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１．研究の意義 

大規模災害時においては、避難生活が長期に渡る傾向

にあるが、加えて近年の災害においては「在宅避難」や

「車中泊」を始めとした、避難所での避難に限らない避

難の形態（以下「避難所外避難（者）」）が多く見られる。 

避難所外避難に関しては、内閣府（2016）によれば、

東日本大震災時の課題として、ライフラインが途絶する

中、在宅避難者に対して必要な情報が十分行き渡らなか

ったことが挙げられている 1）。例えば、熊本地震で被災

した市町村では、以下の情報が発信された（1）。 

 

 

 

 

これら行政からの避難者に対する情報の中には、申請

期限が明示されているものもあり、避難者主体的に動か

なければ、申請期間を過ぎてしまい、支援を受けられな

いといった状況が生じかねない。 

本稿では、このような情報過疎を解消するため、徳島

県と「セブン-イレブン」を運営する株式会社セブン＆ア

イ・ホールディングス（以下：「セブン＆アイ」）による

全国初の新たな被災者支援モデルを例に、避難所外避難

者に対する情報提供の在り方について考察する。 

経済産業省（2015）によれば、コンビニは1970年代

の日本への導入以来、国民の様々な生活ニーズに応えて

その機能を変化・充実させ、現在は全国で5万店を超え

る店舗を擁し約10兆円を売り上げる巨大業態となって

いる2）。災害対策に関しては、被災者支援に関する協定

を、自治体とコンビニの間で締結する動きが広がってお

り、災害時の社会的インフラとしての役割が、行政から

も広く認識されてきている（2）。加えて、2017年7月1日

には、コンビニエンスストア、小売業等7法人が、災害

対策基本法第2条第5項における指定公共機関に指定さ

れたことから（3）、災害時におけるコンビニの役割が一

層高まることが期待される。 

一方、徳島県の人口は 2017 年 7 月 1 日現在で 744,488

人であり、うち沿岸部 4 市（徳島、鳴門、小松島、阿南）

6 町（牟岐、美波、海陽、松茂、北島、藍住）を合わせた

人口は 517,348人と、県全体の約 7割を占めることから、

南海トラフ地震により甚大な人的被害が発生しうる県の

一つとされている。徳島県が 2013 年に独自に公表した南

海トラフ地震被害想定によれば、最大の人的被害が発生

するとされる「冬深夜」に発生した場合、被災 1 週間後

に最大 136,100 名、1 ヶ月後には同 239,200 人もの避難所

外避難者が発生することが想定されている 3）。 

大規模災害への対応を行政だけで行うことは限界が

ある。避難所外避難者対策についても同様で、徳島県に

おいても民間企業の有する資源等を活用した避難所外避

難者対策の在り方を模索していた。 

 研究手法については、「２．」及び「３．」において上

記取組事例を紹介したことを踏まえ、「４．」で独自に分

析することで、「５．」の考察結果を導き出した。 

 

２．徳島県と大手コンビニチェーンの取組例 

2.1 セブン＆アイの現状と取組 

セブン＆アイは、2005 年に NEC と連携した店舗の停

電感知システムによる、店舗の停電を 5 分以内に本部に

伝える仕組みを構築したほか、2016 年には ANA ホール

ディングス（株）との間で「緊急時物資輸送支援に関す

る協定」を締結する等、企業間でも様々な災害対策を進

めている。自社においては、災害発生時には速やかにテ

レビ会議システムにより現地事務所と本部を繋ぎ、社長

等幹部が出席することにより、被災地のニーズを即座に

把握し、必要な対策を判断できる体制を敷いている。   

2014 年には、災害状況複合的可視化システム「セブン

VIEW」を開発した。これは、同年 2 月に発生し、関東地

方を始めとした 9 県で 26 名の犠牲者を出した雪害 4）に

おいて、道路の通行状況を十分把握できず、店舗への商

品の配送が滞り、多大な損害を発生させた経験から、被

害状況を可視化できるシステム構築の必要性を認識し、

開発されたものである。既存の Google マップに店舗や配

送車の位置図を重ね合わせ、店舗の異常の有無や配送車

の運行状況をタイムリーに「見える化」できる仕組みと

なっている（図 1 参照）。 

がれきやゴミの処理／給水（場所、時間帯）／ライフライン、イ

ンフラの復旧状況／応急仮設住宅の案内／相談窓口の開設／ボ

ランティアの受入案内／罹災証明の発行／家屋の解体、撤去／生

活再建支援／税金、保険料の減免 
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図 1：熊本地震における「セブン VIEW」（セブン＆アイ資料

より引用） 
 

セブン＆アイにとって震災後最も重要なことは、被災

地域の範囲の特定と、通れる道路、寸断された道路など、

道路状況の把握である 5）。その対策の根底には、店舗を

早期に復旧させ、顧客に安心して買い物をしていただき

たいという、企業としての使命感がある。熊本地震では

県内 289 店舗のうち、店舗が損壊した南阿蘇村の 1 店舗

を除き、被災 3 日以内に営業を再開することができた。 

2.2 両者の連携の経過 

徳島県では、被害情報を一元的に集約し、関係者等が

地図上で共有できる「災害時情報共有システム」を運用

している。その有用性を見出したセブン＆アイの働きか

けを契機に、2017 年 1 月 17 日、「セブン VIEW」との相

互連携を目的とした「大規模災害時の被災者に対する新

たな支援モデル構築に向けた検討と実験」への合意（以

下：「本合意」）が行われた。ここでは、徳島県が「災害

時情報共有システム」の情報に基づいた通行規制や避難

所開設状況等についての情報提供、実証実験のフィール

ド提供等を担い、セブン＆アイ側は支援拠点としてコン

ビニ店舗・スペース等のインフラの提供について検討を

行う。その主な目的であるが、徳島県にとっては社会イ

ンフラとして定着したコンビニ店舗を利用し、避難所外

避難者への訴求力向上を図ることであり、一方セブン＆

アイにとっては、行政からの情報を速やかに得ることに

より、効果的な対応策を採り、一日も早く「日常のセブ

ン-イレブン」を取り戻すことで、顧客からの信頼度の向

上を得ることにあった。 

 

３．コンビニ店舗を利用した実証実験 

3.1 実証実験の内容 

2017 年 3 月 14 日（火）、徳島駅前の店舗「セブン-イレ

ブン徳島ダイワロイネットホテル店」において、徳島県、

セブン＆アイ及び基礎自治体（徳島市）の三者合同によ

る情報発信に係る実証実験が実施された。セブン＆アイ

からは、広域災害を想定したバックアップ拠点として札

幌及び福岡の両地方事務所も参加した。 

その手順は以下の表 1 のとおりである。当日は、救護

所や医療機関での受診に関する事項や、首長から被災者

への呼びかけに関する情報等が掲示された。 

 

表 1：実証実験の手順 

手順 主体 概要 

①  徳島県 
「セブン VIEW」を活用して店舗の被

災状況を確認する。 

②  徳島県 
店舗を拠点とした体制確立がで

きた旨、徳島市に連絡する。 

③  徳島市 
被災者が必要とする情報をセブ

ン＆アイ本部に送付する。 

④  
セブン＆ア

イ本部 

徳島市からの情報を整理し、店舗

へ送付する。 

⑤  店舗 当該情報を受取り、印刷する。 

⑥  店舗 
ガラス窓等、被災者が見やすい場

所に情報を掲示する。 

 

3.2 実証実験の結果 

 徳島県とセブン＆アイによれば、今回の実証実験によ

り得られた成果と課題は以下のとおりであった。 

3.2.1 成果 

成果の 1 点目は、自治体からの情報を速やかに掲示す

る上で、技術的な課題がないことを確認できた点である。

市町村からの情報を店舗に掲示するまでにかかった時間

は 15 分と一定の迅速性が担保された。 

2 点目は、三者の間で、本取組の有効性を相互に確認

できたことであり、従来の情報発信方法（避難所への掲

示、防災行政無線、広報車、ホームページ）に加えた、

新たな情報発信手段としての役割が期待されている（4）。 

3.2.2 課題 

課題の 1 点目としては、幅広い世代に向けた情報発信

のためには、見る者に分かり易い掲示の在り方が求めら

れる点である。災害時の混乱期にはあらゆる情報が集中

するため、実際には上記③～⑥までは時間を要すること

が想定される。いかに情報の正確性や優先度を判断し、 

かつ、双方の負担を省力化できるかが問われる。 

 課題の 2 点目は、情報の対象エリアの範囲についてで

ある。一つのコンビニについて、どこまでのエリアをカ

バーし、さらにそれをどのように避難者に伝えていくの

か、予め決めておくのか、或いは災害状況に応じて判断

するのか、特に後者の場合はどのような判断基準で決定

するのかについても、今後検討されるべきとされた。 
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４．実証実験に対する更なる分析 

4．1 ニーズに見合った情報提供について  

内閣府指針（2016）にあるように、被災者が必要とす

る情報は、災害発生からの時間の経過に伴い、刻々と変

化していくことから、被災者の必要性に即した情報を的

確に提供することが要請されている。 

被災者が求める情報について、NHK が 2014 年に広島

市で発生した土砂災害に際し、同市安佐北区及び安佐南

区に居住していた 20 歳以上の住民 700 人に対して行っ

た調査によると 6）、発災当日は「安全確保」や「避難場

所・方法」に関する情報へのニーズが上位を占めていた

が、発災 1 週間後については「ゴミや土砂の撤去」「罹災

証明書の発行」といった復旧に関する情報が上位になり、

更に 1 ヶ月後についてはそれらに加え「自宅の修理・消

毒」や「生活資金」についての情報ニーズが挙げられ、

被害を受けた住宅の住民を中心に、引き続き何らかの生

活情報を必要としているという実態が見られた。南海ト

ラフ地震に際しては、これまで以上に掲示する情報の種

類とその切り替えのタイミングをいかに適切に判断して

いくかが課題となる。 

4.2 コンビニ店舗へのアクセスについて 

セブン-イレブンの場合、徳島県内に 89 店舗を擁すが

（2017 年 7 月末現在）、このうち沿岸部 4 市 6 町におけ

る店舗数と、徳島県被害想定における避難所外避難者数

を重ね合わせたもので、ここから一店舗当たりの避難者

数を導いたものを（表 2（太枠内））に示す（5）。 

表のデータから、次の 2 点が見えてくる。 

（1）美波町を除くと、一店舗当たりの避難所外避難者は 

1,750 人～6,060 人とばらつきはあるものの、被災状況 

によっては大量の被災者がコンビニ店舗に殺到する

可能性がある。 

（2）県南部の過疎化が進み、津波被害の甚大な地域に行 

くほど、店舗数が少ない状況が分かる。特に、美波町

は店舗がなく、牟岐町及び海陽町についてもそれぞれ

1 店舗のみとなっていることから、当該店舗が被災し

た場合、最寄りのコンビニ店舗へのアクセスがより困

難になることが予想される。 

こうしたことから、今の状況を鑑みると、コンビニ店

舗に頼りすぎることへの限界も見えてくる。コンビニ店

舗を拠点とした情報発信をより推進するためには、他の

コンビニ店舗の利用可能性を検討する必要性がある。セ

ブン-イレブン以外に徳島県内に店舗を展開する大手コ

ンビニ「ローソン」及び「ファミリーマート」を例に挙

げると、ローソンは県内に 134 店舗（2017 年 2 月末現

在）、ファミリーマートは 89 店舗を擁しており（同 7 月

末現在）、（表 2（太枠内））にこの 2 社を加えた結果は、

 

表 2：徳島県沿岸部 4 市 6 町における店舗数及び避難所外避難者数の関係 

    セブン-イレブン単独 3 社合計 

 
市町名 

（※1） 

人口 

（※2） 

想定 

死者数 

（※3） 

① 避難所外

避難者数 

（※4） 

②店舗数 

③一店舗当たり

避難者数（※5） 

（①÷②） 

 

④店舗数 

③一店舗当たり

避難者数（※5） 

（①÷④） 

 鳴門市 57,809 2,700 21,800 7 3,114.3 21 1,038.1 

 松茂町 15,006 1,400 5,400 3 1,800.0 9 600.0 

北 北島町 22,539 370 7,500 4 1,875.0 10 750.0 

部 藍住町 34,872 140 7,000 4 1,750.0 11 636.4 

 徳島市 257,696 10,400 102,900 32 3,215.6 110 935.5 

 小松島市 37,855 5,000 20,300 6 3,383.3 17 1,194.1 

 阿南市 71,737 4,600 30,300 5 6,060.0 27 1,122.2 

南 牟岐町 4,073 1,000 2,200 1 2,200.0 3 733.3 

部 美波町 6,763 2,400 3,400 0 0 2 1,700.0 

 海陽町 8,998 2,600 4,200 1 4,200.0 4 1,050.0 

 合 計 517,348 30,610 205,000 63 3,254.0 214 957.9 

※1 市町名は、鳴門市から海陽町に至る沿岸部 4 市 6 町を北から南へと順に示した。 

※2 2017 年 7 月 1 日現在の数値である。 

※3 徳島県想定における「冬深夜」発生時の想定人数である 3）。 

※4 徳島県想定における被災 1 ヶ月後の予測人数である 3）。 

※5 小数点第二位四捨五入。 
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（表 2（太枠外側））のとおりとなる（6）。（表 2（太枠内））

と比較すると、一店舗当たりの避難者数が最も多かった

阿南市では約 5 分の 1 となり、また美波町内においても

コンビニ店舗を活用することが可能になる等、より効果

の拡がりが期待できる状況が窺えた。 

4.3 コンビニ店舗の負担軽減について 

コンビニ店舗、特にフランチャイズの場合、情報提供

に係る店舗オーナーの承諾が必要となる。店舗オーナー

やスタッフ、その家族等関係者が被災することも想定さ

れるため、被災店舗にとって過度な事務的・精神的負担

とならぬよう、コンビニ店舗側が取り組みやすい体制を

作ることが重要である。 

4.4 コンビニを活用しない避難者対策について 

避難所外避難者の中には、怪我や移動手段がない等の

理由から、コンビニに行けない避難者も生じうるほか、

コンビニと馴染みがないという避難者があることも予想

される。本合意のみではこのような避難者へのアプロー

チが十分に行き渡らない可能性が生じる。コンビニだけ

に囚われない、地域の実情を踏まえたきめ細やかなケア

が求められる。 

 

５.考察 

 本稿での研究の結果、次の点が導き出された。 

（1）本合意により、社会インフラとして定着しているコ

ンビニ店舗を活用することで、避難所外避難者への情

報面での新たなアプローチ方策としての役割が期待

できる。 

（2）今回の実証実験は、県都である徳島市をフィールド

にした実験であり、県域に拡大するにあたっては、以

下の点に留意する必要がある。 

①  避難者の的確なニーズ把握 

②  店舗へのアクセスの問題 

③  コンビニ店舗側の負担軽減策 

④  コンビニの限界を見極めた対策の必要性 

 今回の研究により、コンビニを情報発信の拠点として

活用することの意義や課題等が明らかとなったが、今後

は基礎自治体のスタンスに立った被災者へ発信する情報

の精査に関する研究や、他のコンビニ利用の可能性につ

いて研究等を進めて参りたい。 
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補注 

（1）「生活支援のための避難所だより（2016 年 6 月 4 日 

～同 7 月 20 日）」、「避難所生活支援情報（2016 年 8 月 22

日～2017 年 4 月 3 日）」（共に熊本市）、「広報ましき 災害

臨時号（2016 年 4 月 30 日～同 8 月 24 日）」（益城町）、

「広報西原号外 災害臨時号（2016 年 4 月 23 日～2017 年

3 月 23 日）」（西原村）において、少なくとも 2 市町村で

共通する情報を列挙したもの。 

（2）例として、「帰宅困難者支援協定」や「物資調達支

援協定」が挙げられる。徳島県も所属する関西広域連合

では、平成 23 年度にセブン＆アイを含めたコンビニ業界

や外食業界等と「災害時における帰宅困難者支援に関す

る協定」を締結している。 

（3）独立行政法人（独立行政法人通則法 第 2 条第 1 項 

に規定する独立行政法人をいう。）、日本銀行、日本赤十

字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、

輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理

大臣が指定するものをいう。 

（4）今後、物流事業者の協力を得た物資の配給に関する

実証実験を実施する予定であり、これを受けて徳島県で

は、コンビニが持つあらゆる機能を活用した被災者支援

の足掛かりになることを期待している。 

（5）表中の数値は、全店舗が営業を再開できた場合を想

定している。 

（6）両社が「セブン VIEW」と同様のシステムを有する

との仮定に基づいたものである。 
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