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復興基金 とローカル 。ガバナンス

青田 良介

1。 はじめに
我々は数多くの災害において、ハー ドを中心にした再建が着々と実行される一方で、被災者の再建

が遅々として進まないのを目の当た りにしてきた。それを解決する方策 として、復興基金 という手法

が編み出された。復興基金は一歩踏み込んだ公的支援 と言われる。裏返せば、被災者の私有財産や営

利行為の回復 といった私的活動に対 して、公的に支援するには限度があるとされるなかで、実際には

もう少 し踏み込まざるを得ないことを示 している。具体的に、復興基金はどのような機能を発揮する

のか、ひいては、自助・共助・公助をどう推進するのか、本稿ではローカル・ガバナンスの観点から、

復興基金の特色を考察する。

2.復 興基金が生まれた背景

これまで国は被災者が私有財産を喪失しても、それに対する補償は難しいとしてきた。1990年に長

崎県で発生した雲仙普賢岳噴火災害では、頻発する火砕流や土石流を懸念 し、災害対策基本法に基づ

き警戒区域を設定したため、区域内での居住や営業ができなくなった。被災者や事業者のみならず被

災地の自治体も法律に基づく措置である以上、その損失に対し国から何らかの補償があるものと期待

したが、実現されなかった。国の見解は次のとお りであつた (人木 2007)。

・ 国家は天災に対して法的責任を負 うものではない。国に違法、過失がないことから、被災者に賠

償なり補償をする責任がない。従つて、被害を受けた土地、家屋、家財といった私有財産に対し

て、補償制度を作るのは難 しい。

この結果、補償を事実上補填するものとして、「雲仙岳噴火災害対策基金」という復興基金が長崎県
で設立された。被災市町でも、「島原市義援金基金」「深江町災害対策基金」がそれぞれ作られた。
1995年 の阪神・淡路大震災は、大都市直下型地震として、全半壊家屋併せて約 25万棟、火災によ

る被害も全焼が 7千棟を超えるなど甚大な被害をもたらし、住宅再建が大きな課題となった。これに

対しても、雲仙普賢岳の時と同様、国の言い分は次のとおりであった。
・ 私有財産制の下では、個人の財産が自由且つ排他的に処分 し得るかわりに、個人の財産は個

人の責任の下に維持することが原則である。
・ 自然災害により個人が被害を受けた場合には、自助努力による回復が原則である。
・ 税金は義援金と異なり、国民から強制的に徴収するものであるから、被災者に配分するには

それなりの合理的な理由がなければならない。
・ 被災者の私有財産に対して、直接的に支援するは難 しい。被災地外の国民との間に不公平を

生じさせることはできない。

といつたものであり (人木 2007)、 住宅再建に対し補助金を支給するのが難しかった。一方、それま
での大災害では、多額の義援金を使って住宅再建への支援が行われたが、阪神 。淡路大震災では被災
の規模があまりにも大きいため、多くを依存することもできなかった。そうした状況も踏まえ、阪神・

淡路大震災でも復興基金が作られた。

このように、私有財産に対 し公的に支援するのが難しいとされるなかで、その課題を解決すべく、
復興基金という一歩踏み込んだ公的支援が実施されてきた。

3.復興基金の主体 と財源

表 1は これまでの主な復興基金の概要を示したものである。設置主体は被災自治体である。県の場
合もあれば、市町村の場合もある。東 日本大震災では、被災県に加えて被災市町村も設置主体となっ
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た。復興基金の事業は設置主体である被災自治体が決定し執行する (1)。

復興基金自体は恒久的な制度して位置づけられていないため、災害の度に被災自治体においてその

設置を検討してきた。財源もその都度検討される。これまでの事例で多いのは、地方交付税交付金の

活用である。設置主体が地方自治体であることから、地方の裁量の効く財源として活用しやすいと考

えられる (2)。 その活用は、基金を利子で運用するにあたつて基金造成のため地方債を発行しその償還

の大半を地方交付税交付金で補填する場合と、地方交付税を財源とした基金を取り崩す場合がある。

義援金を原資にする場合や、震災復興宝くじの収益金、外国や企業の寄付等を組み込む場合もある。

産業再建に特化して国の中小企業近代化資金を活用したこともある。制度化されていないことを逆手

にとれば、この財源でないといけないという縛 りがなく、その都度色んな可能性を検討することがで

きる (3)。

基金の運用は、大きく民間財団型と行政直轄型に分けることができる。前者は、復興基金のための

財団法人を設立しそこで民間資金として運用する。事業決定は、財団法人の理事会で行われ、被災自

治体の首長等が理事に就任する場合が多い。後者は、復興基金を被災自治体の行政に組込むもので、

通常の行政予算と同様、自治体内部で査定を受け議会の承認を経た上で執行される。

財源や運用も設置主体である被災自治体の裁量で決定できる。制度として確立されていない分、地

方による裁量の度合いが大きい。制度に基づき硬直的になりがちな公的支援を補 うものとして、自由

度のある「裏技」という見方もできるし (青 田 2015)、 地域の実情に応 じた施策を反映させるという

点で、ローカル・ガバナンスが問われる財源であると解することができる。

表 1:主な復興基金の概要 (平 成 28年 3月 31日 現在 )

名  称 設置期間
置

体

設

主

基金規模

(主な財源)

事業

(メ ニュ
ー)数

事業費
総額

① 雲仙岳災害対策基金 1991.9-2002.8 長崎県
1090億 円 (地方交付税

補填 +義援金)

73 275億 円

② 島原市義援金基金 1991.12^∨ 2005.5 島原市 44億円 (義援金) 56 約 76億 円

③ 奥尻町北海道南西沖地

震災害復興基金
1994.1～ 1998.3 奥尻町 133億円 (義援金) 73

約 140億
円

④ 阪神・淡路大震災復興基

金
1995。 7～継続中

兵庫県・

神戸市

9000億 円 (地方交付税

補填+宝 くじ収益金)

118 3550億 円

⑤ 中越大震災復興基金 2005.3-継続 中 新潟県
3050億 円 (地方交付税

補填十宝くじ収益金 )

139 600億 円

⑥ 能登半島地震復興基金 2007.8～継続中 石川県
500億 円 (地方交付税

補填)

23 34億 円

⑦ 能登半島地震被災中小
企業復興支援基金

.2007.7～ 継続中 石川県

300億 円 (中 小企業近

代化資金貸付金+石川

県)

16 非公表

③ 中越沖地震復興基金
2007.10-継 続

中
新潟県

1200億 円 (地 方交付

税)

91

90億 円

⑨ 中越沖地震被災中小企

業復興支援基金
2007.10-継 続

中
新潟県

400億 円 (中 小企業近

代化資金貸付金 +新潟

県 )

30億 円

⑩ 東 日本大震災復

興基金 (※ )

第

一
次
一第

二
次

2011.10～ 継 続

中 被災

県 。市

町村

1960億 円 (特 別交付

税)(十 寄付金等 )

齢
中

1960億
円+寄付

金等

2013.3～ 継続中
1047億 円 (特 別交付

税)(+寄付金等 )

1047億
円十寄付

金等

(※ )東 日本大震災復興基金の場合設置主体が多数あるため、まとめて記述 した。



4。 復興基金に よる支援分野

復興基金を使つて、どのような分野に対し支援を実施してきたのであろうか。これまでの例からは、

大きく、「住宅再建支援J「生活再建支援」「地域復興支援」「商工業・観光業再建支援」「農林水産業再

建支援」「教育 。文化再建支援」等被災者復興支援のあらゆる分野に及んでいる。主に東日本大震災以

前の事例を用いて復興基金の特色を紹介する (青 田 2011)。

(1)住宅再建支援

住宅再建では、持ち家の建替・購入 。修繕、宅地の復旧、仮設住宅に付随した施設の整備に使われ

たほか、都市部では、敷地が狭く現行法では再建できなくなつたことから、隣地を買増しすることヘ

の支援、民間住宅を共同化して建替える際への支援、被災マンションの建替支援、被災者向けコレク

ティブハウジングの建設事業補助等に使われた。一方、郡部や中山間地では、地元の木材や瓦を使用

した住宅再建への補助、大雪対策のため住宅を特別仕様にする際の補助等に使われた。

(2)生活再建支援

生活福祉資金 (生活復興資金)貸付にかかる利子補給、地区の集会所の再建への補助、健康ア ドバ

イザーや生活相談支援員といつた専門員の派遣に対する補助のほか、ボランティアや NPOと いつた支

援者に対する助成等が実施された。中山間地の神社、鎮守、祠を集落の行事のために被災者が集 うコ

ミュニティ施設ととらえ、再建を補助 した例もある。また、阪神 。淡路大震災復興基金では、被災者

生活再建支援法が遡及適用されなかつたために、それに代わるものとして被災者自立支援金を支給し

た。

(3)地域復興支援

中山間地集落の復興を推進するための取り組みが行われた。被災者にそれぞれの集落の将来像 (デ

ザイン)を策定してもらうため、策定にかかる経費はもとより、その関連としてまちづくり先進地を

視察したり、地域のお祭 りを開催したりする経費に助成した。集落に張り付き被災者に寄り添う地域

復興支援員を雇用する経費や、地域復興支援員を指導する中間支援組織を支援する経費にも使われた

(後述)。 被災者が経営するレス トランや店舗の開設経費にも助成した。一方、被災地の私鉄の再開に

補助するなど、ハー ド対策に用いられたケースもあつた。

(4)商工業・観光業再建支援

災害復旧で受けた融資の利子を補給するほか、被災した事業や商店街の再開に対し、利子補給や補

助金で対応した。事業者が雇用を維持する、あるいは、新たに雇用する場合に助成した他、失業した

被災者に対する就労支援も行った。都市部に進出する新規成長企業のオフィス賃料を補助 したり、ベ

ンチャー企業への資金提供を行ったりもした。中山間地では、ものづくりの生産設備の復旧や製造業

の技術継承を支援 した。地場産業や商店街等が復興計画を策定した場合その事業にかかる施設・設備

復旧費等を助成 したものもある。販路開拓や地域の共同販売所開設にかかる費用も補助 した。観光イ

ベント等にも使われた。

(5)農林水産業再建支援

噴火災害では、警戒区域内から避難した農業者が新たに農地を借 り入れて営農する際の小作料に対

する助成、共同の利用施設や農業機械に対する助成、土石流被害からの再開や降灰対策、転作に対す

る支援が実施された。水産業では、共同利用漁船や共同利用施設、製氷貯氷冷凍冷蔵施設の整備等に

対しても補助された。中山間地では、震災で失つた家畜や錦鯉の処分、生き残つた家畜等の避難、新

たな購入に要する経費を補助した。
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(6)教育・ 文化再建支援

教育関係では、被災した私立学校、外国人学校、専修学校の再建に要する経費の支援、授業料 。入

学料軽減のための支援を行つた。文化関係では、文化財、歴史的建造物、私立博物館の修理費補助、

芸術文化活動補助等に用いられた。中山間地では、牛の角付きの習俗の保存のため、仮設闘牛場の設

置、避難先からの闘牛運搬、闘牛の購入、牛舎の設置等にも補助された。

5。 ローカル・ ガバナ ンス としての復興基金 の意義 とその有す る機能

災害では社会が潜在的に抱えていた課題が顕在化する。想定外 とされていた課題に、その時々の制

度、法令が追いつくのは難 しく、被災現場で直面する様々なニーズに、柔軟かつ迅速に対処できる新

たな支援が求められる。特に、被災者の視点に立った復興を進めるには、住まいを含めた私有財産の

回復や、ボランティア活動に対する支援のような、自助・共助の領域にも、一歩踏み込む必要がある。

そこでは、地震、噴火、洪水、土砂崩れといつた災害の種別だけでなく、地域の実情を踏まえた対応

が欠かせない。例えば、都市と中山間地では被災の様相も、それに対応する施策も、そして、その背

景にある人の気質、習慣、文化が大きく異なる。

復興基金が威力を発揮する場はそこにある。地域に見合つた復興を実現させる上で、国ではなく被

災自治体が主体になるのは当然 と言える。地域の繁栄は人の住まいや暮 らしと密接に関連 している。

これ らをプライバシーのものと見なし放ってお くと、多くの人がまちを離れ、衰退 していく恐れがあ

る。復興基金は「公益 とは何か」を見直す上でも欠かすことのできないツールと言える。特に、阪神・

淡路大震災以後認識されるようになった 「自助・共助」をどう育むかも大きな課題である。地方行政

だけで復興に取 り組む 「ローカル・ガバメン ト」によるのではなく、社会を構成する多様な主体が協

働 し復興を実現する「ローカル・ガバナンス」の視点に立って、復興基金のあり方を考える必要があ

る。

これまでの復興基金では、大きく「公助の補完」と「自助・共助の後押 し」を中心に支援が展開さ

れてきたが、その抱える課題や展望について、東 日本大震災復興基金や中越大震災復興基金を中心に

焦点を宛て考察する。

6.復 興 基金 に よる公助 の補完

(1)住宅再建に対する支援

住宅再建については、専ら自助努力の範疇 とする見方もあるが、現実に公的支援が欠かせないとの

観点から、復興基金による支援を公助の補完と捉え考察する。

阪神・淡路大震災当時、国は、私有財産である住宅の再建に対する公的支援は難 しいとし、低利な

資金の融資や税の減免措置 といつた間接的な支援を行 うとの見解をとった。当時は、復興基金の支援

メニューを立てるにも、その都度国の了解が必要 とされたことから、阪神・淡路大震災復興基金にお

ける住宅再建への支援は利子補給に限られた。

しかし、実際にはそれだけで住宅を再建するのは困難で、地元兵庫県はもとより、市民レベルでも

より積極的な支援を求める要望や運動が展開されるなかで、1998年に被災者生活再建支援法が成立さ

れた。 しかし、その上限支給額は 100万 円で、年齢や所得で受給資格が限定されただけでなく、肝心

な住宅本体の再建に使 うことが認められなかった。2004年 の改正で 300万 円に増額されたものの、資

格要件や住宅本体に使えない仕組みに変わりはなかった (4)。 大きく舵を切つたのは 2007年の改正で、

受給資格要件を撤廃 し、支援金の使途も問わないことにより、住宅本体の再建にも使えるようになつ

た (5)。

住宅支援への取組みは自治体の方が積極的で、2001年 に鳥取県が鳥取県西部地震において、住宅本

体の再建にも使われるよう最大で 300万 円支給 したのを皮切 りに (6)、 全国各地で被災自治体による

いわゆる上乗せ、横出し支援等が実施 されるようになった (7)。
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こうした流れに呼応するかのように、2004年 の中越大震災復興基金では、地元の木材や瓦を用いた

り、大雪対策に見合つた住宅仕様にした りする場合に、従来の利子補給でなく補助金が出ることとな

った (青 田 2011)。 こうした補助は、2007年 の能登半島地震、中越沖地震にも引き継がれた。そ して、

20H年 10月 にできた東 日本大震災復興基金では、住宅を再建することにも補助が行われ、さらに 2013

年 3月 の 2回 目の復興基金では、国の方でその用途を津波被災地域の住宅再建に限定した上で財源が

交付 され、その財源をもとに被災自治体においてより充実した支援メニューが作られた。

一方、東 日本大震災で、被災者生活再建支援法による支援以外に、国の交付金を使つて支援する事

業として「防災集団移転促進事業」「がけ地近接等危険住宅移転事業Jが ある。両者 とも、災害危険区

域等から移転 し新たに住宅再建するにあた り、融資を受ける場合に利子補給するものであるc言い換

えれば、この要件にあてはまらない場合は、殆 どが復興基金で手立てされた。すなわち、同じ移転で

あつても融資を使わない場合は復興基金で補助金を支給 した。災害危険区域指定前に自主的に移転 し

た被災者に対 しては、融資を受けた場合は利子補給で、そ うでない場合は補助金で対応 した。災害危

険区域外ではあるが、津波で浸水 し移転する場合にも対応 した。さらに、震災前と同じ場所 (=現地)

で再建する場合は、災害危険区域内外に関わらず、新築・取得か補修 。改修にも関わらず、そ して、

融資の有無に関わらず、復興基金で支援 した。住宅の再建を、「移転か現地で再建か」、「被災した場所

は災害危険区域内か外か」、「移転は同区域指定前か後か」、「建設 。取得か補修 。改修か」、「利子補給

か直接補助か」等で分類すると全部で 18通 りとなるが、うち 17通 りを復興基金でカバーしている (表

2参照、青田 (2014))。

その他にも、被災市町村によつて、自宅をバ リアフリーにする場合、宅地の復旧や嵩上げを行 う場

合、耐震改修を行 う場合、浄化槽を整備する場合等にも活用 している。また、岩手県と県内の被災市

町村では、被災者生活再建支援法と同様の要件で、復興基金による独自の支援を上乗せ している (8)。

阪神・淡路大震災当時の住宅再建支援 と比較すると、隔世の感を禁 じ得ないところでもある。そこ

には、住宅再建に対する公的支援の考え方が、復興基金を介 して事実上変化 してきたことがわかる。

雲仙や奥尻の復興基金では、義援金を財源にすることで住宅本体の再建支援にまわせたが、阪神・淡

路の復興基金では主な財源を地方交付税に頼るなかで、国の意向が反映されたため、そ うした行為は

許されなかった。東 日本大震災の復興基金でも主な財源が地方交付税であることには変わりはないが、

2回 目の交付では使途を住宅再建に限定するなど、支援の考え方が明らかに変わっているc但 し、そ

れは、復興基金 とい う自治体の裁量で実施 したことから、形式上は国の見解を変えたのではないと言

えるかもしれない。 しかし、その財源を差配するのは国であり、このたびの熊本地震でも復興基金を

設置 し、宅地被害に主眼を置いた支援が予定されているように、既成事実を積み上げることで、住宅

再建に対する公的支援が自然と認識 されていくことを狙つている感がある。

住宅再建も災害の種別、被災地域、被災者の状況によつて様々であり、国よりも現場に近い地方自

治体の方が柔軟に対処 しやすい。国は被災者支援生活再建支援法によリプラットフォーム的な支援を

行い (9)、 地方自治体がそれに上乗せや横出しをする、あるいは独 自の支援を追加する方が現地の実情

に応 じた施策を展開できる。こうしたことから、復興基金が住宅再建支援に果たした役害1は 大きく、

住宅再建に対 して硬直的であった公的支援の考え方を解きほぐす役割を担ったと考えることができる

(10)。



表2:東 日本大震災における住宅自立再建に対する主な支援のパターン

(= ターン③以外は基4こ的に復興基金で 応 )

再建手法
震災前 の居住

地

災害危険区域指定

時との関係

建設・取得

又は

補修 ・改修

利子補給

又は

直接補助

パターン

移 転

災害危険 区域

内

区域指定前 建設・取得
利子補給等 ①

直接補助 ②

区域指定後 建設 取得
利子補給等 ③

直接補助 ④

災害危険 区域

外
建設・取得

利子補給等 ⑤

直接補助 ⑥

現地再建

災害危険 区域

内

区域指定前

建設・取得
利子補給等 ⑦

直接補助 ③

補修 。改修
利子補給等 ⑨

直接補助 ⑩

区域指定後

建設 取得
利子補給等 ⑪

直接補助 ⑫

補修・改修
利子補給等 ⑬

直接補助 ⑭

災害危険 区域

外

建設・ 取得
利子補給等 ⑮

直接補助 ⑩

補修 。改修
利子補給等 ⑭

直接補助 ⑬

(2)住宅再建以外のものに対する支援

復興基金による公的支援の補完は住宅再建支援にとどまらず、商工業・観光業や農林水産業等への

支援にも用いられた。東 日本大震災復興基金の場合は、これまで以上にハー ド施設への支援が多い。

例えば、国と被災県による公的支援として新設された 「中小企業グループ等補助金」の対象要件にあ

てはまらない企業等に対する支援を復興基金で補っている (H)。 農林水産業では、被災した農業施設や

水産加工施設等の復旧に対する支援が行われた。被害の甚大さに鑑み、私有財産や営利行為といえど

も、そのままにしておくと被災地そのものが衰退するという危機感の表れと捉えることができる。

しかし、見方を変えると、公的支援の補完機能の場合は、本来の予算で執行すべきものとの線引き

が難しいといつたリスクを抱えている。表 3は、岩手県、宮城県と両県の一部被災市町 (宮城県 :石

巻市 。気仙沼市 。南三陸町、岩手県 :陸前高田市・官古市 。大槌町)における東日本大震災復興基金

による支援メニューを分析し、その特質をあらわしたものである。これらの支援は、「①長期避難に対

する配慮をしたもの」、「②地場産業に対し補助金等で直接的に支援 したもの」、「③次の時代を見据え

対応したもの」、「④ハー ドによる整備を行ったもの」、「⑤従来の公費でも対応可能と考えられるもの」、

「⑥過去の復興基金での支援例を継承 したものJに分類できる。さらに、①～③は「災害や復興の状

況を考慮したもの」、④～⑤は「行政予算の特質を表したもの」、⑥は「過去の復興基金を継承したも

の」に括ることができる (青 田 2016)。

問題なのは、④～⑤の取り扱いである。④を例示すると、例えば、国の中小基盤整備機構が作つた

仮設工場や店舗を被災市町村に譲渡したがその運営費を復興基金で賄 うもの、被災した商工会、中小

企業組合、農林水産業団体、水産業団体といつた準公的な施設を復旧させるもの、小中学校の屋内運

動場を改築するもの、学校給食センターを建設するもの等が含まれている。⑤には、役場の復興本部

の運営費、被災者支援にかかる事務費、事務機器 (端末機)の賃借料、仮設事務所跡地の整備費、行

政一部事務組合の負担費 (消防署、ごみ処理施設の復 1日 )と いつたものに対して執行されている。
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こうしたことを可能にした背景として、東 日本大震災復興基金では、国から交付された財源を行政

の予算に組込み、行政直轄で執行できる体制にしたことが考えられる (12)。 これにより、基本的には原

課が予算要求 し査定を経て立案され、議会の承認を得た後、公金 として執行する。④や⑤の行為自体、

間違えたものと一概には言えないものの、通常の予算執行 と同じプロセスを踏むなかで、その足らず

の分を補完することを重視 したと捉えられなくもない。

7.復 興基金 に よる 自助・ 共助 の後押 し

共助の台頭は阪神・淡路大震災が契機 とされる。被災当初の 1年間だけで 138万人ものボランティ

アが被災地に駆けつけ、ボランティア元年と称 された。以後、災害の度に自然発生的にボランティア

が集まり、今 日災害文化 として定着 した様相がある。一口にボランティアといっても、一般市民によ

る素人ボランティアものから、医師、弁護士、建築士といった専門ボランティアに至るまで様々であ

るc特に近年は、企業や大学によるボランティア活動も盛んである。NGO/NPOの ように支援活動自体

を職種 とする人々もいる。こうした多様な主体をつなぐ中間支援組織も登場するようになった。こう

した支援により被災当事者が主導的に再建に取 り組むケースも増えている。

行政もこれ ら自助・共助の活動を支援 し、連携を深めようとしている。それが比較的 うまくいった

ものとして、中越大震災復興基金の事例を紹介する。

例えば、自助への支援では、国庫補助の対象 とならない中山間地の棚田等小規模農地を自分で復旧

する場合や、水田の地力回復を行 う場合に対して、「手づくり田直 し支援Jと 称 ヒ/た補助金が支給され

た。「地域コミュニティ施設再建」により、神社、鎮守、祠等を宗教施設ではなくコミュニティ施設 と

見なし補助することで集落の維持、再生に寄与したり、「地域特産化・交流支援」により地元の主婦が

郷土料理をふるまう農家 レス トランの開設を支援 したりした。

さらに、被災集落の再生のために、「地域復興デザイン策定」と「地域復興デザイン先導事業支援」

が実施 され、集落の被災者が、集落再生の先進地を視察 したり、都市との交流イベン トを開催 したり

しながら、集落の思いや特性を反映 した復興デザインを主体的に策定するよう促 した。もちろん、被

災者だけで検討できるものでないことから、「地域復興支援員設置支援」により集落に張 り付けられた

地域復興支援員が後方支援を行い、その支援員を中間支援組織が 「地域復興人材育成支援」により指

導するなどの措置がとられた。

一方、被災集落の住民は、県と中間支援組織が開催 した 「地域復興交流会議」に参加し、行政、専

門家、支援者等関係者 と一堂に会することで、取 り組むべき課題を学ぶことができた。集落同士で意

見交換することで互いに刺激を受け、励まし合いながら、復興を進めていった。これを「インプット」

の場とすれば、後の 「復興デザイン策定発表会」では、被災者 自らが関係者の前で進捗状況や集落の

将来像を発表 し「アウトプット」することができた。

新潟県は、中間支援組織の意見を踏まえ復興基金の支援メニューを作成 した。被災地では中越復興

市民会議とい う民間の中間支援組織が誕生 し、被災地に出向き住民の要望を聴いてまわった。新潟

県庁では、被災者のニーズを把握するため 「集落再生支援チームJをつくり、中越復興市民会議 と一

緒になつて 4つの被災集落をアウトリーチしながら、支援策のモデルとなるものを構築した。

上述の 「地域復興支援員」では、中越復興市民会議の活動範囲が拡大するにつれ、少人数では対応

が難 しくなったために、約 50名 を雇用 した。復興基金により、活動費のみならず管理費や人件費まで

も賄 うことで、集落への持続的な支援を担保 した。地域復興支援員の主な役割は、「地域の復興のため

のネットワークづくりJ「 イベン ト等の企画や実施の支援 J「住民と行政の連絡調整」「被災者への福祉

的な見守 り」等であるが、これ らの支援員は、元々公務員、企業、NPO、 主婦、学生等様々であつたた

め、中越復興市民会議のスタッフがその活動を指導 した。その経費に関しても、市民会議のスタ



表3 東日本大震災復興基金による支援の特色 (住宅再建を除く)

支援分野 支援内容 具体策 特 色

生活再建

支援

長期避難者への支援

ネット等での情報提供
①長期避難に対する配慮

③ハードによる整備
仮設住宅向け移動図書饉
嵩上げや移転事業が整備されるまで仮の生

活施設の設置            _
専門家の活用 土地・家屋等財産喪失に伴う弁護士相談 ⑥過去の復興基金を継承

各種保険料の公費負担

増に伴う補填

障がい福祉、後期高齢者、介護保険サービ

ス利用負担料免除に伴う補壇______ ⑤従来の公費でも対応可能

防災関連対策事業
自主防災組織、避難路、防災無線整備

要援護者名簿作り、備蓄、消防団強イ4

地域復興

支援

新エネルギーを活用し

たまちづくり
エネルギー協議会設置 ③次の時代を見据えた支援

地元の特色ある資源を

生かしたまちづくり

地元出身漫画家の作品と地場産品のコラボ
⑥過去の復興基金を継承オリジナル漫画

イベン ト開催

商工業再

建支援

中小企業への直接支援

中小企業グループ補助金から漏れた企業へ

の支援           _
②地場産業に対する直接的支援

個々の店舗に対する支援

商店街の再生に対する支援

仮設店舗・工場等支援
国が整備 したものを譲渡された後の運営経

費を支弁

①長期避難に対する配慮

④ハードによる整備

⑤従来の公費でも対応可能

地場産業の取組み支援

生産力向上、経営支援、販売力強化
④ハードによる整備

⑥過去の復興基金を継承商工会等施設整備

新規企業誘致

観光業者への直接支援
網半怖設再を補助金 ④ハードによる整備

⑥過去の復興基金を継昼旅館等への補助金

被災地の起業支援 業 ③次の時代を見据えた対,

農林水産

業再建支

援

農林業経営再建支援
先進的農業導入支援 ②地場産業に対する直接的支援

⑥過去の復興基金を継承  _農地利用改革支援

水産業対策支援

被災施設復1日 、造船所復旧
②地場産業に対する直接的支援

④ハードによる整備

⑥過去の復興基金を継承

合品加工調達コスト増支援

水産加工業人材確保支援

廻来船水揚げ奨励

漁業担い手育成支援

販路開拓、商品開発 6次産業化支援 ③次の時代を見据えた支援

教育・文

化再建支

援

公立小中学校支援
運動場確保支援 ①長期避難に対する配慮

④ハードによる整備

⑤従来の公費でも対応可能学校給食支援

青少年交流
青少年体験交流 ⑥過去の復興基金を継承

支援団体との交流

保育所・児童館整備 保育所・児童館整備
④ハードによる整備

⑤従来の公費でも対応可能

芸術文化支援 芸術文化鑑賞 ⑥過去の復興基金を継承

その他の

支援

行政による復興支援業

務

復興本部の運営費

④ハードによる整備

⑤従来の公費でも対応可能

被災者支援にかかる事務費

事務機器 (端末機)の賃借料

仮設事務所跡地の整備費

行政一部事務組合の負担費 (消防署、ごみ

処理施設の復旧)  _

ッフを、産官学等で設立 した社団法人 「中越防災安全推進機構復興デザインセンター」の職員とし

て兼務させることで、活動費、管理費、人件費を復興基金でカバー した。こうした仕組みを作ること

で、パー トナーとなる中間支援組織は組織の存続を憂 うることなく活動に専念することができた (青

田 2010)。

行政と中間支援組織が連携することで、地域復興支援員を活用 しながら、被災集落のエンパワメン

トを図り、被災者主導によるボ トムアップ型の復興まちづくりを実現することができた。復興基金は
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そのための財源 として活用されたものであり、こうした復興スタイルを、新潟県では「行政」「中間支

援組織」「被災者」という「3極構造による協働の復興中山間地域づくり」と称している (新潟県中越

大震災復興検証調査会 2015)。 これによる官主導による既存の発想を超えた、民間ならではの支援策

が生まれ、復興基金で肉付けされたと言える。

8。 復興基金 とローカル・ ガバナ ンス

見方を変えれば、中越の被災地では、復

興基金 とい う財源を使って、中間支援組

織が持ち味を発揮 し、国ではない地方主

導、行政だけではない官民連携による復

興が推進 されたといえる。復興基金と中

間支援組織が連動することで、復興に必

要な「ヒト」「カネ」「知恵」が一体化 し、

自助・共助・公助が協働 した、地域に見

合つた復興が推進 されたといえる。

これは復興を推進するにあたつての被

災地におけるローカル・ガバナンスの問

題である。ここでい うガバナンスとは、

従来の政府による「統治」ではなく、地

方自治体だけでもない、NPO、 企業、市民、被災者等復興を担 う多様な主体が参画 した「協治」を意味

する。もし、自助・共助への後押 しが不十分で、公助の補完機能に重点が置かれる場合は、協地のガ

バナンスにはならず、従来のガバメン トによる統治の延長 と捉えざるをえない。

図 1は「官」と「民」それぞれの支援の特徴を示 したものである。「官」が優先すべきミッションは、

社会が要望する最大公約数的なニーズに対応 し、制度を構築することにある。不特定多数の人が使用

するハー ドの公共財についても「官」の仕事 となる。一方、「民」は眼の前で困つている個々の被災者

に手を差 し伸べることから支援を始めることができる。ソフ ト面を中心に、「官」が関与しにくい被災

者のプライバシーの部分に立ち入る場合もある。もちろん、両者 とも座標軸の中心を目指 して支援を

発展させていくが、基本的にはマクロとミクロの視点で両者の役割を識別することができる。そして、

両者の交 じり合 うところで官民連携や中間支援が生まれることになる。

図 1のなかで、一歩踏み込んだ公的支援である復興基金の領域は 「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」にあたる。「 I」

は純粋な公的支援の範囲となる。領域 Iに近づ くほど公助の補完機能が強くなることから、復興基金

の役割をガバメン トの補完にとどめるのか、ガバナンスの推進に使 うのかで、その価値が大きく異な

る。この点について、雲仙、阪神・淡路、中越、中越沖、能登の復興基金については、設置主体であ

る兵庫県や新潟県等が、従来の公的支援 とは一線を画する上から、復興基金を運用するための財団法

人を別途設立 した。これにより、例えば、単年度に縛 られない事業、想定が困難で変更が予想 される

事業、縦割 り行政では拾えない横断的事業、やる気のある者から優先する事業、試行的に実施する事

業等に財源をつぎ込みやす くなつた。

それでもつて、行政直轄型による運用を一概に否定するものではない。ガバナンスの推進には、公

助だけでなく自助、共助の力が不可欠であり、被災地における「民」の地域力も間われる。現実には

行政である程度主導 しながら、「民」の成長を待つ方策も考えられる。東 日本の被災地ではハー ドによ

る整備が進むにつれソフ トによるまちづくりに移行 しつつある。それと、これから始まる熊本の復興

基金がどうなるのか、両者 とも行政直轄型であり、今後を考察 していきたい。原形復旧を超えた創造
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図 1:「官」と「民」の支援の特徴



的復興は、やがて地方創生につながつていく。そのためには、復興段階から、地方分権と民間主導を

担保する枠組み (協治のガバナンス)を定着させ、住民主導による地域力をつけておく必要がある。

一方、復興基金の事例が蓄積されるにつれて、支援メニューが定番化し、一部公費で実施されるよ

うにもなつた 〈13)。 しかし、被災者のニーズは、時代、場所、災害によつて今後も変わることから、

常に制度を先取りする復興基金の役割が必要といえる。被災自治体の裁量の度合いが大きいだけに、

ガバナンスを意識 した復興基金の運用が求められる。

【注】

(1)阪神・淡路大震災復興基金では支援事業を実施するにあたつて国 (当 時の自治省)と の協議が

必要とされたが、後年はそのような縛 りがなくなっていった。

(2)地方交付税を活用する場合は、地方交付税法の附員1に記載される。

(3)東 日本大震災では、宮城県のように、クウェー ト政府からの寄付金や、ヤマ ト財団からの助成

金を組み込んだものもある。今後は、例えばふるさと納税 (市民による寄付)を財源にすること

が考えられるかもしれない。

(4)2004年 の改正後も、その活用は 「物品の購入や修理費」「医療費」「移転費」「住宅を借 りる場

合の礼金」「家賃」「持ち家の解体・撤去・整地費」「住宅ローンの利息」「住宅建替諸経費」に限

定された。

(5)住宅の喪失に対して見舞金を拠出するという解釈をとつたとされている。

(6)鳥取県住宅復興補助金 (後の鳥取県住宅再建支援制度)を独自に作 り、本年の鳥取県中部地震

でも活用された。

(7)同 じ要件で支援額を増やすのを「上乗せ」、要件の幅を拡げたり緩和したりするのを「横出し」

という。

(8)被災者生活再建支援法による支援金に加えて、岩手県と市町村が協力して、家屋が全壊又は解

体し、建設又は購入する場合に 100万円を、さらに津波沿岸地域の被災市町村では独自に 100-

200万円を支給した。

(9)正確には、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金で 1/2を、残り1/2を 国が負担するも

のであるが、法令で定められていることや、東日本大震災では特例として必要額の 4/5を 国が拠

出したことなどから、実質的には国の差配によるところが大きい。

(10)他方、その支援額が妥当なのかについては、別途検証する必要がある。

(H)中小企業等グループ補助金は、地域経済の核となる中小企業等グループの施設・設備の復旧を

支援するもので、国が経費の 1/2を、県が 1/4を 補助する。 しかし、被災事業者がグループを組

むことが要件であり、例えば、郡びた温泉にある一軒屋の旅館等グループを組めない事業者への

支援が復興基金で行われた。

(12)東 日本大震災時、新潟県でも被害が発生したことから復興基金の財源が交付された。同県では、

これを公益財団法人中越大震災復興基金に組込み運用している。

(13)例えば、中越大震災復興基金で生まれた「地域復興支援員」は、東日本大震災において 「復興

支援員」制度として国の補助事業で賄われている。
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