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１．研究背景と目的 
 
 事前復興計画が耳目を集めている．国内では首都直下

地震被害を想定する東京都や南海トラフ地震による津波

被害が予測されている静岡県や和歌山県等で事前復興計

画の策定が進められており，災害待ちの姿勢ではなくよ

り被災後の状況を見越した事前の復興対応に移行しつつ

ある．日本国内における事前復興計画に関する既往研究

は，事前復興計画を「被災後のスムーズな復興を可能に

する復興準備」と「災害待ちにならずに事前に脆弱性を

減らしレジリエンスを高める減災促進」という二つの概

念の混合であるという議論や1)，住民参加型または住民主

体となったまちづくりとしての実装論2)-3)，行政担当者へ

のトレーニング4)，重要施設やインフラの高台移転5)など

の手法論に関する研究が蓄積されてきた．また住民の

個々の記憶の集合体からまちの記憶を形作り，事前復興

計画に活かす取組み6)-7)も見られる．これら研究蓄積は東

日本大震災以降特に顕著であり，首都直下地震や南海ト

ラフ地震への懸念から地震や津波に特化している点で共

通している．一方，国連気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）が気候変動に伴う気象系災害の増加と激甚化に
対する深刻な懸念を示す8)様に，日本国内における今般の

岡山県の豪雨，九州北部豪雨などは記憶に新しく，地殻

系災害のみならず甚大化・頻発化する気象系災害に対す

る事前復興計画への取り組みも並行して求められる9)． 
海外における事前復興に関する議論では，米国自然災

害アセスメント10)や米国都市計画協会 (American Planning 
Association) 11)-12)が中心となって概念論，方法論を提示し，

実装面ではFederal Emergency Management Agency (FEMA) 
が事前復興計画の州政府及び基礎自治体向けの事前復興

計画策定マニュアル13)-14)を展開している．米国内でも特

に気象系災害の多いフロリダ州では，2004年から2005年
にかけて連続して発生した台風被害の教訓を踏まえ2006
年から事前復興計画のパイロットプロジェクトを開始し15), 

一時的であるがフロリダ州沿岸自治体への策定義務化を

施すなど先進的な活動が報告されている． 
パイロットプロジェクトの開始から約10年が経過した
ものの，当時計画策定を実施した自治体がどのように発

災時に計画を活用し，どのような成果をあげたのか，本

稿執筆時点での既往研究では明らかにはなっていない．

そこで本稿では，米国フロリダ州事前復興計画の成果を

レビューし，現在どのような役割を果たしているかを明

らかにするため，研究目的を以下３点に定めた. １）フロ
リダ州自治体における事前復興計画が平時においてどの

ように活用されたかを明らかにし，事前復興計画が持つ

両義的概念である「復興準備」と「減災促進」という側

面から対象自治体を検証し，２）事前復興計画の改定を

可能にした組織体制を比較したうえで，３）日本国内へ

の知見還元に向けた課題抽出を試みる． 
本稿の研究手法として，パイロットプロジェクト実施

者への半構造化面接法を採用し，事前復興計画や関連す

る自治体計画等二次資料の補足データとして収集した．
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研究対象として，パイロットプロジェクト実施自治体で

ある６つの自治体から２つを選定し，さらにパイロット

プロジェクトには属していないがパイロットプロジェク

トのモデルタイプとなった自治体の合計３自体を対象と

した．研究手法及び対象自治体選定理由は次章に詳細を

述べる． 
 

 

２．研究フレームワークと研究手法 
 
(1) 研究フレームワーク 

 上記の研究目的を達成するため，本研究枠組みを以下

３点の範疇に定め，事前復興計画策定から約 10 年が経過
した現状と今後の展開について考察を行う．復興計画の

評価に関する既往研究として，牧らの阪神・淡路大震災

と新潟県中越地震を対象とした復興政策評価では，ニー

ズ評価，セオリー評価，実施評価，アウトカム評価，効

率性評価の５つの観点から分析している 16)．本研究では

災害発生前の事前復興計画を対象としているため，復興

状況を対象とするニーズ評価やアウトカム評価，効率性

評価は測定が不可能である．よって本稿ではセオリー評

価と実施評価に絞って議論を進めるため，施策自体の見

直しを問う項目として「計画改定の有無」を明らかにす

る．また実施評価に関して事業が着実に実施されたか，

またその時の課題を問う項目として，計画の発動履歴及

び規定されたアクションプランの実施を検証する． 
a) 事前復興計画の発動履歴 

事前復興計画策定による有用性を明らかにするため，

激甚災害発生後に予定されていた計画の実行が遂行され

たのか，すなわち計画発動の履歴を検証する．その検証

のためにそもそも被災後に計画実行を確実に遂行する手

順を明記しているかを検証する．フロリダ州における事

前復興計画の構造は，脆弱性評価，ハザード評価，実施

手順，インフラ，住宅，経済，土地利用計画などの各分

野に「災害発生前にすべき取組み」と「被災後の取組み」

を明記し，被害規模に応じて「被災後の取組み」を発動

するか否かを決定する仕組みとなっている 9)．上述のよう

に，事前復興計画が「復興準備」を含む概念であるなら

ば，激甚災害が発生した場合に事前復興計画で規定され

た行動が発動され，よりスムーズな復興に向けた施策が

実行されるはずである．本研究では研究対象地自治体に

おける発動の履歴，及びその発動を可能にする手順の記

載の有無を把握し，復興準備としての意味合いを検証す

る． 

b) 事前復興計画に規定されたアクションプランの実施 

 事前復興計画の「減災促進」としての有用性を明らか

にするため，対象自治体が現行計画において規定したア

クションプランの実施を検証する．この検証は上述の実

施評価 16)に該当し，実施すべきアクションプランが実際

に実現されたかどうか，または実現されなかった理由を

明らかにする．本検証は実施評価であるため，本対象で

は数値目標を定めた業績指標に基づく評価や計画の見直

しを前提とするセオリー評価とは異なる．規定されたア

クションの効果・効用の評価ではなくあくまで実施の有

無に限定し，事前復興計画によって得た成果に絞って議

論を行う． 

c) 事前復興計画の改定の有無 

 計画実施とその課題抽出を明らかにするため，事前復

興計画の改定を対象とする．災害復興が目的ではなくプ

ロセス 17)として捉えるならば，計画も単発ではなく定期

的に更新される必要がある．本調査では計画改定の有無

とその理由を明らかにすることによって事前復興計画の

持続的策定プロセスの意義を検証する． 
(2)研究対象地の選定 

本研究の対象地は上述のようにフロリダ州における事

前復興計画を有する自治体を対象とする．既往研究が示

す様に，フロリダ州では 2008 年から事前復興計画パイロ
ットプロジェクトを進めており 9),12)，その成果を踏まえ，

2011 年よりフロリダ州沿岸自治体への事前復興計画策定
の義務化と内陸自治体への推奨が実施された 18)．しかし

ながら，2014 年の連邦政府による復興枠組みの策定によ
り，事前復興計画の機能に重複が見られたことから，沿

岸自治体への義務化は解消された(1)．2019年 4月現在，フ
ロリダ州 67 郡のうち確認できる事前復興計画を有する自
治体は 17自治体である(2)． 
 対象地の選定基準として 2010 年以降フロリダ州に上陸
したハリケーン（ハリケーン・コリン（熱帯低気圧，

2016 年），ハリケーン・ハルミン（2016 年），ハリケー
ン・イルマ（2017 年），ハリケーン・マイケル（2018
年））に基づき選出した(3)．そのうち勢力がカテゴリー5
以上の強さとなり大西洋で発生した歴史上最大の勢力に

なったハリケーン・イルマはフロリダ州中部を北上し国

内で 96名の死者を出し，1980年以降で 5番目に多い 500
億ドルの被害総額となった 19)．また，カテゴリー5まで急
速に発達したハリケーン・マイケルはフロリダ州西部を

北上し，フロリダ州で最大 14 フィート（約 4.27m）の高
潮が発生し，激甚な被害を及ぼした 20)．本研究ではハリ

ケーンの被害を受けた地域かつ事前復興計画パイロット

プロジェクト参加自治体であるヒルスボロウ郡，パナマ

シティ市を検証対象とする．またパイロットプロジェク

トの発端となったフロリダ州初の事前復興計画策定自治

体であるパームビーチ郡を選出し，合計３つの自治体を

比較対象とする．表 1は対象自治体の基礎情報を示し，図
1に各自治体の位置を示す． 
 

表 1 研究対象の詳細 (4) 
 ヒルスボ

ロウ郡 

パナマ 

シティ市 

パーム 

ビーチ郡 

フロリダ州

（参考） 

人口 1,229,226 36,484 1,320,134 18,801,310 

平均住宅価格($) 179,500 147,300 242,500 178,700 

平均所得($) 53,742 40,114 57,256 50,883 

貧困率(%) 15.5 21.6 11.8 14.0 

 

 
図 1 研究対象地 

ヒルスボロウ郡 

ハリケーン・マイケル

（2018） 

ハリケーン・イルマ（2017） 

パーム 

ビーチ郡 

パナマシティ市

（ベイ郡） 

ハリケーン・ハルミン（2016） 

ハリケーン・コリン（2016） 

マイアミ 
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ヒルスボロウ郡はメキシコ湾に面するフロリダ州中部

に位置し，フロリダ第二の都市であるタンパ市を含むタ

ンパベイエリアを構成する中心的な郡である．2017 年に
発生したハリケーン・イルマでは幸いにも進路が東側に

逸れたこと，カテゴリー１まで勢力が低下したことによ

って大きな被害は免れている 21)．地理的にもハリケーン

の被害が予想されるが，1921 年のハリケーン 22)以降直撃

は免れているが，米国内でも自然災害の高い地域であり

人口増加による高潮や洪水リスクへの脆弱性も高い 23)．

その自然災害リスクと事前防災への関心の高さから事前

復興計画のパイロットプロジェクトに選定されている 15)． 
 パナマシティ市は同じくメキシコ湾に面するフロリダ

州西部に位置し，ベイ郡内の一つの自治体である．パナ

マシティ市は 2018年 10月に発生したハリケーン・マイケ
ルによって著しい被害を被り，2019年 4月現在約 8,000を
超える住民の流出により３つ小学校の校区が再編となっ

た(5)．パイロットプロジェクトに選定理由としては，異な

る行政レベルでの実装が求められたため 15)であり唯一の

市行政としての参加となる． 
 パームビーチ郡は大西洋側に面するフロリダ州南東部

に位置し，フロリダ州の最大都市であるマイアミ市から

約 104㎞北上した中核都市である．パームビーチ郡の一人
当たり総生産額が州及び米国の平均値から約 50％以上高
いという事実 26)からも，同郡が国内でも有数の富裕層が

多い自治体であることが分かる．一方，沿岸浸食が進み

海面上昇のリスクにも晒されており，ハリケーンのみな

らず海面上昇による高潮や洪水の被害も頻発している． 
 
(3) 研究手法 

本研究では二次資料である各事前復興計画及び関連す

る総合計画や危機管理計画などの公的文書，報告書等の

レビューを補完する形で半構造化面接法を採用し一次資

料を収集した．半構造化面接法は対象となる３つの自治

体だけではなく，FEMA復興担当者，フロリダ州政府の事
前復興計画パイロットプロジェクト担当職員，計画策定

に携わった計画コンサルタントも対象とした（表 2）． 
 

表 2 研究対象とその詳細 

対象 日時 場所 

郡政府 

防災担当者 
2018年 11月 15日 ヒルスボロウ郡 

州政府事前復興計画

担当者 
2018年 12月 18日 タラハッシー市 

計画コンサルタント 2018年 12月 19日 パナマシティ市 

FEMA復興 

担当者 
2018年 12月 19日 パナマシティ市 

郡政府 

防災担当者 
2019年 3月 27日 ヒルスボロウ郡 

郡政府 

防災担当者 
2019年 4月 10日 パームビーチ郡 

市行政 City Manager 2019年 4月 22日 パナマシティ市 

計画コンサルタント 2019年 4月 23日 パナマシティ市 
 
 表3に半構造化面接法で使用された質問項目を示す．こ
れら質問項目に加え，各自治体における災害の被害状況

等対話の流れに応じて質問を追加した．各自治体でのイ

ンタビュー調査の平均時間は73分である．なお面接法は
通訳を介さずに英語で実施された． 
 

表 3 半構造化面接法における質問項目 

項目 質問内容 

事前復興計画

の発動履歴 

自然災害発生後事前復興計画の発動を実施したこと

があるか 

アクション 

プランの実行 

事前復興計画に記載されているアクションプランは

実行されているか  

実行が実現できた理由は何か 

実行が実現できなかった理由は何か 

事前復興計画

の改定 

事前復興計画の改定は議論されているか 

（されている場合）改定をする理由は何か 

（されていない場合）改定をしない理由は何か 
 
 
３. 現行の各自治体事前復興計画の位置づけ 

 
上記の研究フレームワークを支えるため，対象となる

３自治体の現行事前復興計画の策定時の状況把握を行う．

表 4大項目における上段（策定時）に各自治体現行の事前
復興計画の基礎情報，機能，組織体制をまとめ，以下各

自治体の詳細を示す．  

 
(1) ヒルスボロウ郡 
ヒルスボロウ郡における事前復興計画は 2008 年から策
定を開始され，延べ 250名を超えるステークホルダーの参
加を伴い，2010 年に郡の正式な計画書として採択された
24)．他のパイロットプロジェクト同様，脆弱性評価，被災

前及び災害後のアクションプランの策定が計画に盛り込

まれている．災害発生前に実施すべきアクションは 8分野
合計 188個が指定されている．同 8分野は行政，民間企業，
非営利活動法人らで組織された Technical Advisory 
Committee（TAC）(6) によって計画の立案，アクションプ

ランの特定，及び実施が進められた 24)．ヒルスボロウ郡

の事前復興計画はこの 8つの TAC による計画の集合とし
て理解することが出来る． 
ヒルスボロウ郡事前復興計画の特長として，優先再開

発/復興地区（Priority Redevelopment Areas: PRA）の設定が
挙げられる．PRA とは復興期の切迫した状況と限りある
資源を災害リスクの低い内陸に投入し，優先的に復興を

実現する地域のことであり，脆弱性が高い Vulnerable PRA
と災害リスクの低い Sustainable PRAに分類し，Sustainable 
PRAには仮設住宅の立地等も含まれる 15, 24)． 
 

(2) パナマシティ市 

 パナマシティ市における事前復興計画は，1995 年，
2004 年に発生した台風被害からは免れたものの，近隣自
治体の台風被害を鑑み 2007年から一年を費やし 2008年に
策定が完了した 25)．立案に当たってはヒルスボロウ郡の

TAC による作成と集約というアプローチではなく，
Executive Committeeによる 5回の会議を経て編纂された．
明確に分割された TAC 方式を取っていないため，アクシ
ョンプラン自体の数は少ないが分野は多岐にわたってい

る．先行研究で示されたように 1)，脆弱性評価は明示され

ているが，民間企業や一般の参加は限定的である． 
 

(3) パームビーチ郡 

 フロリダ州における初の事前復興計画は 1996 年にパー
ムビーチ郡において作成された事前復興計画であり，そ

の後同計画に携わった計画コンサルタントが他地域へと

拡大するため州政府予算を取得し，パイロットプロジェ
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クトへと繋がった 26)．現行の事前復興計画は 2006 年，
2012年の改定を経た第 3版であり各版の反省を踏まえて改
定が進んでいるため，現行の計画は 500ページにも渡り分
野も広く展開されている．ヒルスボロウ郡と同じく TAC
方式を用い，分野ごとの委員会を募り，アクプランプラ

ンも災害発生前（短期と長期復興の二種類）と発生後の

計 3種類を規定している．パームビーチ郡事前復興計画の
特長として，海面上昇 (Sea Level Rise) を同計画に取り込
んでいることが挙げられる．大西洋側に面しラグーンが

広がるパームビーチ郡では海面上昇の影響から洪水の頻

発や沿岸浸食が社会問題なっていた．そこで 2009 年から
South Florida Regional Climate Change Compact というフロリ
ダ州南部の自治体連合を形成し，気候変動や海面上昇に

対する取組みを活発化させた．その流れからパームビー

チ郡では事前復興計画に海面上昇リスクを取込み，南部

連合を挙げての社会課題として捉える計画へと広がりを

見せている． 

 

 

４．結果 

 
 研究フレームワークに従い，被災による計画発動，ア

クションプランの実行による成果，計画改定について結

果を示す（表 4下段）． 

 

(1) 被災による計画発動 

 事前復興計画において明記された被災後に「実施すべ

き活動」について，被害規模を鑑み実際に発動がなされ

たかを述べる．計画の発動は各自治体ともハリケーン等

の被害があったが未実施であることが分かった．ヒルス

ボロウ郡では 2017 年に発生したハリケーン・イルマによ
って約 500棟の住宅家屋に被害が発生したが，被害地域が
河川や水路の沿いの地域に限定的であったため計画の発

動は見送られた(7)．また 2018 年に発生したハリケーン・
マイケルの被災地であるパナマシティ市は甚大な被害が

発生したにも拘わらず事前復興計画の発動は実施されな

かった(8)．フロリダ州における危機管理は主に郡の管轄で

ある Emergency Operation Center (EOC) が主導となって実施
されるが，パナマシティ市が含まれるベイ郡は事前復興

計画を有しておらずパナマシティ市独自で取組むことは

できなった．同様にパームビーチ郡でもハリケーン・イ

ルマの被害に見舞われたが壊滅的な被害を被ってはおら

ず事前復興計画の適用は見送られた(9)． 
事前復興計画発動を可能にする手順として，ヒルスボ

ロウ郡では明確な被害割合や発動基準は設けられていな

い．発動決定者は応急対応を担当する EOC ではなく，事
前復興計画の策定主体である公共事業課が事前復興計画

の発動の必要性を判断する(10)．具体的な手順として，事

前復興計画の発動が決定された場合，TACが 60日間に渡
って各々の分野を指揮し，規定では 60 日後に状況を鑑み
ながら TACの業務は通常業務に引き継がれていく 24) ． 
パームビーチ郡では，激甚災害 (Catastrophic Disaster)，
大規模災害 (Major Disaster)，小規模災害 (Minor Disaster) を
被害規模，金額，家屋被害等によって分類し，主に台風，

堤防の破断，洪水，高潮災害によって発生した被害に対

して発動を判断する．発動決定プロセスは，応急期から

短期復興期にかけて組織される復興運営委員会 (Recovery 
Steering Committee) から派生する事前復興計画執行委員会 
(PDRP Executive Committee) が被害調査等情報収集したう
えで，郡政府行政の意志決定機関である理事に報告し，

発動が決議される 26)．

表 4 各自治体事前復興計画策定時 24)-26)と調査結果 
大項目 中項目 小項目 ヒルスボロウ郡 パナマシティ市 パームビーチ郡 

策定時 

基礎 
情報 

初回策定年 2010 2008 1996 

策定参加人数 250名上のステークホルダー
が参画 30～50名 50～75名 

他計画との融合 総合計画，総合防災計画，
Local Mitigation Strategy 

総合計画，総合防災計

画，Local Mitigation 
Strategy 

総合計画，総合防災計画，
Local Mitigation Strategy 

機能 

脆弱性の特定 あり あり あり（2012） 
災害発生前のアクシ

ョンプランの設定 あり あり あり Recovery Plan (2011)と
して独立 

防災分野以外の活用 部分的にあり（気候変動に

伴う海面上昇への対応） なし 2012年から気候変動含む 

組織 
体制 

EOCにおける 
復興担当の事前配置 

事前配置しているが 2019年
に作成された復興計画にお

いて綿密な役割を明記 

EOCは郡政府に属するた
め関連なし 

Responseチームから
Recoveryチームへの切替 

被災後に組織化され

る Task Forceの指定 
事前からあり 
毎年見直す予定 なし Steering Committee & 

Executive Committee 

策定後

の現在 
計画の

運用 

被災による 
計画発動履歴 

ハリケーン・イルマ実施なし ハリケーン・マイケル実

施なし 

 ハリケーンに対する実施
はなし 

 気候変動への対応として
は実施 

アクションプラン 
（事前策）の実行 

 2013年までは進捗管理 
 主に経済分野と土地利用
計画分野に進展が偏る 

なし 

 短期と長期に分類 
 約半数が実行済み，9項目
が進行中であり状況の変

化による再検討項目もあ

り 

改定の予定と課題 

 2020年完成予定 
 復興計画を独立させたこ
とにより事前復興計画を

長期復興へ移行予定 

ハリケーン・マイケルの

経験を踏まえ改定予定で

あるが市が含まれるベイ

郡での策定予定はなし 

2019年軽微な改定を踏ま
え，2021年頃に大幅な改定

予定 
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野も広く展開されている．ヒルスボロウ郡と同じく TAC
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ある Emergency Operation Center (EOC) が主導となって実施
されるが，パナマシティ市が含まれるベイ郡は事前復興

計画を有しておらずパナマシティ市独自で取組むことは
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って各々の分野を指揮し，規定では 60 日後に状況を鑑み
ながら TACの業務は通常業務に引き継がれていく 24) ． 
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大規模災害 (Major Disaster)，小規模災害 (Minor Disaster) を
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一方パナマシティ市では計画に発動手順や発動決定者

が明記されておらず 25)，有事の際にどのように計画を実
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ず，ステークホルダーの参加とインプットが十分ではな
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(2) 事前復興計画アクションプランの実行による成果 

アクションプランの実行に関しては三者三様の様態を
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表 5 現行の事前復興計画における実施項目 24)-26) 

事前復興計画に

おける実施項目 

ヒルスボロ

ウ郡 

パナマ 

シティ市 

パーム 

ビーチ郡 

短期 長期 

経済 18 11 0 6 

自然環境（廃棄

管理含む） 
21 14 10 6 

財政 13 5 4 0 

住宅 31 8 7 2 

健康/福祉 40 - 1 2 
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土地利用計画 21 7 1 12 
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行政対応 - 9 9 0 

コミュニティ防災 - - 2 1 
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(3) 計画改定 

 計画改定に関しては各自治体ともに新たな改定を予定

しているが背景は異なる．まずヒルスボロウ郡では 2010
年以来の改定を 2020 年を目途に予定しており，作業を
2019 年から開始している(20)．改定に先立ち，事前復興計

画の両義的概念である「復興準備」に関する進展が乏し

く，また応急対応からいかにしてスムーズな復興を実現

するかが前回の策定を踏まえての大きな課題であったこ

とから，「復興計画」を分離独立して策定し，総合防災
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計画 (Comprehensive Emergency Management Plan) の一つの
章とした(21)．その復興計画では応急対応期の基幹組織で

ある Emergency Operation Centerが，ある一定期間経過後
Emergency Recovery Center に組織替えが行われることや，
非常事態宣言に伴う FEMA の介入時に対応する組織の明
確化，三度にわたる被災調査の流れの設定，及び

Recovery Task Force (RTF) の設置など復興体制とフローの
明確化を意図している．この復興計画が独立したことに

より，事前復興計画はより「減災促進」及び住宅建設や

雇用創出などの長期復興への論点に軸足を移す改定が予

定されている． 
 パナマシティ市ではハリケーン・マイケルの被害を機

運として改定の動きが見られる．ハリケーン・マイケル

の被災後，市人口の約 22％に該当する約 8,000 人の一時
的な流出があったといわれ，人口流出は 2020年に予定さ
れているセンサスにおいて向こう 10年における予算編成
等にも影響を及ぼす喫緊の課題である(22)．この人口を取

り戻す施策としてパナマシティ市の消防担当を中心に事

前復興計画改定が予定されているが，まだ具体的な方向

性は示されていない(23)．ハリケーンの被害直前に着任し

た City Manager は市民との対話の場を毎週月曜日に設け，
復興の進捗や市行政の取り組みを直接伝えるとともに，

住民の意見に耳を傾け復興に向けたアイディアの収集を

続けている．  
 パームビーチ郡における改定は 2019年にマイナーチェ
ンジを予定し，2021 年を目途に長期復興を専門とする人
材を迎え大幅な改定が予定されている(24)．既に 2 回の改
定を実施しているため，ヒルスボロウ郡のようにすでに

復興準備に特化した「復興計画」を有し，現行の事前復

興計画では特に気候変動による海面上昇も包含している．

改定への課題として，今後いかに住民や柔組織を巻き込

んでいくかが挙げられている(25)．米国における町内会に

近い存在として Home Owners Association や Civic 
Association があり，パームビーチ郡内の約 110 の住民組
織で構成される Coalition of Boynton West Residential 
Association (COBWRA) というボランティア住民組織連合
との対話機会を有しているが防災についての議論は少な

い(26)．よって住民や住民組織との連携や協働が今後の課

題と認識している． 

 

 
５．考察 
 

（1）復興計画の独立に伴う「復興準備」の具体化と「減

災促進」の継続に向けた定期的改定 

 以上の結果を踏まえ，事前復興計画が自然災害発生後

に活用された事例は現在でも存在しておらず，事前復興

計画の総合的な有用性を示すことはできない．特に「復

興準備」に関する内容は，実際の災害が発生した際に活

用し評価されるため，現段階においては評価の対象とな

りえない．しかしながら，ヒルスボロウ郡やパームビー

チ郡では復興計画を独立させることによって事前復興計

画の両義的概念から「復興準備」の要素を摘出し，より

応急対応から復旧・復興に至るプロセスと組織体制を明

確に示している．ヒルスボロウ郡の復興計画では，復興

計画の独立によって明確に応急対応期と復旧・復興期を

混ざり合いながらも組織体制の入替りが明確に示された．

発災から時間の経過に伴い，応急対応期の危機管理担当

らによる集権的組織から復旧・復興期には自治体組織に

よる集権的組織への切替，そして長期復興期には，事前

復興計画で活用した TACによって民間等のステークホル
ダーを巻き込みながら復興を進めることが明記されてい

る．このように，事前復興計画から「復興計画」を策定

することによって「復興準備」を際立たせ，応急期と復

興期の橋渡し役として独立しつつも関連させたことが一

つの成果であると言える（図 2）． 
 

 
図 2 事前復興計画の改定に伴う 

「復興準備」と「減災促進」の独立と統括 
 
もう一つの側面である「減災促進」については，アク

ションプランを通じた得た結果と課題を改善するため計

画の改定が続けられている．特にパームビーチ郡におい

ては既に 2 回の改定が実施され，さらに数年以内の改定
が見込まれている．各自治体に共通している点として，

改定が不定期であることが挙げられる．元々フロリダ州

における沿岸自治体の事前復興計画義務化については，

約 7 年に一度の改定を求めていたが 18)，パームビーチ郡

は約7.3年に一度の改定を進めている一方，ヒルスボロウ
郡では 10 年，パナマシティ市は 12 年となっている．特
にパームビーチ郡の改定では気候変動に伴う海面上昇を

地域の災害リスクとして捉えよりマルチハザード型の事

前復興計画へと変貌した．パームビーチ郡は大西洋側に

面しており，沿岸の浸食による被害も見受けられたため，

海面上昇に関するテーマが受入られやすかったことも起

因している．さらに気候変動のテーマを事前復興計画に

包摂することによって環境問題やエネルギー問題にも接

近し，パームビーチ郡を含むフロリダ州南東部の郡で構

成される Southeast Florida Regional Compact の活動の一部
としても事前復興計画が取り上げられている．牧が米国

ではマルチハザード型の災害対策が仕組化されたと指摘

しているように 28)，パームビーチ郡では「減災促進」を

一つの災害に絞らずに環境の変化に対応したマルチハザ

ード型にすることによって，より広範囲のステークホル
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近し，パームビーチ郡を含むフロリダ州南東部の郡で構

成される Southeast Florida Regional Compact の活動の一部
としても事前復興計画が取り上げられている．牧が米国

ではマルチハザード型の災害対策が仕組化されたと指摘

しているように 28)，パームビーチ郡では「減災促進」を

一つの災害に絞らずに環境の変化に対応したマルチハザ

ード型にすることによって，より広範囲のステークホル
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ダーの参加を促し，定期的な改定を実現している． 
 
（2）改定促進の差と減災促進と復興準備の乖離 

 事前復興計画策定と改定は各自治体とも異なる担当課

によって実施されており，その違いがアクションプラン

実施や改定頻度の違いとなって表れている．ヒルスボロ

ウ郡事前復興計画は公共事業課が中心となって策定され

ているが，総合防災計画や復興計画は危機管理課が策定

担当となるため業務が分離しており，結果的に TACの解
散による推進力の低下を招いている．一方パームビーチ

郡では事前復興計画や復興計画，総合防災計画も全て危

機管理課が担当しており一貫した策定体制を有している

と言える．またパナマシティ市では郡全体の取り組みで

はなく市単独での策定であったため，その後の継続力を

失い 2018年の被害までアクションプランの実施や改定に
は至らなかった．現在の計画改定に関しても，パナマシ

ティ市を含むベイ郡における事前復興計画の動きは 2019
年現在も見られないため，郡を上げた計画とはならず市

独自の事前復興計画に留まる公算が高い．以上のことを

考えると事前復興計画の内容もさることながら，計画策

定体制の主体をどの自治体レベルに据えるかが重大な検

討事項と言える． 
 組織体制の違いによるもう一つの重要な差異は Local 
Mitigation Strategy (LMS) の実施主体と事前復興計画の策
定主体が重複しているか否かの違いである．LMS とは平
時における減災促進に資する計画及び地域戦略であり，

上述のように主な実施者は市行政ではなく郡政府である．

LMS は FEMAの非緊急支援を受ける資格要件となってい
るため(27)，LMS の策定及び採択は地域の減災促進に資す
る連邦政府からの予算獲得においても非常に重要な意味

を持つ．また LMSは 5年毎の更新が課せられているため，
継続的に地域のハザード評価，対策実施というループを

循環させ，減災に支障となる課題抽出にも貢献し，事前

復興計画の改定の動機付けとなっている(28)．そのため，

LMS の策定と事前復興計画の策定主体が同一機関であれ
ば，LMS で抽出した長期復興に関する課題を事前復興計
画に転用可能であるが，パナマシティ市のように策定主

体が異なれば事前復興計画の改定への訴求は期待できな

い．つまり，LMS 策定という減災促進と復興計画による
「復興準備」の策定主体が乖離することによって事前復

興計画の改定への動きは制限されると言え，一方で両者

を独立させながらも統括的に管理するによって，事前復

興計画の進展が見込まれることが示唆された． 
 
 
６．まとめ 
  
本研究のまとめとして，本研究で得られた知見を日本

国内への還元に向けた課題に事前復興計画における「復

興計画」の独立と継続的な計画の改定が挙げられる．本

研究で示した様に，事前復興計画の両義的概念の「復興

準備」が独立したことにより，事前復興計画が長期復興

及び「減災促進」に特化することが計画改定を通じて予

定されている．日本国内では内閣府による「復興準備計

画策定の推進に関する調査報告書」によれば，予防対策

や応急対策への偏重による復興準備に対する取組みが停

滞していると指摘している 29)．学術的に事前復興計画の

継続的な改定によって得られるメリットがより明示的に

なれば，事前復興計画及び復興計画への資源配分が実現

し，今後の策定の広がりと持続的な改定への動きに繋が

る．また，策定主体が都道府県などの中間自治体かまた

は市町村などの基礎自治体かによって役割が異なるため，

それぞれの階層での役割分担と統一性の両方を示すモデ

ルケースが求められる． 

今後の学術的課題として，パームビーチ郡の事例が示

す様に，住民や住民組織を巻き込んだ計画立案及びアク

ションプラン実行の実現可能性または有効性の検証が必

要となる．特に地区防災計画など住区レベルでの取組み

と行政による事前復興計画の有機的な関連性によってよ

り「復興準備」と「減災促進」が実現できることが証明

されれば，事前復興計画策定拡大に寄与できるであろう． 
 
 
補 注 
 

(1) フロリダ州事前復興計画担当者へのインタビュー調査より．
また Schwab, C, J. 2015.（参考文献 12） p. 18にも事前復興計画の
義務化はのちに実質的には解消されたことが記載されている． 
(2) フロリダ州では事前復興計画パイロットプロジェクトを推進
してきた Florida Development of Economic Opportunity は現在，統
括しておらず現在フロリダ州においてどれだけの事前復興計画

が存在しているかは明らかではない．2019 年 3 月現在において
オンライン上にて確認できる事前復興計画は計 17 自治体となり，
特にフロリダ州南東部，ヒルスボロウ郡を含む中西部の進展が

目立つ．  
(3) National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) による 
Historical Hurricane Tracks https://coast.noaa.gov/hurricanes/ によっ
て確認．本サイトでは過去のハリケーン（熱帯低気圧含む）の

情報が網羅されており，必要に応じて様々なグループ分けをし

て情報の取得が可能となっている．  
(4) 米国センサス https://www.census.gov/en.htmlに基づき記載．人
口データは 2010年を利用し，所有住宅平均価格は 2013-2017年
データを，平均所得及び貧困率は 2017年を活用した． 
(5) パナマシティ市 City Manager及び計画コンサルタントへの半
構造化面接法より． 
(6) TACにおける８つの領域とは，事前復興計画アクションプラ
ンと等しく，経済，自然環境（廃棄管理含む），財政，住宅，

健康及び福祉，インフラ，土地利用計画，啓発活動である． 
(7) ヒルスボロウ郡半構造化面接法より． 
(8) パナマシティ市半構造化面接法より． 
(9) パームビーチ郡半構造化面接法より． 
(10) ヒルスボロウ郡半構造化面接法より． 
(11) パナマシティ市半構造化面接法より． 
(12) ヒルスボロウ郡半構造化面接法より． 
(13) ヒルスボロウ郡半構造化面接法より． 
(14) パナマシティ市半構造化面接法より． 
(15) パナマシティ市半構造化面接法より． 
(16) パームビーチ郡半構造化面接法より． 
(17) パームビーチ郡半構造化面接法より． 
(18) パームビーチ郡半構造化面接法より． 
(19) パームビーチ郡半構造化面接法より． 
(20) ヒルスボロウ郡半構造化面接法より． 
(21) ヒルスボロウ郡における復興計画は現在策定の最終段階に
あり，2019年 6月頃を目途に正式採用となる見込みである． 
(22) パナマシティ市半構造化面接法より． 

(23) パナマシティ市 City Managerへの半構造化面接法より．  
(24) パームビーチ郡半構造化面接法より． 
(25) パームビーチ郡半構造化面接法より． 
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(26) パームビーチ郡半構造化面接法より． 
(27) FEMAウエブページより https://www.fema.gov/hazard-
mitigation-plan-requirement (最終閲覧 2019年 8月 20日) 
(28) ヒルスボロウ郡半構造化面接法より． 
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