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１． はじめに 

大規模災害の発生に対し被災自治体だけで全てに対

応するには限界がある。そのため，全国から自治体が被

災自治体の応援・支援(1)に駆けつけるケースが多い。応

援・支援の枠組みは，地方自治体同士の協定に基づくも

の，都道府県ブロック単位で対応するもの，総務省のス

キームに則り全国ベースで応援するもの等様々である。 

被災自治体が災害対応に追われる中，応援・支援を自

ら調整するのは困難を極める。2016年の熊本地震では，

大分県をはじめとする九州地方知事会（以下「九州知事

会」）の各県が，熊本県内の特定の被災市町村を応援する

カウンターパート方式を採用した。関西広域連合等全国

からの応援・支援も調整し，被災県熊本県の負担軽減に

努めた。本研究では，被災自治体に代わって調整を担う

都道府県ブロックの役割に着目し，その効果や課題等に

ついて考察する。 

２． 研究の方策 

 自治体間の人的支援におけるこれまでの研究について，

稲垣（2015）1)は，広域災害時における遠隔自治体からの

人的支援について，支援のパターンを類型化した。青田

等（2019）2)は人的支援の枠組みや課題を整理し，顔の見

える関係によりスキームが大別されることを明らかにし

た。三好等（2019）3)は，平成 30 年豪雨災害の事例を用

いて，総務省が 2018 年度に始めた災害総括マネジメント

支援員の役割を分析した。他にも様々な研究が進められ

ている。被災自治体の負担を減らしつつ，応援・支援の

効果をどうあげるかは，依然大きな課題である。 

 本研究では，九州知事会がどのような調整機能を果た

したかについて，応援・支援した九州知事会及びそれを

受けた熊本県双方の立場から考察した。同知事会が熊本

地震での対応を検証した「熊本地震に係る広域応援検証・

評価について」4)と，熊本県による「平成 28 年熊本地震 

熊本県はいかに動いたか」5)を分析するとともに，会長県

の大分県及び被災県の熊本県の担当者から，これまでの

状況，課題，今後の展望等についてヒアリングした。そ

の際入手した資料も含め考察を深めた。 

３． 熊本地震における国、他都道府県等からの協力 

3.1  国からの協力 

熊本県に対し，各省庁より被災者生活再建支援チーム

として 68 名が被災市町村に派遣されたほか，延べ 8,388

名の応援職員等が派遣された。医師・看護師・保健師や

応急危険度判定士等専門職については, 厚労省や国交省

等が音頭を取り,全国から多数の人員を確保した。中長

期では，土木や農林関係等高度な技術力や機械力を有す

るものについて，国による代行施行が実施された(2)。 

3.2  他都道府県等からの協力 

 熊本県の属する九州知事会のほか，静岡県，関西広域

連合，全国知事会等から応援・支援を受けた。短期派遣

にかかる業務内容は多岐に渡った（例：避難所支援，災

対本部運営支援，り災証明申請・発行，建物被害認定調

査，被災者アンケート，各種申請受付窓口，公費解体支

援）。中長期派遣では，道路・河川，下水道，建築，農業，

保健，電気・機械，ソーシャルワーク等の専門職が多数

を占める。2017年 4月 1日現在で，短期派遣は延べ 47,138

人（表１、除：熊本市への派遣），中長期派遣は 55,730

人，合計 102,868 人（1 日平均 243 人）にのぼった。 

熊本県と静岡県，九州知事会と関西広域連合は災害時

の相互応援に関する協定を結んでいる（前者は

2011.7.25，後者は 2011.10.31 締結）。また，同知事会が

全国のブロック知事会との間で締結した災害時の広域応

援に関する協定（2012.5.18 締結）では，応援を必要と

する都道府県の要請に基づき，全国知事会の要請の下，

広域応援を迅速かつ円滑に遂行する。九州ブロック内で

の相互支援を基本に，不足する場合には，関西広域連合

や全国知事会から応援を受ける仕組みになっていた。 

表１：職員の短期派遣の状況 
所  属 延べ派遣人数 割 合 

全国知事会 13,410 人 28.4% 

関西広域連合 7,423 人 15.7% 

九州・山口各県（県職員） 15,930 人 33.8% 

九州・山口各県（市町村職員） 10,375 人 22.0% 

計 47,138 人 100% 

「熊本地震にかかる広域応援検証・評価について（最終報告）」か

ら引用したのをもとに著者が作成。 
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４．九州知事会を中心にした応援・支援 

4.1 九州知事会の構成 

九州地方の 8 県（福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮

崎・鹿児島・沖縄）及び山口県で構成される。その下に，

「九州・山口９県災害時応援協定」がある。会長県の大

分県が幹事を務める。 

大分県庁では，九州知事会各県との調整は知事会事務

局のある行政企画課が行う。県庁職員の派遣は人事課，

市町村職員の派遣は市町村課，県内の災害対応は防災企

画課が対応するといった役割分担になっていた。 

4.2 カウンターパート方式 

同知事会では東日本大震災での応援の経験を踏まえ(3)，

被災自治体ごとに支援相当県を割り振る「カウンターパ

ート方式」を基本に，大分県に「九州・山口 9 県被災地

支援対策本部（以下「支援対策本部」）」を常設している。 

その最初の事例が 2012 年 7 月の九州北部豪雨災害で

あったが，比較的小規模な応援に留まったことから(4)，

熊本地震が事実上初の適用となった。 

4月 14日の前震発生直後からカウンターパート決定ま

での流れを図１に示す。大分県では，発生約 30 分後に課

長補佐と主任主事からなる 2 名を知事会リエゾンとして

派遣した。その後到着した九州他県や関西広域連合，静

岡県からのリエゾンとともに熊本県庁内で情報共有や意

見交換等を行った。17 日には，大分の支援対策本部を通

して同知事会各県に協力を要請，関西広域連合や全国知

事会とも役割分担し，カウンターパートを決定した（表

２）。最初のリエゾン到着まで 3 時間程度，人的支援の要

請から確定まで 13 時間程度，2 回目の要請では 3 時間以

内と比較的迅速に対処している。 

カウンターパートは，各県からの距離，派遣可能な人

数等を勘案した。例えば，被害の大きな益城町には応援

人数の多い福岡県から，道路が寸断された南阿蘇村には

隣接する大分県から派遣した。調整は決して容易ではな

かった。混乱の最中，被災市町村自身が必要とする人数，

業種，期間等を把握できなかった。熊本県にも状況を集

約する余裕がなく，各県とカウンターパート先の被災市

町村との間で，応援・支援内容を決めざるを得なかった。

また，県のカウンターパートに県内市町村が応援を合わ

せる根拠がなく，同知事会から九州地方の市長会，町村

会長会に協力要請した。福岡市や北九州市では政令指定

都市間の協定との整合性をとる必要もあった。 

しかし，全般的には，同じ九州内で比較的近いことや，

定期的に会議や図上訓練を実施し，災害時には情報共有

するなど，顔の見える関係にあったことから，迅速で柔

軟な対応を行うことができたと考えられる。 

4.3 中長期にかかる協力体制 

6 月頃まで応急対策が続いた後，7 月から復旧・復興フ

ェーズが始まったのに伴い，職員派遣も短期の応援から

中長期の支援に順次移行した。中長期派遣の状況を表 3

に示す。短期派遣にかかる応援が１～２週間程度で職員

が交代するのに対し，中長期では数か月から１年以上に

及ぶ。技術職員に対する要望が高く，事務職員でも用地

買収等経験ある職員が求められる。どの自治体も職員に

余裕がなく，今なお東日本大震災被災地に派遣している

こともあり，協力を躊躇する自治体が多い。 

そうした中，九州知事会では，基本，カウンターパー

表２：熊本地震支援のためのカウンターパート 

被災市町村 
カウンターパー
ト団体 

被災市町村 
カウンターパー
ト団体 

宇土市 長崎県，沖縄県 嘉島町 全国知事会 

南阿蘇村 
大分県，全国知
事会 

益城町 
福岡県，関西広
域連合 

阿蘇市 長崎県，宮崎県 菊池市 長崎県 

大津町 関西広域連合 
菊陽町 

福岡県，関西広

域連合 西原村 佐賀県 

宇城市 鹿児島市 甲佐町 鹿児島県 

御船町 山口県 山都町 宮崎県 

 

図 1：地震発生からカウンターパート決定までの流れ 

 （4 月 14 日）21:26 前震発生。直後に大分県からリエゾン派遣 

（4 月 15 日）1:50 九州知事会（大分県）リエゾン到着 

同日中に関西広域連合，静岡県、全国知事会リエゾン到着 

（4 月 16 日）1:25 本震発生 

（4 月 17 日）7:30 熊本県より人的支援マッチング要員の要請 

16:05 大分県より課長級職員到着 

21:44 被災地支援対策本部（大分県庁）から各県へ協力要請 

（4 月 18 日）1:15 熊本県より短期派遣要請（9 市町村） 

7:00 大分県の本部でカウンターパート案作成，各県と調整 

13:30 カウンターパート確定 

（4 月 19 日）20:44 熊本県より短期派遣の追加要請（4 市町） 

23:00 カウンターパート確定 

表３：職員の中長期派遣の状況（延べ人数、H29.4.1 時点） 
 技術 事務 計 派遣先 

福岡県 38 人 21 人 59 人 
熊本県，熊本市，阿蘇市，御船町，
嘉島町，益城町，大津町，西原村 

佐賀県 7 人 4 人 11 人 熊本県，西原村 

長崎県 14 人 8 人 22 人 熊本県，宇土市，南阿蘇村，益城町 

大分県 10 人 5 人 15 人 熊本県，南阿蘇村 

宮崎県 12 人 6 人 18 人 
熊本県，熊本市，南阿蘇村，益城

町，甲佐町 

鹿児島 

県 
18 人 5 人 23 人 

熊本県，熊本市，宇土市，宇城市，

益城町，甲佐町 

沖縄県 2 人 1 人 3 人 熊本県 

山口県 7 人 1 人 8 人 熊本県，熊本市，御船町 

小計 108 人 51 人 159 人  

全国知
事会 

47 人 39 人 86 人 
熊本県，熊本市，宇土市，西原村，
嘉島町，益城町 

計 155 人 90 人 245 人  

技術職は主に道路・橋梁・河川・砂防・農地・農業用施設を指
す。事務職は用地買収等。「熊本地震にかかる広域応援検証・評価に

ついて（最終報告）」から引用したのをもとに著者が作成。 
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トの継続に努め，それでも対応できない場合は，全国知

事会等に派遣を要請した。これにより，九州ブロック内

で派遣数の約 2/3（245 人中 159 人）を確保した（表３）。 

５．熊本県の対応 

5.1  受援にかかる熊本県庁の体制 

熊本県庁では，危機管理課が災害対応にあたる一方，

応援・支援の受け入れにかかる調整は人事課，被災市町

村への斡旋は市町村課が担った。 

5.2 市町村への人的派遣 

被災した広域自治体として，県自身の業務に加え，被

災市町村業務も補完するなど多忙を極めた。災害査定，

土地区画整理事業，災害公営住宅の整備等市町村が行う

業務については，県代行で実施するなどした。 

被災状況把握のため，とりあえず職員を現地に行かせ

たものの，業務内容が不明確で判断に迷うことがあった。

そうした中，カウンターパートにより応援県が直接被災

市町村にアクセスしてくれたのは大いに助かったという。 

他方，両者で応援にかかる人数や内容を直接やりとり

するのは，互いに遠慮もあり必ずしも順調に進まなかっ

た。被災市町村では，職員が避難所や物資配送などの現

場対応に注力する余り，災害対策本部の運営が滞ったり，

り災証明発行や災害復旧関係事務などの業務に支障が生

じたりした。そのため，熊本県は，被災 10 日後の 4 月 25

日から以下の取組みを始めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  

①では，普段の業務で被災市町村と接触の深い市町村

課職員が機能の立て直しをサポートした。②では，判断

能力を有した県の管理職が現場に常駐し，被災市町村の

首長に助言した。これらにより，他県の職員が応援する

カウンターパート方式が軌道に乗り出した。 

5.3  中長期の体制 

 九州知事会で当初より熊本県庁への派遣数を 100 名程

度と定めたお陰で確保することができた。それ以上の要

員については，任期付き職員で補完した。2017 年度の採

用実績は 75 人で，一般事務 38 人（任期 3 年），総合土木

30 人（任期 5 年），建築 7 人（任期 5 年）である。 

こうした状況は被災市町村も同様である。2020 年度ま

で派遣職員が必要だが，その数は年々減少傾向にある。

新規に応じる自治体は難しく，派遣してくれている所に

対し継続をお願いしている。 

5.4 その他 

 東日本大震災，中越地震，阪神・淡路大震災の被災自

治体からの支援について，当時の経験をまとめた記録集

が，対策の見通しを立てる上で役立った。事務手続きの

様式も活用させてもらったとのことであった。 

６．九州知事会による広域応援の検証・改善 

同知事会がまとめた「熊本地震にかかる広域応援検証・

評価について（最終報告）」の中から，主な要点を表５に

示す。熊本地震において臨機応変に対応したことを踏ま

え，①～⑤によりシステム化していったのがわかる。 

6.1 九州知事会による広域応援の特色 

  「４．」～「６．」からは，広域ブロック内で，被災県

の負担を軽減すべく，被災県を飛び越し被災地市町村を

直接支援するという非常時ならではの態勢を敷いた。 

その一方，熊本県では応援県に全てを任せきりにする

ことなく，幹部職員や関係課職員を使って，カウンター

パート方式が軌道に乗るよう側面から支援した。その後

の中長期派遣では，本来の役割に戻り，被災県が応援県

と被災市町村の間に入って人的支援を調整した。 

表４：熊本県から被災市町村への職員派遣 
市町村名 派遣職員概要 

南阿蘇村 部長級 1 名，課長級 1 名，スタッフ 1 名 

益城町 部長級 1 名，課長級 1 名，スタッフ 2 名 

西原村 課長級 1 名，スタッフ 3 名 

① 総務部市町村課に「被災市町村行政機能確保チーム」

を構成，以下の支援を行う。 

・ 被災市町村ごとに相談応援担当を配置する。 

・ 被災市町村を巡回して実情を把握し相談にのる。 

・ り災証明にかかる調査体制構築を支援する。 

・ 被災市町村と応援自治体のマッチングを支援する。 

② 被災状況が甚大な被災市町村に職員を派遣する。 

・ 南阿蘇村，益城町，西原村に対し，首長の陣頭指揮

を支える補佐役となる県職員を派遣する（表４）。 

 

 

 

 

 

① リエゾンについて 

・ 各県独自の判断で派遣するのを改め，震度，被害状況，道
路状況等を勘案し，移動時間の短い県から割り当てる。 

・ 総括（課長級以上）1 名とスタッフ 1 名の計 2 名とする。
経験者を優先させる。 

・ 被災地に現地応援事務所を設ける。支援対策本部のある
大分県のリーダーシップの下，調整する。 

② カウンターパート方式について 

・ 「被災市町村の被害状況・マンパワー・ニーズ」，「応援県
のマンパワー・規模」，「地理的条件・アクセスルート」を
踏まえマッチングする。 

・ 熊本地震の際に要した 13 時間を目安に決定する。 

・ 保健師や社協等独自の支援スキームを持つ専門職につい
ては，それを尊重しつつ，協力体制を構築する。 

③ 市町村に対する協力要請について 

・ 県に合わせて市町村が円滑に動けるよう，九州市長会や
九州地区町村会長との協力協定を締結する。 

・ 指定都市市長会でも，中小市町村を応援する用意がある
ことから、それを念頭に置いた協力体制をとる。 

④ 職員派遣（短期）にかかる意思決定のあり方 

・ 原則，被災県・被災市町村・応援県の「三者」による。 

・ 困難な場合は，被災市町村・応援県の「二者」によること
も可能。その際は，応援県がイニシアチブをとる。 

⑤ 短期派遣から中長期派遣への移行のあり方 

・ 短期派遣でのカウンターパート実績を重視した中長期へ
の移行を基本とする。要望回数を整理し，応援側の意思
決定や人選が抑制基調とならないよう配慮する。 

表５：九州知事会による人的支援にかかる広域応援の検証・改善 

「熊本地震にかかる広域応援検証・評価について（最終報告）」から
引用したのをもとに著者が作成。 
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特色として次の２点があげられる。１点目は，フェー

ズに応じた態勢の柔軟性である。非常時は被災県と応援

県との主体性を逆転させるが，被災県は側面支援にまわ

りその態勢をフォローする，その後状況が落ち着くにつ

れ，本来の役割を取り戻す点である。 

２点目は，こうした態勢が普段からの関係を基盤にし

ていることである。立場を主客転倒できたのも，顔の見

える関係により互いを理解していたからと考えられる(5)。

他方，応援県－被災市町村間はそこまでの間柄になかっ

たため，被災市町村との関係が強い被災県の市町村課が

市町村職員へのフォローにあたった。県幹部職員が首長

補佐に回れたのも，信頼関係に基づくものと言える。 

大規模災害では想定外の状況に陥ることが多い。しか

し，同一ブロックや県内という普段からの信頼関係を踏

まえて，システム化することにより，迅速で柔軟な応援・

支援体制を構築しやすかったと考えられる。 

７．平成 30 年豪雨災害での対応を振り返って 

 大分県，熊本県とも，愛媛県宇和島市への応援で，前

者は水道の応急対策に，後者はり災証明の業務に携わっ

た。徳島県や奈良県等他自治体からも応援に来ていた。

九州知事会で行った意思疎通のようにはいかず，関係者

で連絡会議を設ける等して連携に努めたという。 

８．考察 

 本研究では，大規模災害における支援・受援のあり方

について，熊本地震における九州知事会の役割に着目し

考察した。得られた知見をまとめる（図２参照）。   

１点目は，広域ブロック内での顔の見える関係の活用

である。地域性を共有するだけでなく，平常時からの関

係を発展させ，ブロック内ならではの応援・支援，さら

には，受援も代行する体制が構築できたと考えられる（6）。 

２点目は，広域自治体としての被災県の役割である。

応援県に頼りつつも，被災市町村との直接的なカウンタ

ーパートが円滑に進むよう，受援体制づくりや首長への

アドバイスにあたった。 

３点目は，同一ブロック以外からの応援・支援の必要

性についてである。災害の規模が大きいほど，他地域や

全国からの応援・支援が不可欠となる。熊本地震後に，

総務省による「被災市区町村応援職員確保システム」「災

害マネジメント総括支援員制度」が確立された。「７．」

のとおり，運用上の課題解決はこれからと考えられる。 

４点目は，中長期派遣を中心にした専門職の確保であ

る。関係省庁や専門機関との調整が欠かせない。ブロッ

ク内の協力体制に合わせた仕組みが必要と考えられる。 

５点目は，被災経験ある自治体の知見の活用である。

先を見据えたアドバイスは大変価値があると考えられる。 

今後の研究課題として，都道府県ブロックを中心にし

た人的支援態勢を構築する上で，３～５点目の知見をど

う組み込むか，検討してまいりたい。 
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補注 

（1）災害対策基本法による短期派遣を応援，地方自治法によ

る中長期派遣を支援とする。その身分が前者は派遣元なのに

対し，後者は派遣元と派遣先両方となる。 

（2）本来は県や市町村の業務であることから，本研究では人

的支援を受けたものに含め考察した。 

（3）東日本大震災では、各県が独自に支援にあたったため，

H23.10 に九州・山口災害時応援協定を改正した。 

（4）被災地の福岡県，熊本県，大分県に対し，各県からそれぞ

れ技術職を 3－8 名派遣する程度に終わった。 

（5）例えば，沖縄県に支援する際，各県のヘリでは飛行距離に

限度があるため，九州知事会として自衛隊への協力要請を含

め，検討している。 
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