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1．米国の危機管理
１） 被害軽減対策を重視した危機管理

　日本の災害対策の基本が、構造物を強化し・
被害を出さないことを目的とした被害抑止対策

（Mitigation）にあるのに対し、米国では、発
生した被害を如何にして軽減するのかという被
害軽減対策（Preparedness）に重点を置いた
災害対策を行ってきた。そのため米国では、発
災後の緊急・応急対応に重点をおいた災害対策
が進められてきた。
　米国の現在の災害対策・体制は1950年に制定
された災害救助法 Disaster Relief Act、市民防
災法 Civil Defense Act に始まる。1965年に発
生した Hurricane Betsy は Hurricane Katrina

（2005）で大きな被害を受けたニューオリン
ズに甚大な被害をもたらし、この災害を契機
として1968年に全米洪水保険 National Flood 
Insurance Act が創設される。また、1974年に
災害救助法が大改正され、大統領の災害宣言に
もとづき連邦が被災者／自治体支援をすると
いう現在の災害対策の枠組みの原型が完成す
る。また、1988年には現在の米国における災
害対応の枠組みである、スタフォード・アク
ト , the Robert  T. Stafford Disaster Relief and 
Emergency Assistance Act が成立する。この
法律は日本における災害対策基本法の緊急対応
に関わる枠組みと災害救助法をカバーする内容
を持つ。

　災害が発生した場合の対応は、米国も日本と
同様に第一義的には基礎自治体（市、郡）が
事態に対応する事になっている（図１）。連
邦 政 府 の 支 援 は 大 統 領 に よ る「 災 害 宣 言
Declaration of Disaster」が行われて初めて実
施される。災害の規模に応じて基礎自治体→州
→連邦政府というように災害対応に関与する機
関が増えてくるという考え方は日本と同じであ
る。しかし、日本と米国の最大の違いは、連邦
政府による支援が開始された場合、連邦政府の
機関が、実際の災害対応業務を直接実施する事
にある。また、連邦政府の災害対応の指揮調整
は FEMA が行うことになっており、全ての連
邦政府の機関は FEMA の指揮下に入り、災害
対応予算も FEMA が管理する。
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図1　 米国の危機管理体制（出典：FEMA, National Incident 
Management System Over View、http://www.
nimsonline.com/docs/NIMS_AH.ppt）

　災害対応組織としては、1950年代の連邦
政府の応急対応・救援は現在の住宅・都市
開 発 省（Department of Housing and Urban 
Development、HUD） の 前 身 に あ た る the 
Housing and Home Finance Administration
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が 担 当 し て い た。1961年 に は the Office of 
Emergency Management が、そして1978年現
在の災害対応組織である米国連邦危機管理庁

（Federal Emergency Management Agency、
FEMA）が設立される。現在も米国の復旧・
復興対策において HUD が大きな役割を果たし
ているのはこういった経緯によるものである。

２） 被害軽減から被害抑止へ

　発災後の対応に重点を置いた災害対策を進
めてきた米国であるが、80年代後半～ 90年
代に巨額の経済被害をともなう大規模災害

（Loma Prieta Earthquake （1989）, Hurricane 
Hugo （1989），Hurricane Andrew（1992），
Northridge Earthquake（1994）） が 頻 発 し，
被害抑止対策（mitigation）を実施しなければ、
応急対応、復旧・復興に巨額の費用を要する事
が問題となり、被害抑止対策（mitigation）も
重視されるようになる。特にクリントン政権下

（1993－2001）では、米国の防災対策の根幹を
被害抑止に据え、1997年からは Project Impact
と呼ばれる自然災害による被害を抑止し、災害
に強いコミュニティーをつくるプログラムが
全米各地の自治体で実施された。また、2000
年には防災対策法（Disaster Mitigation Act of 
2000）が制定され、すべての地方政府に被害抑
止計画を策定することを求め、策定していない
場合には被災した場合に、FEMA による復旧
支援（The Hazard Mitigation Grant Program 

（HMGP））を全額受け取ることができないとい
う規定が設けられた。
　クリントン政権時代に被害抑止（mitigation）
も含めた総合的な対策へと大きく舵を切った米
国であるが、2001年米国・同時多発テロ後は、
テロ対策が災害対策の中心課題となる。2002年
国家安全保障省が創設され、FEMA は国家安
全保障省の一部局となり、自然災害ではなく人
為災害が災害対策の主要な課題となる。また、

2004年には連邦政府の対応計画も連符政府災害
対応計画 Federal Response Plan に変わって全
米災害対応計画 National Response Plan とな
る。この計画の特徴としては、災害対応、復
旧・復興に関わる連邦政府の役割が、緊急支援
機能 Emergency Support Functions, ESF が明
確に規定されていることがある（図２）。また、
同時に全米共通の危機管理システム、全米危機
管 理システム National Incident Management 
System、NIMS が導入される。
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図2　ESF に規定される連邦の支援

　テロ対策重視の中、2005年ハリケーン・カ
トリーナが発生し、再び自然災害対策に関心
が向けられるようになる。特に災害復興が大
き な 課 題 と な り、Post-Katrina Emergency 
Management Reform Act （2006） で は、 連
邦 政 府 が 全 米 復 興 戦 略 National Disaster 
Recovery Strategy 並びに全米住宅再建戦略
National Housing Recovery Strategy を策定す
る事が規定される。また、被害抑止についても
2007年にカリフォルニア州ではあらゆる災害を
対象とした被害抑止計画（State of California 
Multi-Hazard Mitigation Plan、2007） が 策 定
される。日本の災害対策は国レベルでは、自然
災害、人為災害と異なった枠組みで対応が行わ
れているが、米国においては、あらゆる災害を
対象とし、被害抑止・被害軽減・災害対応・復
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旧／復興を含む総合的な災害対策の実質的な仕
組みが完成されつつある。以下、米国でどのよ
うに危機対応が実施されているのかについて
2005年に発生したハリケーン・カトリーナの対
応について紹介する。

２．2005年ハリケーン・カトリーナの
　　災害対応
１） 被害の概要

　ハリケーン・カトリーナは８月24日にカリブ
海で発生、一旦、フロリダ半島に上陸し、その後、
メキシコ湾で勢力を強め一時カテゴリー５のハ
リケーンとなり、その後、８月29日ルイジアナ
州に上陸し、８月31日前線の一部となった。被
害は人的被害：死者1420人（ルイジアナ州932
人、ミシシッピ州221人、2005年９月30日現在

（Robert Lindsay 調 べ ）、 被 害 総 額：USD750
億（ＡＩＧの推定）というもので、1928年以来、
約80年ぶりに1,000人を越える死者が発生した。
死者の大部分は市域の８割が冠水したニューオ
リンズ近辺で発生し、ミシシッピ州のメキシコ
湾岸では最大９ｍを越える高潮による住宅被害
も発生した。この災害による人々の避難先は全
米各州に及んでいる。図３、４にニューオリン
ズの浸水状況を示す。

図3　 ニューオリンズの浸水状況（出典：Bring Back 
New Orleans Commission、http://www.
bringneworleansback.org）

図4　被害の状況（FEMA 提供）

２）3つの連続する災害事象による複合災害

　米国は2001年の同時多発テロを契機として、
1990年代に確立した自然災害を中心とする防災
体制からテロリズム対策を中核に据えた対策へ
と大幅に防災体制を改変した。国家安全保障省
は防災体制の一元化を目指して、2004年に全米
各州に標準的な災害対応体制（NIMS）ならび
に、その際の連邦政府各省庁の対応を規定する
計画（NRS）を発表した。どちらも計画として
はよく考えられた精緻な計画である。しかしな
がら、カトリーナの災害対応では FEMA の災
害対応の拙さに批判が集まり、その原因として
FEMA（連邦危機管理庁）が国家安全保障省

（Department of Homeland Security） の 一 外
局に格下げされた事等が指摘され、FEMA 長
官が更迭された。
　FEMA の災害対応の失敗の原因の一つとし
て FEMA が DHC の外局に格下げになった事
による１）大統領との間の緊密な連携が失われ
た事、２）FEMA 長官のリーダシップが欠如
していた事等も原因の一つとして挙げられるが、
最大の原因はニューオリンズ市での堤防の決壊
という想定外の事象が発生した事にあった。一
時カテゴリー５と成ったハリケーン・カトリー
ナに対する備えとしては、FEMA はルイジア
ナ州への上陸以前から、ルイジアナ、ミシシッ
ピ等 の 各 州 へ 専 門 官（Federal Coordinator）
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を派遣し、さらに部隊を州に派遣し上陸に備え
た配備を行っていた。さらにニューオリンズ
市を初めとする地元自治体は８月28日には最上
位の避難対策である「避難命令」（evacuation 
order）を発令し、ニューオリンズ市では８割
の市民が避難をし、避難できない人々のための
施設としてスーパードームを最終避難所として
開設した。従って、ハリケーン前、さらには通
過後に備えた対応は従来通りに行われていたと
考えられる。そのため大きな被害ではあったが
予想されていた通りの被害（強風・高潮）によ
る被害が発生してミシシッピ州では直後から災
害対応活動が行われ、連邦・州政府に対する非
難は発生していない。また、９月中旬に再度被
災地を襲ったハリケーン・リタに対しては、ハ
リケーンの被害、さらに今回はニューオリンズ
での洪水災害に備えた準備が行われ、スムーズ
な対応が行われた。ハリケーン・カトリーナと
いう災害を考える場合には図５に示すような３
つの事象による複合災害としてハリケーン・カ
トリーナ災害を考える必要がある。

図5　 ３つの事象による複合災害としてのハリケーン・
カトリーナ

３） 国家危機対応計画（National Response   

　　Plan, NRP）に基づく災害対応

　ハリケーン・カトリーナの災害対応では2001
年の同時多発テロ以降の制度の見直しの中で、
新たに策定された国家災害対応計画（National 
Response Plan）が本格的に利用されるように
なり、この計画に基づく15の連邦政府の支援機
能（Emergency Support Functions）に基づく
地元自治体、被災者への支援が行われた。
　米国の危機管理体制は、先述のように日本と
同様、地元自治体が基本的責任を負い、自治体
の対応能力を超えた場合には州、州の対応能力
を超えた場合に連邦が支援するという仕組みと
なっている。日本と大きく異なるのは連邦によ
る支援の方法である。日本の場合、政府による
支援が開始されても主として財政的な支援であ
るのに対し、米国の場合、連邦による支援が
開始されると ESF の規定に基づき、被災者に
対する直接支援は連邦直営で、さらに自治体に
対する連邦政府の職員による大規模な支援が行
われる。連邦による支援は被災者に対する支援

（Individual Assistance）と被災自治体に対す
る支援（Public Assistance）に分類され、被害
の程度により、どこまでの支援が連邦により受
けられるかが決定される。

４）自治体に対する支援

　先述のようにハリケーン・カトリーナにつ
いては大統領による「災害宣言」が行われた
ため、大きな被害を受けた自治体に対して
は、Stafford Act に基づく連邦政府による支援
が行われた。支援の実施方法については先述
の ESF に規定された通りであるが、支援の内
容については自治体の被害程度により支援の
内容が異なる。大きな被害を受けた自治体は
Category A-G、それほど大きな被害を受けて
いない自治体については Category A-B のみと
いう形式で行われた。
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　連邦政府による最も手厚い支援を受けた自治
体については、カテゴリーＡ：がれき処理、カ
テゴリーＢ：応急復旧対策、カテゴリーＣ：道
路・橋梁の復旧、カテゴリーＤ：堤防等治水施
設の復旧、カテゴリーＥ：公共建物、備品の復
旧、カテゴリーＦ：上水道・下水道の復旧、カ
テゴリーＧ：公園等のレクリエーション施設の
復旧について連邦機関がＥＳＦの項目に基づき
復旧作業支援を行う事になる。費用負担につい
ては、通常、連邦75％であるが、カトリーナ
については甚大な被害が発生した事から、カ
テゴリーＡ，Ｂについては連邦100％、その他
の項目については75％とされた。（Billing Code 
9110-10-P、DEPARTMENT OF HOMELAND 
SECURITY）
　図６はルイジアナ州における各郡に対する
支援状況である。最も色の濃いアミの地域は
最も被害の大きかった地域であり、individual 
assistance+ 全ての public assistance の項目に
ついて連邦政府による支援が行われている。中
間の色のアミの地域は中程度の被害を受けた地
域であり全ての public assistance の項目、最も
色のうすいアミの地域は public assistance A-B
の項目についての支援を受けている地域である。

図6　 連邦政府による支援状況（出典：FEMA、http://
www.gismaps.fema.gov/2005graphics/
dr1603/dec_1603.pdf）

５）被災者支援の枠組み

　Stafford Act による災害対応支援のもう一つ
の柱は individual assistance である。ハリケー
ン・カトリーナのように大統領による「災害宣
言」が行われる大規模災害の場合、個々の被
災者に対する生活支援業務は自治体ではなく
FEMA が直接実施することになる。被災した
人が支援を受けるまでの流れは図7の通りであ
り、Recovery Center と呼ばれる被災者支援の
ための全てのプログラムについての申請・相談
の全てを行う事ができる「One Stop　Center」
が設置され、被災した人はあらかじめ電話・イ
ンターネット等で被災登録を行った上でセン
ター（図８）を訪問する。FEMA が担当する
individual assistance はあくまでも応急復旧期

（最大18 ヶ月）の生活支援であり、恒久的な復
旧・復興をカバーするものではない。また、米
国では避難所の運営・給食サービスは規定に
より米国赤十字が行う事になっており応急期

（Relief）の支援は米国赤十字により行われてい
る。

図7　 政府の支援を受けるための流れ（出典：FEMA、
http://www.fema.gov/about/process/）

 

図8　ワンストップセンター（FEMA 提供）
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６）居住関係支援

　米国の被災者に対する居住関連支援は①一
時 居 住（Emergency Shelter）→ ② 避 難 居 住

（Shelter）→③応急居住（Temporary housing）
→④恒久住宅という流れで行われ、各段階で運
営を担当する機関が異なる。短期的な居住（一
時避難所、避難居住）については基本的に米
国赤十字が担当する事になっており、大統領
による「災害宣言」が発令されない場合には
地元自治体、もしくは州と共同して運営が行
われる。大統領による「災害宣言」が発令さ
れた場合には中期的な居住（最大18 ヶ月）に
関する支援が FEMA により行われる事となる

（Individuals and Households program, IHP）。
だだし、FEMA のプログラムの中には恒久的
な住宅再建につながる住宅の修理・保険でカ
バーされていない住宅再建の費用の一部支援も
含まれる。FEMA の IHP による支援金の最大
は10,500ドルである。図９に居住関連支援のフ
レームを示す。

Emergency Shelter

2 3

Shelter

FEMA
6 2006 2 7

Temporary Housing

FEMA
18

Home Owner Grant

150,000
(FEMA

HUD FEMA
FEMA

図9　居住関連支援のフレームワーク

　応急居住が対象とする支援期間は基本的
に は18 ヶ 月 で あ り、FEMA が 運 営 を 行 う。
Individuals and Households program, IHP と
呼ばれるこの支援プログラムは、１）応急居住

（家賃補助、トレーラーハウス）、２）住宅修理
＜ただし保険未支払＞、３）住宅建替＜ただし
保険未支払＞、４）新規恒久住宅建設（ほとん
ど事例は無い）、５）その他：医療費、家財、車、
引越等、という５つのメニューから構成されて
おり、これらのメニューを組み合わせて支援を
受ける事が可能であるが、支払金額の上限は
10,500ドルとなっている。
　居住関連支援についてはこれまでの米国の災
害では近隣で容易にアパート等を見つける事が
可能であったため、トレーラハウスでは無く、
賃貸住宅により応急居住を行う事例が多かった
が、今回の災害では被災地域のほとんど全ての
住宅が被害を受けた事から大量のトレーラハウ
スが供給された（図15、16）。

図15　St. Bernard Parish のトレーラハウス団地

図16　 自宅の庭に設置されたトレーラハウス、ニュー
オリンズ
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３．米国に学ぶ日本の危機管理
１）危機管理の職能

　米国の危機管理の特徴として、危機管理の専
門家が危機管理を実施するということであり、
危機管理の専門家を養成する大学の教育プログ
ラム、危機管理専門家の職能団体が存在する。
日本においては、警察・消防・自衛隊といった
組織は日頃から危機管理に携わる専門組織であ
り、政令市では消防が危機管理部門を担当する
事例も一部存在するが、一般的には一般の行政
職員が人事のローテーションの中で危機管理を
担当する。また、消防が危機管理を担当してい
る政令市においても課題は存在する。災害発生
時には行政の全部部局が災害対応に従事するが、
実際に消防部局が市町部局全体を統括・指揮で
きるのかという課題も存在し、京都市では危機
管理部門の消防部局から市長部局への移管が行
われている。一般の行政職員の中で危機管理の
専門化を育成する試みとしては、静岡県の事例
があり、これまで一貫して危機管理を担当する
職員を配置してきている。
　危機対応を行うためには専門的な知識が必要
であり、専門家の養成を行っていくことは重要
である。しかし、危機管理担当者に求められる
能力は、自然災害・防災対策といった危機管理
特有の専門知識に加え、リーダシップ、コミュ
ニケーション能力といった一般の行政職員とし
ても必要な能力も含まれる。そういった意味に
おいて、人事のローテーションの中で、危機管
理部局に配置していくという仕組みも一つの考
え方ではあるが、危機管理部門の職員に対する
教育は必要となる。
　日本の危機管理に関わる人材育成の問題は、
危機管理担当者として身につけていくべき基本
的知識・技能が明確化されていないことにある。
様々な機関・個人がそれぞれの方法で教育・訓
練を行っており、危機管理担当者が持つべき知
識・能力の標準化が図られていないことが、災

害発生時の危機管理職員の相互応援を困難にし
ている。今後、日本全体の危機管理能力の向上
を目指し、国、地方自治体そして大学等の研究
機関が共同で、まなぶべき内容の明確化を行い、
レベルに応じた段階的な教育プログラムの構築
を行う必要がある。

２）国の役割と自治体相互応援

　米国においては大規模災害の場合、連邦政府
が被災者支援等、実際の災害対応業務を実施す
る仕組みになっており、日本においても日本版
FEMA の創設についての議論が行われた経緯
もある。しかしながら、東日本大震災の災害対
応、特に国が災害対応の中心的な役割を果たす
ことが求められた原子力災害への対応を見ると、
決して効率的に業務が行われているとは考えら
れず、日本においては国が直接、被災者対応を
含む災害対応業務を実施することは現実的では
ないと考える。日本においては東日本大震災で
実施されたような自治体相互の応援が大規模災
害に対応する上で有効ではないかと思う。東日
本大震災の応援職員が実施した業務の第２位は、
り災証明発行に関わる業務であった（１位は避
難所支援であるが）。り災証明発行業務につい
ては、調査・発行について国が一定のガイドラ
インを示しており、その事が、応援職員による
支援が可能になった背景にある。米国では先述
のように危機管理システムの標準化（NIMS）
が行われており、先日発生したハリケーン・サ
ンディーの災害対応ではサンフランシスコの危
機管理担当チームがニューヨーク州の被災自治
体での危機対応業務を交代要員として応援チー
ムだけで実施したという事例も存在する。り災
証明発行だけでなく、その他の災害対応業務に
ついても業務の標準化を行っておくことが、自
治体相互の応援をより効果的に実施する上で重
要である。
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３）総合的な危機管理システムの構築

　危機管理は、事前の被害抑止 （mitigation）、
被害軽減（preparedness）そして、事後の災
害 対 応（response）、 復 旧・ 復 興（recovery）
という４つから構成される。日本ではこれまで
被害抑止対策が重視されてきたが、阪神・淡路
大震災以降、被害軽減、さらには災害対応につ
いても対策が検討されるようになった。
　米国では2005年のハリケーン・カトリーナ災
害の反省を受け、復旧・復興の対策についても
事前に検討されるようになってきている。日本で
は地域防災計画の復旧・復興の項目がほとんど
記載されていないことからも分かるように災害
後の復旧・復興対策についてはほとんど検討さ
れていない。東日本大震災の復興が迅速に進ま
ない原因の一つとして、事前から復旧・復興に
ついて十分に検討されてこなかったことがある。

災害を経験した自治体職員の格言として「危機
に瀕すると、普段やっていることしかできな
い、普段やっていることも満足にできない、普
段やっていないことは絶対にできない」という
言葉がある。迅速な復興を可能にするためにも、
復旧・復興についても事前から検討を行ってい
くことが求められる。

【参考文献】
牧　紀男、災害対策基本法の総合性、計画性と巨
大災害への対処―21世紀前半の巨大時代を踏まえ
た災害対策のあり方―、地域安全学会論文集、No。
12、 pp。71-80、 2010
牧紀男、佐藤慶一：自然災害後の住宅再建支援に
おける公的支援の可能性に関する検討－ハリケー
ン・カトリーナ後の住宅再建支援施策の分析－、
第一住宅建設協会、2008
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　京都大学防災研究所巨大災害研究センター　准教授

　牧　紀男 氏

基調講義「米国の危機管理」

平成24年度海外研修第1回事前研修
日時　2012 年 6 月 4 日（月）

１．はじめに
　読売新聞が東日本大震災の応援における最大
の問題点を調べたところ、全国津々浦々から応
援に行っていた行政職員の業務のトップ２が、
避難所運営と罹災証明書の発行だったことが明
らかになりました。行政職員が避難所運営をす
るのが悪いというわけではないのですが、行政
の特別な技術を持っている方がわざわざ被災地
に行ってまですることではありません。そうい
うことは、むしろボランティアの方にお願いし
た方がいいでしょう。では、なぜ行政の災害対
応業務支援ができなかったのかというと、自治
体ごとにやり方や様式が違うため、やり方を一
から教える時間がなかったのだと思います。
　一方アメリカでは、何か事が起こった後の
危機対応は、すべて ICS（Incident Command 
System）の考え方に従って行います。つまり、
ICS に基づいて業務のやり方や様式を標準化す
ることで、誰でも業務ができるようにしている
のです。この相互運営が可能になることが、標
準化の利点の一つと言っていいでしょう。
　また、BCP（Business Continuity Plan）は
業務継続計画のことで、BCM（Business Con-
tinuity Management）は BCP などを策定して、
事が起こらないようにする、もしくは起こって
も業務が続けられるようにすることですが、こ
の二つは今回アメリカへ行って学ぶべき課題だ
と思います。研修先の中では、カリフォルニア

大学アーバイン校で学べるでしょう。なぜ危機
管理の研修で大学に行くのかというと、1994年
のノースリッジ地震、2005年のハリケーン・カ
トリーナの際に、大学の業務継続が大きな問題
になったからです。阪神・淡路大震災や東日本
大震災がそうだったように、日本の大災害はな
ぜか大学の授業がないときに起こっていますが、
近ごろの学生は「お金を払っているのだから授
業をしてくれ」と言うので、どうやって大学の
業務を継続していこうかということがアメリカ
では非常に大きな課題になりました。
　カリフォルニア大学アーバイン校は UC シス
テムに参加しています。そこでは各大学とも
BCP と BCM をきちんと立てて、大学がハリ
ケーンや地震で被害を受けたとき、いかにして
業務を継続するのかということを真剣に考えて
います。ですから、BCP と BCM の話は恐ら
くカリフォルニア大学アーバイン校に行かれる
方がよく学べるでしょう。しかし、今回は基本
的に危機管理ということで、災害後の対応が主
ですから、恐らく ICS の話がずっと出てくる
と思います。

２．日米の危機管理体制の違い
2-1．国と地方政府との役割分担

　日本とアメリカの危機管理を考えるときには、
まず基本的な違いを理解する必要があります。
日本の自然災害に対する危機管理では、まず市
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町村が対応に当たります。避難勧告・避難指示
を出すのは市町村長で、あくまでも市町村が主
体です。市町村が駄目であれば府庁が出てきま
す。それでも駄目な場合は国が出てきます。
　一方、日本が武力攻撃を受けたり、今回のよ
うに原子力災害があったりと、市町村レベルで
は危機を感知できない場合には、国民を保護す
るために国・都道府県が表に出てきます。今回
も原子力災害に関しては基本的には国が主導的
に対応し、それを助けるという意味で県も出て
いました。ところが、経験がないので仕組みが
できておらず、私がヒアリングに行った福島県
庁では、国に対する不満が募っていました。例
えば、立入禁止区域の入口に赤い三角コーンを
置いたこと一つを取っても、国と県のどちらが
お金を払うのかでもめたようです。いずれにし
ろ、原子力災害については国・都道府県が対応
するのが日本の基本的な考え方です。
　では、アメリカの国の仕組みはどうなってい
るのでしょうか。基本的には日本と同じで、小
さな災害だとローカル（市町村・郡）が対応し
ます。国の役割は、基本的に国防と外交と徴税
です。法律をつくるのは各州の仕事です。です
から、県の集まりのようなものがアメリカだと
考えてください。オバマさんができるのは基本
的に国防、外交、徴税だけなのです。また、税
の徴収は国がしますが、間は取らないのです。
日本では、10％、20％、50％などと取って、自
治体は頑張った分だけ交付税が減らされますが、
アメリカでは違います。以上がアメリカのフェ
デラル（連邦政府）の役割で、州が基本になっ
ています。州の下にあるのがカウンティ（郡）
です。ただ、ルイジアナ州はもともとフランス
領だったため、カウンティではなくパリッシュ
と呼びます。
　ところで、アメリカの警察には、西部劇に出
てくるようなシェリフと、ポリスというものが
ありますが、これは一体何なのでしょうか。ア

メリカの行政のミニマムスタンダードは、カウ
ンティまでです。つまり、市はあってもなくて
もいいということになります。アメリカには市
がないところがたくさんあります。私が以前住
んでいたカリフォルニア州でも市がない地域も
ある。一定以上の人数が集まって市をつくりた
いと言うとできますが、市を運営するためには
新たな税金が発生します。その結果、州税に加
えて市税を払わなければいけないので、税金が
上がるのです。このために、市など要らないと
いうところがあります。ところが、市がないと
ごみ収集をしてもらえないので、民間事業者に
ごみ収集を頼んだりしています。
　警察はカウンティレベルでは、選挙で選ばれ
るシェリフがいます。シェリフになれるのは一
人だけで、その下でアシスタントシェリフが警
察のような業務をしています。もう一方の危機
管理の柱である消防もカウンティレベルで最低
限のサービスを行います。カリフォルニア州だ
けで日本全体と同じ広さですから、カウンティ
は大阪府ぐらいの広さがあります。その中で危
機対応に当たるのがシェリフと消防しかいない
ということになるので、それではいくら何でも
危機管理上まずいということであれば、市をつ
くり、その市がポリスを置いたりファイヤー（消
防）を充実させたりします。ですから、下に市
がないところにはポリスがいないのです。
　さらに、カリフォルニア大学はあくまでも州
の大学で、州が土地を持っています。市はあく
までもそこの住民が集まってお金を出し合って
運営している組織ですから、市のポリスは大学
の中のことをしてくれないので、ユニバーシ
ティポリスを設けて対応しています。また、高
速道路はカウンティを越えて走っており、市の
警察の管轄を越えるので、ハイウェーパトロー
ルも設置されています。さらに、地下鉄には別
個のポリスがいます。イギリスでも同様に、ロ
ンドンの中に小さい市がたくさんあり、それぞ
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れにポリスがいます。このように、あまりにも
いろいろな組織や単位で危機管理に当たってい
るので、やり方を標準化しないと連携も満足に
取れないということで、共通の危機管理システ
ムが必須となっているのです。
　さらに、この商店街だけもう少し安全にした
いといった場合に、ビジネス・インプルーブメ
ント・ディストリクトをつくっているところが
あります。ニューヨークやロサンゼルスにもあ
ると思いますが、これは町内会費のようなもの
を追加で払って成り立っているものです。日本
の場合、町内会費の支払いには法的な強制力が
ないので、町内会費を払っていないのに町内会
のサービスを受けるというフリーライダーの問
題があったりしますが、アメリカではそういう
ことはありません。ビジネス・インプルーブメ
ント・ディストリクトを設置すると、強制的に
固定資産税をあげるということで、新たにお金
を徴収して、これがさらに警備員や清掃員を
雇ったりします。
　もう少しだけややこしい話をすると、カウン
ティ・アンド・シティというものがロサンゼル
スやサンフランシスコにあります。これはカウ
ンティとシティを一緒にしたもので、市域と郡
域を同じくし、追加的な取組みを行っています。
ただし、これは例外的なものです。このように、
アメリカの場合、市というものはあくまで任意
団体なのです。余談ですが、市町村は、本当に
必要なのかということを考えるのにアメリカの
事例は参考になります。
　さて、市や郡で対応できない場合は、まず相
互支援で助け合います。その次に州が出てき
て、州が駄目だと連邦政府が出てきます。です
から、日本と一緒と言えば一緒なのです。とこ
ろが、一番大きな違いは、連邦政府が出てきた
瞬間に自治体がとても楽になることです。日本
では、首相をトップに置いた緊急災害対策本部
を国が立てても、基本的には自治体に頑張らせ

ます。国の職員も、県庁に10人ぐらいしか出て
きません。一方、アメリカには FEMA（Federal 
Emergency Management Agency：連邦緊急
事態管理庁）という組織があり、ここが出てき
た瞬間、寂しいくらい市町村の姿が見えなくな
ります。連邦政府が直営で、罹災証明の発行か
ら、お金の支払い、仮設住宅の提供まで、全部
行うためです。州政府は「現場を分かっていな
い連邦が全部やって」と文句を言ったりします
が、これが日本とアメリカの一番大きな違いで
す。
　民主党政権は一時、危機管理庁が必要だと
言っていましたし、私どももアメリカを見てい
て要るだろうとずっと思っていたのですが、今
回の東日本大震災を見ても、日本にはそれをや
りきる能力がないのではと思うようになりまし
た。また、日本の基礎自治体の能力がアメリカ
に比べて非常に高く、人数が多いこともありま
す。FEMA にはそれほど多くの職員がいるわ
けではなく、民間の人材を雇い上げて対処して
います。アメリカにおける市の職員は、公務員
ではありますが、つくってもつくらなくてもい
い組織ですから、大きな市の行政組織であって
もそれほど大きくありません。サンバナディノ
市の市役所は、驚くほど小さいのです。従って、
実際にはなかなか十分に業務ができません。こ
のように、基本的な考え方は一緒ですが、市町
村の位置付けが異なっています。
　また、今度の研修で赤十字に行かれるグルー
プがありますが、なぜ赤十字に行くのか、非常
に大きな疑問だと思います。日本の赤十字は、
日赤病院を運営するところというイメージだと
思いますが、アメリカの赤十字は避難所の運営、
ボランティアのトレーニングなど、日本の行政
がするようなことを行っています。

2-2．米国における危機管理体制の改革

　アメリカの危機管理システムは、もともとは



98    Overseas Training Report

指導助言者寄稿と講演録

自然災害をメーンターゲットにつくられてい
ました。しかし、2001年の同時多発テロ以降、
大きな組織改革がありました。FEMA の長官
は大臣クラスでしたが、新しく国土安全保障
省（DHS）ができた結果、FEMA は DHS の
外局の一つになってしまったのです。そのため、
2005年のハリケーン・カトリーナでうまく対応
できず、批判を浴びることになるのですが、い
ずれにしても、大きな契機となったのは2001年
の同時多発テロでした。
　DHS は非常に大きな組織です。皆さんはま
ず空港でこの洗礼を受けることになります。空
港では DHS のワッペンを付けた人がセキュリ
ティのところを歩いていますが、彼らは全員公
務員です。入国の際には、写真を撮られて、指
紋を取られて、何をしに来たのかなどインタ
ビューも受けなければならないので、１時間は
覚悟しておいてください。また、DHS 下には
Coast Guard（沿岸警備隊）もあり、要するに、
国境警備と入国管理が DHS の大きな役割です。
この中の一つとして FEMA が位置付けられる
ようになったのが、2001年の同時多発テロ後の
大きな変化です。
　 も う 一 つ、Federal Response Plan と い う
国 の 防 災 計 画 を 見 直 し、National Response 
Plan に 変 え て、 そ の 後、 も う 一 度 National 
Response Framework に変えました。あくま
でもアメリカの主体は州ですから、その計画に
は連邦政府の各省庁が何をするのかということ
しか書いてありません。アメリカの市役所で質
問すると、ローカルルールという言葉が出てく
ると思いますが、基本的にカウンティもしくは
シティの方が強いのです。ローカルルールで決
めたことが１番、ステートの決めることが１番
なのです。
　もう一つの大きな改革は、NIMS（National 
Incident Management System）をつくったこ
とです。これが連邦としての ICS です。アメ

リカでは、連邦政府が下の政府を縛ることは基
本的にしないのですが、危機管理の仕組みにつ
いては地方政府も含めて全部同じにしようとい
うことで NIMS がつくられました。ですから、
アメリカとしては非常に踏み込んだ政策を講じ
たということになります。
　NIMS は危機対応における指揮命令系統を定
めたもので、Command and Control として五
つの機能を設けています。Command（指揮調
整）と Operations（事案処理）は簡単に思い
うかぶのですが、それ以外に三つの機能が必要
です。一つは Planning（計画）で、これは管
理部局の管轄で、災害が起きた場合にマスコミ
や災害対策本部隊員に出す情報を取りまとめた
りします。また、物資を一元的に管理する部局
として Logistics があります。これは日本の弱
いところなのですが、「007」に車や武器をく
れる M の仕事をイメージすると分かりやすい
かもしれません。最後に、Finance/Admission
が食事や備品の手配といった総務の仕事と経理
を担当しています。
　以上の五つの機能を、天ぷら火災で考えてみ
ましょう。天ぷらを作っているときに人が来て
話しこんでしまい、天ぷら火災が起きたとし
ます。火を消せと命令する人が Command、消
火器を持ってきてくれるのが Logistics、消す
のが Operation です。鎮火したら、消防に見に
きてもらって保険の請求をしなければいけませ
ん。そこで、被害の状況をまとめて報告書をつ
くるのが Planning、火災保険を請求するのが
Finance/Administration です。これですべて
の災害に対応できます。
　ちなみに、では危機対応には必ず５人要るの
かというと、１人ですべての機能を担ってもい
いですし、もう少し人が来れば分担することも
あります。人数がいれば組織をどんどん大きく
していこうというのが ICS の考え方です。こ
のように、マニュアルはしっかりしていますが、
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細かくはないので、基本的なフレームとして考
えましょうという位置付けです。さらに、様式
も標準化しています。日本では、自然災害に遭
うと、消防庁の第２号様式を使用します。とて
も細かくてうっとうしいものですが、アメリカ
でも様式の標準化を行っています。また、それ
ぞれの業務の標準化も行っています。これに
よって、どこへ応援に行っても業務がスムーズ
に進められるようになっています。

2-3．自然災害に対する連邦政府の支援

　日本では、災害対策に関わる法律として災
害対策基本法と災害救助法があります。アメ
リカでは、上院議員の名前が入っているので
すが、Robert T. Stafford Disaster Relief and 
Emergency Assistance Act が連邦の災害救助
法に当たります。Stafford Act という言葉が出
てきたら、日本の災害救助法だとお考えいただ
いたらいいでしょう。この法律によって、災害
救助に関わるお金が連邦から入ってきます。交
付金などはないので、この法律がないと自前で
出すことになってしまいます。
　Emergency Management Cycle には、prep-
aredness、response、recovery、mitigation と
いう要素があります。簡単に言うと、堤防を
造ったり、耐震改修をしたり、地震の建築基準
法をつくったり、被害が出ないようにしようと
いうハードの対策が mitigation です。そうは
言っても、大きな地震が来たら壊れるので、人
命救助や避難所の運営といったソフトな対策が
preparedness です。今回の研修では、ほとん
どソフト系の preparedness をお聞きになるこ
とでしょう。災害が起こると、preparedness
から mitigation まで、ぐるぐると回って災害
対応をします。災害対応も二つの時期に分か
れます。人命救助は Emergency Response で、
その後、避難所の運営などは Relief に当たり
ます。あくまでも Stafford Act は、Relief と

Emergency Response の対応を支援するもので
す。
　日本では被害が出ないような対策が考えられ
ますが、アメリカでは基本的にソフト系の対策
が成されます。耐震改修や高い堤防を造るには
お金がかかるので、そうではなく、起こったと
きにうまく対応しようというのがアメリカの基
本的な危機対応の考え方です。従って、起こっ
た後の対応は日本よりアメリカの方が断然上手
なのです。原発が最たる例ですが、日本は災害
など起きないと考えてきました。阪神・淡路大
震災の1年前にノースリッジ地震があってハイ
ウェーが倒壊しましたが、日本ではあんなこと
はあり得ない、mitigation をきちんとしておけ
ば大丈夫だとされてきました。ですから、原子
力は特に不幸なのです。東海村 JCO 臨界事故
を受けて各自治体のマニュアルには原子力災害
対策編ができましたが、壊れると言ったら造ら
せてくれない風潮があるので、壊れないことに
してずっとやってきてしまったのです。
　ところが、ソフト中心の防災にはデメリット
もあります。何せものが壊れるので、経済被害
が非常に大きいのです。そこで、アメリカの危
機管理においても、2000年ごろから、ハード対
策をしようと言われるようになってきました。
そこで、各自治体が地域防災計画、特に被害
抑止のための地域防災計画をつくらなかったら、
Hazard Mitigation Grant Program を受け取れ
ないということが決められました。こういう政
策をつくるとき、アメリカは実にしっかりして
います。日本には口で言えばいいだろうという
意識がありますが、アメリカは警察などが取り
締まるか、得するようなインセンティブをつく
らない限り、法律など誰も守らないという性悪
説に立っているからです。
　また、連邦政府が介入するときの基準は、
NRP（National Response Plan）で非常に厳格
に定められています。日本で自衛隊を呼ぶのと
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同じようなものです。あくまでもステートが中
心ですから、連邦が出てきて全部指揮権を取る
ということはあってはならないという見方に
立っています。ですから、州知事が要請しない
限り連邦は出てきません。

３．米国の危機管理システムの変遷
　アメリカではずっと事後対応を重視してきた
ため、被害抑止はあまりやっていませんでした。
さらに驚くべきこととして、アメリカには連邦
政府レベルの建築基準法がないのです。つくり
たければ各州政府がつくることになっており、
カリフォルニア州は持っていますが、ルイジア
ナ州にはありません。
　1979年に FEMA ができたのは、スリーマイ
ル島の原発事故があったためです。従って、も
ともと FEMA は原発事故対応、もしくはロシ
アの核攻撃に対処するための組織でした。そ
の後、原子力災害もなく、冷戦も終わったし、
FEMA をどうしようかと考えていたとき、当
時のクリントン大統領は自然災害をメーンター
ゲットにすることを決めました。FEMA の華
やかなりしころは、ハリケーン・アンドリュー
があった1992年、ノースリッジ地震が起こった
1994年ごろです。1997年に制定された Project 
Impact は、コミュニティ防災のためのもので
した。このころはアメリカの方が日本にやって
きて、自主防災組織などを見て勉強していまし
た。
　ところが、2001年に同時多発テロが起こって
以来、対応が自然災害からテロに移ることにな
りました。その後、2005年にハリケーン・カト
リーナがあり、もう一度自然災害に揺り戻しが
あったのです。特にロサンゼルスやカリフォル
ニアでは、山火事や地震といった自然災害を
ターゲットとして、いろいろな防災イベントを
行っています。

４．災害対応のプロセス
4-1．緊急対応・応急対応

　では、災害時には具体的にどのように動くの
でしょうか。2005年のハリケーン・カトリー
ナで、FEMA は動かなかったと言いましたが、
30日に上陸する３日前から Pre-Staging として、
実は FEMA のトレーラーが出ていました。対
応が悪かったとひどい評判だったのですが、実
はそうでもなかったのです。また、多くの人が
避難せずに亡くなったというのですが、2日前
に市長が避難命令をちゃんと出しています。さ
らに、Contra Flow ということで、すべての高
速道路を外に出ていく向きの一方通行にしまし
た。それでも避難できない人はスーパードーム
に逃げられるようにしたところ、大勢の人が
やってきました。

4-2．すまいの災害対応

　避難所は、基本的には赤十字が運営します。
多少は地元政府が一緒にするのですが、避難所
のシェルターの話を役所で聞こうと思っても、

「それは赤十字の仕事だ」と言われると思いま
す。日本の避難所には６か月もいることがあり
ますが、アメリカではあくまでも緊急時の避難
所という位置付けなので、2 ～ 3日しかいられ
ません。その後はモーテルやホテルに入っても
らいます。通常はこれも赤十字が手配しますが、
今回のハリケーン・カトリーナでは FEMA が
担当して、カリブに行く大きなクルーズ船を
持ってきたところ、豪華すぎるといってマスコ
ミの批判を浴びました。そこで、被災者ではな
くて災害対応に当たる職員がそちらに住んでい
ました。日本とは逆で、これは問題ないようです。

4-3．復旧・復興のプロセス

　復旧・復興段階では、連邦政府のフルサ
ポートが受けられます。その際のメニューは
す べ て National Response Plan に 書 い て あ
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り、非常にシステマティックです。具体的には、
Emergency Support Functions と し て15個 の
支援内容が設定されています。すなわち、交通
系、通信系、公共事業系、火災系、緊急対応系、
避難所運営、物資の供給、病院系、救命救助、
原発問題やオイル漏れへの対応、農業系、エネ
ルギー系、警察系、復旧・復興系、庶務です。
　恐らく州知事と、フェデラルコーディネー
ターという FEMA の代表者が現場に来て相談
し、郡レベルでどこまで支援するのかを決める
のだと思いますが、連邦政府の支援のパターン
は、被災度によって大きく三つに分かれます。
オレンジ色で表される individual assistance で
は、避難所の支援から住宅再建まですべて連邦
政府が行います。ベージュの public assistance
は、病院、市庁舎、学校、道路といった行政機
能を再建します。この場合は、被災者支援は行
われません。交付金ではなく、使途が決められ
た補助金を出すという形で連邦政府の支援を受
けるのです。グリーンの public assistance は、
もう少しメニューの少ない行政支援です。具体
的には、がれきの撤去、二次災害の防止、道路
の復旧を行います。
　国が復旧にかかるお金を出してくれるという
点では、日本の激甚災害指定とよく似ています。
ただし、アメリカでは国の直営なのです。分か
りやすく言うと、各市町村にある大きなイオン
のショッピングモールを全部 FEMA が借り上
げて、そこにオフィスをつくり、新たに雇い上
げた工学系の人や環境系の国の部局をたくさん
集めて、そこで全部直営で対応するという、非
常に派手なオペレーションが行われます。
　Individual Assistance（被災者支援）を行う
際は、日本でもよくいわれるワンストップセン
ターがつくられ、これも FEMA が仕切ります。
市役所の中をたらい回しにされると面倒だとい
うことで、全担当者が一カ所に集まって全部そ
こで対応するので、とても巨大なのです。日本

と唯一違うのは、支援を申し出たボランティア
団体もここにいることです。東日本大震災では
台湾の慈済（ツーチー）という大きな宗教団体
が、住宅の被害を受けた方に２万円を配りまし
たが、そういうところもワンストップセンター
のメンバーになります。アメリカでは日本と
けた違いの給料で NPO 職員を雇っているので、
完全に支援のプロがやってきます。心のケアの
担当窓口もありますし、不法入国者に対する支
援も行っています。要するに、ありとあらゆる
ものが入って全部やっているのです。
　面白いことに、海外の人が日本に調査に来る
と、「行政にボランティアはいるのか」と聞か
れることがあります。行政の NPO がいるのか
と思って逆に聞いてみると、「いや、アメリカ
の支援の場合には民間の方、NPO の方も一緒
に入ってやるのです」ということで、日本とア
メリカの違いが分かります。
　アメリカでは、百戦錬磨の相談員が対応して
くれます。彼らは最新の制度を全部知っていな
ければいけないので、なかなか大変です。住宅
再建のための支援金は幾ら出るのか、弔慰金や
義援金は幾ら出るのか、災害援護資金貸付は幾
ら借りられるのかなど、実にたくさんの制度や
仕組みが全部頭に入っていなければいけないの
ですが、パソコンを見ているところを見ると、
そういうことが分かるようなシステムがあるの
かもしれません。
　それに加え、NPO の方々も入っています。
今回の東日本大震災では、海外の被災地支援を
行っているボランティアが大勢、東北の支援を
してくれました。向こうは大手で、海外でよく
似たようなことをやっているため、やはりシス
テマティックなのです。同じ現場に入った日本
のボランティアは、横文字がたくさん飛び交っ
てとても勉強になったと言っていました。日本
も、NPO が災害現場に入るべきですし、入っ
てこないといけないと思います。そういう先端
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事例はアメリカの赤十字や軍の緊急事態対策局
でも聞けるでしょう。NPO、ボランティアと
のコーディネーションをどうするのかという質
問は、グッドクエスチョンと言われると思いま
す。
　日本人は滅多に質問をしませんが、アメリカ
では質問しないことは非常に失礼なことなので
す。話が面白くないから質問しないのかと思わ
れるので、何でもいいから質問したらいいで
しょう。それが相手のつぼに入ったら、「グッ
ドクエスチョン」と言われます。官民連携は一
つのキーワードですが、そういう話はアメリカ
の方が進んでいるように思います。
　応急仮設住宅もFEMAが担当します。トレー
ラーハウスのストックを持っていて、ストック
ヤードから各地に持っていきます。がれきも
FEMA が撤去してくれますし、住宅再建支援
についてもいろいろな制度があります。

５．カリフォルニア州の防災
5-1．仕組み

　アメリカの災害対応は基本的に州ごとに行う
ものなので、今度行かれるカリフォルニア州の
仕組みについてお話しします。連邦の被害軽減
対応としては Stafford Act が設けられています
が、カリフォルニア州は地震が多いので、独自
の被害抑止対策が数多くつくられています。
　アメリカの連邦政府は、防災計画を持たない
自治体には Hazard Mitigation Grant（災害対
応費）を払わないと定めているため、各自治体
は FEMA のつくった Hazus という被害想定シ
ステムによる被害想定結果に基づき、FEMA
のマニュアルに従って計画をつくるようになっ
ています。カリフォルニア州は1993年に ICS を
アメリカで一番早く導入したという自負を持っ
ており、連邦政府が2002年に National Incident 
Management System をつくったときは、「今
さら何を言っているのだ。われわれは既に標

準化している」と言っていました。そのシス
テ ム が Standardized Emerging Management 
System（SEMS）です。
　これができた裏話が面白いのでご紹介します。
1991年に、湾を挟んでサンフランシスコの反対
側にあるオークランドで火事がありました。大
火事だったため、シティとカウンティの消防車
がやってきたのですが、ホースの口径が合わず、
消火栓はあるのに応援部隊が火を消せないとい
う問題が起こったのです。さらに、無線の共通
波を持っていなかったため、お互いに無線で連
絡が取れませんでした。その結果、都合がいい
のか悪いのか、州の上院議員の家が焼けてし
まったのです。「おまえたちは何をやっている
んだ。せっかく応援に来た人があんなにいたの
に、水をかけられなかったから俺の家が焼けた
じゃないか」と上院議員が憤慨したことで、カ
リフォルニア州全体で標準的な危機管理システ
ムをつくることになりました。
　消防用ホースのジョイントを用意したり、危
機対応の無線の共通波を設けたりするところか
ら始まって、日本だとその程度で終わるのです
が、アメリカ人はそういう点に関してはまじめ
なので、指揮命令系統も全自治体で統一するこ
とになりました。そういう経緯があり、カリフォ
ルニア州は20年近く前の1993年に、ICS に基づ
く対応システムを導入し、カウンティ、シティ
まで全部 SEMS で動くようにしていました。
　さらに、アメリカの幼稚園・大学は全部
NPO が管理しているのですが、そういうと
ころが州政府の補助金をもらっている場合は
SEMS に従って危機対応計画をつくることに
なっています。ですから州、カウンティ、シティ、
NPO が同じ危機管理システムで対応するとい
うことを、カリフォルニア州は全国に先駆けて
始めたのです。その後、連邦のシステムができ
たので、カリフォルニアの人に言わせると、連
邦がまねしたのだということですが、SEMS と
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NIMS は若干違うので、カリフォルニア州は腹
を立てながらも仕方がなく連邦のものに合わせ
ています。
　また、オークランド大火もそうですが、カリ
フォルニア州では山火事災害が非常に多いので
す。大阪府全体が燃えるような山火事を毎夏経
験しているので、山火事で全米、全州から応援
に来るときにも共通の指揮命令系統が必要だと
いうことで、まず ICS が導入されたのは消防
でした。
　さらに、カリフォルニア州では州の長期ビ
ジョンに防災を入れることになっています。つ
くらなければいけない項目は、州の総合計画に
規定されています。1971年には Seismic Safety 
Element（地震防災）を入れていたのですが、
1984年に、もう少し総合的に火災、原子力、化
学工場の爆発なども入れた Safety Element を
入れることが決まりました。英語の資料を見て
いると、AB890や SB519といった番号が出てく
ることがあります。SB は Senate Bill（上院の
法案）、AB は Assembly Bill（下院の法案）の
ことで、それに予算の番号が付けられたもので
す。
　住民参加も非常に面白いのです。カリフォル
ニア州では、防災対策のためのお金は通常の予
算では出ないので、すべて債券発行で賄うこと
になります。そのときは必ず住民投票にかけ、
３分の２以上の賛成が必要となります。今、日
本では耐震改修を一生懸命やっていますが、カ
リフォルニア州ではあれも全部投票にかかるの
です。公共施設の耐震化の債券を発行する場合
も、耐震改修用の予算を組む場合も、全部住民
投票にかかっています。
　中でも一番有名なのがバークレー市ですが、
ここはアメリカでも最も先進的で、ここではで
きてもほかではできないだろうということがあ
ります。ちなみに、市の税収のほとんどは固定
資産税と消費税なので、市によって消費税率が

違います。州の消費税の上に市の分が乗るので
す。バークレーは税金が高いので、ここで買い
物をするのは大きな間違いです。
　バークレー市では、まず1991年に、火災対策
のために１宅地当たり50ドルを増税する案が通
りました。それから1992年、学校の耐震改修の
ための起債も通りました。さらに消防、警察本
部、図書館の耐震改修もオーケーと、どんどん
増税していったのです。ところが、1996年の市
役所および図書館の耐震改修あたりから、面白
いことにだんだんと賛成率が下がっていきま
した。その後も2000年の学校の耐震改修と火
災・地震時の災害対応で増税していったのです
が、2002年、旧市庁舎の耐震改修にはとうとう
ノーが突きつけられました。固定資産税も消費
税も上げすぎだということです。消防・警察庁
舎の耐震改修や新築に対しては毎回オーケーが
出ていますし、子どもの命に関わる学校の耐
震改修に対しても70.5％や83％の賛成率で大体
オーケーになっています。それがなぜか市役所
になった瞬間に、いい加減にしろと言われるの
です。
　カリフォルニア州では、一般債権は住民投票
なしには出せないことになっているので、防災
対策の上では住民啓発がなかなか大変です。し
かし役人は、自分の施策が通るかどうかがか
かっているため、とても一生懸命住民啓発をし
て、自分の施策を住民にきちんと知ってもらお
うとします。そういうところも面白いのではな
いかと思います。

5-2．被害抑止

　カリフォルニア州では、被害抑止のために大
きく二つのハード対策を取っています。一つは
断層法です。活断層の位置はインターネット上
で公開されており、活断層の上に家を建てると
きには、断層から30フィート（15m）セットバッ
クしたところに建てなければいけません。ただ、
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非常に現実的なことに、２階以下の住宅は適用
外とされています。ただし、住宅地開発の場合
は適用されます。実際には、駐車場の裏側に広
い道を造るなどして、断層からセットバックし
ています。断層線上には、そういうところが多
く見られます。ただ、これは地震の揺れを何と
かしているわけではなく、地震が起こった場合
に断層の上に建てられた家が壊れるのを気にし
ているだけです。ある市役所も、断層法によっ
て多少移動しましたが、それほど遠くまで動い
たわけではありませんでした。
　もう一つ、ハザードマップを完全公開して、
住民に自宅の位置を確認させています。さらに、
耐震改修をしなければいけない住宅を知ってい
る場合、告げないと違法となります。耐震改修
に関しては、例えば病院は2013年までに耐震改
修しないと救急指定を取り消すことになってい
ます。ただ、これはもともと2008年までだった
期限が何となくだらだらと延ばされてきた状態
です。いずれにしろ、やるときは結構厳しくやっ
ています。公立学校などの公共建築物の耐震改
修も、議会の法律ですべて決まっていきます。
1994年のノースリッジ地震以降いろいろなもの
が出て、高速道路の耐震改修などがかなり進み
ました。これも全部債券を発行するので、住民
投票にかけながら順次進んでいっています。
　次に、防災教育、コミュニティ防災につい
て紹介します。カリフォルニア州では CERT

（Community Emergency Response Training）
が各市町村で行われています。FEMA もこれ
を支援しており、特にカリフォルニアの南部、
ロサンゼルス辺りが非常に熱心に取組んでいま
す。日本の防災研修と同じようなもので、修了
すると、防災リーダーになってもよろしいとい
うことで、緑のベストとヘルメットがもらえま
す。アメリカ人は非常にまじめなので、そうい
う人は災害が起こると交通整理をしたり、人命
救助の指揮に当たってくれます。CERT の研修

を受けたということで、非常にプライドを持っ
て災害対応に当たるのです。日本も、もう少し
人をくすぐるようなというか、災害対応の現場
にうまく巻き込んでいくような策が重要だと思
います。
　もともとはアメリカの担当者が日本の自主防
災に感銘を受けて、カリフォルニアから始まっ
た研修ですが、今や全米に広がっているので、
危機管理のための市民の防災教育に興味があれ
ば、そういうことについてもお聞きになればい
いと思います。もしかすると、市民との協働、
ボランティアとの協働という意味では、アメリ
カの方が一枚上かもしれません。アメリカは行
政職員が少ないこともあり、自分たちだけでは
できないということでこのような取組みをして
います。
　CARD（Collaborating Agencies Responding 
to Disaster）という NPO は、州からお金をも
らって ICS の住民向けのトレーニングを担っ
ています。

６．ICS
　ICS がアメリカで始まったのは、森林火災が
非常に多いためです。ロサンゼルスで ICS の
話や危機対応の話を聞くと、一番多く出てくる
事例は毎年起こる森林火災なので、森林火災で
いろいろな機関がどのように協働しているの
かが一つのポイントになると思います。その
ときに使われているのが ICS です。これはも
ともと消防の FIRESCOPE というところが始
めた仕組みでしたが、ロサンゼルスオリンピッ
クでも利用されるようなシステムになりました。
1993年に、カリフォルニア州では SEMS とい
う形で標準化が行われ、2001年の同時多発テロ
をきっかけに NIMS ができました。
　ポイントは、先述の五つの組織があること
と、小さい危機でも大きい危機でも同じ仕組み
で対応することです。日本では「危機」と一つ
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の言葉で表しますが、アメリカの場合はサイズ
によって呼び方が違います。小さい交通事故の
ようなものは Incident、少し大きめの交通事故
は Emergency、もう少し大きくなると Crisis
になります。Crisis と Emergency には大きな
違いがあります。消防職員の24時間の勤務時間
内に対応がすべて終わるような規模のものが
Emergency までで、勤務時間を超えて次のチー
ムでも同じ対応をしなければならないものが
Crisis です。また、消防の現場対応だけではな
く、市にも本部が立ち上がるものも Crisis です。
例えば JR 福知山線脱線事故は、消防の１日だ
けの出動では終わらず、市にも災害対策本部が
立ち、２～３日連続して対応したので、Crisis
に当たります。もう少し大きくなると Disaster
となります。これは阪神・淡路大震災、新潟県
中越地震くらいのレベルです。東日本大震災は
Catastrophe です。ただし、大きかろうが小さ
かろうが、すべて同じ仕組みで対応します。
　危機対応に慣れていない市役所の仕組みは非
効率的です。そこで、毎日危機対応をしている
消防・警察・救急の仕組みを市役所全体に使う
というのが ICS のイメージです。市長の我流
ではなく、消防や警察がいつも取っている方法
で対応することで、応援職員も含めた市全体で
同じように対応できます。
　もう一つの ICS の特徴として、一元的な指
揮命令系統が挙げられます。通常時には一元的
な指揮命令系統がいいとは思いませんが、緊急
対応には、命令系統を単純にした方がいいので
す。通常の仕事では、課長の命令を受けて仕事
をしていたところ、途中で部長から別の仕事を
言いつけられて、業務が回らなくなることがよ
くあります。災害対策本部の現場ではそういう
ことをなくし、一つ一つの仕事をきちんとこな
せるように、一元的な指揮体制にすることを決
めています。
　また、すべての報告を危機管理課長にすると、

課長がパンクしてしまいます。そこで、リーダー
が命令を受ける人は１人だけ、指揮する人は３
～７人と人数を限ります。そうでないと緊急時
の対応はうまくいきません。
　もう一つは、Operational Period 単位の危機
対応を定めています。危機対応であっても、交
代で業務につくということです。東日本大震災
の被災地の職員は、被災後72時間ぐらいは全く
眠れず、食事を取ることも風呂に入ることもで
きなかったそうです。その後、倒れるように寝
て、またひたすら働いたという話を聞きました。
しかし、それではきちんと災害対応ができるは
ずがありません。そこで、ICS では８～ 12時
間ごとの交代を定めています。通常は２チーム
をつくり、交代してオペレーションしていくこ
とになっています。
　日本で鳥インフルエンザがあったときは、超
長丁場の災害危機対応でした。順番で土日も
ずっと誰かが詰めていたのですが、うまく交代
していかないとさすがに体がもちませんし、危
機対応をする上で正しい判断ができません。交
代を可能にする仕組みとして、ICS では業務
のログをきちんとつけることになっています。
ICS214日誌（Unit Log）に、担当として自分
が何をしたかという記録をずっとつけておき、
どういうことがされたのかということが誰の目
にも分かるような仕組みです。
　また、ICS FORM 201は概括説明ということ
で、サマリー、全体のまとめのようなものになっ
ています。これと同じようなものができないか
ということで、阪神・淡路大震災のときの大阪
府で、災害対策本部の活動状況を見られるもの
をつくってみました。チームの交代ごとに被害
状況や活動状況を更新し、明日の災害対策本部
会議までに何をするのかという目標を明確にし
て、そのための具体的な活動をしていくように
しました。
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７．危機管理の肝＝情報共有
　危機対応の肝となるのは情報共有です。カリ
フォルニア州の災害対応センターは、SEMS で
標準化されているので、どこへ行っても基本的
に同じレイアウトになっています。規模の大小
はありますし、権力の弱い消防が対応している
サンフランシスコのセンターはみすぼらしい感
じもありますが、その機能はどこへ行っても基
本的には同じであるという点が SEMS のすご
さです。そのことによって、同じような様式を
使って同じように仕事ができ、応援職員にも手
伝ってもらえますし、交代もできます。
　さらに、マトリックスを使った情報管理が行
われています。ハリケーン・カトリーナのとき
のニューオリンズ市の災害対策本部会議資料を
見ると、天気から始まって、次までに何をしな
ければならないが見やすく書いてあります。本
部会議は、長くやっても仕方がないので15分ぐ

らいで終わります。まず、インシデントコマン
ダーが「おはようございます。今日の天気はこ
うです。今回重点的にやるのは、こういうこと
です。私が担当していた24時間は、こういうと
ころで災害対応の進展がありました。次のイン
シデントコマンダーと相談して、次の交代まで
にこういうことを重点的にやろうと決めまし
た」と報告し、各部局の報告に移ります。「上水・
下水に関しては、こんな形で進んでおります」

「ガス・電気の復旧はこういう状況です。今日
もよろしくお願いします」という形です。
　日本の災害対策本部の資料は非常に細かく、
全体像がつかみにくいという問題点があります
が、アメリカでは「ビッグピクチャー」といっ
て、個別のことばかりやっていても、大きな絵
が分からなければ仕方がないと考えられている
のです。このように大きな情報をまとめるとい
う点も面白いトピックではないかと思います。


