
 

 

 

 

 

 

 
防災 Q＆A 

 

 

地震・津波編  

 はじめに 

 大きな地震がいつ・どこで起きて

も不思議でない時期にきています。 

被災時には、地域の人達とお互い

に助け合う共助の生活が始まりま

す。コミュニティーの強い地域は災

害にも強いと言われていますが、防

災に関する知識を豊かにし、事前の

準備をしていくことも大切です。 

この Q＆A は一般の読者を対象に

作成しましたが、防災知識の習得に

利用されることを望みます。 

掲載した内容は、基本的に著作権

フリーとしていますが、良識の範囲

内でご利用ください。なお、引用に

あたっては、出展「技術士会防災支

援委員会 WG 防災 Q＆A」を明記く

ださい。 
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1 章 地震に対する日頃の備え 

 

何時，どのような災害が起るか予測は困難です。したがって日頃の備えが大切です。  
ここでは災害の中で，発生する可能性が高く予測が困難な地震を主題に取上げ，2008

年 3 月時点での対策をまとめました。 

事前の準備として何をすればよいか，実際に災害に会った場合の対応について個人と

してどのように対応すればよいか，組織としてどのように対応すればよいかについて

まとめています。災害に対する備えには自助，共助及び公助の三つの考え方があるこ

とをまず理解してください。そして，災害直後の３日間は，公的機関からの支援は 

期待できないことも理解するようお願いします。 

 

 

＜目次＞ 

1.1 自助・共助・公助とは？ 

1.1.1 自助とは？ 

1.1.2 共助とは？ 
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1.2 地震後に発生する事態の時系列化とは？ 

1.2.1 地震発生直後に発生する事態とは？ 

1.2.2 地震発生後 24 時間までに発生する事態とは？ 

1.2.3 地震発生から 2日～3日目までに発生する事態とは？ 

1.2.4 地震発生から 4日～7日目までに発生する事態とは？ 

1.3 家族との連絡方法とは？ 
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1.1 自助・共助・公助とは？ 

 

1.1.1  自助とは？ 

 

 

図 1.1.1 自助・共助・公助の相互関係 

 

自分の安全は，自分で守るというのが，防災対策の基本です。 

自分で，自分自身や家族・財産を守ることは災害に対する基本的な行動であり，その 

行動を自助(じじょ)と呼びます。 

人間は，誰しも実際に災害に会うまで，被害者になるとは思っておりません。 

また，自分に都合よくものごとを考え，自分が被災することは除外したり，自分の命

は助かることを前提に考えたりします。しかし，災害はそんなに都合よく運ぶ訳では

ありません。被災した場合に備え，日頃の備えについて考え方を紹介します。 

災害に会う時の状況を想定してください。 

・時間―どのような時間帯で被災するか。 

・場所―その時，自分はどこにいるか。 

・状況―どのように被災するか，そこにある危険物は何か。 

時間帯についてですが，自分が自宅に居るときと外出しているときで，どちらが多い

でしょうか。大まかに言えば，平日は概ね表 1.1.1の通りです。 

 

表 1.1.1 被災時間帯の確率 

行動区分 時間 確率(%) 

朝，夜 夕方から就寝まで6時間＋寝ている間7時間

＝13 時間，1日の約半分 

50 

通勤・通学 １時間～3時間 10 

授業中・勤務中 6 時間～8時間 30 

友人仲間と一緒 １時間～3時間 10 
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自宅に居る時間の約半分は寝ている時間です。従って，無防備に寝ている時間帯の備

えが最も重要となります。自分の身の回りにあるものが，全て地震時には凶器に 

早変わりすることを理解して下さい。そして住宅の耐震化とタンスなど家具の固定化 

を進めて下さい。 

 

関連事項 

1.1.2 共助とは？ 

   1.1.3 公助とは？ 

 

                       

 

   

 

 

 

 

 

 

まず三日 自力で生きる 覚悟して  
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1.1 自助・共助・公助とは？ 

 

1.1.2 共助とは？ 

少子化及び高齢化が進んでいる現代社会において，多様な価値観をもつ人々が一つ

の地域に混在している状況であり，旧来の地縁・血縁だけに頼っていた相互扶助は薄

れてきています。 

地域防災組織が立ち上げられ，防災訓練などを実施していますが，組織が災害時に 

機能するかどうかは，日頃の人と人との関係が重要な位置を占めます。 

そのため多くの自治体が，相互扶助の機能を再構築する目的で，安全・安心な 

街づくりを目指し，地域での人と人との交流(例：顔の見える化)を進めています。 

地震災害では，警察・消防などが現場に到着するまでは，地域の人の助けあいが必要 

です。被災直後の公的な支援は皆無であり，大災害に対してできることには限界が 

あります。その限界を補う考え方が，共助(きょうじょ)という考え方です。共助には， 

次の活動が考えられます。 

 

・初期消火活動 

・初期救出活動 

 

関連事項 

1.1.1 自助とは？  

1.1.3 公助とは？ 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

声かけて 近所みんなで 早めに避難 
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1.1 自助・共助・公助とは？ 

 

1.1.3 公助とは？ 

警察，消防，市町村，都道府県などの行政機関，電気・ガス・水道など人の生活の 

基盤となるサービスを提供する公益企業が，災害支援活動を実施することを公助 

(こうじょ)と呼びます。 

大規模な復旧・復興には，公助が必要となってきますが，多くの場合，それらの機関 

に所属する人々もやはり被災者であり，被災状況によっては災害支援活動を開始する

までに時間を要することがあります。 

公助の場合，個々人への支援には公平性の観点から限界があり多くは期待できません。 

被災した直後の人命救助については 3時間，その他については 3日間を共助によって 

被害を減らし，公助を待つことが，被災者の望ましい行動と言われています。 

 

関連事項 

1.1.1 自助とは？  

1.1.2 共助とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

避難勧告 疑わないで 従おう 

 

 

 

 

 

 

 

1‐ 1 



1.2 地震後に発生する事態の時系列化とは？ 

 

1.2.1 地震発生直後に発生する事態とは？ 

被災後に発生する事態の時系列化は，人口 10 万人，面積約 150k ㎡，震度 6強の 

地震を想定して消防庁で作成されています。実際には，都市に在住されている人間の 

数の論理に併せて見直しが必要となりますが，発生する事態を知るうえで大いに参考 

になります。以下にその概要を示します。 

被災直後は，地域住民による人命救助と火災発生防止が大切になりますが，一方で， 

被災した市町村は，被災状況を 30 分以内に都道府県，消防，警察に報告することに 

なっています。さらに負傷者救済及び，被害を軽減するため，地域住民へ避難方法・ 

避難先のほかに，土砂災害・崖地崩壊・津波警報など２次災害防止の広報を行います 

が，被災直後の情報は正確さが危惧されます。 

高齢者・災害弱者など要援護者の支援は，地域住民によって主体的におこなう必要が 

あります。また，家族の安否確認も大きな問題となってきますが，被災直後の情報は 

混乱が予想されます。連絡用に固定電話・携帯電話などありますが，輻輳して使用 

できないと思って下さい。 

被災後の防災情報入手の詳細については，７章を参照下さい。 

 

関連事項 

1.2.2 地震発生後 24 時間までに発生する事態とは？ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                寝る前に 懐中電灯 場所確認 
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1.2 地震後に発生する事態の時系列化とは？ 

 

1.2.2 地震発生後 24 時間までに発生する事態とは？ 

24 時間経過すると火災発生，延焼は終了の段階となってきますが，火災発生個所が 

多いと消防対応が遅れてきます。このころになると，被災情報が集まり始め，被災 

した県及び，市町村では，災害対策本部が設置されます。災害対策本部では 

 

・住宅の応急危険度判定開始 

・2次災害防止のための地域住民の避難勧告・指示発令の検討 

・小中学校避難場所の立ち上げ 

・自衛隊，隣接自治体職員の応援要請 

・医療機関の活動要請，防災協定による企業への支援要請 

・災害時要援護者への支援開始(高齢者，障害者，外国人，乳幼児他) 

・ボランティア活動の受入れ体制準備 

 

などの対応を始めますが，個々人への支援(公助)については多くは期待できません。 

従って，地域住民の自助・共助による応急対応が必要になってきます。 

 

関連事項 

1.2.3 地震発生から 2日～3日目までに発生する事態とは？ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

メラっと燃える 炎を見たら みんなを呼んで 
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1. 2 地震後に発生する事態の時系列化とは？ 

 

1.2.3 地震発生から 2日～3 日目までに発生する事態とは？ 

被災後の応急対応は軌道にのってきますが，この時期はまだ地域住民への公的 

支援はまだ難しい状況です。火災・延焼は下火になってきます。 

このころになると，被災地の活動状況は以下のようになります。 

 

・行政広報車・広報紙配布による地域住民への生活情報の提供開始 

・電気の復旧，ガス・給水などライフラインの応急対応中 

・公共インフラ（道路・バス・鉄道他）の運転再開準備中 

・緊急輸送路の確保及び，緊急手配物資の配給手段準備中 

・小中学校避難所での環境整備中(安否確認対応用の電話増設など) 

 

また，ボランティア活動が始まりますが，崖地崩壊・道路陥没・住宅倒壊などで 

安全確保ができていない状況のため，公共機関発行の印刷物配布，生活用品･食料等 

の避難所内配給，要援護者の生活支援(外国人対応も含む)などが中心になります。 

 

図 1.2.3 阪神大震災，住宅倒壊と火災延焼（消防科学総合ｾﾝﾀｰ撮影） 

 

関連事項 

1.2.4 地震発生から 4日～7日目までに発生する事態とは？ 
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布一枚 何にだって 変身するよ 
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1.2 地震後に発生する事態の時系列化とは？ 

 

1.2.4 地震発生から 4日～7 日目までに発生する事態とは？ 

被災後の 3日間は地域住民の自助・共助に頼るところが大ですが，地域住民に 

対する行政支援が本格的に動きだします。 

また，ライフラインの復旧が進み，電気は復旧(通常は 1日程度)し，一時避難所から 

自宅に戻る地域住民も出始めてきます。 

一方で，地方からの義捐金・救援物資が大量に届き始める時期にもなってきます。 

このころになると，被災地の活動状況は以下のようになります。 

 

・ボランティアによる避難物資の分類・配給開始 

・多量に発生する粗大ｺﾞﾐと生ｺﾞﾐに対する対策開始 

・住宅被害の認定，義捐金配給などに必要な罹災証明書の発行準備他など 

 

また，地域住民に落ち着つきが出てきますので，ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保や配給される食事の 

内容などに対する要求が多様化してきます。 
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1.3 家族との連絡方法とは？ 

 

大きな広域地震が発生した場合，公共の情報・通信サービス(電話・携帯)は不通に

なることを想定して，連絡方法を事前に家族で話しあっておくことが大切です。 

9 月 1 日防災の日には，家族の安否確認を実施して下さい。 

震度 6弱以上の地震が発生した場合，NTT 東・NTT 西では被災地内の電話番号をメール 

ボックスとして，安否情報を音声で録音・再生する災害用伝言ダイヤル 171 を設置 

してくれます。詳細は，７章 情報の収集・提供，付属書１ 防災カードを参照して 

下さい。 

 

関連事項 

7.8 安否確認情報サービスとは？ 

 

                      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

何度でも 「お」「か」「し」のルール おぼえよう    
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1.4 家庭でおこなう備蓄とは？ 

 

家庭でおこなう備蓄の基本は保存食と飲料水です。 

阪神大震災の経験では被災直後に食料，飲料水とトイレの確保が問題となりました。 

被災直後の混乱から落着きを取り戻し，自治体・ボランティアなどの組織的な救援が 

始まるまでの間は，自分で生延びる必要があり，問題は飲料水の確保です。 

1 人 1 日当たり最低 2リットルの水を必要とします。公的支援による給水活動は，概ね 

3 日以内に開始されていますので 3日分を備蓄するのが目安です。家族構成に合わせて 

計算してください。 

防災用の保存食と飲料水は，有効期限の管理が大切です。毎年 9月 1日の防災の日 

には，これらの保存食を更新するなど決まりごとをつくり，有効期限の管理をして 

下さい。 

また，避難場所での生活に備え，非常持出袋などはいつでも持ち出せる場所に置いて 

おくのがよいでしょう。いざという時にあわてず行動ができるよう，ふだんから 

家族内で地震時の対応について話し合っておくことが大切です。 

非常用の持出品は市販されています。その中味は，保存食，飲料水 ，懐中電灯 ， 

携帯ﾗｼﾞｵ(ＦＭ) ，常備薬 ，衣料・下着 ，手袋，厚底の靴 ，現金(コイン)， 

ライター，ラップフィルムなどとなっていますが，保険証，免許書，貯金通帳・印鑑 

なども非常時には持ち出せるようにしておくのが良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

キャンディーも いざというとき 非常食  
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1.5 圧死しない備えとは？ 

 

兵庫県南部を襲った阪神・淡路大震災(マグニチュード 7.2，震度 7)では，死者 6,433 

人負傷者は約 43,000 人を超えました(平成 15 年 12 月 25 日現在)。兵庫県警察本部の発表 

では，死者の 88％が建物の倒壊と，家具の転倒よるもので，次が焼死の 10％でした。 

神淡路大震災では，住宅の全半壊を免れた家屋の約 6割でも，家具が転倒し，重い 

冷蔵庫，ピアノも移動し，テレビ，電子レンジ，食器類が飛散して凶器と化し， 

大きな被害を出しています。さらに，地震発生時刻が早朝であったため，就寝中のが 

その下敷きになって，被害を大きくしてしまいました。気象庁の震度階級解説では， 

震度 5強で「タンスなど重い家具が倒れ，テレビが台から落ちることがある」と 

されています。圧死から逃れるための対策例を次に示します。 

 

・住宅の耐震補強化を進める。 

・家具を固定する。 

・寝室には重くて，転倒しやすい背の高い家具を置かない。 

 

 

図 1.5 阪神大震災，市役所中間階崩壊(消防科学総合ｾﾝﾀｰ撮影) 

 

 

関連事項 

5.12 耐震化の現状とは？ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

倒れるぞ！ 家具は固定で 逃げ道確保    

 



1.6 地震保険とは？ 

 

1.6.1 地震保険の保険料とは？ 

不慮の地震災害に備えて地震保険があります。地震保険によって保障されるのは， 

居住用の建物と家財道具ですが，火災保険に加入することが必要で，火災保険契約 

金額の 30～50％の範囲で地震保険がかけられます。 

例えば，火災保険に 1億円の保険が掛けられると地震保険には最大 5千万円まで保険 

が掛けられることになります。 

一般的な火災保険には，住宅総合保険と住宅火災保険とがありますが，いずれも住宅・ 

家財道具それぞれを保障する保険で地震に対する保障は含まれていません。 

従って，地震被害については別途火災保険と 1組にして契約する必要があります。 

この地震保険は，日本国政府によって担保されており，保険会社が異なっても同じ 

内容です。なお地震の後，火災が発生した場合，震災後 3日以内は火災保険ではなく 

地震保険が適用され 3日を超えると普通の火災保険が適用されます。もし，地震保険 

に加入していない場合，大地震直後 3日間に対しては火災保険からの保険金が出ない 

[免責事項である]ことに注意ください。 

地震保険には，各種の割引制度があり 10～30％の割引が利用できます。加入前によく 

確認する必要があります。 

更に，地震保険の金額は地震発生確率から地域が四つに分けられており表 1.6.1に 

示すとおり保険料の高い東京都は，地震発生の確率が高く 4等地に位置しています。 

例えば，東京都で木造住宅の場合，掛金は年間で 3,550 円/100 万円で，500 万円の 

地震保険の場合 3,550x5＝17,750[円/年]となります。 

 

表 1.6.1 地震保険料率用の都道府県地 

等地 都道府県 

1 北海道，島根，福島，岡山，広島，山口，香川，福岡，佐賀，鹿児島，

沖縄 

2 青森，岩手，宮城，秋田，山形，茨城，栃木，群馬，新潟，富山，石川，

山梨，鳥取，愛媛，徳島，高知，長崎，熊本，大分，宮崎 

3 埼玉，千葉，福井，長野，岐阜，愛知，三重，滋賀，京都，大阪，兵庫，

奈良，和歌山 

4 東京，神奈川，静岡 

備考：北海道，九州及び沖縄は，地震発生頻度小としているが，太平洋側は多い（例：釧路，苫小牧） 

将来の地震発生確率から地域の料率が見直されており，2006 年（平成 18 年）5月に 

地震保険の料率が変更され，高知県・和歌山県などでは上げられています。 
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関連事項 

1.6.2 地震保険金の支払方法とは？ 

1.6.3 地震保険料の割引制度とは？ 

 



1.6 地震保険とは？ 

 

1.6.2 地震保険金の支払方法とは？ 

地震保険金は，表 1.6.2のような計算によって支払らわれます。 

 

表 1.6.2 地震保険金の支払方法 

損害状況 損害 

程度 建物 家財道具 

支払われる 

保険金 

基礎，柱，壁，屋根などの損害額が 

時価の 50％以上 

全損 

消失，流出した部分の床面積が 70％ 

以上 

家財道具の

損害が時価

の 80％以上 

契約金額の

100％ 

基礎，柱，壁，屋根などの損害額が 

時価の 20％以上―50％未満 

半損 

消失，流出した部分の床面積が 20％ 

以上―70％未満 

家財道具の

損害が時価

の 30％以上

80％未満 

契約金額の

50％ 

 

 

基礎，柱，壁，屋根などの損害額が時

価の 3％以上―20％未満 

一部損 

全損，半損に至らない建物であるが床

上浸水したもの又は地盤面から 45cm

を越える水で浸水した場合 

家財道具の

損害が時価

の 10％以上

30％未満 

 

契約金額の

5％ 

 

 

 

損害が一部損に満たない場合は，保険金は支払らわれません。また，罹災証明書に 

よる被害認定が，半壊と一部損では支払い金額に違いが発生しますので注意が必要 

です。 
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1.6 地震保険とは？ 

 

1.6.3 地震保険料の割引制度とは？ 

2001 年(平成 13 年)10 月に，建物の建築年代による割引及び，住宅性能評価による 

耐震等級による割引が制度化され，耐震性のある建物の地震保険料が割引されます。 

 

(1)耐震等級割引，例えば“住宅の品質確保の促進等に関する法律”に基づく耐震等級

III 級の場合(建築基準法に定める地震荷重の 1.5 倍の力に対して倒壊・崩壊しない) 

保険料率を 30％割引くとなっています。 

 

(2)建築年割引，1981 年(昭和 56 年)6 月 1 日以降に新耐震基準によって新築された 

建物である場合，保険料率を 10％割引くとなっています。 

 

耐震等級については 5章 建築物の耐震性向上を参照下さい。 

 

関連事項 

5.17 耐震等級Ⅰ，Ⅱ及びⅢとは？ 

 



2 章 地域防災力の向上 

 

 政府の地震調査推進本部は，今後 30 年以内の地震発生確率を宮城県沖地震 99％， 

東海地震 84％，東南海地震 60％，南海地震 50％とし，南関東地方のどこかでＭ７以上 

の地震(直下型)が起きる可能性は 10 年以内が 30％，20 年以内が 60％，30 年以内 70％ 

としています。 

阪神大震災の大きな揺れは 10 秒程度でしたが，死者約 6400 人の内，約 90％がこの 

強烈な揺れによる建物の倒壊による圧死或いは窒息死でした。また，人命救助は災害 

発生から 3～36 時間が目処と言われ，早いほど生存率は高まり，助かった人の 95％は 

36 時間以内でしかも救助したのは近隣住民が主体でした。 

被災後は，隣人同志がお互いに協力しあう共助が始まりますが，コミュニケーション 

の強い地域は，災害にも強いと言われています。また，事前の準備が最大の防御とも 

言われています。 

２章は，地域防災力向上に必要な事項について纏めました。防災マップづくりなどを 

進めながら自分達のすむ地域の危険度を知り，来るべき地震に備えどう対処したら 

良いのか考えていくようお願いします。 

 

 

＜目次＞ 

2.1 地域防災とは？ 

2.2 地域住民による共助とは？ 

2.3 災害に強い地域コミュニテーの形成とは？ 

2.4 災害復興のための市民組織育成とは？ 

2.4.1 自主防災組織とは？ 

2.4.2 自主防災組織への技術的支援とは？ 

2.4.3 被災後の 2次災害防止とは？ 

2.5 防災マップ・チェックリストの作成とは？ 

2.5.1 地震動予測地図とは？ 

2.5.2 地震に対する地域危険度とは？ 

2.6 地域防災訓練とは？ 

2.6.1  DIG(Disaster Imagination Game) 災害図上訓練とは？ 

2.6.2  発生対応型防災訓練とは？ 

2.7 地域防災力向上に対する課題とは？ 
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関連事項 

2.5.2 地震に対する地域危険度とは？  

7.5  ハザードマップ（防災地図）とは？ 



2.1 地域防災とは？ 

 

災害危険地域の把握には，①自然要因，②地域の社会的変遷，③過去の災害履歴， 

④土地利用形態の変遷把握などが必要であり，これらを纏め地図情報として 

落し込んだものが防災マップです(ハザードマップと言われる場合もあります)。 

横浜市 HP によれば，防災マップに記載される事項には以下のものがあります。 

 

・法的規制区域･危険地域・延焼危険地域・木造住宅倒壊危険地域 

・地域防災拠点・広域避難場所・地域医療救護拠点 

・避難路・緊急輸送路 

・災害用地下給水ﾀﾝｸ・緊急給水栓・防火水槽 

・コンビニエンスストア・ガソリンスタンド 

・公園・公衆トイレ・公衆電話 

・地区消防団器具置場など。 

 

地域の危険度を判定するためには，まず自分達の住む地域を，歩いて見る必要があり 

ます。地域の方々が集まり，歩きながら防災チェックリストにより危険要因を見出す 

現地調査は目視調査が主体となります。従って，建物倒壊･崩壊の危険性については， 

外観からの大まかな評価とならざるを得ないところもありますが，大切なことは， 

防災マップを作りながら地域の方々が集まり，コミュニケーション(会話)が生まれ 

自分達の住む地域の実態をお互いに知るということです。 

地域防災の危険度評価は，地域毎の自然・人的特性などがあり一律な評価方法は 

存在しません。例えば， 

 

・軟弱地盤と良い地盤では建物の倒壊・崩壊に与える影響は異なる。 

・木造住宅中心の居住地域とコンクリート･鉄骨建物主体の商業地域では被災(火災)

状況は異なる。 

・発生する時期，時間帯によっても被災状況は異なる。 

 

また，地域にすむ人員構成・生活様式によっても被災状況は異なります。 

東京都では震災対策条例により，1976 年(昭和 51)より 5年ごとに都区内を細かく 

メッシュに分け，それぞれの地域が持つ危険要因をもとに，①建物倒壊の危険度， 

②火災危険度，③避難危険度の 3つの側面から評価を加えた結果を公表しています。 

さらに，これらの危険度について建物危険度と火災危険度を加え総合危険度Ⅰ(物的 

被害)，避難危険度を加えた総合危険度Ⅱ(人的被害)を評価しています。 

自分達の住む地域にもこれに準じた資料があるのか，調べてみてはどうでしょうか。 

 



2.2 地域住民による共助とは？ 

 

首都直下型地震発生の場合，東京都の推定では，夕方 6時，風速 15ｍ/秒，Ｍ7.3， 

死者約 6,400 人，建物全半壊・火災焼失計 約 83 万棟，経済的損失 112 兆円，避難所 

生活者約 399 万人，帰宅困難者約 392 万人としています。 

阪神大震災の大きな揺れは 10 秒程度でしたが，死者約 6400 人の約 90％がこの強烈な

揺れによる建物の倒壊による圧死或いは窒息死でした。人命救助は災害発生から 3～36

時間が目処と言われ，早いほど生存率は高まり，震災で助かった人の 95％は 36 時間以

内でしかも救助したのは近隣住民が主体でした。 

全国住宅総数 4,700 万棟の内，耐震化の不充分な建屋が 25％もあり今後 10 年で耐震化 

率を 90％まで引き上げる計画となっていますが，それでも倒壊建屋からの人命救出は 

近隣住民による共助に頼らざるをえないところがあります。 

地域防災には，行政が地域住民に対しておこなう｢公助｣の他に，さらに「自助」， 

「共助」の組合せが必要になってきます。消防力，警察力には限度があり，自衛隊の 

救援要請も早い段階では期待できません。「公」に頼りすぎない自助・共助が重要に 

なってきます。 

 

関連事項 

1.5  圧死しない備えとは？  

2.3  災害に強い地域コミュニティーの形成とは？ 

5.12  耐震化の現状とは？ 

7.1  防災情報とは？  

8.1.1 地域防災計画とは？ 
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2.3 災害に強い地域コミュニティーの形成とは？ 

 

地域のコミュニティー活動が活発な地域は災害にも強いと言われています。 

地域防災力を向上させるためには，地域住民が主体となり，それを行政側と地域の 

専門家が支援していく，三位一体の活動が大切になってきます。 

都会はコミュニティー活動が希薄と言われていますが，被災すればその時から地域 

住民の共助（相互協力）が必要となります。災害弱者支援に対して個人情報保護の 

問題，地域防災力が向上していることを判り易く数値化する技術など問題指摘されて 

いますが，高齢化が進むなかで災害弱者に配慮された情報提供のありかた，防災教育

の普及，防災拠点造りの推進，建物を倒さない・燃えさせない・地域から孤立しない 

3「ない」環境造りが必要です。 

地域の消防力を考える時に，消防自動車の配備が判り易いと思います。総務省消防庁 

の基準によると東京都 1.49 台/万人，神戸市 1.30 台/万人と，約 1 万人に１台の割合

となっており，被災直後の道路混雑・閉鎖を考えると，延焼防止は地域住民の消防力

に頼よらざるをえないところがあります。 

地域防災力を向上させるために必要な，具体的対応を以下に示します。 

 

・防災マップを作成して地域の危険個所に関する共通の認識をもつ。 

・地域防災リーダの育成を通じて行政担当者･地域専門家との「顔の見える化」を 

進め，自助・公助・共助の組合せの中で，市区町村側・地域専門家(含む地域内の 

企業)・住民側防災リーダの３者の協力体制を造る。 

・広報誌，ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ，Ｑ＆Ａなどを利用した地域住民への広報・啓発活動を促進する。 

・想定される災害に即した実地訓練を定期的に繰り返しながら Plan･Do･Check･ 

Action の輪を廻して改善活動を進め地域の危険を低減させる。 

 

関連事項 

1.1  自助・共助・公助とは？  

1.2  地震後に発生する事態の時系列化とは？ 

5.6  住宅の耐震補強とは？  

5.12  耐震化の現状とは？ 

5.19   住宅建設年代と倒壊・崩壊率の相関関係とは？ 

7.1   防災情報とは？  

7.5   ハザードマップ（防災地図）とは？ 

7.17   地域防災力及び防災情報の課題とは？ 

8.1.1  地域防災計画とは？  

8.5.2  地域対話(コミュニケーション)とは？ 
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図 2.3.1 三位一体体制 

 

 

 

 

             

図 2.3.2 地域防災力向上 PDCAの輪 

 

 

 

 



2.4 災害復興のための市民組織育成とは？ 

 

2.4.1 自主防災組織とは？ 

自主防災組織とは「自分達のまちは自分達が守る」という主旨から，地域の仲間が 

自発的に，被災後の初期消火・2次災害防止活動などをおこなう他に，各地から集まる 

ボランティア達と一緒に給食・給水活動などをおこなう組織です。 

自発的に活動をするということで，消防組織の一部として活動する自衛消防団とは 

少し違ってきます。町内会や自治会の有志が集まり平常時にも活動しており，その 

主な内容を示すと以下のようになります。 

・組織の育成，緊急連絡網の作成，防災資機材の点検整備 

・地域福祉の方々と連携して要援護者リストの作成 

・防災知識の習得と地域住民への広報・啓発活動 

・行政(市区町村)主催の防災訓練参加，応急救護活動の講習会参加 

・地域住民参加による防災マップの作成 

・自主防災訓練の実施 

・被災後の応急対応や地域の復旧･復興などに参加できる人材マップの作成など。 

高齢化が進み若い団員不足に悩む自衛消防団，隣人関係の希薄な都会での自主防災 

組織の組織率の低さが指摘されていますが，あくまでもボランティア活動の一環で 

あり，「防災」という堅いテーマにこだわらず，まずは皆なで一緒に地域を歩いて見る， 

或いは子供会などで炊き出しを経験するなど楽しみながら地域コミュニティーの 

活性化を目指すのも良いように思います。 

なお，自主防災組織は行政側に組織設立の届出が必要となります。 

 

関連事項 

2.4.2 自主防災組織への技術的支援とは？ 

2.5  防災マップ・チェックリストの作成とは？ 

2.6  地域防災訓練とは？ 

2.7  地域防災力向上に対する課題とは？ 

 

 



2.4 災害復興のための市民組織育成とは？ 

 

2.4.2 自主防災組織への技術的支援とは？ 

防災マップの作成により地域の危険度認識を深め，防災知識の普及，防災訓練， 

地域復興のための模擬演習などを行い，地域防災力の向上を図ることが大切です。 

毎年の活動成果は地域の防災計画に反映されていきますが，この作業･訓練を繰返す 

ことで，内容が改善されより望ましくなると言われています。 

東京都では「災害復興街づくり支援機構」をつくり，都は企画立案，市区町村は 

計画実施，大学など教育機関・日本技術士会・東京弁護士会などの専門家集団は 

技術上の支援を行っています。支援機構は，平成 7年 1月に発生した阪神・淡路 

大震災の貴重な経験をもとに，被災したまちを復興させるための市民活動を支援 

する他に，マンション・企業復興など地域に密着した活動を目指し平成 16 年 11 月 

に設立されました。また，平成 19 年１月には技術士・弁護士・建築士などが所属 

する 14 団体が復興まちづくり支援に関する協定を結び，平常時からの防災・減災に 

関する情報提供・復興訓練の実施などで連携を強化しています。 

自主防災組織による防災知識の普及，地域住民への広報･啓発活動などを通して，将来 

の災害に備えていく，事前の準備も防災･減災に大きく寄与します。 

 

 

 

 



2.4 災害復興のための市民組織育成とは？ 

 

2.4.3 被災後の 2 次災害防止とは？ 

被災後の 2次災害を防止して，人的・物的損害を少なくすることは大切です。 

2 次災害の代表例に，地震直後の火災による延焼と，数時間～数日後に発生する 

通電火災があります。(停電→復電時，電気器具破損・屋内配線断線による漏電火災) 

また，緩んだ崖地，降雨による崩壊や，被災した工場からの有害物質漏洩→飲料水 

の汚染や土壌汚染（例：めっき工場から，ｼｱﾝ化合物）などもあります。 

これら 2次災害の防止対策として 

 

・ 防災マップによる事前，把握・・・木造住宅密集地・危険物保管施設，崖崩れ危

険地区などは 2次災害発生，危険性を有しています。被災した場合には 2次災害

防止を図るために地域住民による消火活動や，崖地崩壊については降雨量，監視

が必要になります。 

・ 災害発生後，適切な情報入手・・・情報源，確保，現場，確認 

・ 状況判断による応急対応と避難呼掛け・・・地域防災無線，広報車のほかに 

口答連絡などありますが，高齢者・災害弱者にも確実に呼掛けが届き，避難誘

導ができる機能･体制が必要です。 

 

特に避難呼掛けは，迅速さが要求されます。早く･的確な判断をするために，防災に 

関する専門的知識と，日頃からの訓練が大切です。避難勧告･指示が出せて地域住民を

誘導できる行政担当者・地域防災リーダの育成も必要であり，それを支える体制が重

要になります。また，誤報・ﾃﾞﾏ対策についても検討が必要です。 

 

関連事項 

1.2  地震後に発生する事態の時系列化とは？ 

7.5   ハザードマップ（防災地図)とは？ 

8.4.1 情報提供の必要性とは？ 

8.5.1 避難の仕方とは？  

9.1.1 避難場所用途の違いとは？ 
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2.5 防災マップ・チェックリストの作成とは？ 

 

2.5.1 地震動予測地図とは？ 

政府中央防災会議及び，地震調査研究推進本部から地震動予測地図が公表されて 

います。また，横浜市などの自治体からも地域の地震動予測地図が公表されています。 

地震動予測地図に示される地震動は，震源から離れた観測地での揺れの程度を示す 

もので，気象庁は平成 8年に改正した計測震度方法を採用しています。計測震度とは 

その地点における揺れの強さを数値化したもので，震度計により計測されます。 

詳細は 3章「地盤及び地震災害」と 7章「情報の収集・提供」を参照下さい。 

 

関連事項 

2.5.2 地震に対する地域危険度とは？ 

3.2  マグニチュードと地震震度階の違いとは？  

7.3  地震動予測地図とは？ 

 

 

 

 

図 2.5.1（1） 30 年以内―震度 6弱以上の地震発生確率 

（地震調査研究推進本部資料より抜粋） 

 

 

参考：確率の意味合ですが，交通事故で死亡 0.2%，交通事故で負傷 24%，空き巣被害 3.4%， 

火災で罹災 1.9%，航空機事故で死亡 0.002%と言われています。 
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図 2.5.1（2） 横浜市内戸塚区の一部 南関東地震－震度 6弱以上の発生地域と避難場所 

(横浜市防災情報システム，ワイワイマップより抜粋) 
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2.5 防災マップ・チェックリストの作成とは？ 

 

2.5.2 地震に対する地域危険度とは？ 

東京都では，東京都震災予防条例(東京都震災対策条例)に基づき 1975 年(昭和 50) 

以降，5年おきに地震に対する地域危険度調査をおこなっており，2002 年(平成 14)に 

5 回目の調査結果が公表されています。調査では，地域の危険度を①建物倒壊危険度， 

②火災危険度，③避難危険度(道路閉塞・崖地崩壊等)の三つの危険度に基づき評価し 

ています。さらに，3つの危険度の和を 5つのランクに分け，Aは危険度ランク 1～３ 

まで，Bは危険度ランク 4～5までを表示し，AAA，AAB，ABA・・BBB と 8 通りの 

細かい危険度表示を行なっています。 

なお，この評価には地域特性を考慮した重み付けも可能と言われています。 

・建物倒壊危険度：建物の種別ごとの棟数，構造，用途，階数，建築年代及び， 

地盤分類・地盤，液状化の危険性，大規模造成地(谷埋め盛土，切土/盛土等)を 

評価する 

・火災危険度  ：建物密集状況，倒壊等の可能性評価を基に出火の危険性，延焼 

の危険性を評価する 

・避難危険度  ：避難の困難性について避難場所までの距離，障害物有無・ 

道路混雑予想，延焼による道路遮蔽有無，避難速度，避難人口を評価する。 

2008 年(平成 20)2 月には，6回目の地域危険度測定結果が公表されていますが，地域 

危険度は，①建物倒壊危険度と，②火災危険度の 2評価とし，その結果を加えた 

③総合危険度で表示されるようになりました。建物の耐震化・不燃化というハードの 

世界と，地域住民による地域防災力というソフトの組合せが大切になってきています。 

 

         

図 2.5.2 東京都地域総合危険度ランク図 

（東京都第 6 回測定調査結果より抜粋） 

 



2.6 地域防災訓練とは？ 

 

2.6.1 DIG(Disaster Imagination Game) 災害図上訓練とは？ 

防災訓練の一種です。地図上でおこない防災マップの作成に繋がります。 

訓練手順は以下のようになります。 

地図上でｼﾅﾘｵの無い災害を発生させ，訓練参加者がその場で考えて行動し，判定員が 

判断良否を判定するものです。なお，判定は防災の専門家，地元消防職員がおこない 

ます。 

具体的訓練内容は，10～15 名程度，地図上に防災上の危険箇所，高齢者在宅位置等を 

記載して自分達の街を理解した後，具体的に災害時の状況をｲﾒｰｼﾞしていくことに 

なります。又，街を知る・人を知る・災害を知ることができ，地域防災リーダを育成 

する目的にも使用されることがあります。 

自分達の住む地域の地図を用意し，地図の上に透明シートをかぶせ，その上からペン 

で学校，公園，消防水利など地域の基本情報を記入する。その際，行政側で準備され 

ている訓練地域の地震・防災情報があれば有用です。 

その地図をもとに図上演習をおこない，住宅倒壊による住民救出・救助，初期消火 

などをテーマに災害に対する地域の弱点や必要な防災対策など見出すものです。 

 

関連事項 

2.6.2 発生対応型防災訓練とは？ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                 

逃げるとき 慌てず騒がず 落ち着いて 
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2.6 地域防災訓練とは？ 

 

2.6.2 発生対応型防災訓練とは？ 

現場でおこなう訓練で，従来のマニュアル型とは違う防災訓練です。 

地震発生後，火災，死傷者，高齢者・災害弱者対応，家屋倒壊，道路封鎖など事態を 

意図的に発生させて，それらに対する判断を訓練参加者に判断してもらいながら， 

目的の避難場所まで避難してもらう訓練となります。 

避難途中で遭遇した事態に対応しながら，人命救助，初期消火，災害弱者保護，安全 

誘導等の対応を判断していく必要があります。 

訓練参加者の判断良否は，その都度判定員が判定していきますが，判定員は防災の 

専門家や地元消防職員がおこないます。 

 

関連事項 

2.6.1 DIG(Disaster Imagination Game) 災害図上訓練とは？ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

リュックには 救急セットと 非常食  

 

 



2.7 地域防災力向上に対する課題とは？ 

 

高齢化が進むなかで，地域防災力を向上させる目的は，被災による死傷者を最終的に 

ゼロにすることと考えています。被災後の 72 時間は行政側からの支援(公助)を期待 

することはできません。 

阪神大震災からの教訓として，家屋倒壊による負傷者の約 90％は地域住民による 

救出でした。又，住宅の耐震化と不燃化が進められていますが，発生した火災に 

対しては，地域住民の消防力に頼らざるをえないころがあります。 

従って，共助による地域防災活動が必要となり，それを行政側と地域の専門家が支援 

していくことになります。 

地域住民と行政側・地域の専門家が連携して，地域防災力の向上を図るために必要な 

3 つの課題は，①被災情報の収集と提供，②地域防災リーダの育成，③日頃からの実践

的な防災訓練の実施です。災害に対する事前の準備が最大の防御となっていきます。 

詳細は７章を参照下さい。 

 

関連事項 

7.15   情報の収集・提供に関する課題とは？ 

7.16   自治体が抱える防災情報に関する課題とは？ 

7.17.1  地域防災力及び防災情報の課題(1) 防災情報管理とは？ 

7.17.2   地域防災力及び防災情報の課題(2) 地域防災リーダーの育成とは？ 

7.17.3   地域防災力及び防災情報の課題(3) 過去の教訓とは？ 

 



3 章 地盤および地震災害 

                      

 現代科学技術では，残念ながら何時地震が起きるかを予測することは極めて困難です

し，一度，地震が発生すれば，その被害規模は地盤状況によって大きく異なることは

過去の地震の歴史をひもとけば容易に想像できます。しかし，何時発生するか分から

ない地震被害を想定して常日頃より，事前の予防（減災）を策定しておくことも，ま

た重要なことです。そこで，この章では皆様が普段から疑問に思っている”地震と地盤

災害“について，易しく解説し皆様の疑問にお答えすると共に少しでも地震災害の予

防に役立っていく一助になればと考えております。 

この章では，まず冒頭に地震の発生機構をプレートテクトニクスの理論で説明し，

マグネチュウドと地震震度階，地震の揺れなどを地盤とリンクさせていこうとしてお

ります。さらに，日本における大地震発生確率・余震・長周期地震など地震に関する

字句の疑問に応えております。また，章後半は，地耐力を説明すると共に地震による

軟弱地盤の液状化やその対策及び宅地造成に関する問題点などを述べております。          
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3.1 地震はなぜ起きるのか？－地震の発生機構－ 
                  

地球は大きく分けて地表を覆う（おおう）地殻（ちかく），その下のマントル，そし

て中心にある核（かく）の 3つから成り立っています｡地殻とマントル最上部層を合わ

せてプレートと言い，プレートは陸地を形成する地殻（大陸プレート）と海底を形成

する地殻（海洋プレート）とに分けることができます。この海洋プレートは一定方向

に，一年間で数ｃｍという速度で移動します。つまり海洋プレートは大陸プレートの

下に潜り込みます。これは大陸プレートが軽く（密度が相対的に小さい），海洋プレー

トは重い（密度が大きい）ためだといわれています。そのもぐり込む力がプレート境

界に歪み（ひずみ）を蓄積させ，その歪みが限界に達したとき，耐えられなくなった

陸側のプレートが跳ね上がって，地震が発生します。この地震を海溝型地震といい，

その規模もマグニチュード 8クラスの地震となります。例えば大正 12 年(1923 年)9 月

1 日に発生した関東地震（関東大震災）がこれにあたります。 

 

一方，岩盤に蓄積された歪みを解放するために活断層※1が動くことによって発生す

る地震を内陸直下型地震といいます。大きさ（マグニチュード）は海溝型地震より小

さいですが，都市域の直下で発生した場合には局地的に大きな被害となることがあり

ます。平成 7年（1995 年）1月 17 日に発生した｢兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）｣

がこれにあたります。                                    

                                        

                                        

※ 1活断層・・・・・最近の地質時代（第 4紀：約 200 万年前から現在）に繰り返

し動き，将来も活動することが推定される断層とされており，我が国（日本）に

は約 2000 以上あるといわれています。 なお，東京大学出版会より「新編 日

本の活断層（1991 年 3 月 B4 440 頁）」が出版されています。 

 

図 3.1 世界の地震発生箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ん？危険！ さあ大変だ すぐ避難！  



3.2 マグニチュードと地震震度階の違いとは？ 

                  

マグニチュードとは地震のエネルギーの大きさを言うのに対し，それぞれの場所（地  

  域）で観測された地震動の強さを震度（しんど）と言います。 つまりマグニチュー

ドとは地震発生源での地震の規模を言い，震度とは揺れの強さを言います（我々が地

震時に感じる揺れの強さは震度階で表現されます）。この様なことから，いくらマグニ

チュードが大きな地震でも，その地震が遠くで発生したものであれば震度は小さいも

のになりますし，逆にマグニチュードが小さくとも地震発生源の近傍で感じれば震度

は大きくなります。                         

   マグニチュードは 1935 年にアメリカの地震学者リヒターが考え出したものです。 

表 3.2にマグニチュードと地震の規模との関係を示しておきます。          

          

 

表 3.2 マグニチュードと地震の規模 

マグニチュード 地震の規模 

8～ 巨大地震 

7～8 大地震 

7～5 中地震 

5～3 小地震 

3～1 微少地震 

～1 極微少地震 

           

                       

                             

  震度とは，ある地点での揺れの大きさを分類したものですが，我が国（日本）では揺

れの度合いを 10 階級に分類した｢気象庁震度階級｣というのが使われています。 

 

※気象庁震度階級関連解説表 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html 

 

３-２-１ 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html


3.3 地震の揺れとは？ 

 

  地中深くで起きた断層運動（火山の爆発・海底地すべり等）などによって生じた波は

地球の内部を伝わって地表に到達します。我々はこの到達した波を感じて「地震が来た」

と察知します。しかし，波によってもたらせられる地面の揺れ方は，｢地震の規模（マグ

ニチュード）｣，｢地震が発生した地点からの距離｣，そして｢表層地盤条件｣の 3つによっ

て大きく違います。一般的には，マグニチュードが大きいほど，震源から近いほど揺れ

は大きくなります。しかし，マグニチュードおよび震源からの距離が同じでも，揺れを

感じた場所の表層地盤が軟らかい場合には揺れは大きくなり，逆に堅い場合には小さく

なります。     

  地球の内部を伝わる地震波には大きく分けて P波（Primary Wave・・・縦波）と S波

(Secondary Wave・・・横波)があります｡地震の震源である上部地殻（プレート）では密

度（約 2.7g/㎝）が大きいことから P波が伝わる速さは 5.4ｋｍ/s，S 波は 3.2km/s 程度

です。この P波と S波の伝搬速度の違いに着目して，地震発生の警報を早く出そうとす

る研究が近年盛んに行われています。                       

  地震の揺れは主に S波で我々は感知しますが，S波が地下深部の堅い岩盤から表層の軟

らかい地層に伝わっていきますと波の速度が次第に低下していきますが，逆にその分，

震幅（しんぷく）は大きくなり，我々はユッサユッサと揺れる地震波を数多く経験しま

す。地盤を伝わる S波の速度は，洪積層で 500m/s，粘土で 100m/ｓ程度になります。 

  ｢表層地盤のゆれやすさ全国マップ｣が内閣府より公表されておりますので参照してく

ださい。 

 

 ※表層地盤のゆれやすさ全国マップ 

http://www.bousai.go.jp/oshirase/h17/yureyasusa/zenkoku.pdf 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

                揺（ゆ）れたとき まず守るのは 自分自身 

                

http://www.bousai.go.jp/oshirase/h17/yureyasusa/zenkoku.pdf


3.4 日本における大地震発生確率？ 
                     

大地震の発生を大まかに推定するには，ある地域で同じような大きさのずれが大体

同じ時間間隔で繰り返し起きていることに着目します。この間隔が大体分かれば最新

の地震の大きさから次の地震の発生時期が予測できます。我が国（日本）では 1000 年

以上前から関西地方での地震の記録がありますし，江戸幕府開設以来，関東地方での

地震の記録も数多く残っています。 

            図 3.4 南関東で発生した地震                     

                                                 

図 3.4を参照下さい。この図は 1600 年（江戸幕府開設は 1603 年）以降，南関東で

発生した地震を古文書などで調べて時系列的に並べたものです。この資料によれば，

元禄関東地震（海溝型 1703 年）から関東大震災（海溝型 1923 年）まで約 200～300

年の間隔があります。ですから，次の海溝型大地震（マグニチュード 8クラス）が発

生するのはおそらく 2100 年～2200 年ではないかと想像できます。このように記録（古

文書）を丹念に読み，解析することで，今後の地震発生を予測することができます。         

   日本国政府の地震調査推進本部は，今後 30 年以内に巨大地震の発生する確率は根室

沖 40％，三陸沖北部 90％，宮城県沖 99％，首都直下型 70％，東海地震 87％，東南海

地震 60％，南海地震 50％，安芸灘～豊後水道地震 40％と公表しています。 

   

※地震調査推進本部・・・・・ http://www.jishin.go.jp/main/index.html 

http://www.jishin.go.jp/main/index.html


3.5 余震とは？ 

                                                

地震活動の形態には“本震～余震型”と“群発型”があります。大きな地震災害は

“本震～余震型”の場合に発生することが多く，地震の最初の大きな揺れを“本震”

と呼び，本震の後に起きる地震を“余震”と称しています。余震は本震の発生により，

岩盤が不安定な状態になり，それが終焉化（しゅうえんか）する段階で発生すると考

えられております。つまり，岩盤内に歪みエネルギーが徐々に蓄積されて，ある限界

を超えると地震（本震）が発生しますが，本震だけでそのエネルギーがすべて放出さ

れるわけではなく，放出されなかったエネルギーは徐々に解放されるので余震が起き

ます。最大余震のマグニチュードは平均すると本震のマグニチュードより，10％程度

低く，そのマグニチュードも徐々に低下していきます。また余震の回数は一般的に

10 日目に 1/10，100 日目に 1/100 と減少していきます。最大余震は多くの場合，内

陸では本震から 3日以内，海域ではこれより遅く 10 日以内に発生します。             

 余震の発生で警戒すべきことは，本震で衝撃を受けた斜面や家屋などに，再度，地

震動が加わるので，本震で緩められながらも崩壊しなかった斜面をすべらせたり，家

屋を倒壊させたりして，二次的災害を誘発し被害規模を拡大させるおそれのあること

です。 

 



3.6 長周期地震とは？ 

                         

長周期地震動は数秒に一回程度のゆったりとした揺れで，地震波が平野のような所

に堆積している軟らかい地層に到達したときに周期の長い表面波となり，それが※1長

周期地震動になります。長周期地震動の周期はほぼ堆積層の厚さに比例します，例え

ば，地下に 3000ｍ～4000ｍの軟弱層が堆積している東京周辺では 6秒～8秒程度の長

周期地震動が発生します。長周期地震動の場合，2秒に一回の揺れであれば 20 階のビ

ルが，6秒に一回の揺れであれば 60 階のビルが共振しやすいと言われております。     

今まで，建築・土木の分野では構造物の固有周期が最大でも 1～2秒程度のものが多

いため周期が 1～2秒以下の地震を主に対象にしてきましたが，昨今，大都会や各地方

都市にマンションや商業ビルなどの高層建築が増えそれに伴い建物の固有周期も長く

なってきているのが実情です。                                

地震による地盤の揺れや周期などの地震特性は地震伝搬途中にある盆地・台地・平

野などの支持地盤特性により変化し，特に地下深部基盤の凹凸は長周期の地震動を増

幅させ，いろいろな被害をもたらすおそれがありますので，我々は地震防災のために

も今以上，基礎地盤に対し関心を持つべきと思います。                

                                        

※1長周期地震動・・・・・長周期地震動によってスロッシング現象などが起こります。 

 

 



3.7 地耐力とは？ 

                      

地耐力とはそれぞれの地盤がもつ固有の強さを数値化したものです。例えば岩盤など 

  は 1 平方メートル当たり 50～100 トン以上のものを支えられますが，粘土やシルト※1

などは 1平方メートル当たり 1トン程度しか支えられない場合もあります。       

   これらいろいろの地盤の地耐力を調べるためには，通常，標準貫入試験（重さ 30 ㎏

の錘（おもり）を高さ 75 ㎝ところから打ち込み，打ち込まれたサンプラーが 30 ㎝貫

入するまでの回数を測定する）を行い，必要深度まで打ち込まれた回数を N 値として

表現し，対象地盤の強さを求めます。 

（http://homepage2.nifty.com/yoshimi-y/spt.htm）                      

   建物の荷重は上部から下部に構造物を介して伝達され，最終的に基礎地盤にその荷

重がかかります。一戸建て住宅は RC 構造物※2と比較して基礎地盤にかかる荷重が少な

いことから地耐力が3トン～5トンと小さい場合には建物全体の底面を基礎とするベタ

基礎かあるいは基礎底面を広げた接地圧を小さくする布基礎などが採用されます。    

                                        

※1 シルト・・・・・砂より小さく，粘土より粗い土粒子です。日本統一土質分類法で

は粒径 5～75 ミクロンの土粒子                          

                                         

  ※2RC 構造物（Reinforced Concrete）・・・・・鉄筋コンクリート構造物のことであり，

鉄筋の引っ張り力とコンクリートの圧縮力の強さを兼ね備えた構造物のことです。   

       図 3.7.2 布基礎 

 
  図 3.7.1  標 準 貫 入 試 験         

図 3.7.3 ベタ基礎 

 

http://homepage2.nifty.com/yoshimi-y/spt.htm


 

 

 

 

 

塀（へい）のそば 地震が来たら 離れましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 地盤の液状化とは？ 

                             

平常時の地盤は粒径（つぶ）の揃った砂の粒子が緩くかみあって，その空隙 

（それぞれの砂粒子の間に生じている隙間）に地下水が含まれている状態です。 

ところが，地震などの振動を受けることにより粒子間のかみ合わせがズレて空隙の割

合が減少し，砂粒子の密集化が進むと，やがて砂層と地下水とに大きく分離して急激

に支持力を失い，場合によっては地下水が砂と一緒に地表面に噴出することがありま

す。この現象を地盤の液状化と言います。             

   この液状化が数多く発生し，対策の必要性が問われだしたのは 1964 年（昭和 39 年）

の新潟地震からです。阪神・淡路大震災（1995 年）では，この液状化現象により，神

戸港の埠頭（ふとう）などが大被害を受けました（写真 3.8(1)，写真 3.8(2) 参照） 

        

                

   写真 3.8(1) 神戸港の液状化現象     写真 3.8(2) 神戸港の液状化現象   

                                              

 

  しい液状化現象は次のような地盤条件の下で発生しやすいと言われておりま

す

 

                  

 

  

海岸近

辺，河口付近，川の近辺，埋没谷，沼や湖沼の近くなどは要注意の箇所です。 

    

                                         

この恐ろ

。  

・地盤の地下水位が高い                           

・地盤が粒径の揃った緩い砂層で構成されている                

・標準貫入試験値の N値が 10 以下    

・ 砂層の深さ（厚さ）が 20m 以内   

                   

 液状化の発生有無を目視で判断することは難しく，液状化の有無を判定するには過

去の地震による発生履歴調査，ボーリング調査などが必要となります。特に，



3.9 戸建住宅及びマンション等住宅の液状化対策とは？ 

               

戸建住宅は，基礎にかかる荷重がマンション及び工場と比較して，かなり軽量であ

ることからその基礎の深さはせいぜい 3m 程度です。このようなことから地盤調査はス

ウェーデン式サウンデング※1又はダッチコーン※2などで行い費用も数万円/1 箇所程度

です。地盤調査の結果，液状化のおそれのある場合といえども地盤支持層まで杭を打

つ必要はなく，液状化の要因の一つである間隙水圧の上昇を逃がしてやるためのドレ

ーンパイプ工法※3を採用したり，あるいは表層地盤を液状化しないように締め固めた

り，地盤改良などを行ったり，砂層を良質な土と置き換えるなどの工法を採用するこ

とで，液状化への対策は可能です。                             

   一方，マンション等の中・高層建物を構築する場合は，ボーリングなどの調査が必

要となります。調査した結果，液状化が起こりそうな地盤に対しては，一般的に杭基

礎で対応しています。事実，阪神・淡路大震災の際にも，ポートアイランド及び六甲

アイランドで発生した液状化で，住宅は被害を受けましたが，杭基礎を施工した中・

高層建物の被害は殆どありませんでした。 

 
※1スウェーデン式サウンディング  

        http://www.jiban.co.jp/gyoumu/chousa/tyosa02.htm 

※2ダッチコーン      http://www.tokyosoil.co.jp/pdf/b-04.pdf 

※3ドレーンパイプ工法   http://www.k3.dion.ne.jp/~nikken/kouhou.htm 

 

http://www.jiban.co.jp/gyoumu/chousa/tyosa02.htm
http://www.tokyosoil.co.jp/pdf/b-04.pdf
http://www.k3.dion.ne.jp/%7Enikken/kouhou.htm


3.10 宅地造成に関する問題点とは？ 

                                          

    山あいの谷地を埋めて造成した敷地は，谷埋め盛土といわれ，地震時の崩壊が心

配されています。また，切り土と盛土とが混在している敷地は，地震時に盛土部と

切土部の挙動が異なるため，その上に建物を建設すると基礎が損壊するおそれがあ

ります。さらに軟弱地盤の上に建つ建物などは，液状化によって沈下または基礎の

損壊などが起こるおそれも指摘されています。                   

                                          

   このように地盤の良否は，建物に対して大きな要素を占め，耐震診断においては地

盤の良否が重要な評価項目の一つになっています。 

図 3.10 敷地造成断面例 

                                     

  宅地造成を規制する宅地造成等規制法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO191.html 

の改正が 2006 年に閣議決定されて，2006 年 9 月に施行されました。                

一方，新規造成工事についても耐震化を求め，都市計画法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html 

を一部改正して，開発許可基準に宅地造成に伴う災害防止に関する事項が盛り込まれま

した。 これらの法整備に加え，災害防止工事に国が予算措置を講じる他，住宅金融支

援機構の特別融資を行い，財政的な支援を行います。 

 

       

 

 

 

水の音 変わると危険 山崩れ   

            

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO191.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html


4 章 地震による津波災害 

 
                              

津波は海域で起こる地震や火山爆発，海底地滑りなどが誘因となって発生します（海

域で起こる断層運動で津波が発生することが圧倒的に多い）。津波の始まりは“来襲波”

のこともありますし，“引き波”のこともあります。いずれの形態をとっても津波の進

行速度は速く陸域でも若者が全力で走る速度（7m/ｓ）ですから，地震のあとに津波襲

来が予想される時は，直ちに全速力で高台へ逃げることが“命を救う第 1の行動”とな

ります。また近年，津波予警報の精度向上を受け，住民は情報への依存性が高まり，地

震発生後に逃げない住民行動が目立つようになって来ています。このようなことから自

主的な避難には防災教育が重要であることを述べます。 

さらに，いかなる規模の津波に対しても被害を防ぎきれませんので，津波災害に対し

ては，被害をできるだけ減らす減災の立場が現実的と考えられます。また，津波の中長

期計画は，それぞれの対象地域によって策定されるべきであり，“津波災害を知る”，“津

波に弱いところを知る”，“津波対策を知る”等に応じた総合減災システムを立案し，事

業途中で評価し，不十分であれば三つの事前評価を踏まえて見直す(フィードバックす

る)視点が重要です。 

津波被害の減災ソフト対策としては，2004 年から“津波ハザードマップ マニュアル

（危険地図の手引き）”にもとづき危険地図の整備が進められていること。実際の避難

行動に結び付けるには“動く津波ハザードマップ”が効果的であることなどを述べてお

ります。 

この章の最後には津波に関する正確な知識，津波来襲時の避難方法，古老の体験につ

いて述べます，どうぞ参考にしてください。   

この第 4 章の「G&A」が皆様の津波対策に少しでもお役に立てればと考えております。 
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4.1 津波とは？ 

 

4.1.1 津波の発生とは？ 

わが国（日本国）では，古くから地震による津波に襲われ，深刻で甚大な被害を受けて

きました。津波の発生源は，日本列島の周辺に限らず，はるか海外の地点に起きた地震が

海域を経て伝播（でんぱ：伝わり広がること）してくることもあります。前者を近地津波，

後者を遠地津波と区別しています。普通に津波といえば，これらの地震に伴う津波を意味

しています。この他，海岸付近又は海底における火山爆発，山崩れ，地すべりなどによっ

ても大きな波が生じることがあり，これも一般には津波に含めています。  

 

津波発生の機構を模式化して図 4.1.1(1)及び図 4.1.1(2)に示します。初期の海底変化が

隆起ならば，海岸にくる最初の波は押し波で，沈降ならば最初は引き波となります。すな

わち，津波の始まりは“来襲波”の時も“引き波”の時もあります。  

 

図 4.1.1(1) 津波発生の機構（海底面隆起型） 

 

 

図 4.1.1(2) 津波発生の機構(海底面沈降型) 

 

 

関連事項 

 4.1.2  津波の伝播とは？ 

4.1.3  三陸海岸を襲った大津波とは？ 

 



4.1 津波とは？ 

 

4.1.2 津波の伝播とは？ 

海底地形と津波形状の変化及び津波の移動速度を，それぞれ図 4.1.2(1)，図 4.1.2(2)に

示します。津波は，海岸付近に達しますと海底摩擦，海岸線形状などの影響を大きく受け

て津波形状が上方に屹立（きつりつ：そびえ立つこと）し，津波の前面が直立に近付きま

す（図 4.1.2(1)参照）。そのことが津波の高さを増加させ，陸域での被害を大きなものとし

ます。 

 

水理（すいり：水の流動理論）的には、津波の移動速度：C=(gh) 1/2（ここに，g：重力の

加速度（9.8m/s2 ），h：水深（m））と定義しています。この移動速度の式を適用しますと，

仮に水深 4,000m の深海では，約 200m/s 程度（時速 720km/h）とジェット機のような速さで

伝播（でんぱ：伝わりひろがること）します。一方，陸に押し寄せて仮に水深 5m となった

場合，波速は 7m/s となります。このように陸域でも若者が全力で走る速度ですから，地震

の後に津波来襲が予想される場合には，直ちに全速力で高台に逃げることが“命を救う第 1

の行動”となります。 

              

 
図 4.1.2(1) 水深分布と津波形状の変化           図 4.1.2(2) 津波の移動速度  

 

関連事項 

4.1.1  津波の発生とは？ 

4.1.3  三陸海岸を襲った大津波の型とは？ 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                すぐ逃げろ 津波は足が 速いです 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 津波とは？ 

 

4.1.3 三陸海岸を襲った大津波の型とは？ 

津波の歴史が古く，何度も壊滅的な大津波に襲われた三陸海岸に的を絞り，来襲した津

波の型別に分類すると，次の三つの型に区分できます。併せて，三つの津波の概況を表 4.1.3

に示します。 

 

表 4.1.3を参照すると，三つの津波の初期は たまたま“引き波”となっています。これ

は偶然のことと考えて下さい。4.1.1津波の発生とは？に示しましたが，初期の海底変化が

隆起ならば，海岸にくる最初の波は上げで，沈降ならば最初は下げで引きとなります。つ

まり，津波の始まりは“来襲波”のことも“引き波”のこともあるということを忘れない

で下さい。  

 

a.  明治三陸大津波のように，揺れの小さな地震の後に突発的に来襲する津波の型（以 

後，本型式の津波発生源となる海底地変がゆっくりと進み，地震波に長周期成分が多く

含まれる地震のことを津波地震と表記します）。 

 b.  揺れの大きな地震の後に来襲する昭和三陸津波のような型。  

c.  地震の揺れを感じないチリ津波のような型（遠地津波に当たる）。 

 

表 4.1.3 三陸海岸を襲った 3津波の概況 

津 波 の 名 称 発 生 年 日 地域の揺れ及び規模 犠牲者数 津波の初期 

明治三陸大津波 1896 年 6 月 15 日
震度 2～3 

地震規模：M6.9 
22,000 人 引き波 

昭和三陸大津波 1933 年 3 月 3 日 
震度 5～6 

地震規模：M8.1 
3,064 人 引き波 

チ リ 津 波 1860 年 5 月 22 日
揺れなし 

チリ沖地震規模：M8.5
139 人 引き波 

 

 

関連事項 

  4.1.1  津波の発生とは？ 

 4.1.2  津波の伝播とは？ 

 

 



 

 

 

 

 

遠くても 海を渡って 来る「TSUNAMI」            



4.2  津波予警報と住民行動とは？ 

 

4.2.1  気象庁による近地津波の予警報とは？ 

気象庁では近地津波（日本列島の周辺で起きた地震に伴う津波）について，地震の発生

から 3 分程度を目標として次に示すような予警報を発表しています。それぞれの情報の発

表の流れと内容を次ページの図 4.2.1(1)に示します。 

 

・ 津波警報・注意報                              

・ 津波情報                                   

・ 津波予報 

 

これらの予警報の発表は迅速性（じんそくせい：速やかさ）が求められますから，予め

高性能コンピュータにより約 10 万ケースの津波数値シミュレーション（擬似計算）を実施

し，それらの結果を保存しています。地震が発生すると，震源要素（震源の位置，深さ，

マグニチュード等）に最も適合している津波保存データの内から，津波の高さ，伝播（で

んぱ：伝わり広がる）時間等をコンピュータで検索し，予警報を発表しています。 

 

 

関連事項 

4.2.1(1)  津波警報・注意報とは？ 

4.2.1(2)  津波情報とは？ 

4.2.1(3)  津波予報とは？ 
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図 4.2.1 津波予警報の発表フロー 

出典；気象庁ホームページ http:www//seisvol.kishou.go.jp/eq/index_tsunamiinfo.html 
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関連事項 

4.2.2  気象庁による遠地津波の予警報とは？ 



4.2  津波予警報と住民行動とは？ 

 

4.2.1(1)  津波警報・注意報とは？ 

現在，気象庁では津波により災害発生が予想される場合に，地震が発生してから約 3 分

を目標として 2 段階（大津波，津波）の警報または 1 段階の注意報を発表しています（表

4.2.1参照）。なお，日本近海で発生し，緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置，

マグニチュードが速やかに求められた地震については，最速 2 分以内を目標に津波警報ま

たは注意報が発表されます。 

  

表 4.2.1(1) 津波警報・注意報種類 

気象庁HP  http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/  

 

関連事項 

 4.2.1   気象庁による近地津波の予警報とは？  

4.2.1(2)  津波情報とは？ 

4.2.1(3)  津波予報とは？ 
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4.2  津波予警報と住民行動とは？ 

 

4.2.1(2)  津波情報とは？ 

津波警報・注意報が発表された場合，津波の高さの予測値（m単位），予測到達時刻(10

分単位.ただし遠地津波の場合（4.2.2参照）には30分単位)が発表されます（表4.2.2参照）。 

  

表 4.2.1(2)  津波情報の種類 

 

気象庁HP  http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/  

 

関連事項 

4.2.1     気象庁による近地津波の予警報とは？ 

4.2.1(1)  津波警報・注意報とは？ 

4.2.1(3)  津波予報とは？ 
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4.2  津波予警報と住民行動とは？ 

 

4.2.1(3)  津波予報とは？ 

地震発生後，津波による災害が起こるおそれのない場合には，表 4.2.1(3)に示す内容が

津波予報として発表されます。 

 

                         表 4.2.1(3)  津波予報 

 

気象庁HP  http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/  

 

関連事項 

 4.2.1     気象庁による近地津波の予警報とは？ 

4.2.1(1)  津波警報・注意報とは？ 

4.2.1(2)  津波情報とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波はね 地震さんが 予告人 
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4.2  津波予警報と住民行動とは？ 

 

4.2.2  気象庁による遠地津波の予警報とは？ 

気象庁では，遠地津波（はるか海外の地点に起きた地震に伴う津波）についても津波予

警報を実施しています。近年，地震学研究連合（IRIS;Incorporated Research Institutions 

for Seismology）の地震観測点波形データ（準リアルタイムにインターネット経由により

送信されてくる情報）を活用して，気象庁独自に高い精度で地震要素（震源，マグニチュ

ード等）を決定できるようになりました。 

 

こうして得られた地震要素を対象に数多くの津波数値シミュレーション（擬似計算）を

実施し，それらの結果を保存しています。遠地地震が発生すると，震源要素（震源の位置，

深さ，マグニチュード等）に最も適合している津波保存データの内から，津波の高さ，伝

播（でんぱ：伝わり広がる）時間等をコンピュータで検索し，近地津波のときと同じ予報

区に向けて予警報を発表しています。 

また，上記の技術を応用して 2005 年 3 月からは太平洋津波警報センター（4.2.2.(1)参

照）の情報を補完し，北西太平洋域沿岸各国のニーズに応えて津波の波高予測も含んだ北

西太平洋津波情報の提供を開始しています。 

  

関連事項 

4.2.1  気象庁による近地津波の予警報とは？ 
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4.2  津波予警報と住民行動とは？ 

 

4.2.2(1)  太平洋津波警報センターとは？ 

1946 年のアリューシャン地震津波の際，遠方でありながらハワイ諸島などで死者 173 名

を含む大被害に見舞われました。その遠地津波をきっかけとして，3 年後（1949 年）ハワ

イ・オアフ島エヴァに太平洋津波警報センター（PTWC）が米国海洋大気庁（NOAA）の

一部門として設立されました。現在は太平洋全般を担当する国際センターとして活動する

とともに 1969 年以降ハワイ州の地域津波予報を担当しています。  

 

関連事項 

4.2.2  気象庁による遠地津波の予警報とは？ 
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4.2  津波予警報と住民行動とは？ 

 

4.2.3 地震発生後に逃げない住民行動とは？ 

 “住民の避難行動から見た津波対策 河川 2004 年 10 月号”の中で，群馬大学工学部の片

田敏孝教授は，次のような指摘を行っています。 

 

2003 年 5 月 26 日 18 時 24 分に宮城県沖（震源：気仙沼沖約 71km，規模：マグニチュー

ド 7.1）で地震が発生しました。それに伴い岩手県，宮城県などの三陸沿岸各地で震度 4～

6の揺れが観測されましたが，幸いにも地震による津波は発生しませんでした。当時，仙台

管区気象台から津波に関する情報が発表されたのは地震が発生してから 10分以上経過した

後でありました。この地震の後に宮城県気仙沼市で避難行動の調査を実施した結果，次の

①～④のことが明らかとなりました。 

 

① 津波を意識した避難（以後，“津波避難”と表記します）は，避難率にしてわずか 1.7% 

（総ての調査対象者数：3,105 人中の 52 人に相当）に過ぎませんでした。 

② その原因調査によれば，気仙沼市民は津波を意識したが故に，避難行動ではなく家族 

総出の情報収集行動（テレビジョン放送の視聴，防災行政無線の聞き取り，沿岸部地

域では海域潮位の確認）を優先していたことが明らかとなりました。 

③ 結果的に，幸いにも津波が発生せず，地震発生の 12 分後に“津波被害なし”の情報 

 が住民に伝えられました。津波常襲地帯に発生した震度 5 強の地震にあって，この 12

分間にわたり，住民は避難することなく，ひたすら情報を待ち続け過剰な情報依存の

状況に陥りました。 

④ 北海道南西沖地震（平成 5年 7月 12 日 22 時 15 分頃発生）では，地震発生の 5分 

後に津波が来襲しましたから，津波避難せず 12 分間の情報待ちというのは，大変に危

険な選択であったと言えます。 

  

関連事項 

4.2.1  気象庁による近地津波の予警報とは？ 
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4.2  津波予警報と住民行動とは？ 

 

4.2.4 津波防災教育の必要性とは？ 

群馬大学工学部の片田敏孝教授は,2003 年 5 月 26 日に発生した宮城県沖地震（震源：気

仙沼沖約 71km，規模：マグニチュード 7.1）の後に，気仙沼市で避難行動の調査を実施し

ました。その結果を公表した“住民の避難行動から見た津波対策 河川 2004 年 10 月号”の

中で，次のような指摘を行っています。 

 

すなわち，地震発生後に逃げない住民行動（4.2.3参照）の実態を受けて，津波防災教育

の必要性を説いています。津波防災教育に求められる中心的な課題として，住民が自発的

に津波避難を行う条件整備の重要性を示し，具体的には次の 5項目を目標に掲げています。 

  

・ 津波災害像(イメージ)の固定化を改める。   

・ 津波の発生機構(メカニズム)に及ぶ深い現象理解を進める。  

・ 過剰な津波情報への依存意識を改善し，住民自ら行動する意思決定能力を高める。  

・ 津波避難行動に踏み出さないことを正当化させない。  

・ 津波情報理解能力を向上させる。  

 

関連事項 

4.1.1  津波の発生とは？ 

4.1.2  津波の伝播とは？ 

4.2.1  気象庁による近地津波の予警報情報とは？ 

4.2.2  気象庁による遠地津波の予警報情報とは？ 

4.5.1  津波に関する正確な知識とは？ 
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4.3 津波への減災とは？ 

 

4.3.1  わが国の津波対策とは？  

  わが国の津波対策は，1997（平成 9)年に関連 7 省庁が合意した総合的対策の「地域防災

計画における津波防災対策強化の手引き」（以後、手引きと略記します）が現時点におい

て基本となっています。この手引きは，防災構造物，津波に強いまちづくり，防災体制の 3

つの組み合わせからなり，それぞれの概要を次ページの表 4.3.1に示します。 

 

表 4.3.1 において，防災構造物はいかなる規模の津波にも災害を防ぎきれるものでありま

せんから，“減災の視点を踏まえた施設”が現実的であり，津波に強いまちづくりは，“津

波に強い土地利用の推進”，“臨海部の土地利用特性に応じた施設等の安全性向上”が主

題となっています。また，防災体制は“災害を知る”，“弱いところを知る”，“対策を

知る”などの視点から取り組むことが重要と考えられます。 

 

関連事項  

  4.4.1  津波ハザードマップ マニュアル（危険地図の手引き）とは？ 

  4.5.1  津波に関する正確な知識とは？ 
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表 4.3.1 「地域防災計画における津波防災対策強化の手引き」の主項目 
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4.4  津波ハザード（危険）情報とは？ 

 

4.4.1  津波ハザードマップ マニュアル（危険地図の手引き）とは？ 

内閣府，国土交通省及び農林水産省連携のもとに 2004 年に“津波・高潮ハザードマップ

マニュアル”が発行されました。ここに，高潮対策も併記されている理由は，津波対策と

同時に検討を進めていることによります。 

その作成目的は，次に示すように大きく住民避難用と行政検討用に分けられます 

（図 4.4.1参照）。 

         ＜ 津波ハザードマップ マニュアルの作成目的 ＞ 

・  住民避難用は，災害の危険度・避難場所・避難経路等の情報を提供し，住民の自衛力

の向上，円滑かつ確実な避難などに役立てること。  

・  行政検討用は，予防対策・応急対策にあたり業務検討の基礎材料とし，住民の避難

計画の作成，施設整備計画検討などに役立てること。 

 

参考までに，大規模な南海地震が発生すると大津波の来襲が予想される“高知県須崎市

の津波ハザードマップ”の検索先を以下に紹介します。これらの実例を通して平常時より

津波ハザード情報に慣れておくことが大切です。 

 

＜ 検索先；高知県須崎市のホームページ ＞ 

http://www.city.susaki.kochi.jp/bosaijoho/hazard-map.htm 
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図 4.4.1 津波・高潮ハザードマップの利活用 

 

出典；“津波・高潮ハザードマップマニュアルの概要 内閣府，国土交通省，農林水産省”

第 5 章抜粋 

 

関連事項 

4.4.2  動く津波ハザードマップ（危険地図）とは？ 

4-4-3 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

        湾（わん）の奥 高潮・津波に 気をつけて 
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4.4  津波ハザード（危険）情報とは？ 

 

4.4.2  動く津波ハザードマップ （危険地図）とは？ 

紙面上に印刷された静止状態の津波・高潮ハザードマップは，次のような課題を抱えて

います。  

・  時間経過にともなう浸水の進行状況を表現することが困難。 

・  一定の筋書き（シナリオ)に沿って作成されるため災害イメージの固定化を招きや  

すい。 

・  津波来襲の多様性を流動的に表現するのが困難なため“地震発生後に逃げない住民

行動（4.2.3参照）を改めさせるのが難しい”。 

・   浸水の進行，避難経路の阻害要因，人的行動等の組み合わせに制限を受けるため

実際の避難行動に結び付けにくい。 

 

これらの課題に応えるべく群馬大学 災害社会工学研究室及び NPO 法人 社会技術研究所

では，津波災害総合シナリオシミュレータを活用した動く津波ハザードマップ（危険地図）

との取組みを展開させています。その主目的は，地域防災計画の策定支援及び住民の災害

教育支援にあります。 

それらの内，住民の災害教育支援では，次の事項を主題としています。  

 

・ 災害現象に対する正しい理解  

・ 防災のための地域社会(コミュニティ)の育成  

・ 災害時の迅速な避難行動の実現 

  

津波避難行動のシミュレータは，想定津波を設定し，災害情報の伝達，住民の避難行動，

津波の氾濫，被害の発生の状況を時間経過に沿って追跡する機能を備えています。研修者

は，これらの要素を組合せた試算を繰り返し，与条件に応じて適切に避難行動をとる意思

決定の時機を体験することができます。 

次に参考として，三つの筋書き(情報伝達シナリオ，避難シナリオ，津波シナリオ)の進行

の状況を時系列的に紹介します（図 4.4.2.1～図 4.4.2.3参照）。
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図 4.4.2.1  津波発生から 15 分後の筋書きの進行 

 
図 4.4.2.2  津波発生から 20 分後の筋書きの進行状態 

 

図 4.4.2.3 津波発生から 29 分 50 秒後の筋書きの進行状態 
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関連事項 

4.4.1  津波ハザードマップ マニュアル(危険地図の手引き）とは？ 
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4.4  津波ハザード（危険）情報とは？ 

 

4.4.3  津波対策に役立つ資料とは？ 

津波防災の基本として次の 3項目が挙げられます（4.3.1これからの津波対策とは？の図

4.3.1 参照） 

それらに役立つ資料をここでは紹介します。  

・ 津波を知る。  

・ 津波に弱いところを知る。  

・ 津波対策を立てる。 

  

1) 津波デジタルライブリィの活用 

津波デジタルライブラリィ委員会（東北大学，群馬大学，日本大学）が，主に三陸津波

などに関する資料をインターネットを介して提供しています。そのライブラリィ作成の目

的は，次に示す資料などを体系的に集めてデジタル化して公開することです。 

 

・ 津波及び津波災害を研究するための資料  

・ 津波災害を教育したり伝承したりするための資料  

・ 国及び自治体関係者が津波災害の防災・軽減するための政策立案に必要な資料  

 

地域住民はこれらの情報の内から，津波数値シミュレーション（擬似計算)の成果を活用

し，津波の来襲に直面した際に，早急に高台に逃げることの重要性を実感できます。 

  

2) 内閣府(防災担当）のホームページ 

“稲村の火と津波対策； 

 http://www.tokeikyou.or.jp/bousai/inamura-top.htm”に接続すれば，津波対策の教

材を通して基礎知識が得られます。 

 

3) 国土交通省のホームページ 

“津波防災のために； 

http://www.mlit.go.jp/river/kaigandukuri/tsunamibousai/index.htm”に接続すれば，

津波防災の基礎知識を学ぶことができます。 

  

関連事項 

4.4.1  津波ハザードマップ マニュアル(危険地図の手引き)とは？ 

  4.4.2  動く津波ハザードマップとは？ 

http://www.tokeikyou.or.jp/bousai/inamura-top.htm
http://www.mlit.go.jp/river/kaigandukuri/tsunamibousai/index.htm


4.5 正確な知識による避難とは？ 

 

4.5.1  津波に関する正確な知識とは？  

1) 津波の始まりは“来襲波”のことも“引き波”のこともあります 

宮城県沖地震（発生：2003 年 5 月 26 日）後の宮城県気仙沼市民への調査によれば，住

民の約 90%が津波は必ず引き潮に始まると信じていることが明らかとなりました（出典：

“住民の避難行動から見た津波対策 群馬大学工学部片田敏孝教授 河川 2004 年 10 月

号”）。 

津波発生の機構を比較した図 4.1.1 及び図 4.1.2（4.1.1 津波の発生とは？参照）によ

れば，津波は来襲波で始まる場合も，引き波で始まる場合もありえます。 

したがって，過去の津波における自己体験だけで，津波災害像(イメージ)を固定化して

しまうと避難行動をとる時機を誤り，危機に陥るおそれが生じます。これが，科学的で

正確な知識をもつことの重要な理由の一つです。 

  

2) 津波地震への目安 

明治三陸大津波（発生：1896 年 6 月 15 日，震度：2～3，犠牲者：22,000 人）は，事前

の地震の震度が 2～3 という“津波地震”型（4.1.3 三陸海岸を襲った大津波とは？の a.

参照）の突発的な大津波でした。この津波の型では，海底の地震断層がゆっくりと動き，

地震規模が大きくとも伝わってくる地震波が小さいという特徴があります。 

 

3) 太平洋沿岸で起こる津波は 6時間程度続くものが襲ってくる可能性がある。 

大規模な地震に伴う津波は 6時間程度続くと考えられます。避難した住民は，次々に津

波が襲ってくる可能性がありますので 6時間は避難を継続しなければなりません。  

 

関連事項 

4.5.2  津波が予想される場合の避難とは？ 
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4.5 正確な知識による避難とは？ 

 

4.5.2  津波が予想される場合の避難とは？ 

① 海岸で大きな揺れを感じたら早急に高台に避難します。地震の震度が 2～3 程度で

大揺れを感知しない場合でも“地震の揺れが数分続く場合は津波が来る”と考えて

（4.1.3三陸海岸を襲った大津波の型とは？ のa.に記した“津波地震”型を想定し

て）早急に高台に避難します。  

② 津波注意報，警報が発令されたら早急に高台に避難します。  

③ 高台に避難することが時間的に難しい場合には，堅固な建築物（例えば，津波避 

難ビル，鉄筋コンクリート造りの 2 階以上）に避難します。  

④ 規模の大きい地震による津波と判断したときには，太平洋沿岸の場合 6 時間は避 

難所にとどまります。 

⑤ 災害時要援護者への対応は，平常時に避難方式を規則化（援護体制，避難経路， 

避難場所など）しておきます。 

    ⑥ 自動車による避難は，災害時要援護者を優先させることが重要です。一般人の自

動車利用は，渋滞，安全地帯の確保拡大を招く地域において回避することが求めら

れます。 

 

 

関連事項 

4.5.1  津波に関する正確な知識とは？ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふりむくな 津波からは 逃げるのみ 
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4.5 正確な知識による避難とは？ 

 

4.5.3 古老の体験への信頼性とは？ 

・ 住民自らが津波に関する正確な知識を学び，津波災害像(イメージ)を固定化させない

ことが重要です。津波の型(タイプ）と津波発生機構とを良く理解し，古老の情報を評

価する見識が求められます。 

・ 平常時に古老の情報を津波シミュレーション（擬似計算)，文献，専門家の意見など 

を通して確認，検証し情報の信頼性を評価しておくことが大切です。 

・ 近年における科学情報の豊かさを基準にすると，数十年から 100 年以上前の古老情 

報の果たしてきた役割は大きく今でも古老情報は重要な情報源のひとつです。 

 

  

関連事項 

 4.1.1  津波の発生とは？ 

 4.1.2  津波の伝播とは？ 

 4.1.3  三陸海岸を襲った大津波の型とは？ 

 4.2.1  気象庁による近地津波の予警報とは？ 

 4.4.1  津波ハザードマップ マニュアル(危険地図の手引き)とは？  

4.4.2  動く津波ハザードマップ（危険地図）とは？ 

  4.4.3  津波対策に役立つ資料とは？ 

4.5.1  津波に関する正確な知識とは？ 

4.5.2  津波が予想される場合の避難とは？ 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

              

行かないで 高潮・増水 流される 

  



5 章 建物の耐震性向上 

 

 平成 15 年の国土交通省調査では，耐震性が足りない木造住宅が全国で約 1000 万戸，

共同住宅他で約 150 万戸あるとされています。さらに，平成 17 年 3 月の政府中央防災

会議では，地震被害を今後 10 年で半減させる「地震防災戦略」を纏め，その中で住宅

の耐震化と家具の固定化を取上げ，具体的に住宅の耐震化率を，平成 15 年の 75％から

平成 26 年には 90％まで引き上げることを目標としています。 

しかし，耐震化が進んでいるとされる横浜市でも実施率は低く，耐震化が進まない 

理由の一つとして，補強費用の高さと住民の意欲の薄さがあると言われています。 

できるところから耐震化を進め，それを支援する行政側の柔軟な体制，耐震化に 

対する補強減税，地震保険の制度改善による加入促進，耐震補強促進の為の啓発活動 

など図られていますが，大切なことは，自助の一環として耐震補強を考えていく 

ことです。5章では耐震補強に関する概要をまとめましたので，理解を深めるよう 

お願いします。 
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5.1 建物の耐震性能設計及び性能表示とは？ 

 

5.1.1 建物の耐震性能表示とは？ 

建物の性能設計の一つに耐震性能があります。 

例えば，防災拠点となる官公庁の建物･病院等公共施設については，震災時の地域防災

拠点になるため，建物の耐震性能を高めておく必要があります。 

構造安全性を増すため，その建物が建つ地域の地震を考慮した建築基準法で要求され 

る地震荷重に対して 1.25 倍，1.5 倍の耐力を確保するよう耐震性能を高め，その高め 

た値を耐震性能として表示する場合があります。判り易い値ですが，その他に耐震 

性能を表示する値として耐震改修促進法で定めた耐震指標 Is値で表示する場合もあり 

ますので区別が必要です。 

 

関連事項 

5.9.1 耐震性を表す指標Is値とは？  

5.17  耐震等級Ⅰ，Ⅱ及びⅢとは？ 
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5.1 建物の耐震性能設計及び性能表示とは？ 

 

5.1.2 耐震化に伴う建設費の上昇とは？ 

一般的に、耐震性能を 2 倍に上げても構造体の建設費は 10～15％程度しか上がらな

いと言われています。 

維持･管理までを含めた建物存続期間の全費用で比較すると、耐震補強に費用を投じる

ことで被災したときの被害修復費用が削減され、耐震性能を上げた方が全体としては

安価になるという試算もあります。 

 

建設費 

1.1 

1.0 

0   200 400 600 800 1000gal 

 

図 5.1.2 設計用地震荷重対建設費 

 

建物全体の建設費の中で建物躯体が占める割合は約 30％程度であり、内外装仕上げで

30％、設備で 40％程度となります。又、一般のマンションであれば、資材費と人件費

の割合は 60％：40％程度と言われています。したがって、図 5.1.2 に示すように設計

用地震荷重が 2 倍になり耐震補強のための補強用鋼材・鉄筋が増えても、全体の建設

費は 10％程度の上昇であり一般構造から免震構造に変更する場合でも 10～15％程度の

増加で対応できるとされています。 

 

関連事項 

5.3  住宅性能評価とは？  

5.8.1 免震装置とは？  

5.8.2 制震(振)装置とは？ 
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5.2 建物耐震基準(建築基準法)とは？ 

 

5.2.1 建築基準法の変遷とは? 

地震国である日本の建物設計の拠り所となる建築基準法は，大きな地震を経験して

いく過程でその都度，設計指針が改善されてきています。 

1964 年(昭和 39 年)新潟地震，1968 年(昭和 43 年)十勝沖地震を経て，1971 年(昭和 46 

年)に建築基準法と同施行令が見直され，コンクリート柱のせん断補強鉄筋強化，木造 

住宅基礎の鉄筋コンクリート化などに関する規定が盛込まれました。 

1978 年(昭和 53 年)の宮城県沖地震では，建物上層階で１Gを越える地震加速度が観測 

され，1981 年(昭和 56)に再度見直され，現在の新耐震基準となっています。 

その後，1983 年(昭和 58 年)日本海中部地震，1993 年(平成 5年)北海道南西沖地震， 

1995 年(平成 7年)阪神･淡路大震災を経て，2000 年(平成 12 年)に建築基準法が 

改正され，木造住宅では地盤耐力に応じた基礎の設計，必要壁量の計算において 

バランス良い壁配置とするための偏心率の計算などが追加されています。 

ちなみに木造住宅の床面積当たり必要とする壁量ですが，現行基準では日本瓦の重い

屋根材料を使用した場合，２階建ての 1 階部分では 33cm/㎡となっていますが，昭和

56 年以前の旧耐震基準で設計された住宅は 16～24cm/㎡となっており，耐震性は劣る

と言わざるをえない状況です。 

建築基準法は建物に対する最低限の要求を規定しており，建築基準法の諸規定を 

満たしたから安全であるとは言い切れません。公共施設，病院，銀行などの重要施設 

については，建築基準法で定めた地震荷重を 1.25 倍，1.5 倍と割増して耐震性を 

高める性能設計が行なわれることもあります。 

 

関連事項 

5.13 住宅耐震化の課題とは？ 

5.19 住宅耐震基準と倒壊･崩壊率の相関関係とは？ 

 

 

５‐ 1 



5.2 建物耐震基準(建築基準法)とは？ 

 

5.2.2 新耐震基準とは？ 

旧耐震基準では、各階床荷重に一律に地震標準層せん断力係数 0.2 を乗じて地震 

荷重を算定していましたが、1978 年(昭和 53 年)の宮城県沖地震で、従来の地震荷重を 

越える大きな値が建物上層階で観測され、現行の新耐震基準では、建物の高さが高く 

なると地震荷重も大きくなる地震荷重分布を採用するようになっています。 

また、建物が建つ地域ごとの荷重低減係数や、建物が有する固有周期と地盤の関係 

から、地震荷重を低減する建物振動特性係数も基準として盛込まれました。 

例えば、荷重低減係数は、地震発生リスクを考慮して仙台・東京・大阪の 1.0 倍に 

対し、札幌では 0.9 倍、福岡では 0.8 倍、沖縄では 0.7 倍の地震荷重となっています。 

振動係数は、建物の固有周期が同じであれば、硬い地盤に建つ建物より軟弱地盤の 

方が、地震荷重が大きくなるよう係数が設定されています。 

木造住宅においては、無筋コンクリート基礎の廃止、床単位面積当たりに必要と 

される壁量の見直しなどが行なわれましたが、2000 年(平成 12 年)に再度改正され、 

地盤耐力に応じた基礎の設計や、耐震用の必要壁量の計算において、バランス良い壁 

配置とするための偏心率計算などが追加されました。 

 

関連事項 

5.2.1 建築基準法の変遷とは？ 

 

  



5.2 建物耐震基準(建築基準法)とは？ 

 

5.2.3 耐震改修促進法とは？ 

1981 年(昭和 56 年)に建築基準法と同施行令が見直され，建物は新耐震基準によって 

建てられるようになりましたが，1983 年(昭和 58 年)日本海中部地震，1993 年(平成 5

年)北海道南西沖地震，1995 年(平成 7 年)の阪神･淡路大震災で被災した建物を調査し

た結果，旧耐震基準で建てられている建物に多くの被害が集中していることが判明し

ました。 

その結果を受けて，建物の耐震化を促進するため同年，耐震改修促進法が施行され， 

耐震診断・補強に一定の努力義務が課せられるようになりました。2006 年(平成 18 年)

には再度内容が見直され，不特定多数の人が利用する公共性の高い特定建物物に対し

て従来の一律，3階以上・延床面積 1000 ㎡以上という規模要件が変更されました。 

さらに，違反建築に対する行政指導の権限強化と，都道府県が指定する緊急輸送道路 

に面する建物については耐震補強が求められるようになっています。また，耐震改修 

費用の支援措置についても拡充化が盛り込まれ，建物に対する耐震化がより具体的に

進められるようになってきています。 

 

関連事項 

5.1.1 建物の耐震性能表示とは？ 

 

  



5.3 住宅性能評価とは？ 

 

5.3.1 住宅の品質確保の促進に関する法律とは？ 

建築基準法第 6条では確認申請を必要とする建物として，木造の場合は 3階以上 

または，延床面積が 500 ㎡を超えるまたは，高さ 13ｍ若しくは軒高 9ｍを超える場合

とし，木造以外の鉄骨や鉄筋コンクリート造建屋の場合は 2 階以上または，延床面積

が 200 ㎡を超える場合を対象としています。 

従って木造平屋・2階建て住宅は確認申請の認可を必要とせず，設計事務所・工務店

などで作成する構造計算書・図面をもとに直接施工され，現場検査も建設終了後の外

観検査が主体となります。そのため，耐震強度の有無，内部構造などは判らない場合

が多く，第 3 者による公平な評価がないまま販売されていることより，2000 年(平成

12 年)に住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)が制定されました。品確法によ

る住宅性能評価では，新築住宅全てを対象にしていますが，性能表示に伴う第 3 者機

関の検査を通して，瑕疵担保責任の期間を 10 年としています。検査などの 

追加費用発生しますが，これによって購入者が安全・安心を買うシステムです。 

 

関連事項 

5.3.2 住宅の性能評価とは？ 

 

 



5.3 住宅性能評価とは？ 

 

5.3.2 住宅の性能評価とは？ 

性能評価を受けた住宅は 2004 年度新築住宅の 13.7％，約 16 万戸に過ぎないのが 

現状です。設計内容の性能評価を取ろうとすると構造計算書（耐震計算他）が求めら 

れ，施工内容の性能評価を受けようとすると４回の現場検査が要求されるのが嫌われ

ている原因のようです。 

性能評価は第 3者機関によって行なわれ，耐震性・耐久性など 10 項目について 

審査し評価結果は 1～5等級で表示されます。1等級は建築基準法による要求水準で 

あり，等級数が増えれば要求水準は大きくなります。住宅性能表示制度に示される 

性能評価項目と等級を表 5.3.2 に示します。  

 

表 5.3.2 住宅性能表示制度の性能評価項目及び等級表 

表 52.1 住宅性能表示制度の等級 

耐震性 1～3等級 

耐風性 1～2等級 

耐積雪性 1～2等級 

感知警報装置設置 1～4等級 

耐火性 1～4等級 

劣化対策 1～3等級 

維持管理対策 1～3等級 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策 1～4等級 

高齢者等配慮対策 1～5等級 

 

 

例えば耐震性能 1等級は建築基準法で要求される水準，2等級は 1等級の 1.25 倍， 

3 等級は 1等級の 1.5 倍の耐震強度水準となります。 

住宅は一生の買物と言われるように，金額が大きいので良い業者・悪い業者を見る 

判断基準の一つは，住宅性能表示であり，その他に業者が住宅に対して見せる姿勢で 

あると言われています。設計図書・施工中の写真・材料見本の保管・表示などが 

できる業者は性能に自信がある表れです。  

 

関連事項 

5.3.1 住宅の品質確保の促進に関する法律とは？ 

 

 

 



5.4 耐震改修がもたらす資産価値とは？ 

 

5.4.1 耐震改修がもたらす資産価値とは？ 

耐震改修をおこなうことによって，三つの側面から建物としての資産価値が評価 

されます。住宅・マンションなどの居住建物では社会的責任と，不動産としての土地

や建物資産価値が主体になりますが，企業活動などを行う社会的な建物では被災後の 

事業継続があります。 

(1)社会的責任 

耐震性を 1981 年(昭 56 年)新耐震基準と同等かそれ以上に改修することで，建物の 

倒壊・崩壊するリスクが減り，人的被害が最小限に抑えられ，建物所有者としての 

社会的責任(他人に迷惑をかけない)が果たされていきます。  

(2)土地・建物資産価値 

通常，500 年程度の再現期間を想定して，地震の発生確率と建物の予想被害から損失額

や事業中断日数などが定量的に評価されます。 

また，時間経過とともに低下する建物資産価値と建物耐震改修費用，被災による再建 

費用などの予想損失額を比較して，地震保険の加入なども検討されます。 

(3)事業継続 

被災後の事業検討は，事業継続計画(BCP)のなかで行なわれますが，被災による 

予想損失額・事業中断日数によって建物の，(1)継続使用，(2)耐震改修実施，(3)取壊 

して再建・移転・分散などが検討されます。  

 

関連事項 

6.1.1 BCP(事業継続計画)の必要性とは？ 

 

 



5.4  耐震改修がもたらす資産価値とは？ 

 

5.4.2  耐震補強に必要な検討項目とは？ 

建物の耐震補強(改修)を検討するために，表 5.4.2 に示すような項目が検討され， 

実施要否が判断されていきます。住宅・マンションであれば，建築基準法に定められ 

た最低限の耐震性能以上を目標に，②の改修費用と③の法的支援が主要検討項目に 

なっていきます。 

表 5.4.2 建物耐震化評価項目 

評価項目 検討項目 

①耐震性能 敷地地盤，耐震指標 Is 値，耐震強度，耐震補強方法，

建築設備，天井材などの建築二次部材の耐震補強など 

②改修費用 耐震改修有無と被災後の建物被害との相対比較，金銭面

での公的支援など 

③法制面 耐震改修を行うことによる法的支援・特典など 

④危険評価 地震発生確率，予想建物損失額，予想事業中断日数など 

 

建物の地震による予想損失額は，地震発生の再現期間が長くなるほど，大きな地震に

遭遇するリスクが増え，被災による建物損失額も大きくなっていきます。 

リスク評価をするために準備される各種評価図を図 5.4.2 に概略で示します。 

 

建物の揺れ                   年超過確率  （1/再現期間） 

大                        大 

 

共振域                             大 

０    建物固有周期             ０  地震の大きさ(建物予想被害) 

 

 

建物予想損失額                   営業停止日数 

大  建物により曲線形状は異なる         大 

 

                      大                       大 

0      地震の大きさ            0     地震の大きさ 

図 5.4.2 各種リスク評価図概略 

 

関連事項 

5.6.1 耐震補強の手順とは？ 

 
 



5.5  耐震補強工事費の公的助成とは？ 

 

1995 年(平成 7年)1 月の阪神･淡路大震災をうけて、同年 12 月に建築物の耐震改修 

促進法が施行され、さらに 2006 年(平成 18 年)1 月に改正されました。改正では公的 

支援制度の拡張の他に、1981 年(昭和 56 年)以前の建築物のうち、特に不特定多数の 

人が使用する建物については、耐震改修の努力義務に対する行政の権限強化が打ち 

だされています。この法律では、一定の用途・規模建築物で現行の耐震基準に適合 

しないものについては、その所有者に耐震診断・改修の努力義務を課すとともに、 

地方自治体(公共団体)による指導・助言・指示など権限も強化されました。また行政 

より認定を受けて耐震改修を行う建物については、税制上の支援を受けることができ 

ます。参考ですが神奈川県横浜市の支援例を表 5.5.1にしめします。  

 

表 5.5.1  耐震補強工事費の例（神奈川県横浜市） 

事業

主体 

対象内容 対象建物 対 象 者

要件 

補助又は融資対象限

度 

補 助 率

又 は 利

子補給 

備考 

横 浜

市 

区分所有

法が適用

される 

ﾏﾝｼｮﾝ 

 

 

 

戸建住宅 

昭和 56 以前に

建物確認を受

けて着工した

もの。 

耐火・準耐火構

造 

 

昭和 56 以前に

建物確認を受

けて着工した

もの。 

個人住宅、2 階

建て以下、延

215ｍ2 以内の

建物。 

ﾏﾝｼｮﾝ管

理組合 

 

 

 

 

 

自 己 所

有者 

本診断費用の 1/2 ま

で、但し各戸 3万円ま

で補助。 

改修工事費の 

13.2％以内、但し各戸

100 万円まで融資。 

 

診断費用無料。市より

診断士派遣する。改修

工事費は400万円まで

融資 

無利子 

返済 10

年 

 

 

 

 

世 帯 の

所 得 税

額 に よ

り、融資

限 度 額

あり。 

予備診断費

用は市負担

 

 

 

 

 

横浜市まち

づくり調整

局、住宅局

 

 

 

 

 

 

 



            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                地下室は 大雨降ったら 危険です 

 



5.6 住宅の耐震補強とは？ 

 

5.6.1 耐震補強の手順とは？ 

耐震診断の結果，耐震性に不安が有る場合には補強を検討する必要が生じます。 

補強をする場合，現行の建築基準法に規定された補強強度を確保することが最低限の 

要求水準となりますが，建物利用の重要度によって強度を 1.25 倍又は 1.50 倍と耐震 

性能を上げることもあります。 

耐震補強はすでにでき上がった建物を改修することから，使い勝手，外観などの制約 

もあり充分な補強計画ができず，費用も高いという場合も出てくることがあります。 

耐震診断から補強・工事施工の手順は，一般的に次のとおりになります。 

 

・耐震診断実施(現地調査) 

・耐震補強の目標設定(概略費用協議) 

・補強方法の検討（費用と補強方法比較，補強方法と使い勝手比較） 

・補強方法決定・工事 

 

関連事項 

5.6.2 耐震補強の方法とは？ 

 



5.6 住宅の耐震補強とは？ 

 

5.6.2 耐震補強の方法とは？ 

耐震補強方法としてコンクリート造のような固い(剛性の高い)建物は強度向上型が 

中心になり、鉄骨造のような柔らかい建物は強度向上型と靭性向上型との中間または 

靭性向上型の補強となります。耐震指標による補強目標は図 5.6.2 に示すように、 

強度(C)と靭性(F)との積からなる Iｓ値 ≧ 0.6 が目標となります。また、耐震補強 

方法について纏めた工法一覧を表 5.6.2 に示します。 

 

 

強度向上    耐震壁の増設         強度 Ｃ      強度向上ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 

耐震ﾌﾞﾚｰｽの増設                強度＋靭性向上 

靭性向上    柱・梁の補強                    靭性向上 鉄骨構造物 

制震ﾌﾞﾚｰｽ等の制震材設置       補強前Ｉｓ値     Is値＝0.6曲線 

入力地震制御   建物の免震化           ０          靭性 Ｆ 

図 5.6.2 Is値曲線 

 

 

表 5.6.2 耐震補強工法一覧 

補強個所 補強方法 強度向

上型 

靭性向

上型 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ耐震壁(耐力壁)の増設 〇 ― 壁補強 

補強鉄板による耐震壁の増設 〇 ― 

ﾌﾞﾚｰｽ補強 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柱・梁間に 

X型、K型の鉄骨耐震ﾌﾞﾚｰｽを増設 

〇 ― 

せん断補強筋とｺﾝｸﾘｰﾄ増打による柱

断面積の増加 

△ ○ 

接着剤を使用して炭素繊維、ｱﾗﾐﾄﾞ繊

維による巻きもの補強 

△ 〇 

腰壁,垂壁,袖壁にｽﾘｯﾄを設置して地

震時の柱への変形拘束をなくす 

△ 〇 

鉄板を巻き、隙間にｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入 △ 〇 

柱補強 

   

 

 

 

 

 

鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 

梁補強 せん断補強筋とｺﾝｸﾘｰﾄ増打による梁

断面積の増加 

△ ○ 

 



 

接着剤を使用して炭素繊維、ｱﾗﾐﾄﾞ繊

維による巻きもの補強 

△ 〇 

鉄板を巻き、隙間にｾﾒﾝﾄﾐﾂｸ注入 △ 〇 

  

   

 鉄骨部材の補強(補強ﾌﾟﾚｰﾄによる板厚ｱｯﾌﾟ) △ ○ 

 柱・梁接合部の継ぎ手補強、ﾎﾞﾙﾄ本数増加 △ ○ 

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄによる柱脚部の根巻き補強 △ ○ 

 柱・梁材の座屈長さ縮小(座屈止めの追加) △ 〇 

 

鉄骨 

 耐震ﾌﾞﾚｰｽの増設 〇 ― 

 制震ﾌﾞﾚｰｽ･ﾀﾞﾝﾊﾟｰの設置、制震壁の設置 共通 

 免震化 

震度７ｸﾗｽの大きな

直下型地震での実

績が少ない 

〇：主目的  △：２次的  ―：不適応 

 

次に補強方法を検討する場合に、注意しなければならない一般的な事項を列記します。 

いずれの場合も補強方法と費用との比較検討が必要です。 

・耐震壁や耐震ブレース設置による採光などの使い勝手に与える影響。 

・耐震壁や耐震ブレース設置による避難経路、消火設備など防消火に与える影響。 

・補強工事中の建物使用制限が居住者の生活環境へ与える影響と仮住まいに要する

費用。 

・確認申請に関して、旧建築基準法で設計されている既存不適格部分に対する 

エキスパンションジョイントによる構造分離とそれに要する費用。 

・補強工事が隣接建物周辺に与える騒音・震動・ほこりなど環境対策に必要な費用。 

特に鉄骨構造で、耐火被覆材に石綿（アスベスト）を使用しているときには、撤去に

充分な費用と防塵対策が必要です。 

 

関連事項 

5.9.1 耐震性を表す指標Iｓ値とは？ 

5.14  耐震診断費用・期間及び補強費用とは？ 



5.7 マンションの耐震診断補強工事とは？ 

 

建築基準法の前身は 1920 年に施行された市街地建物法ですが、1923 年の関東大 

震災で多くの建物が倒壊し、地震に対する基準が追加されています。その後、1950 年 

(昭和 25 年)に市街地だけでなく全国規模の建築基準法が制定され、1971 年の耐震基準

見直しを経て、1981 年 (昭和 56 年)に現在の新耐震設計基準が施行されています。 

したがって建物の耐震性能は、設計された時期によって大きく三つに区分されます。

第 1期は 1971 年以前の建物、第 2期は 1971～1980 年の間の旧耐震基準で設計された 

建物、そして第 3期は 1981 年以降の新耐震基準によって設計された建物となりますが、

1995 年(平成 7年)の阪神・淡路大震災では、第 3期建物に被害の少なかったことが 

報告されています。 

老朽化が進み、現行の新耐震基準を満たしていないマンションは今後、建替えまたは 

大規模改修の必要性が生まれてきますが、住民間での合意、費用負担などについて 

協議が必要であり、高齢者が入居していると耐震化には消極的な動きになる傾向に 

あります。自治体では耐震診断補強に関する費用補助などを行っているので利用する 

ことを進めます。 

耐震改修の目標レベルは表 5.7に示されている程度が一般的です。 

 

表 5.7 耐震改修の目標レベル 

 震度 5程度の地震に対して 震度 6～7の地震に対して 

構造部材 許容応力度以内で大きなヒビ割れ

は起きず、建物機能は維持される

一部、降伏する部材発生するが、建

物の倒壊には至らず、中にいる人の

安全は確保される 

非構造部

材 

外装材に損傷発生するが軽微 外装材及び，建築設備に損傷が発生

する 

建物の再

使用 

軽微な補修により再使用可能であ

る 

再使用の前に調査が必要となる 

 

 

参考ですが、自治体支援として横浜市では、区分所有の建物で既に入居済みで構造 

計算書・図面が備わっているマンションについては、簡単な予備診断を市が 

実施し、本診断は管理組合が実施する条件で診断費用の 2 分の 1まで、ただし 

戸当たり 3万円を限度に補助しています。 

 

関連事項 

5.19 住宅耐震基準と倒壊･崩壊率の相関関係とは？ 

 



 

 

 

 

 

エレベーター 地震のときは 乗らないで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



5.8 制震・免震装置とは？ 

 

5.8.1 免震装置とは？ 

免震装置は揺れを小さくする装置を建築物の所定の階に設置して地震動を 2分の 1 

～5 分の 1程度に抑えるものです。 

例えば，一般建物が震度 6～7程度の地震(地盤面加速度 400～600gal 程度)に遭遇 

すると，建物上部では増幅されて１Gを超える加速度の発生する場合ありますが， 

免震装置によって震度 4～5程度(80～200gal)の揺れに押さえることができる装置です。

免震層となる階をジャッキで支持しながら装置を設置することができ，居住者の退去

を必要とせず，居ながら施工が可能で入院患者や，高価な医療装置がある病院建築な

どには適した耐震対策と言われています。 

免震装置は水平の揺れを伝え難くする積層ゴム，震動エネルギーを吸収する鉛ダンパ 

(振れ止め)を基礎と建物との間に設置するのが一般的な構造です。建物の上下動を 

拘束していないため，建物が高くなると地震時の水平力による転倒モーメントが 

大きくなり対応が難しいとされ中低層建物が対象でしたが，最近では高層建物用も 

開発されてきています。但し，上下動を拘束していないため大きな直下型地震のよう

に，下からの突き上げる動きに対して，免震構造が耐えて機能を発揮するのかまだ大

きな地震を経験していないので未知の領域です。 

 

関連事項 

5.8.2 制震(振)装置とは？ 

 



5.8 制震・免震装置とは？ 

 

5.8.2 制震(振)装置とは？ 

制震装置は建物の損傷箇所を特定して，建物強度の確保を図ろうとするもので， 

地震エネルギーを吸収するための装置に工夫が凝らされてされています。 

例えば，構造体の一部となるブレース材(斜材)の間に，柔らかい部材(極軟鋼等)を 

設け，地震時の揺れに対して強制的に変形させることで地震エネルギーを吸収する 

方法や，摩擦面を設けて摩擦力により地震エネルギーを吸収させる方法などがあり 

ます。 

従来のように，鉄筋コンクリート壁とか鉄骨ブレースによる耐力壁を配置して地震 

耐力を向上する方法に対し，1箇所あたりの制震装置工事費は高くなりますが，構造 

検討により適正配置することで設置箇所を減少させることができます。従って，従来 

の耐震補強工事費に較べ建物全体では安価することができる場合もあります。 

また，建物屋上に錘(おもり)とバネを設けて，建物の揺れを小さくする強風対策用の 

制振装置も実用化されています。 

 

関連事項 

5.8.1 免震装置とは？  

5.10  建物を制震・免震構造にする利点とは？ 

５‐ 1 



5.9 耐震性を表す構造耐震指標及び耐震強度とは？ 

 

5.9.1  耐震性を表す指標 Is 値とは？ 

建物が有する強度と靭性(粘り強さ)を掛け合わせて耐震性評価する値がＩs 値です。 

耐震補強では，Is 値の他に建物各階が有する保有水平耐力指標ｑ値も必要になります 

が，耐震性を表す評価基準として Iｓ値が利用され，0.6 以上の場合は地震動及び 

衝撃に対して，倒壊または崩壊する危険性が低いとされています。 

また，Iｓ値が 0.3 未満の場合は地震動及び衝撃に対して，倒壊または崩壊の危険性が 

高いとされています。 

 

強度Ｑｕ/Ｗ   (Qｕ：建物が有する水平耐力，Ｗ：建物重量) 

Is=0.6 曲線 

1.0 

 

 

 

Is=0.3 曲線 

０   1.0       4.0 靭性(粘り強さ) Ｆ 

 

図 5.9.1  耐震指標Iｓ値(強度靭性との関係) 

 

図 5.9.1 に示すように，強度は低くても靭性が高ければ（例：鉄骨建物）Is 値は確保 

できる場合があり，逆に，靭性が低くても強度が高ければ（例：コンクリート建物）  

同様に Is 値は確保できることもあります。なお，鉄骨造マンションのように粘り強い 

建物は，地震時に大きく揺れて水平力に耐えたとしても，居住に耐えられない揺れと 

なる場合もあるので注意が必要です。  
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5.9 耐震性を表す構造耐震指標及び耐震強度とは？ 

 

5.9.2 耐震強度値とは？ 

震度５強程度の地震で倒壊の恐れがある建物の耐震性を評価するための指標として、 

耐震指標 Is 値とは別に、耐震強度値があります。 

現行の建築基準法で必要とされる耐震強度の値を 1.0 とした時の割合ですが，0.5 未満 

の建物は震度５強程度で倒壊の恐れがあるとしています。 耐震指標 Iｓ値に対して 

計算手法が違うため一概に比較はできませんが、概略、耐震強度の値 1.0 が Is 値 0.6 

に、耐震強度の値 0.5 が Is 値の 0.3 に相当すると考えて良さそうです。 

Is 値の計算は、実際に建物調査（例：コンクリートコア抜き・電磁波による配筋調査・ 

鉄骨板厚調査など）をして妥当性を評価するため、時間及び労力を必要としますが、 

信頼性は高いと言われています。  

阪神・淡路大震災の建物被害(概略)を図 5.9.2に示します。  

 

 

 

100%    ×崩壊 

            △ 

      損傷度     △   △大破 

        50    × ×  △ △ 

                 ▲ ▲中破 

          10        ▲  〇▲  ▲中破 

                〇  〇   〇   〇軽微 

０  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0  1.2  1.4  1.6 

Ｉｓ値 

図 5.9.2 神戸淡路大震災の建物被害(概要) 

 

 



5.10 建物を制震・免震構造にする利点とは？ 

 

制震構造は建物の損傷箇所を限定するもので，被災後に損傷個所を取り替え，補修 

することにより構造性能を回復させることができます。 

免振構造は地震の横揺れに対して効果を発揮します。免震装置により免震層より上階 

の揺れは震度 4～5程度(100～200gal)に押さえることができ，手術室，高額医療機器 

などが配置される病院建築では効果が期待されています。 近では，高層マンション 

にも採用され始めています。 

制震装置･免震装置は高層建物の居住性改善と，免震ゴムの開発がきっかけで 1980 

年代から急速に技術開発が進んだと言われています。従って，比較的新しい技術で 

あり，震度７という大きな海溝型地震，或いは直下型地震に遭遇した事例は少なく， 

例えば，直下型地震に対する免震装置の縦揺れ吸収効果は，効果が少ないとされて 

いますが未知の領域です。 

 

関連事項 

5.8.1 免震装置とは？  

5.8.2 制震（振）装置とは？ 

 



5.11 建物の耐震化促進策とは？ 

 

5.11.1 耐震化が進まない理由(費用負担)とは？ 

耐震化が期待どおりに進まない原因の一つに費用の問題があります。 

木造住宅一棟を耐震化するために 200 万円程度かかるとされており、耐震化の 

進まない理由に経済的余裕の無いことを上げています。 

また、経済的に余裕があっても、間取り・内装優先の快適さに費用は振り向けられ、 

地震に対する関心度の薄さにも問題があるようです。 

問題はこれから起こる大地震に対して被害を低減していくためには、耐震補強が必要 

であり、その耐震化によって得られる社会全体の利益についても考える必要があり 

ます。耐震補強の必要性とそれに対する具体的な補強方法、補強した家に対する固定 

資産税減税・耐震保険料の低減など優遇措置が必要であり、誰もが耐震化に意欲を 

もち続けられる社会の構築が大切になってきます。 

自助努力には住宅の耐震化が含まれます。耐震化が進むと、自治体が負担する被災後 

の住宅復興支援額が少なくなるので、耐震補強用の費用を助成する自治体が増えて 

きています。自助を原則とした、公助に頼り過ぎない耐震対策を広めていくことが 

大切です。 

 

関連事項 

5.12 耐震化の現状とは？  

5.13 住宅耐震化の課題とは？ 
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5.11 建物の耐震化促進策とは？ 

 

5.11.2 被災後の住宅復興とは？ 

被災者の復興気運の大きさは、住宅復興が大きな要素になると言われています。 

阪神・淡路大震災では，政府は私有財産である個人住宅の再建に現金の支給はされま 

せんでした。その後、兵庫県及び被災市民からの要望で被災者生活再建支援法ができ、 

一定の収入以下の人に対して、家財道具購入費用として 100 万円を拠出できるように 

なりました。 

平成 16 年の新潟県中越大震災では、被災者に 300 万円まで支給されましたが、個人 

財産は個人が守るものという国の立場もあり、住宅本体の再建・補修への使用は依然 

として認められませんでした。一方で、被災者の生活復興のため、被災したつもりで 

安全な街づくりを進める事前復興の考え方も生れました。  

住宅は生活の基盤であり地域経済の要です。地域防災力も高めるためにも、住宅を 

私有財産とする建前は取り外して、国も耐震補強に費用を出してもよいのでは 

ないかとも言われてきましたが、2007 年(H19 年)12 月の国会で、被災者生活再建支援 

法改正案が通過しました。これにより支給金額は 300 万円上限のままですが、住宅 

再建まで適用範囲が広がり、支給を受けられる年収制限も 500 万円から 800 万円に 

引き上げられ、年齢制限も撤廃されました。 

 

関連事項 

9.2.3 被災者生活再建支援制度とは？ 
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5.12 耐震化の現状とは？ 

 

建築士らが実施する診断費用は 3～5万円(日数 1～2日)で、これに補助金を出して 

でも住宅耐震化を促進しようとする自治体が多くなってきています。耐震化を加速 

するために、国・都道府県及び市町村はもっと柔軟な政策に転換する必要がありそう 

です。耐震化が進んでいるとされる横浜市でも、対象建屋 24 万戸の内、耐震診断が 

必要な建屋は平成 17 年 3 月時点で約 16 万戸、その内の約 4割が補強要と判断されて 

いますが耐震化実施率は低い状態です。このように耐震化が進まない理由は補強費用 

の高さと住民の意欲の薄さであると言われています。 

東京都墨田区は、平成 18 年 1 月から(財)日本建築防災協会が定める耐震判定基準の 

条件をはずして、家が壊れても住民が死ななければ良いとし、部分的な補強工事にも 

補助金を出す制度に改めました。原則として費用の１/2、25 万円まで補助するように 

なり、更に借家人でも大家の同意があれば、補助金の申請ができるよう制度を変更 

したことは評価に値します。 

最近では、住宅内の寝たきり老人対策用の地震シェルタが売出されています。 

住宅一棟丸ごと耐震化でなく、夜間就寝中の無防備な時間に備えて寝室だけでも補強 

して、重い背の高い家具は寝室から移動するだけでも効果はあり、できるところから 

補強を進めると割り切ることが大切です。 

 

関連事項 

5.14 耐震診断費用・期間及び補強費用とは？ 
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5.13 住宅耐震化の課題とは？ 

 

耐震化を進めるために検討すべき課題について纏めると以下になります。 

 

・耐震補強促進の為の啓蒙活動促進 

急がれる小中学校の耐震化促進に併せて地震対策を含めた防災(減災)教育を実施し，

家族で耐震化について話してもらう。 

・耐震診断・補強に対する行政支援の柔軟な政策実施 

補強費用の高さに対して部分的な改修も認め，できるところから耐震化を進める。

大家の同意を条件に，借家人に対する補助金申請を認める。 

・耐震化に対する更なる補強減税 

固定資産税の減額，ローン減税などを進める。  

・地震保険の制度改善による加入促進 

地域毎の保険料率，耐震補強による保険料低減など優遇措置をさらに見直す。 

・住宅再建資金の支援見直し 

地震保険に加入し・耐震化を進めた家に対し，万が一被害を受けた場合の再建資金 

支援を優先実施する。  

 

関連事項 

5.19 住宅耐震基準と倒壊･崩壊率の相関関係とは？ 

 



5.14 耐震診断費用･期間及び補強費用とは？ 

 

費用は建物の建設時期・使い勝手・劣化度・規模などによって変化するため、一般

的な値を示します。耐震診断費用は建物規模が大きくなれば単価が減少します。 

鉄骨造(以下S造)・鉄筋コンクリート造(以下RC造)では延床面積が1000㎡規模で2500 

円/㎡、5000 ㎡規模で 1000 円/㎡、 10000 ㎡規模で 600 円/㎡程度、木造住宅あれば 

１棟 100 千円程度と言われています。耐震診断期間は、規模にもよりますが現地調査 

が含まれて 2～4カ月、木造住宅で数日程度です。 

参考までに耐震補強費用は、工事内容によってバラツキ有りますが、165～40 千円/ 

坪（50～12 千円/㎡）程度、戸建住宅で 200～100 万円/戸程度とされています。また、

耐震補強工法が種々提案されていますが、一般的な工法と費用として、総務省消防庁

耐震化促進資料では次のようになっていますが、あくまでも参考です。 

 

・鉄筋コンクリート壁補強：150～300 万円/枚。RC 造で通常使用される補強方法。 

・鉄骨耐震ブレース補強 ：200～400 万円/枚。S 造で通常使用される補強方法で、 

窓面を閉塞せず採光・通風を阻害しないで補強できる。 

・開口部(窓他)閉鎖   ：開口部を鉄筋コンクリート壁で塞ぎ、耐力壁にする方

法で 30～100 万円/箇所。 

・補強鉄板壁      ：300～400 万円/枚 

・柱鋼板巻き      ：50～200 万円/本 

・柱繊維巻き      ：80～200 万円/本、無騒音施工で工期も短い、耐火性能

を要求される柱・梁では耐火処理が必要となる。 

・制震装置       ：200～500 万円/個所。鉄骨耐震ブレース補強に較べ補強

箇所を少なくできる場合があり、耐震補強工事全体で

は安価になる場合がある。 

 

関連事項 

5.20 戸建住宅の耐震補強工事費とは？ 

 



5.15 戸建住宅の耐震改修費用助成とは？ 

 

戸建住宅について耐震診断費用の助成を受けた後、耐震補強工事を実施する場合に

その費用の一部について支援が受けられます。 

東京都墨田区の場合、対象建屋は 1981 年(昭和 56 年)5 月以前に墨田区内に着工された 

もので主要構造部(柱・梁など)の過半が木造で延床面積の過半が住宅となっています。 

対象者は、その建物の所有者で墨田区内に居住している人または、賃貸住宅に居住 

する人でも建物所有者の承諾を得ている人であれば可となっています。 

助成費用は、(財)日本建築防災協会が定める耐震判定基準を越える補強をした場合、 

補助率は 1/2 以内で最高 50 万円，高齢者・身体障害者は 2/3 以内で最高 70 万円と 

なっています。 

耐震改修が進まない理由の一つに，工事費の高さが上げられていますが，被災して 

も生き残れば良しとする考え方もあり，墨田区では(財)日本建築防災協会が定める 

耐震判定基準の枠をはずして、耐震性能が向上すれば助成対象とする簡易耐震改修工

事も認めています。改修工事費は原則として費用の 1/2、25 万円まで補助しています

が、その結果、住宅の弱い部分に柱や筋交いを入れてとりあえず補強すれば、無いよ

りはましという考え方が生まれ、相談に訪れる住民が増えたそうです。 

例えば、住宅一棟丸ごと耐震化でなく夜間就寝中の無防備なときに備えて寝室だけ 

補強して、重い家具は寝室から移動するだけでも効果はあると思います。このように

耐震診断・補強については、居住地内の行政が支援をしていますので直接、行政窓口 

にお尋ねすることを薦めます。 

 



5.16 住宅の耐震性能表示とは？ 

 

住宅の性能表示は少しずつ広まってきていますが、まだ充分とは言えない状況 

です。その原因は性能表示による設計費及び、建設費の割高感が要因の一つになって 

いるようです。住宅の性能表示は、国土交通省(国交省)が定めた住宅性能評価基準を 

共通の基準にして、国交省の指定を受けた指定住宅性能評価機関が有償で評価します。 

検査による性能評価書作成費用ですが、戸建住宅で 10～8万円/戸程度とされています。 

住宅性能評価書は住宅取得者が指定機関に申請して施工段階及び完成段階で検査を 

受けた後に発行され、地震保険の割引に利用できます。 

 

関連事項 

5.3.2 住宅性能評価とは？ 

 



5.17 耐震等級Ⅰ，Ⅱ及びⅢとは？ 

 

地震保険では加入率促進を図るために，保険の掛け金について耐震等級Ⅰの建物は

10%，耐震等級Ⅱ，Ⅲ以上はそれぞれ 20，30%の割引率を設定しています。 

耐震等級Ⅰは，建築基準法で定められた地震荷重に対して耐えられる強度を有して 

いる建物とし，等級がⅡ，Ⅲと上がるにつれて地震荷重を 1.25 倍，1.5 倍に引き上げ 

ているものです。例えば，被災しても倒壊・崩壊して建物機能を失っては困る重要な 

公共建物，病院・消防署などは耐震強度を 1.25 倍，1.5 倍に上げて設計される場合が 

あります。 

 



5.18 過密化する都市の中での住宅耐震化対策とは？ 

 

5.18.1 過密化する都市での住宅耐震化の課題とは？ 

都市基盤の整備により危険なところにも人が住むようになってきています。都心 

回帰の流れの中で、本来であれば工場用地として計画された湾岸の旧工場跡地が 

売却され、再開発によって大規模な宅地または、高層住居群として生まれ変わって 

います。しかし、防災の観点からいくと地盤は悪く、阪神・淡路大震災の例を見る 

までもなく液状化対策が必要であり、津波・高潮対策など基盤整備の追加が必要に 

なってきています。 

また、高層住宅化されることで被災後の停電、エレベータ停止、給水停止などが 

問題としてあらわれてきます。 

高齢者にとって、復旧支援物資を持っての高層階への移動は体力的に無理であり、 

居住者間でのお互いの助け合いが必要になってきます。特に給水開始までは時間が 

かかり、飲料水、トイレ用の水を運ぶにはエレベータの運行が不可欠となります。 

再開発は海岸に沿った地域だけでなく、過密化した都心部駅前でのミニ開発或いは、 

切り土と盛り土が混在する敷地造成、谷埋盛土に代表される山間部での宅地造成、 

軟弱地盤に代表される河川後背地などについても言えることです。 

 

関連事項 

5.18.2 過密化する都市での住宅耐震化対策とは？ 
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5.18 過密化する都市の中での住宅耐震化対策とは？ 

 

5.18.2 過密化する都市での住宅耐震化対策とは？ 

情報開示による地域住民への危険地域の周知をはかり、危険地域の宅地化・密集化 

を規制していく行政側の強い姿勢も必要になってきます。 

都市の過密化が進めば、進むほど被災時の影響は大きく複雑になってきています。 

旧耐震基準建物の耐震性に対して阪神・淡路大震災などの事例から建物の倒壊・ 

崩壊率が計算されています。木造住宅の場合、1981 年新耐震基準以降に設計・施工 

された住宅の倒壊・崩壊率は震度 6強で約 2％に対して、それ以前の住宅は 30%に 

なり建物の耐震化は急務です。自宅の廻りを見直し、地盤沈下･基礎形状・壁配置・ 

増改築有無・大きな開口部有無・老朽化・建築年代などで不安はないか、住宅内の 

家具配置と固定に問題ないかなどを記したチェックリストを作成して地域住民に 

対する啓発活動を進めていくことも必要です。 

また、安全・安心を得るために耐震診断・補強を進め，地震保険に加入する気持ち 

が持てる社会制度の構築も大切になってきています。 

 

関連事項 

5.18.1 過密化する都市での住宅耐震化の課題とは？ 

 

 

 
 



5.19 住宅建設年代と倒壊･崩壊率の相関関係とは？ 

 

旧耐震基準で建設された建物の耐震性に対して、阪神･淡路大震災の事例から建物の

倒壊・崩壊率の概要を図 5.19.1 に示します。木造住宅の場合、第 3期住宅(1981～)で 

ある新耐震基準建物は、震度 6強で約 2％の倒壊・崩壊率に対して、それ以前の 

第 1期(～1960)、第 2期住宅(1961～1980)は 30％になり、大破・中破まで含めると 70％ 

と値は大きくなっています。 

平成 18 年 3 月東京都防災会議では、首都直下型地震が発生した場合(夕方 6時、風速 

15ｍ/秒、Ｍ7.3)の被害予想を公表し、建物全半壊約 48 万棟、火災焼失約 35 万棟、 

総計約 83 万棟の建物が被災すると予想していますが、まずは自助の世界である住宅の 

耐震補強が大切になります。自宅の廻りを見なおして、建屋の老朽化、建築年代等で 

不安はないか、住宅内の家具配置・固定に問題ないかなど見直しを進めて下さい。 

不安があれば、耐震診断・補強を進め、地震保険に加入することをお勧めします。 

 

100％ 

全壊住宅集計値 

50％                第 3 期住宅 

第 1 期住宅  第 2 期住宅 

震度 2     震度 4     震度 7 

０             地震震度 

図 5.19(1)  木造住宅の全壊率概要図 

 

 

 

 

図 5.19(2)  阪神大震災住宅倒壊(消防科学総合ｾﾝﾀｰ撮影) 

 

 



 

図 5.19(3)  阪神大震災マンション倒壊（消防科学総合ｾﾝﾀｰ撮影） 

 

 

 

 



5.20 戸建住宅の耐震補強工事とは？ 

 

耐震補強工事費は，工事内容や補強する部分の床面積によって違いますが、 

1 戸当たり 100～200 万円程度と言われています。県横浜市の耐震改修資料によると 

基礎工事含めて１戸当たり 250～340 万円という値もありますが少々高めの値です。 

建物全体の補強が最善ですが，予算などの関係で難しいのであれば出来るところから 

の補強をお勧めします。 

例えば，寝室のように全く無防備で寝る部屋だけでも補強をしてはどうでしょうか。

家の補強の他に、重くて背の高い家具とか、揺れやすい照明器具の配置見直しも必要

です。これら家具・照明器具の配置変更だけでも生き延びる確率は向上します。 

東京都墨田区では，建屋の部分的な耐震補強にも簡易改修工事として工事費の一部を 

支援する前向きな住民サービスを最近始めました。他の自治団体(市区町村)において 

もこれと同じような支援があるのか、窓口に直接お聞き下さい。 

最近では、住宅内の寝たきり老人用の地震シェルタが売出されています。静岡県の 

工業技術センターと民間企業が共同で開発実用化したもので、鉄骨フレームが半円状 

にベッドの上部を覆い、家屋の倒壊に対して頭や体を保護するものです。渋谷区では 

避難困難者を対象に 50 万円を限度に助成をしています。 

 

 

図 5.20.1 防災ベッド(宝永工機HPより) 

 

 

関連事項 

5.15 戸建住宅の耐震改修費用助成とは？ 

 



6 章 企業防災力の向上 

 

 政府の地震調査推進本部は，今後 30 年以内の地震発生確率を宮城県沖地震 99％， 

東海地震 84％，南関東地方のどこかでＭ７以上の地震は 10 年以内が 30％，20 年以内

が 60％，30 年以内 70％としており，いつ起きても不思議でないとされています。 

地震のよる被害を最小限に押さえ，地域経済の核となる企業活動を早期に復旧させる 

ために，事業継続計画(BCP)とその計画を継続的に運用していく事業継続管理(BCM)の 

作成が求められています。事業継続計画は，企業経営者が率先して動く必要あります

が，社員など人命の安全確保，二次災害防止，地域との共生（行政・市民との連携）

という三つの基本的な方針があります。これらの方針を基に，重大な被害をもたらす 

障害(ボトルネック)を特定し，危険度(リスク)と影響(損害)を洗い出した上で，優先

的に復旧しなければならない業務と手順を策定していくことになります。 

6 章では，これらの概要を纏めましたので，理解を深めるようお願いします。 
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6.1 企業防災力の向上とは？ 

 

6.1.1 BCP(事業継続計画)の必要性とは？ 

BCP(Business Continuity Plan＝事業継続計画)とは，自然災害や人為的なテロなど 

を含めた緊急事態に備える企業の危機管理手法であり，災害が発生して被災した時に

事業を早期に復旧させるための仕組みづくりを構築することです。 

欧米社会は，災害を科学・研究の対象・克服すべき対象として捉え，人為的脅威も含

め，BCP を合理的な経営管理手法の一つとして発展させてきました。 従って，BCP は

欧米で広く普及している考え方です。 

自然災害，特に地震災害の脅威が押し迫っている現在，企業が事業継続計画（BCP）

を作成し，事業継続のための仕組を構築することは，経済社会の維持・継続のためだ

けでなく，企業の社会的責任を考えるとますます重要な課題となってきています。  

日本国内の企業の多くは中小企業であり，大多数は大都市圏に集中しています。 

産業構造は大企業と中小企業が有機的に結びつくことで技術競争力及び，価格競争力

を維持し発展してきました。従って災害で被害を受けた場合，耐力に欠ける中小企業

が廃業または，倒産といった事態につながることを防ぐためにも積極的な BCP の構築

が必要です。中小企業庁が中小企業 BCP 策定運用指針を WEB サイトで公開し支援して

いますので参照下さい。 

 

関連事項 

6.1.2 BCP(事業継続計画)の概念とは？ 

6.2.1 事業継続計画の作成とは？ 
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6.1 企業防災力の向上とは？ 

 

6.1.2 BCP(事業継続計画)の概念とは？ 

BCP とは，企業・組織が災害時に事業の継続性に取り組むうえで基本となる計画の

ことで，中小企業庁の WEB サイトで詳細に紹介されています。 

欧米で発達した考え方ですが，事業継続計画(BCP ：Business Continuity Plan )と

事業継続管理(BCM： Business Continuity Management) の二つの概念に別れ，次の

ように定義されています。 

（1）事業継続計画(BCP ：Business Continuity Plan ) 

企業･組織が自然災害・人為的なテロなどの緊急事態に遭遇した場合に，事業資産の 

損害を最小限にとどめ，限られた経営資源で最低限の事業活動を継続し中核となる 

事業を目標時間内に復旧するための，平常時に行うべき活動と緊急時の活動を取り 

決めておく計画です。 

（2）事業継続管理(BCM： Business Continuity Management) 

事業継続管理とは，事業継続計画を策定し，継続的に運用するための活動をまとめ

たものです。 

 

・事業の理解 

・BCP 循環(サイクル)の運用方針作成 

・BCP の構築 

・BCP 文化の定着 

・BCP の訓練から構成され BCP の維持・更新活動なども含まれます。  

 

事業環境は常に変わりますので，事業継続の実効性を維持するためには定期的な BCP

の見直しが不可欠です。見直しには他社の事例調査，訓練からの見直しも有効です。 

2005 年 3 月に経済産業省は，事業継続実務者向けの事業継続計画策定ガイドライン

を発表しました。続いて，2005 年 8 月には内閣府中央防災会議から，企業の経営層

向けに事業継続ガイドライン第一版が，2005 年 10 月にはこれを補足する形で文書構

成モデル例第一版が発表されました。また，2006 年 2 月には中小企業庁からも，中

小企業 BCP 策定運用指針が発表されていますので参照下さい。 

 

関連事項 

6.2.1 事業継続計画の作成とは？ 
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6.2 事業継続計画(BCP)の作成とは？ 

 

6.2.1 事業継続計画の作成とは？ 

事業継続計画の作成に当たって，人命の安全確保・2次災害の防止・地域貢献と地域

との共生は不可欠です。 

事業継続の考え方の要点は災害の種類にかかわらず，事前の備えを進めることです。 

日本の災害の特徴は(1)広域になる，(2)頻度が高い(台風,雪など)ことから，地域内で

お互いに協力することに抵抗感が少なく，むしろ当たり前という気持ちを持っており，

企業と地域との協力は不可欠となってきます。 

また，生産活動(サプライチェーン)の中で一つの工場の操業停止は，関連企業の操業

に影響を及ぼすことから，企業同士の協力体制確立も必要になってきます。 

復興に多額の資金を掛けるのが目的ではなく，自らの事業を点検し企業資源(人･物)の 

有効活用することを対策の中心に据えて事業継続計画(BCP)を作成することが重要で

す。最初から全ての災害を対象に最高水準の事業継続計画書を作成すると言うのでは

なく計画作成 →実施・運用 →教育・訓練 →点検・是正 →見直し→水準向上 

という改善を繰り返えすことによって，より災害に強い企業・組織体制を構築してい

くことが肝要です。地震災害による事業の中断は，売上げの減少など直接的な損失の

他に，信用力・市場占有率の低下及び，企業価値の低下につながります。 

 

 

図 6.2.1 事業継続計画作成による効果 

 

関連事項 
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6.2 事業継続計画(BCP)の作成とは？ 

 

6.2.2 事業継続に与える影響分析とは 

事業継続計画(BCP)の策定において，経営者は次の３点を基本的方針事項として考え

ていく必要があります。 

(1)人命の安全確保 

職員及び，組織を訪問している来客など人命の安全確保を図る。 

(2)二次災害の防止 

火災，建物の倒壊，薬液の漏洩などによって，周辺地域への二次災害防止を 

図る。  

(3)地域貢献・地域との共生 

行政・市民との連携及び，関連会社と連携して災害の拡大防止を図る。 

これらの方針の基に，自社の事業特性から重大な被害をもたらす障害(ボトルネック)

を特定する必要があります。 

特定した障害について事業への影響分析を行い，自社の業務過程(プロセス)が抱える 

危険度(リスク)と影響(損害)を洗い出します。その上で優先的に復旧しなければなら 

ない業務とそれに必要な設備を明らかにし，目標復旧時間を設定して復旧手順を計画 

します。また，包括的な事業継続管理(BCM)を行うことにより，事業継続計画は定期的

に見直し・改善されていきます。 

従って，特定の業務過程(プロセス)が停止・中断した場合に受ける業務上・財務上の 

影響の度合いを定量的・定性的に分析・評価し，事業継続に必要な最小限の機能を 

特定することが事業継続計画の最初の段階です。  

事業への影響分析の大まかな手順は次のとおりです。 

 

・起こり得る危険・脅威を洗い出す。 

・洗い出された危険に対して，各業務過程・経営資源の脆弱性または，相互依存関

係を分析し最悪の事態を想定して事業継続に及ぼす影響を特定する。 

・最大許容停止時間･被害損失額などを算定する。 

・影響分析の結果に基づいて事業継続計画を策定する。 

 

関連事項 
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6.3 事業継続計画に必要な検討項目とは？ 

 

経営者は社内関係者に対して事業継続計画に関する活動について説明する必要が 

あり，上位下達（トップダウン）的な発想での危機管理が大切です。 

BCP 作成において対象とする災害を地震・水害などと特定し復旧対応に要する日数 

これが復旧しない限り生産再開または，業務復旧ができない重要生産設備・企業情報 

などを障害(ボトルネック)として把握することが大切です。 

事業継続計画に必要な検討項目を列挙すると，以下のようになります。 

 

(1) 事業継続計画の作成 

1.1 事業継続計画の基本方針の策定 

1.2 対象とする災害の特定 

1.3 被災影響度の評価 

1.3.1 停止期間と復旧対応の検討 

1.3.2 重要業務の決定 

1.3.3 重要業務の決定 

1.4 重要業務が受ける被害の想定と重要な要素の摘出 

1.5 指揮命令系統の明確化 

1.6 本社など重要拠点施設の機能確保 

1.7 通信機能の確保 

1.8 通信機能･重要書類などデータの複製保管 

(2) 製品･サービスなどの関係先対応要領の作成 

(3) 社員の安全確保及び家族の安否確認要領の作成 

(4) 事前の被災低減対策要領の作成 

(5) 次災害防止対策の作成 

5.1 地域との協調，地域貢献 

5.2 共助（企業間の防災協定） 

5.3 公助（地元行政との防災協定） 

(6) その他 
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6.4 事業継続計画に必要な最悪の台本とは？ 

 

災害発生後の被災状況及び，復興の過程を想像することは難しいところですが，こ

れをもとに操業停止期間及び復旧対応の検討が始まります。 

図 6.4.1 に時間経過による対応事項の移り替わりを例示します。 

 

3 時間 3 日 7 日 14 日 1 ヶ月 ３ヶ月 

企業側応急対応 

社会ｲﾝﾌﾗ側復旧･復興 

企業側復旧対応 

企業側復興対応 

図 6.4 被害想定シナリオ 

 

 

主だった製品または，サービスが停止した場合の生産量の減少・利益減少・賠償責任・ 

信用失墜(顧客離れ)・資金繰りの悪化などから企業経営に及ぼす影響を評価し，どの 

程度の停止期間に耐えられるか定量的に判断していくことになります。詳細な被害 

想定ができない場合は， 悪を考えて次の 5項目を想定してはどうでしょうか。 

 

(1)建物がどの程度破損するか→全壊で立入り禁止とする。 

(2)従業員はどの程度出勤できるのか→ 低限の人員しか確保できない。 

(3)在庫はどの程度無事なのか→在庫は現状無しである。 

(4)ライフライン(電気･ガス･水など)の停止期間は何時まで→行政推定の復旧

大期間による。  

(5)主力生産機器はどの程度損傷するか→復旧で 1カ月かかる。 

 

このような 悪の台本を作成して対応業務を決定していく必要があります。 

重要な対応業務として，①人命に係る業務，②利益の大きい業務，③生産量の多い 

業務，④供給先の大きな業務から決めていくのが順当ですが， 

計画(plan) →実施（do） →点検（check） →見直(action)の循環サイクルを廻し， 

継続的改善を進めて重要対象業務を増やしていくことが肝要となります。 

 

関連事項 

6.5 重要業務が受ける被害想定とは？ 

 

 

 



6.5 重要業務が受ける被害想定とは？ 

 

事業継続計画で重要業務が受ける被害の想定をおこなう場合，事務所・工場・機材・

要員・原料・輸送・顧客サービスなど様々な対象に与える影響を考慮して，被害想定

をする必要があります。 

復旧過程で，そこが復旧しない限り生産再開・業務復旧ができない重要生産設備・ 

企業情報を決め，復旧時間が一番長い経路(クリティカルパス)を障害(ボトルネック)

として把握することが重要です。 

また，その障害を定期的に見直すことが大切であり，事業が中断したときに受ける 

損害規模がどの程度になるか，規模を比較分析して業務の重要度を継続的に判断して 

いくことが肝要です。重要な業務の具体例を示すと以下のようになります。 

 

(1)生産再開・業務復旧対応する組織及び，その役割の明確化(体制の確立) 

(2)事業継続手順書(マニュアル)の明確化と点検票(チェックリスト)による 

文書化 

(3)事業継続に必要な資機材の調達先の明確化 

(4)事務所・工場の仮設・仮業務体制 

(5)情報システムの消失などに対する支援体制 

(6)重要書類の焼失などに対する支援体制 

(7)生産拠点・ 取引先の複数化 

(8)復興時の資材供給検討(在庫品或いは，OEM 製品) 

(9)通信手段の 2重化 

(10)社員の家族安否確認，緊急時の連絡網作成など 

 

関連事項 

6.6  事業復興対策に必要な人的要点とは？ 

6.7  事業復興対策に必要な技術的要点とは？ 

6.8  事業復興対策で配慮する課題とは？ 

6.9  事業継続に関連する 2次災害防止とは？ 

6.10 事業継続計画の実践及び継続的な見直しとは？ 

6.11 事業復興対策に必要な金銭的要点とは？ 

6.12 教訓から得られた事業継続計画に必要な検討事項とは？ 

 

 



6.6 事業復興対策に必要な人的要点とは？ 

 

経営者は，目標復旧時期までに重要業務が回復するよう事業継続計画を社員の家族

安否確認，緊急時の連絡網作成など策定します。具体的な策定は， 

・重要な要素を守り 

・重要な要素が万が一被災した場合は，その復興対策を図る 

の 2点に絞られます。 

復興対策の中で大切な事項についてまとめると次の(1)～(3)のようになります。  

(1)指揮命令系統の明確化 

事業継続の組織体制構築及び，その役割･指揮命令系統を明確にし，経営者自ら 

率先していく必要があります。又，部門を越えての緊急時動員体制となるので 

責任の所在を明確にし，不在時の権限委譲・代行順序をあらかじめ決定しておく。 

(2)本社・支社の機能確保 

本社・支社などの重要拠点が被災した場合に備えて対策要員がどこに集まり， 

何をするのか決めておきます。特に機能分担の他に，被災地以外に権限を移す 

場合の社内利害関係者の理解と調整（役職，決定権限の委譲）が必要となります。 

(3)復興時の人員確保 

事業復興対策で初期の段階は人に頼る部分が中心であり，心に対する配慮が大切 

になります。 

 

関連事項 

6.8 事業復興対策で配慮する課題とは？ 
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6.7  事業復興対策に必要な技術的要点とは？ 

 

IT 技術が進み社内情報のデータ化が進む中で、情報の取扱いが重要になります。 

(1)通信機能の確保 

災害時には、停電・断線・通信輻輳など状況が分らず混乱をきたします。 

企業を取り囲む周辺の状況を把握することと、全体がどのような被害であるか， 

どのような復旧が進んでいるかなど、情報の共有化が大切になります。 

また、取引先企業・発注者への情報提供も事業上の重要な役割です。 

対外的な情報発信と共有化に関して考慮すべき事項は次のとおりです。  

・広報体制の確立(情報収集と伝達) 

・関係者との連絡体制の確立 

・通信手段の確保 

(2)通信機能･重要書類などデータの予備保存 

重要な業務を支える情報システムについては常に予備体制が重要です。 

更に、緊急事態から平常業務に戻る復帰時のデータの欠落・二重計上などの 

不整合にも注意が必要です。 

・守るべき重要業務及びシステムの明確化 

・自家発電，回線などの 2重化 

・遠隔地での文書・データ保存サービスの活用（通信に距離という概念は 

ない）について検討していく必要があります。 

重要書類の例として次が考えられます。 

・設計図、機器取扱い説明書等の災害時に必要となる書類 

・権利関係，債権債務関係書類 

・法令関係，人事・総務・経理内部統制関係書類 

 

関連事項 

6.8 事業復興対策で配慮する課題とは？ 

 



6.8 事業復興対策で配慮する課題とは？ 

 

企業・会社は人で成り立っています。事業復興対策で初期の段階は，人に対する 

心の配慮が大切になります。 

(1)社員の安全確保と家族の安否確認 

顧客，社員，協力会社･派遣会社社員などの安全確保が第一であり，できれば救急・ 

救命のできる社員の確保が望ましい状況です。 

発災後は，社員家族の安否確認を速やかに行うことが重要です。家族安否が判ら 

ない状況での業務に効果は期待できません。安否確認の具体例として連絡網の 

作成，安否確認システムの導入(民間契約サービス・NTT の 171・NTT ドコモの 

携帯メールなど）があります。 

最近では，帰宅難民防止の観点からも，できるだけ被災地に留まるように行政も 

考え方を変えてきています。平時から安否確認システムの実施手順を決め，定期 

的に訓練することが大切であり，被災後の精神緩和医療(メンタルケアー)も必要

となる場合があります。 

(2)事前の被災低減策実行 

本社・工場などが被災しても，人的・設備的な被害を受けないように耐震化 

するのが望ましいやり方です。被災被害が少なければ復旧も早く，経済的損失を 

最小限に抑えることができ最も効果のある方法です。そのためには， 

建物の耐震診断・補強は是非とも実施すべき事項です。被災後の費用対効果を 

比較して，できるところから耐震化を進めていくことが大切です。 

なお，混乱している中で，被災建物を補修・再建する場合の行政側の確認申請 

などの許認可対応は今後ともよく検討しなければならない課題となります。 

(3)復興時の資材供給 

材料・商品の流れの中で１社だけ耐震化によって生き残っても，全体の生産活動 

(サプライチェーン)には影響が出ますので，全体の底上げが大切となってきます。 

どこかが被災すると全体に影響を及ぼすため自社だけで完結できる問題ではなく， 

平時から関連先との事業継続計画に関する情報交換及び，自社の事業継続計画に 

関する取引先への情報開示が大切です。 

工場では在庫を利用して又，OEM 製品を利用して何らかの方法で生産を継続する 

ことも全体の機能確保に繋がっていきます（適正在庫，応援協定） 

 

関連事項 

6.9  事業継続に関連する 2次災害防止とは？ 

6.10 事業継続計画の実践及び継続的な見直しとは？ 

 
 



6.9 事業継続に関連する 2 次災害防止とは？ 

 

被災した事務所・工場からの火災･延焼防止，薬液の漏出防止など危険物の管理が 

具体的事例に該当します。 

地域住民への危険周知及び，消防など行政への連絡及び，被災後の連携に関する事前 

協議内容を BCP に盛り込み継続的な日常訓練・対策要員の召集訓練などが大切です。 

企業・会社は地域との繋がりがあり地域を無視しての成長はありえません。 

従って，被災直後の地域復興についても地域貢献が大切になってきます。目標復興 

時期の設定は，地域との協調がなければ絵に描いた餅になってしまいます。 

復興時期は，被災後の公共交通機関の停滞・渋滞や，電気・ガス・水道・電話という

ライフライン（社会基盤）の復旧及び，金融機関の復興にも影響されます。 

社員の帰宅困難者対応（含む家族の安否確認）に関連して，事務所・工場に残り復旧

作業に携わるという考え方の他に，被災後 3日間程度は応急対策要員以外の社員は 

出社させず被災地域での安全確保･奉仕活動に貢献させるという考え方もあります。 

企業が地域に貢献できる事例には，行政と近隣企業・会社との被災後の防災協定の 

他に，次のようなことが考えられます。 

・義援金提供 

・避難者，帰宅困難者への自社建物・敷地の解放（安全保護の問題派生） 

・備蓄食料・水の提供 

・地元地域への技術者派遣 

・社員奉仕(ボランティア)活動の進め 

なお，被災後の公的支援については期待できず少なくとも被災後 3日間は自助と共助 

になることを想定し，従業員用の飲用水及び非常食を備蓄する必要があります。 

 

関連事項 

6.14 被災時の防災協定とは？ 

 



6.10 事業継続計画の実践及び継続的な見直しとは？ 

 

計画した事業継続計画(BCP)に沿って，繰返しの運用及び検討が必要であり大切です。 

欧米では，多くの企業・会社が BCP･BCM の重要性に気付き，取り組を始めていますが

地震大国の日本はこの分野で遅れています。 

中小企業庁・経済産業省などが，BCP・BCM に対する考え方・内容の普及・啓発活動を

始めており，国際的な標準化 ISO の策定も進められています。 

重要機能が被災して機能しなくなった時に， 短で業務機能を 100％復帰させるための 

施策を考えていく事業継続計画を，経営者が戦略としてとらえ，従業員に周知徹底さ

せていく姿勢が企業価値を高め，地域社会に対する企業の社会的責任(CSR)を果たすこ

とにもなってきます。また，手順書(マニュアル)，点検票(チェックリスト)を作成し

て社内での周知徹底，人事異動時に継承して利用していくことも重要です。 

(1)教育・訓練の実施 

経営者をはじめ従業員全員が事業継続計画に対する重要性の認識を深める。 

文書を読んで理解するだけでなく，実際に訓練することが大切であり日常訓練が 

大切となります。被災後の(A)経営幹部による意思決定訓練，(B)消防訓練， 

(C)代替訓練，(D)対策本部設置訓練などを行うことによって認識が高まってきます。 

(2)点検及び是正措置 

常に事業継続計画(BCP)の内容を見直し，計画(plan)・実施(do)・点検（check）・ 

見直し(action)の循環を廻して継続することが大切です。 

(3)経営者による事業継続計画(BCP)の内容見直し 

事業継続計画(BCP)は，経営者自ら率先して参画し，定期的な見直し及び改善点の 

洗出しをしていく必要があります。 

 

関連事項 

6.15 事業継続管理（BCM）の標準化とは？ 

 

 

 



6.11 事業復興対策に必要な金銭的要点とは？ 

 

災害時の重要な経営判断のひとつに、被災して倒壊・焼失した場合の復旧・復興 

及び、財務面での信用維持のための資金が必要です。 

財務手当てとしては、必要に応じて保険(火災・地震保険等)・銀行融資の検討が考え

られますが、自治体が行う災害時の低金利融資なども適用可能か事前に検討しておく

ことが有効です。 

 



6.12 教訓から得られた事業継続計画に必要な検討事項とは？ 

 

地震対策は危機管理の一部であり、事業継続計画(BCP)の一部です。 

阪神・淡路大震災が残した地震対策に関する教訓から、事業継続計画 BCP(危機管理)

で検討を必要とする事項を以下に纏めて示します。 

 

(1)緊急時対応組織 

(2)連絡体制 

(3)初動対応 

(4)避難救助活動 

(5)安否確認及び安否情報の発信 

(6)緊急物質の備蓄及び確保 

(7)復旧及び事業継続対策 

(8)防災訓練及び教育 

(9)地域と企業との連携 

(10)地震対策 

10.1 建物の耐震対策 

10.2 設備，什器及び備品に対する耐震対策 

10.3 情報・通信システムに対する耐震対策  

 

関連事項 

6.13 事業継続計画に関する阪神・淡路大震災 10 の教訓とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ルール決め 家族で安心 災害対策  
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6.13 事業継続計画に関する阪神・淡路大震災 10 の教訓とは？ 

 

東京都千代田区役所で纏めたものを記載します。 

(1)事業継続計画の作成 

被災後の従業員対策，復旧対策などは企業経営に大きな影響を与える。 

事前の危機管理対応となる事業継続計画(BCP)・早期復旧対策という地震対策が必要 

であった。  

(2)初動対応手順書の作成 

地震発生後の従業員家族の安否確認・帰宅対応という混乱の中で， 

限られた少ない人数によって，しなければならない事項を手順として規定した手順 

書があると初動対応に違いが出てきた。  

(3)平常時の組織は，機能しない 

地震の被害を受けた企業は，出社した社員が思い付つくままの職場での被害確認・ 

整理整頓が進み組織だった行動にはなっていなかった。 

行動手順を規定した手順書が必要であった。  

(4)社員と事業所との間での連絡が取れなかった 

混乱する中で電話による連絡に多くの労力及び時間を要した。 

通信手段の見直しが必要である。 

社員家族の安否確認についても対策検討が必要であった。  

(5)交通機関は，途絶する 

夜間・休日などの勤務時間外に発生した場合には，復旧対応要員の確保が難し 

かった。また，勤務時間中であれば，帰宅困難者が発生するだろう。  

(6)地域や他企業との連携・協定が必要 

災害時の協力が得られる企業を選び，相互協力協定又は火災発生による延焼防止・ 

初期消火などの 2 次災害防止を目的とした行政・地元市民との相互協定があると 

良かった。例えば、神戸新聞と京都新聞とが災害時相互援助協定を締結していた 

ため，被災した神戸新聞は京都新聞の力で震災翌日から新聞発行ができた。  

(7)建物は，倒壊してはならない 

従業員の人命を守ることが重要。 

耐震診断・補強の実施が必要だが，対応に多くの費用が必要になるため，補強個所 

に優先順位を立てて行う。 

地震発生後に，直ぐに広域避難場所への避難開始をするのではなく，自己の建物に 

留まり被災状況を把握し，危険を感じた時に避難開始する。  

(8)震災直後の公助は，期待できない 

昼間の日常勤務中での地震は，建物の倒壊・家具の転倒で負傷者の発生する可能性 

があった。 

 



 

必要な医療対応及び資機材の確保，日頃の訓練が必要であり，人命救助・応急救護 

などでは近隣企業・行政・地元との援助協定も考えられた。  

(9)緊急物資の入手 

行政側だけでの食料・水・医薬品備蓄では対応できず，企業側での努力も必要で 

あった。 

3 日分の食料に対して，震災後の混乱時に食事が 1～2日程度抜けても問題にはなら 

ない。大切なことは，水及びトイレである。 

飢えは我慢できても排泄行為は我慢できない。特に，女性は周囲を気にして緊張感 

が高まる。  

(10)地震対策には，費用がかかる 

緊急時連絡体制，耐震診断/補強，食料備蓄，防災用具(例：ヘルメット)などに要す 

る費用は，震災後の被害額に比較すれば大きな金額とはならない。 

特に，人命に係る費用は算出不可である。 

企業の社会的責任及び信用を得るためにも，地震対策の費用は必要経費と考えたい。 



6.14 被災時の防災協定とは？ 

 

災害時に行政と企業・法人・組合などが結ぶ防災協定として，東京都墨田区の例を 

記載します。 

 

・地元医師会 →医療救護班の編成 

・米穀小売業者，麺類協同組合 →区の要請による食料品の供給 

・アマチュア無線クラブ →区内被災状況の区への提供 

・地区内ケーブルテレビィジョン会社 →地区内被災状況の優先放送 

・石油商業組合 →ガソリン，軽油，灯油及び重油の優先供給 

・建設産業連合会 →道路障害物撤去，仮設建物設置，公共施設・被災住宅等の 

復旧支援  

・医療法人･社団法人･財団法人 →高齢者の常時介護，受け入れに関する支援  

 



6.15 事業継続管理(BCM)の標準化とは？ 

 

事業継続管理は作成された事業継続計画(BCP)を利用して、企業・会社内でこれを 

如何に運営していくかという業務管理を指しています。 

国際化及び、社会的責任が強く求められる社会環境の中で、事業継続管理(BCM)の 

良否が被災後の事業復旧期間に影響を与えます。日本では地震などの自然災害を 

中心として防災対策は構築されていますが、事業継続という観点での BCP・BCM への 

取組は遅れています。欧米では多くの企業・会社が BCP･BCM の重要性に気付き取組を

始めており、BCP・BCM の国際規格(ISO)の策定が進められています。 

現在、イギリスの英国規格協会（BS）から事業継続管理のための規格として、BCP・ 

BCM に関する BS 25999 が 2006 年 11 月 27 日発行されています。この規格は、組織が極

めて困難かつ予期せぬ状況下にあっても従業員を守り、組織の責任を果たし事業中断

による影響を最小限に抑え、事業継続上の潜在危機に対処する体制構築のための指針

となっており、これにより事業継続管理(BCM)の基礎を築くことができます。 

BS 25999-1 の内容は，(1)事業継続方針、(2)BCM 実施計画、(3)組織の理解、(4)BCM 

戦略の決定 、(5)BCM 対応法の策定と実施、(6)BCM の訓練・維持・見直し、(7)BCM の

組織文化への定着・包括的な管理策が記述されており、企業・組織が事業継続計画(BCP)

を策定し、事業継続管理(BCM)を作成するための指針となっています。 

日本国内でも，BCP・BCM に対する考え方・内容の普及・啓発活動を始めており， 

次の指針（ガイドライン）が一般公開されています。  

 

・経済産業省  → 事業継続策定ガイドライン  

・経済産業省  → 事業継続計画策定ガイドライン 

・中央防災会議 → 事業継続ガイドライン（Ｈ17.8.1） 

・中小企業庁  → 中小企業 BCP 策定運用指針 

・国土交通省  → 業務継続計画(H19.6) 

 

重要機能が被災して機能しなくなった時に、許容される最短期間内に事業を復帰させ、 

事業を継続していく姿勢が企業価値を高め地域社会に対して、企業の社会的責任 

(CSR: Cooperate Social Responsibility)を果たしていることになると言われていま 

す。 

 

 

 



7章 情報の収集・提供 

 

 
 

防災力をさらに高めていくために，情報の収集・提供について理解しておくことは極

めて大切です。この章では，防災情報や防災情報システムの概要，情報収集･提供のし

くみや情報機器の活用方法などについて説明します。 

いざという時に慌てることのないように，日頃から防災情報について理解を深め，緊

急時の情報入手･伝達方法や様々な情報機器の活用方法などについて習熟し，備えを怠

らないことがきわめて大切です。 
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7.1 防災情報とは？ 

 

防災情報(ぼうさいじょうほう)とは何なのでしょうか？ 

防災とは，”災害を未然に防止し，災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ及び

災害の復旧を図ること”を言います。ここで，災害とは，”異常な自然現象や人為的原因

によって，人間の社会生活や人命の受ける被害”を言います。 

一方，情報(じょうほう)とはここでは，”判断を下したり行動を起こしたりするために

必要な知識(広辞苑から引用)”と考えてよいでしょう。 

したがって，防災情報とは，”災害の未然防止・拡大防止及び災害復旧の目的で判断

を下したり行動を起こしたりするために必要な知識”，すなわち，”災害に際して私達が

生き残るための知識”と言ってよいでしょう。 

 

7.1.1 災害(さいがい)とは？ 

災害は，異常な自然現象又は人為的原因によって，人間の社会生活又は人命の受ける

被害を言います。 

災害対策基本法第 2 条においては，災害は“暴風，豪雨，豪雪，洪水，高潮，地震，

津波，噴火，その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす

被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害”と定義されて

おり，多くの場合，自然現象の変化による自然災害を指します。 

人為的な原因が関連する大きな事故(船の遭難･転覆，原子力事故など)は，特に人災と

呼ぶことがあります。 

また，犯罪被害も人災です。人災はもともと天災に対して作られた言葉ですが，多く

の自然災害においては，例え直接的な原因が自然現象であったとしても，人的被害の多

くには人為的な原因が関与している例が多く見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               山だって 活動してる 生きている  
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7.1.2 非常事態と緊急事態とは？ 

災害は，その程度に応じて，非常事態又は緊急事態(emergency)と言われる場合があ

ります。また，一時に 3 人以上の労働者が業務上死傷又は罹病した労働災害を重大災害

と称して区別しています。 

特に大きな自然災害が発生した場合，被害を受けた都道府県は，災害救助法の適用を

国に対して申請し，被災者に対する救助･支援などのための自衛隊の災害派遣要請，日

本赤十字社への救護班派遣要請，支援費用の一部負担を国に求めることなどの対策を実

施します。被害が広範囲に渡る場合には，更に，国の支援が強化される激甚災害法が適

用されることもあります。 

 

7.1.3 防災情報の内容とは？ 

具体的には，水害，土砂災害，気象災害(大雨，台風など)，地震，津波，火山災害，

渇水，雪崩などの自然災害に関する観測情報，警報，注意報，避難勧告，緊急地震速報，

予知情報，被災情報，安否情報，避難情報，救助･医療情報，災害後の応急対策，復旧･

復興情報などのリアルタイム情報[刻々と変化する情報で，通信手段を通じて絶えず収

集･更新･伝達される(のがよい)情報]を始めとして，平常時の防災対策情報，ハザードマ

ップ(防災地図)，防災施設情報(行政機関，病院，避難施設，備蓄施設，通信施設など)，

地理情報(地盤･地形，建築物，道路，鉄道･駅，港湾，空港，ヘリポートなど)，国，地

方公共団体などが実施する防災施策情報，防災情報データベース(過去の災害情報，教

訓など)などに至るまで，防災にかかわる情報はきわめて広範囲で膨大です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

              



7.2 防災情報の伝達及び活用とは？ 

 

内閣府中央防災会議では，2008(平成 20)年度防災対策の重点として，防災･減災社会

の実現に向けて，日頃からの防災への取組を一層促すと共に，災害特性を踏まえた各種

対策を具体的･戦略的に推進する観点から，“大規模災害の被害軽減への戦略的取組”，

“国民運動の展開などによる社会防災力の向上”を始めとする 8 項目を基軸として防災

対策を実施するとしています。その第 3 項の表題は，“迅速･的確な防災情報の提供”と

なっており， 

・防災情報伝達体制の充実 

・情報システムなど防災科学技術の高度化 

の 2 点が重点課題として掲げられています。 

一言で言うならば，最新の科学技術及び IT(情報技術)を最大限に活用した全国リアル

タイム防災情報ネットワークシステムの整備を推進することと言えるでしょう。 

こうした防災情報システムが整備・充実されれば，国･地方自治体の防災関係機関全

体の迅速･的確な情報の収集･伝達･提供体制が確立し，防災情報が共有化され，的確で

効果的な住民等への情報提供が可能になるとともに，データベース化された防災情報が

将来にわたって有効活用できるようになると期待されます。 

 

7.2.1 これからの防災情報伝達体制とは？ 

内閣府中央防災会議では，2008(平成 20)年度防災対策の重点として具体的には，

“2007 年秋に本格的運用が始まった緊急地震速報については，有効に利活用する仕組

み造り及び周知広報の徹底などの取組を政府一体となって進め，地震被害を更に軽減に

つなげる。また，地震･津波，火山，台風，高潮，集中豪雨などに加え，被害が相次ぐ

竜巻などの突風について，観測･予測体制を強化すると共に，全国瞬時警報システム

(J-ALERT)の整備推進などによって，住民の迅速な避難などに資する円滑な情報伝達体

制の充実を図る。更に，日々高度化する科学技術について，防災分野における調査研究

及び技術開発に応用して，一層の災害被害の軽減を目指す。”としています。 

 

7.2.2 防災情報の流れとは？ 

現在，気象庁から発せられた防災情報(避難勧告･避難指示など)は，市区町村経由で地

域住民まで届くようになっています。近年，多くの自治体の WEB サイトで防災情報シ

ステムが整備され，地域の防災情報が閲覧できるようになりつつあります。 

 

気象庁からの防災情報の基本的な流れ 

 

気象庁 → 都道府県知事  → 市区町村長         → 地域住民 
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都道府県･警察    関係機関(学校,病院,社会福祉機関他) 

報道機関(放送局,新聞社など) 

NTT(東･西) 

緊急衛星通信 

   

今後，地域住民は，これらの従来からの手段に加えて，携帯電話やインターネットな

ど，より多様な情報通信手段を通じて防災情報を収集･発信することになっていくと思

われます。私達は，溢れる防災情報の中から的確に必要な情報を選び有効活用すること

が大切です。そのためには，次の 2 点が大切と言えましょう(一人の人間の力は，限ら

れています)。 

・さまざまな情報通信手段を駆使して，確実に情報を収集し，分析する能力の向上。 

混乱時にも円滑に実行できるように，日頃の防災訓練が大切です。 

・地域の専門家の活用(技術士，建築･土木技師，消防･警察･行政 OB 職員他)。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

夜中でも 雨の降り方 気にしてて 
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7.3 地震動予測地図とは？ 

 

全国を概観した地震動予測地図(じしんどうよそくちず)は，ある地域に生じる地震動

の強さなどの分布を地図にまとめたもので，地震調査研究推進本部地震調査委員会にお

いて作成が進められ，2005 年 3 月に公表されました。この地震動予測地図は，(独)防災

科学技術研究所の研究成果を基に作成されたもので，震源断層を特定した地震動予測地

図と確率論的地震動予測地図との 2種類があります。 

地震動予測地図データは，特定の基準年月日からの経過年を考慮して作成されたもの

です。(独)防災科学技術研究所の地震ハザードステーション(J-SHIS)の Web サイトのト

ップページには，全ての地震を考慮した場合に，30 年以内に震度 6弱以上の地震動が発

生する確率を示す予測地図(確率論的地震動予測地図)が示されています。 

 

［関連 WEB サイト］ 

地震ハザードステーション(J-SHIS)：  http://www.j-shis.bosai.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 7.3 確率論的地震動予測地図の例((独)防災科学技術研究所資料から) 
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7.3.1 確率論的地震動予測地図とは？ 

確率論的手法によって作成された地震動予測地図で，多数･多種の地震の発生とそれ

による地震動の強さとを確率論的に処理してまとめたハザードカーブに基づいて各地

点の地震動の強さ・期間・確率の関係情報を地図にまとめたものです。 

主な特徴は，地震動強さ･期間･確率の中の二つを固定した場合の残る一つのパラメー

タの地域分布が表示されること，同時に発生する地震動強さ分布ではないこと，周辺で

発生する可能性のある全ての地震をその種類毎に確率論的にモデル化したものである

こと，現状では経験式(距離減衰式)による地震動評価が基本であることなどです。 

 

7.3.2 震源断層を特定した地震動予測地図とは？ 

想定した地震(シナリオ地震）を基に作成された地震動予測地図で，ある特定の想定

地震(シナリオ，台本)が発生した場合にある地域に同時に生じる地震動の強さの分布を

地図にまとめたものです。 

主な特徴は，予め特定の地震(シナリオ，台本)を想定するので，複数の地震(シナリオ，

台本)に対しては異なる結果が得られること，震源･伝播･位置(サイト)の各特性に関する

地域の詳細情報を利用した高度な地震動評価が可能であること，地図だけでなく地震動

時刻歴(波形)の評価も可能であること，地域の詳細情報自体にも利用価値があることな

どです。 

 

7.3.3 地震調査研究推進本部とは？ 

1995(平成 7)年 7 月，全国にわたる総合的な地震防災対策を推進するため，地震防災

対策特別措置法が議員立法によって制定されました。地震調査研究推進本部は，行政施

策に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし，これを政府として一元

的に推進するため，同法に基づき総理府に設置(現･文部科学省に設置)された政府の特別

の機関です。地震調査研究推進本部は，本部長(文部科学大臣)と本部員(関係府省の事務

次官など)とから構成され，その下に関係機関の職員及び学識経験者から構成される政

策委員会と地震調査委員会とが設置されています。 

 

［関連 WEB サイト］ 

地震調査研究推進本部：http://www.jishin.go.jp/main/index.html 

 

http://www.jishin.go.jp/main/index.html


7.4 地震予知とは？ 

 

地震予知(じしんよち)とは，地震の発生を予め知ることで，時間尺度で分類すれば，

長期予知，中期予知，直前予知の 3 種類があります。地震予知で重要なことは，何時，

何処で，どの位の規模の地震が発生するかを実用的な精度で推定することです。 

(1)長期予知(時間尺度：数十年～数百年) 

過去に発生した地震の履歴を基に，将来の地震発生の時期，場所及び規模を統計

的に大まかに予測します。過去の地震について調べる方法には，古文書などの歴史

資料の記録を調べる方法，活断層を調べる方法，海岸の隆起･沈降を調べる方法，

津波によって運ばれた堆積物を調べる方法などがあります。 

(2)中期予知(時間尺度：数ヵ月～数十年) 

地震活動，地殻変動など現在の観測データと物理モデルを用いて模擬計算(シミ

ュレーション）とによって予測します。 

(3)直前予知(時間尺度：数時間～数ヵ月) 

地震の直前に現れる現象(前兆現象)を捉えて予測します。狭義の地震予知とは直

前予知のことと言えます。 

 

7.4.1 地震予知の現状とは？ 

地震の発生時期を予測して被害を軽減しようと，地震予知は数千年前から試みられて

きました。しかし，現在でも一般的には，地震の発生を事前(直前)に正確に予知するこ

とは困難とされています。“何月何日の何時に，何処でどれだけの規模の地震が発生す

る”といった範囲･形式での直前予知を，科学的な手段による根拠を提示して行うこと

は，少なくとも，現時点では不可能と言えます。 

地殻に貯まったエネルギが歪みとして蓄積され，それが数秒～数分という短時間に一

気に解放される現象が地震です。そこで地震学者は，地殻・断層の歪み(変形)の量，方

向などを検証し，蓄積されていると考えられるエネルギーから各断層についてそれぞれ

のデータを集積し，切迫度，規模などを推測します。この各種のデータ及び知見の精度

を向上させることによって，既知の断層に関してはその切迫度(地震発生が近いかどう

か)，活動した際に解放され得るエネルギを推測することは可能であり，断層が活動し

た際(地震が発生した際)の脅威度の比較，被害の算定，対策などに活かしていくことは

できます。しかし，特定の断層に貯まったエネルギ量が何時地震を起こす程度になるか

を判定することは容易ではありません。 

 

7.4.2 直前予知の可能性とは？ 

現実的な地震予知(直前予知)の可能性については，茂木清夫(東京大学名誉教授，前

地震予知連絡会会長)が指摘しました。すなわち，1944 年の東南海地震の直前に静岡県
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掛川市で実施されていた水準測量で，地震の直前に異常な変動が観測されたというもの

です。これは，その後，東海地震は予知可能との国の見解，世論などへと発展しました。 

日本以外では，1975 年に中国で発生した海城地震が地震予知に成功し多くの人命が救

われた例があります。しかし，翌 1976 年の中国の唐山地震では，発生する可能性が高

まっていることは分かっていたものの，決定的な情報がないまま結局予知することがで

きず，約 24 万人が死亡しました。ギリシャでも地震予知に成功した例がありますが，

成功例はその 1回だけで，ギリシャではその後も度々，被害地震に見舞れています。 

これらの例が示すように，地震予知(直前予知)は，場合によっては可能ですが，地震

を確実に予知することは極めて困難であるというのが地震学者の一般的な認識です。一

部の研究者は，従来の地学的手法とは異なる観測方法を用いた地震予知を研究していま

す。これらの他に，地震前に広く見られると言われている種々の前兆現象(宏観異常現

象)を予知に用いる研究をする人もいますが，地震学者からはほとんど認められていま

せん。 

 

7.4.3 宏観異常現象による地震予知とは？ 

地震前にはナマズが暴れる，動物などが奇妙な行動をとるといった言い伝えがありま

す。微振動，地鳴り，低周波の振動などを敏感な動物が感知して騒ぐといったことも可

能性としては考えられます。地電流の異常，それに伴う地磁気の変動なども観測される

という主張などもあります。しかし，これらの仮説や言い伝えの妥当性，信頼性，地震

予知の根拠・方法などとして実際に役立てられるかどうかについては未だ十分に解明さ

れているとは言えません。 

この他にも，“地震が発生する前に現われる”とされる気象現象，生物の行動の変化

などを宏観異常現象として捉え，地震を予知しようとする試みがありますが，そのほと

んどはその妥当性，機構に関して一般的に論ずることのできる段階にはありません。特

に地震雲については，岩盤の崩壊によって電磁波が生じて雲を作るとされています。し

かし，雲の形と地震発生との関係が不明で，また，雲のほとんどは気象状況によって発

生の機構が説明できるため，現状では否定的見解が大勢を占めていると言えます。 

 

7.4.4 東海地震とは？ 

近い将来に発生するとされている東海地震(とうかいじしん)とは，駿河湾内に位置す

る駿河トラフで周期的に発生する海溝型地震で，マグニチュード 8級と想定されていま

す。関東地震(南関東～静岡県)，東南海地震(中京～南紀)，南海地震(南紀～四国)とし

ばしば連動して発生する(同時期又は 2～3 年後に発生する)とされています。本来，地

震名は発生後に命名されるのですが，周期性が確認できることから，発生前から東海地

震の名で呼ばれています。 

東海地震については，日本の行政･研究者が予知の可能性が高いと考え，観測体制･判
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定会の開催･警戒宣言の発令などの手順が明確にされています。 

1978 年に地震学者の提言を受けて，政府は大規模地震対策特別措置法を制定し，それ

以来，静岡県周辺に地震防災対策強化地域が設定され，重点的に地震，地殻変動の観測

などが実施されています。そのため，東海地震は，初めて事前の予知が可能なほぼ唯一

の地震とされていますが，地震の基本的機構が十分に解明されていない現状では，予知

が可能なのは前兆すべり(プレスリップ)が生じた場合に限られるというのが大多数の

研究者の認めるところです。前兆すべり(プレスリップ)が生じない場合又はそれが微弱

で検出できずに予知に失敗する可能性，現象の進展が余りに急激で警戒宣言が間に合わ

ない可能性もあります。予知無しで地震が発生することも想定して，対策を練るべきで

あるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7.4.1 東海・東南海・南海地震の発生パターン(朝日新聞 2008 年 8 月 27 日朝刊より) 

 

7.4.4（1）地震防災対策強化地域とは？ 

地震防災対策強化地域とは，大規模地震対策特別措置法による警戒が必要な地域で，

次の条件のいずれかを満たしている市町村を，内閣総理大臣が中央防災会議に諮問する

ことによって指定します。 

・地震の揺れによる被害については，震度 6 弱以上の地域 

・津波による被害については，20 分以内に高い津波(沿岸で 3m 以上，地上で 2m

 3 



以上)が来襲する地域 

強化地域の市町村は，警戒宣言が公布されると，原則として次のような処置を行いま

す。  

・電気･ガス･水道：引き続き供給するが，なるべく使用しないよう呼びかける。 

・その他のライフライン：引き続き供給する。 

・NTT などの電話：場合によっては通話規制を行う可能性がある(公衆電話(青･黒･

黄だけ)･防災用電話は優先して確保される）。 

・鉄道：強化地域内では最寄の安全な駅に停車。運行を停止し(津波又は土砂崩れ

によって危険な駅は通過する），強化地域外からの進入は禁止する。 

・バス・タクシー：運行を停止する。 

・道路：強化地域内への進入を制限し，避難路及び緊急輸送路では交通規制又は制

限減速運転を行う(一般道路 20km，高速道路 40km）。 

・銀行･郵便局･劇場など：一部の ATM を除き，営業を停止する。 

・デパート・スーパー：買い物客を外に誘導し，営業を中止する。耐震性の確保さ

れた店は極力営業を続ける。 

・病院：外来診療を中止する。 

・学校：授業を打ち切り閉鎖する。学童は帰宅又は保護者に引渡す。 

・中京競馬場：開催中止。勝馬投票券の発売･払戻業務も打ち切り。 

・WINS 名古屋(中央競馬場外発売場/愛知県)･WINS 石和(山梨県)：中京競馬場同様，

勝馬投票券の発売･払戻業務を打ち切り。 

 

7.4.4（2） 中央防災会議とは？ 

災害対策基本法に基付いて設置された内閣総理大臣を長とする機関であり，事務局は

内閣府です。この会議は，内閣総理大臣，全ての閣僚，指定公共機関の長及び学識経験

者によって構成されています。 

国の防災基本計画の策定及び重要施策の決定，大規模地震対策特別措置法に基付く東

海地震の地震防災対策強化地域の指定，東南海･南海地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法に基づく地震防災対策推進地域の指定などを行っています。この会議

は，地震の他に火山災害，風水害などの政策も担っています。 

 

［関連 WEB サイト］ 

中央防災会議  http://www.bousai.go.jp/chubou/chubou.html 

 

7.4.4（3） 地震予知連絡会とは？ 

国土交通省国土地理院に設置されており，地震予知に関する観測データ，研究成果な

どの情報交換を行います。法律で設置されているわけではなく，研究者間の情報交換が
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主な目的であり，政策を決定する会議ではありません。通常は，3 カ月に 1 回開催され

ています。国立大学法人北海道大学，東北大学，東京大学，東京工業大学，名古屋大学，

京都大学，九州大学，独立行政法人防災科学技術研究所，独立行政法人海洋研究開発機

構，独立行政法人産業技術総合研究所，海上保安庁，気象庁，国土地理院から選出され

た 30 人の委員及び若干名の臨時委員と名誉委員とから構成され，地震予知研究の代表

的な地震学者が会長に就任しています。 

 

［関連 WEB サイト］ 

地震予知連絡会  http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/ccephome.html 

 

7.4.4（4） 地震予知研究協議会とは？ 

東京大学地震研究所に 1978 年に設置された機関です。東京大学の機関ですが，地震

予知のための新たな観測研究計画の推進についてという建議に基づき，各国立大学で行

われている地震予知研究の方針，観測計画，予算に関する調整を大学間で行っています。

更に，大地震発生時の緊急対応の他，政府と大学との間の窓口としての役割も担ってい

ます。2007 年現在，この協議会は，日本国内の各地域を分担するように，北海道大学･

弘前大学･東北大学･東京大学･名古屋大学･京都大学･高知大学･九州大学･鹿児島大学に

よって運営されています。 

 

［関連 WEB サイト］ 

東京大学地震研究所地震･火山噴火予知研究協議会： 

  http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/YOTIKYO/index_jishin.htm 

 

http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/ccephome.html
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/YOTIKYO/index_jishin.htm


7.5 ハザードマップ(防災地図)とは？ 

 

ハザードマップとは，主として自然災害による被害を予測し，その被害範囲を地図化

したものです。予測される災害の発生地点，被害の拡大範囲及び被害程度，更には避難

経路，避難場所などの情報が既存の地図上に図示されます。その他，特定の災害を対象

としないで，避難経路，避難場所，防災機関などの情報を表した地図は防災マップと呼

ばれています。 

ハザードマップの作成例として，河川浸水洪水(破堤等の河川氾濫･水害･治水)ハザー

ドマップ，土砂災害(土石流の発生，がけ崩れの危険地など)ハザードマップ，地震災害(液

状化現象が発生する範囲，大規模な火災が発生する範囲など)ハザードマップ，火山(火

口が出現する地点(範囲)，溶岩流･火砕流･火砕サージの到達範囲，火山灰の降下する範

囲，泥流の到達範囲など)ハザードマップ，津波浸水･高潮(浸水地域，高波時通行止め箇

所など)ハザードマップなどがあります。 

ハザードマップを利用することによって，災害発生時に住民などは迅速･的確に避難

を行うことができ，また，二次災害発生予想箇所を避けることができるため，災害によ

る被害の低減に非常に有効とされています。 

 

［関連 WEB サイト］ 

内閣府防災情報のページ  http://www.bousai.go.jp/ 

横浜市民地震防災情報“わいわい防災マップ” 

http://wwwm.city.yokohama.jp/bousaimap/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

ハザードマップ 役に立つから 貼っててね 
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7.5.1 富士山火山防災マップとは？ 

日本国内では，1990 年代より防災面でのソフトウエア対策としてハザードマップの作

成が進められています。その中でも，富士山火山防災マップは，本州の中央にある富士

山が噴火した場合に社会に与える影響が大きいことから，国の防災機関・地方自治体を

中心に学識経験者などが集まり 富士山ハザードマップ検討委員会を設立して作成され

たもので，過去の富士山の噴火を参考にしながら様々な火山災害が予想されており，万

が一の際の避難･誘導の指針とされています。火山灰被害の例としては，宝永噴火・貞

観噴火の被害実績が詳細に検討されています。 

富士山火山防災マップは，中間報告(2002 年 6 月)と検討報告書(2004 年 6 月)との 2

回，調査結果をまとめた報告書が出されており，内閣府防災情報のページで公開されて

います。 

 

［関連 WEB サイト］ 

富士山の火山防災対策   http://www.bousai.go.jp/fujisan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火山灰 積もれば家も 潰れます 

 

                 

   

 

 

7.5.2 ハザードマップの課題とは？ 

ハザードマップは複雑な自然災害を対象とするため，発生地点，発生規模などの特定

にまで及ばないものもあり，また，予測を超える災害発生の際には必ずしも対応できな

い可能性もあるなど課題も残されています。掲載情報の取捨選択，見易さ，情報の適時

更新の課題などとも合わせて，より良いハザードマップ作成のための試行錯誤が続いて

いるのが現状と言ってもよいでしょう。 
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また，昔はハザードマップで危険度高とされた地域から，公表されると不動産価値の

低下などの損害が起きるなどの懸念が指摘されましたが，人命優先，危険を正しく知る

ことの大切さ，行政が防災に関して適切な対応をとっているかどうかが明確になること

など，ハザードマップの有用性に対する理解が深まったことによって，この懸念は解決

しつつあると言えます。 

ハザードマップは市町村の施設又は避難所を兼ねた地域の公民館等に掲示したり配

布して周知を図るのが普通ですが，平常時には目を停める人は少なく，まだ，地域住民

への浸透度が高いとは言えない状況にあり，更に認知度を高めていくことが今後の課題

と言えます。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              

 

 

 



7.6 緊急警報放送とは？ 

 

緊急警報放送(きんきゅうけいほうほうそう)とは，EWS(Emergency Warning System)

ともいい，放送局が緊急警報信号(第 1 種開始信号，第 2 種開始信号，終了信号の 3 種

あります。)を送出し，待機状態にある緊急警報放送対応の受信機を自動的に起動・停

止させて行う放送システムのことで，災害の発生の予防・被害の軽減に役立たせること

を目的とし，1985 年に電波法の運用改正で開始されました。 

緊急警報放送は，第 1種と第 2種とに区別して行われ，東海大地震の警戒宣言などの

大規模地震の警戒警報及び災害対策基本法に基付き，地方公共団体の長(都道府県知事

並びに市区町村長)が発する災害に関する警報(避難命令など)の場合には第 1 種開始信

号，津波警報は第 2種開始信号を使用して行われます。第 1種信号，第 2種信号ともに

約 10 秒間送出されます。第 1 種信号は強制的に動作しますが，第 2 種信号は津波警報

にだけ使用され，受信側で動作させない設定が可能です(海岸又は河口からはるかに離

れている地域，内陸の地域の便宜のため)。 

［関連 WEB サイト］ 

NHK(日本放送協会)緊急警報放送  http://www.nhk.or.jp/res/tvres5/h50100.htm 

 

7.6.1 緊急警報放送の現状とは？ 

最初の緊急警報放送実施例は，1987 年 3 月 18 日の宮崎県沖地震です。1995 年 1 月 17

日の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)でも適用されました。最近では，2007 年 1 月

13 日の北西太平洋での地震(千島列島沖地震)で適用されています。緊急警報放送は，従

来のアナログテレビ放送及びラジオ放送だけではなく，地上デジタルテレビ及び BS デ

ジタルテレビ放送でも実施しています。NHKは，毎月1日(1月に限り4日），正午前(11:59 

- 12:00)のデジタル総合テレビ，総合テレビ，ラジオ第 1，FM ラジオでピロロロと試験

信号(終了信号と同一)を放送しており，民間放送局も 40 社を超えるテレビ放送局及び

ラジオ放送局がこのシステムを備えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラジオ聞き 災害情報 要チェック 
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7.6.2 緊急警報放送の受信機とは？ 

緊急警報放送対応の受信機としては，現在のところ，AM・FM ラジオ受信機が一般的で

す。緊急警報放送を自動受信するためには待機電力が必要で，常時，電源コンセントを

差し込んでおかねばならないため，省エネルギーに反するとして家庭電化製品の必須機

能にはなっておらず，これに対応するテレビ受像機はほとんど製造されていないのが実

情です。地上デジタルテレビ放送開始に当たり，緊急警報放送の仕組みは現在のところ

義務化されていません。東海地震に備え静岡県では，自動起動を地上デジタルテレビ受

信機の必須機能で制度化することを希望していますが，緊急警報放送と緊急地震速報と

の連携は，今後の(社会の)検討課題と言えましょう。 



7.7 緊急地震速報とは？ 

 

緊急地震速報(きんきゅうじしんそくほう)とは，気象庁が地震の大きな揺れが来る前

に，“地震が発生しました。あと 10 秒で震度 7 程度の地震が来ます。”といった地震の

発生を知らせる情報を緊急に配信するサービスのことです。地震の大きな揺れが到達す

るまでに数秒～10 数秒程度の時間の余裕があれば，私達は机(テーブル）などの下に入

ったり，火を消すなどの 低限の安全確保のための行動がとれますし，ガス・電力・鉄

道といった生命線(ライフライン）(鉄道では列車を緊急停止させることができます。)，

病院(手術中の地震などに対して患者を守ることができます。)，工事現場，高層ビルデ

ィングのエレベータ(揺れる前に 寄階に停止させることができます。)などでこの緊急

地震速報を適切に活用することで，地震災害の軽減に役立つものと期待されています。 

気象庁は，2006 年 8 月 1 日から先行的に希望する機関(地方公共団体，鉄道事業者，

電力，ガス，製造，放送業など)に試験的な意味合いで緊急地震速報の配信を開始しま

したが，2007 年 10 月 1 日から，テレビ，ラジオなどを通じて，一般向けに配信が行わ

れています。 

 2008(平成 20)年 6 月 14 日に発生した岩手･宮城内陸地震(いわて・みやぎないりくじ

しん)では， 

・福島県では，緊急地震速報を聞いたので、園児を一堂に集めた。 

・山形県酒田市では，緊急地震速報を聞き 20 秒の余裕があったので，電球の取替

えを行なっていた人が，地震到達前に，脚立(きゃたつ)から降りることができた。 

などの効果が報告されています。 

 

［関連 WEB サイト］ 

気象庁緊急地震速報 http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/index.html 

独立行政法人防災科学技術研究所(NIED) http://www.bosai.go.jp/ 

NHK(日本放送協会)緊急地震速報    http://www.nhk.or.jp/bousai/ 
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     図 7.7.1 緊急地震速報の流れ及び利用の心得(朝日新聞から) 

 

 

7.7.1 緊急地震速報の現状とは？ 

緊急地震速報は， 大震度 5 弱以上の揺れが予測された場合，震度 4 以上の揺れが見

込まれる地域に対して配信するとされています。また，一部の携帯電話でも受信できる

ようになっています。電気機器メーカでは，一般産業向けに“リアルタイム地震防災シ

ステム(緊急地震速報の受信，速報の二次配信，警報の発信，生産設備などへの制御信

号の出力などの機能をもつ)”といった商品の製造販売を始めています。 

 

7.7.2 緊急地震速報のしくみとは？ 

緊急地震速報のしくみは，全日本約 1,000 箇所(気象庁 200，(独)防災科学技術研究所

800)に設置した専用の地震計を用いて，気象庁が地震波［初期微動(P 波:Primary Wave)

及び主要動(S 波:Secondary Wave)，大きな揺れ］を常時実時間で観測し，そのデータ

を解析･処理して瞬時に震源の位置及び地震の規模(マグニチュード)を特定し，これらを

基に各地への主要動の到達時刻及びその震度を推定して，被害をもたらす主要動が到達

する前に，配信機関である(財)気象業務支援センターを経由して配信するというもので

す。 

地震では，初期微動(P 波)と呼ばれる小さな揺れ(縦波)及び主要動(S 波)と呼ばれる大

きな揺れ(横波)が同時に発生しますが，P 波と S 波とは伝搬速度が異なり，P 波は毎秒

約 7km，S 波は毎秒約 4km の速さで伝わりますので，この伝搬速度差を利用して，震

源に近い地点における P 波の観測に基付いて，後から来る S 波の伝播を時系列的に予
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測し，震源からある程度以上(P 波と S 波の時間差が充分に開くほど)離れた地点に対し

ては，その到達前に知らせることができるのです。 

このため，震源からの距離が遠いほど余裕時間が長くなり有効ですが，震源が近い場

合及び震源の浅い直下型地震では P 波と S 波とがほぼ同時に地表に到達するため，通

報が間に合わない場合があり，基本的に直下型地震には有効ではありません。また，一

般市民への情報提供には，地下街・集客施設で群衆が非常口に殺到するなどの混乱，高

速道路で速報を聞いた車が止まり追突する恐れなどの問題点が指摘されており，恐慌

(パニック)を引き起さないように情報の正しい理解の徹底が求められています。 

 



7.8 安否確認情報サービスとは？ 

 

安否情報(あんぴじょうほう)は，日本放送協会(NHK)が地震，台風災害など，甚大な

被害が確認される自然災害が発生した場合に，テレビ及びラジオ放送によって被災者に

対する連絡伝言(メッセージ)を放送する番組(制度)です。 

1995 年に阪神･淡路大震災(兵庫県南部地震)が発生した時に，教育テレビ及び FM ラジ

オ放送を使って，視聴者･ラジオ放送聴収者から，被災地に在住する家族，親族などに

情報伝達をする手段として，1 月 17 日の発生直後から数日間にわたり放送されました。

2004 年 10 月の新潟県中越地震でも，阪神･淡路大震災と同様に，教育テレビ及び FM ラ

ジオ放送によって，安否情報が放送されました。 

最近では，携帯電話又はインターネットを利用した“安否確認情報サービス”を行う

多数の WEB サイトが運営されています。企業内システムとして構築されている場合もあ

ります。その基本的な機能は，家族，社員，集団(グループ)などの安否を電子メール及

び電子掲示板で共有できるシステムです。 

今日，最も大規模でよく知られた安否確認情報サービスは，災害用伝言ダイヤル及び

災害用伝言板です。 

 

7.8.1 災害用伝言ダイヤル 171 とは？ 

災害用伝言ダイヤル 171 とは，被災地の住民が局番なしの電話番号 171 に電話して伝

言(メッセージ)を登録し，被災地以外の関係者が電話番号 171 に電話して伝言(メッセ

ージ)を再生するシステムです。NTT コミュニケーションズが提供するサービスで，NTT

東日本及び NTT 西日本がそれぞれ運用します。 

災害用伝言ダイヤル 171 は，大地震の他，台風，集中豪雨などによる大規模な風水害

発生時などに開設されます。まず，被災地内の固定電話からの利用が優先され，その後

段階的に被災地外から及び携帯電話からの利用が可能となります。電話の混雑状態が 5

日間も続いた阪神･淡路大震災(1995 年 1 月 17 日)をきっかけに開発され，1998 年 3 月

31 日から稼動が開始されました。実際の開設第一号は，1998 年 8 月 27 日の栃木県･福

島県の集中豪雨で，2003 年までに 13 回開設されました。 

使用できる機器は，一般加入電話(電話回線はダイヤル式･プッシュ式どちらでも可。

ただし，ダイヤル式はプッシュ信号(DTMF)を出せる電話機に限ります。)，ISDN の電話

回線，公衆電話，携帯電話，PHS です。 

録音時間は 1 件当たり 30 秒間，保存期間は録音後 2 日間(48 時間)で，保存期間を過

ぎると自動的に消去されます。伝言(メッセージ)の蓄積数は 1 電話番号当たり 10 件ま

でで，伝言登録地域までの通話料がかかります。公衆電話使用には 10 円通貨が必要で，

テレフォンカードは停電時には使用できません。ただし，被災地内の特設公衆電話が無

料化された場合，公衆電話からの利用は無料となります。システムの伝言容量は，最大
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約 800 万件です。 

利用方法の概要は，案内音声に従って，録音･再生します。ダイヤル 1 で録音，ダイ

ヤル 2で再生です。 

例: 

録音する場合: 171-1-被災地内の自宅等の固定電話番号(03-1234-5678 等)とダイヤ

ルして，○○です。地震は大きかったけど無事です。これから予定の避難場所に向いま

す。などと，伝言(メッセージ)を録音します。 

再生する場合:171-2-相手の電話番号(03-1234-5678 など)とダイヤルして，録音内容

を聞きます。 

利用方法などの詳細は，次の WEB サイトに掲載されています。 

NTT東日本  http://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/index.html 

NTT西日本  http://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/ 

 

［関連 WEB サイト］ 

災害時の電話利用方法:(社)電気通信事業者協会(TCA)： 

      http://www.tca.or.jp/infomation/disaster/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            連絡は 災害伝言 「１７１」   

 

 

 

7.8.2 災害用ブロードバンド伝言板(web171)とは？ 

災害用ブロードバンド伝言板(web171)とは，インターネットを利用した災害用伝言板

で，災害用伝言ダイヤル 171 の web 版です。 

災害用伝言ダイヤル 171 に準じ，地震などの災害発生時に被災地住民の安否を気遣う

通話が増加し，被災地への通話がつながりにくい状況になった場合に利用可能となりま

す。 
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使用できる機器は，インターネット閲覧機能付き携帯電話･PHS 及びインターネットに

接続しているパーソナルコンピュータ(略語：パソコン)です。推奨する OS は，

Windows2000（ SP4），WindowsXP(SP2)，ブラウザソフトは，Microsoft Internet 

Explorer5.5，Microsoft Internet Explorer6.0 となっています。伝言情報の大きさの

制限は，テキスト情報：1伝言当たり全角換算 100 文字，静止画ファイル：1M バイト以

下，動画ファイル：10M バイト未満(推奨：1M バイト以下)，音声ファイル：1M バイト以

下となっています。伝言情報保存期間は，登録してから 48 時間で，保存期間を経過し

た時点で自動的に消去されます。安否情報の登録，閲覧などに伴うサービス利用料は無

料です。ただし，インターネット接続費用，プロバイダ利用料及びダイヤルアップ接続

の場合は，通信料などが別途必要となります。 

利用方法の概要は，被災地の住民がインターネットから https://www.web171.jp/ へ

行き(アクセスし)，電話番号をキーとして，現在の状態について伝言［文字･音声･画像

(静止画･動画)，ただし，携帯電話･PHS は文字(テキスト)だけ］を入力又は登録します。

伝言(メッセージ)を確認する場合は，インターネットで https://www.web171.jp/ へ行

き(アクセスし），情報を登録した相手の電話番号を入力すれば伝言(メッセージ)を確認

できます。災害用伝言板サービスに登録できる被災者の電話番号は，災害によって電話

がかかりにくくなっているエリア(伝言登録エリア，都道府県を単位として設定)にある

電話番号となります。利用方法などの詳細は，次の WEB サイトに掲載されています。 

NTT東日本：http://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/index.html 

NTT西日本：http://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/ 

 

［関連 WEB サイト］ 

災害時の電話利用方法:(社)電気通信事業者協会(TCA)： 

  http://www.tca.or.jp/infomation/disaster/ 

 

7.8.3 ケータイ災害用伝言板及び携帯電話メールとは？ 

A．ケータイ災害用伝言板 

ケータイ災害用伝言板とは，携帯電話のインターネットモードを利用した災害用伝言

板サービスで，NTT ドコモグループ，KDDI/沖縄セルラー，ソフトバンクモバイル及びウ

ィルコム/ウィルコム沖縄が実施しています。安否情報の登録ができるのは，被災地等

登録可能エリアにいる i モード携帯電話，EZweb 携帯電話，Yahoo!ケータイ対応携帯電

話，CLUB AIR-EDGE 又は H”LINK 対応の PHS です。i モード携帯電話の場合，大規模災

害が発生したとき，“i Menu”の最上項目に“災害用伝言板”が追加され利用が可能と

なります。EZweb，Yahoo!ケータイ，CLUB AIR-EDGE 及び H”LINK では，最上項目に表示

されている“災害用伝言板”の利用が可能となります。 

利用方法の概要は，トップページにある“災害用伝言板”から，送信フォームへ入り，
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現在の状態について“無事です”，“被害があります”，“自宅にいます”，“避難所にいま

す”の 4 つから選択し，100 文字までの文章を入力します。伝言(メッセージ)を確認す

る場合は，確認したい人の携帯電話会社の災害用伝言板にアクセスし，安否確認情報を

登録した相手の携帯電話番号を入力すれば伝言が確認できます。登録された伝言の確認

は，異なる事業者のインターネット接続可能な携帯電話，PHS 又はインターネットに接

続されたパーソナルコンピュータからも可能です。 

 

・NTT ドコモグループの携帯電話利用者の登録情報を確認する場合 

   http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi/ 

・au の携帯電話利用者の登録情報を確認する場合 

http://dengon.ezweb.ne.jp/ 

・ソフトバンクモバイルの携帯電話利用者の登録情報を確認する場合 

  http://dengon.softbank.ne.jp/ 

・ウィルコムの PHS 利用者の登録情報を確認する場合 

  http://dengon.willcom-inc.com/ 

 

利用方法などの詳細は，次の WEB サイトに掲載されています。 

・NTTドコモ http://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/index.html 

・ａu     http://www.au.kddi.com/notice/saigai_dengon/index.html 

・ソフトバンクモバイル 

http://mb.softbank.jp/scripts/japanese/information/dengon/index.jsp 

・ウィルコム  http://www.willcom-inc.com/ja/info/dengon/index.html 

 

B．携帯電話メール(携帯電話各社) 

パケット通信を利用した携帯電話メールは，通常の電話よりもつながり易いとされて

います。 

 

［関連 WEB サイト］ 

災害時の電話利用方法:(社)電気通信事業者協会(TCA)： 

  http://www.tca.or.jp/infomation/disaster/ 

 

7.8.4 災害用伝言ダイアル及び災害用伝言板のトライアル(体験利用)とは？ 

災害用伝言ダイヤル 171，災害用ブロードバンド伝言板(web171)及びケータイ災害用

伝言板は，正月三が日(1 月 1 日～1月 3日），毎月 1日，国の防災週間(8 月 30 日～9 月

5日)及び防災とボランティア週間(1月15日～21日)に体験利用が可能です。これらは，

一部を除き，各地域で開催される防災訓練にも体験利用の便宜が図られています。ただ
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し，実際に災害が発生した際には，トライアル(体験利用)ができない場合あります。 

 

［関連 WEB サイト］ 

災害時の電話利用方法:(社)電気通信事業者協会(TCA)： 

  http://www.tca.or.jp/infomation/disaster/ 

 

http://www.tca.or.jp/infomation/disaster/


7.9 被災情報の収集とは？ 

 

被災情報の収集(ひさいじょうほうのしゅうしゅう)は，次の 3つの目的をもって実施さ

れます。 

 

・現状分析及び今後の対応方針を策定するための資料 

・2次災害防止のための検討資料 

・被災者の生活再建･地域復旧のための資料 

 

被災情報は，罹災証明書発行，被害の査定のためのデータにもなります。被災情報は，

迅速な第1報が要求されます。災害対策基本法では，市区町村長はできるだけ速やかに，

都道府県知事に被災状況の報告を行う義務があります。また，消防組織法では，被災後

30 分以内に火災･災害などの報告を行うこと及びその要領が決められています。第 1 報

以降，災害対策本部が設置され，(災害救助法では)中間報告を行うことが決められてお

り，人的･物的被害の他に，救助措置の状況，見通し，救援物資調達，避難場所開設な

どに関する判断が求められていきます。 

過去の地震時における被災情報の収集に関する課題として，次の事項があります。 

 

・被災による情報機器の破損，停電，補助電源切れ 

・情報機器の一斉利用による通信回線の混乱 

・現場の混乱，人材不足 

・被災時の対応に関する訓練不足(慣れが必要) 

 

大切なことは，情報を待つのではなく，情報を取りに行くという姿勢であり，現場の

映像･写真は，細かい説明が不要で，見れば判ることから，極めて有効な情報であり，

時には高度な技術を用した情報の他に，普遍的な(従来からの)技術による情報収集も貴

重になる場合があります。また，被災情報がないということは，被害がないということ

とは異なり，激甚災害によって情報発信ができない場合もあるということに注意する必

要があります。 

 

 

 

 

テレビつけ 台風進路 要チェック 
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7.10 2 次災害防止のための防災情報とは？ 

 

被災後の 2次災害防止及び災害が重なり複合化することを防止することは，非常に大

切なことです。地震時の 2次災害には，地震直後の火災及び数時間後又は数日後に発生

する火災，停電から復電時の電気器具，屋内配線からの通電時火災の発生などがありま

す。風水害の 2 次災害には，有害物質漏洩，飲料水汚染，土壌汚染(メッキ工場からの

シアン化合物など)などがあります。 

防災情報の観点からの 2次災害防止対策として，次の 3つがあります。 

 

・事前の把握，防災地図(ハザードマップ)による被災想定 

木造密集地･出火源密度，危険物保管施設，出火･延焼危険地区，崖崩れ危険地

区，毒物流出危険地区などがあり，災害発生時には 2次災害防止を図るために監

視･警戒を強めます。崖地崩壊については，地震後の降雨量監視及び巡回調査強

化が重要です。 

・災害発生後の適切な情報収集 

情報源の確保，現場の確認などが重要です。 

・状況判断による応急対応 

避難呼掛け，地域防災無線，広報車，サイレンなどは，地域住民に聞こえる機

能を有している必要があります。誤報，デマ対策についても検討が必要で，如何

に正確な情報を伝え，避難勧告，指示及び誘導を実施するかが大切です。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

   

サイレンが 鳴ったらすぐに 川から出よう 
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7.11 災害時の情報通信手段とは？ 

 

災害時に使える主な通信手段として，次の A.～C.の手段があります。 

A．情報収集 

ラジオ，テレビ，携帯電話，ワンセグ，インターネット，専用情報収集ネットワーク 

など 

B．情報発信 

SOS 救難信号(煙 3本，懐中電灯･鏡･笛などによる SOS 発信) 

注)SOS：Save our Souls＝救助されたし(海難の場合の遭難信号) 

C．情報受発信(双方向) 

ａ．電話 

・災害時優先電話(固定，携帯)：災害時に優先的に取扱う固定電話及び携帯電話。

特定電話からの発信が優先されます。発信専用の電話機として使用するのが有効

です。これは，主に消防，警察，官公庁，公共機関，報道機関などで使用されま

す。 

・衛星携帯電話：NTT ドコモグループ，KDDI ネットワーク&ソリューションズなど

が提供しています。 

・固定電話 

・携帯電話：FOMA，AU，PHS などの携帯電話 

・災害用伝言ダイヤル 171：7.8.1 参照 

災害時には，電話(優先電話を除く)が通じないという事例が非常に多くなります。市

区町村水準までのきめ細かい連絡手段としての電話の途絶は，最も大きな問題です。電

話の途絶の原因として次の要因があります。 

・地震による電話線の断線，私設電話交換機(PBX)，中継機などの機器の転倒，蓄

電池放電などのハードの問題。 

・被害を受けた機器の補修のための設備技術者の参集遅れ(大地震直後の道路では

無理)。 

・通信回線の混雑，リダイヤルによって，ますます通じ難くなる。 

ｂ．無線 

・防災無線：中央防災無線［国水準で，総理官邸，各省庁，公共機関(NTT，電力，

ガス会社他)］，都道府県防災無線，市区町村防災無線，消防防災無線。 

・船舶無線，タクシー無線：業務用無線ですが，災害時使用を協定している都道府

県もあります。 

・アマチュア無線: 

通信回線不通区間を対象に音声による通信，文字データの伝達，映像の伝達。都

道府県市区町村町内会防災組織ごとに災害支援協定の締結が望ましい。 
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例えば，阪神・淡路地震では，250 台の携帯式アマチュア無線機が貸し出されま

した。能登半島沖地震では，EchoLink，Wires などによって，インターネットとア

マチュア無線とが中継され，通信回線不通区間のデータ交換に寄与した例がありま

す((社)日本アマチュア無線連盟)。 

ｃ．メール：携帯電話メール，インターネットメール 

ｄ．インターネット：災害用ブロードバンド伝言板(web171)，ケータイ災害用伝言板 

ｅ．専用情報通信ネットワーク 

ｆ．自動 2輪車，自転車，徒歩による人力を利用した情報収集･伝達など 

 

7.11.1 携帯電話の多機能化(IC タグ，GPS，ラジオ，テレビ)とは？ 

携帯電話の保有が一人１台に接近し，情報通信の道具として生活の中に溶け込んでき

ており，地震などの災害時には有効な道具として利用できる情報機器になってきていま

す。携帯電話は，通話という機能の他に，色々機能を追加して利便性が増しています。 

A．IC タグ付きの携帯電話 

主要幹線道路に，災害時の帰宅困難者が携帯電話を利用して情報提供(住所，避

難先，交通機関，歩行距離など)が受けられる情報基盤の整備検討が始まっていま

す。 

B．GPS 機能付きの携帯電話 

有料で運用されていますが，遠距離通学又は越境入学している児童，老人の震災

後の安否及び位置確認に有効です。携帯電話は，インターネットとの接続で，災害

時の道路情報(国土交通省)，交通情報(警視庁)も見られると利便性が向上します。 

C．カメラ機能付き携帯電話 

被災現場の写真をデータとして送ることができます。GPS 機能と組合せることで

機能は更に向上していきます。 

D．ラジオ，デジタルラジオ機能付き携帯電話 

地震発生後の情報収集は，使い慣れているラジオ，テレビから入手するのが，過

去の被災で確認されてきています。携帯電話にラジオ又はこれから運用が計画され

ているデジタルラジオ機能を付加することで携帯電話の利用価値は，更に向上して

いきます。 

E．デジタル放送(ワンセグ)受信機能付き携帯電話 

地上波テレビ放送のデジタル化に併せて，携帯電話などの移動体向け地上デジタ

ル放送の 1 セグメント(通称：ワンセグ)が 2006(平成 18)年 4 月より全日本で順次

始まりました。テレビジョン放送を携帯電話で視聴できるようになり，防災情報の

入手手段として有効です。携帯電話からインターネットにも接続でき情報検索･道

路情報等の入手も可能です。 
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7.11.2 ワンセグとは？ 

ワンセグメント(1 segment)は，日本において，主に携帯電話などの携帯機器を受信

対象とする地上デジタルテレビ放送で，正式名称は“携帯電話･移動体端末向けの 1 セ

グメント部分受信サービス”です。 

2006 年 4 月 1 日より，東京･名古屋･大阪など全日本 29 都府県で開始し，2006 年 12

月 1 日にハイビジョン放送と同時に全都道府県で放送を開始しました。現在は，ほぼ全

ての放送局で行われています。東京地方の放送局は，NHK，日本テレビ，TBS，フジテレ

ビ，テレビ朝日，テレビ東京です。 

日本の地上デジタルテレビ放送(ISDB-T)では，一つのチャネルが 13 のセグメントに

分かれた構造となっており，そのうち，ハイビジョン放送(HDTV)には 12 セグメント，

通常画質の放送には 4セグメント割り当てられています。モバイル端末(主に携帯電話)

は画面が小さく性能が低いため，1 セグメントを割り当てて低解像度の放送を行うこと

となりました。この“1 セグメント”を略して“ワンセグ”と呼ばれています。防災に

も活用でき，持ち運びできる新しいメディアとして期待されています。UHF 帯の電波を

利用するため，携帯電話などで見る場合でもテレビ放送の視聴及びデータ放送は無料で

す(ただし，データ放送から詳しい内容(コンテンツ)を受信するために放送局とパケッ

ト通信する場合はパケット通信料が掛かります。受信可能な機器は放送開始当初は携帯

電話 3機種だけでしたが，チューナを安価で搭載でき，移動時でも安定した受信が可能

であることから，放送開始直後から一気に拡大し，各情報運搬者(キャリア)の携帯電話

だけでなく，ポータブルテレビ，カーナビゲーション，ノートパソコン，電子辞書，携

帯型ゲーム機，USB 接続型チューナなど多岐にわたっています。 



7.12 防災情報システムとは？ 

 

防災に関する情報は，平常時･災害時を問わずあらゆる防災活動の基礎となるもので

あり，日本の防災力の向上には，防災情報の共有化が不可欠と言えます。2002(平成 14)

年 10 月，中央防災会議の下に“防災情報の共有化に関する専門調査会”が設置され，

防災情報の共有化のあり方について検討が行われました。そして，2003(平成 15)年 3

月，政府の基本方針として“防災情報システム整備の基本方針”が決定されました。そ

の後の見直しも含め，要点は次の 5 つです。 

・防災関係機関全体の迅速･的確な情報の収集･伝達･提供体制を確立する(時間的･

空間的な情報の空白を解消する)。 

・情報活用体制を確立する(時々刻々変化する状況の把握，迅速･的確な判断を行う

ための情報整理，防災関係者の情報伝達負荷の大幅軽減など)。 

・平常時からの防災情報の的確な共有･活用を体系的に推進する。 

・情報技術(IT)を活用した防災電子政府を構築する(情報の共通化･標準化を図る)。 

・防災情報システム整備推進体制を整備し，3 年を目標に実用化を図る。 

 

7.12.1 防災情報システム整備の具体的施策とは？ 

防災情報システム整備の具体的施策は，次の 6 つです。 

・迅速･的確な情報収集 

被災全体像の早期把握システムの精度向上，悪条件下における情報収集，画像

情報などの体系的収集，防災情報システムを運用する人員体制の充実。 

・信頼性の高い大容量データ通信体系などの整備 

全国的な大容量防災通信ネットワークの整備，通信網の相互利用，通信施設な

どの被災対策。 

・総合化による情報の有効活用 

官民の施設管理情報などの活用，防災 GIS(地理情報システム：Geographic 

Information System)の整備，災害関係情報の体系的保存及び活用。 

・的確で効果的な住民などへの情報提供 

防災情報の提供，防災情報障壁の除去(バリアフリー)対策，企業防災を支援す

る情報提供。 

・情報の共通化･標準化 

防災情報共通プラットフォームの構築，現地における高度情報化，情報共有に

当たっての役割･責任の明確化，緊急時の的確な情報運用。防災情報については，

次の a～c を情報共有の対象とします。 

ａ．避難勧告発令市町村名，破堤箇所などの災害発生時に報告されている災害

情報 
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ｂ．雨量データ，河川水位データなどのシステム的に収集されている観測情報 

ｃ．人口データ，道路地図などの定期的に整備されている基礎情報 

・防災情報システム整備推進体制整備 

実行計画策定，防災情報共有化推進会議設置。 

これらの基本方針を踏まえ，各種システムの整備(既存システムの改良･拡張･統合な

どを含めて)が，国･地方公共団体などを中心に進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          警報は 大事な知らせ 無視するな 

 

7.12.2 地震防災情報システム(DIS)とは？ 

地震防災情報システム(DIS: Disaster Information Systems)は，発災時における応急

対策活動を円滑に行うため，特に被災地の状況を迅速に把握するとともに，事前対策，

応急対策及び復旧･復興対策の各段階における情報を統合化し，総合的な意思決定を行

うことを目的とする，地理情報システム(GIS：Geographical Information System)を活

用したシステムです。 

地震防災情報システム(DIS)には，地盤･地形，道路，行政機関，防災施設などに関す

る情報が必要に応じ予めデータベースとして登録されており，この防災情報データベー

スを基礎として，災害対策に求められる各種の分析，発災後の被害情報の管理などを行

うものです。地震防災情報システム(DIS)に予め登録される防災情報の例としては，次

に掲げるものがあります。 

・基本地図 1/25,000 地形図，1/2,500 詳細地図 

・自然条件 地質，活断層 

・社会条件 人口･世帯数，高層建築物，地下街 

・公共土木施設 道路，鉄道･駅，港湾，空港，ヘリポート 

・防災施設 行政機関，病院，避難施設，備蓄施設 

地震防災情報システム(DIS)の主な用途として，次の 3 つがあります。 

・地震発生時の被害の想定の実施，被害想定に基づいた地震に強い街造り計画の作
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成などの支援 

・地震発生後に送られてくる震度情報に基づく被害推計による被害規模のおおまか

な把握，被災地の被害情報に基づいた緊急輸送，救助･医療，避難，ライフライ

ン，奉仕活動(ボランティア)などの各種応急対策計画の策定の支援 

・公共施設，輸送機関などの復旧･復興に有用な情報の提供及び復旧･復興計画の進

捗状況の適切な管理 

 

7.12.3 地震被害早期評価システム(EES)とは？ 

地震被害早期評価システム(EES：Early Estimation System)は，地震防災情報シス

テム(DIS)を構成するシステムの一つで，地震発生直後に被害のおおまかな規模を把握

するためのシステムです(1996(平成 8)年 4 月から稼動)。 

このシステムは，地震災害の規模が大きいほど緊急の対応が必要となるにもかかわら

ず，地震発生直後にはその判断に必要な情報が極めて限られたものとなることに対応し

て，地震による被害規模の概要を地震発生から概ね 30 分以内に推計し，防災関係機関

の迅速かつ的確な初動対応のための判断に活用するものです。 

具体的には，地震発生直後に気象庁から送られてくる震度情報と，予め，全日本の各

市区町村ごとに整備された地盤，建築物(築年･構造別)，人口(時間帯別)などのデータベ

ースに基づいて，震度 4 以上の地震が発生した直後に建築物倒壊棟数と建築物の倒壊に

伴う人的被害の状況の概要を推計します。 

また，1999(平成 11)年度から気象庁が津波の高さを数値化した新しい津波予報を発表

したことに対応して，個々の海岸における津波浸水域を予測するシステムが整備され運

用されています。 

 

7.12.3（1）地震被害早期評価システムの現状とは？ 

阪神･淡路大震災後初めて震度 6強を観測した 2000(平成 12)年鳥取県西部地震にお

いては，地震被害早期評価システム(EES)の被害推計の建物倒壊約 8,000 戸，死者約

200 人という結果に対し，実際の被害は全壊戸数約 400 戸，死者 0 人と大きな誤差が

生じました。被害が小さいことは幸いでしたが，これらの情報が政府の初動対応等の

防災行政上の判断等に活用されていることを踏まえ，地震挙動と被害との関係につい

て再度検証し，必要な見直しなどを行うため，学識経験者，防災行政関係者などで構

成される地震被害に関する検討委員会において検討が行われ，当面の改善方針につい

て，次のとおりとりまとめらました。 

・地震の揺れの大きさ(観測震度)と実際の建物の被害の関係について，阪神･淡路大

震災，鳥取県西部地震等における現在までの詳細な検証結果を反映する。 

・地盤は，地域によってその性質に相違があり，同規模の地震でも被害は大きく異

なる場合が想定されることを踏まえ，震度計の設置場所と被害の関係について，
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再吟味する。 

・発災時に倒壊した建物内の人の有無によって人的被害に大きな違いが生じること

から，過去の地震の実態を踏まえ，推計結果に幅をもたせるなどの発表手法を検

討する。 

・建物被害の推計について，地方公共団体による公表値との整合性を図るため，必

ずしも建物が崩壊していなくても建物の改築を要する場合を“全壊”として推計

する他，参考値として，実際に建物が崩壊して人的被害に結び付くような被害に

ついても新たに推計する。 

現在，これらの方針に従い具体的な検討を行われており，速やかに地震被害早期評

価システム(EES)に反映することとしています。 

 

7.12.4 応急対策支援システム(EMS)とは？ 

応急対策支援システム(EMS：Emergency Measures Support System)は，地震防災

情報システム(DIS)を構成するシステムの一つで，予め整備しておく防災関連施設など

のデータベース，実際の被害情報，応急対策の状況などについて関係省庁から提供され

る情報を集約･整理し，関係省庁間で共有することによって，各種応急対策活動を支援

するものです。 

このうち，広域医療搬送活動については，“南関東地域の大規模震災時における広域

医療搬送活動アクションプラン”に対応した機能の整備を行い，1999(平成 11)年度から

稼動しています。 

また，人工衛星及び航空機等を活用した被害把握システムを構築して実被害の早期把

握を可能にし，防災関係機関の応急対策の迅速･的確化を図るための検討が行われてい

ます。 

 

7.12.5 実時間(リアルタイム)情報システム(1)ユレダス(UrEDAS)とは 

地震発生と同時に情報を受けて緊急時の対応をとる実時間(リアルタイム)情報システ

ムの例(1)です。 

ユレダスとは，国鉄鉄道技術研究所(現在の財団法人鉄道総合技術研究所）が開発し

た地震警報システムの名称で，早期地震検知警報システム(地震動早期検知警報システ

ム：Urgent Earthquake Detection and Alarm System)の頭文字をとったものです。 

ユレダスは，地震の際に即座に警報を発して被害を最小限に抑えるための安全管理シ

ステムです。鉄道関係では運行中の列車を止め，あるいは少なくとも減速させることで，

被害を最小限に抑えることができます。遠地の大地震の場合はこのタイムラグが大きい

ため，地震被害軽減に大きな効果が期待できます。現在は新幹線など鉄道関係において

実用化されています。東海道新幹線では 1992 年 3 月 14 日の“のぞみ”運行開始から

全面稼動しており，また 1997 年からは在来線にもユレダスの情報を伝達し始めていま
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す(在来線地震情報伝達システム)。山陽新幹線では 1996 年から本格稼働しています。

1989 年頃から設置され始めた東海道新幹線のユレダスは，1998 年に機器などを中心に

順次新しいものに更新されています。当時のユレダスは遠地の大地震を対象にしており，

P 波検知から警報までに 3 秒程度要しています。盛岡以南の東北･上越･長野新幹線，お

よび東京地下鉄(東京メトロ)では直下型地震に対応するコンパクトユレダスが稼動して

います。これは，阪神･淡路大震災を契機に，(株)システムアンドデータリサーチによっ

て開発されたもので，P波検知後1秒で警報する世界最速のP波警報システムです。2003

年宮城県沖地震や 2004 年新潟県中越地震では，コンパクトユレダスがいち早く警報を

発するとともに，最大加速度などの情報を発信しています。2006 年頃から新幹線では，

ユレダスとコンパクトユレダスは気象庁主導で開発されたシステムに置き換えられて

います。東京メトロのコンパクトユレダスは，同様な動作原理に基づく後継機種である

フレックル(FREQL)に置き換えられています。フレックルは，最短 0.2 秒で P 波警報を

発信することができるオンサイトの迅速な警報装置として，全国の各種工場など産業施

設の地震時安全に貢献しつつあります。また，フレックルの可搬型はハイパーレスキュ

ーなどの災害救援活動を支援する機器として全国に普及しつつあり，すでにパキスタン

地震などで活躍しています。 

 

7.12.6 実時間(リアルタイム)情報システム(2)シュープリーム(SUPREME)とは？ 

地震発生と同時に情報を受けて緊急時の対応をとる実時間(リアルタイム)情報システ

ムの例(2)です。 

リアルタイム地震防災システムシュープリーム(SUPREME)とは，東京ガスが開発し

た超高密度リアルタイム地震防災システム(SUPer dense REaltime Monitoring of 

Earthquakes)の名称です。このシステムは東京ガスの供給区域内(約 3,200 平方キロメ

ートル)にある地区ガバナ(ガスの圧力を中圧から低圧に変換する整圧器)約4,000ヵ所に

地震計(SI センサー)を設置し(約 1km2 に 1 基)，大きな地震発生時に，迅速な地震動収

集を始め，地震動分布や液状化分布の即時推定，ガス導管被害の予測，ガス供給停止判

断等対応行動策定支援などの機能を有し，2001(平成 13)年度に稼動を開始しました。

SI センサーが地震を感知すると地区ガバナ単位でガス供給が自動的に遮断されるほか，

遠隔操作による遮断も可能です。これまでは，作業員が個々の地区ガバナに出向いて供

給を停止していたため，阪神･淡路大震災クラスの地震の場合，作業に 40 時間かかると

想定されていましたが，“SUPREME”によって，わずか 15 分に短縮されました。ま

た，地震情報の収集に要する時間も従来に比べ大幅に短縮され，約 10 分で必要かつ高

精度な情報を把握できるようになり，保安レベルの向上にもつながりました。なお，遠

隔遮断機能を備えた新 SI センサーを用いた遮断システムや，SUPREME が収集した地

震情報は，(株)ティージー情報ネットワークを通じて販売されて，社外でも安全のため

に役立っています。 
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注)SI センサー：SI(Spectral Intensity)値を計測する地震計のことです。SI 値は，地震

による振動が建物に与える影響の平均値として表された値で，単位はカイン(kine：cm/s)

で表します。 

 

7.12.7 地理情報システムの活用とは？ 

地理情報システム(GIS：Geographical Information System)として代表的なものに，

カーナビゲーションに代表される地図情報と GPS(Global Positioning Syetem)とを利

用したシステムが知られています。地図情報の中に建物，社会基盤，都市施設，公共機

関施設などを表示し，防災資料として使用されるようになってきています。また，これ

らの資料を使って，火災延焼のシミュレーションも行われてきています。地震発生後の

被災状況を的確に把握するために 1 枚の地図情報に，人口分布，土地利用，地盤状況な

どを表示した地震防災情報システムの開発も進められています。地図情報システムが抱

えている今後の課題として，次のことを考えていく必要があります。 

・都市施設，建屋などの情報は，常に，変化しており，データ更新を継続していく

必要がある。 

・ 地図情報は，平面情報である。地震発生後のがれき(瓦礫)対策などに立体的(量

的)な情報も必要とされる。 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                  

 

 

 

 



7.13 新潟県中越地震で得られた情報の収集･提供に関する教訓とは？ 

 

新潟県中越地震で得られた情報の収集･提供に関する教訓を，総理府中央防災会議資

料(平成 15年 3月)及び総務省消防庁新潟県中越大震災災害報告書(平成 17年 5月)など

から抽出し列挙すると，次のとおりです。 

 

・情報伝達の仕組み造りが必要(自治体，地域住民，NPO，技術専門家間) 

・情報の共通化及び標準化 

・情報共通基盤の構築及び危機管理防災センター(仮称)の設立 

・被災状況に対する情報源の確保が重要 

・防災 GIS 情報の活用及び実時間化 

・帰宅困難者への道路情報提供 

・地域住民への防災情報提供に関する情報障壁の除去(バリアフリー) 

・通信システムは誰でも使えるシステムでないといけない(高い技術と普遍化技術

との組合せが重要) 

・非常時の通信経路確立及び通信経路の複数化 

・地域住民を巻込んだ定期的なシステム運用の防災訓練 

・通信手段は，防災無線，公衆通信網(固定電話，携帯電話)，地上放送局，ケーブ

ルテレビ，衛星通信 

・通信手段は，ラジオ，固定電話，携帯電話などの普段使い慣れている連絡手段に

頼る 

・情報は日常どこにでもある施設(コンビニエンスストア，ガソリンスタンド，自

動販売機など)から入手できるようにする 

・地域住民には使い慣れている通信手段。高齢者対策は，音声，文字及びデジタル

化による情報機能の高度化 

・市町村及び消防は、非常時通信手段として防災無線･消防無線を多用する。 

・通信混雑，通信規制，何度もかけたが接続できない。安否確認は公衆回線活用

(NTT171 番他) 

・停電による停波，非常電源が必要 

・車両避難者へのカーラジオ，FM 通信サービス 

・避難所には，市区町村庁舎と接続された局所通信網(LAN)設備の配置が必要 

・防災専任(専門)の行政職員配置又は地域の防災主導者育成 

 

私達は，過去の教訓を活かすことが大切です。最大の防御は，被災に対する備えです。

平常時の防災(減災)に関する教育･啓蒙活動などが大切です。 
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7.14 新潟県中越地震で得られた災害時の情報通信手段に関する教訓とは？ 

 

新潟県中越地震で得られた災害時の情報通信手段に関する教訓として，停電対策及び

電話混雑対策が挙げられます。 

 電話の混雑を避ける目的で電気通信事業法によって，NTT が電話器を指定して優先と

する災害時優先電話があります。主として行政関係などの主要施設に設置されています

が，公衆電話でも一部に災害時優先と指定されているものもがあります。災害時優先電

話からの発信が優先されるため，災害時の電話混雑を受け難くしています。 

 また，停電対策及び非常時に確実に機能させることができれば，防災行政無線も電話

混雑対策には有効です。防災無線は，実際の被災を想定した現実的な広域防災訓練の実

施(地域住民，一般行政職員の参画)などにより機能に使い慣れることが大切です。 

情報通信機器及び非常用発電設備の耐震化，非常用発電の燃料確保，機器の防水対策も

必要になります。 

通信システムのデジタル化を進め，施設間での双方向通信，音声･文字情報，画像･動

画情報などを可能とし，通信手段の多様化を進める必要もあります。 

携帯電話，インターネット通信，行政無線としての船舶無線，タクシー無線，アマチ

ュア無線なども，事前の防災協定によって使用できるように準備しておくことも大切で

す。 

地域住民は，行政からの防災無線の他に，警察･消防の広報車からの情報，テレビ，

ラジオなどの大衆通信手段からも情報を入手しています。情報が一方通行の場合，情報

に対する判断を地域住民に委ねることになり，これが避難勧告･指示に対する対応の悪

さに繋がっているのではないかとの指摘もあります。 
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7.15 情報の収集･提供に関する課題とは？ 

 

防災情報の収集･処理･伝達･提供に関する要点及び課題は，次のとおりです。 

 

・情報伝達の仕組み造りが必要(自治体，地域住民，NPO，技術専門家間) 

・情報の共通化及び標準化 

・情報共通基盤の構築及び危機管理防災センター(仮称)の設立 

・被災状況に対する情報源の確保が重要 

・防災 GIS 情報の活用及び実時間化 

・帰宅困難者への道路情報提供 

・地域住民への防災情報提供に関する情報障壁の除去(バリアフリー) 

・通信システムは，誰でも使えるシステムでないといけない(高い技術と普遍化技

術との組合せが重要) 

・非常時の通信経路確立及び通信経路の複数化 

・地域住民を巻込んだ定期的なシステム運用の防災訓練 

・通信手段は，防災無線，公衆通信網(固定電話，携帯電話)，地上放送局，ケーブ

ルテレビ，衛星通信 

・通信手段として，ラジオ，固定電話，携帯電話などの普段使い慣れている連絡手

段に頼る傾向がある 

・情報は，日常，どこにでもある施設(コンビニエンスストア，ガソリンスタンド，

自動販売機など)から入手できるようにする 

・地域住民には，使い慣れている通信手段。高齢者対策は，音声，文字及びデジタ

ル化による情報機能の高度化 

・市町村及び消防は，非常時通信手段として防災無線･消防無線を多用する。 

・通信混雑，通信規制，何度もかけたが接続できない。安否確認は公衆回線活用

(NTT171 番他) 

・停電による停波。非常電源が必要 

・車両避難者へのカーラジオ，FM 通信サービス 

・避難所には，市区町村庁舎と接続された局所通信網(LAN)設備の配置が必要 

・防災専任(専門)の行政職員配置及び/地域の防災主導者育成 

 

防災情報に限らず，過去の教訓を活かし，平常時の防災(減災)，地域防災に関する教

育，啓発活動をしていくことが災害に対する最大の備えであり，最も費用のかからない

方法です。災害に対する最大の防御は，日頃の備えです。 
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7.16 自治体が抱える防災情報に関する課題とは？ 

 

合併で大型化した自治体が，災害対策基本法によって市町村水準での災害防止計画及

び防災体制の見直しを迫られています。特に，高齢化及び過疎化の進行に伴って，災害

弱者の支援などにより細かい対応が求められています。 

避難勧告を速やかに出せなかった，情報伝達に互換性がないなどの問題も顕在化して

います。また，自助･共助の取組みと共に専門的な職員の育成が今後の重要課題です。2

～3 年での職場異動では，専門家は育ちません。災害時の情報管理に専門性が要求され

るのは，新潟県中越地震(新潟県中越大震災)での教訓とされています。 

自治体の広域化に対抗するには，防災専門知識をもった人材が求められます。しかし，

そうした職員の不足は，公立大学法人岩手県立大学牛山助教授と社団法人日本損害保険

協会とが実施した調査でも浮き彫りになっています。 

“防災ハザードマップと防災情報に関する研究，平成 18 年 7 月”によると，危険地

域地図の作成･普及のための人材不足と感じる市町村は，8割を超えています。 

2006(平成 18)年 7 月，豪雨に襲われた島根県出雲市では，危険家屋がどこにあるのか

把握していなかった反省を基に，避難経路のどこに危険ヵ所があるのか地域主導者を交

えて見直しを行っています。また，災害発生前に，気象庁と島根県とは土砂災害警戒情

報を町に出していましたが，市町村単位の情報は避難勧告に結び付いていませんでした。 

市町村が合併して行政単位が広域化している中で，避難に関する判断が的確にできる

ように旧市町村ごとの出先機関で避難勧告が出せる分権型のしくみを整えようとして

います。例えば，雨量データを見ながら出先機関事務所長の判断によって，必要があれ

ば直ちに市町村名の避難勧告･指示が出せるように検討中です。 

ある市町村が避難勧告を出すと判断した場合には，隣接する旧市町村同士の庁舎間で

は電話などで連絡をとる必要があることから，防災無線の統一が急がれています。 
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7.17 地域防災力及び防災情報の課題とは？ 

 

地域防災力を向上させる目的は，高齢化が進む中で災害弱者を含め被災時の死傷者を

最終的にゼロにすることと考えます。 

被災後の 72 時間は，行政側からの支援(公助)を期待することはできません。災害に

対する最大の防御は日頃の準備です。 

阪神淡路大震災の教訓として，家屋倒壊による負傷者の約 90％は地域住民による救助

でした。 

また，住宅の耐震化を進め火災の発生と延焼防止を図るのも，基本的には地域住民の

防災に対する理解と自発的な初期消火活動に頼ることになります。 

したがって，地域防災力を向上させるためには，地域住民が主体となった自助努力が

必要であり，それを行政と地域の専門家とが支援していくことになります。 

地域住民と行政･地域の専門家とが連携して，地域防災力の向上を図るために必要と

思われる課題は次の 3つです。 

A．防災情報管理 

   B．地域防災主導者の育成 

   C．過去の教訓 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

無理をせず 困ったときは 助け合い 
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7.17.1 地域防災力及び防災情報の課題(1)防災情報管理とは？ 

地域住民と行政･地域の専門家とが連携して，地域防災力の向上を図るために必要と

思われる課題は 3つで，その A．防災情報管理は次のとおりです。 

 

A．防災情報管理 

a．災害に関する情報 

(1)災害発生前に必要な情報 

・過去の災害及び被災記録 

・緊急時防災拠点，避難路，土砂災害発生の危険予想個所などを記載した防止

地図(ハザードマップ) 

・被災時支援体制(備蓄品，食料，飲料水などの供給方法，医療サービスの提

供方法他) 

・過去の災害から学んだ教訓，災害模擬計算(シミュレーション)などから得ら

れた被災状況 

防災対策の大切さ，自助・共助・公助の必要性などについて知り，災害に対す

る心構えをもってもらうことが事前情報の大切な役目です。 

(2)災害発生後の情報 

・被災状況 

・2次災害防止を目的とした避難勧告，指示(警戒区域，危険区域) 

地域住民は，被災時には，使い慣れたラジオ，テレビなどの情報機器を使用し

て被災情報を得ようとする傾向がありますので，地域住民への情報伝達の迅速化，

正確さを確保する必要があります。 

そのための対策として，次の 3つがあります。 

・情報源の確保，膨大な情報の取捨選択，情報技術(IT)の活用(例：GIS) 

・被災直後の安否確認による通信の混雑対策 

・通信経路の多重化，電源供給の確保 

一方で，原動機付自転車又は徒歩による人力による情報収集も有効であること

が，過去の被災教訓として指摘されています。 

 

b．地域住民への防災情報の提供に関する問題点及び課題 

防災情報は，住民が正しく理解する前提で提供されますが，実際，住民がどこま

で理解しているのかは明確ではありません。地域住民は，行政からの防災情報の他

に，ラジオ放送，テレビ放送などの通信媒体からも情報を入手して，被災状況に対

する自己判断を行います。特に，行政(市区町村)からの避難勧告･指示に対して，

自己判断が危険な場合もあり，群集心理･愉快犯によるデマ，誤情報に対する冷静

な判断不足もでてきます。 
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［最近の事例］ 

・平成 18 年 11 月 15 日，択捉沖地震 

地震発生 35 分後には避難勧告を発令。しかし，隣近所が逃げていない，テ

レビで見ていたが何の変化もないなどの理由で，指定された避難所へ避難した

人は約 10％でした。 

・平成 16 年 9 月 5日，紀伊半島沖地震 

津波警報発令と同時に避難勧告を発令。しかし，実際に避難した住民は平均

約 6％でした(三重県 7%，和歌山県 6.5%，徳島県 2.6%，高知県 2.1%)。 

  情報の提供の仕方には，次の課題があります。 

・指定された避難施設に行かず，水と食料との供給だけ受けて車両に避難する住

民又は市区町村指定の避難先以外にまとまって避難した住民への情報提供の

あり方 

・災害弱者に対する情報提供の障壁の低減化 

・デジタル技術を利用した音声･絵文字などの画像配信 

があります。しかし，高齢者に対してパーソナルコンピュータなどの通信機器を使い

こなすよう要求するのは困難であり，地域住民との助け合いに頼るところが非常に大

きく，共助が必要です。 

 

7.17.2 地域防災力及び防災情報の課題(2)地域防災リーダーの育成とは？ 

地域住民と行政･地域の専門家とが連携して，地域防災力の向上を図るために必要と

思われる課題は 3つで，その B．地域防災リーダーの育成は次のとおりです。 

 

B．地域防災リーダーの育成 

・地域防災リーダーは，地域の世話役となり，地域住民との対話の活性化及び対話

網の構築を図る必要があります。 

・地域防災リーダーは，突発的な災害発生に対して適切な判断及び行動が要求され，

専門的知識の習得及び意思の疎通を図るために，地元消防団，行政防災担当者及

び地域専門家との“顔の見える化(顔見知りになること)”が大切です。 

・地域防災リーダーの活動範囲の多様化 

・団塊世代の奉仕活動への参加，防災に限定せず，安全･安心，地元の活性化など，

活動範囲を限定しないことも大切です。また，他地域との交流，研修などの促進

を図っていく必要もあります。 

このような地域防災リーダーを育成していく上で，次のような課題があります。 

・都会のような社会意識の低い地域での活動推進の難しさ 

・被災者住民からの多様な要求に対する対応 

医療，介護，語学など専門知識を有した奉仕活動家は少なく，基本的に何かお
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手伝いをしたいという好意の奉仕者が主体です。彼達に対して明確な指示･依頼が

できるリーダーの育成が必要です。 

・少子高齢化対策 

65 歳以上の人口割合は，平成 17 年が約 20％(5 人に 1人)，平成 37 年には約 30％

(約 3人に 1人) となり，また，夫婦だけか，1人暮らしの世帯が全世帯数の約 70％

を占めると予想されています。 

特に，首都圏では高齢者だけの夫婦又は 1 人暮らしの老人世帯が増えており，

災害時の対応を考えていく必要があります。 

団塊世代が平成 17 年前後から，生産活動を離れ，医療，介護など人の手で支え

られていく年代になりますが，それまでに彼らが実施する社会への貢献が要点にな

ってきます。 

・個人情報保護法関連の対策 

災害弱者･高齢者に対して支援を必要とする支援対象者名簿の整備 

・外国人対応(語学奉仕者) 

神奈川県横浜市の人口は，平成 17 年 1 月現在，約 356 万人，149 万世帯です。外

国人の登録は平成 16 年 12 月 31 日現在約 67 千人で，人口の約 2％に達します(約

50 人に 1 人)。国別では中国，韓国，フィリピンの上位 3 ヵ国で全体の約 3 分の 2

を占めます。外国人定住者，観光客に対する災害時指針の整備が必要となってきて

おり，外国語での被災時対応の指針が作成されています。 

新潟中越地震の教訓として，避難所の場所，食料の供給などで言葉の問題がありまし

た。 

 

7.17.3 地域防災力及び防災情報の課題(3)過去の教訓とは？ 

地域住民と行政･地域の専門家とが連携して，地域防災力の向上を図るために必要と

思われる課題は 3つで，その C．過去の教訓は次のとおりです。 

 

C．過去の教訓 

過去の教訓から災害を学び，その被害について予想することが大切です。地域住民と

行政との情報の共有化及び想定される被害に即した実地訓練の実施が大切になってき

ます。これへの具体的な対応として，次の 5点があります。 

・ハザードマップ(防災地図)を作成して，危険場所に関する共通の認識をもつ 

・危険場所調査のための点検票の作成 

・地域防災主導者の育成を通じて，行政側との“顔の見える化”の促進 

・広報誌，小冊子などを利用した地域住民への広報･啓発活動の促進 

・定期的な実地訓練を繰返しながら，計画･実施･評価･見直し(Plan･Do･Check･

Action)の輪を廻す。 
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これらの地域防災力向上を図る上での課題は，次の 2点です。 

・ハザードマップ(防災地図)に基づいて危険場所の積極的な開示及び被害軽減のた

めに自助努力する住民に対する正当な評価方法の確立。 

・地域防災力が向上した結果を数値化して見せることが比較検討で必要となるので，

それぞれの地域がもつ特徴にあった数値化の手法作成。 

 



［7 章参考文献］ 

 

・日本地震学会地震予知検討委員会編，“地震予知の科学”，24 ページ，（財）東京大学出版

会，2007 年初版 

・(社)日本技術士会編，“減災と技術” 

・総理府中央防災会議資料(平成 15 年 3 月) 

・総務省消防庁新潟県中越地震災害報告書(平成 17 年 5 月) 

 

・本項目の説明内容には，一部，Wikipedia を参考にしています。 
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8章 被災した後の自治体の対応 

 

大規模な地震が発生した場合は，災害対策基本法に基づき災害対策本部が設置されま

す。災害対策本部が設置されると本部長（市町村長又は知事）は，その旨を警察，消

防，公共交通機関，電気・ガスなど公益企業の防災関係機関に通知すると共に， 

 

地域住民にも広報します。 

また，情報を一元的に収集・伝達し，応急対策及び，復旧・復興対応が的確に実施

できるようにします。これら自治体の初動体制は，近隣自治体など他機関への応援要

請を含め如何に早く立ち上げるかが重要な鍵と言われていますが，8 章ではこれら自治

体の活動について纏めましたので，理解を深めるようお願いします。 

 

 

＜目次＞ 

8.1 自治体組織体制とは？ 

8.1.1 地域防災計画とは？ 

8.1.2 災害対策本部の活動体制とは？ 

8.2 被害想定とは？ 

8.2.1 都市型災害の新たな課題とは？ 

8.2.2 被害想定の方法とは？ 

8.3 災害時の対策とは？ 

8.3.1 災害時の情報システムとは？ 

8.3.2 様々な災害応急対策とは？ 

8.4 情報の提供とは？ 

8.4.1 情報提供の必要性とは？ 

8.4.2 情報提供の方法とは？ 

8.5 避難及び地域対話とは？ 

8.5.1 避難の仕方とは？ 

8.5.2 地域対話(コミュニケーション)とは？ 
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8.1 自治体組織体制とは？ 

 

8.1.1 地域防災計画とは？ 

大規模な地震発生，警戒宣言の発令など自治体が総力を挙げて応急対策を実施する 

必要がある場合は，災害対策基本法に基づき災害対策本部が設置され地域防災計画に 

従って活動を開始します。 

地域防災計画は，市であればその属する都道府県の地域防災計画及び，国の防災基

本計画とそれぞれ連携する形で，災害予防や応急対策及び，復旧・復興に関する事項

を定め，地域住民の生命及び財産を保護する目的で作成されます。 

 

関連事項 

8.1.2 災害対策本部の活動体制とは？ 
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8.1 自治体組織体制とは？ 

 

8.1.2  災害対策本部の活動体制とは？ 

災害対策本部が設置されると，本部長(市町村長又は知事)は，その旨を警察，消防，

交通機関，電気・ガスなどの公益企業の防災関係機関に通知すると共に，住民に広報

されます。また，情報を一元的に収集・伝達し，応急対策及び，復旧･復興活動が的確

に実施できるようにします。これら他機関への応援要請まで含めた初動態勢が，いか

に早く迅速に立ち上がるかが重要な鍵になります。 

身の回りで一旦大きな災害が起きると，行政がおこなう災害応急対策又は，復旧･復

興活動とは無関係でいられなくなります。従って，自分の住んでいる地域の防災計画

がどうなっているかを知っておくことは，自分自身及び家族の安全確保のために大切 

です。また，行政にすべてを頼るには限界があることを認識する点でも意味があると 

思います。 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ローソクは 「ガス漏れ」気にして 使ってね 
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8.2 被害想定とは？ 

 

8.2.1 都市型災害の新たな課題とは？ 

昼間人口が多く，オフィス街，ターミナル駅など人が集中する場所の多い都市型 

災害では，避難所の収容をはるかに超える帰宅困難者の発生，公共交通機関の停止に

よる駅での混乱，エレベータの停止による閉じ込め，大量のがれき処理など新たな 

課題が加わってきました。 

 

関連事項 

8.2.2 被害想定の方法とは？ 
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8.2 被害想定とは？ 

 

8.2.2 被害想定の方法とは？ 

いつどこで，どのような規模で起きるか分からない大災害に対し，人的被害・物的 

被害（津波が予想される場合は津波被害）及び，経済的影響がどの程度生じるかを 

予想するのが被害想定です。被害想定はその後の災害対策を進めるための基礎資料と

なり，行政として備蓄しなければならない食糧，衣料，薬品などを算定する根拠とな

ります。表 8.2.2.1は首都直下型地震による東京都の被害想定を示します。 

表より，暖房器具を使い炊事などで火気を使う冬の夕方，風速が 6m/秒から 15m/秒に

増せば火災焼失の建屋棟数も拡大することが，容易に想像できると思います。 

これら被害予想値に対して，行政として災害対策用の備蓄を計画しますが，全てに 

対応するには難しい面もあります。 

自分の地域の被害想定に対する現状を知っておきたいものです。 

 

表 8.2.2(1) 東京都の主な被害想定と比較 

 東京都（2006 想定） 中央防災会議 阪神淡路大震災

震源 東京湾北部 東京湾北部 淡路島～宝塚直

下 

地震の規模 Ｍ6.9 Ｍ7.3 Ｍ7.3 Ｍ7.2 

風速 6m／秒 15m／秒 15m／秒 3m／秒 

時期・時刻 冬 18 時 冬 18 時 冬 5時 

死者 2.8 千人 4.6 千人 6.4 千人 7.8 千人 6,432 人人 的

被害 負傷 7.5 万人 15.9 万人 16.1 万人 (20 万人) 43,782 人 

全壊 12 万棟 13 万棟 13 万棟 12 万棟 104,900 棟建 物

被害 半壊 21 万棟 35 万棟 35 万棟 ― 144,255 棟 

火災焼失 18 万棟 31 万棟 35 万棟 41 万棟 7,370 棟 

避難者 166 万人 287 万人 399 万人 310 万人 32 万人 

帰宅困難者 392 万人 390 万人 ― 

経済被害 ― 首都圏 112 兆円 約 10 兆円直接被

害 

内閣府中央防災会議資料(H17.7)，東京都防災会議資料(H18.3)，消防庁資料より抜粋 

 

 

また，都市型災害の特徴の一つとなりますが，交通機関が停止することに伴うターミ

ナル駅では，地震発生直後の滞留が東京駅では 14.2 万人，渋谷駅では 10.3 万人，新宿

駅では 9万人，池袋駅では 8.9 万人を想定しています。 
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8－ 2 

東京都内全体での外出者数(都内滞留者)は 1144 万人を想定していますが，徒歩帰宅者を 

差引いた帰宅困難者の数は約 392 万人に達すると見られています。(表 8.2.2.2参照)。 

 

表 8.2.2(2) 都市型災害の被害想定 

帰宅困難者の発生 東京都内での外出者約 1,144 万人 地方からの訪問者 55 万人，外国か

らの訪問者 0.8 万人を含む 

ターミナル駅の混乱 地震発生直後，東京駅など主要ターミナ

ル駅で約 9～15 万人 

公共交通機関の停止 

エレベータの閉じ込

め 

M6.9 で 7,520 台 

M7.3 で 9,161 台の発生 

他の救出で，レスキュー隊は 

すぐにいけない 

がれきの発生 M6.9で2,320万トン(1,605万立米)発生 （参考）都の産廃発生量年間2,360

万トン（H15 年度） 

東京都防災会議資料(H18.3)より抜粋 

 

 

 

 



8.3 災害時の対策とは？ 

 

8.3.1 災害時の情報システムとは？ 

自治体職員の参集及び安否確認が整いつつあれば，次に災害情報の収集及び伝達を

迅速に行わなければなりません。 

災害時の特徴として，被害の大きい地域ほど情報が入り難くまた，夜間は目視がし難

いため各種システムからの情報で補完して正確な状況把握をする必要があります。 

山間部で道路及び通信網が寸断された場合には，ヘリコプターによる空中撮影からの

情報収集も有効です。 

図 8.3.1.1 は東京都総合防災部（災対本部）に集約するシステム間の情報の流れを

示していますが，実際には被災地からの携帯電話・電子メールなどでの地域情報が送

られてくることが多いようです。 

これら情報をどう取捨選択し迅速・的確な災害対策情報につなげて行くのか，難しい

課題となります。 

 

 

図 8.3.1 東京都総合防災部の情報の流れ 
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8.3 災害時の対策とは？ 

 

8.3.2 様々な災害応急対策とは？ 

情報収集が適切に行なわれると，実際の被害に対する具体的な応急対策が行える 

ようになります。応急対策は地域防災計画の中で，組織別の役割分担として決められ 

ています。これらの事項を個別に表すと，次の(1)～(14)のようになります。 

(1)消火・火災避難誘導対策 

消火活動は，消防や消防団など平常時から訓練を重ね，消防設備を備えた機関に 

よって行われます。 

(2)救出・救助・医療救護対策 

第一に求められるものは人命保護であり，救出･救助及び医療救護対策を行います。

阪神･淡路大震災では，がれき(瓦礫)の下敷きになった住民の 75％以上は，近隣の人

によって救出されました。 

(3)緊急輸送・交通・警備 

緊急輸送路としての道路確保は，その後の物資輸送に関わってくる問題となるので，

道路幅員を確保するため，倒壊した建物がれき(瓦礫)は道路端に寄せる形で行われ

ます。そのため地域の建設業組合などと協定を結んで，必要な建設機械を確保し作

業を円滑に進めるようにしたりします。 

また，耐震改修促進法では，指定された緊急輸送路の両側に建つ建物も耐震化を 

義務づけるようになってきています。 

(4)建築物の応急危険度判定 

(5)避難所の運営 

大きな揺れが治まれば自宅に戻れますが，その際に余震などで建物に安全に住める

かどうかが問題なります。地盤と建築物の応急危険度判定士による判定の結果， 

危険となれば避難所に避難することになります。また，自宅に住めても，電気・ガ

ス・水などのライフラインが被害を受けて供給されない場合も，同様に避難所での

生活となります。 

(6)被災生活支援 

給水・食料及び生活必需物資を供給する対策で，物資の調達から輸送，受け入れ 

配給など避難所の運営と合せて実施される対策です。 

次の(7)～(14)は対策の項目のみを紹介します。 

(7)遺体の捜索・収容・埋火葬など 

(8)粗大ゴミ・生ゴミ・清掃対策 

(9)防疫・衛生対策 

(10)応急住宅対策 

(11)災害弱者対策 
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(12)防災ボランティア対応 

(13)都市機能等応急対策 

(14)文教対策 

 

関連事項 

8.1.1 地域防災計画とは？ 



8.4 情報の提供とは？ 

 

8.4.1 情報提供の必要性とは？ 

災害情報システム・地震計ネットワークなどで災害対策本部に収集した災害情報は，

災害対策本部が応急対策の資料とするだけでなく，在宅者，帰宅困難者など広く関係

者へも情報提供をする必要があります。 

公共機関からの情報は社会全体に大きな影響を与える情報となりますので，正確な

被害情報をいち早く実時間(リアルタイム)で提供することにより，適切な行動を促し，

デマ・恐慌(パニック)による二次災害を防止していきます。 

 

関連事項 

7.2  防災情報の伝達及び活用とは？  

8.4.2 情報提供の方法とは？ 
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8.4 情報の提供とは？ 

 

8.4.2 情報提供の方法とは？ 

情報提供を実際に行う際は様々な媒体が存在しますが，自治体の WEB サイト 

(ホームページ)形式の災害情報提供システムではパーソナルコンピュータ・携帯電話 

から閲覧できるようになります。また，市区町村の防災行政無線，あるいは新聞・報

道機関への情報提供などの方法でも行われます。  （ 図 8.4.2(1)，図 8.4.2(2)参照） 

 

図 8.4.2(1) 静岡県防災総合ﾈｯﾄﾜｰｸ (静岡県HPより) 
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図 8.4.2(2) 防災無線システムの概要(総務省HPより) 
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8.5 避難及び地域対話とは？ 

 

8.5.1 避難の仕方とは？ 

危険が迫ったときの避難勧告は，避難をする時機(タイミング)と周囲との状況を見

極めることが大切になります。家が無事で地域に火災の危険がなければ，あわてて避

難する必要はありませんが，火の手が少しでも見えたら避難を考えて下さい。 

地域全体が危険と判断された場合は，防災行政無線･広報車などの情報手段を使って 

避難勧告が発令されますので，それに従って，できれば集団で避難して下さい。 

避難先ですが，とりあえず避難する一時避難場所から，火災が多発して延焼の恐れ

がある場合の広域避難場所や，自宅に戻りたいが倒壊・焼失して家がない場合の地域 

防災拠点(震災時避難場所)などがあります。一般に地域防災拠点は，小中学校に開設 

されますが，集団生活でのストレスなどを嫌い自家用の車中に泊まる場合もでてきて 

います。 

 

関連事項 

9.1.1 避難場所用途の違いとは？ 
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8.5 避難及び地域対話とは？ 

 

8.5.2 地域対話(コミュニケーション)とは？ 

被災時には行政との連携と，地域での協力という形で対応（共助）にあたることに

なります。被災対応は個人単独の力だけでは対応できません。普段は別々に活動して

いる自治体・防災機関なども，災害の発生を期に一斉に連携して復旧･復興対策に立向

います。一方，地域に目をやると，隣人･町内会又は，自治会内の人であっても顔も知

らないまたは，会話も交わしたことがない人が，一瞬を堺に互いに力を合せて救出及

び共同生活を営むといった場面が生じてきます。 

この片や機械的，片や必然的に協力体制を築いて進められる活動ですが予め協定 

した団体間には役割分担，手順書(マニュアル)に沿った行動があるのに対し，急仕 

立ての地域社会(コミュニティ)では一つの目標に向かって協力するまたは，嫌でも 

協力しなくてはならない現実があるということです。 

普段知らない他人と助け合うのが災害対策です。「あいさつ」から始まる防災活動と 

いった地域社会の意識変化が叫ばれるようになり，いざという場合，地域社会は 

自分達を救う最も強力な味方になってくれます。 

現代社会は，多様な役割をもった人達が生活している空間であり，お互い見知らぬ 

まま日常を過ごしています。しかし，災害によって見知らぬままでいい状態は， 

一瞬にして崩壊し生存を賭けた協同の場へと一変します。従って，防災は地域対話を 

含めた何気ない日常を今一度見直す機会でもあります。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

              絵を描いて みんなの心を 明るくしよう  
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9章 被災した場合の個人の対応 

 

被災した場合，地域での応急・復旧対応が発生します。コミュニティー意識が  
希薄とされる都市部では，今まで会話もしたことのない隣人・町内会の人々が，被災 

を契機として共助の対応が要求されてきます。日ごろ，コミュニティーの力が弱いと 

ころが，災害の時だけ力を発揮することはないと言われていますが，災害に強い地域 

社会，住民組織をどう作っていくかが大切な課題となってきます。 

9 章では地域住民の人達が，緊急避難から戻り，生活の基盤となる住宅の再建について 

概要を纏めています。被災者生活再建支援法が平成 19 年 12 月に改正され， 

住宅再建まで支援の対象に含められるようになりました。支援を受けるために必要な 

罹災証明書，住宅再建のための公的資金援助などについても記載しました。 

また，マンションが被災した場合の再建についても触れましたが，被災した 

マンションの再建協議中に発生した問題の大部分は，再建費用の負担問題と権利関係 

の調整の 2 点に絞られると言われ，解決するのに長い日数を要しています。被災後の 

再建には多くの労力と費用と日数を必要とします。 

大切なことは，事前に住宅の耐震化と不燃化を進め，地域社会のコミュニティー力を 

向上させて，来るべき地震に備えることを理解するようお願いします。 
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9.1 緊急避難とは？ 

 

9.1.1 避難場所用途の違いとは？ 

被災時の状況に応じて 5種類の避難場所が準備されています。  

 

(1)とりあえず避難するとき → 一時避難場所 

一時避難場所は地震発生後，家屋倒壊などから身を守るために地域の住民が一時的

に避難する場所で，地域の公園・空地などです。あらかじめ自治会，町内会などで

場所を決めておきます。  

(2)大火災になったとき → 広域避難場所 

広域避難場所は，余震などに対する建物倒壊を避けるための一時避難から，火災の

拡大で輻射熱及び煙から身を守るために火災終了まで避難する場所です。  

(3)自宅に戻りたいが家が無いまたは，倒壊の恐れなどがある場合 → 地域防災拠点 

地域防災拠点は，震災時避難場所とも言われ，避難生活を始める場所となります。

地域防災拠点（通常，小・中学校）には，飲料水の貯蔵タンクの他に生活用品・食

料が備蓄されています。 

また，安否情報・被災状況などの情報提供拠点及び，行政との連絡拠点にもなり 

ます。  

(4)被災による負傷者などの応急医療を行う場合 → 地域医療救護拠点 

地域医療救護拠点は，通常中学校に設置されます。ここでは地区の医師会，薬剤師

会などとの協定・協力の基に医療奉仕者の参加を受けて，応急医療活動が行われま

す。  

(5)地域防災拠点での避難生活が困難な場合 → 特別避難場所 

特別避難場所は，在宅医療要援護者などの災害時要援護者（高齢者，障害者などの

支援を必要とする人）のための避難場所です。 

通常，特別養老老人ホーム，老人ホーム，ケアハウス，老人福祉センタ，地域ケア

センタなどが特別避難場所に該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしものために ひごろの そなえ         
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9.1 緊急避難とは？ 

 

9.1.2 災害救助法とは？ 

1947 年(昭和 22 年)10 月に制定された法律で，災害に際し，罹災者の保護と社会 

秩序の保全を図る目的で応急的に必要な救助をするとなっています。 

救助費用は各地方自治体(都道府県)の災害救助金に応じて，国も応分の費用負担をす

るものです。救助活動の対象は 

 

・避難所などの収容施設や仮設住宅の供与及び，罹災住宅の応急修理 

・給食や給水 

・衣類などの日常生活必需品の支給 

・医療 

・被災地での障害物の撤去 

 

などとなります。救助の内容決定については，市区町村の人口に対する建物全壊戸数 

が一定規模を超える必要があり，例えば，人口 30 万人以上では全壊建屋が 150 戸以上 

発生した場合に災害救助法発令となります。 

この他に 1962 年(昭和 37 年)12 月に制定された激甚災害法があります。被災状況に 

応じて被害や復旧費用が一定の規定値を超える場合，政府より激甚指定が受けられ 

ます。道路・橋などの公共施設や，被災者収容のための公営復興住宅の建設費用支援 

が受けられますがちなみに罹災者用住宅建設費用の支援は，被災地内の住宅全壊 

(減失)戸数が全域で概ね 4000 戸以上とされています。 

 

関連事項 

13.1 災害の対応に関する法律とは？ 
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9.2 再建のための公的支援とは？ 

 

9.2.1 被災後の公的資金援助とは？ 

住宅復旧のための再建資金については、民間金融機関からの融資も可能ですが、 

例えば公費による住宅復旧資金の援助として、次の 5つの制度がありますので地元の 

市区町村窓口で相談されることをお勧めします。 

・住宅応急復旧制度 

・被災者生活再建支援制度 

・自治体による住宅復興支援制度 

・市区町村による被災者支援制度 

・ (独)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の災害復興住宅融資 

 

関連事項 

9.2.2 住宅応急復旧制度とは？ 

9.2.3 被災者生活再建支援制度とは？ 
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9.2 再建のための公的支援とは？ 

 

9.2.2 住宅応急復旧制度とは？ 

被災して避難所に避難していたが，半壊程度の被害であり修理又は補修すれば住む 

ことができ，日常生活も可能であれば，住宅応急復旧制度を利用して国に 60 万円まで 

の費用請求ができます。ただし，この制度の適用を受けるには，災害救助法が発令 

され，その対象地域に指定されることが前提です。  

災害救助法の適用は，市区町村の人口に対する建物全壊戸数が一定規模を超える必

要ありますが，人口 30 万人以上では全壊建屋が 150 戸以上発生した場合となります。 

また，住宅応急復旧制度を利用できる人は，次の要件を満たす世帯です。 

 

・罹災証明による半壊程度以上の被害(罹災証明書は被災数週間後から市区町村で 

発行されます) 

・応急修理によって避難所での被害が不要になる。 

・応急修理によって仮設住宅への入居が不要となる。 

・年収 500 万円以下(但し，要援護世帯で世帯主が 60 歳以上の場合は 800 万円 

以下に引き上げられます) 

 

この制度の適用が受けられる修理または補修対象として，屋根・外壁補修，主要構造

材の補修，建具の補修・取替え，建築設備(電気・ガス・給排水)の復旧などが該当し，

内装工事や家電製品は対象外となります。  

 

関連事項 

9.1.2 災害救助法とは？ 
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9.2 再建のための公的支援とは？ 

 

9.2.3 被災者生活再建支援制度とは？ 

阪神・淡路大震災では，政府は私有財産である個人住宅の再建に現金の支給は 

しませんでした。その後，兵庫県及び市民からの要望で 1998 年(平成 10 年)に被災者 

生活再建支援法ができ，一定の収入以下の人に対して家財道具購入のための費用と 

して 100 万円が拠出できるようになりました。 

2004 年(平成 16 年)の新潟県中越大震災では，被災者に 300 万円まで支給されました 

が(生活必需品 100 万円，生活安定に 200 万円)個人財産は個人が守るものという 

国の立場があり，住宅本体の再建・補修への使用は依然として認められませんでした。 

一方で，被災者の生活復興のため，被災したつもりで安全な街造りを進める事前復興 

の考え方も生れました。 

住宅は生活の基盤であり地域経済の要です。地域防災力も高めるためにも住宅を 

私有財産とする建前は取り外して，国も耐震補強に費用を出してもよいのではないか

とも言われていましたが，2007 年(H19 年)12 月の国会で，被災者生活再建支援法改正

案が通過しました。これにより支給金額は 300 万円上限のままですが，住宅再建まで

適用範囲が広がり，支給を受けられる年収制限は 500 万円から 800 万円に引き上げら

れ，年齢制限も撤廃されました。なお，被災者生活再建支援金が支給されるのは， 

市区町村または，都道府県の人口区分に応じた一定規模以上の被害が発生した地域 

です。この制度の支給対象となる世帯は，住宅が全壊の被害を受けた場合で，長期に 

わたり居住不可能な状態が継続すると思われる場合，大規模な補修をしなければ居住 

が困難である場合なども該当します。この申請に必要な書類は以下のとおりです。 

・住民票 

・所得証明書 

・罹災証明書 

・要援護世帯を証明するもの 

・費用を確認できるもの，例えば領収書他（事前に再建・修復に必要な見積り） 

・支給を受け取る本人名義の金融機関振込み先 

なお，申請の期間が一応決められています。 

生活関連の申請期限は被災後 13 カ月以内(約 1年)，住宅関係の申請期限は 25～37 

カ月(約 2～3年)です。また，被災者生活支援法により国からの得られる支援だけでは 

十分でないとし，都道府県独自に支援金を制定しているところもありますので，直接， 

行政窓口に確認することをお勧めします。 

 

関連事項 

9.2.4 住居が被災した場合の被災判定とは？ 
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9.2 再建のための公的支援とは？ 

 

9.2.4 住居が被災した場合の被災判定とは？ 

住居が被災した場合の判定には，(Ａ)応急危険度判定，(Ｂ)罹災証明，(Ｃ)被災度 

区分判定の 3通りの判定があります。 

応急危険度判定は，被災直後の住宅に留まっていて大丈夫か，避難の要否，2次災害の 

発生有無について当面の危険度を判定するものです。 

罹災証明は，被災して激甚災害の指定を受けた後に，生活再建の支援を受けるための 

もので，被災者再建支援法による支援金(最大で 300 万円)の申請の他に，地震保険の 

請求や義捐金の支給など各種支援を受けるためにも必要な判定です。 

被災度区分判定は，今後の都市計画の参考資料として利用されるもので，被災数カ月

後に専門の技術者(１級･２級建築士など)が細かく被災程度を調査していくものです。 

 

参照事項 

9.2.5 応急危険度判定とは？ 

9.2.6 罹災証明書とは？ 

9.2.7 被災度区分判定とは？ 
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9.2 再建のための公的支援とは？ 

 

9.2.5 応急危険度判定とは？ 

応急危険度判定は(建物応急危険度判と被災宅地危険度判定の二つがある)，被災直 

  後の住宅に留まっていて大丈夫か，避難の要否について当面の危険度を判定するもの 

です。応急危険度判定は，判定士としての資格をもった自治体職員，民間建築士など

が被災直後に調査を開始します。その判定は，危険，要注意，調査済の 3 種類のいず

れかで，危険又は要注意と判定された場合は，応急修理が終わるまで近くの避難所に

いくことになり，調査済の場合だけ継続して家に留まることができます。 

この判定は，あくまでも当面の住宅継続使用の安全性を判定するもので，公的資金の

援助や税金の減免などを受けるための建物の罹災証明書とはなりません。 

 

関連事項 

9.2.10 建物応急危険度判定士とは？ 

 

 

図 9.2.5 応急危険度判定ステッカー 
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9.2 再建のための公的支援とは？ 

 

9.2.6 罹災証明書とは？ 

自治体が被災者再建支援法で使用する罹災証明は，全壊・半壊又は，一部損壊の 

いずれかに分類されます。罹災証明は，被災者再建支援法による支援金(最大で 300 万

円)の申請の他に，次の支援を受けるためにも必要となります。 

・被災者向け国の公的融資･税の減免，都道府県･市区町村が独自に制定した支援金 

・地震保険の請求・受取 

・義援金の分配 

・仮設住宅への入居判定 

罹災判定基準は，住するための基本的な機能損失の程度と定められており，表 9.2.6 

のとおりです。 

 

表 9.2.6 罹災照明の判定基準 

判定 判定基準 

全壊 損壊部分が床面積の 70％以上， 

または，主要構造部分の経済的被害が 50％以上 

半壊 損壊部分が床面積の 20％以上 70％未満， 

または，主要構造部分の経済的被害が 20％以上 50％未満 

一部損壊 損壊があっても半壊に及ばない程度 

 

 

罹災証明は，例えば木造住宅の傾きが１/20 以上または，非木造住宅の場合 1/30 以上 

のときに全壊としていますが，応急危険度判定では住宅の 1階部分の傾斜が 1/20 以上 

は危険，1/20～1/60 の時は要注意としています。 

罹災証明の交付は市区町村窓口となりますが，市区町村職員・ボランティアが行う 

応急危険度判定結果とは違います。 

被害認定は，被災数週間後から始まりその判定結果によって公的資金が支給される 

ため，市区町村職員，１級建築士などの専門家によって建物の損壊程度が判定され 

ます。判定には公平さが望まれますが，新潟県中越大震災では，消防用水によって 

内装材が全て再使用不可の被害を受け一部損壊と判断されましたが，再申請をした 

結果，公的資金がある程度期待できる半壊に変更された例もあります。  
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9.2 再建のための公的支援とは？ 

 

9.2.7 被災度区分判定とは？ 

応急危険度判定は被災直後の住居の安全性を判断するものでしたが， 

被災度区分判定は今後の都市計画の参考資料として利用されるもので，被災数カ月後

に専門の技術者(１級･２級建築士など)が，細かく被災程度を倒壊(崩壊)・大破・中破・ 

小破・軽微の 5段階に区分していきます。この被災度区分判定は，被災した建物を 

再建または補修すべきか迷っている場合の判断材料となりますが，費用は有料です。 

参考までに，日本建築学会が 1978 年(昭和 53 年)宮城県沖地震の被害調査で作成した 

被害ランクを表 9.2.7に示します。 

 

表 9.2.7 鉄筋コンクリート建物被害ランク表 

 

出展：日本建築学会 宮城県沖地震調査報告書 
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9.2 再建のための公的支援とは？ 

 

9.2.8 借地権及び借家権のある状態で被災した場合とは？ 

適用する法律は、借地借家法及び罹災都市法になりますが、被災後の地主・家主 

との協議がまず必要です。借地の場合は、建物が損壊しても借地権は消滅しませんが、

借家の場合は建物の損壊により賃貸借契約は終了すると考えられています。従って、

地主・家主を交えて今後の借地・借家について契約継続の有無などについて協議が 

必要となります。 

借地借家法は、借地権と借家権について定めており、1992 年(平成 4年)に新しく制定 

されています。罹災都市法は、台風・地震等の災害で家を失った借主の保護を目的に 

1946 年(昭和 21 年)に見直し制定されたものです。 

罹災都市法では、被災した借家人は、家主･地主が再建した借家に戻れる優先的借家権、 

家主・地主が(経済的又は意図的に)再建できない場合には、借家人が優先的に土地を 

借りて自ら再建できる優先的借地権を認めており、それに対して家主又は地主は正当 

な理由が無い限り拒否できないことになっています。 

 

関連事項 

9.2.9 借地して建てた家が全壊（消失）した場合とは？ 
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9.2 再建のための公的支援とは？ 

 

9.2.9 借地して建てた家が全壊(消失)した場合とは？ 

建物が無くなるので登記関係は無効になり、借家契約は終了します。家を再建する 

場合には、地主の了解を得て新たに登記が必要になります。 

罹災都市法が適用されると 

 

・5 年以内に新築登記しないと地主(土地所有者)に借地権を明け渡すことになります。 

・地主は罹災都市法施行より 2年以内に借地人に借地権の意思確認ができ、意思が 

あるとの申し出が無い場合には借地権は消滅します。  

・借家人以外によって家が再建される場合には、建物完成前までに申し出れば 

優先的に入居できます。  

 

再建時には、土地が都市計画法(用途地域他)・建築基準法(耐震基準他)に適合して 

いるのか確認が必要です。今までの建物が既存不適格であれば、再建時に法適用と 

なり予想しなかった出費が発生する場合もあります。  

また、罹災都市法は 1946 年(昭和 21 年)に制定されたもので古く、1戸建ての住宅を 

対象としており、賃貸共同住宅・マンションなどが被災した場合の対応が明確に 

なっていないと言われています。再建費用の負担については事前に確認し、賃貸規約 

などに盛込むことが大切です。 

 

関連事項 

9.4.5 マンションが被災した場合とは？ 
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9.2 再建のための公的支援とは？ 

 

9.2.10 建物応急危険度判定士とは？ 

建物応急危険度判定士は，被災宅地危険度判定士と同様に，被災後に市町村に 

おいて災害対策本部が設置されるような大規模な地震・大雨などにより宅地が被災 

した場合に活動を開始します。 

この資格は，被害の発生状況を迅速かつ的確に把握して，2次災害を軽減・防止し， 

地域住民の安全確保を図る目的で設置されたもので，被災建物を危険宅地：赤色， 

要注意宅地：黄色，調査済宅地：青色の 3種類に分類標識します。 

建物応急危険度判定には建屋のほかに宅地地盤などの状況調査が含まれており，被災 

宅地危険度判定士との共同作業は有効になると思います。参考までに，建物応急危険

度判定で評価する被災建物・敷地地盤・基礎の判定基準を表 9.2.10に示します。 

 

表 9.2.10 判定評価基準 

 調査済 要注意 危険 

隣接建築物，周辺地盤

の破壊による危険度 

危険なし 不明確 危険あり 

構造躯体の不同沈下 なし， 

又は軽微 

著しい床・屋根の落

ち込み・浮きあり 

小屋根の破壊，床

全体の沈下あり 

基礎の被害 無被害 部分的 著しい（破壊） 

 

なお，建物応急危険度判定士の判断は，避難用仮設住宅の手配及び，被災住民の住居 

手当に利用されますが罹災証明書には使用されないため，別途，専門家の調査が必要 

になってきます。  
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9.3 長期避難とは？ 

 

9.3.1 仮設住宅へ入居する場合とは？ 

仮設住宅は，被災者の一時的な住居を整備するために建設される簡易住宅で、災害

救助法に基づいて建設されます。その提供手段はプレハブ住宅の他に、民間の賃貸 

住宅を借上げて提供される場合もあります。 

地震直後の応急建物危険度判定で、危険又は要注意と判定されたり、その地区全体が

避難指示地区に指定された場合で、親戚・知合いなどの家に行くことができない場合

にまずは地域防災拠点に移動します。 

その後、金銭的理由などで自宅の修復ができず避難所から出ることができない場合、

仮設住宅に移ることになります。仮設住宅に入居する場合の入居対象者は災害救助法

で定められていますが、住宅が地震で全壊・全焼又は、水害で住む家が流出して家が

無く、新たに住宅を得るための資金のない人が対象です。 

仮設住宅の大きさは約 30 ㎡基準で，台所・浴室・トイレット付きの 2K 程度となり 

ます。仮設住宅に入居すると家賃は不要ですが、生活するための家具・電気製品など

は本人負担によって準備する必要があり、それ以外にも次の費用が本人負担となり 

ます。  

 

・家賃以外の生活費（食費・医療費・教育費他） 

・電気、水道、ガスなどの公共料金 

・NTT、NHK などの公共料金 

・ごみなどの処理費 

 

なお、家電製品などは被災者生活再建支援制度の対象となります。これらの援助は、 

罹災証明を受けて要件に該当すれば支援が受けられますが，一方で被災直後の生活 

資金の厳しい家には、生活資金援助(生活費補助)を国からの支給とは別に、自治体側 

で考えている場合もあります。 

仮設住宅の居住期間は通常 2年以内となっています。 

しかしこの期間内に家の再建ができず仮設住宅を出て行くことができない家庭や、 

高齢者の孤独死が、阪神・淡路大震災、新潟中越地震で多々発生しました。 

65 歳以上の高齢者の割合が、平成 37 年(2025 年)頃には４人に 1人になると言われて 

います。隣室間の遮音などプライバシーに配慮されないところでの長期間入居・居住 

者間でのコミュニティー形成などに問題があるとされており、高齢化に配慮した建設 

が望まれるところです。 
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9.3 長期避難とは？ 

 

9.3.2 復興公営住宅へ入居する場合とは？ 

仮設住宅でなく、空いている公営住宅・民間の借上げ住宅・企業の社宅が被災者の 

一時避難用住居として使用される場合もあります。入居期間は自治体によって異なり 

ますが、仮設住宅の 2年に対して約半年程度で、家賃は仮設住宅入居と条件は同じく 

免除されます。 

また、仮設住宅に入居後、2 年以内に自力での再建が難しい方や高齢者などを対象に、 

災害復興用の公営住宅が建設されます。一般に、消失した住宅数の 3 割を目途に、国

からの補助を受けて建設されます。 

入居は高齢者・障害者などが優先的に入居できるようになり、家賃についても収入

に応じて減免措置がとられます。 阪神・淡路大震災では兵庫県内に約 42,000 戸の 

復興公営住宅が建設されました。入居条件は月収 20 万円以下とし、50 歳以上の人や 

身体障害者などは特例が認めらました。入居後の家賃については当初、5年間は収入に 

応じて減額措置がとられましたが 10 年間に延長され、6年目からは家賃値上げされ 

ますが、それでも一般賃貸住宅に較べ安く設定されました。10 年目以降は一般賃貸住 

宅並みに戻されます。 

復興住宅では、老人の孤独死に代表されるように高齢者対応が問題視され、バリア

フリー化の他にコミュニティー対策として住宅内に集会所の設置やボランティア活動 

による 1人暮らし・高齢者家庭への声かけなどがおこなわれました。 
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9.4 復興とは？ 

 

9.4.1 住宅復旧のための公的資金援助とは？ 

国，都道府県などの地方自治体による資金援助・融資ありますが，公費による住宅 

復旧の資金援助として次の 5制度があります。なお，これらの他に民間金融機関から 

の融資も可能です。 

・住宅応急復旧制度 

・被災者生活再建支援制度 

・自治体による住宅復興支援制度 

・市区町村による被災者支援制度 

・(独)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の災害復興住宅融資 

公的資金援助は税金を使用しての復旧支援であり，個人の資産形成に税金投入は 

できないという国の考え方がありましたが，2007 年(H19 年)12 月の国会で，被災者 

生活再建支援法改正案が通過しました。これにより支給金額は 300 万円上限のままで 

すが，住宅再建まで適用範囲が広がり，支給を受けられる年収制限も 500 万円から 800 

万円に引き上げられ，年齢制限も撤廃されました。 

なお，被災者生活再建支援金が支給されるのは，市区町村又は都道府県の人口区分に 

応じた一定規模以上の被害が発生した地域です。なお，独自に住宅再建費用を支援 

する地方自治体もありますので相談することをお勧めします。 

 

関連事項 

9.2.2 住宅応急復旧制度とは？ 

9.2.3 被災者生活再建支援制度とは？ 

9.4.2 自治体による住宅復興制度とは？ 

9.4.3 (独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資とは？ 
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9.4 復興とは？ 

 

9.4.2 自治体による住宅復興制度とは？ 

阪神・淡路大震災では，神戸市は災害復興住宅特別融資制度を制定しました。 

申込みには罹災証明書が必要ですが，罹災の程度は問いませんでした。融資について 

は，年齢・収入などの諸条件がつきますが，(独)住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫） 

の融資を利用するという条件で，下記のようになっていました。 

 

・新築住宅融資の場合，融資限度額 1500 万円，利率 2.8％～3.7％/年，償還期間 

25 年以内 

・既存住宅融資の場合，融資限度額 1000 万円，利率 2.8％～3.7％/年，償還期間 

20 年以内 

 

また，新潟中越地震に対する新潟県の住宅復旧支援(再建資金貸付)制度は以下の 

ようになっていました。 

貸し付けを受けられる条件は，被災した住宅を再建する必要がある方で 

(独)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)または，県内指定金融機関から下記金額以上 

を借りいれてもまだ不足する人を対象にしています。なお金利は申込み時の住宅金融 

支援機構で適用する融資の金利より 1％低い金利としていました。 

 

・住宅を建設，購入する場合で 1100 万円，償還期間 25 年以内 

・住宅を補修する場合で 590 万円，償還期間 20 年以内 
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9.4 復興とは？ 

 

9.4.3 (独)住宅金融支援機構の災害復興住宅融資とは？ 

災害で住宅が損壊，補修が必要になった場合に融資するもので，有利な条件で融資

が受けられる制度です。融資の条件は以下のようになっています。 

 

・住宅に 50％以上の被害を受けており，罹災証明書の発行を受けているもの 

・借入金の返済が確実な人(収入が返済金の 4以上の人) 

・自分が居住する住宅 

・被害にあった住宅所有者が復旧せずに，賃貸人や居住者が融資を申し込む場合 

・利率 2.0％/年 

 

(注意：(独)住宅金融支援機構は旧住宅金融公庫です) 
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9.4 復興とは？ 

 

9.4.4 土地が区画整理の対象になった場合とは？ 

大規模な地震によって例えば住宅密集地など，相当数の建物倒壊及び火災が発生 

して消失した場合には，区画整理の対象になることがあります。 

2005 年(平成 7年)の阪神・淡路大震災で，復興の基本方針及び組織に関する法律と 

被災市街地復興特別措置法が施行され，土地区画整理及び市街地再開発が進められる 

ようになりました。 

この法律は，大規模な火災，震災その他の災害を受けた市街地について緊急かつ 

健全な復興を図るため，被災市街地復興推進地域内における計画的な整備と，復興に

必要な住宅の供給を定めたものです。復興対象には避難所又は，大規模公園による 

防災拠点の整備が含まれており，公共施設の整備及び，将来の土地利用動向などを 

考慮して健全な住環境の再整備を目的としています。 

区画整理の対象となる地区は，被災市街地復興推進地域に指定され，土地の造成， 

建築物の増改築・新築などが厳しく規制され，知事又は市区町村の許可が必要になり 

ます。なお，住居地が被災市街地復興推進地域に指定されても 2階建て以下の住宅で 

あれば，移転・除去は簡単なため許可されます。 

また，地域に指定されたことによって土地を時価で自治体に購入してもらう方法も 

あり，建設される公営住宅との等価交換も可能です。 
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9.4 復興とは？ 

 

9.4.5 マンションが被災した場合とは？ 

区分所有者の入居するマンションが被災した場合，住民と管理会社・建設した施工

会社との連携が大切となります。「被災したことによって，見えなかった構造欠陥が 

見えてきた」「当時の施工会社に責任を問いたいがもういない」「工事を管理する会社

も悪かった」などなど，思いもよらない事態がでてくることもあります。 

被災後のマンション再建において，住民間での総論賛成は簡単に得られても，お互い 

の利益・費用負担方法が絡んでくると各論反対という人がでてくる場合があります。 

阪神・淡路大震災では，兵庫県内の被災マンション全 2250 棟中，27 棟が建替え， 

一部建替えは 213 棟もあり，数棟は 10 年以上関係者の話し合いで，手づかずであった 

とされています。 

被災したマンションの再建協議中に発生した問題の大部分は，下記 2点に絞られると 

言われています 

 

・再建費用の負担問題 

・建屋権利関係の調整 

 

共同住宅・マンションなどの建替えについては基本的に住民合意が必要であり， 

きちんと補修したマンションは資産価値が保たれ，リニューアルする時期がきたと 

前向きに考えて取組むことも大切です。 

 

関連事項 

10.2 マンションの建替えとは？ 
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9.4 復興とは？ 

 

9.4.6 被災後の敷地境界が移動した場合とは？ 

阪神・淡路大震災では 10cm から 100cm 程度，敷地境界が移動した例があると 

されています。最近では人工衛星を利用した精度の高い敷地測量が可能になってきて 

います。 

地震などによる地殻変動は，隣接地斜面の崩壊で境界標識（杭・鋲）が移動したと 

いう限定的なものでなく，広範囲に移動したものです。 

従って，隣接地の敷地境界も全体移動しており，被災地内にある境界標識はそのまま 

使用しても良いという話しもありますが，移動した地域と移動しなかった地域の境界 

部分はどうなるのかということもあります。 

地震により隣地の敷地境界標識が移動したと思われる場合は，土地・家屋調査士への

相談を薦めます。また，隣接地の所有者に立会いを求め，お互いに境界線を確認し 

あっておくことも大切です。  
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9.4 復興とは？ 

 

9.4.7 被災後の相続とは？ 

新潟中越地震では財産に被害を受け，税金を一時に納入することができない人の 

ために，1年以内(事情によってはもう 1年)の範囲で納税猶予が認められました。 

従って，相続により取得した財産について被害を受けた人は，最寄りの税務署，税務 

相談所に行かれることをお勧めします。 

一方で，被災後の住宅復旧資金が無いため，親族に相続する予定の土地を，死亡時に 

行政に手渡す条件で，再建資金を入手する｢リバースモゲージ｣という方法も考えられ 

ています。この方法は新潟中越地震で，復興資金の困った高齢者の方について採用が 

検討されました。 

 

関連事項 

9.4.8 リバースモゲージとは？ 
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9.4 復興とは？ 

 

9.4.8 リバースモゲージとは？ 

リバースモゲージは所有する土地・建物などの不動産を担保に資金を借り，死亡時 

に売却して一括返済する制度で，投資信託銀行と地方自治体が取り扱っています。 

地方自治体での採用は，昭和 56 年(1981)に東京武蔵野市が最初とされていますが， 

多くの自治体は間接関与で，実際は金融機関が直接融資しているようです。 

厚生労働省も，各自治体の社会福祉協会を窓口に，必要な担保不動産 1500 万円以上,

融資額の最大 1050 万円，対象年齢 65 歳以上の条件で低所得者向け融資をおこなって 

いますが，担保となる土地を有していない場合にはリバースモゲージは成立しないと 

言われ，区分所有のマンションでは難しいとされています。 

なお，担保となる土地評価額の算定には路線価が利用されます。 

東京都の場合，融資条件として，①借入申込者は単独(又は同居配偶者)で土地を所有 

し，現に居住している人，②その不動産には賃貸権，抵当権が設定されていないこと， 

③世帯の構成員が 65 歳以上であること，④貸付限度額は土地評価額の 7 割程度とし， 

貸付限度額は原則 30 万円／月以内，利率は年 3％または長期プライムレートのいずれ

か低い方となっています。リバースモゲージは， 

 

・予想以上に長生きされるリスク 

・将来動向として土地評価額や金利の変動に対するリスク 

 

が含まれており，融資先もなかなか積極的になれないところがあります。 

マイホームを持ち，住宅ローンの支払いも終了して，子供のいない高齢者が，豊かな 

老後資金或いは，高額医療費などに備えて利用されていくことも考えられます。 

平成 16 年(2004 年)10 月の新潟中越地震では，被災し自宅の建設が困難な人のために

被災者の相続財産を担保に，建設資金・生活費を融資するリバースモゲージが導入 

されました。新潟県調査では，平成 18 年(2006 年)1 月現在，仮設住宅には依然と 

して 2405 世帯が暮らしており，生活の再建方法が決まっていない世帯がまだ 209 世帯

もあります。仮設住まいの生活困窮者などに限定して，リバースモゲージによる費用

については利用され易くするために限度額も設けないという考え方もでてきています。 

 

関連事項 

10.5 路線価とは？ 
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10章 戸建住宅・マンションの再建 

 

 
 

阪神･淡路大震災では，兵庫県内のマンションの約 95％がなんらかの被害を受けたと 

言われています。被害判定には応急危険度判定，罹災証明，被災度区分判定の 3通り 

ありますが，再建のための公的資金支援と税金の減免を受けるためには罹災証明が 

必要になります。マンションの建替えは，居住者住民の全員合意による方法が 善で

すが，住民間での全員合意が得られない場合には，建物の区分所有等による法律に基

づき建替え決議をしてから進める方法や，マンション建替え円滑化法により建替え組

合を設立して建替え不参加者からの資産買い取による権利変換を進める方法などがあ

ります。10 章は，被災した建物の再建のための，建替え組合組織の設立，補修不可能

な場合の解体･撤去，税の算定基準となる路線価などについて概要を纏めましたので，

理解を深めるようお願いします。 
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10.1  住居が被害を受けた場合の対応とは？ 

 

住居が被災した場合には，再建のための公的資金支援を受けるための被害判定が 

おこなわれます。被害判定には(A)応急危険度判定，(B)罹災証明，(C)被災度区分判定 

の 3通りの判定があります。 

応急危険度判定は，判定資格をもった自治体職員・民間建築士などが被災直後に調

査を始め，住宅に留まっていて大丈夫か，避難の要否について当面の危険度を判定す

るものです。判定は，危険・要注意・調査済の 3 種類のいずれかで，危険または要注

意と判定された場合は，修理が終わるまで近くの避難所に避難し，調査済の場合だけ 

継続して家に留まることができます。なお，応急危険度判定の結果は，再建のための

公的資金支給や税金の減免には使用できません。支給を受けるためには罹災証明が 

必要になりますので注意が必要です。 

罹災証明は，被災して激甚災害の指定を受けた後に，生活再建の支援を受けるため

のもので，被災者再建支援法による支援金(最大で 300 万円)申請の他に，地震保険の 

請求や義捐金の支給など各種支援を受けるためにも必要な判定となります。 

判定は，住居としての基本的な機能損失の程度と定め，全壊・半壊・一部損壊の 

3 段階となります。被害認定は被災数週間後から始まり，その判定結果によって公的 

資金が支給されるため，専門的かつ公平な判定が必要なことから市区町村職員や 

１級建築士などによって判定されます。 

被災度区分判定は今後の都市計画の参考資料として利用されるもので，被災数カ月

後に専門の技術者(１級･２級建築士など)が細かく被災程度を調査していくものです。 

調査は，被災程度を倒壊・大破・中破・小破・軽微の 5段階に分け判定します。 

この判定は，建物を再建または補修すべきか迷っている場合の判断材料となりますが 

有料となります。この判定を受けるか受けないかは被災者の自由判断です。 

 

関連事項 

9.2.5 応急危険度判定とは？ 

9.2.6 罹災証明書とは? 

9.2.7 被災度区分判定とは？ 

9.2.10 建物応急危険度判定士とは？ 
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10.2  マンションの建替えとは？ 

 

10.2.1  マンション建替えに必要な住民合意とは？ 

阪神･淡路大震災では兵庫県内のマンション約 2530 棟中，建替え 110 棟，補修約 2400 

棟と，約 95％がなんらかの被害を受けたと言われています。 

マンションの建替えは全員合意による方法が 善ですが，復興工事の過程で発生した 

問題の大部分は，下記 2点に絞られると言われています。 

・再建費用の負担問題 

・建屋権利関係の調整 

住民間での全員合意が得られない場合には，「建物の区分所有等による法律」に基づき， 

建替え決議をしてから進める方法があります。 

また，「マンション建替え円滑化法」により建替え組合を設立して，建替え不参加者 

からの資産買い取による権利変換が進めていけるようにもなっています。 

表 10.2.1 に住民間での合意形成に必要な議決数を示します。 

 

表 10.2.1 住民の合意形成 

工事目的 

 

必要な合意形成内容 

１．建替え 民法では全員合意となっているが，区分所有法では

区分所有者(議決権者)の 4/5 以上としている。 

２．大規模な復旧工事 

(減失部分が 1/2 以上) 

区分所有者(議決権者)の 3/4 以上 

３．小規模な復旧工事 

(減失部分が 1/2 未満) 

管理組合総会出席者の過半数以上 

 

表に示されるように現実問題として誰が建物の 1/2 の減失部分を判断するのか 

また，合意形成に対して１人差で，建替えが成立する・しないという大きな違いが 

発生することから，公平な判断をどう求めていくのかなど解決すべき課題もあります。 

 

関連事項 

10.2.3 マンション建替え組合による再建とは？ 
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10.2 マンションの建替えとは？ 

 

10.2.2 マンション建替えの問題点とは？ 

マンション建替えには民法上，全員合意が望ましいのですが，反対者がいた場合は 

建替え議決した日から 2ヶ月以内に，再建参加の意思表示をマンション住民はする 

必要があります。建替えに参加しない人からは，資産を時価で資産を買取ることにな

りますが，時価は被災後の建物評価の落ちた安い売却価格であるか，被災前の高い売

価価格とするか，事前にマンション規約に盛りこんでおく必要が有りそうです。 

また，マンションの一部が残り，そこに新たに増築する場合には，新旧設計時期の 

違いによる建築基準法による既存不適格問題が発生します。この対応についてはエキ 

スパンションジョイント(可動継ぎ手)の設置などを含めて，行政との折衝が必要とな

ります。 

建築設計者・行政と打合せの中で，公開空地・道路用地などの提供による容積率の 

割増・斜線制限の緩和などを得て，マンションの一部を一般販売することによる再建 

費用の捻出なども考えていく必要があります。 

マンションの再建は，合意形成から建設までの長い期間を必要とします。その間の 

仮設住宅を含め生活する場を確保していかなければならず，費用的にも大きな負担と 

なります。なお，区分所有権のない賃貸マンションが被災して建替えが決定された 

場合，旧建物は解体撤去され消失した時点で賃貸契約は解除されます。 

再建は，新たに地主（土地所有者）から借地してからの開始となります。 

 

関連事項 

10.2.3 マンション建替え組合による再建とは？ 

10.4    災害復興時のマンション問題とは？ 

 

10－ 1 



10－ 1 

10.2 マンションの建替えとは？ 

 

10.2.3  マンション建替え組合による再建とは？ 

建替え組合をつくって再建するメリットは，民間デベロッパーの支配下に入らずに， 

マンション住民である区分所有者が主体になって再建業務が行えることです。 

建替え組合の組織図概要を図 10.2.3 に示します。建替え組合はマンション住民の 

3/4 以上の合意で設立されますが，設立すると以下の主業務を行いながら再建をしてい

くことになります。 

・建替え不参加への資産売り渡し請求 

・権利変換による転出権利者の従前資産購入 

・金融機関からの費用借入れ(住宅金融公庫による都市居住再生融資，民間金融機関) 

・建物設計，工事請負契約などの対外的な契約業務 

・補助金などの申請手続き(行政による補助制度) 

不動産に関する事項が多くなりますが，マンション住民の中に詳しい人がいれば意見 

が聞ける一方で，いない場合には地元行政或いはコンサルタント的存在で建築・不動 

産の専門家に依頼することも可能です。 

 

 

 

参加 

選出 

 

 

 

資産購入･売却 

 

 

協議 

 

 

 

 

図 10.2.3 建替え組合組織図 

関連事項 
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10.3 被災建物が補修不可能になった場合の解体・撤去費用とは？ 

 

被災者再建支援法による支援金は，被災建物の解体・撤去費用に使用することが 

認められています。従って，限られた費用の中で再建を図っていく必要上，解体・ 

撤去費用はできるだけ少なくしたいところですが，建設リサイクル法（建築工事特定 

資材再資源化法）が 2000(平成 12)年 5 月に成立し，建築物等に係る分別解体及び， 

再資源化など延床面積 80 平方メートル以上の建物を対象に義務付けられました。 

廃棄物の循環型社会構築ということで進められた法案ですが，解体・撤去費に影響を 

与えています。 

解体･撤去費用は，既存家屋の構造，階数，延床面積などによって変わりますが， 

一般的には木造住宅で 30～15 千円/坪 程度の費用となり， 

鉄骨造，鉄筋コンクリート造の場合は 70～50 千円/坪 程度とされています。 

また，既存建物周辺の道路状況並びにバルコニー，塀や駐車場，樹木の有無などがあ

ると廃棄物が増えるため，その分の費用が加算されます。 

今後は，解体材を分別することが義務付けられるため，建設機械から手壊しで行う 

割合が多くなり，解体撤去費用も高くなっていくと思われます。 
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10.4 災害復興時のマンション問題とは？ 

 

被災マンションの建替えに伴う区分所有法上の問題点について，区分所有法及び 

マンション建替え円滑化法の検討が必要になります。 

共用部の変更･規約の変更及び廃止については，区分所有者及び議決権のある人の 

4 分の 3 以上の合意が必要であり，建物の一部が減失した場合には，区分所有者及び， 

議決権のある人の 4分の 3以上の合意で復旧工事をすることができます。 

但し，建物全部が全壊(減失)した場合又は，転倒･倒壊若しくは大破した場合の 

建替えについては，すでに区分所有権及び管理組合が消失しており，残るのは敷地 

利用権だけとなっています。従って，区分所有法で対応する範囲ではなくなりますが， 

区分所有法では，区分所有者及び議決権のある人の 5分の 4以上の合意を得て建物 

取り壊し，新築(建替え)決議ができるとしています。 

住民の合意形成及び，その時の費用負担はどうするのか，事前検討並びにマンション

規約への追記を考えておくことが大切です。 

なお，複数棟ある団地の場合，建物取り壊し又は建替え決議には区分所有者及び議決

権のある人の 5 分の 4 以上の合意取得と，各棟ごとに 3 分の 2 以上の合意が必要とな

ります。 

 

関連事項 

10.2.1 マンション建替えに必要な住民合意とは？ 

10－ 1 



10.5 路線価とは？ 

 

路線価は税の算定基準で，1月 1日時点の評価額で主要道路に面した標準宅地 41 万 

箇所を調べ，固定資産税・相続税・贈与税などの算定基準となる価が，8月 1日に 

国税庁より公表されます。 

2006 年度(平成 18 年)は，日本全国 41 万地点の標準宅地平均路線価は 114 千円/㎡， 

東京圏で 264 千円/㎡，大阪圏で 149 千円/㎡，名古屋圏で 98 千円/㎡程度でした｡ 

路線価は，毎年 1 月 1 日に国交省が約 3 万ヵ所の住宅地又は商業地について，同様に

評価する公共用地の購入基準となる公示地価の 8割が目途と言われています。 

この他に，都道府県が課税対象として調査する基準(標準)地価もあります。 

地震被災後の自宅建設が困難な人に対して，被災者の所有する土地や建物などの不動

産を担保に建設資金を借り，死亡時に不動産を売却する制度「リバースモゲージ」に

も路線価が利用されます。 

 

関連事項 

9.4.8 リバースモゲージとは？ 
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11章 救助・救援 

 

 
 
被災時の緊急医療(ＤＭＡＴ)に使用されるドクターヘリや，危険な場所での情報 

収集に防災ヘリコプターが利用されています。また，倒壊家屋の下に閉じ込められた 

人を探し出して，救出する救助用ロボットや，２次災害の発生する危険性が高い 

場所での遠隔操作による災害復旧用ロボットも開発されてきています。 

11 章ではこれらの最新状況の他に，災害時の医療現場に負傷した被災者を選択治療 

していくトリアージという考え方が採用され始めたことと，被災者再建支援の一部と 

なる義援金についてまとめましたので，理解を深めるようお願いします。 
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11.1 災害救助用ヘリコプターとは？ 

 

ヘリコプターは，垂直離着陸や空中停止ができ，点と点をほぼ直線で結ぶことが 

出来る乗り物として高い機動能力を持ち，周りに障害物の無いテニスコート程度の 

広場があり安全が確保されれば，離着陸が可能です。災害救助用ヘリコプターは， 

発災時，被災状況等の調査及び情報収集活動，救急患者の他医療関係者や災害関係者 

などの搬送，及び医療や災害救助器材などの輸送，被災者等の救出や救援物資の搬送， 

警報や広報などの活動が広域的かつ機動的に行えます。 

新潟中越地震では，警察ヘリコプターは被災の映像を間断なく送信するとともに， 

不明者及び不明車両の捜索，被災民の救助や離村民の搬送，警備部隊員の搬送等に 

おいて，その威力発揮しました。災害救助用ヘリは防衛省・国土交通省・消防庁・ 

警察庁の他地方自治体が所有しています。様々な能力と適応性を持つヘリの活用が 

増えています。また，人命救助ではヘリの中には医療設備を備え，専門医が救急治療 

をしながら医療機関まで患者を運ぶことができるドクターヘリが徐々に配備される 

様になってきました。しかし，医者の確保や高額な設備艤装により配備には維持管理 

や運行に多くの問題があります。運搬や取材ヘリをドクターヘリとして一時的に医者 

と医療器材を積みその役割を補完できても，逆にドクターヘリは救急医療器材を艤装 

(ぎそう)しているために運搬や取材に転用することは出来ません。これらのことから 

ドクターヘリは全国一律配備には至っていません。 
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11.2 災害対策用ヘリコプターとは？ 

 

災害現場の調査用に，特殊部品のないモジュール化された機体で，軽量かつ簡単な 

操作で運用ができる性能の高い無人ヘリコプターが開発され，利用の範囲が増えて 

きています。実際に火山の噴煙採取に成功しており，視界不良や夜間でも飛ばせる 

利点に関心を呼んでいます。 

また，飛行船を利用した長時間の定点調査・中継なども考えとしてあります。飛行船 

への長時間運行に対する燃料供給方法や，無人ヘリコプターという狭い機内にも搭載 

できて，より解像度の高い小型カメラ・ビデオカメラなどの技術開発も必要になって 

きます。レーザー光線を利用した燃料供給方法なども考えられているようです。 

参考ですが，国交省北海道開発局の災害対策用ヘリ写真を添付します。 

 

  

図 11.2 災害対策用ヘリ 

消防科学と情報，No.82 （独）消防研究所より抜粋 
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11.3 災害救助用ロボットとは？ 

 

ロボットは製造業と非製造業用ロボットに大きく分類されますが，災害救助用 

ロボットは，非製造業用の清掃ロボット，医療・福祉などの生活支援ロボットと同様， 

これから必要なロボットに位置付けられています。ロボットを使用することで， 

被災後の危険な環境下へ進入せずに活動することができ，救助活動はロボットの 

最適な活動の場となります。 

災害救助用ロボットは(独)消防研究所や，(独)日本原子力開発機構などで研究開発さ

れています。消防庁によると，消防防災ロボットは試験配備を含め全国 10 の消防本部

に 45 台が配備されていますが，全国 889 箇所の消防本部に対する配備率は低く，活用

はこれからというところです。 

ロボットはセンサー・姿勢制御・人工知能や駆動装置などの多くの要素技術を含んだ 

一体型の製品であり，開発は官・民一体となる必要ありますが，技術課題も多く， 

安価で操作がし易く，機動性のある全天候型のロボットが要求されます。 

また，ロボット自身が考えて行動する人口知能機能もこれからは必要になってきます。 
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11.４ 災害復旧用ロボットとは？ 

 

災害復旧の現場では騒音や粉塵などが激しい劣悪な環境下で，重機オペレータは 

落下転落など危険と隣り合わせで不自由な作業を強いられます。そこで，遠隔操縦 

ロボットが開発されました。 

人間の視覚と運動機能を備えたロボットを操縦者が専用の装置を腕と足に取り付け， 

ロボットから送られてくるカメラ映像を見ながら体を動かすと，ロボットが六関節の 

腕などを使って同じ動作をします。国土交通省の災害復旧用ロボット“Robo Q”の 

部品は全てユニットで構成されており，2・3時間あればすぐに建設機械に取り付けが 

でき，遠隔操縦のための本体改造はまったく必要が有りません。 

2000 年 3 月，有珠山での火山災害，また，中越地震においてもこのロボットによる 

無人化施工が行なわれました。既存の建設機械が災害復旧現場で活用でき，人間が 

立ち入ることができない危険な場所に於いても災害復旧用ロボットは，様々な応急 

対策，災害復旧，復興工事において活用されています。 

建設業は，高齢化が進み，なおかつ IT 導入も遅れています。何より建設業は事故が 

多く，労働者 1万人あたり他業種の 3.6 倍の死亡者，2.5 倍の怪我人が出ており， 

さらに，重機の関連する事故が事故全体の 1/4 を占め，災害復旧に限らずその要求は 

大きいと言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.4 災害復旧用ロボット 

資料：国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所 ロボＱ不整地運搬車用 
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11.5 トリアージとは？ 

 

トリアージとは助かる人を優先して治療し，一人でも多くの人を助ける行為をさし， 

災害時には個人の対応の前に，集団の利益を優先する考え方です。 

しがって，災害発生時などに多数の負傷者が発生した場合は，限られた医療関係者が 

限られた交通手段及び医療機器を使用して，傷病の程度に応じた選択的治療を実施 

することになります。 

被災後，治療を要する人に対して赤色，黄色，緑色又は黒色の認識票を付け，助かり 

そうな人から優先的に処置を実施し可能な限り多くの人を治療していきます。 

傷病者につけられる識別票の取り付け基準は表 11.5に示すように，被災現場での 

呼吸の有無，呼掛けに対する対応有無などで判断します。 

 

表 11.5 トリアージ実施内容  

分類 識別票色 傷病者症状 

最優先治療群 

（重傷群） 

赤色 生命を救うために治療が必要な人。窒息・ 

多量の出血，ショック状態などで危険な人 

待機的治療群 

（中等症群） 

黄色 多少治療時間が遅れても，生命に別状の 

ない人 

治療保留群 

（軽傷群） 

緑色 上記以外の軽易な傷病で，ほとんど専門医の治

療を必要としない人 

死亡群 黒色 既に死亡している人。明らかに即死状態で 

あり，心肺蘇生を実施しても可能性のない人 

 

トリアージは阪神・淡路大震災や，107 名の死者を出した 2005 年(平成 17 年)の 

JR 西日本福知山線脱線事故で採用したとされています。 

限られた時間の中で傷病者を見て黒色の判定を下さなければならない状況は，非常に 

厳しいものと思われます。瀕死の傷病者 1名を救命する代りに，意識のはっきりして 

いる重傷患者数名を救命した方が全体のためという判断を，家族にどう説得していく

のか問題です。また，家族はこの状況を受入れなければなりません。 

地震などの大きな災害発生時にはこのようなトリアージが採用されます。 

災害時に受入れなければならないトリアージの考え方とその意味を理解して，冷静な 

行動が必要になります。 
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11.6 災害義援金の支給とは？ 

 

大きな災害が発生すると，被災地へ義援金が送られてきます。 

例えば，阪神・淡路大震災では義援金が国内・国外より集まり，総額では 1791 億円 

（被災者への直接配分 950 億円含む）の金額になっています。 

義援金は，各地の行政機関・日本赤十字・報道機関・福祉団体の他に，民間企業社員 

からの見舞金も集められ被災地の災害義援金配分委員会に送られ，被災程度によって 

各市町村に配分されていきます。新潟県中越地震での義援金は，次の手続きにより 

被災者の預金口座に振り込まれました。 

・被災状況の調査による罹災証明書の発行 

・罹災証明書の発行状態から各市町村の被災状況に応じ義援金の配分決定 

・各被災世帯に郵便で義援金振り込み先を確認後，振り込み実施 

参考までに，阪神・淡路大震災及び 2007 年 3 月時点での新潟県中越地震の義援金内容 

を表 11.6に示します。 

 

表 11.6 義援金内容例 

阪神・淡路大震災 新潟県中越地震  

配分額 対象案件 配分額 対象案件 

人的被害（死亡） 10 万円 3,664 人 20 万円 － 

（重傷） 5 万円 6575 人 10 万円 － 

被災世帯お見舞

い 

15 万円 198,607 世帯 

所得制限有り 

15 万円 － 

住宅被害（全壊） 200 万円 

（半壊） 

10 万円 238,839 世帯 

100～25 万円

13,700 世帯 

一部破損 － － 5 万円 － 

仮設住宅入居世

帯お見舞い 

－ － 10 万円 － 

義援金総額 約 950 億円 約 360 億円 

（参考：新潟県中越大震災では，義援金の受付け期間を 2007 年 10 月まで延期しています） 

 

これらの義援金は，政府が予算化するわけでなく世界からの善意による結果です。 

義援金は，通常“お見舞い”として受入れています。これによって所得税法上は税金 

が控除され，また，支払った側も義援金控除で課税対象から除外されます。 

新潟中越地震の例では，義援金の適正な取扱いに関してその性格を考慮し公平性・ 

迅速性・透明性を 3原則として被災者側に支給されました。 
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・配分対象者は，住宅などの生活基盤，心身の健康に被害を受け支援が必要な 

方々とする 

・被災者に配布した義援金の使用用途は問わない。 

・被災者に直接届けられるもので，行政が実施する復興事業の費用の一部には 

しない。 

 

最近の事例では，能登半島地震の義援金支援にインターネットを利用したクリック 

募金という支援方法も生まれてきています。 



12 章 地震と環境について 

 

 地球温暖化が問題となり，再生可能な代替エネルギーへの移行や石油や石炭を消費するシ

ステムから炭酸ガス排出の少ないシステムへの移行が求められています。石油の高騰から

一層その機運が高まっています。ところが，地震災害に見舞われると一挙に廃棄物が市中

に溢れ出し，その再利用や処分の多くの資源やエネルギーが使用されます。また，新たな

資材や設備を整えるためにも多くの資源やエネルギーが消費され炭酸ガスを排出していま

す。地震による災害は炭酸ガス排出や資源消費により地球環境へ大変大きな負荷を与えま

す。 

一方，地震災害は環境汚染を引き起こし復旧や復興に大きな障害をもたらすことがあり

ます。地震復旧や復興時の環境被害防止策や地震によって環境の汚染が起きない様に防止

する対策も必要です。 
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12.1 環境への影響とは？ 

 

地震の発生によって，構造物や建物施設など社会資本が崩壊し火災などにより，廃

棄物の発生，重金属・オイル・ガス・化学物質などの流出，電気・ガス・水道などの

供給停止，ごみ回収停止などさまざまな環境への負荷要因が発生し、大気・水質・底

質への汚染が見られます。さらに，疫病・伝染病，浮遊粉塵による気管支炎やアスベ

スト汚染，糞尿問題，産業廃棄物処分場周辺の汚染など次々と問題が発生すると予測

されます。地震は何時発生するか解らない大きな破壊現象です。インフラの破壊によ

って生活基盤が壊れ，環境が汚染され健康や生命にまで大きな影響を与えます。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

         

海山川の 「いつもと違う！」を 見逃すな 
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12.2  石油タンクの火災とは？ 

 

地震に伴い地形変動や地震波が発生し，これらによって建物や構造物の破壊が起き

ます。破壊は直接の地震波だけではありません。余り知られていない現象にスロッシ

ングが有ります。 

スロッシングとは，地震発生時に水槽内に貯えられた水が上下左右に激しく動く（液

面揺動）ことで，水槽の天井面や側面に大きな力がかかる現象をいいます。平成 15 年

9 月 26 日に発生した十勝沖地震は，マグニチュード 8 クラスの大きな地震で北海道

製油所では最大加速度 86gal（合成値）の地震動が観測されました。この地震によって

石油タンクの中で 3～8 秒のゆっくりとした波が発生し，タンクが破損し石油火災が発

生し，数日間燃え続け環境へも影響を与えました。消防法で規定されているおよそ二

倍の力が働き，破損したといわれています。 

石油タンクや高層ビルといった巨大構造物は，人が感じることができないような，

ゆったりとした揺れ（一般的に周期２秒以上の長周期地震動）に反応し，激しく揺れ

ます。構造物にはある特定の周期の揺れに対して強く反応し，振動が増幅するという

性質があります。これを共振と言い，一般的に巨大な構造物ほど，長い周期（ゆった

りとした揺れ）に共振します。これによって思わぬ災害が発生します。 
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12.3  大気汚染とは？ 

 

地震災害に襲われると工場・事業所からの有害物質の漏れ出し，建築物の解体撤去

に伴ってアスベストの飛散及び野焼きによって有害物質が発生し，二次災害が予測さ

れます。 

'95 年の阪神淡路大震災の環境汚染について，次のような報告がされています。有害

物質に係わる環境濃度は，災害発生時より徐々に低下し健康影響が問題となるような

二次汚染は生じていない。アスベストの一般環境濃度については，概ね一般的な変動

の範囲であるが，解体作業が進む現場では基準内ではあるものの一部濃度の高い地点

が見られた。また，野焼きの実施地点では，直ちに健康影響の無いレベルであるが，

通常より高い濃度を示している。（報告は平成 7年 4月当時） 

震災時，火災の中一般市民は無防備で救援活動を行い，復旧活動では無防備で解体

処理作業を行うなど，環境測定とは大きく異なる条件で暴露していると思われ，環境

被害は深刻であると推定できます。米国 9.11 ではビル崩壊により発生した粉塵で多く

の気管支炎の患者が発生し，今でも苦しんでいます。また，アスベスト被害は 20 年以

上の時を経て発生するので予防措置を講じにくい点が有ります。 
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12.4  廃棄物とは？ 

 

地震によって地形が変動し，建物や構造物などインフラが壊れたり火災によって使

えなくなったりします。地震災害に襲われると一般家庭からだけではなく，工場・事

業所から相当量の廃棄物が出されます。阪神大震災では，公共・公益系約 550 万トン，

住宅・建築物系約 1450 万トンとなり，県下の 10 市 10 町が実施した災害廃棄物処理事

業にかかる経費については，し尿処理，ごみ処理に係る費用を含めて約 2,655 億円の

巨額に成りました。 

災害時は，出される廃棄物の分別や管理がおざなりになり，有害物質の拡散や漏出、

建築物の解体撤去に伴うアスベストの飛散など二次災害が予測されます。一方，廃棄

物処理施設や保管施設などの崩壊から廃棄物が拡散し漏れ出すなどの事故が想定され

ます。 

廃棄物処理法（1970）では，廃棄物は「ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚泥・糞尿・廃

油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他の汚物または不要物であって，固型状又

は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染された物を除く）」と定義されていま

す。 

 

    

  

 

     

 

 

 

 

 

軒（のき）先の お花も飛ぶよ 片づけて 
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13章 災害に関する法律 

 

 
    

災害に関する法律は数多くありますので，ここでは自然災害に対して直接的に係わ

るものを述べます。                             

  

  

＜目次＞                                            

13.1 災害の対応に関する法律                        

13.2 災害応急対策に関する法律                       

13.3 災害予防に関する法律                         

 13.4 災害復旧・復興に関する法律 
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13.1 災害の対応に関する法律 

 

                                          

（１）災害対策基本法 （http://www.houko.com/00/01/S36/223.HTM）         

（２）大規模地震対策特別措置法（http://www.bousai.go.jp/kunren/horei_2.htm）    

（３）地震防災対策特別措置法 

（http://www.bousai.go.jp/jishin/tokai/houritsu/tokubetsu/contents.htm） 

（４）東南海・南海地震に係わる地震防災対策の推進に関する特別措置法        

 （http://www.ron.gr.jp/law/law/tonan_ji.htm）                

（５）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係わる地震防災に関する特別措置法     

（http://www.bousai.go.jp/oshirase/h17/050804kisya.pdf）           

                                              

（６）その他、建築基準法（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html）など    

  

全部で 17 の法律があります。これらの法律のうち，災害基本法は災害時の体制， 

防災計画，災害予防，応急対策，財政金融措置，中央防災会議の設置など，災害 

対応に関する中心的な法律となっています。   

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                 雨の日の 海山川は 危ないよ 
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13.2 災害応急対策に関する法律 

    

                                          

（１）災害救助法（http://www.houko.com/00/01/S22/118.HTM）              

（２）災難救助法（http://bayside.gig.jp/sp/suinan-index.htm）        

（３）国際緊急援助隊法 

（http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2005/2005/html/17415100.html）   

                                         

など災害応急対策に関する法律は全部で 16 あります。  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

            空気より 重いぞ 危険 火山ガス   
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13.3 災害予防に関する法律 

 

 

（１）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律                    

（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO057.html）                

（２）密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律                

（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO049.html）                  

（３）地すべり等防止法（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO030.html） 

（４）砂防法（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M30/M30HO029.html）         

（５）水防法（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO193.html）          

（６）建築物の耐震改修の促進に関する法律 

（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO123.html）             

 

など災害予防に関する法律は全部で 15 あります。    

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           浸水した 道路は危険 気をつけて 
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13.4 災害復旧・復興に関する法律 

 

                                           

（１）被災者生活再建支援法（http://www.bousai.go.jp/hou/shiensya.html）       

（２）地震防災対策強化における地震対策緊急整備事業に係わる国の財政上の特別措置に

関する法律 

（ http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g14701004.htm

） 

（３）被災市街地復興特別措置法（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO014.html） 

（４）地震保険に関する法律（http://www.houko.com/00/01/S41/073.HTM）        

（５）災害弔慰金の至急に関する法律 

（http://www6.ocn.ne.jp/~kouteki/hou-saigaityouikinn-sekourei.html）       

（６）激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律             

（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO150.html）             

                                       

など全部で 22 の法律があります。 その中で，被災者生活再建支援法は，1995 年

（平成 7 年）の阪神・淡路大震の結果を反映して，1998 年（平成 10 年）に制定され

たもので，自然災害によって，生活基盤に著しい被害を受けた人に対し都道府県が相

互扶助の観点から被災者生活再建支援金を支給するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            背を向けて 逃げるな 速いよ 土石流 
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