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序章	 

	 

受援力の強化と自助・共助・公助の役割	 

 
明治大学政治経済学研究科	 特任教授  

中林	 一樹  
 
 
１.	 沖縄県の災害時の地域特性	 

日本は島国であるが、沖縄県は人々が居住している有人島群で構成されている。

本州以下本土の 4 島、北方領土の 2 島に次いで 7 番目に大きい沖縄島（1,208 ㎢）を
中心とする沖縄諸島、石垣島を中心とする先島諸島、そして大東諸島があり、合計

13 の空港施設と海路で結ばれている。面積は 2,230 ㎢で 4 番目に狭いが、人口 140
万人で全国で 30 番目であるため、人口密度では 610 人／㎢と全国で 9 番目に高い。
社会動向は沖縄島への人口集中傾向にあり、多くの島々は人口減少及び高齢化が進

行している。  
沖縄県は日本で最も台風が多く上陸するが、歴史的には地震や津波の被害を受け

ている。多くの島嶼から成立しているため、各島では毎年台風等の接近や上陸で「孤

立」する。災害時の孤立は避けられないが、それが「問題」となるかといえば、救

急医療対応以外は問題とはならない、島民生活の自立性は高いといえる。また、歴

史的には沖縄の家屋も木造建築物であり、台風対策として瓦屋根を漆喰で固めたり、

民家では軒を低くし、周辺には防風林を植え、風力を和らげるために空隙のある自

然石積みの囲いで軒の上に風が吹き抜けるように設置するなどの住まいの強風対策

が工夫されていた。しかし、木材資源に乏しい沖縄の戦後の建築は、輸入木材より

も安価であり、加えて対台風対策として、コンクリートブロック造が一般化した。

従って、地震時には、家屋が密集した都市部においても耐震性の課題が重大で、地

震火災よりも地震動被害の多発が危惧されている。  
一方、津波に対する被害は激甚なものとなる可能性がある。1771 年の明和大津波

（八重山津波）での先島諸島を中心とする大きな被害は琉球王朝に国難ともいうべ

き厳しい事態を引き起こした。被災地の復興のために海水をかぶって壊滅した水田

等の開拓と新村建設に取り組むも、津波による環境破壊がマラリヤの流行をもたら

し開拓民がマラリヤを罹患して廃村が多発したといわれている。島嶼の大部分の集

落や市街地が沿岸に位置しており、13 の主要な島嶼に整備されている空港も多くは
沿岸低地部にあり、津波災害時には冠水し、被災する可能性がある。さらに津波に
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よって港湾も被災する事態を想定すると、津波災害時の島嶼の「孤立化」は、台風

時よりも厳しい被災状況下で、長期化することが想定される。被災者、被災地にとっ

て「受援」が重要な課題となる事態とは、このような地震災害をともなう近地に発

生する津波災害であろう。同時に、地球温暖化を背景とする超大型台風による高潮

災害もまた、受援が大きな課題となる事態を招きかねないことを忘れてはならない。 
	 

２.	 災害対応における支援と受援の関係	 

日本の災害対策は、地方自治法による地方公共団体の自治行政が進められていっ

た戦後 16 年目、現在から 54 年前の 1961 年に、伊勢湾台風災害の反省から議員立法
により制定された「災害対策基本法」に基づいて体系化されている。それは、災害

対策も地方自治行政の一環としての取り組みとして、都道府県の「地域防災計画」

と市町村の「地域防災計画」を被災地域での災害対応の基本体系とした。地方自治

としての災害対策とは、基礎自治体といわれる市町村に被災者、被災地への対応の

第一義の責任があるということである。もし被災状況が自治体の対応能力を超える

事態と判断した場合には、それぞれの都道府県に支援を要請することができるとし、

激甚な被災地域が広大で都道府県での対応にも限界があると判断した場合には、国

に支援を要請することができるとした。この地方自治の原則に立つと、「支援要請」

が行われて初めて外部からの支援を受ける、つまり受援するのである。そのための

「支援」の要請手続きなどは行政の対応業務として想定されていたが、外部から提

供される支援を的確に受け、効果的に必要な被災地、被災者に支援を届ける「受援」

という発想は、災害対策基本法にはなかった。  
1946年の昭和南海地震における地方公共団体による災害対応の困難さと対応の格

差に鑑みて、国の被災者救済への支援が必要として制定された「災害救助法」では、

個々の被災者への救助措置とともに、まだ自衛隊も整備されていない状況下であり、

都道府県に「災害救助隊」を結成して被災都道府県を支援するという仕組みが講じ

られていたが、そこにも、どのように災害救助隊を受け入れ、効果的な受援を行う

のかという発想はなかった。  
被災自治体での災害対応に限界があり外部からの支援を要請した災害は少なくな

い。むしろ戦後の災害の多くでは、外部からの支援が行われていたといえる。しか

し、このような外部からの「支援の在り方」に加えて、支援を受ける被災自治体の

支援の受け入れ方としての「受援の在り方」が重要な課題として認識されたのは、

被災が北海道から首都圏にまで広域に発生し、とくに岩手県、宮城県、福島県に自

治体機能が壊滅的に被災してしまうほどの激甚な被災状況をもたらした、東日本大

震災である。  
	 



序章	 受援力の強化と自助・共助・公助の役割 
3 

３.	 受援の定義と支援・受援の対象・主体	 

広辞苑によると、応援とは「①助け救うこと。加勢。②声援を送って、元気づけ

ること。」とし、支援とは「支え助けること、援助すること」としている。支援とは、

応援のひとつで「助け救うこと」となる。災害法制度における支援もまた「非被災

主体が被災主体に対して行う応援のひとつで、主に被災主体に加勢して助け救うこ

と」と定義できよう。	 

さらに、阪神・淡路大震災では災害ボランティアによる支援の重要性が認知され、

加えて新潟県中越地震以降、民間ボランティア等の支援として被災地域における支

援のみならず、被災地域外にいても「被災地域の復興への取り組みに、声援を送っ

て、元気づけること」が重要な役割を担っていることが認識されてきた。それは、

東日本大震災でも、各々に被災地域や被災者への復興支援の大きな力となっている。

こうして阪神・淡路大震災以降の 20 年間、支援の対象範囲は災害法制度が対象とし
ている枠から災害のたびにはみ出してきた。  
現在では、支援の対象は人・物・金・技術・情報・体制である。それは人材・物

資・資金・技能・応援・行政と言い換えることもできよう。そして「支援の対象」

とは同時に「受援の対象」である。何を支援し、何を受援するのか。その主体とは

だれか。誰が支援し、誰が受援するのか。  
支援の主体とは非被災地域や非被災の市民・企業・民間団体・専門家・行政であ

り、受援の主体とは被災者（被災市民、被災企業）、被災地域（被災社会、被災行政）

である。それらの主体の相補関係は表 1 のように整理できよう。そして、それらの
支援主体と支援の対象、それは受援主体が受け止める受援の対象でもあるが、その

関係は表 2 のように整理できる。さらに、表 1 に示した支援主体と受援主体の相対
関係（あいたいかんけい）における受援の取り組みのイメージとは、表 3 のように
想定できるのではないか。  
	 

表 1	 支援主体と受援主体	 

受援	 	 	 	 	 	 	  支援  市  民  企  業  民間団体  専門家  行  政  

被  災  者  
被災市民  ○	 △	 ○	 ○	 △	 

被災企業  △	 ○	 △	 △	 	 

被災地域  
被災社会  ○	 △	 △	 △	 △	 

被災行政  	 △	 △	 △	 ○	 

○：各主体が行う支援の主たる対象	 	 	 △：支援の従たる対象	 
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表 2	 支援の主体と対象	 

受援	 	 	 	 	 	 	  支援  市  民  企  業  民間団体  専門家  行  政  

被  災  者  
被災市民  ○	 △	 ○	 ○	 △	 

被災企業  △	 ○	 △	 △	 	 

被災地域  
被災社会  ○	 △	 △	 △	 △	 

被災行政  	 △	 △	 △	 ○	 

○：各主体が行う支援の主たる対象	 	 	 △：支援の従たる対象	 

	 

	 

表 3	 支援主体と受援主体の相対関係（あいたいかんけい）のイメージ	 

受援	 	 	 	 	 	 	  支援  市  民  企  業  民間団体  専門家  行  政  

被  災  者  
被災市民  ○	 △	 ○	 ○	 △	 

被災企業  △	 ○	 △	 △	 	 

被災地域  
被災社会  ○	 △	 △	 △	 △	 

被災行政  	 △	 △	 △	 ○	 

○：各主体が受ける受援の主たる対象	 	 	 △：受援の従たる対象	 

	 

この支援主体が行う支援対象に対して、受援主体はどのように支援対象を受け入

れるのか。そこに「受援」すなわち「支援の受け入れ方」という概念が想起される。

従って、「受援」とは「被災主体が自力で災害対応することが困難になった事態に対

して外部からの支援を要請し、支援を受け入れ、支援を配分し、災害対応を行うこ

と」と定義できる。また、「受援力」とは、「被災主体が、支援を的確に要請し、迅

速に受け入れ、適切に配分し、有効に災害対応を行う能力」と定義できよう。そし

て、「受援力強化」とは「人材育成、情報管理、体制整備」の強化によって可能であ

ろう。	 

	 

４.	 受援のための人材育成・情報管理・体制整備	 

被災者、被災地域に的確かつ適切に災害対応するための受援力の強化には、被災

者、被災地域の支援ニーズを的確に把握し、かつ災害過程の進展に対応してどのよ

うに支援ニーズが変化し展開していくのかを先取りし、支援要請することができる

「人材育成」の強化が最も基本となる。さらに支援ニーズの発生している被災地域

を把握し、提供される支援を求められているニーズにマッチングさせて、迅速、的

確かつ平等に必要な被災地域に適切に配分するための支援・受援の一元的「情報管

理」の構築と強化が不可欠である。その情報管理は、地域のあらゆる資源を活用し
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てもなお必要な資源が不足する事態に対して、総括的にかつ迅速に支援を獲得し受

援させることに寄与することが求められる。  
そのため、受援の情報管理は、被災現場を熟知し把握している被災自治体におい

て統括され、運営されることが基本となる。従って、地方公共団体は自らが被災す

ることを想定し、地域機能を継続するために優先すべき業務に行政資源を集中投入

する災害対応対策を取りまとめる BCP（業務継続計画）を策定することが不可欠で
ある。その BCP に立脚して受援を余儀なくされるような厳しい状況について被災想
定し、その時に不足し受援が必要となる資源をあらかじめ想定しておくとともに、

その資源に関する現状の情報管理を行っておく必要がある。災害時に必要になるで

あろう支援ニーズを事前に把握しておくとともに、被災現場の状況を的確に把握し

て支援ニーズを的確かつ速やかに要請し、迅速に支援を受け入れ、適切に支援を必

要な被災先に配分し、有効に災害対応を実践するための受援体制を確立する「体制

整備」の拡充が求められる。それは、被災自治体の「災害対策本部」を補佐し、支

援する「受援本部」として想定しておくべき体制なのである。  
	 

５.	 沖縄県における「受援の三層構造」の重要性	 

被災自治体としての受援本部の基本は、沖縄県としての受援本部と市町村の受援

本部の二層構造である。沖縄県の受援本部としては、各市町村間の支援の可能性と

受援の必要性の把握が重要である。しかし、離島化している沖縄県という地域特性

の下では、市町村の受援本部では、被災コミュニティ（被災社会）ごとの資源量、

被災状況、支援の可能性と受援の必要性（種類「質」と規模「量」）の把握が重要で

ある。その支援・受援にかかる情報なくしては的確で迅速かつ有効な受援はできな

い。離島性を前掲として迅速な支援（受援）を実行するには、遠隔地ではなくでき

るだけ近くからの支援すなわち島内支援が望ましいからである。それには、島内に

おける残存資源量（ストック量‐被災量）を把握し、さらに支援可能量（残存資源

量‐地域需要量）を把握して、島内支援が可能であれば、より厳しい被災状況にあ

る被災自治体を迅速に支援することができるはずだからである。残存資源量を地域

需要量が上回れば、それが島外からの受援必要量ということになる。当該からの受

援が実現するまでのリードタイムを長くすることが、その地域の「受援力の強化」

なのだと考えねばならない。  
このような支援可能量と受援必要量の把握が実効的な受援の実施には不可欠であ

る。それには、沖縄県‐市町村‐コミュニティという三層構造の受援体制が望まし

い。  
とくに、日本の西南端に位置し、隣接の県庁所在都市（鹿児島市）が 600 ㎞の彼

方という沖縄県では、沖縄県内での相互支援・受援体制を講じておくことが県民の
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命をつなぐ災害対応のために重要である。しかし沖縄島以外では、各市町村が一つ

あるいは複数の離島で構成されており、沖縄県内での市町村間の相互支援・受援行

動も、空路と海路に依存することになるため容易ではない。この特徴的な地域特性

を踏まえた「受援力」と｢支援力｣の強化が求められる。つまり、市町村が各コミュ

ニティにおける支援可能量と受援必要量の把握を行い、平時における人員育成、情

報管理システムの強化、それらを含む受援体制の整備強化が求められる。市町村に

おける災害対応にも、沖縄県における災害対応にも、基本的な受援力の強化には低

層を強化した三層構造の受援体制が必要である。  
	 

	 

６.	 沖縄県における自助・共助・公助の意義	 

多くの市町村が島嶼であり、各自治体が陸路でつながっていない沖縄県では、各々

が日常的にも「独立」し、気象状況によって頻繁に「孤立」する。しかし、そのこ

とが平時から自治体の「自立性」を高めており、たとえ孤立しても直後から「問題」

とはならない“強靭さ”を有しているといえよう。地理的に迅速な支援・受援が容

易ではない沖縄県の地域特性を踏まえると、災害時に粘り強く災害に耐え、的確に

受援して災害を乗り越えていくには、各地域の「自助力」を強化していくことが最

も重要な取り組みとなろう。高齢化が進展する時代の中で島嶼は一層の高齢化の進

捗が想起されるため、情報ネットワークの確保による災害医療・福祉のニーズの把

握と、迅速な支援体制（沖縄県）および受援体制（市町村）を構築していくべきで

あるが、基本的には、一人一人の自助の取り組みを一層高めていくことが重要であ

る。一人一人の「自助」の取り組みで被災を免れたり、被災程度を軽減できた県民

が増えることによって、それらの人々による近隣の被災者への支援が可能となり「共

助」が実現するのである。このようなコミュニティにおける支援体制づくりとは、

コミュニティにおける「受援体制づくり」でもあると認識すべきである。  
このようなコミュニティの受援体制の構築によってはじめて、コミュニティの中

で「誰が受援が必要なのか」という受援ニーズと、「誰が支援できるのか」という支

援可能性の把握を可能とし、コミュニティにおける残存資源量と支援可能量、そし

て受援必要量の把握と受援すべき対象が明確に把握できて初めて、迅速かつ適切な

受援が可能となるのである。  
沖縄県の地域特性から、一人一人の県民の自助の取り組みと、その結果としての

コミュニティにおける共助の確立こそが、沖縄の受援力強化の基底をなすのである。 
沖縄県の公助としての受援力の強化とは、被災地域の命を守る災害医療・福祉の

県内支援体制に強化によって市町村の受援ニーズへの対応力を強化することと、県

民の自助とコミュニティでの共助の強化を支援し、各コミュニティにおける受援ま
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でのリードタイムを長期化すること、そして県外への支援ニーズの的確な発信、支

援提供の適切な受け入れ、支援提供の“適援適所”の配分、迅速な受援供給のため

の情報管理システムと受援体制構築を、事前に準備し、訓練し、見直しを継続しい

くことなのである。  
	 

７.	 おわりに‐沖縄県における受援力強化の基本方向‐	 

沖縄県における受援力強化の基本方向は、1）県民と事業者が自助に取り組み、そ
の結果としてのコミュニティにおける共助力を強化するとともに、各コミュニティ

での支援ニーズと支援可能性の情報把握および支援提供の配分ができる受援体制の

構築を基盤に、2）島嶼の市町村ではとくにコミュニティからの情報の一元管理と島
内受援体制による共助力を強化して災害時における自立可能性の強化を目指すとと

もに、災害時の医療・福祉ニーズに対応できる島外受援体制を構築し、3）国内他都
道府県のみならず、自衛隊、在日米軍、さらにはアジア諸国との国際的な災害時連

携関係を模索して、必ず発生するであろう巨大災害時の沖縄県の孤立化が「問題と

ならない」県内自立化と県内共助化を基底とする「沖縄県受援体制」の整備強化を

目指すべきである。  
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第１章	 

	 

沖縄県における危機管理の取り組みと県民意識の状況に関する研究	 

～受援力の向上に向けた諸アプローチの検討～	 

 
知事公室	 地域安全政策課  
調査・研究班	 主任研究員  

中林	 啓修  
 
 

はじめに	 

沖縄県では、2010 年に 20 年後（2030 年）を目途とした県民が望む将来の沖縄の
姿を「沖縄 21 世紀ビジョン」として取りまとめている。ここに示されている 5 つの
将来像の一つに「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」が挙げられており、危機管

理の充実は、この将来像の実現に不可欠な取組として位置づけられている。  
沖縄県は島嶼県、観光立県そして国境に隣接する県という多彩な特色にあふれた

県であり、これは危機管理分野においても、独特の特性となって現れている。災害

対策基本法および国民保護法に基づき、沖縄県には県域で発生する様々な危機に対

応し、県民や滞在者の安全確保に務める責任がある。その責任において、他県と陸

路での接点を持たない島嶼県である沖縄県には、自律的な危機管理能力の獲得が不

可欠といえる。これは、台風など平素から発生しやすい災害への対応だけにとどま

らない。例えば、2013年 2月に想定が発表された巨大津波などが発生した場合には、
沖縄県は県内外からの様々な支援を得ながら対応を行っていくことになるが、組織

の外部からの支援を効果的に活用するためには、自身の対応能力とともに、効果的

に援助を生かすための力、すなわち受援力の構築もまた必要な危機管理能力と言え

る。沖縄県では、受援を「国、他県等からの応援を受け入れ、迅速・効率よく被災

地を支援する仕組み」と定義している1。この定義からはまず、受援とは発災後の対

応期から復旧・復興期にかけて取り組まれるものであることがわかる。図 1 は時間
軸で整理した受援のあり方の一例である。図では横軸に時間（When）として対応期
と復旧期をとり、縦軸に場所や様態、内容を示した。対応期において、受援とは広

域拠点などの集積所を中心に公助の一部として行われることが多い。そこに果たす

                                            
1 沖縄県「沖縄県大災害時救援システム検討事業の概要」、2014 年 4 月。
（http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/bosai/documents/05jigyogaiyou.pdf	 最
終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  
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自助や共助の役割は間接的・補助的なものとなる。一例を挙げるとすれば、家庭で

の備蓄やコミュニティでの相互扶助などを通じて、公助にかかる負担を減じること

などが考えられよう。  
他方、復旧・復興が進んでいくことで受援の中心となる場所は各避難所やコミュ

ニティあるいは家庭など、より細分化され人々の日常生活の場に近いところにシフ

トしていく。同時に、受援の担い手も公的セクターから民間や場合によっては個人

へと移っていき、自助や共助を中心とした受援となっていく。  

 
図 1：受援をめぐる 5W1H	 

 
このように、受援は対応期から復旧・復興期にかけて様々な文脈で論じうる考え

方である。そのため、受援を効率的に行うためにはその地域や主体の危機管理上の

特性を踏まえた受援力の構築が不可欠となる。  
そこで、本稿ではまず沖縄県の危機管理上の特性および県民意識を明らかにし、

現在の県の取り組みと課題を整理する。その上で、県に必要な危機管理能力向上の

ためのアプローチを受援という観点から検討することを本稿の主な目標としたい。  
以下、本稿はこの流れに沿って大きく 3 節で構成されている。第 1 節では沖縄県

の危機管理面での特徴を整理していく。ついで、第 2 節では、第 1 節で整理した県
の特徴を踏まえた上で、沖縄県に特徴的な危機管理の取り組みについて紹介する。

更に、第 3 節では、県民の防災意識の面から県の受援力の向上につながる示唆につ
いて検討する。最後に、まとめとして、沖縄県全体での受援力強化にむけた取り組

みの方向性について若干の指摘を行う。  
 
 

１．危機管理における沖縄県の特性	 

本稿冒頭であげた 21 世紀ビジョンの実現と、東日本大震災を契機とした危機管理
への意識向上を背景に、沖縄県では 2011 年度から 12 年度にかけて「総合的安全保
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障研究推進事業（総合的危機管理）」と題した事業を通じて危機管理に関する総合的

な研究を行ってきた。  
このなかで、危機管理面から見た沖縄県の特徴は 2011 年度の調査の中で次の 7

点として整理された。すなわち、（1）東アジア・太平洋地域の中心に位置し、かつ
日本の端に所在していること。（2）広大な区域に多くの離島を有する島嶼県である
こと。（3）台風が常襲する亜熱帯海洋性気候であること。（4）観光立県として、内
外から多くの観光客が訪れていること。（5）島嶼県故に外部からの交通手段が限ら
れていること。（6）県面積の 1 割を占める米軍基地が点在していること。そして、
（7）地政学上、緊張する国際関係のただ中に置かれていること、の 7 点である 2。  
これらをふまえ、沖縄県では県特有の危機管理が必要とされる要素として、①外

部からの支援を受けにくい島嶼県ゆえ、危機が短期間で拡大する可能性及び観光客

への対応の必要性、②島嶼県として地理的制約を受ける一方で点在する米軍・自衛

隊の活用が比較的容易な交通・輸送手段の特性を踏まえた危機管理方策検討の必要

性、そして、③アジアとの国境を抱える地域であるが故に懸念される不測の事態に

対応しつつ、そうした地理的特性を生かし海外との連携を図っていく必要性の 3 点
が指摘されている3。  
これらの調査から浮かび上がってくる沖縄県のあるべき危機管理の姿とは、島嶼

県として、観光立県としてまた国境を抱える県として、脆弱性を減らし、それらの

特色を生かした危機管理ということになる。  
一方、2012 年度調査では、予想される危機事象に対するリスク評価やこれに対す

る県の対応体制の評価及びそれらを総合的に勘案して優先的に対処が望まれる危機

への対応状況の整理を行っている。その上で、県の危機管理体制が抱える脆弱性の

割り出しを行った。その結果、危機事象に関わらず、県庁全体の危機管理体制の課

題として、「人の育成」、「食糧・燃料等の備蓄」そして「組織体制・応援体制」とい

う 3 点が指摘された4。「人の育成」に関わる課題とは、定期的な人事異動により専

門家が育ちにくいこと、担当者以外が危機管理を学ぶ機会に乏しいこと、離島地域

では危機管理が専任ポストとなっていないこと等が挙げられている。他方、「食糧・

燃料等の備蓄」上の課題とは、文字通り、島嶼県として、外部と隔絶した場合の食

糧や燃料等の備蓄の更なる充実が必要であるという指摘である。そして、「組織体

制・応援体制」の課題とは、県全体に被害が及ぶような災害に際しての全県的対応

                                            
2 沖縄県『平成 23 年度  沖縄県総合的安全保障研究推進事業（総合的危機管理）報告書』、

2012 年 3 月、1-2 頁。  
3 同上、2-3 頁。  
4 沖縄県『平成 24 年度  沖縄県地域安全政策事業（総合的危機管理）報告書』、2013 年

3 月、35 頁。  
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のための方針が徹底されておらず、主体間の連携や役割分担が十分に図られていな

いという指摘であった。  
 
 

２．沖縄県に特徴的な危機管理の取り組み	 

既述の通り、沖縄県の危機管理に求められるものは、島嶼県や観光立県あるいは

国境を抱える県としての脆弱性を克服し、更にそれらの特色を積極的に危機管理に

反映していくことだと言える。  
こうした観点を踏まえつつ、危機管理をめぐる沖縄県の特色ある取り組みを紹介

する。  
 

２－１．防災計画・国民保護計画等における地理的不利性（島嶼県としての脆弱性）

の克服	 

島嶼県である沖縄県は、離島地域に対しては、大規模な災害が発生した際に迅速

な支援を行うことができない可能性があることから、沖縄県地域防災計画や国民保

護計画ではこうした島嶼県特有の脆弱性の克服が目指されている。  
例えば、沖縄県地域防災計画では、「本土からの遠隔性、離島の散在性等の条件不

利性」の克服が基本方針の一つに据えられている。  
ここでは、「本土から本県への応援や、本島から県内各離島等への応援が到着する

までの間を自力でのりきれる防災資源やネットワークを充実・強化し、市町村の防

災体制・対策の充実・強化を図る」ために、 (ア ) 市町村のニーズを踏まえた消防広
域化の支援、消防救急無線のデジタル化、消防指令センターの整備、 (イ ) 市町村へ
の先遣隊の自主派遣体制、被災・非被災市町村間の応援体制の構築、 (ウ ) 各島の浸
水想定区域外への備蓄拠点・物資、ヘリポート等輸送拠点の確保、 (エ ) 自衛隊、米
軍等によるヘリコプター輸送体制の確保、 (オ ) 自衛隊、海上保安庁による船艇・航
空機を使用した情報収集、輸送体制の確保、 (カ ) 多数の離島が被災した場合におけ
る、本島～各離島間の緊急輸送の中継拠点となり、各離島への対策の後方支援基地

となる広域防災拠点の確保、という 6 点が挙げられている5。  
一方、県の国民保護計画でも、「第 13 章	 離島における武力攻撃事態等への対処」

という独立した章を設けて島嶼県としての脆弱性の克服に努めている。  
離島地域の脆弱性は国においても認識されており、例えば、国土交通省は「離島

の住民の避難に係る運送事業者の航空機や船舶の使用等についての基本的考え方」

                                            
5 沖縄県『沖縄県地域防災計画（平成 25 年 3 月修正）』、基本編 25-26 頁。  
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（以下、「離島避難の基本的考え方」）という文書を作成している6。  
「離島避難の基本的考え方」では、離島からの避難が必要になった場合には、当

該離島内の避難についてはその離島を管轄する市町村が担当し、島外への避難と到

着した空港や港湾から二次避難先への避難については都道府県が担うこととされて

いる。  
これに加えて、沖縄県では、独自の取り組みとして、本島から離れており、かつ、

規模の小さな島が点在する宮古・八重山地域における避難の基本パターンも想定さ

れている（図 2 参照）。  
また、2014 度からは本稿の主題でもある受援に関する具体的な取り組みもはじ

まっている。これは「沖縄県大災害時救援システム検討事業」と呼ばれる事業で、

文字通り、沖縄県の県域で大災害が発生した場合に県外から受ける支援を確実に受

けられるような体制等の構築を目指すものである。2014 年度は、沖縄近海で発生し
た地震とこれに伴う巨大津波を念頭に、対応のベースとなる基本的な考え方の整理

や必要な物資の所要量の把握、課題の抽出などを行っている。  

 

図 2：沖縄県国民保護計画における離島からの避難のモデル	 

沖縄県『沖縄県国民保護計画（平成 21 年 3 月修正）』115 頁より転載	 

	 

２－２．在沖米軍との協力	 

日本国内の米軍専用施設の 74%が集中し、その面積が県面積の１割に達する沖縄
県では、災害時に米軍の能力を活用していくことも課題の一つとなっている。  
                                            
6 この文書は以下の URL から閲覧できる。（http://www.mlit.go.jp/security/ritou.html	 
最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  
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在日米軍と国内の自治体との災害時の協力の必要性は 1995年 1月の阪神大震災を
契機に認識されるようになり、東日本大震災後の 2011 年 6 月には日米 2+2 共同声
明の中でも「米軍と地方自治体による災害時の協力の重要性」が改めて指摘されて

いる。  
沖縄県では、2002 年 1 月に在沖米軍との間に「災害時における沖縄県と在沖米軍

との相互連携マニュアル」を作成し、災害時の沖縄県と米軍との連携に関する基本

的な考え方が整理された。  
現在の沖縄県地域防災計画においても、例えば離島からの避難等に際して自衛隊

と並んで米軍による輸送体制の確保がうたわれている。  
加えて、基地所在市町村レベルでの防災・危機管理上の協力もある。具体的には

消防等の緊急車両の基地内通過に関する協定や消防の相互応援協定、そして災害時

に住民が基地の敷地内を通過して避難できるようにする現地実施協定がある。例え

ば、宜野湾市はキャンプ・フォスターおよび普天間飛行場と、津波災害等からの避

難に際して、基地の敷地内の通過および一次避難を可能とする災害時避難協定（現

地実施協定書）を結んでいる7。  
こうした背景から、2012 年 11 月に実施した県の津波避難訓練では、キャンプ・

フォスターを通過する訓練も行われるなど、県や所在市町村と在沖米軍との防災訓

練の内容も徐々に充実が図られている8。  
 

２－３．観光の危機管理	 

沖縄県には毎年 550 万人以上もの観光客が国内外から訪れており、来県者数は
2013 年には 658 万人に達した9。このように沖縄県は観光立県としての側面を有し

ている。事実、観光業は沖縄県最大の産業となっており、その盛衰が県の経済に与

える影響は非常に多い10。こうしたことから、沖縄県では、危機管理においても観光

面への影響をいかに抑えるかが重視されている。例えば、沖縄県防災計画では県の

特性を踏まえた重要事項の一つとして観光客への対応を特に取り上げている11。  
                                            
7 宜野湾市の協定書については、以下の URL を参照。
（http://www.city.ginowan.okinawa.jp/pageRedirect.php?url=/2556/2581/2582/334
8.html	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  

8 この訓練の様子等については、沖縄県防災危機管理課『平成 24 年度	 沖縄県広域地
震・津波避難訓練実施業務	 訓練実施報告書（概略版）』を参照。なお、左記文書は以

下の URL からも閲覧可能。
（http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/bosai/documents/h24jishintsunamihin
ankunrengairyaku.pdf	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  

9 沖縄県『平成 25 年	 観光要覧』、2014 年 10 月、4 頁。  
10 例えば、2012年の観光業の経済波及効果は 6,767億円であり、県民総生産の 9.3%を占め
ていた。同様に、雇用効果は 81,014人で就業人口の 12.9%となっていた。同上、23頁。 

11 沖縄県『沖縄県地域防災計画（平成 25 年 3 月修正）』、2013 年 3 月、基本 -26 頁。  
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更に、東日本大震災を契機に、2011 年からは観光振興課を中心に観光危機管理モ
デル事業を展開している。このモデル事業では、産業別・災害別の対策マニュアル

やガイドラインの作成の他、ワークショップなどを通じた危機管理に関する県内の

観光事業者の取り組み支援を行っている12。こうした取り組みを背景に、2014 年度
には沖縄県観光危機管理計画の策定が進められている。県の観光危機管理計画では、

沖縄県内で災害が発生した場合の県の関係部局や沖縄観光コンベンションビュー

ロー等の関係団体・関係事業者による災害対応やそのための準備だけでなく、県外

で発生した災害に伴う風評被害などへの対応についても想定されている13。  

 
 

３．危機管理をめぐる県民意識	 

ここまで、危機管理上の沖縄の特色と沖縄県の取り組みを整理してきたが、危機

管理という観点において、県民はどのような意識を持っているのだろうか。この点

を明らかにする目的で、沖縄県では 2013 年末に「平成 25 年度	 県民安心感調査」
（以下、県民安心感調査）と題する意識調査を行った14。以下、この調査の結果につ

いて本稿の主題である受援との関係で論じていく。  
県民安心感調査では、地域ごとの意識の差が目立つ結果となった。例えば、防災

計画で指摘されている県の防災上の特性のうち、本島の住民にとって最も重要だっ

たものが沿岸部の低地に密集する人口への防災対策であったのに対して、宮古地域

や八重山地域などの離島部では本土からの遠隔性や離島の散在性が最も重要な点と

して挙げられていた（表 1 参照）。また、大津波や大型台風への懸念が八重山で強い
一方、本島中部では軍用機事故への懸念が強いなど、県民が特に不安を感じる危機

事象についても地域差が目立つ結果となった（表 2 参照）。  
こうした地域差は、受援に関連する事項についてもある程度当てはまっていた。

例えば、日用品等の途絶を経験した住民の割合が、本島では 1.2~3.1%だったのに
対して、離島部では最大で 26.9%に達するなど大きな差が見られた（表 3 参照）。  
一方、受援との関連において県民に期待される取り組みについては、これらを促

進するさらなる取り組みの必要性を示唆する結果が示された。例えば、東日本大震

災後の東京都におけるモニター調査で 78.3%が食料や水などの必需品の備蓄を行っ
ていると答えたのに対して、災害に対するなんらかの備えを行っている人の割合

                                            
12 観光危機管理モデル事業の取り組み状況については以下の URL 参照  
（http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/kankoshinko/ukeire/kankoukiki

kanri.html	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  
13 沖縄県『観光危機管理基本計画』、2015 年 3 月。  
14 沖縄県『平成 25 年度	 県民安心感調査  報告書』、2014 年 3 月。  
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（20.8%）のうちの 6 割弱にとどまっていた15。  
ところで、「平成 25 年度	 県民安心感調査」のローデータを検討したところ、必

需品の備蓄を行っている県民は、備蓄を行っていない県民に比べて、防災マップな

ど身近な防災対策に対する意識がやや高い傾向が見られた。  
具体的には、備蓄の有無に対する回答と防災に関する各種計画等についての認知

度についての回答について整理してみた結果、防災計画については、計画の認知度

についての割合が備蓄の有無ではほとんど差がなかったものの、発災時に取るべき

行動については「知っていて、実践」している人の割合が備蓄なしの人の 2.5%に対
して、備蓄ありの人の場合は 10.1%となっていた。更に、「知っている」と答えた人
の割合は備蓄なしの 46.4%に対して 61.5%となっていた（表 4 参照）。  
こうした結果が得られたことは、特定のテーマを切り出して向上を促すアプロー

チだけでなく、県民の総合的な危機管理能力すなわち自助力の向上を促すアプロー

チの有効性を傍証するものと言える。  
 

表 1：沖縄県の防災上の特殊性についての意識（単位：%）	 

問	 	 沖縄県防災計画では、「本県の特殊性等を考慮した

重要事項」として次の 4 つを掲げています。特に

重要だと思われるものを１つ選んでください。	 

県
内
全
体	 

本
島
南
部	 

本
島
中
部	 

本
島
北
部	 

宮
古	 

八
重
山	 

そ
の
他
の
離
島*

	 

本土からの遠隔性、離島の散在性等の条件不利性	 27.8	 28.4	 24.6	 19.2	 42.4	 48.9	 50	 

本土への復帰の遅れ、市町村の小規模性等の条件不利	 6.4	 6.4	 7.0	 7.7	 4.3	 2.2	 0.0	 

沿岸部の低地に密集する人口等への防災対策	 43.1	 40.6	 46.8	 53.1	 28.8	 25.9	 34.6	 

観光客や外国人の避難誘導	 7.6	 7.8	 8.3	 6.9	 3.6	 5.2	 0.0	 

特にない	 11	 12.2	 9.4	 11.5	 12.9	 11.9	 15.4	 

無回答	 4.2	 4.6	 4.0	 1.5	 7.9	 5.9	 0.0	 

*「その他の離島」についてはすべての離島地域をカバーでき

ていないため参考値とされたい（以下、表 3 までも同様）。	 

沖縄県、「平成 25 年度	 県民安心感調査	 報告書」、2014 年 3 月、5-6 頁。	 

	 

	 

	 

	 

	 

                                            
15 同上、17-18 頁および、東京都「平成 23 年度第 4 回インターネット都政モニターア
ンケート結果	 震災対策」  
（http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2011/11/60lbh100.htm	 最終閲覧：

2015 年 3 月 27 日）  
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表 2：県民が深刻だと考えている危機事象（単位：%）	 

深刻だと思う危機	 

事象（3 つまで）*	 

県内	 

全体	 

本島	 

南部	 

本島	 

中部	 

本島	 

北部	 
宮古	 八重山	 

その他	 

の離島	 

大地震	 46.2	 50.7	 43.3	 36.9	 48.9	 50.4	 34.6	 

大津波	 32	 32.2	 30.7	 33.1	 32.4	 44.4	 23.1	 

大型台風	 52.8	 51.6	 49.5	 63.1	 63.3	 68.9	 61.5	 

航空機事故（軍用機）	 22.2	 18	 30.5	 19.2	 2.9	 3.7	 7.7	 

感染症	 19.8	 20.3	 18.7	 21.5	 17.3	 20.7	 30.8	 

*県民安心感調査での設問は次のとおり「問 18-1	 次に挙げる「危険なことがら」のうち、あな

たが特に不安と感じるものを 1~29 の中から 3 つまで選んで、表の数字に○をつけてください。」	 

沖縄県、「平成 25 年度	 県民安心感調査	 報告書」、2014 年 3 月、19 頁。	 

 
表 3：日用品等の途絶の経験	 

日用品等の	 

途絶の経験*	 
県内全体	 本島南部	 本島中部	 本島北部	 宮古	 八重山	 

その他	 

の離島	 

ある	 

（最大日数）	 

2.3%	 

(30 日以上)	 

1.2%	 

(05-09 日)	 

1.3%	 

(30 日以上)	 

3.1%	 

(05-09 日)	 

8.6%	 

(30 日以上)	 

7.4%	 

(15-19 日)	 

26.9%	 

(05-09 日)	 

ない	 95%	 95.4%	 96.3%	 96.2%	 89.2%	 90.4%	 73.1%	 

無回答	 2.7%	 3.5%	 2.4%	 0.8%	 2.2%	 2.2%	 0%	 

*県民安心感調査での設問は次のとおり「問15	 食糧や日用品、持病の薬など、生活

必需品が災害や事故などの要因で長期間途絶えた経験があなたにはありますか。

（○は1つ）SQ2（あると回答した人に対して）その期間はどれくらいですか。」	 

沖縄県、「平成 25 年度	 県民安心感調査	 報告書」、2014 年 3 月、15 頁。	 

	 

	 

表 4	 備蓄の有無と防災に関する認知度	 

＊	 備蓄なし（1041 人）	 備蓄あり（	 148 人）	 

防災計画の認知度：見たことがある	 161 人	 15.5%	 33 人	 14.6%	 

防災計画の認知度：知っているが見ていない	 438 人	 42.1%	 67 人	 42.7%	 

防災マップの認知度：あるし、見たことがある	 228 人	 21.9%	 54 人	 36.5%	 

発災時に取るべき行動：知っていて、実践	 26 人	 2.5%	 15 人	 10.1%	 

発災時に取るべき行動：知っている	 483 人	 46.4%	 91 人	 61.5%	 

*防災計画の認知度、防災マップの認知度及び発災時に取るべき行

動についての具体的な設問および回答の詳細は表 4a-c を参照。	 

執筆者作成	 
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表 4a：防災計画に関する認知度と備蓄の状況	 

防災計画の認知度* 備蓄なし（1041 人） 備蓄あり（148 人） 

見たことがある 161 人 15.5% 33 人 14.6% 

あるのは知っているが、見たことはない 438 人 42.1% 67 人 42.7% 

存在を知らなかった 412 人 39.6% 44 人 40.0% 

無回答 30 人 2.9% 4 人 2.8% 

*県民安心感調査での設問は次のとおり「問 2	 わが国ではすべての都道府県、

市町村に防災計画（那覇市であれば那覇市防災計画）をつくることが義務づ

けられていますが、お住まいの市町村の防災計画を見たことはありますか。」	 

執筆者作成	 

 
表 4b：防災マップの認知度と備蓄の状況	 

防災マップの認知度* 備蓄なし（1041 人） 備蓄あり（148 人） 

あるし、見たことがある 228 人 21.9% 54 人 36.5% 

あるが、見たことはない 156 人 15.0% 24 人 16.2% 

ない 120 人 11.5% 10 人 6.8% 

わからない 516 人 49.6% 57 人 38.5% 

無回答 21 人 2.0% 3 人 2.0% 

*県民安心感調査での設問は次のとおり「問 3	 あなたがお住まいの地域

には、災害が起きた時の危険な場所を書いた防災マップがありますか。」	 

執筆者作成	 

	 

表 4c：発災時に取るべき行動に関する認知度と備蓄の状況	 

発災時に取るべき行動* 備蓄なし（1041 人） 備蓄あり（148 人） 

知っていて、できるだけ実践している	 26 人 2.5% 15 人 10.1% 

知識としては知っている	 483 人 46.4% 91 人 61.5% 

知らない	 368 人 35.4% 29 人 19.6% 

わからない	 142 人 13.6% 12 人 8.1% 

無回答	 22 人 2.1% 1 人 0.7% 

*県民安心感調査での設問は次のとおり「問 6	 消防庁では、地震発生時は身近な机等の

下に避難するなど、災害時にとるべき行動が書かれた「わたしの防災サバイバル手帳」

を発行し、身の安全を守る方法を周知しています。「わたしの防災サバイバル手帳」を

見た、見ないに関わらず、こうした「災害時にすべきこと」についてご存知ですか。」	 

執筆者作成	 

 
 

まとめ：受援力の強化に向けて	 

ここまで、本稿では、沖縄県の危機管理上の特性や特徴的な取り組みを整理し、

あわせて県民の危機管理意識を主に受援との関係から明らかにしてきた。まとめる

と、沖縄県は島嶼県あるいは観光立県として固有の脆弱性を抱えているとともに、
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国境県として危機管理の面でも可能性を有している。そうした沖縄県では、離島避

難のありかたや観光分野に特化した危機管理の充実、あるいは米軍との災害時の連

携強化など、県の特性を反映した取り組みも種々行われている。こうした県の取り

組みがある一方で、県民の危機管理に関する意識には地域間で相違も見られた。ま

た、特に受援との関係では、必需品の備蓄を行っている県民は、備蓄を行っていな

い県民に比べて、防災マップなど身近な防災対策に対する意識がやや高い傾向が見

られた。  
ここまでを踏まえ、受援力の強化に向けて沖縄県の危機管理に求められる方向性

は公助の充実と自助・共助の強化という 2 点で整理できる。  
公助の充実については、平素からの情報収集や分析、輸送力の確保、必要な諸調

整など、ごく一般的なものに加えて、住民ではないために自助力・共助力に限界が

ある観光客への対応や島嶼県としての交通・輸送手段の制約への対応といった沖縄

の特性を踏まえた取り組みも必要となる。本稿で紹介した通り、これらの多くは既

に県の事業として一定の取り組みが行われており、今後はその内容のさらなる充

実・高度化が求められる。  
他方、公助の充実に加えて重要なのが自助・共助の強化である。県民の災害に対

する準備という面では、残念ながら沖縄県は全国平均に達していない可能性が高い。

しかし、台風の常襲地帯であることから、必ずしも災害への備えとしては認識され

ていないものの県民の日常的な生活には災害への備えに通じる要素がありうる16。筆

者が 2014 年秋に行った南北大東島での聞き取り調査でも、台風の襲来を見越した家
庭での大型冷凍庫の保有などが一般的になっているようである。こうした要素を伸

ばしつつ、「県民安心感調査」の分析からは、例えば「備蓄」や「家屋の耐震化」と

いった個々の要素をそれぞれ取り扱うのではなく、包括的に県民の自助力や共助力

を底上げしていくことの有効性も示唆されているように見える。すなわち、県によ

る（県民の）自助・共助の強化に向けた取り組みとしては、特定課題に対する啓発

などのプロモーションを通じた「特化型アプローチ」と安全文化あるいは災害文化

の構築・再認識につながるような総合的アプローチを併用していくことが重要なの

ではないだろうか17。  

                                            
16 この点については、後掲の定池論文が詳しい。  
17 一般に、安全文化とは安全を最優先する組織および個人の性質や姿勢全般だと理解さ
れている。沖縄県と安全文化については以下も参照。  
中林啓修「沖縄県の総合的危機管理能力の向上に関する研究」、沖縄県危機管理安全

保障研究シリーズ No.1、2013 年 4 月。
（http://okinawa-institute.com/sites/default/files/research/沖縄県の総合的危機管
理能力の向上に関する研究%28 論文%29.pdf	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  
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第２章	 

	 

沖縄の防災におけるレジリエンスと公助	 

~大規模災害時の緊急援助と復興に備えて~	 

 
慶應義塾大学 SFC 研究所	 上席所員（訪問） 

本多	 倫彬 
 
 
１.	 はじめに	 

	 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の発生に伴い、被災地となった東北地方の複数
の箇所で、道路や港湾と言った輸送ルートが寸断され、多くの場所が外部からの支

援の行き届かない陸の孤島となった。また、2013 年 11 月 8 日に史上最大規模の台
風ヨランダ（国際名称ハイヤン）に襲われたフィリピンでは、群島によって構成さ

れている地域での強風・高潮を中心とした大規模被災であったことから、船舶が流

されたり港湾が機能喪失したことにより、島嶼間の移動手段が失われることとなっ

た。この結果、援助物資や要員が被災地に入ることも困難な状況が生まれ、各地に

孤立する被災者が多数発生することとなった。 
東日本大震災における陸の孤島化と、フィリピン台風災害時の文字通りの孤島の

発生において、外部の支援を届け、持続的な被災者の救援活動を可能とした大きな

要因に、航空輸送機能の復旧があった。前者は仙台空港の機能復旧であり、後者は

レイテ島タクロバン空港の復旧である。いずれの災害においても、空港機能の回復

により、外部の支援が被災地に入る拠点が確保され、救援活動が本格的に進むこと

となった。すなわち、救援要員の被災地入りのルート確保と、救援物資の受入・配

送拠点としてのハブ機能の復旧であった。 
視点を本稿の主題である沖縄県に移すと、沖縄県は 49 の有人の島を含む多数の

島々によって構成されており、その南西端は石垣島を中心とする八重山列島であり、

沖縄本島から約 410km の距離にある。逆の東端にあたる大東諸島は、沖縄本島から
約 400km の距離にある。400km という距離は、平常時の急患輸送に見られるよう

に、航空輸送力が死活的に重要となる。このことは、大規模災害、とりわけ災害想

定を超える災害に見舞われた時、沖縄の救援活動の本格化のためには、空港機能の
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復旧が大きなポイントとなることを意味しよう1。実際に沖縄県自身、その防災計画

において、「大規模災害時には県内の空港・港湾等の機能が停止し、受援が遅れるお

それがあるほか、各離島への同時応援の困難等も予想される。」2とする認識を示して

いるように、発災時に沖縄県の航空輸送拠点となる那覇空港およびその代替施設の

確保は急務でもある。 
そこで本稿では、沖縄県の受援力の要として、空港機能の復旧を位置付ける。そ

の上で、受援力の強化とそれによる対応のあり様とを、東日本大震災以降の防災の

取り組みを踏まえつつ、沖縄の状況を照らし合わせて考えてみたい。具体的には、

東日本大震災時の自治体の対応における課題と教訓、言い換えれば「現代の日本の

自治体が置かれた環境と、それに伴う緊急事態対処（災害対応）における教訓」と

を踏まえて、離島という点に代表される沖縄の地域特性や、21 世紀ビジョン3で示さ

れた沖縄自身の規定する将来像を考慮して沖縄県の課題を再整理する。 
また、東日本大震災以降の防災能力の向上の議論では、従来からの大きな潮流で

あった脆弱性を踏まえた被害の極小化という取り組み4だけではなく、被災を受け止

めて受け流す力の養成という対応力の強化の必要性が共有され、その中でレジリエ

ンスという概念が急速に注目を集めることとなってきた。これは、想定を超える被

害の発生があり得ることを前提に、例え想定を超えた被害を被っても、人々が団結、

協力して災害に立ち向かう強靭性に注目するものである。こうしたアプローチは、

次章でみるように現在の防災能力向上に向けた様々な議論において、ある種のトレ

ンドともなっており、2015 年以降の防災の潮流の根幹をなすと思われる。 
以上を踏まえて本稿では、大規模災害に備えて沖縄県が受援力を強化するために、

いかなる取り組みが求められるのかという問いかけを出発点として、島外からの支

援を沖縄の人々の災害に対する強靭さの養成に寄与させるためのアイデアを、レジ

リエンス向上の観点から検討していく。 

 

                                            
1 この点、特に津波災害に際しては在沖米軍の嘉手納・普天間両飛行場が鍵を握るとし
て、最重要ハード・インフラが、米軍の管理下にあるとする沖縄県の置かれた特性が

指摘されている。上杉勇司「沖縄県の大災害に対する『減災八策』―応援力と受援力

をつなぐ調整力―」『国際安全保障』第 41 巻第 2 号、64-80 頁。  
2 これに続けて、「このため、本土から本県への応援や、本島から県内各離島等への応援
が到着するまでの間を自力でのりきれる防災資源やネットワークを充実・強化し、市

町村の防災体制・対策の充実・強化を図る。」ことが、基本方針として示されている。

沖縄県防災会議編「基本編  第 2 章  基本方針	 第 3 節  本県の特殊性等を考慮した重要
事項」沖縄県『沖縄県地域防災計画（平成 25 年 3 月修正）』、2013年 3月、基本-26頁。 

3 沖縄県『沖縄 2 1世紀ビジョン～みんなで創るみんなの美ら島未来のおきなわ～』、2010
年 3 月。  

4 災害の想定と、それを踏まえた防災計画の策定はこうしたアプローチのアウトプット
と言える。周知のとおり、こうした対策は大きな効果を挙げてきた。  
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２.	 	 東日本大震災の教訓とレジリエンス	 

２－１	 	 東日本大震災で露わになった災害に立ち向かう人々の強靭性とそのインパクト	 

東日本大震災の発災時、その被災状況はトップ記事の扱いで世界各国に報道され、

被災地と東京をはじめとする日本の状況が、おおよそ 1 ヶ月近く、リアルタイムで
世界に伝えられた5。近年、国際社会の中で日本がこれほど注目を集めた機会は、お

そらく他に例がないだろう6。 
巨大な津波に町が呑みこまれる衝撃的な映像に続いて世界に届いたのは、甚大な

被害を被った被災地で、人々が略奪や暴動を起こす訳でもなく、団結して現実を乗

り越えようとしている姿でもあった。同時に、福島第一原子力発電所の事故に立ち

向かう様子や、地震とその際の停電に伴って首都圏で大量発生した帰宅困難者が、

公共交通機関が中々到着しない中、長時間に渡って規律を維持して列をなす姿や、

その後の計画停電と節電に協力する人々の姿も大きく報道された。 
こうした東日本大震災における被災者の姿を 1 つのきっかけに、防災における重

要な視点として注目されるようになったのが、「巨大な被害の中でも被災者が協力し

て立ち向かう強靭性」であり、レジリエンスの概念である。防災におけるレジリエ

ンスという概念は、東日本大震災前から存在しており、一定の注目を集めてもいる。

また、レジリエンスという用語ではなくとも、災害対策や復興を巡って対立しがち

な自治体と市民の関係を踏まえて、自主防災組織の活動支援等の市民をベースにし

た取り組みは、とりわけ阪神大震災以降、継続的に進められてきた取り組みでもあ

る。しかしながら東日本大震災を経た現在では、レジリエンスという言葉は防災に

おける 1 つの概念というよりも、それそのものが一種の流行りと言える状況となっ
ている。防災においてレジリエンスを強化していく必要性は、既に広くコンセンサ

スとなっており、例えば日本学術会議は 2014 年 9 月に「災害に対するレジリエンス
の向上に向けて」と題する提言書を公表している。同提言書ではレジリエンスを、「想

定を超える極端現象に遭遇してもできるだけ平常の営みを損なわない、また被害が

避けられない場合でもそれを極力抑え、被害を乗り越え復活する力」と定義してい

る。日本国内では後述するように、レジリエンスに焦点を当てた出版が相次いでも

いる。 

                                            
5 福島第一原子力発電所の状況の扱いが大きかったことは指摘するまでもない。  
6 著者の知る限り、2015 年初頭に注目を集めた日本人 2 名が ISIL に誘拐、殺害される
こととなった事件を除けば、近年、日本のニュースが連日大々的に報道されたものと

して比肩し得るものは見当たらない。  
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2015 年 3 月には、東北で第 3 回国連防災世界会議7が開催される。同会議では東

日本大震災の被災経験を踏まえて、防災や復興に関する取り組みの教訓を国内外に

発信・共有し、世界の防災の取り組みに貢献することがその目標に掲げられており、

ここでもレジリエンスは全面に打ち出されている。むしろ同会議を特徴づけている

キーコンセプトがレジリエンスであると言って良い。例えば同会議の公式広報映像8

では、「私たちはリスクのある世界に生きている。私たちはこの世界をよりレジリエ

ントな場にできる。レジリエントな世界は、災害に立ち向かうより安全な世界であ

る。」と呼びかけ、レジリエンスの強化の必要性とその意義を強調しているのである。

国連防災世界会議は、今後 10 年程度の国際的な防災の取り組みの指針を議論する場
であり、そこで議論され、定められた枠組みは、2015 年以降の防災活動を規定して
いくことになる。言い換えれば、今後当分の間は、レジリエンスを主たる基盤に、

国際的な防災の取り組みは展開していくことになると思われる9。 
これらの防災におけるレジリエンスの議論は、沖縄の防災を考える際に有益な視

点をもたらすものであろう。なぜならそれは、援助供与側の主導するものであり、

支援者である災害対応の専門組織・専門家が、支援者としてどのように災害対応に

取り組めば、レジリエンスすなわち被災地の人々の強靭さを強化していくことがで

きるのか、という点に検討の焦点が置かれているという側面を持つ。言い換えれば、

島外から受け入れる支援について、「どのように受け入れることが、自らの守るべき

対象である沖縄の人々の安全に寄与させられるのか」という、沖縄県が県として検

討を要請されている公助のあり様の状況に、親和性を持つということである。 
 

２－２	 	 レジリエンスと、その沖縄への視座	 

ここまでレジリエンスとは何かを明確に述べずにその盛り上がりについて話を進

めてきた。ここで一旦、レジリエンスという概念を振り返っておきたい。レジリエ

ンスの定義は明確には定まっていないものの、前述の日本学術会議の定義にもみら

れるように、その特性には、想定を超える被害の発生を踏まえて、そうした場合に

も強靭な抵抗力を示して乗り越える力という側面が存在する。その際には、対象と

なる社会システムが根幹から破壊されない範囲でという条件が重要となるが、リス

                                            
7 同会議では、2005 年から 2015 年の 10 年間、国際社会における防災活動の基本指針と
なってきた「兵庫行動枠組 2005-2015：災害に強い国・コミュニティの構築」を改訂
し、次の基本指針を定めることになる。詳細は以下の国連世界防災会議ウェブサイト

参照。UN World Conference Disaster Risk Reduction website
（http://www.wcdrr.org/	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  

8 Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction, 14-18 March 2015 in 
Sendai, Japan.（https://www.youtube.com/embed/eRK5QES0eig?autoplay=1&rel=0	 
最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  

9 2015 年中旬開催のため、本稿執筆時点（2015 年 3 上旬）では未開催である。  
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クの発生を抑え込むのではなく、被害を前提に、その衝撃を受け流すという点に特

徴がある。こうした特性を端的に表わすのが、レジリエンス研究の世界的拠点とし

て知られるストックホルム・レジリエンス・センターによる、「システムが根本的に

破壊される閾値を振り切らない範囲の中で、継続的に変化・適応していく能力であ

る」とするレジリエンス概念である10。また心理学の分野では、「心の復元力」といっ

たように、困難に遭遇しても成長する力、一般的に言うところの「折れない心」11と

いった形で定義されてきた。こうした回復力や継続性といった側面は、レジリエン

ス概念にとって本質的な要素である。 
同時に防災を巡るレジリエンスにおいては、「リーダーシップや土地への思い入れ

など定量化しづらい要素が、むしろ決定的な役割を果たす」12特性も指摘されてきた。

数値化と、その数値を踏まえた対策を立てられない領域である「想定外」に備える

には、そもそも数値化を前提とするアプローチは適さないとも言え、そうした非数

値的要素をどのように促進・強化し、防災力の向上につなげるかがポイントとなる。

一般論としても、自身の生活を取り戻すために、被災した人々自身が主体的に取り

組むことは、地域の復興に不可欠であることは指摘するまでもない。ただし、被災

した人々が生活を再建していくことは、復旧すなわち元の状態に戻すこと（ないし

それを目指すこと）を必ずしも意味しない。「レジリエントなシステムには戻るべき

ベースラインが存在しないことも珍しくない―絶えず変化する環境に合わせて流動

的に自らの姿を変えつつ、目的を達成する」13という点が、レジリエンスの特徴とし

て強調されているように、柔軟性もまた、レジリエンスの根幹を為す特徴である。

言い換えれば、柔軟に対応を作り上げて行く過程で醸成されていくものが、結果と

してレジリエントなシステムとなるという理解ということになる。 
これらの「住民が主体的に参加すること」、「数値に著しにくい要素を積極的に評

価すること」、「必ずしも復旧を目指すものではない」といったレジリエンスの構成

                                            
10 Resilience is the capacity of a system to continually change and adapt yet remain 

within critical thresholds.
（http://www.stockholmresilience.org/21/research/what-is-resilience.html	 最終
閲覧：2015 年 3 月 27 日）  

11 例えば NHK は、2014 年 4 月 17 日にクローズアップ現代で「"折れない心"の育て方
～「レジリエンス」を知っていますか？～」と題して、こうしたレジリエンスを取り

上げている。番組の詳細は以下を参照。

（http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail02_3486_all.html	 最終閲覧：2015 年
3 月 27 日）  

12 香坂玲「レジリアンスとは―生態学から社会経済分野へ」香坂玲編『地域のレジリア
ンス―大規模災害の記憶に学ぶ―』清水弘文堂書房、2012 年。  

13 アンドリュー・ゾッリ、アン・マリー・ヒーリー著、須川綾子訳『レジリエンス	 復
活力―あらゆるシステムの破綻と回復を分けるものは何か―』ダイヤモンド社、2013
年、19 頁。  
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要素と、そうした特徴を伴いつつ進められるプロセス自体の意義を強調するレジリ

エンスの特性とは、特に沖縄県での受援力の要となる航空輸送ネットワークの復旧、

強化を考える時、非常に重要になると思われる。なぜなら、死活的に重要な航空輸

送ネットワークの強靭性を確保し、被災時にも円滑な対応が可能なように空港機能

の拡充を高めると言った時、それは好むと好まざるとに係らず、日本にとって重大

な内政・外交課題である14と同時に沖縄県の人々の安全保障問題である基地の問題に

おける沖縄の人々の関わり方に注目することになるためである。 
改めて指摘するまでもなく、沖縄県は 21 世紀ビジョンの中で、克服すべき沖縄の

固有課題の第一として「基地問題」を位置付けた上で、明確に「返還後」を念頭に

置いた沖縄像を描いている。現状の基地の状況については本稿の範囲を超えるもの

であるが、少なくともレジリエンスの観点からは、そもそも現状の復旧を目指すこ

とはレジリエンスの重要な構成要素となる沖縄の人々の信頼とそれに基づく協力を

得られる蓋然性が低いと指摘せざるを得ない15。またレジリエンスとは、衝撃を受け

流し、生き延びることを確保することが射程にあるが、「恩恵はそれだけにとどまら

ない」16ものであり、予想される災害に対してハード的な対応で防災能力を高めるこ

とを志向したアプローチではなく、レジリエンス概念を用いて防災分野を分析する

意味は、そうした着意にこそあると言えよう。 
すなわち本稿における沖縄県のレジリエンスとは、受援力の強化のために人々が

主体的に参画し、そうしたプロセスを通じて高められていくものであり、実際にそ

れが形成されることで、場合によっては必ずしも現状並みの復旧ではなく、沖縄の

人々の思い描く沖縄の姿に近づくものとなる。それでは、そうしたレジリエンスの

確保のために、沖縄県は、いかなる対処が要請されるのであろうか。同時に、そう

した検討において重要となる制約条件、課題とはいかなるものであり、レジリエン

スはそうした課題解決の観点から何らかの効用を持つものなのであろうか。こうし

た疑問に立って次節以下ではさらに検討を進める。 
 
 
 

                                            
14 この点について、佐道は「一つの地域の問題で首相が辞任に追い込まれる。そのよう
な地域は沖縄以外に考えられるだろうか」と述べ、沖縄・基地問題の日本政府にとっ

ての重大なテーマであることを指摘する。佐道明広『沖縄現代政治史：「自立」をめ

ぐる攻防』吉田書店、2014 年。  
15 結果的に、レジリエンスが発揮された結果として、沖縄の人々が現状への復帰を望む
のであれば、それは結果としては復旧になると思われるが、いずれにしてもレジリエ

ンスを前提に考えるとき、原状復帰は目指すべき目標とは成り得ない。  
16 ゾッリ『レジリエンス』23 頁。  
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３.	 	 大規模災害の被災地としての沖縄	 

３－１	 	 現代の自治体を取り巻く災害対処の構造的困難	 

まず、東日本大震災で露わとなった、現代の日本の自治体が置かれるそもそもの

脆弱性や課題について簡単に整理しておきたい。 
一般的に、災害発生による緊急対応時には、平常時よりも業務が増え、また対応

に従事する職員自身が被災者ともなり、さらに膨大な情報が錯綜する。このため、「手

が回らない」という状況を呈し、最終的には不眠不休で活動に取り組む職員の頑張

りといった、マンパワー勝負とならざるを得ない側面を持つ。マンパワー頼みとな

らざるを得ない現実の一方で、厳しい財政事情や平成の大合併以降の市町村統合と

いう流れもあって、近年、自治体は職員の数を全体として逓減させてきている。地

方自治体の総職員数は、2014 年度において、1994 年時点と比してマイナス 16%と
なっている17。 
こうした自治体の職員数の減少にも関わらず、従来通りかそれ以上の業務を継続

して来られた（或いは現場の感覚としては職員が減少しても何とか業務を回せてき

た）のは、様々な業務効率化施策によるものである。総務省が「電子自治体の取組

みを加速するための 10 の指針」の中で「地方公共団体の財政状況は依然として厳し
く、人材も限られる中、一層効率的な行政運営が必要とされている。電子自治体の

取組みは、行政の効率化や経費の削減が期待され、行政改革の中でも重要な位置を

占めると考えられる。」18とする認識を示すように、自治体の業務効率化を実現して

きたのは ICT の活用であったと言って良い。 
一方、東日本大震災時には、被災による停電や冠水により情報インフラが使用不

可になったことが知られている。そもそもの業務遂行のためのシステムが使用不可

となると同時に、少数の職員による運用が慢性化してきているため、個々の職員に

業務が委ねられ、他に業務に習熟した要員もおらず、一部職員が被災により出勤が

困難となったり、災害により負傷・死亡等で欠員が生じたことで、円滑な業務継続

が困難となった19。全体として露呈したのが、効率化により人員に余裕がなく、代替

                                            
17 総務省作成「平成 26 年地方公共団体定員管理調査結果のポイント」  
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000328098.pdf	 最終閲覧：2015 年 3 月
27 日）また、同調査の詳細は以下を参照。
（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/teiin/index.html	 
最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  

18 総務省  自治行政局  地域情報政策室『電子自治体の取組みを加速するための 10 の指
針』2014 年 3 月、3 頁。<http://www.soumu.go.jp/main_content/000281450.pdf> 

19 室崎益輝、幸田雅治編『市町村合併による防災力空洞化―東日本大震災で露呈した弊

害―』ミネルヴァ書房、2013 年。  
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要員というバックアップ機能を喪失させてきたことの弊害20であり、そうした効率化

の基盤となってきた ICT という不可欠なインフラの災害時の脆弱性であった。 
これらの現代の自治体を取り巻く構造的な課題が指摘されてきた一方で、東日本

大震災対応における自治体、とりわけ県の対応については、それらとは別に厳しい

批判が寄せられている。例えば河田（2013 年）は、「復興まちづくりが遅れている
のは、被災県が復興基金を作らず、すべての事業を国費による復興特別交付金で支

弁しようとしたところにも大きな問題がある。しかし、被災三県ともその認識がき

わめて低いと言わざるを得ない」21と、復興の遅れについて財源不足を訴え続ける被

災県に対して、「当事者意識の無さ」を手厳しく批判する。また河田は、東日本大震

災を遡る岩手・宮城内陸地震や能登半島地震といった近年の災害においても、「要は、

初動から県の出番がないのである」22と述べ、そもそも県が、被災市町村と連携して

災害対応に取り組む能力と準備を欠いていることを批判する。東日本大震災でも、

壊滅的被害を被った基礎自治体をまずは支援することが求められる県と、市町村と

の垂直連携は十分に機能しなかったとされる23。なお、こうした課題は、阪神大震災

において露呈した当時の災害救助法に基づく「県が市町村を指揮監督する建前」24の

限界と弊害を踏まえて、「市町村優先・現地総合性・行政効率性の基本原則」25をベー

スに、市町村に権限委譲を進めてきたことの裏返しでもあると思われる。 
以上の教訓を簡潔にまとめるならば、以下のようになろう。第一に、絶対的な対

処要員不足、第二に効率化（ICT 化）の弊害、第三に県の対応力の欠如、である。
これらへの対応は、主体的に対応にあたる要員の確保を課題とすることとなる。と

りわけ住民の直接支援を担う市町村を取りまとめ、或いは支援する立場にある県に

は、そうした活動を担う市町村の住民支援を可能とするための措置が要請されるこ

とになる。 
 
 
 

                                            
20 例えば総務省が普及を進めている災害情報を住民に流す「公共情報コモンズ」システ
ムについても、入力にマンパワーが必須であり、様々な施策も人員に余裕が無くては

困難であることが指摘されている。河村和徳『東日本大震災と地方自治―復旧・復興

における人々の意識と行政の課題―』ぎょうせい、2014 年 4 月、208 頁。  
21 河田惠昭「東日本大震災における市町村再編災害」室崎益輝、幸田雅治編『市町村合併に
よる防災力空洞化―東日本大震災で露呈した弊害―』ミネルヴァ書房、2013年、15頁。 

22 同上、11 頁。  
23 室崎益輝「防災の原点としての自治と連携」室崎益輝、幸田雅治編『市町村合併によ
る防災力空洞化―東日本大震災で露呈した弊害―』ミネルヴァ書房、2013年、161頁。 

24 高寄昇三『阪神大震災と自治体の対応』学陽書房、1996 年、53 頁。  
25 同上、64 頁。  



 
第 2章	 沖縄の防災におけるレジリエンスと公助 

29 

３－２	 	 沖縄の持つ脆弱性とレジリエンス向上のために求められる措置	 

沖縄県は島嶼によって構成されており、それゆえに大規模災害の被災時には、基

本的に職員も全員、被災者になるという脆弱性を持つ26。島であるという特性は同時

に、県外からの応援、外部の支援を受け入れることを困難とする27。冒頭で述べたよ

うに、沖縄県の受援力の要となるのは空港機能の復旧であり、中でも那覇空港の冠

水も想定される津波・高潮等を想定したときには、嘉手納・普天間という 2 ヶ所の
米軍の運用する飛行場が鍵となる28。同時に沖縄単独での対処の困難性から、外部の

支援を被災者支援に円滑に結びつける能力（受援力）を高める必要性が言われ、そ

のために「応援力と受援力をつなぐ調整力が重要」29という指摘もなされてきた。本

稿の文脈に照らせば、沖縄県自身の公助能力を強化するためには、そのための外部

支援を受け入れる準備として、空港機能の復旧を中核に、外部からの支援を被災者

支援に繋げるための具体的な調整機能が必要であるという指摘である。 
前項で整理した課題の一、沖縄県自身の絶対的な対処要員の不足を振り返っても、

また東日本大震災に限らず近年の大規模災害では、広域的な、或いは国境を越えた

支援が集まる（好ましい）傾向を踏まえても、こうした指摘は説得力を持つだろう。

実際に、東日本大震災の際には、世界各地から緊急支援チームが迅速に現地に入り30、

また多くの支援物資が海外から被災地に送り届けられた31。さらに、ボランティアの

活動や、企業による支援活動も、近年の大規模災害では活発に行われる。このため、

防災ボランティアの活動支援・促進を進めてきた内閣府は、「地域の『受援力(じゅえ
んりょく)』を高めるために」と題して、防災ボランティアの受け入れ能力向上のた
めのパンフレットを作成している32。 
こうした受援力の確保の取り組みに当たっては、平時より応援側との調整がなさ

れることが望ましいことは指摘するまでもない。しかしながら、上掲の東日本大震

災時の諸外国の支援一覧にもあるように、多岐に渡る個々の組織・国との間で事前

                                            
26 他の都道府県の場合、職員は必ずしも当該自治体の居住者ではないケースも多い。  
27 上杉「減災八策」、66 頁。  
28 上杉「減災八策」、64-80 頁。  
29 同上、74 頁。  
30 外務省作成「諸外国・地域・国際機関からの救助チーム等活動場所（平成 24 年 1 月

30 日現在）」（http://www.mofa.go.jp/mofaj/saigai/pdfs/katudouitizu.pdf	 最終閲
覧：2015 年 3 月 27 日）同「諸外国・地域・国際機関からの救助チーム等受入れ日程
一覧（平成 24 年 1 月 30 日現在）」
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/saigai/pdfs/ukeirenittei.pdf	 最終閲覧：2015 年 3
月 27 日）  

31 外務省作成「諸外国等からの物資支援・寄付金（実績一覧表）（平成 24 年 12 月 28 日
現在）」（http://www.mofa.go.jp/mofaj/saigai/pdfs/bussisien.pdf	 最終閲覧：2015 年
3 月 27 日）  

32 『受援力』を高めるために  - 防災ボランティアのページ
（http://www.bousai-vol.go.jp/juenryoku/juenryoku.pdf	 最終閲覧：2015年3月27日） 
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に調整を行い、また協力協定等を締結することは現実的ではない。事前調整と同様

に求められるのは多様な主体・個人が応援に入り、被災した各地域に展開すること

を前提に、それを可能にするための準備であろう。前述の上杉は、こうした受援に

おける現状の課題を「ソフト・インフラに関する課題」として、受け入れの際の調

整メカニズムの不在と、2 つの空港を含めて死活的に重要な役割を担うことになる在
沖米軍との調整を期待されている自衛隊の調整能力の不足（マンパワー・語学等の

能力の不足）を課題として挙げている。 
これは発災時に支援主体との連絡調整が確実に行える体制として受け入れの連絡

や情報発信の窓口、また活動の拠点を整備しておくことを示唆しよう。指摘するま

でもなく、こうしたアイデアはこれまでにも提言がなされてきており、例えば地域

安全政策課自身、「平素から防災に特化した広域防災拠点の整備の必要性」33を、研

究報告としてまとめている。具体的な取り組みとして求められるものを挙げてみれ

ば、例えば米軍や諸外国からの救助チームの通訳を担い、また災害救援に来援する

NPO/NGO や防災ボランティアに帯同して被災地への誘導・案内等を担い得る現地

の状況に詳しい人々の確保が求められよう。さらに、物資の集積拠点の設置場所の

確保や、それを運用する専門家・ボランティアの確保も必要となるだろう。大量に

到来する支援物資の仕分けを支援し、沖縄本島内の各地域、また離島地域への配送

を管理するセンターの準備である。このためには、フォークリフト等の最低限必要

となる資機材とともに、ロジスティクスシステムの事前準備、ボランティアの受け

入れと、そうしたボランティアを管理するためのシステムも必要となるだろう。繰

り返しになるが、これらの取り組みは、沖縄県の職員のみで対応できるものではな

く、住民の主体的参加が不可欠であり、例えば社会福祉協議会を中核とした住民参

加による準備が不可欠なものとして期待されることとなる。これらは、県外からの

ボランティアに委ねる部分もあると思われるが、沖縄の事情に詳しい沖縄県の人々

の協力を必要とするものも多い34。いずれにしても、そこにおいては県民の主体的な

参加を促し、また積極的に参加してもらえる仕組みを整えることが求められよう。 
前述の河田が、「東日本大震災で起こった被災自治体の災害対応上の数々の問題が

少しでも緩和されないと、結局そのしわ寄せは被災者に集中することになることを

忘れてはならない」と警告するように、現状の課題を緩和し、沖縄県の災害対応能

力の向上とは、被災時の県民や沖縄県に居留する人々を守るということに他ならな

                                            
33 中林啓修「沖縄県の危機管理―地域協力を展望しながら―」『アジア太平洋地域の中
の沖縄（地域安全政策調査研究報告）』2014 年 3 月、102-111 頁。  

34 例えば、東日本大震災の被災地支援においても外部の支援者の役割は大きかったものの、
方言の理解の困難さを含めて、外部からの支援者がすぐに現地職員の代替が出来るわけ

ではない。山田薫夫「岩手県陸前高田市に派遣されて―名古屋市職員の 43日間」香坂
玲編『地域のレジリアンス―大規模災害の記憶に学ぶ―』清水弘文堂書房、2012年。 
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い。同時に、これまでも指摘されてきたように、米軍基地や自衛隊の特に航空輸送

能力は必要不可欠な公助の能力でもあり、本稿でも同様の立場に立ち、基地をはじ

めとする自衛隊や米軍の能力の活用を射程に入れて受援力確保における公助を考え

てきた。この観点からは、「国家の安全保障と人間の安全保障のジレンマの典型」と

もされる基地問題に焦点を当てて考えておく必要があるだろう。次章では、2 つの安
全保障を架橋してジレンマを克服する概念として位置付けられてきた地域安全保障

の観点から、この問題を検討しておきたい。 
 
 

４.	 沖縄の地域安全政策から考えるレジリエンス	 

沖縄県では 2012 年 4 月に地域安全政策課が設置されている。同課の所掌業務は、
以下の通りであり、具体的な業務としては危機管理、総合的な安全保障に関する調

査研究ならびに調整等を行うものだが、その対象とする課題の中核は基地問題であ

り、地域安全保障の中心課題とは基地問題に他ならない35。 
 
沖縄県行政組織規則36	  
追加〔平成 24 年規則８号〕、一部改正〔平成 25 年規則 27 号・26 年 9 号〕 
第 13 条の 6	 地域安全政策課の所掌事務は、次のとおりとする。 
(１ )	 県の区域内に所在する基地による影響その他の基地問題に係る情報

の収集に関すること。 
(２)	 基地問題に係る国際関係に関する調査研究及び分析評価に関すること。 
(３ )	 普天間飛行場の移設及び返還に係る諸問題の調査研究及び連絡調整

に関すること。 
(４ )	 那覇港湾施設の移設及び返還に係る諸問題の調査研究及び連絡調整

に関すること。 
(５)	 基地問題に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

                                            
35 例えば地域安全政策課ウェブサイトでは、同課について「沖縄県では復帰 40 年を迎
える現在もなお、依然として我が国の在日米軍専用施設の約 74％が集中し、県民は過
重な負担を背負い続けています。沖縄の基地問題は、我が国の安全保障のあり方の中

で日本国民が等しく考えるべき課題です。こうした状況を踏まえ、本県では独自に基

地問題や国際情勢、日米地位協定等を調査・分析して県の基地政策を確立し、また我

が国の防衛政策、米軍の世界再配置検討の状況、普天間飛行場の県外移設などについ

て研究を行うため、平成 24 年 4 月に地域安全政策課を設置しました。」としている。
（http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/chian/	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  

36 沖縄県行政組織規則

（http://www.pref.okinawa.jp/reiki/34990210001800000000/349902100018000000
00/34990210001800000000.html	 最終閲覧：2015 年 3 月 27 日）  
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(６)	 危機管理に関する調査研究及び分析評価に関すること。 
(７)	 前各号に掲げるもののほか、地域における総合的な安全保障に関する

こと（他部他課の所掌に属するものを除く。）。 
 
以上が地域安全政策課の所掌であり、基地問題が中核であることがここにおいて

も示されるものの、地域安全保障という概念は明確に定義付けられてはいない。一

方で、同課研究報告に拠れば、「地域安全保障とは、国家安全保障と『人間の安全保

障』が併存している状況を所与とし、この 2 つの概念の間に重層的に確立されるこ
とで、国家安全保障と『人間の安全保障』との相互補完を具現化する概念」37とされ

ている。同時にその前提として、「国家の下位に位置する自治体が、その地域的な独

自性を生かしながら、国家の安全に貢献し、そこに生活する人々の安心・安全を確

保するための取り組み全体を指している。」38とされている。簡潔に言えば沖縄県の

地域安全保障とは、「本来、日本の安全を守るために置かれている米軍基地が、多く

の事件や事故によって人々の生活を脅かしている」39現状を踏まえて、その両立を可

能とすべく、沖縄県の地域独自性を活かして 2 つの安全保障をつなぐ概念40と言えよ

う。もっとも同研究報告が述べるように、地域安全保障の概念は、「個々の政策の目

標を、地域の安全というより大きな成果・目標につなげていくための概念装置」41で

あり、具体的な施策における議論が十分になされているとは言い難い。そこで以下

では、沖縄県における受援力の向上に向けた公助について、沖縄の地域安全政策、

つまり国家の安全保障と人間の安全保障の両立の観点から考えておきたい。 
ここまで述べてきたように、死活的に重要となる空港機能の強化を図るため、被

災時の基地の活用とその強化施策が求められる。この際に、具体的施策の方向性と

してはいくつか考えられよう。分かり易いのはハード面の強化であり、災害想定を

超える規模の地震や津波、台風等が来ても耐えうる設計、例えば耐震機能・免震機

能を備えて、想定以上の高潮や津波にも耐えうる施設の建設を意味する。しかし、

これを上からの一方的な基地の拡充や強化といった形で対応してしまっては、それ

がいかに発災時に沖縄の人々を守る機能のためであったとしても、容易に想像がつ

く様に反発は避けられない。そもそも沖縄自身が「沖縄 21 世紀ビジョン」の中で示
される基地返還後を描く沖縄の将来像とも相容れないものとなるだろう。また、前

                                            
37 中林啓修「沖縄から見た地域安全保障のあり方（試論）」沖縄県知事公室地域安全政
策課調査・研究班編『変化する日米同盟と沖縄の役割～アジア時代の到来と沖縄～』、

2013 年 3 月、134 頁。  
38 同上、124 頁。  
39 佐道『沖縄近現代史』、186 頁。  
40 同上、135 頁、図表 3：沖縄県地域安全保障と国家安全保障及び「人間の安全保障」  
41 同上、140 頁。  
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述のように被災者でもある沖縄県の人々自身のマンパワーが無くては、どれほどイ

ンフラを強固にしても発災後の対応は困難でもあり、沖縄の人々の望むものとは異

なる施策ではそうした人々の参画は期待できない。もちろん、人々の動員を、例え

ば法律や政令で定めておくことは、仮に可能であったとしても現実的ではない42。し

たがって必要となるのは、沖縄の人々が自発的に参加し、沖縄県や自衛隊、米軍等

と協力した対応を作り上げて行くことであり、そのための取り組みが望まれること

になる。これは、ここまで検討してきた人々の自発的参加を前提とするレジリエン

スの特徴と類似するものとなる。地域安全保障の文脈から言い換えるなら、レジリ

エンスの観点から地域安全保障を考えるとき、それは国家の安全保障と人間の安全

保障をつなぐ概念であると同時に、つなぐこと自体を目的とするのではなく、つな

ぐことを念頭に置きつつ、発災時の沖縄の対応能力の確保に向けた取り組みを、沖

縄の人々、各市町村、沖縄県、日本政府や米軍が協力して進めていくプロセスその

ものであり、それによって結果としてレジリエントなシステムが出来上がっていく

ということとなる。言うまでもなく、そのシステムには、現時点で明確に正解・モ

デルとなる形や基準は存在せず、これから作り上げるものとなる。 
こうした観点から具体的な取り組みの内容として 1例を挙げるのであれば、近年、

自衛隊が進める退職自衛官の活用ということも考えられる。自衛隊は、自治体との

交流を深め、また防災計画の検討の際の自衛隊と自治体・住民との繋ぎ役として、

さらにいざ発災時の調整役を担う自治体側担当者として、退職自衛官の自治体での

防災・危機管理担当としての再雇用（例えば、各自治体に所在する危機管理監といっ

たポストを指す）の斡旋に取り組んでいる43。これは公的な役職という形になるが、

そうしたものに限らず、退職自衛官が現役時代に培った専門技能を活かして引退後

に活動することは、特殊な経歴を持った退職自衛官にしかできない分野での自衛隊

OB の活躍として注目を集めてきた。例えば紛争後の国で地雷・不発弾処理や土木技
術支援を担う NGO を、陸上自衛隊出身者が中心に立ち上げていることが知られてい
る44。防災分野でも、自衛隊 OB が図上・実動演習のプロフェショナル・スキルを活
かして、防災コンサルティング企業を立ち上げて中央省庁や地方自治体の訓練支援

を行っていることも多い。国家の安全保障を具現化した存在である軍人や自衛官と

いっても、一旦退職してしまえば、組織の論理で動く必要もなく、軍歴を持つ個人

であり、その中には、沖縄のために自衛隊で専門技能を磨いてきたような人材も存

                                            
42 河村「東日本大震災と地方自治」、19-20 頁  
43 こうした取り組みは、定年が比較的早い自衛官の再就職支援という側面がある。  
44 認定特定 NPO 法人日本地雷処理を支援する会（JMAS）、NPO 法人日本地雷処理・
復興支援センター（JDRAC）の 2 つがある。  
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在する45。様々な技能を持つ退役自衛官の協力を得ることは、自衛隊や米軍との橋渡

しを担いうる稀有な人材確保のアイデアとして、有望であろう。 
いずれにしても、沖縄の人々が主体的に参加して取り組みを進め、自らも被災者

となる発災時に、国家の安全保障を具現化した存在であり、沖縄の人々の人間の安

全保障と対立する象徴としてある軍事基地や軍隊とも協力して、対応することを可

能とするシステムを作り上げる様々なアイデアが必要となるだろう。その際に重要

なポイントとなるのは、沖縄自身の描く 21 世紀の沖縄の自画像を踏まえ、それを共
有した上で協力して発災時の対応能力の向上に取り組むことになるだろう。ありて

いに言えば基地を固定化するのではなく、むしろ基地の返還後を見据え、仮に返還

が実現した際にも対応能力が低下しないようにする措置が求められる。 
 
 

５.	 むすびにかえて：沖縄の「公助」体制整備を通じたレジリエンス向上に向けて	 

本稿では、大規模災害に備えて沖縄の受援力の強化のために求められる死活的に

重要な取り組みとして空港機能の強化の必要性を最初に指摘した。これを出発点と

し、最近の防災の取り組みにおけるトレンドであるレジリエンスという概念を手掛

かりに、そのあり様の検討を行ってきた。同時にこの中で触れざるを得ない問題と

して基地問題を位置付け、沖縄の地域安全保障の観点から考察してきた。 
この過程で、沖縄の人々自身が主体的に係る形で築き上げていくプロセスこそが

レジリエントなシステムを構築することを指摘した。これにより、国家の安全保障

上の目的を確保するために沖縄の人々の安全を確保する要請に置かれている日本政

府と、人々の安全を確保していくことを責務とする沖縄県とが、沖縄の人々自身の

主体的取り組みを支援し、促進することが、受援力の向上に向けた公助の方針であ

ることを示し、そうした取り組みがレジリエントなシステム構築には必須であるこ

とを示してきた。同時にこの連携プロセスが、国家の安全保障と人間の安全保障を

つなぐ概念である沖縄の地域安全保障の本質的なものとなることを明らかにした。 
具体的なあり様や、構築されるシステムは、一連のプロセスの中で生み出されて

いくものであるが、その前提には、沖縄の人々自身が思い描く未来の沖縄像に近づ

けることについて関係者による共有が必須となる。 

                                            
45 著者はかつて、紛争を経て復興に向かう東ティモールにて、現地で不発弾処理教育に
取り組んでいた JDRAC の退職自衛官の活動を視察する機会を得た。教官を務める沖
縄出身の元自衛官の 1 人が、自衛隊に入った動機として沖縄の米軍射撃場返還後、不
発弾処理を担う人材が沖縄に必要だと思ったからだと述べ、またそのために身に付け

てきた専門技能を持って、紛争後の東ティモールという決して良いとは言えない環境

下で、教育に取り組まれていた。なお、この教育訓練により、現在の東ティモール警

察内には不発弾処理部隊が編成されるに至っている。  
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21 世紀に求められる人権尊重と共生の精神を基に、 
“時代を切り拓き､世界と交流し､ともに支え合う平和で 
豊かな「美ら島」おきなわ”を創造する。 
 

したがって本稿内でみてきたように、21 世紀ビジョンにおいて示されたこの沖縄
の将来像を示す基本理念は、大規模災害時の公助のあり様を検討するに際しても、

基本とすべき理念であろう。すなわち、この理念の実現に資する形で受援力の確保

に向けた公助のあり方を考えなければならないということである。災害時の県民の

安全の確保は、沖縄県にとって最も基本となる災害対応の原則であると同時に、日

本国民である沖縄県民の安全確保は、日本政府にとっても同様に、また政府の正当

性を確保するためにも、死活的に重要である。沖縄県の人々が、主体的にレジリエ

ントな沖縄を作り上げることで構築されていく地域安全保障の様態は、日本にとっ

て死活的に重要な国益となると思われる。 
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第３章	 

	 

沖縄における津波災害文化の継承に関する研究	 

~災害伝承を中心として~	 

 
東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究センター 特任助教 

定池	 祐季 

 
１．研究の背景と目的	 

沖縄県は日本有数の台風の常襲地であり、人々の生活の中に、台風への「備え」

や「対策」が浸透している。たとえば、住宅はレンガや鉄筋コンクリート造にする、

瓦は漆喰で止める、住宅の周囲を片付ける、台風が接近・上陸しているときには不

要不急の外出を控えるといった点があげられる。また、上江洲（2013）は茅葺きか
ら鉄筋コンクリート造へと住まいが変化していく過程に加え、暴風（台風）に関す

る予知の伝承についても取り上げている。このような、繰り返す災害経験から蓄積

された教訓や知恵は、「災害文化」と呼ばれる。 
「災害文化」は、Moore（1964）がハリケーンの常襲地を例に disaster culture

として提唱した概念である。繰り返す経験の中から形成され継承されている、事前

の対策から事後の対応に至るまでの災害対応策を指している。沖縄県については上

記のような、ローカル・ナリッジとしての「台風災害文化」が形成・継承されてい

ることが期待できる。 
一方で、現代の沖縄において非常襲性を持つ災害の一つが、津波である。1960 年

のチリ地震津波では、沖縄本島の西海岸・東海岸共に所により 4m 以上の津波が来襲
し、羽地村（現在の名護市）真喜屋で 3 名の犠牲者があった。この災害以前に大規
模に被害を及ぼした津波として記録されているのは、1771 年に発生した大津波（八
重山地震津波・宮古八重山津波）である。地震の後に八重山諸島を襲った津波によ

り、石垣島を中心とする大きな被害があり、約 12,000 名が犠牲となったと言われて
いる。 
沖縄県における 1771 年津波以外の津波履歴については諸説あり、津波の常襲性に

ついては今後の研究成果を待って判断されるべき余地が残されている。しかし、現

代の沖縄県においては、一生の間に何度も経験するような常襲性をもっていない。

そのため、前述の台風のように、個人が経験から学び取り、生かし、世代を超えて

継承することは困難である。それにもかかわらず、ひとたび発生すると 1771 年津波
のような甚大な被害を及ぼす可能性のある、低頻度大規模災害となりうるものなの
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である。 
ところで、前述の「災害文化」は災害常襲地において形成されやすく、津波災害

文化については三陸沿岸地域がその代表例である。その一方で、常襲性の低い地域

における大災害については、阪神・淡路大震災の被災地のように「一度きり」の大

災害について、その経験を定位し、継承するための継続的な取り組みがなければ、

災害文化を形成し、継承していくことが困難である。 
そこで本研究では、現時点で常襲性が明らかにされていない一方で、ひとたび起

こると大災害になることが懸念される、沖縄県の津波の災害文化に着目する。その

中でも津波伝承に着目し、沖縄県における災害文化の特徴と、その成立過程、災害

文化継承の背景について考察を加えていく。 
 
 

２．沖縄県における津波伝承	 

２－１	 津波伝承の概要	 

沖縄県における津波伝承に関わる研究は、歴史学、民俗学、人類学、地質学、地

震学といった、多岐にわたる分野で行われている。これらの中で扱われている素材

は、古文書、口承伝承、伝統行事、津波石など様々である。 
本稿では、災害伝承につながる試みについて、①語り継ぎ、②過去の災害に由来

する行事、③モノを通じた伝承に区分をして検討を加える。①語り継ぎは口承伝承

とほぼ同意であり、語り部の存在が不可欠である。②過去の災害に由来する行事は、

追悼行事や記念行事、祈祷などがあげられる。③モノを通じた伝承は、古文書や被

災物、災害遺構やモニュメントによるものである。 
次節からは、上記の 4 つの区分を用いて、沖縄県における災害伝承について検討

を加えることとする。 

 
２－２	 災害語り継ぎ	 

災害の語り継ぎは、文字のない時代は口承のみで行われ、時代の変化に伴って文

字記録などと共に残されるようになったものである。語り継ぎの形式は、出来事と

しての語り、個人の体験談、物語、格言やことわざなど、多種多様である。出来事

としての語りとは、「1771 年にこの地域一帯を大津波が襲い、甚大な被害があった」
というような、客観的な事実を伝えるものである（ただし、事実誤認などにより、

事実とは異なる内容を伝えているものもある）。個人の体験談は、被災体験や災害対

応の経験などを指す。石垣市宮良では、1771年津波の体験が先祖から子孫へと伝わっ
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ており、その言い伝えを元に後述する慰霊祭が開催されている1。また、石垣市登野

城には、1771 年の大津波の際にソテツに髪が引っかかって助かったという言い伝え
が残っており、そのソテツ自身も現存しているという2。 
物語は、史実に基づいた話や創作により、過去の災害を伝えるものである。格言

やことわざの形で伝わっている言い伝えについては、一般化できない、地域固有の

内容も含まれている。加えて、物語や格言・ことわざで扱われる災害については、

由来となった災害が特定できるものと、特定が困難なものもある。たとえば、石垣

島の野原崎には、1771 年の津波にまつわる伝説が残されている（石垣 2011）。一方
で、波照間島でも人魚と津波の伝説がある（竹原 1978）が、こちらについては、発
生年代が分かる情報は伝わっていない。 
沖縄における津波の語り継ぎについて、赤嶺（2008）は、津波と「油雨」に関す

る災害資料の調査から、沖縄島とその周辺離島地域、宮古地域、八重山地域の 3 地
域の伝承（物語、言い伝え）について整理を行っている。沖縄島地域については、

旧美里村古謝（現沖縄市）、久米島、旧佐敷町（現南城市）に伝わる物語や言い伝え

を採録している。宮古地域については、多良間島、伊良部島、宮古島旧城辺町（現

宮古島市）を、八重山地域は黒島、与那国島に伝わる話や言い伝えをまとめている。

そして、津波に関する伝承（物語、言い伝え）の分布が沖縄島地域には希薄で、宮

古、八重山の先島地域に多いのは、実際の津波に関連しているのではないかという

指摘をしている。また、これらの地域の物語伝承における共通の特徴として「物言

う魚」ザン（ジュゴン）の存在を提示している。そして、元々ザンを神聖視しつつ

も儀礼的に捕食する風習があったが、後代にザンを捕食することが津波の原因とさ

れる伝承が生まれた可能性を提起している。加えて、2-3 で後述する津波予防のナー
パイの由来となる物語についても採録しており、海と陸の境界を明確にすることで

津波を防ぐ祭祀を行う様が示されている。 

 
２－３	 過去の災害に由来する行事	 

	 過去の災害に由来する行事には、慰霊祭を含む追悼行事、記念行事などのメモリ

アルイベント、祈り・祈祷などがあげられる。追悼行事は、行政が実施するものも

あれば、コミュニティ、組織・団体で行うものに加え、各世帯で行う法要も含まれ

る。 
	 石垣市では、宮良のタフナー原に明和大津波津波遭難者慰霊之塔があり、1983 年
より津波発生日の 4 月 24 日に、建立に尽力した市民を中心とする慰霊祭が開催され
ていた。これは、塔の建立目的の一つが災害語り継ぎであり、慰霊祭の内容につい

                                            
1 八重山毎日新聞  2011 年 4 月 26 日「たいまつ灯し慰霊祭  明和大津波言い伝え再現」  
2 朝日新聞 2011 年 9 月 25 日「大津波	 伝承に真実	 石垣  1771 年被災	 島民再認識」 
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ても、慰霊と同時に災害を語り継ぎ、将来の災害に備えるための内容になっていた。

その後、石垣市が 1993 年より慰霊祭を実施するようになった。例年の慰霊祭では、
市長の言葉、児童生徒による作文朗読、詩吟の奉納、献花などが行われている。な

お、石垣市は 2011 年 4 月、1771 年の津波の発生日である 4 月 24 日を石垣市民防災
の日、その日から 1 週間を防災週間に制定し、このときに総合防災訓練などを実施
するようになった。 
	 また、2006 年に復活をした慰霊祭もある。石垣市宮良タコラサー石には、1771
年津波の時に、たいまつの明かりを頼りに人々が高台へ避難したという言い伝えが

ある。その時の生存者の子孫が、たいまつを灯す慰霊祭を始め、少なくとも 2011 年
までは続いたようである3。 
	 宮古島城辺で毎年行われているナーパイは 1771 年以前から行われているとも言
われる、海と陸の境界を明確にすることで津波を防ぐ祭祀である。毎年旧暦３月の

最初の酉の日に行われている。近年の模様は、地元紙の報道によりその様子を知る

ことができる4。記事からは、男女異なる役割で祈祷を行うが、年々参加者が減って

いるため、存続を危ぶむ声も出ていることが読み取れる5。 
 
２－４	 モノを通じた伝承	 

	 モノを通じた災害伝承は、古文書や被災物を含む災害にまつわるモノ、災害遺構

や慰霊碑・記念碑（モニュメント）などが活用される。古文書は文字記録であり、

公的な文書や私的な手紙などの様々な内容を含んでいる。それらの内容を解読し、

明らかにすることを通して災害伝承に至ることができる。高良（2008）は、『球陽』
『八重山島年来記』『大波之時各村之形行書』『宮古島在番記』の文献史料から、過

去の地震・津波の発生状況をまとめている。このほか、1771 年の津波については、
八重山から琉球王府への報告書として記された「大波之時各村之形行書」や「大波

寄揚候次第」といった史料に基づく研究がなされている。たとえば、豊見山（2008)
は「大波寄揚候次第」の史料調査から、1771 年津波の対応について、石垣島と多良
間島を中心とした年貢対応、農業復興と宗教的対応について明らかにしている。麻

生（2013）は近世琉球における祭祀・祭礼と災害との関連性に着目した研究を行い、

                                            
3 八重山毎日新聞 2006 年 4 月 26 日「明和大津波生存者の子孫が再現  村の伝承に基づ
き慰霊祭」  

4 たとえば、沖縄タイムス 2014 年 4 月 9 日「津波から島守る祭祀	 宮古島「ナーパイ」」
にその模様が記されている。  

5 たとえば、以下の記事には参加者の減少を危惧する住民の声が掲載されている。宮古
毎日新聞 2014 年 4 月 9 日「「津波よけて」と祈り／城辺砂川でナーパイ」、琉球新報、
2011 年 4 月 15 日「「津波よけて」と祈り	 伝統の「ナーパイ」宮古島市城辺」、琉
球新報 2014 年 4 月 14 日「津波よけ、豊年願う宮古島市城辺、伝統祭祀「ナーパイ」」 
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その中で 1771 年津波についても言及した。そこでは、前述の豊見山（2008）も踏ま
えて、琉球王府の初動対応が宗教的対応であったことを示している。また、得能（2013）
は、1771 年津波の復興策に着目し、高台への集落移転が全体的にうまくいかず、後
に海岸低地部に戻った背景について生業の観点から論じている。 
	 被災物は、災害によって被災し、破損したり汚れたり焼けたり流されたりしたモ

ノである。過去の津波被災物については、そもそも流失している可能性があること

と、泥などで汚れているため、再建の過程で廃棄されることも多く、残されにくい

という特性がある。そのため、沖縄県において過去の被災物が残っている可能性が

低いと考えられる。 
	 災害遺構については、東日本大震災を契機として、保存と活用に関わる議論がな

されている。3.11 震災伝承研究会（2013）は、東日本大震災被災地における災害遺
構保存の意義について、次の 4 点を示している。①大津波の脅威を伝える、②慰霊
の場として、③そこにあった生活の記憶、④震災に負けなかった、希望のしるしと

して。これらの意義から、災害遺構は被災地における災害文化の形成と継承のため

の重要なコンテンツとなり得る可能性が示唆される。沖縄県では、津波石が上記①

の意味を持つ津波遺構として各地で確認され、記録が残されている。この津波石に

ついては、口承伝承からその来歴を明らかにしようと試みた研究や、津波石の付着

物（主にサンゴ）の年代測定によって、由来を明らかにしようとするアプローチが

なされている。これらに加えて、牧野（1998）は、多数の津波石調査の経験から、
土地改良に伴う津波石の撤去や石の崩壊が進んでいる状況から、津波石の保護の必

要性を訴えている。 
	 慰霊のモニュメントについては、前項で触れた明和大津波津波遭難者慰霊之塔（宮

良のタフナー原）があげられる（写真 1）。三木（1989）によると、この慰霊之塔は
牧野清氏を代表とする建立期成会が主となり、市民の寄付と石垣市、竹富町、与那

国町などの協力を仰いで建立した。土地は石垣市が提供した。そして、前述のよう

に 1983 年より毎年 4 月 24 日に慰霊祭が開催されている。 
	 このほか、石垣市に近年新たに建立された記念碑もある。2014 年、石垣市中央運
動公園に、多良間村からの感謝の碑が建立された。これは、1771 年津波の際に、石
垣島の人々が、集落が全滅した多良間村の人々に支援を行った記録が近年明らかに

なったとことを機に、多良間村の村政 100 周年記念事業の一環として実施されたも
のである6。 

                                            
6 八重山毎日新聞  2014年 3月 25日「明和大津波での支援に感謝	 多良間村が碑を建立」  
宮古新報 2014 年 3 月 27 日「救済の歴史後世に  多良間村、石垣市に感謝の碑」  
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写真	 1	 明和大津波津波遭難者慰霊之塔（2015 年 2 月 28 日撮影）	 

 
 
３.	 沖縄における災害伝承と津波災害文化	 

３－１	 沖縄における災害伝承	 

	 前章では、①語り継ぎ、②過去の災害に由来する行事、③モノを通じた伝承に区

分をして、津波災害伝承に関わる先行研究や新聞報道、現地調査の結果を整理して

きた。それでは、沖縄県における津波災害伝承と津波災害文化の間にはどのような

関連性をみることができるだろうか。 
	 まず、①語り継ぎについては、先祖の体験談が子孫に伝わっているケースに加え、

口承伝承がのちに郷土史家や研究者らによって採録され、文字記録としても残され

ている。そして、沖縄地域の津波に関する物語の特徴は、生き物としてザン（ジュ

ゴン）と人魚がよく登場することである。たとえば、アイヌの口碑伝説と過去の津

波との関連性を研究している高清水（2005）が採録した 40 編には、狐、鷗、鰈、兎
が確認されたが、北海道に生息していないジュゴンは確認されなかった。そのため、

津波の物語伝承は、当該地域に生息する生き物との関わりの中で形成され、その中

には自然観が反映される可能性がある。 
	 ②過去の災害に由来する行事については、1771 年津波に関する慰霊祭と、由来は
明らかではない津波除けの祈祷を取り上げた。1771 年津波の慰霊祭については、慰
霊碑を建立した有志のものから、石垣市の行事となった 1771 年津波の慰霊祭、生存
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者の家系の言い伝えをもとに行われるようになった、石垣市での「もうひとつ」の

慰霊祭を示した。定池（2009）は、広瀬（1984）、岩崎（2008）を踏まえて、追悼
行事を災害文化の源流をなす「喪の作業」の一環であり、「災害経験の定位」（広瀬

1984）の過程が現れるものであると捉え、北海道南西沖地震（1993 年）の最大の被
災地となった奥尻町における追悼行事の変遷をたどった。その中で、行政による追

悼行事は、行政として災害をどのように受け止めているのかというメッセージを自

治体内外に伝える意味を含み、災害からの年数を経るごとに復興アピールへと変化

をしていることを明らかにした。奉賛会が行っていた慰霊祭を石垣市が引き継いだ

ということは、行政としてこの災害を忘れず、犠牲者を悼むという姿勢を示す意図

があったと考えられる。 
	 また、この慰霊祭の中では、児童生徒が参加し、作文を朗読している。児童生徒

が追悼行事に参加する姿は、他地域でも見られている。たとえば、阪神・淡路大震

災（1995 年）を経験した神戸市で開催される兵庫県主催「1.17 のつどい」には、近
隣の学校の児童生徒が参加し、献唱曲「しあわせ運べるように」を合唱している。

児童生徒に役割を与えて追悼行事に参加させることによって、語り継ぎや防災教育

の一つの機会として活用しているのである。 
	 さらに、石垣市では東日本大震災を受けて、1771 年津波の発生日を「市民防災の
日」、その日から 1 週間を防災週間に制定し、このときに総合防災訓練などを実施し
ている。同様の動きは他にも見られている。2011 年 6 月、「津波対策の推進に関す
る法律」が制定され、その中で 11 月 5 日を「津波防災の日」とすることが定められ
た。この 11 月 5 日は安政南海津波（1854 年）の発生日である。東日本大震災とい
う新しい大災害の発生により、過去の災害の発生日が、その災害を「忘れない」「思

い出す」日に限らず、「防災・減災の思いを新たにする日／取り組みをする日」とし

て、新たな意味が付与されたのである。このことは、行政が新たな災害を受けて過

去の災害の解釈を変えたと言うことができ、長期的には災害文化が変容していく可

能性がある。 
	 それから、宮古島のナーパイについては、参加者の減少に伴い、行事存続への危

機感が生まれていることがうかがえる。このような祈祷の継続は、祈祷が行われる

背景を語り継ぐと共に、災害観・自然観を継承することにもつながっている。一方

で、行事の継続が難しくなると、どのような形で、災害観・自然観をコミュニティ

に伝えていくのかという課題にも直面することになる。将来、ナーパイをやめるこ

とがあれば、それは一つの災害文化が消失することにつながりかねない。そのため、

今後のナーパイ推移については、長期的に向き合う必要がある。 
	 ③モノを通じた伝承については、古文書、災害遺構、モニュメントが代表例とし

て見出された。古文書に関する先行研究は、史料研究として当時の被災状況や災害



 
平成 26年度共同研究「沖縄県の受援力強化に向けた『自助・共助・公助』の強化に関する研究」 

44 

対応、復興などに着目した研究が展開されていた。その成果については、郷土に関

する研究会などでも活用されている。加えて、後述するように、史料の発見が契機

となって新たなモニュメントが建立されるような動きにつながることもある。その

ため、今後も古文書を発見し、解読し、研究成果を地域で活用することを通した二

重三重の災害伝承が期待できる。 
	 また、沖縄県の災害遺構は津波石が中心であり、津波石そのものも研究素材となっ

ている。津波石の来歴については地域の関心の高さを反映してか、地元紙で新たな

研究成果が取り上げられることが少なくない。そのため、由来の明らかな津波石に

ついては、その石にまつわるストーリーを伝えることが災害伝承になり、来歴が判

明したり、新しい仮説が生まれたりした場合には、その過程が報道されることによ

り、人々の関心を喚起し、メディアを通した伝承となり得る可能性がある。 
	 モニュメントについては、慰霊碑とその他の記念碑を取り上げた。モニュメント

は目的があって建立されるものであり、その目的の中に、建立に関わった人々の「災

害経験の定位」のありようを見ることができる。明和大津波津波遭難者慰霊之塔に

は、以下の碑文が記されている。 

	 ここからは、津波の犠牲者への追悼と、大きな被害を生んだ災害を後世へ伝承し

ていくことの願いを込めて慰霊碑が建立されたことが読み取れる。 

	 八重山の古記録大波之時各村之形行書によれば	 乾隆３６年(日本年号明和８

年)３月１０日(１７７１年４月２４日)午前８時ごろ大地震があり	 それが止むと

石垣島の東方に雷鳴のような音がとどろき、間もなく外の瀬まで潮が干き	 東北東

南海上に大波が黒雲のようにひるがえり立ち	 たちまち島島村村を襲った	 波は

三度もくりかえした	 史上有名な八重山の明和大津波である。	 

	 津波は石垣島の東岸と南岸で激甚をきわめ	 全半潰あわせて１３村	 ほかに黒

島	 新城２村が半潰し、遭難死亡者は９３１３人に達した	 

	 こうして群島の政治	 経済	 文化の中心地石垣島は壊滅的打撃をうけ	 加えて

その後の凶作	 飢饉	 伝染病などによる餓死者	 病死者も続出して	 人口は年年

減少の一途をたどり	 人頭税制下の八重山社会の歩みを一層困難なものとしその

影響はまことに計り難いものがあった	 	 

	 この天災から２１２年	 狂瀾怒涛のなかで落命した人人のことを思うとき	 い

まなお断腸の念を禁ずることができない	 このたび有志相謀り、群島全遭難死亡者

のみたまを合祀してその冥福を祈り	 あわせてこの未曾有の災害の歴史が永く後

世に語りつがれていくことを念願し	 島内外各面の浄財と	 石垣市	 竹富町	 与

那国町並びに諸機関	 団体の御協力を仰いで	 ここにこの塔を建立した	 	 

	 １９８３年(昭和５８)４月２４日	 	 	 明和大津波遭難者慰霊碑建立期成会	 
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	 それから、2014 年に石垣市中央運動公園に建立された「感謝の碑」は、新しい史
料の発見により判明した事実がきっかけとなって建立されたものである。多良間村

民に対する石垣島民の支援については、豊実山（2008）に詳細が記されており、石
垣島民自身も窮状の中で多良間島民を支援したことがうかがえる。この「感謝の碑」

建立に至る経緯から、史料の発見などによって、過去の災害に関して新たな事実が

明らかになった場合、過去の災害の解釈が変化し、新たなモノが作られるなど、災

害伝承も変容することが示されている。 
 
３－２	 沖縄における津波災害文化	 

	 前節では、①語り継ぎ、②過去の災害に由来する行事、③モノを通じた伝承に区

別をして、災害伝承を津波災害文化の関連を検討した。本節では、全体を通して沖

縄における津波災害文化について若干の考察を加えたい。 
	 まず、語り継ぎ、過去の災害に由来する行事、モノに着目して沖縄県における災

害伝承を概観した時に、最も多く伝承されている津波災害は、1771 年に発生した「明
和の大津波」（八重山地震津波・宮古八重山津波）であった。いつの津波を指すのか

（または、現実の津波を指すのか）不明な部分が多く残される物語や言い伝えも残

されていることと、理学工学の研究成果からも、沖縄県が過去に何度も津波の被害

を受けてきた可能性はある。しかし、津波伝承を概観すると、少なくとも、文字記

録が発見されている範囲では、1771 年の津波を越えるインパクトの津波は襲来して
いないと判断される。このことから、沖縄県における津波災害文化は、非常襲的で

ある、低頻度の大災害である 1771 年の津波から継承されている側面が多いといえる。 
	 次に、沖縄県における災害文化の形成と継承の過程を整理すると、次のような経

過が考えられる。1771 年以前の津波については、口承伝承やナーパイなどの祈祷に
より、コミュニティに伝えられていた。そして、1771 年の津波はあまりにも規模が
大きく、被害が甚大であったために、古文書などの文字記録や生存者による語り継

ぎも多く残された。津波石という痕跡、災害遺構も生成した。後世になって、特に

牧野清氏により「明和の大津波」の掘り起こしがなされ、そのことが報じられるこ

とにより、社会の関心を喚起した。そのような背景から、1983 年に明和大津波津波
遭難者慰霊之塔が建立され、慰霊祭が行われるようになった。2006 年には、生存者
の語り継ぎに由来する慰霊祭も始まった。2011 年の東日本大震災が契機となり、
1771 年の津波発生日が石垣市の「市民防災の日」として、新たな意味づけがなされ
た。そして、新しい史料の発見から 1771 年の津波に関わる新事実が明らかになった
ことで、この津波についての新たな解釈が生まれ、そこから多良間村が石垣市に新

たな石碑を建立するといった新たな伝承にも至っている。このように、沖縄県にお

ける津波災害文化は、口承や祈祷などによる伝承から、1771 年津波後の語り継ぎ、
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記録や遺構、そして後世の研究と伝承の試み、他地域の大規模津波災害によって、「災

害経験の定位」が変容しながら継承されているのである。 
	 災害文化は災害常襲地のコミュニティにおいて形成され、継承されやすいという

性質を持っている。しかし、常襲性が明らかではなく、1771 年の津波という、低頻
度の大規模災害を軸とした災害文化を継承することには困難を伴う。当該地域で、

240 年以上前の災害が伝承され、災害文化として継承されている背景は、2 つ考えら
れる。まず、牧野清氏に代表されるように、郷土史から過去の災害について研究し、

それを社会に伝え、新たな伝承のムーブメントを起こすキーパーソンの存在である。

そして、地域社会における古文書や津波石などの、研究成果への関心の高さである。

このような背景があって、低頻度の大規模災害と考えられる 1771 年の津波を軸とす
る津波災害文化が継承されているのである。 
 
４．結論	 

	 本稿では、沖縄県における津波災害文化研究の一環として、災害伝承に着目し①

語り継ぎ、②過去の災害に由来する行事、③モノを通じた伝承に区分をして、文献

調査を中心とした検討を加えた。そして、以下の知見を得た。 
	 まず、沖縄県における津波伝承は、1771 年の大津波に由来するものが圧倒的に多
くみられる。ここから、沖縄県における津波災害文化は、「一度きり」の可能性を持

つ、低頻度の大規模災害について継承するという性質を持っていることが明らかに

なった。 
	 次に、沖縄県における津波災害文化は、次のような経緯で形成し、継承されてい

ることが考えられる。古くは口承やナーパイなどの祈祷を通して、自然観などが伝

えられていた。そして、1771 年津波の甚大な被害を受けて、語り継ぎ、古文書など
によって人々に伝承された。津波石という遺構（モノ）も残された。現代になり、

牧野清氏らの尽力により、これらの語り継ぎ、古文書、津波石などを通した研究が

なされ、慰霊碑の建立と慰霊祭という形で新たな伝承の形が生まれた。さらに、東

日本大震災という他地域の大規模津波災害によって、1771 年津波に新たな意味が付
与された。加えて、史料の発見により、新たな解釈と伝承が生じている。 
	 そして、沖縄県において、津波の災害文化が継承されている背景として 2 点提示
した。まず、キーパーソンの存在により、過去の災害が掘り起こされ、新たな伝承

の形が作られたこと。そして、古文書や津波石など、過去の災害に関する研究に関

する社会的関心の高さである。東日本大震災後、全国各地で、その地域における過

去の災害を捉え直すムーブメントが見られたが、その定着に困難が見られている。

しかし、沖縄県では、以上のような背景から、他地域のインパクトを「わがこと」

として取り込むことのできる素地があると考えられる。 
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	 本稿では、沖縄県の津波災害文化について、語り継ぎ、過去の災害に由来する行

事、モノを通した災害伝承から検討を加えた。沖縄県では、近年も 1771 年津波に関
する新たな動きが見られており、今後も災害文化が変容していく可能性がある。そ

のため、今後も当該地域を対象とした調査を継続する必要がある。 
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