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Reciprocal support becomes indispensable with frequent occurrence of large-scale disasters. “Pairing Assistance”, 
which was practiced in Sichuan Earthquake in 2008 by Chinese government, was referred to by Union of Kansai 
Governments during Great East Japan  Earthquake. This is named “Counterpart Method” in  Japan and  based  on  it 
“ Ministry of Internal Affairs and Communications System” was established in 2018. By literature search and interviews, 
this paper researches the feature of this method and draws a conclusion that it is of great help in alleviating the lack of 
manpower in local government so as to better cope with disastrous situation. 
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１．はじめに 

 

阪神・淡路大震災をきっかけに，相互応援協定の締結

が進んでおり，災害時における相互支援が行われている． 

災害応援にあたっては，関西広域連合の活躍がよく見

られている．関西広域連合は，平成22年，大阪府，兵庫

県，京都府，和歌山県，滋賀県，鳥取県，徳島県の7府県

により結成された広域自治体である．その後，大阪市，

堺市，京都市，神戸市，奈良県が加入し，現在に至って

いる．関西広域連合は日本において，複数の都道府県及

び政令市により結成された広域自治体である(1)． 

各構成府県・政令市は，広域防災，広域観光・文化・

スポーツ振興，広域産業振興，広域医療，広域環境保全，

資格試験・免許等，広域職員研修の7分野を分担している．

広域防災分野では，阪神・淡路大震災を経験した兵庫県

が中心に担当し，「関西防災・減災プラン」の策定，他

団体・企業等との協定締結，大規模災害や感染症への対

応，原子力災害対策の推進，防災情報システムの整備，

広域応援体制の強化，訓練や研修の実施，緊急物資輸送

体制に取り組んでいる． 

2008年，中国に発生した四川大地震では，中国政府が

復旧・復興期において，対口支援方式で被災自治体と支

援自治体の割り振りを指定し，被災地を支援した．東日

本大震災では，それを参考に，関西広域連合がカウンタ

ーパート方式と呼ぶ支援を展開した．調整の結果，兵庫

県・徳島県・鳥取県が宮城県を，大阪府・和歌山県が岩

手県を，京都府・滋賀県が福島県を支援した．当時，関

西広域連合以外にも，各広域組織や地方自治体が独自に

行われた支援等の複数の支援の枠組みが並行していた． 

東日本大震災の教訓を踏まえ，自治体間支援の必要性

が高まっており，カウンターパート方式の有効性が見ら

れた．平成23年，関西広域連合は九州地方知事会と相互

応援協定を締結した．熊本地震では，同協定に基づき，

関西広域連合が益城町，大津町，菊陽町を支援した． 

平成30年，総務省がカウンターパート方式に基づく被

災市区町村応援職員確保システム（以下：総務省システ

ム）を立ち上げた．その後の災害時においても，同シス

テムが活用された． 

一方，過去の災害時において，複数の枠組みが並行し

ており，既存協定に基づく支援と，自発的に行われる支

援が併存し，総合的な調整窓口が存在しない．自治体間

支援の効果をより向上させるために，現行の枠組みを整

理し，成果や課題を抽出する必要がある． 

今後，南海トラフ地震等の大規模広域災害に対応する

ため，自治体間支援が不可欠であり，その仕組みの１つ

であるカウンターパート方式の役割が期待できる．関西

広域連合は，日本初のカウンターパート方式を導入し、

東日本大震災において、構成府県による分担で被災3県を

支援した。応急期だけでなく、復旧・復興期においても

継続的に支援している。それらの経験は自治体間支援を

研究する中でのユニークな事例と考えられるため，本稿

では関西広域連合に着目した． 

 

２．研究の方策 
 

研究の方策について，自治体間支援に係る論文等を調

査し，過去の枠組みを整理した．また，過去の災害時に

係る検証報告書や記者発表資料等を分析したほか，応援

側と受援側の危機管理関係職員に対するヒアリング調査

を行った．調査の概要は，表1にまとめる． 

自治体間支援に関し，次のような既往研究がある．室

崎（2011）は過去の遠隔地協定の仕組みを整理した上で，

重層的で日常的な自治体間連携の構築，カウンターパー

ト方式の定着化，プッシュ型支援への転換等の必要性を

指摘した１）．阪本ら（2012）は，東日本大震災における

応援を踏まえ，ボトムアップ型の対口支援の仕組みの構

築を提案し，平時からのネットワーク作りの必要性を指

摘した2）．中邨（2013）は自治体間の相互応援協定や過

地域安全学会論文集 No.39, 2021.11

51

地域安全学会.indd   51 2021/10/11   10:36:00



2 
 

去の自治体間支援の実績を整理し，東日本大震災におけ

る自治体間支援の実態を把握する上で，国と県，それに

被災自治体のタテの支援よりも，ヨコ型の支援体制がよ

り即応性に富んでいると指摘した3）．山口ら（2013）は

東日本大震災における人的支援の実態をデータ化で整理

し，関西広域連合によるカウンターパート方式はマンパ

ワーの確保や中長期支援にも有用であると指摘した4）． 

これらの研究では，阪神・淡路大震災後の枠組みや東

日本大震災において発動された枠組みに着目し，自治体

間支援の必要性を指摘し，支援体制の見直し等を提示し

たが，関西広域連合に特化した研究が少ない．東日本大

震災では，関西広域連合が日本初のカウンターパート方

式を導入して以来，九州地方知事会，指定都市市長会等

の同方式を採用した．さらに，総務省が同方式に基づき，

被災市区町村応援職員確保システムを創設した．カウン

ターパート方式を分析する上でも，初の取組みとなった

関西広域連合による同方式を研究する価値があると考え

られる．そのため，本稿では，東日本大震災，熊本地震，

令和元年東日本台風を例に，総務省システムとの比較を

含め，関西広域連合ならではの特色を分析する． 
 

３. 阪神・淡路大震災以降の自治体間支援の枠組み 

 

阪神・淡路大震災をきっかけに，自治体間支援が注目

されており，多数の自治体間支援の枠組みが立ち上がっ

た．東日本大震災でも，様々な枠組みが発動され，被災

地に対し多数の人員や物資を支援した． 

ここでは，それらの枠組みを整理し，東日本大震災に

おける自治体間支援の状況について分析する． 

 

（1） 阪神・淡路大震災後の相互応援協定 

阪神・淡路大震災の際，全国から多くの支援が寄せら

れたが，被災した兵庫県や神戸市等の自治体が災害対応

に追われたため，応援の活用が困難であった5）．その教

訓を踏まえ，自治体間支援を備えるため，平成7年に災害

対策基本法が改正された（2）． 

a) 全国知事会及びブロック知事会の枠組み 

主にブロック内又は近隣地における相互応援に備える

ために，各ブロック知事会により，ブロック内の都道府

県が相互に応援する協定及びブロック間の相互応援協定

が締結された．平成7年に北海道・東北，中部，中国，四

国，九州ブロックが協定を締結し，中国・四国ブロック

の間にも協定を締結した．平成8年に関東，近畿ブロック

も協定を結んだ． 

各ブロック知事会だけでは対応できない場合，それを

補完するため，平成8年，全国知事会により「全国都道府

県における災害時の広域応援に関する協定」が締結され

た．被災都道府県が全国知事会を通じて，自ら所属する

ブロック知事会以外の都道府県に対して要請をすると定

めた．また，各ブロックに総合調整等を担当する幹事県

を設置し，各都道府県が広域応援に関する連絡担当部局

を予め定めた．応援経費は，原則として受援側の都道府

県の負担とし，負担できない場合には応援側の都道府県

が一時繰り替え支弁を求めることができると定めた．同

協定により，全国レベルの相互応援体制が整備された．

b)都道府県独自の相互応援協定 

上記のブロック内のすべての構成都道府県による相互

応援協定のほか，同じブロック内複数の都道府県及び近

隣都道府県が独自に締結した協定もある．例えば，東北

地方では，山形県が同地方各県と協定を結んだ．関東地

方では，東京都，千葉県，埼玉県及び域内の政令指定都

市が協定を締結した．富士山周辺の神奈川県，山梨県，

静岡県が火山対策に備えるために協定を締結した．また，

北陸3県（石川県，富山県，福井県）や紀伊半島3県〈三

重県，奈良県，和歌山県〉も区域内の協定を締結した． 

一方，こうした地縁に基づく協定のほか，同じ災害に

備えるための遠隔地協定もある．例えば，北海道から九

州まで，全国における原子力災害の恐れのある自治体が

「原子力災害時の相互応援に関する協定」を締結した． 

c）市町村間の支援の枠組み 

市町村間では，数多くの相互応援協定がある．令和2年

4月1日時点では，市町村間の災害時相互応援協定の締結

率は98.1％であり，そのうち，他都道府県の市町村との

締結率は約76％であった6）．  

政令市間では，「11大都市災害時相互応援に関する協

定」（平成5年），「15大都市災害時相互応援に関する協

定」（平成17年）等を経て，平成24年に「21大都市災害

時相互応援に関する協定」が締結された．平成25年，カ

ウンターパート方式に基づく行動計画が作成された．こ

れらの協定に基づき，政令指定都市が被災地支援に取り

組んでいる．例えば，東日本大震災では仙台市を，熊本

地震では熊本市を支援した． 

中核市間では，平成8年に12中核市が「中核市災害相互

応援に関する協定」を締結した．メンバーの拡大に伴い，

令和2年に60中核市が参加した協定が締結された．同協定

に基づき，支援が行われている．例えば，東日本大震災

ではいわき市，郡山市，盛岡市等を支援した． 

 

（2） 東日本大震災における自治体間支援 

平成23年3月11日に東北地方太平洋沖を震源として，日

本観測史上最大規模（M9.0）の地震が発生した．岩手県，

宮城県，福島県が大きな被害を受けた．被災自治体の自

力で膨大な緊急時業務に対応するのが困難であったため，

広域的な自治体間支援が必要となった． 

大西（2016）はカウンターパート方式を決定の時点か

ら見る事前―事後の軸や，決定の担い手から分散―集約

の軸で分類した7)．本稿では，これも参考に，枠組みが立

ち上がった時点や調整を行う組織・団体の構成に基づき，

①「ネットワーク型」，②「単独型」，③「事前協定

型」，④「事後発生型」の4つの角度から，東日本大震災

時の枠組みを分類した． 

本稿では，4つの角度を以下のように定義する．①広域

的な組織・ネットワークに基づく支援．②地方自治体が

独自に行う支援．③事前に定められた協定による支援．

④発災後，自発的に行われる支援． 

 

a) 「ネットワーク型」かつ「事前協定型」―全国知事会

の枠組み 

全国知事会の協定に基づき，震災直後，連絡本部が立

ち上がった．当時，協定には災害対策本部設置に関する

表1：ヒアリング調査の概要 
対象 時期 内容 

人と防災未来センター

副センター長（元兵庫

県災害対策局長） 

R2.6.18 
熊本地震時の対応，人的支援，

物資支援体制，組織体制等 

兵庫県復興支援課長 R2.7.30 
初動体制，他の枠組みとの整

合，支援から得られた意見等 

益城町危機管理監 R2.10.27 

熊本地震時の対応，受援に関す

る課題，関西広域連合による支

援の効果等 

大阪府都市整備部次長 R2.12.18 

東日本大震災時の対応，和歌山

県との連携，府内市町村との連

携，他の枠組みとの整合性等 

兵庫県立大学経営企画

部財務課長（元兵庫県

広域企画室主査） 

R3.4.20 

令和元年東日本台風時の対応，

応援側の連携，総務省システム

との整合性等 
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規定がなかったが，現状に基づき，全国知事会の判断に

より，3月12日に「緊急広域対策本部」が設置された．被

災地の状況に応じ，迅速かつ効率的な対応が必要となっ

たため，全国知事会が従来の要請ルートを超え，直接に

被災県や応援側の各都道府県と調整した．当時，複数の

支援スキームが並行しているため，派遣職員の重複登録

等の混乱を防ぐため，職員派遣の方法やルール等を明記

した「人的支援調整方針」を策定した． 

3月23日から4月21日まで，702人（内訳：一般事務417

人，土木職員210人，その他75人）の要請に対し，632人

（内訳：一般事務402人，土木職員204人，その他26人）

を被災県に派遣した．その後，復興期への移行に伴い，5

月12日，「東日本大震災復興協力本部」が立ち上がり，

被災地への中長期派遣を調整した．令和2年の時点で，合

計3,035名の職員が中長期で派遣された8）． 

これらの動きにより，既存の枠組みを活用しながら，

現状に応じ，規定の要請ルートに従わず，直接に調整し

たことにより，迅速的な対応ができたと考えられる． 

b) 「ネットワーク型」かつ「事後発生型」－総務省・全

国市長会・全国町村会の枠組み 

発災後，全国市長会が直ちに災害支援室を設置し，翌

12日に災害対策本部へ改組した．3月30日，総務省は全国市

長会に加え，全国町村会の協力も得て，枠組みの準備を

始めた．同スキームは図1のとおり． 

図1に示すように，基本的なルートは①被災市町村がニ

ーズを把握し，被災県に要請する．②被災県がこれらを

取りまとめ総務省に要請する．③総務省が要請内容を全

国市長会及び全国町村会に提供する．④両会が派遣市町

村に派遣の可能性を照会し，派遣申出を受入れ，一覧表

を作成し総務省を通して被災県に伝達する．⑥被災県が

調整し，被災市町村にその結果を連絡する．⑦被災市町

村が派遣市町村に対し，正式に要請する．⑧派遣市町村

は正式な要請を受け，職員を派遣した． 

このスキームにより，平成29年3月31日時点で，中長期

派遣を含め，合計93,834人（内訳：岩手県内に22,974人，

宮城県内に50,605人，福島県内に18,318人，その他の被

災地に1,937人）が派遣され被災地の災害対応及びその後

の復旧・復興活動に役立った9）．しかし，調整ルートが

複雑であり，派遣まで2か月近くかかった．また，一元的

な調整窓口がなく，被災県が応援調整をすることにより，

被災県の負担が大きくなった． 

c) 「単独型」かつ「事前協定型」－既存協定による支援 

東日本大震災では，既存の災害時相互応援協定，姉妹

都市・友好都市等の協定による支援もよく見られた.例え

ば，和歌山県新宮市が友好都市協定を結んでいる宮城県

名取市に職員を派遣した． 

d) 「単独型」かつ「事後発生型」―地方自治体による独

自の支援 

東日本大震災の際，自発的に被災地支援に取り組んだ

自治体が見られた．事例として，自治体スクラム支援や

名古屋市による行政丸ごと支援等を説明する． 

① 自治体スクラム支援 

井口（2012）は自治体スクラム支援による取組みを整

理し，同方式による，同じ基礎自治体同士が連携協力し

行う水平的支援の有効性や自治体間支援に係る基礎自治

体の財政負担の問題等を指摘している10）． 

杉並区は，平成17年に旧原町市と相互応援協定を締結

した．市町村合併により平成19年に南相馬市と再締結し

た．同協定に基づき，杉並区が南相馬市を支援した．原

発事故の影響により避難者の受け入れを検討した中で，

杉並区は災害時相互援助協定を締結している群馬県東吾

妻町や新潟県小千谷市と協議し，両市町内への避難を決

定した．その後，杉並区が同じく協定を結んでいる北海

道名寄市とも連絡し，4月8日に4自治体で「自治体スクラ

ム支援会議」を立ち上げた．その後，短期派遣，群馬県

内の被災者実態調査への協力，避難者の受入れ等を実施

するほか，5月以降，中長期派遣も行われた． 

この枠組みの特色は，既存の協定を発展させた複数の

基礎自治体による支援である．南相馬市は杉並区と協定

を締結していたが，東吾妻町，小千谷市，名寄市の3市町

と協定を締結していなかった．そのため，杉並区が他の

基礎自治体との協定を活用し3市町を支援の枠組みに組み

込み，支援組織を立ち上げた． 

② 名古屋市による行政丸ごと支援 

発災後，名古屋市は3月16日に市長を本部長とする「名

古屋市被災地域支援本部」を設置した．19日から，岩手

県沿岸部に先遣隊を3回派遣し，4月1日，副市長をトップ

とする調査チームが岩手県庁及び陸前高田市を訪問した．

その結果，陸前高田市が甚大な被害を受けたことが分か

り，同市からの支援要請を受けた．4月7日，陸前高田市

への支援を決定した．名古屋市は，各分野の職員を各被

災地に分散し派遣するのではなく，陸前高田市に特化し，

名古屋市の持つ総合力を使い，被災地の行政業務全般を

支援した．平成23年度では，延べ144人が短期派遣された．

平成24年度以降，中長期派遣にも取り組んでいる． 

 

（3） 東日本大震災における自治体間支援の分類 

上記のとおり，東日本大震災において，多くの自治体

間支援の枠組みが展開されてきた．(2)で述べた4つの類

型の長所や課題を表2に整理する． 

ネットワーク型の場合，全国知事会や全国市長会等が

広域的枠組みを活用し調整するため，より多くの被災地

を支援してきた．他方，総務省・全国市長会・全国町村

会の枠組みでは，図1のように，膨大なニーズや複雑な調

整ルートのため，迅速的に対応できないケースもあった． 

単独型は，ネットワーク型のような広域的な調整を要

しない分，迅速的に対応しやすい．名古屋市のような規

模が大きい政令市では，多数の資源を有し，被災地の行

政全般を支援するのも可能であるが，その他の市町村で

は，それが困難である．そのため，単独支援が複数生じ

た場合，調整がないと，支援の重複・空白が生じやすく

なる． 

事前協定型では，普段からの関係を活用し，事前に応

援・受援のための準備に取り掛かることができる．他方，

両者が距離的に近いと，東日本大震災のような広域災害

図1：総務省・全国市長会・全国町村会の派遣スキーム 
(出典：総務省ホームページ（※2020年12月10日参照）) 
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去の自治体間支援の実績を整理し，東日本大震災におけ

る自治体間支援の実態を把握する上で，国と県，それに

被災自治体のタテの支援よりも，ヨコ型の支援体制がよ

り即応性に富んでいると指摘した3）．山口ら（2013）は

東日本大震災における人的支援の実態をデータ化で整理

し，関西広域連合によるカウンターパート方式はマンパ

ワーの確保や中長期支援にも有用であると指摘した4）． 

これらの研究では，阪神・淡路大震災後の枠組みや東

日本大震災において発動された枠組みに着目し，自治体

間支援の必要性を指摘し，支援体制の見直し等を提示し

たが，関西広域連合に特化した研究が少ない．東日本大

震災では，関西広域連合が日本初のカウンターパート方

式を導入して以来，九州地方知事会，指定都市市長会等

の同方式を採用した．さらに，総務省が同方式に基づき，

被災市区町村応援職員確保システムを創設した．カウン

ターパート方式を分析する上でも，初の取組みとなった

関西広域連合による同方式を研究する価値があると考え

られる．そのため，本稿では，東日本大震災，熊本地震，

令和元年東日本台風を例に，総務省システムとの比較を

含め，関西広域連合ならではの特色を分析する． 
 

３. 阪神・淡路大震災以降の自治体間支援の枠組み 

 

阪神・淡路大震災をきっかけに，自治体間支援が注目

されており，多数の自治体間支援の枠組みが立ち上がっ

た．東日本大震災でも，様々な枠組みが発動され，被災

地に対し多数の人員や物資を支援した． 

ここでは，それらの枠組みを整理し，東日本大震災に

おける自治体間支援の状況について分析する． 

 

（1） 阪神・淡路大震災後の相互応援協定 

阪神・淡路大震災の際，全国から多くの支援が寄せら

れたが，被災した兵庫県や神戸市等の自治体が災害対応

に追われたため，応援の活用が困難であった5）．その教

訓を踏まえ，自治体間支援を備えるため，平成7年に災害

対策基本法が改正された（2）． 

a) 全国知事会及びブロック知事会の枠組み 

主にブロック内又は近隣地における相互応援に備える

ために，各ブロック知事会により，ブロック内の都道府

県が相互に応援する協定及びブロック間の相互応援協定

が締結された．平成7年に北海道・東北，中部，中国，四

国，九州ブロックが協定を締結し，中国・四国ブロック

の間にも協定を締結した．平成8年に関東，近畿ブロック

も協定を結んだ． 

各ブロック知事会だけでは対応できない場合，それを

補完するため，平成8年，全国知事会により「全国都道府

県における災害時の広域応援に関する協定」が締結され

た．被災都道府県が全国知事会を通じて，自ら所属する

ブロック知事会以外の都道府県に対して要請をすると定

めた．また，各ブロックに総合調整等を担当する幹事県

を設置し，各都道府県が広域応援に関する連絡担当部局

を予め定めた．応援経費は，原則として受援側の都道府

県の負担とし，負担できない場合には応援側の都道府県

が一時繰り替え支弁を求めることができると定めた．同

協定により，全国レベルの相互応援体制が整備された．

b)都道府県独自の相互応援協定 

上記のブロック内のすべての構成都道府県による相互

応援協定のほか，同じブロック内複数の都道府県及び近

隣都道府県が独自に締結した協定もある．例えば，東北

地方では，山形県が同地方各県と協定を結んだ．関東地

方では，東京都，千葉県，埼玉県及び域内の政令指定都

市が協定を締結した．富士山周辺の神奈川県，山梨県，

静岡県が火山対策に備えるために協定を締結した．また，

北陸3県（石川県，富山県，福井県）や紀伊半島3県〈三

重県，奈良県，和歌山県〉も区域内の協定を締結した． 

一方，こうした地縁に基づく協定のほか，同じ災害に

備えるための遠隔地協定もある．例えば，北海道から九

州まで，全国における原子力災害の恐れのある自治体が

「原子力災害時の相互応援に関する協定」を締結した． 

c）市町村間の支援の枠組み 

市町村間では，数多くの相互応援協定がある．令和2年

4月1日時点では，市町村間の災害時相互応援協定の締結

率は98.1％であり，そのうち，他都道府県の市町村との

締結率は約76％であった6）．  

政令市間では，「11大都市災害時相互応援に関する協

定」（平成5年），「15大都市災害時相互応援に関する協

定」（平成17年）等を経て，平成24年に「21大都市災害

時相互応援に関する協定」が締結された．平成25年，カ

ウンターパート方式に基づく行動計画が作成された．こ

れらの協定に基づき，政令指定都市が被災地支援に取り

組んでいる．例えば，東日本大震災では仙台市を，熊本

地震では熊本市を支援した． 

中核市間では，平成8年に12中核市が「中核市災害相互

応援に関する協定」を締結した．メンバーの拡大に伴い，

令和2年に60中核市が参加した協定が締結された．同協定

に基づき，支援が行われている．例えば，東日本大震災

ではいわき市，郡山市，盛岡市等を支援した． 

 

（2） 東日本大震災における自治体間支援 

平成23年3月11日に東北地方太平洋沖を震源として，日

本観測史上最大規模（M9.0）の地震が発生した．岩手県，

宮城県，福島県が大きな被害を受けた．被災自治体の自

力で膨大な緊急時業務に対応するのが困難であったため，

広域的な自治体間支援が必要となった． 

大西（2016）はカウンターパート方式を決定の時点か

ら見る事前―事後の軸や，決定の担い手から分散―集約

の軸で分類した7)．本稿では，これも参考に，枠組みが立

ち上がった時点や調整を行う組織・団体の構成に基づき，

①「ネットワーク型」，②「単独型」，③「事前協定

型」，④「事後発生型」の4つの角度から，東日本大震災

時の枠組みを分類した． 

本稿では，4つの角度を以下のように定義する．①広域

的な組織・ネットワークに基づく支援．②地方自治体が

独自に行う支援．③事前に定められた協定による支援．

④発災後，自発的に行われる支援． 

 

a) 「ネットワーク型」かつ「事前協定型」―全国知事会

の枠組み 

全国知事会の協定に基づき，震災直後，連絡本部が立

ち上がった．当時，協定には災害対策本部設置に関する

表1：ヒアリング調査の概要 
対象 時期 内容 

人と防災未来センター

副センター長（元兵庫

県災害対策局長） 

R2.6.18 
熊本地震時の対応，人的支援，

物資支援体制，組織体制等 

兵庫県復興支援課長 R2.7.30 
初動体制，他の枠組みとの整

合，支援から得られた意見等 

益城町危機管理監 R2.10.27 

熊本地震時の対応，受援に関す

る課題，関西広域連合による支

援の効果等 

大阪府都市整備部次長 R2.12.18 

東日本大震災時の対応，和歌山

県との連携，府内市町村との連

携，他の枠組みとの整合性等 

兵庫県立大学経営企画

部財務課長（元兵庫県

広域企画室主査） 

R3.4.20 

令和元年東日本台風時の対応，

応援側の連携，総務省システム

との整合性等 
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規定がなかったが，現状に基づき，全国知事会の判断に

より，3月12日に「緊急広域対策本部」が設置された．被

災地の状況に応じ，迅速かつ効率的な対応が必要となっ

たため，全国知事会が従来の要請ルートを超え，直接に

被災県や応援側の各都道府県と調整した．当時，複数の

支援スキームが並行しているため，派遣職員の重複登録

等の混乱を防ぐため，職員派遣の方法やルール等を明記

した「人的支援調整方針」を策定した． 

3月23日から4月21日まで，702人（内訳：一般事務417

人，土木職員210人，その他75人）の要請に対し，632人

（内訳：一般事務402人，土木職員204人，その他26人）

を被災県に派遣した．その後，復興期への移行に伴い，5

月12日，「東日本大震災復興協力本部」が立ち上がり，

被災地への中長期派遣を調整した．令和2年の時点で，合

計3,035名の職員が中長期で派遣された8）． 

これらの動きにより，既存の枠組みを活用しながら，

現状に応じ，規定の要請ルートに従わず，直接に調整し

たことにより，迅速的な対応ができたと考えられる． 

b) 「ネットワーク型」かつ「事後発生型」－総務省・全

国市長会・全国町村会の枠組み 

発災後，全国市長会が直ちに災害支援室を設置し，翌

12日に災害対策本部へ改組した．3月30日，総務省は全国市

長会に加え，全国町村会の協力も得て，枠組みの準備を

始めた．同スキームは図1のとおり． 

図1に示すように，基本的なルートは①被災市町村がニ

ーズを把握し，被災県に要請する．②被災県がこれらを

取りまとめ総務省に要請する．③総務省が要請内容を全

国市長会及び全国町村会に提供する．④両会が派遣市町

村に派遣の可能性を照会し，派遣申出を受入れ，一覧表

を作成し総務省を通して被災県に伝達する．⑥被災県が

調整し，被災市町村にその結果を連絡する．⑦被災市町

村が派遣市町村に対し，正式に要請する．⑧派遣市町村

は正式な要請を受け，職員を派遣した． 

このスキームにより，平成29年3月31日時点で，中長期

派遣を含め，合計93,834人（内訳：岩手県内に22,974人，

宮城県内に50,605人，福島県内に18,318人，その他の被

災地に1,937人）が派遣され被災地の災害対応及びその後

の復旧・復興活動に役立った9）．しかし，調整ルートが

複雑であり，派遣まで2か月近くかかった．また，一元的

な調整窓口がなく，被災県が応援調整をすることにより，

被災県の負担が大きくなった． 

c) 「単独型」かつ「事前協定型」－既存協定による支援 

東日本大震災では，既存の災害時相互応援協定，姉妹

都市・友好都市等の協定による支援もよく見られた.例え

ば，和歌山県新宮市が友好都市協定を結んでいる宮城県

名取市に職員を派遣した． 

d) 「単独型」かつ「事後発生型」―地方自治体による独

自の支援 

東日本大震災の際，自発的に被災地支援に取り組んだ

自治体が見られた．事例として，自治体スクラム支援や

名古屋市による行政丸ごと支援等を説明する． 

① 自治体スクラム支援 

井口（2012）は自治体スクラム支援による取組みを整

理し，同方式による，同じ基礎自治体同士が連携協力し

行う水平的支援の有効性や自治体間支援に係る基礎自治

体の財政負担の問題等を指摘している10）． 

杉並区は，平成17年に旧原町市と相互応援協定を締結

した．市町村合併により平成19年に南相馬市と再締結し

た．同協定に基づき，杉並区が南相馬市を支援した．原

発事故の影響により避難者の受け入れを検討した中で，

杉並区は災害時相互援助協定を締結している群馬県東吾

妻町や新潟県小千谷市と協議し，両市町内への避難を決

定した．その後，杉並区が同じく協定を結んでいる北海

道名寄市とも連絡し，4月8日に4自治体で「自治体スクラ

ム支援会議」を立ち上げた．その後，短期派遣，群馬県

内の被災者実態調査への協力，避難者の受入れ等を実施

するほか，5月以降，中長期派遣も行われた． 

この枠組みの特色は，既存の協定を発展させた複数の

基礎自治体による支援である．南相馬市は杉並区と協定

を締結していたが，東吾妻町，小千谷市，名寄市の3市町

と協定を締結していなかった．そのため，杉並区が他の

基礎自治体との協定を活用し3市町を支援の枠組みに組み

込み，支援組織を立ち上げた． 

② 名古屋市による行政丸ごと支援 

発災後，名古屋市は3月16日に市長を本部長とする「名

古屋市被災地域支援本部」を設置した．19日から，岩手

県沿岸部に先遣隊を3回派遣し，4月1日，副市長をトップ

とする調査チームが岩手県庁及び陸前高田市を訪問した．

その結果，陸前高田市が甚大な被害を受けたことが分か

り，同市からの支援要請を受けた．4月7日，陸前高田市

への支援を決定した．名古屋市は，各分野の職員を各被

災地に分散し派遣するのではなく，陸前高田市に特化し，

名古屋市の持つ総合力を使い，被災地の行政業務全般を

支援した．平成23年度では，延べ144人が短期派遣された．

平成24年度以降，中長期派遣にも取り組んでいる． 

 

（3） 東日本大震災における自治体間支援の分類 

上記のとおり，東日本大震災において，多くの自治体

間支援の枠組みが展開されてきた．(2)で述べた4つの類

型の長所や課題を表2に整理する． 

ネットワーク型の場合，全国知事会や全国市長会等が

広域的枠組みを活用し調整するため，より多くの被災地

を支援してきた．他方，総務省・全国市長会・全国町村

会の枠組みでは，図1のように，膨大なニーズや複雑な調

整ルートのため，迅速的に対応できないケースもあった． 

単独型は，ネットワーク型のような広域的な調整を要

しない分，迅速的に対応しやすい．名古屋市のような規

模が大きい政令市では，多数の資源を有し，被災地の行

政全般を支援するのも可能であるが，その他の市町村で

は，それが困難である．そのため，単独支援が複数生じ

た場合，調整がないと，支援の重複・空白が生じやすく

なる． 

事前協定型では，普段からの関係を活用し，事前に応

援・受援のための準備に取り掛かることができる．他方，

両者が距離的に近いと，東日本大震災のような広域災害

図1：総務省・全国市長会・全国町村会の派遣スキーム 
(出典：総務省ホームページ（※2020年12月10日参照）) 
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の場合，同時被災する可能性がある．遠隔地の自治体と

の協定も締結する必要がある． 

事後発生型は，支援側の判断で動くことが多いため，

迅速・柔軟に対応しやすい反面，事前準備がないため，

ニーズを把握しにくい可能性がある． 

これらの枠組みの分類を図2に表すとともに，特色を表

2に示す 

 

図2：自治体間支援の枠組みの分類 

 

 

４．関西広域連合によるカウンターパート方式 

 
本章では，東日本大震災，熊本地震，令和元年東日本

台風を例に，関西広域連合による支援を考察し，その特

色を分析する． 

 

(1) 東日本大震災におけるカウンターパート方式 

3月13日，兵庫県災害対策センターに広域連合委員であ

る各構成府県の知事が集まり，臨時の広域連合委員会を

開催し，「東北地方太平洋沖地震支援対策にかかる関西

広域連合からの緊急声明」を発表した． 

応援職員の派遣を調整した結果，大阪府，和歌山県が

岩手県を，兵庫県，鳥取県，徳島県が宮城県を，京都府，

滋賀県が福島県を中心に支援する割り当てが決められた．

ここでは，被災3県を主として支援した兵庫県，大阪府，

京都府を対象に，関西広域連合によるカウンターパート

方式の成果や課題を分析する． 

a)兵庫県の動き11） 

3月12日10時に，「東日本大震災兵庫県災害対策支援本

部」が設置され，本格的な支援活動が始まった．関西広

域連合の緊急声明を受け，兵庫県では，直ちに先遣隊と

して，防災局職員4名や保健師2名が三木広域防災センタ

ーから出発した．宮城県庁に現地連絡所を設置し，情報

収集活動等を実施した． 

被災地の状況に応じ，被災地からの情報を待つのでは

なく，情報を取りに行く方針が定められ，甚大な被害を

受けた沿岸部の気仙沼市，南三陸町，石巻市にも現地事

務所を設置した．被災自治体の行政機能全般を支援する

ため，現地事務所に対し，各分野の専門職員からなるチ

ームを1週間の交代制で派遣した． 

派遣職員の人選にあたって，人事課では，3月21日に各

部総務課副課長会議を開催し，各部に派遣職員の選定等 

を依頼した．また，現地事務所での指揮命令，被災自治

体への助言や調整を行うため，第2陣（3月22日～4月3日）

まで本庁局長級，第8陣（5月6日～5月14日）まで本庁課

長級職員を統括兼総合支援員として派遣した． 

市町村レベルにもカウンターパート方式を導入した．

中核市や阪神・淡路大震災を経験した市は被害が甚大で

あった2市1町に分散し，恒常的に派遣することが決めら

れた．その割り当ては表3とおり． 

表3：兵庫県が調整した市町のカウンターパート方式 

派遣先 
派遣元 

中核市 被災経験市町 

宮
城
県 

気仙沼市 尼崎市 （尼崎市），明石市 等 
石巻市 姫路市 芦屋市 
南三陸町，女川町 西宮市 （西宮市），宝塚市 等 

（出典：「東日本大震災 兵庫県の支援 1年の記録」，

pp.105.） 

 

表4：市町職員の短期派遣ための事前調整 
時期 内容 

3週間前まで 
（1）県内市町に今後の1ヶ月間の派遣可能人数，希望

先，連続派遣の意向等を照会 

2週間前まで 

（2）職員派遣の要望を確認 

①現地支援本部が，被災市町の被災状況を把握 

②被災市町の人事担当課と支援を要する業務・人数を調

整 

1週間前まで 

（3）県内市町と派遣人数・業務内容を調整 

①派遣人数を確定 

②確定後，派遣職員の名簿及び略歴の提出を依頼 

③派遣職員の宿泊場所の確保状況等を確認 

出発1～2日

前 

（4）派遣職員の具体的な業務内容を調整 

①現地支援本部に派遣職員の名簿・略歴を送付 

②現地支援本部と被災市町が業務内容を調整 

③派遣元市長に業務内容・現地情報を事前に連絡 

（出典：「東日本大震災 兵庫県の支援 1年の記録」，pp.105.） 
表2：自治体間支援の枠組みの比較 

 ネットワーク型 単独型 事前協定型 事後発生型 

 

長   

所 

①広域調整に

よる資源が確

保しやすい 

②継続的な支

援がしやすい 

①迅速に職員

を派遣しやす

い 

①震災前のつ

ながりや関係

を活用し，事

前準備を行う 

①事前の手続

きがない分，

迅速・柔軟に

支援しやすい 

 

課

題 

①膨大な調整

業務や複雑な

要請ルートが

発生する可能

性がある 

①単独の自治

体の資源に限

られる 

②他枠組みと

の調整が必要 

①協定先が近

隣自治体の場

合，同時に被

災する恐れが

ある 

①事前準備が

欠けているた

め，ニーズが

把握しにくい

恐れがある 

 

表5：支援チームの構成，調整担当課，業務内容 
担当課 分野 業務内容 

人事課 

統括兼総合支援員 
災対本部会議等への陪席，助言，派

遣職員の調整，兵庫県への報告 

情報収集等連絡員 
後方支援，被災自治体との調整，状

況の把握，日報の作成 

ロジ担当 現地事務所全体の後方支援 

県社協 ボランティア統括コー

ディネーター 

ボラセンの立ち上げ・運営，ボラン

ティア受入体制の整備 

市町振興

課 

避難所運営支援員 
避難所運営，避難者対応，被災自治

体に対する提案 

市町業務全般支援員 
り災証明発行，応急仮設住宅入居事

務，税の申告等の市町業務への支援 

教育委員

会 
教育支援員 

学校再開に向けた情報提供，学校運

営や教育活動への支援 

健康福祉

部 

保健・医療・福祉連絡

員 

ニーズの把握，関係機関との連携，

専門的な相談・対応 

保健師，看護師，健康

相談支援員※ 
避難所や仮設住宅での保健活動 

歯科衛生士※ 巡回診療，相談・指導 

管理栄養士※ 食事対策，市町業務支援 

県土整備

部 
応急仮設住宅等住宅対

策支援員 
住民相談対応，建設支援 

農政環境

部 

ガレキ処理等環境対策

支援員 

助言，情報提供，兵庫県内の企業と

の調整による重機貸与 

※厚生労働省の要請に基づく派遣         (筆者作成） 

 

 

 

単独型 

事前協定型 事後発生型 

ネットワーク型 

市町村 

都道府県 

ブロック 

全国 

地方自治体独自に行
われ支援 
  

相互応援協定・姉妹都市
協定等による支援 

自治体スクラム支援 

全国知事会 
総務省・全国市長会・
全国町村会 
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応援職員派遣に備えるため，兵庫県は発災当日に県内

市町の職員派遣担当者名簿を作成し，13日には各市町の

派遣可能な内容（人員・物資・要請先・必要経費等）を

把握した．また，派遣職員のマッチングにあたっては，

表4で示した手順で派遣した． 

これにより，ニーズに応じた派遣が可能となった．派

遣希望，派遣先等にあたっては市町の意向を尊重した． 

市町職員を含め，各分野の職員で結成された支援チー

ムの構成，調整担当課や業務内容等は表5のとおり．3月

22日から10月28日まで，合計32陣，14,346名の応援職員が

派遣された．第3陣から市町職員も加わり，市町業務全般

支援員等の派遣が始まった．復旧・復興期への移行に伴

い，10月末をもって短期派遣とした支援チームの派遣を

終了した． 

一方，6月から，中長期派遣が継続的に行われている．

令和2年11月時点で，75人（内訳：県45人，県内市町26人，

県警4人）が被災地において活動していた． 

b)大阪府の動き12） 

3月14日，大阪府災害等支援対策本部が設置された．同

日，大阪府職員5名や和歌山県職員1名を岩手県庁に派遣し，

現地連絡所を設置した．現地連絡所の機能強化を図るた

め，4月1日，岩手県庁近くに「関西広域連合岩手県現地事

務所」を開設し，大阪府の府所長，次長を含め5名，和歌

山県の県所長を含め2名の計7名を配置した． 

岩手県庁のある盛岡市から甚大な被害を受けた沿岸部

まで移動に時間が長かった．一方，沿岸部では宿泊場所

や業務スペースを確保できないことから，5月9日，盛岡市

と沿岸部との中間に位置する遠野市に現地事務所を開設

し，11月1日，より沿岸部に近い釜石市に移転した． 

職員派遣について，大阪府と和歌山県が役割分担を行

い，大阪府が大槌町，宮古市，大船渡市を担当し，和歌

山県が山田町を担当することとなった． 

府職員の派遣にあたり，事務職は人事課が中心となり，

関係部局の協力による派遣することとし，土木職や建築

職等の専門職は各部局の調整で派遣することとした．大

阪府は各部局から，合計18,763人を派遣した． 

市町村職員の派遣にあたり，3月から4月にかけて大阪

府，府市長会，府町村長会が協議を行い，その結果，市

長会が陸前高田市を，町村長会が大槌町を重点的に支援

した．市町村課が職員派遣を調整したが，調整の効率を

向上させるため，その後，府内市町村が派遣候補者リス

トを作成し被災自治体に提示し，被災自治体がリストの

中から直接に職員を選択する方策に変えた．また，現地

事務所からの情報提供に基づき，大槌町，宮古市，大船

渡市に市町村職員を中長期派遣した． 

c)京都府の動き13） 

3月14日に京都府知事を本部長とする災害支援対策本部が

立ち上がった．同日，危機管理・防災課参事や副課長で

結成された先遣隊が福島県に向かった． 

16日，先遣隊が福島県庁及び会津若松合同庁舎内に現

地連絡所を設置した．同日，京都府が災害支援市町村連

絡会議を開催した．会議では，現地ニーズの把握，でき

るだけ市町村と一体的に対応していくことの確認ととも

に，京都府と滋賀県との共同声明を発表した． 

16日，第2回災害支援対策本部会議において滋賀県と連携

し職員を派遣する等が検討され，同日に現地連絡員の第2

陣が派遣された．その後，避難所運営支援，保健・福祉，

教育支援等の分野の職員を順次派遣した．避難所運営支

援にあたっては，特別のニーズに対する対応や人材育成

のため，第4陣以降からは女性職員を，第6陣からは新規

職員を支援活動に参加させた． 

震災から約1年間後の平成24年3月7日時点で，現地連絡員，

避難所支援，医療・救護支援等の短期派遣職員を合わせ，

延べ8,642人が派遣された．また，復旧・復興期への移行

に伴い，中長期派遣や任期付き職員の採用も行われた． 

(2) 熊本地震におけるカウンターパート方式 

平成28年4月14日21時26分，熊本県においてM6.5の前震

が発生した．16日1時25分，M7.3の本震が発生した．発災

15日間，2,959回の余震が発生した． 

17日，38被災市町村において，18万人が避難したため，

多数の行政職員が避難所運営に従事した．余震の多さが，

避難生活の長期化や車中泊の多発等につながった． 

人的被害について，225人の死亡者，2,694人の負傷者が

出た．熊本県内の住宅被害について，全壊は8,659棟，半壊

は33,846棟，一部損壊は147,613棟に至った14）．甚大な被害

により，広域的な自治体間支援が必要となった． 

a) カウンターパート方式の決定 

平成23年，九州ブロック及び山口県が「九州・山口９県

災害時応援協定」（以下：九山協定）を締結し，カウン

ターパート方式を基本的な支援方法と定めた．同年，関

西広域連合と相互応援協定を締結した．さらに，平成24

年に行われた全国知事会の協定の見直しにより，「重層

的な広域応援体制」（3）が整備されていた．九山協定に

基づき，九州・山口各県だけで対応するのが困難と思わ

れる中，カウンターパート方式の実施が決まった．熊本

県は災害対応業務に追われており，外部からの応援を調

整する余力がなかったことが判明されたため，幹事県の

大分県が調整役を担った． 

関西広域連合現地支援本部と大分県との協議の上，兵

庫県が統括として京都府，滋賀県，徳島県，鳥取県，和

歌山県，奈良県と併せて益城町を，大阪府が大津町を， 

奈良県が菊陽町を支援した．東日本大震災では，兵庫

県・鳥取県・徳島県チームが被災市町に現地事務所を設

置した経験を踏まえ，被災3町に現地事務所を立ち上げた．

4月20日に益城町や大津町，翌21日に菊陽町に現地連絡所が

設置された．現地連絡所の体制は図3のとおり． 

 

b) 兵庫県の動き15） 

前震発生から約1時間半後，兵庫県職員3名で結成した先

遣隊が派遣された．被災自治体の負担を増えないよう，

自己完結の原則に基づき装備等を持参した．情報収集の

結果，最も大きな被害を受けた熊本県に転進し，12時30

分に熊本県庁に到着した． 

本震が発生した後，4月16日2時に災害支援室を設置し，

構成府県及び政令指定都市の災害対応体制を確認し，関

西広域連合内の連絡体制を確立した．6時，先遣隊が熊本

県庁内に関西広域連合現地支援本部を立ち上げた．関西

広域連合の構成府県から派遣された連絡員が現地支援本

部に向かった．カウンターパート決定後，4月20日，兵

庫県が中心に大阪府以外の各府県により益城町現地連絡

所が設置され，支援チームの派遣が始まった．派遣終了

 
図3：熊本地震における現地連絡所の体制図 
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の場合，同時被災する可能性がある．遠隔地の自治体と

の協定も締結する必要がある． 

事後発生型は，支援側の判断で動くことが多いため，

迅速・柔軟に対応しやすい反面，事前準備がないため，

ニーズを把握しにくい可能性がある． 

これらの枠組みの分類を図2に表すとともに，特色を表

2に示す 

 

図2：自治体間支援の枠組みの分類 
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本章では，東日本大震災，熊本地震，令和元年東日本

台風を例に，関西広域連合による支援を考察し，その特

色を分析する． 

 

(1) 東日本大震災におけるカウンターパート方式 

3月13日，兵庫県災害対策センターに広域連合委員であ

る各構成府県の知事が集まり，臨時の広域連合委員会を

開催し，「東北地方太平洋沖地震支援対策にかかる関西

広域連合からの緊急声明」を発表した． 

応援職員の派遣を調整した結果，大阪府，和歌山県が

岩手県を，兵庫県，鳥取県，徳島県が宮城県を，京都府，

滋賀県が福島県を中心に支援する割り当てが決められた．

ここでは，被災3県を主として支援した兵庫県，大阪府，

京都府を対象に，関西広域連合によるカウンターパート

方式の成果や課題を分析する． 

a)兵庫県の動き11） 

3月12日10時に，「東日本大震災兵庫県災害対策支援本

部」が設置され，本格的な支援活動が始まった．関西広

域連合の緊急声明を受け，兵庫県では，直ちに先遣隊と

して，防災局職員4名や保健師2名が三木広域防災センタ

ーから出発した．宮城県庁に現地連絡所を設置し，情報

収集活動等を実施した． 

被災地の状況に応じ，被災地からの情報を待つのでは

なく，情報を取りに行く方針が定められ，甚大な被害を

受けた沿岸部の気仙沼市，南三陸町，石巻市にも現地事

務所を設置した．被災自治体の行政機能全般を支援する

ため，現地事務所に対し，各分野の専門職員からなるチ

ームを1週間の交代制で派遣した． 

派遣職員の人選にあたって，人事課では，3月21日に各

部総務課副課長会議を開催し，各部に派遣職員の選定等 

を依頼した．また，現地事務所での指揮命令，被災自治

体への助言や調整を行うため，第2陣（3月22日～4月3日）

まで本庁局長級，第8陣（5月6日～5月14日）まで本庁課

長級職員を統括兼総合支援員として派遣した． 

市町村レベルにもカウンターパート方式を導入した．

中核市や阪神・淡路大震災を経験した市は被害が甚大で

あった2市1町に分散し，恒常的に派遣することが決めら

れた．その割り当ては表3とおり． 

表3：兵庫県が調整した市町のカウンターパート方式 

派遣先 
派遣元 

中核市 被災経験市町 

宮
城
県 

気仙沼市 尼崎市 （尼崎市），明石市 等 
石巻市 姫路市 芦屋市 
南三陸町，女川町 西宮市 （西宮市），宝塚市 等 

（出典：「東日本大震災 兵庫県の支援 1年の記録」，

pp.105.） 

 

表4：市町職員の短期派遣ための事前調整 
時期 内容 

3週間前まで 
（1）県内市町に今後の1ヶ月間の派遣可能人数，希望

先，連続派遣の意向等を照会 

2週間前まで 

（2）職員派遣の要望を確認 

①現地支援本部が，被災市町の被災状況を把握 

②被災市町の人事担当課と支援を要する業務・人数を調

整 

1週間前まで 

（3）県内市町と派遣人数・業務内容を調整 

①派遣人数を確定 

②確定後，派遣職員の名簿及び略歴の提出を依頼 

③派遣職員の宿泊場所の確保状況等を確認 

出発1～2日

前 

（4）派遣職員の具体的な業務内容を調整 

①現地支援本部に派遣職員の名簿・略歴を送付 

②現地支援本部と被災市町が業務内容を調整 

③派遣元市長に業務内容・現地情報を事前に連絡 

（出典：「東日本大震災 兵庫県の支援 1年の記録」，pp.105.） 
表2：自治体間支援の枠組みの比較 

 ネットワーク型 単独型 事前協定型 事後発生型 

 

長   

所 

①広域調整に

よる資源が確

保しやすい 

②継続的な支

援がしやすい 

①迅速に職員

を派遣しやす

い 

①震災前のつ

ながりや関係

を活用し，事

前準備を行う 

①事前の手続

きがない分，

迅速・柔軟に

支援しやすい 

 

課

題 

①膨大な調整

業務や複雑な

要請ルートが

発生する可能

性がある 

①単独の自治

体の資源に限

られる 

②他枠組みと

の調整が必要 

①協定先が近

隣自治体の場

合，同時に被

災する恐れが

ある 

①事前準備が

欠けているた

め，ニーズが

把握しにくい

恐れがある 

 

表5：支援チームの構成，調整担当課，業務内容 
担当課 分野 業務内容 

人事課 

統括兼総合支援員 
災対本部会議等への陪席，助言，派

遣職員の調整，兵庫県への報告 

情報収集等連絡員 
後方支援，被災自治体との調整，状

況の把握，日報の作成 

ロジ担当 現地事務所全体の後方支援 

県社協 ボランティア統括コー

ディネーター 

ボラセンの立ち上げ・運営，ボラン

ティア受入体制の整備 

市町振興

課 

避難所運営支援員 
避難所運営，避難者対応，被災自治

体に対する提案 

市町業務全般支援員 
り災証明発行，応急仮設住宅入居事

務，税の申告等の市町業務への支援 

教育委員

会 
教育支援員 

学校再開に向けた情報提供，学校運

営や教育活動への支援 

健康福祉

部 

保健・医療・福祉連絡

員 

ニーズの把握，関係機関との連携，

専門的な相談・対応 

保健師，看護師，健康

相談支援員※ 
避難所や仮設住宅での保健活動 

歯科衛生士※ 巡回診療，相談・指導 

管理栄養士※ 食事対策，市町業務支援 

県土整備

部 
応急仮設住宅等住宅対

策支援員 
住民相談対応，建設支援 

農政環境

部 

ガレキ処理等環境対策

支援員 

助言，情報提供，兵庫県内の企業と

の調整による重機貸与 

※厚生労働省の要請に基づく派遣         (筆者作成） 

 

 

 

単独型 

事前協定型 事後発生型 

ネットワーク型 

市町村 

都道府県 

ブロック 

全国 

地方自治体独自に行
われ支援 
  

相互応援協定・姉妹都市
協定等による支援 

自治体スクラム支援 

全国知事会 
総務省・全国市長会・
全国町村会 
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応援職員派遣に備えるため，兵庫県は発災当日に県内

市町の職員派遣担当者名簿を作成し，13日には各市町の

派遣可能な内容（人員・物資・要請先・必要経費等）を

把握した．また，派遣職員のマッチングにあたっては，

表4で示した手順で派遣した． 

これにより，ニーズに応じた派遣が可能となった．派

遣希望，派遣先等にあたっては市町の意向を尊重した． 

市町職員を含め，各分野の職員で結成された支援チー

ムの構成，調整担当課や業務内容等は表5のとおり．3月

22日から10月28日まで，合計32陣，14,346名の応援職員が

派遣された．第3陣から市町職員も加わり，市町業務全般

支援員等の派遣が始まった．復旧・復興期への移行に伴

い，10月末をもって短期派遣とした支援チームの派遣を

終了した． 

一方，6月から，中長期派遣が継続的に行われている．

令和2年11月時点で，75人（内訳：県45人，県内市町26人，

県警4人）が被災地において活動していた． 

b)大阪府の動き12） 

3月14日，大阪府災害等支援対策本部が設置された．同

日，大阪府職員5名や和歌山県職員1名を岩手県庁に派遣し，

現地連絡所を設置した．現地連絡所の機能強化を図るた

め，4月1日，岩手県庁近くに「関西広域連合岩手県現地事

務所」を開設し，大阪府の府所長，次長を含め5名，和歌

山県の県所長を含め2名の計7名を配置した． 

岩手県庁のある盛岡市から甚大な被害を受けた沿岸部

まで移動に時間が長かった．一方，沿岸部では宿泊場所

や業務スペースを確保できないことから，5月9日，盛岡市

と沿岸部との中間に位置する遠野市に現地事務所を開設

し，11月1日，より沿岸部に近い釜石市に移転した． 

職員派遣について，大阪府と和歌山県が役割分担を行

い，大阪府が大槌町，宮古市，大船渡市を担当し，和歌

山県が山田町を担当することとなった． 

府職員の派遣にあたり，事務職は人事課が中心となり，

関係部局の協力による派遣することとし，土木職や建築

職等の専門職は各部局の調整で派遣することとした．大

阪府は各部局から，合計18,763人を派遣した． 

市町村職員の派遣にあたり，3月から4月にかけて大阪

府，府市長会，府町村長会が協議を行い，その結果，市

長会が陸前高田市を，町村長会が大槌町を重点的に支援

した．市町村課が職員派遣を調整したが，調整の効率を

向上させるため，その後，府内市町村が派遣候補者リス

トを作成し被災自治体に提示し，被災自治体がリストの

中から直接に職員を選択する方策に変えた．また，現地

事務所からの情報提供に基づき，大槌町，宮古市，大船

渡市に市町村職員を中長期派遣した． 

c)京都府の動き13） 

3月14日に京都府知事を本部長とする災害支援対策本部が

立ち上がった．同日，危機管理・防災課参事や副課長で

結成された先遣隊が福島県に向かった． 

16日，先遣隊が福島県庁及び会津若松合同庁舎内に現

地連絡所を設置した．同日，京都府が災害支援市町村連

絡会議を開催した．会議では，現地ニーズの把握，でき

るだけ市町村と一体的に対応していくことの確認ととも

に，京都府と滋賀県との共同声明を発表した． 

16日，第2回災害支援対策本部会議において滋賀県と連携

し職員を派遣する等が検討され，同日に現地連絡員の第2

陣が派遣された．その後，避難所運営支援，保健・福祉，

教育支援等の分野の職員を順次派遣した．避難所運営支

援にあたっては，特別のニーズに対する対応や人材育成

のため，第4陣以降からは女性職員を，第6陣からは新規

職員を支援活動に参加させた． 

震災から約1年間後の平成24年3月7日時点で，現地連絡員，

避難所支援，医療・救護支援等の短期派遣職員を合わせ，

延べ8,642人が派遣された．また，復旧・復興期への移行

に伴い，中長期派遣や任期付き職員の採用も行われた． 

(2) 熊本地震におけるカウンターパート方式 

平成28年4月14日21時26分，熊本県においてM6.5の前震

が発生した．16日1時25分，M7.3の本震が発生した．発災

15日間，2,959回の余震が発生した． 

17日，38被災市町村において，18万人が避難したため，

多数の行政職員が避難所運営に従事した．余震の多さが，

避難生活の長期化や車中泊の多発等につながった． 

人的被害について，225人の死亡者，2,694人の負傷者が

出た．熊本県内の住宅被害について，全壊は8,659棟，半壊

は33,846棟，一部損壊は147,613棟に至った14）．甚大な被害

により，広域的な自治体間支援が必要となった． 

a) カウンターパート方式の決定 

平成23年，九州ブロック及び山口県が「九州・山口９県

災害時応援協定」（以下：九山協定）を締結し，カウン

ターパート方式を基本的な支援方法と定めた．同年，関

西広域連合と相互応援協定を締結した．さらに，平成24

年に行われた全国知事会の協定の見直しにより，「重層

的な広域応援体制」（3）が整備されていた．九山協定に

基づき，九州・山口各県だけで対応するのが困難と思わ

れる中，カウンターパート方式の実施が決まった．熊本

県は災害対応業務に追われており，外部からの応援を調

整する余力がなかったことが判明されたため，幹事県の

大分県が調整役を担った． 

関西広域連合現地支援本部と大分県との協議の上，兵

庫県が統括として京都府，滋賀県，徳島県，鳥取県，和

歌山県，奈良県と併せて益城町を，大阪府が大津町を， 

奈良県が菊陽町を支援した．東日本大震災では，兵庫

県・鳥取県・徳島県チームが被災市町に現地事務所を設

置した経験を踏まえ，被災3町に現地事務所を立ち上げた．

4月20日に益城町や大津町，翌21日に菊陽町に現地連絡所が

設置された．現地連絡所の体制は図3のとおり． 

 

b) 兵庫県の動き15） 

前震発生から約1時間半後，兵庫県職員3名で結成した先

遣隊が派遣された．被災自治体の負担を増えないよう，

自己完結の原則に基づき装備等を持参した．情報収集の

結果，最も大きな被害を受けた熊本県に転進し，12時30

分に熊本県庁に到着した． 

本震が発生した後，4月16日2時に災害支援室を設置し，

構成府県及び政令指定都市の災害対応体制を確認し，関

西広域連合内の連絡体制を確立した．6時，先遣隊が熊本

県庁内に関西広域連合現地支援本部を立ち上げた．関西

広域連合の構成府県から派遣された連絡員が現地支援本

部に向かった．カウンターパート決定後，4月20日，兵

庫県が中心に大阪府以外の各府県により益城町現地連絡

所が設置され，支援チームの派遣が始まった．派遣終了

 
図3：熊本地震における現地連絡所の体制図 
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の6月29日まで，合計10陣（251人）が1週間の交代制で派

遣された．それぞれのチームの担当分野・業務内容を表6，

支援チームの派遣状況を表7に示す． 

表6では各府県による役割分担の状況を示した．各府県

がそれぞれの得意分野を生かし職員を派遣し，益城町首

長へ助言した．例えば，震災・学校支援チームを擁する

兵庫県は，教育支援分野を担当した．さらに，阪神・淡

路大震災や東日本大震災での経験を活かし，保健や仮設

住宅支援も担当した．他にも，各構成府県がそれぞれの

持つ経験を活用し，特定の分野を担当した．避難所運営，

窓口業務，家屋被害認定調査等の市町村固有の業務に対

し，県内市町が職員を継続的に派遣した．仮設住宅支援

員として，佐用町（第3陣）や西宮市（第4～10）陣）が

職員を派遣した．避難所運営支援にあたっては，県内28市

町56人を派遣した．家屋被害認定支援要員では，関西広域

連合の調整による28市町72人を派遣した．その他，応急危

険度判定，保健・医療・福祉，教育支援等の分野に対し

ても，市町職員を派遣した． 

表7で示されたように，被災地でのニーズが変化するこ

とに応じるため，チームの再編や職員の追加派遣等を行

った．例えば，第2陣では分担体制を立ち上げ，「仮設住

宅支援チーム」を新設した．その後，チームの改編，追

加派遣，人数の調整等も行われた．また，派遣職員の交

代や担当県の変更による避難者への影響を防ぐため，益

城町を支援する各県が避難所ごとに分担し，継続的に職

員を派遣することとした． 

d) 大阪府の動き16） 

4月16日，大阪府職員2名が派遣され，翌17日に熊本県庁に

到着した．現地調査の結果により，大阪府が大津町を支

援することになった．4月20日，大津町現地連絡所が設置

された．支援チームが1週間の交代制で被災地派遣された．

支援チームの派遣状況や業務内容等は表７のとおり． 

表8によると，7月14日まで14班の支援チームが被災地に派

遣された．196名の派遣職員のうち，大阪府職員は131名

であり，府内市町村職員は65名であった．市町村職員は，

主に避難所運営，窓口業務，家屋被害認定等の市町村固

有の業務を担当した． 

大津町での住家被害について，全壊は127棟，半壊は

1,051棟，一部損壊は2,820棟であった．甚大な被害により，

最大時12,879人の避難者が発生し，83か所の避難所が開設

された．そのため，第1班から第5班まで，避難所運営，災

害廃棄物対応等を中心に活動していた． 

熊本地震では，被災自治体からの要請を待たず，必要

と想定する物資を被災地に輸送するというプッシュ型支

援が行われ，物資処理に関する業務量が多かったため，

第1班や第2班が民間の協力を得て，物資処理・調達を支援

した．4月，災害廃棄物対応への支援を終了し，第5班か

ら罹災証明発行業務に人員を投入した．また，家屋被害

認定調査を優先的に取り組むため，チーム体制を見直す

一方，益城町支援チームのノウハウを大津町に導入した． 

表8:大阪府による派遣の状況 
 派遣元（人数） 対応 

先遣隊 府(2) 応援調整，ニーズ把握等 

第1班 府(10)，市町(2) 
物資・避難所への支援，熊本県との調

整，後方支援車の設置等 

第2班 府(10)，市町村(2) 

物資拠点・避難所運営支援，災害廃棄物

対応，家屋被害認定調査，熊本県との調

整等 

第3班 府(10)，市町村(1) 
避難所運営支援，災害廃棄物対応，家屋

被害認定調査，熊本県との調整等 

第4班 府(10)，市町村(3) 同上 

第5班 
府(10)，市町村(10) 

兵庫県加古川市(2) 

避難所運営支援，家屋被害認定調査，窓

口業務支援，熊本県との調整等 

第6班 府(10)，市町村(9) 
家屋被害認定調査，窓口業務支援，熊本

県との調整等 

第7班 府(10)，市町村（6）  
家屋被害認定調査（1次，2次），窓口業務

支援等 

第8班 府(10)，市町村（4） 

第9班 府(10)，市町村(4) 

第10班 府(10)，市町村(4) 

第11班 府(5)，市町村(5)  

家屋被害認定調査（2次） 第12班 府(5)，市町村(7) 

第13班 府(5)，市町村(7) 

第14班 府(9)，市町村(4) 
家屋被害認定調査（2次），7月14日に支援

チームが派遣終了，15日に後方支援車撤収 

（出典：大阪府，「平成28年熊本地震支援活動記録」，pp3.よ

り筆者作成） 

 

表9：奈良県による派遣の状況 
班 人数 業務内容 

先遣隊 4 連絡調整，ニーズ把握，避難所運営 

第1班 2 避難所運営 

第2班 2 避難所運営，窓口業務 

第3班 2 避難所運営，窓口業務 

第4班 

～ 

第12班 

各班2人 り災証明発行等窓口業務，生活再建支援の相談業務等 

第13班 1 同上 

（出典：「平成28年熊本地震関西広域連合支援活動の記録」，

pp21.） 

 

表6：支援チームの担当分野・業務内容 
分野 業務内容 担当府県（対応経験） 

総括支援 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や仕組みの

構築 

徳島県（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） 

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

のガレキ処理経験） 

仮設住宅 相談対応，建設支援 
兵庫県（阪神・淡路大震災

時の経験） 

 

表7：支援チームの派遣状況 
 派遣元（人数） 対応 

第1陣 兵庫県(21) 助言，情報共有等 

第2陣 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 兵庫県(14) 他府県(10) 保健師チームの改編，教育支援員の派遣終了 

第4陣 兵庫県(14) 他府県(16) 京都府保健師の追加派遣 

第5陣 兵庫県(16) 他府県(16) 教育支援員の再派遣 

第6陣 兵庫県(14) 他府県(15) 
特別な対応無し 

第7陣 兵庫県(14) 他府県(14) 

第8陣 兵庫県(13) 他府県(13) ロジ担当の人数減 

第9陣 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・福祉連絡員派遣終了 

第10陣 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」，

pp25―26.より筆者作成） 
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e) 奈良県の動き17） 

前震の翌日（4月15日），職員2名が先遣隊として熊本

県庁に派遣された．カウンターパート決定後，本格的な

被災地支援が始まった．当初は益城町に派遣されていた

奈良県職員が大津町に転進し，21日に菊陽町現地連絡所

を開設した．応援ニーズの規模により，県内市町村に要

請せず，県独自で対応した．派遣状況は表9のとおり． 

4月1日まで，初動派遣を含め15班（延べ29人）が派遣され

た．派遣体制について，各班1週間単位で，3日ごとに2名を

交代させた．初動派遣第1・2班は連絡調整，ニーズ把握，

避難所支援に従事した．第2班からは罹災証明発行等の窓

口業務を，第4班からは相談業務を支援し始めた．6月2日

に現地連絡所が撤収された． 

 

(3) 関西広域連合によるカウンターパート方式の特色 

ここでは，東日本大震災や熊本地震における支援活動

を踏まえ，関西広域連合によるカウンターパート方式の

特色を以下のようにまとめる． 

a) 機動性 

東日本大震災では，被災自治体との相互応援協定がな

かったことにも関わらず，東北3県を支援した．その経験

を踏まえ，九州地方知事会と協定を結び，熊本地震の際

にはこの協定に基づき，被災自治体を支援した．令和元

年東日本台風でも，独自の判断で事前協定に関係なく，

被災地を支援した．これらの事例により，事前協定の有

無にこだわらなく，被災地支援に取り組むことが分か

る．また，過去の災害時では，被災自治体及び国からの

要請を待たず，自ら先遣隊を派遣し，情報収集を行っ

た． 

このような機動的な支援ができるため，関西広域連合

が「関西防災・減災プラン」を作成し，初動体制，先遣

隊派遣等を定めている．一方，構成団体及び関係機関等

が参加する広域応援訓練や研修を行っていることから，

普段からの広域的な応援・受援準備や顔の見える関係の

構築ができた． 

b) 現場重視 

東日本大震災では，被災県庁に現地支援本部を設置し

たほか，被災地より近いところにも現地事務所を設けた．

宮城県では，直接に被災市町（石巻市，気仙沼市，南三

陸町）に，岩手県では中継拠点となった遠野市に，福島

県では会津若松市に設置した． 

熊本地震では，それらの経験を踏まえ，直接被災地に

現地事務所を設置する手法を採り，益城町，大津町，菊

陽町に拠点を置いた．これにより，被災現場から直接情

報やニーズを収集することができ，被災自治体の負担軽

減にも役立った． 

複数の自治体から構成された広域自治体であるため，

単独の自治体と比較し，多数の資源を容易に確保できる．

被災市町村を支援するにあたり，各府県が域内の市町村

と連携し，市町村業務に精通する職員を派遣した．また，

現場のニーズにより，カウンターパート方式による短期

派遣の状況を踏まえ，中長期派遣へ切り替えた．これに

より，継続的な支援ができた． 

c) ユニークな自治体間連携 

過去の枠組みでは，応援自治体は各被災地からの要請

を受け，職員を分散し各被災地に派遣することとした．

東日本大震災では，兵庫県が各分野の職員や県内市町職

員を１グループで派遣した．現場での指揮命令をするた

め，統括として県の幹部職員を同時派遣した． 

熊本地震の際，これを踏まえ，府県・域内市町村職員

からなる支援チームを派遣した．総合的な派遣により，

派遣状況の全体像を把握することが容易となった．現場

に責任者を置くことにより，指揮命令や調整が円滑に行

われた． 

また，過去の経験や各府県の得意分野を活かせ，各府

県が連携しながら役割分担をしたことにより，単独の自

治体の限界を超え，幅広い支援を展開することができた．

各府県の自主性を向上させるため，カウンターパート決

定にあたっては，各府県の意向を尊重している． 

さらに，被災都道府県と被災市町村に現地支援本部や

現地事務所を設置することにより，被災市町村の状況や

被災県の動きを把握し，被災地のニーズに即応した支援

が可能となった． 

 

５．総務省システム（短期派遣）後のカウンター

パート方式―令和元年東日本台風を例に 

 

これまでの災害時では，膨大な緊急時業務に対し，応援

職員の確保が重要な課題となっている．平成30年3月，総

務省がカウンターパート方式に基づく，短期派遣を調整す

るための被災市区町村応援職員確保システム（以下：総務

省システム）を創設した．現在は，応急対策職員派遣制度

という．本章では，この短期派遣の仕組みについて分析す

る． 

総務省ホームページ18)によれば，この他にも，地方公共

団体からの応援職員の派遣（中長期）の項目がある．ただ

し，この中長期派遣の枠組みについては，東日本大震災に

行われた従前の支援スキーム（図1）として位置付けられ

たものであったため，本稿での考察対象から外した．  

平成30年豪雨災害は，総務省システムが立ち上がった直

後に発生した災害であるため，過去の運用経験がなく，よ

く整理されていなかったと考えられる．そのため，ここで

は，総務省システムを分析した上で，令和元年東日本台風

 
図4：関西広域連合によるカウンターパート方式の特色 

 

表10：被災市区町村応援職員確保システム（当時）の内容 
対口支援団体 総括支援チーム 

・災害応急対策を中心とした災害

対応業務に従事 

・被災地域ブロック内を中心とし

た派遣や全国レベルの派遣スキー

ムの2段階の体制 

・総務省及び関係団体で構成する

被災市区町村応援職員確保調整本

部を設置 

・被災都道府県の災害対策本部に

現地調整会議を設置 

・派遣調整後，全国市長会及び全

国町村会を通じて支援団体に対し

応援職員の派遣を依頼 

・原則として，総括支援チームと

セットで決定 

・支援側の都道府県が域内の市区

町村と一体的に支援 

・被災市区町村長への助言，幹部

職員との調整，被災都道府県をは

じめとする関係機関及び総務省と

の連携等を通じて，被災市区町村

が行う災害マネジメントを総括的

に支援 

・災害マネジメント総括支援員，

災害マネジメント支援員，連絡調

整要員により構成 

・事前に災害マネジメント総括支

援員及び災害マネジメント支援員

並びにその候補者を推薦し，総務

省に登録 

（出典：運用マニュアルを基に筆者作成） 
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の6月29日まで，合計10陣（251人）が1週間の交代制で派

遣された．それぞれのチームの担当分野・業務内容を表6，

支援チームの派遣状況を表7に示す． 

表6では各府県による役割分担の状況を示した．各府県

がそれぞれの得意分野を生かし職員を派遣し，益城町首

長へ助言した．例えば，震災・学校支援チームを擁する

兵庫県は，教育支援分野を担当した．さらに，阪神・淡

路大震災や東日本大震災での経験を活かし，保健や仮設

住宅支援も担当した．他にも，各構成府県がそれぞれの

持つ経験を活用し，特定の分野を担当した．避難所運営，

窓口業務，家屋被害認定調査等の市町村固有の業務に対

し，県内市町が職員を継続的に派遣した．仮設住宅支援

員として，佐用町（第3陣）や西宮市（第4～10）陣）が

職員を派遣した．避難所運営支援にあたっては，県内28市

町56人を派遣した．家屋被害認定支援要員では，関西広域

連合の調整による28市町72人を派遣した．その他，応急危

険度判定，保健・医療・福祉，教育支援等の分野に対し

ても，市町職員を派遣した． 

表7で示されたように，被災地でのニーズが変化するこ

とに応じるため，チームの再編や職員の追加派遣等を行

った．例えば，第2陣では分担体制を立ち上げ，「仮設住

宅支援チーム」を新設した．その後，チームの改編，追

加派遣，人数の調整等も行われた．また，派遣職員の交

代や担当県の変更による避難者への影響を防ぐため，益

城町を支援する各県が避難所ごとに分担し，継続的に職

員を派遣することとした． 

d) 大阪府の動き16） 

4月16日，大阪府職員2名が派遣され，翌17日に熊本県庁に

到着した．現地調査の結果により，大阪府が大津町を支

援することになった．4月20日，大津町現地連絡所が設置

された．支援チームが1週間の交代制で被災地派遣された．

支援チームの派遣状況や業務内容等は表７のとおり． 

表8によると，7月14日まで14班の支援チームが被災地に派

遣された．196名の派遣職員のうち，大阪府職員は131名

であり，府内市町村職員は65名であった．市町村職員は，

主に避難所運営，窓口業務，家屋被害認定等の市町村固

有の業務を担当した． 

大津町での住家被害について，全壊は127棟，半壊は

1,051棟，一部損壊は2,820棟であった．甚大な被害により，

最大時12,879人の避難者が発生し，83か所の避難所が開設

された．そのため，第1班から第5班まで，避難所運営，災

害廃棄物対応等を中心に活動していた． 

熊本地震では，被災自治体からの要請を待たず，必要

と想定する物資を被災地に輸送するというプッシュ型支

援が行われ，物資処理に関する業務量が多かったため，

第1班や第2班が民間の協力を得て，物資処理・調達を支援

した．4月，災害廃棄物対応への支援を終了し，第5班か

ら罹災証明発行業務に人員を投入した．また，家屋被害

認定調査を優先的に取り組むため，チーム体制を見直す

一方，益城町支援チームのノウハウを大津町に導入した． 

表8:大阪府による派遣の状況 
 派遣元（人数） 対応 

先遣隊 府(2) 応援調整，ニーズ把握等 

第1班 府(10)，市町(2) 
物資・避難所への支援，熊本県との調

整，後方支援車の設置等 

第2班 府(10)，市町村(2) 

物資拠点・避難所運営支援，災害廃棄物

対応，家屋被害認定調査，熊本県との調

整等 

第3班 府(10)，市町村(1) 
避難所運営支援，災害廃棄物対応，家屋

被害認定調査，熊本県との調整等 

第4班 府(10)，市町村(3) 同上 

第5班 
府(10)，市町村(10) 

兵庫県加古川市(2) 

避難所運営支援，家屋被害認定調査，窓

口業務支援，熊本県との調整等 

第6班 府(10)，市町村(9) 
家屋被害認定調査，窓口業務支援，熊本

県との調整等 

第7班 府(10)，市町村（6）  
家屋被害認定調査（1次，2次），窓口業務

支援等 

第8班 府(10)，市町村（4） 

第9班 府(10)，市町村(4) 

第10班 府(10)，市町村(4) 

第11班 府(5)，市町村(5)  

家屋被害認定調査（2次） 第12班 府(5)，市町村(7) 

第13班 府(5)，市町村(7) 

第14班 府(9)，市町村(4) 
家屋被害認定調査（2次），7月14日に支援

チームが派遣終了，15日に後方支援車撤収 

（出典：大阪府，「平成28年熊本地震支援活動記録」，pp3.よ

り筆者作成） 

 

表9：奈良県による派遣の状況 
班 人数 業務内容 

先遣隊 4 連絡調整，ニーズ把握，避難所運営 

第1班 2 避難所運営 

第2班 2 避難所運営，窓口業務 

第3班 2 避難所運営，窓口業務 

第4班 

～ 

第12班 

各班2人 り災証明発行等窓口業務，生活再建支援の相談業務等 

第13班 1 同上 

（出典：「平成28年熊本地震関西広域連合支援活動の記録」，

pp21.） 

 

表6：支援チームの担当分野・業務内容 
分野 業務内容 担当府県（対応経験） 

総括支援 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や仕組みの

構築 

徳島県（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） 

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

のガレキ処理経験） 

仮設住宅 相談対応，建設支援 
兵庫県（阪神・淡路大震災

時の経験） 

 

表7：支援チームの派遣状況 
 派遣元（人数） 対応 

第1陣 兵庫県(21) 助言，情報共有等 

第2陣 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 兵庫県(14) 他府県(10) 保健師チームの改編，教育支援員の派遣終了 

第4陣 兵庫県(14) 他府県(16) 京都府保健師の追加派遣 

第5陣 兵庫県(16) 他府県(16) 教育支援員の再派遣 

第6陣 兵庫県(14) 他府県(15) 
特別な対応無し 

第7陣 兵庫県(14) 他府県(14) 

第8陣 兵庫県(13) 他府県(13) ロジ担当の人数減 

第9陣 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・福祉連絡員派遣終了 

第10陣 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」，

pp25―26.より筆者作成） 
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e) 奈良県の動き17） 

前震の翌日（4月15日），職員2名が先遣隊として熊本

県庁に派遣された．カウンターパート決定後，本格的な

被災地支援が始まった．当初は益城町に派遣されていた

奈良県職員が大津町に転進し，21日に菊陽町現地連絡所

を開設した．応援ニーズの規模により，県内市町村に要

請せず，県独自で対応した．派遣状況は表9のとおり． 

4月1日まで，初動派遣を含め15班（延べ29人）が派遣され

た．派遣体制について，各班1週間単位で，3日ごとに2名を

交代させた．初動派遣第1・2班は連絡調整，ニーズ把握，

避難所支援に従事した．第2班からは罹災証明発行等の窓

口業務を，第4班からは相談業務を支援し始めた．6月2日

に現地連絡所が撤収された． 

 

(3) 関西広域連合によるカウンターパート方式の特色 

ここでは，東日本大震災や熊本地震における支援活動

を踏まえ，関西広域連合によるカウンターパート方式の

特色を以下のようにまとめる． 

a) 機動性 

東日本大震災では，被災自治体との相互応援協定がな

かったことにも関わらず，東北3県を支援した．その経験

を踏まえ，九州地方知事会と協定を結び，熊本地震の際

にはこの協定に基づき，被災自治体を支援した．令和元

年東日本台風でも，独自の判断で事前協定に関係なく，

被災地を支援した．これらの事例により，事前協定の有

無にこだわらなく，被災地支援に取り組むことが分か

る．また，過去の災害時では，被災自治体及び国からの

要請を待たず，自ら先遣隊を派遣し，情報収集を行っ

た． 

このような機動的な支援ができるため，関西広域連合

が「関西防災・減災プラン」を作成し，初動体制，先遣

隊派遣等を定めている．一方，構成団体及び関係機関等

が参加する広域応援訓練や研修を行っていることから，

普段からの広域的な応援・受援準備や顔の見える関係の

構築ができた． 

b) 現場重視 

東日本大震災では，被災県庁に現地支援本部を設置し

たほか，被災地より近いところにも現地事務所を設けた．

宮城県では，直接に被災市町（石巻市，気仙沼市，南三

陸町）に，岩手県では中継拠点となった遠野市に，福島

県では会津若松市に設置した． 

熊本地震では，それらの経験を踏まえ，直接被災地に

現地事務所を設置する手法を採り，益城町，大津町，菊

陽町に拠点を置いた．これにより，被災現場から直接情

報やニーズを収集することができ，被災自治体の負担軽

減にも役立った． 

複数の自治体から構成された広域自治体であるため，

単独の自治体と比較し，多数の資源を容易に確保できる．

被災市町村を支援するにあたり，各府県が域内の市町村

と連携し，市町村業務に精通する職員を派遣した．また，

現場のニーズにより，カウンターパート方式による短期

派遣の状況を踏まえ，中長期派遣へ切り替えた．これに

より，継続的な支援ができた． 

c) ユニークな自治体間連携 

過去の枠組みでは，応援自治体は各被災地からの要請

を受け，職員を分散し各被災地に派遣することとした．

東日本大震災では，兵庫県が各分野の職員や県内市町職

員を１グループで派遣した．現場での指揮命令をするた

め，統括として県の幹部職員を同時派遣した． 

熊本地震の際，これを踏まえ，府県・域内市町村職員

からなる支援チームを派遣した．総合的な派遣により，

派遣状況の全体像を把握することが容易となった．現場

に責任者を置くことにより，指揮命令や調整が円滑に行

われた． 

また，過去の経験や各府県の得意分野を活かせ，各府

県が連携しながら役割分担をしたことにより，単独の自

治体の限界を超え，幅広い支援を展開することができた．

各府県の自主性を向上させるため，カウンターパート決

定にあたっては，各府県の意向を尊重している． 

さらに，被災都道府県と被災市町村に現地支援本部や

現地事務所を設置することにより，被災市町村の状況や

被災県の動きを把握し，被災地のニーズに即応した支援

が可能となった． 

 

５．総務省システム（短期派遣）後のカウンター

パート方式―令和元年東日本台風を例に 

 

これまでの災害時では，膨大な緊急時業務に対し，応援

職員の確保が重要な課題となっている．平成30年3月，総

務省がカウンターパート方式に基づく，短期派遣を調整す

るための被災市区町村応援職員確保システム（以下：総務

省システム）を創設した．現在は，応急対策職員派遣制度

という．本章では，この短期派遣の仕組みについて分析す

る． 

総務省ホームページ18)によれば，この他にも，地方公共

団体からの応援職員の派遣（中長期）の項目がある．ただ

し，この中長期派遣の枠組みについては，東日本大震災に

行われた従前の支援スキーム（図1）として位置付けられ

たものであったため，本稿での考察対象から外した．  

平成30年豪雨災害は，総務省システムが立ち上がった直

後に発生した災害であるため，過去の運用経験がなく，よ

く整理されていなかったと考えられる．そのため，ここで

は，総務省システムを分析した上で，令和元年東日本台風

 
図4：関西広域連合によるカウンターパート方式の特色 

 

表10：被災市区町村応援職員確保システム（当時）の内容 
対口支援団体 総括支援チーム 

・災害応急対策を中心とした災害

対応業務に従事 

・被災地域ブロック内を中心とし

た派遣や全国レベルの派遣スキー

ムの2段階の体制 

・総務省及び関係団体で構成する

被災市区町村応援職員確保調整本

部を設置 

・被災都道府県の災害対策本部に

現地調整会議を設置 

・派遣調整後，全国市長会及び全

国町村会を通じて支援団体に対し

応援職員の派遣を依頼 

・原則として，総括支援チームと

セットで決定 

・支援側の都道府県が域内の市区

町村と一体的に支援 

・被災市区町村長への助言，幹部

職員との調整，被災都道府県をは

じめとする関係機関及び総務省と

の連携等を通じて，被災市区町村

が行う災害マネジメントを総括的

に支援 

・災害マネジメント総括支援員，

災害マネジメント支援員，連絡調

整要員により構成 

・事前に災害マネジメント総括支

援員及び災害マネジメント支援員

並びにその候補者を推薦し，総務

省に登録 

（出典：運用マニュアルを基に筆者作成） 
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に特化し，両枠組みの比較を通して，関西広域連合の特色

について考察する． 

(1) 令和元年東日本台風の概要 

a) 創設の経緯 

平成29年，総務省が「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

会報告書」を作成した．同報告書では，熊本地震における

応援職員の確保，東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策

基本法の改正，カウンターパート方式の成果や，支援スキ

ーム，被災市町村におけるマネジメント機能の低下等の課

題を取りまとめ，カウンターパート方式に基づく「被災市

区町村応援職員確保システム」や「災害マネジメント総括

支援員」制度の構築を提言した． 

これらを踏まえ，平成30年，総務省が「被災市区町村応

援職員確保システムに関する要綱」（以下：要綱）や「被

災市区町村応援職員確保システムに関する運用マニュアル」

（以下：運用マニュアル）を策定し，全国一元的な応援職

員派遣の仕組みを作った． 

b) 総務省システムの内容 

総務省システムは，短期派遣を対象とする対口支援団体

や被災自治体の首長への助言，状況やニーズ把握等の災害

マネジメントを総括的に支援する総括支援チームからなる．

その概要は表10に示す． 

 

(2) 令和元年東日本台風の概要 

令和元年10月6日3時にマリアナ諸島の東側に発生した台風

が，12日に日本に上陸した．同台風の影響で，関東地方，

甲信地方，東北地方等のところでは記録的な大雨となり，

甚大な被害をもたらした．災害救助法が適用された自治体

は，14都県390市区町村であり，東日本大震災時の規模を超

え過去最大のものとなった． 

 

（3） 総務省システムによる対応 

10月11日，総務省，全国知事会，全国市長会，全国町村会，

指定都市市長会が調整本部を設置した．13日，応援職員派遣

の必要性を確認するため，総務省が静岡県，神奈川県，東

京都，埼玉県，群馬県，山梨県，長野県に対し職員を派遣

し，被災地域ブロックの幹事県及び被災都県と調整した． 

10月14日以降，東京都を除く被災6県からの要請に基づき，

総括支援チームや対口支援団体の派遣が決定された．35道

府県・政令市が28被災市町に対し，総括支援チーム（573名）

や対口支援チーム（9,260名）を派遣した．その際，両チー

ムがセットで決定された．例えば，新潟県が10月15日から12

月7日まで，郡山市に対し125名の総括支援チームを派遣し，

10月23日から11月8日まで，罹災証明交付業務等を支援する対

口支援チーム544名を派遣した19）． 

 

（4） 関西広域連合の対応20） 

10月12日，「関西広域連合対策準備室」が設置され，14

日に災害対策支援本部が設置された．15日に総務省からの

要請を待たず，被災6県に先遣隊を派遣し，現地調査を行

われた． 

その中，滋賀県が宮城県を担当し，広域防災副担当県

である奈良県が独自に茨城県を担当した．京都府が東日

本大震災時の経験により，福島県を担当した．徳島県で

は，知事の意向に基づき，和歌山県と連携し栃木県を担

当した．大阪府が甚大な被害を受けた埼玉県を担当した．

兵庫県は広域防災担当県であるため，被害が最も大きな

長野県を担当した．鳥取県では知事の意向により，長野

県を担当した． 

その結果を踏まえ，被害が甚大であった3県に絞り，カ

ウンターパート方式で支援した．福島県では，京都府が

継続的に支援し，大阪府も支援に入ったが，大阪府北部

地震への対応に追われたため、被災市町村に対し応援職

員を派遣しなかった．栃木県では，徳島県や和歌山県が

引き続き支援するほか，奈良県も担当になった．宮城県

でのニーズが少ないことから，滋賀県が19日から長野県支

援に入ったことから，関西広域連合の連携団体である福

井県や三重県，現地調査における担当県である兵庫県や

鳥取県と併せ，長野県を支援した． 

一方，政令市（大阪市，堺市，京都市，神戸市）は最

初に指定都市市長会の枠組みの中に発動された．また，

総務省システムでは，政令市は都道府県と同列するため，

関西広域連合と連携せず，自主的に被災地を支援した．

現地調査やその後の支援の割り当ては表11のとおり． 

福島県では，京都府が伊達市を担当し，大阪府は大阪

北部地震の復興活動に取り組んでいたため，連絡員を派

遣したが，応援職員を派遣しなかった．栃木県では，3

県が連携し佐野市を支援したほか，和歌山県が栃木市も

支援した．令和元年11月7日時点で，現地調査担当職員を含

め，合計2,102人が派遣された． 

これらにより，総務省システムの調整に従いながら，

関西広域連合が自主的に支援を行ったことが分かる． 

 

（5） 関西広域連合による支援の特色 

上記内容を踏まえ，両枠組みを表11で比較した．この

内容を踏まえ，関西広域連合の特異性を以下に述べる. 

a)事前協定の有無にこだわらない支援 

総務省システムでは，全国自治体間の相互応援協定が

なく，発災後の相互調整に基づき，応援の割り当てが決

められる．これらにより，応援自治体は総務省システム

と調整する必要があるため，地方自治体の意向に基づき

独自に支援を行うのが容易でないと考えられる． 

一方，関西広域連合が災害時相互応援協定の締結を通

して，事前の関係づくりに取り組んでいる．また，協定

がなくても，被災地を支援した． 

b)自ら先遣隊を派遣 

総務省システムでは，応援自治体が総務省システムに

よる調整結果を受け，職員を派遣する．そのため，調整

に時間がかかる場合があると考えられる．また，応援自

治体は事前に被災地の状況を把握できないため，応援に

支障が生じる可能性がある．一方，関西広域連合は自ら

の先遣隊を派遣し，現地調整を通して被災地の状況を把

握することができる． 

そのため，総務省システムが発動される前，応援自治

体による自らの情報収集は，効果的な自治体間支援に役

立てると考えられる． 

c)平常時からの応援自治体間の連携 

総務省システムでは，総括支援員向けの研修が行われ

ているが，応援自治体間の平常時からの連携が少ない．

それに対し，関西広域連合は，定期的な広域防災訓練，

研修の実施を通して，平常時から構成団体間の顔の見え

る関係の構築ができる．これにより，熊本地震では，構 

成団体間の連携により役割分担が実現した． 

そのため，普段から応援自治体間が交流できる機会を

表11：関西広域連合によるカウンターパート方式 
被災県 現地調査 対口支援（被災市町村） 

宮城県 滋賀県 ― 

茨城県 奈良県 ― 

福島県 京都府 京都府（伊達市），大阪府 

栃木県 
和歌山県 

徳島県 

奈良県（佐野市），和歌山県（栃木市，佐

野市），徳島県（佐野市） 

埼玉県 大阪府 ― 

長野県 
兵庫県 

鳥取県 

滋賀県，兵庫県（千曲市），鳥取県（飯山

市），連携団体（福井県（須坂市），三重

県（中野市）） 
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設け，顔の見える関係を構築することにより，災害時に

おける応援側の連携ができると考えられる． 

d)複数の自治体による資源融通 

総務省システムでは，基本的には1対1でカウンターパ

ートを決定するため，単一の自治体の対応力に限られる．

関西広域連合は，広域的なネットワークを持つため，広

域的な調整により，複数の府県及び域内市町村を併せ特

定の被災地を支援することができる． 

そのため，応援側の連携を尊重し，広域的な資源確保

を通して，被災地のニーズをカバーすることがしやすい

と考えられる． 

e)長期継続性の維持 

総務省システムでは，現地調整会議及び調整本部の調

整により，応急対策に従事する短期派遣職員を調整する．

他方，東日本大震災では，関西広域連合が短期派遣の状

況を踏まえ，中長期派遣に切り替え，継続的に復旧・復

興期に対応した． 

そのため，短期派遣のカウンターパートを尊重し，応

援を通してできた信頼関係を活用し，継続的に中長期派

遣を行うことが，効果的な支援に役立つと考えられる． 

f)被災都道府県・市町村双方との連携 

総務省システムでは，支援対象は被災市区町村と定め

ているため，応援自治体と被災都道府県との連携に課題

があると考えられる． 

 

6．まとめ 

本稿では，過去の自治体間支援の枠組みを整理した上

で，関西広域連合によるカウンターパート方式に特化し，

同方式の特色を考察した．また，令和元年東日本台風を

例に，総務省システムとの整合性も考察した．考察した

結果は以下のとおり． 

 

(1) 阪神・淡路大震災以降の自治体間支援の枠組み 

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ，様々な枠組みが構

築された．東日本大震災の際，それらの枠組みが発動さ

れ，多数の応援職員が被災地に派遣された．本稿では，

いくつかの事例を選び，それらの枠組みを①「ネットワ

ーク型」，②「単独型」，③「事前協定型」，④「事後

発生型」の4つの角度から分類し，長所や課題を考察した． 

①広域的な調整では多数の資源が確保しやすく，継続

的な支援がしやすい一方，調整能力が問われる．②迅速

な対応ができるが，単独の自治体の資源に限られる．③

普段のつながりや準備が活用できる一方，同時被災の恐

れがあるため，遠隔地と協定を締結する必要がある．④

応援側の特色を活用し，自主的な支援ができるが，ニー

ズを掴みにくい恐れがある． 

 

(2) 関西広域連合によるカウンターパート方式の特色 

東日本大震災及びその後の災害時において，関西広域

連合がカウンターパート方式を活用し，被災地支援に取

り組んでいる．従来の枠組みと比較し，①事前協定の有

無に関わらず，直後に先遣隊を派遣するという機動性，

②被災市町村に拠点を置き，現場でのニーズに対応する

職員派遣という現場重視，③域内市町村を含め，構成府

県間の内部の連携や被災都道府県・市町村との外部連携

を図っているユニークな自治体間連携の特色がある． 

その上で，5章（5）のa)～f)を踏まえ，他の支援の枠

組みと比較したものを表12に示す． 

a）関西広域連合によるカウンターパート方式 

平常時から構成自治体間で研修・訓練等を行い，顔の

見える関係を構築してきた．災害が発生すると，構成自

治体で役割分担を行い，被災地を支援する．その際，先

遣隊を派遣し，自ら状況を把握する．ニーズに応じ，構

成府県間で資源を融通しあうこともある．必要に応じ，

復旧・復興期まで長期にわたり支援する．さらに，被災

市町村だけでなく，被災都道府県とも連携する．事前準

備から事後対応に至る（①～⑥）支援が可能になると考

えられる． 

b)総務省システム 

自治体間の相互応援協定を尊重しつつ，総合的に調整

する．ブロック内での支援については，平常時からの関

係を活用するが，ブロックを超えて支援する場合，事前

の協定がないため，連携が必ずしもうまくいくとは限ら

ない．  

c)ブロック内協定 

協定に基づき，普段から連携に取り組む．中長期派遣に

も対応しやすい．応援自治体と被災自治体との連携もし

やすい．ただし，大規模広域災害の場合，同一ブロック

では，同時被災する恐れがある． 

d)事前協定に基づく支援 

1対1の自治体間協定と複数自治体間の協定がある．協

定の締結により，平常時から連携しているケースもある．

いずれの場合も，先遣隊を派遣したり，複数自治体間の

資源を融通したり，中長期派遣に対応したりする事例が

見られる．ただし， 1対1の協定の場合，応援自治体間の

資源融通がしにくい．それに対し，複数間の場合では，

応援側の連携による資源確保がしやすい． 

表12：関西広域連合による支援の特色 

特色 関 総 ブ 
協定 

事後 
1対1 複数間 

①事前協定の有無に

こだわらない支援 〇 〇 △ × × 〇 

②自ら先遣隊を派遣 〇 × △ △ △ 〇 

③平常時からの応援自

治体間の連携 〇 △ 〇※ 〇 〇 × 

④応援自治体間の資

源融通 〇 × △ × △ △ 

⑤長期継続性の維持 〇 ×  〇※ △ △ △ 

⑥被災都道府県・市

町村双方との連携 〇 ×  〇※ × × × 

〇：該当する  △：一部該当する  ×：該当していない 

関：関西広域連合によるカウンターパート方式 

総：総務省システム（短期）の調整による支援 

ブ：ブロック内での相互応援 

協定：それ以外の事前に締結された協定基づく支援 

事後：発災後，自発的に行われる支援 

※：ブロック内の場合 

 

 

 

表13：関西広域連合によるカウンターパート方式と総務省

システムとの比較 

特色 関西広域連合 総務省システム（短期） 

事前協定 特にこだわらない 

支援団体 構成府県に限定される 全国都道府県・政令市 

先遣隊の派遣 先遣隊を派遣する 要請を受ける 

事前準備 
関西防災・減災プランの策

定，訓練や研修の実施 
総括支援員向けの研修 

資源確保 
複数の都道府県及び市町村の

資源 

単独の都道府県や域内の市

町村の資源 

被災地密着型 
直接被災市町村に現地事務

所を設ける 
実質同じ 

継続性 中長期派遣の実施 短期派遣のみ 

経験の活用 
過去の災害時の対応経験を活

用する 

経験や知識のある総括支援

員を派遣 

応援側の連携 
複数の自治体の連携による役

割分担が可能となる 
特になし 

被災地との連携 
被災都道府県・市町村に拠点

を置く 

被災都道府県との連携に課

題がある 
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に特化し，両枠組みの比較を通して，関西広域連合の特色

について考察する． 

(1) 令和元年東日本台風の概要 

a) 創設の経緯 

平成29年，総務省が「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

会報告書」を作成した．同報告書では，熊本地震における

応援職員の確保，東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策

基本法の改正，カウンターパート方式の成果や，支援スキ

ーム，被災市町村におけるマネジメント機能の低下等の課

題を取りまとめ，カウンターパート方式に基づく「被災市

区町村応援職員確保システム」や「災害マネジメント総括

支援員」制度の構築を提言した． 

これらを踏まえ，平成30年，総務省が「被災市区町村応

援職員確保システムに関する要綱」（以下：要綱）や「被

災市区町村応援職員確保システムに関する運用マニュアル」

（以下：運用マニュアル）を策定し，全国一元的な応援職

員派遣の仕組みを作った． 

b) 総務省システムの内容 

総務省システムは，短期派遣を対象とする対口支援団体

や被災自治体の首長への助言，状況やニーズ把握等の災害

マネジメントを総括的に支援する総括支援チームからなる．

その概要は表10に示す． 

 

(2) 令和元年東日本台風の概要 

令和元年10月6日3時にマリアナ諸島の東側に発生した台風

が，12日に日本に上陸した．同台風の影響で，関東地方，

甲信地方，東北地方等のところでは記録的な大雨となり，

甚大な被害をもたらした．災害救助法が適用された自治体

は，14都県390市区町村であり，東日本大震災時の規模を超

え過去最大のものとなった． 

 

（3） 総務省システムによる対応 

10月11日，総務省，全国知事会，全国市長会，全国町村会，

指定都市市長会が調整本部を設置した．13日，応援職員派遣

の必要性を確認するため，総務省が静岡県，神奈川県，東

京都，埼玉県，群馬県，山梨県，長野県に対し職員を派遣

し，被災地域ブロックの幹事県及び被災都県と調整した． 

10月14日以降，東京都を除く被災6県からの要請に基づき，

総括支援チームや対口支援団体の派遣が決定された．35道

府県・政令市が28被災市町に対し，総括支援チーム（573名）

や対口支援チーム（9,260名）を派遣した．その際，両チー

ムがセットで決定された．例えば，新潟県が10月15日から12

月7日まで，郡山市に対し125名の総括支援チームを派遣し，

10月23日から11月8日まで，罹災証明交付業務等を支援する対

口支援チーム544名を派遣した19）． 

 

（4） 関西広域連合の対応20） 

10月12日，「関西広域連合対策準備室」が設置され，14

日に災害対策支援本部が設置された．15日に総務省からの

要請を待たず，被災6県に先遣隊を派遣し，現地調査を行

われた． 

その中，滋賀県が宮城県を担当し，広域防災副担当県

である奈良県が独自に茨城県を担当した．京都府が東日

本大震災時の経験により，福島県を担当した．徳島県で

は，知事の意向に基づき，和歌山県と連携し栃木県を担

当した．大阪府が甚大な被害を受けた埼玉県を担当した．

兵庫県は広域防災担当県であるため，被害が最も大きな

長野県を担当した．鳥取県では知事の意向により，長野

県を担当した． 

その結果を踏まえ，被害が甚大であった3県に絞り，カ

ウンターパート方式で支援した．福島県では，京都府が

継続的に支援し，大阪府も支援に入ったが，大阪府北部

地震への対応に追われたため、被災市町村に対し応援職

員を派遣しなかった．栃木県では，徳島県や和歌山県が

引き続き支援するほか，奈良県も担当になった．宮城県

でのニーズが少ないことから，滋賀県が19日から長野県支

援に入ったことから，関西広域連合の連携団体である福

井県や三重県，現地調査における担当県である兵庫県や

鳥取県と併せ，長野県を支援した． 

一方，政令市（大阪市，堺市，京都市，神戸市）は最

初に指定都市市長会の枠組みの中に発動された．また，

総務省システムでは，政令市は都道府県と同列するため，

関西広域連合と連携せず，自主的に被災地を支援した．

現地調査やその後の支援の割り当ては表11のとおり． 

福島県では，京都府が伊達市を担当し，大阪府は大阪

北部地震の復興活動に取り組んでいたため，連絡員を派

遣したが，応援職員を派遣しなかった．栃木県では，3

県が連携し佐野市を支援したほか，和歌山県が栃木市も

支援した．令和元年11月7日時点で，現地調査担当職員を含

め，合計2,102人が派遣された． 

これらにより，総務省システムの調整に従いながら，

関西広域連合が自主的に支援を行ったことが分かる． 

 

（5） 関西広域連合による支援の特色 

上記内容を踏まえ，両枠組みを表11で比較した．この

内容を踏まえ，関西広域連合の特異性を以下に述べる. 

a)事前協定の有無にこだわらない支援 

総務省システムでは，全国自治体間の相互応援協定が

なく，発災後の相互調整に基づき，応援の割り当てが決

められる．これらにより，応援自治体は総務省システム

と調整する必要があるため，地方自治体の意向に基づき

独自に支援を行うのが容易でないと考えられる． 

一方，関西広域連合が災害時相互応援協定の締結を通

して，事前の関係づくりに取り組んでいる．また，協定

がなくても，被災地を支援した． 

b)自ら先遣隊を派遣 

総務省システムでは，応援自治体が総務省システムに

よる調整結果を受け，職員を派遣する．そのため，調整

に時間がかかる場合があると考えられる．また，応援自

治体は事前に被災地の状況を把握できないため，応援に

支障が生じる可能性がある．一方，関西広域連合は自ら

の先遣隊を派遣し，現地調整を通して被災地の状況を把

握することができる． 

そのため，総務省システムが発動される前，応援自治

体による自らの情報収集は，効果的な自治体間支援に役

立てると考えられる． 

c)平常時からの応援自治体間の連携 

総務省システムでは，総括支援員向けの研修が行われ

ているが，応援自治体間の平常時からの連携が少ない．

それに対し，関西広域連合は，定期的な広域防災訓練，

研修の実施を通して，平常時から構成団体間の顔の見え

る関係の構築ができる．これにより，熊本地震では，構 

成団体間の連携により役割分担が実現した． 

そのため，普段から応援自治体間が交流できる機会を

表11：関西広域連合によるカウンターパート方式 
被災県 現地調査 対口支援（被災市町村） 

宮城県 滋賀県 ― 

茨城県 奈良県 ― 

福島県 京都府 京都府（伊達市），大阪府 

栃木県 
和歌山県 

徳島県 

奈良県（佐野市），和歌山県（栃木市，佐

野市），徳島県（佐野市） 

埼玉県 大阪府 ― 

長野県 
兵庫県 

鳥取県 

滋賀県，兵庫県（千曲市），鳥取県（飯山

市），連携団体（福井県（須坂市），三重

県（中野市）） 

 

9 
 

設け，顔の見える関係を構築することにより，災害時に

おける応援側の連携ができると考えられる． 

d)複数の自治体による資源融通 

総務省システムでは，基本的には1対1でカウンターパ

ートを決定するため，単一の自治体の対応力に限られる．

関西広域連合は，広域的なネットワークを持つため，広

域的な調整により，複数の府県及び域内市町村を併せ特

定の被災地を支援することができる． 

そのため，応援側の連携を尊重し，広域的な資源確保

を通して，被災地のニーズをカバーすることがしやすい

と考えられる． 

e)長期継続性の維持 

総務省システムでは，現地調整会議及び調整本部の調

整により，応急対策に従事する短期派遣職員を調整する．

他方，東日本大震災では，関西広域連合が短期派遣の状

況を踏まえ，中長期派遣に切り替え，継続的に復旧・復

興期に対応した． 

そのため，短期派遣のカウンターパートを尊重し，応

援を通してできた信頼関係を活用し，継続的に中長期派

遣を行うことが，効果的な支援に役立つと考えられる． 

f)被災都道府県・市町村双方との連携 

総務省システムでは，支援対象は被災市区町村と定め

ているため，応援自治体と被災都道府県との連携に課題

があると考えられる． 

 

6．まとめ 

本稿では，過去の自治体間支援の枠組みを整理した上

で，関西広域連合によるカウンターパート方式に特化し，

同方式の特色を考察した．また，令和元年東日本台風を

例に，総務省システムとの整合性も考察した．考察した

結果は以下のとおり． 

 

(1) 阪神・淡路大震災以降の自治体間支援の枠組み 

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ，様々な枠組みが構

築された．東日本大震災の際，それらの枠組みが発動さ

れ，多数の応援職員が被災地に派遣された．本稿では，

いくつかの事例を選び，それらの枠組みを①「ネットワ

ーク型」，②「単独型」，③「事前協定型」，④「事後

発生型」の4つの角度から分類し，長所や課題を考察した． 

①広域的な調整では多数の資源が確保しやすく，継続

的な支援がしやすい一方，調整能力が問われる．②迅速

な対応ができるが，単独の自治体の資源に限られる．③

普段のつながりや準備が活用できる一方，同時被災の恐

れがあるため，遠隔地と協定を締結する必要がある．④

応援側の特色を活用し，自主的な支援ができるが，ニー

ズを掴みにくい恐れがある． 

 

(2) 関西広域連合によるカウンターパート方式の特色 

東日本大震災及びその後の災害時において，関西広域

連合がカウンターパート方式を活用し，被災地支援に取

り組んでいる．従来の枠組みと比較し，①事前協定の有

無に関わらず，直後に先遣隊を派遣するという機動性，

②被災市町村に拠点を置き，現場でのニーズに対応する

職員派遣という現場重視，③域内市町村を含め，構成府

県間の内部の連携や被災都道府県・市町村との外部連携

を図っているユニークな自治体間連携の特色がある． 

その上で，5章（5）のa)～f)を踏まえ，他の支援の枠

組みと比較したものを表12に示す． 

a）関西広域連合によるカウンターパート方式 

平常時から構成自治体間で研修・訓練等を行い，顔の

見える関係を構築してきた．災害が発生すると，構成自

治体で役割分担を行い，被災地を支援する．その際，先

遣隊を派遣し，自ら状況を把握する．ニーズに応じ，構

成府県間で資源を融通しあうこともある．必要に応じ，

復旧・復興期まで長期にわたり支援する．さらに，被災

市町村だけでなく，被災都道府県とも連携する．事前準

備から事後対応に至る（①～⑥）支援が可能になると考

えられる． 

b)総務省システム 

自治体間の相互応援協定を尊重しつつ，総合的に調整

する．ブロック内での支援については，平常時からの関

係を活用するが，ブロックを超えて支援する場合，事前

の協定がないため，連携が必ずしもうまくいくとは限ら

ない．  

c)ブロック内協定 

協定に基づき，普段から連携に取り組む．中長期派遣に

も対応しやすい．応援自治体と被災自治体との連携もし

やすい．ただし，大規模広域災害の場合，同一ブロック

では，同時被災する恐れがある． 

d)事前協定に基づく支援 

1対1の自治体間協定と複数自治体間の協定がある．協

定の締結により，平常時から連携しているケースもある．

いずれの場合も，先遣隊を派遣したり，複数自治体間の

資源を融通したり，中長期派遣に対応したりする事例が

見られる．ただし， 1対1の協定の場合，応援自治体間の

資源融通がしにくい．それに対し，複数間の場合では，

応援側の連携による資源確保がしやすい． 

表12：関西広域連合による支援の特色 

特色 関 総 ブ 
協定 

事後 
1対1 複数間 

①事前協定の有無に

こだわらない支援 〇 〇 △ × × 〇 

②自ら先遣隊を派遣 〇 × △ △ △ 〇 

③平常時からの応援自

治体間の連携 〇 △ 〇※ 〇 〇 × 

④応援自治体間の資

源融通 〇 × △ × △ △ 

⑤長期継続性の維持 〇 ×  〇※ △ △ △ 

⑥被災都道府県・市

町村双方との連携 〇 ×  〇※ × × × 

〇：該当する  △：一部該当する  ×：該当していない 

関：関西広域連合によるカウンターパート方式 

総：総務省システム（短期）の調整による支援 

ブ：ブロック内での相互応援 

協定：それ以外の事前に締結された協定基づく支援 

事後：発災後，自発的に行われる支援 

※：ブロック内の場合 

 

 

 

表13：関西広域連合によるカウンターパート方式と総務省

システムとの比較 

特色 関西広域連合 総務省システム（短期） 

事前協定 特にこだわらない 

支援団体 構成府県に限定される 全国都道府県・政令市 

先遣隊の派遣 先遣隊を派遣する 要請を受ける 

事前準備 
関西防災・減災プランの策

定，訓練や研修の実施 
総括支援員向けの研修 

資源確保 
複数の都道府県及び市町村の

資源 

単独の都道府県や域内の市

町村の資源 

被災地密着型 
直接被災市町村に現地事務

所を設ける 
実質同じ 

継続性 中長期派遣の実施 短期派遣のみ 

経験の活用 
過去の災害時の対応経験を活

用する 

経験や知識のある総括支援

員を派遣 

応援側の連携 
複数の自治体の連携による役

割分担が可能となる 
特になし 

被災地との連携 
被災都道府県・市町村に拠点

を置く 

被災都道府県との連携に課

題がある 
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  In tsunami-prone areas, it is obligatory to make evacuation plans according to the actual conditions of the area and to 
carry out regular evacuation drills, however, it has become more difficult due to the weakening of local community 
associations according to various social change such as aging of residents. The aim of this study is to develop new method 
of evacuation drill by utilizing the Bluetooth Low Energy (BLE), which reduce demerit which the existing other methods 
such as using application of smart phone, in order to make evacuation plan improve and create sustainability of evacuation 
drill by local community. This paper explains our evacuation drill system with BLE in comparison to other methods, and 
shows characteristics of our method through an application Toi Oyabu district of Izu City. 

 
 
Keywords:  BLE beacon, Behavior monitoring, Tsunami evacuation drill 

 
 
１． 背景と目的 

 
(1)避難訓練における現状 

全国の津波被災想定地域で定期的に実施されている避

難訓練は，これらの地域実情に関する情報を適切に収集

し，実効性の高い避難行動を行えるようにするためのも

のであり，具体的には，避難経路や避難場所を確認する

こと，自宅等から避難場所まで津波来襲をイメージしな

がら避難疑似体験することで自分や家族等の避難能力を

知ること，そして訓練を繰りかえし実施することで避難

意識を高めて適切な避難や地域全体の防災意識を醸成さ

せていくことを目的としている． 
しかしながら，自治会・地縁組織の弱体化や，生活様

式の多様化の中で，主催者および住民らの負担軽減から

訓練内容の簡素化の傾向が進んでいる．具体的には①避

難所までの避難体験，②避難完了と参加者数の確認（点

呼）のみに限定されるなど，なるべく短時間で終了する

ことに重きが置かれている実情がある．このように避難

訓練が本来の目的や役割を果たせず形骸化した状況が多

く見受けられること，毎回変化のない「マンネリ化」し

た訓練が危機意識低下や参加者減少に拍車をかける要因

になっていることなど，避難訓練自体の在り方が問われ

始めている．一方で東日本大震災での津波災害での教訓

を生かした様々な津波防災の取組みが全国の津波被災想

定地域で実践され始めている．特に南海トラフ巨大地震

での津波で深刻な影響を受けることが想定されている地

域では，住民の命を守るための津波防災まちづくりが喫

緊の課題であり，その中で実践的な避難訓練として住民

らの避難行動等の実態把握モニタリングも併せた実験的

な取組も始まっており，津波避難訓練の実効性を高める

有力な支援技術と位置づけられている 1)，2)，3)，4)，5)，6)． 

 

(2)避難行動モニタリングにおける課題 

デジタルによる IoT や位置情報技術の標準化や低廉化

により，避難時の行動の実態を詳細に把握できるように

なった．例えば，スマホにも実装されている GNSS センサ

ー等を使った避難実態の把握のアプリのほか，GNSS ロガ

ー等の位置把握デバイス利用やドローン動画による画像

解析があげられる 7)，8)，9)，10),11)，12)，13)． 

しかし，津波被災想定地域に多い漁業集落では，狭い
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e)事後に行われる支援 

自ら先遣隊を派遣し，支援先を決める．自治体スクラ

ム支援のような複数の自治体が1つの被災地を支援する場

合があるが，中長期支援への対応は，各仕組みにより違

う．単独の自治体で対応する場合，資源が限られるため，

継続性の維持がしにくい．また，平常時からの連携が欠

けているため，調整に支障が生じやすいと考えられる． 

 

(3) 総務省システム（短期派遣）との整合性 

総務省システムが立ち上がった後も，関西広域連合の

独自の仕組みは整合性を図りながら維持している．表13

は，関西広域連合によるカウンターパート方式と総務省

システムについて，表12より具体化したものである．そ

のため，両者を比較すると，事前準備や連携の活用，応

援自治体独自の情報収集，広域的な資源確保，中長期派

遣への切り替え，経験の活用，被災都道府県・市町村双

方との連携等を中心に，関西広域連合の特色がより明ら

かになった． 

 

（4）望ましい自治体間支援のあり方 

上記考察を踏まえ，より効率的な自治体間支援の方策

を以下のように提案したい． 

調整が広域にわたる場合は，都道府県ブロック内→都

道府県ブロック外で調整する．支援にあたっては，原則，

被災都道府県を通して被災市区町村を支援する．その際，

被災自治体が混乱している場合は，現地事務所を設置す

る．必要に応じて，中長期派遣にも適用する．平常時は

ブロック内を中心に研修，訓練等を実施することで，支

援者間の円滑な連携につなげる． 

 

（5）今後の研究課題 

a) 既存の自治体間支援との整合性 

関西広域連合も総務省も既存の支援の枠組みを否定し

ているものでなく，むしろ尊重する姿勢をとっている．

他方，様々な枠組みがあるため，具体的にどう連携する

かを考察する必要がある． 

b) 政令市との連携 

政令市においては，災害が発生するたびに，連携を組

み支援を実施することから，様々な経験やノウハウを蓄

積している．関西広域連合との関係では，前者に配慮し

つつも，政令市間の連携を優先しているのが実情である 

一方，中核市等他の枠組みも活動を開始した．これらネ

ットワークとの整合性についても今後の研究課題である． 

c)関西広域連合の構成府県間の連携 

過去の災害時では，各府県が連携し被災地を支援したが，

こうした応援側の連携では課題があると考えられる．例え

ば，各府県の被災経験の多さ等により，災害対応能力が一

致ではない．また，関西広域連合は緊密な組織ではなく，

連合長が構成府県を指揮命令する権限を持たないため，調

整結果に従うが，各府県が自主的に支援活動を行っている．

さらに，近畿ブロック知事会が同時に存在し，構成府県が

一致ではない．今後の大規模広域災害に備えるため，これ

らの点を検討する必要がある． 

 

 

補 注 
(1) 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． 

(2) 第5条の2では，地方公共団体は相互に協力するように努めなけ

ればならないと定め，第8条2項第12号では，地方公共団体の相

互応援や民間団体に関する協定の締結に関する事項を定めた． 

(3) 九州．山口各県による相互応援を基本とし，不足する場合に

は関西広域連合や全国知事会に要請する． 
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