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博士論文要約 
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本研究では、日本及び中国の都市のマンションコミュニティや校区のコミュニティに注

目し、地区防災計画づくり等の防災活動の分析を通じて、①防災活動が活発化する要因は何

か、②コミュニティのリーダーのほか、外部有識者等の外部資源が、防災活動にどのような

影響を与えるのか、③マンションコミュニティと校区等の一般的なコミュニティで差異が

みられるのか、④日本と中国のコミュニティで差異がみられるのか、⑤以上を踏まえ、地域

コミュニティの防災力を向上させ、未知なる災害に備えるには、どのように対応すればいい

のか、について考察を行った。 

 

 

目次 

前 文 

第 1部 地区防災計画の社会学的位置付けと先行研究 

第 1章 地区防災計画の社会学的視角 

第 2章 東日本大震災と地区防災計画制度の創設 

第 2部 ある地区防災計画づくりの事例 

第 3章 北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づくり 

第 3部 その他の地区防災計画づくりの事例 

第 4章 高知市下知地区の地区防災計画づくり 

第 5章 熊本地震と地区防災計画づくり 

第 6章 横須賀市のマンションの地区防災計画づくり 

第 4部 中国の社区の防災計画づくり    

第 7章 中国重慶市 A社区の防災計画づくり 

第 8章 中国重慶市 B防災模範社区の防災計画づくり 

第 5部 日本及び中国の事例を踏まえた都市コミュニティにおける地区防災計画づくり 

の在り方 

第 9章 総括 

参考資料 

 

はじめにー本論文の構成― 

1 背景と目的（前文・第 1・2章関係） 

2011 年に発災した東日本大震災では、行政の被災者への支援の限界（公助の限界）が明

らかになったことから、自助・共助による防災活動を強化するため、2013 年の災害対策基

本法の改正で、地域コミュニティの住民の共助による防災計画制度である「地区防災計画制

度」が創設された。同制度は、住民が主体となって地区の範囲や活動の内容を決めることが

できるボトムアップ型の画期的な制度であり、従来の行政中心のトップダウン型の防災対
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策を大きく変えた（防災のパラダイム転換論）。 

同制度の企画立案に携わった内閣府の担当官から、同制度が、日本と同様に災害の多い中

国のコミュニティである社区の防災活動の影響を受けているとの指摘があったこと、中国

出身で四川大地震を経験した筆者が、同制度に関する内閣府のガイドライン作成にシンク

タンク側の研究者として参加したことを契機として、日中の地域コミュニティでの防災活

動の比較を行い、その優れた点について、住民の生命を守る観点から、その普及を図りたい

と考えた。 

そのため、本研究では、日中の都市コミュニティにおける地区防災計画づくりの分析を通

じて、①防災活動が活発化する要因は何か、②コミュニティのリーダーのほか、外部有識者

のような外部資源が、防災活動にどのような影響を与えるのか、③マンションコミュニティ

と校区のような一般的なコミュニティで差異がみられるのか、④日本と中国のコミュニテ

ィで差異がみられるのか、⑤以上を踏まえ、地域コミュニティの防災力を向上させ、未知な

る災害に備えるには、どのように対応すればいいのか、について考察を行った。 

 

2 データ収集・分析手法と事例の特徴（第 1～8章関係） 

筆者の身近にある地区防災計画づくりの事例やモデル事業の対象となったいくつかの事

例を踏まえて考察を行った。 

また、質的研究と量的研究の調査分析手法について、科学的な見地からその接合点につい

て整理した上で、参与観察と組み合わせて、日中の地域コミュニティの関係者約 20人に対

する半構造化面接法によるインタビュー調査によってデータ収集を行った。 

収集したデータの分析に当たっては、最近日本で開発された新しい質的な分析手法であ

る SCAT（Steps for Coding and Theorization）を利用した。SCATの分析手法は、サーベイ

調査のような大規模調査だけでなく、単発の調査や小規模な調査でも活用されている手法

である。さらに、分析の客観性、妥当性、信頼性を担保する観点から、客観的科学的な計量

テキスト分析手法である共起ネットワーク分析・頻出語分析も併用している。具体的な手順

としては、SCAT で調査対象となるテキストデータをセグメント化し、そのテキストの中で

注目すべきキーワードを抽出していく際に、共起ネットワーク分析と頻出語分析を併用す

ることによって、重要なキーワードを計量テキスト分析によって統計学的に抽出したほか、

キーワード間の関係性の強弱を共起ネットワーク分析の Jaccard 係数で判断し、分析結果

の客観性を高めた。 

本研究では、筆者が一番頻繁に参与観察を行った北九州小倉南区志井校区の事例を起点

として、以前から筆者が研究対象としてきたマンションのコミュニティを含む内閣府のい

くつかのモデル地区と比較しつつ、最終的に筆者の出身地である中国重慶市の一般の社区

（防災模範社区）及びマンションの社区の事例と比較した。なお、比較に当たっては、各事

例を、対象範囲が校区（一般の社区）かマンションか、被災経験があるかないか、モデル地
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区か否か、の 3つの区分から類型化した。 

 本研究で登場する事例について、上記 3つの区分から整理すると、起点となった北九州市

小倉南区志井校区（第 3章）は、校区単位で大きな災害経験のない地区の事例であり、内閣

府のモデル地区には指定されていない。次の高知市下知地区（第 4章）は、北九州市と同じ

校区単位の事例であるが、南海地震という大災害を経験した地区であり、内閣府のモデル地

区に指定されている。その次の熊本市中央区砂取校区のマンションの事例（第 5章）は、高

知市と同じように熊本地震という大災害を経験した地区であるが、マンションコミュニテ

ィを単位とした事例である。さらに、横須賀市平成町のマンションの事例（第 6章）は、熊

本市と同じようにマンションの事例であるが、大きな災害の経験がない。そして、中国の事

例では、大きな災害経験を有するマンションの社区（第 7章）、大きな災害経験はないがモ

デル地区である防災模範社区に指定された一般の社区の事例（第 8章）を取り上げている。 

 

 

 

図 頻出語分析・共起ネットワーク分析による分析例 

 

 

 

 

名詞 頻度 サ変名詞 頻度

防災 31 参加 23

校区 22 活動 21

地域 17 訓練 19

地震 15 固定 9

町内 15 計画 6

地区 14 加入 5

自分 13 炊き出し 5

マンション 11 増加 5

家具 9 挨拶 4

会長 9 支援 4

住民 9 実施 4

モデル 8 担当 4

子供 7 避難 4

事業 7 体操 3

人間関係 6 意識 3

魅力 6 調理 3

コミュニティ 5 会合 3

スタンプ 5 研修 3

祭り 5 影響 3

市民センター 5 お願い 3
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表 SCATによる志井校区住民へのインタビューの分析例 

 

 

3 結論（第 9章関係） 

ここまでの日中の都市コミュニティにおける地区防災計画づくりの分析を通じて、以下

の点が指摘できる。 

地区防災計画づくりに取り組んでいる地区では、①専門的な知識を持ったリーダーのほ

か、学識経験者、行政関係者、NPO等の外部資源が、防災活動の活発化の大きな要因となっ

ていること、②外部有識者等の外部資源は、リーダーの人脈を通じて、地域コミュニティの

支援を行っており、それが地域コミュニティのやる気を引き出し、防災活動を高度化させて

いること、③マンションではコミュニティづくりが難しく防災活動も難しいと言われてい

るが、地区防災計画づくりに取り組んでいるマンションと校区のコミュニティを比較する

と、どちらも防災活動が活性化しており、その要因は共通していること、④日本と中国の事

例を比較した場合、政治体制の違いから、基礎自治体との関わり方に違いはあるものの、ど

ちらもコミュニティのリーダーの役割や外部資源の活用がコミュニティの防災活動の活発

化の要因となっていること、⑤地域コミュニティの防災力を向上させ、未知なる災害に備え

るには、地区防災計画づくりが有用であるが、地区防災計画づくりに取り組んでいるコミュ

ニティは、成熟しており、地域活動の活発化、ソーシャル・キャピタルの醸成が進んでいる

等の特徴がある。 
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本研究で紹介をした地区防災計画づくりに取り組んでいる地区では、専門的な知識を有

する住民のリーダーのほか、学識経験者、行政関係者、NPO等の外部資源が防災活動の活性

化のための重要な要素となっていることが判明した。 

また、「地区防災計画制度」を企画立案した内閣府の元防災担当者へのインタビュー調査

によって、日本の阪神・淡路大震災における真野地区の取組、中国の四川大地震での臨時社

区や対口支援の取組等の要素が、同制度に受け継がれていることがわかった。また、このよ

うな要素が、地域コミュニティの現場において、ボトムアップ型でいかされており、日頃の

活動を発災時にも活用する「結果防災」の考え方が普及しつつあることが判明した。 

日本と中国では、政治体制等に大きな違いがあるにもかかわらず、地区防災計画づくりに

取り組んでいるコミュニティは、専門的な知識を持つリーダーの影響を受けて、住民自らが

主体となって活動に取り組んでおり、住民が共同して地域活動や防災活動に取り組むこと

によって、コミュ二ティの価値を向上させる実利的な共同性と、そのような価値の向上によ

る定住意識の定着や精神的な安定に伴う心情的な共同性を強く持っている。また、リーダー

の人脈による外部資源の支援も受けているほか、移住してきた新しい住民にも開放的であ

った。そして、防災活動をはじめとする地域活動全体が活発化していることから、課題ごと

に組織化を進め、新しいリーダーを育成している場合もあった。これは、東日本大震災や四

川大地震という大災害を経験した後、日本と中国では、地区防災計画づくりをはじめとする

防災活動を契機として、地域活動が活発化し、奥田道大が提唱した有限責任型リーダーによ

る住民主体で開放的な「コミュニティモデル」に近いコミュニティが登場しつつあることを

意味する可能性がある。 

図 本研究における調査事例の分類図 

 

【モデル地区】
④横須賀市マンションソフィアステイシア（第6章）

⑥中国重慶市B社区（第8章）

【非モデル地区】
※（福岡市中央区平尾校区Nマンション）

①北九州市志井校区（第3章）

【モデル地区】
②マンションサーパス知寄町Ⅰ
（高知市下知地区（第4章））

②高知市下知地区（第4章）

【非モデル地区】
③熊本市パークマンション水前寺公園（第5章）
⑤中国重慶市A（マンション）社区（第7章）

※（福岡市東区鶴田校区）

校区・

一般社区

被災経験あり

マンション

被災経験なし



6 

 

表 調査対象地区の地域特性 

 

表 調査対象地区で抽出された活動の例 
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第 1部 地区防災計画の社会学的位置付けと先行研究 

第 1章 地区防災計画の社会学的視角 

第 1章の「地区防災計画の社会学的視角」において、地区防災計画の社会学的位置付けを

明らかにするとともに、地域社会学におけるコミュニティや防災の領域の創出に係る先行

研究を整理したほか、本研究で使用するデータ収集方法（半構造化面接法によるインタビュ

ー調査）、データ分析手法（頻出語分析・共起ネットワーク分析、SCAT）について明確化し、

本研究で取り上げる事例を類型化した。 

 

第 2章 東日本大震災と地区防災計画の創設 

第 2章の「東日本大震災と地区防災計画の創設」において、戦後のコミュニティ防災の流

れについて整理するとともに、東日本大震災の教訓を踏まえて、「地区防災計画制度」がど

のような先行事例を踏まえ、どのような有識者達の議論を経て、どのような国会審議を経て

成立したのか、また、その制度の特徴について整理をした。 

 

第 2部 ある地区防災計画づくりの事例 

第 3章 北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づくり 

最初の事例である「第 3章 北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づくり」では、実

際に地区防災計画づくりがどのように進んでいるのかをみるため、2016 年の熊本地震及び

2017 年の九州北部豪雨を受けて防災意識が高まっている北九州市の地域コミュニティを例

に、地区防災計画づくりを通じた住民主体のコミュニティ防災の在り方について考察を行

った。なお、本事例は、本研究の起点となる事例であり、小学校区単位の取組で、大きな被

災経験がなく、内閣府のモデル地区には指定されていない。北九州市小倉南区志井校区（マ

ンションと一軒家が半々）は、筆者が教えている福岡大学の学生の出身校区であり、教え子

の父が市の課長で、校区の役員も務めている縁で、市の防災担当職員、校区まちづくり協議

会会長、校区出身の学生等に対する半構造化面接法によるインタビュー調査によってデー

タ収集を行い、SCAT 及び共起ネットワーク分析・頻出語分析を実施した。志井校区では、

移住してきた行政経験を有する専門的な知識を持った「志の人」である住民のリーダーが、

自らの人脈を活用して、学識経験者、行政関係者、NPO等の外部資源の支援を受けつつ、河

川の清掃活動、ラジオ体操等の地域活動への取組を強化した。それが、コミュニティでの高

齢者の健康状態把握のような見守り活動につながったり、地域活動に参加した住民が声を

掛け合うことでコミュニケーションの活発化につながったりしたほか、地域コミュニティ

での人間関係の強化、ソーシャル・キャピタルの醸成、成熟したコミュニティの形成等につ

ながった。その結果、防災訓練に住民同士が誘い合って積極的に参加したり、その防災活動

が高度化し、地域防災力の強化につながっていることがわかった。また、このような防災活

動が契機となって、従来は町内会等に参加していなかったマンション住民等の町内会等参
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加者が増加し、地域活動への活発化につながっていることから、防災活動が地域活動の活発

化につながっていることもわかった。 

 

第 3部 その他の地区防災計画づくりの事例 

第 4章以降は、北九州市の地域コミュニティの事例に関する分析を起点として、さらに研

究を深めるために他の共助による防災活動や防災計画づくりの事例との比較を試みている。

内容的に近いもの、具体的には、校区（一般的な社区）とマンション、大きな被災経験の有

無、モデル社区とそれ以外に分類して、対象を広げつつ考察を行った。 

 

第 4章 高知市下知地区の地区防災計画づくり 

「第 4章 高知市下知地区の地区防災計画づくり」では、北九州市と同じ校区単位の事例

であるが、内閣府のモデル地区の中でも、1946 年の南海地震の経験を受けて、小学校区単

位で地区防災計画づくりが行われている高知市下知地区を対象に考察を行った。下知地区

の取組は、校区単位の取組であり、大きな被災経験があるほか、内閣府のモデル地区に指定

されている。データ収集に当たっては、地域住民、アドバイザーである学識経験者、市の防

災担当職員等に対する半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、SCAT による分析

を行った。その結果、下知地区では、地区で唯一南海地震の経験を有する「生き字引」と呼

ばれている専門的な知識を持ったリーダーが先導しており、リーダーの人脈をいかして学

識経験者、行政関係者等の支援を受けており、地域コミュニティの良好な人間関係を背景と

した熱心で意識の高い住民のリーダーの育成、自主的な地区防災計画づくりを契機とした

コミュニケーション活動の活発化、外部有識者、元防災担当職員等の多様な外部資源の活用

や行政との連携等の特徴があることが判明した。一方で、地区内にマンションが増加し、新

しく住み始めた若者等との人間関係の構築や活動の後継者問題に悩んでいること等の課題

も見られるが、従来から活動を行ってきた住民の呼びかけに応じて小学校教員、母親、大学

生等多様な住民が自主的に防災活動に参加するようになっている。このような地域コミュ

ニティを主体とした防災計画づくりは、コミュニケーション活動を活発化させており、ハー

バーマスが提示したコミュニケーション的合理性に基づく新たな社会形成にも通じる可能

性がある。 

 

第 5章 熊本地震と地区防災計画づくり 

「第 5章 熊本地震と地区防災計画づくり」では、高知と同じように被災経験のある校区

ということで、2016 年の熊本地震の被災地である熊本市砂取校区のマンションを例に、熊

本地震の際にどのような防災活動が行われ、何が地域防災力強化の課題となっているのか

について考察することとした。この防災活動は、マンション単位であり、大きな被災経験が

あるものの、内閣府のモデル地区ではない。本事例は、福岡大学の学生の実家のあるマンシ
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ョンの地域防災力強化の取組を対象にしており、地区防災計画づくりを実施していたマン

ションのコミュニティではないが、熊本地震を踏まえ地区防災計画づくりに関心を示して

おり、マンションのコミュニティ単位での防災活動を検討する際の参考になる。本事例では、

マンションの管理組合の理事長、マンションの住民、当マンション出身の学生等に半構造化

面接法によるインタビュー調査を実施し、収集したデータについて、SCAT による分析を実

施した。このマンションのコミュニティでは、マンション建設とともに移住してきた事業継

続計画（BCP）をはじめとする防災活動に関する専門的な知識を有する「銀行マン」である

マンション管理組合の理事長が中心となっており、マンションのコミュニティにおける七

夕、クリスマス、お正月の餅つき等の地域活動を通じて、マンションの住民同士が顔見知り

となり、日頃から互いにネットワークを作って連絡したり、お裾分けをしたり、高齢者や子

供の見守り活動をするようになった。それらを通じて、コミュニティのソーシャル・キャピ

タルが醸成され、成熟したコミュニティが成立していたが、そのような日頃の関係が生きて、

熊本地震の発災後も声を掛け合って避難したり、隣同士で高齢者や子供の面倒を見たり等

マンションでの避難生活の継続がうまくいっていることがわかった。 

 

第 6章 横須賀市のマンションの地区防災計画づくり 

「第 6章 横須賀市のマンションの地区防災計画づくり」では、熊本市の事例と同じマン

ションのコミュニティの事例ではあるが、大きな被災経験がなく、内閣府のモデル地区に指

定されている横須賀市の事例を取り上げた。本事例では、マンションの管理組合の理事長に

半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、収集したデータについて、SCAT による

分析を実施した。このマンションのコミュニティでは、移住してきたゼネコン出身で防災に

関する専門的な知識を有するマンション管理組合の役員でもある「横町の御隠居」と呼ばれ

るリーダーが中心になって、リーダーの人脈を生かして学識経験者、行政関係者、NPO等か

らの支援も得て、マンションのコミュニティにおける避難訓練、炊き出し等の防災活動・地

域活動を通じて、マンションの住民同士が顔見知りとなり、防災や地域活動のために、住民

の家族構成や持病等を記録した名簿や班別の詳細な連絡網・役割分担表を作り、日頃から互

いにネットワークを作って連絡したり、お裾分けをしたり、高齢者や子供の見守り活動をす

るようになった。それらを通じて、コミュニティのソーシャル・キャピタルが醸成され、成

熟したコミュニティが成立し、急病の際にもマンションの住人が付き添って看病する等コ

ミュニティ内の人間関係が良好になっていることがわかった。コミュニティの活動の中で、

防災活動が一番メインの活動となっており、防災訓練には市長や市の危機管理部長や消防

の部長がはしご車や消防車を引き連れて参加するほか、周辺の大規模商業施設や大学とも

連携して活動を広げており、行政とも連携して、マンションを帰宅困難者対策にも活用でき

るようにする等マンションのコミュニティで始まった活動が、行政を巻き込む形で発展し

ていることがわかった。 
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第 4部 中国の社区の防災計画づくり 

 第 7 章及び第 8 章は、日本の隣国である中国では、日本と同じように地震をはじめとす

る災害による死者が多いことや、「地区防災計画制度」を創設した内閣府の担当者から、同

制度が、四川大地震以降の中国のコミュニティである社区での防災活動の取組を参考にし

ている旨の指摘があったことを受けて、筆者の実家があり四川大地震でも被害を受けた中

国重慶市の社区の防災活動について、日中の比較のために考察を行った。 

 

第 7章 中国重慶市の A社区の防災計画づくり 

「第 7 章 中国重慶市の A 社区の防災計画づくり」では、重慶市のマンションの社区に

おける防災活動の取組を取り上げており、マンションの管理組合の役員、住民である教員等

に対する半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、収集したデータについて、SCAT

による分析を実施した。本マンションは、中国政府のモデル地区ではないものの、過去水害

の経験がある。マンションに隣接する学校で防災担当を務めて専門的な知識を有し、そのノ

ウハウをマンションの社区でも活用して防災活動に熱心な「防災先生」や、外部からきた専

門的な知識を持ったマンションの管理役員のような外部資源が、学校とも連携して、地域活

動や防災活動の推進を図っている。地域コミュニティの住民が、社区の防災活動への取組を

きっかけに、持病や障害といった情報も交換するようになり、いざというときの支援者を指

名し、コミュニティのソーシャル・キャピタルを向上させ、成熟したコミュニティを形成し、

コミュニティ全体の防災力の強化や活性化を図っていることが判明した。 

 

第 8章 中国重慶市 B防災模範社区の防災計画づくり 

「第 8 章 中国重慶市 B 防災模範社区の防災計画づくり」では、同じ重慶市で日本の小

学校区にあたる一般社区で、大きな災害の経験がないものの、中国のモデル地区である防災

模範社区に指定されている社区を対象に考察を行った。そして、同社区のリーダーで多様な

地域活動や防災活動に関する専門的な知識を持つ居民委員会主任である「スーパー主任」、

行政関係者である鎮長、国営企業関係者等に対する半構造化面接法によるインタビュー調

査を実施し、収集したデータについて、SCAT による分析を実施した。当該社区では、スー

パー主任やスーパー主任の人脈で行政関係者や国営企業関係者の支援を受けて、住民が腰

鼓（こしこ）の演奏をはじめとする地域活動を通じて密な人間関係を形成しており、それが

コミュニティ内のソーシャル・キャピタルを高めている。また、そのような人間関係を背景

に地域住民が連携して防犯活動や防災訓練に取り組んでおり、コミュニティの防災力の向

上につながっていることが判明した。 
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第 5部 日本及び中国の事例を踏まえた都市コミュニティにおける地区防災計

画づくりの在り方 

第 9章 総括 

第 9章の「総括」では、ここまでの日本及び中国の事例を踏まえつつ、①筆者の身近なと

ころで積極的に防災活動に取り組んでいた、大きな被災経験のない日本の北九州市の校区

単位の取組と比較する形で、②大きな被災経験があり、校区単位で取組を行いモデル地区に

も指定されている高知市の事例、③大きな被災経験があり、マンション単位で取組を行った

熊本市の事例、④大きな被災経験がなく、マンション単位で取組を行い、モデル地区にも指

定されている横須賀市の事例、⑤大きな被災経験があり、マンション単位で取り組んでいる

重慶市の事例、⑥大きな被災経験がなく、一般社区の単位で取組を行い、モデル地区にも指

定されている重慶市の事例の順番で、日中の政策的な防災活動の進め方の違いを踏まえつ

つ、考察範囲を順に広げて考察を行い、その内容を掘り下げていった。そして、最初の事例

である①と最後の事例である⑥は、日本の校区と中国の法定の一般社区という、一般的な地

域コミュニティであり、両方とも、大きな災害経験のない校区・社区の事例であり、日本と

中国で防災に係る国の政策の進め方に違いはあるものの、同じカテゴリーに属することか

ら、比較を行い、考察を深めている。また、③と⑤についても、日本と中国のマンション単

位の取組であり、大きな被災経験がある点も共通しており、同じカテゴリーに属することか

ら、比較を行い、考察を深めている。 

 

 

付記 

本研究は、日本学術振興会特別研究員奨励費（JP17J09978）による研究の成果の一部であ

る。  
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博士論文要旨および審査報告

学位請求論文

金 思穎「日中の都市コミュニティにおける
地区防災計画づくりに関する実証的研究」

Ⅰ 論文要旨

本論文は、東日本大震災（２０１１年）後に改正された災
害対策基本法において、その第４２条に創設された「地区
防災計画制度」について、同制度に基づく具体的地区事
例を、社会学的に実証的に検討したものである。論文は
以下の構成をとる。

前文
第１部 地区防災計画の社会学的位置付けと先行研

究
第１章 地区防災計画の社会学的視角
第２章 東日本大震災と地区防災計画制度の創設

第２部 ある地区防災計画づくりの事例
第３章 北九州市小倉南区志井校区の地区防災計

画づくり
第３部 その他の地区防災計画づくりの事例
第４章 高知市下知地区の地区防災計画づくり
第５章 熊本地震と地区防災計画づくり
第６章 横須賀市のマンションの地区防災計画づ

くり
第４部 中国の社区の防災計画づくり
第７章 中国重慶市 A社区の防災計画づくり
第８章 中国重慶市 B防災模範社区の防災計画

づくり
第５部 日本及び中国の事例を踏まえた都市コミュ

ニティにおける地区防災計画づくりの在り
方

第９章 総括
参考資料

以下、各章の概要を述べる。
本論文は、前文から始まり、全５部構成をとり、全体

で９章で構成されている。
第１部は「地区防災計画の社会学的位置づけと先行研

究」で、「第１章 地区防災計画の社会学的視角」、「第
２章 東日本大震災と地区防災計画制度の創設」からな
る。第１章では、同計画を社会学、なかでも地域社会学
の先行研究の系譜に位置づける理論的・学史的検討を

行っており、ここでは、地域社会学におけるコミュニ
ティの基層組織に関する研究史をひもとき、特に、町内
会・自治会研究から本研究の着目する「地区」概念の位
相を検討している。その上で、住民主体のボトムアップ
型の共助の仕組みを採用した「地区防災計画制度」は、
従来の行政中心の中央集権的な防災政策の「パラダイム
転換」に当たる画期的な制度として位置づけて見せてい
る。次いで、本論文の社会学的方法論を提示し、本論文
で採用するいわゆるインタビュー調査（半構造化面接
法）において、その客観性・信頼性を担保していくため
の手法として、本論文で採用する SCAT（Steps for Coding

And Theorization）、頻出語分析・共起ネットワーク分
析の組み合わせ法を提示した。その上で、それらと、地
域社会学における伝統的なフィールドワーク、その中で
も同氏の採用する参与観察の組み合わせの妥当性を論じ
ている。次ぐ第２章では、本論文で検討する「地区防災
計画」について、まずはその制定過程を国会での審議過
程から具体的に再構成してみせる。そこから、従来の災
害対策基本法に基づく防災計画制度は国・「防災基本計
画」、都道府県市町村・「地域防災計画」のように、行政
によるトップダウン型の仕組みを前提としたものであっ
たが、この「地区防災計画制度」は、地域住民や企業が
自らの防災計画の範囲である「地区」を自由に定めるこ
とができるという前例のないボトムアップ型の制度であ
ることを論証した。
第２部「ある地区防災計画づくりの事例」からは各地

区事例の検討に入り、各地区の多様な地域特性を適切に
把握したうえで、地区防災計画づくりや防災活動が活発
化する諸状況・諸要因を調査分析している。「第３章
北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づくり」は、
同氏が最も頻繁に参与観察を行った北九州市小倉南区志
井校区の事例を取り上げている。本論文では第３章の当
該事例を含めて６事例が扱われているが、それらは３つ
の分類軸、すなわち、各事例の、�対象範囲が校区（一
般の社区、すなわち町内会を基盤とするかどうか）か／
マンションか、�過去に大きな被災経験があるか／ない
か、�内閣府・国のモデル地区か／否か、の３つの軸で
類型化されていて、第３章で扱われる志井校区は、校区
単位で、大きな災害経験はなく、内閣府のモデル地区に
は指定されていない事例となる。
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次いで「第３部 その他の地区防災計画づくりの事
例」では、第２部の一事例（志井校区）以外に日本国内
の事例として３つ取り上げた。「第４章 高知市下知地
区の地区防災計画づくり」は、校区単位の事例であり、
南海地震（１９４６年）という大災害を経験した地区であ
り、内閣府のモデル地区に指定されている事例である。
「第５章 熊本地震と地区防災計画づくり」は、熊本市
中央区砂取校区のマンションの事例で、熊本地震（２０１６
年）という大災害を経験した地区であるが、モデル地区
ではない。「第６章 横須賀市のマンションの地区防災
計画づくり」は、大きな災害を経験していない首都圏の
大型マンションの事例で、モデル地区に認定されてい
る。
「第４部 中国の社区の防災計画づくり」からは視点
を中国に移す。「第７章 中国重慶市 A社区の防災計画
づくり」では、四川大地震（２００８年）に加えてそれ以前
にも大規模水害の経験を有するマンション社区を対象と
している。このマンションの事例は、「防災模範社区制
度」（日本の内閣府の地区防災計画モデル地区に類似す
る国によってオーソライズされている地区）に基づくも
のではないものの、住民が制度の意義を受け止めつつ積
極的にマンション社区防災活動を展開している事例であ
る。そして日中６事例の最後、「第８章 中国重慶市 B

防災模範社区の防災計画づくり」では、大きな災害経験
はないが、モデル地区である防災模範社区に指定された
一般社区の事例が扱われている。
これら３軸による類型化に基づく６事例を精査したと

ころで、「第５部 日本及び中国の事例を踏まえた都市
コミュニティにおける地区防災計画づくり」の「第９章
総括」において、以下の諸論点が析出されている。地区
防災計画づくりに取り組んでいる地区では、�専門的知
識を有する地区リーダーのほか、学識経験者、NPO等
の外部資源が、防災活動活発化の大きな要因となってい
ること、�この外部資源は、リーダーの人脈を通じてコ
ミュニティの支援を行っており、これによって防災活動
は高度化を見ていること、�マンションではコミュニ
ティづくりが難しく、それゆえ防災活動も難しいと言わ
れているが、地区防災計画づくりに取り組んでいるマン
ションと校区のコミュニティを比較すると、どちらも防
災活動が活性化しており、その要因は共通しているこ
と、�日本と中国の事例を比較した場合、政治体制の違
いから、基礎自治体との関わり方に違いはあるものの、
どちらもコミュニティのリーダーや外部資源の介入（活
用）によってコミュニティ活動が活発化していること、
�地区防災計画づくりに取り組んでいるコミュニティ
は、防災活動を超えて地域活動全般において活発化、
ソーシャル・キャピタルの醸成が進んでいること。
日本と中国では政治体制の違いがあるにもかかわら

ず、地区防災計画づくりに取り組んでいるコミュニティ
は、専門的な知識を持つリーダーの影響を受けて、住民
自らが主体となって活動に取り組んでおり、コミュニ

ティの価値を向上させる実利的な共同性と、そのような
価値の向上による定住意識の上昇や精神的安定に伴う心
情的な共同性を強く持ち得ていることが把握された。ま
た、リーダーの人脈による外部資源の導入のほか、移住
してきた新住民にも開放的な模様が観察されていて、防
災活動を契機として地区課題ごとに組織化が進められて
新しいリーダーが育成されている状況が把握された。こ
れらから、地区防災計画づくりによって、地域社会学の
コミュニティ論において提唱されてきた、理念型として
の、有限責任型リーダーによる住民主体で開放的な「コ
ミュニティモデル」が登場しつつあることが示唆される
として、本論は閉じられている。

Ⅱ 審査報告
審査委員：主査 大矢根 淳

副査 廣田 康生

副査 今野 裕昭

審査委員会は、提出された学位請求論文を、問題設定
の独自性、推論の論理性、データなどの取り扱いの妥当
性、先行研究への目配り、研究の到達点、学界への貢献
度、などの観点から審査をおこなった。またこれまでの
履歴や研究業績、さらには口述試験での口頭報告並びに
質疑応答をもとに慎重に審査を進めた。

１．論文審査にいたる経緯
金思穎氏は、中国・重慶の長江師範学院外国語学部英

語学科卒業後（英語教員免許取得）、来日して日本語学
習に取り組み、その間、在阪にて関西情報センターで内
閣府「地区防災計画ガイドライン」四川大地震調査担当
に就き、災害社会学と地区防災計画に出会った。翌年
度、専修大学大学院文学研究科社会学専攻の修士課程に
入り、修士論文「日中のコミュニティにおける防災活動
の実証的比較研究―『地区防災計画制度』と『防災模範
社区制度』を例に―」をまとめて博士後期課程に進学し
た。博士後期課程在学中には専修大学社会知性開発研究
センターに属する四川・ローカルリスクコミュニケー
ション研究センターの「四川省における基層組織の『危
機』対応の形成過程とその変容：日本における Crisis

management, Risk communication, Resilienceの視点か
ら」プロジェクトで客員研究員に就き、これは現在も継
続中である。また、博士後期課程に進んでからは、日本
学術振興会特別研究員（DC２）に採用されて、研究活
動を進めている（今年度現在）。同研究員としての研究
の一環として福岡県をフィールドに調査を重ねていて、
合わせて、この専門的現地調査に関わる科目を担当する
ことで、福岡大学法学部にて非常勤講師を務めている
（現在継続中）。
また同氏はこれまで、『専修大学人間科学論集社会学

篇』、『地区計画学会誌』をはじめ査読論文５本を含む２８
本の論文、３冊の著作を刊行している。修士論文は地区
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防災計画学会から単著として刊行され、また、『同学会
誌３』（２０１４年度）に掲載された「日中の地域コミュニ
ティにおける共助による防災活動に関する考察―日本の
『地区防災計画制度』に基づく防災活動と中国の『社区』
の防災活動の比較を通じて―」は同年度の地区防災計画
学会奨励賞として国連防災世界会議（パブリックフォー
ラム）＝第１回同学会大会の場において表彰され、２０１６
年度には共著論文「熊本地震を踏まえた地区防災計画等
による地域防災力強化の在り方」が同学会論文賞を受賞
している。
本学位請求論文につながる基本的アイディアについて

は、地域社会学会、日本社会学会、関東都市学会等の社
会学関連学会をはじめ、地区防災計画学会、情報通信学
会、地域安全学会等の防災関連事象を扱う学際的な諸学
会で報告・検討を重ねて来ており、特に地区防災計画学
会での報告内容はしばしば各メディアに取り上げられて
注目を集めてきたことで、その後、各学会・各地の防災
講演に招かれることにつながっている。こうした経験を
重ねつつ、同氏は平成３０年１０月に本論文を学位請求論文
として本学に提出するにいたった。そしてこれまで指導
教員を務めてきた大矢根が主査、地域社会学的な復旧・
復興・防災まちづくり論の観点から今野、都市社会学、
コミュニティ論の観点から廣田の二名を副査として審査
委員会を構成して審査にあたった。

２．学位請求論文の内容
本論文は、東日本大震災後の法改正で災害対策基本

法・第４２条に創設された「地区防災計画制度」につい
て、同制度に基づく我が国の具体的地区事例を、中国に
おける防災模範社区に係る諸事例と比較検討したもので
ある。両国は政治体制の違いから、地区コミュニティへ
の基礎自治体の関わり方に違いはあるものの、どちらの
地区防災計画づくりにおいても、コミュニティのリー
ダーや外部資源の活用によって防災活動が活発化してい
ること、同計画づくりに取り組んでいるコミュニティ
は、防災活動を超えて地域活動全般において活発化、
ソーシャル・キャピタルの醸成が進んでいることが明ら
かにされている。
そもそも同氏が社会学のテーマとして地区防災計画に

関心をいだいたその契機が、まず、本論文の前文に記さ
れている。中国で四川大地震の揺れを経験していた同氏
が来日して日本語を研鑽しているところで、東日本大震
災後の災害対策基本法改正・第４２条「地区防災計画制
度」作成の現場に触れる機会に恵まれ、そこで、同制度
の法制化にあたっていた内閣府官僚・当事者に出会い、
インタビューに成功している。そこでは、同法制度企画
の枠組みに、地域社会学的先行研究が色濃く反映されて
いることが把握されたことで社会学を学ぶ動機を獲得す
ることとなった。それら社会学的先行研究が、神戸市長
田区真野地区の防災まちづくり活動の事例であり、戦
後、国の取組に先駆けて乳幼児死亡率ゼロ、高齢者医療

費無料化の保健衛生の仕組みを作りあげた岩手県沢内村
（現・市）の事例であり、また、現職官僚が真摯・果敢
に現場に関わり続けることの重要性を説いた官僚制論＝
第一線職員論やそれを体現していた柳田民俗学との出会
いであった。これらから同氏は、地域社会学的視角で地
区防災計画づくりを攻究していこうという動機・契機を
得ることとなった。
そこからは上述の現職官僚らとも協働して、発足間も

ない地区防災計画づくりの現場の数々に身を置きなが
ら、学術サイドから研究実践を重ねて、地区防災計画学
会のその創設時から中心メンバーとして参画しつづけて
いる。
このような研究契機を経て、同氏の地域社会学的研究

実践は始められた。本論文ではまず第１部の第１章・２
章で、地区防災計画制度の創設過程を国会審議録や法制
化作業にあたった官僚へのインタビューから明らかにし
たところで、同制度の地域社会学的意義を検討してい
る。そこでは、地区防災計画制度を住民主体のボトム
アップ型、共助の仕組みであるとして、従来の行政中心
の中央集権的な防災政策の「パラダイム転換」に当たる
画期的な制度として位置づけて見せている。
また、第１章・第４節「データ収集方法とデータ分析

手法」では、本論文で主として採用しているインタ
ビューという技法に関して、社会学領域ではしばしば質
的研究法として（統計解析を主とする量的研究法から
は）その科学的厳密さが手厳しく批判されていることを
踏まえて、本論文では、インタビュー・データを用いて
分析する際の客観性担保の工夫について言及している。
そこで本論文で独自に導入されたのが、テキスト化され
たインタビュー・データを定量的に解析する「頻出語分
析」・「共起ネットワーク分析」で、計量ソフト「KHcoder」
を駆使して定量的に各語の重要性を判断し、他の語との
関連性の強さを分析するものであった（Jaccard係数が
高いほど、単語間の「リンク」（共起性）が強い）。これ
をもとに、精確にテキスト化されたインタビュー・デー
タから、当該論点に関わる「ストーリーライン」の作成
が可能となった。データに記述されている出来事に潜在
する意味や意義を、テーマを紡ぎ合わせて書き表した
「ストーリーライン」として表現することを目的とする
SCAT（Steps for Coding and Theorization）という分析
手法に、上述の「頻出語分析」・「共起ネットワーク分析」
を加えることで、インタビュー・データ分析の客観性・
妥当性が飛躍的に高まった。
インタビュー調査を企画・実施するに際して、本論文

ではもちろん、インタビュー・データの取得、分析、論
文での表記に際して、きちんと手順を踏まえて、プライ
バシーの保護にも十分に配慮されていて、また、フィー
ルドで参与観察を行うに際しても、十分な時間をかけて
適切な人間関係の構築がはかられており、研究倫理上の
問題はない。
こうした質的データ分析法の工夫を経て、本論文では
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国内外６地区事例の分析を試みている。６地区事例は、
�その地区が一般的な校区（町内会・自治会等）なのか
マンションなのか、�過去に大きな災害に遭ったことが
あるかどうか、�地区防災計画の枠組みにおいて取り組
まれている事例かどうか、の３軸によって類型化され
た。
そして第２部「ある地区防災計画づくりの事例」から

は各地区事例の検討に入り、各地区の多様な地域特性を
適切に把握したうえで、地区防災計画づくりや防災活動
が活発化する諸状況・諸要因を調査分析している。「第
３章 北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づく
り」で、まず、同氏が最も足繁く通って参与観察を行っ
た北九州市小倉南区志井校区の事例を取り上げている。
校区単位で、大きな災害経験はなく、内閣府のモデル地
区には指定されていない事例が対象とされた。ここで
は、移住してきた行政経験を有する専門的な知識を持っ
た住民がリーダーとなり、彼が自らの人脈を活用して学
識経験者、行政関係者、NPO等の外部資源を取り入れ
つつ、河川の清掃活動、ラジオ体操等の地域活動への取
組を強化した経緯が把握された。そしてそれが、コミュ
ニティでの高齢者の健康状態把握のような見守り活動に
つながったり（ラジオ体操参加者の様子をチェックする
ことで健康状態の把握を行う）、地域活動に参加した住
民が声を掛け合うことでコミュニケーションの活発化に
つながっていることが把握された。
次いで第３部「その他の地区防災計画づくりの事例」

で、上述の志井校区以外の国内３事例が扱われた。「第
４章 高知市下知地区の地区防災計画づくり」では、校
区単位の事例であり、南海地震を経験した地区であり、
内閣府のモデル地区に指定されている事例が扱われた。
この章では、地区で唯一、敗戦直後の南海地震の経験を
有する「生き字引」と呼ばれている専門的な知識を持っ
たリーダーが先導して、彼がその人脈をいかして学識経
験者、行政関係者等の支援を取り付け、自主的な地区防
災計画づくり進めている様子が把握された。この地区で
はしかしながら、地区内にマンションが増加し、新しく
住み始めた若年層との関係性の構築や後継者問題に悩ん
でいることなどの課題も見られたが、従来からともに活
動を行ってきた住民の呼びかけに応じて小学校教員、母
親、学生ら多様な住民が自主的に防災活動に参加するよ
うになってきている状況も合わせて把握された。「第５
章 熊本地震と地区防災計画づくり」では、熊本市中央
区砂取校区のマンションの事例が（熊本地震を経験した
／モデル地区ではない）扱われた。このマンションのコ
ミュニティでは、マンション建設とともに移住してきた
「銀行マン」を取り上げた。彼は、事業継続計画（BCP）
をはじめとする防災活動に関する専門的な知識を有して
いて、マンション管理組合の理事長に就いていた。彼が
中心となって、マンション・コミュニティにおける七
夕、クリスマス、お正月の餅つき等の地域活動を通じ
て、マンション住民同士が顔見知りとなり、日頃から互

いにネットワークを作って連絡したり、お裾分けをした
り、高齢者や子供の見守り活動をするようになった経緯
が把握された。そして、そのような日頃の関係が生き
て、熊本地震の発災直後も声を掛け合って避難したり、
隣同士で高齢者や子供の面倒を見たりするなど、マン
ションでの避難生活の継続がうまくいっていることが明
らかとなった。「第６章 横須賀市のマンションの地区
防災計画づくり」では、モデル地区認定を受けているが
大きな災害を経験していない首都圏の大型マンションの
事例が対象とされた。このマンション・コミュニティで
は、移住してきたゼネコン出身者がマンション管理組合
の役員として活躍し、皆から「横町の御隠居」と呼ばれ
るリーダーとなっていた。彼が自身の人脈を生かして学
識経験者、行政関係者、NPO等からの支援を取り付
け、マンション・コミュニティにおいて斬新な避難訓練
を実施するなどして、マンション住民同士の関係性を
いっそう深めたり、さらには、住民の家族構成や持病等
を記録した名簿や班別の詳細な連絡網・役割分担表を作
り、日頃から互いにネットワークを作って連絡したり、
お裾分けをしたり、高齢者や子供の見守り活動をするよ
うになった事情が把握された。その結果、急病人が発生
した際にも、マンション住人が付き添って看病するなど
の対応も可能になっていた。
第４部「中国の社区の防災計画づくり」からは事例を

中国に求め、まず、「第７章 中国重慶市 A社区の防災
計画づくり」では、四川大地震に加えてそれ以前にも大
規模水害の経験を有するマンション社区を対象としてい
るが、このマンションは「防災模範社区制度」に基づく
ものではないものの、制度の意義を受け止めつつ積極的
にマンション社区防災活動を展開している事例が掘り下
げられた。この社区は、教員専用マンションである。マ
ンションに隣接する学校で防災担当を務めて専門的な知
識を有する者が、地元では「防災先生」と呼ばれて頼ら
れていた。彼は専門的な知識を有するマンション管理役
員を外部資源として導入しながら、学校と連携して、地
域活動や防災活動の推進を図ってきた。住民が社区の防
災活動への取組をきっかけに、持病や障害といった情報
も交換するようになり、いざというときの支援者を指名
していることなど、コミュニティのソーシャル・キャピ
タルの充実度が把握された。そして、事例最後として
「第８章 中国重慶市 B防災模範社区の防災計画づく
り」では、大きな災害経験はないがモデル地区である防
災模範社区に指定された一般社区の事例が、取り上げら
れた。この社区では、良好な人間関係を背景に、日常的
に住民の自発的な娯楽活動が行われており、それは例え
ば、住民によって自発的に結成されている民族楽器であ
る「腰鼓」のクラブ活動や、主に高齢者によって自発的
に結成されている「ソフトバレーボールチーム」などが
あげられた。そこで培われた人間関係が、防災活動につ
ながり、過去の水害時の災害対応にも大きな役割を果た
してきたことが把握された。
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３軸による類型化に基づくこれら６事例の総括が、
「第５部 日本及び中国の事例を踏まえた都市コミュニ
ティにおける地区防災計画づくり」の「第９章 総括」
においてなされている。そこでは、地区防災計画づくり
に取り組んでいる地区においては、専門的知識を有する
地区リーダー、学識経験者などの外部資源が、防災活動
活発化の大きな要因となっていることが見いだされ、こ
うした外部資源は、リーダーの人脈を通じてコミュニ
ティ支援に導入されていて、これにより防災活動が高度
化を見ていること、マンションではコミュニティづくり
が難しく、それゆえ防災活動も難しいと言われている
が、地区防災計画づくりに取り組んでいるマンションと
校区のコミュニティを比較すると、どちらも防災活動が
活性化しており、その要因は共通していること、そし
て、日本と中国の事例を比較した場合、政治体制の違い
から、基礎自治体との関わり方に違いはあるものの、ど
ちらもコミュニティのリーダーや外部資源の介入（活
用）によってコミュニティ活動が活発化していること、
地区防災計画づくりに取り組んでいるコミュニティは、
防災活動を超えて地域活動全般において活発であるこ
と、が明らかにされた。

３．口述試験
口述試験は平成３０年１２月２１日（金）の午後、３審査委

員に加えて、文学研究科社会学専攻の教員の立会いの下
に行われた。論文の概略についての金氏からの口頭報告
ののち、各委員および社会学専攻教員からのコメントと
質問が投げかけられたが、いずれの質問にも同氏は的確
かつ誠実に返答した。
質疑・コメントには、大概して以下の３点があげられ

た。
�まず、博士後期課程のわずか３年間の中で、このよ

うに精力的にしかも緻密に多くの事例を扱い得たことを
高く評価するとともに、日本語を母語としない同氏が、
このように大部の日本語論文を精確に仕上げてきたこと
に、ことさらの評価を得た。
�次に、質的調査に対する一般的な批判点（その客観

性の担保について）に対して、独自に手法を組み合わせ
て客観性・信頼性・妥当性を高める工夫が見られたこと
が高く評価された。特に口述試験において、一見の者に
もその工夫点が即時にわかるようにプレゼンテーション
が組み立てられていたこと、特に、脱文脈化した後に再
文脈化する SCAT分析のプロセスを平易に必要十分に説
明したことが高く評価された。その一方で、本論文で例
示されている SCAT分析の結果としてのストーリーライ
ンが、一見すると回答テキストを部分的に結合しただけ
にも見えるところがあることから、論文中、この再文脈
化のプロセスを丁寧に説明する箇所が必要であると指摘
された。
�次いで、地域社会学プロパーの視角から、以下のよ

うな批判点も投げかけられ、それらは今後の課題として

指摘された。一つは、本論文でしばしば使われている
「コミュニティ」概念について、これはそもそも１９６０年
代の経済企画庁国民生活課（国民生活審議会調査部会コ
ミュニティ問題小委員会報告）『コミュニティ：生活の
場における人間性の回復』で提示・創設された当時の新
しい概念であり、それまでの地域の基層組織とは異なる
含意をもって概念化されたものであったが、同氏はこの
コミュニティ概念と現況の「町内会・自治会」の異同を
どのようにとらえているのか、そして地区防災計画づく
りのどのような側面にコミュニティの意義を見いだして
いるのか、本論文に次ぐ将来の長い思索への課題として
投げかけられた。
また、本論文では地区防災計画の策定に向けて、皆が

一丸となって取り組む事例が扱われているが、いわゆる
震災ユートピア期にはそうした一体感があり得るけれど
も、復興・生活再建期には様々な意向を有する人々の間
に多様なズレが生じて合意形成が難しくなる、すなわち
コンフリクトが発生するようになることが一般的である
ことから、日常的な次元で防災計画をつくる際には当
然、何を対象として誰が参画してそうした場面での合意
形成をはかるのか、という難しさがあるだろうことが指
摘された。本論文で取り上げる各事例では、どのような
主体が参画・発言してそうした合意形成システムが作動
していたか、論文中それらをさらに具体的に示すこと、
そしてその結果としてそうした記述・分析の普遍性を示
すことの必要性が指摘された。
そしてこれらのことを前提に、政治的・イデオロギー

的相違がその基盤に存する日中コミュニティにおける防
災体制を考える際に、そこで企図されている「ボトム
アップ」「住民主体」概念自体の異同を見極める必要性
が指摘された。しかしながらこれら地域社会学プロパー
からの批判点は、本論文の完成度に関する評価をいささ
かも落としめるものではなく、社会学徒として同氏が生
涯にわたって攻究していくべき大テーマとして示唆され
たものであった。
口述試験終了後、審査委員会は最終審査のための会議

を開催し、合否を検討した。

４．審査員の評価
ここまで記してきたように、問題設定の独自性、推論

の論理性、データなどの取り扱いの妥当性、先行研究へ
の目配り、研究の到達点、学界への貢献度、などの観点
から論文審査をおこなったが、本論文はそれらに関し
て、十分に応えていることが確認された。
以上、審査の結果、金思穎氏から提出された学位請求

論文「日中の都市コミュニティにおける地区防災計画づ
くりに関する実証的研究」は、博士の学位を授与するに
値する優秀な論文であると判定する。

Ⅲ 学位授与要記
一、氏名 金 思穎
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二、学位の種類 博士（社会学）

三、学位記番号 博社甲第九号

四、学位授与の条件 学位規則第四条第一項該

五、授与年月日 平成三十一年三月二十二日

六、学位請求論文題目 日中の都市コミュニティにおける

地区防災計画づくりに関する実証

的研究

七、審査委員 主査 専修大学人間科学部

教授 大矢根 淳

副査 専修大学人間科学部

教授 廣田 康生

副査 専修大学人間科学部

教授 今野 裕昭
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言.(著作⑩) 

第 1章 → 2018, 『防災の法と社会―熊本地震とその後―』信山社, 共著・単行本: 

第 1章.（著作㉗） 

第 2章 → 2015, 「コミュニティにおける防災活動に関する実証的考察―災害対策基

本法による地区防災計画制度の創設とソーシャル・キャピタル」

『都市問題』106(10), 共著・査読あり.（著作⑦）  

第 3章 → 2018, 「北九州市の地区防災計画に関する地域社会学的研究――半構造化

面接法によるインタビュー調査及び SCATによる質的データ分析―

―」『専修人間科学論集社会学篇』8(2), 査読有り.（著作㉔） 

第 4章 → 2018, 「北九州市小倉南区志井校区及び高知市下知地区の住民主体の地区

防災計画づくりに関する比較研究――半構造化面接法によるインタ

ビュー調査及び SCATによる質的データ分析――」『地区防災計画学

会誌』12.（著作㉖） 

第 5章 → 2016, 「熊本地震を踏まえた地区防災計画等による地域防災力強化の在り

方」『名古屋大学法政論集』267, 共著.（著作⑬） 

第 6章 → 2016, 「マンションコミュニティの防災活動に関する実証的考察」『地区

防災計画学会誌』5, 共著・査読あり.（著作⑧） 

第 7章 → 2016, 『日中のコミュニティにおける防災活動の実証的比較研究～「地区

防災計画制度」と「防災模範社区制度」を例に～』地区防災計画学

会（専修大学大学院文学研究科修士論文）, 単行本.（著作⑨） 

第 8章 → 2015, 「日中の地域コミュニティにおける共助による防災活動に関する考

察」『地区防災計画学会誌』3, 査読あり.（著作⑥） 

第 9章 → 2018, 『防災の法と社会―熊本地震とその後―』信山社, 共著・単行本:   

第 9章.（著作㉗） 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

前 文 

  



2 

 

前 文 

 

要旨 

 

 本研究では、日本及び中国の都市のマンションコミュニティや校区のコミュニティに注

目し、地区防災計画づくり等の防災活動の分析を通じて、①防災活動が活発化する要因は

何か、②コミュニティのリーダーのほか、外部有識者等の外部資源が、防災活動にどのよ

うな影響を与えるのか、③マンションコミュニティと校区等の一般的なコミュニティで差

異がみられるのか、④日本と中国のコミュニティで差異がみられるのか、⑤以上を踏まえ、

地域コミュニティの防災力を向上させ、未知なる災害に備えるには、どのように対応すれ

ばいいのか、について考察を行っている。 

 考察に当たっては、事例を被災経験の有無、校区とマンション、モデル地区であるか否

かの 3つの観点から類型化した。また、半構造面接法によって収集したインタビュー調査

のデータについて、質的分析手法である SCAT と計量テキスト分析手法である共起ネット

ワーク分析及び頻出語分析を組み合わせて分析を行った。さらに、本研究の対象である「地

区防災計画制度」の創設には、中国の臨時社区、対口支援等の仕組みや社会学をはじめと

する学術研究が大きな影響を与えていることを明らかにした。 

 そして、本研究で紹介をした地区防災計画づくりに取り組んでいる地区では、移住して

きた専門的な知識を有する住民のリーダーのほか、学識経験者、行政関係者、NPO 等の外

部有識者等の外部資源が防災活動の活性化のための重要な要素となっていることが判明し

た。また、大震災を経験した後、地区防災計画づくりを契機に、かつて奥田道大の提唱し

た「コミュニティモデル」に近いコミュニティが登場しつつある可能性について指摘した。 

 

1 研究の動機と調査対象への主なアクセス方法 

1.1 研究の動機と要点 

 

筆者の出身地である中国の重慶市は、もともと四川省の一部である1。四川省では、2008

年に四川大地震が発生する等過去多くの自然災害が発生しており、地域住民の命を守るた

め、その地域コミュニティにおける共助による防災活動が重要になっている。 

そのため、日中の地域コミュニティにおける防災活動の状況や関係する法制度の現場の

地域住民等による活用状況等について、社会学的に分析することによって、両国の防災活

動や関係する法制度の優れた部分と問題点を明らかにする必要性を感じていた。 

                                                   
1 重慶市は、もともと四川省に属していたが、1997 年に北京市、天津市及び上海市と並ぶ直轄市に昇格し

た。面積は 8.24 万平方キロメートルで、日本の北海道並みであり、人口は 2,991 万人（2014 年末常住人

口）で東京の倍以上である。在重慶日本国総領事館 HPhttp://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/参照。 
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そこで、東日本大震災後に創設された日本の地域コミュニティにおける防災計画制度で

ある「地区防災計画制度」について、制度を創設した現場の行政の担当官や有識者が、東

日本大震災等をどのように認識し、どのようにして制度を作り上げていったかというプロ

セスに注目することとし、中国の地域コミュニティである防災活動に関する社区の防災活

動や「防災模範社区制度」と比較することにした。 

また、筆者は、中国でも日本でもマンション2に居住しているが、日本では都市化が進む

中で都市部の人口が増加し、マンション居住者が増加する中で3、地域コミュニティの人間

関係の希薄化が進んだといわれる。ちょうど、現在の中国でも、経済発展が進み、都市化

やマンション居住者が増加しており、昔の日本が辿ったような状況にある。 

このような都市コミュニティやマンションの状況に関心を持っていたところ、日本では、

このような地域コミュニティの状況に危機感を持って、その状況を改善するための地区防

災計画づくりの取組を行っている地域住民がいることを知った。例えば、学会での知人の

いた横須賀のマンションでは、ゼネコン出身の移住してきたリーダーが、マンションの住

民をあげて地域活動を活発化させ、防災活動にも積極的に取り組んでおり、その活動は社

会から高く評価され、内閣府の地区防災計画モデル事業として取り上げられた。また、筆

者が非常勤講師をしている福岡大学の縁で参与観察を行った北九州市小倉南区志井校区で

は、移住してきたリーダーが中心になって、地域活動を活発化させたことが防災活動の活

性化につなげており、学識経験者、行政関係者、NPO 等の外部有識者等の支援も受けて、

防災活動を高度化させていた。 

また、「地区防災計画制度」の企画立案に携わった内閣府の担当官からは、同制度が、東

日本大震災での公助の限界や地域コミュニティの防災力強化の必要性について認識される

中で、先行的に実施されてきた四川大地震以後の中国のコミュニティである社区における

防災活動の影響を受けている旨の指摘があったこと、筆者自身が災害の多い中国の出身で

あり、同制度に関する内閣府のガイドライン作成の際には、中国出身であることを生かし

てシンクタンク側から参与観察的にその作成プロセスに参加したことから、筆者の身近に

ある地区防災計画づくりの事例や内閣府のモデル事業の対象となったいくつかの地区にお

ける地区防災計画づくりの事例を踏まえつつ、地区防災計画づくりにおいて、中国の事例

がどのように参考にされているのか、また、日本の都市コミュニティやマンションのコミ

ュニティの活性化や防災活動の事例について、中国への応用の可能性を探りたいと考える

ようになった。そして、中国出身で、現在、日本で研究をしている筆者の立場を生かして、

                                                   
2 2001 年に施行された日本のマンション管理適正化法 2 条 1 号では、マンションの定義について、2 以上

の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専用の部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設

等としている。 
3 国土交通省の推計によれば、日本の 3 階建て以上の鉄筋コンクリート等の分譲マンションのストック戸

数は、2014 年末で約 613 万戸であり、その居住人口は 1,510 万人である。平成 26 年度（2014 年度）住宅

経済関連データ参照。http://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutaku-2_tk_000002.html 



4 

 

日本と中国の地域コミュニティでの防災活動の比較を行い、その相違や優れた点を明らか

にして、優れた点については、両国の住民の生命を守る観点から、その普及を図りたいと

考えた。 

筆者は、博士後期課程において、幸運にも日本学術振興会から特別研究員として科研費

を支給していただいたほか、また、本研究における調査に当たっては、学籍のある専修大

学のほか、非常勤講師をしていた福岡大学や共同研究者のいた名古屋大学にも協力をいた

だけた。そのため、本研究では、日本の「地区防災計画制度」、中国の「防災模範社区制度」

等について、当初の研究計画よりも多くの事例を取り扱うことができた。 

本研究のリサーチ・クエスチョンは、日本及び中国の都市コミュニティにおける地区防

災計画づくりの分析を通じて、①防災活動が活発化する要因は何か、②コミュニティのリ

ーダーのほか、外部有識者のような外部資源が、防災活動にどのような影響を与えるのか、

③マンションコミュニティと校区のような一般的なコミュニティで差異がみられるのか、

④日本と中国のコミュニティで差異がみられるのか、⑤以上を踏まえ、地域コミュニティ

の防災力を向上させ、未知なる災害に備えるには、どのように対応すればいいのか、であ

る。 

そして、本研究を通して、地区防災計画づくりに取り組んでいる地区については、①専

門的な知識を持ったリーダーのほか、学識経験者、行政関係者、NPO 等の外部資源が、防

災活動の活発化の大きな要因となっていること、②外部有識者等の外部資源は、リーダー

の人脈を通じて、地域コミュニティの支援を行っており、それが地域コミュニティのやる

気を引き出し、防災活動を高度化させていること、③マンションではコミュニティづくり

が難しく防災活動も難しいと言われているが、地区防災計画づくりに取り組んでいるマン

ションと校区のコミュニティを比較すると、どちらも防災活動が活性化しており、その要

因は共通していること、④日本と中国の事例を比較した場合、政治体制の違いから、基礎

自治体との関わり方に違いはあるものの、どちらもコミュニティのリーダーの役割や外部

資源の活用がコミュニティの防災活動の活発化の要因となっていること、⑤地域コミュニ

ティの防災力を向上させ、未知なる災害に備えるには、地区防災計画づくりが有用である

が、地区防災計画づくりに取り組んでいるコミュニティは、成熟しており、地域活動の活

発化、ソーシャル・キャピタルの醸成、地域活性化等の特徴があることがわかった。 

 本研究の一番の要点は、日本と中国の地域コミュニティの防災活動の比較の部分にある。

よく知られているように、両国には、政治経済の仕組み、地方行政、行政と地域コミュニ

ティの関わり方等に多様な違いがあることから、違いについては、第 7 章の「結びにかえ

て」における考察部分を御参照いただきたいが、校区単位やマンションコミュニティ単位

の地域コミュニティの防災活動をみていくと、地域コミュニティで防災活動や防災計画づ

くりに積極的に取り組んでいるところでは、移住してきた専門的な知識を持つリーダー、

教員等の学識経験者、行政関係者、NPO等の外部資源が、大きな役割を果たしている点が、
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両国の共通点として大きなポイントである。特に専門的な知識を持つリーダーに着目する

と、ムラ社会的な閉鎖的で慣習的な住民組織における名望有力型リーダー、行政に任命さ

れた役職に基づく役職有力者型リーダー、権利意識が高く行政への要求活動を得意とする

組織活動型リーダー（奥田 1983）とは異なるリーダー像が見えてきた。つまり、地区防災

計画づくりを実施しているコミュニティでは、移住してきたリーダーが、自らの行政経験

や民間企業での職務経験、被災経験等をいかして、自ら研究を重ねて地域活動や防災活動

に関する多くの知識を有しており、その知識を生かして地域コミュニティの防災力を向上

させ、それを契機として成熟した共助を中心としたコミュニティの形成や地域活性化を図

っていた。そして、自ら構築した人脈をいかして、学識経験者、行政関係者、NPO 等の外部

有識者からの支援を受けて、地域活動や防災活動の高度化を図っていた。 

また、日本と中国では、政治体制等に大きな違いがあるにもかかわらず、地区防災計画

づくりに取り組んでいるコミュニティは、このような専門家的な性格を持つリーダーの影

響を受けて、住民自らが主体となって活動に取り組んでおり、住民が共同して地域活動や

防災活動に取り組むことによって、コミュ二ティの価値を向上させる実利的な共同性と、

そのような価値の向上による定住意識の定着や精神的な安定に伴う心情的な共同性を強く

持っているほか、移住してきた新しい住民にも開放的であった。そして、防災活動をはじ

めとする地域活動全体が活発化していることから、課題ごとに組織化を進め、新しいリー

ダーを育成している場合もあった。これは、東日本大震災や中国の四川大地震という大災

害を経験した後、日本と中国では、地区防災計画づくりをはじめとする防災活動を契機と

して、地域活動が活発化し、かつて奥田道大が提唱した有限責任型リーダーによる住民主

体で開放的な「コミュニティモデル」（奥田 1983）に近いコミュニティが登場しつつある

ことを意味する可能性がある。 

上記の結論を導くに当たって、本研究では、筆者が一番頻繁に参与観察を行って分析を

実施した北九州小倉南区志井校区の事例を起点として、以前から筆者が研究対象としてき

たマンションのコミュニティを含む内閣府のいくつかのモデル地区等と比較しつつ、最終

的に筆者の出身地である中国重慶市の一般の社区（防災模範社区）及びマンションの社区

の事例と比較することにした。本研究では、比較に当たっては、各事例を後述のように、

対象範囲が校区（一般の社区）かマンションか、被災経験があるかないか、モデル地区か

否か、の 3 つの区分から類型化している（図 前文-1）。なお、外部資源の役割についても

分類の軸にすることも検討したが、地区防災計画づくり（中国の社区の防災計画に係る事

例を含む。）に関するいずれの事例でも外部資源の活用という特徴が見られた。 

本研究で登場する事例について、上記 3 つの区分から、簡単に整理しておくと、起点と

なった北九州市小倉南区志井校区（第 3 章）は、校区単位で大きな災害経験のない地区の

事例であり、内閣府のモデル地区には指定されていない（ただし、北九州市独自のモデル

地区に指定されている。）。次の高知市下知地区（第 4 章）は、北九州市と同じ校区単位の
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事例であるが、南海地震という大災害を経験した地区であり、内閣府のモデル地区に指定

されている。その次の熊本市中央区砂取校区のマンションの事例（第 5 章）は、高知市と

同じように熊本地震という大災害を経験した地区であるが、マンションコミュニティを単

位とした事例である。なお、当該コミュニティは、地区防災計画づくりに興味を示してい

るものの、未だ計画づくりに取り組んでいるわけではない。さらに、横須賀市平成町のマ

ンションの事例（第 6 章）は、熊本市と同じようにマンションの事例であるが、大きな災

害の経験がない。ただし、マンションに関する高度な防災活動への取組が注目を集めてお

り、内閣府のモデル地区に指定された。当該マンションは、筆者の修士論文の調査対象地

区でもあり、当該地区の防災訓練に参加し、同じ学会に所属する住民のリーダーと頻繁に

意見交換する等以前から参与観察を実施してきた地区でもある。そして、比較のため、筆

者の出身地である中国重慶市の大きな災害経験を有するマンションの社区（第 7章）、大き

な災害経験はないがモデル地区である防災模範社区に指定された一般の社区の事例（第 8

章）を取り上げている。最後に第 9 章で、北九州市の事例を起点に中国重慶市の事例まで

を整理し、比較することによって、日中両国の関連する法制度が、現場で実際にどのよう

に利用されているかを踏まえつつ、両国の都市コミュニティにおける共助による地区防災

計画づくりやそれを住民主体で推進するための仕組みについて考察を行うこととした。 

 

1.2 日本及び中国の都市コミュニティ 

 

日本及び中国は、地震、台風等の災害の多い国であるが、そのような災害に備えて、両

国においては、古くから地域コミュニティの災害時の助け合いが行われ、災害時の地域コ

ミュニティにおける共助の文化が形成されてきた。これは欧米にはあまり見られないこと

であり、そのため、本研究では日中の事例を比較することとした。つまり、欧州は地震等

がほとんどないことから、災害対策における想定災害も病気、テロ、戦争等が重視されて

おり、日本とは事情が大きく異なっていることから、本研究では取り上げていない。なお、

例外ではあるが、欧州での大きな地震災害として記録されているのは、地震、津波、火災

等で 6万 2,000人～9万人の死者を出したポルトガルの 1755年のリスボン地震があげられ

る。同地震は、後の啓蒙主義に大きな影響を与え、欧州の価値観の変革につながった。当

時、海外の植民地に広くキリスト教の布教を行い、キリスト教を国教とする国の中で優等

生国であると考えられていたポルトガルが、神の怒りである大災害に見舞われることにつ

いて、キリスト教の概念では説明がつかなかった。イエズス会は、これをポルトガルの行

いのせいにして説明しようとしたが、覚えのない言いがかりにポルトガル国民が怒り、同

会はポルトガルから追放されることになった。また、ニーチェが後に「神は死んだ」とい

う言葉を残すのも、このリスボン地震後の欧州の価値観の変革を受けてのことである。な

お、リスボン地震がポルトガルの衰退につながったという説が従来は強かったが、防災関
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係者からは、地震後復興によってリスボンの都市としての繁栄につながったという指摘も

ある（合田 2015: 46）。 

日中の話に戻って、ここ 20 年ほどの災害とその際に大きな役割を果たした地域コミュ

ニティや防災制度について振り返ってみると、日本では、1995 年の阪神・淡路大震災及び

2011 年の東日本大震災で、行政による被災者支援が限界をむかえる一方で、地域コミュニ

ティにおける共助による防災活動が注目されたことを受けて、2013年には災害対策基本法

が改正され、地域コミュニティの住民等による自発的な共助による防災活動を促進するた

めの「地区防災計画制度」が導入された。同制度は、町内会等を母体とした自主防災組織

による共助による防災活動を強化すること等を目的とした制度である。なお、町内会等に

ついては、歴史的な経緯もあって、自治会、部落会、隣組等多様な呼び方があるが、本研

究では、原則として、「町内会等」と記述している。 

日本の代表的な基層組織としてあげられる町内会等であるが、慶弔、お祭り、スポーツ、

環境、福祉、防犯、防災等多様な活動を行っており、住民の親睦、自治、行政補完等の多

様な機能を持つとともに、行政と効果的に連携し、その補完的機能を担っている場合もあ

る。 

 この町内会等は、古くより日本の伝統的な文化に根差した組織であり、地域住民に対し

ても大きな影響力を持っている。例えば、戦前には、1940 年に制定された内務省訓令であ

る「部落会町内会等整備要領」に規定され、戦争遂行にも大きな役割を果たした。そのた

め、戦後、GHQ は、1947 年に同訓令を廃止し、ポツダム政令を出すことにより、強制的に

部落会及び町内会を廃止したが、1953年のサンフランシスコ条約締結後に同政令が効力を

失ってからは、地域住民等によって、町内会等が自然に復活した。ただし、戦後は、町内

会等が、法令に明確に位置付けられたことはないものの、1991 年の地方自治法改正では、

町内会等の「地縁による団体」が法人格を取得できる旨規定されている（同法 260 条の 2

～260の 39）。 

 町内会等の復活については、学界でも大きな議論がある。また、政府の中でも、経済企

画庁国民生活審議会小委員会は、町内会等とは異なった「コミュニティ」の形成の必要性

を唱えた時期もあったが、一方で、同時期に、消防庁は、町内会等を母体とした自主防災

組織の形成を進め、地域防災力の向上を進めており、2 つの政府機関の方向性は異なって

いたように思われる。つまり、経済企画庁国民生活審議会（1969）では、都市化の進展が

町内会等の地域共同体を崩壊させ、防災を含めた社会問題を生み出しているとし、これを

解決するため、市民としての自主性と責任を自覚した個人及び家族を構成主体とし、地域

性と共通目標を持った開放的で相互の信頼感のある集団である「コミュニティ」が求めら

れるとした。しかし、同時期に、消防庁では、町内会等を自主防災組織の母体として地域

防災力の強化を図った。これは、町内会等の地域で果たす役割、組織形態、資金運用等を

踏まえると、町内会等が、防災活動を行う最も現実的な組織であったためである（消防庁 
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1996; 黒田 1998）。 

関連して、日本の国土が伊勢湾台風等相次ぐ巨大災害によって荒廃したことを受けて、

1961 年に成立した「災害対策基本法」では、町内会等が母体となって住民が自発的な防災

活動を行う任意団体である自主防災組織について、「住民の隣保協同の精神に基づく自発

的な防災組織」として規定し（同法 2 条の 2）、阪神・淡路大震災後の 1995 年改正では、

「自主防災組織」という用語を法律上に明記した。そして、学術的にも、町内会等の防災

活動と福祉活動のような他の地域活動との関係に関する分析も行われるようになったほか、

近年は、2011 年の東日本大震災を契機に再び町内会等の防災活動に注目が集まっている。 

一方、中国で 2008 年 5 月に発生した四川大地震では、日本と同じように、行政による被

災者支援の限界（公助の限界）が明らかになる一方で、倒壊した建物に閉じ込められた人々

の多くが、同じ地域コミュニティに住む家族や近所の人々によって助けられ、また、避難

所においても、伝統的な互助（共助）の考え方に沿って地域コミュニティの住民相互の助

け合いが行われ、その活動が大きな注目を集めた（卿 2010; 伍 2015; 西澤・筒井 2014; 

Mitchell 1999）。その際に大きな役割を果たしたのが、中国の地域コミュニティである「社

区」である。この「社区」は、1980年代の改革開放とともに登場したが、それ以前は、職

場関係と地域コミュニティの関係が一体となって、居住区域に職場だけでなく、病院、学

校、映画館等が設けられ、職住一体となった「単位」とよばれる仕組みがあった。 

 そして、四川大地震での経験を踏まえ、「社区」を中心とした共助による防災活動が広

がりつつあり、政府の各機関による「防災模範社区制度」が導入され、地域社会のインフ

ラ整備をはじめとするハードウェアと地域住民の防災意識の啓発をはじめとするソフトウ

ェアを組み合わせた活動が展開されている。 

中国の地域コミュニティである「社区」は、憲法や各法律により行政とは明確に区別さ

れているが、その役割は、例えば、自然災害救助条例等にも明記されており、行政と密接

に連携している（憲法 111 条、居民委員会組織法 2 条・3 条、村民委員会組織法 2 条、自

然災害救助条例 5条）。また、「社区」を運営している「居民委員会」は、地域コミュニテ

ィの住民のために幅広い活動を行っており、また、地域コミュニティにおける良好な人間

関係が、防災活動を含めた共助による地域活動の活性化につながっている（内閣府 2014: 

37-39; 俸・王, 2014:1-3; 金 2015a; 金 2015b）。 

 近年、日中ともに居住者が増加したマンションとそのコミュニティについて振り返って

みる。日本では、マンションが普及し始めた 80 年代くらいから、行政側からは、人間関係

が希薄で、コミュニティが育ちにくい場所であるとみなされ、長く消極的に捉えられてい

た。マンションは主要な居住形態となっているが、マンション住民と地域住民による地域

コミュニティの形成は容易ではなく、連携や共助が進んでいないと指摘されていた。しか

し、堅牢な躯体、管理に関する人材と組織等を有するマンションは、災害時に地域に貢献

できる要素を備えている場合も多く、東日本大震災ではマンションが地域住民の受け入れ
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に活躍した事例もみられた(国土交通政策研究所 2015: 6 章)。そして、「地区防災計画制

度」が成立したことにより、地域コミュニティの実態を踏まえ、若いマンション住民と長

くその地域に住む伝統的な町内会等の住民の防災活動を連携させ、地域防災力を向上させ

る取組もみられるようになっているが、首都直下地震や南海トラフ地震の危険性が指摘さ

れている中で、その取組の遅れが危惧されている。そして、近年、急激に都市化が進み、

マンション居住者が増加した中国でも、今後、同じような問題が発生することが予想され

る。 

  

1.3 熊本地震、九州北部豪雨、西日本豪雨等を踏まえて 

 

本研究は、日中比較とともに、2016 年 4 月に発生した熊本地震、2017年 7 月に発生した

九州北部豪雨、2018 年 6～7 月の西日本豪雨等の教訓を踏まえ、「災害対策基本法」に基づ

く地域コミュニティの住民等を主体とした共助による地区防災計画づくりに関する調査分

析を通して、都市コミュニティにおける地域防災力の強化について、社会学の観点から考

察を行った。 

2016 年 4月に、筆者は、共同で研究を行っていた福岡大学の縁で、福岡市に滞在してい

たが、ちょうどそのときに熊本地震が発災し、筆者が滞在していた施設の建物等も破損し

た。そして、その後は、被災地出身の学生の案内で、熊本市、益城町、西原村等の被災地

に入り、被災地で支援活動及び調査活動を行った。被災地では、阪神・淡路大震災、東日

本大震災等で指摘されてきた防災分野の問題が、再び同じように発生しているのを目の当

たりにした。 

例えば、行政や住民の防災意識を向上させ、建物の耐震化を進め、備蓄、避難所の整備

等を適切に行うことが重要であるということは、何回も国から発信されており、それを知

らない人はいないはずであるが、九州の多くの行政官、住民、企業等に対してインタビュ

ー調査を行うと、「東日本大震災で防災が重要だというのは知っていたが、九州には無縁だ

と考えていた。」という回答が圧倒的に多かった。 

熊本地震では、耐震化の不十分な家屋が倒壊し、そのために亡くなられた方が多い。ま

た、本来発災時の拠点となるべき市役所や避難所自体が地震で倒壊した。さらに、避難所

に行っても避難所が満員で入れない人が多数出たほか、備蓄が尽きて支援物資をもらえな

い人が多数出た。 

一方で、地域コミュニティの共助に関する取組では、すばらしい事例も多数見ることが

できた。避難所の子供たちがとても落ち着いており、大人と一緒に自ら進んで助け合った。

災害ボランティアのマニュアル等では、子供と遊んであげることによってストレスを小さ

くしてあげるべきであるというようなことが書かれているが、九州の子供たちは、大人と

その意識が変わらず、立派なボランティア活動を行った。 
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ある避難所では、お年寄りに手洗いや洗面によって、身体を清潔にして健康を保っても

らおうと、子供たちがヤカンに水を汲んで、洗面器を持って、お年寄りの間をまわってい

た。病気になりがちなお年寄りの力になりたいと、子供たちが自分たちで発案して自発的

に行っていた。 

大規模な災害の発災時には、本来被災者を支援すべき行政の機能が限界を迎える「公助

の限界」に直面し、被災者は、特に発災直後に行政からの十分な支援を受けることが難し

くなることがある。このとき自分自身の努力（自助）で対応できることには限界があるわ

けだが、公助に頼ることが難しい中で、頼りにできるのは、被災者が居住している地域コ

ミュニティや所属している企業等の共助である。そのことは、阪神・淡路大震災でも、東

日本大震災でも、そして、熊本地震やそれ以後の災害でも変わっていない。 

東日本大震災の教訓を踏まえた 2013 年の「災害対策基本法」改正では、地域コミュニテ

ィの住民や企業が、自ら主体となって地域の特性に応じて共助による防災計画を作成し、

それを市町村の地域防災計画に規定するように提案（計画提案）できるボトムアップ型の

「地区防災計画制度」を創設した。この制度の狙いは、地域コミュニティの共助と市町村

の公助を連携させることで、大規模広域災害に備えて、地域防災力の底上げを図ることに

ある。 

 法改正を受けて、内閣府は、2014～2016 年度に全国 44 地区で「地区防災計画制度」の

モデル事業を実施した。しかし、熊本地震の発災前には、九州では宮崎県に 2 つのモデル

地区があっただけであり、熊本地震の被災地では、地区防災計画づくりは、全く手つかず

であった。なお、熊本地震発災後に、熊本市中央区向山校区でモデル事業が実施された。

このモデル事業自体には、新しくできた「地区防災計画制度」を普及させるという意味で

一定の成果があったものの、制度創設直後で全国的な普及が進んでいなかったとはいえ、

熊本地震では、計画づくりに未着手の地域で大きな災害が発生した事実を重く受け止めな

ければならない。 

九州地方では、熊本地震に続き、2017 年 7 月には九州北部豪雨が発生し、福岡県等で大

きな被害が出た。熊本地震や九州北部豪雨では、日頃の地域コミュニティの防災に関する

基礎力や事前の準備や体質が、被害の大きさに影響を与えたと言われている。もし、これ

らの被災地の地域コミュニティで事前に地区防災計画づくりが行われていれば、被災地で

の災害対応や被害の大きさも変わったのではないか。 

ところで 2018 年 6 月 18 日に、大阪北部地震が発生し、電気、水道、ガス等のライフラ

インが止まり、交通にも大きな混乱が生じた。震度 6 弱の直下型地震によって、小学校の

ブロック塀が倒壊し、下敷きになった 9 歳の女児が死亡し、石積みの塀が崩れて 80 歳の

男性が死亡する等死者が出たほか、多数の負傷者、住宅損壊等の被害が出た。地震発生時

のブロック塀の倒壊については、熊本地震でも死者が出ており、以前から問題が指摘され

てきたが、対応の遅れが脆弱性を拡大させ、このような被害につながったところもある。
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従来、建物の耐震化が優先され、ブロック塀対策は、後回しになってきた面もあるが、行

政だけでなく、地域住民等も、地区防災計画づくりの際の防災まち歩きを通じて、このよ

うな危険な問題を正確に把握し、行政とも連携して、早急に脆弱性を減らすための活動を

実施する必要性が指摘されている。なお、大阪府での地区防災計画づくりは、その大半が

大阪市で実施されていたものであり、他市では、取組があまり進んでいなかったように思

われるが、いずれにしても、この大阪北部地震において、地区防災計画づくりの取組が、

地域コミュニティにおいて、防災の観点からどのような効果を発揮したか、または、どの

ような課題を残したかについて、今後検証することが求められる。大阪北部地震の直後に

は、6月 28 日から記録的な豪雨である西日本豪雨が発生し、大きな被害が出た。気象庁は、

数十年に一度の重大災害時に出す大雨特別警報を 11 府県で発表したが、特別警報が出て

からの避難では間に合わないこともあった。地域コミュニティの特性に応じた地区防災計

画づくりを通じ、早期に地域コミュニティの住民が、連携して避難することの重要性が改

めて指摘されている。また、9 月 6 日には、北海道胆振（いぶり）東部地震が発生し、最

大震度 7 の地震により、土砂災害、大規模停電、液状化現象等によって、大きな被害が発

生している。なお、本研究は、これらの災害の発災直後に執筆を行っているため、2018 年

度に発生した災害については、分析を行っていない。 

 

1.4 ソーシャル・キャピタルと分析手法 

 

内閣府の『平成 26 年版防災白書』等によれば、地域コミュニティの住民等が主体となっ

て地区防災計画づくりに取り組むことは、地域住民のネットワーク、信頼感、互酬性（お

互いさまの意識）等を主な要素とする「ソーシャル・キャピタル」を豊かにし、地域コミ

ュニティの活性化やまちづくりにもつながっていく可能性が指摘されており、本研究で紹

介する事例もそのことを裏付けている。地区防災計画づくりには、地域コミュニティの住

民や企業が主体となって、未知なる災害に備えるだけでなく、地域コミュニティを活性化

させ、住民主体のまちづくりのための効果的なツールとなっている面がある。 

本研究では、このような考え方を背景に、①東日本大震災以降の行政及び社会の変化を

踏まえつつ、2013 年の「災害対策基本法」の改正で導入された地域コミュニティの住民や

企業を主体とした防災計画である「地区防災計画制度」に焦点をあて、②社会学による参

与観察的な観点も取り入れた研究を行い、③アメリカで創始された社会科学の方法論であ

る「グラウンデッド・セオリー・アプローチ」を踏まえつつ、日本で近年開発され、看護

学、医学、教育学、心理学等の各分野で注目されている質的データ分析手法である SCAT

（Steps for Coding And Theorization）によるテキストデータ分析を初めて地域社会学・

災害社会学に関する研究で採用している。また、分析の客観性、妥当性、信頼性を担保す

る観点から、計量テキスト分析手法である共起ネットワーク分析・頻出語分析も併用して
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いる。 

 

2 本研究の全体像と事例の位置付け 

 

戦後の日本の防災は、高度経済成長等とあわせた国土の開発や都市の発展とあわせて、

国によるトップダウンによってハードウェアの整備を中心に進められており、全国一律の

防災力の底上げが強調されてきた。そして、補完的に実施されてきた町内会等を中心とし

た自主防災組織の整備をはじめとするソフトウェアの取組についても、国の示す『自主防

災組織の手引き』のようなマニュアルに沿った形で、全国一律の取組が推奨され、全国の

自主防災組織で同じような防災計画が作成されてきた。しかし、その後の少子高齢化や社

会の変化によって、地域防災力の維持・強化を担ってきた消防団の団員数が減少したり、

町内会等を中心とする自主防災組織の活動の担い手が減少し、それらの組織や活動の形骸

化が進展していった。2011 年の東日本大震災では、高度成長期の国土開発や都市の発展が、

特定の都市への人口の集中やハードウェアに過度に依存する防災へとつながり、それが大

規模広域災害時の想定を超えた災害対応を難しくしたほか、被害の拡大につながったとい

われている。つまり、国によるトップダウン型の防災、ダムや堤防といったハードウェア

に過度に依存した防災の在り方が、社会の脆弱性を高めたといわれいる（田中 2013）。 

 東日本大震災以後も、2016 年の熊本地震、2017 年の九州北部豪雨、2018 年の西日本豪

雨等の災害が続いているが、国民や企業の防災意識は向上しており、また、大規模広域災

害時における公助の限界やハードウェアによる防災の限界を踏まえ、共助によるコミュニ

ティ防災の役割が拡大している（内閣府 2014）。本研究では、このような社会の趨勢を踏

まえつつ、2011年の東日本大震災の教訓を踏まえて創設された「地区防災計画制度」につ

いて、制度創設（法律の公布）から現在までの 5 年の制度の歴史やその課題について、参

与観察による分析を行うとともに、関連した日本及び中国の地域コミュニティの現場の防

災計画づくりの事例を比較し、その共通性や差異等を踏まえつつ、地区防災計画づくりの

在り方について考察を行っている。 

 ところで、第 1章の先行研究でも紹介しているように、かつて町内会等を中心とした自

主防災組織に関する全体的な調査（サーベイ調査）が実施され、地域コミュニティの防災

活動の展開についての多くの考察が行われた。一方、「地区防災計画制度」は、2014 年に

制度が施行されてからそれほど時間が経過していないこともあり、制度の導入によって、

全国の地域コミュニティにおける防災力の変化に関する全体的な調査（サーベイ調査）は、

管見の限り存在しない。そのため、本研究に対して、現段階では、一般論について考察す

るデータをとることが難しく、研究で取り上げた各事例の代表性の問題が指摘される場合

もあり得るが、全国で約 16万存在する町内会等を中心とした自主防災組織のうち、現在、

地区防災計画づくりに取り組んでいるのは 2,000 程度であるといわれており（室﨑 2018: 
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1）、全国的にみれば単純計算で数%の自主防災組織でしか地区防災計画づくりが進展して

いない。「地区防災計画制度」については、最近施行されたことから、まだ全国的に十分知

られているわけではないが、本研究では先駆的に、新制度の創設時のいくつかの典型的な

事例について考察し、それらの取組の型を集めた（図 前文-1）。 

ところで、従来の自主防災組織は、町内会、校区等の単位で作られることが多かったこ

とから、一つの市町村の一定の範囲を対象とし、活動対象もその範囲の住民を想定してい

た。つまり、異なる市町村とか異なる都道府県にまたがるような自主防災組織の活動は、

原則として想定されていなかった4。そのため、地域社会学等における自主防災組織等に関

する研究においても、市町村やその一部である自主防災組織を中心とした研究が大半であ

った。一方で、新しい「地区防災計画制度」は、計画の対象範囲や活動主体を住民自身で

自由に設定できるという特性がある。つまり、既存の市町村や都道府県の境にとらわれる

ことなく、防災活動に必要な範囲で地区を設定できるという特色を有している。本研究で

は詳述していないが、内閣府のモデル地区の中には、石川県加賀市三木地区（吉崎地区を

含む。）と福井県あわら市吉崎地区（加賀市の三木地区内の吉崎地区に川を挟んで隣接した

地区）が一体となった地区防災計画づくりの例があり、ここでは、地区防災計画づくりを

契機として、グラスルーツ的に両地区の住民が共同して防災活動を実施するようになって

おり、県境を越えて、避難所を設定し、双方の地域コミュニティが連携して防災訓練が実

施されている。これは、従来の市町村の区分による地域防災計画やそれを前提にした町内

会等を中心とした自主防災組織では対応することができなかった限界領域をカバーしてい

る5。この他、内閣府のモデル地区としては、徳島県鳴門市の企業と連携したモデル地区も

指定されている。これらの事例は、従来の地域防災計画や自主防災組織ではカバーするこ

とが難しかった部分にまで、「地区防災計画制度」に基づく防災活動が広がっている例であ

                                                   
4 ただし、災害対策基本法上は、異なる地方公共団体間でも防災会議協議会を結成して、相互間地域防

災計画を作ることが可能になっており（43・44 条）、運用上も、草津白根山防災会議協議会（群馬県の

草津村、中之条町及び嬬恋村が 1983 年に設置）、泊発電所原子力防災会議協議会（北海道内の 4 村が

1989 年に設置）等の 10 例があり、火山爆発及び原子力災害に関する措置が定められている（防災行政

研究会 2016: 272）。 
5 東京都と神奈川県の関係に例えれば、多摩川でも「丸子」、「沼部」、「等々力」等のように東京都側と神

奈川県側で同じ地名が見られる。これは、川が土地の境界とされることがあるが、昔の多摩川は、蛇行が

激しかったことから、同じ地名が現在の多摩川の両岸に残っているのである。なお、同じ川に対する災害

対策であることから、両県で連携して対策を練ることが望ましいが、県が分かれてしまうと、同じ川に対

する水害対策でも両岸で想定災害や防災対策の内容が必要もないのに変わってしまうことがあり、問題

になる。一方、本文で取り上げた石川県と福井県の県境にある吉崎地区も、昔は同じ地区であったものが、

行政区分上、両県に分かれたものであるが、もともと双方に近隣意識が強かった。また、加賀市三木地区

に含まれる吉崎地区は、低地であるため、水害の際には、川を挟んで隣接したあわら市吉崎地区にある小

学校しか避難する場所がないという事情があった。2014 年度の内閣府のモデル地区であった加賀市三木

地区での取組が契機となり、加賀市とあわら市の吉崎地区が連携した相互補完型の防災活動が展開され

るようになった。現在、加賀市吉崎地区の住民の避難場所としてあわら市吉崎地区の小学校が避難所とし

て指定され、地区防災計画に基づく避難訓練が両地区の連携の下に実施されている（内閣府 2016: 4-5,  

2017: 93-94）。 
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る（内閣府 2016: 4-7, 2017: 93-94） 。 

本研究全体では、日本と中国の過去の災害経験の共通性と日本のコミュニティの「地区

防災計画」づくりと中国の社区の防災計画づくりの概要を地域社会学的に説明している。

これは「地区防災計画制度」の企画立案者へのインタビュー調査の中で、当該制度づくり

に、世界的にみて、日本と同様に災害の多い中国のコミュニティである社区の防災活動が

影響を与えていたことを指摘していたことから（第 9 章）、実際に社区の防災活動について

調査をすることとした。特に焦点をあてているのは、日本と中国の都市コミュニティにお

けるリーダーのほか、学識経験者、行政関係者、NPO、移住してきた専門家等の外部資源の

役割、都市コミュニティのソーシャル・キャピタルの醸成、地域活動や地域活性化との関

係、まちづくりとの関係等であり、都市コミュニティのリーダーや住民、学生、NPO、学識

経験者、関係行政官等へのインタビュー調査等を通して、防災計画づくりの研究実践の現

場の視点を取り入れて、地区防災計画づくりやその背景について整理し、都市コミュニテ

ィにおける防災活動の在り方について考察を行っている。本研究の対象とした中国の 2つ

の社区については、いずれも社区のリーダーのほかに、学識経験者や行政関係者をはじめ

とする外部資源が関係しているが、マンション単位の社区では、災害経験があるもののモ

デル社区ではなく、日本の校区単位に相当するような一般の社区は、災害経験はないもの

の防災模範社区というモデル社区に指定されている社区である（図 前文-1）。 

 ここで、1.1 の記述と重なるところもあるが、改めて本研究の各章の位置付けと、事例

の並べ方について説明しておきたい。 

 第 1章の「地区防災計画の社会学的視角」において、地区防災計画の社会学的位置付け

を明らかにするとともに、地域社会学におけるコミュニティや防災の領域の創出に係る先

行研究を整理したほか、本研究で使用するデータ収集方法（半構造化面接法によるインタ

ビュー調査）、データ分析手法（頻出語分析・共起ネットワーク分析、SCAT）について明確

化し、本研究で取り上げる事例を類型化した。 

第 2 章の「東日本大震災と地区防災計画の創設」において、戦後のコミュニティ防災の

流れについて整理するとともに、東日本大震災の教訓を踏まえて、「地区防災計画制度」が

どのような先行事例を踏まえ、どのような有識者達の議論を経て、どのような国会審議を

経て成立したのか、また、その制度の特徴について整理をした。 

最初の事例である「第 3 章 北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づくり」では、

実際に地区防災計画づくりがどのように進んでいるのかをみるため、2016 年の熊本地震及

び 2017 年の九州北部豪雨を受けて防災意識が高まっている北九州市の地域コミュニティ

を例に、地区防災計画づくりを通じた住民主体のコミュニティ防災の在り方について考察

を行った。なお、本事例は、本研究の起点となる事例であり、小学校区単位の取組で、大

きな被災経験がなく、内閣府のモデル地区には指定されていない。北九州市小倉南区志井

校区（マンションと一軒家が半々）は、筆者が教えている福岡大学の学生の出身校区であ
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り、教え子の父が市の課長で、校区の役員も務めている縁で、市の防災担当職員、校区ま

ちづくり協議会会長、校区出身の学生等に対する半構造化面接法によるインタビュー調査

によってデータ収集を行い、SCAT 及び共起ネットワーク分析・頻出語分析を実施した。志

井校区では、移住してきた行政経験を有する専門的な知識を持った「志の人」である住民

のリーダーが、自らの人脈を活用して、学識経験者、行政関係者、NPO 等の外部資源の支

援を受けつつ、河川の清掃活動、ラジオ体操等の地域活動への取組を強化した。それが、

コミュニティでの高齢者の健康状態把握のような見守り活動につながったり、地域活動に

参加した住民が声を掛け合うことでコミュニケーションの活発化につながったりしたほか、

地域コミュニティでの人間関係の強化、ソーシャル・キャピタルの醸成、成熟したコミュ

ニティの形成等につながった。その結果、防災訓練に住民同士が誘い合って積極的に参加

したり、その防災活動が高度化し、地域防災力の強化につながっていることがわかった。

また、このような防災活動が契機となって、従来は町内会等に参加していなかったマンシ

ョン住民等の町内会等参加者が増加し、地域活動への活発化につながっていることから、

防災活動が地域活動の活発化につながっていることもわかった。 

第 4 章以降は、北九州市の地域コミュニティの事例に関する分析を起点として、さらに

研究を深めるために他の共助による防災活動や防災計画づくりの事例との比較を試みてい

る。内容的に近いもの、具体的には、校区（一般的な社区）とマンション、大きな被災経

験の有無、モデル社区とそれ以外に分類して、対象を広げつつ考察を行った。 

「第 4章 高知市下知地区の地区防災計画づくり」では、北九州市と同じ校区単位の事

例であるが、内閣府のモデル地区の中でも、1946 年の南海地震の経験を受けて、小学校区

単位で地区防災計画づくりが行われている高知市下知地区を対象に考察を行った。下知地

区の取組は、校区単位の取組であり、大きな被災経験があるほか、内閣府のモデル地区に

指定されている。データ収集に当たっては、地域住民、アドバイザーである学識経験者、

市の防災担当職員等に対する半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、SCAT によ

る分析を行った。その結果、下知地区では、地区で唯一南海地震の経験を有する「生き字

引」と呼ばれている専門的な知識を持ったリーダーが先導しており、リーダーの人脈をい

かして学識経験者、行政関係者等の支援を受けており、地域コミュニティの良好な人間関

係を背景とした熱心で意識の高い住民のリーダーの育成、自主的な地区防災計画づくりを

契機としたコミュニケーション活動の活発化、外部有識者、元防災担当職員等の多様な外

部資源の活用や行政との連携等の特徴があることが判明した。一方で、地区内にマンショ

ンが増加し、新しく住み始めた若者等との人間関係の構築や活動の後継者問題に悩んでい

ること等の課題も見られるが、従来から活動を行ってきた住民の呼びかけに応じて小学校

教員、母親、大学生等多様な住民が自主的に防災活動に参加するようになっている。この

ような地域コミュニティを主体とした防災計画づくりは、コミュニケーション活動を活発

化させており、ハーバーマスが提示したコミュニケーション的合理性に基づく新たな社会
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形成にも通じる可能性がある。 

「第 5章 熊本地震と地区防災計画づくり」では、高知と同じように被災経験のある校

区ということで、2016 年の熊本地震の被災地である熊本市砂取校区のマンションを例に、

熊本地震の際にどのような防災活動が行われ、何が地域防災力強化の課題となっているの

かについて考察することとした。この防災活動は、マンション単位であり、大きな被災経

験があるものの、内閣府のモデル地区ではない。本事例は、福岡大学の学生の実家のある

マンションの地域防災力強化の取組を対象にしており、地区防災計画づくりを実施してい

たマンションのコミュニティではないが、熊本地震を踏まえ地区防災計画づくりに関心を

示しており、マンションのコミュニティ単位での防災活動を検討する際の参考になる。本

事例では、マンションの管理組合の理事長、マンションの住民、当マンション出身の学生

等に半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、収集したデータについて、SCATに

よる分析を実施した。このマンションのコミュニティでは、マンション建設とともに移住

してきた事業継続計画（BCP）をはじめとする防災活動に関する専門的な知識を有する「銀

行マン」であるマンション管理組合の理事長が中心となっており、マンションのコミュニ

ティにおける七夕、クリスマス、お正月の餅つき等の地域活動を通じて、マンションの住

民同士が顔見知りとなり、日頃から互いにネットワークを作って連絡したり、お裾分けを

したり、高齢者や子供の見守り活動をするようになった。それらを通じて、コミュニティ

のソーシャル・キャピタルが醸成され、成熟したコミュニティが成立していたが、そのよ

うな日頃の関係が生きて、熊本地震の発災後も声を掛け合って避難したり、隣同士で高齢

者や子供の面倒を見たり等マンションでの避難生活の継続がうまくいっていることがわか

った。 

「第 6章 横須賀市のマンションの地区防災計画づくり」では、熊本市の事例と同じマ

ンションのコミュニティの事例ではあるが、大きな被災経験がなく、内閣府のモデル地区

に指定されている横須賀市の事例を取り上げた。本事例では、マンションの管理組合の理

事長に半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、収集したデータについて、SCAT

による分析を実施した。このマンションのコミュニティでは、移住してきたゼネコン出身

で防災に関する専門的な知識を有するマンション管理組合の役員でもある「横町の御隠居」

と呼ばれるリーダーが中心になって、リーダーの人脈を生かして学識経験者、行政関係者、

NPO 等からの支援も得て、マンションのコミュニティにおける避難訓練、炊き出し等の防

災活動・地域活動を通じて、マンションの住民同士が顔見知りとなり、防災や地域活動の

ために、住民の家族構成や持病等を記録した名簿や班別の詳細な連絡網・役割分担表を作

り、日頃から互いにネットワークを作って連絡したり、お裾分けをしたり、高齢者や子供

の見守り活動をするようになった。それらを通じて、コミュニティのソーシャル・キャピ

タルが醸成され、成熟したコミュニティが成立し、急病の際にもマンションの住人が付き

添って看病する等コミュニティ内の人間関係が良好になっていることがわかった。コミュ
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ニティの活動の中で、防災活動が一番メインの活動となっており、防災訓練には市長や市

の危機管理部長や消防の部長がはしご車や消防車を引き連れて参加するほか、周辺の大規

模商業施設や大学とも連携して活動を広げており、行政とも連携して、マンションを帰宅

困難者対策にも活用できるようにする等マンションのコミュニティで始まった活動が、行

政を巻き込む形で発展していることがわかった。 

 第 7章及び第 8章は、日本の隣国である中国では、日本と同じように地震をはじめとす

る災害による死者が多いことや、「地区防災計画制度」を創設した内閣府の担当者から、同

制度が、四川大地震以降の中国のコミュニティである社区での防災活動の取組を参考にし

ている旨の指摘があったことを受けて、筆者の実家があり四川大地震でも被害を受けた中

国重慶市の社区の防災活動について、日中の比較のために考察を行った。 

「第 7章 中国重慶市の A社区の防災計画づくり」では、重慶市の教員専用マンション

の社区における防災活動の取組を取り上げており、マンションの管理組合の役員、住民で

ある教員等に対する半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、収集したデータに

ついて、SCAT による分析を実施した。本マンションは、中国政府のモデル地区ではないも

のの、過去水害の経験がある。マンションに隣接する学校で防災担当を務めて専門的な知

識を有し、そのノウハウをマンションの社区でも活用して防災活動に熱心な「防災先生」

や、外部からきた専門的な知識を持ったマンションの管理役員のような外部資源が、学校

とも連携して、地域活動や防災活動の推進を図っている。地域コミュニティの住民が、社

区の防災活動への取組をきっかけに、持病や障害といった情報も交換するようになり、い

ざというときの支援者を指名し、コミュニティのソーシャル・キャピタルを向上させ、成

熟したコミュニティを形成し、コミュニティ全体の防災力の強化や活性化を図っているこ

とが判明した。 

「第 8章 中国重慶市 B 防災模範社区の防災計画づくり」では、同じ重慶市で日本の小

学校区にあたる一般社区で、大きな災害の経験がないものの、中国のモデル地区である防

災模範社区に指定されている社区を対象に考察を行った。そして、同社区のリーダーで多

様な地域活動や防災活動に関する専門的な知識を持つ居民委員会主任である「スーパー主

任」、行政関係者である鎮長、国営企業関係者等に対する半構造化面接法によるインタビュ

ー調査を実施し、収集したデータについて、SCAT による分析を実施した。当該社区では、

スーパー主任やスーパー主任の人脈で行政関係者や国営企業関係者の支援を受けて、住民

が腰鼓（こしこ）の演奏をはじめとする地域活動を通じて密な人間関係を形成しており、

それがコミュニティ内のソーシャル・キャピタルを高めている。また、そのような人間関

係を背景に地域住民が連携して防犯活動や防災訓練に取り組んでおり、コミュニティの防

災力の向上につながっていることが判明した。 

第 9 章の「総括」では、ここまでの日本及び中国の事例を踏まえつつ、①筆者の身近な

ところで積極的に防災活動に取り組んでいた、大きな被災経験のない日本の北九州市の校
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区単位の取組と比較する形で、②大きな被災経験があり、校区単位で取組を行いモデル地

区にも指定されている高知市の事例、③大きな被災経験があり、マンション単位で取組を

行った熊本市の事例、④大きな被災経験がなく、マンション単位で取組を行い、モデル地

区にも指定されている横須賀市の事例、⑤大きな被災経験があり、マンション単位で取り

組んでいる重慶市の事例、⑥大きな被災経験がなく、一般社区の単位で取組を行い、モデ

ル地区にも指定されている重慶市の事例の順番で、日中の政策的な防災活動の進め方の違

いを踏まえつつ、考察範囲を順に広げて考察を行い、その内容を掘り下げていった。そし

て、最初の事例である①と最後の事例である⑥は、日本の校区と中国の法定の一般社区と

いう、一般的な地域コミュニティであり、両方とも、大きな災害経験のない校区・社区の

事例であり、日本と中国で防災に係る国の政策の進め方に違いはあるものの、同じカテゴ

リーに属することから、比較を行い、考察を深めている。また、③と⑤についても、日本

と中国のマンション単位の取組であり、大きな被災経験がある点も共通しており、同じカ

テゴリーに属することから、比較を行い、考察を深めている（図 前文-1）。 

マンションでも一般の校区・社区でも共通していることであるが、日本及び中国のコミ

ュニティ防災の在り方を比較すると、防災活動や地域活動に関するコミュニティの人間関

係の良好さであるとか、専門的な知識を有するリーダーのほか、学識経験者、行政関係者、

NPO、移住してきた専門家等の外部資源の果たす役割には類似点が多いものの、中国の事例

では、行政によるトップダウンによる指示や支援の果たす役割も大きく、日本の事例以上

にボトムアップ型とトップダウン型の取組がうまく組み合わさって進められていることが

判明した。この点については、日本のマンションには、区分所有法に基づくマンション管

理組合と並行して任意組織のマンション自治会があるが、マンションの所有者が管理費を

払って管理会社を利用して、所有者が皆でマンションを管理するという法に基づく近隣関

係に特徴がある。中国の社区も、法定されており、地方政府の実質的な管理下にあり、社

区の前身である改革開放以前の職住隣接の「単位」の時代からの流れを受けている。日本

では、マンションの場合は、一般の町内会等と比較すると、行政による法律による枠組み

があり、管理会社がいろいろ面倒を見てくれる仕組みになっていることから、隣人関係は

生まれにくいといわれてきたが、本研究で取り上げた日本及び中国の事例では、一般的な

校区・社区と同様に、マンションで良好な隣人関係が生まれ、それが地域活動や防災活動

の活性化につながっている。なお、社会学の先行研究の中には、日本の町内会等が戦前か

らの法制化の流れを受けた伝統的な生活組織とは全く異なる近代的な原理の下に組織化さ

れ、全国くまなく市町村に連結された国家が透けて見えるような制度であると指摘する見

解もあるが（竹中 1993）、地域社会学、行政学、政治学等の通説的な見解からは、現在の

町内会等は、行政と連携して自主的な活動を行っており、市民組織として理解されており

（今村・園田ほか 2010; 辻中・ペッカネンほか 2009）、法制的にもそのように整理されて

いることから（林・金ほか 2018; 2 章）、本研究では、戦後の町内会等は、任意の組織で
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あり、法定された仕組みではないことに留意をして、比較検討を行っている。 

なお、下記の図は、被災経験の有無、校区、一般社区とマンションの区別、モデル地区

とそれ以外の 3 つの区分から分類した図であるが、内閣府のモデル地区に選ばれ、有識者

であるアドバイザーが派遣されて地区防災計画づくりがうまくいった地区以外でも、自発

的に地域住民によって地区防災計画づくりや防災活動がうまく進められている事例がある

ことにも留意し、典型事例①～⑥を整理した。なお、①～⑥のいずれも専門的な知識を有

するリーダーのほか、学識経験者、行政関係者、NPO、移住してきた専門家等の外部有識者

（外部資源）として大きな影響を与えていた。 

図 前文-1 本研究における調査事例の分類図（筆者作成。被災経験の有無と校区・一般社

区で分けた 4つの区分について、モデル地区の指定の有無でさらに細線で区分。いずれ

も専門的な知識を有するリーダーのほか、学識経験者、行政関係者、NPO 等が外部有識

者（外部資源）として大きな影響。） 

 

3 本研究のポイント 

 

従来の先行研究と比較した場合の、これまでにない本研究のポイントをまとめると、以

下の点があげられる。 

 

3.1 分析の視角（第 1・2 章） 

 

 1961 年に制定された災害対策基本法では、「住民の隣保共同の精神に基づく自発的な防

災組織」（5条 2項）について規定され、任意組織である町内会等を中心とする自主防災組

【モデル地区】
④横須賀市マンションソフィアステイシア（第6章）

⑥中国重慶市B社区（第8章）

【非モデル地区】
※（福岡市中央区平尾校区Nマンション）

①北九州市志井校区（第3章）

【モデル地区】
②マンションサーパス知寄町Ⅰ
（高知市下知地区（第4章））

②高知市下知地区（第4章）

【非モデル地区】
③熊本市パークマンション水前寺公園（第5章）
⑤中国重慶市A（マンション）社区（第7章）

※（福岡市東区鶴田校区）

校区・

一般社区

被災経験あり

マンション

被災経験なし
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織の芽生えの時期に入った。1960 年代の自主防災組織の活動について詳細に把握した先行

研究はないように思われる。その後、1976年の駿河湾地震説（後の東海地震説）の発表や

その後の大規模地震対策特別措置法の制定をきっかけとして静岡県等で自主防災組織の結

成が進み、1980 年代以降の社会学で自主防災組織に係る研究が行われるようになったほか、

消防庁の『消防白書』に掲載される全国調査に基づくデータによって、自主防災組織の組

織率も明らかになった。これは、自主防災組織がトップダウン型で全国一律で普及促進が

図られたことも強く影響している。そのため、従来の自主防災組織に係る先行研究の大半

は、組織の芽生えから 20 年以上の時間が経過してから行政によって全国の状況が十分に

把握され、それを前提にサーベイ調査等で分析し、問題点を把握してきた（浦野・伊藤ほ

か 1990: 185-192; 横田 1992: 125-127; 吉井・大矢根 1990; 72-73）。一方、地区防災

計画づくりは、2013 年の災害対策基本法の改正によって創設された制度であるが、施行さ

れてから 5 年目と日が浅く、また、地域住民の主体性を重んじた任意のボトムアップ型の

制度であることもあり、行政がトップダウンで全国的な状況を詳細に把握することも容易

ではなく6、そのため、当然のことながら、アカデミックな観点から全国的なサーベイ調査

を行うことも容易ではない。そのため、現時点では、地区防災計画について、全国的なサ

ーベイ調査に基づく研究は存在しない。本研究では、そのような地区防災計画の時間軸や

空間展開を踏まえ、行政等のデータの 2 次利用が容易でないことから、まずは、地区防災

計画制度の設計、特性について整理するとともに、筆者が関わってきた制度運用の現場や

モデル地区の特性等について考察を行い、その典型例を把握しようとしている。自主防災

組織や地域コミュニティに係る先行研究で示されてきた社会学的な分析の角度をスタート

地点としつつも、行政学的な制度設計と運用の角度についても留意をした上で、地域社会

学的な視角から、地区防災計画が制度設計されて運用していく現場について考察を行って

おり、従来の社会学や地域社会学からの分析視角とは変化をつけた視角から、コミュニテ

ィ防災の問題や社会実証をえぐりだそうとしている。 

 

3.2 地区防災計画づくりの典型例に関する考察（第 2～6 章） 

 

 東日本大震災の教訓を踏まえて、2013 年の災害対策基本法の改正で創設された地区防災

計画制度は、燎原の火のように全国に広がっており、全国 2000以上の地域コミュニティで

地区防災計画づくりへの取組が実施されているが、地区防災計画づくりに取り組んでいる

地域では、防災活動への取組が活発化している（室﨑 2018: 1）。その要因について、筆者

                                                   
6 内閣府の『防災白書』では、2018 年度に初めて全国の市町村地域防災計画に位置付けられた地区防災

計画の数が 2017 年 4 月 1 日時点で 984 であることが公表されたものの、その詳細については公表されて

いない。また、その中には、ボトムアップ型を重視した制度の趣旨とは違い、行政によるトップダウン

型の自主防災組織の仕組みを衣替えしただけのものが入ってしまう可能性も指摘されている。2018 年 7

月 28 日地区防災計画学会第 26 回研究会（九州大学）でのシンポジウムでの討論参照。 
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の身近で計画づくりに取り組んでいるコミュニティ、内閣府のモデル地区に指定された地

域コミュニティ、被災地の地域コミュニティ等で考察を行い、典型例の分類を行った。そ

の際に、参与観察を踏まえて分析を行うと、過去の災害経験が、被災経験のある年輩者を

はじめとする地域住民の防災活動に影響を与え、そのような活動をみて、その活動を支援

したいとか、横展開して周辺の地域コミュニティにも広めたいということで、学識経験者、

行政担当者、NPO、新しく移住してきた住民等の外部資源が入っていることがある。また、

校区、町内会等の取組が細分化して、マンション単位の取組になったり、逆にマンション

単位の取組が広がって校区、商業地区等の単位の取組に拡大していたりする場合もある。

そして、そのような取組の中で、市町村が優れた取組であると内閣府に推薦したものが選

抜されてモデル地区になっていくという流れがある。そこで、本研究では、事例を分析す

るに当たり、被災経験の有無、校区・一般社区とマンション、モデル地区とそれ以外で大

きく 8分類している（図 前文-1）。 

いずれの事例でも、防災計画づくりを契機として防災活動の活発化という特徴がみられ、

その背景には、成熟した人間関係が良好なコミュニティ、学識経験者、行政関係者、NPO、

移住してきた専門知識を有する住民のリーダー等の外部資源、地域の活性化等の特徴があ

る。なお、石川県と福井県の県境を越えた地域コミュニティが連携した吉崎地区のモデル

地区の事例、徳島県鳴門市の企業と連携したモデル地区の事例等もあるが（内閣府 2016, 

2017）7、本研究では直接扱っていない。本研究は、地区防災計画という新しい防災計画づ

くりを対象としたものであることから、限られた事例に関する質的調査を実施し、典型事

例を明らかにすることに重点を置いたが、今後は、本研究で明らかになった典型事例を踏

まえ、全国 16 万の自主防災組織の傾向を分析するようなサーベイ調査を実施したいと考

えている。 

 

3.3 半構造化面接法によるデータ収集、SCAT と共起ネットワーク分析・頻出語分析（第

1 章） 

 

 本研究では、質的研究と量的研究の調査分析手法について、科学的な見地からその接合

点について整理した上で、参与観察と組み合わせて、日本及び中国の地域コミュニティの

関係者約 20 人に対する半構造化面接法によるインタビュー調査によって収集されたデー

タを踏まえて分析を行っている。 

                                                   
7 さらに、「地区防災計画制度」の創設時のモデルの一つであった東京駅防災隣組、「地区防災計画制

度」の施行後のモデル地区であった大塚製薬工場のほか、地区防災計画づくりに取り組んでいるわけで

はないもののグリーンコープやロイヤルホールディングスのように地元の企業のようなノウハウやマン

パワーを持った多様な主体と地域コミュニティが日頃から連携して、うまく企業等から支援を受けてい

る例もある（林・金ほか 2018）。 
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 半構造化面接法は、あらかじめ質問項目をある程度決めた上で、インフォーマント（情

報提供者）に対して回答を求めるが、質問事項や質問の順番を固定して実施する構造化面

接法とは違い、インフォーマントの反応に応じて質問事項や質問の順番を変更し、インフ

ォーマントにインタビュー調査に対する積極的な参加を求め、その自由な回答を引き出す

手法である。また、質問者からの問を受けて、インフォーマント自身が自らの語りの中に

新しい気づきを見つけたり、質問者とのやり取りを通じて、自らの活動の意義について理

解を深めたり、出来事の意味を掘り下げたりする場合があり、参与観察や研究実践の専門

家である質問者が、現場に重要な情報与える手法でもある。これは、構造化された質問か

ら派生する半構造化の仕組みの中での質問者及びインフォーマントのやり取りである。 

収集されたデータの分析に当たっては、社会学者であるバーニー・グレイザー及びアン

セルム・ストラウスによって提唱され、1960 年代から、看護学から始まりあらゆる領域で

活用された。「グラウンデッド・セオリー・アプローチ」（Glaser and Strauss 1967:  

Grounded Theory Approach; GTA）、同じ時期に文化人類学者である川喜田二郎によって考

案されたフィールドワークで得たデータについて、カードを使用してまとめていく KJ 法

（川喜田 1967, 1970）等も踏まえて、最近日本で開発された新しい質的な分析手法である

SCAT（Steps for Coding and Theorization）を利用した。SCAT は、インタビュー記録等

の言語データをセグメント化し、①データの中の着目すべきキーワード、②それを言いか

えるためのデータ外のキーワード、③それを説明するためのキーワード、④そこから浮き

上がるテーマ・構成概念の順にコードを付していく 4 ステップのコーディングとテーマ・

構成概念を関連付けてストーリーラインを作る手続からなる分析手法である（大谷 2008: 

27-44; 大谷 2011: 155）。 

さらに、データ分析に当たっては、インタビュー調査をテキスト化した後、出現回数の

多い重要語とその前後の単語の関連性の強さを分析する手法で専用の計量ソフト「KHcoder」

を利用し、図表を使って、定量的に各語の重要性を判断し、他の語との関連性の強さを分

析する客観的科学的な計量テキスト分析手法である共起ネットワーク分析・頻出語分析を

組み合わせることにより、客観性・妥当性・信頼性が担保されるようにした（樋口 2014）。 

なお、SCATの分析手法は、サーベイ調査のような大規模調査だけでなく、単発の調査や

小規模な調査でも活用されている手法であり（大谷 2008, 2011）、田上（2016）に倣って、

SCAT に共起ネットワーク分析及び頻出語分析を組み合わせることによって、客観性・妥当

性・信頼性が担保し、将来のサーベイ調査で最終的に把握されるであろういくつかの取組

事例の典型例をあげるようにした。 

 

3.4 中国の社区の防災活動に関する考察（第 7・8章） 

 

「地区防災計画制度」の企画立案者へのインタビュー調査の中で、当該制度づくりに、
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世界的にみて、日本と同様に災害の多い中国のコミュニティである社区の防災活動が影響

を与えていたことを指摘していたことから（9章参照）、日本と中国の過去の災害経験の共

通性と日本のコミュニティの「地区防災計画」づくりと中国の社区の防災計画づくりを比

較するため、実際に社区の防災活動について調査をすることとした。 

本研究の対象とした中国の 2 つの社区については、いずれも学識経験者、行政関係者、

移住してきた専門家等の外部資源が関係しているが、マンション単位の社区では、災害経

験があるもののモデル社区ではなく、日本の校区単位に相当するような一般の社区は、災

害経験はないものの防災模範社区というモデル社区に指定されている社区である。 

そして、中国の地域コミュニティについて、改革解放前の「単位」時代から、改革開放

後に自由度が高まり NPO 等も参入するようになった「社区」までの活動を地域活動や防災

活動に着目して整理した。また、2008年の四川大地震後の被災したコミュニティを従来の

人間関係を維持したまま支援し、復興させる「臨時社区」8や「対口支援」の仕組み、災害

発生前の予防段階での官民が連携した備えに重点を置いたモデル地区である「防災模範社

区」に注目し、中国における行政によるトップダウン型の防災活動を、地域住民よる社区

の防災活動が相まって、地域防災力を効果的に向上させる仕組みとなっている。 

また、筆者の出身地である重慶市の社区でのインタビュー調査を踏まえて考察を行った

結果、中国の大規模広域災害時の臨時社区の仕組みが、地域コミュニティの人間関係の維

持やその後の復興に大きな役割を果たしていること、平時も、中国の「鎮」をはじめとす

る行政機関からの指示や支援活動と、それを受けた社区の活動がうまく連携しており、そ

れが地域防災力の強化につながっていることがわかった。 

地域に根差した生活活動を行っている社区では、行政からの指示をコミュニティの問題

として受け止め、それをうまく住民に浸透させるとともに、住民の自発的な動きと連動さ

せることによって、ステレオタイプなトップダウンやボトムアップとは異なり、行政と住

民がうまく連携した形でのトップダウンとボトムアップの連携が進み、それが、地域防災

力の強化や地域活性化につながっている。 

 

3.5 日本と中国の都市コミュニティの比較とコミュニティの防災活動の活性化について

の考察（第 9 章） 

 

 本研究では、従来の町内会等を中心とした自主防災組織とは違い、地区防災計画に取り

組んでいる校区単位の地域コミュニティ（3 章の北九州市小倉南区志井校区・4章の高知市

                                                   
8 日本の大規模広域災害時には、機会の公平性が重視され、仮設住宅や公営住宅への入居が抽選で行われ

ることもあり、被災前のコミュニティがバラバラになってしまう場合が多い。この点、従前の人間関係を

維持して復興に移ることのできる中国の臨時社区の仕組みは特徴的であり、地区防災計画のガイドライ

ン作成の際にも内閣府関係者から注目を集めた（7 章・9 章）。 
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下知地区）では、防災計画づくりを契機として防災活動の活発化が進んでいることがわか

っている。その背景には、成熟した人間関係が良好なコミュニティ、学識経験者、行政関

係者、NPO、移住してきた専門家である住民のリーダー等の外部資源、地域活動の活性化、

災害教訓や災害経験の真摯な受け止め等の特徴がある。 

ところで、このような特徴は、法律に基づく中国の社区のコミュニティ（7 章の重慶市

のマンション社区・第 8 章の重慶市の一般社区）の活動、区分所有法に基づく日本のマン

ション（5 章の熊本市砂取校区のマンション及び 6 章の横須賀市平成町のマンション）の

管理組合等の防災活動とも類似性がみられている。 

この点、従来の町内会等を中心とした自主防災組織は、町内会等が法律に基づく組織で

はなく、結成が自由な任意組織であったことから、一部の有志のみが活動し、形式的に存

在しているだけであるという指摘もあったが、「地区防災計画制度」という法定計画制度が

創設され、計画提案という住民参加型の法律の仕組みが導入され、それを住民が積極的に

利用して地区防災計画づくりに取り組むようになったことによって、町内会等を中心とす

る自主防災組織の防災活動にも大きな変化が生じた可能性がある。 

もちろん、地区防災計画づくりに取り組んでいるコミュニティには、成熟した人間関係

が良好なコミュニティ、学識経験者、行政関係者、NPO、移住してきた専門家である住民の

リーダー等の外部資源、地域の活性化等の特徴があることから、一朝一夕で取り組めるも

のではないが、新たに法制化された計画提案をはじめとした住民主体のボトムアップ型の

仕組みをやる気のある住民が積極的に活用し、また、学識経験者、行政関係者、NPO、移住

してきた専門家等の外部資源の影響を受けて、地域コミュニティの潜在力や創発性が発揮

された可能性が指摘できる。 

一方、前文や第 9章で「地区防災計画制度」を企画立案した内閣府の元防災担当官が指

摘しているように、同制度は、中国の社区の仕組みを参考にした面もあり、また、社会学

等の学術的な影響を受けて創設されており、都市計画法等に基づく地区計画と同じ計画提

案制度が採用されいる。そして、地区防災計画づくりが、行政と連携した形で、うまく地

域住民のボトムアップ型のやる気を引き出し、結果として、地域コミュニティの自発的な

防災活動の活性化につながっている可能性がある。 

 この点は、中国の社区でも同じであり、本研究で紹介をしているマンションの事例では、

外部から来た専門家であるマンションの管理担当役員や教員専用マンションであることか

ら、専門知識を有する教員が、外部資源としての役割を果たし、その影響を受けて、被災

経験のある住民等が中心になって自ら自発的にボトムアップ型で防災活動の活発化に取り

組んでいるほか、日本の校区に相当する一般社区の事例でも、専門知識を有する行政職員、

国営企業の職員等が外部資源としての役割を果たしており、被災経験はないものの、防災

模範社区に指定されたことを契機として、住民等が自発的にボトムアップ型で防災活動に

取り組んでいる。 
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 本研究で取り上げた両国の事例は、地域コミュニティの住民等が、地域の防災に関する

問題を把握し、自ら主体となってボトムアップ型で解決を図ろうとしている事例であり、

自ら防災活動に取り組みたいと考える住民の意向を尊重した仕組みが、うまく活用されて

いる事例である。 

 

3.6 地区防災計画学会をはじめとする関係学会との関係 

 

 地区防災計画制度は、2014 年 4 月から施行されたが、その直後の 2014 年 6 月から制度

創設に関わった産学官民の関係者によって地区防災計画学会が創設された。会長は、同制

度の企画立案に大きな影響を与えたコミュニティにおける防災計画づくりの重要性に関す

る室﨑（2005）の著者である室﨑益輝神戸大学名誉教授であり、制度創設に携わった東京

大学や京都大学をはじめとする全国の研究者のほか、当時の内閣府防災担当の関係者も加

わった。筆者は、制度の施行に先だって内閣府から公表された「地区防災計画ガイドライ

ン」の作成を、シンクタンク側から支援し、四川大地震をはじめとする中国の災害対策に

関する情報提供を行ったことから、同学会の創設にも事務局（幹事兼青年部長）として参

加した。 

「地区防災計画制度」については、前文や第 9章でも説明しているが、社会学をはじめ

とする学術的な研究が制度創設に大きな影響を与えたこともあり、国や地方公共団体とも

連携した取組が多数行われており、同学会では、年 3～4 回、学会誌が発行され、1年間で

30本以上の地区防災計画作りに関する論文等が発表されているほか、年数回の学会のシン

ポジウムには通年で 1000 人以上の聴衆が参加しており、新聞やテレビにも取り上げられ

ている。学会大会では 40 本近い報告が学術研究者等によって発表されており、防災学、工

学、砂防学、社会学、心理学、法学、行政学等多様な分野の専門家が集まって議論が行わ

れている。 

筆者は、「地区防災計画制度」創設時から、関連法の改正を行い、関係ガイドラインを作

成していた内閣府の検討過程をシンクタンク側の立場で参与観察することができたほか、

地区防災計画学会の事務局として、多数の地区防災計画づくりの事例に触れる機会があっ

た。また、筆者は、査読論文により、2014 年度には同学会の奨励賞、2016 年度には論文賞

を受賞しており、本研究の第 5章及び第 7章は、受賞論文を基にしたものである。また、

地区防災計画学会の活動の影響を受けて、情報通信学会、土木学会、砂防学会等でも関連

の研究会が作られているが、筆者は、情報通信学会の災害情報法研究会（主査：林秀弥名

古屋大学教授）や大会で関連報告を続けており、ICT（情報通信技術）に関する研究者や実

務家からも助言を得ることができた。 

そのようなこともあり、本研究では地区防災計画づくりに取り組んでいる全ての地域コ

ミュニティの事例について分析しているわけではないが、筆者の参与観察や関係学会での
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活動の経験から、本研究で取り上げた事例が、地区防災計画づくりに係る現時点での典型

的な事例のいくつかであると考えており、また、「地区防災計画制度」を創設した内閣府の

元防災担当官や学会関係者たちからも同様の意見をいただいた9。 

 

4 地区防災計画の研究実践の現場から ①地区防災計画制度の企画立案者 

 

 本研究では、「地区防災計画制度」の創設やその後の地域コミュニティの現場における運

用の状況に着目していることから、ここで、「地区防災計画制度」の創設や運用について、

本研究のキーとなった 2 人の人物について、彼らがどのように制度を企画立案し、また、

どのようにその制度を活用しているかについて、ライフヒストリー的な観点から、以下、

少し明らかにしておきたい。 

 

4.1 地区防災計画の特徴 

 

 本研究では、2013 年の災害対策基本法の改正で創設された地域コミュニティの住民等を

主体とした防災計画の仕組みである「地区防災計画制度」に焦点をあてている。同制度は、

戦後の日本の町内会等を中心とした自主防災組織によるコミュニティ防災の流れを踏まえ

つつ、1995 年の阪神・淡路大震災や 2011 年の東日本大震災の教訓を踏まえて創設された

制度であり、その一番のポイントは、地域コミュニティの住民自身が、自分たちの防災活

動を内容とする地域コミュニティの防災計画の案を作成し、それを市町村の防災計画（市

町村地域防災計画）の中に入れるように市町村（正確には市町村防災会議）に対して提案

することができるという点である。この仕組みは、「計画提案」とよばれ、ここ 15 年ほど

の間に都市計画法、都市再生安全確保計画法、バリアフリー法等の関連分野で導入された

制度10である。また、その防災計画の対象となる地区の範囲については、防災活動を担う地

域住民等が自ら決めることができるほか、計画の作成主体は任意であり、あくまでも地域

コミュニティの住民等が自発的に災害時に機能する共助による防災計画を作ることを推奨

しているところに特徴がある。 

                                                   
9 2018 年 3 月 2 日に高知県立大学で開催された地区防災計画学会第 3 回大会、関連研究会等の際に、内

閣府防災担当で「地区防災計画制度」の企画立案を担当し、本研究でインタビュー調査の対象とした西澤

雅道福岡大学准教授（現内閣官房）、「地区防災計画ガイドライン」の執筆者である筒井智士前内閣府防災

担当主査（現 NTT 東日本）等から意見聴取を行った際に、そのような見解が示された。 
10 例えば、2002 年の都市計画法改正・都市再生特別措置法制定で創設された「都市計画提案制度」は、

土地の所有者、まちづくりの NPO、民間事業者等が、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者

の 3 分の 2 以上の同意等一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定・変更の提案をすることができ

る制度である。提案を受けた地方公共団体は、計画提案を踏まえた都市計画の必要性を判断する仕組み

である。計画提案を行うためには、0.5ha 以上の一体的な一団の土地の存在、都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針等の都市計画に関する基準への適合、提案区域内の土地の所有者等の 3 分の 2 以上の

同意等の要件を満たした上で、都市計画の素案等が必要になる。 
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ところで、この住民主体でボトムアップ型の象徴的な仕組みである「計画提案」の仕組

みを取り込んだ「地区防災計画制度」は、行政主導のトップダウン型の防災活動を住民主

導のボトムアップ型に転換したパラダイム転換の例であり、コミュニティ防災に社会学的

な観点の考え方を埋め込んだ制度である。そのため、同制度については、社会学の先行研

究でも取り上げられているが（田中 2013; 室井 2016）、社会学的な観点が、なぜ、同制度

に埋め込まれることになったかについては、明らかにされていない。また、社会学だけで

なく、工学、心理学、法学、行政学的な側面も指摘されており、極めて学際的な仕組みで、

社会実装の側面が強く意識されているといわれている11。 

手がかりになるのは、制度創設の経緯や制度の概要について、制度創設の当事者が記し

た同制度に関する総合的なテキストである西澤・筒井（2014）であるが、ここでは、テキ

ストの内容も踏まえつつ、制度を創設するだけでなく、地区防災計画学会を創設し、社会

学的な観点でこの制度を防災研究の領域に作り上げてきた官僚である西澤雅道氏（現：内

閣官房企画調整官）に対するエスノグラフィーによるインタビュー調査の結果を踏まえ、

何故、行政の制度である「地区防災計画制度」の中に、社会学をはじめとする学際的な考

え方が埋め込まれたのかについて考察してみたい。そして、「地区防災計画制度」について

は、実は、社会学者等を巻き込んだ社会学的な社会構築の視点が背景にあったことを最初

に紹介しておきたい。本調査は、2014 年に実施した「地区防災計画制度」の創設に係る調

査（金 2015a; 本研究 9 章）を踏まえ、2018年 3 月 1 日に当時西澤氏が教鞭をとっていた

福岡大学法学部の西澤研究室で実施された（巻末参考資料 1）。 

 

4.2 企画立案者と社会学の影響 

 

西澤氏は、1973年生まれの国家公務員で、中央大学法学部法律学科在学中に、国家公務

員Ⅰ種試験行政職に合格し、1999 年に当時の総理府・総務庁（現在の内閣府・総務省）に

入った。当初は、社会契約論を踏まえつつ、人々が共存するために相互合意によってもた

らされる社会を規律する正義について論じたジョン・ロールズの「正義論」（Rawls 1971）

の影響を受け、社会正義の実現のために法曹の道に進もうと考え、伝統的に司法試験合格

者を多数輩出する中央大学に入ったが、大学で行政法を学ぶうちに、法に基づく行政活動

を通して、住民参加型で社会構築を図りたいと考え、国家公務員の道に進むことになった。

西澤氏は、中央省庁では、政策や法律の企画立案を主に担当してきたが、公務の合間に大

学で行政法や行政学の教鞭をとったほか、学術的な専門書も複数発刊しており、国家公務

員としてだけでなく、行政法や行政学の研究者としても活躍してきた。 

そのような中で、未曽有の大災害となった東日本大震災後の 2012 年に、初めて内閣府防

                                                   
11 2018 年 7 月 28 日地区防災計画学会等主催シンポジウム「九州北部豪雨から 1 年を振り返って」（九州

大学大橋キャンパス）での有識者の議論参照。 
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災担当に配属になり、災害対策基本法制定以来の大改正を行うために特別に編成された災

害対策法制企画室に配属になった。 

2011 年の東日本大震災では、岩手県大槌町のように津波によって地方の防災を担う基礎

自治体の首長や幹部が亡くなる等本来であれば被災者を支援するはずの行政自体も被災し

たことから、行政による被災者への支援活動である公助が十分に機能しなかった（公助の

限界）。そのため、住民や企業による「自助・共助」を強化する観点から、コミュニティ防

災を強化するための政策や法の企画立案が求められていた。ただし、当時は行政実務の知

識のない政治家が災害対応を主導したことによって、日本中が大混乱していた時期であっ

た。災害対応経験の豊富な行政官が迅速に作成した政策を、政治主導と称して災害対応経

験のない政治家が介入して混乱が続き、災害対応が遅れたり、災害が拡大したりした時期

であった12。 

そのような中で、西澤氏は、2012 年 5 月以降、自助・共助によるコミュニティ防災を強

化するため、法改正に係る多忙な公務の合間に、内閣防災の図書室にある資料を調査し、

過去のコミュニティ防災に関する行政資料だけでなく、学術的な先行研究を調べあげて理

論研究を深めた。また、被災地のほか先進的なコミュニティ防災に取り組んでいる全国の

地区をまわり、地元の地方公共団体の紹介を得て、実際にコミュニティを訪問して、住民、

学識経験者、行政担当者等の知見を収集して、制度の外郭を作っていった。その調査は、

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて活動が強化されてきた神戸市の防災福祉コミュニティ

の防災活動から始まり、東日本大震災時に帰宅困難者対策で活躍した東京駅周辺の企業に

よる東京駅防災隣組の防災活動にまで及んだ。また、地震だけでなく、北海道札幌市や石

                                                   
12 当時、内閣府の審議官（災害対策法制企画室長）として災害対策基本法の改正を主導した復興政策担当

の経験が長い佐々木晶二氏（地区防災計画学会最高顧問）は、当時の政治と行政の状況を振り返って、「(東

日本大震災が発災した 2011 年には、国土交通省の）都市局総務課長として財務省との調整にあたってい

て、夏頃には大枠の復興予算が固まっていました。でも当時、民主党に政権交代したばかりということも

あり、政治的に混乱していました。結局、法律や災害対応の予算が成立したのは、翌年の 1 月と遅くなっ

てしまいました。やはり振り返ると、阪神・淡路大震災の時は本当に対応が早かったです。東日本大震災

の時の政権は、「役人は勝手なことするな」というスタンスでした。法案を作って財務省や各省と調整を

し、予算と法律ができても、役人に任せてくれないために、それ以上先が決まらず時間がかかってしまい

ました。また、国の役人が地方自治体に対してさえも、主体的に話をしてはいけないと言われていました。

例えば、「今まで盛土の費用には補助は出なかったけど、今期は補助が出るよ」とか「こういう方向に行

きそうだよ」という情報は、県や市の職員にとって、予測を立てるために必要な情報ですよね。そういっ

た相談が自治体から来ても説明してはいけなかったんです。その運用体制はとても不評でしたね。（当時

の民主党政権は）政務三役（大臣・副大臣・政務官）が直接自治体に対して説明をすると言っていました。

でも、都道府県と政務官が話しても、実務面の細かいことがわからないですよね。そもそも、政治家や市

長、そして、自治体の部長が、担当する分野や問題を解決していく視点は全然違うため、それぞれの課題

をプロフェッショナルに任せなければならなかったのです。（民主党政権では、省庁間のやり取りについ

ても制限されたが）やり取りをしないと前に進まないので、省庁間のやり取りはしていました。建前上は

もちろん、大臣や副大臣や政務官が決めるということにしていましたが。しかし、当時は政治家の知見が

足りな過ぎるために、最終的に政策案を決定できなかったんです。結局、決めきれない案件については、

役人側にまた戻ってくることを繰り返していて、役人側の意欲は極めて落ちていました。その時に、東日

本大震災が起きたのはすごく不幸でした。」（一部筆者修正）と述べている。『Heroes of Local Government』

2018 年 4 月 22 日記事「佐々木晶二氏 役人の意欲が落ちていた時に大震災が発生」参照。 
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狩市の冬季の雪害対策に係る防災活動、高知県四万十町等の夏季の台風対策に係る防災活

動等のように毎年発生する災害も対象となった。 

西澤氏が注目したのは、各地域コミュニティでの共助による防災活動であるが、その際

の地域コミュニティ内での助け合いの関係、合意の仕組み、防災計画等の作成プロセス、

訓練等の実際の活動状況や計画の見直し状況、リーダーの役割、行政との連携関係のほか、

例えば、土砂災害の多い地域で土砂災害前に水が出たり小石が落ちてきたりといった地域

独特の発災前の兆候のような地域コミュニティで昔から伝えられてきた防災の経験や伝承

（ローカルナレッジ）についても分析を行った。また、現場での参与観察を踏まえつつ、

西澤氏は、室﨑益輝神戸大学名誉教授（防災計画学）、矢守克也京都大学防災研究所教授（社

会心理学）、田中重好名古屋大学大学院環境学研究科教授（社会学）、大矢根淳専修大学人

間科学部教授（社会学）、加藤孝明東京大学生産技術研究所教授（工学）、磯打千雅子香川

大学 IECMS 准教授（工学）らを訪ねて助言を求めた。 

それらの結果、「災害対策基本法」の改正法や法律で定められた事項を現場で実施するた

めの「地区防災計画ガイドライン」の原案が形成されていった。そして、「災害対策基本法」

の改正法は、2013 年 6 月に公布され、それを受けて、ガイドラインが 2014 年 3 月に公表

された。筆者もガイドラインの作成に当たっては、ガイドライン作成の支援を行っていた

シンクタンクが実施していた調査に参加し、2008 年の中国の四川大地震における裕福な大

都市が被災地の各地区のパートナーとなって復興支援を行う対口支援の仕組みや中国のコ

ミュニティである社区の防災活動について調査を行い、その調査内容がガイドラインでも

取り上げられた。このように筆者は、参与観察的に地区防災計画制度の創設に参加した。 

地域コミュニティの現場や学術的な研究の強い影響を受けて、民や学術の取組が先行し

て、それを行政が追う形で「地区防災計画制度」が創設されたこともあり、2014 年 4月の

制度施行後には、西澤氏も巻き込んで地区防災計画学会が、行政活動とは別に結成された。

この行政活動には、矢守克也、田中重好、大矢根淳らの社会学者が中心になって加わって

おり、学際的な議論を踏まえて、全国各地区でボトムアップ型のコミュニティ防災活動が

展開されるようになっている。同学会では、現在 2000 地区以上で地区防災計画づくりが進

んでいるといわれている（室﨑 2018）。 

 

4.3 柳田國男の現地調査主義の影響 

 

ところで、西澤氏は、自身が国家公務員であり、行政法・行政学の研究者でもあること

から、マックス・ウェーバーやロバート・マートンが指摘するような官僚制論を熟知して

おり、官僚制の組織的な利点をいかし、セクショナリズムのような逆機能を防止するよう

に常に法制度の企画立案に励んできたが、その際に意識するようになったのは、第一線職

員や現場のコミュニティとの意見交換であった。 
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1960 年代以降の官僚制の研究を振り返ると、中央省庁の政策の企画立案を担当する職員

は、現場に赴いて国民等に接触することは稀であることから、国民と近い現場レベルの第

一線職員の役割を研究対象とすることがあった（ストリート・レベルの官僚制論; Lipsky 

1969）。 

そして、西澤氏は、戦前の農務官僚出身の民俗学者である柳田國男の影響を受けて、政

策の企画立案という多忙な公務の合間に、現地調査主義（柳田 1935）の立場に立って地域

コミュニティでフィールドワークを通して資料収集を行って「地区防災計画制度」を創設

し、アカデミックな議論を深めた。後に大学教員も務め、地区防災計画学のテキストも執

筆した（西澤・筒井 2014）。 

西澤氏が影響を受けた柳田は、1875 年に儒者の六男として生まれ、明治維新後には生家

が混乱したものの、東京帝国大学を卒業（法学士）し、1900 年に農商務省に入った。そし

て、公務で地方を訪れた際に農山村の現場で調査を行い、岩手県遠野の民間伝承を記録し

た「遠野物語」やカタツムリの呼び名が文化の中心地である都から遠方に行くほど古い言

い方が残っているとする方言周囲論に関する「蝸牛考」を執筆し、日本人とは何であるか

を見極め、それを将来へ伝えるという問題意識から、民俗学の領域を形成させ確立させた。

また、官僚としての公務の合間に大学で農政学や民間伝承等の講義を行った。戦後は、日

本芸術院会員、日本学士院会員、日本民俗学会の初代会長等を歴任した。柳田は、歴史研

究に関心を持ち、歴史的な公文書を調べても農民の歴史は一揆と災害しか記録されていな

いことから、文献資料のみをベースにした研究の問題点を指摘し、日頃の農民の生活文化

の総体を研究するためには、フィールドワークによる計画的な民間伝承や民俗資料の収集

が重要であると指摘していた（現地調査主義）(河出書房新社編 2014)。 

 

4.4 沢内村の国に先行した高齢者と乳児の医療費無料化の影響 

 

 さらに、西澤氏へのインタビュー調査で、「地区防災計画制度」の中に計画提案の仕組み

を取り入れるに当たり、二つの社会学的な事例を念頭に置いて活動していたことがわかっ

た。 

一つ目は、1970 年代の岩手県の寒村で雪害のほかに多病多死で苦しめられてきた旧沢内

村における国の取組に先駆けた乳幼児死亡率ゼロ、高齢者医療費無料化の保健衛生の仕組

みづくりの事例である。後に村長になった住民のリーダーである深沢晟雄（まさお）が中

心になって、女性連絡協議会をはじめとする住民の団体の意見を取り入れてボトムアップ

型の住民運動を展開し、雪害や病気に苦しむ多くの地域住民の命を救うことにつながった

事例である（及川 1984）13。同村の地主の一人息子として 1905 年に生まれた深沢は、東北

                                                   
13 1957 年 4 月 30 日『広報さわうち』26 号「村長に深沢晟雄氏無競争当選」、1958 年 2 月 28 日同 36 号

「ブルドーザー開発除雪用に購入か 画期的村の計画」、1960 年 12 月 30 日同 70 号「病院の給食施設を
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帝国大学法文学部を卒業し（法学士）、上海銀行、台湾総督府、満州重工業開発公社等に務

め、戦後は、同村に戻り、高校の英語教員を務めていた。一方、同村は、昔から岩手県内

でも痩せた土地であり、冬は 3ｍ以上の積雪のある豪雪地帯であることから近隣の村にあ

る病院に病人を運ぶことも難しく、貧しく衛生環境が悪かったことから、乳児の死亡率が

全国的に見て特に高かった。また、貧困のため病院にかかることができない住民が多く、

家計を心配して自殺する病気の高齢者や死亡してから初めて死亡診断書を書いてもらうた

めに医者にかかるような住民もいた。そのような状況を見て、深沢は、同村の悲惨な状況

を強く憂い、住民の生命の尊重を訴えて、婦人会、農協等とも協力し、住民の団結・協働

を進めた。そのようなボトムアップ型の住民主体の活動は村全体で高く評価されるように

なり、住民から強く推されて、1957年には無投票で村長に就任した。村長としては、除雪

用ブルドーザーを企業と掛け合って分割払いで購入し、冬季の近隣の病院までの道を除雪

したほか、夏季はブルドーザーで農地や道路整備等のインフラ整備を行い、村の産業の活

性化につなげた。また、東北大学医学部に時間をかけて掛け合って村の病院へ優秀な医師

を派遣してもらうルートを作った。そして、従来孫の育児に非協力的であった村内の姑に

よる孫の育児を促進するため、孫の面倒を積極的にみた姑を表彰する「おばあちゃん努力

賞」を設けたところ、嫁に代わって姑が競って孫を病院に連れていくようになった。さら

に、国や岩手県とも掛け合って、貧しい住民でも病院に通うことができるように、高齢者

と乳児の医療費無料化を国に先駆けて導入し、1962 年には日本の地方自治体で初めて乳児

死亡率 0%を達成した。これは、後に国の政策にも大きな影響を与えた。そして、地方先行

で国が後を追ったような事例になったが、深沢自身は、1965 年に 59 歳で村長在職のまま

死去した。 

 

4.5 神戸市長田区真野地区での住民主体のまちづくりの影響 

 

二つ目は、神戸市長田区真野地区での住民主体のまちづくりの地域活動が、1980 年の都

市計画法及び建築基準法の改正による地区計画制度の創設と計画提案制度の採用に影響を

与え、また、そのような活動が、1995 年の阪神・淡路大震災では、防災に結びついて、地

区の住民の命を救った事例である（今野 2001, 2016）。地区計画制度は、ドイツの B プラ

ンを参考に作られた住民の合意に基づき地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりを誘導

するための計画制度である。この制度は、地方公共団体が、条例を制定して運用すること

になっており、真野地区での先導的な住民によるまちづくり協議会の活動の影響を受けて、

1981 年に神戸市は、全国に先駆けて「まちづくり条例」を制定し、真野地区をはじめ 13地

区で「まちづくり協議会」を認定し、その活動を支援した。阪神・淡路大震災では、老朽

                                                   
完備 老齢の外来診療を無償に」、1963 年 2 月 28 日同 99 号「冬でも盛岡へ 村民団結、宿命を破る 定

期バス開通の記念式」、1965 年 2 月 10 日同 123 号「生命村長・深沢晟雄逝く」参照。 
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化した木造住宅が密集した市街地や都市基盤が不足した脆弱な地区の被害が甚大であった

が、震災前から協議会がまちづくり活動に取り組んでいた地区では、発災時も共助による

相互の助け合いによって、住民同士によって積極的な救援活動が行われたほか、住民のま

ちづくりの意向も集約されたことから、復興に向けた取組も迅速に進んだ14。 

 西澤氏は、このような地域コミュニティの現場の活動やそれに係る社会学をはじめとす

るが学術的な研究の影響を強く受けて「地区防災計画制度」づくりを進めている。つまり、

「地区防災計画制度」は、社会学者らによる学術的な研究の影響を強く受けて、地域コミ

ュニティにおける住民主体のボトムアップ型の計画提案の仕組みが採用され、行政を中心

とするトップダウン型の防災計画の体系の中で、住民等を主体とした初めてのボトムアッ

プ型の仕組みが導入されたのである。まさに、地域コミュニティでの住民主体の取組や社

会学をはじめとする学術的な研究が先行して、その影響を強く受けて、国がそれを後追い

した制度であるといえる。 

 

5 地区防災計画の研究実践の現場から ②北九州市小倉南区志井校区のリーダー 

5.1 志井校区のリーダーの経歴 

 

地域社会学では、地域コミュニティのリーダーの役割が非常に重要であり、これまでも

多くの分析がなされている。本研究では、筆者が福岡大学の教員をしていた関係で縁のあ

った北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づくりに関する考察に一番の重点を置いて

いるが、これは、たまたま筆者にとって身近な地区で実施されていた地区防災計画づくり

について参与観察による調査を行ったところ、それが、内閣府のモデル地区と比較できる

ような熱心な取組が行われていた事例であるが、同校区の地域活動・防災活動のキーパー

ソンに出会えたことは、本研究にとって大変重要なことであった（巻末参考資料 3）。 

同校区のキーパーソンは、地域コミュニティのリーダーである大迫隆典志井校区まちづ

くり協議会会長（社会福祉協議会会長・自治連合会会長）であり、1938 年生まれで、長く

北九州市役所に勤務していたが、自宅が区画整理等の対象となったことから、定年前後の

今から約 30 年前に志井校区に移住してきた。ちょうどその時期は、モノレールが開通し、

北九州市のベッドタウンとしての志井校区の人気が高まり、人口が大きく増加した時期で

                                                   
14 真野地区では、阪神・淡路大震災の際、発災直後から 2 週間ぐらいの間は混乱したが、地元住民が消

火・救出活動、避難所の開設、自治会による食糧の確保・炊出し等の活動を実施し、地域としての力を発

揮し、住民に安心感を与えた。従来の地区組織のリーダーのほか、夜警等の活動に若者の地元ボランティ

アの活躍が目立った。震災直後の活動では、いくつかの目立った活動があり、地区内で発生した火災に対

して、住民や地元企業が消火活動にあたって延焼を防いだ活動、倒壊した鉄筋コンクリート造のビルでの

約 1 週間にわたる地元住民による救出活動等が、緊急時の中で行われた。また、町会ごとの炊き出し、民

生委員による一人暮らしの高齢者の安否の確認等も行われた。真野地区で震災直後にこのような活動が

いち早く行われたのは、平時からの活動によって積み重ねられた住民のネットワークがあったからであ

る。さらに、震災から 3 日目に災害対策本部を設置し、個々の活動を統括し地区全体として災害対策に取

り組む体制をいち早く確立した。（真野地区記念誌編集委員会 2005:118-120）。 
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もあり、現在のようにマンションと一軒家が混在した街並みが形成されていった時期でも

あった。 

 移住してからしばらくして、従来は輪番であった町内会長の仕事について、年輩の住民

等から見込まれて指名を受けた。強く頼まれたことから、断り切れず、町内会長の職をや

むを得ず受けた。しかし、その後、町内会長として活動に取り組んでいくうちに、次第に、

過去の会長たちの多くが、地位に胡坐をかいて何もしなかったことを知り、それに疑問を

覚えるようになった。そして、それを反面教師として、町内会が実施している地域活動に

ついて、自ら先頭に立って精力的に発案し、地区内を流れる志井川の清掃活動、夏休み中

のラジオ体操、定期的なパトロール活動等の地域活動を活発化するようになった。 

数年後には、さらに地域の活動を活発化させて地域コミュニティを活性化させたいとい

う気持ちが強くなり、町内会長が集まって複数の町内会長を束ねる次代の連合町内会長の

選出について話し合っている際に、自ら立候補したところ、活発な地域活動を推進してい

ることが各町内会長から高く評価されて、無投票で連合町内会長の職につき、自ら地域活

動を推進する対象範囲を拡大した。 

 大迫氏が、このように町内会長の立ち位置を大きく変えたところ、活発な地域活動の評

判を聞きつけた校区内の複数の学校の校長や企業等から協力を得られるようになり、さら

に地域活動が拡大することにつながった。例えば、大迫氏は、学校長に手紙を書いて、生

徒や学生の地域活動や防災活動への参加を呼びかけたところ、多くの学生が活動に参加す

るようになったほか、若者が参加するようになると、活動経験が豊富でノウハウを有する

高齢者達もいいところを見せようと積極的に活動に参加し、若者の面倒を見るようになっ

た。若い参加者が多数増加し、彼らにノウハウを伝授することは、地域活動や防災活動の

経験が豊富な高齢者にとって、大きなやりがい・生きがいになっているようである。また、

志井川の清掃活動が活発化していく中で、志井川の蛍が注目されるようになり、その蛍が

もともと校区にある国立高等専門学校の池の蛍が放されて増えたことが知られるようにな

ったが、それを聞きつけた同校の学生たちが、自分たちの学校の蛍が源流であるという縁

を感じて、積極的に志井川の清掃活動に参加するようになり、さらに清掃活動が活発にな

ることにつながった。 

 

5.2 地域活動の拡大から防災活動へ 

 

 当初は志井川の清掃活動をはじめとする地域活動を活発化し、自身のように新しく志井

校区に移住してきた人々を含めて、地域コミュニティの人間関係が良好になり、相互の助

け合いを進めていくことを念頭に置いていたが、2011 年の東日本大震災を目の当たりにし

て防災の重要性を強く感じたほか、数年前に地区内で大雨による道路の冠水被害があった

こともあり、防災活動にも関心を寄せていくことになった。特に 2014年以降は、北九州市
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役所の支援も受けて地区防災計画づくりを開始した。過去災害経験のある水害を中心に対

策の検討を行い、地区防災計画の案を作成していたが、2016年の熊本地震の際には、志井

校区内のマンションの中で、家具の場所が移動するほど揺れたところもあり、マンション

住民から、地震対策も行ってほしいという要望が出た。そこで、2016年は地震対策の検討

を中心に実施したところ、従来町内会に参加しなかったようなマンション住民が積極的に

防災訓練に参加するようになった。志井校区には、もともと防災会という形だけでの自主

防災組織があったが、その活動の枠を超えて、地域住民が、日常の地域活動で培った人間

関係をいかして、地区防災計画づくりに参加するようになった。地区防災計画づくりが契

機となって、地域活動を拡大する形で防災活動が大きく広がっていった。大迫氏が防災活

動に目を向け始めた頃は、防災活動といっても、市民センターでの定期的な防災訓練が目

立つ程度であり、自主防災組織の役員等が数十人集まって、毎年同じような形式的な訓練

を行うだけであり、参加者からもこのような訓練は駄目だという意見が出ていた。大迫氏

が、「地区防災計画制度」について、北九州市役所の防災担当官から情報を入手し、自ら深

く研究した上で、志井校区で地区防災計画づくりを始めてからは、校区内からの地域活動

や防災活動への参加者が増加し、活動拠点であった市民センターでの防災訓練も、最近は

700 人程度の大きな取組となった。防災訓練の会場である市民センターには、収容しきれ

ないほどの住民が集まり、訓練中はトイレに行くことも難しいような大混雑で、住民たち

が、「こんなにこの校区に人が住んでいたのか。」と驚くほどであった。また、地震に備え

て家具を固定するため、大迫氏が、校区内の大工さんに自宅の家具固定を依頼したところ、

近所であることもあり相場よりも大幅に安く対応してもらえたほか、仏壇の固定のような

釘を使うことができない難度の高い作業を迅速に実施してもらえたので、それを校区の防

災活動の際に紹介したところ、女性会、社会福祉協議会等で口コミで評判となり、校区内

でこの大工さんに作業を依頼する住民が増加し、家具固定が一気に進んだ。大工さんは、

プロとして高度な仕事をしつつも、素人でも対応できる部分については、住民にノウハウ

を伝授したことから、防災活動を通じて、地元の大工さんと住民との人間関係が構築され、

いざというときに地元の大工さんにすぐに見てもらえるというような安心感を住民にもた

らした。 

大迫氏が、地域コミュニティに持ち込んだ地区防災計画づくりを契機とした防災活動の

活発化により、住民同士も自然と顔見知りが増え、清掃活動、ラジオ体操、防犯パトロー

ル等の地域活動ごとに形成されていたグループを超えて、日頃から、お互いに立ち話をし

て情報交換をしたり、お裾分けをしたりするようになり、住民同士の人間関係が良好にな

った。大迫氏は、各グループの人間関係をつなぐための調整も丁寧に行ったところ、その

噂が、従来は町内会に加入をしていなかった最近移転してきた若いマンション住民等にも

伝わり、結果として、町内会加入者が、数％であるが、増加することになった。さらに、

住民からの発案で、同校区内の国立高等専門学校出身の若い市役所の防災担当職員を防災



35 

 

訓練の講師として招き、最新の防災理論に基づく、従来よりも専門的で高度な指導を受け

ることによって、校区全体の訓練を精緻化させた。また、大迫氏は自身の人脈を使って学

識経験者、消防関係者、NPO 等の外部有識者の支援を受けており、それが、外部からも注

目され、支援してもらえるということで、住民の活動の活発化につながっていた。 

 大迫氏は、インタビュー調査の中で、このような地域活動や防災活動の拡大に関して、

①日頃のラジオ体操や清掃活動で、高齢者も若者もコミュニケーションをとる機会が増加

したこと、②毎朝お互いの健康状態を確認できることが重要だと皆が考えるようになった

こと、③校区内の学校に声をかけたところ、それが多くの子供が防災訓練へ参加すること

につながり、大人も巻き込んで訓練参加者の増加につながったこと、④子供・若者のマン

パワーと大人のノウハウを組み合わせるとともに、被災地での活動経験者を講師として招

いて、最新の災害教訓を踏まえた実践的な訓練を実施することによって、住民の意識も大

きく変化し、炊き出しや避難所運営訓練等も、お互いに協力して、以前よりも短時間のう

ちに正確にできるようになってきたことから、地域防災力が上がったと考えていると話し

ていた。 

 

5.3 志を持つ市井の人々が集まる校区 

 

 志井校区の名前である「志井」は、もともとは、高い「志（こころざし）」を持つ「市井

（しせい）」の人が集まる場所であったといわれており、今でも志井校区の住民たちは、そ

の地名の意味を大切に考えており、リーダーを中心に地域の問題に対して、建設的な話し

合いを行い、積極的に活動に移し、住民同士が相互に助け合うようにしている。 

また、校区内に 8つの学校法人を有する文教地区であるためか、地域コミュニティのリ

ーダーをはじめ住民全体が、志を持った若者を育てることに熱心であり、校区内の志徳中

学校は、予備校によるランキング付けでも市内でトップクラスの公立中学であり、校区全

体の教育レベルが高く、校区内に在住する高校生から、東京大学合格者を排出している。

そのような建設的な話し合い、積極的な活動実践、住民同士の相互の助け合い、地域コミ

ュニティ全体での志を持った若者の育成等の特徴が、地域コミュニティ内での全体の良好

な人間関係や地域活動・防災活動の活発化につながっているように思われる。 

さらに、大迫氏自身が行政官としての経験を有する移住してきた専門家的な要素を持っ

ているほか、同氏の人脈を通じて、学識経験者、行政関係者、NPO の専門家等の支援が大

きな役割を果たしている。このような特徴は、地域コミュニティの防災活動に外部資源が

大きな役割を果たしている例として、本研究では注目している。 
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第 1部 地区防災計画の社会学的位置付けと先行研究 

第 1章 地区防災計画の社会学的視角 

 

要旨 

 

前文では、本研究の全体像やポイントについて明らかにしたが、本章では、本研究の学術

的な背景について明らかにするため、社会哲学的な視点から、2013年の「災害対策基本法」

の改正によって創設された「地区防災計画制度」の位置付けを整理し、脆弱性

（vulnerability）を小さくし、自然現象による被害である災害を小さくするための社会的

な仕組みの創設という考え方があることを紹介した。また、地域社会学におけるコミュニテ

ィや防災の領域の創出に係る先行研究に対する本研究の位置付けを整理した。さらに、本研

究で使用するデータ収集方法（半構造化面接法によるインタビュー調査）、データ分析手法

（頻出語分析・共起ネットワーク分析、SCAT（Steps for Coding And Theorization））につ

いて整理した。本研究では、地域コミュニティ等の現場で実際に法制度がどのように運用さ

れ、またどのような問題点をはらんでいるのかという点も重視しており、防災担当官や地域

コミュニティの住民等に対するインタビュー調査を実施し、その調査を受けてテキストデ

ータを作成し、近年、看護学、医学、教育学等多くの分野で注目されている SCAT（Steps for 

Coding And Theorization）の手法によって質的分析を行っていることに特徴がある。  

 

1 従来の研究成果の意義と視点 

1.1 地域コミュニティに関する先行研究 

 

 ここで、本稿に係わる伝統的な地域コミュニティやマンションのコミュニティに関する

先行研究についてみておきたい。以下は、倉田（1987）、横田（2008, 2014, 2017）等を踏

まえ、先行研究を整理した。 

地域社会学における地域コミュニティの基層組織に関する理論的・実証的な研究として

は、まずは、社会学者である高田保馬、奥井復太郎、鈴木栄太郎、磯村英一の 4氏が、「日

本都市問題会議」において展開した、1953 年の「サンフランシスコ条約」締結後の町内会

等に関する議論があげられる。 

高田は、町内会等のうち隣組に焦点をあてて分析を行った。そして、大都市における人間

相互の作用は、合理性と自己の利益を求める故に情誼を離れ、利益社会的なものになること、

家族は機能を減退させており、これに代わる共同社会が必要であること、隣組は、都市の

人々に家族とは別の拠り所を与え、自治体と住民の間を媒介していることを指摘した（高田 

1953:1-11）。 

鈴木は、近代化や利益社会化に伴い、地区集団が衰退したこと、職域集団が優勢になって
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いる時期に、隣組や町内会等の制度を施行するのは、文明の方向や都市発展の方向に逆行す

ることを指摘した(鈴木 1953: 13-22)。 

奥井は、都市化の進展によって町内の近隣集団・近隣社会は崩壊に瀕していること、近隣

の組織化を進めることは、社会生活の改善のために重要であること、自由で明朗で、土地柄

に応じた、ボス支配ではない近隣組織が重要であることを指摘した（奥井 1953: 23-33）。 

磯村は、流動性の高い大都市では、町内会や隣組は必要ではなく、伝統的な組織の復活は

不要であること、地域集団を再検討する可能性があるとすれば、個人の主体性や自発性に基

づく町内会や隣組とは別の「コミュニティ」を形成すべきであることを指摘した(磯村 

1953:35-50)。 

 政治学の分野から、松下圭一は、町内会等は、政治的に旧中間層による地域支配の伝統を

温存する基盤であること、地域民主化の立場から、町内会等が保守的な役割をしていること

を指摘し、保守政治の基底であるムラと対決するため、地域での民主主義を確立すべきこと

を指摘した（松下 1962:216-218）。 

一方で、政治学・行政学の分野では、町内会等については、従前は、国や行政の強制的な

下部組織であるとする見解もあったが、現在は、行政と連携して自主的な活動を行っており、

行政の介入やコントロールは認められないことから、市民組織として理解されていること

に留意が必要である(今村ほか 2010: 153; 辻中ほか 2009: 28-29・34; Pekkanen 2006)。 

その後、都市化の進展により、各地にニュータウンが建設され、環境も大きく変化した。 

安田三郎は、個人が、社会層や諸集団にどのような役割を通して参与しているか、つまり、

個人が都市社会の中で所属している社会関係・社会集団の組み合わせに注目した生活構造

研究を行った（安田 1964: 113-129）。 

中村八朗は、日本の都市における町内会等の形成過程をみると、単一機能の集団が融合し

て包括的機能を持つ町内会等へと発展しており、スペンサー以来の仮説であった近代化の

発展に伴い、包括的機能を営む前近代的集団は単一機能を持つ集団に分化するという仮説

とは正反対であることと指摘した（中村 1980: 34-59）。 

倉田和四生は、戦後の部落会及び町内会の廃止に伴い生まれた衛生組合、自警団、募金組

織等の単一機能集団が再度合体して町内会等が作られたことを指摘し、都市コミュニティ

研究のパラダイム、近隣関係と地域住民組織、ニュータウン（近隣住区）とコミュニティ活

動、町づくり運動のダイナミックプロセスの 4部に分けて都市化の意味の考察を行った(倉

田 1985: 176)。 

奥田道大は、地域社会の分析の枠組みとして「コミュニティモデル」を提示し、住民が地

域全体のことを考えるための広い視野を持っているか、それとも閉鎖的・排他的な意識を持

っているかという「意識面」と、地域活動を住民自らが主体的に行うか、行政に依存するか

という「行動面」の二軸から演繹的に住民を類型化し、①住民の閉鎖的・排他的意識が強く、

地域活動を主体的に行う「地域共同体モデル」、②都市化の進展等による地域共同体の解体
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を経て、住民が地域の帰属対象や帰属意識を失っている「伝統的アノミーモデル」、③住民

が権利を意識し主体的な権利の取得を追求するが、関心が自らに関係する問題に限られる

「個我モデル」、④地域住民が地域全体のことを考える広い視野を持ち、地域社会に対して

積極的な参加を行う「コミュニティモデル」の四つのモデルを提唱し、①→②→③→④と移

行することが理想であるとし、逆に、③→①への移行を退行であるとした（奥田 1983:28）。 

鈴木広は、奥田モデルについて、開放的相互主義である奥田の「コミュニティモデル」は、

ユートピア的で、現実の地域社会ではあり得ず、コミュニティの大半は、よほどのことがな

い限り住民参加には志向しないと指摘した（鈴木 1986）。 

岩崎信彦は、町内会等について、住むことを縁起として形成される「住縁アソシエーショ

ン」であると指摘し、住むことは、人間の基本的な営みであり、一般的な関心を多く含み、

多くの行為及び意志から成り立つとした（岩崎ほか編 1989:11）。 

倉沢進及び秋元律郎は、町内会等の組織・機能の特性について、①排他的地域独占性（一

つの地域（区画）に一つの町内会が存在）、②世帯単位加入性（加入名義は世帯主であるが、

世帯が加入単位で、世帯主は世帯の代表者たる資格において加入）、③全戸自動加入性（地

域内の全世帯が加入することを規範とした組織）、④包括機能性（活動目的が多岐にわたり、

包括的で機能は無限定）、⑤行政末端補完性（行政事務事業の末端的業務を組織として遂行）

をあげた。なお、町内会等の強制加入説もあるが、③で全戸自動加入であるとしたのは、町

内会等には、実質的拘束性がないと考えたためであった（倉沢・秋元 1990; 倉沢 2004: 85-

86）。 

菊池美代志は、地縁団体の機能を生活充足、住民交流、合意形成、規範維持、地域代表等

の地域統合機能である「対内機能」と行政業務の補完、行政への圧力・参加等の機能である

「対外機能」に分けた（菊池 1990: 223）。 

ところで、初期シカゴ学派に分類されるルイス・ワースは、都市が第一次的紐帯を喪失さ

せ、無力感や孤立感を増大させて規範の崩壊を招き、アノミーや逸脱につながるとして、都

市をネガティブに捉える「社会解体論」を唱えた（Wirth 1945）。これに対して、クロード・

S・フィッシャーは、都市は、人口が集中していて社会的制約が少なく、そのため、選択性

の高い都市では接触相手を選択でき（Fischer 1975=1983)、そこから、意見と価値を共有す

る者との快適なネットワーク（同類結合）が発達し（非親族的な親密な紐帯のネットワーク）、

親族や近隣とのネットワークが衰退することから、それが多様な文化制度（下位文化）の発

展を促すとして、都市化をポジティブに捉えた（アーバニズム下位文化理論, Fischer 1982)。 

このアーバニズム下位文化理論の検証のため、大谷信介は、「コミュニティ解放論」の立

場から、中国・四国地方の 5都市（広島、岡山、松山、宇和島、西条）を対象に都市化がパ

ーソナル・ネットワークに影響を及ぼすかを実証的に検討し、都市の規模が異なっても住民

のパーソナル・ネットワークは、ほぼ一定で、規模が大きいほど親族等のネットワークが衰

退し、同類の友人のネットワークが発達することを指摘した。また、アーバニズムの下位文
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化理論を創造的・革新的行動といったプラス面を含んだ概念であると指摘した（大谷 1992: 

311-330）。 

松本康も同様の観点から、名古屋市の都心と郊外で調査を行い、東海 3県（愛知、岐阜、

三重）の出身者には、アーバニズム下位文化理論があてはまるが、親族が日常的に接触でき

る場所に居住していない流入者の場合には、この理論があてはまらないことを指摘した（松

本 1992:161-185）。 

なお、奥田は、アーバニズム下位文化理論に関連して、地域社会を射程に入れつつ、都市

（社会構造）に重点を置き、大都市化という都市（社会構造）の変容とそれに伴う都市住民

の意識の変容に関して論じ、都市コミュニティの現状について、民族、エスニシティ、階級・

階層等に系統の差異性を伴いながら、複雑にばらけているとし、社会的多様性の拡大を踏ま

え、都市化による社会関係の希薄化を検証する際には、地域の枠を超えた議論が必要である

と指摘した（奥田 1999）。 

町村敬志は、グローバル化が進めば進むほど、ローカルなものへの関心が高まることを指

摘し、環境や福祉等コミュニティをベースにした活動が注目されると指摘した（町村 1999）。 

名和田是彦は、住民の福祉の基盤となる公共サービスを協働によって組織していくため、

改めて小学校区を単位としたローカル・コミュニティの必要性を指摘した（名和田 2006）。 

佐藤慶幸は、コミュニティ論の変容の関連で、生活クラブ生活協同組合の活動を例に、地

域の自主的サークルであるボランタリー・アソシエーションの代表をコミュニティの役職

のメンバーに加え、各サークルが、相互にネットワークを結ぶことによって、コミュニティ

が形成されるとした（佐藤 2002）。 

一方、越智昇は、横浜市の地域福祉活動やまちづくり活動を行うボランタリー・アソシエ

ーションに関する実態調査を行い、ボランタリー・アソシエーションは、町内会等とかかわ

らざるをえないと指摘した（越智 1990）。 

海外との比較研究では、以前は、日本の町内会等のような組織は欧米には存在せず、日本

固有の形式であるとする見解があった（近江 1958）。 

しかし、その後、東アジアや東南アジア等での町内会等に類似する組織に関する研究が出

てきた。倉沢進は、中国の居民委員会、韓国の班常会、台湾の保甲、香港の街坊会、フィリ

ピンのバランガイ、タイのカナカマカンチムチョン等の地域住民組織が存在することを指

摘した。また、町内会等類似組織の国際的比較研究の観点から、イタリアのシエナの地域住

民組織コントラーダを例に、非政治的・非行政的な領域での情意的結合組織、日常的・私的

な相互扶助組織についての検討を行った（倉沢 2004）。 

幡谷則子は、欧米文化圏に属するとされるコロンビアの首都ボゴタの大衆居住区の官製

的都市住民組織であるコミュニティ活動協議会 JAC を例に、ラテンアメリカの都市化の特

徴と大衆居住区の形成過程と住民像について考察した（幡谷 1999）。 

中田実らは、地方制度論的な立場から、広くアジアと欧米の主要国の住民組織の比較を行
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い、それらの組織を公行政も含めて地域管理機能を担う主体として考え、総合的な分析を行

った（中田 2000）。 

地域社会学からのコミュニティの防災に関する研究としては、以下がある。まず、今野裕

昭は、インナーシティである神戸市真野地区等を対象にした阪神・淡路大震災後の事例研究

をもとに、災害時における地域社会の役割に注目し、災害時の共助を前提としたコミュニテ

ィの防災活動の研究の発展につながった（今野 2001）。倉田は、地域コミュニティの防災活

動と福祉活動を接合した神戸市の「防災福祉コミュニティ」1について、コミュニティ論の

観点も踏まえて分析した（倉田 1995, 1999）。浦野正樹及び横田尚俊は、阪神・淡路大震災

を受けて、災害時における近隣との結びつきやコミュニティの意義を強調した（浦野 1999;  

横田 1999）。奥田は、震災前のコミュニティの成熟さが復旧・復興の速さに影響するとした

（奥田 1997）。大谷は、災害対応への期待をコミュニティに過度に負わせることを批判した

（大谷 1995）。岩崎は、震災時に町内会等が中心になって避難所を運営したケースが少ない

ことを指摘した（岩崎 1995）。鈴木広は、雲仙普賢岳災害の被災地である島原市での研究を

踏まえ、集中過密型の都市の脆弱性と都市の成長主義の限界を指摘した（鈴木 1998）。 

この他に、都市防災の歴史を災害と法律改正の関係も踏まえて分析した吉井（1996）等2、

防災の観点から地域コミュニティと町内会等の関係について分析を行った吉原（2008）、町

内会等や自主防災組織のような防災コミュニティの基層組織としての役割について、東北

の６都市で調査を行い分析した吉原（2011）及び岩崎ほか（2013）もあるが、東日本大震災

前の町内会等に係る分析を基にした研究である。さらに、東日本大震災後の研究としては、

災害想定を前提として街づくりが進められた結果、住民自身の災害への備えが衰退し、想定

外に対応できなくなったと指摘する田中ほか（2013）、田中（2013）等があるが、いずれも

「地区防災計画制度」の施行前の状況を前提にしている。 

 

1.2 地区防災計画制度に関する先行研究 

 

「地区防災計画制度」は、2013 年に創設されてから日が浅いことから、同制度に関する

研究史になってしまうが、防災社会工学等の観点からの「地区防災計画制度」に係る研究と

しては、制度の制定過程を関係研究会の経緯、国会審議等を含めて、参与観察に基づいて分

析した金・西澤ほか（2015）、及び西澤・筒井・金（2015）、同制度によって促進される共助

という用語の法的な位置づけについて、公助と対比させることによってその意義を明らか

                                                   
1 神戸市内全域 191地区でコミュニティが結成されており、自治会、婦人会、事業者、消防団等によって組

織され、平常時の福祉的な活動を重視しつつ、災害時も活動できる組織である。1995年に神戸市が『神戸

市復興計画』5章に「防災福祉コミュニティ」を近隣生活圏の安心コミュニティとして位置付けたのがきっ

かけとなって広まった（倉田 1999: 299）。 
2 災害弱者との関係、町内会等や自主防災組織との関係、ボランティアとの関係等に焦点をあてて、防災に

おける地域コミュニティの在り方について研究したものとして、吉原（2011）がある。なお、横田（1999）

では、大震災は、コミュニティ機能の意義の再認識やコミュニティ研究の発展につながったとしている。 
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にするとともに、同制度の法設計の意義について考察を行った井上ほか（2014）及び西澤・

筒井（2014c）、同制度の創設に関わった内閣府の担当官による解説書である西澤・筒井

（2014a）、内閣府が東日本大震災での支援側及び受援側の双方に対して実施した調査3を踏

まえ、同制度について論じた守ほか（2014）及び西澤・筒井（2014b）、同制度によって、防

災活動をきっかけに、地域コミュニティ内の人間関係が良好になり、また、防災活動と連携

する形で防犯活動、福祉活動等の地域活動が活発化すること、それらを通じたソーシャル・

キャピタルの醸成や地域活性化・まちづくりの可能性について論じた内閣府（2014）及び金

（2014）がある4。 

社会学の立場からの同制度に関する研究としては、同制度は地域防災力強化の観点から

地域住民にとって必要であるが、同制度をどこの地区でも実際に活用することが可能であ

るのかという、必要性と可能性のギャップがあることを指摘し、その課題を明らかにした西

澤・筒井・田中（2015）、岩手県安渡町の計画づくりの過程等を参与観察に基づき分析した

大矢根（2015a）、吉川（2013）及び Yoshikawa（2015）、原発防災に係る計画づくりについて

論じた大矢根（2015b）、日中の地域コミュニティにおける防災活動について、同制度の創設

者に対するインタビュー調査等を踏まえて、両国の地域コミュニティの防災活動について

比較検討を行った金(2015a)及び金（2015b）、マンションのコミュニティとの関係で同制度

について論じた金・筒井ほか（2015）等がある。 

 

2 地区防災計画の社会哲学的含意――ワイズナーモデルと防災のパラダイム転換論―― 

 

ベン・ワイズナーによれば、社会現象としての自然災害（disaster）をみると、自然現象

としての加害力（hazard）が、社会の災害に対する脆弱性（vulnerability）と遭遇するこ

とによって発生し、脆弱性は社会構造や防災対策の在り方に影響を受ける（Wisner et al. 

2004: 51-52) 。 

つまり、Hazard（例 地震）の大きさだけで Disaster(例 死者数）は決まらない。そこ

には、vulnerability（例 危険な立地）が大きな影響を与える。地震、台風、洪水、火災

等の Hazard の大きさだけで、死者数、負傷者数、倒壊家屋数等の Disaster は決まらず、

Disaster は、危険な立地、適切に防護されていない建物等の Vulnerability の影響を大き

く受けることになる。そのため、vulnerabilityを下げるための仕組みに注目が集まってい

る（図 1－1参照）。 

                                                   
3 2013 年 3 月に内閣府は、支援側 3,000 人及び受援側 3,000 人に対してインターネット調査を行い、支援

側の誠意が受援側に高く評価されており、受援側の満足度が高いこと、ICT等による情報発信が支援側及び

受援側の双方にとって大きな役割を果たしたこと、東日本大震災後、支援側及び受援側ともに支援活動へ

の参加の意思を持つ者が増加していること等を明らかにした(内閣府 2013）。 
4 その他、同制度と ICT の関係について論じた西澤・筒井・金（2014）及び金・筒井ほか（2015）、経済学

的な立場から同制度について考察した川脇（2015）、工学的な立場から計画作成について考察した加藤（2015）

がある。 
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図 1－1 ワイズナーモデル5 

 

本稿で取り上げる地域住民主体のボトムアップ型の共助の仕組みを採用した「地区防災

計画制度」は、東日本大震災以降、この脆弱性を小さくするため、地域住民等による自発的

な共助による防災計画づくりを推進するために「災害対策基本法」を改正する形で導入され

た。同制度は、地域住民等が、計画の素案を作成し、それを市町村の地域防災計画の中に位

置付けることを計画提案できる。この仕組みを通して、地域住民等がボトムアップ型で地区

の防災活動を主体的に進める（西澤・筒井 2014a）。 

つまり、東日本大震災以降、大規模災害時には、行政も同時に被災する可能性があること

から、行政による公助だけでなく、地域コミュニティにおける住民の自助・共助の力を高め

る必要性が認識され、また、Vulnerability を小さくするため、地域住民等を主体とした自

発的な共助による「地区防災計画制度」が導入された。同制度は、地域住民等が、計画の素

案を作成し、それを市町村の地域防災計画の中に位置付けることを計画提案でき、この仕組

みを通して、地域住民等がボトムアップ型で地区の防災活動を主体的に進める点に特徴が

ある。また、地域住民等は、地区の範囲を自由に設定することができるという特徴もある（内

閣府 2014）。 

田中重好が提唱した「防災のパラダイム転換論」（田中 2013）は、従来の行政中心の中

央集権的な防災政策等が転換され、脆弱性克服のためトップダウン型からボトムアップ（地

方分権、地域住民からの発案である都市計画法等における「計画提案制度」等）型へと変化

していることを指摘し、自助・共助に注目した（西澤・筒井・田中 2015）。「災害対策基

本法」改正で創設された地区防災計画制度は、住民から市町村に対する「計画提案制度」の

仕組みが導入された住民参加型のボトムアップ型のコミュニティ防災制度である。行政中

心で中央集権的な「戦後日本の防災対策」の「パラダイム転換」（田中 2013; 室井 2016）

に当たる画期的な制度である（西澤・筒井・田中 2015）。 

                                                   
5 Wisner et al.（2004）51頁の The Progress of Vulnerability（脆弱性の進展）の図や関係記述を踏ま

え筆者作成。ワイズナーの原図では、①Root Causes（根本的原因）が、②Dynamic Pressures（ダイナミッ

クな圧力）として影響を及ぼし、それが③Unsafe Conditions（危険な環境条件）を生み出し、Hazard（自

然現象）と結びつくことで、Disaster（災害）が発生するとしている。①については、政治過程への参加・

加入等の権力・社会構造・諸資源へのアクセスの限定、それを容認する政治経済システムに係るイデオロ

ギー等が、②については、適切な地域制度・訓練・技術・投資・倫理水準等の欠落・欠如、防災活動・防災

計画の欠如、地域特有の災害等が、③については、危険な立地、適切に保護されていない建物・インフラ、

所得水準の低下による困窮等があげられている。また、Risk（災害リスク）＝Hazard（自然現象）＋

Vulnerability（脆弱性）という方程式も示しており、脆弱性の高まりが、自然現象の加害力を増幅させ、

災害リスクが高まるとしている（浦野 2010: 9-12）。 
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そして、大矢根淳や矢守克也は、コミュニティ防災に係る制度の普及のためには、日常的

な地域活動を結果的に地域防災力の向上につなげる「結果防災」（大矢根 2012）や「生活

防災」（矢守 2011）の考え方の導入が重要であることを指摘している。また、防災活動が

契機となって、コミュニティの良好な人間関係による「ソーシャル・キャピタル」を醸成し、

地域コミュニティの活性化につなげることが重要であるとされている（西澤・筒井 2014a）。

なお、本研究では、Putnam(2000）を踏まえ、地域住民のソーシャル・キャピタルを高める

と思われる行動を、①ネットワーク（近所付き合い、地域活動等への社会参加・社会交流等)、

②信頼関係（地域住民等への信頼等）、③互酬性（人を助ければ今度は自分が困っていると

きに誰かが助けてくれるように世の中はできている、人を助ければいずれその人から助け

てもらえると思う等）の 3つ観点に留意している。 

 

3 本研究の社会学的視角と社会学・地域社会学的な特色 

 

社会学における町内会等を中心とする自主防災組織の先行研究をみると、地域コミュニ

ティでの自主防災組織の活動の状況を分析するに当たって、その状況や全体像がわからな

いことから、長い年月をかけて試行錯誤を行い、調査を行っている場合が多い。そして、サ

ーベイ調査等の結果を踏まえて、地域コミュニティの大半は、自主防災組織が地域コミュニ

ティで本来想定されたほどうまく機能していないというような方向から問題点を指摘する

内容になっている場合が多い。全国で約 16 万存在する自主防災組織で防災活動がうまく機

能していないところが多いのは事実であるが、そのような仕組みが、少子高齢化が進み、地

域活動が縮小しているといわれている現在の日本の社会の中で、任意組織の活動であるに

もかかわらず、全国的に継続できているのは何故か。 

 2014 年から施行された「地区防災計画制度」は、地域コミュニティに義務付けをするよ

うな仕組みではない。地域コミュニティで防災活動をどのように行うか、どのような活動計

画を作るのか、それとも作らないのか、その計画の範囲をどのようにするのか、全て自由で

ある。これは、町内会等の任意性という性格とも整合性が取れているし、一方で、社会学等

の研究の影響を受けて考案された都市計画法等の地区計画制度における地域住民等による

計画提案の仕組みの影響も受けている。そして、この地区防災計画づくりに取り組んでいる

地区に焦点をあてると、防災活動がうまくいっていない地区というのが逆に少ないことが

わかってきた。もちろん、その防災活動のレベルは、千差万別であるが、少なくても、地域

コミュニティで協力して、防災活動をうまく機能させるために様々な工夫が行われている。

これは、内閣府が先進的な取組を促進するために指定した 44のモデル地区に限られるもの

ではない。全国の地域コミュニティで地区防災計画づくりの取組が行われている中で、たま

たま筆者のまわりの地区で実施されている地区防災計画づくりの事例を見ただけでも、従
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来の自主防災組織の先行研究においては、ほとんど見られなかったような多様な防災関係

の取組が見られた。 

 そこで、本研究では、地区防災計画づくりの仕組みや特徴について整理をした上で、内閣

府のモデル地区であるとか、筆者のまわりで地区防災計画づくりに取り組んでいる地区を

対象として、その防災活動の組織や活動、計画づくりの仕組みや運用について、事例をみて

いくことにした。社会学や地域社会学的な分析視角をスタート地点としつつ、行政学的な制

度設計や現場での運用の視点にも留意し、また、社会実証も意識しつつ、従来の先行研究と

は異なった視角からの分析を試みた。 

 また、筆者の参与観察の経験や地区防災計画学会での事務局としての経験から、従来の自

主防災組織に係るサーベイ調査の結果と、地区防災計画づくりが導入されてからの地域コ

ミュニティの防災活動の在り方には、変化が生じている可能性があると考えている。しかし、

地区防災計画づくりについては、導入されてから時間が経過していないことから、従来の自

主防災組織に係る調査のような全国的なサーベイ調査を実施しても、地区防災計画づくり

を契機とした地域コミュニティの防災活動の変化や原因について考察することは難しい。

この点について、従来の自主防災組織に係る研究のように、地区防災計画づくりが十分に普

及してからサーベイ調査を行う方法も考えられるが、社会実装の観点からは、地球温暖化等

に伴う気候変動等の影響を受けて、災害が続発している日本において、コミュニティ防災を

強化し、一人でも多くの地域住民の命を救うため、本格的なサーベイ調査の前に、現在先行

している取組事例の典型例を整理しておくことが重要な価値を持つ。そこで、本研究では、

内閣府のモデル地区に指定された事例、筆者の身近にあった地区防災計画づくりの事例、被

災地の事例等に係る考察を踏まえ、地区防災計画づくりの広がりを整理し、いくつかの類型

に整理した上で、本格的なサーベイ調査を実施した際に把握されうるいくつかの取組事例

の典型例としてあげている。なお、これらの事例に関するインタビュー調査結果の分析に当

たり、質的な分析手法である SCATと計量分析手法である共起ネットワーク分析・頻出語分

析を組み合わせることによって、客観的な分析を行い、各事例が典型例であることについて、

代表性・妥当性・信頼性が担保されるようにした。今後は、本研究の枠組みを踏まえつつ、

前述の自主防災組織に係る先行研究を踏まえつつ、日本全国で 1 万 5,000 程度の地域コミ

ュニティを対象にしたサンプリング調査を実施したいと考えている。 

 さらに、本研究では、事例の典型性を考えるに当たり、日本及び中国の複数の事例を比較

して例証しているが、各事例には法制的・制度的な違いがあることについて留意している。

つまり、日本の町内会等やそれを中心とした防災組織は、戦前の法制化された戦時のための

体制が、GHQによって禁止された後に、地域コミュニティにおける地域活動や防災活動のた

めに自発的に復活してきた組織である。町内会等を中心とした自主防災組織は、ここに区分

される。一方で、日本のマンションのコミュニティは、区分所有法に基づくマンションの管

理組合等によって実質的に運営されている場合が多いことから、法定組織である。また、中
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国の地域コミュニティである「社区」（マンションの「社区」も含む。）も、改革開放以前

の法制化された「単位」の流れをくむものであり、法定組織である。ただ、改革開放の流れ

の中で、地域住民による自主運営主義的な考え方も入ってきているという特徴がある。 

 本研究において、これらを比較した場合、いずれも地域コミュニティの人間関係、リーダ

ーの役割、防災活動の活発化等であるとかにアナロジーが見られた。また、特に町内会等を

中心とする自主防災組織が、先行研究ではうまく機能していないと指摘されてきたにもか

かわらず、地区防災計画づくりに取り組んでいる地域コミュニティでは、防災活動が活発化

していた。また、地区防災計画は、地域住民が自由にその活動範囲や活動内容を決めること

ができるにもかかわらず、町内会等、校区、マンション等を単位として行われている6。 

この点、地区防災計画は、法定計画であり、地域住民等の計画提案を経て、コミュニティ

の地区防災計画が市町村の地域防災計画に明文化されて位置付けられる。つまり、都市計画

法等の地区計画制度と同じように、地域住民等の関係者が提案して、それが法的に位置付け

られることになる。この計画が法定されるという性格、つまり、従来の任意である町内会等

を中心とした自主防災組織による活動が、法的に一歩踏み込んだ位置付けを獲得すること

によって、地域コミュニティの防災活動に大きな影響を与えている可能性があり、本研究で

は、そのような変化に着目している。 

 

4 データ収集方法とデータ分析手法――半構造化面接法、SCAT（Steps for Coding And 

Theorization）、頻出語分析・共起ネットワーク分析―― 

4.1 調査分析手法の特徴 

 

本研究のインタビュー調査の大半は、ある程度質問内容は決まっているが、状況に応じて

質問を変更したり、追加したりして、目標とするデータを収集する方法である「半構造化面

接法(semi-structured interview)」で実施した。 

この面接法は、事前に検討作業を通じて質問項目や質問内容をあらかじめ準備する点で

は、「構造化面接法」と共通しているが、調査対象者（インフォーマント）に対して対話形

式で向かい合い、相手の反応やその場の状況に応じて質問の順番や質問内容を変更したり、

追加・削除したりすることが想定されており、インフォーマントは、質問に自由に回答する

ことが期待されている。そして、調査者は、インフォーマントとやり取りをしながら、臨機

応変に質問を進めることになる（佐藤 2008）。本面接法は、質問に対して自由な回答を求

め、積極的に調査への参加を求めるという特徴がある。 

 

 

                                                   
6 なお、現段階では稀な例であるが、内閣府の指定したモデル地区の中には、福井・石川の県境にある吉

崎地区のように、地区防災計画制度における自由な活動領域の設定という特徴をいかして、県境をまたい

で活動が行われている例もある（内閣府 2016, 2017）。 
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4.2 実験的研究と質的研究について 

 

本研究では、インタビュー調査の分析を中心にしていることから、質的研究である。 

過去、実験科学系を中心に扱う研究者から、質的研究に対して、インタビューやフィール

ドワークのような調査手法が、主観的で厳密性に欠けることから、研究的でないと批判され

る場合があった。 

その背景には、誰が研究をしても同じ方法を用いれば同じ結果が得られることが研究の

条件であると考え、研究者が変われば研究結果が変わるのは、研究ではないという考え方

（客観主義）が存在している。これは実験科学と社会科学が別分野であった時代は、特段問

題にならなかった研究における文化の違いであったが、近年は、医学、疫学等から発展した

保健医療学分野等では、当事者本位の保健医療サービスの提供を重視する研究者が増加し、

当事者研究、ケア研究等において、計測された数値データではわからない社会科学的な視点

からの研究が増加している。例えば、精神障害者が知覚する世界を理解するための病棟での

フィールドワークであるとか、高齢者の介護施設での生活の適応プロセスに関する利用者

へのインタビュー等があげられる（松原 2011:23）。 

質的研究では、人間の意識、主観、認識等を捉えるために、データ（記録）の採取がなさ

れることが少なくないが、調査対象者が少数で、研究者により作成されるテキストデータが

利用されることから、実験科学系の研究者から研究者の「主観」がデータに反映されると指

摘されることがある。 

一方、実験科学においては、機械等を利用してデータ計測を行う場合が多いことから、研

究者の「主観」が入らないように見えるが、そもそも、何故そのようなデータを採取し、計

測するのかというデータ採取の判断には、当然のことながら、採取を行う研究者自身の「主

観」が入る。また、どの部分を、どの時期に、どの方法で計測するのか等に関する主観的な

判断によっても違いが出る。例えば、バイタルサインの計測の時間について、対象となる患

者の脈拍、血圧、体温等は、朝と夜では違いが出たりもするわけで、どの時間に計測するの

かについては、研究者のなんらかの「主観」が入る。また、全数調査でないのであれば、な

ぜその患者を対象にするのかにも「主観」が入る。 

この点について、実験科学では、結果が数字で表示され、計測方法等が詳細に記述されて

いるため、どの研究者がどの対象を選択しても、同じ結果が得られるはずであると説明され

るが、いくら数字で表現しても、計測方法について詳細な説明をしても、あくまでも「限ら

れた条件」の下での「主観」的な判断であることには変わりがないであろう。 

こう考えてくると、実験的な研究における「客観主義」を重視する立場から、質的研究に

向けられている批判――例えば、各研究者による個人的印象や直感による主観性の強い印

象批評が中心で、データの処理方法や具体的な分析手法が十分に確立されておらず、結果を

記述することのみを重視しているという批判――は、「客観主義」を主張している実験的な
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研究にもあてはまる場合があるように思われる。 

このような状況の中でも、実験科学系の研究者の中には、誰がやっても、対象をかえても

同じデータが取れて、同じ結果を得られるのが、結果の客観性や研究の普遍性であると主張

し、質的研究に対しては、主観的で普遍性がないと主張し続けた研究者がいたことから（研

究の客観性論争）、実験科学と社会科学における文化の違いによって、研究に関する大きな

混乱が起こった。そして、実験科学分野における質的研究を用いた論文の評価は不安定なも

のとなったが、一方で研究の進化に伴って、異なる文化を背景とした研究者同士が、相互に

対等に建設的に議論するためには、どのような研究認識が必要であるかが問題になった（松

原 2011:23）。 

この実験的研究と質的研究に関する議論は、社会科学の中でも経済学等の量的分析を専

門とする研究者からの質的研究に対する批判にもあてはまる場合があるであろう。そして、

この量的分析にも、実験的研究と同様に、例えば、調査対象の範囲であるとか、属性である

とか、調査の時期、分析手法等については、必ず研究者の「主観」が入ることに留意する必

要がある。 

 

4.3 データ収集方法： 参与観察 

 

参与観察は、調査者が調査地において、現地の社会生活に参加しながら、調査対象者と同

じような立場で、現場の出来事を観察する手法である。 

 本研究では、調査者の授業を受講している学生や共同研究者の縁を辿って、毎月のように

調査対象となる地域コミュニティの関係者に接触し、彼らの親戚、知人等の紹介を受けて、

時間をかけて地域コミュニティの住民との人間関係を形成した上で、地域コミュニティの

防災訓練やシンポジウム等の防災活動に調査者自身が防災の有識者として参加する等の参

与観察を実施した。 

 つまり、調査者が調査を目的としてコミュニティの活動に参加していることは、調査対象

者たちにはよく知られており、準メンバーとしてコミュニティ活動に参加した（観察者とし

ての参与者）（谷ほか 2009; 岡村 2004）。結果として、インフォーマントの家庭の様子や具

体的な家具の配置状況まで詳しく把握した上で、インタビュー調査に臨むことができた。 

 

4.4 データ収集方法： 半構造化面接法によるインタビュー調査 

 

「半構造化面接法(semi-structured interview)」は、事前にある程度質問事項を決めた

上で、インフォーマント（情報提供者）に質問に対して自由な回答を求め、積極的に調査へ

の参加を求める方式で、状況に応じて質問を変更・追加する面接法である。 

 量的研究を重視する立場からの面接調査では、面接を行う調査者の技術やパーソナリテ
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ィが、面接結果に影響することを避ける観点から、事前に質問や質問の順番を完全に固めた

上で、インタビューガイドや質問紙を準備し、全てのインフォーマントに対して同じ面接を

同じように実施する指示的な「構造化面接法」がとられることがある。 

一方、質的研究を重視する立場からは、面接手続を標準化することなく、調査者が現場の

雰囲気を受けて、臨機応変に自由に質問する非指示的な「非構造化面接法」がとられること

がある。「半構造化面接法」は、両手法の中間的なものであり、基本となる質問を固めた上

で、インタビューガイドや質問紙を準備して調査に臨む一方で、調査者が、臨機応変に質問

を行う手法であり、自由な非指示的面接の利点を生かしつつ、データの確実性を高めるため

に指示的面接と同じようにインタビューガイドや質問紙を利用している点に特徴がある

（佐藤 2008; 岡村 2004; Flick 1995）。  

半構造化面接法は、あらかじめ質問項目をある程度決めた上で、インフォーマント（情報

提供者）に対して回答を求めるが、質問事項や質問の順番を固定して実施する構造化面接法

とは違い、インフォーマントの反応に応じて質問事項や質問の順番を変更し、インフォーマ

ントにインタビュー調査に対する積極的な参加を求め、その自由な回答を引き出す手法で

ある。また、質問者からの問を受けて、インフォーマント自身が自らの語りの中に新しい気

づきを見つけたり、質問者とのやり取りを通じて、自らの活動の意義について理解を深めた

り、出来事の意味を掘り下げたりする場合があり、参与観察や研究実践の専門家である質問

者が、現場に重要な情報与える手法でもある。これは、構造化された質問から派生する半構

造化の仕組みの中での質問者及びインフォーマントのやり取りである。 

半構造化面接法のインタビュー調査を実施するに当たっては、自分が想定した聞きたい

内容だけを聞くのではなく、自分の研究の知識や枠組みではわからなかったことを客観的

に探索する観点から、インフォーマントによる自由な発話を重視し、予想を超えた話題が展

開された場合には、それを丁寧に聞き取り、新しい発見がないか注意した。 

 また、本研究では、調査者の授業を受講している学生や共同研究者の縁を辿って、時間を

かけてインフォーマントとの人間関係を形成した上で、インフォーマントの所属する地域

コミュニティの防災訓練やシンポジウム等の防災活動に調査者自身が有識者として参加し

て貢献する等の「参与観察」を実施しており、インフォーマントとの人間関係が深かったこ

とから、インフォーマントの気持ちの動きに合わせて質問を展開することができる本面接

法を採用した。同様の手法を採用した最近の例としては、林ほか（2016）、西澤・金ほか（2016）

等がある。 

 なお、本研究のインタビュー調査は、このような人間関係をいかして、参与観察と併用さ

れることが多いエスノグラフィー（民族誌的アプローチ）を意識した（Faris 1967=奥田・

広田 1990）。そして、日頃の地域活動や防災活動の中で発生するフィールドでの自然な会話

や自由な発話を面接形式に移行させるため、インフォーマントに対して面接を行う理由等

について十分な説明を行い、ラポールの形成やインフォームドコンセントにも十分に留意
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して実施した。 

 

4.5 データ分析方法： 頻出語分析・共起ネットワーク分析 

 

「頻出語分析」・「共起ネットワーク分析」は、インタビュー調査の結果をテキスト化した

後、出現回数の多い重要語とその前後の単語の関連性の強さを分析する手法であり、専用の

計量ソフト「KHcoder」を利用し、図表を使って、定量的に各語の重要性を判断し、他の語

との関連性の強さを分析することで、テキスト分析の客観性を高めることが可能である。手

法については、東日本大震災からのコミュニティの復興について面接調査等を通じて考察

を行った小林ほか（2013）、小林（2017）等の先行研究に倣った（樋口 2014）。 

 まず、「頻出語分析」では、重要語がテキストに登場する回数を示すことになるが、「名詞」

と動詞「する」が結びついてサ行変格活用の動詞になる「サ変名詞」に注目して、重要キー

ワードを抽出し、重要語のうち登場回数が上位のキーワードの一覧を図示している。 

 また、「共起ネットワーク分析」では、テキストの中で用いられている単語を「ノード」

とし、単語と単語の結びつきの強さである共起性を「リンク」と表現して、単語のグルーピ

ングと媒介する用語の探索を実施した。本研究では、先行研究にも倣い、探索の対象となる

単語である「ノード」を絞り込むに当たり、インフォーマントの語りが何を意味しているか

を捉えるため、段落単位ではなく文単位で絞り込みを実施し、抽出する品詞は、名詞、サ変

名詞、形容動詞、動詞、形容詞に限っており、全体として 5％以上のレビューに登場する単

語を設定している。また、Jaccard係数が高いほど、単語間の「リンク」（共起性）が強いこ

とになるが、同係数が 0.1以上場合を共起関係として分析している。なお、実線で結ばれて

いるのは Jaccard 係数が 0.1 以上あり、線が太くなるほど Jaccard 係数の値が高くなり、

語句同士の関係性が強いことを意味している。さらに、クラスター（各要素間の関連性）を

確認するため、コミュニティネットワークの分析で一般的に用いられる「サブグラフ検出」

を利用して自動的に色分けを実施した。そして、語句の出現回数の多い重要な単語ほど円が

大きくなり、お互いに関連性が高い単語の間ほど、線が太くなっている。 

 

4.6 グラウンデッド・セオリー・アプローチ 

 

量的研究の場合は、対象の測定を通して数値的なデータを得た上で、統計的手法等で分析

して結論を得ることが多いが、質的研究の場合は、インタビュー等によって言語記録である

質的データを作成し、分析をして結論を得る。つまり、質的研究では、インタビュー等がデ

ータ採取方法であり、量的研究でいう「測定」に当たり、得られたデータを分析することか

ら、経験科学的な研究である（大谷 2011: 155）。 

この点、インタビューをテキスト化することで言語データを得ることができたとしても、
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質的研究で大きな問題になるのは、それを分析するための手法である。質的研究においては、

量的研究における統計的手法ほど包括的かつ一般的なデータ分析のための定式的手続が確

立されていないことから、争いがある。 

例えば、社会学者であるバーニー・グレイザー及びアンセルム・ストラウスによって提唱

された「グラウンデッド・セオリー・アプローチ」（Glaser and Strauss 1967:  Grounded 

Theory Approach; GTA）は、データ採取から理論化まで研究デザイン全体を規定するフレー

ムワークであり、1960年代から、看護学から始まりあらゆる領域で活用されてきた。 

GTA は、1960 年代の社会学で主流であった社会全体をカバーする大きな物語を理論とし

て設定し、その物語に沿うデータを集めて論理を裏付けようとする「Grand Theory」（大理

論）に対抗する考え方であり、おおまかに、以下のように整理できる。まず、①収集した質

的データ（文字、音声、写真等数値に変換できない対象データ）をテキスト化する。そして、

②テキストに含まれた意味の切片の切り出し（コード化）を行う。その後、③切り出された

コードを数段階のステップでカテゴリー化し、概念カテゴリーを生成する。さらに、④数段

階のステップで上位概念を生成し、理論（仮説）導出を進める。最後に、⑤生成された理論

に、さらに新たなデータを加え続け、コード化・カテゴリー化し、以前の理論に組み込んで

修正し、観察者の主観を排除し、普遍性のある理論を構築する（松原 2011:25）。 

GTAの利点は、実験的な研究で得られるようなサンプリング等を含む均質なデータ収集に

よる量的な分析が困難な対象であっても研究素材にすることが可能であり、得られるデー

タの質が異なる多様な集団の比較検討が可能であることがあげられる。また、データに依拠

しながら理論を洗練させていくことで、論理的に対象を見る訓練を受けた研究者が陥りが

ちな、自分の持っている論理（認識）の枠組みの中からデータを理解しようとする思考パタ

ーンを逃れて、現実を捉えた理論を生成することが可能である。そして、コード化・カテゴ

リー化には研究者の主観が含まれるが、生成された仮説に新たなデータを加えて理論の修

正を繰り返せば普遍化の程度は高まり、新しく生成された仮説の客観性が担保されるとさ

れている。GTAは質的研究ではあるが、社会現象を説明するための実証的で明確な理論作成

を目的としており、データのテキスト化後の分析方法を提示し、個人の印象批評ではなく、

データに基づき確信的な結果を得ることを重視している（松原 2011:25）。 

このような GTA は、実験的な研究と同じような方向で分析や理論構築を目指す特徴を有

することから、広く注目を集めたが、GTAの提唱者であるグレイザーとストラウスが、分析

手法の違いから鋭く対立するようになり、また、そのような対立を反映して、研究者によっ

て関係手法も細分化した（Strauss 1987; Glaser 1992, 1998; 戈木 2016, 木下 2014）。 

 

4.7  SCAT 

 

GTAは、一般に、比較的大規模なデータの採取と長期間の研究期間を要する大型の研究向
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きであり、小規模な調査や単発の調査には向かないといわれていたが、そのような問題点を

補った SCAT（Steps for Coding and Theorization）の分析手法が名古屋大学で研究、開発

された。 

SCAT は、エクセル表を利用して実施することが多いが、定式的・明示的で、単発のイン

タビュー調査の分析にも適している分析手法であり、インタビュー記録等の言語データを

セグメント化し、①データの中の着目すべきキーワード、②それを言いかえるためのデータ

外のキーワード、③それを説明するためのキーワード、④そこから浮き上がるテーマ・構成

概念の順にコードを付していく 4 ステップのコーディングとテーマ・構成概念を関連付け

てストーリーラインを作る手続からなる分析手法である（大谷 2008: 27-44; 大谷 2011: 

155）。 

 日本で開発されて手法としては、文化人類学者の川喜田二郎が考案したフィールドワー

クで得たデータについて、カードを使用してまとめていく KJ法があるが（川喜田 1967, 1970）

SCATは、KJ法や GTAの手法も踏まえつつ、日本で開発された分析手法であり、ここ 10年の

間に、看護学、医学、教育学、心理学等多くの学問分野で活用されており、学際的な研究で

も活用されている。社会学では、いくつかの先行事例があるものの、本書が射程とする防災

に係る地域コミュニティの活動を対象としたものはないように思われるが、隣接する研究

分野では、例えば、都市コミュニティにおけるボランティア活動の継続に関する永井論文

（永井 2013: 47-53）がある。なお、SCATは、インフォーマントの実際の発言をテキスト

化し、語句を拾い出してコーディングをすることから、KJ法とも類似点があるが、KJ法の

グルーピングを超えて、「ストーリーライン」を作り出して、問題点を探し出す手法である。

また、「ストーリーライン」を作るとは、概念的には GTAと類似しているが、SCATでは、「デ

ータに記述されている出来事に潜在する意味や意義をテーマを紡ぎ合わせて書き表したも

の」と定義され、ストーリーが、出来事を「起きた順序」で記述したものであるのに対して、

「ストーリーライン」とは、出来事を、その関係性や位置付けを含めて記述することになる。 

 本研究で取り扱った関係者に対するインタビュー調査の事例分析は、学際的な観点から

実施されており、いずれも小規模（単発）で調査期間も限定されていることから、調査結果

に係るストーリーラインの作成に当たっては、GTAよりも仕組みが明示的・定式的で、手法

に関する争いが少ないほか、単発のインタビュー調査の分析にも適しているといわれてい

る SCATの分析手法を採用した。 

 なお、本研究では、頻出語分析・共起ネットワーク分析と SCAT（複数の研究者によるデ

ュアルコーディングを実施）を併用し、両分析の結果を照らし合わせて分析結果の客観性を

高めた。その際には、小林ほか（2018）等も参考にしつつ、ツーリズムの分野で、半構造化

面接法によって収集されたデータを頻出語分析・共起ネットワーク分析と SCATを併用して

分析した田上（2016）等を参考にした。なお、分析結果を取りまとめるに当たっては、複数

の異なった視点から検証を行い、インフォーマント及び同席した研究者のチェックを経る
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こととした（分析例は後掲）。 
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第 2章 東日本大震災と地区防災計画制度の創設 

 

要旨 

 

 第 1章では、東日本大震災の教訓を受けて、2013年の「災害対策基本法」の改正で創設

された「地区防災計画制度」の社会学的な位置付けや本研究でのデータ収集・分析手法等

について整理したが、本章では、これを踏まえて、同制度創設の背景、法制度の内容、国

会での議論等に焦点をあてて整理した。戦後日本のコミュニティ防災は、町内会等を中心

とした自主防災組織に大きな期待がかけられたが、阪神・淡路大震災等では十分に機能せ

ず、その後も改善を重ねてきたものの、その効果は十分ではなかったため、東日本大震災

の教訓を受けて住民主体の「計画提案制度」を導入した「ボトムアップ型」の共助による

「地区防災計画制度」が創設された。なお、研究方法としては、有識者会議や国会の議論、

内閣府の白書やガイドライン等の文献調査のほか、筆者が、内閣府のガイドラインづくり

に携わったことから、参与観察的な視点も導入した。 

 

1 はじめに 

 

日本は、地震、台風等災害の多い国であるが、特に多くの死者を出すのは、地震やそれ

に伴う津波であり、古くから地域コミュニティの災害時の助け合いが行われ、災害時の地

域コミュニティにおける共助の文化が形成されてきた。 

この点、欧州は地震等がほとんどないことから、災害対策における想定災害等も異なっ

ている。そのため、地震、津波、火災等で 6 万 2,000 人～9 万人の死者を出したポルトガ

ルの 1755年のリスボン地震は、地震経験の少ない欧州全体に大きな衝撃を与え、後の啓蒙

主義につながった（合田 2015: 46-56）。 

ところで、1995 年の阪神・淡路大震災及び 2011 年の東日本大震災で、行政による被災

者支援が限界を迎える一方で、地域コミュニティにおける共助による防災活動が注目され

たことを受けて、2013年には「災害対策基本法」が改正され、地域コミュニティの住民等

による自発的な共助による防災活動を促進するための「地区防災計画制度」が導入された。

同制度は、町内会等を母体とした自主防災組織の共助による防災活動を強化すること等を

目的とした制度である。なお、地域コミュニティ関係の組織には、自治会、部落会、隣組

等多様な呼び方があるが、本章では原則として、「町内会等」とした。 

代表的な基層組織としてあげられる町内会等であるが、慶弔、お祭り、スポーツ、環境、

福祉、防犯、防災等多様な活動を行っており、住民の親睦、自治、行政補完等の多様な機

能を持つとともに、行政と効果的に連携し、その補完的機能を担っている場合もある。 

 この町内会等は、古くより日本の伝統的な文化に根差した組織であり、地域住民に対し



63 

 

ても大きな影響力を持っている。例えば、戦前には、1940年に制定された内務省訓令であ

る「部落会町内会等整備要領」に規定され、戦争遂行にも大きな役割を果たした。そのた

め、戦後、GHQは、1947年に同訓令を廃止し、ポツダム政令を出すことにより、強制的に

部落会及び町内会を廃止したが、1953年の「サンフランシスコ条約」締結後に同政令が効

力を失ってからは、地域住民等によって、町内会等が自然に復活した。その後は、町内会

等が、法令に明確に位置付けられたことはないが、1991年の「地方自治法」改正では、町

内会等の「地縁による団体」が法人格を取得できる旨規定された（同法 260 条の 2～260

の 39）。 

 町内会等の復活については、学界でも大きな議論があるが、政府の中でも、経済企画庁

国民生活審議会小委員会等は、町内会等とは異なった「コミュニティ」の形成の必要性を

唱えた時期もあったが、同時期に、消防庁は、町内会等を母体とした自主防災組織の形成

を進め、地域防災力の向上を進めていた。具体的には、経済企画庁国民生活審議会（1969）

では、都市化の進展が町内会等の地域共同体を崩壊させ、防災を含めた社会問題を生み出

しているとし、これを解決するため、市民としての自主性と責任を自覚した個人及び家族

を構成主体とし、地域性と共通目標を持った開放的で相互の信頼感のある集団である「コ

ミュニティ」が求められるとした。一方、この時期に、消防庁は、町内会等の地域で果た

す役割、組織形態、資金運用等を踏まえ、町内会等が、防災活動を行う最も現実的な組織

であることから、町内会等を自主防災組織の母体として地域防災力の強化を図った。(消防

庁 1996; 黒田 1998: 252-257)。なお、経済企画庁国民生活審議会（1969）及び自治省（1971）

を契機として、コミュニティ形成の取組が全国に広がったといわれている。 

戦後、日本の国土が伊勢湾台風等相次ぐ巨大災害によって荒廃したことを受けて、1961

年に成立した「災害対策基本法」では、町内会等が母体となって住民が自発的な防災活動

を行う任意団体である自主防災組織について、「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防

災組織」として規定し（2条の 2）、阪神・淡路大震災後の 1995年改正では、「自主防災組

織」という用語を法律上に明記した。そして、学術的にも、町内会等の防災活動と福祉活

動のような他の地域活動との関係に関する分析も行われるようになったほか、2011年の東

日本大震災を契機に、再び町内会等の防災活動に注目が集まっている。 

 次に、近年、居住者が増加したマンションとそのコミュニティについては、マンション

が普及し始めた 80年代くらいから、行政側からは、人間関係が希薄で、コミュニティが育

ちにくい場所であるとみなされ、長く消極的に捉えられていた。その防災活動についても、

マンションは主要な居住形態となっているが、マンション住民と地域住民による地域コミ

ュニティの形成は容易ではなく、連携や共助が進んでいないと指摘されていた。しかし、

堅牢な躯体、管理に関する人材と組織等を有するマンションは、災害時に地域に貢献でき

る要素を備えている場合も多く、東日本大震災ではマンションが地域住民の受け入れ等に

活躍した事例もみられた（国土交通政策研究所 2015）。そして、「地区防災計画制度」が成
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立したことにより、地域コミュニティの実態を踏まえ、若いマンション住民と長くその地

域に住む伝統的な町内会等の住民の防災活動を連携させ、地域防災力を向上させる取組も

みられるようになっているが、首都直下地震や南海トラフ地震の危険性が指摘されている

中で、その取組の遅れが危惧されている。 

 第 1章で整理したように、従来の地域コミュニティや地区防災計画に関する先行研究で

は、東日本大震災後の地域コミュニティの基層組織に関して、「災害対策基本法」の改正や

「地区防災計画制度」の創設といった防災面の重要な制度の変化やその実態関係に焦点を

あてて研究を行った例は、限られている。 

 そこで、本章では日本の町内会等が果たしてきた役割や関連研究の動向を踏まえつつ、

東日本大震災後の「地区防災計画制度」の創設までの流れ、同制度の特徴等について整理

する。 

 

2 地域コミュニティと制度創設の背景 

 

日本において自然災害が多いことは世界中に知られている。また、1854 年 11 月 5 日の

安政南海地震の際に津波到来に気づいた和歌山県の庄屋が稲むら（稲束）に火をつけて村

人を高台に無事に避難させた「稲むらの火」の逸話も知られている。「稲むらの火」とは、

1854 年 11 月 4 日に安政東海地震、翌 5 日に安政南海地震が発生し、伊豆から四国まで死

者数千人、倒壊家屋 3万以上という大きな被害をもたらした際に、紀州藩広村（現在の和

歌山県広川町）の豪商である浜口梧陵が、いち早く危険を知らせて津波から村人を救った

逸話に基づいた話である。要点をまとめると、沿岸の高台に住んでいた庄屋の五兵衛は、

長い地震が収まった後に、波が沖に引いて海岸に広い砂浜や黒い岩底が現れたことから、

津波の襲来を察知したが、村では、地震の後片付けや豊年を祝う宵祭りの準備に気をとら

れ、誰も津波の前兆に気付いていなかったことから、五兵衛は、収穫したばかりの自分の

田の全ての稲むらに火をつけた。この燃え上がる稲むらの火に驚いた村人が、火事を消そ

うと高台にある五兵衛の家に集まり、村人は津波の難を逃れた。なお、稲むらとは、刈り

取った稲を乾燥させるために野外に積み上げたものである。この話は人命の大切さと献身

的な救命活動を今日に伝えており、後日の堤防建設を含む村の復興活動とともに、不朽の

防災教材となって世界中に伝わった（内閣府 2005: 14-15）。なお、この逸話を踏まえ、2015

年 12月の国連総会で 11月 5日が「世界津波の日」として定められ、日本では、同日は「津

波防災の日」として法定された（ 地方自治研究資料センター編 1977: 14）。同日には、津

波の早期警戒や住民避難等の啓発運動が行われている。 

また、20世紀以降に 1,000人以上の死者・行方不明者を出した地震・津波だけをみても、

1923年の関東大震災（死者・行方不明者 10万 5,000人余り）、1927年の北丹後地震（死者

2,925人）、1933年の昭和三陸地震（死者・行方不明者 3,064人）、1943年の鳥取地震（死
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者 1,083人）、1944 年の東南海地震（死者・行方不明者 1,223人）、1945年の三河地震（死

者 2,306人）、1946 年の南海地震（死者 1,330人）、1948年の福井地震（死者 3,769人）が

あり、このほかに後述の 1995年の阪神・淡路大震災（約 6,400人）及び 2011年の東日本

大震災（死者、行方不明者約 2万 5,000人）があげられる（内閣府 2014a）。 

このような大規模災害の発災時に大きな役割をはたしてきたのが、町内会等の地域コミ

ュニティであるが、その防災活動のルーツについて、最初に簡単にまとめておきたい。 

 

2.1 戦前及び戦後の町内会等 

 

町内会等における防災活動のルーツは、日本の伝統的な地域コミュニティである「むら」

における相互の助け合いの関係にある。その関係は、明治時代にも受け継がれ、町村制に

基づき、町村の下に旧来の「むら」単位で置かれることが多かった区は、社会生活上、自

律的な一体性を保ち、地縁団体として、長くその機能を維持していた。 

その後、1940年 9月の内務省訓令「部落会町内会等整備要領」では、町村の区等の単位

での地縁組織を行政制度として整備することとし、部落会及び町内会は、①全市町村に設

置され、②全戸を構成員とし（強制加入）、③市町村の補助的下部組織となること等が規定

された。そして、部落会及び町内会は、戦時中には、物資配給等を担い、統制経済が機能

するに当たり大きな役割を担った。 

戦後、GHQ は、部落会及び町内会の戦争での役割を踏まえ、1947 年 1 月の内務省訓令 4

号及び政令 15号により内務省訓令「部落会町内会等整備要領」を強制的に廃止させること

で、部落会及び町内会の制度を廃止させた。しかし、1947年の地方選挙では、部落会及び

町内会の有力者が躍進したことから、再び GHQの命令でポツダム政令「町内会部落会又は

その連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する件」（1947年 5月 3日）

が出され、部落会及び町内会並びにその連合体の長の職にあった者が、関係する職に 4年

間就くことを禁止し、部落会及び町内会の財産の処分等を規定した。これにより、部落会

及び町内会の活動は強制的に禁止された（地方自治研究資料センター編 1977: 14）。 

しかし、1953 年のサンフランシスコ条約の締結に伴って廃止政令の効力が失われると、

法令に規定されることこそなかったものの、自然に地域コミュニティの住民によって町内

会等の活動は復活した。つまり、ポツダム緊急勅令の廃止により、部落会及び町内会を禁

じていたポツダム勅令が失効し、地域コミュニティにおける町内会等の活動が自然に復活

し、戦前からの部落会及び町内会の活動は、切れ目なく続いた(岩崎ほか 1989: 123)。な

お、後年であるが、1991年の地方自治法改正では、町内会等の「地縁による団体」が法人

格を取得できる旨規定されたほか、1961年に制定された災対法では、町内会等が母体とな

った自主防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織）について規定され

た。 
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町内会等の活動について、「日本都市問題会議」では、①高田は、家族が機能を減退させ

る中で、隣組は、都市の人々に家族とは別の拠り所を与え、自治体と住民の間を媒介して

いるとし、②鈴木は、隣組や町内会等のような制度を施行するのは文明の方向や都市発展

の方向に逆行するとし、③奥井は、都市化の進展によって町内の近隣集団・近隣社会は崩

壊に瀕しており、近隣の組織化を進めることが重要であるとし、④磯村は、流動性の高い

大都市では、町内会等・隣組は必要ないとし、個人の主体性や自発性に基づく別のコミュ

ニティを形成すべきとした。 

その後の日本の都市における町内会等の形成過程をみると、前述のように、単一機能の

集団が融合して包括的機能を持つ町内会等へと発展しており(中村 1980: 34)、また、部落

会及び町内会の廃止に伴い生まれた衛生組合、自警団、募金組織等の単一機能集団も再度

合体している（岩崎ほか 1989: 11）。町内会等の性格については、①排他的地域独占性、

②世帯単位加入性、③全戸自動加入性、④包括機能性、⑤行政末端補完性があげられる。

なお、コミュニティ解放論の立場に立ち、コミュニティをパーソナル・ネットワークとし

て捉える見解も出てきている(大谷 1992; 松本 1992）。 

 

2.2 町内会等を母体とした自主防災組織の共助による防災活動 

 

地域コミュニティにおける防災活動は、数百戸程度の町内会等や複数の町内会等で組織

される小学校区を母体として組織された「自主防災組織」による自発的な防災活動が中心

となっている。また、近年は、マンション単位での数千戸（数千人）単位の町内会も出現

しており1、後述のように、その防災活動にも注目が集まっているが、「建物の区分所有等

に関する法律」に基づきマンション所有者によって作られるマンション管理組合と任意団

体である町内会等が別々に作られる等煩雑な仕組みになっている2。 

ここで、町内会等を母体にした自主防災組織について、災対法との関係を中心に遡って

みると、1947 年のキャサリン台風、1948 年のアイオン台風及び福井地震、1953 年の集中

豪雨等（いわゆる「（昭和）28年災」）のような災害の教訓を受け、1959年の伊勢湾台風を

契機として、災害対策の基本理念と個別対策の総合化を図るため、1961 年に災対法が制定

され、市町村長の責務として「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織」の充実

が努力義務として盛り込まれた（5条 2項）。なお、当時は自主防災組織の芽生えの時期で

あり、その活動状況は明らかではないが、大都市の震災対策推進の流れの中で、都市部の

地震災害を想定して、自主防災組織づくりが進められた。 

伊勢湾台風以後は、大規模災害がなかったこともあり、社会全体として、防災に対する

                                                   
1 例えば、2008 年に完成した東京都中央区勝どきにある２棟の 58 階建ての超高層マンションと複合施設

で構成される「ザ・トーキョー・タワーズ」は、防災活動でも有名であるが、2,794戸で 7,000人以上が

居住している。 
2 管理組合も町内会等も法人である場合もある。 
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意識が弱まったが、1976年に東京大学地震研究所助手であった石橋克彦氏による駿河湾地

震説（後の東海地震説）の発表をきっかけに自主防災組織の結成が進み、地震だけでなく

風水害を含めた災害全般に対策が広がったほか、地方でも自主防災組織が作られるように

なった。ただし、同説と関係の深い静岡県等の活動カバー率は上がったものの、それほど

変化のない県もあり、地域間格差が存在した。 

その後、東海地震が発生しなかったこともあり、再び防災に対する意識が弱まっていた

が、1995 年の阪神・淡路大震災で地域防災力の重要性が再認識され、災対法の 1995 年改

正で、行政の配慮規定に自主防災組織の育成に関する規定が盛り込まれた（5 条 2 項、8

条 2項 13号）。そして、神戸市の防災福祉コミュニティのような防災活動と福祉活動等と

の連携にも注目が集まった。 

また、その後も時間の経過とともに防災に対する意識が弱まったが、2011年の東日本大

震災で再び共助による防災活動に注目が集まり、2012年の災対法改正では、都道府県防災

会議の委員に自主防災組織のメンバーが加入できるようになり（15条 5項 8号）、2013年

の改正では、新たに設けられた基本理念に自主防災組織に関する規定が盛り込まれた（2

条の 22号）(消防庁 2011:10; 黒田 1998; 西澤・筒井 2014）。 

 

2.3 マンションの登場とマンション住民の共助による防災活動 

 

80年代以降に、地方から都市部への人口流入によって、マンションが急激に普及したが、

当時は、行政が主導して公団住宅等への入居を促進していたこともあり、行政からは、マ

ンションは、都市計画と対立するものであり、一般に人間関係が希薄であり、単身者等も

多く、各々が自由な生活を好む傾向があるので、そのような場所にコミュニティは育たな

いとか、既存の町内会等との連携は難しいとみられていた。 

そのため、マンションが法令等に登場するのは、2000年代くらいまで待たなければなら

ない。例えば、マンション標準管理規約、マンション管理組合、マンション管理適正化法

（2000年成立）等が登場したのも、その頃からである。 

そのような中で、兵庫県の加古川グリーンシティ等のマンションにおける共助による防

災活動に注目が集まった。約 2,000人が住む加古川グリーンシティが完成したのは、1986

年であるが、1995年の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、1998年に加古川市からの呼びか

けにより同マンションの自衛消防隊及び防犯防災委員会が一体化され、加古川グリーンシ

ティ防災会が設立された。そして、その会が中心になって、積極的な地域活動や高度な防

災活動を展開し、全国的に有名になった3。 

一方、都市化や少子高齢化の進展の中で、伝統的な地域コミュニティにおいても、マン

ションと連携した形での地域活動の強化の必要性が感じられるようになった。例えば、東

                                                   
3 同防災会 HP http://www.greencity.sakura.ne.jp/greencity_bousaikai/参照。 
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京都東大和市の団地では、１戸建てに住む比較的裕福な高齢者の多い地域の伝統的な町内

会等と隣接する比較的若者が多いマンションの地域コミュニティが連携して、防災活動に

取り組む事例等もみられるようになっている。もう少し詳しく説目すると、東京都東大和

市の「南街・桜が丘地域防災協議会」は、南には新しい高層マンションが多く若い世代が

居住する「桜が丘地域のマンション管理組合」があり、北は戸建て住宅が多く高年齢者が

居住する「南街地域の自治会」があった。このような特性の異なる両地区は、地域内の学

校や行政機関とも連携して地域活動や防災活動を活発に実施しており、2012年度に東京都

防災隣組の第一回認定団体となっている(内閣府 2013: 35)。 

そして、防災活動が伝統的な町内会等と新しいマンションにおける地域コミュニティと

のネットワークをつなげ、実際に地域防災力の向上へと導く手段となることも指摘される

ようになった。 

 

2.4 阪神・淡路大震災と東日本大震災の教訓 

 

 1995年の阪神・淡路大震災では、6,400人以上の死者・行方不明者4が出ており、地震に

伴うマンションを含む家屋の倒壊や火災によって亡くなった人が多かったが、大規模広域

災害であるため、行政が全ての被災者を救出することが難しく（公助の限界）、助かった人

の大半は、家族や近隣住民等によって救出されていることが明らかになり、共助の重要性

が強調されるようになった（図 2-1: 内閣府 2014a: 4-5）。 

また、2011年に発生した東日本大震災では、1万 8,000人以上の死者・行方不明者が発

生した。そして、本来災害時に被災者を支援すべき行政自体も大きな被害を受けた。例え

ば、岩手県大槌町では町長以下の多くの職員が津波によって亡くなった。そのため、行政

が被災者を支援することが難しくなった（公助の限界）。このような厳しい状況の中で、生

き残った住民等は、地域コミュニティの人間関係を利用して、相互に助け合い、連携して

避難したり、避難所の運営を円滑に行う等により危機を乗り切った。このような地域コミ

ュニティにおける共助の活動は、復旧・復興にも大きな役割を果たした。 

 また、釜石市は、昭和三陸地震（1933年）やチリ地震（1960年）等の津波で大きな被害

を受けた経験があったことから、海岸で大きな揺れを感じたときは、肉親にもかまわず、

各自一刻も早く高台に避難し、津波から自分の命を守れという「津波てんでんこ」5とよば

れる防災教育を実施してきたが、こうした防災教育が効果を発揮し、例えば、全校児童の

9 割以上が下校していた釜石小学校では、児童全員が無事に避難することができた。さら

に、児童の中には、自宅にいた祖母を介助しながら避難を行ったり、津波の勢いの強さを

                                                   
4 本書では、内閣府（2015）付属資料 8 の整理に従って、阪神・淡路大震災と東日本大震災については、

（震災）関連死を含んだ死者数を記載している。なお、阪神・淡路大震災での関連死は 919人である。 
5 「てんでんこ」とは各自の意味の方言である。釜石市では、小中学生に対する防災教育で、地震発生時

には、一刻も早く高台に避難し、津波から自分の命を守ることを教えていた。内閣府（2014a）6頁参照。 
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見て、避難してきたまわりの人々とともに、指定避難所よりもさらに高台へ避難したりす

る例がみられたほか、小中学生の行動の影響を受けて、地域コミュニティの人々の中にも

一緒に避難をして助かる人が多く、自助だけでなく、共助としても注目された（釜石の出

来事）6。 

つまり、津波から自らの命を守るための小中学生の「津波てんでんこ」に基づく自助の

行動が、地域コミュニティ全体の避難につながったという点で、結果として共助の活動に

つながった事例であり、阪神・淡路大震災におけるいわゆる互助的な共助とは、性格が異

なっていることに留意する必要がある7。 

 なお、本書で焦点をあてているマンションの問題については、東日本大震災では、帰宅

困難者に関しては、職場や帰宅路の近隣のマンションが避難場所となる場合もあり、マン

ションと周辺コミュニティとの間で新しい共生の形が生まれたという指摘もある。例えば、

品川区等では帰宅困難者に対してマンション等の住民が支援を行い、「沿道コミュニティ」

がうまれたといわれている（都市防災美化協会・防災都市計画研究所 2015; 1 章）。ただ

し、エレベーターが停止して多くの地域住民が長時間閉じ込められたり、断水のために、

マンションの最上階まで住民自らが水を運ばなければいけなかったり等マンション特有の

課題も出ている。 

 

                                                   
6 この他、内閣府が 2014年 2～4月に仙台市、大船渡市、気仙沼市で被災経験のある 30～80代の男女 18

名に対して実施した「東日本大震災の被災地における共助による支援活動に関するヒアリング調査」では、

市町村や自衛隊等による公助のほか、地域コミュニティにおける助け合いによる共助が、被災者の生活の

維持に特に大きな役割を果たしていることが判明しており、「①共助によって倒壊した自宅から救出され

た事例」、「②共助によって助け合って避難を行った事例」、「③共助によって助け合って避難所の運営を行

った事例」、「④共助によって隣近所の住民が助け合って在宅避難を行った事例」等が報告されている（内

閣府 2014a: 6-７）。 
7 矢守（2012）44 頁では、「てんでんこ」は、一見自助のみを強調するかにみえるが、家族やコミュニテ

ィといった事前の社会の在り方、事後の人身の回復やその結集にも大きな意味を持つものであり、実は共

助の重要性を強調する要素を有していると指摘している。 
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図 2-1 阪神・淡路大震災における救助の主体（左: 河田 1997; 内閣府 2014a）と生き埋

め等の救助の主体等（右： 日本火災学会 1996; 内閣府 2014a） 

 

2.5 地区防災計画制度の創設とその特徴 

 

ここで、日本の災害対策法令を振り返った上で、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の

教訓を踏まえた共助に関する災対法の改正の経緯について整理してみたい。 

吉井（2007）等では、災害関係法令の制定過程を 4つの時期に分けている。最初が、1946

年の南海地震等の教訓を踏まえ、1947年の「災害救助法」の制定により、被災者救助の仕

組みが創設された時期である。南海地震では、大津波によって、四国や紀伊半島が大きな

被害を受けたが、救助水準に関する地域差、関係機関相互の連絡の不統一、罹災救助基金

の資金不足等の問題が明らかになった（吉井 1990: 50; 吉井 2007: 58）。そのため、同法

では、従来は都道府県に任されていた救助活動を国の責務とし、実際の救助を法定受託事

務として都道府県知事に行わせることとしたほか、具体的な救助内容及び水準の明確化、

必要な物資の収用、医療関係者、土木建築工事関係者、輸送関係者等の動員のような強い

権限を知事に与えた（吉井 2007: 58）。 

2 つ目が、その後、大災害が頻発する中で、毎回、特別措置法が作られていたが、1959

年の伊勢湾台風を契機として集大成され、1961年に「災害対策基本法」が制定された時期

である。1947 年のキャサリン台風、1948 年のアイオン台風及び福井地震、1953 年の集中

豪雨等（昭和 28 年災）のような災害の教訓を受け、1959 年の伊勢湾台風を契機として、

災害対策の基本理念と個別対策の総合化を図ったのが同法である。同法が制定されるまで

は、大災害が発生するたびに特別措置法が制定されていた。例えば、「（昭和）28年災」の

際には、25 件の特別措置法が制定され、「災害救助法」の適用拡大や被災した農林漁業者

に対する資金の融通等が図られた（吉井 1990: 49頁; 吉井 2007: 59）。 

3 つ目が、東海地震の切迫性に関する東海地震説等の指摘と直前予知の可能性を受け、
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災害対策の中心が風水害から地震へとシフトし、1978年に「大規模地震対策特別措置法」

が制定された時期である。1961年の災害対策基本法の制定後は、防災対策の進展と幸運が

重なり、災害被害が顕著に減少していた。そして、東海地震説がマスコミで大々的に取り

上げられたことを受けて、1978年に「大規模地震対策特別措置法」が成立し、長期予知を

踏まえ、被災予想地域を特定し、当該地域を強化地域として地震防災対策を集中する仕組

みが創設された（吉井 1990: 56; 吉井 2007: 56）。 

4つ目が、阪神・淡路大震災を契機として、1998年に「被災者生活再建支援法」が制定

された時期である（吉井 2007: 56頁; 吉井 1996: 127）。なお、同法は、自然災害によっ

て生活基盤に被害を受けた被災者に対して、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金

を活用して被災者生活再建支援金を支給する制度であり、いわゆる災害対策法制とは性格

が異なる。 

吉井（2007）等が整理した 4つの時期の後に、新たに東日本大震災を契機として災対法

改正が行われているが、その特徴としてあげられるのは、阪神・淡路大震災の発災前まで

は、行政の公助を中心に災害対策の仕組みが作られており8、災害対策基本法では、国レベ

ルの総合的かつ長期的な計画である「防災基本計画」、地方レベルの都道府県及び市町村の

「地域防災計画」等が規定され、行政がトップダウン型で災害対策を行うことが前提とさ

れていたことである（同法 3章）。一方、阪神・淡路大震災及び東日本大震災後は、地域コ

ミュニティにおける共助の動きに注目が集まり、共助を促進するための関係規定が同法に

盛り込まれた。例えば、1995年の災対法改正では、5条 1項で「自主防災組織」という用

語が明確に定義され、7 条 2 項の住民等の責務の中に自発的な防災活動への参加が盛り込

まれたほか、8 条 2 項の行政による配慮規定の中に、自主防災組織の育成、ボランティア

による防災活動の環境の整備等の自発的な防災活動の促進に関する規定が盛り込まれた。 

以下では、地域コミュニティにおける共助の動き9とその動きを促進するための法制度で

                                                   
8 同法 3～5条参照。なお、東京では、関東大震災後に町内会が防災に積極的に取り組んだところも多く、

地域の相互の助け合いの中で防災は重要な役割を果たしていたが、戦後、消防本部等専門機関の設置が進

み、また、ハード面での防災対策が進展する中で、このような助け合いの要素が薄れていったといわれて

いる（中村 1983; 倉沢 1977; 倉沢 1998a; 倉沢 1998b 黒田 1998）。 
9 共助による防災活動について検討するに当たっては、災対法と同法に規定され、消防庁が推進してきた

自主防災組織の変遷についても留意する必要があるが、同法制定時から、市町村長の責務として「住民の

隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織」の充実が努力義務として盛り込まれていた（5 条 2 項）。当

時は自主防災組織の芽生えの時期であり、どのくらいの組織が活動していたかは、明らかではないが、そ

の後の大都市震災対策推進の流れの中で、都市部において、地震災害への対応を想定して、町内会を基盤

として組織化が進められた。東海地震説をきっかけに同組織の結成が加速化され、地震だけでなく風水害

を含めた災害全般に対策が広まった。そして、地方においても同組織が必要であると認識されるようにな

った。その後一時低迷する時期もあったようであるが、阪神・淡路大震災では、地域防災力の重要性が再

認識され、同法の 1995 年改正で、同組織を法律上で「自主防災組織」とし、行政による配慮規定の中に

自主防災組織の育成に関する規定が盛り込まれた（5 条 2 項、8 条 2 項 13 号）。その後、共助に関する関

心が年々薄れていたが、東日本大震災で再び注目が集まり、2012 年の同法改正では、都道府県防災会議

の委員にも自主防災組織のメンバーが入ることができるようになり（15条 5項 8号）、また、2013年の同

法改正では、新たに設けられた基本理念に自主防災組織に関する規定が盛り込まれた（2条の 22号）( 

消防庁 2011: 10; 黒田 1998; 西澤・筒井 2014）。 
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ある「地区防災計画制度」について、その制定過程を含めて整理する。 

まず、1995年１月に発生した阪神・淡路大震災においては、倒壊した家屋による圧死や

火災による焼死が多く、救出された人の約８割が、地域コミュニティの人々によって救出

されたが、このような事例を踏まえ、行政の対応能力を超えるような大規模広域災害の発

生に備え、地域コミュニティの中で相互に助け合うこと、つまり共助による防災活動の重

要性が強く認識されるようになり（内閣府 2010: 1; 同 2014a: 4-5）、例えば、神戸市で

は、地域コミュニティにおいて防災活動及び福祉活動を組み合わせた「防災福祉コミュニ

ティ」事業が開始された（内閣府 2014a:28; 同 2013: 32; 内閣府 2014b: 別冊 14）。ま

た、都市づくりの関係者も防災という観点を重要視するようになった(立木 2007）。 

また、研究者の間でも、このような教訓を踏まえた研究が進み、室﨑（2005）では、災

害に強い都市づくりの課題について述べる中でコミュニティレベルでの防災計画づくりを

強く推奨し、この計画づくりによる日常でのまちづくり、地域の NPOや企業とのつながり

の構築等を提唱していた。これが後に、内閣府における「地区防災計画制度」の法制化や

ガイドライン作成に強い影響を与えた。以下は、その抜粋である（下線は筆者）。 

 

防災都市づくりのフレーム 

防災都市をつくるということは、災害に備えるためのハードウェア、ソフトウェア、

ヒューマンウェアを充実することに他ならない。ハードウェアとは「ものづくり」、ソフ

トウェアとは「しくみづくり」、ヒューマンウェアとは「ひとづくり」である。すなわち、

防災都市づくりは、防災ものづくり、防災しくみづくり、防災ひとづくりに分けられる。 

（中略） 

（4）計画策定によるしくみづくり 

しくみづくりでは、防災都市のビジョンや戦略を指し示す防災計画の策定が欠かせな

い。いうまでもなく、行政レベルの地域防災計画の充実をはかることが欠かせないが、

市民も参加した形でのコミュニティレベルの防災計画づくりを推奨したい。そのなかで、

非常時の高齢者等に対する支援の具体化をはかる、日常時の防災まちづくりの協議をみ

んなで進める、地域の NPOや企業などとのつながりを築く、といった取組みが期待され

る。 

この計画策定においては、行政の計画であっても企業の計画であっても地域の計画で

あっても、その進捗状況を絶えずチェックしその効果を検証するという実行管理が欠か

せない。（後略） 

 

次に、2011年３月に発生した東日本大震災でも地震や津波によって行政機能が麻痺した

状況において、岩手県釜石市の小中学校の児童や生徒が、高齢者を介助しながら避難をし

たり、児童や生徒の避難行動の影響を受けて、地域コミュニティの人々が一緒に避難する
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等共助による活動が重要な役割を果たした(内閣府 2014a: 6)。また、地域コミュニティに

おける共助が、被災者の生活の維持にも大きな役割を果たした。例えば、地域コミュニテ

ィにおいて、①倒壊した自宅から共助によって被災者を救出したり、②被災者同士が一緒

に助け合って避難を行ったり、③被災者同士が助け合って避難所の運営を行ったり、④被

災者同士が相互に助け合って在宅避難を行った例がみられた（内閣府 2014a: 7）。 

このような地域コミュニティにおける共助の動きの活発化を受け10、災対法の改正が行

われた。まず、阪神・淡路大震災での教訓を踏まえ、1995 年の改正でボランティア11に関

する規定が追加された。また、東日本大震災での教訓を踏まえ、2012 年の改正で、教訓伝

承、防災教育の強化等に関する規定が盛り込まれ、さらに、2013 年の改正で、「地区防災

計画制度」が創設された。 

同制度に関する政府の関係会議、国会等における議論について紹介すると、まず、「地区

防災計画制度」に関して議論を行った有識者会議としては、2011年９月～12月に開催され

た「災害対策法制のあり方に関する研究会」（座長：林春男京都大学教授、座長代理：室﨑

益輝神戸大学名誉教授）があり、ここでは、同制度に賛成の立場から、①住民主体の「地

区防災計画」の策定等に関して、自主防災組織の業務として、「地区防災計画」を法定化す

べきであり、地方公共団体による費用面での支援が必要とする意見、②援護者対策等地区

でしか解決できないようなことは、地区に委ねるべきとする意見、③河川流域の協議会を

例に、行政と地域住民が、連携して地域の防災に取り組む重要性を指摘する意見、④「地

区防災計画」の「地区」には、広いものから狭いものまで含まれるという意見があった。

反対の立場からは、⑤都市部等には町内会や自治会に入っていない者が多く、「地区防災計

画」を作成する自主防災組織がつくりにくい、⑥住民主体の「地区防災計画」は難しく、

「地区防災計画」を法定してしまうと活動がやりにくいという意見があった12。 

上記の議論を引き継いだ「防災対策推進検討会議」（座長：内閣官房長官）は、東日本大

震災の教訓を総括し、防災対策の充実・強化を図るため、2011年 10 月～2012年７月に中

央防災会議専門調査会として開催されたが、「地区防災計画制度」に関する議論としては、

賛成の立場からは、①地域に根差した形で「地区防災計画」づくりに住民が関わっていく

のは大変よい取組であり、地域の防災力を高めていく具体的な手段として、「地区防災計画」

は意味がある等の意見があり、反対の立場からは、②「地区防災計画」を制度として位置

付けて全国的に展開するのは、現実的ではないほか、都市部では難しく、制度として位置

                                                   
10 なお、従来、地域コミュニティにおける地域防災力を担ってきた消防団は、団員数が 90 万を切ってい

るほか、30 代以下の団員が６割を切る等団員の減少、平均年齢の上昇等が進んでおり、また、同様に地

域防災力を担ってきた自主防災組織についても、同様に社会の変化によって、その活動能力が落ちている

との指摘がある(消防庁 2014）。 
11 ボランティアについては、共助の中でも多様な形態のものがあり、支援、受援等の在り方についても、

多様な論点があるが、本書では、深く立ち入らない。 
12 同研究会議事概要参照。 
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付けて全国で進めるとその担い手に過剰な負担がかかる旨の意見があった13。そして、2012

年７月にまとめられた中央防災会議（2012）では、「コミュニティレベルで防災活動に関す

る認識の共有や様々な主体の協働の推進を図るため、ボトムアップ型の防災計画の制度化

を図り、可能な地域で活用を図るべきである。」14とされた。 

 これを踏まえ、消防庁、国土交通省等とも連携して、内閣府で災害対策基本法の改正に

ついて検討が行われた。モデルとなったのは、伝統的な町内会や自治会が中心になった自

主防災組織の取組のほか（消防庁 2011: 158）、①阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、地域

の防災活動と福祉活動を組み合わせた神戸市の「防災福祉コミュニティ」15、②京都市の

「身近な地域の市民防災行動計画」16、③大手町・丸の内・有楽町周辺の事業者が中心と

なり、資金、人材、ノウハウ等を持つ事業者が中心となって帰宅困難者対策を行っている

「東京駅周辺防災隣組」の事例である(内閣府 2013: 33; 内閣府 2014a: 27; 内閣府 

2014b: 別冊 10-11; 京都市消防局 2010)17。 

制度の創設に当たっては、計画の作成主体の在り方が大きな論点となった。具体的には、

自主防災組織の高齢化や形骸化等を踏まえて、計画の作成主体を活動の推進母体となりえ

る事業者とする考え方と、地域住民や自主防災組織を中心に据える考え方があった。前者

は、主に都市部を想定し、後者は、主に地方を想定した考え方であったが、最終的には、

各地区の特性を活かした多様な活動計画を推進する観点から、計画の作成主体を地域住民

及び事業者とすることによって、両方の主体を網羅することになった18。 

また、関係府省との関係19についてみると、消防庁との間では、自主防災組織の計画と

                                                   
13 同会議議事概要参照。 
14 同最終報告 31頁参照。 
15 神戸市内全域 191地区でコミュニティが結成されており、自治会、婦人会、事業者、消防団等によって

組織され、平常時の福祉的な活動を重視しつつ、災害時も活動できる組織である。1995年に神戸市が『神

戸市復興計画』を作成したが、その 5章に「防災福祉コミュニティ」は近隣生活圏の安心コミュニティと

して位置づけられた(倉田 1999: 299; 内閣府 2014a: 28; 内閣府 2014b: 別冊 14-15; 内閣府 2013; 32; 

神戸市 2010)。 
16 京都市では、災害による被害の未然防止及び軽減を目的に市内全域で自主防災組織が結成され、町内会

単位の「自主防災部」、「自主防災部」を概ね小学校区単位で束ねた「自主防災会」が組織されている。そ

して、自主防災部では、町内版防災計画である「身近な地域の市民防災行動計画」が作成されている。 
17 2004 年に帰宅困難者対策のために東京駅周辺防災隣組を設立し、千代田区より帰宅困難者対策地域協

力会として指定され、区と連携した帰宅困難者避難訓練の実施、まちの防災・防犯機能の向上等に取り組

んでいる。また、発災時の活動ルールを定めており、その活動は、「千代田区地域防災計画」の中に盛り

込まれている。 
18 法制上の整理については、原田（2013）、佐々木（2014）、西澤・筒井（2014）、金（2015a）参照。なお、

この論点については、丁寧な議論が行われ、内閣府の防災担当の政策統括官であった原田保夫氏（後の復

興庁事務次官）は、地域住民や自主防災組織を主体とする立場に、災害対策法制室長（内閣府大臣官房審

議官）であった佐々木晶二氏は、事業者を主体とする立場に立っていたといわれており、同室室員で普及

啓発・連携担当参事官室総括補佐を兼ねていた西澤らによる法案作成作業を経て、住民及び事業者による

計画提案制度が導入され、主体という点では、結果的に原田氏及び佐々木氏の立場を折衷したような制度

になったようである。 
19 内閣府の防災担当の政策統括官（局長）は、2001 年の中央省庁等再編で、旧国土庁を再編した組織で

あり、内閣府のほか、国土交通省（旧建設庁・旧国土庁）、総務省消防庁（旧自治省を含む）、厚生労働省

（旧厚生省）、NTT 等指定公共機関等の出身者で構成されており、室員は出身府省等のリエゾン的な役割
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の関係、国土交通省・内閣官房との間では、「都市再生安全確保計画」との関係も問題にな

った。前者については、従来法律的な位置付けもなく個々の地区でバラバラに作成されて

いた自主防災組織の計画を「市町村地域防災計画」に位置付けることによって、地域コミ

ュニティ全体の防災力の向上が期待できると整理された20。また、後者については、「都市

再生安全確保計画」は、都市での帰宅困難者対策のために、行政と大規模事業者が中心と

なった協議会が主体となって、ハードウェアを中心に作成する計画であるのに対して、「地

区防災計画」は、地域防災力の向上のため、地域コミュニティの住民等がソフトウェアを

中心に作成する計画であり、両者の性格が異なるものであると整理された。 

 ここまで説明してきた「地区防災計画制度」の創設に関する経緯について、「大規模地震

対策特別措置法をめぐる関係者・帰還の相関図」としてまとめた先行研究である吉井（1990）

60頁の図を参考に図 2-2のように整理した。 

 

                                                                                                                                                     
を担う場合もあり、各府省と密に連携を図っている。 
20 消防庁は、自主防災組織の計画との関係を踏まえ、当初は、同制度の創設に消極的であったといわれて

いるが、同制度創設に当たり、理論的に大きな影響を与えた室﨑益輝氏は、消防審議会会長等を歴任し、

同氏の理論が消防行政に広く取り込まれていたこともあり、最終的には、消防庁も同制度の創設に協力し

たといわれている。なお、2013年 12月には、議員立法により「消防団を中核とした地域防災力の充実強

化に関する法律」が制定され、市町村は地区防災計画を定めた地区に、地区居住者等の参加の下、地域防

災力を充実強化するための具体的事業計画を定めることとされた(内閣府 2014b: 47)。 
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1995

阪神・淡路大震災での地域コミュニティ

における共助の拡大（例 神戸）

2011

東日本大震災での地域コミュニティ

における共助の拡大（例 釜石）

室﨑益輝（2005）「防災都市づくりの５つの課題」

コミュニティレベルでの防災計画づくりを推奨

2011

「災害対策法制のあり方に関する研究会」

（座長：林春男京都大学教授、座長代理：室﨑益輝神戸大学名誉教授）

2011～2012

中央防災会議専門調査会「防災対策推進検討会議」

（座長：内閣官房長官）

事務局：内閣府防災対策推進検討室

（室長：佐々木克樹、次長：丸谷浩明）

2012～2013 法制化検討

内閣府政策統括官（防災担当）付災害対策法制企画室

（統括官：原田保夫、室長：佐々木晶二）

影響

地区防災計画に関する賛成論

と反対論

地区防災計画に関する賛成論と反

対論があるも、報告書でコミュニ

ティレベルでのボトムアップ型の防

災計画の制度化を提言

1995 災害対策基本法にボラ

ンティアに関する規定追加

関係府省

（消防庁、国土交通省等）

調整

神戸の「防災福祉コミュニティ」

京都市の「身近な地域の市民防災行動計画」

「東京駅周辺防災隣組」 等の取組

影響

2013 災害対策基本法改正により

地区防災計画制度創設

（2014年４月施行）

影響

影響

2013～2014 ガイドライン作成

内閣府政策統括官（防災担当）付普及啓発・連携担当参事官室

（総括補佐：西澤雅道、主査：筒井智士）

2014 「地区防災計画ガイドライン」公表

アドバイザー：

室﨑益輝神戸大学名誉教授

矢守克也京都大学防災研究所教授

調整

2014～ 地区防災計画モデル事業実施

内閣府「地区防災計画アドバイザリーボード」

座長 ：室﨑益輝神戸大学名誉教授

座長代理：小出治東京大学院工学研究科教授

矢守克也京都大学防災研究所教授、

2014～

「地区防災計画学会」

会長：室﨑益輝神戸大学名誉教授

副会長：矢守克也京都大学防災研究所教授

協力・連携

 

図 2-2 地区防災計画制度創設までの流れ（筆者作成）(金・西澤ほか 2015: 98） 

 

国会での審議についてみてみると、災対法の改正案（内閣提出第 56 号）は、2013 年 5

月 9日に衆議院災害対策特別委員会に付託され、古屋圭司防災担当大臣は、審議冒頭の法

案趣旨説明において、「地域の防災力向上を図るため、（中略）市町村地域防災計画におい

て、一定の地区内の居住者等が共同して行う防災活動に関する地区防災計画を定めること

ができるものとし、居住者等は、市町村防災会議に対し、地区防災計画を定めるよう提案
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できること」とする旨説明した21。 

主な質疑としては、まず、杉田水脈委員（次世代の党）からは、「地区防災計画」と「地

域防災計画」の関係について質問があり、亀岡偉民内閣府大臣政務官からは、「地区防災計

画」の規定を活用して、住民からのボトムアップで、（地方）議会と一体となるような環境

をしっかりつくっていく旨の説明があった22。 

また、椎名毅委員（みんなの党）からは、「地区防災計画」の運用の在り方について質問

があり、西村康稔内閣府副大臣からは、ガイドライン作成、モデル地区設定によって、「地

区防災計画制度」を広めていく旨の説明があった。さらに、同委員からは、ガイドライン

をつくって、模範解答のような「地区防災計画」をつくると、全国で同じようなものが作

られるので、マニュアルだけでなく、専門家の雇用、教育、地域にあった計画を作成する

ことが重要である旨の指摘があった23。そして、同日決議された同委員会の附帯決議では、

「地区防災計画」について、地域の災害危険を自治体との共通認識とし、現実的な防災対

策を共同して進めることができるようにする旨の記述が盛り込まれた。 

参議院災害対策特別委員会でも、5月 29 日に法案趣旨説明があった24。 

主な質疑としては、難波奨二委員（民主党）から、「地区防災計画」を作る上での国のサ

ポートについて質問があり、原田保夫内閣府政策統括官からは、「地区防災計画」に関する

ガイドラインの作成、モデル地区の設定等により、「地区防災計画」の普及、定着に取り組

む旨の説明があった25。 

また、参考人質疑では、林久美子委員（民主党）からの災害時要援護者の避難に関する

質問に対して、室﨑益輝公益財団法人ひょうご震災記念 21世紀研究機構副理事長から、「地

区防災計画」は、地元の発意で作ることになっているが、そのプロセスの中で、コミュニ

ティ単位で、誰が誰を一緒に逃がすのか等を具体的に考え、（住民が）リアリティーのある

問題として受け止めれば（制度が）進むが、それをコミュニティに押し付けてはいけない

ので、行政が上手に後押しをすることが重要である旨の指摘があった。 

さらに、末松信介委員（自民党）からは、「地区防災計画」は、自助の精神を、住民参加

型の自発的な行動計画として位置付けるので意義があるが、自助を強調し過ぎると、自助

の限界を早い段階で露呈してしまうとの指摘があった。これに対して、室﨑副理事長は、

自助、公助及び共助の関係は、フィフティ・フィフティで、どちらが重要かは大切ではな

く、それぞれが自分の持てる力を発揮して責任を果たすことが重要であり、自助と公助の

足りないところを共助とか互助等ボランティアケアやコミュニティケアで補っていくこと

や、人間としての助け合いをうまく組み合わせることが重要である旨指摘した26。 

                                                   
21 衆議院災害対策特別委員会（2013年 5月 9日議事録）4号 2頁参照。 
22 同 5月 10日議事録 5号 53頁以下参照。 
23 同 5月 23日議事録 9号 85頁以下参照。 
24 参議院災害対策特別委員会（2013年 5月 29日議事録）3号 140頁参照。 
25 同 5月 31日議事録 4号 45頁以下参照。 
26 同 6月７日議事録 5号 14頁以下参照。 
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このような審議を経て、6 月 12 日の審議において、衆議院と同旨の附帯決議が付され、

災対法の改正法案は、可決された（図 2-3）27。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 2013年災害対策基本法改正に係る国会・関係委員会等の流れ（筆者作成）（金・西

澤ほか 2015: 95） 

 

                                                   
27 同 6月 12日議事録 6号参照。なお、国会の審議については、金（2015a）54頁以下参照。 
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ここで、改めて地区防災計画制度の趣旨と概要について整理しておきたい。 

東日本大震災等における公助の限界と地域コミュニティにおける共助による防災活動の

重要性を踏まえ、内閣府は、2013年の災対法改正において、地域コミュニティの住民及び

事業者（法令上は、「地区居住者及び事業者（地区居住者等）」）による共助による防災活動

に関する「地区防災計画制度」を創設した。 

 同制度は、地域住民等が、自らの地区28の防災活動に関する計画の案（素案）を作成し、

それを市町村防災会議に提案（計画提案）して、市町村地域防災計画の中に地区防災計画

を規定させることによって、市町村と地区の防災活動を連携させ、地域全体の防災力を高

めようとしたものである。 

従来の災対法に基づく防災計画制度は、国の「防災基本計画」、都道府県・市町村の「地

域防災計画」等のように、行政によるトップダウン型の仕組みを前提としたものであった

が、この「地区防災計画制度」は、地域住民や企業（法人）が、自由に自らの防災計画の

範囲である「地区」を決めることができるという前例のないボトムアップ型の制度である

（図 2-4、2-5、2-6）29。 

                                                   
28 災害対策基本法では、「地域」とは原則として１つの都道府県又は１つの市町村（23 区を含む。）を意

味する用語であり、「地区」は、この市町村（23 区を含む。）内の一定の場所を意味する用語である。こ

の「地区」は、「地区防災計画制度」では、地域住民等が自らの防災活動が及ぶ範囲内において自由に設

定できることになっており、法定計画としては、極めて異例のものであるが、町内会等や小学校区のよう

な自主防災組織の活動範囲が「地区」として想定されている（災害対策法制研究会 2014）。地域社会学に

おいては、小学校区程度の近隣地区を地域社会と呼ぶことが多いが、この「地区」と地域社会とは似た概

念であると考えられる。なお、内閣府では、「地区」防災計画によって、「地域防災力」を強化できるとし

ており、「地区防災力」ではなく、「地域防災力」という用語を使用しているが、これは、「地域防災力」

は、従来から都道府県、市町村、自主防災組織等の防災力について、「地域」の大小を問わずに使用され

ている用語であることから、「地区防災計画制度」の説明においても、「地域防災力」という用語を使って

いる(金 2015a）。また、地域防災力の定義については、矢守（2011）188頁では、被害軽減力を中心に捉

える見解、被災後の地域社会の回復力を中心に考える見解等もあるが、これらの諸要素が地域防災力にと

って不可欠なものであることから、統合的に解し、防災活動によって災害による被害を軽減し、被災後の

速やかな回復を図る地域コミュニティの力のことと解する立場に立っており、本書でもこの説にならうこ

ととする（鍵屋 2005: 3）。また、社会学の立場から、雪、祭り等に関する地域の共同した対応を踏まえ、

地域コミュニティの防災力について論じているものとして、田中（2007）227頁以下、地域防災力の制度

化の過程については、大矢根（2014）3頁以下参照。 
29 地区防災計画を定めるには、地域住民等によって作成された計画の素案が、市町村防災会議によって認

定される必要があるが、認定に当たっては、計画の素案の作成主体に対して、法人格を必要としておらず、

法定計画としては珍しい。災害対策基本法 42条及び 42条の 2参照（災害対策法制研究会 2014: 15）。 
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図 2-4 災害対策基本法に基づく防災計画の仕組み（内閣府 2014b: 9） 

 

図 2-5 地区防災計画制度の仕組み（内閣府 2014a: 20） 

 

また、①地域住民を主体としたボトムアップ型の計画である点のほかに、②各地域コミ

ュニティの特性に応じた計画（地域性の重視）、③計画に基づく訓練、評価・検証、見直し

による PDCA30サイクルによる活動を重視した計画（継続性の重視）という三つの特徴を有

しているとされている。 

                                                   
30 plan-do-check-act cycle。一般に事業活動における生産管理、品質管理等の管理業務を円滑に進める

手法であり、Plan（計画）Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）を繰り返すことによって、業務を継

続的に改善する考え方のことをいう。 

地区居住者等

（住民、事業者）

国

市町村

・計画提案を踏まえ、市町

村地域防災計画に地区防災

計画を定める必要があるか

判断

・必要があると判断した場

合、市町村地域防災計画に

地区防災計画を規定

・ガイドライン改訂、優良事例

に関する情報の提供等

・地区防災計画の素

案作成

・計画提案

都道府県

・制度の普及促進、計画の策定

状況の取りまとめ等

地区防災計画制度の最大の特徴は、地域住

民や事業者が、自ら自発的に地区の防災計画

の素案を作り、それを、市町村（防災会議）に提

案するという計画提案という仕組みが採用され

ていること（災害対策基本法第42条の２）。

この計画提案は、ボトムアップ型の一つの要素

であるとされている。また、地域住民等が自ら地

区の特性に応じた計画を作ること、地域住民等

が実際に継続して実施していける計画である必

要があること等の特徴がある。

地区防災計画制度の狙いは、地域住民等が地

区防災計画（の素案）を作成し、それを市町村

（防災会議）が市町村地域防災計画の中に規定

することによって、地区防災計画に基づく住民等

の防災活動と市町村地域防災計画に基づく市

町村等の防災活動が連携して、地域防災力の

向上を図ることである。
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図 2-6 地区防災計画の作成のイメージ（内閣府 2014b: 概要資料） 

 

運用状況をみると、防災活動の対象とされる範囲である「地区」は、従来の「自主防災

組織」による地域コミュニティの防災活動の範囲である任意団体である「町内会・自治会」

（数百戸）の単位であったり、町内会が複数集まった「小学校区」の単位であったりする

場合が多いが、都市の新しい高層マンション等の管理組合等が中心になって導入されてい

る例もある（金・筒井ほか 2015: 3章）31。 

災害対策基本法においては、「地域」とは原則として１つの都道府県又は１つの市町村（23

区を含む）を意味する言葉であり、「地区」は、この市町村（23 区を含む）内の一定の場

所を意味する言葉として使われている32。 

なお、日本の代表的な基層組織としてあげられるのが町内会であるが、その役割は、慶

弔、お祭り、スポーツ、環境、福祉、防犯、防災等多様な活動が含まれている。戦前は、

この内務省令等によって規定され、行政と連携して、配給制を推進し、戦争遂行に当たっ

て大きな役割を果たしたことから、戦後、GHQ によって政令によって廃止されたが、1953

年のサンフランシスコ平和条約によって、日本が主権を回復すると、町内会の活動も地域

コミュニティの中で自然に復活した。 

この町内会の果たす役割については大きな議論があり、日本の主権回復後は、町内会の

地域コミュニティとしての有効性、行政からの独立性やその効用を否定する見解も多かっ

                                                   
31 東日本大震災後には、企業等の法人が中心になって地区防災計画を作成する場合には、特に、一時的に

買い物やビジネスに訪れた人等の流動人口を対象にした防災活動（帰宅困難者対策）について定めること

が重要になっている。そのような状況を踏まえ、例えば、東京都では、2012 年に「東京都帰宅困難者対

策条例」を定め、それに基づき「東京都帰宅困難者対策実施計画」を定める等対策を進めている（東京都 

2014: 23）。 
32 法律制定時は、町内会、小学校区等自主防災組織の防災活動の範囲が「地区」として想定されていた。

(災害対策法制研究会 2014）。地域社会学において一般的に小学校区程度の近隣地区を地域社会と呼ぶこ

とが多いことを踏まえると、この「地区」と地域社会とは似た概念であるといえる。 

市町村地域防災計画

地域防災計画への

盛り込みの要否を判断
・提案書に不備はないか

・活動の実体はあるか

・地区の理解は得られているか

・行政との連携は可能か

など

地区防災計画（案）

市町村防災会議
提案

盛り込み

どんな災害があるんだろう

この辺りって災害に強いのかな

行政では何をやってもらえるのかな

みんなで何ができるかな

自分では何をやるべきかな

平常時 災害時

活動を発展させよう
○ 行政と連携しよう

○ 地域の活動と連携しよう

○ 他の組織と話し合おう

○ 取組を発信しよう

災害時の力を高めよう
○ 事前に対策をしよう

○ 教育・訓練をしよう

○ 中身を見直そう

地区防災計画（案）
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た。また、欧米と比較して、町内会は、日本の独自性の強いものと評価されることもあっ

たが、近年の研究では、中国の社区等と類似するアジアの組織が紹介されたりもしている

（金 2015a）。 

 現在は、町内会については、一般には、優れた市民活動の一環として、その役割が積極

的に評価されている。その防災活動についてみると、従来は、町内会（数百戸程度）や複

数の町内会が集まって組織された小学校区（数千戸）での「自主防災組織」による自発的

な防災活動が注目されていたが、近年は、マンション単位での数千戸（数千～約１万人）

単位の町内会等も出現している33。そのため、同じマンションに、法定組織であるマンシ

ョン管理組合のほかに、任意団体である（法人である場合もある）町内会等が存在する場

合もあり、それぞれの組織の役員を兼任している場合等もある。 

 

3 結びにかえて 

 

「地区防災計画制度」は 2014年 4月に施行されたが、それに先立って、内閣府から地域

住民等向けガイドラインである内閣府（2014b）が公表された。また、6 月には、内閣府

（2014a）の白書特集で、同制度を活用した地域防災力の強化について、データを用いて詳

細な検討が行われた。以下では、これらを踏まえ、同制度の現状と課題について検討する。 

 

3.1 計画作成の在り方 

 

内閣府（2014b）では、「地区防災計画制度」の特徴を、①計画提案制度を採用した地域

住民等を主体としたボトムアップ型の計画、②地域に詳しい地域住民等が作成する地区の

特性に応じた計画、③計画に基づく防災活動が実践され、また、定期的な評価や見直しが

行われ、その活動が継続される計画であるとしている。つまり、過去の災害事例を踏まえ、

想定災害について検討を行い、活動主体の目的やレベルにあわせて、地区の特性に応じた

活動項目を計画に自由に盛り込むことになる。この点、過去の災害事例と想定災害には違

いがあるが、災害を我が事として地域住民等に考えてもらうためには、地域の過去の災害

事例を調査し、それを踏まえた想定災害を考えていくことが、一つの方法として示されて

いる。なお、ガイドライン作成時には、米国のタイムライン事前行動計画、中国の四川大

地震を踏まえた社区における防災活動等についても調査が行われた（内閣府 2014b: 33・

46; 守ほか 2014; 金 2015a; 金 2015b）。 

地区防災計画を作成する目的（基本方針）は、地域防災力を高めて、地域コミュニティ

                                                   
33 7,000人以上が居住する東京都中央区勝どきの超高層マンションと複合施設「ザ・トーキョー・タワー

ズ」の関係者によると、中央区は大規模広域災害時には区内から住民が疎開することを前提に防災計画を

構築しており、超高層マンションの多くの住民が避難できる場所がそもそもないという問題がある。2015

年 10月 17日に専修大学で開催された地区防災計画学会第 9回研究会での質疑応答参照(金 2015c: 56)。 
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を維持・活性化することであり、そのために、①地域住民等が協力して活動体制を構築し、

「災害時に、誰が、何を、どれだけ、どのようにすべきか」について計画に規定すること、

②地域住民等が、市町村等と連携して、毎年防災訓練を行うこと、③訓練の結果について

検証を行い、その課題を把握し、活動を改善することが重要であり、④訓練の検証結果等

を踏まえ、PDCAサイクルに従って、定期的に計画の見直しを行うことが重要になる。つま

り、単に計画を作成するだけではなく、計画に基づく防災活動を実践し、活動を形骸化さ

せないことが重要であり、毎年、計画に基づく訓練等を実施し、活動の評価・検証を行い、

計画の見直しを実施することになっている（内閣府 2014b: 5章）。 

 

3.2 地域活動と防災活動の関係 

 

内閣府（2014a）の特集では、「地区防災計画制度」に焦点をあてて、共助による地域防

災力の強化の方向性について、以下のように整理している。 

東日本大震災等では、行政自身が被災してその機能が麻痺する場合があったが、その教

訓を踏まえ、大規模広域災害時の被害を少なくするためには、地域コミュニティにおける

共助による「ソフトパワー」を効果的に活用することが不可欠である。 

地域コミュニティにおける地域活動（地縁活動）と防災活動の関係は深く（図 2-7・2-8）、

地域活動（地縁活動）の活性化が防災活動の活発化につながり、それが地域防災力の強化

にもつながる。なお、従来から地域防災力を担ってきた消防団との連携も重要になってく

るが、同制度の創設時には、消防団との関係については、ほとんど整理されていないこと

から、今後の各地域の連携事例について注目していく必要がある。 
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図 2-7 地域活動（地縁活動）と防災活動の関係（内閣府 2014a: 10） 

図 2-8 参加している地域活動（地縁活動）と防災活動の関係（図 2-7クロス集計修正） 

 

また、国民は、地域防災力の向上のため、地域コミュニティにおける人・組織がしっか

りしていること、公助が関連情報を発信することを求めており、地域コミュニティと行政

の連携が重要になる。さらに、事業者の防災に関する地域コミュニティとの協力関係も進

展しており、事業者と地域住民との連携・共生の促進が、地域コミュニティ全体の防災力

の向上につながっていく。 

上記を受けて、地域防災力を向上させるためには、「地区防災計画制度」を普及させてい

く必要があり、発災時に、地域住民等が、「地区防災計画」を活用して、行政と連携して、

効果的な防災活動を実施することが重要である。 

また、防災活動が、地域コミュニティにおける住民の生活や事業者の活動等の維持・活

性化にもつながるとされており、同制度が、地区の実情に応じたきめ細かいまちづくりに
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も寄与するとされている点が注目される。 

 

3.3 白書等で指摘された課題を受けて 

 

地域コミュニティにおける住民及び事業者による共助による防災活動は、地域防災力の

向上の観点から極めて重要であり、南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模広域災害等

が発生した場合には、住民の避難、避難所の開設・運営等は、公助と連携しつつ、地域コ

ミュニティが自ら計画的に行える体制づくりが喫緊の課題となっている。 

 このような観点に立って、2013年の「災害対策基本法」の改正において、地域住民等を

主体とした「地区防災計画制度」が創設された。そして、内閣府(2014a)及び内閣府（2014b） 

を踏まえた形での取組が、全国で実施されようとしている。 

 内閣府においては、このような動きを推進する観点から、2014～2016年度に、全国から

コミュニティレベルで防災活動に取り組んでいる地区を 44地区選定し、各地区における防

災計画の作成等を支援するモデル事業を実施した。対象地区の選抜に当たっては、地域特

性、社会特性、過去の災害対応、想定災害、市町村との連携の状況、計画作成に向けた地

区居住者等の準備状況等を総合的に勘案した（大矢根 2015a:17； 井上 2015: 45; 井上・

山﨑ほか 2015; 近藤・杉山 2015: 13）。 

 今後、このような取組を通じて、全国に「地区防災計画制度」を普及させることが重要

になるが、その際には、単に計画の有無や計画の精巧さを競うのではなく、内閣府（2014b）

において、同制度の特徴としてあげられているような、①地域コミュニティ主体のボトム

アップ型の計画、②地区の特性に応じた計画、③継続的に地域防災力を向上させる計画と

いう点を満たした計画がつくられるような環境を整えることが重要になると考える。 

また、内閣府（2014a）及び内閣府（2014b）では、地域コミュニティにおいて、①人的

なネットワーク、②お互い様の意識（規範・互酬性）、③相互の信頼関係等が構築されてい

る場合には、共助による活動が盛んであり、防災や復興にも良い影響があると指摘してい

るが、その説明に当たって、①～③のような要素を中心に社会的な効率性を高めるソーシ

ャル・キャピタルという概念を使用している。 

ソーシャル・キャピタルの定義については争いがあるが、コールマンは、合理的選択理

論を基にソーシャル・キャピタルを社会における人々の結びつきを強める機能を持つもの

で、個人に協調行動を起こさせる社会の構造や制度とし、その範囲を家族や血縁関係から

コミュニティ等の地縁ネットワークまで多様な存在の総体として広くとらえた（Coleman 

1990: 302）。ロバート・パットナムは、イタリアの地方政府の比較分析を通じ、伝統的な

市民的政治文化の向上（ソーシャル・キャピタルの蓄積）が公共政策におけるパフォーマ

ンスの向上につながることを明らかにしたほか、ソーシャル・キャピタルを人々の協調行

動を促すことにより、その社会的効率を高める働きをする社会制度であると定義し、信頼、
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互酬性・規範、ネットワーク等の要素から構成されているとしたほか（Putnam 1993:167）、

孤独にボーリング等をしているアメリカ人の姿を例に、アメリカのコミュニティにおいて

政治、市民団体、宗教団体、労働組合等に対する市民参加が減少していることを実証し、

ソーシャル・キャピタルが衰退していることについて論じ（Putnam 2000）、先進８カ国を

例にソーシャル・キャピタルや市民社会の性格の変化やその要因について論じた（Putnam 

2002)。また、人々のネットワークを資源としてとらえ、個々人に重点を置いてソーシャル・

キャピタル論を展開した Lin（2002）もある。日本におけるソーシャル・キャピタルの定

義や機能に関する整理として、信頼や互酬性をはじめとするソーシャル・キャピタルの維

持・発展の在り方について解説した稲葉（2011）、政治経済的な立場からコミュニティや相

互連帯の役割について整理し、ソーシャル・キャピタルを所有できるようなものではなく、

人々の間の関係を意味するとした宮川・大守（2004）16頁以下、これらを踏まえ、多様な

分野におけるソーシャル・キャピタルの在り方について整理した山内・田中・奥山（2011）、

山内・伊藤（2005）、内閣府国民生活局（2005）及び内閣府国民生活局（2003）等があるほ

か、防災や復興とソーシャル・キャピタルの関係について経済学的な立場から明らかにし

たものとして、川脇（2011）、川脇・奥山（2013）がある。なお、Aldrich（2008）では、

ソーシャル・キャピタルが大きいほど災害復興が比較的速かったことを明らかにしている

ほか、Aldrich（2012）では、1923年の関東大震災後の東京、1995年の阪神・淡路大震災

後の神戸、2004年のインド洋大津波後のインドのタミル・ナードゥ、2005 年のハリケーン・

カトリーナ後のアメリカのニューオーリンズを例にして、復興におけるソーシャル・キャ

ピタルの役割を明確化し、ソーシャル・キャピタルの豊かさが、被災した地域コミュニテ

ィからの人口・産業の移動を最小化し、地域コミュニティの復興を促進すると述べている。

このソーシャル・キャピタルは、「地区防災計画制度」の性質を説明する上で、極めて適し

ていると考える。 

さらに、内閣府（2014a）及び内閣府（2014b）では、図のデータや地域コミュニティに

おける先進的な取組の事例等を分析し34、防災活動及び地域活動の関係は極めて深く、地

域活動を通じてソーシャル・キャピタルを促進し、平時の地域コミュニティにおける良好

な関係が、発災時に地域コミュニティにおいて効果的な防災活動を実施することにつなが

るとしている。また、防災活動をきっかけに地域のソーシャル・キャピタルが醸成され、

地域コミュニティの良好な関係が構築されることも指摘している。 

以上から、地域コミュニティにおける防災活動と地域活動、防災活動とソーシャル・キ

                                                   
34この他、日本 NPO学会（2014）のデータを紹介して、震災前に自治会、町内会等の地縁活動や NPO、ボ

ランティア等の活動への参加の程度の高い人ほど、震災の際の支援者比率も受援者比率も高いこと等があ

げられている（内閣府 2014a: 8）。なお、内閣府の分析を踏まえて、川脇（2015）49頁以下では、東北

沿岸部の 37自治体の住民に対してインターネット調査を行い、地域のソーシャル・キャピタルと災害回

復について分析を行った結果、震災前から地域活動に関わっていた人で震災被害を受けた人は、震災後近

所付き合いを増やすことが多く、復興に向けた共助活動に関わり、将来の復興に対する見通しも良好であ

る旨述べている。 
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ャピタルは、相互に高め合うポジティブフィードバックな関係にあるといえる。そして、

今後、「地区防災計画制度」に基づく活動が、地域防災力の向上だけでなく、地域コミュニ

ティの維持・活性化、地区の実情に応じたきめ細かいまちづくり、事前復興等にもつなが

っていくと考える35。 
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第 2部 ある地区防災計画づくりの事例 

第 3章 北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づくり 

 

要旨 

 

第 2章では、「地区防災計画制度」の成り立ちや制度の特徴について整理したが、本章で

は、実際に地区防災計画づくりがどのように進んでいるのかをみるため、2016 年の熊本地

震及び 2017年の九州北部豪雨を受けて防災意識が高まっている北九州市の地域コミュニテ

ィを例に、地区防災計画づくりを通じた住民主体のコミュニティ防災の在り方について考

察を行った。なお、本事例は、本研究の起点となる事例であり、小学校区単位の取組で、大

きな被災経験がなく、内閣府のモデル地区には指定されていない。 

北九州市小倉南区志井校区（マンションと一軒家が半々）は、筆者が教えている福岡大学

の学生の出身校区であり、教え子の父が市の課長で、校区の役員も務めている縁で、市の防

災担当職員、校区まちづくり協議会会長、校区出身の学生等に対する半構造化面接法による

インタビュー調査によってデータ収集を行い、SCAT 及び共起ネットワーク分析・頻出語分

析を実施した。 

志井校区では、移住してきた行政経験を有する専門的な知識を持った「志の人」である住

民のリーダーが、自らの人脈を活用して、学識経験者、行政関係者、NPO等の外部資源の支

援を受けつつ、河川の清掃活動、ラジオ体操等の地域活動への取組を強化した。それが、コ

ミュニティでの高齢者の健康状態把握のような見守り活動につながったり、地域活動に参

加した住民が声を掛け合うことでコミュニケーションの活発化につながったりしたほか、

地域コミュニティでの人間関係の強化、ソーシャル・キャピタルの醸成、成熟したコミュニ

ティの形成等につながった。その結果、防災訓練に住民同士が誘い合って積極的に参加した

りするようになって、防災活動が高度化し、地域防災力の強化につながっていることがわか

った。また、このような防災活動が契機となって、従来は町内会等に参加していなかったマ

ンション住民等の町内会参加者が増加し、地域活動への活発化につながっていることから、

防災活動が地域活動の活発化につながっていることもわかった。 

 

1 はじめに 

 

筆者が、福岡大学で非常勤講師をしている中で、受講生にも 2016年の熊本地震（死者約

270 名）や 2017 年の九州北部豪雨（死者・行方不明者 42 名）の被災者が出た。そのため、

教員や受講生の縁をたどり、参与観察による被災地等での調査等を実施した。九州北部豪雨

等は、「九州に大きな災害はこない」と思っていた九州の住民に大きなショックを与え、そ

の後の防災活動へとつながった。ここでは、被災地ではないものの、筆者が教えている福岡
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大学の学生の出身校区であり、学生の父が市の課長で、校区の役員も務めている縁で、参与

観察的な調査を行った北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づくりについて考察する。 

なお、本章に関する調査では、北九州市小倉南区志井校区の複数の関係者に対するインタ

ビュー調査を実施しているが、その全体像は、以下のようになっている。 

 

・目的: 地域社会学的な観点から「九州北部豪雨」等を受けた北九州市小倉南区志井校区等

における地区防災計画づくり等のコミュニティ防災の在り方について考察を行う。 

・対象：①志井校区の住民のリーダー 

（まちづくり協議会会長・社会福祉協議会会長・自治連合会会長） 

    ②志井校区出身の学生（福岡大学法学部 1年生） 

    ③NPO法人好きっちゃ北九州副理事長 

    ④北九州市防災担当職員 

・時期：④北九州市消防局での調査  17年 8月 4日 14：00～16：00 調査側 2人 

    ①③志井校区での調査 17年 9月 5日 13：30～15：30 調査側 2人 

         （③に対しては 17年 8月 21日（火）11：45～12：45に電話調査も実施） 

    ④福岡大学での調査  17年 11月 23日 11：00～12：00 調査側 1人 

・体制：筆者である金が主体となり、福岡大学西澤研究室の協力を得て調査を実施 

    おおよその調査の流れと主担当は以下のとおり（調査ごとに差異あり）。 

    企画立案（主担当：金）→アポイントメント（主担当：西澤）→ラポール構築（主 

    担当：西澤・金）→インフォームド・コンセント（主担当：金）→インタビュー調

査（主担当：金）→インタビュー記録（主担当：金）→補足調査（主担当：金） 

・機材：録音機：Panasonic RR-XP007-W カメラ：Canon EOS KissX7 等 

・公表：金（2018）、 林・金ほか（2018） 

 

1.1 北九州市の地区防災計画づくり 

 

北九州市では、2013年度から地域防災力の向上を目的として、「みんな de Bousaiまちづ

くり推進事業」（以下「まちづくり推進事業」という。）に取り組んでおり、有識者と各団体

の代表等が災害に強いまちづくりについて議論するために設けられた「みんな de Bousaiま

ちづくり懇話会」（2013年 5月設置・以下「まちづくり懇話会」という。座長：片田敏孝東

京大学情報学環特任教授）では、地域防災力向上のために市民の防災意識の高揚と新たな担

い手の育成が課題であることが指摘された1。 

                                                   
1 懇話会は、2013 年度だけで 3 回開催され、市民防災会、障害者、高齢者、子育て支援団体代表、防災教

育関係者、被災地支援 NPO、大学生等が構成員となって議論を行った。わがこと感（自分のことに置き換え

て考える）、市民活動との連結や組み合わせ、リアルに感じるための工夫、要援護者と地域がつながる仕組

みづくり等の重要性が指摘された。また、地域の既存の仕組み・取組との連携や共通課題の設定、町内自
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そして、一般の住民が自発的に参加して、行政区ごとに「みんな de Bousaiまちづくり車

座集会」（ファシリテーター：片田教授、以下「まちづくり車座集会」という。）が開催され

た。「まちづくり懇話会」及び「まちづくり車座集会」での意見交換を踏まえ2、2014 年度か

ら、「まちづくり推進事業」の中で、「地区 Bousai会議運営支援事業」（以下「会議運営支援

事業」という。）と「みんな de Bousai人材育成事業」（以下「人材育成事業」という。）の

取組が実施されている3。特に、「会議運営支援事業」は、「災害対策基本法」に基づく地区

防災計画づくりを目標とした北九州の地区防災計画モデル事業であり、2014～2017 年度に

14 のモデル校区で取組が実施されている。 

なお、2016年の熊本地震及び 2017年の九州北部豪雨以降、本事業に対する北九州市民の

取組が活発化しており、モデル校区では、地区防災計画が作成された。また、北九州市国土

強靱化有識者会議で議論されてきた同市の国土強靭化地域計画（案）の具体的施策の冒頭に

「地域における自主防災体制の整備」を掲げ、市内全校区で地区防災計画を策定する方針が

盛り込まれた。 

 

1.2 インタビュー調査の手法及び分析手法 

 

インタビュー調査は、「半構造化面接法(semi-structured interview)」で実施した。 

本面接法で実施することにしたのは、インフォーマントが北九州市の防災担当者であり、

当該分野の専門家であることから、質問に対して自由な回答を求め、積極的に調査への参加

を求める方式が馴染むと考えたためである。 

                                                   
治会や地域活動に参加していない住民の巻き込み等の課題が指摘された。そして、防災力のある子供を地

域で育み、地域の住民を育てていくため、防災に関するわがこと感の高揚を図る機会として「地区 Bousai

会議」を位置付けるべきであるとされた（北九州市危機管理室 2016: 15）。 
2 「まちづくり車座集会」は、2013 年度に全 7 行政区で 1 回ずつ計 7 回開催され、794 人の住民が参加し

た。その中では、顔の見える地域のつながりが重要であり、地域の希薄化を懸念する声が出た。また、大規

模災害時に地元企業の建物に避難したいという住民の要望に地元企業が協力する等地域と企業の連携の場

となった。なお、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室（2016）で地域におけるコミュニテ

ィの共助状況の把握の例として紹介されている（国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室 

2016: 14）。 
3 北九州市の主な地域集団と関係団体等の関係について整理すると、まず、市全体の関係事務を統括する

「自治総連合会」や地域の清掃活動や河川等の美化運動の推進をはじめ環境衛生や公衆衛生の向上を目的

とした「環境衛生総連合会」等の組織がある。その下には、7つの行政区ごとに、「区自治会総連合会」、「区

環境衛生協会連合会」等が設置されている。そして、行政区内の校区ごとに「校区自治連合会」や「校区環

境衛生協会連合会」が置かれ、さらにその下に「町内自治会」がある。例えば、北九州市で一番広い面積を

持つ小倉南区は、26の校区で構成されており、校区ごとに「校区自治連合会」や「校区地区衛生協会」が

置かれており、その下には、約 350の「町内自治会」が置かれている。「町内自治会」の下には、世帯をま

とめる最小単位として「組」が置かれている（小倉南区では、区内約 59,000世帯をまとめる 3,700 の組が

設けられている。）。また、7つの行政区ごとに、「区自治会総連合会」と一体となって自主的な防災活動を

推進する自主防災組織である「区市民防災会連合会」があり、校区単位で「防災会」等がある。地域住民が

主体となって地域福祉活動を展開する「社会福祉協議会」については、7つの行政区ごとに「区社会福祉協

議会」が置かれている。住民、企業等多様な集団によって構成される地域づくり団体である「まちづくり

協議会」については、構成団体等を地域の実情に応じて選ぶことができるようになっている。小倉南区自

治総連合会 HP：http://kaze-minami.com/organization/参照。 
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 また、分析に当たっては SCATと頻出語分析・共起ネットワーク分析を併用し、その分析

結果については、複数の異なった視点から検証を行い、インフォーマント及び同席した研究

者のチェックを経ることとした（分析例は章末の表参照）。 

 

1.3 先行研究と本章の位置付け 

 

 北九州市に関する災害に係る地理学等の立場からの研究としては、例えば、政令指定都市

間の地震災害の脆弱性について、自然特性、人口、経済・財政状況、医療設備等の項目を指

数化し、比較研究を行った天国論文（天国ほか 2000）、予防、応急、復旧及び復興の各段階

における問題意識について、政令指定都市の防災・危機管理部局に対するアンケート調査に

基づく分析を行った武田論文（武田ほか 2016）等があるが、北九州については、比較のた

めの一都市としての分析が行われているに過ぎず、分析の根拠等については簡単にしか触

れられていない。また、北九州の人口動態や都市構造について考察を行ったアジア成長研究

所報告書（アジア成長研究所 2016）では、少子高齢化時代に対応した北九州市のコンパク

トシティ化に向けた都市政策の在り方について、人口構造や都市構造に関する定量的な分

析を通じて考察を行っているが、地域防災に関する考察は極めて限られている。 

 本章で焦点をあてている地区防災計画に関する一般的な論文は多数あるが、熊本地震以

前は、九州では関係する取組が少なかったこともあり、九州での地区防災計画づくり等に関

する文献は限られている。 

例えば、内閣府の 2014年度地区防災計画モデル事業の対象地区であり、九州地方で最初

のモデル地区となった宮崎県えびの市上大河平（うえおこびら）地区の特性、中山間地域に

おける地区防災計画づくりで認識された課題等について、「内閣府地区防災計画アドバイザ

リーボード」の委員である有識者と地元の担当行政官が共同で執筆した井上論文（井上ほか 

2015）、内閣府の 2015 年度地区防災計画モデル事業の対象地区であった宮崎県日向市長江

区の地区防災計画づくりに関して、同地区の特徴、防災関連イベントへの参加者の特徴等に

関する分析を実施し、多様な地域活動と一体となった防災活動の必要性や地区防災計画づ

くりに当たっての行政による総合的な住民へのサポートの必要性について指摘した川脇論

文(川脇 2017a, 2017b; 内閣府 2017: 47)があった。また、熊本地震後の内閣府の 2016年

度地区防災計画モデル事業の対象地区であった熊本市中央区向山校区の地区防災計画づく

りに関して、熊本地震での被災やその後のワークショップの進め方、PDCA サイクルを利用

した防災活動の検証の取組等について紹介した磯打発表等（西澤・金・防災行政研究会 

2017; 内閣府 2017: 39-46）のほかに、熊本地震の被災地におけるフィールドワーク調査

を踏まえつつ、熊本市内のマンションの防災活動について、マンション住民のリーダーに対

する半構造化面接法によるインタビュー調査を通じて分析を行った西澤論文（西澤ほか 

2016; 林・金ほか 2016）等があった。 
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 一方で、九州地方の中心で、最大規模の人口・経済規模を誇る福岡県での取組については、

地区防災計画学会等の防災関係の学会では、ほとんど取り上げられてこなかった。しかし、

筆者やその共同研究者による調査の結果、福岡県にある福岡市及び北九州市の二つの政令

指定都市では、地区防災計画づくり等地域防災力強化に関連する取組が進んでいることが

判明した4。 

 本章では、福岡県の政令指定都市のうち、北九州市における地区防災計画づくりに焦点を

あてて、市の防災担当官への半構造化面接法によるインタビュー調査等を通して、地区防災

計画づくりを通じた地域コミュニティにおける住民主体のボトムアップ型のコミュニティ

防災の在り方について考察を行う。 

 

2 北九州市の特徴と地区防災計画づくり 

2.1 北九州市と志井校区の地域特性5 

 

 福岡県は、面積約 5,000 ㎢と全国の 1％強に過ぎないが、人口は約 500万人、県内総生産

（名目）は 20 兆円弱であり、いずれも全国の 5％弱を占めている。九州と本州を結ぶ交通

の要衝を占めることもあり、経済、行政、文化等の機能が集中し、福岡市と北九州市という

2 つの政令指定都市があり、九州・沖縄地区の中枢である。産業構造をみると、卸売・小売

業やサービス業等が発達し、第 3次産業のウェイトが高くなっている。 

その中で、北九州市は、1963 年に門司市、小倉市、若松市、八幡市及び戸畑市の 5 市が

合併して誕生した 6 番目の政令指定都市であり6、人口約 95 万人（全国 13 位・九州では福

岡市に次ぐ 2 位）、面積約 492 ㎢であり、旧 5 市の区分を踏まえた 7 つの行政区（門司区、

小倉北区、小倉南区、若松区、八幡東区、八幡西区及び戸畑区）から構成されている（図 3-

1 参照）。 

                                                   
4 福岡市では、市主催の防災士養成講座である「博多あん・あん（安全・安心）塾」出身の防災士によって

2006年に結成された「博多あん・あんリーダー会」（代表幹事 小森勝輝氏）が中心になって地域防災力の

強化を進めている。同会は約 180人の防災士で構成されており、市内に 7つの支部（東、博多、中央、南、

城南、早良、西）があり、その活動は、福岡県及び福岡市とも連携していて、市内の広範囲の地域で活動が

行われており、毎週のように市内で防災関連の催しが実施されている。同会 HP：https://www.hakata-

anan.org/参照。福岡市での地域防災力強化の取組としては、福岡大学法学部で 2017 年度から開催され、

筆者らも非常勤講師として講義を担当した「特別講義 九州地域政策（防災計画）」では、福岡市や北九州

市の防災担当官の協力を得ている。また、同市中央区平尾校区や南区鶴田二区等でも防災力強化のための

取組が進められている（同校区 HP: http://hiraojk.blogspot.jp/; 西澤・金・西ほか 2017）。 
5 北九州市 HP：http://www.city.kitakyushu.lg.jp/shisei/menu05_0002.html、横浜市立大学地理学教室

2011、魚町商店街振興組合・魚町一丁目商店街振興組合 2012 等参照。 
6 東京都社会局長や渋谷区長を経験した磯村英一は、その経験を踏まえ、5市合併に関連して、それぞれ核

を持つ都市が合併して多くの核を持つ多核都市になることが有用であるとする「多核都市論」を提唱した。

それが、合併後も各市の核が温存されるから各市ともに反映することができるという安心感を関係者に与

えた。そして、マスコミの「百万人の都市づくり」キャンペーンの影響もあり、合併が達成された。そのこ

とは合併後の市政にも大きな影響を残しており、北九州市では、生活環境が充実するように一極集中を避

けたまちづくりが進められてきた。出口（1999）、日本都市学会 59 回大会「シンポジウム 都市の進化」

資料（2012年 10月 27日）参照。 
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東部は瀬戸内海（周防灘）、北部は日本海（響灘）に面し、九州島最北端に位置しており、

関門海峡に面している。その気候は、瀬戸内海気候と日本海気候の中間的なものとなってお

り、1 年を通じて比較的温暖であり、年平均気温は 16.8℃、年平均湿度 74.3％、年間降水

量 1327.0㎜である（平成 27年度北九州観測局測定結果）。なお、瀬戸内海側が平穏な海域

であるのに対して、日本海側は冬季の風浪や積雪の影響を受けるほか、関門海峡では春先に

濃霧が発生する等市内でも地区によって気候が大きく異なっている。 

1901 年の官営八幡製鉄所（現在の新日鐵住金八幡製鉄所）の開設から始まる四大工業地

帯の一つである北九州工業地帯の中心で、日本の近代産業を牽引してきた「鉄の街」として

有名であり、隣接する山口県下関市等とともに関門都市圏を形成している。5市合併後にエ

ネルギー革命に伴う炭鉱閉鎖を経験したものの、現在も高い工業集積、技術集積を特徴とし

た「モノづくりの街」として、鉄鋼、化学等の基礎素材型産業に加え、自動車、ロボット等

の加工組立型産業が集積しているほか、公害問題を克服した経験や技術を活かし7、環境産

業の集積や循環型の都市づくりを進めている。 

 また、冒頭の「まちづくり推進事業」を推進しているように、市民を主体とした安全・安

心のための取組にも力を入れている8。なお、市内には、小倉東断層等が存在している（図

3-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 北九州の 7つの行政区等（直方市 HP掲載地図を加工9） 

                                                   
7 1960年代には北九州市にある洞海湾は、赤茶色に濁り、魚が住めない死の海といわれた。70年代の公害

国会で、公害に関する法整備が実施されたが、それにあわせて、福岡県や北九州市は、法律以上の厳格な

基準で大気汚染や水質汚濁の排出基準を強化し、官民が連携して洞海湾のヘドロのしゅんせつを行い、死

の海を生き返らせた。『毎日新聞』2012 年 7 月 5 日朝刊「北九州市 50 年ものがたり 6 官民で洞海湾のヘ

ドロしゅんせつ 死の海生き返る」参照。 
8 北九州市では、安全・安心に関する市民の意識が高く、市民主体の自主防犯組織による小学校区単位のパ

トロールによって刑法犯認知件数を 2002 年から 2016 年までに約 1/5 まで減少させた。また、市民を主体

とした市民防災会の取組等を受けて、多様な災害を想定したハザードマップ等を掲載した「防災ガイドブ

ック」を作成した（北九州市 2015; 北九州市 2017: 13～14）。 
9 直方市 HP：http://www.city.nogata.fukuoka.jp/shisei/_1235/_2571.html 参照。 
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図 3-2 北九州市周辺の活断層（産総研「活断層データベース」HP; 北九州市 2015） 

 

北九州市では、新幹線の小倉駅があり市庁舎等の官庁街のある小倉北区が「都心」と位置

付けられて開発されている。志井校区のある小倉南区は、「都心」である小倉北区に隣接し

ている。校区内の JR日田彦山線の志井公園駅は、小倉駅から一本で結ばれ、電車で 20分弱

と交通が便利なこともあり、「5 市合併」後は、マンションが多数建設され、ベッドタウン

として発展してきた。小倉南区の南部に位置する志井校区の人口は 8,600人、世帯数は 3,200

で、高齢化率（65歳以上人口比率）は 21.6％であり、マンションと一軒家が半々で、幼稚

園から高専までの学校が一つの校区の中にある文教地域である。校区には志井川が流れ、春

は桜や菜の花、初夏は蛍、秋は彼岸花等が有名。過去の災害経験から、内水被害や土砂災害

が想定災害とされ、志井小学校、北九州工業高専、志井市民センターが「予定避難所」とさ

れている10（写真 3-1、図 3-3）。 

  

                                                   
10 小倉南区自治総連合会 HP参照。http://kaze-minami.com/ 

菊川断層帯 

小倉東断層 

福智山断層帯 
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写真 3-1 志井校区内のマンション（左）と志井川及び周辺の一軒家（2017 年 9 月筆者撮

影） 

 

 

図 3-3 志井校区ハザードマップ（北九州市 HP 参照：茶及び赤茶の塗りつぶし部分が土砂

災害、川沿い（水色）の薄い赤の塗りつぶし部分が浸水の危険のある区域） 
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地域活動や防災活動の拠点は、志井小学校に隣接した「志井市民センター」である。防災

活動以外の主な活動内容としては、①年 4回実施される志井川の清掃活動、②隔週で実施さ

れる「生活安全パトロール」、③夏休み中 25日間、市民センターの駐車場で実施され、昨年

はのべ 5,600人が参加し、校区名物である「ラジオ体操」、④10張のテントが並び、バザー

や演芸、総踊り等様々なイベントが行われる「志井夏祭り」、⑤子どもから大人・お年寄り

まで、校区中が熱狂的に参加する町内対抗体育祭である「校区体育祭」等がある（写真 3-

2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-2 ラジオ体操（左）・志井夏祭り（右）の模様（小倉南区自治総連合会・小倉南区環

境衛生協会連合会 HP11） 

 

2.2 校区の防災計画づくりの取組 

 

「まちづくり推進事業」では、2011年の東日本大震災の教訓を踏まえ、2013年度から地

域防災力の向上を目的として、北九州市危機管理室12が推進している事業であり、以下のよ

うな取組が展開された。 

2013 年 5 月に有識者と各団体の代表等が災害に強いまちづくりについて議論するために

設けられた「まちづくり懇話会」において、地域防災力向上のためには、市民の防災意識の

高揚と新たな担い手の育成が課題であると指摘された。また、一般の住民が自発的に参加し

て、行政区ごとに「まちづくり車座集会」が開催された。そして、「まちづくり懇話会」及

び「まちづくり車座集会」での意見交換を踏まえ 、2014年度から、「まちづくり推進事業」

の中で、「会議運営支援事業」及び「人材育成事業」が実施されている 。 

                                                   
11 http://kaze-minami.com/（再掲） 
12 北九州市の危機管理課の定員は課長 4 人、係長 7 人、職員 9 人の計 20 人。同課の事業費は、2017 年度

は１億 8,900万円（前年度 3,501 万円増）であり、うち、まちづくり推進事業の 2017年度の当初予算額は

1,200万円（前年度同額）となっている。北九州市 HP参照。 
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まず、「会議運営支援事業」は、地域ぐるみの防災ネットワークの構築を目的としたもの

であり、「地区 Bousai 会議」開催、地区防災計画作成、防災訓練実施等を想定しており13、

住民主体で防災活動の活性化や地区防災計画の策定を支援する取組である。 

具体的には、「みんなで力を合わせ、互いを思いやり、自然災害の犠牲者ゼロの校区にし

よう」を校区の目標とし、地域の特性を踏まえた地区防災計画を小学校区単位で作成するモ

デル事業であり14、2014 及び 2015 年度のモデル校区である 4 校区（門司区田野浦校区、小

倉南区志井校区、若松区二島校区、戸畑区鞘ヶ谷校区）では、地区防災計画の作成や情報伝

達から開始する避難訓練を行った15。また、2015 及び 2016 年度のモデル実施校区である 3

校区（小倉北区足原校区、八幡東区高槻校区、八幡西区塔野校区）では、地区防災計画のた

たき台の作成のほか、地域住民の連絡網の再構築、訓練継続のための仕組みの検討等を行っ

た。 

                                                   
13 事業の対象となった校区では、各校区の特性に応じて防災訓練のメニューの工夫が行われている。例え

ば、小倉南区志井校区では、同校区まちづくり協議会の大迫隆典会長（詳細は後述）が主導して、小学校等

と連携して、コミュニティの避難訓練を実施しており、小学生等の子供も一緒に防災訓練に参加している。

『RKB毎日放送』2016年 12月 14日放送「地域で取り組む災害対策 志井校区自治連合会」参照。 
14 「校区」とは、西日本等で児童・生徒の公立学校の通学区域のことを指し、東日本では「学区」という

こともあるほか、北陸や北海道の一部では「校下」いうこともある。『大辞林（第三版）』、NHK放送文化研

究所 HPのメディア・放送部用語解説：https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/term/050.html 参

照。また、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令」（昭和 33 年政令 189 号）5 条 2

項及び同法律施行規則 1条 1項 1号（昭和 33年文部省令 21号）では、「通学区域」という用語が、定義を

置くことなく使用されているが、文部科学省の用語解説では、「就学校の指定をする際の判断基準として、

市町村教育委員会があらかじめ設定した区域をいうが、その基準については、法令上の定めはなく、就学

校の指定が恣意的に行われたり、保護者にいたずらに不公平感を与えたりすることのないようにすること

等を目的として、道路や河川等の地理的状況、地域社会が作られてきた長い歴史的経緯や住民感情等それ

ぞれの地域の実態を踏まえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されている」と解説されている。

文部科学省 HP：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-sentaku/06041014/002.htm 参照。防災の分

野では、本章で紹介した北九州市の事例のように、小学校の通学区域を防災活動の単位として想定する場

合が多いように思われる。この点、公民館を中心に防災活動が行われる場合もあるが、公民館制度の対象

区域については、文部科学省の「公民館の設置及び運営に関する基準」やその解説書では、一般的に市で

あれば中学校の通学区域、町村では小学校の通学区域を考慮することとされている。なお、地域福祉分野

では、福祉サービスを含めた生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で利用されるべきであり、

その圏域は、「おおむね 30 分以内に駆けつけられる圏域」を理想的であるとし、中学校区を基本としてい

る（厚生労働省地域包括ケア研究会 2008: 6）。地域福祉の分野では、多くの住民が通った経験がある身近

な機関であり、地域ぐるみの活動が可能であるということで、中学校区が日常生活圏域として想定されて

いるようである。一方で地域防災の場合は小学校区での活動が主であるように思われるが、これは、災害

時の避難所で地域防災の拠点であること、つながりが形成しやすく顔の見える関係を作りやすいこと、住

民同士の意識の共有を図りやすいこと、身近に感じられ、多様な活動を行う上で一体性を保つことができ

ること等の小学校区の特色が表れているように思われる。なお、小学校区単位で実施されている神戸市の

「防災福祉コミュニティ」のように防災と福祉を組み合わせて小学校区単位で圏域を設定している例もあ

ることに留意が必要である（忍・小山 2016: 10）。このほか、京都の「元学区」は、日本で最初に創設され

た 64校の番組小学校を起源とし、明治期から戦中まで小学校運営・行政機能の一部を担う地域単位であっ

た学区であり、戦後、小学校の新設や統廃合が進み学区域も変わってきているため、元学区と呼ばれてい

るが、現在は、元学区は直接の行政機能を有していないが、自治連合会、体育振興会や社会福祉協議会、自

主防災組織等地域行政・住民自治の単位として用いられており、防災でもコミュニティの防災計画作成の

単位とされている（内閣府 2014ｂ: 27）。 
15 例えば、志井校区では、自主的に防災研修を定期的に開催しており、防災に備える住民の意識は高く、

毎回 200 人程が参加している。さらに、自発的に地域の危険な箇所を記したハザードマップを作成してい

る。『RKB毎日放送』2016年 12月 14日放送「地域で取り組む災害対策 志井校区自治連合会」参照。 
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 これらの校区では、まちづくり協議会、町内自治会、市民防災会、社会福祉協議会、民生

委員、福祉協力員、学校、PTA、企業、福祉施設、NPO、外国人、障害者、子育てをしている

人、学生16等による住民自らの手による地区防災計画の作成を目指した議論や実践活動を行

うための「地区 Bousai会議」が開催され議論を行った。その特徴としては、①小学校区を

基本とし、既存の団体にとらわれることなく、②防災をテーマにあらゆる人が参画し、③子

供を巻き込んで活動の継続や実施意欲の向上を図り、④地域住民主体の共助による防災活

動を促進するため、⑤行政でも地域でもない第三者によるファシリテートを活用したこと

である。 

 取組内容については、片田教授の提案を受けて、各校区の住民は、地域（共助）で主体的

に命を守る 4つのステップとして、①みんなで災害の兆しに気づく、②みんなで逃げること

を決める、③みんなで避難することを伝える、④みんなで助け合って行動・避難する、を実

践することとした。 

 そして、各校区の住民は、「地区 Bousai会議」の実施→訓練の実施→校区の地区防災計画

の作成→会議の実施というプロセスを繰り返し、PDCA サイクルを重視して、地域での防災

活動の継続に取り組んでいる。 

 このような地域住民主体の取組の成功を受けて、北九州市では、これらのモデル地区での

取組で得た成果・課題・ノウハウを検証し、支援事業の将来的な一般事業化を予定している。

2016年の熊本地震以降、本事業に対する北九州市民の取組が進んでおり、2017年度も 7校

区が指定された。 

 

2.3 人材育成の取組 

 

 「人材育成事業」は、地域住民、市、大学等が連携して、地域での防災活動における新た

な担い手を育成するための取組である。具体的には、北九州市立大学での防災科目開講、公

開講座実施等がある。この取組は、2014 年度から次世代の地域防災の担い手である市内の

大学生を対象として実施されている。 

取組実施の初年度の 2 日間にわたる公開講座では、1日目は、片田教授の講義と大学生同

士の地域防災をテーマとしたワールドカフェ形式17による意見交換、2日目は、「地域協働に

よるまちづくり」をテーマとした藤澤健児一般社団法人九州防災パートナーズ代表理事の

                                                   
16 学生による自発的な取組例としては、例えば、北九州市立大学の学生による防犯・防災プロジェクト 

（MATE’s）では、大学生が主導して、地元の小学生とともにまち歩きを実施し、小学生と一緒に危険な場

所を見分けるための「地域安全マップ」を作成する取組を実施している。北九州市立大学 HP：

http://www.kitakyu-u.ac.jp/421/labtimes_02.pdf 参照。 
17 Juanita Brown と David Isaacs によって開発・提唱された話し合いの手法であり、①カフェのようにリ

ラックスした雰囲気で特定のテーマについて対話を行うこと、②互いの意見を否定せず尊重することで互

いのつながりを意識し、そこで生まれる場の一体感を味わうこと、③メンバーの組み合わせを変えながら

小グループの話し合いを続け、参加者全員が話し合っているような効果を得ること等の特徴があげられる

（Brown et al.2005）。 
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講義や災害時の避難所運営の体験カードゲーム HUGを実施し、合計で 90分授業を 4コマ実

施した。これには市内 7大学から 67人の地域の防災活動に興味を持つ学生が自主的に参加

した。 

 その後、受講した大学生のうちの希望者がモデル校区の「地区 Bousai会議」に学生アド

バイザーとして参加し、地域防災の在り方の検討に学生の声が反映されるようになった。 

 この取組の成功を受けて、「まちづくり懇話会」から人材育成プログラムのさらなる充実

について提言が行われた。そして、北九州市立大学と北九州市では、「防災の連携協力に関

する協定」（2015年 3月 11 日）18に基づき、2015年 4月から、正規授業として防災科目（教

養科目）「地域防災への招待」を開講した。同大学で開講した理由は、前述のプログラムに

参加した学生が最も多かったほか、北九州市内唯一の総合大学であり、文系・理系の双方か

らのアプローチが可能であること等があった。 

 防災は、文系及び理系にまたがる学際的な分野であり、現場の実務の知識が不可欠である

ことから、同科目では、地震、風水害等の代表的な災害のメカニズム、自然災害に対する北

九州市の防災体制等について、北九州市立大学及び北九州市役所等の学者や専門家が計 15

回の授業を行うこととした19。また、講義の中では、市民・地域主体の防災についても学ぶ

ため、避難所運営等のワークショップや学生同士の地域防災に関する議論の場を設けた。

2015 年度は北九州市立大学の 1 年生のみを対象に実施したところ、受講者は 22 人であっ

た。なお、授業の最後の 2コマについては、他大学の学生も学ぶことができるように北九州

市危機管理室主催の公開講座とリンクさせ、片田教授及び藤澤理事を講師として招いて、

2014年度と同様の講義を行った。2015年度の公開講座には 7大学 73人が参加した。 

2016年度の北九州市立大学での正規の受講者は 81人にのぼった。また、授業のうち２コ

マを利用しての公開講座には、6大学 99人が参加した。2017年度には、7月 15日に大学生

を対象にして「地域防災への招待」という公開講座を実施しており、片田教授及び藤澤理事

を招いて、講演「防災が地域を変える、社会を変える」及びグループワーク「大学生の地域

防災 私たちだからできること、したいこと！」（大学生同士で地域防災をテーマに意見交

換）が実施された。公開講座を受講した学生には、受講修了証が発行され、また、大学生の

意見を地域活動に取り入れる観点から、「地区 Bousai会議」に大学生アドバイザーとして参

画するように働きかけが行われている。なお、大学生アドバイザーの同会議への参画は、

2014年度に延べ 67人、2015 年度に延べ 85人となっている20（写真 3-3）。 

                                                   
18 協定の具体的な連携内容は、人材育成に関すること、防災活動を通じた地域貢献に関すること、学術研

究に関すること、その他双方が必要と認めることであった（北九州市危機管理室 2016: 16）。 
19 授業内容は、①危機管理と地域防災の基本概念、②気象と地震、③北九州市の防災体制と減災への取組、

④避難所運営ゲーム：HUG、⑤防災と河川、⑥大災害と消防、⑦学校における防災教育、⑧産学官連携によ

る消防技術の革新、⑨組織の防災能力の見える化、⑩都市防災、⑪ジェンダーと防災、⑫災害のメンタル

ヘルス、⑬大学生でもできる防災・災害ボランティア、⑭・⑮公開講座であった。 
20 講座の内容・設置経緯、参加者数の推移、受講者の反応等については、北九州市危機管理室（2016）の

ほか、北九州市チラシ「みんな de Bousai人材育成事業 地域防災への招待：公開講座参加者募集」、「第

6回みんな de Bousai まちづくり懇話会資料」（2016年 7月 23日）、北九州市防災会議会議録（2017年 2
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写真 3-3 公開講座の模様（北九州市立大学南博教授提供） 

 

2.4 二つの取組の成果 

 

これらの取組の結果としては、例えば、避難情報の連絡網を確認していく中で避難訓練の

参加者が約 250 人から約 550 人へと倍増した八幡西区塔野校区、防災に熱心に取り組む中

で町内自治会の加入者が増加した小倉南区志井校区、地域の福祉施設が町内自治会へ加入

し緊急避難場所として住民を受け入れることを決めた戸畑区鞘ヶ谷校区のように特徴のあ

る事例が出てきている。また、本事業を通じて、市と、地域活動を実施している NPOや大学

生等との協働関係も作られたといわれている21。  

なお、2016 年度に人材育成事業による公開講座を受講した学生からは、災害を他人事だ

と思わないことが防災への第一歩だと気づいた、自分が住んでいる場所についてもっと知

ろうと見直せるいい機会になった、色々な考えを持つ人たちと身近な話題について話し合

えて良かった、防災に関する知識を家族や友人に広め災害が起こった時に一番に動くこと

ができる人になりたい、命を落とさないようにどうしていけばいいのかをもっとよく考え

たい等の感想が寄せられた22。 

                                                   
月 8日） 

:http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kiki-kanri/13800102.html、北九州市立大学環境技術研究所 HP：

http://www.env.kitakyu-u.ac.jp/ja/shoubou/lecture.html等参照。 
21 内閣府防災「TEAM防災ジャパン」への入門真生（いりかど・まさお）氏（北九州市消防局門司消防署警

防課消防司令補主査）のリレー寄稿参照。同氏は 1984年生まれ、小倉北区出身で、2007年北九州市消防局

入局後、2014 年 4 月～2016 年 3 月まで北九州市危機管理室で地区防災計画の推進を担当。「まちづくり推

進事業」の立ち上げに参加。現在は地区防災計画に関する職務から離れているが、プライベートで NPO 法

人「好きっちゃ北九州」の副理事長として、モデル校区の「ファシリテーター」を務めている。 
22 北九州市危機管理室（2016）15-16 頁、北九州市チラシ「みんな de Bousai 人材育成事業 地域防災へ

の招待：公開講座参加者募集」等参照。 
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2.5 関連シンポジウムでの議論 

 

 2017年 7月 13日に西日本総合展示場で開催された北九州市立大学及び下関市立大学によ

る「平成 29年度関門地域共同研究会成果報告会シンポジウム」では、北九州市立大学地域

戦略研究所の南博教授23の司会の下、「地域防災と復興」をテーマとしてシンポジウムが開

催された。 

 本シンポジウムは、2016 年の熊本地震は、関門地域の市民及び団体・企業・教育機関等

にも大きなショックを与え、2011 年に発生した東日本大震災からの復旧・復興は、未だ道

半ばの状態にあり、日本社会に様々な影響を与えているが、関門地域においても、菊川断層

帯、小倉東断層、福智山断層帯等の活断層が存在し、また、南海トラフ地震が発生した場合

は、強い揺れや津波の発生が想定されていることから、地震が「いつ、どこで発生しても不

思議ではない」と考え、行政や防災関係機関はもとより市民が主体となって様々な備えを行

うことが急務となっており、関門地域外で発生した地震に対しては一層の円滑な支援の充

実を図っていくことも必要であるほか、地震以外でも風水害をはじめ様々な自然災害へ備

えておくことが求められることから、関門地域共同研究会では「地域防災と復興」をテーマ

にシンポジウムを開催し、熊本地震や東日本大震災を踏まえた「関門地域における防災のあ

り方やまちづくりの方向性」等について議論をすることとしたものである。 

 この中では、内閣府で「地区防災計画制度」の企画立案に携わった西澤氏のほか、2016年

度まで北九州市危機管理室危機管理課防災企画係長として北九州市の地区防災計画づくり

を推進した梅木久夫警防係長、前述の授業科目「地域防災への招待」の担当教員である北九

州市立大学地域共生教育センターの村江史年特任講師24、そして、同大学の学生による「防

犯・防災プロジェクト（MATE’s）」のメンバーである森茂梨萌氏25（同大学法律学科 3 年）

等26によって、地域コミュニティの防災活動の重要性や地区防災計画の在り方について議論

が行われた。 

 西澤氏の「地区防災計画制度」の意義とその特徴に関する説明を受けて、梅木係長及び村

                                                   
23 専門分野は都市政策・地域活性化。1994 年 4 月から 2007 年 3 月まで都市銀行系シンクタンクを経て、

2007年 4月に北九州市立大学に着任。福岡県行政改革審議会委員、北九州市国土強靱化地域計画有識者会

議構成員等を歴任。 
24 専門分野は地域連携・防災教育。2008 年 4 月から 2015 年 3 月まで公益財団法人で、企業との CSR 連携

や災害時の復興支援等に従事し、2015年 4月に北九州市立大学に着任。地域共生教育センターで大学生と

地域をつなぎ多様な課題解決プログラムをコーディネートしており、「まちづくり推進事業」では、学生達

と市内数カ所に入り地域住民と一緒に防災計画を策定。 
25 宮崎県都城市出身。北九州市立大学地域共生教育センター(421Lab.)内にある防犯・防災プロジェクト

(MATE’s)に所属しており、現在プロジェクトリーダーを務める。また、「まちづくり推進事業」では学生サ

ポーターとして八幡東区高槻校区の防災計画策定に参与。北九州市防災会議委員を務めているほか、小倉

南区女性消防団にも所属。 
26 なお、本章では関係する議論を省略しているが、水産経済学や産業振興の観点から、東日本大震災の被

災地における漁業の復興の在り方について濱田英嗣下関市立大学附属地域共創センター長もパネリストと

して参加した。 
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江講師は、これまでの北九州市の「まちづくり推進事業」の 2つの取組について、住民主体

の「地区 Bousai会議」での地区防災計画づくりの活動や北九州市と北九州市立大学との連

携事例等について説明を行った。そして、地域コミュニティにおける住民の主体性を重んじ

た行政の側面的な支援の重要性や、大学の研究者及び大学生が、地域コミュニティの取組に

参画することが、防災活動の活性化や地域コミュニティ全体の活性化につながったこと等

について報告した。また、北九州市立大学の学生である森茂氏からは、実際に熊本地震の被

災地でボランティア活動を実施した経験や、北九州市の地域コミュニティで小中学生と一

緒にエクスカーションを行い、防災計画づくりを進めていく中で、地域に対する思いが強く

なったことや、まわりの人と協力して取組を進めていく中で、共助に対する心構えが変わり、

防災活動を真摯にとらえるようになったことについて報告があった27（写真 3-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-4 平成 29 年度関門地域共同研究会成果報告会シンポジウムの模様（北九州市立大

学提供） 

 

3 北九州市小倉南区志井校区の関係者に対する半構造化面接法によるインタビュー調査

と SCATを用いた質的データ分析 

3.1 北九州市の防災担当者に対するインタビュー調査の背景と手順 

 

2017年 7月 13日のシンポジウムでの議論を踏まえ、梅木係長に北九州市の地区防災計画

づくりに関する情報提供を依頼したところ、2017 年 8 月 4 日に北九州市消防局でインタビ

ュー調査を受けていただけることになった。本調査全体は、共同で企画・実施したものであ

るが、主な調査全体の流れ、実施時期は以下のとおりである。なお、大半を金が中心になっ

て担当したが、⑤の一部等は西澤氏が中心になって担当した28。 

                                                   
27 2017年 7月 14日『読売新聞』朝刊（北九州版）「災害への備え 専門家ら訴え 小倉北でシンポ」参照。 
28 事後の補足調査の一部については、名古屋大学の林秀弥研究室の協力も得た。 
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①質問項目作成（企画立案・2017年 7月 18日～） 

②事前説明（アポイントメント、インフォームド・コンセントの徹底、ラポールの構築を

含む・2017年 7月 24 日～） 

③インタビュー調査の実施（2017年 8月 4日） 

④調査結果の記録（インフォーマントの了解を得て ICレコーダーPanasonic RR-XP007-w

で記録、手書きノート作成を含む・2017年 8月 4日～） 

⑤補足調査（メール等での追加情報収集、調査結果の再構成、確認依頼を含む・2017年 8

月 7日～） 

⑥最終取りまとめ（2017年 10月～）等 

 

インタビュー調査当日は、「まちづくり推進事業」を立ち上げ、地区防災計画制度を 2017

年 3 月まで担当していた梅木係長及び現在地区防災計画制度を担当している平田裕一郎北

九州市危機管理室危機管理課防災企画係長に対してインタビュー調査を実施した。 

 なお、本インタビュー調査でのラポールについては、前出のシンポジウムで西澤氏と梅木

係長が意見交換をしていたことや、両係長が、当方の過去の執筆物を読まれていたこともあ

り、ラポールの構築が事前にスムーズに進み、詳細なお話を伺うことができた。 

また、インフォームド・コンセントについては、事前及び事後に、調査手法、調査結果の

取り扱い、公表方法等について口頭で説明を行い、先方の了承を得た。 

 インフォーマントである梅木係長は、北九州市出身で、北九州市立大学法学部卒業。1991

年に北九州市消防局に入職し、1997年 4月から 1999年 3月まで自治省消防庁（現総務省消

防庁）へ出向し、国際協力や消防広域化、法令等の改正等を担当した。そして、1999 年 4月

に北九州市消防局に復職し、沖縄サミットでの消防警戒や、企業や大学と環境に配慮した消

火剤の開発等を担当した。その後、複数の消防署で特別救助隊長等を務め、2013 年 4 月か

ら北九州市役所に出向し、北九州市危機管理室危機管理課防災企画係長として「まちづくり

推進事業」等を担当した後、2017 年 4 月より北九州市消防局警防課警防係長を務め、2018

年 4月から、総務課広域連携担当課長に異動されている。また、平田係長は、福岡市南区出

身で、西南学院大学（福岡市早良区百道）卒業後に 2003 年に北九州市消防局に入職し、2017

年 4 月から梅木係長の後任として北九州市危機管理室危機管理課防災企画係長を務めてい

る（写真 3-5）。 
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写真 3-5 インタビュー調査中の梅木係長（写真中央）及び平田係長（写真左）（2017 年 8

月：調査同行者撮影） 

 

3.2 調査分析手法 

 

前述のように、本インタビュー調査は、「半構造化面接法」で実施した。これは、インフ

ォーマントが当該分野の専門家であり、積極的に調査への参加を求める方式が馴染むと考

えたためである。 

 インタビュー調査で事前に想定していた質問事項は以下の 11項目である。 

 

①「まちづくり推進事業」の意義及び特徴と地区防災計画づくりを目標とした理由は何か。 

②「まちづくり懇話会」から「まちづくり推進事業」発足までの経緯等住民主体の取組履歴

とその展開状況はどのようなものか。主導した住民等は誰か。 

③「まちつくり車座集会」の進め方と「地区 Bousai会議」の関係はどのようなものか。 

④「地区 Bousai 会議」の進め方と地区防災計画作成までのプロセスはどのようなものか。

ファシリテーターの役割はどのようなものか。 

⑤モデル校区の選定方法と進め方はどのようなものか。これまでの事業の成果と課題はど

のようなものか。27年度の進め方や継続の目途はどのようになっているか。 

⑥災害対策基本法に基づく地区防災計画策定の目途はどのようになっているか。モデル校

区中一番進んでいる校区はどこか。 

⑦モデル校区でうまく計画づくりが進んでいる要因は何か（例 リーダーの存在、地域要因

等）。 

⑧企業との連携が進んでいたり、企業主体の計画づくりの例はあるか（「まちづくり車座集

会」で企業が避難所提供を申し出た例があると聞いたが、どこの企業か。）。 

⑨やる気のない住民を巻き込んで住民の合意形成を図る際の難しさやコツは何か。 
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⑩防災活動と他の地域活動、地域活性化との関係はどのようになっているか。 

⑪北九州市立大学との連携の経緯はどのようなものか。 

 

インタビュー調査の内容の分析に当たっては、SCAT 及び頻出語分析・共起ネットワーク

分析を併用した。 

なお、ストーリー化に当たっては、インフォーマントの回答内容を回答者が使用した言葉

で記し、インタビュー時の発話のニュアンスをそのまま残すように整理した。なお、本章で

は、「です・ます」調でのやり取りについても、表記の統一の観点から、「である」調で表記

している（分析例は章末の表参照）。 

 

3.3 北九州市の防災担当者に対するインタビュー調査結果 

 

■まちづくり推進事業と地区防災計画づくり（質問事項①～④関係） 

 

「まちづくり推進事業」は、2013年に実施した市にある 7つの区での「まちづくり車座集会」

29と市レベルの「まちづくり懇話会」での議論を経て開始したものであり、2014 年から実施され

ている「地区 Bousai 会議運営支援事業」と「人材育成事業」が二本柱になっている。この事業

は、北九州市防災会議でも承認され、北九州市地域防災計画にも掲載されている（図 3-4、写真

3-6）。 

「まちづくり懇話会」ができたのは、2015 年の災害対策基本法改正で地区防災計画ができる

１か月前。ちょうど、法律で地区防災計画制度が規定されたので、「地区 Bousai 会議」での取組

目標を地区防災計画づくりにした。なお、「まちづくり懇話会」は、これまで 6 回開催されてお

り、現在は、地区防災計画モデル事業の取りまとめ（地区防災計画の一般事業化等）の段階であ

る30。 

「地区 Bousai 会議」は、片田教授の提案により、「4 つのステップ」（①いつもと違う何かに

気づく→②地域で逃げる場合のルール化→③情報網の整備による地域での避難情報の共有→④

地域で助け合って安全確保のために避難（地域での要援護者の支援やマンションでの在宅避難

等状況に応じた避難を含む。）を骨格として進めており、これに基づいて、各地区で半年間に５

回の会合を実施し、地域住民が話し合いをして、地域で地区防災計画を決める仕組みになってい

る。期間や回数を限定しているのは、間延びしないように、また、地域の負荷の問題を考慮した

ものである。なお、「地区 Bousai 会議」には、まちづくり協議会とか自治会に入っていない人も

含めて多様な人に入ってもらいたいと思っている（図 3-4）。 

                                                   
29 2013年度に各区で 1回ずつ行っただけで、今は行われていない。ただ、同集会で意識が高いと思われた

校区がその後のモデル校区事業を実施しており、取組の趣旨は、「地区 Bousai 会議」に受け継がれた部分

もあると思われる。 
30「第 6回 みんな de Bousai まちづくり懇話会」（2017年 7月 23日）資料参照。 
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会合の内容は、計画のひな型を含むマニュアル（後述）に基づき、1か月おきに 5 回の会合を

実施することを想定しており、1・2 回目の会合で話し合いを行い、それを踏まえて 3 回目の会

合で訓練を実施し、4・5 回目の会合で訓練の結果を計画案にフィードバックするという流れに

している。訓練は、各校区とも秋から冬に実施することが多い。市側からは、最後の会合（2014

～2016年度は 2 年単位で実施しており、通算 10 回目の会合）のときに、ひな型に書き込んだ地

区防災計画をセットして、「当該地区は、スタートラインに立った段階であるが、今後は、地域

自らで進めていただきたい。」とお願いしている。なお、事業終了後 2 年間は、フォローアップ

の期間として、NPO 等の専門家を「ファシリテーター」として派遣できる仕組みがある。 

「ファシリテーター」は、片田教授からレクチャーを受けた専門家で、地区の取組のフォロー

アップの際に派遣しており（専門家派遣事業）、さらなる養成を進めたいと考えている。「ファシ

リテーター」には、NPO の藤澤健児氏や行政関係者等合計 12人いるが、「4つのステップ」に沿

った運営パッケージ（マニュアル）を踏まえて、各地区での会合を進めている。マニュアルは、

お見せすることしかできないが、ステップごとにその取組の必要性を説明し、地域住民のイメー

ジを具体的に作るためのパワーポイント資料や住民が説明を受けた後にステップを進めるため

の記入用紙をつけている。この中には、地区防災計画のマニュアル（ひな型）もあり、これに各

地区の地域住民が自ら記入してもらって進める形にしている。 

初年度は、4つのモデル地区で自由に議論して進めようとしたが、議論の方向性がバラバラに

なってうまくいかなかったので、このような進め方に統一した。各モデル校区の進み具合である

が、1 か月ごとに会合を実施し、毎回宿題を出して各校区で検討をいただくが、実は、なかなか

決められないところもあり、進めるのは簡単ではない。 

校区を地区防災計画の活動範囲にしたのは、避難所等は小学校の体育館をあてている場合が

多く、また、地域での活動が継続していくためには、一定の大きさが必要であるためである。な

お、北九州には小学校区は 132ある。 
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図 3-4 まちづくり推進事業の全体像（北九州市危機管理室資料） 

 

 

写真 3-6 北九州市の地区防災計画と運営パッケージ（筆者撮影） 
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■これまでの各モデル校区の取組状況（質問事項⑤～⑧関係） 

 

 2014～2015年度の最初のモデル地区である 4校区は、「まちづくり車座集会」で地域住民から

自発的な防災活動に関する発言が出る等意識が高いと思われる特徴のある校区に市役所側が声

をかける形で選定した。 

①門司区田野浦校区は、海に近く過去台風による高潮の被害を受けたことがある。 

②小倉南区志井校区は、河川氾濫や土砂崩れが想定災害とされている。自治連合会の会長等を

やられている大迫隆典会長の影響が大変大きいと思う。熱心に皆のために活動されていて、河川

清掃とかの活動が防災活動にまで拡大していき、地域防災力が向上した。マンションも一軒家も

あるので、新しく移ってきた住民も積極的に受け入れて町内自治会の加入者を増やした。市民セ

ンターで活動して、校区全体で良い人間関係を構築している。 

③若松区二島（ふたしま）校区は、土砂災害のイエローゾーンがある。 

④戸畑区鞘ヶ谷校区は、他のモデル校区と比較して自然災害の危険が高くはないが、新しい住

宅街と古い住宅街が融合した地域である。福祉施設が避難場所を提供してくれた事例がある。 

しかし、このような特徴を出して地区防災計画づくりをしていこうとしたが、うまくいかなか

った。海に面した校区でも、山も近くにあるということもあり、住民の防災に対する意識の方向

性が違うところがあった。また、逆にどこの校区にも共通して想定される災害も多く、これらは、

「4つのステップ」で考えていけば、突発的に起こる地震以外はどれも備えたりして、対応でき

るので、地域特性よりは、むしろ、各校区の危機意識があるか否かとか、やる気とか、防災活動

の実行のほうが、地区防災計画づくりに当たっては、重要であるように思った。 

2015～2016 年度のモデル地区 3 校区は、2014～2015 年度にモデル地区を出していない残り 3

つの行政区で説明会を実施し、希望のあった校区にお願いし、市内 7 行政区全てに 1つずつモデ

ル校区を作った。 

⑤小倉北区足原校区は、最初は、「地区防災計画のような話は、行政がやるべき仕事だ。」とい

う住民の意見が強かったが、会合を重ねるにつれて住民の意識が変化し、「地区防災計画づくり

のような地域の活動が重要だ。」と考える住民が増加していった。 

⑥八幡西区塔野校区は、元市議会議員が中心になって進めているところだが、市議会時代のこ

ととは関係なく、地域に対する思いで進めているように思う。校区内に二級河川（金山川）が流

れているほかは、これといった災害のない場所だが、河川近くに障害者施設があり、防災を通じ

て地域との連携が見られる。 

⑦八幡東区高槻校区は、市内でも土砂災害（特別）警戒区域が多い地域で、河川もあることか

ら、自然災害の危険性が高い地域である。 

各モデル校区の状況については、自主防災組織の会長や防災リーダーが中心のところもあれ

ば、市民センターが中心のところもあるので、校区によって特徴は多様である。地域で話し合っ

ていく中で、地域のありようが防災にあらわれてくるように思う。比較は難しいが、取組が一番
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進んでいるのは、あえていえば②小倉南区志井校区だと思うが、長く活動を行われている大迫会

長がいる影響が大きい。この校区は、文教地区で学校を巻き込んでやる等特徴が出ているし、催

しをやっても 100人もの住民が集まる熱心な校区である。 

 

（参考）北九州市の小学校区（計 132）行政区別一覧（下線が 2014～2016年度モデル校区） 

門司区 18（伊川、大積、小森江西、小森江東、白野江、大里東、大里南、大里柳、田野浦、西

門司、萩ケ丘、柄杓田、藤松、松ケ江北、松ケ江南、港が丘、門司海青、門司中央、） 

小倉北区 22（藍島、足原、足立、泉台、到津、井堀、今町、北小倉、貴船、清水、霧丘、小倉中

央、桜丘、三郎丸、寿山、富野、中井、中島、西小倉、日明、南丘、南小倉） 

小倉南区 26（市丸、合馬、長行、企救丘、北方、朽網、葛原、広徳、志井、城野、新道寺、すが

お、曽根、曽根東、高蔵、田原、徳力、長尾、貫、沼、東朽網、守恒、湯川、横代、

吉田、若園） 

若松区 15（青葉、赤崎、江川、鴨生田、小石、修多羅、高須、花房、花房安屋、ひびきの、深町、

藤木、二島、古前、若松中央） 

八幡東区 11（祝町、枝光、大蔵、河内、皿倉、高槻、高見、槻田、花尾、ひびきが丘、八幡） 

八幡西区 32（青山、赤坂、浅川、穴生、池田、医生丘、永犬丸、永犬丸西、大原、折尾西、折尾

東、香月、楠橋、熊西、黒畑、黒崎中央、上津役、木屋瀬、竹末、千代、筒井、塔野、

中尾、鳴水、則松、萩原、引野、星ヶ丘、本城、光貞、八児、八枝） 

戸畑区 8（あやめが丘、一枝、大谷、鞘ヶ谷、天籟寺、戸畑中央、中原、牧山） 

 

■2017 年度からの特徴（質問事項⑤関係） 

 

2017 年度からは、一般事業化とし、実施校区を公募し、申込のあった７校区で実施すること

が決まった。なお、従来は 2 年単位であったが、3 年間のモデル事業での経験を踏まえ、１年単

位で実施することにした。各校区の特徴は以下のようになっている。 

 ①門司区大積校区は、校区全体が山に囲まれ、土砂災害警戒区域・特別警戒区域に位置する住

宅が多い。1953（昭和 28）年の水害では当校区で 12名の死者が発生している。また、木造住宅

が多いことから、緊急避難場所となり得る場所も少ない。校区人口のうち高齢者が占める割合は

39%となっている。 

 ②小倉北区北小倉校区は、校区の西側を南北に境川が流れ、大雨と満潮が重なると氾濫する。

子供が年に 1回高齢者宅を訪問し交流を図る福祉活動（小学校お助けマン事業）が実施されてい

る。校区人口のうち高齢者が占める割合は 35%となっている。 

 ③小倉北区中島校区は、過去に校区内複数の場所で内水氾濫が発生している。また、古い木造

住宅が密集している場所があり、地震や火災による被害拡大の懸念もある。校区人口のうち高齢

者が占める割合は 26%となっている。 
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 ④小倉北区泉台校区は、国道 3号線を境に平地と傾斜地に別れており、傾斜地の一部分が土砂

災害警戒区域・特別警戒区域である。地域の各組織間のつながりが非常に弱い。校区人口のうち

高齢者が占める割合は 29%となっている。 

 ⑤八幡東区高見校区は、1 校区に 2つの自治会があり、防災に対する温度差がみられる。校区

の一部が土砂災害警戒区域・特別警戒区域に指定されており、また、校区中央を流れる板櫃川が

過去に氾濫している。校区人口のうち高齢者が占める割合は 36%となっている。 

⑥八幡東区八幡校区は、1校区に 2 つの自治会があり、校区の一部が土砂災害警戒区域・特別

警戒区域に指定されており、小中学校への通学路がこの区域に入っている。校区人口のうち高齢

者が占める割合は 36%となっている。 

 ⑦戸畑区中原校区は、1 校区に 2 つの自治会がある。校区には特にハザードは見られないが、

過去の台風で一部浸水が発生した場所がある。また、木造住宅が多いことから火災が懸念される。

校区人口のうち高齢者が占める割合は 29%となっている。 

 

■地域のやりたい気持ちとプロセスを重視（質問⑨関係） 

 

事業の特徴は、地域の防災活動について、行政がやるだけでなく、地域の主体性を大切に、そ

の主体性を活用するようにしている。行政の呼びかけだけでは一過性のある活動になってしま

い。住民自身がやらないと、結局は、うまく動かない。例えば、各校区での避難訓練でも、行政

の呼びかけだけでは、100 人集めるのも大変だが、校区の住民たちが自分たちで呼びかけると 500

人規模で住民が集まる。法律で地区防災計画制度ができたので、地域での取組を進めようとして

も、地域住民からみると「行政の仕事だ」ということで反発を受けることも多かったが、役所が

主導でやるのと、地域住民が自らやるのとでは、訓練への参加人数も異なってくるので、地域の

主体性が重要である。 

「地区 Bousai 会議」による地区防災計画づくりの仕組みは、計画をつくるプロセスを重視し

ており、計画を決める過程で住民が皆で実践していくことが、後々地域に大きなメリットをもた

らすと考えている。 

埼玉県戸田市では、地区防災計画づくりをやりたいと考えている住民が積極的に取り組んだ

ことから、町内会・自治会単位での地区防災計画づくりが進んだが、それが、周辺の取組が遅れ

ている町内会・自治会の住民にも影響を与えて、広く取組が進んでおり、そのような例を参考に

している31。一方で。実行力に問題があるのかもしれないが、行政区単位での地区防災計画を目

指している相模原市は、やや方向性が異なっているように思う。 

 

 

                                                   
31 群馬大学時代の片田教授が指導したことから群馬大学にオリジナル HP がある。同大学 HP：

http://dsel.ce.gunma-u.ac.jp/toda_ws/cont-30.html参照。 
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■福祉施設や学校と連携し、地域のつながりを再構築（質問事項⑩関係） 

 

地域住民が避難の際に福祉施設を利用させてもらう一方で、福祉施設の要支援者のために非

常時に車椅子を押してあげるというような地域住民と福祉施設の連携の事例がある。普段から

地域住民の近くに施設があるにもかかわらず、地域住民も施設側もそのことを意識しないこと

が多いが、地区防災計画づくりという防災活動がきっかけになって、そのような地域の内情を見

つめなおし、いざというときに備えて、地域における互いのつながりを再発見して、地域のつな

がりをうまくつなぎなおすような効果も出ているように思う。 

北九州市と北九州市立大学が協定32を結んでうまく連携して講座「地域防災への招待」を開設

できた背景には、自分（梅木係長）の母校だったこともあるが、当時の危機管理監が同大学理事、

危機管理室長が同大学事務局総務課長の経験者で、教育や文化に造詣が深く、関係方面と人間関

係を構築していたことが影響したと思う。 

当該大学の講座は半期 15コマであるが、最後の 2コマは市の公開講座と合同開催することに

した。もともと市の公開講座自体は、2014 年に市が片田教授等と始めたが、市の公開講座だけ

では続かない懸念があったので、2015 年から大学の授業と連携させて、セットの形にした。な

お、当該講義については、多様な分野の先生方が自ら希望されて講師を担当している。公開講座

は順調で、今年（2017 年）7 月 23日の講座も 80人以上の参加者があった。授業化したのは、防

災活動の継続の手段として有用だったが、一方で、講師の先生方は、授業後の関係者による懇親

会で、人間関係を構築することを楽しみにされている。 

北九州市は、消防局とは別の組織として、「危機管理室」が存在している。これは、もともと

は消防局内にあったものだが、東日本大震災以降、市長部局の組織として、独立させており、地

区防災計画への取組は、危機管理室が担当している。危機管理室のトップは「危機管理監」だが、

公開講座の受講者には、片田教授と危機管理監の署名の入った修了証を出している。地域防災力

は人間力でもあり、学生さんを育てて、「地区 Bousai 会議」で活躍してもらう仕組みにしてい

る。学生さんにとっては、防災を通じて、地域活動や人間関係を体験することが社会に出てから

役に立つと思う。また、それが、地域防災力のアップにもつながるので、学生さんと地域で互恵

関係になる。なお、熊本地震の際には、短期間支援に行ったが、発災直後の授業でそのときの写

真を見せて講義をすると、学生の食いつきが良かった。熊本地震後は、学生さんの防災意識の高

まりが感じられる。 

地域の防災活動を考えると、大学生や子供の参加は、地区の住民にとって重要で、彼らが参加

していると、地区の大人はいいかげんなことができないのでがんばることになる。本当は、地区

の住民にとっては、同じ地区の若者に参加してもらうのがいいが、それが必ずしも容易でないの

で、市と地区が一体となって、市内の大学生に参加をお願いしているが、その影響は大変大きい。

また、小学校の土曜の訓練等と連携して地域の防災活動を行うと、小学生の前でいいかげんなこ

                                                   
32 「公立大学法人北九州市立大学と北九州市との防災に関する協定」（2015年 3月 11日）参照。 
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とはできないと大人もがんばるし、訓練後に、同じ方向に住む大人と小学生が一緒に帰ると世代

をこえて人間関係ができる。また、志井校区では、幼稚園児を巻き込んでいるが、幼稚園児が「が

んばれ」と言っていると、大人もいいかげんなことはできない。活動の継続に当たっては、本当

に子供が核になる。 

前出のシンポジウムでシンポジストを務めた北九州市立大学 3 年の森茂（もりも）さんは、同

大学の地域活動を担当する地域共生活動センターのラボにあるサークルのうち、防災防犯をや

っているサークルの防災リーダーであり、高槻校区の地区防災会議の委員のほか、北九州市防災

会議のメンバーで、防災活動を若手女性に普及させるために協力してもらっている。 

 

■有識者・市幹部・市議会議員の役割（質問事項②関係） 

 

有識者の役割については、本事業は、片田教授の提案を受けて進めてきた。もともと、東日本

大震災前から片田教授とは、JICA の海外研修等に参加した北九州市職員と面識があったことか

ら、片田教授に市での講演等をお願いしていた。東日本大震災以後は、釜石市に北九州市の職員

を支援のために派遣して「釜石デスク」を設置しており、「釜石つながり」もあった。そのよう

なこともあり、東日本大震災後に北九州市の地域防災計画の見直しに関する会議の座長をお願

いしており、続けて「まちづくり懇話会」の座長をお願いした。その後、「まちづくり懇話会」

の議論を踏まえ、片田教授がファシリテーターになって 7つの区で「まちづくり車座集会」を行

い、それを踏まえて 2014 年から「まちづくり推進事業」を実施した。現在、片田教授は、北九

州市の国土強靭化会議の座長もやっており、国土強靭化計画の中にも全校区で地区防災計画づ

くりに取り組むことを盛り込むことになっている。 

市長が片田教授の提案を高く評価して、取組が本格化したが、地区防災計画制度が創設された

ことを受けて、市議会からも強い要望があり、取組が加速されてきた面もある。 

 

■担当行政官のやりがいと行政 OB の活躍（質問事項⑨関係） 

 

担当行政官は、「地区 Bousai 会議」を支援するが、同会議は、平日 19時から実施することが

多く、暗くなってから、勤務時間外に地域の支援に行くことになるほか、月に 1回のモデル地区

の会合の前後にも関係者の会議が多数あるので、その前後にやるべきことが多い。まれに土曜日

に会議を開催することもあり、正直、担当行政官は、結構大変だが、皆が喜んでいる姿をみると、

それ以上に大きなやりがいがある。 

2014 年に北九州市民で初めて防災担当大臣表彰をもらった志井校区の大迫会長は、市職員の

OB であるし、地区によっては市議会議員 OB がいる等行政関係の OB は地域で長く防災活動をし

ている例がある。なお、大迫会長は、住民のリーダーとして、校区の市民センターを中心に良好

な人間関係を構築されて活動されており、河川の清掃活動等の地域活動とあわせて防災活動を
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実施している33。 

前述の「ファシリテーター」にも、市危機管理室 OB 等も入っており、担当行政官時代の経験

をいかして、地域の防災活動で活躍している。 

 

■今後の課題（質問事項⑤関係） 

 

「地区 Bousai 会議運営支援事業」では、各モデル校区で「地区防災計画」（の案）を作ってい

るが、モデル地区で実施してきた地区防災計画づくりは、現在のところは地域防災計画に載せら

れる段階の完成版ではない。まだ地域の防災計画をつくり始めた段階であるといえ、今後、住民

が自ら話し合って決めるべき項目も多く、地域防災計画に載せるという意向を持つ段階に進む

必要があるが、この部分は今後の課題となっており、まだ時間がかかると思われる。 

モデル校区で作った地区防災計画を地域防災計画に載せるに当たっては、市の防災会議での

審査の方向性が決まっていないこともネックになっているが、現在のところは、校区で作った地

区防災計画の本体をそのまま地域防災計画に載せるのではなく、地区防災計画を作成した校区

の名前を載せるようなイメージを持っている。また、市防災会議で報告承認の手続の中に入れる

のがスタンダードだと考えているが、会議にかける要綱づくりも必要になる。手続のルール化に

ついても今後の課題である。 

企業の巻き込みはうまくいってない。最初は、「地区 Bousai 会議」に参加してくれるが続かな

い。ただ、社会福祉施設である老健施設（老人ホーム）を巻き込んで、避難所を新たに確保する

34等うまくいったことはある。福祉施設は潜在的に助けを必要としている反面、よい施設を持っ

ているので、一般の避難者を受け入れることができる場合があり、互恵関係にあることが影響し

ている。なお、企業等の BCP とは違うところもある。あと、車座集会で住民の避難受け入れ等の

意向を示した企業は、戸畑校区のイオンの例だと思うが、行政が絡むのは難しいので、詳細は、

住民とイオンの間でやってもらうことにしたが、あまりうまくいかなかった。 

                                                   
33 同校区のまちづくり協議会、社会福祉協議会、自治連合会及び市民防災会の会長である大迫隆典氏は、

現在 79歳だが、もともとは、北九州市市役所の職員であり、50歳代になって、区画整理等もあり志井校区

に移転したところ、56歳頃に推薦されて町内自治会長、57歳で連合町内会長となり、それから市を退職し

てからもずっと 22年間会長職を継続して務めてきた。従来の連合町内会長は、地位に胡坐をかいて何もし

ない人が多かったが、大迫会長は、毎日防災会等の事務局のある校区の市民センターに通って、市の職員

とも連携して勢力的に地域活動・防災活動を行い、河川の清掃等の地域活動を通じて良好なコミュニティ

の関係を構築し、その地域活動での人間関係を防災活動にまで広げてきた。そして、そのような良好なコ

ミュニティの人間関係がいきて、現在は、大迫会長が呼びかけると、校区内の 1 回の防災訓練に約 700 人

の地域住民が自発的に参加するようになっている。これは、行政が呼びかけただけでは、絶対にできない

ことだと市の職員も言っている。『RKB毎日』放送 2016年 12月 14日放送「地域で取り組む災害対策 志井

校区自治連合会」参照。会長は、長年の自主防災活動が評価され、北九州市民で初めて 2014年に防災功労

者防災担当大臣表彰を受賞した。同校区では、防災計画書を作成するための会議に多数の住民のほか校区

の 7 つの学校が参加した。防災意識が高まっていることを受けて、防災まち歩きのほか、消防職員を招い

て DIG（住民参加型災害図上訓練）を実施している。『北九州市政だより』1237号（2015年 3月 1日）。 
34事業の対象地区の中では、地区防災計画について検討する中で、地区の住民が、いざというときに避難所

として福祉施設を利用させてもらうかわりに、福祉施設の要支援者のために非常時に車椅子を押してあげ

る等地域住民と福祉施設の協力関係が構築された事例が注目されている。 
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地域の負担が増えるという指摘に対しては、前述の福祉施設との連携の話とか、子供を巻き込

むことの重要性のような説明によって、防災と地域活動を連携して、まちづくりや地域活性化に

つなげていくことが、重要であるというような説明が一般にはわかりやすいのではないか。 

 

3.4 小倉南区志井校区の NPOのファシリテーターに対するインタビュー調査の背景と手順 

 

前述のように 2017年 8月 4日に北九州市消防局局警防部警防課で「まちづくり推進事業」

の担当者であった梅木久夫北九州市消防局警防部警防課警防係長（前北九州市危機管理室

危機管理課防災企画係長）等にインタビュー調査を実施したが（金 2018）、その中で、2014

～2016 年度に実施された 7 つの地区防災計画のモデル校区の中で、一番取組が進んでいる

例として 2014～2015 年度のモデル校区である小倉南区志井校区があげられた。同校区は、

河川氾濫や土砂崩れが想定災害とされているが、長く活動を行われている自主防災組織（市

民防災会）の会長の影響が大きく、また、文教地区で、学校に協力を呼び掛けて積極的な活

動を実施しており、防災活動の催しを実施した場合にも、多くの参加者が集まる熱心な校区

である。 

前述のように、志井校区は、人口 8,600 人、3,200 世帯で、高齢化率（65 歳以上人口比

率）21.6％で、小倉南区の南部に位置し、市街地調整地域を有するとともに、モノレール・

日田彦山線沿線でもあり、交通が便利で、北九州市のベットタウンとしてマンションと一戸

建てが半々の地域である。また、幼稚園から国立高専までの教育機関がある。校区には志井

川が流れており、流域は、春は桜や菜の花、初夏は蛍、秋は彼岸花等が有名である35。 

同校区の市民防災会の会長であり、同校区社会福祉協議会会長でもある大迫隆典氏は、北

九州市役所職員の OB であるが、18 年間の自主防災活動が評価され、北九州市民で初めて

2014年に防災功労者防災担当大臣表彰を受賞した。同社協は 1978年設立で志井市民センタ

ーを中心に活動しており、同校区には、志井小学校及び志徳中学校があり、小倉南 4地域包

括支援センターの担当校区であるほか、福祉協力員 46人（平均年齢 64.5歳）等で運営して

おり、見守り対象世帯は 129世帯36である。志井川の清掃を通じて、周辺住民の交流を図っ

たり、75 歳以上の高齢者を招待する敬老会で炭坑節を全員で踊ったり、夏休みの朝は、子

供から高齢者まで一緒にラジオ体操を行い、また、子供が挨拶運動を展開している。また、

志井川氾濫を想定した避難訓練を通じて福祉救援体制の整備を進めており、地震、豪雨、土

砂災害等想定災害を広げて訓練を重ねている。これらの行事については、年 4回発行する広

報誌で住民等に情報共有を行っている。 

2014～2016 年に「まちづくり推進事業」の対象となった同校区では、地区防災計画を作

成するための「地区 bousai 会議」に多数の住民のほか校区の 7つの学校が参加し、校区と

                                                   
35 同社協 HP参照。http://www.kitaq-shakyo.or.jp/kokuraminami/shii/other.php?itemid=82 
36 前出同社協 HP、『北九州市政だより』1237号（2015年 3月 1日）参照。 
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して防災意識が高まっている。また、その取組の中で、防災まち歩きを実施したり、消防職

員を招いて DIG（住民参加型災害図上訓練）を実施している。 

上記のインタビュー調査の結果を受けて、志井校区で調査を実施したい旨、梅木係長に依

頼したところ、梅木係長の部下として、2017 年 3 月まで北九州市危機管理室で同モデル地

区を担当していた入門真生（いりかど まさお）門司消防署主査から、2017 年 8 月 21 日

（火）昼に共同研究者である福岡大学の西澤氏の携帯電話のほうに電話連絡があり、西澤氏

が入門氏をインフォーマントとしてインタビュー調査を実施した。その模様を筆者が事後

に口述で西澤氏から聞き取るとともに、電話中の手書きのメモ（A4 片面で 4 枚）の記録の

提供を受けて記録した。 

入門氏は、1984 年生まれで、北九州市小倉北区出身であり、志井校区内にある国立高等

専門学校である北九州工業高等専門学校を卒業後、2007 年に北九州市消防局に入局した。

2014年 4月～2017年 3月には、北九州市危機管理室に配属になり、地域防災計画、業務継

続計画、国土強靭化地域計画、「まちづくり推進事業」（地区防災計画の策定）等を担当した。

2017 年 4 月より現職である北九州市消防局門司消防署門司第一小隊（警防課警防第二係主

査・消防司令補）に異動しており、「まちづくり推進事業」の担当から外れたが、プライベ

ートで NPO法人「好きっちゃ北九州」 副理事長を務め、「ファシリテーター」として、モデ

ル地区等の地区防災計画づくりを支援している37。 

入門氏への電話でのインタビュー調査についても、調査手法や役割分担については、基本

的にこれまでと同様であり、インフォーマントが行政官出身で、当該分野の専門家であり、

積極的に調査への参加を求める方式が馴染むため、半構造面接法によるインタビュー調査

を実施しており、事前に準備した想定質問等は以下のようであった。なお、本インタビュー

は、時間の関係で、西澤氏が携帯電話を通じてインタビュー調査を実施することになったが、

本インタビュー調査でのラポールについては、2017 年 8 月 4 日の梅木係長等に対する調査

が先行していたことから、著者や西澤氏の過去の執筆物をインフォーマントが読んでいた

こともあり、その構築がスムーズに進み、詳細なお話を伺うことができた。また、インフォ

ームド・コンセントについては、事前及び事後に、調査手法、調査結果の取り扱い、公表方

法等について口頭で説明を行い、先方の了承を得た。以下は、その調査の結果を論点ごとに

整理し、再構成したものである。なお、後述の 2017年 9月 5日の大迫会長に対するインタ

ビュー調査の際に筆者の質問に対して、入門氏から補足のあった点を加筆している。 

 

【調査概要】 

日時  2017年 8月 21日（火）11：45～12：45 

                                                   
37 2018年 4月 15日『毎日新聞』福岡版「入門真生さん（33）＝小倉南 NPO法人「好きっちゃ北九州」理事 

街の活性化へ活動」、内閣府防災「 TEAM 防災ジャパン」での入門氏のリレー寄稿参照。

https://bosaijapan.jp/people/%E5%85%A5%E9%96%80%E7%9C%9F%E7%94%9F%EF%BC%88%E3%81%84%E3%82%8A%E

3%81%8B%E3%81%A9%E3%83%BB%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8A%EF%BC%89/ 
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場所  福岡大学西澤研究室で NPO法人「好きっちゃ北九州」の入門氏と携帯電話で通  

    話 

出席者 （先方）入門真生 北九州市門司消防署主査・NPO法人好きっちゃ北九州副理事長 

    （当方）西澤雅道 福岡大学法学部准教授（金が事後に記録） 

 

①「地区 Bousai会議」の進め方と地区防災計画作成までのプロセスは、どのようなものか。 

②「地区 Bousai会議」での地域コミュニティのリーダーやファシリテーターの役割は、ど

のようなものか。 

③これまでの「まちづくり推進事業」の成果と課題は、どのようなものか。 

④うまく計画づくりが進んでいる要因は何か。 

⑤防災活動と他の地域活動、地域活性化との関係はどのようなものか。 

⑥行政官としての立場をかえて NPO 法人側として活躍することの難しさはどのようなもの

か。 

⑦所属している NPO法人の特徴はどのようなものか。 

 

3.5 小倉南区志井校区の NPOのファシリテーターに対するインタビュー調査結果 

 

■「まちづくり推進事業」と「地区 Bousai 会議」について（質問項目①②関係） 

 

地域住民が主体的に防災に取り組む「まちづくり推進事業」では、モデル事業の実施から事業

開始まで担当した。本事業は、住民の共通テーマである「防災」について、共助による「災害に

も強いまちづくり」に取り組むものであり、地域住民による「地区 Bousai 会議」を開催し、防

災訓練や地区防災計画づくりを行った。なお、「地区 Bousai 会議」では、地域住民でも行政職員

でもない、第三者が「ファシリテーター」を務めるのを特色としており、「ファシリテーター」

と地域住民が膝を突き合わせて議論をした。 

これまで、各校区で、2 年間に 10 回の会合を実施してモデル事業をまわしてきたが、校区の

役員交代等があるので、2017 年度からは、モデル事業は 1 年間に 5 回の会合を実施してまわす

ことにしている。しかし、5回で地区防災計画づくりを行うのは至難であり、うち 1 回は訓練で、

1 回は振り返りのまとめになるので、実質的な検討に使うことができるのは 3回の会合だけであ

り、校区の住民だけでなく、ファシリテーターにも大きな負担がかかっている。 

小倉北区で 2017年度のモデル地区が 3つも誕生した。これは去年までの事業の影響があると

思う。小倉北区は、最初は、「地区防災計画は役所がやるべき。」という感じだったが、だんだん

変化していった。自分は、北九州市危機管理室では、2016 年度は 1 年間小倉北区の主担当だっ

た。その前は同区の副担当だった。 
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■NPO 活動と防災まちづくり事業について（質問項目③・④関係） 

 

自分は、地区防災計画を担当している北九州市の危機管理室から異動したが、プライベートで

一人の住民として、「みんな de Bousai まちづくり推進事業」の関係で、NPO 法人「好きっちゃ

北九州」38に所属するファシリテーターとして、小倉北区のモデル地区である中島校区で活動を

している39。同校区は、小倉の中心にあり、川の近くにあってまわりよりも低い地域なので、水

につかった経験があり、水害を想定災害としているが、1953 年の昭和 28年災以降は、部分的な

内水氾濫等による水害はあったが、1999年や 2003年の博多駅前の水没のような大きな水害はな

かったので、皆北九州は大丈夫だと思っているところがあるのが問題だと思う。ただ、中島校区

での活動は、危機を強調するような感じではなく、「災害はなくならないので、何年かに１回は

この地域に住んでいるなら逃げようね」というような感じで緩やかな感じで進んだ。そして、住

民側の参加者にアンケートを取ったところ、満足という回答が、95.5％にのぼった。 

プライベートの活動のほうは、9年前から地域の魅力を子供に認識してもらうために、子供が

地域ごとに地域の自慢をしてもらう催しを開催するために活動してきたが、まちの魅力をアピ

ールするための地域活動と防災活動とは、実際には類似したところも多く、まちの魅力に係る地

域活動が、防災活動やまちづくり活動に広がって、これらを連携して展開している。今年度から、

まちの魅力のための団体を NPO法人として登録し、理事長は民間の方にお願いしているが、自分

が副理事長として中心になって進めており、主な防災活動としては、「まちづくり推進事業」で

の地区防災計画のファシリテーターのほかに、防災祭りのイベントをやっている。 

NPO でファシリテーターとして活動することになったきっかけは、9 年前に官民の有志で自主

的に政策勉強のための研究会をやっていた。毎年期を改めて継続していた研究会で、自分は 17

期でリーダーを務めていた。20 期でその活動は終わってしまった。ただ、そのときの縁で保険

業の方に今回の活動を行っている NPO の理事長になってもらい、自分が副理事長としてやって

いる。 

まちづくり推進事業は、行政はスキームと予算を提供して、あとは NPOのファシリテーターの

裁量に任せるというのが特徴となっている。なお、自分が講師をしても無報酬であり、交通費 3

千円しか NPOから支給されないので、完全にボランティアであるが、このような活動は今後ソー

シャル・ビジネスの 1 つの形になる可能性があると思って推進している。 

自分は、半分行政官、半分プレーヤー（住民）として参加して、「公務員としては言えないけ

                                                   
38 2017年 3月設立認証、同年 4月設立登記。北九州市小倉南区南方五丁目に事務所があり、定款では、「地

域の方々や子どもたちとともに、まち歩きやその地の歴史を伝承する等、地域と向き合い郷土の魅力の再

発見や防犯・防災による視点での危険箇所の確認等を通じた地域コミュニティの構築に関する事業を行い、

郷土愛等の醸成を図るとともに地域のコミュニティによる安心や愛着に寄与することを目的とする。」とさ

れている。副理事長の入門氏のほか、理事長は、保険業を営む藤田雅継氏。内閣府 NPO 法人ポータルサイ

ト等参照。https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/118200344 
39 同校区は、過去に校区内の複数の場所で内水氾濫が発生。古い木造住宅が密集している場所があり、地

震や火災による被害拡大の懸念もある。校区人口のうち高齢者が占める割合は 26%。梅木係長提供資料「平

成 29年度実施 7校区地域特性」参照。 
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ど」と断った上で、地域にアドバイスを行ってきた。役所の立場を使ったり、使わなかったりす

ると柔軟に細かい対応ができるように思う。 

 北九州市での地区防災計画づくりの取組を研究している学者は少ないが、梅木係長や自分等

の北九州の地区防災計画担当の行政官が一斉に異動になり、何も残らないとまずいので、理念を

第三者に残すということで、自分を中心に民間の方に呼び掛けて、行政とは別に、外野から応援

するための十数人のファシリテーターのチームを作ることにした。 

ファシリテーターで防災が専門なのは、自分と藤澤氏くらいであり、他は、まちづくりとか、

コミュニティが専門の方々だが、「防災もやりませんか」と誘った。そのためファシリテーター

は、防災の専門家だけでなく、地域活動の専門家、都市計画の専門家等を巻き込んでやってもら

っている。まちづくり推進事業のほうには、市役所の職員はサブ的に参加しており、行政的な難

しい専門的な質問には、市の担当官が回答する感じだった。 

 

■志井校区の活動の特徴（⑤～⑦関係） 

 

小倉南区志井校区のリーダーである大迫隆典会長は、毎日のように、小倉南区志井市民センタ

ーで活動されている。なお、福岡大学防災行政研究会の学生の一人は、志井校区出身で父が市の

地域包括ケアシステムや保健師等を担当する名越雅康北九州市の長寿社会対策課長であり、プ

ライベートでも、志井校区で積極的な地域活動を実施され、PTA の会長等もやられていた方であ

る。 

昨年度までのモデル地区であった志井校区は、最初は水害対策の検討から入ったが、熊本地震

後は、マンション住民から地震対策をやってほしいという要望があり地震対策を検討に加えた。

北九州市には、小倉南断層があるが、その断層が、志井校区のマンションの真下を走っているこ

とも影響した。熊本地震が起きてから 1年は、地震をテーマに一生懸命に検討をした。 

志井校区での面白い事例として、地域が自ら連携して、熊本地震を受けて家具の固定をしよう

という話になり、地域の大工さんに頼んで家具の固定を進めてもらった例がある。御近所価格で

1 件 1 件は、安くしてもらったが、口コミによって噂が広がり、近所から続けて注文が入るので、

大工さんも儲かると喜んでいた。家具の固定をきっかけとして、日頃から、何かあったときに大

工さんに助けてもらうことができる関係を築けたことは大きい。地域の活動を広げる上でも有

効であり、ビジネスとしても広がる可能性があると思っている。なお、これを役所がやるとなる

と、公平性とかが問題になってできないので、地域で自らやることがとても有用だったと思う。 

地域活動には、防犯、福祉等あるが、防災活動は皆に共通した話であり、土台に地域活動を展

開するとうまくいく。また、子供が大切であるという点も地域の共通認識であり、子供が訓練で

「がんばってください」と挨拶すると、大人もがんばる。地域の魅力を見つけ、地域を守る意識

を持つことも重要で、それが防災につながる。 

小倉南区志井校区では、地区防災計画づくりに取り組んだ結果、町内会加入者が増加した。志
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井校区の地区防災計画は、次期防災会議で地域防災計画の中に掲載予定である。具体的には、地

区防災計画を完成した地域一覧という形で地域防災計画の中に掲載することになりそうである。 

 

3.6 小倉南区志井校区の住民リーダーに対するインタビュー調査の背景と手順 

 

ここまでの梅木氏、入門氏等へのインタビュー調査を踏まえ、さらに、小倉南区志井校区

の地区防災計画づくりに対するデータ収集を行い、考察を深めるため、小倉南区志井校区の

住民のリーダーである大迫隆典志井校区まちづくり協議会会長へのインタビュー調査を実

施することとした。インタビュー調査は、以下のように、2017年 9月 5日（火）13：30か

ら小倉南区志井市民センターで実施した。 

調査手法や役割分担については、ここでも、インフォーマントが行政官出身で、当該分野

の専門家であることから、積極的に調査への参加を求める方式が馴染むため、半構造面接法

によるインタビュー調査で実施した。事前に準備した想定質問等は以下のようであった。な

お、本インタビュー調査でのラポールについては、梅木氏、入門氏等に対するインタビュー

調査が先行していたことから、その構築がスムーズに進み、詳細なお話を伺うことができた。

また、インフォームド・コンセントについては、事前及び事後に、調査手法、調査結果の取

り扱い、公表方法等について口頭で説明を行い、先方の了承を得た。以下は、その調査の結

果を論点ごとに整理し、再構成したものである。 

改めてインフォーマントである大迫氏とその活動の概略について整理をしておくと、大

迫氏は、1938年生まれで、長く北九州市役所に勤務していたが、定年前後の約 30年前に志

井校区に移住してきた。最初は、従来は輪番制であった町内会長の仕事を引き受けた。これ

は、年輩の住民等から見込まれて指名を受け、強く頼まれたことから、たまたま受けただけ

であったが、次第に、過去の会長たちが地位に胡坐をかいて何もしなかったことを反面教師

とし、精力的に発案して、清掃活動、ラジオ体操、パトロール活動等の地域活動を推進する

ようになった。会長の立ち位置を大きく変えることによって、校区内の複数の学校の校長や

企業等の協力を獲得し、さらに地域活動を拡大させた。地域コミュニティ内からの地域活動

や防災活動への参加者が増加し、活動拠点であった市民センターでの防災訓練も、最初は役

員等数十人程度で始まった取組が、最近は 700人程度の大きな取組となった。そのため、住

民同士も自然と顔見知りが増え、日頃から、お互いに立ち話をして情報交換をしたり、お裾

分けをしたりするようになり、住民同士の人間関係が良好になった。その噂が、従来は町内

会に加入をしていなかった移転してきた若いマンション住民にも伝わり、結果として、町内

会等への加入者が、数％であるが、増加することになった。さらに、同校区内の国立高等専

門学校出身の若い市役所の防災担当職員を防災訓練の講師として招き、最新の防災理論に

基づく、従来よりも専門的で高度な指導を受けることによって、校区全体の訓練を精緻化さ

せた。その他、自身の行政官としての経験や人脈、専門的な知識等をいかしつつ、学識経験
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者、行政関係者、NPOの専門家等の外部有識者の支援を受けて防災活動を活発化させた。 

 

【調査概要】 

日時  2017年 9月 5日（火）13：30～15：30 

場所  北九州市小倉南区志井市民センター 

出席者 （先方） 

大迫隆典 志位校区まちづくり協議会・社会福祉協議会・自治連合会会長 

     入門真生 北九州市消防局門司消防署主査・NPO法人好きっちゃ北九州副理事長 

    （当方） 

     金・西澤雅道福岡大学法学部准教授 

 

【志井校区の住民リーダーに対する質問項目の例】 

①地域活動や防災活動に深くかかわられているが、そのきっかけは何か。 

②熊本地震や九州北部豪雨をどう受けとめているか。 

③地域活動や防災活動がうまくいっているコツは何か。 

④地域活動や防災活動がきっかけになって人間関係が良好になっているのか。 

⑤役所任せでなく住民主体での取組を進めるコツは何か。 

⑥形式的に計画を作るだけでなく、地域にあった、実際に動くものを作るコツは何か。 

⑦モデル事業が終わってからもうまく活動が継続しているが、そのコツは何か。 

⑧北九州市の地区防災計画のモデル事業に手をあげたきっかけは何か。 

⑨校区における想定災害や災害経験はどのようなものか。 

⑩マンション住民と町内会はうまく連携できているか。うまく連携するコツは何か。 

 

 

写真 3-7 大迫志井校区まちづくり協議会会長（右）に対するインタビュー調査の模様（中

央は入門氏・2017年 9月同行者撮影） 

 



125 

 

3.8 小倉南区志井校区の住民リーダーに対するインタビュー調査の結果 

 

■防災活動に取り組んだ契機（質問項目①、②、⑧、⑨関係） 

 

地域活動に加わったきっかけは、もともと北九州市市役所の職員であり、区画整理等もあり住

まいを移ってきたところ、56 歳くらいのときに他に人がいないということで推されて町内会の

会長をやったが、その後 57 歳のときに立候補して連合町内会の会長になり、その後 22 年続けて

きた。それまでは、連合町内会会長は、地位に胡坐をかいて何もしない人が多かったが、自分は

精力的に動いてきた。ただ、700人が訓練に参加するレベルまでくるのは大変だったが、規模が

大きくなるとその効果も説明が容易で町内会等への加入を呼びかける際にも説得力が大きくな

っている。自分は現在 79歳だが、あと 11年間 90歳まで、豪雨対策等のために防災の活動に取

り組むつもりである。防災については、後進の育成もまだまだで人材難のところがある。 

志井地区では、形式的に市民防災会があるのみで、地域活動としては、防災の取組がなかった

が、2012～2013 年に近くの校区で豪雨による冠水被害等が出て、防災をやろうという話があが

っていた。北九州市の自主防災組織の組織率は 100％であり、校区の市民防災会はあるものの、

住民側は、「防災は役所がやるもの」という意識が強く、また、北九州市では災害が起きないと

いう思い込みも強く、防災訓練も形式的なものだった。しかし、東日本大震災後の 2013 年に、

志井校区として、小倉南区の総合防災訓練に参加した際に、その訓練が「形式的で内容がないの

で、まずいのではないか。」という声が、豪雨災害を見て防災に敏感になってきた住民からあが

った。これを契機として、地域防災力の強化に強い関心を持つようになり、北九州市の防災担当

官から声をかけていただき、2014・2015 年度に「まちづくり推進事業」に参加することになっ

た。 

志井校区は、マンションと一軒家が半々の校区である。マンションは、4階建てのものから 14

階建てのものがある。一軒家の住民は大雨による水害を気にしているが、マンション住民はあま

り関心がない。地区防災計画づくりを始めた頃は、他のモデル地区と同じように大雨による水害

を想定災害としていた。これは、当時北九州市の防災アドバイザーであった片田敏孝群馬大学教

授（現東京大学特任教授）が、地震は自助での対応が重要だが、洪水は共助で対応できる災害の

代表例であると説明されていたことの影響を受けたものである。しかし、熊本地震の際には、北

九州市でも震度 3クラスの揺れがあり、マンションも揺れたことや、小倉東断層が真下を走って

いることもあり、マンション住民から「地区防災計画の想定災害として、地震もテーマに加えて

ほしい。」という要望があり、「まちづくり推進事業」の 2年目からは、地震をテーマに 1 年間か

けて地区防災計画づくりに関する検討を行った。なお、震度 3 の地震でも、マンションでは、揺

れによって家具が動いたほか、防災訓練の際に、阪神・淡路大震災を例に地震の際の建物の倒壊

の危険性を指摘していたところ、マンション住民の中には、地震に慣れていないこともあり、「南

海トラフ地震が来た際に震度 6 以上の地震が起きるかもしれないので、マンションが倒れるの
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ではないか。」と心配になった方が多かったようである。なお、それ以前は、このあたりは、岩

盤が固いので地震が発生すると思われておらず、以前 60 センチの道路冠水の経験があったこと

から、水害と土砂災害が、防災訓練の際の想定災害だった。 

熊本地震後は、熊本の被災地から講師を招こうとしたが、調整がうまくいかなかったので、熊

本の被災地に支援に入った北九州市消防局等の 2 人の職員から熊本地震での災害対策の活動に

ついて講演してもらった。校区の防災意識の向上という点では、熊本地震や九州北部豪雨の影響

が大きい。 

 

■地区防災計画づくりの効果（質問項目③～⑦関係） 

 

モデル事業が終了するとほとんど活動が終了してしまう地区もあるようだが、志井校区では、

事業終了後も「地区 Bousai 会議」を継続し、NPO 等のファシリテーター、北九州市立大学の教

員、北九州市役所や消防局の職員を招いて、地震等を想定災害として研修会や防災訓練を実施し

ており、2016 年度は、5 回の防災活動を実施し40、のべ約 1,700 人の住民が参加した。回を重ね

るにしたがって参加者が増加しており、市民センターに人が入りきらないほどの多くの人が参

加するようになり、一度席につくとトイレに行くのも難しい状況になった。2017年 3月 18日に

実施した防災訓練には、老若男女約 700人の住民が参加した。これほどの人が集まることは例が

ないので、壮観で、「この校区のどこにこんなにたくさんの住民がいたのか。」と参加者も皆驚い

ていたし、「北九州市の他のモデル地区と比較しても大成功である。」と市の担当者やファシリテ

ーター達からいわれた。この訓練は、住民が主体となってボトムアップで行っており、行政側は

ほぼ見学という感じである。その中では、地震体験車を動かしたりして、住民に実際に地震を体

験してもらうことで、防災啓発を行った。これらの研修会は、市の出前講演、まちづくりステッ

プアップ事業、まちづくり専門家派遣事業等の制度を活用させてもらっている。 

最近の訓練では、100人分の食材を調理できる大鍋を 7 つ準備して、午前 9時から 1時間以内

に炊き出しで調理を完成させようと参加者全員が協力してがんばった。最初は 1 時間では無理

だと思われていたが、予定よりも早く調理を終えることができて、参加者は大変盛り上がって楽

しかったようである。 

防災訓練等防災活動への参加者を増やすコツは、人伝で評判を伝え、参加者を増やすことであ

る。例えば、地震に備えて地域活動のメンバーである大工さんに、住民の家の家具の固定をして

もらう取組を広めた。最初は、うまくいくかわからなかったが、自分の家で最初に思い切ってや

ってもらったところ、普通の建設会社に頼むよりも近所の大工さんのほうが安い上に、いろいろ

細かいところの相談もできて、災害時も相談を受けてくれるという話になり、いざというときに

も安心であることがわかった。そのことが、女性会の参加者等の口伝で校区内に広く伝わり、家

具の固定の取組を進める人が増えた。家具固定で難しいのは、直接釘を打つことができない仏壇

                                                   
40 同校区では、防災活動以外にも役員会議、町内会議等がある。 
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だが、大工さんは慣れた手つきで枠を作って、それを使って壁に固定する等プロでないとできな

い仕事をしてくれた。なお、私の家でも 10か所家具固定を実施したが、半日で 1 万 6,000 円で

やってくれた。また、頼んでいない部分についても、突っ張り棒の危険性を指摘してもらったり、

自分でもできる簡単な家具の固定方法を教えてくれたりして有用だった。口伝で紹介をした他

の住民の評判も大変いいようである。このような支援は公平性を重視する役所では難しいこと

である。 

テキストに沿って防災をやるというと固い話になるが、家具固定のような実践的な経験をし

てから、もう 1 回防災の研修で考えてもらうと、学習効果が大きいように思う。 

また、この校区は、7つの学校がある文教地区であり、東京大学合格者を排出したりもしてい

る。入門さんの出身校である国立高等専門学校もある。防災訓練に当たり、学校長宛に手紙を書

いたりして呼びかけをしたところ、協力をしていただき、1 回の防災訓練に 50 人の中学生が参

加してくれて、多くの子供の参加につながった（写真 3-8）。 

 

 

写真 3-8 学生も参加した同校区の防災訓練（北九州工業高専 HP） 

 

■マンション住民との連携と防災活動や町内会の拡大（質問項目①、③、④、⑩関係） 

 

マンションについては、第一交通産業のような地元のマンション管理会社の経営陣と人間関

係を気付き、新しくマンションができる際には、管理会社を通じて町内会への加入をお願いして、

防災訓練をはじめとする地域活動への参加者を増やしてきたことが大きいと思う。この人間関

係は、経営者が子供に代替わりしてからも続いている。また、将来の各町内会の会長の候補者等

にも声をかけて、マンションの総会等でも防災活動への参加を呼び掛けてもらってきた。自分の

付き合い上手な性格が、このような多くの住民の訓練参加につながっていると思う。マンション

住民が町内会に加入したので、町内会加入者が増加した。 

町内会に入ってほしいとか役員をやってほしいというと最初は嫌がられることも多い。そこ

で、そのような活動に通常は入ってもらうのが難しいような強情な人に時間をかけて丁寧に接



128 

 

触して、うまく人間関係を作って活動を支援してもらったりした。また、町内会における連絡網

づくりがとても重要で、連絡網を作る際に、お隣の高齢者を避難訓練の際に避難所まで連れてく

る役割をお願いしながら、徐々に防災活動への参加者を増やしていった。防災活動への参加者を

増やすには、まずは、簡単でもいいので仕事をお願いすることが重要で、中学生くらいの子供で

あっても、訓練参加者にお茶を配る仕事をしてもらうと、簡単な仕事かもしれないが、子供も一

生懸命やるし、それを見た大人もがんばるようになる。また、防災訓練に参加してくれた住民に

は、次回は、仲の良い人を連れてきてもらって、順番に人間関係を広げていくというようなやり

方もいいと思っている。志井市民センターの表にも看板をかけているが、「町内会に入るのは、

日頃の安心にもつながる」と説明している。自分一人でワンマンでやるのではなく、まわりにも

強いリーダーが生まれてくるように活動を行ってきた。また、防災活動がしっかりしていること

がベースとなって、人間関係の形成に成功した面もあると思う。 

以前、校区内で複数の火事があったが、校区の防災活動のメンバーが消火の支援等のために短

時間でたくさん集まった。炊き出し担当者も短時間で握り飯を作ってくれて、消火等をしている

人たちが食べやすいように並べてくれたことがある。その時に握り飯を食べてほっとした記憶

があるが、炊き出し担当者の手際の良さには、自分も驚いた。日頃の訓練の成果だと思う。 

防災訓練をみるとモデル地区のレベルはバラバラであることがわかる。図上演習を通して、地

元に長くいる人しかわからないような地域の伝承や知恵を、地元の若い人や新しく移ってきた

人にもわかるように地図上に書いて、色で塗りつぶしていくことが重要だと思う。それを通して、

地域住民に校区の危険性を理解してもらうことができる（写真 3-9）。 

 

 

写真 3-9 志井校区での地区防災計画づくりの模様（中心の赤い服が大迫会長・福岡県 HP） 

 

3.9 志井校区出身の学生に対するインタビュー調査の背景と手順 

 

ここまで、北九州市の防災担当職員である梅木氏、NPO 法人のファシリテーターである入

門氏、校区の住民のリーダーである大迫氏の 3人にインタビュー調査を実施してきた。 
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そして、北九州市で 2013 年度から「みんな de Bousai まちづくり推進事業」が始まり、

2014～2016 年度にかけて 7 行政区全てで市独自のモデル地区が設けられ、地区防災計画づ

くりを進められた。2017 年度以降もこの取組が継続している中で、本章では、モデル地区

の一つである志井校区に着目をしてきたが、同校区では、地域住民のリーダーが中心になっ

て、ラジオ体操や河川の清掃活動等の自発的な住民の地域活動を、防災活動にまで広げてい

た。 

以下では、さらに、異なった視点からのデータ収集を行い考察を深めるため、同校区出身

の福岡大学１年生に対してインタビュー調査を行った。なお、インフォーマントの父は、北

九州市の福祉部局の課長であり、プライベートでは、同校区等の地域活動でも活躍されてい

る。 

調査手法や役割分担については、基本的にこれまでと同様であるが、同じ説明の繰り返し

になることから、詳述は避けるが、ここでは、インフォーマントの学生が、筆者たちの防災

関係の活動に参加し、当該分野の専門的な知識を有しており、積極的に調査への参加を求め

る方式が馴染むため、半構造面接法によるインタビュー調査を実施した。また、事前に準備

した想定質問等は以下のようであった。なお、本インタビュー調査でのラポールについては、

インフォーマントが、以前より筆者らと一緒に防災活動を実施していたことから、その構築

がスムーズに進んだ。また、インフォームド・コンセントについては、事前及び事後に、調

査手法、調査結果の取り扱い、公表方法等について口頭で説明を行い、先方の了承を得た。

以下は、その調査の結果を論点ごとに整理し、再構成したものである（写真 3-10）。 

 

【調査の概要】 

日時：11月 23日（木・祝）10：40～11：10 

場所：福岡大学文系センター4階第 4会議室前控室 

インタビュー対象者 福岡大学法学部 1年 名越ももこ氏 

 

【志井校区出身の学生に対する質問項目の例】 

①校区の防災活動・地域活動への参加経験はどのようなものか。 

②大迫会長等の地域のリーダーの活動をどのように感じているか。 

③お父様は市の課長である一方、校区等でも重要な役割を果たしていると聞いているが、お

父様の校区等での役割について教えてほしい。また、御家族として、それをどのように感

じているか。 

④志井校区はとても人間関係がよく理想的なコミュニティ活動が展開されているが、その

ような活動が展開できている理由やコツがあると思うか。 

⑤福岡大学で防災や地域活動について学ばれてきたと思うが、改めて、北九州市や志井校区

の魅力や問題点について感じていることは何か。 
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写真 3-10 志井校区出身の福岡大学１年生（左）に対するインタビュー調査の模様（左・2017

年 11月福岡大学教員撮影） 

 

3.10 志井校区出身の学生に対するインタビュー調査の結果 

 

■大迫会長をはじめとする地域のリーダーの活動 

 

大迫会長に面倒を見てもらったのは、小さい頃だったので、リーダーとして活動していたとい

う記憶はない。最近、父に大迫会長について聞いたところ、小さいコミュニティというのは結構

自然にできることが多いが、その小さいコミュニティ同士を大きな動きにつなげるためには、大

迫会長のようなリーダーが必要なので、大迫会長はそういう小さいコミュニティを一つにまと

め上げて、大きなものにして、引っ張っていく力があり、そこがすごいところだと言っていた。 

大迫会長が家具固定を推進していたが、自分の家は、少ししかしていないが、市民センター等

で、家具の固定や防災等についての講演会がよく開かれていたのは知っている。 

 

■父の校区等での役割と地域活動 

 

私の校区では、小学校 2個と中学校 1個で、合同で清掃活動を行ったり、定期的に、父が関わ

っていた志井川という川の清掃活動とかによく参加していた。 

父41は、小学校と中学校の PTA 会長をしていた。私に兄弟がいることもあり、小学校で 5年間、

中学校で 7年間 PTA会長を務めた。また、志井校区まちづくり協議会のメンバーとして、まちづ

くりに参加していた。 

                                                   
41 名越雅康氏。大阪府高石氏出身。1985 年九州国際大学法経学部法律学科卒。1987 年～89 年まで九州国

際大学社会文化研究所助手。1989年北九州市役所に入り、教育委員会、北九州市立大学等を経て、2003年

から保健福祉局へ。介護保険課事業者支援係長、地域福祉推進課長等を経て 2017年 4月から長寿社会対策

課長。プライベートでも、市の PTA 役員によって構成されているボランティア団体である北九州市青少年

育成市民会議小倉南区理事を務めているほか、志徳中学校及び志井小学校の PTA、校区まちづくり協議会等

とともに地域活動を実践している。同氏 FB等参照。https://ja-jp.facebook.com/mnagoshi。 
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父が、実際に仕事や地域活動をしているところは、あまり見たことはないが、PTA 会長として

挨拶したり、町内会の話し合いで、場を仕切ったり、指示を出しているのは知っているので、話

し合いの場では、リーダーとしての役割を果たしていると思う。 

自分が高校三年生の受験生の時は、父が市役所で働いているので、市役所のことだったり、父

が担当している仕事の話だったりとか、すごくいろいろなことを聞かせてもらった。 

特に記憶に残った地域活動は、春ぐらいの志井川蛍祭り。中学生に将来の夢を書いてもらった

絵馬を蛍祭りの会場の広場に飾って、地域の人が見て、それを基に話し合って、大人と子供のコ

ミュニケーションがとれるようにする行事があった。 

自分も中学校の時は、生徒会の役員だったので、その絵馬を実際に飾りに行った。その時には、

地域の人も一緒に来てくれて、一緒に飾ったりしてくれた。そういうところで、地域の人々との

つながりが結構あった。大学生になってから、お祭りの手伝いにはなかなか行けないが、志井川

の桜がすごくきれいで、毎年見に行っている。 

河川の清掃活動は、結構大変だが、定期的にやっているので、目立ったゴミとかも落ちていな

い。河川をきれいに保っている。 

 

■志井校区の人間関係の良さや理想的なコミュニティ活動 

 

小さい頃から、結構近所づきあいも多かった。父に聞いたところ、志井校区もいきなり防災の

取組が進んだのではなく、少しずつ、様々な取組を通して、校区単位のコミュニティを築いた。

本当に志井校区には自然があふれていて、すごくいい環境なので、校区の自然環境の魅力を知っ

てもらったり、校区に愛着をもってもらったり、そういうことを通して、地域コミュニティづく

りにつなげていけるというのが志井校区の魅力だと思う。 

自分が小学生の時は、通学路にも、父や母が結構いてくれたし、挨拶して挨拶かえってくるの

が当たり前の場所だった。夏休みとかの長期休暇でも市民センターとかを中心に、朝ラジオ体操

をしようみたいな活動があった。ラジオ体操では、スタンプがもらえる。一回行ったら一個スタ

ンプがもらえて、スタンプカードいっぱいにスタンプが集まったら、飲み物とかがもらえた。夏

休みは、がんばって早起きをしてスタンプをためて、実際に飲み物をもらった。そんな大人と子

供が一緒になった日頃の地域活動を通じて、人間関係とか、つながりは、結構強いと思う。 

 

■北九州市や志井校区の魅力や問題点 

 

志井校区の魅力は、すごく自然環境が魅力的で、自然と親しみがある。小学校の時も、実際に

稲刈りをした。田んぼとかも結構近かった。山とか川とかも結構近いので、そういうところがす

ごく魅力的だなと思う。 

 北九州市の問題点は、町内会の組織率が 20 年前は、90％くらいだったのが、現在ではもう 70％
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を切るくらいで、68％くらいになっている。町内会に入らない人が増えた。高齢で活動できない

人が増えた。また、町内会役員になりたくないとか、近所づきあいが面倒くさいとかで、町内会

の取組自体が薄れてしまっている。そこは、問題点かなと感じる。 

志井校区では、マンションと一軒家が半々だが、マンション住民も町内会への加入や、地域活

動への参加等に積極的だと思う。私の実家は、団地で、5階建てのマンションだが、その団地は

結構積極的に町内会活動や地域活動に参加している。 

 

4 結びにかえて 

4.1 調査結果のまとめ 

 

本章では、北九州市小倉南区志井校区での参与観察を踏まえ、年輩である地域コミュニテ

ィの住民のリーダー、市の防災担当職員、若手の NPO副理事長、同校区出身の学生等の地域

住民や関係者への「半構造化面接法」によるインタビューで収集したデータを利用して、デ

ータの中にあるストーリーを探るため、頻出語分析・共起分析ネットワーク分析で語句の分

類を実施した。その結果、訓練や活動が活発で住民が、それらの活動によく参加しているこ

と、マンション住民も巻き込んで町内会等への加入や防災活動への参加を呼びかけたこと、

町内会等への加入が増加したこと、人間関係が重要になっていること、家具の固定を校区で

進めたこと等の重要な語句のつながりやロジックが浮上した。並行して、参与観察の経験を

踏まえ、重要語句（テキスト中の注目すべき語句）をピックアップして、SCAT による分析

を実施し、ストーリーラインを形成し、全体の調査結果をまとめた。 

主な特徴は、①熱心な住民のリーダーが、毎朝のラジオ体操や河川の清掃活動等日常的な

地域活動と連携させて防災活動を促進していること、②小学校区単位のコミュニティセン

ターを拠点として、良好なコミュニティの人間関係を背景に、学校や福祉施設と連携してい

ること、③行政とも連携しており、行政は住民と人間関係を構築し、熱心に側面支援をして

いること、④行政の担当官が異動後も NPO法人を創設し、防災活動の取組をフォローしてい

ること、⑤北九州市立大学の教員や学生による防犯ボランティア団体等と連携しているこ

と、⑥移住してきた公務員出身で専門知識を持つリーダーが、その人脈を生かして、学識経

験者、行政関係者、NPO等の専門知識を有する外部有識者の支援を受けており、外部資源が

重要な要素となっていること等があげられる。 

本章では、「鉄のまち」であり、5 市合併で誕生した北九州市における労働者のベッドタ

ウンである一つのコミュニティに注目し、その中で、住民のリーダーが生まれてくるストー

リーに着目しているが、志井校区のリーダー（大迫隆典志井校区まちづくり協議会会長）は、

市役所に勤務していたが、定年前後の約 30年前に当該校区に移住した。最初は町内会長の

仕事を頼まれてたまたま受けることになったが、過去の会長が地位に胡坐をかいて何もし

なかったことを反面教師とし、精力的に発案して、清掃活動、ラジオ体操、パトロール活動



133 

 

等の地域活動を推進し、会長の立ち位置を変えることによって、学校長や企業等の協力もあ

り、コミュニティ内からの地域活動参加者が増加し、コミュニティ内の人間関係が良好にな

り、町内会加入者が増加した。行政ともうまく連携し、日常的な地域活動と連携した防災活

動へと発展した。 

大迫会長は、インタビュー調査の中で、地域活動や防災活動の拡大に関して、①日頃のラ

ジオ体操や清掃活動で、高齢者も若者もコミュニケーションをとる機会が増加し、毎朝健康

状態を確認できることが重要であること、②毎朝お互いの健康状態を確認できることが重

要だと皆が考えるようになったこと、③校区内の学校に声をかけたところ、それが多くの子

供が防災訓練へ参加することにつながり、大人も巻き込んで訓練参加者の増加につながり、

結果として、地域防災力が上がっていること、④子供・若者のマンパワーと大人のノウハウ

を組み合わせるとともに、被災地での活動経験者を講師として招いて、最新の災害教訓を踏

まえた実践的な訓練を実施することによって、住民の意識も大きく変化し、炊き出しや避難

所運営訓練等も、お互いに協力して、以前よりも短時間のうちに正確にできるようになった

ことから、地域防災力が上がったと考えていると話していた。 

大迫会長が活動を開始した当初は、同じように精力的なリーダーは北九州市にはいなか

ったが、約 30年が経過し、地域のために熱心に取組を行う「志の人」である大迫会長の影

響を受けて、複数の校区で同様のリーダーが誕生している。 

志井校区と周辺校区との比較のため、参与観察のほか、学生や共同研究者の伝手で、志井

校区住民のほか、他校区の住民、北九州市、消防署、NPO、大学教員等から聞き取り等によ

る補足調査（例証）を実施した。 

志井校区は、1985 年の北九州モノレール開通によりマンションや人口が増加したが、大

迫会長が移住してきたのはこの時期である。そして、大迫会長は、町内会会長や連合町内会

会長等の多様な役職をこなす中でリーダーとしてコミュニティに育てられた。具体的には、

地域のお祭り（蛍祭り）、河川の清掃、ラジオ体操等の地域の年中行事の運営を通して、年

輩者から指導を受けて、ノウハウを継承する形で地位と役割を内面化させ、コミュニティを

まとめていけるようになった。これらは、行政とは関係なく、地域コミュニティの中で住民

が創案してグラスルーツで出来上がった仕組みであった。現在は、大迫会長の指導で、若手

のリーダーも育ってきており、防災だけでなく、防犯、青少年育成、福祉等多様な分野の地

域活動を担う複数のリーダーが登場している。他の多くの校区では、一般に地域活動や防災

活動が形骸化し、共助の意識も非常に低調で、参加者が固定化されている場合が多い。防災

も行政の仕事だと考えられている。町内会長等の役職も数年の任期で交代しており、専門性

を持ったリーダーが育成される環境ではない。町内会等も縮小傾向で、人間関係も希薄化し

ており、ソーシャル・キャピタルの醸成も難しい。 

近年、行政も後追い的に志井校区の取組を広く広報して、他の校区に横展開する取組を行

っており、それを受けて、お祭りをはじめとする地域活動の運営を通じて、リーダーを養成
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し、地域防災力の強化につなげる近隣の校区もみられた（例 八幡西区塔野校区）。そのよ

うな中で、地区防災計画づくりは、これらの地域で育てられたリーダーによってコミュニテ

ィに持ち込まれた結果、地域活動と結びついて、地域全体の活性化、地域防災力の向上、住

民間のコミュニケーション活動の活発化等につながった。 

なお、2018年の西日本豪雨（死者・行方不明者が全国で約 230名）では、小倉南区では、

小中学校が休校となったほか、避難勧告・避難指示が出た。そして、1 時間に 64 ミリの降

雨により冠水した地域が出た。この西日本豪雨では、北九州市内でも複数の死者が出たが、

インフォーマントに確認したところ、当該校区では、日頃の訓練どおりに早期避難を行った

ことから、人的被害は出なかった。 

 

4.2 地区防災計画づくりの課題 

 

2016年の熊本地震や 2017 年の九州北部豪雨等を受けて、日本中で地震、台風、豪雨等の

災害に対する意識が高まっており、そのような中で、「地区防災計画制度」が改めて注目さ

れている。 

同制度は創設されてから 4年が経過し、全国で関連する取組が試みられているが、行政主

導で計画づくりを進めた結果、住民主体で計画に基づいて活動するのが難しかったり（過度

なトップダウン）、住民主体で計画づくりを実施しようとしても、住民全体の協力が得られ

なかったり、住民合意に至らなかったり等難航するケースも少なくない（ボトムアップ型の

失敗）。また、計画づくりが、行政への要求のためのプロセスになったり（公助への過度の

依存）、マニュアルの名簿欄に既存の町内会等の役員名を記入することを計画づくりだと考

えている例もあるようである。これらの事例は、制度の本来の趣旨や実効性の確保という観

点から問題がある。 

 「地区防災計画制度」のスタンダードな解説を行っている内閣府の『地区防災計画ガイド

ライン』等（内閣府 2014a; 内閣府 2014b; 西澤・筒井 2014）によれば、同制度の特徴は、

①地域住民や企業を主体とした共助によるボトムアップ型の制度で、②各地区の特性に対

応したオリジナルなものであり、③計画を作るだけでなく、毎年訓練を通じて見直しを行い、

いざというときに備えて、継続的な防災活動を実施することを重視した制度である。 

 同制度の趣旨を踏まえるならば、①行政に何かを要求するのではなく、自分たちが与えら

れた環境で、相互の助け合いによって何ができるかを考えること、②住民が、地区の特性を

把握した上で、過去の災害経験や想定されている災害について認識し、相互に助け合って行

政と連携して、各地区にあった活動を展開すること、③地域で連携した防災訓練を通じて防

災活動を継続することがポイントになる。 

 この点、北九州市の地区防災計画づくりの取組である「まちづくり推進事業」は、①担当

の行政官が、過度なトップダウンとならないようにバランスをとって各校区をうまく支援
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しており、地域コミュニティの住民自身が校区の状況を認知し、主体となってボトムアップ

型の活動を行っている点が注目される。 

また、②大学教員である有識者、NPO、自治体の防災担当関係者等の地域コミュニティ外

の有識者等にファシリテーター等としてサポートしてもらうとともに、マニュアル等の資

料を活用することで、短期間に効果的に各校区の防災力を底上げし、各校区の災害経験や想

定災害を踏まえて各校区独自の計画を作成している点も「地区防災計画制度」の趣旨に沿っ

た優れた取組である。なお、その際に、防災を「行政の仕事」であるという住民の誤解を解

き、住民に防災を「我が事」として考えてもらっている点も注目される。 

さらに、③福祉施設、学校、企業等の多様な主体を地域の防災活動に巻き込んで、地域防

災力を底上げし、④大学生から幼稚園児までの子供・若者をうまく防災活動に参加させて、

大人のやる気を引き出して、防災力を底上げしつつ継続させる等地域全体で連携して防災

活動を継続させるための工夫がみられる。 

そして、⑤校区の自治連合会の会長のような熱心な住民のリーダーの存在、⑥コミュニテ

ィセンター等を中心とした新規居住者を積極的に受け入れた校区単位の良好な人間関係、

⑦河川の清掃活動のような日常的な地域活動が防災活動にまで拡大し、結果的に地域防災

力の向上につながっている、いわゆる「結果防災」といえるような特徴もみられる。 

さらに、⑧これらの活動を支援している担当行政官が、担当業務を離れてからも、担当し

ていた地域コミュニティに寄り添って、地域住民としての立場や NPOとしての立場で、地域

コミュニティの活動を側面的に支援していることである。このような立場をかえた個人的

な支援が、行政と地域コミュニティの連携を可能にするとともに、行政に蓄積されたノウハ

ウを地域コミュニティに伝えることにもつながっている。 

地区防災計画づくりに限らず、地域コミュニティの防災力の向上には、ソーシャル・キャ

ピタル理論の観点から、地域コミュニティ内の住民の人間関係の良好性が鍵になるといわ

れているが42、ノウハウを持った担当行政官が異動してからも立場をかえて地域コミュニテ

ィの住民として個人的にその防災活動を支援していくことが、大変大きな役割を果たして

いる。 

本事例は、政令指定都市であり、鉄の街である北九州市の郊外のベッドタウンにある志井

校区での相互の助け合いは、古い農村での生きていくための義務的な助け合いとは全く異

なることに注意が必要である。古い農村での助け合いは、地域コミュニティの構成員が相互

に助け合わなければ生きていけないことを前提とし、そのために、掟に反した場合は、村八

分にされることもある。現在でも、都会人が田舎の生活にあこがれて農村に移住した際に、

                                                   
42 地域コミュニティにおける住民のネットワーク、信頼関係、互酬性（お互い様の意識）等を特徴とする

ソーシャル・キャピタルの醸成が地域コミュニティの活性化や防災力の強化につながることが指摘されて

いる。つまり、地域コミュニティにおける人間関係の良好性が、地域防災力の向上に大きな影響を与える

と思われる（内閣府 2014a; 布施 2015）。なお、災害が被災地のソーシャル・キャピタルを強化している

ほか、復興過程でソーシャル・キャピタルが重要な役割を果たしており、ソーシャル・キャピタルを活用

した防災計画の作成が重要であるという指摘もある（稲葉 2017; 川脇 2017b）。 
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習慣の違いから村八分にされて問題になることがあるが、古い農村では、相互の助け合いが

なければ生活が成り立たないことから、必要悪的にこのような慣習が残っている場合があ

る。一方、志井校区は、都市部のベッドタウンであり、ここ 30年ほどの間に移住してきた

住民も多く、一戸建てとマンションが半々であることから、住民の生活スタイル、職業、年

齢、家族形態等も多様であり、古い農村のような義務的な助け合いではなく、自発的・創発

的に仲の良い住民が集まって、老若男女が一緒になって志の高い地域活動や防災活動を行

っているのである。 

また、「地区防災計画制度」は、自助・共助による防災活動を推進しているが、それは、

地域コミュニティに行政の仕事を丸投げするような趣旨ではない。あくまでも、大規模広域

災害時の公助の限界事例を踏まえ、いざというときに自助・共助によって地域コミュニティ

の住民の命を救うことを目的としたものであり、地域住民等による自発的・創発的な計画づ

くりを推奨している。計画づくりは、行政によって強制されるものでもなければ、義務的な

ものでもない。あくまでも防災意識の高い住民が主体となって、地区として計画を作りたい

から作るのである。近年、福祉分野の地域包括ケアシステム等を巡って、地域コミュニティ

への行政の仕事の押しつけを懸念する指摘があるが、そのような指摘は、「地区防災計画制

度」には当てはまらない。 

住民主体でボトムアップ型の地区防災計画づくりは、地域コミュニティのリーダーであ

る大迫氏によって、そのような志の高い住民たちの志井校区にもたらされ、地域コミュニテ

ィで自発的・創発的な地区防災計画づくりが実践されることにつながったのである。 

最後に、都市に関する社会学の議論をさかのぼると、都市をネガティブに捉え、アノミー

や逸脱を進展させるとした社会解体論（Wirth 1945）に対して、都市は人口が集中して社会

的制約が少なく、人間関係を選択できることから意見や価値を共有する個人にとって快適

なネットワーク（同質結合）が発達し、それが多様な文化制度（下位文化）の発展を促すと

する見解（アーバニズムの下位文化理論:  Fischer 1982）が主張されてきた。本稿の志井

校区の事例のように、防災は誰にでも関係のある分野であり、防災に関心を持つ人は、都市

部にも多い。都市部の人口は、農村よりも多いことから、農村のように隣の住民と必ず義務

的に助け合う必要はなく、地域活動や防災活動を行うか否か、誰と一緒に地域活動や防災活

動を行うか等についての選択性が高い。つまり、仲の良い住民を選んで一緒になって活動を

する要素が農村よりも強く、同じ意見や価値観を持つ快適なネットワークである同質結合

が容易であることから、防災活動を契機として、自発的・創発的に地域コミュニティにおけ

る地域活動や防災活動を高めることができる可能性がある。志井校区の事例は、このような

都市部の選択性の高さや同質結合の容易さといった利点をいかしつつ、地域コミュニティ

のリーダーが、誰もが関心を持つ地域コミュニティの防災活動に関する地区防災計画づく

りを契機として、女性会や社会福祉協議会のほか、清掃活動、ラジオ体操、防犯活動等の各

グループによる地域コミュニティ内の多様な同質結合的なグループをつなぎ、全体のバラ
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ンスをとって、活動を拡大している事例であるように思われる。 

「地区防災計画制度」の推進に当たっては、単なる計画の数とかカバーエリアだけでなく、

その質や活動の継続の可能性等を十分に考慮する必要があるが、本章で取り上げた北九州

市の地区防災計画づくりの事例は、今後の地域防災力の強化を考える上で、大きなヒントに

なるのではないかと考える。特に、市の防災担当出身者の地域コミュニティでの活用の在り

方や移住してきた公務員出身で専門知識を持つリーダーが、その人脈を生かして、学識経験

者、行政関係者、NPO等の専門知識を有する外部有識者の支援を受けており、外部資源が重

要な要素となっていること等については、行政と地域コミュニティの連携の鍵となる重要

な要素であり、今後さらに継続して観察し、考察を行う必要があると考えている。 
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表 3-1 北九州市の防災担当職員へのインタビューの SCATによる分析例（様式: 大谷 

2008） 

 

表 3-2 志井校区の住民へのインタビューの SCATによる分析例（様式: 大谷 2008） 
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図 3-5 頻出語（上、名詞・サ変名詞 上位 20語）と共起ネットワーク図（下 文単位, 

37 語, 最小出現回数 5, Jaccard 係数 0.1以上）の分析例 

 

名詞 頻度 サ変名詞 頻度

防災 31 参加 23

校区 22 活動 21

地域 17 訓練 19

地震 15 固定 9

町内 15 計画 6

地区 14 加入 5

自分 13 炊き出し 5

マンション 11 増加 5

家具 9 挨拶 4

会長 9 支援 4

住民 9 実施 4

モデル 8 担当 4

子供 7 避難 4

事業 7 体操 3

人間関係 6 意識 3

魅力 6 調理 3

コミュニティ 5 会合 3

スタンプ 5 研修 3

祭り 5 影響 3

市民センター 5 お願い 3
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表 3-3 頻出語分析・共起ネットワーク分析と SCATによる分析の比較例（表 3－1・3－2

の下線部分の理論記述と対応） 
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第 3部 その他の地区防災計画づくりの事例 

第 4章 高知市下知地区の地区防災計画づくり 
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第 4章 高知市下知地区の地区防災計画づくり 

 

要旨 

 

第 3 章では、筆者の身近な地区であった北九州市の地域コミュニティにおける地区防災

計画づくりの事例を取り上げたが、移住してきた専門的知識を有する住民のリーダーシッ

プやリーダーの人脈による学識経験者、行政関係者、NPO等の外部資源による支援を受けて、

地域活動の活発化を図り、それが、防災活動にまで広がって地域防災力が強化されたことが

わかった。 

本章以降では、北九州市の地域コミュニティの事例に関する分析を起点として、さらに研

究を深めるために他の共助による防災活動や防災計画づくりの事例との比較を試みている。 

本章では、内閣府のモデル地区の中でも、1946 年の南海地震の経験を受けて、小学校区

単位で地区防災計画づくりが行われている高知市下知地区を対象に考察を行った。下知地

区の取組は、校区単位の取組であり、大きな被災経験があるほか、内閣府のモデル地区に指

定されている。 

データ収集に当たっては、地域住民、アドバイザーである学識経験者、市の防災担当職員

等に対する半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、SCATによる分析を行った。 

その結果、下知地区では、地区で唯一南海地震の経験を有する「生き字引」と呼ばれてい

る専門的な知識を持ったリーダーが先導しており、リーダーの人脈をいかして学識経験者、

行政関係者等の支援を受けており、地域コミュニティの良好な人間関係を背景とした熱心

で意識の高い住民のリーダーの育成、自主的な地区防災計画づくりを契機としたコミュニ

ケーション活動の活発化、外部有識者、元防災担当職員等の多様な外部資源の活用や行政と

の連携等の特徴があることが判明した。 

一方で、地区内にマンションが増加し、新しく住み始めた若者等との人間関係の構築や活

動の後継者問題に悩んでいること等の課題も見られるが、従来から活動を行ってきた住民

の呼びかけに応じて小学校教員、母親、大学生等多様な住民が自主的に防災活動に参加する

ようになっている。このような地域コミュニティ主体とした防災計画づくりは、コミュニケ

ーション活動を活発化させており、ハーバーマスが提示したコミュニケーション的合理性

に基づく新たな社会形成にも通じる可能性がある。 

 

1 はじめに 

 

高度経済成長の時代以降、都市化が進み、その規模が拡大するにしたがって、都市災害は、

破壊効率が高くなり、自然災害が技術的災害と複合して被害が増幅し、復旧・復興の長期化

や社会的に脆弱な地域や社会的弱者に集中的被害をもたらした（秋元 1982; 吉井 1996, 
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宮原・森 1998）。 

第 1章でも述べたように、アメリカ及びイギリスで活躍したワイズナーは、死傷者数等で

表される「災害（disaster）」について、地震、台風等の「自然現象としての加害力（hazard）」

が、社会での災害対策の遅れ等による「脆弱性（vulnerability）」と遭遇することによって

発生すると指摘した。つまり、地震や台風が大きくても、耐震化を進めたり、防災計画を作

ったり等によって、人間側の対抗能力が十分であれば、被害が拡大しないと指摘した

(Wisner et al. 2004)。この脆弱性は、建物やインフラストラクチャーのような物理的側面

だけではなく、危機管理体制や被災者支援体制の不備といった社会構造、防災対策、災害か

らの回復力等の社会的側面からも大きな影響を受ける(Bankoff et al. 2004)。2011年の東

日本大震災以降、社会の災害に対する脆弱性を小さくする様々な試みが行われてきた。 

また、ドイツの社会学者でリスク社会論を発展させたベックは、近代的な技術発展が拡大

するにつれて、リスクがかえって拡大していることを指摘したが（Beck 2002=2003）、未来

において災害を出さないようにする「リスク管理」（Risk Management）（林 2001）が、東日

本大震災以降に特に重視されるようになった。ただし、ここでいうリスクや災害とは、自然

災害を主な対象としたものであり、アメリカの社会学者であるバートンやクアランテリが

主張するような政治的崩壊とか人為災害を含む見解（Barton 1969; Quarantelli 1978）よ

りも狭いものである。 

このような脆弱性を小さくして、リスク管理を行う試みの中には、2013 年の「災害対策

基本法」の改正で創設された「地区防災計画制度」がある。東日本大震災で明らかになった

「公助の限界」と「共助の重要性」を踏まえ、従来法律とは縁遠かった地域コミュニティに

おける住民主体の共助による防災活動について、東日本大震災の「公助の限界」と「共助の

重要性」という教訓を踏まえて、その防災活動を促進するための法定計画制度が導入された

のである。この仕組みの最大の特徴は、地域コミュニティの住民等が主体となって、自主的

に地区防災計画の素案を作成し、それを市町村に対して、市町村の防災計画である地域防災

計画の中に位置付けることを提案できるという点である（計画提案）。計画提案を通じて、

住民等が、自らボトムアップ型で各地区の特性に応じた防災計画を作り、地域防災力を向上

させる仕組みであるが、計画を作るか否かは住民の自由であり、行政を中心とする防災計画

の体系の中で、住民等を主体とし、その自主性な取組を尊重する初めての仕組みである。 

この住民主体の防災計画の仕組みは、制度施行から 4 年の間に燎原の火のごとく急速に

全国に広がり、現在約 2,000 の大小の地域コミュニティで地区防災計画づくりが行われて

いる（室﨑 2018）。 

本章では、先行研究にあげられた論点も踏まえつつ、地区防災計画づくりが全国に急速に

広がった背景には、何があるのか、従来からの地域コミュニティの生活世界におけるコミュ

ニケーション活動について、地区防災計画づくりをきっかけとして、創発性が発揮された側

面があったのではないか、仮にそうであるとして、創発性が発揮された要因はどこにあるの
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か、そして、社会の災害に対する脆弱性をこの地区防災計画づくりを通じて、どのように小

さくすることができるのか等について考えてみたい。考察に当たっては、南海トラフ地震が

切迫しているという緊張感を持って防災活動が展開されている地区であり、防災系の研究

者から地区防災計画づくりの先進的な地区の一つであるといわれている（室﨑 2018）高知

市下知地区を対象に考察を行った。 

なお、既に第 1章で、関連する先行研究について整理しているが、改めて、本章に関連の

ある研究を整理しておく。住民を主体とした地域コミュニティにおける資源の活用の在り

方に着目して高知市下知地区のコミュニティ防災を対象とした先行研究について、地域社

会学だけでなく、隣接分野におけるものも含めて整理をしておきたい。 

地域社会学的な研究である室井（2016a, 2016b）では、南海トラフ地震の被害想定公表(中

央防災会議 2013)を受けて、同地区の住民に対する意識調査等を実施して、地区の社会構造

と防災対策について分析を行い、工学的な防災対策が進展する一方で、社会経済的な災害脆

弱性の深刻化が進んでいることを指摘した。また、工学的な研究であるが、藤田（2015）で

は、下知地区内で浸水の危険の大きい二葉町自主防災会が、疎開先として高地にある仁淀川

町との連携を進めていること、二葉町側が事前に「疎開保険料」とよばれる会費を支払い、

その会費に基づき仁淀川町側が受け入れのための避難所の整備や備蓄等を進める「疎開保

険」の事例等を紹介し、災害対策と地域コミュニティの持続可能性について検討を行った。

そのほか、実務的な観点からの研究としては、同地区の地区防災計画づくりのアドバイザー

を務めた行政官出身の大学教員が、参与観察的な視点から、同地区の「事前復興計画」づく

りの目的やその経緯、課題等について分析を行った鍵屋（2018）、同地区の地区防災計画づ

くりを支援してきた高知市の防災担当職員が、同地区で防災活動が活発化し、計画づくりが

熱心に進められている原因や今後の課題等について考察を行った山中(2017)があげられる。 

これらの先行研究は、いずれも同地区の住民に対するインタビュー調査、アンケート調査、

参与観察等に基づく調査を踏まえ、地域コミュニティが、どのように熱心で意識の高いリー

ダーを育成し、住民が自ら主体となって、コミュニティの資源や有識者等の外部資源をどの

ようにうまく活用するのかという観点から考察を行ったものである。 

本章では、これらの先行研究のうち、地域社会学的な観点から、同地区の住民に対するア

ンケート調査を踏まえ、工学的な防災対策が進展する一方で、工学的な防災政策と都市化の

帰結として、同地区の社会的な災害脆弱性が高まっていることを指摘した室井論文の問題

意識を踏まえつつ、そのような環境で、地域コミュニティの住民等が、「どのようにリーダ

ーを育てたのか」「なぜ計画づくりを行うに至ったのか」、「何を考えて計画づくりを行った

のか」「計画づくりをきっかけに住民の創発性が発揮されたのか、また、その要因は何か」

「地域コミュニティのコミュニケーション活動がどのように変わったのか」等について、関

係者の具体的な「語り」によって、明らかにするため、質的研究法を採用した(髙木 2011)。 

質的データの収集手法としては、地域住民、アドバイザーである有識者、市の防災担当職
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員等に対するインタビュー調査等を実施したが、本研究では、同地区の従来からの住民によ

る創発的な防災活動の経緯に詳しい市の防災担当職員に対するインタビュー調査の分析結

果を取り上げる。 

なお、本調査でこの手法を採用したのは、インフォーマントが、市の防災担当職員で、当

該分野の専門家であることから、質問に対して自由な回答を求め、積極的に調査への参加を

求める方式が馴染むと考えたためである。 

地域の防災活動や震災等に関するデータ収集に当たって、「半構造化面接法」を利用等し

た先行研究としては、阪神・淡路大震災の避難所のリーダーや避難所となった小中学校の校

長に対する半構造化面接法による調査を通して、リーダー等の発災時の行動原理について

考察を行った松井ほか（1998）及び水田（1998）、1944 年の東南海地震における地方公共団

体等が作成した体験談等をコーディングして分析する中で、体験談を収集する際の半構造

化面接法による体験談収集の有用性を指摘した友安・木村（2014）、宮城県及び福島県の東

日本大震災の被災地仮設住宅で訪問面接法による定量調査に加えて、半構造化面接法によ

る傾聴面接調査を実施し、被災者の復興感について考察を行った小林ほか（2013）等がある。

また、地区防災計画に関連するものとしては、東日本大震災及び熊本地震の教訓を踏まえて、

住民主体の計画づくりに取り組んでいるリーダー等やそれを支援している行政担当官等に

対する半構造化面接法による調査を行い、地域コミュニティの防災力の強化の在り方につ

いて検討を行った金ほか（2014）、林ほか（2016）等がある。 

 インタビュー調査で収集したデータの分析に当たっては、個人的な印象や直感による分

析を避ける観点から、ノート及び録音内容を踏まえ、インフォーマントの回答をテキスト化

した後で SCATによるテキスト分析を行い、頻出語分析・共起ネットワーク分析を併用して

分析を行い、その結果については、複数の異なった視点から検証を行い、インフォーマント

及び同席した研究者のチェックを経ることとした（SCAT の分析例は文末の表参照）。 

 

2 下知地区の特徴と地区防災計画 

2.1 下知地区の地域特性 

 

高知市は四国の太平洋側に面する高知県の中心都市（人口 34 万人）であり、下知地区は、

高知市のほぼ中央に位置しており、中心市街地の東側を形成している。南北約 3.5㎞東西約

1.5㎞のエリアで、三方を川で囲まれ、また、沿岸付近に位置しており。地区の標高は 0～

2m の低地である。 

地区の人口は約 1 万 6,000 人であり、世帯数は約 8,600 世帯で、高知市全体の人口約 33

万人の約 5％を占めている。65 歳以上の高齢化率は 21.1％で、比較的若い人が多いように

見えるが、南側の二葉町等は高齢化が進んでいる。なお、地区内の大半の小学生が昭和小学

校に通っているが、北部の一部の小学生は隣の江陽小学校に通っている。 
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商業施設、工場、倉庫、住宅等が混在・密集した市街地であり、市を代表する国道・幹線

道路が通っており、古くからの木造住宅が密集しているほか、近年は、若手の人口流入もあ

り、マンションや大型商業施設等も増加している。南側は、戦後市街化した区域であり、住

宅、商店、工場等があり、建物が古く密集したエリアが残る一方、近年マンション等も増加

している。北側は、遅れて市街化した区域であり、区画整理により整然とした街並みとなっ

ており、流通関係の事務所、大型商業施設、住宅等がある。下知地区の産業は、産業分類別

事業所は、「卸売業・小売業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「生活関連サービス業・娯楽業」

が上位で、第三次産業が主要産業となっている（表 4-1）。 

 

表 4-1 下知地区の産業（下知地区減災連絡会 2017） 

  

 

下知地区をはじめとする市街地は、関ケ原の合戦の功績で土佐を領国とすることになっ

た山内一豊の時代以降に、河川の堆積作用で形成された低地である海岸平野に盛土をして

形成されており、全体的に低地で地盤が脆弱である。 

災害履歴としては、1946 年の昭和南海地震がある。津波と火災で大きな被害を受け、地

盤沈下や破堤により、当時田園地帯で建物が点在していた地区全体で長期間浸水が続いた。

また、1998 年の高知豪雨では、秋雨前線による豪雨により、高知市の広い範囲で浸水が発

生し、下知地区でも内水排除が追い付かず広い範囲が浸水した（高知市史編纂委員会 1985）。 

最も懸念されている災害は、地震及び津波であり、2013 年 3 月に発表された「高知県南

海地震長期浸水対策検討結果」や 2012 年 12 月に高知県が公表した南海トラフによる被害

想定によると、最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合、高知市では約 12,000 人の死
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者が想定されている。下知地区では最大震度 7の揺れ、液状化、地震から 20～30分程度で

到達する津波によって家屋倒壊や火災が発生し、津波浸水深は最大 3～5m に達すると予測

されているものの、避難場所は、限られたビルだけである（写真 4-1）（下知地区減災連絡

会 2017）。 

 

 

写真 4-1 昭和南海地震での長期間浸水の模様（上: 1946 年の昭和南海地震直後、真ん中: 

1947年、下: 2015年: 高知地方気象台 HP） 

 

2.2 下知地区減災連絡会の設立とモデル事業 

 

「下知地区減災連絡会」が、2013 年 4 月の「下知コミュニティセンター」の開所に向け

て、2012年 10月に地区内の自主防災組織等 11団体の連合組織として発足し、現在は 17 団

体が加盟し、約 2,100 世帯をカバーしている。 

減災連絡会や地区内の自主防災組織では、地域住民が、①南海トラフ地震や地区防災計画

に関する防災講演会・セミナー、②津波避難行動計画・津波避難マップの作成、③広報紙「下

知減災」の発行、④昭和小学校の防災学習、⑤合同防災訓練、⑥広域避難のための地域間交

流、⑦マンションの防災力強化の取組が実施された（下知地区減災連絡会 2017）。特に、⑥

については、2007年設立の二葉町自主防災会では、町内全世帯を対象に「防災世帯調査（自
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己申告制）」を実施し、世帯主と家族の病歴、介護歴、服薬の種類、緊急連絡先、特技や資

格等を申告してもらい、発災時には、そのデータを防災会役員が活用し、災害弱者を速やか

に福祉避難所へ搬送し、救助支援者側に伝達することにした。また、津波による長期浸水に

備え、高台の仁淀川町と 2011 年から疎開のための交流を実施した。また、⑦については、

地区内のマンション「サーパス知寄町Ⅰ」では、マンションの自主防災組織が、防災講演会、

広報「防災新聞ちより」の発行、災害時の安否確認訓練、津波避難ビルとしての避難者受入

訓練等を実施した。 

減災連絡会の地域住民は、南海トラフ地震に備えて地域コミュニティの防災力を強化す

るため、内閣府の地区防災計画モデル事業に応募し、対象地区として指定された。そして、

「下知コミュニティセンター」で、大学教員をアドバイザーとして招聘し、市の防災担当者

等と連携して、2015年 9月から地区防災計画検討会を開始した（写真 4-2）。 

 

 

写真 4-2 下知地区での地区防災計画検討会の模様（2016年 9月筆者撮影） 

 

検討会では、グループに分かれて、参加者同士で意見交換を重ねて防災やまちづくりのイ

メージを参加者間で共有することを目的として、ワールドカフェ形式のワークショップが

行われ、まちづくりに対する考え方を共有するプロセスに重点が置かれた。 

計画策定に当たって、「①魂を入れる（心。仲間づくり。）→②仏を作る（形。計画、モノ

の確保。）→③仏を磨く（継続。訓練・見直し。）」の 3 段階の手順を踏むこととし、ワーク

ショップを通して、参加者が意見交換を行い、集合知を紡いでいった。 

 防災対策を「①命を守る対策」、「②命をつなぐ対策」、「③生活を立ち上げる対策」の 3 段

階のプロセスに分けた上で、地域住民から、「命を守ったあとの将来に希望が見えない」と

いう指摘が出たことを受けて、最初に③に関する「事前復興計画」づくりのため、復興を迅

速に進めるための合意形成の手法に焦点をあてて行われた。これは、「復興計画」は、発災
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後の復興期に作成されるものだが、避難生活を送って余裕のない被災者が、落ち着いて考え

ることは難しく、行政主導で短期間に作成され、住民の意見が十分に反映されないことも少

なくないほか、東日本大震災等の被災地では、しっかりした防災計画があり、住民の合意形

成が早いところは、復興も早いといわれている（鍵屋 2018）ことを受けたものである。 

検討会第 1 回（2015年 9月 3日・参加者 23名）では、「都市復興を考える」をテーマに

事前復興について学んだ後に、被災後の街づくりについて検討を行った。第 2 回（11月 7

日・参加者 25名）では、「生活復興を考える」をテーマに、被災後の高齢者、稼働世代、子

供の課題について検討を行った。第 3 回検討会（12月 17日・参加者 19名）では、「復興の

コンセプトを考える」をテーマに、復興の課題について優先順位付けを行い、震災後の「事

前復興のコンセプト」について検討を行った。第 4 回検討会（2016 年 1 月 26 日・参加者

26 名）では、「子どもたちが伸び伸びと遊べる、どこか懐かしいまち、下知」を形成するた

めの「幸せになる物語を考える」をテーマに検討を行った（下知地区減災連絡会 2017; 内

閣府 2016）。 

2016 年度以降は、高知市防災対策部地域防災推進課と連携して、住民による地区防計画

づくりが続けられており、住民間で共有したコンセプトに沿って、市に提案するための「地

区防災計画（案）」が策定され、南海トラフ地震発生時の長期浸水対策や避難所運営方法等

について検討が行われた。第 5 回検討会（2016 年 7 月 8 日・参加者 33 名）では、「下知の

まちをどう再建するかを考える」をテーマに、被災後のまちづくりについて議論を行った。

第 6 回検討会（9 月 27 日・参加者 45 名）では、「大震災後に下知地区をどう復興するか」

をテーマに、福祉施設、学校、企業、避難ビル関係者等外部資源となるメンバーを招いて検

討を行った。2016 年 10 月～2017 年 2 月にかけて下知地区内 8 ブロックでの検討を経て、

第 7回検討会（2017年 2月 1日・参加者 43名）では、「2016年度版事前復興計画の柱を決

める」をテーマに検討を行った。第 8回検討会（3月 9 日・参加者 32名）では、「2016 年版

下知地区事前復興計画案」が承認され、2015 年度に検討した「事前復興計画」のコンセプ

トを受けて、具体的な「事前復興計画（案）」が策定された。 

 2017 年度からは、「命を守る対策」のうち、「地震対策編」の計画の策定が進んでいるほ

か、津波に対する「津波避難計画編」、「避難所開設・運営マニュアル編」及び「長期浸水対

策編」を作成（津波避難計画改定）することとなっており、第 9回検討会（2017年 6月 22

日・参加者 60人）では、「地区防災計画 3年次の取組について」をテーマに、これまでの検

討の振り返り等を行った。第 10回検討会（10月 5日）では、地震対策について検討を行っ

た。第 11回検討会（12月 7日）では、地域外避難生活をテーマに、災害関連死の防止につ

いて検討を行った。これらを受けて、12 月 8 日には、昭和小学校と連携した防災訓練が、

12 月 17日には下知地区総合防災訓練が実施され、第 12回検討会（2018年 2月 19日）で 3

年間の計画づくりのまとめが行われた（図 4-1）（『二葉町防災新聞』各号）。 
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図 4-1 下知地区防災計画の概要（下知地区減災連絡会 2017） 

 

3 高知市の防災担当者に対する半構造化面接法によるインタビュー調査と SCAT を用いた

質的データ分析 

3.1 インタビュー調査の背景と手順 

 

2018年 1月 10日に、高知市役所の下知地区の地区防災計画の担当者である橋村彩香地域

防災推進課主査補及び地域防災計画の担当者である宅間美絵防災政策課主任が、九州北部

豪雨に関する調査のために福岡大学を訪問された。筆者は福岡大学非常勤講師を務めてい

た関係で、意見交換に同席し、同日 14：30～16：30に両氏に対するインタビュー調査を福

岡大学文系センター10階の西澤研究室で西澤准教授同席の下で実施した。 

宅間氏は、現在の部署で 3年目に入っており、橋村氏は 2017年 4月に赴任し、現在の部

署で 1 年目である。橋村氏の前任で同期の山本美咲氏は、2017 年 4 月から高知県庁に出向

中であるが、2016年 9月 27日の第 6回検討会の際に筆者の調査に御協力をいただいたこと

もあり、山本氏の後任の橋村氏ともラポールの形成が比較的容易であり、詳細なお話をうか

がうことができた。なお、山本氏は防災担当を離任されてからも、個人的に減災連絡会の地

域防災アドバイザーを務められており、検討会にも毎回出席されている。 

インフォームド・コンセントについては、事前及び事後に、調査手法、調査結果の取り扱

い、公表方法等について口頭で説明を行い、先方の了承を得た。本調査全体は、筆者と西澤

准教授が共同で企画・実施したものであるが、主な調査全体の流れ及び実施時期は、以下の

とおりである。なお、大半を筆者が中心になって担当したが、②及び⑤の一部は西澤准教授

が中心になって担当した。なお、インタビュー調査に当たり、事前に想定していた質問事項

は以下のとおりであり、インタビュー調査の内容の分析に当たっては、冒頭で紹介した SCAT

の手法を採用した（分析例は文末の表参照）。 
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なお、調査結果に取りまとめに当たっては、インフォーマントの回答内容を回答者が使用

した言葉で記し、インタビュー時の発話のニュアンスをそのまま残すように整理したが、イ

ンフォーマントによる回答は、標準語で行われた。また、本章では、「です・ます」調での

やり取りについても、標記の統一の観点から、「である」調で標記した。なお、インタビュ

ーの調査結果等については、インフォーマント及び同席した研究者のチェックを経た上で

公表することとした 

 

＜調査全体の流れ及び実施時期＞ 

①質問項目作成（企画立案・17年 12月 5日～12月 21日） 

②事前説明（アポイントメント、インフォームド・コンセントの徹底、ラポールの構築を含

む・2017年 12月 21日～1月 10日） 

③インタビュー調査の実施（18年 1月 10日） 

④調査内容の記録（インフォーマントの了解を得て ICレコーダーPanasonic RR-XP007-wで

記録、手書きノート作成を含む・18年 1月 10日～1月 31日） 

⑤補足調査（メール等での追加情報収集、調査結果の再構成、確認依頼を含む・17 年 2 月

1日～5月 30日） 

⑥最終取りまとめ（18年 5月 30日）等 

 

＜高知市の防災担当に対する主な想定質問＞ 

①住民の自主的な防災活動が活発化している要因は何か。 

②住民のリーダーの特徴はどのようなものか。どのように育成されているのか。 

③地区防災計画づくりがきっかけとなって住民の創発性が発揮されたのか。 

④住民は、外部の有識者や行政関係者等の外部資源をどのように活用しているのか。 

⑤住民が自主的に防災活動を広げる上での課題や悩みは何か。 

⑥子供・若者・女性等が防災活動に果たす役割はどのようなものになっているのか。 

 

 

写真 4-3 橋村主査補（中央）及び宅間主任（左）（2018 年 1月福岡大学教員撮影） 
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3.2 高知市の防災担当者に対する調査の結果 

 

■地域コミュニティによる熱心で意識の高い住民のリーダーの育成と防災活動の下地（想定質

問①及び②関係） 

 

下知地区の活動が、他の地区と比べて活発化している要因としては、住民のリーダーの人的要

因が大きい。こうしていくとか、こうしていきたいと思い、実際に活動をされている。防災に対

して、住民のリーダーは、熱心で意識が高い。このようなリーダーは、良好な地域コミュニティ

の人間関係を背景に自主的に育成されている。海抜 0m の下知地区に住んでいる住民として、南

海トラフ地震等に備えて危機感をもって長年防災について考えている。今のうちに備えをしな

ければ、死んでしまうという危機感がある。 

行政が、防災担当として地区に入っていく前から、もう防災活動に取り組まれている方が、下

知地区にはいた。下知地区に行くと、長年培ってきた知識ややらなきゃいけないという使命感が

すごく強いと思う。その方々が協力して、そのうち一人が地区防災計画というのをどこかで調べ

てきた。ぜひ内閣府のモデル事業にエントリーをしたいということで、3年前に下知地区が内閣

府の地区防災計画モデル事業の対象地区に入った。 

 

■自主的な地区防災計画づくりをきっかけにした地域コミュニティの創発性の発揮（想定質問

③関係） 

 

下知地区は、昭和南海地震で大打撃を受けたため、関係記録等が残っており、南海トラフ地震

で大きな被害受けると思い、防災活動に取り組んでいる住民がいた。その住民が、自主的な地区

防災計画づくりをきっかけとして、地域コミュニティ内でこれまで防災活動の経験のない住民

に対してコミュニケーションを活発化させるようになり、他の住民を少しずつ巻き込んで、自然

に地区で防災活動を行うメンバーが増えてきた。 

昭和南海地震を経験され、生き抜いてきた方もいるが、大半の方はそうではない。「地区防災

計画」づくりを始める前は、住民は防災に関して何をどうしたらいいかわからなかったが、その

ような住民が、計画づくりを通じて、地域のために活動するようになっている。 

昨年 12 月に防災訓練の中で避難所運営訓練を実施していたが、自主的に地区の役員以外の一

般の住民が、避難所の運営者になる訓練を行っていた。下知地区のマンションの中には、防災意

識が高く、自主的に防災に関するワールドカフェを実施しているところもある。 

訓練を支援していた地区の役員の住民は、防災のワールドカフェに参加した経験のある住民

とか、何回か検討会で地区防災計画づくりに参加している住民のほうが、次に何をしたらいいか

をイメージしながら、自主的にうまく避難所を運営できていると指摘していた。 
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■有識者等外部資源の活用（想定質問④関係） 

 

地区防災計画づくりについてアドバイザーをしてくれているのは、鍵屋一跡見学園女子大学

教授（情報学）、大槻知史高知大学地域協働学部准教授（社会学）、高知県庁に異動した前高知市

地域防災推進課の山本美咲氏である。 

鍵屋教授は、地区防災計画学会の幹事でもあり、行政官出身の地域防災で有名だが、2015 年

からアドバイスを受けており、その後、地元の教員も巻き込みたいということで大槻准教授から

もアドバイスを受けている。専門的な知識を教授いただき、やる気が出るような話をしてもらっ

て、住民は、さらに熱心に防災に取り組むようになった。山本氏については、防災担当時代に、

地域住民と公私にわたり丁寧な人間関係を構築してきたこともあり異動後も住民からの強い希

望で、個人的なボランティアの形で、検討会に出席してアドバイスをしている。有識者の支援は、

地区の住民の防災活動全体に大変良い影響を与えている。 

 

■新しいマンションの住民への対応（想定質問⑤関係） 

 

下知地区は、南部はわりと昔から住まれてる方が多い地区で、北部は区画整理を実施して、新

しい事業所等ビジネス系の建物ができたりして、マンションが多く新興住宅地になっている。南

部はわりと濃い人間関係が築かれているが、「下知地区減災連絡会」は、北部の新興住宅地のほ

うを巻き込めていない。南部は、南海トラフ地震で津波が来るといわれたことから、土地の需要

が減って、空き地は駐車場になったりした。北部と比較すると高齢化率が結構高い。ただ、津波

のことを除けば、市電も走っており、中心市街地の平地で、病院やスーパーもあって、住みやす

い場所であることから、最近は、賃貸マンションが増加しており、若い住民が増加してきている。

昔から下知地区に家のある住民間では、比較的人間関係が構築しやすいが、どうしても、新しく

こられたマンションの住民を減災連絡会の住民が各戸訪問して人間関係を構築するのは難しく、

課題となっている。一方で、長く防災活動をされている熱心な住民の中には、津波の危険を踏ま

え、高台に移転するべきだとの主張もある。 

地区内には、公民館、コミュニティセンター、小学校等の避難施設が別々の場所にある。住ん

でいる場所によって、どの避難施設に避難するかが予想がつく。例えば、北部の避難場所は昭和

小学校が中心であり、南部は下知コミュニティセンターというような感じである。 

 

■子供、若者及び女性の参加（想定質問⑥関係） 

 

地域防災を支えている住民は、結構年配になっている。このことは、下知地区でも他の地区で

も同じであるが、一方で、従来から活動を行ってきた住民の呼びかけに応じて子供、大学生等の

若者、女性等の活動も広がっている。 
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例えば、「下知地区減災連絡会」の事務局長として活動している坂本茂雄氏は、高知県議会議

員でもあるが、マンションに住んでおり、そのマンションで独自の防災計画を作り、防災のワー

ルドカフェをやっているが、そのカフェには、若い住民も多数参加している。 

また、その防災のカフェに、毎回中学生の子供を連れて参加する熱心なお母さんがいる。その

お母さんに「何で毎回子供さんを連れてくるんですか。」と聞いたところ、「いざという時に、私

は家にいないかもしれない。以前の防災のカフェで、子供が一人でマンションに残っていても、

地域の人やマンションの住民に子供の顔を知っておいてもらえば、発災時にも対応が違うと言

われた。そこで、住民の皆さんと顔を合わせる防災のカフェ等に子供と一緒に参加をするように

している。」と回答された。 

このように思われる若い住民は、結構いるのではないかと思うが、このマンションのように、

若い住民をうまく探して、実際に防災活動に参加してもらうというのは、簡単ではない。防災活

動の後継者がなかなか見つからないという問題もある。 

 

4 結びにかえて 

 

 前述のように、地震や台風といった自然現象がどれだけ大きいとしても、人間側の対抗能

力が十分であれば、大きな被害は発生しない。つまり、社会の災害に対する脆弱性が、大き

な災害をもたらすわけであるが、高知市下知地区の事例をみると、地域コミュニティの住民

が主体となって自主的に地区防災計画づくりに取り組むことは、各地区の土地利用のよう

な地理的特性や高齢化率のような社会特性等を踏まえつつ、行政とも連携して、危機管理能

力を向上させ、地域防災力を強化することにつながっており、自然現象に対する人間側の対

抗能力を向上させる優れた仕組みとなっている。 

 また、地区防災計画をきっかけとした地域コミュニティでの防災活動の広がりは、もとも

と防災活動の重要性への気づきを持っていた住民のリーダー等を通して自主的に開始され、

まわりの住民にも広がっていったものである。また、地域コミュニティの防災力を向上させ

るだけでなく、地域コミュニティの生活世界における住民同士のコミュニケーション活動

を活発化させ、有識者等の外部資源も活用しつつ、地域コミュニティの創発性が発揮されて

いる面がある。つまり、①地域コミュニティの良好な人間関係を背景とした熱心で意識の高

い住民のリーダーの育成、②自主的な計画づくりをきっかけとした地域コミュニティの創

発性の発揮とコミュニケーション活動の活発化、③震災を経験して、専門的な知識を有する

リーダーが中心となって、その人脈で学識経験者、行政関係者等の外部有識者を外部資源と

して活用したり行政と連携しているという特徴がある。一方で、④地区内にマンションが増

加し、新しく住み始めた若者等との人間関係の構築や活動の後継者問題に悩んでいること

等の課題も見られるが、⑤従来から活動を行ってきた住民の呼びかけに応じて小学校教員、

子供を連れた母親、大学生等多様な住民が自主的に防災活動に参加するようになっている。 
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 特に、1946 年の南海地震を生き抜き、当校区唯一震災経験を有するリーダーの役割は大

きく、「生き字引」として、コミュニティ内でその発言が尊重されていた。 

これらの特徴は、前述の地域社会学における住民主体のコミュニティ防災の先行研究に

おける論点とも重なるところが多く、これまでの地域社会学的な先行研究で指摘されてい

た住民主体のコミュニティ防災の強化の動きと同じ方向性を示している。なお、下知地区の

特徴的な取組である「事前復興計画」づくりによって、地域コミュニティの回復力の強化を

図ることによって、自然現象による被害を減らすことができる可能性がある。 

 ところで、災害社会学の分野では、東日本大震災後に防災のパラダイム転換を求める指摘

がなされることがある。戦後日本の防災パラダイムは、①科学主義、②想定外力の向上、③

行政中心の防災対策、④中央集権的な防災対策という特徴があった。そして、従来①及び②

に基づく地震規模等の予測や想定を前提に、発生確率の高い中規模の災害を想定して災害

対策が進められてきた。しかし、東日本大震災では、想定外の事態が発生し、想定を超える

死者を出した。また、東日本大震災の際には、③及び④に基づく行政を中心としたトップダ

ウン式の警報発令システムが十分に効果を発揮せず、地域コミュニティ等の集団力を生か

した避難行動のほうが有効であった。そして、これらを踏まえて、戦後日本の行政主導・ト

ップダウン型の防災パラダイムの転換を求める主張がなされているのである。（田中 2013）。 

 地区防災計画づくりは、地域コミュニティの住民等を主体としたボトムアップ型の取組

であり（金ほか 2015）、上記の③及び④のパラダイムを大きく変える可能性のある取組であ

るが、本章で取り上げたような下知地区の事例では、①及び②の限界を踏まえつつ、地域コ

ミュニティの住民等による共助の活動等「ソフト」を活用した対策が試みられている。また、

地区防災計画づくりに当たって、住民のリーダーの指導力、外部有識者、防災担当職員、学

校等の外部資源の活用、子供や親や若者を取り込んだネットワークづくり等が重要な鍵に

なっている。 

ハーバーマスは公共圏について論じる中で、資本主義的産業化の進展が、人々のコミュニ

ケーション的行為の場で生活世界であったコミュニティを解体し、個人を孤立化・私事化す

ることでシステムに編入したこと、つまり、コミュニティにおけるコミュニケーション的合

理性の世界が、経済・行政システムの目的合理性の論理によって圧迫されてきたことを指摘

し、その失われた生活世界としてのコミュニティを復権するため、人々の間の新しいコミュ

ニケーション的ネットワークの形成とコミュニケーション的合理性に基づく新たな社会形

成が必要であるとした(Habermas 1995; 佐藤 1991)。本章で取り上げた地域コミュニティ

主体の地区防災計画づくりは、ボトムアップ型で、計画づくりが進み、コミュニティの創発

性の発揮へとつながり、コミュニケーション活動の活発化へもつながっていることから、ハ

ーバーマスが提示した人々の間の新しいコミュニケーション的ネットワークの形成やコミ

ュニケーション的合理性に基づく新たな社会形成にも通じる可能性があることを付言して

おきたい。 
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表 4-2 SCATによる高知市防災担当職員へのインタビュー調査の分析例（様式: 大谷 2008） 
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第 5章 熊本地震と地区防災計画づくり 

 

要旨 

 

第 4 章では、南海地震の経験を踏まえて、ほぼ小学校区単位で地区防災計画づくりに取

り組んでいる高知市下知地区の事例について紹介した。 

本章では、高知と同じように被災経験のある校区ということで、2016 年の熊本地震の被

災地である熊本市砂取校区のマンションを例に、熊本地震の際にどのような防災活動が行

われ、何が地域防災力強化の課題となっているのかについて考察することとした。この防

災活動は、マンション単位であり、大きな被災経験があるものの、内閣府のモデル地区で

はない。本事例は、福岡大学の学生の実家のあるマンションの地域防災力強化の取組を対

象にしており、地区防災計画づくりを実施していたマンションのコミュニティではないが、

熊本地震を踏まえ地区防災計画づくりに関心を示しているおり、マンションのコミュニテ

ィ単位での防災活動を検討する際の参考になる。 

本事例では、マンションの管理組合の理事長、マンションの住民、当マンション出身の

学生等に半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、収集したデータについて、SCAT

による分析を実施した。 

このマンションのコミュニティでは、マンション建設とともに移住してきた事業継続計

画（BCP）をはじめとする防災活動に関する専門的な知識を有する「銀行マン」であるマン

ション管理組合の理事長が中心となっており、マンションのコミュニティにおける七夕、

クリスマス、お正月の餅つき等の地域活動を通じて、マンションの住民同士が顔見知りと

なり、日頃から互いにネットワークを作って連絡したり、お裾分けをしたり、高齢者や子

供の見守り活動をするようになった。それらを通じて、コミュニティのソーシャル・キャ

ピタルが醸成され、成熟したコミュニティが成立していたが、そのような日頃の関係が生

きて、熊本地震の発災後も声を掛け合って避難したり、隣同士で高齢者や子供の面倒を見

たり等マンションでの避難生活の継続がうまくいっていることがわかった。 

 

1 はじめに 

 

 2016年 4月に発生した熊本地震1によって、熊本等で多くの死傷者が発生し、死者・行方

不明者は、2018年 4月時点で災害関連死の疑いのある方を含めて約 270人となっている。 

今回の熊本地震で有識者から指摘されているのは、行政や地域住民等の防災意識、避難

訓練、避難所の整備、備蓄、耐震化、帰宅困難者対策、事業継続計画（BCP）等大規模広域

                                                   
1 気象庁は、一連の地震を「平成 28年（2016年）熊本地震」（The 2016 Kumamoto Earthquake）と命名し

た（気象庁 2016）。 
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災害が発生するたびに重要だとされてきた点について、再び問題が発生しているというこ

とである2。 

東日本大震災の教訓を踏まえ、「災害対策基本法」（災対法）が改正されてきたのに、何

故このようなことが繰り返されるのか。例えば、地域コミュニティの防災力の強化のため

に、地域住民や事業者によるボトムアップ型の自発的な防災計画である「地区防災計画制

度」が 2013年の「災害対策基本法」で導入されたが、そのような制度は、熊本地震では活

用されていない。 

その実態を探るため、筆者は、熊本市の市街地及び郊外で調査を実施したが、本章では、

そのうち、免震マンションで実施したインタビュー調査を踏まえ、マンションコミュニテ

ィの現状と課題を中心に分析を行う。 

 第 1章で紹介した地域コミュニティに関する従来の先行研究では、東日本大震災後の「災

害対策基本法」の改正や「地区防災計画制度」の創設といった地域コミュニティの防災制

度やその実態関係に焦点をあてた研究は限られている。また、熊本地震と地区防災計画を

題材として扱った研究も、発災から時間が経過していないことから、限られている。また、

マンションコミュニティと地区防災計画について論じた先行研究は、筆者による金・筒井

ほか（2015）、金（2016）等があるだけである。 

 そこで、本稿では、熊本地震の教訓を踏まえ、関係文献の調査、熊本市内の免震マンシ

ョンに居住する住民に対するインタビュー調査等を通じて、地域コミュニティにおける共

助による防災活動の在り方について考察を行った。 

インタビュー調査（質的調査）に当たっては、「半構造化面接法」を採用した。なお、本

調査においては、インフォーマントから、当方より事前に提示した各質問項目に対して、

回答のアウトラインを示すペーパーの提出があった。 

本インタビュー調査では、地域コミュニティにおける個々人の生活にまで立ち入るもの

であり、インフォーマントのプライバシーに対する配慮が重要になるため、事前に十分な

インフォームド・コンセントを行い、ラポールを築いた上で、調査の進め方や情報の取扱

い等について同意を得たほか、調査の分析に当たっても、個人情報の取扱いに十分な配慮

を行い、人権の保護及び法令等の遵守に係る問題が生じないようにした。 

 

2 熊本地震について 

 

 2016 年 4 月 14 日夜に最大震度７を記録した熊本地震が発生した。熊本県益城町等では、

家屋の下敷きになる等して死者や多くの負傷者が出たほか、高速道路や新幹線も寸断され

                                                   
2 2016年 5月 29日に福岡大学で開催されたシンポジウム「熊本地震を踏まえた地域防災力強化の在り方 in 

福岡」のパネルディスカッションでの加藤孝明東京大学准教授の発言参照。「地域防災力を考えるシンポ」

2016年 5月 31日『読売新聞』朝刊参照。 
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た3。 

熊本県災害対策本部によると、特に家屋等の倒壊による窒息死や圧死が多かったといわ

れている。救出活動には、多くの自衛隊、警察、消防等が派遣され、倒壊した家屋から多

くの被災者を救出した。 

さらに、16 日未明には、熊本県を震源とする最大震度 7 の地震が発生し、熊本、大分、

福岡、佐賀、宮崎等で多くの死傷者が発生し、多くの地域で、交通網やライフラインが寸

断された4。特に、阿蘇地方では大規模な土砂崩れが発生し、南阿蘇村の阿蘇大橋が崩落、

東海大学阿蘇キャンパスの職員・学生約 700 人と周辺住民約 300 人が孤立したほか、東海

大学農学部の学生アパートの崩落で学生が亡くなった。また、宇土市役所等の公共施設や

避難所が損壊した5。 

 余震が継続し、大雨も続いたことから、被災者の避難生活が長期化した。また、熊本空

港（阿蘇くまもと空港）が閉鎖され、九州新幹線や九州自動車道が寸断されたことから、

物流や人の流れに支障が生じ、不慣れな地元行政の対応も重なって、避難所の物資が不足

する等大きな混乱が起こった。 

今回の熊本地震については、地元の行政や地域住民等の防災意識、避難訓練、避難所の

整備、備蓄、耐震化、帰宅困難者対策、事業継続計画（BCP）等のように東日本大震災以降

に強く対策が求められてきた問題が、再び同じように発生している。特に、地元の行政及

び地域住民等の災害を我が事としてとらえ、それに備えるという予防的な感覚の欠如が、

被害を拡大させたと思われる。 

一方、国においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、例えば、地域コミュニティの防災

力の強化のために、地元の行政と連携した形での、地域住民や事業者によるボトムアップ

型の自発的な防災計画である「地区防災計画制度」を 2013年の災害対策基本法の改正で成

立させ、2014 年より施行させる等行政の支援だけに頼らない形で、地域コミュニティによ

る自発的な共助によって、少なくても発災直後を乗り切れるような仕組みが作られたはず

であった。しかし、同制度については、2014年度及び 2015年度に内閣府によってモデル事

業が実施され、全国 37地区で制度推進のための取組が実施されていたが、九州では宮崎県

で 2つの事業が実施されただけであり、熊本県では取組が行われていなかった。 

今回の熊本地震は、このように行政や地域住民の防災意識が弱く、「地区防災計画制度」

のような共助による防災活動が十分に実施されていなかった九州地方を襲ったことになる。 

 熊本地震では、地元の行政による対応は極めて厳しい状況にあったが、それを心配して、

積極的に支援したいというボランティアの動きがあった。全壊・半壊の家屋の数とボラン

                                                   
3 「負傷者１千人超に、九州新幹線復旧のめど立たず」『読売新聞』2016年 4月 16日参照。 
4 16日の地震の規模は 14日の地震の規模を上回ったため、気象庁は 16日の地震を本震、14日の地震を前

震と位置付けたが、「平成 28年（2016年）熊本地震」という名称については、一連の地震について、熊本

地震と引き続く地震活動としてとらえることとして、名称を変更しないこととした。 
5 「熊本地震、死者 41人に 千人孤立・9万人避難」『読売新聞』2016年 4月 17日参照。 
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ティアの人数の比率で比較すると、その規模は、多くの学生等のボランティアが参加して

「ボランティア元年」といわれた阪神・淡路大震災並みの規模であるといわれている6。 

 南阿蘇村等では、避難所で村役場の職員の数が不足しており、十分な対応ができないの

を見かねて、中学生や高校生が自発的にボランティアを担うようになり、物資運搬、避難

者への食事の配膳、高齢者等の体調急変に備えた夜間見回り等を実施した7。 

熊本市では、4月 22日からボランティアの受け付けが始められた8が、中央区花畑広場に

設けられた市の社会福祉協議会によるボランティアセンターには、受付開始前から 1,000

人以上のボランティア希望者が長い列を作った。ここでは、ボランティアを 5 人程度のグ

ループに分け、被災者が求めている支援内容を聞き取ったり、避難所、救援物資集積所等

で物資の仕分けや清掃への支援を担当するボランティアを募集したりしていた9。ただし、

余震が続く中の作業であり、不慣れな事務局は大混乱していた。 

熊本地震では、地震による直接死よりも、災害後の環境の変化等によって亡くなる災害

関連死のほうが多くなった。この点、災害対策基本法改正によって創設された「地区防災

計画制度」に従って、被災地の地域コミュニティで相互の助け合いを進め、共助の防災計

画を作成していたならば、災害関連死を防ぐことができたのではないかといわれている10。

内閣府では、2014 年から全国で地区防災計画モデル事業を実施してきたが、熊本等の被災

地では、熊本地震発災前にはモデル地区として指定された地区はなく、発災後に初めてモ

デル地区に追加することとした。 

筆者は、2016 年 4 月の熊本地震発災直後から熊本市、益城町、西原村等の被災地に調査

に入り、復興に向けて支援を続ける中で、参与観察的な観点から調査を行った。その結果、

熊本地震の被災地では、東日本大震災等をみて地震が危険であるということはよくわかっ

ていたが、近年大きな地震がなかったこともあり、九州には地震がこないという根拠のな

い思い込みがあったことがわかった。被災地で支援を続けていく中で、災害関連死で親族

や近所の住民を亡くした被災者の中には、事前の備えがなかったことを悔やむ住民も多か

った。被災地の避難所運営では、事前の受援に対する準備がなかったことから、全国から

支援を受けたにもかかわらず、支援物資の配給が滞り、支援にきた自治体職員やボランテ

ィアをうまく活用できなかった。また、熊本市のマンションコミュニティのリーダーに対

して半構造化面接法によるインタビュー調査を実施した。マンションコミュニティのリー

ダーが、仕事上で BCP 関係の業務の経験があった事例であり、地区防災計画が作成されて

いたわけではないものの、コミュニティ全体で相互の助け合いが行われ、発災後も堅牢な

                                                   
6 2016年 5月 29日に福岡大学で開催されたシンポジウム「熊本地震を踏まえた地域防災力強化の在り方 in 

福岡」での室﨑益輝神戸大学名誉教授の報告参照。 
7 「熊本地震 避難所支える中高生 「生まれ育った南阿蘇のため」」2014年 4月 20日『産経新聞』参照。 
8 一方で、ボランティアに割り振る仕事が十分でない、ボランティアがやりたい仕事がない等の需要と供

給のミスマッチの問題も出た。 
9 「週末、私も助けたい ボランティアが長い列」2016年 4月 23日『読売新聞』参照。 
10 「地域が主体で防災力の底上げを 西澤雅道氏」2016年６月 24日『西日本新聞 』参照。 
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マンションで生活を継続した事例であった。以下では、その部分を中心に紹介をしていき

たい。 

 

3 熊本市中央区砂取校区のマンションの関係者に対する半構造化面接法によるインタビ

ュー調査と SCATを用いた質的データ分析 

3.1 調査対象について 

 

筆者は、2016 年 4 月の熊本地震の発災後から、熊本市を中心にインタビュー調査を実施

したが、九州地方では、行政関係者も地域住民等も、地震が発生しないという思い込みが

強く、東日本大震災等の教訓を自分の問題としてとらえることができていなかったように

見受けられた。そのため、防災意識だけでなく、避難訓練、備蓄等も著しく不十分であっ

た。一方、免震構造のマンションに居住していたため、地震の被害をほとんど免れ、避難

所に避難せずにマンションでそのまま生活を継続することができた事例もみられるほか、

職業上、事業継続計画に関する知識があった住民の中には、発災後も自宅で冷静に対処し

て、大きな被害を出さなかった例もみられる。 

以下では、2016 年 5 月に熊本市中央区で熊本県初の免震マンションである「パークマン

ション水前寺公園」に居住していた地域住民に対して実施したインタビュー調査の概要を

紹介する。 

インタビューは、半構造化面接法で実施しており、調査に当たっては、①質問項目作成、

②事前説明（インフォームド・コンセントの徹底、ラポールの構築等）、③インタビュー調

査の実施、④調査結果の再構成、⑤メール等での追加情報収集、⑥確認依頼、⑦最終取り

まとめ等の作業を分担して実施した。具体的には、①及び⑦は金が、②～⑥は福岡大学西

澤研究室（一部は名古屋大学林研究室ほか）が中心になって担当した。 

 また、事前に設定した質問事項は以下の 20項目である。 

 

熊本市のマンションでの質問事項の例 

 

① マンションの建築年、構造（何階建てか、分譲か、耐震等の特徴）、市内での位置、世

帯数、居住者数等はどうなっているのか。 

② マンションの管理組合、自主防災組織等の構成如何。また、発災時にそれらはどのよ

うな役割を果たしたのか。 

③ マンション管理規約や防災計画はどのようになっているのか。 

④ マンションと地域の町内会・自治会、学校、行政、商店街等との連携はどのようにな

っているのか。周辺住民がマンションに避難した例はあるのか。 

⑤ 地域コミュニティやマンションにおける防災訓練、避難訓練等の状況はどのようにな
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っているのか。 

⑥ マンションにおける地域活動やコミュニティの活性化のための催しの実施状況はどの

ようになっているのか。 

⑦ 4月 14日の前震及び 16日本震の発災時の対応状況はどのようなものか。また、被災状

況の確認方法、被災状況如何（住み続けることができるのか。）。疎開者もいるのか。 

⑧ マンションにおける被害は比較的少なかったが、耐震（免震）の効果はどのようなも

のか。 

⑨ 発災後に避難所に避難したのか。また、支援物資はどのように調達したのか。物資の

入手に困ったものはどのようなものか。 

⑩ マンション及び各戸における防災用品の準備、トイレ、貯水、食料等の備蓄の状況如

何。また、それは発災時に実際に活用できたのか。 

⑪ マンションに一族が避難されてきた例があるが、それはどのような理由によるものか。 

⑫ 帰宅困難者を受け入れた事例はあるのか。 

⑬ 避難所に避難するよりもマンションに避難するほうが良い理由は何か。 

⑭ 被災して 1週間目、2週間目等の時系列的な変化で御記憶のあるものを御教示いただき

たい。また、発災から 3 週間が経過したが、現在の地域コミュニティや各戸の状況はど

のようなものか。 

⑮ 親類、友人、近所等の被災状況を教えていただきたい。 

⑯ 市役所等行政の対応については、いろいろ不満も出ているようであるが、感じている

ことがあれば御指摘いただきたい。 

⑰ 地域コミュニティでの相互の助け合いである共助について感じたことがあれば教えて

いただきたい。 

⑱ 災害ボランティアによって助けてもらったこと、ボランティアに対して感じているこ

とがあれば、教えていただきたい。 

⑲ 国土交通省が調査に来たと伺っているが、役所や大学による調査については、どのよ

うに感じているのか教えていただきたい。 

⑳ 国土交通省によるマンション標準管理規約上のコミュニティ条項の削除についてどの

ように感じているのか。 

 

 インタビュー調査の対象となったインフォーマントは、小塩龍樹氏である。小塩氏は、

筆者が副会長を務めている福岡大学防災行政研究会に所属する小塩大暉氏の父であり、

1962年生まれの 52歳である。熊本大学法学部卒業後、同大学院で憲法を専攻した後、1990

年に肥後銀行に入り、現在、同銀行監査部監査企画グループ副企画役を務めているほか、「パ

ークマンション水前寺公園」の管理組合の理事長である。 

小塩氏は、銀行業務の関係で事業継続計画について学んだことがあり、水害等を想定災
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害として防災活動を行った経験があったほか、断層の状況についても調査したことがあっ

た。 

 インタビュー調査は、2016 年 5 月 8 日（日）午前中に「パークマンション水前寺公園」

の小塩氏宅を訪問し、約 3 時間にわたり実施された。以下、インタビュー調査での小塩氏

の回答を事後に整理し再構成したものの概要を示す。 

 

3.2 熊本市のマンションでのインタビュー調査の概要 

 

■パークマンション水前寺公園の特徴（質問項目①～⑥、⑳に対応） 

 

自分の住む「パークマンション水前寺公園」は、熊本市の中心部である中央区東部の水前寺公

園近くに位置しており、近隣には熊本県庁等公共機関が多い。1998年（平成 10年）に竣工した

14 階建のマンションであり、敷地面積は 5849.2 ㎡、建物延床面積は 11792.7㎡、鉄筋コンクリ

ート造りで、敷地内にはマンション住民専用の児童公園や大型の貯水タンクが設置されている。

世帯数は 110世帯であるが、居住者数はマンション管理組合でも正確に把握していないそうであ

る。同マンションは、熊本県で初めてマンションとして免震構造を取り入れた点が特徴とされて

いる（写真 3-1）。 

同マンションの区分所有者全員で構成されている管理組合は、総会や理事会があり、その下に

修繕委員会が置かれている。総会は年 1 回開催されており、11 人の役員で構成されている理事

会は毎月開催されている。防災活動を行うための自主防災組織は置かれていない。管理業務は管

理会社に委託されている。 

同マンションには、管理規約として、「パークマンション水前寺公園管理規約」が 1998 年 10

月７日に制定されている（最終改正は 2003年 5月 11日）が、同規約は、防災計画に特化した条

項はないほか、国土交通省の「マンション標準管理規約」上で問題になったコミュニティ条項 の

ようなものはない。 

 町内会との関係については、管理組合の理事会の役員を町内会の担当者として任命し、定期的

に町内会の会合に出席させているほか、町内会の実施している廃品回収等の行事にも参加させて

いる。 

マンションにおける防災訓練、避難訓練等については、地域の子供会（砂取校区）主催で火災

避難訓練及び地震避難訓練を実施しており、現在もそのような活動は継続されている。 

マンションにおける地域活動やコミュニティの活性化のための催しについては、七夕飾りやク

リスマスツリーを住人有志が準備しロビーに設置して、短冊やクリスマスカードを住民が自由に

飾り付けられるように配慮する等してコミュニティの関係を作ろうとしてきた。 
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写真 3-1 パークマンション水前寺公園（2018年 4月・筆者撮影） 

 

■熊本地震発災時の模様（質問項目⑦・⑪・⑰等対応） 

 

2016 年 4 月 14 日の前震及び 16 日の本震の際のマンションにおける対応状況については、自

分としては、14 日の地震（余震）の時には、息子 2 人に連絡を取るように妻と娘に指示した上

で、被害がなかったことを確認した。16 日の地震（本震）の際には、停電でテレビを見ること

ができなかったことから、息子に連絡を取り状況を確認した。その後に、懐中電灯や毛布等を準

備して、念のため、妻と娘を連れて屋外の駐車場にある自家用車の中に避難した。 

被災状況については、14 日には外構部分の破損を確認し、また、16 日には夜明けを待ってマ

ンションの外観全体を確認したが、その時点でマンションの外壁には全く異常がなく、タイルの

剥落もなかったことから、自分は、マンションの躯体には異常がないと判断した。   

マンションの室内は、タンス等の転倒も少なく居住には問題なかった。ただし、震度 5強等の

余震が続いたため駐車場の自家用車に避難する住民、砂取小学校に避難する住民もいた（写真

3-2）。 

 

写真 3-2 パークマンション水前寺公園の前にある砂取小学校（2018年 4月・筆者撮影） 
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マンション管理組合としては、4 月 14 日には、理事長及び修繕委員長を中心に館内放送をか

けたほか、エレベーター内に閉じ込められた人がいないか等の確認作業を実施した。そして、15

日には、持回り理事会により、修繕委員会に対して「地震による人的及び物的な被害の発生・拡

大を防止するために、必要な措置を行う」権限を理事会から委託することとした。16 日には、

理事長の判断により、自家用車に避難した住民向けにトイレ付きの集会所の解放、出入り口の開

放、破損した階段への立ち入り禁止措置等を実施した。 

当マンションは、110世帯と世帯数が多く、管理組合として住民全員の状況を正確に把握しき

れていない部分もあるが、普段から互いに挨拶をして、顔の見える関係があるので、住民が助け

合って一緒に避難所に行った例があるほか、住民同士で安否確認等を行っている例がある。 

なお、いずれも夜間に発生した地震であり、周辺の住民や帰宅困難者が当マンションに避難し

た事例は確認していない。 

 

■マンションの耐震（免震）構造の効果（質問項目⑧・⑪・⑮に対応） 

 

自分は、このマンションの特徴であった免震構造の効果は、大変大きかったと感じている。 

熊本の市街地に関する報道では、地震発生時には、多くの建物で物が飛び散っているようであ

るが、少なくとも自分の周辺ではそのようなことはなかった。また、小さい本棚や衣装ケースは

倒れたが、それ以外では、棚から物が落ちるようなこともなく、また、ガラスや食器等にも全く

被害はなかった。マンション全体でも、全く物が倒れなかったとの声も出た。 

周辺のマンションの内部は揺れでかなり大きな被害を受けた。職場の同僚は、マンションは無

事であったものの部屋の中は散乱した。また、周辺では、マンションの玄関扉がゆがんで開け閉

めができなくなるような被害も多数出た。 

なお、当マンションは、免震構造で被害もほとんどなかったことから、居住に支障がなく、安

全であるとして、住民が親族を呼び寄せて、一緒にマンションで生活を継続している例がある。 

 

■避難所や支援について（質問項目⑨・⑬・⑱に対応） 

 

当マンションでも、自分と同じように駐車場の自家用車に避難した住民が多数いたようである。 

また、避難所に避難した住民もいたが、自分は、当マンションの耐震性に信頼を置いているた

め避難しなかった。また、一時的に避難所に避難した住民も、避難所が混雑していて満足に寝ら

れず、支援物資も十分に揃っていなかったことから、16 日の早朝には、夜が明けるとマンショ

ンに戻ってきた。 

自分は、支援物資を受け取っていない。16 日の本震の際にも、当地区は県庁の近くであるた

め、電気も一時停電したものの、1時間程度ですぐに復旧し、また、当マンションには大型貯水

タンクもあるため、マンションとしての断水はなく、水にも不自由することはなかった。念のた
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め、発災後には、20 リットル入りポリタンクに水道水を確保した。ただし、それを利用するこ

ともなかった。 

一方で、発災した 16 日やその翌日は新鮮な食糧の確保が難しかったほか、周辺のガスの復旧

には時間がかかった。なお、そのような事情でボランティアに支援を受けたこともないし、報道

で見るだけである。ボランティアについては、報道でいろいろと問題点を指摘されているようだ

が、復旧に人手が必要な場面ではありがたいと思う。 

 

■日頃の防災活動・備蓄等の効果（質問項目⑩に対応） 

 

マンション管理組合では、管理人室に防災用具一式を準備していたが、特段使うことがなかっ

た。そして、住民各々が懐中電灯や水や食料等を持ち寄って対応したが、それで十分であり、ト

イレについては駐車場に避難した方のために集会場のトイレを開放した。 

なお、当マンションは、これまで台風等による停電でも県庁の近くの区画であることから電気の

復旧が一番早く、マンションとして大型貯水タンクを備えている。電気さえあれば水も出るため、

特段の備蓄はなかった。 

 

■発災からの変化（質問項目⑭に対応） 

 

発災後 1 週間はライフラインのうちガスが復旧しなかったため風呂に入ることができず不便

を感じたが、2 週目に入ると、ガスも復旧し、余震が続いていたことを除けば普段の生活に戻り、

3 週目（インタビュー時点）になると、当マンションの住民は普段通りの生活をしていたが、余

震に対する不安を抱えている人は当然いると思う。 

 

■行政の対応・その他（質問項目⑯・⑲に対応） 

 

熊本市から「震災ごみは自由に捨ててよい」といった指示が流れたことから、大量のごみが道

路に山積した。市はあわてて、震災と関係のないごみが出さないように訴えたが、一度行政が出

した指示を変えるのは難しく、いまだにいろいろなごみが出ている。例えば、何十年も前のブラ

ウン管のテレビが大量にゴミ捨て場に放置されていたが、このようなことになったのは、ごみの

量を事前に考えずに、そのような指示を出した市役所の不手際である。 

一方、国土交通省九州地方整備局の担当官が、免震構造の有用性について調査するため当マン

ションに 4月 20日に実態調査に訪れた。今後は、国が事例を収集し、研究を重ねて建築基準法

の改正等に反映されるようであるが、このような事例を国民の安全・安心な生活のために役立て

ていただきたい。 

今回の地震でも想定外のことが発生したが、特に「本震」と思っていた 14 日の地震の翌々日
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にそれを上回る「本震」が発生する等全くの予想外で、現行の耐震基準では震度 7 で倒壊しない

ことを基準としているが、震度 7の地震が 2回目にきたときに、既に 1回目の震度７で弱ってい

て、耐えきれなかった建物が多数あった。 

当マンションは、他の建物と比べ被害も少なく、室内も大丈夫であったため「安全」ではある

が、余震が続く中で「安心」までは得られなかった。「安心」は人の気持ちの問題であるため判

断が難しい。 

 

3.3 補足調査 

 

 以下は、上記調査を踏まえつつ、福岡大学法学部 2 年に進級した小塩大暉氏に対して、

2017年 11月 23日 11：20～12：00に実施した補足のインタビュー調査の概要である。福岡

大学文系センター棟 4 階会議室で、半構造化面接法により、筆者と小塩氏が 1 対 1 で実施

した。 

なお、以下では、2016 年 5 月 29 日に福岡大学で実施された地区防災計画学会（第 14 回

研究会）のシンポジウム 「熊本地震を踏まえた地域防災力強化の在り方 in 福岡 ～福岡

の防災活動と地区防災計画制度～」での小塩氏による報告内容を踏まえて再構成（磯打

2016）。 

 

  

写真 3-3 福岡大学 2年生の小塩氏（左）への補足調査の模様（2017年 11月・福岡大学教

員撮影） 

 

■熊本地震での被災の模様 

 

熊本市中央区にある自分の実家のマンションは、熊本県初の免震マンションであったことから、

被害は限られていたが、近郊の健軍商店街や益城町に近い市内の地域では、被害が大きかった。 

熊本市内にある健軍商店街では、商店街の中のスーパーマーケットで大きな被害があった一方

で、近くには被害のない場所もあった。市内の中心部にあるアーケード街では、外見上は、大き
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な被害がないように見えたが、所々立ち入り禁止を意味する赤紙等があった。後に、大規模な改

築工事も行われた。 

熊本城には甚大な被害があり、天守閣が損壊した。子どものころから遠足でよく来ていたこと

から、その状況に喪失感に襲われた。実家のマンションの近くにある水前寺公園では、参道の鳥

居が倒壊し、池の湧水が干上がった。また、歴史的な建物であるジェーンズ邸は、前震では倒壊

を免れたものの、本震で倒壊した。本震で倒れた建物は多い。 

 

■自宅マンションの模様 

 

父が実家のマンションを購入した動機は、立地の良さに加えて熊本初の免震マンションであっ

たことがある。父は、勤め先の銀行で事業継続計画（BCP）を担当したこともあり、県内のリス

クは調査していたが、当時は台風及び洪水が一番のリスクと認識していた。 

本震時は、父は、母と妹に声をかけて、無事を確認し、停電のためテレビを見ることができな

かったことから、福岡にいた自分のところに電話で連絡して、報道等で大きな被害がないことを

確認した。それから、母と妹には毛布、着替え等を準備させ、自らは、キャンプ用品等を準備し

て、家族でヘルメット着用した上で、ブレーカーを遮断してから駐車場へ避難した。さらに、父

は、管理組合の理事長として、住民のためにマンションの集会所を開放し、電気を点灯した。 

翌日には、父たちは、自宅に戻った。発災時に冷静に対応することができたのは、父が銀行で

BCPを担当していた経験とマンションに対する安心感があったからのようである。 

 

■同じマンションの住民の様子 

 

2016 年 5 月 8 日に、自宅の 1 階層上の高齢夫婦に対してインタビューを実施した際には、以

下のような話が出た。 

当マンションを購入した動機は、立地及び環境の良さであり、当時は、免震はあまり気にして

いなかったが、今は大正解だったと考えている。 

本震時は、飛び起きたが、部屋の中は被害がなかった。とりあえず、避難所に行ったものの、

ざわざわして寝ることができず、配給もわずかなおにぎりのみで環境が良くなかったので、すぐ

に自分のマンションにもどり、近くに住んでいる子供たちも自分のマンションに避難させた。子

供たちのマンションは、いろいろ被害を受けていたが、自分のマンションは被害がほとんどなく、

電気もすぐに復旧し、ほとんど通常通りの生活ができた。 

 

■熊本地震の教訓 

 

前震の後に本震が来たのは想定外であり、前震後に避難所から自宅へ戻って被災された方も多
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い。安心と安全については、2度の震度 7を経験した後、余震が続くと、建物内での就寝では安

心できないため、最初に車中泊を選択した。長く余震が続いたことから、3 度目の大地震が発生

しないか不安を感じていた模様である。建物の安全性向上もさることながら、行政が、早期に被

災者が安心感が持てるような対策を講じることが必要である。 

 

4 結びにかえて 

 

熊本地震の被災地では、行政関係者も地域住民や企業も、地震が発生しないという思い

込みが強く、東日本大震災の教訓を自分の問題としてとらえることができていなかった。

そのため、防災意識だけでなく、耐震化、避難所の整備、避難訓練、備蓄等が著しく不十

分であった。 

 その背景としてあるのは、東日本大震災の教訓が、これまで被災経験に乏しかった熊本

をはじめとする九州地方では我が事として受け止められることがなく、行政も地域住民も

防災意識を持って十分な備えをしてこなかったことがあげられる。 

行政関係者も地域住民も、想定外ということを被害拡大の理由にあげているが、もとも

と熊本県の地域防災計画は、これよりも大きな被害を想定していた。つまり、今回の災害

は、防災計画上では、決して想定外だったわけではなく（矢守 2016: 1; 「熊本県地域防

災計画」（2015年度修正））、行政や地域住民が、災害を実際に発生することと考えて、防災

訓練を行ったり、建物の耐震化を進めたり、家具を固定したり、備蓄をしたりというよう

な、防災計画に応じて当然とるべき対策をとっていなかったことに大きな問題があるので

はないか。 

国が推進してきた「地区防災計画制度」についても、過去の災害経験を受けて、法律改

正を経て、災害対応に役立ちそうな共助の仕組みが作られたにもかかわらず、熊本をはじ

めとする九州地方では、ほとんど普及していなかった。制度を推進する内閣府のモデル事

業等の取組も九州地方では、限られた地域でしか実施されていなかった。「災害対策基本法」

の改正に伴う「地区防災計画制度」の普及啓発が図られている中で、熊本地震が発災した

が、普及啓発の在り方について、大きな教訓を残した。 

一方で、本章のインタビュー調査の対象となった免震構造のマンションの住民は、耐震

基準を満たした安全なマンジョンに居住していたため、まわりの建物が大きな被害を受け

る中、地震の被害をほとんど免れ、避難所に避難する必要もなく、自分のマンションでそ

のまま生活を継続することができた。 

当マンションでは、日頃から居住するマンションの安全性に気を配り、地域活動や防災

活動の経験を積んでおり、今回の地震の際にも、地域住民が、落ち着いて行動し、被害を

最小限に抑えることができた。 

特にマンションの理事長であり、「銀行マン」として事業継続計画（BCP）を担当して十
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分な防災知識を有していた移住してきたインフォーマントが、マンションコミュニティの

リーダーとして、マンション住民全体の安心・安全のために果たした役割は、大変大きい

ものがある。 

また、普段からの七夕、クリスマス、餅つき等の地域活動で築かれたコミュニティの人

間関係があったことから、そのような日常の活動がいきて、発災時も助け合って一緒に避

難し、住民同士で安否確認を行う等の活動が行われた。 

また、参与観察の中で、免震マンションへの信頼、避難所での生活と比べた場合の快適

さ、マンションコミュニティへの帰属意識や依存意識が、発災後のマンション内での役割

分担がうまく進む原因となっており、また、周辺に住む親族を助けたり、マンション内で

情報交換をしたりする際に、精神的な余裕となって表れており、周辺の被害の大きかった

住民との違いが感じられた。本章が対象としたのはマンションのコミュニティであるが、

これは、アメリカの社会学者であるマッキーバーが、コミュニティ成立の要素として指摘

した我々意識、役割意識及び依存意識の 3 つの意識（MacIver and Page 1949: 291-296）

にも通じるものがあると考える。 

従前の研究では、そもそもマンションコミュニティを扱った研究は極めて限られている

が、今後は、このようなマンションコミュニティにおけるコミュニティ防災の事例を分析

し、地区防災計画づくり等を通じた地域防災力の強化を図っていくことが重要になる。 

最後に、復旧・復興に当たっては、今回の災害の教訓を踏まえ、災害に強いまちづくり

が求められる。その際には、行政によるトップダウンの復興ではなく、地域コミュニティ

を主体としたボトムアップ型の地域特性をいかしたまちづくりが求められており、そのた

めの一つの制度として、「地区防災計画制度」が活用できるのではないか。同制度は、新し

い制度ではあるが、既に、全国で先進的な取組が見られており、それらを参考に事前復興

的な観点から、防災計画づくりを進めていくことが求められる11。 
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第 6章 横須賀市のマンションの地区防災計画づくり 

 

要旨 

第 5章では、2016年の熊本地震を経験した熊本市中央区砂取校区のマンションのコミュ

ニティの事例を取り上げ、専門知識を持つ銀行マンであるマンション管理組合理事長が主

導したコミュニティの防災活動について紹介した。 

本章では、同じマンションのコミュニティではあるが、大きな被災経験がなく、内閣府

のモデル地区に指定されている横須賀市の事例を取り上げる。 

本事例では、マンションの管理組合の理事長に半構造化面接法によるインタビュー調査

を実施し、収集したデータについて、SCATによる分析を実施した。 

このマンションのコミュニティでは、移住してきたゼネコン出身で防災に関する専門的

な知識を有するマンション管理組合の役員でもある「横町の御隠居」と呼ばれるリーダー

が中心になって、リーダーの人脈を生かして学識経験者、行政関係者、NPO 等からの支援

も得て、マンションのコミュニティにおける避難訓練、炊き出し等の防災活動・地域活動

を通じて、マンションの住民同士が顔見知りとなり、防災や地域活動のために、住民の家

族構成や持病等を記録した名簿や班別の詳細な連絡網・役割分担表を作り、日頃から互い

にネットワークを作って連絡したり、お裾分けをしたり、高齢者や子供の見守り活動をす

るようになった。それらを通じて、コミュニティのソーシャル・キャピタルが醸成され、

成熟したコミュニティが成立し、急病の際にもマンションの住人が付き添って看病する等

コミュニティ内の人間関係が良好になっていることがわかった。コミュニティの活動の中

で、防災活動が一番メインの活動となっており、防災訓練には市長や市の危機管理部長や

消防の部長がはしご車や消防車を引き連れて参加するほか、周辺の大規模商業施設や大学

とも連携して活動を広げており、行政とも連携して、マンションを帰宅困難者対策にも活

用できるようにする等マンションのコミュニティで始まった活動が、行政を巻き込む形で

発展していることがわかった。 

 

1 はじめに 

 

2011年 3月に発生した東日本大震災では、大地震及び津波によって、東北地方を中心に

死者・行方不明者 1万 8,000 人以上という大変大きな被害が発生した。その際には、発災

時に被災者を支援するはずの行政自体も大きな被害を受け、例えば、岩手県大槌町では、

町長をはじめ多くの職員が亡くなり、行政機能が大きく低下した。そして、行政は、被災

者を支援することができなくなった（公助の限界）（大矢根 2014: 12）。 

公助の限界の中で、地域コミュニティにおける住民や事業者による共助による防災活動

が大きな役割を果たした。例えば、岩手県釜石市では、過去の津波の経験に基づく防災教
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育を受けた小中学生の多くが、自発的に地域コミュニティの人々とともに避難を行い、地

域コミュニティの多くの人々が助かった(内閣府 2014b: 13; 大矢根 2014: 6)。これは、

津波から自らの命を守るための小中学生の「津波てんでんこ」 に基づく自助の行動が、地

域コミュニティ全体の避難につながったという点で、結果として共助の活動となった事例

である。矢守（2012）は、「てんでんこ」は、自助のみを強調するかにみえるが、家族やコ

ミュニティといった事前の社会の在り方、事後の人身の回復やその結集にも大きな意味を

持つものであり、共助の重要性を強調する要素を有していると指摘している。 

現在、首都直下地震、南海トラフ地震等の大規模広域災害の発生が懸念される中で、地

域コミュニティにおける地域防災力（矢守 2011; 鍵屋 2005; 田中 2007）の強化が求めら

れているが、東日本大震災のような大規模広域災害では、既存の避難所だけでは、被災者

を十分に収容できないことが明らかになっているが、その中で注目を集めているのがマン

ションである（国土交通政策研究所 2015）。 

丈夫な躯体を有するマンションは、津波からの避難にも利用できる場合があるほか、前

章でも紹介したように、マンションコミュニティが日頃から連携して、成熟したコミュニ

ティをつくり、備蓄や防災訓練を行っていたところでは、マンションでの在宅避難がなさ

れる例もある。 

ところで、前章でも触れたようにマンションコミュニティに関する先行研究は極めて限

られているが、本章では、東日本大震災後のマンションの地域との連携や共助による防災

力の強化についての分析である国土交通政策研究所（2015）を踏まえつつ、内閣府のモデ

ル地区である横須賀市のマンションの事例を基にマンションコミュニティでの地区防災計

画づくりの特徴について考察を行った。 

なお、本章では、文献調査及びマンション住民に対するインタビュー調査（質的調査）

を基に考察を行ったが、インタビュー調査の手法は、インフォーマントが、ゼネコン出身

の防災に専門的な知識を有するマンションリーダーであることを踏まえ、インフォーマン

トがある程度自由にかつ積極的に調査に回答することができる半構造化面接法を採用し、

また、その分析に当たっては、SCATと頻出語分析・共起ネットワーク分析を併用した。 

 

2 マンションにおける地域防災力 

2.1 国土交通政策研究所の調査 

  

2015年 3月に公表された国土交通政策研究所（2015）では、大規模自然災害時には地域

コミュニティによる共助が、減災に大きく貢献することが指摘され、都市部を中心に増加

しているマンションは、堅牢な躯体、共用施設、管理に関する人材や組織等を有しており、

災害時に地域に貢献できる要素を備えている場合が多いとしている。そして、東日本大震

災の際には、こうしたマンションが地域住民の受け入れ等に活躍したとしている（日本マ
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ンション学会  2011）。 

 そして、マンション管理組合、町内会（この調査では、マンションの中の町内会は含ま

ず、マンション周辺の町内会のことを指している。）、マンション管理会社、ディベロッパ

ー及び行政に対する調査を実施し、マンションと地域との共助の在り方を踏まえた課題を

整理し、特に地域防災力強化に資する施設や設備等のハード面の整備方策についてとりま

とめている。これは、同研究所によって 2012年 11～12月に実施されており、関東 12市区

3,578件のマンション管理組合（回収数 900件）、1,586の町内会（回収数 2016件）を対象

にしている。また、マンション管理会社は 386 社（回収数 220 社）、ディベロッパーは 6

社を対象にしている。ただし、ハード面だけでなく、マンションと周辺の町内会等の連携

等のソフト面についても触れていることから、以下、その概要を紹介する。 

 

2.2 調査結果の概要 

 

 まず、マンションの管理組合、町内会及び管理会社は、防災に関する互いの連携や共助

の必要性の意識を強く持っていることが判明している（図 6-1参照）。 

 

 

図 6-1 互いの連携、共助の必要性に関する回答（国土交通政策研究所 2015: 119） 

 

 そして、管理組合及び町内会が連携できる事項として、一時避難場所としてのマンショ

ンの共用スペースや屋上の開放（管理組合 42.7％、町内会 46.7％）、地域での救援活動、

救出活動、収容避難場所運営活動等へのマンション住民の参加（管理組合 36.2％、町内会

44.2％）等があがっている。 

 一方、管理会社へのアンケートによると、実際にマンション及び周辺の町内会が連携し

て実施している取組としては、マンションと地域の共同の防災訓練（41.3％）、防災に関す

る情報の共有（34.7％）、高齢者等要援護者の情報共有（30.6％）、一時避難所の利用・運

営に関する協力体制の構築（27.3％）が上位にあがっている。 
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 管理会社が感じている地域防災に関する問題点としては、マンションと（周辺の町内会

等の）地域のコミュニケーション不足（81.4％）が圧倒的に高くなっている（図 6-2参照）。 

そして、①地域防災のプレーヤーは、マンションと地域が連携する必要性を認識してい

るが、既存のマンションでは、合同の防災訓練や情報共有化等のソフト的な地域防災対策

にとどまっていること、②新しいマンションでは、地域防災を売りにする物件も出現して

いるが、コストやセキュリティ等課題は多く、一部のマンションにとどまっていること、

③マンション住民の地域の災害活動への参加も重要であること、④マンションのような地

域防災に活用できる施設は、事前に購入者への説明、運用ルールの作成、維持管理費用の

分担等が必要であり、そのための法制度の改正、評価・助成制度の導入が必要であるとし

ている。 

 

 

図 6-2 管理会社の感じている地域防災の問題点（複数回答）(国土交通政策研究所 2015:  

63） 

 

3 マンションコミュニティのリーダーに対する半構造化面接法によるインタビュー調査

と SCATを用いた質的データ分析 

3.1 「よこすか海辺ニュータウンソフィアステイシア」での地区防災計画づくり 

 

このように発災時のマンションコミュニティの防災活動に注目が集まっていることを踏

まえ、「地区防災計画制度」を実際にマンションコミュニティで活用している事例について、

2014年度の内閣府の地区防災計画モデル事業の対象地区であった「よこすか海辺ニュータ

ウンソフィアステイシア」の関係者に対するインタビュー調査の概要を以上紹介する。な

お、内閣府では、同制度の普及促進のため、モデル事業を実施しており、2014～2016年度

で日本全国計 44地区が対象になった（内閣府 2015; 井上・山﨑ほか 2015）。 

 同ニュータウンは、1992 年に完成した横須賀市東部の東京湾に面した街であり、約 6,000

人が居住するマンションのほかに、大学や大規模な商業施設等が集積している。夜間人口
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と比較して昼間人口が 10倍の 6万人程度である。臨海部の埋立地であることから、東日本

大震災でも液状化等の被害が出ており、想定災害として、長周期地震動による揺れの増幅、

津波、液状化、地盤沈下等がある。 

インタビュー調査の対象となったマンションでは、2005年に「ソフィアステイシア自主

防災会」が結成され、自主財源と市の補助金によって 1,500万円相当の防災資機材の備蓄

を実施しているほか、避難誘導班の結成、要配慮者情報の収集・整理、危機管理マニュア

ル作成等を実施してきている。 

内閣府のモデル事業を通じて、約 1,000人が居住する 4棟の高層マンションの地区防災

計画案を作成し、それが横須賀市の地域防災計画に盛り込まれた。なお、マンションの地

区防災計画に加えて、ニュータウンに進出した大学、企業、協同組合、各種団体等と連携

を図り、ニュータウン全体での地区防災計画の作成についても検討を行っている。 

 同地区の取組は、伝統的な町内会や小学校区をベースにした自主防災組織の活動とは異

なり、ニュータウンにおける 1,000人単位の高層マンションにおける地区防災計画である

こと、多額の備蓄を有しており、住民等の個人情報をうまく収集・活用していること、マ

ンション以外の大学・企業等とも連携して、その計画の範囲が広がりつつあること等の特

徴がある。 

 

3.2 地域特性 

 

ここでは、比較的新しいマンションにおける地域コミュニティと防災活動の関係を明ら

かにするため、2014年度内閣府地区防災計画モデル事業の対象地区であるマンション「よ

こすか海辺ニュータウンソフィアステイシア」の関係者に対するインタビュー調査を実施

した。 

これは、マンションが、全国で約 1割、東京では約 3割を占める日本の都市の主要な住

様式となっているほか、住民の高齢化の進展、東日本大震災の経験を踏まえたと思われる

災害対応の強化の流れ等社会の変化を強く反映していることを踏まえ、そこでの防災活動

やコミュニティの状況に注目したものである。例えば、国土交通省の 2013年度のマンショ

ン総合調査結果によれば、世帯主の 50.1％が 60代以上になっているのに対して、40代以

下は 26.8%となっている。これを 1999年度の同調査と比較すると、60代以上の割合が 24.4

ポイント（1999年度は 60 代以上の割合が 25.7％に過ぎなかった。）増加している。また、

同調査委によれば、大規模災害への対応状況についても、定期的な防災訓練、防災用品の

準備等の活動が活発になっている。 

そして、同マンションの属する「よこすか海辺ニュータウン連合自治会」の会長である

安部俊一氏が、筆者達と同じ地区防災計画学会に属していたことから、同氏をインフォー

マントとすることができた。 
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 同ニュータウンは、1992 年に完成した横須賀市東部の東京湾に面した街であり、約 6,000

人が居住する複数のマンションのほかに、大学や大規模な商業施設等が集積している（図

3-7 参照）。そのため、夜間人口と比較して昼間人口が 10 倍の 6 万人程度である。また、

臨海部の埋立地であることから、東日本大震災でも液状化等の被害が出ている。そして、

想定災害としては、長周期地震動による揺れの増幅、津波、液状化、地盤沈下等があげら

れている。 

地域住民による防災活動についてみると、2005年には既に「ソフィアステイシア自主防

災会」が結成され、その後、自主財源と市の補助金によって 2,000万円（2017年度末の累

積備蓄額）相当の防災資機材の備蓄を実施したほか、避難誘導班の結成、要配慮者情報の

収集・整理、危機管理マニュアルの作成等を行った。 

2014年度に、内閣府のモデル事業を通じて、約 1,000人が居住する 4棟の高層マンショ

ンの地区防災計画案を作成し、2015年度に、地区防災計画として、横須賀市の地域防災計

画に盛り込まれた。なお、マンションの地区防災計画に加えて、ニュータウンに進出した

大学、企業、協同組合、各種団体等と連携を図り、ニュータウン全体での地区防災計画の

作成について検討が行われた。 

 同地区の取組は、伝統的な町内会等や小学校区を母体にした自主防災組織の活動とは異

なり、ニュータウンにおける 1,000人単位の高層マンションにおける地区防災計画である

こと、行政ともうまく連携し、多くの防災資機材や備蓄を有しており、住民等の個人情報

をうまく収集・活用していること、マンション以外の大学・企業等とも連携して、その計

画の範囲が広がりつつあるほか、周辺の商業施設の帰宅困難者を受け入れる準備をしてい

ること等の特徴がある（図 6-3・6-4、写真 6-1）。 

 

図 6-3 よこすか海辺ニュータウン関係地図（横須賀市 HP掲載資料を基に筆者作成） 
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3.3 横須賀市のマンションの住民のリーダーへのインタビュー調査の結果 

 

 以下のインタビュー調査は、筆者である金が、2014年に内閣府（防災担当）普及啓発・

連携担当参事官室の総括補佐であった西澤雅道氏及び企業等事業継続担当主査であった筒

井智士氏（現東日本電信電話株式会社）と共同で、インフォーマントである安部氏に対し

て、基本となる質問項目を決めておき、インフォーマントとの話の流れを踏まえて質問項

目を変更することができる「半構造化面接法」による予備的なインタビュー調査を実施し、

2015 年 3～4 月にその内容を事後にメール等で補足的に得た情報を含めて再構成したもの

について、2015 年 12 月に同地区で実施された総合防災訓練の際に確認的なインタビュー

調査等を実施し、加筆したものである（金・筒井ほか 2015; 金 2016; 金 2015）。西澤氏

及び筒井氏は内閣府の「地区防災計画制度」の創設者であるが、筆者が、以前、内閣府か

ら同制度の仕事を請け負っていたシンクタンクで、関係の仕事をしていたことから、共同

で研究を行っていた。 

調査に当たっては、①質問項目作成、②事前説明（インフォームド・コンセントの徹底、

ラポールの構築等）、③インタビュー調査の実施、④調査結果の再構成、⑤メール等での追

加情報収集、⑥確認依頼、⑦最終取りまとめ等の作業を分担して実施した。そして、主に

金が①、④及び⑦を、西澤及び筒井が②、③、⑤及び⑥を担当した。なお、以下は、事後

にインフォーマントである安部氏の確認を経て、その公開について承諾を得たものから一

部を抜粋したものである（参考資料 6）。 

 なお、事前に設定していた基本となる質問項目は以下のようなものである。以下の丸数

字の番号とインタビュー中の質問番号はほぼ対応している。なお、「半構造化面接法」によ

るインタビュー調査であるため、実際に使わなかった質問があるほか、今回のインタビュ

ー調査の再構成に当たって省いた質問ややり取りもある。 

 

①内閣府の地区防災計画モデル事業の対象地区となった感想はどのようなものか。 

②一般にマンションの地区防災計画が果たす役割は、どのようなものか。 

③当マンションで地区防災計画に取り組もうと考えた動機はどのようなものか。 

④当マンションで防災活動が活発化した要因はどのようなものか。 

⑤当マンションで住民の情報管理のための居住者台帳が整備できた理由は何か。 

⑥当マンションでの住民の個人情報の管理方法はどのようなものか。 

⑦当マンションの住民の ICTに対するリテラシーの状況はどのようなものか。 

⑧当マンションでの防災活動、地域活動等における ICTの活用状況はどのようなものか。 

⑨当マンションでの食糧等の備蓄、生活や事業の継続等に対する取組はどのようなもの

か。 

⑩当マンションでの防災活動に係る今後の課題は何か。
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写真 6-1 よこすか海辺ニュータウンソフィアステイシア（右）と海（2015年 12月筆者撮

影） 

 

なお、調査に当たっては、①質問項目作成、②事前説明（インフォームドコンセントの

徹底、ラポールの構築等）、③インタビュー調査の実施、④調査結果の再構成、⑤メール等

での追加情報収集、⑥確認依頼、⑦最終取りまとめ等の作業について、主に金が①、④及

び⑦を、共同研究者である西澤（当時内閣府）ほかが、②、③、⑤及び⑥を担当した。 

 

■在宅避難対策と災害対応型管理規約の作成（質問①～③関係） 

 

巨大災害が発生した場合、倒壊や延焼リスクが少ないマンションは、居住者がマンション内

に踏み止まって在宅での避難生活を継続するだけでなく、周辺からの避難者を受け入れるシェ

ルターとしての役割も果たす。 

「マンション標準管理規約」16 章 2節の 32 条 13項にマンション管理組合の業務として「防

災に関する業務」の記載はあるが、具体的な内容については記載されていない。また、大半の

管理組合が、輪番制・1 年任期の役員で理事会を運営しており、役員が頻繁に変わり、長期的

な視点と戦略を持った防災活動を行うのが難しい。そのため、内閣府のモデル事業で地区防災

計画づくりに取り組もうと考えた理由とも関係してくるが、マンション防災の雛形を作りたい

と考え、管理規約集についても「災害対応型規約」に改定した。具体的には、居住者や役員の

帰宅困難によって総会や理事会が開催できない場合の意思決定方法、緊急復旧工事費用の支出

方法、人命救助目的で行う専有部分への立ち入り等について明記した。 

 

■防災担当役員の留任と居住者台帳の整備（質問④～⑥関係） 

 

                                                   
1 区分所有法 30 条に基づき、建物等の管理・使用に関する区分所有者間の事項について定める規約（管

理規約）について、国土交通省の「マンション標準管理規約」に準拠して各マンションで規約が作成され

ている。 
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防災活動が活発化した要因としては、防災活動を活性化するには時間がかかることから、防

災担当役員を留任させて、彼らをリーダーとして、防災活動の継続を図ってきたことがあげら

れる。 

マンション内の住民の情報管理のために居住者台帳を整備し、居住者の 96％が台帳作成に協

力している。「災害や緊急事態に遭遇した時に、台帳を届けておくことで自主防災会から助けて

もらえる確率が上昇する」、「命より大事な個人情報等ない」と住民に説明しているが、台帳を

提出していない世帯が 13世帯ある。ほとんどが単身者で、マンションには寝るために帰って来

るような人であり、マンションの防災訓練やコミュニティ活動にも全く参加しない。防災活動

に参加しない人が増えると、地域コミュニティ全体の防災力が下がるので、今後の課題である。 

 

■ICT の活用と日頃の地域活動との連携（質問④・⑦・⑧関係） 

 

ICT が普及した現在、住民のほとんどがタブレット端末やスマートフォン、携帯電話を使っ

ている。災害時にこれらを活用することは不可欠である。また、マンション内の「災害時の安

否確認システム」で、大規模広域災害が発生した場合に、勤務先や学校等で被災した住民とマ

ンションに残った家族及び自主防災会との間の通信手段を確保する。マンション内の家族は、

自主防災会が支援する。そのための通信手段として、警備会社の緊急連絡システム、通信会社

のマンション内外の安否確認サービス、衛星携帯電話の活用等を検討している。 

また、いざというときのため、日頃の地域連携が重要である。防災・減災だけでなく、地域

福祉の課題を解決するために、連合自治会加盟 7マンション（1,850 世帯・6,000人居住）をユ

ビキタスネットワークでつなぎ、タウンマネジメントとタウンセキュリティを強化することを

検討している。今後、「地域包括ケアシステム」が本格的に導入され、在宅看護や在宅介護等が

増えてくると、地域の町内会・自治会、地区社協の負担も大きくなるが、ICT で全世帯をつな

ぎ、在宅療養支援診療所、訪問介護ステーション、地域包括支援センター等とも連携して、在

宅の高齢者（要介護者だけでなく未病の健常者の発症予防も含む。）を見守ろうという仕組みで

ある。ただし、この仕組みを導入するにはかなりの初期投資を必要とする。また、タウンセキ

ュリティについては、ICT を活用した交通事故防止システムや犯罪抑止システムの導入も検討

中である。 

 地域コミュニティの防犯等の地域活動にも ICTを活用している。緊急連絡システムは、自治

会役員会（32名）と管理組合理事会（14名）のスマートフォン・携帯電話に一斉送信できるメ

ーリングリストであるが、事件・事故・災害等の緊急事態が発生した時に、このメーリングリ

ストで全役員に一斉に動員が掛けられる。その他に、インターネットのメーリングリストも活

用しているが、緊急時対応という点ではいつも持ち歩いているスマートフォン・携帯電話の方

が優れている。 

 一般住民向けには、主な役員の携帯電話番号を開示しており、住民が緊急事態に遭遇した時
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は、この電話又は Cメール（SMS）に救援要請が入る。 

 

■日頃の準備が緊急時に有効に機能（質問④～⑥関係） 

 

 この仕組みが実際に有効に機能したことがある。今から 4 年前の夏の早朝に、不審者がマン

ション内でうろついていたのを役員が発見して、一斉メールで招集を掛けたところ、10名以上

の役員が出動して不審者を取り囲み、警察に引き渡した。 

 また、この携帯電話の連絡網が、急病（重度の熱中症）を発症した単身高齢者の救急救命に

役立った。深夜１時頃の救援要請だったが、私と民生委員が駆け付け、応急手当てを施しなが

ら救急車を手配した。 

この住民は、居住者台帳で詳細な医療情報を申告していたため、投薬・治療等の医療履歴が

わかっていた。私と民生委員が救急車に同乗して掛かり付けの病院に救急搬送し、3 時間ほど

集中治療室にいたが一命を取り止めることができた。 

 一方、この仕組みは、珍事も引き起こす。数年前、災害時要援護者に登録されたお婆ちゃん

が私の携帯に泣きながら電話してきたので、「すわ一大事。」と緊張したが、用件は「孫娘が捨

て猫を拾ってきた。自分は猫アレルギーなのですぐに捨ててくるように言ったが孫が言うこと

を聞かない。孫を説得して欲しい。」というものだった。このような相談の電話は、高齢者や小・

中学生を中心によく飛び込んでくる。私は「よろず困りごと相談所」・「横町の御隠居」のよう

に住民に使われているが、これもコミュニティの良いところと諦めている。 

 

■家庭と自主防災会が連携した食料等の備蓄・炊き出し訓練（質問⑨関係） 

 

食糧・飲料水・簡易トイレ・生活用品等、居住者が使う物資については、各家庭の自己責任

で最低 7日分の備蓄、保管場所にゆとりがあれば食糧と水は 2週間分備蓄するように指導して

いる。これは、1,000 人の居住者の食糧・飲料水を自主防災会が備蓄するには膨大なスペース

を必要とするからである。 

自主防災会の備蓄品は、マンション全体で使用する防災器材（避難誘導、救助・救護、照明、

共同炊事用具等）と、マンション内の臨時避難所に避難した居住者（傷病者、要援護者、帰宅

困難世帯の幼児及び津波浸水被害を受けた居住者）向けの食糧、飲料水、簡易トイレ、寝具、

照明、卓上コンロ等の共同炊事用具を備蓄している。 

防災訓練の際には、自主防災会の備蓄品である 700人対応の大鍋等を使って炊出し訓練を行

っているが、津波浸水被害を受けた場合は漂着瓦礫を撤去し、清掃・消毒を済ませた後でなけ

れば共同炊事体制は取れない。その間は各家庭の備蓄品で対応する。共同炊事が始まったら、

食材は各家庭の備蓄食糧を持ち寄ることにしている。ここで問題になるのが、消防法による燃

料（プロパンガス、灯油等）の備蓄量制限である。燃料が切れたら共同炊事も機能不全になる
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ので、備蓄制限の緩和が求められる。 

発災時には、居住者台帳で事前に登録した災害時要援護者と災害に伴う傷病者は最優先で保

護する。また帰宅困難世帯の園児・児童は、保護者に代わって自主防災会が学校等から引き取

り代行を行い、保護者が帰宅するまで臨時避難所（13階にあるゲストルーム・コミュニティル

ーム）で世話をする。当マンションは津波浸水の恐れがあるので、浸水被害を受けた低層階の

居住者は、自主防災会が繋ぎ役となって高層階の住宅（主に家族数が少ない高齢者世帯が対象）

に一時避難を受け入れてもらう予定である。 

 

■「コミュニティ条項」削除に対する懸念（質問⑩関係） 

 

2015年 3月 27日に国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室は、「マンションの新た

な管理ルールに関する検討会」の報告書で、標準管理規約から「コミュニティ条項」2を削除す

る方針を明らかにした。要約すれば、「マンション管理組合の業務は土地・建物・管理組合会計

の財産管理だけに限定すべき」、「防災のベースとなるコミュニティ活動は管理組合の業務とし

て行うべきではない」、「自治会活動は管理組合活動から切り離すべき」としている。これでは、

国として「国土強靭化」を標榜している中で、マンションのコミュニティを原動力とする「防

災・防犯・地域福祉」等の活動が崩れてしまう危険がある。今後、マンションにおける防災活

動が成り立たなくなるのではないかと、強く懸念する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4 ソフィアステイシア自主防災会組織体制（ソフィアステイシア自主防災会 2015a:  

66; 同 2015b） 

                                                   
2 2004 年の標準管理規約改正で追加された条項（27、32、34 条）であり、管理費の使途及び管理組合が

行う業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を規定している。なお、

居住者（所有者）の高齢化、所有者と居住者の不一致の増大（賃貸化の促進）、大規模改修や建替えを必

要とするマンションの増加等を受けて、国土交通省は、2012 年から「マンションにおける新たな管理ル

ールに関する検討会」を開始したが、そこでは、管理組合の運営に係る専門家等の関与・受託を容易にす

る第三者管理の導入、コミュニティ条項の撤廃、管理組合の議決権を面積もしくは価格割にできる選択肢

の導入（議決権の所有者間格差の導入）等が論点としてあがっていた。 
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4 結びにかえて 

 

上記のインタビュー調査から、まず、マンションのコミュニティである町内会等と管理

組合が、防災活動、地域活動で大きな役割を果たしていることがわかる。一般に、管理組

合は、法定の組織であるのに対して、町内会等は任意団体であるが、実際には、それぞれ

の役員は、兼任している場合も多い。同マンションでは、2つの組織が、うまく連携して、

マンションの管理、防災活動、その他の地域活動をうまく進めている。そして、そのよう

な関係が、マンション自体の財産的な価値の向上へとつながり、また、マンション全体の

活性化や活気につながっているといえる。そして、市町村と連携した地区防災計画の作成

も成功している。 

 また、良好な人間関係を反映して、地域コミュニティにおける合意の下で災害時要支援

者の名簿を作成していることが注目されるほか、防災活動を起点に福祉活動等の地域活動

も実施している。そして、今後は、大学やショッピングモールとも連携した形で、より広

範囲の地区防災計画を作成しようとしている。その中では、DCP（District Continuity 

Plan; 地域継続計画）的な構想を持っており、地域コミュニティの取組としては、極めて

進んだ取組である。なお、一般に、企業による災害等緊急時の対応計画である BCP（Business 

Continuity Plan・事業継続計画）に対して、DCP は、災害等緊急時に、事業者、行政、

地域住民等が協力して、地域全体で連携して助け合うための計画のことをいう。いずれも

自助・共助の考え方を背景としたものである。 

マンションの地域コミュニティでは、住民の高齢化、賃貸化の促進による所有者と居住

者の不一致等により、地域活動を行う住民が減っているといわれるが、本マンションでは、

そのような傾向は見られず、町内会等や管理組合が中心になって、共助による防災活動が

行われ、その活動をきっかけに良好な人間関係が築かれており、その人間関係が、防犯活

動や福祉活動といった地域活動の活性化にもつながっている。このことは、今野（2001）

の研究対象である阪神・淡路大震災で被災した神戸市の真野地区の事例とも共通するとこ

ろがある。 

この点、白書である内閣府（2014a）8頁以下では、事例調査や関係データを踏まえ、地

域活動や福祉活動は防災活動と相関関係があり（図参照）、また、地区防災計画による防災

活動は、①地域コミュニティのネットワーク、②信頼性、③互酬性（お互い様の意識）等

を主要な要素とするソーシャル・キャピタルを高め、地域の活性化や地域の特性に応じた

まちづくりにもつながる可能性があるとしている（図 6-5）。 

この点、ソーシャル・キャピタルには、学者によって多様な定義が与えられているが、

主なものとしては、社会における人々の結びつきを強める機能を持つもので、個人に協調

行動を起こさせる社会の構造や制度とし、家族や血縁関係からコミュニティ等の地縁ネッ

トワークまで多様な存在の総体とした Coleman（1990）302頁以下、ソーシャル・キャピタ
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ルを人々の協調行動を促すことにより、その社会的効率を高める働きをする社会制度であ

ると定義し、信頼、互酬性・規範、ネットワーク等の要素から構成されているとした

Putnam(1993)、アメリカのコミュニティにおいて政治、市民団体、宗教団体、労働組合等

に対する市民参加が減少していることを実証し、ソーシャル・キャピタルが衰退している

とした Putnam（2000）、先進 8 カ国を例にソーシャル・キャピタルや市民社会の性格の変

化やその要因について論じた Putnam（2002)、人々のネットワークを資源としてとらえ、

個々人に重点を置いてソーシャル・キャピタル論を展開した Lin（2002）、信頼や互酬性を

はじめとするソーシャル・キャピタルの維持・発展の在り方について解説した稲葉（2011）、

政治経済的な立場からソーシャル・キャピタルを所有できるようなものではなく、人々の

間の関係を意味するとした宮川・大守（2004）等があげられる。なお、Aldrich（2008）で

は、ソーシャル・キャピタルが大きいほど災害復興が速いことを明らかにしたほか、Aldrich

（2012）では、1923年の関東大震災後の東京、1995年の阪神・淡路大震災後の神戸、2004

年のインド洋大津波後のインドのタミル・ナードゥ、2005年のハリケーン・カトリーナ後

のアメリカのニューオーリンズを例に、ソーシャル・キャピタルの豊かさが、被災した地

域コミュニティからの人口・産業の移動を最小化し、コミュニティの復興を促進すると述

べた。 

本白書で利用された関係データを用いてソーシャル・キャピタルが防災活動に与える影

響について実証分析を行った布施は、共助の防災意識の高さには、ソーシャル・キャピタ

ルが強く影響し、特にネットワーク、互酬性の規範と呼ばれる地域行事や地域活動の影響

が強いとしている（布施 2015: 26）。 

これは、Putnam（2002）のソーシャル・キャピタルに関する定義を踏まえたものである

と思われるが、本マンションの防災訓練等において筆者が見たところでは、①防災担当役

員だけでなく、お年寄り、子供、若者等多様な地域住民が参加し、地域住民が、互いによ

く顔を合わせていることから、良好なネットワークが築かれており、②③相互に助け合っ

て、連携して消火訓練や救命訓練を実施しており、普段からの信頼性や互酬性も高いよう

に感じられたことから、ソーシャル・キャピタルが豊かであると推測される。 

そして、十分に練られた地区防災計画を有し、その計画に基づいて多くの地域住民が参

加した定期的で高度な総合防災訓練が実施されているほか、整備された防災組織とスキル

の高いメンバーが揃い、十分な予算をかけて食糧や多くの資機材の備蓄を行い、また、市

の消防局等行政との連携も的確に実施されていること等を踏まえると、本マンションは、

地域防災力が大変高いと思われる。 

 さらに、防災活動を契機として、地域住民が顔を合わせる機会が増加し、他の地域活動

等も活発に行われ、行政や周辺の商業施設との関係も深くなり、本マンションと周辺の地

域との往来が増加する等本マンションの活性化につながっている。 

このようにみていくと、ソーシャル・キャピタル、地域防災力及び地域活性化には、共
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通した要素も多いことから、本マンションの事例は、これら 3つの概念が、相互に連携し、

また、相互に強化されている事例であると思われる。 

 

図 6-5 一般的な地域活動（地縁活動）と防災活動との関係（内閣府 2014a: 10: 再掲） 

 

 

 

写真 6-2 はしご車による住民救出訓練（左）と広場に避難した住民（2015年 12月筆者撮

影） 
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2015 年 12 月 6 日に開催された同地区の総合防災訓練では、横須賀市長や市の防災局長

をはじめとする行政側と地域住民が一体となって、先進的な防災訓練が実施されていた。

また、当該地区はアメリカ軍や海上自衛隊の横須賀基地からも近いことから、基地外に居

住することを許されたアメリカ軍や海上自衛隊の士官クラスとその家族が多数居住してお

り、地区の住民の 1/10は外国人である。そのため、避難訓練においてもアナウンスが日本

語と英語によって流されたり、関連する掲示や看板等も英語で表記されていた（金 2015: 

54-56, 金 2016）。 

同訓練は、諸説あるが、地震による火事等により、関東地方で 20数万人の死者を出した

といわれている房総半島野島崎沖を震源とする 1703年の元禄地震の再来を想定し、同地区

の震度は 6強、津波の最大波高は 3.9ｍで地震発生から 20分後に第一波が到達するという

想定で実施されていた。 

朝 9 時より開始された同訓練には、125 世帯が参加し、サイレンを合図に、日本語及び

英語によるアナウンスが流れ、居住者はマンションの 6階以上の高層階へ迅速に避難した

後、各階・各班で居住者の点呼と安否確認を実施し、災害対策本部に報告するという方式

が取られた。津波避難訓練終了後の芝生広場では、マンションの住民によって災害用トイ

レやテントが設置され、その設営や撤収の訓練が行われた。また、地域住民自身による高

層階からの避難ハッチを使用した脱出訓練が実施された。さらに、横須賀中央消防署から

は、大型のはしご車等が派遣され、13階から実際に地域住民を救助する訓練が実施された。

その他に、子供を含む地域住民による応急救護訓練（AED心肺蘇生訓練）、消防官の指導に

よる水消火器による消火訓練、炊き出し訓練・給食訓練等行政と地域住民が協力して実践

的な訓練が実施された（図 6-2、図 6-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 6-3 消防隊員の指導を受けて水消火器による消火訓練を行うお年寄りと子供たち

（2015年 12月筆者撮影） 
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以下、インフォーマントに対するインタビューの中で言及のあったコミュニティ条項の

問題について、補足しておきたい。 

マンションは、全国で約 1割、東京では約 3割を占める日本の都市の主要な住様式とな

っており、管理組合がマンションの維持管理や修繕に関して、合議により意思決定を行っ

てきたが、80年代から居住者間の日常的なコミュニティの形成の重要性が指摘されていた。 

そして、1995年の阪神・淡路大震災後は、被災マンションの建替え・大規模改修を巡っ

て混乱が起きたことから、改めてコミュニティの重要性やマンションの管理に関する課題

が顕在化し、2000年に「マンション管理適正化法」が公布され、マンション管理士等の専

門職が設置されたほか、2004 年の「マンション標準管理規約」の改正では、管理組合の業

務として、「コミュニティ条項」が盛り込まれた。なお、同規約は、1982 年に建設省（現

国土交通省）が「中高層共同住宅標準管理規約」を業界団体に通達したのが最初であり、

1987年の改正を経て、2004 年に「マンション標準管理規約」として名称・位置付けを変更

していた。 

 しかし、居住者（住民）の高齢化、賃貸化の促進（所有者と居住者（住民）の不一致）、

大規模改修や建替えの必要性の増加等がみられたため、国土交通省は、2012年から「マン

ションにおける新たな管理ルールに関する検討会」を開始し、2015年度中の標準管理規約

改正に向けた手続を進めたが、そこでは、論点の一つとして、途中からコミュニティ条項

の撤廃の問題があり、同条項を撤廃する方向で標準管理規約を改正しようとしたことから

問題になった。 

 コミュニティ条項を撤廃し、マンション管理組合のコミュニティ機能を制限する方向性

については、所有者による自主管理を骨格としたマンション制度を根本的に見直し、グロ

ーバル化や人口減少を見据えた新たな管理の在り方を模索するものであると思われるが、

インタビュー中で安部氏が述べているように、コミュニティの防災・防犯・地域福祉等の

地域活動の基盤が崩れてしまう可能性がある。 

そのため、国土交通省では、上記検討会で示された方向性を修正した。具体的には、2016

年 3月に国土交通省は、「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準

管理規約」を改正した。その中では、コミュニティ形成の積極的な取組を新たに明記し、

災害時の管理組合の意思決定等の情報開示に関する規定を整備したほか、コミュニティ条

項を再整理した（国土交通省 2016）。 

防災等の観点からは、このような地域活動は、地域コミュニティにとって不可欠なもの

であることから、防災活動やその他の地域活動に影響が出ないように、今後とも各マンシ

ョンの特性を踏まえた上で、十分な配慮を行う必要があると考える。この点、総務省「今

後の都市部におけるコミュニティのあり方に関する研究会」の報告書（2014 年 3 月）は、

都市のコミュニティにとって、マンションの住民と地域コミュニティの町内会等の関係は

中核的な課題であるとし、また、総務省の都道府県総務担当部局長向け通知「都市部をは
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じめとしたコミュニティの発展に向けて取り組むべき事項について」（2015年 5月）では、

マンションの管理組合によるコミュニティ活動を肯定的に評価し、管理組合の活動を支援

することの重要性を指摘した。 

ところで、戦後日本のコミュニティ防災は、町内会等を中心とした自主防災組織に大き

な期待がかけられたが、阪神・淡路大震災等ではその機能が十分に発揮されなかった。そ

の後も改善を重ねられたものの、その効果は十分ではなかった。そのため、2011年の東日

本大震災の教訓を受けて住民主体の「計画提案制度」を導入した「ボトムアップ型」の共

助による「地区防災計画制度」が創設された。 

本章では、内閣府のびモデル地区である横須賀市の「マンションソフィアステイシア」

の住民のリーダーに対する「半構造化面接法」によるインタビュー調査を踏まえ、質的デ

ータ分析を実施した。その結果を踏まえると、調査対象地区のような進んだ取り組みが横

展開されることによって、地区防災計画づくりが契機となって、多くの地域コミュニティ

の防災力が向上し、また、中央集権的な行政中心の「トップダウン型」の戦後日本の防災

体制が大きく転換する可能性（防災のパラダイム転換）があるが、一方で、そのような取

り組みの普及のためには、ソーシャル・キャピタルが醸成された成熟したコミュニティの

育成が必要であると思われることから、全てのコミュニティで同じように対応するのは難

しいと思われる。 

本研究でここまで紹介した事例を踏まえると、日本の地域コミュニティの基層組織及び

その防災活動の歴史、関係法令の変化等を踏まえるならば、経済企画庁が提唱したような

新しい「コミュニティ」のような発想は、日本の地域コミュニティの実態に適合せず、実

務的ではなかったようである。そして、防災面からは、消防庁が、実務的な観点から、伝

統的な町内会等を母体とした自主防災組織を育ててきたが、そのような行政の後押しも受

けつつ、地域住民が、自発的に防災活動を行ってきたことが、日本の地域防災力の向上に

つながったと考えられる。一方で、コミュニティ内部の活動よりも、外部とのネットワー

クの重要性を強調する見解もあるが、阪神淡路大震災及び東日本大震災の公助の限界とい

う教訓を踏まえるならば、地区防災計画づくりに当たっては、隣近所で助け合って命を守

ることを優先すべきであると思われる。そして、無事に避難した後の避難生活の中では、

外部とのネットワークが有効に働く場合もあり、災害の段階に応じて、地域コミュニティ

内外のネットワークをうまく活用できることが重要になる。そのような観点から、地区防

災計画づくりに当たっては、地域コミュニティの防災活動の状況や災害の段階に応じて、

地域コミュニティ内外のネットワークを柔軟に活用できるように留意すべきであると考え

る。 

 また、本章インタビュー調査の対象となった横須賀のマンションであるソフィアステイ

シアの事例については、地域住民による地域特性に応じたボトムアップ型の取組を重視す

る地区防災計画づくりの手法が、実際にマンションの地域コミュニティの住民に受け入れ
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られ、内閣府のモデル事業を通じて、積極的に活用されている。 

そして、コミュニティで「横町の御隠居」として皆の相談役になっているリーダーがキ

ーパーソンとなって、時間をかけて自主防災会の中で防災担当の役員等を育成しているほ

か、防災活動を福祉活動や防犯活動等他の地域活動とも連携させることによって、良好な

人間関係を形成し、ソーシャル・キャピタルの向上を図っている。そして、市の消防局等

行政関係者とも人間関係を作り、毎年の総合防災訓練の際のはしご車の派遣や消火指導等

マンションの特性に応じた支援を受けている。 

つまり、地域コミュニティと行政が連携して、極めて良好な環境で地区防災計画づくり

を進めてきており、防災活動の活性化がソーシャル・キャピタルの向上や地域コミュニテ

ィ全体の活性化につながっている。そして、その成功体験をいかして、自分たちの地域コ

ミュニティだけでなく、周辺の地区も含めた地域防災力の向上につなげていこうというか

なり前向きな意識を持っている。 
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第 4部 中国の社区の防災計画づくり 

第 7章 中国重慶市 A社区の防災計画づくり 

第 8章 中国重慶市 B防災模範社区の防災計画づ 

くり 

 

※本博士論文の一部（第 4 部（第 7 章・第 8 章）及び参考資料）につきまして

は、出版を検討中であること等から、インターネット上での公開を見送らせ

ていただきました。 

※なお、本博士論文（完全版）につきましては、関係の先生方に冊子をお送りさ

せていただいております。社会学、地区防災計画学等の隣接分野の教員の先

生方で御覧いただけるようでございましたら、メールで筆者まで御連絡いた

だけますと幸いです。 
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第 5 部 日本及び中国の事例を踏まえた都市コミュニティにおける地区防災計画づくりの

在り方 

第 9章 総括 

 

1 各章の概要 

 

最後に全体の総括を行うに当たって、改めてここまでの各章を簡単に振り返ってみたい。 

 第 1 章の「地区防災計画の社会学的視角」では、地区防災計画の社会学的位置付けを明

らかにするとともに、地域社会学におけるコミュニティや防災の領域の創出に係る先行研

究を整理したほか、本研究で使用するデータ収集方法（半構造化面接法によるインタビュ

ー調査）、データ分析手法（頻出語分析・共起ネットワーク分析、SCAT）について明確化し、

本研究で取り上げる事例を類型化した。 

第 2 章の「東日本大震災と地区防災計画の創設」では、戦後のコミュニティ防災の流れ

について整理するとともに、東日本大震災の教訓を踏まえて、「地区防災計画制度」がどの

ような先行事例を踏まえ、どのような有識者達の議論を経て、また、どのような国会審議

を経て成立したのか、また、その制度の特徴について整理をした。 

最初の事例である「第 3 章 北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づくり」では、

実際に地区防災計画づくりがどのように進んでいるのかをみるため、2016 年の熊本地震及

び 2017年の九州北部豪雨を受けて防災意識が高まっている北九州市の地域コミュニティを

例に、地区防災計画づくりを通じた住民主体のコミュニティ防災の在り方について考察を

行った。なお、本事例は、本研究の起点となる事例であり、小学校区単位の取組で、大き

な被災経験がなく、内閣府のモデル地区には指定されていない。北九州市小倉南区志井校

区（マンションと一軒家が半々）は、筆者が教えている福岡大学の学生の出身校区であり、

教え子の父が市の課長で、校区の役員も務めている縁で、市の防災担当職員、校区まちづ

くり協議会会長、校区出身の学生等に対する半構造化面接法によるインタビュー調査によ

ってデータ収集を行い、SCAT 及び共起ネットワーク分析・頻出語分析を実施した。志井校

区では、移住してきた行政経験を有する専門的な知識を持った「志の人」である住民のリ

ーダーが、自らの人脈を活用して、学識経験者、行政関係者、NPO等の外部資源の支援を受

けつつ、河川の清掃活動、ラジオ体操等の地域活動への取組を強化した。それが、コミュ

ニティでの高齢者の健康状態把握のような見守り活動につながったり、地域活動に参加し

た住民が声を掛け合うことでコミュニケーションの活発化につながったりしたほか、地域

コミュニティでの人間関係の強化、ソーシャル・キャピタルの醸成、成熟したコミュニテ

ィの形成等につながった。その結果、防災訓練に住民同士が誘い合って積極的に参加する

ようになって、その防災活動が高度化し、地域防災力の強化につながっていることがわか

った。また、このような防災活動が契機となって、従来は町内会等に参加していなかった
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マンション住民等の町内会等参加者が増加し、地域活動への活発化につながっていること

から、防災活動が地域活動の活発化につながっていることもわかった。 

第 4 章以降は、北九州市の地域コミュニティの事例に関する分析を起点として、さらに

研究を深めるために他の共助による防災活動や防災計画づくりの事例との比較を試みてい

る。内容的に近いもの、具体的には、校区（一般的な社区）とマンション、大きな被災経

験の有無、モデル社区とそれ以外に分類して、対象を広げつつ考察を行った。 

「第 4 章 高知市下知地区の地区防災計画づくり」では、北九州市と同じ校区単位の事

例であるが、内閣府のモデル地区の中でも、1946 年の南海地震の経験を受けて、小学校区

単位で地区防災計画づくりが行われている高知市下知地区を対象に考察を行った。下知地

区の取組は、校区単位の取組であり、大きな被災経験があるほか、内閣府のモデル地区に

指定されている。データ収集に当たっては、地域住民、アドバイザーである学識経験者、

市の防災担当職員等に対する半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、SCAT によ

る分析を行った。その結果、下知地区では、地区で唯一南海地震の経験を有する「生き字

引」と呼ばれている専門的な知識を持ったリーダーが先導しており、リーダーの人脈をい

かして学識経験者、行政関係者等の支援を受けており、地域コミュニティの良好な人間関

係を背景とした熱心で意識の高い住民のリーダーの育成、自主的な地区防災計画づくりを

契機としたコミュニケーション活動の活発化、外部有識者、元防災担当職員等の多様な外

部資源の活用や行政との連携等の特徴があることが判明した。一方で、地区内にマンショ

ンが増加し、新しく住み始めた若者等との人間関係の構築や活動の後継者問題に悩んでい

ること等の課題も見られるが、従来から活動を行ってきた住民の呼びかけに応じて小学校

教員、母親、大学生等多様な住民が自主的に防災活動に参加するようになっている。この

ような地域コミュニティ主体とした防災計画づくりは、コミュニケーション活動を活発化

させており、ハーバーマスが提示したコミュニケーション的合理性に基づく新たな社会形

成にも通じる可能性がある。 

「第 5 章 熊本地震と地区防災計画づくり」では、高知と同じように被災経験のある校

区ということで、2016 年の熊本地震の被災地である熊本市砂取校区のマンションを例に、

熊本地震の際にどのような防災活動が行われ、何が地域防災力強化の課題となっているの

かについて考察することとした。この防災活動は、マンション単位であり、大きな被災経

験があるものの、内閣府のモデル地区ではない。本事例は、福岡大学の学生の実家のある

マンションの地域防災力強化の取組を対象にしており、地区防災計画づくりを実施してい

たマンションのコミュニティではないが、熊本地震を踏まえ地区防災計画づくりに関心を

示しており、マンションのコミュニティ単位での防災活動を検討する際の参考になる。本

事例では、マンションの管理組合の理事長、マンションの住民、当マンション出身の学生

等に半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、収集したデータについて、SCAT に

よる分析を実施した。このマンションのコミュニティでは、マンション建設とともに移住
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してきた事業継続計画（BCP）をはじめとする防災活動に関する専門的な知識を有する「銀

行マン」であるマンション管理組合の理事長が中心となっており、マンションのコミュニ

ティにおける七夕、クリスマス、お正月の餅つき等の地域活動を通じて、マンションの住

民同士が顔見知りとなり、日頃から互いにネットワークを作って連絡したり、お裾分けを

したり、高齢者や子供の見守り活動をするようになった。それらを通じて、コミュニティ

のソーシャル・キャピタルが醸成され、成熟したコミュニティが成立していたが、そのよ

うな日頃の関係が生きて、熊本地震の発災後も声を掛け合って避難したり、隣同士で高齢

者や子供の面倒を見たり等マンションでの避難生活の継続がうまくいっていることがわか

った。 

「第 6 章 横須賀市のマンションの地区防災計画づくり」では、熊本市の事例と同じマ

ンションのコミュニティの事例ではあるが、大きな被災経験がなく、内閣府のモデル地区

に指定されている横須賀市の事例を取り上げた。本事例では、マンションの管理組合の理

事長に半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、収集したデータについて、SCAT

による分析を実施した。このマンションのコミュニティでは、移住してきたゼネコン出身

で防災に関する専門的な知識を有するマンション管理組合の役員でもある「横町の御隠居」

と呼ばれるリーダーが中心になって、リーダーの人脈を生かして学識経験者、行政関係者、

NPO等からの支援も得て、マンションのコミュニティにおける避難訓練、炊き出し等の防災

活動・地域活動を通じて、マンションの住民同士が顔見知りとなり、防災や地域活動のた

めに、住民の家族構成や持病等を記録した名簿や班別の詳細な連絡網・役割分担表を作り、

日頃から互いにネットワークを作って連絡したり、お裾分けをしたり、高齢者や子供の見

守り活動をするようになった。それらを通じて、コミュニティのソーシャル・キャピタル

が醸成され、成熟したコミュニティが成立し、急病の際にもマンションの住人が付き添っ

て看病する等コミュニティ内の人間関係が良好になっていることがわかった。コミュニテ

ィの活動の中で、防災活動が一番メインの活動となっており、防災訓練には市長や市の危

機管理部長や消防の部長がはしご車や消防車を引き連れて参加するほか、周辺の大規模商

業施設や大学とも連携して活動を広げており、行政とも連携して、マンションを帰宅困難

者対策にも活用できるようにする等マンションのコミュニティで始まった活動が、行政を

巻き込む形で発展していることがわかった。 

 第 7 章及び第 8 章は、日本の隣国である中国では、日本と同じように地震をはじめとす

る災害による死者が多いことや、「地区防災計画制度」を創設した内閣府の担当者から、同

制度が、四川大地震以降の中国のコミュニティである社区での防災活動の取組を参考にし

ている旨の指摘があったことを受けて、筆者の実家があり四川大地震でも被害を受けた中

国重慶市の社区の防災活動について、日中の比較のために考察を行った。 

「第 7 章 中国重慶市の A 社区の防災計画づくり」では、重慶市の教員専用マンション

の社区における防災活動の取組を取り上げており、マンションの管理組合の役員、住民で
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ある教員等に対する半構造化面接法によるインタビュー調査を実施し、収集したデータに

ついて、SCAT による分析を実施した。本マンションは、中国政府のモデル地区ではないも

のの、過去水害の経験がある。マンションに隣接する学校で防災担当を務めて専門的な知

識を有し、そのノウハウをマンションの社区でも活用して防災活動に熱心な「防災先生」

や、外部からきた専門的な知識を持ったマンションの管理役員のような外部資源が、学校

とも連携して、地域活動や防災活動の推進を図っている。地域コミュニティの住民が、社

区の防災活動への取組をきっかけに、持病や障害といった情報も交換するようになり、い

ざというときの支援者を指名し、コミュニティのソーシャル・キャピタルを向上させ、成

熟したコミュニティを形成し、コミュニティ全体の防災力の強化や活性化を図っているこ

とが判明した。 

「第 8 章 中国重慶市 B 防災模範社区の防災計画づくり」では、同じ重慶市で日本の小

学校区にあたる一般社区で、大きな災害の経験がないものの、中国のモデル地区である防

災模範社区に指定されている社区を対象に考察を行った。そして、同社区のリーダーで多

様な地域活動や防災活動に関する専門的な知識を持つ居民委員会主任である「スーパー主

任」、行政関係者である鎮長、国営企業関係者等に対する半構造化面接法によるインタビュ

ー調査を実施し、収集したデータについて、SCAT による分析を実施した。当該社区では、

スーパー主任やスーパー主任の人脈で行政関係者や国営企業関係者の支援を受けて、住民

が腰鼓（こしこ）の演奏をはじめとする地域活動を通じて密な人間関係を形成しており、

それがコミュニティ内のソーシャル・キャピタルを高めている。また、そのような人間関

係を背景に地域住民が連携して防犯活動や防災訓練に取り組んでおり、コミュニティの防

災力の向上につながっていることが判明した。 

第 9 章の「総括」では、ここまでの日本及び中国の事例を踏まえつつ、①筆者の身近な

ところで積極的に防災活動に取り組んでいた、大きな被災経験のない日本の北九州市の校

区単位の取組と比較する形で、②大きな被災経験があり、校区単位で取組を行いモデル地

区にも指定されている高知市の事例、③大きな被災経験があり、マンション単位で取組を

行った熊本市の事例、④大きな被災経験がなく、マンション単位で取組を行い、モデル地

区にも指定されている横須賀市の事例、⑤大きな被災経験があり、マンション単位で取り

組んでいる重慶市の事例、⑥大きな被災経験がなく、一般社区の単位で取組を行い、モデ

ル地区にも指定されている重慶市の事例の順番で、日中の政策的な防災活動の進め方の違

いを踏まえつつ、考察範囲を順に広げて考察を行い、その内容を掘り下げていった。なお、

最初の事例である①と最後の事例である⑥は、日本の校区と中国の法定の一般社区という、

一般的な地域コミュニティであり、両方とも、大きな災害経験のない校区・社区の事例で

あり、日本と中国で防災に係る国の政策の進め方に違いはあるものの、同じカテゴリーに

属するほか、③と⑤についても、日本と中国のマンション単位の取組であり、大きな被災

経験がある点も共通しており、同じカテゴリーに属する。それを、被災経験の有無、校区、
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一般社区とマンションの区別、モデル地区とそれ以外の 3 つの区分から分類すると下図の

ようになるが、①～⑥のいずれも専門的な知識を有するリーダーのほか、学識経験者、行

政関係者、NPO、移住してきた専門家等が外部有識者（外部資源）として大きな影響を与え

ていた。（図 9-1）。 

 

図 9-1 本研究における調査事例の分類図（筆者作成。被災経験の有無と校区・一般社区

で分けた 4 つの区分について、モデル地区の指定の有無でさらに細線で区分。いずれも

専門的な知識を有するリーダーのほか、学識経験者、行政関係者、NPO等が外部有識者（外

部資源）として大きな影響。）（再掲） 

 

2 日本の都市コミュニティの防災活動について 

 

日本の地域コミュニティの基層組織及びその防災活動の歴史、関係法令の変化等を踏ま

えるならば、経済企画庁が提唱したような新しい「コミュニティ」のような発想は、日本

の地域コミュニティの実態に適合せず、実務的ではなかったようである。 

そして、防災面からは、消防庁が、実務的な観点から、伝統的な町内会等を母体とした

自主防災組織を育ててきたが、そのような行政の後押しも受けつつ、地域住民が、自発的

に防災活動を行ってきたことが、日本の地域防災力の向上につながったと考えられる。 

一方で、コミュニティ内部の活動よりも、外部とのネットワークの重要性を強調する見

解もあるが、公助の限界という教訓を踏まえて、「地区防災計画制度」等では、まずは、隣

近所で助け合って命を守ることが先決であると考えられているように思われる。そして、

無事に避難した後の避難生活の中では、外部とのネットワークが有効に働く場合もあり、

災害の段階に応じて、地域コミュニティ内外のネットワークをうまく活用できることが重

【モデル地区】
④横須賀市マンションソフィアステイシア（第6章）

⑥中国重慶市B社区（第8章）

【非モデル地区】
※（福岡市中央区平尾校区Nマンション）

①北九州市志井校区（第3章）

【モデル地区】
②マンションサーパス知寄町Ⅰ
（高知市下知地区（第4章））

②高知市下知地区（第4章）

【非モデル地区】
③熊本市パークマンション水前寺公園（第5章）
⑤中国重慶市A（マンション）社区（第7章）

※（福岡市東区鶴田校区）

校区・

一般社区

被災経験あり

マンション

被災経験なし
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要になる。そのような観点から、「地区防災計画制度」の運用に当たっては、地域コミュニ

ティの防災活動の状況や災害の段階に応じて、地域コミュニティ内外のネットワークを柔

軟に活用できるように留意すべきであると考える。 

 また、インタビュー調査の対象となった横須賀のマンションであるソフィアステイシア

の事例については、地域住民による地域特性に応じたボトムアップ型の取組を重視する「地

区防災計画制度」が、実際にマンションの地域コミュニティの住民に受け入れられ、内閣

府のモデル事業等を通じて、積極的に活用されている。 

そして、インフォーマントがキーパーソンとなって、時間をかけて自主防災会の中で防

災担当の役員等を育成しているほか、防災活動を福祉活動や防犯活動等他の地域活動とも

連携させることによって、良好な人間関係を形成し、ソーシャル・キャピタルの向上を図

っている。そして、市の消防局等行政関係者とも人間関係を作り、毎年の総合防災訓練の

際のはしご車の派遣や消火指導等マンションの特性に応じた支援を受けている。 

つまり、地域コミュニティと行政が連携して、極めて良好な環境で地区防災計画づくり

を進めてきており、防災活動の活性化がソーシャル・キャピタルの向上や地域コミュニテ

ィ全体の活性化につながっている。そして、その成功体験をいかして、自分たちの地域コ

ミュニティだけでなく、周辺の地区も含めた地域防災力の向上につなげていこうというか

なり前向きな意識を持っている。 

 

3 中国の都市部の社区の防災活動について 

 

 文献調査からは、四川大地震後に強化されつつある「社区」の防災活動は、行政による

「防災模範社区制度」等を通じた支援もあり、強化されている。「社区」の住民にとっては、

同制度の対象として選ばれることは名誉なことであり、同制度を励みに積極的な防災活動

が実施されている。 

そして、同制度は、行政による全国的な方向性を示すトップダウンと、地域特性に応じ

た地域住民によるボトムアップがうまく融合している面があるほか、地域社会のインフラ

整備等のハードウェア及び地域住民の防災意識の啓発等のソフトウェアの両面について取

組を進めているという特徴がある。 

 一方で、「社区」によって防災意識、行政による支援、防災関係の予算・人員、防災活動

の経験等が大きく異なっていることが問題になっている。特に、中国は、国土が広く、全

国の「社区」の防災力を均一に引き上げることは難しいと思われ、今後この差が拡大する

可能性もある。 

 そこで、今後は、「防災模範社区制度」を全国的に推し進め、「社区」におけるハードウ

ェア及びソフトウェアの両面について、予算や人員を十分に確保しつつ、全国の「社区」

の地域防災力の底上げが重要になってくると考える。 



247 

 

 また、インタビュー調査の対象となった重慶市のマンションは、インフォーマントがキ

ーパーソンとなって、行政ともうまく連携しているほか、教職員やその家族という同質性

の高い住民が居住していることもあり、社区内の住民同志のネットワークがうまく機能し

ており、住民同志の信頼関係や助け合いの意識も高く、ソーシャル・キャピタルが豊富で

ある。そのようなことも影響して、防災だけでなく幅広い地域活動がマンションの「社区」

の中でうまく機能していると思われる。また、教職員のマンションと学校が隣接している

ことから、学校と連携して地域活動や防災活動が進められているというのも特徴的である。 

 インタビューの中では、マンションの「社区」のほうが、普通の「社区」よりも、地域

活動等が促進しやすく人間関係がつくりやすい旨の指摘も出ている。もちろん、中国の全

国のマンションが、同じような状況にあるわけではないが、「社区」には、中国の伝統的な

「互助」の考え方に基づく助け合いの精神が強く残っており、中国のマンションの「社区」

では、そのような精神が強く発揮される可能性があるように思われる。 

 

4 内閣府の元防災担当者へのインタビュー調査 

4.1 調査の背景 

 

ここまで日中の都市コミュニティにおける防災活動の現状について紹介したが、両国の

防災活動の相互関係については、従来検討されることが少なかった。一方、内閣府（2014b）

では、参考事例として、四川大地震後の中国の事例が紹介されている（内閣府 2014b: 46）。 

そこで、ここでは、「地区防災計画制度」全体について理解を深めるとともに、日中の防

災活動を比較する際の参考とするため、「地区防災計画制度」の創設の背景や基本的な考え

方、内閣府（2014b）で中国の防災活動の事例が紹介された背景、「社区」による防災活動

に対する所感、両国の制度の問題点等について、内閣府の防災担当者に対してインタビュ

ーを紹介する。前出の筆者の共同研究者であり、「地区防災計画制度」の法制化、「地区防

災計画ガイドライン」や「防災白書」の執筆等を担当してきた内閣府の西澤雅道氏に対し

て、2014年 8月 30日に東京大学本郷キャンパス近くにおいて、約１時間にわたる１対１で

の対面式・着座式での個人インタビュー（質的調査）を実施した。 

 本インタビューに当たっては、質問項目についておおまかな計画（インタビューガイド）

を作成し、事前に同氏にそれを提示して、インタビューに臨んだ。当初は、今後、他の関

係者からもインタビューをする場合に備えて、質問数、質問内容、質問順番等をあらかじ

め固定した構造化面接法で実施する予定であったが、インタビューガイドの提示後に、同

氏から、インタビューガイドを踏まえつつも、いわゆる「アクティブな回答者」として、

質問者とコミュニケーションをとって自由に回答したいという希望があったため、話の流

れに応じて質問の項目、内容等を柔軟に変えることのできる半構造化面接法で実施するこ

ととした。 
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次に、以下に掲載しているインタビューの内容は、西澤氏の了承を得て、インタビュー

の模様を ICレコーダー（Panasonic RR-XP007-W）に記録し、インタビュー時の著者のメモ

を基にインタビューの内容を再構成し、まとめたものである。これらについては、事前に

同氏に対して書面によって提示し、同意を得ていた利用方針等に従って処理しており、そ

の内容についても、同氏が確認し、同氏の私見として公表することについて了承を得た。 

なお、本インタビュー調査は、前文で紹介した 2018年の同氏へのインタビュー調査（参

考資料 1）とは別に、2014年に同氏が内閣府在職中に実施したものである。 

 

【事前に作成したインタビューガイド】 

①東日本大震災から 2年以上が経過した 2013年 6月に「地区防災計画制度」を作ったのは

なぜか。 

②同制度は、過去のどのような教訓を踏まえたものか。 

③同制度が、法律に規定された背景はどのようなものか。法制化やガイドライン作成に当

たっては、どのような制度を参考にしたのか。 

④従来から地域防災力強化のために自主防災組織が活動しているが、自主防災組織の活動

とはどのように違うのか。また、名称が、「自主防災組織」から「地区防災組織」に変わ

るだけでないか。 

⑤行政からこの地区防災計画づくりに対して支援はあるのか。例えば、ノウハウの提供と

か、補助金の支給等による支援制度があるのか。 

⑥市町村防災会議は、従来より地域防災計画を作っているが、さらに、地区防災計画を定

めることによって、どのようなメリットがあるのか。 

⑦地区防災計画は先進的な地域のみを救うことになるのではないか。先進的な地区と遅れ

た地区で差が出ることについて、行政として問題があると考えていないのか。 

⑧白書やガイドラインには、地域防災力の向上だけでなく、ソーシャル・キャピタルや地

域の活性化等についても記述されているが、これらの制度と絡めて説明しているのは何

故か。 

⑨地区防災計画を作成するには、主導する地域住民や事業者が必要だが、そのような人材

がいるのか。 

⑩地区防災計画を作成する際に、一般住民が、ガイドラインをいきなり読むのは難しいの

ではないか。学識経験者、消防団、NPO、ボランティア等との連携について、どのように

考えているのか。 

⑪2014 年 4 月から制度が施行されているが、現在の制度の進捗状況について、どのように

考えているのか。 

⑫中国の地域コミュニティは、「社区」と呼ばれており、四川大地震後のその防災活動につ

いて、ガイドラインでも少し触れられているが、その活動についてはどのように考えて
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いるのか。 

⑬先進的な日本の「地区防災計画制度」は、中国をはじめとする世界各国でも応用できる

のではないか。 

 

4.2 調査結果の概要 

 

【金①】 

2013 年 6 月の災害対策基本法改正により、地域コミュニティの防災活動を推進する「地区防

災計画制度」が創設され、2014年の 4月に施行されました。 

東日本大震災から 2年以上が経過した時期に、この制度を作ったのはどうしてでしょうか。あ

らためて制度の創設者として御説明ください。 

 

【西澤】 

 以下、個人の見解としてお話させていただきます。 

 本制度は、地域コミュニティの住民や事業者が主体となり、自主的に助け合って安全性を高め、

ボトムアップ型で地域防災力の底上げを図ることを目的としています。市町村がトップダウンで

作成する「地域防災計画」の中に、地域住民等の自発的な防災活動に関する「地区防災計画」を

組み込むことによって、地域コミュニティで決めた防災計画が、市町村の計画に反映されるよう

になりました。 

ところで、「地区防災計画」を定める方法は、2 つあります。１つ目は、市町村防災会議の判

断で地域の意向を踏まえて市町村の「地域防災計画」の中に「地区防災計画」を定める方法です。

これは、市町村と地域コミュニティの間で既に信頼関係ができていて、市町村が地域コミュニテ

ィの意向をくみ取ることができる場合を想定しています。2つ目は、地域コミュニティの住民や

事業者が「地区防災計画」の案を作成し、市町村防災会議に提案をして、それが必要だと認めら

れた場合に定める方法です。 

 市町村の「地域防災計画」に規定されるということは、地域コミュニティの特性に応じた「地

区防災計画」をもとに、地区の住民や事業者と市町村が互いに連携して、目を向け合って協力を

するので総合的に地域防災力が向上するのです。 

 

【金②】 

「地区防災計画制度」は、東日本大震災等の過去のどのような教訓を踏まえたものでしょうか。 

 

【西澤】 

 1995 年の阪神・淡路大震災では、家屋が倒壊して生き埋めになった人の大半が地域コミュニ

ティの人々に救出されました。2011 年の東日本大震災では、釜石市で小学生や中学生の自主的
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な避難が、地域コミュニティ全体の避難につながりました。これらは、地域コミュニティにおけ

る自発的な防災活動が地域住民等の命を救った例であり1、このような教訓を踏まえ、地域コミ

ュニティの共助による防災力を強化するため、あらかじめ、地域コミュニティで防災活動に関す

る計画を作るべきであると考えました。 

もう少し補足しますと、特に東日本大震災では、被害が広域に及びましたし、津波によって、

行政が大きな被害を受け機能不全に陥ったのです。そのため、本来であれば市町村が素早く被災

者の支援に動くべきところに支援の手が回らず、地域コミュニティの住民や事業者は、自らの命

を自らで守り、地域コミュニティが連携して災害に対応することになりました。地域コミュニテ

ィでは、日頃からの人間関係を活かし、お年寄りや体の不自由な方に配慮しながら自発的に避難

所の運営にあたる等地域の実情に応じた、それぞれの状況に応じた細やかな対応をしました。こ

のことがきっかけとなって、災害時の自助・共助の重要性が再認識され、地域コミュニティの活

動が災害時に重要な役割を果たすということについて、日本中で理解が広がりました。このよう

な状況を踏まえ、地域コミュニティによる自発的な防災活動を支援し、地域住民等が主体となっ

て推進できるように定められたのがこの制度です。 

 

【金③】 

「地区防災計画制度」が、法律に規定された背景といいますか、法制化やガイドライン作成に

当たっては、どのような制度を参考にしたのでしょうか。 

 

【西澤】 

法制化に当たっては、神戸の「防災福祉コミュニティ」、京都の「市民防災行動計画」、東京駅

周辺防災隣組の取組等を参考にしました。 

また、ガイドラインの作成に当たっては、法制化の際に参考にした国内の事例のほかに、アメ

リカ、中国等の仕組みや事例についても調査を行いました。 

特に、中国の 2008 年の四川大地震の際の地域コミュニティにおける活動等も参考にしました

し、その後の中国における法制度の変化ですとか、「社区」の「居民委員会」等の役割にも注目

していました。 

 

【金④】 

従来から地域防災力を強化するために自主防災組織が活動していますが、自主防災組織の活動

とはどのように違うのでしょうか。また、名称が、「自主防災組織」から「地区防災組織」に変

わるだけではないでしょうか。 

 

                                                   
1 釜石の事例は、小中学生が、自分を守るめために行った自助的な避難行動が、地域コミュニティの人々

の避難を誘い、共助につながったものであり、一般的な助け合いである共助とは異なる点に留意する必要

がある。 
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【西澤】 

 従来、自主防災組織は、地域防災力を強化するために重要な役割を果たしてきました。しかし、

少子高齢化時代に入り、組織の担い手が高齢化し、若い人の勧誘に苦労するようになっています。

また、自主防災組織の防災計画は、主に消防庁の手引きを真似してつくられました。真似するこ

とはよいのですが、同じような計画ばかり作られ、残念なことに計画を作成してから、見直すこ

ともなく放置されている場合も多く、形骸化しています。ですから、自主防災組織で活動されて

きた方々には、法律に基づく新しい「地区防災計画制度」ができたので、この機会に古い計画を

見直し、よりよい地区防災計画にしていただきたいと考えています。 

一方で、「地区防災計画制度」は、コミュニティによる自発的な活動を後押しする制度ですか

ら、市町村は、地区の計画を地域防災計画に位置付けて、地区を応援しなければなりません。つ

まり、市町村にも住民等による地区防災計画の運用をしっかりとみてあげていただきたいのです。 

 法制度では珍しいことですが、この制度では、地区の大きさ、コミュニティの「かたち」は問

題ではありません2。町内会でも小学校区でも商工会でもマンション単位でも作成することがで

きます。また、数万人単位で計画を作りたいという話もあります。ただし、参加人数の問題では

なく実際に活動し維持できる体制、環境にあるかどうかが重要なポイントであり、活動の見直し

や継続がないのであれば、計画をつくる意味はありません。立派な計画をつくって飾っておくだ

けでは意味がないのです。 

 

【金⑤】 

国、県、市町村等行政からこの地区防災計画づくりに対して支援はあるのでしょうか。例えば、

内閣府からのノウハウの提供とか、県や市町村からの補助金の支給等による支援制度はないので

しょうか。 

 

【西澤】 

 「地区防災計画制度」は、地域住民等主体のボトムアップ型の制度ですから、現在は、国とし

て直接的な補助金等は予定していません。ただし、独自に備蓄の補助や防災リーダーの育成等に

対して助成を行っている地方公共団体があります。 

内閣府では、2014 年度からモデル事業を進めています。モデル地区にノウハウを提供するこ

とによって、地域住民等が主体となった計画づくりを進め、それらの事例を全国に広めようとし

ています。 

 

【金⑥】 

市町村防災会議は、従来から地域防災計画を作っていますが、さらに狭い地区単位で地区防災

                                                   
2都市計画関係等多くの法律では、計画に係る一定の地区や地域に指定されることによって、財政上の特例

措置等の強い法的効果が生じることになる。一方、本条項では、そのような強い法的効果がないこともあ

り、比較的自由に住民等が主体となって「地区」を設定できるようになっている。 
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計画を定めることによって、どのようなメリットがあるのですか。 

 

【西澤】 

 簡単にいえば、市町村と地区が綿密に連携するためのツールだと思ってください。行政がトッ

プダウンで一律に防災活動を決めると、うまく働かない場合もありますが、そのような問題を地

域住民等が主体となって活動することで乗り越えようとしています。つまり、地区のことをよく

知っている人たちが参加することで、実践的な防災力の向上に結びつけることができると考えて

いるのです。 

 そして、従来は、町内会の一部の有志が、バラバラに行ってきた防災活動も、このツールによ

って、行政と連携しつつ、地域コミュニティの多くの人々を巻き込むことができ、活動を重層化

できます。このようにして、地域防災力を強化できるのです3。 

 

【金⑦】 

地区防災計画は、先進的な地域のみを救うことになるのではないでしょうか。先進的な地区と

遅れた地区で差が出ることについて、行政として問題があるとお考えではないのでしょうか。 

 

【西澤】 

 日本には様々な地域がありますので、地域によって、適した防災活動も大きく違うのです。例

えば、沿岸部と山間部では災害の種類や頻度も変わりますし、台風のくるところ、雪の降るとこ

ろ等では、それぞれ環境が大きく違います。 

つまり、金太郎飴のように似たような計画をつくるのは、地区の防災計画に馴染まないのです。

あまり防災活動に慣れていない場合は、地域コミュニティの方々に集まっていただき、想定され

る災害の特徴や危険なところ、避難所を知ることが第一歩になります。その上で自分たちのでき

る防災活動について考えていただき、地域コミュニティが一緒になって作成していただく計画も、

地域の実情に応じた立派な計画です。一方、今まで熱心に防災活動に取り組んできた地区では、

行政、学識経験者、消防団等の専門家のアドバイスを受けて、より多様な災害に対応できるよう

に計画を作成していただければいいと思います。 

自然環境の違い以外にも、地区の人々の状況を踏まえ、実際に実践できる計画をつくることが

重要です。「地区防災計画制度」は、このような点も踏まえ、多様な環境に応じて、柔軟に計画

できる制度になっています。これは、決して競争を求めるものではありません。各地域の特性を

踏まえ、地域住民がいざというときに活用できる、また、命を守ることができる計画をつくって

                                                   
3 西澤氏は、「地区」防災計画によって、「地域防災力」が強化できるとしている。内閣府の文章でも「地

区防災力」ではなく、「地域防災力」という用語で統一されているが、同氏によれば、「地域防災力」は、

従来から都道府県、市町村、自主防災組織等の防災力について、「地域」の大小を問わずに利用されている

用語であることから、「地区防災計画制度」の説明においても、「地域防災力」という用語を使っていると

のことであった。 
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ほしいのです。 

 

【金⑧】 

白書やガイドラインには、地域防災力の向上だけではなく、ソーシャル・キャピタルや地域コ

ミュニティの活性化等についても記述されていますが、これらの制度と絡めて説明しているのは

何故ですか。 

 

【西澤】 

 地域防災力を向上させるには、地域コミュニティがしっかりしていないといけません。そして、

この地域コミュニティの活性化を支えるのは、人的なネットワークです。ですから、地域防災力

を向上させるためには、地域コミュニティの活性化や人的ネットワークが不可欠になります。 

一方、防災活動は、世代を問わない共通の問題で多様な人々の関心を引きやすいという特徴が

あります。災害を生き抜くには 1人では不可能ですから、世代を超えて地域コミュニティの中で

助け合うことが重要になってきます。防災をきっかけとして、様々な世代の人たちが集まります。

結果的に人的ネットワークは拡大し、その関係も緊密にもなります4。 

こう考えると、地域防災力の向上と地域コミュニティの活性化、それから、人的ネットワーク

と地域コミュニティの活性化の関係等は、相乗効果のある関係といいますか、大変深い関係にあ

るといえます。このような点を捉えて、アメリカの政治学者が唱えたソーシャル・キャピタルと

いう用語、これは人的ネットワーク、信頼関係、互酬性等を中心に社会的な効率性を考える考え

方ですが、を使って説明しています。 

このような関係は、普段の生活で形づくるのが有効であり、地域防災力の強化も地域コミュニ

ティの活性化も同時に達成できると考えています。また、学識経験者からは、このような関係の

発展が、事前復興5にも役立つといわれています。 

 

                                                   
4 例えば、地域コミュニティ内の過去の災害経験を知る高齢者と若者が、防災という話題をきっかけに話

し合い、コミュニティ全体の避難路を協力して整備することによって、地域防災力の向上が図られ、さら

に、それをきっかけにコミュニティ内の人間関係がよくなった例もある。内閣府（2014a）の和歌山県串本

町の事例参照（内閣府 2014a: 29）。 
5 事前復興について、西澤氏は、阪神・淡路大震災での教訓を踏まえて提唱された仮説的な「事前復興都

市計画」の考え方を踏まえつつ、ソフトの部分を重視して、災害が起こる前に、地域コミュニティにおけ

るソーシャル・キャピタルを豊かにして、災害について話し合いをする習慣を作っておくことによって、

災害後の暮らしの再建もコミュニティの助け合いや譲り合いによって迅速化することを考えていると推測

される。また、そうすることによって、コミュニティ外からの支援も効果的に受けることができるように

なり、また、地域住民にとって、復興が実効性のあるものになると考えていると思われる。事前復興につ

いては、大矢根・浦野ほか（2007）154頁以下参照。なお、事前復興とは少し異なるが、2013年に議員立

法で成立した国土強靭化基本法 8条 6項では、「事前防災及び減災のための取組は、自助、共助及び公助が

適切に組み合わされることにより行われることを基本としつつ、（以下略）」としているが、「防災」とは、

「災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ること」（災

害対策基本法 2条 2項）であり、災害の発生前に事前に対応する概念を含む用語であるので、「事前防災」

という用語は、「防災に含まれる概念であるように思われる。 
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【金⑨】 

地区防災計画を作成するには、ノウハウが必要ですし、主導する地域住民や事業者が必要にな

るのではないでしょうか。そのような人材が、今、地域コミュニティにいるのでしょうか。 

 

【西澤】 

 地区防災計画は、地区の実情に応じて作っていただくのが基本です。ですから、実際に地区内

を歩いて、お互い話し合うことが重要で、また、その話合いを通じて自分たちで活動できる計画

を作ることが重要です。実際に使うことができないような高度な計画をつくる必要はありません。 

 また、従来、地区の防災活動がうまく活性化しなかったのは、意欲的に活動している地区であ

っても町会長が替わるとその優れた活動が途絶えたり、防災活動に積極的なのは一部の町内会の

役員に限られてしまった場合等があります。 

仮にその地域に専門的な知識を有する方がいなかったとしても全く問題ありません。まずは自

分たちのできるところから始めてください。誰にも相談できない場合には、市町村の担当者に相

談してください。 

そして、近所の方々と一緒に地区内を歩き、専門家に任せるのではなく、近所の人と一緒にな

って話し合い、自分たちができることは何か、命を守るために必要な防災活動は何かを考えるこ

とが重要です。 

このような活動を通じて、リーダーが自然に出てくると思います。地域コミュニティが一緒に

なってボトムアップ型で自発的にリーダーを発掘していくのが重要だと思います。 

 

【金⑩】 

地区防災計画を作成するに当たり、一般住民が、ガイドラインをいきなり読むのは、難しいで

す。学識経験者、消防団、NPO、ボランティア等との連携について、どのようにお考えでしょう

か。 

 

【西澤】 

 例えば、ガイドライン別冊では「地区レベルの防災活動の取組事例」を紹介していますが、こ

れを読む際には、学識経験者、消防団、NPO、コンサルタント等に解説していただいたほうがい

いでしょう。関係者と連携して、地域コミュニティにあった計画を立てていただきたいと思って

います。 

 

【金⑪】 

2014 年 4 月から制度が施行されていますが、現在の制度の進捗状況について、どのように考

えていますか。 
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【西澤】 

 法律施行前から、北海道石狩市や岩手県大槌町では、「地区防災計画制度」を先取りしたよう

な計画が作成されており、すばらしいことだと思っています。 

現在、全国の多くの関係者から問い合わせを受けており、制度自体はかなり注目されているよ

うに思います。ただ、この制度は、計画の数とか、計画のカバー率とかを問題としていません。

この計画が実際に災害対策に役立ってほしい、地域の人々の命を救ってくれればと思っています。 

 

【金⑫】 

中国の地域コミュニティは、「社区」と呼ばれており、四川大地震後のその防災活動について、

ガイドラインでも触れられていますが、中国の「社区」の活動についてはどのように考えていま

すか。 

 

【西澤】 

 四川大地震後の「社区」やその運営を担う「居民委員会」の活動は、復興等にも大きな役割を

果たしています。そのため、四川大地震での地域コミュニティにおける共助の活動、その教訓を

踏まえた法制度の変化、「社区」の活動等について調査を行い、ガイドライン作成に当たっての

参考としたほか、その事例について、コラム等で紹介しています。 

 また、四川大地震の際には、特別市政府、省政府等が競って被災地を支援した「対口支援」が

有名です。中国は我が国とは政治体制が異なりますので、一概には言えませんが、この「対口支

援」は、行政の支援という側面もありますが、結果として、その動きに呼応して、大量に地域コ

ミュニティのボランティアが参加しており、共助的な側面もあったように思います。防災計画を

作成するような活動ではありませんが、このような活動が、日本の共助による防災活動に与えた

影響も無視できないと思います6。 

 また、2008 年の四川大地震後も、四川省では大きな地震が発生していますが、その支援活動

に当たっては、四川大地震での教訓を踏まえ、ボランティアのような共助による活動を受け入れ

る体制を整えたほか、ボランティア自体も高い能力を発揮するようになったといわれており、注

目しています7。 

 

【金⑬】 

先進的な「地区防災計画制度」は、中国をはじめとする世界各国でも応用できるのではありま

せんか。 

 

 

                                                   
6 東日本大震災時に中国の「対口支援」を参考に実施された関西広域連合による「カウンターパート方式」

が西澤氏の念頭にあると思われる。 
7 2013年 4月に発生した四川省の芦山地震への対応等が西澤氏の念頭にあると思われる。 
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【西澤】 

「地区防災計画制度」は、中国の「社区」でも応用できると思います。もちろん、政治体制の

違い等を考慮に入れる必要はあります。 

 神戸の「防災福祉コミュニティ」では、福祉や防犯等の地域活動と防災活動を組み合わせて実

施していますが、中国の「社区」でも、福祉や防犯等を組み合わせて実施しています。両国の仕

組みは、防災における共助という面で、似ているのです。 

この点、『防災白書』の特集でも書いたのですが、他の地域活動と防災活動を効果的に連携さ

せていくと、地域防災力の強化だけでなく、地域コミュニティの活性化にもつながるようです。 

このような点を踏まえ、日中で、連携して研究等を行えば、大変面白いと思います。さらに、

東アジアや東南アジアでは、災害想定や地域コミュニティの在り方が似ている場合もありますの

で、今後、これらについても調査していくといいと思っています。 

 また、海外でも「地区防災計画制度」を応用していただけるように、地区防災計画学会と連携

し、2015年に仙台で開催される国連防災世界会議において、同制度を世界に向けてアピールし、

国際的な貢献も果たしていくつもりです。 

 

4.3 インタビューを踏まえて 

 

 上記インタビューは、「地区防災計画制度」の担当者が、その策定経緯や現状分析につい

て語ったものであり、今後の地域コミュニティの防災活動を検討するに当たり、重要な示

唆に富んでいる。 

ここでは、中国の制度に係る発言を中心に分析を行い、日中の制度を比較するに当たっ

ての留意事項について解題という形で整理する（なお、4.2の下線は関係する発言部分であ

る。）。 

 西澤氏は、内閣府（2014b）の作成に当たっては、日本国内の先進事例のほかに、アメリ

カや中国の事例についても調査し、参考にした旨述べている。 

 従来の研究では、このような点については触れられておらず、同制度が、日本国内の先

進事例のみならず、海外の事例についても調査を行った上で運用されている制度であるこ

とが、初めて明らかになった8。特に、同氏は、四川大地震での地域コミュニティにおける

共助の活動、その教訓を踏まえた法制度の変化、「社区」の活動についても調査を行い、参

考にしたと述べており、中国の事例が、「地区防災計画制度」の運用にも影響を与えたこと

がわかった。 

                                                   
8 インタビューの中で西澤氏が述べているように、内閣府（2014b）のコラムで中国やアメリカの事例につ

いて記述されている。 
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 西澤氏は、政治体制の違い等を考慮に入れる必要はあるものの、日中の地域コミュニテ

ィは似ていることから、日本の「地区防災計画制度」を中国の「社区」の防災活動にも応

用できると指摘している。 

 この点、同氏も指摘しているが、日本の「地区防災計画制度」のモデルとなった神戸の

「防災福祉コミュニティ」9と中国の「社区」においては、ともに、福祉活動や防犯活動と

いった地域活動が防災活動と連携して実施されている。そして、それが大きな効果を上げ

ており、地域防災力の強化だけでなく、地域コミュニティの活性化にもつながっている。 

このような共通点を踏まえるならば、双方の防災活動の優れた点を互いに学び合うこと

が、地域防災力の強化という観点からも、地域コミュニティの活性化という観点からも望

ましいことであると考える。 

 また、同氏は、中国の四川大地震の際の「対口支援」について、政治体制が異なること

から一概には比較できないと断りつつも、この「対口支援」には、行政による支援という

側面のほかに、多くの地域のボランティアの参加といった地域コミュニティの共助的な側

面も大きいと分析しており、日本の共助による防災活動にも影響を与えた旨示唆している。 

 さらに、同氏は、四川大地震の教訓を踏まえた、中国におけるボランティア等共助によ

る支援活動の受け入れ体制の構築、ボランティア能力の向上等について、高い評価を与え

ている点が注目される。 

西澤氏へのインタビューによって、従来明らかにされてこなかった日本の「地区防災計

画制度」と中国における四川大地震の教訓やその教訓を踏まえた「社区」の防災活動との

関係が明らかになった。 

また、日本の内閣府の担当者が、中国の共助による防災活動や関連制度について詳細な

分析を行いつつ、それらの状況も踏まえ、日本における制度の運用を行っている点が注目

される。特に、防災先進国である日本の制度を運用している担当官が、防災活動という切

り口から、「社区」の共助による活動について、高い評価を与えていることは、大変興味深

い。 

 

5 結びにかえて 

 

ここまで日中の都市コミュニティにおける地区防災計画づくりの分析を通じて、①防災

活動が活発化する要因は何か、②コミュニティのリーダーのほか、外部有識者のような外

部資源が、防災活動にどのような影響を与えるのか、③マンションコミュニティと校区の

ような一般的なコミュニティで差異がみられるのか、④日本と中国のコミュニティで差異

                                                   
9 防災福祉コミュニティ制度の創設については、倉田（1999）298頁以下、近年の活動については、神戸市

防災福祉コミュニティ HP ：http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/information/bokomi1.html 参照。 
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がみられるのか、⑤以上を踏まえ、地域コミュニティの防災力を向上させ、未知なる災害

に備えるには、どのように対応すればいいのか、について考察を行ってきた。 

 その結果、地区防災計画づくりに取り組んでいる地区については、①専門的な知識を

持ったリーダーのほか、学識経験者、行政関係者、NPO等の外部資源が、防災活動の活発化

の大きな要因となっていること、②外部有識者等の外部資源は、リーダーの人脈を通じて、

地域コミュニティの支援を行っており、それが地域コミュニティのやる気を引き出し、防

災活動を高度化させていること、③マンションではコミュニティづくりが難しく防災活動

も難しいと言われているが、地区防災計画づくりに取り組んでいるマンションと校区のコ

ミュニティを比較すると、どちらも防災活動が活性化しており、その要因は共通している

こと、④日本と中国の事例を比較した場合、政治体制の違いから、基礎自治体との関わり

方に違いはあるものの、どちらもコミュニティのリーダーの役割や外部資源の活用がコミ

ュニティの防災活動の活発化の要因となっていること、⑤地域コミュニティの防災力を向

上させ、未知なる災害に備えるには、地区防災計画づくりが有用であるが、地区防災計画

づくりに取り組んでいるコミュニティは、成熟しており、地域活動の活発化、ソーシャル・

キャピタルの醸成、地域活性化等の特徴があることがわかった。 

ここまでの分析を踏まえつつ、最後にいくつかの論点について考察を加えておきたい。 

 

5.1 奥田コミュニティモデルとの関係 

 

本研究では、筆者が一番頻繁に参与観察を行って分析を実施した北九州小倉南区志井校

区の事例を起点として、以前から筆者が研究対象としてきたマンションのコミュニティを

含む内閣府のいくつかのモデル地区等と比較しつつ、最終的に筆者の出身地である中国重

慶市の一般の社区（防災模範社区）及びマンションの社区の事例と比較することにした。

また、比較に当たっては、各事例を後述のように、対象範囲が校区（一般の社区）かマン

ションか、被災経験があるかないか、モデル地区か否か、の 3 つの区分から類型化してい

る。なお、外部資源の役割についても分類の軸にすることも検討したが、地区防災計画づ

くり（中国の社区の防災計画に係る事例を含む。）に関するいずれの事例でも外部資源の活

用という特徴が見られた（図 9-1）。 

本研究の一番の要点は、日本と中国の地域コミュニティの防災活動の比較の部分にある。

よく知られているように、両国には、政治経済の仕組み、地方行政、行政と地域コミュニ

ティの関わり方等に多様な違いがあることから、違いについては、7章の「結びにかえて」

における考察部分を御参照いただきたいが、校区単位やマンションコミュニティ単位の地

域コミュニティの防災活動をみていくと、地域コミュニティで防災活動や防災計画づくり

に積極的に取り組んでいるところでは、移住してきた専門的な知識を持つリーダー、教員

等の学識経験者、行政関係者、NPO等の外部資源が、大きな役割を果たしている点が、両国
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の共通点として大きなポイントである。特に外部資源の中でも専門知識を持つリーダーに

着目すると、ムラ社会的な閉鎖的で慣習的な住民組織における名望有力型リーダー、行政

に任命された役職に基づく役職有力者型リーダー、権利意識が高く行政への要求活動を得

意とする組織活動型リーダー（奥田 1983）とは異なるリーダー像が見えてきた。つまり、

地区防災計画づくりを実施しているコミュニティでは、いずれのリーダーも行政経験や民

間企業での職務経験、被災経験等をいかして、自ら研究を重ねて地域活動や防災活動に関

する多くの知識を有しており、その知識を生かして地域コミュニティの防災力を向上させ、

それを契機として成熟した共助を中心としたコミュニティの形成や地域活性化を図ってい

た。そして、自ら構築した人脈をいかして、学識経験者、行政関係者、NPO等の外部有識者

からの支援を受けて、地域活動や防災活動の高度化を図っていた。 

また、日本と中国では、政治体制等に大きな違いがあるにもかかわらず、地区防災計画

づくりに取り組んでいるコミュニティは、このような専門的な知識を持つリーダーの影響

を受けて、住民自らが主体となって活動に取り組んでおり、住民が共同して地域活動や防

災活動に取り組むことによって、コミュ二ティの価値を向上させる実利的な共同性と、そ

のような価値の向上による定住意識の定着や精神的な安定に伴う心情的な共同性を強く持

っているほか、リーダーの人脈による外部資源の支援を受けており、移住してきた新しい

住民にも開放的であった。そして、防災活動をはじめとする地域活動全体が活発化してい

ることから、課題ごとに組織化を進め、新しいリーダーを育成している場合もあった。こ

れは、東日本大震災や中国の四川大地震という大災害を経験した後、日本と中国では、地

区防災計画づくりをはじめとする防災活動を契機として、地域活動が活発化し、前述の奥

田の提唱した有限責任型リーダーによる住民主体で開放的な「コミュニティモデル」（奥田 

1983）に近いコミュニティが登場しつつあることを意味する可能性がある。 

 

5.2 真野地区と中国の臨時社区から見た結果防災 

 

 前文で紹介をしたように、「地区防災計画制度」の内閣府の企画立案者は、阪神・淡路大

震災の際に注目された神戸市の真野地区の住民主体のボトムアップ型の地域活動や防災活

動の影響を受けている。真野地区では、震災前から公害対策をはじめとする住民運動が盛

んであり、地域コミュニティの生活を守るためにどうしたら良いかということを 20年以上

考え続けており、定住意識が高い住民が多かったこともあり、被災後も地域コミュニティ

内で話し合って、迅速に避難所や仮設住宅の運営から復興の方向性までを決めて対応した。

同震災の被災地では、震災によってコミュニティがバラバラになってしまい、復興に当た

っても住民の同意を巡って難しい状況に置かれる地域コミュニティが多かった中で、対照

的な事例であった。 
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 一方、7章で紹介した中国の四川大地震後の臨時社区の仕組みは、行政によるトップダウ

ン的な要素は強いものの、従前の社区の機能や人間関係をそのまま新しく建設した臨時社

区に移した。社区には、防災だけでなく、公害対策、高齢者福祉、防犯等いろいろな機能

があるが、それがそのまま新しい施設に移ったわけである。また、対口支援による手厚い

被災者救済活動もあり、被災者は、従来のコミュニティでの人間関係を維持したまま、新

しい臨時社区で生活をすることができた。 

 両事例は、防災のことだけを考えて対応した事例ではなく、トップダウンが強いかボト

ムアップが強いかという違いはあるものの、被災した地域コミュニティの住民の生活の維

持ということを最優先し、また、行政や地域コミュニティの住民が共同して、縦割りにな

りがちな各生活分野での対応に横串を刺して対応し、結果として、被災者のストレスを軽

減し、災害関連死を減少させた事例であると思われる。まさに結果防災（大矢根 2012）の

例であるといえる。 

「地区防災計画制度」を企画立案した内閣府の元防災担当者へのインタビュー調査等を

経て、このような日本の阪神・淡路大震災における真野地区の取組、中国の四川大地震で

の臨時社区や対口支援の取組の要素が、本研究で焦点をあてた「地区防災計画制度」には

受け継がれており、制度として組み立てられてきたことが見えてきた。また、本研究で紹

介した日中の事例を通して、このような要素が地域コミュニティの現場において、ボトム

アップ型で、つまり、内発的にいかされており、結果防災の考え方が普及しつつあること

が判明した。そのような要素を生かした地区防災計画づくりが進んでいる地区では、今後、

大規模な災害が発生した場合でも、日本の真野地区や中国の臨時社区のような形で生活再

建を行うことができる可能性がある。 

特に第 4 章で紹介した高知市下知地区の事前復興計画に関する検討のように、日頃から

の人間関係を生かし、災害が発生した場合に、防災活動だけでなく、住民の人間関係や生

活全般を維持していく観点から、検討が行われるようになり、注目される。 

 

5.3 日本の地域コミュニティの「地区防災計画制度」と中国の社区の「防災模範社区制度」 

 

日本と中国では政治体制が異なることから、それと連動する形で、地域コミュニティの

制度の在り方に違いがある（田中 2006: 26; 南 2013: 324）。一方で、日中ともに、大規

模広域災害を克服した経験を持ち、その経験から、大規模広域災害時の公助の限界を認識

し、地域コミュニティにおける共助による防災活動の重要性を強く認識している。そのた

め、制度改正を経て、地域コミュニティにおける共助による防災活動を強化してきた。 

従来の中国の「社区」に関する先行研究では、その自発的な社会的調整メカニズムの拡

大に期待する見解がある一方で（田中 2006: 38）、社区における活動の有用性を認めつつ

も、行政等の「社区」への影響の強さを勘案して、活動の自発性を否定的に捉えるものが
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多かった10。つまり、「社区」の活動は、行政等の明示又は黙示の命令で動いていることが

強調されてきた。 

一方で、日本と中国は政治体制や制度が異なることから一概には比較できないものの11、

防災という面から「社区」の活動を見た場合には、行政と連携した形での、地域住民によ

る地域の特徴に応じた自発的な活動がみられるように思われる。つまり、「社区」の防災活

動については、行政によるトップダウンと地域住民によるボトムアップがうまく融合して

機能している面がある。 

内閣府の担当者が、共助による防災活動に関する制度の運用に当たって、四川大地震後

の「社区」の防災活動を参考にしているのは、このような「社区」の防災活動の中に、防

災の先進国である日本においても、「地区防災計画制度」の企画立案に当たって参考にでき

るものがあったためである。阪神・淡路大震災、東日本大震災等の大規模広域災害におい

て、公助の限界と共助による防災活動の重要性が認識され、行政に依存するのではなく、

地域コミュニティが主体となって防災活動を行う方向に日本国民の意識が変わった。これ

を受けて、地域コミュニティの住民等を主体とした「地区防災計画制度」が創設された。

この制度は、阪神・淡路大震災の被災地であった神戸の「防災福祉コミュニティ」等をモ

デルとしたものであり、地域コミュニティの住民等を主体としたボトムアップ型の計画で

あり、地区の特性に応じ、継続的に実施されることに重点を置いた計画である。 

一方、中国においても、四川大地震等の大規模広域災害において、公助の限界と共助に

よる防災活動の重要性が認識されている。中国のコミュニティである「社区」についてみ

てみると、四川大地震の際に被災地で設けられた「臨時社区」では、過去の災害経験を踏

まえ、被災者の負担を考慮して、被災者が、被災前のコミュニティ単位で活動できるよう

にしている点は注目すべきである。ただし、中国における「社区」は、多様な仕事を行っ

ていることから、防災のみに集中して対応するのが難しいという面もあり、中国は、震災

の多い国であり、1978年の唐山地震や 2008年の四川大地震のような大規模広域災害が再び

発生する可能性も否定できないことから、今後の大規模広域災害に備えて、早急に防災体

制を強化する必要がある。そして、上記のような日中の状況を踏まえ、日中双方が互いに

優れた点を学び、両国民の命を災害から守ることの重要性について指摘したが、日本にお

いて、中国の四川大地震後の「社区」の取組も参考に、「地区防災計画制度」が創設された

ことを踏まえると、中国においても、同制度は導入しやすい面もあると思われる。今後、

中国においては、同制度も参考に、「社区」における自発的な防災活動に関する法定計画制

度について検討する必要がある。 

                                                   
10 日本及び中国の従来の研究では、「社区」や「社区の活動」の有用性は認めつつも、その自発性について、

否定的な見解が多かった。なお、南（2013）326頁では、日中のこれらの説について整理している。 
11体制や制度の違いから、日本と比較すると、中国においては、地域コミュニティに対する行政の影響が大

きいことは否定できない。また、中央政府の果たす役割にも違いがあり、例えば、四川大地震の際の中国

の「対口支援」では、中央政府が地方政府に指令を出す等中心的な役割を果たしたが、東日本大震災の際

の日本の関西広域連合による「カウンターパート方式」では、中央政府は側面的な支援にとどまっていた。 
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 「地区防災計画制度」は、大規模広域災害に備え、住民や事業者が主体となって、行政

と連携して、地域の特性に応じて継続的に防災活動が行われるようにした制度である。 

 この防災活動は、自主防災組織、消防団、水防団等地域の防災に係るリーダーが主導す

ることが多いが、この防災活動と地域活動との関係を深めていくことによって、地域防災

力の向上とともに、地域コミュニティの活性化にもつながるといわれている。 

 一方、中国の「社区」の防災活動は、「社区」の多くの活動の一つに過ぎないため、「社

区」における防災のための人材が不足している。日常的な防災活動を強化するためには、

まずは、防災のための人材の確保が必要であり、防災の有資格者である災害情報員を増や

す必要があると考える(中国科技日報 2011）。同時に、「地区防災計画制度」を踏まえ、「社

区」における防災計画制度を創設すべきである。その際には、「社区」の活動が、治安維持

から福祉活動まで多様な活動を含んでおり、これらの活動は、防災活動と関係の深い活動

であることを踏まえ、このような活動と防災活動を関連づけるような形で、地域住民の中

に防災活動の普及を図っていくことが重要である。なお、「地区防災計画制度」では、計画

提案制度を通して、地域住民等の意見を広く取り入れ、防災を通して、地域の「ソーシャ

ル・キャピタル」を向上させており、中国においても、このような制度を踏まえ、「社区」

の住民の意見を広く取り入れ、地域の実情に応じたきめ細かい防災計画を作り、レジリエ

ンスを高めるべきである12。 

最後に、本研究は、限られた地域コミュニティ、校区、企業等に関する事例に基づく質

的調査を中心とした研究であることから、さらなる精緻な検証のためには、事例の類型化

やサーベイ調査等が必要である。 
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 地区防災計画第 4回大会（高知県立大学）18年 3月 3日  

⑭講演 地区防災とレジリエンス 

 九州大学応用生理人類学研究センター特別講演会（九州大学）18年 3月 6日 

⑮研究会報告 北九州市小倉南区志井校区の住民主体の地区防災計画づくりに関する地域



4 

 

社会学的研究 

 第 4回日本社会学会震災問題研究交流会（早稲田大学）18年 3月 23 日  

⑯大会報告 高知市下知地区の外部有識者等の支援を受けた地区防災計画づくりに関する

地域社会学的研究 

第 43回地域社会学会大会（亜細亜大学）18年 5月 12日 

⑰大会報告 北九州市小倉南区志井校区の外部有識者等の支援を受けた地区防災計画づく

りに関する地域社会学的研究 

2018年度関東都市学会春季大会（日本大学） 18年 5月 26日 

⑱大会報告 高知県下知地区及び北九州市小倉南区志井校区の地区防災計画づくりに関す

る地域社会学的研究 

 第 66回関東社会学会（武蔵大学） 18年 6月 9日 

⑲シンポジウム報告 学術・民間の取組が先行した地区防災計画 

 地区防災計画学会・日本大学危機管理学部共同シンポジウム（日本大学） 18 年 12 月 1

日   

⑳大会報告 都市コミュニティにおける地区防災計画づくりに関する研究―北九州市、高

知市、熊本市及び横須賀市におけるインタビュー調査を踏まえて― 

 地区防災計画学会第 5回大会（大阪市立大学） 19年 3月 2日 

㉑大会報告 都市コミュニティの防災活動の可能性―アーバニズム下位文化理論と同質結

合の視点から― 

 地区防災計画学会第 5回大会（大阪市立大学） 19年 3月 2日 

㉒研究会報告 コミュニティの防災活動に関する実証的考察 

第 4回震災問題研究交流会（早稲田大学）19年 3月 18日 

㉓大会報告 アーバニズム下位文化理論及び同類結合からみた都市コミュニティの地区防

災計画づくり 

 2019年度関東都市学会春季大会（早稲田大学） 19年 5月 25日 

㉔大会報告 都市コミュニティにおける防災活動に関する一考察―アーバニズム下位文化

理論及び同類結合の視点、並びに、被災経験の有無、校区及びマンション、モデル地区と

それ以外の地区の各区分による類型化を通じて― 

 第 67回関東社会学会（早稲田大学） 19年 6月 8日 
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