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災害大国日本

1.  日本は災害大国である

災害は我々の生活に密接に関わってくる

2. 毎年数多くの台風、豪雨災害に見舞われる（気候変動の影響か）。

（1）平成27年鬼怒川豪雨災害（茨城県常総市ほか）

（2）平成29年九州北部水害（福岡県朝倉市ほか）

（3）平成30年豪雨災害（岡山県・広島県・愛媛県ほか）

（4）令和元年台風19号災害（長野県・宮城県・福島県・千葉県ほか）

死者数、全壊家屋数こそ少ないが、浸水被害は深刻な影響を及ぼす

3.  近年、巨大地震災害が発生している

(1) 阪神・淡路大震災（1995年1月17日発生）

死者数＋行方不明者数＋災害関連死：6,434+3＋919

(2) 東日本大震災（2011年3月11日発生）

死者数＋行方不明者数＋災害関連死：16,003+2,587+3,472
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引用：平成27
年９月関東・
東北豪雨災害
の概要（H27
国土交通省）



引用：平成30
年7月豪雨に
おける被害等
の概要（H30
国土交通省）

平成30年7月豪雨における被害等の概要平成30年7月豪雨における被害等の概要



引用：平成30
年7月豪雨に
おける被害等
の概要（H30
国土交通省）



日本における近年の地震災害（その他）
1) 鳥取県西部地震（2000年6月、M7.3)

2) 芸予地震（2001年3月、M6.7)

3) 宮城県沖地震（2003年5月、M7.1)

4) 十勝沖地震（2003年9月、M8.0)

5) 新潟県中越地震（2004年10月, M6.8)

6) 福岡県西方沖地震 (2005年3月, M7.0)

7) 能都半島地震（2007年4月、M6.9)

8) 岩手・宮城内陸地震 (2008年6月、M7.2)

9) 熊本地震（2016年4月、M7.3)

10) 鳥取県中部地震（2016年10月、M6.6)

11) 大阪北部地震（2018年6月、M6.1)

12) 北海道胆振東部地震（2018年9月、M7）

内陸部の地震が海溝部の巨大地震につながる可能性がある



(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 = 231,000人
予想される最大全壊棟数 = 2,190,000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
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「減災復興」とは何か？
（＝阪神・淡路大震災からの教訓）

１．「減災」の考え方

•全ての災害を未然に防ぐ（＝狭義の「防災、Disaster 

Prevention」）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（「減

災、Disaster (Risk) Reduction」）。

２．「復興」の考え方

•元の状態に戻す「原形復旧」では、再び災害に見舞われてしまう。

•災害に強い社会づくりにつながる「復興」が不可欠である。



減災復興を考える上での５つのキーワード
① ハザード（Hazard）

＝災害を及ぼす恐れのある現象（例：地震、津波、台風、降雪、旱魃）

② 災害（Disaster）

＝自然現象によって引き起こされる被害

ハザードは必ずしも災害につながらない（毎年数多くの台風や地震に見舞われ
るが、被害を及ぼさない限り災害ではない。）

③ 脆弱性（弱い、脆い, vulnerability)

脆弱性が低くなれば減災につながる

（例）東日本大震災では、若い人たちは高台に逃れたが、高齢者はそこまでた
どりつけなかった。

→もし、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、災害はこれほど大きくなっていなかっただろう。

（例）防波堤、防潮堤が津波に耐え切れなかった。

→もし、津波を防ぐことができたら、死者数は減っていただろう。

（例）貧困



④ 暴露（Exposure）

• ハザードに見舞われるエリアにある人口、インフラ、住宅、生産性、有

形資産等 (UNISDR)

• （例）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。

⑤継続性（→SDGs）

• 大規模な措置を施したり、短期間に問題を解決しても、続かなければ成

長しない。

• 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）。

減災復興を考える上での５つのキーワード



１．減災は入試問題のようなもの。予想があたることはほぼないが、普段か
ら対策しておかないと、対処できない（＝応用力をつけること）。

• 普段からやってないことは、災害時にもできない。

• 「想定外」が安易に使われる

２．「すべきこと」「できること」「できないこと」を区別する。

• 「できること」＝「すべきこと」－「できないこと」

• 継続して、できることを増やしていく。

３．気持ちは強く、頭は柔らかく

• できない理屈＜できるようにする工夫

４．結局は顔の見える関係

• 事業者、地域、行政の連携

減災を広めるには（私なりの考え方）



地域の事業者と減災（まずは自社の安全から）

１．人命の安全確保

•従業員の避難、帰宅可否

•従業員の安否確認

•家族、顧客・取引先の対応

２．非常時の緊急時体制の構築

•災害対策本部の立ち上げ

３．被害状況の把握

•自社や取引先の被害状況把握

４．人員体制の整備

•参集可能な社員

•社員の多能工化

５．設備、機器、装置の導入

•部材供給

•免震、浸水対策

６．資金の調達

７．情報管理



地域のために何ができるのか
（地域への貢献、地域との共生とは）

【地域のニーズは何か】

（＝ご近所は何を望んでいるか）

（例）

• 当座の避難

• 高齢者の避難誘導

• 家財の取り出し、清掃

【会社にできることは何か】

（例）

• 場所の提供

• 社員の手伝い

• マネジメント・ノウハウ

① まずは地域との顔の見える関係づくりから

② 互いを知る（できること、できないこと）

③ 一緒にできることを考える（避難する際、被害を受けた際、
復旧・復興が長引くとき）



事業者ができることを探す

（例）

１．モノの提供

• 食糧、衣服、資機材等

• 全国から支援が届くまで持ちこたえる（3日～1週間程度）。

• むしろ、課題は、支援拠点から各避難所への搬送

２．ヒトの活躍

• 物資の仕分けや、避難所運営を手伝える人材

• 現状は、応援自治体職員やボランティア

• マネジメントできる人材が求められる

３．場所の開放

• 指定された避難場所や避難所に行かない（行けない）住民等
に対し、自社施設を開放できるか



（参考）帰宅困難者対策
１．帰宅困難者とは

• 勤務先や外出先等に於いて地震などの自然災害に遭遇し、自宅への帰還が困難になった者

２．帰宅困難者で懸念されること

• 南海トラフ地震では320～480万人、首都直下型地震では650万人の帰宅困難者が見込まれる。

３．帰宅困難者対策

• むやみに移動せず、安全を確認したうえで、職場や出先等に待機する。

• 事業者に3日分の水や食料などの備蓄を努力義務として求める。

• 買い物客や旅行者等の受入れ先として、公的施設だけでなく、民間事業者の協力を得る。

（例）東京都における取組み

・一斉帰宅の抑制 ・施設内待機のための備蓄の確保

・施設の安全確保 ・安否確認・情報収集手段の確保

・混乱収拾後の帰宅ルールの策定

・事業所防災計画等の作成と訓練による検証

外出

自宅

帰宅断念者

遠距離徒歩帰宅者

近距離徒歩帰宅者

帰宅困難者



地域のために何ができるのか
（地域への貢献、地域との共生とは）

【今後望まれる関与】

１．避難時避難行動要支援者個別支援計画

• 高齢者や障がい者等避難行動に支援を必要とする方とそれを支援する方をあら
かじめ個別に定める。

２．地区防災計画

• 地域の中で防災について考える。府県や市町村の地域防災計画では範囲が広す
ぎることから、地域単位で防災計画を定め、自助・共助・公助を連携させる。

３．まちづくり協議会

• 特に災害後、まちやコミュニティをどう再建するかについて、住民だけでなく、
土地所有者、経営者、施設関係者等地域に関わる方（＝ステークホルダー）を
含め、協議する。



地域の事業者と減災
（自社が被災しなかった、軽微な被災の場合）

【企業・事業所の防災協力が重要な理由】
出典：川崎市防災対策ハンドブック～企業・事業所の方へ～（H26、川崎市）

• 地域に密着し、被災地の近くに所在するため、迅速な初
動対応が可能である。

• 平時の企業活動の中で培った組織力が発揮できる。
• 専門的な資機材やスキルを保有し、多様な活動が可能で

ある。
• 地域住民、行政と共に、連携して「共助」に取り組む。
• 共助による活動は、事業継続や早期復旧に結び付く。社

会的評価も得られる。



企業・事業所が防災で活躍した事例
出典：川崎市防災対策ハンドブック～企業・事業所の方へ～（H26、川崎市）

１．尼崎市列車事故（平成17年4月）
• 大破した車両からの救出、安全な場所までの誘導、応急手当、病
院の搬送（←軽傷者への対応なら可能）。

２．東海豪雨（平成12年9月）
• スーパーマーケットで店舗の屋上駐車場を開放し、車を避難させ

た（←通常の施設を災害時にも活用）。

３．阪神・淡路大震災（平成7年1月）
• 企業・事業者の自衛消防隊が地域の消防活動に出動し、住民と協

力して火災の拡大を食い止めた。体育館を避難所として提供した。
（←日頃の備えが発揮された）

「※できることを探せば、やれることが見つかる」



防災協力事業者として行政が期待すること
川崎市事例

平常時の協力
メニュー

地域の防災訓練に参加

近隣住民と事業所等による防災についての話し合い参加

事業所等の施設を地域の祭り、運動会、バザーなどの会場に提供

その他（防災啓発パンフレットの配布、ポスター掲示）

災害時の協力
メニュー

労務提供（初期消火、負傷者の救護活動・搬送等、資機材を用い
た救出活動、その他）

物資提供・貸出（食料品・飲料水の提供、医薬品、衛生材料、介
護用品の支援、日用品、衣類・身の回り品、井戸水、仮設物、資
機材の貸出、電化製品事務用品等）

一時避難場所等の提供

その他（防災・救援活動等、独自の取組）



（例）東大阪市

• 東大阪市住工共生のまちづくり

• 第三次総合計画基本構想素案「つく

る・つながる・ひびきあう－感動創造

都市東大阪－」

安全・安心なまちづくりが、自社の発展

にどうつながるのか？

「創意工夫する主役はむしろ事業者」

「言われてもしない。言われなくてもやる。」

事業者にとって地域の共生とは何か



避難とは

１．避難の目的

自然災害から「命を守るための行動」

２．避難行動（災害によって異なる）

① 指定緊急避難場所

切迫した災害の危険から命を守るための避難施設・場所（例：公園、
建物の屋上）

② 指定避難所

一定期間避難生活をする場所（例：学校の体育館）

３．各人の避難行動の原則

各人が自らの責任で避難行動をとる。



警戒レベルを用いた避難勧告等の発令
（どの段階で避難を開始するか）



避難所の居住環境
（避難したい環境になっているか？）

大災害では、避難生活が長期化（最長で半年程度）する場合も

【問題点】

１．プライバシー

• スペースが狭い。最近は段ボール箱やカーテン等で仕切る。

２．要配慮者（例：高齢者、障がい者）の問題

• トイレに行けない➡脱水。冷暖房が不十分➡体調を崩しやす
い。

• 環境が変わる➡認知症が発生、悪化する。

３．二次災害

• 避難所への移動や避難生活による肉体・精神的疲労

【取組み（避難所は収容所ではない、工夫する余地はないか）】

１．避難所の環境改善

２．保健医療対策

３．その他被災者に対する支援（例：食事、今後の生活相談）



避難所の運営
【問題点】

• 地震災害：多くの人が避難所に殺到する。 水害：逃げない傾向がある。

• 行政職員がすぐに駆けつけられるとは限らない。

【避難所運営の主な担い手】

• 「行政（市町職員）」、「施設管理者（教職員）」、「避難者・住民」を中心に運営。

• むしろ運営の主役を「避難者・住民」としたい。

• 行政や施設管理者は後方支援的な役割、ボランティア等外部の協力者が支援。

【避難所運営業務とは】

① 避難所対策本部の
設置

② 避難所の開設 ③ 避難所の受入れ
④ 避難者数、避難状

況の把握・報告

⑤ 要配慮者への対応
⑥ 避難所内の自治組

織づくり
⑦ 生活秩序の管理、

苦情等への対応
⑧ 避難者への問い合

わせ、情報提供

⑨ 救援物資等の受
入・配布

⑩ ボランティアの受
入

⑪ 食料及び飲料水の
確保・提供

⑫ 車中泊・在宅避難
者への対応



災害発生直後の市役所の主な役割（宝塚市災害対応マニュアル参照）

１．応急対策全般：「災害対策本部の設置・運営」「職員の配置」「避難勧告等発令」「被害
とりまとめ」「国・県・関係機関等との連絡調整」「報道機関への対応」

２．財務関係：「予算措置」「国・県等の調整」「救助資金・見舞金」「住宅被害認定」

３．福祉関係：「救援・救助」「災害救助法の適用」「社会福祉施設の被害調査・応急対策」
「避難所運営」「食料・物資の調達・配分」

４．医療関係：「応急医療」「救急患者収容」「救護」「医薬品確保」

５．捜索・救援関係：「生き埋め、屋上待機者の救出」「行方不明者の捜索」「消火活動」

６．環境関係：「死体火葬」「防疫」「廃棄物処理」

７．上下水道関係：「施設被害状況調査」「水質検査」「応急資材確保」「応急給水」

８．道路関係：「道路情報・通行止め」「資材輸送」「応急対策」

９．住宅関係：「危険宅地調査」「市営住宅応急対策」

10．教育関係：「施設被害状況調査」「児童・生徒等安否確認」「授業早期再開」



避難所運営にかかる行政対応の限界

災害対策本部を設置し、全ての災害業務を取り仕切る。

避難所運営はそのうちの一つの業務。市役所の資源は限られており

（トレードオフ）、避難所運営に傾注すると、他の業務が停滞する恐

れがある。

他の主体で対応できるものは委ね、行政でないとできない業務に傾
注したい（避難所運営の枠組み、後方支援、災対本部へのフィード
バック）。



住民主導による避難所運営委員会
（伊丹市避難所運営マニュアルを踏まえ作成）

会長

副会長

事務局長（総務班長）

①総務班（事務局、避難所管理）

②連絡広報班（情報収集・発信・伝達）

③施設管理班（安全確認、防火・防犯）

④食料・物資班（調達・管理・配布）

⑤救護班（医療、要援護者支援）

⑥環境衛生班（トイレ、掃除、衛生管理）

① ① ①

② ② ②

③ ③ ③

④ ④ ④

⑤ ⑤ ⑤

⑥ ⑥ ⑥

居住組A 居住組B 居住組C

市職員等
（避難所の運営・解説）

施設管理者
（避難所運営協力）

実際に、避難
者・住民が主
体的に動くの
は難しい！

マネジメン
トで関与す
ることはで
きないか！



最後に

共助に参画するには

1. まずは自分の身を守ることから（＝事業継続力強化、BCP）

2. 事業者・企業にとって地域との共生はどういう意味か（＝ミッションの
確認）

3. その中で、地域のためにできる自社の資源は何か（＝資源の再発掘）

4. できること探しが、自社のためにも、地域のためにもならないか

5. いかなる場合も、地域との顔の見える関係が重要

共助とは

1. できないことは餅屋に任せる

2. 他でもできることは皆でシェア（＝コラボ）し、餅屋でしかできなこと
に特化させる

3. コラボにより新たな展開を生みだすこともある（→イノベーション）



ご清聴ありがとうございました。

質問や不明な点あれば、いつでもお気軽にご連絡くだ
さい。

ryosuke_aota@drg.u-hyogo.ac.jp

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

