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 コロナ禍で災害復興について考える 

   

 

  京都大学 防災研究所  

教授 矢守克也 

 

 

１．コロナ禍で
．
考える 

本稿の執筆依頼を受けるにあたって、特集テーマと

して伝えられたのは「コロナ禍での
．．

復興支援とボラン

ティア」であった。本稿は、このリクエストから 1
文字だけアレンジさせてもらって、コロナ禍で

．
、復興

支援とボランティアについて筆者が考えたことをも

とに執筆したものである。コロナ禍で発生した災害の

被災者に対する支援活動や被災地でのボランティア

活動にも学んだつもりではあるが、感染症対策と被災

地支援を両立させるための工夫といった実務的な内

容については、筆者などよりはるかに素晴らしい書き

手が多数いらっしゃるはずで、ここではそれとは別の

切り口を追求してみた。 
こうした立場に立ったとき、言いかえれば、今、コ

ロナ禍にあるからこそ私たちの思考のセンターに登

場してきたように思われる大切な切り口が 3 つほど

あるように思える。第 1 は、「いる」ことに関する再

考、第 2 は、「引き算」に対する「足し算」の時間の

意義、第 3 は、復興と防災のクロスオーバーの重要

性、以上 3 つの切り口である。 
 

２．「いる」ことに関する再考 

（１）「いる」の困難 

コロナ禍にあって、共に「いる」ことの困難が、復

興支援や災害ボランティアに大きな影響、多くの場合、

ネガティヴな影響をもたらしている。この問題は、だ

れの目にも明らかである。他方で、物理的に「いる」

ことが困難であっても、「する」ことなら遠隔地から

でも工夫次第で可能なことも多いこと、これもわかり

やすい事実だし、現実に大きな成果もあがっている。

あくまでも一例であるが、暮らしや住まいの再建に関

する重要な、しかし被災者には理解が難しい諸制度に

ついて、その筋の専門家や経験者がリモートで相談会

を開催するといった事例である。また、復旧・復興と

は局面を異にするが、防災・減災や地域づくりの分野

でも同じことが該当すること、つまり、「いる」は困

難でも「する」はある程度可能であること、場合によ

っては、「いる」に不自由を感じなかった時期以上の

ことを「する」ことができそうなことについては、多

数の注目すべき実践報告があり（たとえば、近藤

（2021））、筆者自身も、「リモート防災術」というタ

イトルで小文も書いた（矢守, 2021a）。 
しかし、「いる」が著しく困難になっているコロナ

禍だからこそ、復興支援や災害ボランティアに関して、

これまでも鍵を握るとされてきた「いる」について（代

表的な論考としては、「ただ傍にいること」の重要性

について説いた渥美（2014）など）、上で集約したよ

く耳にする種類の議論から歩をさらに進めて原理的

に再考してみることも重要だろう。たとえば、コロナ

感染症の蔓延下では「いる」ことは本当に困難なのか。

逆に、今それができないと嘆いているコロナ前の「い

る」ははたして真正なものだったのか。そして、そも

そも「いる」とはどういうことなのか。 
（２）「いる」の逆説的復権 

人類学者、小説家、美学者の 3 人がコロナ禍での

気づきをリレーエッセイの形でまとめた奥野・吉村・

伊藤（2020）は、「いる」について多くの示唆を提供

してくれる。彼らの議論のスタート点になっているの

は、コロナ禍だからこそ、むしろ、「いる」が顕在化

している－ただし独特の形で、という直観であり認

識である。たしかに、一見、新型コロナ感染症は「い

る」を妨げている。このとき失われている「いる」と
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は、生身の身体が共に「いる」ということであるが、

その身体が、今や、私たちにとってお互いを殺すかも

しれない爆弾と化している。それゆえ、誘爆（感染）

を恐れて、みな「距離をとっている」わけである。 
しかし、それだけにかえって、私たちは今、これま

で目もくれなかった身体に注意を向けるようになっ

たとも言える。同書の冒頭部分に、筆者には少々身に

つまされる経験が紹介されている。「私のような初老

の男は、特に若者達には徹底的に無視されあたかも風

景に過ぎなかった」（奥野ら, 2020, p.11）。しかし、

感染の拡がりとともに、「相手がどんな年齢であろう

と誰もが他人を意識する、そして、マスクを着けてい

るか…（中略）…体調が悪そうかなどを瞬時に見て取

り…（中略）…目に言えない新型コロナウイルスが、

見えていなかった他者を忽然と可視化し始めた」（奥

野ら, 2020, p.11）。 
また、対人的な接触を避けてネット注文した食材が

宅配便で自宅に届いたとき、その食材がどこでだれに

よって生産され、どのようにここまで配達されてきた

のかと想像してしまうといった経験も日常茶飯事と

なった（バトラー, 2020）。「ウイルスは、感染という

仕方で、地球規模の接触のネットワークを可視化して

見せたのだ」（奥野ら, 2020, p.167）。コロナ禍だから

こそ、私たちの前に姿を現した身体たちが、たしかに

「いる」！ 
現代社会は、身体から物質性をそぎ落とし、情報性

に還元する（非物質化する）方向で社会を急速に変質

させてきた。高度情報化社会やその最も直接的な体現

であるインターネットは、上述の通り、災害に関わる

領域でも、「リモート」を冠したさまざまな活動（「リ

モート相談会」、「リモート防災訓練」など）の基盤と

なって、たしかに、一方ではコロナ禍での災害復興や

防災・減災を支えている。しかし他方では、「いる」

を「リモート」で非物質的に補完する営みには、「い

る」の意義や必要性を、逆にその根底から食い破って

しまう性質がある。「いる」がリモートで簡単に代用

できるのなら、「いる」自体の価値が低下していくの

は自然の道理である。この点には重々注意が必要だろ

う。 
（３）「いる」の集合的否認を超えて 

本節の最後に、一点注記しておきたい。先に、路上

でたまたますれ違う人にすら「いる」を感じるコロナ

禍が、ある意味で「いる」の復権につながっていると

論じた。この主張に対して、それは、身体的安全とい

うきわめて限定されたアスペクトからだけ他者を見

る態度であって、本来の「いる」の再生とはほど遠い

のではないかとの反論が－「いる」ことに「気遣い」、

「思いやり」といった要素を自動的に込める考えに立

つ方々から－寄せられそうな気がする。この疑念に

対しては、「それは、たしかにそうだ」といったん受

け入れた上で、ただし、先述の「風景に過ぎなかった」

が示すように、物理的な共在があることだけでは、最

低限の「いる」すら意識されないこともあるのだから、

コロナウイルスが可視化した物質的でミニマムな「い

る」をひとまずはリスペクトし、むしろ積極的に活用

すべきではないか、と再提起しておくことができると

思われる。 
このことの意味は、近年の被災地における「集合的

否認」という深刻な課題（宮本, 2019）に目を向けて

みるとよくわかる。「集合的否認」とは、支援体制が

混乱しているとか、ボランティアの方式がどうかとい

った問題以前の問題、つまり、支援を必要としている

被災者がそもそも見えていないという問題である。こ

れは、とりも直さず、被災者が「いる」こと自体が集

合的に否認されている（いないことにされている）と

いう由々しき問題である。宮本（2019）が分析対象

にしているのは、もちろん、新型コロナ感染症蔓延前

の被災地である。だから、潜在的な支援者（支援しよ

うと思えばそうできる人たち）も、また被災者も、物

理的には同じ空間に共在している。にもかかわらず、

助けを必要としている被災者がそこに存在している

こと自体が「風景に過ぎない」ことにされているので

ある。まずは、単純な「いる」の回復も必要だと考え

るゆえんである。 
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３．「引き算の時間／足し算の時間」 

（１）「引き算」の破綻と「足し算」のすすめ 

この印象的なフレーズも、奥野ら（2020）から援

用したものである。もっとも、筆者自身、このフレー

ズとともに議論されているのと同じことを、これまで、

「インストゥルメンタル／コンサマトリー」という 2
つのタイプの時間を対比させることで繰り返し指摘

してきたので（矢守, 2018; 2019）、これらの論考も

併せて参照していただければ幸いである。 
「引き算の時間」にはいくつかの具体的な現象形態

があるが、一番わかりやすいのは、フォーワードな、

言いかえれば、未来を向いた引き算である（反対のバ

ックワードな引き算については後述する）。広い意味

で目的志向的な活動にあたるとき、私たちは「引き算

の時間」、別言すれば、インストゥルメンタルな時間

（媒介・手段的な時間）に支配されている。この宿題

はゴールデンウィーク明けの月曜日までに片付けね

ばならないと思うとき、あるいは、卒業後はあの会社

に就職したいなどと目標を立て、その準備に励むとき、

私たちは締め切りや将来の夢というゴールからの逆

算に基づく「引き算の時間」を生きている。 
ちなみに、防災・減災の活動も、「引き算の時間」

の典型とも言える構造をもっている。30 年後に 70
パーセントの確率で生じると想定された巨大災害を

究極のゴールとし、また、そこから引き出された下位

目標群（たとえば、「1 年以内に町内の災害時要支援

者の個別避難計画を全員分作成！」）をサブゴールと

した上で、ゴールを起点とする「引き算の時間」の中

で日々活動が展開されているからである。 
これに対して、「足し算の時間」とは、コロナ禍が

引きおこした「引き算」の破綻・不能によって否応な

くもたらされた、より積極的に言えば、その存在を私

たちが再認識したところの時間のありよう、である

（奥野ら, 2020）。「東京オリンピック・パラリンピッ

クという、ほんの半年前まであらゆることの逆算の起

点になっていた未来は霧の中だ。政策も補償もワクチ

ン開発も先の見えない日々の中で、小さな計画にさえ

『実現できるかどうかわかりませんけど』という但し

書きがつく」（奥野ら, 2020, pp.16-17）。こうなると、

今（だけ）をじっと見つめて、今できることを深く味

わいつつ、そうした時間を少しずつ積み重ねて足し算

で生きていく他ないというわけである。 
（２）「足し算の時間」の下での復興 

この意味での「足し算の時間」、言いかえれば、コ

ンサマトリーな時間（直接・享受的な時間）の重要性

に、－コロナ禍という事情とは別に－同書の著者が

認知症患者との関わりの中で気づいたという点も重

要だ。そうした体調の変化の激しい人にとっては、た

とえ明日のことであっても未来予測はむずかしく、そ

れが「足し算の時間」という時間の大切さに著者が気

づくきっかけになったというのだ。 
これと同じことは、程度の差こそあれ、災害の被災

者にもあてはまる。突然の被災による生活の激変によ

って、それまでの日常、言いかえれば、被災以前には

頼りにすることができた「引き算の時間」が、すべて

あるいは部分的に崩壊してしまうことこそが、被災の

本質だからである。そういった人びとに対する支援に

おいては、「引き算の時間」の回復もしくは再設定の

お手伝い－宮本（2015）の言う「めざす」に相当

－だけではなく、「足し算の時間」の共有－宮本

（2015）の言う「すごす」に相当－がたしかに必要

になるだろう。 
また、渥美（2010）が、先行の災害の被災者から

後発した別の災害の被災者へと贈られた印象的なメ

ッセージとして紹介している「焦らないでください」

や、大流行の「ビルド・バック・ベター」に対する批

判的眼差し（たとえば、矢守（2020a; 2020b））も、

災害復興の領域に慎重な配慮なく無粋な形で持ちこ

まれる「引き算の時間」に対する警鐘と位置づけるこ

とができる。なぜなら、それらは、バックワードな、

言いかえれば、いったん過去を向き直った上でなされ

る「引き算の時間」－「あの日から半年、1 年、5
年、どこまで戻ったか検証を」、「あれからもう 10年
も経ったのだからそろそろ……」など－を被災者に
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強要することに対する批判に他ならないからである。 
さて、私たちの周囲には、今、おびただしい量の「ポ

スト・コロナの××」が溢れている。××には、「観

光産業」が入ったり、「大学教育」が入ったり、「地政

学」が入ったりする。こうした言説の洪水は、五里霧

中のコロナ禍に、何としても「引き算の時間」を取り

戻したいという、切実な、裏を返せばヒステリックな

叫びのあらわれである。しかし、先の見えないコロナ

禍だからこそ、あえて先を見ないで今を生きること、

つまり、「引き算の時間」ではなく「足し算の時間」

に立脚して暮らしを立てる魅力について再考し、そう

した立場から見えてくる復興支援の新たな可能性に

ついて構想してみることも必要だろう。 
 

４．復興と防災のクロスオーバー 

（１）「アフター・コロナ／ビフォー・Ｘ」 

昨年（2020年）、新型コロナ感染症が社会に拡大す

る中、筆者は、「アフター・コロナ／ビフォー・Ｘ」

と題する論考を書いた（矢守, 2020c）。その趣旨はこ

うだ。私たちは、今、「アフター・コロナ」、「ウィズ・

コロナ」と騒いでいるが、本当に大事なことは、「ビ

フォー・コロナ」の方に隠れている。なぜなら、その

ときしなかったことや逆にやってしまったことが、今

コロナ禍を生んでいるからである。そうだとすれば、

こうも考えられる。たしかに今は「ウィズ・コロナ」

であるが、同時に、この今は、潜在的な何らかの脅威

Ｘに対する「ビフォー・X」にすでになっているはず

である。その脅威 X と、「ビフォーX」のうちに正面

から対峙することこそが、真に「コロナに学ぶ」とい

うことである。 
「アフター・コロナ／ビフォー・X」について考え

ていて、あらためて筆者の念頭に浮かんだ論点が一つ

ある。それが、「アフター・東日本（あるいは、阪神・

淡路、熊本などの災害）」と「ビフォー・X」という

ペアである。たとえば、今年（2021 年）は、「10 年
アフター東日本」であり、「5 年アフター熊本」であ

る。こうした周年を迎える被災地からしばしば聞こえ

てくるのが、「風化させてはならない」、「二度と同じ

ことを繰り返してはならない」、「伝えること、それが

自分たちの使命・責任だ」といった言葉である。これ

らの言葉は、「アフター・東日本（または、阪神・淡

路、熊本）」というエレメントと、それらの災害の反

復としてのＸを念頭においた「ビフォー・Ｘ」という

エレメントとが合成されて生み出されている。「私た

ちは、東日本大震災を経験した。だからこそ、来たる

べき X へ向けて、その経験を伝えていくことが自分

たちの使命・責任だ」というわけである。 
（２）「使命・責任」 

「使命・責任」という理解が、決して大仰なもので

はなく、また例外的でもなく、多くの被災者に広範に

分けもたれているという事実、また同時に、その使

命・責任が果たされないとき、つまり、X と同じ（よ

うな）悲劇が反復されてしまったとき、被災者が心身

に大きな打撃を受けるという事実が、きわめて重要で

ある。この事実を立証するエビデンスは、たとえば、

周年を画するマスメディア報道に目を配っているだ

けでも多数得られるが、リサーチサイドに寄ったもの

を少しピックアップするだけでも、東日本大震災につ

いて相川・松井（2016）、阪神・淡路大震災について

樽川（2007）や矢守（2010）、熊本地震について矢守

（2021b）など、多数存在する。 
さらに、筆者が直接見聞した出来事でだめを押して

おくならば、以下のような事例を紹介することができ

る。筆者が 20年以上活動を共にしている阪神・淡路

大震災の語り部グループのメンバーの一人（女性）は、

震災で当時 11歳の娘さんを亡くした。彼女は、地震

発生から数週間して、当時は少なくとも広く人口に膾

炙した言葉ではなかった「クラッシュ症候群」が悪化

して命を落とした。この女性が「心から安堵した」と

語ってくれたのが、大震災からちょうど 10 年後、

2005 年に発生した JR 福知山線脱線事故の発生現場

で、－十分とは言えなかったとしても－「クラッシ

ュ症候群」を意識した救出・救援活動が行われたとい

う事実を知らされたときであった。もう一つ、あるテ
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レビ番組でご一緒した東日本大震災の被災者の最近

の言葉も、筆者にはきわめて印象深いものだった。（最

近の災害事例で）「多くの人が逃げていないというニ

ュースや現実を目の前にするたびに、胸が張り裂けそ

うになる。私たちの経験はいったい何のためだったの

かと」。 
ここには、すでに起きた災害の被災者の心身の回復

や生活復興という主題と、幸いにもまだ起きていない

災害に対する備えや防災という主題とのクロスオー

バー（矢守, 2021c）、この重要なポイントを見てとる

ことができる。これら 2 つの主題は、これまで、や

やもすると相互に連絡のないまま別々の活動として

進められ、下手をすると同じリソースを食い合う対立

的なものとして位置づけられることすらあった。しか

し、もちろんそうではない。両者は、多くの場合、重

ね合わせて相互促進することができるし、またそうあ

るべきである。 
（３）細部へのこだわりとサバイバルファクター 

このことを立証する極端な、しかしだからこそ、説

得力のある事例がある。それは、上でも言及した JR
福知山線の列車事故の被害者のその後について、長期

にわたる分厚い関わりを通してレポートした力作（八

木, 2019）に報告されている事例である。なお、筆者

も、本書について書評論文で詳しくとりあげたことが

あるので参照してほしい（矢守, 2020d）。 
ヒントは、「事故検証は、専門的検討と被害者視点

の交点を見つけていくプロセスを通じて、被害者が人

生の再出発の入り口に立つためのものと言うことも

できる」（八木, 2019, p.149）という指摘にある。特

に大切なのは、事故・犯罪・災害等の被害者（負傷者、

被災者、遺族）にしばしば見られるディテール（細部）

へのこだわりである。「遺族はこだわる。なぜ、自分

の大切な人が、この場所で事故にあってしまったのだ

ろうかと」（同書 p.138）、「私は娘が最期に座ってい

た同じ座席に座ってあげたいんです。最後に握ってい

たであろうつり革につかまってあげたいんです」（同

書 p.132）。大切な人の最後の場所、最後の声を求め

てやまない、こうした思いは、だれにでも理解できる

ものだ。 
被害者や被災者の心身の回復に不可欠なこの種の

活動やそのための支援が、事故防止や防災の実践と直

結していることが肝心である。そのことは、八木

（2019）や矢守（2020d）に登場する「サバイバルフ

ァクター」というワードを通して理解できる。「サバ

イバルファクター」とは、煎じ詰めれば、事故等の被

害者が自ら、事故の再発防止策、また被害の拡大抑止

策の検討作業に参画することをエッセンスとする活

動である。生と死、紙一重の「線引き」のこちらとあ

ちらを見きわめようとする被害者のエネルギー、それ

は、座席一つ分の違い、つり革一つ分の違いの細部に

すら向かっていた。この同じエネルギーは、列車の時

速 1 キロ分の違い、車両剛体の厚さの 1 ミリの違い

へも向けられてしかるべきでる。 
言うまでもなく、これは、本来、事故防止や防災の

営み、つまり、「事故調査委員会」的な組織に要請さ

れるミッションそのものである。生死を分けた「線引

き」以前に、事故発生の有無を分けた数々の「線引き」

を解きほぐし、十分にあり得たはずなのに実現される

ことなく終わった無事故へと至る因果パスを同定し、

それを未来永劫実現させ続けるための知恵を生み出

すことが、「サバイバルファクター」の追求であり、

事故調査委員会の役割だからだ。こうして、復興や回

復という主題と備えや防災という主題とが有機的に

オーバーラップする。 
（４）「境界なき災害」への挑戦 

「アフター・東日本（あるいは、阪神・淡路、熊本）

／ビフォー・Ｘ」の視点に立って、復興と防災とのク

ロスオーバーの重要性をあらためて確認した背景に

も、やはりコロナ禍がある。矢守（2020e）、Yamori and 
Goltz (2021)で指摘したように、新型コロナ感染症と

いう災厄の大きな特徴は、境界がないこと、つまりボ

ーダーレスだということである。 
それは、空間的、時間的、そして社会的にもボーダ

ーレスなのだが、ここでとくに重要なのは、時間的な
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境界が不明瞭だという事実である。これは、コロナ禍

には「引き算の時間」が通用しないといの主張（3節）
のバリエーションでもある。これまで、復興論は、い

いも悪いも、過去の災害からのバックワードな「引き

算の時間」をベースに、つまり、その災害が「もう」

起こってしまったことを前提に組み立てられてきた。

同様に、防災論も、いいも悪いも、未来の災害へ向け

たフォーワードな「引き算の時間」をべ－スに、つま

り、その災害が「まだ」起こっていないことを前提に

組み立てられてきた。 
ところが、コロナ禍という災害では、この意味での

時間的ポジショニングが困難である。「もう」多くの

犠牲者が出てしまっており、生活や暮らしの立て直し

が急務である一方で、「まだ」やって来ていない（か

もしれない）真の脅威－たとえば、より深刻な変異

ウイルスの世界的蔓延－に対する備えも必要だと人

びとによって認識されているからである。コロナ禍で

は、「引き算の時間」（インストゥルメンタルな時間）

は、フォーワード方向にもバックワード方向にも、そ

の有効性が大幅に低下する。この事態に対するひとつ

の処方箋は、3節で提示したように「足し算の時間」

の見直しであろう。しかし、もう一つ、本節で論じて

きたように、「引き算の時間」にとどまりつつも、こ

こで言うバックワード（復興）とフォーワード（防災）

の両方向をこれまで以上に組織的に連携させて乗り

切るという道も想定されるだろう。 
 
本小文では、「コロナ禍で

．
の
．
復興支援とボランティ

ア」ならぬ「コロナ禍で
．
考える災害復興」について述

べてきた。このテーマには、見逃されている大切な論

点がまだ多数残存しているように思う。この拙稿が、

不十分ながらも呼び水となって、学会内外で広範な議

論が喚起され、大胆かつ繊細な実践に結びつくきっか

けになれば、筆者としては望外の喜びである。 
 
参考文献  

1) 相川康弘・松井 豊（2016）東日本大震災の被災者におけ

る使命感の構造：文献事例の内容分析 筑波大学心理学

研究, 51, 23-33. 

2) 渥美公秀（2010）災害復興過程の被災地間伝承 : 小千谷

市塩谷集落から刈羽村への手紙  大阪大学大学院人間科

学研究科紀要, 36, 1-18. 
3) 渥美公秀（2014）災害ボランティア―新しい社会へのグ

ループ・ダイナミックス 弘文堂 
4) バトラー. J.（2020）世界の表面の人間の痕跡（清水知子

訳） 現代思想, 48(10), 172-178.  
5) 近藤誠司（2021）オープンプラットフォームがもたらす

社会的なつながりに関する基礎的考察－コロナ禍にお

ける教材動画制作プロジェクトのポテンシャリティ－ 

社会貢献学研究, 4(1), 21-31.  
6) 宮本 匠（2015）災害復興における“めざす” かかわり

と“すごす” かかわり─東日本大震災の復興曲線インタ

ビューから 質的心理学研究, 14, 6-18. 
7) 宮本 匠（2019）人口減少社会の災害復興の課題 : 集合

的否認と両論併記 災害と共生, 3(1), 11-24. 
8) 奥野克巳・吉村萬壱・伊藤亜紗（2020）ひび割れた日常

－人類学・文学・美学から考える 亜紀書房 
9) 樽川典子（2007）喪失と生存の社会学：大震災のライフ・

ヒストリー 有信堂高文社 
10) 八木絵香（2019）続・対話の場をデザインする－安全な

社会をつくるために必要なこと 大阪大学出版会 
11) 矢守克也（2010）「語り直す」－4 人の震災被災者が語

る現在 矢守克也「アクションリサーチ－実践する人間

科学－」 新曜社 pp.69-112 
12) 矢守克也（2018） アクションリサーチの〈時間〉 矢守

克也「アクションリサーチ・イン・アクション－共同当

事者・時間・データ」 新曜社 pp.75-90. 
13) 矢守克也（2019）〈待つ〉時間－補論：アクションリサ

ーチの〈時間〉－ 災害と共生, 2(2), 1-8. 
14) 矢守克也（2020a）災害復興のパラダイムシフト 日本災

害復興学会論文集, 15, 37-44. 
15) 矢守克也（2020b）シュリンク・シュランク・シュリンキ

ング－縮小の「前」と「後」－ 災害と共生, 4，11-20. 
16) 矢守克也（2020c）アフター・コロナ／ビフォー・Ｘ 地

区防災計画学会誌, 19，91-96. 
17) 矢守克也（2020d）書評論文：八木絵香「続・対話の場を

デザインする」 災害と共生, 4, 143-152. 
18) 矢守克也（2020e）「境界なき災害」－人文系自然災害科

学から見たコロナ禍 自然災害科学, 39, 89-100. 
19) 矢守克也（2021a）巻頭言：リモート防災術 地区防災計

画学会誌, 20, 3-4. 
20) 矢守克也（2021b）防災心理学入門－豪雨・地震・津波

に備える－ ナカニシヤ出版 
21) 矢守克也（2021c）外なるクロスオーバー／内なるクロス

オーバー（会長挨拶） 日本災害復興学会公式ホームペ

ージ［https://f-gakkai.net/message/］（アクセス日：2021
年 6月 13 日） 

22) Yamori, K. & Goltz, J. (2021). Disasters without 
borders: The coronavirus pandemic, global climate 
change and the ascendancy of gradual onset disasters. 
International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 18(6).  [DOI: https://doi.org/10.3390/ 
ijerph18063299] 

 



特集 コロナ禍での復興支援とボランティア  
 

 復興 (26 号) Vol.10 No.1  2021.9.   

 
9 

 熊本県益城町
ましきまち

における新型コロナウイルス禍での避難所運営 

 

 

兵庫県芦屋市総務部コンプライアンス推進室   

今石 佳太 （前 熊本県益城町危機管理監） 

 

 

１．はじめに 

熊本県益城町は、県中央部に位置し熊本市に隣接す

る人口約 3 万 3 千人の町で、2016 年熊本地震では観

測史上初となる震度 7 の揺れを 4 月 14 日 21 時 26 分

（M6.5）と、28 時間後の 4月 16 日 1時 25 分（M7.3）

の 2回経験し、熊本地震最大の被災地となった。 

震災後 5年を迎えた現在、復興についても先の光が

見えた状況下となってきたが、防災行政についてもこ

の間に多くの課題改善を図り、避難地及び避難路の整

備に加え、地域防災計画の大幅改訂、事業継続計画や

受援計画の策定、実践的総合防災訓練の実施、町内

35 カ所の防災倉庫整備、町独自の防災士養成講座の

開講など様々な取組を推し進めてきた。 

その中でも最大の懸案は、災害発生時の初動体制の

強化と数多くの問題が露呈した避難所環境の改善で

あると考えられていた。 

 そのような中、新型コロナウイルスが 2020 年初頭

に国内で流行の兆しを見せたことから、本町において

も感染拡大に備え各種の感染症対策計画を早急に立

てる必要性に迫られた。 

 筆者は、熊本地震発生 2 年後の 2018 年度から益城

町からの要請を受け、初代危機管理監として兵庫県芦

屋市から益城町に派遣されていた。 

 2009 年に流行した新型インフルエンザでは、地元

の兵庫県内で国内初の感染者が確認された際に芦屋

市の中心的立場で対応を行った経験から、地震災害や

風水害とは異なり、目に見えない感染対策での混乱収

束のために早期に対策を講じる必要性を体験した経

緯を持っており、その際学んだ知見を生かすこととな

った。 

 

２．各種計画の策定  

 記憶に新しい横浜港でのクルーズ船騒動の最中の

2020 年 2 月 2 日に実施した「令和元年度益城町総合

防災訓練」の終了後に、引き続き実施する形で「第 1

回新型コロナウイルス感染症対策調整会議」を開催し、

新型インフルエンザ時の初動対応の経験を幹部職員

に説明した。加えて町が 2015 年 11 月に策定した「益

城町新型インフルエンザ等対策行動計画」を見直しや

今後の感染症対策についての協議を行い、役場庁舎内

でマスクの着用や手指消毒液やパーティションの設

置などについて決定を行った。 

 その後、組織だった対応や住民への周知等の調整の

一元化を図る必要性から、「益城町新型コロナウイル

ス感染症対策調整チーム」を立ち上げ、関係各課から

専従職員を選抜し、期間限定で設けた専用ルームに電

話回線やネット環境を整備し、全庁をあげて対策にあ

たることとした。 

緊急経済対策や感染防止ための住民広報を担当す

るチームとは別に、危機管理面を担当するチームは、

平時の感染時における業務継続を優先的に検討する

必要から計画策定に着手した。令和 2 年 4 月には、役

場機能を維持するとともに、感染発生時の対応を記載

した「新型コロナウイルス感染症対応業務継続計画・

感染対応マニュアル」を策定し、庁舎内において感染

拡大した場合に継続すべき業務や閉鎖の基準、消毒の

ための基本的方法を明記するとともに、その計画に基

づき訓練を実施するなどした。 

 翌月の 5 月には災害発生時における避難所での感

染防止対策を中心とした「新型コロナウイルス感染症

災害対策本部・避難所運営マニュアル」を策定し、出

水期である 6月を前に、避難所運営について実践的な

 
顔写真 

 
(別途ファイル
でのご提出で

も結構です。） 
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訓練を行うこととした。 

 

３．全国に先駆けての訓練 

 緊急事態宣言下の 5 月 24 日に「新型コロナウイル

ス感染症対応避難所運営訓練」を実施したが、訓練会

場は熊本地震の際に避難所となりながら天井崩落に

より、その機能を十分に果たせなかった益城町総合体

育館であり、建て替え直後の供用開始前の最初の事業

として奇しくも避難所運営訓練を行うこととなった。 

 訓練で最も注意を払った点は、避難所内における避

難者間の感染拡大防止と、運営に従事する職員等の感

染防止であった。感染防止策を施した段ボールベッド

とパーティション、感染防護衣や非接触体温計、サー

モグラフィーなどを訓練に先立ち、国の地方創生臨時

交付金を活用する形で購入を行った。 

 段ボールベッドとパーティションについては、感染

流行以前から町の防災対策上の課題としていた。この

ため、避難所環境改善のための協議を新型コロナウイ

ルス発生以前からメーカーと進めており、その製作に

ついては、事前の協議内容を一部修正したものを反映

させる形で早期導入を図れることとなった。なお、町

独自の感染対策としてパーティションをシートで覆

い飛沫清拭対策の充実を図った。【写真 1】 

 訓練では、想定される感染対策のチェックポイント

約 200項目を事前に作成するなど入念な準備を行い、

当日は参加者の「密」を避けつつ感染症学の専門家の

指導のもと、▼PPE（個人防護具）の着装訓練【写真

2】から始まり、▼避難所受付での健康チェックと検

温及び避難者の動線確認、▼パーティション内の居住

空間での感染防止対策、▼食事やトイレ等の生活エリ

アでの感染防止、▼体調不良者への対応、▼車中避難

者への対応、の 6つのパートに分けて訓練を行い、各

パートの訓練終了ごとに一旦流れを止め、参加者から

意見を聞き、課題の洗い出しを行う形とした。 

 

４．訓練での教訓  

 訓練自体は概ね事前に想定した範囲で進められた 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 避難所運営訓練での飛沫清拭対策 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ PPE（個人防護具）の着装訓練 

 

が、▽「清潔エリア」とそれ以外のゾーニングの徹底、

▽建物全体の定期的な換気、▽最新の状況を踏まえた 

避難情報の提供、▽避難所内を移動する住民の動線管

理、▽配食時の際の「密」への対応など、細かな部分

での徹底がなされていないことが判明した。 

 また、評価者として参加いただいた感染予防の専門

家や防災関係者、訓練参加者からは医療専門家ではな

い町職員の感染防護の難しさ、避難所内でのゴミの処

分方法、車中避難者の換気等の問題が指摘された。こ

れらを纏めた訓練結果報告書を 5月末には作成し、改

善を図った内容で、当日参加出来なかった職員対象の

訓練を約半月後の 6月中旬に再び実施し、感染防止の

徹底及び課題の解決を図った。 

 また、避難所運営に協力いただく地域の自主防災組

織の住民にも後日同様の研修訓練を実施し、感染防止

を踏まえたうえでの避難所運営への理解を求めた。 

 なお、今回の訓練で実施しなかった濃厚接触等で自

宅待機の方の対応については、県保健所と災害時等に

おける対応について事前に協議を行い、別途専用避難

場所を確保することとしている。 
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５．令和 2年 7月豪雨 

 新型コロナ禍において、他府県行政機関やボランテ

ィア団体からの支援体制の制限等が懸念されるなか、

令和 2年7月4日未明に熊本県を中心とした九州地方

を豪雨災害が襲った。その際に熊本県では初となる大

雨特別警報が発表された。 

本町では、大きな被害は発生しなかったものの、数

回に渡り河川氾濫危険水位を大きく超えたことから、

訓練に基づいた感染対策を施した避難所開設を早期

に行うなど住民避難を促し、訓練結果に基づいて実施

した避難所運営は、住民から一定の評価を得た。 

その一方で、県南部を中心に降った豪雨が八代市や

人吉市、球磨地方を中心とした多くの市町村に甚大な

被害をもたらしたことから、被災自治体職員を中心に

感染症下における大規模の避難所運営を担うことに

なった。 

本町では、被害が限定的であったことから、直ちに

支援体制を組み救援物資と避難所での感染症対策の

アドバイス等の支援を継続的に行うことになった。 

 

６．令和 2年台風 10 号 

7 月豪雨災害への県南部被災地への支援活動を継

続的に行っている最中の令和 2年9月6日から7日に

かけて、大型で非常に強い台風 10 号が九州に接近す

るとの予測が気象庁からなされ、それに伴い報道でも

連日取り上げられることとなった。 

本町では 9 月 4 日に第 1 回台風対策会議を開催し、

タイムラインに沿う形で対策を行うこととしたが、今

回は本県にとって最も影響の大きいコースであり、過

去最大級の大きさが予測されたことから、熊本地震被

災者で点在した災害仮設住宅に入居されている約

200 人の全員避難を重点目標の一つとして掲げた。 

仮設住居全戸への避難呼び掛けのポスティング配

布のみならず、職員が戸別訪問を行うなどして、最接

近までの 2日間で親戚等への避難約 150 人、それ以外

の避難所避難約 50 人の仮設住居入居者全員の避難を

完了することができた。また、全住民に対しても自宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ ブース別の避難所スペース 

 

での備えに加え避難所開設について、防災行政無線や

SNS、防災メール、消防団による広報活動など可能な

限りの方法で避難の呼びかけを行った。 

今回の台風 10 号については、県南部での豪雨被害

の記憶も新しいこともあり、ガソリンスタンドのレギ

ュラーガソリンが枯渇するなどした。この他町のスー

パーの棚からパンやインスタント麺の商品が無くな

るなど、住民も大きな危機感をいだいており、避難に

関する問い合わせの電話が鳴り止まない状況が 2 日

間に渡って続くこととなった。 

 この間、避難所に指定した町総合体育館では 6日午

後 1 時の開設に向けて段ボールベッドやパーティシ

ョンの設営を開始した。危機管理課職員や避難所担当

班に加え、数十人の応援職員、更には町独自で実施し

た防災士養成講座を受講後に試験を合格された数多

くの防災士の応援を得ながら約200ブース400人程度

の避難スペースを確保し【写真 3】、感染対策を含む

入念なリハーサルを実施した。当日、町総合体育館に

は、開設予定時間の 4 時間前から 50 人以上の住民が

列をなす異例の事態となったことから、更に 2カ所の

避難所を増設し最終的には 3 施設あわせて 246 世帯

564 人が避難所を利用することとなった。 

 結果的には、台風 10 号で本町において大きな被害

はなかったものの、新型コロナ禍での大規模な避難に

ついて訓練では判明しなかった問題点が明らかとな

ったことから、台風一過の翌 8 日に関係職員を集め検
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討対策のための会議を開催した。 

まず意見としてあがったのは、段ボールベッドやパ

ーティションが、密を避け感染防止に対する効果があ

り避難者からも好評であったものの、家族構成にあわ

せた区画の変更というフレキシブルな対応が困難で

あるという問題である。 

避難所受付において、感染防止のための検温や問診

を行ってから、入室のための避難区画の割り当てを行

ったことから、部屋の残数把握と家族構成のマッチン

グにやや時間を要したが、これは受付前にあらかじめ

家族構成を聞いておくことなどで改善を図ることと

した。 

また、各区画には部屋番号を明記していたにも関わ

らず、深夜に手洗い等に行かれた方が、パーティショ

ンで区切られた自分の居住区画が分からず、担当職員

がパソコンに入力していたデータベースで本人確認

し案内するという事態も複数回発生した。これについ

ては区画の表示についても色分けや床面にブロック

名を表示するなど変更を加えることで今後は対応す

ることとした。 

更には段ボールベッドやパーティションについて

は、設営や撤去にかなりの労力を要することも改めて

判明した。これらについてはワンタッチで開くテント

や、パイプベッドなども併用する形で設営時間の短縮

を図り、家族構成に応じた避難スペースを構築するか

たちで対応し職員の負担軽減を図ることとした。 

 今回は、過去の同等規模の台風時における避難統計

データの約 10倍の住民が避難所を利用されることと

なった。 

一方で仮設住宅入居者の約 7 割近くの方が親類や

知人宅に避難され、近隣のホテルも満室であることな

どから、町が推奨してきた「避難とは『難』を『避』

け、様々な避難の形態を」との活動が一定の住民理解

は得られていたのではないかと推察する。 

しかしながら、報道されたように避難所において密

を避けることから定員を絞り込んだがために他の施

設に誘導するという問題も多数発生した。今後同様の

台風等の災害が予想される場合に、避難収容のための

居住区画をどの程度の規模で事前設定するかという

ことは今後の課題であると考える。 

更には、熊本地震等の大規模地震災害時においては、

避難者数やその避難期間も長期にわたることから、避

難所拡大等の問題についても検証を加えていく必要

性を思うところである。 

 

７．避難所運営への新たな取組 

熊本地震を含めた過去からの大規模地震災害に加

え、新たな感染症対応という課題を突き付けられた現

在、町では２つの取組を進めており、今後その成果が

期待されるところである。 

一点目は、避難所開設の手順を明確化し、災害当初

の混乱すなわち人の密集を避けようとする取組であ

り、過去３年にわたり大手民間シンクタンクと共同研

究を行ってきた「アクションカード」である。 

これは、熊本地震の課題であった災害対策本部機能

の初動の立上げの時間短縮を図り、より早期に本部運

営を行おうとするものであり、仕組みとしては、災害 

資料１ 庁舎版アクションカード 
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発生からの本部立上げについての流れをピクトグラ

ムや写真等を用いて全ての町職員が常設ではない災

害対策本部室を時間外に発生した災害においても 1

時間以内に設営を出来るようにしたものである。これ

により、防災関係職員は登庁時から情報収集等を行え

るようになり、１時間後には対策本部会議を実施する 

ことを可能としたものである。【資料 1】 

このカードを応用し、避難所となるべき学校施設の

避難所開設までの手順を令和 2 年度において完成さ

せたものであり、これにより避難所開設までの時間短

縮が大幅に図れたものと考える。【資料 2】 

二点目の取組として、災害時における避難所外の避

難、すなわち在宅避難や親類知人宅への避難、更には

車中避難について住民行動を把握するためのシステ

ムを既存の防災情報や気象情報等の発信に活用して

いた「ましきメール」を改良し、一定の個人に関わる

情報を入力することにより位置の避難方法や位置の

大まかな特定を行うとともに、要望も記載を出来るよ

うにした。【資料 3】 

このシステムを機能的に活用するためには事前の

登録者数の増加が望まれるところであるが、地元テレ

ビや新聞が大きく取り上げていただいたことにより

飛躍的に登録者が増えてきており、今後の災害時には

新たな避難時支援体制強化に繋がるのではと考えて

いる。 

  

８．おわりに 

 近年頻発する豪雨災害や大規模な地震災害での避

難所運営は、過去より市町村にとって大きな課題とさ

れてきた。すなわち、学校の体育館等の限られた避難

所に多くの人が避難し、床の上に密になって難を避け

る姿が何十年も繰り返され、また、避難所内において

の感染症等のまん延や食中毒の問題も懸念されてき

た。 

 本町では、これらの避難に関する問題を抜本的に改

善すべく、2019 年度から避難所のあり方について改

めて検討を行い、具体的には（T）衛生面を考えたト

イレの配備、（K）健康管理を考慮した食生活の改善、

（B）安定した生活空間確保のためのベッドやパーテ

ィションの活用を、災害発生後 48 時間以内に一定数

配備する取組を「TKB48」と名付け【資料 4】、民間事

業者と協定締結を行うなどの対策を推し進めている。

誤解を恐れずに言えば、新型コロナ禍での避難所対応

は、これらを全国的に大きく改善するための機会と捉 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 避難所版アクションカード 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料３ 改良したましきメール 
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資料４ 「TKB48」の取り組み 

 

え、今後とも様々な改善を図っていきたいと考える。 

最後に、地震豪雨災害等や感染によりお亡くなりに

なられた方へ改めてお悔やみを申し上げると共に、被

災された多くの皆様の一日も早い復旧・復興を祈念し、

併せてこの感染症の一日も早い終息を願っています。 
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 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 

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

発災 2 日後から現在まで、広範囲に浸水した人吉市

で、災害ボランティア活動を続けている。本稿は、そ

の経験を通して、コロナ禍における災害ボランティア

活動の課題と教訓を論じる。その際、発災後 2ヶ月、

半年まで、11 ヶ月までの３つの時期に区分し、それ

ぞれの①ボランティアの動向、②被災者の状況、③県

内外のボランティア活動の特徴的な動きを示す。	

分析軸として「遊動化」「秩序化」「主体化」の概念

を用いる。近年のボランティアは「遊動化のドライブ」

「秩序化のドライブ」の二極化、後者への傾斜が指摘

されている（渥美 2020）。渥美公秀によれば、前者は

その場その場でニーズをつかみ臨機応変に支援する

災害 NPO・ボランティア団体等の発展、後者が災害ボ

ランティアセンター（以下、VC と略す）等の指示に

応じて秩序だって行動するボランティア活動の広が

りである。熊本豪雨では、新型コロナウイルスの感染

への不安の中で、ボランティアの「支援控え」が生じ

た（室﨑 2021a）。コロナ禍の下、後述のように「秩

序化のドライブ」が強まった結果、「遊動化」の典型

である災害 NPO・NGO 等も「秩序化」に組み込まれ

た。他方で、この動向が、被災地内外で個人・団体が

それぞれに災害ボランティアの役割や被災者に寄り

添うことの意味をあらためて問い直す契機となった。

そして、自由かつ臨機応変に新たな支援を模索し創造

するというボランティアの原点回帰へのドライブ（動

向）を生みつつある。その意味で、コロナ禍で席巻す

る「秩序化のドライブ」の下、ボランティアの自主性

の発展、ボランティア活動の「主体化」の自覚と挑戦

が起こりつつある。これら３つの観点からコロナ禍の

災害ボランティアの実態と諸問題を分析する。	

	

１．発災から 2ヶ月間 

（１）県内に限定されたボランティア 

 2020年 6月 1日、全国社会福祉協議会がコロナ禍

における災害 VCの設置・運営やボランティア活動に

対する一定の制限の方針を公表した。同日、全国災害

ボランティア支援団体ネットワーク（以下、JVOADと

略す）も NPO 等の支援組織の動きを制限するガイド

ラインを出した（JVOAD2020）（2）。内閣府政策統括官

（防災担当）付参事官（普及啓発・連携担当）は同じ

日に「新型コロナウイルスの感染が懸念される状況に

おいて効果的な災害ボランティア活動を行うための

関係機関の連携強化について」という JVOAD のガイ

ドラインを紹介する文書を技術的助言として都道府

県に発出した。これらの指針の下、被災地の災害 VC

が受け入れ対象を県内に限定したため、ボランティア

は（一時期を除いて）県内在住者に限られた。この「県

内限定」が今回の災害ボランティアの「秩序化」の波

の震源となった。私は、被災地に通いながら、個人ボ

ランティアも災害 NPO 等も中央組織から行動規制さ

れていることに戸惑っていた。そして、発災後からボ

ランティアの動きは明らかに低調であり、県外からの

ボランティアの来熊が早期に実現してほしいと願っ

ていた。	

 熊本県内の災害 VCの動きの本格化は発災 8日後の

12日からだった（同日の活動者は 751人）。7月後半

の土日には千人を超え、発災から 19日後の 23日（祝

日）に 2,085人と最大数となった（最大 13市町村で

災害 VC を設置）。背景には熊本県や熊本市などの複

数の県内自治体が、被災地へのボランティアの無料送

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

日の土日（各 1,171人、1,178人）のみだった。災害

VC稼働日当たり平均活動者は、7月の 621人が 8月

には 533 人へと減少した（熊本県社協 2021、以下、

熊本豪雨の災害 VCのデータは同資料による）。	

 この期間に、新型コロナウイルスの陽性者は 7 月

半ばから増え始め、熊本県は感染リスク基準を 7 月

21日からレベル 2に、28日からレベル 3に、8月 4

日からレベル 4 へと引き上げた。人吉市でも 8 月 5

日に 50代の男性 2名の陽性が判明した。	

ボランティアはマスクを着用した。ほぼ窓やドアが

外れた被災家屋での片付けや泥だしだったので、活動

中の「三密」の心配はなかった。恐れたのは熱中症だ

った。8月に入ると気温が上昇し、前半は 34℃前後、

17日から 37℃以上が 4日間も続いた。マスクをした

状態で、スコップで泥をかき、土嚢袋や一輪車に入れ

る作業をしていると何度も息が苦しくなった。	

（２）被災者の様子 

 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

ィアが活動している（熊本県社会福祉協議会 2021、

以下、社会福祉協議会は社協と略す）。これは熊本地

震の平均 5.5 人の 1.7 倍である（熊本県社協 2019）。

人吉市上薩摩瀬町および下薩摩瀬町の球磨川沿いの

地域は道路から約 3 メートルの高さまで浸水した。

私たちは 7 月中にこの地域で泥だしをしたり野菜ス

ープを配ったりしていたが、発災から 10日間はボラ

ンティアの姿をほとんど見なかった。7 月 15 日頃か

ら災害 VCから派遣されたボランティアが目に入るよ

うになった。	

多くの被災者は避難所から通ったり、自宅 2 階に

避難したりしながら、浸水した家屋の片付けと泥出し

をしていた。その表情には疲労と落胆が表れていた。

一方、17日には、「2日間で多くのボランティアの協

力があって一気に泥出しが進み助かりました」と明る

い表情の被災者に会った。7 月 20 日には下薩摩瀬町

の隣の下林町と温泉町にて野菜スープを配りながら

歩いたがボランティアの姿はなく、被災者だけが泥出

し作業をしていた（レトルトパックの野菜スープの配

布は被災者の免疫力維持に加えコロナ感染予防・重症

化予防のためである［前田浩 2020］）。	

（３）ボランティア不足 

 数の過不足という点からボランティアを語ってい

いのかという意見もあろう。災害から 2ヶ月、圧倒的

に数の力を必要とする状況で、片付けや泥出しの作業

においてボランティアへの期待は大きい。	

 災害 VC始動から最初の 1ヶ月の 1日あたりのボラ

ンティア数は、熊本地震の 1807人に対して熊本豪雨

は 645 人、35.7%であった（熊本県社協 2019、熊本

県社協 2021）。熊本地震で熊本市災害 VCが把握した

ボランティア延べ 37,900 人のうち県外在住者は

29,183 人と全体の約 77％を占めた（2021 年 6 月 3

日、熊本市社協に確認）。県外ボランティアの存在が

いかに大きいかがわかる。県内限定によるボランティ

ア不足の中、蒲島郁夫知事は 7月 21日に文書で熊本

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。	

 8 月 14 日に病院職員の紹介で人吉市中心部の被災

世帯を訪問すると、1階の天井まで水に浸かった家は

片付けも泥出しも手つかずのままだった。家族 3 人

がそれぞれ病気等を抱えて、自宅の二階で避難生活を

送っていた。災害 VCに依頼したが連絡が来なかった

と言われ、私たちが片付けと泥出しを始めた。	

このような世帯があった背景には、人吉市災害 VC

（球磨村と合同）がフル回転してもなおニーズに追い

つけない状況があった。社協職員による支援も県内に

限定されたため、災害 VCを運営するスタッフも不足

していた。人吉市災害 VCは隣接の宮崎県内の社協か

ら職員派遣の協力を受けたが 7月 24日から 8月 2日

の週末のみだった（8月 4日からコロナのリスクレベ

ルが４に上がり継続を断念）。スタッフ確保に苦労す

る中、発災から 1ヶ月間（8月 3日まで）の新規依頼

件数 576件に対し、延べ活動者数 7,977人、完了件数

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

完了することはできないが、発災から約 3週間内（7

月 26日まで）に受け付けたニーズ（536件）を 1ヶ

月以内に完了させるには（1件の完了に必要な活動者

は実績に基づき 10 人が 3 日間として計算）、ボラン

ティアは延べ 16,080人必要だったと試算される。ニ

ーズから見れば必要なボランティア数は、実際に活動

した人数の 2 倍となる。完了できないニーズは後に

災害 VCがボランティア派遣するか、家族や身内、災

害 VCを通さないボランティアなどが対応した（後者

は災害 VCへの依頼はキャンセルとなる）。酷暑の中、

私たちが知っているだけでも何人もの被災者が片付

け作業によって体調を崩した。	

（４）県外のボランティアと災害 NPO 等 

 災害 NPO・NGO 等も上述のガイドラインによって

他県への支援の自粛が求められた。原則、被災地の自

治体や中間支援組織からの要請がなくてはボランテ

ィア団体が被災地に入ることはできなかった。それで

も、豪雨災害後、速やかに県外から現地入りして、感

染予防策をして被災者や支援者のサポートを行なっ

た団体があった。また、避難所の先見や支援物資を届

けるために、被災地に一時的に入った団体や個人もあ

った。コロナ禍の被災地に県外から入ることを選び、

ボランティアの自主性を貫いた人たちである。	

 しかし、ほとんどの団体やボランティアは、県境を

越えることを控えた。また、多くの方がすぐに被災地

に駆けつけたいと思い、せめて先見のために入ろうと

考えた。しかし、被災者のことを強く思うほど、万一

コロナ感染を持ち込んだらと考えて断念した。被災地

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）。	

マスコミの報道内容も「支援控え」に影響した（渥

美 2021）。2020 年 7 月 29 日の熊本日日新聞の朝刊

が「県内限定	 7 割望む」という見出しの記事を報じ

た。公式 LINE のアンケートに答えた 1434 人の中で

豪雨災害のボランティアのボランティア受け入れは

コロナ感染リスクの不安から「県内に限定すべき」「ど

ちらかといえば限定すべき」が合わせて 7 割という

結果である。県外在住のボランティアの中にはこの記

事を読んで来熊を思いとどまった人もいた。ただし、

この記事をよく読むと、「県外から受け入れていい支

援は？」（回答者全員を対象とした質問）の結果は、

「医療・福祉関係者」が 73.1％、「行政関係者」が 49.0%、

「ボランティア団体」も 37.5％であり、専門職の支援

などを容認する人たちはかなり多い。確かに「一般市

民」は 17.1％と低いが（この選択肢が「ボランティア」

という理解だろう）、この質問で「県外から受け入れ

るべきではない」つまり、職種を問わず「完全県内限

定」を求める声は 17.1％（2 割未満）にとどまった。

専門職ボランティアやボランティア団体が県外から

被災地に入る必要性を多くの人が理解していた。	

ボランティアと災害 NPO 等の「支援控え」の一方

で、自治体行政における県外の応援職員の動きは全く

違った。九州各県と神戸市、岡山市、広島市等の県外

から被災地への行政職員の派遣は 2020年 8月 31日

までに延べ 3,037人（保健師等は含まず）であった（熊

本県 2020）。県外からの応援職員は、検温と健康チェ

ックをして（事前の PCR検査なし）、避難所運営及び

窓口対応の支援などを担った。応援職員派遣は、九州・

山口 9 県災害時応援協定に基づく。法や条例を基礎

とする行政は協定締結という事前の「制度化」をコロ

ナ禍において上手く活用した。行政の被災地支援にお

いて「地元の意向」は県外からも応援に入ることであ

り、入らないという選択肢はない。災害 NPO・NGOま

でがガイドラインに縛られて「秩序化」の負の側面に

影響されたこととは対照的である。	

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

た団体や多くの個人は、県外から可能な支援を主体的

に模索した。私たちの団体（熊本学園大学社福災害学

生ボランティアグループ、代表・山北翔大、筆者は顧

問）では、京都の佛教大学や神戸のチーム神戸から被

災者のための家電製品などの物資の提供を受けた。ま

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

無償で貸与してくれた。兵庫県立大学大学院の室﨑益

輝教授は、8月から毎週、兵庫県立大学院の授業の一

環として被災地で活動する支援団体と院生をつなぐ

「オンライン・フィールドワーク」を開催して、被災

地の状況をつかみ遠隔地からの支援のあり方を模索

していた。そして、室﨑教授らは、8 月 14 日から、

被災地で泥出しなどの支援活動を行っている学生た

ちを激励し支援するための「クラウドファンディング」

（以下、CF と略す）の呼びかけを始めた。県外でも

ボランティアの自主性・主体性が動き出した。	

	

２．9月からの 4ヶ月−避難所から仮設住宅へ 

（１）ボランティアの減少と県内限定の解除 

 9月になると災害 V	Cはボランティア受け入れを金

土日または金土の週 2 日か 3 日に限定した。人吉市

災害 VC の 8 月末までの依頼件数（665）に対する完

了件数（513）の割合は 77%であり、7月末の同 38％

に比べると大きく進展した。それでも現地の「情報共

有会議」では経験のある災害支援団体のリーダーから

開設日を減らすことを疑問視する声があった。現場で

日々支援している人たちが感じている必要な作業量

と支援者数のギャップはなおも大きかった。	

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

半の開設日当たりの活動者数が 100 人を下回る中、

感染状況を踏まえて 11月 1日から県内限定を解除し

県外（九州在住者）からの受け入れを開始した（12月

20日まで）。しかし、12月から第 3波が到来し、1月

に熊本県が独自の緊急事態宣言を出したことで、災害

VC は 12 月下旬から翌年 2 月中旬までボランティア

の受付を中止した。	

（２）在宅避難と建設型仮設の状況 

在宅避難の方々は熊本県内の被災地全体で 2,614

世帯あった（熊本県 2020年 12月 25日「令和 2年 7

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

を続けていた。在宅避難者は、風呂やキッチンが使え

ず、家電製品の購入は追いつかず（置く場所もない）、

カセットコンロで調理するなど、普段とは程遠い生活

を送っていた。胃腸の調子が悪いなどの訴えもあった。

高齢者は 2 階があっても足が不自由なため 1 階のカ

ビの多い部屋で生活するケースがあり、カビの影響の

ためか咳が出るようになったという方もいた。 

熊本日日新聞は、9月 1日の朝刊トップで「在宅避

難、届かぬ支援 食事不十分、ガスや風呂使えず… 

全容把握遅れ、命の危険」という見出しで、在宅避難

の厳しい生活を大きく報じた。記事で取り上げられた
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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

に記者が同行して書いたものだった。当時、市役所は

在宅避難者の数さえ把握しておらず、行政や社協から

の訪問もなかった。私たちを含めて民間のいくつかの

ボランティア団体が週に 2 日程度、限られた戸数を

訪問していた。在宅避難者への支援の遅れ、支援の漏

れは明らかだった。	

一方、8 月から 12 月にかけて建設型仮設が順次整

備され、人吉市では 13の仮設団地への入居が少しず

つ進んだ。私たちは 9 月 8 日に初めて建設型仮設団

地を訪問した。約 2 ヶ月の避難所生活を経て仮設に

入居した被災者からは、疲れた表情と新たな環境での

不安がうかがえた。高齢者の場合、避難所で体力や認

知機能が低下した方もいた。仮設団地では「話し相手

がいない」「買い物や通院が困難」などという声を聞

いて、交流支援や生活支援の必要性を強く感じた。し

かし、8 月から 11 月にかけて、人吉市の仮設団地で

のコミュニティ形成や生活支援へのかかわりは行政

も社協もほとんどなかった。ボランティアもひまわり

亭（代表・本田節さん）等の一部の団体の他には訪問

する様子はなかった。仮設団地の集会所（みんなの家）

も鍵がかかったまま利用されていなかった。熊本地震

の際、益城町等の建設型仮設で当初からみられたよう

な、ボランティアによる食料・食器類等の配布や交流

会の支援の風景はなく、建設型仮設においても支援の

空白が生じていた。	

私たちは建設型仮設のニーズに応えるために、9月

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

災者と被災地に寄り添うことの意味と方法を考えて

具体的活動を模索する作業であり、ボランティアとし

ての「主体化」のプロセスであった。	

（３）県内の奮闘、地元との協働、行政の遅れ 

 災害 VCのボランティアの県内限定の状況で、ボラ

ンティアの絶対数が不足する中、被災地の住民や災害

VC を通さずに活動する人たちの奮闘もあった（いわ

ゆる「復興ばね」、室﨑 2021a）。週末になると実家を

離れている息子や娘の家族や親戚が片付けに訪れて

いる世帯は少なくなかった。人吉市の球磨工業高校の

野球部のメンバーはチームメイトの自宅の泥出しに

尽力していた。熊本県内の社会人スポーツチームも被

災した同僚の実家を支援していた。八代市の秀岳館高

校の生徒は卒業生・在学生を含む被災世帯での泥だ

し・片付けを継続し、7月から 3ヶ月間で 59日、延

べ 5,324人が活動した（災害 VCを通じた活動を含む）。	

 私たちは、被災者の戸別訪問を続ける一方、建設型

仮設での交流支援を行うきっかけを得るために、人吉

市社協の職員を介して、人吉市東校区社協の原口英一

会長にお会いした。建設型仮設での交流会を共同で開

催したいと提案し依頼したところ、協力の約束をいた

だいた。10月 13日、私たちはコロナ感染予防策をし

た上で、人吉市梢山グラント仮設団地にて第 1 回の

交流会（つながるカフェ）を開催した。晴天のもと、

仮設団地の敷地内にテント（タープ）を張り机と椅子

を設置した。10 人ほどの入居者の方々が集まった。

校区社協役員 5名、学生ボランティア 10名は、被災

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 

 

 



特集 コロナ禍の復興支援とボランティア  
 

 復興 (26 号) Vol.10 No.1 2021.9.   

 
20 

者が語る水害当日の話などに聞き入った。その後、緊

急事態宣言等の期間を除き、ほぼ週 1回、各仮設団地

で順番に「つながるカフェ」を開いている（表１）。

東校区以外の校区社協役員等の参加もあり、学生ボラ

ンティアが地域住民と仮設団地の被災者との橋渡し

役となっている。12 月１週目までの交流会は建設型

仮設の敷地内でテントを張って屋外で実施した（写真

1）。それはコロナ感染予防を意図した工夫であった

が、実際には、特に 11月以降、行政が管理する集会

所の利用許可を得られなかったためである。	

仮設団地でのボランティアによる支援が不足した

要因の一つにコロナ感染症の不安によるボランティ

アの「支援控え」があったことは否定できない。しか

し、9 月から 11 月は熊本県内の感染状況は落ち着い

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

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

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

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

（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 

 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

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

795 人から 500 万円の目標金額を大きく超える約

1000万円を集めた（5）。若者たちへの支援にはいくつ

かの理由があった。支援の担い手を支えることによっ

て、被災者が復旧作業に無理をして健康を悪化させた

り関連死に至ることを防ぎたい。若者たちもコロナ禍

でアルバイト機会が減少するなど生活の苦しさが増

しており、資金面から支えたいという理由である。同

CF は長靴や手袋の購入、交通費などを考慮して、助

成金の経費算出の基礎をボランティア団体等のメン

バー1人 1日につき 2,000円とした（１プロジェクト

の上限 20万円）。C	Fは 2021年 5月末までに高校生・

大学生らの 13団体（熊本県・大分県・佐賀県・兵庫

県の学生団体）の23プロジェクトに総額 521万1,279

円を助成した。これは学生団体にとって継続的な支援

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 ⽇ 出来事（主に⼈吉市） ⽇ 社福災害学⽣ボランティアグループの主な動き
2020年 4⽇ 発災 6⽇ 泥出し・⽚付け、野菜スープの配布

7⽉ 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

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

10⽉ 13⽇                つながるカフェ第1回（建設型仮設での交流会）

               つながるカフェ第2回・3回

   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

つながる広場の準備

2⽉

22⽇ ボランティア連携会議 23⽇                 つながるカフェ第15回（神⼾から遠隔参加あり）

3⽉                 つながるカフェ第16回・第17回(遠隔あり)

                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

＜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

資料）⾼林作成

県独⾃の緊急事態宣⾔

（2/7まで）

発災から2021年3⽉ま
で⼈吉で毎週2回活動

2021年4⽉から⼈
吉で毎週1回活動
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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

った。その 9割以上が県外在住の方だった。学生有償

ボランティアには 1 日 5 千円の日当と千円分の食事

券を提供することで、バイト収入の減少というコロナ

禍の影響を受けながらも被災地で活動する学生を支

援した（熊本日日新聞、2020年 8月 22日）。	

コロナ禍という災害の中で起こった豪雨災害の被

災者を支援する人たちへの支援が県外支援者によっ

て実践され、その輪は大きく広がった。それは、県内

限定のガイドラインによる「秩序化のドライブ」の中

で、被災者と支援者のニーズを汲み取り主体的かつ創

造的に支援する「遊動化のドライブ」といえる。「支

援控え」を乗り越えようと、ボランティアの主体性が

強力に現れた。	

	

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 

 熊本県は感染リスクレベルを 12月 1日からレベル

4 とし、14 日からはレベル 5 に引き上げた。また、

翌年 1月 22日から 2月 17日まで県独自の緊急事態

宣言を出した。12月 20日までボランティアを受け入

れた人吉市災害 VCは、緊急事態宣言によって年末年

始を含み 2ヶ月間、完全にストップした。ただし、そ

の間も、災害 NPO 等は災害 VC への依頼のうち被災

家屋や公民館の改修ニーズにあたっていた。背景には、

2020年 10月中旬から KVOAD（くまもと災害ボラン

ティア団体ネットワーク）を介し人吉市社協の要請を

受けて災害	 VC の支援に入った災害 NGO 結の存在が

ある。この頃、結の前原土武代表は作業系 NPO・ボラ

ンティア団体の情報共有会議を提案し、災害 VCと一

体的に作業系ニーズへのきめ細かな対応をコーディ

ネートしていた。人吉市社協の速永同志子次長は結に

信頼を寄せて、「もっと早く支援に入ってくれていれ

ばと強く思うが、私たちは災害 NPO との協力の経験

がなかったので自分たちから SOS を出せなかった」

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。	

県独自の緊急事態宣言が明けた 2 月と 3 月の災害

VC の開設日当たりの活動者数は、それぞれ 53 人と

70人であった（図１）。そして、4月末からの第 4波

によって災害 VCは再度停止となった。熊本豪雨の 11

ヶ月間のボランティアは 3万 9,860人であり、熊本地

震の同 11万 9448人に対して 33.4％に止まっている

（熊本県社協 2019、熊本県社協 2021）。	

（２）緊急事態宣言下での活動 

 私たちのグループは、年末は 12 月 30 日まで、年

始は 1 月 5 日から、在宅避難者と仮設団地などを戸

別訪問した。1月 8日と 12日には、建設型仮設の集

会所でのつながるカフェを実施した。緊急事態宣言に

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

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。	

 緊急事態宣言下で、ボランティアグループの中には

被災地での活動を控えたケースもあったが、私たち団

体は集まる活動はできなくとも訪問は可能であると

考えて週 2日の活動を継続した。その際、これまで一

度でも顔を合わせた方、つまり少しでも信頼関係があ

る世帯を積極的に訪問することにした。この期間も訪

問はどこでも歓迎された。熊本市内から来た学生を仮

設団地の自宅に招き入れ、人生の思い出などを語って

くれた年配の方もあった。また、災害 NPO 等の他団

体が取り組んでいる被災した自治会の公民館の仮復

旧作業の手伝い、リフォームした家屋の庭の泥出しな

ど、人と交流せずにできる作業も行なった。 

（３）連携の模索 

熊本豪雨の熊本県内のみなし（借上型）仮設の戸数

1046世帯（公営住宅含む）は建設型仮設 768世帯の

1.4倍であり、人吉市は 655世帯に対して 345世帯、

1.9倍である（表２、戸数ピーク時 2021年 1月）。私

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

交流会を定期的に行った。今回も仮設住宅の中でも孤

立しやすいみなし仮設の方々の交流支援を構想して

いた（高林 2019）。みなし仮設の入居者名簿は自治体

と地域支え合いセンター（市社協運営）のみが共有し

ており、ボランティアだけではみなし仮設の入居者に

つながることはできない。地域支え合いセンターとの

連携はみなし仮設の方々を継続的に支援していく上

で欠かせない。私たちを含む主催 6 団体は会議を重

ね、コロナ感染予防対策として多くの人を一度に集め

ないために、また被災者の従前の居住地に近い場所で

交流するために、2回に分けて 2つの地域で交流会を

実施することとした。4月 18日（日）、第 1回のみな

し仮設の交流会「つながる広場」を開催した（表１）。

みなし仮設の入居者 40人、地域の民生委員や校区社

協の役員、地域支え合いセンター職員等 20人、学生

を含めたボランティア 30 人、合計約 90 人が参加し

た。4月 25日（日）の第 2回の交流会は、4月 19日

からリスクレベルが 4に、23日から 5へと短期間に

引き上げられたため、急遽中止して延期とした。	

 この取り組みの準備中の 2月 22日、人吉市地域支

え合いセンターにて、生活や交流の支援に携わるボラ

ンティア団体や地区社協の連携会議が初めて開かれ、

私たちの団体も参加した。行政も加わるなど、熊本地

震の際にはなかった画期的な試みといえる（6）。ただ

し、私たちが本当の意味で連携を実感したのは、「つ

ながる広場」を地域支え合いセンターとともに準備し

実現する過程においてであった。人吉市社協が常々

「地元が地元を支援するという関係を大切にしたい」

と言っているように、私たちも連携を通して、被災地

の主体的な活動が発展することを意識したかかわり

を継続的に行なっている。市町村社協は社会福祉法に

位置づく制度化された組織でありながら、そのもっと

も基礎的な部分は住民による自主的な地域福祉活動

やボランティア活動およびそれらの育成・支援である。

この四半世紀、介護保険事業の増加、職員の非正規化

を背景に、住民主体の地域福祉推進への注力が難しく

なっている市町村社協にとって、「遊動化」と「主体

化」は地域福祉の発展になくてはならないベクトルで

ある。市町村社協と地域内外の災害 NPO・ボランティ

ア団体との協働は、地元の地域福祉活動・ボランティ

ア活動の発展とともに、中央主導の地域包括ケアシス

テム（「総合事業」）へのボランティアの「秩序化」で

なく草の根・暮らしの場（地域）からそれらを再構築

するための戦略的かつ挑戦的実践になるだろう。	

（４）生活支援を制度の問題点と結んで 

 私たちは、泥だし、片付けから、生活支援、コミュ

ニティ形成の支援に携わる中で、災害救助や生活再建

の諸制度とその運用の課題に被災者が直面し苦労す

る場面に否応なく立ち会うことになった。被災者の権

利を代弁（アドボケイト）するとともに「復興災害」

を防ぐためにも、被災者にかかわる制度の諸問題に取

り組むことはボランティアの重要な役割の一つであ

る。いくつもの問題の中から 2つの点を取り上げる。	

 一つは家屋の損壊程度の判定である。これに不満を

持つ被災者が役所と交渉する際、その方の求めに応じ

て、常に同行して被災者をサポートしている。1次調

査で「大規模半壊」（浸水深 176cm）と判定された方

が（180cm以上が「全壊」）、2次調査では 48点であ

った（50点以上が「全壊」）。3次調査の後、調査方法

や結果説明の仕方に納得できず、役所との協議を重ね

たが、やはり納得できる説明が得られず、折り合いが

つかない。市役所と県庁は、現在の内閣府の調査マニ

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

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

題を指摘しているのである。市役

所は、この方に対して「被災者に

表２　熊本豪雨の熊本県内の応急仮設住宅等の入居状況 2021年1⽉25⽇現在

団地数 ⼊居⼾数 ⼊居者数 ⼊居⼾数 ⼊居者数 ⼊居⼾数 ⼊居者数 ⼊居⼾数 ⼊居者数

24 768 1,865 824 1,925 222 427 1,814 4,217

⼈吉市 13 345 765 505 1,118 150 285 1,000 2,168

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 

全体

建設型仮設 賃貸型仮設 公営住宅等 合計
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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

ない」と繰り返す。しかし、そのことが調査方法に納

得いかない個々の被災者への具体的な説明にはなら

ない。政府の調査マニュアルは自治体職員と被災者の

間に対立を作ってしまっている。木造と異なる非木造

（鉄骨造等）の調査方法にも多くの不満の声を聞いて

いる。2階まで浸水しても 1次調査での浸水深による

判定がないので「半壊」判定が多い（生活再建支援金

の対象は「中規模半壊」以上）。結果に不満があって

も、再調査を希望する被災者に対して自治体職員は再

調査によって点数が下がることがあると伝えている

ため、被災者は再調査の依頼をためらう。このことが

熊本豪雨において 2 次調査を求めた被災者の割合が

熊本地震と比べて著しく低いことに関連している可

能性がある（熊本日日新聞、2020年 10月 14日、熊

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、

自治体職員と被災者の間に対立を生まない仕組みに

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

ら半壊以上の世帯が仮設住宅を利用できるようにな

り、応急修理との併用も可能になった。だが、実際に

は、市役所から 2020年 3月末に仮設住宅の退去を迫

られて不安と不満を抱える人たちがいた。確かに原則

は仮設住宅の入居は発災から半年が期限であるが（途

中で期限が 2020年 1月から 3月に延長）、熊本県は

個別の事情があればその限りではないと説明してい

る。ある世帯は私たちが市議へとつないで継続入居が

可能になったが、別の世帯は世帯主が大病を抱えてい

るにもかかわらず本人の意に反して役所の指示で仮

設を退去させられた。しかもこの場合、仮設住宅の代

用として空いている市営住宅に避難している方々で

あった。被災者に寄り添う行政の姿勢とはいえない。	

 初めての大災害を経験した自治体が災害救助法等

の制度の運用に不慣れな面は否めない。短期的には県

内外の応援職員のサポートもあるが、長期的には被災

自治体の質（被災者に寄り添った対応）が問われる。

上述のような場合、被災者支援を続けるボランティア

が役所との交渉をサポートし代弁することがある。マ

スコミ報道も制度とその運用の問題を知らしめる上

で重要である。しかし、県外からの専門職ボランティ

アや災害 NPO 等が入れず、マスコミ取材にも制限が

かけられたことによって、生活再建過程でアドボケイ

トし、制度改善を働きかける重要なアクターを得にく

くなった。この領域での災害ボランティアのかかわり

は熊本地震でも乏しく、従来から活発であるとは言え

ないが、県内限定の影響はこの課題を増幅した。制度

とその運用の改善を求める力が弱さは「復興災害」へ

の歯止めを失うことにもつながる。自治体間では県外

からも応援職員が速やかに派遣されたように、アドボ

ケイトの視点からも県外の災害 NPO や専門職ボラン

ティアも早期に被災地入りすることが求められる。	

	

４．コロナ禍の災害ボランティアの教訓と提言 

（１）災害 NPO 等の役割の認識の共有を 

 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

て県内限定を望む声があったことは承知しているが、

被災者に寄り添い支援するボランティアの居住地を、

被災者は区別していなかった。必要なことは、ガイド

ラインによって一律に県内在住者に制限することで

はなく、被災地に入り被災者の支援をする上でどのよ

うな条件が必要なのかを具体的に定め、時間の経過と

状況の変化に応じて臨機応変に見直すことである。ま

た、災害 NPO・NGO や専門職ボランティアと一般ボ

ランティアとの区別なく、受け入れ対象を一律に線引

きすることは避けなければならない。 
行政職員の県外からの被災地への派遣と同様に、緊

急救援を担う災害 NPO・NGO や専門職ボランティ

ア、社協職員は速やかに県境を超えて被災地入りしな

ければならない。その主な理由は、被災地の被害の実

態把握（アセスメント）と支援の量・質の見立てを早

期に行うことが不可欠だからである（7）。それは被災

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

ティア募集の種類（作業系、保健医療系、生活福祉系、

住宅系、一般など）と範囲（地域）、要件（体温・健

康チェック、PCR検査等）を明確にする作業である。

ニーズと支援量の見立てがあってこそ、災害 VC の一

般ボランティアの受け入れを県内限定にするか、県外

にも広げるか、その場合に隣接県に限定するかさらに

広域から募集するかなどの判断が可能になる。 
コロナ感染予防の要件は、ボランティア個々人の予

防策、つまりマスク・手洗い・検温と「三密」を避け

る行動等の徹底である。これをルールとすれば、熊本

豪雨のケースでは、（隣県や九州在住の一般ボランテ

ィアを受け入れると仮定して）発災から 2週間、自ら

の行動履歴と健康状態の記録を取って健康管理を行

えば（2週間分の健康観察票の記入）、最短で 7 月 18
日には被災地に入ることができた。本稿執筆の 2021
年 6 月時点では簡易 PCR検査キットは入手可能であ

り、健康管理と合わせて検査を行えば、県外から被災

地に入るまでの時間を短縮できる。 
（２）複線型避難に応じた同時並行の複線型支援を 

 当初から在宅避難が多かったのは避難所でのコロ

ナ感染の不安もあっただろう。その影響の程度は不明

だが、自宅 2 階に避難したり、被災した 1 階の一部

を片付けて避難所から早めに帰宅して在宅での避難

生活を送る人たちが相当な数にのぼった。一般的には

緊急援助期、生活復旧期、生活再建期というように時

間とともに支援内容が変化するとみられている。しか

し、在宅避難については緊急援助期から生活の個別ニ

ーズへの対応（生活復旧）が必要になる。実際に「遊

動化」に親和的なボランティアは泥かきや片付けをし

ながら食や衣服、日用品、家電製品などを提供するな

どの同時並行の支援を行なっている。また、近年の災

害では、短期的に避難所に避難した後、あるいは避難

所を経ずに、みなし仮設に入居する人も増えている。

複線型の避難形態が一般化するに伴い、泥出し・片付

けと生活支援の同時並行の「複線型支援」の必要性が

高まっている。だが現状では自治体や社協も複線型へ

の対応は難しく、行政は罹災証明の発行や避難所運営

支援、土砂・廃棄物処理などの業務に追われ、社協は

災害 VC の運営で手一杯である。地域支え合いセンタ

ーは熊本地震では発災から 6 ヶ月後、熊本豪雨では 5
ヶ月後の設置であり、今回は在宅避難者を訪問対象と

するなど改善されたこともあるが、センターの始動に

はかなりの時間を要する。被災者・被災地の現実を前

にして、ボランティアは生活支援にも早めに取り組み

たい。これは自治体や社協の限界の補充的な役割とい

えるが、ボランティアゆえにできることである。この

点で、一般ボランティアの役割も発災直後から量と質

の面において重要となる。 
複線型の対応の準備として、まず災害 VC は一つの

自治体内に複数設置（サテライト等）し、被災者に身

近な地域で地域住民及びボランティアが協働で運営

することを構想したい。同時に、在宅避難者やみなし

仮設の入居者等の生活支援を含む多様なニーズに対

応する上で、地域住民や災害 NPO、専門職ボランテ

ィア、一般ボランティアとの協働が欠かせない。いわ

ば、災害 VC と地域支え合いセンターの両機能を備え

た支援センターが身近な地域で早期に動き出すイメ

ージである。そのためには、平時から自治会や地区社

協などに地域レベルでの「ボランティアセンター」を

設置・運営することで、災害時にはこれを応用して地

区災害 VC を展開することが可能である（8）。これら

の動きを側面的にサポートする自治体や社協等のコ

ーディネーターの役割は、災害 VC設置・運営マニュ

アルに頼るのではなく、日頃から自治会や地区社協等

の住民による暮らし・地域の課題に根ざした主体的な

地域福祉活動・ボランティア活動を育むことである。

これは民主的な住民自治・団体自治の自治体づくりそ

のものでもある。つまり、平時の実践における草の根

からの「秩序化」であり、その地域内外のアクティブ

な NPO・ボランティア活動など市民活動・社会活動

等の「遊動化」との連携・協働であり、住民・市民の

諸活動の「主体化」を育む実践である。 
（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

流の中で前向きに変わった様子を度々見てきた。全壊

判定の自宅を解体して住み慣れた土地を離れようと

考えたという方が、泥出しと片付けに汗を流してくれ

た高校生ボランティアに勇気づけられ、「もう一度こ

の場所で、この家を改修して生活したい」と話された。

被災から 1 年近くになるが、当初から私たちが支援

を続ける被災者の中に、水害後、今も入浴の際に湯船

に浸かれない一人暮らしの高齢者がいる。氾濫時、自

宅（平屋）の天井近くまで浸水し、濁った水に首まで

浸かりながら 7 時間も庭木につかまって命拾いした。

数ヶ月前から入居するみなし仮設の近くの公民館の

手芸教室に通い始め、うれしいことに同世代の友人が

できた。「学生さんや友人とのつながりがなければ孤

立してしまい、生きられなかった」と語られた。自主

的に寄り添うボランティアや近隣の人たちとの交流

が心の支えとなっている。 
 ボランティアは、被災者を一方的に支援しているの

でなく、被災者から多くのことを受け取っている。こ

の災害で継続的にボランティア活動に取り組んだ学

生は次のように語った。「就職活動ですべてがうまく

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

に被災地で人から感謝される喜びと私のことをほめ

てくださる方々のおかげで自信を取り戻せました。」

このように被災者とボランティアとの心の通い合う

対話・交流がお互いの生きる力になっている。ボラン

ティアが、被災者の傍に寄り添うことで、心の交流が

生まれる。そして、お互いのアイデンティティ（人が

生きる拠りどころ）が人間らしいものに、前向きなも

のに変わっていく。ここに災害ボランティアの大切な

役割と可能性がある。 
 被災者は住宅だけでなく様々なものを失う。その中

に人の生きる拠りどころという意味でのアイデンテ

ィティの喪失がある。生きる拠りどころとは、家族、

友人、仕事、地域、趣味、信念などであり、人はこれ

らとの関係の中で自らの存在の居場所を得ている。ア

イデンティティを失った被災者の苦しみ、悲しみに寄

り添うボランティアは、被災者・被災地にとって重要

である。学生支援の CF はこの大切さの訴えでもある。

ボランティアを支援する CF は自由で自主的な人間

らしい心の交流の文化を醸成する新たなボランティ

ア実践でもある。 
 とはいえ、このような災害ボランティアを功利主義

的に活用することを意図した制度化はできない。ボラ

ンティアは自由で自主的な活動であり、社会の公共性

を支える市民・住民の主体的な活動である。必要なこ

とは、被災者とボランティアとの心の交流を通じたア

イデンティティの回復や再構築という価値を私たち

の社会が共有し、これを後押しする仕組みを作ること

である。例えば、被災体験者の経験と思いに耳を傾け、

これに学ぶことは、ボランティアの役割を知る上での

基礎になるだろう。また、ボランティア活動への参加

を希望する人たちの被災地までの交通費や備品費、感

染症対策費（PCR 検査キット代等）など活動資金面

の支援、2001 年以降に 2 割以上も減少した市町村社

協のボランティア・コーディネーターの配置・育成の

抜本的な拡充策なども必要である（9）。 
 
おわりに 

 コロナ禍の災害においてもボランティアは、被災

者・被災地に寄り添うこと、自由に自発的に参加する

こと、この 2 つの原点は変わらない（室﨑、2021b）。
コロナ感染症予防を理由としたボランティア活動の

規制はこの原点の意味や条件をあらためて問い直す

機会となった。感染症を警戒する状況であっても「遊

動化」の典型である多くの経験を積んでいる災害

NPO や専門職ボランティアは即座に県内外から被災

地に入ることが求められる。「秩序化」に親和的なボ

ランティアは 2 つの原点に立脚する支援活動を通じ

た被災者との人間らしい対話・交流という面で重要な

役割を果たす。そして、被災者・地域住民と災害 NPO、

一般ボランティアの相互の対話・交流と連携を大切に

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

きるだろう。私たちは、コロナ禍の「秩序化のドライ

ブ」の課題を探りつつ「遊動化のドライブ」の意義を

確かめながら、被災者に寄り添う自主的な活動を模索

し創造する「主体化のドライブ」への自覚的な対話と

挑戦の只中にいる。 
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補注 

（1）熊本県内の被害は 35 市町村に及び、罹災証明書の交付

は 26市町村の 7,832件である。熊本県危機管理防災課「令和

2年 7月豪雨に関する被害状況について」2021年 6月 3日。 

（2）ガイドラインには 3つの基本方針が示され、その一つが

「支援は、被災した地域内での対応を中心に考え、原則として

外部からの人的支援は遠隔での対応が主体となる。」である。 

（3）熊本県内で活動中の県外団体は豪雨発災 5 ヶ月後の 12

月半ば時点で、OPEN JAPAN、コミサポひろしま等の 6団体

であった（火の国会議 議事録）。これは、熊本地震から 5ヶ月

後、県内で活動中の県外団体 76（ http://jvoad.jp/wp-

content/uploads/2016/09/0bf15fc9282186090c61ebb7028cf5

87.pdf、JVOAD調べ、2016年 9月 29日）の 7.9％である。 

（4）人吉市の建設型仮設団地には自治会組織はなく団地ごと

に 4名程の「運営委員」（集会所の管理等を担当）がいる。 

（5）CFサイト上は 2020年 9月 30日に 686万 9,855円を達

成（https://camp-fire.jp/projects/view/316571#main） 

（6）生活支援やコミュニティ支援に携わる被災地内外のボラ

ンティア（8団体）と人吉市内の校区社協、人吉市地域支え合

いセンター、行政の情報共有と連携のための会議である。 

（7）災害 NGO結、代表・前原土武氏から 2021年 6月 4日

に電話でのヒアリング。 

（8）広島市の地区社協では平時のボランティアバンク（VB）

の実践の積み重ね、過去の災害経験をベースに、平成 30年 7

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

する災害 VCを設置した。広島市社会福祉協議会『平成 30年

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

主的な活動の支援に向けて~』2020年を参照。 

（9）市町村社協のボランティアコーディネーターは 2001 年

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

専任は−57 ポイントである。出所はそれぞれ全社協（2003）

『2002 年ボランティア活動年報－2001 年度実績』、全社協

（2020）『社会福祉協議会活動実態調査等報告書 2018』より。 
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 新型コロナウイルス感染症流行下での災害支援 

  災害支援と感染制御の両立 

 

  兵庫県立大学 地域ケア開発研究所  

教授 増野園惠    

 

 

１．はじめに 

新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）のパ

ンデミックは「災害支援」と「感染制御」の２つを両

立させることの困難さを我々に突き付けた。早期の災

害復旧・復興には被災地外からの支援が欠かせないが、

被災地外から支援者が入ることは感染症流行下では

感染拡大のリスクを高める。また、多くの人が集まる

避難所では、COVID-19 の感染対策として示された３

密を避けることが難しい。2020 年に国内で発生した

災害対応においては、感染への不安から支援活動、特

に被災地外からの支援が控えられ、結果として復旧・

復興へも影響があったことが指摘されている 1）。 

COVID-19 の最初の感染例が報告されてから約 1 

年半が経過し、世界の感染者数は 1 億 7 千万人、死

亡者数は 3,700 万人を超えた（2021 年 6 月 9 日時

点）2)。国内の感染者は 77 万人にのぼり、死亡者数

は 14,000 人を超えている（2021 年 6 月 13 日時

点）3)。2021 年 2 月からは国内でのワクチン接種も

開始された。しかし、ワクチン接種が完了したからと

いって、感染リスクがゼロとなるわけではない。台

風・風水害、地震と様々な災害リスクを前にして、災

害対応と感染制御をどのように両立させることがで

きるだろうか。 

２．COVID-19 流行下での災害対応の課題 

（１）被災地外からの支援と感染源侵入のリスク 

地域の対応力を超える大規模災害発生時には、早期

の復旧・復興には外部からの支援が不可欠となってい

る。しかし、COVID-19 の流行下では、被災地に外部

から感染源であるウイルスが持ち込まれ感染が流行

するリスクを考えると外部支援の受入れに慎重にな

らざるをえない。感染は、感染源、感染経路、宿主の 

3 要素が揃うことで成立する。感染非流行地では、感

染源の地域への侵入を防ぐには入口を封鎖する方法

が最も有効である。海外からウイルスが持ち込まれる

のを防止する対策として取られるいわゆる“水際対

策”で、感染流行地域からの渡航者の入国をブロック

する方策と共通する。令和 2 年 7 月豪雨では、災害

ボランティア等の被災地外部からの支援が被災地か

ら受け入れられない、あるいは、支援者側も支援を控

える状況が発生した。全国社会福祉協議会からは災害

発生直後に感染拡大防止の観点からボランティアと

して被災地に向かうことを控える呼びかけがなされ

4)、ボランティアの受入れは多くの自治体で被災地県

内あるいは被災地市町に限られた 5)6)。その結果、近

年の水害で被災家屋の片づけや泥だしなどを担って

いたボランティアが不足し、復旧に時間が要したと言

われている。 

（２）避難所運営の課題 

2020 年 4 月には内閣府から、COVID-19 流行下で災

害が発生した場合の対応に向けた、指定避難所以外の

避難所開設やホテルや旅館、親戚や友人宅への避難

（いわゆる、分散避難）を検討することや、避難者の

健康観察、避難所環境の整備（避難者間の距離の確保、

換気・消毒の徹底等）、有症状者専用スペースの確保

など避難および避難所の運営に関する通知が出され、

COVID-19 を踏まえた災害対応のポイント 7)や避難所

レイアウト例 8)が示された。これを受けて自治体では 

COVI-19 対策を踏まえた災害対応計画・避難所運営マ

ニュアルの見直し、訓練等が急ピッチで進められた。

しかし、避難所の混雑や不足、避難所環境の貧弱さは

これまで災害が発生するたびに指摘され、いまだ多く

で抜本的な改善がされないままとなっている。加えて、
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COVID-19 対策として、さらなるスペースと避難所確

保等が必要となり、避難所で対応・考慮すべきことも

追加されたことから、マニュアルの改訂は行われても

その実行には更なる努力を要する。 

（３）避難行動に与える影響 

COVID-19 の流行は、人々の避難行動へも影響を与

えている。2020 年 4 月に環境防災総合政策研究機構

環境・防災研究所がこれまでの水害や自身で避難を経

験したことがある者を対象に、災害時の避難行動に関

する意識調査を実施している 9)。調査対象者の 73.3%

が COVID-19 の拡大が避難行動に影響すると回答し

ており、そのうち 41.7%はマイカー等を使って車中泊

避難をする、39.0%は避難所の様子を見て避難先を変

えると回答した。また避難所への避難については、

64.4%が感染防止対策の内容によって判断すると回答

していた。令和 2 年 5 月末に行われた別のインター

ネット調査(a)においては、風水害時の避難場所として

42.9%が指定避難所を上げており最も多かったものの、

17.5%は指定避難所以外へ避難すると回答し、避難し

ないと回答した者も 15.3%いた。指定避難所以外に避

難すると回答した者のうち、64.6%が自宅で安全を確

保すると回答しており、風水害リスクの高い地域の居

住者でも指定避難所以外に避難すると回答した 6割

近くが自宅で安全を確保することを選択していた 10)。 

環境防災総合政策研究機構の調査ではまた、災害リ

スクよりも新型コロナウイルスの感染リスクの影響

を大きく捉えている者が 4 割近くいた 9)。本当に安

全が確保できるのであれば在宅避難も１つの選択肢

である。しかし、地震や風水害時に命の危険が差し迫

る状況が発生した際には、まずは命の安全を確保する

避難が優先されることは言うまでもない。我々は連日 

COVID-19 に関するニュース等を見聞きしており、リ

スク評価に認知バイアスが生じている可能性がある。

人は想起しやすい事柄を優先して評価しやすい傾向

がある(b)。感染症流行時には、当然ながら感染症拡大

防止に向けた情報が多くなる。災害リスクが過少に評

価されることがないようなリスクコミュニケーショ

ンのあり方が問われている。 

３．災害時の感染症発生・流行とその対応 

COVID-19 の流行により災害対応の見直しを迫られ

たものの、災害時の感染対策は決して新しい課題では

ない。災害対応における感染対策の重要性は常に指摘

されている 11)。災害によって生じる生活や環境の変

化は、衛生状態の悪化を招き、感染症の発生と流行の

リスクを高める。災害後の感染症の発生と流行は、い

くつかの要因が複合的に重なることで起こり、多数の

避難者の移動、避難所の過密状態、水道・トイレ設備

等の不備による不衛生な状態、瓦礫等による環境の破

壊、被災生活での過度のストレスなどがその要因とし

て指摘されている 12)。 

（１）災害後の感染症の発生・流行 

災害後に発生する感染症としては、感染性胃腸炎、

食中毒等の水系感染症、インフルエンザや肺炎、結核

等の空気関連感染症、瓦礫等で負傷し創傷からの感染

症、媒介昆虫等による節足動物媒介感染症があり、感

染の流行は災害発生後数日から数カ月以上たってか

ら起こる 13)。水系感染症と空気関連感染は集団感染

リスクが高く、避難者が集まる避難所等では感染対策

が重要である。 

阪神・淡路大震災では、インフルエンザの発生が報

告されており、震災関連死の 5 割強がインフルエン

ザ関連の死亡であったと試算されている 14)。東日本

大震災では、津波被災者に肺炎の罹患が多く報告され、

避難所等ではインフルエンザやのノロウイルスによ

る感染性胃腸炎などの市中感染が発生している 15)。

また、自然災害後に最も多く報告があるのは水系感染

症(c)であり、特に、台風や暴風雨、洪水などの後で、

環境の破壊やトイレの衛生状態の悪化、手洗い設備の

不備、安全な飲料水・食事の確保困難などによる発生

が多 く 報 告 さ れ て いる 12)16)。 

ハイチ地震（2010 年）では、その 9ヶ月後にコレ

ラのアウトブレイクが発生している。コレラ菌は海外

からの国連平和維持活動（PKO）部隊によってハイチ

に持ち込まれたと考えられている 17)。地震によって 
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20 万人を超える死者を出していたうえに、地震によ

って衛生設備も元々脆弱であった保健医療システム

も甚大な被害を受けていたため、コレラは瞬く間に広

がり感染者は 82 万人、死者は 9,000 人に上った 18)。

しかし、このような通常範囲を超えた被害をもたらす

流行は稀である 12)。多くの場合、災害後に内外から

迅速な支援を得て、感染症対策を含めた公衆衛生対策

が実施されることで、甚大な被害を伴う感染症の発生

と拡大が制御されている 13)。 

（２）災害時の感染管理 

 災害時の感染管理も原則は通常病院などで行われ

る感染制御と変わりはなく、感染の鎖を絶つための標

準予防策と感染経路予防策をとることが基本となる

19)。標準予防策とは、病院等で感染症の有無が確認さ

れているかどうかにかかわらず全ての患者に対して

用いられるもので、手指衛生がその基本である。 

とはいえ、物的・人的資源が限られる災害状況下で、

しかも、広い被災地全体の感染管理を行うことは容易

ではない。被災住民も含め、関係者一人ひとりが感染

対策の実施者として行動できるよう、必要な知識と生

活上の場面場面での具体的な感染管理・予防行動をわ

かりやすく伝達することが必要である。2020 年

COVID-19 流行下で発生した災害では、幸いにも被災

地での感染拡大は発生しなかった。3密を避ける感染

対応、手指衛生やマスク着用や消毒がすでに徹底され

ていたことによると思われる。これまでの災害では、

避難所の衛生管理や手指衛生などの感染症対策は保

健師や支援に入った看護師等の医療職が対応してい

たことが多かったが、今回は避難所責任者や被災者自

身、行政職員、ボランティアなど、それぞれが感染対

策に留意して活動していたことが報告されている 20)。 

関係者一人ひとりが感染予防に留意して行動する

ことに加え、感染の兆候を捉えて、拡大防止に向けた

対策を地域としてとることも不可欠である。そのため

には、避難所等における感染リスクを評価し、感染症

の兆候や発生動向を継続的に調査（サーベイランス）

し把握することと、その結果に基づいた適切な感染対

策の指針と具体策が示される必要がある。ここには、

やはり、感染制御の専門家の力が不可欠となる。東日

本大震災直後には全国初となる官民一体による災害

時感染制御の多職種チーム（ICAT:いわて感染制御支

援チーム）が岩手県内で立ち上がり、避難所約 230

か所を回り感染制御にあたったことが報告されてい

る 21)1）。また、平成 30 年 7月豪雨においては、被災

地近隣の医療機関に所属する感染管理認定看護師が

医療機関のみならず、避難所や被災地域の感染管理に

対応していた。COVID-19 の対応では、感染管理の専

門家の重要性が再認識された。災害対応においても、

感染対策をとりつつ、必要な支援が実施できるよう、

感染管理の専門家との協力がますます期待される。 

４．With コロナの災害対応 

(1) 避難者の安全確保が最優先 

感染拡大防止のための対策は重要であるが、それに

よって避難してきた人が避難所に入れないという事

態は避けなければならない。距離をとることや十分な

スペースを確保することは必要である。しかし、その

ために避難できず命が危険に晒されるのであれば本

末転倒である。避難所の収容人数や避難者間の距離は、

一律に考えるのではなく、感染リスクによって場所を

区別（ゾーニング）することや、換気を徹底すること、

感染リスクが高まる場面（会話、食事、トイレなど）

での対策を徹底することなどの対応をすることと合

わせて検討が必要である。一時的な避難なのか、一定

期間の避難生活が必要になるのかによっても対応は

変わってくるが、避難所・避難者の状況に合わせた柔

軟な対応が求められる。 

(2) 外部支援と感染制御の両立 

 感染制御の観点からすれば、COVID-19等感染症が

流行している状況下では、市中感染が発生していない

地域には、外部から感染源を持ち込まない対策が最も

有効と言えるだろう。そして、そのためには外部から

の人の流入をシャットダウンすればよいということ

になる。しかし、災害時に外部からの人（＝支援）を

シャットダウンすることは、諸刃の剣となる。 
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災害への対応は時間勝負の側面もある。地域の対応

力を超える災害時に、医療や衛生、生活上の支援など

必要な緊急支援が遅れることは、人々の命と健康に直

接影響がある。また、復旧に向けては瓦礫撤去などの

ボランティアも含めマンパワーを多く必要とするも

のが多数あり、これらの対応が遅れることは、被災者

が長期間にわたって不安と不便さの中でストレスフ

ルな生活を余儀なくされる。この災害後のストレスフ

ルな生活は人々の心身の健康に影響を及ぼす。 

そこで、感染源（ウイルス）を被災地に持ち込まな

い対策も重要ではあるが、持ち込まれた場合に拡げな

い対策がより重要であろう。そのためのポイントとし

て以下の 3点を強調したい。①感染症の徴候を見逃さ

ない災害時の感染症サーベイランスの仕組みを確立

すること、②支援者は自分が感染しているかもしれな

いと思って行動すること、③被災者も支援者もともに

災害対応という困難な状況ではあっても栄養と休息

を十分にとることやストレス解消など免疫力を高め

ること。 

①災害時感染症サーベイランスの仕組みの確立 

災害時の感染症サーベイランスについては、避難所

等における感染兆候の継続的なモニタリングも含め、

誰がどのように行っていくのか、具体的な仕組みの確

立が急がれる。地域の情報の集約や評価、対策指針の

策定には感染症の専門家の参画が不可欠であるが、地

域の情報収集・モニタリングは、既存の情報把握の仕

組みを活用しつつ、既存の仕組みでは把握しきれない

情報をいかに把握するか、早急に検討が必要である。 

感染症の発生・流行は、感染症法に基づくサーベイ

ランスにより把握する仕組みがある。しかし、大規模

災害時には医療機関の被災などにより通常のサーベ

イランスの仕組みでは正確な発生動向の評価が難し

い事態が生じる。災害時に被災地の医療ニーズを把握

するため「災害診療記録及び災害時診療概況報告シス

テム J-SPEED」が活用されている 22)。これは被災地で

活動する医療救護班が共通の診療日報様式を利用し

都道府県等に設置される保健医療調整本部に報告す

ることで、情報を集約し被災地の傷病の発生状況を把

握できる仕組みである。この中には感染症も含まれる。

しかし、これは医療救護班が関わったケースについて

の報告であるため、医療にアクセスする前の感染兆候

をいかに把握するかが課題である。 

避難所における感染兆候は、避難所のニーズ把握に

用いられる「避難所に関するアセスメント調査票（ラ

ピッドアセスメントシート）」(d)を活用した把握が期

待される。「避難所に関するアセスメント調査票（ラ

ピッドアセスメントシート）」は、災害時の保健・医

療・福祉等の専門チームの派遣を避難所のニーズに即

して迅速かつ効率的に実施できることを目指し開発

されているものである。避難所の設置者や運営者が調

査票を用いて避難所およびその周辺の情報を収集し、

保健医療調整本部でその情報を集約することが想定

されている。実際の運用はこれからであり、避難所の

状況把握の手段や方法についてはさらなる検討が必

要である。 

②支援者の支援の際の心構え 
COVID-19 の特徴として、感染しても比較的症状が

軽い者も多く、発症 2日前から人に感染させる可能性

があり、特に発症直前・直後にウイルス排出量が高く

なることがある。これは、感染制御を難しくしている

要因でもある。市中感染が広がっている状況では、い

つどこで感染したのか、その経路を追うことも難しく

なる。感染予防に努めていても、社会生活を送ってい

る以上、感染リスクをゼロにすることは不可能である。

知らず知らずに感染しており、また、知らず知らずの

うちに他人に感染させている可能性がある。 

現在、日常の生活においても、「自分が感染してい

るかもしれないと思い行動する」ことは感染拡大予防

のための心構えとして頻繁に耳にする。これは、災害

支援の現場においても同じである。災害支援に従事す

る者は、災害支援を前に感染予防行動を徹底し、節制

した行動を心がけていることと思う。被災地に入る前

に PCR検査等を受けて、陰性を確認の上で被災地入り

をしている者も多い。それでも、やはり感染の可能性
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はゼロではない。マスクを着用し、手指衛生とフィジ

カルディスタンスをとることなど行うことは感染対

策の基本であるが、（自分が感染しているかもしれな

い可能性を考え）感染させないことを意識することが

重要である。 
③被災者も支援者も免疫力を高める 
感染は、「病原体」「感染経路」「宿主」の 3要素が

揃うことで発生する。病原体を排除し、感染経路を断

つことで感染を防ぐことに加え、宿主（人）の免疫力

を高めることも重要な感染対策と言える。現在、世界

中でワクチン接種が進んでいる。人口の一定数以上が

新型コロナウイルスに対する免疫を獲得ことで集団

免疫を達成し、コロナ禍以前の生活が戻ってくること

が待ち望まれている。 
ワクチン接種により新型コロナウイルスの中和抗

体を獲得することは、直接的に感染のリスクを下げる

ことになり、また、仮に感染しても重症化のリスクを

下げることが期待される。それと同時に、人に元来備

わる防衛力としての免疫力を高めることも併せて考

えてもらいたい。ストレスや偏った食事が人の免疫力

を下げることはよく知られている。COVID-19 の流行

の如何に関わらず、被災地では平常時以上に免疫力の

維持・向上に努めることが重要である。 
５．おわりに 

 我々は COVID-19 流行下での災害対応において、感

染制御と災害対応を両立させる難しさに直面した。し

かし、よく考えてみると COVID-19 の流行下であろう

がなかろうが、災害対応ですべきことの本質、基本は

変わらない。避難所のスペースや衛生管理、感染症対

策は、COVID-19 流行下でその徹底、厳密な実施が意

識されたが、以前から重要性は指摘されていたことで

ある。これまで必要性を認識していたができなくても

しかたがないと目をつぶっていたことが、COVID-19

という具体的な脅威が見えたことで、ある意味やらざ

るを得なくなったということではないだろうか。 
 また一方で、COVID-19 の流行当初は、未知の感染

症に対する恐怖と不安が大きく、災害対応においても

より一層の不安と困難さをもたらしていた。COVID-19 

については、徐々にその特徴が明らかとなり、恐れる

べきことは何なのか、どのような対策や注意が必要な

のかもわかってきた。この 1年、COVID-19 への対応

を踏まえた避難・避難所運営、外部支援のあり方など

が検討され提案されてきたが、未知の脅威への過剰な

防衛策も少なからず含まれる。最新の知見を踏まえた

上で正しく恐れることが重要であり、必要な対策・対

応を厳選し、感染制御と災害対応の両立を図っていく

ことが必要であろう。 
補注 

(a) 「新型コロナウイルス感染症に関する国民アンケート」 
2020年 5月 29日～6月 2日に 20歳以上の男女モニター
4700人（各都道府県 100人）を対象に行われたインター
ネット調査（サーベイリサーチ, 2020）。 

(b) 利用可能性ヒューリスティクスと呼ばれる。人が何らか
の判断や意思決定をする際に、思い浮かべやすいものを

起こりやすいと判断する傾向のこと。参考：山本眞理子, 
外山みどり，池上知子，遠藤由美，北村英哉，他(2021), 
社会的認知ハンドブック，北大路書房，東京. 

(c) 水系感染症：病原体に汚染された水を介して感染するも
ので、主な疾患はコレラ、赤痢、ノロウイルス、A型肝
炎、E型肝炎、レプトスピラ症などであり、下痢症を呈
する。（押谷，神垣，2013） 

(d) 令和元年度医療・保健・福祉と防災の連携に関する作業
グループ における議論の取りまとめについて（情報提
供）厚生労働省大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害

対策室発の事務連絡（令和 2年 5月 7日）において、都
道府県等の医療・保健・福祉・防災主幹部局に対して、

避難所に関するアセスメント調査票（ラピッドアセスメ

ントシート）の活用について検討が指示されている。 
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 コロナ禍での災害復興組織の取り組み 

  コロナ禍であっても、被災者と支援者へ情報と人の繋がりを届けたい 

 

 和歌山大学災害科学・レジリエンス共創センター 特定准教授／認定 NPO 法人まち・

コミュニケーション 代表理事 宮定章 

 

 

１．これまでの復興まちづくり支援活動の中で

大切にしてきたこと～まずは、被災者を訪ね状

況を聞くこと～ 

筆者は、2000 年から被災者の住まい・コミュニテ

ィ再生に関わる阪神・淡路大震災まち支援グループ 

まち・コミュニケーション（1996 年設立、2012 年に

NPO 法人格を取得。以下、「まち・コミ」）に所属し

ている。 
 団体の活動は多岐にわたるが、本稿のテーマに沿っ

た取り組みとして、被災者に情報を届けたり、被災者

と専門家を繋いだり、コミュニティでの合意形成を行

ったりし、被災者が納得した再建プロセスを得ること

の支援を目指してきた。 
 被災時は、被災者自身が初めての経験なので、どの

ように再建してよいのか、わからないこともある。被

災者が、誰かが横にいてくれるだけで、悩みの解消が

できたり、解決策と繋がったりする場面に直面するこ

とが多くあった。 
コロナ禍になった後でも、被災地の被災者とできる

限り出会い、知識と情報を届けたい。困っているとき

に、誰かが横にいてくれること、そこから被災者が再

建の一歩を進められるきっかけをつかむことができ

ればと活動している。 
本稿では、コロナ禍以前の取り組みから、災害復興

時には、普段より増して、多くの関係者とのコミュニ

ケーションが必要であることを紹介する。次に、コロ

ナ禍でコミュニケーションの場が少なくなり、制限が

増える中、どのような取り組みをしてきたかを報告す

る。被災者の復興に必要な要素の一つとして読んでい

ただければ幸いである。 
 

（１）阪神・淡路大震災～住まい・コミュニティ再生

支援と転出した被災者への支援～ 

筆者の所属するまち・コミは、阪神・淡路大震災

（1995 年）以降、神戸市長田区御蔵通に事務所を置

き、若者たちが被災者の元に出向き、専門知識を学び

ながら被災者の生活再建やまちづくり等に役立つこ

とを目指し、25 年間現地に常駐し活動を継続してき

た。ある被災者はいう、「（あなたたちは何もできない

ことはわかっていた。ただ、）いつも横にいて、一緒

に悩んでくれるだけで心強かった。」と。 
支援する神戸市長田区御菅地区は、震災により地区

の約 8 割が焼失した。災害後、住民有志が集まり、

なんとかまちを復興させようと、まちづくり協議会を

設立し活動を始めた。当初の目標は、地域へ戻りたい

人をまちに戻そうとすることであった。しかし、密集

市街地であった当地区では、震災から 10 年を経ても

震災前に居住や商売を営んでいた人の 27.3%が戻っ

てきたのみであった。地区外に転出した被災者が多く、

地区内再建者も再建できるまで地区外で暮らすこと

が多い中、まちづくり協議会とまち・コミは、地区外

に転出している被災者ともコミュニケーションをと

ろうと活動した。しかし、近隣に住んでいない中での

活動は、コミュニケーション不足にもなり、住民組織

の活動が困難になってくることを経験した。復興事業

により、まちは道路と公園が整備され、きれいになっ

た。しかし、地域を訪れる旧住民は、「（旧の知り合い

もいなくなり、）まちは、きれいになったが、生活の

においがなくなった」言った。復興事業完了後も、ま

ちの復興とは何なのか、問い続け、コミュニティ活動

を行っている。 
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（２）東日本大震災～転出した被災者への情報提供と

地域住民との繋がりづくり～ 

2011 年東日本大震災、これまで阪神・淡路大震災

で応援してくださった東北の方々を、訪問し、災害直

後から支援活動を行った。 
2012 年 2月宮城県石巻市雄勝町の若者が、「このま

まではまちが無くなる」、阪神・淡路大震災の経験を

持つ被災地神戸まで訪ねてきた。 
 雄勝町では、津波被害によりやむなく転出した方も

多く、まちの復興に関する話合いをしたくても、被災

当事者が集まりにくい状況になっていた。また、復興

事業の選択肢が、高台移転（防災集団移転促進事業）

の一つであるため、現地再建をしたい被災者の中には、

事業の対象者として漏れる者もおり、復興事業を実施

することにより利害関係が生じ、会合では、自分の希

望を言えない被災者も存在した。また、被災者それぞ

れが離れて生活しているため、相手の言い分に配慮す

る余裕が無く、言い争いのようになる会合も散見され

た。 
 そこで、転出者と地元の人をつなぐ、情報とコミュ

ニケーションの媒介になろうと、被災者宅を訪問し続

けた。 
（３）熊本地震～自治体の相談所のサポートと被災者

へのアウトリーチ～ 

2016 年の熊本地震では、地元自治体と協力し、罹

災証明発行時に、相談会が同時開催できるように、相

談所の開設直後において専門家への協力をお願いし

支援した。 
まち・コミでは、発災直後から“住宅補修相談ボラ

ンティア”と称して呼びかけ、建築士、弁護士、中小

企業診断士、不動産鑑定士、技術士、神戸の被災経験

者、復興住宅政策の研究者等の先生方が協力してくだ

さり、多い時は 16名と共に、被災地を訪問し、被害

建物の現状把握をし、補修の可否、今後の生活・事業

再建等について相談を受けた。計 9回、専門家との

訪問を重ねた。 
被災各自治体では、応急危険度判定調査に続き、罹

災証明を発行する準備をしていた時期になった。同行

した専門家から、「（行政職員は、被災者への罹災証明

発行で精一杯になるので、）罹災証明発行窓口の横に、

被災地支援を経験した専門家が欲しい。これまでの経

験から被災者の相談にのってください。」と、南阿蘇

村からの要請を受けたと連絡があった。そこで、ま

ち・コミがこれまでの復興まちづくりの中で繋がった

専門家（建築士、技術士、中小企業診断士等）にお願

いして、再び南阿蘇村の相談会へ専門家派遣支援のコ

ーディネートをした。それにより、自治体職員は罹災

証明をスムーズに発行し、判定に疑問のある被災者は、

罹災証明発行窓口の隣に控えている各種専門家へ相

談し疑問を解消した。専門家は、罹災証明の疑問への

回答だけ留まらず、今後どのようなところで情報収集

をしたら良いか等のアドバイスも行った。 
 
２．災害復興支援の取り組みで心がけているこ

と 
（１）相談所に来られない被災者への対応～出会い、

訪ね、情報を伝える大切さ～ 

 被災者へ相談所を設けることは重要である。しかし、

被災者は初めての体験で混乱しており、どんな支援が

あるかもわからず、相談したいこと自体が明確でない

ため、相談所へ行かず、集落や避難先に取り残される

被災者もいる。被災者を対象とする生活再建支援施策

は、申請方式であり、支援情報が得られないと申請で

きない可能性がある。これまでの被災地支援経験から、

支援者ができる限り被災者の元へ出向き（アウトリー

チ型）、住民が専門家に接する環境づくりが重要であ

ると感じている。 
熊本地震の支援での 3回目以降は、アクセスが悪

く、情報から漏れそうな集落へ、各種情報を持って専

門家と共に巡回し、一人ひとりに会って相談にのり、

日々変化する被災者の状況に応じて、復興支援策の最

新情報を伝えた。例えば、災害ボランティアセンター

を知らない被災者もいるため、高齢の一人暮らしで片

付け作業が大変であれば、センターへの相談を促した
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りもした。阿蘇の外輪山の周辺では、急傾斜地も多く、

住宅被害だけではなく、地盤の被害が目立っており、

隣地とのやりとりをどうするかを悩まれてはいるが

どこに相談するか困り果てている方もおり、状況を継

続的に何度も聞き、相談先を伝えた。 
（２）被災者の話をしっかり聴き、信頼関係を構築し

支援に繋げること 

第 2回訪問時、知り合いの紹介で屋根にブルーシ

ート張りながら、同時に建築士が、希望者の住宅相談

にのった。相談者の家に入ろうとすると「家の中はち

ょっと入らないでほしい。」と言われた。知り合いに

紹介された専門家とはいえ、見ず知らずの者が家の中

に入ることには抵抗があったようだ。しかし、その後

も、炎天下の中、埃まみれになりながら、屋根にブル

ーシートを張りました。専門家が帰り、筆者が挨拶に

行くと、「今度は、住宅の中を見てもらって相談にの

ってもらえますか？」と、気持ちが変化した。 
住宅補修・再建支援をするには、まず被災者の資金

計画等を正確に把握する必要があり、それはプライバ

シーにも触れることになる。そのため信頼関係の構築

が必要で、専門家でも、すぐに相談にのることは難し

い。 
災害前の信頼関係が、災害時において、パニックに

ならず心の安定に繋がる支援に影響します。避難所に

入られない事情のある世帯等、住まいの補修・再建は

待ったなしの世帯もあるため、日頃から専門家と連携

していることが重要である。 
（３）他の支援者との連携し、被災者の安心に繋げる

こと 
「応急危険度判定」の意味や、その後の「住家被害

認定調査」との違い等がわからず、“危険（赤紙）”が、

解体しなくてはならないと間違って解釈してしまい

補修ができないと受け取られている。この度の訪問で、

それぞれの被害調査の意味を説明し、どのような補修

が考えられるかを分かりやすく説明されている専門

家と同行させていただき、一人ひとり会って正確に伝

えることが重要である場に何度も出くわした。作り手

も、専門家も、家の耐震の技術の基本を学び、共有し

なくてはならない。弁護士、中小企業診断士、不動産

鑑定士、技術士、神戸の被災経験者や復興住宅政策研

究者等、多様な専門家によるチームを形成した。被災

者ひとり一人の相談へ、多様なメンバーの相談対応に

より、一つの専門領域だけでは解決できないことが解

決できることや、過去の被災経験者から復旧のプロセ

スの中でやるべきことを聴くことによって、被災者が、

情報の必要性や人と人の繋がりの大切さ等をイメー

ジしやすくなり、効果的な支援に繋げた。 
 
３．コロナ禍でのまち・コミの復旧・復興支援

活動 

コロナ禍での災害ボランティアの状況を概観し、ま

ち・コミの活動を報告する。 
（１）コロナ禍の災害ボランティアの対応と状況 
 2020 年始めより､新型コロナウイルス感染症が発

生し､感染症対策が必要とされている。災害ボランテ

ィア活動時も､例外ではなく感染症対策が求められ､

特定非営利活動法人（認定NPO 法人）全国災害ボラ

ンティア支援団体ネットワークが，新型コロナウイル

スの感染が懸念される状況におけるボランティア・

NPO 等の災害対応ガイドライン１）を，2020 年 6月 1
日に発表し，来るべき災害に対して，感染症対策を考

慮した災害ボランティア活動に備えていた。 
2020 年 7月 3日から 7月 31日にかけて，熊本県

を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した令

和 2 年 7月豪雨は，新型コロナウイルス感染症対策

が求められる災害対応になり，被災地の社会福祉協議

会ボランティアセンターでは，県内，または市町村内

のみのボランティアを募集し受け入れた。2020 年 7
月 15日には，全国社会福祉協議が，新型コロナウイ

ルスの状況下における衛生に配慮した災害ボランテ

ィアセンター運営上の留意点【第 1版】２）を公表し，

感染症対策を行っている。 
 2020 年 7月 29日には、熊本日日新聞３）が、県内

の豪雨被災地で、新型コロナウイルスの影響により、
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ボランティアの受け入れが県内在住者に限られてい

ることについて、公式 LINE でアンケートを実施し

たところ、「限定すべき」(25.1％)、「どちらかといえ

ば限定すべき」(45.0％)となって「県内在住者に限定

した方がいい」と考える人が 7 割に達した。 
（２）令和２年７月豪雨（熊本県・福岡県） 
発災直後の 7月 7日～10日に、コロナ禍の災害で

起きること、今後の復旧・復興支援に向けて地域の状

況を把握するため、熊本県南に向かった。そして 2
カ月後、被災者の生活再建の状況を把握し、支援者の

相談にのるため 9月 16日～19日に、大きな被害を受

けた球磨川流域の集落を訪問した。 
 球磨川流域の橋や道路が崩壊しており、大雨で近づ

けず、車でアプローチできた芦北町や大牟田市（福岡

県）に向かった。そこでは、（まだ災害直後と言うこ

ともあり、安全に注意しながら、）泥かきが始まって

おり、物資（軍手、ゴーグル、拭くための布、防塵マ

スク等）を被災地に向けて運び、配布しながら、現状

を把握した。2回目（9月 16日～19日）は、球磨川

の川沿いを河口の八代市から、人吉市までの約 55km
の道沿いの集落を訪問し、被害状況等を記録し、役場

や被災者の行動と心境を、できる限りではあるが、把

握しようと回った。 
 コロナ禍ではあったが、感染症対策をし、距離を保

ちながら被災者の声を聴きながら、役所等で得た生活

再建情報と過去の災害の事例を伝えた。回っている限

りでは、被災してどうなっているか、どうしていいの

からない状況で、何か話したいと、話を止めることな

く、私にこれまでの状況と今後の悩みを伝えてくださ

った。そして、これまでの災害でつながりのある地元

団体や、今回訪問して欲しいと頼まれた団体へ伝えた。 
（２）－a．コロナ禍であっても相談に行く前に話し

相手が欲しい～解体か補修かで悩む被災者～ 
既に転出し、再建を考え計画を立てている被災者、

もしくは現地再建か、転出か悩む被災者が、流域沿い

には存在している。 
出会った 60代の男性は、家の片付けをしていた。

水害直後、奥様の実家（約 20km）に避難し、その後、

近くに賃貸住宅（みなし仮設住宅）を借りた。みなし

仮設住宅の期限は、入居から 2 年が期限なので、入

居後は少し心の余裕ができ、1 時間ほどかけ車で家の

片付けのために通っていた。本人（世帯主）は、生ま

れた土地であり、家（10 年前に建築）への思い入れ

があり、毎日通われて掃除をしている。ただ、洪水が

来るところに住むのは怖いと奥様は、現在、補修した

としても、一緒に住む予定はない。再建資金との兼ね

合いで、セカンドハウスのようなことも考えられてい

る。被害にあった建物の解体が、公費（無料）だから、

解体だと思い、でも、土地への思い入れを考えると補

修したいと、被災者の心が揺れている。補修といって

も、片付けと乾燥が必要で、早く片付けないとカビが

生え、健康を害する被災者も出る可能性がある。大工

も忙しく、家を本格的に補修してもらうには、まだま

だ時間がかかる。 
（２）－b．コロナ禍でも仮設住宅に招き入れ相談す

るご婦人 
 新しくできた仮設住宅団地を訪問すると、関西から

来たと伝えたにもかかわらず、80歳一人暮らしのご

婦人が、「ちょっとこの階段（屋根裏収納）の使い方

を教えて」と部屋の中まで入れてくれ、部屋を見せて

いたき、説明した。ちょうど入居（9月 11日）した

直後で、まだ部屋の使い方もわからないようだった。

元の居住地とは約 15km も離れ、車も持っておらず、

周辺には生活施設等は無いため、「早く元の土地に帰

りたい。」と言った。集会所が併設されているが、コ

ロナ禍等では、催しの開催も難しいようだ。 
 このように、前居住地と状況が変わり、情報が入ら

ない被災者がいる。近所の繋がりが切れ、さらにコロ

ナで 2 地域を往復しにくい上、外部ボランティアが

来ないと、どんどん情報格差が広がっていく。そうな

らないために、コミュニケーションが大事である。 
 前述の新聞記事の「県内在住者に限定した方がい

い」と考える人が 7 割に達しているが、LINE を通じ

たアンケートで、このようなスマホ世代では無い高齢
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者がどのような印象を持たれているかはわからない。

もちろん感染症対策をした上での訪問は最低限守る

べきことではある。 
（３）台風 19 号（丸森町）、東日本大震災（沿岸部）

～コロナ禍は、東日本大震災の時より人とコミュニケ

ーションをとれないことが辛い～ 
2019 年 10月の台風 19 号で被災した丸森町は、発

災直後に訪問したのみだった。 
地元の支援団体から、コロナ禍で住民もコミュニケ

ーションがとれず、生活再建の情報も入らない状況な

ので、そこで住民が再建の状況を把握と地域で共有す

るためのワークショップを企画したいとなり、2020
年 7月 12日に行われ、頼まれた支援者と共に、同行

した。感染症対策として、大きな会場に集まり距離を

置きながらファシリテーションをし、被災者の現状を

聞いた。その後、地域状況を確認するために 8月 9
日に再訪した。筆者は、現地を車で案内いただいた。

感染症対策として、一人一人車に分乗し、電話回線を

使って、地元団体の方が車中から状況の説明をしてく

ださった。災害直後に集落への道が被害を受け、現在

も道が開通していない集落（筆甫）に、遠回りをして

行って状況を確かめた。1 年が経とうとする時期でも

水道が復旧していない家もあった。 
その状況でも、地域の方を集めてお茶会を続けられ

ていたり、会合は、地域が広いため、オンラインでさ

れておられたり、コロナ禍で地元住民も工夫があった。 
宮城県､岩手県､福島県､沿岸部の被災地を 2020 年 7
月、8月、10月、12月､2021 年 3月と、訪問した。

多くのボランティアを受け入れ復興してきた住民か

らは、「東日本大震災での被災より、コロナはある意

味（人と人との繋がりが絶たれる）辛いですよ。」「津

波後は、被災して、大変だったけど、知らない人が来

て手伝ってくれた。その後の交流も楽しかったのに、

今年の夏は、誰も来てくれる予定が無い。」と、人が

来ないことが、こんなに辛いものかと、被災者は感じ

られていた。 
（４）台風 15 号（千葉県）～雨漏りの家で過ごし続

ける被災者を支えるボランティアの存在～ 
2019 年 9月の令和元年房総半島台風の被災地では、

コロナ禍であっても、ボランティア団体が災害支援に

取り組まれている。鋸南復興アクセラレーション４）

で、受け入れていただき、お話を伺った。 
台風から 1 年を経ても、応急処置でブルーシート

をかぶせたままの屋根が見受けた。理由は、高齢によ

る資金不足や後継者の不在、近年の建設業者の減少に

よる工務店不足等があった。様々で複雑な要因が直し

たくても直せないという問題を生じさせていた。屋根

が傷んだ家は、中でカビが発生したり、空き家の場合

は今後の台風等で周囲に被害を与えるかもしれない

という課題がある 5）6）。 
（５）オンラインで繋ぐ～情報共有で支援したい～ 
コロナ禍で被災地を訪問し、コロナ禍でニュースが

コロナ禍の事が多くなったり、全国ニュースになるの

は周年くらいの中規模の災害であったりすると、まだ

まだ、取り残されたままの被災者がいると実感した。 
これまでの過去の災害の知見を通じて、再建に向けた

情報伝達不足、ボランティア不足が感じられた。他の

被災地でも同じ事が言える。コロナ禍によりより厳し

くなっている。 
 そこで、まち・コミでは、被災地の生活再建の状況

を発信し、伝え、広め、ネットワークを構築すること

で、様々な資源を被災地に投入する支援に取り組みを

目指した。 
 コロナ禍による一般の方へのオンラインの普及を

活かしての勉強会等で、生活・住まいの再建、地域づ

くりの支援を模索していくためオンライン勉強会を

実施し、専門家と被災地を繋いだ。講師と受講者に対

し、Facebook グループを作成し、意見交換を行って

いる。 
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表１ オンライン勉強会（2020 年） 
 日 内容 講師 
１ 7/26 豪雨水害の被災地

から  ～熊本県球

磨川流域の状況～

（コロナ禍の豪雨

水害から学ぶ 第

１弾） 

柴田祐氏（教授／

熊本県立大学 環

境共生学部） 

 10/4 宮城県丸森町 台

風 19 号から 1 年 

被災者は今 ～生

活再建支援者から

見える被災者の機

微～（コロナ禍の豪

雨水害から学ぶ 

第 2弾） 

菅野由香理氏（地

域支援団体 
Connect Feelings 
代表） 

３ 12/3 令和 2 年 7月豪雨
の被災地の現状と

課題～福岡県大牟

田市・久留米市に関

わる外部支援者の

立場から～ 第 3
弾） 

江崎太郎氏（特定

非営利活動法人Ｙ

ＮＦ代表理事）、津

久井進氏（弁護

士・日本弁護士連

合会災害復興支援

委員会委員長） 
 
 

４．さいごに 

コロナ禍は社会情勢や価値観を変え、様々な影響を

与えている。ただ、被災者の困りごとは、コロナ禍で

あるから変わるものではなく、対面でのコミュニケー

ションが自粛される中、困りごとの改善も難しくなっ

ている。 
ただ、被災者の不安は、人と人のつながりでしか、

改善できないところがある。 
訪問できない人がオンラインツールを利用して相

談にのったり、コロナ禍のワクチン接種等では、スマ

ホを使える人が、使えない人への支援等も行われ、た

くさんの情報がインターネットを通じて発信される

現代において災害時も役に立つこともでてきている。 
楽観的かもしれないが、災害になっても頼られる事前

の関係があれば、被災地に入っている団体もある。事

前の関係性が、コロナ禍の災害支援に関しても重要で

ある。 
 
補注 

1) 新型コロナウイルスの感染が懸念される状況におけるボ

ランティア・NPO 等の災害対応ガイドライン（JVOAD）

（2020 年 6 月 1 日発行），

http://jvoad.jp/wp-content/uploads/2020/05/5482e1b586
7b2d7a531066d890ad0720.pdf 

2) 新型コロナウイルスの状況下における衛生に配慮した災

害ボランティアセンター運営上の留意点【第 1 版】（全国

社会福祉協議会）（2020 年 7 月 15 日発行）

https://www.saigaivc.com/app/download/13967408392/
%E9%81%8B%E5%96%B6%E4%B8%8A%E3%81%AE
%E7%95%99%E6%84%8F%E7%82%B9%E3%80%90%
E7%AC%AC1%E7%89%88%E3%80%91.pdf?t=161354
8338 

3) 熊本豪雨ボランティア受け入れ「県内限定」７割望む（熊

本日日新聞 2020 年 7 月 29 日） 
4) 鋸南復興アクセラレーション

https://kyonanacceleration.org/ 
5) 残る爪痕、被災家屋の復旧続く 台風 15 号直撃から 1 年 

館山の富崎地区（房日新聞 2020 年 9 月 8 日） 
6) 建物被害甚大の千葉南部 修繕に時間 コロナ禍追い打

ち （産経新聞 2020 年 9 月 8 日） 
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 コロナ禍における法的諸問題に対する法律家の関与 

   

 

  日弁連災害復興支援委員会 副委員長                       

弁護士 永野 海（静岡県弁護士会／中央法律事務所） 

 

 

１．コロナ禍での法的支援制度 

（１）自然災害の支援制度が使えない 

新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」

といいます。）がもたらす様々な問題（以下、「コロナ

禍」といいます。）の影響で、わが国の 2020 年度の

年次GDP実質成長率は−4.6％と大幅に落ち込みまし

た。これにより、個人の収入の減少や失業、事業者の

減収減益、事業破綻などが相次いでいます。 
私自身、弁護士として、コロナ禍で経済的苦境にお

かれた個人や法人からの相談を数多く受けました。

「経営している飲食店の売上がほとんどなく、十分な

補償もないなかでこれ以上経営を続けられない。」「勤

務先からパートのシフトを減らされ収入が減り生活

ができない。」など。 
新型コロナによるパンデミックは、明らかに災害の

様相を呈していますので、日頃、自然災害の被災者を

支援している身としては、相談者の姿が自然災害で被

災された方の姿と重なります。そのため、コロナ禍に

見舞われ経済的に苦しんでおられる相談者さんには、

平常時のように、単純に自己破産や民事再生（個人再

生）などの法的整理で対応するのではなく、国などの

支援制度を最大限活用して、コロナ禍以前の生活や事

業を何とか維持するための助言ができないか必死に

知恵を絞ります。 
しかし、ご承知のとおり、新型コロナは、災害対策

基本法第二条第一号に規定する「災害」には該当しま

せんので、自然災害の被災者であれば受けられるよう

な被災者支援制度に基づく給付等を受けることがで

きません。また、災害救助法や被災者生活再建支援法

など、「住家」の復旧・再建に対する支援が中心とな

って構築されているわが国の被災者支援法制では、た

とえ感染症の蔓延が「災害」に位置づけられたとして

も、必ずしもうまく対応できないという現実もありま

す。 
（２）国による五月雨式の支援策と表現の難解さ 

国は、新型コロナの蔓延とこれによる甚大な経済的

影響を踏まえ、2020 年 3 月以降、コロナ禍の経済困

窮者や事業者に対する様々な支援策を打ち出しまし

た。しかし、自然災害発生時の各種支援施策と同様で、

基本的には所管省庁ごとに別々に情報が提供され、ま

た制度を利用できる要件などについて正確を期した

表現を追求するあまり、一般市民にとっては、自分に

あてはまる支援制度が一体どれとどれなのか、またそ

れらによってどんな支援を受けられるのか理解する

ことがとても難しい状況になりました。また、不幸に

も、コロナ禍の特殊性により、感染拡大防止の名のも

とに、個別の相談窓口もほとんど設けられず、オンラ

インや郵送による手続が中心となったために、特に高

齢者や障害を持つ方など、そもそも申請自体が容易で

ない方には、一層厳しい環境になりました。 
私は、こうした状況を 2020 年 3 月下旬に目の当た

りにして、コロナ禍で困っている人たちにとって、一

目で支援制度の全体のパッケージが理解できて、自分

が使える制度がどれなのかが簡単に把握できるよう

な情報ツールが必要だと考えました。 
（３）自然災害における各種支援制度情報ツール 

この点、私は、これまでに、自然災害の被災者支援

制度を、被災された方にできるだけわかりやすく伝え

るためのツールとして、以下のようなツールを作って

きました。 
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① 被災者支援チェックリスト（2017 年製作） 

 
電車のポケット時刻表様の形状で、困りごとに応じ

て日本にある主だった支援制度を確認でき、相談窓口

も把握できる情報集です。簡易に配布できるよう、

WEBサイトからダウンロードして印刷したあと、ハ

サミで切って、折りたためばすぐに使える工作版（画

像参照）も作りました。自然災害の発生後には、当該

被災地の弁護士会のロゴをつけたものを作成し、送付

しています。日本弁護士連合会のロゴ版でも平時から

の備えとして全国に配布されています。静岡県内では、

御前崎市、下田市など市民の日頃からの防災の備えの

一環として、全市民に配布してくれている自治体もあ

ります。 
 
② 被災者生活再建カード（2019 年製作） 

 
被災後に重要となる主要な 17 個の支援制度等をイ

ラスト付きのカードにしたものです。被災前には、「被

災者生活再建ゲーム」という被災後の生活・住 

宅再建を事前学習するボードゲームの素材となりま

す。このゲームは、内閣官房の国土強靭化ワークショ

ップでも採用していただきました。 
一方、被災後には、自らの生活・住宅再建を具体的

に考えるためのツールとして使います。実際、静岡県

弁護士会（令和元年台風 19 号）や千葉県弁護士会（令

和元年台風 15 号）でも、このカードを現地での被災

者相談に活用しました。被災された方との面談の中で、

その方が生活や住宅を再建する上で使える可能性の

ある支援制度のカードを選びとり、並べて貼り付けて、

当該制度の説明なども適宜書き込むなどして使うイ

メージです。 

 
実際に被災地での支援で使われたカードの例 

 
支援者によって貼り付けられたカードを相談者に

持ち帰ってもらうことで、家に帰ってから再度家族と

話をするきっかけにもなります。「修理による再建を

選ぶなら使えるカードはこれとこれらしいよ。」「自宅

を解体して新たに家を建てるなら、このカードも使っ

てお金をもらうこともできるみたいよ。」など、相談

会で受けた説明を思い出しながら家族に説明するこ

とで、家族みんなが、今後の生活再建の選択肢につい

て理解しやすくなります。 
 
③  被災者支援カード（2020 年製作） 

カード表面は、特に大規模災害後の生活や住宅の再

建に重要な 9つの支援制度に絞り、なるべく詳しく

カード形式で情報をまとめたもので、裏面は、全壊、

大規模半壊など罹災証明の種類と、得られる支援との
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関係を対照表でわかりやすく表現したものです。この

２枚のカードをざっと眺めるだけでも、支援制度の全

体像や、自分が使えそうな制度を探すことができます。

カード上の QR コードは、当該制度に関する国などの

ページにつながっています。 
 
（カード表面） 

 
 
（カード裏面） 

 
 

（４）新型コロナ対策支援カードの作成 

こうした過去に開発した支援制度の情報ツールを

参考に、2020 年 4 月上旬、以下のような新型コロナ

の支援制度を一覧にした「新型コロナ対策支援カー

ド」を作りました。カードは 2種類あり、1つは個人・

家族に対する支援制度をまとめたもの、1つは事業者

に対する支援制度をまとめたものです。それぞれの支

援制度のポイントや窓口をなるべくわかりやすくカ

ードにまとめ、さらに詳しく情報をみるための QR コ

ード（国のサイトなどにつながる）もつけました。制

度が変更になるたびにカードの改訂を繰り返しまし

た。最新版は個人版、事業者版いずれも令和 3 年 4
月下旬に改訂した版になります。 

 
（個人・家族版） 

 
 
（事業者版） 

 
 
 このカードは、SNS やホームページ 2)などで公開

しましたが、特に Twitter では、瞬く間に 100万件
近い閲覧数になりました。作っているツール自体は自

然災害のときと同様のものなのですが、全国各地の数

えきれないほどの団体、企業、個人、政治家、専門家

などから問い合わせがあり、その反響の大きさから、

コロナ禍では「日本全体が被災地」になっているとい

うことを実感しました。また、このカードは、国の情
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報提供のあり方を考える上での参考例として、国会で

も配布いただくなどしました。 
 わが国では、自然災害でもコロナ禍でも、被災市民

が申請してはじめて国や自治体から支援が受けられ

る申請主義が基本です。このため、国や自治体には、

市民が現実に申請できるように、支援制度を社会の

隅々にまで周知させるとともに、申請が困難な市民に

対して手続を支援する努力と施策が求められます。 
 自然災害でもコロナ禍でも、日が経つにつれ、徐々

に省庁横断的で、わかりやすい支援制度の情報提供が

なされていくのが通例ですが、こうした形のわかりや

すい情報提供が必要なことは過去の災害経験で十分

にわかっていることですから、国としては、今後の災

害時には、発災直後から、省庁横断的でわかりやすい

情報提供を行う体制をしっかりと整えておく必要が

あると思います。 
 また、情報提供の面では、外国人など日本語以外を

母語とする方にいかに支援制度の存在を伝え、申請を

支援できるかも、マイノリティへの配慮が乏しいとい

われるわが国では大きな課題です。今回作成した新型

コロナ対策支援カードも、特定非営利活動法人にいが

た災害ボランティアネットワークの李仁鉄さんを中

心とし、様々な言語の通訳の方などの支援を受け、英

語、スペイン語、中国語など 10 か国語による多言語

版を作成し、様々な支援団体などのお力を借り、情報

が必要な方への周知を図りました 3)。こうしたマイノ

リティの方への情報提供では、日頃からこうした方々

を支援している団体との連携がとても重要になりま

す。 
 他方、国はこうした日本語の理解が困難な方の申請

を十分に支援したかというと疑問が残ります。もちろ

ん、多言語への翻訳は一部行っていますが、たとえば

ある社会福祉協議会では、緊急小口資金の申請を求め

る外国人に申請方法等を説明するため、職員がやむな

く独自に外国語講師にお願いをし翻訳を依頼するな

どの対応を余儀なくされていました。国は、実際に外

国人が窓口に申請にきたときにどのようなやりとり

が必要になるのか、想像力を働かせて、現場の職員が

困ることのないようなきめ細やかな体制を整備して

もらいたいところです。 
 
２．コロナ禍に適用された被災ローン減免制度 

（１）被災ローン減免制度とは 

被災ローン減免制度は、その正式名称を、「自然災

害による被災者の債務整理に関するガイドライン」と

言います。もともとは、東日本大震災で被災された方

の二重ローン問題1の対策として作られた個人債務者

のための私的整理の準則でしたが、その後一般化され、

平成 27 年 9 月 2 日以降に災害救助法の適用を受けた

すべての自然災害で使えるようになりました。 
具体的には、自然災害の影響で住宅ローンや事業性

ローンなどを含む個人のローンを弁済できなくなっ

た個人債務者が、一定の要件をみたせば、破産手続や

個人再生などの法的手続によらずに、簡易裁判所の特

定調停の手続を利用して、金融機関等の債権者との合

意によって、抱えている債務の免除や減額を行っても

らえる制度です。 
この制度には、自己破産や民事再生などの法的整理

と比較した場合、次のような利点があります。①債務

の減免を受けても信用情報機関（いわゆるブラックリ

スト）に登録されないため、住宅再建等を図る上で再

度の借り入れの可能性が生まれる。②手続を進める上

では無料で弁護士や税理士、不動産鑑定士などの専門

家の支援が受けられる2。③原則として保証人への請

求がされない。④自己破産では原則 99万円までの財

産（自由財産）しか残せないのに対して、この制度で

は、現預金 500万円、被災者生活再建支援金、災害

弔慰金、災害障害見舞金、家財地震保険金最大 250
 

1 東日本大震災における二重ローン問題とは、日本弁護士連
合会の説明によれば、東日本大震災で被害を受けた住宅に、

住宅ローンが残っているため、新たにローンを組むことがで

きず、住宅を建てることをあきらめなければならなかったり、

これまでの債務が負担になって新しい資金調達ができず、事

業の再建が困難になる等の問題のことを指します。 
2 たとえば自己破産の手続を行う場合には、日本司法支援セ
ンター（法テラス）の法律扶助制度を利用できたとしても一

般的に実費を含めて 15万円以上の弁護士費用がかかります。 
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万円、義援金などの財産を手元に残すことができる3。 
自然災害の被災者は、たとえば住宅ローンが残った

ままの自宅が地震や津波で全壊してしまった場合で

も、この被災ローン減免制度を使うことで、住宅ロー

ンなどのローンの減免を受けることができます。そし

て、ローンの免除を受けても、ブラックリストには掲

載されないので、手元に各種支援金など十分な財産を

残した上で、再度の借り入れを行い、新たな住宅を購

入したり建築したりできる可能性が生まれるわけで

す。 
（２）被災ローン減免制度のコロナ禍への適用 

 この被災ローン減免制度が、令和 2 年 10 月 30 日

付で、新型コロナの影響を受けた個人債務者について

も適用されることになりました（適用開始日：令和 2
年 12 月 1 日）。 
 冒頭述べたとおり、新型コロナのような感染症の蔓

延は、災害対策基本法上の「災害」には該当しません

ので、本来、コロナ禍で経済的に困窮する個人が被災

ローン減免制度を使うことはできないのですが、この

制度に新たに「コロナ特則」を設けることで、コロナ

禍により収入の減少や失業等を生じ、債務の返済がで

きなくなった個人や個人事業主も制度を利用できる

ようにしたのです。 
 私は、この被災ローン減免制度のコロナ特則に関す

る日本弁護士連合会のワーキンググループ委員（兼広

報責任者）として、これまでの制度利用状況等を確認

していますが、この制度の利用を希望して各地の弁護

士会に委嘱された件数は現時点で1000件に迫ろうか

という勢いです。この件数は、これまでに被災ローン

減免制度が自然災害で委嘱された総数が 1185件（令

和 3 年 3 月末時点） であることを考えると、やはり

 
3 最大 500万円の現預金、家財地震保険金最大 250万円、被
災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金といった

財産を手元に残すことができます。義援金についても、差押

禁止立法化された場合には差押禁止財産としてこれらに加え

て財産として残すことができましたが、令和 3年 6月 4日、
第 204回通常国会において，自然災害義援金に係る差押禁止
等に関する法律が成立したため、以後は、自然災害の義援金

についてもその全額を自由財産として手元に残すことができ

るようになりました。 

コロナ禍が自然災害に置き換えれば未曾有の災害規

模であることを示しています。 
 ただし、この制度のコロナ特則では、自然災害のと

きと異なり、手元に残せる「自由財産」が十分には認

められないなどの大きな違いがあります。また、定量

的な把握は困難ですが、私を含め、実際に登録支援専

門家として業務を行っている弁護士の印象としては、

自然災害の場合と比べて、債務の減免に厳格な態度を

示す金融機関が多いようにも感じます。 
 本制度は、自己破産や民事再生の手続と異なり、債

務を私的に整理するために定められた準則に基づく

手続です。そのため、金融機関や債務者を支援する専

門家など関係当事者が当該準則を正しく理解し、相互

に協力して運用していくことが重要になります。また、

歴史の浅い制度ですから、市民に対しても、金融機関

に対しても、弁護士などの専門家に対しても、被災者

支援を行う団体などに対しても、制度の存在と内容に

ついて幅広く周知することが非常に大切になります。 
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この被災ローン減免制度のコロナ特則を広く周知

するため上記のようなチラシ（表・裏）を作成し、全

国に配布しましたが、まずはこの制度がどんな制度な

のか、どんなメリットがあるのかをわかりやすく市民

や関係者に伝える必要があります。熊本地震では、地

元の熊本県弁護士会が地元金融機関の協力のもと、当

該金融機関の顧客に対して被災ローン減免制度周知

のためのチラシを送付するという画期的な取組みも

なされました。今後、ローンを抱えた個人が自然災害

で被災した場合に、この被災ローン減免制度が当然の

ように頭に浮かぶようになればと思います。 
 
３．新型コロナ感染とプライバシー保護の問題 

（１）感染者に対する誹謗中傷 

 コロナ禍では、感染者に対する差別や誹謗中傷も、

全国的に大きな問題となりました。私が相談対応の中

で見聞きした中でも、感染者の自宅の窓ガラスが割ら

れたり、感染者の自宅であることを示す貼り紙が何者

かによって建物に貼付されたりするなど、明らかに犯

罪行為となるものも含めいくつも被害がみられまし

た。 
 災害時の人々の極度の不安が攻撃的行動に転化す

る様は思わず関東大震災を想起しますが、コロナ禍の

当初に特に顕著だった、感染者や感染者と疑われた人

への差別、誹謗中傷の１つの要因は、自治体が安易に

感染者の特定につながるような情報公開をしすぎて

いることにもあると考えました。各地で自治体が公開

した情報を端緒とした執拗な感染者探しの動きが発

生していたからです。 
この点、厚生労働省は、令和 2 年 2 月 27 日付け事

務連絡「一類感染症が国内で発生した場合における情

報の公表に係る基本方針」を、各都道府県等に通知し

ましたが、この中で、新型コロナ等の二類感染症等（当

時）についても、エボラ出血熱などの一類感染症発生

の際の情報公表の基本方針を参考にするよう求めま

した。新型コロナに一類感染症の情報公表の指針を用

いること自体の疑問も個人的にはありますが、ともあ

れ、この国が定めた情報公開の基本方針では、一類感

染症のときでさえ、情報公表により個人が特定されな

いように配慮するとの記載があり、氏名、国籍、職業、

居住市区町村なども基本的に公表しない情報とされ

ています。 
他方で、他人に感染させる可能性がある時期以降で、

濃厚接触者が特定できていない場合には、たとえば感

染者が利用したスーパー名なども公表すると記載さ

れています（こうした情報が感染者探しの端緒になる

典型例です）。しかし、実際には、事後的に感染者が

利用したスーパーやドラッグストアなどの店名を公

開したところで、必ずしも感染拡大を防止できるとい

うものでもなく4、科学的な感染拡大防止の効果に疑

問がある中途半端な情報公表により、執拗な感染者探

しや感染者等への差別や誹謗中傷につながってしま

っていました。 
コロナ禍初期に、自治体が過度に感染者に関する情

報を公表していた背景には、自治体に対する市民やメ

 
4 この点について当時厚労省の担当課に、新型コロナにおい
て、どのような意義を想定して、感染者が利用した店などの

情報を公表する方針にしているのか、当該店舗を利用した顧

客全員にＰＣＲ検査を受けることを推奨するためかと問合せ

たところ、その回答は、「当該店舗等の利用者にはいつも以上

に健康に留意していただくため。」というものでした。 
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ディアからの情報公開圧力もあったと考えられます

が、これに加えて、情報公表者側が、個人情報の保護

やプライバシー権の保護の視点が抜け落ちたままに、

情報公開＝正義 という安易な価値判断をしていた

のではないかと懸念されました。 
（２）感染者情報の公表と個人情報保護法 

感染症法は、16 条 1項で、厚生労働大臣と都道府

県知事に、感染症の予防等を目的とした情報の公表を

義務付けていますが、同時に、16 条 2項では、「前項

の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留

意しなければならない」とし、感染症法の前文でも、

感染症患者らへの差別や偏見の歴史を教訓とし、患者

らの人権尊重が重要であると敢えて明記しています。 
また、個人情報保護法にいう個人情報とは、「生存

する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる

氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記

述等により特定の個人を識別することができるもの」

（法 2 条 1項 1 号）をいいますが、感染症のような

「病歴」は、その中でも特に厳重な保護が必要な要配

慮個人情報（法 2 条 3項）とされています。この個

人情報保護法上、個人情報を本人の同意なく第三者に

提供できる場合は、例外 4項目として厳格に列記さ

れています（法 23 条 1項、各自治体の個人情報保護

条例にも同様の条項があります）。 
この点、行政機関による情報公開に関しては、情報

公開法（行政機関の保有する情報の公開に関する法

律）の条項も参考になります。法 5 条では、特定の

個人を識別できる情報については、原則として開示義

務の対象から除外されているだけでなく、「特定の個

人を識別することはできないが、公にすることにより、

なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」につ

いても開示情報から除外されています。つまり、個人

情報そのものではない場合ですら、これが公になるこ

とで個人の権利利益を害するおそれがあれば、原則と

して公開すべき情報から除外されているのです。こう

した法の趣旨は、コロナ禍における自治体の感染者情

報の公表の際にも参考になるように思われます。 

（３）感染者情報の公表とプライバシー権侵害 

さらに、個人情報保護法や個人情報保護条例におい

て例外的に個人情報の公表ができる場合にあたると

判断される場合でも、公表情報から個人が特定できて

しまう場合には、感染者のプライバシー権の侵害にあ

たり違法とされる可能性があることにも注意が必要

です。 
プライバシー権は、「他人に知られたくない私的事

柄をみだりに公表されないという利益」（ノンフィク

ション「逆転」事件・東京地判昭 62・11・20判時

1258・22）など、裁判例や学説上様々な説明がされ

ます。憲法の条文には直接プライバシー権に関する表

現はありませんし、その定義や概念には諸説あるもの

の、憲法 13 条に関わる人権として憲法上保障される

ことに争いはありません。 
このプライバシー権の侵害と判断される基準は、①

私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取ら

れるおそれがある、②一般人の感受性を基準にして当

該私人の立場に立った場合に公開を欲しない、③一般

の人々にいまだ知られていない（宴のあと事件・東京

地判昭 39・9・28 下民集 15巻 9 号 2317頁参考）な

どですが、現在のコロナ禍での感染者への差別や誹謗

中傷の実態からすれば、新型コロナに感染した事実の

公表は、プライバシー権の侵害の要件に該当する可能

性が高いといえるでしょう。 
ただし、マスメディアの表現の自由や国民の知る権

利など他の憲法上の人権と衝突する場合には、双方の

権利・利益を比較衡量して、違法性が判断されること

になりますが、当該情報を公表する目的、必要性、公

表の態様、感染者に生じる不利益の程度などが主たる

考慮要素として考えられます。 
自治体が感染者情報を外部に公表する場合には、特

に、その公表によって感染拡大防止の効果が科学的、

客観的に認められるのかどうかが重要な視点ではな

いかと思います。その意味では、濃厚接触者が特定さ

れており、消毒措置や当事者の隔離なども終えた段階

での感染者情報の公表は、当該公表が感染拡大防止の
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上で有効であることを科学的に説明できないもので

あれば、当該感染者のプライバシー権侵害につながる

可能性も高く、極めて慎重に行う必要があるといえま

す。 
（４）民間企業や組織における感染者情報の公表 

 さて、感染者情報の公表は、国や自治体以上に、感

染者をだした民間の企業や組織では、一層慎重に検討

する必要があります。なぜなら、感染症法上も、感染

者情報の公表義務があるのは国や自治体であり、民間

にはそのような法令上明示の法的義務は存在せず、一

方で、民間企業や組織には、感染した従業員や構成員

らの個人情報を保護する義務（個人情報保護法）や、

憲法上の保護を受けるプライバシー権を侵害しない

法的要請（違反すれば民事上の不法行為責任を問われ

ます）は明確に存在するからです。 
もちろん民間企業や組織には、一方で、従業員や構

成員、顧客などを感染症からも保護する安全配慮義務

は存在しますので（大阪地判平 16・4・12判タ 1168・
173参照）、必要な感染防止対策の実施は必要です。

その一環として、感染者情報の公表が必要となる場面

もないわけではありません。 
しかし、現在のわが国の新型コロナに関する感染拡

大防止体制では、感染拡大防止のための調査等は保健

所が行う仕組みになっています（保健所が新型コロナ

の感染経路や濃厚接触者を調べる「積極的疫学調査」

の対象を縮小している自治体もあります）。したがっ

て、事業者としては、新型コロナの感染拡大防止のた

めの感染者情報の公表について検討が必要な場合が

あったとしても、その判断については、第一義的には、

保健所の判断を仰ぐべきであると考えます。保健所が、

（たとえば濃厚接触者が存在しない、あるいは濃厚接

触者がすでに特定されているなどの理由で）感染拡大

防止のための感染者情報の公表を必要と判断してい

ないにもかかわらず、事業者が感染者情報を安易に開

示することは当該感染者のプライバシー侵害につな

がるおそれのあることを、十分に考慮した慎重な対応

が求められます。 

４．コロナ禍での被災地法的支援の一例 

（１）コロナ禍でのアウトリーチ支援の難しさ 

 災害時の弁護士や弁護士会の法的支援活動は、多岐

にわたります。被災者への情報提供、無料電話相談や

困りごと相談会の開催、災害時特有の紛争の話合い解

決支援（災害時 ADR）、生活保護や各種申請手続の支

援、被災により返済できなくなった債務の整理、行政

による支援活動との連携、現地の問題事案を収集し立

法や制度の運用改善につなげる活動、社会に問題提起

する弁護士会としての声明等の発信、その他も多数あ

ります。 
 しかし、近時は、被災者一人ひとりの困りごとにし

っかりと向き合い、被災された方ごとに異なる問題を

個別に丁寧に解決していこうとする災害ケースマネ

ジメントの考え方が浸透してきたこともあり、以前よ

りも一層、被災した現地を訪問して、個別の被災者の

困りごとを把握し、これを継続的に支援する活動が重

要になっていると感じます。こうしたいわゆるアウト

リーチ型でしかも継続的な支援は、被災された方との

距離をいかに縮められるかがポイントになりますの

で、コロナ禍で求められるソーシャルディスタンスと

の相性はよくありません。しかも、支援が特に必要な

のは、ご自身では支援制度の申請や困りごとの声をあ

げるのが難しい高齢者等であることが多いので、感染

症予防の点でも尚更慎重な配慮が必要です。 
 そのような中では、これまでの被災地で行っていた

ような、たとえば公民館や市役所に被災された方に集

まってもらい、密集した空間のなかで説明会や相談会

をするような支援形式は難しいところもあります。 
この点でいえば、新型コロナのような新規の感染症

の蔓延は、新型コロナの収束後も想定する必要がある

でしょうから、支援者側としては、自治体や社会福祉

協議会、民間NPO などと連携して、たとえば現地に

タブレット端末を設置し、弁護士はオンラインで個別

相談をしたり、説明会を開催したりするなどの工夫も

重要になってくると思います。幸いにもコロナ禍では、

弁護士や弁護士会もオンライン会議ツールに大いに



特集 コロナ禍での復興支援とボランティア  
 

 復興 (26 号) Vol.10 No.1  2021.9.   

 

47 

親しみましたし、裁判すら私自身かなりの割合が最近

では WEB裁判での実施になっています。こうしたオ

ンライン会議ツールを用いた支援活動は、弁護士過疎

地域での支援活動や、マンパワーに限りがある場合の

支援、被災地までの交通アクセスが難しい場合などの

支援などにも有用です。大切なのは、発災後にそうし

たオンラインでの相談会や説明会がすぐに開催でき

るように、平時から関係組織同士が準備をしておくこ

とだと思います。 
（２）コロナ禍でも可能な個別的支援「住家被害認定

の再調査」 

さて、コロナ禍での被災地支援活動では、前述のよ

うに、たくさんの人に集まってもらっての支援が難し

い反面、感染対策に十分に気を付ければ、個々の被災

された方を支援することは十分に可能だと思います。  
そうした意味でたとえば私が現在取り組んでいる

のは、令和 3 年 5 月 1 日に発生した静岡県牧之原市

の竜巻・突風被害の被災者に対する「罹災証明書の認

定を上げるための支援」です。 
罹災証明書は、自治体職員による住家被害認定調査

の結果により発行されますが、以下の表のとおり、住

家の損害の割合に応じて全壊、大規模半壊などと判定

されます。私はこれを「壊れ度テスト」と呼んでおり、

学校の 100点満点のテストと同じようなものだと被

災された方に対しては説明しています。100点満点で

50点以上とれば全壊、10点未満だと一部損壊です。

テストなら 50点ならとるのは簡単そうですが、特に

2階建ての木造・プレハブ住宅だと、点数が事前に配

分されている天井にしても壁にしても床にしても、配

分された点数の満点をとるためには、1階と 2階の両

方が完全に壊れている必要があります。そのため、た

とえば自宅の 1階だけが浸水したという場合、現実

にはとても住めない状況であるにもかかわらず、2階
が浸水していない（壊れたと評価してもらえない）こ

とで、「壊れ度テスト」の点数が伸び悩みます。その

結果、全壊の認定が得られる 50点どころか、20点を

とって半壊と認定してもらうことさえ容易ではあり

ません。 
 

 

内閣府「災害に係る住家の被害認定」から引用 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r203kaitei.pdf 

 
 国や自治体からの支援や義援金の配分などは、基本

的にこの罹災証明書の認定に基づいて決まるので、ど

のような罹災証明書の認定になるかで、被災された方

が受けられる支援の有無や程度は大きく異なります。

たとえば、前述の牧之原市の竜巻被害の場合、災害救

助法が適用されなかったこともあり56、半壊未満の場

合に受けられる支援はほとんどありません。他方で、

静岡県には、被災者生活再建支援法が適用されない場

合でも、同法と同等の給付を規定した被災者自立生活

再建支援制度が整備されているため、半壊の認定を受

けられれば、当該家屋を解体することで全壊とみなさ

れ、最大 300万円の住宅再建支援の給付金を受けら

れる可能性が出てきます。また、自宅の解体費用につ

いても、通常は一般的な住宅でも 100万円～200万
円という単位でかかりますが、半壊家屋であれば無償

で解体してもらえる公費解体の可能性も出てきます。

すなわち、被災家屋の再建をする上で、罹災証明書が

半壊か準半壊かは、ときに 500万円を超えるような

大きな支援の差につながってしまうのです。 
（３）準半壊から半壊に認定が変更に 

今回支援を開始した被災家屋も準半壊の罹災証明の

判定でした。しかも、点数の開示を地元自治体から受

けたところ、10 点台の前半であり、半壊になるため

 
5 この点に関しては、静岡県弁護士会として、災害救助法の
いわゆる４号適用を積極的に行うべきであるとの声明を発出

しました。

https://www.s-bengoshikai.com/bengoshikai/seimei-ketsugi/
s21-5saigaikyuujohou/ 
6 静岡新聞令和 3年 6月 15日朝刊記事
https://www.at-s.com/news/shittoko/913447.html 
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には「壊れ度テスト」において、かなりの点数の上乗

せが必要でした。しかし、発災直後の自治体による住

家被害認定調査は、市民のために少しでも早く調査を

しなければという職員さんらの使命感に基づく慌た

だしい調査でもあります。しかも慣れない調査（大半

の職員さんにとってはじめての調査です）を大量に行

わなければならない中で、建物内の全ての被害（損害）

をもれなく発見し、評価することは至難の業です。ま

た、被害の有無の評価がわかれる場合もあります。た

とえば、令和元年台風 19 号で同様の支援をしたケー

スでは、当初、浸水した襖（ふすま）の損壊評価がな

されていませんでしたが7、工務店の調査の結果、一

度浸水して乾いた襖は再利用が困難で交換が必要で

あることが明らかになったので、これを疎明資料とし

て提出することで行政による被害評価の見直しの契

機となりました（家屋の襖が全損的に評価されるか損

害なしと判断されるかで点数上大きな違いが生じ、罹

災証明書の認定自体が変わることもあります）。  
さらに、特に風害により屋根が損壊したケースなど

では、当初の調査後に損壊した屋根から雨水が浸水し、

これにより建物内に被害が拡大することもあります。

牧之原市の被災事案も同様で、当初の自治体による調

査のあと、天井や内壁から多数の雨水侵入によるシミ

が露出し、床なども浮き上がってきました。こうした

ケースでも、再調査により被害を適切に再評価する必

要が出てきます8。 

 
7 内水氾濫であったため外観上の汚れが少なく、水が乾いた
あとの襖は一見すると損壊がないようにみられてしまったの

です。 
8 令和元年台風 15号では、内閣府が「令和元年台風第 15号
における住家の被害認定調査の効率化・迅速化に係る留意事

項について」と題する事務連絡をだしています。

http://www.bousai.go.jp/pdf/r1typhoon15_jutaku_higaitaiou
.pdf 

 
当初の調査後に判明した建物内の雨水侵入による被害を再調

査する自治体職員（写真左端は松山文紀さん、中央が筆者、

右端は建築の専門家） 

 
 こうした住家被害認定の再調査をする上では、自治

体との信頼関係が欠かせません9。被災市民のために

適切で公平な評価をしたいという思いは、自治体も支

援者も共通しています。このことを丁寧に説明し、当

初の調査結果の詳細（特に点数の内訳）を被災した方

と同席して自治体から開示してもらうことがまずは

スタートになります。その上で、工務店や建築士など

専門家の協力を得て、十分に評価がされていないと思

われる項目について内閣府の判定基準に沿う形で調

査をしてもらい、それを報告書や調査書の形で作成し

てもらいます。報告書が出来上がれば、これを持参し

て再度自治体を訪問し、実際の被害と当初の調査の結

果の差について説明します。このように、自治体側に

も再調査のポイントを把握してもらった上で再調査

を申請し、当該再調査には支援者や建築の専門家も同

席できれば理想的です。雨水が侵入したあとの内壁の

中の断熱材の状況や、浸水が天井、内壁、床などのど

の範囲に広がっているかなどは、現地で建築の専門家

から行政職員に対して説明してもらうことがとても

効果的で、適切な損害評価にもつながります 。 

 
9 自治体との信頼関係を醸成するためには、弁護士会と自治
体との平時からの災害協定の締結や協議会の開催、さらには

発災直後の弁護士会から自治体に対する支援申し出なども重

要になります。 
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 以上が罹災証明書の再調査支援の一般的な流れに

なります。特に一部損壊から準半壊、準半壊から半壊

の認定変更は、それにより得られる給付額や支援の違

いも非常に大きいです。私が担当した実際の支援事案

でも、当初の調査後に判明した屋根などの損壊箇所か

らの居室内への雨水侵入の被害が大きかったことな

どが影響し、再調査により、当初の住家被害認定調査

の点数（損害評価）よりも倍以上の点数（損害評価）

となり、準半壊が半壊に変更されたケースもありまし

た。 
このように罹災証明書の認定変更がなされると、前

述のような被災者生活再建支援金や公費解体の制度

の適用の可能性が生まれるだけでなく、義援金の支給

なども遡及的に変更になりますし、不動産の固定資産

税等の減免にもつながることがあります。 
 ぜひコロナ禍であっても、積極的にこうした点での

助言や立会い、申請支援の活動をしてもらえればと思

います。こうした支援を法律家等の専門家が行うため

には、被害事案を知ることがまずはスタートになりま

す。たまたま無料相談会などで相談を受けることで被

害を知ることができればよいですが、多くの場合、現

場で被災宅の支援をしている災害NPO団体などを含

むボランティアの皆さん、福祉関係者の皆さんからの

声が被害を知る端緒となることも多いです。私が支援

した牧之原市の事案でも、支援の発端は、現地で損壊

した屋根へブルーシートを張るボランティア等に当

たられていた震災がつなぐ全国ネットワークの松山

文紀さんからの一本の電話でした。法律家など専門家

と災害 NPO団体、ボランティアの皆さん、福祉関係

者の皆さんとの日頃から電話や SNS でつながってい

る関係は被災地を支援する上で何よりの宝だと思い

ます。 
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 東日本大震災にかかる産業復興事業の成果と限界 

  ―宮城県のグループ補助金交付企業へのアンケート調査を中心に― 

 

  岩手県立大学 総合政策学部   

教授 桒田但馬    

 

 

１．はじめに 

2011 年の東日本大震災からの復旧、復興に際して、

国のいくつかの新たな財政措置が大規模に講じられ

ており、災害財政に関する先行研究において分析の対

象となっている。先行研究の多くは、国と自治体の政

府間関係からのアプローチを重視し、主に自治体の財

源面から国の政策課題を提起している。このため、自

治体の復旧・復興事業の全体像は大雑把に把握される

にとどまる。さらに、被災者の生活や仕事の再建に関

しては、個別の制度でみれば、一部で詳細に分析され

ているだけで、とくに被災企業からみた再建の分析に

は不十分さが目立っている。 

本稿は、少なくない先行研究が東日本大震災を契機

に創設された国の中小企業等グループ施設等復旧整

備補助金（以下、グループ補助金）に言及しているこ

とに着目する。グループ補助金は企業グループや企業

の施設や設備の復旧に対する補助であり、これまで中

小企業に対する直接支援が低利融資や利子補給中心

であったことから、従来とは大きく異なる。 

グループ補助金に関する先行研究としては、宮入

（2013、2018）や井上（2015、2016）があげられ、基

本的にそれを高く評価している。ただし、前者では運

用面での改善点が若干指摘されている。本稿は、先行

研究ではグループ構成・活動や制度の改善などがほと

んど踏まえられていない点をフォローする。また、補

助申請の窓口となり、事業の認定を行う県との関係に

も重点を置きながら、企業の視点から丁寧に分析、評

価する。 

本稿の目的は、地震・津波被害の最も大きな県であ

る宮城県のグループ補助金交付決定企業を対象にし

てアンケート調査を実施し、グループ補助金の評価、

グループ活動の状況などを明らかにすることである。

そして、回答結果から制度や運用などの見直し、企業

向けの支援のあり方への示唆を得ることである。 

グループ補助金制度の創設から 10 年（2021 年 6月

時点）が経過した。制度の趣旨から復旧企業に、産業

活力の復活やコミュニティの再生、雇用の維持などに

果たす重要な役割が求められ、補助金の効果も問われ

るような現段階において、本稿の分析には大きな意義

がある。また、グループ補助金は近年の災害でも導入

されており、本稿は、その導入の是非に加えて、制度

の見直しや評価方法などにおいても不可欠となる。 
 

２．グループ補助金制度の概要 

東日本大震災にかかる県の財政対応に関する研究

が少ないなか、桒田（2021）は岩手県や宮城県の震災

対応財政（2011～17年度）の全体的な特徴を整理し

ている。桒田（2021）から宮城県の特徴を簡潔にあげ

ると、産業の復旧・復興に対する支出は公共土木施設

のそれとほぼ同じ水準で、2番目に高い比重を占める。

そのなかで個別事業をみると、グループ補助金関連事

業が金額で最大となっている。この点が産業系事業の

最大の特徴であるといえる。 

グループ補助金は、国の縛りを受けやすい補助金

（予算補助）であるがゆえに、運用面での改善点が指

摘されやすい。筆者による多くの被災企業へのインタ

ビューにもとづけば、手続きの煩雑さは東日本大震災

後の災害でも大きく改善されていない（桒田 2018 な

ど）。手続きの煩雑さとは、企業による申請等にかか

る書類作成を典型とする。少なくない企業が、不正な

受け取りや事業実施などを防ぐために、必要書類の提

出に対して一定の理解を示しつつも、納得していない。
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この点は後のアンケート調査でも明らかになってお

り、いくつかの企業からは申請を諦めたことを聞いた

ことがある。 

制度としては、どうしても予算配分や国の補助率、

補助の対象や交付要件などが大きな論点となるが、実

際、企業等の要望を受けて、制度が「走りながら見直

されている」のに、アンケート調査にみるように、必

ずしも解消されたとはいえない問題が残っている。 

さて、グループ補助金の第一義的な目的は、事業者

の再建（救済）というよりも、地域経済・社会の復旧・

復興の促進に対する外部効果（外部性）である。すな

わち、複数の中小企業等のグループが産業活力の復活

や雇用の維持などに重要な役割を果たすと見込まれ

る場合において、その事業に要する経費の一部が補助

される。補助率は 3／4（国 1／2、県 1／4）で、既述

のとおり、事業認定は県によって行われる。1グルー

プあたりの補助限度額や構成員数上限は設定されて

いない。 

岩手県、宮城県、福島県においては、以下の 4つの 

グループ機能を要件として公募が実施される。 

① 経済取引の広がりをもつ地域の基幹産業・クラス

ター （「地域に重要な企業集積型」） 

②  雇用・経済の規模の大きさから重要な企業群 

（「経済・雇用効果大型」） 

③ 我が国経済のサプライチェーン上、重要な企業群

（「サプライチェーン型」） 

④ 地域コミュニティに不可欠な商店街 （「商店街

型」）(1) 

次に、企業がグループ補助金を受け取るまでの主な

手続きは、以下のように整理することができる。 

 

 

図 1 グループ補助金の手続き 

  

 2019年 12月時点で、グループ補助金は岩手県、宮

城県、福島県などで 730 グループに 5,224 億円(う

ち国費 3,483 億円)の交付決定となっている（経済産

業省東北経済産業局ホームページ）。国の復興にかか

る事業予算は 30数兆円に及ぶことに鑑みると、その

規模はわずかである。グループ補助金の交付決定企業

数は 1万数千社といわれるが、その算定にはグループ

数と同様に、いくつかの方法が考えられる。それは、

例えば同一企業で復旧しきれていない部分の事業実

施のために、複数回交付決定される場合があることか

ら、「実」なのか「延べ」なのかということになる。

グループであれば、同一名で複数の時期に交付決定さ

れることがある。あるいは同一名なのに形式的に区別 

され、別ものとして扱われる場合がある。なお、交付

決定されても、事業廃止や交付決定取消しがあること

にも留意する必要がある。 

グループ補助金に関する目立った制度の見直しは

何度かあったが、ここでは 2015 年度から導入された

「新分野需要開拓等を見据えた新たな取組」（新分野

事業）を取り上げる。被災した施設や設備について未

復旧（未契約）部分がある事業者のうち、従前の施設

等への復旧では事業再開や震災前の売り上げまで回

復することが困難であるが、新分野事業によりさらな

る売り上げ回復を目指していることが補助要件とな

る(2)。なお、通常の対象事業の場合は、運用上、原状

復旧が原則となるが、新分野事業でもある意味その縛

りがある。すなわち、補助金の上限額は、従前の施設・

設備への復旧（未契約部分に限る）を行う場合に要す

る金額に補助率を乗じた金額となる（補助率は従前の

とおり）。 

宮城県所管のグループ補助金交付決定企業は（延

べ）約 4,300社（2019年 8月の 23次交付まで）であ

るが、そのうち新分野事業の認定は（延べ）337 社、

新分野事業を行う事業者を含むグループ数は（延べ）

183 である。ただし、新分野事業も 1社で複数回認定

① 2 者（社）以上のグループ構成、復興事業計画

の認定申請→（審査・認定）→ 

② 各者（社）で補助金の交付申請→（審査・交付

決定）→ 

③ 復旧後の実績報告→（審査・現地確認）→補助

金の受け取り 

復旧後の実績報告→（審査・現地確認）→補助金の

受け取り 
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される場合があり、実数は少なくなる。認定される企

業の大半は製造業で、そのうち多くは水産加工である。

また、そのなかには漁業を主とする個人経営の漁師が

少なくない。 

宮城県の場合、企業のグループ補助金活用方法のパ

ターンとしては、多い順で、①新分野事業を活用せず、

被災した施設・設備を復旧する。②新分野事業のみを

活用して、被災した物件とは別の施設・設備を整備す

る。③被災した複数の施設・設備のうち一部は復旧し、

一部は新分野事業を活用する。 

国は、天災であっても、私有財産の形成に資する公

的支援を拒否し、自費による対応を当然とするなか、

原状復旧を原則としてグループ補助金を創設した。し

かし、新分野事業に関しては、とくに復旧後の事業継

続等を考慮すれば、原状復旧にこそ根本的な問題（ボ

トルネック）があるかどうか、という論点を提示しう

る。 

 

３．グループ補助金交付決定企業へのアンケー

ト調査 

筆者は、宮城県所管のグループ補助金の 1次（2011

年 8月）から 23次（2019年 8月）までの交付決定企

業（延べ）4,341社、（延べ）356 グループ(3)から対象

企業を抽出し、電話、FAX、郵送によるアンケート調

査を実施した（2021 年 3月 17日～4月 7日）。アンケ

ート調査は、企業の声を直接聞くことができる最も有

効な手法である。回答は 114 社、102 グループから得

た。同一企業で、複数回交付決定されるケースも 1

社として回答をカウントしている。 

調査対象企業の選定は、各グループから 1社とする

ことを目指し、構成企業数が多いほど、2社ないし 3

社とした。これは基本的に無作為抽出であり、シンプ

ルに個別、グループの単位での分析が想定されている。

分析方法の広がりとして、交付決定時期別、市町村別、

グループ構成企業数による類型などが考えられるが、

同一企業で何度も交付決定され、グループも複数にわ

たる、あるいはグループ内でも複数の業種あるいは市

町の所在地にわたるケースがあるために、いずれも一

定の制約がある。 

質問数は最大 9である。また、回答方法は選択と自

由記述である。前者は、グループ補助金制度の評価、

グループ活動の状況、新分野事業の評価などが該当す

る。後者は、制度・事業の評価の理由や問題点・改善

点などである。ここで注意を喚起しておきたいのは、

グループ活動の状況に関する問いは、「活発に行った」、

「少し行った」、「行っていない」、「わからない」とい

う 4つの選択肢を設定したが、従来の取引関係やイベ

ント等の継続・回復を主とし、新たな活動を行ってい

ない場合、企業には「少し行った」を選択していただ

いた。従来の取引関係等が回復、継続できれば、売り

上げや雇用の維持などにも直結することになる。 

主な回答結果として、①グループ補助金の評価（選

択肢 5）は、「高く評価する」60.7％（65社）、「少し

評価する」18.7％（20社）となり、ほぼ 80％が積極

的に評価している。 

 

表 1 グループ補助金の評価（107 社） 

高く評価する 60.7% 

少し評価する 18.7% 

あまり評価しない 11.2% 

全く・ほとんど評価しない 5.6% 

どちらともいえない 3.7% 

（資料）筆者作成。 

 

②グループ活動の状況（選択肢 4）は従来の取引関

係等を積極的に考慮する場合、「活発に行った」36.2％

（38社）、「少し行った」38.1％（40社）、「行ってい

ない」24.8％（26社）である。ここから 1／4の企業

が何もしていないということがわかる。そして、この

結果をベースにして、地域の美化活動等を考慮しない

場合は、順に 35.2％（37 社）、33.3％（35社）、30.5％

（32社）となる。というのも、美化活動等は共同事

業としてふさわしいのか、という疑問があることによ

る。 
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表 2 グループ活動の状況（105 社） 
活発に行った 36.2% 

少し行った 38.1% 

行っていない 24.8% 

わからない 1.0% 

（注）従来の取引関係等の継続を考慮する場合の結果である。 

（資料）筆者作成。 

 

「活発に行った」という回答のなかには、以下のよ

うな事例がある。「地域に重要な企業集積型」のグル

ープにおいて代表者であるホテルがリーダーシップ

を発揮して、町内に分散して（仮設、本設）再開した

企業が、お客様にわかるように、工夫した所在マップ

（毎年更新）を作成して、町全体でおもてなしを実践

している。 

③「新分野事業」については、「知っている」の

43.1％（47 社）に対して、「知らない」は 56.9％（62

社）に達する（認定企業を除くと 32.2％、67.8％）。

ここから、そもそも知らないという企業が非常に多い

ことがわかる。 

 

表 3 新分野事業の周知状況（109 社） 

知っている 43.1% 

知らない 56.9% 

（資料）筆者作成。 

 

④「新分野事業」の認定企業を中心に、その評価（選

択肢 5）を聞くと、「高く評価する」は 76.2％（16社）、

「少し評価する」は 14.3％（3社）で、90％が「評価

する」である。 
次に、自由記述のなかから、少なくなかった記述を

簡潔に整理しておく。最大の特徴としては、制度の問

題点、改善点に対するコメントの多さがあげられる。

また、申請とくに書類作成の煩雑さの指摘であり、震

災後で最も混乱している時に本当に苦労した、コンサ

ルタントに依頼した、何度も県庁に聞きに行ったとい

ったことである。以下、いくらか詳細を列挙しておく。 

交付決定時期が早い企業いわく、混乱の最中なのに

申請期間が短く、年度末の事業完了といわれたので、

申請では最低限の復旧対象を記載するにとどめた。し

たがって、「補助金の受け取り＝（完全）復旧」では

ない。他方、手続きに長期を要した企業は多いが、県

の担当者が頻繁に異動したり、丁寧に対応しなかった

りしたことがあり、とくに被災地の業界等に不慣れな

場合、種々の説明にも苦労した。 

同様に、手続き面では、企業は県担当者から「原状

復旧」あるいは「同等の価値」を繰り返しいわれ、設

備・機械等の選定や担当者への説明に苦労した、業者

から見積もりをもらうのに難儀した、自己資金やつな

ぎ資金の確保に苦労した、といったコメントが多くみ

られた。今回の調査では、企業から様々な改善点が提

示されたが、そのなかで書類作成の簡素化、補助対象

の拡大など共通点もみられた。 

グループ構成・活動を巡っては、とくに早期の交付

決定時期に、グループ構成・活動の意義を自問自答し

たせいか、グループ構成に膨大な時間を費やした企業

がある一方で、商工会議所や商工会、各業界の組合等

のリードにより、グループ構成を実現できて本当に助

かった、と述懐する企業が非常に多い。また、活動の

点ではとくに小規模な個人事業者は、人材面、資金面

のいずれにおいても余裕がない。 

新分野事業については、非常に多くの企業が原状復

旧することが最優先であり、そこまで考える、着手で

きる余裕がなかった（筆者の説明を聞いて初めて知っ

た企業を含む）。「知っている」のなかには、同業者と

の普段の会話からその存在をたまたま聞いた企業も

あった。他方、認定された企業いわく、県担当者が一

緒に知恵を絞ってくれ、震災前の事業構想をスムーズ

に実現できるよう認定に導いてくれた。実際、ある水

産加工の企業はペットフード向けの新サービスのた

めの設備導入を実現している。複数の水産加工業者か

らは、新しい生産ラインの導入において殺菌機能ある

いは乾燥機能を付加したことを聞いた。 
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４．分析 

グループ補助金のねらいは、地域経済・社会の復

旧・復興の促進に対する外部効果であるとはいえ、補

助金の運用からみれば、交付決定時期が早いほど、市

商工会議所等の支援もあって、多数の企業が早期復旧

を実現し、補助金を高く評価する(4)。また、原状復旧

が原則となり、多大なコストが費やされたものの、グ

ループ活動はかなり行われた。他方、新分野事業の周

知には問題がみられる。また、手続き面における企業

からの鋭い指摘もある。国・県による制度の運用でも、

時期によって違いがあり、遡及適用等もなくなってお

り、企業から不平、不満が小さくない。こうしたこと

から、制度が「走りながら」改善されたものの、課題

が残っていることが示唆される。 

グループ活動に関しては、その要件が曖昧なことが

企業の復旧を実現させ、高い評価となった。制度上、

グループ活動の期限や条件などは明確に定められて

いない。実際には、多数のメンバーからなるグループ

が軒並み「行っていない」状況であり、別のグループ

参加となる複数回の交付決定の企業では、グループ活

動はとくに厳しい。グループ構成員の名前さえ出てこ

ない経営者もいる。また、サプライチェーン型を典型

として、従来の取引関係の復旧による地域産業・雇用

の回復がグループ活動の重要な意義とすれば、ことさ

らグループを強調する必要はない。逆に、グループ構

成・活動やその活発化のために厳格な要件を設定する

と、原状復旧を超えて様々な問題が生じる。 

以下、詳述して補足しておく。グループ補助金制度

の評価が高かった主な理由としては、施設や設備等に

対する直接の補助が復旧の根幹をなすことから、非常

に多くの企業が本当に助かったとコメントしていた。

ただし、多くの企業は制度の内容、交付決定の状況な

ど総合的、俯瞰的にみて評価しており、1／4 の自己

負担であっても重いと感じる企業が多く、高率補助を

高く評価するようなコメントはあまりなかった。 

手続き面における企業にとっての書類作成の煩雑

さは、国としては不正防止のためであるとか、国民の

税金が投入されているから、やむをえないということ

であろう。しかし、コンサルタントに申請の代行を依

頼しなければならない企業が一定数いる実態をみれ

ば、手続きが適正であるとはとてもいえない。 

補助金が過大な設備・機械の復旧をもたらしたので

はないか、という批判がありうるが、調査の限りでは、

例えば宮城沿岸の基幹産業である製造業のうち水産

加工業では、そのようなケースはわずかである。経営

が厳しい企業が多いが、不漁をはじめ複合的な要因で、

やむをえない側面が大きい。むしろ、最低限の復旧で

あることから、「過大」ではないケースの方が圧倒的

に多い。また、早期再建の企業が地域経済・社会の復

旧への強いインセンティブとなった。ただし、そのな

かには被災市街地復興土地区画整理事業等に翻弄さ

れて、結果的にグループ補助金の不本意な利用となっ

た企業が一定数いることに注意を喚起したい。 

県担当者による「原状復旧」の強調が、かえって企

業に対して逆作用を起こしうる。冷静に考えれば、業

種によるとしても、経営者は業界の常識的な見通し、

被災地の状況、自らの年齢、後継者の有無、財務の状

態などから、施設・設備等の規模縮小を選択したが、

原状復旧しなければならないという錯覚をもたらし

た。ある企業の代表者による、原状復旧は後継者に良

くも悪くもしばりをかけることになる、というコメン

トは印象的であった。 

グループ構成・活動を巡っては、企業間の意識の大

きな違いがある。この点に関しては、交付決定企業は

業種をはじめ多様であり、ある意味で当然のことにな

る。グループ活動の効果についても、シンプルな議論

になりにくい。グループ構成の点では、構成員の数に

制約はないものの、グループを組みにくい業界、企業

がある（特殊な原料の取扱い、特殊な製品の製造など

に由来する）。グループを構成できるような企業が被

災して廃業していると、補助金のためのグループづく

りとなりやすい。逆に、夫婦で別々の会社を経営して

いる場合であれば、グループ作りも可能である。グル

ープ活動の点では、理容業の方は、地区商店会のイベ
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ント等での特別サービスといっても、難しいと口を揃

える。いわゆる元請けと下請けであれば、後者の企業

間の関係はほとんどない。地域の被害が大きい企業ほ

ど、復旧場所を変更せざるをえなくなり、復旧後に互

いの立地場所が離れ、活動に支障を来すことがある。 

新分野事業については、企業の多様な業種等がある

なかで、県の担当者がそもそもきめ細やかに対応でき

るのかということになる。事業の広がりの可能性から

いえば、本来、事業を認める要件は柔軟であるべきだ

が、行政側が企業の事業に疑問（不信感）を持つほど、

要件は厳格化されやすい。そもそも少なくない企業が、

新分野事業は製造業のためにあるのか、だとすれば不

公平ではないかと疑問を呈した。他方、ある製造業の

企業からは、いわゆる下請けであれば、手をだしにく

いと聞いた。 

経産省東北経済産業局のホームページにはグルー

プ補助金交付決定企業が、少なくない業種において売

り上げや雇用の確保で長期にわたって苦戦を強いら

れているデータがあげられている。一見すれば、その

ことは補助金の創設に対するネガティブな評価の根

拠になりうる(5)。しかし、いわば「結果」からは何と

でもいえる余地があることを警戒しなければならな

い。既述のとおり、とくに業況が厳しい水産加工業に

ついて、単純に企業努力が足りない、ということだけ

では説明がつかないことは明白である。また、補助金

交付決定企業の倒産の割合は桒田（2018）で言及して

いるとおり、県内企業の倒産率に比して低い(6)。した

がって、売り上げや雇用確保の低迷を補助金の責めに

帰する言説があるとすれば、これは過大な施設・設備

という批判とあわせて、反批判を可能とする。そして、

補助金の本来の目的からいえば、県内産業の復旧の促

進は必ずしも阻害されていないことになる。 

 

５．グループ補助金制度の見直しへの示唆 

これまでの分析から、グループ補助金制度の見直し 

への示唆として、次の点があげられる。 

東北経済産業局による継続的なアンケート調査の

インパクトが大きいせいか、交付決定企業が売り上げ

や雇用の確保で苦戦を強いられているデータ等から、

交付決定企業の従来型の経営も批判の対象になりう

る(7)。この側面から、グループ補助金に対して倒産を

抑え、失業問題を避ける役割以上に、新規事業や新商

品・新サービス開発を追求し、経済成長の加速化を求

めるような指摘がありうる。この点を制度にインプッ

トするのであれば、制度の本質、機能（運用）のいず

れの面でも重大な課題を残すことになる。グループ補

助金には手続き面などで修正が必要であるものの、制

度の導入には意義がある。しかし、既述のような踏み

込んだグループ活動を強調するほど、「上乗せ（追加）」

補助が必要となる。また、このスタイルを採用するな

ら、販路開拓や専門家派遣などソフト支援にも拡充で

きる。こうしたベクトルに対して、新分野事業を含め

て制度導入は、理論、実態としては、むしろ別のベク

トルで捉えることができないか。すなわち、現金の直

接給付への見直しの可能性を高めた点により重要な

示唆があるのではないか。 

以上の点を詳述しておく。グループ補助金制度では、

一企業ができることは限定的だとしても、グループを

構成すれば補い合い、販路も増える、イベントも開催

できる。各企業が得意分野をいかし、価値を高め合え

ば復旧にとどまらず、地域全体の成長力が伸びるよう

なことがイメージされている。しかし、そうしたこと

は、被災企業からみれば、「原状復旧」の限りにおい

てである。したがって、個別ベースで従来のコミュニ

ティとの関わりや集積の意義を再確認したり、これま

でのようなパフォーマンスのための条件を整えたり

することがまず求められる。 

グループ補助金制度では非常に高い、換言すれば過

大なハードル設定の下で、被災企業の売り上げや雇用

が戻らず、被災地の経済・社会の復旧、復興で十分な

成果がでていないと懸念されるわけである。具体的に

は、以下のことがあげられる。グループの構成・活動

の意義や効果の点から消極的に評価されたり、本来市

場から退出すべき企業（ゾンビ企業）を延命させたと
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批判されたりする。予算措置が増額され、交付企業が

増大すれば、あるいは補助率が高くなれば、また、補

助金の不正受給や交付決定企業の倒産があれば、批判

は一層高まる。こうなると、国や自治体の担当部署は、

提出書類や審査、事後調査の厳格化に舵を切らざるを

えなくなる。いわゆる「焼け太り」は認められないと、

企業の感覚よりも、「原状復旧」を狭義に解釈して運

用していくことになる。以上のことは、税金を財源と

する補助金であれば、必ずついてまわる。 
グループ補助金の特徴であるグループの構成・活動

は、「原状復旧」の枠外となる。企業にとっては地域

のまちづくり（面的整備事業）をはじめ様々な側面を

踏まえて復旧を考えるなかで、グループづくり（取引

コスト）にも向き合うことは正直厳しいというのが本

音である。厳密に問えば、グループ機能の要件では、

「地域に重要な企業集積型」、「商店街型」などいくつ

かのタイプがあげられるが、この設定そのものも論点

になりうる。宮城県所管の場合、独自の類型としての

「経済・雇用効果大型」はわずか 5グループ、全グル

ープに占める割合は 1％で、3次交付までに全てが登

場する。これに関して、もっと比重をあげた方がよい

のだろうか。他方、「地域に重要な企業集積型」に関

しては、「集積」の要件を厳格にすればよいのだろう

か（例えば企業の立地にかかる距離の規定）。こうし

てグループ構成・活動の意義や効果を問う前に、根本

的な点を議論することができる。実態としては、グル

ープ機能の要件はあるものの、概念的にはそれほど厳

格ではなく、グループ活動の内容も要件としては詳細

というより、曖昧であるといえる。このことにより、

制度はかえって有効に機能している。 

グループ活動の効果も具体的に求めるのか。例えば

従来の取引関係やイベント、原料・資材調達等の復活、

継続ではなく、全く新しい活動しか認めないのであれ

ば、共同の商品開発、設備利用（稼働率向上）、製造

方式の統一化などを通した、雇用や賃金、売り上げの

増加などがあげられる。しかし、実態としては、こう

したケースはレアである。比較的多いケースは共同の

イベント等であるが、これを通して、企業は地域の店

主の販売ノウハウなどを得ることができ、PR効果も

小さくなかった。こうした場合、グループの構成員の

全てが参加する取り組みしか認めないことにするの

か。多数の水産加工業者からなるあるグループは、年

に 1回大きな商談会を開催しているが、これが精一杯

という話をした。というのも、取り扱い魚種等によっ

て企業間で繁忙期がバラバラで、日程調整それ自体が

非常に難しい。むしろ、水産加工の場合、グループ外

の同業種あるいは異業種の企業と共同で取り組んで

いるケースがある（例えば気仙沼鹿折加工協同組合、

石巻フードツーリズム研究会）。 

グループ活動は結果として、企業間の意識が大きく

規定するとしても、無期限であると理解し緩やかなが

ら継続しようというケース、企業の本設が進むにつれ

て活動しなくなるケース、全員参加を徹底して実施す

るケース、構成員の一部で継続するケースなど様々で

ある。今回、実質的には活動していないケースから、

高い水準で活発に活動しているケースまで多様であ

るが、いわば真面目に活動しているグループが馬鹿を

みるという批判がありうる。だとすれば、「最低限」

の要件の設定が考えられるが、それ自体が容易ではな

い。 

以上のことを総合的、俯瞰的にみると、グループ活

動の内容や効果などを具体的にルール化しなかった

ことが、かえって企業の（早期）復旧には良かったの

ではないだろうか。地域経済・社会の復旧に対する効

果を実質的に追求するのであれば、実態を踏まえた企

業目線の補助金制度の見直しが欠かせない。そして、

新分野事業や販路開拓、専門家派遣などのソフト支援

とのセットなどが必要となり、もっと早期に導入すべ

きであった。結果としては、新分野事業も、早期復旧

した企業のなかには早く知っていれば、検討、申請し

ていたという回答があった。他方、国の他の補助事業

や企業の復興支援事業を活用して、新商品開発等にチ

ャレンジしている企業もあった。 

新分野事業の点で、注意を喚起したいのは、初の交
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付決定が新分野事業という企業が多いことである。こ

れは通常ベースの補助、すなわち「原状復旧」の徹底

では機能しにくいことを強く示唆している。被災前に

一部取り組んでいたとか、取り組もうとしていた事業

が新分野に認定されていることが背景にあると思わ

れる。また、ソフト支援という点では、復興庁や経済

産業省などが被災企業向けに別途補助事業を設定し

ているのが実状であるが、必ずしもグループ補助金交

付決定企業に寄り添ったものではない。結局、交付決

定企業のなかには、1 回目は通常補助ベースで、2 回

目（以降）は新分野事業で認定されているケースもあ

り、使い勝手の点からいえば、グループ補助金制度は

長期にわたって存続させることが不可避となってい

る。 

 

６．おわりに 

本稿では、東日本大震災時に創設され、産業復旧・

復興にかかる主要な公的支援であるグループ補助金

制度の評価や課題などを、グループ補助金交付決定企

業への大規模なアンケート調査を通して検討した。 

先行研究では、グループ補助金が実質的に被災企業

の施設や設備などの復旧に対する直接の公的支援で

あることから、高く評価されているが、理論、実態の

両面において十分に分析されてきたわけではない。企

業の側から制度を巡る理論的側面をみると、企業には

原状復旧が復旧の到達点として認められているので、

例えば従来の取引関係の復活、継続を目指すことにな

る。この場合、相手企業が被災により廃業したのであ

れば、残った企業との関係を強化する、あるいは別の

企業を探すといったことになる。したがって、それ以

上のことは求められるべきではないし、求めるのであ

れば、制度上、別途追加の事業（支援）が必要となる。 

実態として、宮城県所管のグループ補助金交付決定

企業へのアンケート調査から、グループ構成・活動は

比較的多様であり、その効果も大小様々であることが

明らかになった。グループの企業間で従来の取引関係

やイベントなどを復活、活発にしているケースがあれ

ば、多数の構成員のグループで新たな活動をしている

ケースもある。逆に、活動していないケースもある。

いずれにしても、諸活動には企業間での事務局の体制、

運営にかかる諸コスト（金銭に加えて時間、心身の負

担）は補助金制度で考慮されていない。 

既述のとおり、グループ補助金に対して倒産を抑え、

失業問題を避ける役割以上に、新規事業や新商品・新

サービス開発を追求し、経済成長の加速化を求めるの

であれば、制度の本質、機能（運用）のいずれの面で

も重大な課題を残すことになる。グループ活動やその

効果を強調するほど、事務局の体制整備等も含めて、

「上乗せ（追加）」補助が必要となる。また、このス

タイルを採用するなら、販路開拓や専門家派遣などソ

フト支援にも拡充できる。そうなると、国・県の担当

部署の事後チェック機能の強化等も問われることに

なる。そして、根本的には、グループ構成・活動のル

ール化自体が容易ではない。 

今回、グループ補助金制度の導入には意義があった。

アンケート調査によって明らかにされたとおり、補助

金制度に対する評価は高い。また、市商工会議所等の

リードもあって、多くの企業の早期再建が実現した。

手続面における提出書類等には修正が必要であり、こ

の点は企業がまとまって改善点を提示し続ける必要

がある。100、200 の構成員のグループは批判の対象

になるとしても、本稿で展開してきたように、グルー

プ構成・活動をことさら強調する意義は乏しい。これ

までとは大きく異なる補助金であるがゆえに、無視で

きない課題を抱えており、この点が分析されないまま、

東日本大震災後の災害においても導入されている。 

東日本大震災以降、グループ構成を要件としない、

あるいは企業の自己負担のない類似の補助金が創設

されている。すなわち、前者は 2011 年の東京電力福

島第一原子力発電所の事故にかかる 2015 年度創設の

「原子力災害による被災事業者の自立等支援補助金」

（経産省、福島県）、後者は令和元年台風 19号にかか

る「グループ補助金」（経産省、福島県等）である。

そして、両方に該当するのが、令和 2 年 7 月豪雨にか
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かる「なりわい再建支援補助金」（経産省、熊本県等）

である。しかし、令和元年台風 19号にかかるグルー

プ補助金は制度説明として、グループの共同事業を

「構成員全員が関与して取り組むもの」とし、「グル

ープ形成を機に新たに取り組むもの」と明示する(8)。

東日本大震災時のグループ補助金の創設は、被災企業

に対する現金の直接給付への見直しの可能性を高め

たことを示唆するとすれば、それ以降のグループ補助

金では、制度のメリットを減じる状況がみられる。こ

の点は望ましいとはいえない。 

最後に、今後の研究課題である。本稿は宮城県所管

の企業を対象にしたが、当然、岩手県、福島県も対象

にできる。また、グループ補助金は 2016 年の熊本地

震や 2018 年の西日本豪雨でも創設されており、それ

らも研究対象となる。 
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アンケート調査では多くの企業にお世話になりました。こ

の場を借りて感謝を申し上げます。 
 
補注  

(1) 後述の宮城県は、県のホームページに掲載する交付決定

企業一覧において、サプライチェーン型、経済・雇用効

果大型、地域に重要な企業集積型、商店街型に、水産（食

品）加工業型を加えた 5つに類型している。 

(2) 国や自治体の説明によれば、新分野事業として新商品製

造ラインへの転換、新商品・新サービス開発、新市場開

拓調査、生産性向上、従業員確保のための宿舎整備など

が例示されている。 

(3) グループ機能の類型ごとのグループ数は、「地域に重要な

企業集積型」が約 7割、「水産（食品）加工業型」が約 2

割を占め、これらで約 9割に達する（23 次交付分まで）。 

(4) 河北新報 2021 年 2月 12 日付では、経産省東北経済産業

局の「渡辺政嘉局長は、グループ化補助金について『産

業活動の早期復活を加速化させる財源を提供でき、一定

の効果があった』と評価」し、「『復興が十分でない三陸

の水産加工業を支援するため、関係者による協議会を組

織して競争力強化に取り組む』と、引き続き支援する姿

勢を強調する」と報じられている。 

(5) 「東北経済産業局グループ補助金交付先アンケート調

査」（2012 年 9月実施）

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/topics/pdf/

130125group_enq.pdf（最終閲覧 2021 年 4月 27日）など。 

(6) 2020 年 12 月末現在、グループ補助金を受け取った企業の

倒産は宮城県所管で 55（うち水産・食品加工 23）、岩手

県所管で 17（うち水産加工 6）である。補助金交付先に

占める倒産割合は順に1.2％、1.1％である（山陽新聞 2021

年 1月 12 日付）。 

(7) 河北新報 2021 年 2月 12 日付、日本経済新聞 2021 年 3月

8日付など。 

(8) 福島県ホームページ・中小企業等グループ施設等復旧整

備補助金（令和元年台風 19号等）サイト 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/groupt

1900.html（最終閲覧 2021 年 5月 1日）など。 
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 属性の違いによる留学生の防災力に関する考察 
―私立大学 A キャンパス B の留学生を対象にして― 

  

大阪大学大学院  人間科学研究科  

博士後期課程  高誉文 

 
 
１．はじめに 
近年、グローバル化が進むにつれて在日外国人留

学生数が増加している。独立行政法人日本学生支援

機構が実施した「平成 30 年度外国人留学生在籍状

況調査結果」よると、2018 年の日本における留学生

数は過去最高の約 29.9 万人となっている。 
このように多文化社会化の進む日本であるが、日

本は地震が頻発する地域であり、地震を含む災害は

既存の社会の課題・脆弱性を顕在化させることが指

摘されている。例えば 1995 年の阪神・淡路大震災

では震災時における外国人住民が情報弱者となった

こと（佐藤他 1998）により、日本人と比較して死

亡率が高かったことが指摘されている（岡本 
2006）。この震災以降においては外国人住民が被災

時に直面する課題を解決するために様々な取り組み

が実施されているものの、それ以降の震災でも地震

直後に取るべき行動がわからない等の外国人住民の

課題が依然として報告されている（マイヤール他 
2005）。このような問題が生じる背景には外国人が

言語・習慣・文化などの違いから災害やその対応に

関する情報収集が難しいため、災害時要援護者にな

る可能性が高いことが挙げられる（総務省 2006）。 
以上から、災害大国である日本が多文化社会を目

指すためには、災害時において外国人住民を包括し

た対策を行い、彼らの被害を最小限に抑えるための

対策を行う必要があると言えよう。また、このよう

な外国人住民の中には日本において就労する者のみ

ならず、学業のために来日した留学生も含まれる。

したがって、災害が発生した際には留学生が被災者

となる可能性も十分考えられる。したがって、留学 
 

 
生の増加で国際化が進む大学においては留学生の防

災力を高め、自然災害による留学生への影響を軽減

することは重要な課題と言えよう。 
そこで、本研究は事前復興において災害弱者の一

つとして位置づけられる外国人の災害対応のあり方

を取り上げる。そして、本研究では 2018 年 6月 18
日午前 7 時 58 分頃に大阪府北部を震源として発生

した大阪府北部地震(1)を事例とし、関西の私立大学

Aキャンパス B の留学生を調査対象として、彼らの

地震に関する意識や知識、「自助」の対策、地震発

生時における防災行動からその問題点を洗い出す。

このことで、本研究では今後の外国人留学生に関わ

る防災対策に関する提案を行う。 
 
２．先行研究 
本研究では、災害時には「自分の身を自分で守る」

ことが重要であると考え、「自助」に着目して調査を

実施した。そのために、本研究では災害に関する先行

研究について個人の防災力に関する指標に着目して

レビューするとともに、「自助」の概念をふまえて防

災力を防災対策、防災知識及び災害後の行動に分けて

検討する。なお、本研究では「防災力」を「適切な避

難行動の知識及び防災対策の有無を含めた、災害時に

適切な自分の身を守る能力」という意味で使用すると

ともに、災害を地震に限定して考察を行う。 
本研究が対象とする在日外国人と留学生の防災知

識・対策に関する先行研究には以下のようなものが

ある。例えば、参考文献、名古屋大学（2013）は地

震の際に主体的な避難行動が取れず、大学等からの

指示を待つ留学生が多くいることや、留学生は地震

に関する情報を得られても背景知識がない場合には

 
顔写真 

 
（別途ファイル

でのご提出でも
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適切な避難行動を取れないことを指摘しており、状

況を判断して自分の身を守るための行動ができるよ

うな「自助能力」の育成を目指した防災教育が必要

であることを提言している。公益財団法人京都府国

際センター（2013）では、「大きな地震に対する対

策が全く思いつかない」と回答した外国人住民が社

会人で 20.1%、留学生で 12.3%いたことを踏まえ、

「避難行動が全くとれない」層を減らすことが災害

対策において重要であると述べている。しかし、こ

れらの研究では日本語能力が高い外国人に対する対

策についての提案はなされていない。正宗（2013）
が東日本大震災を経験した首都圏の大学生に実施し

た聞き取り調査による研究では、「地震についての客

観的な情報は得られても、それに対する判断や行動

をどのようにすれば良いかわからなかった」という

留学生の証言が示されている。この研究では留学生

は地震に関する情報を得ても背景知識がなければ、

適切な避難行動を取れないことが示唆され、名古屋

大学（2013）と同様に、「自助能力」の育成を目指

した防災教育が必要の必要性を指摘している。小柳

他（2012）は東日本大震災を経験した首都圏の大学

生・大学院生 11名の留学生に聞き取り調査を行

い、メディア等から地震や原発事故についての情報

は得られても、日本での経験や知識の少ない留学生

はそれをどう判断しどう行動すれば良いかわからな

かったという証言している。これらの点から日本人

の場合とは異なる情報提供が必要であるとされてい

る。 
以上の先行研究から、地震の際に主体的に避難行

動ができない留学生が多くいることから、留学生の

自助意識や自助能力の育成が必要であることが示唆

されている。また、外国人が情報弱者となってしま

う要因が日本語能力以外にも存在する可能性が示さ

れている。しかし、この点は先行研究において十分

に検討がなされていない。また、外国人住民の中で

も留学生を対象とし、彼らがどのような防災力を有

しているのか、それらは属性によってどのように異

なるのかについても解明されておらず、留学生を対

象とした防災対策において不足が生じていると考え

られる。したがって、これらの点から、留学生への

防災政策を向上することが重要であると言えよう。 
 
３.研究の概要 
（１）研究対象者 
本研究では大阪府私立大学 Aキャンパス B（以

下、キャンパス B と略称する）を事例として、留学

生の防災力を検討する。キャンパス B を調査対象の

選定理由としては以下の 2点がある。 
第一に、私立大学 A の国際化のレベルが高く、留

学生受け入れ数も多いことが挙げられる。私立大学

Ａでは 2014 年度に 1400名を超える留学生を受け入

れたが、2023 年までに 4500名に増やすことが計画

されている。 
第二には、今後発生が予測される南海トラフ地震

(2)がキャンパス B の所在地である大阪府茨木市に非

常に近い地域で発生する可能性が指摘されているこ

とが挙げられる。また、キャンパス B は大阪北部地

震の震源に近いことから、同地震によっても大きな

影響を受けた。春学期の授業開始が 4月だったた

め、大阪北部地震の発生時には来日直後であり日本

での生活基盤が弱い留学生も多かった。加えて、キ

ャンパス B に隣接する地域に居住している留学生も

多いことから、大阪北部地震はキャンパス B の留学

生に多大な影響を及ぼした。 
 
（２）本研究の目的と研究仮説 
本研究ではキャンパス B の留学生を調査対象と

し、以下の 2点を解明することを目的とする。ま

ず、目的 1 は留学生がどのような防災力を持ってい

るか、それは属性によってどのように異なるのかを

明らかにすることである。これは留学生の災害対策

を考えるうえで重要であると考えられる。また、目

的 2 は今後の外国人留学生に関わる防災対策を提案

することである。これら目的を達成することで、本
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研究は留学生のための防災対策を向上することに寄

与する。 
そこで、上記の目的を達成するために本研究では

仮説検証法を利用して、留学生の防災力を解明す

る。表 1 のように、理論仮説とそれぞれ対応する作

業仮説を設定して検証を行う。 
 

表 1 防災力に関わる仮説 

理論仮説 1  
留学生の属性により地震に関する知識

や防災対策、地震発生後の行動に 違
いがある。  

作業仮説 i 
留学生の属性により地震に関する知識

の把握率に違いがある。  

作業仮説 ii  
留学生の属性により防災対策の実施率 
に違いがある。  

作業仮説 iii  
留学生の属性により地震発生後の行動 
に違いがある。  

理論仮説 2  
留学生に対する防災教育や避難訓練を

実施することで、留学生の共助力を高

め、防災力を向上することができる。  

作業仮説 i  

日本滞在年数が長い留学生は参加した

防災教育と防災訓練がより多い。地域

の防災イベントに参加している可能性

が高い。  

作業仮説 ii  

同居人がいる留学生は、2 人または複

数の人が一緒にいることで共助が可能

である。彼らは防災知識と対策を共有

し、助け合うことで災害後の対応力を

高めることができる。  
 

（２）研究方法 
 上記の仮説を検証するために、本研究では関連文

献・資料の収集・分析、留学生へのアンケート調査

及び聞き取り調査を行った。  
 まず、震災時における留学生への防災力に関する

諸問題を中心に研究論文や書籍を活用し、留学生の

防災対策に関するデータの取集を行った。そして、

キャンパス B の留学生を調査対象として、留学生の

属性、防災対策、防災知識、災害後の行動に関して

アンケート調査を行った。聞き取り調査について

は、具体的に調査の質問項目を作成して行い、回答

内容を確認するために更なる質問を行うことで回答

の正確性を確保した。筆者は中国出身であるが、聞

き取り対象者が日本語で情報を得ることが可能な場

合聞には日本語を使用して聞き取りを行った。しか

し、詳細な状況を聞き取る際において調査対象者が

筆者と同じ中国出身の場合においては、中国語を使

用して聞き取りを行った。 
 
４.留学生の属性による防災力の差 
（１）アンケート調査の概要 
アンケート調査の方法では、書面及びウェブによ

って回答を収集した。ウェブ調査は Google 社のア

ンケート作成サービス「Googleフォーム」を用いて

作成した。今回の調査では WeChat で(3)送信したア

ンケートの QRコード画像を回答者が読み取ること

で回答できるようにした。 
アンケート調査の質問項目は岸良他（2016）を基

に作成した。このアンケート調査は主にキャンパス

B の留学生の防災力を明らかにすることを目的と

し、1.防災教育と避難訓練、2.地震知識クイズ、3.地
震防災対策と実施の有無についての質問を行った。

1 についてはそれまでの防災教育と避難訓練への参

加の有無とその理由に関する質問項目を、2 につい

ては地震対策に関する問うクイズを、3 については

地震予防の対策および地震後の行動に関する質問項

目を設けた。また、アンケート調査では「行政や学

校の防災の取り組みについて不足していると思われ

る点」に関する自由記述項目も設けた。アンケート

調査では質問項目案を用いて留学生 10 人を対象に

パイロットテストを行い、日本語訳の適切性と質問

紙としての正当性・信頼性を確認した。質問紙は両

言語（日本語と英語）を用いた。 
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なお、本調査の期間は 2019 年 2月 25 日から

2019 年 5月 17 日であった。研究対象者に対し、調

査の目的と方法、研究参加の任意性、匿名性の保

持、得られたデータの利用範囲、及び無記名自記式

調査のため個人の特定は不可能であり、調査用紙提

出後の撤回はできない旨を紙面において説明した。

また、調査対象者は無作為により抽出した。具体的

には、キャンパス B の食堂とキャンパス B A棟 1階
から 8階においてアンケート用紙を配布し、オンラ

インで回答できる QRコードを設置した。さらに、

食堂に回収箱を設置し、記入されたアンケート用紙

の回収を行った。回収数は、留学生については 90
部であった。データの分析をする際にはデータクリ

ーニングを行い、設問の意図を正しく理解せず回答

しているデータを排除した。それにより分析対象と

みなされた数は 86名であった。留学生の年齢は 30
歳までの若い世代が中心であり男女比における偏り

はほとんどなかった。アンケート調査では、全ての

選択肢に点数をつけて分析を行った。具体的には、

得点が高いほど地震に対する知識地震に対する知識

と防災対策の実施率が高いことを意味している。 
 
（２）留学生の属性による防災力の差の検証 
留学生の属性による防災力の違いについては年

齢、日本語能力等 8 つの基本属性（表 2）を検定因

子とした。そして、既に行われているアンケート調

査のデータについて SPSS Statistics ver25 を利用

し、各指標の正規性を Shapiro-Wilk検定により確

認した。また、属性による回答の差が有意なもので

あるかを確認するため、有意水準を 5%とした t検定
と分散分析を行った。 
 
 
 
 
 
 

表 2  t検定と分散分析を行った因子 
属性  水準  

年齢  
〜20歳、21〜30歳、31
〜40歳、41歳〜   

出身地域における地震の

頻度（2009〜2019 年の

10 年間にマグニチュー

ド 4 以上の地震が 5回以

上頻発）  

地震が頻発する地域、地

震が少ない地域  

大きな地震（震度 5 弱以

上）の経験の有無  
あり、なし  

日本語能力 
全くできない、簡単な日本

語、研究レベルの日本語、

ネイティブ程度  
日本での滞在年数 3 年未満、3 年以上  

日本での同居人の 
有無  

同居人あり、同居人なし  

母国での避難訓練や防災 
教育の経験の有無  

あり、なし  

日本での避難訓練や防災 
教育の経験の有無 

あり、なし  

 
まず、留学生の属性による防災知識の違いについ

であるが、知識の得点を変数とし、研究対象の個人

属性を引数として t検定と分散分析を行った。結果

は表 3 の通りであり、知識の得点は日本での滞在 
年数が 3 年以上の留学生（p=0.000）や、日本での

避難訓練や防災教育の経験がある留学生

（p=0.000）において有意に高い得点を示したして

いることがわかった（p<0.05）。また、他の属性に

おける有意確率は 0.05 よりも大きく有意差は認めら

れなかった。 
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表 3 留学生の属性と知識の差 

属性  人数（N） 
知識の

平均値  
p 

年齢  

〜20 歳  6 6.680  

0.446  
21〜30 歳  69 7.246  

31〜40 歳  10  7.704  

41 歳〜  1  7.020  

出身地域  
地震が頻発する地域  58 7.409  

0.759  
地震が少ない地域  27  7.260  

大きな地震の

経験の有無  

あり 57  7.547  
0.065  

なし  29  6.687  

日本語能力  

全くできない 3  6.200  

0.239  
簡単な日本語  27  6.475  

研究レベルの日本語  55   6.513  

ネイティブ程度  1  7.875  

日本での滞在

年数  
3 年未満  33  5.677  

0.000*  
3 年以上  53  8.174  

日本での同居

人有無  
あり 23  7.479  

0.237  
なし 63  7.176  

母国での避難

訓練や防災教

育の経験の有

無 

あり 57  7.547  

0.065  
なし  29  6.687  

日本での避難

訓練や防災教

育の経験の有

無 

あり  55  8.055  

0.000*  
なし 31  5.841  

*p<0.05、N=86  

 
次に、留学生の属性による防災対策の違いについ

てであるが、対策の得点を変数とし、研究対象の個

人属性を引数として t検定と分散分析を行った。結

果は表 4 の通りであり、日本での避難訓練や防災教

育の経験がある留学生（p=0.000）において有意に

高い得点を示した（p<0.05）。また、他の属性は防

災対策の有意確率が全て 0.05 よりも大きく有意差は

認められなかった。 
 

表 4 留学生の属性と対策の差 

属性  人数（N） 
対策の

平均値  
p 

年齢   

〜20歳  6  1.673  

0.244  
21〜30歳  69  1.882  

31〜40歳  10  1.450  

41歳〜  1 1.810  

出身地域  
地震が頻発する地

域  
58  7.409  

0.759  
地震が少ない地域  27  7.260  

大きな地震の

経験の有無  
あり 57  2.526   

0.626  なし  29  2.759  

日本語能力  

全くできない  3  0.577  

0.580  

簡単な日本語  27  1.771  

研究レベルの日本

語 
55  1.929  

ネイティブ程度  1  1.810  

日本での滞在

年数  
3 年未満  33  5.677  

0.638  
3 年以上  53  8.174  

日本での同居

人有無  
あり 23  2.522  

0.139  
なし 63  3.191  

母国での避難

訓練や防災教

育の経験の有

無  

あり 57  2.965  

0.739  
なし  29  3.103  

日本での避難

訓練や防災教

育の経験の有

無 

あり 55  3.127  

0.000*  
なし 31  1.677 

*p<0.05、N=86  

 
最後に、留学生の属性による地震後の行動の違いに
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ついてであるが、地震後の行動の得点を変数とし、研

究対象の個人属性を引数として t 検定と分散分析を

行った。 
 

表 5 留学生の属性と地震後の行動の差 

属性  人数（N） 
対策の

平均値  
p 

年齢  

〜20 歳  5  1.000  

0.510  21〜30 歳  51  0.922  

31〜40 歳  4  0.500  

出身地域  
地震頻発地域  42  0.833  

0.461  
地震の少ない地域  18  1.056  

大きな地震の

経験の有無  
ある  42  0.786  

0.202  
なし  18  1.167  

日本語能力  

簡単な日本語  16  0.876  

0.580  
研究レベルの日本

語 
43  0.884  

ネイティブ程度  1  2.000  

日本での滞在

年数  
3 年未満  25  0.560  

0.029*  
3 年以上  35  1.143  

日本での同居

人有無 
同居人いる  18  1.024  

0.004*  
同居人いない  42  0.611  

母国での避難

訓練や防災教

育の経験の有

無 

ある  42  0.786  

0.202 
なし  18  1.167  

日本での避難

訓練や防災教

育の経験の有

無 

ある  39  1.180  

0.001*  
なし 21  0.381 

*p<0.05、N=60 

 
結果は表 5 の通りであり、地震後の行動の得点に

ついて日本での滞在年数が 3 年以上の留学生

（p=0.029）、日本での同居人がいる留学生（p=0.004）、

日本での避難訓練や防災教育の経験がある留学生

（p=0.001）において有意に高い得点を示した

（p<0.05）。また、他の属性における有意確率は 0.05
より大きく有意差は認められなかった。 
以上の検定結果から、留学生の属性によって防災力

に差が見られることが明らかとなった。まず、日本で

の滞在年数が 3 年以上の留学生は滞在年数 3 年未満

の留学生よりも防災知識を豊富に有していた。また、

日本で防災訓練と教育を受けた留学生はそれを受け

なかった留学生よりも充実した防災知識と災害対策

を有したり実践したりしており、地震直後に適切な行

動を取っていた。加えて、日本で同居人がいる留学生

はいない留学生より、震災直後に適切な行動を取って

いることも明らかとなった。さらに、以上の検定結果

から、本研究では留学生の性別、出身地、大きな地震

の経験の有無、母国で防災訓練と防災教育を受けた経

験の有無、日本語能力、防災知識、災害対策、地震後

の行動に関係がないことが明らかになった。したがっ

て、一人暮らしの留学生や日本での滞在年数の短い留

学生に対する災害対策を強化する必要があると同時

に、日本における防災教育や避難訓練の強化が留学生

の防災力を向上させるうえで重要であることが指摘

できる。 
 

５.留学生の属性と防災教育の受講に関する差 
以上により、日本で防災教育を受けたか否かは留学

生の防災対策に影響し、防災教育を受けた留学生は災

害後の対応力が高くなっていることが明らかとなっ

た。したがって、防災教育を受けることは留学生の災

害後の対応力向上において重要であると言えよう。目

的 1 の結果に基づけば留学生に防災教育を受けさせ、

留学生の自助・共助力を高めることで、留学生の間で

情報を共有し、留学生の防災力を向上させることがで

きるのではないかと考えられる。そこで、この点に対

応した以下の 2 つの作業仮説を検証することで、留

学生と防災教育・訓練の間における関係性を解明する。

まず、作業仮説ⅰは日本での滞在年数が長い留学生は
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受けた防災教育と防災訓練がより多いというもので

ある。また、作業仮説 ii は同居人がいる留学生は防災

訓練に参加しやすく、2 人以上の人々が同居すること

で自助・共助が可能であるというものである。換言す

れば、同居人がいることで防災知識と対策を共有し、

助け合うことができ、災害後への対応を高めることが

できるということである。 
 
（1）聞き取り調査概要 
理論仮説 2 は留学生に防災教育を受けさせ、留学

生の自助・共助力を高めることで、留学生の間で情報

を共有し、留学生の防災力を向上させることができる

というものである。そこで、理論仮説 2 を検証するた

めに、留学生への聞き取り調査を実施した。また、既

に実施したアンケート調査を利用して、重回帰分析も

実施した。 
聞き取り調査の質問項目は既に実施したアンケー

ト調査の結果に基づいて作成したため、留学生の属性

によって質問項目に違いがある。具体的には、防災訓

練や防災教育への参加した・不参加のきっかけや理由、

防災教育に期待することやなどについて質問を設け

た。 
 
（2）日本での滞在年数と防災教育や防災訓練の経験
の有無との関連 
作業仮説ⅰを検証するために、影響因子を独立変数

とし、対策を被説明変数とする重回帰分析を行った。

その結果は表 5 に示した通りであり、有意確率

p=0.000 となったことから、日本での滞在年数と日本

での防災教育と防災訓練の経験の有無との間に有意

な関連が認められた（p<0.05）。 
したがって、日本での滞在年数が長い留学生は日本

での滞在年数の短い留学生よりも多くの防災教育や

防災訓練を受けていることが指摘できよう。ここから、

防災に関する知識を優先的に伝えるべき対象は、留学

生の中でも特に日本での滞在年数の短い留学生であ

ると言える。そこで、留学生間の連携を強化して彼ら

の間における防災情報の共有を促進することで、留学

生の防災教育と防災訓練への参加度を高めることが

重要であると考えられる。 
 
表 5 日本での滞在年数と、日本での防災教育と防
災訓練の経験の有無との関連 

モデル 標準誤差 標準化係数 β 有意確率 p  

日本で滞在

年数  
0.093  0.503  0.000 *  

N=86，R2=0.253，*p <0.05  

従属変数：日本での防災教育と防災訓練の経験の有無 

 
（3）日本での同居人の有無と日本での防災教育や防
災訓練の経験の有無との関連、及び地震時における同

居人の在宅状況と留学生の災害対応との関連 
作業仮説 ii を検証するために、日本での同居人の

有無と防災教育や防災訓練の経験の有無との関連、及

び地震時における同居人の在宅状況と留学生の災害

対応との関連を分析する。表 6 と表 7 は重回帰分析

の結果を示しており、これらの表から日本での同居人

の有無と防災教育や防災訓練の経験の有無との間、及

び地震時における同居人の有無と留学生の災害対応

との間に有意な関連があることが分かる。そのため、

日本での同居人がいる留学生は避難訓練や防災教育

に参加しやすいことと、地震時に在宅している同居人

がいる留学生は、このような同居人がいない留学生よ

り災害後の対応を高めることができることが検証で

きた。 
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表 6 日本での同居人の有無と、日本での防災教育
と防災訓練の経験の有無との関連 

モデル 標準誤差 標準化係数 β 有意確率 p  

日本での同

居人の有無 
0.116 0.098  0.007 *  

N=86，R2=0.253，*p <0.05 

従属変数：日本での防災教育と防災訓練の経験の有無  

 
表 7 地震時に在宅している同居人の有無と留学生
の災害後の対応との関連 

モデル 標準誤差 標準化係数 β 有意確率 p  

留学生の災

害後の対応 
0.297 0.481  0.000 *  

N=60，R2=0.231，*p <0.05 

従属変数：災害後の対応 

 
６.留学生の防災力向上を目指す提案 
上記のように、作業仮説ⅰの結果からは日本での滞

在年数が長い留学生は日本での滞在年数が短い留学

生と比べてより多くの防災教育と防災訓練を受けて

いることが、作業仮説ⅱの結果からは日本での同居人

がいる留学生は、避難訓練や防災教育に参加しやすい

ことと、地震時に同居人がいる留学生は同居人がいな

い留学生より災害後における対応を高めることがで

きることが明らかとなった。このような結果から、本

研究では大学・自治体という 2 つのアクターに対し

て以下のような提案を行う。 
 
（１）大学への提案 
理論仮説 1 の検証結果より、留学生は属性（防災

教育や避難訓練の経験有無、日本での同居人の有

無、日本での滞在年数）によって、防災力が異なる

ため、留学生の属性に応じて対策を行う必要があ

る。留学生の居住状況を調査し、特に日本での滞在

年数が短い留学生と一人暮らしの留学生に対しては

防災情報の伝達を強化する必要があると言えよう。

この防災情報には、避難訓練や防災教育の情報、防

災知識や日常における対策、避難所、避難経路の伝

達などが含まれる。避難訓練の内容を充実させるに

は、疑似体験の機会を設けることも重要であると考

えられる。これは同じ内容を提供し続けることによ

り訓練時における新鮮さが欠如することで緊張感や

参加意欲が減退してしまう可能性があるためであ

る。また、アンケート調査では、「今後は防災訓練を

する際に「心構え」の授業を取り入れると良いと考

えられる。（体験された方の話や当時の映像・人の様

子を流す等）」との回答があったことからも、大学で

防災訓練を行う際には、「心構え」の授業を取り入れ

ることや視覚的な情報の提供も必要であると考えら

れる。現在、日本語での履修を希望する留学生の大

部分は高い日本語運用能力を有しているが、地震と

いう緊急事態においては平常時とは異なる心理状態

となることに加え、専門的な日本語に対することが

困難となる可能性が高い。日本において英語で履修

を行っている留学生は「English announcement for 
foreigners」の必要性を指摘していた。このことか

ら、地震発生直後には英語と「やさしい日本語(4)」

によって災害や避難に関する情報をアナウンスする

必要がある。東京外国語大学における防災教育のた

めの日本語教材開発プロジェクトでは、ニュース報

道などからよく使われる地震や災害に関連する用語

を収集し、日本語のレベルに合わせた教材の開発を

目指している（東京外国語大学留学生日本語教育セ

ンター 2013）。他大学もこの方法を参考にすること

で、学生の日本語能力を把握した上で学生の情報理

解能力を向上させることができると考えられる。以

上より、防災訓練や防災教育を行う際や震災発生後

においては、多言語マニュアルを活用することとと

もに、留学生の日本語運用能力に対応して「やさし

い日本語」の使用が被害の拡大を防ぐうえで重要で

あると言えよう。 
また、学生対するアンケートにおいては地震発生
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時の不安として「避難方法」に回答が集中したこと

に加え、「避難経路を認識していない」との回答も得

られた。しかし、例えば関西大学では消火器の格納

箱に最寄りの避難場所を明示しており、規定の間隔

で避難場所を確認することができる取り組みを行っ

ている（後藤他 2015）。他大学でもこの取り組みを

参考にしつつ、留学生に配慮し言語による表記だけ

でなく、視覚的にも理解することができる避難経路

図の作成及び掲示を行う必要があると考えられる。 
 
（２）自治体への提案 
自治体が実行すべき方策は以下のものが考えられ

る。まず、学生に対するアンケートの結果から地震

発生時の不安として「避難場所」 に回答が集中した

ため、自治体は避難経路や避難所に関する情報の公

開や拡散を行い必要があり、視覚的にも理解するこ

とができる避難経路図の作成及び掲示を行う必要が

あると考えられる。また、アンケート調査では「ハ

ザードマップの使用方法がわからない」、「ハザード

マップの普及率が低い」という意見もあった。自治

体によってはハザードマップを配布していない地区

も見られ、そのような地域の住民である留学生はハ

ザードマップを知らない割合が高い。また、ただハ

ザードマップを配布するだけでは正確な情報伝達が

困難である可能性もあるため、ハザードマップの使

用方法などに関する説明会を開催する必要もあると

考えられる。 
また、自治体の防災訓練や講習会の宣伝を強化

し、防災講習会や講座を行う際に、グループワーク

を取り入れる必要がある。留学生に多様な方法で防

災活動を知らせ、地域住民と留学生の交流を促すこ

とが必要である。また、本研究で実施したアンケー

トにおいては「Lack of signboard or posters on the 
shelter location and emergency contact center.
（telephone number）in living area.」という意見

があったように、居住区には避難所や緊急連絡セン

ター（電話番号）の掲示板やポスターを多く設置す

る必要がある。また、留学生自身の対策の中で述べ

たように、大阪北部地震が発生した際に、「これは南

海トラフ地震の前兆」とのデマが広まった。留学生

はデマに惑わされないように、各自が努力するだけ

でなく、行政はデマを防止するために迅速で正確な

情報を発信することも必要である。ただし、行政面

での対策については、本研究であまり検討しておら

ず、今後検討していく必要がある。 
 

７.おわりに 
本研究はキャンパスBの留学生を調査対象として，

その属性別の防災力の違いについて検討を行った。こ

の結果、留学生はそれぞれ属性によって防災力に差が

見られることが明らかとなった。また、調査結果から

は防災教育の重要性が明らかとなった。これらの結果

から、本研究では留学生の防災力向上に向けた方策を

提示した。この中には、例えば特定の人口層に対する

実施措置の充実する必要性があることがわかった。ま

た、多言語による災害や避難に関する情報の発信を充

実するとともに、日本政府と大学が留学生の防災教育

を強化する必要性があることも明らかになった。 
本研究ではアンケートならびに聞き取り調査と、各

大学で実施されている災害対策に関する実施例や既

往研究を検討し、現在の災害・防災対策において留学

生を包括するために必要な要素について検討してき

た。以下では今後の課題について記述を行う。第一に、

今回の調査は対象をキャンパス B の学生に限定して

いるため、留学生の実態を十分に把握できたとは言え

ない。今後においては本研究で取り上げられなかった

地域や大学の事例にも注目し、検討を重ねる必要があ

る。第二に、今回提示した方策の検証が必要である。

今後はセミナーや防災訓練等の開催を通じ、本研究に

よる提案を実践することでその効果を検証していく

必要があると考えられる。第三に、本研究では留学生

地震や大学が実施すべき対策に焦点を当てたため、行

政側への提案が限定的であった。したがって、行政の

対策についての検討を行うとともに、地域別に行政が
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実施すべき対策についての検討も行う必要がある。 
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補注 
(1) 2018 年 6 月 18 日午前 7 時 58 分頃、大阪府北部を震源

とするマグニチュード 6.1 の地震があり、大阪府茨木市

などで震度 6 弱の揺れを観測したほか、近畿地方の広い

範囲で震度 5 強や 5 弱の揺れを観測した（気象庁 
2018）。 

(2) 南海トラフ巨大地震は、フィリピン海プレートとアムー

ルプレートとのプレート境界の沈み込み帯である南海ト

ラフ沿いが震源域と考えられている巨大地震のことであ

る。30 年以内の発生確率地震の発生確率は 70%-80%程度

である（地震調査研究推進本部 2014）。 
(3) WeChat（微信：読み方 weixin，ウィーチャット）は、

Tencent（騰訊）が 2011 年にリリースした、文字や音声、

写真や動画、グループチャットなどでコミュニケーショ

ン通知など基本機能が出来る無料メッセージアプリで、

中国最大人気 SNS の 1 つである。 
(4) 〈やさしい日本語〉とは、難しい言葉を言い換えるなど、

相手に配慮したわかりやすい日本語のこと（出入国在留

管理庁・文化庁 2020）。 
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編集後記 
 
新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）が一向に収束する気配を見せない中、災害被災地ではコ

ロナの感染防止と復興支援の両にらみでの対応に迫られています。無情にもコロナ禍であろうとも災害

が後を絶たず、被災現場では多くの支援の手が必要となっているのが実情です。それにも関わらず、未

災地ではコロナ禍に翻弄されているためか、災害被災地での復興支援の実情や課題についてなかなか耳

に入ってこないのが現状です。そのため、「コロナ禍での復興支援とボランティア」を本特集のテーマに

設定しました。 
本特集では、災害復興学会会長の矢守先生からコロナ禍と災害復興を巡る思考の枠組みについて提示

していただきました。今石先生からはコロナ禍での避難所運営訓練の取り組みや令和 2年 7月豪雨での
避難所開設の状況について報告していただきました。高林先生からは令和 2年 7月豪雨災害での災害ボ
ランティア活動の課題について報告していただきました。増野先生からは災害看護の立場から災害支援

のあり方について論じていただきました。宮定先生からはコロナ禍での災害 NPO の取り組みについて
紹介していただきました。永野先生からは弁護士の立場からコロナ禍での法的支援制度の枠組みと法律

家としての支援の実践事例について紹介していただきました。このように、本特集は幅広い分野の研究

者・実務家の先生方からコロナ禍での復興支援のあり方や課題について多面的に議論していただき、多

くの有益な示唆を提示していただきました。 
本特集が、コロナ禍での被災地での復興支援のあり方や課題について広く知ってもらい、次なる復興

支援の一助にしていただくことを願うとともに、新型コロナウイルス感染症の一刻も早い終息を切に願

っています。最後になりましたが、多忙を極めるなか、大変貴重な原稿をお寄せくださった執筆者の皆

様に心よりお礼を申し上げます。 
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