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１． 研究の趣旨・方策 

「義援金は，市民の善意によって拠出された民間の寄

付金で，慰謝激励の見舞金の性格を濃厚に持つものであ

り，一義的には被災者の当面の生活を支えるもの」とさ

れる。その使途や配分額は固定されていない。人的被害

（死亡，重傷等）や住家被害（全壊、大規模半壊等）を

はじめ，被災自治体によって様々である。 

被災地毎に配分委員会を設けるものの，実質的には自

治体が配分を差配する。特に，住家被害に関しては，自

助努力が基本とされ，私有財産への公的支援に限界があ

るなかで，準公的支援の役割を担ってきた。しかし，任

意の寄付であるが故，いくら集まるか予想できない。被

災者の数も配分額に影響する。自治体の配分方針もある。 

本稿では住宅再建のための効果的な配分を考察する。

準公的な役割を求めるのであれば，公平性の観点も考慮

する必要がある。過去の事例から配分の特色を分析する。 

２． 過去の配分事例 

（1） 事例Ⅰ：特に大規模災害の場合、被災者の多さによっ

て支給額に差が生じる。 

表１は過去の大災害における義援金の受取額を比較

したものである。義援金の用途は，他にも産業被害や青

少年育成を含め多岐に渡るため(1)，必ずしも正確ではな

いが，義援金総額を被災世帯数で割ることで，大体の規

模を掴むことができる。 

ここでは，阪神・淡路大震災を 100 とした場合の比

率を下段に示す。同震災や東日本大震災のように，特に

甚大な被害の場合は，個々の被災者への配分額が小さく

ならざるを得ないと推察される。 

（2） 事例Ⅱ：県内の同じ災害であっても，被災市町村で配分

額が異なる。 

表２は，熊本地震での主な被災市町村の住家被害に対

する配分額を示す（単位：万円）。通常，義援金は「①全

国及び各都道府県毎に集まった義援金」＋「②各市町村

に集まった義援金」からなる。 

①では，「全壊」，「大規模半壊又は半壊であるが解体し

たもの」，「同左だが解体しなかったもの」，「一部損壊だ

が修理に多額を要するもの」を対象にした。 

これに対し，②では，「県の基準に上乗せしたもの」，

「損壊での一部修理に独自の基準を設けたもの」，「大規

模半壊と半壊に差をつけたもの」，「非住家について独自

の基準を設けたもの」等に配分した。配分方針に独自性

が見られる反面，全壊等同じ判定でも差が生じる。被災

者の立場からすれば，公平と納得できるか評価が分れる

ところであろう。 

（3）事例Ⅲ：同じ時期に起こった同種の災害で，地域が異な

ると支給額に差がある。 

2014 年 8 月に発生した広島市豪雨災害（20 日）と、兵

庫県丹波市豪雨災害（17 日）を比較する。表３に被害状

況を，表４に義援金の配分状況を示す。 

ほぼ同時期豪雨がもたらした災害だが，より被害が深

刻な広島の災害に多くの義援金が集まった。その結果，

表１：大災害における義援金の配分規模 

 

雲 仙 普
賢 岳 噴

火災害 

北 海 道
南 西 沖

地震 

阪神・淡
路 大 震

災 

東 日 本
大震災 

熊本地
震 

災害発生 1990.11 1993.7 1995.1 2011.3 2014.4 

義援金総
額（約） 

234 億円 256 億円 1,793 億円 3,775 億円 523 億円 

13.05 14.28 100 210.54 29.17 

全 半 壊
（半焼）
世帯数 

706 1,032 460,357 399,808 43,031 

0.15 0.22 100 86.84 9.35 

1 世帯当
たり（約） 

3,314 万円 2,418 万円 40 万円 94 万円 122 万円 

8285 6045 100 235 305 

（出典：兵庫県「改訂版 伝える 1.17 は忘れない―阪神・淡路大震
災の教訓―」（2016）をもとに，加筆） 

表２：熊本地震での義援金の配分 

 
①熊
本県 

②上乗せ分 

熊本

市 

益城

町 

南阿

蘇村 
阿蘇市 宇土市 西原村 

全   壊 80 +2 +10 +20 +20 +2 
+2 

+10 (※6) 

解   体 80 +2 +10 +0 +20 +2  

大規模半壊 
40 +1 +5 +10 

+15 
+2 

+1 

+5 (※6) 半   壊 +10 

一部損壊(※1) 10 +0 +5 +6 +0 +2  

一部損壊 

(独自基準) 
－  － 6 (※2) － 

5 (※3) 

4 (※4) 

12 (※5) 

1 (※7) 

（熊本県及び当該市町村の公表資料をもとに作成） 

※1：一部損壊，修理費用 100 万円以上支出 

※2：一部損壊，修理費用 30 万-100 万円支出 

※3：一部損壊，修理費用 50 万円以上支出 

※4：一部損壊，修理費用 30 万-50 万円支出 

※5：一部損壊，自宅解体及び再建 

※6：全壊，大規模半壊，半壊：非住家の場合は半額 

※7：一部損壊：要件なし 

表３：広島市豪雨災害と丹波市豪雨災害の被害状況 
 全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 

広島市 179 棟 217 棟 189 棟 1084 棟 3080 棟 

丹波市 22 棟 47 棟 47 棟 143 棟 723 棟 
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広島市の方が受取額が多く，被害状況に合わせて様々な

加算が施されたと考えられる。 

３．考察 

本稿では，同じ住家被害でありながらも，時々の義援

金によって受取額に差が生じることに着目した。事例１

～３を分析した結果，以下のことが推察される。 

一つ目は，被災規模が大きくなるほど，個々の受取額

が減る可能性が高い点である。その分義援金総額が増え

るが，それ以上に被災者数が多くなるためと考えられる。

南海トラフ地震や首都直下型地震での配分が懸念される。 

二つ目は，同一県内の同一災害や，県域を超えた同一

時期の同種の災害では，受取額に格差が生まれ点である。

都道府県単位で同額でも，市町村での集まり具合が配分

を左右する。本年 7 月の豪雨災害の様に複数県にまたが

る場合は，県域を超えて差が生まれる可能性がある。 

これらを踏まえ，大まかではあるが問題提起や提案を

行いたい（図１参照）。一つ目は，1 世帯あたりの配分額

が多くなる時は（例：被災者生活再建支援法による支給

額(3)を超える），残りの一部を将来のためにプールするこ

とである。大規模災害では配分が少なくなることを見越

した義援金の先払い，将来に備えた共助の仕組みと捉え

ることができる。 

二つ目は，どの災害でも配分される死亡，負傷，全壊，

大規模半壊に対する見舞金の場合，同一県内では額を統

一する。県域を越える場合は義援金を融通し合う。個々

の被災自治体にお任せの状態を整備する必要がある。 

他方，義援金の性格として，市民の任意行為という点

を軽視することはできない。災害や被災地を特定して寄

付したい場合もあるので，寄付する段階で義援金のプー

ルや融通が大丈夫か，確認が必要である。さらに、地域

特有の事情にも配慮が要る。住民に最も近い市町村なら

ではの役割を尊重する必要がある。 

併せて，住宅再建を義援金に頼らざるを得ない準公的

な役割が妥当なのかについても検証する必要がある。災

害規模や被害程度によって，公的支援を受けられないケ

ースがある(3)。義援金は，誰でも，いつでも，どこでも，

好きな金額を寄付できる。反面，いつ，誰のために，ど

う使われたか不明でもある。義援金のあり方について，

広く国民全体で情報を共有し，議論する必要がある。 

補注 

(1) 雲仙普賢岳噴火や北海道南西沖地震では，復興基金

の原資にも用いられた。ボランティアグループや自

治会活動等に配分された例もある。 

(2) 棟数のため，表 1 の世帯数ではないが，ある程度の

規模を掴むことができる。 

(3) 例えば，全壊で再建には 300 万円といった支給額が

定められている（一人世帯では減額）。1 市町村当た

り 10 世帯といった適用要件もある。 

表４：広島市と丹波市の義援金の配分 

  広島市 丹波市 
義援金総額 64 億 240 万円 2 億 2502 万円 
全半壊棟数(2) 396 94 

1 世帯当たり平均受取額 1597 万円 239 万円 

【実際の配分額，単位：万円】 
全壊 
(建設、
購入、
補修) 

 1,010 340 
加 
算 
分 

宅地修復(500), 擁壁設置 or 外
壁補強(100or50),他の土地で再建
(※1),上記以外(510),借家(210) 

 

大規模
半壊 

760 250 
加 
算 
分 

宅地修復(500),擁壁設置 or 外壁
補強(100or50),他の土地で再建
(※1),上記以外(385),借家(160) 

 

半壊 

510 130 
加 
算 
分 

宅地修復(500),擁壁設置 or 外壁
補強(100or50),他の土地で再建
(※1),上記以外(260),借家(110) 

 

床上浸水（10％以上） 

60 

65 
床上浸水（10％未満） 26 

床上浸水(施設入所，10％未満) 6 
一部損壊 35 1 
床下浸水 20 1 

その他 

自力で仮住宅を確保し
た場合の家賃等負担 

60  

自費で建物を解体・
撤去した場合 

10  

（広島市と丹波市それぞれの配分状況をもとに作成） 
※１：土砂災害特別区域指定による地価下落額（165 ㎡）の 2 分の１ 

図１：義援金のあり方に関する問題提起 

 
【事例Ⅰ】 
・ 被害が大きくなるほど，1 世帯

当たり義援金の受取額が少な
くなる可能性が高い。 

【事例Ⅱ】 
・ 同じ県内の同一災害でも，被災

市町村によって，配分額や配分
方針が異なる。 

【事例Ⅲ】 
・ 同時期の同種災害でも，県域を

越え，配分額や配分方針に差が
生じることがある。 

・ 1 世帯あたり配分額に余裕あ

る時は，将来の災害のため，一
定額をプールできないか。 

・ 地域特有の事情を除き，共通

する部分につては，県内で統
一できないか。 

＜特 色＞ ＜問題提起＞ 

・ 地域特有の事情を除き，共通す
る部分については，相互に義援

金を融通できないか。 

＜提案＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

※義援金のあり方について，準公的な役割を含
め，国民全体での情報共有，議論が必要  

・ 公平性の観点から，義援金を融通しあう 

・ 被災者生活再建支援法支援金に合わせて，
基本的な配分額を定める。 

・ 上記配分額を上回る義援金が集まる場合

は，プールや融通し合う（努力目標）。 

【留意事項】 
・ 義援金の融通について，予め寄付者の了解

をとる（＝強制できない）。 
・ 地域特有の事情に配分する額を確保する。 


