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In this study, we analyzed what kind of community was involved in the disposal of disaster waste caused by the Great 

East Japan Earthquake. For this purpose, we first conducted a questionnaire survey on community situation and 

disaster waste disposal. Then, by using the result of questionnaire, we analyzed what kinds of community situations 

are progressing disaster waste disposal smoothly, and what kind of measures are available to raise the community's 

power. 
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1. はじめに  

2011年3月11日に起こった東日本大震災により，我が国は大

きな被害を受けた．地震だけではなく津波の影響もあり，大量の

災害廃棄物が発生した．地震によって建物が倒壊し莫大な人的被

害を被った上に，津波に襲われその被害はより一層大きくなった．

環境省によると，津波堆積物を除く災害廃棄物の発生量は，全体

で約2,000万トンであると公表している 1)．この災害廃棄物量は，

岩手県では一般廃棄物の約9年分，宮城県の約14年分，福島県

の約3年分に相当する量である1)．災害廃棄物の処理が遅れると，

衛生問題や火災の発生，復興の妨げになることが考えられる 2)．

我が国では，近代以降，多くの地震災害が起きており，今では東

海・南海・東南海地震が連続して発生する南海トラフ巨大地震が

懸念されている．中央防災会議では，南海トラフ巨大地震が発生

した場合，災害廃棄物の発生量は最大で約 25,000 万トンと想定

しており，これは東日本大震災による災害廃棄物発生量の12倍

以上に相当する 3)．環境省は，今後の対策として，「大規模災害

発生時における災害廃棄物対策検討委員会」4)を設置している．

委員会が掲げる事前に備えるべき目標には「大規模災害発生後で

あっても，地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備

する」4)との記載があり，行政の力はもちろんだが，迅速に再建・

回復させるためにはコミュニティの力が不可欠であると考えら

れる．そこで東日本大震災時に災害廃棄物処理にどのようなステ

ークホルダーが関与したか，その背景も含め把握することが重要

である． 

先行研究として，阪神大震災以降コミュニティと防災ネットワ

ークの関係性や，地域防災力に関する様々な調査・研究が行われ

てきた．特に，東日本大震災が起こったことにより，近年では災

害について多くの研究が行われている．日本防火・危機管理促進

協会（2012）5)では特定被災地域を除く全国の市町村役場を対象

にアンケート調査を行い，地域防災の有効性と課題を検討してい

る．山下ら（2010）6)は長野県岡谷市を対象に，公助については

市町村役場，自助共助については住民を対象にアンケート調査を

行い，自助・共助・公助の3つの側面の連携という観点から地域

の総合的な防災力について考察している．自助とは，自分の命は

自分で守る，自分のことは自分で助ける・なんとかするという意

味であり，防災の基本とされている．一方で，共助とは，防災の

基本は自助だが，自分でできることには限界があるため，自分や

小さな共助である家族だけではなく，町内会や自治会などの小さ

な地域コミュニティ単位で，防災としての助け合いの体制を構築

する，また災害発生時に実際に助け合うことを意味している．自

助・共助という言葉と共に使われるのが公助である．公助は，国

や地方公共団体が減災のために行う避難所の指定，公園などの一

時避難場所の整備，建物の耐震化工事に対する助成金の支給，災

害情報の周知・徹底などの防災活動や災害発生時の役場，自衛隊，

消防署，警察署などによる救助活動，避難所開設，救援物資の支

給，仮設住宅の建設などの公的な対応を指す 7)．内閣府防災担当

（2013）8)は，全国を対象に東日本大震災における共助による支

援活動に関するアンケート調査を，支援側及び受援側に分けて行

った．このアンケート結果をもとに，東日本大震災における支援

の実態を検証し，共助による支援活動の裾野を広げていくための

課題等について検討した．既存研究では比較的狭い地域を対象に

アンケート調査を行い，調査対象を住民とした研究が多くある．

行政を対象とした研究も存在するが災害時のこと，またこれから

の対策について地域ごとに比較するような研究事例は多いとは

言えない．そこで本研究では，自治会・町内会の情報，災害時に

おいて自治体がコミュニティに期待することについて全国の市

町村を対象にアンケート調査を行った．また東日本大震災の被害

が大きかったと考えられる太平洋側7県（青森県・岩手県・宮城

県・福島県・栃木県・茨城県・千葉県，以下東北と称す）を対象

に災害廃棄物についてのアンケート調査を行った． 
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【表-2】説明変数 

説明変数 条件 

自治会・町内会加入世帯割合(％) 近所付き合いの有無 

年齢割合（％） 経験値の違い 

就業者構造割合（％） 野外での活動量の違い 

最終学歴(人) 転出の可能性・情報量の違い 

犯罪認知件数（件） 地域特性の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このアンケート調査の結果から，東日本大震災における災害廃

棄物処理の実態を把握し，どのようなコミュニティの状況であれ

ば災害廃棄物処理が円滑に進むのかを検討する．また，災害経験

の有無などから地域ごとに比較し分析することで，コミュニティ

の力を高めるためにはどのような方策があるのかを考察し，最終

的に災害に強いまちづくりのあり方等について検討する． 

 

2. アンケート 

2-1. アンケート概要 

 全国の自治体1,742市町村を対象に2015年6月27日～8月31

日の期間で，自治会・町内会の実態を把握するため，自治会・町

内会への加入世帯状況，災害・復興時のコミュニティに期待する

こと（自由記述）についてアンケート調査した．また災害廃棄物

の処理とコミュニティの関係を分析するため，東北の自治体290

市町村を対象に東日本大震災による災害廃棄物の実態について

アンケート調査を行った．発生した災害廃棄物量は，住民が処理

施設に直接搬入した災害廃棄物量と住民が仮置き場に搬入した

災害廃棄物量という2つの項目に分けて調査した．アンケート概

要を表-1に示す． 

 

2-2. アンケート結果 

全国を対象としたアンケート調査では，1,742市町村のうち578

市町村からアンケート結果を得た．回収率は約 33％である．回

収した578市町村の内訳は図-1の通りである．  

東北を対象としたアンケート調査では，東北290市町村のうち

96市町村から回答を得た．回収した96市町村の内訳は図-2の通

りである．  

 

 

 

3. 分析方法 

3-1. 各自治体の災害廃棄物量と特徴 

3-1-1. 搬入量算出方法 

住民が処理施設に直接搬入した災害廃棄物量と住民が仮置き

場に搬入した災害廃棄物量という 2 つの項目に分けてアンケー

ト調査を行ったため，これらの合計を本研究では災害廃棄物量と

する（式（1））． 

 

災害廃棄物量（t）= 住民が処理施設に直接搬入した災害廃棄物

量（t）＋住民が仮置き場に搬入した災害廃棄物量（t）        （1） 

 

また，この災害廃棄物量と2013年9月1日現在の住宅被害数

9)を用いて，式（2）のように倒壊した住家一棟あたりどれだけの

災害廃棄物が住民により処理場・仮置き場まで搬入されたのか市

町村ごとに算出した．以下，この値を搬入量として使用する．  

 

3-1-2. 自治体の特徴 

 どのようなコミュニティの条件であれば災害廃棄物を円滑に

処理することができるのか分析するために，表-2 に示すデータ

を使用してコミュニティの特徴を表す変数を算出し分析に使用

する．自治会・町内会の加入世帯数はアンケート調査より得た結

果を使用する．災害廃棄物を円滑に処理することが可能となると

想定される条件を仮定し，それに基づき説明変数を決定する．ま

ず，近所付き合いが活発であれば顔見知りの住民が多く，災害が

起きたとき住民同士の助け合いが生まれるのではないかと考え

られることから，近所付き合いを表す変数として自治会・町内会

への加入世帯割合を使用する．他にも年齢による経験値の違いが

まちへの愛着や復興活動への積極性に繋がると仮定し，年齢割合

という説明変数を使用する．さらに，職種による野外での活動量

の違い，転出転入の可能性や情報量の違い，地域特性の違いが廃

棄物処理を円滑に行うことができるのかといったことに関連す

るコミュニティの条件を仮定し，それぞれ年齢割合・就業者構造

割合・最終学歴・犯罪認知件数という説明変数を使用して分析す

ることとする．自治会・町内会への加入世帯割合・最終学歴割合・

刑法犯認知件数は式（3）～（5）のように算出し，年齢割合と就

業者構造割合は国勢調査のデータ10)を使用する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表-1】アンケート概要 

調査期間 対象 アンケート項目 

2015年 

6月27日～8月31日 

全国 自治会・町内会への加入世帯数 

災害時コミュニティに期待すること 

東北 東日本大震災における災害廃棄物の発生量 

災害廃棄物を住民が搬入した手段 

 

搬入量（t/棟）=災害廃棄物量 / (全壊住家数+半壊住家数×0.5 

＋ 一部破損住家数×0.1)                            （2） 

 

【図-1】アンケート内訳（全国） 

 

北海道
11% 東北

10%

東北2
3%

関東
16%

中部
19%

近畿
13%

中国
6%

四国
7%

九州
15% 青森

18%

岩手
13%

宮城
8%

福島
20%

栃木
6%

茨城
18%

千葉
17%

【図-2】アンケート内訳（東北） 
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（3） 

 

（4） 

 

（5） 

【表-3】搬入量との関係 

 搬入量 

自治会・町内会への加入世帯割合 0.61 

15～64歳の人口割合 -0.61 

65歳以上の人口割合 0.44 

第1次産業者割合 0.15 

第2次産業者割合 -0.42 

最終学歴人口割合（高校・旧中） 0.47 

最終学歴人口割合（大学・大学院） 0.17 

刑法犯認知件数 -0.38 

 

自治会・町内会への加入世帯割合= 

自治会・町内会への加入世帯数/全世帯数 11)×100 

 

最終学歴割合=最終学歴人数 12) / 15歳以上の人口 11)×100 

 

刑法犯認知件数=刑法犯認知件数 12) / 全人口 11) 

 

式（3）～（5）のように自治会・町内会の特徴を表す説明変数

を市町村ごとに算出し使用する． 

 

3-1-3. 相関分析 

 式（2）により算出した搬入量と式（3）～（5）より算出した

コミュニティの特徴を使用し，相関分析を行い搬入量とコミュニ

ティの特徴にはどのような関係があるのか分析する．搬入量と加

入世帯割合の両方がわかる26市町村を対象に，どのような自治

体や地域のコミュニティの状況であれば災害廃棄物の処理が円

滑に進むのか検討する．ここで，各市町村の搬入量のばらつきが

大きいことから，自治会・町内会への加入世帯割合は10％ごと，

年齢割合・就業者割合は2％ごと，最終学歴人口割合（高校・旧

中）は3％，最終学歴人口割合（大学・大学院）は2％ごと，刑

法犯認知件数は0.002件ごとに区切り，それぞれ平均値を算出し

用いた． 

 

3-2. 自治体がコミュニティに期待すること 

全国を対象に行った「災害・復興時のコミュニティに期待する

こと」の自由記述式アンケート調査に対して回答があった 252

市町村を対象に，東北・東北以外と阪神（1995 年に発生した阪

神・淡路大震災の被害が大きかったとされる京都府・大阪府・兵

庫県・徳島県を阪神と定義する）の3つに分類・整理し特徴を分

析する．  

 

3-2-1. テキストマイニング 

テキストマイニングとは，文章（テキスト）から有益な情報を

発掘（マイニング）するための方法である．テキストマイニング

では，自然言語処理の手法を用いて文章を単語や句に分割し，単

語の出現頻度や単語間の関係を統計的に解析することにより，文

章から情報を抽出する 13)． 

本研究では，自由記述式アンケート調査「災害・復興時コミュ

ニティに期待すること」の結果を元に文章を単語や句に分割・カ

テゴリ化し，単語の出現頻度や単語間の結びつきなどを分析する

こととする．単語の結びつきは 3 つの地域ごとにカテゴリ Web

で表し，単語間の結びつきを丸（ノード）と線で表示する．この

カテゴリWeb をもとに，市町村が災害・復興時にコミュニティ

のどのような力に期待しているのか具体的に分析する．丸はノー

ドと呼び，ノードの大きさはカテゴリのレコード数に基づいた相

対的なサイズを表し，カテゴリ間の線の太さは重複している共通

のレコードの数を表す．カテゴリWeb の表示方法は，ノードが

円の円周上に配置され，同じ円形を描くため比較しやすいことか

らサークルレイアウトを使用する 13)．テキストマイニングを実

施するには，文章を分けるための自然言語解析を実行するソフト

が必要であるため，文書をカテゴリ化するためのソフトとして

IBM SPSS Text Analytics for Surveys4を使用し分析する． 

 

3-2-2. コレスポンデンス分析                                                                   

 コレスポンデンス分析は，単語の散布図と回答者の散布図が作

成されるので，視覚的に単語や回答者のグルーピングを行うこと

ができる 13)．一般的には 2 つの質的変数で構成されるデータ表

やクロス集計表に対して適用される．テキストマイニングにおい

ては，01型データ表に基づいて作られるクロス集計表や，01型

データ表そのものに対して適応される 13)．なお，扱うデータは

01 型のカテゴリデータでも，パーセンテージなどの実数でも，

複数選択形式（該当するものをいくつ選んでもよいという形式）

の質問で得られたデータ表の解析にも適用可能である 14)． 

本研究ではコレスポンデンス分析を用いて，災害・復興時のコ

ミュニティに期待することのアンケート結果をテキストマイニ

ングで分析し，得られた結果から言葉の出現度を01型データに

し，東北・東北以外・阪神の3つの地域に分け期待するコミュニ

ティ像と市町村の関係性を分析する．コレスポンデンス分析には

IBM SPSS Statistics24と IBM SPSS Categoriesを使用する．                                                                                                                                                     

 

4. 分析結果 

4-1. 災害廃棄物処理と自治体の特徴（相関分析） 

住民による搬入量の平均と各説明変数との関係性を表-3 に示

す．この表から搬入量と自治会・町内会への加入世帯割合は正の

相関を表していることが分かり，自治会・町内会への加入世帯割

合が高くなれば住民による搬入量も増えると考えられる． 自治

会・町内会の活動内容 15)は災害に強いまちづくり，きれいなま

ちづくり，安全・安心に暮らせるまちづくり，ふれあいのあるま

ちづくり，情報を共有するまちづくりなどが挙げられる．以上は

川崎市の自治会・町内会の活動事例 15)だが，他の地域でも自治

会・町内会に加入していると隣近所の人々と顔を合わせる機会が

多くなり，加入していない世帯と比べると近所付き合いが多くあ

るのではないかと考えられる．近所付き合いが増えることで，行

事などに参加し，まちへの愛着心が生まれ，近所の人々と協力し

て防災活動を行い，災害時も助け合い，復興に向けて協力するだ

ろうと推測される． 
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表-3から，搬入量と15～64歳の人口割合は負の相関を示し，

65 歳以上の人口割合と搬入量は正の相関を表している．衆議院

議員総選挙における年代別投票率（抽出）16)を見ると平成 26 年

に行われた第27回衆議院議員総選挙における20歳代の投票率が

32.6％であるのに対して，60歳代の投票率は68.3％，また70歳

代の投票率は59.5％と，65歳以上の投票率は20歳代の投票率と

比べて高い（全体の投票率は52.7％）． 20歳代～50歳代の投票

率の平均が 46.2%であるのに対して，60歳代～70歳代以上の投

票率の平均は63.9%と約18%の差がある．よって15～64歳の人

と比べて65歳以上の人は，社会や身の回りの環境に関心がある

と言える．また，身の回りで起きていることに関心を持っている

と，復興に欠かせない災害廃棄物の処理にも関心を示し協力的で

はないかと推察される． 

表-3から，搬入量と第1次産業者の割合は正の相関を示し，搬

入量と第2次産業者の割合は負の相関を示している．第1次産業

とは農業・林業・漁業であり，第2次産業とは鉱業・採石業・砂

利採取業・建設業・製造業である 17)．第 1 次産業は地域に根付

いた産業であり，家の近くや地域の中で仕事をすることが多いと

推測されるため比較的地域に愛着心があり，共助の精神を持って

いるのではないかと推測される．また第2次産業は，第1次産業

に比べると家の近くや地域の中だけではなく，広い範囲を対象に

仕事をしている傾向があるため，地域で過ごす時間に差が生じる

のではないかと考えられる．このことから，第1次産業者のほう

が比較的地域のことに関心があり，またどちらかと言うと協力的

ではないかと推測される． 

表-3から，搬入量と最終学歴人口の割合（大学・大学院）は正

の相関を表し，同様に搬入量と最終学歴人口の割合（高校・旧中）

も正の相関を示している．ただし，相関係数を見ると，最終学歴

人口の割合（高校・旧中）の方が最終学歴人口の割合（大学・大

学院）より高い．一般的に最終学歴が高くなるほど，生涯移動率

が高くなる傾向にある 18)．これは，最終学歴が高くなるほど，

進学や就職によって生まれ育った場所を離れる可能性が高まる

からである．移動率が高いということは転出率が高くなり，1つ

の場所に留まる確率が下がる．よって最終学歴が高くなるほどそ

の土地に留まる期間が短いことから，地域への愛着が薄れてしま

うのではないかと推測される． 

表-3から，搬入量と刑法犯認知件数は負の相関であることから，

刑法犯認知件数が減ると搬入量が増える傾向にあることを示し

ている．刑法犯認知件数とは，警察等捜査機関によって犯罪の発

生が認知された件数をいう19)．ここで示す刑法犯罪認知件数は，

住民1人当たりの市町村別刑法犯認知件数としている．刑法犯認

知件数は，平成8年から毎年戦後最多を記録し14年には369万

3,928件にまで達したが，15年に減少に転じて以降，年々減少し，

26年は176万2,912件（前年比15万5，017件（8.1％）減）で

あった 19)．これは地域住民・企業・地方公共団体・警察その他

の関係機関が連携して各種の犯罪対策を展開したことが貢献し

たものと考えられる 20)．減少理由としては地域住民によるパト

ロールなどが挙げられ，刑法犯認知件数減少運動を通して地域住

民が知り合い，結束し近所付き合いが生まれることが考えられる．

また刑法犯認知件数が少ないということは，地域に目が行き届い

ているとも言える．周りの人々と密接に関わりあっていれば，犯

罪も防ぐことができると推測される．以上のことから刑法犯認知

件数が少ないコミュニティは，近所付き合いが比較的密接であり

周りの環境に敏感であり，他方，刑法犯認知件数の多いコミュニ

ティは近所付き合いが少なく周りの環境に関心が薄いと考えら

れ，まちの復興にも積極的な関与が期待できないと考えられる． 

 

4-2. 自治体がコミュニティに期待すること  

全国を対象に行った自由記述型アンケート「災害・復興時のコ

ミュニティに期待すること」をもとに，近年大きな災害を経験し

た東北・阪神と，東北阪神以外の3つに分けて市町村がコミュニ

ティに期待することを地域別に分析した． 

アンケート結果から，東北や阪神のように大きな災害を経験し

ている地域を中心に“災害時は役所なども被災しており，迅速に

対応できないことが考えられる”という回答や“市町村の力には

限界があるため，コミュニティの力が必要”という回答など，市

町村だけでは対応できないという回答が多く見られた．そこで， 

テキストマイニングとコレスポンデンス分析を行い，具体的にコ

ミュニティのどのような力に期待しているのか分析した． 

 

4-2-1. 期待するコミュニティ像（テキストマイニング） 

図-3に，災害・復興時にコミュニティに期待すること（東北）

を示す．カテゴリ間の線の太さから，自助と共助の結びつきが一

番強いことがわかる．アンケートの結果からは，自助と共助の両

方の力に期待する市町村が多く見られた．これらは東日本大震災

時に市町村役場など公的な機関も被災しているため，すぐに救助

や対策を立てることが出来なかったとの回答が多くあり，公助の

出現頻度が低く自助と共助の結びつきが一番強くなったのでは

ないかと推察される．防災に着目すると，自主防災組織・自治会・

コミュニティ・自助と強く結びついていることから，自主防災組

織や自治会，コミュニティなどの組織と共に防災を考える必要性

があることを示していると考えられる．また市町村は防災につい

て自助の力に期待していることから，個人の蓄えが必要であると

考えていると読み取れる．災害に着目すると共助と強く結びつい

ていることから，災害が発生すると個人の力だけではなく周りと

の協力，すなわち共助の力が重要になるのではないかと考えられ

る．また災害と自助の結びつきは弱いことからも，防災時には個

人の蓄えが重視され災害が起きてからは 1 人ではできないこと

も多くあると考えられることから，共助の力に期待しているので

はないかと推察される． 

東北は東日本大震災という大きな災害の被害を多く受けたた

め，市町村の期待するコミュニティ像が明確である．また，東北

の市町村の期待するコミュニティ像は，おおむね似ていることも

自由記述アンケート結果からわかった． 

図-4に，災害・復興時コミュニティに期待すること（阪神）を

示す．こちらも東北と同じく自助と共助の結びつきが一番強いこ

とがわかる．防災に着目すると地域やコミュニティなどの組織と

強く結びついている点は東北と同じだが，自助とは結びつかず共 
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助と結びつくという異なる点も挙げられる．地域やコミュニティ

などの組織と共に防災を考える必要性があり，共助の力に期待し

ていることから地域やコミュニティ単位での防災活動に期待し

ていることが読み取れる．災害に着目すると，東北とは異なり共

助ではなく自助と強く結びついていることがわかった．また東北

では見られなかったが，災害と防災も結びついている点が特徴的

である．日頃から防災活動に努め，災害が起こったときには自助

の力に期待していると考えることができる． 

以上のことから自助・共助の力に一番期待している点は東北と

同じだが，防災や災害に着目してみると同じ点もあるが異なる点

もあることがわかった．阪神・淡路大震災の経験から，災害時は

市町村も被災しており機能しないことが考えられるため自分た

ちの力で初期活動をしてほしいという意見がアンケートの中か

らみられ，このような意見によって災害が共助ではなく自助と結

びついたとも考えられる． 

図-5に，災害・復興時コミュニティに期待すること（東北阪神

以外）を示す．東北阪神以外は，東北・阪神とは異なり，自助と

共助よりも地域と災害が一番強く結びついている結果となった．

防災に着目すると，地域や自主防災組織と結びつく点は東北・阪

神と同様であり（東北・阪神はその一方のみに結びつく），全国

的に防災に関しては地域・コミュニティ・自主防災組織などと連

携して防災活動を広げる必要性があると考えていることが読み

取れる．また，防災と自助よりも防災と共助との結びつきが強く，

阪神と同様の結果となった．災害に着目してみると，地域・防災・

コミュニティと結びついており，東北・阪神は災害と自助・共助

の両方に結びついていたが，東北阪神以外ではどちらも結びつか

ない結果となった．以上のことから，東北阪神以外の回答からは

防災活動や災害の時に地域やコミュニティ内での協力を期待し

ていることが読み取れるものの，東北・阪神のように災害という

言葉と自助や共助という言葉は結びついていないことがわかっ

た．アンケート結果をみても，「地域の防災活動に期待する」や

「地域の協力が必要」など東北や阪神と比べて具体性のない回答

が多く見られ，大きな災害を経験しているかどうかが意識の差を

生み出していると推察される．この意識の差をどのように埋めて

いくのかが，災害に強いまちづくりを行っていく上で重要になる

と考えられる． 

 

4-2-2. コミュニティ像と自治体の関係（コレスポンデンス分析） 

図-6 は東北・阪神・東北阪神以外の 3 つの地域に分類し回答

者の散布図を作成したものに，東北・阪神で結びつきの強かった

自助・共助の言葉の散布図を重ね合わせグルーピングしたもので

ある．まず回答者の分布に着目すると，東北・阪神が似たような

分布を表し比較的まとまっているのに対し，東北阪神以外は広く

分布している傾向にあることがわかった．これは東北・阪神は似

たような回答が多く，東北阪神以外は様々な回答が存在すること

を意味している．コレスポンデンス分析は原点（0.0）の近くに

位置する行・列は特徴のない平均的なものであるため 21)，地域・

コミュニティ・自主防災組織・災害・防災は原点に近いことから

出現頻度が高いことを示している．自助・共助は他の言葉より出

現頻度は低いものの，テキストマイニングの結果より自助・共助

の結びつきは全国的に強いことが分かっている．これらは，コレ

スポンデンス分析の結果より近くに分布していることから，1市

町村の回答の中で自助か共助どちらかの力に期待する市町村よ

りも，自助・共助の2つの言葉を両方使っている市町村が多いこ

とを表している．また自助と共助を比べると共助の方がより回答

者分布の多い方（原点に近いところ）に位置していることから，

共助の力の方がより期待されていることがわかる．特に東北・阪

神は共助の周りに多く分布していることから，大きな災害の経験

から共助の力の大切さを感じていると推察される． 

 

5. おわりに 

本研究では，東日本大震災の災害廃棄物処理の実態を分析し，

町内会・自治会の加入率が高い，65 歳以上の人口割合が高い，

第1次産業人口割合が高い，最終学歴人口（旧中，高校）割合が

高いコミュニティは搬入量と正の相関が見られ，住民による災害

【図-3】 災害・復興時にコミュニティに期待すること（東北） 

【図-5】 災害・復興時にコミュニティに期待すること（東北阪神以外） 

【図-4】 災害・復興時にコミュニティに期待すること（阪神） 
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廃棄物の搬入量が増える傾向があることがわかった．また，刑法

犯認知件数が少なくなると搬入量が増える傾向などもみられた．

このことから，これらは周りの人々との関わりの機会や頻度を表

しており，人とコミュニティとの関係の深さが搬入量にある程度

関係すると推察される．以上のことから，近所付き合いが密であ

り，地域に愛着を持つ人々が多いコミュニティは災害廃棄物処理

が円滑に進むものと考えられる． 

市町村が考える災害・復興時のコミュニティに期待すること

からは，東北・阪神など大きな災害を経験している市町村は地域

やコミュニティの自助・共助に期待していることがわかった．ま

た大きな災害を経験していない東北阪神以外の市町村では防災

活動や災害の時に地域やコミュニティ内での協力を期待してい

るものの，東北・阪神のように災害という言葉と自助や共助とい

う言葉は結びついていないことがわかった．東北・阪神と東北阪

神以外では，災害経験の有無からコミュニティに対する意識の差

が生じていると考えられる．こうした意識の差を埋めることが，

災害に強いまちづくりにつながると思われる． 

東日本大震災の災害廃棄物処理からも，近所付き合いが復興

の手助けになったことがわかっており，市町村も自助・共助の力

に期待しているため，人とコミュニティの関係を促進させること

などが災害に強いまちづくりにおいて重要となると考えられる． 
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本稿は環境研究総合推進費の総合研究報告書 （2017）「環境研

究総合推進費補助金循環型社会形成推進研究事業（平成26年度

～平成28年度）「震災に伴う人工資本・自然資本ストックの損失

と対策の評価」（課題番号：3K143015）」に基づき加筆・修正を

行ったものである． 

【図-6】 地域別回答者分布 
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