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米国の地方行政の特色と標準的危機対応システム 

 
永松伸吾* 

 
 ＩＣＳのような標準化された危機対応システムわれわれ日本人が理解しようとした場合、

米国の地方行政の特色を踏まえる必要がある。さもなければ、闇雲に米国のシステムを日

本に移植することは不可能であるし、それによってわが国が米国に対して持つ災害対応シ

ステムの利点すら失いかねないからである。本稿では、それぞれの利点が何かについて必

ずしも包括的な評価を加えるものではないが、議論のきっかけとして、NRPや NIMSなど
によって構成される米国危機対応システムを支える米国地方行政固有の特色について考察

を加えることとしたい。 
 
（１）地方自治制度の多様性と複雑性 

米国の地方自治制度はそもそも多様である。今回調査で訪問した自治体だけ取り上げて

も制度上様々な差がある。まずルイジアナ州とミシシッピ州で地方政府の呼称が異なる

（parish と county）だけでなく、たとえばミシシッピ州ハンコック県については 2 つの
municipality が県内に存在するのに対して、セントバナード県にはそれがない。ところが
ニューオリンズ市は自治体（municipality）だがオーリンズ県(Orleans Parish)と同化して
いる。そもそも合衆国憲法において地方政府について定めた条項はなく、小滝(2004)によれ
ば「「州と地方政府の関係」はそれぞれの州における法的・政治的判断の結果、州によりさ

らに地域により」大きく異なるものとなる。日本において地方公共団体が扱うべき業務や

中央政府との関係が国の法律で定められているのと対照的である。 
このことは、米国では、災害対応システムが標準化されることの便益が、特に相互応援

等について日本よりも相対的に高いということを推察させる。EMAC は州政府間の相互応
援協定として、その便益を受けることが出来た地方政府は高く評価していたが、ICS に基
づく災害対応はその大前提である。これに対しセントバナード県が EOCを立ち上げず ICS
も機能しなかったことにより他州からの応援がほとんど無かったことは大変示唆に富んだ

事例であった。  
ところが、米国よりも平時の行政活動が「標準化」されている日本においては、実は「標

準化」による便益は我々が考えているほどないのかもしれないとも思う。たとえば内閣府

や消防庁に報告する書式は全都道府県同じである。どの都道府県にも市町村があり、都道

府県が行うべき業務は防災基本計画や防災業務計画でも定義されている。日本において相

互連携を阻害する根本的な原因は、本当に「標準化」がなされてないからなのだろうか？

そうではなくて、災害対応そのものが非合理的だからなのではないだろうか？そもそもＩ

                                                  
* 人と防災未来センター専任研究員 博士（国際公共政策） 専門分野：公共政策、地域経
済復興、開発と防災 
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ＣＳが普及したプロセスを考えると、標準化の必要からだけではなく、合理的な災害対応

システムを関係機関が追求した結果として存在するように見受けられる。従って、我が国

において標準的災害対応システムを議論するときに、広域連携を可能にするシステムとい

う観点からアプローチするのではなく、むしろ災害対応を合理的にするシステムという観

点からアプローチすべきではなかろうか。 
 

（２）危機時と平時の行政対応の関係 

日本の自治体の災害対応では首長が最高の意思決定権者とされている。この点について

は米国も同じであるが、日本では災害対策本部長を首長が担当するのに対して、米国では

専門的知識を持った危機管理監が担当するのが大きな違いである。林・牧・永松(2005)では、
市長が責任者になると 24時間対応が出来ないという点を強調しているが、ヒアリングの印
象では、その点よりもむしろ危機管理は専門的業務であり、専門的トレーニングを受けた

危機管理監などが務める方が合理的だという考え方が浸透している。 
この背景には、米国地方政府で広範に普及している市支配人(City Manager)制度と同様

の考え方があるように思われる。米国では 1920年代頃に、政党政治が行政の効率的運営を
妨げているという認識が生まれた。そこで、行政固有の領域の活動を律するための科学的

管理手法が探求されるようになった。市支配人制度は、その一つの具体的な姿である。こ

の市支配人制度とは、行政運営のかなりの部分について、選挙によって選ばれた首長では
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図 1 米国地方行政における平時と危機時の組織構造の関係について 
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なく、市長によって指名される市支配人（city manager）に委ねられる。市支配人は多く
の場合、公共政策大学院で修士号を得ている、行政経営のプロが就任する。これにより首

長の仕事は施政方針の大枠を指示することや、対外的に行政運営の方針などを広報する役

割に限定され、平常の行政運営は市支配人によって執り行われることになる。このように、

米国の地方自治においては伝統的に行政活動から政党政治を切り離すことが志向されてい

る。 
図１は、ニューオリンズ市やハンコック県などをモデルとした、米国地方行政における

平時の危機時の組織構造の関係を示したものである。米国であっても平時の行政活動は組

織の縦割り構造の中で行われている。しかしながら、危機が発生した場合には、危機対応

に関する行政活動の指揮命令権限は、支配人等の行政長から危機管理監へと移ることにな

る。危機対策本部(Emergency Operation Center)の組織は図１左にみるような ICSに基づ
く組織構造を取り、このうち財務（finance）後方支援(logistics) 計画作戦(planning) の部
分については危機管理部局が担当する。これらの業務手続きについては NIMS(National 
Incident Management System)により標準化されているため、必要に応じて他州からの応
援職員が担当することもある。現にハンコック県では、これらの主要なポストの半数以上

が他州からの応援職員によって占められていた。これらによって、災害対応の方針や具体

的達成目標および戦略が決定され、その財務的手当や対応に従事する職員の後方支援が行

われる。 
実際に災害対応を行うのは事案処理（Operation）部門である。災害対応業務は多岐にわ

たるため、これについては行政の既存の部局の活動なしには実現不可能である。そこで、

危機対策本部で決定された災害対応の目標を達成するために必要な業務を、既存の組織の

縦割り構造に変換するシステムが必要となる。これが ESF(Emergency Support Function)
といわれる仕組みである。ESF とは、災害時に必要になる業務をいくつかのカテゴリーに
パッケージ化し1、それぞれに主担当と副担当の官庁あるいは組織を割り当てる仕組みであ

る。図１では◎を主担当、○が副担当として表現されている。これにより、危機時の指揮

命令系統が既存の縦割りの行政組織を動かすことが可能となっているのである。 
しかしながら、上記はあくまでもモデルであり、実際には課題も多い。ルイジアナ州セ

ントバナード県は全市が水没する事態にもかかわらず災害対策本部を設置しなかった。そ

の理由を危機管理監であるラリー・インガルジオラ氏は次のように述べた。すなわち行政

長（CEO）や県理事（council member）が意思決定権限を危機管理監に委譲することを嫌
ったいう。このため、県内の各部局や機関は危機管理監の指揮命令系統に組み込まれず、

一元的な指揮命令系統を確立出来なかったことが最大の失敗であったと氏はみている。 
反対にうまく機能したのはミシシッピ州ハンコック県である。ここでは、災害対策本部

長は危機管理監であったが、その上位に県知事と県内の２市の市長で構成される危機対応

委員会(Incident Command Council)が設置され、危機管理監の意思決定を政治的に支援し
                                                  
1 カテゴリーの数は連邦レベルでは１５であるが、州レベルではそれぞれ異なる。 
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ていた。県内の主要な組織や機関が危機管理監のもと、一元的な指揮命令系統に組み込ま

れ、災害対応は円滑に進んだという。 
ニューオリンズ市のヒアリングにおいては「危機対策本部（EOC）に関わる各部局の職

員の地位が高ければ高いほど、対応はスムースになる」という発言があった。すなわち、

危機対策本部からの指揮命令がどの程度尊重されるのかは、その指揮命令を首長がどの程

度政治的にサポートしているのか、あるいは危機対策本部がどの程度庁内に影響力のある

人物を取り込めているかなどによって左右されているようである。その意味では図 1 はま
だ仮説の段階にあり、より詳細な調査をすることによって、我が国に適した危機管理シス

テムのヒントが得られるのではないかと思われる。 
 
（３）災害対応と政治 
しかしながら、連邦レベルになると、災害対応業務を政治と切り離すことは一層困難に

なる。ルイジアナ州バトンルージュの JFO（現地調整事務所）でのヒアリングはこのこと
を示している。JFO は連邦政府が州政府・地方政府を支援するために現地に設置する臨時
の調整機関である。JFOの組織は一見 ICSの構造をしているけれども、あくまで調整機関
にすぎない。そのトップに位置している PFO(Principal Federal Officer)は連邦政府で指名
された人物が就任し、Incident Commander に与えられているような各機関への指揮命令
権限はない。このようにしたのは「PFO から災害対応における政治的圧力を取り除き、災
害対応業務に専念できるようにするためだった」と言う。しかし、JFO を担う主要なメン
バーは様々な組織に属し、「意思決定に関わりたいと考える人たちばかりであり、それがか

えって意思決定を遅らせる」ために「政治的な問題と実務的な問題の両方を担える人物が

必要」であるという意見が聞かれたことは興味深い。 
 

（４）財政制度の違い 

 災害対応の財源を配分する財政制度にも決定的な違いが見いだせる。我が国の制度では

災害対応のための独立した財源はほとんど存在しない。各省庁が行うべき業務を個別に予

算要求して、積み上げ式に決定されてゆく。さらに都道府県は災害対応の財源の多くを各

省庁からの補助金に依存せざるを得ないため、都道府県としての災害対応の戦略性に基づ

いて財源配分がなされるわけではない。このような制度においては、災害対策本部で大胆

な意思決定を行ったとしても、その意思決定を関係省庁に支持してもらう必要が生じるた

めに、調整のための時間が費やされることになる。また、こうした個別調整によって積み

上げられた施策が、必ずしも全体的な災害対応の目標に照らし優先順位が高いものである

保証もない。 
これに対し、米国では災害対応に必要な資金(disaster fund)がＦＥＭＡを通じて各機関に
配分される。従って、危機対策本部経由で振ってきた業務については、別途財源が保証さ

れるため、各部局は少なくとも財源を理由に拒むことは出来ない。戦略計画を立て、その
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実現に向けて必要な事業に優先順位をつけて実施するという米国型の災害対策マネジメン

トはこのような財政制度の裏打ちがなければ恐らく実現不可能であろう。 
 
（５）日本の危機管理システムに対する示唆 
 
 これらの分析から明らかなことは、ICS による災害対応を支える仕組みそのものについ
て日本と米国では大きな相違があり、単純に米国流のやりかたを日本に移植できるという

わけではない。特に、ICS をシステムとして機能させるためには、危機管理を業務として
政治からある程度切り離すことが必要となるが、今日の日本では、首長が災害時にリーダ

ーシップを発揮することを過剰に求めすぎるきらいがある。小規模災害については各部局

で適切に処理されれば必ずしも首長のリーダーシップは必要ないのである。このため特に

リーダーシップに自信のある首長ほど、本来現場で処理すべき詳細な事項についてまでト

ップダウンで指示を行ってしまい、現場を混乱させてしまう傾向が見られる。災害対応や

復旧復興の予算をダイナミックに配分するなど、首長が本来行うべきリーダーシップは別

のところにあるのだろうが、予算の大枠は法律で決まっているために、それもままならな

いのが現状である。 
 他方、バトンルージュ JFOでのヒアリングにあったように、米国では我が国のように行
政の裁量で法を柔軟に運用していくということがない。このため、カトリーナの対応にお

いては、特にスタッフォード法の運用において大変な困難があったという。我が国では、

法の運用においてかなりの行政の裁量の余地が残されており、そのこと自体の是非もあろ

うが、災害対応においては、短中期的視点ではプラスに考えるべきであろう。すなわち、

災害対応における目標と戦略を関係者で明確に共有することさえできれば、その実現のた

めに各行政が柔軟に法を運用して実現するということは、むしろ日本の行政は米国の行政

に比較してうまくやるのではないかという期待を持たせるのである。従って、当面の我が

国に求められているのは、政治的配慮に富み、首長の政治的同意をとりつけて各部局への

指示を行うことができる行政職員の育成であると考える。 
以上述べた内容については、いずれも現地調査に基づくものであり、科学的に断言可能

な程度のデータに裏付けられたものではない。従って今後の調査の方向性として、上記の

仮説が正しいのかどうかをより掘り下げるとともに、我が国の行政システムに適合する形

で、米国の良い点を学ぶ必要があると思われる。 
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