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１．日本の危機管理の現状と課題
　世界有数の地震大国であり、自然災害が極め
て多い日本。阪神・淡路大震災では直下型の地
震が大都市を襲い、高架が崩落した阪神高速の
映像は 20 年近くたった今でも鮮明に記憶に残っ
ている。そして東北地方を中心に襲った東日本
大震災。地震や津波、原子力災害という複数の
災害が同時に発生し、予想を遥かに上回る甚大
な被害をもたらしたと同時に、津波で建物が流
されている映像は全世界を大きく震撼させた。
　あれから２年近くが経過したが、被災地では
一刻も早い復旧復興が声高に叫ばれている状態
で、未だ前途は遠いという感じは払拭できない。
　また、近い将来の発生が懸念される南海トラ
フ巨大地震に関する被害想定が昨年８月に内閣
府から公表された。この被害想定は過去最大規
模であり、大阪府域において想定される死者数
は、およそ１万人と推計されている。この被害
想定を踏まえ、各自治体では防災計画の見直し、
建物の耐震化の促進や備蓄物資等の拡充、住民
の防災意識の高揚に向けた取組など、より一層
の防災対策が急務となっている。
　さらに、近年では 1995 年の地下鉄サリン事
件、新型インフルエンザや O157 による感染症
など自然災害以外の事案が発生しており、あら
ゆる危機事象に対して迅速に対応できる仕組み
を構築することが求められている。
　東日本大震災のような過去に経験したことの
ない危機事象が発生した場合、災害に対する初
動対応に遅れが生じ、行政の危機管理能力の弱
さに批判が集中する。大規模災害を「想定外」
の一言では済まさないよう、迅速かつ実効的な

対応策を考えなければならない。

２．危機管理の先進国アメリカ
　アメリカでは、ハリケーンや竜巻、山火事な
どの自然災害が各地で発生しており、ノース
リッジ地震では、本調査の視察先であるロサン
ゼルス近郊が大きな被害を受けた。
　また、アメリカでは自然災害以外にも、9.11
が発生するなど日本と同様に数々の危機事態を
経験している。しかし、アメリカではこれらの
事態への対応が不十分であったことから、その
反省を踏まえ、危機対応についての見直しが進
められてきた。
　その一例が、危機事象が発生した際のアメリ
カの迅速な対応に関わっているＦＥＭＡの設置
である。ＦＥＭＡはあらゆる災害に対応するだ
けでなく、州、郡、市、企業など様々な機関と
連携して全面的に現場を支援することから、世
界各国の危機管理体制の手本とされ、日本にお
いても阪神・淡路大震災以降注目されてきた機
関である。
　また、アメリカの危機管理体制では、全米レ
ベルでＮＩＭＳと呼ばれる危機対応のシステム
が確立されており、テロも含めたあらゆる危機
事象に対応できる標準システムとして、連邦政
府や州政府だけでなく、全ての自治体で採用さ
れている。
　危機事象を経験する度に見直しが行われ、効
果的に改善されてきた点が、アメリカが危機管
理の先進国と呼ばれる所以であろう。

３．アメリカに学ぶ危機管理体制

根性論による危機管理体制からの脱出
～組織の役割と連携をアメリカに学ぶ～

A　班
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　来たるべき南海トラフ巨大地震に備えるのは
もちろんのこと、特に今年はゲリラ雷雨が多発
し、８月には大阪府域でも豪雨による被害が多
数出た。身近なところでも、迅速な対応ができ
る体制の構築は急務であると感じている。
　災害時においては、ひたすらに働き続けるこ
とこそが行政のあるべき姿だと捉えられがちな
今の日本。行政の活動に人間が携わる以上、そ
の活動には限界があり、行政自身が倒れてしま
えば復旧活動は進まなくなる。果たしてそのよ
うな手法が合理的であると言えるだろうか。
　危機管理の先進国であるアメリカの成果を学
ぶことは、今後の日本の危機管理体制のあり方
を考えるための助けとなるはずである。そのヒ
ントを得るべく、次のとおり各地を視察した。

 

 

 

　今回の視察では、ロサンゼルス市緊急事態対
策局、アメリカ赤十字社ロサンゼルス支部、ロ
サンゼルス市消防局本部及び 27 分署、シミバ
レー市役所、サンタバーバラ郡緊急対策室、カ
リフォルニア大学アーバイン校非常時情報通信
センター、ロサンゼルス郡ライフガードサザン
セクションハモサ本部の８か所を訪問し、独自
の活動内容を伺うとともに、連邦、州、郡、市、
企業、ボランティア組織など様々な機関との連

携方法を中心に、ボランティアの育成、各機関
に導入されているシステムの活用について調査
した。
　当初視察を予定していたカリフォルニア州緊
急対策協会南部地区支部は、直前に発生した山
火事への対応によって視察の受入れが困難と
なったため、視察先の変更を余儀なくされた。
最終的にはサンタバーバラ郡緊急対策室へと視
察先が変更されたが、その調整段階において視
察候補地となったシミバレー市役所の市長から
是非ともお会いしたいとのお話をいただき、表
敬訪問することになった。
　また、カリフォルニア大学アーバイン校では、

「非常時の情報通信に関する研究」について視
察する予定であったが、既に研究は終了してお
り、担当者である大学の危機管理マネージャー
自身がその研究には携わっていなかったことか
ら、調査テーマを変更することになった。
　さらに、最終日に訪問を予定していたカリ
フォルニア州危機管理局南カリフォルニア地区
センターは、相手方との調整の結果、視察する
ことができなかったため、Ｂ班とともにロサン
ゼルス郡ライフガードサザンセクションハモサ
本部を訪問することとなった。
　日本の危機管理体制をアメリカのように「シ
ンプルでありながらも実効性のある」ものにす
るためにどのように反映できるのか。それぞれ
の現地視察報告において考察してみる。
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１．はじめに　
　わが国では、東日本大震災が発生し、地震や
津波、原子力発電所での放射能放出事故が重な
り、これまで体験したことのない未曾有の大災
害に見舞われた。太平洋沿岸部で発生した想定
をはるかに超える津波によって、多くの生命と
財産が奪われた。
　大震災以後、国民の災害に対する意識は非常
に高まり、自主防災組織や自治会を中心に防災
訓練が活発に行われるようになった。
　各自治体では、近い将来の発生が懸念される
南海トラフ巨大地震に備えた防災対策が急務と
なっているが、政府から発表された被害想定は
これまでの想定に比べはるかに大きく、正確な
情報を収集し、伝達する手段の構築と住民の迅
速な避難方法の確立が大きな課題となっている。
　一方、ロサンゼルス市ではノースリッジ地震
やハリケーンカトリーナを経験し、これらの災
害対応の失敗を教訓に、連邦政府、州、郡及び
市が防災システムを一元化したオペレーション
センターを構築している。また、統一した防災
マニュアルを策定し、市や消防、警察などの関
係機関が連携して対応に当たっている。
　これらの状況を踏まえ、今回、ロサンゼルス
市緊急事態対策局を視察することによって、わ
が国の防災対策を再認識し、課題の解消に努め
たい。

２． ロサンゼルス市緊急事態対策局
　 （ＥＭＤ）について
　ロサンゼルス市は、カリフォルニア州最大の
都市で、ニューヨーク市に次ぐ人口規模を持ち、
アメリカ西海岸を代表する都市である。ロサン
ゼルス郡内にあり、面積は1,210㎢、400万人以
上（昼間人口は約600万人）の住民と約40万社
の企業を抱えている。また、世界で有数の空港
や港が立地していることから、約90の言語が学
校では使用され、選挙は７か国語で実施される
など多民族が生活する街である。また、連邦政
府が想定する16の危機のうち、13の危機が発生
する可能性がある地域として、災害対策に取組
んでいる。
　これらの危機に対応するため、ロサンゼルス
市緊急事態対策局（Emergency Management 
Department「ＥＭＤ」）では、旧市庁舎の地
下４階にあった組織を３年前に現在の場所に移
転した。建物は、Ｍ８の地震に耐えることがで
きる免震構造となっており、３日分の食料や非
常用電源の燃料、飲料水を備蓄している。

 現　ロサンゼルス市緊急事態対策局

３．ＥＯＣについて
（１） 概要

　ＥＭＤの施設内には、ＥＯＣが設置され、災
害を３つのレベルに分け、その災害レベルごと
に人員を集約させる仕組みを構築している。災

災害の教訓を活かした取組
～緊急時におけるＥＯＣ機能について～

訪問日　2012 年 9月 24日（月）
訪問先　�ロサンゼルス市緊急事態対策局　

（ＥＭＤ）
説明者　�ロサンゼルス市緊急事態対策局本部長
　　　　�ジェイムズ・ジー・�

フィーザーストーン氏
通　訳　横溝　仁志�氏
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害発生時には、ＥＭＤの常駐スタッフに加え、
市の各セクションの担当者、消防、警察、ガス、
民間企業などの危機管理担当者が参集し、災害
対策にあたることになる。参集する民間企業は、
市と共に災害支援を行う代わりに市から最新の
災害情報を取得することでビジネスに繋げる仕
組みが構築されている。
　また、ＥＯＣに隣接して、副市長、警察署長
及び消防署長が参集する司令室が設置されてお
り、災害発生時の拠点施設となっている。

 ＥＯＣの中枢

（２） マニュアルと情報手段について

　災害発生時の手順には７つの段階が決められ
ており、マニュアルに従い、誰もが災害対策に
あたることが可能となっている。マニュアルは
セクションごとに異なり、他市への応援・連携
に関するものも含まれている。またマニュアル
には、市議会議員に関する記述も含まれており、
災害対策は市長と市議会議員双方の決定を基に
行うこととされている。
　ＥＯＣの正面にはモニターが、各セクション
にはモニターやＯＡ機器が配置されており、各
担当者が情報の共有を図れる仕組みとなってい
る。また、州政府との連絡に当たっては、電
話に加え、ハイチ地震において有効であった
skypeが利用されている。
　災害レベルによっては、連邦政府の職員が派

遣されることになるが、それぞれの機関との連
絡手段にはインターネット電話や衛星電話に
加え、twitterやfacebookなどのソーシャルメ
ディアが活用されている。
　また、災害情報を住民に発信するＥメール
システムが停止した場合に備えて、市独自の
facebookを保有することや無料ダイヤルを設置
するなどの補完体制を構築している。
　ＥＯＣには関係機関の広報担当者が集まる
Joint Information Centerも設置され、ＥＯＣ
に集められた情報はすぐに伝達、集約され、定
期的にメディアに発信されることになる。
　各ブースにはデジタルビデオレコーダーやデ
ジタルラジオが設置され、必要なメディア情報
を収集することが可能となっている。ここから
発信される住民への情報は、「何が起きている
か」「市がどのように対応しているか」「住民
の方々にどうのように対応してもらうか」など
の内容が中心となる。
　災害発生時における情報伝達は、非常に重要
であるため、内部や外部への連絡手段はあらゆ
る方法を駆使できるよう体制を整備している。

 Joint Information Center

（３） 組織体制と対応訓練について

　ＥＯＣには本来35名のスタッフが必要である
が、市の厳しい財政状況を反映して、常勤ス
タッフ25名で対応している。人員の不足に対す
る対策は、最新の技術の導入、消防や警察など
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関係機関との連携を密にすることで補っている。
また、ＥＭＤには10名のインターン（研究職
員）が在中し、防災専門家の育成に向けた取組
が行われており、必要な経費は連邦政府からの
補助金で賄われている。
　災害発生時において、ＥＯＣが円滑に運用さ
れるためには、日頃からの訓練が必要となる。
レベル３想定の大規模なものになると６～７時
間をかけて訓練が実施される。同程度の訓練は
年間２～３回実施されている。また、セクショ
ンごとの訓練は、年間10～12回実施されている。
これらの訓練はチーム訓練が中心で、必ず警察
署、消防署、ＥＭＤが共同で行う訓練としてい
る。
　「災害時に１つの部署がすべての災害対応を
行うのは不可能であり、連携の重要性は過去の
災害から学んだ。警察や消防以外にも行政内に
は災害で破損した道路を復旧する部署があり、
それら関係機関が連携することが非常に重要で
ある」との考えが、ＥＭＤの基礎となっている。
　最近では、複数の災害が同時発生することを
想定した訓練も実施されている。
　また、「日本における地震、津波、原子力発
電所の事故のように複数の災害が誘発した場合、
どうように対応するかが訓練の中心となってい
る。それと同時にリカバリー「復旧・復興」に
重点をおく、訓練を進めている。これは東日本
大震災における日本の対応の迅速さから学んだ
ことである」とのＥＭＤ担当者の言葉が強く印
象に残った。

４．防災啓発について
（１） 避難誘導について

　市では高齢者や障がい者など、要援護者の避
難を促す地図作りを進めているが、個人情報保
護の観点からすべての障がい者を記載できない
という課題も抱えている。それは、障がい者自
身が特別扱いしてほしくないと意見をもってい

るからであり、作成した地図には、すべての高
齢者や障がい者が記載されていない現状がある。
しかし、災害発生時には、要援護者は単独での
避難が困難であり、現実的に約８万人もの要援
護者への対応が求められており、市の大きな課
題となっている。

 要援護者マップの説明

（２） 防災教育と啓発について

　住民啓発について、市は医療用の備蓄資材等
を購入している。また、アメリカと同様日本で
も行われていると思うが、住民に対し、３日分
の備蓄を呼びかけている。
　住民への訓練教育では、連邦政府機関である
ＦＥＭＡが実施する訓練プログラムを利用する
とともに、市独自のプログラムによる小グルー
プでの防災訓練も行っている。
　また、住民啓発において肝要となる子どもに
対する啓発として、学校での防災教育も行って
おり、非常キットを準備するよう指導している。
非常キットの中には、両親から子どもへ「離れ
離れになるが安心するように」と書かれている
手紙、医療キット、水、保存食、セーター、懐
中電灯、手袋を準備させ、サマータイムの時期
に確認させるようにしている。
　住民には貧困層が多く含まれ、災害備蓄がで
きない場合もある。そのような場合には、家庭に
常備するものを備蓄するよう啓発を進めている。
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　住民啓発の場として、市長が活動するいろい
ろな場で、必ず災害について話すことを意識し
ている。その内容は「ロサンゼルスは災害リス
クの多い地域である」ことをしっかり伝え、防
災意識を高めている。

（３） 今後の課題について

　「我々は、日本の東日本大震災や過去の災害
に学ぶ必要がある。災害対策はいろいろな取組
を行っているが、現在、最大の重点をおいてい
るものはリカバリー（復興・復旧計画）である。
災害対策は、ある程度やれるところまで行って
いる。またその時、やれることは限られている。
しかし災害を生き延び、いかに迅速に元の生活
に戻るかが重要であり、事前に復興計画策定に
向けて、準備を進めている。
　東日本大震災についても、予測ができないか
ら災害であり、9.11テロもハリケーンカトリー
ナも同様で、人間の災害に対する想像力の敗北
であった。しかし我々は最善を尽くし、いかに
リスクを最小限に抑えることが危機管理の使命
である」と本部長は話す。

 ヒアリングの様子

５． おわりに
　日本における防災対策について、来たるべき
大災害に備え、それぞれの自治体が防災計画を
策定している。自治体ごとに策定された防災計
画は地域性や独自性という強みを持つ半面、自
治体それぞれの防災力が不均衡となることや、

災害時の自治体間の連携や自治体と国や都道府
県の連携がうまくいかないことが、非常に懸念
される。
　アメリカでは連邦政府、州、郡及び市が統一
されたオペレーションとマニュアルを持ち、各
組織が顔の見える体制と連携しやすいシステム
が構築されている。またそのシステムには民間
事業者も含まれ、民間の支援する力を活かすも
のとなっており、非常に参考にすべきであると
感じる。
　またアメリカ人が抱える危機は、地震や災害、
山火事、テロ、暴動やパンデミックなど身近に
多く存在し、個人が自分で命を守る「自助」の
意識が非常に高い。しかし一方で、日本のよう
な強いコミュニティはなく、近隣が助け合うと
いう「共助」の意識は非常に薄い。
　また「東日本大震災における被災者の整然と
した対応に非常に見習う部分がある」と本部長
は語っていたことから、日本人の気質と地域力
は誇らしいものであることを再確認するととも
に、その地域力を基礎として、災害に対する自
助と共助の意識を高め、防災の強化を図ること
が重要だと強く感じた。

【参考文献等】
・ロサンゼルス市緊急事態対策局（ＥＭＤ）
　FY 2010-2011『ANNUAL REPORT』
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１．はじめに
　想定外といわれる規模の災害への行政機能の
脆弱さは、東日本大震災の経験から得た大きな
課題である。津波等による甚大な被害により行
政機能が著しく低下し災害対応のあり方を根本
から問い直すことになった中、地域における助
け合いやボランティア団体等による支援活動な
ど、自助・共助の重要性も再認識されたところ
である。
　アメリカにおいては、災害発生初期からボラ
ンティア団体が大きな役割を担い、行政組織と
の連携を図りながら、迅速な被災者支援を実施
している。今回の視察では、行政組織のパート
ナーとして大きな役割を担うアメリカ赤十字社
ロサンゼルス支部において、自助・共助・公助
の連携のあり方を考察することとする。

２．アメリカ赤十字社について
　赤十字社は、「人道・公平・中立・独立・奉仕・
単一・世界性」の７原則を掲げ、世界各国に存
在する人道的活動団体である。国内外を問わず、
戦争や大規模な災害・事故の際には、中立機関
として人道的支援を行う。
　アメリカ赤十字社は、1881年にクララ・バー
トンによってワシントン D.C. で設立され、そ
の後1905年に議会での憲章の認可を受けて以来、
国内有数の人道支援団体の一つとして、アメリ
カ全土においての支援活動を行っている。

アメリカ赤十字社の主な事業としては、①災害
によって被害を受けた人々へのケア、②軍人と
その家族へのサポート、③血液採取・加工・流
通、④健康と安全の教育・訓練、⑤国際救援と
開発の５つが挙げられる。
　「赤十字社」と聞くと、日本赤十字社による
災害時の医療救護活動や義援金活動のイメージ
が強いが、赤十字社は各国それぞれ特色ある活
動に力を入れており、アメリカ赤十字社におい
ては、医療救護活動は、地域・州、連邦政府に
任されており、災害時の主な活動は、日本では
行政組織が担うことになる初動期からの避難所
運営や、被災者への食料・物資提供、健康・メ
ンタルケアなどとなっている。

 アメリカ赤十字社ロサンゼルス支部

３．現地調査の概要
　アメリカ赤十字社は、災害時における避難所
運営・食料提供の権限を持っており、連邦政府・
州・郡・市すべてのレベルでの行政組織と対等
に仕事を行い、またその責務を担うことを期待
されている。
　アメリカ赤十字社ロサンゼルス支部（以下「赤
十字社」という。）は、これら求められている
責務を遂行するためには欠かせない資源である

「人材」を育成すること、そして、それらを有
効的に機動させるための「体制」の充実に力を
注いでいる。

災害時における活動および
行政組織等との連携について
訪問日　2012 年９月 24日（月）
訪問先　アメリカ赤十字社ロサンゼルス支部
説明者　アメリカ赤十字社ロサンゼルス支部

ＣＥＯ　ポール・シュルツ氏
アメリカ赤十字社ロサンゼルス支部
緊急災害対応部課長�
コーリー・エイディ氏

通　訳　横溝　仁志�氏
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（１） 人材育成

　赤十字社では、ロサンゼルス郡で6,500人が
ボランティアとして登録されており、そのうち
1,600人が災害ボランティアとしての活動を行
う。災害活動の主体となるのは、彼ら登録ボラ
ンティアであり、スタッフがボランティアチー
ムをサポートしていく形が取られている。ロサ
ンゼルス支部のスタッフ数は60人であることか
らも、災害時の活動を支えるのは圧倒的な数の
登録ボランティアであることが分かる。
　マンパワー確保のために、赤十字社では日ご
ろから各ボランティア団体に募集を行っている
ほか、ロサンゼルスには、災害時のボランティ
ア活動組織として、「Emergency Network Los 
Angels（ＥＮＬＡ）」があり、赤十字社もこの
一員として平時から他の各種ボランティア団体
との連携を図っている。
　災害時に、ボランティアが大きな役割・責任
を持って活動を行うことから、各ボランティア
は日ごろからどれだけ教育・訓練を受けている
かが重要となる。そのため、赤十字社では様々
な訓練メニューが用意されており、各ボランティ
アは自分のレベルに合わせた教育・訓練を継続
して受けることができる。内容は、赤十字社へ
の理解を深めるプログラム、避難所の運営方法
や食事提供に関するプログラム、コミュニケー
ション力のプログラムなどが準備されている。
　これらの教育・訓練を受けることで、ボラン
ティアは災害時の自らの役割を十分に認識する
ことができ、通信設備の不通などにより、万が
一支部との連絡が取れない状況になったときで
も、各地で何をすべきかを判断し、役割を遂行
することができるとのことであった。
　このように、アメリカにおいては、ボランティ
ア活動は非常にプロフェッショナルなものとし
てとらえられており、担う責務が大きい分それ
に応え得る知識・技術、そしてモチベーション
が必要となる。赤十字社では、ボランティアの

人材育成に力を入れることで、活動を支えるマ
ンパワーを確保するとともに、彼ら自身の活動
へのモチベーション維持につなげている。

（２） 体制づくり

①ＥＯＣについて

ＥＯＣの様子

　赤十字社では、災害時における中枢機能とし
て、ＥＯＣを備えている。
　災害時には、ＥＯＣに総勢約40人の避難所運
営に関する各部門の責任者が集まり、情報収集・
集約、指示等、現場とのやり取りを行い、活動
はすべてここでコントロールされることとなる。
ＥＯＣの設備としては、大規模災害時の停電に
備え、１週間分の非常用電源が設置されている
ほか、電話が不通になったときのために、連邦
政府との連絡手段として、衛星電話や無線も整
備されている。
　避難所運営にあたり、的確なオペレーション
をしていく上で重要となるのは、まずは避難所
の位置や状況となるが、開設する避難所の情報
は、大画面のモニターに表示され、一目で分か
るようになっており、また各時間帯の部門責任
者やその連絡先も表示される。ＥＯＣの情報は、
各担当者のパソコン等情報端末にも送信され、
その場にいなくても情報共有を図ることができ
る。また、開設避難所一覧のほかに、避難施設
や備蓄倉庫の位置については、デジタルマップ
上で管理されており、位置情報を視覚的にとら
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えることができるほか、紙媒体でのエリア地図
も、大画面に映し出すことができるようになっ
ているため、随時状況を手作業で書き込み、ス
タッフ全員で共有することも可能である。
　このように、ＥＯＣでは現場をサポートする
スタッフ体制と最先端のテクノロジー機材が準
備され、災害時における情報収集や判断・意思
決定が迅速に行われる体制が取られていた。 

デジタルマップ上でボランティアの情報を管理

②平時からの備え

　ロサンゼルス市内には、85か所の備蓄倉庫が
あり、一つの備蓄倉庫につき300人規模の避難
所を開設するのに必要な毛布や水などの物資が
備えられている。また、今後より多くの被災者
を避難所に収容できるよう、どのような施設が
活用できるか、物資調達・運搬等についてどの
ような連携先が必要か等を検討し、新たな避難
所選定を進めている。
　現在、物資調達については、大手の食品メー
カーや倉庫・運搬企業、ディズニーランドのよ
うなエンターテイメント企業など様々な分野の
企業との連携が図られており、避難所での支援
提供にあたり重要な役割を担っている。
　赤十字社では、災害発生後平均２時間でス
タッフ・物資などの避難所開設の準備が整う。
このスピードを実現させるには、多くのボラン
ティアを確保していることと、それらを効率的
に配置する体制が不可欠である。ボランティア
の情報は、すべて先ほどのＥＯＣのデジタル
マップ上に登録されており、そこにはそのボラ

ンティアが対応可能なスキルなども入力されて
いる。そのため突発的な災害時においても、開
設する避難所で対応可能なボランティアの情報
を即座に集め、指示を出すことができ、迅速な
対応が可能となるのである。

③行政との連携

　ロサンゼルス市内で起こる災害について、災
害対応の一員として行政組織の業務をサポート
し、より多くの人々にサービスを提供すること
が赤十字社の主な役割である。災害時には行政
組織とのより密接な情報交換が行われ、避難命
令や避難所の設置・運営、食料品の提供などの
コーディネートを実施していく。赤十字社のＥ
ＯＣには連邦政府の連絡役（リエゾン）が常駐
し、スムーズな意思疎通を図れるようになって
いるほか、ロサンゼルス市ＥＯＣの「大規模避
難」のセクションには赤十字社が一員として参
加することとなっている。
　赤十字社の主な役割となる避難所運営につい
て、ロサンゼルス市との役割分担を尋ねると、

「避難所の設置は市の責任。しかし必要なもの
は赤十字社で対応する」との回答であった。そ
の内容については、学校や公園、教会など避難
所となる施設の提供、および開設後の施設管理
や警備、衛生面でのケアなどは市が行い、避難
者の登録や物資提供、緊急時の領域を超えない
範囲での看護師やメンタルケアの対応を赤十字
社が行うということであった。このように、市
とは平時より互いの役割を認識し合い、協力体
制がとられていることがわかるほか、図上訓練
や避難所運営訓練を共同で実施しているため、
訓練により見えてくる課題や今後の対応につい
ても共有していくことができる。
　今後の行政組織との連携については、カリ
フォルニア州の財政難に伴い、緊急対策部門職
員の人員削減が行われており、その分赤十字社
への役割・責任が期待されることが大きくなっ
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ている。しかしながら、それをマイナスにとら
えるのではなく、状況変化に合わせ、赤十字社
と行政組織との顔の見える間柄によって、責任・
役割分担を検討し、それぞれが任されている責
務を実行できるよう、訓練をしていくことが重
要であるとのことであった。お互いが理解を深
め合い、できることをやる、という姿勢に、行
政組織と民間団体との協働のあり方を感じ取る
ことができた。

４．調査内容
　赤十字社で実践されている事業は、私たちが
考える「共助」の領域のみならず、「公助」の
一翼を担うものであった。赤十字社は、主体的
に行政組織や民間企業、他ボランティア団体等
との連携を図り、災害時において担う責務を明
確にもち、被災者ニーズに応えるための準備に
日ごろから取組んでいる。また、それだけでは
なく、ロサンゼルスが災害リスクの高い街であ
ることから、個人の災害への備えの重要性につ
いての啓発活動にも力を注いでおり、「自助力」
の充実に向けても、大きな役割を担っている。

 災害への備えについての啓発用パンフレット

　自助・共助・公助という言葉は、今まで行政
組織と民間団体・地域との間での役割分担を表
すもののように捉えていたが、赤十字社の活動
を学び、それらは互いのコミュニケーションに
より随時形を変えていくものだと感じた。
　大切なのは、平時から行政組織・関係機関・

企業・ボランティア団体等、災害対応の担い手
となりうるメンバーが、顔の見える関係を作り
つながりを持っておくことであり、つまり、災
害対応力はネットワーク力であるといえるので
はないだろうか。

５．おわりに
　日本においては、今後起こりうる南海・東南
海地震など、様々な災害リスクに対し、公助力
を充実させていくことは言うまでもないが、そ
れと同時に公助力の限界を見極め、自助・共助
による減災への取組もさらに重視していかなけ
ればならない。
　赤十字社において活動するボランティアは、
高い志を持っているということだけでなく、平
時から自らの役割を果たすための訓練を受けて
いるからこそ、災害時において大きな力を発揮
することができる。これらは、私たちの環境に
おいても共通のものであると考えられる。
　自助・共助を担う地域に対して、情報提供や
人材育成などの支援を積極的に行っていくこと
は、行政組織に求められる役割であり、そのた
めには、私たち職員自身が様々な知識やスキル
の習得、そしてコミュニケーション力を高めて
いく自己研鑽を怠ってはならないと感じる。ま
た、人材・物資確保のために、今までの枠にと
らわれない、新たな連携先を開拓していく努力
も必要である。
　想定に基づいた準備を万全にすることはもち
ろんのこと、想定外が起こった際にもそれを想
定外にしないために、「災害対応力」＝「ネッ
トワーク力」の向上により、実効性の高い「共
助」の形を作り上げていきたいと考える。

【参考文献等】
・アメリカ赤十字社ロサンゼルス支部ホームページ
　http://redcrossla.org/
 （2012年10月22日アクセス）
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１．はじめに
　日本の消防は、1995年阪神・淡路大震災、東
京地下鉄サリン事件、2004年新潟県中越地震、
2005年ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故、2011
年東日本大震災等の大災害の経験から多くの教
訓を学び、国、都道府県、市町村それぞれが、
または連携して緊急消防援助隊の体制整備や救
助技術・資器材の高度化等「公助」の充実強化
を図るとともに、地域住民に対しては、「自助」

「共助」の防災の意識と知識・技術を各種講習
や訓練指導等を通して広く啓発、啓蒙する取組
を積極的に実施してきている。
　しかし、通常災害の様態は複雑多様化し、件
数も増加してきていることに加え、自治体の財
政難から職員や資器材の確保が不十分な状態が
続いており、多くの課題を抱えている。
　そこで、地震やハリケーン、山林火災やテロ
災害等の多くの経験から、災害対応について
様々な取組が積極的に行われ、過去の災害にお
いてその成果を上げてきたアメリカの災害救助
体制について、その体制や手法を調査し、参考
とする。

２．アメリカの災害救助体制の概要
（１） ＵＳ＆Ｒ－ＴＦ体制の概要

　アメリカの災害救助体制は、まず市・郡の消
防署に配備されたＵＳ＆Ｒ小隊が対応にあたり、
対応が困難な場合は州を区分けした地域レベル

での対応を要請する。その地域レベルでの対応
が困難な災害が発生した場合には、州に応援を
要請し、州レベルでも対応が困難な場合には、
連邦政府に対応を要請する体制となっている。
　このように連邦政府レベルで対応する大災害
時には、大統領の「緊急事態宣言」に基づく国
家応急対応計画が発動され、15項目の緊急支援
機能のうちから、必要な連邦政府の組織や資源
が投入される。その第９番目に「崩壊した建物
のがれきに埋まった人々を救出するための捜索
と救助」（Urban Search & Rescue「ＵＳ＆Ｒ」）
が位置付けられている。
　これによりＦＥＭＡが、都市型捜索救助部隊

（Urban Search & Rescue–Task Force「 Ｕ Ｓ
＆Ｒ－ＴＦ」）を被災地へ出動させることになる。
　また、このＵＳ＆Ｒ－ＴＦは連邦・州レベル
と地域レベルに区分して整備されており、災害
の規模や種類に応じて迅速に対応できる体制と
なっている。
　出動要請から、地域内には45分、州や全米に
は６時間以内に出動すること等も規定されてお
り、集結基地では、水、テント、食料等を含む
72時間（３日間）完全自立活動するための約30
トンにもなる資器材や装備が、あらかじめコン
テナやリュック等に梱包備蓄され、建物内のレ
イアウトは、受付→健康状態チェック→出動手
続き→活動服への着替え→個人装備の受取と一
連の動線配置となる工夫がなされている。 

カリフォルニア州におけるＵＳ＆Ｒ部隊数

アメリカの災害救助体制
訪問日　2012 年９月 25日（火）
訪問先　�ロサンゼルス市消防局本部及び

27分署
説明者　ロサンゼルス市消防局本部署長
　　　　ブライアン・エル・クミングス氏
　　　　ロサンゼルス市消防局本部副署長
　　　　デイビッド・ヤマハタ氏
通　訳　横溝　仁志�氏
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　このＵＳ＆Ｒ－ＴＦの部隊を構成する隊員に
は、ＦＥＭＡや全米防火協会の一定基準を満た
した地域の消防職員やボランティア医師等専門
家の希望者が事前に登録されており、輪番制で
災害発生時に出動要請がかかる仕組みである。
　ＵＳ＆Ｒ－ＴＦ１隊の構成は、指揮、捜索

（捜索犬、高性能探査装置）、救助、医療（医師、
パラメディック）、技術支援（構造物、危険物、
重機、通信、情報管理、資器材管理）の多分野
にわたる専門家約70名からなり、昼間・夜間の
２チームに分け、12時間毎に交代して24時間活
動可能な体制をとり、最大10日間まで活動を行
えるよう訓練されている。

連邦・州のＵＳ＆Ｒ－ＴＦの組織図

（２） ＵＳ＆Ｒ－ＴＦの歴史的経緯

　1970年代、カリフォルニア州では森林火災が
多く発生し、その現場対応の反省から、「災害
現場で活動する様々な災害対応関係機関は、被
害状況、対応状況の情報を正確・迅速に共有し、
その災害対応に最適な指揮官を指名して権限・
責任の所在と目標を明確化し、一元的な指揮命
令の下で組織的に取組む必要がある」と意見集
約され、ＩＣＳが考案された。
　また、1985年メキシコ地震、1988年アルメニ
ア地震、1989年ロマプリータ地震等多くの地震
災害を経験した教訓から、当時のカリフォルニ
ア州の緊急事態対策局が全国に先駆け、「ＵＳ
＆Ｒに関する特別な訓練を受けた多分野にわた

る専門家チームの創設と配備」を提案し、1991
年に連邦レベルの対応策を模索していたＦＥＭ
Ａに採用された。
　このようにＩＣＳやＵＳ＆Ｒ技術は、約40年
前にカリフォルニア州から生まれ、その後発生
した「9.11」「オクラホマシティ連邦ビル爆破
テロ」「ハリケーンカトリーナ」「ノースリッジ
地震」「台湾地震」「東日本大震災」等、様々な
災害で有効性が証明され、現在では全米のあら
ゆる機関の危機管理手法として標準化されてい
る。
　そして、現在のカリフォルニア州には、全米
で19の州の28都市に配置されているＵＳ＆Ｒ－
ＴＦのうち、他州と比較しても突出して最多の
８隊が置かれている。

（３） ＵＳ＆Ｒ－ＴＦの教育訓練

　ロサンゼルス市消防局27分署のＵＳ＆Ｒ小
隊（タイプ２）を訪問した際には、「狭い船底
に作業員が閉じ込められた」という想定でＣＳ
Ｒ（Confined Space Rescue：狭隘空間での救助）
活動での送排風機や通信機器の設定訓練が実施
されていた。

 ロサンゼルス市消防局27分署での訓練の様子

　ＵＳ＆Ｒ－ＴＦの任務は、危険区域において
活動隊員の安全を管理しながら、要救助者を探
し出し、そこまで進入して、容態を観察し安定
させながら救出することである。そのためには、
非常に多岐にわたる高度な知識・技術が必要と
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なる。そこで、ＵＳ＆Ｒ－ＴＦの教育訓練には、
重点を置かれ充実が図られている。
　現在多くの消防署にはＵＳ＆Ｒ小隊を配備し、
全国的な救助力の引き上げを行っており、その
対応能力から４段階にレベル分けされている。

ＵＳ＆Ｒ小隊に求められる能力の概要

　カリフォルニア州では、ＵＳ＆Ｒ小隊の隊員
には、160時間の基本プログラムの受講が規定
されている。
　その基本プログラムの１つであるレスキュー
システム（Rescue Systems）では、コース１
で、ＵＳ＆Ｒ－ＴＦの体制・運用、ＩＣＳ、重
機や特殊資器材を使用しない用手による救助
等の基本的な知識や技術の習得が図られた後、
コース２で、ロープレスキュー、重量物の持ち
上げ （rifting）、重量物の移動 （moving）、コン
クリートの破壊（breaking）、 コンクリートの
穿孔・開口（breaching）、不安定構造物の支持 

（cribbing）、不安定構造物の安定化 （shoring）、
ＣＳＲ等の実技訓練と安全管理、建物構造や工
学的知識、各種資器材取扱い等の講義が行われ
る。
　これらすべての訓練は、教官が受講者に教
えることで基礎を学ぶ教育訓練（Training）と
受講者が想定訓練を通して自ら学ぶ実践訓練

（Exercise）に区分され、段階的に安全に効率
よく実施されている。

　また、ロサンゼルス市消防局88分署には、Ｕ
Ｓ＆Ｒ－ＴＦの事務所と訓練施設が併設されて
おり、ＵＳ＆Ｒ－ＴＦのリーダーや救助チーム
リーダーは普段の主任務として、ＵＳ＆Ｒ－Ｔ
Ｆの隊員への教育訓練を行っている。
　他にも、ＵＳ＆Ｒ－ＴＦの教育訓練は、広大
な国内においても、隊員の技能レベルを一定水
準に維持できるよう、ＦＥＭＡが検証・公認し
た内容のプログラムを、多数の民間トレーニン
グ機関が定期的に実施している。
　このような教育訓練において、ＵＳ＆Ｒ－Ｔ
Ｆの隊員は、各専門技能について基礎知識を
有する初級レベル（awareness）、基礎技術を
有する中級レベル（operation）、応用技術を有
する上級レベル（technician）、専門家レベル

（specialist）の４段階に分けられ、さらに、Ｕ
Ｓ＆Ｒ－ＴＦの部隊は、ＦＥＭＡや国際捜索救
助作業部会のガイドラインである外部評価分
類での試験で、緊急事態の対応要領、隊員の
活動技術、保有資器材の性能と管理、医療活
動、予防接種歴等150以上の項目と10日間連続
で継続する活動能力を有するか等、36時間の連
続活動を実施して評価され、初級（light）、中
級（medium）、上級（heavy）の３段階にレベ
ル分けされて、能力管理されている。

（４） ＵＳ＆Ｒの訓練施設

　ＵＳ＆Ｒの作業内容や環境は非常に危険度が
高く、特に「安全管理」が重要であることから、
ＵＳ＆Ｒの研修・訓練は、認定基準を満たした
訓練施設でのみ実施される。
　訓練施設内を見ても、水分補給用飲料の設置
や水分補給の目安、脱水症状チェック票等の掲
示がされ、洗眼用水や鏡も置かれており、訓練
参加者への安全管理に細かく配意されている。
　カリフォルニア州には、公式認定を受けたＣ
ＳＲ施設が42か所あり、約25万㎡と大規模なも
のや、300㎡程度の小規模もの等様々な施設が
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ある。これらの施設は、諮問グループが設計と
運営にあたり、訓練や施設管理の作業の動線や
手間を考え、訓練場所と準備・撤収場所はセッ
トとなる空間的配置、訓練目的や想定内容に応
じて効果的に空間設定を変更できる構造、倒れ
た電柱や外れた電線等ライフラインによる危
険確認をも含む実践的な訓練が実施できる等、
様々な工夫がなされている。
　また、建設業者等と協定を結び、重機操作の
初心者に練習場所を提供する形で訓練経路を設
定してもらったり、商品価値を失ったコンクリー
ト製品やミキサー車に余った生コンクリートの
提供を受けたり、列車や自動車の事故廃棄車両
を受領する等、相互支援の体制や循環・再利用
の仕組、継続性、コストダウン等よく検討され
ており、その結果、非常によく機能している。
　近年では、他分野の機関や国外からの研修も
広く受け入れ、他分野の専門家等が意見交換で
きる場としても大きな役割を果たしている。

（５） 現在のＵＳ＆Ｒにおける課題

　現在の課題としては、財政難や防災意識の低
下により予算が削減され、人員不足や通常災害
対応の件数増加等が生じていることから、「隊
員の訓練時間が足りない。」という問題が出て
きているという。
　この問題には、あらゆる民間企業や国外にも
目を向け「最新テクノロジーの導入」を積極的
に進め、人員不足の補完や民間企業の積極的介
入による経費削減に繋げていくとともに、災害
対応関係機関や地域住民、民間企業等あらゆる
関係機関との「コミュニケーション」を重要視
して積極的に取組むことで、役割分担や相互応
援体制の構築・維持に繋げ対応していく考えで
あるとのことである。

３．おわりに
　今回の調査から、アメリカの災害救助体制は、

連邦政府が体制や手法の問題点を迅速・柔軟に
改善し、人員・資器材の能力を厳しく管理する
中で、地方政府や民間企業と連携・協働して教
育訓練を充実させ、専門家を育成する仕組みと
なっており、極めて「合理的」かつ「シンプル」
である。そして、これが災害対応において重要
であることが確認できた。
　日本においても早期に、このような体制、Ｉ
ＣＳやＵＳ＆Ｒ技術を導入し、標準化を図って
おくべきであり、そのためには、まず消防職員
に対する教育訓練の場である消防学校の体制や
カリキュラム、訓練施設の充実強化を図り、常
に最新の情報や知識、技術を学べるようにする
とともに、消防組織を「合理的」かつ「シンプ
ル」にして専門性を高め、各市町村の災害対応
の能力格差を減らすための「消防広域化」を実
現することが必要不可欠である。
　そして、一般住民や自主防災組織、消防団等
の地域住民と役所、警察、自衛隊、近隣消防等
の災害対応関係機関、さらに各種学校や民間企
業等とこれまで以上に積極的に「コミュニケー
ション」を図り、あらゆる分野の専門家がお互
いの理解を深め、役割分担を明確化し、相互応
援体制をしっかりと構築・維持していくことで
これらを一つずつ実現していきたいと考える。

 ロサンゼルス市消防局27分署での調査の様子

【参考文献等】
・ 総務省消防庁国民保護・防災部参事官付「平成

22年度救助技術の高度化等検討会報告書」2011
年３月発行
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１．はじめに

　日本はその位置、地形、気象等からも世界で
も有数の災害地域であり、これまでも幾多の大
規模災害の経験を踏まえ、1961年には災害対策
基本法を策定し、大規模災害に対する対応体制
の整備をすすめてきた。
　ところが、1995年の歴史的に例をみない大都
市直下型地震となった阪神・淡路大震災以降、
それまでの行政が中心となった防災への取組の
あり方が見直され、「自助」、「共助」、「公助」
それぞれの役割を分担して防災にあたる体制の
確立が求められるようになり、なかでも自分の
身を自分の努力によって守る「自助」と、消防
団や自主防災組織等の地域に住む住民同士が協
力し合って防災にあたる「共助」が重要とされ
ている。
　そこで、日本に比べ国民性として地縁や土着
性がないとされるアメリカにおいて、緊急事態
が発生した場合に、自らが災害対応能力を有す
るよう、自助・共助の考え方に基づき訓練され
た地域住民ボランティアで構成される、ＣＥＲ
Ｔの教育プログラムを考案し創出したロサンゼ
ルス市消防局を訪問し、このプログラムについ
て検証を行い、これからの地方自治体が目指す、
地域における自主防災活動の促進手法の考察を
行う。

２．日本における現状
　地域防災力の維持・向上のためには、地域防
災を担う人材の育成が不可欠である。
　自主防災組織の活動を担うリーダー的人材は、
防災に関する基本的な知識や技術を身につける
と共に、平常時には地域の安全点検、防災知識
の普及、防災資機材の整備、危険が予測される
箇所や災害時要援護者の把握等を行い、日頃か
ら住民の防災意識を高めることに努める必要が
ある。また、災害発生時には自主防災組織を適
切に指導し、率先して行動することが求められ
ることから、その育成は非常に重要である。
　しかし、近年では住民の生活様式の多様化、
少子高齢化社会の進展、さらには核家族化、単
身世帯の増加にみられる世帯構成の変化等、
様々な要因により、かつての地縁・血縁によっ
て構成されていた親密な人間関係が崩壊し、地
域社会とのつながり、近隣住民との結びつきが
希薄になりつつある。

ＣＥＲＴ分布図

３．ＣＥＲＴの概要
　ＣＥＲＴは、1985年のメキシコシティの地震
で、救助活動の間に100名以上の訓練のされて
いないボランティアを失った経験を踏まえ、ロ
サンゼルス市消防局が住民自身をトレーニング
し、基本的な消火や捜索救助、救急などができ
る住民ボランティアの育成を目指し、危機対応

自助・共助の育成について
～住民教育手法を学ぶ～

訪問日　2012 年９月 25日（火）
訪問先　ロサンゼルス市消防局本部
説明者　ロサンゼルス市消防局本部署長
　　　　ブライアン・エル・クミングス氏
　　　　ロサンゼルス市消防局本部署長
　　　　デイビット・ヤマハタ氏
通　訳　横溝　仁志�氏
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のゼネラリストを養成する訓練とし、計画され
展開されてきたものである。
　なお、ＣＥＲＴの教育プログラムは、1993年
よりＦＥＭＡによって、国家的に採用されるこ
ととなり、全米50州と３つの領域で採用されて
いるほか、６か国以上で採用されている。

 ＣＥＲＴ訓練

４．ＣＥＲＴの教育プログラム
（１） 目的

　ＣＥＲＴプログラムは、緊急事態が発生した
場合に、住民は自力での行動を余儀なくされる
可能性があり、地域住民自らが対応能力を有す
るよう、訓練された住民を創出することを目的
としたプログラムであり、訓練では次のことを
学んでいる。

・装備の管理および小規模火災の消火
・ ３つの医療的処置として、気道確保、止血、

ショック状態の手当
・基本的な医療援助の提供
・安全な犠牲者の捜索および救助
・ 住民や自発的なボランティアを効率的に組

織化し、災害に関する情報を提供し、初期
対応の取組をサポート

ＣＥＲＴメンバー装備

（２） プログラムについて

　プログラムは、初級、中級、上級の３つのレ
ベルから構成されているが、公式メンバーにな
るには、初級訓練を受講すればよいこととなっ
ている。初級訓練は７つのセッションで構成さ
れた17.5時間の訓練で、現職の消防士と緊急救
命士が教えることになっており、年間を通して
提供されている。参加料や参加資格は一切問
わず、参加したい住民は、ホームページを見て、
都合のよい場所や時間に開催されるコースに参
加することができる。
　初級訓練では、捜査救助や消火活動など技術
的な技能訓練と、コミュニケーションや状況認
識などの非技術的技能（社会的技能、認知的技
能、管理者技能）の教育を受けるが、その内容
は次のとおりとなっている。
　クラス１ ‐  地震の危険性
　　　　　　自分自身及び家庭での防災対策

　クラス２ ‐  火事の抑制
　　　　　　危険物の感知

　クラス３ ‐  災害医療活動（セッション１）
　　　　　　致命的緊急事態の対処

　クラス４ ‐  災害医療活動（セッション２）
　　　　　　非致命的緊急事態の対処



A 班　海外研修

36    Overseas Training Report

　クラス５ ‐ 操作・救助活動
　クラス６ ‐  チーム編成および運営
　　　　　　災害心理学

　クラス７ ‐  テロリズムおよび自国の防衛
　　　　　　テロリズムの歴史

　中級訓練では、アメリカ赤十字社の協力のも
とで、避難所でのケアと医療について12時間の
プログラムが実施される。
　上級訓練では、アメリカ赤十字社の高度な医
療と関連した応急処置について50時間のトレー
ニングが実施される。

（３） 災害時における役割

　救助活動においては、ＣＥＲＴは災害発生直
後から消防の救助が来るまでの間、活動するプ
ログラムであり、行政機関の救助が来たら活動
を支援するよう教育がされている。
　しかし、行政機関と連携に支障がある場合は、
無理をせずに救助活動から手を引くようにも指
導されている。
　プログラムでは、ボランティアの技量には限
界があるので、高いレベルでの災害対応は考え
ておらず、プログラムで高度技術を教えた場合、
ＣＥＲＴにも責任が生じ、本来、危険かつ高度
な活動はスペシャリストが担当するためである。
　ＣＥＲＴの活動は、カリフォルニア州の「グッ
ド・サマリタン法¹」により保障されている。
法では災害時の医師、看護師の救助活動での責
任を問わないとしており、積極的なボランティ
ア活動を推進している。

（４） 運営について

　ＣＥＲＴは、その存在を住民に普及させるた
め無償でプログラムを提供しており、事務局の
運営費用は、年間予算約７万ドルにもおよんで
いるが、その費用はロサンゼルス市消防局の運
営予算の一部で賄われている。
　ＣＥＲＴの活動は、ボランティア活動である

以上、住民の意識の程度に大きく関係し、災害
が発生しないと関心が薄れ、ボランティアの受
講者は減少傾向になることから、ハリケーンカ
トリーナなどの被災状況をコマーシャライズし
て、住民に災害の予防の大切さについて呼びか
けを行っている。

４．危機管理システムについて
　アメリカでは危機管理にＩＣＳという単一の
国家標準システムが採用されており、このシス
テムは全米の州・郡・市をはじめ、住民ボラン
ティア等も含めたあらゆる組織で緊急時に使用
しなければならないシステムとなっている。

ＩＣＳ組織図

　システムでは住民ボランティアのチームによ
る活動の有効性が強調され、チーム・マネジメ
ントに必要な社会的技能教育と、システムの原
理原則を管理者技能教育によって徹底され提供
されている。チームの有効性を維持するため、
チームの発足は住民の意志によるものとし、メ
ンバーの募集からチーム維持までを含めたガイ
ドラインが提供される。
　これらはすべて、ＩＣＳという国家標準のも
とで戦略的に展開されており、特にチーム・ビ
ルディングという集団過程に主眼をおいた非技
術教育が強調されていることが特徴である。
　またＩＣＳの特徴のひとつとしては、危機対
応の体制があらかじめ定められており、特に、
日本の災害対応で、比較的手薄となりやすい本
部機能を４つ定義し、災害規模ごとに配置する
人数規模が提示されている。これは各地から駆
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けつけた災害関係者の間で役割の一貫性を促す
のに非常に役立ち、また、対応者各自は自分の
責任、役割をはっきりと理解することが出来る
ようになっている。

５．おわりに
　ロサンゼル市消防局を訪れ、ＣＥＲＴプログ
ラムを検証したところ、このプログラムがこれ
からの日本における住民ボランティアの育成手
法にも非常に有効であることを確認することが
できた。
　ＣＥＲＴプログラムは、地域を構成している
一人ひとりをゼネラリストに育てあげ、個々の
防災力を高め、自らの命を守る「自助」と、災
害時には訓練を受けていない一般住民ボラン
ティアを組織化し、災害の初期対応を行う「共
助」が成り立っており、統一された訓練プログ
ラムであることから、どの地域においても発揮
することができるものと考える。
　最後に、今回の研修においては、目的に対し
て実用的で合理的な考えでシステムの整備をす
すめる、アメリカのシステムの構築の手法に、
大きく学ぶものがあった。
　特にＩＣＳと呼ばれる国家標準のシステム採
用により、何らかの事態が発生した場合、複数
の関係機関が一時的にこのシステムによって一
丸で対応するようになっており、日本において
もこのシステムの導入が有効であるとの認識に
至った。
　日本でも、関係機関での「状況認識の統一」
が必要とされており、今後の危機管理の情報共
有を考える上で非常に参考となるものであった。
 

ロサンゼルス市消防本部にて

【注】
¹  緊急時に無償かつ善意で行った行動の結果生じた

損害については、その責任を問わないとする法律

【参考文献等】
・ 林春男、牧紀男、田村圭子、井ノ口宗成「組織

の危機管理入門　リスクにどう立ち向かえばい
いのか」、丸善出版株式会社、2008年2月

・ 深見真希「アメリカ危機管理における市民教育
　－組織開発的視座より－」、経済論叢（京都
大学）第180巻第4号、2007年10月

・ 深見真希「アメリカ危機管理における社会化体
制－ロサンゼルスの取組を事例として－」、経
済論叢（京都大学）第181巻第2号、2008年2月

・ 消防庁「自主防災組織の手引　－コミュニティ
と安心・安全なまちづくり－」、2011年3月

・ロサンゼルス市ＣＥＲＴホームページ
　http://www.cert-la.com/
 （2012月10月13日アクセス）
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１．はじめに
　日本では、1995年の阪神・淡路大震災や2001
年のアメリカ同時多発テロ等を契機として、多
くの地方自治体において危機管理専門幹部の配
置や危機管理専門部署の設置がなされ、これら
危機管理事案に専門的に対応する組織の構築に
より、総合的な危機管理体制の強化に向けた取
組が進められてきた。
　一方、アメリカでは、1993年に発生したハリ
ケーン・アンドリューを契機として、1994年か
ら危機管理に関する教育の高度化に係る取組が
進められ、危機管理における専門性の強化が図
られてきた。
　このような現状を踏まえ、今回の視察先であ
るサンタバーバラ郡緊急対策室及び危機管理担
当者によって組織されたＮＰＯであるカリフォ
ルニア州緊急対策協会での取組内容を中心にア
メリカにおける危機管理担当者の専門性につい
て考察し、日本の状況と比較することによって、
日本における危機管理の専門性についての課題
を探っていきたい。

２．サンタバーバラ郡緊急対策室
（１） 概要

　サンタバーバラ郡はカリフォルニア州の南部、
ロサンゼルスの北西に位置する太平洋岸に面し
た郡である。郡北部では1900年代に油田が発見
されたことから、石油産業が盛んな地域となっ
ており、郡南部はソフトウェア産業などハイテ

ク産業が盛んな地域となっている。
　サンタバーバラ郡緊急対策室では、郡内の８
都市（ブエルトン、カーピンテリア、ゴレタ、
グアタルーペ、ロンポック、サンタバーバラ、
サンタマリア、ソルヴァング）の危機管理に係
る企画調整を行っており、ＥＯＣの維持・管理、
管内８都市との連携による防災計画の策定や演
習の実施、郡内の施設に対する緊急計画の策定
支援、緊急コーディネーターに対する継続的な
訓練の実施、緊急事態避難プログラムや様々な
メディアプレゼンテーションによる広報活動な
どに取組んでいる。

（２） 災害等発生時の体制

　サンタバーバラ郡緊急対策室の庁舎には、災
害等発生時に効率的な対応を行うため、ＥＯＣ
が設置されている。災害等発生時には常駐スタッ
フに加え、消防や救急をはじめとした関係機関
の職員がＥＯＣに参集し、災害対応に当たるこ
とになっている。また、広報室も設置されて
おり、災害等発生時にはメディア関係者が集ま
り、報道提供や一般住民に対する広報を行うこ
とになっている。加えて、災害等発生時に外部
との通信手段が遮断されると情報の発信や被害
状況の収集が困難となることから、バックアッ
プ機能の強化を図るため、サンタバーバラ郡
のシステムのバックアップデータを保管したコ
ンピュータールーム、緊急時の連絡手段を確保
するための無線機材や放送機材を備えた機材室、
緊急時に３日間対応できる自家発電設備（ソー
ラーパネル、発電機）などの設備を備えている。

３．カリフォルニア州緊急対策協会
（１） 概要

　カリフォルニア州緊急対策協会（California 
Emergency Services Association「ＣＥＳＡ」）
は、1965年にカリフォルニア州における災害や
緊急事態に対し組織的に相互援助と協力の促進

アメリカにおける危機管理の
専門性について

訪問日　2012 年９月 26日（水）
訪問先　サンタバーバラ郡緊急対策室
説明者　カリフォルニア州緊急対策協会
　　　　南部地区支部　支部長
　　　　ジョー・ガザルディ氏
通　訳　横溝　仁志�氏
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的活動を行うため、大小501の団体が集まって
組織されたＮＰＯで、カリフォルニア州内の郡
や市、一般企業、航空宇宙産業、学校、大学な
どの危機管理担当者が会員となっている。
　カリフォルニア州はアメリカ合衆国の州の中
で最も人口が多く、その面積は日本の総面積を
上回る広大な州である。このため、同じ州内で
あっても地形や人口分布、生活スタイルが異
なっており、ＣＥＳＡでは州内を北部、内陸部、
南部の３地区に区分し、活動を行っている。
　ＣＥＳＡの運営は会員によって自発的に行わ
れており、会員はそれぞれ自分の業務を行いな
がらボランティアとしてＣＥＳＡの運営に携
わっている。また、運営費用については会員か
らの会費のほか、支援者からの寄附等によって
賄われている。
　主な活動内容としては、年１回、１週間程度
の年次会議を開催し、専門家を招いてのセミ
ナー、危機管理に関する研修会や討論会、防災
分野での功労者に対する表彰式を行っている。
それらの取組を通じて意見交換や危機管理に関
する諸課題の研究を行い、会員相互のネット
ワークを構築することによって、災害等発生時
における連携の強化を図っている。

（２） ＣＥＳＡの役割　

① ネットワークの構築

　様々な組織の危機管理担当者の集まりである
ＣＥＳＡの最も重要な役割は、危機管理担当者
間におけるネットワークの構築である。視察時
にＣＥＳＡ南部地区支部長が「危機管理マネ
ジャーは、積極的に同業者とコミュニケーショ
ンを図り、お互いに理解しあうことが最も重要
である」と述べていた。災害等発生時において
は、各種行政機関の危機管理担当者のみならず、
消防や救急の担当者、メディア担当者、企業関
係者など多くの者がその対応に当たることにな
るが、そのような状況の中で円滑に対応を進め

ていくためには、それぞれの担当者が日頃から
コミュニケーションを図るとともに、情報交換
を行い、関係者間の連携を密にしておくことが
重要であると感じた。
　
② 危機管理担当者の能力の向上

　ＣＥＳＡでは、会員に対する情報提供、危
機管理に関するセミナーや研修会を開催する
とともに、危機管理マネジャーの国際組織で
ある「International Association of Emergency 
Managers（ＩＡＥＭ）」と連携し、会員の専門
的知識の習得に向けた取組を行っている。
　私たちが視察したサンタバーバラ郡緊急対
策室の職員の多くはＩＡＥＭが運営してい
る「Certified Emergency Manager（ＣＥＭ）
Program」を修了し、ＣＥＭとして認定を受け
ており、専門性を有していた。また、企業や大
学などにおいて危機管理担当者を採用する際に
もＣＥＭが求められる場合があるなど、アメリ
カの危機管理担当者には専門性が求められてい
る。しかし、小規模な地方自治体などではボラ
ンティアや非常勤職員が危機管理担当者となっ
ているところも多く、専任の担当者が少ない現
状もあることから、担当者の能力向上を図るこ
ともＣＥＳＡの役割のひとつとなっている。
　
③ 広報活動

　地震やハリケーンなど災害に対する人々の認
識の維持を図ることもＣＥＳＡの重要な役割の
ひとつである。災害の発生直後においては人々
の災害に対する関心が相対的に高まるという傾
向が見られるが、時間の経過とともに人々の関
心は低下する傾向にある。このような現状に対
する方策として、ＣＥＳＡでは災害に対する広
報活動などを通じて人々の認識を高める取組を
行っている。ＣＥＳＡと寄附団体や基金団体
が連携し、災害に関するビデオを製作し、you 
tube やテレビコマーシャルを流したり、郡の
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テレビ番組で放映するなどの広報活動を行うこ
とにより、人々の災害に関する認識を深めると
ともに、災害に対する備えの必要性を啓発して
いる。

４．ＩＡＥＭ
（１） 概要

　ＩＡＥＭは、1952年に設立された U.S. Civil 
Defense Council を母体とする危機管理マネ
ジャーの国際組織で、アメリカ以外にもヨー
ロッパやオセアニア、アジアなどに支部があり、
全世界に5,000人以上の会員を有しているＮＰ
Ｏである。
　ＩＡＥＭでは緊急事態や災害から命を救うこ
と、財産と環境を守ることを目的として「危機
管理の原則」を推進しており、会員相互のネッ
トワークの構築や専門的能力の開発に取組、危
機管理マネジャーの確立に向けた取組を行って
いる。

 IAEM　危機管理の原則

（２）  Certified Emergency Manager（ＣＥＭ）

　　  Program（危機管理マネジャーの認証制度）

　ＣＥＭ Program はＩＡＥＭが運営するプロ
グラムで、危機管理関係者の専門性の確立や向
上を図ることを目的として1993年から実施され
ている。このプログラムでは、一定のカリキュ
ラムや試験などにより能力を実証した危機管理
関係者に対し、証明書を発行しており、これま
で約1,600名の危機管理関係者が危機管理マネ
ジャーとしての認定を受けている。

年度別 CEM 認定者数

５．日本とアメリカにおける危機管理担当
　　者の専門性の比較
　今回の危機管理に関する視察で最も感じたこ
とは、危機管理担当者の専門性について、アメ
リカと日本とでは大きな隔たりがある点である。
　災害対策事業や被災後の復興事業の実施には、
各分野にまたがる総合的な知識と能力が求めら
れる。このため、アメリカの危機管理担当者
は、一定のカリキュラムを修了し、危機管理マ
ネジャーとして認証されるなど危機管理のプロ
として職務に当たっていた。また、いつ発生す
るか予測できない災害に対し、災害発生時の備
えや災害発生後の復興に向けた個々の課題に対
応していくためには、継続して防災や復興等の
事業に取組むことが重要と感じた。この点にお
いてもアメリカでは比較的長年、危機管理に関
する業務に携わっている者が多く見受けられた。
加えて、ＣＥＳＡのようなＮＰＯが存在するこ
とにより、地方自治体のみならず、企業や大学
などとのネットワークが構築されており、緊急
対応や復旧・復興に向けての広域的な調整・協
力を効果的に行う体制づくりも進められていた。
　一方、日本の多くの地方自治体においてはア
メリカのように危機管理に関する専門的なト
レーニングを受けている職員が少なく、危機管
理に対する専門性を持った職員が不足している。
このことは、消防庁が本年度８月に実施した「地
方公共団体の防災に関する職員研修に係る調査
報告」の調査結果からも推測できる。当該調査
報告書によると、防災担当者の着任時に研修を

1993 年：211 1999 年：21 2005 年：50
1994 年：166 2000 年：30 2006 年：76
1995 年：175 2001 年：33 2007 年：85
1996 年：62 2002 年：31 2008 年：155
1997 年：38 2003 年：22 2009 年：162
1998 年：71 2004 年：48 2010 年：165
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実施又は研修に派遣を実施している市町村は約
半数しかなく、小規模な団体ほど研修が未実施
という傾向がある。また、人材育成に関する問
題・課題意識についても、「多忙につき防災職
員を研修に参加させることが難しい」と回答し
た市町村が全体の約７割、「職員の異動による
スキルの確保と維持が難しい」と回答した市町
村が全体の約６割となっており、「防災担当職
員の業務の多忙さ」と「職員の人事異動」の２
点が専門性を持った職員の育成の大きな課題と
なっていることがわかる。加えて、町村など小
規模な団体は「限られた職員数で日常業務を
行っていくため、専門性を高めるよりも、広く
浅く知識を吸収していく傾向があるため、ある
特定の分野に精通する人材を育てる『スペシャ
リストの育成』が困難な状況」にあり、より課
題は大きい。
　また、多くの地方自治体では、専門性のない
職員が人事異動によって防災担当職員となり、
数年で他の部署へ異動しているのが現状である。
最近では、静岡市での「人材育成型キャリアパ
ス」の導入に向けた取組など、一部の地方自治
体においては職員の専門性を高める取組が進め
られているが、これらの課題を解決していくた
めには、防災担当職員に対し一定の資格要件を
設けたり、地方自治体にその要件を満たす職の
設置や定期的な研修の受講を義務付けるなどの
制度構築を検討することもひとつの方策ではな
いかと考える。

６．おわりに
　今回の視察に参加して改めて日本とアメリカ
の制度の違いを実感した。アメリカの危機管理
担当者は専門的な教育を受け、長年にわたり危
機管理業務に携わっているいわばスペシャリス
トである。
　一方、私たち日本の市町村職員は、数年単位
の人事異動によって市町村全体の事務に従事す

るいわばゼネラリストであり、そのような職員
がほとんどの市町村で危機管理の職務に携わっ
ているのが現実である。分権時代を迎え地方自
治体の役割が変わり、専門的な知識や経験が求
められている中で、前述したようなスペシャリ
ストの育成に向けた取組も芽生えつつある。今
後は、危機管理のスペシャリストの育成に期待
したい。
　現状では、日本の市町村の危機管理担当者が
アメリカの危機管理担当者のような専門性を持
つことは困難かもしれないが、ネットワークを
構築することは可能ではないだろうか。他の地
方自治体関係者や地元企業、地域住民と緊密な
コミュニケーションを図り、災害発生時におけ
る体制の構築、課題の点検を行い、全ての職員
がそれぞれの役割を踏まえ、来るべき災害に向
けた取組を進めていくことが、私たち市町村職
員にとって必要なことではないだろうか。

【参考文献等】
・ 深見真希、久本憲夫「アメリカ合衆国危機管

理における教育研究開発　－EMIと高度教育プ
ログラム－」、京都大学大学院経済学研究科
Working PaperJ-84、2011年3月

・サンタバーバラ郡ホームページ
　http://www.countyofsb.org/
・カリフォルニア州緊急対策協会ホームページ
　http://www.cesa.net/
 （2012年10月23日アクセス）
・IAEMホームページ
　http://www.iaem.com/
 （2012年10月29日アクセス）
・総務省消防庁ホームページ
　http://www.fdma.go.jp/
・静岡市ホームページ
　http://www.city.shizuoka.jp/
 （2012年10月31日アクセス）
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１．はじめに
（１） テーマ

　2011年3月の東日本大震災では、これまでの
想定をはるかに超える巨大地震や津波、また原
子力発電所事故が発生するなど、東北及び関東
地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらし
た。被災地のうち、岩手県、宮城県及び福島県
に立地する大学では、全ての大学の始業時期が
延期されるなど大きな影響を受け、大学をはじ
めとした研究機関における危機管理体制のあり
方が課題とされている。
　一方、アメリカでは、9.11やハリケーンカト
リーナなどの人為災害や自然災害の経験を踏ま
え、大学における危機管理体制の構築が進めら
れている。
　そこで、今回の視察を通じてアメリカの大学
における危機管理体制と災害発生時の対応、地
方自治体との連携や協力体制について調査する
ことにより、日本における研究機関と地方自治
体との連携・協力体制のあり方について考察する。

２．現地調査の概要
（１） カリフォルニア大学アーバイン校（ＵＣＩ）

　ＵＣＩは、広大な敷地に生徒と教授を含めて

約４万5,000人もの人々が集う大規模校であり、
ひとつの街並みを形成している。
　ＵＣＩでは、地震、火災、デモ（暴動）、疾病（イ
ンフルエンザや感染症）の４つの危機管理事象
を対象として非常時における対応、体制につい
ての基準を定め、対応マニュアルを策定してい
る。組織体系のトップには学長などの幹部職員
によって構成される委員会があり、次に40名の
スタッフで構成されるＥＯＣがあり、さらに多
数のボランティアで構成されている。

（２）アーバイン市

　ＵＣＩが位置するアーバイン市は、オレンジ
郡最大の都市で、日中人口30万人、夜間人口22
万人の規模がある。災害計画において想定され
る危機管理事象は、ＵＣＩとほぼ同様であるが、
トランスポーテーション（高速道路、危険物運
搬、汽車電車、空港）が追加されている。市で
は非常時の対応にコミュニティアプローチの手
法を採用し、コミュニティ全体で対応を行って
いる。また、非常時に住民自らが対応能力を有
するよう、ＣＥＲＴプログラムが実施され、救
急処置や消火、災害時の精神的ケアやサーチレ
スキューについての教育を行っている。

（３）オレンジ郡　

　アーバイン市が位置するオレンジ郡は、カリ
フォルニア州南部に位置する人口約310万人の
郡で、カリフォルニア州の郡の中で２番目に人
口が多い。また、郡内にはディズニーランドが
あり観光地としても有名であるが、原子力発電
所も立地している。
　オレンジ郡の非常時の対応では、障がい者に
重点に置いた取組を進めるとともに、原子力発
電所での事故に対応する計画を策定し、事故発
生時に備えた体制づくりを進めている。
　視察では、以上の３機関の関係者に集まって
いただき、各機関の危機管理体制とその連携に

オレンジ郡の危機管理について
非常時情報通信センターと郡、市の連携

訪問日　2012 年９月 27日（木）
訪問先　カリフォルニア大学アーバイン校
　　　　非常時情報通信センター
説明者　オレンジ郡保安部
　　　　緊急対策マネージャー
　　　　ドンナ・ボストン氏
　　　　アーバイン市危機管理担当
　　　　アイリーン・エム・サーモン氏
　　　　ＵＣＩキャンパス
　　　　緊急対策マネージャー
　　　　リンダ・エム・ボーグ氏
　　　　ＵＣＩ復興計画担当
　　　　アン・ウィドニー氏
通　訳　横溝　仁志�氏



A 班　海外研修

 　　Overseas Training Report    43

ついて説明を受けた。

UCI

３．非常時における情報の収集及び発信
（１）関係機関での情報の共有

　ＵＣＩ危機管理センター、ＵＣＩ警察、アー
バイン市、市警察及びオレンジ郡の関係者は月
１回の会合を開き、情報交換を行うとともに情
報共有・認識を図っている。
　

（２）オレンジ郡の情報収集体制

　オレンジ郡には原子力発電所が立地しており、
非常時には多くの住民に多大な影響を及ぼすた
め、情報収集の手段として津波に対する警報シ
ステムが導入されている。また、特に深刻な影
響が懸念される原子力発電所から12マイルまで
の区域内においては避難計画を策定し、非常時
に備えている。さらに、迅速な情報収集が行え
るよう原子力発電所の危機管理部局に郡の職員
を派遣し、緊密な連携を図っている。
　

（３）ＷＥＢ ＥＯＣの導入

　非常時における各機関の情報を共有するため、
ＵＣＩ、アーバイン市及びオレンジ郡では非常
時の情報共有システムである「ＷＥＢ ＥＯＣ」
が導入されている。このシステムは被災状況や
各組織の対応など複数の情報をＷＥＢ上の一画
面でリアルタイムに共有できるものである。ひ
とつの機関が災害発生状況を入力すると他の機

関でもその情報を共有することができ、その内
容についてはリエゾンが調整を行っている。「Ｗ
ＥＢ ＥＯＣ」を導入することによって情報の
共有が図られ、各機関が必要とする支援や物資
の内容を相互に把握することができるため、よ
り迅速な対応が可能となっている。

（３）非常時の住民への周知方法

　非常時における住民への周知方法としてアー
バイン市では「エマージェンシーアラートプロ
グラム」によるラジオとＴＶを用いた周知を
行っている。また、市が運営するラジオ局では、
通常の市のインフォメーション、交通情報のほ
か、非常時には住民が行動を起こすためのより
身近な情報を提供している。
　オレンジ郡では固定電話を使用した避難呼び
掛けを行っており、今後は、携帯電話や twitter
や facebook などのソーシャルメディアを活用
した避難呼び掛けの導入も検討しているが、携
帯電話やソーシャルメディアを活用した避難呼
び掛けには利用者の同意が必要であるため、ま
だ導入には至っていない。

４．郡、市、大学と民間企業との連携
（１）ＵＣＩとアーバイン市との連携

　ＵＣＩとアーバイン市との連携相互協力では、
学生の安全を確保する教職員もアーバイン市の
住民であるため、ＣＥＲＴプログラムへの参加
を促している。一方、学生は数年でＵＣＩを卒
業してしまうため学生がボランティアとして災
害現場に出ていくようなプログラムは策定され
ていない。しかし、学生数が人口に占める割合
の高いサンタバーバラ市では学生に対するプロ
グラムを策定し、参加を促している。

（２）民間企業における連携の状況

　大企業には危機管理マネジャーが設置されて
おり、オレンジ郡に立地する集客施設である
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ディズニーランドでは、郡や消防、警察が参加
し、訓練を実施している。
　また、オレンジ郡では、大手デイスカウント
ショップの「ターゲット」と水や食料品の調達
で契約を締結し、非常時の物資を確保するため
の取組も行っている。

（３）コミュニティ・アプローチ

　アメリカでは、日本のような地域社会が形成
されていないため、非常時に住民一人ひとりが
対応できるようコミュニティアプローチの手法
を採用し、ＣＥＲＴプログラムへの参加や企業
への周知などの啓発活動を行っている。
　また、障がい者への配慮について、日本では
自治会組織などの地縁組織で見守りを行ってい
る事例が見受けられるが、アメリカでは、障が
い者自らの申し出がなければ、行政が把握する
ことが困難となっている。障がい者に対する具
体的な施策としては、歩行困難者や人口呼吸器
装着者などの医療サポートを必要とする者に対
する消防・救急の初期対応に関する啓発活動を
行うとともに、障がい者用シェルターの設置計
画を策定している。アメリカにおいても日本の
自治会組織のようなものが形づくられることを
期待している。

（４）各機関における危機管理対応

　ＵＣＩでは、個別の危機管理事象ではなく、
緊急事態をいかに収拾するかに主眼を置いて、
包括的に緊急事態の管理に取組んでいる。また、
危機事象の規模によっては、市や郡と連携を取
りながら対応している。
　アーバイン市では、例えばタートルネックに
おいての山火事が設定されているが、進入ルー
トが１本しかないといった地形から事細かにい
ろいろなレベルで作成している。
　発信言語は、英語だけでなく、他の言語での
発信も行っている。スペイン語、中国語のラジ

オ局もあり、それらの人々のコミュニティに向
けて発信している。
　オレンジ郡では一般会計予算は削減されてい
るものの原子力関係予算や連邦政府からの補助
金によって、危機管理関係予算は確保できてお
り、個別に必要なものは、市や郡議会で議決を
経て事業を実施している。最近では、住民に告
知するシステムの予算執行し実施している。な
お、ソフトウエアは最新のものを導入している。
無線もいろいろなものを使っているが、予算の
許す限りできるだけ最新のもので導入している。
　なお、その無線は警察、消防、ＥＯＣの３者
が同じ周波数のもので、平常時でも入れる周波
数があり、情報の共有化ができるようになって
いる。他の州や郡ではこのような取組は行われ
ていない。

（５）危機管理担当と資格

　各機関の担当者のうち、危機管理マネジャー
の認証制度であるＣＥＭプログラムの認証を受
けていたのはオレンジ郡の担当者だけであった
が、各担当者とも様々な職場において危機管理
業務の経験を積んでおり、アメリカでは危機管
理担当者の専門性が重視されている。また、オ
レンジ郡のような一定の規模以上の組織の場合、
危機管理担当者の業務は多岐にわたり、大雨や
ハリケーンなど危機事象に対応する場合は日本
と同様に24時間体制となっている。

郡・市章

（６） 経験を通じて

　現地で教示頂いた方々の危機管理に携わるな
かで何が大事であるか各氏の言葉を紹介してお
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きたい。
■ＵＣＩキャンパス緊急対策マネジャー　

　リンダー・エム・ボーン氏

　私は自分のことを先生であると思っている。
スタッフや住民に防災教育を通して、自分自身
でなんとかしなければいけないということを意
識付けさせている。助けを待つのではなく、災
害のサイズによっては助けが届かない場合があ
るので、自分の力で生き残らなければならない。
自分自身で生き残るという意識と気持ちを持ち、
日頃から準備を行う、このことを教えるのが自
身の役割であると強く感じている。
■ＵＣＩ　復興計画担当　アン・ウィドニー氏

　コミュニティパートナーシップが肝要であ
る。大学と市、市と郡がお互いに連絡を取り合
い、話し合うことによって、災害が発生した場
合どこに連絡をすればどのような支援を受ける
ことができるか、どこでどのような情報を得る
ことができるかを前もって把握することができ
る。日頃から各機関がお互いの情報を共有する
関係を構築しておくことが重要である。
■アーバイン市危機管理担当

　アイリーン・エム・サーモン氏

　自分を信じて緊急対策をとらなければならな
い。緊急時には市の職員が担い手として仕事を
することが決められているため、市職員に対し
て絶えず「緊急災害が発生した場合にはスタッ
フとして働かなければいけない」ということを
教え、訓練し、そしてそれを継続的に実施して
いくことが大事な仕事となる。
　普段は他の業務を行っている職員に対しても
認識を高めて絶えず考えて訓練を継続的に行い、
災害時にはヘルパーの担い手となるよう常に意
識を持たせることが大切である。
■オレンジ郡保安部緊急対策マネジャー

　ドナ・ボストン氏

　お互いの関係構築、お互いを知り合うことが
大事で、災害時の助けになる。考えるだけでな

く具体的な行動に移すことが重要である。

５．おわりに
　オレンジ郡、アーバイン市、大学の危機管理
担当の方々の貴重な時間を頂き、短時間ではあ
るが災害の対応、業務の流れと連携、システム
像と、他の訪問先の情報と併せて、危機管理シ
ステムの実務レベルでの情報を得ることがで
きた。教示頂いた４氏の言葉は、経験を踏ま
えた貴重な意見として、改めて自らの指針とな
り、携わる業務の遂行に共通、共感できるもの
であった。

左からアーバイン市、UCI、オレンジ郡、UCI 復興担当の各氏
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１．はじめに
　今回、表敬訪問したシミバレー市は人口12万
6,500人、ベンチュラ郡で３番目に大きな市で
ある。シミバレー市は郡内で唯一独自の市警察
を持ち、全米においても“一番安全なまち”と
言われ、市が誇るところとなっている。
　もちろん、安全なまちづくりには、警察の力
だけではなく、消防・市職員・住民全てが協力
してこそ培われたものである。シミバレー市は
危機管理に重点を置き、郡内でもいち早く危機
管理への取組を始めた結果、郡の災害時のマネ
ジメントのリーダー的役割を担っているという。
　どのように災害への危機管理が進められてい
るのか、シミバレー市の施策を参考に探ってみ
たい。

シミバレー市の位置

２．シミバレー市の危機管理体制
　シミバレー市の職員数は570名で、危機管理
体制としてはシティマネジャーの下、危機管理
マネジャー２名と住民ボランティア30名が交代
で担当している。
　シミバレー市は山火事、洪水など様々な災害
の経験からカリフォルニア州との連携を重要視
し、非常時はカリフォルニア州と州内全市が同
じＳＥＭＳを利用している。このことは災害対
応で大きな役割を果たし、カリフォルニア州の
強みであるという。現に、ＳＥＭＳを参考に
2005年に全米でＮＩＭＳが構築されている。
　災害時の職員体制は12時間で交代し、職員用
の食糧として２日間分を備蓄している。他から
の応援を求めた際は、食事と宿泊施設を用意し、
職員が安心して災害対応に従事できるよう職員
の家族も避難できるようにしているという。
　また、シミバレー市は耐震性の貯水槽を有し、
住民へ水の供給は可能であるものの食糧の提供
はなく、住民へ食糧備蓄を呼びかけている。他
の災害から学ぶべきものは多いとし、2011年に
発生したニュージーランド地震の被災地を訪問
するなど積極的に現地視察を実施している。

３．シミバレー市の危機管理対策
　安全なまちづくりに力を入れているシミバ
レー市は危機管理対策として、次の分野に重点
を置いている。

① 準備（Preparedness）

　災害への準備として、住民対象の訓練はもち
ろん、職員対象の講義、図上訓練、対策本部の
設置訓練や警察・消防など関係機関を含んだ屋
外での合同訓練を実施するなど、その訓練内容
は多岐に渡っている。
　訓練を通じて準備の強み、弱みをはっきりさ
せ、訓練の反省を踏まえて災害時の行動マニュ
アルへ反映させている。

シミバレー市の危機管理について
訪問日　2012 年９月 26日（水）
訪問先　シミバレー市役所
説明者　シミバレー市長　ボブ・フーバー氏
　　　　シミバレー市シティマネージャー
　　　　ローラ・ベージャン氏
　　　　シミバレー市警察署長
　　　　ミッチ・マッチイン氏
　　　　シミバレー市警察署緊急サービス責任者
　　　　ランディ・エム・ホワイト氏
通　訳　横溝　仁志�氏
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② 緩和（Mitigation）

　ノースリッジ地震の際、当時の基準では縦揺
れに対する耐震性が十分ではなかったことが判
明し、災害の被害を緩和するためカリフォルニ
ア州の基準に加えてシミバレー市独自で建築基
準等の整備を図っている。

③ 対応（Response）

　シミバレー市はベンチュラ郡、カリフォルニ
ア州と同じＮＩＭＳを利用した災害情報の共有
化により人員応援と物資調達を円滑に行い、災
害時に使用する用語と様式を統一することで迅
速な連携を図っている。

④ 復旧・復興（Recovery）

　被災後、いかに早く被災者の生活を再建させ
るか、街を復興させるのかを重要視している。
　危機管理対策の課題としては、現場とＥＯＣ
とを繋ぐ通信手段の断絶に対してどのように対
応するのか、技術的な問題を有している。また、
住民の防災意識が不十分であるため、どのよう
に住民啓発を行っていくのかが課題であった。

４．シミバレー市から学んだもの
　日本においては、初動対応から被災者支援、
復興に至るまで行政主導であり、これらの災害
業務は広範囲であることから、限られた人員で
長期間対応することは非常に困難である。地方
自治体自ら被災するとさらに人員不足に陥り、
職員の疲弊が懸念される。
　今後の地方自治体は民間企業や住民団体、Ｎ
ＰＯ等の得意分野をいかした協定締結で職員が
携わる業務を積極的に減らすことが必要である。
　また、長期間の災害業務による職員の疲弊を
防ぐため、他の地方自治体との相互応援を推進
し、シミバレー市のように職員用の食糧備蓄と
宿泊施設の準備をしなければならない。
　次に、応援業務に係る様式を誰でも扱えるよ

う簡素化し、事前に地方自治体間で統一化して
おくことが強く求められる。
　様々な計画を策定しているが、実際に想定通
りの行動がとれるかは不明である。机上論では
なく、実際に役立つ計画にするためにはシミバ
レー市同様に訓練の実施後の反省とその教訓か
ら計画への反映が重要である。訓練を繰り返す
ことで、課題を共有し改善していくことは関係
機関との連携強化にも有効である。
　また、シミバレー市の課題でもあったように
通信手段の断絶が起これば、正確な情報が集ま
らず情報分析を妨げることから、ＩＣＳの考え
方を取り入れたＥＯＣの設備を導入し、複数の
通信手段を確保に努め、常に最新のテクノロジー
を導入して人員不足を補完しなければならない。

５．おわりに
　市町村職員は国や都道府県職員と比べて、住
民の生活に密着したサービスを担っている。地
域に最も身近な立場にいて、地域の意見を最も
反映しやすく、また、最も地域に働きかけやす
い立場にある。その強みを生かし防災と減災の
取組を住民とともに考え、住民に働きかけるこ
とがこれからの市町村職員の大きな役割である。
　市町村と関係機関が一緒になって自分たちの
まちを守る姿勢を住民に示すことが、我々市町
村職員のあるべき姿だと考える。　

シミバレー市役所にて

【参考文献等】
・シミバレー市ホームページ
　http://www.simivalley.org/
 （2012年10月12日アクセス）
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　日本の危機管理能力の脆弱さは、危機管理行政
に携わる我々も身にしみて実感している。一方の
アメリカは緊急時に迅速に対応し、危機管理体制
では日本の遥か先を歩んでいるという認識で今回
の視察に臨んだ。
　危機管理の専門家の存在、統一されたシステム
の導入、関係機関との緊密な連携など、先進的な
取組を聞くことができたと同時に、住民に対する
防災意識の啓発などはアメリカでも課題とされて
おり、日本との共通点も見受けられた。また、「共
助」の意識については、日本の方が進んでいるの
ではないかと率直に感じた。

　まず、東日本大震災での日本の対応について、
「災害への備えは日本が世界一である。東日本大
震災は未曾有の大規模災害であったにも関わらず、
日本人は災害に対して準備不足だと考えているが、
アメリカを含め、他国で発生していれば、さらに大
きな災害となっていたはずである」というアメリカ
の危機管理のプロの感想を聞いて非常に驚いた。
　このことは、日本人の国民性に起因しているの
ではないかと考える。世界各国のメディアで被災
地の様子が取り上げられた際、秩序正しく行動す
る日本人の様子が紹介された。避難所にはごみ一
つなく、皆が並んで救援物資を受け取り、略奪が
起きない。また、原発対応では東電職員が自己を
犠牲にし、命がけで対応している。日本人であれ
ば常識としている協調性や集団意識といった考え
が危機的状況でも当たり前の如く発揮されていた
ことが、各国の人々にとっては驚く光景だったの
だろう。
　また、アメリカではコミュニティという概念が
非常に希薄であるため、コミュニティでの助け合
いは困難であるという。地域の人々の連帯意識や
助け合い精神が潜在していることこそが日本の強
みであると再認識した。

　しかしながら、危機管理のプロの存在、標準シ
ステムの活用、行政と関係機関との連携という点
に着眼すれば、アメリカは日本の先を行く。
　アメリカと日本を比較した場合、最も大きく異
なるのは、危機管理に携わる人々の専門性の有無
である。アメリカでは危機管理に対する専門性が
重視され、視察先で対応してくださった方々は、
危機管理の資格を持っていない方でも長く危機管
理に携わっており、いわば各組織の危機管理のプ
ロであった。日本で危機管理行政に携わるのは専
門知識のない素人であり、数年もすれば他の部署
へ異動するというのが現状である。
　危機管理の重要性を認識し、専門家を育成する
ことが今後の日本にとって必要だと実感した。
　
　次に、関係機関との連携という点に着目したい。
緊急時のみならず、平時からも緊密に関係機関と
コンタクトを取っていることは、すべての視察先
において強調されていた。
　大阪府では「大阪府防災情報システム」を導入
しているが、あくまでも大阪府－市町村という連
携だけで関係機関が共通して活用するものではな
く、その目的も被害報告が主であり、有効な活用
ができているのか疑問である。
　また、救助関係機関を見ても、消防、警察、自
衛隊の組織単位がそれぞれ市町村、都道府県、全
国とすべて異なり、各々が独自の指揮命令系統や
無線設備を持つ。
　さらに、アメリカのように現場と国、企業、ボ
ランティアなどすべての機関の代表者が参集する
システムもなく、果たしてこのような現状で非常
時に迅速な連携ができるのだろうか。
　東日本大震災では、被災者に必要な情報が届か
ない、また行政側も通信伝達手段が途絶えて状況
が把握できないという問題が発生した。
　非常時の情報というのは行政だけが集めるもの

お わ り に
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ではなく、協力しながら入手した情報を皆で共有
するという姿が理想である。
　行政とメディア、企業、住民などすべての機関
が連携を図り、非常時の情報発信・情報共有の仕
組みを強化することは不可欠である。
　これには、twitter や facebook などのソーシャル
メディアの活用が有効であると考える。視察先に
おいては、非常時だけでなく平時からもソーシャ
ルメディアを活用し、住民への防災啓発として作
成した啓発映像を動画配信している組織もあった。
　東日本大震災でも、ソーシャルメディアによる
情報はリアルタイムの情報として活用され一定の
役割は果たされた。デマや風評被害など情報の正
確性の面で課題はあるが、テレビやラジオなど従
来のメディアによる情報を補完するものとして活
用することは有効であると考える。
　また、2012年９月に全国で実施された全国瞬時
警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を通じて同報系
無線などにより住民に情報伝達する訓練では、シ
ステムの不具合などが発見されたことに加え、「授
業中なので同報系無線の使用はやめて欲しい」と
の意見が教育機関から出された自治体もあったと
いう。東日本大震災の経験を受けてもこの危機意
識であるのが日本の現状であり、意識改革が必要
だと実感した。行政内部も含めたあらゆる機関を
巻き込み、平時からコミュニケーションを図って、
非常時にも円滑に対応できるネットワークを構築
することは急務である。
　
　日本人は、「頑張れば何とかなる」という根性
論を強く持つ。もちろんその精神は必要ではある
が、迅速性と継続性を求められる危機管理におい
て、その精神が前面に出すぎるのは効率が悪く合
理的ではない。
　この精神によるものなのか、行政が機能不全に
陥らないための対策（災害対応にあたる職員の交
代制など）はほとんど整備されてこなかった。マ
ルチハザードの時代である今、もはや根性論だけ
では多様化する危機を乗り切ることはできない。

　まずは、あらゆる機関を巻き込んだ訓練を徹底
的に実施する。そこからは自ずと行政の限界が見
え、他の組織との連携の必要性を悟ることになり、
より一層の連携体制強化に繋がる。
　さらに、専門家の育成が難しいのなら、危機管
理に携わる人々がすぐに対応できるよう、使用す
るシステムや用語、様式の統一を図るなど、より
迅速な対応ができる仕組みを作る。
　標準化された組織、誰もが使用可能なシステム
など、シンプルでありながらも効果的なアメリカ
の危機管理体制を目標とし、より実効性のある体
制への移行こそが今後日本が目指すべき危機管理
の姿ではないだろうか。
　その第一歩として、訓練の実施やシステムなど
の標準化が有効であるものと考える。

　最後になりましたが、アメリカの危機管理制度
について分かりやすく助言・指導してくださった
牧先生、限られた時間の中で私たちが聞きたいこ
とを汲み取り、的確に伝えてくださった通訳の横
溝さん、出発から帰国まで我々が研修に集中でき
るようサポートしてくださった添乗員の川尻さん、
そして海外研修という素晴らしい機会を与えてく
ださり、支援してくださった事務局マッセＯＳＡ
ＫＡの皆様と、快く私たちの訪問を受け入れ、時
間を作ってくださった現地視察先の皆様に厚くお
礼を申し上げます。
　また、業務多忙にも関わらず、長期に渡る研修
に我々を快く送り出してくださった職場の上司、
同僚の皆様にも深く感謝いたします。
　本当にありがとうございました。

集合写真
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１．はじめに
　「えっ、アメリカの危機管理をテーマに海外
研修」―　本年４月、マッセＯＳＡＫＡから市
町村職員海外研修参加者募集の通知があった時、
そう思った各市の職員は多かったのではないだ
ろうか。今回、参加させていただくことになっ
た我々Ｂ班研修生は、防災担当者に限らず様々
な部署から様々な立場で不安と期待を胸に集い
あった。
　東日本大震災以降、国をはじめそれぞれの自
治体では防災対策（特に自然災害）の見直しが
行われているが、その中で我々Ｂ班研修生一人
ひとりは、この研修を通して、行政組織の一員
として今自分に何ができるのかを問いながら、
熱い思いで取組んできた。

２．防災を考えるにあたって
　マッセＯＳＡＫＡでも以前に危機管理をテー
マに海外研修が実施されたが、日頃、市町村職
員にとって、ましてや防災担当職員にとって、
国内ならまだしも、他国の先進都市を参考に危
機管理の研究を行い、自分の市にフィードバッ
クするなど、到底見当もつかない事である。
　特に小規模な風水害や土砂災害発生時はバタ
バタとその対応に追われ、やがて事態が収束し
今後の対策を検討する時にも、参考にするのは
おおよそこれまでの各市の考え方や独自の習慣、
担当者の経験であり、せいぜい近隣市との連携
もしくは大阪府との調整・報告に終わる。基本
的に防災対策については自分の市で完結するの
が常であるからである。
　また、次回の対応に役立てられるよう記録を
もとに後日に検証作業を行うどころか、記録自

体を全ての職員が共有できるようなシステムも
ない。
　それは幸いにも、日頃我々が対策にあたって
きた災害が特に大きな被害をもたらさなかった
だけであり、阪神・淡路大震災での様々な苦
い教訓も「熱さ喉もと過ぎれば」で、このまま
忘却の一途を辿っていくのであろうか。
　中国の故事には次のような格言がある。『安
くして危うきを忘れず（安而不忘危）存して亡
ぶるを忘れず（存而不忘亡）治まりて乱るるを
忘れず（治而不忘乱）』「安泰な時であっても危
機を忘れず、存続している時も亡びる事を忘れ
ず、治まっている時も乱れる事を忘れない」つ
まり、「平和な時でも、万が一の事を考え、備
えを怠らない事（油断をしてはならない）」と
いう意味である。
　確かに阪神・淡路大震災を契機に、防災対策
にあってはハード面ソフト面ともに格段の進歩
を遂げた訳であるが、昨今の日本経済の低迷に
より、各自治体では財政緊縮や人材不足等の
様々な要因から、事業が必要最低限の備えと費
用対効果に縛られ、いつしか職員の意識も対岸
の火事的な血の通わない事業へと変わってきた
のではないだろうか。
　あの、東日本大震災の発生から約二年が経過
しようとしている。我々大阪府内の自治体職員
は東海・東南海・南海地震の発生も危惧される
なか、決して精神論だけではなく、一人ひとり
がどうしたら減災につながるのかを真剣に考
え、それぞれの職場で現実に取組まなければな
らない時期が到来している。幾多の災害を乗り
越えてきた先人達の知恵・工夫を生かし、国内
外にとらわれず積極的に個々人が防災の見識を

アメリカに見る、見えざる危機管理対応能力向上への道しるべ
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深めること。これから起こるであろう災害に対
してあらゆる想定を行い、日頃から住民との相
互コミュニケーションで情報共有を行うこと。
そして災害発生時は、可能な限り広域的に多く
のマンパワーを結集させて対策にあたること。
また、各自治体組織においては、防災関連予算
の十分な確保、経験を積んだ防災専門職員の配
置などを念頭に置いた組織改革や法令の整備も
必要不可欠である。まさに「攻めの備え」こそ
が減災の大きな「守りの要」となる。

３．アメリカでの視察にあたって
　今回のアメリカ視察においては、危機管理に
おける災害対応に軸足を置き、考察を行った。
　ロサンゼルス郡ＥＯＣでは「緊急時の初動体
制と郡内の被害状況の把握について」、ロサン
ゼルス郡消防局では「緊急時の初動対応と総
合防災力の強化について」、サンバーナディー
ノ郡救命救急ヘリコプター基地では「ボラン
ティアが支える救命救急について」、ロマリン
ダ大学病院附属サンバーナディーノ地域病院で
は「アメリカにおける医療体制及び災害対応計

画等について」、ランド研究所では「行政組織
との連携や独自の活動について」、トーランス
市統合学区教育委員会では「学校区内における
子どもたちの緊急時の災害対応計画について」、
ロサンゼルス郡ライフガードでは「海岸及び内
陸水害に対する安全確保について」を主なテー
マとして調査を行った。

　それぞれの現場で直接スタッフから話を聞き
感じたこと。我々のこの目で実際に見た、とて
つもなくスケールの大きなアメリカの危機管理
体制の一端。そしてアメリカ人の防災に対する
考え方。いろいろな意味で刺激を受け、我が国、
とりわけそれぞれの自治体との比較や今後参考
にすべき点などの考察を行った。なかでも、考
察した内容から我々の提言として発信したもの
については、少しでも心に留め置いていただけ
れば幸いである。

Ｂ班　視察先一覧



54    Overseas Training Report

B 班　海外研修

１．はじめに
　2011年３月11日、日本の東北地方において未
曾有の被害をもたらした東日本大震災が発生し、
想定をはるかに上回る被害により、日本におけ
る災害対応の課題や問題点が浮き彫りとなった。
　発災当時、被害が甚大で広範囲に及んだこと
が復旧の遅れを生じさせたが、その中でも問わ
れたのは、国及び都道府県と市町村との連絡・
連携の不徹底と復旧対応の遅れ、体制の弱さで
あった。
　今回の研修では、災害対策本部となるロサン
ゼルス郡ＥＯＣの運営体制や災害時の初動体制、
被害状況の把握体制及び他の組織との連絡・連
携体制などを調査し、アメリカにおける災害対
応と日本の災害対策本部における災害対応との
違いなどについて考察する。

２．ロサンゼルス郡ＥＯＣの概要
（１） 施設の概要

　アメリカのＥＯＣは、日本で言う「災害対策
本部事務局」にあたり、日本とは違い恒久的な
施設であることが多い。また、自治体や州政府
など行政区分ごとに設置されるもの、警察・消
防・救急等の機能ごとに設置されるもの、より
具体的な組織（Ａ警察署やＢ病院など）ごとに
設置されるもの、さらには民間会社やＮＧＯ／
ＮＰＯなど、各々の関係者の必要性に応じて
個々に設置されることもある。
 

郡ＥＯＣ外観

　郡ＥＯＣには、メインのコントロールルーム
とシェリフのコントロールルームがあり、その
他６つのワークルームが整備されている。また、
各ルームにおいては、対応する各スタッフの机
上にＰＣ、壁には大型ディスプレイが設置され、
全ての部屋において情報を収集できる設備が整
備されている。

郡ＥＯＣコントロールルーム

　なお、シェリフのコントロールルームでは、
ＧＰＳ機能により警察車両の位置を把握するシ
ステムのほか、ＳＮＳによる災害情報の収集や
カリフォルニア工科大学との共同により開発さ
れた地震探知システム等を導入し対応している。

アメリカにおける危機管理体制
～ロサンゼルス災害対策本部～

訪問日　2012 年９月 24日（月）
訪問先　ロサンゼルス郡緊急業務センター
説明者　ケイス・ハリソン氏
　　　　マーク・エイ・フローレンス氏
通　訳　鍋島　伸子�氏
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郡ＥＯＣワークルーム

　また、災害時における情報伝達・通信の確保
のための中継車12台を所持し、大規模な災害が
発生した場合は、この中継車をコントロールす
るコンテナトラック３台も所持している。
　災害用備蓄資材については、ＥＯＣの倉庫、
グラウンド、病院、レクリエーション施設、軍、
トレーラーなどに、情報伝達機器、医療機器、
食糧等が備蓄されている。
　予算については郡が支出し、施設運営に係る
経費は年間100万～ 300万ドルであるが、電気・
通信等に係る経費については連邦から助成金が
交付される。

（２） 郡ＥＯＣの体制

　ロサンゼルス郡ＥＯＣでは、修士課程（大学
院）を卒業した者、危機管理を学んだ者、エン
ジニア（土木、電気）、シェリフ、消防、パラ
メディック（救急救命）、コロナ（検死官）な
ど、50名のスタッフが危機管理の専門職として
常駐し、各種計画やマニュアルの改訂・見直し
等に当たっている。平時は９時～ 17時までの
勤務であるが、緊急時には、最大200人が参集し、
24時間体制で対応に当たる。その中には、約40
部門、約10万人の職員によって構成される郡政
府から10 ～ 50名程度を緊急対策員としてＥＯ
Ｃに充てる。1994年に発生したノースリッジ地
震では、郡ＥＯＣにおいて200人体制が30日間

続いた。
　また、郡職員のみならず、エマージェンシー・
ネットワーク・ロサンゼルスというボランティ
アグループ、赤十字やサルベーション・アーミー
などのＮＧＯが災害対応に参画・協働し、平時
には３か月に１度、ボランティア団体やＮＧＯ
との話し合いの機会を設け、どのようなプラン
ニングを実施・更新していくか、どういった時
期にどのような訓練を実施するかなど、幅広い
意見交換も行っている。なお、災害時の避難所
については、赤十字との連携により運営される。

（３） 郡ＥＯＣの役割

　日本においては、東日本大震災のような国家
的な大災害が発生した場合、市町村レベルでの
対応には限界があることから、国や府に頼らざ
るを得ず、国による決定及び支援を待ち、国か
ら都道府県へ、都道府県から市町村へとなり、
当然のことながら対応に遅れが生じる。
　これに対してアメリカでは、郡が指揮を担い、
連邦や州から支援はあっても指揮を委ねるよう
なことはない。州とは共同的な関係にあるが、
州に対しては報告のみであり、災害対応のコン
トロールセンターを担うのは常に郡である。
　しかし、初めからそうであったわけではない。
1991年のカリフォルニア北部で発生した山火事
では、300世帯が全焼するという大きな被害と
なったにも拘らず、連邦、州、郡がバラバラに
対応したため被害が拡大した。
　2005年のハリケーンカトリーナでは、災害対
応に当たるべき者でさえ家庭を重視し、災害対
応が不十分であった。
　これらの経験からアメリカでは、全米被害管
理システムであるＮＩＭＳを導入したことによ
り、災害対応を標準化し、連邦、州、郡など、
異なる組織の間での連携活動を促進するしくみ
が構築され、郡ＥＯＣは、災害時、災害対策本
部としてのコントロールセンターの役割を果た
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すこととなる。
　また、自助についても、これらを経験して以
降、各家庭において日頃からの備えをするよう
になり、防災意識が向上したとのことである。
　なお、テロ対策については、9.11が発生する
まではそれぞれの当局ごとに対応していたが、
以降は連邦、州、郡が、ジョイント・リージョ
ナル・インフォメーション・センターにより情
報を共有し対応している。

啓発パンフレット

（４） 郡ＥＯＣの情報収集・情報伝達

　ＥＯＣにおける情報収集手段としては、地震
情報はカリフォルニア工科大学との連携、火事
は消防、医療は病院または消防、犯罪について
はシェリフから情報収集を行う。
　住民に対する収集した情報の伝達は、ジョイ
ント・インフォメーション・センター、ネット、
ラジオ、テレビ等を通じて発信される。
　また、マスコミへの対応については、別に部
屋を設け、広報担当者がマスコミだけを対象に
情報を提供する。加えて、ＥＯＣのホームペー
ジには、過去20年間の災害対策についての結果
や各種防災対策に関する情報が掲載されている。
　また、ＥＯＣにおける多言語対策には、パブ
リック・ソーシャル・サービス部門があり、多
言語対応の必要な住民の居住地域を把握するだ
けでなく、「２１１」緊急用情報収集電話を多

言語で実施し、避難所運営においては、赤十字
と連携し、多言語、多民族、多文化に配慮して
いる。

（５） 郡ＥＯＣの課題

　ノースリッジ地震の経験を活かし、カリフォ
ルニア工科大学との提携により地震警報システ
ムを開発し、伝達システムを向上させた。
　今後については、ＰＣシステムによる情報共
有を効率化し、住民に対して詳細な情報を伝え
ることに力を入れている。
　また、老朽化した橋やダム、港や道路の地震
対策、新築の建物については、州全体の取組で
あるが、免震構造を推進している。

３．おわりに
（1） 日本の防災体制において見習うべき

　　アメリカの危機管理体制

　前述のとおり、アメリカでは、危機管理に携
わる者を専門職として位置づけ、対応者は“危
機管理のみ”を行う。また、連邦、州、郡など
の連携を円滑に行うため、指揮命令システムが
標準化され、円滑かつ迅速な対応が可能な体制
が整備されている。
　その他、冒頭の概要で説明したように、対策
本部となるＥＯＣ施設を整備し、災害時には当
該施設に防災関係機関が一堂に会し、総動員で
対応に当たる。平常時と緊急時を問わず、対策
本部となる施設が常設されている点で非常に有
利であり、緊急時には、定められた危機管理を
専門とするメンバーがＥＯＣに集まり、構築さ
れているシステムにより、自ずと初動体制が敷
かれることは非常に大きい利点と言える。
　これに対して日本では、行政職員が危機管理
のセクションを担うが故に、人事異動などで定
期的に人材が変わるだけでなく、人材も限られ、
充分な人員配置が出来ていないばかりか、日常
業務に追われ専門性が育ち難い。
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　また、日本の地方自治体においては、災害対
策本部となる施設は常設ではなく、緊急時には、
定められた会議室等を対策本部室とすることが
一般的である。
　さらに、地方自治体ごとに規模が異なること
から、防災に対する体制や力の入れ方も異なり、
規模が小さい地方自治体については独自の対応
に限界があり、国や都道府県からの支援を待た
ざるを得ない。しかし、国や都道府県の支援を
待っている間に復興の遅れや被害が拡大する場
合も考えられる。
　対してアメリカでは、日本における地方自治
体とも言える郡が第一に対応し、郡では対応し
きれない規模の災害になって初めて州や連邦が
対応することとなり、日本の危機管理体制とは
真逆と言える。

（２） 日本の課題と対応策

　前述のように、日本の危機管理部局における
人材不足・体制の弱さは、地方自治体にとって
共通の悩みではないだろうか。
　危機管理部局に配属される職員は、災害対応
を迅速かつ効率的に果たせるようにトレーニン
グやシミュレーションを重ねて専門性を持たせ、
防災のみを行う必要があるだけでなく、災害時
には、一定の指揮命令権限を付与し、迅速に対
応できるよう配慮するとともに、全庁的な体制
を構築すべきであると考えられる。
　しかし、日本の地方自治体は、平常時の事務
事業を遂行する体制にあり、災害時の防災活動
に必要な24時間緊急対応かつ膨大な防災需要に
応える体制にはなく、国や都道府県に頼らざる
を得ないのが現状である。国や都道府県に頼る
が故、対応に遅れが生じることは言うまでもな
い。
　日本の地方自治体における危機管理体制を強
化するためには、大学や研究機関など、多くの
防災関係組織に参画を呼び掛け、様々な角度か

ら専門職を登用するか、あるいは危機管理部局
の職員をある一定、専門職として育成し、一定
の期間は在籍させるとともに、危機管理部局は
専門部局として位置づけ、“防災のみ”を担当
する必要があるのではないかと考えられる。
　ただし、勿論のことではあるが、危機管理部
局職員を専門職とはするものの、全庁的な啓発
と体制づくりを行い、職員全てが一定の意識付
けを持たなければ、危機管理部局の職員が何人
いようとも前には進めないはずである。専門職
員はコントロールタワーとしての役割を果たし、
その指揮命令を受けて動く一般の職員が、同じ
ベクトルを向けられるよう体制を整備する必要
があることは言うまでもない。
　また、各地方自治体の弱さを回避するために
は、広域的な災害対応ができるよう地方自治体
間の連携を強化するだけでなく、民間組織との
連携も強化するなかで、災害に対応する組織と
して拡充し、国や都道府県の支援・決定を待た
ずとも一定の対応が可能な体制・規模を整備す
べきである。

【参考文献等】
・ロサンゼルス郡ＥＯＣホームページ
　http://emergency.lacity.org/EOCOperations/　
　EmergencyOperationsCenter/index.htm
・ロサンゼルス郡政府ホームページ
　http://lacounty.gov/wps/portal/lac
・啓発冊子
　ロサンゼルス郡緊急サバイバル・ガイド
　ロサンゼルス郡緊急サバイバル・プログラム
　参照：http://espfocus.org/default.htm
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１．はじめに
　我が国の消防は、地域に密着した組織として、
発展、進化を遂げてきた。しかし、消防を取り
巻く環境は、産業や生活など社会構造の変化に
より、複雑多様化、大規模化、更には、武力攻
撃、テロ、感染症など新たな危機への対応など、
多くの課題に的確に対応する必要が生じている。
　また、昨年発生した自然災害だけをみても、
東日本大震災によって地震と大津波により甚大
な被害がもたらされ、その後、台風や集中豪雨
により全国各地で自然災害による脅威が襲いか
かった。
　そして今後想定される東海、東南海、南海地
震、直下型地震や風水害等の自然災害をはじめ、
人為的事故、感染症などの危機の発生が、住民
の安全、安心を脅かしている。
　この様な危機の発生に対し、住民が消防によ
せる期待と関心は、ますます高まりをみせてい
る。この様な負託に対し消防は、住民の安全で
安心な生活を守るという基本的、根源的な責務
を果たすために、あらゆる危機に対応しうる危
機管理のより一層の充実、強化が求められてい
る。

２．ロサンゼルス郡消防局の概要
　ロサンゼルス郡はカリフォルニア州南部に位
置し、面積は１万2,308k㎡、人口は約1,154万人
である。郡内の各市には、それぞれに消防機関
があり災害対応することになっているが、消防

機関を有しない市にあっては、郡と委託契約を
結び、郡が災害対応を行うことになる。郡消防
局にあっても郡内88市のうち58市及び自治区と
契約し、管轄面積約5,700k㎡、人口約398万人
となっている。職員数は、約4,000人で、人口1,000
人あたり約１名の職員がいることになる。
　参考例として、大阪市消防局が管轄面積約
220k㎡、人口約267万人、職員数が約3,400人と
なっており、人口1,000人あたりの職員数は約
1.3名となっており、人口1,000人あたりの職員
数では、同じ規模であるものの、管轄面積では、
郡消防局が大阪市消防局の約27倍と広範囲であ
り、この辺りで機動性のある航空隊を多く配置
している理由がうかがえる。また、火災件数に
関しても郡消防局が約7,500件と大阪市消防局
の約1,100件を圧倒している。
　また地域の特徴として、海洋には北米プレー
トと太平洋プレートの境界があり、内陸には州
を南北に縦断するサンアンドレアス断層を有し
ており、世界でも有数の地震発生地域である。
そして州の南部は半乾燥性亜熱帯に属し、その
ため山火事が多く、州では唯一、消防組織のカ
リフォルニア州森林消防局を有している。この
他、洪水、干ばつ、寒波などの災害が多いため、
防災対策に対する意識が高い地域でもある。

３．住民参加による総合防災力の強化
　 　（CERT：Community Emergency Response Team）
　このＣＥＲＴは、災害発生時の住民による自
主防災リーダーである。
　ロサンゼルス郡では日本の消防団や自主防災
組織のような災害に対応する組織はなく、「公
助」による支援が届くまでの間、「共助」や「自
助」の精神に基づき、このＣＥＲＴの協力を得
ようとするものである。
　まず、ＣＥＲＴになりたいと自主的に希望す
る住民は、20時間をかけ８つのプログラムを受
講する。その具体的な内容は消火、救急、救助

緊急時の初動対応と
総合防災力の強化について
～地域住民の安全・安心を守るため～

訪問日　2012 年９月 24日（月）
訪問先　ロサンゼルス郡消防局
説明者　調査官　クヴォンド・ジョンソン氏
　　　　消防署長　ビリー・モナハン�氏
通訳　　鍋島　伸子�氏
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技術に始まり災害心理学やテロ対策などである。
わずか20時間ではあるが、講習内容は多岐にわ
たっており、日本で実施されている普通救命講
習で３～４時間、消防訓練では約２時間程度で
あるから、その内容の幅広さについては参考と
するところが多い。
　また、日本では消防団や自主防災組織が発災
時の初期対応することになっているが、地震等
の広範囲に被害が及ぶ場合、公的支援が届くま
で自助努力してもらうためにも、防災の知識、
技術を多くの住民が身につけておくことは大変
意義のあることだ。

４．あらゆる災害に対応した都市型捜索
　　 救助隊（US&R:Urban Search & Rescue）
　次に、都市型捜索救助隊についてであるが、
これは災害現場で取り残されている要救助者を
救出することを目的とする特別救助隊のことで
ある。
　郡消防局ではこの特別救助隊を２隊配置して
おり、隊は６人で構成されている。そのうち３
人は、特別救助隊員である。この特別救助隊員
になるには、７種類の訓練を合計40時間受ける
必要があり、また再教育として１年に１度、８
時間の高度な救助訓練を受けなければならない。
　特別救助隊員は、あらゆる災害に対応した知
識や技術を習得しており、個々の隊員がマルチ
タスクで活動を行っている。また、この特別救
助隊員になるには、日本と同様に難関である。
加えて、残りの３人は消防隊と兼任であるとい
うことである。これは、人員の無駄を省くため
のもので、火災が発生した場合は、消防車で出
動することになる。
　この特別救助隊の車両は、日本で言うところ
の救助工作車に該当するが、しかし、見た瞬間
車両がとてつもなく大きい。そして、積載され
ている資機材にあっても一つ一つが日本のもの
より大きい。これは、日本の資機材が、道路や

建築物に合わせ小型、軽量化されているのかも
しれないと感じた。まさに、所変われば品変わ
るである。
　そして、日本の救助隊にはない活動がこちら
では行われていた。それは災害救助犬による救
助活動である。我々が説明を受けていた車両の
片隅で救助犬が座っていた。名前を「ハンター」
と言う。まさに災害救助犬らしい良い名前であ
る。特別救助隊の説明をして下さったビリー氏
がハンドラーとなっており、ビリー氏の命令に
は従順で賢い救助犬であった。また、ハイチ地
震や東日本大震災に災害派遣され、ハイチ地震
ではアパートから４名の要救助者を発見してい
る。この他にも合計11匹の災害救助犬がいると
のことである。
　特別救助隊は、平素から災害を想定した厳し
い訓練と、平均すると週に４、５回の出動があ
り、時には管轄外の地域であっても災害規模に
より自主的に応援出動することもある。

災害救助犬「ハンター」

５．タスク・フォースによる東日本大震災
　　に対する支援活動について
　説明をして下さったコリンズ署長は、2011年
３月15日から19日にかけ、医師や建築等の専門
家80名で構成されたタスク・フォースという
チームを組み日本へ災害派遣され、大船渡市、
釜石市で活動を行ったとのことである。
　そして、この災害派遣の目的は人道支援はも
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ちろんであるが、その災害から学んだことを、
郡内での災害対策のシステム作りに生かすこと
も目的としている。
　例えば、今回の東日本大震災では、想定以上
の津波であったため、避難所として十分な距離
や高さがなかったということである。まずは、
こういう所から改善する必要があるのではない
かと強く訴えていた。また、津波により浸水し
たが、倒壊しなかったビルに生存者の可能性が
あることも分かった。このことにより、例えば
林野火災に置きかえると、都市部との境界付近
でも同じようなことが推察でき、優先的に救助
活動が必要になると言うことである。
　そして、郡内でも、同じような地震災害が起
こった場合の業務計画を定めておく必要性を強
く感じたとのことである。
　コリンズ署長の話から、ロサンゼルス郡が世
界でも有数の地震発生地域であることから、地
震や津波災害に対する防災意識が高いこと、そ
のことにより先進のシステムを謙虚に取り入れ
ようとする姿勢を感じた。
　そして、今回の大震災の当事者である我々は、
もっと震災と向き合い、事実を謙虚に受け入れ、
次に発災した場合の減災につながるシステムづ
くりを行わなければならない。

６．アメリカで始まった新たな防災訓練
　　シェイクアウト（Shake Out）
　このシェイクアウトは、日本の防災の日（９
月１日）に行っている一斉防災訓練を参考とし、
アメリカ西部にあるサンアンドレアス断層によ
る地震被害の科学的研究結果を社会に周知する
ため、ロサンゼルスを中心として2008年から
始ったものである。
　当初、カリフォルニア州の一部で行われてい
たが、全米にも広がりをみせており、第４回目
の昨年の訓練では、カリフォルニア州、オレゴ
ン州、ネバダ州等で行われ、約950万人の住民

が訓練に参加している。
　訓練の特徴として、インターネットで事前に
登録した各個人や団体が、同じ地震想定にもと
づき、決められた日時に訓練を開始し、各々が
計画された行動をとる。
　そして、その行動から不具合を見出して、改
善することにより、実際の災害発生に備えよう
とするのが目的である。
　地震想定も科学的根拠にもとづいており、昨
年の想定は、発生が懸念されているサンアンド
レアス断層全長1,600km のうち南側480km 付
近を震源とした地震想定で行われている。
　また、この訓練には共通の合言葉があり ,
① Drop（姿勢を低く）、② Cover（体、頭を守っ
て）、③ Hold On（揺れが治まるまでじっとして）
となっている。日本でもお馴染みの合言葉であ
る。
　訓練の規模が拡大していった背景は、「訓練
主催者側によりマスコミやインターネットを介
し、訓練参加のメリット等を住民に対し訴えた
からだ」ということである。まさに、地道な努
力によって訓練は成り立っている。日本の行政
機関も訓練参加の本質を住民に訴え、住民がよ
り現実に近い想定で訓練を行うことで主体と
なって、近い将来、住民による住民のための訓
練も見えてくるのではないだろうか。

発災時の身の守り方の考え方（Drop,Cover,and Hold On）

７．関係機関連携による災害対応
　アメリカの緊急時の通報システムは、911番
にかけると一旦警察に入り、そこから消防指令
室へと転送され、12名の指令員が対応する仕
組みとなっている。日本での緊急時の通報は、
110番、118番、119番に分かれているが、アメ
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リカではこの911番で、通報者も１つの番号さ
え覚えていれば、あらゆる災害、事故等に対し、
関係機関が正確な情報をもとに同時に対応する
ところは、合理的である。
　そして、例えば救急事案であれば、消防車（救
急資格者３名）、救助救急車（救急資格者２名）、
救急車（パラメディック２名）、合計３台（７名）
が同時出動する。日本においては、事案により
救急車と消防車の同時出動も行われるが、それ
でも２台である。これは、アメリカではプレホ
スピタルケア¹の重要性が認識されているゆえ
んである。このことにより、パラメデックにも
高い知識と技術が求められている。
　その他の災害対応では、ロサンゼルス市と隣
接しているが、ロサンゼルス市管内の事案に
ついては市が対応することになるが、応援要
請がなくとも災害規模により、相互応援体制

（Mutual Aid）を活用し、自主的にロサンゼル
ス市管内へ応援出動を行うとのことである。日
本では応援要請があってはじめて応援出動する
のに対し、これもまた合理的である。

８．おわりに
　日本での消防組織は、市町村単位で発足して
以来、その時代に適応した組織、体制、施設、
資機材等の充実、強化が図られ、各種様々な危
機に対応する市町村における実働組織として、
住民の安全、安心の確保に大きな役割を果たし
てきた。地域に密着したからこそ、的確に住民
のニーズに応える施策が展開できた側面がある。
　しかしながら、少子高齢化や人口減少社会、
災害の多様化 ･ 大規模化、救急等に対する住民
ニーズの多様化等により、脆弱な財政基盤であ
る市町村の消防にとっては、災害対応に多くの
課題を抱えているのが現状である。
　そして、東日本大震災を見ても、市町村消防
では、大規模で広域災害に対応できないことが
改めて証明された。

　その課題の対策を考えるうえでも、今回の視
察研修では参考とするところが多くあった。
　まず、地震対策に取組む謙虚な姿勢から、ア
メリカにおける危機管理の意識の高さである。

「地震による防災対策は日本を見習っている。」
という言葉が強く印象に残った。
　次に、災害の発生時には地域の総合防災力で
対応するところである。例えば、地震に対して
は、ＣＥＲＴの育成やシェイクアウトにより、
すべての住民参加を意識した施策が展開されて
いた。これは、「自助」や「共助」を育てるこ
とを目的とするが、日本で行われているよりも、
より具体的で効果的であることから、日本でも
そのような実施が必要である。
　そして、最後にマンパワーである。郡消防局
はアメリカを代表する消防力であるが、体制の
効率化等により専門性のある職員の育成がなさ
れていた。それは、説明をして下さった言葉か
ら感じ取ることができた。日本の消防でも広域
化ということが言われ、検討されているが、真
に住民本位の検討が必要である。

【注】
¹  急病人などを病院に運び込む前に行う応急手当て

のこと

【参考文献等】
・海外消防情報センター『アメリカの消防事情』
　2008年３月
・全国消防長会『東日本大震災活動記録誌』
　2012年３月
・ロサンゼルス郡消防局のホームページ
　http://fire.lacounty.gov/（2012年10月10日アクセス）
・ロサンゼルス郡政府のホームページ
　 http://lacounty.info/wps/portal/lac
 （2012年10月10日アクセス）
・損害保険料率算出機構のホームページ
　 http://www.nliro.or.jp/disclosure/q_kenkyu/
 （2012年10月10日アクセス）
・Shake Out提唱会議事務局のホームページ
　http://www.shakeout.jp/（2012年10月10日アクセス）
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１．はじめに
　2011年３月に発生した東日本大震災を契機に、
民間企業やＮＰＯだけでなく、国や地方自治体
などあらゆる組織において、防災・危機管理を
キーワードとした自助や相互扶助の機運が高
まっており、また原発問題に起因する住民の安
全管理の在り方について世界中で議論されてい
るところである。
　住民の生命や財産を守ることは、行政が有す
る最も重要な責務の一つであるが、他の施策と
同様、行政だけで完結するものではなく、民間
組織である住民団体やボランティア団体との役
割分担に基づく相互協力、支援があって初めて
施策として最大限の効果を発揮することは言う
までもない。
　また、住民団体との協働による防災施策の推
進は、単に施策の効果としての防災力の向上を
意味するのではなく、限られた人員・予算で最
大限の行政サービスを提供しなければならない
現代の自治体にあって、行政の守備範囲であっ
た部分を民間に移譲することによる財政的効果
を生むものでもあり、防災施策に限らず、住民
との協働による施策の推進は低成長時代を生き
る現代の地方行政においては不可避となる行政
課題である。
　こうした背景を踏まえ、行政施策に民間活力
を取込み、いかに効率的・効果的に住民との協
働により施策を推進していくかについて、危機
管理の観点からボランティア先進国であるアメ

リカの事例を学ぶことを目的に、スタッフの大
部分がボランティア勤務の職員により運営され、
ボランタリーな力により地域の安心・安全が守
られているサンバーナディーノ郡救急救命ヘリ
コプター基地の視察を行い、主として「共助」
部分からのアプローチによる地域の安心・安全
を守る主体について考察し、今後の地方行政に
おける防災施策のあり方についての参考とした
い。

２．現地調査の概要
（１） 郡の地域特性

　基地が所在するサンバーナディーノ郡はカリ
フォルニア州南東部に位置し、人口約200万人、
面積は約５万2,000㎢で、これは北海道の約３分
の２の面積であり、アメリカの郡としては最大
の面積を有している。この広大な郡土の約９割
が砂漠地帯であり、また郡内に3,500ｍ級の山
脈が２つあり、周囲を山林や峡谷に囲まれてい
るなどの地域特性があることから、迅速な救命
救急活動を行うために、車両ではなくヘリによ
る救助活動が発展、発達してきた。

郡内にそびえ立つ山脈

（２） 基地の概要

① 活動概要

　基地は組織上、郡の保安部門における緊急事
業局に属しており、前述した地域特性を抱える
中で迅速な活動を行うため、航空部門に特化し
た業務を担っており、全て消火活動が可能な計
10機のヘリと４機の飛行機を有している。

ボランティアが支える救命救急
～地域の安全を守るのは～

訪問日　2012 年９月 25日（火）
訪問先　サンバーナディーノ郡
　　　　救急救命ヘリコプター基地
説明者　副保安官　マイク・エルス氏
　　　　中尉　デイル・グレゴリー氏
通訳　　鍋島　伸子�氏
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　基地では、犯罪者の逮捕、救急救命活動の他、
山間部の消火活動、ＶＩＰの搬送から、選挙時
における投票用紙の運搬に至るまで幅広い活動
を行っている。通常これらの活動は個々に別の
部門に分かれているが、効率性を追求する観点
から、全てのパイロットが全てのヘリで同じ活
動を行うことができる体制を構築する「マルチ
タスク」の理念に基づき、基地に勤務する保安
官はあらゆる事態に対応できるように２年間の
厳しい訓練を受けることとなっており、この考
え方は最小の投資で最大の効果を生むことを求
められる我々日本の行政職員も多いに参考とす
べき点であろう。
　年間の出動実績は約5,500件であり、その内
訳としては犯罪行為に関するもの、医療関係、
通常救助、ホイスト¹による救助などであるが、
中でも犯罪行為に関するものが約９割を占め、
郡の治安状況の悪さを如実に表している。この
他、米軍から寄贈を受けた救助用ヘリ３台が、
日中365日休むことなくパトロールを行ってい
る。

パトロール用ヘリ （ヒューイ・Ｎ3061SB）

② 人員体制

　救助活動を行うヘリには、基地に所属する保
安官であるヘリの操縦士１人とクルーチーフと
呼ばれるサブパイロット１人の他、ボランティ
アスタッフである医師、パラメディック（救急
救命士）、看護師の計５人で１チームを構成す
るのが基本である。医療スタッフ３人はボラン
ティア勤務ではあるが、全員専門の医療資格を

持ち、通常は郡内の医療機関に勤務している。
このようにプロの医療スタッフにボランティア
の力を活用しているのはカリフォルニア州でも
この基地だけであり、大きな特徴となっている。
　また、本基地全体の人員体制を見ると、フル
タイム勤務の基地職員として保安官が31人（機
器のメンテナンスを行うメカニック、一般事務
員等一部民間委託を含む）いる他は、上述の１
時間以内に参集可能なプロの医療スタッフが常
時50人待機する体制が構築されていることに加
え、エア・スクアドロンと呼ばれる自身の飛行
機を使って活動するボランティアのパイロット
が50人、エクスプローラーズと呼ばれる、高校
生から21歳位までの将来の保安官を目指すス
タッフが10人いる。
　郡内全体では、本基地を含む出張所を含めた
全20か所の基地で総勢約2,000人のボランティ
アを抱えており、全体の約77％がボランティア
で占められていることからも、住民の生命や安
全を守る人員の大部分がボランティアにより支
えられているということが分かる。

保安官とボランティアの構成比から見る組織図

　ボランティアは、個々に最低月16時間のボラ
ンティア活動を提供することになっており、活
動に要する備品等の購入が免税となる他は全く
の無償により提供され、年間300 ～ 500万ドル
の基地運営経費の節減に繋がっている。基地の
年間予算額は約400万ドルであり、予算面で見
ても事業費の半分以上がボランティアによって
賄われていることが分かる。
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（３） ボランティアの活動を支える要素

① 制度的要素

　ボランティアがその能力を最大限発揮できる
ようにするため、活動中の事故に対する補償に
ついては郡レベルの他、州の労働法の特別条項
により担保されている。また、アメリカは訴訟
大国であり、救命活動中のミスに対する提訴を
恐れるあまりに医療行為を委縮させることのな
いよう「グッド・サマリタン法²」により、ボ
ランティアで行う医療行為に対しての法的補償
が成されている。

② 歴史的要素

　ボランティアのリクルートは、サーカスや野
球場など、大多数の人間が集まるイベント時に
おけるＰＲの他、医療スタッフについては直接
医療機関をあたったり、口伝手により行ってい
る。しかし、今回の視察先の担当者の話による
と、ボランティアによる救命救急体制を維持す
るためのリクルート活動にそう苦心してはいな
いとのことであった。
　その理由としては、人間の心理として存在す
る「人の役に立ちたい」という根源的な欲求に
裏打ちされたサンバーナディーノ郡保安部緊急
事業局のこうした活動の全国的な知名度を基礎
に、「本基地の一員として同じ制服を身にまとう
ことへの憧れや誇りがあり、多くのボランティ
アスタッフは自分で必要な機材も購入し、自発
的かつ積極的に我々ファミリーの一員になるこ
とを願っているからである」と自信に満ちた表
情で説明していたことが非常に印象的であった。

（４） 他機関との連携

① 医療機関との連携

　パトロールや消防からの連絡によって救助
された救急患者の病院への搬送については、
100％の受け入れ体制が構築されている。これ
は基地の活動の本質が、そもそも山間部等の救

助困難地帯の重篤患者を対象としていることに
加え、骨折や火傷のような一見して判断可能な
症状の場合はあらかじめ搬入先の病院を決定し
ていることや、郡内の病院との事前協議により、
搬入先病院をローテーション制としていること
に起因している。

② 消防本部との連携

　救助活動における医療スタッフについては、
多くのボランティアスタッフが常時待機する体
制が構築されていることは既に述べたが、当然
ながら24時間365日、常に万全の体制が保障さ
れているわけではない。
　こうした事態に対処するために、基地では毎
朝郡消防と連絡をとり、例えば「今日は夜間に
消防本部で医師が不足する」、「日中に基地で看
護師が不足する」といった情報の共有を行い、
互いに不測の事態を補えるような強固な連携体
制が構築されている。

３．日本への転化可能性
　文化、風土、習俗、歴史の大きく異なるアメ
リカと日本では、サンバーナディーノ郡で実施
されている取組をすぐにそのまま日本に取り入
れて機能するかと言えば必ずしもそうはならな
いであろう。しかし、日本においても、災害時
において地域の安全を支える民間組織として、
自主防災組織と消防団が存在する。
　とりわけ、1995年に発生した阪神・淡路大震
災以降、消防職員に代表される「公助」部分を
担う機関が到着するまでの間の、いわゆる災害
の初期対応段階における自主防災組織の即時性
に富んだ種々の活動の有効性が見直されつつあ
り、現在多くの地方自治体で「自助」「共助」
部分を担う自主防災組織の育成や再編、防災教
育への取組が進められている。
　また、消防団は、他に本業としての生業を持
ちながら災害時に救助活動を行うという意味に
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おいては、今回視察を行ったサンバーナディー
ノ郡のボランティアによる救急救命活動の例に
最も近い形態であるとも言える。担い手となる
若い世代の減少などの理由から団員数が減少し
ている一方、女性団員の数は年々増えており、
一人暮らし高齢者宅への防火訪問など、地域の
防災力向上に向けた優れた取組も行われている。
消防団については若干の報酬があるものの、自
主防災組織・消防団両者ともに、原則的にはボ
ランティア精神に基づく活動である。
　日本では少子高齢化が進展し、社会の構成員
が、戦争を経験し、戦後を生き抜き、自然に互
いの共助関係が成立していた時代を生きた世代
から、核家族化の時代に生まれ、住民同士の地
縁的な人間関係が希薄化してきた時代を生きた
世代へとシフトし、行政が住民と協働で施策や
事業を進めていくことが一層難しくなってくる
ことが予想される。
　地域の防災力向上に向けて日本の地方行政が
まず取組むべきことは、かつて自然に存在した
地域の地縁的なつながりを今一度見直し、特に
若年世代を巻き込みながら再構築していくこと
であると考える。これを基礎として、サンバー
ナディーノ郡の取組をヒントに、現在公助部分
が担っている防災活動の一定部分を思い切って
民間組織に委ねてみてはどうだろうか。そうす
ることで活動に対する責任感や魅力の向上を促
し、人命を救うという尊い活動に従事している
という誇りが芽生え、組織や活動の活性化を喚
起することで、地域の防災力向上へとつながっ
ていく道筋となるのではないだろうか。
　また、制度・組織面からのアプローチとして、
ボランティアの救命活動を法的な側面から支援
するグッド・サマリタン法の法制化や、サンバー
ナディーノ郡の例に倣い、日本に特有とも言わ
れるセクショナリズムを払拭し、関係機関の「職
権」を基礎に防災を捉えるのではなく「住民の
安全」や「誰のための防災であるか」を基礎に

した柔軟な組織体制の構築なども必要であろう。

４．おわりに
　今回視察したサンバーナディーノ郡は、１秒
を争う救急救命の世界にとって大きな障害とな
る独特の地域特性を有するが故に、１人でも多
くの命を救うという使命を達成するための手段
として関係機関との横の連携が「公助」のシス
テムとして構築され、また西部開拓時代から元
来アメリカ人に根付いている「自助」や「共助」
の精神が、基地に特有のボランティアシステム
を形成するベースになっているのであろうと感
じた。
　これらをアメリカと日本の地理的要件や文化
の違いと言うことは簡単である。地域の安全を
守るためには「自助」「共助」「公助」どれが欠
けても成立しない。家族、恋人、友人など、人
間であれば誰しも皆、自分の命に代えてもその
命を守りたい存在がいる。地域の安全や住民の
生命を守るのは、国や人種の壁を超え、普遍的
に人間の根幹に存在する「大切な人を守りたい」
という心と、それを実現する防災という仕事に
携わる人の仕事に対する誇りにより支えられて
いるのである。

【注】
¹  人体等を吊り下げてヘリコプターまで引き上げる

小型の機械のこと
²  緊急時に無償かつ善意で行った行動の結果生じた

損害については、その責任を問わないとする法律

【参考文献等】
・サンバーナディーノ郡保安部のホームページ
　http://www.co.san-bernardino.ca.us/Sheriff/
 （ホームページは2012年10月21日アクセス）
・総務省消防庁のホームページ
　http://www.fdma.go.jp/syobodan/
 （ホームページは2012年10月21日アクセス）
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１．はじめに
　災害発生時、いかに効率的かつ効果的に災害
医療が行えるかというのは大きな課題である。
個人への最良の医療を目指す救急医療とは違い、
災害医療は、集団にとって最良の医療を目指す
ことにある。そのためには、平時からの各医療
機関の連携を踏まえ、災害発生時を想定した訓
練が行われていることが必要である。
　日本においては、阪神・淡路大震災を契機に、
災害対策基本法を軸としながら、災害拠点病院
の設置、災害派遣医療チーム等の体制整備、広
域航空搬送計画が構築されるなどした。また、
厚生労働省によって、広域災害救急医療情報セ
ンターによる広域災害救急医療システムの開発
や災害医療に関する教育訓練の推進が図られて
きた。これら日本の状況を踏まえ、アメリカに
おける医療体制及び災害対応計画等について考
察する。

２．現地調査の概要
　1910年に創立したサンバーナディーノ地域病
院は、健康管理と教育的なサービスを提供して
きた。その中心として、緊急入院患者及び外来
患者治療、産科及び小児科などがあり1,000人
以上の従業員のもと343の病床を有する民間病
院である。専門医育成のプログラムについては、
ＩＣＭＡ（アイスマ：郡の規制当局が管理）か
ら緊急管理に関する専門的なプログラムがある
ことに加え、近隣のロマリンダ大学も専門的な
プログラムを提供している。

３．質疑・調査内容
（１） 危機事象対応訓練

　大規模訓練については、夏と秋の年２回実施し
ている。秋の訓練は、10月18日にカリフォルニア
州全体で実施するシェイクアウトであり、警察や
消防も参加する。なお、訓練には、入院患者は参
加せず、看護学生が患者役として参加している。
また、運ばれてきた人はまずＥＲ（救急救命室）
を通るため、ＥＲも訓練に参加する。訓練時間は
約４時間を要し、具体的な設定のもとで行ってい
る。例えば、高速道路事故が発生したという想定
である。患者には「起き上がって歩けるか」と聞き、
トリアージ（身体所見の緊急度に応じて治療の優
先順位を付けること）のもとで治療の優先順位を
決める。また、死体安置室も設置するほか、事故
で動揺する家族への対応も行うなどリアリティあ
る訓練を行っている。

トリアージを行い、色違いのタグを付ける

（２） 連携について

　近隣病院とは、常に情報共有を行っている。
　まず、郡や市が情報管理を行う指令室が郡内
３か所の消防署にそれぞれあり、それをまとめ
ることができる情報管理システムがある。また、
それぞれの消防署には、救急救命士がいるため、
病院からその都度医師を送る必要がない。
　また、この病院では、レディネットシステム
を取り入れている。これは、ＩＣＭＡの認定に
より開発されたシステムであり、それぞれの病
院が導入し、運営及びメンテナンスを行ってい
る。これにより、近隣病院、消防署、警察署と
の通信ネットワークが図られている。例えば、

備え、連携し、訓練する地域医療
訪問日　2012 年 9月 25日（火）
訪問先　�ロマリンダ大学病院附属サンバー

ナディーノ地域病院
説明者　ジョシュアー・デューク氏
通　訳　鍋島　伸子�氏
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病院の中で水害や停電が発生した際などには、
このシステムを使い双方向通信により、各機関
に対して SOS を行うことができる。
　また、20台の車が玉突き事故になった場合、
多くの患者を、病院にどう振り分けるかという
ことをシステムにより行う。その振り分け役に
ついては、大規模事故については、消防が振り
分ける権限を持つ。さらに、リハビリ施設もこ
のシステムに入っていることから、病床不足に
なった際の協力を得ることを検討している。加
えて、カリフォルニア州北部の病院にもこのシ
ステムを導入するように働きかけている。
　日本においては、広域災害救急医療システム

（ＥＭＩＳ）や大阪府医療機関情報システムが
レディネットシステムにあたる。
　ボランティアに関しては、医師、看護師の申
し出があれば、緊急事態の際に医療行為を行っ
てもいいという承認をＩＣＭＡから得たうえで、
災害時に活動してもらうことがある。ただし、
医療提供者ではない一般ボランティアについて
は、緊急対応員として事前に登録しておくシス
テムであり、その業務は、敷地内の備蓄倉庫か
らの医療機器等の搬送や避難誘導等である。

（３） 災害への備え

　災害対応計画については、ＨＶＡ――どれだ
け危険にさらされているかという指数――を解
析している。このＨＶＡを毎年一度行い、例え
ば、カリフォルニア州では、小さな山火事が大
火事になる可能性が多いことから、こういった
一番リスクの高いことが実際に起きたときに何
をすべきかということについて、事前にチェッ
クリストとして作っており、これを書物にして
いる危機管理対応マニュアルが11冊ある。
　これはすべての病院に策定義務がある。ここ
には、薬を提供してもらっている製薬会社等の
緊急連絡先の記載や、震災発生後６時間の間に
病院側から何も連絡がなければ、製薬会社が、

以前から注文を受けているものを届けるという
ことや、交通手段が不可能となれば、ヘリによ
る物資搬送を行うといった災害対応計画の定め
がある。
　なお、危機管理対応マニュアルは、各病院が
策定することになっている。基本となるガイド
ラインは共通しており、策定するにあたっては、
緊急会議委員会があり、委員会が積極的に策定
する。それぞれの病院の委員会の委員が、１年
に１回集まって策定するが、その内容について
は、郡の組織であるＩＣＭＡの認可が必要である。
　次に、病院自体が被災した際には、代替施設
がある。この病院は、ＩＣＭＡの災害復旧グルー
プの中に入っているので、この病院が使えない
事態が発生した際でも、受け入れ態勢が整えら
れている。資材援助を連邦から得るための資格
として、このグループに入ることが条件になっ
ている。さらにこの病院では、感染症や、原子
力災害等に対する専門的な医師も揃えており、
１年に１回必ず訓練を実施している。
　次に、備蓄倉庫については、備蓄食料として
1,000人分（１日３食計算）を４日間分、合計1
万2,000食を備蓄している。その他、テント、ジェ
ネレーター、おむつ、ゴーグル、水、除染浄化
のための防護服、寝たきりの患者を運ぶマット、
ポータブルエアコン、生活用品セット（手袋、
くつ、洗面セット、シーツ）等が備蓄されている。
なお、備蓄倉庫内には事務スペースがありキッ
チン係が備蓄倉庫係を兼務しており、セキュリ
ティの観点から備蓄倉庫に入ることができる者
は、安全管理者、技術者、倉庫係、キッチン係
の４名と限られている。なお、スプレッドシー
トにより在庫管理が行われている。
　また、汚染浄化テントを２張用意しており、
資格を持った職員が防護服を身にまとい汚染浄
化を行う。なお、防護服の装着時間は１時間以
内と定められており、４人一組となったチーム
毎の交替で行うとのことである。汚染浄化テン
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トについては、８年前に化学薬品が漏れた時に
使用した実績がある。

備蓄倉庫内の風景

（４） 法律により疲弊するＥＲ

　アメリカの医療保険は個人が管理し保険会社
の交渉に任されていると聞くため、皆保険制度
のある日本と違い、治療に行くのをためらい重
症化することがあるのではないかという懸念が
あった。しかし、現地に行き、疲弊するＥＲの
現状を知ることとなった。
　アメリカでは、1986年からＥＭＴＡＬＡ法（The 
Emergency Medical Treatment and Active 
Labor Act）が施行されている。これは、健康
保険等に未加入でも、治療費の支払い能力がな
くても、すべての来院患者は病院スタッフの能
力と設備範囲内で治療を受ける権利があるとい
う法律である。このため、ＥＲに来るべきでは
ないような人も来るため、重篤な患者への医療
ケアの質が下がるだけではなく、重篤な患者
や、保険のある人をなかなか診ることができな
い。「保険がない、主治医がいない、予防しない」
という人がいきなりＥＲに来るのが嫌だと担当
者は不満を漏らした。これは、健康な人ではな
く、重篤な人を治療したいという気持ちからで
ある。
　しかしながら、ＥＲに来る患者の20％は本当
に治療が必要な人でもあり、重篤患者が100％
であったとしても入院させることができるほど
の病床数がないという悩みについてジレンマを

抱えていた。
　なお、治療費を払わない悪質な患者に対して、
債権として取り立てる考えについて聞いた。Ｅ
Ｒに来る患者に対して、最初から経済状態は聞
かずに治療を行う。請求は治療後に行い、その
時に初めて経済状況を聞くことになる。あとは、
払うまで請求書を送り続ける。しかし、この地
域の特殊性として、ホームレスの割合が30％で
あるため、請求書すら送れないのである。
　治療を拒否できないという一律の法律は、貧
困層やホームレス人口の多いこの地域に限って
は非常に厳しい規則になっているのである。
　加えて、法律により、ＥＲで治療を拒否する
と９万5,000ドルの罰金を課せられるため、治療
を行わず地域病院に送り返すようなことはでき
ないのである。これを変えていくためには、法
律の修正が必要である。
　視察前には、日本の皆保険に比べて、米国の
無保険制度について、「自己責任が強い国」と
いう印象を持っていた。しかし、法律による規
制や罰則のもと、手厚い医療を提供しながら、
無保険者が治療したことに対する国の援助が、
経済不況を理由に未払い者に対する財政支援も
最近打ち切られたという現状については、大き
く憤りを感じるところであり、国が医療ケアを
医療機関に丸投げしているのではないかという
疑問すら感じた。
　ＥＲの現状が象徴するように、法改正を望む
切実な現場の声が痛いほどわかった。
　ＥＲには14床しかないにも関わらず、１日に
患者が160名も来る。予防的な治療を目的に来
る人が多いため、もっと効率のよい治療を行い、
ＥＲでは重篤な患者を診れるようにすることが
必要であるとのこと。
　この現状を踏まえ、課題としては、是非とも
ＥＭＴＡＬＡ法の法律改正を望んでおり、具体
的には、ＥＲに来るべき患者に対する一定の基
準を明確にして欲しいとのことであった。
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　なお、ＥＲを受診しに来た患者に対しては、
10分以内に医師か看護師が診ることが義務付ら
れている他、患者は一度ＥＲに入ると、適切な
治療が終わるまで240フィート（約72ｍ）は敷
地外に出れず、関係者も入ってこれないという
法律がある。視察を行った時には、まさに15席
の受付席を60席に拡張する工事を実施しており、
完成後は、症状によって分けられるようにした
いとのことであった。

ＥＲ入口横にある初診ブース

４．おわりに
　アメリカにおける医療制度における現場の実
態を知ることができた。日本においては、皆保
険により患者が病院に対してフリーアクセスで
きる現状があり、多くの病院を受診することで
医療費を増大させているという課題がある。し
かし、アメリカにおいては、法規制により疲弊
するＥＲの現状を知り、制度上の違いを踏まえ
それぞれの課題を知ることができた。
　また、災害対応において感じたことは、危機
管理対応マニュアルといったシステムを使いこ
なせる「人づくり」の必要性と、想定に基づい
て行うリアリティある訓練実施の必要性である。
　日本においても、仕組みやシステムは同じよ
うなものはある。しかし、実際に災害が起こっ
た時に、そのシステムを使いこなせる「人」が
必要である。そのためにも平時から各種のマ
ニュアルを読み込み、トレーニングを行う必要

がある。
　また、訓練の実施については、その規模、回
数、そして質の違いを感じたところである。ア
メリカでは、州全体で取組むシェイクアウトの
もとで、警察や消防とも連携しながら、時間を
かけてリアリティある訓練を行っている。そし
てそれが住民に浸透していることが伺えた。
　日本では、各医療機関が単体で行う避難訓練
が多いと感じる。そしてそれは往々にして緊張
感に欠ける。大阪府では、救急医療体制の充実・
強化のため、大阪府地域医療再生計画「三次医
療圏」を定め、広域災害・救急医療情報システ
ムの情報制度の向上・充実を掲げている。それ
ならば、そういった広域災害に対して、もっと
地域が想定――例えば上町断層の直下型地震が
発生――した訓練を行うことが必要であり、ト
リアージを取り入れた実効性ある訓練を取り入
れるべきである。そこには、警察、消防、行政
及び病院間が共に参加するような訓練を実施す
ることが必要であろう。
　また、災害の発災直後から活動するＤＭＡＴ

（災害派遣医療チーム）は48時間で役割が終了
することから、その後避難所生活期に突入した
際には、医師会としっかり引継ぎがなされるよ
うな連携の訓練も必要ではないか。
　今回の東日本大震災から、私たちは多くのこ
とを学んだ。それを教訓に、大規模災害に対す
る効果的な準備を行うことが、私たちの責務で
ある。このことを可能にするためには、『地域
防災計画』が大きな切り口になろう。関係機関
が参画し、災害医療に関する初動活動について
定め、共有すると共に、それに基づく実効性あ
る訓練を行い続けることが必要である。また、
アメリカで実施されているシェイクアウトは、
日本の「防災の日」に倣った取組である。今一
度、私たちは、機関を越えて、一致団結し、連
携した備えを行う必要がある。このことを、ア
メリカが教えてくれている。



70    Overseas Training Report

B 班　海外研修

１．はじめに
　現在、防災に対する役割は「自助」、「共助」、

「公助」の組み合わせといわれている。災害対
応について、それらの比率は７：２：１といわ
れ、自助と共助に重きが置かれているなか、ア
メリカの公助を支える上で重要な役割を果たす
組織として、ＮＰＯのシンクタンクであるラン
ド研究所を訪問した。
　ここでまずシンクタンクの定義を確認してお
く。シンクタンクとは種々の分野の専門家を集
め、国の政策決定や企業戦略の基礎研究、コン
サルティングサービス、システム開発などを行
う組織である。日本にもシンクタンクは数多く
あるが、アメリカとの大きな違いを３点挙げる。
　１点目に、シンクタンクとしての実績は、ど
れだけ資金を集められるかではなく、皆、政権
が変われば自分達が登用されることを願って動
いており、いかに政権に影響を与えられるか、
どれだけ政策決定に影響を与えられるかという
点を重要視していることである。
　２点目に、アメリカには1,000を超す民間・
ＮＰＯのシンクタンクがあるといわれているが、
それぞれに多くの元閣僚や元政府高官がいて、
研究活動を続けている。行政の政策決定過程で
シンクタンクは欠かせない存在であり、それら
から出された提言は行政も非常に尊重し、報告
書や研究報告は日本とは比較にならないくらい
重んじられている。つまり、それらの一部は確
実に政策となり国民生活に影響を与えている。

　３点目に、他組織との関り方についてだが、
日本のシンクタンクが行政や企業と密接に関り
があることに対して、アメリカのシンクタンク
は非営利・独立の組織が多い。多くはＮＰＯと
して中立的な立場から建設的な提言や批判を行
う団体であり、この違いは、少なくとも日本よ
りはるかに独立性を維持し、より客観的な政策
分析や提言ができることにつながると考えられ
る。
　視察を通じて、日本とアメリカ社会の歴史的
変遷の違いを感じながら、アメリカの危機管理
施策が、地震やハリケーン等の自然災害だけで
なく、テロや暴動という大きな社会問題をも包
括する視点に立った考え方であることを強く認
識した。
　このような状況において、アメリカがどのよ
うにシンクタンクを活用しているのか、日本の
地方自治体の危機管理施策に生かすことができ
る点について以下のとおり考察する。

２．現地調査の概要
　 ランド研 究 所（RAND Corporation）（ 以
下、「ランド」）の名称は、「研究開発 Research 
ANd Development」の頭字語に由来している。
　サンタモニカ市に本部があり、支部としてイ
ギリス、ベルギー、アラブ首長国連邦など世界
中に10か所のオフィスを持ち、約1,700名が働
いている。
　ランドの基本理念は、①世界で最も信頼でき
る分析を行うこと、②事実に基づく調査研究に
より政策や意思決定の改善に貢献すること、③
高い質と客観性を保つこと。であり、研究分野
はテロと安全保障、子どもと家族、保健と医療、
エネルギーと環境、教育と芸術、人口と高齢化
等と幅広く扱っており、危機管理に特化してい
るシンクタンクではない。
　資金面について、ランドは非営利機関である
が、政府諸機関、財団、その他の非営利組織及

行政組織との連携や独自の
活動について

訪問日　2012 年９月 26日（水）
訪問先　ランド研究所
説明者　ロビン・メリル氏（国際問題担当）
　　　　ジェーン・リンゲル氏（公衆衛生担当）
　　　　ヘンリー・ウィルス氏
　　　　（危機管理・国土安全保障担当）
通　訳　鍋島　伸子�氏
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び民間企業を含めて世界中のクライアントから
有償で研究依頼を受けている。さらに、慈善団
体からの寄付金とランドへの寄贈財産からの収
益を合わせて、政策討論に必要な課題について
の研究を行っている。
　年間約700件以上の依頼があり、そのうちの
70％は行政からである。プロポーザルによるも
のもあるが個人単位での依頼も可能である。
　ランドで働く人材は、出身地が50か国以上に
及び、学歴、政治・思想の見解、人種や民族性
という点で各々の多様性を活かしている。
　また、数あるシンクタンクの中で特徴的な点
は、ランド研究所政策大学院を併設しているこ
とである。政策研究、政策科学に関する大学院
の博士号プログラムとしては全米で最大規模で
あり公共政策を専門にしている学生が多い。大
学院では常時100人程度が博士課程で学んでお
り、ランドのスタッフが教員となり講義を行っ
ている。
　この大学院の特徴は、学生がランドの政策研
究に実際に参画していることであり、年間300
日以上は実際にランドのプロジェクトに参加す
ることが義務付けられている。つまり、学びな
がらも実務に加わり、一定の報酬とともに博士
号も得られる仕組みになっているのである。大
学院ではこれまで約300人の卒業生がおり、日
本人２名も含まれている。

ランド研究所　外観

３．質疑・調査内容
（１） ランドの強み

　1940年代の終わりに安全保障をテーマに活動
していたため、そういった研究がメインとして
捉えられがちだが、一番の強みは公的機関と民
間のギャップ（もつれ合い）に関して客観的な
視点で分析できることにあるとし、一例として
イラク戦争等からの帰還兵のＰＴＳＤ（心的外
傷後ストレス障害）に対するケアについての取
組があげられる。
　政府の立場からは、戦争により発生した負傷
軍人の存在について立場上目を逸らしがちにな
り、積極的に行動を起こしにくい面がある一方、
民間レベルにおいてはどこまで負傷軍人のケア
に立ち入って良いものか判断が難しいという現
状があった。政府、民間ともに関与の難しい問
題に対し、どのようにアプローチすべきかとい
うことをランドが調査し、帰還兵へのケア（健
康面での検査）の必要性、重要性について提言
したところ、政府が即時に提言を受け入れ対応
したという事例がある。

（２） 調査結果の住民への還元

　ランド研究所は、非営利組織であるため非課
税扱いの団体である。調査結果及び提言内容に
ついては、クライアントが行政か民間かを問わ
ず、ＮＰＯの特性である公共性と、社会に成果
を還元しなければならないという使命の観点か
らも原則公開としている。
　ランドのホームページ上には、約1万5,000件
の調査結果等が公表されており、多言語化対応
も進んでいる。
　また、公表することに対しては、調査結果の
周知のみならず、批判等あれば適宜対応すると
し、よりよい研究成果につながる貴重な機会と
捉えている。ただし、依頼内容によっては、企
業や国家の機密事項に関するものも含まれるこ
とから、クライアントとの密な協議に基づき、
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理解を求めた上で可能な限り調査結果を公表し
ていくのがスタンスである。
　なお、年度予算に残額が生じた場合は、個人
的な研究費用として活用している。その個人的
な研究というのはスポンサーがつきにくいよう
な研究である。一例として同時多発テロ事件（以
下、「9.11」）から10周年に際して「ロング・シャ
ドウオブ・9.11」を刊行したことがあげられる。
ランドが行った提言による成功事例だけでなく
反省点も掲載し、依頼がなくてもランドとして
研究活動を行うことで、社会が少しでもよくな
るようにと常に発信を行っているのである。

ランド研究所の発行物等

（３） 危機管理分野における独自の取組みにつ

いて

　ランドが取り扱う「危機管理」とは、以下の
４つに大別される。①インフラの保護、②国境・
移民管理（不法入国問題、テロリストの侵入）
に関する危機、③各種の脅威に対する想定、④
緊急事態への対応。特に④の緊急事態へのラン
ドの対応として、オクラホマ爆破事件や9.11以
降、実際に起きた事件、経験を通じて学んだこ
とを提言に生かそうとしている。
　ランドは、災害時における国家統一基準（ナ
ショナルポリシー）策定の必要性があった際に
水・エネルギーなどのインフラをどう守ってい
くかという課題について、民間の限界を指摘し、
公的機関の支援の必要性を唱えた。

　他に、ハリケーンカトリーナによる水害に対
して、連邦、州等がどう対応できるかという提
言であったり、9.11後に起きたアメリカ炭疽菌
事件（差出人不明の手紙の中に入った炭疽菌に
触れ５人が死亡した事件）に対して、どう対処
するかといったことなど、批判記事を分析して、
新たな提言へとつなげている。
　このように、事実から得られたデータに基づ
き「その時各組織がどう動いたか」という視点
で反省し、予期せぬ際にいかに対応できるかと
いうことに重きを置いて様々な提言を行ってい
る。

（４）日本の危機管理対応について
① 東日本大震災に対して

　ランドの危機管理・国土安全保障担当である
ヘンリー・ウィルス氏は、日本で起こった震災
について以下のように話された。

「国家として失ったもの、損失は図りしれない。
しかし、そこから学ぶことは大きく、それらの
経験を生かして今後に反映させることが重要だ。
ハリケーンカトリーナによる被害では一つの市
が崩壊したり、原油流出事故等大変なことも
あったが、それらを踏まえ今後に向けて取組む
べき課題はたくさんある。
　福島の原発事故については、以下の３つの考
慮すべき要素がある。①原子炉の安全性、リス
クをどの程度認識していたか、②国・東電・地
域住民の三者で正しい情報共有（合意に基づく
役割分担）がされていたのか、③住民への情報
提供（自分の身の守り方や避難等に関すること）
は適切だったのか。
　これらの観点から十分な検証を行い、今後に
生かされるべきである。加えて、原子炉のリス
クを事前に調べておくリスクアセスメントが甘
かったのではと考察する。例えば原発の事故発
生率に関して言えば、アメリカでは100万分の
１と見込んでいたが、日本では1,000万あるい
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は１億分の１との認識だったのではないかと推
測される」とした。

②　地方自治体の危機管理対応力向上に向けて

　一般的にアメリカの危機管理対応職員は、高
い専門性を持つ人材が多い。一方、日本の地方
自治体では一般職の人事ローテーションの一環
として存在しているため、専門性が育ちにくい
等という状況がある。その現状の打開策として、
２点の考え方を伺った。
　１点目は、危機管理力向上への阻害要因を見
極め、克服すること。
　２点目は、人材、時間、教育等の資源に限界
があるので、事後より事前の被害想定に重点を
置くこと。その課題を解決する一つの策として
協力体制の「幅」を広げること。例えば、ひと
つアクションにより複数の効果を生むようなア
プローチである。アメリカの例では、9.11の際、
災害時用無線が警察と消防で異なりコミュニ
ケーションが円滑に進まず事後対応に時間がか
かったことをあげ、その後、無線システムの共
通化を図る改善を行った。
　このように、日本でも他の地方自治体や団体
と連携を深め、各主体間で共有化可能なシステ
ム設計を行えばコミュニケーションが進むので
はないかという意見が出された。
　最後に、アドバイスとして、他の地方自治体
との連携、コミュニケーションを深め、お互い
に反省したことについて意見交換して、より学
んでいくことが大切だと付け加えられた。

４．おわりに
　安全・安心を誰が守るのか。アメリカでは、
その実現のために行政主導ではなく必要に応じ
て、民間、シンクタンクのプロの力を借りてい
ることを学んだ。
　日本にもシンクタンクや、各地方自治体が設
置している研究所、それに準ずる機能を持った

組織が存在する。また教育の場においては公共
政策大学大学院等があり、そこでは公務員やコ
ンサルタントといった政策立案等に携わる人材
の育成拠点としての役割を担っている。しかし、
それらが与える地方自治体への直接的な影響に
ついては、冒頭でも述べたようにアメリカとは
異なるものであるが、行政の限界を認識し、非
常時にいかに被害を最小限に食い止められるか
という課題に対し、研究を重ね、運用されてい
るところは見習うべきところである。
　日本の各地方自治体において予算や人材に限
りがある中、より少ない資源で効率的・効果的
な防災体制を整えるためには、既存体制の充実
を図るとともに、シンタンクに限らず、もっと
専門家等の外部の力を上手く活用し、効果的な
連携を模索することも一つの方法である。
　また、ランドが危機管理に対して持つ一貫し
た考え方「経験を通じて学んだことを生かす」
という点を踏まえ今一度、東日本大震災につい
てだけでなく、阪神・淡路大震災後に出された
報告書等についても見直すことが必要と考える。
　現状の有効な資源の活用に加え、各地方自治
体も積極的に過去の経験から学び、生かし、備
えていくこと、そしてそれらの経過を蓄積する
ことは有益なことである。さらには、その成果
や課題を広く共有することで、それぞれが抱え
る問題に対し、実効的な対策方法を見出すこと
にもつながるのである。

【参考文献等】
・ アレックス・アベラ著『ランド世界を支配した

研究所』株式会社文芸春秋　2008年
・ランド研究所ホームページ
　http://www.rand.org/topics/national-security.html
 （2012年10月５日アクセス）
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１．はじめに
　学校活動において、子どもたちや教職員等の
生命や心身等に危害をもたらす様々な自然災
害・事件・事故などを未然に防止することが先
決であるが、そのような事態が発生した場合に、
最も大切なことは，子どもたちの生命や安全、
人権の確保であり、このことは、どんな場合で
も最優先事項であることは誰しも分かっている。
　しかし、災害発生直後はパニック状態となり、
有効な手段がとれないことが多いものも現実で
ある。
　このような事態が発生した場合に、子どもた
ちの被害を最小限にするために、適切かつ迅速
に対処することが重要である。
　今回トーランス市統合学区教育委員会の取組
を視察することにより学校教育現場における災
害時の対応計画について考察していきたい。

２．概要
（１） トーランス市

　トーランス市は、カリフォルニア州南西部ロ
サンゼルス郡南部に位置する都市で、人口は13
万7,946人（2000年国勢調査）で、ロサンゼル
ス郡で７番目の規模である。産業が盛んで、商
業の中心地でもあり、日本企業が多く、日系人
が集中している地域でもある。

（２） トーランス市統合学区教育委員会

　統合学区教育委員会は、一般市民より選挙で
選ばれた５人の理事がおり、プレジデント、バ
イスプレジデント、クラークと呼ばれる３人と２
人の理事により構成され、理事会の事務局長で
あるスーパーインテンデントは公募されている。
　トーランス市には、幼稚園に当たるプレス
クールが１校、小学校（１年～５年）が17校、
中学校（６年～８年）が８校、高校（９年～ 12年）
が５校、成人市民対象のアダルトスクールが2
校あり、生徒総数は２万3,713人で、教師が903
人在籍している。

（３） カリフォルニア州の建築基準

　1932年に発生したロングビーチ地震以降、州
による建築基準が制定されている。
　合衆国憲法では州が大きな権限を有しており、
建築規則について全米規模の規定はなく、州は
この権限に基づき、地震における必要な建築基
準、建築免許制度等の措置を実施している。
　地震危険度の高いカリフォルニア州では、す
べての公立学校に対する建築基準を適用するこ
とが義務付けられ、州レベルでの査察などの管
理計画の義務付けを行っている。

年 地　震　名 マグニチュード 推定損害額 
（単位：百万ドル）

１９０６ サンフランシスコ地震 ７．８ ５２４
１９３３ ロングビーチ地震 ６．４ ４０
１９５２ カーン郡地震 ７．３ ６０
１９７１ サンフェルナルド地震 ６．６ ５０５
１９７９ インベリアルバレｰ地震 ６．５ ３０
１９８３ コーリンガ地震 ６．５ １０
１９８７ ウィッチャー地震 ５．９ ３５８
１９８９ ロマ・プリエーター地震 ６．９ ６，０００
１９９２ ケープ・メンドチノ地震 ７．２ ６６
１９９２ ユカバレー / ランダース地震 ７．３ ９２
１９９４ ノースリッジ地震 ６．７ 13,000 ～ 22,000

カリフォルニア州における主な地震

学校区内における子どもたち
の緊急時の災害対応計画

訪問日　2012 年９月 27日（木）
訪問先　トーランス市統合学区教育委員会
説明者　副スーパーインシデント　　　　�
　　　　ドナルド・エイ・スラブラー氏
通　訳　鍋島　伸子�氏
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３．災害発生時における体制
　学校の災害計画では身近に予測想定でき得る
災害内容を、地震、火事、不審者の侵入はもと
より、テロ、大気汚染、飛行機事故、銃、など
様々な災害・事故・事件を子どもたちに周知し
ている。
　このように事例が発生した場合、教育委員会
や学校現場としてどう行動するかを紹介する。

（１） 統合学区教育委員会の体制

　広域な災害が発生した場合、災害対策本部は
トーランス市統合学区教育委員会事務所に設置
され、総指揮・監督者としてのスーパーインテ
ンデント（ドクター・マノン氏）が、災害対策
本部長として指揮を取る。

トーランス市統合学区教育委員会事務所

　全米被害管理システムであるＮＩＭＳの手順
に従い、各学校と対策本部は無線で状況を通信
連絡されることとなっている。
　また、広域災害時には、教育委員会は警察署
と消防署の指示に従うこととなっている。
　いかなる緊急災害発生時でも、学校は、警察、
消防と協働し、市・教育委員会・警察、消防の
４者が同一の通信システムで円滑に交信される
よう確立されている。大規模災害時には通信オ
ペレーターとして市職員が指定されているが、
不可能な場合は通信免許を有する地域のボラン
ティアが登録されている。
　災害の内容によっては、一つの機関が特別に

主導権を取るものとされている。たとえば、ガ
ス漏れの場合は消防署が、校内への不審者侵入
の場合は警察署が責任を負って指揮をすること
となっている。

（２） 学校・教師の対応

　ＮＩＭＳは包括的なシステムであり、学校の
教職員は全員、子どものケア・医療サービス・
捜索救助など様々なチームに分かれ、学校内で
組織化することを義務付けている。
　また、ロサンゼルス郡教育局は、年一回、教
職員のための防災訓練を行っている。

トーランス市アーリントン小学校緊急時対応計画書

　学校の緊急時対応計画では、実際の緊急事態
では親が単独で迎えに来て子どもを引取るとい
うことはできない。
　保護者は、教職員の指示に引取りの指定され
た場所まで迎えに行くこととなっている。教職
員がその指定場所まで子どもを連れていき、保
護者に子どもを引渡すシステムになっている。
指定場所は、必ずしも正門とは限らず、他に指
定された場所で、混乱を避けるため少人数に分
散して引渡されることになっている。
　通常時においては、不審者の侵入を防ぐため
に基本的に開係者以外立ち入り禁止となるが、
常時出入りできるところは一か所で、学校の事
務室の近くが出入口となり、高校には警備員、
中学校には警備担当の学校関係者が一人常駐す
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る。小学校には警備担当者がいないのが現状で
ある。
　銃事件の多発するアメリカでは、万が一、校
内に銃を持った不審者が侵入したといった重大
事件になると、警察署から即刻対応チームが派
遣され、警察が指揮を取り、子どもたちをシェ
ルター・イン・プレイスという指定場所に避難
させるように決められている。

（３） 子どもたちへの対応

　カリフォルニア州の教育規約により、小学校
は月に１回訓練を、中学校は年に４回の訓練を
高校は年２回の訓練が義務付けられている。
　各学校には、その訓練以外に年に３回、シェ
ルター・イン・プレイスでの現場訓練も行うこ
ととなっている。これは、重大犯罪事件や化学
物質・有毒ガス・放射線などからの避難訓練に
なっている。
　各学校では、災害時用物資を、エマージェン
シー・パッケージと呼ばれる大型のコンテナに
備蓄している。子どもたちは緊急時に48時間（計
２日）学校で避難待機できるよう避難用グッズ
を家庭で親と共に用意し、エマージェンシー・
パッケージまたは学校内の所定の場所に備蓄を
行っている。避難用グッズの中には緊急時用の
水、食料、備品などが入っている。

エマージェンシー・パッケージ

（４） 保護者への連絡体制

　保護者へは学校緊急災害時計画について熟知
し、子ども引渡しのプロセスに関して、理解を
深め、冷静を保つように教育委員会は指導して
いる。
　緊急事態には、Ｅメールシステムを活用し学
校長より一斉配信をしているが、実際の大災害
では E メールシステムがほとんど使用できな
い状況が想定される。
　各学校と教育委員会事務所が共通無線システ
ムで連絡を取り、ラジオを通して、子どもたち
の学校での動向がつかめることとなっている。
電気サービスに影響がなければ、ケーブルテレ
ビで、情報を得るサービスも行っている。
　保護者には、緊急時の場合は教職員の指示に
従うことがいかに大切かを日ごろから子どもに
伝えるよう指導している。

（５） 緊急連絡カード（グリーンカード）

　グリーンカードは、カリフォルニア州の基準
であり、緊急時に保護者に子どもと引き渡すた
め、年度の初めに保護者が記入する緑色の緊急
カードである。
　災害発生時には、大人が迎えにくるまで子ど
もは学校に待機することになり、保護者、また
は保護者が許可をする迎えの者を決めなければ
ならない。

緊急連絡カード（グリーンカード）

　カードに記載できる者の条件としては、①18
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歳以上の者、②日中たいてい家にいる者、③必
要があれば学校まで歩いて行ける者、④子ども
が知っている者、⑤この責任を承知しており、
引き受けることができる者、である。
　なお、災害の規模により、カードに記載され
ている者の引き受けの優先順位が付けられてい
る。

４．地域とのつながり
　学校ＰＴＡの組織に中には、災害担当にあた
るディザスタープリパーディネス委員がおり、
この委員を中心にＰＴＡとしての緊急時対応に
ついての検討がなされている。
　この委員は、エマージェンシー・パッケージ
の管理等を任せられており、学校長と常に連絡
を取りながら緊急時対応に備えている。ＰＴＡ
組織には、緊急災害時においてこの委員を中心
としたボランティアが設けられ緊急時に対応す
ることとなっている。
　各学校は、地域の緊急避難場所と位置づけら
れ、災害時には市とアメリカ赤十字と協働し災
害対応に当たることとなっている。
　トーランス市統合学区では、カリフォルニア
州全体で行われる災害対応訓練カリフォルニ
ア・グレート・シェイクアウトに参加すること
で学校と地域の連携を図っている。

５．おわりに～学校から始まる災害の
　　ダメージコントロール～
　今回、学んできた学校区内の災害対応のキー
ポイントとして３つの点が挙げられる。
　１点目は、学校内における災害訓練の回数で
ある。緊急時において反射的に避難行動に移せ
るように訓練し習慣づけるということ。
　２点目は、関係機関との連絡が同一の無線シ
ステムで緊急時の情報が即座に共有が可能であ
るということ。
　３点目は、緊急時の無線システムオペレー

ターのボランティア化、ＰＴＡ組織内における
災害対策委員やボランティアの設置など、地域
力と保護者の災害に対応する組織づくりになっ
ていること。
　1994年ロサンゼルス市で発生したノースリッ
ジ地震では、アメリカ史上最悪の自然災害と
なったものの、トーランス市の教育施設には大
きな被害もなく休校も２日程度で回復した。
　大阪府において、昨年の東日本大震災の教訓
を踏まえ、教職員や児童生徒の防災に対する意
識の向上を図ることを目的にした「実践的防災
教育総合支援事業」が実施されることになった。
　基礎自治体においても、積極的な防災教育の
実践を通して、防災意識の醸成に努める必要が
ある。防災クロスロード、災害図上訓練（Ｄ
ＩＧ）、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）といった、
参加型の体験訓練を通じて、防災・減災につい
て馴染んでもらうように取組む必要があろう。
また、防災教育の場に、地域住民や保護者が協
働できるような工夫を模索し、子どもへの防災
教育という観点から地域連携、高い意識の実践
的防災訓練が可能になるのではないか。
　まず、身近なこととして、子ども達に対する
防災教育から始めることで、災害におけるダ
メージを最小限に食い止めるための取組を推進
することが可能になる。

【参考文献等】
・トーランス市統合学校区登録用冊子
　トーランス市統合学校区教育委員会発行
・トーランス市統合学校区教育委員会ＨＰ
　http://www.tusd.org/
 （2012年10月28日アクセス）
・トーランス市アーリントン小学校ＨＰ
　http://www.arlingtonpta.com/
 （2012年10月28日アクセス）
・アメリカ地質調査所ＨＰ
　http://www.usgs.gov/
 （2012年10月28日アクセス）
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１．はじめに
　3.11の東日本大震災における津波被害は、全
世界に強烈な衝撃を与えた。
　日本の場合、海上保安庁が海上における警察、
消防、救急等の任務を行っているが、水辺の監
視員として海岸に常駐しているわけではない。
水辺の監視・救助活動については、海水浴シー
ズンにのみ海水浴場の管理組合などが日本ライ
フセービング協会に委託し、期間限定で海水浴
客の安全確保を行っているという現状である。
　今回、津波警戒に対する安全確保策について、
西海岸の広範囲を管轄するロサンゼルス郡消防
のライフガードの活動を通じて、日本における
海岸線の安全確保のあり方を探る。

２．現地調査の概要
（１） 組織等の概要

　ライフガードは、郡消防の組織の一部であり、
年間約5,500万人の海水浴客に対して、海岸線
における安全性の確保を提供することを任務と
している。
　管轄は、カリフォルニア州マリブのズマ海岸
からサンペドロまでの沿岸約112㎞及びカタリ
ナ島である。860人のライフガードを抱えてお
り、トレーニング施設が５か所、基地が24か所。
基地の中には、駐車場、ロッカールーム、見張
り台がそれぞれある。ライフガードが見張りに
使うタワーは158か所、救助用ボート10隻、緊
急救助車両が70台ある。また、チーフの車両に
は、無線通信システム及び書類等が装備されて

おり、現地指揮本部車両として機能する。これ
が全部で７台ある。
　これらを統括するため、全４つのセクション
本部がズマ、サンタモニカ、マリーナ・デル・
レイ、ハモサにあり、各本部では24時間体制で
海岸線を監視している。

ハモサ本部を含むアメリカ西海岸

（２） 救助活動

　主な救助活動としては、ビーチの安全を提供
することのほか、湾岸監視救助艇での活動、海
中救助、回収作業、激流や岸壁での救助、海洋
動物の救助及び海上火災に対する消火活動など
その活動範囲は幅広い。
　これらの活動を通じて、年間、約１万5,000
人の海洋救助、約1,500隻の船の救助、約１万
3,000人の救急救命を行っている。しかしなが
ら、事故が発生しないようにするための予防活
動に力を入れており、それによって、年間約80
万人の人命を助けている。救助までの過程につ
いては、911コールにより沿岸事故の場合はラ
イフガードに通報が来るが、常に海岸を見張っ
ていることから直接発見することの方が多い。
　そして、海中にはダイバーを、激流にはスイ
フトウォーターチームを――といったように、
災害の状況に応じて専門チームを出動させてい

人命救助たる使命感のもと、
連携して112㎞の海岸を守る
訪問日　2012 年 9月 27日（木）
訪問先　ロサンゼルス郡ライフガード
　　　　サザンセクションハモサ本部
説明者　マイク・フレーザー氏
通　訳　鍋島　伸子�氏
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る。
　また、様々なイベントプログラムも提供して
おり、そのひとつとして、障がいをもつ子ども
たちを招待し、ライフガードと一緒になって
サーフィンや水泳を楽しんでもらっている。

３．質疑・調査内容
（１） ライフガードの実態

　ライフガードの勤務形態の内訳としては、フ
ルタイム160人、パートタイム700人。郡のライ
フガード資格は、郡が独自に基準を決めている
ため、国や州の資格というわけではない。仮に
他の場所でライフガードを行っていたとして
も、ロサンゼルスで活動するならば、郡の資格
取得が必要である。なお、フルタイムでもパー
トタイムでも資格は必須であるためパートタイ
ムでも報酬は高く、全米のライフガードの中で
も、最も給料が高いとのこと。また、ライフガー
ドのナショナルチャンピオンシップにおいて26
年連続でチャンピオンになっており、全米から

「ロサンゼルス郡のライフガードのようになり
たい」と憧れを持たれる誇り高い部署でもある。
　ライフガードは、求められる能力が高いた
め、元オリンピック選手や大学の競泳選手など
が受験している。なお、パートタイムになるた
めの審査としては、審査の際に1,200ｍの競泳
や、面談、身元調査、健康状態を調べ、合格す
れば120時間のトレーニングアカデミーに行っ
てもらう。次に、フルタイムになるにはさらに
厳しい。大学卒業後10年以上のライフガード経
験があり、15種類の個別訓練の認定が必要（激
流訓練、スキューバー、救急救命措置等）であ
り、ＥＲ（救命救急室）の医師の仕事にも関わっ
ている
　年齢構成は、最低でも18歳以上となっており、
最高齢が75歳。30％が女性である。なお、未
来のライフガードを育成するために、ジュニ
ア・ライフガード・プログラム（９～ 17歳対

象）を６週間のプログラムとして行っており、
これまで3,100人が参加している。そのうち50
人の卒業生が、ボランティア活動としてライフ
ガードのお手伝いを行っているとのこと。また、
3,100人の半数の人が、実際にライフガードと
して申請してくる。

（２） 災害対応

① 内陸水害対応

　内陸水災害（池・湖・河川）に対応する専門
チームがあり、34名で構成されている。激流な
どでも救助活動ができるように訓練が行われて
いる。チームの構成については、ライフガード
と消防とが合同で一つのチームを組んで救助活
動にあたる。

② 海上火災対応

　海上火災に対しては、海上火災専門に訓練を
受けた消防士がいる。管轄内には、ロングビー
チ、レドンドビーチ、マリナ・デル・レイと３
か所の湾があり、それぞれの管轄の個所で海上
火災が発生した際には、ライフガードも消防器
具を付け、救助ボートを出動させる。船にはモ
ニターがあり、ポンプで海水を汲み上げて消火
活動にあたる。
　沿岸監視救助艇の全長は約10ｍ、木製、12t、
２機のターボディーゼルエンジンを搭載し、
350馬力ある。３機目のエンジンは消火活動用
のポンプとして使用する。救助艇の乗員は、操
作するキャプテン及びライフガード２人――海
上火災の訓練を受けており、スキューバダイビ
ング、救急救命の資格も持っており、かつ沿岸
警備隊（軍隊）から捜査艇を運転許可を受けて
いる者――の３人が乗船する。
　次に、海中動物の救助については、マリーン
モノレスキューという別の政府機関があること
から、援助はするものの基本的な活動は人間を
救助する機関であるとのこと。
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　ヘリによる救助を行う際には、消防署と沿岸
警備隊が、互いに連携を行いながらそれぞれの
所有のヘリを使っている。また、日ごろから海
上火災に対応する訓練も行っている。
　探索救助訓練は沿岸警備隊と一緒に行ってお
り、郡消防や市消防とも連携するなど27の政府
機関と協力している。なお、沿岸警備隊との役
割の違いは、ライフガードは、沿岸警備隊の代
理であることから、警備隊で定められている規
約の同意書にサインを交わしている。沿岸警備
隊の方が施設（救助船やヘリが大規模）は充実
しているため、沖合における探索救助活動にな
ると沿岸警備隊が主となって行う。しかし、沿
岸約５㎞以内になるとライフガードが中心に
なって探索救助活動を行っている。
　ここで強調すべきことは「人命救助を行う」
という使命のもと、ロサンゼルス郡内の27の政
府機関が常に互いに協力し、救助活動を行って
いるということである。

③ 津波対応

　日本同様に津波ハザードマップが作成されて
いるとともに、初期警告システムが確立されて
いる。体系的に言えば、連邦、州、郡、市があり、
すべてに危機管理部局がある。なお、ハザード
マップは、日本のように基礎自治体ごとではな
く、想定に基づき郡が作成を行っていることか
ら、同じ基準のうえで的確な対応を行うことが
可能である。
　次に、津波に対する情報伝達手段については、
ビーチにいるライフガードによる海岸での呼び
かけ及びヘリからスピーカーを使ったアナウン
スの実施に加え、テレビやラジオのメディアを
活用している。また、無線による外部スピーカー
については、郡レベルで、津波対応計画のハー
ド整備事業として盛り込まれているため、今後
整備することになる。
　ロサンゼルス郡では、地層的にも、Ｍ9.1以

上の地震が起こらない地域である。しかし、ア
ラスカや南米で大地震が起こった際の津波到達
時間は約６時間であると想定されている。津波
に対する避難経路については絵で表しており、
わかりやすく表示していることに加え、普段か
らＭ6.5以上の地震が来れば高いところに避難
するように住民に指導している。なお、ビーチ
にいる高齢者等に対しては、ビーチウェルチェ
アー ¹がありそれに乗せて避難を行う。

津波ハザードマップ

④ 多言語表示対応

　多言語表示については、メキシコが近いこと
からスペイン語系が多く、スペイン語表示も
行っている。また、ロサンゼルス、ハリウッド
のメディアでは、多言語に絞ったメディア――
例えば、スペイン語のラジオ局――がある。

⑤ 体制強化

　違う政府機関がどのように連絡を取り合うか
という課題に対しては、9.11以後、警察、消防、
行政がそれぞれに無線を持っていたものを改め、

「共通無線システム」を導入を実現した。これ
により、機関を超えた情報共有が可能になった
だけでなく、マイク・フレーザー氏は、責任者
として数台の無線機を所有していたものが１台
で済むようになったと、利便性が向上したこと
も教えてくれた。



 　　Overseas Training Report    81

B 班　海外研修

共通化した無線システム
（左：携帯型、右：無線通信システム搭載車両）

⑥ ライフガード自身の備え

　津波被害に備えて、ライフガード自らの命を
守るための安全基準がある。なぜなら、自分が
被害を受けてしまっては人を助けることができ
ないからである。それは、Ｍ6.5以上の大地震
が発生した場合は、ライフガードも高いところ
に逃げて２時間待機するということである。ヘ
リコプターは離陸し、救助艇は少なくとも１マ
イル（約1.6㎞）沖合に出すことになっている。

４．おわりに
　マイク・フレーザー氏は、東日本大震災にふ
れ、「日本の方に対して尊敬の念でいっぱいで
ある。忍耐強い。諦めない気性があり強い。家
族を大事にする。復旧に向けてコミュニティが
動いたことに、世界中の人が驚嘆して見ていた。
ここで、あんな被害があったとすれば自分たち
もそういう気持ちを持って任務にあたりたい」
と述べた。
　自分たちの強みは見えにくいものである。こ
れこそが日本の良さであるならば、その良さを
伸ばすような取組が必要である。日本には消防
団や自主防災組織があるため、有機的に機能す
るような体制づくりが必要ではないか。
　そのためには「情報共有」と「災害対応体制
への組み込み」が必要である。
　まず、災害発生の際にも情報伝達ができるよ

うに無線等を配備するなど連絡体制を確立する
とともに、災害対応体制の中にひとつの機関と
して組み込む必要がある。そして、日ごろから
災害対応訓練を一緒に行うことが必要である。
こうすることによって、現場における課題が発
見でき、それが、危機管理部局のほか全体への
フィードバックが可能になり、新たな想定のも
とで準備を行うことができる。
　また、海岸線における安全確保策については、
日本の場合は各消防署がその役割を担っている。
事前の策としては、海岸を監視する役割を担う
管理組合と連携を取れるように無線機を貸し出
すなどして、常日頃から連絡体制を確立する必
要がある。また、海水浴シーズンに備えて、ラ
イフセービング協会と消防署が連携できるよう
な情報伝達訓練が必要である。
　なお、情報伝達手段については、携帯電話事
業者が行っている緊急速報メールの仕組みがア
メリカではまだないことから、この情報伝達手
段を積極的に活用することが必要である。大阪
では初の取組として2012年９月５日に880万人
訓練による一斉メールが実施された。
　今後も継続的な取組が必要であり、これを号
砲として一斉訓練を実施することも必要であろ
う。
　これら、今一度、日本の良さを再確認しなが
ら、効果的な災害対応を実施するために、既存
の機関との連携だけではなく、民間も含めた災
害対応体制を確立し、共に訓練を行うことが必
要である。

【注】
¹  砂の上で動かしやすいよう、空気で膨らませたタ

イヤを備えた車椅子
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　東日本大震災の発生から約２年が経過しよう
としている。メディアを通じてリアルタイムで
目の当たりにした津波の光景と、その時に感じ
た不安感・焦燥感については、一生忘れること
はできない。
　日本国憲法第13条には、幸福権の追求が記さ
れている。その権利の尊重にあたり、根幹に根
差すものは、「市民の安全・安心」であることは
紛れもない事実である。
　本研修では、アメリカにおける危機管理を学
び、日本の地方自治体の中でどう活用し、「市民
の安全・安心」を守るのかを考察すべく現地視
察に臨んだ中で、防災・減災施策のあり方を以
下に述べる。
　今回の視察先となるロサンゼルス郡は、自然
災害をはじめ、各種の事故やテロなどの危機的
な状況において、組織内及び組織間を効率よく
連携させ、対応策を迅速に実行するための組織
編制・運営方法の基礎となる、ＩＣＳ誕生の地
である。ＩＣＳは、2004年に危機管理の国家標
準システムとして導入され、アメリカの危機管
理部局においては、その導入が義務付けされて
おり、災害対策の基本システムとして事実上の
世界標準となっている。
　本視察先のロサンゼルス郡ＥＯＣは、日本で
言う「災害対策本部事務局」であるが、災害時
のみに設置される本部ではなく、危機管理の専
門職が常駐する恒常的な組織である。
　災害を受ける度に組織やシステムを昇華させ
ていく姿勢については、現在の地方自治体には
重点が置かれているとは言い難く、日本におい
ては近年、地震災害、豪雨災害等が頻発してい
る状況でもあり、地方自治体の災害対応の場面
においては見習うべき点が多くある。
　ついては、本研修に参加し、アメリカで取り

入れられている危機管理システムを肌で感じ、
その本質や意義について体系的かつ理論的に学
び取ったことを今後の防災・減災施策の更なる
拡充に活かしていく必要がある。

　ＮＰＯやボランティアとの協働については、ボ
ランティア先進国であるアメリカの一例としてサ
ンバーナディーノ郡ヘリコプター基地を視察した。
当該基地においては、運営を支えるスタッフの大
半が医師を含めたボランティアとなっており、そ
の運営経費の約半分を賄っている実態があった。
郡の地域特性を勘案してもなお有り余る、脈々と
受け継がれているアメリカのボランティア精神の
根底に触れることができた。
　また、世界的なシンクタンクと名を馳せるラ
ンド研究所においては、非営利で独立性の高い
ＮＰＯがその存在意義に基づき、多岐にわたる
分野における客観的な分析に裏付けされた提言
を行い、その内容が行政施策に影響を与えてい
ることが確認された。このことは、日本におけ
るシンクタンクの性格とは大きく異なる点であ
り、その差異については歴史的な背景や経過に
よる部分も大きいと考えるが、行政との協働に
おいては、学ぶべき点が多く、危機管理分野に
おける「公助」のあり方を例にとっても、行政
のみでの施策展開の限界を認識することが「共
助」の第一歩となるであろう。
　これらの視察先を通じ学んだことは、阪神・
淡路大震災が発生した年をボランティア元年と
し、東日本大震災においても数多くのＮＰＯや
ボランティアが活躍した日本における「共助」
について、「民間やＮＰＯとの協働」と聞き慣れ
た言葉ではあるが、新しい公共のあり方を模索
する我々に一石を投じるものであった。

お わ り に
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　教育現場における防災教育については、緊急
時の保護者への児童・生徒の引き渡しに関する
グリーンカードの導入、教育現場における食糧
等は児童・生徒と保護者自身が備蓄する取組や
実践的な危機管理のマニュアル策定義務等、トー
ランス市統合学区教育委員会においてアメリカ
の教育現場における防災施策の一端を垣間見た。
　一方、日本においては、「釜石の奇跡」にも代
表されるように、「自助」の意識醸成における防
災教育の重要性が広く認知されだしている。大
阪府においても実践的な防災教育の取組として
試行的にだが、防災教育総合支援事業が開始さ
れている。今後においては、一定の検証を行い、
試行実施から本格実施への移行が強く望まれる。

　この研修全体を通じて、どの研修先において
も専門性を持った人材育成に力を入れている事
を何度も感じさせられた。この研修で目の当た
りにしたシステムについては日本においても、
まったく同じものではないにしろ構築、既に運
用しているものもある。しかしながら、システ
ムを運用する人材の育成については大きな隔た
りがあることを痛感させられた。
　現在の日本の危機管理・防災を担当する行政
職員は決して専門職の集団ではなく、一般の事
務職員が、人事異動によりある日突然、担当に
なるのである。このような現状では日本の危
機管理体制の成長は難しいものがあると考える。
この点については今後、専門職として育成する
視点での教育機関の拡充、採用先の充実等、社
会全体で長期的な取組が必要であり、危機管理
の基礎固めをするうえで最重要課題ではないか。
　また、9.11を教訓に導入された「共通無線シス
テム」に代表される情報共有のあり方、「シェイ
クアウト」に代表されるリアリティを追求した
各機関の合同訓練の実施に加え、学んだことを
自分たちの組織内で生かすことも視野に入れた
広域応援のあり方等、今回の研修においてそれ

ぞれのセクションで学んだ内容については、現
在の景気の低迷による閉塞感により財政支出を
圧縮せざるを得ない日本、とりわけ最前線で市
民の「安全・安心」を守る責務を有する地方自
治体としては、そのスケールメリットも含め、
大いに参考とすべきである。
　防災・減災施策のシステム化と一言で言えば、
一見無機質で機械的なイメージも感じられるが、
それを運用する「人」の熱き想いと揺るぎない
責任感に触れられたことが、一番の収穫であっ
たと確信するとともに、心温まる対応をしてい
ただいた視察先の皆様に感謝と敬意を申し上げ
ます。
　本研修で学んだことは、参加した一人ひとり
の胸に深く刻み込まれた趣旨（種子）となり、
それぞれの組織で、それぞれの胸で防災・減災
という大輪を咲かせることを願う。

　最後になりましたが、ご多忙の中、事前・事
後研修で様々なご助言をいただきました牧紀男
准教授、熱心に見事な通訳をしていただきまし
た鍋島伸子さん、そして海外研修全体を通じて
常にご支援をくださったマッセＯＳＡＫＡの皆
様と、業務多忙にもかかわらず快く研修に送り
出してくださった職場の皆様に深く感謝を申し
上げます。
　ありがとうございました。

集合写真　ロサンゼルス郡ＥＯＣにて


