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2.生活再建分科会 
「新潟・山形県沖地震における村上市の対応と分科会支援活動の実際」 
渡辺 真吾(村上市 税務課資産税係 主査) 

「被災者の迅速な生活再建支援業務実現に向けたマネジメントツールの開発と
実装」 
井ノ口 宗成(富山大学 都市デザイン学部 准教授) 

 

1.一人の取り残しのない生活再建支援に向けて 

（井ノ口） 生活再建分科会の一番の目玉は、生活再建支援という長期にわたる被
災者の皆さんの暮らしを戻すための業務フローや情報システム、そして、それを活
用するための研修がどういうものかを全体的に考えることであり、われわれはそれ
を 10 年以上続けてきました（図表 1）。このきっかけになったのは 2004 年の新潟
県中越地震と 2007 年の新潟県中越沖地震です。新潟県は 2 度大きく被災していま
す。その経験を踏まえ、新潟県では協議会等をつくりながらガイドラインを整備し、
県下の市町村で統一的な目線を持って生活再建を進められるようにしてきました。 

 生活再建に至るさまざまな課題解決に向け、迅速な建物被害認定手法の確立や、
近年ではタブレットや携帯端末を活用し、現地調査の情報をリアルタイムにサーバ
ーに戻し、現地の被災状況を刻々と把握するデジタルデータ化、そして、その調査
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結果を使った罹災証明書発行の支援システムを開発してきました（図表 2）。この
システムを使い、行政は、被災者が誰で、どこでどのような被災をしたのか、その
後どのように再建していくのかといった再建情報を把握し、場合によってはさまざ
まな支援を考えなければならないということで、個票により生活再建の実情把握を
行います。これらの仕組みをわれわれ研究者が作り、パッケージ化して、被災者な
らびにこれから被災し得る自治体の皆さまに導入していただきながら、これの活用
方策の検討を重ねてきました。 

 北海道胆振東部地震では、それらの仕組みを全て統合し、実装しました。当時、
札幌では液状化が起こり、厚真町では大規模な地滑りや山崩れがありましたが、そ
の中でも安平町は大きな揺れにより甚大な被害を受けました（図表 3）。現地では、
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われわれの仕組みだけでなく、対口支援も走っていました（図表 4）。厚真町には
青森県と山形県、福島県、安平町にはわれわれ研究者と共に岩手県と新潟県、そし
てむかわ町には秋田県と宮城県が入りました。その安平町での応援の経験と、その
結果を持ち帰って実際に被災してどうだったかということについて、渡辺様より、
今年起きた山形県沖地震での経験を紹介していただきます。 

 

（渡辺） 昨年の北海道胆振東部地震の支援に、私は第 2 クールで行ってきまし
た。期間は 5 日間でしたが、約 100 棟の調査に入りました。上司からは「ただで
帰ってくるなよ」と激励を頂いて現場に入りました。村上市の震災時に、調査計画
を立てる際に迷いなく実施できたということが、その成果だったのではないかと考
えています。 

 北海道では、データの確保や生活支援連携体との協働、調査区域の決定、調査棟
数や調査班数の見積もりについて勉強させていただきました（図表 5）。そして、
認定調査やその結果のデータ化に関して自分なりにまとめて、万が一、村上市であ
ったらどうするかということを、帰りの車中で一緒に行った職員と話してきました。
北海道では私は調査だけで帰ってきましたが、今、村上市では、罹災証明書の交付
業務は大体終わっているものの、個別の被災者との対話や、一人の取り残しもない
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ような生活再建支援を進めており、私どもは訪問等も含めて対応しているところで
す（図表 6）。 

 

2.新潟・山形県沖地震での対応 

 村上市は新潟県の最北端に位置し、今回被災したのは旧山北町のところです（図
表 7）。村上市の人口は約 6 万人、旧山北町は約 6000 人弱です。6 月 18 日に起き
た山形県沖地震は、最大震度は 6強(村上市府屋で観測)、(県内の)人的被害は 7名、
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(市内の)住家被害は 641 棟でした（図表 8）。局所的で一部損壊が多く、瓦の被害
が目立つような地震だったと感じます。 

 村上市の支援活動をするに当たり、村上市長に分科会活動の説明を行いました。
村上市長からは、職員のノウハウの蓄積にも効果があるという認識が示されました
（図表 9）。 

 6 月 18 日の発災からのタイムラインを簡単にお話しします（図表 10）。19 日に
村上市から県へ「チームにいがた」の応援要請と生活再建支援連携体への支援要請
を行い、市・県・連携体の三者で事務局を組織しました。22 日に被害状況調査に
関する研修を行い、23～25 日に調査を実施し、10 班体制で 644 棟の調査を行いま
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した。調査は住家のみとさせていただきました。その後、26・27・30 日に罹災証
明書の集中発行を行い、ここでの交付件数は 260 件となりました。 

 活動についてもう少し詳しく説明します。先ほど申し上げたとおり、北海道の地
震にチームにいがたとして私を含め 4 名が現場に入りましたが、私が入ったのは
調査だけだったので、実際に村上市が被災したときに、地震が起きてから何をする
かというスケジュール感や、罹災証明書発行の際に何をどう気を付ければいいかは
正直分かりませんでした。ただ、取りあえずやっておいた方がいいことについては
何となくイメージが湧いていたので、調査のためのエリアマップを作ったり、準備
物品を整えたり、対象地を絞るなどの準備をしました（図表 11）。調査の対象エリ
アは山北地区の 4 集落、対象家屋は住家のみ 644 棟、班体制は 3 人 1 組で 10 班体
制、各班のメンバー構成は村上市職員を班長として配置しました。ただ、当時、山
北支所(旧山北町）の職員は避難所開設や現場対応で手一杯だったため、この調査
は村上市の本庁の税務課が主体となって行いました。 

 現地の本部については、さんぽく会館の部屋を使うことができました。そこは
LG-WAN 回線がある施設で、大きな被害がなく利用することができました。村上
市は広く、4 集落以外のところにも被害があったため、調査最終日には村上市職員
を追加して班体制を増やして、機動班を 1 班、非木造住家を専門に調査する非木班
を 1 班設置しました。北海道の経験があったので、ゼロスタートではなく、少しで
も早く初動に取り組むことができたと考えています。 
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 事務局は市・県・連携体の三つで組織しました（図表 12）。この三つがそれぞれ
の役割を担いながら相互連携したことで良い結果が出せたのではないかと思いま
す。今後も、このような連携が各市町村、各地域で必要になるのではないかと考え
ています。 

 事前研修は 6 月 22 日に行いました（図表 13）。連携体の先生方から認定調査の
目的や方法、ドローン写真の活用、タブレットの操作について講義を頂き、実施研
修を行いました。ドローンの写真については非常に有効的なものだったと感じてい
ます。 
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 調査は 3 日間行いました（図表 14）。各班は朝出発して夕方帰ってきますが、そ
の間はどこでお昼を食べようが、どこで休憩しようが、そのあたりは各班に任せま
した。これも確か安平町がやっていたやり方だと思います。調査の前後（朝と夕方）
には必ずミーティングを行い、疑問点の解消や情報共有を行いました。調査後はタ
ブレットに入力した項目などをチェックする時間を設けました。3 日間の調査の中
で、2 日目に雨が降りました。雨になるとペースが落ちるということは安平町のと
きに知っていたので、皆さんにはあまりハッパを掛けたくありませんでしたが、そ
れなりに頑張ってほしいという話はしました。その結果、結果論ですが 2 日目が最
も成果が出ました。ただ、雨のときのタブレットや紙の管理についてうまく準備で
きなかったのが私の課題となりました。 

 10 班がそれぞれ最初に調査に行く所は事務局で定めましたが、あとは各班で毎
日調整してもらうようにしました（図表 15）。タブレットを使うことでリアルタイ
ムに軒数が出てきて、極端に言えば各班の進捗も分かるので、それを見ながら最終
日には機動班や非木班を配置してうまく回せたのではないかと考えています。6 月
25 日で調査を終えて、翌日から罹災証明書を発行する業務に移すことができまし
た。私の中ではもっと時間がかかると思っていて、翌日に発行できるとは思ってい
ませんでした。 
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 今回の地震では、村上市と隣の山形県鶴岡市に被害がありました。鶴岡市と比較
するのは申し訳ないところもありますが、村上市は経験や知識が基になり、初動が
比較的早く進みました（図表 16）。また、支援システムの導入や調査員の人員確保
について、研修や資源量が充実したことにより、今回のスピード感のある成果が示
されたのではないかと考えています。 

 

3.ドローンを活用した新しい取り組み 1 屋根被害補助の進捗 

（井ノ口） 過去の経験を生かした対応が、村上市の早い罹災証明書発行につなが
り、その後の再建にもつながっています。 

 さらに、この生活再建分科会では、新しいチャレンジを村上市でさせていただい
ています。今日紹介するのはドローンです。ドローンを村上市で実装し、それが村
上市におけるさまざまな支援に役立っていることを最後に紹介したいと思います。 

 住家被害認定調査では、現地の調査員が家の周りから壁や屋根の被害を見ていき
ます。ところが屋根の被害は、地上からの目視では実態が分かりません（図表 17）。
被災者の皆さんが「いやいや、もっと被害があるのだ」と言っても、それが事実か
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どうかもよく分かりません。しかし、ドローンで上から撮ると奥まで被害があるこ
とが分かります。例えば目視では 2 割被害だったのが、ドローンで撮ると 4 割被
害であることが分かり、より明確な被害把握につながります。被災者の目線と行政
の目線がそろうという効果もあります。空中からだと図表 18の左のように小さく
見えますが、もちろん拡大することができます。被災者の皆さんからすると、屋根
の被害はどうなのか、屋根の修理事業者にお願いしていいのかどうか、屋根の被害
程度を見たいけど怖くて上がれないなどの課題が現場で起こりますが、ドローンを
使えば、より早い段階で瓦の浮き具合まで見て取ることができ、即時的に地図化も
することができます。 

 現地では、罹災証明書の発行に当たり、被災者の皆さんと対話式でさまざまな情
報を確認していきました。この分科会の会長を務めていただいている ESRI ジャパ
ン様からも支援を頂き、産官学で連携して、より被災者が納得する形で罹災証明書
を発行することに、ドローンの屋根被害の映像も使えたことが一つ大きな成果でし
た。 

 

4.ドローンを活用した新しい取り組み 2 復興モニタリング 

 もう一つ新しい取り組みがあります。それは復興モニタリングです。モニタリン
グというと、例えば被災者に質問紙で復興感の調査をしたり、あるいは定点観測を
して、町の人の動きや町並みが戻っていくことを見える化することもあります。た
だ、激甚災害だとそういうことはし得ると思いますが、被害家屋が少ないと、なか
なか大がかりな調査も難しいという問題があります。その解決策の一つとして、ド
ローンで定点観測ができないかと考えています。 

 先ほどの図表 18 は、発災してから 4 日後の 6 月 21 日に村上市上空を飛んだ映
像ですが、その後、先日 8 月 31 日に、約 2 カ月たった様子をモニタリングするた
 

18  



 

11 

めにドローンを飛ばして撮った映像が図表 19です。今のドローンは自動化が進ん
でおり、「ここを飛べ」と指示すると勝手に飛んでデータを取ってきてくれます。
そこで図表 18 と同じ場所を切り出してみました。図表 20は左が 6 月 21 日で、右
が 8 月 31 日です。比べると、ブルーシートがなくなっている家があります。復興
したということです。なぜか分かりませんが、一部ブルーシートが増えているとこ
ろもあります。もちろん被害は行ったり来たりすると思いますが、このように被災
者の住まいの復旧が進みつつあることが分かります。ただ、図表 21の写真でピン
ク色が付いているのはブルーシート判定した場所ですが、これを数えると、まだ 77
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カ所にブルーシートが掛かっていました。村上市の被災者の皆さまが、まだこの中
で暮らしを戻すことに尽力されているということが分かります。 

 生活再建分科会の新しいチャレンジをお伝えしました。村上市が実際に応援に行
った経験を基に、今度は受援側の事務局として、状況の見積もりや、そこから応援
をお願いするためのボリューム感をきちんと整理できたと言えます。これは、シス
テムが社会実装され、研修や経験が積み上がり、受援側の効率的な受援やマネジメ
ントに対する知見がたまったことによる 1 つの成果であると思います。 
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