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調査のあらまし 

1. 調査概要 

 調査件名： アルメニア国地震リスク評価・防災計画策定プロジェクト 

 先方実施機関： 非常事態省救助庁 (RS) 

 調査期間： 2010 年 8 月 ~ 2012 年 12 月 

本プロジェクトは、「エレバン市において将来発生する可能性のある大地震による被害の軽減」を目標とし、

次の 3 項目を目的として実施した。 

1) エレバン市の地震リスクマップを作成し、地震防災計画を策定すること。 

2) プロジェクト参加機関の地震リスク評価、地震防災計画策定能力を向上させ、エレバン市以外の地

方都市の地震リスク評価、地震防災計画策定が実施できるようにすること。 

3) 非常事態省（救助庁を含む）、エレバン市、および地震防災関係機関の地震リスク評価、地震防災

計画策定に係る協力関係、協働体制を構築すること。 

調査は 2 つのフェーズに分けて実施した。フェーズ 1 は 2011 年 9 月までの期間で、地震ハザードとリスク

の解析を主として行った。フェーズ 2 では主にエレバン市地震防災計画の策定を行った。 

2. エレバン市の地震リスク評価 

2.1 地盤調査 

エレバン市には第三紀の堆積岩が広く分布し、その上に北部では火山岩が、南西部では段丘堆積物が

載っている。地震リスク評価のために重要な地盤に関する情報が不足していたため、以下の地盤調査を

実施した。これらの情報をもとに、250m メッシュごとの表層地盤モデルを作成した。 

1) ボーリング調査（深さ 30m×10 本） 

2) PS 検層調査（深さ 30m×10 地点） 

3) 表面波探査（60 箇所） 

4) 微動探査(50 箇所） 

5) 表層地質図、地質断面図作成（縮尺 1：10,000） 

2.2 活断層調査 

シナリオ地震の設定のため、エレバン市周辺の活断層について、トレンチ調査を実施した。 

1) Garni 断層でトレンチ調査を行い、活断層の存在を確認した。そのうちエレバン市の東の調査地点では、

最近の活動時期が紀元前 1,000 年頃であることが分かった。 

2) エレバン断層の確認を目的に、エレバン市の西のメツァモールでトレンチを行ったが、断層は確認さ

れなかった。エレバン市の南東のNor UghiでのトレンチではVedi断層で活断層が確認された。これま

では活断層ではないとされていた Vedi 断層が、エレバン断層の活動（おそらく 893 年の地震）に伴っ

て二次的に活動した可能性がある。 

2.3 地震ハザードの評価 

エレバン市の東を北北西－南南東に走る Garni 断層に、以下の 2 地震をシナリオとして設定した。 
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・GF2 シナリオ：エレバン市の東、マグニチュード 7.0 

・GF3 シナリオ：エレバン市の南東、マグニチュード 7.0 

計算された地震動は、GF2 シナリオが MSK 震度 8～9（気象庁震度 5 強～6 弱）、GF3 シナリオが概ね

MSK 震度 8（気象庁震度 5 弱～5 強）である。液状化の可能性は低い。東部の地すべり地では地震時の

再活動の危険性が高い。 

2.4 被害想定結果 

住宅の構造分類、棟数分布は、サンプリング調査、インベントリー調査を行って把握した。橋梁等のインフ

ラは、台帳と現地調査で現況状況を調べた。ライフラインに関しては既存図面等から位置と管種等のデ

ータベースを作成した。被害関数は、主に 1988 年スピタク地震による被害履歴をもとに、エレバン市の現

況と経年変化を加味して作成した。 

現在のエレバン市のインベントリーデータと被害関数、シナリオ地震による地震動から、以下の被害が発

生することが想定される。 

(1) 住宅の被害（大破および倒壊） 

既存建物数 GF2シナリオ GF3シナリオ 

集合住宅 戸建住宅 戸数 集合住宅 戸建住宅 戸数 集合住宅 戸建住宅 戸数 

4,371 42,633 264,928 860 

(20%) 

13,870 

(33%) 

54,800 

(21%) 

350 

(8%) 

6,660 

(16%) 

22,500 

(8%) 

※集合住宅は半数が石造の 4、5 階建てであり、スピタク地震で大きな被害を受けた種類の建物も多数存在する。1970 年

代に建築されたものが多い。戸建住宅もほとんど石造である。 

(2) 死傷者（夜間） 

人口 

GF2シナリオ GF3シナリオ 

死者 負傷者 死者 負傷者 

1,119,200 31,800 

(2.8%) 

76,500 

(6.8%) 

11,200 

(1.0%) 

31,100 

(2.8%) 

※住民の 7割以上が集合住宅に住んでいる。 

(3) インフラの被害 

橋梁、架道橋、跨線橋に落橋等の重大被害は発生しない。 

(4) ライフラインの被害（最大） 

既存管路・線路延長 (km) GF2シナリオ GF3シナリオ 

上水道 下水道 電力 ガス 上水道 下水道 電力 ガス 上水道 下水道 電力 ガス 

1,300 1,050 2,600 1,090 27箇所 81箇所 22 km 265 km 12箇所 36箇所 5 km 121 km

※上下水道は地中に埋設されているが、ガス管は、ほとんどの管路が地表に設置されている。 

2.5 地震防災計画関連調査 

地震防災計画策定に資するため、都市計画、環境、教育の面から調査、検討を行い、以下の結果を得

た。 

・ 北東部では災害時に使えるアクセスの良い緑地が少ない。密集市街地では空き地が物置や駐車場

占有されていることが多い。 
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・ 地震に強い街づくりのために必要な再開発と住宅の耐震化を促進するために、都市計画関連の法

的枠組みの整備が優先課題である。 

・ これまで考慮されていない地震防災に関する内容をマスタープランに追加すべきである。 

・ 災害ガレキの処分場が指定されていない。GF2 シナリオで発生するガレキの処分には、現在の処理

能力では約 17 年かかる計算になる。 

・ 一時避難場所は十分な収容力が確保されているが、長期避難場所は極めて少ない。これに対し、ア

ンケート調査では被災者の半数はエレバン市内に留まることを希望している。 

・ 原子力発電所の事故の際の避難計画は準備されているが単独事故を想定したものであり、地震に

よる事故の発生は考慮されていない。 

・ 学校防災教育は、災害直後の対処を中心に系統的に実施されているが、双方向教育や参加型学

習が不十分である。 

・ 政府機関による市民教育は個々の市民の防災力向上が主で、コミュニティは対象になっていない。 

2.6 地震防災システムの構築 

フェーズ 1 の成果を生かし、2 つの地震防災システムを構築した。 

(1) 即時震度分布表示システム 

市内 5 ヶ所に強震計を設置してオンラインで地震観測を行い、地震発生時には MES の危機管理センタ

ーで市内一円の地震動分布を即時に表示するシステム。この際にはフェーズ 1 で実施したハザード解析

手法で評価した地盤増幅特性を利用している。また、携帯電話の SMS(ショートメール）を利用して、配信

する機能も持つ。 

(2) 地震被害想定システム 

任意の地震の震源位置と地震規模を設定して、地震動分布と各種の被害を定量的に計算する GIS シス

テムである。フェーズ 1 で実施したリスク評価手法を簡便化して搭載した。使用者は RS あるいは RS エレ

バン支部であるため、地震被害想定に関する専門知識を持っていなくても使えるように設計された。住宅

の一部が耐震性の高い建物に建て替えられた場合もオプションで設定できる。 

3. エレバン市地震防災対策計画の策定 

地震ハザード、リスク評価と地震被害シナリオ作成の結果を踏まえ、カウンターパートである非常事態省

救助庁とともにエレバン市地震防災対策計画を策定した。 

策定にあたって、19 の応急対応項目について災害シナリオを作成し、改善すべき点とそのための対策を

抽出した。減災については、現状の分析と重点課題の抽出と現状に則した対策の方向性を決めた。 

優先事業の選定は、階層分析法（AHP） によって行い、選定された優先事業について実施計画を作成

した。最も優先度の高い避難計画の整備・公表については、本プロジェクトにおいて、その実施（避難計

画策定と公表のための市長令として承認）までを行った。また、計画策定の一環として、救助庁の BCP 

の作成も行った。 

作成したエレバン市地震防災対策計画は、市長令としての採用のための最終段階である関係省庁への

回覧が行われている。 
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3.1 計画の目標、方針と重点項目 

地震防災計画の全体の目標として「総合防災の推進」を掲げ、以下に示す観点において地震防災活動

を推進することを基本方針とした。 

(1) 体系的防災（究極のゴールを設定した活動） 

地震災害のリスクを軽減するために、究極のゴールを設定して地震防災活動を推進することを推奨する。

地震防災のゴールは、1) 人の命を守る、2) 市民の生計を確保する、3) 社会経済のシステムを継続する、

4) 国の統治を維持する、と設定する。 

(2) 包括的な防災（縦横の組織系における役割分担－連携と、すべてが主体となった活動） 

地震防災活動を促進するためには、全ての組織・全ての市民が自らの役割を明確にして他と連携して、

主体性を持って活動することが必要である。 

(3) 系統的な防災（防災のサイクルにおいて連続した活動） 

地震被害を軽減するためには、地震発生前に軽減活動や緊急対応準備活動を進めておくことが重要で

ある。地震発生直後の緊急対応は、その後の復旧・復興と連続するものである。さらに、復旧・復興は、地

震前の状態に戻すだけでなく、次の地震に備えての減災や事前準備とつながって、より地震に強いまち

を造る一貫した活動となるべきである。 

(4) 具体的・効率的な防災（リスクを知った上での活動） 

効率的な防災活動のためには、ハザードや脆弱性を知った上でリスクを知り、重要性・緊急性・対応策の

効率性を考慮して抽出したリスクを軽減するために防災計画を策定し、計画に則って施策を実施する必

要がある。 

(5) 的確・実行可能な防災（できるところからの活動と、活動の積み重ね） 

住民の要望や財政面などを考慮して、可能なレベルでのリスク評価に基づいて、できるところから施策を

進め、その積み重ねによって、リスクを軽減して地震に強いまちを造ることを推奨する。 

また、本調査を通じて抽出された課題に対応して、本計画の策定方針を次のように設定した。 

a) 科学的なリスク評価と地震シナリオを活用する 

b) 効果的な活動のために、減災に焦点をあてる 

c) 建物強化に重点を置いた事前対策の充実により脆弱性を低減する 

d) 行政官から住民にいたる全ての市民の防災意識を向上する 

e) 関係組織やコミュニティ（住民組合）との連携のための制度・予算・実施体制の強化に重点をおい

た持続可能な計画を策定する 

f) 防災教育や即時震度表示システムを活用した災害情報の伝達を通して防災活動を促進する 

上記の方針に従って、地震災害に対する軽減活動や事前準備活動を促進するべき重点項目は以 

下のとおりである。 

a) 意識向上・防災情報の広報 

b) 都市開発の促進と市街地でのオープンスペースの確保 

c) 道路網の改善 
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d) 建物の耐震強化 

e) 被害想定のための調査と研究 

f) ボランティアとの協力と協業 

g) 火災と爆発の防止と危険物の安全化 

3.2 エレバン市地震防災対策計画 

本調査で策定した地震防災対策計画の構成と内容は下表のとおりである。 

エレバン市地震防災対策計画の構成と内容 

 構成 内容 

第 1 部 基本事項 
第 1章 計画の方針 
第 2章 市の概況および被害想定 
第 3章 防災主体の基本的責務

第 2 部 軽減計画 

第 4章 軽減対策の推進に係わる市の体制 
第 5章 地震に強い人づくり 
第 6章 地震に強い地域づくり 
第 7章 地震に強い都市づくり 
第 8章 施設構造物などの耐震強化 
第 9章 地震に関する調査・研究

第 3 部 事前準備計画 

第 10章 事前準備の推進とその支援に係わる市の体制  
第 11章 市民とコミュニティの事前準備の推進 
第 12章 初動に係わる事前準備 
第 13章 情報通信に係わる事前準備 
第 14章 火災や危険物に関する事前準備 
第 15章 救助、避難に関する事前準備 
第 16章 緊急輸送に係わる事前準備 
第 17章 緊急医療に係わる事前準備 
第 18章 行方不明者の捜索・遺体処理に関する事前準備 
第 19章 飲料水・食料の確保・供給体制 
第 20章 ライフライン・通信・交通施設の応急復旧に係わる事前準備
第 21章 ガレキ処理や他の環境社会課題に係わる事前準備 

第 4 部 応急対応計画 

第 22章 応急対応の基本 
第 23章 危機管理センターの設置・運営 
第 24章 情報の収集と伝達 
第 25章 警備、交通整理、緊急輸送 
第 26章 防災機関の相互連携 
第 27章 避難、救助 
第 28章 緊急医療、保健衛生 
第 29章 行方不明者の捜索・救出、遺体の取扱い 
第 30章 消防、危険物対策 
第 31章 学校対策 
第 32章 水・食料の供給 
第 33章 ライフライン・通信・交通施設の応急復旧 
第 34章 ゴミ・し尿・ガレキ処理 
第 35章 応急住宅・生活対策

第 5 部 復旧・復興計画 

第 36章 復旧・復興の基本的考え方 
第 37章 復旧・復興本部 
第 38章 復旧・復興計画の策定 
第 39章 市民生活の安定 
第 40章 都市の復興

第 6 部 応援計画 第 41章 支援計画
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ՀՀՋ SFD 
特殊消防部隊 

 Հատուկ հրշեջ ջոկատ Special Firefighting Detachment 

ՊՈԱԿ SNCO 

国家非営利組織 

 Պետական ոչ-առևտրային 

կազմակերպություն 

State Non-commercial Organization 

ՀՓՋ SRD 
特殊救助部隊 

 Հատուկ փրկարարական ջոկատ Special Rescue Detachment 

ԺՏԿ TDP 
一時避難場所 

 Ժամանակավոր տեղաբաշխման կետ Temporally Distribution Point 

ՄԱԶԾ UNDP 
国連開発計画 

 Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագիր United Nations Development Program 

ՄՆԵՀ USGS 

米国地質調査所 

 Միացյալ Նահանգների երկրաբանական 

հետազոտություն 

United States Geological Survey 

ՄՈՒԼ պրոյեկցիա UTM projection 
ユニバーサル横メル

カトル投影法 

 Մերկատորի ունիվերսալ լայնական 

պրոյեկցիա 

Universal Transverse Mercator projection 

ԱԽ WG 
ワーキンググループ 

 Աշխատանքային խումբ Working Group 

ԶՈԶ WMD 
大量破壊兵器 

 Զանգվածային ոչնչացման զենքեր Weapons of Mass Destruction 

ՋՓՋ WRD 
水難救助部隊 

 Ջրափրկարարական ջոկատ Water Rescue Detachment 

ՍՊԱրմԾ WSSP 

NSSP西部支部 
 Սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան 

ծառայություն 

Western Department of NSSP 

ԵԽ YF 
エレバン断層 

 Երևանի խզվածք Yerevan Fault 

ԵՓՎ YRD 
RSエレバン支部 

 Երևանի փրկարարական վարչություն Yerevan Rescue Department 
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第1章 調査概要 

1.1 プロジェクトの背景 

(1) エレバン市の概要 

アルメニア共和国は、紀元前 9～6世紀に起源を持つ歴史ある国である。20世紀には約 70 年間ソ連に

属していたため、他の CIS 諸国と同様にソ連時代の社会的、教育的な影響が残っている。首都エレバ

ンには国全体の人口の 1/3 が集中している。市街地は一般道路の整備が滞り、朝夕の交通渋滞が激し

い。市の中心部に高層・中層のビル・住宅が集中し、郊外は開発地区の集合住宅と低層の個人住宅

が多い。 

(2) エレバン市の地震災害 

有史以来エレバン市に被害をおよぼした地震として、以下の 2 地震が知られている。アルメニア全体で

は 1988 年のスピタク地震を始めとする多くの地震災害の経験があるが、エレバン市は死者を伴うような

地震災害は 300 年以上経験していない。 

・1679 年 6 月 4 日 Garni 地震（M=7.0)：推定最大震度は MSK10。市の北部で 1,228人が死亡。 

・1937 年 1 月 7 日の地震（ローカルな地震）：推定最大震度は MSK7。死傷者は無かった。 

(3) エレバン市の地震災害に対する脆弱性 

エレバン市の地盤は、北部は比較的硬質であるが、南部は河川沿いの低地部に軟弱層が分布し、地

震動の増幅、液状化が懸念される。なお、市内に伏在活断層が指摘されているが、確認の必要があ

る。 

エレバン市中心部と丘陵部の開発地区の集合住宅に人口の集中が進み、集合住宅は、構造的に脆

弱である上に老朽化が進んでおり、大地震が発生した場合には甚大な被害が生じる懸念がある。災害

時の道路閉塞も懸念される。 

さらに、エレバン市は「ア」国の政治、経済、社会の中心であり、壊滅的打撃を受けた場合には、「ア」国

全体の機能が麻痺し、開発が停滞し、全国規模の災害となる可能性が憂慮される。 

(4) エレバン市の地震防災上の課題 

エレバン市の地震防災上の課題は以下のように整理される。 

(A) 地震ハザード、リスク、地震シナリオの科学的評価が不十分 

(B) 既存エレバン市地震防災計画での事前対策の欠如 

(C) 耐震性の評価、診断、対策の施行による災害の低減対策が不十分 

1.2 プロジェクトの目的 

本調査は、「エレバン市において将来発生する可能性のある大地震による被害の軽減」を目標とし、次

の 3 項目を目的として実施した。 

1) エレバン市の地震リスクマップを作成し、地震防災計画を策定すること。 

2) プロジェクト参加機関の地震リスク評価、地震防災計画策定能力を向上させ、エレバン市以外の地

方都市の地震リスク評価、地震防災計画策定が実施できるようにすること。 
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3) 非常事態省（救助庁を含む）、エレバン市、および地震防災関係機関の地震リスク評価、地震防災

計画策定に係る協力関係、協働体制を構築すること。 

1.3 実施体制 

アルメニア側のカウンターパート機関の関係者、JICA 調査団から構成される調査実施チームにより調

査を遂行した。JICA 調査団は、OYO インターナショナル株式会社、日本工営株式会社、国際航業株式

会社から構成された。アルメニア側のカウンターパート機関は、非常事態省救助庁（RS）である。図 1.3-1

に本調査の実施体制を示した。 

 

図 1.3-1 調査実施体制 

 

本プロジェクトは、2010 年 8 月から 2012 年 12 月の約 29 ヶ月間の調査期間で実施された。フェーズ 1

は 2011 年 9 月までで、地震ハザードとリスクの解析を主体とした。フェーズ 2 はそれ以降で、主にエレバ

ン市地震防災計画の策定を行った。スケジュールおよび作業内容を示すフローチャートを表 1.3-1 と図 

1.3-2 にそれぞれ示した。 

  

日本国政府 

国内支援 

   委員会 

JICA 

アルメニア国

政府 

調査実施チーム 

JICA調査団

地震リスク評価 

ワーキング・ 

グループ 

非常事態省

救助庁 

(RS) 

ステアリングコミッティー 

防災計画策定 

ワーキング・ 

グループ 
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表 1.3-1 作業スケジュール

 

 

フェーズ

年　次

   年 度

　　　作　業　項　目 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 第１次国内作業

【1】： 既存情報のレビュー

【2】： インセプションレポートの作成

 第１次現地作業

【3】： インセプションレポートの説明

【4】： 基礎調査

【5】： 現地地盤調査

【6】： 表層地質図の作成

【7】： 地盤モデルの作成

【8】： シナリオ地震の設定

【9】： 地震防災情報データベースの設計

【10】： 地震ハザード評価

【11】： 建物インベントリー調査

【12】： 運輸インフラ・ライフラインのインベントリー調査

【13】： 地震リスク評価

【14】： 即時震度分布表示システムの導入の準備

【16】： プログレスレポート(P/R)の作成・提出

 第１次現地作業・つづき

【10】： 地震ハザード評価

【13】： 地震リスク評価

【18-1】： エレバン市地震防災対策計画策定の準備

【18-2】： 能力開発支援計画の作成

 第２次国内作業

【19】： インテリムレポート(IT/R)案の作成

【20】： インテリムレポートの説明・協議

【15】： 本邦研修の実施

 第２次現地作業

【21】： インテリムレポートの説明

【17】： 地震災害シナリオの設定

【22】： エレバン市地震防災対策計画案の作成

【23-1】： 災害図上シミュレーション訓練

【23-2】： 即時震度分布表示システムの構築

【24】： 能力開発支援活動の実施

【25】： 地震防災計画の完成

【26】：
エレバン市地震防災計画の事業コスト、事業別優先度、実施スケ

ジュールの検討

【27】： 環境社会配慮

【28】： アルメニアの地震防災に関する提言事項の取りまとめ

 第３次国内作業

【29】： ドラフトファイナルレポートの作成

 第３次現地作業

【30】： ドラフトファイナルレポートの説明

 第４次国内作業

【31】： ファイナルレポートの作成

凡例：　　　　　現地調査期間、　　　　　　国内作業期間、　　　　 　 報告書等の説明

　　 第１年次調査：2010年8月～2011年6月

　    フェーズ１：基礎調査、地震リスク評価

         第２年次調査：2011年7月～2012年12月

　　　フェーズ２：エレバン市地震防災計画の作成

2010年度 2011年度 2012年度

フェーズ 1 フェーズ 2

第1年次 第2年次

調 査 期 間
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図 1.3-2 フローチャート 
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第2章 データの収集と分析 

2.1 計画・法令 

2.1.1 法令 

地震防災を含む災害と大規模事故対応に係わる法律は、以下の 4 つである。 

1) 住民保護法（Law on Population Protection、1998 年施行） 

2) 民間防衛法（Law on Civil Defense、2002 年） 

3) 地震防災法（Law on Seismic Protection、2001 年） 

4) 消防法（Law on Fire Security、2001 年） 

住民保護法と民間防衛法は、大規模事故と災害および武力が行使された非常事態時の対応を規定し

ており、地震災害への対応の基本となる法律である。これらは、緊急対応と緊急対応準備をカバーしてい

るものの、減災についての規定はあまり含まれていない。地震防災法は、減災を含めた防災のサイクル全

般に係わる規定や、公的機関・企業・国民のすべてのレベルの権利と義務についての規定を含む、地震

防災に係わる総合的な事項を規定している。 

エレバン市は、国の定めた法令や計画に基づいて、以下のような市長令で防災の枠組みを定めてい

る。 

1) エレバン市の避難委員会の設置（市長決定 N416、2000 年） 

 同 変更（市長決定 N1832、2003 年）（市長決定 397A、2007 年） 

2) エレバン市の非常事態委員会の設置（市長決定 N920、2000 年） 

 同 変更（市長決定 N1830、2003 年）（市長決定 N747、2007 年）（市長決定 2010 年） 

3) エレバン市の民間防衛システムの構造の変更（市長決定 1418N、2003 年） 

 同 変更（市長決定 398A、2007 年） 

4) エレバン市都市開発計画の承認（市長決定 N2228A、2006 年） 

 

2.1.2 組織 

アルメニアの民間防衛の長は首相であり、副長は非常事態省の大臣、政府の責任機関は非常事態省

である。非常事態省（Ministry of Emergency Situations; MES）は、地震防災に関係する下部組織として、

救助庁（Rescue Service; RS）、国家地震防災調査所（National Survey for Seismic Protection；NSSP）、国

家備蓄局（National Reserves Agency）、国家危機管理アカデミー（State Crisis Management Academy）、

国家水文気象・モニタリング局（State Hydrometeorology and Monitoring Service）などを抱える。 

非常事態時には、首相を委員長とする国レベルの非常事態委員会とエレバン市や州知事を委員長と

する地方非常事態委員会による対応が行われる（図 2.1-1 参照）。 
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図 2.1-1 非常事態の民間防衛に係わる管理組織図 

 

2.1.3 計画 

2010 年に、総合的な地震防災管理を目指した「アルメニアの地震防災システムの発展構想」（以下、

「構想」）が大統領令 NH140n として公布された。この構想は、本調査の目指す総合的な地震防災とほぼ

同様な目標を掲げている。 

2010 年に、「大地震時の住民保護組織計画」（以下、「組織計画」）が政府決定 N919 として施行された。

この計画では、以下の項目についての規定または説明がなされている。 

・ 全省を含む政府機関や関連組織の役割と機能 

・ アルメニアの自然と地震の概況と、地震によって想定される人的・物的被害（エレバン市で想定さ

れる死者は 162,243人）、対応のために必要となる各種の救助隊の人数と部隊数 

・ 管理、警報、情報伝達、被害調査、避難のための体制や活動について規定 

・ 救助、医療、治安維持、後方支援、食料、輸送、情報提供のための体制と実施についての規定 

・ 国際支援の受付、受入、配置の方法・順序の規定 

2.2 地図・GIS 

2.2.1 地図 

エレバン市の地震リスク評価に利用するインベントリーデータ等の登録や各種調査の基礎となる地図

情報は、Cadastro から既存地形図の CAD データの提供を受けた。 

本プロジェクトでは GIS ソフトウェアとして ESRI社の Arc GIS を採用したが、そのオンラインマップサー

ビスの一つとして、Microsoft 社が提供する Bing Maps の航空写真を利用することができる。そこで、この

Bing Maps の航空写真を利用して、インベントリーデータの登録や各種調査結果の確認を行った。 
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2.2.2 GIS 

GIS（地理情報システム）は、収集した情報をデータベースとして構築するための重要なツールである。

既に、RS では世界的標準となっている ESRI社の GIS を導入していることから、本プロジェクトでも、ESRI

社の Arc GIS Desktop 9.3.1 を採用した。 

2.3 地震関係資料 

2.3.1 地震カタログ 

図 2.3-1 に NSSP から収集した地震カタログを示した。最近 75 年間に国内で発生した M6 以上の地震

は 1988 年のスピタク地震のみである。地震活動は北部の Lori州から国境をまたいでグルジア国にかけて

活発であるが、エレバン周辺では M5 以上の地震は発生していない。しかし、歴史地震の分布を見ると、

M7 を超える大地震がアルメニアの南部や東部にも発生しており、歴史的には必ずしも北部だけが地震

活動が活発なわけではない。エレバンの周辺では、市の東で 1679 年に M7 クラスの Ganri 地震が、9世

紀には市の南の Dvin付近で M6 クラスの地震が発生している。 

 

図 2.3-1 NSSP のカタログによる地震活動 

2.3.2 強震観測資料 

NSSP は 1988 年スピタク地震以降、スイスの協力のもとにデジタル強震計による強震観測を開始した。

また、グルジアとは強震観測データの交換を行っており、グルジア国内の強震観測点で観測されたデー

タも入手して解析に利用している。1988 年スピタク地震以降、アルメニア国内では M6 を越える地震が発

生していないが、グルジアでは M7 を超える地震が発生しており、有用な観測記録が得られている。 

 

2.3.3 被害地震資料 

エレバンに被害をもたらした地震としては 1679 年の Garni 地震と 9世紀の Dvin 地震が知られている。 

893 年 3 月 27 日（M=6.5) 「Dvin 地震」 

エレバン市の南部、アララト谷にある Artashat 市付近で推定最大 MSK 震度 9 の地震が発生し、7万

人以上が死亡した。 
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Dvin 地震に関しては多くの研究者がさまざまな説を述べており、発生年も必ずしも確定してはいない。

893 年のほかに 863 年にも Dvin に大きな被害をおよぼした地震が発生したとの研究結果もある。863

年の地震によって 12,000人が亡くなったとの記述も見られる。 

1679 年 6 月 4 日（M=7.0） 「Garni 地震」 

エレバンの東 20km の Garni付近を震源とする地震。推定最大 MSK 震度は 10。エレバンでは砦が崩

壊し、モスク、ミナレットが倒壊した。エレバン近郊の Kanaker 村（現在のエレバン市 Kanaker-Zeytun

区北部）で 1,228人が死亡、全体では 7,600人が死亡した。 

2.4 テクトニクス、活断層、地形、地質 

2.4.1 テクトニクス・活断層 

アルメニアはアラブプレートとユーラシアプレートの衝突境界の北部に位置している。アラビアプレート

はユーラシアプレートに対して 20～30 mm /年 の速度で北上しており、その結果、アルメニアを含むコー

カサス地域は圧縮され、隆起している。 

図 2.4-1にアルメニアの主な活断層を示した。ガルニ断層は、アゼルバイジャンのNakhigevanからエレ

バン市の東側をとおり、Pambak-Sevan-Sunik 断層に合流する延長約200km の活断層である。この断層に

沿って 906 年の地震（M7.0）、1679 年ガルニ地震（M7.0）、1828 年の地震（M7.0）、および 1988 年スピタ

ク地震（Ms6.9）が発生している。 

エレバン断層はエレバン市の南に推定されている断層である。この断層は重力異常から推定され、伏

在断層と考えられていたが、本プロジェクトで実施したノル・ウギ（Nor Ughi）地点のパイロットトレンチにお

いて衝上断層が確認され、断層の一部は地表に達している可能性がある。893年のDvin 地震は、古代ア

ルメニアの首都であった Dvin が大きな被害を受けた地震として有名であり、震央はエレバン断層上に推

定されているが、その正確な位置は明らかでない。この地震はガルニ断層の活動によるという説もある。 

 

 

図 2.4-1 活断層図（Georisk による、地震データは NSSP による） 



第 2 章 データの収集と分析 

9 

2.4.2 地形 

エレバン市域の標高は、830 ～1,550m で、北東の山地・丘陵地から南西の Ararat 堆積平野に向かっ

て低くなる。大まかには、以下の 4 つの地形区からなる。 

1. 北部の火山性台地（Yeghvard, Kotayk及び Jrvezh-Nork の火山性台地） 

2. 南東部の丘陵・山地（Shorakhpiur-Nubarashen 丘陵、Erebuni 山地） 

3. 中部、南部に広がる河成平野（Hrazdan川、Getar川、Jrvezh川および Shorakhpiur 川の河成平野） 

4. 人工改変地 

 

図 2.4-2 DEM によるレリーフマップ（Georisk, 2011） 

 

2.4.3 地質 

エレバン市の地表に分布する地質で最も古いものは、古第三系の下部～中部漸新統の Shorakhpiur 

層である。北部の広い範囲を占めるのが第三紀から第四紀前期の溶岩や凝灰岩である。市街地にはこ

れらに加え、河川沿いの低地やArarat 低地に分布する河成堆積物が分布する。既存ボーリング資料から、

エレバン市に分布する岩盤として以下に示す 2種類が存在することが明らかになった。 

a) 火山岩（玄武岩、スラグ、溶結凝灰岩、玄武岩急冷部） 

    （溶結凝灰岩は堆積岩であるが、成因よりここでは火山岩類に便宜的に入れた） 

b) 堆積岩類 （マール・ライムストーン・砂岩・礫岩） 

北部と南東部の岩盤標高はおおむね高く、中央部から南西部にかけて低くなる傾向が認められる。 

2.5 都市開発・土地利用・人口など 

2.5.1 人口 

エレバン市の 12 区の面積と人口、人口密度を表 2.5-1 に整理した。市の北部から中央部にかけては

人口が過密となっている。北西部ないし南西部は、個人住宅等の土地開発が進みつつあり、将来僅かず

つではあるが人口増加が見込まれる地域である。 
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人口推移は、2003 年の 1,102 千人から 2010 年の 1,119 千人へと少しずつ増加しているが、今後大き

な人口増加は見込まれていない。2010 年の人口構成は、63歳以上の高齢者は 141,737人（12.7％）、16

歳から 62歳までの就労（可能）者は 769,319人（68.9％）、0歳から 15歳は 205,592人（18.4％）である。 

 

表 2.5-1 各区の面積、人口及び人口密度 (2010 年） 

区 
面積 1) 

( ha） 

人口 2) 

（×1,000） 

人口密度 

（人口/ha） 

Ajapnyak 2,600 108.2 42  

Avan 820 51,0 62  

Arabkir 1,320 130.8 99  

Davtashen 650 41.1 63  

Erebuni 4,940 121.9 25  

Kentron 1,340 130.6 97  

Malatia-Sebastia 2,530 141.8 56  

Nor-Nork 1,450 147.0 101  

Nork-Marash 470 11.3 24  

Nubarashen 1,720 9.7 6  

Shengavit 4,060 146.5 36  

Kanaker-Zeytun 760 79.3 104  

合計 22,660 1,119.2 49  

出展： 1) Yerevan city Master Plan（2005)エレバン市マスタープラン（2005） 

2) 国家統計局（2010）： Marzes of the Republic of Armenia in Figures 

 

2.5.2 土地利用 

エレバン市の都市計画マスタープランは、計画年次を 2020 年として 2005 年末に作成され、現在、エレ

バン市とエレバンプロジェクトによって見直しがおこなわれている。 

土地利用は、市の統計データによると農地 42.55km
2
（18.7％）、耕作可能地 14.435km

2
（6.4％）、住宅

地及び公共建物用地 67.02km
2
（29.5％）、産業 27.66 km

2
（12.2％)、公園･緑地 11.13km

2
（4.9％）、林地

12.39 km
2
（5.5％）で構成される。 

2.6 建物 

関係機関から収集した集合住宅、戸建住宅、学校、病院の GIS/CAD データを表 2.6-1 に示す。これら

を精査した結果、Cadastro の CAD データを GIS に変換したデータを主として用いることとした。なお、これ

らには建物構造に関するデータは含まれていない。このほか、国家統計局の発行した統計資料集(2009)

には、集合住宅の石造、RC 造区分による棟数データがあり、これを参照した。Cadastro の発行している市

街地図（アトラス）から学校、病院を読み取った。居住者数に関してはマスタープランに載っている、集合

住宅棟数、床面積、集合住宅の居住者数を利用した。 
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表 2.6-1 収集した建物に関する電子データ 

機関 形式 内容、データの評価 データの利用 

Cadastro CAD  

（2005 年） 

住家、非住家の分類がある。 

構造に関するデータはない。 

ガレージなど家屋以外の構造物もポリゴン

として含まれている。 

GIS に変換して使用。建物構造に

関しては集合住宅のインベントリ

ー調査結果などを属性として追加

した。 

RS GIS  

（2001 年） 

2001 年センサスに基づいている。集合住宅

に関しては階数が含まれているが誤りも多

い。構造に関するデータはない。戸建住宅

の 40%程度が含まれており、階数と建築年

の属性が含まれている  

戸建住宅の建築年データを利用

した。 

NSSP GIS 3 階建て以上の集合住宅のデータ。構造に

関しては有用なデータはない。GIS の位置

データに間違いが多い。 

RS データに含まれていない地域

の戸建住宅の建築年データを利

用した。 

2.7 インフラ、ライフライン 

2.7.1 エレバン市内の幹線道路、橋梁、高架橋 

市内の幹線道路は、Kentron 地区外周路から放射状に延伸しており、市外へ向かう国道 M-1、M-2、

M-4、M-5、M-15 及び州道 H-4、H-8 に接続している。エレバン市内並びに空港への接続道路に位置す

る橋梁、高架橋のリストを入手したが、約半分の構造物台帳が亡失しているため、インベントリー調査を主

体として台帳で確認を行った。 

 

2.7.2 エレバン市のライフライン 

エレバン市のライフライン事業者は、以下のようになっている。 

a) 上下水道：2009 年に国から市へ移管され、民間企業であるエレバン水会社（Yerevan Djur）が技術・

施設管理を行っている。 

b) 電力：アルメニア国内における電力会社は 100%ロシア資本のアルメニア・電力会社（Electric 

Network of Armenia）の 1社だけである。 

c) ガス：アルメニア国内におけるガス会社は 80%ロシア資本のアルメニア・ロシアガス会社

（ARMRUSGASPROM）の 1社だけである。 

d) 電話：アルメニア国内における電話会社は、Armentel(Beeline)、Viva-Cell、Orange の 3社がある。こ

の内、Armentel社が固定電話と携帯電話の両方を扱っており、その他 2社は携帯電話のみを扱っ

ている。 

各事業者に管路、ケーブルのネットワーク図の提供を依頼したが、機密情報であるとの理由で開示さ

れなかったため、Cadastro、地質学研究所、エレバンプロジェクトから関連情報を収集して使用した。 
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第3章 地盤調査 

3.1 ボーリング・土質試験 

エレバン市の地質構造は、地質図や既存の 5,094 本のボーリングデータベースからその概略は把握で

きる。しかし地震動の増幅特性の評価に必要な S 波速度の情報および、液状化の判定に必要な土質に

関する情報は不足していた。そこで、これらの情報を把握するため、市内 10ヶ所で各深さ 30m のボーリン

グ調査を行い、ボーリング孔を利用していくつかの調査を行った。ボーリング地点（図 3.1-1）は、表層堆

積物が厚い、市の南部に集中して配置した。 

 

図 3.1-1 現地地盤調査地点 

3.2 物理探査 

3.2.1 PS 検層 

地盤の S 波速度情報を得るために 10ヶ所の新規ボーリング掘削孔で PS 検層を実施した。PS 検層は、

ボーリング孔中に地震計を設置し、地表で起振したS波を孔中の各深度で受振して地盤のS波速度構造

を把握する物理探査手法である。 

3.2.2 表面波探査 

地盤の S 波速度情報を得るため、市内 60 ヶ所（図 3.1-1）で表面波探査を実施した。表面波探査は、

複数の地震計を地表に平面的な広がりを持って設置し、人工的に発生させた表面波や常時微動を同時

に多点で測定、解析することにより、地下のS 波速度構造を把握する物理探査手法である。この調査では

24台の地震計を L字型に 2m 間隔で配置し、人工的に発生させた振動や常時微動を測定した。表面波

探査では、地表で観測した波形を使って地下の S 波速度構造を解析するので、直接地中の S 波速度を

測定する手法である PS 検層と比較するとやや精度が低い。しかし、PS 検層は測定のためにボーリング孔

を掘削する必要があるので、費用や簡便さに関しては表面波探査が有利である。 
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3.2.3 常時微動探査 

常時微動探査は、表面波探査実施地点と同じ場所で実施した（図 3.1-1）。常時微動探査は自然界に

常に存在する微小な振動を地表に設置した地震計で観測し、地盤の性状を解析によって把握する手法

である。今回は3成分の地震計を使用して、スペクトルのH/V比を算定して地盤の卓越周期を求め、表面

波探査などで得られた結果の検証に用いた。 

3.3 表層地質図の作成 

表層地質図は、地盤モデル作成の基礎資料として使用するため、特に地質の垂直方向の構成に留意

して作成した。まず、既存資料や今回実施した新たなボーリング調査結果を総合して縮尺 1：25,000 と 1：

10,000 の表層地質図を作成した（図 3.3-1）。さらに詳細な地質構成を把握するため、2 種類の地質断面

図を作成した。1つは全エレバン市を対象とした、水平縮尺1:10,000、垂直縮尺1:4,000の8枚の図面で、

もう 1 つは南部の低地を対象とした水平縮尺 1:10,000、垂直縮尺 1:1,000 の 6枚の図面である。 

 

図 3.3-1 エレバン市の地質図 
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3.4 地すべり調査 

地すべり分布に関しては、衛星写真によって地すべり地形を判読し、現地調査によって滑落崖、亀裂、

段差、移動土塊等の状況を把握し、詳細な地すべり境界を確認して地すべりマップを作成した。その成

果をもとに、住宅、建物、インフラ等への影響を現地で確認し、地すべりリスク評価を行って「地すべりハ

ザード・リスクマップ」にまとめた。 

3.5 活断層調査 

3.5.1 衛星写真判読 

エレバン市の東を北北西－南南東に走るGarni断層はひとつの連続する主要な断層からなるのではな

く、短い断層が断続的に分布する幅 500m から 1km程度の断層帯からなるものと推定された。 

エレバン断層は重力異常データからその存在が推定されていた。衛星写真判読によると、Nor Ughi と

Jrashen において断続的な断層変位地形が推定され、Nor Ughi で断層露頭が確認された。エレバン断層

は伏在断層ではなく、その一部が地表に達している可能性があり、さらに確認のための調査が必要であ

ることが判明した。 

 

3.5.2 トレンチ調査 

Garni 断層については 5 箇所でトレンチ調査を行い、そのうち 2 箇所（図 3.5-1 の North Garni site と

Yelpin site）で活断層の存在を確認した。これらの地点では、断層の活動様式は右横ずれを伴う正断層

であることが分かった。 

また、エレバン断層については、その存在を確認するためのパイロット調査を実施し（図 3.5-1 の Nor 

Ughi site）、逆断層の存在が確認された。 

 

 

図 3.5-1 エレバン市周辺の活断層 (Georisk 資料および NSSP 震源カタログ) 
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3.5.3 年代測定 

トレンチ壁面のサンプルを取得し、地層年代を測定した。その結果、North Garni site のトレンチ調査で

確認された断層運動（地震）の発生時期は、紀元前 1000 年頃と推定された。 

 

3.5.4 エレバン断層での追加トレンチ調査 

Nor Ughi site (Nor Ughi 1-1)で活断層が確認されたため、エレバン断層の確認を目標に以下の追加断

層調査を行った。 

(1) エレバン断層でのトレンチ調査 

Ararat盆地の北縁および北東縁の低崖を対象として、メツァモールで 2 地点、Nor Ughi 2 で 1 地点、

トレンチ調査を実施したがエレバン断層は確認できなかった。 

(2) Nor Ughi 1-2 地点でのトレンチ調査 

Nor Ughi 1-1 地点で確認された断層は、これまで活断層ではないとされていた Vedi 断層のトレースと

一致していることから、Vedi 断層がエレバン断層の活動に関連して 2 次的に活動した可能性が指摘さ

れた。年代測定試料を採取する目的で Nor Ugh1 1-2 地点でトレンチ調査を行った（図 3.5-2）。年代

測定調査による断層の活動年代は AD70～1450 年で、893 年の Dvin 地震と対応している可能性があ

り、以下の 2 つの解釈が可能である。 

 a) Vedi 断層は地質断層ではなく活断層である 

 b) Vedi 断層は地質断層ではあるが、他の断層の活動に伴って 2 次的に活動した 

 

 

図 3.5-2 Nor Ughi 1-2 地点西側壁面の写真 第三紀層が未固結の礫層である B1, B4, C1 を覆っ

ている、F1 断層は AD70～980 年(NUW-2)または AD1400～1450 年(NUW-4)以降に活動した 
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第4章 地震ハザードの評価 

4.1 地盤モデルの作成 

4.1.1 エレバンの地盤の概況 

・第三紀の堆積岩が広く分布しており、南部、南東部では一部露頭している。 

・北部では火山岩が第三紀の堆積岩を覆っている。 

・南西部では段丘堆積物が第三紀の堆積岩を覆っている。 

・河川沿いでは、新しい玄武岩質溶岩や河川堆積物が部分的に上記の岩類を覆っている。 

 

 

図 4.1-1 エレバン市の地質断面の概念図 

 

4.1.2 S 波速度が 360m/sec 以上の地層のモデル化 

PS検層結果および表面波探査結果から、S波速度(Vs)が 360m/sec以上、500m/sec以上、760m/sec以

上である地層の深度をモデル化した。結果を図 4.1-2に示す。 

 

 

Vs が 360m/sec 以上の層の深度 Vs が 500m/sec 以上の層の深度 Vs が 760m/sec 以上の層の深度 

図 4.1-2 S 波速度が 360m/sec 以上、500m/sec 以上、760m/sec 以上の層の深度分布 

西 

東 

第四紀段丘堆積物 

第三紀堆積岩類 新鮮部 

弱風化層 

強風化層

第三紀堆積岩類

第四紀火山岩類 

北 南 
第四紀段丘堆積物
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4.1.3 S 波速度が 360m/sec より遅い地層のモデル化 

収集した 5000 本余りの既存ボーリング柱状図および今回新たに掘削した 10 本のボーリングをもとに、

地表近くの S 波速度が 360m/sec より遅い地層は 2 層で構成され、その速度は表層地質タイプで規定さ

れることがわかった。S 波速度は、表層地質（第四紀火山岩類、第四紀段丘堆積物、第三紀またはそれ

以前の堆積岩類）ごとに、表面波探査、PS 検層結果で得られた S 波速度を統計的に処理して決定し

た。 

4.1.4 グリッドごとの地盤モデルの作成 

上記解析結果をまとめると、エレバンの表層地盤は表 4.1-1 に示すように 3 つのタイプに区分できる。図 

4.1-3 には地盤タイプの分布を示した。地震動の増幅特性を解析する際に用いる地盤モデルを、対象地

域をカバーする 250m正方メッシュごとに作成した。総数は 3,831 である。 

 

表 4.1-1 地盤のタイプ区分 

タイプ Type 1 Type 2 Type 3 

 時代、岩質 
溶結凝灰岩を含む第四

紀の火山岩類 
第四紀の段丘堆積物 

第三紀またはそれ以前

の堆積岩類  

主な分布域 北部丘陵地 西部 南部、南東部 

第 1 層 
360 m/sec 

220 m/sec 220 m/sec 浅

部第 2 層 290 m/sec 290 m/sec 

第 3 層 360 m/sec 
深

部
第 4 層 500 m/sec 

第 5 層 760 m/sec 

 

図 4.1-3 地盤タイプ、Vs360, Vs500, Vs760 はそれぞれの速度を示す岩盤が露頭していることを示す 

4.2 シナリオ地震の設定 

エレバン市のシナリオ地震としては、図 4.2-1 および表 4.2-1 に示す 2 シナリオを設定した。Garni 断層

は延長約 200km の活断層で、1679 年の地震はこの断層で発生したものと言われている。内陸の活断層

で発生する地震の再来周期が一般に 1000 年以上であることを考慮すると近い将来に地震が発生する確
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率は小さいものと推定されるが、1679 年の地震で実際に Garni 断層のどの範囲が活動したのかは十分に

解明されておらず、近い将来の地震発生を完全に否定することはできないため、GF2 と GF3 をシナリオ地

震とした。 

 

図 4.2-1 シナリオ地震の断層モデル 

 

表 4.2-1 シナリオ地震の断層パラメータ 

 Garni断層 (GF2) Garni断層 (GF3) 

ﾓｰﾒﾝﾄ ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ(Mw) 7.0 7.0 

タイプ 右横ずれを伴う正断層 右横ずれを伴う正断層 

長さ (km) 57 50 

傾斜 (°) 90 90 

深さ(上端 - 下端）(km) 3 - 12 3 - 12 

幅 (km) 9 9 

4.3 地震動、液状化、斜面の評価 

4.3.1 基盤地震動の解析 

地震動の計算は、まず距離減衰式を用いて工学的地震基盤（Vs=760m/sec 以上の地層）での地震動

計算を行い、次に表層増幅特性の評価を行った。距離減衰式は、コーカサス地域を対象とした式や、最

近の研究成果が反映された式を、アルメニアおよびグルジアで観測された強震観測記録と比較して観測

最大加速度とよく合致する Akker and Bommer (2010)、Boore and Atkinson (2008)と Chiou and Youngs 

(2008)を選定して使用した。3式で計算した加速度は、0.5、0.25、0.25 の重み付けを用いて平均操作を行

った。 

4.3.2 地表地震動の解析 

表層増幅特性は、メッシュごとに SHAKE91 を使った１次元等価線形解析を行って評価した。地盤モデ

ルは、4.1 節で作成したモデルである。地質の非線形特性は、日本で用いられている典型的な非線形特

性を使った。入力地震波形は、a) 1988 年スピタク地震(Mw=6.9)の際に震央から約 20km の Gukasyan で

観測された波形、と b) シナリオ地震と同じ断層タイプで M7 クラスの地震を、シナリオ地震と同程度の距

離で観測した地震波形を世界の観測記録から 3 波形選定して用いた。a) 波形には 0.5 の重み付けを、
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他の波形には均等に合計 0.5 となる重みを与えた平均操作を施して地表加速度を算出した。結果を図 

4.3-1 に示す。 

 

 

GF2 シナリオ GF3 シナリオ 

図 4.3-1 地表加速度分布 

 

4.3.3 液状化の解析 

液状化危険度の評価には、日本で広く用いられている FL法(日本道路協会(2002))と PL法(Iwasaki et 

al.(1988))によって解析・評価を行った。地下水位は、既存ボーリングデータの水位情報と地形標高の関

係から豊水期の水位を設定した。その結果、シナリオ地震における液状化危険度はエレバン市では低い

という結果となった。 

 

4.3.4 斜面の解析 

地すべりハザード評価は、地形・地質観察、地すべりによる変状や水文上の問題点、被害の状況から

見た活動性を考慮して行った。また、地すべりハザードと住宅・建物とインフラへの影響を考慮し、地すべ

りリスクを定性的に評価した。 

地震時にはこれらの斜面での崩壊や落石、既存地すべりの再活動の危険性が高い。特に、エレバン

市東南部の丘陵地の地すべりは平常時でも不安定であり、地震時にはさらに危険性が高くなる。急傾斜

地は Hrazdan 川や Getar 川の谷壁斜面に連続しており、地震時に溶岩からなる不安定な岩塊が崩落す

る危険性が高い。 
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図 4.3-2 地すべりハザード･リスクマップ 

4.4 エレバン断層による地震動 

もしエレバン断層で地震が発生した場合、エレバン市の被害は甚大となることが容易に想像できる。エ

レバン断層については 1950 年代から多くの議論がなされているが、その活動度のみならずその位置や

長さも確かではない。特にエレバン断層の北部の、エレバン市に近い部分は伏在断層であるため、調査

が難しいことがその大きな原因である。 

エレバン断層については、アルメニア側の関係機関と合意に達することができなかったため、本プロジ

ェクトではシナリオ地震として採用することができなかった。しかし、エレバン断層が活動した場合のエレバ

ン市での地震動を知っておくことはエレバン市の地震防災にとって重要である。そこで、ここではエレバン

断層が活動した場合の地震動を想定した。エレバン断層の長さが確定していないこと、断層の一部だけ

が活動する場合もありうることを考慮して 4 つのマグニチュードを想定した。断層モデルを表 4.4-1 と図 

4.4-1 に示す。解析手法は 4.3 節に示したシナリオ地震と同一であるが、応答解析にはスピタク地震の

Gukasyan での観測波形のみを用いた。計算結果を図 4.4-2 に示す。 
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表 4.4-1 エレバン断層の断層パラメータ 

 エレバン断層 

ﾓｰﾒﾝﾄ ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ(Mw) 6.8 6.2 5.6 5.0 

タイプ 逆断層 

長さ (km) 40 15 6.7 3.0 

傾斜 (°) 55 (北東傾斜） 

深さ(上端 - 下端）(km) 5 - 12 5 - 11 5 - 8 5 - 6 

幅 (km) 8.6 7.5 3.3 1.5 

 

 

図 4.4-1 エレバン断層に設定した 4 つの震源断層 

 

図 4.4-2 エレバン断層の活動を想定した地表加速度分布 
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第5章 構造物のインベントリー調査 

5.1 建物サンプル調査 

建築物の構造分類を行い脆弱性評価に必要なデータ収集を行うため、ランダムに選択した 150棟の建

物についてサンプリング調査（現地再委託）を行った。サンプリング調査にもとづく集合住宅の構造分類と

構造的特徴を表 5.1-1 に示す。戸建住宅はほぼ全てが石造であり、建築年代と目地モルタル種別の推

定による構造区分を図 5.1-1に示す。 

 

表 5.1-1 集合住宅の構造分類と構造的特徴 

No 構造種別/構工法通称と構造形式 階数 建築年代 構造的特徴 

1 （個別設計の無補強）石造（型番

なし） 

 

主に 4階、 

3~6階 

1958年頃まで 

1940年頃まで

は 3階建て 

壁厚 60cm、両側の石の間にﾗｲﾑﾓﾙﾀﾙを充填するMidis

と呼ばれる形式が多い。床は木造が多い、50年頃以降

は、階段部分のみ場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ造。 

2 （補強）石造、 

型番 1-451 

4階、5階 1958年～1970

年代初頭まで 

壁厚 50cmでｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ、床は PC ﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ。壁内部に

耐震ﾍﾞﾙﾄと呼ばれる鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄを床周囲に配置。 

3 補強石造、 

型番 1A-450、 

4階、5階 1970年代初頭

から 1988年頃

まで 

壁厚50cm、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填、約6m間隔で縦方向に鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄによる補強。耐震ﾍﾞﾙﾄと呼ばれるRC補強を壁内

部の床位置に設置。床は PC ﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ。 

4 ﾌﾚｰﾑﾊﾟﾈﾙ、型番 111 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ骨組造 

9階 

 

1975年頃以降

1988年頃まで 

一方向は PCの RC骨組、他方向は PC柱とパネルの構

造。柱標準寸法は 40cmx40cm。床はボイドｽﾗﾌﾞ。 

5 ﾘﾌﾄｽﾗﾌﾞ、場所打ち鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺｱ壁とﾌﾟﾚｷｬｽﾄ柱・現場打ちﾌﾗｯ

ﾄｽﾗﾌﾞ併用形式 

12階、16階 1970年頃～

1988年頃まで 

現場打ち RC コアと PCの柱、ﾌﾗｯﾄｽﾗﾌﾞ工法。 

場所打ちのﾌﾗｯﾄｽﾗﾌﾞは製作後、PC柱を利用して所定の

位置まで揚重。地震力は全てｺｱ壁で負担する設計。 

6 ﾌﾚｰﾑ＆ﾌﾚｰﾑ（ﾊﾞﾀﾞﾘﾔﾝ式、ﾓﾉｷｬ

ﾝ式）、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ骨組

造 

12、14階 

一部 10、18

階、ﾓﾉｷｬﾝ

は 9~12階 

1960年代～

1988年頃まで 

2方向共 PCの RC骨組。 

柱の標準寸法は50cmx50cm。部材の現場接合部が柱梁

接合部から離れておりﾌﾚｰﾑﾊﾟﾈﾙより靭性があると見ら

れている。 

7 ﾗｰｼﾞﾊﾟﾈﾙ、型番 1-451 LP、壁式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

9階、5階、

一部に 4

階、8階 

1970年頃～現

在まで（国によ

る建築が継続） 

壁式ﾌﾟﾚｷｬｽﾄの RC造、耐震性に優れている。 

8 ﾓﾉﾘｼｯｸ、場所打鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 中高層一般 地震後の 1990

年頃以降 

現場打ち RC造（柱梁の骨組造が多い）。スピタク後の

1994年に新耐震基準。壁は軽量ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁。 

注：RC：鉄筋コンクリート。PC：プレキャストコンクリート 

 

 

図 5.1-1 戸建住宅の建築年代と石造目地モルタル種別による分類 
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5.2 建物インベントリー 

集合住宅に関しては、市内のほぼすべての建物について、現地再委託によって外観目視による構造

種別の判定を行い、インベントリーを作成した。構造種別毎の棟数構成を図 5.2-1 に示す。合計 4,371棟

であったが、石造のうち個別設計（Stone, Individual Design）は市街地にあり隣棟と接続していることが多

く、棟数には誤差を含む。戸建住宅に関しては、その多くが建築年で構造種別が判定できると想定される

ため、Cadastro から提供された CAD データをもとに、RS が所有する建築年情報とあわせ、建物インベント

リーを作成した。推定された戸建住宅棟数は約 43,000棟である。 

 

 

図 5.2-1 集合住宅の構造種別毎の棟数構成 

5.3 建物の被害関数の設定 

被害の定義としては、EMS-98 震度階に示されている被害ランクのうち、ランク 4 と 5、すなわち大破、倒

壊に相当する被害を対象とすることとした。このような被害を受けた建物は、修繕することができず、緊急

シェルターとして使用することもできない。 

建物被害関数の設定に際しては、a) スピタク地震（1988 年）の被害データおよび推定加速度分布、b) 

建築物の強度と靭性（耐震性の有無と施工品質の良否を含む）、c) 建築物の固有周期と建築地の地盤

種別を検討し反映させた。 

集合住宅の被害関数を図 5.3-1 に、戸建住宅の被害関数を図 5.3-2 に示す。 
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Frame and Frame
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Large Panel 

Plan of lift slab, 

EERI report, 1989 
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図 5.3-1 集合住宅の被害関数 

 

 

図 5.3-2 戸建住宅の被害関数 

5.4 インフラのインベントリー 

運輸インフラの調査対象は、市内と近傍 48 箇所の道路交差構造のうち、歩道橋などの小規模な構造

物を除く主要構造物（橋梁）並びにフライオーバー等の 40 箇所を対象とした。インベントリー調査では具

体的な対策工を想定しながら、表 5.4-1 に示す項目について調査を行った。 

 

表 5.4-1 インベントリー調査項目 

項 目 想定する対策工 要 点 

桁構造 桁相互の連結による連続化、上部工架替え、新橋架替え 橋長、支間長、幅員 

支 承 桁間連結工、落橋防止工 橋座及び桁端形状、寸法 

橋座幅 橋座縁端拡幅工 橋座幅、桁かかり長、支間長 

品 質 橋梁全体の補修・補強、新橋架替え 劣化度合い 
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5.5 インフラの被害関数の設定 

被害の判定方法は、台帳やインベントリー調査によって比較的簡便に評価ができ、本調査と類似する

過去の調査で採用された「片山の方法」によって行った。なお、インベントリー調査において施工不良や

経年劣化によるとみられるコンクリート表面からのカルシウム浸み出し、鉄筋・鋼材の腐食、コンクリートの

構造的な亀裂などの品質の低下が観察された。これらは、施工精度のみならず維持管理不足も影響して

いるものと考えられ、日本の構造物に比較しても著しいものであり、地震時の安定性に影響を及ぼすと考

えられる。片山の方法は、日本の被災実績に基づき設定されているため、評価基準の判定項目には品質

に関する評価を追加した。 

5.6 ライフラインのインベントリー 

収集された情報に基づき、ライフラインの管種・関係ごとの延長を 250m メッシュごとに推定した。

Kentron区と Shengavit区についてはライフラインに関する情報が得られなかったため、他区のデータから

管路延長と建物数の経験則を作成して推定した。ライフライン延長の集計を表 5.6-1 に示す。 

 

表 5.6-1 ライフラインの集計表 

No. 区 人口 
面積 上水道

下水道 電力 ガス 
電話 

（幹線）汚水 雨水 架空線 地中線 地上管 地中管 

km
2
 km km km km km km km km 

1 Ajapnyak 108,200 26.0 132.3 62.4 12.4 185.8 51.1 95.3 11.7 27.3

2 Avan 51,000 8.2 48.7 28.5 12.7 59.6 40.2 44.3 1.6 14.3

3 Arabkir 130,800 13.2 114.0 70.8 24.2 154.7 69.9 103.4 9.6 30.2

4 Davtashen 41,100 6.5 37.2 22.6 1.9 68.4 25.3 13.8 1.6 7.2

5 Erebuni 121,900 49.4 218.7 164.8 30.5 355.9 71.3 173.2 5.2 35.7

6 Kentron 130,600 13.4 153.3 104.6 31.4 237.2 67.7 130.5 2.6 62.9

7 Malatia-Sebastia 141,800 25.3 131.2 109.3 23.5 232.6 53.9 97.5 10.4 31.6

8 Nor Nork 147,000 14.5 63.5 42.0 15.4 133.1 70.1 50.8 0.6 25.7

9 Nork-Marash 11,300 4.7 33.5 24.6 1.4 48.7 9.5 37.1 0.9 7.8

10 Nubarashen 9,700 17.2 57.7 14.2 0.0 80.2 0.4 22.0 5.8 3.8

11 Shengavit 146,500 40.6 217.4 161.4 18.7 275.1 74.2 162.8 9.0 36.8

12 Kanaker-Zeytun 79,300 7.6 85.6 60.0 10.6 118.1 94.4 96.3 8.5 18.2

合計 1,119,200 226.6 1,293.1 865.2 182.7 1,949.4 628.0 1027.0 67.5 301.5

5.7 ライフラインの被害関数の設定 

一般にライフラインの被害を予測するためには、対象地域で発生した過去の地震による被害から経験

的に作成された被害関数を用いる。アルメニアでは1988 年にスピタク地震が発生しているが、この地震に

よるライフラインの被害はほとんど報告されておらず、記録も残っていない。加えて、RSやNSSPが被害想

定を実施する際のマニュアル「Seimic Risk (Assessment and Management)」におけるライフラインに関する
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被害想定手法では被害関数を導けなかったため、以下のようにアメリカや日本の既存文献等を参考にア

ルメニアにおける被害関数を設定した。 

a) 上水道 

近年提案されている幾つかの被害関数を参照して、最大被害の算出にはアメリカとメキシコの被害実

績に基づく HAZUS の標準被害率を、平均被害の算出には兵庫県南部地震の被害実績に基づく内

閣府中央防災会議(2005)の標準被害率を用いることにした。 

b) 下水道 

上水道管と同じ被害関数を用いることとした。 

c) 電力 

架空線は、既往の被害関数（東京都(1997)、Federal Emergency Management Agency (1999)、埼玉県

（1998））を参考にして、HAZUS と埼玉県(1998)の被害関数をそれぞれ最大被害と平均被害の算出

に用いることとした。地中線は東京都(1997)の被害関数を用いることにした。 

d) ガス 

地中に埋設されたガス管については、上水道管と同様に、既往の被害関数（東京都(1997)、Federal 

Emergency Management Agency (1999)）を参考にして最大被害と平均被害を算出することにした。地

上管は、建物の壁から建物内へ引き込まれているため、建物と一緒に被害を受けることが想定された。

そこで、地上管については、管路延長に建物被害率を乗じて被害延長を算出することにした。 

e) 電話 

電話は電気と同様、架空線、地中ケーブルから構成されるため、被害関数は電力と同様とした。 
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第6章 地震リスク評価 

6.1 建物のリスク評価 

5 章で作成した被害関数は 1988 年のスピタク地震による被害データに基づいているため、スピタク地

震後約 20 年の建物経年劣化と独立後の保守不良を考慮して、被害関数を 1.2倍して用いた。 

2 つのシナリオ地震に対する集合住宅と戸建住宅の 250m メッシュの大破・倒壊棟数を図 6.1-1 に示す。

各地区の集合住宅と戸建住宅の大破・倒壊の被害棟数、被害率を表 6.1-1 に示す。 

 

集
合

住
宅

 

 

戸
建

住
宅

 

 

 GF2 シナリオ GF3 シナリオ 

図 6.1-1 住宅の 250m メッシュの大破・倒壊棟数 
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表 6.1-1 住宅の被害 

 

6.2 インフラのリスク評価 

GF2 シナリオ、GF3 シナリオでは、対象とした 40橋梁/フライオーバーは全てランク C で落橋の危険度

は低いと判定された。 

6.3 ライフラインのリスク評価 

(1) 上水道の被害 

延長 1,300km の管路において以下の被害（標準～最大）が想定された。 

GF2 シナリオ：0.2～27.4 箇所 

GF3 シナリオ：0.0～12.2 箇所 

(2) 下水道の被害 

延長 870km の汚水管、180km の雨水管において以下の被害（標準～最大）が想定された。脆弱な陶管

が多いため、上水道管路に比べて被害が多い。 

GF2 シナリオ：汚水 0.0～71.4 箇所、雨水 0.0～9.5 箇所 

GF3 シナリオ：汚水 0.0～32.4 箇所、雨水 0.0～3.8 箇所 

(3) 電力の被害 

延長 1,950km の架空線において以下の被害（標準～最大）が想定された。なお、地中線では被害は発

生しなかった。 

GF2 シナリオ：0.9～22.4km 

GF3 シナリオ：0.2～4.5km 

(4) ガスの被害 

延長 70km の地中管、1,030km の地上管において以下の被害（標準～最大）が想定された。 

GF2 シナリオ：地中 0.0～2.9 箇所、地上 265.4km 

GF3 シナリオ：地中 0.0～1.3 箇所、地上 121.2km 

集合

住宅

(x100)

戸建

住宅

(x100)

戸数

(x100)

1 Ajapnyak 3.9 30.6 267 0.5 12% 10.9 36% 36 14% 0.1 4% 4.9 16% 12 5%

2 Avan 2.3 12.2 127 0.6 27% 6.7 55% 40 32% 0.2 7% 2.4 20% 11 9%

3 Arabkir 5.8 33.2 347 1.2 21% 11.7 35% 74 21% 0.4 6% 4.7 14% 24 7%

4 Davtashen 1.7 7.8 98 0.0 2% 3.2 41% 5 5% 0.0 0% 1.3 17% 2 2%

5 Erebuni 2.2 106.4 228 0.5 23% 38.4 36% 69 30% 0.2 11% 21.3 20% 36 16%

6 Kentron 7.1 55.1 364 2.5 35% 15.5 28% 103 28% 1.2 16% 7.6 14% 47 13%

7 Malatia-Sebastia 5.7 45.3 346 0.3 6% 10.3 23% 27 8% 0.1 2% 4.8 11% 11 3%

8 Nor Nork 6.4 1.8 369 1.0 16% 0.5 31% 71 19% 0.3 5% 0.2 11% 23 6%

9 Nork-Marash 0.0 24.0 24 0.0 23% 8.3 35% 8 34% 0.0 7% 3.6 15% 4 15%

10 Nubarashen 0.3 5.5 16 0.1 26% 1.4 26% 4 26% 0.0 15% 0.9 16% 3 15%

11 Shengavit 5.5 72.0 298 1.4 26% 16.4 23% 73 25% 0.8 15% 9.4 13% 41 14%

12 Kanaker-Zeytun 2.9 32.4 163 0.5 16% 15.3 47% 37 23% 0.1 5% 5.7 18% 12 7%

43.7 426.3 2,649 8.6 20% 138.7 33% 548 21% 3.5 8% 66.6 16% 225 8%

戸建住宅

(x100)

戸数

(x100)

No. 区

既存建物数 GF2 シナリオ

合計

GF3 シナリオ

集合住宅

(x100)

戸建住宅

(x100)

戸数

(x100)

集合住宅

(x100)
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(5) 電話（幹線）の被害 

シナリオ地震において、被害は想定されなかった。これは電話の幹線は地中に埋設されており、管路に

比べてフレキシブルで耐震性が高いためである。 

6.4 火災・人的被害の評価 

6.4.1 火災の評価 

1988 年のスピタク地震では、レニナカン市、キロバカン市、スピタク市合計で 531 箇所の出火が報告さ

れている（Krimgold (1994)）。人口の比較から、スピタク地震と同様な地震動が冬の日中に発生した場合、

エレバン市内で 1,500 箇所程度の出火が起こるものと想定される。しかし、現在のエレバン市には木造建

築物はほとんど存在しないため、出火した場合でも大規模な延焼火災に発展する可能性は低く、火災に

よる死者は建物被害に伴う死者に比べて少ないものと考えられる。 

6.4.2 人的被害の評価 

エレバンでは集合住宅が多数を占めていることを考慮して、死者の被害関数は「戸数」をパラメータとし

て 1988 年スピタク地震による被害を基に作成し、死者数を算定した。ただし、スピタク地震は日中に発生

した地震であるため、最悪ケースとして夜間の地震発生を仮定し、ロシア非常事態省の手法を参考に計

算された死者数を 1.43倍した。 

負傷者数の被害関数は、死者数をパラメータとして、コーカサス地方およびその周辺で発生した地震

における死者数と負傷者数の関係から作成した。建物被害の算定においては学校や商業施設の被害は

対象としていないため、人的被害についてもこれらの施設での被害は対象としていない。区ごとに夜間の

死傷者数を計算し、集計を表 6.4-1に示した。GF2シナリオ、GF3シナリオの場合、それぞれ約3.2万人、

1.1万人の死者数が算定された。 

 

表 6.4-1 死傷者数推定結果（夜間） 

No. 区 人口 

GF2 シナリオ GF3 シナリオ 

死者数 
(x1000) 

負傷者数 
(x1000) 

死者数 
(x1000) 

負傷者数 
(x1000) 

1 Ajapnyak 108,200 1.9 1.8% 5.1 4.7% 0.5 0.5% 1.7 1.6%

2 Avan 51,000 2.2 4.3% 5.6 11.0% 0.5 0.9% 1.5 3.0%

3 Arabkir 130,800 4.5 3.4% 10.3 7.9% 1.2 0.9% 3.3 2.5%

4 Davtashen 41,100 0.2 0.5% 0.7 1.7% 0.0 0.1% 0.2 0.5%

5 Erebuni 121,900 4.1 3.3% 9.6 7.9% 1.9 1.5% 5.0 4.1%

6 Kentron 130,600 6.5 5.0% 14.3 11.0% 2.6 2.0% 6.6 5.0%

7 Malatia-Sebastia 141,800 1.3 0.9% 3.7 2.6% 0.5 0.3% 1.5 1.1%

8 Nor Nork 147,000 4.3 2.9% 10.0 6.8% 1.1 0.8% 3.2 2.2%

9 Nork-Marash 11,300 0.3 3.1% 1.2 10.5% 0.1 1.1% 0.5 4.4%

10 Nubarashen 9,700 0.2 1.6% 0.6 6.1% 0.1 0.8% 0.3 3.6%

11 Shengavit 146,500 4.4 3.0% 10.2 7.0% 2.2 1.5% 5.6 3.8%

12 Kanaker-Zeytun 79,300 2.0 2.5% 5.2 6.5% 0.5 0.6% 1.6 2.0%

合計 1,119,200 31.8 2.8% 76.5 6.8% 11.2 1.0% 31.1 2.8%
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6.5 地震防災情報データベースへの入力 

本プロジェクトで構築された地震防災情報データベースの大分類は、「ベースマップ」「社会条件」「自

然条件」「地震ハザード・リスク」「地震防災計画」の 5 項目である。これらの大分類は、フォルダーとして整

備され、この各フォルダーの中には、中分類に相当する項目が、Arc GIS 用パーソナルジオデータベース

（Microsoft Access と同じ形式）として作成された。さらに、中分類のパーソナルジオデータベースの中に

は、個々のデータが GIS レイヤーとして格納された。 

6.6 地震防災計画のための最悪ケースの想定 

地震防災計画策定に資するため、アルメニア側の研究者と協議の上、シナリオ地震に加えてエレバン

市が一様に MSK9 の震度となる状況を想定した被害を算定した。これはスピタク地震の際のギュムリ市の

状況に類似している。結果を表 6.6-1 に示した。約 2,000棟の集合住宅が大破・倒壊し、85,400人が亡く

なる結果となった。 

 

表 6.6-1 地震防災計画のための最悪ケース 

ケース MSK 震度 
集合住宅の 

大破・倒壊棟数 

戸建住宅の 

大破・倒壊棟数 
死者数 

エレバン市全域が

MSK 震度 9 
IX 2,000 29,000 85,400 
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第7章 地震防災計画関連調査 

7.1 都市計画 

7.1.1 都市基盤からみた脆弱性評価 

エレバン市は、旧ソ連時代に建設された計画都市であるため良く整備された都市であり、地震に対す

る都市計画上の脆弱性は小さいが、多くの建物で老朽化が進んでいることなどによって脆弱性を増して

いることが考えられる。大規模な地震に襲われた場合に備えて、さらに地震に強いまちづくりを進めること

を考慮すると、次のような脆弱性を挙げることができる。 

• 環状道路と交差し市外へ向かって放射状に配置された幹線道路のうち、新規および改修･拡幅工事が

計画されている個所の早急な整備が必要である。6 m 未満道路が比較的多く分布する Avan 区と

Nork-Marash区では、災害発生後の救助活動が困難なことが予想される。 

• 市民一人当たりの公園面積は多いものの区によって偏りが見られ、市の北東部は斜面地が多く、災害

時に利用可能なアクセスのよい公園・緑地面積は少ない。さらに、密集市街地の集合住宅では、空地

が個人の物置や駐車場に占有されており、緊急避難、火災時の緩衝機能は不足している。 

• Hrazdan渓谷と Nork渓谷に沿った地域の急傾斜地およびその近傍に分布する個人住宅については、

地震時における斜面崩壊に対して対策が必要となる。 

• Erebuni区および Nubarashen区の南東部は地震時における地滑り対策が必要となる。これらの地区に

は住宅は少なく、被害想定でも建物の被害は想定されていないが、場所によっては地滑りが発生した

場合孤立するなど脆弱性が高いと評価できる。 

 

7.1.2 都市計画制度等の現状と課題  

(1) 都市計画に関する法制度の枠組み 

エレバン市では無秩序な開発は見られないが、1990 年代に進んだ土地･建物の個人所有化は住宅の

耐震化を阻害する要因になりかねない。特に集合住宅の場合、住民の所得格差等が原因で建替え費

用の負担が難しく耐震化を含めた建替えの合意形成が困難な場合があり、既成市街地に多くみられる

老朽化した集合住宅の再開発が進まないなど問題は多い。今後は地震に強い街づくりのために必要な

再開発と住宅の耐震化を促進するために、都市計画関連の法的枠組みの整備が優先課題である。 

(2) マスタープラン 

マスタープランは 2005 年に、計画年次を 2020 年とする全面的な改訂が行なわれた。2012 年春から再

改定の作業に着手しているが、これまで考慮されてこなかった地震防災（地震に強いまちづくり、建物の

建替えと耐震化を含む）についての内容の追加が必要である。 

(3) 地震防災対策に関する新たな法制度の枠組みと課題 

｢ア｣国では、地震リスクアセスメントに基づく建物の地震リスク軽減対策に関する複合プロジェクトを準備

中で、1989 年以前に建築された老朽化した建物の建替えによる耐震化に向けて様々な事業を展開しよ

うとしている。このような各種防災対策と、現在の都市計画/建築基準等の法制度の運用、及びマスター

プランにおけるコンセプト、方向性との間に、整合性と一貫性を持たせることが今後の課題である。 
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7.1.3 エレバン市における再開発事業の課題  

エレバン市の既成市街地のビルの建替えを中心とした再開発事業は、通常は入札により民間開発業

者（以下ディベロッパー）が事業そのものを一括して請け負う。その場合、エレバン市はディベロッパーに

よる種々の申請手続きの審査し、またプロジェクト全体（工事そのもではなく）を監督する立場をとる。再開

発事業の課題としては以下があげられる。 

• マスタープランで指定された再開発地区の多くは地形･地質的な制約を受けた土地が多く、建物の建

替えばかりでなく、場合によっては土地造成（斜面対策あるいは地盤沈下対策）と道路整備などのイン

フラ整備と一体的かつ都市環境と調和したな再開発が必要となる。これらの基盤整備については市の

主導のもとで実施することにより、再開発事業を促進させる必要がある。 

• 市中心部の建替えが進むことにより、将来中心市街地（Kentron 区および周辺）への過度な人口集中

が起こらないように、現在宅地開発が進みつつある市の西部（Ajapnyak 区、Malatia-Sebastia 区、

Shengavit区）への住宅供給を円滑に進めるための長期計画の立案が望まれる。 

• 再開発を実施する場合、ディベロッパー主導による建物の建替えばかりでなく、環境や防災に有利な

公園等のオープンスペースの確保や道路拡張整備などが促進されるような施策の導入（公共事業とし

て、市の補助金等）についても今後検討する必要がある。 

 

7.1.4 地震に強い都市づくりに関する提言 

地震に強い都市づくりを進めるために、以下の点が提言される。 

• 旧ソ連時代に建設された都市基盤の整備（とくに、二次災害の防止にもなる、上下水道・電力・ガスな

どのライフライン施設・ネットワークの耐震化を促進する） 

• 建築物等の耐震性の向上による市民への被害の軽減、建物崩壊による道路閉塞の防止（とくに、病院

や学校の耐震化は重要で現在実施中の事業を促進する） 

• 災害時に避難できる空地の確保（小学校の耐震化を前提とした校庭の活用、大規模工場敷地、市街

地周辺の空地等を確保する） 

• 広域道路網の整備（中心市街地内から通過交通の排除を含む）、とくに市の中心部を取り囲む外郭環

状道路の整備 

• 市の東（南）部の地滑り地区、Hrazdan渓谷及び Nork渓谷などの斜面地に建設されている住宅の耐震

性を高める 

7.2 環境・社会配慮 

7.2.1 ガレキ処分 

GF2 シナリオ地震により発生するガレキ量は、可燃性が 86万 t、不燃性が 707万 t と推定される。通常

の廃棄物管理を維持しつつ、すべての可燃性災害廃棄物を、Nubarashen 区の現在の一般廃棄物処分

場で処分を行うためには、約 5 年が必要となる。不燃性災害廃棄物の処理には 20ヘクタールの用地と約

17 年の期間が必要となる。現在の不燃性廃棄物処分場は、Ajapnyak 区の採石場の空地にあり、広さは

10ヘクタールで、今後 10 年以上は使用できると言われている。災害ガレキ処分用地についても、採石場

の空地内に候補場所を選定するべきである。 
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7.2.2 有害廃棄物の処分 

エレバン市には有害廃棄物処分場が無い。自然保護省は有害廃棄物の処理についての法令を公布し

たが、エレバン市は予算が少ないためそれに従うことができない。 

アルメニアでは、アスベストの使用はこれまで禁止されてこなかった。建物の取り壊しの認可を与えられ

た業者は、アスベストを見つけた場合、他の廃棄物とは区別してアスベストを処分することになっている。

従って、復旧時に災害ガレキ処分に関わる人々は、アスベスト用マスクをつけ、散水して廃棄物を濡らす

ことが必要である。また、アスベストを袋に梱包し、警告板を設置した適切な場所に保管するべきである。 

 

7.2.3 し尿管理と衛生状態 

エレバン市におけるトイレからのし尿は、生活排水と共に、Shengavit 区にある Charbark 下水処理施設

へ下水管を通して送られるが、現在は、ふるいによる一般廃棄物の除去、砂の沈下処理のみを行って川

に排水されている。 

水道の供給が停止した時や住居内の水洗トイレが使用できない場合、食料品を入れる大きなプラスチッ

ク袋やプラスチック製ゴミ袋を水なしでトイレとして使用するために準備しておく必要がある。下水管のマ

ンホールもトイレとして使用できる可能性がある。 

 

7.2.4 避難場所での環境・社会配慮 

RS エレバン支部によって用意されている、国民避難計画（2012）の草稿における一時避難場所は 238

ヶ所で、203,164 人の避難者が想定されている。ほとんどがエレバン市内の学校や幼稚園である。一時避

難場所の運営・管理について環境・社会配慮の観点から、(1) 避難者の登録、(2) 女性を加えた管理組

織、(3) 衛生状態の維持、(4) 伝染病の予防、(5) 飲料水の安全管理、(6) 食料の安全管理、が求めら

れる。 

同じく長期避難場所は 4ヶ所であり、1,050人の避難者が想定されている。地点は既存のエレバン市内

のホテルである。RS エレバン支部は、さらに多くの避難場所を確保するためにホテル所有者と交渉を行

ってきたが、合意には至っていない。長期避難場所の運営・管理について、環境・社会配慮の観点から、

(1) プライバシーの保護、(2) 相談システムの設置、(3) ヘルスケア、(4) 食習慣のサポート、(5) 長期避

難場所の段階的な閉鎖と統合、が求められる。 

 

7.2.5 化学物質と爆発性物質 

化学危険施設での事故や、工場の爆発及び火災の際の避難のアクションプランは、非常事態時のエ

レバン市のアクションプラン（2007）の中で、まとめられている。化学危険施設は添付文書に記載されてお

り、救助活動の詳細は逐一計画されている。計画は大規模地震の直後の 2 次災害時に確実に実行され

るべきである。 

 

7.2.6 放射能汚染 

アルメニアの原子力発電所での原子力及び放射性物質による事故における国民保護のための国家計

画の承認に関するアルメニア国政府決定（アルメニア原子力発電所に関する外部緊急計画）の中で、原

子力発電所での事故の際の避難計画の詳細が述べられている。計画には、救助庁及び地方救助部が
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取るべき行動が記載されている。原子力発電所周辺の地域は、半径 5km 以内、5～10km の 2 つのエリア

に分割され、避難計画は各エリアのリスクに応じて準備されている。 

しかし、計画で想定されている事態は単独事故であり、大地震に伴うものではない。地震災害の場合、

まずは避難ルートの安全確保をするべきである。どの機関が避難ルートの安全確保をするのか、住民の

避難を管理する警察にどのようにして知らせるのか、を計画の中で考慮するべきである。原子力発電所の

単独事故を対象としたこの計画によると、人々は住居の 1階もしくは地下室にとどまるべきとされている。し

かし、地震災害の場合、余震により建物が倒壊する恐れがあり、建物内にとどまることは危険である。それ

ゆえ、大地震による原子力発電所の事故の際の避難計画は、この計画とは別に策定されるべきである。 

 

7.2.7 大気汚染（粉塵） 

大地震による建物の倒壊によって大量の粉塵が発生する。ガレキの移動・処理をする人々は、粉塵を

低減させるために散水し、またマスクを着用して処理すべきである。特にアスベストなど有害廃棄物が混

在していることを考慮し、この種の作業に適したマスクを準備することは重要である。有害物質を見つけた

場合、安易に処理せず、関連機関に通報する必要がある。 

アルメニアでは、原子力発電所の事故によるリスクのある地域から避難する人々に対して、放射性有害

物質を防ぐため、マスクを配布することを計画するべきである。また、関連地方自治体長は、マスクの必要

量に関する財政提案書を非常事態省の国家準備機関に提出しなければならない。同様の方法で、地震

後のガレキ及び廃棄物の処理に必要なマスクの準備を行うことが可能である。 

7.3 社会調査 

7.3.1 住民アンケート調査結果 

住民の多くは住宅を所有しているが、安全は国に責任があると考えている。住宅の耐震性が低いため、

改善が必要なことは分かっているが、実際に対策をとっているのはわずかである。地震が発生する可能

性を理解はしているが、現実的なリスクとはとらえていない。 

58.8%は自分が将来大地震を経験すると予測し、38.7%はその際に自宅が倒壊すると思っている。しか

し半数はその際にもエレバンに留まりたいと思っている。災害時には MES を最も信頼し、住宅、食料、飲

料水、医療活動を希望する。 

 

7.3.2 専門家へのヒアリング結果 

行政で災害管理に携わっている専門家にヒアリングした地震防災の目標は、1) 地震観測ネットワーク

の更新、2) 防災組織の活性化、3) 住民の地震防災に関する知識レベルの向上、4) 防災関連職員のレ

ベル向上、5) 役所、病院、学校建物の耐震性向上、6) 住宅改修の管理、7) ボランティアによるレスキュ

ーの普及、であった。 



第 7 章 地震防災計画関連調査 

35 

7.4 学校防災教育・コミュニティ防災 

7.4.1 学校防災教育の現状 

アルメニアの学校防災教育は、既存科目にある防災関連の要素を教えることと避難等の訓練である。

既存科目による防災教育では、自然及び人為災害、災害前後及び災害中の対処方法、過去の災害が

主な内容となっている。ここで、災害後の対処方法とは、災害直後の対処方法のことであり、復旧・復興は

含まれない。また、対処方法とは個人レベルのものが主であり、コミュニティでの対処方法まで及ぶ内容

はほとんど見られない。 

アルメニアでは、学校教員が防災教育を実施することを求めており、国家危機管理アカデミーが主導し

研修を行っている。また、教員が使用するためのガイドライン等も用意されている。 

問題の一つは、双方向や参加型学習が不十分であることである。新しい種類の防災教育を導入するこ

とによる教員の意識の改善も必要であると考えられる。学校という施設は教育のみならず、災害時の地域

住民の避難所という機能もある。また、生徒は家庭や地域住民へ情報を伝達することができる。学校防災

教育においても、対象を生徒にとどめるのではなく、保護者や地域住民をも含めて実施することが重要で

ある。 

 

7.4.2 コミュニティ防災の現状 

市民を対象とした防災教育に関して、NSSP 等は住民や事業者を対象に防災教育を行っており、講義

を通してハザード、災害前後及び災害中の対処方法、過去の災害が伝えられている。Emergency 

Channel では防災関連の冊子やパンフレット等、市民教育教材の作成を行っており、またウェブサイトを通

した情報発信も行っている。政府機関による市民教育は、個々の市民の防災力の向上に主眼が置かれ、

コミュニティ防災に特化した内容は含まれていない。現時点では、コミュニティ防災は、NGO や国際機関

が行っている。 

知識や情報を提供するための政府のシステムは構築されており、国際機関やNGO との協働を通して、

知識や情報の質の向上に努めている。NGO の活動は、コミュニティに直結したものであり、コミュニティの

非常事態に対応するための能力向上に寄与していると考えられる。しかし、コミュニティ防災を実現するに

は、コミュニティ主導で活動（教育、訓練、意識啓発）を実施することも必要である。そのためには、Marz

や自治体がコミュニティをサポートしていく必要があると考えられる。コミュニティ防災のコンセプトの構築も

含め、関係機関の役割を明確にしていくことが課題となる。 

 

7.4.3 学校防災教育・コミュニティ防災に対する提案 

(1) 学校防災教育、コミュニティ防災に共通する提案 

・ 学校間、コミュニティ間の情報共有・交換のプラットフォームや機会を設ける。 

・ 防災教育のコンテンツに、政府の役割（政府が実施できる／できない内容）を盛り込む。 

・ 生徒会や PTA など学校のガバナンスシステムを活用する。 

・ 学校防災とコミュニティ防災を統合して行う。 

(2) 学校防災教育に関連する提案 

・ 講義中心の防災教育だけでなく、双方向や参加型防災教育を実施する。 

・ 学校教員がファシリテーターとなるための研修を行う。 
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・ 生徒、親、地域住民の関係を重視する。 

・ 教員研修後のサポートシステムを準備・実施する。 

・ 復旧・復興を含めた過去の災害についての情報提供を重視する。 

・ 自治体職員を学校防災教育の実施の際に含めて行う。 

(3) コミュニティ防災に関連する提案 

・ コミュニティ間の情報共有・交換を促進する。 

・ コンドミニアムレベルをコミュニティ防災に活用する。 

・ コミュニティファシリテーターを育成する。 

・ ユースグループを活用する。 

・ 女性のグループを個別に考える。 

・ 政府や自治体、他機関による長期的なサポートを実施する。 
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第8章 地震防災システムの構築 

8.1 即時震度分布表示システム 

8.1.1 システムの概要 

即時震度分布表示システムは、地震が発生した場合に強震計で観測したデータを収集し、これをもと

に、自動的に各メッシュでの震度分布を演算・表示するシステムである。強震計はエレバン市内の 5 箇所

に設置した。システムは、「データ取得」、「データ収集と計算」、「データ表示」および「データ配信」の 4 つ

のパートで構成されている。「データ取得」部では、強震計の加速度センサーによって地震動を観測し、

内部メモリーに記録すると同時に、設定値を超えた場合に最大加速度値をサーバーに送信する。サーバ

ーの「データ収集と計算」部では、2 箇所以上の強震計から加速度値を受信した場合、地震が発生したと

判断して、震度分布を自動演算するとともに、波形記録を収集してデータベースに加える。「データ表示」

部は、エレバン市の震度分布をディスプレーに表示する。「データ配信」部は、携帯電話のショートメール

サービス(SMS)を使って、エレバン市民に震度情報を送信する。 

サーバーは非常事態省の危機管理センターに設置されている。地震発生後、危機管理センターのデ

ィスプレーに震度分布が表示されるまでの時間は 3 分程度である。また、地震発生後 10 分程度で携帯電

話にショートメールが送られる。 

 

8.1.2 システムの表示と配信 

1) 震度分布の表示 

図 8.1-1 に震度分布表示画面の例を示す。画面左に 5ヶ所の観測地点での観測震度、右にハザード

評価の際に解析した表層増幅特性を用いて推定した、メッシュでの推定震度分布が表示される。 

 

 

図 8.1-1 震度分布の表示例 
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2) 震度情報の配信 

原則として、エレバン市内で MSK 震度 4 以上が観測された場合、以下のような文面が、契約者の住所

がエレバンの携帯電話に自動的に送られることになっている。MSK震度3の場合は、RSが配信の可否を

判断する。外国人にも配慮して、アルメニア語、ロシア語、英語で表示される。 

 

・「震度 3 - 4 の弱い地震が○○年○月○日○時○分にエレバンで観測されました。」 

・「震度 5 - 6 の地震が○○年○月○日○時○分にエレバンで観測されました。」 

・「震度 7 以上の強い地震が○○年○月○日○時○分にエレバンで観測されました。」 

8.2 地震被害想定システム 

8.2.1 システム開発の経緯 

このプロジェクトでは、フェーズ 1 において地震動の推定をはじめとする地震ハザード解析と建物被害

や死傷者数の推定をはじめとするリスク解析が行われた。解析に用いられた手法は、日本や米国でよく

用いられている手法をもとにして、アルメニアで入手できるデータの現状に合わせて修正した方法であ

る。 

一方、RS はアルメニア全土を対象にした被害予測システムを保有しているが、これはハザード、リスク

解析手法としてはロシア非常事態省が用いている簡易な方法を採用しており、その内容には満足してい

なかった。そこで、RS は本プロジェクトで使用した解析手法にもとづく新たな被害想定システムの構築を

調査団に要望した。 

これに対し調査団は、解析手法のアルゴリズムと必要データの提供、およびシステム開発の指導を行う

ことを提案し、RS と調査団が共同でシステムを構築することで合意した。システム開発は 2011 年 7 月に開

始し、2012 年 4 月に完成した。 

 

8.2.2 システムの機能 

本システムは、任意のシナリオ地震に基づき、地震動と各種の被害を定量的に計算するものである。

使用者は RS あるいは RS エレバン支部であるため、地震被害想定に関する専門知識がなくても使えるよ

うに設計された。本システムは、Arc GIS のアプリケーションとして Visual BASIC言語でプログラミングされ

た。必要な入力と得られる出力は以下のようである。 

1) 入力 

・シナリオ地震の震源位置（緯度、経度、深さ）とマグニチュード 

・地震の発生時刻 

2) 出力 

・地表地震動（加速度、MSK 震度） 

・建物被害（集合住宅、戸建住宅） 

・人的被害（死者、負傷者） 

・ライフライン被害（水道、下水道、ガス、電力、電話） 

・レスキュー活動に必要な資材、人員 
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3) 計算に当たっての設定オプション 

・住宅の一部が耐震性の高い建物に建て替えられた場合 

・住宅の一部が補強された場合 
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第9章 エレバン市地震防災対策計画の策定 

地震ハザード、リスク評価と地震被害シナリオ作成の結果を踏まえ、カウンターパートであるっ非常事態

省救助庁とともにエレバン市地震防災対策計画を策定した。 

策定にあたって、19 の応急対応項目について災害シナリオを作成し、改善すべき点とそのための対策

を抽出した（第 III巻添付 1 参照）。減災については、現状の分析と重点課題の抽出と現状に則した対策

の方向性を決めた（第 III巻添付 2 参照）。 

優先事業の選定は、階層分析法（AHP）によって行い（第 III 巻添付 5 参照）、選定された優先事業に

ついて実施計画を作成した（第 III巻添付 6 参照）。最も優先度の高い避難計画の整備・公表については、

本プロジェクトにおいて、その実施（避難計画策定と公表のための市長令として承認）までを行った（第 III

巻添付 3 参照）。また、計画策定の一環として、救助庁の BCP の作成も行った（第 III巻添付 4 参照）。 

作成したエレバン市地震防災対策計画は、市長令としての採用のための最終段階である関係省庁へ

の回覧が行われている。 

本計画は、第 III巻メインレポート 2 エレバン市地震防災対策計画編（以降、「本編」と述べる）に示すと

おり、防災サイクルに基づいて、次のように 5 つの部で構成されており、全部で 41 の章からなる（表 9-1

参照）。 

第 1 部基本事項（第 1 章～第 3 章）では、本計画の方針、被害想定結果、防災主体の基本的責務に

ついて述べている。 

第 2 部軽減計画（第 4章～第 9章）では、地震に強い人づくり・地域づくり・都市づくりを主要課題として、

事前に行うべき軽減活動の計画について述べている。 

第 3 部事前準備計画（第 10章～第 21章）では、迅速に効果的な応急対応を行うための事前の準備活

動について、初動・情報通信・火災危険物・救助避難・輸送・医療・行方不明者・飲料水食料・ライフライ

ン等・ゴミ等に関わる計画を述べている。 

第 4 部応急対応計画（第 22 章～第 35章）では、震災時の応急対応活動について、事前の準備に基

づいて実際に行うべき活動を述べている。 

第 5 部復旧・復興計画（第 36章～第 40章）では、応急対応に引き続いて、より快適に生活できる、より

活気に満ちたまちづくりを進めるために作成する復旧・復興計画の枠組みを述べる。 

第 6 部支援計画（第 41章）では、他地域で起こった大規模な震災に対して行う支援活動の計画につい

て述べている。 

  



ファイナルレポート 第Ⅰ巻 要 約 

42 

表 9-1 エレバン市地震防災対策計画の構成と内容 

 構成 内容 

第 1 部 基本事項 
第 1章 計画の方針 
第 2章 市の概況および被害想定 
第 3章 防災主体の基本的責務

第 2 部 軽減計画 

第 4章 軽減対策の推進に係わる市の体制 
第 5章 地震に強い人づくり 
第 6章 地震に強い地域づくり 
第 7章 地震に強い都市づくり 
第 8章 施設構造物などの耐震強化 
第 9章 地震に関する調査・研究

第 3 部 事前準備計画 

第 10章 事前準備の推進とその支援に係わる市の体制  
第 11章 市民とコミュニティの事前準備の推進 
第 12章 初動に係わる事前準備 
第 13章 情報通信に係わる事前準備 
第 14章 火災や危険物に関する事前準備 
第 15章 救助、避難に関する事前準備 
第 16章 緊急輸送に係わる事前準備 
第 17章 緊急医療に係わる事前準備 
第 18章 行方不明者の捜索・遺体処理に関する事前準備 
第 19章 飲料水・食料の確保・供給体制 
第 20章 ライフライン・通信・交通施設の応急復旧に係わる事前準備
第 21章 ガレキ処理や他の環境社会課題に係わる事前準備 

第 4 部 応急対応計画 

第 22章 応急対応の基本 
第 23章 危機管理センターの設置・運営 
第 24章 情報の収集と伝達 
第 25章 警備、交通整理、緊急輸送 
第 26章 防災機関の相互連携 
第 27章 避難、救助 
第 28章 緊急医療、保健衛生 
第 29章 行方不明者の捜索・救出、遺体の取扱い 
第 30章 消防、危険物対策 
第 31章 学校対策 
第 32章 水・食料の供給 
第 33章 ライフライン・通信・交通施設の応急復旧 
第 34章 ゴミ・し尿・ガレキ処理 
第 35章 応急住宅・生活対策

第 5 部 復旧・復興計画 

第 36章 復旧・復興の基本的考え方 
第 37章 復旧・復興本部 
第 38章 復旧・復興計画の策定 
第 39章 市民生活の安定 
第 40章 都市の復興

第 6 部 応援計画 第 41章 支援計画

9.1 基本事項（本編第 1部） 

9.1.1 計画の目標 

地震防災計画の全体の目標として「総合防災の推進」を掲げ、以下に示す観点において地震防災活

動を推進する。 

(1) 体系的防災（究極のゴールを設定した活動） 

地震災害のリスクを軽減するために、究極のゴールを設定して地震防災活動を推進することを推奨する。
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地震防災のゴールは、1) 人の命を守る、2) 市民の生計を確保する、3) 社会経済のシステムを継続する、

4) 国の統治を維持する、と設定する。 

(2) 包括的な防災（縦横の組織系における役割分担－連携と、すべてが主体となった活動） 

地震防災活動を促進するためには、全ての組織・市民が自らの役割を明確にして他と連携して、主体性

を持って活動する必要がある。救助庁は、縦横の組織系の要となる必要がある（図 9.1-1参照）。 

 

 

図 9.1-1 縦と横の組織の連携 

 (3) 系統的な防災（防災のサイクルにおいて連続した活動） 

地震被害を軽減するためには、地震発生前に軽減活動や応急対応の準備活動を進めておくことが重要

である。地震発生直後の応急対応は、その後の復旧・復興と連続するものである。さらに、復旧・復興は、

地震前の状態に戻すだけでなく、次の地震に備えての減災や事前準備とつながって、より地震に強いま

ちをつくる一貫した活動となるべきである（図 9.1-2、図 9.1-3参照）。 

 

 

図 9.1-2 防災のサイクルの概念図 

 

 

 

 

水色矢印：縦の連携 

紫色矢印：横の連携 

中央政府レベル 

地方政府レベル 

住民・コミュニティ 

レベル 

住民 

 

エレバン市 

アルメニア政府 首相 

市長 

他の省庁 
非常事態省 

専門機関など 

非常事態 

委員会 他の部門 公共団体 

家庭 学級 事業所 

コミュニティ、学校、 

事業所のリーダー

政策や計画の策定  

自主防災 意識向上 

Measures and Assitance Report and Request

Measures and Assitance Report and Request
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図 9.1-3 時系列での各防災サイクルの活動 

(4) 具体的・効率的な防災（リスクを知った上での活動） 

効率的な防災活動のためには、ハザードや脆弱性を知った上でリスクを知り、重要性・緊急性・対応策の

効率性を考慮して抽出したリスクを軽減するために防災計画を策定し、計画に則って施策を実施する必

要がある。 

(5) 的確・実行可能な防災（できるところから活動と、活動の積み重ね） 

住民の要望や財政面などを考慮して、可能なレベルでのリスク評価に基づいて、できるところから施策を

進める。その積み重ねによって、リスクを軽減して地震に強いまちをつくることを推奨する。 

 

9.1.2 計画の策定方針 

本調査を通じて抽出された課題に対応して、本計画の策定方針を次のように設定した。 

a) 科学的なリスク評価と地震シナリオの活用する 

b) 効果的な活動のために、減災に焦点をあてる 

c) 建物強化に重点を置いた事前対策の充実により脆弱性を低減する 

d) 行政官から住民にいたる全ての市民の防災意識を向上する 

e) 関係組織やコミュニティ（住民組合）との連携のための制度・予算・実施体制の強化に重点をおい

た持続可能な計画を策定する 

f) 防災教育や即時震度表示システムを活用した災害情報の伝達を通して防災活動を促進する 

 

9.1.3 計画の重点項目 

上記の方針で述べられた重要点は、地震災害に対する軽減活動や事前準備活動の促進であり、促進

するための重点項目は以下のとおりである。 

a) 意識向上・防災情報の広報 

b) 都市開発の促進と市街地でのオープンスペースの確保 

c) 道路網の改善 

d) 建物の耐震強化 

e) 被害想定のための調査と研究 

f) ボランティアとの協力と協業 

g) 火災と爆発の防止と危険物の安全化 

防災サイクル 

    

前 応急対応     

直

後 

復旧     

復興     

後 減災・事前準備     

72時間後 

100日後 

10年後 

100年？後 

地震発生

人命救助を優先して、何とか堪えられる状況にする活動

許容できる状況にする活動 

地震発生前の通常の状況にする活動 

時間 

地震発生前より良い状況にする活動 
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9.1.4 その他 

詳細計画の策定およびと計画の習熟と修正の必要性を示すとともに、リスクの軽減のための基本的な

責務を以下のとおり定めた。 

a) 個々の市民は「自らの身と財産は自らが守る」ことを基本とした自助活動を行う。 

b) コミュニティ（住民組合、学校、事業所）は、「皆のまちは皆で守る」という認識を持って地域におけ

る助け合いである共助活動を行う。 

c)  市や防災関係機関は、「地震により強いエレバン市をつくる」ために自助・共助活動を支援する公

助活動を行う。 

9.2 軽減計画（本編第 2 部） 

9.2.1 軽減対策の推進に関わる市の体制（本編第 4章） 

(1) 市の役割 

a) 市は、本計画に示した各項目の計画を実施する、それぞれの計画の目標を達成するための直接

的な活動や支援活動を行う。このため、担当部署・機関は、体制整備、年度毎の詳細計画の策定、

予算確保、要員配置なども行う。 

b) 市は、各項目の計画の実施中に実施状況をモニタリングして、必要に応じて指示・支援を行い、対

策の円滑な実施を促す。 

c)  市は、年度末に各詳細計画の実施結果について評価を行い、評価結果を次年度の計画・目標の

策定に反映される。 

(2) 市の実施・支援体制 

本計画は、エレバン市長の承認の後に発効する。非常事態省救助庁エレバン支部は、計画の実施に

係わる責任機関である。対策の着実な実施のため、関係機関は、表 9.2-1 に示すとおり、3 つに分類

される。 

表 9.2-1 減災計画に係わる関係機関の分類   

監督機関 詳細計画の実施に責任を持ち、監督・調整を行うエレバン市の関係部署 

主な実施機関 詳細計画を直接実施する機関。明確な役割分担と協力によって実施される 

支援機関 詳細計画の実施機関を支援する機関 

 

9.2.2 地震に強い人づくり（本編第 5章） 

エレバン市は、市職員および市民の防災意識の向上を図り、防災訓練などを反復・継続することにより

「地震に強い人づくり」を推進する。 

(1) 市民の役割 

震災を防止するために、市民の一人ひとりが「自らの身と財産は自ら守る」ため、地震に関する正しい知

識を持ち、地震時に落ち着いて行動できる力を身につける。このため、市民は、日頃から表 9.2-2 に示

す地震災害の軽減活動および応急対応の事前準備活動を行う。 
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表 9.2-2 市民の行う軽減活動 

1. 集合住宅住居者の組織化 

2 住居の耐震性と耐火性の確保 

3. 出火の防止 

4. 家具や棚の転倒防止、窓ガラス等の落下防止 

5. 壁の点検補修など、家の外部の安全対策 

6. 住民組合、学校などが行う、地域の相互協力体制の構築への協力 

7. 防災に関する知識や情報の習得 

(2) 住民の自主防災活動の促進 

個人レベルの減災活動を促進するための対策は、本計画の第 6章から第 11章において述べる。行政区、

企業、教育施設において、地域社会の概念が薄いことを認識する必要がある。 

(3) 防災知識の普及 

非常事態省危機管理アカデミーは、表 9.2-3 に示す項目の教育指導を行う。 

表 9.2-3 公務員に対する地震防災教育の内容 

1. 地震の発生メカニズムや地震動に関する基本的な知識 

2. 現在、防災機関で講じられている地震対策 

3. 地震に対する日頃からの備え 

4. 震災時の避難場所と避難方法の周知 

5. 救出・応急救護の方法 

 

9.2.3 地震に強い地域づくり（本編第 6章） 

(1) コミュニティの役割 

コミュニティの構成要素（住民組合、事業所、学校）は、「皆のまちは皆で守る」ことを防災の基本と認識し

て、相互に連携して災害に備える体制を構築する。そして、コミュニティの構成員一人ひとり、およびコミュ

ニティ全体の防災意識の向上と防災力の向上のために、表 9.2-4 に示す地震災害の軽減活動を行う。 

 

表 9.2-4 コミュニティの行う軽減活動 

活動項目 

1. 自主防災組織の結成・強化 

2. コミュニティ防災計画の策定 

3. 建物や施設の耐震化（耐震改修、建替え）の推進 

4. 家具や棚の転倒防止、窓ガラス等の落下防止などの推進 

5. 防災教材の作成、防災教育の促進 

6. 出火防止、危険物の安全化 

(2) 自主防災組織の結成と強化 

各コミュニティに防災に係わる自主組織を結成することが薦められる。この組織の中に、消火・救助・緊急

医療・情報伝達・防災教育・日常生活支援・衛生・弱者支援・安全確認・施設補修などの重要課題の共有

のためのサブグループを設立する。 
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(3) コミュニティの防災計画の策定 

各コミュニティは、各々の状況を考慮して、防災力の向上のためにコミュニティの防災計画を策定する。こ

の計画では、対策を継続的に実施するために組織や資金を明確にする。計画に含むべき項目を表 

9.2-5 に示す。 

表 9.2-5 住民組織の防災計画の含むべき項目 

1. 計画の目的 

2. 基本事項  

3. 組織の概要（人口、建物数、建物の構造、周辺の土地利用など） 

4. 被害想定結果の特徴 

5. 組織内部の構成と内部組織の役割 

6. 防災機材のリストと保管場所 

7. 避難地点、特徴的なリスク、防災資源を示した防災マップ  

8. 建物の特徴、防災の課題、避難路  

9. コミュニティの構成員による防災の準備 

10. 実施計画と資金計画 

11. 防災関係の関連組織の連絡先 

(4) 建物と施設の耐震強化 

地震防災に関する最も重要な対策は、建物の耐震強化である。コミュニティは次のような対策・活動を行

う。 

- 住民組織による集合住宅の耐震強化の促進 

- 企業における建物と施設の耐震強化の促進 

- 学校における建物と施設の耐震強化の促進 

(5) 家具の転倒や窓ガラスの落下防止対策の促進 

コミュニティ（住民組織、企業、学校）は、家具の転倒や窓の落下防止対策を促進する。 

(6) 防災教材の作成と防災教育の促進 

救助庁危機管理アカデミーが防災教材を作成する。コミュニティは、準備作業に積極的に参加し、コミュ

ニティの構成員に対する防災教育を行う。防災教育の目的を表 9.2-6 コミュニティにおける防災教育の

目的に示す。 

 

表 9.2-6 コミュニティにおける防災教育の目的 

1. 地震災害とその管理に係わる基本事項の理解 

2.防災に係わる意識向上 

3.地震災害に対する適切な判断と対応の能力向上 

4. 他の被災者を支援する能力の向上 

(7) 出火防止 

コミュニティは、火災の原因となり得る建物の強化、難燃性の施設の導入、防火機材の準備（表 9.2-7 参

照）などの出火防止対策を行う。 
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表 9.2-7 コミュニティが準備する防火機材 

個人 

1. ヘルメット 

2. 消火用の衣類と靴 

3. 懐中電灯 

4. 笛 

コミュニティ 

5. 消火器 

6. 破壊機材 

7. スピーカー 

8. 救助機材と救急箱 

9. 通信機材 

10.マスク 

(8) 危険物の安全化 

危険物を保管・輸送・使用する施設においては、貯蔵タンク・パイプライン・分配施設への被害が懸念さ

れる。被害によって、毒物や汚染物の漏出・汚濁・拡散が起こり、広域に深刻な影響が起こることが懸念さ

れる。危険物を扱う企業は、施設の耐震強化と安全化を推進する。 

(9) 災害時の弱者支援対策 

災害時に支援を必要とする弱者には、福祉施設や病院に入っている人、常時看護を必要とする人、身体

障害者、高齢者、妊婦、乳児、外国人、旅行者が含まれる。弱者は、迅速な避難が困難であり、災害後の

生活も困難である。弱者とその家族が問題なく暮らすための対策を実施する。 

(10) コミュニティ防災活動の促進支援 

コミュニティ防災活動の促進のためには、表 9.2-8 に示すような市や政府の支援が欠かせない。 

 

表 9.2-8 政府によるコミュニティへの支援 

(11) 政府とコミュニティの協力 

地震防災における重要な課題の一つは、政府とコミュニティの協力である。定期的な会合などを通じて、

政府とコミュニティは協調関係を深化させる。 

 

9.2.4 地震に強い都市づくり（本編第 7章） 

地震に強い都市づくりを進めるためには、以下の点に留意する。 

a) ソ連時代に建設されたインフラの耐震化の促進 

b) 建築物等の耐震性の向上による住民への被害の軽減、建物崩壊による道路閉塞の防止（とくに、

病院や学校の耐震化が重要） 

  活動項目 主な支援機関 

減
災

 

1 自主防災組織の結成・強化 非常事態省（救助庁）、市役所 

2 コミュニティ防災計画の策定 非常事態省（救助庁） 

3 建物と施設の耐震強化 非常事態省、市役所 

4 家具の転倒や窓ガラスの落下防止対策の促進  非常事態省（救助庁）、市役所 

5 防災教材の作成と防災教育の促進 非常事態省（危機管理アカデミー）、市役所 

6 出火防止と危険物の安全化 非常事態省、市役所 
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c) 古い個人住宅が密集し、避難・救助が難しい地域の再開発の促進 

d) 災害時に避難できる空地の確保（小学校の耐震化を前提とした校庭の活用、大規模工場敷地、市

街地周辺の空地等を確保する） 

e) 広域道路網の整備（中心市街地内から通過交通の排除を含む）とくに市の中心部を取り囲む外郭

環状道路の整備 

f) 市の東（南） 部の地滑り地区、Hrazdan渓谷及び Nork渓谷などの斜面地に建設されている住宅の

耐震性の向上 

(1) 都市計画に係わる基本的な考え方 

エレバン市で開発、建築行為を行う場合には、アルメニア国の都市開発法(1998-05-05)、アルメニア国の

耐震建築基準に準拠した開発・建築行為を行う。 

(2) 再開発の推進 

エレバン市マスタープランに準拠した再開発事業を段階的・計画的に進める。この推進のためには、エレ

バン市都市開発建設局の適切な管理のもとで用地交渉、地権者の合意形成を進める。現在の民間主体

の再開発は高所得者向けである場合が多いことを考慮して、エレバン市の平均的な市民が建物の建替

え後も住み続けられるように、民間開発と競合を避けつつ、市が主導する公営住宅や賃貸住宅の供給も

行う。 

(3) 都市空間（オープンスペース）の確保 

災害発生時には、エレバン市が指定している避難地点である教育施設（小中学校等）の校庭、病院およ

び行政機関の施設を一次の避難地として確保する一方、二次避難地として既存の公園、緑地及び市外

縁部の未利用地を避難地として積極的に活用する。一方、個人住宅が密集する地区では、都市内空地

が不足していることから、火災・延焼防止も考慮して、民地内の植樹等による緩衝機能の付加、建替え時

の壁面後退などを進める。 

(4) 道路の整備 

幹線道路の整備はエレバン市マスタープランに従って段階的に進める。地震災害時の救助・救援・避難

を円滑に行うことを考慮して、市内に起終点をもつ自動車交通が最短経路で目的地へアクセスできるよう

に外郭の環状線の一部未整備箇所を早期に整備する。 

(5) 災害時土地利用 

災害時には、一次避難地としての非常事態省が指定した学校、病院、行政機関以外、二次避難地として

公園･緑地、空地（ 民地） を積極的に活用する。活用のために、エレバン市（市土地利用管理局）、土地

所有者の間で使用許可に関する協定を締結する。 
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9.2.5 施設構造物などの耐震強化（本編第 8章） 

(1) 既存建築物の耐震性の確認・耐震改修 

1988 年以前に建設された全ての建物と構造物の耐震設計は MSK7-8 を想定して実施され、アルメニア

国の震度分布図によると 0.4 g（MSK9 かそれ以上に相当）であるため、耐震の観点からの重要な施設の

脆弱性とインフラのリスク評価を都市開発において実施することが必要である。 

(2) ライフライン・インフラ施設の耐震強化 

エレバン市のライフライン・インフラ施設の強化は、大地震が発生した場合に、住民の生活支援、被災者

の支援、現在の状況に関する正確かつ時宜を得た情報の入手、住民への警告、救助活動などの応急対

応など重要な業務を効率的に実施するために必要である。ライフライン・インフラ施設が、震災時でもその

機能を十分に保ち、被災した場合でも都市の活動に及ぼす影響を最小限にとどめるため、十分な耐震性

を確保する。 

(3) 交通施設の耐震強化 

橋梁は緊急時において調査活動、避難、被災地域の後方支援を実施する際に非常に重要な役割を果

たし、輸送インフラで作業を滞りなく実施する上で、最も重要な施設ある。橋梁の新設や補修時には、各

橋梁において専門家の判断に従って地震のリスクを軽減することが必要である。橋梁の強化のために、

詳細な調査と技術的な解決のための比較検討を行う必要がある。 

アルメニアおよびエレバン市の鉄道を管理している「南コーカサス鉄道」CJSC は、管理している建物、駅

やその他の構造物、軌道、電線、付属施設の耐震性を確保する。重要度が高く、建設年代の古いものか

ら順次、耐震性の診断を行い、必要に応じて補強を行う必要がある。 

(4) 水利施設の強化 

大地震によって、エレバン湖のダムが決壊し、エレバン－エチミアジン道路が閉鎖され、シェンガビット区

の一部が浸水する恐れがある。このリスクを軽減するために、ダムの貯水・排水システムをチェックして、必

要に応じて、強化・修理作業を行う必要がある。 

(5) 擁壁の倒壊防止 

関係する組織は、管理する擁壁の亀裂や他の障害を明らかにするための検査を行い、カタログを作成し

て、擁壁の耐震性をチェックする。 

(6) 文化財の強化 

アルメニアの法律「文化財の登録規則」に従って、文化財の強化を行う必要がある。 

(7) 地すべりと泥流の防止 

エレバンの周辺には、危険な地質現象を引き起こす恐れのある急峻な地形が広がる。エレブニ区とケント

ロン区に地すべりの危険地が存在する。それらの危険地は、地震によってさらに不安定になる。市と区は、

恒常的な観測と技術的な対策を実施する。 

 

9.2.6 地震に関する調査・研究（本編第 9章） 

本プロジェクトで設定されたシナリオ地震についての研究を行うとともに、他のシナリオ地震の可能性に
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関する研究の実施も考慮する。 

9.3 事前準備計画（本編第 3 部） 

9.3.1 事前準備の推進とその支援に関わる市の体制（本編第 10章） 

(1) 市の役割 

軽減対策とともに、地震災害直後に被害や混乱を最小減に抑えるために、応急対応の準備を事前に行

う。 

市全体の役割は以下のとおりである。 

a) 市は、本計画の第 11章から第 22章に示した各項目の計画の実施を統括する。市は、各計画の実

施のための担当部署・機関を定め、担当部署・機関は、本計画に示された重点や骨子を考慮して、

年度毎の詳細計画の策定、予算確保、要員配置を行う。 

b) 市は、各詳細計画の実施状況のモニタリング・円滑な実施のための指示や支援を行う緊急対応管

理責任者を定め、責任者からの報告に基づき必要な調整・指示を行う。 

c) 市は、年度末に各緊急対応管理責任者から、詳細計画の実施結果について報告受け、結果を評

価し、評価結果を次年度の計画・目標の策定に反映させる。 

(2) 市の実施・支援体制と活動概要 

市は、応急対応時と同様な体制で、事前準備を行う。ただし、地震が発生した後に召集される危機管理

センターなどは、事前準備のための体制には含まれない。 

エレバン市非常事態委員会、エレバン市避難委員会、区長、救助庁エレバン支部の区の分署、各機関

の避難委員会は、実施に関わる市、および地区での調整を行う。 

救助庁エレバン支部の区の分署は、それぞれの区における対策の実施機関である。 

全ての緊急対応サービスを並列して一元管理することは一般に困難であるため、応急対応時における緊

急対応サービスの活動の管理体制も考慮して、緊急対応サービスの事前準備の実施管理は、エラー! 

参照元が見つかりません。に示すとおり、グループ化・階層化した体制とし、各項目の詳細計画を着実に

実施するために、担当部署・機関を明確にする。 
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図 9.3-1 緊急対応サービスの事前準備体制 

 

9.3.2 市民とコミュニティの事前準備の推進（本編第 11章） 

(1) 市民の役割 

事前準備に関わる住民の役割は、表 9.3-1 のとおりである。 

表 9.3-1 住民の行う事前準備活動 

1. 消火器と消火用の器具の準備 

2 最低3日分の食料と水、携帯ラジオ、懐中電灯、薬を含む緊急用品の準備 

3. 家族の間での役割分担、避難路、避難場所、避難方法、家族間の連絡方法の確認 

4. 市やコミュニティの主催する防災訓練への積極的な参加 

5. 災害時に支援の必要な家族に係わる情報のコミュニティへの通知 

(2) 住民の事前準備活動 

救助庁のエレバン支部と消防部隊の支援を得て、住民は表 9.3-2 家庭内で事前に確認する事項に示

す事項について確認を行い、予想される困難な状況を解消する。 

表 9.3-2 家庭内で事前に確認する事項 

1. 避難路  どの避難路を使用するか？ 

2. 避難地点 
避難地点はどこか？  

家族の集合地点はどこか？ 

3. 避難方法 
どのように避難するのか？  

誰が高齢者や幼児のケアをするのか？ 

4. 連絡方法 行方不明の家族とどのように連絡を取るのか？  

5. 災害対策用品 
誰が用品の維持をするのか？ 

誰が持ち出すのか？ 

6. 火災に関する安全確認 誰がどのように安全確認をするのか？ 

7. ガス、電気、水道のバルブの閉鎖 
誰がバルブを閉じるのか？ 

誰が閉鎖を確認するのか？ 

8. 近所への通知と支援 誰がどのように通知と支援を行うのか？ 

(3) コミュニティの役割 

事前準備に関わるコミュニティの役割は表 9.3-3 のとおりである。 

市長

ライフライン関連責任者 管理関係責任者 

社会秩序維持サービス 

通信警報サービス 

救助庁レスキュー部

人命関連責任者

 

動植物保護サービス 

輸送サービス 

工学的対応サービス

燃料供給サービス

エネルギーサービス

ガス供給サービス

給水排水サービス

技術サービス

救助サービス

医療サービス

消防サービス

衛生防疫サービス 

葬儀サービス

緊急対応サービス

供給サービス 
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表 9.3-3 コミュニティの行う事前準備活動 

活動項目 

1. 水、食料、生活用品の備蓄、および防災資器材の備蓄・整備・定期点検 

2. 構成員（住民、従業員、先生・生徒）名簿・要救護者名簿・防災関連機関の連絡先リストの作成 

3. 防災マップの作成、避難所などの支援施設の準備・周知 

4. 構成員や地域住民の保護・支援の準備 

5. 防災訓練・研修の実施による対応能力の向上、震災時の心得の普及 

(4) コミュニティにおける活動実施体制 

地域を 1 km～2 km四方程度に分割した区画を 1 つのユニットとして、救助庁は、区画に含まれるいくつ

かのコミュニティを防災連携コミュニティとする。この地域では、住民組合・事業所・学校などのコミュニティ

が連携して防災計画を策定し、合同訓練を実施する。地域の各主体が連携して、防災資源の有効活用

を図り、地域での総合的な安全なまちづくりシステムを構築する。 

地域の構成体は、防災資源を活用するために協力し、地域でのコミュニティ形成システムを確立する（図 

9.3-2 コミュニティユニットの概念図参照）。 

 

図 9.3-2 コミュニティユニットの概念図 

 

(4) コミュニティ事前準備活動の支援 

基本的に、コミュニティは、食料と水の備蓄と防災機材の備蓄・維持を行う責任を有する。このようなコミュ

ニティの活動を促進するために、救助庁エレバン支部と教育科学省は、表 9.3-4 に示す支援を行う。 

 

表 9.3-4 コミュニティの備蓄に係わる公的機関の支援 

救助庁エレバン市部 

備蓄の促進のため、市長令などの公的文書の準備 

水・食料・日用品の備蓄の促進のため、一日一人あたりの必要量の目安を示し

た備蓄品のリストの提供 

防災機材の備蓄の促進のため、メンバーあたりの必要量の目安を示した備蓄品

のリストの提供  

コミュニティの備蓄状況の確認と備蓄に関する全般的な指導  

教育科学省 
学校での備蓄の管理  

学校での備蓄品の購入のための資金支援  

 

 

 

学校 

 

KSK 

防災コミュニティユニット 

事業所 

資機材提供 

連携 

連携 

連携 

住民組合 
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(5) ボランティアとの連携・協働 

エレバン市は、災害発生時に効果的に救助活動を行うために、ボランティアとNGOとの連携を主導し、協

働を行う。 

災害ボランティアは、災害後に被災者の生命や生活維持のため、および、公的機関や関係機関の行う緊

急対応を支援するために、自主的にその能力や時間を提供する個人または団体である。 

 

9.3.3 初動に係わる事前準備（本編第 12章） 

(1) 活動庁舎等の整備 

エレバン市非常事態委員会を母体とした危機管理センターは、2007 年 4 月 13 日付け市長決定 N 747-A

に従って、エレバン市の非常事態管理センターにおいて運営される。状況に応じて、その代替用の施設

が、地震発生直後の応急対応を円滑に実施する拠点として、非常事態管理スタッフや部隊のために利用

される。 

(2) 危機管理センターの構成 

危機管理センターの母体となるエレバン市非常事態委員会は、次の委員からなり、その長である市長に

よって管理される。 

a) 市非常事態委員会は、市長を長とする。 

b) 副市長と非常事態省救助庁エレバン救助部の長を副長とする。 

c) 市役所の各部の部長、区長、政府の関連機関の長、衛生防疫サービスの長を委員とする。 

(3) 初動体制の強化 

危機管理センター要員は、MSK 震度 4 以上の地震を感じた、もしくは地震による被害を知った時点で、

緊急連絡網に基づいて被害状況や役割を確認する。 

本部長グループと本部員グループを構成する各要員が、連絡不能、もしくは負傷その他の理由で役割を

果たせない場合に備えて代行者およびその順位を事前に定める。 

(4) 配備・動員計画 

配備・動員計画は以下の基本方針に基づいて作成する。 

a) 原則として、市の職員や緊急対応サービスに含まれる要員は、全員動員とする。 

b) 動員の区分は、本部動員、所属地動員、拠点動員、直近動員とする。 

c) 動員計画は、毎年見直し、更新を行い、救助庁へ提出する。救助庁は、必要な調整を行い、市

長の承認を得る。 

(5) 防災機関の連携強化 

大地震の際には、人的資源や物的資源を活用して、より効果的に迅速な対策を行う必要がある。とくに、

人的・物的資源を有する周辺地域や企業と協調することが必要である。エレバン市に大地震が起こった

場合には、全ての州がエレバン市に支援を送る。 

 

9.3.4 情報通信に関わる事前準備（本編第 13章） 

災害の拡大を防ぐために、被害を明確にして、被害状況や対応指示を関係機関・コミュニティ・住民に
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伝える必要がある。このため、確実な情報交換と自動伝達システムを確立する必要がある。 

(1) 防災情報通信基盤網の整備 

非常時に住民の保護や民間防衛の領域において行政の果たす最も重要な機能の一つに、管理組織と

住民に発する警報がある。現在、下記の通信システムが導入されているが、管理および警告を効率的か

つ柔軟に実施するには、一元化された最新の通信システムの設置が必要となる。 

非常事態省の支部では、通常の電話、内線電話、携帯電話、直通電話、優先電話や通信回線が使用さ

れ、Armentel、Gh-Telecom および Orange Armenia CJSC がこれらの通信サービスを提供している。 

(2) 連絡・情報収集体制の強化 

非常事態省は、政府機関、地方政府、その他の組織の情報伝達のための電話連絡リストを有している。

迅速で明確な連絡のため、下記のような組織的な対策を実施する必要がある。このため、定期的に警告

リストをチェック・更新し、連絡先の電話番号等の確認を行う。 

a. 緊急通報 911サービスの開発 

b. 地図情報を含むデータベースの向上 

c. 危機対応手順書の策定 

d. リアルタイムで状況評価を行うオペレーションシステムの導入 

(3) 平時の広報および公聴活動 

地震防災に向けた政府およびエレバン市が採用する取り組みと平常時の対策、本計画およびその他の

計画について住民の認識・理解を促進するため、次のような対策を実施する。 

a) コミュニティや市民の意識向上と自主防災活動の促進 

b) 公的支援充実の裏付け 

c) 関係機関相互の協力の促進 

d) 安心感や信頼感の醸成 

さらに、救助庁はフリーダイアル相談窓口、情報デスクを設置し、要望・苦情等を聴取し、防災活動に反

映させる。 

 

9.3.5 火災や危険物に関する事前準備（本編第 14章） 

(1) 初期消火体制の強化 

消防サービスは、出火の想定を参照して、数カ所での出火を行うことのできるように、平時の消火能力を

考慮して地震時の消防計画を策定して、消火体制を確立する。 

地震時に広い範囲で多くの火災が起こった場合に対応するために、特殊な車両や設備の改善を行い、

都市の構造や災害の状況の変化に対応できるように消火能力を向上する。 

消防用設備等が地震時にも機能を十分に発揮し、火災を初期のうちに消火できるように、住民および事

業者に耐震措置を指導する。 

(2) 火災拡大の防止 

消防サービスは、非常事態省消防隊の体制の整備強化、装備資機材の整備、情報通信体制の整備、消

防水利の整備などを行い、火災拡大の防止を図る。 
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(3) 消防体制の整備 

コミュニティの防災活動を促進するために、自主防災組織の中に消火班を形成して強化する。さらに、コミ

ュニティ間で協力して、1 km2 から 2 km2 の小さな範囲での防災活動を促進するための枠組みを作る。 

 

9.3.6 救助、避難に関する事前準備（本編第 15章） 

(1) 避難計画の充実 

現在、救助庁エレバン支部が、避難委員会とともに避難計画を策定し、関係機関が避難時の支援を行

う。 

「大地震時の市の避難計画」は、公的機関の責任、支援機関、避難方法、課題、地図、フローなどについ

て説明している。 

円滑な避難の実施のために、次のような準備対策が避難委員会の主導で実施される。 

a) 添付 4 に示す避難計画と関連文書の策定 

b) 避難者の登録と非常事態時の危険地域地域からの避難路の確定 

c) 非常時の総合的な生活支援の計画と明確化 

d) 避難地点、一時避難地点、長期滞在地点と支援機関との安定した情報伝達の確立 

e) 不足点の抽出とその解消のための実地訓練の実施 

 (2) 災害時避難場所の指定 

災害時の避難は 3 段階で行う（表 9.3-5 参照）。避難場所と避難施設の調査・確認を実施し、この結果に

応じて、指定の変更、解除を行う。 

 

表 9.3-5 災害時の避難段階 

段階 避難地点 想定開設期間 

第一段階 
受付地点（一時避難地点

を兼ねる場合もある） 
1 ヶ月間 

第二段階 一時避難地点 1 ヶ月間 

第三段階 長期避難地点 10 年間 

(定住） （集合住宅、戸建て住宅）  

(3) 訓練と講習の実施 

災害の軽減のために、救助庁エレバン支部は、避難委員会、避難地点、輸送機関とともに、住民を含め

た避難訓練を少なくとも年に 1回実施する。訓練には次の事項が含まれる。 

a) 職員の図上訓練 

b) 市内全域での催し 

c) 避難 

d) 緊急医療 

e) 食料の配布 

f) テントタウンの設置 

g) パネル等による情報提供 
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h) 消火、防火ルールの徹底 

 

9.3.7 緊急輸送に係わる事前準備（本編第 16章） 

(1) 緊急輸送ネットワークの指定・整備 

救助庁は、エレバン市運輸局、運輸・通信省、およびアルメニア警察エレバン支部と協力の下、緊急時に

救助・医療・消火・緊急物資・要員や市民の輸送などのために十分な交通量を確保できるよう表 9.3-6 に

示す戦略的道路を定める。 

表 9.3-6 戦略的道路の分類 

分類 目的 

第 1 次戦略的道路 エレバン市内の指令拠点相互、およびそれらとエレバン市の外を結ぶ 

第 2 次戦略的道路 救助・医療・消火等を行う対応拠点と第 1 次戦略的道路を結ぶ 

第 3 次戦略的道路 緊急物資輸送拠点と第 1 次・第 2 次戦略的道路を結ぶ 

 

(2) 緊急輸送拠点の指定・整備 

緊急時の外部からエレバン市への輸送は、車両や鉄道による陸運と飛行機による空輸である。陸運の広

域拠点は、エレバン市から西方および北方に延びる幹線道路沿いに位置している。この広域拠点は、荷

物の積み降し、一時保管、燃料補給などのために設置され、多くの施設は私企業が運営している。救助

庁は、施設運営会社と協力して、緊急時に必要な場所の確保や施設の改善を促進する。 

(3) 戦略的道路の障害物除去と通行規制のための体制 

救助庁は、エレバン市輸送局および運輸通信省と協力して、戦略的道路上の障害物の早期除去計画を

策定する。効率的な除去作業のために、計画には、エレバン市輸送局および運輸通信省との連携や重

機を保有する会社との協力、通行不能の道路の情報収集手順などを述べる。 

(4) 緊急通行車両の事前届出と緊急輸送車両の確保 

戦略的道路を通行できる緊急通行車両は、表 9.3-7 に示す車両の内、通行証を有する車両とする。 

表 9.3-7 緊急通行車両の対象車両 

1. 消防・警察・救急・ガス・救助（広報を含む）・軍用に使用するため、平時において使用されている緊急車

両に加えて、緊急時に使用する必要がある車両 

2. 電気・温水・水道などのライフラインやその他の公共施設の点検や応急復旧に必要な車両 

3. 清掃・防疫などの保健衛生に必要な車両 

4. 緊急輸送に必要な車両 

5. その他、災害の拡大防止に必要な車両 

 

9.3.8 緊急医療に係わる事前準備（本編第 17章） 

医療サービスは、医療情報の収集伝達、初動医療体制、負傷者等の搬送体制、および後方医療体制

を整備し、災害時に迅速かつ適切な緊急医療活動ができるように準備する。 
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(1) 医療情報の収集伝達 

迅速かつ正確な医療情報の収集伝達のため、医療サービスは、医療サービス内に緊急医療情報管理セ

ンターを設立して、以下の準備を進める。 

a) 緊急医療情報管理センターにおいて、人的被害および医療機関の被害状況や活動状況等を一

元的に収集する体制を確立する。 

b) 災害拠点病院や緊急医療救護所が関連機関と迅速に連絡できるよう、通信機器を整える。 

c) 災害拠点病院と緊急医療救護所の場所を事前に定め、市民に周知する。 

d) 震災時に活動できるように、宣伝車のメンテナンスを日ごろから行う。 

(2) 初動医療体制 

地震直後に速やかに緊急医療体制を整えるために、医療サービスは、表 9.3-8 に示す事前準備を行う。

各項目についての具体的な方策を以下に述べる。 

表 9.3-8 初動医療体制の整備項目 

項 目 概 要 

緊急医療施設 緊急医療救護所と災害拠点病院の役割・配置・整備 

緊急医療機能 役割分担と連携、移動医療部隊の強化 

医療用資機材 緊急医療器材の充実、医療品の備蓄・確保 

人材の確保・育成 医師・看護婦、および、ボランティア・協力者の確保・育成 

 

(3) 負傷者等の搬送体制 

重傷者は指定された 66 の緊急医療施設に収容する。また、市内の緊急医療施設の収容能力を超える重

傷者が出た場合は、市外の医療機関への搬送を行う。医療サービスは、この搬送のルート、手段、受入

医療機関について、事前に確保するまたは協定を結んでおく。 

医療サービスは、移動医療部隊や周辺からの医療支援スタッフの搬送のためにも、輸送手段を確保す

る。 

(4) 後方医療体制 

医療サービスは、周辺都市や国、および関係機関と協議の上、災害拠点病院では対応できない患者を

市外の医療機関へ受け入れもらうために、広域的な支援を受けるための後方医療体制を確立する。 

(5) 感染症予防 

震災によって、衛生環境が悪化して、感染症が蔓延して、二次被害が広がることを防ぐために、防疫用の

資機材の確保や予防接種の準備を行う。 

(6) 心のケア対策の充実 

医療サービスは、関係機関と協力し、震災のショックや長期の避難生活による被災者へのストレスを緩和

するために、こころのケアの研究支援を行うとともに、こころのケアに関する教育の機会の提供を行って被

災者のメンタルケアを行える人材を確保・育成する。 
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9.3.9 行方不明者の捜索・遺体処理に関する事前準備（本編第 18章） 

(1) 行方不明者の捜索体制 

救助サービスは、関係機関と連携して、震災時の行方不明者に関する情報収集、捜索、救出活動を、迅

速かつ適切に行うための体制整備、必要な資機材の整備・備蓄、訓練を行う。 

(2) 遺体捜索、取扱い体制 

救助サービスと葬儀サービスは、連携して、遺体の発見・通報・見分・検案・納棺・身元確認・引き渡しを

迅速かつ適切に行うための体制の整備・遺体収容所・資機材・人材の確保、訓練を行う。 

(3) 埋葬、火葬体制 

葬儀サービスは、被害想定結果を参考にして災害時の必要処理能力を勘案して、関係事業者と災害発

生時の協力に関する協定を結ぶ。 

 

9.3.10 飲料水・食料の確保・供給体制（本編第 19章） 

(1) 飲料水供給の基本 

a) 給水施設が被災した場合は、住民へ供給する水はアパランの水源から確保する。 

b) 給水拠点からの距離がおおむね 2 km 以上離れている指令・避難・医療拠点には給水車による

給水を行う。 

c) 断水地域の状況や水道施設の復旧状況に応じて、建物の被害が比較的少ない住宅地などにお

いても臨時拠点を定めて給水を行う。 

d) 給水量は、最低でも 1 日 1人 3 リットルとする(計画では 1 日 1人 10 リットル)。 

e) 給水排水サービスは、指令・医療拠点や避難地点までの給水を行い、拠点内の配水は拠点管理

機関が行う。 

(2) 給水拠点の整備 

給水排水サービスは、関連緊急対応サービスと連携して、指令・医療拠点、避難地点からおおむね 2 km

の距離内に貯水槽の設置を進める。 

(3) 給水体制 

給水・排水サービスは、指令・避難・医療等を担当する緊急対応サービスと連携して、ポンプやディーゼ

ル発電機を準備して、断水の場合にすぐに給水を開始できる体制を構築するとともに、給水作業を円滑

に行うための要員を育成する。また、関係機関や他地域の担当機関と協議の上、必要な台数の給水車を

確保・配備する計画を策定する。 

(4) 食料・生活必需品供給の基本 

a) 食料・生活必需品は、これらを失って自ら確保することが困難な市民や、支援活動を行う人々に

対して供給する。 

b) 食料の供給は、被災後3日間は調理の必要のないパンなどを主体とし、その後は、外部からの支

援される食料と調理器具の整った拠点への調理用食材の供給を行う。 

c) 供給する食料・生活必需品は、乳幼児・高齢者に配慮したものとする。 
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d) 食料や生活必需品を購入することができる市民への供給についても、偏りを生ぜず適正な価格

で供給する。 

e) 食料等供給サービスは、食料・生活必需品を指令・避難・医療拠点などに供給する。 

(5) 食料・生活必需品の確保・供給体制 

供給サービスは、緊急時に備えて、備蓄・供給計画を策定する。一人あたり確保・供給すべき品目と量は

供給サービスが決定する。 

供給サービスは、地震災害発生直後に、管轄する製造・流通・販売業者と速やかに協定を結ぶ準備を行

う。食料・生活必需品の供給は、業者が通常使用している車両を利用することとし、供給サービスは、これ

らの車両を緊急通行車両として事前に登録する申請を行い、必要な通行証を発行する。 

 

9.3.11 ライフライン・交通・通信施設の復旧に係わる事前準備（本編第 20章） 

ネットワーク施設を含めた全ての通信施設に被害が発生した場合に速やかに復旧するための応急対

応の準備を進める。 

(1) 対策本部・支部の設置基準 

地震によってライフライン・交通・通信に係わる施設に大きな被害が発生した場合は、それぞれの対象施

設を復旧するためのコアとして、表 9.3-9 に示すように、担当するサービスが対策本部・支部を設置する。 

対策本部の設置は、原則としてMSK震度5以上の地震が起こった、もしくは、地震によって大きな被害が

発生した場合とする。ただし、緊急対応サービスが必要と判断した場合は、設置基準 MSK 震度を MSK

震度 4 以上とすることができる。 

 

表 9.3-9 ライフライン・通信・交通施設に係わる対策本部・支部の設置 

対象 担当サービス 対策本部 本部設置主体 対策支部 

支部設置 

主体 

給排水 給水サービス 給水排水対策

本部 

Yerevan-Djur - YWSS 支部

電力 エネルギーサ

ービス 

電力供給・給湯

施設対策本部 

市エネルギー公共事

業局 

配電施設支部 ENA CJSC

支部 

発電施設支部 APPA, 

TPP, 

HPP 

給湯施設支部 ボイラー室 

ガス ガス供給サービ

ス 

ガ ス供給施 設

対策本部 (ガス

管網施設支部

を兼ねる)  

ARMRUSGASPROM ガ ス供給拠 点

施設支部 

YEREVANG 

AS 

通信 警報通信サー

ビス 

通信施設対策

本部 

BEELINE 

VIVA CELL 

ORANGE 

- - 

運輸 輸送サービス 輸送対策本部

(道路施設支部

を兼ねる)  

市 公 共 輸 送 道 路局

(人員輸送と道路施

設) 社会秩序維持サ

輸送部門 国際空港 

通信・輸送部門 

委員会部門 
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ービス (物資輸送) 治安サービス 

貨物輸送サー

ビス 

農作 物 保

護 

- 農業施設対策

本部 

農作物保護サービス - - 

(2) 復旧拠点の確保 

それぞれの施設復旧を担当するサービスは、主な拠点施設の復旧のために、各施設内、もしくは近傍に

おいて復旧拠点を設ける（表 9.3-10 参照）。 

 

表 9.3-10 主な拠点施設の復旧拠点 

分野 緊急対応サービス 施設 

給排水 給水サービス 浄水施設 

電力 エネルギーサービス 電力施設 

ガス ガス供給サービス ガス調整・貯蔵施設 

通信 通信警報サービス 輸送。通信施設 

運輸 運輸サービス 橋梁、鉄道、空港 

農作物保護 “Agrprotect” サービス 水利施設（堤防、貯水施設） 

 

(3) 点検・被害状況調査体制の構築 

各施設の点検・被害状況調査は、平時から点検・被害調査を行っている各サービスに属する機関や会社

の担当者が行う。担当者は、MSK 震度 4 以上の地震を感じた、もしくは、地震による被害を知った時点で、

あらかじめ定めたれた参集場所に自主的に参集する。原則として、拠点施設の点検・被害状況調査は各

拠点施設において行う。ネットワーク施設については、巡回ルートなどを決めておく。 

(4) 情報収集・連絡体制の構築 

対策本部・支部と、復旧部隊・危機管理センター・関係機関との連絡が円滑かつ遺漏なく行われるための

体制を事前に構築する。点検・被害調査担当者は、被害などの情報を各対象施設の対策本部に、内部

無線や一般電話を利用して報告する。住民などからの被害情報は、統一管制センターや区の事務所な

どを経由して、専用無線や一般電話を利用して各対策本部に集約する。 

(5) 復旧資材の確保 

各サービスは、備蓄する資機材だけでは復旧に必要な資機材が不足する場合に、全国の関係機関の協

力を得て必要な資機材を調達するための詳細調達計画を策定する。 

(6) 復旧の優先順位 

復旧の優先順位は、施設の重要度や実際の被害状況に応じて具体的な対策を行う順位を定めて復旧

作業を進める。 

(7) 支援確認・合意 

各施設の復旧のために全国の関連機関から支援を受ける要員や資機材について、その内容や数をあら

かじめ定めて、関連機関と事前に確認・合意をしておき、迅速に適切な支援を受けられるように準備をす

る。 
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9.3.12 ゴミ・し尿・ガレキ処理に係わる事前準備（本編第 21 章） 

ガレキ処理の管轄部署は、エレバン市の建築・都市建設部と都市開発・土地監査部である。処分場へ

のガレキの輸送は、ガレキ処理のライセンスを有する会社と契約を結んだ建設会社が行っている。 

ゴミの管理部署は、エレバン市地域サービス部である。ゴミの収集とヌバラシェン区の最終処分場への

運搬は、12の区ごとに入札を経て委託を受けた廃棄物管理会社が行っている。ヌバラシェン区の最終処

分場の管理は、エレブニ区の廃棄物管理会社が行っている。 

エレバン市では、玄武岩の採石場の跡地がガレキ処分場として利用されている。アチャプニャック区の

処分場（表 9.3-11のA1、10 ha）は、震災時の処分場として利用可能である。さらに、アチャプニャック区

の処分場（A2、1 ha）、ノルノルク区の処分場（N1、15 ha）およびエレブニ区の処分場（E1、6 ha）が利用で

きる（表 9.3-11、図 9.3-3参照）。 

 

表 9.3-11 ガレキ処分場候補地 

番号 名称 区 面積（ha） 深度（m） 容量 （1,000 m
3） 

1 A1 アチャプニャック 10 40 4,000 

2 A2 アチャプニャック 1 60 600 

3 N1 ノルノルク 15 15 2,250 

4 E1 エレブニ 6 15 900 

計   7,750 

 

図 9.3-3 ガレキ処分場候補地 
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9.4 応急対応計画（本編第 4 部） 

9.4.1 応急対応の基本（本編第 22章） 

(1) 応急対応活動の基本 

地震発生から 3 日間（72 時間）、長くとも 7 日間に行う対応活動と、できるだけ早期にかつ円滑に復旧・復

興活動に移行するための対応活動を、本計画に示した時間軸に沿って総合的に行う。応急対応活動の

基本は以下のとおりである。 

a) 人命優先 

b) 体制・活動基盤の確立 

c) 活動の早期開始 

d) 復旧・復興への移行 

(2) 総合的な応急対応 

応急対応活動は、短時間に集中的に、通常の対応能力をはるかに超えるニーズに対応して、実施しなけ

ればならない。防災関連機関の相互連携と市民・事業所などとの相互連携ができる体制に基づいて、お

互い協力して応急対策を展開する。 

地震災害発生時には、対応計画に従って行動することが基本であるものの、計画どおりに事態が推移す

るとは限らない。危機管理の重要な要素である行動能力は、訓練などを繰り返して体得し、「平時におけ

る創意工夫」と「非常時における臨機応変」が不可欠な要素であるとの認識に立って応急対応を進める。 

 

9.4.2 危機管理センターの設置・運営（本編第 23章） 

(1) エレバン市危機管理センターの設置 

市長またはその代行者は、次の場合に危機管理センターの設置を決定する。 

a) 非常事態省地震防災調査所（SSP）が、市内でMSK 震度 5 以上の地震が発生した、もしくは、発生

する可能性があると発表した場合 

b) 市内で地震による大規模な災害が発生した、もしくは、発生するおそれがある場合 

市長が危機管理センターの設置を決定した場合、直ちに次のように発表する。 

a) 危機管理センターを通じて、緊急連絡網に従って、関係組織の長に通知し、要員参集を促す。 

b) 危機管理センターは、市内に設置されたサイレンや広報車によって住民に緊急指令本部の設置を

広報する。 

c) 緊急指令本部長である市長またはその代行者は、適切な情報をメディアに発表する。 

(2) エレバン市危機管理センターの廃止 

危機管理センター長は、市内において災害が発生する恐れが解消したと認めた時、または、災害応急対

応が概ね終了したと認めた時に、危機管理センターを漸次縮小する、または廃止することができる。 

(3) 区緊急指令部 

危機管理センターが設置された場合、12 区の区長は、区緊急指令部を設置する。区緊急指令部は、危

機管理センターから指令された対策の実施、およびこれに係わる調整を行う。 
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危機管理センターが廃止された場合には、区緊急指令部は廃止される。 

(4) 組織・運営 

危機管理センターは、緊急事態の警報システムに従った特別な命令によって設置される。緊急知れ本部

は、次の 2 つのグループよりなる。 

a) 本部長グループ 

b) 本部員グループ 

アルメニア国の法律「緊急事態における国民の保護」によって、災害のスケールによって災害時の管理レ

ベルが規定されている（表 9.4-1 表 9.4-1 参照）。 

 

表 9.4-1 緊急事態の区分 

管理レベル 死者、負傷者 被災者 スケール 

地方 10-50 人 300-500 人 地区、州 

広域 50-5000 人 500-1000 人 数州 

全国 500 人以上 1000 人以上 全国、周辺国を含む 

(5) 職員の動員 

危機管理センター要員である防災機関の長は、それぞれの組織員に対して、応急対応活動を行うことを

命ずる。また、要員が不足する恐れがある時は、危機管理センター長を経由して、職員の派遣を要請す

る。要請を受けた組織の長は、組織内の応急対応活動に支障が起きない範囲で職員を派遣する。 

(6) 参集時の留意事項 

職員が勤務時間外に参集する場合は、表 9.4-2 に示すような事項に留意する。 

表 9.4-2 職員の参集時の留意事項 

1. 自らの安全を確保、家族・自宅・近隣の安全確認 

2. 応急対応に適した服装と手袋などの携行 

3. 人命救助や消火活動への協力 

4. 被災状況・災害情報の収集と、それらの到着時の報告 

 

9.4.3 情報の収集と伝達（本編第 24章） 

(1) 情報受伝達方針 

a) 防災関係機関や市民からの情報を整理し、応急対応を速やかに実施できるようにする。 

b) 緊急通信は、正確かつ迅速に行う。 

c) 災害時の広報は、人心の安定、対策の促進、組織活動のために重要であり、積極的に活用する。 

d) 広報の手段は、マスメディアの利用や広報誌の発行など、確実なものとする。 

(2) 災害情報の収集、報告、および記録 

通信警報サービスは、SSP の地震計ネットワークからの情報など、地震に関する情報（震源、規模、余震

など）をすみやかに関係機関に伝達する。 

救助庁の担当職員は、全市的な被害程度を確認するために、地震計ネットワークからの情報や、被災地

からの情報など、あらゆる通信手段を効果的に活用し、被害発生状況を収集、把握する。 



第 9 章 エレバン市地震防災対策計画 

65 

(3) 災害広報 

災害広報の目的は次のとおりである。 

a) 憶測による人心の不安やデマ情報による社会的混乱を防止すること 

b) 応急・救援活動の周知による市民生活の安定化を図ること 

c) 被災者の生活再建を促進すること 

緊急指令本部が設置されたときは、速やかに本部長が表 9.4-3 に示すような事項を記者会見の場で発

表し、市民に慎重な行動をとるよう要請する。 

表 9.4-3 緊急指令本部からの発表事項 

1. 出火防止や、初期消火の呼びかけ 

2. パニック防止や、デマ情報への注意の呼びかけ 

3. 要援護者の保護や、人命救助の協力呼びかけ 

4. 被害状況の概要 

5. 市緊急指令本部の設置と活動状況 

6. 避難の勧告・指示 

 

(4) 災害報道 

発表は、情報の重要度に応じて、危機管理センター本部長または報道責任者が行う。情報提供は、混乱

を避けるために、危機管理センターの定めた手順によって現地で行われる。危機管理センターの近くに、

報道関係者のために、一時的な報道関係者用の場所が設置される。 

(5) 公聴活動 

緊急指令本部事務局は、被災生活の不安の解消、生活の立て直し、自力復興を促進するため、臨時市

民相談室を開設し、問い合わせ、相談、要望に対応する。 

(6) 情報混乱防止活動 

デパート、映画館、繁華街、商店街など不特定多数の人々が集まる施設・場所や市内の駅等でのパニッ

クの発生など大きな混乱の発生を防止するために、広報活動を中心とした情報混乱防止活動を実施す

る。 

 

9.4.4 警備、交通整理、緊急輸送（本編第 25章） 

社会秩序維持サービスは、警備体制と緊急輸送体制を早期に確立する。次のような目的のため、迅速

かつ的確な緊急警備・交通整理・緊急輸送を実施する。 

a) 市民の生命・身体・財産を守る 

b) 犯罪を予防し、取り締る 

c) 交通秩序を維持する 

d) 治安を維持する 

(1) 警備活動 

地震災害が発生した場合、社会秩序維持サービスは、警備対策本部を設置して警備に係わる応急対応

の実施体制、および関連機関との協力・連携体制を確立し、表 9.4-4 に示す活動を実施する。 
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表 9.4-4 震災時の警備活動 

1. 情報の収集・連絡 

2. 警備部隊の派遣・警備範囲の調整 

3. 避難誘導等 

4. 二次災害の防止 

5. 社会秩序の維持 

6. 自発的警備活動の支援 

7. 被災者や市民への警備関連情報の伝達 

(2) 交通規制 

警備対策本部は、地震発生直後の応急対応初期段階には、救助・救援・消火・医療活動を迅速に行うた

めに、表 9.4-5 に示す措置を行い、緊急車両の円滑な通行の確保および市民の安全な避難路の確保を

行う。 

表 9.4-5 震災時の交通に係わる措置 

1. 被害の規模・範囲に応じた緊急指定道路などでの一般車両の通行禁止 

2. 一般の道路での必要な交通規制 

3. 危険箇所・迂回路の表示 

4. 交通情報の収集・提供 

5. 車両使用の自粛広報 

(3) 緊急輸送活動 

地震災害が発生した場合、人員輸送を担当する輸送サービスと物資輸送を担当する社会秩序維持サー

ビスは、輸送対策本部を設置し、輸送路と輸送手段の確保を行う。 

輸送対策本部は、輸送活動を行うにあたって、人命の安全第一、被害の拡大防止、その他の応急対策

の円滑な実施を考慮して、輸送車両等の確保、燃料の確保、緊急通行車両の確認などを行う。 

 

9.4.5 防災機関の相互連携（本編第 26章） 

(1) 国に対する派遣要請 

エレバン市非常事態委員会は、国家非常事態委員会に表 9.4-6 に示す事項についての支援要請を行

う。 

表 9.4-6 危機管理センターの受入準備事項 

1. 支援部隊との連絡、情報の共有化 

2. 連絡班の派遣 

3. 他の応援機関との競合重複の排除 

4. 災害派遣部隊の誘導 

5. ヘリポートの提供 

6. 支援部隊の作業に必要な資機材等の提供 

7. 支援部隊の宿泊施設または野営適地の提供 

(2) 周辺地域への支援要請 

エレバン市非常事態委員会の長は、現有の人員、資機材、備蓄物資等では、応急対策または災害復旧

を実施することが困難であると判断した時は、国家非常事態委員会に、他の都市および防災関係機関に

対して支援を指令するように要請する。 
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(3) 海外からの支援受入 

被害状況に基づき、国家非常事態委員会は、UN OCHA、国際赤十字連盟、CIS 国際非常事態評議会、

国際民間防衛機関などの国際支援の派遣要請を行う。 

(4) ボランティアの受入れ 

危機管理センター事務局と市保健部は、震災時、効果的にボランティア活動を受け入れられるように、

「災害ボランティア情報センター」と「災害ボランティア現地支援センター」の 2 つの組織を緊急指令本部

事務局内に設置する。 

「災害ボランティア情報センター」は、全国的支援組織やボランティア団体との連絡調整および派遣要請

を行い、ボランティア情報の集約や発信・受信基地としての機能を構築する。 

「災害ボランティア現地支援センター」は、区緊急指令部と連絡を取り、被害状況に応じた活動拠点・資

機材を確保するとともに、運営スタッフの要請・確保を行う。 

 

9.4.6 避難、救助（本編第 27章） 

人命への危険性が高まる事態が発生した場合、エレバン市避難委員会が即時に召集され、図 9.4-1

に示す対策が取られる。 

 

機 関 
発災 1時間 24時間 72時間 

初動確立期 応急対応期 復旧・復興期 

避難対策本部 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

救助対策本部 
○ 

○ 

 

 

 

 

 

図 9.4-1 避難と救助にかかわる活動概要 

(1) 避難の計画・実施 

生命と財産を守るためおよび二次的な被害を防ぐために、避難を実施する。 

危機管理センター長等は、担当機関に命じて避難勧告・指示を実施するときは、避難を要する理由、対

象地域、避難先、避難経路、注意事項を明示し、安全かつ迅速に避難させる。 

迅速で安全な避難のため、避難命令は表 9.4-7 に示す項目を含むものとする。 

 

表 9.4-7 避難命令の項目 

1. 避難を行う理由, 

2. 避難実施地域 

3. 避難場所とその割り当て 

4. 避難路 

5. その他の重要事項 

(2) 避難所の設置・運営 

避難命令を受領した後、165 の一時避難地点が準備される。一時避難地点が危険な状況である場合、非

常事態委員会の長はその避難所を閉鎖し、他の受け入れ地点を割り当てる。 

避難所選定、設置（補充） 

避難者の生活支援 

避難対策本部の設置、職員参集

避難誘導、被災者の受入れ 

避難所の運営、警戒区域の設定 

救助、救急活動 

救助対策本部の設置、職員参集 



ファイナルレポート 第Ⅰ巻 要 約 

68 

MSK 震度 4 以上の地震が発生した時、避難委員会は避難地点開設の準備と責任者の区への派遣を通

知する。派遣された責任者は、受付地点の安全を確認して避難委員会に報告する。通信機器、水、食料

などが受け付け地点に送られる。 

避難委員会は、管理規定に従い、避難者の支援と避難地点の秩序維持のための作業の割り当てを行う。

避難委員会の責任で行う重要な活動を、表 9.4-8 に示す。 

表 9.4-8 避難に係わる重要な活動 

1. 被害と社会状況に係わる情報の収集 

2. 水と食料、および支援のための要員と物資の配布 

3. 高齢者、身体障害者、他の支援の必要な人への支援の提供 

4. 避難者のための交通整理、規定に基づいた作業の配分 

5. 移動トイレ、浄水器、消火用具、衛生用具の導入 

6. 負傷者への緊急医療の提供と医療施設への移送 

7. 救助作業の実施 

8. その他の活動 

(3) 要援護者の避難・救助 

高齢者、障害者等の災害弱者、要援護者の被災状況を迅速かつ的確に把握し、避難誘導、救出救護、

および必要な福祉保健サービスの提供等の要援護者対策を実施することが必要である｡ 

住民やボランティア組織は、震災から要援護者を守るため、区の非常事態委員会の支援を受けて、必要

な支援を行う。 

(4) 救助活動 

火災、建物倒壊、物の落下、交通事故、危険・毒物汚染など、大きな被害が同時に起こることが懸念され

る。非常事態委員会は、救助庁と協力して、救助作業用の要員・手段を用いて、人々の安全を確保する。

救助作業用の要員・手段は、警察などの他の組織と協力して、資源の再配分を行い、最大限の効果を保

証するものとする。 

 

9.4.7 緊急医療、保健衛生（本編第 28章） 

医療サービスと衛生防疫サービスは、医療サービスの中に緊急対応本部を設置する。医療本部が管

理する活動の概要を図 9.4-2に示す。 

 

機 関 
発災 1時間 24時間 72時間 

初動確立期 応急対応期 復旧・復興期 

医療対策本部 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

図 9.4-2 緊急医療に係わる活動概要 

 

負傷者の搬送 

生活衛生活動の実施 

負傷者情報の収集 

こころのケアの実施

医療品の供給 

緊急医療施設の設置 

医療スタッフの搬送 

緊急医療活動の実施

他地域への支援要請 

他地域からの支援受入 
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(1) 緊急医療の目的」 

医療本部は、負傷者、医療施設の被害、施設での負傷者の受け入れに係わる情報を収集する。緊急医

療の対象地域は、情報に従って決定される。医療本部は、それらの状況と活動について危機管理センタ

ーに報告する。 

(2) 医療活動 

医療本部は負傷者と医療従事者の移送を次のように行う。 

a) 医療本部は、輸送サービスと協力して、救急車の通行を確保する。 

b) 治安維持サービスに登録された輸送車両が輸送に使用される。 

c) 輸送車両が不足する場合は、医療本部が緊急対策本部に他地域からの輸送車両の割り当てを

要請する。 

医療本部は、緊急医療施設の開設準備のために派遣した担当職員から施設等の安全確認の連絡を受

けた後、速やかに負傷者の受入れに必要な措置を講じる。 

震災時に緊急医療施設が使用する医薬品・医療資機材は、医療サービスの備蓄品を優先使用する。不

足する場合、事前に確立した後方医療体制を利用し、その供給に努める。 

衛生防疫サービスは、関連施設の被害を早急に確認して、必要な防疫処理を行う。 

(3) こころのケア 

医療本部は、事前に育成・教育を行った心のケアを行う専門医に加えて、レスキューサービスなどに専門

家の派遣要請を行い、心のケアを行う。 

医療本部は、被災者のストレスの緩和、精神的疾患の発症を軽減させることを目的に、被災者が気軽に

悩みなどを専門医・看護師に伝え、アドバイス・カウンセリングを受けるために、心のケアホットラインを設

置する。 

(4) 生活衛生活動 

医療本部は、感染症や食中毒の発生を未然に防ぐとともに、市民生活の安全を確保するため、被災地お

よび避難場所等において、生活衛生広報、飲料水・食品の衛生確保、避難場所の衛生管理などを行う。 

 

9.4.8 行方不明者の捜索・救出、遺体の取扱い（本編第 29章） 

行方不明者の捜索・救出のために、救助庁は救助本部を設置する。救助本部が行う救助活動と、警察

や葬儀サービスが中心となって行う遺体の取扱いに関する主な活動を図 9.4-3にまとめる。 

 

機 関 
発災 1時間 24時間 72時間 

初動確立期 応急対応期 復旧・復興期 

救助対策本部 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

警察、葬儀サービスほか 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

図 9.4-3 行方不明者の救出と遺体の取り扱いにかかわる活動概要 

行方不明者の捜索 

行方不明者の救出、後方支援 

救助対策本部の設置、職員参集 

遺体安置所の設置 

応急埋葬

遺体の処理（見分、検視、納棺、身元確認、引き渡し）

埋葬 
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(1) 行方不明者の捜索・救出 

地震によって非常事態時に状況に応じて、エレバン市非常事態委員会は、警察・軍・関係機関と協力し

て行方不明者の捜索・救助を行うために、救助本部を設置する。 

救助本部は、捜索・救出の依頼の受付窓口を開設し、捜索が必要とされる者の住所、氏名、年齢、性別、

身長、着衣その他の必要事項を聴取し、記録する。また、関係機関と緊密に連携し、的確な情報の収集・

発信に努める。 

救助本部の捜索・救助活動の後、医療本部が緊急医療の実施のために、関係するサービスと区の調整

を行う。 

(2) 遺体の取扱い 

葬儀サービスは、区・避難地点、警察・区緊急指令部などと協議のうえ、遺体を安置するため担当職員を

派遣し、各区に遺体収容所を開設するとともに納棺用品等を調達する。 

遺体の発見者は、警察または区の職員に通報する。通報を受けた警察は、現地に警察官などを派遣し、

遺体の見分・検視を行う。検案は、監察医、法医学専門医、警察協力医などが行う。 

区の非常事態委員会は、警察と協力して、遺体の納棺・身元の確認・引き渡しなどを行う。身元不明者に

ついては、遺体および所持品を写真撮影するとともに、顔の特徴、所持品等を記録し、遺留品を保管す

る。葬儀サービスが斎場、墓地等の稼働状況を点検し、遺体は市の墓地に埋葬される。 

 

9.4.9 消防、危険物対策（本編第 30章） 

(1) 初動体制 

消防サービスの消防救助実施担当者は、地震によって火災が発生した場合に速やかに消防本部を設置

する。消防本部は、既存の計画に従って、消火活動の実施を指示する。 

消防本部は、表 9.4-9 に示す項目について初動情報を収集し、地域・範囲・規模・種別について集約す

る。消防本部はまた、消防部内の人員情報などの災害活動上必要な情報と、生活安全確保のために必

要な情報も収集する。 

 

表 9.4-9 消防初動に係わる情報の項目 

1. 火災等の発生場所・対象物名 

2. 被害の規模 

3. 被害の拡大危険性と増強隊の必要性 

4. 死傷者の有無と性別、年齢別人数 

(2) 消防活動 

地震によって発生する火災の形態・件数は、地震の強さや季節・時間等に大きく影響されるため、消防活

動においては、火災発生状況に応じて、臨機応変な対応をとる必要がある。初動時においては全組織力

を挙げて消火活動に着手し、市民や自主防災組織などとの役割分担・連携を行い、消火活動効果を高

める。 
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(3) 危険物施設の応急措置 

消防本部は、石油類等の危険物保管・取扱い施設、火薬類の保管・取扱い施設、化学薬品の保管・取

扱い施設の事業者・管理者に対して、被災状況に応じて、施設の応急点検・出火・流出の防止措置・従

業員・周辺地域住民に対する人命安全措置などを講ずるように指示する。 

 

9.4.10 学校対策（本編第 31章） 

教育の場である学校における、生徒の安全確保・応急教育・学校の再開について述べる。 

(1) 生徒の安全確保 

生徒の在校時、校長は、学校の防災計画に基づいて、教職員の誘導により生徒を校庭に避難させ、生

徒の安否確認を行い、確認状況をエレバン市教育部および救助庁エレバン支部へ報告する。帰宅した

方が安全と考える場合には、教職員の誘導により、保護者へ引き渡す。 

生徒の在宅時に休校とした場合、校長は、市教育局へ報告するとともに、自主防災組織の情報班を通じ

て生徒へその旨を連絡する。 

(2) 応急教育 

校長は、施設の被害が軽微な場合は、速やかに応急措置を取り、授業を実施する。施設の使用が全面

的に不可能な場合には、市教育部と連携し、近隣の安全な学校・公共施設を代替として利用して、施設

確保が困難な場合には仮設教室を建設して、授業を再開する。 

校長は、市教育局と連携して、学習に支障をきたさないよう学用品を失った生徒に学用品を提供する。 

(3) 学校の再開 

市教育局は、校舎など施設の補修や改修を必要とする箇所、全面的に建替えの必要性、それらの工期・

費用を速やかに把握し、復興計画を作成する。これに基づいて、仮設校舎の建設、代替施設の利用、校

舎の補修・改修などの施設に関する対策を行う。 

教職員は、校長の指揮監督の下、生徒の被災状況の把握や教室の確保に努める。授業再開に当たって

は、教室などの安全確認・整備を行なう。 

 

9.4.11 水・食料の供給（本編第 32章） 

断水や備蓄を失ったために飲料水や食料が確保できない住民に対して、飲料水と食料を公的支援と

して支給する。給水サービスの中に給排水に関する応急対応グループが設置され、食料・生活必需品サ

ービスの中に食料と生活必需品の提供のための応急対応グループが設置される（図 9.4-4参照）。 
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機 関 
発災 1時間 24時間 72時間 

初動確立期 応急対応期 復旧・復興期 

給水排水対策本部 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

食料等供給対策本部 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

図 9.4-4 給水と食糧等供給にかかわる活動概要 

(1) 給水 

給排水応急対応グループは、給水活動を管理する。本項では、給水活動の概要を示し、詳細は実際の

状況に応じてグループの長が決定する。 

給水水施設と貯水池の被災状況の点検は、復旧点検修理班が行う。市内数カ所の貯水槽の点検は、閉

鎖型株式会社「エレバン給排水」の当該支部の職員が行う。点検の結果、技術部門による修復が必要と

された場合は、給排水応急対応グループに状況が報告される。 

ポンプや給水車が不足する場合は、給排水応急対応グループは、非常事態省を通じて他の地域へ支援

の要請を行う。 

(2) 食料・生活必需品の供給 

食料生活必需品応急対応グループは、食料と生活必需品の提供を管理する。本項では、活動の概要を

示し、詳細は実際の状況に応じてグループの長が決定する。 

食料・生活必需品応急対応グループは、 

表 9.4-10 に示すとおり、迅速で的確な提供のために、情報の収集・分析・管理を一元的に行う窓口であ

る。 

 

表 9.4-10 食料・生活必需品の供給に係わる情報 

1. 指令・避難・医療拠点や他の応急対応組織・市民などからの食料・生活必需品の供給要請 

2. 生産・流通・販売を行っている業者の倉庫・販売所等の被災状況、および調達の可否や可能量 

3. 食料・生活必需品の供給状況 

4. 他地域からの食料・生活必需品などの支援物資の投入状況 

 

9.4.12 ライフライン・通信・交通施設の応急復旧（本編第 33章） 

地震被害を受けたライフライン・通信・交通施設は、指令・救助・避難・医療などのため、および、市民

生活と社会経済の安定のために、早急に復旧する。 

応急復旧作業は、それぞれの施設の管理責任機関が、図 9.4-5に示す応急対応本部を設置するなど

して管理する。 

給水拠点・貯水槽の点検・被害調査 

給水拠点・貯水槽へのポンプ等の設置 

給水拠点・貯水槽からの給水実施 

他地域からの支援受入・給水実施 

管轄する食料関連業者の倉庫等の被災状況確認 

管轄する食料関連業者への調達要請 

管轄する食料関連業者からの調理不要食料の供給 

他地域からの支援受入・食料供給 

業者からの調理用食料や生活

必需品の供給 

給水排水対策本部の設置、職員参集 

食料生活必需品供給対策本部の設置、職員参集 

広域輸送拠点における食料基地の開設 

他地域への支援要請 

他地域への支援要請 
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機 関 
発災 1時間 24時間 72時間 

初動確立期 応急対応期 復旧・復興期 

・給水排水対策本部 

・電力供給・給湯施設対策

本部 

・ガス供給施設対策本部 

・通信施設対策本部 

・輸送対策本部 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

図 9.4-5 ライフライン等の応急復旧にかかわる活動概要 

(1) 応急復旧活動 

対策本部・支部の設置、対策本部要員の参集、点検・被害調査担当者の参集、施設の点検・被害状況

調査、情報収集・連絡活動は、事前準備段階で決定・周知された事項（本巻第 9.3.11 項参照）に従って、

迅速に行う。 

なお、応急復旧活動を行う上での留意点は以下のとおりである。 

a) 復旧する施設の優先順位は、人命に関わる被害を復旧することを最優先とする。 

b) 次に、施設の被害状況、復旧の難易度、指令・避難・医療などの拠点への影響、および、市民生

活への影響などの効果の大きさを考慮して決定する。 

c) 応急復旧作業は、緊急に行う必要があるものの、二次災害の防止や、引き続き行う恒久的復旧作

業の際に繰り返しや手戻りが生じないこと、などにも配慮する。 

(2) 報道・広報活動 

住民が生活の回復のために自ら行う対応のために必要である他、住民の混乱・心配を和らげるために、

各対策本部は、警報通信サービスや緊急指令本部を通じて、施設の被害情報とともに施設の復旧情報

を広報する。さらに、電気・ガスなどの供給再開に関わる二次災害を防止するために、広報によって注意

事項を周知する。 

(3) 他地域への支援要請・支援受入 

各対策本部は、施設の復旧のための要員・資機材の不足が確認・予測された場合、事前に確認・合意し

た支援の内容と照合して、危機管理センター長を経由して全国の関係機関への支援要請を行う。 

各対策本部は、全国からの支援要員・資機材を受け入れるために、事前に準備した広域輸送拠点にお

いて資機材置場や支援要員の滞在のための区画を確保し、支援が到着した時点で、被災地の状況・復

旧作業の進捗状況・復旧の優先順位などを考慮して、支援部隊に作業の内容・対象など必要な指示を

与える。 

 

9.4.13 ゴミ・し尿・ガレキ処理（本編第 34章） 

地震発生後の、地域の衛生環境への悪影響を排除するとともに、その後の復旧・復興事業を円滑に進

めるために、ゴミ・し尿・ガレキなどを速やかに処理する。 

(1) 基本事項 

施設の点検・被害状況調査 

報道・広報活動 

他地域からの支援受入 

対策本部・支部の設置、職員の参集

情報収集・連絡活動 

応急復旧活動 

他地域への支援要請 

広域輸送拠点における資機材等置場の開設
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ゴミ・し尿・ガレキ処理に関する基本的考え方は、次のとおりである。 

a) 迅速な対応と処置 

b) 計画的な対応と処置 

c) ガレキの分別と再利用 

d) 衛生・環境を考慮した処置 

e) 作業の安全確保 

(2) 組織 

ゴミ・し尿・ガレキ処理のために、廃棄物処理本部が危機管理センターの下に設立される。廃棄物処理本

部は、関係各機関による実務組織として、廃棄物収集グループと廃棄物処理グループをを各区に設立し、

発生後から段階的に処理作業を実施する。 

(3) 支援要請 

大量の廃棄物を迅速かつ効果的に処理するために、関係する企業と周辺地域に支援を要請する必要が

ある。事前に相互協定を締結した事業所や周辺自治体に、協力要請を行う。 

(4) ゴミ・し尿・ガレキの処理活動 

地震災害の直後は、大量のゴミが発生し、処理が困難になる。腐敗や悪臭の防止、および公衆衛生を保

つために、迅速なごみ処理が求められる。廃棄物処理本部は、実情に則して、少なくとも災害の 2週間後

にゴミの処理を開始する。 

(5) 処理困難廃棄物 

処理困難廃棄物とは、塗料・オイル等の液体類、厚みのある金属製品、フロン使用機器、およびアスベス

ト等有害物質を含む廃棄物とする。処理困難廃棄物は、排出者の責任として、環境や作業中の安全衛生

などに十分配慮して、受入可能な処理先に持込むなどして処分する。 

 

9.4.14 応急住宅・生活対策（本編第 35章） 

避難・救助、医療、水・食料の供給などの支援に加えて、被災者の住宅確保や生活確保のために、図 

9.4-6に示した対応を行う。 

項 目 
発災 1時間 24時間 72時間 

初動確立期 応急対応期 復旧・復興期 

住宅確保 

 ○   

○ 

○ 

○ 

生活確保 

  ○  

○ 

○ 

○ 

応急金融対策 
  ○ 

○ 

 

労働力の確保 

 ○  

○ 

 

 

○ 

国際支援の要請と分配 
  ○ 

○ 

 

建築物の応急被災度調査 

被災住宅の応急修理 

一次提供住宅供給 

建設資材等の調達

生活相談

職業の斡旋 

租税等の猶予・減免 

その他の生活保護

紙幣の安定供給 

金融機関の営業の確保 

支援体制システムの始動 

臨時作業員の雇用 

海外からの支援の受入れ 

国際的援助の要請と分配の手続き 

通関・査証手続きの簡略化 



第 9 章 エレバン市地震防災対策計画 

75 

図 9.4-6 応急住宅・生活対策にかかわる活動の概要 

(1) 建築物の応急被災度調査 

被災建築物の安全性を確保する第一義的責任は、その建築物の所有者にあるが、被災建築物が使用・

放置されると、住民が余震による倒壊等二次災害の危険にさらされる可能性がある。こうした危険を回避

するために、危機管理センターおよび市建築都市開発局が中心となって、専門家による建築物の応急被

災度調査を行う。被災建物の所有者もしくは管理者は、エレバン市建築都市開発局に調査を申請する。

建築都市開発局は、申請をまとめて、専門家の派遣のために、非常事態委員会を通じて都市開発省に

提出する。 

建物の利用者、住民、通行人、その他の人への通知のために、調査結果を掲示する。被害程度は、

MSK-64 に従って、「危険」（IV と V級）、「警告」（III級）、検査済み（I と II級）に区分される。 

地震発生後、7 日以内に一部地域を完了、14 日以内に全地域を完了する。 

(2) 被災住宅の応急修理 

被災住宅の応急修理は、政府によってそれぞれの状況に応じた文書で決定される。修理のため、建築都

市開発局は、被災建物の所有者か管理者から提出された被災状況や申請者の財務状況を記した申請

書に基づいて、被災リストを作成する。このリストには、「地震災害後の建物と構造物の緊急診断報告書」

に記された災害の規模を示す。 

修理に関する政府の承認が得られた住宅は、次のように修理を行う。 

a) 市建築都市計画局があっせんする請負業者に請け負わせて、屋根、居室、炊事場、トイレ等、日

常生活上不可欠な部分の修理を行う。 

b) 市建築都市計画局は、一所帯当たりの経費・修理対象戸数を定めて適用する。 

c) 修理の完了目標は、承認から 1ケ月以内とする。 

(3) 一時提供住宅の供給 

住宅を失った被災者は、1 週間以内に市建築都市開発局に申請を行い、一時提供住宅に居住する。一

次提供住宅は、居住希望者の資産等の調査を行った結果、自力での住宅確保が困難な被災者と判断さ

れた者に対して無償で供給される。市建築都市開発局は、地震直後に利用可能な住宅の確認を行う。 

(4) 建設資機材の調達 

非常事態委員会は、被災状況に応じて、政府に対して、応急仮設住宅および被災住宅の応急修理に要

する資材等の供給を要請する。非常事態委員会は、市建築都市開発局が提出した計画に従って、政府

から供給を受けた資材等を配分する。 

(5) 生活確保 

住民の生活に係わる、生活相談、職業の斡旋、租税等の猶予・減免などの生活確保のための対応活動

を行う。 

(6) 応急金融対策 
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紙幣の焼失や破損、預金の引き出しなどによって紙幣が不足することが懸念される。多くの被災者が現

金を銀行口座から引き下ろす必要が生じるとみられる。円滑な現金の供給のため、危機管理センターは、

国立銀行に対して、一時的な対策として紙幣を供給することを要請する。 

(7) 労働力の確保 

エレバン市が地震に襲われた場合、国内全域から警察、復興要員、復旧・復興のために必要な車両が召

集され、エレバン市の 12 の区に派遣される。さらに、普及・復興が遅れた場合は、エレバン市社会経済局

が、失業した住民を一時的な市の職員として、作業のために雇用する。 

(8) 義援金品の配布 

「物的被害に係わる情報」に基づいて、危機管理センターの長は国内および海外から支援された物資と

資金の分配計画を作成し、政府に提出する。政府は、それを調査して承認する。その後、危機管理セン

ターは関係機関と協力して、承認された計画に従って、資金を分配する。 

9.5 復旧・復興計画（本編第 5 部） 

9.5.1 復旧・復興の基本的考え方（本編第 36章） 

エレバン市に大規模な地震災害が発生した時には、応急対応を迅速かつ適切に進めるとともに、復

旧・復興方針を定めて復興対策を講ずる。 

復旧対策は、エレバン市の担っているアルメニア国の政治・経済・金融の中枢機能や国際都市機能を

はじめとする首都としての機能・活動を迅速に回復・再開させることを目的とする。 

復興対策は、震災前より地震に強いまちづくりを進めるとともに、住民の誰もがより快適に暮らせるよう、

住宅・ライフラインに関する施策に加えて、雇用・保健・医療・福祉などに関する施策も含めて、総合的か

つ計画的に施策を実施する。 

エレバン市の震災復興の基本目標を、役割分担と連携による「より快適に生活できる、より活気に満ち

たまちづくり」として、生活復興と都市復興を行う。 

 

9.5.2 復旧・復興本部（本編第 37章） 

復旧・復興本部は、震災復興対策を長期的視点に立って、速やかに・計画的に・適切に、実施していく

ための組織であり、平時の常設行政組織とは異なる臨時組織として設立する。 

(1) 復旧・復興本部の設置・役割 

市長は、地震による被害がエレバン市の広い範囲に及び、かつ、震災からの復旧・復興に相当の期間を

要すると判断した場合は、被災後 1週間ほどの比較的早い時期に復興本部を設置する。 

(2) 復旧・復興に係わる組織とその役割 

復旧・復興本部の構成員は、本部長である市長、および本部員である。 

本部員は、市の管理組織として組織図に示されている市の部局の長、エレバン市に拠点または支局を置

く、国の機関や公営企業などの内、本部長が復興に関連して重要と認めて指名した組織の長からなる。 
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応急対応対策と復旧・復興対策は、基本的に継続して実施されるべきである。復旧・復興対策と関連する、

もしくは引き継がれるべき危機管理センターの管理下の対策は、移行期には両本部が密接に調整して実

施し、その後、復旧・復興本部によって管理される。 

 

9.5.3 復旧・復興計画の策定（本編第 38章） 

復旧・復興本部長（市長）は、復興に係わる基本方針の策定と、計画策定後１年以内に集中的に実施

する対策について主に示した復旧・復興計画の策定・実施、および、やや長期的な目標を設定した特定

分野の復旧・復興計画の策定・実施に責任を持つ。 

(1) 復旧・復興方針の策定 

復旧・復興本部長は、復旧・復興後の市民生活や市街地形成のあるべき姿、および、その実現に至る基

本戦略を明らかにするため、次の事項に配慮して、復旧・復興基本方針を策定し、公表する。 

a) 暮らしのいち早い再建と安定 

b) より安全で快適な生活環境づくり 

c) 雇用の確保、事業の再開と新しい時代に適応した産業の創造 

d) 国の金融・経済の中枢機能の速やかな回復と今後の発展の基礎固め 

(2) 復旧・復興計画の策定 

復旧・復興計画の策定手順は以下のとおりである。 

a) 復旧・復興本部長は、復旧・復興計画の方針を検討するために評議会を招集し、提案のとりまとめ

を指示する。 

b) 評議会の提案に基づいて、また、本部員の討議を通じて、復旧・復興本部長は、災害後 6 ヶ月以

内に復旧・復興計画を策定して公表する。 

c) 都市再建、住宅再建などの具体的な総合事業計画が必要な分野については、復旧・復興計画に

従って、分野毎の詳細復旧・復興計画が策定される。 

 

9.5.4 市民生活の安定（本編第 39章） 

震災後のエレバン市において、復旧・復興の主役となるべき住民が当面の生活に不安を持たず、積極

的に復旧・復興活動に取り組むことができる環境づくりを行う。このためには以下に示す項目の充足を行

う。 

a) 被災者の生活保護（生活を送るために必要な保健・医療・職業・教育・消費生活等） 

b) 生活支援のための給付・資金貸し付け（生活資金、住宅購入資金、住宅再建資金等） 

c) 住宅の確保（居住空間の確保、住宅の修繕、改修、建替えのための技術支援） 

d) 廃棄物処理 

 

9.5.5 都市の復興（本編第 40章） 

エレバン市の復興の基本は、以下のとおりである。 

a) 迅速に都市計画を含む復旧・復興計画を策定する。 

b) 計画に基づく土地利用、建築行為の制限を行う。 
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c) 海外からの支援と「ア」国の復興予算を合わせて財政計画を立案する。 

d) 都市復興のシナリオを描き、優先項目を抽出する。 

e) 復旧・復興計画を着実に実施する。 

f) 復旧・復興計画の実施状況を検証（事業効果、人口、市民の所得等）し、計画を柔軟に修正・変

更する。 

9.6 支援計画（本編第 6 部第 41 章） 

「ア」国内の他の都市・地域で大規模な地震災害が発生した場合には、エレバン市および市の防災関

係機関は、あらかじめ定めた計画に従って被災都市・地域の支援を実施する。 

(1) 災害支援の基本 

エレバン市非常事態委員会は、以下の状況において、政府からの指令や被災都市・地域からの要請に

従って、招集される。 

a) 市域外において MSK 震度 5 以上の地震による大規模な災害が発生した場合 

b) 市域外において大規模な地震災害が発生するおそれがある場合 

エレバン市震災支援本部の組織は、以下のとおりである。 

a) エレバン市非常事態委員会の長は、エレバン市長 

b) 委員会の副長は、副市長と救助庁エレバン支部の長 

c) 委員会の委員は、エレバン市の関係部局長、区長、エレバン市内の政府組織の支部衛生防疫

サービスと地域社会サービス 

d) 必要に応じて、防災関係機関の長を本部員に加える 

e) 委員会は、市長の決定によって、または、大統領の決定がエレバン市危機管理センターの担当

者に伝えられた後 1.5 時間後以内に活動を開始する 

f) 組織の形態にかかわらず、市内の全ての組織は、委員会の決定に従う義務がある 

g) 委員会の決定は、すべての関係機関に通知されるとともに、住民にも伝えられる 

(2) 相互支援協定 

エレバン市は、「ア」国政府の指令の下で、災害を被った都市・地域の支援を行う体制となっているが、と

くに震災について主導的に支援を行うために、エレバン市周辺の都市や「ア」国内の主要都市などと、事

前に「震災相互支援協定」を締結して、迅速に効率的な支援を行う体制を構築する。 

市は、エレバン市の震災時に各種関係団体・事業所などからの協力を得るために震災時協力協定を締

結しているが、協定における協力内容を拡大して、市が他の都市・地域に対して支援を実施する場合に

これらの団体等からの協力を得られるように、事前に協議を行っておく。 

(3) 震災支援活動 

エレバン市が実施する震災支援活動の内容は、以下のとおりである。 

a) 地震災害情報の収集 

b) 地震災害支援活動の準備 

c) 消防隊等の派遣等 
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d) 医療隊の派遣 

e) 援助物資の搬送 

f) 災害支援活動の広報 

g) 義援金の募集 

h) 職員の派遣 
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