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第4回 震災問題研究交流会（2018.3.23 於:早稲田大学）

多様な主体の連携･協働に基づく被災者支援活
動を可能にする｢場｣の可能性と課題

―― 2016年熊本地震後に開設された連携会議
の分析を通じて

○関西大学 菅 磨志保

KVOAD 樋口 務

JVOAD 明城 徹也

関西大学 葛原 直樹
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１．はじめに
2016年熊本地震では、東日本大震災以降、政府と民間の双方で
検討が進められていた「官-民連携に基づく災害対応体制」が実
施に移されることになった（2）。
本報告では、熊本地震後、政府の依頼を受けて民間主導で運営さ
れていった「火の国会議」という県域の情報連絡会議に焦点を当
て､この連絡会議に参加し､交換された情報内容(会議録)を整理･分
析すると共に､会議の事務局･加団体への聴取調査も行いながら、
まず会議を通じて把握された支援活動の実態と、その活動を担っ
た団体の特徴を素描する（3）｡その上で､火の国会議のような会
議体が､連携･協働を促す｢場｣としてどんな役割を果たしていたの
かを検討する。連携会議という｢場｣を開いたことで何が可能にな
り､それは従来の(災害VCを中心とする)対応体制ではできないこ
となのか､また応急復旧期に構築された対応体制は、復興の過程
でどのように組替えられていったのかについても検討を加えてい
く（4）。最後に､今回の熊本地震後の連携・協働の経験は、次の
災害対応に資する知見として何を残したと言えるのか､｢場｣の可
能性と新たな課題について若干の考察を行っておく（5）。
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２．｢官民連携｣を促した背景と経緯
（1）東日本大震災で顕在化した支援活動の問題

（2）｢官民連携｣の構想：政府と民間の取組み

３．｢火の国会議｣を通じた情報共有と活動の実際
（1）熊本地震の被害と支援活動

（2）｢火の国会議｣の議事録分析から

４．｢火の国会議｣という｢場｣が果たした役割
（1）会議が可能にした活動

（2）｢会議体｣の変化から

５．まとめにかえて―可能性と課題

報告の骨子
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＊従来の災害支援、対応体制の限界

●現地支援を阻む様々な物理的障害と様々な議論

└→大量の資源動員が求められていた

（１）東日本大震災で顕在化した支援活動の問題

２．官民連携を促した背景と経緯

＊期待された支援と活躍した主体

●市民セクターへの期待：「活動支援金」の流入

●活動資源を動員・仲介した組織の活躍

・企業の社会貢献活動（１％クラブ調査）

・国際協力NGO（JANIC調査）

・全国を視野に入れたﾈｯﾄﾜｰｸ(JCN)の創設と運営

└→能力はあっても災害対策本部の外…
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自助

家族や個人
住民一人一人

共助

・地縁組織
・市民活動団体
・企業組織etc

多様性
個別の対象に
も柔軟な対応

公助

国
地方自治体

平等
公平な対応

災害へ
の対応

＊市民セクターへの期待：｢活動支援金｣の流入
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（２）官民連携の構想：政府と民間の取組み

２．官民連携を促した背景と経緯

＊経験の検証と新たな体制の模索

●政府と民間による連携の経験

・宮城県での４者会議（政府･宮城県･自衛隊･NPO）

●経験を踏まえた体制づくりへ

・政府：「ボランティアとの連携」をうたう

→委員会を設置、体制を具体的に検討

・民間：全国組織の創設へ

→全国災害ボランティア支援団体ﾈｯﾄﾜｰｸ（JVOAD）
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年月日 内 容 （V＝ボランティア）

2011年
3月12日

【内閣官房】「震災V連携室」を設置：「反貧困」の湯浅氏を室長に、民間からもｽﾀｯﾌを登用。
辻元清美衆議院議員をV･NPOとの連携調整を担当する「災害V担当」の首相補佐官に任命

3月15日
【財務省】義援金・支援金の寄付を促進する寄付税制導入。中央共同募金会が実施する「V･NPOサ
ポート募金（東日本大震災の救援･復興活動を行うV・NPOへの助成を目的とした募金）に指定寄附
金適用。これにより個人の場合は所得税の寄付金控除対象に、法人は全額損金算入が可能に。

3月
【宮城県政府現地対策本部】政府・宮城県・自衛隊・NGO（JCNリエゾン）の間で会合が持たれ、役割
分担に基づく被災者支援が行われる（例：炊き出し活動において、自衛隊の車にNGOが乗り、炊き
出しの食材の費用を行政が出す等）

4月
【石巻市災害対策本部】宮城県の政府現地対策本部と同様に、市の災害対策本部会議にNGOが出
席し、情報共有を図ると共に、NGOの炊出し活動に係る費用が災害救助法から支出される

4月【財務省】被災者支援活動を行う認定NPO法人への寄付にも指定寄附金制度を適用

4月
「東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）」発足（3/30）⇒JCNの制度チームを事務局とし、
民間団体と各省庁との情報共有･意見交換を行う「震災V・NPOと各省庁との定例連絡会議」
を開催（全6回）、民間の要望を実現。

5月1日【財務省】被災者支援活動を行う公益社団・財団法人にも指定寄付制度を適用

6月14日
【内閣府】「新しい公共」推進会議による「震災支援制度等ワーキング・グループ」設置⇒現地ヒアリ
ング⇒「『新しい公共』による被災者支援活動等に関する制度等のあり方について」まとめる

9月【内閣官房】「震災V連携室」が「東日本大震災復興対策本部・震災V班」に引継がれる

【復興庁】復興庁の発足に伴い「復興庁V・公益的民間連携班」がV・NPOとの連携窓口を引き継ぐ

2012年
4月

【復興庁】「今後NPO等が活用可能な政府の財政支援について」「復興支援に向けた多様な担
い手のロードマップ」を公表するなどの活動を展開
（出所）内閣府website、復興庁website、及び日本ファンドレイジング協会（2012）p.160-162の記述を元に筆者作成
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【再掲】表３：政府による民間支援の動き
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災害対策基本法改正案（平成25年6月17日成立）

【新設】
（国及び地方公共団体とボランティアとの連携）
第五条の三
国及び地方公共団体は、ボランティアによる防
災活動が災害時において果たす役割の重要性
に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティア
との連携に努めなければならない。

内閣府「大規模災害時におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の広域
連携に関する意見交換」 http://www.bousai-vol.go.jp/product/index.html

政府：新たな「連携」体制づくり

http://www.bousai-vol.go.jp/product/index.html
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（出所）内閣府「大規模災害時におけるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の広域連携に関する意見交換」

http://www.bousai-vol.go.jp/product/index.html
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連絡調整会議

JVOADの災害対応イメージ

JVOAD

準備会
事務局

経済界

NP

O

ネット
ワーク
団体

ボラン
ティア支
援団体

助成団
体

中間支
援団体

ネット
ワーク
団体

中間支
援団体

支援団体等で構成

企業

大学

NG

O
企業

団体

NG

O

NP

O

NP

O

・・・

NP

O

情報共有・会議参加等

県域の災害ボランティア支援団
体ネットワーク

（既存のサポート・新規立上げ）

国

・災害対策本部（非常、
緊急、現地）との連携体
制構築
・省庁連絡会議の実施
・

県

・・・

・県災害対策本部との連
携体制構築

NP

O NP

O NP

O

企業

企業

企業

団体

大学

・・・

現地での支援活動をサポート
・支援コーディネーション

・情報集約、共有、可視化

全国域のネットワーク組織

・情報共有
・行政との調整

・情報共有
・行政との調整
・経済団体等との調整
・連絡調整会議

設置、運営のサポート ・情報集約、共有、可視化

現地での支援活動

・支援コーディネーション

分野
ネット
ワーク

県域
ネット
ワーク

（提供）JVOAD準備会

参考



Mashiho SUGA

11

３．｢火の国会議｣を通じた情報の共有
と活動の実際

（１）熊本地震の被害と支援活動

・多発する余震…

・避難所への物資の配送が課題…

・政府から熊本県を通じて→民間団体に依頼

「避難所の運営」「物資の配送」…

└→２つの情報連絡会議の設定

・｢熊本地震 支援団体 火の国会議」（4/19～ｵｰﾌﾟﾝ）

・｢県・県社協・NPO連絡会議」（4/25～ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ）
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熊本
（松永）

北部地域
（柴田）

益城
（下村）

南部地域
（大垣）

• 支援団体（地元・県外）等が集まる
オープンな情報共有の場

• 熊本県内で活動する団体の情報共有
• 被災地域の情報提供
• 行政の情報提供（県、内閣府）
• シーズやニーズのマッチング
※これまでに150団体以上の活動情報を収集

地域情報（活動、ニーズ、課題など）

地域担当
・地域の情報収集（行政､社協､NPO等） “Information”

・市町村域ネットワーク構築/サポート“Network”

・支援マッチング（コーディネート） “Coordination”

熊本地震・支援団体火の国会議

県・県社協・NPO連携会議

• 県（被災者支援関連部署）、県社
協、NPOとの連携の場

• NPO、災害VCの活動状況の共有
• 行政の支援施策の共有
• 支援課題の解決

支援課題など

支援団体
(地元･県外)

施策情報
解決策など

他団体情報
地域情報等

参加
活動情報

支援活動の実施

（出所）明城徹也（2016）JVOAD報告会 今求められる支援の
在り方
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熊本地震における県域の支援体制：２つの会議体

「火の国会議」を介した多様な主体の連携
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（２）「火の国会議」の議事録分析から

１）調査の概要

熊本地震への支援活動と支援に関する調査（研究室）

時間軸

空間/行為主体

の社会的単位

応急対応期 復旧・復興期災害初期

個
人

行
政
（
県-

市-

区
）

市

場

ボランティ
ア

コミュニ
ティ

被災地外

被災地内

研究対象 研究方法

災
害
初
期

・SNSを通じた
情報支援事例
（YA4K,DART）
・情報支援活動

・活動参加･観察
・事務局内ｺﾐｭﾆｹ
ｰｼｮﾝ+書込情報
(ﾛｸﾞ)の内容分析

応
急
対
応
期

・熊本県内で活
動する支援団
体と活動体制
・被災集落の
初動対応

・支援団体への
活動参加・観察
・会議の議事録の
分析
・集落ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査

復
旧
・
復
興
期

・熊本県内で復
興支援活動を
継続する団体
・被災集落にお
ける復興まち
づくり活動

・支援団体への聴
取調査
・復興まちづくりﾜ
ｰｸｼｮｯﾌﾟの内容
分析（予定）
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①炊出し・食事提供
②避難所（在宅含む）の生活環境改善
③がれき撤去や家屋の清掃
④物資配布・輸送
⑤医療・レスキュー
⑥要援護者支援
⑦子供や子育て世帯の支援
⑧外国人等マイノリティ支援
⑨ボランティア派遣,災害VC支援
⑩団体間コーディネート
⑪資金助成
⑫調査・アセスメント
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時間軸

空間/行為主体

の社会的単位

応急対応期 復旧・復興期災害初期

個人

(

県-

市-

区
）

市

場

ボランティア

コミュニティ

被災地外

被災地内
① ② ③ ④

⑤

① 初動：火の国会議開始。政府→県から避難所対応依頼。12分野の報告
② 連休：外部支援と活動需要のﾏｯﾁﾝｸﾞが大混雑。避難所統廃合。
③ 繁忙：分野別→団体別の活動報告へ。市町村等より狭域での地域課題
④ 移行：避難所から仮設へ。会議体も変化→市町村域での連携会議の始動

（震災から2か月、地域への展開）

⑤ 6/15～：地域情報強化会議 → 8/10～：地域情報共有会議

３）「火の国会議」で交換された情報内容
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時間軸

応急対応期 復旧・復興期災害初期

被災地外

被災地内
① ② ③ ④

① 4/19-4/25：会議開始。政府→熊本県から避難所の対応依頼。12分野の活動報告。
★広域NWの価値：○組織超え､全体把握→課題抽出、△専門性高い分野の活動は

② 4/26-5/13：GWで外部支援と活動需要のﾏｯﾁﾝｸﾞが大混雑。
★広域NWの意義：把握した課題をPRJ化→組織超えた協働を促す
車中泊問題、避難所統廃合での連携、ゴミ･衛生問題､子供のメンタルヘルス

③ 5/13-5/30：分野別→団体別の活動報告へ。市町村等より狭域での地域課題
★広域NWの限界：本格的な支援活動需要の高まり→マッチングも需要増？

└→市町村域での課題処理の方が合理的？
④ 6/1～6/14：避難所から仮設へ。会議体も変化→市町村域での連携会議の始動
★広域NWの役割：市町村域のNW活動への支援、外部団体への発信？

～～～ 2か月目以降 ～～～
⑤ 6/15～ = 地域情報強化会議 → 8/10～：地域情報共有会議
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〇連携･協働による実績と可能性の拡大
・活動範囲(市町村)を超えた協働
・行政の応急対策業務の補完から代替へ
×広域連携の限界
・地域性への配慮
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄの
量的･質的限界

・遠隔地への支援
（市町村）

団体分類

①既存の県外の組織 128 73%

②既存の県内の組織 39 22%
③新規の組織 8 5%

団体数

情報共有
(火の国会議)

火の国会議(4/19-6/21)参加団体集計結果

被災地到着
各被災地の

被害状況の
把握

ニーズ・課題
の把握

課題解決に
向けた取組

県外団体が7割以上

ニーズ

ニーズ

ニーズ

民間団体
A

民間団体
B

ニーズ

（提供）災害復興研究室（藤川大地,2017）

行 政
（熊本県）

活動内容分析結果：新たな連携と限界

17

（１）会議が可能にした活動

４．｢火の国会議」が果たした役割
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〇連携･協働による実績と可能性の拡大
・活動範囲(市町村)を超えた協働

・行政の応急対策業務の補完
→代替へ

団体分類

①既存の県外の組織 128 73%

②既存の県内の組織 39 22%
③新規の組織 8 5%

団体数

火の国会議(4/19-6/21)参加団体集計結果

（提供）火の国会議事務局／（作成）災害復興研究室（藤川大地,2017）

活動内容分析結果：新たな連携と限界

炊出での食中毒対策の広報 車中泊の調替避難所アセスメント
調査
└→実態と課題の把握

│

└→避難所の
統廃合支援

（１）会議が可能にした活動

４．｢火の国会議」が果たした役割

「よか隊ネット」

によるアンケート
調査の実施
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入
口
入
口

避難所アセスメント

○熊本県関係部局、熊本市の協力を得て、「火の国会
議」参加ＮＰＯ等が、５月２日(月)～４日(水)に熊本
県内の全ての避難所を対象としたアセスメントを実施

○「火の国会議」参加ＮＰＯ等が直接調査した118箇所
の避難所については５月６日(金)に熊本県及び政府現
地対策本部に報告した。

○結果を受け、火の国会議参加のNPO等が避難所の生
活環境の向上を図っている。

避難所の環境改善避難所の環境改善

避難所アセスメントの様子
出典：みらいサポート石巻（火の国会議参加団体）

入口付近は
高齢者等の
ゾーン

一般避難者
のゾーン

子供連れ家庭のゾーン

ＮＰＯが協力した
避難所の空間整序の例
JAR（難民支援協会）等が宇
城市と連携し、宇城市松橋総
合体育文化センターにおいて、
避難者が主体的に避難所運営
に関わるように巻き込みつつ、
空間を整序した。

５月11日(水)撮影

(出所）JVOAD（2016.11.8）設立記念祝賀会
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＊多様な主体の連携・協働に基づく被災者支援の

可能性と課題

●組織化⇒専門特化⇒迅速で適切な支援が可能

⇔専門性の間に落込む・潜在化する支援需要

→問題を発見し、可視化し、課題を提示する

役割の重要性

＊潜在力となる「市民セクター」の基盤強化

●社会課題に取組む市民の参加の窓口として

→ＮＰＯ等の非営利組織が果たすべき基本的役割

多様性を認め、力にしていく関わり方を
20

――今後の可能性と課題

５．まとめにかえて
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