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・自己紹介：
1980-90年代ロンドン東部の
再開発史研究

←中央政府と自治体の
関係から分析した

⇒2013年博士号 2017年単著

現在は、ロンドン五輪を通じた東ロンドン再開発研究
←中央政府・自治体・その他多くの組織間の
協調関係（=意思決定空間の閉鎖化）に注目

⇒…しかし、悪戦苦闘中ゆえ、次回機会があれば…



・今日の報告のテーマ
第二研究テーマの危機管理行政について報告したい
←関心を持ったきっかけ

1)1995年以降、都市再開発での危機管理の前面化
2)自然災害や人為的災害の頻発による社会的要請
3)名古屋大学での学内プロジェクト

⇒センシティブなテーマではあるが、
現状の把握と、制度上の理念が達成
されていないという
問題の解明を目指す

2020年4月に
共著本を

出版できました



・今日の報告の概要
危機管理の法制度と危機管理行政の実態に乖離がある

→含意：危機管理行政の複雑化
自治体間の連携が不十分 という問題が発生
危機管理の自己責任化

日本の危機管理体制は、法制度的には、集権性と分立性によって特徴づけられる。集権性とは、
中央政府→都道府県→市区町村という上下関係があることを指す。分立性とは、自然災害・大事故
や、武力攻撃事態、新型パンデミック等、危機の種類ごとに法制度と所管官庁が異なることを指す。

しかし、実態を見ると、分権性と融合性の特徴が強く浮かび上がる。分権性とは、平時と有事双
方において、自治体に決定権限が大きく与えられていることを指す。これによって自治体間の多様
性が生じている。融合性とは、危機の種類を問わず、共通の対応をとることを指す。分権性が融合
性を引き起こし、融合性が自治体間の多様性を固定化しているという正の循環も観察される。法制
度と実態との間に捻じれが確認できる。

こうした捻じれのため、危機管理行政の空洞化や、危機管理の自己責任化が進んでしまっている。
安全・安心な暮らしへの全住民の等しい包摂のためには、危機管理の発想を変えていく必要がある
のではないか。

詳しく
言うと



・論点：危機とは？危機管理行政とは？

危機：外的働きかけによって多数の死傷者または、
建造物の破壊がもたらされる事態

（自然災害・大事故と武力攻撃事態・緊急対処事態）

危機管理行政：危機による損害を予防し、減少させよう
とする政府（中央政府・自治体）の営み

⇒主体（中央政府・都道府県・市区町村という三層構
造）と客体（各種危機間の関係）について論点提起



・論点①三層構造の政府
法制度上は、集権性が想定されている
◆自然災害・大事故の場合
上位計画に抵触せず防災計画を作成(災対法40・42条)

中央政府は防災基本計画を
指定機関は防災業務計画を
都道府県は都道府県防災計画を
市区町村は市区町村防災計画を
それぞれ作成するが、

上位計画に抵触してはならない。

→「災害が生じた時には、軍隊のように
規律をもって動かなければならない。そ
のため、災害対策は全国一律でやらざる
をえない」、「各都道府県の防災計画の

内容はほぼ同じはずである」
（某県職員）



・論点①三層構造の政府
法制度上は、集権性が想定されている
◆武力攻撃事態・緊急対処事態の場合

1)「市町村国民保護モデル計画」の提示
2)国との共同訓練の費用は国が負担
3)国の指示で国民保護対策本部が設置される
4)国民保護行政は国からの法定受託事務

⇒武力攻撃事態・緊急対処事態では、
自然災害・大事故よりもいっそう強い集権性

（事態発生について、自治体には責任はないため）



・論点①三層構造の政府
先行研究でも、集権性が指摘されている
◆自然災害・大事故の場合

●中央の計画が基礎自治体の計画に至るまでもコントロールするという行政計画の縦方向の上意下達
型の統制構造によって、その一体性を実現している。このような、国主導の統制がかかった一体制[マ
マ]実現のあり方では、地方自治体の実際の策定作業においては、必然的に防災計画は、国から指定さ
れた要件を最低限満たすにとどまり、地域の特性への配慮や機動性を失い、自治体としての具体性と
主体を欠いたものとなる (市村充章ほか「災害対策の基本構造」: 19-20)。
●災害対策基本法は、各防災関係機関にそれぞれ防災計画の策定を義務付けるとともに、その全体を
統一のとれたものとするため、国に防災基本計画を策定することを義務づけている(生田長人『防災
法』: 57)。

◆武力攻撃事態・緊急対処事態の場合
●武力攻撃事態等というのは、ある意味で、国家どうしの外交が失敗したことにより発生するものと
言っても過言ではない。国のレベルでの国際情勢の推移や諸外国との外交関係に起因して、その結果
として外国との交戦状態に至るからである。……国の外交努力次第によっては、武力攻撃事態等の発
生を食い止めることも可能なのである。そのため、武力攻撃事態等については国の責任が前面に出て
くることになる(国民保護法制運用研究会『有事から住民を守る』: 68)。



・論点①三層構造の政府
実態を見ると分権的であり、自治体間の多様性も高い

◆自然災害・大事故の場合
災害対応の局面では、
市町村が第一線に立つ

計画策定など、平時でも
分権性が認められ、それによって多様性も生じている
例：地域防災計画の表現（構成や言葉に多様性がみられる[今日は省略]）

／システム利活用／地区防災計画……などなど



・論点①三層構造の政府
例１：危機管理システム利活用

回答の有無について、地域・規模に傾向はない
導入済の自治体は、中核市以上の大きい自治体に多い
それ以外の地域的傾向は見られず

回答率
導入率

未回答
1015

回答済
726

未導入
637

導入済
87

導入しない理由 今後の予定

財政的理由(411) 導入を検討(58)

不要(219) 導入しない(575)

多忙で未検討(197)

よく知らない(110)

※導入しない理由は、

複数選択。本表では、
上位四項目のみ記載

※今後の予定について
未記載の自治体あり

2017-18年度
全市区町村へアンケート調査



・論点①三層構造の政府
例１：危機管理システム利活用

導入済み自治体への質問

※選定理由、使用用途は複数回答。人為的危機での利活用、CIMSへの評価については択一回答
ただし、いずれの項目でも未回答の回答票あり

選定理由 使用用途 人為的危機 評価
優れた機能(21) 職員間の連絡(63) 活用する(36) 有効(31)

信用できる製造元(19) 現場情報収集(59) 検討中 (12) やや有効(39)

安い価格(16) 気象情報など収集(42) 活用しない(13)
どちらとも言えない
(11)

都道府県と同じ(6) 防災訓練で使用(42) 分からない(22) やや不満(3)

周辺自治体と同じ(6) 住民避難支援(27) その他(5) 不満(1)



・論点①三層構造の政府
例１：危機管理システム利活用

導入済み自治体への質問：利用ベンダー名

都道府県開発システムを利用する市区町村もかなり多い
→システムの利活用状況に高い多様性を確認できる

NEC 14
パナソニックシステムソリュー
ションズジャパン株式会社

2 株式会社NTTドコモ 1 ソリトンシステムズ 1

ウェザーニューズ社 6
株式会社日本エレクトリック・イ
ンスルメント

2 スパークジャパン株式会社 1 (株)両備システムズ 1

日本ユニシス株式会社 5 アルカディア 2 日本工営 1 総合気象計画株式会社 1

ESRI 4 ドーン 2 三信電気 1 NTT東日本 1

IBM 3
東京ガスエンジニアソング ソ
リューソンズ株式会社

2 ファルコン社 1 ハウジングナカノアイシステム 1

パスコ 3 NTTビジネスソリューションズ 1 富士通エフ・アイ・ピー 1 LINE 1

バイザー 3 日立 1 NHKプラネット 1 気象サービス 1

サイボウズ 3 エー・シー・エス株式会社 1 NTT-LS 1 日本無線 1



・論点①三層構造の政府
例２：地区防災計画

１．制度の背景：東日本大震災による公助の限界
→自助・共助（町内会・自治会を主に念頭）の必要
→平成25年（2013年）災対基本法改正で導入
２．計画の基本的な考え方

1)地域コミュニティ主体のボトムアップ型計画
2)地区の特性に応じた計画
3)不断の見直しを行うことで、ソーシャル・キャピ
タルを蓄積し、地域防災力の継続的な向上



・論点①三層構造の政府
例２：地区防災計画

３．計画の内容：自由に計画を策定できる
＝防災訓練、物資の備蓄、住民等の相互支援等
ただし、上位計画に抵触してはならない
４．計画策定の流れ
市町村防災会議が地区の意見を聞きつつ策定する

or地区居住者らが素案を作り、市町村防災会議に提案
→いずれにしても、地区と市町村防災会議の共同作業



・論点①三層構造の政府
例２：地区防災計画／2020年8月の策定状況

全体的に「東高西低」
10件以上の策定実績がある都道県は6

（北海道・宮城・東京・神奈川・長野・岐阜）

上記都道県でも市区の偏りが非常に大きい
＝6都道県の中で策定実績がある市区は12

1~9件の策定実績がある府県は14

1件も策定実績がない府県は27

さらに策定年や内容は、市区町ごとにほぼ同一
⇒住民の主導性は幻想で、市区町が主導し、多様化



・論点①三層構造の政府
実態を見ると分権的であり、自治体間の多様性も高い

◆武力攻撃事態・緊急対処事態の場合
一例として初動体制の名称の多様性
多数の死傷者の発生など第一報を受けた際に設置される体制
（モデル計画では、「緊急事態連絡室」）
緊急事態連絡室／危機管理本部／危機管理対策本部／危機管理対策委員会／市警戒本部……など

※都市部の都道府県の方が独自名称をつける傾向
「緊急事態連絡室」の割合：高知県100%、茨城県・東京都43%、神奈川県16%

必要性も高くないところで独自路線が採用されている

都道府県が避難指示・救援・対処で中心的役割を担い、
各組織の総合調整も行う（都道府県中心主義）



・論点①三層構造の政府
平時の活動でも……

1)市区町村国民保護計画の公開状況の多様性：
都市部の方がウェブサイトで公開する傾向

2)国民保護計画の多様性：東京23特別区を例に

⇒区ごとに裁量があり、行使している
その結果、多様性が生じていることが読み取れる

ホームページでの発信方法
一括ダウンロード形式：千代田区・中央区など9区
分割ダウンロード形式：台東区・墨田区など10区
一括／分轄ダウンロード併用形式：文京区など4区

概要版
概要版有り：千代田区・中央区など11区
概要版無し：台東区・墨田区など12区

ページ数
最小の目黒区111ページから最大の品川区312ページまで
平均は164ページ、標準偏差は51.3ページ



・論点①三層構造の政府
3)「避難実施要領のパターン」策定状況(2019年3月)
※市区町村が作る、武力攻撃災害時の避難の計画

2011年に消防庁が「パターン作成の手引き」を公開し、作成を促している

⇒大規模自治体の方が（市区＞町＞村）策定済み
都道府県の地域差・都市化度の差は影響を与えず

2パターン以上作成済み 782自治体(45%)

1パターン作成済み 199自治体(11%)

作成中 82自治体(5%)

未作成 678自治体(39%)

市区 539自治体(全市区の66%)

町 371自治体(全町の50%)

村 71自治体(全村の39%)



・論点①三層構造の政府
4)国と都道府県の
共同訓練の実施回数
(平成30年度末まで。
内閣官房国民保護ポータルサイト)

⇒傾向の説明は難しく、
都道府県の判断次第＆
属人的に訓練の有無や
回数が決まると推測さ
れる

⇒都道府県間の多様性も高い



・論点②危機の種類ごとの対応
法制度上は、危機の種類ごとに分立している

自然災害・
大事故

武力攻撃事態・
緊急対処事態

新型感染症
(covid-19)

サイバーでの
攻撃事態

災害対策
基本法

他関連法

国民保護法

他関連法

新型インフ
ルエンザ等
対策特措法

サイバーセ
キュリティ
基本法

内閣府

当初案では武力攻撃事態のみだったが、
緊急対処事態が加わる

内閣官房
消防庁

厚生労働省 総務省

原子力災害
対策特措法

石油コンビ
ナート等災
害防止法
等



・論点②危機の種類ごとの対応
先行研究でも、分立性が指摘されている
◆武力攻撃事態・緊急対処事態から、
自然災害・大事故との違いを見た場合

●この両者については、まずは事態が引き起こされる原因において、大きく異なる。自然災害は自然
が相手を選ばず、時を選ばず起こすものであるが、武力攻撃やテロは悪意のある者によって、場合に
よっては長時間継続的に起こされるものであるという点が、基本的な相違である。このことは、対処
の基本的な在り方にも、影響を及ぼす。……自然災害については、起きたその現実の災害に対処する
ことに尽きる。その意味では一過性であるといえる。……それに対し、武力攻撃やテロは、悪意を
もって、複数箇所で、繰り返しなされる可能性がある。……したがって、武力攻撃やテロと思われる
事象があったら、その事態への対処のみならず、「さらなる警戒」が必要となる。
……事務の性格について言えば、防災は自治事務であるのに対し、国民保護は法定受託事務である

し、事務の比重から言えば、防災に比べ国民保護では、国や都道府県の事務の比重が大きい。
……対処に要する経費の財源も、防災と国民保護とは異なっている。防災に係る経費の負担は、基

本的には、対処に当たった地方公共団体の負担である。……それに対し、国民保護については、避難
に要する経費など武力攻撃事態等に対処するための経費は、国が負担することとされている(地方自治
体における国民保護研究会『地方自治体における国民保護』: 67-68)。



・論点②危機の種類ごとの対応
危機の種類を問わない融合的対応という実態

自然災害・大事故でも武力攻撃・緊急対処事態でも、
危機管理部局が一丸となって対応（一国二制度）

初動体制は同じ（というか、どちらか判断不可）

市区町村としては、自然災害・大事故でも国民保護
事態でも、やることは類似してくる
＝情報収集、避難の誘導、避難所運営



・論点②危機の種類ごとの対応
なぜ、市区町村で融合的対応がとられるか？？

1)国民保護法は災害対策基本法を参考に制定された
2)自治体のリソース不足
＝小さい自治体では、危機管理部局職員数は3名など

3)個別修正、制度追加の負担増

⇒「武力攻撃事態・緊急対処事態においても、
自然災害・大事故への対処を準用することを想定」

(某市職員)



・本報告の結論
危機管理行政は、法制度としては、集権性と分立性に
特徴づけられる。しかし、実態としては分権性とそれ
による多様性、さらに融合性の特徴が強く認められる

←分権性（多様性）と融合性が「正の循環」となる
＝・リソース不足に対する、各自治体の工夫として

融合的対応が進んでいる
・各自治体で独自に融合化が生じているため、
多様性が縮減されえない



・本報告の含意
危機管理行政の現状にどのような問題があるか？

1)複雑化による空洞化
・リソース不足のところに分立的に新制度を導入する
ため、自治体がついていけていない

・危機管理の「職人芸化」が進んでしまっている
＝BCP、地区防災計画、各特措法……小規模自治体では地域防災計画もコンサルタントに丸投げ
特に国民保護では「そもそも国の仕事である」という大義名分が立ち、実態が存在しない

2)誤った対応の発生
武力攻撃事態・緊急対処事態が起こってしまった場合、
屋内退避が基本となるのに、屋外退避が想定される
←無制限の融合化のため、自然災害・大事故を準用



・本報告の含意
危機管理行政の現状にどのような問題があるか？

3)連携の不在
自治体間の連携は不可欠
→計画の様式や言葉の多様性は、混乱を招くうえ、
コンピュータ技術を活用できない

4)自己責任化
危機対応を自治体＆住民に「押付け」
・小規模自治体が置き去り
・安全・安心について、居住自治体
によって差があってよいのか？



・本報告の含意
我々はどこに進むべきか？

→集権化と法制度としても融合化を提言したい
・「自治体や住民の創意工夫」を押し付けない
・用語の統一や訓練の平準化を進めていくべき
（現状でも動きがあるが、かなり弱い）

・リソースの有効活用のために、危機の種類によらず
対応を統一化できる部分については統一し、そのう
えで個別対応を重ねる

←英米圏ではAll-Hazards-Approachの採用



・2020年のcovid-19に投げかける問題
1)自治体間の「取組み」と「評価」の多様化
⇒本当に必要？？

2)「特措法を作り直す」
⇒制度の複雑化と空洞化に
拍車がかかるだけでは？？


