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はじめに

　災害の概念は多様であるが、起因別に自然災害と人為災害の２つに大別される。自然災害

とは地震、台風、洪水、火山噴火、津波など「外部援助を必要とする大規模な環境破壊1」

のことである。一方、人為災害は、航空機事故、海難事故、爆発、化学物質による汚染、火

災など人の過失によって引き起こされる緊急事態を指す2。こうした自然災害及び人為災害

は古くから、多くの尊い人命と貴重な財産を奪ってきた。わが国においても、平成元年から

12年までの間に失われた人命は、自然災害だけでも7,000人を超えている3。とりわけ淡路島

北部から神戸市、芦屋市、西宮市などの阪神地域に壊滅的な打撃を与えた平成７年の阪神・

淡路大震災は、いまだ記憶に新しい。

　このように大きな被害を及ぼす災害に対して、自衛隊はこれまで都道府県知事等の要請に

応じて災害派遣を行い、被災者救助の主要な役割を担ってきたが、近年においては防災活動

や災害救援を目的とするNPO（以下、｢災害NPO」と略称｡）も設立され、独自の支援活動

を行う動きが出てきている。かかる災害救援に対する環境の変化の中で、自衛隊がより効率

的・効果的に災害派遣を行うには、これら災害NPOとの交流をも視野に入れた議論が重要

となってくる｡

　諸外国では軍隊と災害NPOは被災者の救助活動に非常に重要な役割を果たしており、両

者は防災体制と不可分の関係にある。わけてもNPOの先進国と呼ばれているアメリカでは、

ハリケーン、トルネード、地震、洪水、津波、火山噴火など各種の自然災害に対して、災害

NPOが連邦軍を含む行政機関と密接に連携しながら救助活動を行っている。本研究は、そ

うしたアメリカの災害NPOと連邦軍の関係をてがかりに、わが国における災害NPOと自衛

1  大泉光一『災害・環境危機管理論－企業の災害・環境リスク管理の理論と実践』晃洋書房、1995
年、８項。
2 人為災害に「戦争」を含めて論じられることもあるが、本稿では戦争による災害（戦災）を研究対
象にしていない。
3 国土庁編『平成12 年版防災白書』大蔵省印刷局、2000年、９項。
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隊の今後の交流は、いかにあるべきかを探るものである。考察にあたっては、まず日本の災

害NPOの概要と活動の実態を分析し、ついで1990年代に甚大な被害をもたらしたアメリカ

のハリケーン・アンドリューとノースリッジ地震の２つの事例から、災害NPOと連邦軍と

の協働・連携の状況を明らかにする｡  後段では、それらの検証結果を踏まえて、交流にあ

たっての基本的な考え方及び具体的な交流のあり方について若干の提言を付したい｡

１　わが国の災害救援活動の実際

（１）わが国の災害NPOの現状と課題

　旧経済企画庁は平成12年度に、市民活動団体等の実態を調査する目的で、都道府県や政

令指定都市などの協力を受けて、約８万8,000団体のNPOリストを作成した｡ わが国のNPO

総数については、行政と距離を置いて活動している市民活動団体も少なくないことから、正

確な統計値を得ることは困難とされているが、旧経済企画庁が把握したこの数値は、現在の

ところ、わが国のNPOの実態におおむね近いのではないかと考えられている｡ したがって

本稿では、主にこのデータを使用して、わが国の災害NPOの実状を探ってみたい｡

　しかしながら旧経済企画庁の調査は、環境保全、文化・芸術等の振興、国際協力、人権の

擁護・平和の推進などの幅広い分野のNPOを対象としているため、災害NPOの活動状況を

具体的に知るには制約がある｡そこで筆者が実施した災害NPOに対するアンケート調査をも

加味して4、わが国の災害NPOの状況、特に活動範囲、活動形態、活動開始時期、財政など

に焦点をあてて、その実態を推し測ることとする｡

　旧経済企画庁の調査データによると、わが国では保険・医療・福祉の分野、ことに高齢者

福祉の活動に関わる市民活動団体が最も多く、総数の約４割を占めている｡ これに対し災

害救援活動を目的とする団体は1.1％で、地域安全活動に携わる団体の1.8％と合算しても、

救助活動を直接行う団体はわずか３％弱にすぎずない5。このためわが国の災害NPOの実数

はそれほど多くないと言えなくもないが、かといってこの数値を根拠にわが国の災害NPO

4 わが国の災害NPOの実態を調べるために、過去に救助実績がある、または幅広い分野で救助活動を
目指している災害NPOの中から27団体を任意に選定し、アンケート調査を行ったところ、22団体か
ら回答が得られた。データの母数としては少ないものの、災害NPOの活動状況、自衛隊との交流に
対する意見、災害救援時での自衛隊に期待する支援内容、自衛隊と災害NPOとの役割分担など、彼
らの体験に基づく現実に即した貴重なデータが収集できた。記して謝意を表したい。
5 内閣府国民生活局編『2001年市民活動レポート』財務省印刷局、2001年、15-17項。
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の活動は低調であると主張することは注意を要する｡ というのは阪神・淡路大震災時に見

られたように救助活動の経験を持たない主婦、学生、会社員らが自主的な意思でボランティ

ア活動に参加するケースが、これまで縷々散見されたからである。

　災害NPOの活動範囲の特徴として、約８割の団体が「一つの区市町村の区域内」で活動

していることがあげられる6｡これは、防災や救助活動が災害NPO所在地近隣の住民参加を

前提にしており、ために地域性が色濃くあらわれたものと考えられる｡ ただしこの比率は、

旧経済企画庁の前調査（平成８年度）と比較すると徐々に低下してきており、災害NPOの

活動範囲は区市町村の区域を越えて全国規模に広がる傾向にある。

　ところで災害NPOの活動範囲が拡大することは、自衛隊に対して「顔の見えない」災害

NPOと、どのように連携するかという新たな問題を提起することになる｡その一例を陸上自

衛隊のケースで説明してみよう｡ 陸上自衛隊の師団等には、災害発生時に地方自治体を速

やかに支援できるように「警備地区」が指定されている｡ そして師団隷下の各部隊は、平

素から自治体主催の防災会議や防災訓練に参加して、災害対処のための各種の準備を整えて

いる｡ 自衛隊と災害NPOが今後交流するとなれば、通常、警備地区内の災害NPOを主体に

連携・協力していくことになるであろう｡ 平素の交流を通じて、相互に「顔の見える」関

係を構築し、お互いの長所を伸ばし、短所を補うことによって、いざという時に効果的な救

助活動が可能となり、また活動分野の重複が回避されるなどのメリットが期待される｡

　しかし阪神  ･ 淡路大震災のような大規模な災害が発生した場合、警備地区以外から駆

けつける災害NPO、つまり平素の交流がなく「顔の見えない」、しかも指揮統制が一本化

されていない団体とどのように交流するかは、今後の検討課題となるであろう｡  こうした

問題点については、災害NPO側からも「自衛隊と平素の交流がないと、NPOの救助要領に

ついて自衛隊に説明するのに余計な時間がかかる7」との意見が寄せられている。

　災害NPOの活動形態を定款、団体規則などをもとに分類すると、大まかに見て「人や労

力の派遣」、｢技術・技能等の指導や人材育成」、「活動に対する機材・資材等の提供や支

援」の３形態となる｡ 具体的には、炊き出し等による避難所支援活動、物資調達、情報収

集  ･ 発信、清掃処理、土木建築作業、運輸作業、海難救助、災害弱者（障害者、高齢者

等）の移動支援、ボランティア・センターの立ち上げ・運営、そのほか専門知識や技能を生

かした活動として、医療救護、災害救助犬を活用した行方不明者の捜索、アマチュア無線を

使った通信連絡、通訳などである｡

6 同上書、20-21項｡
7 災害NPOに対するアンケート調査による。
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　災害NPOがこのような広範囲な活動を効果的に行い、災害救援の重要な一翼を担うため

には、自衛隊を含めた行政機関と肩を並べるだけの知識、人材、資機材を備えることが求め

られる｡ だが、この点について、残念ながらわが国の災害NPOの現状はほど遠い｡ 例えば

わが国のNPOの約６割が、会員数100名未満の比較的小規模な団体である8。会員の中に

は、医師免許などの特別の資格免許を持つ専門の会員を抱える団体もあるが、多くは特に資

格を持たない一般会員から構成されている｡ 緊急医療、家屋危険判定、被災者の捜索・救

助などの専門知識を有する多くの会員を抱えている欧米諸国のNPOに比較すると、わが国

では人的基盤の整備が遅れていることは歪めない｡

　また保有資機材に関しても、ヘリコプターや野外手術ユニットなど本格的な装備品を保有

している一部の団体も存在するが9、半数以上の団体が活動に必要な資機材等を充分に揃え

ていない。財政状況については、年間支出30万円未満の団体が全体の半数を占めている10｡

主な収入源は会費及び民間の助成金であり、災害NPO独自で長期かつ大規模な活動を行う

には限界がある｡

　わが国の災害NPOは、欧米諸国のそれらと比較して、零細で小規模といっても過言では

ない。このことは災害NPOの活動開始時期と無縁ではない。前述の旧経済企画庁のデータ

によると、わが国の災害NPOの約７割が1995年の阪神・淡路大震災以降に活動を開始して

いるが、この点は欧米諸国の災害NPOと大きく異なるところである｡「アメリカでは、国家

が成立する以前にすでにコミュニティーが存在し、地域で発生するいろいろな問題は市民自

身の手によって解決されてきた11｡」という長いNPOの歴史を持っている｡ このため災害に

関する豊富な経験と知識を長年にわたって蓄積したNPOが、後で詳しく述べるように、全

米規模の災害ネットワークを構築し、行政の良きパートナーとして救助活動にあたってい

る｡ こうした長い歴史的背景を有するアメリカのNPOに対して、わが国の災害NPOの多く

は、その歴史が浅く、ゆえに財政基盤も脆弱で、かつ災害に対する経験も少ないと見られて

いる｡

　とはいえ阪神・淡路大震災以後、ナホトカ号流失油事故（平成９年１月）、有珠山噴火

（平成12年３月）、鳥取県西部地震（平成12年10月）などの災害時にも、多数の災害NPO

やボランティアが参加し、次第に頼もしさを増しつつある｡ さらに海外の紛争地帯などに

8  内閣府国民生活局編、前掲書、61-63項｡
9  例えば「和歌山民間救援隊」（和歌山）はヘリコプター５機、「日本医療救援機構」（茨城）は野外
手術ユニット１セットを保有している。
10 内閣府国民生活局編、前掲書、72-73項｡
11 Lester M. Salamon, America’s Nonprofit Sector: a Primer, (New York : The Foundation Center,
1992).（レスター Ｍ. サラモン、入山映訳『米国の「非営利セクター」入門』ダイヤモンド社、1994
年、24項。）
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おいて、これまで長期にわたり難民救済や災害救援などに取り組んできたNGOがわが国に

も存在し、着実な成果をあげてきている｡ こうしたNGOの現場での活動の積み重ねによっ

て得られた知識と経験を災害NPOへ普及させ、彼らの足りないところを補って力量を底上

げすることは充分に可能であろう｡ また、そのためには自衛隊が災害NPOに対して技能の

付与、例えば炊き出しや捜索・救助のための機材操作などに関するノウハウを提供できる仕

組み作りも必要となってくる｡

（２）自衛隊と災害NPOとの交流の現状

　わが国の災害NPOは、今も述べたように克服すべきいくつかの課題を抱えながらも、そ

の活動は頻繁かつ広範になってきた。では自衛隊と災害NPOの交流は現在、どの程度進ん

でいるのだろうか。平素における自衛隊と災害NPOの直接交流はほとんど見当たらず、一

部の部隊が部分的に行っているにすぎない12｡ その多くは、地方自治体主催の防災訓練や駐

屯地記念行事などにおいて行われる災害派遣訓練の展示をNPO関係者が見学したりするケー

スなどに限られ、自衛隊と災害NPOが緊密に連携して訓練や意見交換を行うことは、これ

までのところさほど見られない｡

　また過去の自衛隊の災害派遣時についても全く同じことがいえる。自衛隊は1995年から

2000年までの６年間に総数5,086件の災害派遣を行い、この間、93万2,855人の隊員、16万

652台の車両、１万1,117機の航空機、1,628隻の艦船が被災地で活動したが13、災害NPOや

ボランティアと連携して救助活動にあたるケースは僅少であった｡ 以下、このことを阪神・

淡路大震災、ナホトカ号流出油災害、有珠山噴火災害、三宅島噴火災害、東海地方大雨洪水

災害、鳥取県西部地震の事例から検証してみたい｡

　事例１：阪神・淡路大震災

　平成７年１月17日、死者6,000名を超えるという戦後の自然災害史上、最も大きな被害を

もたらした地震が、兵庫県の沿海部とその周辺地域において発生した｡  災害発生直後から、

全国から多くの団体や個人が続々と被災地に駆けつけ、ボランティア活動に参加した｡ 地

震発生後13ヶ月間に活動した一般ボランティアはおよそ140万人（累計）と推定されてい

12    例えば「NPO法人日本救助犬協会」と第１特科連隊が、平成10 年から毎年９月に富士吉田市の
防災訓練で行方不明者の捜索（災害救助犬）、救出（自衛隊）を協働で実施している。
13   防衛庁『平成11年度防衛白書』大蔵省印刷局、1999年、418頁、防衛庁『平成13年度防衛白書』
財務省印刷局、2001年、191頁。
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る。NPOやボランティアの活動内容は、炊き出し、救援物資の仕分け・配送、ゴミの収集･

運搬、避難所での作業補助、被災者の安否確認、高齢者等の災害弱者の介護や移送、入浴

サービス、夜間防犯パトロールなど広範囲にわたった。

　県市区町の地方自治体は、これらのボランティア活動を組織的かつ有効に活用するため、

ボランティア・センターを設置して、被災者のニーズの把握や調整を実施した｡しかしこの

時、地方自治体には自衛隊とボランティアの活動を連携させて救助活動を行うという視点か

らの積極的な取り組みはそれほど見られず、むしろ自衛隊の救助活動の大部分はボランティ

ア活動と切り離して行われた｡

　ただし自衛隊と災害NPOの交流が全くなかったわけではない｡わずかな事例であるが、災

害派遣の後半において両者が連携して活動するようなことがあった。避難所では、ボラン

ティアが自衛隊の給食（炊き出し）作業を手伝ったり、また自衛隊が設置した浴場の入浴の

受付を行ったりする光景などが見られた。

　このほか自衛隊、市職員、ボランティアの三者の協働による物流業務も実施された｡ 神

戸市東灘区及び芦屋市からの要請に基づき、第14普通科連隊（金沢）、第33普通科連隊（久

居）及び第10特科連隊（豊川）が、市職員及びボランティアと協力して物流業務を実施し

た。このうち芦屋市では、第10特科連隊の１個小隊約30名（中型車両５両）が１月下旬か

ら３月中旬まで、市内の高校に臨時に設けられた物流センターと避難所間の糧食や救援物資

の輸送支援に携わった14。

　物流センターではまず市、自衛隊及びボランティアの各代表者で調整を行い、それぞれの

役割分担を決めた。市が救援物資の配分を決定し、ボランティアがその配分に従い仕分けを

行い、自衛隊が救援物資の積載と各避難所への輸送を担任した。このような協働作業の結

果、物流業務の効率化が図られ、それまでその業務に忙殺されていた数多くの市職員が本来

業務に復帰することができたとされる。

　事例２：ナホトカ号流出油災害

　平成９年１月７日、ロシア船籍タンカー「ナホトカ」号の船首部分が、福井県三国町安島

沖に座礁し、重油の流出事故を起こした｡  海上に流出した重油は、日本海沿岸の８府県に

およぶ海岸に漂着し、環境及び住民の生活に大きな打撃を与えた。沿岸に漂着した重油の回

収作業を延べ約28万人のボランティアが厳寒の中で実施した｡

　自衛隊からは延べ６万人の自衛隊員が、70日間にわたり重油の回収作業に携わった。この

14  第10 特科連隊からの聞き取りによる。



中村・小栁　自衛隊と災害NPO のパートナーシップ

7

うち福井県を担任した第10師団（司令部：愛知県名古屋市）へは、県から「ボランティア

と一緒に油除去」をという要請があったが、師団は災害派遣受諾の三要件（緊急性、公共

性、非代替性）に照らし、自衛隊でしかできない危険性の高い地域や組織力を最も発揮でき

る地域に限定して部隊を派遣することとし、ボランティアの活動地域とは異なる場所で活動

した。それでも現場では、作業地域がボランティアの一部と重複する場面が見られ、両者は

お互いの作業区域を調整しながら回収作業を行った15。

　事例３：有珠山噴火災害

　平成12年３月31日に北海道の有珠山が23年ぶりに噴火した｡  人的被害はなかったものの、

約60個の家屋が全壊したほか、観光産業や水産業に大きな被害を及ぼした｡ 火山噴火から

住民の避難指示が解除される７月末までの４ヶ月の間に、延べ8,500余名のボランティア

が、避難所の支援（警備  ･ 管理など）、被災者の心のケア、情報発信、広報誌の配布、

物資輸送・配布、引越しの手伝いなどの活動を行った｡

　第７師団（司令部：北海道東千歳市）を主体とする部隊は７月下旬までに、北海道知事の

災害派遣要請にもとづき、避難に係わる輸送支援、住民避難の支援、避難住民に対する生活

支援、火山観測支援などの救助活動を行った｡ こうした中、第18普通科連隊（真駒内）は、

ボランティアと協力して降灰の除去作業を実施した｡  被災地となった虻田町が両者の作業

区域を調整し、第18普通科連隊が公共施設を、またボランティアが個人の家屋を担任した16。

　事例４：東海地方大雨洪水災害

　平成12年９月11から12日にかけて愛知 ･ 岐阜・三重などの東海地方を中心に記録的な集

中豪雨が発生し、名古屋市及びその周辺地域に大きな災害をもたらした｡  浸水家屋は愛知

県だけで約７万8,000棟に上った｡  県内外から延べ１万9,000余名のボランティアが駆けつ

け、家具の移動、瓦礫や土砂の撤去、清掃、消毒、避難所の世話、児童のケア、高齢者の介

護などの活動を行った。

　一方、災害派遣が命じられた第10師団隷下の各部隊は、被災状況の偵察、輸送支援、住

民の避難支援、防水活動などを行ったが、ボランティアと連携して活動した数少ない事例に

名古屋市内のゴミの除去作業がある。名古屋市に駐屯する第35普通科連隊は、市内の防疫

15   第10 師団からの聞き取りによる。
16  第７師団からの聞き取りによる。
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の一環として、ボランティアとともにゴミの除去作業に携わった。愛知県の調整のもと、ボ

ランティアは高齢者などの家のゴミを指定された公園等に集積し、これらの集積所に集めら

れたゴミを自衛隊が廃棄場まで運搬するというものである17｡

　事例５：鳥取県西部地震災害

　平成12年10月６日に鳥取県西部地方で、阪神・淡路大震災以来の最大規模の地震（マグ

ニチュード7.3）が発生した。災害直後から、延べ5,200名を超えるボランティアが全国から

駆けつけ、託児所の支援､  高齢者・障害者の介護、避難所の世話、家具・部屋・ブロック

塀の片付け、屋根のシート張り、泥の除去、家屋周辺の清掃などの活動を行った。

　また鳥取・島根両県知事からの災害派遣要請を受けた陸上自衛隊第13旅団（司令部：広

島県海田町）は、10月6日から18日までの間、航空偵察や被害状況の確認、給水・給食活動

などの救助活動を行った。第13旅団隷下の第８普通科連隊（米子）は、被災した独居老人

宅などの屋根のシート張りを行った際に、ボランティアと交流する機会に遭遇した。第８普

通科連隊が、米子市から指定された地域に出動すると、すでにボランティアが屋根のシート

張りの作業を行っていた。このため同連隊は現地のボランティアとの間で作業区域を調整

し、相互の作業を見計らいながらシート張りを続けた18。

　これまでの事例を見るかぎり、自衛隊と災害NPOが協力して救助活動を行った事例は少

なく、いまだ交流の頻度は低いという印象はぬぐいえない｡  自衛隊とボランティアが直接

交流する場面は、地方自治体の統制から離れて独自に行動したボランティアと活動地域が重

複した場合や、避難所での給食支援など現場での偶発的・自然発生的な場合に限られた｡  こ

のように交流が少ないのは、第一に、自衛隊と災害NPO（ボランティアを含む｡）は、県な

ど地方自治体の調整のもと、それぞれが異なった地域と分野で活動することが多く、相互に

交流する機会がほとんど生まれてこなかったこと、そして第二に、交流しようとする意図や

それを後押しする仕組みが充分でなかったことが背景にあるものと考えられる｡

　もはやわが国においても災害NPOやボランティアの活躍は無視できないものになりつつあ

り、それゆえに災害派遣時の自衛隊と災害NPOのパートナーシップはどうあるべきか、それ

が自衛隊にとって喫緊の課題となっている。過去の事例を参考にしながら、自衛隊と災害

NPOの関係を整理すると、次の３つに分類される。

17  第35普通科連隊からの聞き取りによる。
18 第８普通科連隊からの聞き取りによる｡
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　第一の類別：自衛隊が災害NPOに支援を提供するケース

　第二の類別：自衛隊が災害NPOから支援を受けるケース

　第三の類別：自衛隊と災害NPOが協働するケース

　第一と第二の類別は、自衛隊と災害NPOが救助活動を実施するにあたって、相互に補完

する立場にある。第三の類別は、自衛隊と災害NPOがお互いに緊密に連携を取りながら救

助活動を行う。これらの類別の中で、過去に見られた交流事例の多くは阪神・淡路大震災

（芦屋市）での物流支援、給食支援、入浴の受け付け、及び東海地方の大雨洪水災害におけ

るゴミの除去などのように、第三の分類の範疇に入るものである。

　各々のケースにおける具体的な交流内容については、アメリカの事例をも参考にしなが

ら、後段で考察を加えたい｡

２　アメリカの災害NPOと連邦軍

（１）アメリカの防災体制とNVOAD

　アメリカでは、ハリケーン、トルネード及び地震がほぼ毎年のように発生している｡  こ

のほか洪水、土砂崩れ、津波、火山噴火、大雪、旱魃、高潮、高波などのさまざまな自然災

害が国内各地で多発し、その被害は決して小さくない｡  例えば1970年から1995年の26年

間に、アメリカで発生した自然災害件数は、地震137件、旱魃52件、洪水390件、土砂崩れ

91件、高波452件、火山噴火33件で、これらの災害により死傷者の数は総計13万8,329人に

ものぼる｡ とりわけトルネードは年間、小規模なものを含めると1,000件を超えるほか、風

水害に起因する土砂崩れは各州で発生し、毎年20～50人の死者と総額20億ドルの経済的損

失をもたらしている19。

　かように自然災害の大きな危険性を抱えているアメリカの防災計画の基本的考えは、「災

害に対する第一義的責任は、地方自治体にある。．．．．地方自治体の資源が不充分な場合

のみ、連邦政府や州政府の資源を用いることができる20。」である｡ それゆえ大規模な災害

が発生した直後は、まず被災地となった市町村が、近隣の自治体、ボランティア、災害NPO

などの支援を受けて被災者を救助する｡ その対応が被災地の地方自治体の限度を超えた場

19 American Red Cross: Disaster Service. <http://redcross.org>
20 FEMA, A Citizen’s Guide to Disaster Assistance. ＜http://www.fema.gov＞
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合に限り、州政府へ援助を要請することになる｡  要請を受けた州政府は、州のあらゆる機

関や州兵を動員して被災地の地方自治体を支援するが、災害が州政府の対応能力を越えてい

ると判断された場合、州知事は連邦政府に援助を要請する。これを受けた後、危機管理を担

当する大統領直属の独立機関である連邦緊急事態管理庁（FEMA）の長官は、直ちに州政府

の要請の認否を評価して大統領に勧告する｡連邦政府の支援が必要と認められると、大統領

は激甚災害宣言（Major Disaster Declaration）を発令し、連邦政府による救助活動が開始

される｡

　激甚災害宣言発令後、大統領は被災地に現地対策本部(Disaster Field Office)を設置し､ 連

邦調整官 (Federal Coordinating Officer)を派遣する｡ そのほか現地対策本部には、州政府

の代表者である州調整官(Federal Coordinating Officer)、及び国防省から軍調整官（Defense

Coordinating Officer）が派遣され、ここに連邦政府と州政府からの代表者が一同に会して、

救助活動の体制が整うこととなる21｡  連邦軍が派遣されれば、その救助活動は連邦対処計

画（Federal Response Plan）に従って行われる｡ 連邦対処計画とは、自然災害、人為災

害、核攻撃、テロなどに対する行政機関の対処方法を定めた基本的な連邦政府の動員計画で

ある。連邦対処計画は1992年８月に策定され、後述するハリケーン・アンドリューの災害

時にはじめて適用された。以上が大規模災害時における対応の一連の流れである｡

　この流れをながめると、災害NPOとボランティアは、地方自治体による救助活動の当初

の段階から参加する機会を有しているが、連邦軍の派遣は大統領の激甚災害宣言発令後にな

るということが理解できよう｡  それゆえ連邦軍の救助活動が本格化するのは、災害発生か

らおおむね３日後というケースも、アメリカでは決して珍しいものではない｡  この点は、

災害発生直後から、素早い対応が求められることの多い自衛隊の事情と大きく異なるところ

である｡  そうした日米の違いは、防災に関わる地方自治体の強力な権限、州兵をはじめと

する多彩な救済手段の保有にくわえて、「アメリカは、非営利組織を理解することなしに

は、理解することができない22 」とまでいわれるNPOの非常に強力な存在に起因している。

　アメリカでは政府および企業と並んで、NPOが第３セクターとして社会にしっかりと定

着し、保険医療、社会福祉、人権、環境、教育、文化などのさまざまな分野で重要な役割を

演じているが、その背後にあるのは「アメリカ人に深く浸透している伝統的個人主義と中央

集権的な機関に対する根深い反感23」とされる。このためアメリカでは伝統的に行政の役割

21  FEMAの活動については、西脇文昭「FEMA（連邦緊急事態管理庁）にみる米国の危機管理体制」
『新防衛論集』第23 巻第２号(1995 年10 月)、59-69 項に詳しい。

22  Peter F. Drucker, Managing the Nonprofit Organization, (New York: Harper Collins, 1990).（Ｐ．
Ｆ．ドラッカー、上田惇生他訳『非営利組織の経営－原理と実践』ダイヤモンド社、1991年、ⅳ項｡）
23   サラモン、前掲書、4-5項。
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を民間に大きく委ねる政策が生み出され、地域社会の問題は市民の自己責任と自己決定で解

決しようとする風土が醸し出されてきた。このような歴史的、社会的背景が災害NPOをア

メリカの社会に根付かせる大きな理由ともなっている。

　アメリカの代表的な災害NPOとして、全米災害救援ボランティア機構（NVOAD）があ

る。NVOADは、全米レベルで防災活動と災害救援を行うことを目的として1970年に創設さ

れた災害NPOのネットワークで、アメリカ無線連盟、アナンダ・マルガ大学救助隊、改革

派キリスト教世界救援委員会、キリスト教災害救援世界奉仕団、ルーテル派災害対応組織な

ど国内34団体と52の州・地域レベルの支部である災害救援ボランティア機構（VOAD）な

どから構成されている24｡  こうした数あるNVOADのメンバーの中でも、アメリカ赤十字、

救世軍及びメノナイト災害救援隊は、アメリカ議会から「大統領指定の三大NPO」に指定

された世界有数の災害NPOであり、特にアメリカ赤十字は連邦対処計画に組み込まれ、行

政機関と連携しながら救急医療や被災地における避難所の開設、食料や救援物資の配給など

を行う主務官庁(Primary Emergency)に指定されている唯一のNPOである｡

　このNVOADとFEMAは防災活動と災害救援において深い関係にある｡  NVOADの委員

長は、FEMAの諮問委員会 (advisory board) のメンバーに任命されており、連邦政府の行

政官にボランティアやNPOの活動に関する事項を説明できるようになっている。他方、

FEMAの代表者はNVOADの定期会議に出席し、連邦政府の防災計画等を説明することが可

能となっている｡  国防省の代表者もそのFEMAの会議に参加していることから、国防省と

NVOADのメンバーは相互に意見交換する機会を持っている｡  当然のことながら、こうい

う日々の交流は、救助活動時における軍と災害NPO両者の緊密な連携に大いに役立つこと

になる｡

　1997年７月16日、FEMAとNVOADとの間で了解覚書が署名され、両者の関係は新しい

段階に入った｡ この覚書は、対処準備 (preparedness)、損害軽減化対策 (mitigation)、

緊急事態対処(response)、復興(recovery)の各段階におけるFEMAとNVOADとの協働・連

携に関する基準を規定したもので、両者の協力関係を一層強化することにつながった。こ

の覚書の中で、NVOADには「対処準備段階において、NVOADのメンバーの間に、協力

的な環境作りに努めること。また損害軽減化対策、緊急事態対処及び復旧の各段階の支援

活動において、NVOADメンバー間の調整役を果たすこと。」が求められている。また

FEMAには「NVOADが実施する教育・訓練を支援し、緊急事態対処及び復旧の各段階に

おいて、法律の規定、資源の有無及び優先順位の範囲内で、FEMAの有する装備品及び補

24 NVOAD, The First 25 Years: from Piecemeal Assistance to Coordinated Response. <http://
www.nvoad.org/history.htm>
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給品の一時使用をNVOADメンバーに対して許可すること」が、｢努力目標」として与え

られている25｡

　かように行政と連携を取りながら救助活動を行うNVOADの存在は実に大きいが、しか

しNVOADのみが救助活動の主要な役割を演じるのではない。この他にも救助活動に従事

する非営利組織がアメリカ国内には多数ある｡  それは地域レベルで活動する小規模なNPO

や教会などである｡  彼らの大半は、医療、福祉、住宅、食事、環境、人権の幅広い分野

で、ホームレスやマイノリティーなどの社会的弱者と呼ばれる人々に対して非営利活動を

行っているが、災害発生時にはその活動を拡大させて被災者の救助にあたる｡  こうした

地域レベルの小規模なNPOの強みは被災地に最も近く位置し、NVOADなどの規模の大き

いNPOが到着するまで迅速に対処できるとともに、日ごろから特定の弱者に対するサービ

スを提供しているために、緊急時にはそうした人々のニーズに対してよりきめこまかな対

応ができることにある26。

　このような小規模なNPOの団体数を正確に把握することは難しいが、これらのNPOは

通常、内国歳入法第501項(C)３が規定する被寄付控除の適用を受けることが多いため、非

課税免除団体数からおおよその数を推定することはできる｡  1997年の全米課税免除団体

（The National Taxonomy of Exempt Entities）のデータに依拠すれば、全米で総計19

万3,953団体が被寄付控除資格を得ている27｡  この内、災害救援を活動領域とするNPOのグ

ループは、次の表が示すように約７万5,000団体という膨大な数字にのぼる。　

25  Memorandum of Understanding between National Voluntary Organizations Active in Disaster
and The Federal Emergency Management Agency, July 16, 1997. <http://www.nvoad.org/mou.htm>
26 柏木宏監修『災害ボランティアとNPO－アメリカ最前線』朝日新聞社、1995年、15-18項。
27 Reporting Public Charities in the United States, 1997. <http//www.nccs.urban.org/ntee-cc/
index.htm>

 

災害救援を目的とする第 501項(C)3団体(1997年) 

グループ 団体数  活動目的 
E グループ 17,232 災害時の緊急医療支援活動 
F グループ 6,752 災害が引き金となった神経症患者の対症 
I グループ 3,804 災害時の治安維持（犯罪の防止） 
J グループ 3,247 災害により失業した人々の再就職支援活動 
K グループ 2,103 被災者に対する緊急食料の提供 
L グループ 10,905 被災者に対する住宅の供給 
P グループ 31,377 政府の災害援助申請センターへの申請の補助活動 

                         出所：http//www.nccs.urban.org 
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アメリカの防災体制の特徴は、これまで述べてきたように、米国内の緊急事態に対処する

中核機関であるFEMAと、全米規模のNVOADや地域レベルの小規模なNPOが密接に連携し、

災害に対処するところである。そしてFEMAの会議を通じて、FEMA、NVOAD、国防省の

三者の間に、意見交換の場が設けられるなど、全国レベルから地域レベルに至るまで、行政

と大小の災害NPOとのパートナーシップがうまく築かれている点にある｡

次に、アメリカの災害史上の中でも有名なハリケーン・アンドリューとノースリッジ地震

の２つの災害事例を取り上げ、これまで述べてきたアメリカの災害NPOと連邦軍の救助活動

の様子を、わが国の災害NPOと自衛隊の交流関係はどのように構築すべきかを念頭におきな

がら、検証してみたい。

（２）ハリケーン・アンドリュー

1992年８月24日早朝、ハリケーン・アンドリューがフロリダ州のマイアミ南方の一帯を

襲った。観測史上最大級と評されるハリケーン・アンドリューは、約６万3,000戸の家屋を

全壊し、25万人以上の住民が避難を強いられた。最終的に、死者は52人にのぼり、280.5億

ドルの経済的損失が発生した。

　ハリケーン・アンドリューがマイアミの各地に大きな傷跡を残して立ち去るやいなや、州

政府をはじめとする地方自治体は直ちに、近隣の自治体と災害NPOなどの支援を受けて、

被災地の救助活動を開始した。州政府は救援のために、延べ6,029名の州兵を投入した28。

救助活動の最初の数日間、州兵は盗難・暴動を防ぐ治安維持、救急医療、道路上の障害物の

撤去、食料・水の運搬と配布、避難所の開設などを担当した29。

　またNPOも州兵の活動と並行して大規模な救助活動を展開した｡  アメリカ赤十字は、食

料品や医薬品の購入費、避難所の開設と運営費、その他諸々の災害救援活動のために81.7百

万ドルを消費した｡  その額は、1998年のハリケーン・ジョージに次ぐ、多額なものであっ

た30｡  アメリカ赤十字のほかに、救世軍、メノナイト災害奉仕団などのNVOADメンバーが

全米から被災地に集まり、ボランティアの募集・斡旋、被災者への救助活動、義援金の募集

28  GAO Report, to the Chairman, Subcommittee on Readiness, Committee on Armed Services,House
of Representatives, Disaster Assistance: DOD’s Support for Hurricanes Andrew and Iniki and Typhoon
Omar, June 1993.
29  U.S. Army Newsletter No.93-6, Disaster Assistance, Operations Other Than War Volume II.
30 American Red Cross: Disaster Service.



14

などを実施した。さらにNVOADのような大規模なNPOの活動にあわせて、地元のNPOも

各団体の特性を生かす救助活動に加わった｡ 例えばアマチュア無線のNPOは、フロリダ州

デイド郡が設置した緊急オペレーション・センター (Emergency Operations Center)の一

画に無線局を設置し、電話が不通となった地域の通信を確保した。このNPOによる非常通

信網は、アメリカ赤十字が運営している避難所間の主要な伝達手段となり、特に被害直後の

重要な通信システムとなった31。

　しかしながら、このような地方自治体や災害NPOなどによるめざましい活動にもかかわ

らず、ハリケーン・アンドリューの被害は、これらの組織の対応能力をはるかに超えてい

た｡  家を失い、電気や水がない不自由な生活に置かれた数千人の被災者が、被災地の各地

で政府の救助活動を求めていたのである｡

　被害発生から３日後の８月27日、州知事の要請を受けたブッシュ大統領は直ちに、国防

省に対して連邦軍の災害派遣を命じた｡  国防省は、アメリカ本土陸軍コマンド総司令官

（Commander in Chief, U.S. Forces Command）隷下の本土第２軍に、救助活動を一元的

に行うための統合任務部隊 (Joint Task Force Andrew)を編成した｡

　統合任務部隊司令官の命令を受けた第18空挺師団の先遣部隊が27日、被災地に向けて基

地を出発した｡   28日には避難所の資材などを積載した海軍の艦艇がフロリダ沖に到着し、

被災地では16万9,000食の非常食と5,000ガロンの水が配られた｡  また約100人の医療チー

ムが救急医療活動を行うなど、連邦軍の派遣が決定された翌日には本格的な救助活動が始

まった｡

　連邦軍は８月27日から10月21日までの長期に及ぶ救助活動を実施したが、参加兵力は総

計２万3,000人に達した｡  陸軍からは第82空挺師団、第１軍団支援コマンド、第10山岳師

団など総計１万 7,000人が派遣されたほか、海軍の約3,800人、海兵隊の約900人、空軍の約

1,000人が救助活動に参加した｡ また陸軍予備役からも約600人が投入された｡ さらにカナ

ダが工兵部隊１個大隊を派遣してきた32｡

　連邦軍によって行われた救助活動の内容は、①食料・水の配給（100万食以上の非常食、

90万食の食事サービス)、②医療サービス（６万7,190名の負傷者に対する緊急医療)、③避

難所の設置（４箇所の避難所の開設と運営)、④輸送支援（10万トン以上のカーゴ輸送)、

⑤障害物の除去（620万立法ヤードの瓦礫の撤去)、⑥学校の応急補修（98校)、⑦情報の提供

31  Hurricane Andrew Adventures with Ham Radio. < http://spaceyideas.com>
32 GEN. Gordon R. Sullivan, “ Hurricane Andrew: An After-Action Report”, Army, (January 1993),
pp.18-19.
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などであった33｡  これらの救助活動のほとんどは、連邦軍単独によるものであったが、な

かにはNPOと協働する場面も散見された｡  例えば陸軍病院の心理学者と従軍牧師は、ア

メリカ赤十字のほか、他のNPOや地域の教会などと密接に協力しながら、被災者に精神医

療を提供して心の傷の治癒に努めた｡  また英語を理解できない外国人のために、連邦軍は

多言語の放送局を設置するとともに１万5,000個以上の携帯ラジオを配布し、NPOから提供

を受けた被災状況と救助活動に関する情報を放送して、公共広報の補完を行った34｡  これ

らの活動は、いずれもNPOとの連携なしではできないものであった｡

　連邦軍がハリケーン・アンドリューの救助活動を成功裡に成し遂げたのには、２つの大き

な理由がある。まず１つは、アメリカ本土第２軍が、普段から当該地域のFEMAや担当地域

の州兵と密接な関係を築いていたことである35｡  緊急時の連絡先、連絡方法、通信不通時

の手段などの連絡態勢や災害救援時の協働要領などが事前に決められ、これらの組織は、例

えば電話一本で連携が可能となる体制を作り上げ、簡単な調整で迅速に救助活動にとりかか

れるようになっていた。さらに重要なもう１つの理由は、FEMAが主催する防災会議に、

NVOADをはじめとする主要なNPOが参加し、行政の代表者らと同じテーブルについていた

ことである｡ 連邦軍の連絡将校と災害NPOの代表者は、この会議を通して相互に「顔の見

える」関係を構築していたため、被災地における連邦軍と害NPOの連携は総じて円滑であっ

た。こうしたFEMA、地方自治体、州兵、災害NPOとの普段の緊密な関係により、連邦軍

は効果的な災害救援を行うことができた、と後に評価されることになる。

　しかし、そうした連邦軍に対する評価がなされる一方で、FEMAには指弾の声が高まっ

た。ハリケーン・アンドリューは、FEMAが所掌する連邦対処計画をテストする最初の機会

となったが、その対処計画の実効性について多くの問題が噴出したからである｡  連邦軍の

評価が高かった分だけ、FEMAに対する批判が目立つことになったともいえる。FEMAと連

邦軍をめぐる問題をいくつかあげれば、次のようなものである。

　１つは、FEMAの初動対処における無策である。FEMAの先遣隊は、ハリケーン・アンド

リューが襲来してから約５時間後に被災地で活動を始めたが、この時すでに被災地に到着し

ていた連邦軍の連絡将校に何の方針も指示も出さなかった。このため災害発生直後の２日間

は連邦軍と関係諸機関との連携に欠け、非効率な救助活動が続いたとして、後日、FEMAの

危機管理能力や姿勢が厳しく問われることになる｡

　次に避難所の開設と運営に関する問題である。連邦対処計画では、避難所の開設と運営は

33 GAO Report to the Chairman, Subcommittee on Readiness, Committee on Armed Services.
34  Sullivan, “ Hurricane Andrew: An After-Action Report”, pp.18-19.
35  Ibid, p.21.
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アメリカ赤十字が主務官庁に指定され、国防省は支援官庁 (Support Agency)としてアメリ

カ赤十字をサポートする立場にあった。しかしハリケーン・アンドリューでは、アメリカ赤

十字のみでは対応が困難となったため、FEMAは急きょ国防省に対して避難所の設置を指示

した。これを受けて現地の連邦軍が４箇所の避難所を設営した結果、被災地には、アメリカ

赤十字と連邦軍が別々に運営する避難所が開設されることになる。後に、ハリケーン・アン

ドリュー時のFEMAの対応ぶりを監査したアメリカ会計検査院（GAO）の報告によれば

「このような方法をアメリカ赤十字は好ましく思わなかった36。」というが、避難所の開設

と運営の問題に限ってみれば、連邦軍とアメリカ赤十字の間に連携はなく、また両者の避難

所をめぐる摩擦を取り除く努力が、FEMAには見られなかったのである｡  この時の連邦対

処計画から外れたFEMAの指示は、その後の連邦軍とアメリカ赤十字との役割分担について

問題を提起することになる。

　FEMAのこうした不作為は、連邦軍内部にも影響を及ぼすことになった｡  連邦対処計画

では工兵部隊は公共事業・工事の担当に指定され、一般にFEMAからの指示を受けることに

なっていた。だがハリケーン・アンドリューの時には、災害派遣された連邦軍の調整役とし

て統合任務部隊が編成されたため、工兵部隊に対する指揮系統に乱れが生じることになる。

工兵部隊に対してFEMAと統合任務部隊の二つの系統から指示・命令が出され､  工兵部隊

の指揮官はしばしばどちらの指示・命令に従うべきか迷うことにとなったのである37。

　このようなFEMAの強力なリーダーシップの欠如、対応の鈍さ、相次ぐ不手際に対して、

アメリカ議会内にはFEMAの廃止や国防省への吸収を主張する意見が表明された38。そこで

FEMAは厳しい批判の嵐の中、ハリケーン・アンドリューの教訓をもとに、組織改編と連邦

対処計画の見直しにとりかかり、1993年12月にそれらを完了した｡  偶然であろうが、そ

の完了からわずか45日後に発生したノースリッジ地震は、修正された連邦対処計画の実効

性を試すとともに、FEMAに起死回生の絶好の機会を与えることになった。

（３） ノースリッジ地震

　1994年１月17日午前４時半頃、ロサンゼルス市北西部のノースリッジ地区においてマグ

ニチュード6.8の地震が起きた。震源地から約30Ｋｍの範囲内では、高速道路やアパートな

36  GAO Report to the Chairman, Subcommittee on Readiness, Committee on Armed Services.
37  Ibid.
38  Richard T. Sylves, William L. Waugh, Jr., Disaster Management in the U.S. and Canada: The
Politics, Policymaking, Administration and Analysis of Emergency Management, (Illinois: Charles
C Thomas publisher, 1996), pp.8-13.
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どの建物が崩壊したほか、ロサンゼル市内だけで100件を越す火災が発生し、都市部におけ

る直下型地震の恐怖をあらためて思い起こさせた｡ 地震の被害は、死者57人、負傷者約

8,000人、被災建物９万2,000棟以上にのぼり、200億ドル以上の経済的損失をもたらした｡

その被害規模から、ノースリッジ地震はハリケーン・アンドリューと並ぶアメリカ有数の自

然災害と称されるようになる｡　　

　地震発生から８時間半後、カリフォルニア州知事の要請を受けたクリントン大統領は激甚

災害宣言を発令し、FEMAを中心とする連邦政府の救済が本格的に機能し始めた｡  ノース

リッジ地震時のFEMAの迅速な対応を見て、わが国では阪神・淡路大震災時における中央政

府の対応の出遅れと対比して、FEMAの危機管理能力の優秀さが盛んに喧伝された。なかに

はFEMAが災害救援の主要な役割を担ったかのような報道も一部には見られたが、アメリカ

での災害対策の責任と権限は連邦政府ではなく、あくまで地方自治体にあり、事実、ノース

リッジ地震の救助活動は、応急対処から復興の段階まで、ロサンゼルス市の責任と権限で遂

行された｡

　ノースリッジ地震の救助活動の主役は、ロサンゼル市の消防、警察、交通、水道・電気、

都市計画などの各部局と、これに連携して活動したさまざまなNPOとボランティアであっ

た｡ ロサンゼルス市は地震発生から10時間後の午後２時30分に、ボランティア受け入れセ

ンターを開設した｡  市の人事局は、各地から陸続と集まってきたボランティアをインター

ミディアリーと調整しながら、消火、治安維持、交通統制、緊急医療支援、捜索・救助など

が急務となっている所に順次配置していった39｡  ロサンゼルス市でこうした対応が可能と

なったのは、ロサンゼルス市消防局が数年にわたり、捜索・救助などの専門の防災ボラン

ティアを育成し、非常時には速やかに呼集できる態勢を整えていたこと、また市民の自主防

災意識が日々啓蒙され、救助活動が市民自身によって実行できるように組織化されていたこ

とが大きい40。

　こうしたロサンゼルス市のボランティアにくわえて、VOADなどの全国的なNPOもノー

スリッジ地震の災害救援に大きく貢献した｡  主だった事例として、アメリカ赤十字が、避

難所の開設・運営、食事・衣料品の提供、カウンセリング、被災者の生活支援、専門医の紹

介を行った｡  避難所にボランティアの看護婦を配置し、避難住民の健康管理に気を配った

ほか、避難所での食事と寝泊りのサービスを提供した｡  そのほかアメリカ赤十字は、ロサ

39  City of Los Angels, In the Wake of the Quake: a Prepared City Responds, 1995.（東京都総務局
災害対策部訳『ノースリッジ地震一周年報告書：地震の直後に－準備されていた市の対応』1995年、
23-24項｡）
40  Robert Bolin, Lois Stanford, The Northridge Earthquake: Vulnerability and Disaster, (New York
: Routledege, 1998), pp.91-92.



18

ンゼルス市の緊急作戦本部所属の緊急管理委員会（Emergency Management Committee）

のメンバーとなり、市の救済計画に対する政策提言などを行うアドボカシ－活動を実施した41｡

　救世軍は、アメリカ赤十字の避難所に入居できない被災民のために、避難所の開設・運

営、食事のケータリング、被災者のカウンセリング、通訳などの救助活動を繰り広げた｡  な

おこうしたNVOAD以外にも、ロサンゼルスで日常的に社会的弱者の福祉活動を行っている

教会や地域レベルの小規模なNPOが、ホームレス、低所得者、エスニック・グループ、身

体障害者などを対象に、赤十字や救世軍などの活動を埋めるような救助活動を行った42。

　かようなロサンゼル市と災害NPOとの連携による大がかりな救助活動が続けられる中で、

州兵と連邦軍はいかなる役割に任じたのであろうか。カリフォルニア州兵は17日の夜、災

害出動命令を受け、第160歩兵連隊第３大隊を基幹とする４個大隊（約800名）が被災地に

派遣された｡  州兵に付与された任務は、避難所の設置、救援物資の輸送、災害救援センター

における相談受付けなどであったが、その中でも州兵に期待された役割は警察を支援して行

う治安維持及び被災者の安全保護であった。そのために州兵は24時間態勢でアパート群の

警備、住宅街やショッピング・センターにおける略奪防止、損壊した住宅とビル内への立ち

入りの防止、交通整理、物品配布所での群衆整理、被災者がテント生活している公園のパト

ロール、災害救援センター・物品配布所・避難所の警護にあたった。これらの任務を果たす

ために、州兵は実弾入りのＭ16小銃または45口径拳銃を携行したほか、ガスマスク、警棒、

防弾チョッキ、顔面保護シールドを装備していた43｡

　連邦軍は主に車両や航空機を使用した資材の輸送などの任務を遂行した。国防省は、カリ

フォルニア州内で１万3,000フィートという最長の滑走路を持つマーチ空軍基地を救援物資

の集積センターに指定し、ここを中心に１日あたり50万ポンドの救援物資が空輸された｡  ま

た米本土陸軍第６軍は、１日あたり160万ガロンの水を被災地まで輸送した44｡

　その他、連邦軍工兵隊の約280名がロサンゼル市の建築安全局と連携して「被災建物応急

危険度判定」を実施した45。被災建築物応急危険度判定とは、建築物の被災状況をチェック

し、継続して使用可能かあるいは立ち入り禁止とすべきかの判定を行うものである｡  建築

安全局は災害時、危険な建物の取り壊し命令、修復命令、建築許可証の発行などを担当して

いるが、これらの業務を遂行するためには、損傷を受けた建物の危険度を迅速に判定する必

41東京都『1994年ノースリッジ地震東京都調査団報告書』1994年、168項｡（緊急管理員会のメンバー
には、空港局、電話局、警察局、交通局、水道電気局、都市計画局などの市の担当者のほか、アメリ
カ赤十字、沿岸警備隊、連邦軍陸軍工兵隊が加わった｡）
42 Bolin,  Stanford, The Northridge Earthquake: Vulnerability and Disaster, pp.132, 167.
43  LTC William Whenger, “National Guard in the Northridge Earthquake”, Infantry, (November,
1994), pp.22-23.
44 西脇、前掲書、67-68項。
45 Bolin,  Stanford, The Northridge Earthquake: Vulnerability and Disaster, p.93.
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要があった｡  このため建築安全局は、事前に判定士としての専門教育・訓練を受けていた

約1,400人のボランティアを召集し、連邦軍工兵隊の支援を受けながら、数ヶ月間にわたっ

て判定の作業を続けた。その数は、最終的には約11万8,000棟に達した46｡

　ノースリッジ地震に派遣された連邦軍の活動ぶりを概観すると、連邦軍に見られる際立っ

た特徴は、ハリケーン・アンドリューと比較して小規模で、その救助活動はロサンゼル市や

災害NPOだけでは対応できないような大量な救援物資の輸送や専門知識を必要とする分野

に限られていたことであるが、こうした連邦軍の専門性が発揮できる分野に特化した救助活

動は、｢災害救援の効率性､ 効果性、有効性を大幅に向上させることとなった47｡」と評価さ

れることになる｡  ハリケーン・アンドリューでは、連邦軍の救助活動が災害NPOの分野

と重複していたために、例えば避難所の開設と運営をめぐり、アメリカ赤十字と摩擦が起き

るなどの事案が発生した｡  しかしノースリッジ地震においては、連邦対処計画の見直しと

ロサンゼルス市の明確な指示によって、連邦軍と災害NPOの役割と責任が整理され、その

ようなトラブルを局限することができたのである｡

（４）連邦軍の基本姿勢

　連邦軍によるハリケーン・アンドリューの救助活動は大きく賞賛された｡  激甚災害宣言

が発令されるような被害の大きい災害では、「連邦軍のみが州政府や地方自治体の救助活動

に対して迅速に支援できる能力と資源を有している48｡」との高い評価が与えられ、さらに

1993年のGAO報告書「災害救援 －ハリケーン・アンドリュー、ハリケーン・イキニ及びオ

マール台風に対する国防省の支援－」では、｢NPOが充分に対応できない激甚災害におい

て、連邦軍は被災者のニーズをよく把握して充分な働きを行い、連邦政府に対する地方自治

体の信頼を高めた。」と肯定的に報告された49｡

　ところがハリケーン・アンドリューとノースリッジ地震の死者数及び経済的損失は、双方

ほぼ同じような被害であったにもかかわらず、連邦軍の災害救援の実態は好対照をなした｡

ノースリッジ地震時に連邦軍が派遣した兵力は、ハリケーン・アンドリュー時の約２万

3,300人に対して、そのわずか５分の１であった｡  連邦軍の規模は極めて小さく、かつ救

助活動は限定的ですらあった｡

46  東京都総務局災害対策部、前掲書、14-15項｡
47  GAO report to the Chairman, Subcommittee on Readiness, Committee on Armed Services.
48  Sullivan, “ Hurricane Andrew: An After-Action Report”, p.22.
49  GAO report to the Chairman, Subcommittee on Readiness, Committee on Armed Services.



20

　そこには災害救援に対する国防省の微妙な態度がかいま見える｡  国防省内部の一部に

は「国防省の主要な任務と役割は、国家安全保障に直接影響を及ぼす軍事問題に対処する

ことにあり、防災と救助活動に対して連邦軍が全面的に関与することは主任務の実行能力を

減じる｡」として、｢連邦軍は連邦政府の救助活動の主役になるのではなく、支援機関の一組

織にとどまるべきである｡」との考えが存在する。また国内の政治的事項に連邦軍が指図す

るというようなイメージを国民に持たれかねない危機感があるために、「救助活動を担当す

る連邦政府全体の責任者は、国防省の指揮系統にない機関の長に委ねるべきである。」と主

張する50。

　さらに連邦軍が国内の民事に関与することを制限する法律上の問題があること、有事を想

定した即応体制と災害救援の体制には相互に互換性が少ないこと、国内と国外の作戦活動別

に連邦軍を区分することに部隊運用上の問題があることなどの諸処の理由から、国防省は連

邦軍が国内の災害救援の中核となることには相応しくないと考えているふしがある51。

　他方、州政府など地方自治体側からは、連邦軍の災害救援について別の思惑がある｡ 軍

事、外交、通商規制などの権限以外は連邦政府と州政府に分割されているアメリカの連邦制

度のもとでは、連邦軍を直接地方に派遣することには歴史的に根強いアレルギーがあるとい

われている。国防省は連邦対処計画で支援官庁に指定されていることを考えても、あらゆる

災害救援の場面に連邦軍が無関係でないことはいうまでもないが、地方自治体の態度に配慮

するとその活動は抑制的なものにならざるをえないのである52。

　ノースリッジ地震時に連邦軍の派遣兵力が小規模であった理由には、その他にもいくつか

考えられる｡  １つは、FEMAの危機管理能力が向上したという側面である｡ ハリケーン・

アンドリュー時のFEMAの対応について監査したGAOは1993年、連邦対処計画の不充分さ

を厳しく批評した。「現在の連邦対処計画は、ハリケーン・アンドリューなどの激甚災害に

対応するには不充分であり、特に災害発生直後の被害評価と被災民の介護に欠けてい

る53｡」として、FEMAの組織改革と連邦対処計画の修正を勧告したほどである。逆にノー

スリッジ地震においては、FEMAの素早い対応は国内外から注目を浴び、賞賛の声があがっ

たが、そのことはFEMAの危機管理能力が大幅に向上したことを間接的に証明している。

ノースリッジ地震発生後直ちに、FEMA長官のウィットは自らクリントン大統領に直接電話

をかけ被災状況を報告したが、そのような行為はFEMA史上初めてのことであり、これだけ

50   Ibid.
51   Sylves, Waugh, Jr., Disaster Management in the U.S. and Canada, pp.21-22.
52  浜谷英博「米国の緊急事態法制－わが国有事法制研究におけるいわゆる第３分類の分野を中心と
して」『防衛法研究』第24号（2000年10月）、33-34項。
53   GAO report, to the Chairman, Subcommittee on Readiness, Committee on Armed Services.
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でもFEMAの危機管理能力の向上を充分に示している。またFEMAは応急対処から災害復旧

まで、連邦政府の援助の窓口として、地方自治体と積極的に調整を図り、被災者への援助や

生活再建の支援、復興事業の計画・推進に努めた。

　２つ目として、アメリカには州兵というわが国にはない制度があることを忘れてはならな

い｡  ノースリッジ地震発生から約15時間後には約800名の州兵が動員されたが、彼らの主

な任務が治安維持と被災者の安全保護であったとはいえ、災害直後の応急対処には充分に貢

献したといえる｡  大統領の命令まで待たねばならない連邦軍よりも一歩先んじて被災地に

到着できるところに、州兵の強みがある。

　そして３つ目は、なによりも災害に関する豊富な知識と経験をもったNPOとボランティ

アの存在である｡ アメリカでは、NVOADに代表されるように、災害NPOが多重にネット

ワーク化され、防災に関する情報と知識を共有している｡  しかも災害に対処するための訓

練を受けたボランティアが多数存在し、登録制度が整備されている｡ ノースリッジ地震で

活躍した捜索・救助、判定士など防災の専門ボランティアが、その好例である。その上､  地

域レベルで活動する小規模なNPOの存在も見逃せない。ことほどさようにアメリカでは災

害NPOが充実している。

　FEMAの危機管理能力の向上、州兵という独自の制度、災害NPOとボランティアの充

実、かててくわえて国防省の災害救援に対する微妙な態度が、ノースリッジ地震時において

派遣された連邦軍の規模の抑制につながったものと推定される｡ ではハリケーン・アンド

リューからノースリッジ地震にかけて見られた連邦軍の救助活動の変化は、わが国の災害

NPOと自衛隊の交流のあり方を考える上で、はたしてどのような示唆を与えるのだろうか｡

　ノースリッジ地震では、連邦軍と災害NPOの責任範囲が明確に設定され、緊密な協力関

係が再構築されていた。ノースリッジ地震に派遣された連邦軍は、マーチ飛行場の集積セン

ターの開設と救援物資の空輸、陸軍による被災地への物資の陸輸と供給、そして判定士の資

格をもったボランティアと工兵隊の連携による被災建物の危険度判定などの活動を展開し

た。しかしハリケーン・アンドリュー時に行ったような避難所の開設、救急医療、食事の炊

き出し、家屋の修理などの活動に連邦軍はほとんど関わらず、これらは地方自治体と災害

NPOに任せられた。

　こうした救助活動の変化はGAOの勧告に沿うものであった｡「軍は被災者支援のために、

多量な救援物資の集積、輸送、配給を遂行できる唯一の組織であるから、軍隊をその分野で

有効に使うべきである54｡」とするGAOの勧告を受けて、連邦軍の救助活動は軍事組織とし

ての特性が発揮できるような分野に特化したのである。ノースリッジ地震における連邦軍の

54  Ibid.
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救助活動をたどると、災害NPOとのパートナーシップを通じて「連邦軍は、災害NPOができ

ることは任せる｡ できない分野を連邦軍が担う｡  そして技術水準の高い専門化された救助

活動を必要とする分野は、専門的訓練を受けた災害NPOと連携しながら活動する｡」という

基本姿勢がみごとに浮かび上がってくる。

　この基本姿勢は、連邦軍の災害派遣の量的規模を従前よりはるかに減じさせることにな

り､国防省の一部にあった災害派遣に対する懐疑を和らげることにつながった。国防省は安

全保障を重視する伝統的な考え方と、国内の激甚災害や大規模事故の非常事態対策をも重ん

じる考え方との間で揺れ動いたかに見えたが、災害NPOとの連携を強調し、災害救援の役

割分担をはっきりすることで、より効率的・効果的な救助活動を図りながら、国家安全保障

に直結する軍事問題に軸足を置きつづけることが可能となった。この災害救援に対する基本

姿勢はノースリッジ地震後も終始貫かれており、連邦軍が国内で大規模な救助活動を行う姿

は、今日まで見られない。最近の事例をあげれば、2001年９月11日の米国同時多発テロを受

け、死者及び行方不明者の数が2,800名を超えた世界貿易センタービルのグラウンドゼロで

の救助活動ですら、連邦軍の出番は限られていたほどである55。

　わが国とアメリカとでは、国家の成り立ちや文化、法制度、部隊の編制 ･ 装備、NPOの

普及度などの面で大きな違いがあり、連邦軍の災害救援の手法を直接取り入れることは難し

いが、｢連邦軍と災害NPOの協働・連携」という考え方そのものは、わが国の災害救援にも

充分通じる考え方であり、今後の自衛隊と災害NPOとの交流を考える上で大いに参考と

なろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　自衛隊と災害NPOとの今後の交流

（１）災害NPOとの交流にあたっての基本的考え方

　わが国のNPOは、諸外国のNPOに比較して歴史も浅く、人材、財源及びマネージメント

などの面でいくつかの課題を抱えているが、行政、企業に次ぐ第三の主体としての社会的役

割は今後大いに期待されるところである。ここ数年、災害対策基本法、防災基本計画、警

察 ･ 消防などの指定行政機関の防災業務計画や都道府県の地域防災計画に基づいて、ボラ

ンテイアの活動環境や受け入れ体制が逐次整えられつつある。また中央防災会議（会長・首

55 グラウンドゼロの救助活動には、主として第77 歩兵師団などの陸軍予備役部隊が派遣された。
<http://www.globalsecurity.org/military/agency/army/77rsc.htm>
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相）は、一層の実効性ある地震防災体制を推進するため、2003年度の予算化に向けて災害

ボランティアの登録制度などを整え、行政、企業及びNPOが一体となった防災対策に取り

組もうとしている。今や、わが国は到来しつつあるボランティア社会を前提とした災害救援

システムの実現に向けて動き始めているといっても過言ではない。

　こうした取り組みが進む中、自衛隊側の対応はともすれば等閑視されてきた感がぬぐいさ

れない。阪神・淡路大震災の教訓の１つに、災害NPOとの協働・連携についての検討の必

要性が指摘されたものの、先に見たように、災害NPOとの交流は現場レベルでの偶発的、

自然発生的な一過性にとどまり、その貴重な教訓を十二分にくみ取られないまま、今日に

至っている。

　わが国においては、阪神・淡路大震災以降も洪水、火山噴火、台風、津波などの様々な災

害が発生し、今後も南関東や東海地方の地震などの激甚災害が危惧されており、被害の局限

及び被災地の早期復旧は国民的課題となっている。このため、高い危機管理能力を有する自

衛隊の災害派遣活動に対する国民の期待は大きい。けれども自衛隊単独での活動には限界が

ある。そこでノースリッジ地震の事例が示すように、自衛隊と災害NPOの役割分担を明確

にし、平素からそれについて密接に協議しておくことが不可欠となる。

　新たな状況や被災者の多様なニーズに対して柔軟かつ機敏に活動できる災害NPOとの交

流は、生存者の優先救助、活動の時間的ロスの縮小、被災地の第一線勢力の増加や情報交換

に伴う救助活動の促進など、自衛隊にとってより一層の災害救援の効率的・効果的な活動を

もたらす可能性を有している。また自衛隊の理解者と協力者の増加という副次的効果が期待

され、防衛施策の円滑な推進にも寄与することになるものと考えられる｡ かように災害NPO

との交流の意義と必要性は高く、自衛隊としても前向きに取り組む姿勢を打ち出すことが必

要である。

　では自衛隊と災害NPOの交流にあたっては、どのような基本的な考え方が求められるの

であろうか。自衛隊が災害派遣を行うのは、「都道府県知事等から要請があり、事態やむを

えないと認める場合（自衛隊法第83条）」が原則である｡  具体的には、都道府県知事等か

らの要請内容（災害の情況、派遣の要請事由、派遣を希望する期間、区域及び活動内容な

ど）に基づき、災害派遣受諾の三要件、すなわち緊急性、公共性、非代替性に照らして派遣

を決定し、じ後関係自治体等と細部を調整して救助活動を行うようになっている。これから

判断すると、自衛隊には都道府県等のレベルでは質的・量的に対応できない活動が期待され

ているといえる。例えば機械力・輸送力・人的動員力などをはじめとする自衛隊の専門性を

発揮する分野での活動である。当然ながら災害NPOとの交流も、基本的にはかかる考え方

に基づいて行われることが望ましい｡

　しかしながら現在、自衛隊と災害NPOとの役割分担は定かではない。阪神・淡路大震災
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時の炊き出しや入浴支援、有珠山噴火時の降灰の除去、高知県での豪雨災害時のゴミの除

去、鳥取県西部地震時の屋根のシート張りなどの救助活動の現状に見られるように、自衛隊

は従来、災害NPOや一般ボランティアでも対応可能な分野まで要請を請け負ってきた。

　こうした「自衛隊と災害NPOの役割分担はどうあるべきか」という設問を解く鍵となるの

が、ノースリッジ地震時の連邦軍の基本姿勢、つまり災害NPOとの協働・連携を軸に、軍事

組織としての特質を生かした救助活動の方法である。その基本姿勢を自衛隊と災害NPOの関

係に置き換えてみると「自衛隊の災害派遣受諾の三要件を堅持し、危険を伴う活動、大掛り

な機材や人員を要する活動、本格的な捜索・救助活動など、いわゆる災害NPOでは困難と思

われる分野を自衛隊が受け持ち、災害NPOの特性を充分発揮できる分野は彼らに任せる｡」

という考え方が導き出される。

　筆者が災害NPOに対して行ったアンケート調査からも、この考え方を裏付ける意見が出

された。｢自衛隊と協力して活動する際、自衛隊との役割分担は、どうすべきだと思います

か｡」という問いかけに、自衛隊に対しては「大掛かりな機材や人員を使用する活動」や

「人員や物資の緊急輸送」など自衛隊の特性を生かした活動が期待され、一方災害NPOの

役割については、「医療・救護」などの専門性のある活動とあわせて、｢避難所や物資集積

所の開設運営」など専門性が求められない活動についてもボランティア活動が可能とする意

見が多く寄せられている。

（２）具体的な交流のあり方

　これまで検討してきた交流の基本的な考え方を踏まえて、先に提示した①自衛隊がNPO

に支援を提供する、②自衛隊がNPOから支援を受ける、③自衛隊がNPOと協働する、の３

つのケースについて、具体的な交流のあり方を考察してみたい。

　まず第一の「自衛隊が災害NPOを支援する」ケースでは、災害救助犬を活用した捜索救

助に関わる要員（犬）の輸送などのようにNPOの専門性の高い分野への支援や、自衛隊の

活動状況に関する情報の提供などNPOの自主的活動を促進する分野への支援が考えられる。

なお災害NPOに対するアンケート調査によれば、自衛隊に期待する支援内容として、給水、

給食、宿泊、入浴、人員や物資の輸送（航空機、車両）、リアルタイムな情報の提供などが

あげられているが、災害NPOへの支援の当否は法律の許す範囲内で、効率的・効果的な救

助活動を実現するための必要性と、その支援により自衛隊の活動が妨げられる程度、災害

NPOの自主性に及ぼす影響の程度を比較考量して決せられるべきであろう。

　第二に、「自衛隊がNPOから支援を受ける」ケースでは、詳細な被害情報の提供や通訳

など自衛隊の充分でない能力を補う分野が考えられる。例えば被災状況などの情報提供、外
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国語通訳や手話通訳、道路案内・現場誘導及び避難所・物資集積所の開設・運営などであ

る。近年発足した災害NPOの中には、オートバイを活用して被害状況を把握する団体や、

自衛隊の部隊運用にも精通した退職自衛官からなる団体もあり、こういうNPOとの交流は

一考に値しよう。

　第三に、｢自衛隊とNPOが協働する」ケースは、災害NPOの専門性を有する分野と自衛隊

の専門性を有する分野との協働・連携である。例えば災害NPOが災害救助犬を使って行方

不明者を捜索している間に、自衛隊は捜索中の二次災害を監視するとともに行方不明者発見

後に救出活動にあたる、といったことが考えられる。またノースリッジ地震時に連邦軍工兵

隊とボランティアが協働して被災建築物の危険度判定作業を実施したように、障害物処理、

建設作業及び測量などに高度の技能を有する自衛隊の施設科部隊と、判定士などの資格をも

つ専門ボランティアの連携もあろう。

　このような協働・連携を円滑に行うためには、自衛隊と災害NPOの相互が平素から緊密

な交流を行い、相互信頼と尊敬に基づく持続的な人間関係を構築しておくことが重要となっ

てくる。そのためには、①災害NPO主催の各種イベントや自衛隊主催の災害派遣訓練等に

互いに参加し、相互の特性・能力の理解を深める、②防災会議での防災計画策定や地域防災

訓練等を活用して、災害発生時の役割分担と具体的な連携要領について認識の統一を図る、

③地域防災計画に基づいて、自衛隊と連携可能な災害NPOの登録や協定の締結を推し進め

る、④地域防災訓練等の場を活用して協同訓練を実施する、⑤一般のボランティアでも取り

扱い可能な範囲で、自衛隊が装備するテント・炊事車・給水車・入浴セットなどの資機材の

技能講習を開催する、などの方策がある。

　ただ、こうした平素の交流を通して信頼関係の醸成に努めようとしても、それを築くこと

は決して容易ではなく、長い時間を要するであろう。そもそも自衛隊と災害NPOは、各々

独自の組織文化を有している｡  両組織は価値観、行動規範､  思考様式、慣行など様々な

面で異なった文化を創り上げているのである｡  そこで､ こうした風土の違いを乗り越え

て､ 両組織の異質性を弱めるためには、チェンジ・エージェント(change agent)としての、

地方自治体の役割は極めて大きい｡  チェンジ・エージェントとは、「複数の社会システム

間のつなぎ目となり、コミュニケーションの役割を果たす」もので、二つの世界にまたがる

マージナルマンといわれるものである56。地方自治体には、異質性の高い自衛隊と災害NPO

を仲介あるいは調整するつなぎ役となり、両組織のコミュニケーションを取り持つことで、

組織文化の同質化を助長することが期待される｡  ロサンゼルス市が連邦軍と災害NPOの

仲介役を果たしたノースリッジ地震の事例からも、そのことが容易に理解できる｡

56 Rogers Everett M. and F.F. Shoemaker, Communication of Innovations: a cross-cultural approach,
(New York: The Free Press, 1971), pp.101-105.
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　法的にも、わが国の災害対処の第一義的責任は地方自治体にあり、発災時の災害NPOと

の連携においても、基本的に地方自治体があたることになっている。このため自衛隊が、災

害NPOと独自で直接の交流関係を結ぶことは、地方自治体の総合的な統制のもとでの災害

救援活動という観点から、また自衛隊と特定の民間団体との関係の有り様の観点からも望ま

しくないであろう｡  さらに救助活動に関する責任の所在、あるいは大規模災害時において

広域に活動する平素「顔の見えない」、しかも指揮統制が一本化されていない災害NPOと

の交流を容易にするという点からも地方自治体は無視できない｡  したがって災害NPOと

の交流にあたっては、あくまで地方自治体を介した方が好都合と思われる。例えば地方自治

体等の災害対策本部における対策会議の場に、自衛隊から派遣された連絡幹部と災害NPO

が出席し、救助活動の連携と協力体制について調整を行うという方法である｡  ここでは地

方自治体が設置した対策会議がチェンジエージェントとしての機能を果たすことになる｡

　なお現在、災害対策本部や防災会議に、災害NPOの代表者が参加するようになっている地

方自治体等はほとんどないようである。災害NPOとの連携・協力を円滑に行うためには、災

害NPOの代表者を災害対策本部等のメンバーに加えることを前向きに検討すべきであろう。

災害救助法第31条では「政府は、日本赤十字社に､  政府の指揮監督の下に、救助に関し地

方公共団体以外の団体又は個人がする協力の連絡調整を行わせることができる｡」と定めら

れており、日本赤十字社が、その資格を有している｡

　それにもかかわらず防災基本計画や前述の都道府県の地域防災計画を見る限り､  そのよ

うな体制になっていないのが実態である｡ 災害NPOとの連携・協力を円滑に行うためには､

災害NPOの代表者としての役割を日本赤十字社に明確に付与し､  災害NPOの意見を反映

できるようにする等､  なんらかの措置が必要である｡  これまでの災害NPOに関する調査

研究報告書の中には､  日本赤十字社に､  わが国における災害NPOの組織や訓練面におけ

る中心的な役割を委任すべきとの指摘もある57｡

　ちなみにアメリカの国内法では「人命救助または財産の保護のための緊急時を除いて、連
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

邦政府が法律で規定されたボランティア・サービス以上のものを受け取ることを禁止（傍点

引用者 ) 58」されている。ここでいう「法律で規定されたボランティア・サービス」とは、

大統領指定の三大NPOのことを指している｡  このため連邦軍が連携できるNPOは、連邦

対処計画に組み込まれているアメリカ赤十字のみで、他の災害NPOとの直接の連携はでき

ないようになっている。したがって連邦軍はアメリカ赤十字または地方自治体を介してNPO

と間接的に連携する方法をとっている。わが国でも参考になる仕組みであろう。

57  例えば旧国土庁防災局、自治省消防局『災害時におけるボランティアの活用方策に関する調査』
1991年、107-108項｡
58 US Code Section 1342.
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　では、このようにして災害NPOとの交流を図る場合、自衛隊はいかなる点に留意すべき

であろうか。この問いに示唆を与えるものとして、内閣府の国民生活審議会による行政と

NPOのパートナーシップのあり方を述べた報告がある59。この報告では、相互理解、対等の

関係、関係の公開性、関係の時限性の四つの原則が重要であると説明されている。

　具体的には、①行政とNPOの特性を充分認識・尊重した上で、両者が単独に活動を進め

る以上の相乗効果を生み出すように努めること（相互理解)、②NPOと行政が協働して問題

を解決する際に、NPOの特性を発揮するためには対等の関係を維持することが重要であり、

行政が自らの下請けとしてNPOを使うという発想ではなく、NPOの特質を認め、その独自

性・自立性を尊重すること（対等の関係)、③特定のNPOと行政が協働関係を結ぶ時は、両

者の関係は、外からよく見える、開かれた状態であること（関係の公開性)、④目標の達成

によって関係を終了することを明確にしておき、馴れ合いや癒着を回避し、特定のNPOに

とって既得権益化につながらないようにすること（関係の時限性)、である。

　これらの中でも、行政とNPOとの連携に当たっては、とりわけ対等の関係であることの

重要性が「防災とボランティアを考える集い60」(平成12年、内閣府主催）や、災害NPOに

対するアンケート調査において強調されている。ここでの重要な点は、｢NPOを単なる自衛

隊の補完として、あるいは強い統制力の下で活用するといった姿勢でのぞむべきではな

い61」という指摘である。なぜならば、NPOの最大の特性は、警察、消防、自衛隊など

とは異なった新たなる主体（第３セクタ－）として、被災地の多様なニーズに対して柔

軟かつ機敏に活動できるところにあるからである。自衛隊と災害NPOの真のパートナー

シップは、対等な関係を保つことによってはじめて構築されるといってもよい。

おわりに

　以上のように本稿では、アメリカの災害救援をてがかりに、わが国の災害NPOと自衛隊

の今後の交流のあり方の方向性について述べてきた。無論、わが国における自衛隊と災害

NPOの交流のあるべき姿を、一国のみの事例に照らし合わせて評価を行うことは、充分と

はいえないかもしれないが、それでもアメリカの連邦軍と災害NPOとの連携・協力の関係

は、わが国の災害救援を考える上で、示唆に富むものであった｡

　さて、自衛隊が災害NPOとの交流を実行に移し、その交流の実をあげるためには、今後

59　内閣府『国民生活審議会総合企画部会最終報告』。　<http://www.cao.go.jp>
60「防災とボランティア週間」（1月15日 -21日）の主な行事の一つとして、災害救援に関わるNPO
法人や行政の関係機関など約100団体が参加して、災害救援活動の問題点の洗い出しを行った。
61 災害NPOに対するアンケート調査による｡
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どのようなことに気をつければよいのであろうか｡  いろいろ勘案することはあろうが、こ

こでは、ひとまず自衛隊側の災害NPOに対する意識改革について触れておきたい｡  これだ

けでも充分に重要である｡

　中期防衛力整備計画（平成13年度～平成17年度）では、自衛隊とNPOとの連携がすでに

うたわれている｡  しかし現在の自衛隊は、災害NPOについて全く知らないか、知識とし

てある程度理解してはいても、政府への批判的言動や活動の不安定性に対する懸念などから

あまり期待できないとの認識の下、ほとんど関心を払っていないのが実情である。このた

め、にわかに防衛庁防災業務計画等で交流の根拠を示し、さらに通達等で災害NPOとの交

流を喚起しても、現状よりさらに踏み込んだ交流はあまり期待できそうにない。したがって

災害NPOとの交流を促すためには、自衛隊の側にも意識改革が強く求められる｡

　意識改革にあたって強調されるべきは、なかでも災害NPOの存在意義である。すでに幾

度か強調したように、それはこれまでの自衛隊、警察、消防によるサービスでは十二分に満

たされない被災者のニーズに対して、柔軟かつ機敏に対応できる新たな主体としての価値で

ある｡  たしかに日米の災害NPOを比較した場合、わが国の災害NPOがまだまだ発展途上に

あることは否定できない｡  だが、そうだからといって、災害NPOと距離を置こうとする考

え方は世界の潮流から外れた発想である｡  むしろ大事なのは、自衛隊と災害NPOがお互い

に協力しながら、未来志向で成熟したパートナーシップを作り上げていくという意識を持つこ

とである。

　意識改革に取り組む施策としては、まず①災害NPOの実態を正確に把握すること、②災害

NPOとの交流の場を積極的に持つこと、③防災訓練の場を通じて災害NPOとの連携・協力の

意義及び必要性を体感すること、が必要であろう｡  各部隊がNPOと平素から情報交換や災

害派遣時の役割分担などについて協議しておくことは、救助活動を効率的・効果的に行うと

いう意味からも、国民からさほどの異論がでないものと思われる｡

　自衛隊が災害救援において一定の役割を果たすのは当然であるが、役割を果たすのは自衛

隊だけではないし、自衛隊の役割は中心的なものですらない｡  より効率的かつ効果的な災

害救援を行うには、自衛隊、警察、消防等にくわえて、災害NPOの役割が一層重要になる

という意識を持ち、交流への積極姿勢に転じることである｡「災害に関わるいかなる組織も

万能ではない｡  ともに集まって、顔をつき合わせて役割分担や、お互いの可能性を調整す

べきである｡  とにかく、まず同じテーブルで話し合う機会が最優先である62｡」という、か

つて阪神・淡路大震災で大規模な救助活動を体験したボランティアの言葉は、これから災害

NPOとの交流に取り組もうとする自衛隊にとって傾聴に値する｡

62 災害NPOに対するアンケート調査による｡


