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政策論説

制度進化のガバナンスと評価制度（2）
北海道大学法学研究科教授

宮脇 淳

はじめに
前回は、地方自治体の制度進化に関するガバナンス構造の理論を概括した。第2回の今回は、理論を
踏まえたPDCAサイクルを通じた実践について考える。

１. 制度改革における行動のルール化とPDCAサイクル
地域政策も含めた地方自治体の制度改革推進に関する行動は、①「新しく生まれつつある状態」に関
する議論、②「規範的判断としての参照点」の形成と共有、そして行政だけでなく住民等地域全体で展
開する③「遮断型から開放型への移行」によって実践される。
①「新しく生まれつつある状態」に関する議論は、PDCAサイクルを活用し既存制度や政策に対する
観察と分析を繰り返すことによる将来への仮説設定を展開する段階である。目標値を設定し達成率とそ
れに伴うコスト把握を柱とする進行管理に加え、進行管理の循環の中で抽出された事実を観察・分析し、
そこから将来の新たな姿を模索するステージである。そして、最も重要なステージは、②の「規範的判
断としての参照点」の形成と共有である。PDCAサイクルの活用による仮説設定を普遍化した新たな理
念（コンセプト）の形成と共有のステージである。単に既存制度や政策の評価を行うだけでなく、仮説
設定を支えるコンセプトを地方自治体全体として共有し進化させる過程でもある。そして、コンセプト
の地域全体での共有を図りつつ、目標達成に向けた行動を実践するガバナンス形成が③「遮断型から開
放型への移行」である。行政内部はもちろんのこと、住民や議会、そして民間企業も含め地域に開かれ
たコンセプトとして充実させ実践するステージである。地方自治体の政策や制度の進化を持続的に実現
して行くためには、この①から③の流れをPDCAサイクルを活用しつつ恒常化する必要がある。

２. 進化のためのガバナンス
民間化等に伴う新たな手法の導入は、既存制度における行動のルール化の改善を生み、行財政領域の
効率化を実現する。しかし、そのことだけでは、前節で見たように外部環境の変化等に対応した行財政
領域の耐久力ある進化をもたらすことは困難であり、既存制度の下で一時的に達成した効率化は、環境
変化と共に次の非効率を生みだす結果となる。したがって、民間化等の新たな手法の実践では、行政組
織そして外部関係を通じた「制度改革における行動のルール化」を同時並行的に進める必要がある。
なぜ、取組みが既存制度に埋没し易いのか。NPM、PPPをはじめとした民間化等は実践的手段であ
り、それ自身が自動的に新たなガバナンスの枠組み、すなわち権限と責任の新たな体系化、意図を提示
することはないからである。行政評価をルーティン的に毎年度繰り返しても、明確な成果が見いだせな
い大きな要因がここにある。実践的手段を本格的に活用し持続的成果を生み出すには、既存制度とは違
った新たなガバナンス構図を自ら形成し、その活用に順次移行することが必要となる。その移行のため
のガバナンスが「制度改革における行動のルール化」であり、行政評価のしくみを通じた意図した変化
の形成である。制度改革における行動のルール化は、前述したように次の新たなガバナンスに移行する
ためのプロセスの体系化であり、その移行すべき新たなガバナンスの理念（コンセプト）形成が「新制
度における認識共有」である。実践的手段の展開や工程表等のプロセス明示のみでは、新しい制度の理
念（コンセプト）を自動的に描くことはない。このため、新制度における認識共有なき制度改革は、制
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度進化に結び付くことなく一過性のコスト削減等効率化に資するに止まり、環境変化と共に次の非効率
を再生産する要因となることに留意しなければならない。

３. 総合計画とPDCAサイクル
地方自治体の総合計画と PDCA サイクルは、密接不可分の関係にある。従来の総合計画は「都市整備
計画」を起源として制度設計されており、計画作成と展開は地域のまちづくりに対する権力的行為とし
て位置づけられてきた。このため、地方自治法で作成義務が規定され、基本構想に対する議会の議決が
前提とされてきた。右肩上がりで構造的環境変化に乏しい発展段階では、段階的・漸進的に積み上げる
過程では一定の有効性を発揮した。地方自治法の基本構想は、「アテネ憲章」を原点として発展してお
り、その内容は近代建築運動の中で機能的都市を議題として展開された 1933 年の近代建築国際会議で
採択された都市計画及び建築に関する理念を基本としている。このため、戦後日本では、基本構想を含
む総合計画は外部環境変化が少ない中で段階的接近によって「ハード型のまちづくり」（開発型）を中
心に自治体運営を行うのに適した構造を有してきた。
しかし、構造的環境変化の多い 21 世紀の自治体経営には、経営としてのコンセプト、規範的参照点
は維持しつつ、目的・目標達成に向けた実践段階では常に PDCA のサイクルを機能させることが不可欠
となっている。また、グローバル化、少子高齢化が進行する中で都市型、非都市型をはじめとして自治
体の規模、環境によって機能が異なり、全ての自治体の経営や計画を画一的に扱うことが不適切となっ
ている。都市型自治体・非都市型自治体、そして都市型自治体の中でも住宅地型・商業集積地型等によ
り、環境変化のスピードとリスクの質が異なるため、他の自治体の構図を単純に引用することも不適切
となっている。総合計画の体系において基本構想の機能は長期的な自治体の進むべき方向性を示す羅針
盤であり本来は前節で指摘した規範的判断としての参照点を意味し、持続性を確保することが不可欠で
ある。これに対して、基本構想を受けた行政計画たる基本計画は、具体性、機動性を高く確保すること
が重要であり行政経営のベースとなるものである。地域の中長期的進むべき方向性たる規範的参照点を
共有し、基本計画は環境変化に対応し機動的に機能しつつ、基本構想の示す姿の実現に取り組むことが
必要であり両者のすみ分けが重要となる。基本計画は、行政が責任を持って基本構想の「目的」（将来
の姿）を実現するためのものである。従来の総合計画は、ややもすると作成することが目的となり、完
成後は便宜的に使われること、あるいは既存政策等を変更しないことの理由として機能しリスクを拡大
させる場合も少なくなかったことを、再度、受け止める必要がある。

４.経営に資する実効性と実行性
自治体経営とは、将来住民の選択肢を奪うことなく、現在の住民ニーズを最大限に満たすため限られ
た資源を有効に活用する手法である。また、自治体経営は、行政経営と地域経営から形成され両者の連
関性が強いだけに、基本構想で自治体としての大きな方向性を示し、基本計画では行政としての機能・
役割を最適化の下で明確にすることが必要となる。基礎自治体では、そもそも国や県の関与等を受ける
（政治リスク、制度リスクも含め）領域がほとんどであり、計画に定めた当初の手法が作成時には最善
でも、政治・制度、構造的環境変化のリスク等の拡大により、基本計画で定めた既存の手法が劣化する
ことも少なくない。劣化した手法を放置することは、目的からの乖離と将来リスクを拡大させる。
安倍政権が掲げる地方創生政策も含め地方自治体の PDCA サイクルに関しては、実効性と実行性の二
面性が求められる。第 1 の実効性とは単に当初の計画通りに進行することではなく、計画等で示された
方向性・参照点を実現するため構造的環境変化に合わせて当初予定した実施方法や優先順位を変更し、
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スクラップ・アンド・ビルドを行いつつ実施することであり、第 2 の実行性とは、計画等で決められた
通りに事業等を進める進行管理を中心とする取組みである。地方自治体の事業においては、経済社会環
境等に大きく左右されることなく着実に進めるべきセーフティネットとしての事業と経済社会環境の
変化に適切に対応し実行して行くべき事業がある。前者については主に実行性が、後者については実効
性が柱となる。但し、前者の実行性確保のためには、事業の優先性を明確にする中で資源の優先配分を
持続させることが必要であり、その点では間接的に経済社会の構造環境変化の影響から無縁ではない。
PDCA サイクルは実効性を重視しつつ、実行性を着実に展開する必要がある。たとえば、地方創生政策の
成果指標は、単独の地方自治体だけで完結するものではなく、自治体間競争、自治体間連携による継続
的な環境変化中で達成することが求められる。その意味からも地方創生の PDCA サイクルでは、構造的
環境変化が自治体間でも異なり、①事業の継続条件を明確にするゴーイングコンサーンの検証、②実効
性確保のための実行性の見直し、③実効性（目的実現性）と実行性確保（進行管理）の一体的機能が不
可欠である。
実行性での優先とは、進捗率、目標達成度等による進行管理における優先度の判断であり、主に「行
政評価」として機能する。これに対して、実効性における優先とは実現すべき基本理念・参照点に接近
するための手法たる政策間の判断であり「政策評価」として機能する。実効性における政策の優先度の
座標軸に関しては、①総合計画の目的の重要性と政策の優先度は異なること、②地域の構造環境変化（人
口推移、産業、コミュニティ、行政、政治等）が目的の達成を加速させる要因となるか、それとも妨げ
る要因となるかにより政策の優先度は異なるとこ、すなわち、加速させる要因である場は政策の優先度
は低く、妨げる要因である場合は政策の優先度は高い。
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政策シグナル

ギリシャ政治と金融市場
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

周知のように 1 月 25 日のギリシャ総選挙では、財政緊縮の見直しを掲げた急進左派連合が勝利し、
同 26 日に財政緊縮見直し政策で一致する右派・独立ギリシャ人との連立政権を発足させた。長期化す
る厳しい経済情勢の克服への国民の期待は、急進左派連合への事前予想以上の票を集め、ギリシャ国政
としては初の反体制派政党による政権が誕生する結果となっている。同政権は、政権発足以降、財政緊
縮見直しに向けた動きを強めており、過去の政権が金融支援獲得のため欧州諸国と合意してきた国有企
業民営化、公務員削減などの一部撤回を表明するなどの流れを強めており、欧州の支援提供国、そして
金融市場との間で緊張状況が高まっている。
新政権は、財政緊縮見直しに関して、公的支援の債務減免追加に加えて、①低所得者向け支援拡充、
②所得控除の復活、③固定資産税の廃止、④公共投資の拡大、⑤最低賃金の引上げなどの政策を掲げて
いる。これに対して、欧州諸国は、支援融資の追加減免の可能性は提示しつつ、その前提として財政改
革の継続を挙げており隔たりは大きい。そのため、新政権の最初の課題として指摘されている今年 2 月
末に到来する現行支援プログラムの再延長を如何なる実質的条件で行うか注目される。この交渉は極め
て厳しい状況にあり、1 月末段階でも資金流出の加速からギリシャの金融機関の一部では資金調達の困
難化が深まっている。これに対して、欧州中央銀行は緊急融資制度のもとで支援を行っている状況に有
り、ギリシャ政府にとって極めて厳しい環境にある。
これまでの緊縮政策でギリシャ財政は、従来に比べてプライマリーバランス等は改善している。しか
し、この間の国債利回りの上昇により財政状況は厳しさを増し続けており、短期証券等の発行により資
金繰りを確保する状態が深まっている。財政基金等のやり繰り資金は依然確保されているものの、今後
取り崩し等が進むことは避けられず、綱渡りの財政運営が続く。そうした状況の中、今年 7-8 月には欧
州中央銀行が保有するギリシャ国債の満期償還期限が到来する。これに対して、2 月末に到来する現行
支援プログラムの延長が実現しても、この償還期限に対する措置が必要となる。今年 3 月から国債など
を対象とした資産買入れを開始する予定の欧州中央銀行も、発行体の債券総額の 33％以上を欧州中央銀
行が保有することを禁止するキャップ条項が存在するため、7 月の国債償還までギリシャ国債の購入を
開始できない状況に有り、そうした姿勢を示している。
また、
2022 年までに公的債務残高を実質国内生産比率を 120％以下に低下させることを求めている債
務の持続可能性を重視する国際通貨基金は、緊縮見直しに厳しい姿勢を示すことが予想される。さらに、
追加支援を実行するには、ユーロ圏の財務相の全会一致の賛成と一部の国では議会の事前承認も必要と
なる。仮にギリシャがユーロ圏を離脱しギリシャ中央銀行が債権の返済を履行しない場合、支援国の中
央銀行に損失が発生し、さらに欧州諸国の財政状態にも影響を与え国際金融市場の混乱要因となる。
こうした広範な影響に対して米国財務長官等の仲介も行われ、前述した 2 月末に到来する予定となっ
ていた現行支援プログラムの４カ月間の延長が決定した。しかし、こうした措置はドイツ等が求める財
政緊縮策の実施が実質的に前提であり、ギリシャ新政権の反緊縮政策も大きな転換を不可避とする。以
上の要因はギリシャ国内はもちろんのこと夏にかけて国際金融市場の大きなリスクともなり、日本国内
の金融市場にももちろん影響を与える。日本銀行の超金融緩和政策だけでなくグローバル化金融市場動
向にも目を配る中での地方債管理が必要となる。
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アジアリンク

ロシア原油生産とアジア経済
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳

（資料）ロシア中央銀行等統計から作成。
原油価格は、
依然として低迷しており 2014 年の高値から比べると 1 バーレル 50 ドル台程度と半値水
準で推移している。過去にも原油価格は、1970 年代以降 15 年程度のサイクルを持って大きく下落する
動向を繰り返している。今回のこうした大幅な下落は、日本経済はもちろんのこと中国をはじめとした
アジア諸国の大半にプラス要因として作用している一方で、ロシアをはじめとした新興産油国には大き
なダメージを与えており、世界経済に与える影響に十分配慮する必要がある。とくに、ロシアでは 1990
年代後半の原油価格下落がロシア経済危機を誘発したことは記憶に新しい。但し、ロシアの原油生産自
体は価格が低迷する中でも 2014 年では過去最高の生産量となっている。この要因は、ロシア原油の生
産コストがサウジアラビア並みに極めて低く価格下落に対する対応力が高いことによる。こうした低コ
ストの生産とこれまでの原油高でロシア経済は対外債権や外貨準部を積み上げる一方で、財政に与える
影響は税収面から大きいほか、ウクライナ問題によるルーブル通貨下落等によりロシア経済の交易条件
が大きく悪化している。現在のローブル安と原油価格水準が長期化した場合、ロシアの対外資産等の耐
久力は十分ではなく、そのことは金融市場を通じて各国の経済、政治に影響を与えざるを得ない。
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投稿論考

既存道路での自転車走行空間整備に関する市民参画の取組み
～都市計画道路富山駅西線を事例として～
富山市建設部道路河川整備課 主任 宇津 徳浩

はじめに
近年、質の高い公共サービスの提供を目的に市民参画の手法を用いて、公園や公共施設をはじめとし
た社会資本の整備が進められている。道路事業においても利用者の新しいニーズに応じた整備が求めら
れているところだが、他に比べ利用主体や利用方法が多様で、かつ法律的な決まり事や技術的基準類が
細かく定められており計画の自由度が低い。このため道路事業における市民参画への取り組み事例は大
規模な幹線道路の構想段階におけるルート検討が主であり（注１）、既設道路の課題や新しいニーズ等への
対応策を具体的に市民参画で検討する事例（注２）は限られている。
今回、富山県富山市のＪＲ富山駅前に位置する都市計画道路富山駅西線（以下、富山駅西線）におい
て既存の電線や電柱を地中化する事業（以下、電線類地中化）と同時に、既存道路の再整備として新し
いニーズである自転車走行空間整備を市民参画の機会を設けながら進めた。平成２４年度の住民ワーク
ショップ開始から平成２６年度の整備完了まで３ヵ年にわたったこの取り組みについて整理し、既存道
路での自転車走行空間等の再整備における市民参画の有用性について考察する。
図１

位置図

写真１

整備前の状況（平成２３年）

JR 富山駅

(都)富山駅西線事業区間 L=250m

（注１）国土交通省道路局市民参画型道づくり（http://www.mlit.go.jp/road/pi/）
（注２）長山達哉（2006）
「第三者機関の運営による住民参加型の交通安全方策検討委員会について」
(http://www.mlit.go.jp /chosahokoku/h18giken/program/kadai/pdf/account/acc-05.pdf)

１. 道路整備の計画手法としての市民参画の必要性
（1）道路整備での市民参画の導入
道路は、
「交通機能」を主な役割とし技術的・構造的な蓄積がなされてきた。しかし時代が進むにつれ、
ライフラインの「収容空間機能」
、災害時の延焼防止等の「防災空間機能」
、環境保全や地域コミュニテ
ィの「環境空間機能」も重要視されるようになった。さらに近年は今後の維持管理を見据えたオープン
な公共空間としての利活用が注目されている。このように道路の役割は多様になり、画一的な整備だけ
では求められる機能を発揮することが難しくなってきた。
このような状況から市民参画の必要性がさけばれるようになり、平成9年の道路審議会でパブリック・
インボルブメントの提唱、その後、道路整備の構想段階を対象にした「市民参画型道路計画プロセスの
ガイドライン」
（国土交通省道路局 平成14年8月発行、平成17年9月改訂）が策定された。
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図２

（2）道路の新しいニーズ「自転車走行空間整備」と市民参画

自転車政策の動向と

都市計画道路富山駅西線の工事時期(注 3)

近年、地球環境問題や交通安全の観点から自転車政策が見直
され（図２）
、今まで車と歩行者の通行を主な役割と考えてい
た道路に対して、
自転車利用に配慮する新しいニーズが生まれ
ている。富山市では、平成２３年３月に「富山市自転車利用環
境整備計画」により、自転車走行空間の整備や自転車利用促進
等について取り組み方針を定めた。
今回事例とする富山駅西線
は、
通勤通学時に１時間２００台以上の自転車が走行すると同
時に多くの歩行者が歩いており、
歩道内の自転車と人の錯綜が
大きな問題であった。
このため前出の計画においても早期に自
転車走行空間を整備する路線に定められ、
今回の電線類地中化

(注 3)H23～H25 電線類地中化、H26 自転車走行空間整備

図３

自転車走行空間の主な整備手法

にあわせて事業を進めることが求められた。
しかし自転車走行空間の整備手法については、図３に示すよ
うな「自転車道」
「自転車レーン」
「歩道上での通行位置の明示」
の３パターンが示されている程度であり、技術的・構造的な蓄
積が少ない。そのため、他都市では整備した結果、使い勝手の
悪さや利便性が低下した等により、
苦情の発生や利用率が低さ
といった問題も生じている。一方で、問題を出している事例と
同じような整備をしていても何の問題が生じていない事例も
ある。

出典；自転車利用環境整備ガイドブック(国土交通省・警察庁 H19.10)

つまり、このような新しいニーズを取り入れた道路整備で
は、今までの技術的・構造的蓄積だけに頼らず、現場状況を的確に把握し道路構造を計画することが重
要で、一担当者による現況把握だけでなく利用者からの意見を抽出する市民参画の手法が必要なのであ
る。
図４

都市計画道路富山駅西線の幅員構成

２. 富山駅西線での市民参画の取組み内容
（1）市民参画の範囲
富山駅西線は、全幅２２ｍで歩道は片側６ｍと広い幅員構成
（図４）である。自転車走行空間整備を行う上で、この幅員構
成の再分配が議題である。しかし、今回は自転車走行空間整備
の計画作成に取り掛かる以前に電線類地中化の設計が完成し
ており、市民参画の取組みをはじめる前に工事が進捗し一部の
歩車道境界ブロックの施工が完了していた。このため、大枠の
幅員構成を変えず、歩道空間について歩行者と自転車利用者の
安全を確保や利用しやすい空間にする整備計画を考えることを
議論の範囲（図５）とし、
「都市計画道路富山駅西線

歩行者と

自転車利用者に優しい歩道整備に関する住民ワークショップ」
（以下、富山駅西ＷＳ）を開催した。
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図５

目的は歩道構造の検討

（2）富山駅西ＷＳの開催スケジュールと参加者の属性
富山駅西ＷＳは、平成２４年度～平成２５年度の２年間にわたり全５回の開催で進めた（図６）。第
１回～第３回までは、現状の問題把握や自転車利用環境計画への理解、そして整備方策案について整理
した。第４回～第５回では、先に整理した整備方策案の一部を社会実験の形で具体化し、社会実験の結
果を踏まえ整備計画を決定する作業を行った。（詳細は第３章）
また沿道は様々な用途が混合している地域であり（図７）、ＪＲ富山駅前にあるため通勤通学で利用
する人が多い道路である。ゆえに参加者については、道路利用パターンを区別し、沿道居住者・沿道事
業者・沿道町内・学生が通学で利用している近隣高校の関係者、さらに管理者となる交通管理者や道路
管理者を加えたメンバーとした（図８）
。毎回２０名程度の参加があった。
図７
図６

沿道の土地利用状況

富山駅西ＷＳの開催スケジュール

図８

参加者の属性

図９

（3）円滑なワークショップを運営するための工夫

運営にあたる課題

今回の運営にあたり図９に示す課題が考えられた。この課題に対
し、下記の対応を行い円滑なワークショップなるよう工夫した。
１；ファシリテーターの依頼（第１回～３回）
整備計画案を整理する第１回～第３回までについては初対面
のため参加者同士や市職員（事業者）への信頼度が特に低い。この
状況下で参加者同士の信頼感を向上させるには、本件について利害
関係がなくファシリテーション経験が豊富な第 3 者に運営を依頼し、
議論における公平さを保ち、警戒心等の低減を行いながら進める必

写真２ ファシリテーターによる運営

要があると考えた。今回と同様に様々な属性の市民が集まるワーク
ショップでのファシリテーション経験が豊富な若生幸也氏（当時；
北海道大学大学院専任講師、現；㈱富士通総研公共事業部）に依頼
した。
２；グループディスカッションの採用（毎回）
同じような属性の参加者でメンバーが固まらないよう調整しな
がらグループ分けをしディスカッションを進めた。この方法により
違う属性同士での会話が生まれ、警戒心が解け、議論が公平に進ん
だ。
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注）ファシリテーターは第１回～第３回のみ

写真３ グループディスカッション

３；ニューズレターの発行（毎回）
富山駅西ＷＳ参加者への議事録の役割はもちろん、都合が付か
ず参加できない人や事業者として情報を届けたい人への情報提
供手段として、毎回の富山駅西ＷＳ後にニューズレターを発行し
た。配布先は、参加者はもちろんだが、沿道の事業所の職員全員
や利用している高校の生徒全員に配布した。
４；わかりやすい表現（毎回）
説明資料は写真やイメージ図・議論の体系図を用いて、内容が

図１０

ニューズレター

伝わる工夫を行った。ニューズレターにもわかりやすい図をのせ
配慮した。
５；体験する機会（第４回～第５回）
具体的な案ができてからの情報提供は、実際にどうなるかを確
認する機会として社会実験を行った。また体験した結果について
アンケート調査も行った。この機会により富山駅西ＷＳ参加者の
議論が深まるだけでなく、影響を受ける沿道の方々や利用者への
わかりやすい情報提供になった。

このような工夫を施したことで、前出の課題をクリアでき、円滑な富山駅西ＷＳを運営する形が整理
できた。さらに富山駅西ＷＳを進めるうちに「課題の議論を行う参加者」と「議論の結果に対し技術的
な整理や提案を行う事業者(富山市）
」という役割分担が明確化していった。このため、話が極端な結論
やおかしな方向に進むということがなくなり、課題を順番にバランスよく話し合う流れが生まれた。

４．課題抽出から整備計画の決定、整備完了までの具体的な流れ
ここでは具体的にどのような流れで話し合いが進み、整備計画が作成されたか、そして整備が完了し
たかを整理する。
（1）１１種類の整備課題を抽出（第１回富山駅西ＷＳ／平成２４年度）
第１回では富山駅西ＷＳの目的を参加者が共有し、整備課題の抽出を
行った。その結果、１１種類の整備課題を整理することができた。
歩行者や自転車利用者のマナー向上や自転車走行の安全性向上の課
題は予想通り抽出されたが、そのほかに事業者では見つけにくい、日常
的に使っていないと気づかないような課題が抽出された。例えば、「わ
き道等からの出入り車両への注意喚起」や「駐停車車両の改善」である。
歩道の安全を考えた場合には、わき道や沿道施設からの出入りする車両
と歩行者自転車利用者の関係や広い歩道内に一時停車している車両の
危険等がある。このため、沿道へのアクセス車両と歩行者や自転車利用
者に関する危険の改善が指摘された。また、道路がお祭りのおみこし経
路になっていることや街路樹があることで掃除が大変だということ等
の課題にも気づかされた。

表１
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１１種類の整備課題

（2）１４種類の整備方策と整備計画（案）を決定（第２回・第３回富山駅西ＷＳ／平成２４年度）
第２回から第３回では、事業者（富山市）より１１種類の整備課題に対応する整備案を提案し、その
内容について１３の意見を整理した。その上で事業者が整備案を再度提案し、参加者による意見交換を
行い１４種類の整備方策を持った計画（案）に整理した（表２、図１１）。主に、自転車利用者と歩行
者を分離するため分離柵を設置することや舗装により区別（色や質感）すること、脇道からの出入りに
対し注意喚起のために横断歩道を設置すること、植栽は必要最低限とし低木のみとすること等を定めた。
図１１

表２

整備計画（案）イメージ図(H25.3.2 第３回終了時)

１４種類の整備方策

特に分離柵の設置については富山県内で初めての試みであった。この道路においては、歩道内の歩行
者と自転車の錯綜を防ぐことができ、かつ沿道アクセス車両と自転車の出会い頭の衝突等を避けること
ができ、さらに歩道内の停車車両を排除できる利点があった。しかし、その利便性やマナー遵守率につ
いては全国的にみてもその整備結果に善し悪しがあったため、設置位置や設置柵の種類、管理方法を検
討するために実際に仮柵を設置する社会実験を第４回～第５回の富山駅西ＷＳにあわせて行い、利用者
へのアンケートを実施、その上で富山駅西ＷＳにて参加者全員で検証をし、詳細を決定することとした。
（3）連続した仮柵設置の社会実験を検証（第１回社会実験と第４回富山駅西ＷＳ／平成２５年度）
平成２５年１０月～１１月の約１ヶ月の期間で第１回社会実験を行った。分離柵のほとんどは、プラ
スチックのチェーンによる仮のものであったが、利用者や沿道の方々にわかりやすいよう、一部は本物
の柵を利用した。設置方法は、車の出入りやお店の出入り口を避けた場所に連続で設置、高さは８０ｃ
ｍ（防護柵等設置基準の横断抑止柵に準じた）、色は一般的な景観色で利用されている茶系とした。ま
た期間の後半には、利用状況の現況調査や利用者に対するアンケート調査を行った。
図１２

第１回社会実験内容

写真５

第１回社会実験の様子
（人）

沿道住民
学校職員及び学生
沿道事業所職員
合計
表３
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回答者数
15
215
135
365

第１回アンケート回答者

歩行者
自転車

遵守
274
97%
173
95%

非遵守
8
3%
9
5%

（人・台）
合計
282
182
-

＜調査日；平成25年11月1日 午前7時30分～午前8時30分＞

表４

マナー遵守率調査（第１回社会実験時）

第４回富山駅西ＷＳでは、先に述べた調査結果から実験結果
の総括と課題整理を行った。社会実験時の歩行者と自転車利用
者それぞれのマナー遵守率については９５％以上と大変に高く、
分離柵により歩行者と自転車利用者の分離が図られていること
がわかった。分離させることの利用者評価についても約７０％
以上が賛成であり、利用者の半数以上が「快適性」
「安全性」で
良い評価を示した。自由意見として「歩行者は安心感がある」

「自転車利用者が快適に利用できる」
「脇道から車で出るときに自転車が見やすくなった」といった好
意的な意見もみられ、分離柵により分離することについて想定していた利点が評価されていることがわ
かった。
しかし、歩行者と自転車利用者それぞれの空間の「広さ」に関しては評価が低く、その要因としては
「柵の色や存在による圧迫感」
「間違った空間に入ったときに逃げ場がない不快感」
「利用者が並列走行
等のマナーの悪さ」
「相互通行には狭いと感じる」であった。また沿道の方々からは、商売や建物のメ
ンテナンスの上で柵はじゃまであり、少なくとも

図１３

第１回社会実験からの課題と改善策

取り外しができるものをという意見もあった。さ
らには、現況調査から「案内看板だけでは分離に
気づかないこと」
「横断歩道等のたまり空間からす
ぐに分離柵がはじまると利用者が混乱すること」
等がわかった。以上より圧迫感や不快感の低減、
ルール遵守、円滑や利活用のためには分離柵の設
置等に細かな配慮が必要なことがわかった。
このような課題に対し、図１３に示すように１
０種類の改善策を整理し、そのうち６種類につい
ては第２回の社会実験での確認することとした。
（4）第２回社会実験から整備計画決定（第２回社会実験と第５回富山駅西ＷＳ／平成２５年度）
平成２５年１１月～１２月の約１ヶ月の期間で第２回社会実験を行った。社会実験の内容は図１４と
図１５に示すとおりであり、主に「歩行者と自転車走行の空間幅の検討」
「柵の配置と構造の変更」
「路
面表示の検討」であった。また実験の後半には第１回と同様に利用者へのアンケート調査を行った。
図１４

社会実験の内容

図１５

社会実験の内容
（人）

沿道住民
学校職員及び学生
沿道事業所職員
表５

回答者数
15
214
128

第２回アンケート回答者

第５回富山駅西ＷＳでは、先に述べた調査結果を踏まえ、細かな配慮を反映させた整備計画を完成さ
せた。まず空間幅は自転車走行空間が３ｍのものと２．５ｍのもので評価が分かれ、前者は自転車利用
者の評価が高く、後者は歩行者の評価が高い結果となった。このため、富山駅西ＷＳでは両方の良さを
踏まえ、中間をとって自転車走行空間２．７５ｍとした。また今回の実験で新たな門型柵にしたことや
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柵の設置を不連続にしたことで、圧迫感や不快感が改善したという評価につながった。このため分離柵
は景観に配慮はするが、明るい色で高さ６０ｃｍの低いものとし、一定間隔を空けて不連続で設置する
こととした。現場観察から、分離柵を不連続に設置することで、沿道施設に出入りする車両が一時的に
歩道内に停車している時など分離柵を越えて空間を移動できるようになったこともわかり、利用者の不
快感の低減につながったと考えられた。その他、路面表示やマナー喚起、たまり空間周辺の分離柵の設
置位置、取り外し可能な分離柵の鍵の管理方法等についても整理し、整備計画を決定した（図１６）
。
図１６ 整備計画の概要

＜分離柵の詳細＞

＜配置イメージ＞

（5）工事の施工から完了（平成２６年度）
電線類地中化のための電柱を抜く工事が完了した時点から、歩

写真６

整備完了状況

道の最終形の工事を行った。分離柵の構造・舗装の種類・マナー
喚起等、市民参画で整理した整備計画に基づき、整備を進めた。
また、取外し用の鍵の管理簿についても作成し、地元と道路管理
者が管理をすることとなった。
工事施工時の状況や完了後の状況について整理する。今回のよ
うな新しい取り組みを行う道路工事においては一般的に苦情が
多いが、沿道の方々の工事への理解度も高く、施工時には大きな
苦情もなく完了した。
また工事完了後、実際の利用状況を調査した。冬季の自転車利
用数がそれほど多くない時期ではあり今後の利用状況の確認も

歩行者

必要だが、歩行者と自転車利用者のマナー遵守率はそれぞれ９

自転車

遵守
189
94%
24
100%

非遵守
12
6%
0
0%

（人・台）
合計
201
24
-

４％と１００％と大変に高く、完成後の苦情も特にない。さらに

＜調査日；平成27年1月12日 午前7時30分～午前8時30分＞

沿道のアクセス車両の問題についても、歩道内の停車車両はほと

表６ マナー遵守率調査（工事完了時）

んどなくなり、わき道や沿道建物からの出入り車両と歩行者や自転車利用者の関係についても、路面表
示で注意喚起されていることや、自転車が車道側を走るようになったことで解消した状況がみられる。
これらの結果は富山駅西ＷＳを通して計画段階から情報提供を行った市民参画の成果であると考え
られる。またマナー遵守率や利用後の苦情状況・沿道のアクセス車両の問題の解決状況をみると、住民
参加において課題を抽出・確認・計画をして整備計画を整理したことにより、利用者目線での整備計画
となり、利用者や沿道の方々が使いやすく、かつ納得できる形で整備が進んだことも伺える。
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写真７

写真１０

整備完了状況

写真８

設置した分離柵

案内看板と相互通行を誘導するナビライン

写真９

写真１１

整備した路面表示

利用状況

５．既存道路での自転車走行空間等の再整備における市民参画の有用性
今回の自転車走行空間整備のように、既存道路において課題解決や新しいニーズへの対応を踏まえた
再整備を行う時に市民参画の機会を設けて事業を進めることは、次の３つの利点がある。
① 決まり事だけに縛られない、その地域にあった具体的な計画を整理することができる
過去の技術的・法律的な決まり事を中心に据えた計画では、課題解決や新しいニーズへの対応
を真に解決できるかどうかはわからない。市民参画の場を設けることで、利用者目線でみた細か
な部分まで現場状況を把握することができ、課題を明確にできるため、事業者も具体的な解決策
を提案でき、整備後も実際に効果を発揮する。
② 整備による副次的に生じる問題点を解決でき、円滑に利用される道路になる
市民参画により課題解決策を決めていく中では、利用者や沿道の方々だからこそ感じる副次的
な問題点も指摘される。例えば今回の場合、歩行者と自転車利用者の安全を確保するための分離
柵の設置であったが、分離柵の設置により圧迫感を感じることや万が一の時には逃げられないと
いう問題点が挙げられた。これに対し、分離柵は設置するが、その色や配置方法等を議論し計画
することで解決した。このように、市民参画により副次的に生じるであろう問題点を明確化する
ことができ、利用者や沿道の方々の不満を事前に取り除いた計画をたてることができる。そして
不満を取り除くことで、結果、元々の目的も達成され、円滑に利用される道路になる。
③ 整備内容に対して、皆が十分に理解できる
市民参画を行うことで、現状の課題から整備計画まで順序だてて情報提供を行うことができる
ので、道路に関わる様々な主体が、なぜこのような道路になっているのかという理解が十分にで
きる。このため、今回のようにマナーの遵守率が高くなったり、工事中及び工事後ともに大きな
苦情が生じず運用できる状況が生まれる。
また道路という公共施設の特徴から下記の工夫を施すことを忘れてはならない。
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① 多様な主体を集めた市民参画の機会にすること
道路は利用方法や利用主体が多様であるという特徴がある。このため市民参画に取り組む場合に
は、意見の抽出をより広く行うために様々な主体を参加者として取り入れて、市民参画の機会（住
民ワークショップ等）を開催することが必要である。さらには、そのような機会にどうしても参加
できない、もしくはしない人がいることも視野に入れ、社会実験やニューズレター等の情報提供を
広く行うことも重要である。
② 参加者同士のコミュニケーションを円滑化する工夫を行うこと
先にのべたように市民参画の機会には多様な主体が参加する。また道路には技術的・法律的に決
まり事が多く存在している。以上から参加者同士のコミュニケーションを円滑し議論をわかりやす
くする必要がある。そのためには、議論の範囲を明確にすることや第３者のファシリテーターによ
る運営、情報提供のわかりやすさの工夫が重要である。そして今回の事例のようにイメージ図を提
供することや社会実験を行うことは、情報提供のわかりやすさの工夫として重要なことと感じた。
このように既存道路の課題解決や新しいニーズへの対応を見据えた再整備を進める上で、道路を利用
する様々な主体を巻き込んだ市民参画の機会を設けることは、良い計画ができるだけでなくその後の円
滑な工事や運用にもつながることも考えられ、有用な手段であるといえる。

おわりに
道路整備において市民参画を取り入れることは、大変に手間のかかる作業ではある。しかし今回のよ
うに既存道路において課題を改善させる場合や新しいニーズに対応する整備を行う際には大変に有用
な取り組みであった。事業を行う際には、道路の様々な機能をその地域にあった形で発揮させられるよ
う、今回のように市民参画の機会作りに努めていくべきである。そして、行政も市民も一緒になって最
も身近な公共施設である道路をより良いものに育てていくことが必要である。
写真１２

完成した都市計画道路富山駅西線全景

写真１３

第５回の富山駅西ＷＳの参加者

最後に富山駅西ＷＳに参加いただいた沿道の居住者様及び事業者様、地元町内会の皆様、近隣高校の
先生方、また細かな整備計画をきれいに施工していただいた工事関係者の皆様、さらには様々な点でご
協力いただいた職場の上司や同僚、そしてファシリテーターを快く引き受けていただき、また本稿につ
いてアドバイスいただいた若生幸也氏に感謝の意を表し、本稿を結ぶ。
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事例研究

公民協働による災害時の福祉支援体制の構築
株式会社富士通総研 公共事業部 名取 直美

はじめに
災害大国と言われる日本では、阪神・淡路大震災の経験による災害医療体制の構築、新潟県中越地震
等の経験からの災害時要援護者対策等、災害対応の検討と体制づくりが進められていた。しかし、平成
23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、災害の直接的な被害による震災直接死だけではなく、長期
かつ継続的に発生した震災関連死、今も続く要介護認定者の急増や重度化等の被害を発生させた。
被害は要介護高齢者、障害者等社会的弱者とされる人々に多く見られ、その時に指摘されたのは災害
時の福祉機能の不足であった。しかし、中越地震以降、災害時要援護者対策の検討は計画的に進められ
ており、全体計画策定・災害時要援護者台帳整備・個別計画策定等の進捗も確認されていたはずであっ
た。被災した人々には速やかな対応が求められ、その最も重要な時期である応急期には、避難所への要
援護者班の設置、要援護者を受け入れる福祉避難所の開設、在宅の重度の要介護高齢者や障害者のため
の社会福祉施設の緊急入所等も想定されていた。一方、その実行のためには、災害時でも的確に活動で
きる能力を持つ福祉専門職の存在が必要であったのにもかかわらず、明確な人員の確保や役割分担等は
進んでいなかった。東日本大震災では、被災下の混乱した状況にあっても多くの福祉事業者は利用者の
安否確認や支援を行ったが、多くの時間と手間を要し、課題の早期発見や対応は困難を極め、その早期
対応の遅れが後の災害関連死や要介護高齢者の重度化を招いた可能性は高い。
その反省から、平成 25 年に災害対策基本法改正、避難行動や避難所の指針の見直し等が行われ、改
めて災害時の福祉の確保が強く求められているが、実効性ある体制となるには未だ課題がある。
広域な被災地、複合災害という点からも、未曾有の大災害とされる東日本大震災から安易に教訓を得
るには慎重になる必要がある。しかし、ここで見えた災害時要援護者の問題は、大きさは違っても今後
の日本のあらゆる地域で同様のことが起きる可能性を持つ。高齢化に伴う人口構成の変化、核家族化に
よる家庭内の生活支援基盤の弱体化、地域コミュニティの脆弱化は日本全国で共通の現象である。さら
に、支援の必要な要介護高齢者、障害者らの在宅生活を推進されている。いわば、全国で災害時に支援
が必要と想定される人々は増えているものの、支える家族や地域自体は弱い状況にある。
防災は、土木・防災等のハード主体のまちづくりを中心に進んできた。しかし、高齢や障害等の災害
時要援護対象となりうる人々が多い社会では、人々を支える支援体制の構築・推進というソフトのまち
づくりも重視しなければならない。社会システムの脆弱性を払拭する社会科学的なアプローチによる災
害時の要援護者支援体制とそれを動かすものが必要なのである。筆者はそれを、生活を支える機能であ
る「福祉」と考える。自然現象は災害の引き金に過ぎず、そのインパクトを受ける社会システムの脆弱
性が災害をつくる、と防災学原論の中でワイズナーらは述べ、筆者も強く共感する。災害時に提供され
る福祉を中心とする災害時要援護者支援体制の構築こそ、その社会システムの脆弱性を補うものであり、
本核的な超高齢社会に向かう日本が東日本大震災から得るべき重要な教訓の一つではないかと考える。
さらに、災害時に初めて機能する体制はなく、災害も平時の延長上に起こるものであることから、現在
進められている地域包括ケア等の地域での支援体制とも連動するものと考える。
弊社では厚生労働省の老人保健事業推進費等補助金を受けて、平成 23 年夏から岩手県・宮城県・福
島県内の全ての高齢者福祉施設と自治体等への実態調査を行い、災害時の高齢者の支援体制がどのよう
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であったかを調査した。そこで得られた知見は、厚生労働省の事務連絡によって都道府県等へと発出さ
れ、あらためて災害時の福祉支援体制の構築を促すこととなった 1。そして、平成 24 年度から現在まで、
厚生労働省のセーフティネット支援対策等事業費補助金によって災害福祉の機能と災害時の福祉支援
体制構築の調査研究、都道府県でその構築に取り組む所への情報提供や支援を実施している。
本稿では、まだ余り知られていない災害福祉の紹介と、現在進みつつある災害福祉支援体制の取組事
例紹介によって、発生後四年を迎えた東日本大震災からの教訓を改めて提示したい。
なお、本稿では従前の制度も扱うことから、現行使用されている要配慮者・避難行動要支援者の名称
は用いず、災害時要援護者で統一して記述する。

１. 災害時要援護者支援体制に向けての課題
多くの災害の経験から、災害時要援護者支援は東日本大震災発生以前より進められてきた経緯があっ
た。しかし、東日本大震災の被害状況からは、それまでの災害時要援護者支援体制が実効性のあるもの
として構築されていたかについては課題がある。
本章では、災害発生後の変化を時系列で整理し、災害発生後より発生する事象、それに伴う影響や被
害、その中にどのような災害時要援護者が存在するのかを確認する。
（1）災害直後から応急期に求められる支援
緊急期や応急期では災害の直接的な被害による震災直接死の防止が最優先であり、被災者対応は避
難や救出等の人命救助活動が中心となる。すなわち、一次被害の防止である。一次被害とは、発生直
後等の災害による直接的な被災を示す。そのため、支援の中心は救命や救出、避難行動支援等であり、
消防や自衛隊等の救出活動、ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team：災害派遣医療チーム）
等の災害医療の専門性が高い組織の救命活動や地域住民等の救助である。そうした災害から命を守る
活動は、災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）で「救助」として位置づけられる。そし
て、避難行動支援の主対象は命を守る避難行動に支援を要する災害時要援護者であり、平時より課題
があると把握されていた要介護高齢者や障害者等が中心である。
(2)応急期以降に求められる支援
災害直後から人々には避難生活が始まる。不自由な避難生活、仮設住宅等仮住まいへの移転、新た
な生活環境への適応等の問題が時間と共に発生し、災害後の生活になんとか順応しながら人々は生活
再建を目指そうとする。だが、災害発生前に要援護と判断されていなかった人の中には、生活を送る
上で何らかの課題があった場合にも、家族同居や近隣等の交流等のインフォーマルな支援の存在によ
って微妙なバランスで生活が成立している場合がある。ゆえに、それらの従前からの支援やその代替
が得られなければ、援護を必要とする状態に短期間で陥る。さらに、急激な変化についていけずに生
活不活発に陥り、心身の状態を悪化させる人々も生じる。
災害後も要援護者は継続して発生するが、それは平時では明確な課題があると把握されていた人々
とは限らず、以上のような潜在的な課題を持っていた・ボーダーライン上にいた人々に強く現われる
可能性が高い。新たな要援護者は災害によって顕在化し、あらわれ続ける可能性が高いのであり、そ
うした人々は高齢社会の日本に多く存在すると考えられるのである。

1

厚生労働省「大規模災害時における被災施設から他施設への避難、職員派遣、在宅介護者に対する安全確保対策等につ
いて」
（平成 24 年 4 月 20 日 事務連絡）
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下の図表-1 の「①避難行動に支援が必要な者」は災害発生前の平時より明確に支援が必要な者であ
り、
「②避難及び避難生活によって支援が必要となった者」は災害発生で生活環境が変化して生活に支
援が必要となった者、避難生活の中で悪化して生活に支援が必要となった者である。②は災害で課題が
顕在化した人々なのであり、ここに災害関連死や介護需要等の発生や重度化の問題が発生する。
図表－ 1 災害後の各段階と支援を必要とする者の関係
局地災害

当 日

３日間

１ヶ月

２年

１週間

１ヶ月

３ヶ月

状況に応じて

時間
経過

広域災害
発災直後

災害発生

1.緊急期
2.応急期

3-1.復旧期

3-2.復旧期

3-3.復旧期

3.復旧期

4-1復興期

1.緊急期

2.応急期

避難行動支援

避難生活導入 避難生活 仮住まい 仮住まい 定着支援
支援 継続支援 導入支援 生活支援

4-2.復旧期

4.復興期
再建支援

安否確認・避難拠点に移動

要援護者の
状態

避難行動

避難状態

仮住まい

①避難行動に
②避難及び避難生活によって
支援が
支援が必要となった者
必要な者

生活再建

㈱富士通総研「災害福祉広域支援ネットワークの構築に向けての調査研究事業報告書」(平成 25 年 3 月)より作成

２．東日本大震災以前の災害時要援護者支援
（1）阪神・淡路大震災からの教訓 ～災害医療体制の構築
阪神・淡路大震災では災害発生と同時に家屋倒壊等が生じ、救出後に速やかな医療提供が求められ
た。しかし、初期医療体制の確保が進まずに被害は拡大し、平時の救急医療レベルの医療提供があれ
ば救命できたと考えられる「防ぎうる災害死（PDD: preventable disaster death）
」が 500 名程度存
在した可能性があったと言われている。この教訓から、行政機関、消防、警察、自衛隊と連携しなが
ら、救助活動と並行して医師が災害現場で医療を行うことの必要性が強く認識され、災害医療体制と
して災害拠点病院、ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team：災害派遣医療チーム）
、広域医療
搬送計画、ＥＭＩＳ（Emergency Medical Information System：広域災害救急医療情報システム）の
4 つが整備された。災害救助法（昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号）でも医療は「救助」の一つで
もあるが、以上の災害医療体制は、災害対策基本法、防災基本計画法、厚生労働省防災業務計画で位
置づけられているものである。
ここで特に着目すべきなのは、災害時に必要である医療をどのように確保すべきと考えられている
のか、ということである。あらゆる地域で災害時を想定した医療機能の確保を進めておくことは当然
のことであるが、災害によって被災地の医療機能が減じた場合には極力速やかに広域からの支援等も
含めて医療機能の確保を進めるとともに、的確に医療需要に応えられるようにすることが必要である。
そのためと、災害医療では発災と同時に被災地に赴き、災害時に発生した医療需要を的確にとらえ、
さらには地域や広域の医療資源に結び付けていくという体制を構築したことにある。
（2）新潟県中越地震からの教訓 ～本格的な災害時要援護者対策の始まり
新潟県中越地震の死者数 68 人のうち 76.5％にあたる 52 人が震災関連死にあたり、その 78.8％にあ
たる 41 名は高齢者であった。その経験から、内閣府では「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」

18

を設置、平成 17 年 3 月に「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を取りまとめ、平成 18 年 3 月
には改訂も行った。ガイドラインでは、
「情報伝達体制の整備」、
「災害時要援護者情報の共有」、
「災害
時要援護者の避難支援計画の具体化」
、
「避難所における支援」、「関係機関等の間の連携」の 5 つの課
題と対策を述べている。そして、災害時における福祉の必要性について言及し、普段からの関わりに
基づく避難行動計画の作成、避難所で福祉的対応を行う要援護者班の設置、福祉避難所等をあげた。
それを踏まえ、国は市町村 に災害時要援護者の避難支援の取組方針等（全体計画、災害時要援護者名
簿、個別計画）の策定・整備を促した。並行して、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基
づき中央防災会議が作成する防災基本計画にも、要援護者対策の必要性が明記された。
総務省の「災害時要援護者の避難支援対策の調査結果」
（平成 23 年 7 月 8 日）によれば、東日本大
震災発生直後の平成 23 年 4 月 1 日時点で「全体計画」を策定しているのは、当時の調査対象である
1,644 の基礎自治体の 8 割近くを占める 1,262 団体、平成 23 年度末までに策定を予定している自治体
をあわせると 1,611 団体とほぼ全ての自治体で策定が進んでいる状況にあった。災害時要援護者名簿
の整備状況は、平成 23 年 4 月 1 日時点で調査対象自治体の半数以上の 864 団体が整備済であり、整
備途中の自治体とあわせると 9 割を超える 1,547 団体と、こちらもほぼ全ての自治体で策定が進行し
ていた。個別計画は、平成 23 年 4 月 1 日現在で、調査対象のうち 2 割程度の 361 団体が策定して更
新中とあり、策定途中の 998 団体とあわせると 8 割を超える 1,359 団体で策定が進んでいた。
東日本大震災発生当時、災害時要援護者の避難支援体制の構築は進んでいたはずだったのである。
図表－ 2 災害時要援護者の避難支援の取組状況（平成 23 年 4 月 1 日）
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資料：総務省の「災害時要援護者の避難支援対策の調査結果」
（平成 23 年 7 月 8 日）を元に作成

３．東日本大震災
（1）災害発生から応急期 ～避難行動は適切であったのか
東日本大震災の 1.5 万人を超える死者のうち、60 歳以上が占める割合は 66.1％であった。避難支援
の取り組みは進んでいたはずであったのにも関わらず、以前と変わらず災害時要援護者の対象と考え
られる弱者に大きな影響が見られたのである。
阪神・淡路大震災の震災直接死の死因は、家屋等倒壊等による窒息・圧死が 77％、焼死・熱傷が 9％
であった。家屋等建物倒壊の場合、発災直後の倒壊で身動きがとれず、そこから死につながったこと
が推察される。一方、東日本大震災の際の死因の 9 割は津波による溺死である。津波の第一波は、地
震発生後 20～30 分で沿岸部に到達したとされる。想像を超える大規模な災害であったのは明らかだ
が、死者は極端に言えば阪神・淡路大震災のように発災直後から生命の危機に直面した人ばかりでは
なく、津波到達までに適切な避難行動が取れていれば命が守られた人が相当数いた可能性もある。そ
して、半数以上を占める 60 歳以上の中には、避難行動支援を必要とした人の存在も考えられる。
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（2）応急期以降

～二次被害の発生

津波による震災直接死を逃れた人々には避難生活が待っていた。しかし、避難生活では、災害時要
援護者を支援する機能と体制の確保が進まなかった。避難所には応急期にＤＭＡＴや医療救護班が入
ったが、災害医療が主眼とする急性期医療の需要は殆どなかった。しかし、その医療の対象とならな
い場合には支援を必要とする人々の問題は見えにくく、避難生活で支援が必要になりつつある人々は
見落とされ、津波等の災害から守られたはずの命はあらためて危険にさらされることとなった。
さらに、避難所で想定されていた要援護者班の活動や福祉的支援の実施、福祉避難所の避難対象者
の見極めも進まなかった。それは、災害時にも適切な支援に結びつけることは福祉の専門的なスキル
の確保が前提であるのに、それが可能な人員の確保は進んでおらず・訓練も行われていなかった所が
多かったことも大きい。さらに、平時に確保されていなかった福祉避難所の指定・開設も進まず、社
会福祉施設の定員拡大による緊急入所も被災した社会福祉施設等を運営する福祉事業者の事業継続を
支援する人員派遣等の仕組みもできていない状況の中で進めねばならず、その混乱は長く続いた。
（3）復旧期以降
東日本大震災では 1 年を超えても震災関連死が発生し、津波被害・福島第一原発事故の避難自治体
を中心に要介護認定者数の急増が見られている。それは、避難生活以降に適切な支援への結びつけが
うまく進まなかったことや、環境変化等による生活不活発病の発症等との関連も考えられる。
東日本大震災の多くの震災関連死、要介護認定者の急増や重度化等は、大規模災害だから発生した
のであり、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、例年のように発生する災害とは違うといわれること
があるが、果たしてそう言いきれるのか。筆者はそうは思わない。無論、災害種類、地域の人口構成
や規模の違いに基づく場合もあるが、今までの災害の震災直接死・関連死が高齢者という脆弱性を持
つ人々に多く現われていることは共通である。災害は弱い人に影響を強く及ぼし、脆弱な社会システ
ムがその被害を拡大させているということが、大規模かつ被害が長期化した東日本大震災では明確に
なったのであり、今までの災害でも同様に起きていたことが顕著にあらわれたと考えられるのである。

４．東日本大震災以降の取り組み
（1）内閣府を中心とする防災側からの取り組み
平成 23 年 10 月、中央防災会議の専門調査会「防災対策推進検討会議」が設置された。報告書では、
災害時要援護者名簿作成の義務化や避難支援ガイドラインの見直しと、福祉機能の確保が進まなかっ
たことから、改めて福祉事業者が参加する体制構築の必要性を指摘した。続く「災害時要援護者の避
難支援に関する検討会」では、福祉事業者には避難所で生活する要援護者を支援する役割があるとし
た。そして、平成 25 年の災害対策基本法の改正では、災害時要援護者の名簿作成の義務化、避難所で
の良好な生活環境の確保が記載され、その取組指針も示された。特に「避難所における良好な生活環
境の確保に向けた取組指針」では、一時的でも生活場所となる避難所での福祉機能の確保の必要性を
明確に述べ、在宅で暮らす重度の要介護高齢者や障害者の存在等を考慮した内容となった。
一連の検討では、改めて応急期の福祉の重視と福祉事業者への役割を提示し、その確保を求めてい
る。よって、今後の自治体の地域防災計画では、その指針に則った実施内容と活動の保証となる福祉
事業者の確保は不可欠である。また、それまでの災害時要援護者の対象は、既に避難についての課題
が顕在化している在宅の重度の要介護高齢者、障害者のみに限定される傾向があった。しかし、東日
本大震災で応急期以降も震災関連死や要介護認定者の急増等が継続しているのは、家族や地域等の災
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害前の生活との分断だけではなく、その後の応急期の支援や関わりからも分断され、生活の継続性が
担保されない中の意欲低下による生活不活発病の影響も指摘されている。よって、災害時要援護者の
避難支援に関する検討会では、従来の対象である避難行動が困難な者に加え、災害で新たに要援護者
となる可能性のある者まで災害時要援護者の概念として整理する等、実態に近づいた検討が進んだ。
（2）厚生労働省を中心とする福祉からの取り組み
災害時にこそ福祉事業の継続は重要であることから、厚生労働省は大規模災害時の被災施設から他
施設への避難、介護職員の応援派遣、在宅要介護者の安全確保策等のあり方をとりまとめ、事業者団
体らとも協議の上、大規模災害時における対策を講じてきた。そして、災害時の福祉として必要と考
えられる機能を「①福祉ニーズ把握」、
「②スクリーニング-1」「③スクリーニング-2）」、「④サービス
供給」として整理し、その確保を行うべく都道府県と事業者に働きかけを行ってきた。
図表－ 3 災害後の各段階と支援を必要とする者と支援の関係
局地災害

当 日

３日間

１ヶ月
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把握
1.緊急期
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要援護者の
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徐々に
4.復興期
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仮住まい 仮住まい 定着支援
結び付けていく
導入支援 生活支援
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3.復旧期
③スクリーニング２

避難生活導入 避難生活
支援 継続支援

安否確認・避難拠点に移動

④サービス供給
避難行動

3-3.復旧期

避難状態

仮住まい

①避難行動に
支援が必要な者

再建支援

生活再建

②避難及び避難生活によって
支援が必要となった者

㈱富士通総研「災害福祉広域支援ネットワークの構築に向けての調査研究事業報告書」(平成 25 年 3 月)より作成

支援の機能
①福祉ニーズ把握
(緊急期～応急期)
【対象：被災地域】
②スクリーニング
-1(主に応急期)
【対象：在宅の要
援護者もしくはそ
の可能性のある
者】
③スクリーニング
-2（復旧期以降)
【対象：在宅の要
援護者もしくはそ
の可能性のある
者】

内 容
災害初期に被災地域に先遣隊として赴いて状況を把握、被災地域で把握された情報を後
続の支援へとつなぐことで、被災地における災害時の福祉支援体制の確保と立ち上げを
行うべく活動する。
福祉ニーズ把握の機能等で把握された情報等をもとに、避難所等、避難生活を送る在宅
の要援護者等のもとに赴き、安否確認・心身状態の簡易なアセスメントを緊急的に行う。
その結果に基づき、見守り等の配慮の有無、必要な支援の調整、福祉避難所への避難、
社会福祉施設への緊急入所等、支援及び避難場所の移動の要否について検討し、関係者
らと共に調整・調達の支援を行う。また、避難所では、避難所運営者らと連携し、助言
等の支援を行う。
在宅の要援護者等のもとに赴き、安否確認・心身状態等のアセスメントを行う。スクリ
ーニング-1.が終了した要援護者等の場合、その経過を確認する詳細アセスメントの位置
づけとなる。結果に基づき、見守り等の配慮、必要な支援の調整、避難場所の移動の要
否等を検討し、必要とされた場合には、関係者らと共に調整・調達の支援を行う。生活
再建に向け、災害前の生活環境を配慮した支援、今後の生活を意識したソーシャルワー
クの視点が重視される。
被災地内の社会福祉施設等の事業所、福祉避難所、避難所、地域包括支援センター、仮
④サービス供給
設住宅のサポートセンター等、要援護者の支援拠点に不足するマンパワーの供給を行い、
(応急期以降)
事業継続を支援することで、その支援を受ける要援護者らを支援する。また、福祉ニー
【対象：在宅及び
ズ把握、スクリーニング-1、-2 等を行う場合、被災地域に精通した者が含まれているこ
施設等福祉事業所
とが望ましいことからも、被災地内の福祉事業者が活動できるよう、マンパワーの供給
の要援護者】
は重要である。
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現在、福祉の支援体制構築に取り組む都道府県の殆どは、災害直後から応急期の避難所等在宅の人々
を対象に「①福祉ニーズ把握」と「②スクリーニング-1」を中心に行うことを想定している。これは
改正災害対策基本法、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針、避難所における良好な生
活環境確保に向けた取組指針等にある応急時対応に即し、地域防災計画で必要な内容と呼応する。す
なわち、災害による避難生活を支援するために地域に備えられているべき機能である。そして、大規
模災害や局地災害でも僻地等のように地域内で確保できなかった場合の補完として、ＤＭＡＴのよう
に災害福祉の専門的なスキルを持つ人員を派遣する仕組みも取り入れられている。
一方、福祉の支援は災害救助法の「救助」の明確な対象とはなっておらず、その際の費用支出の際
には国と都道府県の協議が必要となる。地域防災計画等で取り組むべきとされながら、公的なエビデ
ンスが明確ではないことの説明の困難さ、その状況で人員派遣元の事業者らの理解を得ることの難し
さが、体制構築を進める際の特に都道府県の福祉部局の課題になっている状況がある。
（4）福祉事業者の状況
避難支援ガイドラインに基づき自治体の全体計画の策定は進んでいたが、実際には人員確保や体制
ができておらず、実効性の無いものとなっていたことは東日本大震災で明らかとなった。一方、被災
した福祉事業者らは、自らの事業継続を行うために外部からの支援を受けることが必要となったが、
従前に検討がなされていなかったことから支援の受け入れも進まなかった。福祉事業者らは過酷な環
境の中で在宅の利用者の安否確認も進めたが、避難生活の中で発生した新たに支援を必要とする人た
ちへの対応や発生防止等、平時には予想されていなかった活動を行うには多くの困難と問題が生じた。
人々が集中する避難所には、災害時も適切に人々の状況を見極め、必要な支援に結びつけるための
機能が必要であった。それを地域の福祉事業者が担うには、被災時の事業継続を考え、被災地外から
の職員派遣等も想定した体制や普段からの地域との連携が必要であった。これは、阪神・淡路大震災
での災害医療体制の確保の考え方と同様であり、そのことを自治体の福祉部門と防災部門が認識し、
福祉事業者や地域も含む公民協働で推進するための体制検討が必要だったのである。

５．岩手県における取り組み
（1）実施の経緯等
東日本大震災の被害が続く平成 23 年夏より、岩手県内外の福祉関係職能団体等は避難所支援の問題
を認識し、災害時の福祉による支援はどのようにあるべきかの検討を行ってきた。
当時、避難所のみならず被災地の福祉事業所等には全国から支援が送られた。しかし、その調整を
行う者もなく、避難所や福祉事業所等のニーズにあった支援には結びつかなかった。むしろ、被災者
に聞き取り調査が何度も行われるが支援に結びつかない、支援が引き継がれない、種別の異なる施設
職員が送り込まれて勝手が判らない等、課題の方が目立つ話が被災 3 県の多くの避難所で聞かれた。
さらに、全国から支援が送り込まれても、避難所や福祉事業所は見知らぬ所から支援が入ること自体
に不安を示す等、受援にも問題があった。被害が大きかった所では特別養護老人ホーム等入所施設も
甚大な被害を受け、地域への支援も不可能であった。人手も必要したが、その要請も困難であった。
以上は被災 3 県の多くの避難所や福祉事業所で共通して聞かれたが、岩手県内外の福祉関係職能団体
は連携して被災地ニーズに合わせた支援活動を行うべく、平成 23 年の夏頃に岩手県社会福祉協議会が
調整役である福祉専門職による災害ボランティア派遣システムを構築し支援を開始した。そして、横
断的な検討の中で、経験を今後に活かすべく災害時の福祉支援体制構築の話し合いが開始された。
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その検討では、協定等で地域の福祉事業所の福
祉専門職が避難所で支援にあたることを想定し
ていても、実際には困難な場合がある。よって、
災害時にも確実に福祉の支援が行えるよう、被災
地外からプッシュ型支援を行う体制を構築する
ことは県内の相互支援・大規模災害の場合の広域
支援でも必要である、という共通認識が得られた。
平成 24 年 3 月、各団体は連名 で「災害派遣
福祉チームの組織化に向けた要望について」とし
て岩手県に要望書を提出、急性期から中長期に至
るまでの継続的な福祉による支援の必要性と、特
に避難所等における初期対応の課題解決として、
プッシュ型支援を可能とする災害福祉に精通し
た人員の確保の必要を訴えた。そして、平成 25
年 9 月に福祉関係、医療・保健関係、学識経験
者、
行政が参加し、岩手県知事を本部長とする「岩
手県災害福祉広域支援推進機構」が設置され、災
害時に避難所等で福祉ニーズ把握や応急支援を

図表－ 4 岩手県の災害時の福祉支援体制

担う「災害派遣福祉チーム」の派遣主体となる官

民学協働の組織として活動を開始、同様の取り組みを進める都道府県のモデルとして注目されている。

むすびに ～少子高齢化が進む日本の防災に必要な災害福祉の支援体制
災害時の福祉の支援体制構築の必要の認識は徐々に深まってきたが、平成 26 年 3 月現在でも取り組
む都道府県は半数程度に留まる。その際の課題として都道府県が挙げることが多いのは、応急期の活
動が明確に含まれるのにも係らず、災害救助法の適用等の公的なエビデンスが得られないことである。
災害救助法摘要規模の災害の度に発出される厚生労働省の事務連絡が、災害時の福祉支援を従来の福
祉各法に基づく介護サービスや障害支援サービスのみで示していることがその混乱を更に深める。
確かに応急期の混乱を脱していれば、避難所でも問題なくサービスを提供することは可能だろう。
だが、発災後間もない混乱の中でも福祉の機能を確保し、リスクを持つ者を見つけ出し、安全を確保
しつつ適切な避難場所を探し出し、従来からの福祉各法の介護サービスや障害福祉サービス等の結び
つけに至ることが重要なのであり、そのための体制や専門的な知識を持つ者は必要である。また、被
災地域が広範な大規模災害、僻地等で社会資源が乏しい地域の局地災害の場合、当初想定していた地
域の福祉事業者が活動できない可能性は高い。その場合、現在示されている支援は困難であり、外か
らの人的資源の投入が必要となる。よって、被災地域に必要な機能の確保という点で、災害医療のＤ
ＭＡＴ等と同様に、災害福祉についても外部から補完・代替する機能が投入できる体制は必要である。
そして、従来の支援に結びつけるまでの機能は、災害福祉の専門的なスキルを持つ者の活動として正
式に位置づけられるべきである。今までの一連の検討の結果～災害対策基本法も改正されているので
あれば、災害救助法の運用もそれに沿った内容とし、今の日本の姿を反映したものとすべきである。
災害福祉への取り組みは、災害時要援護者の支援と顕在化を防ぐ重要な手段であり、災害時の社会
システムを強化する。そのことは重要な東日本大震災の教訓の一つであることを繰り返し述べたい。
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