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避難者支援をめぐるいくつかの問題 

初澤 敏生* 

Some problems over the refugee support 
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要旨 本研究では，大規模災害発生時に避難者が直面する様々な課題について検討を加えた．避難者は避難の各段階で

固有の課題に直面している．本研究は一次避難所から仮設住宅までの期間における課題を整理したものである．避難所

の改善に関しては多くの指摘がありながらも遅々として進んでいない．避難所の改善と共に二次避難所の活用を拡大し

ていく必要がある．ただし，二次避難所にも様々な問題が存在している．特に家族内の問題が大きく現れるようになる

ので，それに対応した支援が必要になる．また，みなし仮設に関しては，様々な支援情報が入りにくいという問題があ

る．これは被災者支援よりも個人情報の保護を優先していることに起因することが多い．災害時に備えて，行政と

NPOなど支援団体との関係を構築しておくことが必要である． 
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1．はじめに  

大規模な災害が起こると，各市町村は災害救

助法に基づいて避難所を開設し，被災住民の救

助にあたる．しかし，避難所に関しては，これ

までに様々な問題が指摘されている１）．これら

の問題の多くは阪神・淡路大震災時に指摘され

たものである．しかし，同様の問題が東日本大

震災や熊本地震の後も繰り返し指摘されている．

その背景として，避難者が直面する様々な課題

が，行政の担当者の間ですらも十分に共有され

ていないことがある．そこで，本小論では，筆

者がこれまでに調査した避難者の様々な課題に

ついてまとめる．  

2．一次避難所の諸問題  

大規模な災害が発生すると被災市町村は避難

所（一次避難所）を開設する．小・中学校の体

育館などがこれに当てられることが多く，その

場合，各学校の教員が避難所の立ち上げにあた

る．避難所運営はその後自治体職員に引き継が

れ，教員は本来業務に戻ることになっているが，

東日本大震災のような大規模な災害になると，

自治体職員の派遣が遅れ，教員による避難所運

営が長期化することもある２）．  

避難所については，被災者の受け入れに備え

て，必要物資を常に一定程度備蓄しておくこと

が求められる．近年は物資を一定程度備蓄して

おく避難所が増加してきているが，東日本大震

災以前は倉庫等に物資をまとめて集積し，発災

後にそこから各避難所に運ぶシステムを採って

いる自治体が多かった．しかし，この形態では

備蓄コストの削減は可能であるものの，規模の

大きな災害になるほど避難所に物資が届くのが

遅くなり，被災者の救援が困難になる．例えば，

寒冷期の災害に対応するためには各避難所に着

替えや毛布などを相当数用意しておく必要があ

る．東日本大震災の際に津波で濡れた服を着替

えられずに低体温症等で命を落とした避難者は

少なくない．このような事態を回避するために

は，コストアップを覚悟の上で，各避難所に一

定の物資をあらかじめストックしておくことが

必要である．  

また，避難所での避難生活が長期化してくる

と，様々な問題が発生してくる．特に避難所の

運営に関わる問題が多い．発災当初は避難して

くる人々をできるだけ多く受け入れることが求

められる．各避難所には定員が決められている

が，実際にはそれを上回る人数の避難者を受け

入れることも少なくない３）．しかし，それでは

避難者に十分な生活環境を確保できない．その
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ため，一定程度落ち着いた段階で避難所を整理

することが必要になる．避難所の整理は，定員

を上回る人員を他の避難所に振り分けるととも

に，避難所内の区画配置を整理し，生活環境の

改善を図ることを目的とする．清掃の実施や配

慮の必要な避難者の場所の移動，段ボールベッ

ドの導入などもこのタイミングで行われること

が多い．しかし，避難者の生活改善を目的とす

るこのような活動も避難者の反発と避難者間の

軋轢を生むようなことも少なくない．避難所の

整理は各避難者が占有していた避難所内での空

間的位置と専有面積を再編・平等化するという

側面も持つ．そのため，最初の段階で相対的に

快適な位置を占められた者や広い面積を専有で

きた者にとっては，整理は自分の快適さの減少

につながることになる．また，このような整理

を「面倒」と感じる避難者も少なくない．その

ため，「快適になるのだから」と避難所の運営

者側が作業を勝手に進めると，思わぬトラブル

が発生することもある４）．  

このようなトラブルを回避するには，避難所

内に「自治」を確立することが必要である．被

災・避難所での生活という異常な事態の中でこ

そ，住民同士の協力と自治がなければ，小さな

不満が大きな対立へと発展してしまう５）．しか

し，行政職員や支援に入る NPO などは意外と

自治の形成を苦手としていることが多い．この

背景としては，自治体においては避難所運営が

通常業務と並行して行われるため，多数の職員

がローテーションで派遣されることが多く，情

報共有が不足し，経験が蓄積されないことがあ

る．また，近年は避難所支援に入った NPO な

どが避難所運営の核を担うことが多いが，それ

らの組織においても経験を積んだ者だけが運営

を担当しているわけではない．加えて，行政と

NPO との関係も必ずしも良好とは限らないのが

現実である．地域とのつながりがあり，クラス

やクラブなどの自治の形成に慣れている小・中

学校の教員の方が，このような場面では力を発

揮するかもしれない．  

被災者は避難所から出た後でも仮設住宅での

コミュニティ形成など，新しい課題に直面する

ことになる．「自治」はこの時にも必要になる．

一次避難所は避難者にとってこれから長い期間

続く避難生活の「学校」としての役割も果たし

ているのである．  

3．二次避難所の諸問題  

一次避難所をいかに快適なものにするとして

も，そこは決して長期間滞在できるものではな

い．短期間のうちに二次避難所へ移動させるこ

とが必要である．  

一次避難所を再編して他の避難所へ移動させ，

それを二次避難所と呼ぶ自治体もあるが，それ

は正しくない．二次避難所は旅館やホテルなど

を避難所として各避難者に家族単位の生活空間

を保障するとともに，生活環境の改善を図るこ

とを目的としている６）．この制度は，中越・中

越沖地震の経験から新潟県が考案したもので，

東日本大震災の際は厚生労働省と観光庁が全国

旅館ホテル生活衛生同業組合連合会を通して各

都道府県の組合に被災者の受け入れを要請した． 

このような前例があるにもかかわらず，その

後の熊本地震や西日本豪雨の際には，この制度

は活用されなかった．（熱海市の土石流災害の

際には，二次避難所は大きな役割を果たしてい

る．）  

避難者の健康などを考慮すれば，一次避難所

での生活はできるだけ短くすべきである．二次

避難所の活用が期待される．  

なお，災害時は風評なども相まってその地域

の観光入り込み客は急減する．二次避難所とし

ての旅館・ホテルの活用は，地域の観光産業の

維持という視点からも有効である．  

ただし，二次避難所にも課題がないわけでは

ない．東日本大震災時の福島市の例を見ると，

まず，避難者を各旅館に配分する段階で混乱が

発生した．誰をどの旅館に入れるのかを決める

ことは，被災自治体に任された．しかし，被災

市町村は大混乱の中にあり，自治体は十分な活

動を行うことができなかった．これに当たり，

福島市の飯坂温泉では温泉組合が間に入り，調

整して効果を上げた．災害時に被災自治体に多

くの仕事を課しても効果は期待できない．各種

産業団体や中間組織 NPO などの民間セクター

の中間組織を活用することにより効果を上げる

ことができる．今後の検討を期待したい．  

二次避難所での避難生活が長期化すると，異
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なった問題が発生する．避難者間の「不平等

感」の拡大である．東日本大震災の際は，避難

者の受け入れにあたっては，県が各旅館に 1 人

当たり 1 日 5000 円を支給し，旅館は避難者の

宿泊と 1 日 3 食の提供に責任を持つことになっ

ていた．しかし，その経費をどのように使用す

るかは各旅館に任せられていた．大規模な旅館

では避難者の他に復旧事業に携わる人々も受け

入れていたため，避難者にも，赤字となること

を覚悟で通常時と同じような食事を提供した所

もある．一方，小規模な旅館では避難者の受け

入れのみ行っていたため，経営を維持するため

には県の支給額の中から「利益」を出せるよう

に運営しなければならなかった．この結果，食

事の「質」に格差が生じ，避難者と旅館との間

で軋轢が発生するような事態も見られた．  

また，避難生活が長期化すると，家族内でも

様々な問題が発生するようになる．しかし，二

次避難所では家族ごとに部屋が分かれるために，

問題の発生に気がつきにくく，また，気がつい

たとしても，旅館の側からはアプローチが難し

いなどの課題がある．このような問題に関して

は，旅館だけでは解決は難しい．一次避難所で

は被災者へのケアは比較的行き届きやすかった

が，二次避難所になると，少数の被災者が多数

の避難所に分散するために，どうしてもケアは

行き届きにくくなる．被災者への公的なケアを

充実させていくことが課題である．  

4．避難者への生活再建支援と情報提供  

次に，避難者の生活再建時に必要な支援につ

いて検討したい．具体的には，避難所から応急

仮設住宅または借り上げ (見なし )仮設住宅への

移転時に発生する課題である．  

東日本大震災時には避難者には日本赤十字か

ら「家電 6 点セット」７）が支給された．しかし，

これは海外からの資金援助によって成されたも

のであり，熊本地震など，その後の災害の被災

者には，同様の支援は行われていない．しかし，

被災者は多くの場合家財一式を失っており，生

活に必要なものをすべて買いそろえなければな

らない．このような支援を継続して行うことが

期待される．  

このため，被災地への支援物資提供として，

一般的な支援の他に家電・家具などのマッチン

グサイトを立ち上げ，必要な物資を支援する活

動が広がっている８）．現在では東日本大震災時

に比べてスマートホンが普及しているため，そ

の効果はより大きくなっていると言えよう．  

ただし，物資の交換は一定の地域内でなけれ

ばうまくいかない．また，特に衣類は春夏秋冬

を経験しなければワンセットそろえることがで

きない．最低でも 1 年以上にわたり支援活動を

継続させることが必要である．そのため，避難

者にとっては地域的な情報の獲得が重要になる．

また，広域避難を行い，その場所に住むのが初

めてという場合は，その地域に関する様々な生

活情報が必要である．避難者に対してそのよう

な各種の情報提供が必要であるが，これが意外

と難しい．  

東日本大震災時はスマートホンがあまり普及

していなかったため紙媒体での情報提供が不可

欠だった．しかし多くの自治体は個人情報保護

を理由に避難者の住所等を支援団体に開示しな

かった．この結果，多くの避難者は避難所を出

ると，とたんに必要な情報が得られない状態に

陥った．スマートホンが普及した現在において

は，紙媒体の情報の必要性は低下していると考

えられるが，特に高齢者を中心として紙情報の

需要がなくなることはない．この課題には今後

も継続して取り組む必要がある．  

管見によれば，東日本大震災時の自治体の対

応で最もうまくいったのは北海道である．北海

道では北海道 NPO サポートセンターが震災前

から行政と関係を築き上げてきた．北海道 NPO

センターは東日本大震災後に中間支援を行う 2

団体とともに北海道 NPO 被災者支援ネット(以

下，「NPO ネット」)を形成した．NPO ネットは

サポートセンターが作り上げた関係性の上に北

海道から避難者名簿の提供を受け，避難者全員

に「生活支援ほっとニュース」を郵送した．こ

れによって，被災者支援に関する情報は NPO

ネットに連絡すれば，その情報は全避難者に伝

えることができることになった．その結果，

NPO ネットが避難者情報のセンターとなり，す

べての避難者にあらゆる情報を行き渡らせるこ

とが可能になった．この事例は避難者への情報

ルートを確保することの重要性を示している．  
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実際にはこのような対応がとれなかった自治

体が多数に上る．多くの自治体は避難者に市政

便りなどを郵送する際にチラシなどを同封する

にとどまった．さらに郵送費の節約などのため

にチラシの枚数が制限されるような場合も多く，

十分な情報が行き渡らなかった．また，避難元

自治体からの情報提供もあまり充実したもので

はなかった．避難者への情報提供を充実させて

いくことが必要である．  

5．仮設住宅の課題  

仮設住宅は，大きく自治体が建設する応急仮

設住宅とアパート等を仮設住宅と見なしその家

賃補助を行う借り上げ (見なし )仮設住宅 (以下，

「見なし仮設」)とに分かれる．まず，応急仮設

住宅から検討することにしたい．  

応急仮設住宅は災害救助法に基づいて自治体

が被災者に提供する住宅である．各自治体は災

害に備え，常に仮設住宅の準備をしている．例

えば，福島県は東日本大震災前，プレハブ協会

と協定を結び，1 万戸の仮設住宅の準備を行っ

ていた．プレハブ協会は常に加盟各社と分担し

て仮設住宅を建設することができるように準備

を行っていた．ただし，その中には通常時は物

置など人が居住しない建物ばかり作っている

メーカーも含まれる．応急仮設住宅の不完全さ，

生活環境の悪さは繰り返し指摘されてきたが，

改善が進まないのはこのためである．  

福島県では東日本大震災の際に約 1 万 4 千戸

の仮設住宅が必要になり，プレハブ協会への契

約戸数を上回った部分を地元の建設業者等が担

当した．これにあたり，従来とは異なるタイプ

の様々な応急仮設住宅が建設された．このよう

な経験を活かし，応急仮設住宅の質的改善を進

めることが必要である．  

応急仮設住宅は建設までに時間がかかる上に

このような問題があるため，資金に余裕のある

家庭は早い段階から独自にアパート等を借りて

避難所から出るケースが多い．このような家庭

に家賃補助をして見なし仮設とすることは東日

本大震災後に増加し，近年では，災害が起こっ

ても応急仮設住宅を建設せず，見なし仮設だけ

で被災者に対応するケースが増えつつある．  

見なし仮設に入る場合，避難所での滞在期間

を短縮できるというメリットがあるが，デメ

リットも少なくない．その最大のものは，各種

支援の断絶である．避難所や応急仮設住宅は外

から支援する者にとって認識しやすいが，見な

し仮設の入居者は全く見えなくなる．その結果，

様々な情報や物資の提供，ボランティアによる

支援などが行き届かなくなり，避難者の孤立化

が進むことになる．これを回避するためには，

前述のように避難者情報を特定団体に提供する

ことなどが必要である．  

避難者のコミュニティ形成は応急仮設・見な

し仮設に共通する課題である．この問題は阪

神・淡路大震災時にクローズアップされ，東日

本大震災以降の災害時にも，その必要性が繰り

返し指摘されてきた．被災前のコミュニティを

維持しながらの生活再建であれば被災者の負担

を大幅に削減することができる．しかし，その

実現は非常に難しい．災害は被災者の生活基盤

を破壊し，時には人々の生命も奪う．その結果，

新しい生活を新しい場所で再開することを選ぶ

人々も多い．さらに，我々が近隣の人々と形成

するコミュニティは意外と狭い．道筋が一本異

なると生活上の関係はほとんどなくなるという

ケースが多いのではないだろうか．筆者のヒヤ

リングなどでも同様の声が聞かれた．その結果，

ある応急仮設住宅団地に同じ地区の出身者を集

めたとしても，そこに形成されるコミュニティ

は，発災前とは大きく異なったものになる．さ

らに，近年拡大している見なし仮設においては，

コミュニティの維持は最初から前提とされてい

ない．  

このような視点から，筆者は被災者の「コ

ミュニティを維持」することから「コミュニ

ティ形成能力を育成」することへの転換が必要

であると考える．応急仮設住宅への集会所の建

設はこのために大きな役割を果たしている．し

かし，集会所以外にも人の集まれる場を作るこ

とがコミュニティ形成を拡大して行くには有効

である９）．また，それは特定の応急仮設住宅団

地内に限定する必要も無い．これまでは近接す

る居住地域においてコミュニティを形成するこ

とを前提としていた．しかし，コミュニティに

はさまざまな形がある．多様なコミュニティの

存在を視野に入れた対応が必要である．  
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6．おわりに  

以上，避難者が直面する様々な課題について

検討を加えた．避難者は避難の各段階で固有の

課題に直面している．本小論では一次避難所か

ら仮設住宅までの期間における課題を整理した

ものである．  

今回は十分に取り上げることはできなかった

が，見なし仮設の抱える問題は大きい．近年，

見なし仮設の利用が増大しつつあり，研究を進

めていくことが必要である．  

また，復興住宅においても応急仮設住宅同様

の様々な問題が生じているが，検討することが

できなかった．復興住宅に居住する被災者に関

しては応急仮設住宅に比べて支援も手薄な状態

となっている．その研究を深めて支援を充実さ

せていかなければならない．これらについては

今後の課題としたい．  
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