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  This paper attempts to suggest a strategy for local economic resurgence from large disasters. In the first 
half of this paper is dedicated to grapse the negative impact of in-kind donations (which is called ‘gift 
economy’ in contrast with ‘market economy’) to commercial businesses by using a data of questionnaire 
survey conducted by the auther in Ojiya city, Niigata. The latter half of this paper is devoted to explain 
theoretically why the ‘gift economy’ emerges in the aftermath of disasters, using a concept of transaction 
cost. The primary conclusion is, gift economy is a rational institution in the immediate phase of disaster, 
and the attempt to introduce a market system in the disaster economy would fail. Instead the ‘arrangement 
economy’ which emereges in the transistion from gift to market economy should be reinforced for smooth 
transition to market economy.  
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１．はじめに：防災計画における経済復興対策の貧困 

 

 1990 年代に入ってから、我が国は雲仙普賢岳噴

火災害、北海道南西沖地震などを経験し、巨大災

害からの地域経済復興が地方自治体にとって大き

な政策課題と認識されはじめた。これは日本経済

が高度成長期を過ぎ、バブル経済の崩壊を経て、

本格的な低成長時代に突入した時期と符号する。

特に 1995 年 1 月に発生した阪神・淡路大震災から

の復興過程においては、相次ぐ金融機関の破綻、

円高またそれに伴って生じた産業の空洞化など、

平成不況のあおりをまともに受けたために、被災

地の経済復興の足取りは極めて重かった。 

これは極端な事例であったとしても、少なくとも

今後我が国が迎えようとする人口減少・低成長時

代において、かつてのようにマクロ的な成長と復

興需要に下支えされた経済復興が成し遂げられる

保証は何一つない。かつてはアジア最大の港と言

われた神戸港が震災をきっかけとして他港にその

地位を奪われたことに象徴されるように1、グロー

バル化した経済においては、被災地経済は競争的

立場にある他地域に常に取って代わられる危険性

を有していると言える。 

 かように地域経済復興の問題が今日重要性を帯

びつつあるにもかかわらず、多くの自治体の地域

防災計画には、経済復興に関する記述は極めて貧

困である。例えば阪神・淡路大震災の被災自治体

の一つである兵庫県の地域防災計画でも, 地震編

第５編「災害復興計画」の中で、産業復興計画の

考え方について述べているだけに過ぎず、応急対

策・復旧対策の中では地域経済の早期復興を念頭

に置いた記述はない。 

もとより、地域経済の復興過程で生じる問題の

ほとんどは、マクロ的な景気動向や地域の産業構

造に起因しており2、地域防災計画の守備範囲を遙

                            
1 神戸港が震災前から構造的問題を抱えていたとの指摘
は富田(1996)、星野(1997）、青木(1999）などに詳しい。 
2 その他の例として、神戸市長田区に集積していたケミ
カルシューズ産業についても、1985 年のプラザ合意以降



 

2 

かに超える問題である。しかしながら、地域経済

の活動を出来る限り維持し、また早期に活動再開

させるための方策が災害対応の中で充実されれば、

前述したような経済復興過程での様々な困難を軽

減することは可能であろう。 

以上のような問題意識に基づき、本稿では、地

域経済の早期復興に資する災害対応の戦略を検討

する。本稿は以下のように構成される。第２章で

は災害時の地域経済復興について災害関連需要の

発生と贈与経済の発生に着目して論じる。第３章

ではそれらが地域経済の早期復興に果たす役割を

計量モデルにより数量的に分析する。第４章では

分析結果について考察を加え、防災計画において

考慮すべき内容について論じる。 

なお、本研究は 2004 年 10 月 23 日に発生した新

潟中越地震により、震度６強を記録しそのほぼ全

域に大きな被害を受けた小千谷市商工業者に対す

る質問紙調査（2005 年４月実施）またその調査結

果に基づき実施したヒアリング調査（2005 年８月

実施）に基づくものである。配布事業所数は「お

ぢや商工名鑑（2003 年度版）」に記載されている

全事業所 2098 件であり、郵送自記入・郵送回収方

式で行った。回収数、回収率はそれぞれ 582 件、

27.2%である。 

 

２．災害発生直後における地域経済の問題点 

 

 災害が経済に及ぼす影響についてはいくつかの

研究において議論がなされており、ここではその

すべてを紹介することは出来ない。本稿の目的に

照らし、主に災害初動期に考慮すべき二つの論点、

贈与経済と復旧・復興需要について紹介する。 

 

2.1 災害関連需要の地域外への漏出 
  

 災害関連需要とは、災害によって追加的に発生

する需要であり、ライフライン・インフラ等の復

旧・復興に伴う需要はもちろん、直後の災害対応

において必要な救援物資なども含まれる。 

 災害直後の対応に必要な物資については、例え

ば乾電池、ラジオ、ビニールシート、水害時にお

いては清掃道具、また被災者への食料や下着等の

生活関連物資などが挙げられる。これら特定の物

                                               

の円高によって中国製品の輸入が増え、1990 年をピーク

に生産量が低下していた(三谷, 2001) 

資に通常の供給量を遙かに上回る需要が発生する。 

また、直後からライフラインや道路の復旧など

の公共事業が発生する。このために全国から派遣

される応援要員だけでなく、マスコミ関係者、行

政や企業の応援人員、ボランティアなど、多くの

人々が被災地を訪れ関連需要を発生させる。そし

て人々が生活を立て直すために必要な物資を買い

そろえたり、住宅の補修・再建など災害関連需要

は各方面で発生する。 

これらは被災地経済にとってはプラス要因であ

り、実際にその恩恵を受けた企業が少なくないが、

同時にこれらの多くが地域外からもたらされてい

ることも事実である。多くの地方自治体では、特

に生活関連物資について、最低限の備蓄を行うと

同時に、供給能力の高い大手流通業者と供給協定

を締結することを計画に盛り込んでいる。行政に

してみれば、災害時に被災地内企業の供給能力に

期待するよりも、外部から必要な物資を調達する

方が無難だからである。 

表 1は、震災発生から３日後、１ヶ月後、５ヶ月

後のそれぞれの時点で、各産業ごとの営業再開率

と「災害関連の売上があった」と回答した事業所

の比率を示している。すべての産業で災害関連売

上のあった事業所比率は営業再開率を大きく下回

っていることは重要である。すなわち、地元企業

は決して供給能力が無かったわけではないのであ

る。しかしながら、最も災害関連需要が期待され

る建設業でさえも、災害関連の売上があったと感

表 1 営業再開事業所数と災害関連売上があった事

業所比率の比較 

3 日後 １ヶ月後 ５ヶ月後 

  
  

 
サ
ン
プ
ル
数

営 業
再 開
率 

災
害
関
連
売
上 

営業
再開
率 

災
害
関
連
売
上 

営業
再開
率 

災害
関連
売上

製造業 114 14% 1% 90% 6% 100% 8%

卸売業 13 8% 8% 100% 8% 100% 0%

小売業 127 32% 9% 81% 20% 100% 20%

建設業 74 35% 15% 91% 39% 100% 42%

飲食店 66 12% 0% 58% 11% 100% 6%

サービス業 96 18% 1% 85% 15% 100% 15%

その他産業 79 35% 8% 82% 13% 100% 9%

合計 569 24% 5% 83% 16% 100% 16%

*業種が不明な 13 のサンプルは含まれていない。 

* 営業再開率=営業を再開している企業数/当該質問の有効
回答数 

*災害関連売上＝「災害関連売上があった」と回答した事業
所数／当該質問の有効回答数 
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じている事業所は半分に満たない。これらから、

災害関連需要が小千谷市経済を下支えした効果は

限定的であったと考えられる3。 

 

2.2 贈与経済の出現 

 

 阪神・淡路大震災においても、また新潟県中越

大震災においても、災害発生後しばらくは貨幣を

持たずとも生活が可能な状態が発生したと言われ

る。被災者の衣食住の基本的部分をしばらくの期

間支えたのは、全国から集まったボランティアの

無償労働や無償の義援物資であった。このように

貨幣を媒介として交換を行う市場経済とはまった

く異なる、いわば現物の贈与によって成り立つ経

済を林(1999)は贈与経済と呼んだ4。当然のことな

がら、地域経済復興の前提条件は市場経済の機能

再開である。なぜなら「救援物資が豊富であれば

被災者は助かるが、近隣の商店にとって商品が売

れなくなることは死活問題だった（林, 1999）」

からである。 

これまで、贈与経済が地域経済に与えた影響を

数量的に把握した研究はほとんど存在しなかった5

が、今回の質問紙調査結果から、贈与経済は小千

谷市において決して限定的かつ特異な現象では無

かったことが明らかになった。質問項目「義援物

資・ボランティアによる売上機会の減少」につい

て「やや問題」「極めて問題」と回答した事業所

数は、小売業とサービス業において際だっており、

小売業についてそれぞれ 23.9%, 10.6%（合計

34.5%）、サービス業についてそれぞれ 20.9%、

3.5%（合計 23.4％）となっている。これは表 1で

災害関連売上があったと回答した事業所比率をい

ずれも上回っている。 

贈与経済の問題は具体的にどのように現れるの

か。表 2は、新潟県中越地震被災地である小千谷市

                              
3 阪神・淡路大震災の復興需要について調べた永松・林
(2005)では、震災発生から５年間の復興需要のうちおよ

そ９割が兵庫県外に漏出したと論じている。 
4 社会学的な立場からこのような問題を論じたものに

Cuny(1983)がある。 
5Nagamatsu(2000)は、被災地における「贈与経済」の規

模を推計した結果、震災後 2ヶ月間で神戸市の総消費の

およそ 7.5%に相当し、それは主に食料や光熱水道といっ

た分野に見られるいう結果を得ているが、使用している

データが総務省の家計調査に基づいており、震災の影響

が正しく反映されていない可能性があるなどの限界があ

る。 

において、義援物資・ボランティアによって事業

所が受けた具体的な影響の一例をヒアリング調査

の結果からまとめたものである。特に表中の靴、

カバン小売業者については、長靴の販売が最も伸

びる 12 月に備えて仕入れていたものがほとんど売

れず、大量の在庫を抱えるようになったなどの深

刻な事例も見られた。 

 

３．被災企業の売上回復要因の数量分析 

3.1 売上回復要因の回帰分析 

それでは、災害関連売上と贈与経済が被災事業

所の売上回復にどれほどの影響を与えているのか。

質問紙調査によって得られたデータを元に、次の

ようなモデルを推計する。 

 

S i = a + X i b + ui 

 

但し 

S: ５ヵ月後前後の売上（対震災前％）あるいは

表 2 ボランティア・義援物資による売上機会の減少の事例 

業種 内容 

衣料品

小売 

タオルや布団、衣料などが義援物資として送

られてくるため、売り上げがひどく落ち込ん

だ。 

家電販

売、修

理、電気

工事 

電器カーペットなどの暖房器具や除湿機など

が義援物資として送られてきたため、売り上

げに影響があった。 

麺類、丼

物、飲食

業 

カップラーメン、おにぎりなどたくさんの食料

が義援物資で入ってきたので売り上げが落ち

る。 

理容業 

ボランティアが無料でカットを行ったのが売り

上 げ 機 会 減 少 に つ な が っ た 。

ドライシャンプーの無料配布が店に影響を与

えた。 

美容一

般 

着物、七五三の着付けやカットをボランティア

が無償で行うので、顧客が減少し、売り上げ

が下がった。 

化粧品 

化粧品(基礎化粧品)が資生堂などから、義援

物資として入ってきたので、売り上げがおち

た。 

陶磁器、

贈答品

販売 

義援物資で瀬戸物がきたので、店のものは

売れなかった。 

靴、カバ

ン小売業

長靴、ズック靴が義援物資として無料で配ら

れて、店の売り上げがほとんど無かった。 

くすり、雑

貨 

薬剤師がボランティアで来て、風邪薬を配っ

た事が売り上げに影響を与えた。 

*「義援物資・ボランティアによる売上機会の減少」を
「やや問題」「極めて問題」と回答した企業から 16 事
業所を抽出して具体的に質問した。重複した内容につい
ては記載を省略している。 
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震災から５ヶ月間の売上（対震災前％）6 

X:  説明変数ベクトル 

u i
 誤差項 

α 定数項 

β 係数ベクトル 

i 事業所を表すインデックス 

である。説明変数としては次の変数を投入する 

(1) 被害規模・・・直接被害額（万円） 
(2) 事業規模・・・従業員数（全社） 
(3) 営業停止日数・・・10 月 23 日から営業再開

日までの日数 

(4) 災害関連売上の有無・・・3 日後、2 週間後、
1 ヵ月後、3 ヶ月後、5 ヵ月後のいずれかで

災害関連の売り上げがあった場合１を取る

ダミー変数 

(5) 義援物資・・・「義援物資・ボランティア
活動による売上機会の減少」について「や

や問題である」「問題である」と回答した

事業所についてのダミー変数。 

(6) 業種ダミー・・・製造業、卸売業、小売業、
飲食業、建設業、サービス業についての定

数ダミー。 

 推計結果は表 3に示される。 

 「震災から５ヶ月後前後の売上高」を説明変数

とする推計（式１，２）についてみると、従業員

数、直接被害額についてはいずれも対数変換した

ものについて当てはまりが良く、統計的にも有意

な値を示している。このため、本稿では式２を採

用するものとする。 

従業員数については正で有意な係数が示される。

すなわち従業員規模が大きい事業所ほど売上高の

回復率は有意に高い。また直接被害額については、

負で有意な係数が示され、被害額が大きいほど売

上高の回復率が低いということが示されている。

いずれも直感に沿った結果である。 

 また業務停止日数については、停止日数一日あ

たり 0.31%の売上高低下があることが示されている。

これは一日も早い業務再開が売上回復にとって重

要であるということを意味している。その理由に

ついてはこの分析からは必ずしも定かではないが、

                              
6 「震災から５ヶ月間の売上」については、各時点

における売上高の加重平均によって求めた。すな

わち（震災から５ヶ月間の売上）＝（3×（３日後

の売上）+11×（２週間後の売上）＋16×（一ヶ月

後の売上）＋60×（３ヶ月後の売上）＋60×（５

ヶ月後の売上））/150 である。 

次のような推論は一定の説得力を持つであろう。

すなわち、事業所が営業を再開しているというこ

とについて、顧客がそれを認知し取引を再開する

か、あるいは震災を機に失った顧客がいる場合、

新規の顧客を獲得しなければならない。営業停止

期間が長ければ長いほど、失う顧客は多いと予想

され、その結果売上の回復にも時間がかかるもの

と思われる。 

 義援物資の係数については-11.71 で 5%有意であ

る。すなわち義援物資・ボランティアによる売上

機会の減少を問題だと考える事業所については、

そうでない事業所に比べて売上回復率が 11.71%低

いことが示されている。一方で、「災害関連売上

の有無」の係数が正で有意な値を示しており、災

害関連売上が無かった企業に比べて 17.4%ほど回復

率が高いことが示されている。 

なお、業種ダミーからは、製造業と卸売業につ

いては、それぞれに固有の要因によって売上の回

復率が高いということが明らかになった。一方で、

回復の遅れが著しいように思われた飲食業につい

てはそれについて固有の要因は検出されず、小規

模であることや業務停止日数が長かったことなど、

ここで採用された説明変数によって十分説明され

ていることが明らかになった。 

 ところで、「震災から５ヶ月間の売上」を説明

変数とする推計式（式３，４）についても、対数

変換した従業員数および直接被害額が説明変数と

して当てはまりが良い。このため、式４を以下で

は採用するが、全体の傾向としては式２とほぼ同

じである。これによれば、義援物資が「やや問題

である」と答えた事業所について 12.71%ほど、そ

うでない事業所に比して売上高が低いということ

が示されている。式２の説明変数が、５ヶ月後前

後の売上高であるのに対して、他方、義援物資で

示されている「義援物資・ボランティアによる売

上機会の減少」は、それがいつあったのかは定か

ではなく、事業所によればそれは震災後１ヶ月頃

までの話かもしれない。このため、式２では義援

物資の影響はそれほど強くは現れないことが予想

された。これに対して、式４の説明変数は震災直

後から５ヶ月後時点までの累計であるために、義

援物資の影響はより鮮明に出やすいことが予想さ

れたが、この意味で推計結果は予想通りであった。 

 

3.2 贈与規模の推計 
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回帰分析の結果を基に、震災後５ヶ月間におけ

る贈与経済による営業機会損失規模を小千谷市小

売業について推計してみよう。2002 年の「商業統

計表産業編」（経済産業省）によれば、小千谷市

の小売業者の年間売上高は 398 億 4500 万円である。

月々の売上は平均されており、2004 年～2005 年に

ついても同額の売上が見込まれると仮定する。 

このとき、小売業における、贈与経済による営

業機会の損失規模（Ｌ）は次式によって求められ

る。 

 

Ｌ＝39845（百万）× 5/12 × Ｒ × βd /100 
 

 但し、Ｒ＝小売業の全サンプルに占める、義援

物資・ボランティアによる営業機会の損失を「や

や問題である」「極めて問題である」と回答した

事業所数。βd＝式４における「義援物資」の係数

である。なお、βd は百分率で推計されていること

に注意されたい。 

 ここで、Ｒ=0.345, βd=-12.712 を代入すると

Ｌ＝-728.107 となり、すなわち、小売業における

贈与経済の規模は 7億 2811 万円と推計された。 

ちなみに、ほぼ同期間に小千谷市に寄せられた

義援金は 3 億 9550 万 8921 円(2005 年４月 30 日現

在、新潟県からの配分は含まれていない)と発表さ

れているので、贈与経済規模は小売業に限ってみ

ても義援金の規模を遙かに上回ることが明らかに

なった。 

 

４. 贈与経済発生の理論的考察 

 

 以上の分析から、贈与経済の規模を可能な限り

縮小し、被災事業所に災害関連需要を循環させる

ことによって、地域経済の早期復興が促進される

可能性が明らかになった。 

 しかしながら、そもそも贈与経済はなぜ発生す

るのか。青木(2005) に代表される比較制度論の立

場にたてば次のような説明が可能である。すなわ

ち贈与経済は市場経済に代わる一つの社会的制度

であり、贈与経済が出現するのは、そこに参加す

る人々にとってそれが市場経済よりも合理的な制

度だからである。そのことは以下のように財取引

の機会費用によって説明可能である。 

経済取引が行われるためには、そもそもその取

引によって利益を得る人々同士が出会わなければ

ならない7。市場経済という制度においては、価格

をシグナルとし、市場参加者らによる試行錯誤を

繰り返す中でこうしたマッチングが実現している。

しかしながら、表 1でも明らかなように、震災から

                              
7奥野(1999)はこれを経済取引の５つの側面の一つ

として「マッチング」と呼んでいる。 

表 3  回帰分析結果 

  式 1 式 2 式 3 式 4 

被説明変数 
震災から５ヶ月後前後の

売上高（対震災前比） 

震災から５ヶ月後前後の

売上高（対震災前比） 

震災から５ヶ月間の売上

（対震災前比） 

震災から５ヶ月間の売上

（対震災前比） 

定数項 88.805 ** 13.190  95.561 ** 10.362  80.308 ** 14.644  83.285  ** 11.189 

従業員数 0.002  0.387     0.005  1.005     

直接被害額 0.000  -0.659     0.000  -1.404     

log 従業員数    7.268 ** 2.059     8.276  ** 2.847  

log 直接被害額    -5.966 ** -2.046     -4.976  ** -2.098 

業務停止日数 -0.372 ** -3.823  -0.306 ** -2.999  -0.555 ** -6.996  -0.489  ** -5.860 

義援物資 -12.169 ** -2.218  -11.710 ** -2.096  -14.857 ** -3.214  -12.712  ** -2.686 

災害関連売上の有無 16.648 ** 3.849  17.403 ** 3.995  14.053 ** 3.866  15.421  ** 4.203  

製造業 12.606 * 1.758  14.747 ** 2.094  11.485 ** 1.982  13.296  ** 2.336  

卸売業 16.044  1.529  17.728 * 1.711  8.457  0.947  10.723   1.212  

小売業 -4.829  -0.704  -2.456  -0.359  -0.642  -0.116  1.289   0.233  

飲食業 1.354  0.174  1.984  0.258  2.109  0.335  3.140   0.505  

建設業 9.991  1.158  10.948  1.248  12.955 * 1.875  13.186  * 1.877  

業
種
ダ
ミ
ー 

サービス業 5.710   0.783  6.774   0.922  8.476   1.406  10.123  * 1.662  

サンプル数 238 229 221 212 
決定係数 0.234 0.254 0.39 0.411 

修整済み決定係数 0.196 0.216 0.358 0.379 

Ｆ値 6.26 6.702 12.173 12.696 

注：イタリックは t 統計値, *5%有意 **10%有意
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３日後に営業を再開した事業所は合計で 24%に過ぎ

ず、ほとんどの市場参加者はそれまでに獲得して

いた取引相手を喪失してしまっている状態である。 

但し、すでにみたようにすべての事業者が経済

活動を停止しているわけではない。従って経済取

引を行うためにはその時点で活動している適切な

取引相手と出会う必要があるが、被害状況や災害

の全容もはっきりせず、通信手段も限られており

大変困難な作業である。すなわち財取引のための

直接的な取引費用が増大するのである。加えて、

災害直後の人々の関心は救命救助・生命維持・二

次災害の防止などにあり、それらへの対応が優先

される。このため、通常の財取引の機会費用も増

大すると考えて良い。 

さらに、災害直後においては人々が必要とする

財の種類は最低限の生活物資に限定されるため、

人々は貨幣が与えられるよりも、必要な物資が

（例えその物資に多少の不満があったとしても）

直接与えられることをむしろ合理的に選択するは

ずである。 

ところが、災害発生から時間が経過するにつれ、

人々の欲求は多様化・高度化してゆく。これによ

って贈られてくる義援物資と人々のニーズにミス

マッチが生じるようになってくる。さらに生命維

持・安全の確保が満たされた人々は、時間的な余

裕も生じ始め、市場において財取引を行うことの

機会費用が減少する。多くの事業所が営業活動を

再開し、災害前の取引で得た情報が利用出来るよ

うになるとさらに財取引の機会費用は減少する。

このようにして贈与経済の制度的合理性は消滅し、

市場経済の機能が回復してゆくのである。 

 このように取引費用に基づく考え方によれば、

なぜ災害関連需要が地元に発注されないかを説明

することも可能である。結局のところ、地元で調

達可能な業者を災害後に探すことの費用が、地域

外から調達することの費用を上回っているからに

他ならない。その意味では、贈与経済の発生と災

害関連需要の地域外への漏出は根本的には同じ原

因を共有しているといえよう。 

 

５．被災地経済体制の移行モデル 

 

 むしろ現実には、贈与経済から市場経済へと移

行する過程において、特定の主体が被災地の状況

に応じて必要な財の需要と供給を人為的に調整す

る動きが生じる。行政が避難所に対して行う食料

の配給などはこの典型例であるが、この時期にお

いてはボランティア組織が相互に連絡を取り合い、

場合によっては現地で会議を行いながら地域間の

支援配分を調整するなどの動きが始まる。また自

宅等で生活する人々も、例えば町内会などで必要

な物資の数量をとりまとめ、行政やボランティア

からの配給を受けるようになる。 

 この時期になると、必要な物資については被災

地外から贈与されたものだけでなく、調整主体が

必要に応じて購入するようになってくる。すなわ

ち部分的に貨幣を媒介としている点で純粋な贈与

経済とは区別される。かつ必要な数量や財を把握

し、発注をかけ、配分する調整主体の役割が非常

に大きいことから、これを市場経済とも区別し、

本稿では「調整経済」と呼ぶことにする。 

調整経済が発生する理由として、以下が挙げら

れる。需要側から場合、取引費用の低下とニーズ

の多様化である。生命の安全が確保された段階に

おいて、ある程度人々は時間的・精神的余裕が生

まれる。またこのころから生活の再建を目指すよ

うになるが、そこにおいて発生するニーズを贈与

だけで満たすことは困難になってくる。これに対

し、供給側の営業活動は部分的・断片的にしか再

開していない。このため、被災者が必要な物資の

供給主体を個別に特定することの費用は依然とし

て高い。こうした取引費用を社会全体で低下させ

るために、特定の主体が被災地の状況を把握し、

市場に代わって需要と供給をマッチングさせる調

整機能を担うことになるのである。 

さらに供給側の回復が進み、状況が安定化する

に伴い、個別の取引費用は低下し、価格を通じた

市場による調整機能が回復する。以上をモデル化

したものが図 1である。 

 

６．ケーススタディー：小千谷市における避難所への弁

当供給事例 

 

贈与経済から市場経済に至る以上のような理論

的理解に基づけば、災害直後の被災地に市場経済

を導入しようという試みに成功可能性は乏しいこ

とが判る。例えば Horwich(1990)は、救援物資を無

償で被災者に分配するのではなく、政府が小売業

者に一旦売却し、その収益を貧困層に分配するこ

とによって、被災者が貨幣と引き替えに義援物資

を手に入れるような制度を提案している。しかし

災害直後に贈与経済が発生し、調整経済を経て市
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場経済に至るプロセスは、すでにみたように取引

費用の観点からは一定の合理性がある。そこで地

域経済の早期復興のための戦略としては、市場機

能の早期回復を目指すのではなく、その移行段階

である調整経済の改善を目指すべきであると思わ

れる。その参考として、小千谷市で実際に行われ

た避難所への弁当供給事例を紹介したい。 

 地震発生からおよそ２週間後の 11 月８日から小

千谷市では新たな試みが始まった。それは市内の

避難所で生活する被災者の食料として 8000 食の弁

当を市内業者によって供給しようというものであ

る。それまでは、新潟県の災害対策本部に必要食

数を連絡し、被災地外で製造された弁当が小千谷

市に届けられる仕組みになっていた。しかしなが

ら、新潟県はすべての被災市町村に対して調整を

行っているため、小千谷市について必ずしも十分

な個数が届けられなかったり、また長距離を長時

間かけて運ぶために一部では弁当から異臭がする

などの苦情があったという。 

 このため、小千谷市では地元の鮮魚商組合に市

内で弁当を製造できないかと相談をしたところ、

十数社の仕出し業者が名乗りをあげた。しかしな

がら、当時はまだ 8480 世帯でガスの供給が停止し

ており、手を挙げた仕出し業者のうちガスが使え

るのはわずか２社程度であった。そこでこれらの

業者は、弁当の製造工程を火を使って煮炊きを行

う工程と、それ以外の工程に分け、業者間で分業

を行った。火を通さずに解凍すれば食することの

できる冷凍食品などを使用し、その調達は小千谷

市の地方卸売市場が行った。また小千谷市は被災

者向けに地震後購入したり、全国から救援物資と

して届いた米を大量に抱えていたため、これらを

地元の大手米菓企業に提供し炊飯を依頼した。最

終的には、前述の地方卸売市場は避難所への配送

や数量調整の役割まで担うことになり、12 月 20 日

の避難所解消まで続けられた。 

 この事例は、誰かが当初から思い描いていたと

いうよりは、地元業者の自発的な協力と関係者の

創意工夫で自然発生的に生まれたものである。小

千谷市が地元の業者に弁当を発注しようとしたの

も、単に災害対応上の都合であり、被災事業所の

営業機会を作るということは特に意識になかった

という。しかし多くの事業所は、当座の収入が見

込めるため、非常にありがたかったと感じており、

また営業再開の大きなきっかけとなったという。

この意味で地域経済にとってもプラスの効果があ

ったことが伺えた。 

但し、弁当は一食 420 円で発注されており、ど

の事業所にとっても利益の出る水準ではなかった。

実際に、プロジェクトに参加しなかった飲食店は

被
災
地
経
済
に
占

め
る
割
合

贈与経済
Gift Economy

市場経済
Market economy

調整経済
Arrangement economy

時間

遅い（安定的）やや早い（やや安定）早い（不安定）経済環境の変化

価格による調整人為的な数量調整なし需給調整

被災地内外被災地内外地域内ストック／外部からの贈与財

・災害後の取引履歴などの参考
情報によって取引費用が低下

・将来の予測可能性が増大

・消費財に対する需要が多様化し、
受給のミスマッチ（量・質）ともに発生

・生命の安全が確保され、時間的余
裕の発生とともに取引コストが相対

的に低下

・将来の予測可能性が発生

・人々の選好が特定の財に集中

・救命救助・生命維持・二次災害
防災のための対応が優先され、
財取引の機会費用が高い

・将来の予測可能性がない

発生理由

ほぼ全面的に回復部分的・断片的に回復大部分が停止生産活動

変動固定なし財の価格

利己的利他的／利己的利他的経済主体像

遅い（安定的）やや早い（やや安定）早い（不安定）経済環境の変化

価格による調整人為的な数量調整なし需給調整

被災地内外被災地内外地域内ストック／外部からの贈与財

・災害後の取引履歴などの参考
情報によって取引費用が低下

・将来の予測可能性が増大

・消費財に対する需要が多様化し、
受給のミスマッチ（量・質）ともに発生

・生命の安全が確保され、時間的余
裕の発生とともに取引コストが相対

的に低下

・将来の予測可能性が発生

・人々の選好が特定の財に集中

・救命救助・生命維持・二次災害
防災のための対応が優先され、
財取引の機会費用が高い

・将来の予測可能性がない

発生理由

ほぼ全面的に回復部分的・断片的に回復大部分が停止生産活動

変動固定なし財の価格

利己的利他的／利己的利他的経済主体像

図 1 被災地経済体制の移行モデル 
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「採算が取れない」と自発的に不参加を決めてい

るようであった。このため、一部の企業だけがプ

ロジェクトに参加したことに関しても、他の被災

事業所からの不満は皆無であった。 

 このプロジェクトが示唆することは、災害対応

に必要な資源を地元で調達することの有効性と同

時に、それを可能にするためには、さまざまな調

整を行う中間団体が不可欠であるということであ

る。この事例では鮮魚商組合が調整機能を発揮し

たことがプロジェクトを成功に導いている。こう

した中間団体が存在するからこそ、経済全体とし

ての取引費用が軽減化され、一つの経済制度とし

て成立するのである。 

 

７．結論 

 

 以上から、地域経済の早期復興の戦略として以

下の４点が導かれる。 

１） 贈与経済の発生は制度的に合理性があり、市

場経済への移行期にある調整経済において地

元の資源を最大限活用する方策を検討し、計

画すべきである。 

２） 地元の資源を活用した調整においては、ボラ

ンティアや業界団体・職能組合・社会的組織

等の中間団体の機能が不可欠であり、これら

を巻き込んだ方策を検討すべきである。 

３） 行政について、災害救助法等で定められた物

資の調達単価の見直しを行うべきである。多

くの被災企業が参加するためには、単価を引

き上げることが有効であり、現行制度では手

段に乏しい事業所支援施策を補完する役割を

担えるであろう。 

４） 市場経済への移行をスムースにするためには、

経済主体の取引費用を低下させるための施策

が有効である。例えば、阪神・淡路大震災で

も一部のボランティアが行ったように、どの

ような商店・事業所がいつ営業を再開し、何

をどの程度提供できるか、といった情報をと

りまとめ、被災地域で共有する仕組みは、市

場経済の早期回復を促進するであろう。 
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