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１．研究の背景 

1.1 大規模災害時における自治体間支援 

 大規模災害が発生すると，全国各地の自治体から職員

が駆けつけ，避難所運営・罹災証明書の発行支援等を通

じて，被災自治体の機能回復に努める。 

阪本ら（2012）1）及び本荘（2016）2）によると，こう

した自治体間支援は 1995 年の阪神・淡路大震災で本格化

し，同年 3 月末時点で全国から延べ 301,581 名の自治体

職員が派遣された。しかし，応援の迅速性や被災自治体

の受援体制に課題を残したことから，震災後，物資や人

的支援を確保するための災害時相互応援協定を締結して

いる。 

2011 年に発生した東日本大震災では，14 市町村役場が

庁舎損壊の被害を受け，行政職員も多数亡くなる等（1），

復旧や復興の先頭に立つべき自治体が機能不全に陥った。

そのため，全国の自治体から応援職員が駆けつけた。例

えば関西広域連合では，所属する全 7 府県（当時）で被

災 3 県を分担した上で，それぞれが特定の被災県を支援

する対口支援方式（2）を導入した。その他，全国知事会，

市長会・町村会あるいは総務省による調整スキーム，相

互応援協定による支援，協定以外のつながりによる支援
（3）等，多岐にわたった。 

2016 年に発生した熊本地震では，九州地方知事会及び

幹事県である大分県を中心に，全国知事会や関西広域連

合を交え，他県が県内市町村を応援する対口支援方式を

はじめとする，様々な支援が展開された。 

1.2 過去の自治体間支援の特色 

これらの自治体間支援について，熊本地震後に総務省

が設けた「大規模災害からの被災住民の生活再建を支援

するための応援職員の派遣の在り方に関する研究会」で

の議論や，熊本県（2018）4）による報告書を基に特色を

まとめる。 

 まず，「対口支援方式による支援」の有効性が確認され

た。実質的に全国ベースによる支援が行われた。被災自

治体の早期の復旧・復興に向け，被災自治体と応援自治

体とが「顔の見える関係」を築き，継続的・機動的な支

援ができたことが評価されている。 

 他方，大きな課題として，被災自治体における受援体

制の不備による混乱が生じた。特に市町村においては，

指揮命令を執るべき幹部職員までもが避難所，がれき処

理等の現場対応に追われ，災害対策本部の運営に支障が

生じたほか，応援要請が十分に精査されることなく，応

援職員の過不足が生じたケースが報告されている。上記

研究会が 2017 年 6 月に発表した報告書（以下：研究会報

告書）においては，熊本地震の被災市町村が行う災害マ

ネジメントを総括的に支援するため，県内外から幹部職

員や災害対応経験を有する職員が派遣され，行政機能の

立て直し，災害対応についてアドバイスを行った点が評

価されている（4）。こうした実績は，後述の「災害マネジ

メント総括支援員制度」の端緒となっている。 

２．研究目的及び研究方法 

本稿では，徳島県を例に，総務省による新たな支援シ

ステム及び，徳島県内市町村における支援・受援体制に

ついての考察を行う。 

徳島県は，南海トラフ地震で甚大な被害を受けること

が想定されている。徳島県（2013）5）の想定によると，

地震による死者は最大 31,300人，全壊家屋棟数は 116,400

棟である。実際にこうした災害が発生した場合，被災市

町村単独で災害対応に当たることは非常に困難であり，

外部の自治体職員による応援が，徳島県全体の復旧・復

興に必要不可欠となる。 

こうした背景を踏まえ，本稿では，「３．」で同研究会

での提言を踏まえ，2018 年 3 月から開始された，総務省

による新たな支援システムについて取り上げる。その上

で，当該システムが実際に被災地でどのように機能した

かを見るため，その実例として，「４．」で「平成 30 年 7

月豪雨」に伴う被災地支援のため，「災害マネジメント総

括支援員」として徳島県から宇和島市に派遣された職員

に対するヒアリングを行った。また，「５．」では当該シ

ステムが将来徳島県で採用された場合に，市町村で想定



日本災害復興学会大会（2018･東京） 

JSDRR Annual Conference – 2018/Tokyo 

 

されること等について現場の声を聞くため，南海トラフ

での被害が想定される徳島県鳴門市及び美波町に対して

ヒアリングした。最後に「６．」でそれらを踏まえた徳島

県における今後の支援・受援の在り方についての考察を

行った。 

３．総務省による新たな支援システム  

3.1 システムの概要 

前述の研究会での提言に基づき発出された総務省通

知「被災市区町村応援職員確保システムに関する要綱及

び災害マネジメント総括支援員の登録に関する要綱につ

いて」（2018 年 3 月 23 日付け）によると， このシステム

は「被災市区町村応援職員確保システム」及び「災害マ

ネジメント総括支援員制度」の 2 つから構成されている。

それらの概要は表 1 のとおりである。 

前者は実働部隊となる応援職員について，後者は被災

自治体の首長を補佐するブレーンについて定めたものと

考えられる。本稿では，被災経験が少なく，対応能力に

限りのある市町村にとって，意思決定が重要な点に着目

し，後者に焦点を絞る。主な業務は表 2 のとおりである。 

3.2 「平成 30 年 7 月豪雨」での運用状況 

 上述のシステムが始めて運用された災害で，西日本を

中心に 11 府県に大雨特別警報が発令される事態となっ

た。特に岡山県，広島県，愛媛県で甚大な被害が発生し

た。総務省では，被災市町村を支援するため，7 月 9 日

に現地調整会議を開催 6）し，対口支援団体を決定した（5）。  

また，「災害マネジメント総括支援員」（以下：総括支

援員）については，これまで 3 県 10 市町に 14 都県市か

ら派遣されており，8 月 10 日現在も広島，愛媛の 2 県 3

市町に，3 県市から派遣されている 7）。 

４.徳島県からの総括支援員に対するヒアリング 

 徳島県では発災直後から愛媛県宇和島市を対口支援先

として，総括支援員を派遣している。派遣は 7 月 9 日仁

始まり，8 月 10 日現在第五陣が駐在している（総括支援

員第二陣以降は，到着日に前陣の総括支援員から業務引

継を受ける）。また，徳島県の場合は総括支援員の業務を

補助するため，サポートスタッフ（SS）（6）を交代で派

遣している（1 陣当たり徳島県職員 2 名体制で，4 泊 5 日

表 1 総務省による新たな支援システムの要点 

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 

・被災市区町村を支援するため

の全国一元的な応援職員の派遣

の仕組み。 

・「対口支援方式」と全国スキー

ムの二段階の体制で対応する。 

・発災後，被災都道府県の災害対

策本部内において「被災市区町

村応援職員確保現地調整会議」

（現地調整会議）を開催し，対口

支援団体を決定する。 

・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。 

・被災市区町村において，避難所

運営や罹災証明書の交付等の災

害対応業務を支援する。 

・対口支援団体からの要請に基

づき，被災市区町村の行政機能の

回復を目的に派遣される。 

・被災市区町村長への助言，幹部

職員との調整，被災都道府県等を

はじめとする関係機関及び総務

省との連携等を通じた被災市町

村の災害マネジメントを総括的

に支援する。 

・被災市区町村長への助言を行

うことから，支援員は管理職経験

者を対象とする。 

・予め都道府県等より支援員候

補者を推薦し，総務省に登録して

おく。 

 

表 3 徳島県からの支援員等派遣状況 

（徳島県→愛媛県宇和島市 ※ 8 月 10 日現在） 
 

支援員（1 名） 派遣期間 サポートスタッフ（SS） 

第一陣 7 月 9 日～7 月 18 日 第一陣～第三陣 

第二陣 7 月 17 日～7 月 24 日 第四陣～第六陣 

第三陣 7 月 23 日～7 月 31 日 第六陣～第九陣 

第四陣 7 月 30 日～8 月 7 日 第九陣～第十一陣 

第五陣 8 月 6 日～8 月 14 日 第十一陣～ 

 

 

 

 

 

表 2  災害マネジメント総括支援員の主な業務 

（2018 年 3 月 23 日付け総務省通知による） 
 

災害ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの種類 具体的な業務例 

ア）災害のフェーズに

応じた対応 

避難所の運営，家屋被害調査と罹災証明書

の交付，がれきの処理，家屋の応急修理 等 

イ）災害対策の推進体

制の整備や進捗管理等 

人員体制を含めた推進体制の整備，進捗状

況の把握，課題の解決 等 

ウ）応援職員の緊急確

保に関する連絡・調整 

応援職員を確保するための市総務省等との

密接な連絡・調整が可能な体制の構築 

 

 

 

 

 

 

表 4   徳島県からの総括支援員に対するヒアリング（2018.7.30 実施） 

1）派遣された当時の宇和島市役所の状況について。 

・特に混乱した様子は見受けられなかった。 

・市職員は災害対策本部室ではなく，各課で個別に災害対応に当た

っていた。 

・1 日 2 回の災害対策本部会議以外に，早朝にも市長，副市長等か

らなる会議を開催していた（総括支援員は参加せず）。 

・副市長（愛媛県 OB）が職員に対して，迅速かつ具体的な指示を

出していた。 

2）支援員として，どのようなことに取り組んだか。 

・同時期に支援に入っていた奈良県及び大分県との情報共有のため

「支援活動調整会議」の開催を提案した（7/14～現在）。 

・宇和島市や愛媛県職員も参加し，情報共有の更なる充実に努めた。 

・他自治体の対応例を紹介した（被災者の臨時雇用，ゴミ置き場の

人員配置等）。 

3）活動を通じて困難に感じた点について。 

・「総括支援員に聞けば分かる」との期待から様々な質問を受けた。 

・パソコン，プリンター等，資機材を持参しなかったため，現地で

の事務作業に苦慮した。 

4）支援員として，必要と考える要素は何か。 

・被災地という，見ず知らずの場所に赴くという自覚。 

・質問に答えられない場合でも，「あの人に聞けば分かる」といっ

た人脈を多く持っておくとよい。 
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で派遣）。現在の派遣の状況は表 3 のとおりである。本稿

では，その第一陣として派遣された職員に対するヒアリ

ングを実施した。このヒアリング結果については前頁表

4 のとおりであった。 

これによると，当時の宇和島市の災害対応からは， 

① 特に部局を超えた横の連携が十分ではなかった。 

② 当初想定されていた首長への助言にとどまらず，そ

れ以外の職員からも「災害対応の専門家」としての期

待を抱かれていた。 

③ 慣れない場所での関係者間の共有に課題があった。 

 といった状況が推察できる。 

５.徳島県内市町村における災害時受援体制 

5.1 徳島県における受援計画の策定状況 

災害時の受援体制の整備は大きな課題である。しかし，

徳島県内の場合，受援計画を策定している市町村はない
（7）。そうした状況の下，本稿では，受援体制及び総括支

援員の受入れについて，甚大な被害が想定される沿岸部

の鳴門市及び美波町担当者へのヒアリングを通じ，受援

側市町村の想定について考察するものとする。 

5.2 鳴門市及び美波町と被害想定 

 鳴門市は徳島県の北部に位置し，人口は約 57,000 人。

美波町は徳島県の南部位置し，約 6,600 人である（8）。県

の想定 5）8）によると，鳴門市における津波高は最大 8.2m，

最大死者数は 2,700 人。美波町では，津波高は最大 20.9m

（徳島県内最大），最大死者数は 2,400 人である。 

5.3 鳴門市・美波町担当者へのヒアリング結果 

 両市町に対するヒアリング結果は表 5 のとおり（9）。 

ヒアリング結果から見えてきた両市町の共通点とし

て，次の 4 点が挙げられる。 

① 受援計画については，重要性・必要性は認識してい

るが，人的資源やノウハウ等の理由から進んでいない。 

② 総括支援員に対しては，災害対応の専門家であるこ

とを願っている。 

③ 県外からの総括支援員に対して，地域のニーズをど

こまで把握できるか懸念を抱いている。 

④ 両市町では，総務省の新しいシステムとは別に，独

自の相互応援システムを有している。これにより普段

から「顔の見える関係」を築いている。 

６.考察 

本稿では，過去の自治体間支援を整理した上で，災害

後の自治体間支援を推進する総括支援員の意義と課題

について考察した。図 1 はヒアリングを基に，「総括支援

員としての所感」，及び「受援側での想定」についてまと

めたものである。総括支援員に対する期待度，被災地事

情の把握，支援側・受援側の関係構築等，それぞれの指

摘事項が互いに関連していることがわかる。これらを踏

まえ，総括支援員に対する課題を以下にまとめる。  

① 災害前から受援体制を構築するための支援 

受援体制を作るにあたって，市町村では職員数やノウ

ハウといった質量双方の資源が限られているため，災害

前からの支援が必要である。 

② 専門知識の必要性 

災害対応に慣れていないため，首長の補佐にとどまら

ない，様々な知識や経験等を提供してくれるとの期待が

ある。 

③ 現地の状況把握 

 総括支援員とはいえ，想定できない事象に即座に対応

することは困難であり，事前準備や現地でフォローする

表 5 鳴門市及び美波町担当者へのヒアリング結果（2018.7.25 実施） 
 

 受援体制 支援員の派遣 その他 

 

 

 

 

鳴 

門 

市 

・必要性は認識し

ているが，具体化

には至っていな

い。 

・多数の応援職員

が必要だが，配置

先までは未定。 

・県で受援計画の

ひな形を示してい

ただけると，取り

組み易い。 

・災害対応の知見

を有する人材は必

要。 

・県外から派遣さ

れるため，地元の

ニーズをどこまで

汲んでもらえるか

不明。 

・2007 年度に締結し

た災害時相互応援協

定（※）に基づき，岡

山県倉敷市に応援職

員を派遣している（7

月 23 日～）。 

 

※全国の競艇施行者

間での協定。鳴門市，

倉敷市のほか伊丹

市，青梅市，丸亀市等

17 団体間で締結。 

 

 

 

 

美 

波 

町 

・必要性は認識し

ているが，担当課

の職員はわずか 3

名であり，手が回

らない。 

・町外から通勤す

る職員も多く，少

人数での災害対応

を強いられるので

はないか。 

・第三者目線で助

言する人材は必

要。 

・先を見越せる人

材，市町村対応に

ついての知見を有

する人材が望まし

い。 

 

・平時から交流のあ

る AMDA（10）からの

要 請 に 伴 い ，

「AMDA 南海トラ

フ災害対応プラット

フォーム」（11）連携自

治体である岡山県総

社市に応援職員を派

遣した（7 月 10 日）。 

 

 図 1：ヒアリング結果の比較 

 

 【受援側の想定】 【総括支援員としての所感】 

c.ニーズ把握への懸念 

d.顔の見える関係の構築 

a.横同士の連携不十分 

c.見知らぬ地での情報
共有の困難さ 

a.受援は必要だが手が回 
らない 

b.専門家としての総括 
支援員への過度の期待 

b.総括支援員の専門性に 
期待したい。 
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仕組みが必要である。 

④ 普段からの顔の見える関係の構築 

 受援側と円滑に連携する上では，普段からの構築に向

けた努力が欠かせない。 

従って，被災市町村をサポートする総括支援員自体は

重要であるが，より効果を発揮する上では，災害前から

関係を構築し，受援側の状況に精通しておく必要がある。

あるいは，姉妹都市や相互協定等を通じて，事前に関係

が構築されており，互いの実情に通じた自治体から，総

括支援員を派遣するのが望ましいと考えられる。 

 本稿は少ない事例に基づき分析したため，問題提起に

留まった感は否めない。徳島県は鳥取県との間で，2004

年度に都道府県レベルでは全国初の「被災しない県同士」

の相互応援協定を締結し，平時から職員の人事交流等の

取組を進めている。今後はこれも含めて研究を発展させ，

より効果的な自治体間支援につながる研究とすべく努力

して参りたい。 
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補注 

（1）岩手，宮城，福島の 3 県で公務中の死亡・行方不明

者は 330 人に上る 3）。 

（2）1999 年の台湾地震や 2008 年の四川地震で採用され

た支援方法のことを指し，応援自治体が被災自治体を 1

対 1 で支援する方式。関西広域連合では「カウンターパ

ート方式」とも呼ばれる。両者はほぼ同義であり，研究

会報告書及び通知においても「対口支援」で用語の統一

がなされているため，本稿はこれに倣うこととする。 

（3）例として，東京都杉並区を中心に，北海道名寄市，

新潟県小千谷市，群馬県東吾妻町が共同して福島県南相

馬市を支援した「自治体スクラム支援」，名古屋市の「集

中支援（丸ごと支援）」による岩手県陸前高田市への支援

が挙げられる。 

（4）研究会報告書では具体的な事例として，東京都によ

る西原村への支援や，仙台市による熊本市への災害対策

活動アドバイザーの派遣が挙げられている。 

（5）8 月 10 日現在，被災 13 市町に対し，18 都県市から

245 名の職員が派遣され，災害対策本部運営，避難所運

営，罹災証明書交付支援，技術的助言等の業務に従事し

ている 7）。 

（6）「被災市区町村応援職員確保システムに関する要綱」

第 20 条第 1 項に基づく派遣。なお，SS という呼称は徳

島県独自のものである。 

（7）このうち徳島市では，今年 3 月に策定した BCP に

基づき，受援計画の策定を含めた「徳島市災害対応力維

持強化計画事業」を今年度より実施することとしている。 

（8）人口についてはともに，徳島県統計データ課が公表

している数値（2018 年 7 月 1 日現在）に基づく。 

（9）担当者の個人的見解を要約したものである（公式見

解ではない）。 

（10）災害や紛争で被災した地域に医療・保健衛生分野

を中心に緊急人道支援活動を展開する NPO9）。近年は国

内の災害支援にも携わっている。 

（11）AMDA が中心となり，支援活動をスムーズに行え

るよう，事前に連携準備を進めておくためのネットワー

ク形式のプラットフォーム。自治体，医療機関等 32 団体

で構成 10）。 
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