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　!遠野市とのつながり

後方支援活動の記録が手書きで庁舎内の随所に掲示

地震被害で市役所本庁舎（中央館）が全壊 全国から多くの支援自治体が集結 後方支援室の設置

本田市長と面談

東洋大学PPPスクール 東日本大震災現地調査　(第１回　H23年4月）
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　!遠野市とのつながり

国連PPP推進局、米国FEMAの災害対策専門家とともに、本田市長から後方支援活動の説明を受けた 

東洋大学PPPスクール 東日本大震災現地調査　(第2回　H23年7月）

H24年２月のジュネーブでの国連PPP会議（PPP Days　主催：国連・世銀・アジ
ア開銀）において遠野市の後方支援活動を紹介し、世界の注目を集めた

被災地ワークショップを開催 
 
H23年１１月、国連のＰＰＰ専門家
チームとともに、岩手県釜石市、遠野

市、国土交通省東北地方整備局にて、
ＰＰＰによる震災復興の可能性に関す
るワークショップを開催した。 
開催前には、いまだ復旧途上にある
被災地ではＰＰＰどころではないので

はな いかと考えていたが、各地で活
発な議論が展開されＰＰＰの活用に大
きなヒントを得ることができた。
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!事業目的    災害時に比較的被害の少ない地方公共団体から被災地の地方公共団体を支援　 
　　　　　　　　　する体制を構築するため、災害時の後方支援拠点施設のあり方及び平常時に 
　　　　　　　　　当該施設に求められる機能を整理するとともに、後方支援を実施するにあたり必 
　　　　　　　　　要となるノウハウや官民連携体制の構築手法について、岩手県遠野市をケース  
　　　　　　　　　スタディとして検討を行うことを目的とする 
 
!調査対象　　遠野市、遠野市が支援した被災自治体 
　　　　　　　　　遠野市に集結した自治体、自衛隊、消防、警察、医療、民間団体等 
　 
!調査手法　　ヒヤリング調査（38団体） 
　　　　　　　　　活動記録調査（遠野市の手書き記録、各関係機関の活動記録等） 
　　　　　　　　　資料文献調査 
 
!成果構成　　災害時の後方支援実績の分析及び後方支援に求められる機能 
　　　　　　　　　後方支援に求められるハード面の検討 
　　　　　　　　　後方支援に求められるソフト面の検討 
　　　　　　　　　後方支援に求められるネットワーク面の検討　 
　　　　　　　　　後方支援拠点におけるPPPの活用可能性の総合的整理 

　1. 調査事業概要 

平成23年度　官民連携による災害対応後方支援拠点に関する検討業務
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　２. 遠野市の後方支援構想
遠野市の概況
!  人口約３万人、総面積約826km2。　H17年に旧遠野市と上閉伊郡宮守村が合併 
!  昔から沿岸部と内陸部の交流拠点であり、宿場町として栄えた 
!  現在も東北の幹線網が走る内陸部と沿岸部をつなぐ交通の要所 
!  民話のふるさととして知られ、柳田國男の「遠野物語」の舞台 
!  遠野南部氏の時代「藩中藩」として独自の権限を持ち、自立性の高い地域であった
!  安定した花崗岩の地質で、火山や活断層もない地震には強い土地

遠野市の後方支援拠点構想 
!  H19年から遠野市の地理的特性を生かし、
市を中心とした半径50km圏円内の自治体
をつなぐ「地震・津波災害における後方支援
拠点施設整備構想」を掲げ、国や県に整備
の要望を提案していた 

東日本大震災における後方支援活動
!  甚大な被害により被災自治体の行政機能が
完全に喪失した状況下において、遠野市が
後方支援拠点として、 重要な人、モノ、情報
の集積拠点として有効に機能した 

!  後方支援構想と、それに基づきH19年、20
年に実施した県、自衛隊、市民等が参加し
た大規模訓練の経験が生かされた 4 



　３. 遠野市の後方支援活動

 
後方支援拠点 
遠野市 

行政 
21団体184名

自衛隊 
９団体990名

ボランティ・民間
教育 
42団体844名 

社会福祉協議会 

11団体49名

消防 
４団体694名

※平成２３年５月２日時点の集計。行政は現時点までで51団体が支援・協力
※災害対策基本法、災害救助法の枠組み＝被災地からの要請を待つばかりでなく、独自の判断で支援に駆けつけた
※被災自治体に近接する自治体・首長の判断に基づく、迅速・柔軟な支援の実施により、多くの生命・財産が助けられた

陸前高田市

釜石市

宮古市

山田町

大槌町

大船渡市

医療 
37団体309名

警察 
28団体1088名

電話・電力 
水道・ガス 
獣医・メディア

全国から遠野市に集結した機関 遠野市が後方支援を行った 
沿岸被災自治体（６市町）
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　４. 後方支援拠点の役割と機能

本部
被災地 
前線基地

後方支援拠点

1.  専門性の高い機関・団体から、多くのマンパワーを供給するボランティア団体まで多様な活動主体　
【多様な主体】

2.  活動を実施するための多様なリソース（モノ、ヒト、カネ）　【多様なリソース】
3.  復旧復興までの継続的な活動　【フェーズの多様性】
4.  上記を実行するための事前の計画、訓練、協定、マニュアル等　【計画性】
5.  活動主体の拠点　【拠点性】

!大規模災害に必要な３つの活動拠点

!後方支援拠点の定義・必要な機能

後方支援拠点は、 
「被災地に近接した自治体が、計画に基づき被災地支援のために拠点（空間、設備、サービス）を提供し、
多様な主体とリソースを集積させ、全体最適をはかりながら被災地支援を継続的に実施する活動拠点」  
 
５つの機能
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遠野市を中心に各活動主体、被災自治体への調査・分析



 5. 後方支援に求められるハード面の検討

指令本部 
(情報通信含)  
総合司令室、衛星通信
による電話・ネット等の
ICTインフラ環境、消防
車両等、かれき処理用
の重機

受入集結展開 
 
広大な広場、駐車場(重
車両も駐車可能な場所
が望ましい)、ヘリポート
設置可能なスペース

救急医療本部 
 
応急救命器具、医療機
器、医薬品、診察室

備蓄品保管 
 
想定人数の3日分の食
料、飲料水、日用品、 
電池、懐中電灯、ろうそ

く、ガソリン、灯油、重油
(ボイラー)

支援物資 
（仕分け・搬送） 
支援物資の仕分けス
ペース(体育館・広い公
民館・会館等)、配送用
の車両および燃料、配
布用のビニール袋

避難拠点 
 
避難所開設に必要な備
品

支援者サポート 
（宿泊、入浴） 
被災地支援者の円滑な
活動に対する支援

衛生 
（トイレ、ゴミ等） 
常設のトイレの設置、不
足分は仮設で対応(汲
み取り 業務の継続)、ご
み収集の実施、入浴(お
風呂、シャワ ー等)

!後方支援拠点に必要な８つの役割・機能（施設・整備）

＊平常時の活用方法も検討が必要
＊後方支援拠点整備に活用可能なPPP手法を検討し、手法別の VFMを試算 
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フェーズ 1 2 3

名称 救出・救命期 救護期 応急復旧期

定義
生命の危険のある状態の被災者の危険を
取り除くこと、もしくは必要に応じて医療関係

者に委ねることを優先にする段階

生命の危険のない状態の被災者を
最低限の生活のできる状態にすること、

避難～避難所の段階

最低限の機能できるようにインフラ、
公共施設、住宅等を機能させること、

仮設住宅の段階

象徴的状況 避難時期 避難所生活 応急仮設住宅生活

状況

被災者の生命危機を取り除くことが最優先
の時期。外部からの支援活動は期待できな
いため、地域の助け合い、専門機関の活動

が中心となる。

被災者が最低限の生活ができる環境を
つくり出す時期。

仮設住宅が完了し、被災者の自立生活再建が
始まる。新たなサポートが必要となる。

活動
救助・救出、避難誘導、安否確認、
捜索、医療（救命、治療）、
避難所開設・運営

避難所運営、捜索、安否確認、医療（救命、
治療）、物資依頼・配給、２次災害防止、応

急復旧工事、被害確認、
被災者ケア、衛生管理、犠牲者埋葬、
情報受発信、生活再建支援

被災者ケア、生活再建支援、
コミュニティ復興支援、事業再建支援、
事業起業支援、復興計画策定、

災害検証・伝承

リソース
（モノ、資材）

備蓄品が中心となる.
救出、救命のための資材や物品が必要。ま
た、命をつなぐ水、食料、時期により防寒な

どの対策も重要となる。

外部からの支援も入るようになり、
飲料食料の配給と日常生活に必要な
生活物品、衣類等が求められる。また、
避難所運営の物品や情報機器も必要。

仮設住宅生活では基本的に救援物資は支給さ
れなくなる。被災者の支援活動に対する新たな
支援物資が民間団体を中心に提供される。

リソース
（ヒト）

被災地では地域の人での助け合いが
中心。また、専門救助機関が活動する。
後方支援拠点では、行政や公的機関が

準備を始める。

専門救助機関の活動継続に加え、被災自
治体や被災者を支援する公的機関や
ボランティアが活動を始める。また、
復旧工事作業の人材も多く必要となる。

被災自治体に対する応援自治体や契約機関が
活動する。また、生活再建や事業再建のための
専門家や被災者やコミュニティのサポートをする

ボランティアが活躍する。

　６. 後方支援に求められるソフト面の検討

① フェーズの設定 
     　災害対応活動の状況とニーズの変化を整理
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　６. 後方支援に求められるソフト面の検討
② 「リソースマトリックス」の作成 
　　　フェーズ毎に必要となるリソース（モノ、人、設備等）をリストアップ

リソース カテゴリー フェーズ

救出・救命期 救護期 応急復旧期

モノ 
（物資）

水・飲料 
食料 
情報 
生活用品 
医療衛生 
衣料 
炊き出し 
他 

ライフラインが途絶した環境でも明かりや暖
を得るもの

"懐中電灯　"電池　"ヘッドランプ　"毛布　
"簡易トイレ　"暖房器／扇風機
"ポリタンク　"アルミブランケット　"カイロ　
"コンロ　"ローソク　"ライター　
何かと活用できるもの

"タオル　"バケツ　"ぞうきん　"手持ち袋　
"ポリ袋　"ゴミ袋　

避難所生活に必要なもの
"マットレス　"布団セット　"間仕切り　 
"カーペット　"電球　"時計　"うちわ　
身だしなみを整えるなど、日常生活に使う

もの

"鏡　"ブラシ　"予備めがね　"コンタクト
レンズ　"化粧品　"安全ピン　
"洗剤 "洗濯用用品　"ドライヤー　 
"ヘヤブラシ　"爪切り　"毛抜き　

仮設住宅生活を開始するための、家具、
家電、生活道具が必要となるもの

"寝具（ふとん　毛布　まくら　シーツ）　 
"家具（タンス　机）
"家電（冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エ
アコン）　"台所用品　"食器　 
"衛生用品　　他

モノ 
（資機材）

救護 
応急復旧

モノ 
（車両）

人（人材） 救命救出・医療情
報・調整・案内 
安否確認 
被災者支援 
行政支援 
復旧復興

ハード 
（空間設備）

この表は大規模災害が発生した際に、いつどのようなリソ‐ス（物品，
機材，人材、設備など）が必要になるかを整理したものです。
例えば、このような使い方が可能です。
! 被災地と連絡が取れない場合や被災地の状況がつかめない場合
でも，被災地が必要とするリソ‐スを速やかに持ち込むことが可能 

! 災害が発生した時点で，地域の行政、NPO、民間企業がどのリソ
‐スを確保するのかを、平常時に話し合っておくことが可能 

 
このリストは、地域の実情や経験に応じて、修正、追加していくことを
想定しています。

記載例
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　６. 後方支援に求められるソフト面の検討

③「リソースリスト」の作成 
　　　必要なリソースがどこにあるのか、どう確保するのか、地域で確認するためのフォーマット

リソース カテゴリー フェーズ

救出・救命期 救護期 応急復旧期

モノ 
（物資）

／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／

／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／

／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／

モノ 
（資機材）

／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／

モノ 
（車両）

／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／

人（人材） ／／／／／／／／／／／／
／／／／／／

ハード 
（空間設

備）

／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／

／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／

／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／
／／

団体名 所有物品 
（保管、調達、提供等）

モノ（車両）

人（人材）

この表は、災害時に必要となるリソースを誰が持っているか、誰
が確保するのかを表すために制作されています。 
各地域で、行政、NPO、民間企業が集まって話し合ってこのリスト
を制作していただくことを想定しています。 
平常時の話し合いが、災害時に直ちに行動できるネットワークに

つながります。

＊リソース確保には、民間事業者のネットワーク活用が不可欠 10 



　７. 後方支援に求められるネットワーク面の検討

官

協定・ネットワーク

官

官 民

＊自治体による自治体支援の必要性 
＊事前に必要なリソースの整理、必要量、所在、調達、保管の確認 
＊大規模かつ長期にわたる活動拠点の必要性

!  「最短時間・最小費用」で復旧・復興を進めるには、民間の資金、経営能力、技術的能力を最
大限活用するための仕組みを導入することが有効であると考えられる。このためには、国、他
の自治体、NPO、NGO・ボランティア、民間企業、地域住民の人的資源を総動員する広い意味
でのPPPが不可欠となっている

!  PPPの観点からは、後方支援産業の発展も期待される

!後方支援におけるPPPの必要性

11 

災害を想定した全国PPPネットワークのイメージ

!新たな広域後方支援ネットワークの構築
!  遠野市では、東日本大震災で課題となった、責任、権限、役割の明確化、活動財源の確保、イ
ンフラの整備等を解決する新しい仕組みづくりを引き続き検討している。大学院も支援続行中


