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2014年の神城断層地震における長野県小谷村の復興以降、被災地もしくは被災地周辺に居住する「地域おこし協力

隊（以下、協力隊）」の現役隊員及び隊員OB・OGが新たな災害復興の担い手として注目されている。協力隊は、2004

年の新潟県中越地震における「地域復興支援員」、2011年の東日本大震災における「復興支援員」とは異なり、災害以

前より地域に居住して住民と関わっているため、その特性が災害復興にどのように活かされるのかを明らかにするこ

とは、今後の災害復興における人的支援の可能性を検討する上でも極めて重要である。そこで、本研究では、発災時に

現役隊員で活動地域が被災し、その復興支援活動を行った協力隊6名を調査対象とする。その上で、災害後に協力隊が

その特性を活かして行ったと考えられる活動を捉え、①協力隊が担った災害復興に寄与する役割、②協力隊が災害復

興に寄与する役割を担うために重要であった条件を明らかにすることを目的とする。 
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１．はじめに 

1.1 研究背景 

近年の災害復興においては、人的支援をもとに地

域の復興を目指す取り組みが進められている。中で

も、2004年の新潟県中越地震においては、新潟県中

越大震災復興基金により「地域復興支援員」が、2011

年の東日本大震災においては、総務省により「復興

支援員」が配置され、被災地のコミュニティ再生に

大きな役割を果たしている。 

さらに、2014年の神城断層地震における長野県小

谷村の復興以降1)、被災地もしくは被災地周辺に居住

する「地域おこし協力隊（以下、協力隊）」の現役

隊員及び隊員OB・OGが新たな災害復興の担い手と

して注目されている2)。協力隊は、先述の人的支援制

度とは異なり、災害以前より地域に居住して住民と

関わっているため、その特性が災害復興にどのよう

に活かされるのかを明らかにすることは、今後の災

害復興における人的支援の可能性を検討する上でも

極めて重要である。 

なお、災害については今後も絶えることはなく、

南海トラフ地震などの大規模災害の発生も懸念され

ており、協力隊については2020年度中には5,464名の

隊員が全国で活動しており3)、2024年度にはこの隊

員数を8,000名に増員する目標が掲げられている4)。

しかし、こうした背景の中、協力隊による復興支援

活動に関する研究はほとんどないため、その実態を

把握することが重要である。 

1.2 研究目的 

 本研究では、発災時に現役隊員で活動地域が被災

し、その復興支援活動を行った協力隊6名を調査対象

とする(1)。その上で、災害後に協力隊がその特性を活

かして行ったと考えられる活動を捉え、以下の2点を

明らかにすることを目的とする。 

① 協力隊が担った災害復興に寄与する役割 

② 協力隊が災害復興に寄与する役割を担うために 

重要であった条件 
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1.3 研究方法 

対象選定フローを図1、調査概要を表1に示す。ま

ず2章で、研究対象とする協力隊制度の概要を整理し、

対象とする隊員の概要、隊員が復興支援活動を行っ

た災害の概要を示す。次に3章では、隊員へのヒアリ

ング調査より、災害復興に活かされる協力隊の特性

を明らかにした上で、災害後に隊員が行った活動の

うち、その特性が活かされた活動を1.5で示すフェー

ズごとに把握する。続いて4章では、同様の調査より、

災害後に隊員が活動を開始できた要因と継続できた

要因を把握する。そして5章では、3章を踏まえ、協

力隊が担った災害復興に寄与する役割、4章を踏まえ、

協力隊が災害復興に寄与する役割を担うために重要

であった条件を明らかにする。最後に、協力隊によ

る復興支援活動に関する今後の展望を述べる。 

1.4 既往研究と本研究の位置づけ 

災害復興における人的支援については、まず中越

地震における地域復興支援員について一定の研究蓄

積がなされ、さらに東日本大震災における復興支援

員に関する研究も多数報告されている。地域復興支

援員については、活動量と支援対象の傾向を明らか

にした古山ら5)の研究や、役割を明らかにし「足し算

のサポート（寄り添い型支援）」から「掛け算のサ

ポート（事業導入型支援）」へサポートの質を段階

的に変化させることの重要性を示した稲垣6)の研究

がある。また、復興支援員については、住民意識調

査により活動の効果を明らかにした桜井ら7)の研究、

住宅移行期に被災者が復興支援員を務める意義を明

らかにした中沢8)の研究、広域避難者支援における成

果と課題を明らかにした西城戸ら9)の研究がある。 

そして、本研究で対象とする協力隊による復興支

援活動について、稲垣は被災地外の現役隊員1名と

隊員OB1名による復興支援活動を把握することで、

その意義を明らかにし2)、また被災地の現役隊員1名

とその活動を支援した他地域の現役隊員・隊員OB3

名の連携プロセスを把握することで、平時の活動地

域と隊員同士の人間関係が災害後に活きることを明

らかにしている1)。しかし、本論文執筆時点におけ

る研究蓄積は管見の限り上記2編のみである。本研

究は、発災時に現役隊員で活動地域が被災し、その

復興支援活動を行った協力隊6名を調査対象として、

さらなる事例の収集と検証を進め、今後の災害復興

における協力隊による活動の可能性をより詳細に把

捉しようとするものである。 

1.5 災害復興のフェーズの分類と定義 

本研究では、災害復興のフェーズについて、首都

大学東京「事前復興計画研究会」が作成した「震災

復興まちづくり訓練の手引き」10)による「想定する復

興の時間的経過」を参考に、隊員の活動と対応させ、

表2に示す5段階に分類した(2)。 

２．研究対象概要 

2.1 協力隊制度の概要3) 

「地域おこし協力隊」は、都市地域から過疎地域

などの条件不利地域に住民票を異動し、地域ブラン

ドや地場産品の開発・販売・PRなどの地域おこし

の支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援な

どの「地域協力活動」を行いながら、その地域への

定住・定着を図る取組である。隊員は自治体から委

嘱を受けて活動し、任期は概ね1年以上3年以下であ

る。隊員数・受入自治体数は、協力隊制度が導入さ

れた2009年度の89名・31団体から大幅に増加し、

2020年度は5,464名・1,065団体であった（図2）。 



日本災害復興学会論文集 No.20, 2022.7 

 

 

 

32 

 

2.2 対象とする隊員の概要（表3）(3) 

本研究で対象とする隊員は、平成29年7月九州北部

豪雨で1名、平成30年7月豪雨で3名、令和2年7月豪

雨で2名が活動している。自宅・協力隊としての活

動場所の被害状況は被災無しが3名、活動場所のみ

被災、自宅のみ被災、両方被災が各1名である。復

興支援活動を行った期間は最短で2ヶ月、最長で2年

9ヶ月であり、活動形態は復興支援活動に専念後協

力隊としての本務を再開した隊員が2名、本務の内

容と関連する復興支援活動を行った隊員が2名、自

らミッションを復興支援活動に変更した隊員、本務

と復興支援活動を並行した隊員が各1名である。 

2.3 隊員が復興支援活動を行った災害の概要（表4） 

(1) 平成29年7月九州北部豪雨11) 

A氏が復興支援活動を行った「平成29年7月九州北

部豪雨」は、2017年7月5日から6日に、九州北部地方

で発生した豪雨である。猛烈な雨の影響で、山間部

の中小河川が増水、氾濫し、土砂崩れなどが発生し

た。これにより、福岡県と大分県で死者37人、行方

不明者4人（平成29年11月2日現在）の人的被害が発

生し、住家などにも多大な被害がもたらされた。 

(2) 平成30年7月豪雨12) 

B～D氏が復興支援活動を行った「平成30年7月豪

雨」は、2018年6月28日から7月8日にかけ、西日本を

中心に全国的に広い範囲で発生した豪雨である。長

時間にわたる記録的な大雨により、各地で河川の氾

濫による浸水や土砂崩れなどが発生し、特に岡山県、

広島県、愛媛県においては、多数の死者が発生する

など甚大な被害がもたらされた。死者数は平成元年

以降に発生した風水害で最多となった。 

(3) 令和2年7月豪雨13) 

E・F氏が復興支援活動を行った「令和2年7月豪雨」

は、2020年7月3日から31日にかけ、九州・中部・東
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北地方をはじめとして全国的に広い範囲で発生した

豪雨である。一連の記録的な大雨により、各地で河

川の氾濫、浸水や土砂崩れなどが発生し、九州を中

心に84人の死者のほか、16,000棟を超える住家被害

が発生するなど甚大な被害となった。 

 

３．災害後において協力隊の特性が活かされた活動 

隊員へのヒアリング調査より、調査時点で任期が

終了しているA～C氏は発災から退任まで、現役隊員

であるD～F氏は発災から調査時点までに行った活

動のうち、災害が発生したことで行ったものを把握

すると、図3に示す活動を行っていたことが分かった
(4)。本章では、災害復興に活かされる協力隊の特性

を明らかにした上で、図3に示す活動のうち、その特

性が活かされた活動を1.5で示したフェーズごとに

把握する。 

3.1 災害復興に活かされる協力隊の特性(5) 

隊員へのヒアリング調査より、災害復興に活かさ

れる協力隊の特性として表5に示す6つが導出された。 

3.2 各フェーズの協力隊の特性が活かされた活動 

(1) フェーズⅠ：緊急初動期（表6） 

災害後に隊員が行った活動のうち、緊急初動期の
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定義に該当するものは見られず、一住民として避難

と近隣の扶助という行動をとっていた。 

(2) フェーズⅡ：応急対応期（表7）(6)(7) 

 応急対応期に隊員が行った活動のうち、協力隊の

特性が活かされた活動は、㋐住民に対する傾聴活動・

ニーズ把握、㋑住民の要望を行政に伝達、㋒行政の

情報を住民に伝達、㋓前職を活かした活動、㋔協力

隊としてのミッションを活かした活動、の5個に分類

できた。応急対応期は発災直後でまだ活動が手探り

の状態であるため、まずは自らの経験を活かした活

動から始められないかと考え、㋓前職の調理師とし

ての経験を活かして炊き出しの現場監督を務めた隊

員【F1】、㋔協力隊として運営していたカフェで食

料を作り戸別訪問で配布した隊員【B1】、管理して

いた空き家の被害状況を家主に報告した隊員【C4】、

ホームページの作成経験を活かしてスマートサプラ

イのシステムを構築した隊員【E1】がいた。 

(3) フェーズⅢ：避難生活期（表8）(6)(7) 

避難生活期に隊員が行った活動のうち、協力隊の

特性が活かされた活動は、応急対応期に引き続き㋐

住民に対する傾聴活動・ニーズ把握、㋑住民の要望

を行政に伝達、㋒行政の情報を住民に伝達、㋓前職

を活かした活動、㋔協力隊としてのミッションを活

かした活動、を行い、新たに㋕住民の要望を支援者

に伝達、㋖住民の顕在的・潜在的な要望に対する自

主的な支援、㋗民間ボランティアセンター（以下、

民間ボラセン）の運営、㋘住民と支援者の活動状況

の調整・必要な支援の提案、㋙住民の精神的負担の

軽減に関する支援、㋚コミュニティ再生に関する支

援、㋛他地域の隊員・知人による支援の受入れ・依

頼、㋜他地域で復興支援活動を経験した隊員からの

知識の共有、を行い、13個に分類できた。㋓につい

ては、前職のNPO法人職員として行っていた寄付金

集めの経験を活かして寄付金サイトを立ち上げた隊

員【E2】、前職の調理師としての経験を活かして炊

き出しを行った隊員【F2】、㋔については、協力隊

として毎月企画していた地域会議にて災害の振り返

りを行った隊員【C5】、管理していた空き家をボラ

ンティアに紹介した隊員【C7】がいた。 

(4) フェーズⅣ：仮住まい／復興準備期（表9）(6)(7) 

仮住まい／復興準備期に隊員が行った活動のうち、

協力隊の特性が活かされた活動は、避難生活期に引

き続き㋐住民に対する傾聴活動・ニーズ把握、㋑住

民の要望を行政に伝達、㋓前職を活かした活動、㋕

住民の要望を支援者に伝達、㋖住民の顕在的・潜在

的な要望に対する自主的な支援、㋗民間ボラセンの

運営、㋘住民と支援者の活動状況の調整・必要な支

援の提案、㋙住民の精神的負担の軽減に関する支援、

㋚コミュニティ再生に関する支援、㋛他地域の隊員・

知人による支援の受入れ・依頼、㋜他地域で復興支

援活動を経験した隊員からの知識の共有、を行い、

新たに㋝被災地と行政の意見交換会における仲介、

㋞住民に対する行政の復興計画の説明、を行い、13

個に分類できた。㋓については、前職のNPO法人職

員として行っていた寄付金集めの経験を活かして支
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援グッズサイトを立ち上げた隊員【E3】、前職の調

理師としての経験を活かして住民向けの惣菜販売を

行った隊員【F3】がいた。 

(5) フェーズⅤ：復興期（表10）(6)(7) 

復興期に隊員が行った活動のうち、協力隊の特性

が活かされた活動は、仮住まい／復興準備期に引き

続き㋐住民に対する傾聴活動・ニーズ把握、㋑住民

の要望を行政に伝達、㋓前職を活かした活動、㋚コ

ミュニティ再生に関する支援、の4個に分類できた。

㋓については仮住まい／復興準備期と同様であった。 
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４．災害後に隊員が活動できた要因 

本章では、隊員へのヒアリング調査より、災害後

に隊員が活動を開始できた要因と継続できた要因を

把握する。 

4.1 災害後に隊員が活動を開始できた要因（表11） 

災害後に隊員が活動を開始できた要因として、「住

民に対する扶助意識があったから」「協力隊として

の使命感があったから」の大きく2つが捉えられた。 

4.2 災害後に隊員が活動を継続できた要因（表12） 

災害後に隊員が活動を継続できた要因として、「隊

員から受入自治体に対して復興支援活動の容認を求

めて働きかけたから」「受入自治体が隊員による復

興支援活動に対して寛容であったから」「隊員が受

入自治体に報告せずに活動したから」の大きく3つが

捉えられた。表3に示す通り、C氏以外の5名は個人事

業主として受入自治体と委託関係を締結しているの

に対し、C氏は調査対象者の中で唯一受入自治体と

の雇用関係があった。そのため、災害後に怪我など

のリスクを保障できず活動を認められない可能性を

考え、受入自治体に報告せずに活動している。 
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５．結論 

本章では、3章を踏まえ、協力隊が担った災害復興

に寄与する役割、4章を踏まえ、協力隊が災害復興に

寄与する役割を担うために重要であった条件を明ら

かにする。最後に、協力隊による復興支援活動に関

する今後の展望を述べる。 

5.1 協力隊が担った災害復興に寄与する役割（図4） 

(1) 住民の要望を支援に繋げる役割 

協力隊の特性①「災害以前からの住民との関わり」

を活かして、㋐住民に対する傾聴活動・ニーズ把握、

㋕住民の要望を支援者に伝達、㋖住民の顕在的・潜

在的な要望に対する自主的な支援を行っていたこと

から、「住民の要望を支援に繋げる役割」を担って

いたことが明らかになった。 

(2) 地域の実情に合わせた支援を行う役割 

 協力隊の特性②「災害以前から地域に居住」を活

かして、㋗民間ボラセンの運営、㋘住民と支援者の

活動状況の調整・必要な支援の提案、㋙住民の精神

的負担の軽減に関する支援、㋚コミュニティ再生に

関する支援を行っていたことから、「地域の実情に

合わせた支援を行う役割」を担っていたことが明ら

かになった。 

(3) 行政と住民を繋ぐ役割 

協力隊の特性③「行政と住民の中間的立場」を活

かして、㋑住民の要望を行政に伝達、㋒行政の情報

を住民に伝達、㋝被災地と行政の意見交換会におけ

る仲介、㋞住民に対する行政の復興計画の説明を行

っていたことから、「行政と住民を繋ぐ役割」を担

っていたことが明らかになった。 

(4) 外部支援者を受け入れる役割 

協力隊の特性④「災害以前からの地域外との人間

関係」を活かして、㋛他地域の隊員・知人による支

援の受入れ・依頼、㋜他地域で復興支援活動を経験

した隊員からの知識の共有を行っていたことから、

「外部支援者を受け入れる役割」を担っていたこと

が明らかになった。 

(5) 自らの特技を活かした支援を行う役割 

協力隊の特性⑤「協力隊着任以前の前職」を活か

して、㋓前職を活かした活動、協力隊の特性⑥「協

力隊着任以後の活動」を活かして、㋔協力隊として
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のミッションを活かした活動を行っていたことから、

「自らの特技を活かした支援を行う役割」を担って

いたことが明らかになった。 

5.2 協力隊が災害復興に寄与する役割を担うために 

重要であった条件（図4） 

協力隊が災害復興に寄与する役割を担うためには、

災害後に活動を開始する段階において「住民に対す

る扶助意識があったこと」「協力隊としての使命感

があったこと」、その後活動を継続する段階におい

て「協力隊から受入自治体に対して復興支援活動の

容認を求めて働きかけたこと」「受入自治体が隊員

による復興支援活動に対して寛容であったこと」が

重要な条件であったことが明らかになった。 

5.3 今後の展望 

本研究で明らかにした、協力隊が担った災害復興

に寄与する役割は、今後発生しうる災害からの復興

においても他の協力隊が同様の役割を担いうると考

えられる(8)。しかし、受入自治体との雇用関係がある

隊員は、平時の協力隊活動とは関連のない活動を行

うことやそれに伴う怪我などのリスクを保障できず

復興支援活動を認められない場合が多い。受入自治

体は、災害という非常事態が発生した場合には、平

時の協力隊活動とは関連のない活動でも容認すると

いう柔軟な対応をとると同時に、それにより生じう

る怪我などのリスクを保障する制度が整備されてい

る点を協力隊に明示することで、災害後の協力隊の

活動を支えていくことが必要である。 

また、災害により本来の協力隊活動を十分にでき

ないまま任期終了を迎えてしまったり、復興支援活

動の多忙さから退任後の起業準備を両立することが

困難であったりしたという意見もあった。協力隊本

人が希望し、受入自治体が「任期の延長が必要」と

認めた場合には、災害により活動制約を受けた期間

分の任期を延長し、その場合の協力隊活動に要する

経費についても総務省による特別交付税措置を講じ

るという特例措置を創設することが期待される。 

さらに、被災地にとって重要な復興支援活動であ

っても協力隊の任期終了とともに途絶えてしまうと

いう課題もある。総務省として、協力隊本人が希望

する場合、災害後には主に復興支援を目的とする活

動形態に切り替え、任期5年程度を上限として活動す

る制度（復興支援型地域おこし協力隊制度）を新設

することを提案したい。 

5.4 研究の課題 

本研究は、豪雨災害時に活動した隊員に対する調

査のみがもととなったため、災害後の隊員の活動に

対する住民の評価の把握、豪雨災害以外で活動した

隊員に対する調査は今後の研究課題とする。 
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補注 

(1) 調査対象の選定においては、平時に協力隊として活動

する地域と災害後に復興支援活動を行った地域が同一

自治体であることを条件とした。 

(2) 仮住まい／復興準備期後のフェーズについて、参考文

献10では、復興計画期（復興計画がまとまり、予算確

保など実行の準備が展開される）、復興始動期（手続

きなどをへて復興事業計画が定まり、まちの復興が開

始されていく）、本格復興期（復興の事業が本格的に

始まる）に分類されている。しかし、災害後に隊員が

行った活動のうち、復興計画期と復興始動期の定義に

該当する活動はなかったため、住まいや生活の再建、

復興まちづくり事業が進められる時期を「復興期」と

して統一した。 

(3) 本研究では、調査対象者の特定に繋がる可能性のある

発言や論文の内容に関連のない個人情報は記載してい

ない。また、論文の内容については、調査対象者から

同意を得た上で記載している。 

(4) 災害後、D氏はNPO法人の副理事長として、E・F氏は任

意団体の一員として活動している。 

(5) 隊員へのヒアリング調査における「災害後に協力隊だ

からこそできたこと」という質問に対する回答、その

他関連する発言より、災害復興に活かされる協力隊の

特性として補表1に示す5つが導出された。さらに、災

害後に隊員が行った活動の内容をもとに明らかにする

と、協力隊着任以前の前職を活かした活動と協力隊着

任以後のミッションを活かした活動が見られたため、

それらも特性として加えた。なお、長期的に活動でき

るかについては、受入自治体の判断や残された任期に

より異なるため、特性には含めなかった。 

(6) 3.2（2）〜（5）と表7〜10の【 】内は、図3における活

動番号を示す。 

(7) 活動の分類方法（㋐〜㋞）については、まず活動属性

として「前職や協力隊としてのミッションと関連性の

低い活動」「前職を活かした活動」「協力隊としての

ミッションを活かした活動」の3個に分類した。さらに、

1つ目の活動属性については、活動内容をもとに13個に
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分類した。 

(8) 災害後には、協力隊自身の自宅や活動拠点も被災する

可能性がある。そのため、本研究は、災害後に協力隊

は活動地域の復興支援活動をするべきであると提案す

るものではない。あくまでも復興支援活動への関与は

協力隊本人の意思に基づくことを前提とする。 
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