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②「生活再建分科会」～生活再建分科会と市町村横断型応援受援枠組みによる

被災地支援～ 

涌井 正之（新潟県防災局次長） 

佐藤 和彦（大正大学地域構想研究所研究員） 

田村 圭子（新潟大学危機管理本部危機管理室教授 / 分科会副会長） 

 

1.発表の概要 

（田村） まず私から今日の発表の概要をお話ししたいと思います。これまで生活

再建分科会では、企業と研究者のチームで、災害後に行政によって実施される被災

者の生活再建支援業務の効率化に一生懸命取り組んできました。今日は、その成果

を実際に行政の現場で活用している協力機関の皆さまに、カスタマー側からの発表

を頂こうと考えています。まずは新潟県防災局の涌井次長、よろしくお願いします。 

 

2. 市町村横断型応援受援枠組みによる被災地支援―新潟県の取り組み― 

（涌井） 私からは、市町村横断型応援受援枠組みによる被災地支援ということで、

新潟県の取り組みをお話しします。 

 新潟県では、平成 31 年 3 月に県と県内 30 市町村（全市町村）で災害時の相互

応援協定を締結し、新潟県で災害が起きたときの県内応援はもちろん、県外で被災

した自治体についても、チームにいがたとして県と県内市町村が一緒になって支援

活動を行う体制を構築しています。この支援活動を通じて、被災市町村の支援はも

ちろん、新潟県内の市町村の災害対応力の向上や業務の効率化を図っています。 

 図表1の左の 4 枚の写真は、令和元年 6 月に発生した山形県沖地震で被災した村

上市の支援のときの様子です。左上の写真は、チームにいがたとして集まった市町
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村の職員の方々に目合わせをするための研修を行っているところです。この研修に

基づいて被害認定調査を行い、罹災証明書を発行しました。 

 右側の大きな写真は、調査を終了したときのチームにいがたの集合写真ですが、

真ん中にある画面をご覧ください。新潟県では県と県内 24 市町村が共同で NTT 東

日本の被災者生活再建支援システムを導入しました。そのシステムの一つの機能と

して、各班の被害認定調査の状況をリアルタイムで表示できる機能があります。そ

れが真ん中の画面で表示されているものです。 

 下の表は、新潟県がこれまで行ってきた支援の実績です。 

 新潟県がチームにいがたとして被災地を支援するときの大きな特徴あるいは強

みは、自治体だけでなく、産学連携チームである被災者生活再建支援連携体、いわ

ゆる企業・研究機関・研究者の皆さんが一体となって支援することです。図表2の

黄色い枠囲みの「生活再建支援連携体」のところに書いてあるのが、実際に村上市

で一緒に支援活動を行った関係機関の方々です。こういった方々から、全国の災害

対応で培った経験やノウハウを提供していただいたり、業務マネジメントのサポー

トを行っていただいたりしながら被災自治体をサポートしているのがチームにい

がたの特徴です。右上の写真は、県と生活再建支援連携体の方々が、これから被害

認定調査と罹災証明書の発行をどのように進めていくか打ち合わせしているとこ

ろです。その下の写真は、その打ち合わせの結果を、村上市の市長に対し、生活再

建支援連携体の皆さんと一緒に説明しているところです。 
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 生活再建支援連携体と協力した新たな試みと今後の展開ですが、図表3の左の 2

枚の写真は、先ほど井ノ口先生から話があったドローンを使った屋根被害の判定を

補助する活動です。また、右側の写真は、新潟県が導入している被災者生活再建支

援システムの操作研修を県が市町村に行っているところです。こういった研修には

生活再建支援連携体の皆さまにも参加していただき、講師やファシリテータとして

助言等を頂いています。つまり、災害時だけでなく、平時から皆さまと顔を付き合

わせて、協力しながら取り組みを行っているのが実態です。 

 新潟県としてのこれからの課題の 1 点目は、罹災証明書は非常に早く発行する

ことを求められているので、生活再建支援業務のさらなる効率化や標準化を図って

いかなければならないということです。 

 2 点目は、実践的なノウハウを持った自治体職員の育成です。チームにいがたと

して現地に入り、調査を実施する職員はかなり増えてきましたが、今後はマネジメ

ントを行える市町村職員を育成しなければならないということで、令和 3 年度か

らそのための取り組みを始めました。 

 3 点目は、県を超えた自治体間のさらなる連携・協力体制の構築です。NTT 東日

本の被災者生活再建支援システムを通じて、東京都や茨城県とはさまざまな情報交

換をしたり、研修の共有化を図ったりしていますが、これをもっと広げていく必要

があります。そのためには、自治体だけで取り組むのではなく、産学官による協働

体制が不可欠であり、こういったところをもう少し強化した取り組みにしていかな

ければならないと考えています。 
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3.被災者生活再建支援業務の全国的標準化を目指して 

（佐藤） 私からは、生活再建支援を巡る東京都内の取り組みと、全国的な状況に

ついて簡単に報告したいと思います。 
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 新潟県と同様に、東京都においても、東京都が先導するような形で取り組みが進

んできています（図表4）。平成 22 年に東京都が市区町村に呼び掛けて調査研究会

が設置され、業務手順の標準化やシステムの共通化に向けた検討が始まりました。

平成 24 年にはガイドラインが作成され、また総合防災訓練での体験型訓練が開始

されました。平成 28 年には東京都被災者生活再建支援システム利用協議会が、島

しょ部を除いた全ての市区町村が参加する形で設置され、現在は共通のガイドライ

ンに基づいて共通のシステムを利用し、共通の研修・訓練を受ける体制が整えられ

ています。 

 私はこの春まで豊島区の職員をしていたので、都内の事例として、豊島区の取り

組みを簡単に紹介したいと思います（図表5）。先ほど述べた東京都の調査研究会に

参加したことをきっかけに、豊島区では、都内や新潟県でも活用が進んでいる被災

者生活再建支援システムを導入しました。当時は防災課主導で検討が進んでいまし

たが、その後、平成 28 年の熊本地震の支援経験などを経て、防災部門主導から、

被害認定調査などの担当部局である区民部が中心になって推進する形に変わりま

した。 
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 その成果の一つとして、昨年度実施した被災者生活再建支援訓練を紹介したいと

思います（図表6）。コロナ禍の中でしたが、災害は決して待ってくれないという判

断で、実動型の訓練を実施しました。参加していただいた区民の方々には、感染予

防のため、少人数のグループに分かれてもらいました。まず全体説明で研修の全体

像を説明した後、住家被害認定調査について理解するコーナーを見てもらい、次に、

自分が被災した気持ちになって罹災証明書の発行を模擬体験してもらい、支援制度

の説明を受け、個別にどういう支援が受けられるかという相談を行った後、一つか

二つだけの業務ではありますが、各種申請受付の模擬体験をしていただきました。 

 このように本番さながらの訓練を一通り行いましたが、ここで少し声を大きくし

て申し上げたいのは、この訓練の企画、システムの設置、教材の作成、会場設営は

全て職員が自前で行ったということです。区民に参加してもらうリアリティの高い

訓練を自ら企画・運営することで、職員の自覚が高まる効果があると考えています。

罹災証明書の発行は基礎自治体の自治事務とされているため、市区町村のこうした

自主的な取り組みが重要であると考えています。 

 全国的な状況も少し調べてみたので紹介します（図表7）。具体的には、総務省の

調査結果に基づき、市区町村の被災者情報管理業務システムの整備状況について、

令和 2 年と 5 年前の平成 27 年を比較しました。この 5 年間でシステムの整備状況
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は大きく改善されていて、5 年前は 3 分の 1 強だった整備済みの自治体数が、過半

数まで増えています。 

 一方で、手放しで喜んでいられない状況も、同じデータから見て取ることができ

ます（図表8）。それは、市部と町村部で整備済みの割合が大きく違うことです。こ

の格差は 5 年間でむしろ拡大しています。こうした状況を受けて、現在、内閣府で

は基盤的クラウドシステムを開発しており、これにより被災者台帳の整備などにつ

いては、町村部の立ち遅れが改善されるだろうと期待しています。しかしながら、

被災した自治体にとって非常に大きな負担となる住家被害認定調査、調査結果のデ

ータ化、罹災証明書の発行については、このクラウドシステムでは十分にフォロー

されていないという課題は指摘せざるを得ません。 

 こうした課題を克服するためには、基礎自治体の努力だけでなく、都道府県や国

の支援、事業者の協力、防災科研や大学などの研究が必要であり、全ての人が連携

して取り組みを力強く前進させていく必要があると考えています。 

 

（司会：下村） 田村先生、涌井さん、佐藤さん、ありがとうございました。佐藤

さんの話の最後にもありましたが、市に比べて町村が遅れていたり、防災担当者だ

けでなく全ての人が連携しなければならないという課題があります。これは行き着

くところ、それぞれの企業・団体がどのくらい自分たちで取り組めているかという

問題だと思います。 
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 そのあたりを Zoom ウェビナーでご視聴の皆さまに第 2 問としてお尋ねしたい

と思います（図表9）。被災者の被害把握ということが二つの分科会の話で出てきま

したが、あなたの所属している組織についてはどうですかということで、①所属メ

ンバーへの支援体制を構築しているという方は①、被災従業員への支援はまだ構築

していないが検討中であるという方は②、現時点では被災従業員への支援は考えて

いないという方は③、分からない・当てはまらないという方は④をクリックしてく

ださい。 

 平田先生、二つの分科会が被害把握のための取り組みを随分多角的に進めていま

すが、それぞれの組織の中ではどうなっているかというのは、まず真っ先に確認す

べきところですよね。 

 

（平田） そうですね。 

 

（司会：下村） 皆さんの回答が私の手元のパソコンに届いてきています。なるほ

ど、これはなかなか厳しめな実情が浮かび上がってくるかもしれません。皆さん悩

んでいらっしゃるのか、少しスローペースになっています。では、7 割を超えたの

で、ここで回答を締め切ります。 
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 結果が出ました（図表10）。支援体制を構築している企業・団体は、まだ 4 分の

1 です。いかがですか。 
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（平田） 分からない・当てはまらないという方が一番多いですね。現状を把握し

て、それに対してどう対応するのかが一番重要なのですが、そもそも現状把握が難

しいというのは、デ活の取り組みの一つの限界というか、もっと頑張らなければい

けないことの核心のような気がします。 

 

（司会：下村） 先ほど発表していただいた 6 名の皆さんは、この結果をどうご覧

になりますか。 

 

（早期被害把握分科会：井ノ口） 平田先生のご指摘のとおりだと思います。例え

ば被害情報把握であれば、把握した情報をどう活用していくかというモデルや、活

用のための技術があるかなど、かなり幅広く示さないと、どのように使えばいいか

ということが見えづらいと思うので、われわれはそのあたりを丁寧に示すとともに、

もう少し組み立てたような形で、成果直結型でお見せできた方がよかったのかなと

感じました。 

 

（田村） 今回のコロナ禍でもそうですが、実際に何か起こると、被害全体が分か

らない、従業員がどのぐらい危険にさらされているか分からない中でも、例えば消

毒液を買ったり、休日を与えたりと、企業もいろいろ対策を考えているかと思いま

す。一方で、行政等の支援を期待・活用し、従業員に早く働いてもらえるような環

境を、組織内外の両面から整備していくための備えや必要性ということについては、
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われわれももう少しアピールしていかなければいけないのではないかと思いまし

た。 

 行政の皆さんもご意見があるのではないかと思いますが、涌井次長、いかがでし

ょうか。 

 

（涌井） 先ほど佐藤先生からも話がありましたが、自治体の協力体制にはまだ非

常にばらつきがあると思います。われわれが県外に支援に行ったときも、支援先の

県内の自治体間で非常にばらつきがあります。例えば罹災証明書の発行は市町村の

業務になっていますが、業務の標準化・統一化を図るには、もう少し都道府県がリ

ードして市町村をまとめていかないと難しいのではないかと思いますし、そこが進

まないと、民間の方々も取り組みを進めるのが難しいのではないかと感じています。 

 

（司会：下村） 先ほどのドローンのデータと衛星データの組み合わせの話が象徴

的ですが、鳥の目とアリの目の両方をうまく組み合わせることが必要で、ここでい

うアリの目はそれぞれの所属組織だと思います。自分たちの構成員の被害をどのよ

うに把握するのか、どうやって鳥の目とアリの目を組み合わせていくのか、課題が

さらにクリアに見えたような気がします。皆さん、ありがとうございました。 

 

 

「早期被害把握分科会」及び「生活再建分科会」の発表者との質疑応答 

 

 続いて、大規模集客施設分科会からの発表です。この分科会の目的は、災害時に

おける事態の速やかな沈静化と機能継続、災害拠点施設としての機能の確保を協議

することです。 


