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１．はじめに 

近年、単独の自治体の対応力を超える大規模広域災害

が頻発する。また、南海トラフ地震クラスの災害に備え

るため、広域的な自治体間支援の必要性が提起された。

2013 年の東日本大震災の際、関西広域連合（以下、「広域

連合」）が日本初のカウンターパート方式を導入し、兵庫

県・鳥取県・徳島県が宮城県を、大阪府・和歌山県が岩

手県を、滋賀県・京都府が福島県を支援した。その後の

災害においても、カウンターパート方式を実施した。熊

本地震では、広域連合が益城町・大津町・菊陽町を支援

した。これらを参考に、2018 年、総務省がカウンターパ

ート方式を活用し、被災市区町村応援職員確保システム
（１）を立ち上げた。今後の広域災害に備え、広域連合に

よるカウンターパート方式を考察する必要がある。 

広域連合とは、関西の 2 府 5 県及び 3 つの政令指定都

市（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山

県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）

で結成された、都道府県・政令市からなる唯一の広域連

合である。構成府県等が広域観光・文化振興、広域防災、

広域医療、広域産業復興、広域環境保全、資格試験・免

許等、広域職員研修等を分担している。地方自治法第 284

条、第 285 条と第 291 条（２）では、広域連合の設置方法、

組織体制等を定めている。独自の議会を有し、本部事務

局と、各府県等の担当分野に置かれる事務局からなる。

府県等職員が兼務する。 

本稿では、自治体間支援の仕組みを整理したうえで、

カウンターパート方式に着目した。その事例として熊本

地震における広域連合による支援活動の成果と課題を調

査し、その特色を明らかにする。 

 

２．研究の方策 

広域連合に関するこれまでの研究について、吉本（2011）

は広域連合の設置経緯、組織体制、東日本大震災時の支

援活動を考察した 1）。自治体間支援に関する先行研究に

ついて、中邨（2013）は自治体間の災害援助協定のパタ

ーンを類型化、東日本大震災における各組織による支援

の実績を明らかにした。2）青田（2019）は熊本地震にお

ける支援・受援のあり方を調査し、九州地方知事会の役

割と九州地方知事会による広域応援の検証・改善を考察

した。3）自治体間支援に関する様々な研究が進められて

いるが、熊本地震では、九州地方知事会が主な支援を担

ったが、それに協力した広域連合がどのような役割を果

たしたかについての研究はない。 

本研究では、現行の自治体間支援の仕組みを整理した

上で、同地震における仕組みの実態を分析する。具体的

には、地元の九州地方知事会による支援とともに、広域

連合による支援を分析し、同連合ならではの特色を考察

する。 

広域連合の「平成 28 年熊本地震 関西広域連合支援活

動の記録」、九州地方知事会の「熊本地震に係る広域応援

検証・評価について［最終報告］」等の検証報告書に加え、

兵庫県幹部職員、広域連合の代表として益城町に駐在し

た兵庫県 OB 職員や益城町の危機管理幹部職員に対する

ヒアリング調査を実施した。 

 

３．自治体間支援の仕組み 

阪神・淡路大震災後の 1996 年に、全国知事会により

「全国都道府県における災害時の広域支援に関する協定」

が締結し、全国レベルの相互応援体制が整備された。特

に東日本大震災以降、自治体間支援の必要性が高まって

いる。その後、各地で自治体間支援の仕組みが作られ、

相互応援協定の締結が進められている（３）。 

東日本大震災で、広域連合がカウンターパート方式を

導入して以来、カウンターパート方式による仕組みが増

えている。九州地方知事会が、平成 23 年に「九州・山口

９県災害時応援協定」（以下、九山協定）、指定都市市長

会が平成 25 年に「広域・大規模災害時における指定都市

市長会行動計画」を作成し、カウンターパート方式によ

る支援の枠組みに取り組んでいる。 

 

４．熊本地震における自治体間の支援活動 

4.1 被害の概要 
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平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分、熊本県において M6.5

（震度 7）の前震が発生し、4 月 16 日 1 時 25 分、M7.3

（震度 7）の本震が発生した。翌 17 日、被災した 38 市

町村において、18 万人が避難した。人的被害について、

死亡者は 225 人、負傷者は 2,694 人であった。また、住

宅被害について、全壊は 8,659 棟、半壊は 33,846 棟、一

部損壊は 147,613 棟に至った。 

4.2 支援の概要 

4.2.1 九州地方知事会による支援   

甚大な被害により、熊本県だけで対応できないため、

広域的な自治体間支援が必要となった。 

 発災後、九山協定に基づき、会長県である大分県が幹

事県となり、先遣隊を派遣し熊本県庁で情報収集を行っ

た。「関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応

援に関する協定」（４）を結んでいた広域連合と、熊本県と

同様の協定があった静岡県も独自に職員を派遣した。九

州・山口各県だけで完結が困難と思われる中で、すべて

の被災市町村に対し、大分県が調整しカウンターパート

方式による支援を決定した。その割り当ては、表 1 のと

おり。特に、甚大な被害を受けた益城町や南阿蘇村等に

対しては、広域連合や全国知事会も支援に加わった。 

熊本県の報告書によれば、延べ 47,138 人が短期派遣

で応援した。その状況は図１のとおり。九州・山口各県

は、26,305 人の県職員・市町村職員を派遣し、全体の 56%

を占めた。全国知事会は 13,410人を派遣し、全体の 28.4%

を占めた。広域連合が、益城町、大津町や菊陽町に対し、

7,423 人を派遣、全体の 15.7%を占めた。膨大な応援職員

が必要であり、九州・山口各県だけでは確保できないた

め、外部からの支援が不可欠であったことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 関西広域連合による支援 

 

表 2 は広域連合による支援の概要を示したものである。

災害発生から 14 分後に、広域連合の担当県である兵庫

県災害対策センター内に災害準備室を設置した。約 1 時

間半後に緊急派遣チーム 3 名を公用車で現地に向かわせ

た。被災自治体の負担が増えないよう、装備も持参する

など、自己完結の原則に基づいている。この原則は、「関

西防災・減災プラン」（５）で定めている。 

その後、4 月 16 日 1 時 25 分に本震が発生した。午前

6 時に熊本県庁内に広域連合の現地支援本部を設置した。

ここを拠点に、広域連合の構成府県の連絡員が熊本県に

向かった。4 月 18 日から熊本県、九州地方知事会、全国

知事会、広域連合による関係者ミーティングが始まった。

九州地方知事会を中心とするカウンターパート調整によ

り、4 月 18 日広域連合は被害が最も大きな益城町と、大

津町、菊陽町への支援が決まった。 

益城町検証報告書（2017）によれば、益城町職員とし

ては、避難所での避難者対応に関する業務が最も多く、

4 月 14 日から 16 日までの間、全職員の業務時間の 29.2%

に該当し、4 月 16 日から 4 月 25 日までの間では 43.2%

に至った。震災で庁舎施設が機能不全になる一方、避難

所支援に重点をかけすぎたため、災害対策本部の開設に

表１：熊本地震時のカウンターパート 

応援先 応援元 応援先 応援元 

益城町 福岡県、広域連合 嘉島町 全国知事会 

南阿蘇村 大分県、全国知事会 菊池市 長崎県 

御船町 山口県 菊陽町 福岡県、広域連合 

西原村 佐賀県 大津町 広域連合 

宇城市 鹿児島県 甲佐町 鹿児島県 

宇土市 長崎県、沖縄県 山都町 宮崎県 

阿蘇市 長崎県、宮崎県   

 

表２：広域連合による支援の概要 

4 月 14 日  

21：26 前震発生 

21：40 兵庫県災害対策センターにて災害支援準備室

設置 

23：00 緊急派遣チーム 3 人派遣 

4 月 15 日  

7：20 大分県庁に到着。熊本県庁に転進 

12：30 熊本県庁に到着 

4 月 16 日  

1：25 本震発生 

2：00 広域連合にて災害支援室設置。直後に構成府

県・政令市の連絡体制確立 

6：00 緊急派遣チームにより熊本県庁にて現地支援

本部設置 

9：00 

 

兵庫県から家屋被害認定業務支援職員 3人派遣 

物資支援を決定 

4 月 17 日 構成府県の分担で現地調査開始 

4 月 18 日 ・カウンターパート確定（広域連合⇒益城町、

大津町、菊陽町）※翌 19 日、正式に要請 

4 月 20 日 ・広域連合にて災害対策本部設置 

・益城町と大津町にて現地連絡所設置（翌 21

日、菊陽町にて設置） 

・支援チーム（第 1 陣）派遣 

6 月 2 日 菊陽町現地連絡所廃止 

6 月 29 日 支援チーム派遣終了（第 1 陣～第 10 陣） 

7 月 14 日 大津町現地連絡所廃止 

7 月 19 日 現地支援本部廃止。益城町現地連絡所廃止 

7 月 21 日 災害対策本部廃止 

（出典：「平成 28 年熊本地震 関西広域連合支援活動の記録」

より筆者作成） 

 

図１：職員の短期派遣の状況 

（出典：熊本地震に係る広域応援検証・評価について，「pp10） 
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も支障を来し、情報収集やニーズ把握が十分にできなか

った。広域連合では、益城町に拠点を置き、災害対策本

部を軌道に乗せるため、町職員を避難所から役場に戻し、

代わりに応援職員を避難所運営に向かわせた。 

被災市町村に拠点を設けたのは、東日本大震災応援時

にも採った手法であった。当時、広域連合では、例えば、

兵庫県の場合、宮城県気仙沼市、南三陸町、石巻市に現

地連絡所を設置した。それにより、被災県庁を通さずに、

現場の情報収集、応援ニーズの把握、被災自治体の負担

軽減等に役立てた。こうした経験を踏まえ、熊本地震で

も、益城町、大津町、菊陽町に拠点となる現地連絡所を

設置した。 

4 月 20 日、支援チームの第 1 陣が益城町に派遣され、

1 週間の交代制で 6 月 29 日（第 10 陣）まで活動した。

支援チームの派遣状況は表 3、それぞれのチームの担当

分野・業務内容は表 4 のとおり。 

第 1 陣では、災害対応経験者を中心に兵庫県職員 21 名

を派遣した。第 2 陣から表 4 の分野別に各構成府県が分

担する方式で派遣した。各府県がそれぞれの得意分野を

生かし、派遣職員に対するバックアップ機能を担った。

例えば、兵庫県では、北海道胆振東部地震や西日本豪雨

等過去の災害でも支援実績のある「震災・学校支援チー

ム（EARTH）（６）」を用いて、教育支援を担当した。徳島県

は、広域連合の広域医療担当県でもあり、保健・医療・

福祉連絡員の派遣を担った。 

時間の経過とともに、ニーズが変化するのに応じ、チ

ーム再編や追加派遣等を行った。例えば、第 1 陣による

情報収集を踏まえ、第 2 陣では、各府県が分担し「仮設

住宅支援」チームを設けた。第 3 陣では、健康対策を強

化するため「保健師」チームを改編した。学校再開に伴

い「教育支援員」チームの派遣を取り止めたが、心のケ

アや学校教育の運営等を支援するため、第 5 陣では「教

育支援員」チームの派遣を再開した。 

支援チームは、町とも調整しながら、自主性を維持し

活動を展開した。これら災害対応業務に加え、今後の対

策等について首長への助言も行った。 

こられの活動は、第 10 陣が終了する 6 月 29 日まで続

いた。7 月 19 日、3 町に設置された現地連絡所と熊本県

庁に置かれた現地支援本部を廃止した。7 月 21 日、広域

連合の災害対策本部の廃止に伴い、支援活動が終了した。 

なお、その後の復旧・復興期については、広域連合は

参加していない。土木、建築、農業、水道等技術系職員

の確保が必要であったが、九州・山口 9 県被災地支援対

策本部が、引き続きカウンターパートの枠組みで対応し

た。熊本県、九州ブロック、全国知事会が中長期派遣を

対応している。 

 

 

５．関西広域連合による支援の特色 

 上記を踏まえ、熊本地震における広域連合の支援の特

表 3：支援チームの派遣状況 

 派遣元（人数） 対応 

第 1 陣（4.20～4.27） 兵庫県（21） 助言、情報共有等 

第 2 陣（4.27～5.4） 
兵庫県（15） 

他府県（10） 

各府県で分担、仮設住

宅支援チームを新設 

第 3 陣（5.4～5.11） 
兵庫県（14） 

他府県（10） 

「保健師」チームの改

編、「教育支援員」チー

ムの派遣終了 

第 4 陣（5.11～5.18） 
兵庫県（14） 

他府県（16） 

京都府保健師の追加

派遣 

第 5 陣（5.18～5.25） 
兵庫県（16） 

他府県（16） 

教育支援員チーム派

遣の再開 

第 6 陣（5.25～6.1） 
兵庫県（14） 

他府県（15） 
 

第 7 陣（6.1～6.8） 
兵庫県（14） 

他府県（14） 
 

第 8 陣（6.8～6.15） 
兵庫県（13） 

他府県（13） 
ロジ担当の人数減 

第 9 陣（6.15～6.22） 
兵庫県（10） 

他府県（8） 

ボランティア統括コ

ーディネーター、保

健・医療・福祉連絡員

の派遣終了 

第 10 陣(6.22～6.29) 
兵庫県（10） 

他府県（8） 

支援チームの派遣終

了 

（出典：「平成 28 年熊本地震 関西広域連合支援活動の記録」

pp.26 より筆者作成） 

 

表 4：支援チームの担当分野・業務内容 

分野 業務内容 
担当府県（対応の経

験） 

総括 
全体のとりまとめ、

町への情報提供 

兵庫県(広域防災担当

県) 

情報収集等連

絡員 

総括への支援、他組

織との調整 
京都府、奈良県 

ロジ担当 
連絡調整、報告書の

作成 
 

教育支援 
学校再開支援、ここ

ろのケア、授業支援 

兵庫県（震災・学校支援

チームを擁する） 

ボランティア

統括コーディ

ネーター 

ボランティア受け

入れ体制の整備 

 

滋賀県（平成 25 年台風

災害時の対応経験） 

避難所運営支

援 

自主運営体制の立

ち上げ、避難者の現

状把握、今後の対策

の提示 

鳥取県（西部地震等で

避難所運営の経験） 

保健・医療福

祉連絡員 

医療機関の受け入

れ体制の確認、支援

の仕組みの構築 

徳島県（広域連合の広

域医療担当県）、京都府 

保健師 
巡回訪問、要支援者

対応の体制整備 

兵庫県（東日本大震災

での経験者が多い） 

ガレキ処理な

ど環境対策 

ガレキ処理体制の

立ち上げ、補助制度

の確認・紹介、広報 

和歌山県（平成 23 年水

害時にガレキ処理経験

のある） 

仮設住宅支援 相談対応、建設支援 
兵庫県（仮設住宅整備・

運営の経験がある） 

（出典：「平成 28 年熊本地震 関西広域連合支援活動の記録」pp.25

より筆者作成） 
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色を考察する。 

5.1 側面的な支援の役割 

 図 1 にあるように、支援を主導したのは九州・山口各

県であった。しかし、広域連合が派遣者数の 15.7％を占

め、被害が最も甚大であった益城町を応援した。このこ

とから、側面的であっても、その役割は不可欠であった

と考えられる。 

5.2 迅速な初動対応 

幹事県の兵庫県では、災害が発生する度に、直ちに職

員を派遣する体制が整っていた。職員による宿日直体制

や災害待機宿舎の設置等 24 時間監視・即応体制が整備

されている。これにより、遠隔地であっても、発災後約

1 時間半で派遣することが可能であった。 

5.3 被災市町村に自らの拠点を設置 

被災市町村に現地連絡所を置き、直接ニーズや情報を

収集し、現場に即した支援が可能になった。被災県を通

さないことで、被災自治体の負担軽減にも役立った。 

5.4 多彩な支援チームを派遣 

表 3 の通り、支援の分野が多岐に渡った。現地連絡所

で直接情報を収集することにより、時々のニーズに応じ

た支援が可能になった。 

5.5 得意分野を生かした役割分担 

例えば、阪神・淡路大震災の経験を踏まえ創設した独

自の震災・学校支援チーム（EARTH）を擁する兵庫県が教

育支援分野を担当するなど、得意分野を生かし、チーム

を派遣した。これにより、単体の自治体では難しい幅広

い支援を展開することができた。 

5.6 平常時からの備えの取組み 

 「関西防災・減災プラン」では、災害時の初動体制、

先遣隊の派遣基準等をあらかじめ定めている。また、広

域連合が他地域での関係機関等も参加する広域応援訓練

や研修等を実施している。これらを通して、意見交換等

できる機会も設けている。このように、普段からの顔の

見える関係を構築することで、機動的に活動を展開でき

た。 

 こうしたことから、広域連合が、他地での大災害にお

いて、重要な役割を占めることができたと考えられる。 

 

６．今後の研究課題 

本研究により、広域連合の特色を明確にすることがで

きた。他方、広域連合の報告書によれば、構成府県間の

役割分担や意思疎通についてさらなる課題が指摘されて

いる。今後は、これについて、さらに研究を深めてまい

りたい。また、支援チームの人員構成では、兵庫県から

の派遣職員が 60%を占めている。幹事県ではあるが、他

府県等との役割分担について、考察したい。 

 

補注 

(1) 被災都道府県だけで対応困難な大規模災害に備え

るための全国一元的な職員派遣の仕組みである。 

(2) 地方自治法 284 条では組合の種類及び設置、第 285

条の 2 では設置の勧告、第 291 条では広域連合によ

る事務の処理等、組織、事務及び規約の変更、議会

の議員及び長、直接請求、広域計画等が定められた。 

(3) 例えば、「大規模災害時等の北海道・東北８道県相互

応援に関する協定」（平成 26 年）、「関西広域連合と

四国知事会との災害時の相互応援に関する協定」

（平成 29 年）等。 

(4) 平成 23 年に関西広域連合と九州地方知事会が広域

組織の対応力を超えた大規模災害時の相互応援の

ために締結した協定である。被災県、九州ブロック、

外部組織の順で応援要請を行うという「重層的な広

域応援」7）が定められた。 

(5) 関西広域連合が大規模広域災害に備えるため、各種

団体と連携して防災・減災事業を進める計画。平常

時からの連携、防災・減災事業の展開、災害時の対

応策等が定められている。地震・津波、原子力災害、

風水害、感染症等に特化した対策編がある。 

(6) 防災・減災に関する専門知識や対応力を備えた教職

員による結成されるチームである。大規模災害時に

は、避難所開設・運営、学校再開、心のケア等を行

い、平常時には防災教育等を行う。 
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