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Disaster support person, have a lot of support personnel involved from all over the country to focus on 
young people to take advantage the dispatch system of public and private sector. However, there is a 
term in their support activities, not identification of guarantee be continued. If the support activities as 
much as possible continuation of disaster support person, stable, and leads to creative reconstruction 
with added value. In addition, if accustomed to as they settled in the affected areas, and contributes to 
the activation of the region. In this study, intended for disaster support person in the affected areas, 
awareness of continuity and settlement of support activities, and, it is an object of the present invention 
to obtain the knowledge in order to achieve these. 
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１．はじめに 

（１）研究の背景と目的 

 東日本大震災の発生から 5 年が経過した。被災地は、
被災前から人口減少や少子高齢化が進んでいたが、被災

したことにより人口減少に拍車をかけ、復旧復興に必要
な人材も不足したと考えられる。震災で壊滅的な被害を

受けた被災地では、復旧復興に向けた支援のために、他

の地域からやってきた人たち（以下、「災害応援者」とい
う。）との協働によって進められている。 
 災害応援者は、震災直後からボランティア、国や自治

体からの応援職員、国や民間の派遣制度による支援員な
ど多くの人が関わってきた １）。しかし、彼らの支援活動

は、一般には任期があり、任期満了後も活動を引き続き
継続できる制度はなく、仮に継続しても身分の保証はな

いのが現状となっている。しかし、災害応援者は、被災

地の復旧復興に必要な都市計画や地域づくりの専門家を
はじめ、あらゆるジャンルで活動している。彼らは、被

災前から地域には不足しがちな人材であったと考えられ
る。したがって、災害応援者は、被災地の復旧復興のた

めになくてはならない存在であり、災害をきっかけとし

て被災地で仕事をすることになった人たちである。彼ら
の支援活動ができるだけ継続すれば安定的な復興につな

がるであろうし、さらに、彼らが被災地で定住するよう

になれば、被災地の人口減少に少しでも歯止めをかけ、
地域の活性化に寄与するのではないかと考えられる。 

そこで本研究は、被災地で活動する災害応援者を対象

に、支援活動の継続や定住への意思を探り、これらを実

現するための知見を得ることを目的とする。 

（２）既存研究 
地方都市の UJI ターンや移住に関する研究は多くの蓄

積がある。吉川（１）は、1962 年に遡って移住に関する歴

史的変遷を明らかにしている。阿部ら（２）や鈴木ら（３）は、

UJI ターン支援策や受け入れ態勢が人口移動に影響を及

ぼすことを明らかにした。これらの研究は、災害応援者

が支援活動を継続したり、定住につなげたりすることを
目指す被災自治体の政策に参考にはなるが、移住政策を

立案する行政の視点での観察となっている。藤本（４）は、
自らの支援員としての経験をもとに支援する人材の役割

と、受け入れ側の制度設計、運用について考察している

が被災地の事例ではない。佐藤ら（５）は、地方への移住可
能性について、移住者の選好のパターン化を試みている

が、東京都内在住者のみを対象としており、移住先を被

災地に限定している訳ではない。 

 一方、東日本大震災の復興支援に関する事例報告や調

査研究は、次第に蓄積されつつある。浅川（６）は、大学組

織が行った特定の地域への支援活動を評価している。平

野ら（７）は、「地域サポートセンター」の取り組みから、

自立支援の条件となる地域支援のあり方を論じている。

これらは、組織的な取り組みを実証によって明らかにし

たものであり、本研究のような災害応援者が支援活動を

継続したり、さらに定住につなげたりする視点で彼らの

意識を調査した研究は管見の限りでは見当たらない。 
（３）研究手法 

 本研究では、災害応援者を対象に、活動継続への希望

の有無や、その場合の条件、また、被災地に引き続き定
住する意思や、その場合の条件などについて、アンケー

ト調査を実施した。対象は、被災 3 県の中で、大都市圏
から最も離れた岩手県で支援活動に携わる90名を対象と

した。回答者数は50名（回答率55.6％）であった。調査

は、2014年 8月に実施し、岩手県内の災害応援者が持つ
ネットワークや岩手県庁の担当部署の協力を得て、電子

メールを用いて実施した。 
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２．人材派遣制度 

（１）一般的な人材派遣制度 

 「地方から都市」への人口移動は、1970 年代には鈍化
し、逆に「都市から地方」への人口移動をUターンとい

う概念で表現されるようになり、その後 Jターン、Iター

ンとともに定着していった。このような動きを地域の活
性化に結びつけようと、農林水産省が「将来効率的かつ

安定的な農業経営の担い手に発展するような青年並びに
青年以外の者で近代的な農業経営を担当するのにふさわ

しい者となるために活用できる知識及び技能を有する者

（略）の就農の促進を図る」政策を打ち出した２）。 
 また、総務省は、「集落支援員」、「地域おこし協力隊」

の制度を実施ており、派遣される人員数や受け入れる自
治体数も年 増々加している（図１３））。 
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図１ 人材派遣制度の実績 

（２）被災地への人材派遣制度 
 災害応援者は、様々な人が多様な役割で支援にあたっ

ている。休日を利用した自主的なボランティア、各種経

済団体からの専門家派遣、企業からの人材派遣、自治体
からの職員派遣などが一般に知られている。しかし、こ

れらはいずれも決められた任期が来れば元の職場に戻っ
ていくことが前提となっている。一方、国（総務省）、民

間（日本財団など）が実施している派遣制度がある。こ

れらの制度も一定の任期が設定されているが、派遣され
る災害応援者には、前職を辞めるなど仕事を持たずに支

援活動に参加する人も少なくない。 
（３）被災地への人材派遣の実績 

総務省の制度は「復興支援員」であり、一方、民間の

主な制度は、NPO 法人 ETIC.の制度である「右腕プログ
ラム」及び一般社団法人RCF復興支援チームの取り組み

がある。復興支援員制度による派遣実績は、21 団体（3
県 18 市町村）452 名（平成 26 年度）４）で、右腕プログ

ラムでは、参加人数 201人、プロジェクト数111件（2011
年 5月から 2013年 5月）５）となっている。また、一般社
団法人RCF復興支援チーム６）も一定の実績をあげている。 
 
３．アンケート結果からみえる災害応援者の実態 

 アンケートでは、災害応援者の属性、支援活動のきっ

かけ、活用した派遣制度、前職との関係、災害支援者同

士の交流の有無、支援活動の継続や支援地域での定住の

意思などについて調査した。その内容を表1に示した。 

表１ 調査内容 

1 回答者の属性

2 支援活動のきっかけ

3 制度の活用と任期

4 前職との関係

5 災害応援者同士の交流

6 支援活動の継続への希望の有無

7 支援活動が継続できる条件

8 被災地で定住する希望の有無

9 定住するための条件  
（１）災害応援者の属性 
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図２ 調査対象者の年齢（ｎ=50） 
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図３ 調査対象者の出身地（ｎ=50） 

アンケートに回答した災害応援者の年齢（図2）は、20
代が 46%、30代が 36%で、20代と 30代を合わせると82%
となり、若い世代が多い。性別は、男性 58%、女性 42%
と男性がやや多い。出身地（図 3）では、アンケート対象

とした岩手県出身者は 30%、同じ被災地の宮城県出身者

8%、福島県出身者はいなかった。被災3県以外の東北出
身者は 8%（青森県 6%、山形県 2%）だった。これら以

外の 54%が東北以外の出身で、具体的には、東京都10%、

愛知県 10%、静岡県 8%、神奈川県 6%、大阪府 6%、兵
庫県 4%、岐阜県 2%、京都府 2%、高知県 2%、福岡県 2%
となっており、災害応援者として広範囲から参加してい
ることがわかった。 
（２）支援活動のきっかけ 

 災害応援者が支援活動を行うこととなったきっかけ
（図 4）は、「出身地だから」10件、「親戚などの地縁性」

7 件、「ボランティアの延長」9 件であった。その他のき
っかけを大別すると、「知人の紹介」3件、「募集案件と自

分の経験がマッチした」3件、「被災前からの仕事の延長」

3件、「被災地の復興に携わりたかった」12件となってい
る。 
支援活動のきっかけは、出身地との関係以外にも、自
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分のスキルを役立てたい、職種を問わず復興にかかわり
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図４ 支援活動のきっかけ（複数回答） 

（３）制度の活用と任期の有無 

復興支援員制度

42%

右腕プログラム

32%

WORK FOR 東北

8%

企業派遣

6%

制度未利用

12%

 
図５ 活用された支援制度（ｎ=50） 

 制度を活用した人は88%、活用しない人は12%だった。
活用された具体的な制度（図5）は、「復興支援員」42%、

「右腕プログラム」32%、「WORK FOR 東北」8%、「経
団連など企業から」6%であった。この結果からは、公共

セクターである復興支援員と民間セクターである右腕プ

ログラム活用が74%と大半を占めていた。 
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図６ 支援活動の任期（ｎ=50） 

 任期の有無は、有と答えた人は 88%で、制度を活用し

た人 88%と同じ結果であったが、具体的な期間（図 6）
をみると、3年以上 5 年未満が 44%と最も多くなってい

る。これは、復興支援員の任期の設定が、最低 1 年から
最長 5 年までとされており、随時延長することもできる

ため、何年活動するかが不確定であるためと考えられる。 
（４）前職との関係 

 本研究は、災害応援者の支援活動の継続やその先の定

住の可能性に着目している。その場合に問題となるのは、

支援制度が持つ任期や災害応援者自身の前職との関係で

あろう。したがって、災害応援者がどのような立場で支

援活動に参加しているのかを知ることが重要となる。 
 アンケートの結果、支援活動に参加する際に前の仕事
を辞めた人は 64%、元々仕事についていなかった人は

16%であった。82%の人が仕事を持たずに支援活動に携わ

っていることになる（図 7）。この人たちは支援活動を継
続したり、定住につなげたりする対象に位置づけること

ができる。 
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図７ 支援活動と前職との関係（ｎ=50） 

（５）災害応援者同士の交流 
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図８ 災害応援者同士の交流頻度（ｎ=50） 
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図９ 交流の目的（複数回答） 

次に、災害応援者は、不慣れな土地で不慣れな状況で

仕事に携わっていると思われるため、災害応援者同士の
交流について聞いた。交流の頻度（図 8）は、頻繁にある

（2週間に 1回以上）52%、時々ある（１ヶ月に１回程度）
34%となっている。災害応援者の 86%が積極的に交流を

図っていることがわかる。交流する目的（図 9）は、「仕

事以外のことも含めた友人としての交流」が33件と最も
多く、「仕事に関する意見交換」31件、「お互いのイベン

トなどへの参加」31件などの仕事目的の理由を上回った。 
 この回答内容からは、災害応援者は互いに交流してネ
ットワークを構築しようとしていることが伺える。一方、

交流がない理由として、「必要がない」という回答は1件

- 3 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.15, 2016 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.15, May, 2016 

 

 

 

のみで、「多忙なので時間がない」「きっかけがない」な

ど仮に交流をしたくてもできないことを訴える回答が目

立った。 
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図１０ 交流が必要な理由（複数回答） 

 さらに、交流の必要性では、「とても思う」62%、「ま

あまあ思う」30%で、92%が交流の必要性を感じている。
その理由（図 10）としては、「活動の内容が違っても協力

して何かできると思うから」35件、「他の地域の同じ内容

の活動とは連携する必要性を感じるから」26件、「他地域
の状況や情報を知りたいから」25 件と、支援活動の充実

につなげようとする理由が目立つ。一方、「悩みを共有で
きる仲間が必要だから」31件、「１人での活動に限界を感

じるから」25件と、仲間を求める理由も多くみられた。 
（６）支援活動の継続への希望の有無 
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図１１ 支援活動の継続希望の有無（ｎ=50） 

支援活動を任期満了後も継続したいと思うか否かにつ
いては（図 11）、「継続したいと思う」24%、「どちらかと

いえば思う」16%を合わせると、40%が支援活動の継続を

希望している。一方、「継続したいと思わない」20%、「ど
ちらかといえば思わない」6%を合わせると、26%が支援

活動の継続を希望していない。また、「わからない」とい
う回答が 22%あった。支援活動の継続の希望の有無につ

いては、希望する人が希望しない人を上回った。 
次に、実際に災害応援者自身の実情に照らして、支援

活動を継続する可能性の有無について聞いた（図12）。「可

能性がある」24%、「どちらかといえばある」12%を合わ
せると、36%が支援活動を継続する可能性があると答え

た。一方、「可能性がない」20%、「どちらかといえばな

い」14%を合わせると、34%が支援活動を継続する可能性
がないと答えた。この結果は、支援活動の継続を希望す

るか否かの結果と酷似しており、支援活動の継続を希望

する人は、周囲の条件を踏まえてそう考えているものと

推察される。 
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図１２ 支援活動を継続する可能性（ｎ=50） 
（７）支援活動を継続できる条件 
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図１３ 支援活動を継続できる理由（複数回答） 

 支援活動を継続する可能性があるとした回答者を対象
に、その理由を聞いた（図13）。「活動拠点（組織）の理

解がある」13件、「契約上、可能である」6件、「活動拠

点（組織）の財政状況が安定している」5件などと勤務先
の状況が理由となっている。このことが、「活動にやりが

いを感じるから」10件、「さらにやりたい活動がある」7
件などの支援活動のモチベーションにつながっているも

のと考えられる。また、「安定した収入を確保できる」3
件、「住む場所を確保できる」2件と、収入や住まいを理
由とする回答は少なかった。 
さらに、支援活動を継続する場合の条件について聞い

た（図14）。「活動にやりがいを感じる」36件、「活動拠

点（組織）の理解がある」30件、「良好な人間関係が構築

できる」33件、「さらにやりたい活動がある」23件など、
モチベーションや人間関係を重視する一方、「安定した収

入を確保できる」30件、「住む場所を確保できる」23件
など、安定した生活環境を条件とする回答も多かった。 
 したがって、支援活動を継続する条件としては、やり

がいなどモチベーションを追及する環境に加えて、収入
や住まいなど安定した生活設計のできる環境を求めてい

る。 
 なお、支援活動を継続できない理由としては、「契約上、
不可能だから」が9件と最も多かった。支援制度に任期

があることはやむを得ないが、これは、任期終了後の制
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度設計が必要であることを示唆していると思われる。 
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図１４ 支援活動を継続する場合の条件（複数回答） 
（８）被災地での定住に関する希望の有無 
 支援活動を行っている被災地に定住したいと思うか否

かについて聞いたところ、「思う」20%、「どちらかとい

えば思う」14%に対して、「どちらかといえば思わない」
42%だった。「被災地に定住したくないが」、「定住したい」

を上回る結果となった。  
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図１５ 継続意識と定住意識との関係 

 次に、任期終了後に支援活動の継続への意思と定住へ

の意思との関係を図 15 に示した。定住したいと「思う」
「どちらかといえば思う」を合わせた割合が、支援活動

を継続したいと「思わない」又は「わからない」に対し
て、それぞれ約30%あった。 
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図１６ 定住意識と定住支援の有無との関係 
また、定住したいと「思わない」「わからない」という

回答のうち、被災地に「定住支援があれば定住したい」

という回答が50%以上あった（図16）。 

以上から、支援活動の継続への希望の有無に関わらず、

被災地への定住ニーズが存在すると考えられる。支援活

動の継続にかかわらず、被災地に定住を考える人が存在

することが明らかになったことは、自治体にとっては定

住政策を立案していく上で明るい材料であるといえる。 
（９）被災地で定住するための条件 

災害応援者が、支援活動の任期満了後に定住するため

に必要な条件を整理した（図 17）。自由記述での回答を
求めたところ、その条件としては、「仕事の確保」「住居

の確保」「安定した収入」「地域コミュニティの受け入れ
体制」に集約することができた。そのほかには、「交通手

段（車）の確保」「ライフプラン（結婚、出産、親の介護

等）に対応できる制度」「UＩターン者と地域の事業者と
のマッチング支援」「UIターン者同士のネットワーク形成

支援」などの項目があった。 

これらは、彼らの定住が自然発生的に促進されること

はそれほど期待できないと考えられる中で、地域の特性

を生かした形で定住政策に必要な視点を示唆していると

考えられる。 
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図１７ 定住の条件（複数回答） 

（10）アンケート結果からの考察 

アンケート結果を考察する上で、「復興支援員」と同じ

ような制度である「地域おこし協力隊」の実績を参照し

たい７）。その実績によれば、隊員の年齢は 20 代から 30

代が 77%（H23）及び 80%（H25)、男女比は、男 78%、

女 22%（H23）及び男 65%、女 35%（H25）となってい

る。一方、本研究のアンケート結果（年齢 20 代から 30

代が 82%、男 58%、女 42%）は、地域おこし協力隊の実

績とよく似ている。また、出身地は全国に広がっている

とともに、支援活動のきっかけには多様性があり、地縁

に起因するものは限られていた。これらより、本研究の

アンケート結果は、岩手県の災害応援者全体を代表して

いると考えられる。 

 前職との関係では、前職を辞めて或いは仕事を持たず

に支援活動に参加している人が 80%存在した。これは、

前職に戻ることが前提となっている企業や自治体からの

派遣との大きな違いといえる。任期満了後に前職に戻る

必要がない災害応援者は、支援活動の任期満了後も被災

地に残ることや被災地に定住することにつながることが

期待できる。 
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災害応援者同士の交流では、積極的に交流する姿や交

流が必要であるという強い意識が見受けられた。「交流が

必要」とする理由は、支援活動の充実と仲間づくりが２

つの大きな理由であった。支援活動の継続については、

40%が継続を希望している一方で、26%が希望せず、22%

がわからないと回答したことから、支援活動の継続ニー

ズに応えられる政策立案が必要となろう。 

定住に関しては、定住したいと「思わない」42%が、「思

う」34%を上回った。しかし、支援活動の継続との関係

をみると、継続の希望の有無に関係なく定住を希望する

人が存在した。また、被災地に定住するための支援制度

があれば、より一層定住を希望する人が増える傾向があ

った。 

以上より、一定の被災地への定住ニーズが存在し、「仕

事」「住まい」「収入」「地域の受け入れ体制」「災害応援

者同士の交流」「事業者とのマッチング」などへの支援制

度が定住政策に必要なことが明らかとなった。 

 

４．まとめ 

 本研究では、災害応援者の年齢が若く、前職を持たな

い人が全国から集まってきていることがわかった。災害

応援者は、被災地の人材不足を補う必要な人材であり、

支援活動が被災地との「縁」となった。被災地では、こ

の縁を持続可能な復興のために活かすことが求められて

いる。それが、支援活動の任期満了後の継続に向けた制

度設計であり、またその延長にある定住に向けた支援施

策の立案及び拡充であろう。 

また、本研究では、支援活動とは別に定住ニーズが存

在することも明らかになった。被災地には、風光明媚で

環境が良く、食べ物が美味しいなど地域固有の魅力があ

る。これらが災害応援者に支援活動が縁となって伝わっ

たのかもしれない。一方で、被災地の自治体では、いま

だに仮設住宅が解消されないなど目の前の復興作業に追

われている。支援活動の継続や定住に関する新たな政策

を立案することは、マンパワー不足などによる困難も予

想される。しかし、地域おこし協力隊では、約６割が定

住につながっている。地域の活性化のために派遣された

人材が、任期満了後に地域に定住する実績はすでにある。

東日本大震災の被災地とは条件は異なろうが、ベースと

なる仕組みは参考にできるのではないだろうか。 

本研究では、被災地で支援活動に従事する災害応援者

を対象に調査を実施したが、被災自治体の意向について

は確認ができていない。一部の被災自治体では、定住の

ための支援制度が存在するようであるが、今後は、改め

て被災自治体のおかれている環境を知ることが必要とな

る。 
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【補注】 
１） 被災 3県には、これまで延べ人数で、ボランティア1,419,700
人（H27.1.31現在）、都道府県の職員1,643人（H27.3.30現在）、

790市及び23区の職員2,796人（H27.3.1現在）が関わってきた。

（全国知事会、全国市長会、社会福法人全国社会福祉協議会の

WEB ページを閲覧（2015.4.25）） 
２）平成7年2月15日付けで、農林水産事務次官から、各地方農政

局長及び沖縄総合事務局長あてに、「青年等の就農促進のための資

金の貸付け等に関する特別措置法の施行について」7農蚕第948
号が通知された。

http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000668.html, 最終閲覧

日：2015.4.26 
３) 総務省WEBページの情報をもとに筆者作成。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02g
yosei08_03000066.html, 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/bun
ken_kaikaku/02gyosei08_03000070.html,最終閲覧日：2015.4.26 

４）総務省WEBページ、

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02g
yosei08_03000067.html,最終閲覧日：2015.4.25 

５） NPO 法人ETIC.WEBページ,http://michinokushigoto.jp/,最終

閲覧日：2015.4.26 
６）一般社団法人RCF復興支援チームWEBページ, 

http://rcf311.com/project/,最終閲覧日：2015.4.26 
７）総務省は、平成23年度（n=100）及び平成25年度（n=366）に隊

員を対象にアンケートを実施している。 
「平成23年度地域おこし協力隊の任期終了に係るアンケート結

果」http://www.soumu.go.jp/main_content/000155098.pdf,  
「平成25年度地域おこし協力隊の定住状況等に係るアンケート

結果,」http://www.soumu.go.jp/main_content/000274320.pdf, 
最終閲覧日：2015.4.26 
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