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一般論文

災害において NPO・NGO が意識すべき支援フェーズモデルの提案
－A．H．Maslow の段階欲求説に基づいて－
Proposal NPO and NGO Supporting Phase Model in Disasters
－Based on A. H. Maslow’s Hierarchy of Needs－

菊池遼*1
Ryo KIKUCHI
Maslowの欲求段階説に基づいて、NPO・NGOが意識すべき災害時のフェーズ変化について論じている。フェーズ変
化に関する先行研究を概観してみると、Neal（1997）が指摘するように、災害研究者や災害支援活動を実践する人々
がそれぞれの主張によってフェーズを規定していた。しかし、本研究ではMaslowの欲求段階説を用いることによって、
被災者が望むニーズによってフェーズ変化を捉えることにした。欲求段階説は下位の欲求ほど物理的欲求であり、上
位の欲求であるほど精神的欲求であるとしている。つまり、緊急期には物理的欲求であるために成果が見えやすい一
方で、精神的欲求は成果が可視化しにくいものであり、NPO・NGOは復興期に向かっていくほど支援の成果評価が難
しくなっていく。高次的欲求については、被災者はNPO・NGOが支援する側／される側でなくなり、低次的欲求が満
たされることで自立を目指し、地域の課題解決や地域活性化に参画するフェーズを「創造期」と名付けることにした。
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1. はじめに

と言えるだろう。しかしながら、東日本大震災の場

ボランティア元年と言われた1995年の阪神・淡路

合には、地域によって被害の程度もまばらであり、

大震災以降、2004年の新潟中越地震、2011年の東日

支援フェーズの変化を地域ごとに見極める必要があ

本 大 震 災 を 経 て、 災 害 にお け る ボ ラ ン ティ ア や
NPO・NGOの活躍は社会にも広く認知されてきた。

った。

東日本大震災以降にも熊本地震や平成30年7月豪雨、

よっても必要な支援フェーズはそれぞれであった。

令和元年東日本台風など日本各地で自然災害は頻繁

被災地のNPO・NGOは被災者の自立や地域のレジ

に発生しており、民間セクターによる災害支援活動

リエンスを考慮した場合に、「どこまで支援するか」

が一般化してきた。

というのは大きな課題である。東日本大震災を経て、

あらゆる自然災害の中でも、東日本大震災は近世
に発生した大震災の中で最も被害が広範囲に及んだ

各被災地はたいへん混乱した状況にあり、地域に

支援フェーズの見極めに、新たな物差しを考える必
要があるのではないだろうか。

災害のうちの一つであり、過去の災害の経験から災

本研究では、これまでの災害のフェーズ変化に関

害支援活動を洗練化してきたNPO・NGOにとって

する先行研究も踏まえた上で、新たなフェーズ変化

も対応に苦慮する未曾有の大災害だったのである。

モデルをMaslowの段階欲求説に基づいて構築して

東日本大震災の場合には、海洋型地震による津波

いく。災害のフェーズ変化を読み取る転換点の一つ

の発生で、東北の沿岸部が広範囲で大きな被害を受

の指標を示したい。

けた。さらに、福島原発事故はNPO・NGOによる支
援活動を複雑化させる要因となった。内陸型地震で

2. 先行研究について

あった阪神・淡路大震災や新潟中越地震は、被害の

2.1. フェーズ変化に関する先行研究

大きかった地域が局所的であったため、支援フェー

災害におけるフェーズ変化に応じたNPO・NGOの

ズの変化が地域ごとに大きく異なることはなかった

支援策は異なるということは、実践者の間でも暗黙
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知として広まっているが、「フェーズ変化」という

表1 神戸市復興・活性化推進談話会（2004）による

特定のトピックに焦点を当てた研究はこれまで国内

フェーズ

では盛んに行われてこなかった。
災害のフェーズ変化について代表的な研究である
Neal（1997）によれば、もともと災害のフェーズ変
化に関する研究の発端は、ライフサイクルの研究者
が学際的な知見の組み合わせをすることによって生
み出したものであるとしている。ライフサイクルモ
デルの発想による研究であるので、Lindell（2013）の
ように、災害発生前の防災なども含めて災害のフェ
ーズ変化を考えることが多い。
Neal（1997）は災害におけるフェーズ変化の先行
研究をまとめ、以下のような8つの特徴を示している。
（1）時期がはっきりと区別されるわけでなくフェー
ズ間で相互関係がある。（2）個人と組織を対象にし

るフレームを設定し、阪神・淡路大震災の被災者へ

たものがあり多次元的である。（3）時間的な側面よ

のアンケート調査から復興カレンダーの構築を試み

り社会的側面を反映している。（4）複数の主体

た。追加的に検証された木村他（2015）などでは、
①失見当（〜10時間）、②被災社会の成立（10〜102

（NPO・NGO、消防や警察、被災者）による感覚が

時間）、③被災ユートピア（102~103 時間）、 ④現

含まれている。（5）文化的な側面が関わっている。

実への帰還（103〜104 時間）⑤創造的復興（104〜105

（6）災害による社会変化と共に起こる。（7）フェ
ーズ変化は決定論に基づいている。（8）災害のフェ

時間）⑥復興フォローアップの時期（106時間〜）と

ーズなど存在しないかもしれない。

いう区分を示している。

（8）の主張について注釈すると、災害研究者や災

そのほかにも、災害から3秒・3分・3時間を基準

害支援活動を実践する人々がそれぞれの主張によっ

に対策を取るというものもあるし（渡辺2005）、マ

てフェーズを規定した結果、理論的な考察がされな

スメディアを中心に語られた、生存率を左右する

かったことからこのような主張がなされている。

「72時間（3日）の壁」という言説も存在する。

災害後のフェーズ変化に関して看護系の研究でも

数の法則性に基づくフェーズの規定は災害直後の

多くの研究の蓄積がある（Jannings-Sanders2004、

緊急対応ではいずれの災害にも同様の傾向が見られ

Putra et al.2011、横田2015など）。看護系の研究では、

るだろう。災害発生した直後からしばらくは数の法

災害のフェーズについて、主に災害直後の緊急対応、

則性を意識することで、人命を守るためにどのよう

災害から時間が経ってからの心理的ケア、万が一災

な行動を取ればよいかの基準が分かりやすい。欠点

害が発生した時のための準備について語られている。

としては、主に緊急対応などの震災直後の動きを示

看護からの専門的なスキルを活かしつつ、フェーズ

しているため、それ以降の復旧・復興期については

ごとの支援のあり方について議論がされている。

災害ごともしくは被災者個人の意識にばらつきが出
ることである（木村他2010,木村他2015）。
2.2.2. 行政の視点によるフェーズ変化

2.2. 国内のフェーズ変化に関する研究や記述

神戸市復興・活性化推進談話会（2004）は阪神・淡

国内の先行研究を概観したところ、Neal（1997）の
ようにフェーズ変化のみに焦点を当てた研究の蓄積

路大震災発生から約10年を目処に、表1のように災

はほぼ見られない。それぞれの研究者や実践者がそ

害後の状況の推移をまとめている。主な分類は「緊

れぞれの主張や見解に基づいて、フェーズを規定す

急対応期・応急復旧期」「復興前期」「復興後期」

る場合がほとんどである。本節では、国内のフェー

の3段階であるが、その他にも詳細に全般的な状況

ズ変化に関する研究や記述についての特徴について、

が記述されている。「応急対応・応急復旧期」は細

以下3つの分類をして紹介していく。

かなフェーズに区分され、住民視点の対応策の段階

2.2.1. 数の法則性に基づくフェーズ変化

を記述している。復興前期では次第に経済復興など
に移行していく。

木村他（2004）はウェーバー・フェヒナーの法則

東日本大震災が発生した年の2011年10月に、宮城

を援用して10の乗数×時間ごとにフェーズを区分す
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表 3 北村（2012）のフェーズ

表 2 西山（2007）のフェーズ

「緊急救命期」「緊急援助期①」「緊急援助期②」
「生活支援・住宅再建期」「復興期」という5段階に

県は震災復興計画を発表し、「復旧期（3年間）」
「再

区分して、どのような支援を展開していったのかを

生期（4年間）」「発展期（3年間）」の3つの段階に

解説している。

区分し、計画期間を計10年間と定めている。「復旧

ボランティアといっても様々な形があり、支援の

期」は被災者支援を中心に生活基盤や公共施設を復

方法も様々である。緊急支援期に活躍するボランテ

旧、「再生期」は直接的な被災者以外にも生活・事

ィアもいれば、被災者が生活再建する時期に寄り添

業等によって支障が出ている人々への支援およびイ

うボランティアの形もある。やはり、ボランティア

ンフラ整備、「発展期」は県勢の発展に向けての戦

の視点からフェーズを区分したとき、災害支援を実

略的取り組みの推進期間としている。

践する立場からの見方が大きく影響されているのだ

行政の場合には、大規模な予算執行を伴うことも

ろう。

あり、かつハード面や経済面での復旧・復興の役割

2.3. 災害とMaslowの欲求段階説に関する先行研究

を主に期待されているために、長期の計画を立てて

これまでにもMaslowの欲求階級説を用いた災害

いるのが特徴である。

研究が存在している。
Yawson et al.（2015）は、低所得国であるガーナ北

2.2.3. 支援者の視点によるフェーズ変化
西山（2007）は阪神・淡路大震災の経験から、災

部の農村地域を対象に、洪水の発生前、発生中、発

害後のボランティアの役割変化を表2のように示し

生後でどのように人々のニーズが変化したかを調査

た。神戸市復興・活性化推進談話会（2004）と同様

した研究である。貧困層の人々が災害においてどの

に、細かくフェーズを区分している。特徴的なのは

ような渇望を抱くかを明らかにした興味深い研究で
ある。Freedy et al.（1994）は物資不足による心理的

災害後に3ヶ月〜1年後までを「復旧・復興期」とし
ている点で、他の研究では震災から2年目以降を復

ストレスに対してMaslowの欲求段階説が有効であ

興期と捉えていることが多い。震災から2年目以降

ることを示している。

を細かく分類している点で、他の研究よりも復興の

国内での研究例もあり、渡会（2013）では、被災

フェーズを細かく区分していると捉えることができ

地で演奏活動をする人々に焦点を当て、Maslowの

るだろう。西山（2007）はボランティア団体からの

欲求段階説と照合し、時系列で変化する欲求の満足

視点の捉え方であり、生活再建期以降は主にボラン

度について考察している。震災直後では、「音楽」

ティア団体やNPO・NGO内部の課題を記述してい

による支援は自粛やためらいなどの葛藤があるが、

るようである。

仮設住宅への移行後には「音楽」による支援が被災

一方で東日本大震災を対象にした北村（2012）は

者にも受け入れやすくなるというものである。

表3のように分類している。北村（2012）のフェーズ

主流な方法と言えないまでも、Maslowの理論と

の区分の特徴はいつの時点から新しいフェーズの支

災害フェーズを組み合わせて論じられた研究が上記

援が始まったかを記述しており、その支援の終焉に

のように存在している。

ついては言及していない点である。

2.4. フェーズ変化に関する先行研究のまとめ

この他に、山本（2013）では、時系列で学生ボラ

フェーズ変化に関する研究や記述では、「数の法

ンティアが行動するフェーズを整理している。山本
（2013）の特徴は時期について具体的な記述がなく、
32
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Neal（1997）が示した主張に近いものとなった。一

も、生活必需品を物資提供する支援などもあるだろ

つ反論を加えるならば、フェーズを時間的な側面で

う。

区分することに関して、「数の法則性」については、

（Ⅱ）安全欲求は、生理的欲求が満たされて現れる

震災発生から間もない緊急対応期においては有効で

欲求であり、財産の安定化など権利、秩序、法、制

はないだろうか。

約などが満たされた状態になることである。例えば、

次に全体的な傾向を見てみると、災害発生から1

居住地は一時的な避難所より一定のプライバシーが

年までは詳細にフェーズを区分しやすく、活動の内

保護される仮設住宅を求めるようになるし、食糧に

容についても同様の項目が挙げられていることが多

ついても炊き出しではなく自ら確保できる状況にな

い。「復旧期」や「復興期」などの言葉は、著者に

ることである。

よって使い方や捉え方が異なるものの、震災発生か

（Ⅲ）社会的欲求は、愛と所属の欲求とも呼ばれ、

ら1年くらいまでは同様の傾向が見られる。つまり、

帰属意識や仲間や家族などを求める欲求になること

災害から時間が経つにつれて、NPO・NGOが取り

である。東日本大震災の被災地では身近な人が亡く

組むべき課題は細分化されていくし、活動内容がよ

なって、入居が始まったばかりの仮設住宅ではコミ

り複雑化していくということだろう。支援をする立

ュニティがほとんどないような団地も多かった。そ

場によってもフェーズの捉え方に違いは出てくるの

のような場所では第三者が触媒となってコミュニテ

である。

ィを形成するような支援の展開が求められる。

つまり、震災から1年以上経験したフェーズにおい

（Ⅰ）から（Ⅲ）までの欲求が低次的欲求とされる。

ては、それぞれの研究者や実践者による主張や感覚

（Ⅲ）の社会的欲求からは精神的欲求となり、被災

に基づく考察がほとんどなのである。次章以降では、

者の欲求がどれほど満たされているのか判断するの

災後のフェーズ変化についてMaslowの欲求段階説

は、（Ⅰ）や（Ⅱ）の欲求と比べて難しい。目に見

を用いて理論的な解釈の試みをしていく。

えて効果が分かりやすい支援でもないし、この頃に
なるとNPO・NGOがどこまで支援の範囲で活動す

3. Maslowの欲求段階説に基づいたモデルの提案

るのかの岐路に立たされるのだろう。そして、（Ⅳ）

Maslowが示した人間が共通に有する基本的欲求

尊厳欲求は他者からの尊敬などといった承認欲求で

（Maslow 1943; 1970）は図1に示したように（Ⅰ）生

あり、NPOやNGOが満たすべきニーズであるかは

理的欲求、（Ⅱ）安全欲求、（Ⅲ）社会的欲求、（Ⅳ）

判断しかねる。場合によっては、仮設住宅団地内で

尊厳欲求、（Ⅴ）自己実現欲求、である、欲求段階

コミュニティにおける役割を設けて、生きがいを創

説と言われている。（Ⅰ）〜（Ⅲ）は低次的欲求と

出するなどといった支援も考えられるかもしれない。

され、（Ⅳ）〜（Ⅴ）は高次的欲求とされている。

（Ⅴ）「自己実現欲求」は、（Ⅰ）〜（Ⅳ）の欲求

ここからは先行研究で示した災害のフェーズに照

が満たされても何かが足りないと認識されるもので

らし合せながら考察を進めていこう。

あり、さらなる欲求の渇望である。この段階におい

（Ⅰ）生理的欲求は、生命を維持するための生物と

ては、NPO・NGOが支援する段階ではもはやない

して根源的な欲求であり、先行研究で示した災害直

かもしれない。
以上、議論してきたように下位の欲求ほど支援の

後の緊急救援期にすべき支援と概ね合致している。
避難所を設けて雨風をしのげる安全な場所を用意し、

手段が明確である。一方で上位の欲求になるにつれ

生きるために必要な水や食糧を供給する。その他に

て、NPO・NGOはどこまで支援するのかが難しく
なっていくのである。Fothergill and Peak（2004）の
研究でも被災には身体的なものと心理的なものを区
分しており、Maslowに即せば、物理的欲求と精神的
欲求の違いとも言えるだろう。
中長期に支援を継続するということは、いかに被
災者の安全欲求や社会的欲求のニーズに対して時間
をかけて取り組むということだろう。こういった支
援は成果も可視化しづらいものであるが、社会的欲

図1

求までは低次的欲求であるのでNPO・NGOが支援

Maslowの欲求段階説に即したNPO・NGOの例

をすることには必然的なことであるように考えられ

（筆者作成）
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最後に、Maslowの欲求段階説に基づく災害のフ

る。

ェーズのモデルを図4に示した。筆者の主張として、

図2は衣食住に関して生理的欲求から安全欲求へ
の移り変わりを示した。災害からのフェーズが進む

生理的欲求が満たされるまでを「緊急期」、安全欲

とともに、同じ衣食住であっても、それぞれの欲求

求が満たされるまでを「復旧期」と呼びたい。そし

の間に段階がある。例えば、「食」については、一

て「復興期」は精神的欲求を満たしていく段階を指

時的な腹ごしらえのための炊き出しなどから、自ら

している。このモデルは時間的な尺度は加えず、被

食糧を獲得（購入）し、調理等ができるようになる

災地の状況に準じて災害のフェーズを定めている。

段階へと進んでいく。支援を展開する上で、地域の

災害の規模や地理的な要因からも「緊急期」→「復

人々がどの段階まで満たされているのかを把握する

旧期」→「復興期」への進み具合が異なってくるた

必要があり、支援活動を展開する人々が転換期を見

めである。NPO・NGOやボランティア団体も、団

極める一つのポイントになるだろう。

体が取り組むべき社会的ニーズが満たされれば、フ
ェーズが変わる時期に活動継続か撤退の選択を迫ら

精神的欲求のなかでも、社会的欲求は低次的欲求
であり、尊厳欲求は高次的欲求に分類される。図3

れることになる。

は社会的欲求と尊厳的欲求の関係性を示している。

一方で、社会的欲求を満たしたあとの「復興期」

被災した人にとって、応急仮設住宅や避難先などで

はどうなるであろうか。先述の通り、低次的欲求ま

のコミュニティへの所属や帰属意識は復興に欠かせ

ではNPO・NGOが支援するのは必要な支援である

ない要因である。一方で、Maslowの欲求段階説に

と考えられるが、それ以降の高次的欲求はNPO・

基づけばコミュニティ内で役割ができることなどは

NGOが支援するべきかについて疑問がある。そこ

高次的欲求に属するのである。

で本研究では、高次的欲求を満たしたいと考える被

被災者の「支援慣れ」という言葉もよく被災地で

災者は、支援によってではなく自立によって満たさ

は聞く言葉であり、NPO・NGOなどの支援団体によ

れるべきなのではないだろうかと考える。この段階

ってはどこまでが支援の範囲内なのかという点でも

におけるNPO・NGOやボランティア団体の関係性

葛藤しているという話を耳にする。この葛藤の泉源

は支援する側／される側の関係性ではなく、被災し

の理由の一つには、同一のコミュニティに対する支

た地域を共に新しく創り上げていく関係性へと移っ

援であっても、社会的欲求を満たすためのものか、

ていくのである。
この段階を筆者は「創造期」と名付けることにし

尊厳的欲求を満たすためのものかについて、区分し

た。「創造期」においては、被災者が自立へと向か

にくいことが要因であるのではないだろうか。

っていくことを目標とし、尊厳欲求や自己実現欲求
を満たしていく段階になるのである。NPO・NGO
やボランティア団体は地域の課題を解決したり、地
域を活性化しようとすることが組織の目的となって
いくのである。

図2 物理的欲求のフェーズの具体例
（筆者作成）

図4
図３

精神的欲求のなかでの低次的欲求と高次的欲求

Maslowの欲求段階説に基づく災害のフェーズ変
化の新モデル
（筆者作成）

（筆者作成）
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ここで、Maslowの欲求段階説における「お金」の

表4 ボラサポの助成概要

解釈について言及しておこう。「お金」は基本的に
衣食住などとの代替手段であると解釈されている。
例えば、災害発生によって職を失って「お金」を獲
得する手段をなくしてしまった人は、しばらくは貯
蓄などで衣食住が確保できたとしても、次第に衣食
住を獲得する手段が失われていき、安全欲求が脅か
されていく可能性があるのである。
日本NPO学会編（2017:32）では、事業創出を目的
とするNPOの存在を挙げているが、このようなNPO
は「創造期」において、被災した地域を新しく作り
表5 ボラサポ全18回の助成一覧

上げていく過程で被災者に「お金」を稼ぐ手段を与
えているのである。安全欲求を満たすことであるか
ら復旧期の支援フェーズと捉えられてしまうかもし
れないが、雇用の不足は災害の影響は少なからずあ
るものの、地方産業の衰退などもともとの地域の課
題であった可能性が高いので、平時の状態における
支援ないし新しく地域を創生する一環であると解釈
することにする。低次的な欲求を満たす支援であっ
たとしても、災害由来の課題であるか否かによって
フェーズの解釈が異なることについてここで注釈し
ておく。
4. 東日本大震災の助成金採択状況から見るフェー
ズ変化
本章では、物理的欲求から精神的欲求へのフェー
ズ変化が実際に起きているかどうかを、東日本大震
災の事例から確認したい。
しかし、被災地のニーズを一定の期間ごとに計測
することは困難であり、そのようなデータも存在し
ない。そこで、本研究の分析では東日本大震災の助
成金採択状況から被災地のニーズの変化を読み取る

（以下、ボラサポ）のデータを採用することにする。

ことにする。
実際に被災地で活動したNPO・NGOやボランテ

表4のボラサポの助成概要にもある通り、活動の対

ィア団体の活動テーマ・内容から、どのような被災

象の広さや助成サイクルが一定であったこと、法人

者のニーズの解決が求められたかを測ることができ

格を問わず支援団体の裾野が広いことや他の助成金

るはずである。NPO・NGOやボランティア団体など

と比較して採択数が多いことが主な選定理由である。

は被災者を目の前にして支援活動を続けていたため、

ボラサポは2011年4月から4年9ヶ月の間に全18回

被災者のニーズが助成金申請の内容に反映されてい

の助成を行なってきた。表5では、全18回の助成に

ると考えている。活動内容・テーマの変遷が物理的

おける短期・中長期それぞれの助成件数とその合計

欲求なのか精神的欲求なのかを分析することはすな

の件数、決定月、助成決定額を示している。

わち、NPO・NGOやボランティア団体が現地で捉え

助成決定団体一覧のうち、「活動概要」において

ていた被災者のフェーズ変化であると見立てて議論

どのようなテーマの活動が採択されているのか決定

を進めていく。

月ごとに読み取っていく。物理的欲求の単語を「炊

本研究では、社会福祉法人中央共同募金会の赤い

き出し」「物資」「がれき」、精神的欲求の単語を

羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金」

「仮設住宅」「コミュニティ」「子ども」とそれぞ
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れ設定して、グラフ化したのが図5と図6である。な

採択数が一気に落ちている。もしかすると、この時

お、全18回あるうち助成件数にばらつきがあるため、

期が東日本大震災の復旧期と復興期の入れ替わりの

今回は200件前後が採択されていた第2回助成から第

時期であったのかもしれない。

10回助成の間の変化を見ることにする。

木村他（2004）では阪神・淡路大震災の被災者は

図5からも分かる通り、物理的欲求に関するテー

震災から1年が経つ頃に「自分が被災者だと意識しな

マの採用件数は明らかに時間が経つにつれて減少し

くなった」と回答した人が50%を超えていたと示し

ていくのが分かる。第10回助成では「炊き出し」
「物

ている。やはり災害から1年というのが復旧期と復興

資」は採択が0件となっており、グラフには示してい

期の入れ替わりであるということがいえそうである。

ないが、第11回以降は採択された例がなくなってい

ただし、ここでもフェーズの間にはグラデーショ

る。「がれき」に関する活動も第11回以降は0〜2件

ンがあることを留意したい。急にフェーズ変化が区

の間で推移した。

切られるわけではなく、徐々に被災地のニーズに基

一方で図6における精神的欲求に関するテーマの

づいてフェーズは変わっていくのである。災害から

採用件数は、各回でばらつきがあるものの、ほぼ横

1年が経つ頃に50%を超える人が自分は被災者では

ばいの傾向にある。物理的欲求ほど明確に変化が出

ないと認識するようになったとしても、もう一方の

なかったのは、精神的欲求を満たすための活動内容

人々はいまだに被災者であるという意識は消えてい

が多岐に渡るためと考えられる。採用された活動内

ないのである。

容のテーマを個別に見てみると、第3章で示した「創
5. おわりに

造期」のフェーズに関わるテーマを掲げた活動内容

Maslowの欲求段階説はそもそも批判も多い学説

も採択されるようになっている。
一つの単語に絞ると変化は分かりづらいが、全体

であるが、災害のフェーズについて援用した場合、

的な傾向としては精神的欲求に関するテーマの採用

被災者がどのような段階の支援を求めているかを見

はフェーズを追うごとに増加傾向にあるようである。

極める指標として有効ではなかったであろうか。最
前線で提供するNPO・NPOやボランティア団体はも

また、2012年3月の第6回助成では、物理的欲求の

ちろんのこと、中間支援組織や助成団体、被災地外
からやってきたNPO・NGOやボランティア団体に
とっても、どの時点で被災地から撤退するかを迫ら
れるかを判断しやすくなる。
さらに本研究で示したモデルでは、地域のフェー
ズというよりも、個人のフェーズ変化と言っても良
いかもしれない。震災から10年以上過ぎた2021年現
在において、個人によっては未だに「復旧」段階に
ある人もいるかもしれない。例えば、「復興」段階
にいた個人であっても、応急仮設住宅から復興住宅

図5 ボラサポにおける物理的欲求に関するテーマの
採用件数の変化

に移り住んでからコミュニティが崩れることによっ

（ボラサポの公表データより筆者作成）

て、「復旧」段階のフェーズへと戻ってしまった人
もいたであろう。個人の総計としての地域のフェー
ズがどこまで進んでいることが確認できたとしても、
それぞれの個人によってフェーズに差があることは
気に留めておいた方が良いだろう。
本研究での成果は、「緊急期」「復旧期」「復興
期」の他に、「創造期」という新たな災害のフェー
ズを示せたことである。被災地がどこまで行けば復
興を果たしたことになるかはしばし議論になるが、
この問題提起には被災後の地域を再活性化できたか
という意味も含まれているのではないか。しかし、

図6 ボラサポにおける精神的欲求に関するテーマの
採用件数の変化
（ボラサポの公表データより筆者作成）

震災前から衰退を始めていた地域で震災前のまちの
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6)

状態まで戻すのは困難である。今ある資源で新しく
地域の再生を始めることが必要なのでないだろうか。
そこで、本研究では被災者の低次的欲求が満たさ
れることで自立を目指し、新しいまちづくりに参画

7)

できるようになるフェーズを「創造期」と呼ぶこと
にした。このフェーズにおけるNPO・NGOの役割は、
地域の人々と共に歩み、地域の課題解決や地域活性
8)

化に取り組むことである。
本研究の限界について述べておく。NPO・NGOや
ボランティア団体の撤退の理由や活動の終了時期に
ついて検証の余地があり、被災者の立ち直りや生活

9)

再建と本当に合致していたのかはさらなる調査が必
要である。東日本大震災の支援団体がどのような理

10)

由から現地の撤退・活動の終了を考えたのかを調査
することは今後の研究課題となる。資金不足や人材

11)

不足が理由で撤退・活動の終了を決めた団体もある
12)

だろうが、被災者のフェーズ変化に基づいて区切り
を決めた団体もいたはずである。

13)

一方で、被災者の中には災害が原因で困窮者とな
る事例も発生しており、物理的欲求が満たされない
人は中長期的な支援が必要である。NPO・NGOやボ

14)

ランティア団体は行政にはできないサービス提供を
担う役割があるため、撤退や活動を終了するのでは

15)

なく、むしろ「最後の一人まで」を意識した支援者・
団体を地域に残していく必要性もあるだろう。
「創造期」においては、災害が直接的でないニーズ
であっても解決に取り組む団体が多数存在している。

16)

現在被災地で活動している団体が、どの時点で普遍
的な地域・個人のニーズと捉えたのか、どうしてそ
の課題に取り組むようになったのかを調査すること
もまた今後の研究課題となる。
17)
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