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Abstract	 

東日本大震災では、復旧や復興におけるコミュニティラジオの役割や有効性が確認され

たことから、コミュニティ FM局に対する社会的期待が非常に大きくなる一方、周辺自

治体との連携や災害に強い局の体制づくりといった課題も浮き彫りになった。本研究で

は、南海トラフ巨大地震や東海沖地震など巨大災害が予測される東海地域（静岡、愛知、

三重）のコミュニティ FM23局と 20の関係自治体を対象に、防災に対する意識や放送

活動の変化、自治体との連携、コミュニティ放送に対する期待、地域との関係などを中

心にヒアリング調査を実施した。国や地方自治体の防災予算や新たな施策など防災投資

が拡大する中、コミュニティ FM局に災害放送としての役割が期待される。市民の「災

害放送はやって当たり前」という局に対する正当性も、経営の厳しいコミュニティ FM
局にとっては制度的プレッシャーとなっている。本稿では静岡調査の結果をもとに、「制

度化された防災」がどのようにコミュニティ FM局に影響を与えているのか考察する。 
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はじめに 

東日本大震災では 30 にのぼる臨時災害放送局が開局したが、この数字は過去最多であり、

災害・復興時におけるコミュニティラジオの必要性を再認識させこととなった。コミュニティラジ

オは災害時に情報伝達メディアとして役立つだけでなく、崩壊されたコミュニティの再生や心

の復興という長期的な問題解決にも必要なメディアであることも確認された。東日本地域のコミ

ュニティ放送局（以下、コミュニティ FM局）の多くが被災した経験から、災害時には、技術支援、

経済的支援、行政との連携など、放送継続のための多様な支援が不可欠であり、コミュニティ

FM 局を支える社会的な仕組みづくりが強く求められる。同時に、県域ラジオや NHK との連携

やコミュニティ FM 局同士の連携などによる重層的なラジオネットワークの構築、総務省による

災害に備えて放送ネットワークの強靭化など、災害に向けたネットワークの構築も全国で始ま

っている（市村 2012; 災害とコミュニティラジオ研究会 2014; 北郷 2015）。 

 これまで、コミュニティ放送は地域情報の伝達が主な目的であり、防災は主目的とならないと

いう立場をとっていた総務省も、震災以降はコミュニティ FM 局が防災として機能することを求

めるとの立場を示し、大きく方向転換した。南海トラフなど広域被害をもたらす巨大災害が予

測され、防災が何においても重要であるという世論が強まる中、言い換えれば「防災というプレ

ッシャー」が、コミュニティ FM 局の防災や災害に対する意識と放送活動、そして経営に大きく

影響することが予想される。本研究では、こういった防災というプレッシャーがコミュニティ FM

局の活動や経営にどのように影響しているのか調査することを目的としている。 

 

1．研究背景 

 資源依存理論(Pfeffer & Salanik)によれば、営利・非営利に関わらず、出資者や業者、顧客

や雇用スタッフ、寄付者やボランディアなど、さまざまな組織や個人との資源依存関係をもつこ

とにより組織は業務運営を行うことができる（金山 2005）。コミュニティ FM 局に関して言えば、

地域経済や人口減少、放送技術や ICT、競合メディアなど、局を取り巻くさまざまな環境要因

に影響を受けるが、これらの環境のプレッシャーに適応するため、資金、人員、顧客、提携、テ

クノロジーなど、経営に必要なさまざまな資源を獲得しながら放送を続けている。東日本大震

災の被災地では、災害によって大きく変化あるいは崩壊した環境に対応するため、新しい資

源依存関係を築きながら、コミュニティ FM 局や臨時災害放送局が放送を続けている。 

 一方、こういった経営資源を交換する環境だけでなく、規制や規則、正当化された手続き、

標準や社会規範といったさまざまな制度的要因によっても組織は影響を受ける（Powell & 

DiMaggio 1991; Meyer & Rowan, 1977）。コミュニティ FM 局が遵守すべき放送法や電波法は

代表的な制度的要因であるが、管轄や近隣の自治体との協定なども制度的要因である。東日

本大震災以降、政府や地方自治体は「災害に強い地域づくり」を目指し、予算を増やし、ハー



ドソフト面において新たな取組みを実施している。先に述べたように、総務省もこれまでの態度

を一変させ、コミュニティ｀FM 局に対して防災に力を入れるよう指導し始めた。さらに、東日本

大震災で、臨時災害 FM局を含むコミュニティ FMの有用性が広く国民に認知され、社会的な

期待が大きくなっており、コミュニティ FM 局の制度的な環境に大きく影響を与えていることが

予測される。このように、近年、制度的な環境は著しく変化しているのである。 

 2010 年放送法の改正において、「基幹放送」という概念が導入され、その区分において、全

国放送、広域放送、県域放送に続いて「コミュニティ放送」が挙げられている。「コミュニティ放

送」が、全国放送と同様の「基幹放送」の一つとして位置づけられた妥当性について、中村

(2015)は、機械的・形式的に位置づけられたことに対しての違和感を述べた上で、「放送に期

待される社会的役割は何かというかたちで放送の『公共性』を議論すべきであるとすれば、コミ

ュニティ放送には、他のメディアでは十分に達成できない独自のかつ重要な役割があり、それ

がコミュニティ放送を『基幹放送』たらしめていると考えるべき」と論じた。最終的には次のような

解釈を提示している。 

 

「産業」としての困難性を孕みつつ法令により高度の地域密着性を要請されている

コミュニティ放送は、地域社会における「現代社会の基盤を形成する役割」（「答

申」）、すなわち、災害という非日常時、とりわけその初期段階において地域住民が

「生きていく」ために必要な情報を提供するという役割、及び日常の活動を通じて地

域社会の「共同性」を再構築し、さらにメディアや放送の「公共性」のあり方を再構築

するという独自の役割を担うことを期待されて、「基幹放送」に位置づけられていると

解釈されるべきである。（中村、2015、p.18） 

 

 コミュニティ FM 局が少なくとも防災に関して基幹放送を担うということになれば、それは、コミ

ュニティ FM 局の存在の正当性となる可能性がある。 

 これまでコミュニティ FM に関する調査研究の多くは、地域メディア論や地域ジャーナリズム

論、地域コミュニティ論や非営利組織論といった視点に基づき、コミュニティ FMの役割や社会

的な存在意義を明らかにしてきたが、コミュニティ FM 局を組織論からみた研究は少ない。特

に、防災という具体的な機能を制度要因として捉えているものは殆どなく、自然災害と向き合

いながら放送活動を行なうコミュニティ FM 局の在り方について、新たな角度から理解し、「防

災ありき」とは異なる議論を提示することができると考える。 

 

２．調査概要 

南海トラフ巨大地震では、東海、近畿、四国、中国、九州と東日本大震災以上に広域な災



害が予想されているが、津波による被害は、東日本大震災に匹敵するか、それ以上になると

推測されている。本研究では、今回の調査対象が南海トラフ巨大地震全体を射程に入れた場

合、広範囲にわたること、また、東日本大震災では津波被害とそれによる二次災害が大きかっ

たことを念頭に置いた上で、特に大きな津波の発生を予測されている東海 3 県（静岡、愛知、

三重）に調査地を絞って調査を計画、対象 3 県のコミュニティ FM23 局とコミュニティ FM の管

轄の自治体20に対してインタビュー調査を実施し、県別に分析を行なった。今回は相模トラフ、

南海トラフ地震、東海沖地震、富士山噴火と、多くの自然災害が予測されている静岡県（全 10

局と 9 自治体）の分析結果について報告を行なう。インタビュー調査では、防災に関する放送、

災害対応（ハード、ソフト、スタッフ）、行政との連携、その他連携など、放送継続のための体制

や支援など、東日本大震災の調査から明らかになった知見をもとにヒアリングを行なった。 

 

３．分析結果 

 静岡県内のコミュニティFM全局と管轄の９つの自治体（伊東市は除く）のヒアリング調査の分

析結果から、防災に関して、（１）自治体との連携強化、および、（２）災害放送という社会的期

待への呼応、という状況が明らかになった。 

 

（１）	 自治体との連携強化 

 これまで自治体との関係は、第三セクターや局に出稿している自治体がメインであり、純民

間型やNPO型のコミュニティFM局は関係や連携が比較的薄かった。現在は、どの局も、局の

形態、出資・出稿の有無などに関わらず、自治体と防災協定を結び、自治体の災害情報伝達

メディアとして機能することを局の役割と明確に位置づけている。東日本大震災以前に自治体

と防災協定を締結している局も、協定内容の見直しを行なっているところが多い。 

 多くの自治体では、防災・災害時のメディアの多重化をすすめている。これまでは自治体が

コミュニティ FMの開局に関わる場合、防災無線かコミュニティ FMかという選択の結果によるこ

とが多く、コミュニティ FM を開局した場合には聴取エリアのカバー率が常に問題となった。し

かし、現在は、防災無線や同報無線、個別受信機、コミュニティラジオ、メールシステムといっ

たメディア各々が補完関係にあり、コミュニティ FM も複数の災害情報伝達メディアの一つとし

て位置づけており、以前ほど聴取カバー率についても厳しく問うものではない。 

 全国瞬時警報システム（J アラート）を導入している自治体も多く、J アラートの情報を同報無

線やコミュニティ FM を使って伝達させている。防災無線をデジタル化したが個別受信のデジ

タル化の費用がないため、コミュニティ FMを代替として活用する自治体もある。東日本大震災

以降、コミュニティFMへの出稿や防災予算に関して理解を示す議会も増えており、そういった

予算によってさらにコミュニティ FM は自治体の災害メディアとして機能することが期待される。 



 調査した自治体の６割が、通常はコミュニティ FM が聴けて、非常時には同報無線を自動受

信して警報を流すことのできる防災ラジオを制作し、住民に配布または低額で販売しているが、

住民にコミュニティ FMを防災のツールとして使ってもらう一つの啓発活動と考えることができる。

非常時に速やかに災害放送を実施するために割り込み放送を採用する自治体も６割にのぼ

る。防災・災害にコミュニティ FM を活用する自治体が非常に増えているのである。 

 コミュニティ FM 局は原則一市町村一波であり、管轄の自治体は一つであるが、その原則も

市町村合併や地域の事情などから、変わらざるを得なくなっている。言い換えれば、複数の自

治体を対象にしたコミュニティ FM 局が増えているということである。開局後に、市町村合併で

対象コミュニティが拡大した事例はこれまでもあったが、伊豆市のように合併したが地域がまと

まらないため、コミュニティ FM に橋渡し的役割を期待するケースもある。この場合、地域はか

なり広域に渡り、コミュニティFM局のスタッフが簡単に移動できる範囲ではない。また、行政管

轄とは別に、例えば、岳南地域など、昔から経済や文化を形成する地方があり、そういった地

方や地域を対象としたコミュニティ FM も少しずつ増えている。他方、静岡のように政令指定都

市となり、一つの市に二つのコミュニティ FM 局が存在しているところもある。 

 東日本大震災のような広域災害では、周辺自治体への支援が必要であったことから、近隣

自治体と緊急放送要請協定を締結するコミュニティFM局も増えている。局への出稿や出資が

ない自治体、電波が届かない自治体でも、非常時に自分たちの地域の災害情報を流す媒体

が必要であり、それを近隣にあるコミュニティ FM局に期待しているのである。こういった要望に

局としても受け入れざるを得ない状況にある。さらには、コミュニティ FM局がないため、自前で

臨時災害放送局用の設備機材を準備している自治体から、非常時の際の支援を求められて

いるところもある。 

 このように、管轄の行政区分の有無に関わらず、近くのコミュニティ FM 局と連携し、防災や

災害に備えている自治体が増えていることが分かる。これまでの一市町村一波の原則が実質

崩れてきている様子も伺われる。複数の自治体や地域と連携する状況で、コミュニティFM局と

しては新しいルールが必要となる。情報の出し方や災害放送時の補償の問題、さらには情報

提供に関する自治体の意識の温度差など、複数の自治体それぞれに対応するのは時間が掛

かり、それが複雑な状況を生む原因となっている。 

 

（２）	 災害放送という社会的期待への呼応 

 インタビューの中で、「局としてやらなければならない」「局が潰れても放送できる体制をつく

らなければ」「リスナーから被害があるのになぜ放送しないとクレームがきた」など、どんな状況

であっても災害放送をしなければならない、といった使命感あるいは義務感のような言葉が多

く聴かれた。台風や東日本大震災によって、「防災にはラジオ」「コミュニティFMは防災に役立



つ」などコミュニティラジオの防災における役割が市民に広く認知され、自分の町のコミュニテ

ィ FM 局に災害放送を期待するのは自然であろう。前節でも述べたように、自治体にとってコミ

ュニティFM局は、防災や災害時の情報伝達ツールであり、「正しく」機能することが求められる。

台風や水害、あるいは地震などこれまでの災害時の災害放送に対して、市民から評価された

局も多いが、これは局の存在意義の確認であり、正当性を与えているものとも言えよう。このよ

うな状況で、「こういった災害が起きているのになぜ放送しない」といったクレームは、局として

は「あってはならないこと」であり、局の存在意義さえ疑われた気持ちになるほど打撃となるの

は理解される。 

 この意識に関しては、自治体も同様である。「空振りはいいが、見逃しはまずい」というフレー

ズが自治体関係者からよく聴かれた。例えば、台風情報で進路が逸れ、想定のような状況に

ならなかったとしてもいいが、災害があったにも関わらずその情報を伝えなければ、市民から

非常に多くのクレームが来ることを意味している。近年の大島や広島などで起きた状況、ある

いは、自分たちの失敗経験から、「何があっても伝える」ことを念頭に取組んでいる。防災や災

害復旧・復興は自治体にとって、やるべき当たり前のことであり、それを少しでも完璧に近づけ

ようとする中にコミュニティ FM 局は位置づけられているのである。 

 どこの自治体もコミュニティ FM局も、万一つまり想定外に備えた放送体制の整備を実施して

いる。ガソリンタイプの自家発電機、断線した場合の無線送信、可搬型送信機、夜間対応シス

テム、携帯による割込み放送、無線通信、有事のボランティア体制、地元企業やインフラ系企

業と連携、災害放送用マニュアル整備、実践的な防災番組など、取組みは枚挙に暇がない。 

 どの自治体も地元の自主防災組織と連携し、防災の講習会を実施しているが、近年は地域

からの要望が非常に強く、年間で数百回もの講習会を開催しているところも少なくない。そうい

った啓発活動を通して、あるいは、大きな地震や計画停電などの経験から、これまで災害に対

して漠然とした不安であったものが、正確な認知になった市民も多く、社会的に防災リテラシ

ーは上がってきている。それ故に、社会から自治体やコミュニティ FM局に対する防災としての

役割への期待も高まっているとも言えるであろう。 

 

４．まとめ 

 自然災害の多い日本において、防災は社会が取組むべき課題であり、誰もがそれを疑わな

い。ゆえに、それは社会において一つの制度としてなっていると考えることができるであろう。

マイヤーとローワンは、普及されたテクノロジーが社会の中に制度化されて組織にどのように

影響していったかについて、「テクノロジーは制度化されて、組織を縛る神話となっていく。この

ように制度化された技術は、その組織を適正であり、合理的であり、かつ近代的であるものとし

て確立させる。このようなテクノロジーの利用は責任を明示し、怠慢へのクレームを無効にする」



と言及しているが、このテクノロジーを防災に置き換えることができるであろう。このように「制度

化された防災」は、自治体やコミュニティ FM 局が適正であり、合理的であり、かつ近代的であ

り、防災や災害時への対応が存在意義を明らかにしていることが理解される。 

 こういった制度的なプレッシャーにどのように対応するのか。一般的には、黙従、妥協、回避、

抵抗、操作という 5つの反応があるとされているが（Oliver, 1991）、防災においては、黙従か妥

協という反応しかないと言えるであろう。そのためには、スタッフやボランティアを増やし、ハー

ドやソフトの整備を行い、管轄以外の複数の自治体にも対応していくことが余儀なくされるが、

実際には、経営的にも人員的にも変えることができないコミュニティ FM 局が殆どである。むし

ろ、厳しい経営状況の中、少ないスタッフで、いかに防災という役割を果たしていくのかが、大

きな課題となっている。 

 富士山が噴火すれば自分たちも逃げなければならない。浜岡原発に最も近い局として何を

したらいいのか、すべきなのか。津波がきても放送を続けることはできないか。東日本大震災

があったからこそ考えてしまうのかもしれないが、静岡の局関係者は、このような対応を発想す

ることが、コミュニティの域を超えていると感じている。「現実的にどこまでやれるのか、やるのか。

結局はできることしかできない」と関係者の悩みは深く、まさにそれこそが制度的なプレッシャ

ーの強さを顕著に示していると考えられる。 

 

 

付記 

本稿は、放送文化基金平成25年度研究助成『巨大災害とコミュニティラジオ』の成果の一部で

ある。 
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