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発表の主な内容

1. 災害大国日本

2. 防災を考える上での重要なポイント

3. 阪神・淡路大震災からの教訓（被災者目線に立ち、ボ
トムアップで取り組む）

4. 市民力の台頭

5. 災害に強い社会を創る



災害大国日本

年 災害
死者・行方
不明者数

1932 三河地震 2,306

1932 枕崎台風 3,756

1946 南海地震 1,443

1947 キャサリン台風 1,930

1948 福井地震 3,769

1954 豪雨（九州、四国、
中国）

1,013

1954 豪雨（和歌山） 1,124

1955 洞爺丸台風 1,761

1958 狩野川台風 1,269

1959 伊勢湾台風 5,098

1995 阪神・淡路大震災 6,437

2011 東日本大震災 22,199

1932年以降、1000名以上の死者・行方不
明者の出た災害(内閣府防災白書参照)

阪神・淡路大震災以降、50名以上の死者・行方不明者の出た災害
(除：阪神・淡路大震災、東日本大震災、内閣府防災白書参照)

年 災害
死者・行方
不明者数

2004 平成16年台風23号 98

2004 新潟県中越地震 68

2006-07 平成18年豪雪 152

2010-11 平成22年大雪等 131

2011 平成23年台風12号 98

2011-12 平成23年大雪等 133

2012-13 平成24年大雪等 104

2013-14 平成25年大雪等 95

2014 平成26年広島土砂災害 77

2014 平成26年御嶽山噴火 63

2014-15 平成26年大雪等 83

2016 熊本地震 267

2018 平成30年豪雨災害 245



(将来) 南海トラフ地震

南海トラフ地震

今後30年間の発生確率 = 70-80%
予想される最大死者数 = 32万5千人
予想される最大全壊棟数 = 約250万棟

• 南海トラフ : 駿河湾から九州沖に至る4千メートル級の海溝

• フィリピンプレートがユーラシアプレートの下に沈み込む。

• 南海トラフでは、これまで100－150年毎にマグニチュード8ク
ラスの巨大災害が発生してきた。

?

68 to 70 years



防災を考える上での重要なポイント

１．ハザード（Hazard、危険要因）と災害（Disaster）

• 地震、津波、台風、降雪、竜巻←災害を及ぶ恐れのある自然現象（ハ
ザード）

• 災害：自然現象（ハザード）によって引き起こされる被害

• 被害を及ばさない限り、災害にはならない（毎年数多くの台風や地震に
見舞われるが、全てが災害ではない。）。

２．減災

• 災害を完全に防ぐのは難しい。

• 災害を防ぐことはできなくても、被害を軽減することはできる。

• Disaster (Risk) Reduction（減災） > Disaster Prevention（防災）



防災を考える上での重要なポイント

３．脆弱性（弱い・脆い：vulnerability)

• 脆弱性が高いほど、被害が大きくなる。低くなれば、被害を軽減できる。

• 高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、子ども…

• 壊れやすい住宅、インフラ…

（例）東日本大震災では、若い人たちは高台に逃れたが、高齢者はたどりつけなかった（犠牲者の
約6割が高齢者）。➡高齢者がもっと早めに避難する、あるいは誰かが避難に協力していれ
ば、死者数が減っていただろう。

４．暴露 (Exposure)

• 人口、インフラ、住宅、有形資産等

• 都市部や沿岸部等人口の多いところほど、災害に見舞われやすい。



防災を考える上での重要なポイント

５．持続的成長（SDGs, Sustainable Development Goals)

• 大規模に開発しても、管理できなければ却って悪化する。

• 無理に計画を作っても、実践できなければ、徒労に終わる。

• 実現可能な活動を続け、成果を着実に積み上げていく（➡急がば回
れ）。



阪神・淡路大震災の意義

1. 災害に対する緊張感が変わった。（←油断してはいけない）

2. 直後の災害対応だけでなく、長期に渡る「減災」や「復興」が認

識された。（←災害はすぐに解決するものではない）

3. 行政の限界（公助）、市民力の有用性（自助・共助）が認識され、

連携、協働する重要性を学んだ。（←人任せでは解決しない）

4. 被災者支援の前例が殆どない中で、仕組みや対策を一から考えな

ければいけなかった。（←できないといってあきらめない）



自助・共助・公助を考える
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公的活動

(public)

官による公的活動＝公助

民間（市民）による公的活動＝自助・共助

国

地方自治体

官民連携都道府県

中央省庁

警察・自衛隊

企 業

学 校

コミュニティ

家庭 / 個人

自助

官の領域 民の領域

自助

自助

自助

公助（公的支援）

共
助

市町村



被災者に対する公的支援（基本的考え方）

(国の基本的考え方)

直後の応急対応では、人道的観点から現物支給する（＝災害救助法）。

私有（個人）財産の形成に対しては支

援が難しい（例：住宅、ビジネス）。

公益性の高いものに支援する

（例：インフラ、公共施設）。

国に制度化を働きかけたり、被災自治体・市民が独自で支援を行った。

行政に責任があるがある場合には、補償、賠償する。

自然災害で壊れた住宅、損害を受けた企業の問題は、自助努力で解決するのが原則



阪神・淡路大震災と創造的復興

原形復旧（被災前の元に戻す）

（例）電気、ガス、水道の復旧、

道路、鉄道の再開

創造的復興により、被災者が立ち直る、災害
に強い社会を再構築する。

（例）住宅・生活・コミュニティの復興、

高齢者の再建

【災害発生】
脆弱な部分が常に取り残される。
社会を表面的に取り繕うだけでは

課題を解決できない。

復旧
Disaster Recovery

復興
Build Back Better

軽減
Disaster Mitigation

備え
Disaster Preparedness

災害発生
Disaster Occurrence

応急
Emergency Aid

防災／減災
Disaster 

Reduction

【災害サイクル】
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被災者再建をどう考えるか
（教訓：物理的に回復するだけでは不十分なことがわかった）

• 「住まい」には、物理的な住宅だけでなく、文化的な人間生活を営むための居住
環境が含まれる（→人間としての尊厳）。

• 「職」は生活を維持するのに不可欠であるだけでなく、生業や仕事を通しての生
き甲斐や誇りが含まれる。

• 「まち」には交通や情報、商業集積といった都市機能だけでなく、そこで生活し
仕事をする人のコミュニティとしての機能が含まれる。

住まいを失う

職を失う

まちを離れる

仕事を求めて移動す
る

人がいなくなり、
地域が衰退する
（＝公益の喪失）
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住まいの観点から（避難所の居住環境）

避難生活が長期化（最長で半年程度）するこ
とを念頭に置く！（兵庫県「伝える」改訂版（2016）参照）

１．直面した課題

（1）プライバシー

• 一人当たり（一家庭あたり）のスペースが狭い

（2）要配慮者（例：高齢者、障がい者）への支援

• トイレに行けない➡脱水情報

• 冷暖房が不十分、換気が悪い➡風邪が蔓延する

• 車いすが通れない➡避難所を退去

（3）震災関連死（東日本大震災、3,676名（H30.3））

➡例：心疾患、肺炎

• 避難所生活での肉体・精神的疲労



住まいの観点から（避難所の居住環境）
２．現在の対策

（1）避難所の環境改善

• 更衣室がない（女性は着替えができない）➡段ボール箱で仕切りを
する、カーテンで仕切る（熊本地震）

（2）保健医療対策（助かった命を守る！）

• 保健師・栄養士・看護師・医師等による巡回体制、健康指導

• 栄養に配慮した食料、暑さ寒さ対策、生活不活発病、生活習慣病

• 福祉避難所、医療機関への搬送

（3）被災者への支援体制を整備

※福祉避難所
• 既存の建物を活用（例：特別養護老人ホーム、障がい者施設）
• 介護の必要な高齢者、障がい者など、一般の避難所では生活に
支障を来す人に対して、ポータブルトイレ、手すりや仮設ス
ロープなどバリアフリー化が図られた避難所 （熊本地震被災地写真）



住まいの観点から（応急仮設住宅）

１．コミュニティが分断された

• 元の居住地の近くに建てられない（➡生活が不便）。

• 高齢者や障がい者だけを優先的に入居させると、助け合いが
難しくなる。

• 公平の観点から抽選で選ぶと、新たに人間関係を形成しない
といけない。

• コミュニティ単位での入居に配慮すべきであった。

２．仮設住宅で「閉じこもり」「自殺」「孤独死」が発生

• 家族・財産・仕事の喪失、将来への不安

• 知らない土地での慣れない生活、人間関係作りのスタート

• 不眠、アルコール依存
15



住まいの観点から（応急仮設住宅）

３．仮設住宅内にコミュニティ機能（ふれあいセンター）を作った

←最初に気づいたのはボランティア、NPO

・ふれあい喫茶、カラオケ教室、季節の行事

・生活相談、生活情報の提供

・保健師・栄養士・健康アドバイザーなどによる健康指導・相談

・民生・児童委員による見守り、要配慮者への訪問、安否確認、
相談

・住民自治組織による活動

（※西日本豪雨災害で予測される課題

⇒見なし仮設の居住者に対する支援、置き去りにされやすい、近
隣住民との関係強化、ボランティアによる支援）

16（東日本大震災被災地写真）



住まいの観点から（災害復興公営住宅）

【コミュニティプラザ（コミュニティの場を設置）】

１．コミュニティプラザとは

• 応急仮設住宅の「ふれあいセンター」の機能を継承、拡充

• 集会室、調理室、相談室等

• 住民の親睦、助け合いの場

• 地域福祉やボランティア活動の拠点

２．被災者を支援する活動拠点

• 見守り、相談、医療機能を強化する。

• ふれあい交流事業（例：手芸、合唱、健康教室、茶話会、食事会）を実施する。

• まちの保健室を設ける（←現兵庫県立大学看護学部が推進）

• 周辺の自治会も含め地域コミュニティの拠点にする。

• 運営を住民組織や民間の支援組織に委ねる。

３．現在の課題

• 入居者の高齢化（65歳以上の世帯率：50.8 %、65歳以上の単身世帯率：
46.9 %、2015年度）



自助・共助（市民力）の台頭

（災害直後の応急対応)

130万人ものボランティアが全国から駆け付けた→ボランティア元年

１．避難所での被災者のお世話

（例）食事の提供、救援物資の配布、子どものケア

２．アマチュアのボランティア

（例）大学生、ビジネスマン、主婦、退職者

３．資格・経験を持ったボランティア

（例）医師、看護師、建築士

18



自助・共助（市民力）の台頭

（仮設住宅）

知らない者同士が集まる➡仮設住宅での被災者のお世話（孤立化を防ぐ、
新たなコミュニティを形成する）

（例）神戸市西神第7仮設住宅、120棟、1060世帯

• 各棟にナンバリングを行うよう行政に提案した。

• 無事を確認するため、黄色い旗を配った。

• 電気、ガス、水道の使い方について、大きな字で説明書を作った。

• 毎朝の花の水やりの時間を設けた。

• ふれあいセンターを作った。

• 自家用車でかかりつけ医に連れて行った。

• 心や体の状態を巡回してくる医師や看護師に伝えた。

• ボランティアと被災者の顔の見える関係を築いた。
19



自助・共助（市民力）の台頭

（復旧・復興）

１．仕事をとおして生き甲斐を回復

• クラフト作りで収入を得る。

• コミュニティ・ビジネスを起こす（例：子どもの世話）。

２．プロのボランティアによるまちづくり支援（例：都市計
画家、建築士、弁護士）

• 公的支援が行き届かない地域でのまちづくりを住民と一
緒に考える。

• 被災者と一緒にまちの良さを再認識する。

• 「まちづくり協議会」を結成する。

• 被災者に代わって地方自治体と協議する。 20



小林郁夫兵庫県立大学特任教授PPT

まちづくり専門家が関わったコミュニティ形成
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① 火災が発生したが、水が出ず全焼した。

② 災害に見舞われないまちづくりを専門家と検討する。

③ 行政も協力し、近くの下水処理場から浄化した水をひき、

せせらぎを作る。

④ 花や樹木を植える。金魚やメダカを放流する。

⑤ 清掃は住民が行う。まちを住民で管理する。

⑥ 清掃を通じて、挨拶、顔の見える関係がつくられていく。



自助・共助・公助が連携する
（「ボトムアップ」＋「トップダウン」）

22官民の役割分担と協働の考え方

ハードの整備

ソフトの整備

制度
構築

一 人 ひ
と り へ
の対応

「市民」の
アプローチ

「行政」の
アプローチ

官民
連携

１．「行政」は、「制度を作ること」や「より多くの
人に見合った最大公約数的な支援」を優先せざるを
得ない（＝マクロの観点）。

２．公益に資するハードの整備（例：道路の復旧）も
「行政」の仕事。

３．「市民（住民・ボランティア）」は目の前の「一
人ひとりの被災者を助ける」ところから支援を始め
られる（＝ミクロの観点）。

４．人間関係に基づく支援なので被災者のプライバ
シーに立ち入ることもありうる（ソフトの支援）。

５．両者が重なるところで、「官民連携」「中間支
援」が生まれる。「自助」や「共助」が前面に立ち、
「公助」で後方支援を行う。



創造的復興の意義

１．制度が無ければ創り出す➡被災地での「試み」を、新たな
「仕組み」、「文化」につなげ、社会に定着させる。

（1）被災者支援：個人資産、プライバシーの問題として片付け
ず、社会全体の課題として対応してきた。

（2）ボランティア活動：行政と異なる支援が認識された。社会
全体で推進することで、後のNPO法につながった。

２．復興の取り組みは、社会の全ての分野に関係する。ひいて
は、地域の再生につながる。

３．地域が主導する、行政と住民、支援者が協働して取り組む。



市民力を高め、災害に強い社会を創る

【防災リテラシー（literacy）を高めよう！】

（literacy：読み書きの能力、illiteracy：無学・無教育）

１．経験を積む。

（１）ボランティア活動をする。被災者に寄り添う（➡目線・視点を変える。声なき
声を知る）。

（２）実践する。現場を知る（➡机上だけでモノを考えない）。

被災集落復興（総社市下原地区） 高齢者避難訓練（徳島県美波町） 防災教育（兵庫県淡路市）被災集落復興（総社市下原地区）



市民力を高め、災害に強い社会を創る

【防災リテラシー（literacy）を高めよう！】

（literacy：読み書きの能力、illiteracy：無学・無教育）

２．知識を深める。

（１）自分の専門性を高める（➡知見を追究する）。

（２）横断的に防災を考える（➡総合的に考える）。

法学 理学工学情報 文学 福祉 保健社会
学

経済
学

教育

防災（災害に強い社会づくり）



最後に（次の世代へのメッセージ）

１．「災害大国日本」、あなた方の時代に巨大災害が起きる可能性が
高いです。

２．少しでも被害を減らすため、自分たちで何ができるかを考えてく
ださい。

３．既存の制度の壁に阻まれても、仕組みを変える、新たに創り出す
ようチャレンジしましょう。

４．次代の主役はあなた達です。政府や誰かに依存するのでなく、自
分達で途を切り拓きましょう（依存＜自立）。

５．防災リテラシーを高め、災害に強い社会を創りましょう。



ご清聴ありがとうございました。

質問や不明な点があれば、いつでも気軽に連絡してく
ださい。

ryosuke_aota@drg.u-hyogo.ac.jp

mailto:ryosuke_aota@drg.u-hyogo.ac.jp

