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１．はじめに～本稿のねらい 

 本稿では、巨大な自然災害が発生した後に、被災者

や被災事業者が再建及び復興を果たすために必要と

する情報を「復興情報」と呼ぶ。そして、(1)復興情

報の位置づけ、(2)復興情報の伝達メカニズムの解明、

(3)復興情報の伝達困難性の克服と無料法律相談の機

能、(4)復興情報の防災教育・リテラシー向上、につ

いて理論と実務の整理を行うことをねらいとしてい

る。殊に 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災

後における「復興情報」の伝達には相当の困難が伴っ

たことから、本稿では東日本大震災後の実例をもとに

検証を加えることとする。 

 

２．復興情報という概念への気づきと位置付け 

（１）復興情報への気づき 

 復興情報という言葉は聞きなれた用語のようで実

は今までに明確な定義づけがなされていなかった。本

格的な議論は、2013 年 10 月 12 日実施の日本災害復

興学会大会の分科会「『復興情報』の展開」における

議論を待たねばならなかったのではないだろうか。こ

こでは様々な角度から、東日本大震災後の「情報」の

取扱い方について議論がなされた。議論されたテーマ

や浮き彫りになった課題は表１のとおりである。復興

情報についての大まかな輪郭がようやくかたち作ら

れたということができるだろう１。 

（２）復興情報の提供という側面に注目 

 本稿では、少しずつ見えてきた「復興情報」の概念

と課題のなかで、復興情報の提供の側面に着目する。

この動機は東日本大震災後の弁護士による無料法律

相談活動にある。無料法律相談活動の中で、多くの弁

護士が現場で実感したことは、「情報は氾濫している

にもかかわらず既存の支援制度や役に立つ窓口の情

報が全く被災者個人々々に伝わっていない」というこ

とであり、その裏返しとして「何か支援制度や補助の

制度はないのか」という問いこそが、筆者や相談担当

者の経験則からしても最も多かったという実感であ

る２。 

表１ 復興情報の輪郭と課題の提示 

・時間軸や場面（災害直後、みなし仮設住宅、生活再建） 

 ・個人情報保護法制や災害対策基本法の実務政策の研究 

 ・発信する主体（官、民、マスコミ、ソーシャルメディア） 

 ・受け取る主体（被災地内外、高齢者、要援護者） 

 ・ファクトと固定観念イメージ（オリエンタリズム）との戦い 

 ・情報を伝える技術（フェイス to フェイスの手法） 

 ・情報リテラシー向上（教育、報道の在り方） 

 ・情報保存、マッチング、伝える場（プラットフォーム、地元紙）

 

３．復興情報の伝達メカニズムの解明 

（１）情報の発信源についての整理 

 災害直後には災害の実態を伝える「災害情報」や更

なる被害を防止するために「防災情報」があらゆる媒

体でニュースとして流れる。これに対し生活再建や事

業再生に役立つ「復興情報」は影をひそめている印象

がある。しかし、この理由は決して情報が少ないとか、

発信されていないとかいうものではない。必要な者に

必要な情報が伝わっていないからである。 
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 おもな情報発信主体としては、行政機関、民間営利

企業、民間非営利支援団体の 3つが挙げられる。行政

機関の情報発信とは、被災者支援や事業者再生の支援

制度の根拠となる法令を所管する国や、執行窓口であ

る自治体による情報発信である。民間営利企業による

情報発信とは、多数の取引や顧客を抱える企業が相手

方当事者に対して行う情報発信であり、特に金融機関

など巨大企業による情報発信は、行政による情報発信

と同等あるいはそれ以上の影響力をもつものがある。

民間非営利支援団体の情報発信は、専門資格団体、大

学、ＮＰＯなどによる情報発信であり、情報発信主体

の技能や取扱い分野により百者百様の内容と発信態

様をもつ情報発信である。 

（２）復興情報が伝わらないメカニズムの図解 

 図 1は「災害発生時の情報提供ルートとその課題に

関するモデル図」である３。「行政支援・復興制度情

報」「金融・保険等情報」「支援団体の情報」が、被災

者や被災事業者に届かない様子を示した。 

 図 1 の中央の「行政支援・復興制度情報」について

は、政府が発信する様々な支援情報である。災害発生

日当日から、各所管省庁は、現行制度でできる限りの

柔軟解釈により平常時以上の支援が可能であるとい

う「通知」や「事務連絡」を大量に発信し続けた。新

たなアイディアが浮かぶたび、あるいは大臣や副大臣

からの指示があるたびに、次々と有益な情報を各省庁

は発信し続けた。しかし、これらの情報は、あまりに

量が多すぎた。加えて、超法規的な措置として大幅な

規制緩和をするもの、旧来からの解釈を再度周知する

もの、今までになかった新たな解釈を提案するものな

ど、情報を引き受ける側の法解釈能力が相当高度であ

ることを前提とするものもあった。質が高く、被災者

支援のために不可欠な各省庁の発信情報は、もし被災

自治体の行政機能が万全に機能していれば、極めて有

効な情報として、被災者や被災事業者に伝えられたに

違いない。しかるに、東日本大震災の被災自治体（市

町村など基礎自治体）の被害は凄まじく、応援職員な

図１ 災害発生時の情報提供ルートとその課題に関するモデル図 
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どを以てしても、とても情報を受け切るだけのキャパ

シティーを確保することができなかったのである。そ

の結果、所管部署は必要な情報を被災者に届けること 

できなかったのである。 

 図 1 の左側の「金融・保険等の情報」は、民間営利

企業による情報提供の代表例として記載した。損壊建

物についての住宅ローンや火災・地震保険契約、亡く

なった方の生命保険契約など、巨大災害時における金

融機関と被災者との関係は濃密である。東日本大震災

直後には、住宅ローンや保険料の支払猶予措置が金融

庁の通知により各金融機関で実施された４。金融機関

としても、顧客に対してこれらの措置を伝える努力を

したことは当然である。しかし、そのような情報は必

ずしも被災者個人や個々の事業者に届いていなかっ

た。東日本大震災直後に避難所等で無料法律相談を実

施した弁護士は、まずは住宅ローンの存否や保険契約

の存否を確認し、その「窓口」を教示することが多か

ったというのが実感である。 

 図 1 の右側の「支援団体の情報」は、民間非営利支

援団体が発信する情報である。政府と連携して支援事

業を実施したり、あるいは独自の支援政策を発信した

りする場合である。政府や金融機関等と異なり、これ

らの支援団体は全国区ですべての被災地をカバーす

ることは稀である。アドホックな発信と受信にとどま

ることは否定できない部分がある。 

 以上のとおり、行政機関、民間営利企業及び民間非

営利支援団体のいずれもが、被災者や被災事業者に向

けて発信した情報の伝達に課題を抱えていた。 

（３）情報伝達のボトルネックは何か 

 情報伝達の困難性は何に起因するだろうか。各発信

主体が抱える課題をまとめると、大きく 2つのボトル

ネックを指摘することができるだろう。1つ目は、発

信情報があまりに多すぎて被災者のニーズに応じた

メニューの整理ができないまま情報が氾濫していた

こと。2 つ目は、情報を受けとる被災者に寄り添い、

制度を解釈して支援メニューを選択・提示できる専門

家が不足していたこと。すなわち、情報の発信側と受

信側の双方に課題があったということである。 

 

４．復興情報の伝達困難性の克服と無料法律相 

談の機能 

（１）情報提供ルートの複線化 

 まずは、情報の発信側における復興情報の伝達困難

性についての解決策を提言する。図 2は、図 1（災害

発生時の情報提供ルートとその課題に関するモデル

図）を前提に、これを克服する手法について示した「生

活再建・復興支援情報の提供に関するルート複線化の

モデル図」である５。 

 すなわち、あらゆる主体の発信する情報は、次第に

やせ細り、最終の受益者である被災者や被災事業者に

届かなくなるという現象（図 1の現象）を受け入れた

うえで、これを克服するために、情報提供のための別

のパイプラインを構築するというものである。 

 そして、このパイプラインの役割として適任なのが

弁護士などの各分野の専門家であると考える。なぜな

ら、政府や関連団体が発信する支援情報は、当該業界

や分野に精通した専門家は、たとえ巨大災害時であっ

ても敏感にキャッチアップすることができると考え

られるからである。特に、専門士業などの全国的な組

織のある団体（日本弁護士連合会、日本司法書士会連

合会、一般社団法人日本建築協会など）であれば、被

災していない地域においてその役割を果たし、被災し

た地域との情報共有もスムーズにできると考えられ

る。たとえば、弁護士であれば、災害後の新規立法や

法改正の結果を、被災していない地域の弁護士会など

で早期に分析し、解釈運用のノウハウを被災地の弁護

士会へ伝達することができる。 

 この点についての特筆すべき実例として、「岩手弁

護士会ニュース」６を挙げることができる 。「岩手弁

護士会ニュース」は、無料法律相談を担当した弁護士

からの情報を収集したうえで岩手弁護士会が作成し

た、「今最も被災者が欲する情報をまとめたチラシ」

である。作成には、災害直後から無料法律相談を独自

に開始し、行政機関や地元企業からニーズを拾い上げ 
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た弁護士の貢献によるところが大きい 。国が被災地

自治体、被災者、被災事業者らに伝えきれていなかっ

た情報を、弁護士が無料法律相談を媒介することによ

って伝達するという役割を果たしたことの証明とい

えよう。 

（２）被災者のコミュニティの成熟 

 次に、情報の受信側に必要な要素について考える。

仮に、弁護士らの専門家が、行政機関等の発信する情

報を正確に被災者個人々々に説明をしたとしても、確

実にその被災者が助言通りの支援制度の利用申請や

交渉手続に踏み切るわけではない。多くの被災者は、

同じ境遇の者と相談し、あるいは「口コミ」を経て、

ようやく重い腰を上げて支援制度の利用に踏み切る

という場面が比較的多い容易に見受けられる。裏を返

せば、そのような口コミが広がる環境や、被災者どう

しで相談できる横のつながりのある環境でない限り、

復興情報の伝達が行われたとしても、それを利用して、

真の生活再建や復興情報に向かうまでには至らない

ということではないだろうか。成熟したコミュニティ

であるからこそ復興情報も生きて利用されると考え

られる。 

 この点についての特筆すべき実例としては、「法律

紙芝居」が挙げられる。「法律紙芝居」は、弁護士も

所属する特定非営利活動法人難民支援協会の協力に

より実施されたものであり７、その後は岩手県陸前高

田市などの仮設巡回相談事業にも発展した８。１対１

の個室での法律相談形式ではなく、お茶を飲みながら、

車座になっての「紙芝居」形式の法律や制度知識の伝

達術である。敷居の低さ、そして、被災者同士の横の

共感を得ることができるため、仮設住宅などによるコ

ミュニティ構築にも一役買っているものと考えられ

る。情報の受信側におけるコミュニティの成熟に寄与

する画期的な情報提供形態であると評価できる。 

 

図２ 生活再建・復興支援情報の提供に関するルート複線化のモデル図 
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図３ 「岩手弁護士会ニュース」vol.1（2011 年 3 月 28 日） 

 

５．復興情報の防災教育による 

リーガル・リテラシーの向上 

（１） 復興情報教育の必要性 

復興情報を「災害後に被災者が生活を再建し、被災

事業者が事業性再生を果たすために必要となる法律

や制度等に関する情報」と捉えた時、災害直後にこれ

らをゼロから学ぶことはおよそ不可能である。そもそ

も、そのような制度の存在にすら気づけないことが多

いように思われる。そこで、平常時から、災害後に再

び歩き出すために知っておくべき制度知識を身に付

けておく必要があると考える。 

防災教育には、地震から身を守り生き残るための防

災教育９、自らの判断で津波から避難する力を身に付

ける防災教育１０、避難所や一時待避所で７２時間を

生き抜くサバイバル能力を身に付ける防災教育１１が

ある。この 3つのフェーズは、時間経過に応じて、直

接的な自然災害の脅威から、家族や自らの生命・身

体・財産を守るという側面を持っている。これに対し、

「復興情報」の防災教育は、例えば避難所や自宅等に

おいて生き残り、さらにその先に生活を再建し、事業

を再生し、まちづくりを開始するために必要な制度知

識を身に付けるというものである。言い換えれば「こ

こから希望を持って歩き始めるための知識」である。 

たとえ命が助かっても、財産や家族を失ったものが

再び希望を持って歩き出すには、それを支える支援制

度メニューが必要になる。詳細な適用要件はわからな

くても、少なくとも、「何かメニューがあるはずだ」

という前向きな姿勢になれることが重要であると考

える。  

（２） 復興情報教育の内容 

では、復興情報教育のコンテンツとしては、何を盛

り込むべきであろうか。視点として重要なのは「災害

後に復興に向かうマインドを持つためには、何を被災

者や被災事業者は知りたいのか」という被災者側の目

線から逆算して考えることである。そこでヒントを与

えてくれるのが、弁護士による無料法律相談事例の内

容である。特に、初期の相談の中にそのヒントが詰ま

っている。ここでは、日本弁護士連合会が作成した「東

日本大震災無料法律相談事例集」１２を分析すること

で復興情報の類型化を試みる。筆者による分析結果は、

表 2のとおりである。 

すなわち、多くの相談は、抽象化すれば、「生活再

建のためのお金」「住まいの支援」「行政や企業の窓口

情報」「身の周りの取引や契約の帰趨」に集約される

ということである。この一つ一つのカテゴリーに対し

て、被災者の被災態様、職業、家族構成、資産状況な

どに応じた、メニューをあてがうことが、災害直後の

被災者の最大のニーズとなっているということであ

る。 

「生活再建のためのお金」は、例えば被災者生活再

建支援法に基づく「被災者生活再建支援制度」の存在

と適用要件、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づ



特集１ 復興情報の「展開」 

 

復興 (11 号) Vol.6 No.2  2014.10. 12 

 

く「災害弔慰金制度」の存在と適用要件等の基礎知識

が必要になる。仮に個々の被災者に個別の当てはめの

知識がなくても、制度の存在を知るだけで希望を持っ

た先の見通しがつく生活を送ることができる。制度を

知ることは、資金面以上に精神的な支柱としての効果

が高いと考えられる。 

 

表２ 復興情報教育のコンテンツ（災害直後） 

・生活再建のためのお金の支援の情報 

・住まいの支援（住宅ローン等含む）の情報 

・行政や企業の窓口情報 

・身の回りの取引や契約の帰趨に関する情報 

 

（３） 復興情報教育と法教育の同義性 

 こうしてみると、復興情報教育のコンテンツは、復

興や生活再建に関する法制度知識の取得に他ならな

い。このため、復興情報の習得は、法制度を理解し、

あらゆる分野に法の支配を行き渡らせることにも寄

与するだろう。復興情報教育は、法教育の推進ととも

に実施されるのが最も効果的であると考える１３。 

（４）「災害復興法学」への発展 

さらに、知識の習得が進めば、「既存の法制度だけ

で巨大災害を乗り越えられない場面がでてくるので

はないか」という疑問も出てくるはずである。これこ

そが復興情報教育の最も高度な態様たる「復興政策」

分野の習得に繋がる疑問である。巨大災害発生時は、

平常時の想像を超える事象がいくつも同時に勃発す

る。いかに準備し、想像していても、実際に制度を適

用する場面で不具合に気づくことが多い。そこで法解

釈の限界として思考を停止させてしまうのか、法制度

を変更したり新規に構築したりして目的を達成しよ

うとするのかとでは大きな差がある。被災者や被災事

業者の声を一つ一つ拾い上げ、それを目に見える政策

に変換して提言する。この活動の原動力が「復興情報」

の基礎知識ではないだろうか。この災害を起点とした

政策立案の手法をまとめたものとしては「災害復興法

学」の取り組みがある。紙面の関係から詳細な解説は

省略するが、復興情報を起点とする防災教育の一つの

到達点として紹介をさせていただく１４。 
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