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震災による被害を大きくした原因は、危機管理体制が構築さ
れていなかったこと。

The damage was worsen by the lack of crisis-
management system.

カギは、国・自治体・民間企業・NPO等のパートナーシップ。こ
れがPPPが不可欠な理由。

We need partnerships among
governments (national/regional/local), private companies, 
NPO/NGO and citizens.  
That’s why PPP is indispensable.

PPP研究センターが震災復興に取り組む理由
Why does PPP Center address this issue? 
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3.21
-震災関連リンク集を公開
-「1000日記録」を公開
-「震度6以下で発生した重大事象リ
スト」を公開

4.18
-復興第1次提案を発表

4.29~5.2
-第２次提案準備のための被災自
治体ヒヤリング

7.4
-国際PPPフォーラム開催

8. 1   
-第１次・第２次提案の説明会

取り組みの経過 Activities
3.21
- Collection of Useful Web links
-1000days’ Chronicle
-Incidents in Seismic Scale 6 and less

4.18
-1st Proposal  Published

4.29~5.2
-Visit disaster-affected-areas to 
conduct a research on logistic support 
system for 2nd Proposal

7.4
-International PPP Forum

8. 1 
-Briefing Session on Proposals 3



(1)全般的な情報 ①国、自治体、当事者企業の情報、②民間一般、NPO、個人提
供の情報

(2)被災者の皆さんへの情報
①総合 ②医療 ③介護・福祉、教育 ④住宅 ⑤生活再建・事業再建

(3)被災地を支援したい方への情報 寄付、物資支援

(4)元気になるサイト！こころが励まされる情報

(5)原子力発電所に関する情報
福島原発最新情報、放射線・放射能に関する情報、健康・医療関連

(6)For Foreigners
Travel to Japan, National Agencies and announcements, Local Governemnt 
Web Sites, Multilingual Supports, Media, Find Persons

(7)復興に関する情報

震災関連リンク集 Collection of Useful Web links
利用者別に分類。 Classified for Various Users 
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阪神淡路大震災 東日本大震災（地震・津波）
原発事故

91 1995 4 17 2011 6 9

92 1995 4 18 2011 6 10【被害】水道少なくとも5.8万
戸で断水。222万戸で復旧

93 1995 4 19
【復興】地区計画によ
る復興として三宮地区
の規制を決定

2011 6 11
【被害】死者１万5413名、行
方不明者8069名（震災発生
３ヶ月）

94 1995 4 20 2011 6 12

95 1995 4 21

【復興】（神戸市）復興
計画審議会（会長：堯
天神戸大名誉教授）
設置

2011 6 13
【被害】敷地外から放射性
物質キュリウム初検出（文
部科学省）

96 1995 4 22 2011 6 14

【政策】「原子力損害賠償支
援機構法案」閣議決定、
【対応】高濃度汚染水処理
システム試運転

97 1995 4 23 2011 6 15

【被害】全国47都道府県
1,061市町村に避難者12万
4,594名（6月2日集計 内閣
府）

98 1995 4 24 2011 6 16
99 1995 4 25 2011 6 17

100 1995 4 26【復旧】神戸阪急全面
再開

2011 6 18

１０００日記録 1000days’ Chronicle

淡々と記録。阪神淡路大震災と対比し工程
管理することで抜け落ちを発見。
Day-to-day record of the National /
Local Governments’ reactions, media
coverage, and etc. with comparison to
reactions taken to Hanshin-Awaji
Earthquake, the record shows what
have gone well or not.

Hanshin-Awaji
Great Eastern Japan
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震度6以下で発生した重大事象リスト
List of Incidents in Seismic Scale 6 and less

●インフラ / Infrastructures
藤沼ダム決壊、鹿行大橋崩落ほか

●庁舎（全壊、一部損壊、使用停止） / Public Administrative Buildings
福島県庁、遠野市役所、水戸市役所、鉾田市役所、大洋総合支所庁舎、
福島市水道局庁舎、笠間市役所、高萩市役所、須賀川市役所、郡山市役
所、佐野市議会、福島県警察庁舎ほか

●ホール / Halls
九段会館天井崩落、ミューザ川崎シンフォニーホール、習志野市文化会
館ほか

●公立学校（全被害） / Schools
何らかの被害 19都道県で5538校
建て替えや大規模復旧工事が必要 180校

津波とは関わりなく多数
の重大事象（下線部は
死亡事故）が発生してい
る。多くは老朽化が原因。

Deteriorated Aging 
Social / Economic 
Infrastructures collapsed

既存不適格：Not complying w/building codes
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第1次提案内容 備考

１ 地域別の復旧復興投資額の計算、それに必要
なソフトの開発
Calculation of Restoration Cost of infrastructures in the area

ＰＰＰ研究センター版追加ソフトを公表

２ 復興院（仮称）の設置と官民人材の登用
Establishment of Comprehensive Disaster Response/Management and 
Reconstruction Agency

第２次提案（日本版FEMA）

３ PFI 法の改正による迅速・効率的な復興推進
Amend the PFI Law to enable faster and more efficient use of PFI

法改正（一部済）

４ 公共施設等運営権を活用した他自治体・民間
企業による復興事業の実施
Use of Concessions by private sectors and/or public organizations

第２次提案（自治体間連携）

５ 地域の防災型多機能中核コミュニティ施設の
建設、スケルトン・インフィル工法の導入及び一般
的行政財産制度・包括的社会資本整備交付金制
度の創設
Intensive investment on durable multi-function community facilities(not to mono-
function buildings), generalize government assets  for flexible use, and 
Establishment of a comprehensive social capital grant scheme

６ 国民の志を取り入れる資金調達方法の導入
Utilize Citizens’ will for reinvestment on devastated areas

第1次提案 1st Proposal
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社会資本更新投資金額将来推計
（被災なし） w/o earthquake

社会資本復興・更新投資金額将来推
計（被災あり） after earthquake

地域別の復旧投資額の計算に必要なソフト開発
Develop Application Software for Calculation of Restoration 
Cost by TOYO University

将来の更新投資金額を自動的に計算する東洋大学版ソフト（2010.10発表）を改良。

time (50 years)

cost

time (50 years)

cost
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被災自治体への後方支援体制調査
Research on backup Logistic Support system for Devastated Municipalities

１ テーマ 機能を喪失した被災地の支援方法

２ 趣旨 東日本大震災は、従来の震災と異なり、被災自治体の行政
機能を喪失させるほどの甚大な被害をもたらした。これに対して、国（地方
整備局）による道路の速やかな復旧、他自治体による警察・消防・行政サー
ビス等の支援、NPOによるきめ細かいサービスなど、喪失機能を補完する

さまざまな試みがなされ相応の成果をあげている。しかし、これらは、公式に
行われているわけではなく、今後の震災時にも同様の体制がとれる保証は
ない。本提案は、潜在的な支援者と被災者を結ぶ接点としての機能が常に
発揮されるような社会システムを平時に構築し、危機発生時に瞬時に機能
しうるようにすることを目指すものである。

３ 成果物
（１）震災視察調査報告書、PPP研究センターレポートvol.015 2011/06/10
（２）第２次提案「日本版FEMA」「自治体間連携」「NPO活動記録」
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自治体機能が正常に発揮されているケース
A case where the local government in a disaster-affected 
area is functional

支援者
Supporter 支援者

Supporter

支援者
Supporter

被災者
disaster 
victim

被災自治体
local governments 
in disaster-affected 

area

国・都道府県
National/Regional 

Governments

民間企業・NPO
Private 

Companies/NPO

他自治体
Other local 

governments

阪神淡路大震災では
神戸市の機能は維持
されていた

○

In Previous disasters, local 
governments kept their 
functions to accept supports 
from organizations or
individuals, and provide help 
to victims

被災者
disaster 
victim

被災者
disaster 
victim
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自治体機能が喪失しているケース
In this case, a local government in disaster-affected areas lost 
its functions thus the help should be provided by other parties

×

国・都道府県
National/Regional 

Governments

他自治体
Other local 

governments

民間企業・NPO
Private 

Companies/NPO

被災自治体
local government in 

disaster-affected 
area

支援者
Supporter 支援者

Supporter

支援者
Supporter

被災者
disaster 
victim 被災者

disaster 
victim

被災者
disaster 
victim

東日本大震災では、津波
による面的被害、首長・
職員の死亡、庁舎崩壊に
より、機能停止が相次い
だ。 11



国レベルでの危機管理体制
日本版FEMA
Japanese Emergency Management Authority

1 国の独立機関とし、トップは政治家ではなく
危機管理専門家が就任し５年任期を保証する

2 十分な予算と職員を確保する。＊職員は新
規に雇用することなく、関連省庁の本庁職員
を現場中心に再編することで確保する

3 平時よりフルに機能させる（全国の危機管
理システムの維持、シナリオのない防災訓練
の実施、復旧復興のための資源の日常管理
などを担う）

4 法令に基づき、発生時から復興終了時まで、
必要なすべての国の資源（人員・物資・予算）
を動員する権限を持つ。

5   自治体、民間企業、NPO・NGOとの間の
役割分担の調整権限を持つ

1 It should be a national institution independent
from the politics. The Head is NOT an elected
official BUT a crisis management expert from a
public/private organization.

2 Prepare enough budget and staffing. *The officials
will be transferred from related ministries.

3 It should be fully operated from ordinary times,
NOT only on emergency basis.

4 It should have all the responsibilities and
authorities to mobilize any national resources (HR,
goods, budget) for comprehensive emergency
management, and these should be clearly defined
in regulations.

5 It should have the authority to coordinate among
national agencies, local governments, private
companies and NPO/NGOs. 12



自治体間連携 public/public partnership

１ 基礎自治体同士で平時に相互援助協
定を締結する。

２ 内容は、危機の種類、程度、時間に応
じた支援内容（物資、サービス）。

３ 法律事項
（１）あらかじめ協定を結んでいる市町村で

あれば、被災市町村もしくは都道府県
の了解を経ることなく活動可能とする。

（２） 被災自治体自身が行えば国費補助
対象となる活動は自動的に対象とする。

４ 自治体間協定の標準ひな型の公開と
東洋大学による複数自治体間のモデル事
業の実施（東洋大学キャンパスの活用）

1 Under ordinary occasion, local governments 
will conclude a mutual aid agreement for 
disaster response, restoration and further. 

2 The agreement will cover various support 
menus corresponding to types of crisis, 
scale, time/duration and etc.

3 Legal Issues
(1) Municipalities under the agreement should 

be able to start providing helps without a
consent or order from the devastated 
local/regional government

(2) Should be granted by the National 
Government

4 Create a model/standardized agreement 
between local governments
Model Case Study by TOYO University
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震災復興PPP相談センター

１ 東洋大学PPP研究センターに震
災復興PPP相談センターを開設する。

２ WEBを用いて自由に相談できるも
のとする。

３ 対象は、被災地のほか、震災を機
に公共施設・インフラをPPPを用いて
見直そうとするすべての自治体とする。

４ 相談料は無償とする。

５ 回答者はセンターのPPPの専門
家です。

６ 東京大手町での面談相談も可能。
ニーズ次第で出張相談所も開設。

1 TOYO has established  the 
Reconstruction PPP Advice 
Center

2 Web-based service

3 Provide consultation for all local 
governments, not  only for 
devastated areas in this disaster

4 Free of charge

5 Answered by PPP Specialists

6 In-person or On-site 
consultations may be provided 
upon request/ demand
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成果説明会
Briefing Session

日時 8月1日（月） 1830~2030
場所 東洋大学大手町サテライト

（東京都千代田区大手町２－２－１ 新大手町ビル１階）
定員 80名

Date        01, Aug 2011
Place       Otemachi Satellite, TOYO University

2-2-1 Otemachi Shin-Otemachi Build. Chiyoda, Tokyo
Capacity  80

お問い合わせ、申し込み
For more information and registration
ml-ppp@toyo.jp
Tel 03-3231-1021
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