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はじめに－本稿の目的
本稿では、第 1 に、東日本大震災後から弁護士によって展開された無料法律相談事例
をマクロの視点で分析することにより、東日本大震災における被災地域および被災者の
「リーガル・ニーズ」を明確にする（第 1 章）。
第 2 に、明確になったリーガル・ニーズのうち、特に被災者のリーガル・ニーズが高
いカテゴリーとして特徴的であった「各種支援情報・制度に関する情報提供ニーズ」に
ついて、さらに深掘りした考察を実施し、「公民連携による情報提供ルートの複線化」
の必要性とその具体的解決策を描き出す（第 2 章、第 3 章、第 4 章）
。
第 3 に、弁護士等の専門家が企業や行政機関と連携して果たしてきた災害復興支援活
動の実践結果を紹介したうえ、これらを「公民連携トライアングル」の中で概念整理し、
政府・市場・地域の各セクターの抱える課題の克服と専門家の役割について解決策を提
示する。また、先例となる実績をモデルとして、現実の地域防災計画、災害協定、防災・
復興教育の中に、専門家による効果的な情報提供の在り方を位置づけるなどの、新たな
危機管理デザインの構築を提唱する（第 5 章、第 6 章、第 7 章）
。
第 1 章 東日本大震災のリーガル・ニーズの実像
1 無料法律相談事例の概観
弁護士は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災、その後の原子力発電所事故発生直後か
ら、日本弁護士連合会（日弁連）や日本司法支援センター、あるいはＮＧＯ、ＮＰＯと
連携し、被災地の避難所、関係機関での無料法律相談、電話相談等を展開した。同時に、
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日弁連は、これらの事例を集約、データ・ベース化し、
「東日本大震災無料法律相談情
報分析結果」
（第 1 次分析
～第 5 次分析、なお、第
5 次分析は 2012 年 10 月
公表）を発表し、様々な
立法事実の証明資料とし
たり、制度的課題の発見
による法改正提言などに
利用したりした。2012 年
10 月の最新データ公表時
点では、40,396 件のデー
タ・ベース1を構築するに
至った（地域によってば
らつきがあるが、2011 年
3 月から 2012 年 5 月まで
の無料法律相談の集約・
データ・ベース化が完了
した）
。
無料法律相談事例の分
類では、平時から無料法
律相談窓口で実施してい
るカテゴリー分類をでき
るだけ維持した。これに
より、平時と異なる特徴
を発見しやすくするとい

表 1 無料法律相談事例のモデルケース
無料法律相談事例のモデルケース
「5不動産賃貸借（借家）」
・「津波で借家が全壊して住めなくなったが家賃を払い続ける必要があるのか」。
・「地震で壁にヒビが入ったが，大家と借家人のどっちが修繕する義務があるのか。費用援
助は」。
・「まだ使える・住める状態だが，建て替え費用がないから退去を求められているが妥当
か」。
・「建物全壊で退去する場合の敷金は。立退料は貰えるか」。
「4工作物責任・相隣関係（妨害排除・予防・損害賠償）」
・「地震で自宅の屋根瓦が落下し，隣家や隣家の壁や自動車を損壊したが，損害賠償責
任を負うのか」。
・「商店の壁が崩れてパーキングに駐車していた自動車が損壊したが，誰かに損害賠償請
求できるのか」。
・「マンションの上階から水漏れがあった場合の責任関係はどうなるのか」。
「9住宅・車・船等のローン，リース」
・「津波により自宅の土地建物が流されてしまった。職場も失ったので住宅ローンが支払え
ない。再建の支援はないのか。既存の債務は破産しない限り残ってしまうのか」。
・「原子力発電所事故等で避難指示を受け，住めなくなった住宅の住宅ローンも支払う必
要があるのか」。
「12震災関連法令」
・「被災者生活再建支援金をもらうにはどういう手続が必要か。罹災証明はどういう場合に
取得できるのか，どこで，どうやって取得するのか」。
・「借家に住んでいる場合でも罹災証明書を取得して生活再建支援金が取得できるの
か」。
・「家計を別にしている親夫婦と，住民票の記載だけをみて同一世帯と認定された支援・義
援金が一世帯分しかもらえないのは納得がいかない」
・「何十年も一緒に生活してきた唯一の親族である兄弟が地震で亡くなったのに災害弔慰
金は兄弟に出ない法制度になっているのは納得がいかない」（当時）。
・「支援金や義援金をもらうと生活保護が打ち切られるという説明を行政から受けたが本当
か」。
「16遺言・相続」
・「家族や親戚が何人も亡くなったが，相続人は誰なのか。行方不明者がいる場合には手
続はどうすればいいのか。行方不明の家族の死亡届を出すべきかどうかで家族でも意見
が分かれている」。
・「遠方の相続人と義援金や支援金の配分で紛争になりそう。しかし，津波で全てを失っ
て，交通手段もなく，裁判所に出頭しての手続などとてもできない」。
「22原子力発電所事故等」
・「いつ戻れるのか、その間の休業補償などはあるのか。放射線量が高い地域の土地や
家屋の評価はどうなるのか」。
・「役場ごと別の市町村に移転してしまった。どこでどういう手続をすれば今後の情報が来
るのか全くわからない。どうしたらいいのか途方に暮れている」。
・「補償の範囲はどこまでか、避難指示等は受けていないが、子どものために県外に避難
してきた場合は補償されないのか。請求のやり方も複雑でわからない」。
・「政府や電力会社が出している指針や基準について詳しく解説してほしい。納得のいかな
い点についてはどうやって争ったら良いのか」。

う意図があった（但し、
1

日本弁護士連合会「東日本大震災無料法律相談情報分析結果」は、第 1 次分析から第 5 次分析までが公表されて
いる（第 5 次分析は 2012 年 10 月公表）。筆者がデータ・ベース化と立法提言への活用を提言しスタートしたプロ
ジェクトである。弁護士、日本弁護士連合会、各地の弁護士会、日本司法支援センターなどが実施した相談を日
弁連の東日本災害対策本部に集約し、全件について、弁護士が分野ごとの再分類とデータ・ベース入力を実施し
た。地域分類は、避難先ではなく「被災した当時の住所」で分類した。また、分類に際しては、最大 3 つのカテゴ
リーに分類しているため、各グラフの数値の合計は 100％を超える場合がある。また、棒グラフの横軸は、はすべ
て％表記であるが、分母はその地域における全相談、分子はそのうち当該カテゴリーに当てはまった相談である。
その地域において、各カテゴリーのインパクトを視覚的に比較することが可能になっている。詳細は日弁連ホー
ムページを参照。http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/shinsai/proposal.html#bunseki
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「22 原子力発電所事故等」のカテゴリーの追加、
「行政相談」の文言の「震災関連法令」
への修正、など微修正は行った）。その結果、特に論点を多く含み、また相談件数・割
合ともに多い相談は、
「5 不動産賃貸借（借家）
」
「6 工作物責任・相隣関係（妨害排除・
予防・損害賠償）」
「9 住宅・車・船等のローン、リース」
「12 震災関連法令」
「16 遺言・
相続」
「22 原子力発電所事故等」であること等が実証された。なお、各カテゴリーの相
談事例のモデルケースについては（表 1）のとおりである。
無料法律相談事例のモデルケース（日本弁護士連合会「東日本大震災無料法律相談情
報分析結果（第 5 次分析）
」の記載より抜粋・再構成）
2 マクロ分析①～地域によるリーガル・ニーズの差異
日弁連の報告書から導き出される分析結果の一つとして、被災地域ごとにリーガル・
ニーズが大きく異なるという点がある。そこで、地域単位でのリーガル・ニーズの差異
について、二つの地域を比較しながら解説する。
（図 1）は、相談者の被災当時の住所が
岩手県陸前高田市の法律相談内容を分析したものである。
（図 2）は、同じく宮城県仙台
市青葉区のものである。
津波で壊滅的とも言える被害を受けた岩手県陸前高田市では、
「16 遺言・相続」
「12 震
災関連法令」
「9 住宅・車・船等のローン、リース」といった相談が多くなる。都市部が
壊滅的被害を受け、日常生活が根本から脅かされたことが相談傾向に影響していると考
えられる。
一方で、宮城県仙台市青葉区の場合では、「5 不動産賃貸借（借家）」「6 相隣関係・工
作物責任（妨害排除・予防・損害賠償）
」といった相談が多くなる。これは、都市部の
契約関係の多さや地震による建物被害が多かったことが影響していると考えられる。な
お、仙台市青葉区は海に接していない。
このような差異は、
（図 1）や（図 2）のような相談傾向の分布グラフを比較すること
で、視覚的に把握が可能となった。リーガル・ニーズの地域差の存在が実証的に証明さ
れたものといえる（岡本 2012e、岡本・小山 b 及び同 c）。
3 マクロ分析②～時間経過によるリーガル・ニーズの変容
日弁連「東日本大震災無料法律相談情報分析結果（第 5 次分析）
」が示すもう一つの大
きな特徴は、時間経過によりリーガル・ニーズの変遷が見られるという点である。
（図 3）
は、岩手県（相談者の被災当時の住所）の相談内容のうち「16 遺言・相続の相談割合
の月次相談割合の推移を示したものである。
「16 遺言・相続」の相談は、発災直後の１
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図 1 岩手県陸前高田市（相談者の被災当時の住所）の相談内容

図 2 宮城県仙台市青葉区（相談者の被災当時の住所）の相談内容

図 3 岩手県の「相続・行方不明者」に関する法律相談内容の推移
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か月目は他の相談と比してそれほど大きな割合を示していなかったが、震災から 3 か月
経過した 2011 年 6 月には、43.0％と極めて高い割合を示すようになった。その後、若
干収束傾向にはあるが、11.8％～45.6％と高い割合で推移している。当初 1 か月は、亡
くなった方の家族の気持ちの整理の問題、自らの生活再建や避難生活上の課題などが優
先されたことにより、相続に関する相談が顕在化していなかったと考えられる。2 か月
目以降、割合が増加したのは、震災当時の法令では、相続放棄の判断をするための期間
（熟慮期間）の 3 か月が迫っており、報道や専門家による警鐘が鳴らされていたことも
影響していると考えられる（岡本 2012b、岡本・小山 2012a）
。
このように、法制度上の知識や情報を得るための端緒となる情報が被災者に届いてい
るか、届いているとしてもそれに基づいて正確な行動を起こせるのか、など様々な要因
で相談割合が変化していると考えられる。法律家による無料法律相談においても、時宜
にかなった支援情報の提供の重要性を再認識し、日々変化するリーガル・ニーズへ対応
することが求められたといえよう。

第 2 章 無料法律相談の情報整理提供機能
1 災害時の無料法律相談の機能と役割～情報整理提供機能
弁護士による無料法律相談活動は、どのような機能を果たしたのだろうか。阪神・淡
路大震災当時の法律相談活動の実績から、①自主的紛争解決機能（紛争予防機能）、②
カウンセリング機能、③パニック防止機能の存在が従来から言われていた。今回は、こ
れらの機能に、④情報整理提供機能も加わったとされる（岡本 2011、岡本・小山 2012a、
永井 2012）。
日弁連の「東日本大震災無料法律相談情報分析結果」
（第 5 次分析）で示された相談分
類の中で、この情報整理提供機能が顕著に現れた相談カテゴリーは、
「12 震災関連法令」
であった。当該相談内容は、
（表 1）のとおり、行政の政策や既存の利用できる法制度の
伝達、解説、認定等に関する相談である。無料法律相談時においては、当該制度に関す
る最新情報を整理し、伝達することが法律家の役割となった。避難所相談、電話相談の
いずれの相談態様であっても、復興支援制度（特に行政給付を伴う制度）の情報提供を
しない相談はなかったというのが法律相談現場を担当した弁護士らの実感であろう。言
い換えれば、多くの行政給付等に関する情報は被災者に行きわたっていなかった、行政
機関の職員だけで制度を住民へ周知徹底させることができなかった、という現状を浮き
彫りにしたといえる。行政相談の分野（制度解説、給付申請手続きの概要、制度紹介、
窓口案内）
、特に、罹災証明の取得、被災者生活再建支援制度、災害弔慰金制度などの
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相談は、相談の収束時期すら見えないというのが現場の実感であろう。
岩手県陸前高田市（図 1）でも、「12 震災関連法令」は分析対象期間全体で 19.8％を
占めているなど非常に高い割合である。

2 情報整理提供の機能の実際－ニーズに合致した情報とは
法律家により情報整理提供機能が担われたことは前述のとおりであるが、実際にはど
のような情報が有用であったのかという点について明確にする。最も即効性があり、か
つ重要な情報は何かという問題をつきつめると、以下の情報を特定することができた
（岡本 2012d）。
①

経済支援情報、行政給付情報
被災者生活再建支援制度、災害弔慰金制度、罹災証明の発行手続、行政から

給付をもらう際の世帯の認定相談、行政の窓口の所在、手続の方法など。前述
した法律相談分類では、
「12 震災関連法令」の分野に関する情報提供など。
②

金融関連情報
銀行や保険会社の窓口の所在、各金融機関が支払猶予措置をとることについ

ての情報提供、被災ローン減免制度の周知徹底など。前述した法律相談分類で
は、
「9 住宅・車・船等のローン、リース」
「10 その他の借入金返済」
「11 保険」
の分野に関する情報提供など。
③

日常生活に関する契約関係情報

被災した建物の賃貸借契約の帰趨、被災した職場との雇用関係の帰趨、相続
の一般的知識など、日常生活に直結する法律相談。前述した法律相談分類では
「5 賃貸借契約（借家）」
、
「16 遺言・相続」、
「18 労働問題」の分野に関する情
報提供など。
以上の①から③までの分野に関連して、さらに複雑な相談に移行することは稀であり、
多くは「情報提供機能」が中心であった。そして、このような情報提供ニーズは、災害
直後から頻出していた（岡本 2012b 及び同 d）
。
このことからも、災害直後に被災者にこれらの情報を届けることが、いかに被災者に
とって重みがあることなのか理解できるであろう。仮に、これらの情報を知らされない
まま漫然と不安を抱えていれば、復興に向けて歩みだす心理的状況にはなりえないし、
行政が進めようとする各種計画やまちづくりへの賛成や参加の意欲も生じないと思わ
れる。
さらにいえば、漫然と情報不提供の状態を放置することで本来は保全できたはずの財
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産が散逸してしまう危険もある。たとえば「個人債務者の私的整理に関するガイドライ
ン2」（被災ローン減免制度）の適用により、「義援金」「被災者生活再建支援金」「災害
弔慰金」
「相当の現預金（例：2012 年 11 月当時の運用では 500 万円が目安）
」などを手
元に残したままで住宅ローンを減免できる制度があることを知らずに、漫然と義援金や
支援金で、被災して消滅してしまった住宅のローンを支払い続けているケース、又は一
括返済してしまったケースがその典型であろう。
しかし、必要な制度、行政給付に関する情報をピンポイントかつ時宜に適った形で伝
達することは極めて難しく、行政や専門家側としても、伝えるための手法・ノウハウを
成熟させているとは言い難い。そこで、その解決策として、次章以降で述べる、公民連
携による情報整理・提供の仕組みを、新しい危機管理でデザインとして構築することが
必要であると考える。

第 3 章 情報提供ルート複線化の必要性とシステムデザイン
1 行政支援情報、経済支援情報の伝達メカニズム
（図 4）は、災害発生時における生活再建・復興支援情報の発信および伝達の仕組みと
その課題を図式化したものである。東日本大震災以降、国等の行政機関をはじめとして、
多様な主体がさまざまな生活再建・復興支援情報を発信したが、真にその情報を欲して
いる被災者に情報が伝達されていたかというと疑問なしとしない。
まず、国が発信する情報に着目すると、国は、災害後の数か月のうちに、1,000 件を優
に超える通知、事務連絡、お知らせなどを発信している。その宛先は、主として県や政
令市などの地方公共団体である。特に災害救助法の弾力的運用についての厚生労働省か
らの通知は、現場で活用可能な様々な知恵の宝庫といってもよかった。しかし、県・政
令市、市町村などを経由するうちに、最終的にほとんど支援者や被災者の手元に情報が
届いていないことが、無料法律相談の現場で相談を繰り返しているうちに判明すること
になる。市町村は、大量の情報を捌ききれず、また、受け取った情報を住民・被災者へ
わかりやすく説明するノウハウを有していなかった。これにより、多くの情報が眠って
しまったのである（岡本 2012a）。
企業については、特に生活に直結するものとして、金融機関（銀行、保険会社、共済）
2

ガイドライン（2011 年 7 月）。東日本大震災の影響により、震災前の借入金返済が困難となった個人がガイドラ
インを利用することで、一定の要件の下、債務の免除を受けられるという制度である。メリットとして、①破産
手続き（法的整理）とは異なり個人信用情報の登録などの不利益を回避できる、②国の補助により弁護士費用（運
営委員会に登録された弁護士の費用）がかからない、③手元に残せる現預金の上限が義援金、災害弔慰金、被災者
生活再建支援金を除いて、さらに 500 万円までとなっている—などである。成立から何度も運用改善を重ねており、
最新情報については留意されたい。
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の情報が有用である。金融
機関によるローンなどの支

図 4 災害発生時の情報提供ルートとその課題に関するモデル図

払猶予措置、保険会社によ
る保険料の支払猶予措置、
火災・地震保険金の支払に
関する取扱いなどは被災者
にとっても死活問題の情報
である。しかし、金融機関
だけでそれを伝えきること
は不可能であった。仮にイ
ンターネットやマスメディ
アなどを通じて発信してい
る情報があるとしても、被
災者が「我が事」として受
け止めることもまた困難であった。
支援団体・NPO は被災者に二人三脚で接し、きめ細やかな、それぞれの特性を生かし
たサポートを実施することができる。しかし、同じ NPO が広範囲の被災地をすべてカ
バーすることはできないし、ほとんどは特定のエリアのみでの支援活動にとどまるとい
う課題がある。
以上のような、各主体の抱える一長一短の構造問題から、発信された情報がそもそも
被災地において共有されず、あるいは共有されたとしても、該当者がそれを認識するに
至らないという事態が起きていたように思われる。

2 公民連携の「情報提供ルート複線化」モデル
弁護士による無料法律相談活動は、前述のとおり「①経済支援情報、行政給付情報」
「②
金融関連情報」
「③日常生活に関する契約関係情報」の分野における情報整理提供機能
を果たした。有益な情報が公開されていれば、それを収集整理する技術のある専門家は、
これを必要としている者に対し、無料相談活動を通じて直接伝えることができる。これ
をモデル化したものが「生活再建・復興支援情報の提供に関するルート複線化のモデル
図」（図 5）である。
国、企業、NPO 等支援団体が発信した様々な有益情報を、情報収集等の専門技術を有
する弁護士らが整理する。そして、これらを無料法律相談や説明会などで直接伝えるこ
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とで、従来型の情報提供ルート（図 4）ではやせ細っていく情報を補完する。これによ
り「情報提供ルート複線化」を実現し、行政機関の情報提供機能を平時と同様、あるい
はそれ以上に維持・強化することが可能になると考える。
さらに、無料法律相談活動を通じて浮き彫りになるリーガル・ニーズを立法や制度運
用へフィードバックすることができる。政策担当者にとっても、最良の情報収集パート
ナーとして専門家を活用することができる。

第4章

情報提供ルート複線化の担い手－公民連携による実現

「生活再建・復興支援情報の提供に関するルート複線化のモデル図」
（図 5）が有効に
機能するかどうかは、情報提供ルート複線化の「担い手」のあり方にかかっていると考
える。確かに法律家は、情報を収集し、それをわかりやすく伝えることを職務とした専
門家であるため、担い手の一角を占めることは自然である。しかし、真に「安心」感を
もって住民とコミュニケーションをとるためには、法律家だけでは不可能である。結論
から言えば、行政機関がコーディネーター役を担いつつ、
「行政、企業、NPO、専門家」
の連携による情報提供支援が必要になる。以下にそれぞれの主体と法律家がいかに連携
すべきかを論ずる（岡本 2012a、同 b 及び同 c）
。
1

行政機関と専門家の連携

国が発信する情報（通知、事務連絡、お知らせ等）について、全省庁にて即時一覧化
できる体制の構築が求められる。特に国側から専門家団体等に対して整理された情報を
提供してもらうシステムの構築は検討に値するだろう。また、行政機関の業務継続計画
（BCP：Business Continuity Plan）や地域防災計画の策定において、情報提供機能維
図 5 生活再建・復興支援情報の提供に関するルート複線化のモデル図
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持のための各機関との連携を明記することが必要である。行政側において他業種との連
携を明記しておくことは、緊急時における混乱を防止する上でも重要と考える。なお、
民間機関や専門士業団体は、情報提供を担う受け皿となるべく、人材の提供・育成を図
ることが求められる。
2

企業と専門家・行政機関の連携

銀行、保険会社、その他金融機関による発信情報については、東日本大震災において
は、金融庁や各業界団体のホームページなどがポータル機能を果たしていた。今後は、
さらに直接被災者に、各企業が講じている措置についての情報を届けるため、自治体広
報との連携や専門士業団体の無料相談との連携が求められるだろう。また、BCP の策
定において、金融やインフラなどの公的機能を果たす企業については、その情報提供機
能維持のための各機関との連携方式を、より具体的に明記することも求められる。
特に、初動が早く専門性も高い士業団体（日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、
日本行政書士会連合会など）との情報共有は効果的である。さらに、行政機関（基礎自
治体）もアレンジャーとして加わることで、被災者に対する行政機関としての対応のメ
ッセージを早期に届けることができるというメリットもあると考える。
3 NPO 団体・民間支援団体等と専門家の連携
NPO 等には、災害後の現場の最前線で活動する人材が多い。したがって、情報伝達端
末として威力を発揮すると考える。企業や専門士業団体は、NPO 等に参加する人材の
育成、団体への必要情報の提供に努めるべきである。
4

専門士業団体どうしの連携

専門家が専門知識を活用するに当たっては、被災者相対の個別相談のみでは足りない。
相談結果を前提として大局的な制度構築まで結びつける視点を持つ必要がある。このた
め、専門家は、当該分野の個別相談のみを担当するのではなく、他分野の専門士業団体
と協力し、制度運用にコミットする努力が必要と考える3。

第 5 章 公民連携による情報整理提供機能の実践例
1 アドホックな取り組みの体系化
前章までに述べてきたように、災害後に長期間に亘って到来する生活再建のフェーズ
において、支援情報を適切に提供するには、情報提供主体になりうる民間側と、支援制
度の実施主体である行政側とが連携する、公民連携による情報提供作用が必要である。

3 専門士業団体の連携の例としては、「阪神・淡路まちづくり支援機構」
（兵庫県）や、「災害復興まちづくり支援
機構」
（東京都）などがある。
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すなわち、
「生活再建・復興支援情報の提供に関するルート複線化のモデル図」を具体
化することが求められる（図 5）
。そこで、情報提供ツールのあり方として参考になる事
例を、東日本大震災後の事例から紹介する。今後はこれらを体系的に整理し、各主体の
役割分担を明確化することが求められる。
2 実践①生活支援冊子～「復興のための暮らしの手引き ここから KOKOKARA」
（1）
「復興のための暮らしの手引き」とは
「復興のための暮らしの手引き」（図 6）は、被災者の生活再建に有益な情報、被災者
特有の悩みに応える窓口や制度情報等を紹介する無償冊子である。東日本大震災無料法
律相談の実績ノウハウや、弁護士のメーリングリストでの情報交換の中で、
「今、被災
者に必要な情報は何か」を目的別に収集整理して冊子にしたものである。この冊子の特
徴は、①手に取りやすい紙媒体の冊子であること、②目的別に検索できること、③官民
問わずニーズの高い情報を掲載したこと、④「子どもからお年寄りまで」をコンセプト
に平易な言葉で記載したこと—にある。誰もが自由にダウンロード、印刷、製本でき、
推計５万部程度が被災地に届けられたと考えられる。
（2）なぜ紙の冊子なのか～一覧性・検索性
支援マッチングの目的が明確な場合は、ソー
シャルメディアやインターネットでの情報発
信は大きな効果を発揮する。しかし、弁護士
による無料法律相談の集積の結果明らかにな
ったのは、
「家も仕事も失った私たちはこれか
らどうしたら良いのでしょうか」
「何か役に立
ちそうな情報がありますか」
「連絡先も、窓口
がどこかも全く分からない、どうしようもな
くて途方に暮れている」という相談事例が相
当割合を占めていたことである（（表 1）の「12
震災関連法令」に関する相談がこれにあたる）。
一方通行での大量情報発信の中に紛れた情報
を、被災地域の自治体や被災者個人が受け止
めて整理することは困難である。そこで、
「何
か生活再建のヒントをつかんで欲しい」とい
う理念から、目に留まる支援情報をまとめた
ものが必要であると考えられた。
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弁護士は、無料法律相談活動の際には、
「たとえばこんな制度があるのですが、知って
いましたか。お話を聞かせていただけませんか」と、冊子を配りながら一人一人に話し
かけていく手法を多用した。高齢者の方も多い避難所において、紙媒体の冊子は、一覧
性・検索性に優れ、何よりも温かみと安心感がある。大変有益なコミュニケーションツ
ールとなり、多くの支援者が活用するに至った。
（3）時間的なニーズ変化にも対応
第 1 弾は 2011 年 4 月中に弁護士有志がボランティアで作成し、印刷の上で配布した。
窓口情報（行政機関、金融機関、保健機関、相談窓口等）を重視し、今まで知られてい
なかった「罹災証明」や「被災者生活再建支援制度」などを大々的に盛り込んだ。第 2
弾（「夏版」同年 7 月）
、第 3 弾（「冬版」同年 12 月）とバージョンアップするにつれ、
「個人版私的整理ガイドライン（被災ローン減免制度）
」問題に対する対応、原子力損
害賠償に対する対応、などの情報も盛り込むことになった。
図 7 「広報みやこ 2011 年 11 月 1 日号」
（抜粋）

3 実践②行政との連携による効果
的情報提供～「広報みやこ」
（1）自治体広報紙の信用力
被災者にとって情報の宝庫とな
ったのが、自治体が発行する広報
紙である。大規模に被災した自治
体でも、住民に対する発信は必ず
実施しなければならない。多くの
自治体が住民のニーズは何かを模
索しながら情報発信をしていた。
巨大災害後の自治体広報紙は、避
難住民にとっては今後の生活再建
のヒントとなる情報を見つけ出す
唯一の媒体であるケースが多く、
ニーズに合致したテーマが求めら
れる。
（2）
「広報みやこ」と地元弁護士
の連携
行政機関と専門家の協働のモデ
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ルケースとなる岩手県宮古市の事例を紹介する。2011 年 11 月 1 日号の「広報みやこ」
では、
「聞きたい！知りたい！暮らしに役立つ法律知識」という欄が 1 ページ全面を使
って掲載された。弁護士による相続相談の質疑応答を掲載するとともに、相続放棄熟慮
期間満了についての周知を実施したものである（図 7）
。
弁護士が法律問題に答えるということそれ自体は、珍しい記事ではないかもしれない
が、問題はその内容にある。平時であれば、市民の関心の高い法律問題について特集を
組むことになり、テーマはいくつかの候補の中から選定できる。しかし、災害時におい
ては、時機を逸すると無意味になる情報が数多くあるため注意が必要である。その 1 つ
を素早く取り上げたのが「広報みやこ」であった。災害時にめまぐるしく変わる法制に
機敏に対応した好例といえる。
たとえば、相続した財産が債務超過になっているケースでは、相続放棄をしたほうが
よいケースが多い。しかし、被災者の多くは、津波被害や浸水被害に遭い、現在の資産
状況の判断すらできず、相続放棄すべきかどうかの判断ができない状況にあった。そこ
で、本来は相続開始から 3 カ月しかない相続放棄の申し出期間を、2011 年 11 月 30 日
まで延長する民法の改正があった。2011 年 3 月の時点で相続開始に至っていたとして
も、11 月 30 日まで相続放棄するかしないかの判断を伸ばすことができた。逆に、この
時期を過ぎれば相続放棄はできず、借金も相続することになってしまう。
多くの被災者は、自らがそのような状況に置かれていることにも気が付かないことが
あり、自治体広報で周知する効果は絶大であった。

4 実践③国と自治体と住民を繋ぐ支援ツールの開発
～「東日本大震災 通知・事務連絡集」
（1）国からの膨大な通知・事務連絡
震災直後から、国の各省庁は、現行法制の規制緩和や運用改善、新たな運用や解釈、
従前の法制度や運用の確認などを中心に、「通知」
「事務連絡」「お知らせ」などを大量
に発信している。厚生労働省は災害救助法の弾力的運用、生活保護法の解釈の確認、な
どについて、約 1,000 件の通知等を発信している。その名宛人は、県、政令市、中核市
等であり、そこからさらに市町村等へ伝達されるのが通常ルートである。そのほか、環
境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省なども膨大な数の通知等を発信している省
庁である。
しかし、あまりに膨大な情報であったためか、初期の段階でこれらの情報を正面から
受け止めている自治体は限られていた。筆者のヒアリングした複数の自治体では、いず
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れも平時のようにチェックしていられない状況であったとのことである。被災した自治
体にこそ必要な情報が、被災しているがゆえに情報整理ができないという状況が浮かび
上がっていた。
図 8 「東日本大震災

通知・事務連絡集」

http://www.sinsailaw.info/

（2）弁護士有志チームと IT 技術者有志チームによる検索サイト構築
各省庁のホームページには、発信された通知・事務連絡等が公開されている。しかし、
各省庁のホームページは統一フォーマットでなく、通知等をピンポイントに検索できる
体裁にもなっていない（サイト内にも法令や通知の検索はあるが、最新の事務連絡や通
知等は検索できるようになっていないケースや、半年から 1 年ほど前の情報しかデー
タ・ベース化されていないケースもある）。
そこで、筆者を中心とした弁護士有志チームは「東日本大震災通知・事務連絡集作成
プロジェクトチーム」を立ち上げた。データ・ベース化にあたっては、すべて弁護士の
視点で、通知内容をまとめ、ワンポイントアドバイスやキーワードを記載するという作
業を実施した。これにより、目的別に通知等を検索できる画期的なサイト構築を目指し
た。
その後、IT 技術者のボランティアチームである「Hack for Japan」の有志メンバーの
協力を得て、無料ホームページサイトに「東日本大震災通知・事務連絡集」を完成させ
ることができた。大手検索サイトのヤフー株式会社の震災関連ホームページにもリンク
が掲載されるなど一定の成果を残した（図 8）。
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第 6 章 民間セクターの活動限界の課題と克服
～公民連携トライアングルにみる災害時の専門家の役割
1 情報提供支援の実績にみる民間セクターの活動限界と課題
第 1 章及び第 2 章で述べたとおり、弁護士等の専門家による情報提供活動は、弁護士
という有資格者の高度な社会的使命
（弁護士法第 1 条参照）に依存するところが大きい。
予算措置としても、無料相談活動についての日本司法支援センターによる費用等の援助
や、内閣官房地域活性化統合事務局による「地域づくり支援事業4（専門家派遣事業）」
など数えるほどしかない。したがって、他の業務を抱える専門職が活動を長期に継続す
ることは、ほぼ不可能な現状にある。また一般的には、専門家個人の知見のみに頼らざ
るを得ないことから、情報の完全性・網羅性を保つことの困難性が指摘されるところで
ある。
第 5 章における実践例のうち、実践①及び実践③については、政府セクターや市場セ
クターからの情報を、地域セクターに近い専門家団体（たとえば日本弁護士連合会や被
災地の各弁護士会）や個人が、任意かつ無償の取組みで被災者支援を実施したものであ
る。これに対し、実践例②については、行政名義で地域セクターに近い専門家がこれに
協力している形態であり、連携の密度や関係の対等性はより高いという評価も可能であ
る。ただし、当該地域における専門職の有無によって左右されることから、常に一般化
できるかどうかの疑問がある。
以上を踏まえ、これらの課題について「公民連携トライアングル」により、各セクタ
ーが果たすべき役割を改めて確認しながら、解決の糸口を模索することとする。

2 「公民連携トラインアングル」にみる災害時情報伝達の役割分担
（1） 公民連携トライアングルの概念整理
（図 9）は、公民連携トライアングルと呼ばれる図式である。公民連携トライアングル
とは、スウェーデンの政治学者ビクター・ペストフ氏が、社会福祉サービス分野におけ
る地域内のボランティア、民間の有料サービス、政府の公的扶助などの相互関係を明確
に記述したものを原型として、東洋大学教授根本祐二氏が、日本の PPP（Public–private
partnership、公民連携）の現状に適用できるよう、修正・拡張した図式である（根本
2012）。

4

次の URL を参照されたい。http://www.chiiki-info.go.jp/admin/files/publish/P42.pdf
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図 9 公民連携（PPP）トライアングル

（2） 「公民連携トライアングル」にみる
災害時の各セクターの課題整理
「情報提供ルートの複線化」の有用性を導
くため、公民連携トライングルの「政府セク
ター」
「市場セクター」
「地域セクター」の各
セクターに、情報提供支援における課題を落
とし込んで整理することを試みる。
第 1 に、
「地域セクター」では、前述したと
おり、非公式な民間活動の資金的課題や、情

報の信頼性担保という課題がある。さらに、
（図 4）でも示したとおり、地域限定的・ス
ポット的な活動にとどまること、支援団体側の知識不足があること、なども課題である
（（図 4）の右側『支援団体の情報』部分と対応）
。
第 2 に、
「市場セクター」では、その情報提供先が、原則として各社の取引先顧客に限
られるという限界があり、それ以外のアウトリーチによる被災者への公平な情報提供に
は躊躇せざるを得ないという課題がある（（図 4）の左側『金融・保険等情報』部分と対
応）。
第 3 に、
「政府セクター」では、災害時にそぐわない階層的情報伝達システム、膨大な
発信情報の受け皿不在、などの課題がある（（図４）の中央『行政支援・復興制度情報』
部分と対応）。
（3） 「公民連携トライアングル」が導く大災害時における専門家の役割分担
以上を踏まえると、三つの各セクターが課題を克服し、果たすべき役割は、次のよう
にまとめることが可能である。
まず、
「政府セクター」である行政の役割は、自らの名を前に出す形での民間セクター
との連携に踏み出すことにある。単なる委託・下請け先として民間を見るのではなく、
文字通りの共同名義での活動こそ、災害時において民間が十分な情報提供活動をする上
で重要となる。前述の実践例や情報が伝わらない伝達メカニズムをクリアするためには、
行政からのアウトリーチが不可欠である。
一方、
「市場セクター」や「地域セクター」では、民間機関（特に専門家組織等）はア
ウトリーチを依頼される立場として、信頼を勝ち得る努力が必要である。災害時の生活
再建制度や法的課題への対応については、民間企業や支援組織の知識不足は恒常的な問
題である。このため、現実的には、国家資格あるいは公益法人等が与える各種資格の全
国団体などが、現時点で行政のパートナーとしての即戦力となる資質があることになる。
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これらに対して、国または被災自治体が協力を求めることができる土壌づくり、すなわ
ち、平時からの情報交換の場を構築することが重要になる。
さらに、専門家には、各セクターのもつ壁を越えて、自由にセクターからセクターへ
と「泳ぎ回り」
、必要な情報をその高度な知識と専門的技術で伝達する役割がある。無
料法律相談活動の展開による「情報提供ルートの複線化」はその典型例である（図 5）。
「情報提供ルートの複線化」の取組は、
「公民連携トライアングル」上では、三つのセ
クターを自由に泳ぎ回る、
「非政府」
「非営利」
「公式」の「新しい公共」の体現である
ともいえる。
そして、これらの公民の関係づくりは、緊急時に一挙に構築できるものではなく、平
時からの少しずつの積み重ねによる双方の信頼の獲得が必要になるだろう5。

第 7 章 結論と提言－公民連携のシステムデザイン
1 結論とまとめ
東日本大震災の直後から、弁護士は無料法律相談活動を開始した。相談件数は、2011
年 3 月から 2012 年 5 月までの期間で 4 万件を超えた。4 万件の法律相談は、日本弁護
士連合会の災害対策本部に集められ、様々な分析が行われた。その結果、①被災地域に
よって相談の傾向が大きく異なること（集落が津波で被災した地域、都市が津波で被災
した地域、都市が地震で被災した地域、原子力発電所事故の影響地域など）
、②時間の
経過によって、相談傾向が変化すること（相続の相談の急増、近隣紛争の収束など）が
それぞれ判明した。
東日本大震災で明らかになったリーガル・ニーズのうち、特に重要なものは、
「生活支
援に関する情報の提供」であった。行政からの給付金、住宅ローンの支払猶予措置、賃
貸借契約の顛末などである。しかし、これらは、行政や企業のみの力では、被災者への
周知には不十分であった。東日本大震災では、弁護士による無料法律相談活動が、行政
や企業が実施している情報提供活動の「代替機能」を果たした。このような、無料法律
相談活動による情報提供代替機能は、東日本大震災特有の現象ではなく、将来のあらゆ
る災害のモデルケースとなるはずである。そこで、東日本大震災における無料法律相談
活動が果たした役割を分析し、新しい防災・危機管理のシステムデザインとして「情報
5

根本 2012（11-12 頁）は「
「新しい公共」は理念的に推進するよりも、現場の細かな知恵で少しずつ積み上げて
いくべきものである。緩やかだが、その動きは確実に生じているようである」としている。第 5 章に掲げた実践例
①ないし③もそれらの一つとして位置づけが可能である。また、同稿は、新しい公共の行き着く先のひとつとし
て、企業セクターの非営利化と NPO・地域セクターらの公式化とを掲げるが、それらの行き着く先は、いずれも
「非政府・非営利・公式」の領域であるとしている。専門家による情報提供支援と地方公共団体による信頼性の担
保は、「非政府・非営利・公式」の領域として説明が可能であると思われる。
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提供ルートの複線化」を確立することを目指すべきである。

2 提言と今後の課題
「情報提供ルートの複線化」を効果的に実現するために２つの視点を提唱する。
（1）
「情報提供ルート複線化」の担い手と行政との関係の明記
第１は、「情報提供ルートの複線化」
、すなわち、巨大災害後の生活再建情報ほか各種
の必需情報を効果的に被災者へ提供するために、その担い手である行政、企業、NPO、
専門家の連携を、地域防災計画6や BCP 上に明記することである。行政は信用性を担保
するコーディネーターになる。企業や NPO は、被災地において直接支援活動を展開す
るサポーターとなる。そして、専門家は、行政、企業、NPO が発信する情報を、現行
の法制度に照らしてわかりやすく被災者に届ける役割を担う。
ここで新たに浮上するのは、各種連携の実例や提言を実現するためには、予め行政と
民間とで「災害協定」を普及させることで十分対応が可能となるのか、あるいはそれ以
上の関係性の構築が必要であるのか、という問いである。これについては、次に紹介す
る東日本大震災直後の教訓から、あるべき方向性を探索したい。
行政と専門家との間の災害協定の例として、東京都と「災害復興まちづくり支援機構」
（弁護士会などを含む 14 の専門士業団体で構成している任意団体）が締結した「復興
まちづくりの支援に関する協定書」がある7。しかし、東日本大震災後、原子力発電所
事故等からの避難者などの生活再建支援相談や情報提供業務に対して、東京都から協定
に基づく派遣要請はなかったようである。
この理由は 2 点あると考えらえる。すなわち、東京都（行政）側は、誰に、何を、い
つ、どの規模で依頼するか、という活用のアイディアを持たず、前述してきたような専
門家による情報提供作用の効果や重要性、その先に繋がる様々な法的課題を認識してい
なかった。一方で、災害復興まちづくり支援機構（民間）側も、担当者レベルでの実務
者協議が不足しており、具体的に「何ができるのか」という行程表や、法的課題のアイ
ディアを行政側へ示しきれていなかった。
以上のように、巨大災害時においては、災害時になって初めて気づきを得る課題が多
い。したがって、インフラなどの物理的な応急措置や復旧措置に関する災害協定と異な
り、漠然と法的支援や情報提供に関する災害協定を締結するだけでは、情報提供ルート
の複線化の担い手の十分な活動を保証できない。これらの課題の克服のためには、行政
6 地域防災計画とは、災害対策基本法に基づき、都道府県、市町村の防災会議が地域の実情に即して作成する、災
害対策全般にわたる基本的な計画をいう（災害対策基本法第 40 条参照）。
7 協定書については次の URL を参照されたい。
http://www.j-drso.jp/kyotei/kyoteisho.pdf
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側、民間側の双方が、日常の活動領域にとどまらない、専門家同士のプラットフォーム
や知識交換の研鑽の場を設置することが求められる。いかなる事項について協議を重ね
るべきかについては、前述のとおり、東日本大震災の無料法律相談活動で実証されたリ
ーガル・ニーズの地域差や、時間的経過による変容、そしてこれらを受けた立法活動の
実績などがその拠り所となると考えられる8。
（2）
「情報提供ルート複線化」の担い手の育成
巨大災害直後のあらゆる復興支援や生活再建の情報を整理するには、災害法制に関す
る相応の能力と技術を備えなければならない。大学に限らず、広く防災教育や一般教養
の中で、災害復興や生活支援に関する知識を習得した人材を、官民で恒常的に育成すべ
きと考える。たとえば、慶應義塾大学法科大学院に創設された「災害復興法学」
（Disaster
Recovery and Revitalization Law）は、被災地において法律改正の立法事実となった事
例をモデルケースとして、災害復興制度の基礎知識や立法政策技術を習得することを目
指した講座である（岡本 2012e）。大学による担い手育成の先例となれば幸いである。

8

東日本大震災後の例としては、2012 年 11 月に東京都台東区と台東区法曹会等 7 専門士業との間の、「災害時に
おける特別法律相談に関する協定」の締結がある。災害時の支援メニューの共通認識化など、今後の連携の深掘り
が期待されるところである。なお、詳細については次の URL を参照されたい。
http://www.city.taito.lg.jp/index/release/201211/kyouteiteiketu.html
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