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第 2 部 分科会の取り組み紹介 
生活再建分科会 
「迅速な被災者生活再建の実現を目指して～台風災害における活動報告～」 
田村 圭子（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ a 統括／ 

新潟大学 危機管理本部 危機管理室 教授） 

濱本 両太（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト 生活再建分科会メンバー／ 
ESRI ジャパン株式会社 コンサルティングサービス Gr. 部長） 

井ノ口宗成（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ a 分担責任者／ 
富山大学 都市デザイン学部 准教授） 

上石  勲（防災科研 首都圏レジリエンスプロジェクト サブプロ a 統括／ 
首都圏レジリエンス研究センター 副センター長） 

（司会：古屋）  

 続いて第 2 部に移ります。私どもデータ利活用協議会では六つの分科会を立ち
上げて、既にお披露目をしています。本日は 「首都圏を襲う台風災害の怖さを改め
て学ぶ」にふさわしい分科会から活動をご紹介いただきたいと思います。 

 

1.活動の概括 

（田村） 私ども生活再建分科会は、行政力による早期生活再建の実現を目指して
います。この目的は、住民や従業員、職員の皆さまの安全 ・安心な生活再建がなさ
れなければ社会全体の復旧・復興はあり得ないという考え方に基づいています。 

 まず被災者の生活再建支援業務の全体像をお話しします。図表1に黄色い箱がた
くさん並んでいます。これが被災者に届ける基本的な支援メニューです。被災者自
身が窓口において申請が必要なものや、行政が職権ベースで実施できるメニューな
どがあります。これらに共通しているのは、皆さまの住宅がどれぐらいの被災を受
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けたのかに基づいているということです。日本の支援メニューのほとんどが、居宅
の 「全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、被害なし」の被害調査結果に基づいて実
施されるということです。そうなると、実施する側の手順としては、まず 1 棟 1 棟
の建物について建物被害認定調査をして、その調査結果をデータベース化しなけれ
ばいけません。そのデータベース化したものを罹災証明書として被災者に届けるこ
とになります。 

 私ども生活再建支援分科会では、1 棟 1 棟の建物被害認定調査をどのように迅速
化するか、膨大な量のデータをどうやって正確にデータベース化するか、そして、
それを被災者の住民情報や家屋情報、調査結果といかに間違いなく結び付けて支援
のパスポートである罹災証明書として被災者に届けるかという技術やツールをず
っと磨いてきました。ところが、台風 19 号という、被害が激化・広域化して、わ
れわれの技術 ・ツールを今後どのように展開していけばいいのかと思うような災害
に直面しました。今後の首都直下地震の発生を想定した生活再建支援を考えるため
に、茨城県と福島県での実働実態について報告しようと思います。 

 台風 19 号では、被害が広域かつ甚大であり 1 棟 1 棟の家の中まで入って調査す
るのは現実的ではないということで、内閣府から、床上浸水の深さによる簡易な判
定でよいという通知が出ました （図表2）。それから、地域全体が、わかりやすく申
しますと水没するような事態になったときには、1 棟 1 棟を調査せずに浸水区域の
一括認定でいいという道筋が開かれたということを踏まえて、次の話を聞いていた
だければと思います。 

 

2.茨城県における活動 

（濱本） 茨城県は、今回の台風 19 号の前にこの分科会で推奨する生活再建シス
テムを導入していました。それから、県が主導的にコーディネーターとしていろい
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ろなことをしていました。また、全部で 5 自治体がシステムを活用しましたが、そ
の自治体とこの分科会が連携・協働したという 3 点が茨城県の特徴です。 

 茨城県は、今年 4 月に共同利用システムとして、1 市を除く 43 市町村がこの分
科会で推奨するシステムの運用を開始しました （図表3）。その前に県がコーディネ
ーターとして全市町村を集めて事前研修を行い、さらに 5 月にも導入後研修とい
うことで非常に手厚い人材育成を行っていました。 

 少し被害の状況を振り返っておきます。図表4の左は再現期間のデータで、主要
河川として久慈川と那珂川があります。その上流部の、えんじ色の部分が 100 年
に 1 度、赤色の部分が 50 年に 1 度、オレンジ色の部分が 30 年に 1 度の記録的な
大雨が降ったエリアです。これが下流の破堤や溢水につながりました。その被災地
を囲む 5 自治体 （大子町、常陸大宮市、常陸太田市、城里町、水戸市）で、分科会
が推奨するシステムを活用しました。 

 建物被害調査には、ウェブ入力システム、調査票自動データ化システム、モバイ
ルシステムの三つのオプションがあります。それぞれで準備しなければいけない資
機材が違います。例えばウェブ入力システムは非常に簡単で、紙の調査票とデジカ
メがあれば調査を開始できます。その他のシステムはスキャナーやモバイル端末が
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必要になります。図表5は、調査中に調査結果と調査位置と調査写真を取得するわ
けですが、それがどのようにデジタルデータとして取得されるのか、後処理で何が
されるのかを図化したものです。簡単に言うと、ウェブ入力システムは後処理とし
て、紙で集められたアナログデータのデジタル化をパンチ入力 （手動）でブラウザ
上にて行う必要があります。データが非常に少ないときには効果的なオプションで
す。 

 その部分を、スキャナーを導入して、スキャナーで認識できる特殊な調査票を使
って自動化できるのが、2 番目の調査票自動データ化システムというオプションで
す。 

 3 番目のモバイルシステムは、1 台の端末で結果 ・位置 ・写真の全てを現地にて
デジタル情報として取ってくることができるので、後で整理する必要がないという
ことで、非常に効率的なオプションとして新しく普及が進んでいるものです。もち
ろん紙のバックアップ性や取り扱いのしやすさから、紙を併用するハイブリッドオ
プションもありますが、今回の茨城県の 5 自治体は、ペーパーレス版のみで運用し
た初事例になっています。 

 県が果たした役割として非常に大きいのは、今回は iPad mini というデバイスを
使いましたが、これを災害協定で県が 100 台調達して、調査アプリをインストー
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ルして 5 市町に配ったことです （図表6）。京都市、浜松市、福岡市、岡山県、島根
県との対口支援の調整も全て県が主導で行い、別途、相互応援拠点として豊島区、
彦根市、高松市などが支援に入りました。 

 アプリの方は非常にシンプルな構成です。調査を開始したら、調査結果を入力し
て、調査位置を入力して、写真を添付して、電波がつながっていればその場で送信、
電波が悪い地域では後で送信することになっています。 

 調査アプリ以外に、管理者が使うダッシュボードというアプリがあります （図表
7）。それぞれの地区でその日までにどれくらい調査が終わっているのか、どういっ
た全壊 ・半壊の結果が出ているのか、床上 ・床下がどうなっているのかということ
を一目で見られるアプリを管理者向けに提供しています。 
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 図表8の左は議会での知事の答弁です。システムを活用することによって事務処
理を大幅に軽減し、迅速に調査を行うことができたという認識を頂いています。ま
た、交付件数の割合が 1 割程度の県もある中、茨城県では発災後 1 カ月で 8 割以
上というダントツの速さで被災者の早期生活再建が達成できたという認識を頂い
ています。また 「東京新聞」では、自治体の対応に非常にばらつきがある中、茨城
県では既に申請数の 8 割弱の証明書が発行されていること。某市ではまだ発行が
ゼロ状態で、その他の某市では 3 分の 1 に届いていない状況の中、茨城県では非
常に高速に支援が進んだということが評価されています。 

 

3.福島県における活動 

（井ノ口） ここからは福島県の活動について紹介したいと思います。研究者 ・事
業者の連携体による支援の実際と、先ほど田村先生から話があった一括認定の部分、
そして、大量の罹災証明発行をしなければならない中で郵送という新しい仕組みに
今後どう対応していくかという 3 点の紹介になるかと思います。 

 今回、研究者が福島県に入って何をしたかというと、もちろん物品の調達や、こ
れから起こり得ることの説明などもしましたが、一番大事なのが全体像の把握です
（図表9）。まずは全体のボリューム感をつかみます。現地だと現場のデータもある
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ので、そういうものと建物データを重ね合わせて、浸水建物数は約 8760 棟、これ
に安全率を掛けて 1 万棟ぐらいを目安に対応しなければいけないのではないかと
いうことをこちらから提案して、それをどうやって運営していくかを考えていきま
した。このように科学的根拠を示しながらの対応というのが、恐らく研究者が今回
最も貢献した部分ではないかと思います。 

 大事なのが一括認定調査です。一括認定は一見してどうするのかを判断するとい
う認定方法ではあるのですが、今回は一見してというよりは、どちらかというと被
災者が一番納得しやすい形の一括認定を、今ある技術と現地で集められるデータを
組み合わせて手順化し、実際に行ってみました（図表10）。 

 一括認定をしようと思うと、エリアを決めて、どれくらい浸水しているのか、浸
水深がどれぐらいかを測らなければいけません。できれば満遍なくということで、
エリアの端も含めて 26 カ所ぐらいで計測しました （図表11）。その後、GIS の力を
使い、内挿補間といって、ある点と点の間をなだらかな斜め線だろうという前提条
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件で空間分析します （図表12）。そうすると図表13のように浸水深別にエリアが分
かれます。こういうものを自治体の皆さんに見せながら、これをベースにして、被
災者にも説明しやすいような一番分かりやすい形でエリア分けをしようというこ
とで、今回は道路線で切り分けて、その中の深さを基準化して一括認定しました。
調査点は 26 カ所ですが、一括認定すると 1100 軒近くの建物判定ができたので、
そういう意味では 40 倍ぐらいの力がありました。時間的コストが削減でき、被災
者にも早く罹災証明が届くという枠組みで一つ成果が出たのではないかと思いま
す。 

 罹災証明書は、本来であれば誰がどこでどう被災したかを証明するものです。そ
れを証明するときに、われわれ側では対面式の確認を推奨しています。しかし、郡
山の自治体の皆さんは、台風が来て浸水が始まると、早く罹災証明を届けなければ
と思って取りあえず罹災証明の発行申請を受け付けて、そこに行きますと言ってし
まいました。しかし被害規模が大きくて調査棟数もとんでもないことになったので、
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1 軒 1 軒回っていたら日が暮れるということで悉皆調査に切り替えたのですがギ
ャップが出てしまい、それをどう埋めるかということで戦ってきました （図表14）。 

 はっきり言うと、うまくいかないのが結論です。では福島県ではどのようになっ
たのかをご紹介したいと思います。まずわれわれは、いろいろな研修の仕組みやシ
ステム、経験も持っているので、短期で全く経験のない、事前導入も進んでいない
ような所の方々に発行方法を説明して、何とか発行までこぎ着けました （図表15）。
しかし、彼らが準備ができて、いざ罹災証明を発行しようと思ってボタンを押すと、
最後の 1 枚が出ない。なぜかというとセキュリティが固過ぎて、カードを挿さない
と出ないのでいつまで待っても罹災証明が出ないという事態に陥って苦労してい
ました。恐らくこれが普通の自治体の実情でもあると思います。 

 やっと 1 枚目が出て動きはじめてうまくいったように見えるのですが、確証の
ないデータを基に被災者の皆さんに判定を送らなければいけないわけで、そうする
と、人 ・家 ・被害状況が正しいのかが不明確なままデータが残っていきます （図表
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16）。それを絶対に間違っていないというものから非常に怪しいものまで 5 段階ぐ
らいにケース分けして、確実なものは送り、まずいものはもうちょっときちんと調
べる、あるいは諦めるなどして対応しましたが、そこにかかるコストが異様に高い
のです。郵送はパッと送れてパッと届きそうに見えますが、行政文書を確実に送る
段階に至るまでが非常に大変だということです。 

 誰が申請者で誰に届けるべきか、それは悉皆調査の対象に入っている申請者なの
か、そうでないのかを見ていかなければいけません。誰かということを名前だけで
確認することは難しいです。われわれのシステムでは空間的近さに着目しており、
申請者情報をシステムに空間的に落とし込み、ここに調査が入った、住基はこれだ、
ここに家がある、申請者はこうだという情報を組み合わせながら発行していきまし
た （図表17）。このシステムは元々、首都直下地震では地震と同時に火災もあるだ
ろうということで火災の調査データを使うことになっているのですが、今回は火災
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に見立てて申請者の情報をうまく入れて柔軟に対応しました （図表18）。最終的に
はかなりの人と時間をかけて発行 ・郵送するということで、現場は苦労しています
が、現在、7 割の被災者に罹災証明が届いているという実績になっています （図表
19）。 

 

4.今後に向けて 

（上石） 今の発表で、茨城県は生活再建支援システムを元々導入していたので有
効性が確認できたということがあります。郡山に関しては、一括認定という新しい
技術が有効的だということが分かったと思います。 

 今後は、After Action Review を実施して今回の広域災害における行動を振り返
り、生活再建業務における課題を整理 ・発信していくことと、大規模災害における
被災者数の推計については、先ほどの緊急報告にもあったようにいろいろな技術が
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出てきているので、SIP の情報を活用しながらできるだけ早く被災の把握に向けて
業務手順の確立・提案をしていきたいと思っています（図表20）。 
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