特集 コロナ禍の復興支援とボランティア

コロナ禍における災害ボランティア活動の課題と教訓
熊本豪雨災害の 11 ヶ月の経験から
熊本学園大学 社会福祉学部
教授 高林秀明
はじめに

災害ボランティアの実態と諸問題を分析する。

2020 年 7 月の熊本豪雨はコロナ禍での初めての大
規模災害となった（1）。私は学生とともに 7 月 4 日の

１．発災から 2 ヶ月間

発災 2 日後から現在まで、広範囲に浸水した人吉市

（１）県内に限定されたボランティア

で、災害ボランティア活動を続けている。本稿は、そ

2020 年 6 月 1 日、全国社会福祉協議会がコロナ禍

の経験を通して、コロナ禍における災害ボランティア

における災害 VC の設置・運営やボランティア活動に

活動の課題と教訓を論じる。その際、発災後 2 ヶ月、

対する一定の制限の方針を公表した。同日、全国災害

半年まで、11 ヶ月までの３つの時期に区分し、それ

ボランティア支援団体ネットワーク（以下、JVOAD と

ぞれの①ボランティアの動向、②被災者の状況、③県

略す）も NPO 等の支援組織の動きを制限するガイド

内外のボランティア活動の特徴的な動きを示す。

（2）。内閣府政策統括官
ラインを出した（JVOAD2020）

分析軸として「遊動化」
「秩序化」
「主体化」の概念

（防災担当）付参事官（普及啓発・連携担当）は同じ

を用いる。近年のボランティアは「遊動化のドライブ」

日に「新型コロナウイルスの感染が懸念される状況に

「秩序化のドライブ」の二極化、後者への傾斜が指摘

おいて効果的な災害ボランティア活動を行うための

されている（渥美 2020）
。渥美公秀によれば、前者は

関係機関の連携強化について」という JVOAD のガイ

その場その場でニーズをつかみ臨機応変に支援する

ドラインを紹介する文書を技術的助言として都道府

災害 NPO・ボランティア団体等の発展、後者が災害ボ

県に発出した。これらの指針の下、被災地の災害 VC

ランティアセンター（以下、VC と略す）等の指示に

が受け入れ対象を県内に限定したため、ボランティア

応じて秩序だって行動するボランティア活動の広が

は（一時期を除いて）県内在住者に限られた。この「県

りである。熊本豪雨では、新型コロナウイルスの感染

内限定」が今回の災害ボランティアの「秩序化」の波

への不安の中で、ボランティアの「支援控え」が生じ

の震源となった。私は、被災地に通いながら、個人ボ

た（室﨑 2021a）
。コロナ禍の下、後述のように「秩

ランティアも災害 NPO 等も中央組織から行動規制さ

序化のドライブ」が強まった結果、
「遊動化」の典型

れていることに戸惑っていた。そして、発災後からボ

である災害 NPO・NGO 等も「秩序化」に組み込まれ

ランティアの動きは明らかに低調であり、県外からの

た。他方で、この動向が、被災地内外で個人・団体が

ボランティアの来熊が早期に実現してほしいと願っ

それぞれに災害ボランティアの役割や被災者に寄り

ていた。

添うことの意味をあらためて問い直す契機となった。

熊本県内の災害 VC の動きの本格化は発災 8 日後の

そして、自由かつ臨機応変に新たな支援を模索し創造

12 日からだった（同日の活動者は 751 人）
。7 月後半

するというボランティアの原点回帰へのドライブ（動

の土日には千人を超え、発災から 19 日後の 23 日（祝

向）を生みつつある。その意味で、コロナ禍で席巻す

日）に 2,085 人と最大数となった（最大 13 市町村で

る「秩序化のドライブ」の下、ボランティアの自主性

災害 VC を設置）
。背景には熊本県や熊本市などの複

の発展、ボランティア活動の「主体化」の自覚と挑戦

数の県内自治体が、被災地へのボランティアの無料送

が起こりつつある。これら３つの観点からコロナ禍の

迎バスの運行を開始したこともあった。しかし、学校
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が夏休みに入った 8 月に千人を超えたのは 8 日と 9

歩いたがボランティアの姿はなく、被災者だけが泥出

日の土日（各 1,171 人、1,178 人）のみだった。災害

し作業をしていた（レトルトパックの野菜スープの配

VC 稼働日当たり平均活動者は、7 月の 621 人が 8 月

布は被災者の免疫力維持に加えコロナ感染予防・重症

には 533 人へと減少した（熊本県社協 2021、以下、

化予防のためである［前田浩 2020］
）
。

熊本豪雨の災害 VC のデータは同資料による）
。

（３）ボランティア不足

この期間に、新型コロナウイルスの陽性者は 7 月

数の過不足という点からボランティアを語ってい

半ばから増え始め、熊本県は感染リスク基準を 7 月

いのかという意見もあろう。災害から 2 ヶ月、圧倒的

21 日からレベル 2 に、28 日からレベル 3 に、8 月 4

に数の力を必要とする状況で、片付けや泥出しの作業

日からレベル 4 へと引き上げた。人吉市でも 8 月 5

においてボランティアへの期待は大きい。

日に 50 代の男性 2 名の陽性が判明した。

災害 VC 始動から最初の 1 ヶ月の 1 日あたりのボラ

ボランティアはマスクを着用した。ほぼ窓やドアが

ンティア数は、熊本地震の 1807 人に対して熊本豪雨

外れた被災家屋での片付けや泥だしだったので、活動

は 645 人、35.7%であった（熊本県社協 2019、熊本

中の「三密」の心配はなかった。恐れたのは熱中症だ

県社協 2021）
。熊本地震で熊本市災害 VC が把握した

った。8 月に入ると気温が上昇し、前半は 34℃前後、

ボランティア延べ 37,900 人のうち県外在住者は

17 日から 37℃以上が 4 日間も続いた。マスクをした

29,183 人と全体の約 77％を占めた（2021 年 6 月 3

状態で、スコップで泥をかき、土嚢袋や一輪車に入れ

日、熊本市社協に確認）
。県外ボランティアの存在が

る作業をしていると何度も息が苦しくなった。

いかに大きいかがわかる。県内限定によるボランティ

（２）被災者の様子

ア不足の中、蒲島郁夫知事は 7 月 21 日に文書で熊本

水害の片付けや泥出しには、非常に多くの人手を要
する。熊本豪雨では 1 軒に 1 日平均 9.5 人のボランテ

県内の学生に向けて被災地でのボランティアへの参
加を呼びかけた。

ィアが活動している（熊本県社会福祉協議会 2021、

8 月 14 日に病院職員の紹介で人吉市中心部の被災

以下、社会福祉協議会は社協と略す）
。これは熊本地

世帯を訪問すると、1 階の天井まで水に浸かった家は

震の平均 5.5 人の 1.7 倍である（熊本県社協 2019）
。

片付けも泥出しも手つかずのままだった。家族 3 人

人吉市上薩摩瀬町および下薩摩瀬町の球磨川沿いの

がそれぞれ病気等を抱えて、自宅の二階で避難生活を

地域は道路から約 3 メートルの高さまで浸水した。

送っていた。災害 VC に依頼したが連絡が来なかった

私たちは 7 月中にこの地域で泥だしをしたり野菜ス

と言われ、私たちが片付けと泥出しを始めた。

ープを配ったりしていたが、発災から 10 日間はボラ

このような世帯があった背景には、人吉市災害 VC

ンティアの姿をほとんど見なかった。7 月 15 日頃か

（球磨村と合同）がフル回転してもなおニーズに追い

ら災害 VC から派遣されたボランティアが目に入るよ

つけない状況があった。社協職員による支援も県内に

うになった。

限定されたため、災害 VC を運営するスタッフも不足

多くの被災者は避難所から通ったり、自宅 2 階に

していた。人吉市災害 VC は隣接の宮崎県内の社協か

避難したりしながら、浸水した家屋の片付けと泥出し

ら職員派遣の協力を受けたが 7 月 24 日から 8 月 2 日

をしていた。その表情には疲労と落胆が表れていた。

の週末のみだった（8 月 4 日からコロナのリスクレベ

一方、17 日には、
「2 日間で多くのボランティアの協

ルが４に上がり継続を断念）
。スタッフ確保に苦労す

力があって一気に泥出しが進み助かりました」と明る

る中、発災から 1 ヶ月間（8 月 3 日まで）の新規依頼

い表情の被災者に会った。7 月 20 日には下薩摩瀬町

件数 576 件に対し、延べ活動者数 7,977 人、完了件数

の隣の下林町と温泉町にて野菜スープを配りながら

252 件であり、完了割合は 43.8％であった（熊本県社
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協 2021）
。受け付けたニーズを 1 ヶ月以内にすべて

ちらかといえば限定すべき」が合わせて 7 割という

完了することはできないが、発災から約 3 週間内（7

結果である。県外在住のボランティアの中にはこの記

月 26 日まで）に受け付けたニーズ（536 件）を 1 ヶ

事を読んで来熊を思いとどまった人もいた。ただし、

月以内に完了させるには（1 件の完了に必要な活動者

この記事をよく読むと、
「県外から受け入れていい支

は実績に基づき 10 人が 3 日間として計算）
、ボラン

援は？」
（回答者全員を対象とした質問）の結果は、

ティアは延べ 16,080 人必要だったと試算される。ニ

「医療・福祉関係者」
が 73.1％、
「行政関係者」
が 49.0%、

ーズから見れば必要なボランティア数は、実際に活動

「ボランティア団体」も 37.5％であり、専門職の支援

した人数の 2 倍となる。完了できないニーズは後に

などを容認する人たちはかなり多い。確かに「一般市

災害 VC がボランティア派遣するか、家族や身内、災

民」
は 17.1％と低いが
（この選択肢が
「ボランティア」

害 VC を通さないボランティアなどが対応した（後者

という理解だろう）
、この質問で「県外から受け入れ

は災害 VC への依頼はキャンセルとなる）
。
酷暑の中、

るべきではない」つまり、職種を問わず「完全県内限

私たちが知っているだけでも何人もの被災者が片付

定」を求める声は 17.1％（2 割未満）にとどまった。

け作業によって体調を崩した。

専門職ボランティアやボランティア団体が県外から

（４）県外のボランティアと災害 NPO 等

被災地に入る必要性を多くの人が理解していた。

災害 NPO・NGO 等も上述のガイドラインによって

ボランティアと災害 NPO 等の「支援控え」の一方

他県への支援の自粛が求められた。原則、被災地の自

で、自治体行政における県外の応援職員の動きは全く

治体や中間支援組織からの要請がなくてはボランテ

違った。九州各県と神戸市、岡山市、広島市等の県外

ィア団体が被災地に入ることはできなかった。それで

から被災地への行政職員の派遣は 2020 年 8 月 31 日

も、豪雨災害後、速やかに県外から現地入りして、感

までに延べ 3,037 人（保健師等は含まず）であった（熊

染予防策をして被災者や支援者のサポートを行なっ

本県 2020）
。県外からの応援職員は、検温と健康チェ

た団体があった。また、避難所の先見や支援物資を届

ックをして（事前の PCR 検査なし）
、避難所運営及び

けるために、被災地に一時的に入った団体や個人もあ

窓口対応の支援などを担った。応援職員派遣は、九州・

った。コロナ禍の被災地に県外から入ることを選び、

山口 9 県災害時応援協定に基づく。法や条例を基礎

ボランティアの自主性を貫いた人たちである。

とする行政は協定締結という事前の「制度化」をコロ

しかし、ほとんどの団体やボランティアは、県境を

ナ禍において上手く活用した。行政の被災地支援にお

越えることを控えた。また、多くの方がすぐに被災地

いて「地元の意向」は県外からも応援に入ることであ

に駆けつけたいと思い、せめて先見のために入ろうと

り、入らないという選択肢はない。災害 NPO・NGO ま

考えた。しかし、被災者のことを強く思うほど、万一

でがガイドラインに縛られて「秩序化」の負の側面に

コロナ感染を持ち込んだらと考えて断念した。被災地

影響されたこととは対照的である。

から支援を要請されることを期待したが声がかから
ないと漏らした方もいた（3）。

もちろんボランティアや災害 NPO 等は「秩序化」
に組み込まれただけでない。熊本県に入ることを控え

マスコミの報道内容も「支援控え」に影響した（渥

た団体や多くの個人は、県外から可能な支援を主体的

美 2021）
。2020 年 7 月 29 日の熊本日日新聞の朝刊

に模索した。私たちの団体（熊本学園大学社福災害学

が「県内限定 7 割望む」という見出しの記事を報じ

生ボランティアグループ、代表・山北翔大、筆者は顧

た。公式 LINE のアンケートに答えた 1434 人の中で

問）では、京都の佛教大学や神戸のチーム神戸から被

豪雨災害のボランティアのボランティア受け入れは

災者のための家電製品などの物資の提供を受けた。ま

コロナ感染リスクの不安から「県内に限定すべき」
「ど

た、災害 N G O 結は、スコップ（シャベル）や一輪車
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などの資機材、被災地への移動手段として軽自動車を

半の開設日当たりの活動者数が 100 人を下回る中、

無償で貸与してくれた。兵庫県立大学大学院の室﨑益

感染状況を踏まえて 11 月 1 日から県内限定を解除し

輝教授は、8 月から毎週、兵庫県立大学院の授業の一

県外（九州在住者）からの受け入れを開始した（12 月

環として被災地で活動する支援団体と院生をつなぐ

20 日まで）
。しかし、12 月から第 3 波が到来し、1 月

「オンライン・フィールドワーク」を開催して、被災

に熊本県が独自の緊急事態宣言を出したことで、災害

地の状況をつかみ遠隔地からの支援のあり方を模索

VC は 12 月下旬から翌年 2 月中旬までボランティア

していた。そして、室﨑教授らは、8 月 14 日から、

の受付を中止した。

被災地で泥出しなどの支援活動を行っている学生た

（２）在宅避難と建設型仮設の状況

ちを激励し支援するための「クラウドファンディング」

在宅避難の方々は熊本県内の被災地全体で 2,614

（以下、CF と略す）の呼びかけを始めた。県外でも

世帯あった（熊本県 2020 年 12 月 25 日「令和 2 年 7

ボランティアの自主性・主体性が動き出した。

月豪雨に係る被災者支援の状況等について」
）
。学生と
私は、9 月以降も、人吉市で在宅避難者の訪問と支援

２．9 月からの 4 ヶ月−避難所から仮設住宅へ

を続けていた。在宅避難者は、風呂やキッチンが使え

（１）ボランティアの減少と県内限定の解除

ず、家電製品の購入は追いつかず（置く場所もない）
、

9 月になると災害 V C はボランティア受け入れを金

カセットコンロで調理するなど、普段とは程遠い生活

土日または金土の週 2 日か 3 日に限定した。人吉市

を送っていた。胃腸の調子が悪いなどの訴えもあった。

災害 VC の 8 月末までの依頼件数（665）に対する完

高齢者は 2 階があっても足が不自由なため 1 階のカ

了件数（513）の割合は 77%であり、7 月末の同 38％

ビの多い部屋で生活するケースがあり、カビの影響の

に比べると大きく進展した。それでも現地の「情報共

ためか咳が出るようになったという方もいた。

有会議」では経験のある災害支援団体のリーダーから

熊本日日新聞は、9 月 1 日の朝刊トップで「在宅避

開設日を減らすことを疑問視する声があった。現場で

難、届かぬ支援

食事不十分、ガスや風呂使えず…

日々支援している人たちが感じている必要な作業量

全容把握遅れ、命の危険」という見出しで、在宅避難

と支援者数のギャップはなおも大きかった。

の厳しい生活を大きく報じた。記事で取り上げられた

9 月から 12 月にかけての災
害 VC の開設日当たりの平均活
動者数（全 VC 分）は 191 人、
162 人、133 人、144 人と減少
傾向となった（図１）
。被災者か
らの災害 VC への支援依頼も少
なくはなったが途切れること
はなかった（それぞれ 84 件、
50 件、35 件、16 件）
。新型コ
ロナウイルスの陽性者は同時
期に 1 日平均 1.8 人、7.2 人、
7.5 人、27.5 人と、11 月までの
感染状況は落ち着いていた（図
１）
。人吉市災害 V C は 10 月後
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3 世帯の事例は、いずれも私たちが支援している世帯

災者と被災地に寄り添うことの意味と方法を考えて

に記者が同行して書いたものだった。当時、市役所は

具体的活動を模索する作業であり、ボランティアとし

在宅避難者の数さえ把握しておらず、行政や社協から

ての「主体化」のプロセスであった。

の訪問もなかった。私たちを含めて民間のいくつかの

（３）県内の奮闘、地元との協働、行政の遅れ

ボランティア団体が週に 2 日程度、限られた戸数を

災害 VC のボランティアの県内限定の状況で、ボラ

訪問していた。在宅避難者への支援の遅れ、支援の漏

ンティアの絶対数が不足する中、被災地の住民や災害

れは明らかだった。

VC を通さずに活動する人たちの奮闘もあった（いわ

一方、8 月から 12 月にかけて建設型仮設が順次整

ゆる「復興ばね」
、室﨑 2021a）
。週末になると実家を

備され、人吉市では 13 の仮設団地への入居が少しず

離れている息子や娘の家族や親戚が片付けに訪れて

つ進んだ。私たちは 9 月 8 日に初めて建設型仮設団

いる世帯は少なくなかった。人吉市の球磨工業高校の

地を訪問した。約 2 ヶ月の避難所生活を経て仮設に

野球部のメンバーはチームメイトの自宅の泥出しに

入居した被災者からは、疲れた表情と新たな環境での

尽力していた。熊本県内の社会人スポーツチームも被

不安がうかがえた。高齢者の場合、避難所で体力や認

災した同僚の実家を支援していた。八代市の秀岳館高

知機能が低下した方もいた。仮設団地では「話し相手

校の生徒は卒業生・在学生を含む被災世帯での泥だ

がいない」
「買い物や通院が困難」などという声を聞

し・片付けを継続し、7 月から 3 ヶ月間で 59 日、延

いて、交流支援や生活支援の必要性を強く感じた。し

べ 5,324 人が活動した
（災害 VC を通じた活動を含む）
。

かし、8 月から 11 月にかけて、人吉市の仮設団地で

私たちは、被災者の戸別訪問を続ける一方、建設型

のコミュニティ形成や生活支援へのかかわりは行政

仮設での交流支援を行うきっかけを得るために、人吉

も社協もほとんどなかった。ボランティアもひまわり

市社協の職員を介して、人吉市東校区社協の原口英一

亭（代表・本田節さん）等の一部の団体の他には訪問

会長にお会いした。建設型仮設での交流会を共同で開

する様子はなかった。仮設団地の集会所（みんなの家）

催したいと提案し依頼したところ、協力の約束をいた

も鍵がかかったまま利用されていなかった。熊本地震

だいた。10 月 13 日、私たちはコロナ感染予防策をし

の際、益城町等の建設型仮設で当初からみられたよう

た上で、人吉市梢山グラント仮設団地にて第 1 回の

な、ボランティアによる食料・食器類等の配布や交流

交流会（つながるカフェ）を開催した。晴天のもと、

会の支援の風景はなく、建設型仮設においても支援の

仮設団地の敷地内にテント（タープ）を張り机と椅子

空白が生じていた。

を設置した。10 人ほどの入居者の方々が集まった。

私たちは建設型仮設のニーズに応えるために、9 月

校区社協役員 5 名、学生ボランティア 10 名は、被災

下旬に人吉市生活再建支援室の職員に仮設団地の集
会所を利用して、住民の交流の支援をしたいと申し出
た。これに対して、集会所の使用ルールが決まってい
ない上に、孤立防止や健康づくりの支援は専門職の役
割であるので学生ボランティアの協力は考えていな
いとのことであった。その回答に私たちは戸惑う一方、
仮設団地に入居した被災者が疲労と孤立で健康を悪
化しないか非常に心配になり、戸別訪問しながら交流
支援の方法を探った。それは、県内でも「秩序化のド
ライブ」を感じながら、私たちがコロナ禍において被

写真 1 人吉城跡仮設団地での「つながるカフェ」2020 年 10 月 27 日
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者が語る水害当日の話などに聞き入った。その後、緊

795 人から 500 万円の目標金額を大きく超える約

急事態宣言等の期間を除き、ほぼ週 1 回、各仮設団地

1000 万円を集めた（5）。若者たちへの支援にはいくつ

で順番に「つながるカフェ」を開いている（表１）
。

かの理由があった。支援の担い手を支えることによっ

東校区以外の校区社協役員等の参加もあり、学生ボラ

て、被災者が復旧作業に無理をして健康を悪化させた

ンティアが地域住民と仮設団地の被災者との橋渡し

り関連死に至ることを防ぎたい。若者たちもコロナ禍

役となっている。12 月１週目までの交流会は建設型

でアルバイト機会が減少するなど生活の苦しさが増

仮設の敷地内でテントを張って屋外で実施した（写真

しており、資金面から支えたいという理由である。同

1）。それはコロナ感染予防を意図した工夫であった

CF は長靴や手袋の購入、交通費などを考慮して、助

が、実際には、特に 11 月以降、行政が管理する集会

成金の経費算出の基礎をボランティア団体等のメン

所の利用許可を得られなかったためである。

バー1 人 1 日につき 2,000 円とした（１プロジェクト

仮設団地でのボランティアによる支援が不足した

の上限 20 万円）
。C F は 2021 年 5 月末までに高校生・

要因の一つにコロナ感染症の不安によるボランティ

大学生らの 13 団体（熊本県・大分県・佐賀県・兵庫

アの「支援控え」があったことは否定できない。しか

県の学生団体）
の 23 プロジェクトに総額 521 万 1,279

し、9 月から 11 月は熊本県内の感染状況は落ち着い

円を助成した。これは学生団体にとって継続的な支援

ており、ボランティア活動を行う条件はあ
った。ボランティアの動きの乏しさは行政
による仮設団地の自治会づくりや集会所
の利用許可が遅れたことが一つの要因と
なったと私は考えている。市役所が仮設団

表１ 発災後の主な出来事と熊本学園大学社福災害学生ボランティアグループの動き
年⽉
2020年

⽇

7⽉

⽇

社福災害学⽣ボランティアグループの主な動き

6⽇ 泥出し・⽚付け、野菜スープの配布

災害VC開設

くまもとSDGs推進財団の助成

＜コロナ第2波＞

県外団体からの物資提供

8⽉

在宅避難者の訪問・⽀援

地の入居者の中から「運営委員」を選ぶた
めの会合を呼びかけたのは 11 月の 3 週目

出来事（主に⼈吉市）

4⽇ 発災

発災から2021年3⽉ま
で⼈吉で毎週2回活動

最初の建設型仮設完成
9⽉

災害VC週末のみ開設に

建設型仮設の訪問・⽀援

以降であった。集会所の鍵の管理を行う
「運営委員」が決まる頃、多くの仮設団地

10⽉

13⽇

つながるカフェ第2回・3回

では入居から 2 ヶ月が経っていた（4）。私
たちが初めて集会所を使えるようになっ
たのは 12 月半ばであった（12 月 11 日の
11 回目のつながるカフェで初めて利用）
。
発災から 4 ヶ月後の 11 月から実質的に始
動した人吉市地域支え合いセンターは 12
月から仮設団地の集会所を使って交流会

つながるカフェ第1回（建設型仮設での交流会）
みなし仮設（市営住宅）の訪問・⽀援

11⽉

地域⽀え合いセンター開設

つながるカフェ第4回
つながるカフェ第5回・6回
つながるカフェ第7回・8回

12⽉

つながるカフェ第9回・10回
仮設団地の集会所利⽤開始

学⽣災害ボランティア⽀援の会（CF）助成

＜コロナ第3波＞

つながるカフェ第11回・12回

2021年

つながるカフェ第13回・14回

1⽉ 14⽇

県独⾃の緊急事態宣⾔

つながる広場の準備

（2/7まで）

2⽉

（オープンカフェ）を始めた。
（４）CF の支援者支援の創造性と主体性

22⽇ ボランティア連携会議

23⽇

3⽉

つながるカフェ第16回・第17回(遠隔あり)

この頃、県内限定のボランティアを、な
かでも若者たちを支援する動きが進展し

つながるカフェ第18回・第19回(遠隔あり）
つながるカフェ第20回
4⽉

た。室﨑益輝教授を代表とする県外の大学
や NPO・ボランティア約 50 名の「学生災
害ボランティア支援の会」による C F は

つながるカフェ第15回（神⼾から遠隔参加あり）

＜コロナ第4波＞

18⽇

つながる広場第1回（みなし仮設の交流会）

23⽇ 県リスクレベル最⼤に

25⽇

つながる広場第2回（延期）

5⽉
16⽇ まん延防⽌等重点措置

2021年4⽉から⼈
吉で毎週1回活動

資料）⾼林作成
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活動の物心両面での支えとなった。
他のボランティア団体も、CF で学生の「有償ボラ
ンティア」支援を呼びかけ、全国から 2026 万が集ま

と語った。
「秩序化」の一端である災害 VC と「遊動
化」の第一線にいる災害 NPO の対話と協働が熊本豪
雨の被災地でも生まれて力強く展開している。

った。その 9 割以上が県外在住の方だった。学生有償

県独自の緊急事態宣言が明けた 2 月と 3 月の災害

ボランティアには 1 日 5 千円の日当と千円分の食事

VC の開設日当たりの活動者数は、それぞれ 53 人と

券を提供することで、バイト収入の減少というコロナ

70 人であった（図１）
。そして、4 月末からの第 4 波

禍の影響を受けながらも被災地で活動する学生を支

によって災害 VC は再度停止となった。熊本豪雨の 11

援した（熊本日日新聞、2020 年 8 月 22 日）
。

ヶ月間のボランティアは 3 万 9,860 人であり、熊本地

コロナ禍という災害の中で起こった豪雨災害の被

震の同 11 万 9448 人に対して 33.4％に止まっている

災者を支援する人たちへの支援が県外支援者によっ

（熊本県社協 2019、熊本県社協 2021）
。

て実践され、その輪は大きく広がった。それは、県内

（２）緊急事態宣言下での活動

限定のガイドラインによる「秩序化のドライブ」の中

私たちのグループは、年末は 12 月 30 日まで、年

で、被災者と支援者のニーズを汲み取り主体的かつ創

始は 1 月 5 日から、在宅避難者と仮設団地などを戸

造的に支援する「遊動化のドライブ」といえる。
「支

別訪問した。1 月 8 日と 12 日には、建設型仮設の集

援控え」を乗り越えようと、ボランティアの主体性が

会所でのつながるカフェを実施した。緊急事態宣言に

強力に現れた。

よって 1 月 22 日以降は、私たちの交流会も、地域支
え合いセンターによるオープンカフェも中止となっ

３

2021 年の 5 ヶ月間ー第 3 波・第 4 波の下

（１）度々の VC の停止と NPO・NGO のサポート

た。人吉市の仮設団地の集会所利用には行政の許可が
必要なためである。

熊本県は感染リスクレベルを 12 月 1 日からレベル

緊急事態宣言下で、ボランティアグループの中には

4 とし、14 日からはレベル 5 に引き上げた。また、

被災地での活動を控えたケースもあったが、私たち団

翌年 1 月 22 日から 2 月 17 日まで県独自の緊急事態

体は集まる活動はできなくとも訪問は可能であると

宣言を出した。12 月 20 日までボランティアを受け入

考えて週 2 日の活動を継続した。その際、これまで一

れた人吉市災害 VC は、緊急事態宣言によって年末年

度でも顔を合わせた方、つまり少しでも信頼関係があ

始を含み 2 ヶ月間、完全にストップした。ただし、そ

る世帯を積極的に訪問することにした。この期間も訪

の間も、災害 NPO 等は災害 VC への依頼のうち被災

問はどこでも歓迎された。熊本市内から来た学生を仮

家屋や公民館の改修ニーズにあたっていた。背景には、

設団地の自宅に招き入れ、人生の思い出などを語って

2020 年 10 月中旬から KVOAD（くまもと災害ボラン

くれた年配の方もあった。また、災害 NPO 等の他団

ティア団体ネットワーク）を介し人吉市社協の要請を

体が取り組んでいる被災した自治会の公民館の仮復

受けて災害 VC の支援に入った災害 NGO 結の存在が

旧作業の手伝い、リフォームした家屋の庭の泥出しな

ある。この頃、結の前原土武代表は作業系 NPO・ボラ

ど、人と交流せずにできる作業も行なった。

ンティア団体の情報共有会議を提案し、災害 VC と一

（３）連携の模索

体的に作業系ニーズへのきめ細かな対応をコーディ

熊本豪雨の熊本県内のみなし（借上型）仮設の戸数

ネートしていた。人吉市社協の速永同志子次長は結に

1046 世帯（公営住宅含む）は建設型仮設 768 世帯の

信頼を寄せて、
「もっと早く支援に入ってくれていれ

1.4 倍であり、人吉市は 655 世帯に対して 345 世帯、

ばと強く思うが、私たちは災害 NPO との協力の経験

1.9 倍である（表２、戸数ピーク時 2021 年 1 月）
。私

がなかったので自分たちから SOS を出せなかった」

たち団体は、熊本地震から 3 年間、益城町地域支え合
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いセンターと連携して、みなし仮設で暮らす被災者の

位置づく制度化された組織でありながら、そのもっと

交流会を定期的に行った。今回も仮設住宅の中でも孤

も基礎的な部分は住民による自主的な地域福祉活動

立しやすいみなし仮設の方々の交流支援を構想して

やボランティア活動およびそれらの育成・支援である。

いた（高林 2019）
。みなし仮設の入居者名簿は自治体

この四半世紀、介護保険事業の増加、職員の非正規化

と地域支え合いセンター（市社協運営）のみが共有し

を背景に、住民主体の地域福祉推進への注力が難しく

ており、ボランティアだけではみなし仮設の入居者に

なっている市町村社協にとって、
「遊動化」と「主体

つながることはできない。地域支え合いセンターとの

化」は地域福祉の発展になくてはならないベクトルで

連携はみなし仮設の方々を継続的に支援していく上

ある。市町村社協と地域内外の災害 NPO・ボランティ

で欠かせない。私たちを含む主催 6 団体は会議を重

ア団体との協働は、地元の地域福祉活動・ボランティ

ね、コロナ感染予防対策として多くの人を一度に集め

ア活動の発展とともに、中央主導の地域包括ケアシス

ないために、また被災者の従前の居住地に近い場所で

テム（
「総合事業」
）へのボランティアの「秩序化」で

交流するために、2 回に分けて 2 つの地域で交流会を

なく草の根・暮らしの場（地域）からそれらを再構築

実施することとした。4 月 18 日（日）
、第 1 回のみな

するための戦略的かつ挑戦的実践になるだろう。

し仮設の交流会「つながる広場」を開催した（表１）
。

（４）生活支援を制度の問題点と結んで

みなし仮設の入居者 40 人、地域の民生委員や校区社

私たちは、泥だし、片付けから、生活支援、コミュ

協の役員、地域支え合いセンター職員等 20 人、学生

ニティ形成の支援に携わる中で、災害救助や生活再建

を含めたボランティア 30 人、合計約 90 人が参加し

の諸制度とその運用の課題に被災者が直面し苦労す

た。4 月 25 日（日）の第 2 回の交流会は、4 月 19 日

る場面に否応なく立ち会うことになった。被災者の権

からリスクレベルが 4 に、23 日から 5 へと短期間に

利を代弁（アドボケイト）するとともに「復興災害」

引き上げられたため、急遽中止して延期とした。

を防ぐためにも、被災者にかかわる制度の諸問題に取

この取り組みの準備中の 2 月 22 日、人吉市地域支

り組むことはボランティアの重要な役割の一つであ

え合いセンターにて、生活や交流の支援に携わるボラ

る。
いくつもの問題の中から 2 つの点を取り上げる。

ンティア団体や地区社協の連携会議が初めて開かれ、

一つは家屋の損壊程度の判定である。これに不満を

私たちの団体も参加した。行政も加わるなど、熊本地

持つ被災者が役所と交渉する際、その方の求めに応じ

震の際にはなかった画期的な試みといえる（6）。ただ

て、常に同行して被災者をサポートしている。1 次調

し、私たちが本当の意味で連携を実感したのは、
「つ

査で「大規模半壊」
（浸水深 176cm）と判定された方

ながる広場」を地域支え合いセンターとともに準備し

が（180cm 以上が「全壊」
）
、2 次調査では 48 点であ

実現する過程においてであった。人吉市社協が常々

った（50 点以上が「全壊」
）
。3 次調査の後、調査方法

「地元が地元を支援するという関係を大切にしたい」

や結果説明の仕方に納得できず、役所との協議を重ね

と言っているように、私たちも連携を通して、被災地

たが、やはり納得できる説明が得られず、折り合いが

の主体的な活動が発展することを意識したかかわり

つかない。市役所と県庁は、現在の内閣府の調査マニ

を継続的に行なっている。市町村社協は社会福祉法に

ュアル通りに調査を行えば、現状よりも厳しい結果に
なるため、かなり柔軟な運用をし

表２

熊本豪雨の熊本県内の応急仮設住宅等の入居状況
建設型仮設
団地数

全体
⼈吉市

賃貸型仮設

2021年1⽉25⽇現在

公営住宅等

合計

⼊居⼾数 ⼊居者数 ⼊居⼾数 ⼊居者数 ⼊居⼾数 ⼊居者数 ⼊居⼾数 ⼊居者数

ているという。つまり、自治体は
政府が示している調査方法の問

24

768

1,865

824

1,925

222

427

1,814

4,217

題を指摘しているのである。市役

13

345

765

505

1,118

150

285

1,000

2,168

所は、この方に対して「被災者に

資料）熊本県健康福祉部健康福祉政策課すまい対策室資料から作成
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寄り添って調査をした結果だから判定結果は変わら

上述のような場合、被災者支援を続けるボランティア

ない」と繰り返す。しかし、そのことが調査方法に納

が役所との交渉をサポートし代弁することがある。マ

得いかない個々の被災者への具体的な説明にはなら

スコミ報道も制度とその運用の問題を知らしめる上

ない。政府の調査マニュアルは自治体職員と被災者の

で重要である。しかし、県外からの専門職ボランティ

間に対立を作ってしまっている。木造と異なる非木造

アや災害 NPO 等が入れず、マスコミ取材にも制限が

（鉄骨造等）の調査方法にも多くの不満の声を聞いて

かけられたことによって、生活再建過程でアドボケイ

いる。2 階まで浸水しても 1 次調査での浸水深による

トし、制度改善を働きかける重要なアクターを得にく

判定がないので「半壊」判定が多い（生活再建支援金

くなった。この領域での災害ボランティアのかかわり

の対象は「中規模半壊」以上）
。結果に不満があって

は熊本地震でも乏しく、従来から活発であるとは言え

も、再調査を希望する被災者に対して自治体職員は再

ないが、県内限定の影響はこの課題を増幅した。制度

調査によって点数が下がることがあると伝えている

とその運用の改善を求める力が弱さは「復興災害」へ

ため、被災者は再調査の依頼をためらう。このことが

の歯止めを失うことにもつながる。自治体間では県外

熊本豪雨において 2 次調査を求めた被災者の割合が

からも応援職員が速やかに派遣されたように、アドボ

熊本地震と比べて著しく低いことに関連している可

ケイトの視点からも県外の災害 NPO や専門職ボラン

能性がある（熊本日日新聞、2020 年 10 月 14 日、熊

ティアも早期に被災地入りすることが求められる。

本地震の 26.7%に対して熊本豪雨は 2.5%）
。被災家屋
の損壊程度調査の制度を被災者が納得できる内容に、

４．コロナ禍の災害ボランティアの教訓と提言

自治体職員と被災者の間に対立を生まない仕組みに

（１）災害 NPO 等の役割の認識の共有を

改善することを政府に求めたい（高林 2021）
。
もう一つの点は制度の併用についてである。今回か

県内限定によってボランティアの行動に制限がか
かり、実際にボランティアは不足した。被災地におい

ら半壊以上の世帯が仮設住宅を利用できるようにな

て県内限定を望む声があったことは承知しているが、

り、応急修理との併用も可能になった。だが、実際に

被災者に寄り添い支援するボランティアの居住地を、

は、市役所から 2020 年 3 月末に仮設住宅の退去を迫

被災者は区別していなかった。必要なことは、ガイド

られて不安と不満を抱える人たちがいた。確かに原則

ラインによって一律に県内在住者に制限することで

は仮設住宅の入居は発災から半年が期限であるが（途

はなく、被災地に入り被災者の支援をする上でどのよ

中で期限が 2020 年 1 月から 3 月に延長）
、熊本県は

うな条件が必要なのかを具体的に定め、時間の経過と

個別の事情があればその限りではないと説明してい

状況の変化に応じて臨機応変に見直すことである。ま

る。ある世帯は私たちが市議へとつないで継続入居が

た、災害 NPO・NGO や専門職ボランティアと一般ボ

可能になったが、別の世帯は世帯主が大病を抱えてい

ランティアとの区別なく、受け入れ対象を一律に線引

るにもかかわらず本人の意に反して役所の指示で仮

きすることは避けなければならない。

設を退去させられた。しかもこの場合、仮設住宅の代

行政職員の県外からの被災地への派遣と同様に、緊

用として空いている市営住宅に避難している方々で

急救援を担う災害 NPO・NGO や専門職ボランティ

あった。被災者に寄り添う行政の姿勢とはいえない。

ア、社協職員は速やかに県境を超えて被災地入りしな

初めての大災害を経験した自治体が災害救助法等

ければならない。その主な理由は、被災地の被害の実

の制度の運用に不慣れな面は否めない。短期的には県

態把握（アセスメント）と支援の量・質の見立てを早

内外の応援職員のサポートもあるが、長期的には被災

期に行うことが不可欠だからである（7）。それは被災

自治体の質（被災者に寄り添った対応）が問われる。

者に寄り添う立場で、被災地の自治体・社協・地域住
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民等とともに、全体の支援の必要量を推測し、ボラン

の対応は難しく、行政は罹災証明の発行や避難所運営

ティア募集の種類（作業系、保健医療系、生活福祉系、

支援、土砂・廃棄物処理などの業務に追われ、社協は

住宅系、一般など）と範囲（地域）
、要件（体温・健

災害 VC の運営で手一杯である。地域支え合いセンタ

康チェック、PCR 検査等）を明確にする作業である。

ーは熊本地震では発災から 6 ヶ月後、熊本豪雨では 5

ニーズと支援量の見立てがあってこそ、災害 VC の一

ヶ月後の設置であり、今回は在宅避難者を訪問対象と

般ボランティアの受け入れを県内限定にするか、県外

するなど改善されたこともあるが、センターの始動に

にも広げるか、その場合に隣接県に限定するかさらに

はかなりの時間を要する。被災者・被災地の現実を前

広域から募集するかなどの判断が可能になる。

にして、ボランティアは生活支援にも早めに取り組み

コロナ感染予防の要件は、ボランティア個々人の予

たい。これは自治体や社協の限界の補充的な役割とい

防策、つまりマスク・手洗い・検温と「三密」を避け

えるが、ボランティアゆえにできることである。この

る行動等の徹底である。これをルールとすれば、熊本

点で、一般ボランティアの役割も発災直後から量と質

豪雨のケースでは、
（隣県や九州在住の一般ボランテ

の面において重要となる。

ィアを受け入れると仮定して）発災から 2 週間、自ら

複線型の対応の準備として、まず災害 VC は一つの

の行動履歴と健康状態の記録を取って健康管理を行

自治体内に複数設置（サテライト等）し、被災者に身

えば（2 週間分の健康観察票の記入）
、最短で 7 月 18

近な地域で地域住民及びボランティアが協働で運営

日には被災地に入ることができた。本稿執筆の 2021

することを構想したい。同時に、在宅避難者やみなし

年 6 月時点では簡易 PCR 検査キットは入手可能であ

仮設の入居者等の生活支援を含む多様なニーズに対

り、健康管理と合わせて検査を行えば、県外から被災

応する上で、地域住民や災害 NPO、専門職ボランテ

地に入るまでの時間を短縮できる。

ィア、一般ボランティアとの協働が欠かせない。いわ

（２）複線型避難に応じた同時並行の複線型支援を

ば、災害 VC と地域支え合いセンターの両機能を備え

当初から在宅避難が多かったのは避難所でのコロ

た支援センターが身近な地域で早期に動き出すイメ

ナ感染の不安もあっただろう。その影響の程度は不明

ージである。そのためには、平時から自治会や地区社

だが、自宅 2 階に避難したり、被災した 1 階の一部

協などに地域レベルでの「ボランティアセンター」を

を片付けて避難所から早めに帰宅して在宅での避難

設置・運営することで、災害時にはこれを応用して地

生活を送る人たちが相当な数にのぼった。一般的には

区災害 VC を展開することが可能である（8）。これら

緊急援助期、生活復旧期、生活再建期というように時

の動きを側面的にサポートする自治体や社協等のコ

間とともに支援内容が変化するとみられている。しか

ーディネーターの役割は、災害 VC 設置・運営マニュ

し、在宅避難については緊急援助期から生活の個別ニ

アルに頼るのではなく、日頃から自治会や地区社協等

ーズへの対応（生活復旧）が必要になる。実際に「遊

の住民による暮らし・地域の課題に根ざした主体的な

動化」に親和的なボランティアは泥かきや片付けをし

地域福祉活動・ボランティア活動を育むことである。

ながら食や衣服、日用品、家電製品などを提供するな

これは民主的な住民自治・団体自治の自治体づくりそ

どの同時並行の支援を行なっている。また、近年の災

のものでもある。つまり、平時の実践における草の根

害では、短期的に避難所に避難した後、あるいは避難

からの「秩序化」であり、その地域内外のアクティブ

所を経ずに、みなし仮設に入居する人も増えている。

な NPO・ボランティア活動など市民活動・社会活動

複線型の避難形態が一般化するに伴い、泥出し・片付

等の「遊動化」との連携・協働であり、住民・市民の

けと生活支援の同時並行の「複線型支援」の必要性が

諸活動の「主体化」を育む実践である。

高まっている。だが現状では自治体や社協も複線型へ

（３）ボランティアの役割の共有と文化の醸成を
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絶望の中にいた被災者の心がボランティアとの交

イデンティティを失った被災者の苦しみ、悲しみに寄

流の中で前向きに変わった様子を度々見てきた。全壊

り添うボランティアは、被災者・被災地にとって重要

判定の自宅を解体して住み慣れた土地を離れようと

である。学生支援の CF はこの大切さの訴えでもある。

考えたという方が、泥出しと片付けに汗を流してくれ

ボランティアを支援する CF は自由で自主的な人間

た高校生ボランティアに勇気づけられ、
「もう一度こ

らしい心の交流の文化を醸成する新たなボランティ

の場所で、この家を改修して生活したい」と話された。

ア実践でもある。

被災から 1 年近くになるが、当初から私たちが支援

とはいえ、このような災害ボランティアを功利主義

を続ける被災者の中に、水害後、今も入浴の際に湯船

的に活用することを意図した制度化はできない。ボラ

に浸かれない一人暮らしの高齢者がいる。氾濫時、自

ンティアは自由で自主的な活動であり、社会の公共性

宅（平屋）の天井近くまで浸水し、濁った水に首まで

を支える市民・住民の主体的な活動である。必要なこ

浸かりながら 7 時間も庭木につかまって命拾いした。

とは、被災者とボランティアとの心の交流を通じたア

数ヶ月前から入居するみなし仮設の近くの公民館の

イデンティティの回復や再構築という価値を私たち

手芸教室に通い始め、うれしいことに同世代の友人が

の社会が共有し、これを後押しする仕組みを作ること

できた。
「学生さんや友人とのつながりがなければ孤

である。例えば、被災体験者の経験と思いに耳を傾け、

立してしまい、生きられなかった」と語られた。自主

これに学ぶことは、ボランティアの役割を知る上での

的に寄り添うボランティアや近隣の人たちとの交流

基礎になるだろう。また、ボランティア活動への参加

が心の支えとなっている。

を希望する人たちの被災地までの交通費や備品費、感

ボランティアは、被災者を一方的に支援しているの

染症対策費（PCR 検査キット代等）など活動資金面

でなく、被災者から多くのことを受け取っている。こ

の支援、2001 年以降に 2 割以上も減少した市町村社

の災害で継続的にボランティア活動に取り組んだ学

協のボランティア・コーディネーターの配置・育成の

生は次のように語った。
「就職活動ですべてがうまく

抜本的な拡充策なども必要である（9）。

いかなかったため、自分の良いところが全くないと思
い自信を失っていました。ですが支援活動をきっかけ

おわりに

に被災地で人から感謝される喜びと私のことをほめ

コロナ禍の災害においてもボランティアは、被災

てくださる方々のおかげで自信を取り戻せました。
」

者・被災地に寄り添うこと、自由に自発的に参加する

このように被災者とボランティアとの心の通い合う

こと、この 2 つの原点は変わらない（室﨑、2021b）
。

対話・交流がお互いの生きる力になっている。ボラン

コロナ感染症予防を理由としたボランティア活動の

ティアが、被災者の傍に寄り添うことで、心の交流が

規制はこの原点の意味や条件をあらためて問い直す

生まれる。そして、お互いのアイデンティティ（人が

機会となった。感染症を警戒する状況であっても「遊

生きる拠りどころ）が人間らしいものに、前向きなも

動化」の典型である多くの経験を積んでいる災害

のに変わっていく。ここに災害ボランティアの大切な

NPO や専門職ボランティアは即座に県内外から被災

役割と可能性がある。

地に入ることが求められる。
「秩序化」に親和的なボ

被災者は住宅だけでなく様々なものを失う。その中

ランティアは 2 つの原点に立脚する支援活動を通じ

に人の生きる拠りどころという意味でのアイデンテ

た被災者との人間らしい対話・交流という面で重要な

ィティの喪失がある。生きる拠りどころとは、家族、

役割を果たす。そして、被災者・地域住民と災害 NPO、

友人、仕事、地域、趣味、信念などであり、人はこれ

一般ボランティアの相互の対話・交流と連携を大切に

らとの関係の中で自らの存在の居場所を得ている。ア

してこそ、生活再建と地域復興、誰もが安全に安心し
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て暮らせる社会・地域づくりに力を合わせることがで

月豪雨災害において安佐北区の５地区で住民が自主的に運営

きるだろう。私たちは、コロナ禍の「秩序化のドライ

する災害 VC を設置した。広島市社会福祉協議会『平成 30 年

ブ」の課題を探りつつ「遊動化のドライブ」の意義を

7 月豪雨災害 広島市・区社会福祉協議会活動記録 ~地域の自

確かめながら、被災者に寄り添う自主的な活動を模索

主的な活動の支援に向けて~』2020 年を参照。

し創造する「主体化のドライブ」への自覚的な対話と

（9）市町村社協のボランティアコーディネーターは 2001 年

挑戦の只中にいる。

の 3,221 人（うち常勤専任 880 人）から 2016 年に 2,520 人
（同 374 人）へと大きく減少した。総数は−22 ポイント、常勤

謝辞

専任は−57 ポイントである。出所はそれぞれ全社協（2003）

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科の室﨑益輝教授を

『2002 年ボランティア活動年報－2001 年度実績』、全社協

はじめ「学生災害ボランティア支援の会（CF）
」の先生方やボ

（2020）
『社会福祉協議会活動実態調査等報告書 2018』より。

ランティアの皆様には、被災地への多大な支援と貴重な学び
の機会をいただきましたことに心より感謝を申し上げます。
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