾン制度の見直しの一助となり得る．また，被

災自治体への支援が迅速に行われることに繋がることが

期待できる． 

以下，第 2 章では分析対象と調査および分析の方法を

確認する．第 3章と第 4章では，後述の 2つの分析対象

に対して実施したヒアリング調査の結果をそれぞれ確認

し，第 5 章では，調査の結果を踏まえて，リエゾン制度

に潜在的に存在する課題に対する改善方針を考察する． 
 

 

２．研究方法 
 
(1) 分析対象 
本研究では，三重県と奈良県の 2 つの事例を対象とす

る．事前調査の結果，両県とも平成 24 年度からリエゾン

制度の運用が開始されている．三重県は制度の運用開始

から制度の変更はない．一方で奈良県は，制度の見直し

を経て令和 3 年度から新制度が運用されている．リエゾ

ンが情報収集から支援までの広範囲を担う三重県と，情

報取集と調整を主な役割とし，その担い手を異なる役職

とした奈良県を比較する．これによって，両県の差であ

るリエゾンが担う役割範囲を原因とした潜在的な課題が

抽出できると想定して分析対象を選定した．  
 

(2) ヒアリング調査 
三重県と奈良県の防災担当部署でリエゾン制度を担当

する職員を対象として，グループ形式による半構造化面

接法を採用し，ヒアリング調査を実施した．三重県は災

害対策課の 3 名と防災企画・地域支援課の 1 名を対象と

して 2022 年 2月 4日にオンラインで実施し，調査時間は

1 時間 32 分であった．奈良県は防災統括室の 3名を対象

として 2021 年 12月 10日に奈良県庁で実施し，調査時間

は 1 時間 42 分であった．いずれも県災害対策本部の運営

経験や，被災地への派遣に伴う他県災害対策本部でのリ

エゾン業務従事経験，他県市町村災害対策本部でのリエ

ゾン業務従事経験を有する者が対象に含まれている．2
つのヒアリング調査は調査協力者に了解を得たうえで録

音した． ヒアリングの基本項目は，①リエゾン制度を構

築した経緯，②リエゾンの現状，③リエゾンへ期待する

役割への対応に関する認識，④リエゾンに対する研修訓

練である． 
 

(3) 分析方法 

本研究ではリエゾン制度の現状と課題を抽出し分析を

行った．制度の現状についてはヒアリング調査から制度

の現状に関連する記録を抽出し，ヒアリングの基本項目

ごとにまとめた．課題の分析は，KJ 法 9)を用いて清野 10)

の方法を参考に以下の手順で実施した．まず，ヒアリン

グ調査を書き起こしたテキストを読み込み，テキストを

意味の途切れる文脈で切片化し，リエゾン制度の課題と

なるキーフレーズを著者らで抽出した．リエゾン制度の

課題となるキーフレーズとは「リエゾンが機能するため

の気づきに関すること」に該当するものを指し，「リエ

ゾンと市町に顔の見える関係がない」などが該当する．

奈良県については，制度の見直し前後の課題を分析対象

としたため，その過程にあたる「リエゾン制度の見直し

に関すること」も課題として抽出した．「他都道府県の

資料を手に入れるのに苦労した」などが該当する．抽出

したキーフレーズがどれだけ信頼性があるものかを検討

するために「コーエンの κ（カッパ）係数」を求めた．

これは，2 人の観察者の一致が偶然生じる確率を考慮し，

それを除外してさらに厳しく判断し，結果の信頼性を問

う手法である．κ 係数は 0.61 以上で実質的に一致してい

ると判定することができる 11)．本研究では κ係数が 0.80
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以上で一致したキーフレーズを採用とした．この手続き

を経た結果，三重県のヒアリング結果は 31,765 文字で，

237 の切片，94 のキーフレーズが抽出された．奈良県の

ヒアリング結果は 23,537文字で，452 の切片，66 のキー

フレーズが抽出された．次に，これらのキーフレーズ 1
つあたり 1 つのラベルを作成し，内容が類似しているも

のを集約しサブカテゴリとして命名した．さらに，サブ

カテゴリの内容が類似しているものを集約しカテゴリ名

を決定した．サブカテゴリをまとめることができなかっ

たラベルについては，そのままサブカテゴリを構成せず

にカテゴリとして命名した．サブカテゴリおよびカテゴ

リの生成は，筆頭著者が分類した経過と結果に加えて，

その理由を共著者に説明し，同意を得る手順で行った．

同意を得られなかった分類は再分類を行い，同意が得ら

れるまで繰り返した．共著者は，「判断は，あくまでデ

ータをして語らしめるのでなくてはならない」と川喜田
9)が KJ 法の根本精神として説明するように，データに忠

実に分類が行われ，先入観や希望的観測が入っていない

かに留意して同意の判断を行った．ここまでの手順で生

成されたカテゴリとサブカテゴリで空間配置を経て図解

化を行った．空間配置および図解化は筆頭著者と共著者

のうち 2 名で，カテゴリの位置とカテゴリ間の関係性お

よび方向性について議論しながら行った．これらの結果

を空間配置および図解化に参加していない共著者に説明

し，議論と修正を経て同意を得ることで作成した． 

これらの手順による分析を，三重県と奈良県のデータ

を用いてそれぞれ実施した． 

 

 

３．結果と分析１：制度運用開始から制度の変更

がない事例・三重県 
 

(1) リエゾン制度の現状 
a) リエゾン制度を構築した経緯 

平成 23 年紀伊半島大水害で，救助活動などの対応に追

われて情報収集ができなかった被災自治体に対して，情

報収集を目的に職員を派遣した経験を踏まえて平成 24 年

度に制度化が行われた． 

b) リエゾンの現状 

リエゾンには各部局への人数割り当てに対して推薦さ

れた管理職を含まない 100 名を本庁から派遣するリエゾ

ンに任命している．また，9 つある地方部では，本庁の

リエゾン制度を準用し，それぞれで地方部に勤務する職

員の中から地方部から派遣する職員を任命しているよう

である．任命する職員の任期は 1 年とし，防災担当経験

と災害派遣経験を考慮するように依頼が行われている． 
リエゾンはチームで派遣することとしており，4 つの

役割が与えられている．4 つの役割とは「市町の被害情

報等の収集，把握及び当該市町への支援情報等の提供」，

「市町災害対策本部運営にかかる支援及び助言」，「市

町と県との連絡調整」，「その他，リーダーが緊急に対

応すべきであると判断した事項」である．  

リエゾンは甚大な被害が発生するおそれのある場合や

震度 5 強以上の地震を観測した場合に派遣調整が行われ

る．派遣調整は，リエゾンを派遣する可能性がある場合

に，まずリエゾンに任命している職員に対して派遣の可

能性がある旨をメールで伝達する．リエゾンの派遣が決

定した後に，業務都合などを考慮しリエゾン業務への従

事が可能であるのかを本人に確認する．確認の結果，リ

エゾン業務に従事可能な職員の中から，居住地や土地勘

の有無を考慮し派遣先が決定される．予め担当市町は決

められていない． 
県庁から派遣する職員は，基本的なルールでは県内に

9 つ在る地方部の災害対策本部業務の代替要員として派

遣され，補充を受けた地方部の職員が市町へ派遣される．

ただし，地方部の職員減少に伴い，県庁から市町へ直接

派遣せざるを得ない状況となっている． 
担当者によると，現行の活動要領を確認するだけで読

み取ることはできないが情報収集と支援の 2 つの役割を

果たす段階があると考えられている．支援の段階に変化

する契機は被災自治体からの支援要請をメインルートに

考えられている．このため，制度が運用されてから，災

害救助法が適用された災害は発生しているものの，市町

からの要請が無かったことから，支援を目的としたリエ

ゾンの派遣は行われていない．河川氾濫など災害発生の

覚知を契機として，支援を行える職員の派遣検討には調

査時点では繋がっていないようである．よって，制度に

基づきリエゾンが派遣され情報収集は行われているが，

リエゾンによる支援の実施には至っていない． 

c) リエゾンへ期待する役割への対応に関する認識 

制度としては情報収集と支援は一体のものとなってい

るが，情報収集と支援の業務を担うために求める能力は

異なるものと認識されている． 

情報収集の役割は，制度の運用を通じて，その目的を

達成できると認識されている．ただし，ここでの情報収

集とは，県災害対策本部が都度指示する情報に限定され

る．つまり，リエゾンに収集が求められる情報は，指示

が行われるまで不明確であることが示唆される． 

派遣先自治体の災害対策本部執務室等で取り扱われて

いる未確定の情報がリエゾンによって収集されることで，

県災害対策本部の活動に資するとは考えられているが，

未確定情報の収集は派遣されるリエゾンの能力に委ねら

れている． 

d) リエゾンに対する研修訓練 

研修は活動要領の説明を中心とした業務説明と，市町

が県に状況を報告するために用いる防災情報プラットフ

ォームの入力方法を主として行われている． 
 

(2) 課題の構造 
 三重県のヒアリング調査結果から抽出した 94 のキーフ

レーズは 4個のカテゴリ 11個のサブカテゴリに分類され

た．結果を表 1に示す．4個のカテゴリのうち 2個はサブ

カテゴリの生成を経ている．カテゴリ間の関係性を図解

化した結果を図 1 に示し，以下にその解釈を説明する． 
①災害対応で得た教訓 

 平成 23 年紀伊半島大水害で被災自治体から情報を取れ

なかった教訓を基にリエゾン制度を構築し，その後，運

用されている．しかし，平成 29 年台風第 21 号の対応で

は、台風の被害が見込まれる複数の市町へ事前にリエゾ

ンの派遣は行われていたものの、結果的に災害救助法の

適用となった被災自治体へリエゾンの派遣は行われてお

らず，状況の把握が遅れた．この結果，災害救助法の適

用に発災から 4 日程度要している．また，対応を振り返

ると、被災自治体の本部運営にかかる支援及び助言を行

う職員を派遣することができなかったと考えられていた． 

②リエゾン制度運用で得た改善の視点 

リエゾン制度が構築された時点では，地方部職員を市

町へ派遣し，本庁職員が地方部の役割を補う制度設計が

成り立っていたが，地方部の職員減少に伴い，制度に沿 
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図 1 三重県のリエゾン制度に対する課題の構造 

〜 新制度運⽤開始 〜

②リエゾン制度運⽤で得た改善の視点(60)

①災害対応で得た教訓(7)

市町との意思疎通ができていない(3)

：課題改善に向けた思考プロセス

地⽅部の能⼒・資源の限界を超えている(7)

③⽀援の仕組みを考えていかなければならない(6)

④⽬指すべきリエゾン制度像(21)

交代要員が確保できている(3)

系統的なトレーニングを
してから派遣できたらいい(6)

派遣する職員の⾒直し(4)外部から⽀援が⼊るまでの隙間を担う⽀援
ができればいい(1)

情報を取り専⾨家に繋ぐ(7)

⽀援の検討に繋がる情報の抽出は難しい(8)プッシュで⽀援に⾏くには情報がいる(1)

市町が求める職員を派遣できない(21)

⽀援の判断は勘に頼っている(20)

：カテゴリ名 ：サブカテゴリ名 （ ）：キーフレーズ数

④リエゾン制度の⾒直しは懸案だった(1)

⑤リエゾン制度の⾒直しの視点(21)

③活動⼿順が不明確(4)

顔の⾒える関係がないとお互いが不安(4)

リエゾンに求める役割の明確化(8) リエゾンをコロコロ変えると市町村が⼤変(3)

②他都道府県の資料を⼿に⼊れるのに苦労した(2)

リエゾンが確保できない(3)

災害発⽣のおそれ時点から管理職の投⼊は負担が⼤きい(2)

⑥防災経験のない職員がどこまでできるかわからない(4)

⑧予めやることを整理してリエゾンに周知徹底することは労⼒がかかるが必要なこと(1)

⑦研修訓練を通じたリエゾンの育成(18)

⑩新制度の運⽤を通じた課題(10) ⑨リエゾン活動⽤のパソコンは置いていない(1)

リエゾンの⼊れ替わりの時期に体制が弱くなる(4)

総括の⼈員確保は難しい(1)

派遣決定のタイミングが難しい(5)

：課題改善に向けた思考プロセス ：カテゴリ名 ：サブカテゴリ名 （ ）：キーフレーズ数

①リエゾンが機能しなかった他都道府県の教訓(4)

研修訓練をしないといけない(3) 派遣実績の不⾜を補う総括への研修(5)

⻑期拘束への不満(1)リエゾンの意⾒を通じたマニュアルの改善(4)

リエゾンの活動と市町村の認識に差がある(1)都道府県単独で研修を設計しなければならない(4)

県のリエゾンがどこの役場でも縦横歩いているのが理想的(1)

４⽉２５⽇

表 1 三重県のリエゾン制度に対する課題整理結果 

 

カテゴリ サブカテゴリ

（記述合計数） （記述合計数）

県災害対策本部の対応が遅かった 2
災害対応で市町の情報を得られなかった 4
支援を求めることができない状況を察知した
時点で詳しい人を派遣するべきだった

1

地方部の職員減少 5
地方部リエゾンに求める職員像と現状の乖離 2
災害対策本部運営支援をした経験がない 6
災害対策本部支援は高度な業務 1
災害対策本部運営支援を担える人材の不足 6
きめ細やかに適正な人を出せない 1
市町が求める職員を派遣できていない 3
リエゾンの派遣調整が円滑に進まない 4
市町に問い合わせないと知りたい情報が得ら
れない

1

リエゾン制度に対する市町の認識が不明 1
リエゾンと市町に顔の見える関係がない 1

プッシュで支援に行くには情報
がいる(1) プッシュで支援に行くには情報がいる 1

支援を決定するための情報の収集は高度な業
務

4

未確定情報の収集・報告は難しい 2
リエゾンから県に入る情報はリエゾンの能力
で変化する

2

支援の手順が決まっていない 4
被災自治体を能動的に支援する仕組みがない 2
被災自治体の支援に繋げる情報処理が整理さ
れていない

7

リエゾンが収集すべき情報が整理できていな
い

7

今の仕組みで支援はできない 4
緊急派遣チームは今のままでいいのか 2
業務内容が不明確で不安 1
市町の要望に応えられる職員の育成 1
リエゾンの研修ができていない 4

外部から支援が入るまでの隙間
を担う支援ができればいい(1)

外部から支援が入るまでの隙間を担う支援が
できればいい

1

管理職を派遣できれば情報が取れる 3
支援を目的に派遣する職員の整理が必要 1
県庁の専門職員に繋ぐ 4
市町との関係を築き支援に繋がる情報を取る 3

交代要員の確保ができている(3) 交代要員の確保 3

④目指すべきリエゾン制
度像(21)

市町との意思疎通ができていな
い(3)

地方部の能力・資源の限界を超
えている(7)

市町が求める職員を派遣できな
い(21)

支援の判断は勘に頼っている(20)

支援の検討に繋がる情報の抽出
は難しい(8)

系統的なトレーニングをしてか
ら派遣できたらいい(6)

情報を取り専門家に繋ぐ(7)

派遣する職員の見直し(4)

キーフレーズ数サブカテゴリを構成する主要な語り

②リエゾン制度運用で得
た改善の視点(60)

③支援の仕組みを考えて
いかなければならない(6)

①災害対応で得た教訓(7)
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った運用が困難となっている．このため，防災の知識を

持ち，さらに市町と顔の見える関係を築いている職員を

地方部から派遣することは，能力面と保有する人的資源

から限界を超えているようである(3)． 
情報収集に加えて，災害対策の運営に係る支援及び助

言をリエゾンの業務として位置付けているものの，高度

な知識と判断力が必要な業務であり，市町が期待する支

援を行える職員は県庁でも限られている．また，リエゾ

ン制度が運用されてから，支援を目的とした派遣を行っ

ていないため，市町が県に対して具体的にどのような支

援を求めるのか，といった情報が蓄積されていない． 
多くのリエゾンは市町と顔合わせの機会が意図的に作

られていないことから、顔の見える関係が構築できてい

ない．また，防災経験者以外も指名していることから、

防災に関する知識も持ち合わせていない．現状で派遣で

きるリエゾンには，市町の災害対策本部で支援の検討に

繋がる情報を抽出することや、聞き出すことは難しいと

考えられている．よって，県が必要な情報を得るために

は，市町へ問い合わせを行う必要がある． 

一方で，県災害対策本部が支援の必要性を察知し，要

請を待つことなく被災自治体に対してプッシュ型支援を

行うためには多くの情報がいると考えられている．しか

し，2 つの課題があるため支援の判断は、「勘に頼って

いる」と語られた．2 つの課題とは「支援の判断に必要

な情報が決められていないこと」，「支援を行うための

県の手順が決められていないこと」である．支援を決定

するための情報が決められていないため，何を，いつ，

決断するための情報であるのかを，情報収集を目的に派

遣されるリエゾンに示すことができていない．現状では

市町から支援の要請を受けた後に，派遣する職員やその

方法が議論されることとなる．このような状況を踏まえ

て，被災自治体に支援を迅速に届けるためには，必要な

情報の整理に加えて，県災害対策本部の情報過程も整理

する必要性が認識されていた． 
③支援の仕組みを考えていかなければならない 

これまでに確認した課題を踏まえて，リエゾン制度の

再構築を行う必要があると認識されている．現在のリエ

ゾンには情報収集の役割を担うだけの研修しか行われて

いないことに加えて，防災担当未経験者が任命されてい

ることから、情報収集以外の役割を同じリエゾン制度の

仕組みで対応することは難しいと考えられていた． 

④目指すべきリエゾン制度 

情報収集と支援の役割を担うリエゾン像は異なるため，

役割に応じた系統的なトレーニングが必要と考えられて

いる．活動要領で求める情報収集の役割を果たすために

は，防災の知識の習得に加えて，市町職員とコミュニケ

ーションを取り，支援の要請に繋がる情報が取れる職員

の育成が必要と考えられている．支援の役割を果たすた

めには，総務省が構築した応急対策職員派遣制度 1)で，

被災自治体が行う災害マネジメントを総括的に支援する

総括支援チームが到着するまでの間を担える職員の育成

が必要と考えられている．支援の役割を担うためには，

職員の役職や能力を参考に，現在とは異なる基準でリエ

ゾンを指名する必要があると考えられている．また、支

援の要請に繋がる情報を基に，県災害対策本部の職員を

通じて，県庁の専門家へ繋げることも、支援のあり方と

して想定されていた． 

派遣される職員の交代ルールを必ずしも守ることがで

きていないことから，労働環境の明確化と遵守も課題と

して認識されている．交代ルールはあるものの，終息が

想定できる災害ばかりの派遣が続いていることから，交

代要員を充てず，派遣した職員が終息まで対応すること

がある． 

 

 

４．結果と分析２：制度運用開始から制度の見直

しを行なった事例・奈良県 
 
(1) リエゾン制度の現状 
a) リエゾン制度を構築した経緯 

平成 23 年紀伊半島大水害で孤立した被災自治体に対し

て，情報収集を目的に職員を派遣した経験を踏まえて平

成 24 年度に制度化が行われた．その後，令和元年房総半

島台風の対応で，リエゾンの派遣が遅れた教訓 12)を踏ま

えて改善が行われた千葉県のリエゾン制度を参考に人数

の増強を伴う見直しが行われ，令和 3 年度から新制度が

運用されている． 

b) リエゾンの現状 

リエゾンに防災担当経験者を充てていたが，該当職員

が減少してきたことから，制度の見直しに併せて「支援

員」と呼ばれる係長以下の職員 117 名と，「総括」と呼

ばれる管理職の 20名を任命している．任命する職員の任

期は 1 年とし，防災担当経験を考慮するように各部局へ

推薦の依頼が行われている． 

リエゾンの活動目的は，「迅速な救助救援に繋げるた

めの活動」と語られ，この目的を達成するためにはリエ

ゾンが担う役割の範囲を明確化することが必要と考えら

れている．「支援員」には「被害情報収集」，「市町村

の体制の確認」を，「総括」には「物的・人的支援要望

の聴取」，「市町村災害対策本部への出席」，「他機関

の連絡員との情報交換」の役割が与えられている．それ

ぞれの役割には県災害対策本部への報告および調整が含

まれている．ただし，県災害対策本部はリエゾンに現地

での判断を求めていない．また，県災害対策本部は被災

自治体が必要とする情報を県庁から現地のリエゾンに提

供する後方支援を担う． 

大規模災害発生を契機に市町村がリエゾンに求める役

割が，情報収集から調整に変化することを想定した派遣

計画が整理されている．大規模災害発生のおそれがある

場合や震度 5 弱を観測した場合に「支援員」を派遣し，

大規模災害の発生を覚知した場合に「総括」を派遣する

ための検討が行われる．制度上の大規模災害の定義は，

危機管理監の判断としている．敢えて数値化は行わず，

自衛隊派遣の決定や地震の震度などを基に判断すること

を想定している．これらのリエゾンに対して防災総括室

との兼務辞令を発令していることから，防災統括室長が

出張命令を出すことができる． 

「支援員」には担当市町村を割り当てている．派遣す

る「支援員」の精神的な負担軽減と，顔の見える関係構

築を目的として，後述の訓練を兼ねて市町村担当者との

顔合わせの機会を設けている． 

なお，調査時点では旧制度を含めて派遣実績はない． 

c) リエゾンへ期待する役割への対応に関する認識 

「支援員」は被害情報収集の役割を認識し，災害時の

対応が可能であると考えられている．これは，リエゾン

に対する活動マニュアルの説明後に，受講内容の理解度

を確認するために奈良県が実施したアンケートの「役割

に関する質問」に対して，高い正解率があった結果に基

づいていると語られた． 
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「総括」が担う前述の 3 つの役割に対しては，管理職

であることを踏まえて一通り対応可能であると考えられ

ている．その上で，市町村長から臆せず情報収集できる

状態を「総括」の活動目標に掲げている． 

d) リエゾンに対する研修訓練 

活動マニュアルの説明は全てのリエゾンを対象として

実施した上で，「支援員」と「総括」で役割が異なるこ

とから，役割に応じた研修訓練が計画，実施されている．

「支援員」は担当する市町村の担当者との顔合わせを兼

ねて，市町村の災害対策本部が設置される庁舎へ出向き，

被害情報収集と県災害対策本部への報告を行う訓練を行

っている．また，被災した場合に市町村がどのようなこ

とをリエゾンに求めるのかを，別途計画する研修を通じ

て伝える必要があると考えられている． 

「総括」に対しては，内閣府がオンデマンドで令和 3
年度に開催した，有明の丘防災スペシャリスト養成研修

の地域研修に参加させ基本的な法体系などを学ばせてい

る．さらに，「総括」が担う業務は業務の実践を通じて

知識やスキルを教育する On the Job Training（以下「OJT」
とする）を行うことが難しい業務内容であることから，

被災自治体へ派遣された場合のシミュレーション訓練が

必要であると考えられている． 

 

(2) 課題の構造 
奈良県のヒアリング調査結果から抽出した 66 のキーフ

レーズは 10 個のカテゴリ 15 個のサブカテゴリに分類さ

れた．結果を表 2 に示す．カテゴリ間の関係性を図解化

した結果を図 2 に示し，以下にその解釈を説明する．な

お，①〜⑤は新制度の運用以前の課題であり，⑥〜⑩は

新制度の運用後の課題である． 

①リエゾンが機能しなかった他都道府県の教訓・②他都

道府県の資料を手に入れるのに苦労した 

 平成 30 年 7月豪雨などの他都道府県の災害対応でリエ

ゾンが機能しなかったことが確認されており，奈良県で

同じような状況に陥ってはいけないと考えられていた．

他都道府県の教訓を活かすために，リエゾン制度の改善

に至った資料の収集が行われたが，情報は都道府県間で

共有されていないため，研修を通じて知り合った他県の

職員に恐縮しながら資料提供を依頼している． 

③活動手順が不明確 

リエゾン制度構築以降に旧来制度での運用実績はない

が，派遣までの流れと活動についての課題が認識されて

いた．派遣までの流れは，職員派遣を決定し，その後に

リエゾンとリエゾンの所属長の了解を得る必要があった．

この流れでは派遣調整に手間がかかることに加え，命令

権が不明確であることに問題意識を持っていた．防災担

当経験者をリエゾンに指名していたことから，基本的な

マニュアルしか準備しておらず，活動はリエゾンが持つ

知識や経験に委ねられていた． 

④リエゾン制度の見直しは懸案だった 

リエゾン制度の見直しは奈良県の懸案だったと認識さ

れていた．「去年ようやく見直しに向けて動いた」と語

られたことから，長年の間，問題意識は持ちつつも，庁

内全体を巻き込むことになるリエゾン制度は，改善に繋

げることが難しい業務であったことが示唆される． 

⑤リエゾン制度見直しの視点 

リエゾンと，受け入れる側の市町村の双方が，事前に

顔の見える関係がないと不安を感じることが認識されて

いた．リエゾン制度の見直しにあたって，人事担当から

災害発生時に顔の見える関係のない職員を飛び込ませて，

職員が不安な気持ちになるのは絶対やめて欲しいとの意

見を得ていた．市町村からはリエゾン制度の見直しを案

内した際に，リエゾンとして誰が来るのか不安の声が寄

せられていた． 

大規模災害により市町村からの情報が入って来ないお

それがある時に，少ないリエゾンでは対応できないこと

から，リエゾンを増やす必要があることが認識されてい

た．制度設立当初は，30 名程度のリエゾンを指名してい

たが，家庭や所属の事情などで半数程度に減少してきた．

この状況を踏まえ，人員の増強が必要と考えられること

となった． 

リエゾンに求める役割に対する意見が上司によって 2
つに分かれていた．1つは情報収集，もう 1つは首長に臆

せず支援ニーズを聞く役割である．この 2 つの意見を基

に，情報収集を行う支援員と，被災自治体のニーズを吸

い上げ，調整を行う総括の 2 つの役割を位置付けた．市

町村は，災害対応のどの様なことでも対応できる「スー

パーマン」がリエゾンとして派遣されると期待している

可能性はある．しかし，その対応は現実的に難しいため，

リエゾンの役割の範囲を明確にし，市町村とリエゾンの

役割を共有することが大切と考えられていた． 

派遣しているリエゾンがコロコロ変わると市町村の負

担が大きいため，派遣ルールの範囲で「限度いっぱいの

日数まで続けて行って欲しい」と語られた．派遣ルール

は 3日間を限度に帰らせること，その後の活動は，7日間

を限度にして同じ職員を派遣できることが定められてい

る． 

管理職を一般職員と同じ様に確保することは難しいこ

とから，一般職員の支援員を派遣し，大規模災害発生後

に管理職の総括を段階を踏んで派遣する仕組みが必要と

考えられていた．災害発生のおそれの段階から「平時か

ら多忙を極めて」と語られる管理職を派遣させることは，

組織として，また，人件費を考慮しても負担が大きい．

このため，支援員が情報収集を行い，大規模災害発生後

に総括が首長を含めた市町村との調整を行う段階的な対

応が必要と考えられていた． 

「被災自治体でリエゾンが縦横歩いて情報収集や調整

を行っている状態が理想的」と語られた．他都道府県の

リエゾンが機能した事例を基に，このような状態が理想

的と考えられていた． 

⑥防災経験のない職員がどこまでできるかわからない 

人員強化を目的として制度の見直しを行ったため，防

災担当経験者の少ないリエゾンが，実際の災害でどこま

で対応ができるかが不明である．リエゾンの推薦にあた

って，防災担当経験や災害派遣経験などを考慮するよう

にして各部に依頼しているが，人員を強化する目的を達

成することと引き換えに防災経験のない「各部からの寄

せ集め」と語られる状況になっている．令和 3 年度に新

制度の運用を開始したが，令和 3 年度出水期明けの調査

時点では，派遣実績はなかったことから，リエゾンがど

こまで県庁が求める対応ができるのかが不明である． 

⑦研修訓練を通じたリエゾンの育成 

支援員と総括の役割を明確にしたうえで，それぞれに

求める成果を出すことができるための研修訓練が必要で

あると考えられている．特に総括については，大規模災

害発生時のみ派遣されるため，派遣実績を積む機会が限

られている．このため，研修や訓練で派遣経験を補う必

要があると考えられている．また，総括は OJT を行うこ

とが難しいため，基礎的な知識に加えて，派遣シミュレ

ーションになり得る研修が必要と考えられている． 

308



 

 

7 
 

リエゾンは県独自の制度であることから，研修も独自

で設計しなければならない．他の都道府県に資料提供を

依頼したところ，委託業者の成果物であることから，提

供を受けることができなかった事例が語られた．リエゾ

ン制度が国の統一した制度でないことのデメリットの 1
つと考えられていた． 

支援員と総括にはマニュアルを基に役割などの説明が

行われているが，現状のマニュアルでは災害対応の流れ

が見えて来ないことをリエゾンから指摘されている．こ

のようなリエゾンからの意見を通じてマニュアルの改善

を行っていく必要があることが認識されていた． 

市町村とリエゾンが担う役割を共有する必要があると

考えられていた．なぜなら，市町村がリエゾンに期待す

る役割と，実際の役割の認識に差異があると考えられて

いるためである．支援員が参加する前述の担当市町村の

顔合わせを兼ねた訓練の機会を利用して，リエゾンの役

割の認識を共有することが期待されている． 

これらの防災の知識やスキルに加えて，リエゾンの活

表 2 奈良県のリエゾン制度に対する課題整理結果 

 

カテゴリ サブカテゴリ

（記述合計数） （記述合計数）

リエゾンが機能したか疑問もある 1
災害発生後にリエゾンが名刺交換しているようではいけ
ない

1

若手が派遣されててあまり機能しなくて 1
いろんな府県の教訓を吸収しながらブラッシュアップし
ていきたい

1

②他都道府県の資料を手に
入れるのに苦労した(2) 他都道府県の資料を手に入れるのに苦労した 2

職員自身の知識や経験に基づいた活動を期待していた 2
大規模災害がなかったため派遣実績がない 1
命令権があやふや 1

④リエゾン制度の見直しは
懸案だった(1) リエゾン制度の見直しは懸案だった 1

顔の見える関係がない職員を派遣すると不安な気持ちに
なる

1

市町村はリエゾンとして誰が来るのか不安 3
リエゾンが確保できない(3) リエゾンが確保できない 3

スーパーマンが派遣される期待に応えることは難しい 1
総括が推理推測のスキルを身につけることは困難 1
大規模災害時のリエゾンは支援員だけでは心もとない 1
リエゾンに求める役割の意見が分かれた 3
調整役の総括と支援員を明確に分ける 1
迅速な救援救助に繋げる活動が大きな役割 1

リエゾンをコロコロ変えると市
町村が大変(3) リエゾンをコロコロ変えると市町村が大変 3

災害発生のおそれ時点から管理
職の投入は負担が大きい(2) 災害発生のおそれ時点から管理職の投入は負担が大きい 2

県のリエゾンがどこの役場でも
縦横歩いているのが理想的(1)

県のリエゾンがどこの役場でも縦横歩いているのが理想
的

1

防災経験のない各部からの寄せ集め 1
派遣実績を積む機会がなかった 2
リエゾンがどこまでできるかわからない 1

研修訓練をしないといけない(3) 研修訓練をしないといけない 3
大規模災害が発生しないと総括の派遣に至らない 1
総括は派遣実績を積むのが難しい 1
総括の育成にOJTがない 1
派遣シミュレーション研修は実災害で活用できる 2
都道府県単独で研修をしなければならない 1
他の都道府県と研修資料が共有できない 1
国が一括に研修をしていない 1
研修を組み立てるだけで一仕事 1

リエゾンの活動と市町村の認識
に差がある(1) リエゾンの活動と市町村の認識に差がある 1

マニュアルでは災害対応の流れが見えてこない 2
リエゾンの質問を通じたマニュアルの改善 2

長期拘束への不満(1) 長期拘束への不満 1
⑧予めやることを整理して
リエゾンに周知徹底するこ
とは労力がかかるが必要な
こと(1)

予めやることを整理してリエゾンに周知徹底することは
労力がかかるが必要なこと

1

⑨リエゾン活動用のパソコ
ンは置いていない(1) リエゾン活動用のパソコンは置いていない 1

リエゾンの入れ替わりの時期に
体制が弱くなる(4) リエゾンの入れ替わりの時期に体制が弱くなる 4

総括の人員確保は難しい(1) 総括の人員確保は難しい 1
総括の派遣には時間がかかる 1
台風接近時の派遣決定はタイミングが難しい 4

⑥防災経験のない職員がど
こまでできるかわからない
(4)

⑦研修訓練を通じたリエゾ
ンの育成(18)

都道府県単独で研修を設計しな
ければならない(4)

⑩新制度の運用を通じた課
題(10)

派遣決定のタイミングが難しい
(5)

リエゾンの意見を通じたマニュ
アルの改善(4)

派遣実績の不足を補う総括への
研修(5)

サブカテゴリを構成する主要な語り キーフレーズ数

①リエゾンが機能しなかっ
た他都道府県の教訓(4)

③活動手順が不明確(4)

⑤リエゾン制度見直しの視
点(21)

顔の見える関係がないとお互い
が不安(４)

リエゾンに求める役割の明確化
(8)
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動についても組織内で理解を得ていく必要がある．職員

によってはリエゾン活動によって長期間拘束されること

に不満を持つ者もいるようである．  

⑧予めやることを整理してリエゾンに周知徹底すること

は労力がかかるが必要なこと 

担当者がリエゾンを機能させるための根底にある意識

として，「予めやることを整理して，リエゾンに周知徹

底するっていうのはすごい労力がかかるとは思うんです

けど必要なことなんですよね」という語りが確認された．

この語りから，担当者はリエゾンを機能させるためには，

研修訓練だけでなく，後述のリエゾンの活動に係る資源

確保や使い方，新制度運用に伴い確認できた課題などに

対しても継続的に整理して周知していく必要があると考

えていることが示唆される． 

⑨リエゾン活動用のパソコンは置いていない 

リエゾンの専用パソコンは調査時点では市町村に配備

されていなかったが，行政ネットワークに入ることがで

き，かつ，持ち出し可能なパソコンの整備が進められて

いた．パソコンの他にも活動に必要となる資機材やマニ

ュアルの一部は市町村に保管されており，県庁に参集せ

ず，直接市町村へ派遣された場合でも活動ができるよう

工夫が行われていた． 

⑩新制度の運用を通じた課題 

新制度の運用を開始して 3 つの課題が認識されていた．

1つ目はリエゾンの任期を 1年としていることから，入れ

替わりの時期に派遣が決定されると，研修や訓練を受け

ていない職員が派遣されることである．2 つ目は総括は

平時から多忙を極める管理職を指名しているため，交代

要員も含めて人員の確保は難しいことである．3 つ目は

派遣を決定するタイミングが難しいことである．奈良県

南部は地理的な特性上，雨量規制がかかる道路があり，

台風や大雨を想定した災害発生のおそれの段階で支援員

を派遣するためには，雨量規制がかかる前に派遣の決定

を行う必要がある．奈良県は地方部を持たないため，本

庁舎への通勤圏内に職員が住んでいる．このため，雨量

規制がかかる道路を多く有する，南部地域への派遣決定

は雨量規制前に行う必要がある．また，総括の派遣につ

いては移動時間に加えて管理職であること特有の調整も

想定されることから時間がかかると考えられる． 

 

 

５．考察 
 
三重県と奈良県の比較を基に，リエゾン制度の要点と

潜在的な課題を確認しながら，奈良県の改善状況を踏ま

えて，本研究で確認できた課題の改善方針を考察する．

以下では第3章および第4章で示した結果を引用しながら

説明する．引用は，三重県の現状「a)リエゾン制度を構

築した経緯」を例にした場合に（三a）と示す．三重県の

課題「①災害対応で得た教訓」を引用する場合には（三

①）とし，同様に，奈良県は頭文字の「三」を「奈」に

変えて示す．なお，考察は両県に共通することが明らか

になった「リエゾンは防災の知見がある者だけでは必要

とする人員が確保できないこと」を前提として行う（三b，
奈b，奈⑤）． 
まず、三重県と奈良県の比較分析結果の概観を確認す

 

図 2 奈良県のリエゾン制度に対する課題の構造 

〜 新制度運⽤開始 〜

②リエゾン制度運⽤で得た改善の視点(60)

①災害対応で得た教訓(7)

市町との意思疎通ができていない(3)

：課題改善に向けた思考プロセス

地⽅部の能⼒・資源の限界を超えている(7)

③⽀援の仕組みを考えていかなければならない(6)

④⽬指すべきリエゾン制度像(21)

交代要員が確保できている(3)

系統的なトレーニングを
してから派遣できたらいい(6)

派遣する職員の⾒直し(4)外部から⽀援が⼊るまでの隙間を担う⽀援
ができればいい(1)

情報を取り専⾨家に繋ぐ(7)

⽀援の検討に繋がる情報の抽出は難しい(8)プッシュで⽀援に⾏くには情報がいる(1)

市町が求める職員を派遣できない(21)

⽀援の判断は勘に頼っている(20)

：カテゴリ名 ：サブカテゴリ名 （ ）：キーフレーズ数

④リエゾン制度の⾒直しは懸案だった(1)

⑤リエゾン制度の⾒直しの視点(21)

③活動⼿順が不明確(4)

顔の⾒える関係がないとお互いが不安(4)

リエゾンに求める役割の明確化(8) リエゾンをコロコロ変えると市町村が⼤変(3)

②他都道府県の資料を⼿に⼊れるのに苦労した(2)

リエゾンが確保できない(3)

災害発⽣のおそれ時点から管理職の投⼊は負担が⼤きい(2)

⑥防災経験のない職員がどこまでできるかわからない(4)

⑧予めやることを整理してリエゾンに周知徹底することは労⼒がかかるが必要なこと(1)

⑦研修訓練を通じたリエゾンの育成(18)

⑩新制度の運⽤を通じた課題(10) ⑨リエゾン活動⽤のパソコンは置いていない(1)

リエゾンの⼊れ替わりの時期に体制が弱くなる(4)

総括の⼈員確保は難しい(1)

派遣決定のタイミングが難しい(5)

：課題改善に向けた思考プロセス ：カテゴリ名 ：サブカテゴリ名 （ ）：キーフレーズ数

①リエゾンが機能しなかった他都道府県の教訓(4)

研修訓練をしないといけない(3) 派遣実績の不⾜を補う総括への研修(5)

⻑期拘束への不満(1)リエゾンの意⾒を通じたマニュアルの改善(4)

リエゾンの活動と市町村の認識に差がある(1)都道府県単独で研修を設計しなければならない(4)

県のリエゾンがどこの役場でも縦横歩いているのが理想的(1)

４⽉２５⽇
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る（表 3）．比較分析を行う過程で，「奈良県では改善

された三重県の潜在的な課題」と「共通する潜在的な課

題」があることが判明した．「奈良県では改善された三

重県の潜在的な課題」は，リエゾンが担う役割範囲の差

を抽出する視点に加えて，奈良県のリエゾン制度の見直

しが行われた点と三重県のリエゾン制度を比較したこと

により 3 種類に分類される課題を抽出した．これらにつ

いては第 1 節で詳述する．「共通する潜在的な課題」は，

奈良県のリエゾン制度の見直しプロセスと，見直し後に

も新たな課題が認識されていることの 2 つの視点から抽

出した．これについては第 2節で詳述する． 

 
(1)奈良県では改善された三重県の潜在的な課題 
a) 災害フェーズに対応した役割の実効性 

本研究の結果から被災自治体からの支援要請や大規模

災害発生の覚知（以下「発災覚知」とする）を以って，

リエゾンが担う主な役割は，情報収集から調整に変化し

ていくと考えられていることが示唆される．つまり，発

災覚知の前後でリエゾンの活動に関する災害対応のフェ

ーズが変化する．なぜなら，三重県では情報収集の役割

を担うリエゾンでは他の役割を担うことが困難と考えら

れており，支援要請があれば現在指名しているリエゾン

とは別の職員を派遣することが想定されている．この職

員が三重県のリエゾン制度要綱に規定される「市町と県

との連絡調整」の役割を担うこととなる（三 b，三③）．

奈良県では発災覚知を契機に調整を担う総括を派遣し調

整が行われ，情報収集を目的に派遣されていた支援員は，

総括の補佐を行う制度設計となっている（奈 b）．これ

らから，発災覚知の前後の各フェーズでリエゾンに求め

られる役割を考慮した制度設計が有効と考える． 

上述を踏まえて，まずは、発災覚知前のフェーズの情

報収集で求められる役割の要点を確認する．両県ともリ

エゾン制度構築の契機は，被災自治体からの情報が入っ

てこなかった災害対応の教訓に基づいている（三 a，奈

a）．よって，両県のリエゾンに求める役割に被害情報の

収集が位置付けられていた（三 b，奈 b）．また，前述の

とおり阪本ら 6)は兵庫県の事例から被災自治体が現場対

応に追われ応援要請を出すことができなかったことを確

認している．これらから，被災自治体職員が発災直後の

対応を行いながら，都道府県への報告や支援要請を行う

ことは難しいことが示唆される．よって，発災覚知前の

リエゾンには，被災自治体単独での対応が困難となりそ

うな被災情報を抽出し，現場対応に追われる市町村職員

に代わって都道府県へ報告することが，リエゾンが担う

主な役割の 1 つであり，情報収集で求められる要点と考

えられる． 

災害対応における情報過程が整理され，リエゾンが収

集する情報の位置付けが明確になっている状態が望まし

い．東田ら 13)は米国などの諜報分野で用いられる

Intelligence Cycle(4)を参考に情報過程を整理している．こ

れを参考に三重県の情報過程を確認すると，意思決定者

からの情報要求がない状態で，リエゾンは情報収集に派

遣されていることとなる（三②）．一方で奈良県は，リ

エゾンに判断を求めないことを明確にした上で，総務省

が作成した市町村行政機能チェックリストを基に情報収

集を行い，支援の必要性の有無が県災害対策本部で判断

できるように情報収集を行う設計が行われていた（奈

b）．両者の比較から，被災自治体単独での対応が困難で

あることを判断するための情報過程が，三重県では潜在

的な課題となることが示唆される．発災直後に都道府県

には自衛隊派遣要請や災害救助法の適用，応急対策職員

派遣制度に基づく派遣要請などの判断が求められること

となる．このような対応の判断に必要な情報を予め整理

し，リエゾンや市町村と共有することで，いち早い資源

投入に繋がると考えられる． 

次に，発災覚知後のフェーズの調整で求められる役割

の要点を確認する．調整の役割は被災自治体と都道府県

庁間や関係機関との調整が想定され，両県のリエゾンに

表 3 三重県と奈良県の比較分析結果 

 

記述抽出の視点 記載箇所 記述概要 記載箇所 記述概要

三b 情報収集と支援の段階があり，支援要請に
基づき職員が派遣される

奈b 発災覚知を以って調整を担う総括が派遣される

三③
支援の役割を同じ仕組みで対応することは
難しい

三a 情報収集を目的に職員を派遣した経験を踏
まえて制度化された

奈a 情報収集を目的に職員を派遣した経験を踏まえて
制度化された

三b 情報収集が役割に位置づけされている 奈b 情報収集が役割に位置づけされている

リエゾンが収集する
情報の位置づけ

三②
意思決定者からの情報欲求がない状態でリ
エゾンが派遣されている

奈b 支援の必要性を判断するための情報過程が設計さ
れていた

三b 市町と県との連絡調整が役割に位置づけら
れている

奈b 県災害対策本部との調整が役割に含まれる

奈b 奈良県を代表する管理職が市町村や関係機関の窓
口となる

奈C 市町村の幹部職員が調整相手となる

調整の役割への対応 三③
情報収集以外の役割を現行のリエゾン制度
で対応することは難しい

奈C 調整の役割への対応は可能と考えられている

三② 実質的に情報収集しか活動が想定されない 奈d 支援員と総括の役割に応じた研修訓練を実施して
いる

三d 防災情報プラットフォームの入力研修を実
施している

労務管理 三④ 交代ルールが遵守されていない 奈⑤ 明確なルールが周知されていた

三b 派遣できる職員を調整する必要がある 奈③ 制度の見直し以前は調整の必要があった

奈b 防災統括室との兼務辞令を発令したことで防災統
括室長が派遣命令を出せる

活動資機材 補注(6) 市町の資機材利用を想定している 奈⑨ 活動用のパソコン整備が進められていた

c 支援を担う
スキームの整理

支援の役割 三② 支援を行える職員は県庁でも限られる 奈b 支援の役割はリエゾンに含まれない

手探りで情報収集と
改善が行われている

- 制度見直しを見据えた情報収集に関する語
りは無し

奈② 恐縮しながら資料提供を依頼した

三b リエゾンの任期は１年である 奈⑩ リエゾンの入れ替わりの時期に体制が弱くなる

奈b リエゾンの任期は１年である

三重県 奈良県

節 項

a
災害フェーズに
対応した

役割の実効性

フェーズ変化に伴う
役割変化の認識

主な役割：情報収集

1

奈良県で
は改善さ
れた三重
県の潜在
的な課題

主な役割：調整

b 
リエゾンを

派遣するための
環境整備

研修・訓練

リエゾンの
組織内の位置づけ

2
共通する
潜在的な
課題

a
都道府県リエゾ
ン制度に関する
情報共有

リエゾンの
入れ替わりの時期に
体制が弱くなる
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求める役割に位置付けられていた（三 b，奈 b）．また，

国が示す資料 14)には，市町村と都道府県の調整はリエゾ

ンも含めて行われることが記載されている．これらから

調整はリエゾンが担う主な役割の 1 つと考えられる．三

重県ではリエゾンに求める調整の役割の具体的な活動に

ついては明言されなかったが，奈良県ではリエゾンに現

場での判断を求めず、判断の機能を県庁に置くことで調

整の範囲を明確にしていた．具体的には，奈良県を代表

する管理職として市町村や関係機関に対しての窓口とな

り，専門的な知見などの情報収集や組織としての決定は

県庁が行い，リエゾンを通じて結果が伝達される体制が

構築されている（奈 b）．ここで行われる調整は，市町

村の幹部職員が相手になることが想定されるため（奈

c），人員確保に課題はあるものの，都道府県からも管理

職が派遣されることが望ましい．これは，前述の紅谷 5)

により，管理職を派遣した効果が事例として報告されて

いることに裏付けられる．よって，都道府県の代表者と

して発言が可能な管理職のリエゾンが，現場で都道府県

の総合窓口となり，市町村や関係機関に対して都道府県

庁の判断結果や情報を提供できることが，調整の要点で

あると考えられる．奈良県では調整の役割は対応可能と

考えられていた（奈 c）．三重県では情報収集以外の役

割を現行のリエゾン制度で対応することは難しいと考え

られていたことから，被災自治体や関係機関との調整は

潜在的な課題となることが示唆される（三③）． 

b) リエゾンを派遣するための環境整備 

リエゾンが都道府県庁に求められる役割を果たすため

には環境整備が欠かせない．ここでの環境整備とは，役

割を達成するために必要な知識を得るための研修訓練と，

活動ルール，活動資機材の 3 点の環境である．比較分析

を通じて，環境整備に関する三重県の潜在的な課題を以

下のとおり抽出した． 

研修訓練は，奈良県のように役割に応じた研修を実施

することが望ましい（奈 d）．役割に応じた研修を設計

することで，災害対策本部がリエゾンに求める成果も明

確になる．三重県では，現在のリエゾンの活動は実質的

に情報収集しか想定されていないため（三②），防災情

報プラットフォームの入力を主とした研修が行われてい

た（三 d）．今後、リエゾン制度の見直しに合わせて役

割に応じた研修設計が行われることが期待される． 

活動ルールでは，連続勤務の限界などの労務管理とリ

エゾンの組織での位置付けを順に指摘する．災害発生直

後には，決められた勤務時間内だけで対応していくこと

は難しいことが想定される．しかし，ローテーション体

制を組むなど，休息が取れる体制を構築することで持続

可能な災害対応が可能となる(5)．三重県では実際の災害

対応で交代ルールが遵守されていないことが語られてい

る（三④）．一方で奈良県は，派遣実績はないものの，

明確な交代ルールがリエゾンに周知されていた（奈⑤）．    

リエゾン活動を組織内で明確に位置付けることによる

効果が示唆される結果を，両県の比較から確認すること

ができた．三重県ではリエゾン派遣の決定後に，派遣で

きる職員をリエゾンのリストの中から調整する必要があ

る（三 b）．奈良県も，制度の見直し以前は同様の調整

を行う必要があった（奈③）．しかし，制度見直しに合

わせて防災総括室との兼務辞令を発令したことで，調整

コストの削減と指揮命令系統の明確化を行なっている

（奈 b）．  

活動資機材は，パソコンや通信手段などの資機材を使

える状態に整備することである．三重県ではパソコンや

通信手段は市町の資機材を借用することが想定されてい

る(6)．奈良県では活動用のパソコン整備が進められてい

た（奈⑨）．熊本県 15)では令和 2 年 7月豪雨における災

害対応の振り返りから，リエゾンの派遣に必要な携行品

が準備されていなかったことから，事前準備を行う改善

の方向性が示されている．このように携行品が整備され，

勤務時間外に自宅から直接参集することも想定し，予め

市町村に配備されている状態が望ましい． 

c) 支援を担うスキームの整理  

支援については，その役割をリエゾンが担うことは難

しいことが認識されていた．三重県ではリエゾンの役割

に「市町災害対策本部運営にかかる支援及び助言」が位

置付けられているが，その役割を担うことができる職員

は県庁でも限られることが認識されていた（三②）．奈

良県では支援はリエゾンの役割に含まれていない（奈b）．

これらから，防災担当経験者以外を任命せざるを得ない

リエゾンには，支援の役割を果たすことは難しいことが

示唆されるため，支援の担い手は他の制度で補うことを

提案する．支援の担い手を確保する1つの事例として，徳

島県16)では「徳島県災害マネジメント総括支援員制度」

が創設され人材育成が行われている．この制度では、徳

島県職員だけでなく、県内市町村の職員も対象として研

修が行われており、大規模災害時に不足することが見込

まれる、災害マネジメントに関する知識を持った人材の

確保にも繋がると考えられる。このように、担い手が限

られる支援の役割は，リエゾンに求める役割から分けて

リエゾン制度を設計し、市町村と一緒に人材を育成する

ことで、地域内の人材を創出することができる．三重県

では，リエゾンに支援を担うことが制度上で位置付けら

れているが，支援を担うことは難しいと考えられている

ことから，支援の担い手の整理が潜在的な課題の一つで

あると考えられる． 

 
(2) 共通する潜在的な課題  

a) 都道府県リエゾン制度に関する情報共有 
リエゾン制度は，国の制度や法に基づく制度ではない

ことから，教訓は各都道府県レベルでしか蓄積されてい

ない．各都道府県は手探りで情報収集と改善が行われて

いることが奈良県の制度見直し過程から示唆される（奈

②）．国や全国知事会などによって，制度や教訓、研修

などの情報が蓄積され，共有することができれば，研修

訓練の開発コスト削減と全国的な質の向上に繋がる可能

性がある． 
奈良県は新制度の運用を通じて既に3つの課題が認識さ

れていた．例えば，リエゾンの入れ替わりの時期に体制

が弱くなることを奈良県は認識している（奈⑩）．三重

県の語りからは，この課題の認識を確認することはでき

ない．しかし，どちらのリエゾンも任期は1年であること

から，三重県には認識されていない可能性があるが，両

県に共通する潜在的な課題であることが示唆される（三b，
奈b）．リエゾン制度に関する情報が広く共有されること

で，この例のように，新たに生じた課題解消の一助にな

ると考えられる． 
 

 
６．まとめ 
 
本研究では，リエゾン制度を運用する県庁防災担当職

員の視点からリエゾン制度の現状と課題を把握し，さら
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に，リエゾン制度の潜在的な課題を明らかにするために，

制度の運用から変更がない事例と見直しを行った 2 つの

事例のヒアリング調査を行った．その結果と考察の要旨

を以下にまとめる． 

①防災の知見がある職員だけでリエゾンを確保すること

は難しいため，防災の知見を持たない職員も含めて任命

せざるを得ない状況が示唆された．また，発災覚知の前

後でリエゾンに求められる役割が情報収集から調整に変

化することが示唆された．これらを踏まえた制度設計が

望ましい． 

②情報収集は「被災自治体単独での災害対応が困難とな

る情報の抽出」が，調整は「都道府県の総合窓口の機能

を担うこと」がそれぞれの要点と考察した．ただし，こ

れらの役割を担うためには研修訓練などの環境整備が行

われていなければ，リエゾン制度の潜在的な課題となり

得ることを指摘した． 

③リエゾンが収集した情報が，どのような判断に繋がる

のかを情報過程の観点から整理されていなければ，リエ

ゾン制度の潜在的な課題となり得ることを指摘した． 

④支援の役割を担うことができる職員は限られることが

示唆されたため，リエゾン制度とは別に支援制度の設計

を行うことを提案した． 

⑤リエゾンに対する研修訓練やリエゾン制度に関する情

報が，国レベルで蓄積し共有されることで研修開発コス

トの削減やリエゾン制度に関する課題解消の一助となり

得ることを指摘した． 

本研究の限界を 2点挙げる．1点目は，リエゾン制度の

運用を行う県庁側からの視点のみで分析を行っているこ

とである．今後は，リエゾンとリエゾンを受け入れる市

町村防災担当者の視点からのリエゾン制度を調査し，多

角的に分析を行う必要がある．2点目は，2つの事例調査

に基づく結果で分析を行っていることである．全ての都

道府県のリエゾン制度に適応することができる結果を導

き出すためには，更なる事例調査の積み重ねや，量的な

調査を行う必要がある．  

 
 
補 注 
 

(1)  宇田川ら 17)は令和元年東日本台風を事例に多様なスキーム

で応援職員の派遣調整が行われたことを明らかにしている． 

(2)  三重県から提供を受けた活動要領には，「県内に甚大な被

害が発生するおそれがある場合で、防災対策部長が必要と

認めるとき」などの派遣基準が定められている．奈良県か

ら提供を受けた活動マニュアルにも同様の記載がある．  

(3)  三重県内で最も多い 7 市町を所管する南勢志摩地域活性化

局の防災担当に電子メールで問い合わせたところ，防災担

当の職員は調査時点で 6 名であった． 

(4)  Intelligence Cycleとは CIA18)などの諜報機関で用いられてい

る意思決定者が意思決定と行動を行うために生の情報から

完成された情報を開発するためのプロセスである． 

(5)  例えば，東京都は業務継続計画 19)に「持続可能な災害時の

態勢の構築」を目的として，発災後の早期にローテーショ

ンを組むなど，持続可能な態勢を早期に確立することとし

ている． 

(6)  南勢志摩地域活性化局の防災担当が作成したリエゾンを受

け入れる市町への依頼文書には，資機材の借用に対する配

慮が記載されている． 
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長期避難所滞在と社会的脆弱性との関連:  
東日本大震災被災3県の社会調査データの分析から 

 
Relationship Between Shelter Stay and Social Vulnerability: 

Analysis of Great East Japan Earthquake Life Recovery Survey Data 
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   This study aims to analyze the relationship between social vulnerability and long-term stay in shelters after the Great 
East Japan Earthquake disaster. We used data from a social survey conducted in 2016 targeting disaster survivors in 
Iwate, Miyagi, and Fukushima prefectures. Among the respondents, we extracted responses from 308 people who used 
shelters and transformed the data for these respondents into person-period data. As a result, 826 observations were 
included in the analysis, and a discrete-time model was used to analyze this data. The results showed that age and 
single-person households were associated with more extended shelter stays. However, these effects were no longer 
observed in the Fukushima sample, and the evacuation order due to the nuclear accident affected shelter stays. Finally, 
the application of the analysis results to the assistance of disaster survivors was discussed. 
 
Keywords: social vulnerability, shelter, housing recovery process, Great East Japan Earthquake disaster 

 
 
１．はじめに 
 
(1)研究の背景 
 災害の社会科学的研究は，災害による被害の大きさや

そこからの復興過程において，さまざまな不平等が存在

していることを明らかにしてきた．そしてそうした不平

等を生み出す要素について，脆弱性(Wisner et al 2004; 
Bolin et al 2018)1)2)の概念を用いて分析を行ってきた．日

本の災害研究の文脈においても，阪神・淡路大震災以降，

被災地域を対象に，被害や復興過程の不平等について多

くの実証研究が進められてきている．例えば，社会的脆

弱性と直接死亡と関連についての研究(松本・立木 2009; 
北村 2021)3)4)やすまい・住宅再建過程における不平等に

ついての研究(近藤・葛西 2008; 川見 2020; 田中 2022)5)6)7)

が挙げられる．いくつかの分野で，こうした災害時にお

ける不平等について社会的脆弱性に着目する研究が多く

進められる一方で，避難所の長期滞在と社会的脆弱性と

の関連についての実証的な研究はあまりみられない．そ

こで本研究は，社会的脆弱性と，避難所で長期滞在との

関連を分析することで，だれか避難所に取り残されてい

たのかを明らかにする． 
  本研究の動機は，避難所開設期間の長期化と関連して

いる．近年の避難所は，災害救助法でのもともとの想定
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しての避難所研究である． 
 ①の機能面に着目した研究としては，一時的な避難場

所としてではなく生活再建の拠点としての機能に言及し

た矢守(1997)10)や，近年の研究としては荒木ほか(2019)12)

では，避難所が地域や自治体の境界を越えた支援拠点と

して機能していたことが示されている．②避難所運営に

かかわる主体についての研究としては，避難所の管理体

制やボランティアとの連携についての研究 (室崎ほか 
1995; 中平 2019)13)14)や学校が避難所であった場合の教師

が果たす役割(柏原ほか 1998)15)が行われてきた．③の避

難所内での問題点・困難を指摘する研究では，健康問題

についての総説(阪東 2021)16)や女性が避難所において直

面する様々な課題についての報告(浅野 2021)17)，また学

校避難所の場合に発生する通常授業を再開したい学校と

避難者との間の軋轢についての指摘(柏原 1998)15)などが

挙げられる．④の住宅再建過程の中の一つのフェーズと

しての避難所研究では，発災後の時間経過とともに変化

するすまい先の推移が分析されている．これらの研究で

は，避難所や親族等の家がすまい再建過程の起点として

設定されていることが多い．木村ほかによる一連の研究

(1999: 2005)18)19)では，時間経過にともなう移動先の変容

を分析しており，発災直後の仮住まい先として避難所と

並んで有力であった血縁者の家は数日間の利用が限度で

あることなどを示している．また土屋ほか(2018)20)は，

被害程度ごとにすまい再建のパターンがことなることを

示している． 
 本研究は，以上の4つ分類に当てはめると，④の住宅再

建過程の中の一つのフェーズとしての避難所研究が近い

と考えられる．一方で木村ほか(1999: 2005) 18)19)や土屋

(2018) 20)の研究とは，①避難所からの転出のみフェーズ

に着目する点，②社会的脆弱性としての世帯属性と転出

タイミングとの関連を分析する点の2点で研究の関心が大

きく異なる．一方で，世帯属性に着目した研究としては，

少し研究の文脈は異なるものの，避難所利用者の世帯属

性(世帯構成や従前の住宅種別)についての報告(塩崎ほか 
1995a: 1995b: 1995c;天国ほか 1996)21)22)23)24)は，阪神・淡

路大震災時に避難所にいた人の世帯属性(家族構成や従前

の住宅種別)について記述的に示したうえで，その再建意

向について分析している点から，本研究の関心に近いと

言える．これらの研究との差異としては，本研究は，5年
後の時点から振り返って分析することから，より長期的

な滞在をしていた世帯についても分析できる点，そして

世帯属性と滞在の関連程度についても分析できる点が挙

げられる． 
 
(3)分析枠組みと研究の目的・意義  
 本研究の仮説は，Peacock et al.(2014)25)やLee and Van 
Zandt(2019)26)で示されている住宅再建過程での格差拡大

の概念モデルに基づいている．この概念モデルでは，住

宅再建の過程において，被災前の社会的不平等(資源や脆

弱性の分布の違い)によって，あるグループでは住宅再建

が遅れ，再建後の格差がより大きくなっていくという仮

説を示している．このモデルの核心は，再建過程を分析

するにあたって，被災後の資源ではなく被災前の状況へ

注目する点である．本研究では，このモデルを援用し，

被災前の社会的脆弱性の高い人ほど，避難所からの転出

が遅れるという仮説を立てた． 
 本研究では，社会的脆弱性の指標として，震災時の年

齢，単身であること，母親と子供からなる世帯か否か, 被
災前の住宅の種別を用いた．Cutter(2006)27)は，社会的脆

弱性の概念とその指標について, 年齢, ジェンダー, 人種や

エスニシティ, 社会経済的地位, 住宅の所有, 職業, 家族構

造など, さまざな要因を挙げている．こうしたさまざまな

社会的脆弱性のうち, ①住宅再建過程に影響を及ぼすこと

が想定され，②被災前からの世帯属性を示すものであり, 
③分析に利用したデータに変数として含まれているか否

か，の3つの条件から前述の変数を本研究における社会的

脆弱性の指標とした．被災前の住宅の種別以外の変数は，

家族構造および本人の属性を示す変数として，被災前の

住宅の種別は，土地所有・住宅所有そのものの影響およ

び経済的資源の違いの代理変数として用いている．また

これら指標は，避難所から転出に要する様々な資源への

アクセスの制限という脆弱性と関連していると想定して

いる． 
 本研究の目的は冒頭で述べたように，従前の社会的脆

弱性と避難所滞在との関連を分析することである．もし

社会的脆弱性変数によって，避難所での長期滞在を予測

することができれば，より早期から住宅再建支援や関連

情報等を集中的に提供する等の対策が可能になる．この

点において，本研究の分析では変数間の因果関係に迫る

のではなく，長期的な避難所滞在を予測する要因につい

て検討することが目的になる． 
 
 
２．方法 

 
(1)データ 
 本研究では，「震災から 5 年が経過するなかでの東日

本大震災生活復興調査」(以下「東日本調査」と呼ぶ)の
データを分析に用いる．調査は 2016 年 3 月～6 月にかけ

て実施された．調査対象地域の選定には，大きな被害を

受けた地域の被災者から回答を得るために，以下の 4 つ

の条件①2010 年人口に対して死者 1%以上，②全壊率

10%以上，③死者行方不明者 100人以上④全壊棟数 500棟
以上，の 4 つの条件のうちいずれかを満たした 35 市町村，

そして岩手県の内陸部での最大の全壊・半壊数である岩

手県一関市を加えた計 36 市町村の被災者を対象とした

(対象市町村一覧は表 1を参照)．サンプリングに当たって

は，20歳以上の男女を対象とし，各県 2000票(計 6000票)
を選挙人名簿もしくは，住民基本台帳から等間隔抽出を

行った．調査は郵送による質問調査紙として実施され，

有効回答は 2111 票(有効回答率 35.2%)であった． 
 

表 1 調査対象の 36市町村 

 
 

岩手県 宮城県 福島県
釜石市 石巻市 いわき市
一関市 岩沼市 大熊町
大槌町 大崎市 葛尾村

大船渡市 女川町 川内村
田野畑村 気仙沼市 郡山市
野田村 塩竈市 新地町
宮古市 七ヶ浜町 相馬市

陸前高田市 仙台市 須賀川市
山田町 多賀城市 富岡町

名取市 浪江町
東松島市 楢葉町
南三陸町 双葉町
山元町 南相馬市
亘理町

計36市町村(50音順)
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 本研究では，避難所からの転出についての分析を行う

ことが目的であるため，回答者のうち東日本大震災時に

避難所を利用しなかったケースは分析から除外した．そ

の結果，308 人の回答が分析対象として残った．この 308
人について，避難所から次のすまい先への移動をイベン

ト発生時点と定義し，そのタイミングをもとに，データ

をパーソン・ピリオドデータに変換した．この変換につ

いては後述する．このパーソン・ピリオドデータ化後の

観測ケース数は 866 であり，そこからさらに独立変数に

欠損値のない 826 ケースが最終的な分析対象ケースとな

った． 
 
(2)パーソン・ピリオドデータの構築 
 本節では，パーソン・ピリオドデータを作成するため

に行った手順について説明する．まずパーソン・ピリオ

ドデータ化の前提となる避難所の転出タイミングの変数

化について説明する．その後，避難所の転出タイミング

変数をもとに，パーソン・ピリオドデータの構造と作成

手順について記述する． 
(a)避難所の転出タイミング変数について  
 ある変数と避難所での滞在を分析することは，裏を返

せば各回答者が避難所から転出したタイミングを分析す

ることである．つまり転出したタイミングを従属変数と

し，独立変数が転出に与える影響を分析すれば，避難所

での滞在時間の分析が可能になる．東日本調査では，仮

住まいの場所の推移を捉えるために，「当日」「2~4 日」

「1 週間」「1 か月」「3 カ月」「6 カ月」「1 年」「3 年」
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、、、 、

3 カ月時点では避難所から転
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通常のデータ形式 パーソン・ピリオドデータ

観測ケース数は
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ID 避難所転出タイミング
1 2
2 3
3 1
4 1
5 4

ID Time 転出ダミー
1 1 0
1 2 1
2 1 0
2 2 0
2 3 1
3 1 1
4 1 1
5 1 0
5 2 0
5 3 0
5 4 1

 
図 1 パーソン・ピリオドデータのデータ形式 

 
(3)分析に用いる変数と分析モデルについて 
 表 2 には，パーソン・ピリオドデータ化前の各変数の

基礎集計結果を示している．独立変数として各時間変数

のダミーに加えて，社会的脆弱性を示す震災時の年齢，

単身ダミー，母親と子供からなる世帯ダミー(5), 被災前の

住宅の種別についてのダミー変数が含まれている．また

統制変数として家屋被害についても掲載している．なお

分析モデルで完全な共線性を避けるため，時間ダミーの

「6 カ月」と「1 年以上」を統合し，6 カ月以上としてモ

デルに投入する(6)．また後述する福島県に居住していた

回答者サンプルのみ用いた分析では，原発事故により避
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る(7)．なお年齢については連続変量として扱うため，度

数ではなく，平均値と標準偏差を示している． 
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表 2 パーソン・ピリオドデータ形式化後の基礎集計表 
変数名 値 度数 %
転出ダミー 0 534 64.65

1 292 35.35
時点変数 2~4日 292 35.35

1週間 231 27.97
1か月 149 18.04
3カ月 92 11.14
6カ月 49 5.93
1年以上 13 1.57

単身ダミー 非該当 744 90.07
該当 82 9.93

母と子供からなる世帯ダミー 非該当 755 91.4
該当 71 8.6

被災前の住宅種別 持地持家 672 81.36
借地持家 47 5.69
民間分譲マンション 9 1.09
公団・公社賃貸住宅 6 .73
県営・市町村営住宅 6 .73
社宅・寮 8 .97
借家 39 4.72
民間賃貸アパート等 39 4.72

家屋被害 被害なし 182 22.03
一部損壊 95 11.5
半壊 139 16.83
全壊・流出 410 49.64

原発事故により避難指示等を受けた 非該当 699 84.62
該当 127 15.38

被災時の居住県 岩手県 328 39.71
宮城県 294 35.59
福島県 204 24.7

(平均値) (標準偏差)
被災時の年齢 年齢 51.30993 14.64409
計 826  
 
 次章の分析では3つの回帰モデルを提示する．モデル1

では全サンプルを用いた分析結果，モデル2では，宮城県

および岩手県で被災した回答者のみに限定したモデル，

モデル3では福島県で被災した回答者のみに限定した分析

結果である．広域的な社会調査データを利用できること

の利点として，県レベルでの独立変数と従属変数の影響

の差異についても検討が可能な点が挙げられる．本研究

との関連でいえば，宮城県や岩手県の被災者の避難所で

の滞在を予測する変数と，原発事故の影響を強くうけた

福島県の被災者の避難所での滞在期間を説明する変数が

異なる可能性がある．以上の理由から，3つのモデルで分

析を行った． 
 
 
３. 結果 
  
 離散時間モデルによる分析の前に，東日本調査の回答

者の時間ごとのすまい先の変化を確認する．表 3 には，

パーソン・ピリオドデータ化を行う前の回答者の時点ご

とのすまい先の相対割合を示している．全体的な傾向と

しては，回答者のほとんどは自宅にいたことがわかる．

これは市町村単位でのランダムサンプリング調査である

ため，かならずしもすべての回答者が，住宅の被害を受

けたわけでないためである．避難所に滞在していた人の

推移を確認すると，当日から 2～4日まではほとんど変化

はなく，その後 1か月，3カ月と時間が進むにつれて，お

よそ半分ずつ減少していたことがわかる．回答者全体で

みると，3 カ月時点では避難所で生活しているひとは非

常に少ないように思えるが，1 カ月時点で半数しか減少

せず，3 カ月時点でもおおよそその半数までしか減少し

ていなかった．また 6 カ月時点においても，発生当日の

避難者を分母とした場合，10 分の 1 弱の回答者は避難所

に留まっていた． 

 表 4 には離散時間モデルの分析結果を示している．実

際の分析モデルとしては，パーソン・ピリオドデータに

対して，ロジスティック回帰分析を実施している．オッ

ズ比が 1 より大きい場合は，より早く転出する確率を高

める変数として，1 より小さい場合はより早く転出する

確率を低くする変数としての関連を示している. 

 モデル 1 では，パーソン・ピリオドデータの全ケース

を分析対象としている．モデル 2 では従前の居住県が岩

手県・宮城県であったサンプルに限定し，モデル 3 では

居住県が福島県であったサンプルのモデルを示している．

またモデル 3 では，原発事故により直接的に居住地の制

限を受けたダミーを変数として投入している． 

 まず時間変数については，両方のモデルで統計的に有

意な関連が示されており，かつオッズ比は時間の経過と

ともに大きくなっている(8)．つまりどちらのサンプルに

おいても，その時点で避難所に残っている人のうち，転

出する人の割合が時間の経過とともに多くなっているこ

とを示している．続いて，モデル 1 の脆弱性変数に注目

すると，年齢，単身世帯において，統計的に有意な関連

が示されている．ただし年齢のオッズについては，.99

と関連の弱いことがうかがえる．従前の住宅種別につい

ては，民間分譲マンションに居住していた場合は，持ち

家に比べて早く避難所から転出していることが示されて

いる．また統計的に有意といえる水準ではないものの，

借地持家の場合に避難所からの転出が遅くなる関連が示

されている． 

 モデル 2 では, 岩手県・宮城県で被災した回答者のみ

に限定したモデルを示している．単身高齢についての影

響はほとんど変化が見られず，年齢についてはモデル 1

と同じ方向の影響を示す傾向が見られた(p<.10)．一方で

被災前の住宅種別については，民間賃貸住宅ダミーで有

意な影響は確認されなかった． 

 福島県で被災した回答者のみに限定したモデル 3 では，

モデル 1 と異なり，避難所からの転出と，年齢，単身の

どちらの変数も統計的な有意な関連は見られなかった．

一方で，統計的に有意な水準とはいえないものの，借地

持家の場合のオッズはモデル 1と比べて，1から大きく離

れて 0 に近づいている．モデル 2 では原発事故により避

難指示等を受けたのみが，避難所からの転出と統計的に

有意な関連を示している． 

 

 

４．考察 

 
 本節では，離散変数モデルの結果について考察を行う．

表 4 のいずれのモデルにおいても，時間変数は，時間経

過とともにオッズ比が大きくなっていた．これは発災後

の時間経過にともなって，各時点で避難所に滞在してい

た人数に対する，避難所からの転出の発生割合が増加し

表 3 時点ごとのすまい先の変化 
地震当日 2～4日 1ヶ月 3ヶ月 6カ月 1年

自宅 70.9% 69.2% 77.3% 82.3% 85.0% 85.6%

別居している親・親戚の家 6.6% 11.3% 10.5% 5.0% 1.9% 1.3%

避難場所・避難所 11.9% 11.9% 5.5% 3.0% 0.9% 0.3%

屋外・テント・車の中 3.1% 1.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%

仮設住宅 0.2% 0.2% 1.7% 5.1% 9.2% 9.2%

その他 7.3% 5.9% 4.9% 4.5% 3.0% 3.6%

N 1818 1770 1778 1771 1763 1764
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表 3 時点ごとのすまい先の変化 
地震当日 2～4日 1ヶ月 3ヶ月 6カ月 1年

自宅 70.9% 69.2% 77.3% 82.3% 85.0% 85.6%

別居している親・親戚の家 6.6% 11.3% 10.5% 5.0% 1.9% 1.3%

避難場所・避難所 11.9% 11.9% 5.5% 3.0% 0.9% 0.3%

屋外・テント・車の中 3.1% 1.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%

仮設住宅 0.2% 0.2% 1.7% 5.1% 9.2% 9.2%

その他 7.3% 5.9% 4.9% 4.5% 3.0% 3.6%

N 1818 1770 1778 1771 1763 1764
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ていたことを示している．また本研究の時間変数のカテ

ゴリーの設定の時間間隔が均等でなかったことも，オッ

ズ比が時間経過とともに大きくなっていたことに寄与し

たと考えられる．これは，東日本調査の調査設計時点か

ら，被災者の行動が 10 のべき乗時間ごとに変化すること

(青野ほか 1998; 田中ほか 1999)29)30)を参考にしたことに

よるが，避難所からの転出という被災者の行動を分析す

るにあたっては，結果の解釈上に問題はないと考えられ

る． 

 続いて脆弱性に関する変数に目をむけると，まず年齢

について統計的に有意な関連が見られた．オッズは.99

であり，これは年齢が高くなるにつれて，避難所での滞

在時間が長くなる確率が高くなっていたことを示してい

る．東日本大震災後の住宅再建の文脈で考えると，早期

から入居が可能であった借上仮設住宅(9)やプレハブ仮設

住宅の申し込み等の段階において，さまざまな障害に直

面していた可能性が考えられる．冒頭で述べたように，

避難所の環境は健康上のリスクが高いことから，高齢者

が避難所待機をせざるを得ない状況に対する対策が必要

とされている．また年齢変数の解釈上の問題として，本

研究では回答者が世帯主とは限らないため，回答者の年

齢が必ずしもその世帯を特徴づける変数として十分には

機能していなかった可能性がある．分析結果から，年齢

が避難所滞在の予測変数であることは示されたが，その

影響の大きさについては，別のデータソースによる追加

の分析の必要と考えられる． 

 単身世帯が避難所から転出が遅くなる点についても，

年齢と同様の背景があることが考えられる．単身者は，

他の世帯類型に比べて，同居者を経由したつながりを得

る機会が少なく，またそれによって他の世帯類型に比べ

て情報を含めた様々な資源へのアクセスが制限されてい

たことが影響していると考えられる．オッズ比から読み

取れる関連は，いかに単身者が住宅再建過程から取り残

され，避難所に長期滞在を余儀なくされていたかを示し

ている． 

 以上のように，年齢，単身世帯については，想定通り

の関連が確認された一方で，脆弱性変数としてモデルに

投入した女性と子供世帯については，有意な効果は確認

されなかった．これは避難所の中で，女性(とくに子供が

いるシングルマザー)に特有なさまざまな困難(浅野 

2021)17)によって，避難所に滞在するという選択をとりえ

なかった可能性が考えられる．本研究の分析結果からは，

長期滞在の可能性が高い世帯類型とはいえないため，本

研究から直接的な政策的含意を示すことはできないが，

今後の研究として，こうした長期滞在とは逆の方向に影

響する社会的脆弱性と避難所の環境との相互作用につい

ての研究が必要だと考える． 

 従前の住宅種別については，モデル 1 では，持地持家

の世帯と比べて民間分譲マンションの場合には，避難所

での滞在が短い傾向が示された．しかし，岩手県・宮城

県の回答者に限定したモデル 2 では，民間分譲マンショ

ンダミーに統計的に有意な影響は見られなかった．この

ことをモデル 3 で，民間分譲マンションダミーが推定さ

れなかったこと(福島県サンプルでは，民間賃貸住宅のケ

ースは 2件だった)と合わせて考えると，モデル 1では，

福島県のサンプルの影響によって，統計的に有意な影響

が示されていたと考えられる．この結果を福島県のサン

プルにおける民間賃貸住宅の値がある種の外れ値であっ

たと考えるか，サンプルサイズの問題と考えるかは，判

断が難しいところではあるが，ここでは保守的に，モデ

ル 2 の結果に基づいて議論すると，民間分譲マンション

の影響は認められかったといえる．避難所からの転出に

対しては，どの従前の住宅種別も影響があるとは言えな

いということである．これは，仮設住宅から恒久住宅へ

の移行に影響する要因として，従前の住宅種別の影響を

示した川見ほか(2020)31)と異なる結果を示している．言

い換えると仮設住宅からの転出にとっては，従前の住宅

種別が影響していることに対して，避難所の転出につい

ては，住宅種別は有意な影響はみられなかったとも考え

られる．これは被災フェーズごとによる被災者支援のタ

ーゲッティングの難しさを示唆ともいえる．また今後の

研究への課題として，ケース数自体も多くないこともあ

表 4 避難所からの転出を予測する離散時間ハザードモデル 

独立変数 オッズ比 標準誤差有意確率3) オッズ比 標準誤差 有意確率 オッズ比 標準誤差 有意確率
時間変数(基準: 2~4日)

1週間 2.32 .48 <.001 1.55 - 3.47 2.02 .49 <.001 1.26 - 3.24 7.29 3.79 <.001 2.63 - 20.19
1か月 2.98 0.69 <.001 1.89 - 4.70 3.26 .89 <.001 1.91 - 5.56 6.80 3.98 <.001 2.16 - 21.41
3カ月 4.79 1.29 <.001 2.82 - 8.14 5.35 1.73 <.001 2.84 - 10.07 16.75 10.76 <.001 4.76 - 59.01
6カ月以上 22.58 8.21 <.001 11.07 - 46.06 30.74 13.49 <.001 13.00 - 72.65 90.31 75.79 <.001 17.43 - 467.82

年齢 .99 .01 .048 .98 - 1.00 .99 .01 .077 .98 - 1.00 .99 .01 .344 .96 - 1.01
世帯類型

単身世帯 .48 .14 .015 .26 - .86 .43 .14 .012 .22 - .83 .24 .24 .154 .04 - 1.70
母と子供からなる世帯 1.01 .30 .979 .56 - 1.80 .95 .34 .891 .47 - 1.93 1.69 1.11 .420 .47 - 6.09

被災前の住宅種別(基準:持地持家)
民間分譲マンション 4.17 3.11 .055 .97 - 17.96 3.33 2.58 .122 .73 - 15.24 ——————
公団・公社賃貸住宅 .89 .84 .902 .14 - 5.69 .64 .61 .638 .10 - 4.22 ——————
県営・市町村営住宅 .93 .94 .940 .13 - 6.72 .31 .41 .374 .02 - 4.15 ——————
社宅・寮 1.54 1.28 .601 .30 - 7.86 1.14 1.17 .897 .15 - 8.56 4.78 8.17 .360 .17 - 135.93
借地持家 .57 0.22 .141 .27 - 1.20 .74 .31 .477 .33 - 1.68 .18 .19 .103 .02 - 1.42
借家 1.13 .45 .756 .52 - 2.46 .87 .40 .772 .35 - 2.16 4.30 4.70 .182 .51 - 36.60
民間賃貸アパート等 1.21 .45 .606 .59 - 2.51 .99 .38 .974 .46 2.10 ——————

家屋被害(基準: 被害なし)
一部損壊 1.10 .31 .726 .63 - 1.93 1.22 .42 .566 .62 - 2.38 .64 .39 .461 .19 - 2.12
 半壊 .98 .25 .930 .59 - 1.61 .97 .32 .930 .51 - 1.86 .81 .39 .658 .31 - 2.09
全壊・流出 .45 .10 <.001 .30 - .68 .29 .08 <.001 .17 - .48 .77 .41 .617 .27 - 2.18

原発事故により避難指示等を受けた .37 .17 .028 .16 - .90
切片 .62 .21 .154 .32 - 1.20 .94 .38 .875 .43 - 2.07 .35 .32 .245 .06 - 2.07
N1) 826 622 203
Pseudo R2 .118 .143 .209
注1) Nはパーソン・ピリオドデータとしてのケース数を示している．
注2)モデル3において，被災前の住宅種別の一部の値は，ケースが少ないことおよび完全な決定要因となっていたために，モデルの推定上分析から除外された．このためモデル2とモデル3のNの合計はモデルのNと
注3)Wald testによる検定結果を示している

モデル3 (福島サンプル)
95％信頼区間95％信頼区間 95％信頼区間

————————————

モデル1 (全サンプル) モデル2 (岩手・宮城サンプル)

319



 

 

6 
 

り，統計的に有意ではないが, 福島県サンプルにおいて，

借地持家の世帯で興味深い傾向がみられた．本研究から

は，具体的な考察は行うことができないが，今後，借地

持家の世帯が直面した修繕・仮住まいもしくは住宅再建

に移行する段階での困難についての研究の必要性を示唆

している． 

 モデル 2 の福島県サンプルのみの分析では，避難指示

等を受けたのみが統計的に有意な関連を示し，一方で年

齢，単身世帯は有意な関連を示さなかった．福島県の回

答者については，原子事故による避難指示が避難生活の

長短について非常に大きく影響しており，その影響下で

は，避難所滞在との世帯類型にはとらわれないことが示

された．いいかえれば，世帯類型にかぎらず，該当地域

に居住していた被災者全体に，避難所での生活を余儀な

くさせるような影響を持っていた．モデル 1, 2の結果と

合わせて考えると，原発事故による直接的な被害が大き

い地域とそれ以外の地域では，避難所生活の長期化の要

因がまったく異なっていることが示された．この点につ

いて自明だと考える読者もあると思われるが，こうした

関係について計量的に示せたことは，本研究の成果だと

言える．またこのことを念頭に，今後の研究では，地震

災害や津波災害の被災地において本研究で見られたよう

な世帯属性と避難所滞在の関連がみられるか，という外

的妥当性の検討も必要になってくる． 

 考察の最後に，政策的含意について議論する．研究で

示されたのは，被災地全体としては，年齢，単身世帯で

あること，そして住宅種別が避難所での滞在期間と関連

していることを示した．理想的には，さらなる社会的脆

弱性と関連するとされる，要配慮者の有無や経済状況，

従前の社会関係資本等の変数についても検討することが

望ましいが，分析可能な変数に絞り込んでの分析となっ

た．しかし見方をかえれば，従前の世帯状況のうち年齢，

世帯人数，住宅種別といったシンプルな変数だけを取り

上げても，特定の人々が長く避難所での生活を余儀なく

されていることが示された．そこでこうした世帯に対し

て，避難所にいる段階から，積極的にアウトリーチを行

い，集中的に情報の提供を行うことや菅野(2017)32)が示

したような，要配慮者に対する住宅マッチングを行うこ

とで，避難所での長期化を防ぐことが可能になると考え

られる．今後の研究で，より避難所の滞在と強く関連す

る要因が同定されれば，早期からの住宅マッチングのス

クリーニングの基準にするなどの応用も可能になる．ま

た避難所からの転出が難しい世帯が仮設住宅に入居する

ことになった場合，その後の住宅再建においても，孤立

などから困難な状況に置かれる可能性が高いと考えられ

る．避難所にいる段階からの住宅マッチングの際の世帯

状況によっては，そのまま伴走型支援である災害ケース

マネジメント等に繋げていくことも可能である．  
 

 
補 注 
 

(1)  1995年 8月以降は避難所という名称は廃止され，待機所

と呼ばれた(柏原ほか 1998)． 

(2)  Cutter(2006)の 8 章の分析パートでは，地域レベルの分

析を行っているが, 社会的脆弱性に関する議論について

は, 本研究のような世帯レベルでの分析でも参考にでき

る. 

(3)  調査票上の回答方式としては，各時点についてそれぞれ

「この時期仮住まいをしていない」「親･子ども・親せ

きの家」「友人・近所の家」「避難場所や避難所等」

「屋外・テント・車の中等」「病院・福祉施設」「職

場・会社が用意した施設」「自分で借りたホテル・アパ

ート等」「みなし仮設住宅」「応急仮設住宅」「その他」

の 11 の選択肢から該当するものの回答を求める形式で

ある． 

(4)  またパーソン・ピリオドデータを作成するにあたって，

ある回答ケースを，転出タイミングによって複数行への

変換を行っているが，回答者個人について重み付け等を

行っているわけではない． 

(5)  母と子供からなる世帯の作成は，シングルマザーを示す

変数を意図して作成された．しかし東日本データには世

帯主を特定できる変数が踏まれていなかった．そのため

女性とその子供が同居していてかつ，その夫が同居して

いない場合という条件で 1 を取る変数とした．つまり夫

以外の人(祖母や兄弟など)が同居している場合にも，1

を取る．この結果として実際のシングルマザーの実態と

は異なると考えられたため，変数名を「母と子供からな

る世帯」とした． 

(6)  今回のデータ形式では，「1 年以上」のケースでは，常

に従属変数(避難所転出ダミー)が 1 になる．よって，モ

デルの制約上，「1 年以上」はモデルから除外されてし

まう．この状態を避けるために，「6 カ月」と「1 年以

上」を統合した．つまりパーソン・ピリオドデータ上で

は「1 年以上」を含む最大 6 時点分のケースが含まれる

が，回帰モデル上では基準となる「2～4 日」を除き，

かつ「6 カ月」と「1 年以上」を統合したため 4 つの時

点ダミーが投入されている． 

(7)  具体的な回答選択肢としては，「帰宅困難区域」「居住

制限区域」「避難指示解除準備区域」「かつて避難指示

区域」「かつて緊急的避難準備区域等」「上記にあては

まらない」が設定されていた．原発事故により直接的に

居住地の制限を受けたダミーは，「上記にあてはまらな

い」および居住県が福島県以外の場合に 0 をとり，それ

以外の場合は 1をとる． 

(8)  時間変数のオッズ比の解釈においては，オッズの計算が

各時間変数ダミーのその 1 つ前の時点で避難所に滞在し

ていたと回答していた人の数を対象として，避難所から

転出したと回答した人と避難所に滞在した人のオッズを

計算することとなることに注意が必要である．こうした

1 つ前の時点でイベントが発生していないケースの数を

リスク集合(risk set)と呼ぶ． 

(9)  制度的に導入される前に，被災者が民間賃貸住宅をみつ

け，入居した場合にも借上仮設住宅として，認められた．

こうした経緯で借上仮設住宅に入居場合には，プレハブ

型の仮設住宅の完成を待つ必要がないため，必然的に仮

設住宅からの転出は早くなる． 
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られる．今後の研究で，より避難所の滞在と強く関連す

る要因が同定されれば，早期からの住宅マッチングのス

クリーニングの基準にするなどの応用も可能になる．ま

た避難所からの転出が難しい世帯が仮設住宅に入居する

ことになった場合，その後の住宅再建においても，孤立

などから困難な状況に置かれる可能性が高いと考えられ

る．避難所にいる段階からの住宅マッチングの際の世帯

状況によっては，そのまま伴走型支援である災害ケース

マネジメント等に繋げていくことも可能である．  
 

 
補 注 
 

(1)  1995年 8月以降は避難所という名称は廃止され，待機所

と呼ばれた(柏原ほか 1998)． 

(2)  Cutter(2006)の 8 章の分析パートでは，地域レベルの分

析を行っているが, 社会的脆弱性に関する議論について

は, 本研究のような世帯レベルでの分析でも参考にでき

る. 

(3)  調査票上の回答方式としては，各時点についてそれぞれ

「この時期仮住まいをしていない」「親･子ども・親せ

きの家」「友人・近所の家」「避難場所や避難所等」

「屋外・テント・車の中等」「病院・福祉施設」「職

場・会社が用意した施設」「自分で借りたホテル・アパ

ート等」「みなし仮設住宅」「応急仮設住宅」「その他」

の 11 の選択肢から該当するものの回答を求める形式で

ある． 

(4)  またパーソン・ピリオドデータを作成するにあたって，

ある回答ケースを，転出タイミングによって複数行への

変換を行っているが，回答者個人について重み付け等を

行っているわけではない． 

(5)  母と子供からなる世帯の作成は，シングルマザーを示す

変数を意図して作成された．しかし東日本データには世

帯主を特定できる変数が踏まれていなかった．そのため

女性とその子供が同居していてかつ，その夫が同居して

いない場合という条件で 1 を取る変数とした．つまり夫

以外の人(祖母や兄弟など)が同居している場合にも，1

を取る．この結果として実際のシングルマザーの実態と

は異なると考えられたため，変数名を「母と子供からな

る世帯」とした． 

(6)  今回のデータ形式では，「1 年以上」のケースでは，常

に従属変数(避難所転出ダミー)が 1 になる．よって，モ

デルの制約上，「1 年以上」はモデルから除外されてし

まう．この状態を避けるために，「6 カ月」と「1 年以

上」を統合した．つまりパーソン・ピリオドデータ上で

は「1 年以上」を含む最大 6 時点分のケースが含まれる

が，回帰モデル上では基準となる「2～4 日」を除き，

かつ「6 カ月」と「1 年以上」を統合したため 4 つの時

点ダミーが投入されている． 

(7)  具体的な回答選択肢としては，「帰宅困難区域」「居住

制限区域」「避難指示解除準備区域」「かつて避難指示

区域」「かつて緊急的避難準備区域等」「上記にあては

まらない」が設定されていた．原発事故により直接的に

居住地の制限を受けたダミーは，「上記にあてはまらな

い」および居住県が福島県以外の場合に 0 をとり，それ

以外の場合は 1をとる． 

(8)  時間変数のオッズ比の解釈においては，オッズの計算が

各時間変数ダミーのその 1 つ前の時点で避難所に滞在し

ていたと回答していた人の数を対象として，避難所から

転出したと回答した人と避難所に滞在した人のオッズを

計算することとなることに注意が必要である．こうした

1 つ前の時点でイベントが発生していないケースの数を

リスク集合(risk set)と呼ぶ． 

(9)  制度的に導入される前に，被災者が民間賃貸住宅をみつ

け，入居した場合にも借上仮設住宅として，認められた．

こうした経緯で借上仮設住宅に入居場合には，プレハブ

型の仮設住宅の完成を待つ必要がないため，必然的に仮

設住宅からの転出は早くなる． 
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   In municipalities, capacity development plans on disaster reduction are rarely prepared. Therefore, for the purpose of 
examining the content of disaster preparedness training in prefectures, this study developed a capacity development 
plan for disaster preparedness through a working group of crisis management staffs. Analysis of the developed plans 
and interviews with working group participants revealed that a high level of disaster response training is needed even 
in municipalities with few crisis management staff. It was also noted that there is a need for training programs that are 
easily accessible to small municipalities with few crisis management staff. 
 
Keywords: disaster prevention training program, training development design, improvement of disaster response 
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１．はじめに 
 
(1)研究の背景と目的 
行政職員を対象とした防災人材育成の研修は，防災や

危機管理を専門とする団体・組織，国や県による研修の

他，自治体職員の研修全般を行う団体による，防災に特

化した研修がある．加えて近年は県等の行政機関と大学

が連携して研修を行う事例も見られ，研修機会は多様化

しつつある．筆者らは愛知県，名古屋市，名古屋大学の

共同により2017年6月に設置され，愛知県内の中核3市，
各種公共団体，産業団体の協力のもと運営されている，

あいち・なごや強靱化共創センター（以下，共創センタ

ー）において市民や愛知県下の自治体職員向けの人材育

成研修の企画・運営を行っている． 
筆者らの先行研究1)では，愛知県内の基礎自治体は県

外で行われている研修と比較して，共創センターの研修

には自治体規模に関わらず派遣を行っていた(1)．また県

域を対象とする研修が危機管理職員に対して導入的，基

礎的な役割を担っていることを示し，加えて自治体内で

の研修・訓練の目的を補完し，支援する必要性を示した．

これらの結果から共創センターでは，自治体における訓

練・研修と連動した研修の開発2)にも取り組んでいる． 
ただ一方で，比較的小規模の自治体が県外の研修には

派遣できていない状況をどのように捉えるのかという問

題も残されている．県外の研修に派遣できない状況に対

しては，県単位での出張講座3)，人材育成のためのスペ

シャリスト育成4)なども実施されており，自治体の状況

に応じた内容と方法等の検討も必要と考えられる．また

筆者らは研修を企画検討する機会において，受講者の立

場でもある自治体職員から，どのような人材をどの研修

に派遣してよいかわからないといった声を聞いている．

このことからも基礎自治体の視点から，基礎的な研修と，

エキスパート育成や幹部等の組織マネジメントに重点を

置いた研修の位置づけを示す必要があると考えられる．  
そこで本研究では，県域を対象とする地域密着型の研

修で求められる研修の内容を示すことを目的として，地

域を限定せずに広域で行われている研修に対して，県域

で行っている研修の位置づけを示し，基礎自治体に対し

て必要とされる研修の検討を行う． 
 
(2)研究の方法と位置づけ 
研修選択の主体者は自治体であることから，基礎自治

体がどのような研修に派遣するのか判断するためには，

基礎自治体自身によって，どのような人材育成を行うの

かの設定が必要と考えられる． 
行政組織における防災の人材育成については多くの自

治体が地域防災計画の中に記載を行っている．しかし具

体的な方針や計画まで策定している自治体は三重県5), 6)な

ど限られている．筆者らは愛知県内の基礎自治体を対象

とした先行研究の調査1)において，危機管理職員の人材
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育成について具体的な計画や予算の確保が行われている

か尋ねている．結果は回答した40自治体のうち，計画を
定め予算を確保していると回答したのは5自治体，計画は
ないが予算は確保しているが28自治体，計画も予算確保
もしていないとの回答が7自治体であった．計画を定めて
いると回答した自治体のうち3自治体にヒアリングを行っ
たところ，初任者を共創センターの研修に派遣し，経験

年数のある職員を県外のエキスパート育成型の研修に派

遣する等の大まかな区分けはあったが，どのような能力

を向上させるかといった目的，目標を定めた人材育成計

画は作成されていなかった．  
危機管理部局に限らず行政職員の人材育成については，

地方公務員法第39条で研修を受ける機会の供与が規定さ
れている．また「地方自治・新時代に対応した地方公共

団体の行政改革推進のための指針」において「長期的か

つ総合的な観点で職位の能力開発を効果的に推進するた

めの，人材育成の目的，方策等を明確にした人材育成に

関する基本方針」（以降，人材育成基本方針）の策定が

求められている．総務省が行った調査7)（2021年4月時点）
では人材育成基本方針の策定率は都道府県，指定都市，

市区町村計1,788団体のうち1,702団体（95.2％）と高い水
準となっている (2)．これら全体計画に対し防災にも関連

する分野では，消防8)や上下水道9)，保健師10), 11)等が人材

育成方針を定めている．しかし前述の通り危機管理職員

や，発災時には災害対応に当たることになる関連部局職

員を含めた防災の人材育成方針及び計画はほとんど作ら

れていない． 
本研究の方法として，筆者らが基礎自治体と共に暫定

的な人材育成計画の検討を行い，その結果と検討参加者

へのヒアリング内容の考察から，県域を対象とする研修

で必要とされる研修内容と実施上の課題を示す．本稿で

は2章にて人材育成計画の検討過程を示すと共に，3章で
人材育成計画上の災害対応の目標像の設定，4章で目標実
現のために必要な能力と研修内容の検討，5章で基礎自治
体による検討結果を示す．6章では結果の考察，7章では
まとめを行う．  
これまで既往研究では，人材育成カリキュラムの作成

手順12)，研修・訓練システムの開発と運用13)，研修プロ

グラムの効果測定14) ，防災人材の目標像と備えるべき知
識やスキル等の検討15)など，どのような能力が必要され，

どのように身に着けさせるのかといった方法と評価手法

について研究が行われている．また実際に県域を対象と

した研修の取組3)や，人材育成のために組織内にスペシ

ャリストを育成するといったアプローチに関する研究4)

が行われている．しかし研修・訓練を選択する立場であ

る行政組織側がどのように人材育成計画を組み立ててい

くのかといった研究はほとんど行われていない．本研究

は県域を対象とした地域密着型の研修のあり方を示す研

究であると共に，基礎自治体の防災人材育成計画策定の

試行的な研究としても位置づけられる． 
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共創センター 基礎自治体 
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 名古屋市職員：1名 
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 大学防災担当参事：1名 

 指定都市1市：1名 

 中核市4市：4名 

 一般市1市：1名 

 町村1町：2名 

（うち1名は県から派遣） 
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でに実施している研修・訓練と今後希望する研修・訓練

の位置付けの検討を行った（図1）．検討のためにワーキ
ングを，2021年11月から2022年1月まで3回に渡り対面と
オンラインの併用で開催した．また第2回ワーキングと第
3回ワーキングの間に準備回を実施した（図2）． 検討ワ
ーキングの構成員は，自治体の状況と自治体規模による

違いも把握するため，指定都市1市，中核市4市，一般市1
市，町村1町の危機管理職員とした．共創センター側は県，
名古屋市の危機管理職員と大学研究者で構成した（表1）．
主な検討の方法として，ディスカッションに加えて，小

関ら16)のメタルーブリックの開発プロセスを参考にマト

リックス表を用いた段階的，階層的な検討を行った． 
第1回ワーキングはディスカッション方式で災害対応の

目標像の意見交換を行った．また参考資料として2019年
度に共創センターと名古屋大学減災連携研究センター自

治体研究会で行った職位別の災害対応の際に必要となる

能力と知識のワークショップ結果17)を提示した． 
第1回の検討の結果を踏まえ，共創センター側では災害

対応のレベル別・対象別の目標像のマトリックス表を作

成し，第2回ワーキングの前に参加者へ事前配布を行った．
また目標像と対応する必要な能力の事前検討を依頼した． 
第2回のワーキングではディスカッションにより目標像

を固めると共に，目標像と対応する必要な能力及び研修

内容の意見出しを行った．多様な意見が出たことから第2
回ワーキング後に，第3回の準備会として，基礎自治体か
らは被災地応援等で災害対応経験のある職員2名と名古屋
市職員，教員1名で意見の再整理と追加の検討を行った．
また第3回ワーキングの前にはレベル別，対象別の必要な
能力に対して，自身の自治体で実際に想定される対象者

と，内部で実施する場合，外部に派遣する場合を想定し

たマトリックス表の記入を依頼した． 
第3回のワーキングではこれら検討結果を持ちより，検

討内容や検討上の課題を共有した．また検討結果を踏ま

えて今後共創センターで求められる研修内容について意

見交換を行った． 

３．災害対応における目標像の設定 
 
 本章では検討の第1段階である目標像の設定結果につい
て示す（図3）． 
 
(1) 対応レベルと対象者の設定 
検討のはじめに対応レベルと対象者の設定を行った．

災害対応の目標像を設定する上でまず課題となったのは

レベルをどのように設定するかであった．経験年数や役

職，役割など検討を行った．しかし自治体の規模により

職員数が異なることや，役職の呼称や位置付けが異なる

場合があり，具体的な呼称を用いることは避けることと

した．組織として着目したときに，災害の規模が大きく

なるほど動かさなくてはならない組織の数が増え，マネ

ジメントの重要性が高まる．このため，組織的対応と災

害規模を照らし合わせてレベルの設定を行った．レベル

1（L1）は局所的な災害で危機管理部署と関連部署で対
応できる規模，レベル 2（L2）は単独自治体で起こる災
害で全庁的な対応を求められる規模，レベル 3（L3）は
広域災害で他自治体等との連携や調整を必要とする災害

規模と設定した． 
L1 の災害対応目標像は組織の中で「自身が何をすべき
かわかり，実行できる」とし，次いで L2は「自部局が何
をすべきか，また関連部局と連携すべきことがわかり，

実行できる」とした．L3 は「自治体として何をすべきか，
また関連組織と連携すべきことがわかり，実行できる」

と設定した． 
対象者の区分については「危機管理職員」，「首長・幹

部職員」，「関連部局職員」の 3 分類とした．首長と幹
部職員は分けるべきではないかとの議論もあったが，幹

部職員は首長の役割を理解しておく必要があるとの考え

からここでは一つの分類とした(3)． 
 
 

 

目標像 首長・幹部職員 危機管理職員 関連部局職員
L3:
自治体として何をす
べきか，また関連組
織と連携すべきこと
がわかり，実行でき
る

住民の代表（首長），組織の長，対
外交渉者
• 被災地で求められることを見越し
て自治体としての方針が決定でき
る

首長・幹部が意思決定するための補
佐
• 被災地で求められることを見越し
て自治体としての方針決定の支援
ができる

首長・幹部が意思決定するための情
報等の提示
• 被災地で求められることを見越し
て自治体としての方針決定に必要
な情報の提示ができる

• 全庁的な対応体制が構築できる • 全庁的な対応体制のために、部局
横断の連携体制を調整できる

• 全庁的な対応体制のために、他部
局との連携体制を構築できる

• 国，県，他自治体など他組織との
交渉や協働体制の構築ができる

• 国，県，他自治体など他組織と交
渉・協働すべき内容が分かり提
示・調整ができる

• 国，県，他自治体などの関連組織
と調整して業務が実行できる

• 市民に状況・方針の提示・共有が
できる

• 市民に状況・方針を提示・共有す
るための内容・方法の提示ができ
る

• 市民に共有すべき内容の提示がで
きる

L2:
自部局が何をすべき
か，また関連部局と
連携すべきことがわ
かり，実行できる

• 被災地で求められることを見越し
て，部局間での連携体制を構築で
きる

• 被災地で求められることを見越し
て，部局間での連携体制を調整で
きる

• 被災地で求められることを見越し
て，他部局との連携体制を構築で
きる

• 被災地で求められることを見越し
て，自部局の対応体制を構築して
業務が実行できる

• 被災地で求められることを見越し
て，自部局の対応体制を構築して
業務が実行できる

L1:
自身が何をすべきか
わかり，実行できる

• 自身の役割を理解して災害対応業
務が実行できる

• 自身の役割を理解して災害対応業
務が実行できる

被
災
・
災
害
対
応
レ
ベ
ル

 
図 3 検討段階① レベル別・対象別の災害対応目標像の検討結果 
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図 5 検討段階② 首長・幹部職員の目標像と目標像の実現に必要な能力，研修・訓練内容の検討結果 

 
図 6 検討段階② 関連部局職員の目標像と目標像の実現に必要な能力，研修・訓練内容の検討結果 

目標像 危機管理職員 必要な能力（知識・技能・心構え等） 研修・訓練の内容
L3:
自治体として
何をすべきか，
また関連組織
と連携すべき
ことかわかり，
実行できる

首長・幹部が意思決定するための補佐
• 被災地で求められることを見越して自
治体としての方針決定の支援ができる

•首長や幹部の役割の仕立て・誘導ができる
•意思決定のために複数の選択肢を提示できる
•全庁的な対応体制構築のための意思決定機会が
作れる

•部局横断で対応すべき内容を提示できる
•資源の充足の見通し、調達、再配分ができる
•自治体外の他組織の役割を理解し，状況を見越
して支援要請を行い，調整すべき内容を提示で
きる

•災害時のリーダー，首長・幹部の役割と特性
が理解できる

•状況に応じて複数の判断ができる
•連携して行うべき業務が洗い出せる
•作業見通しを立て資源算定・配分を考えるこ
とができる

•他組織の役割が理解できる
•外部と関係性が作られ，具体的な連携内容が
確認できる

•報道関係者と関係性が作れる
•外部連携を前提とした災害対策本部の運営の
実態を理解できる

•県や関係部局における会議の実態

• 全庁的な対応体制のために、部局横断
の連携体制を調整できる

• 国，県，他自治体など他組織と交渉・
協働すべき内容が分かり提示・調整が
できる

• 市民に状況・方針を提示・共有するた
めの内容・方法の提示ができる

L2:
自部局が何を
すべきか，ま
た関連部局と
連携すべきこ
とがわかり，
実行できる

• 被災地で求められることを見越して，
部局間での連携体制を調整できる

•災害対応における全体像を把握できる
•必要な情報を集約し，不確定な状況でも判断・
決断できる

•関係法の柔軟な運用ができる
•状況に応じた広報のあり方を理解している
•計画を臨機応変に変更・立案できる
•災害時の自治体内の事務分掌を理解している
•災害時に連携すべきことことがわかる
•調整のイニシアティブを取れる

•地域特性から起きそうなことをイメージでき
る

•関係法の活用方法、活用事例が学べる（受援
計画との関連など）

•災害時の広報が理解できる
•連携する中で防災局の役割、連携の必要性、
他部局の業務内容、連携する業務を理解し、
実践できる

•災害対策本部の運営の実態を知ることができ
る（成功事例など）

• 被災地で求められることを見越して，
自部局の対応体制を構築して業務が実
行できる

L1:
自身が何をす
べきかわかり，
実行できる

• 自身の役割を理解して災害対応業務が
実行できる

•関係法・計画の内容と実際を理解している
•地域のハザードを理解し，災害対応をイメージ
して，災害の見通し予測ができる

•住民の困ることを読み取れる
•災害対応の全体像と自部署の役割がわかる
•適切に状況の報告・連絡ができる

•体験談など実情がわかる
•地域でハザードの説明できる
•モチベーションを持てる・与える
•関係法の背景を理解できる
•各種システムの理解、操作訓練
•災害時、復旧復興時の役割、業務を理解して
いる

•率先市民であること。自ら取り組んでいる防
災対策を具体的に説明できる諸君であること。

被
災
・
災
害
対
応
レ
ベ
ル

目標像 首長・幹部職員 必要な能力（知識・技能・心構え等） 研修・訓練の内容

L3:
自治体として
何をすべきか，
また関連組織
と連携すべき
ことかわかり，
実行できる

住民の代表（首長），組織の長，対外交
渉者
• 被災地で求められることを見越して自
治体としての方針が決定できる

•災害時のリーダーのあり方を理解している
•限られた情報から先を見越して早急に決断する
ことができる

•最悪の事態を想定して優先すべき事項の判断が
できる

•幹部・職員を育成し，状況に応じたアドバイ
ザーを確保している

•権限を委譲できる
•近隣自治体，関連機関と連携を取り，必要な情
報の開示と応援の調達ができる

•対応が不完全であっても率直に情報開示ができ
る

•総括支援員の制度を理解できる、関係機関と
連携する枠組みを理解できる

•組織の在り方を柔軟に変更できる（人的資源
の配分、リソースを活用できる）、事例

•災害対応に適した平時の組織体系の在り方が
分かる

•交渉するうえでの他団体の役割、構造を理解
できる、コネクションを作れる

•リーダーシップを育成できる（他自治体の応
援職員を先導できる）

• 全庁的な対応体制が構築できる

• 国，県，他自治体など他組織との交渉
や協働体制の構築ができる

• 市民に状況・方針の提示・共有ができ
る

L2:
自部局が何を
すべきか，ま
た関連部局と
連携すべきこ
とがわかり，
実行できる

• 被災地で求められることを見越して，
部局間での連携体制を構築できる

•過去の教訓を理解している
•災害から市民を守る意識を持っている
•市民・協力者に向かって発信すべき内容を理解
している

•対応状況や見通しの報告を提示させることがで
きる

•災害の見通しを踏まえ住民の困ることを読み取
れる

•災害対応における連携の課題と必要性を理解し，
担当を決めることができる

•失敗事例を知り、心構え、判断力を身に着け
ることができる

•災害広報の在り方を理解できる
•災害発生、災害対応のタイムラインを理解で
きる

•過去の教訓から課題を理解できる
•コミュニケーション能力の向上
•組織全体の役割を理解できる

被
災
・
災
害
対
応
レ
ベ
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目標像 関連部局職員 必要な能力（知識・技能・心構え等） 研修・訓練の内容
L3:
自治体として
何をすべきか，
また関連組織
と連携すべき
ことかわかり，
実行できる

首長・幹部が意思決定するための情報等
の提示
• 被災地で求められることを見越して自
治体としての方針決定に必要な情報の
提示ができる

•意思決定のために複数の選択肢を提示できる
•自部局が関係し部局横断で対応すべき内容を提
示できる

•資源の充足の見通し、調達、再配分ができる
•自治体外の他組織の役割を理解し，状況を見越
して支援要請を行い，調整すべき内容を提示で
きる

•状況に応じた広報の内容を理解している

•状況に応じて複数の判断をする
•連携して行うべき業務が洗い出せる
•作業見通しを立て資源算定・配分を考える
•他組織の役割が理解できる
•外部と関係性が作られ，具体的な連携内容が
確認できる

•県や関係部局における会議の実態
•他組織との交渉能力を身につける、コネク
ションを作れる（復旧復興に関するお金（仮
設住宅、災害救助法など）の交渉に必要）

• 全庁的な対応体制のために、他部局と
の連携体制を構築できる

• 国，県，他自治体などの関連組織と調
整して業務が実行できる

• 市民に共有すべき内容の提示ができる

L2:
自部局が何を
すべきか，ま
た関連部局と
連携すべきこ
とがわかり，
実行できる

• 被災地で求められることを見越して，
他部局との連携体制を構築できる

•必要な情報を集約し，不確定な状況でも判断で
きる

•関係法の柔軟な運用ができる
•計画を臨機応変に変更・立案できる
•平時と災害時業務の並立や切り替えができる
•他部局と連携すべきことを理解している

•地域特性から起きそうなことをイメージでき
る

•関係法の活用方法、活用事例が学べる（受援
計画との関連など）

•連携の必要性、他部局の業務内容、連携する
業務を理解できる、実践できる

• 被災地で求められることを見越して，
自部局の対応体制を構築して業務が実
行できる

L1:
自身が何をす
べきかわかり，
実行できる

• 自身の役割を理解して災害対応業務が
実行できる

•関係法・計画の内容と実際を理解している
•地域のハザードを理解し，災害対応をイメージ
して，災害の見通し予測ができる

•住民の困ることを読み取れる
•災害対応の全体像と自部署の役割がわかる
•適切に状況の報告・連絡ができる

•体験談など実情がわかる
•ハザードを理解できる
•モチベーションを持てる
•関係法の背景を理解できる
•各種システムの理解、操作訓練
•災害時、復旧復興時の役割、業務を理解して
いる

被
災
・
災
害
対
応
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ル

326



 

 

4 
 

 
図 4 検討段階② 危機管理職員の目標像と目標像の実現に必要な能力，研修・訓練内容の検討結果 

  
図 5 検討段階② 首長・幹部職員の目標像と目標像の実現に必要な能力，研修・訓練内容の検討結果 

 
図 6 検討段階② 関連部局職員の目標像と目標像の実現に必要な能力，研修・訓練内容の検討結果 

目標像 危機管理職員 必要な能力（知識・技能・心構え等） 研修・訓練の内容
L3:
自治体として
何をすべきか，
また関連組織
と連携すべき
ことかわかり，
実行できる

首長・幹部が意思決定するための補佐
• 被災地で求められることを見越して自
治体としての方針決定の支援ができる

•首長や幹部の役割の仕立て・誘導ができる
•意思決定のために複数の選択肢を提示できる
•全庁的な対応体制構築のための意思決定機会が
作れる

•部局横断で対応すべき内容を提示できる
•資源の充足の見通し、調達、再配分ができる
•自治体外の他組織の役割を理解し，状況を見越
して支援要請を行い，調整すべき内容を提示で
きる

•災害時のリーダー，首長・幹部の役割と特性
が理解できる

•状況に応じて複数の判断ができる
•連携して行うべき業務が洗い出せる
•作業見通しを立て資源算定・配分を考えるこ
とができる

•他組織の役割が理解できる
•外部と関係性が作られ，具体的な連携内容が
確認できる

•報道関係者と関係性が作れる
•外部連携を前提とした災害対策本部の運営の
実態を理解できる

•県や関係部局における会議の実態

• 全庁的な対応体制のために、部局横断
の連携体制を調整できる

• 国，県，他自治体など他組織と交渉・
協働すべき内容が分かり提示・調整が
できる

• 市民に状況・方針を提示・共有するた
めの内容・方法の提示ができる

L2:
自部局が何を
すべきか，ま
た関連部局と
連携すべきこ
とがわかり，
実行できる

• 被災地で求められることを見越して，
部局間での連携体制を調整できる

•災害対応における全体像を把握できる
•必要な情報を集約し，不確定な状況でも判断・
決断できる

•関係法の柔軟な運用ができる
•状況に応じた広報のあり方を理解している
•計画を臨機応変に変更・立案できる
•災害時の自治体内の事務分掌を理解している
•災害時に連携すべきことことがわかる
•調整のイニシアティブを取れる

•地域特性から起きそうなことをイメージでき
る

•関係法の活用方法、活用事例が学べる（受援
計画との関連など）

•災害時の広報が理解できる
•連携する中で防災局の役割、連携の必要性、
他部局の業務内容、連携する業務を理解し、
実践できる

•災害対策本部の運営の実態を知ることができ
る（成功事例など）

• 被災地で求められることを見越して，
自部局の対応体制を構築して業務が実
行できる

L1:
自身が何をす
べきかわかり，
実行できる

• 自身の役割を理解して災害対応業務が
実行できる

•関係法・計画の内容と実際を理解している
•地域のハザードを理解し，災害対応をイメージ
して，災害の見通し予測ができる

•住民の困ることを読み取れる
•災害対応の全体像と自部署の役割がわかる
•適切に状況の報告・連絡ができる

•体験談など実情がわかる
•地域でハザードの説明できる
•モチベーションを持てる・与える
•関係法の背景を理解できる
•各種システムの理解、操作訓練
•災害時、復旧復興時の役割、業務を理解して
いる

•率先市民であること。自ら取り組んでいる防
災対策を具体的に説明できる諸君であること。

被
災
・
災
害
対
応
レ
ベ
ル

目標像 首長・幹部職員 必要な能力（知識・技能・心構え等） 研修・訓練の内容

L3:
自治体として
何をすべきか，
また関連組織
と連携すべき
ことかわかり，
実行できる

住民の代表（首長），組織の長，対外交
渉者
• 被災地で求められることを見越して自
治体としての方針が決定できる

•災害時のリーダーのあり方を理解している
•限られた情報から先を見越して早急に決断する
ことができる

•最悪の事態を想定して優先すべき事項の判断が
できる

•幹部・職員を育成し，状況に応じたアドバイ
ザーを確保している

•権限を委譲できる
•近隣自治体，関連機関と連携を取り，必要な情
報の開示と応援の調達ができる

•対応が不完全であっても率直に情報開示ができ
る

•総括支援員の制度を理解できる、関係機関と
連携する枠組みを理解できる

•組織の在り方を柔軟に変更できる（人的資源
の配分、リソースを活用できる）、事例

•災害対応に適した平時の組織体系の在り方が
分かる

•交渉するうえでの他団体の役割、構造を理解
できる、コネクションを作れる

•リーダーシップを育成できる（他自治体の応
援職員を先導できる）

• 全庁的な対応体制が構築できる

• 国，県，他自治体など他組織との交渉
や協働体制の構築ができる

• 市民に状況・方針の提示・共有ができ
る

L2:
自部局が何を
すべきか，ま
た関連部局と
連携すべきこ
とがわかり，
実行できる

• 被災地で求められることを見越して，
部局間での連携体制を構築できる

•過去の教訓を理解している
•災害から市民を守る意識を持っている
•市民・協力者に向かって発信すべき内容を理解
している

•対応状況や見通しの報告を提示させることがで
きる

•災害の見通しを踏まえ住民の困ることを読み取
れる

•災害対応における連携の課題と必要性を理解し，
担当を決めることができる

•失敗事例を知り、心構え、判断力を身に着け
ることができる

•災害広報の在り方を理解できる
•災害発生、災害対応のタイムラインを理解で
きる

•過去の教訓から課題を理解できる
•コミュニケーション能力の向上
•組織全体の役割を理解できる

被
災
・
災
害
対
応
レ
ベ
ル

目標像 関連部局職員 必要な能力（知識・技能・心構え等） 研修・訓練の内容
L3:
自治体として
何をすべきか，
また関連組織
と連携すべき
ことかわかり，
実行できる

首長・幹部が意思決定するための情報等
の提示
• 被災地で求められることを見越して自
治体としての方針決定に必要な情報の
提示ができる

•意思決定のために複数の選択肢を提示できる
•自部局が関係し部局横断で対応すべき内容を提
示できる

•資源の充足の見通し、調達、再配分ができる
•自治体外の他組織の役割を理解し，状況を見越
して支援要請を行い，調整すべき内容を提示で
きる

•状況に応じた広報の内容を理解している

•状況に応じて複数の判断をする
•連携して行うべき業務が洗い出せる
•作業見通しを立て資源算定・配分を考える
•他組織の役割が理解できる
•外部と関係性が作られ，具体的な連携内容が
確認できる

•県や関係部局における会議の実態
•他組織との交渉能力を身につける、コネク
ションを作れる（復旧復興に関するお金（仮
設住宅、災害救助法など）の交渉に必要）

• 全庁的な対応体制のために、他部局と
の連携体制を構築できる

• 国，県，他自治体などの関連組織と調
整して業務が実行できる

• 市民に共有すべき内容の提示ができる

L2:
自部局が何を
すべきか，ま
た関連部局と
連携すべきこ
とがわかり，
実行できる

• 被災地で求められることを見越して，
他部局との連携体制を構築できる

•必要な情報を集約し，不確定な状況でも判断で
きる

•関係法の柔軟な運用ができる
•計画を臨機応変に変更・立案できる
•平時と災害時業務の並立や切り替えができる
•他部局と連携すべきことを理解している

•地域特性から起きそうなことをイメージでき
る

•関係法の活用方法、活用事例が学べる（受援
計画との関連など）

•連携の必要性、他部局の業務内容、連携する
業務を理解できる、実践できる

• 被災地で求められることを見越して，
自部局の対応体制を構築して業務が実
行できる

L1:
自身が何をす
べきかわかり，
実行できる

• 自身の役割を理解して災害対応業務が
実行できる

•関係法・計画の内容と実際を理解している
•地域のハザードを理解し，災害対応をイメージ
して，災害の見通し予測ができる

•住民の困ることを読み取れる
•災害対応の全体像と自部署の役割がわかる
•適切に状況の報告・連絡ができる

•体験談など実情がわかる
•ハザードを理解できる
•モチベーションを持てる
•関係法の背景を理解できる
•各種システムの理解、操作訓練
•災害時、復旧復興時の役割、業務を理解して
いる

被
災
・
災
害
対
応
レ
ベ
ル
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(2) 対象者とレベル別の目標像の設定 

はじめに L3の組織的な方針決定におけるそれぞれの役
割として，首長・幹部職員は「住民の代表（首長），組

織の長，対外交渉者」，危機管理職員を「首長・幹部が

意思決定するための補佐」，関連部局職員を「首長・幹

部が意思決定するための情報等の提示」と位置付けた． 
これを踏まえ対象者とレベル別の目標像の設定を行っ

た．検討は各対象者とレベルについて前後しながら行わ

れたが，主なワーキングメンバーは危機管理職員であっ

たため，危機管理職員，首長・幹部職員，関連部局職員

の順番で検討が行われることが多かった． 

a) 危機管理職員 

L1 における危機管理職員の目標像は「自身の役割を理
解して災害対応業務が実行できる」とし，L2は「被 
災地で求められることを見越して，部局間での連携体制

を調整できる」，「被災地で求められることを見越して，

自部局の対応体制を構築して業務が実行できる」と設定

した．L3 は「被災地で求められることを見越して自治体
としての方針決定の支援ができる」，「全庁的な対応体

制のために，部局横断の連携体制を調整できる」，「国，

県，他自治体など他組織と交渉・協働すべき内容が分か

り提示・調整ができる」，「市民に状況・方針を提示・

共有するための内容・方法の提示ができる」とした． 
b) 首長・幹部職員 
首長・幹部職員は課員レベルで対応できる災害では報

告等を受ける状態と想定され，L2 レベルからの目標像の
設定を行うこととし，L2 では「被災地で求められること
を見越して，部局間での連携体制を構築できる」とした．

L3 では「被災地で求められることを見越して自治体とし
ての方針が決定できる」，「全庁的な対応体制が構築で

きる」，「国，県，他自治体など他組織との交渉や協働

体制の構築ができる」，「市民に状況・方針の提示・共

有ができる」とした． 
c) 関連部局職員 
関連部局職員は L1では危機管理職員と同じく「自身の

役割を理解して災害対応業務が実行できる」とし，L2 は
「被災地で求められることを見越して，他部局との連携

体制を構築できる」，「被災地で求められることを見越

して，自部局の対応体制を構築して業務が実行できる」

とした．L3 は「被災地で求められることを見越して自治
体としての方針決定に必要な情報の提示ができる」，

「全庁的な対応体制のために，他部局との連携体制を構

築できる」，「国，県，他自治体などの関連組織と調整

して業務が実行できる」，「市民に共有すべき内容の提

示ができる」とした． 
 
 
４.目標像の実現に必要な能力と研修内容の検討 
 
本章では検討の第 2 段階である，目標像の実現に必要

な能力と研修内容の検討結果について示す． 

 

(1) 目標像を実現するための方法の検討 

レベル別，対象別の目標像を設定した後，その実現の

ために必要とする能力と，能力を身に着けるための研

修・訓練内容について危機管理職員（図 4），首長・幹
部職員（図 5），関連部局職員（図 6）別で検討を行った． 

 
 

(2) レベル別の必要な能力と研修内容 

a) 危機管理職員 

危機管理職員は L1では関係法や計画の内容と実際を理
解している，地域のハザードを理解し，災害対応をイメ

ージして災害の見通しを予測できる，住民の困ることを

読み取れるなど，基礎的な知識の習得に加え，予測する

技能等が必要な能力として設定された．またこれらの能

力を身に着けるための研修・訓練として，発災時の実情

が分かる，地域でハザードの説明を行う，関係法の背景

を理解できるといった内容が挙げられた． 
L2 では必要な能力として災害対応の全体像を把握でき
ることや，必要な情報を集約し不確定な状況でも判断・

決断できること，関係法に精通し，被災者の立場に立ち

弾力的な適用を見据えた行動が出来る，状況に応じた広

報のあり方を理解している，といったことが設定された．

これらに対する研修・訓練として地域特性から起きそう

なことをイメージする，関係法の活用方法・活用事例が

学べるものや災害時の広報が理解できるといった内容が

挙げられた． 
L3 では必要な能力として，首長や幹部の役割の仕立
て・誘導が出来る，意思決定のために複数の選択肢を提

示できるといった首長・幹部職員の補佐的能力に加え，

全庁的な対応体制構築のための意思決定機会が作れる，

部局横断で対応すべき内容を提示出来るといった，全庁

的対応構築のための能力，外部の組織の役割を理解し，

状況を見越して支援要請や調整内容の提示が出来るとい

った組織間連携のための能力が設定された．これらに対

する研修・訓練として災害時のリーダーの役割と特性が

理解できる，状況に応じて複数の判断が出来る，連携し

て行うべき業務が洗い出せる，研修で外部との関係性が

作られ具体的な連携内容が確認できる等が挙げられた． 
b) 首長・幹部職員 
首長・幹部職員は L2で必要な能力として過去の教訓を
理解していることや，災害から市民を守る意識を持って

いる，市民・協力者に向かって発信すべき内容を理解し

ている，対応状況や見通しの報告を提示させることが出

来ると言ったことが設定された．このために失敗事例を

知り，心構え，判断力を身に着けることができる研修や，

災害広報のあり方を理解できる研修といったものが挙げ

られた． 
L3 では必要な能力として災害時のリーダーのあり方を
理解している，限られた情報から先を見越して早急に決

断することが出来る，幹部・職員を育成し状況に応じた

アドバイザーを確保している等が設定された．これに対

する研修・訓練として，総括支援員の制度を理解し関係

機関と連携する枠組みを理解できる，リーダーシップを

持った職員の育成ができる等が挙げられた． 
c) 関連部局職員 
関連部局職員は L1で必要な能力と研修・訓練は，危機

管理職員とほぼ同じ内容で設定された．L2 では組織間調
整の中心に立つ危機管理職員とは異なり，他部局と連携

すべきことを理解しているといった主体者としての能力

が設定され，そのために連携の必要性，他部局の業務内

容，連携する業務を理解し実践できる研修・訓練が挙げ

られた．L3 では必要な能力として，自治体外の他組織の
役割を理解し，状況を見越して支援要請を行い，調整す

べき内容を提示できる等が設定され，研修・訓練として

他組織との交渉能力を身につける，コネクションを作れ

る等が挙げられた． 
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表 2 検討段階③-1 基礎自治体による研修派遣検討のための対象・レベル別外部研修の分類案 

 凡例：    レベル 3，    レベル 2，    レベル 1 
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表 2 検討段階③-1 基礎自治体による研修派遣検討のための対象・レベル別外部研修の分類案 

 凡例：    レベル 3，    レベル 2，    レベル 1 
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５．研修対象者と研修実施・派遣内容の検討 

 
本章では検討の第 3段階である，外部研修の位置づけ 

と，基礎自治体による研修対象者と自治体で実施する研

修，派遣する研修内容の検討結果を示す． 
 

(1) 外部研修の位置づけの整理 
第 2 回ワーキングの後，設定された対応レベル・対象

者と目標像，必要な能力と研修内容と照らし合わせて，

各研修機関のホームページや講師を担ったことのある研

究者，受講したことのある自治体職員の意見を基に外部

研修の位置づけを整理し，ワーキング参加者で確認及び

修正を行った．この結果，共創センターで行っている研

修は過去に試験的に行った幹部向け特別研修以外は全て

L1及び L2に位置付けられた（表 2）． 

 

(2) 基礎自治体による検討結果と検討のふりかえり 

 共通した目標像と必要な能力，それに対応する研修等

の内容を検討した後，各基礎自治体は自身の自治体にお

ける対象者の設定と，自治体内で実施する研修・訓練，

県内・県外に派遣する研修・訓練について，すでに実施

しているもの，これから実施したいものの検討を行った．

このうち危機管理職員の結果について図 7 に示す．本節
では実施及び派遣検討の傾向を示すとともに，3 回のワ
ーキング終了後に人材育成の検討に関して各基礎自治体

に個別に行ったヒアリング結果を示す． 
a) 中核市 A市 

中核市 A 市は他の自治体と比較して人口や職員数に対
する危機管理職員の人数が多く，自治体内での研修・訓

練に加え，県外を含めた研修派遣も多く行っている．こ

のため今回設定した危機管理職員に対して実施・派遣す

る研修・訓練はすでに実施しているものがほとんどであ

った．追加の派遣意向として示されたのは L2と L3の人
と防災未来センターへの派遣のみであった．関連部局職

員についても多くの項目が整理され，派遣意向は 1 つで
あった．首長・幹部向け研修はすでに庁内で行っている

訓練等の位置づけが行われた他，外部研修への派遣の追

加意向が示された． 
検討後のヒアリングではこれまで多くの研修・訓練の

実施と派遣を行っていたが，体系的な整理を行っておら

ず，今回の検討で目的を定めて整理できたとの意見が聞

かれた．また管理職が交代する中で組織内でどのような

人材育成を行っているのか引き継ぐためや，エキスパー

トや幹部の育成など，新たに研修の予算を確保するため

の説明資料として有効に使えるとの意見が聞かれた． 
b) 中核市 B市 

中核市 B 市は状況付与型の図上訓練など，独自の取組
を行っているが継続して実施が出来ないなど，系統的な

取り組みが出来ていなかった．初任者研修レベルでしか

外部研修への派遣を行っていなかったが，今回の検討で

はエキスパート育成型の研修への派遣意向が複数示され

ている．また既存の研修以外にも報道対応やファシリテ

ーション力を身に着ける内容への期待が示された．加え

てL2，L3に到達する職員は，自分で学ぶ意識を持つが，
L1 の初任者に危機管理職員としてのマインドを持たせる
ような研修企画への期待が示された．関連部局職員は庁

内で実施する研修・訓練が追加された他，首長・幹部職

員は市長と副市長を対象者として設定し，新たに研修派

遣の意向が示された． 

検討後のヒアリングでは災害対策本部体制の見直しを

図っており，対象者の選定について通常の役職と災害時

の名称が異なる場合があることから，災害時の組織内で

の役割をもとに，自身の自治体に合うように検討したい

との意見が聞かれた． 
c) 中核市 C市 

中核市 C 市の危機管理職員は L1，L2 に対応する外部
研修への派遣は行われていたが，L3 レベルに対応する研
修への派遣はほとんど行われておらず，今回の検討で L3
の外部研修への派遣意向が示された．首長．幹部職員は

全く外部研修には派遣しておらず，今回の検討では L3に
対応する研修への派遣意向が示された． 
 検討後のヒアリングでは，これまで予算がついている

ので継続的に派遣しているが計画的とは言えないこと，

また現在の業務量的に新たに研修を追加することは難し

いため，変更する場合は精査が必要との意見が聞かれた． 

d) 中核市 D市 

中核市 D 市は近年中核市となった自治体で，危機管理
職員の割合も他の中核 3 市と比較して少ない．これまで
庁内の訓練は総合防災訓練しか行っておらず，今回の検

討で危機管理職員，関連部局職員，首長・幹部職員のい

ずれについても，L2，L3に相当する研修・訓練の実施意
向が示された．またこれまで県外の研修へは派遣してお

らず，今後も派遣意向はなかった．また被災地支援を通

した研修効果への期待も示された． 
検討後のヒアリングでは，現在の課員数では県外派遣

は厳しいこと，新たに中核市になったことで求められる

役割が異なってくることを踏まえ，人材育成について再

検討したいとの考えが聞かれた． 
e) 一般市 E市 

一般市 E 市は危機管理職員のうち管理職を除く職員は
3 名である．県外への研修派遣は行っておらず，本検討
でも県内派遣の研修の位置づけが整理された．関連部局

職員について他部局や他機関と連携した実働訓練の意向

が示された．また実際に災害対応経験が乏しく，加えて

関連部局職員の意識向上のため，被災経験や災害対応経

験のある職員や組織による研修への派遣意向が示された． 
検討後のヒアリングでは，そもそも職員数が少ないた

めレベル別で検討することが難しいといったことや，他

部局の研修まで検討の範囲とするのは職員の縦割り意識

から難しく，県の担当部局から検討を促すほうが効果的

ではないかとの考えが聞かれた． 
f) 町村 F町 

F 町は今回検討に参画した自治体の中で最も小規模で
危機管理担当の職員は通常2名である(4)．共創センターの

研修には派遣できているが県外の研修には派遣しておら

ず，今後も県外研修への派遣意向は示されていない．今

回の検討では現在行っている訓練・研修の位置づけが整

理され，庁内で実施するものとして全庁的な災害対策本

部訓練が挙げられている． 

検討後のヒアリングでは危機管理職員が 2 名であるた

めレベル分けという段階ではなく，すべてを担わなくて

はならない状態になっていると述べられた．また組織マ

ネジメントなど L3に対応する研修の必要性は認識してい

るが，危機管理職員の人数が少なく研修のためにまとま

った日数の確保が困難であり，県内で受講できないかと

いった意見が聞かれた．また役場の職員数自体が少ない

ため，L2 の災害対応でも他の基礎自治体や県からの応援

職員派遣がないと立ち行かなくなる恐れがあり，それら 
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を想定した人材育成も必要ではないかとの考えが示され

た．加えて今回はこのように人材育成計画の検討を一緒

に進める機会があったが，小規模自治体では検討の時間

を確保するのが難しいので，人材育成計画を作ること自

体を研修の中で行ってはどうかとの考えも示された． 

g) 指定都市 G市 

G 市は愛知県下自治体の中で唯一の指定都市であり，
行政区制度に基づく組織構成となっており，市役所本庁

の危機管理職員に加え，各区に危機管理担当の職員が配

置されている．自治体内での研修・訓練の実施や外部へ

の派遣はすでに多数行われており，今回は新たな派遣や

実施の考えは示されなかった． 
検討後のヒアリングでは，内部研修に力を入れている

一方で，外部の研修には希望者を派遣しており，体系的

な検討は出来ていないとのことであった．これらの課題

もあり 2021年度に防災人材育成方針を定め 17)，2022年度
に人材育成計画を定める予定となっている． 
 
 
６．求められる研修と検討過程の考察 
 
 ここまで暫定的な人材育成計画の検討過程と結果を示

した．本章では県域を対象とする研修に必要とされる研

修内容を考察する．また自治体側から研修を位置づける

上で作成した人材育成計画の効果と課題を考察する． 

 

(1) 求められる研修の内容 

既往研究 1)で小規模自治体が県外研修に派遣が出来て

いないことは明らかになっているが，今回の検討を通し

て，改めて自治体の規模や防災への取組状況が特に県外

の研修派遣に影響していることが示された．中核市にお

いては A 市のように積極的派遣を行っている自治体に加
え，他の中核市でも人材育成の方針が整理されれば県外

研修派遣の可能性がある．しかし一般市 E市，町村 F町
は職員数の少なさから派遣が困難となっている． 

E市，F町の研修対象者と現在の実施・派遣状況の分類
及びヒアリング結果から，職員数が少ないということは，

数多くの業務をこなすために研修等を受ける時間の確保

が難しいことに加えて，人数がいれば分担して或いはス

テップを踏んで身に着けるスキルを，集中して身につけ

なければならない状況にあることが分かる． 
これらから県域を対象とする研修ではこれまで実施し

ている基礎的な研修に加え，災害対応レベルの高いエキ

スパート育成型の研修や，組織マネジメントを含む幹部

向けの研修が求められていると言える．  
 

(2) 人材育成計画検討の効果と課題の考察 

今回暫定的な人材育成計画の策定を基礎自治体と共に

行った．検討後のヒアリングでは，共通で検討・作成し

たレベル別・対象別の分類，それぞれの目標像の内容，

必要な能力と研修内容については，どの自治体も違和感

はないと回答した．これに基づく各自治体の自組織での
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意見が小規模自治体からは聞かれた．危機管理職員数が

少なく，上記 1 節で示した「求められることが集中して
しまう」ことの裏返しでもあると考えられる．現職の職

員だけを対象として検討することは困難と想定され，他

部局に異動した元危機管理職員や他部局の職員も想定し

た検討の枠組みが必要と考えられる．  
 

 
７．まとめ 
 
本研究では，県域を対象とするような地域密着型の研

修で求められる研修内容を示すことを目的として，研

修・訓練の選択主体者である基礎自治体職員と，研修実

施者である共創センター構成員が共同で暫定的な人材育

成計画を策定した．その中ではレベル別・対象別の災害

対応目標像と，目標像の実現のために必要な能力と研修

内容を設定した．これを踏まえて，共創センター構成員

は外部研修のレベル別・対象別分類を行う共に，各基礎

自治体は実際の対象者の設定と実施・派遣している研

修・訓練，今後必要と考える研修・訓練の位置づけを行

った．その結果と基礎自治体へのヒアリング結果から，

特に危機管理職員の少ない自治体でも災害対応レベルの

高い研修が求められており，県外研修への派遣が難しい

職員に対して受講・派遣しやすい研修の必要性を示した．  
ここでは今後の対応策について述べる．今回得られた

成果を基によりスキルアップを想定した研修や組織マネ

ジメントを修得できる研修・訓練を開発していきたい．

この実現に向け，これまで実施できていなかった要因を

明らかにし，現在オンラインと対面の併用で行っている

研修の展開も検討する．また今回段階的に整理した内容

も用いながら，研修内容の評価方法を含めて検討を行っ

ていきたい． 
今回の検討過程で明らかになった，職員数の少ない自

治体では少人数で多様な内容とほぼすべてのレベルを修

得しなければならない状態の改善は，今後の組織として

の災害対応力の向上と人材育成を考える上での要点のひ

とつと考えられる．方向性として，職員の継続的なスキ

ルアップを目指すことの他，他部局や他組織を含めた役

割とスキルの補完の検討が考えられる．このためにも，

自治体自身が災害対応の目標像を置き，そのためにどの

ような人材育成を行っていくのか，組織としての防災人

材育成方針と計画が必要であると考えられ，その支援を

行って行きたい． 
今後の検討の課題として，今回は暫定的な人材育成計

画の策定を行ったが，その策定方法も含めて検討を行う

必要があると考えている．今回検討に参画した指定都市

が 2021 年度に人材育成方針 18)を定めたのに引き続き，

2022 年度は人材育成計画を定める予定である．別の 1 市
も 2021年度の防災会議で人材育成計画を定める事が決定
しており，これらの検討段階や内容からフィードバック

を得たい．また，今回の検討の対象とした外部研修につ

いて検討メンバーが把握できていない研修も多数あると

考えられる．検討対象を充実させると共に，今回検討し

た外部研修についても出来ればその実施機関等とも共同

で，目標像や対象者等の反映できることが望ましいと考

えている． 
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(1) 回答 41自治体のうち，県内の研修である共創センターの研

修に派遣を行っていると回答したの 35自治体であるのに対
し，県外の研修に派遣を行っていると回答したのは 19自治
体であった． 

(2) 同報告で「組織理念」を設定済なのは 1,197団体（66.9%），
「求める人材像」は 1,614団体（90.3%）となっている． 

(3) 今回は首長と幹部職員を同じ枠内で検討を行ったため，幹
部職員による首長に対する役割等の検討は不十分であった． 

(4) F 町には本検討当時，県から職員派遣が行われており 3 名
体制となっていた． 
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  There have been many cases in which people with disabilities, the elderly, and others who need special support at the 
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１．はじめに 
 
(1) 研究背景 

東日本大震災では障がい者の死亡率が全体の死亡率に

対して 2 倍程度となることがわかった 1)． この状況は東

北 3 県の全てに当てはまったわけではなく，障がいのあ

る人たちが在宅で生活ができる福祉のまちづくり施策が

進んでいた宮城県でのみ，障害のある人の死亡率（2.6％）

が高く，東日本大震災で被災した東北 3 県全体での死亡

率（1.1％）の 2.3 倍になっていた 2)．

このように，宮城県における死亡率が高くなった原因

は，平時の保健・福祉サービスと災害時の緊急対策が分

断していたことが挙げられる．平時は，障がい者や高齢

者が在宅で生活できるように，福祉部局主導で様々なサ

ービスや制度が整えられてきたが，災害時の対策は防

災・危機管理部局や地域の自主防災組織・自治会などに

任されてきた．この分断が，要配慮者に被害が集中しや

すい状況を生み出したと言える 3）．

このように，要配慮者に被害が集中する主な原因とし

て，防災と福祉の分断が挙げられるが，2021（令和 3）
年 月に公布・施行された災害対策基本法は，この課題

を解決するための第一歩となる改正を取り入れた．この

「改正災害対策基本法」では，高齢者や障がい者などの

避難行動要支援者（以下，要支援者）のうち「真に支援

が必要な方」については個別避難計画の作成を市町村の

努力義務とした（49 条の 14）4）．災害対策基本法改正に

伴い，公開された「避難行動要支援者の避難行動支援に

関する取組指針」（以下，新ガイドライン）には，個別

避難計画の作成が 7 つのステップに分けて示されている

（図 1）．これらは 2016 年 4 月から始まった大分県別府

市での取り組み（別府モデル）や 2018 年に始まった兵庫

県市町での横展開事業を参考に，行政側の対応で必須と

みなされた「庁内外の連携促進体制づくり」（ステップ

1）と，「支援の優先度決め」（ステップ 2） を新規に

盛り込んだものである 5）．

ステップ 1 は，庁内外における推進体制の整備と個別

避難計画の作成・活用方針の検討である．ここでは，取

り組み内容を協議，調整，検証するなど事業を推進する

ためのプラットフォームとなる協議会や連絡会議などを

設置することが望ましい．

ステップ 2 は，個別避難計画作成の優先度に基づく対

象地区・対象者の選定である．ここでは避難行動要支援

者リスト掲載者の中で「真に支援が必要な方」の絞り込

みを行う．

ステップ 3 は，福祉や医療関係者などに対する個別避

難計画の意義（目的，制度概要，作成の必要性など）や

事例の説明を行う．

ステップ 4 は，災害時に要支援者の避難支援に協力し

てもらう自主防災組織や地区住民に，個別避難計画の意

義や事例の説明を行う．

ステップ 5 は，市町村における要支援者の基礎情報の

収集および関係者との事前調整等である．ここでは個別

避難計画作成の優先度に基づいて要支援者の基礎情報を

確認し，避難支援等実施者へ協力を働きかける．

ステップ 6 では，市町村職員，本人・家族，福祉専門

職や，地域の自治会・民生委員などの参画による地域調

整会議における検討を踏まえて個別避難計画を作成する．

ステップ 7 では，作成した個別避難計画の実効性を向

地域安全学会論文集 No.41, 2022.11

333



 

2 

上したり改善をするために避難訓練を実施するなど，計

画は一度作成したら終わりではなく，継続的に実行しな

がら改訂していくということである．

以上のような 7 つのステップに沿って，個別避難計画

作成の取り組みが示されているが，詳細で具体的な内容

については，実施する各自治体の裁量に任されていると

言って良い．

(2) 先行研究 
災害対応分野においては，業務実態分析や業務プロセ

スを明らかにするために，フローチャート等を用いて明

確化する研究が行われている．例えば田口他（2003）で

は神戸市地域防災計画から災害応急対策の手順を分析し，

部門間連携フローチャートを用いて対応活動の全体像に

おける個別業務の位置づけ，各局の相互関係，重要な意

思決定の判断，業務の前後関係などについて明らかにし

た ．また高島他（2006）では，被災者生活再建支援業

務のエスノグラフィー調査に基づいて，支援サービスが

提供されるまでに行政や被災者が行う作業や両者間での

やり取りの工程を業務フロー図を用いて整理した 8)．近

藤他（2007）では，災害対応記録やヒアリング調査分析

から，業務構造，業務分析等を行い，組織として防災力

向上を促す環境整備のための知見を整理した 9)．

これらの先行研究を見習い，現時点で詳細が明らかに

なっていない個別避難計画作成業務に関して実態調査・

分析を行い整理をしていくことは，同業務に取り組もう

としている他自治体にとって参考となりうる．

(3) 研究目的 
本研究では，内閣府の取り組み指針で示された新ガイ

ドラインの業務ステップに沿った業務実態を明らかにす

ることを目的に，本事業を担当する滋賀県高島市社会福

祉課の視点から，業務のフローチャートを使って業務手

順を明らかにする．業務手順を明らかにすることによっ

て，他自治体においても本事業を始めるにあたっての具

体的なプロセスを提示し，参考にできるようにする．

そしてもう一つの目的として，要綱化・マニュアル化

などの行政文書の一つとして継続されるための一助とな

ることである．行政では一つの業務が継続的に実施され

るためには，要綱やマニュアルに残し，担当者が変わっ

たとしても引き継ぎが行われることが必要である．例え

ば，新潟県上越市においては，福祉避難所への直接避難

の調整プロセスについて，詳細なマニュアルを公開して

いる ）．このマニュアルは上越市ホームページ上で一般

公開されており，誰でも閲覧することができる．このマ

ニュアルでは市職員が福祉避難所の指定から個別避難計

画の作成・更新をすることや，福祉避難者に避難する対

象者を事前調査し，必要な人については訪問調査を行う

ことが記載されている．非常に手間暇がかかる調整プロ

セスであるが，当初にマニュアルを作成した職員が異動

した後も受け継がれており，業務が継続されている．こ

れはマニュアル化していることから「本業務は実施する

ことが当然である」という行政の掟に従っているからで

ある．

２．研究方法 
 
(1) 分析対象 
本研究では，個別避難計画作成に先進的に取り組んで

いる滋賀県高島市の健康福祉部社会福祉課の動きを対象

として調査を行った．本研究で高島市を分析対象に選ん

だ理由として，個別避難計画作成事業において，新ガイ

ドラインに沿った手順に従って事業を進めている自治体

であり，高島市が全国の自治体に先駆けて取り組みを開

始していることがわかったからである．本研究は高島市

健康福祉部社会福祉課が事業を進める上での行動，担当

課から関係者・関係機関等への働きかけの実態を分析対

象としたものであり，社会福祉課職員へのヒアリングを

行ったものである．しかし本研究の目的として，一担当

者の動きよりも，担当部局としての動きをフローチャー

トとしてまとめることで，より汎用性が高いものとなる

ことから，意識的に課としての動きを捉えた．課や部と

して事業を進めるためには，担当者は所属課・所属部の

上司への説明，それに伴う資料作成等を行っているが，

本研究では一担当者が課内での承認を得た後の動きを示

している．高島市の場合は，個別避難計画作成の担当部

局は福祉部局であるため，メインアクターとして福祉部

局を中心とした動きを設定しているが，自治体によって

は，この担当部局が防災・危機管理部局であることも考

えられる． 
なお，本研究の範囲としては，ステップ 1 からステッ

プ 5 までを対象とする．これはインタビューをする上で

わかったことであるが，ステップ 1 からステップ 5 まで

は個別避難計画作成事業が実際に機能するための構築段

階である．次のステップ 6 からステップ 7 は，個別避難

計画を作成し，運用していく上で必要となるが，今回の

範囲からは除外することとした． 
 

(2) ヒアリング調査 
滋賀県高島市役所で個別避難計画作成を担当する健康

福祉部社会福祉課職員 1 名を対象として，半構造化面接

法を採用し，ヒアリング調査を実施した．その際には，

担当者の 2021 年度の時系列で作成した日報を元に，業務

を遂行する人々，業務を遂行する対象，業務を遂行する

日時やタイミング，業務を遂行する場所や場面，業務の

目的・手段などを聞き取った．ヒアリング時には，業務

図 個別避難計画作成の段取りイメージ
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の実施において作成した書類・文書などを収集した．第

1回目の調査は 2021年 12月 14日，第 2回目の調査は 2022
年 1月 4日に実施し，両調査とも Zoomによるオンライン

方式でヒアリングを行った． 
 

(3) 分析方法

本研究では業務実態の分析を行うため，客観的な事実

を抽出することを主たる分析の要件とした．

分析の手順については，まず，ヒアリング調査内容の

文字起こしを行い，テキスト化した．話者ごとに切片化

したテキストから，「高島市独自の前提条件」，「外部

調整の活動」，「内部調整の活動」，「その他個人的な

能力や要件に関する内容」に分類分けを行った．

本研究で必要な業務フローチャートを作成するにあた

っては，客観的事実である「外部調整の活動」に分類さ

れた事項を整理した．また「高島市独自の前提条件」に

ついては，本事業が高島市で先進的に進んでいることの

要因分析をするために必要であるため，結果と考察の部

分で整理した．

この分類分け作業では，著者ともう一名の協力者に依

頼し 2 名で分類抽出を行った．作業の信頼性を確保する

ため， 両者の判断の一致度を測る「コーヘンのκ（カッ

パ）係数」を用いた．一般的にはκ係数が0.6以上になる

場合に，そのデータは十分に信頼がおけると判定されて

おり 本研究においてはκ係数が 0.75 以上で採用とした
）．

３．結果と分析 

(1)高島市独自の前提条件（ ）

聞き取りをする中で，高島市において個別避難計画作

成の業務が進んだ前提条件として考えられるのが，以下

の項目である．この前提条件とは，高島市健康福祉部社

会福祉課の担当職員へのヒアリングから，話者ごとに切

片化したテキスト文書から「高島市独自の前提条件」に

分類された事項だけを抜き出してテーマごとに整理した

ものである． これらの前提条件の元に，業務フローチャ

ートで示す結果が提示されたと考えるため，事前に提示

したい．

組織文化

高島市は内閣府のモデル事業へ手を挙げているが，健

康福祉部の発意で応募を行った．ボトムアップ発意での

提案であり，担当部局が組織としてこの事業に対して取

り組む前向きな意思があったということである． 
組織体制

避難行動要支援者の担当は元々社会福祉課が担当して

いたため，最初から防災課との棲み分けができていたこ

とが功をなしている．また訪問看護ステーションが市の

組織内にあることで，同じ役所内という感覚で声を掛け

やすく，協力も得やすかったとのことである．市の訪問

看護ステーションが他の看護ステーションのハブ的な存

在になって束ねる役割を果たしていた．また個別避難計

画の担当部署が，民生委員の担当部署でもあったことで，

地域の民生委員に声をかけやすかったことも挙げられる．

さらに高島市では各支所の職員が民生委員の担当を持

っており，彼らが協力をしてくれて一緒に説明に行ける

ことなども，地域の理解を得る手助けとなっている．

組織内上司の支援（事業を理解し，協力してくれる）

所属部署の上司である福祉部長が本事業の趣旨を理解

し，支援をしてくれることである．福祉部長は元保健師

という経歴から，行政職と専門職を束ねることができる

ため，関係者へ声をかける際に有力なバックアップとな

る．また課長，係長級においても，事業を進める上で実

施するなら早めに取りかかることを勧めるなど，支援体

制が整っていることが読み取れる．

組織規模

高島市の職員規模は 550 名程度であり 12)，職員の顔が

見える関係があることで，他部局への依頼がしやすい状

況である．福祉部局は横並びで隣接しているため，一つ

ずつ島を渡っていけばお願いができる環境であることが

大きい．ここで言う島とは「部署，課や係の単位で職員

の机をまとめて島型に配置しているもの」を指す．

また本事業担当者は，現在入庁 13 年目で過去に人事部

を経験していたことからも，大体の職員はお互いに知っ

ている，という状況も影響していると考える．何かをや

り始めようと思って，1 週間で庁内の合意形成を取るこ

とができるという組織規模であることは，大規模自治体

とは違う点であると感じる．

地域のキーパーソンと地域住民の近さ

高島市においては，民生委員は地域と比較的繋がりが

あり，地域に精通している方や元市役所職員などが選ば

れている．また民生委員一人が担当する住民数は大規模

自治体と比較すると少ないと考えられる．地域のキーパ

ーソンと，地域住民（要支援者）との間に顔の見える関

係があり，彼らがどのような状況に置かれているのかよ

く理解しているため，個別避難計画作成事業に理解があ

ったり，協力的であると考える．

障害分野での取り組み実績

高島市では個別避難計画作成の取組は，障害分野で既

に取り組まれていた背景がある 13)14）．高島市では「障が

い者市民のための防災懇談会」が開催され，そこで医療

度の高い重度心身障害者 A 氏の家族から避難時の悩みが

課題提起された．懇談会での課題提起を受けて，2010 年

には「災害時要支援者個別支援プラン連絡会」という行

政，訪問介護ステーション，社会福祉協議会，障がい者

相談支援センター等で構成される連絡会が発足した．

2010 年度中には，災害時個別支援計画作りの進め方や骨

格を協議し，障害者支援機関と当事者，行政が連携して

A 氏のモデル計画作成が行われた．同年に開催された

県・市の総合防災訓練で A 氏の避難シミュレーションを

実施するなど，実効性のある計画となるよう丁寧に作成

された．2012 年には「障がい者自立支援協議会プロジェ

クトチーム」が発足し，勉強会，避難所運営学習会，パ

ンフレット作成などが実施され，高島市全域において個

別避難計画作成を広めるための準備期間として 2014 年ま

でのプロジェクトとしてスタートした．他の要支援者の

計画作成を進めるなかで，実施要領等の骨子も作成され

た．2016 年度には「構成機関会議（ワーキング）」が発

足し，在宅で重度の障害のある方等を対象に，関係機関

共有方式にて対象者をリストアップし，優先順位チェッ

クシート等を活用して計画作成に取り組んできた． 
このように 2008 年から障害分野での取組がスタートし

ていたため，高齢者・医療的ケア児などの他分野への拡

大の試みも，障害分野での取り組みの延長線上として理

解される環境であったことは大きい．役所では新規事業

に取り組むとなった場合，首長（市長）になぜその事業 
を実施するのかを説明・説得することが求められるが，

今までの事業の延長線上でということであれば，理解は

335



 

4 

得やすい． 
また障害分野においては，13 年もの蓄積があるため高

島市独自で作成をした優先順位チェックシート等（2）が

あり，取組に関わり続けている基幹相談支援事業所の協

力のもと，どのような方から計画を作成していくべきか

の優先度付けができているという環境もあった．障害分

野での先行事例をお手本にすることで，高齢者や医療的

ケア児についての手順にも波及させていける優位性があ

ったと考える． 
関係者との協力関係

福祉・医療関係者の善意の協力が取り組みを後押しし

ている印象がある．訪問看護ステーションが高島市組織

内にあることは「組織体制」の中でも触れたが，そこの

所長から福祉担当部局に，医療関係者の関与が大切であ

るというアドバイスを与えており，それによって医療関

係者の関与が促されている．また計画作成の対象者とな

った要支援者の担当医師は，この取り組みが実施される

ことを聞いて，自ら計画に関わることを提案している．

また介護サービス事業者協議会からは福祉避難所訓練

などを実施する際には，福祉部局への相談や訓練視察の

誘いがあるなど，平時からの関係性が作られていること

が示唆される．

また滋賀県庁が進める個別避難計画作成のための「滋

賀モデル」（3）との連携も進めており，研修会や説明会

など県からのオブザーバーも参加するなど県との関係性

が非常に良好であることもうかがわれる．

内閣府モデル事業への採択

冒頭の a）で挙げた利点としてもあるが，初年度の内

閣府のモデル事業に採択されたことで，他自治体担当職

員，内閣府関係者との繋がりができていることが大きい．

定期的に開催される意見交換会などで他自治体とのやり

取りがあることで，情報交換が行われている．モデル事

業に参加していることで，事業に係る研修費用や経費な

どについても，市予算外の経費で事業執行を行えている

ことも，事業を後押しする要因となっていると考える．

また高島市は，内閣府モデル事業を利用した事業実施

を目指していたため，本事業を担当する部局に専任職員

のポストを設けて職員を配置することができていた．

滋賀モデルによる制度的支援

高島市がある滋賀県では県独自で「滋賀モデル」を作

成し，その重要項目として「市町毎に滋賀モデル推進協

議会を設置し取組を推進」することを掲げることで，庁

内・庁外との関係者との連携を制度的に支援している．

この滋賀モデルの内容については滋賀県に先立って本事

業を進めていた兵庫県での個別避難計画作成事業での教

訓が活かされている．その教訓とは，兵庫県で事業を実

施していた 30 市町のうち，事業がうまく進んだ自治体は

8 市町であり，その成功要因として，①事業実施担当者

が覚悟を決めて関係者に越境して事業に取り組んでい

た，②関係者や組織を連結していた，これら①と②の結

果として③当事者の参画，住民や行政，事業者との恊働

が実現した，ということがわかった 15）．成功要因を制

度的に滋賀県の方針に取り入れたことで，高島市での事

業を進める推進力になったとも言える．さらに本研究の

対象である高島市担当職員は，滋賀モデル作成当時は滋

賀県庁に出向しており，滋賀モデル作成に尽力した一人

であり，背景を良く理解していたことも大きい．

(2) 業務フローチャート 
図 3〜図 7は，高島市の福祉担当部局の行動，福祉担当

部局からの視点での活動，各関係者・関係機関への働き

かけ等の業務をフローチャートにしたものである．フロ

ーチャートの記載方法については多種あるが，本研究で

はできるだけシンプルに表現をするために，日本能率コ

ンサルティング（2016）を参考に次の要素を使用した 16）．

・処理：業務フローを構成する作業．

・判断：場合分け，例外処理が発生する場合に使用．

・入出力情報：作業ステップに入力される情報や，作業

ステップから出力される情報を表す．

・進行方向あるいは入出力方向：作業ステップ間の進行

順序を表す．あるいは入出力情報と作業ステップとの

間の入出力の方向を表す．

また，個別避難計画作成事業を進めるにあたって各関係

者・関係機関の名前を以下のように横軸に提示している．

・当事者・家族：個別避難計画作成を実施する当事者や

その家族

・福祉担当部局：個別避難計画の作成を担当する部署

・庁内関係部局：個別避難計画作成にあたって，庁内で

関係する部署．今回の場合では，防災課，障がい福祉

課，地域包括支援課，健康推進課，長寿介護課などの

部署にあたる．

・福祉専門職・福祉事務所等：高齢者の場合の介護支援

相談専門員（ケアマネジャー），障害者の場合の相談

支援専門員，また専門職が所属する事業所などを含む．

・庁外関係機関：個別避難計画作成にあたって，庁外で

関係する他組織・団体．今回の場合では，社会福祉協

議会，訪問看護ステーション，保健所，障害者自立支

援協議会，介護支援専門員連絡協議会，介護サービス

事業者協会連合会などを含む．

・地域・民生委員：地域住民，自治会役員，民生委員・

児童委員，その他地域の団体などを含む．

また恊働で実施をする項目においては，グレーで網掛け

をしている．

以下からステップごとに順を追って説明を行っていく．

条件として，高島市では高齢者，障害者，医療的ケア児

者と 3 つのモデルケースを同時に進めているが，全てが

同時並行で進行している．そのため，各モデルケースで

の活動を全て入れると煩雑になりすぎるため，本研究で

は高齢者でのモデルケースを中心にフローチャートを作

成することにした．

ステップ

まずはステップ 1「庁内外における推進体制の整備，

個別避難計画の作成・活用方針の検討」の活動から検証

をしていく．庁内での推進体制を整備することがステッ

プ 1 で掲げられているが，高島市の場合は，庁内での連

携会議を開催することを目的に，個別避難計画の作成に

連携が必要な庁内他部局への働きかけから始めている．

個別避難計画作成業務を進めるために一緒に動いてもら

う庁内の関係部局としては，障がい福祉課，地域包括支

援課，健康推進課，長寿介護課，防災課などがある．ま

図 フローチャートの凡例
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ずはその主要な部局の課長級の職員へ事業や取組内容の

説明を行った．そこで庁内連携会議への出席についても

4/9 に依頼を行っている．庁内連携会議の趣旨は，庁内で

部局横断的に取組を進めるために，取組の進捗状況等を

共有するために実施するものである．

また4/8には民生委員・児童委員連絡協議会の代表者へ

協議会への参加協力依頼を行っている． 
4/13 には庁内連携会議を実施し，課長協議で協力を依

頼した関係部局には，庁内外における関係者と取組を進

めるためのプラットフォームとしての協議会や実務者レ

ベルでのワーキンググループ（以下 ）の設置のために，

①協議会構成機関の検討及び参画の内諾，②庁内関係所

員の協議会および 会議への参画，③協議会メンバーや

各 会議のとりまとめを行うグループリーダーの選出を

依頼した．会議資料として，担当部局として協議会等メ

ンバーに参画してもらいたい構成機関のリストを提供し

依頼を行っている．

その後，協議会や 会議のメンバーが選出された後に，

4/23 に該当機関所属長とメンバー宛に就任依頼通知を発

送している．庁外には正式な就任依頼文書を送るが，庁

内においては内部システムで就任依頼を行っていった． 
また庁内連携会議では訪問看護ステーションなど医療

に関係する部署から，医療関係者への協力依頼が示唆さ

れたため，4/30 に医師会，薬剤師会，地域医療推進法人

へ助言を依頼する協力依頼を発送している． 
第1回目の協議会・WG会議の日程が確定した時点で，

5/1 に関係者への会議開催通知を発送し，連絡している． 
さらに協議会や WG 会議においては関係部局の部長・

課長レベルに進行役として参加してもらうため，彼らへ

の庁内レクを 5/17，5/21 の 2 回実施している．まず 1 回

目は説明を行って意見をもらい，2 回目では内容確認を

してもらっている． 
5/24 には，第 1 回目の協議会と WG 会議を実施した．

協議会では，内閣府から国として事業の取り組みの説明，

社会福祉課から概要と事業スケジュールの説明，また先

進的に取り組みを進めている市内障害者支援センター職

員から事例説明を行った．WG 会議においては，障がい

者・医療的ケア児者 WG と，高齢者 WG の 2 種類がある

が，同時並行で開催を行った．これまでの取り組み内容

の共有や，優先度チェックシートの検討，アセスメント

シートの内容確認などを行った． 
この第 1 回協議会と WG 会議を開催できたことで，庁

内連携体制が整い，協議する場に関係者を集めることが

できた結果と考えて，ステップ 1 の完了とした． 
ステップ

ステップ 2「計画作成の優先度に基づき対象地区・対

象者を選定する」の活動を検証していく．個別避難計画

作成を誰から優先的に実施していくかの優先度を決める

協議の場として WG 会議での協議準備から始めている．

ここはステップ 1 の庁内連携体制の整備の部分と重なる

部分だが，ステップ 2 から単独で取りかかった場合とし

て今回は整理をする． 
前述したように高島市では実務者レベルで設置した 2

つの WG 会議がある．一つが介護支援専門員を中心とし

た「高齢者 WG 会議」，もう一つが相談支援専門員を中

心とした「障害者・医療的ケア児者 WG 会議」である．

5/1にはそれぞれの WG会議関係者への会議開催通知を発

出することから始めている． 
第 1 回目の WG 会議は第 1 回協議会と同じ 5/24 に実施

している．両 WG 会議においては，ハイリスク層（個別

避難計画を優先的に作成する方々）の決定方法の検討を

行っている．具体的には，優先順位チェックシートの内

容について項目の過不足やハザード状況による点数化な

どを検討，さらにこれまでの障害分野で取り組んできた

アセスメントシートを検証し，高齢分野へ展開するため

の協議を行っている． 
次に第 2 回目の WG 会議に向けた準備として，6/11 に

高齢者 WG 会議の開催通知送付を行い、6/17 には障がい

者・医療的ケア児者 WG 会議の開催通知送付を行ってい

る． 
6/18に第 2回高齢者 WG会議，6/28に第 2回障がい者・

医療的ケア児者 WG 会議を実施し，現行の事例紹介，ア

セスメントシートの内容確認，災害リスクの高い地域に

ついて防災課から説明を行うなど，優先度の検討方法に

ついて協議している． 
その後，7/16，7/21の 2回で優先順位チェックシートに

ついて，居宅介護支援事業所のケアマネジャー達，訪問

看護ステーションの看護師，市職員等で実際に検証を行

い，専門職からも内容について確認を取ることができた． 
検証を行う傍ら，8/5 には介護支援専門員連絡協議会

（ケアマネジャーが所属する協議会）へ優先順位チェッ

クシート記載依頼のための説明会の事前準備のために，

協議会会長，副会長，地域包括支援課長，福祉課長など

を交えた打ち合わせを実施している． 
そして 8/11 の介護支援専門員連絡協議会の場では，参

加した市内事業所のケアマネジャーに向けて個別避難計

画作成の概要，事業取り組みのメリット，現在の進捗報

告，今後のスケジュール報告等の後，優先順位チェック

シートへの記載を依頼している． 
優先順位チェックシートが返却されてきた後，10/1 に

は介護支援専門員連絡協議会の会長，副会長と共に，誰

から個別避難計画作成に取りかかるのかについて協議を

行っている． 
10/12 には優先度の高い当事者・家族に対して，担当ケ

アマネジャーからアポイントを取り付け，個別避難計画

の概要について説明を行い，当事者本人と家族の同意を

得ることができた．この本人・家族同意のプロセスはス

テップ 2 の手順には入っていなかったが，取り組みを進

める上では必須な対応であると思われる．今回は本人・

家族同意を取り付けた時点で，ステップ 2 の完了とした． 
ステップ

ステップ 3「福祉や医療関係者に個別計画の意義や事

例を説明」の活動を検証していく．ここでは，特に福祉

や医療の専門職として当事者の状況を良く知る関係者に，

個別計画の意義を知ってもらうプロセスである． 
高島市は滋賀県が個別避難計画の作成に必要な施策を

まとめた「滋賀モデル」と連携を図りながら事業を進め

ている．まずは年度始めに福祉専門職向けの研修会を計

画しており，その企画は滋賀県との合同で進めていた．

研修会の目的は，本事業のキーパーソンとなる福祉専門

職に個別避難計画作成の重要性，当事者と共に実施する

アセスメント手法，防災分野の基礎知識を習得してもら

うことである．5/14 には滋賀県，有識者との研修会の企

画相談を行っている．  
5/26 には福祉専門職研修を受講してもらいたい福祉関

係者・行政関係者，協議会や WG 会議メンバー，市内の

ケアマネジャー，相談支援専門員，福祉事業所などに対

して研修参加依頼を行っている．そして 5/31 には研修講

師への講師依頼を行っている．今回の研修会では，事前

学習として e-learning の受講が必須であったため，6/3 に 
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図 ステップ のフローチャート
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図 ステップ のフローチャート
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340



 

9 

 
研修参加予定の庁内関係者を一同に集めて一緒に受講で

きる機会を設けている．

研修会では福祉専門職の協力が必要であったため，事 
前のリハーサルを 6/7 に実施し，本番の 6/9 の研修会を迎

えた．研修会当日は，現地参加者 50 名，リモート参加者

100 名が参加する大規模な研修会であった．事前に関係

機関から参加周知と協力を依頼していたことから参加者

が集まったと考えられる． 
今回は，研修会の実施はこの 1 回であったため，研修

会の終了をもってステップ 3 を完了とした． 
ステップ

ステップ 4「避難支援者となる自主防災組織や地区住

民に個別避難計画の意義や事例を説明」の活動を検証し

ていく．ここではいざという時に地域で支援の担い手と

なる地域組織である自治会，自主防災組織，民生・児童

委員などの役員や地域住民に対して説明会や研修を実施

している．ステップ 1 の庁内外連携体制を整備するため

に，民生・児童委員会長向けの説明を実施していたが，

ステップ 4 では含まずに説明する． 
6/28 には赤十字奉仕団の研修会で市に講師依頼があっ

たため，個別避難計画作成事業について説明を行ってい

る．同様の取り組みで，7/8 には高島市災害ボランティア

活動連絡協議会において事業取組紹介を行っている．両

イベント共に先方からの呼びかけで参加しているもので

あり，これは日頃からの市と地域との関係性が構築され

ている結果であると言える． 
9/2 の民生委員の会長会において，本事業を各地域の民

生委員へ説明をさせてもらうのに事前承諾を得るため説 
明を行っている．ここで承認を得ることができたため， 

 
各地域の民生委員定例会で説明の開始を始めた． 

10/15 の高島地域の説明会を皮切りに，10/16 新旭地域，

10/19 朽木地域，10/20 安曇川地域，10/26 マキノ地域， 
11/24 今津地域と各地域での説明を実施していった．途中

で間が空いているのは，コロナ禍で思うように日程が調

整できなかった為である．この間も，11/4 に新旭地域住

民から依頼があり，事業について説明を実施している． 
今回は，各地域への説明会が完了した時点でステップ

4 の完了とした． 
ステップ

ステップ 5「市町村における本人の基礎情報の収集，

関係者との事前調整等」の活動を検証していく． 
まずは10/19に対象者の居住する地域において取組依頼

の説明を地区長に行っている．今回は福祉担当部局のみ

が説明を行っているが，日程が合えば防災課も同席する

予定であった． 
12/3 に対象地区住民や関係者へ個別避難計画の必要性

や地域の災害リスク，当事者の心身の状況等について理

解してもらうための研修会を実施している．これが実質

的な対象地域の同意を得るプロセスである． 
12/10 には計画作成対象者のアセスメントを当事者，家

族，担当ケアマネジャー，市職員の同席の元で実施して

いる．ここで当事者と家族の災害に対する備えを確認し

ている． 
12/13 には対象者の主治医から個別避難計画作成につい

て意見があるとのことで，福祉担当部局職員，訪問看護

ステーション所長が出向いて話を聞きに行っている．こ

こでは主治医の方から計画作成に関与したいという要望

があったため，今後の事業への助言を依頼している． 

図 ステップ のフローチャート
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今回は地域調整会議までの準備段階として，ここまで

をステップ 5 の完了とした． 
 
 
４．考察 
 
高島市の業務実態分析から考察されることを列挙して

いく．

ステップ 1 での庁内外連携体制整備への取組の重視 
高島市の場合，予想に反してステップ 3 での福祉・医

療専門職への説明，ステップ 4 での地域への説明が他の

ステップに比較して要素が少ないと感じた．しかし，こ

れはステップ 1 で協議会や WG 会議に庁外関係組織を参

加させて，十分な説明，協議，検討を実施している結果

であると考えた．体制整備に時間はかかるものの，活動

の初期段階で事業をきちんと理解してもらうことで，そ

の後の連携がスムーズに行くことが証明されたと考える．

 ステップ 2 での本人同意プロセスの必要性 
内閣府の取組指針ではステップ 2 の優先度に基づいた

対象地区・対象者の選定では，記載されていなかったが，

対象となる当事者本人の同意，または家族の同意にかか

るプロセスが必要不可欠であることが示唆された． 
優先度に基づいた対象者の選定は関係者だけで可能で

あるかもしれないが，個別避難計画を実際に作成してい

くためには，まず当事者本人・家族の同意なしには始め

ることができない．そのため，同意のプロセスはステッ

プ 2 の中に組み込まれるべきであると考える．また普段

から当事者や家族と信頼関係のある福祉専門職が仲介し

立ち会うことが大変重要と思われる． 
ステップ 5 での対象地域同意プロセスの必要性 
ステップ 5 で本人と基礎情報の収集と関係者との事前

調整等を実施するとあるが，この段階で対象者が住む地

域での同意プロセスを取り入れることが必要であると考

える．地域調整会議を行う前の段階で，必ず地域の関係

者へは説明と事前調整をしておかなければいけない．取

組指針では，「避難支援等実施者の候補者に協力を打診

する」と記載があるが，候補者だけでなく，対象者の地

域への説明と同意がなければ，実質的にステップ 6，ス

テップ 7 へと進めることは難しいと考える． 
ステップの順序について 
これまでステップ 1→2→3→4→5 の順番で記載をして

いたが，実質的にはステップ 1→3→2→4→5 の順番で進

めるのが実質的であると考える．なぜかと言うと，ステ

ップ 2 の「計画作成の優先度に基づき対象地区・対象者

を選定」するためには，ステップ 3 の「福祉・医療関係

者に個別避難計画の意義や事例を説明」し，なぜ作成す

るのか意義を理解してもらわなければ進めていくことは

難しいと考える． 
さらに言えば，ステップ 3 で専門職向けの研修を受講

し，優先度について正しい理解をした専門職に関わって

もらい，ステップ 2 で優先順位を決めていくことができ

れば，ステップ 2 の判断の妥当性が確保されることにな

る．今回の高島市のようにステップ 1 で丁寧なプロセス

を踏んでいたとしても，実際にはステップ 3 の専門職向

けの研修会は，ステップ 2 の優先度選定よりも早く実施

されていた． 
前提条件による好機会 
結果で記載したとおり，高島市においては前提条件に

よる好機会に恵まれていたと考える．特に顕著であるの

が，組織内上司の支援を得ることができ，福祉担当部署

が一丸となって組織内外で動くことができていた．この

ことは事業の推進に大きな原動力を与えていたと考える．

これは田尾（1990）が言及する，組織として新たな環

境に適合するために管理職級職員に必要とされる要素の

一つで，「環境形成：庁内の他部門や住民その他に働き

かけて，支持的な態勢の強化に努め，業務の遂行を円滑

にすすめるための基盤整備に関する行動」と呼ばれる行

動に資する 17)．実務者レベルの担当者が調整や連結に尽

力するのも，組織内では限度があると見られる．他部

局・他組織との調整・連結のために，所属部署の上司に

管理職級にしかできない仕事を担ってもらえるかどうか

は，事業の成否を決める鍵になると考える．

 
 
５．今後の課題 
 
本研究ではステップ 1 からステップ 5 までの個別避難

計画作成事業の構築編として整理・分析を行った．続き

のステップ 6，ステップ 7は運用編として引き続き研究を

行っていく予定である． 
また今回は高島市という人口規模が 5 万人以下の比較

的小規模な自治体を対象としたが，人口がより多い自治

体の場合であれば取り組み方も変わってくると考える．

さらに本研究の対象は，福祉部局が主担当で取り組む

場合での分析であったが，本事業は防災・危機管理課が

主担当である自治体も多いと思われる．どちらが主担当

を取るかでアプローチの方法が変わると考えられる．

また本研究では，実際に行動した業務についてのみ記

述をしており，担当者の業務遂行能力，事業に対する姿

勢や思い入れなどの要素はあえて除外して分析した．業

務フローチャートには汎用性が求められるため，今回は

割愛しているが，実際問題としては担当者の能力や姿勢

についての分析も必要であると考えている．

以上の項目の分析については課題として残し，今後の

研究で明らかにしていきたい．

６．まとめ 
 
本研究では，研究目的の 1 つ目である，実態が明らか

になっていない個別避難計画作成業務について，先進的

に取り組みを進めている滋賀県高島市においての事例を

調査・分析するという新規性に富んだ研究が実施できた．

調査・分析を進めるなかで，個別避難計画作成業務には

2 つの段階として構築編（ステップ 1 からステップ 5）と

運用編（ステップ 6からステップ 7）があることが見えて

きた．さらに内閣府から提示された「避難行動要支援者

の避難行動支援に関する取組指針」で提示されたステッ

プの順序や説明にも改善の余地があることがわかり，そ

れぞれの自治体，対象者，対象地域の状況に応じた対応

が求められることがわかった． 
そして本研究では，研究目的の 2 つ目である要綱化・

マニュアル化に向けた取り組みの第一歩を進められたこ

とが大きい．本フローチャートの作成により，高島市で

の業務の暗黙知を形式知化する作業を進めることができ

た．今後の課題として，高島市が持つ前提条件をさらに

考慮し，他自治体等の事例も調査・分析することにより

フローチャートの汎用性を高めていく必要がある． 
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補 注 

ここで前提条件を提示している意味は，条件が全て満たさ

れない限り，この事業が実施できないという意味ではなく，

これらの一部でも実施していくことで，より事業の円滑な

実現が可能になることを示唆するものである．高島市に先

立って兵庫県内でも事業をうまく進めていた自治体におい

ては，ここで提示する前提条件のいくつかを揃える自治体

があり，特に 組織体制， 関係者との協力関係等におい

ては整っていたと考える．

高島市が作成した優先順位チェックシートは，①ハザード，

②心身の状況，③社会的孤立の状況等から，個別避難計画

を作成する優先順位を把握・整備するためのシートである．

具体的には，①ハザードのリスクを測る項目として，自宅

の浸水想定，土砂災害警戒区域，家屋の倒壊危険度の 3 つ

の項目を設定している．また②当事者本人の心身の状況を

測る項目として，移動，意思疎通，介護度，特別な医療の

有無，危険度察知などに関する項目を 9 つ設定している．

最後に③社会的孤立度を測る環境項目として，世帯状況，

家族の状況，家族以外の支援の可否，サービス利用状況な

どについての項目を 8つ設定している．

（ ）滋賀モデルとは，避難行動要支援者のうち，心身の状況・

社会的孤立の状況・ハザード等から，計画作成の優先度を

判断し，特に災害時に被害者になる可能性が高い，優先度

の高い方から，地域の実情や特性に応じた個別避難計画作

成の取組を進めるための標準的な手順を示すモデルとして，

滋賀県庁から提示されているものである 18）．
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郊外大規模開発造成住宅地における家庭と地域の防災行動要因に関する研究 
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    This study considers the linkage between household and community disaster preparedness. This study targets a 
suburban residential area that was developed in the 1970s and is adjacent to a steep slope with a risk of landslide 
disaster. A questionnaire survey on all households was conducted, and a path analysis model was developed using 
household and community disaster preparedness and behavior as dependent variables, with anxiety about disaster 
damage, knowledge of disaster prevention, perceived benefits of mutual aid, and level of participation in community 
activities as explanatory variables. Multiple regression analysis was also conducted to examine risk perception and 
environmental assessment of steep slopes. 
 
Keywords: hilly-suburb community, landslide, household preparedness, community-based disaster management, 

activation for mutual help 
 
 
１．自助と共助の有機的連携に関する問題 
 
 総務省消防庁「自主防災組織等の充実強化方策に関す

る検討会」成果物1）は2017年に「普段から顔を合わせて

いる地域や近隣の人々が集まって，互いに協力し合いな

がら，防災活動に組織的に取り組む」行動としての「共

助」と「自分の身を自分の努力によって守る」行動とし

ての「自助」，そして発災時に限界のある「公助」が有

機的につながることで「地域の防災力」が構成されると

提起した．そして「自分たちのまちは自分たちで守る」

ことをめざす「自主防災組織」を「地域において『共助』

の中核をなす組織」として規定した．また．共助と自助

の有機的連携として，防災訓練等を通した「防災意識の

醸成」の意義と活動プログラム提案をおこなっている．

関連して東京消防庁火災予防審議会答申2）も「都民は防

火防災訓練に参加し，体験することで自助力を身に着け

る」こと，そして「地域一体となった防火防災訓練」は

また「共助体制の強化」につながるとし，自助と共助の

相互作用効果を指摘している． 
 一方「自助」と地域住民が自発的に取り組む「共助」

の有機的連携についての学術研究は，充分であるとは言

えないであろう．たとえば元吉3）は「地域の防災活動に

ついては補足的に検討されているだけであり，両者の関

連についてもほとんど検討されてこなかった」と述べ，

名古屋市を対象とした世帯意識調査により家庭防災と地

域防災の行動意図の差異について考察を行っている．よ

って，先述した消防庁「手引」に示されるような具体実

践からそれぞれの地域の災害ハザード特性と社会資源に

基づく災害準備の方法論を構成していくと同時に，家庭

（個人･世帯）と自主防災組織との関係性についての学術

的検討を進めていく必要があろう． 
 以上の背景から本研究は，自助としての家庭防災の取

り組みと共助としての地域防災活動の関係性について，

今回は郊外大規模開発造成住宅地を対象に，世帯意識調

査を元に，家庭の視点から考察していくものである． 
 

 

２．関連先行研究と本研究の位置づけ 
 
 家庭防災と地域防災の有機的連携という本研究の問題

意識に関連して，第一に防御動機理論（PMT）に基づく

個人の防災行動に関する研究，第二に避難行動意思決定

に関する研究，第三に家庭と地域の防災行動の規定要因

に関する研究が挙げられる．これら先行研究をレビュー

し，加えて本研究の対象である「郊外大規模開発造成住

宅地」における地域防災研究も踏まえて，本研究の位置

づけを述べる． 
 第一に近年もよく言及される PMT は，その基本構成と

して，脅威評価（threat appraisal）と対処評価（coping 
appraisal）によって防御動機（protective motivation）が構

成され，この動機によって防御行動が発動するというモ

デルである．PMTに関する Bambergらのレビュー論文 4）

でも言及されているが，脅威評価から防御動機へのパス

は，いわば一定の閾値ないし限界効用効果を有すること，
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つまりリスク認知のみではリスク対処行動は規定されな

い点が指摘されている．近年の研究では，対応効力感

（response efficacy），自己効力感（self-efficacy），対応

コスト（response cost）の 3 要素で構成される対処評価の

構造について検討が進められており，たとえば Bubeck ら
5）は対処評価を規定する社会脆弱性，災害経験，運命主

義，防災知識水準，防災に関わる他者との関係性の 5 つ

の規定因の影響について報告している．また Seebauer ら
6）は，洪水保険や家庭避難計画策定といった個人の事前

洪水対策行動について，対処評価構成 3 要素である自己

効力感に対する条件部（antecedent）として，災害経験

（ personal experience ），他者からの災害経験伝聞

（vicarious experiences），社会規範（social norms），個

人対処能力（personal competencies）を検証し，自己およ

び他者の災害経験が自己効力感に及ぼす影響は弱く，逆

に社会規範と個人対処能力の影響は防御行動への直接・

間接効果も含めて強いことを報告している．さらに

Babcicky7）は社会関係資本が自己効力感に正の影響を及

ぼす一方，社会関係資本は災害リスク認知に負の影響を

与えることもあることを報告している． 
 第二に避難行動意思決定に関する研究がある．藤本ら 8）

は，大分県内土砂災害警戒区域内居住者を対象に，実際

の垂直および立退避難行動の意思決定構造を構造方程式

モデリングにより分析した．家庭防災と地域防災の有機

的連携に着目して，共助意識，準拠集団への信頼，ソー

シャルキャピタルから構成する「準拠集団の知覚」因子

がモデルに組み込まれている．また宇田川ら 9）は平時の

避難行動対策を検討する視点から「平常時の避難行動意

図」に焦点をあて，PMT と計画的行動理論について，両

理論の行動意図要因に関する類似性を考察した上で，避

難行動意図に関する構造モデルを構築し，重回帰分析に

より分析を行っている．ここでは他者の行動により減災

行動が促進される「記述的規範」と，周囲から減災行動

を行うことが求められている意識多寡である「主観的規

範」が質問項目化され，因子分析の結果，2 つの規範を

合わせた「集合的な規範」が平常時避難行動意図の因子

として抽出されている．また柿本ら 10），豪雨災害にかか

る気象情報の発信経緯特性を踏まえ，PMT に状況認識理

論を組み合わせ，2018 年西日本豪雨時の避難意図形成を

報告している．これら避難行動意思決定において，準拠

集団，といった近隣関係が果たす役割が示されており，

この構造は，平時の防災行動に焦点を充てる本研究でも

継承する． 
 第三に家庭と地域の防災行動の規定要因に関する研究

として，先述した元吉は「家庭と地域の防災の行動意図

の活性化プロセスが異なる」と仮定し，その相違を

Ajzenらの合理的行為の理論に基づき，「その行動が自分

にとって良いのか悪いのかを判断」するコスト・ベネフ

ィット認知と「他者からの防災行動期待」としての主観

的規範を主軸に防災行動規定要因をモデル化し，名古屋

市浸水リスク地域を対象に検証している．家庭・地域に

共通して，ベネフィット認知，主観的規範，災害への関

心が影響を与え，一方で地域防災行動意図についてはコ

スト認知，コミュニティ意識，社会考慮の項目が影響を

与えていることを報告している．さらに豊田 11）はウェ

ブ・アンケートにより防災訓練，防災運動会，防災イベ

ントの選好構造を元吉の防災行動規定因を参考に考察し

ているが，選好意識の調査に留まっており，行動実態と

行動規定因に踏み込んだ研究とはなっていない． 
 以上の整理に加えて，本研究はもう一点，都市郊外丘

陵地の大規模計画造成開発住宅地における土砂災害ハザ

ードへの備え，言い換えれば，釜井 12）が論じる都市型土

砂災害を対象としている点に特徴がある．都市型土砂災

害への家庭および地域防災に関する研究については，市

古ら 13）が，関連する学術研究をレビューし，地域コミュ

ニティとして向き合う方法論の提案を行っている．しか

し自主防災組織が中心となった地域防災活動が，当該地

域の個別居住世帯にどう受け止められ，どのような作用

を及ぼしているか，については明らかとなっていない． 
 以上を踏まえて本研究の位置づけと目的は，第一に丘

陵造成開発による計画分譲と，土砂災害リスクを有する

急傾斜地隣接という二つの特性を有した郊外大規模開発

造成住宅地を対象に，家庭と地域の防災行動とのその規

定要因について分析考察を行うこと，第二に防災行動意

図に留まらず，防災行動経験そのものを対象として，そ

の規定因を分析し，対象住宅地の自主防災組織が主体と

なった地域防災活動への参与観察調査も踏まえ，家庭と

地域の防災活動の相互作用効果について考察すること，

である． 
 
 
３．対象地域特性と世帯アンケート調査概要およ

び生成変数尺度 
 
(1)調査対象地区について 

調査対象 K 地区は，東京郊外の多摩丘陵において 1970
年代に大規模計画造成により宅地分譲された戸建て住宅

地である．K 地区周辺でも同様の宅地造成開発が 1960 年

代からおこなわれ，開発地周辺区域の急傾斜地は，土砂

災害警戒区域/特別警戒区域に指定されている． 
K 地区は加えて，八王子市内で初めて，土砂災害リス

ク適応型防災ワークショップに取り組んだ実績があり，

地域防災活動が活発な地域でもある(1)． 
 

表 1 アンケート調査概要 

対象地域 
八王子市 K 地区 

1970 年代に造成宅地分譲された戸建て住宅地 

調査期間 2020/11/3〜2020/12/30 

配布回収方法 
K 地区地域自治組織を通してポスティング配布． 

郵送回収． 

回収数/配布数 366 票/705 票（51.9%) 

 
表 2  回答者および調査対象地域の男女別年齢構成 

 回答者(n=354) K 地区全体 

男性 女性 男性 女性 

39 歳以下 7 
4.4% 

13 
6.6% 

288 
27.6% 

304 
26.8% 

40 歳〜49 歳 13 
8.2% 

18 
9.2% 

154 
14.7% 

132 
11.6% 

50 歳〜59 歳 18 
11.4% 

25 
12.8% 

153 
14.6% 

150 
13.2% 

60 歳〜69 歳 24 
15.2% 

32 
16.3% 

133 
12.7% 

143 
12.6% 

70 歳以上 96 
34.8% 

108 
33.7% 

317 
30.3% 

407 
35.8% 

合計 158 
100.0% 

196 
100.0% 

1,045 
100.0% 

1,136 
100.0% 
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 表 1 に示したように，アンケート調査は 2020 年 11月
初旬に自主防災組織でもある K 地区自治会を通して自治

会加入世帯にポスティング配布し，12/30 を打ち切りとし

て郵送回収した．全 705票中，366票が回収された（回

収率 51.9%）．なお 2020 年国勢調査によれば，K地区自

治会がカバーする町丁目の世帯数は 981 世帯である．有

効回答者の基本属性を表 2 に示した．回答者の平均年齢

は 69.7歳であった． 
 
(2)くらしぶりと家庭・地域の防災活動水準 

表 3 は K 地区でのくらしぶりとして，回答者年齢，世

帯人数，居住年数，ガーデニング状況，住まい満足度，

居住継続意識に関する回答集計値と相関である．住まい

満足度と居住継続意識については r=0.48 であったが，居

住年数および回答者年齢と住まい満足度，継続意識との

相関は低い． 
 

表 3 回答者の居住経験と住まいの満足度の相関(n=354) 

*p<.005, **p<0.01 

 
表 4  家庭防災の取り組み状況 (n=362 , m.a.) 

 回答数 割合 

1)自宅の耐震診断・耐震補強 94 28.4% 

2)被害に備えた家具の固定 164 51.1% 

3)貴重品や懐中時計など緊急時持ち出し品の用意 214 65.4% 

4)家族・親戚・知人等の安否確認の方法確保 98 30.0% 

5)防災アプリ等，災害情報取得手段への登録 71 21.7% 

 
表 5  家庭での飲料水・食料備蓄の状況 ) 

 無し 1 日 2〜3 日 4〜7 日 8〜14 日 15 日以上 

1)飲料水 9.5% 8.6% 44.0% 27.3% 6.1% 4.5% 

2)食料品 13.9% 8.1% 39.2% 29.4% 6.7% 2.8% 

飲料水について n=359，食料品について n=360 

 

 表 4 は家庭防災の取り組み状況，表 5 は家庭での飲料

水および食料の備蓄状況をたずねた結果である．相対的

に見て，緊急時持ち出し品を準備している世帯が多く

(65.4%)，防災アプリ等の災害情報取得手段への登録は

21.7%となっている．飲料水については，備えていない世

帯は 9.5%で，逆に 4日以上で 37.9%，1 週間以上で 10.6%

の世帯で水備蓄をおこなっている． 

 表 6 は洪水および土砂災害ハザードマップの活用状況

をたずねた結果である．洪水で 74.4%，土砂災害で 76.8%

がハザードマップを認識しており，また土砂災害ハザー

ドマップの方が認識度および避難先確認に活用している

世帯が多くなっている．表 7 は K 自治会が近年毎年実施

している災害時安否確認訓練の参加状況である．67.9%が

毎年できるだけ参加と回答しており，参加経験なしの世

帯は，15.6%に留まっている． 

 

表 6  洪水・土砂災害ハザードマップの活用状況(n=363) 

 1)避難先確認等

に活用している 

2)見たこと 

はある 

3)見たことはな

い（知らない） 

1)洪水ハザード 

マップ 
9.9% 64.5% 25.6% 

2)土砂災害ハザード 

マップ 
14.0% 62.8% 23.1% 

 
表 7  地域自治組織主催の防災訓練参加状況(n=365) 

 回答数 割合 

1)毎年できるだけ参加 248 67.9% 

2)時間が合えば参加 60 16.4% 

3)参加したことはない 57 15.6% 

 

 
(3)防災行動，行動意図，行動規因の変数尺度化 

表 8 は分析に用いる変数尺度と質問項目，選択肢，変

数化の方法を示したものである．家庭防災備蓄のような

行動事実については総合得点化を意図して主成分分析に

よる主成分得点化をおこない，心理要因概念については

因子分析により因子得点化した．行動事実の因子化は固

有値 1 以上を条件として成分を解釈し，hl:防災知識水準, 
sr:急傾斜地のリスク認知と確認行動, sr: 急傾斜地のリス

ク認知と確認行動, fp: 家庭防災水準, mm:共助参加意思, 
ca:地域活動参加水準を生成した．  
 心理要因概念として，地震被害に対する不安感をたず

ねた 5 項目に対して，因子分析を行い（主因子法，プロ

マックス回転），固有値 1 以上を基準に 1 因子を採用し

「自然災害時の被災不安」と解釈した．内的整合性とし

てのα=0.80 であった．次に丘陵地開発住宅地ゆえの地形

高低差の評価についての設問 4 項目に対して因子分析を

行い（主因子法，プロマックス回転），2 因子を抽出し

た．第Ⅰ因子は風景資源および気候環境としての評価で

あり sv:急傾斜地・高低差の風景・気候環境評価とした

（α=0.65），第Ⅱ因子は，高低差に伴う移動支障面の評

価であり，st: 高低差の移動支障評価とした（α=0.48）．

また近隣地域で取り組む防災対策についてのベネフィッ

トおよびコスト認知についての設問 4 項目に対する因子

分析（主因子法，プロマックス回転），2 因子を抽出し

た．第Ⅰ因子は me:共助ベネフィット認知（α=0.65），

第Ⅱ因子を mc:共助コスト認知（α=0.80）とした．なお

sc:災時対応自信は東大調査の項目を根拠とし，自己効力

感に近い論理概念として解釈し 14），本研究で採用した．

なお家庭防災行動動機については，本調査では設問化し

ていない(2)． 
  

 a. 

回答者 

年齢 

b. 

世帯人数 
c. 

要介助 

家族有無 

d. 

居住年数 
e. 

ガーデ 

ニング 

g. 

満足度 

g. 

居住継続 

意識 

a.回答者年齢 1 
** 

-.305 -.037 
** 

.551 
** 

.286 -.024 .080 

b.同居家族 
人数  1 -.070 

** 
-.317 .026 .083 .071 

c.家族要介助   1 -.141 .058 .085 .022 

d.居住年数    1 
** 

.239 -.097 -.009 

e.ガーデニ 
ング状況     1 

** 
.243 

** 
.207 

f.住まい 
満足度      1 

** 
.484 

Range 25-97 1-7 1-2 0-60 1-4 1-4 1-4 

Mean 69.4 2.44 1.89 30.4 2.49 3.11 3.19 

Var 205 1.47 .12 241 .78 .35 .41 
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表 8  アンケート調査票項目と生成変数尺度一覧（1/2） 

変数尺度 アンケート調査票での設問項目 回答選択肢 変数化方法 

hz:自然災害時の被災不

安 

hz01:地震の揺れによる自宅損壊 

hz02:地震時の火災による自宅焼失 

hz03:地震の揺れによる自宅の宅地・擁壁の損壊 

hz04:地震の揺れによる地域内の宅地・擁壁の損壊 

hz05:地震の揺れによる地域の斜面地の崩壊 

1.全く不安でない～ 

4.とても不安 

因子分析により 

被災不安因子 hz 抽出 

hl:防災知識水準 

hl01:東京都，八王子市が発行する世帯向け防災啓発冊子の認

知・活用状況 

hl02:洪水および土砂災害ハザードマップの認知・活用状況 

1.見たことはない, 

2.見たことはある,  

3.家庭防災(避難先確認)に活

用 

主成分分析により 

合成得点化 

sr:急傾斜地のリスク認

知と確認行動 

sr01:K地区内で土砂災害警戒区域が指定されていることはご存じ

ですか 

sr02:K地区内の土砂災害警戒区域の現場を確認されたことはあ

りますか 

sr03:地域周辺の急傾斜地の様子や状態を確認されたことはあり

ますか 

sr01: 1.知っている 

     2.知らない 

 

sr02,03: 1.ある,  2.ない 

主成分分析により 

合成得点化 

sv:急傾斜地と高低差の

風景・気候環境評価 
s01: 大事な風景資源である． 

s02: 傾斜があることで，住宅地の通風や乾燥が保たれている． 

s03: 自宅前面の道路から玄関まで，階段や高低差がありきつい． 

s04: 徒歩や自転車で地区内を移動するのが大変． 

1.全くそう思わない～ 

4.大変そう思う 

因子分析により 

崖地評価因子 sv,st抽出 
st: 高低差の移動支障評

価 

pu:隣接自然公園利用頻

度 
pu:都立 N公園の利用頻度について 

1.ほぼ毎日,  

2.週に 2,3 回程度,  

3.週に 1 回程度,  

4.月に 1 回程度,  

5.年に数回程度, 

6.ほとんど利用しない 

リッカート尺度として使用 

fp:家庭防災水準 

fp01:家庭防災取組み状況の総合得点（耐震診断・補強，家具固

定，緊急持出し品準備，安否確認方法確保，災害情報入手手

段確保の5種） 

fp02: 飲料水備蓄日数，fp03:食料備蓄日数 

fp01:準備有無 

 

fp02,03: 準備日数 

主成分分析により 

合成得点化 

sc:災時対応自信 
sc01:大規模な自然災害が発生した際，あなたは冷静に対応する

自信がありますか 

1.まったく自信がない 

2.あまり自信がない 

3.ある程度自信がある 

4.とても自信がある 

 

リッカート尺度として使用 

mb:共助ベネフィット認知 

m01:ご近所さん同士による安否確認と救出救助は大事 

m02:地域としての助け合いや連携・協同はとても大事だと思う 

m03:自分の家族の救出救助と手当てで，他者の避難行動支援は

難しいのではないか 

m04:自分の家族のことだけで精一杯で，他者の避難生活支援は

難しいのではないか 

1.全くそう思わない～ 

4.大変そう思う 

因子分析により 

Benefit/Cost 

因子抽出 
mc:共助コスト認知 

mm:共助参加意思 

mm01: 救出救助活動に相談があれば積極的に関わりたい． 

mm02:地域としての災害時の助け合い活動について，機会があ

れば積極的に参加したい 

1.全くそう思わない～ 

4.大変そう思う 

主成分分析により 

合成得点化 

ct:地域防災訓練参加水

準 
ct: K 自治会が主催する安否確認訓練への参加状況 

1.参加したことはない, 2.時間が

合えば参加,  

3.毎年できるだけ参加 

変数尺度 

として使用 

cm:地域活動参加規範 cm:地域で生活する以上，地域活動に貢献すべきだ 
1.全くそう思わない～ 

4.大変そう思う 
リッカート尺度として使用 

ca:地域活動参加水準 

ca01: 自分から積極的に関わりを持っている(持ってきた) 

ca02: 頼まれた際は，できるだけ引き受けるようにしてきた 

ca03: 地域サロン活動の参加状況 

ca04: 地域催事の参加状況(過去 5 年) 

ca01,02: 1.全くそう思わない～

4.大変そう思う 

ca03, 04:催事に対する参加状

況 

主成分分析により 

合成得点化 

rf:災時ベネフィット認知 

(家族親族関係) 

rf: 災害時，家族・親族の関係性はどれくらい頼りになると思いま

すか？ 
1.全く頼りにならない 

2. あまり頼りにならない 

3.やや頼りになる 

4.大変頼りになる 

リッカート尺度として使用 

rn:災時ベネフィット認知 

(近隣関係) 

rn: 災害時，ご近所同士の関係性はどれくらい頼りになると思いま

すか？ リッカート尺度として使用 

rw:災時ベネフィット認知 

(仕事関係) 

rw: 災害時，職場や仕事の関係性はどれくらい頼りになると思い

ますか？ リッカート尺度として使用 
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表 8（続き）  アンケート調査票項目と生成変数尺度一覧（2/2） 

変数尺度 アンケート調査票での設問項目 回答選択肢 変数化方法 

ds: 居住満足度 ds: 現時点でのあなたのお住まいの満足度は 
1.とても不満～ 

4.とても満足 
リッカート尺度として使用 

dc: 居住継続意思 dc:あなたは絹ヶ丘でこれからも暮らしたいと思いますか 1.そう思わない～ 

4.とてもそう思う 
リッカート尺度として使用 

 

表 9  変数尺度間相関 (n=341) 

 

*p<.005, **p<0.01 
 

(4)変数尺度間の相関関係 

 
表 9 は今回生成した変数尺度間の相関係数である．本
研究でテーマとする地域の防災行動意図および家庭と地

域の防災行動について見ていけば，防災行動意図に関連

する自己効力感としての sc:災時対応自信は hl: 防災知識
水準（.271），sr:崖地とリスク認知と確認行動（-.236），
mc: 共助コスト評価（-.220），ds: 居住満足度（.220）等
となっている．また家庭防災行動としての fp: 家庭防災水

準は，hl（.254），sr（-.230），sv: 崖地の風景・環境評
価（.223）となっている．scと fpの相関係数は 0.228であ
った．次に地域防災行動意図に関連して，mm: 共助参加
意思は，me: 共助ベネフィット評価（.472），cm:地域活
動参加意思（.431），ca:地域活動参加水準（.363），rn:
災時ベネフィット評価（近隣関係）（.366）等となって
おり，地域防災行動としての ct:地域防災訓練参加水準は，
sr（-.245），cm（.214），ca（.299） 等であり，mmと ct
の相関係数は 0.230であった． 

 hz hl sr sv st pu fp sc me mc mm ct cm ca rf rn rw ds dc d 

hz:自然災害時の 

被災不安 
1 -.057 .049 -.038 ****  

..334422 
.020 -.089 ****  

--..118899 
**  

..110099 
****  

..117733 
.058 .096 .052 .025 -.067 -.078 .017 ****  

--..117755 
-.034 -.034 

hl:防災知識水準 
 

1 ****  
-.409 

.094 -.066 -.010 ****  
.254 

****  
..227711 

.002 -.087 .069 ****  
.191 

.004 .105 .069 ****  
..119955 

**  
..111111 

.063 .061 -.082 

sr:急傾斜地のリスク 

認知と確認行動  
 1 ****  

--..118800 
.099 ****  

..221122 
****  

--..223300 
****  

--..223366 
**  

--..112233 
**  

..111166 
****  

--..115588 
****  

--..224455  
-.098 ****  

--..221111 
****  

--..117733 
**  

--..110099 
-.073 -.063 **  

--..112299 
.067 

sv:急傾斜地の風景 

・気候環境評価  
  1 **  

--..111100 
**  

--..112266 
****  

..222233 
**  

..110088 
.034 .056 -.037 -.048 .058 .041 -.050 .070 -.025 **  

..111166 
****  

..223377 
-.001 

st: 高低差の移動 

支障評価  
   1 ****  

..116666 
**  

--..111177  
****  

--..220011 
.033 

****  
..114488 

-.003 -.086 .075 .099 -.017 -.037 -.003 
****  

--..116655 

**  
--..112244 

-.073 

pu:隣接自然公園 

利用頻度  
    1 -.083 -.019 

**  
--..110077 

.044 
**  

--..110066 
-.073 

****  
--..115588 

****  
--..117799 

-.030 .026 -.038 -.053 
**  

--..111188 
.083 

fp:家庭防災水準 
 

     1 
****  

..222288 
.029 -.002 .045 

**  
..110099 

.056 
**  

..112288 
.086 .044 -.011 .087 .053 -.018 

sc災時対応自信 
 

      1 -.029 
****  

--..222200 

**  
..110099 

****  
..116633 

.104 
**  

..113377 

**  
..113355 

****  
..116600 

****  
..117766 

****  
..222200 

****  
..116655 

-.094 

me:共助ベネフィット 

認知  
       1 -.086 

****  
..447722 

**  
..111133 

****  
..334433 

****  
..226622  

**  
..111111 

****  
..331100 

.085 .032 
****  

..119900 
.021 

mc:共助コスト認知 
 

        1 
****  

--..118811 
.021 -.087 -.037 -.062 

****  
--..116611 

****  
--..117733  

-.069 -.092 
****  

..114411 

mm:共助参加意思 
 

         1 
****  

..223300 

****  
..443311 

****  
..336633 

.028 
****  

..336666 

****  
..114499 

.077 
****  

..115599 

**  
--..112222 

ct:地域防災訓練 

参加水準  
          1 

****  
..221144 

****  
..229999 

.029 
**  

..112288 
.019 .045 .081 -.055 

cm:地域活動参加 

意思  
           1 

****  
..551177 

-.037 
****  

..225577 
.095 .078 

****  
..223311 

.014 

ca:地域活動参加 

水準  
            1 .022 

****  
..332288 

**  
..110077 

.067 
****  

..222200 

****  
..118800 

rf:災時ベネフィット

認知 (家族親族関係)  
             11 

****  
..119933 

****  
..223311 

****  
..115544 

**  
..111122 

-.044 

rn:災時ベネフィット

認知 (近隣関係)  
              1 

****  
..229933 

****  
..222211 

****  
..331133 

.017 

rw:災時ベネフィット

認知 (仕事関係)  
               1 

**  
..110088 

**  
..111122 

****  
--..119900 

ds: 居住満足度 
 

                1 
****  

..448844 
-.097 

dc: 居住継続意思 
 

                 1 .009 

d.居住年数 
 

                  1 
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表 10 家庭防災/災時対応自信，地域防災訓練参加/共助参加意思に関する重回帰分析結果（標準偏回帰係数） 

変数尺度 
fp:家庭防災水準 

N=326 

sc:災時対応自信 

N=326 

ct:地域防災訓練参

加水準 N=319 

mm: 共助参加意思 

N=319 

sc:災時対応自信 .137*  ns ns 

fp: 家庭防災水準  .112* ns ns 

mm: 共助参加意思 ns ns .101**  

ct: 地域防災訓練参加水準 ns ns  ns 

hz: 自然災害時の被災不安 ns -.156** .148** ns 

hl:防災知識水準 .198** .154* .124* ns 

sr:急傾斜地リスク認知と確認 ns -.132* -.127* ns 

sv:急傾斜地風景･気候環境評価 .194** ns -.109* ns 

me: 共助ベネフィット認知 ns ns ns .333** 

mc: 共助コスト認知 ns -.129* ns -.116** 

cm: 地域活動参加規範 ns ns ns .205** 

ca:  地域活動参加水準 ns ns .231** .145** 

rf: 災時ベネフィット認知(家族親族) ns ns ns ns 

rn: 災時ベネフィット認知(近隣関係) ns ns ns .143** 

rw: 災時ベネフィット認知(仕事関係) ns .128* ns ns 

ds: 居住満足度 ns .141** ns ns 

dc: 居住継続意思 ns ns ns ns 

d: 居住年数 ns ns ns -.138** 

自由度調整済み R2 .116 .206 .163 .376 

*p<.005, **p<0.01, ns = Not Significant 

 

図 1 家庭防災行動と災時対応自信に関するパス解析の解 図 2 地域防災訓練参加と共助参加意識に関するパス解析の解 
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その他の尺度間相関としては，hz:被災不安と st:崖地の

移動支障評価（.342），hl:防災知識水準と sr:崖地のリス

ク認知と確認行動（-.409），me:共助ベネフィット評価

と cm: 地域活動参加意思（.343）および rn:災時ベネフィ

ット評価（近隣関係）（.310），cm と ca（.517），ca と

rn（.328），rn と dc:居住継続意思（.484）となっている． 
 
 
４．分析結果 

 
 以上のデータを元に，家庭と地域の防災行動モデル，

および急傾斜地のリスク認知と対処行動という本研究の

テーマに則して，1)家庭防災行動と災時対応自信の規定

要因分析，2)地域防災訓練参加水準と共助参加意思の規

定要因分析，3)住宅地地区内にある急傾斜地・高低差評

価と防災対応行動の分析を行った．分析結果は次の通り

である． 

 

(1)家庭防災行動と災時対応自信の規定要因 
 表 10 は家庭防災に関する fp と sc および地域防災に関

する ct と mm を従属変数とする重回帰分析結果である．

ステップワイズ法で説明変数選択を行った．fp:家庭防災

水準に対しては，sc:災時対応自信に加えて，hl:防災知識

水準，sv:急傾斜地・高低差による風景・気候環境評価の

2 つの説明変数が影響を与えていた．また sc:災時対応自

信に対しては，fp，hl に加えて，hz:自然災害時の被害不

安，sr:急傾斜地のリスク認知と確認行動，mc:共助コスト

認知，rw: 災時ベネフィット認知（仕事関係），ds:居住

満足度の 6 つの尺度変数が影響を与えていた．つまり被

害不安が小さいほど，防災知識水準が高いほど，急傾斜

地のリスク認知確認行動を行っているほど，共助コスト

を小さく感じているほど，仕事関係のつながりが災時に

も効果ありと考えているほど，そして居住満足度が高い

ほど，災時対応自信が高まる傾向が確認できた． 
fpと scに共通する影響要因としては hl:防災知識水準の

みであった．自由度調整済み決定係数R2は，scで0.206，
fpで0.116と説明力はそれほど高いものではなかったが，

災害対応自信の方が，行為事実としての家庭防災水準よ

りも，選択された説明変数が多い結果が得られた． 
 次にパス解析を実施した（図 1）．すなわち災時対応

自信は家庭防災水準に影響を及ぼすものとし(3)，表 10 の

重回帰分析結果を元に fp に対する直接・間接効果を与え

る因子を設定したパスモデルで，重回帰分析で選択され

た説明変数を用いて構造モデルを構築した．推定結果は，

χ2=24.6，p=0.174 とモデルは採択され，GFI は 0.983 であ

った．またこのモデルは，全ての説明-従属変数間，つま

り図下部の 7 つの説明変数それぞれから sc, fp の両変数へ

パスを設定したモデルよりも AIC が小さい（79.5<90.0）
パラメーター節約的なモデルが得られた．変数尺度間の

パス係数は，重回帰分析の標準偏回帰係数を継承するも

のとなっていることが確認できた．そして fp に対して直

接効果を有する hl, sr, sv に関して，直接/間接効果のパス

係数の比は，hl で直接効果 0.16 に対して，間接効果は

0.17×0.14=0.02 を踏まえて 0.16/0.02，sr で-0.09/-0.02，sv
で 0.18/0.01 といずれも直接効果が大きい結果となってい

る． 
 
(2)地域防災訓練参加水準と共助参加意思の規定要因 
 表 10 の右列からは，ct:地域防災訓練参加水準に対して

は，mm，hz，hl，sr，sv，ca の 6 つの変数が影響を与え

ていた．また mm:共助参加意思については，me，mc，
cm，ca，rn，d:居住年数の6つの変数が影響を与えていた．

ステップワイズで選択された変数の数は等しいが，偏回

帰係数に対する帰無仮説の有意確率でみれば，mm の方

が，p<0.01 の尺度変数が多い結果となっていた． 
ct については，hz, hl, sr といった自然災害ハザードに関

する知識が動機付けになっていると同時に，ca:地域活動

参加水準の影響が読み取れる． mmについては，me, rnと
いった共助ベネフィットの評価が高く，共助コスト評価

が低く，cm, ca といった防災以外を含めた地域活動への

参加態度や参加水準が影響を及ぼしていることがわかっ

た．一方で居住年数の偏回帰係数符号はマイナスとなっ

ており，居住年数の長期化が共助参加意思低減に影響し

ている可能性が示唆される(4)． 
 次に ct, mm を従属変数とするパス解析の解が図 2 であ

る．図 1 と同様，重回帰分析で選択された説明変数を用

いてモデル構築をおこなった．χ2=29.7，p=0.369とモデル
は採択され，GFI は 0.984 であった．図 1 と同様，図下部

の全ての尺度変数から mm, ctへパスを設定したモデルよ

りも AIC規準でよい結果（AIC=132.4<156.0）が得られた．

直接/間接効果についてみると，me:共助ベネフィット評

価で，-0.03/-0.01，cm:地域活動参加規範で 0.07/0.02，d:
居住年数で，-0.06/-0.02 となっていた． 
(3)地区内急傾斜地評価と防災対応行動 
 表 11 は K 地区内にも存在する土砂災害特別警戒区域/
警戒区域指定の崖地に対する sv:風景・気候環境評価，st: 
住宅地の高低差に起因する移動支障評価を従属変数とし，

表 9 を説明変数とする重回帰分析結果である．ステップ

ワイズ法で変数選択を実施し，選択されなかった説明変

数は表記を省略した．sv に対しては，sr, fp, ct, mc, dc の 5
つの変数が，st に対しては，hz, sr, pu, ct, ca, dc, d の 7 つの

変数が影響を与えていた．自由度調整済み決定係数 R2は，

sv で 0.144，st で 0.193 であった．なお前節での家庭防災

（fp, sc）および地域防災（ct, mm）の回帰分析では除外

された dc:居住継続意思と d:居住年数が sv と st に影響を

与える尺度として選択された． 
 

表 11  地区内急傾斜地・高低差への環境および移動支障評価   

に関する重回帰分析結果（標準偏回帰係数）          

変数尺度 
sv:急傾斜地と 

高低差の風景・気候 

環境評価（N=317） 

st: 高低差の移動 

支障評価 

（N=317） 

hz: 自然災害時の被災不安 ns .346** 

hl:防災知識水準 ns ns 

sr:急傾斜地リスク認知と確認 -.189** .111* 

pu:隣接自然公園利用頻度 ns .170** 

fp: 家庭防災水準 .204** ns 

ct: 地域防災訓練参加水準 -.130* -.181 

mc: 共助コスト認知 .104* ns 

ca:  地域活動参加水準 ns .221** 

dc:居住継続意思 .245** -.121* 

d: 居住年数 ns -.116* 

自由度調整済み R2 .144 .193 

*p<.005, **p<0.01 
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急傾斜地の認知・確認行動において，sv, st で偏回帰係

数が逆転していた．つまり急傾斜地確認を行っている居

住者ほど，急傾斜地をまちの資源と感じ，一方で確認行

動が低位な居住者は高低差の移動支障を感じている傾向

が示唆された．偏回帰係数の正負関係は，居住継続意思

についても確認され，居住継続意思が高いほど資源と認

識し，移動支障と受け止めている世帯も低位である結果

となっていた． 
 資源としての評価は，家庭防災水準および共助コスト

と正の作用関係を有していた．家庭防災に取り組めてい

る世帯で緑地でもある急傾斜地を資源として捉えつつ，

一方で地域防災活動をコストとも感じていることがうか

がえる．高低差の移動支障としての認知は，被災不安が

大きいほど，斜面緑地公園の利用頻度が低いほど支障と

感じていた．地域防災訓練への参加状況および居住継続

意思についての偏回帰係数が負となっていることも踏ま

え，外出行動に支障等のある家族がいる世帯において，

被害不安も高く，高低差による移動支障が負担となって

いることが推察できよう． 
 

 

５．家庭と地域の防災行動に関する考察 

 
 前章で家庭防災と地域防災，それぞれの規定要因につ

いての重回帰分析とパス解析の解を得た．次に図 1と図 2
のモデルを統合してパス解析を行った．その結果が図 3
で，推定結果は χ2=55.4，df=55，p=0.461 とモデルは採択

され，GFI は 0.978 であった．図 3 より次の 5点が考察で

きる． 

1）被災不安の高まりは，災時対応自信を低下させ，地域

防災訓練参加促進に影響を与えている． 
2）防災知識は，災時対応自信，家庭防災行動，地域防災

訓練参加に正の影響を有し，急傾斜地確認行動と相互

作用を有していた．急傾斜地確認行動はまた，災時対

応自信にもつながっていた． 
3）共助ベネフィット認知は，共助意思に正の影響を有し，

これはまた防災以外の地域活動参加意思とも相互作用

が確認された．そして防災知識と急傾斜地確認行動の

関係にあったように，地域活動参加水準は，共助意思

と地域防災訓練参加につながっていることが推察され

る． 
4）居住満足度は災時対応自信と相互作用を有していたが，

規定因モデルとしては，さらなる検討も必要と思われ

る． 
5）居住年数は今回，共助意思に負の影響を与えているこ

とが確認された．計画開発による一斉入居という郊外

開発住宅地の特性とも考えられるが，この点もさらな

る検討が求められよう． 
 なお，上記 1), 2), 3)については，元吉が示した「家庭

と地域の防災行動モデル」とおおむね整合する結果とな

っている．加えて本研究を通して，①被害不安と地域防

災活動への参加効果，②共助ベネフィット認知と防災以

外の地域活動との相互作用関係が確認されたこと，③行

動意図だけでなく，行動経験そのもの規定因について知

見が得られたこと，が指摘できる． 
 また自主防災組織が主体となった地域防災活動を組み

立ていくにあたって，hl:防災知識水準の向上を工夫する

ことが ct:地域防災訓練参加水準の向上につながる可能性
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があること．同様に，sr, sv, me, mc, ca といった側面を意

識して工夫していくことが示唆されよう． 
 
６．家庭防災から地域防災の組み立てへの考察 

  
 本研究は家庭防災と地域防災の有機的連携という視点

から，1970 年代に造成開発された東京郊外の戸建て住宅

地を対象に，各世帯における家庭防災水準と K 地区自主

防災組織が K 地区全世帯に対し実施展開してきた地域防

災活動への参加実態についてアンケート調査を実施し，

災害被災不安，防災知識，共助ベネフィット認知，地域

活動参加水準などを説明変数とする重回帰分析とパス解

析を実施し有意な解を得た．また急傾斜地のリスク／ベ

ネフィットの認知と評価について重回帰分析結果を基に

考察した(5)．最後にこれらの結果に基づき，K 地区にお

ける地域防災訓練の取組みを示した上で，地域防災活動

の組み立てに関して，考察しておきたい． 
K 地区で実施されている安否確認を中心とした防災訓

練は， 全 9地区で構成される合計 45班の班長さん（年度

交代制）が年 5回発行の K 自治会ニュースを個別配布し，

情報共有を図るための体制，年 6 回程度の班長会会議を

経て実施される．そして防災訓練当日，各世帯は自宅門

扉付近にタオルの目印を括り付け，各班長がその目印で

の「安否確認」を行い，地区内三箇所の情報集約地点

（街区公園+町会会館）に報告し，本部で集約する訓練

内容となっている．つまり全 705 世帯中 45 世帯（6.4%）

の毎年交代される班長さんは，班長会での事前打ち合わ

せ会に参加し，当日の確認活動を行うものであること，

各世帯への事前周知と後日の広報を通した事前報告とい

った，当日だけでない活動となっており，その活動成果

は今回調査で 84.3%の世帯が防災訓練に「参加する」と

回答した結果にも表れている． 
このような K 地区での地域防災活動を踏まえ，家庭防

災と地域防災の有機的連携という視点から，今回構築し

たモデル（図 3）を踏まえて二点，指摘しておきたい(6)．

一点目に地域防災訓練参加への影響要因として，(1)hz, hl, 
sv といった災害への関心や防災リテラシー水準，(2)me, 
rn, mc といった災害発生時のご近所同士の助け合いに対

する信頼度（ベネフィット認知），(3)cm, ca といった防

災以外の地域活動への参加状況と態度，つまり防災リテ

ラシー，共助への信頼度，地域活動の参加水準が地域防

災への行動要因として確認されたことの含意である．つ

まり，この三要因を意識して，家庭・近所つきあい・地

域自治組織の各集団および集団間の関係性を育んでいく

ような組み立てが示唆されよう．第二に，総務省消防庁

も提起する自助と共助の有機的連携による地域の防災力

向上に関連して，K 自治会理事会でも意図されているこ

とだが，家庭での災害への備えがあってこその地域とし

ての防災活動であり，各世帯の災時対応自信を高め，家

庭防災水準を向上させていく「ことづくりの場」として

の地域防災活動の位置づけである．その点で今回調査か

ら示唆される点として，急傾斜地のリスク認知と確認行

動経験が災時対応自信および地域防災訓練参加に正の影

響を与えている点は注目される．K 地区の防災訓練は，

急傾斜地リスクだけを扱う取組みでは必ずしもないが，

防災専門家の力も借りつつ，まちの環境資源としての利

活用と保全を探っていく「ことづくり」も含めたリス

ク・コミュニケーションの意義が指摘できよう． 
 

補注 
 

(1)K 地区での土砂災害リスク適応型防災ワークショップと地域

防災活動経緯については文献 13 を参照．また K 自治会による防

災以外の地域活動として，夏祭り盆踊り大会，芸能祭，お楽し

み映画会，書き初め教室，餅つき大会，文化祭・バザール，公

園アドプト活動(清掃)，朝のラジオ体操，年末一斉大掃除，自

宅を会場とする地域サロン活動，家具移動等のちょこっとボラ

ンティア活動，など多彩な活動がなされている． 

(2)もし今回調査で地域防災行動動機に関連して家庭防災行動動

機を直截的に項目化すれば「家族から相談があれば家庭防災に

積極的に取り組みたい」「機会があれば家庭防災に積極的に取

り組みたい」という表現になるが，調査票設計段階において，

このような設問が地域防災研究にとって学術的に有意義である

か確認が取れなかったためである． 

(3)今回の分析では，災時対応自信から家庭防災水準に向けた一

方向的な影響を仮定し，有意な結果を得たが，両分析尺度の関

係は双方向的であると考える余地はあると思われる． 

(4)今回，対象地の大規模計画開発分譲による一斉入居という特

性から説明変数に居住年数を用いたが，居住年数ではなく，回

答者年齢を用いることで「高齢になるにつれ共助参加が億劫に

なる」という解釈の余地はあるように思われる． 

(5)今回，重回帰分析結果について自由度調整済 R2がそれほど高

い結果が得られていない点については，調査票設計および変数

尺度生成についてのさらなる検討の余地はあろう． 

(6)家庭防災と地域防災の有機的連携という視点からは，fp と ct
間にパスを設定したモデルも想定されるが，今回の分析におい

ては，表 9 に示したように両者の相関係数は 0.109 と低値であ

り，パス設定しないモデルで分析を進めた．この点については

検討の余地があろう． 
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   The historical transition about the position of outdoor accommodation facilities in the Tokyo metropolitan area 
disaster prevention plans, the actual situation of evacuation sites in large-scale earthquakes before the Disaster 
countermeasures Basic Act, and cases of outdoor accommodation facilities installation at large-scale earthquakes after 
the Great Hanshin-Awaji Earthquake are summarized. Based on these analysis results, we considered the characteristic 
and issues of outdoor accommodation facilities as an alternative to shelters, which are pointed out as the main causes 
of disaster-related deaths. 
 
Keywords: outdoor accommodation facilities, historical transition, area disaster prevention plan, great earthquake, 

actual situation of installation 
 
 
１．はじめに 
 
(1) 研究の背景 

 我が国では，避難所の生活環境水準の低さが原因で，

災害関連死者が多い．内閣府１）によると，災害関連死と

は「当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における

身体的負担による疾病により死亡し，災害弔慰金の支給

等に関する法律に基づき災害が原因で死亡したものと認

められたもの」と定義されており，これまでの災害関連

死はのべ5千人に上る．阪神・淡路大震災の避難所におけ

る一人あたりの収容面積は畳一枚に満たない劣悪な環境

であり，結果としてインフルエンザの集団感染が起きて

しまい，避難所などで3ヶ月間に919人が死亡し災害関連

死と認定された２）．東日本大震災での災害関連死に関す

る報告３）によると，「避難所等における生活の肉体・精

神的疲労」による災害関連死が最も多かった． 

そこで，避難生活などが原因で引き起こされる災害関

連死を減らすため，政府は2013年8月に避難所の運営主体

である各市町村に対して「避難所における良好な生活環

境の確保に向けた取り組み指針」４）を出した．そこには，

食物アレルギー対策や簡易ベッド，子どもの遊び場の確

保など居住性に関する記述がみられ，避難所生活の環境

の改善を講じる内容が盛り込まれている．しかし，2016

年に起きた熊本地震では，死者273人のうち災害関連死が

218人（2021年3月12日時点）５）と災害関連死を減らすこ

とができていないのが現状である． 

 「防災学術連携体」（防災関連58学会で構成）は，新

型コロナウイルスの感染リスクを考慮した避難が必要と

の緊急メッセージを2020年5月1日に発表した．それを受

けて，中央防災会議は，国の防災基本計画を2020年5月29

日修正した．「被災者が集まる避難所で感染が広がるの

を防ぐため，必要に応じてホテルなど宿泊施設の活用も

検討する」ことを盛り込んだ．これを受けて，各自治体

では避難所を含む地域防災計画全体の見直しに着手して

いる２）． 

 その他，避難所内で子どもの泣き声がうるさいと言わ

れたり，生活のストレスで母乳が出なくなったりするト

ラブルは枚挙にいとまがない．このように，避難所での

集団生活は様々な問題があることがこれまでに指摘され

てきた． 
 
(2) 研究の目的 

 避難者の心身の健康を害し災害関連死を引き起こして

いるのは，屋内避難所の狭い空間における雑魚寝の集団

生活スタイルがその原因と指摘されている．これに対し

て，塩崎はイタリアの避難所を調査研究６）し，屋外での

テント設営型の居住性の高さを紹介している(1)．一方，

国内の野外収容施設に関しては，柏原らによる避難所の
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研究７）が，阪神・淡路大震災におけるテント村の実態を

詳述しているにとどまる． 
我が国では，なぜ劣悪な生活環境となる避難所のまま

変わらないのか，イタリアに倣って野外収容施設も選択

肢として提示すべきではないのか，これが本研究におけ

る問題意識である．避難者を受け入れる（屋内）避難所

と野外収容施設は，これまで地域防災計画でどのように

位置づけられてきたのか，地域防災計画制定前あるいは

制定後に野外収容施設はどのように開設されてきたのか，

野外収容施設は（屋内）避難所と比べてどういう特性を

擁し，今後に向けてどのような課題があるのか，以上の

点を明らかにすることを本研究の目的とする． 
 

(3) 研究の方法 

 関東大震災から熊本地震に至るまでの野外収容施設の

開設実態に関しては，既往研究ならびに文献資料より整

理し，関係者へのインタビュー調査で実態を補足した上

で分析を行った．また，過去の東京都地域防災計画（震

災編）と広報については東京都公文書館で，兵庫県，宮

城県，熊本県，神戸市の地域防災計画については国会図

書館で史料検索した．都内市区町村と神戸市，石巻市，

益城町，南阿蘇村の地域防災計画（資料編）については，

webで公開されている資料を閲覧し，避難所に関する計

画内容を確認した． 
 
 

２．災害対策基本法以前の大規模地震での避難場

所の実態 
 
 柏原らによる避難所の研究７）第 1 章の分析データを引

用しながら，関東大震災ならびに南海地震における避難

場所開設の実態をとりまとめる． 

 
(1) 関東大震災における避難場所開設の実態 

1923 年 9 月 1 日に発生した関東大震災では，東京市内

各所で火災が発生し，市域の 43.5％が焼き払われた．

「住む家屋を失った市民は，東京市人口の 67％強にあた

る約 136 万人（警視庁調べ）で，死者を除いた 130 万人

近い市民が避難場所に流れ込んだ」発災当初の主な避難

場所と避難者数は以下のように報告されている８）． 

上野公園   約 50万人  宮城前広場   約 30万人  

浅草観音   約 7 万人  芝公園     約 5万人 

靖国神社境内 約 5万人  明治神宮前  約 3万人 

須崎埋立地  約 5万人  深川清住公園 約 5 千人 

 混乱の中での上記避難者数は正確ではないだろうが

「大規模な火災に追われた避難者がとりあえず逃げ込む

ことができた広場や公園に殺到したことは間違いない」

と考えられる． 

 さらに，9 月 6 日午前 11時時点の主な避難場所と避難

者概数（東京市役所発表）が表にまとめられており，表

中に示された避難場所を種別に区分したのが下表（避難

場所ごとの避難者数がないため，避難場所として表記さ

れた箇所数を集計）である． 

避難場所の種類は実に多様であったといえる．箇所数

でみると，社寺・墓地（寛永寺，増上寺など）が最も多

く，次いで小中高等学校，公園，邸宅（岩崎邸，酒井邸

など），公共施設（区役所，国技館，電話局など）の順

であり，比較的大規模なオープンスペースを持つ場所で

の収容が際だっている．また，邸宅や大学など，公的空

間ではない私的空間でも収容していることが注目される．

「小中学校が避難所となったケースが比較的少ないのは，

当時の学校が木造建築で，その 60％が消失したためであ

る」「ひとたび空地広場に避難した罹災者は，其後或は

屋内に収容せられ，或は其処に天幕若しくは仮小屋を作

って雨露を凌いだ」８）とある．夥しい避難者が発生した

際には，屋内での収容能力に限界があるため，屋外での

野営生活を余儀なくされることが示唆されている． 

 
表１ 関東大震災発生時の避難場所の種別箇所数と 

構成比７）を基に作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 なお，「大火災の輻射熱等から安全な大規模な広場や

公園に一時的に逃げ込んで鎮火を待ち，その後学校や公

共的建物に収用されるという二段階の避難行動が教訓と

なり，後の地域防災計画に生かされた」とある．この当

時は，建物での収容力が充分でなかったため，屋外の避

難場所でそのまま避難生活を送ったものと推察される． 

 
(2) 南海地震における避難場所開設の実態 

 1946 年 12 月 21 日に，東海沖から南海トラフにかけて

の海底で南海地震が発生した．「最も大きな被害があっ

た高知市では，被災者約 11,000 人のうち一部の者は親族

知己に寄寓したが，そのほかの者はさしあたり市内各所

の応急の収容所に避難した」 

 避難場所ごとの収容人数のデータ（高知市，新宇佐町，

須崎町方面，中村町など）をまとめた表を基に，避難場

所の種別ごとに整理したのが下表である．合計 36箇所が

避難場所となり，学校，社寺，工場・倉庫，教会，映画

館・劇場，公民館，山など多様な場所に避難していたこ

とがうかがえる． 

発災当初の避難者の 3 分の 2 を収容したのが学校であ

った．社寺や教会，映画館・劇場，工場・倉庫といった

私的空間での収容も少なくない．全般的に，屋内での収

容が基本となっていることがうかがわれる． 

 
表 2 南海大震災における避難場所の種別箇所数と 

構成比，収容人数７）を基に作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

避難場所種別 箇所数 構成⽐
公園 11 9.2%
邸宅 8 6.7%
社寺・墓地 56 47.1%
教会 1 0.8%
⼤学 5 4.2%
⼩中⾼等学校 25 21.0%
公共施設 6 5.0%
軍関連施設 4 3.4%
交通施設等 3 2.5%

計 119 100.0%

12⽉21⽇ 12⽉28⽇

社寺 7 447 391 -56 7.9%
学校 13 3,689 2,313 -1,376 65.1%
⼯場・倉庫 5 381 284 -97 6.7%
教会 3 509 473 -36 9.0%
映画館・劇場 2 420 417 -3 7.4%
公⺠館 1 19 19 0 0.3%
⼭ 2 0 78 78 0.0%
その他 3 205 159 -46 3.6%
計 36 5,670 4,134 -1,536 100.0%

避難場所種別 箇所数 ⼀週間
の増減

収容⼈数構
成⽐

（12⽉21⽇）

収容⼈数
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(3) まとめ 

 関東大震災と南海地震における避難場所の概要を整理

した結果，以下のことが明らかになった．大規模な災害

により大量の避難者が発生した場合には，学校や公民館

などの公共的な空間に限らず（公共的な空間では限界が

あり），私的な空間や施設を避難者に開放して収容して

いる．結果として，避難場所の種別は多様であり，公園

や墓地，山をはじめとした屋外のオープンスペースでも

野営せざるを得なかった． 
 
 
３．地域防災計画における避難所の変遷と現状 

 
(1) 防災対策基本法 

 南海地震を契機に「災害救助法」が 1947年に制定され

た．その中で，救助策の一つとして「収容施設の供与」

が明文化された．その運用基準として，避難所の開設に

関して「避難しなければならない者を，一時的に学校，

福祉センター，公民館等あるいは仮設物に収容し保護す

る」と示されている．同法には，5 つの基本原則が掲げ

られており，そのうち「平等の原則」では，現に救助を

要する被災者に対しては等しく救助の手を差し伸べなけ

ればならない，「必要即応の原則」では，画一的，機械

的な救助を行うのではなく，個々の被災者ごとに救助を

行うとあり，現在もこの基本原則が踏襲されている． 

 その後大きな被害をもたらした伊勢湾台風（1959 年）

を受けて，「災害対策基本法」が 1961 年に制定された．

総理府（当時）に中央防災会議の設置が定められ，防災

に関する総合的かつ長期的な計画を定める主旨で「防災

基本計画」を策定することとなった．その上位計画を踏

まえ，各都道府県と市町村でも「地域防災計画」の策定

が義務づけられた． 

 
(2) 東京都地域防災計画 

中央防災会議が「防災基本計画」を 1963 年に発表し，

東京都では「東京都地域防災計画」（以下，同計画）が

1964 年以降策定されてきた．当初は水害対策に主眼を置

いていたが，1972 年に風水害等編，1973 年に震災編が策

定され，災害別に計画されるようになった．2002 年に火

山・風水害等編，2009 年には火山編，大規模事故編が策

定されるなど，自然災害以外も対象とするようになった．

これは 1997 年のナホトカ号重油流出事故や 1999 年の東

海村ウラン燃料加工施設臨界事故を背景に，大規模な人

災にも対応することが必要とされ修正された． 

同計画において，地震災害に対する避難所の設置計画

（避難所に指定される建物の種類，野外収容施設の種類， 

 
表 3 東京都地域防災計画の避難所の設置に関する変遷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

避難所・野外収容施設の開設期間と収容基準）の変遷に

ついて表にまとめた． 

a) 避難所の設置 

同計画（1964）では，避難所は「耐水構造（鉄筋また

はブロック建てをいう）の 2階建以上の建物(学校，公会

堂講堂，民間施設等)を利用する」と定められており，こ

の文言は同計画（1971）まで変更されずに記載されてい

る． 

同計画震災編（1973）では，避難所の設置に関して

「区市町村長は，避難場所等に避難した被災者のうち，

特に乳幼児，老人，負傷者等を保護するため，東京都か

らの調達等により，直ちに野外収容施設を設営するもの

とする」「野外収容施設に収容不可能なもので引き続き

避難を必要とする者を一時収容し，保護するため，風水

害等における避難場所を参考にして，避難場所に比較的

隣接した公共施設等を避難所として開設する」とあり，

野外収容施設の開設を最優先に据え，公共施設などでの

屋内避難が副次的な避難所に指定されている． 

しかし，同計画震災編（1974）では「区市町村長は，

避難場所に避難した被災者のうち，引き続き，避難を必

要とする者を一時収容し，保護するため，風水害等にお

ける避難場所を参考にして，避難場所に比較的隣接した

公共建物等を避難所として開設するほか，必要に応じて

東京都からの調達等により，野外収容施設を設置する」

に変更されており，これ以降は風水害等編と同様，屋内

避難所が中心で野外収容施設が副次的な避難所として指

定されている．これに関して，東京都広報９）には，避難

所の建物の鉄筋化及び増加により，設置数および収容可

能人員に変動があったことが紹介されている． 

同計画震災編（1980）では屋内避難所から民間施設の

記述が削除された．計画には「宮城県沖地震等の過去の

大地震において民間の鉄筋コンクリート建物等も大きな

被害を受けている．しかし民間建物に対してはその自主

的判断と対応に待つところが大で，行政の関与には自ず

から限界がある」と記述されており，宮城県沖地震

（1978 年）が背景にあると考えられる．その後，同計画

震災編（2019）には「避難所が不足する場合に備え，民

間施設等との協定を結ぶなど，避難所の確保に努める」 

とあり，以前のように補助的に民間施設への屋内避難が

位置づけられた． 

b) 野外収容施設 

同計画（1964）では「既存の施設の被害が甚大である

か，あるいは被災者が多数のため既存施設の収容能力を

こえた場合は，民生局は公園等を選定し住宅局に依頼し

て，野外収容施設を設ける」と定められた．野外収容施

設の設置を予定している公園緑地 17 箇所（2）がそれぞれ

の面積と収容人数とともに明記され，合計 49万人あまり

を収容することを計画している．これは，学校その他の

避難所での収容計画人数約 170 万人の約 3 割に相当し，

大きな比重を占めている．野外収容施設の形式は天幕舎，

丸太組立式とパネル組立式の仮小屋の 3 形式が定められ，

同計画（1971）まで同じものが指定されている． 

同計画震災編（1973）では，先述したように野外収容

施設が要配慮者（乳幼児，老人，負傷者など）の避難所

として位置づけられたのが特筆すべき点である．ただ，

それまでの計画のような形式の記述はなく，公園緑地な

どの場所の指定もない．これは同計画震災編（1974，

1975）でも同様である． 

同計画震災編（1980，1986）では，「天幕を 60,000張

用意する」と記載されている．同計画震災編（1986）か

公共施設 ⺠間施設 天幕舎 丸太組⽴式 パネル組⽴式 ⻑期避難 ⼀時避難 無区分

地域防災計画
（1964）

○ ○ ○ ○ ○ 10 2 6

地域防災計画
（1967）

○ ○ ○ ○ ○ 7 2 6

地域防災計画
（1970,1971）

○ ○ ○ ○ ○ 7 2 4

地域防災計画震災編
（1973,1974,1975)

○ ○ 7 2 4

地域防災計画震災編
（1980）

○ ○ 7 2

地域防災計画震災編
（1986,1992）

○ ○ 7 2 4

地域防災計画震災編
（1996,2003,2007）

○ ○ 7 2

地域防災計画震災編
（2019）

○ ○ ○ 7 2

収容基準(⼈／3.3㎡)避難所 野外収容施設地域防災計画
（発⾏年度）

開設期間
（⽇）
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らは，太陽株式会社（後に TSP 太陽（株）に変更）と災

害時における応急対策用天幕などの確保に関する協定を

結んでおり，同計画震災編（2019）にも災害時における

応急収容施設として天幕の調達の協定を結んでいる． 
c) 収容基準 

収容基準は，現在に至るまで 3.3 ㎡（約 2 畳）当たり

の収容人数を単位として表している．同計画（1964）で

は，避難所も野外収容施設も共に，長期避難で 2 人，一

時避難で６人と定めた．一時避難は 1970 年には 4人に変

更され，1992 年まで同一である．同計画震災編（1980，

1996 以降）では長期避難・一時避難の区分けが無くなり，

一律 2人と定められた． 

d) 避難所・野外収容施設の開設期間 

同計画（1964）では野外収容施設の開設期間は 10 日以

内と定められた．同計画（1967）以降，避難所もしくは

野外収容施設の開設期間は 7 日以内と定められている．

被災状況に応じて開設期間を延長する場合は，事前に知

事や内閣総理大臣の承認が必要である．1973 年からは避

難所の開設期間として 7日以内と表記されている． 

e) 設置単位 

 避難所あるいは野外収容施設の設置は，同計画（1964）

以降一貫して，町会あるいは学区単位と定められている． 

 
(3) 都内市区町村の地域防災計画における指定避難所 

 同計画を基に，都内市区町村は，それぞれ独自に地域

防災計画を作成している．それらを一覧してみると，各

市区町村が定める指定避難所のほとんどが公立の小中学

校であることが確認できた．また，補完避難所として，

自治体管轄の体育館や公立高校，市民ホールなどの施設

を挙げている事例も存在している． 

さらに，僅かだが私立大学などとの連携も見られた．

具体的には，品川区が補完避難所として清泉女子大学，

立正大学，児童センターなどに 17,234人の収容を計画し

ている．多摩市は帝京大学小学校のグラウンドを補完避

難所として設定しており，私立小学校への避難計画も検

討している． 

 
(4) 東京都および都内市区町村の地域防災計画のまとめ 

中央防災会議の「防災基本計画」に基づいて策定され

た同計画を時系列で眺めてみると，以下のような変遷を

辿っていることが明らかになった． 

【第 1 期】（1964〜1973 年）学校その他公共施設での避

難所を中心に据えたが，予め指定した公園緑地での野外

収容施設の設置も大きな比重を占めていた 

【第 2 期】（1974〜1975 年）公共施設の堅牢化に伴い，

野外収容施設の役割が弱まった 

【第 3 期】（1980〜2007 年）避難所の対象から民間施設

が削除され，野外収容のための天幕の調達を民間企業と

協定締結した 

【第 4 期】（2019 年）避難所の不足を補うために，民間

施設を再び避難所の一部として位置づけた 

 さらに，東京都ならびに市区町村が策定する現在の避

難所計画は次の特徴を持っているといえる． 

①避難所は，公立の小中学校を中心とした公共施設に計

画され，屋内での避難生活を基本としている． 

②避難所の設置は，町会あるいは学区単位の地縁コミュ

ニティを基盤としている． 

③避難所での収容基準は2人／3.3㎡であり，「スフィア

基準」(3)の定める専有面積のおよそ半分である． 

④首都直下型地震発生時には最悪の場合に 339 万人の避

難者数を想定しており，都内避難所の収容可能総人数

317 万人を上回っている 10)．さらに，感染症蔓延防止の

観点に立つと，指定避難所では収容しきれないことが想

定される． 

⑤要配慮者（高齢者，乳幼児，負傷者など）への対応が

同計画（1973 年）に一時的に表記された．その後，災害

救助法（1996 年）に福祉避難所が位置づけられ，同避難

所についての設置・運営ガイドラインが 2008 年にまとめ

られ現在に至っている． 

 

(5) 兵庫県，宮城県，熊本県の地域防災計画 

 次章で野外収容施設の事例を紹介する兵庫県，宮城県，

熊本県と各基礎自治体について，地域防災計画の概要を

以下に整理した． 
 兵庫県地域防災計画（1992）では，避難所は公立小中

学校，その他公立学校，公民館，寺院・神社，その他公

共的施設，その他民間の施設が計画されている．同県地

域防災計画地震災害対策計画（2021）では，各市町が避

難所を指定する際の順位を，上位から順に，公立小中学

校，その他公立学校，公民館，その他の公共施設（社会

教育施設，福祉センター，文化・スポーツ施設等），そ

の他の民間施設（集会施設，体育施設，宿泊施設，神社

仏閣，社会福祉施設等）と定めている． 
 神戸市地域防災計画総括・地震対策編（2004）では，

小中学校等の屋内空間を避難所と位置づけており，大学

校舎も 13カ所が加えられている（同市地域防災計画防災

データベース 2022）．さらに必要に応じて，公園等の屋

外空間であっても天幕等の設営によって収容避難所と位

置づけること，地域の防災福祉コミュニティが自主的に

運営にあたることが計画されている． 
宮城県地域防災計画震災対策編（1997）では，市町村

が避難収容施設を選定確保する場合は原則として公共建

築物とすると謳われている．同県地域防災計画地震災害

対策編（2022）でも，原則は変わらないが，指定避難所

が被災した場合の代替措置として，宿泊施設や他市町村

施設との連携も考慮に入れて予め指定するように明示さ

れている． 
石巻市地域防災計画共通編（2014）では，学校施設，

県有施設を避難所とすることが計画されており，それら

が被災した場合の代替施設として，宿泊施設や他の地方

自治体の施設利用を想定している．また，避難所の開

設・運営が円滑に行えるよう，主要避難所の施設管理者

および自治会などによる避難所開設・運営協議会を設立

して，自主的な避難所運営体制を整備するよう努めるこ

とが謳われている． 
 熊本県地域防災計画（1991）では，避難所は，学校，

公民館，神社，寺院，旅館，倉庫等の既存建物を応急的

に整理して使用するものとするが，これらがない場合に

は，野外にバラック建物または天幕等を設置して避難所

とする．同県地域防災計画震災対策編（1997）では，避

難所は既存建物を応急的に整備して使用する．野外収容

施設に関しては，仮設物等を仮設しまたは天幕を借り上

げて設置すると謳われている．同県地域防災計画（2022）
では，避難所は学校，公民館，福祉センター等の公共施

設等を応急的に整備して使用するが，必要な場合には，

ホテル・旅館等の活用も含めて，可能な限り多くの避難

所の開設に努めることが謳われている． 
益城町地域防災計画（2022）では，学校，公民館，福

祉センター等の公共施設等を避難所とし，これらで充足

しない場合は野外に仮設物や天幕等を設置して避難所と
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する．さらに必要があればホテルや旅館も避難所として

活用することが明記されている． 
南阿蘇村地域防災計画（2021）では，小中学校の体育

館や公民館等の公共施設を避難所としている．また，適

当な施設を得がたい場合は，野外に仮設物を設けたり天

幕等を借り上げたりして野外収容所を設置することが明

記されている．また，熊本地震で多くの被災者が指定避

難所以外で避難せざるを得なかったことを鑑み，指定の

見直しを行うことが謳われている． 
 このように，各県により避難所の計画内容に差異があ

るが，基本は小中学校や公民館等の公共施設の屋内利用

である．しかし，兵庫県や熊本県では，神社仏閣や大学

校舎も含めていたり，天幕等による野外収容施設の設置

が明記されていたり，民間宿泊施設の活用も検討され，

分散避難の傾向が示されている． 
 
４．阪神・淡路大震災以降の大規模地震での野外

収容施設の開設事例 

 
 阪神・淡路大震災，東日本大震災，熊本地震において

開設された野外収容施設（テント村）の事例を紹介し，

開設場所の確保，設備・施設構成，収容対象，運営と特

性についてそれぞれまとめ，屋内避難所との差異を明ら

かにする． 

 
(1) 阪神・淡路大震災でのテント村 

 1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災で開設さ

れたテント村について，柏原らによる避難所の研究７）よ

り紹介する．避難者を受け入れたのは「公園やグラウン

ド，駐車場などのオープンスペースしかない広場型，オ

ープンスペースと建物がある学校型，市役所・公会堂な

どの建物だけの施設型の 3 タイプに大別できる」，その

広場型の典型であるテント村については以下のように述

べられている． 

a) テント村の形成過程 

「公園や学校の校庭などのまとまった広さがあるオープ

ンスペースではいわゆるテント村が形成された．学校施

設や集会施設などでは，本来の機能を再開させる必要も

あり，1995年8月20日の災害救助法適用終了前後までに

その大半が避難所としての機能を廃止した．しかし，公

園には震災から 2 年を過ぎてもテント村が複数存在して

いる」とある．施設型避難所に収容されなかった避難者

は，公園などのオープンスペースに避難し，市販のテン

トやブルーシートの仮囲いで住居スペースを確保した．

数日後に救援物資が届き始めると，テント設営と同時に

炊事場や仮設便所などを整えた．さらに，必要となる住

居や共用施設（シャワーや集会所など）を新たに設けて，

テント村の居住性を改善している．その後，復興が進む 

 
表 4 阪神・淡路大震災発生時テント村の変遷７）を基に作成 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

につれ，避難者やボランティアが減少し，応急仮設住宅

建設敷地として提供するなど，テント村の機能が縮小さ

れていった． 

b) テント村の施設構成 

 神戸市灘区と長田区で形成された 10箇所のテント村の

仮設建物総数と共用施設や設備は，以下のとおりである． 

 仮設建物のほとんどは避難者の住居と物置である．共

用施設として，水道・流し台，便所，風呂，炊事場，シ

ャワーなど食事や衛生面の施設が基本的に整えられ，さ

らにテント村本部や集会所が設けられた所もある．また，

上記の諸施設がないテント村では周辺の協力者から支援

を得ていた（4）． 

 

表 5 各テント村の共用施設・設備（1995 年調査時）７） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) テント村の運営 

テント村本部や集会所を設置するなどテント村ごとの

自治体制が取られていること，被災したベトナム人を収

容して日本語教室を開催するなど，避難者受入の包摂性

も持ち合わせていることが明らかになった． 
d) 公園でのテント村の特性 

公園というオープンスペースでの避難は，屋内空間に

比べて風雨などの天候や寒暖差など気候への対応は充分

とは言えないが，用途制限が少ないため，地域特性や復

興の状況に応じて設備や機能を拡充・縮小し，臨機応変

に空間を活用している．また，施設型避難所を補完する

だけでなく，救護所や行政の災害対策本部，救援物資の

保管，ボランティアの宿泊など，復興に向けた拠点とし

ての役割も担っている． 

 

(2) 東日本大震災での石巻専修大学避難所 

 2011年3月11日に発生した東日本大震災では，多数の

ボランティア志願者が現れ，その受け入れは復興に向け

た課題の一つであった．避難者だけでなく復興支援ボラ

ンティアを受け入れた石巻専修大学のキャンパスの活用

事例を同大学の報告書 11）から紹介する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園名
仮設建
物総数

⽔道・
流し台

便所 ⾵呂 炊事場
シャ
ワー

テント
村本部

集会所

南駒栄公園 151 10 9 1 1 3 1 1

⼤和公園 59 4 6 0 2 2 1 0

都賀川公園（JR線以南） 54 10 5 0 0 0 0 0

⽯屋川公園 52 3 2 1 1 0 1 0

岩屋公園 47 0 0 0 1 2 1 0

稗⽥公園 45 4 5 1 0 0 0 1

都賀川公園（阪急線―JR線） 38 6 2 2 0 0 0 0

⻄灘公園 37 6 3 0 0 0 0 0

求⼥塚⻄公園 17 0 0 0 0 0 0 0

寿公園 4 0 0 0 0 0 0 0

段階 テント村の様⼦

オープンスペースに避難する

焚⽕や⽑布で暖をとり市販のテントや遊具を⾻組みにしてブルーシートを被せて過ごす者等多様

救援物資が届き始める，⾃衛隊やボランティアがテントを⽀給し設営されていく

炊事場や仮設便所，電灯等，避難所が整い始める，救護所や⾏政の救援拠点の役割を果たす所も

住居や共⽤施設が新たに作られ，避難所の⽣活場所として改善が図られる

避難世帯の半数がベトナム⼈であった南駒栄公園では，ベトナム⼈に⽇本語教室も開かれていた

復興が進んでテント村の避難者，ボランティアが減少し，共⽤施設は役割を失っていく

応急仮設住宅建設敷地として使われたりし，テント村の避難所機能は縮⼩していく

地震発⽣直後

同数か⽉後

同数年後

同数⽇後
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a) キャンパスでのテント村開設 

 震災当日，指定避難所ではなかった石巻専修大学にも

避難者がやってきて，4 月 28 日までの間，およそ 1,200

人もの避難者を収容する避難所としての役割を担うこと

となった． 

 当時，石巻専修大学と石巻市が「大規模災害時におけ

る協定」を定める直前であった．「同協定書（案）」の

中に「ボランティアセンターの設置」が入っていたこと

から，3 月 15 日石巻専修大学にボランティアセンターを

設置することが正式に決まった．その翌日に全国の社会

福祉協議会に向けてボランティア要請が発信された． 

芝生のグラウンドにテント村を設営し，700〜800 人の

ボランティアがここを拠点として活動した．また，教室

などが沢山あるので，余震で津波警報が発令された際に

は急遽ボランティアの人々を高層階に収容するなどの対

応を取った． 

b) 避難所以外の用途 

 多目的グラウンドを災害時の救助や救援物資輸送用の

ヘリポートにしたり，隣接する総合運動公園とともに自

衛隊の宿営地としても場所を提供したりしている．また，

本館中庭前は NTT非常用衛星電話所として提供した． 

 さらに，診療所を設置し，被災した患者であふれかえ

った石巻赤十字病院の中で比較的緊急性が低い患者を引

き取り，学内の人の目が届きやすい場所に収容させたり

した． 

c) テント村の運営 

 石巻市との協定に基づきボランティアセンターを設置

し，社会福祉協議会と連携のとりやすいボランティアの

受け入れ体制「NPO・NGO 支援連絡会」（後に「石巻災害

復興支援協議会」）を組織し，９つの分野ごとの活動が

行われた．その結果，多くのボランティアを受け入れる

ことができた． 
 キャンパス内で，ボランティアの人々の酒・タバコ・

騒音などを原因とした避難者とのトラブルが発生した．

そこで，駐車や喫煙などに関するルールを，元々大学が

定めたルールに合わせて制定し，社会福祉協議会に提出

するなどした．大学組織は行政機関と連携して柔軟な運

営に当たることができた． 
d) 大学キャンパスでのテント村の特性 

 大学キャンパスは広大なオープンスペースと建物を兼

ね備えており，ボランティアセンターを設置し，避難者

のみならずボランティアも収容している．さらに，救援

物資の集配拠点や非常用衛星電話所，病院の補完施設，

自衛隊の宿営地など多様な機能を受け入れている． 

 
(3) 熊本地震でのテント村 

 2016年 4月14日に発生した熊本地震において開設され

たテント村の事例を野口の著書 12）から紹介する． 

a) グラウンドでのテント村の設営 

 益城町の避難所となった総合体育館では避難者を収容

しきれない状態だったので，発災から 10 日後に隣接する

陸上競技場グラウンドにテント村が設営された．民間有

志（野口健，総社市長ら）が，益城町からグラウンドを

借用する許可を得て，アウトドアメーカーC からテント

などを供出してもらい，159張で約 600人を5月末まで収

容した．入居条件は，避難所の空間を確保できていない

人，車中泊をしている人，3 人以上のグループを優先し

た． 

b) テント村での生活 

 テントは山岳で使用するタイプで，天井が 1.8 メート

ルあり圧迫感がない．テント内には，人数分の寝袋と下

に敷くマット，ランタン，希望者には簡易ベッドが配ら

れた．テントとタープで約 18㎡あり，4人家族の場合一 

人あたり 4.5 ㎡の広さを持つ．結果として，スフィア基

準と同等の居住性を確保できた．家族単位で生活するの

で，プライバシーが保たれている．子ども達が遊ぶスペ

ースがあり，サッカーや野球を一日中して夜はぐっすり

休むようになった．また，テントごとにカセットコンロ

を用いて温かい食事を自炊していた． 

c) テント村の運営 

 テント村本部には，益城町関係者以外のボランティア

スタッフと医療スタッフを常駐させて運営にあたった．

防災アドバイザーとして益城町に派遣されていた専門家

から，テントでは完全な戸締りがしにくい点や，テント

による死角が増え，女性が性犯罪にあう危険性もあるこ

と，テント内で具合が悪くなっている人に気づくのが遅

れ，最悪の場合亡くなるケースもあることなどが指摘さ

れたので，スタッフが定期的に巡回・声掛けすることで

安全性を確保していた． 

 救援物資は数に関係なく受け入れ，公平性には欠ける

ものの，必要なものを必要な人が必要な分だけ持ってい

けるような仕組みづくりをした． 

d) 南阿蘇村・芝生広場でのテント村 

 益城町近くの南阿蘇村では，道の駅「あそ望の郷くぎ

の」にテナント出店しているアウトドアメーカーM が，

敷地内芝生の丘にテント 40張を設置し，車中泊をしてい

る避難者に無償で貸し出した（そのテント村以外に，店

舗で用意したテントは約 300 張，使われたのは 262 張，

貸し出した寝袋は 620 本）．道の駅経営者と協議しなが

ら，必要に応じて乾燥食材や着替え等も提供した（5）． 

e) グラウンド等でのテント村の特性 

 車中泊からテント生活になり，脚を伸ばして眠ること

ができて，エコノミークラス症候群の危険や周囲の目が

気になるストレスを軽減することに繋がっており，テン

ト村から緊急搬送された人は皆無だった．屋内では騒音

扱いされることもある子どものはしゃぎ声も，屋外だと

「活気があってよい」と好意的に受け入れられ，子ども

の声に関するクレームは１件もなかった． 
 また，家族単位での屋外生活なので，施設内での集団

生活に比べて集団感染の危険性も低減できていた． 
 
 
５．本研究の結論と今後の課題 

 
(1) 本研究で得られた知見 

a) 野外収容施設の位置づけ 

 東京都地域防災計画は，避難者を受け入れる避難所と

野外収容施設の重み付けから 4 期に分けられた．以前は

野外収容施設の位置づけを重視した時期もあったが，避

難所と想定している公共施設の堅牢化（耐震補強）に伴

い，公共施設における（屋内）避難所を中核に据え，野

外収容施設は副次的な位置づけとなって現在に至ってい

る． 
b) 野外収容施設の特性 

■居住空間の健康度 
 家族ごとのテント生活は，避難所での集団生活に比べ

てプライバシーを守ることができ，精神面のストレスを

軽減できる．さらに，熊本益城町のテント村では，スフ

ィア基準同等の居住空間を提供できており，テントごと
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に自炊も行い，さらに感染症対策も講じることができる

ことで，避難生活の健康度を高める効果があるといえる． 
■収容対象の包摂性 
 神戸市のテント村では外国人を収容，神戸市や石巻専

修大学では避難者の他にボランティアも収容し，熊本県

益城町や南阿蘇村のテント村では子育て家族を収容して

いた．いずれも避難所に馴染みにくい避難者（家族）と

ボランティアに対応しており，包摂性を持っていること

が明らかになった． 
■機能の多様性 
 石巻専修大学は，広大なオープンスペースと建物を兼

ね備えており，救援物資の集配拠点や非常用衛星電話所，

病院の補完施設，自衛隊の宿営地など多様な機能を受け

入れている．神戸市においても，救護所や行政の災害対

策本部，救援物資の保管などの機能を兼ね備えていた．

このように，多様な機能を持たせる意味でも，野外空間

の拡張性が優れていることが明らかになった． 
■運営の自由度 
 神戸市の公園でのテント村，石巻専修大学でのテント

村，益城町・南阿蘇村のテント村のいずれもが，行政で

はなく民間組織が運営に取り組んだ．その結果，災害救

助法に掲げる「平等の原則」を良い意味で無視し，「必

要即応の原則」を実現するために，行政管轄の避難所に

はない柔軟な運営を行うことができている．熊本県西原

村において，旧来からの繋がりが強いコミュニティでは

自発的・自主的に避難所が運営されたが，新興住宅が多

いコミュニティでは行政任せ・要求型の避難所運営とな

った（6）．地域防災計画では町会と自主防災組織という

地縁コミュニティを運営の基本に据えているが，都内で

は町会（自治会）への参加率が半数近くになった現状を

踏まえると，行政への負担が重くなることが想定され，

野外収容施設等においては民間有志による運営に委ねる

ことも検討に値する． 
c) 野外収容施設の実現に向けて 

 上述したように，野外収容施設は分散避難の実現に向

けて重要な役割を果たすことが期待できる．現時点では，

災害時にテント（天幕）を確保するための協定を東京都

は民間企業と締結している．熊本県では天幕を借り上げ

て野外収容施設を設置することが地域防災計画で計画さ

れていたにも関わらず，公設のテント村は実現せずに，

アウトドアメーカーがテントなどの野営資材を提供しテ

ント村が設営・運営された．さらに，神戸のテント村で

は個々人がテントを持ち寄っている．このことから，テ

ント（天幕）の備蓄あるいは借り上げ協定もさることな

がら，野外収容施設を開設する場の確保が最も重要であ

るといえる．東京都地域防災計画（1964〜1971 年）のよ

うに大規模公園（現計画では避難場所として指定）を野

外収容施設の開設場所として計画しておくことが重要で

あろう．その場合，石巻専修大学の事例を参考に，広大

な屋外空間と悪天候などの緊急時に一時的に屋内避難が

可能な校舎を擁する大学キャンパスを対象とすることは

有益であると考えられる． 

  

(2) 今後の課題 

 本研究では，文献資料を基に分析を行ったが，分散避

難の考え方を推進し感染症対策として避難所計画を見直

した東京都や基礎自治体等へのインタビュー調査を行い，

野外収容施設の実現性について考察を行うことが今後の

課題といえる． 
 

補 注 
 

（1）イタリアの避難所 

イタリアの避難所は，日本でよく見られる体育館での雑魚寝

スタイルとは異なり，ハイドロテントと呼ばれる避難用のテン

トで簡易ベッドを使用して生活するのが一般的である．また大

きなテントの中には食堂が設置され，温かい食事を提供するこ

とが可能になっている．食事のメニューも豊富で，栄養面や避

難者の好みを考慮して食事を提供している．このように，イタ

リアでは避難所でも人間的な生活ができるように保障されてお

り，一定程度の居住性が確保されている．（2015 年〜2018 年に

5 回の現地調査および聞き取り調査をとりまとめた報告） 

（2）野外収容施設の設置を予定している公園緑地 

日比谷公園，砧公園，世田谷公園，上野公園，井の頭公園，

石神井公園，神代緑地，六義園など 17 箇所 

（3）スフィア基準 

 国際赤十字と NGO により 1997 年に制定された難民キャンプな

どの設置基準で，その主な基準は次のような内容である．［専

有面積・天井高］一人あたり最低 3.5 ㎡の居住スペース（調理

スペース，入浴区域，衛生設備を除く），内部天井高の最高点

が，少なくとも 2m［プライバシー保護］適切な床面積に加えて，

避難所には囲われた空間（壁，窓，ドア，屋根）が必要である．

過度の混雑や外部にさらされることは，感染症の発生や不健康

のリスクを高めることもなり得る．狭小なスペースは保護リス

クを引き起こし，安全やプライバシーを低下させることがある． 

（4）村井雅清氏（被災地 NGO 協働センター 顧問）より聴取

（2022 年 7月 26日電話による） 

（5）アウトドアメーカーM 南阿蘇店長より聴取（2021 年 9 月 6

日オンラインによる） 

（6）内田安弘氏（西原村 前副村長，阿蘇持続可能な社会研究

所 所長）より聴取（2021 年９月８日オンラインによる） 
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   After a large-scale disaster occurs, severely damaged buildings are demolished and treated as disaster waste. To 
obtain basic data for estimating the amount of disaster waste, we analyzed the demolition ratio from the building 
database in Mashiki Town after the 2016 Kumamoto Earthquake. The building database includes damage level, 
structure typology, building year, etc. We also analyzed the relationship of demolition ratio with building typologies 
and construction year. The demolition ratio for severely damaged, moderately damaged, and minor damaged buildings 
were calculated as approximately 85%, 30%, and 10%, respectively. The proportions of wooden and other structures 
on demolished buildings were also derived as approximately 90% and 10%. The demolition ratios of newer buildings 
in the same damage levels were less than buildings constructed before 2000. 
 
Keywords: GIS, disaster risk assessment, disaster waste estimation, building typology, residential and non-residential, 

construction year  
 
 
１．はじめに 
 
(1)背景と目的 

 大規模な災害が発生した後，被害を受け損傷の大きい

建物や倒壊の危険がある建物は，災害廃棄物として解体

及び処理される．災害廃棄物の処理が停滞すると，復

旧・復興事業の大幅な遅れ，堆積した災害廃棄物からの

火災発生，有害物質の大量流出等を引き起こす恐れがあ

るため，建物の解体及び災害廃棄物を円滑に処理するこ

とが必要である．災害廃棄物を迅速に処理するためには，

被害情報の収集，災害廃棄物要処理量の推計，ごみや廃

棄物の仮置場の選定，解体の実施並びに処分場での受入

れ等の準備を整え，目標期間中に実施できるよう災害廃

棄物処理の計画を策定することが必要である．特に，強

い震度の地震が発生した場合，震源に近い自治体では，

一度に大量の災害廃棄物が集中して発生し，自治体が通

常受け入れ可能な量を大きく超えることもあり，災害発

生後早い時期に災害廃棄物発生量を推計することが重要

になる．過去の研究では，阪神・淡路大震災で実際に解

体した建物から発生した災害廃棄物量1)や東日本大震災

で発生した災害廃棄物の全体量と被害建物棟数の調査に

基づいて災害廃棄物要処理量を推計する方法2)が研究さ

れている．環境省の災害廃棄物対策指針【技14-2】災害

廃棄物等の要処理量の推計方法3)によると，揺れに因る

災害の場合，災害廃棄物量Y（ton）は，被害建物の棟数

（X1：全壊建物の棟数，X2：半壊建物の棟数）と災害廃

棄物量原単位（𝑎𝑎𝑎𝑎1：全壊建物１棟当りの災害廃棄物量原

単位（ton/棟），𝑎𝑎𝑎𝑎2：半壊建物１棟当りの災害廃棄物量

原単位（ton/棟））から災害廃棄物要処理量を推計する

式となっている． 

 
𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑋𝑋𝑋𝑋1 × 𝑎𝑎𝑎𝑎1+𝑋𝑋𝑋𝑋2 × 𝑎𝑎𝑎𝑎2 [1] 

 
災害廃棄物量原単位は，阪神・淡路大震災等の過去の

大規模な災害で実際に発生した市町村別の災害廃棄物量

と全壊建物と半壊建物の棟数の関係から回帰分析によっ

て算出された値である．多島ら4)は，被害建物棟数を用

いる点について解体建物棟数とは差異があるため，実際
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に発生する災害廃棄物量との違いを生じる可能性がある

ことを指摘している．被害建物棟数と解体建物棟数の関

係について，牧ら5)が西宮市の阪神・淡路大震災による

建物被害と公費解体建物との関係を調査し，大破及び中

程度の被害を受けた建物の約3分の2が解体されたとの研

究調査結果があるものの，他の調査研究は少なく，被害

建物のどのくらいの割合が解体されるかデータが蓄積さ

れていない．また，木造と非木造の建物１棟の重量は異

なるが，式[1]において災害廃棄物量原単位は木造と非木

造で区別していない．これは，各自治体に家屋台帳の建

物情報があるものの，解体建物の木造と非木造の内訳を

統計的に分析するような調査研究がほとんどないためと

考える．このような状況から，式[1]は，被害建物が解体

される割合や木造と非木造の構造内訳等が不確定なまま，

被害建物に対する係数を設定した災害廃棄物量の推計式

となっている．そこで，本研究では，災害廃棄物量の推

計式に資するため，被害建物に関する基礎データを分析

し，実際に解体された建物割合，及び解体建物の建物構

造の内訳等の知見を得ることを目的とする．  
 
(2) 熊本地震による益城町の被害及び解体建物 

 2016年熊本地震では，2016年4月14日にM6.5及び4月16
日M7.3の2度の大きな地震が発生した．熊本県の災害廃

棄物処理の記録6)によると，熊本県では住家・非住家を

合わせて約21万棟の建物が大小の被害を受けたと報告さ

れている．特に，益城町は震源に近かったことから，町

全体でほとんどの建物が被害を受けており，住家の全壊

建物棟数は3,026棟，半壊建物棟数（大規模半壊を含む）

は3,233棟であった．地震発生後早い時期に，益城町のほ

とんどの建物が被害を受けたであろうと予想されたこと

から，住家については全数に近い調査がされている．ま

た，甚大な損傷を受けた多くの建物は解体され，解体建

物棟数は5,702棟であり，仮置場が不足し，熊本県に2次
仮置場の設置を要請することとなった． 
 
 
２．研究の方法 
 
(1) 研究の流れ 

 熊本県の災害廃棄物処理の記録による，全壊建物3,026
棟，半壊建物3,233棟，及び解体建物5,702棟の関係から，

全壊建物が全て解体され，残る解体建物約2,700棟が半壊

建物から生じたと仮定すると，約8割の半壊建物が解体さ

れた計算になる．しかし，住家以外の建物の解体はない

か，一部損壊建物の解体はないかを確かめる必要がある．

Kushiyama and Matsuoka 7)は，地図データと災害前後の衛

星画像を使って益城町の全ての建物約16,000棟を判読し，

図１に示す益城町の報告とほぼ同じ5,701棟の解体建物を

識別した．次に，図２に示すように，地図データを基情

報として作成した建物の輪郭位置と被害判定の調査点の

位置関係によって，図３のように被害判定結果と家屋台

帳の建物情報を関連付けた，建物データベースを作成し

た．被害判定結果は，目視調査結果で住家の損傷程度に

よって判定されており，全壊，大規模半壊，半壊，半壊

に至らない，無被害と被害判定なしの情報である．なお，

半壊に至らないは，以降，一部損壊と記述する．建物情

報は，建物構造（木造，S造，SRC造等），延床面積，屋

根種類（瓦屋根等），用途（居宅，倉庫等）及び建築年

代等の情報である．なお，平成30年住宅・土地統計調査
8)によると，益城町の全建物の内木造建物の割合は，60%
程度であり，全国平均にも近く，都心部や山間部のよう

な地域の比率とは異なることを述べておく． 
 

 

 

図 1 益城町における解体建物の分布 7)  
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図 1 益城町における解体建物の分布 7)  
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図 2 建物位置と被害判定結果の関連付け 

 

 

 

図 3 建物データベースの被害判定と建物情報の内訳 

 

 

 

図 4 益城町の被害建物の解体率，構造内訳 

及び建築年代の分析の流れ 
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図４に，益城町の建物データベースを使って，益城町の

被害建物の解体率，構造内訳及び建築年代を分析する流
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(2) 解体率の算出方法 
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について被害判定の有無と解体の識別が関連付けられて
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解体率 （ %） =
解体建物棟数

被害建物棟数
× 100 [2] 

 
 
３．被害判定別の解体率 
 
(1)被害判定別の解体率と修理建物の文献調査 

 式[2]により計算した被害判定別の解体率を表１に示す．

なお，式[1]で全壊と半壊の区分となっていることに合わ

せて，表１では，大規模半壊と半壊の建物棟数を合計し

て，半壊建物の解体率を計算している． 
 

表 1 被害判定別の解体率 

 
全壊 半壊 

一部 

損壊 

被害 

なし 

判定 

なし 
合計 

解体 
建物 

3,419 983  402  124  773  5,701 

被害 
建物 

4,010 3,368 4,084  141 4,503 16,106 

解体 
率 

85% 29% 10% 88% 17% 35% 

 
 
 表１で解体率を算出したが，その妥当性を確認してい

く．まず，全壊建物の解体率について，従来，全壊建物

は全て解体されると考えられていたが，表１の結果では

約 15%は解体されていない．全壊判定でも解体されてい

ない建物は修理されていると考えられる．そこで，修理

されている状況や割合について文献調査を行った．地震

被害にあった建物に適用できる応急修理の補助金制度が

ある．益城町の災害廃棄物処理事業記録 9)に，「応急修

理制度を利用して修繕した住家は，解体撤去しなければ

ならない特段の理由がある場合を除き，原則として公費

解体の対象にしない」方針にしたことや「修理して現在

の家に住むか，解体して新しい家を建てるかという選択

を迫られているが，申請者がなかなか決断できない」と

いう記述がある．建物の被害を受けた益城町の住民は解

体か応急修理のどちらかを選択する必要があり，一定割

合の全壊建物は解体されなかったであろうと推測する．

被害建物の解体と応急修理の割合について，全数の統計

調査ではないものの，熊本県の災害廃棄物処理の記録に

は，「作業（2016 年 9 月）時点で解体申請の件数と応急

修理の件数を調査・比較したところ，全壊判定家屋等に

ついては概ね 9:1，大規模半壊・半壊家屋等では概ね 4:6」
という記述がある．熊谷ら 10)は益城町の被災世帯ついて，

応急修理制度の未利用者に着目してアンケート調査を行

っている．全壊世帯 2,193 件の内約 12%，大規模半壊世

帯 579 件の内約 48%，半壊世帯 1,530 件の内約 72%が応

急修理制度を利用しているとの調査結果である．半壊建

物の解体率については，熊谷らのアンケート調査では，

大規模半壊と半壊建物を合わせた応急修理の割合は，約

65%，つまり解体率は約 35%になり，表１の結果は概ね

近い．また，Hirayama et al. 11)の既往の災害廃棄物量の推

計方法において，半壊建物からの災害廃棄物量は全壊の

20%～50%程度と仮定の条件を置いた点とも整合してい

ると考える．したがって，本研究結果で全壊建物の解体

率が約 85%，半壊建物の解体率が約 30％であったことは

位置情報凡例 

□□：建物輪郭  

〇〇：被害判定位置  
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妥当であると言える． 
 表１の結果では，全壊と半壊建物から解体された建物

棟数の合計は4,402棟であり，一部損壊，被害なし，判定

なしの建物から約1,300棟解体されている．従来，全壊，

半壊建物が解体されると考えられていたことと異なる結

果を得た．この結果について，益城町の災害廃棄物処理

事業記録と比較すると，全壊と半壊以外に，り災判定を

受けていない家屋等から解体された建物が 733 棟あった

ことが記されている．ただし，その内訳は不明である．

表１の結果の一部損壊，被害なし，判定なし建物の合計

値約1,300棟と比べると差異があるが，一部損壊でも解体

され得ると考える． 
 

(2) 被害なしで解体された建物の状況 

被害なしで解体された建物について，建物が損傷して

いない状況にしては，解体率が 88%となっている点につ

いて疑問が生じる．被害なしの建物は損傷度合いからで

はなく，他の事由があって解体されたと推察される．例

えば，被害なしの建物に全壊建物が隣接，かつ集中して

いて，全壊建物を解体する際，無被害の建物を解体せざ

るを得ない場合，あるいは，解体建物の同一敷地内に被

害なしの建物があり，敷地全体で再建築を行う等の事情

があって，無被害の建物が解体されたという可能性は十

分あり得ると考える．そこで，衛星画像で被害なしの解

体建物とその周辺を観察し，周辺の建物と一緒に解体さ

れた可能性があると推測される箇所があるか目視で探索

した結果，45 棟あった． 

 

 

(a) 

 
(b) 

図 5 周辺と一緒に解体された被害なし建物 

 

その一例を図５に示す．図５(a)の水色の建物は被害な

しであったが，2017 年 1 月に撮影した衛星画像の図５(b)
では周辺が解体されたのと併せて解体されていることが

分かる．被害なしで解体された建物で，他の要因は分か

らないが，解体建物約5,700棟のうち被害なしで解体され

た建物は 2%程度と少なく，全壊建物が集中して存在した

ために生じた，益城町特有の事情と考えた． 
 

(3) 被害判定有無と住家・住家以外建物の関係 

 被害判定なしで解体された建物については，損傷をう

けてないためり災判定の申請がなかったのか，損傷があ

ってもり災判定を受けずに解体されたのか分からない．

り災判定は，基本的には住家に対して行われ，住家以外

の建物はり災判定されないままに解体されたという仮説

を立てた．そこで，図 4 に示した，益城町の解体建物の

建物データベースに建物の用途も関連付けていることか

ら，被害判定なしで解体された建物が住家と住家以外の

いずれであったかを分析した．建物データベースの用途

で，住家（居宅・共同住宅）と住家以外（物置，倉庫，

工場，病院，店舗，事務所，遊技場，旅館，宿舎，車庫

等）に分類し，それぞれ解体建物・現存建物と被害判定

のあり・なしについて棟数を計数したところ，表 2 に示

す結果となり，被害判定なしで解体された建物 773 棟は，

全て住家以外であることが分かった．この結果から，住

家以外の建物が全壊または半壊相当の損傷を受けていた

ものの，住家でなかったため，り災判定がなされること

なく解体されたであろうと推測する．そのため，自治体

の被害調査は住家で報告されるが，住家以外の被害建物

もあり，解体される可能性があることを念頭に置いてお

くことが必要である． 
 

表 2 被害判定有無と住家・住家以外建物の関係 

 被害判定 

あり 

被害判定 

なし 
合計 

解体 
建物 

住家 3,131 0 
5,701 住家 

以外 
1,797  773 

現存 
建物 

住家 5,499 0 
10,405 住家 

以外 1,176 3,730 

 
 

４．解体建物の特徴 
 
(1) 解体建物の構造内訳 

 益城町の建物データベースには，解体された建物の構

造が関連付けられている．災害廃棄物量の推計式[1]にお

いて，災害廃棄物量原単位が構造で異なることが予想さ

れ，その基礎データを収集するために解体建物の構造内

訳を分析する． 
 

表 3 解体建物の構造内訳 

構造 棟数 
延床面積

（m2） 

面積割合

（%） 

木造 5,030 514,229 88.2 
LS 造 238 21,573  4.2 
S 造 95 14,237  1.7 

SRC 造 0 0  0.0 
RC 造 16 10,921  0.3 
CB 造 23 2,049  0.4 
その他 299 17,467  5.2 

計 5,701 580,475 100.0 
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表 4 被害判定別・建物構造別の解体率 

 全壊 半壊 一部損壊 

解体建物 被害建物 解体率 解体建物 被害建物 解体率 解体建物 被害建物 解体率 

木造 3,283  3,813  86% 907  3,099  29% 283  3,061  9% 
LS 造 79  119  66% 41  152  27% 75  576  13% 
S 造 42  59  71% 21  89  24% 32  333  10% 
SRC 造 0  0  0% 0  0  0% 0  1  0% 
RC 造 5  8  63% 7  17  41% 4  92  4% 
CB 造 6  7  86% 4  7  57% 6  16  38% 
その他 4  4  100% 3  4  75% 2  5  40% 
計 3,419  4,010  － 0  0  － 402  4,084  － 

 
 
解体建物の構造別に，棟数，延床面積と面積割合を表

3 に示す．その他は，倉庫や物置等で木造等の構造分類

に当てはまりにくい構造物である．表 3 の結果から，解

体建物は約 9 割が木造であることが分かる．非木造の解

体建物の内訳はほとんどが LS 造と S 造であり，RC 造や

CB 造は極めて少なく，益城町においては SRC 造の解体

建物はなかった．表 4 に被害判定別と建物構造別に解体

率を分析した結果を示す．表 3 により解体建物のほとん

どが木造であることからも予想される通り，表 4 の木造

の解体率は表 1 の解体率と同様の値を示した．全壊及び

半壊建物で LS造及び S造の解体率をみると，木造の解体

率よりやや低い傾向にあることが分かる．RC 造と CB 造

は棟数が少ないため，解体率は参考程度とする方がよい． 
 
(2) 建築年代と解体率の関係 

 益城町の建物データベースには，建築年代が格納され

ていることから，被害判定と建築年代別の解体率につい

ても分析した．建築年代を 1982 年以前（旧耐震基準），

1982 年から 2000 年（新耐震基準），2001 年以降，年代

不明に分けて，図 6（a）に建築年代別の被害建物棟数，

図 6（b）に建築年代別の解体率と解体棟数を示す．全壊

建物の解体率について建築年代による違いをみると，

2000 年以降の全壊建物棟数が少ないが，1982 年以前は

87%であり，2000 年以降は 54%である．同じ被害判定で

も建築年代が新しくなるにつれて解体率が低くなる傾向

がわかった． 
 
 
５．結論 
 
 解体建物の解体率，構造内訳と建築年代の分析結果に

ついてまとめる．益城町の解体建物及び被害判定結果を

格納した建物データベースを使って，被害判定別の解体

率を算出した．全壊建物の約85%，大規模半壊と半壊を

合わせて約30%，一部損壊建物の約10%が解体されてい

る．少なくとも，全壊及び半壊の解体率は，他の応急修

理に関する調査研究結果とも概ね整合する．また，住家

以外の建物で損傷した建物も解体され，災害廃棄物とし

て取り扱われた可能性がある．解体建物の構造別内訳も

算出し，その割合は木造建物が9割近くあることが分かっ

た． 
被害判定別に建築年代と解体率の関係を分析した結果，

同じ被害判定でも建築年代が新しいほど解体率が低くな

っていることが分かった．災害廃棄物量を推計するため

の基礎データを得ることができ，今後，益城町以外の市

町村の推計に適用できるか調査研究を行う予定である． 

 

 
(a) 

 

(b) 
図 6 被害判定別・建築年代別の建物棟数と解体率 
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   In this study, we evaluated the effectiveness of measures to improve the safety of tsunami evacuation by utilizing 
underused land, considering multiple tsunamis of different scales. Specifically, we estimated improvement in the safety 
of evacuation that would occur by removing vacant houses to reduce the risk of road blockage due to the collapse of 
houses within the evacuation route in the event of an earthquake, or by utilizing the vacant space as an evacuation route. 
Since the tsunami scales is indefinite, safety measures must be put in place for various tsunami scales, which were 
taken into consideration in this study. It was shown that the effectiveness of countermeasures under consideration can 
be clarified in more detail by conducting analysis anticipating tsunamis of various scales. 
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１．はじめに 
 
静岡県の第 4 次地震被害想定によれば，南海トラフの

地震による津波は，伊豆半島西部の沿岸部には地震発生

から数分以内に大津波が到達すると想定されている． 
津波による被害への対策としては，高台等の浸水域外

への移転や防潮堤の整備等の対策が有効であるが，伊豆

半島西部では自然環境や景観を生かした観光業や漁業が

盛んなこともあり，対策として防潮堤等の新たな施設整

備を選択しない地区が一定数存在する． 
これらの地区では避難による対策が軸となるが，浸水

を前提とするため，対策の効果は津波規模の大小による

影響を大きく受けると考えられる．しかし，避難シミュ

レーションなどの検討過程においては特定の規模の津波

を前提とした対策の有効性の観点で評価がなされること

が多く，津波の規模の大小，特に小さいケースに関して

はあまり考慮されていない．しかし，想定される規模の

津波では実施しても効果が無いとされる対策であって

も，想定より小規模の津波であれば対策の有無が避難の

可否を分ける可能性は存在するため，対策評価において

複数規模の津波を考慮する意味はあると言える．  
また，前述の伊豆半島など新たな施設整備をしない方

針を採る地区の特徴として，漁港背後集落，いわゆる漁

村集落が多くみられる．漁村集落はその特性として漁業

者の減少・都市部への人口流出などにより人口が減少傾

向にあること，道路幅員が狭く，建物が密集している密

集集落である場合が多いこと 1)が挙げられる． 
また，人口減少等による土地の利用ニーズの低下は空

き地・空き家等の低未利用地の発生や，管理不全の土地

の問題を引き起こしていると指摘されており，適正な管

理がなされない恐れから近隣住民の生活環境の悪化や災

害時の対応への支障などの悪影響が懸念されている 2)． 
この状況を踏まえて漁村集落における津波避難を考え

た時，所有者により耐震対策等の適切な管理がなされる

見込みの低い低未利用地，特に空き家は優先的に対処す

べき対象であると言える．過疎化による人口減の傾向に

ある状況を踏まえると住宅ストックとして空き家を維持

する必要性は低く，対処方法としては除却が有効な選択

肢として考えられる．また，除却後の空き地は適切に整

備・管理することで避難経路として活用できる可能性も

見込まれる． 
本研究は避難による対策を主とする地区を対象として，

複数パターンの規模の津波を想定するとともに，地域の

特性として低未利用地をリスク要因かつ対策実施のため

のポテンシャルとして着目し，その対策と活用により津

波避難安全性の向上効果を分析するものである．
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２．既往研究 

 
低未利用地を防災対策に活用するものとしては，中井

ら 3)は鶴橋地区の密集市街地を対象として空き家敷地を

潜在的な防災上有効な空間としてとらえ，道路化や道路

拡幅，一時避難所としての活用などの検討を通して従来

の整備手法より高い整備効果を得られるとしている． 
また，津波避難に関してはこれまでに数多くの研究が

成されてきている． 
漁港における津波対策の状況について，安本ら 4)はア

ンケート調査により漁港の津波対策の現状を把握し，漁

港を中心とした漁業地域において津波対策の明文化がほ

とんどの地域で行われていないことを明らかにした．ま

た，約半数の地域において最大規模の想定に対してどこ

まで対応すればよいか苦慮していることが示されている． 
宇野ら 5)は避難路形状を考慮した群衆避難モデルを用

いて津波による人的被害の算定を行い，地区別にハード

対策とソフト対策を組み合わせた津波防災・減災策を検

討する手法を提案している． 
牧野嶋ら 6)は津波避難行動解析について不確実要因を

大きく避難者，避難環境，津波外力の 3 種に整理した上

で，その影響を含めて避難安全性を評価する手法を提案

している． 
市川ら 7)は密集市街地での建物倒壊及び道路閉塞のモ

デル化により災害避難時の経路の危険度を分析し，GIS
を用いて倒壊状況の生成を行うことで町丁目単位の集計

モデル等に比べて現地の状況をより正確に反映した街路

の避難危険度の評価を行っている． 
複数パターンのハザードに関する検討としては，阿部

8)が津波発生条件の不確定性を考慮した津波伝播・遡上

シミュレーションを実施しているが，具体的な避難安全

性の検討については実施しておらず，安藤ら 9)は，津波

到達まで時間的猶予の少ない漁村集落を対象として低未

利用地活用による避難安全性向上効果の検討を実施して

いるが，ハザードについては特定のパターンのみを対象

としている． 
本研究は以上のような既往の研究を踏まえ，複数のハ

ザードを想定した上で，避難安全性の向上効果を分析す

るものであり，既往の研究とは異なる特徴を有するもの

であると言える． 
 
 
３．対象地区 
 
(1) 対象地区の選定 

静岡県の伊豆半島では，沿岸を 50 地区に分け，地区ご

とに地元の意見を取り入れた津波対策を進め，各地区の

基本方針として取りまとめている 10)．ここでは，「地域

の特性を踏まえた最もふさわしいハード・ソフト一体に

よる総合的な津波対策」の推進を目指しており，地区に

よっては高台移転や防潮堤整備等を行わない方針を示し

ている． 
本研究では，上記のようなハード整備を行わない方針

を定めた地区のうち，津波発生時の時間的猶予が少ない

とされる伊豆半島西岸部から，沼津市の戸田（へだ）地

区の中心部を対象として選定した． 
 
(2) 対象地区の概要 

戸田地区は静岡県沼津市の南西部に位置し，2022 年 3
月末時点の地区全体の人口は約 2,500 人である．2005 年

時点の人口は約 3,700 人であり，17 年で約 1,200 人減少

し，3分の 2程度となっている．地区の西側は駿河湾に面

し，残り三方を伊豆の山々に囲まれている．地区中心部

の戸田港は良港として知られ，その特性を生かした漁業

や観光業が地区の主要産業である． 
図 1 に対象地区として津波による浸水が想定される範

囲に存在する 9 つの自治会の区域と名称を示す．また，

図 2 に戸田地区全体の津波ハザードマップ 11)を示す．今

回対象とした戸田地区の中心部は，図 2 の右下に位置す

る部分である． 
 

(3) 戸田地区の津波対策の基本方針 

沼津市戸田地区における津波対策の方針 12)では，レベ

ル 1 津波に対する施設整備については既存施設を活用す

ることとし，新たな施設整備等は当分の間行わないこと，

避難については住民の迅速かつ主体的な避難を最重要の

対策として位置づけることが示されている． 

 

(4) 対象地区の現状 

a) 防災施設の整備状況 
戸田地区中心部には南北の高台への津波避難路が整備

されている他，津波避難タワーが小中島地区に 1 箇所，

津波避難ビルが地区内に 8 箇所存在する．また，前述の

通り防潮堤等のハード整備による津波対策は行わない方

針を示している． 
b) 建物の利用状況 

戸田地区中心部の建物について，2020年2月に現地調査

を実施し，目視及び住民に対する聞き取りを実施した．

結果を図3に示す．調査対象とした建物1,262棟のうち，

730棟(58%)を居住中，54棟(4%)を学校や店舗などの住居

以外に利用中，190棟(15%)を空き家と判定した．残る288
棟については居住実態及び用途について判断がつかない

ため不明扱いとした． 
 
 
４．分析方法 

 
対象地区における避難安全性を分析するために，GIS

上で道路閉塞現象の予測と避難時間の計算を行う．本章

ではその分析に用いるため整理したデータと条件設定に

ついて述べる．なお GIS を用いた分析には QGIS を使用

した． 

 

 
図 1 対象地区の自治会区域図 
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ている． 
本研究では，上記のようなハード整備を行わない方針

を定めた地区のうち，津波発生時の時間的猶予が少ない

とされる伊豆半島西岸部から，沼津市の戸田（へだ）地

区の中心部を対象として選定した． 
 
(2) 対象地区の概要 

戸田地区は静岡県沼津市の南西部に位置し，2022 年 3
月末時点の地区全体の人口は約 2,500 人である．2005 年

時点の人口は約 3,700 人であり，17 年で約 1,200 人減少

し，3分の 2程度となっている．地区の西側は駿河湾に面

し，残り三方を伊豆の山々に囲まれている．地区中心部

の戸田港は良港として知られ，その特性を生かした漁業

や観光業が地区の主要産業である． 
図 1 に対象地区として津波による浸水が想定される範

囲に存在する 9 つの自治会の区域と名称を示す．また，

図 2 に戸田地区全体の津波ハザードマップ 11)を示す．今

回対象とした戸田地区の中心部は，図 2 の右下に位置す

る部分である． 
 

(3) 戸田地区の津波対策の基本方針 

沼津市戸田地区における津波対策の方針 12)では，レベ

ル 1 津波に対する施設整備については既存施設を活用す

ることとし，新たな施設整備等は当分の間行わないこと，

避難については住民の迅速かつ主体的な避難を最重要の

対策として位置づけることが示されている． 

 

(4) 対象地区の現状 

a) 防災施設の整備状況 
戸田地区中心部には南北の高台への津波避難路が整備

されている他，津波避難タワーが小中島地区に 1 箇所，

津波避難ビルが地区内に 8 箇所存在する．また，前述の

通り防潮堤等のハード整備による津波対策は行わない方

針を示している． 
b) 建物の利用状況 

戸田地区中心部の建物について，2020年2月に現地調査

を実施し，目視及び住民に対する聞き取りを実施した．

結果を図3に示す．調査対象とした建物1,262棟のうち，

730棟(58%)を居住中，54棟(4%)を学校や店舗などの住居

以外に利用中，190棟(15%)を空き家と判定した．残る288
棟については居住実態及び用途について判断がつかない

ため不明扱いとした． 
 
 
４．分析方法 

 
対象地区における避難安全性を分析するために，GIS

上で道路閉塞現象の予測と避難時間の計算を行う．本章

ではその分析に用いるため整理したデータと条件設定に

ついて述べる．なお GIS を用いた分析には QGIS を使用

した． 

 

 
図 1 対象地区の自治会区域図 
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図 2 戸田地区の津波ハザードマップ 

 

 
図 3 戸田地区中心部の建物の利用状況 

 
(1) 前提とする津波の設定 

本研究では津波規模の差による避難安全性向上効果へ

の影響を評価するため，複数の規模の津波を想定する．

津波の規模を変化させる要因は様々なものがあるが，こ

こでは阿部 8)の沼津市戸田地区における津波遡上シミュ

レーションの結果を踏まえ，すべり量を変化させること

により「大・中・小」の 3 ケースを想定する．国が想定

している南海トラフ地震のケース 113)と戸田地区におけ

る津波の影響が同程度となるものを「中」とし，これに

対して初期水位の変化量を0.6倍としたケースを「小」，

1.6 倍としたケースを「大」とした．各ケースの浸水域及

び，地震発生から 10 分後の浸水ラインを図 4 に示す．な

お，津波の規模の差による影響を把握するため，地震動

の強さについては，各ケース共通で震度 6 強と設定する． 
 

 

 
図 4 各ケースの浸水域 

 
(2) GISデータの作成 

分析に用いる道路及び建物データについては，いずれ

も沼津市から提供を受けた GIS データを基に地図上での

確認及び現地での調査を行って修正を加えた． 
a) 避難経路 

対象地区の道路状況をもとに，概ね道路の中心線上を

通るように避難経路のネットワークを設定した．但し，

津波の河川遡上を考慮して橋は避難経路から除外した．

なお，対象地区は概ね平坦であるため，勾配の影響によ

る避難速度の変化は無いものとした． 
b) 建物データ 

対象地区の建物に対し，沼津市から提供を受けた建物

の構造，築年時のデータと現地調査の情報を基に構造（3
分類），建築時期（5 分類），階高，住人の有無のデー

タを付与した．なお，現地調査時に除却済みの建物は除

外した． 
c) 避難先 

沼津市のハザードマップ 11)に示されている避難路，避

難ビル，津波避難タワーを避難先の地点としたほか，浸

水域から離脱可能な地点として避難速度と想定浸水域の

広がり方を踏まえ，｢大｣ケースでの地震発生から 10 分後

の浸水域の境界外となる地点を設定した． 
d) 避難開始地点 

経路上の端点，交点などに避難の開始地点となる点を

配置した．各点間の距離は概ね 50m 以内となるように配

置している．

・浸水域(浸水深 1cm以上) 
■:大ケースのみ ■:中ケース以上 ■:小ケース以上 

・浸水ライン(地震発生から 10 分後・浸水深 30cm) 
■:大ケース   ■:中ケース   ■:小ケース 

■■：居住中 
■■：空き家 
■：非住居 
■：不明 
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e) 避難対象者 
前述の建物の利用状況調査結果と自治会ごとの人口を

基に建物別に居住者数を割り当てた．高台や浸水区域外

の住宅を除くと，対象地区内の避難者数は 1,360人である．

避難者は各建物から最も近い避難開始地点から避難行動

を開始するものとした． 
なお，今回は地震発生から 3 分後の津波避難を想定す

るため，避難手段は徒歩に限定し，移動速度は消防庁の

津波避難計画策定指針 14)を参考に 1.0m/s と設定した．実

際には多少の瓦礫であれば踏み越えて進むことは可能と

考えられるが，簡便化のため瓦礫により閉塞された経路

は移動できないものとした． 
 
(3) 倒壊及び閉塞判定の設定 

続いて GIS 上で建物倒壊及び道路閉塞を予測するため

の条件設定を行う．建物の倒壊リスクについては構造や

形状，地盤，維持管理の状況等の様々な要素の影響が考

えられるが，今回は提供データから網羅的に整理が可能

な項目である建物構造と建築年次により条件を設定する． 
a) 全壊率 

建物の全壊率については，内閣府の防災白書 15)に記載

されている全壊率テーブルを参考に，木造，非木造それ

ぞれについて建築年代別に設定する．防災白書の全壊率

テーブルから読み取った具体的な全壊率の設定は以下の

表 1 の通りである． 
 
表 1 木造・非木造建物の全壊率テーブル(震度 6強) 

木造 非木造 
建築された年代 全壊率 建築された年代 全壊率 
昭和 36 年以前 18% 昭和 46 年以前 2.9% 
昭和 37 年～56 年 10% 昭和 47 年～56 年 2.6% 
昭和 57 年以降 1% 昭和 57 年以降 0.6% 
 

b) 倒壊率 

静岡県第 4 次被害想定では倒壊建物数の推計を実施す

るにあたり，堀江ら 16)及び，山口ら 17)を参考に震度 6 強

～7 の場合の倒壊・全壊比を木造建築物は 30：70，非木

造建築物は 15：85 としている．本研究では，表 1 に示し

た全壊率にこの倒壊・全壊比を乗じて各区分の倒壊率を

算出する．建物データにおいて構造・建築時期が不明の

建物については，対象とする地区内の建物数の比率から

按分して設定する．なお，提供データの都合上，構造が

不明の建物は建築時期も不明となっているため構造不明

の建物の建築年代別の設定は省略した．算出結果を表 2
に示す． 
 

表 2 倒壊率の設定 

建築年代 木造 非木造 構造不明 
昭和 36 年以前 5.4% 

0.44% 
 

昭和 37 年～46 年 
3.0% 

 
昭和 47 年～56 年 0.39%  
昭和 57 年以降 0.3% 0.09%  
建築年不明 2.8% 0.30% 2.4% 

 

c) 倒壊判定 

建物の倒壊の有無は，建物ごとに乱数を発生させ，表

2 に示す倒壊率と比較することで判定する．判定に使用

する乱数は Excel の Rand 関数によって生成した．

d) 瓦礫流出範囲の設定 

建物倒壊時の道路閉塞の有無を判定するにあたり，建

物の倒壊方向及び，倒壊によって発生する瓦礫の流出範

囲を決定する必要がある．本研究では，瓦礫流出による

道路閉塞を扱った既往研究を参考に，瓦礫の流出方向，

範囲は簡易的な推定を実施することとした．例えば市川

ら 7)は全方向に瓦礫が発生し，流出幅は建物の高さに比

例する倒壊モデルを設定しており，伊藤ら 18)は倒壊した

建物の面する道路幅に応じて道路閉塞の判定を行ってい

る． 
本研究では提供を受けた建物データの内容を踏まえ，

市川ら 7)を参考として倒壊時には建物周囲に階高に比例

した幅の瓦礫が流出することとし，1 階につき 3m の瓦礫

が発生する設定とした． 
 
(4) 倒壊による閉塞判定の実施と避難所要時間の算出 

a) 道路閉塞判定 

建物倒壊による瓦礫流出範囲を踏まえて道路閉塞の判

定を行う．GIS 上で瓦礫の流出範囲を作図してネットワ

ークと比較し，瓦礫流出範囲と重なったリンクは道路閉

塞が発生するものとした． 
b) 避難所要時間の計算 

道路閉塞判定を基に通行不可となったリンクを除外し

た上で QGIS の「v.net.distance」機能を使用して，各地点

から到達可能な最寄りの避難先への最短経路検索を実施

した．これにより求められた経路の長さから，避難にか

かる最短時間を算出した． 
c) 避難可能の判定 

避難者はいずれも地震発生から 3 分後に各地点から避

難を開始するものとし，到達可能な最寄りの避難先まで

の所要時間と，該当する避難先の津波到達時間を比較し，

前者の方が短い場合に避難が可能と判定する． 

 

 

５．現状の避難安全性の評価 

 
本章では対象地区の現状の避難安全性の評価を行う．

津波の規模別の「大・中・小」の 3 ケースと，比較対象

として道路閉塞のみを発生させた「無」ケースの計 4 ケ

ース間で比較を行う．なお，津波規模による影響を評価

するため，倒壊判定に使用する乱数は 4 ケース共通とし，

建物の倒壊状況を 500 パターン生成して比較した． 
 

(1) 地点別の道路閉塞リスクの確認 

まず，津波とは関係なく，道路閉塞のみによる影響を

確認する．図 5 は無ケースの避難可能率の状況を地点別

に示している．色が緑に近いほど避難先までの経路が確

保できる割合が高く，赤色に近いほど道路閉塞により避

難先までの経路が確保できない割合が高い． 
例えば図 5 の中央部の橙色の地点は最も避難可能率の

低い地点であるが，この地点からは 5 割前後の確率で道

路閉塞により避難先までの経路が確保できないことを示

している．他の箇所に比べて避難可能率が低い要因とし

ては，対象地点周辺の大中島地区は道路が狭く建物が密

集して避難路が閉塞しやすい状況にあること，また，ネ

ットワークの形状上，一本道の奥まった箇所に位置して

おり避難経路に冗長性が無いことが挙げられる．他の地

点についても，ネットワーク上で一本道になるような箇

所に避難可能率が低い傾向がみられる． 
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e) 避難対象者 
前述の建物の利用状況調査結果と自治会ごとの人口を

基に建物別に居住者数を割り当てた．高台や浸水区域外

の住宅を除くと，対象地区内の避難者数は 1,360人である．

避難者は各建物から最も近い避難開始地点から避難行動

を開始するものとした． 
なお，今回は地震発生から 3 分後の津波避難を想定す

るため，避難手段は徒歩に限定し，移動速度は消防庁の

津波避難計画策定指針 14)を参考に 1.0m/s と設定した．実

際には多少の瓦礫であれば踏み越えて進むことは可能と

考えられるが，簡便化のため瓦礫により閉塞された経路

は移動できないものとした． 
 
(3) 倒壊及び閉塞判定の設定 

続いて GIS 上で建物倒壊及び道路閉塞を予測するため

の条件設定を行う．建物の倒壊リスクについては構造や

形状，地盤，維持管理の状況等の様々な要素の影響が考

えられるが，今回は提供データから網羅的に整理が可能

な項目である建物構造と建築年次により条件を設定する． 
a) 全壊率 

建物の全壊率については，内閣府の防災白書 15)に記載

されている全壊率テーブルを参考に，木造，非木造それ

ぞれについて建築年代別に設定する．防災白書の全壊率

テーブルから読み取った具体的な全壊率の設定は以下の

表 1 の通りである． 
 
表 1 木造・非木造建物の全壊率テーブル(震度 6強) 

木造 非木造 
建築された年代 全壊率 建築された年代 全壊率 
昭和 36 年以前 18% 昭和 46 年以前 2.9% 
昭和 37 年～56 年 10% 昭和 47 年～56 年 2.6% 
昭和 57 年以降 1% 昭和 57 年以降 0.6% 
 

b) 倒壊率 

静岡県第 4 次被害想定では倒壊建物数の推計を実施す

るにあたり，堀江ら 16)及び，山口ら 17)を参考に震度 6 強

～7 の場合の倒壊・全壊比を木造建築物は 30：70，非木

造建築物は 15：85 としている．本研究では，表 1 に示し

た全壊率にこの倒壊・全壊比を乗じて各区分の倒壊率を

算出する．建物データにおいて構造・建築時期が不明の

建物については，対象とする地区内の建物数の比率から

按分して設定する．なお，提供データの都合上，構造が

不明の建物は建築時期も不明となっているため構造不明

の建物の建築年代別の設定は省略した．算出結果を表 2
に示す． 
 

表 2 倒壊率の設定 

建築年代 木造 非木造 構造不明 
昭和 36 年以前 5.4% 

0.44% 
 

昭和 37 年～46 年 
3.0% 

 
昭和 47 年～56 年 0.39%  
昭和 57 年以降 0.3% 0.09%  
建築年不明 2.8% 0.30% 2.4% 

 

c) 倒壊判定 

建物の倒壊の有無は，建物ごとに乱数を発生させ，表

2 に示す倒壊率と比較することで判定する．判定に使用

する乱数は Excel の Rand 関数によって生成した．

d) 瓦礫流出範囲の設定 

建物倒壊時の道路閉塞の有無を判定するにあたり，建

物の倒壊方向及び，倒壊によって発生する瓦礫の流出範

囲を決定する必要がある．本研究では，瓦礫流出による

道路閉塞を扱った既往研究を参考に，瓦礫の流出方向，

範囲は簡易的な推定を実施することとした．例えば市川

ら 7)は全方向に瓦礫が発生し，流出幅は建物の高さに比

例する倒壊モデルを設定しており，伊藤ら 18)は倒壊した

建物の面する道路幅に応じて道路閉塞の判定を行ってい

る． 
本研究では提供を受けた建物データの内容を踏まえ，

市川ら 7)を参考として倒壊時には建物周囲に階高に比例

した幅の瓦礫が流出することとし，1 階につき 3m の瓦礫

が発生する設定とした． 
 
(4) 倒壊による閉塞判定の実施と避難所要時間の算出 

a) 道路閉塞判定 

建物倒壊による瓦礫流出範囲を踏まえて道路閉塞の判

定を行う．GIS 上で瓦礫の流出範囲を作図してネットワ

ークと比較し，瓦礫流出範囲と重なったリンクは道路閉

塞が発生するものとした． 
b) 避難所要時間の計算 

道路閉塞判定を基に通行不可となったリンクを除外し

た上で QGIS の「v.net.distance」機能を使用して，各地点

から到達可能な最寄りの避難先への最短経路検索を実施

した．これにより求められた経路の長さから，避難にか

かる最短時間を算出した． 
c) 避難可能の判定 

避難者はいずれも地震発生から 3 分後に各地点から避

難を開始するものとし，到達可能な最寄りの避難先まで

の所要時間と，該当する避難先の津波到達時間を比較し，

前者の方が短い場合に避難が可能と判定する． 

 

 

５．現状の避難安全性の評価 

 
本章では対象地区の現状の避難安全性の評価を行う．

津波の規模別の「大・中・小」の 3 ケースと，比較対象

として道路閉塞のみを発生させた「無」ケースの計 4 ケ

ース間で比較を行う．なお，津波規模による影響を評価

するため，倒壊判定に使用する乱数は 4 ケース共通とし，

建物の倒壊状況を 500 パターン生成して比較した． 
 

(1) 地点別の道路閉塞リスクの確認 

まず，津波とは関係なく，道路閉塞のみによる影響を

確認する．図 5 は無ケースの避難可能率の状況を地点別

に示している．色が緑に近いほど避難先までの経路が確

保できる割合が高く，赤色に近いほど道路閉塞により避

難先までの経路が確保できない割合が高い． 
例えば図 5 の中央部の橙色の地点は最も避難可能率の

低い地点であるが，この地点からは 5 割前後の確率で道

路閉塞により避難先までの経路が確保できないことを示

している．他の箇所に比べて避難可能率が低い要因とし

ては，対象地点周辺の大中島地区は道路が狭く建物が密

集して避難路が閉塞しやすい状況にあること，また，ネ

ットワークの形状上，一本道の奥まった箇所に位置して

おり避難経路に冗長性が無いことが挙げられる．他の地

点についても，ネットワーク上で一本道になるような箇

所に避難可能率が低い傾向がみられる． 
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(2) 各ケースの避難可能率の確認 
続いて，道路閉塞に加えて津波を発生させた際の各ケ

ースでの避難可能率を確認する． 
図 7 は各ケースの避難可能率を示したものである．灰

色で示した地点は，避難可能率が 0%の地点であり，道路

閉塞が無い場合でも津波の到達までに避難が完了しない

地点であることを示している．津波の規模が大きくなる

につれ，灰色で示される地点は増加しているほか，赤色，

橙色で示す避難可能率の低い地点が内陸側に広がってい

ることが確認できる．また，小ケースでは緑色の地点が

大ケースでは赤色となっている場合もあり，津波の大小

により，避難に影響を及ぼす範囲が変わることが確認で

きる． 
 

(3) 各ケースの避難不可者数の確認 

各ケースで津波到達または道路閉塞により避難先に到

達できなかった避難不可者数の最小値，最大値，平均値

を表 3 に，各ケースの 500 回の試行結果の避難不可者数

を集計したものを図 6 に示す．なお，小数点以下は四捨

五入している． 
無ケースでは平均で 71 人が避難不可となっており，津

波と関係なく，道路閉塞のみにより避難不可となる避難

者が一定数存在することが示されている． 
図 6 の平均値を基準に小ケースと大ケースを比較する

と，津波の規模により避難不可者数に約 260 人の差が生

じており，小～大ケースを比較すると津波の規模が大き

くなるにつれて避難不可者数も多くなることが確認でき

る． 
 
表 3 現状・各ケースの避難不可者数の比較(単位：人) 

 無ｹｰｽ 小ｹｰｽ 中ｹｰｽ 大ｹｰｽ 

平均 71 
(-162) 

118 
(-115) 

233 
(±0) 

378 
(+145) 

最小 2 
(-136) 

37 
(-101) 

138 
(±0) 

269 
(+131) 

最大 238 
(-217) 

286 
(-169) 

455 
(±0) 

617 
(+162) 

※括弧内は中ケースとの差分  

また，図 6 の全試行に対する割合を見ると小ケースで

は 9 割以上の試行で避難不可者数が 200 人未満であった

のに対し，大ケースでは 9 割以上の試行で避難不可者数

300 人以上となっている． 
 

 
図 5 現状・無ケースの避難可能率 

 

 
図 6 現状・各ケースの避難不可者数の比率 

 
 

 

 
図 7 現状・各ケースの避難可能率 
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 凡例 ▲:避難先 ●:80%以上 ●:80~60% ●:60~40% ●:40~20% ●:20%未満 ●:0%(津波により避難不可) 

▲：避難先 

避難可能率 
●：90%以上(183 地点) 
●：90~80%(13 地点) 
●：80~60%(11 地点) 
●：60~40%(1 地点) 
●：40%未満(0 地点) 

大ケース 中ケース 小ケース 
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６．低未利用地活用による対策の検討と評価 

 
本章では 5 章における現状の避難安全性の分析を踏ま

え，低未利用地を活用した対策について検討する． 

 

(1) 対応案の検討 

5 章の分析結果を踏まえると，海沿いの小中島地区な

どの避難先が遠い地区に避難タワー等の避難先が整備さ

れれば，避難所要時間の短縮による避難可能率の向上が

見込まれる．しかし，現在の土地利用状況と建物の居住

状況を考慮すると，空き家を除却した場合でも避難タワ

ーの建設用地の確保は難しいと考えられることから，こ

こでは既存の避難先への避難安全性の向上を目標とした

対応案として，空き家の除却と，除却後の敷地を含めた

低未利用地が連担する箇所を避難路として活用する案(以
下，「活用案」と呼称)を検討する． 
この案では空き家除却による道路閉塞リスクの低減と

ネットワークの追加による所要時間の短縮，ネットワー

クの冗長化による閉塞リスクの低減が期待される．また，

比較ケースとして空き家の除却のみを実施する案(以下，

「除却案」と呼称)の検討を行う． 
いずれも最大の効果が得られた場合の影響を把握する

ため，空き家は全て除却するものとし，5 章と同様の手

法で避難安全性を評価する． 
 

(2) 避難可能率の確認 

除却案，活用案，それぞれの避難可能率の状況を図 10，
図 11 に示す．なお，除却する空き家を黄色，追加する避

難路を橙色の線で示している．現状の結果を示した図 7
と比較すると，活用案の結果において，中央部に赤枠で

示した大中島地区の一部など，空き家を除却した敷地に

新たに設定した避難路の周辺で避難可能率が向上してお

り，中・大ケースでは津波の到達時間の関係上避難不可

となっていた地点が避難可能となるなど，より多くの地

点で改善がみられる． 
 

(3) 避難不可者数の確認 

5 章と同様に，各ケースで津波到達または道路閉塞に

より避難先に到達できなかった避難不可者数の平均値等

を表 4，表 5 に，各試行の集計結果を図 8，図 9 に示す． 
除却案は建物除却による道路閉塞リスクを低減するの

みのため，道路閉塞と関係なく津波のみの影響により避

難不可となる人数には影響を及ぼさないが，いずれのケ

ースにおいても現状より避難不可者数が抑えられており，

道路閉塞による避難への影響を軽減できていることが把

握できる． 
活用案の最小値を見ると，除却案よりも改善量が大き

く，避難路の短絡化により一部の地点で避難先への到達

可能性が確保された結果と考えられる．また，平均値・

最大値ともに除却案よりも大きく改善されており，除却

に加えて避難路の整備を実施することで，避難安全性を

より向上させることが可能であることが示された． 
 

(4) 津波規模による被害の差と対策効果について 

図 12 は現状と活用案の避難可能率の差分を図示したも

のである．赤色で示す地点は 50 ポイント以上と特に大き

な改善があったことを示しているが，いずれも経路の追

加により避難経路が短絡化され，避難可能となった地点

である．  

ここで図中に赤枠で囲った①～④のエリアに着目する

と，津波の大小により効果の発現する範囲，効果量が異

なることが分かる． 
①のエリアは中・大ケースでは津波の到達時間の関係

上，対策の有無に拠らず避難不可となるため効果は見ら

れないが，小ケースであれば，避難安全性を向上させる

効果が認められる．逆に，③のエリアについては小・中

ケースでは対策の効果は薄いが，避難時間の猶予が厳し

くなる大ケースでは多くの地点で改善効果が見られる．

これらの結果からは，津波の規模によって道路閉塞に対

する改善効果の発生する範囲に変動があることが分かる． 
また，②のエリアでは小ケースよりも中・大ケースに

おいて大きな効果が見られる．これは中・大ケースでは

津波の到達時間の関係上，対策の有無に拠らず避難不可

となっていた地点が経路の短絡により避難可能となった

ものであり，④のエリアも同様のパターンである．これ

らのように，避難経路を短絡する対策においては，津波

の規模によりその効果の程度は大きく変動すると考えら

れる． 
以上の複数の規模の津波を考慮した分析の結果，津波

の規模により対策の効果度，効果範囲が変動する可能性

があることが示された． 
 

 
図 8 除却案・各ケースの避難不可者数の比率 

 

 
図 9 活用案・各ケースの避難不可者数の比率 

 
表 4 除却案・各ケースの避難不可者数(単位：人) 

 無ｹｰｽ 小ｹｰｽ 中ｹｰｽ 大ｹｰｽ 
平均 61 ( -10 ) 103 ( -15 ) 215 ( -18 ) 363 ( -15 ) 
最小 2 ( ±0 ) 37 ( ±0 ) 122 ( -16 ) 267 ( -2 ) 
最大 214 ( -24 ) 251 ( -35 ) 455 ( ±0 ) 585 ( -32 ) 

※括弧内は現状との差分  
 

表 5 活用案・各ケースの避難不可者数(単位：人) 

 無ｹｰｽ 小ｹｰｽ 中ｹｰｽ 大ｹｰｽ 
平均 52 ( -19 ) 95 ( -23 ) 202 ( -31 ) 349 ( -29 ) 
最小 0 ( -2 ) 33 ( -4 ) 114 ( -24 ) 254 ( -15 ) 
最大 214 ( -24 ) 251 ( -35 ) 445 ( -10 ) 570 ( -47 ) 

※括弧内は現状との差分  

8877%%

5522%%

1122%%

4466%%

4444%%

11%%

5500%%

66%%

55%%

7744%%

11%%

1199%% 11%%

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

無ケース

小ケース

中ケース

大ケース

100人未満 100人台 200人台 300人台 400人台 500人以上

9911%%

6622%%

88%%

3377%%

5566%%

11%%

4400%%

1122%%

44%%

7744%%

11%%

1133%% 11%%

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

無ケース

小ケース

中ケース

大ケース

100人未満 100人台 200人台 300人台 400人台 500人以上

374



 

 

6 
 

６．低未利用地活用による対策の検討と評価 

 
本章では 5 章における現状の避難安全性の分析を踏ま

え，低未利用地を活用した対策について検討する． 

 

(1) 対応案の検討 

5 章の分析結果を踏まえると，海沿いの小中島地区な

どの避難先が遠い地区に避難タワー等の避難先が整備さ

れれば，避難所要時間の短縮による避難可能率の向上が

見込まれる．しかし，現在の土地利用状況と建物の居住

状況を考慮すると，空き家を除却した場合でも避難タワ

ーの建設用地の確保は難しいと考えられることから，こ

こでは既存の避難先への避難安全性の向上を目標とした

対応案として，空き家の除却と，除却後の敷地を含めた

低未利用地が連担する箇所を避難路として活用する案(以
下，「活用案」と呼称)を検討する． 
この案では空き家除却による道路閉塞リスクの低減と

ネットワークの追加による所要時間の短縮，ネットワー

クの冗長化による閉塞リスクの低減が期待される．また，

比較ケースとして空き家の除却のみを実施する案(以下，

「除却案」と呼称)の検討を行う． 
いずれも最大の効果が得られた場合の影響を把握する

ため，空き家は全て除却するものとし，5 章と同様の手

法で避難安全性を評価する． 
 

(2) 避難可能率の確認 

除却案，活用案，それぞれの避難可能率の状況を図 10，
図 11 に示す．なお，除却する空き家を黄色，追加する避

難路を橙色の線で示している．現状の結果を示した図 7
と比較すると，活用案の結果において，中央部に赤枠で

示した大中島地区の一部など，空き家を除却した敷地に

新たに設定した避難路の周辺で避難可能率が向上してお

り，中・大ケースでは津波の到達時間の関係上避難不可

となっていた地点が避難可能となるなど，より多くの地

点で改善がみられる． 
 

(3) 避難不可者数の確認 

5 章と同様に，各ケースで津波到達または道路閉塞に

より避難先に到達できなかった避難不可者数の平均値等

を表 4，表 5 に，各試行の集計結果を図 8，図 9 に示す． 
除却案は建物除却による道路閉塞リスクを低減するの

みのため，道路閉塞と関係なく津波のみの影響により避

難不可となる人数には影響を及ぼさないが，いずれのケ

ースにおいても現状より避難不可者数が抑えられており，

道路閉塞による避難への影響を軽減できていることが把

握できる． 
活用案の最小値を見ると，除却案よりも改善量が大き

く，避難路の短絡化により一部の地点で避難先への到達

可能性が確保された結果と考えられる．また，平均値・

最大値ともに除却案よりも大きく改善されており，除却

に加えて避難路の整備を実施することで，避難安全性を

より向上させることが可能であることが示された． 
 

(4) 津波規模による被害の差と対策効果について 

図 12 は現状と活用案の避難可能率の差分を図示したも

のである．赤色で示す地点は 50 ポイント以上と特に大き

な改善があったことを示しているが，いずれも経路の追

加により避難経路が短絡化され，避難可能となった地点

である．  

ここで図中に赤枠で囲った①～④のエリアに着目する

と，津波の大小により効果の発現する範囲，効果量が異

なることが分かる． 
①のエリアは中・大ケースでは津波の到達時間の関係

上，対策の有無に拠らず避難不可となるため効果は見ら

れないが，小ケースであれば，避難安全性を向上させる

効果が認められる．逆に，③のエリアについては小・中

ケースでは対策の効果は薄いが，避難時間の猶予が厳し

くなる大ケースでは多くの地点で改善効果が見られる．

これらの結果からは，津波の規模によって道路閉塞に対

する改善効果の発生する範囲に変動があることが分かる． 
また，②のエリアでは小ケースよりも中・大ケースに

おいて大きな効果が見られる．これは中・大ケースでは

津波の到達時間の関係上，対策の有無に拠らず避難不可

となっていた地点が経路の短絡により避難可能となった

ものであり，④のエリアも同様のパターンである．これ

らのように，避難経路を短絡する対策においては，津波

の規模によりその効果の程度は大きく変動すると考えら

れる． 
以上の複数の規模の津波を考慮した分析の結果，津波

の規模により対策の効果度，効果範囲が変動する可能性

があることが示された． 
 

 
図 8 除却案・各ケースの避難不可者数の比率 

 

 
図 9 活用案・各ケースの避難不可者数の比率 

 
表 4 除却案・各ケースの避難不可者数(単位：人) 

 無ｹｰｽ 小ｹｰｽ 中ｹｰｽ 大ｹｰｽ 
平均 61 ( -10 ) 103 ( -15 ) 215 ( -18 ) 363 ( -15 ) 
最小 2 ( ±0 ) 37 ( ±0 ) 122 ( -16 ) 267 ( -2 ) 
最大 214 ( -24 ) 251 ( -35 ) 455 ( ±0 ) 585 ( -32 ) 

※括弧内は現状との差分  
 

表 5 活用案・各ケースの避難不可者数(単位：人) 

 無ｹｰｽ 小ｹｰｽ 中ｹｰｽ 大ｹｰｽ 
平均 52 ( -19 ) 95 ( -23 ) 202 ( -31 ) 349 ( -29 ) 
最小 0 ( -2 ) 33 ( -4 ) 114 ( -24 ) 254 ( -15 ) 
最大 214 ( -24 ) 251 ( -35 ) 445 ( -10 ) 570 ( -47 ) 

※括弧内は現状との差分  
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図 10 除却案・各ケースの避難可能率 

 

 

 
図 11 活用案・各ケースの避難可能率 

 
   

 

 
図 12 現状と活用案の各ケースの避難可能率の差分 

 

 凡例 ▲:避難先 ●:80%以上 ●:80~60% ●:60~40% ●:40~20% ●:20%未満 ●:0%(津波により避難不可) ■除却する空き家 

凡例 ▲:避難先 ●:80%以上 ●:80~60% ●:60~40% ●:40~20% ●:20%未満 ●:0%(津波により避難不可) ■除却する空き家 ■追加避難路 

▲:避難先 ●:1 ﾎﾟｲﾝﾄ未満 ●:1～5 ﾎﾟｲﾝﾄ ●: 5～10 ﾎﾟｲﾝﾄ ●: 10～20 ﾎﾟｲﾝﾄ ●: 20～30 ﾎﾟｲﾝﾄ ●:50 ﾎﾟｲﾝﾄ以上 ■除却する空き家 ■追加避難路 

大ケース 中ケース 小ケース 

大ケース 中ケース 小ケース 

大ケース 中ケース 小ケース 
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７．まとめと今後の課題 

 

本研究では，沼津市戸田地区中心部を対象として，現

状の避難安全性を検討し，対応案として空き家の除却，

除却後敷地を含む低未利用地の避難経路化を検討すると

ともに，複数の規模の津波を考慮してその避難安全性の

向上効果を検討した．  
結果として，避難路沿いに立地する倒壊リスクのある

建物を除却すること自体に一定の効果はあり，除却後敷

地を活用して避難路を整備することで，周辺の避難安全

性をより向上させられること，津波の規模により，対策

の効果の範囲，効果の程度は変動するため，津波の規模

が想定通りであれば効果の小さい対策でも，津波の規模

が小さい場合に効果を発揮する場合があることを示した． 
以上を踏まえると，避難安全性を向上させるための対

策を検討するにあたっては，複数の規模の津波を考慮し

て検討を行うことで，基本となるケースで効果が見られ

ない対策についても，小規模なケースであれば一定の有

効性がある可能性が存在する．特に避難路を追加するよ

うな対策については，ネットワークの冗長性の向上と避

難経路の短絡の双方の改善効果があり，避難経路の短絡

効果は津波の規模によりその効果が大きく変わるため，

複数の規模の津波を考慮した評価を実施する意義は大き

いと考える． 
今回着目した津波以外にも，地震動と瓦礫流出範囲の

関係や，電柱・ブロック塀などの構造物による道路閉塞，

路面の液状化などの要素において，複数のシナリオの検

討の余地があると考えられる．今後の課題としては，津

波以外の要素による影響を把握し，より詳細な避難安全

性の評価に際して考慮すべき要素を整理する必要がある

と考える．また，本研究は特定の地区，地震動を対象と

して分析したものであるため，他地区における検討では

地形や地震動等の立地に関する条件による影響について

も考慮が必要である他，地区の状況に応じ，耕作放棄地

や工場跡地などの空き家に限らない低未利用地の把握が

必要であると考える． 
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   The purpose of this study is to develop a quantitative estimation procedure for disaster debris in consideration of 
seismic retrofitting of dwelling housing by accounting for the relationship between the time of construction, fragility 
curves of housing, and the result of earthquake resistant evaluation. The developed estimation method was applied to 
the 2016 Kumamoto earthquake disaster, and the amount of disaster debris was estimated to be 2.96 million tons with 
consideration of seismic retrofitting. In addition, the amount of disaster debris caused by the Nankai Trough Earthquake 
disaster in Aichi Prefecture was calculated. As a result, it was indicated that reconstruction and seismic retrofitting of 
dwellings could result in the reduction of disaster debris. 
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１．はじめに 
 
災害廃棄物処理を適正かつ円滑に実施するためには，

目標管理型での災害対応マネジメント，事前の災害廃棄

物マネジメント計画が必要不可欠である1), 2)．災害廃棄物

処理に係る災害対応業務での目標を設定し，状況認識の

統一を図り，状況に応じた災害対応を実施するためには，

災害廃棄物量の把握が重要となる．また，災害廃棄物対

策では，災害によるインパクトを把握するためには，災

害廃棄物量の推計が必要となる．これまでにも，さまざ

まな研究者により災害廃棄物量の推計手法に関する検討

がなされてきている．多島ら3)は，災害対応マネジメン

トの観点から災害廃棄物発生量推計の考え方を整理して

いる．杉本ら4)は，2009年から2018年の水害を対象とし
て，住家被害区分別に災害廃棄物量原単位を，全壊70.7
トン/棟，半壊9.4トン/棟，一部損壊8.5トン/棟，床上浸水
5.1トン/棟，床下浸水0.28トン/棟と推計している．平山
ら5, 6)は，人口分布などの国勢調査や構造別建築時期別住

宅棟数などの住宅・統計調査を用いて，災害廃棄物量を

時系列で算出する手法を開発している．そのうえで，人

口増減や住宅の建て替え等による旧耐震基準による住宅

数の経時的変化に伴う災害廃棄物量を時系列で算出し，

南海トラフ巨大地震などの国難災害を克服するためには

災害廃棄物3Rの推進，なかでも災害廃棄物の減量が必要
不可欠であることを指摘している7)． 
災害廃棄物の減量については，これまでにもいくつか

の調査研究がなされてきている．牧ら8)は，公費解体が

解体促進に影響を与えていることを明らかにし，できる

だけ修復をする方針により災害廃棄物量低減につながる

可能性を指摘している．平山，福和5, 9)は兵庫県南部地震，

南海トラフ地震を対象として，旧耐震基準の住宅棟数減

少による災害廃棄物の減量効果を明らかにしている．以

上のことから，災害廃棄物の減量対策のひとつとして，

住宅耐震化が重要であるといえる． 
国土交通省は，昭和56年以前に建築された住宅の耐震
性が不足している住宅を耐震改修や建て替え等によって

解消し，令和12年までに耐震性の不足する住宅をおおむ
ね解消することを目標としている10)．住宅の耐震化は，

平成30年度時点で耐震化率が約87％と推計されており，
年々耐震化が進んでいるものの，未だに約700万戸の耐震
性の不足している住宅が存在している．地方自治体にお

いても住宅の耐震化の取り組みはなされてきており，例

えば，愛知県では，愛知県建築物耐震改修促進計画にお

いて，昭和56年以前に建てられた木造住宅の耐震診断を
無料で実施する，無料耐震診断結果の耐震指標が1.0未満
と診断された木造住宅については1.0以上にするための耐
震改修工事に対して最大100万円の補助を実施する等の施
策を推進してきている11)． 
住宅の耐震化施策に関する調査研究は，これまでにも

多くの研究者によりなされてきている．村山ら12)は，耐

震性に関する不適格住宅について，その耐震診断，耐震

補強を促進されるための制度的対策を提案している．中
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嶋，岡田13)は，死者の低減を目標として掲げ，住宅の耐

震戦略による予測死者数の時間変動を評価することで，

木造住宅の耐震化戦略を検討している．池田，小澤14)は，

静岡県富士宮市をケーススタディとして，マーケティン

グの視点から木造住宅耐震化支援制度について利用者ニ

ーズを分析することで，木造住宅耐震化の支援制度を検

討している．山口ら15)は，行政の視点から，木造住宅群

としての地震リスク低減に向けた実行力のある耐震化戦

略について検討し，耐震改修の際の意思決定に資するリ

スク情報を明らかにしている． 
以上のように，災害廃棄物量の把握手法においては，

住宅・土地統計調査での建築時期別住宅棟数による建て

替えは考慮されているが，耐震改修による災害廃棄物量

の低減については検討がなされていない．そこで，本研

究では，建築時期，被害関数，耐震診断における総合評

点との関連性を考慮することで，住宅耐震改修を考慮し

た災害廃棄物量の把握システムを構築することを目的と

する． 
 
 
２．耐震診断評点を考慮した災害廃棄物量把握モ

デルの構築 
 

(1) 地域メッシュ別災害廃棄物量の推定手法 

災害廃棄物量は，ハザードに基づく住家被害想定結果

と災害廃棄物発生量原単位を用いて推定される．環境省

では，国勢調査に関する地域メッシュ統計を用いて，住

家被害棟数を推計し，2011年東日本大震災の災害廃棄物

処理実績より推定した原単位を用いて推定している16)．

山中ら17)は，津波浸水深を変数とする被災棟数や津波に

よる災害廃棄物発生量の推定手法について検討し，四国

地域でのケーススタディを実施している．田畑ら18)は，

耐久消費財別の質量原単位を推計し，耐久消費財由来の

災害廃棄物量の推計手法を構築している．石川ら19)は，

建設資材ストックデータベースから推計した震度別の各

建物の建設資材ストック量に基づき，災害廃棄物量を市

区町村ごとに算出する手法を開発している．また，藤原，

中村20)は，津波被災マップによる画像処理を用いて被災

地に存在する家屋を住宅地図から抽出し，その面積と棟

数を計数し，災害廃棄物発生量を把握する手法を構築し

ている．平山ら21)は，人口分布などの国勢調査や構造別

建築時期別住宅棟数などの住宅・土地統計を用いて，地

震動，津波浸水，水害による浸水に対して，地域メッシ

ュ別に災害廃棄物量を把握する手法を開発している．本

研究では，住宅の建て替えのみならず，耐震改修につい

ても考慮した災害廃棄物量を把握する手法を構築するこ

とを目的としている．したがって，国勢調査に関する地

域メッシュ統計，住宅・土地統計調査を用いて，地域メ

ッシュ別に災害廃棄物量を把握する手法5)を用いること

とする． 
国勢調査に関する地域メッシュ統計における世帯総数，

共同住宅世帯数より，木造住宅と非木造住宅の割合を地

域メッシュ別に算出する．住宅・土地統計調査における

都道府県別の住宅棟数，世帯総数，住宅の種類，構造，

建築の時期別住宅棟数より，地域メッシュ別での建築時

期別の木造住宅棟数分布，非木造住宅棟数分布を算出す

る．なお，建築の時期については，中央防災会議におけ

る住宅被害関数22)に従い，木造住宅は，1960年以前，

1961年〜1970年，1971年〜1980年，1981年〜1990年，
1991年〜2000年，2001年以降の6区分，非木造住宅は，

1970年以前，1971年〜1980年，1981年以降の3区分とする．

そして，地域メッシュ別計測震度分布と住宅被害関数を

用いて，地域メッシュ別に木造・非木造住宅の全壊棟数

分布ならびに半壊棟数分布を推定する． 
津波浸水，あるいは水害による浸水による住家被害に

ついては，国勢調査に関する地域メッシュ統計における

一戸建世帯数，長屋建世帯数，1・2階に住む共同住宅世

帯数を集計した地域メッシュ別の世帯数に対して，浸水

深による被災区分別割合を乗じることで，浸水被害によ

る被災区分別の世帯数を算出する．そして，地震動と津

波浸水あるいは浸水による住家被害区分と災害廃棄物量

原単位を用いて，地震動による全壊と津波浸水による全

壊とが重複しないように地域メッシュ別での災害廃棄物

量を算出する．表1に住家被害区分と災害廃棄物量原単位
を示す．なお，浸水による被害区分について，浸水深

1.5mは，津波や流速の速い浸水被害の場合であり，浸水

深3.3mは，水害での浸水被害の場合に適用する． 
 

(2) 耐震診断における総合評点を用いた住宅耐震化 

本研究では，耐震診断における総合評点を用いて住宅

耐震化を表現するモデルを構築する．まず，木造住宅の

耐震診断法における耐震評価の総合評点と住宅被害関数

との関連について検討する． 
日本建築防災協会は，新耐震基準の木造住宅の耐震性

能検証法として，一般診断法に準じた方法について，大

地震による倒壊の可能性について検証を行うものとして

位置付けており，総合評点と判定について表2のように示

している23)．なお，一般診断法に準じた方法による判定

は，建築基準法で想定している大地震動での倒壊の可能

性を想定しており，震度6強クラスの地震動を想定してい

る．中央防災会議で示された木造住宅被害関数での計測

震度6.4での全壊率，全半壊率から，建築時期区分別被害

関数と総合評点との関係について表3のように設定した．
すなわち，建築時期が1960年以前の木造住宅のうち，建

築後の耐震診断時における総合評点が1.0以上1.2未満とな

る住宅，あるいは，耐震改修したものは耐震改修後に総

合評点が1.0以上1.2未満となる住宅については，適用する

木造住宅被害関数を建築時期区分1960年以前の関数では

なく，建築時期区分1981年〜1990年の被害関数とした． 

表1 住家被害区分と災害廃棄物量原単位 
地震動による 

被害区分
浸水による被害区分 被害区分 災害廃棄物量 

原単位浸水深 被害区分

全壊

1.5m (3.3m) 以上 全壊 全壊 116.9（t/棟）
0.5m～1.5m (3.3 m) 床上浸水 全壊 116.9（t/棟）

0.0m～0.5m 床下浸水 全壊 116.9（t/棟）
0.0m 被害なし 全壊 116.9（t/棟）

半壊

1.5m (3.3m) 以上 全壊 全壊 116.9（t/棟）
0.5m～1.5m (3.3 m) 床上浸水 半壊 23.4（t/棟）

0.0m～0.5m 床下浸水 半壊 23.4（t/棟）
0.0m 被害なし 半壊 23.4（t/棟）

被害なし

1.5m (3.3m) 以上 全壊 全壊 116.9（t/棟）
0.5m～1.5m (3.3 m) 床上浸水 床上浸水 4.6（t/世帯）

0.0m～0.5m 床下浸水 床下浸水 0.62（t/世帯）
0.0m 被害なし 被害なし -

表2 耐震診断（一般診断法）による総合評点と判定 
 

耐震診断（一般診断法）による総合評点 耐震診断判定

1.5以上 倒壊しない

1.0以上1.5未満 一応倒壊しない

0.7以上1.0未満 倒壊する可能性がある

0.7未満 倒壊する可能性が高い
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(3) 耐震改修を考慮した災害廃棄物量把握手法 

ここでは，地域メッシュコードcodeの当該地域メッシ

ュにおける木造住宅棟数 ，非木造住宅棟数 を考

える．国勢調査に関する地域メッシュ統計，住宅・土地

統計調査から推定した地域メッシュ別の建築時期別木造

住宅棟数を  ，地域メッシュ別建築時期別

非木造住宅棟数を  とする．なお，木造住

宅では，𝑖𝑖 = 1を1960年以前，𝑖𝑖 = 2を1961年〜1970年，
𝑖𝑖 = 3を1971年〜1980年，𝑖𝑖 = 4を1981年〜1990年，𝑖𝑖 = 5
を1991年〜2000年，𝑖𝑖 = 6を2001年以降として，非木造住

宅では，𝑗𝑗 = 1を1970年以前，𝑗𝑗 = 2を1971年〜1980年，
𝑗𝑗 = 3を1981年以降とする．したがって， 

  [1] 

  [2] 

となる． 
建築時期𝑖𝑖の木造住宅棟数のうち，建築段階で耐震診断

における総合評点が0.7以上の住宅棟数と耐震改修した住

宅棟数の計を ，建築時期𝑗𝑗の非木造住宅棟数のう

ち，建築段階で耐震性を有する住宅棟数と耐震改修した

住宅棟数の計を とする．このとき，住宅の耐震化

率𝐸𝐸𝐸𝐸は， 

  
     [3] 

となる． 
建築段階で耐震診断における総合評点が0.7以上の住宅
棟数と耐震改修した木造住宅棟数 のうち，表3に
示した耐震診断の総合評点に対応する住宅被害関数の建

築時期区分𝑘𝑘となる木造住宅棟数の割合を𝛼𝛼!,#とする．す
なわち，𝑖𝑖 = 1では，総合評点0.7未満で，1960年以前の被

害関数を適用する棟数は， となり，

総合評点0.7以上1.0未満で1971年〜1980年の被害関数を適
用する棟数は， となり，総合評点1.0以
上1.2未満で1981年〜1990年の被害関数を適用する棟数は，

となり，総合評点1.2以上1.5未満で1991
年〜 2000年の被害関数を適用する木造棟数は，

となり，総合評点1.5以上で2001年以降

の被害関数を提供する木造棟数は， と

なる．したがって，建築時期別の木造住宅被害関数を適

用する地域メッシュ別の木造棟数   は， 

  [4] 

となる． 
本稿では，愛知県での2018年度から2020年度の耐震改

修後の耐震診断における総合評点24)を用いて，耐震改修

により耐震診断の総合評点に対応する住宅被害関数の建

築時期区分𝑘𝑘となる木造住宅棟数の割合𝛼𝛼!,#を算出するこ
ととした．表4に愛知県内の市町村別の補助木造住宅耐震

改修工事における耐震改修後の建築時期別総合評点割合

を示す．なお，建築時期別の耐震改修棟数実績値にばら

つきがあることから，本稿では合計の実績値を用いるこ

ととした．したがって，耐震改修した木造住宅は，建築

時期に関わらず，その82.9%が耐震診断における総合評

点が1.0以上1.2未満となるものとした． 

非木造住宅については，建築段階で耐震性がある棟数

と耐震改修した棟数  より，1971年以前の

建築時期区分の被害関数を適用する非木造住宅棟数は，

となり，1972年〜1980年
の建築時期区分の被害関数を適用する地域メッシュ別の

非木造住宅棟数は， とな

り，耐震性を有する1981年以降の建築時期区分の住宅被

害関数に対しては， を

適用する． 
以上のことから，建築時期𝑖𝑖の木造住宅棟数のうち，建

築段階で耐震診断における総合評点が0.7以上の住宅棟数
と耐震改修した住宅棟数 ，建築時期𝑗𝑗の非木造住

宅棟数のうち，建築段階で耐震性を有する住宅棟数と耐

震改修した住宅棟数 ，耐震改修により耐震診断の

総合評点に対応する住宅被害関数の建築時期区分𝑘𝑘とな
る木造住宅棟数の割合𝛼𝛼!,#を用いて算出される，地域メ

ッシュ別の木造住宅棟数  と非木造住宅棟

数  を用いることで，耐震改修を考慮した

地域メッシュ別での災害廃棄物量を算出することができ

る．図1に構築した耐震改修を考慮した災害廃棄物量把握

Wcode Bcode

Wcode,i (i = 1⋯6)
Bcode,j (j = 1⋯3)

Wcode =
6

∑
i=1

Wcode,i

Bcode =
3

∑
j=1
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6

∑
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6

∑
i=1
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3

∑
j=1

RB,code,j / ∑
code

(Wcode + Bcode)

RW,code,i

Wcode,i=1 − RW,code,i=1

αk=3,i=1RW,code,i=1

αk=4,i=1RW,code,i=1
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RB,code,j (j = 1, 2)
B′ code,j=1 = Bcode,j=1 − RB,code,j=1
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B′ code,j=3 = Bcode,j=3 + ∑2
k=1 RB,code,k

RW,code,i

RB,code,j

W′ code,i (i = 1⋯6)
B′ code,j (j = 1⋯3)

表4 愛知県における耐震改修後の総合評点 
 建築時期

合計
1961年以前 1962年～ 

1970年
1971年～ 
1980年

1981年～ 
1990年

耐震改修棟数
（棟） 76 176 373 23 648

総合評点 建築時期別の耐震診断における総合評点別割合

0.7未満 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.7以上1.0未満 0.053 0.032 0.043 0.087 0.043

1.0以上1.2未満 0.750 0.778 0.853 0.783 0.829

1.2以上1.5未満 0.171 0.141 0.091 0.044 0.114

1.5以上 0.026 0.049 0.013 0.087 0.014

図1 耐震改修を考慮した災害廃棄物量把握フロー 
 

表3 木造住宅被害関数建築時期区分と耐震診断での

総合評点 
 

i
木造住宅被害関数 

建築時期区分
計測震度6.4での 

全壊率
計測震度6.4での 

全半壊率
耐震診断での 

総合評点

1 1960年以前 0.711 0.941 0.7未満

2 1961年～1970年 0.594 0.941 0.7未満

3 1971年～1980年 0.406 0.842 0.7以上1.0未満

4 1981年～1990年 0.106 0.350 1.0以上1.2未満

5 1991年～2000年 0.044 0.170 1.2以上1.5未満

6 2001年以降 0.015 0.098 1.5以上
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フローを示す．なお，本稿では，耐震診断総合評点と建

築時期区分別の被害関数との関連付けにより，住宅耐震

化による災害廃棄物減量の定量的評価手法を構築するこ

とが目的である。したがって，建築時期区分別の被害関

数とそれを適応する住宅の耐震性能との対応付けについ

てモデル化したものであることから，建築時期区分別の

被害関数は，当該時期に建てられた建物の耐震診断総合

評点以上のものも含めた住宅群に対するものとなり，耐

震性能が過大となりうることに留意する必要がある． 
 
 
３．耐震改修を考慮した 2016 年熊本地震における
災害廃棄物量の推計 

 
ここでは，構築した住宅の耐震改修を考慮した災害廃

棄物量把握手法を用いて，2016年熊本地震での災害廃棄
物量を算出する． 

2016年熊本地震は，2016年4月14日から16日にかけて，
熊本県で震度7を2回記録し，人的被害273名，住家被害全
壊8,652棟，半壊34,389棟，一部損壊155,223棟の被害が生
じ，災害廃棄物処理量実績値は約311万トンであった25, 26)．

ここでは，2016年4月16日01時25分，M7.3の震度分布27)

をハザードデータとして，平成27年国勢調査に関する地
域メッシュ統計，平成25年住宅・土地統計調査を用いて，
1辺約250mの4分の1地域メッシュ別に災害廃棄物量を算
出する． 

2016年熊本地震時における熊本県での耐震改修状況に
ついて検討する．熊本県建築物耐震改修促進計画による

と，平成25年度末時点での耐震性のある住宅の割合は
76%と報告されている28)．なお，ここでの耐震性のある

住宅割合は，新耐震基準の住宅，旧耐震基準においても

耐震改修などにより耐震性に問題がない住宅の割合であ

る．本稿では，旧耐震基準の木造住宅のうち，耐震性が

ある住宅棟数の割合∑ 𝑅𝑅$,#
%
#&' ∑ 𝑊𝑊#

%
#&'⁄ と，旧耐震基準の

非木造住宅のうち，耐震性がある住宅棟数の割合

∑ 𝑅𝑅(,)*
)&' ∑ 𝐵𝐵)*

)&'2 が同じであると仮定し，式[3]より旧耐
震基準の木造住宅・非木造住宅のうち，耐震改修等によ

り耐震性を有する木造住宅棟数・非木造住宅棟数を推定

した．その結果，1960年以前の木造住宅では10,934棟，
1961年〜1970年の木造住宅では8,120棟，1971年〜1980年
の木造住宅では17,945棟，1970年以前の非木造では1,581
棟，1971年〜1980年の非木造住宅では4,488棟が，耐震性
を有していると推定された．図2に耐震改修等を考慮した
建築時期別住宅棟数を示す．これより，耐震改修等を考

慮しない場合，木造住宅の耐震化率は61.4%，非木造住
宅の耐震化率は86.8%であり，木造・非木造の耐震性を
有する住宅割合は69.7%である．耐震改修を考慮した場
合では，木造住宅の耐震化率が69.1%，非木造住宅の耐
震化率が89.6%となり，木造・非木造の耐震性を有する
住宅割合は75.8%となる． 
図3に耐震改修を考慮した災害廃棄物量把握手法による

2016年熊本地震での災害廃棄物量分布推計結果を示す．
これより，耐震改修を考慮した場合には，熊本県で296.9
万トンと推計された．住家被害の推計結果は，全壊

14,385棟，半壊39,635棟であり，住家被害実績値の全壊
8,652棟，半壊34,389棟より過大であった．耐震改修を考
慮しない既往モデルでは341.6万トンであり，処理実績値
と比べて9.9%過大であったが，本研究で構築した耐震改
修を考慮した場合では，4.5%過小評価となった．実績値
との差異からは，耐震改修を考慮した災害廃棄物量把握

手法が，より実績値に近い数値解析結果となっている．

本稿で用いた被害関数は，当該時期に建てられた建物の

耐震診断総合評点以上のものも含めた住宅群に対するも

のとなり，耐震性能が過大となり，その結果，2016年熊
本地震での災害廃棄物の推計結果が過小結果となったと

いえる．また，住宅被害関数の適応においては，被害関

数の地域性や地震動の周期特性の違いを考慮することの

重要性が指摘されている29)．したがって，今後，近年の

内陸被害地震における自治体の罹災証明データに基づく

被害関数についても検証していくことが必要である．さ

らに，災害対応マネジメントの観点から，10%程度過大
評価となるか，より実績値に近しい評価であるが過小評

価となるか，いずれが目標管理型での災害廃棄物処理対

応に適しているのかについて，今後検討していくことが

必要である． 

図3 耐震改修を考慮した2016年熊本地震での災害廃
棄物量分布推計結果 

 

図4 2016年熊本地震での市町村別災害廃棄物量推計
結果 

 

図2 熊本県での耐震改修等を考慮した建築時期別住
宅棟数 

 

380



 

 

5 
 

市町村別での災害廃棄物量の推計結果を図4に示す．こ
れより，熊本市など過大評価となっている地域では，耐

震改修を考慮した災害廃棄物量把握手法により，実績値

に近い解析結果となっている一方，益城町など過小評価

となっている地域では，耐震改修を考慮することでさら

に過小に評価することになっている．  
本稿で得られた結果では，耐震改修に伴う災害廃棄物

量の低減については解析することができているが，旧耐

震基準での木造，非木造住宅のうち耐震性を有する住宅

の割合に対する仮定や地域での耐震改修促進の差異，空

き家に伴う災害廃棄物の発生については考慮することが

できていない．したがって，今後は，市区町村などの地

域別に耐震改修実績や空き家対策等の住宅に対する強靭

化施策の推進や住宅の現況について，SIP4Dなどの災害
情報共有システムと連携した整備が必要であるといえよ

う． 
 
 

４．住宅耐震化施策による災害廃棄物の低減量評

価 
 
これまでに構築した耐震改修を考慮した災害廃棄物量

把握手法を用いて，住宅耐震化施策による災害廃棄物量

の低減効果について検討する．解析対象地域は愛知県と

し，想定する災害は南海トラフ地震とする． 
 

(1) 南海トラフ地震での愛知県における災害廃棄物量推

計結果 

想定するハザードデータは，南海トラフ巨大地震とし，

地震動を陸側ケース，津波浸水を駿河湾〜紀伊半島沖に

大すべり域＋超大すべり域を設定し，堤防破堤のケース

を用いる30)．平成27年国勢調査に関する地域メッシュ統
計，平成30年住宅・土地統計調査を用いて，地域メッシ
ュ別に災害廃棄物量を推計した．図5に南海トラフ地震で
の愛知県災害廃棄物量分布推計結果を示す．これより，

耐震改修を考慮しない災害廃棄物量把握手法では，南海

トラフ地震での地震動と津波浸水被害により愛知県で

3,208.3万トンの災害廃棄物量と推計された． 
耐震改修を考慮した災害廃棄物量把握手法により，南

海トラフ地震での愛知県における災害廃棄物量を推計す

る．愛知県建築物耐震改修促進計画において，2020年度
末時点での耐震化率を91.2%と報告している31)．したがっ

て，式[3]より，旧耐震基準の木造住宅・非木造住宅のう
ち，耐震改修等により耐震性を有する木造住宅棟数・非

木造住宅棟数の割合は62.0%と推定された．すなわち，
1960年以前の木造住宅では63,639棟，1961年〜1970年の
木造住宅では66,924棟，1971年〜1980年の木造住宅では
173,122棟，1970年以前の非木造では32,075棟，1971年〜
1980年の非木造住宅では101,827棟が耐震性を有している
と推定された．その結果，耐震改修を考慮した災害廃棄

物量把握手法による南海トラフ地震での愛知県における

災害廃棄物量は2,379.6万トンと推計された．図6に耐震改
修を考慮した災害廃棄物量推計結果を示す．耐震改修を

考慮することで，地震動による災害廃棄物量は，2,753.7
万トンから1,905.2万トンに30.8%低減している一方，津
波浸水による住家被害に伴う災害廃棄物量は，454.6万ト
ンから474.3万トンに増加している． 
 
(2) 愛知県における住宅耐震化 

平成25年住宅・土地統計調査，平成30年住宅・土地統
計調査から，愛知県における平成21年から平成30年まで

の10年間での旧耐震基準の住宅のうち建築時期別での耐
震改修した棟数を算出した．表5に愛知県における平成21
年から平成30年の10年間の耐震改修住宅棟数を示す． 
あいち地震対策アクションプラン32, 33)では，愛知県で

の耐震改修補助実績が報告されている．図7に2007年度か
ら2014年度の愛知県の耐震改修補助実績推移を示す．こ
れより，耐震改修補助棟数は年平均1,169.6戸である．第3
次あいち地震対策アクションプランで示された2015年度
から2020年度の耐震改修補助棟数実績は3,682戸であり，
年平均で613.7戸となっている．2011年東日本大震災後，
2011年度には2,628戸の耐震改修補助棟数実績があり，直
近10年間の平均耐震改修補助棟数の約2.7倍となっている． 

図5 既往システムによる耐震改修を考慮しない南海
トラフ地震での愛知県災害廃棄物量推計結果 

 

図6 耐震改修を考慮した南海トラフ地震での愛知県
災害廃棄物量推計結果 

 
表5 愛知県における平成21年から平成30年の10年間

の耐震改修住宅棟数 
 

建築時期区分
旧耐震基準の木造住宅の
うちの耐震改修棟数

（棟）

旧耐震基準の非木造住宅
のうちの耐震改修棟数

（棟）

1970年以前 15,600 900

1971年～1980年 20,300 2,100
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(3) 住宅耐震化施策による災害廃棄物低減効果 

ここでは，住宅耐震化施策による南海トラフ地震での

愛知県における災害廃棄物量の低減効果について明らか

にする．本稿では，住宅耐震化施策として，今後10年間，
表5に示した住宅・土地統計調査と同程度の耐震改修がな
されるシナリオAと，2011年度と同程度の耐震改修，す
なわち，10年間の耐震改修棟数が，表5の住宅・土地統計
調査の約2.7倍となるシナリオBについて検討する．なお，
住宅・土地統計調査では，旧耐震基準の住宅の建築時期

別区分は1970年以前と1971年〜1980年の2区分となってい
る．したがって，1970年以前の木造住宅の耐震改修棟数
については，1960年以前と1961年〜1970年の木造住宅棟
数𝑊𝑊'と𝑊𝑊*の比で按分することとした． 
図8にシナリオAとシナリオBの災害廃棄物量分布の推
計結果を示す．これより，10年間，住宅・土地統計調査
と同程度の耐震改修がなされる場合には，約2,293.7万ト
ン，10年間，2011年度と同程度，すなわち住宅・土地統
計調査の実績値の約2.7倍の耐震改修がなされる場合には
約2,146.9万トンと推計された．図9に地震動による災害廃
棄物量と津波浸水に伴う住家被害による災害廃棄物量を

示す．これより，2011年東日本大震災後と同程度の耐震
改修実績となる住宅耐震化施策では，地震動による災害

廃棄物量を約12.6%，地震動と津波浸水による災害廃棄
物量を約9.8%低減することができる．愛知県では，2021
年度の新設住宅着工戸数は61,293戸34)であり，耐震改修

補助実績戸数より一桁大きくなっている．災害廃棄物量

低減においては，耐震改修よりも住宅の建て替えのほう

が効果が大きいといえる．すなわち，耐震改修とともに

住宅の建て替えによる住宅群全体の耐震性向上策が必要

不可欠である．したがって，住宅の建て替え，耐震改修

には災害廃棄物の減量効果があり，住宅耐震化により，

災害廃棄物量を低減することができ，その結果，迅速な

復旧・復興の実現につながりえるといえよう．一方，津

波浸水に伴う住家被害による災害廃棄物量が増大しうる

ことを指摘した．これは，津波浸水域において，地震動

により全壊と想定される住家が，耐震改修により地震動

による被害は軽減される一方で，津波浸水により地震動

では軽微な被害である住家が全壊となるためといえる．

したがって，南海トラフ地震での災害廃棄物の減量は，

住宅耐震化のみならず，津波浸水域における住まい方や

土地利用のあり方についても検討することが必要不可欠

である．今後は，住宅耐震化と災害廃棄物減量について，

事前と事後のリソースやコストの観点から検討し，具体

的かつ実行可能な住宅耐震化施策の策定プロセスの確立

が求められる． 
 
 
５．結言 
 
本稿では，建築時期，被害関数，耐震診断における総

合評点との関連性から，住宅耐震改修を考慮した災害廃

棄物量の把握システムを構築し，2016年熊本地震，南海
トラフ地震での愛知県に適用し，住宅耐震化と災害廃棄

物量の低減について検討した．以下に得られた知見を記

す． 
1. 耐震診断における総合評点を用いて住宅耐震化を表
現するモデルを構築し，耐震改修を考慮した地域メ

ッシュ別での災害廃棄物量把握手法を構築した．

2016年熊本地震での災害廃棄物量把握について，耐
震改修を考慮した場合には，熊本県で296.9万トンと
推計された．耐震改修を考慮しない既往モデルでは

341.6万トンであり，処理実績値310.9万トンにより近
似した数値解析解を得ることができ，耐震改修に伴

う災害廃棄物量の低減について解析するできること

を示した． 
2. 耐震改修を考慮した災害廃棄物量把握手法により，
南海トラフ地震での愛知県における災害廃棄物量を

2,379.6万トンと推計した．その結果，耐震改修を考
慮することで，地震動による災害廃棄物量は，

2,753.7万トンから1,905.2万トンに30.8%低減してい
る一方，津波浸水による住家被害に伴う災害廃棄物

量は，454.6万トンから474.3万トンに増加しているこ
とを指摘した． 

3. 平成25年住宅・土地統計調査，平成30年住宅・土地
統計調査，あいち地震対策アクションプランより，

直近の愛知県における住宅耐震化について検討し，

2011年東日本大震災後の2011年度には，平均耐震改
修補助棟数の約2.7倍となっていたことを示した． 

4. 住宅耐震化施策による南海トラフ地震での愛知県に
おける災害廃棄物量の低減効果について明らかにし

図7 2007年度から2014年度の愛知県の耐震改修補助
実績推移 

 

図8 シナリオAとシナリオBの災害廃棄物量分布の
推定結果 

 

図9 地震動による災害廃棄物量と津波浸水に伴う住
家被害による災害廃棄物量 
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た．その結果，住宅の建て替え，耐震改修には災害

廃棄物の減量効果があり，住宅耐震化により，災害

廃棄物量を低減することができ，その結果，迅速な

復旧・復興の実現につながりえるといえた． 
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