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   When huge disasters happen, affected local governments are given support by others all over Japan. Such supports 

were found in the 2011 Great East Japan Earthquake Disaster, the 2016 Kumamoto Earthquake Disaster and the 2018 

West Japan Heavy Rainfall Disaster. Human resource support is important to supplement the capacity by receiving 

governments. It is also beneficial for supporting ones to prepare for future disasters. While the national government 

promotes such cooperation, there are various type of supports which are under confusion. We analyze support type, 

present situation and legal basis, and consider challenging issues as well as future prospects to develop the system.  
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１． はじめに 
 

 大災害が発生すると，全国の自治体が被災自治体を支

援する．近年，そうした傾向が，2011年の東日本大震災，

2016年の熊本地震災害や，2018年の西日本豪雨災害で見

られる．被災自治体の対応力を補完する上で，自治体間

支援は不可欠である．東日本大震災では，総務省，全国

知事会，全国市長会，全国町村会等が協力し構築したス

キームに基づき，地方自治体間の応援の調整等が行われ

た１）．これを契機に災害対策基本法が改正された．国も

自治体間支援を推進する．2018年には，総務省が対口支

援のスキームを構築し，西日本豪雨災害で運用された．

しかし，全般的に支援の形態は様々で，十分に調整され

たとは言い難い． 

自治体間支援には物的支援もあるが，本研究では，人

的支援に焦点をあてる．それを推進する上での，抱える

課題，支援の形態，枠組み等について分析を行い，今後

の課題や展望について考察する．課題を直ちに解決する

方策を見つけるのは難しい．しかし，具体的に分析する

ことで，有用なスキームや優先すべき方策等，より良い

人的支援のあり方につながると考えられる． 
 

２． 研究の方法 

 
 自治体間支援に関する既往文献として，例えば，稲継

（2015）は人的支援を集権的スキームとそうでないもの

等体制の分類化を行った１）．河本等（2013）は自治体職

員へのヒアリングを通して，支援・受援に関する考察を

行った２）．これら文献をレビューする一方，近年の災害

での被災自治体や，今後災害が予想される自治体関係者

のから支援により生じた課題等についてヒアリングした． 

（主なヒアリング先） 

・ 東日本大震災（宮城県，気仙沼市，多賀城市） 

・ 熊本地震（熊本県南阿蘇村） 

・ 西日本豪雨災害（岡山県総社市，広島県坂町，愛媛

県宇和島市，西予市） 

・ その他（徳島県，美波町，鳥取県） 

具体的には，支援を展開する上での問題点として，派

遣職員の不足，被災自治体での調整，受援力について調

査した．その上で，人的支援の枠組みについて，職種，

派遣の仕組み・期間，支援の体制等を分析した．ここか

ら，顔の見える関係構築の重要性に着目した．その上で，

優先すべき支援スキームと補完するもの，及びそれらを

有効にするための方策等を考察した． 

 

３． 支援を展開する上での問題点 
  

 ヒアリングをした被災自治体から，他自治体の支援な

しには，応急対策や復旧・復興を進めることができなか

った旨のコメントがあった．その一方で，教訓として改

善されるべき点についても回答を得た．支援に携わった

自治体等も含め以下に整理する． 

 

(1) 派遣職員の不足 

 宮城県内の被災市町村では，要望する支援職員数が常

に満たされない状態が続いた．宮城県の被災市町村の場
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合，震災から 1年余りが経過した平成 24年 6月の段階で，

応援職員の充足率（要望した人数に対する満たされた人

数の割合）は 51.3％であった（１）．宮城・岩手・福島の

３県合同で，市長会や町長会等に出向き派遣をお願いす

るものの，「いつまで続くのか」といった質問を受ける

こともあった．行財政改革や市町村合併により，各地で

職員数が減っており，期待通りに応えるのが難しいのが

背景にある．比較的充足されている市町村とそうでない

ところがある場合は，県が調整に入り融通した． 

 特に，土木や建築等のハード整備で派遣が中長期に渡

る場合は，概ね確保に苦労している．気仙沼市では，市

が管理する 31の漁港全てが被災した．全国的にも漁港の

再建に精通した土木職が少なく，確保に困難を極めた． 

 こうしたことから，即戦力となる人材を確保するため，

被災自治体だけでなく，支援する自治体でも，退職者を

中心に専門的な知識や経験を有する人材を任期付職員と

して採用，派遣した． 

 

(2) 被災自治体での支援の調整 

a) 応援業務にかかるニーズとシーズのミスマッチ 

 支援する自治体としては，将来自分が被災した時のこ

とを考え，あるいは，派遣職員の都合から，より現場に

近い作業や，職種を指定する場合があった．本来，被災

自治体のニーズが優先されるべきだが，被災自治体も職

員を送ってくれた手前，無下に断れず，その要望を受入

れ，自らの職員間で調整することがあった． 

 他方，特定の職務に作業が集中した場合は,以前から親

しい支援先の職員にお願いし異動してもらうなどした． 

b) 派遣職員の資質 

 優秀な職員が派遣される反面，被災者に接する業務な

のに接遇や対応に不慣れな職員や，若手で実務に精通し

ていない職員が来ることもあった．任期付き職員の場合，

行政の職務環境になじめない人や，一担当として働くの

に満足できない人もあった．年数が経過するにつれ，被

災地に貢献することよりも待遇に重きを置き，任期付き

職員になったと思われる人もいた． 

c) 任期付職員の待遇格差 

 被災自治体又は派遣自治体のどちらで採用されるかで

待遇が異なる．派遣の場合，帰庁や赴任，帰任に伴う旅

費が支給されるが，被災自治体採用にはない．また，給

与額は採用される自治体で決まるため，一般的に郡部よ

り都心部の方が高い等の格差が生じた． 

 

(3) 受援力の不足 

 概して，災害経験がない場合，何から手を付けて良い

かわからず，押し寄せる業務に対応するので精一杯だっ

た．支援に必要な人数の見通しすらつかめず，依頼内容

を変更する自治体もあった．受援を調整する職員も足ら

なかった．西日本豪雨災害では，総務省による総括マネ

ジメント支援員が採用されたが，仕組みを理解しないま

ま受入れた例もあった． 

 
(4) 受入環境の整備 

a) 宿舎の確保 

 東日本大震災の沿岸部被災地では，建物はもとより，

電気，水道，ガス等のライフラインも崩壊的な状態に陥

った．支援を受ける側の自治体に宿舎を確保する余裕は

なく，支援自治体が内陸部の周辺に宿舎を確保した例が

あった．復旧とともに，仮設住宅の部屋を派遣職員に宛

がう，官舎を割り当てる，あるいは，単身寮を建設した

例もある．交通手段では，被災自治体又は支援自治体で

レンタカーを借上げ派遣職員に貸与したりした． 

b) 勤務スペースや機器の確保 

西日本豪雨災害では，派遣職員用のパソコンが準備さ

れてなく，急遽所属先から送ってもらった例があった．

大量の応援職員が到着する中で，被災自治体にスペース

や機器を揃える余裕がなかったことが伺える． 

 

(5) その他 

a) 広域自治体（都道府県）の役割 

 被災都道府県自身が対応に追われるとともに，広域自

治体として被災市町村の業務支援が求められた．代行業

務，応援職員の調整等にも対処した． 

b) 経費の負担 

 災害救助法による負担の対象や，特別交付税措置にな

る業務が多いが，全てに適用されるのではない．先遣隊

に係る経費，災害対策本部支援要員，被災者の生活支援

の一部等は対象外とされる．そのため，都道府県が市町

村に支援を呼びかけても，二の足を踏まれることがある． 

 

４． 人的支援の枠組み 

 

 人的支援は阪神・淡路大震災でも実施されたが，特に

認識が広まったのは，東日本大震災以降である．本章で

は，大きく「職種」「派遣の仕組み・期間」「支援体制」

「その他」に分類する． 

 

(1) 職種（一般職・専門職） 

 通常，行政職員は事務職員と技術職員とに大別される．

前者は，人事，庶務，経理等の管理部門から，企画，事

業部門等に至るまで幅広い．災害直後対応する業務が多

岐に渡るだけでなく，その後も各部門で業務が膨らんで

いく．特に，災害特有の業務として，災害対策本部運営，

避難所設営・管理，被害家屋調査，り災証明発行に追わ

れる．その後，仮設住宅や災害公営住宅の管理，高齢者

の見守り等，被災者の生活支援が加わる． 

後者には，土木，建築，電気，機械，農林水産，保健，

文化財等がある．どの自治体でも専門職員の数は限られ

ており，災害が発生すると職員不足に陥る．質の面でも

専門性，経験，ノウハウを備えた人材が必要となる． 

  

(2) 派遣の仕組み・期間 

職員派遣は，通常地方自治法第 252条の 17を適用する．

東日本大震災後の 2012年に災害対策基本法が改正され，

地方自治体の応援業務等に係る国や都道府県による調整

規定が新設，拡充された（災害対策基本法第 67条，第 68

条，第 72条，第 74条，第 74条の２等）３）．要請を受け

た自治体は正当な理由がない限り拒むことができない．

しかし，実際の支援にあたっては，期間や業務等につい

て，各支援自治体との調整が必要となる．協定の内容等

で経費負担割合等を別途定める場合もある． 

a) 短期派遣（応援） 

 災害直後から様々な業務が集中する．宮城県多賀城市

では，震災直後の 3 月 14 日から 5 月 1 日までの間に，

「避難所運営」「物資の仕分・整理・配分」「保健巡回

相談・訪問調査」「こころのケア」「介護認定」「被害

家屋調査」「り災証明受付」「被害家屋撤去受付」「応

急仮設住宅調査」等で支援を受けた．その後，復旧・復
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興とともに，支援業務が移行する． 

特に災害を経験していない市町村では，災害特有の業

務に対する支援が助かる．例えば，情報を集約し意思決

定を行う災害対策本部の運営は極めて重要である．避難

所運営では，自らの職員を張り付けると本部機能が手薄

になるので，応援がほしい．被害家屋調査では，それを

基に全壊・半壊等の罹災証明が出され，多くの被災者支

援策が決まるため，迅速で正確な処理が要求される． 

b) 中長期派遣（職員派遣） 

専門職を中心に，災害の規模が大きく復興が長びくと，

中長期派遣が必要となる．東日本大震災では，被災後５

年を経過しても，多くの被災地でハードの整備が続いた．

元々被災自治体に専門職員が少ないことも加わり，土木

や建築職を中心に全国の自治体からの中長期派遣が現在

も続いている． 

短期派遣の場合，災害対策基本法では「応援」という

用語で示されている．これに対し，中長期派遣は地方自

治法第 252条の 17に規定される「職員の派遣」を指す．

表 1 は短期派遣（応援）と中長期派遣（職員派遣）を比

較したものである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 支援の体制 

a) 都道府県をベースにした支援体制 

 「北海道・東北地方」「関東地方」「中部圏」「近畿

ブロック」「中国地方」「四国」「九州地方」毎にブロ

ック知事会が結成されている．ブロック圏内での災害に

備え，被災県と支援県の組み合わせが定められている．

ブロック圏外の広域災害では，幹事県が被災県に対する

圏外からの応援を調整する．熊本地震では大分県が幹事

県として，全国から熊本県への支援を調整した． 

 特に，近畿ブロックでは関西広域連合を設立し，広域

災害時に対口支援を行う枠組みを考案した．東日本大震

災では，「宮城県を兵庫県・徳島県が」「岩手県を大阪

府・和歌山県が」「福島県を京都府・滋賀県が」支援す

るカウンターパート方式が実施された．現在の自治体間

の対口支援の基になったと考えられる． 

b) 政令指定都市をベースにした支援 

 東京都を含む政令指定都市による「21 大都市災害時相

互応援に関する協定」がある．東日本大震災では仙台市

が，熊本地震では熊本市が被災地になったため，政令指

定都市間の枠組みによる支援が実施された． 

c) 市町村（除：政令指定都市）をベースにした支援 

 相互応援協定を締結している市町村は 1,701 団体，協

定締結率は 97.7％である（H30.4.1 現在）４）．県内市町

村間で相互協定を結んだものの他，姉妹提携等普段の交

流をベースにしたものがある．協定のないものもある． 

 気仙沼市では「さんま祭り」が縁で目黒区から支援を

受けた．名古屋市のように市長の決断で陸前高田市を訪

問した例など様々である１）． 

d) 総務省による新たな支援システム 

 東日本大震災では，総務省が知事会，市長会や町村会

と連携し，全国の自治体に支援を呼びかけた．このこと

や熊本地震での教訓を踏まえ，平成 30年に，対口支援方

式をベースに，都道府県と区域内市町村による一体的な

支援を原則とする「被災市区町村応援職員確保システム」

と，被災市区町村長への助言等を任務とする「災害マネ

ジメント総括支援員制度」を創設した． 

西日本豪雨災害で初めて適用された．前者では 20被災

市町に対し 29 都道県市から延べ 15,033 名が，後者では

10被災市町に対し 13都県市から 32名が派遣された５）．

被災自治体において，各担当課の要望を取りまとめたり，

今後発生する作業を指南するなどの効果があった． 

e) 総務省以外の省庁による支援 

 専門職の場合，例えば，保健師や DMAT (Disaster 

Medical Assistance Team，災害医療派遣チーム)の派遣

では厚生労働省が，水道や下水道は，日本水道協会や日

本下水道協会が厚生労働省，国土交通省と連携をとり，

全国の自治体に直接支援を要請することがある１）． 

 

５． 将来の災害に備えた人的支援システムの考察 
 

(1) 普段からの顔の見える関係の構築・強化 

 ヒアリングしたどの自治体からも，支援いただく自治

体に遠慮してしまう，姉妹交流や災害時応援協定等普段

からの交流があれば，未だ無理を言いやすい，相手も事

情を理解してくれる等の声があがった．例えば，都道府

県レベルでは，鳥取県と徳島県が同時被災しない県同士

として，「鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援

協定」を締結し，普段から人事交流を重ね，双方の訓練

にも参加している．2016 年の鳥取県中部地震では徳島県

職員が応援した６）． 

市町村レベルでは，姉妹都市だと市民の理解も得やす

い．それ以外の例でも，多賀城市では「全国史跡整備市

町村協議会」の加盟都市である奈良市や太宰府市等から

職員が応援に来た．岡山県総社市は，災害が発生する度

に職員を応援に行かせたことから，西日本豪雨災害では

仙台市を始めとする支援先から恩返しを受けた． 

 また，同一ブロック内の都道府県や政令指定都市間の

場合，普段からの付き合いに加え，災害の度に連携する

ことから，ある程度顔の見える関係が構築されている． 

 

(2) 災害経験ある自治体職員の派遣 

 多賀城市では，被害家屋調査のため，直後に兵庫県及

び県内市町から当初 40名の，8月の二次調査では 30名の

職員派遣に応じてくれた．特に後者は藁をもすがる思い

だったという．西予市では熊本市職員が駆けつけ業務に

必要な人員を捌いてくれた．熊本地震でも東松島市が西

原村を訪れ支援した．災害経験ある自治体の場合，事情

を察し言わなくても先回りしてくれる場合が多い． 

災害を経験したことのない被災市町村にとって，これ

らの自治体が寄添い支援してくれるのは心強い．災害が

多発する中で，ノウハウを蓄積する自治体が増えている．

これらをうまく活用することが肝要である． 

こうしたことから（1）や（2）は優先すべきスキーム

と考えられる． 

表 1:短期派遣（応援）と中長期派遣（職員派遣）の比較 

（防災行政研究会（2016）引用３）） 
 応 援 職員派遣 

根拠 
災害対策基本法第 68

条、第 74条等 

地方自治法第 252条の17，
災害対策基本法第 29 条～
第 34条 

性質 
マンパワーとしての人員
に着目する場合が多い 

職員個人の有する技術，
知識，経験等に着目 

期間 短期 原則として長期にわたる 

事務 
災害応急対策を実施する

ために必要なこと 

災害応急対策又は復旧に

関し必要なこと 

身分 身分異動を伴わない 派遣先の身分と併任 

指揮
監督 

応援隊が一体となって派
遣先の指揮下に入る 

個人的に派遣先に分属す
る 
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(3) 全国的支援システムの活用 

東日本大震災や西日本豪雨災害のような広域災害の場

合，（1）と（2）だけでは量的に不十分である．総務省

システムのような，全国の自治体が一つのスキームで動

員される仕組みが欠かせない．他方，西日本豪雨災害で

は，支援・受援の双方間で，遠慮，思い違い，地理観の

違い等の問題が生じた．運用が始まったばかりで，仕組

みの改善や研修の強化等を図ろうとしている（２）． 

  

(4) 自治体の支援力・受援力の向上 

 特に災害を経験していない市町村を中心に，災害対応

ノウハウを蓄積する必要がある．支援スキームを活用し，

教訓を共有することが必要である。また，総社市では毎

年災害支援のための予算を確保しており，災害が発生す

る度に職員を派遣している．西日本災害では，上記支援

を受けるだけでなく，自ら迅速な災害対応を取ることが

できた（３）．支援・受援双方での向上が求められる． 

 

６． まとめ 

 

 本研究では，災害発生後の人的支援を円滑に進めるた

めの方策を策るべく，関係自治体をヒアリングする等し

た．そこから課題を抽出し，仕組みを分析した結果，普

段からの関係強化や災害教訓を共有する重要性を突き止

めた．図１はそれを示したものである． 

 今後も，災害を経験した自治体へのヒアリングを増や

すとともに，既存の仕組みや総務省の新システム等を検

証する．一方，内閣府は 2017年に「地方公共団体のため

の災害時受援体制に関するガイドライン」を公表した．

自治体による受援計画の策定等，受援力の向上も含め，

より効果的な人的支援に関する研究を続けていきたい． 

 

 

 

補注 

 

（1） 宮城県では，例年沿岸 15市町の充足率を出し，全国の自

治体に支援を要請している． 

（2） 総務省を中心に，西日本豪雨災害での運用を踏まえ，災害

マネジメント支援員のあり方等を検討中である． 

（3） 総社市では「大規模災害被災地支援に関する条例」を設

け，職員派遣，物資支援等を行っている．西日本豪雨災害

では，派遣経験ある職員を被災地に長期間常駐させ，現場

即決を重視した住民に寄り添う支援を行っている． 
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図１：将来の災害に備えた人的支援システムの考察 

 
 総務省システム 他省庁システム  ブロック内都道府県間協定 政令指定都市間協定 

（協定にない繋がり） 

災害前からの非公式なつながり 災害後始まった任意の支援 

市町村間協定（姉妹都市交流等を含む） 

被災経験を有する自治体からの支援 

災害後に始まる付き合い 普段からの顔の見える関係 

【被災自治体での受入】 

 

 

 

 

【受入にあたっての課題】 

「派遣職員不足（短期・中長期）」「派遣職員不足（一般・専門）」「業務のミ

スマッチ（ニーズ・シーズ）」「派遣職員の資質（意欲・能力）」「受入環境

の整備（宿舎・職場）」「受援力不足」 

（支援力・受援力の向上）  
被災経験ある自治体との

教訓共有等 

 一般職 

専門職 

短期派遣 

長期派遣 


