
特集 復興と倫理  
 

 復興 (28 号) Vol.11 No.1  2022.9. 15 

 

 何故、行政による被災者支援は混乱するのか 

  被災者に必要な支援を届けるための知恵を絞れ！ 

 

  前 長野県危機管理部 火山防災幹  古越 武彦 

人と防災未来センターリサーチフェロー 

（特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）事業部事業担当） 

 

 

１．最初に 

私は、災害が大嫌いだ。命を亡くしたり、今まさに

亡くそうとしていたり、身体を傷つけられ、大切な家

族を傷つけられ、恋人や友人を奪われ、将来の夢を奪

われ、住むところを奪われ、一瞬でいろいろなものを

奪っていく災害が、本当に、心の底から大嫌いだ。 
今の我々には自然災害の発生そのものを無くすこ

とは出来ない。だからこそ、行政は、法律や制度を整

備し、様々な施策に取り組むことで災害対応に強くな

ろうとしてきた。 
研究者は、少しでも被害を無くそうと長期間にわた

り研究を続けてきた。地域は、防災訓練などを行うこ

とで災害に強い地域づくりを進めてきた。 
多くのNPO等市民セクターや災害ボランティアは、

災害があれば被災者へ支援の手を届けようとしてき

た。そう、皆、努力してきた。 
なのに、何故だろう。災害が発生するたびに、逃げ

遅れる人が大勢いたり、地方公共団体の災害対応は混

乱するし、避難所では 100 年前と何ら変わらない光

景が繰り返されるし、被災者が必要とする支援は届か

ない。そして大切な命が消えようとする。同じような

課題が繰り返されている。うんざりだ。何より、被災

地に立った時に、何もできない自分の無力さを思い知

らされることが、本当に辛い。 
そんな私だが、今年の 3 月末（2022 年 3 月 31 日：

早期退職）まで長野県職員だった。県職員として 30
年、このうち後半の 15 年間は防災・減災業務に携わ

った。特に 2009年 4月に危機管理部に配属された後、

2011 年東日本大震災をはじめ、2014 年御嶽山噴火、

2014 年長野県神城断層地震、2019 年令和元年東日本

台風といった大規模災害への対応を行った。数えれば、

県災害対策本部の設置も 9 回（うち災害救助法の適

用は 9 回）となり、そのすべてにおいて災害応急活

動に従事してきた。いくつもの苦い経験をした。憤り

があった。怒りがあった。 
だからこそ、ここに、私個人としての考えを書かせ

ていただく。中には読まれて気分を害される方もおら

れるかと思うが、何卒、ご容赦願いたい。 
 

２．法律や制度は、誰のためのものなのか？ 

（１）災害救助法は、被災者を支援する法律なのか？ 

きっと多くの方は、災害救助法とは、災害が発生し

た際に、被災者を救助するかどうかを決めている法律

と思ってはいないだろうか。法律が適用されない場合

は救助をしなくてもいいのだと思ってはいないだろ

うか。ましてや、そこに市町村の人口規模に応じた滅

失家屋数によって法の適否が決められているとは、さ

ぞや思ってはいないだろう。だって、そもそもこの法

律は、昭和 22 年に、生存権保障の発想のもとに制定

された法律なのだから。 
それなのに被災者の全てが、法に基づく救助を平等

に受けていない。同様の災害で同様の被害が発生し、

同様に被災しても、災害救助法が適用されない（「し

ない」と明記したいところだが）場合がある。毎年、

台風や豪雨、地震により多くの災害が発生しているに

も関わらず、だ。 
被災者支援を行うNPO等の皆さんも不思議に思っ

たことは一度や二度ではないだろう。何故、この市町

村には災害救助法が適用されないのだろうと。 
そもそも災害救助法の一般基準は「最低限のライ
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ン」（と私は思っている）であり、原則、現物で供与

されることになっていることすら理解されていない。

一般基準を守っていれば必要な救助ができるという

ものではない。一般基準で災害関連死は防げるのか。

否である。法律が被災者を救うのではない。人が法を

理解し、被災者のために運用して救うのである。 
では、実際に法律を運用する側から見ればどうだろ

うか。すごく乱暴な物言いをするが、実施主体の都道

府県にとって、災害救助法とは、単に救助にかかる経

費について、基準に照らし合わせて、国が国費（一部

は都道府県負担だが）で負担してくれる、他の国の助

成制度と同様の財源の確保のための法律なのである。

災害救助法は、決して崇高な法律ではない。 
また、国費が投入されるから当然のことではあるが、

災害救助法の事務処理は、都道府県にとって非常に負

担が大きい。例えば、避難所の供与は７日間であり、

それを延長するためには内閣府と延長するための協

議が必要となる。指定避難所の代わりにホテルや旅館

を利用する場合には、その地域の宿泊施設の宿泊料等

を調べ、内閣府に協議する必要がある。ありとあらゆ

る項目に対し、積算根拠や理由付けが必要となるし、

証拠書類もしっかりと保管・整備しなければならない。 
そして内閣府による精算監査が行われ、その結果、

国費が決められる。時間や手間がものすごくかかる上、

それでも全額が国費の対象となるとは限らないので

ある。 
このようなことから、法の本来の趣旨を離れ、法を

積極的に適用し活用する都道府県と、消極的（適用し

ない）な都道府県とに分かれるのである。 
その証拠に「（救助法適用県は同じ思いだと思いま

すが）救助法の 4 号適用における判断は非常にあい

まいであるにも関わらず、短時間で減災・防災保険と

の比較などを踏まえ市町村長の判断を求めなければ

ならないこと、救助法適用しても、救助費が積み上が

らないと、救助事務費が少額しか国庫負担金交付され

ないことなどの、法の仕組みが大きな問題であると感

じているところであり、むしろこちらをテーマとでき

ないかと考えているところです」（原文のまま）。 
これは令和 2 年 7 月豪雨災害（2020 年）において、

災害救助法を適用した県に対し、九州地方のある県か

ら災害救助法の適用についての意見照会がなされた

ものの一文である。まさに財源と事務処理のことしか

目に入っていないのである。 
また、「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨」災害では、

「災害発生から 2 週間を経過しても避難所ではおに

ぎりと菓子パンしか配られていない」との情報を入手

したため、その県の担当者に対し、温かい食事の提供

など、避難所における良好な生活環境の確保のために

災害救助法の特別基準の適用を提案した（長野県が当

該被災県のバックアップを担当）ことがある。 
しかしながら当時の被災県の担当者からは「良い食

事を提供すれば、いつまでも避難所生活を続けること

にもつながり、自立を阻害する」として頑として改善

しようとはしてくれなかった。 
これは「災害救助法の適用にあたっては、法の目的

である『被災者の保護』と『社会の秩序の保全』のた

めには、何よりも迅速な法適用が必要であり、災害時

に迅速な法適用判断が可能な 4 号基準（災害救助法

施行令第 1 条第 1 項第 4 号）による適用を積極的に

進めるべき」（内閣府）との考えに反している。  
そしてなにより、「食と栄養」の支援は、人の命と

尊厳に関わる。少しでも美味しいもの、温かいものを

食べることで、「あー、生きていてよかった。明日か

ら頑張ろう」と思ってもらう、このことがとても大切

だと思っている。担当者の勝手な思い込みが人の命や

尊厳を奪いかねないということを、行政に携わる全て

の者は、しっかりと心に刻んでおいて欲しい。 
では、これら担当者は悪意を持っているのかといえ

ば決してそんなことはない。逆にとても真面目な地方

公務員ともいえる。何故か。これは彼らの災害対応の

目的が「被災者支援」ということではなく、「正しく

（基準どおりに）制度を運用する」となっているから

だ。法や制度は「被災者を支援する」という目的の手

段の一つに過ぎないにも関わらず、だ。都道府県や市
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町村の職員は、そういった落とし穴に落ちやすいとい

うことを理解する必要があるのだが、そのような重要

なことは研修や会議で示されることはない。 
では、視点を変えてみたらどうか。例えば、災害救

助法の理念や目的を、生存権保障から「被災者の生活

再建」としたらどうだろうか。救助の種類ごとではな

く、「避難所開所から 3 日後には、最低でもこのくら

いのことは避難所で確保している」、「在宅避難者は、

１週間後にはこのくらいの支援を受けている」といっ

た目標を設定するようにできれば、それに向けて県や

市町村、NPO などのアクターが、それぞれ知恵を絞

り、力を合わせやすくなる。今もよりも、もっと適時

適切な支援ができるようになるはずだ。 
（２）「住家の再建」＝「被災者の生活再建」なのか？ 

現行制度において、被災者が様々な支援を受けるた

めに必要なのが「住家の被害認定」と、それによって

発行される「罹災証明」である。このプロセスを踏ま

なければ被災者生活再建支援制度による支援を受け

ることは出来ない。 
被災者生活再建支援制度の支援金は、「生活の再建

を『支援するもの』であり、見舞金的な性格を有し、

災害に対する『補償』ではなく、生活再建に要する経

費の全額を賄うものではない」（内閣府：被災者生活

再建支援制度の在り方に関する実務者会議検討結果

報告，2020.）とされている。また、住んでいる市町

村ごとに法が適用されるため、たまたま基準に満たな

い地域に住んでいる場合には、同様の被害があったと

しても、支援を受けることはできない。見舞金という

性質を持っているというのに、何とも矛盾した話では

ないだろうか。 
（３）現行制度は完璧ではない 

制度の矛盾といえば、応急仮設住宅と応急修理制度

の矛盾に取り組んだことがある。令和元年東日本台風

の時だ。当時の制度運用では、災害救助法に基づく住

宅の応急修理は、災害発生の日から 1 月以内に完了

することとなっており、そのため、応急仮設住宅（民

間賃貸住宅の借り上げを含む）を利用しない場合が対

象となる。つまり併用できなかったのである。 
しかしながら現実には、大規模な水害が発生した際

には、住宅の乾燥や修理業者の分散等の理由により修

理までに長期間を要し、1 カ月以内での修理完了は困

難な状況となる。この間、被災者は応急仮設住宅に空

き室があったとしても利用できず、避難所もしくは被

災した住宅において生活を送ることとなる。被災者の

ために建設される応急仮設住宅なのに利用できない

のだ。 
被災者は、早い段階から住宅の応急修理を行うか、

応急仮設住宅に入居するのかの選択を迫られる。 
生活再建の見通しがないまま、誰が判断できるとい

うのだろうか。そのため、柔軟な対応が可能となるよ

う内閣府と協議をしたが、とうとう認められなかった。 
悔しかったので、内閣府「災害救助法による救助の

基準に関する意見交換会（第 2 回）」（2020.3.23）に

おいて、「応急修理制度を廃止し、被災者生活再建支

援制度の加算支援金の上乗せ（支援金とすることで事

務処理を簡素化し被災者が利用しやすくすることが

狙い）」を提案した。残念ながら「法律が異なる上、

災害救助は現物給付が原則となり、長野県の提案のよ

うに別の制度へというのはハードルが高い」との見解

が示された。 
その後、「令和 2 年 7 月豪雨」でも同様の課題が浮

き彫りとなり、この災害以降、住宅が半壊（住宅とし

ての利用ができない場合）以上の被害を受け、他の住

まいの確保が困難な者については、応急修理期間中に

応急仮設住宅を使用することが可能となった。 
矛盾していると思っても、声が上がらなければ修正

されないのである。 
（４）被災者目線の制度運用は可能か？ 

災害救助法と被災者生活再建支援法は、「被災者の

ための法律」という共通の目的を有しているものの、

性質（生存権保障と見舞金）が異なるがゆえに、当然

ではあるが、別々に運用されている。 
でもこれは、運用側の都合である。被災者にしてみ

れば、法律や制度が異なろうとも、その地で生活再建
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を図らなければならないことには変わりがない。被災

直後の救助（災害救助法）を経て、生活再建（被災者

生活再建支援法）に取り組むという流れなのだ。 
この流れを、地方公共団体が、被災者目線で意識で

きるかどうかがとても重要となると思っている。 
ところが、地方公共団体では、「被災者支援のため

に救助法と被災者生活再建支援法とを一体として運

用し、生活再建までの流れを作る」という考えになか

なか至らないのである。 
３．地方公共団体の災害対応が下手くそな理由 

地方公共団体の災害対応は、評価・検証され、また

批判されることで次の災害への備えとして活かされ

るのだが、それはその災害が発生した地方公共団体に

限られてしまう。残念ながら、地域（都道府県・市町

村）が異なれば、例え同様の災害で同様の課題が発生

したとしても、「被災経験に基づく知恵」、つまり災害

対応の経験則が活かされることはない。所詮は「対岸

の火事」なのである。 
そもそも災害時の課題とは、実災害において顕在化

するものである。特に被災経験のない（少ない）地方

公共団体にとっては、平時において課題を予想するこ

と自体が困難なのである。特に被災者支援に関しては、

地方公共団体ごとに大きな差が生じていること、優良

な取組事例が他の地方公共団体の実務に反映されな

いという状況から、そもそも現行の災害対応の仕組み

そのものに、根本的な欠陥があるのではないかと考え

ている。 
（１）地域防災計画は役に立っているのか？ 

地域防災計画には、それぞれの地方公共団体の防災

に関わりのある国機関、公共機関、NPO 等サードセ

クター、住民等の防災に関して処理すべき基本的な事

項や責務が定められている。災害発生とともに、時間

的順序に沿って、あらかじめどの部署がどのような取

組を行うかといった役割分担がなされていることに

より、災害応急対策の実効性が確保されているはずで

ある。ところが実際には機能不全に陥ってしまう。 
それは何故か。地域防災計画は、防災関係機関やそ

れぞれの組織の部署が何を行うか、といった災害対応

の事務ごとに整理されており、さらに、個々の事務は

国から県、県から市町村と縦割りで実行することで効

率化が図られている。 
実は、このことが「被災地・被災者の喫緊の課題を

解決するためには、どのようにすればよいか」という

課題解決型の思考を阻害してしまうのではと考えて

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よく防災担当者の研修などに出てくる資料である。

これを素直に見てみれば、「なるほど、災害対応には、

発災から初動期、応急期、復旧・復興期といった流れ

があって、そのフェーズごとにあらかじめ決められた

業務を行うのだな」と思うであろう。 
では、それぞれお住いの地域の都道府県や市町村の

地域防災計画を確認していただきたい。地域防災計画

は、災害予防・事前準備及び災害応急対策に重点がお

かれ、災害復旧・復興については各種制度や補助等の

記載が中心となっており、被災者の生活再や建被災地

の復興、コミュニティの再生といった、被災者が生き

ていくために必要となる考え方や実行方法が、まった

くと言っていいほど盛り込まれていないのである。 
では、被災者を支援する計画などが地方公共団体に

あるかといえば皆無である（被災地については、再建

のための「事前復興計画」などがある）。 
前述したように「被災者の目線」に立った場合、本

来は災害救助から生活再建までの一貫した支援が必

 
図１ 災害対応とフェーズ 
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要となり、そのためには、あらゆる人的・物的リソー

スを活用したマネジメントが重要となるはずである。

ところが、地域防災計画には具体的な実施計画はなく、

また、別に被災者支援のための計画もないことから、

災害が発生する都度、地方公共団体ごとに、一から始

めるようになる。 
このことが、被災者支援に関して、地域ごとに大き

な差が生じしまう原因でもある。標準的な対応がない

のである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これが、例えば地域防災計画の「災害復旧・復興」

の中にでも被災者の個々に焦点をあてた支援策が講

じられるような災害対応マネジメントの考え方があ

れば、今まで以上の支援が可能となるはずだ。決して

困難なことではないはずだ。 
(2)災害対策本部の廃止が被災者支援を阻害する 

地方公共団体の災害対策本部は、災害応急対策を実

施するための特別に編成される組織であり、復旧・復

興期のフェーズになれば、災害対策本部としての役割

を終え、解散する。その後はどうなるかといえば、大

規模災害であれば、復興本部など、権限を持った別の

組織に引き継ぐことができるが、復興本部などが設置

されない場合には、通常業務の範疇となる。 
今まで災害対策本部が主導で牽引してきたことが、

ある日、本部の廃止とともに、切り替わってしまうの

である。このことが被災者支援を阻害する要因の一つ

と考えている。誰かが統括してコントロールするよう

になっていない限り、上手くいかないのは明白である。 
（３）防災訓練で、災害対応に強くなれるのか？ 

「令和 4 年度総合防災訓練大綱（令和 4 年 6 月 17
日中央防災会議）」の「５．地方公共団体等における

防災訓練等(1)地方公共団体等の総合防災訓練の重要

性」には、このような記載がある。 
「災害時における初動対応を直接担うのは、地方公

共団体であり、その業務継続の確保に努めることや、

国を始め防災関係機関及び住民、事業所等との連携、

協力を得て、地域の防災体制が十分その機能を発揮す

るよう努めることが求められる。…」 
全文を読めばご理解いただけると思うが、災害発生

から初動期までの組織体制の強化や役割分担の明確

化、地方公共団体と他団体との連携の確認など、簡単

に言えば、目の前の出来事にどのように対処するかと

いうことだ。役割分担の明確化？言葉はきれいだが、

単に業務の所管を決めておこうということだ。訓練を

繰り返すことで、知らず知らずのうちに、自分の枠を

設定し、固定化され、結果として自由な発想や行動を

阻害してしまう恐れがあるというのに。 
そもそも地方公共団体の災害対応は誰のために行

うのか。被災者・被災地の支援のためだ。その根本的

な目的である「被災者支援」の記載が、この大綱には

ない。 
敢えて「被災者支援」の観点の内容を意図的に訓練

に取り入れない限り、いくら訓練を頻繁にやろうとも、

実際の災害対応において、適時適切な避難者支援には

繋がらないのである。 
被災者支援を行うに当たっては、臨機応変の対応が

求められるが、特に重要なのが、その時々のリソース

を最大限活用し、調整することだ。特に都道府県は、

公的な機関だけでなく、セクターを超えて NPO 等

様々な主体が参画可能な災害対応、いわゆる「災害対

応ガバナンス」を適切に構築することが重要となる。 
しかしながら、果たして、どれだけ訓練に取り入れ

られているのだろうか。そんなことだから、貧困な発

 
図２ 災害対応とフェーズ 

（地域防災計画は全てをカバーしていない） 
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想しかできなくなり、必要な支援を届けることができ

ないのだ。 
（４）図上訓練での実践 

私は、自分が関わってきた長野県の図上訓練におい

て、災害対応のフェーズの切り替えと、目標を掲げる

ことによる災害対応マネジメントについて、徹底して

拘ってきた。2011 年度の図上訓練から、発災初動期

と、ある程度の時間が経過した応急期の 2 つのフェ

ーズを必ず訓練していた。令和元年東日本台風災害が

発生する 1 月前の 2019 年度の図上訓練では、発災直

後からの初動期における災害対応と、発災 24 時間後

を想定し、被災者目線による災害応急活動の必要性を

訓練の中で実施した。 
フェーズの切り替えを意識し、災害関連死を決して

出さないといった目標を常に持つことにより、組織全

体で「今はどのような状況にあるか」という現状の把

握と、「目標を達成するためにどのような対策を講ず

るか」といった具体的な対策の検討を強制的に行うの

である。 
また、2019 年度の図上訓練では、NPO 等のサード

セクターとの連携を図ることを目的として、県をはじ

めとする関係者によるワークショップを実施してお

り、この取組が直後に発生した令和元年東日本台風災

害において、大きな効果を発揮することになった。 
 

４．令和元年東日本台風災害での実践 

きっと批判ばかりしているお前（古越）はどうだっ

たのだとお叱りを受けると思うので、自分が取り組ん

だことを少しばかりお話ししたい。 
（１）災害対策本部室による災害対応マネジメント 

令和元年東日本台風災害は、長野県内で初めてとも

いえる広域災害となった。2019 年 10 月 12 日午後 3
時 30 分に県内では初めてとなる大雨特別警報が発表

（当初は 34 市町村に発表。最終は 43 市町村に発表）

されると、同時刻をもって県災害対策本部を設置し、

以下のような実践を展開した。 
まず、初動体制確保のために災害対策本部室の指名

要員を招集の上、オペレーションルームにおいて担当

ごとに業務を開始した。 
併せて災害救助法の適用（災害救助法施行令第 1

条第 1 項第 4 号による適用）や、消防・警察・自衛

隊と連携し災害の発生に備えた。 
当時の長野県危機管理部は、危機管理部長が危機管

理監を兼任し、主管課である消防課（15 名）と危機

管理防災課（15 名）の 2 課 31 名の体制であった。 
県災害対策本部室は、機能別担当（チーム）ごとに

災害応急活動を実施する。当時は、①総括調整担当、

②活動調整担当、③情報収集担当、④広域応援・救助

調整担当、⑤情報発信担当、⑥庶務担当、⑦応援・受

援本部（長野県広域受援計画を実施）の 7 つの機能

別担当があった。 
さらに、①総括調整担当には、防災関係機関との窓

口や法の適用を行うため、警察担当、災害救助法担当、

通信担当、建設担当、災害ボランティア担当を、⑦応

援・受援本部には、広域防災拠点担当、人的応援・受

援担当、物資調整担当を配置していた。 
その名が表すとおり、「○○○調整担当」は、防災

関係機関、場合によっては NPO 等サードセクターな

どとの徹底した「調整と協働」を行うことで課題の解

決を図る。各担当のリーダーには危機管理部の役職者

を当てることで権限が与えられており、即時決断と即

時実行が可能となっている。さらに、これら災害応急

活動全体をコントロールするのが「総括調整担当」と

なっている。 
総括調整担当が、災害対応全般の流れとフェーズを

意識し、将来を予測しながら県災害対策本部全体を機

能的に運用するのである。実際に県災害対策本部室

（オペレーションルーム）における各担当の人員や配

置については、災害応急活動の進行に合わせて、人員

の集約と配分を繰り返し、常に最適となるよう調整を

図っていた。当時、総括調整担当であった私の感覚で

は、初動期から応急期にあっては「三日後を予想」、

応急期から復旧期にあっては「一週間後を予想」しな

がら、フェーズにあった災害対応を実施していた。 
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（２）「被災者生活再建支援チーム」の設置 

2019 年 10 月 13 日午前 4 時頃、長野市を流れる千

曲川の堤防が破堤した。これにより、これまでに経験

したことがない大規模な浸水被害が発生した。当時は

被災市町村も混乱し、被災地の情報も断片的に入るの

みであったことから、特に被害の全体像の把握に注力

した。被災地からの情報が入らないということは、そ

れだけ大きな被害が発生しているはずではと考えて

はいたが、実際は想像以上の被害が発生していた。 
同日 10 月 13 日の午後となり、県災害対策本部室

において様々な情報を得ながら、私は被災者を支援す

るための仕組みが必要になるのではと考えていた。 
一言で被災者支援といっても、危機管理部だけでも

災害救助法、被災者生活再建支援法、災害弔慰金・災

害見舞金といった制度を複数所管している。さらに健

康管理や福祉制度の活用、法律相談など、多種多様で

且つ膨大な事務量が発生する。 
被災者支援のためには、全庁かつ横断的に取り組む

必要があるのだが、当時は、全体を統括する仕組みが

県災害対策本部室の中にはもちろんのこと、県庁の中

にも無かったのだ。 
そこで私は、県災害対策本部室の中に、新たに「被

災者を支援するための専門チーム」の設置を考案した。 
県災害対策本本部室とは別の、例えば福祉担当部局

にチームを設置するのではなく、あえて県災害対策本

部室の中に設置したのは、ある狙いがあったからだ。  
被災者の目線に立ち、救助から生活再建の流れを一

元的に管理し、途切れのない被災者支援を行いたいと

いう思いがあったからだ。 
発災翌日の 10 月 14 日には「生活再建を見通した

被災者支援チーム」を企画・立案し、庁内での調整を

経てチームを編成し、翌々日 15 日（発災３日後）に

は県災害対策本部室内に「被災者生活再建支援チー

ム」を設置した。 
この「被災者生活再建支援チーム」は、危機管理部

の職員のほか、過去の災害で被災者支援の実務経験を

有する職員や、他部局の健康管理、福祉、住宅といっ

た業務の担当者などから選任し、人事課より危機管理

部への兼務発令を行うことで正式な組織とした。 
さらに、このチームに他県から長野県への応援で派

遣された職員、特に災害救助法や被災者支援制度に詳

しい職員を加えることで、業務を進める上で必要な人

的リソースを確保するとともに、人と防災未来センタ

ー等へ被災者支援に知見のある研究者の派遣を依頼

した。 
このような取組が可能となったのは「被災者を支援

する」という明確な目標を掲げたことにより、それを

実現するための方法や取組を各アクターが自ら考え、

実行できたことによる。共通の目標を定め、アクター

に明確な役割（できる限り権限を付して）を与えるこ

とで、災害対応ガバナンスは機能するのである。 
なお、このような対応が可能となった背景には、災

害が多いにもかかわらず、他の都道府県と比べて防災

担当の職員が少ないという状況のもと、知恵を絞るこ

とで人的リソースの確保や業務の最適化を図ってき

たという事情があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）サードセクターとの連携 

県災害対策本部室の要員は、県職員だけでなく、

NPO の代表等も要員として指名（登録）することで、

県職員と同等の立場となる。オペレーションルームの

中では「総括調整担当（チーム）」の中の「災害ボラ

担当」と協働して、災害応急活動を実施する体制とな

っていた。 

「被災者生活再建支援チーム」の設置

実施事務
①住家の被害認定調査指導・支援
②罹災証明発行業務支援
③避難所の状況把握、ホテル旅館等二次避難
の後方支援(保健部局との調整)

④市町村が実施する在宅要援護者の把握・
支援 の後方支援（人員の調整など）

⑤応急仮設住宅の供与（建設部局との調整）
⑥各種被災者支援の実施方法についての
整理と市町村への周知

⑦各種生活再建・住宅再建メニューの策定
（専門家の派遣など） ほか

構成
〇 被災者生活再建支援チーム18人～13人
・危機管理部（プロパー６、旧部員兼務２）、健康福祉部（保健１、福祉１）、建設部（建築１）
・応援県（中部９県１市、鳥取県ほか）９名～３名

複数市町村で避難所生活が長期化し、仮設住宅の供与（建設型・みなし等）も県内で
数十年経験の無い規模となることが判明してきた発災３日目に、熊本地震や平成30年
７月豪雨での各県の対応を参考に設置

 
図３ 長野県被災者生活再建支援チームの概要 
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発災後、直ちに長野県社会福祉協議会のほか、県域

の災害中間支援組織である「長野県災害時支援ネット

ワーク（N-net）」（代表幹事：特定非営利活動法人長

野県 NPO センター）、全国域の災害中間支援組織で

ある「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

（JVOAD）」などから複数の関係者が自発的に県災

害対策本部へ参集し、早期から支援体制を整えること

が出来た。 
このように比較的早期に体制を整えることが可能

となったのは、同年 2019 年 3 月に策定した長野県広

域受援計画や、発災前月 9 月に実施した図上訓練の

成果と言える。 
当時、オペレーションルームの中には災害ボラ担当

として 4 名ほどが座れるブースを確保していたが、

大勢の応援によりスペースが足りなくなってしまっ

た。そこで、災害ボラ担当を「一般の災害ボランティ

ア」と「NPO・NGO の 2 つの担当に分け、そのうち

「NPO・NGO」担当については、外部からの応援団

体等と十分に連携できるように、オペレーションルー

ムに近い会議室を確保した上で独立させた。 
また、「一般の災害ボランティア」担当には長野県

社会福祉協議会を中心した体制、「NPO・NGO」担

当は N-net や JVOAD を中心とした体制としたこと

で、それぞれが得意とする能力が十分に発揮できる体

制とした。 
これらについては、私が独断で実行したものではあ

るが、それには、きちんとした目的があった。東日本

大震災以降、2016 年熊本地震や 2018 年７月豪雨災

害など、全国で大規模な災害が発生していたが、その

都度、サードセクターによる被災者支援が行われ、被

災者にとって大きな支えとなった。 
NPO 等支援者が活動しやすい環境とするためには、

支援者による「調整の場」の設置が極めて重要となる

ため、長野県広域受援計画では、発災 3 日後に「情

報共有・活動調整の場（ボランティア、NPO 等との

活動調整）の設置」を定めていた。 
しかしながら、どこに設置するかといった具体的な

内容までは定めていなかったことから、自らの権限に

おいて設置したのである。 
県庁の中において、県災害対策本部室の一員として

活動してもらうこと自体が、支援者にとって活動しや

すい環境となるととともに、被災市町村や被災者から

の信頼にもつながり、結果的に適時適切な支援につな

がるのである。 
それだけでなく、サードセクターの代表者に対し、

県災害対策本部員会議（知事をはじめとする幹部の会

議）や内閣府官房審議官（防災担当）を長とした内閣

府調査チームによる省庁連絡会議など、各種会議への

参加を求めたことも、その後の支援対策の実施に大き

く影響を及ぼしている。 
長野市の被災地において多量に発生した災害廃棄

物の処理のため、今までに例のない官民共同による

「Operation One Nagano（オペレーションワンナガ

ノ）」が実施された。被災者のために、市民、ボラン

ティア、行政、自衛隊など、多くの人の力を結集する

ことが出来たのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）災害対策から復旧・復興への切り替え 

災害発生から 1 カ月が過ぎようとすると、県災害

対策本部での災害応急活動にも一定の目途が立ち、本

格的な復旧・復興のフェーズとなってきた。 
前述のとおり、県災害対策本部は初動から応急期ま

 
図４ Operation One Nagano の概要 
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でを集中的に行うために特化した組織であるため、復

旧・復興の業務を行うためには、県庁内に専門の組織

を設置する必要があると考えていた。 
これは、災害対策本部として、いつ何時起こるかも

しれない次の災害へ備えるためにも重要なことでも

あった。そのため私は、発災から 3 週間目頃から準

備を進め、発災から 1 か月目の 2019 年 11 月 15 日午

前 9 時に「復旧・復興本部（仮称：発案当時）」の設

置を提案した。 
すぐに庁内での協議が進み、同日夕方には知事・副

知事の了解が得られた。これにより関係部局との調整

を行い、新組織の設置要綱を検討し、1 週間後の 11
月 22 日に「長野県生活再建・生業（なりわい）本部」

を設置した。激変緩和のため、しばらくの間は「災害

対策本部」と「生活再建・生業（なりわい）本部」の

両本部を運用しながら、徐々に「生活再建・生業（な

りわい）本部」に業務を集約・移管を進め、翌年 2020
年 2 年 3 月 26 日（木） 午前９時 00 分をもって県

災害対策本部を廃止した。 
これにより、長野県としての災害応急活動が終了し、

本格的な復旧・復興のフェーズに入った。 
 

５．被災者に必要な支援を届けるために 

（１）公務員的発想の罠 

実はこんな話がある。先日、長野市で開催されたあ

る Web 学習会に参加した。NPO、生協、学識経験者

などが参加したがそこに市の職員が入っていた。話の

内容から非常にまじめな印象を受けた。何故かという

と、「行政ではできることに限りがある」、「役割分担

をしっかり考えて進めたい」といった内容をことさら

強調していたからだ。 
特に個人情報の扱いについて、支援者側から「支援

が必要な人の情報を共有できれば、もっと支援ができ

ると思うので、このネットワークとの協定を締結する

などして個人情報を共有することで、強化を図ったら

どうか」という提案があった。 
それに対し「個人情報の取り扱いには注意が必要だ。

行政以外で個人情報を扱うことは想定できない」とい

う意見だった。なるほどと思った。これが個人情報の

取り扱いをテーマにしていたのなら、そのとおりだろ

う。しかし、支援が必要な人にとってはどうだろうか。

発言したのは防災担当ではないので、災害対策基本法

第四十九条の十一第二項により、災害発生前に支援者

に対し個人情報が提供できることや、内閣府「避難行

動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」のこと

は知らないのだろう。 
でも、発言には、「支援が必要な人に対して、どの

ようにしたら必要な支援を届けることができるのか」

といったことは含まれることはなかった。自分の役割

をしっかり担いたいからこそ、枠を作り、なるべく負

担が少ないようにしようとバイアスがかかるのだ。 
私は、そのことを知っていたので、なるべく穏やか

に、懇切丁寧に反論したことをここに明記しておこう。 
同様のことを令和元年東日本台風災害時にも経験

した。被災者のための法律相談をどこが行うかで揉め

たのだ。長野県弁護士会から支援の申し出をいただい

た時に、災害対策本部として長野県庁内で法律関係の

事務を所管している課に対応を依頼したのだ。 
ところが、地域防災計画には危機管理防災課が現地

機関と実施すようになっているので出来ないと言わ

れたのだ。自分たちの所掌事務ではないと。何とも馬

鹿げた話である。全庁を挙げて災害対応をしているに

もかかわらず、臨機応変な対応を行うことができない

のである。組織内のことならまだしも、被災者を支援

するのに何の根拠が必要だというのだ。 
その場は「押し付けあって無駄な時間を費やすよ

り」と思って対応したが、その後の地域防災計画の修

正において、担当課として対応できるように（反論で

きないように）位置づけてやったことで、しっかりと

成敗してやったが。 
できない理由、やらない理由を一生懸命探すより、

どのように支援の手を届けるかと考え、実行するのが

本来の公務員ではないのだろうか。災害救助法もそう

だ。法の適否にかかわらず、必要な救助を行えばよい。
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その費用を国費で賄うかとか、都道府県の一般財源

（単独財源）で賄うとか、本来はどうでもいい話であ

る。被災者を支援し、命を守る。その目的達成のため

に大切な税金を使わせていただくのだから。 
（２）被災者支援のために力を合わせるには 

災害対応の現状を打破するためには、既存の考えを

大きく大胆に転換する必要があると考えている。今ま

でのように、行政を中心として、その他の支援者を回

りに置くような災害対応では限界が来ていることに

気づくべきである。これからは、被災者・被災地にど

のような支援を届けるかといった具体的な目標を掲

げ、それを達成するための知恵を皆で出し合うような

災害対応の方法にしなければならない。「災害対応ガ

バナンス」による災害対応だ。では、どのようにする

のか。 
最初に、被災者目線による、地方公共団体を強制的

に動かすための新たな仕組みを提案したい。 
災害救助から被災者の生活再建までを視野に入れ

た全国的な特別チームによる、直接的な被災地支援だ。

あらかじめ必要な人材を育成・選定し、災害発生時に

は、内閣府とともに都道府県の災害対策本部に入る。

派遣した者に権限を持たせ、災害救助法や被災者生活

再建支援制度、福祉や医療を担当する県職員や県域の

災害中間支援組織の NPOらとともに、県災害対策本部

の中に特別チームを編成する。さらに、このチームと

対になるカウンターパートナーを被災市町村に設置

し、各々が同じ目標を持って災害マネジメントを行う

のである。一見、荒唐無稽なことに思えるかもしれな

いが、現行制度の運用で十分に可能だと考えている。 
行政組織を機能させるということは、実は非常に難

しいと理解していただきたい。例えば、多くの研究者

が市町村を支援するツールの開発などを行っている

が、併せて組織を動かすための仕組がなければ、どん

なに良いものでも動かないし、活かされない。 
次に、様々な支援の手をまとめる方法はあるのか。 
一つの試みとして、「長野県避難所 TKB スタンダ

ード」を考案した。 

これは、避難所における良好な生活環境の確保のた

めにポイントとなる頭文字から呼称される「TKB」

（「T」はトイレ（衛生）、「K」はキッチン（栄養）、

「B」はベッド（睡眠））の具体的な達成目標を定め

ることにより、県、国、市町村、NPO・NGO、民間

団体などが、それぞれが強みを活かした取組を有機的

かつ一体的に推進することで迅速に必要な支援を確

保しようとするものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに、災害発生から 3 日以内（初動期）、7 日以

内（応急期）といった一定期間ごとに避難所の状況を

確認・評価する仕組みを取り入れることで、実効性を

確保するように考えている。 
支援者それぞれが異なった目標で対応を行えば（特

に行政は自分の枠の中で）、当然のことながら支援の

「もれ・むら」が生じてしまう。共通の目標があれば、

皆が力を合わせ、被災者に必要な支援を届けることが

できるはずである。災害対応は、被災者のために実施

するのである。このことを決して忘れてはならない。 
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図５ 「長野県避難所 TKB スタンダード」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


