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羅針 盤

ソーシャルネットワークが変えた災害時における情報収集と伝達
～閉塞性と同居する開放性～
株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏

災害時においては、情報が極めて重要な役割を果たす。従前より行政機関を中心とした「公助」
の活動を支援するため、正確な情報をいち早く収集し行政職員等に迅速に伝達できるよう、情報
システムを構築してきた。これらの仕組みは、今後も防災活動の中核であることに変わりはない
が、東日本大震災のように、地方自治体の庁舎がまるごと破壊されるといった事態や超広域的な
被害を想定したものではない。防災時における携帯電話をはじめとした新たな情報通信機器の活
用も、行政機関が発する警報の伝達、被災者からの緊急通報は安否確認といった住民と公助との
接点強化が中心であり、住民同士の助け合いを直接的に支援する仕組みは限定的であった。
災害時における情報活用のあり方を劇的に変えたのが、Twitter、Facebook、mixi をはじめと
したソーシャルネットワークサービス（SNS）である。SNS は歴史が浅く、未だ劇的な進化の
途中にあるため機能の観点から定義することが困難なメディアであるが、特性の観点から捉える
と、情報の発信者と受信者の境目がなく、人と人とのつながり、すなわち人的ネットワークを驚
くべきスピードで構築する従来にはない新たなメディアであると整理することができる。インタ
ーネットを支える要素技術の特性を、利用者のレベルに適用させた従来にはないメディアであり、
より草の根民主主義の観点に根ざした特性を有している。
コミュニケーションには、大別して情報の生成と伝達の２つの段階がある。特定者が特定の情
報を広く伝達する場合、影響力を維持するため情報そのものの価値を高めるとともに生成と伝達
に係る手段を独占することが基本となる。情報生成においては情報を正確かついち早く収集でき
る手段を確立することが重要であり、情報伝達においてはより広範囲に迅速に伝達できる情報網
を確立することが重要である。情報の発信者と受信者の分離を前提に、他者が干渉できない閉鎖
的ネットワークを如何に構築するかが鍵となる。従前の防災情報システムは、このような観点に
根ざして構築された縦型ネットワークの仕組みであると整理できる。
SNS は、日常会話と本質的には変わらないレベルの閉じた横型ネットワークのコミュニケーシ
ョンを、情報通信技術を活用して世界中に拡大する、従来は存在しなかった閉塞性と開放性を併
せ持つメディアである。「140 字のつぶやき」が瞬時に地球の裏側まで伝えることができる情報
の伝達手段としての優位性や、情報の発信者と受信者が一体であるといった優位性がある一方、
情報の管理者という概念が希薄であるとこと相成り、情報の熟度という観点では課題も多い。特
に防災活動においては、情報の正確性が生死を分ける最重要事項であるが故に、流布流言といっ
た情報が引き起こす弊害も懸念されるところである。しかし、東日本大震災においては SNS と
いうメディアが持つ利点が、不正確な情報が引き起こす弊害を大きく上回り、従前の公助を中心
とした縦型ネットワークの補完と強化に資するものであることが明らかとなった。本来、情報管
理は全ての情報を集約しするとともに、特定の管理者が情報伝達を一元的にコントロールするこ
とが基本である。管理者が不在である SNS には大量の情報があふれ、錯綜し、収集がつかなく
なることが容易に想像できる。事実、災害時発生後に多くの流布流言が SNS 上で流されたが、
これらの情報はやがて事実でないことが判明するとともに流通されなくなり、やがて正確な情報
を中心にやり取りがなされるようになった。正確な情報が不正確な情報を駆逐する状態を情報の
エントロピーと表現するならば、正に時間と同じく不可逆の現象が短期間で確認できたと言えよ
う。この新たな道具を、より有効に活用できるよう技術、利活用の観点から分析し、自助・共助
を中心に今後の防災活動の強化を図ることが重要である。
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政策 論説

東日本大震災からの復興問題（２）
～国と地方自治体の関係の見直し～
北海道大学公共政策大学院教授

宮脇 淳

１．はじめに
東日本大震災の復興に向けた財政政策が 2011 年度第二次補正予算、2012 年度本予算の編成を
通じて本格化する。復旧から脱却し、復興に資する予算執行の有効性を高めるには、同時に国と
地方自治体の関係を見直す議論を展開することが重要となる。前回４月号政策研究の政策論説
「東日本大震災からの復興問題（１）」では、復旧から復興に向けたプログラムとその中での課
題を総括的に整理した。今回は、復旧から復興に向けたプログラムの中で国と地方自治体の関係
を如何に見直していくかという点に着目した、行政体系及びその機能に焦点を当てて整理する。
２．復旧段階における課題
前号で整理したように、「復旧」とは道路、水道、上下水、電気供給等、生き抜くために必要
不可欠な生命線のインフラ再建を意味し、復興とは一度衰えた地域力を再び盛んにするための積
極的投資を含めた地域活性化への取り組みを意味する。この復旧と復興の一連の行動を通して、
経済社会活動、そして自然環境を復活させ、大震災という非日常を日常へと移行させるプロセス
を形成し、展開することが重要となる。但し、復興のプロセスは単純に大震災前の状況に戻すこ
とを目的としない。人命から個別財産そして経済社会ネットワークに至るまで大震災がもたらす
長期的リスクを可能な限り排除し、日本経済社会がそもそも抱える少子高齢化、グローバル化を
踏まえた持続的発展を実現しなければならないからである。
生命線インフラの再建である復旧段階では、財政面も含め、国が直轄的に敏速に取り組む必要
がある。残骸の撤去、命綱となるインフラの確保等、広範囲にわたる大震災の復旧事業に対して、
地方自治体単位で対応するのは困難であり、また不適切である。復旧を国が主体となって敏速に
行う必要があるのは、単に人命にかかわるだけでなく、復興段階を根底で支えるソーシャルネッ
トワーク（社会的つながり）の分断状態をできるだけ早く克服しなければならないからである。
東日本大震災は、地域のソーシャルネットワークを根本的に壊し、影響を受ける地域のダメージ
をより長期化、深刻化させるだけでなく、それによって生み出されるサプライチェーンを含めた
ネットワークリスクを日本全体に波及させている。これをまず食い止めるには、生命線のインフ
ラ復旧を国が中心となり、地域経済社会を支えるソーシャルネットワークへの信頼性を回復させ、
ネットワークリスクを遮断する基礎づくりをスタートさせなければならない。ここで留意しなけ
ればならないのは、復興期に入った段階では地方自治体の創意工夫を優先させることである。
「危
機時の集権、平時の分権」なる言葉があるが、大災害からの復旧時は危機時であり集権的に徹底
して行う必要がある。平時に向けて地域の活力と競争力を再生する段階においては、中央集権で
はなく地域の創意工夫を発揮できる環境整備に国の役割は限定化して行き、地方自治体主体の取
り組みに移行することが重要となる。
これまでの日本の災害に対する復旧・復興制度では、一部の例外事項を除き復旧・復興業務を
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担う中心が地方自治体であり、地方自治体が担えない部分を国が財政支援として補完的に補助す
るのを基本としてきた。このため、日常時における国と地方自治体の投網状態の上下関係が緊急
時にも実質的に温存され、地域ニーズに敏速に対処できない硬直性を制度的に抱える実態となっ
ている。日常時の府省縦割りが災害対策にも実質的に温存されることから、権限や財政運営に関
して国・地方自治体の多層化も加わり、現場からは一層複雑で機能しづらい実態に陥りやすい。
こうした投網状態は、南海沖地震に対する対処が地方自治体単位の個別対処となり一貫性がなか
ったことへの反省から始まる面があるものの、逆に今日において他の行財政活動同様に国と地方
自治体間の硬直性を生みだすデメリット要因としての側面が大きくなっている。この投網構造は、
国と地方自治体間に縦割りそして多層構造のネットワークを形成し、復旧、復興そして復興後の
新たな国と地方自治体との関係において十分に留意すべき課題となっている。
３．投網構造と総合行政ネットワークの実態
ネットワークとは、一般的に節と経路からなる流れを意味する。節をつなげる経路が如何なる
連絡体系で作られるかにより、ネットワーク全体の性格が異なるものとなる。加えて、経路の性
格は節たる主体の体質にも影響を与える。これまでの国と地方自治体の関係を支えてきた縦型ネ
ットワークは、節相互が標準化と階層化による経路で結ばれ、一定の目的に向かって画一化した
意思決定と行動を上意下達方式で徹底するのに適した性格を持っている。このため、右肩上がり
の経済成長を支え、各分野の専門化、分業化した各主体を一定の方向へ活動させるには、極めて
有効に機能した。その一方で、直線的な節の上下の流れが横の水平的関係を分断する。国・都道
府県・市町村の体系も縦型ネットワークであり、地域ごと、府省そして局単位ごと、事業ごとの
分断化した構造を持っている。このため、節に位置する地方自治体も上位の国等とは密接な関係
を有するものの、隣接した地方自治体間での連携は希薄であると同時に、国の府省、部局等に合
わせた縦割り構造を内部に持ち、地方自治体の本来の役割とされる総合行政の実現を阻む体質を
自らも形成してきた。
本来、災害時等の非日常時では縦型ネットワークの有効性が高くなる。復旧の目的に向かい全
体の方向性を統一しやすいからである。しかし、そこには問題もある。それは、方向性を統一で
きてもそこに向かった取り組みが細分化された縦割り構造となれば、分野ごとの限定的な取り組
みとなり機動性、柔軟性を欠くだけでなく縦割りの視野から欠落した分野は放置されることにな
るのである。
この縦型ネットワークを考える場合、国と地方自治体の事務や権限に関する総合行政の意味に
ついて整理する必要がある。総合行政は、融合・分離と統合・分立のふたつの視点から整理する
ことができる。第一は、融合・分離の関係である。融合とは国と地方自治体が同一の事務事業に
相互に多層的に関わる形態である。権限、補助負担金等様々な形態で関わるものであり、義務教
育や様々な経由事務などが挙げられる。これに対して分離とは同一の事務事業については国と地
方自治体が相互に関わることなく明確に役割分担され、国と地方のどちらかに一元的に配分され
る形態である。国と地方自治体の関係は、融合型を基本としている。第二は、統合・分立の関係
である。統合とは地方自治体の事務事業の展開において国の府省所管による縦割りで実質的・形
式的にも区切られることなく事務事業を執行できることを意味する。これに対して分立とは、地
方自治体の事務事業展開において府省所管の縦割りで実質的に区切られ執行されている状況を
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意味する。国と地方自治体の関係は、統合型を目指しているものの実質的には分立型となってい
る1。以上の点を踏まえると現状の対等・協力関係の実態は、融合・分立型にとどまっている。地
方は、縦・横投網型で国からの規律を受ける結果となっている。この点において重要となるのは、
地方自治体に求められている総合行政の意味である。
総合性とは、本来、融合・統合型または分離・統合型を意味する。融合・統合型は、同一の事
務事業について明確な基準に基づき国と地方自治体が相互に関わると同時に（分離型は、相互に
関わらない）、国の行政の縦割りに拘束されることなく事務事業を執行することである。融合に
は明確性が、統合には縦割りの排除の実現が重要な課題となる。特に、統合は単に事務事業を複
合的に執行することが統合ではなく、地方自治体自らが国の府省による縦割り所管を超えて制度
設計や政策企画等意思決定とそれに基づく執行を可能にすることを意味する。従って、統合は単
に行政権の問題にとどまらず、地方自治体の立法権の問題として認識することが重要である。総
合性を語る場合、行政権だけを対象に語ったとすれば総合性の名の奥に隠された制度設計や政策
立案に対する中央集権、縦割り構造が温存される結果となるからである。地方自治体の統治を目
指す取組みでは、融合・統合の意味を地方自治体自らが明確化し、制度設計できる領域の拡大が
重要となる。そして、融合についても明確化だけでなく一元化に向けた分離型の模索も基礎自治
体への権限・財源の移譲を進める中で重要な課題となる。
復興段階において地域力を地域間で特色を持ち、差別化しつつ再生するには、地方自治体が主
体となった意思決定を含めた総合行政を担える仕組みづくりが必要であり、そのことは地方分権
の取り組みと一体化する課題である。
４．補完性に対応できる地方自治制度
補完性の原理とは基礎自治体優先の原則と共に、事務権限をより住民に近い行政主体へと移譲
することを重視する原則である。行政運営上の意思決定と事務執行、すなわち公的責務は住民に
近い主体が行うことが望ましいとの観点から、事務事業の役割分担は住民に最も近い基礎自治体
である市町村に優先的に配分する。それを踏まえ、市町村が単独で担うことが困難な事務は、市
町村の広域連携やより広域的な行政機関である都道府県等が担うとする。「国→都道府県→市町
村」という画一的な事務の効率的処理を重視した上からの地方分権改革を志向するのではなく、
「市町村→都道府県→国」という地域の意思決定に基づく多様性を重視した下からの地方分権改
革を志向するものである。単に事務事業を優先的に基礎自治体に振り分けるのではなく、政策決
定と執行のプロセスを住民に近い行政主体から優先的に行う環境作りに努め、住民の意思が行政
運営に多様に反映できる仕組みの構築が必要となる。民主主義は上からの民主主義、下からの民
主主義に分けることが可能である。上からの民主主義とは、国家統治の確立、産業国家の確立等
のため国が画一的・集権的に意思決定し、その結果としての制度・政策を地方自治体に適用する
形態である。これに対して下からの民主主義とは国家を形成する基盤としての地域の特性、住民
の意思を優先的に位置づけ、地方の意思決定を重視する。地方分権を、議会改革、立法権の分権
の視点から捉えると、上からの民主主義から下からの民主主義重視への変革の取り組みといえる。
基礎自治体優先は、基礎自治体がより多くの事務事業が担える行政基盤を有していることが前
提となる。しかし、今後の少子高齢化や大震災で被災した市町村等の実態から総合的な事務事業
1

金井金井利之(2007)『自治制度』, 東京大学出版会, pp.16-18
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が担うだけの行政基盤を確保できない小規模自治体等も少なからず生じてくる。これに対しては、
広域連携等補完する仕組みに加え、基礎自治体の多様化が必要となる。総合行政の名の下で、全
ての基礎自治体に横並びに画一的かつ広範な業務を担わせるのではなく、各基礎自治体の自らの
選択により担うべき業務の限定化を図り、小規模で限定的な業務を担う基礎自治体の存在等多様
な基礎自治体の在り方を認める必要がある。そして、自ら担えない業務については、より上位の
地方自治体や周辺の地方自治体との連携ネットワークにより提供する。そのことは、さらに補完
性の原則を支える地域の中核となる都市制度の有り方、地方交付税等の地方財政制度の有り方に
も波及する。大震災の復興段階においては、少子高齢化等を睨んだ新たな国と地方自治体の関係
を、東北地方の再生をトリガーに大都市制度のあり方を含めて積極的に模索する取り組みが必要
となる。
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政策 シグナル

司法制度改革と公務員制度
北海道大学公共政策大学院教授

宮脇 淳

新司法試験が 2006 年からスタートし５年が経過した。今年度は同時に実施してきた旧司法試
験の最終年度であるとともに、新たに予備試験が開始され法科大学院以外のルートが始動する。
この間、法科大学院の卒業者が増加し新司法試験受験者が 8,000 人台に達したのに対して、当初
示された 3,000 人程度の司法試験合格者数を大きく下回る 2,000 人強の合格者実態が続いている。
その中で、法科大学院修了者の質的充実の問題、司法修習のあり方、弁護士事務所等への就職の
困難化、地方部における弁護士不足の解消が進んでいないことなど多くの問題が顕在化している。
すでに、2009 年４月に中央教育審議会法科大学院特別委員会において法科大学院教育の質的向
上のための改善方策が提示されている。この改善方策を更に進めることが必要であるとする法曹
養成制度に関する検討ワーキングチーム（文部科学省及び法務省）の検討結果を受け、今年５月
から新たな検討体制（フォーラム）がスタートしている。
こうした状況下、法科大学院修了者及び新司法試験合格者の国家公務員採用が始まっている。
法科大学院修了者の国Ⅰ受験者は年々増加する一方で試験合格者は 70-90 人台で推移、採用者に
至っては 10 人台に概ね止まっている。また、新司法試験合格者を対象とする経験者採用試験に
ついて一部省庁で実施されているものの合格者は３-４名となっている。公務員に求められる資質
は、法的思考と政策的思考等試験の難易度と異なり司法界との違いが存在する。民間企業への就
職においても同様である。
法科大学院の卒業者、新司法試験の合格者の進路として国家公務員と同時に地方自治体も今後
重要な選択肢となっている。その際には、単に法的実務能力だけでなく基礎自治体を含めた地方
公務員としての政策思考力・政策交渉力に加え住民のニーズに対応する謙虚な姿勢が不可欠とな
る。法科大学院、新司法試験が法曹養成という枠に収まりきれなくなった現状において、国、地
方自治体の公務員制度の中で如何に位置づけるか行政機能とも関連した重要な課題となってい
る。

注）単位:人、国Ⅰは、行政・法律・経済区分
（資料）法務省・人事院等資料より作成

図

新司法試験及び国家Ⅰ種法科大学院修了者の動向
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アジ アリンク １

中国経済の構造変化
北海道大学公共政策大学院教授

宮脇 淳

中国経済の輸出動向は、
2009 年の前年比マイナスから 2010 年にはプラスに転じたものの 2010
年を通じて減速傾向となった。しかし、2010 年年末から 2011 年入りにかけて減速傾向に歯止め
がかかり、プラスに転じる底固めの動向に転じ始めている。輸出額で見ると 2010 年年央にはリ
ーマンショック以前の水準に回復し 2011 年３月期では、それまでの輸出額ピーク時であった
2008 年８月を約 20%上回る水準にまで回復、元相場高等も反映し着実な拡大傾向を辿る結果と
なっている。こうした中国経済の輸出拡大の背景には、新興国向けが堅調なことが挙げられる。
先進国である OECD 諸国向けではなく、新興国等を中心とする OECD 外の国に対する輸出額が
５年間で２倍以上の伸びを示している。これまでの先進国対象の輸出構造から新興国、特に
BRICs 向け輸出が中国経済の外需をけん引している。また、輸出品目についても徐々に変化が見
られる。従来の軽工業品中心から、建設機械・工作機械等の比率が拡大しており、中国経済の高
付加価値化が進んできていることを裏付けている。電機機械の比率も上昇しており、さらに輸送
機器等に高付加価値化が拡大するかが注目される点となる。中国経済は全体として拡大基調を維
持しており、成長スピードについては変動があるものの今後も堅調な動向を続けるものと見られ
る。この堅調な動向の持続性を左右するのはインフレ圧力であり、金利の引き上げが継続的に行
われているほか、政府が企業に値上げ自粛を求める値上げ制限令の実施も提示されている。
なお、東日本大震災が中国経済に与える第１の影響は、日本からの自動車・電気・精密機械・
IT 関係を中心とする機械・部品の輸入減少による製品生産量減少の影響である。こうした影響は、
中国企業に限定されず中国国内に進出している欧米企業の生産にもマイナスの影響を与え始め
ている。日本からの部品等の調達の困難化が長期化すれば、中国経済の成長を抑制する要因とな
る一方で、日本以外からの調達を模索する動きも本格化する懸念がある。
第２の影響は、プラス要因として復興需要の拡大である。建設資材、日用品等幅広い範囲で中
国生産品への需要が増加することが見込まれる。いずれにせよ、中国経済全体に与える東日本大
震災の影響は限定的と見られる。その中でインフレ問題と同時に中国経済の地域間格差問題が依
然くすぶっている。大都市部の不動産価格の抑制等は効果を表しており北京等大都市部の経済成
長は 2011 年に入り全国ベースを下回る状況にある。しかし、福建、四川をはじめとする地方で
は依然として不動産価格の抑制は不十分であり、経済成長の過熱感も強いままである。地方政府
では不動産開発による財政収入に多くを依存する傾向もあり不動産抑制政策が本格化しない原
因ともなっている。

図
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輸出入（対前年比）の推移
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アジ アリンク ２

台湾の行政体系と財政調整（２）
北海道大学公共政策大学院教授

宮脇 淳

台湾の地方の行政体系は、台湾政府行政院直轄で人口 125 万人以上の直轄市、そして縣、基礎
自治体である縣直轄市、鎮、郷の体系を基本としている。その台湾において、市が縣を吸収し、
直轄市となる合併、一方で縣が縣直轄市を吸収する合併の二形態が活発化している。こうした吸
収合併は、アジアのグローバル化の流れが強まっていることに対応するため、地域の資源を複合
化するため工業地域と農村地域等が一体化して地域力を発揮することを主たる目的としている。
縣が減少し、直轄市が増加する中で台湾の地方財政の地域間調整制度の見直しが議論されている。
台湾では、日本の交付税制度を検証しつつ、日本の地方交付税制度に該当する「中央統籌分配制
度」の見直しを進めている。台湾の「中央統籌分配制度」は、日本の交付税制度と異な財政調整
機能を中心として人口・面積等客観的指標で配分することを基本とし、細かい項目の積算積み上
げによる歳出と歳入の差額を補てんする財源保障機能はほとんど有していない。また、財源の歴
史的経緯から直轄市への配分比率がまず 61%に設定されており、台北、新北、台中、高雄等都市
部に優先的に配分し、地域のけん引役、そしてグローバル化に向けた戦略として都市部を重視し
ている。そのことが非都市部との財政格差を大きくする要因ともなっている。一方で、「中央統
籌分配制度」にない財源保障機能を発揮するため「一般性補助金」が存在する。この一般性補助
金は歳出項目ごとに細かく要件が定められており中央政府が地方自治体を強く統制する要因と
もなっている。「中央統籌分配制度」と「一般性補助金」の両者を一体として検証する必要があ
る。

（資料）台湾新北市資料

図

台湾の行政体系
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事例 研究

被災地の現況と復旧・復興に向けた取組の状況
～岩手県大船渡市を中心として～
株式会社富士通総研 公共事業部

池田 佳代子

１．はじめに
今回の東日本大震災は、多くの尊い命を奪うとともに東北・関東沿岸部に甚大な被害をもたら
した。今回の震災で亡くなられた方々へのご冥福とともに被災された皆様に謹んでお見舞い申し
上げる。岩手県大船渡市出身である筆者は、震災発生からこれまで 3 度ほど被災地（大船渡市、
陸前高田市）に入った。現地で見た現状を報告するとともに、行政による情報発信の重要性につ
いて考察する。
２．大船渡市の被害状況と復興に向けた動き
（１）被害状況
岩手県大船渡市は、岩手県の沿岸南部に位置し、天然の良港
として水産加工業等が盛んな町である。一方で、津波の常襲地
帯でもあり、明治以降においては、明治三陸地震津波(明治 29
年)、昭和三陸地震津波(昭和 8 年)、チリ地震津波(昭和 35 年)
とその度に大きな被害を受けてきた。今回の東日本大震災にお
いても死者 314 人、行方不明者 148 人（5 月 20 日現在）
、市
内建物の約 3 割が被災している。そして今もなお多くの人々が
避難生活を余儀なくされている。大船渡市の人口は、下表のと
おり震災前と比べ減少し、4 万人を割っている。死
表

者・行方不明者以上に人口が減少している原因は、
①大船渡市三陸町にあった北里大学海洋生命学部が
当面の移転を決めたこと、②子どもや持病を抱えた
人のいる世帯が市外へ転出したこと、などが想定さ

震災前後の大船渡市の人口・世帯数

2011年2月末日現在 2011年4月末日現在
19,534人
19,025人(-509)
21,555人
20,848人(-707)
41,089人
39,873人(-1,216)
14,970世帯
14,365世帯(-605)
()内は 2 月末日比、出所：大船渡市ホームページ

れる。

写真①大船渡町明神前(海岸から約 1.5km の地点)
に打ち上げられた船
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男
女
計
世帯数

図 大船渡市の位置
（番号は本稿内写真番号）

写真②大船渡町地の森(海岸から約 2km の地点)の
「チリ地震津波到達地点」を示す石板。今回
はこの地点よりも数百メートル先まで津波
が到来。石板の脇、奥には商店や住宅が立ち
並んでいたが全て倒壊・流出。
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（２）復旧への取組
■復旧の概要
大船渡市の復旧に向けた取組は下表のとおりである。震災から約 3 日目頃より電気や水道とい
ったライフラインが海岸から離れた地区から順次復旧し、3 月末からガソリンの供給が安定しは
じめた。また大船渡市内スーパーの商品供給も、4 月頃から安定してきた。4 月上旬には、都内
スーパーよりも大船渡市内スーパーの方が、納豆等の日配品の品切れがなくなった。これらは①
商品供給が優先的に行われているため、②都内のような買い占め行動がおこらないため、③移動
手段がなくなった買物難民者がいるため、など様々な要因が考えられる。
ただ、ガソリンや物資が安定的に購入できる状況に対する被災地住民の安心感は大きなものが
あったと言える。筆者が 3 月 31 日に被災地入りした際、ガソリンスタンドの方が「ガソリンは
たくさん供給されていますから安心してください」と営業日を問合わせる顧客に対して説明して
いるのが印象的であった。
表 大船渡市の復旧に向けた取組
月日
3 月 11 日
3 月 12 日
3 月 14 日～
3 月 23 日～
3 月 25 日
3 月 28 日
4月6日
4 月 11 日
4 月 14 日

事柄
東日本大震災発生
市内各所に衛星電話設置
順次各地区において電気復旧（盛町、大船渡町）
順次各地区において水道復旧（盛町、大船渡町）
仮設住宅着工
り災証明書交付開始
仮設住宅入居受付開始（4 月 25 日～仮設住宅入居開始）
市内瓦礫撤去開始
瓦礫撤去・分別作業で震災における市内失業者を対象とした雇用受付開始
(約 500 人募集、賃金単価 7,200 円／日）
5 月上旬
順次各地区において固定電話復旧（盛町、大船渡町）
5 月 11 日
大船渡市公式ホームページ復旧
5 月 12 日
第 1 回大船渡市災害復興計画策定委員会開催
※5 月 20 日現在電気、水道、固定電話は未だ一部地域で不通。今もなお復旧活動は続けられている。
※大船渡市ではガスはプロパンガスであったため震災後も使用可能であった。

■避難所の生活
表

大船渡市では、仮設住宅への入居が
4 月下旬から開始され、震災発生当初
6,768 人いた避難者が、1,864 人（5 月
20 日現在）まで減少している。
次頁写真は、市内避難所の様子である。

大船渡市の避難者数の推移

月日
避難所数
避難者数
出所
3月13日
50ヵ所
6,768人 東海新報3月13日号
3月25日
53ヵ所
5,169人 大船渡市記者会見資料
4月13日
49ヵ所
3,095人 大船渡市記者会見資料
5月13日
41ヵ所
1,939人 大船渡市記者会見資料
5月20日
41ヵ所
1,864人 大船渡市記者会見資料

ここでは 12 世帯程度がシェルターと呼ばれるテントで生活し、その他は簡易仕切りで区切られたス
ペースで生活している。この避難所における 5 月上旬の避難者数は 150 人程度であった。この避
難所は、各世帯の居住スペース以外は土足であり、今後の衛生環境の悪化が懸念されている。
食料は毎日支給されており、朝に朝食・昼食の 2 食分（パン・カップ麺・米飯等）、夜に米飯・
缶詰等が支給されている。米飯は自衛隊等で炊かれた温かいものが日々運搬されるとともに、全
国から集められた物資も一旦、市役所が市の物資倉庫として利用している体育館で集約し、各避
難所に毎日運搬されている。食料品や衛生品等は日々消費されるため、こうした物資供給は現在
も必要な状況にある。
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また、物資管理（内容と個数、必要物資のマッチング）は避難所の運営側にとっては大きな労
力となっており、ここではボランティアによる支援が行われていた。このような物資管理により、
避難者には必要最低限のものが届けられている状況であった。
尚、自宅のある被災者は地区により状況は異なるが、ライフラインが復旧したところでは普通
の生活に戻りつつある。ただし、近隣商店がなくなった地区においては、物資の確保が困難とな
り、一部生活に支障をきたしている状況である。

写真

市内避難所（大船渡中学校）の様子
（5 月 6 日撮影）

写真

市内避難所（大船渡中学校）の物資倉庫（木工室）
（4 月 29 日撮影）

■交通ネットワーク
今回の震災により道路にも
被害がおよび、津波による寸断
や地震による崩落等がみられ
た。応急対応や物資供給におい
て、道路ネットワークの復旧は
スピード感が求められる。実際
には、右図のとおり高速道路は
1 日で復旧、主要な国道も 2 日
後には 9 割以上が復旧を果た
した。一方、東北新幹線の全線
再開には 1 か月以上を要した。
大船渡市では、3 月 11 日夜
に自衛隊が大船渡入りして 12

図

交通関係の復旧状況の推移（国土交通省資料）

日から捜索活動とともに交通路確保を優先し三陸縦貫道や国道 45 号線の復旧活動が行われた。
市内中心部（大船渡町、盛町）には南北道路ネットワークとして海側から順に県道 230 号線、国
道 45 号線、三陸縦貫自動車道がある。県道 230 号線は大船渡湾近くが広範囲にわたって津波に
よる瓦礫により寸断、国道 45 号線も同様に一部が寸断されていた。三陸縦貫自動車道は宮城県
仙台市と岩手県宮古市を結ぶ道路で、一部供用開始されている道路であるが、内陸部にあったた
め、津波被害を免れ、南北ネットワークとしての大きな効果を発揮した。特に三陸縦貫道は震災
発生からしばらくは沿線にある県立大船渡病院から緊急退出路があり、ここが一般にも開放され
ていたため、大船渡市の南側に位置する陸前高田市への安否確認や物資輸送には有効であった。
また自衛隊による復旧作業は幹線道路を優先し、国道 45 号線は 3 月 13 日には緊急車両の通行が
可能となり、翌 14 日には一般車両の通行も可能となった。写真は震災後から現在までの国道 45
政策研究 2011 No.2
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号線の様子であるが、当初寸断されていたところが、捜索活動を行いながら瓦礫を脇に避け、車
両の通行を可能とし、現在では瓦礫撤去が進んだことから歩道も確保されている。
3 月 13 日通行可能

写真③ 国道 45 号線大船渡小学校前釜石方面
（左：3 月 12 日撮影、中：3 月 17 日撮影、右：5 月 15 日撮影）

一方で、下の写真は市民の生活道路となっている市道であるが、この道路が通行可能となったの
は 3 月 28 日頃である。このように道路復旧においても主要な道路から優先的に復旧され、効率的
に復旧活動が行われている様子がわかる。
3 月 28 日通行可能

写真④ 大船渡町地の森地区～新田地区の生活道路（左：3 月 12 日撮影、右：5 月 15 日撮影）

３．情報ネットワーク
今回の震災では、固定電話はもとより、携帯電話が不通となり、現地との連絡手段がしばらく
途絶えた。携帯電話が通じない間、安否確認や現地の状況把握に利用されたのが、Twitter や mixi
等のソーシャルネットワークサービスである。震災発生当時、情報源となったのは現地に足を運
んだ人が通信可能な内陸部に戻って発信する内容である。
「○○地区は△△まで津波がきていた」
「□号線は緊急車両しか通行できなかった」等安否情報だけでなく被災地の細かな状況を知るこ
とができた。また、3 月 14 日頃から、避難所の避難者名簿の写真が公開されはじめた。避難所
以外の場所に避難している方の安否確認は、Google Person finder が役立った。当初は情報が少
なく実名登録となるため有用性が疑問であったが、徐々に登録件数が増え、このサイトで家族の
安否が判明した人が多くなった。大船渡市内では岩手県内陸部の NTT 職員が大船渡市の孤立集
落に足を運び、無事である被災者の氏名と安否を通知したい人の電話番号を一軒一軒まわって情
報を集め、内陸部に戻ってから電話で知らせてくれたという話もある。
Twitter や mixi 等については携帯電話が復旧してからも、今もなお有効な情報収集手段となっ
ている。Twitter は、ハッシュタグの活用により地域性の高い口コミの可視化がなされ瞬時に拡
散可能であるとともに、自分が知り得た情報を各人が簡単に発信できることが大きな特徴であっ
た。また最近では、ボランティア等で被災地入りした方のブログやレポート等も現地の実態を知
り得る有効な情報源となっている。
12
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表

携帯電話復旧までの期間に安否確認・現地情報の収集に利用された主なツール

ツール
Twitter

情報源
震災直後は現地入りした方によ
る現地情報の発信(内陸部に戻
って発信)
携帯電話復旧後は被災者自らに
よる発信や被災地情報を求める
人同士による発信

mixi
同上
Google Person Finder

消息を探している人と消息が分
かった人による登録

Google Picasa
避難者名簿共有サービス

震災直後は現地入りした方が画
像アップロード(内陸部に戻っ
て実施)
被災者本人

衛星電話

テレビ
衛星写真
（国土地理院、Google 航空
写真等）

内容・活用方法
ハッシュタグの活用により、より地域性の
高い情報を得られることが可能。携帯電話
による発信が容易であるため、よりリアル
タイムの情報発信・収集が可能

地区毎やテーマ毎等にトピック化され、安
否確認や被災地に関する情報の共有が可
能。
被災者の安否状況について氏名を登録し、
コメントを掲載できる。消息を求める人は
氏名による検索が可能で登録されていれ
ば安否情報について情報把握が可能
避難所に掲載された避難者名簿画像やデ
ータが共有されており、安否確認が可能
現地の避難所や消防署等に設置された衛
星電話により本人との会話が可能。但し、
発信数や通話時間に制限あり。
避難所の避難者や被災地の映像により安
否や被災地状況を把握
震災直後には被災地の写真が公開された
が真上からの撮影のため浸水状況まで把
握不可能※5 月 18 日には国土地理院は被
災地斜め写真を公開

一方被災地では、電気が復旧するまでの間、ラジオが情報源になっ
ていた。避難所においては、地元新聞の「東海新報」や市からのお知
らせが配布され、これらに掲載された被害状況や避難者名簿等が情報
源となっていたようである。地元新聞の「東海新報」は震災翌日にカ
ラーコピー機で号外を印刷、社員が避難所に配布、3 月 13 日からは
輪転機による発行を行っている。この東海新報社は、現社長がチリ地
震津波の際、しばらく新聞を発刊できなかった経験を活かし、高台に
社屋を移転、さらに自家発電機を設置し災害に備えていた。そのため、
今回の震災では被害を免れ、地震翌日から発行が可能であった。
大船渡市では震災後ホームページが使用不可能となったため、3 月
25 日以降の記者会見資料と広報が岩手県庁ホームページに掲載さ

写真 東海新報 3 月 12 日号外

れた（大船渡市公式ホームページは 5 月 11 日に復旧）
。また、3 月 31 日から「おおふなとさい
がい FM」が開局し、市からの公式的な情報発信は県庁ホームページとラジオ、防災行政無線に
限られていた。広報は 5 月 20 日まで全戸配布されておらず、インターネット環境のない市民に
とっては、実際のところマスコミ（テレビ、特に地元新聞等）による情報と防災無線が主な情報
源となっている。こうした状況は、被災地だけでなく、被災地を支援したい地域からみて好まし
い状況ではない。
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４．被災地（行政）による情報発信の役割
前述のとおり、大船渡市における市民の主な情報源は、地元新聞（東海新報、岩手日報）やテ
レビである。こうした状況は、被災地にいる市民だけでなく、その他の地域にいる家族や現地を
支援したい人々にとっても必ずしも望ましい形ではない。特に今回の震災では全国から多くの
人々が現地にボランティアとして参加したように、多くの物的・人的支援がもたらされた。こう
した支援を効果的に受けるためには、行政側から現状や必要とする支援に関する積極的な情報発
信が必要である。
ボランティアの受入についても自治体により大きな差が出ていた。宮城県においては岩手県に
比べて交通の便が良いこともあるが、ボランティアの受入体制を整えるとともに、積極的な情報
発信を行っていたため、県外から多くの方がボランティアとして参加した。大船渡市においては
5 月 15 日に社会福祉協議会のブログが開設された。それまでは、周辺住民や避難所へのチラシ
配布、県の社協、ボランティアによる情報発信が主な情報源であった。一方、宮城県の多くの社
協では 3 月には各地ボランティアセンターからの情報発信が行われている。宮城県の亘理町災害
ボランティアセンターでは震災当日の日付でブログ形式による情報発信を行っている。これは電
気が復旧するまでの期間は公開できずにいたが、通信環境が復旧した際にまとめて掲載されたも
のだという。このように発信に努めようとする行政側の姿勢に大きな違いがある。市外・県外か
ら訪れる多くのボランティアはこのような情報を頼りに、情報収集を行い、支援先を決めて活動
を行っている。通信環境の被害や対応人員の差はあるにせよ、自治体による対応の差は大きかっ
たと言える。
社協の例を取り上げたが、特に震災後の混乱期だからこそ、公式機関からの情報は信頼性が高
く、情報発信の重要性は復旧・復興に向けても大きな役割を持つものと考える。
５．おわりに
今後被災地では復興に向けて具体的な計画づくり
と取組が行われる。津波の襲来は今後も防ぐことはで
きないため、「減災」に向けたまちづくりが行われる
こととなる。今回の教訓を 100％後世に伝え、より強
い都市づくりを行うとともに、今回の災害を風化させ
ない仕かけづくりも重要である。例えば、広島の原爆
ドームが残されたように、津波の威力を伝える施設保
存や浸水状況を視覚的に連続性を持った形で見せる
等住民の防災意識を醸成するようなしかけづくりが
あってもよいと考える。こうしたことも視野に入れな
がら、被災地における一日も早い復興を心より願うば
かりである。
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写真

市内にはこうしたメッセージがいたると
ころでみられる
「 自 衛 隊 の 皆さ ん ボ ラ ン ティ ア の 方 々
本当にありがとうございます ボクたち
は負けません」
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