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1. 東日本大震災の経験及び教訓を踏まえた「新たな防災の枠組み」検討 

東日本大震災の経験と教訓に関するレビューに基づく「３つのギャップ」 

1.1.1 Ｈ23 年度プロジェクト研究における既検討の概要整理 

JICA プロジェクト研究チームは、2011 年 3 月からプロジェクト研究「地震・津波に関する

効果的アプローチの検討」を実施し、2012 年 3 月に中間報告書を含む資料を整理し、同年 12
月に最終報告書としてとりまとめている。 

このプロジェクト研究では、東日本大震災について、政府、各地方行政機関、大学、各学術

会議等による被害の分析や緊急対応、防災計画の見直し等を把握・分析し、JICA が現在まで

に実施してきた海外における支援方策に対して、新たな支援アプローチ案の提示、支援アプロ

ーチの妥当性検討、今後の国際社会への展開の可能性をとりまとめている。 
本項（1.1.1）では、H23 年度プロジェクト研究「地震・津波に関する効果的アプローチの検

討」における東日本大震災の経験と教訓に関するレビューに基づく「3 つのギャップ」と「3
プリンシプル・アプローチ」に関する既検討の概要を示す。 

 
(1) 東日本大震災の概要 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、東北地方沖を震源とする M9.0 の巨大地震と

その地震に伴い発生した津波により、死者行方不明者約 19,225 人、被災家屋数 1,033,294 戸

（2012 年 1 月 20 日、警視庁資料）という甚大な被害を及ぼした。 
以下にその概要を示す。 
 

1) 地震 

東日本大震災の誘因となった東北地方太平洋沖地震 )は、2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分（日

本時間）に、東北地方沖（142.86N,38.10E，深さ 23.7km）で発生した。地震の強さを表す

マグニチュードは 9.0（モーメントマグニチュード：Mw、3 月 13 日に M8.8 から気象庁が

修正）で、日本での観測史上最大である。地震の揺れは広範囲および長時間に及び、宮城県

栗原市では最大震度７を観測した。本震に引き続き余震も多く観測された。マグニチュード

5 以上の余震は、本震発生後の 2 ヶ月間に 500 回以上も観測されている。 
また、この地震により、広範囲で地殻変動が観測されている。地殻変動は、東北地方から

関東地方にかけての太平洋側の地盤沈下と、東北地方から関東地方にかけての広い範囲での

東から南西方向への移動が観測されており、三陸地域では、平均的に 70cm 程度の沈下があ

ると言われている。地盤沈下および水平方向への移動の最大値は、ともに牡鹿観測所の記録

で、沈下、水平方向の移動がそれぞれ 1.2 m と 5.3m である。 
 

2) 津波 

東北地方太平洋沖地震は、巨大津波を発生させた。津波は地震発生後約 30 分で三陸沿岸

に到達し、東北地方から千葉県の沿岸域に壊滅的な被害を与えた。 
気象庁の観測による最大の津波高さは、9.3m 以上（相馬）である。しかし、これは波高

記録計が振り切れており実際の津波高は不明である。一方、東北地方太平洋沖地震津波合同
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調査グループの現地調査結果によると、最大津波高さは 38.9 m（岩手県宮古市）である。ま

た、岩手県南部を境界として、それより北部のリアス式海岸地域では高さ 30m を超える津波

を観測しているところも多く、平均的にも 10m 以上の津波が来襲している。南部の平野部で

は、津波高さは 10m 程度であるが、海岸から内陸数 km まで津波が侵入し広域に浸水被害を

発生させた。 
また、今回発生した津波は、太平洋を横断し、アメリカ西海岸、南アメリカにも到達した

ことが確認されている。 
 

3) 原子力災害 

東日本大震災は、広域な地震と津波に加え、これに伴って発生した福島県の原子力発電所

の事故による被害も甚大であった。地震等の影響で炉心溶融（メルトダウン）および水素爆

発が発生し、多量の放射性物質が外部環境に放出された原子力事故である。放射性物質は原

子力発電所を中心に、広く飛散した。原子力安全・保安院の発表によれば、計算上 85 万テ

ラベクレル相当の放射性物質を放出しており、これにより、広範囲にわたる土壌および海洋

汚染が発生した。 
福島第一原発事故に関して、原子力安全・保安院は放射性物質の放出量はチェルノブイリ

事故の 1 割程度であるとしながらも、最悪のレベル 7 であるとの暫定評価を、4 月 12 日発

表した 。レベル 7 の原子力事故は、他にチェルノブイリ原子力発電所事故のみである。 
事故の発生により、原子力発電所から半径 20km 圏内は、3 月 12 日より住民に対して避難

指示が出され、4 月 22 日からは災害対策基本法に基づいて「警戒区域」とされ、住民の一時

帰宅以外での立ち入りが原則禁止となった。また、原発からの距離が半径 20km から 30km
の圏内では、3 月 15 日に住民に対し屋内避難指示が出され、4 月 22 日からは「緊急時避難

準備区域」に指定された（計画的避難区域を除く）。原発から 3km 圏内の双葉町は、住民の

6 割以上が県外に避難し、役場も埼玉県加賀市に移動した。 
 

(2) 東日本大震災の教訓 

東日本大震災が被害を拡大させた主たる要因は、「防災計画で想定していた以上の災害外力

が作用した」、「防災能力（防災計画で示されている内容）が正しく認識されておらず、防災能

力に対する過信やハザードマップに示された災害規模以上の災害が発生することに対する発

想がなかった」、「社会状況の変化や構造物の物理的な劣化などで防災計画が計画通りに機能し

なかった」、「災害対策が災害の拡大を防ぐような多重的な防御構造となっていなかった」こと

などによる。 
一方、東日本大震災は大きな被害をもたらしたものの、「計画で想定した規模以下の災害外

力に対しては防災施設が被害を防いだ」、「住民がきちんと災害リスクを認知しており適切な行

動を取った場合被害を防ぐことができた」、「過去の災害を受けて見直しをしていた事項（例え

ば初動体制や行政の災害対応体制、耐震設計や耐震基準など）についてはその目的を果たした

ものも多い」、「必ずしも津波防災を目的としていない施設（仙台東部道路、仙台以南に設置さ

れた高波の防御を目的とした海岸堤防）が津波防災に寄与した」といったことなどを優れた実

践事例としてあげられる。 
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(3) 東日本大震災で明らかになった災害リスク管理における３つのギャップの存在 

前節で示した被害を拡大させた要因は、「ギャップ」という言葉を軸にすると、「防災計画に

対する災害ギャップ」、「防災計画を超えた災害ギャップ」、「時間変化により生じる災害ギャッ

プ」の 3 つのギャップとして再整理でき、この 3 つのギャップの存在を利用することで、様々

な事例が説明可能であるという仮説に至った。 
 

＜３つのギャップ＞ 

「防災計画に対する災害ギャップ」、「防災計画を超えた災害ギャップ」、「時間変化により生

じる災害ギャップ」の 3 つのギャップは図-1.1 に示す概念であり、次の通り説明できる。 
 

 
図-1.1 ３つのギャップの概念 

 

1) 防災計画に対する災害ギャップ 

『防災計画に対する災害ギャップ』とは、「防災計画で想定されている防災能力」と「実際

の防災能力」との間にあるギャップ、つまり計画されていたことが計画通りになされないこ

とによって生じるギャップのことである（図 1-1 の Gap1）。 
防災計画では、あるレベルの災害規模を想定し、その災害規模までの災害被害を防ぐため

の施策が実施されているが、現実には、その災害規模までの災害を防ぐ防災能力が無い場合

もある。例えば、防災計画では、各種警報に基づき住民の避難が実施されそれによって被害

をなくすことが想定されているものの、実際には避難が防災計画の想定通りに行われず被害

を生じさせてしまうことがある。このような実現象であらわれる防災能力と計画での想定と

のギャップが『防災計画に対する災害ギャップ』の一例である。 
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2) 防災計画を超えた災害ギャップ 

『防災計画を超えた災害ギャップ』とは、「想定した災害レベル（シナリオ、計画規模）」

と「シナリオ（計画規模）を超えた実際の大規模災害」との間にあるギャップである（図 1-1
の Gap2）。 
防災計画を策定するためには、災害のシナリオが必要であり、そのシナリオに基づいた対

策が実施されるが、大規模災害の場合、計画策定時のシナリオ以上の外力が構造物に作用し

たり、計画で想定していた以上の災害対応（資源の出動や準備）が必要となったりして、こ

の差がギャップとして現れることになり、東日本大震災の被害が拡大した主たる要因はこの

ギャップによるものである。 
特に、構造物的対策は、構造物の設計がシナリオ災害の規模をもとになされていることか

ら、構造物で防ぐことのできる災害には限界があり、シナリオ規模を超えた外力に対しては

その機能が担保されず、シナリオ規模以下の災害の場合に構造物によって守られている地域

に対しても災害がおよぶことになる。さらに、構造物の計画規模を超えるような災害が発生

した場合に、住民が構造物への過信（対策に対する正しい認知の欠如）がある場合、その被

害が拡大する。 
 

3) 時間変化により生じる災害ギャップ 

『時間変化により生じる災害ギャップ』とは、時間的な変化が生み出すギャップであり、

「ある時点で作成された防災計画が想定していたリスク」と「現時点でのリスク」の間に生

じるギャップである（図 1-1 の Gap3）。 
これまで何度も述べてきたように、防災計画は、ある時間断面において、災害の規模や守

るべき対象の様々な社会・経済条件を基にシナリオを設定して策定する。しかしながら、あ

る時点で防災計画を立てても、その後の科学的知見の蓄積により、発生が予見される災害の

規模自体が変化したり、計画策定時のシナリオとは異なった都市化の進展、人口や年齢構成

の変動などで、防災計画の前提となっている社会・経済条件も変化したりする。このような

様々な変化に対して、防災計画の改訂が行われなければ、時間経過によって生じた様々変化

と固定した防災計画の間にギャップが生み出されることになる。 
また、ある時点で十分に機能を発揮するとされていた技術や構造物も、時間経過による技

術の陳腐化や構造物の劣化によりその機能を十分に果たせなくなっている場合がある。これ

は、「時間経過による生じるギャップ」が「防災計画に対する災害ギャップ」を生じさせる一

例である。 
 

(4) ギャップの解消に向けての施策 

東日本大震災の災害事象は、前項（3）で示した 3 つのギャップを適用することにより、そ

の要因をほぼ説明できることがわかった。従って、これら 3 つのギャップを埋めていく施策を

とることが、災害被害の軽減に寄与することになる、 
H23 プロジェクト研究では、上記の３ギャップを埋めるための施策アプローチとして、JICA 

3 プリンシプル・アプローチを提案している。 
 



1.東日本大震災の経験及び教訓を踏まえた「新たな防災の枠組み」検討 

1-5 

3 プリンシプル・アプローチは、「リスクリテラシー向上の原則（Enhancing Risk Literacy）」、
「リダンダンシー確保の原則（Securing Redundancy）」、「カイゼン推進の原則（Promoting 
Kaizen）」の３つの原則（Three-Principle）からなる施策アプローチであり、これらを防災の

戦略（Strategy）を策定する上での留意事項として、災害による被害要因となる 3 つのギャッ

プを埋め、持続可能な開発に向けた安全な社会の構築に貢献しようというものである（図-1.2）。 
 

StrategyStrategyStrategyStrategy

JICA’s Three Principles ApproachJICA’s Three Principles Approach

Kaizen
Continuous 

Improvement

Risk 
Literacy

Redundancy

 
図-1.2 トリンシプルアプローチの概念 

 
■リスクリテラシー向上の原則（Princilpe 1: Enhancing Risk Literacy） 
「リスクリテラシー向上の原則」は、あらゆる手段を使い、全てのリスクを可能な限り正し

く認識する能力を向上させるということである。 
この原則は、特に「防災計画に対する災害ギャップ」の解消を目指すものである。 
防災計画においてあるレベルの災害をシナリオとして採用すると、それ以上の災害に対して

思考が及ばなくなることがある。これは、東日本大震災における「想定外の災害」という言い

方に良くあらわれているが、防災計画のレベル以上の災害が発生する可能性や、そういった災

害リスクがあることを全てのレベルで認識しなければならない。 
特に構造物による対策がある場合、構造物で守ることのできる災害の限界や、構造物の限界

を超えたときに想定されている対策、事前に示されたハザードマップや避難施設などの前提条

件を正しく理解しておくことが必要である。 
また、人々は自分自身のリスク認知、あるいは信頼できる情報に基づいて災害時の行動を決

定することから、リスクコミュニケーションやその他あらゆる手段を使って、リスク認知を改

善・向上させる。 

■リダンダンシー確保の原則（Princilpe 2: Securing Redundancy） 
「リダンダンシー確保の原則」は、多層的な防災施策の確保を意味し、特に、この原則は、
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「防災計画を超えた災害ギャップ」の解消を目指すものである。 
「リスクリテラシー確保の原則」のところでも述べたが、東日本大震災を説明する際に用い

られる「想定外の災害」という言葉からは、災害による備えが計画規模の災害に備えるだけの

ものであり、それ故に単層的となってしまっていたことが伺える。その一方で、仙台東部道路

が津波の拡大を止めた事例や三陸道が物資補給路として機能した例、二次避難所を確保してお

いたことが津波からの避難を成功させた例など、冗長性の確保や社会全体でそなえることの有

効性を示した事例もある。 
災害や災害に対する備えは常に不確実性を持つものであり、そういった不確実なものに対処

するために、多層的な備えである「リダンダンシー確保の原則」を進めていかなければならな

い。 
「リダンダンシー確保の原則」は、2 つの側面を持つ。それは、災害対策上のリダンダンシ

ーの確保という側面と、社会全体で備える（＝防災の主流化）という側面である。 
1 つめの災害対策上のリダンダンシー確保は、電気や通信手段、物資補給経路などを複数用

意し、ある一つの系統が機能しなくなった場合でも、別の手段を通じて防災計画が計画通り機

能することを目指すものである。 
一方、社会全体で備えると言うことは、防災計画での対応範囲を超えるような大災害等の場

合でも、社会全体で備えること、つまり個人やコミュニティでの備えで被害を最小化したり、

もともとの土地利用や都市計画で災害になるべくあわないような形にしたりしておくことを

指し、各分野の事業に防災の視点を取り入れる防災の主流化ということにより果たされるもの

である。 
いずれにしても、多層的な備えに向けて、災害対策上考え得る全ての施策の検討を行い、そ

れを実施していくことが肝要である。 

■カイゼン推進の原則（Princilpe 3: Promoting Kaizen） 
「カイゼン推進の原則」は、主として時間変化に対して継続的な改善を促すことを指す。 
『時間変化により生じる災害ギャップ』のところで説明したように、防災計画は、ある時間

断面における情報に基づいて策定されるものであり、時間の経過は、計画策定の前提となる情

報を変化させる。また、当該地域以外での大規模災害の経験は、大規模災害への備え方や対応

などに新たな知見をもたらす。 
東日本大震災においても、津波の想定については、新たな知見の端緒を得ながらも、それを

取り入れた形で対策計画を改善するまでには至っていなかったが、その一方で、地震対策や緊

急対応面では過去の災害経験に基づく改善の結果、これまでの災害にない成果を見たものがあ

り、それが被害の軽減に寄与したことは間違いなく、継続的な改善を行っていくことの有効性

を示している。 
より安全な社会の構築に向けて、あらたな防災施策を実施すると同時に、これまでに策定さ

れた計画類の見直しや、現在行われている防災活動を最新の知見を反映した形で継続的に改善

することの推進を行っていくことが必要である。 
上記のように、3 プリンシプル・アプローチにおける 3 つの原則は、前節で示した 3 つのギ

ャップにほぼ対応する形のものであるが、厳密に 1 対 1 で対応するものではない。3 つのギャ

ップと 3 つの原則の関係を図-1.3 に示す。 
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図-1.3  ３プリンシプル・アプローチの 3原則とギャップの関係 
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1.1.2 ３つのギャップの検証 

本項（1.1.2）では、前項（1.1.1）において示した H23 年度プロジェクト研究「地震・津波

に関する効果的アプローチの検討」における東日本大震災の経験と教訓に関するレビューに基

づく「3 つのギャップ」の更新検証を行った。 
東日本大震災では、前項で示した 3 つのギャップが単独、あるいは複合的に絡み合った形で

作用し、災害被害が拡大したと考えられる。 
JICA では、「3 つのギャップにより様々な事例が説明できる」という仮説の検証が試みられ

ている。検証は、東日本大震災の事例を幅広く収集した資料である「『東日本大震災の教訓』と

は具体的に何か」（財団法人国土技術研究センター、2011 年)）を用い実施されている。 
上記資料の出典範囲は幅広く、情報源としての偏りは少なく、これを用いることで、プロジ

ェクト研究チームの主観を排除でき、3 つのギャップの検証および次節で行う 3 プリンシプル・

アプローチの整理に用いる資料として適切なものと判断されている。 
さらに、ギャップの検証では、上記資料に示された“教訓”を内容により「現象の説明」と

「提言の説明」の２つに分類し、「現象の説明」に分類できた 74 の“教訓”が「防災計画に対

する災害ギャップ」、「防災計画を超えた災害ギャップ」、「時間変化で生じる災害ギャップ」の

いずれかに相当するかを分析されており、その結果、74 全ての“教訓”が 3 つのギャップのい

ずれかを持つことが示され、東日本大震災の被害要因は、3 つのギャップの存在により説明が

可能であることが確認されている。 
ここでは、財団法人国土技術研究センターが整理した「東日本大震災の教訓リスト」に、世

銀・日本政府が公表した「東日本大震災からの教訓」や世銀 IMF 総会での関連する議論等の新

たな情報を加えて、昨年度の検証の更新を行った。 
その結果、JICA が確認されたのと同様に、新たな情報についても東日本大震災の被害要因

は、3 つのギャップの存在により説明が可能であることを確認した。 
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1.1.3 3 プリンシプル・アプローチの検証 

本項（1.1.3）では、前項（1.1.1）において示した H23 年度プロジェクト研究「地震・津波

に関する効果的アプローチの検討」において示されている、東日本大震災の経験と教訓に関す

るレビューに基づく 3 つのギャップを埋めるための「3 プリンシプル・アプローチ」の更新整

理を行った。 
「3 プリンシプル・アプローチ」の 3 つの原則は、JICA の研究成果として得られたものであ

り、実事業を通じて、その有効性が確認されている訳ではない。 
そこで、本検証では、先の 3 つのギャップの検証に利用した財団法人国土技術研究センター

が整理した「東日本大震災の教訓リスト」に、世銀・日本政府が公表した「東日本大震災から

の教訓」や世銀 IMF 総会での関連する議論等の新たな情報を加えた項目とにおいて、3 プリン

シプル・アプローチの 3 つの原則がどのような関係を持つか、昨年度の整理結果を更新整理し

た。 
その結果、JICA が確認されたのと同様に、新たな情報についても、すべての項目において、

3 プリンシプル・アプローチの 3 つの原則との関連が見られ、3 プリンシプル・アプローチの 3
つの原則の汎用性の高さを再確認することができた。 
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東日本大震災教訓　項目別データ

問題・
課題

教訓 対防災
計画

対超防
災計画

対時間
変化

リスクリテ
ラシー

リダンダ
ンシー

KAIZEN

Ⅰ．地震や津波の外力
1 地震や津波の外力 ①すべり領域が長さ500キロ、

幅が200キロと広域で、マグニ
チュードが9.0ときわめて大規
模であること
②超巨大津波であったこと
③原発震災をおこし、現在も
収束のめどが立っていないこと

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（気象庁、2011年ａによる正式名、以下本稿では東
北地方太平洋沖地震と略称する）の特徴は、①すべり領域が長さ500キロ、幅が200キロと広域
で、マグニチュードが9.0ときわめて大規模であること、②津波の実波高が10数メートルを超え、
遡上高が40メートルを超える超巨大津波であったこと、③さらに福島第一原子力発電所からの
高濃度の放射性物質の大量放出という原発震災をおこし、現在も収束のめどが立っていないこ
となどがあげられる。そのため、被害は東北各県から関東までのきわめて広域に及ぶこと、被害
が地震による津波被害、液状化などの地盤被害、原発による被害など複合的で、復旧や復興
にあたっては地域や被害の種類ごとに異なり複雑で、困難で長期間の作業を要する。
被災地は漁村や農村が多く、また高齢世帯も比較的多くを占め、日本の現在の典型的な縮図
を示しており、復旧や復興にあたってはきわめて緻密な計画が必要である。さらに、深刻なのは
復旧の遅れ、すなわち、なによりも被災者が人間らしい生活をおくっていないことである。（東北
地方太平洋沖地震の特徴とその教訓　西日本での巨大地震への備えとして／田結庄良昭

「東日本大震災復興への道　神
戸からの提言」（クリエイツかもが
わ　2011年10月）

2

○ ○ ◎

1 地震や津波の外力 ・希少頻度の大規模かつ長
時間震動が継続した
・広域多所で被害が発生し、
復旧・復興の速度を遅らせて
いる

東日本大震災が提起したこと
海溝型地震の怖さ：阪神淡路大震災のような内陸活断層型地震の震災とは異なり、今回の地震
は、希少頻度の大規模かつ長時間震動が継続したことに加えて余震が継続し、広域多所で被
害が発生し、復旧・復興の速度を遅らせている。さらに地盤の沈降という地殻変動を伴い通常
の工学的対応のレベルを超えている。さらに津波被害との複合災害、地盤汚染、塩害、災害廃
棄物の処理等という未経験の規模の対応に迫られている。

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ◎

1 地震や津波の外力 従前の想定手法の限界を意
味

事前の備えは十分であったのか
（被害想定）
○ これまで地震・津波の想定は、当該地域で過去数百年間に経験してきた地震・津波を再現
することを基本としてきたが、今回の東北地方太平洋沖地震を想定できず、従前の想定手法の
限界を意味している。（P21）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

1 地震や津波の外力 ・数十年から百数十年の間
に１回程度発生するものであ
れば、主としてハードの技術で
対処している
・しかし、何百年から千年に
一度、あるいは更に稀な発生
確率の事象(に対しては）に対
抗できるハードの技術を持ち
合わせていない

人類は頻繁に発生するレベルの自然現象を予測しあるいは分析して災害を克服し、安全な環
境を創造してきた。近年多くの自然現象に起因する災害に関しては、数十年から百数十年の間
に１回程度発生するものであれば、主としてハードの技術で対処しているといえる。しかし、例え
ば断層直上の地震動や、マグニチュード9クラスの海溝型地震による津波は、何百年から千年
に一度、あるいは更に稀な発生確率の事象であって、発生する外力も巨大であり、人類はそれ
に簡単に対抗できるハードの技術を持ち合わせていない。それどころか、今回経験した日本海
溝付近における巨大地震はその存在さえ認識していなかった。（P3）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎

1 地震や津波の外力 ・今回の東日本を襲った津波
は、従来想定していた津波よ
りもはるかに大きなもの
・防潮堤をはるかにこえる、従
来の津波の概念を超えるもの
である

今回の東日本を襲った津波は、はっきりした記録を有している明治三陸、昭和三陸両津波を多
くの地域で凌駕し、特に宮城県以南の各地で、従来想定していた設計対象の津波よりもはるか
に大きなものであった。昼中に発生した悲劇はテレビを通じて全世界に発信され、専門家のみ
ならず一般の市民も津波の巨大な力を目の当たりにするとともに、ハードのみの対策の限界を
認識するきっかけとなった。もちろん、破壊された防波堤、あるいは防潮堤であっても津波到達
時間、あるいは津波の流速の低減効果が確認されているが、防潮堤をはるかにこえる高さの巨
大津波が、従来の津波の概念を超えるものであることは一般の人々にも明らかであった。（P3）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎

記載内容№ 区分

教訓分類

教訓の標題

　　　　　　　　　　　　　「３つのギャップと原則」の凡例　　◎：主要　　○関連

3つの原則

出典

3つのギャップ
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Ⅱ．防災対策や復旧のあり方
2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

これまでは、津波を防ぐこと、
人命を守ることのみに集中し
過ぎた結果、その後の対応に
ついては十分議論されてこな
かった

私たちが学ぶべきは、起こってから議論しても遅いという点ではないか。そこで、提案したいの
は、これまでの経験も生かした、津波の被害を前提とし、地域産業や暮らしの再建も重視した防
災・災害対策である。これまでは、津波を防ぐこと、人命を守ることのみに集中し過ぎた結果、
その後の対応については十分議論されてこなかったのではないか。命は守ったが、その後は起
こった時に、というのでは混乱するばかりである。津波の防止のみの対応を重視し過ぎた結果
が、今回の問題を招いたもう一つの原因ではなかったのかと思えてならない。

「[座標]　「水産特区」の混乱／
必要だった事前の議論（政岡伸
洋・東北学院大文学部歴史学
科教授）」（2011.11.1　河北新
報）

2

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・災害対策本部機能の喪失
等に対する対応
・日本の防災対策は、基礎
自治体が機能することが前提
になっている
・役場、市役所などが地震や
津波で破壊されることがない
ように整備することが重要

災害対策本部機能の喪失等に対する対応
○ 防災対応に当たるべき基礎自治体である市町村が壊滅的な状況に陥った。
○ 市役所、警察署、消防署、基幹病院等の設置場所について、地域防災計画において、被害
軽減の観点から津波浸水想定区域から外す、あるいは改めて設置場所の見直しを行うべきで
ある。
○ 日本の防災対策は、基礎自治体が機能することが前提になっている。役場、市役所などが
地震や津波で破壊されることがないように整備することが重要であり、防災拠点は安全な場所
に建設し、耐震化や通信基盤も含め、改めて点検することが重要

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・広域応援等の整備・推進、
協定内容の具体化
・東日本大震災の発生後も
相互応援協定の締結が進ん
でおり遠隔地の地方公共団
体間で協定が締結された

広域応援等の整備・推進、協定内容の具体化
○ 東日本大震災の発生後も相互応援協定の締結が進んでおり、例えば、熊本県と静岡県と
の間で災害時の相互応援等に関する協定が平成23 年７月25 日に締結されるなど、遠隔地の
地方公共団体間で協定が締結されたほか、既存の協定の内容について見直しを実施したり、
新たに協定を締結しようとする動きもみられる。
○ 広域防災拠点の整備や広域応援にも対応した物資・資機材等の備蓄を推進するとともに、
応援の受け入れ態勢の整備や広域応援を含む防災訓練の実施等により、実効ある広域応援
体制の整備を図ることが重要である。
○ 大規模、広域的な災害に適切に対応するための広域防災応援体制、情報連絡体制、災害
現場における指揮体制等各般にわたる項目について具体的に定めておく必要がある。（P70）

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ○

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・実効性ある危機管理体制
を確立する
・「非常時のモード」を用意し
ておき、瞬時に切り替える

私の提言の一つ目は、実効性ある危機管理体制を確立することです。非常時には平常時の法
律体系がかえって邪魔になります。「非常時のモード」を用意しておき、瞬時に切り替える必要
がある。例えば自治体で首長不在になった場合、その代理を誰が務めるか。今回の津波では岩
手県大槌町の町長が亡くなりました。平常時では首長が病気で亡くなった際などは副町長が職
務代理者となる。非常時に町長が欠けた場合は、議長が行政の責任を取ることを決めておけば
いい。（増田寛也氏・前岩手県知事）

「[第5回毎日新聞・震災フォーラ
ム]　第2部・被災地復興への提
言」（2011.12.21　毎日新聞）

2

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・発災初動期に最も不足した
のは燃料
・今後は燃料供給体制の強
化や、災害時の石油備蓄放
出要件の緩和などを図るべき

発災初動期に最も不足したのは燃料だった。自家発電用の軽油・重油、救助や物資支援車両
用のガソリンだ。災害が広域で相当量必要になったが、調達には全国規模の調整が必要で、県
や市町村だけで対応は困難だった。今後は燃料供給体制の強化や、災害時の石油備蓄放出
要件の緩和などを図るべきだ。

「有効に機能した「広域連合」の
支援（村井嘉浩・宮城県知事）」
（2012.3.7　産経新聞）

2

○ ○ ○ ◎
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

広域災害に備えた広域支援
体制をあらかじめ構築しておく
必要

今回の震災では他地域からの大規模な後方支援、広域応援で大変に助かった。特に関西広
域連合のカウンターパート方式の人的、物的支援などは有効に機能したと思う。このような大規
模かつ広域災害に備えた広域支援体制をあらかじめ構築しておく必要がある。

「有効に機能した「広域連合」の
支援（村井嘉浩・宮城県知事）」
（2012.3.7　産経新聞）

2

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・シナリオに基づく防災の弱点
・設計外力まではハード施設
で守り、それを超えるものがあ
るという前提でソフト対策を練
る

シナリオに基づく防災の弱点
現在の防災は、想定シナリオに基づいて対策を立てるのが一般的だ。例えば、海岸の土木構
造物は何年確率や既往最大の災害時の設計外力に耐え得るように造る。ハザードマップなど
も同様で、ある設計外力に対して浸水区域を確定する。
しかし東日本大震災では、設計外力を超える津波が発生した。多くの住民は設計外力を超える
津波に対する行動をイメージできていなかった。小中学生のほぼ全員が助かったのは、想定に
捉われずに行動したからだった。
もっとも、想定外の津波に襲われたら、ハードは意味がないということでは決してない。関西大
学社会安全学部の河田恵昭教授は「今後、津波高10mを8mに減災したとか、来襲の時間を遅
らせたというような効果は、きちんと評価しなければいけない」と指摘する。
設計外力まではハード施設で守り、それを超えるものがあるという前提でソフト対策を練る。そ
の際に重要なのは、防波堤や防潮堤などのハードと避難対策などのソフトをバランスよく組み
合わせることだ。ハード整備だけ進めば防災意識に過信が芽生え、社会的対応力は弱まるか

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・安全の多重化を目指すべき
・100年に2～3回の津波は防
潮堤で財産を守る
・1000年に1回の大津波に対
しては避難しやすい都市を整
備する
・避難しやすい都市を整備す
る。財産を守る防潮堤と命を
守る都市構造の2段構えのま
ちづくり

今回の津波は、昭和三陸津波やチリ津波を想定して高く築いた防波堤や防潮堤を乗り越え、多
くの命と財産を奪った。何をどこまで守ればいいのかは復興計画の要点になる。海とともに生き
る人々の生活基盤や命を全ての巨大災害から守り切ろうとする対策には膨大な費用が掛かる。
現実的には安全の多重化を目指すべきではないか。
例えば、100年に2～3回の津波は防潮堤で財産を守る。1000年に1回の大津波に対しては、命
は守れるように、高台への移転や避難路整備のほか、市街地では外階段のあるビルの屋上に
避難空間を確保するなど、避難しやすい都市を整備する。財産を守る防潮堤と命を守る都市構
造の2段構えのまちづくりだ。

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・東海・東南海・南海地震な
どへの対策
・想定される被害を踏まえて
必要な防災対策を講じておく
こと、すなわち「事前復興」の
取り組みを併行する視点が
重要

東日本震災の復興には10年程度の期間を要する。しかし、その間に東海・東南海・南海地震な
どへの対策を怠れば、連続してあるいは同時に、再び思わぬ事態を招く恐れがある。想定され
る被害を踏まえて必要な防災対策を講じておくこと、すなわち「事前復興」の取り組みを併行す
る視点が重要だ。
要点は、被災地復興と事前復興を連携させることだ。優先すべき東日本の復興の実現と併せ
て、東海や関西の各地或をより災害に強いまちにする国土復興のグランドデザインが必要だ。
企業活動のリダンダンシーを高めることも重要だ。今回の震災では工業製品に使う材料や部品
で高いシェアを占める生産施設が被災して産業界に多大な影響が出た。東海・東南海・南海地
震が発生すれば、それ以上に重要な経済活動の拠点が問題となる恐れがある。（明治大学大

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・ものごとを理解しようとすると
きに“時間軸を逆にたどる”と
多くのことがわかる
・時間軸を逆にたどり、力学
の知識を当てはめることによっ
て、そこで起こった事象をきち
んと学ぶことができる

逆回しフィルム
ものごとを理解しようとするときに“時間軸を逆にたどる”と多くのことがわかる。今眼前にある事象
を時間断面の静止画だとすると、その静止画が時間軸に沿って与条件の下でどのように変化す
るかを思い描く。これは“順”方向の考え方である。
一方、“時間軸を逆にたどる”とは、今眼前にある事象を時間断面の静止画から、それに至る前
に何があったかを時間を遡って思い描くことである。「逆演算」ということもできる。逆演算をした
後、さらに順方向にフィルムを回してみると事象の進行が恐ろしいほどリアルに見える。
2008年6月に岩手宮城内陸地震が起こったが、翌年の秋にヘリコプタから被害状況を視察する
機会を得た。土石流が曲折した谷に沿って流れ下った跡があったが、よく見ると曲折部ごとにそ
の外側の斜面の上の方まで木がなぎ倒されており、土石流が斜面を駆け上がったことが見て取
れた。しかし、流れのまっすぐなところでは木が下の方まで残っており、流れの幅が狭くなってい
る。要するに土石流は高いところから低い方に向かって動き、流れ下るうちに位置エネルギーが
運動エネルギーに変化するが、谷の曲折部では運動エネルギーが位置エネルギーに変換さ
れ、斜面を40～50ｍ、場合によっては80ｍくらいの高さまで駆け上っていたのである。これを運
動エネルギーに換算すると約120ｋｍ／ｈになり，土石流はこのような高速で流れ下ったようであ
る。
今回の津波でもまったく同じことがいえる。倒れた防潮堤を見て水がどのようにぶつかったのか
を考えなければならない。防潮堤ではないが、水がぶつかった痕跡が残っていたのが大槌町の
避難場所の高台のコンクリート斜面である。崖下の地面からの高さ15ｍほどの所に、コンクリート
の擁壁に津波に運ばれたがれきで擦られた跡が見える。これは防潮堤を越えた津波にもまだ勢
いがあり、がれきがコンクリートに強くぶつかったことを示している。
事が起こってしまった後ではただの静止画としか見えず、普通はこのような動的な状況は記述さ
れない。時間軸を逆にたどり、力学の知識を当てはめることによって、そこで起こった事象をきち

「巨大地震　巨大津波　東日本
大震災の検証」（朝倉書店
2011年11月）

2

○ ○ ○

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・今回の地震被害は東海・
東南海・南海の三連動地震
の先例として貴重な経験と教
訓を与えた
・巨大津波が、沿岸市町村
を一瞬のうちに壊滅させ広域
的な被害をもたらし被災自治
体主義の復旧・復興はほとん
ど不可能となる

今回の地震被害が、近い将来の発生が予想されている東海・東南海・南海の三連動地震の先
例として貴重な経験と教訓を与えたことは明らかであることから、その復興の中長期復興戦略
は、今回だけの特例としてではなく、東海地域三連動地震にも適用できるように一般化して各
種の手順や法制度を整えておく必要があるということである。とりわけ巨大津波が、沿岸市町
村を一瞬のうちに壊滅させ、しかも複数の県にまたがるほどの広域的な被害をもたらすこと、そ
の結果、災害対策基本法でいう被災自治体主義の復旧・復興はほとんど不可能となるというこ
とは、三連動地震でもほぼ同様の様相を呈することになると考えられるため、それに対応した
体制が準備されなければならない。（梶秀樹・東京工業大学）（P9)

「東日本大震災の復旧・復興へ
の提言」（技報堂出版　2012年3
月）

2

○ ○ ○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・今回政府は、極めて場当た
り的に多くの担当部局と責任
者を任命し、組織上の混乱
を極めた
・東日本大震災復興基本法

今回政府は、極めて場当たり的に多くの担当部局と責任者を任命し、組織上の混乱を極めた。
また阪神・淡路大震災に習って、首相の諮問機関として「復興構想会議」を招集したが，その権
限も曖昧で、結局、地震発生後３か月経った６月２０日に「東日本大震災復興基本法」の制定を
見て、各組織の法的位置づけが明確になるという有様であった。基本法では、
―国・地方公共団体の責務・国民の努力に対する規定を置いたこと（３～５条）、
―復興債の発行を可能としたこと（８条）、
―復興特別区域制度を活用できるようにしたこと（１０条）、
―内閣総理大臣を長とする復興対策本部の設置を規定し（１１条）、
―本部長への復興構想会議を諮問機関として位置づけたこと（１８条）、
―期間を限った復興庁の設置を規定したこと（第４章）
など、震災後、国会での審議に時間がかかり、迅速な復興の妨げになっていたいくつかの事柄
が法制化された。これは大きな成果であり、東日本大震災に限定することなく、次の三連動地
震にもそのまま適用できるようにすることが望まれる。（梶秀樹・東京工業大学）（P10）

「東日本大震災の復旧・復興へ
の提言」（技報堂出版　2012年3
月）

2

○ ○ ○ ◎
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

地域コミュニティの防災機能
を維持・再生する取組を推
進することが重要

加えて、地域社会の特性に応じたより効果的できめ細やかな防災体制を構築するため、企業や
ＮＰＯ等との連携による共助機能の強化、住民相互のコミュニケーションを通じた防災意識の向
上などの取組を通じて社会・地域における人々の結び付きを強め、地域コミュニティの防災機
能を維持・再生する取組を推進することが重要である。（P5）

「社会資本整備重点計画（素
案）　（案）」（平成24年）

1

○ ○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・災害時の被害を最小化す
る「減災」の考え方が浸透し
ていなかった
・防災対策への過信が被害
を大きくさせた

事前の備えは十分であったのか
（対策の基本的考え方）
○ 東日本大震災では、自然災害を構造物だけで防ぎきることはできないことが明らかになっ
た。
○ 人命が失われないことを最重視し、ハード・ソフトの様々な対策を組み合わせて実施すること
により災害時の被害を最小化する「減災」の考え方が浸透していなかった。
○ このこともあり、被害想定に基づく各種防災対策が実施されてきたところであるが、それで災
害を防ぎきることができるとの過信につながり、一部地域において被害を大きくさせた可能性
がある。（P21）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

企業・ボランティア・NGO  など
の多様な活動も考慮した広
域応援体制の構築が必要

事前の備えは十分であったのか
（各主体との協働）
○ 災害の現場では民間の各主体による活動が有効であった例が多く見られた。
○ 被災した民間企業の事業停止が波及し、その産業に広く影響が出る例も多かった。
○ 防災力の向上のためには、企業・ボランティア・NGO などの多様な活動も考慮した広域応援
体制の構築が必要である。
○ 中央防災会議から地方公共団体の長等に対して、資料の提出、意見の開陳その他必要な
協力を求めることができることとなっているが、地方から中央への意見提出の仕組みはなく、災
害対策において実態上大きな役割を担っている市町村等の意見を防災基本計画等に反映で
きない。（P22）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・被災地を支える体制づくり
・被災地方公共団体の体制
整備
・地方公共団体間の応援と
受援を円滑に行うため、地域
防災計画における受援計画
の位置付けを明確にすべき

被災地を支える体制づくり
① 被災地方公共団体の体制整備
○ 地方公共団体間の応援と受援を円滑に行うため、地域防災計画における受援計画の位置
付けを明確にすべき。
○ 現地対策本部の初動の円滑化を確保する観点から、あらかじめ権限を委任しておいた方が
よいものについてはそれを示し、現地対策本部長の権限を明示しておくべき。一方で、災害の
状況により柔軟に対処できるよう運用を行うべき。
○ 現地対策本部と都道府県の災害対策本部の合同会議等により、当該区域の情報を集約し
認識を共有し、総合的かつ一体的な対処を図るべき。
○ 東日本大震災で行った業務を参考に、現地組織のあり方について、防災基本計画、各種地
震対策における応急対策活動要領及び現地対策本部業務マニュアル等を修正すべき。
○ 中央防災会議等が行うと規定されている災害発生時の一部の事務(情報の収集等)を、緊
急災害対策本部等が一元的に処理する体制とすることを検討すべき。
○ 災害対策本部等にも指定地方公共機関等の出席を求めることができるよう制度化を図るべ
き。
○ 地方公共団体の首長が死亡した場合の代理について、災害時には平時と異なる特別の者
（例えば他の選挙で選ばれた者）を選べるような、非常時モードの仕組みも検討すべきではな
いか。
○ 著しく巨大な災害時においては、応急活動や復旧・復興をスムーズに進めるために、手続き
を省略しても良いこととするなど一時的な既存制度の停止について検討が必要ではないか。
○ 防災に専門的知見を有する退職自衛官等の国のスタッフの活用等を通じた地方公共団体
との連携の強化や、緊急時に外部の専門家や過去の災害対応の経験者の意見を聴けるよう
な体制をあらかじめ整えておくべき。（P27-28）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・被災地を支える体制づくり
・被災地方公共団体を支え
る体制整備
・地方公共団体間の水平的
な支援が行える仕組みの導
入を図るべき
・市町村の機能が著しく低下
した際の支援や体制整備に
関し、都道府県や国の対応
のあり方等について検討を行
うべき

被災地を支える体制づくり
② 被災地方公共団体を支える体制整備
○ 広域災害や大規模災害の発生時に、都道府県又は国による広域調整のもと、地方公共団
体間の水平的な支援が行える仕組みの導入を図るべき。また、円滑な支援のため事前の計画
策定を推進すべき。この際、指揮命令系統の一元化や災害協定の締結にも留意すべき。
○ 甚大で広域な災害時には、国や都道府県が同時に多くの市町村を支援しなければならない
ため、地方公共団体でできることは地方公共団体に任せる一方、必要な場合には国(本府省及
び地方支分部局等)や都道府県が支援を素早く実施するなどの役割分担のあり方を改めて検
討すべき。
○ 大規模災害を念頭に、市町村の機能が著しく低下した際の支援や体制整備に関し、都道府
県や国の対応のあり方等について検討を行うべき。
○ さらに、著しく巨大な災害では、「災害緊急事態」ともいうべき被災地方公共団体の行政機
能の喪失といった事態を想定し、行政機能の維持などに関して、国や被災地内外の地方公共
団体の役割を見直す必要性があるのではないか。
○ 国が調整する広域支援に当たっては、地方公共団体の自由度を確保した国の財政支援の
検討が必要ではないか。
○ 円滑な広域避難に資するため、都道府県が、広域避難に関する指示・調整を行うことがで
きる仕組みの確立を図るべき。
○ 被災地の支援を円滑に進めるため、岩手県遠野市の事例等を参考に防災計画等に被災地
域外の後方支援基地の位置付けを行うべき。
○ TEC-FORCE を担う国の地方整備局の職員の経験や技術力の継承・活用に留意するととも
に、少なくなってきている地方公共団体の土木技術者の技術力向上のため、一緒に活動して
情報共有を図るべき。（P28-29）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・被災地を支える体制づくり
・広域連合等による協力

被災地を支える体制づくり
③ 広域連合等による協力
○ 地方公共団体間における事前の応援協定締結や災害時の応援・職員派遣等の調整につ
いては、国として積極的に取り組むことはもとより、全国知事会や、全国市長会、及び全国町村
会とも連携しつつ、広域連合等による地方公共団体の主体的な取組を推進すべき。（P29）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

被害を完全に防げない大災
害に備えた「減災」の考え方
と「自助」、「共助」による地
域防災力の強化

③ 被害を完全に防げない大災害に備えた「減災」の考え方と「自助」、「共助」による地域防災
力の強化
○ 被害を完全に防ぐことができない大災害に見舞われる可能性を直視し、人命が失われない
ことを最重視し、ハード・ソフトの様々な対策を組み合わせて実施することにより災害時の被害を
最小化する「減災」の考え方を今後の災害対策の基本方針とし、法的にも明確化することを検
討すべき。
○ 併せて、「自助」、「共助」の理念を法的に明確化することを検討すべき。
○ 東日本大震災の教訓を踏まえれば、日常的には、これまでの教訓等を受け継ぎ、訓練を実
施するなど事前の備えをしておき、いざ地震が起きた際、津波等の懸念が少しでもあれば、「逃
げること」を最も重視すべき。
○ 減災の取組に当たっては、過去の教訓が引き継がれる防災教育を進め、行政機関や関係
者のみならず地域の様々な主体が地域の防災対策に積極的に参画、協働する取組を強化し、
自らの命、安全を自ら守る、地域の安全は自分たちで守るという「自助」、「共助」の意識を高め、
自主防災組織、消防団などの地域防災力の強化を図るべき。これによって、自分たちの命を守
るために主体的に行動することを特に重視すべき。
○ 自助、共助、公助が一体となった取組が必要。その際、自助、共助が進められていくために

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

多様な主体の協働により社
会の総力を挙げて立ち向かう
防災

⑥ 多様な主体の協働により社会の総力を挙げて立ち向かう防災
○ 住民や地域コミュニティの視点を取り入れて防災に取り組むため、学識経験者、住民代表及
び民間事業者代表等で地域の防災に深い知見を持つものが地域防災計画の策定に参画でき
るよう制度改善を図るべき。
○ 住民の視点に立った幅広い防災行政の推進のため、例えば、地方防災会議が中央防災会
議に対し意見を申し述べる仕組みなど、ボトムアップの仕組みの導入を図るべき。
○ 地域の防災・減災を進めるために、地域リーダーの養成を図るべき。
○ 発災後、防災ボランティア等に対して積極的な情報提供や意見交換を行うなど、早期にボラ
ンティアの活動を支援すべき。
○ 防災ボランティア活動に関する東日本大震災等の教訓を取りまとめ、広域連携の体制構築
のためのポイントについて、関連機関等への普及を図るべき。
○ 大災害を生き抜くためには、地域の住民や団体等、ボランティア、企業等の多様な主体が自
らの命、安全を自ら守る、地域の安全は自分たちで守るという「自助」、「共助」の意識を高め、避
難やハザードマップの活用等を中心とするソフト面の取組を強化し、自主防災組織、消防団な
どの地域の防災力の強化を図るべき。
○ 民間事業者や団体等との協働の観点から、民間事業者等との災害発生時の協定等の締結
を促進すべき。なお、その際、地域の中小事業者の活用にも配慮すべき。また、協定文書を取
り交わすにとどまらず、共同で訓練を実施するなどの取組がなければ有効に機能しない懸念が
あることにも留意すべき。
○ 民間事業者との連携においては、救援物資の供給等に限らず、例えば、道路の通行可能情
報の収集発信など多様な連携のあり方があることに留意すべき。
○ 津波避難ビルの建設を民間再開発と連携して行うなど、行政の災害対策と民間のビジネス
を有効に組み合わせる方策を促進すべき。
○ 事業継続計画（BCP）の策定及び改善を促進するため、対応策等の情報提供を実施するとと
もに、民間の各主体とも連携して「事業継続ガイドライン」等を充実すべき。その際、民間のBCP
のガイドラインの位置付けを検討すべき。（P36-37）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・国の役割
・国民の防災意識を高め、津
波災害に強いまちづくりの推
進、そのための制度的基盤を
整備

（１）国の役割
① 国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑
み、国民の防災意識を高めるとともに、津波災害に強いまちづくりの推進を国の政策として確実
に実施することを明確にするため、そのための制度的基盤を整備するとともに、その基本的な指
針を、地方の実情を踏まえ、国が定めることとすべき。
② 地域ごとの津波防災まちづくりの実施については市町村によることが基本だが、要請等を踏
まえ、技術的な面については、都道府県とともに国が積極的に支援すべき。（P4）

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・行政に求められる取組み
・災害に強い社会の構築に
向けて、平時から具体的な
防災・減災対策を推進
・各省庁や地方自治体にお
いてＢＣＰ（事業継続計画）
をはじめとする防災・減災対
策を充実させることが不可欠

（２）行政に求められる取組み
国や地方自治体などの行政機関は災害に強い社会の構築に向けて、平時から具体的な防災・
減災対策を推進していかなければならない。
まず、過去の災害関連情報をアーカイブとして統合・保存し、将来の災害の発生や被害の予
測、ならびに、防災対策の基礎情報のために活用するとともに、こうした情報を広く提供すること
により、国民に防災対策の必要性を周知し、記憶を風化させることなく真摯に対応する環境を整
備することが肝要である。
また、各省庁や地方自治体において、ＢＣＰ（事業継続計画）をはじめとする防災・減災対策を
充実させることが不可欠である。東日本大震災では被害が甚大な地域において、行政機能が
一時的に低下した自治体もあった。庁舎や避難所をはじめとする建物や施設の耐震化・水防対
策、エネルギー源を含めた備蓄の手当など、災害対策の拠点としてハードとソフトの両面から災
害への強度を高めていかなければならない。（Ｐ13-14）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ◎
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・大規模災害が発生した際、
まず、国や地方自治体等に
求められることは、司令塔とし
ての災害対策本部機能の立
ち上げ
・その上で、国は被災した地
方自治体への人的・物的支
援を実施
・地方自治体等については、
被災した地方自治体は行政
機能を維持するとともに、受
援体制の整備、医療サービス
の提供等を推進

行政に求められる取組み
大規模災害が発生した際、まず、国や地方自治体等に求められることは、司令塔としての災害
対策本部機能の立ち上げ、警察、消防、自衛隊等が連携した人命救助や治安維持、被災者・
被災地支援に向けた取組みである。
その上で、国は被災した地方自治体への人的・物的支援を実施するとともに、諸外国からの受
援体制の整備など有事における外交を推進しなければならない。
また、国民、ならびに、在日外国人や諸外国に対して、正確な情報を積極的に発信していくこと
が必要である。行政や政治、経済などの中枢機能を確保した上で、早急に国際社会に対して、
「強い日本」を発信していくことがその後の力強い復旧・復興につなげていく観点からも重要で
ある。なお、被災情報の収集・発信に際しては、被災した地方自治体や報道機関を含めた民間
企業などと連携しながら、リアルタイムかつ一元的に情報を提供していくことが肝要であり、この
ための仕組みを構築していかなければならない。
地方自治体等については、被災した地方自治体は行政機能を維持するとともに、受援体制の
整備、医療サービスの提供等を推進しなければならない。その際、災害が単一行政区域内で発
生することは稀であり、被災した地方自治体間での連携を図ることが重要である。また、被災地
外の地方自治体も、積極的に人的・物的支援を行うことが望まれる。東日本大震災に際しても、
東北内外の自治体より大きな支援が寄せられた9。国はこうした被災地内外での自治体間の連
携を強力に後押ししていくべきである。（Ｐ15）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ○ ◎ ○

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

地方都市等は、立地条件が
多様であるため、地理的特
性に応じた地震防災対策が
必要

地方都市等は、中山間地、積雪寒冷地や離島など、その立地条件が多様であるため、地理的
特性に応じた地震防災対策が必要である。一方で、高い高齢化率、低い居住密度、強い地縁
ネットワークを有する等の社会的条件や、中小企業が多く農林漁業や観光業が主な産業であ
る等の経済的条件について共通する点も多い。
市町村は災害対策の第一次的な実施主体であるが、特に地方都市等の市町村では、災害対
応に当たる職員数が限られていること、災害経験が少なく対応ノウハウが共有できていないこ
となど、大規模地震が発生した場合に最大限の人的・物的資源と知見を導入したとしても、円
滑に対応できないことが想定される。また、中山間地等は、そもそも人口が減少し、地形的条
件等から災害に対して脆弱である等の様々な課題を抱えていることから、このような地域の保
全を如何にすべきかという視点を持ちつつ、地震防災のあり方について検討することが求めら

「地方都市等における地震防災
のあり方に関する専門調査会報
告」（平成24年3月　中央防災会
議　地方都市等における地震防
災のあり方に関する専門調査
会）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

仙台平野のように高台がない
地域では、土地利用を規制
したり、盛り土して人工的に
高台を造って避難所にするこ
とに加え、ソフト対策を強化
すべき

―仙台平野のように高台がない地域では今後、10m級に耐える防波堤を造るのか、それともソフ
ト対策を強化するのか。

前者はありえない。ハード対策で10m級の津波に対処しようとすれば、釜石の湾口防波堤のよう
な構造物を数十キロメートルも延々と造ることになる。技術的には可能ですが、巨額の投資が必
要になる。
現実的には、土地利用を規制したり、盛り土して人工的に高台を造って避難所にしたりといった
やり方が考えられると思います。

―堤防などを造る基準は、現状のままでいいのでしょうか。

個人的な意見としては、ハード面の基準はそのままで、ソフト面を強化すべきだと考えます。基
準を闇雲に引き上げれば、投資が巨額になる。ソフト対策の見直しに当たっては、避難体制や
情報伝達の再確認だけでなく、防災教育をはじめとする住民の意識改革が今こそ必要です。
（「津波対策見直し、間に合わず　防波堤には一定の効果が認められるも平野部に課題」今村
文彦・東北大学大学院工学研究科付属災害制御センター教授）（Ｐ151）

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ○ ○ ◎
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

堤防以外で安全を守るプログ
ラムを提案。おおむね高さ１５
メートル以上に住むことを基
本に、そこから一定の距離内
は仕事場であり避難ルートと
なるビルが安全インフラとして
機能

三陸地方の安全が堤防でしか得られないものだろうか。
現行計画では、１カ所の堤防と盛り土の工事で１００万トンを超える壮大なものとなり、完成まで
少なくとも５年かそれ以上の年月を要する。長い間、地域でダンプが走り回り、就業や子育てな
ど地域本来の活動は難しい。堤防が完成したころには誰も残っていないかもしれない。
自分の力で逃げられない住民は、避難をしなくてもいい所で生活するしかない。
そこで私は救命救急の専門家らと共に堤防以外で安全を守るプログラムを提案している。
例えば、斜面や斜面近くにビルを建てる。それは単独ビルではなく、その屋上からより高いビル
の足元や斜面に橋を渡し、避難経路をつくる。盛り土は極力行わず、山側の足元は、切った岩
盤で建物を支え、海側斜面は柱を立てて水平に支える形式とする。堤防は破堤されるかもしれ
ない、という前提でおおむね高さ１５メートル以上に住むことを基本に、そこから一定の距離内は
仕事場であり避難ルートとなるビルが安全インフラとして機能する。
これらを組み合わせて斜面に中層施設を建てることで、災害時、平野部へ救助に行く必要のな
い「迎えに降りない街」が実現する。これこそ「津波てんでんこ」を実現できる環境となるのではな
いか。

「[持論時論]　三陸の津波対策
／高台生かす街づくりを（岩崎
敬・東大先端科学技術研究セン
ター客員研究員）」（2011.12.14
河北新報）

2

○ ○ ○ ○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

・要は最悪のシナリオを描ける
か
・複合災害の可能性や想定
地震規模の見直しを

■起こり得る災害の規模の幅を示す
―かなり広域にわたって災害が発生したのも今回の震災の特徴です。

複数の自治体にまたがって起こる超広域災害に対しては、人間がその規模を想像できるかどう
かが勝負だと私は思っている。要は最悪のシナリオを描けるかです。
私は「複合災害」の危険性を日ごろから指摘していました。例えば、首都直下地震が起こった場
合、隅田川の護岸や利根川の堤防、東京湾の海岸護岸が沈下する。もし、そこに台風がやって
くれば、200年確率の雨が降らなくても高潮や洪水で簡単に都市は水浸しになります。
今回の震災で、首都圏の防災の脆弱性もあらわになりました。東京一極集中も何とかしないとい
けない。折りしも国土交通省では、この3月末に首都機能移転問題の担当課が廃止されました。
大きな問題です。（「最悪の被災シナリオを描けるか　複合災害の可能性や想定地震規模の見
直しを指摘」河田恵昭・関西大学社会安全学部長・教授）（Ｐ155）

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

二つの津波レベル（耐災レベ
ル）を設定
a）津波レベル１（津波防護レ
ベル)
数十年から百数十年に１度
の津波を対象とし、人命及び
資産を守るレベル
b）津波レベル２（津波減災レ
ベル）
構造物対策の適用限界を超
過する津波に対して、人命を
守るために必要な最大限の
措置を行うレベル

土木学会並びに政府は、被災地復興の際の前提条件となる津波の推計に当って、通常の防潮
堤などのハード対策をもって対処できるレベルと、これをはるかに超えるレベルの二段階で想定
することを提唱した。
すなわち、全ての人命を守ることを前提とし、次の二つの津波レベル（耐災レベル）を設定した。
a）津波レベル１（津波防護レベル）：海岸保全施設等の設計で用いる津波高さのことで、数十年
から百数十年に１度の津波を対象とし、人命及び資産を守るレベル
b）津波レベル２（津波減災レベル）: 津波レベル1をはるかに上回り、構造物対策の適用限界を
超過する津波に対して、人命を守るために必要な最大限の措置を行うレベル（P3-4）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

防災には堤防などのハード対
応によって、災害の発生を完
全に防止しようとするニュアン
スが強い。
.ある程度の被害は許容する
ソフト対応が必要なものを
「減災」と呼び、防災、減災を
あわせて「耐災」と名付ける。

「防災」という言葉には狭義には完全に災害を防ぐという意味があるが、巨大災害の場合ある程
度の被災は許しつつ、人命や重要な機能は維持しようという対処が現実的であると考えられる。
つまり防災には堤防などのハード対応によって、災害の発生を完全に防止しようとするニュアン
スが強いが、今回の津波のように従来の想定レベルをはるかに超えた外力に対しては、まず避
難により人命を確保するという、いわばソフト対応が必要であることが広く認識された。ある程度
の被害は許容するため、これを「減災」と呼び、防災、減災をあわせて「耐災」と名付ける。（P4）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ○ ○
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

地域としてその持続性を担
保するための対策も必要であ
るとの観点から、地域ＢＣＰ
（事業継続計画）が提唱され
研究。人命の点のみならず、
復旧・復興期の手続き、就
業機会の確保の点からも重
要な機能を明確にし、地域
全体で被災時の復旧・復興
に対応。

被災地域のみならず日本全体、更には世界のマーケット、特に製造業において、今回の地震及
び津波被害のもたらした深刻な障害にサプライチェーンの問題がある。典型的なものは東北地
方に展開する自動車部品工場の被災によってもたらされ、米国自動車産業の生産遅れにさえ
つながった。この様な脆弱性の原因はさかのぼれば効率主義であるといえよう。これは一定の
条件のもとで、平時の効率性を追求することで発生したものであろうが、条件の変化への対応は
十分には考慮されていないことに問題がある。
このような事態をさけるための手法として事業継続計画（ＢＣＰ）が注目を集めている。更に個別
の団体のＢＣＰを自主的な作成にませるのではなく、地域としてその持続性を担保するための対
策も必要であるとの観点から、地域ＢＣＰあるいはＤＣＰ（District Continuity Plan）として捉える
べきとの提唱され研究がなされている。（図-1.5参照）
ＢＣＰは、先に述べた構造物設計に導入されている二段階の設計方法を組織に当てはめている
ともいえるが、更にこの概念を地域まで拡大したものが地域ＢＣＰであるといえる。
図-1.5は地域ＢＣＰの必要性の概念を示すものである。すなわち特定の地域で考えると、そして
地域にとって人命の点のみならず、復旧・復興期の手続き、就業機会の確保の点からも重要
な、官庁Ａの公的機能や企業Ｃの機能保持のためのＢＣＰ整備が明確となり、またこれらのＢＣＰ
でカバーされない、取り残されている必要な機能（例えば、避難階段の建設、避難棟の建設な
ど）があれば、それを追加することを検討することにつながり、地域全体で被災時の復旧・復興
に対応しようとすることが表わされている。（P7)

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

脆弱性の克服のもう一つの対
策は、リダンダンシー（代替性
あるいは冗長性）の確保と
バックアップの確保

脆弱性の克服のもう一つの対策は、リダンダンシー（代替性あるいは冗長性）の確保とバック
アップの確保であり、ＢＣＰ（事業継続計画）においても重要な手段となっている。東日本大震災
においても津波で分断された被災三陸沿岸地域に、代替ネットワークである内陸の道路を活用
してアプローチすることが人命の救助と早期の復旧に繋がった。東北地方整備局の「くしの歯作
戦」はその代表例である。（P7)

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

社会の脆弱性のもうひとつの
原因は、専門分化の弊害

社会の脆弱性のもうひとつの原因は、専門分化の弊害である。専門分化はやはり効率性の追
求から発生しているといえる。個々の分野の研究や事業の効率性の追求の総体が全体の効率
性を担保するという考えであるが、これは環境条件が一定の範囲内でのみ成り立つものである。
例えば原発の関係者は原子炉本体のみならず、周辺の機器、たとえば外部（特にサブステー
ションからの送電線、非常用発電機、燃料タンク等の周辺機器の耐震性・耐津波性に関心を寄
せて、全体としての安全の確保を図る必要がある。たとえば津波のリスクに関してその推計式の
意味に遡って土木技術者と他分野の技術者が議論することはあっただろうか？畑村氏は原発
の安全性に関して全体像を把握することの重要性を訴えている。（P8-9）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ○

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

今回の経験は、技術者にとっ
て、専門家の間での不十分
なインターフェース、意思疎通
の不足を反省、システム全体
の安全に関心と知識を持って
組織を管理、社会的責任を
果たすことの重要性を認識す

今回の経験は、技術者にとって、専門家の間での不十分なインターフェース、意思疎通の不足
を反省するとともに、全体を横断的に見て監理する専門家の配置の必要性、そしてトップがこの
ようなシステム全体の安全に関心と知識を持って組織を管理、社会的責任を果たすことの重要
性を認識する機会となった。このような、①専門家間の知見の受け渡し、インターフェイスの改
善、②横断的にシステム全体を把握する専門家の必要性、そして③全体を総べる責任者の必
要性を、模式的に示したものが図-1.6である。なお現代社会の脆弱性の系ともいうべき「想定
外」を巡る議論と対応に関して１．３「想定外」を巡る議論でも述べる。（P9）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ○

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

技術者、専門家に対する信
頼性の低下を踏まえ、普段
から出来ること、出来ないこと
の情報開示を実施。

従来多くの市民は防災施設の能力、原発の安全性など専門家の言動に信頼を寄せていたがゆ
えに、このたびの災害・事故について裏切られたと感じたかもしれない。その経緯は科学技術政
策研究所による月次調査から推定される。逆に各地で巨大津波を想定した避難訓練が急速に
導入されていることは、自治体主導とはいえ市民が自らの身を自ら守るという考えが支持されて
いるからこその実態であろう。
このような技術者、専門家に対する信頼性の低下に如何に対処すべきであろうか？専門家・事
業者は技術の向上に努め安全の向上を図ることは当然として、普段から出来ること、出来ないこ
との情報開示をおこない、たとえば避難の必要性などの啓発活動を行うべきであるという教訓
は、市民の感覚からも支持されるであろう。これはたとえ土木構造物であっても、計画・設計担当

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ○ ○ ○
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

市民は絶対安全（ゼロリスク）
は無いことを認識する必要。
近代文明は、リスク（危険性）
と利便性のバランスの上に成
り立っていることを理解する必
要。
市民が、安全の確保について
専門家のみに任せず、自らを
守る意識を涵養し、安全に
関して学習し、必要な時に自
ら判断を下すことが求められ
ている。

一方、市民は絶対安全（ゼロリスク）は無いことを認識する必要がある、というのも大きな教訓で
あった。近代文明は程度の差こそあれ、リスク（危険性）と利便性のバランスの上に成り立って
いることを理解する必要がある。原発しかり、飛行機しかり、また自動車しかりといえる。したがっ
て市民が真に安全を願うならば、安全の確保について専門家のみに任せず、自らを守る意識
を涵養し、安全に関して学習し、必要な時に自ら判断を下すことが求められている。（P10）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ○

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

想定外という言葉を使うと
き、専門家としての言い訳や
弁解であってはならない。自
然の脅威に畏れの念を持ち、
ハード（防災施設）のみならず
ソフトも組み合せた対応という
視点が重要。

2011年3月23日、土木学会など3学会の学長は連名で「（途中略）われわれが想定外という言葉
を使うとき、専門家としての言い訳や弁解であってはならない。このような巨大地震に対しては、
先人がなされたように、自然の脅威に畏れの念を持ち、ハード（防災施設）のみならずソフトも組
み合せた対応という視点が重要であることを、あらためて確認すべきである。」と、専門家として、
巨大地震を想定できなかった現実に遺憾の意を表し、謙虚に自然の脅威に対して備えることの
重要性を訴えている。この声明は全体としては社会に向けたものであるが、この数行に関しては
技術者を中心とする専門家に対するメッセージと見ることができる。（P20）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

①想像力を働かせて「想定」
を拡大する、「想定外の想
定」に努める。拡大された想
定では、ハード対策のみなら
ずソフト対策になることも多
く、市民の理解と行動が必要
になることに留意。

以上の経緯、考察から今後の社会安全に向けて、想定外論争から脱皮して建設的な議論を進
めるための処方について考察する。
①まず、想像力を働かせて「想定」を拡大すること、あるいは「想定外の想定」に努めることであ
る。津波における２段階の水位設定もその例であり、同様に「想定」の拡大に努めることは、安全
確保にとって肝要である。事業者・行政はサービスを市民に提供する立場から同様に「想定」を
拡大してゆく立場に変わりはない。更に関連して重要なことは、この拡大された想定では、ハー
ド対策のみならずソフト対策になることも多く、市民の理解と行動が必要になることに留意しなけ
ればならない。具体的には専門家は、様々な施設の安全の点から見た限界や、危険性に関し
て常日頃から市民に対する説明を欠かさず、その不足分を補う、避難行動などのソフト対策を住
民とともに確立してゆくことが必要である。（P21-22）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

②サービスを提供するシステ
ム全体を俯瞰し、バランス良
く状況を分析し判断

②次に、サービスを提供するシステム全体を俯瞰し、バランス良く状況を分析し判断することで
ある。専門分化による効率性追求の結果発生する様々な弊害は、まずは専門家間の連携・協
働の強化によって緩和すべきであり、また一つには横断的発想による業務遂行の任務を与えら
れた専門家（スタッフ）の配置である。そして何と言っても重要なことは、サービス全体を総べる
経営者が組織の最終目的達成に向けて、自分の組織内で進んでいることを把握し、組織内の
専門家に組織の目的と専門家間の連携をうながす姿勢を周知することであろう。
図-1.6はこれらの関係を象徴的に示したものである。（P22）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

③「想定外」の事象に意識を
持ち、原発でいうとシビアアク
シデント対策を住民も参加し
て実行すること

③ の重要な視点は、万が一への備え、先の表現では「想定」内の安全を突き詰めるだけでな
く、はっきりとしていない「想定外」の事象に意識を持ち、原発でいうとシビアアクシデント対策を
住民も参加して実行することである。津波に関して言えば普段から避難体制の改善と訓練を真
剣に行って、学童被災の悲劇をなくすことである。万が一の対策の事例としては、個々の施設に
ついては、２段階の外力を想定して設計することであるが、その際超レベル２を意識することも推
奨される。このことによって粘り強い施設の設計につながると考えられる。また合わせて万が一の
避難訓練を行うことである。組織レベルでは、ＢＣＰ（事業継続計画）も解の一つであろう。更にこ
の概念を「地域ＢＣＰ」として地域に広げて行くことが必要である。（P22）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

大規模・複雑なシステムをマ
ネジメントする技術と、これに
対応できる技術者の育成は
急務

総じて東日本大震災で被災した大規模システムの復旧に関しては、システム全体への情報(知
識)の不足が現場を混乱させたのではないかと思われる事例もあり、大規模・複雑なシステムを
マネジメントする技術と、これに対応できる技術者の育成は急務である。異なる専門分野の技
術者が相互に意見交換をする場、協働して技術開発をする機会を設けるなどして、異分野の専
門家とともにシステム全体を理解し、そのマネジメントを行い得る人材の育成につとめることが求
められる。（P24）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

部分を考えつつ全体を見るこ
とのできる者、全体を見つつ
部分も理解できる者が求め
られている。土木技術者が
技術者の連携を復活させる
キーパーソンになりうる。

大地震が発生した現場に足を踏み入れて、多くの人が気づくことは、それが技術者であればな
おのことであるが、｢異種の構造物の接点で被害が発生し、あるいは拡大する｣ということであろ
う。
被害を発生させかつ拡大する不連続な部分をいかに少なくするかは、社会の安全を実現する
ための基本的な課題の一つであろう。部分を考えつつ全体を見ることのできる者、全体を見つ
つ部分も理解できる者が求められている。上述の同友会の提言では、その育成のシステムとし
て、技術の開発段階から異種の分野の技術者が共同作業をすること、技術者をシミュレーター
などで訓練する際に、考えられる限り数多くのアクシデントを経験させること、技術者間、技術の
分野間でヒエラルキーを作らないことなどを例示している。｢段取り｣を考えなければ前へ進まな
いのが土木の現場の特徴である。段取りは全体像を見る能力が無ければ構想することができな
い。土木技術者が技術者の連携を復活させるキーパーソンになりうると考える所以である。

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

（１）非常時モード｢ネットワー
ク・リダンダンシー」の欠落の露
見
東北地方でのネットワークの
拡充によるリダンダンシーの確
保という｢非常時」の価値を考
えてこなかったことが明らかと
なった

（１）非常時モード｢ネットワーク・リダンダンシー」の欠落の露見
兵庫県南部地震の際、阪神間で東西の幹線交通が鉄道も道路も全て切断され、わが国が何日
もわたって東西に分割されるという事態が発生した。幹線交通網を日本海側や中国地方中央部
に展開させて交通ネットワークの分散を図ることをしてこなかったからである。活断層だらけと
いっていい国なのに、たった一つの活断層が暴れただけで国土が分断されてしまったのは、基
幹となる交通インフラ整備において｢地域間が広域的につながっていること」を追求すべき価値
としてこなかったからであった。
この反省はその後もまったく生かされず、財政が更に厳しくなったことから｢平常時」の評価尺度
である交通量が支配的なＢ／Ｃ評価を至上主義的に掲げてきた。そのため東北地方太平洋沖
地震では三陸縦貫道路が30年かけても半分しか完成していないことが明確となった。交通量を
重視するあまり、東北地方でのネットワークの拡充によるリダンダンシーの確保という｢非常時」の
価値を考えてこなかったことが明らかとなったのである。
これはわが国の高度経済成長期の36年間は、死者行方不明者が1000名以上となる自然災害
がない大災害空白期間だったことや、急速な経済成長が生んだ需要の爆発を追うことに忙し
かったという背景もある。しかし、次に示すように、そもそもわれわれ日本人は非常時を想定して
それに備えることがきわめて不得意なのだ。（P25）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎

2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

（２）非常時想定を忌避する
国民性癖
｢起こってほしくないことを想定
したり、口にしたりするとそのと
おりになる」という言霊思想ま
でこの国にはあり、これは現在
なお我々を呪縛

（２）非常時想定を忌避する国民性癖
有史以来の歴史を見て日本人を世界的な比較で規定すれば、｢非常時想定を忌避する」思考
を特徴化できる。日本人は人間同士の紛争ではほとんど虐殺を経験してこなかったため、愛す
る者の死に直面しないための、紛争への備えのための思考の深さを欠いている。このため平常
時から紛争発生に備えた｢合理的・長期的・俯瞰的｣思考による準備が不可欠だという認識も十
分ではない。
非常時想定による準備ができない自然災害への対処に終始してきたため、｢起こってほしくない
ことを想定したり、口にしたりするとそのとおりになる」という言霊思想までこの国にはあり、これは
現在なお我々を呪縛している。
また、災害時は指揮官への権限集中が必然だが、肝心の町長が行方不明となった町があっ
た。すると当然、知事や副知事にも同様の事態が起こることを考えなければならない。政府でも
トップとその周辺との連絡がつかない事態も想定する必要性が提起されたのだが、これも政府

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎
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2 防災減災対策のあ
り方全般に関するも
の（平常時、災害時
の体制含）

（３）国家単位化の否定
国家を単位として｢日本が一
つのチーム｣となって対応しな
ければしのげないほどの災害
を受けた今でも、もっとも成果
を上げた地方整備局の解体
を分権論として議論している
有様

（３）国家単位化の否定
これは特に戦後の思考性癖だが、非常事態発生時には平常時とはまったく異なり国家の全て
の力を結集する態勢が不可欠だという認識も十分ではない。国家を単位として｢日本が一つの
チーム｣となって対応しなければしのげないほどの災害を受けた今でも、もっとも成果を上げた
地方整備局の解体を分権論として議論している有様なのだ。
平時の効率性の論理によって東京へは政治経済の機能集中が進んできた。緊急性を増す直
下及び連動型大地震に備えよとの議論は盛んだが、このために東京機能を分散させ国全体を
見通して分担していくための議論はなかなか進まない。世界では人びとの存在を規定している
のは国家であるとの認識は常識だが、国家を単位とするなとの間違った思想に縛られてきた
我々もこれと正対しなければならない時がきたということなのだ。（P26）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ○

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・発災後の避難民の支援や
緊急物資の輸送などで都道
府県を越えた広域的対応が
必要
・国の出先機関が大きな役
割を果たすことを再認識
・地域ごとの津波防災・減災
対策の技術的な支援につい
て国が一定の役割を果たす
必要がある

（４）広域的な津波災害への対応
今回の震災で、大規模な津波災害に対しては、発災後の避難民の支援や緊急物資の輸送な
どで都道府県を越えた広域的対応が必要で、国の出先機関が大きな役割を果たすことが再認
識された。このような津波災害に対しては、国と地方公共団体の協力・連携のもとで広域的な体
制を構築し、被害想定等の準備段階から発災後の対応まで臨む必要がある。その際、国が持っ
ている防災に関するノウハウの活用や大規模災害において重要となる統一的な指揮命令の確
保に留意する必要がある。

また、東海地震防災対策強化地域や東单海・单海地震防災対策推進地域においては、既往
の津波実績や内閣府等の試算結果をもとに海岸管理者が独自に想定津波高を設定している
が、これらの地域の中でも現行の海岸堤防の高さが上記の想定津波高を下回っているところも
ある。一方、上記の強化地域や推進地域以外の地域においては、想定津波高の設定やハザー
ドマップの作成を行っていない地方公共団体も多数存在する。
このため、こうした地域では、国と地方公共団体による港湾の津波対策の点検・見直しの体制を
早急に整備する必要がある。その際、地方ブロック間の連携を図るとともに、設計外力の設定指
針の策定等、地域ごとの津波防災・減災対策の技術的な支援について国が一定の役割を果た

「港湾における総合的な津波対
策のあり方（中間とりまとめ）」
（2011.7.6　交通政策審議会港
湾分科会防災部会）

1

○ ○ ○ ○

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・市町村の職員は圧倒的に
層が薄いうえに対応すべきこと
が膨大で問題も生じた。
・複数の都道府県が深刻な
事態となる災害では、自治体
間の相互連携だけでは十分
に対応できない
・国の関与の在り方につい
て、災対法の見直しが必要

「市町村の職員は限られた人数のなかでよくやっていた。しかし、圧倒的に層が薄いうえに対応
すべきことが膨大で問題も生じた。職員が足りないために支援の受け入れを断る事態も生じ
た」。こう話すのは、神奈川大学法学部自治行政学科の務台俊介教授だ。広域に及ぶ災害で、
壊滅的な被害を受けたまちを周辺自治体が簡単に支援できるような状態でなかったことも事態
を深刻にした。
災害対策基本法(災対法)は、市町村を災害対応の中核的実施主体と位置付け、場合によって
都道府県が支援し、国が関係機関の調整に入るとしている。京都大学防災研究所の武田文男
客員教授（第一生命保険顧問)は、「災対法の枠組みのなかで各機関は機能したと思う。しか
し、国が一定の関与をすることで、都道府県域を超える広域調整などができる法的整備も必要
だ。震災発生後の状況などを踏まえると、それを一層強く感じる」と話す。
複数の都道府県が深刻な事態となる災害では、各自治体の努力や自治体間の相互連携だけ
では十分に対応できない。国の関与の在り方について、災対法の見直しが必要だと指摘する防
災関係者は多い。
務台教授は、「米国のように、国が仲介し直ちにバックアップできる体制や災害予備役制度があ
れば良かった。組織論などは平時に議論して、いざというときに機能するように入念な準備が必

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎
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4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・広域災害での国の在り方
・一つは自助、共助、公助と
協働のための体制づくり
・二つ目は復興の進め方や
体制、手順、施策のメニュー
を用意すること
・三つ目は、広域災害では、
国の役割は災対法で規定さ
れているものよりももっと前に
出て、自治体をリードしていく
ような体制が求められること

広域災害での国の在り方
武田客員教授は2009年に、自治体の災害対応実務者を対象に、巨大災害への対処という観
点から災対法の課題などについてアンケート調査を実施。そこから得られた今後検討すべき主
な要点は以下の三つだ。
一つは自助、共助、公助と協働のための体制づくりだ。災害発生直後の救助は、家族や近隣
住民の協力が必要だ。自主防災組織、災害時要援護者の避難支援など、準備しておくべきも
のがたくさんある。「阪神大震災後に問題となったことだが、体制づくりなどを含め法的な位置
付けを明確化することで、具体策を講じる必要がある」(武田客員教授)。
二つ目は復興に向けた課題だ。被災地支援は壊れたものを単に復旧するだけではなく、復興
につながるものにするという考え方が近年の共通認識だ。しかし、復興に関する制度は法律で
十分に整備されていない。復興の進め方や体制、手順、施策のメニューを用意しておき、迅速
に合意形成し、具体策を円滑に実施できるようにすることが必要だ。
三つ目は、国の対応だ。広域災害では、国の役割は災対法で規定されているものよりももっと
前に出て、自治体をリードしていくような体制が求められる。国、自治体の役割分担、連携の在
り方などをより明確にするためにも法整備が必要だ。（Ｐ136-137）

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・自治体の防災担当者に
は、住民の立場で想像力を
働かせ、何を準備すべきかを
常に意識できる人材が必要
・行政の機能がほとんど失わ
れてしまったような自治体に対
しては、特定の自治体が責
任を持って支援する仕組みが
望ましい

防災力を高めるうえで最も重要なのは、災害時に自分の身の周りで何が起こるのかをできるだ
け細かくイメージできる能力だ。
災害発生後の状況を想像できなければ何をしたらいいのか分からず、的確な防災対策を立案
できない。自治体の防災担当者には、住民の立場で想像力を働かせ、何を準備すべきかを常
に意識できる人材が必要だ。
行政の機能がほとんど失われてしまったような自治体に対しては、特定の自治体が責任を持っ
て支援する仕組みが望ましい。意思の疎通を図りやすく、責任の所在がはっきりする。同じよう
に支援をする自治体間でいい意味での競争が生まれ、結果として質の高い支援につながる。支
援する側の職員は、未曽有の災害への対応を通して、時間の経過とともに明らかになる問題点
や留意点を学ぶ。これは、将来に向けた自分たちのまちの防災対策を考えるうえで大きな意味
を持つ。
少子高齢化や人口の減少は全国的な課題だが、なかでも今回の震災で甚大な被害に遭った
地域はその傾向が顕著だ。そんな場所で将来にわたって豊かに生活できるような復興が成功
すれば、ほかの地域で今後直面する諸問題に対応するためのモデルとなり得る。(東京大学教
授・目黒公郎)（Ｐ138）

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・平時と非常時の切り替え
・非常時はトップダウン
・非常時を想定した備えと
か、それを運用するプロの育
成も大事

組織や個人で円滑な動きができたところと、そうでないところを比較すると、平時と非常時の切り
替えができたかどうかが違いとなっている。平時はボトムアップで業務を進めることが多いが、非
常時はトップダウンで行うことが重要となる。それができないと初動にスピード感がでない。同時
に非常時を想定した備えとか、それを運用するプロの育成も大事だと思った。これまで平時の状
態で物事を考え、無駄なところは極限まで省いていくという感覚が強かったが、今回の災害で非
常時に備えることの大切さを痛感した。（東北地方整備局の徳山日出男局長）（P242）

「証言　東日本大震災　命と地
域を守る」（日刊建設工業新聞
社　2012年3月）

2

○ ○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

[東日本大震災を受けてとら
れた対策の概要]
・人命救助を第一に、大規
模な救出・救助活動を実施
・被災直後から被災地内の
医療従事者が応急医療活
動に従事
・災害派遣医療チーム
(DM AT)が派遣され、応急医
療活動が展開されるととも
に、医療関係団体などからも
医療チームが派遣され、慢性
疾患を持つ被災者等に対応

東日本大震災を受けてとられた対策の概要
○ 地震後広い範囲で大津波が発生し、沿岸部を中心に多数の行方不明者及び孤立集落が
発生したことから、人命救助を第一に、被災地の消防本部・消防団、警察のみならず、自衛隊
を始め、消防の緊急消防援助隊、警察の広域緊急援助隊、各都道府県機動隊及び海上保安
庁を全国規模で動員し、大規模な救出・救助活動を実施した。
○ 発災後、被災地の医療機関の多くが被災したが、被災直後から被災地内の医療従事者が
応急医療活動に従事した。また、災害派遣医療チーム(DMAT)が派遣され、広域医療搬送等、
全国的規模の応急医療活動が展開されるとともに、日本医師会災害医療チーム(JMAT)を始
め、医療関係団体などからも医療チームが派遣され、慢性疾患を持つ被災者等に対応した。
（P11）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○
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4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

[東日本大震災を受けてとら
れた対策の概要]
・発災直後から多くの地方公
共団体及びその連合体が職
員の応援を行った
・国も自ら職員による応援を
実施

東日本大震災を受けてとられた対策の概要
○ さらに、被災地方公共団体の活動を応援するため、発災直後から多くの地方公共団体及び
その連合体が職員の応援を行ったが、国も自ら職員による応援を実施するとともに、総務省、
全国知事会、全国市長会及び全国町村会が、全国の地方公共団体からの応援態勢の構築に
努めた。（P11）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○ ○ ○

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

[東日本大震災を受けてとら
れた対策の概要]
・物資の調達・輸送の調整
・物資の調達・輸送を直接実
施

東日本大震災を受けてとられた対策の概要
○ 被災地では、多数の住民が被災し、発災当日から水、食料等の物資が不足したため、被災
者の生活に必要な物資を大量に被災地へ供給する必要が生じた。このため、緊急災害対策本
部において、物資の調達・輸送の調整を開始した。東日本大震災では被害が広範囲に及び、
さらに地方公共団体の機能が著しく低下していたことから、予備費を用いた国による物資の調
達・輸送を直接実施した。また、自衛隊は、地方公共団体、民間企業からの救援物資を全国の
自衛隊駐屯地などに集積し、避難所まで輸送した。（P12）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

[東日本大震災を受けてとら
れた対策の概要]
・西日本等から被災地への
在庫の大量転送やタンクロー
リーの大量投入
・政府による石油・石油ガス
備蓄の放出等

東日本大震災を受けてとられた対策の概要
○ 石油製品については、油槽所など石油・石油ガス供給に係る施設の被災のほか、被災地に
おけるタンクローリーの流失や道路の損壊等により輸送手段の確保が困難な状況とあいまっ
て、病院や地元消防本部等の人命救助や生活維持に不可欠なところへの迅速な供給が困難
となった。こうした中、西日本等から被災地への在庫の大量転送やタンクローリーの大量投
入、緊急重点サービスステーションの整備等を関係業界に要請するとともに、政府による石油・
石油ガス備蓄の放出等により、緊急の供給及び輸送手段の確保を図った。（P12）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

[東日本大震災を受けてとら
れた対策の概要]
・医師、歯科医師、看護師、
薬剤師等の医療従事者、介
護職員等をそれぞれ派遣

東日本大震災を受けてとられた対策の概要
○ 保健・医療・福祉サービスが必要な被災者に対しては、医師、歯科医師、看護師、薬剤師等
の医療従事者、介護職員等がそれぞれ派遣されたほか、被災者の二次的健康被害を未然に
防止するため、保健師等を派遣し、健康相談を実施したほか、心のケアチームを派遣し、避難
所の巡回、被災者の自宅訪問支援等の心のケアを行った。（P12）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

[災害応急対応はうまく機能
したのか]
・医療チームの配置等のコー
ディネート機能などに改善す
べき余地

災害応急対応はうまく機能したのか
（医療）
○ 発災直後の医療支援について、重複して医師や看護師が配置されるなど、医療チームの配
置等のコーディネート機能などに改善すべき余地があった。
○ 現地では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害急性期に対する体制整備（DMAT等）が
図られてきたところであるが、慢性疾患への対応や、想定より長期間の活動も必要であった。ま
た、引継ぎが十分でない事例があった。（P13）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

[災害応急対応はうまく機能
したのか（物資・輸送）]
・被災者に必要な物資に関
する情報把握が困難となり、
適切なタイミングで実施でき
なかったなど問題が多々あっ
た

災害応急対応はうまく機能したのか
（物資・輸送）
○ 救援物資の供給は、被災地方公共団体から需要連絡を待って行う形であったため、被災直
後、被災地方公共団体の著しい行政機能の低下などにより、被災者に必要な物資に関する情
報把握が困難となり、適切なタイミングで実施できなかった。
○ これだけの大規模災害では、被災地方公共団体の自助努力では物資の調達は困難であ
り、３月14 日には予備費の活用による国の支援スキームが作られたが、もう少し早くこれを立
ち上げるべきでなかったか。
○ なお、物資調達に係る費用負担・会計処理ルールが明確に関係者間に共有されていな
かったため、物資調達を行う際に一部混乱が生じた。
○ 国の支援スキームにより調達された物資の輸送について、燃料不足もあり、被災地への送
り込みに時間を要した。
○ 国の支援スキームができた後、県の拠点施設等には比較的スムーズに物資が届くように
なったが、これより先の市町村、避難所等への物資の搬入に滞りがみられた。
○ 食料や衣類等を１つの箱に詰め込んだ小口で混載の支援物資は、現場で仕分け等に手間
がかかった。
○ ３月23 日に県・市の対策本部に物流の専門家を派遣したが、物資の末端への配分には、
在庫管理も含め民間の宅配業者などの活用をもう少し早目に、かつ積極的に活用すべきで
あった。
○ 調達する物資についても、当初の食料、水、毛布などから、日常の生活用品へとニーズの
変化を十分に汲み取ることができなかった。
○ 政府の調達する物資、民間サイドから供給される物資の輸送、各避難所への配分につい
て、調整が十分されていなかった。
○ このように、発災直後、水・食料品・医薬品・日用品・燃料など、被災地で不足した物資の調
達・輸送に混乱が生じた。また、国民の不安心理が増大する中で、商品の需給バランスや市中
在庫量等を把握できなかったため、全国的に生活必需品が入手困難となった。（P14）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

[災害応急対応はうまく機能
したのか（海外からの支援受
入れ）]
・マッチングを行うのが困難な
ケースがあった
・医療に係る国内法の問題
等、制約事項があった

災害応急対応はうまく機能したのか
（海外からの支援受入れ）
○ 海外からの救助隊等の人的支援については、被災地ニーズに基づいたマッチングが難し
かった。派遣国に対しては、「自己完結」体制を要請したが、国によって準備状況に大きく違い
があった。
○ 海外からの支援物品は、多種多様で輸送にも時間を要することなどから、被災地のニーズ
が日々変化する中で、マッチングを行うのが困難なケースがあった。
○ 当初、救助隊等の海外支援隊等は、被災地における地方公共団体・住民とのコミュニケー
ション、医療に係る国内法の問題等、国内における行動について制約事項があった。（P14-
15）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・生命を守る救命・救助・救
急医療の充実
・発災当初は、人命救助を
最優先とした人員・物資の資
源配分を行うこととし、資源
配分を見直すべき
・救命・救助を円滑に行うた
め、道路等の啓開を早急に
行うことができる体制の充実
を図るべき

③ 生命を守る救命・救助・救急医療の充実
○ 発災当初は、人命救助を最優先とした人員・物資の資源配分を行うこととし、資源配分を見
直すべき。
○ 災害時の救急医療の充実を図るため、災害派遣医療チーム（DMAT）の活動内容・活動期
間、指揮調整機能等及び医療チームの派遣調整機能等について、「日本DMAT 活動要領」等
を改正すべき。
○ 災害派遣医療チーム（DMAT）から医療チーム（JMAT、日本赤十字社など）等への引継ぎ
や、受入れや派遣の調整を行う組織の立上げを円滑に行うため、関係機関の連携を促進すべ
き。
○ 緊急消防援助隊が、より効果的・効率的な活動を行うため、長期に及ぶ消防応援活動への
対応や、消防力の確実かつ迅速な被災地への投入等の観点から、その充実を図るべき。
○ 大規模災害時に、緊急消防援助隊等多くの消防部隊及び警察、自衛隊、医療機関、建設
会社等の関係機関・組織が連携して効果的な救助活動を展開するための方策を検討するべ
き。
○ 警察部隊については、実践的訓練の実施、装備資機材の整備・充実等救出救助に係る対
処能力の一層の向上を図るべき。

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・緊急輸送のための交通の確
保・緊急輸送活動
・より効率的・効果的な交通
規制の実施方策について検
討すべき
・発災後の道路啓開、航路
啓開等が早急に可能となる
ようあらかじめ活動内容を定
めた計画を策定すべき

④ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動
○ 救援のための官・民の人員・物資の輸送等、被災地支援を円滑に行えるよう、より効率的・効
果的な交通規制の実施方策について検討すべき。
○ 災害時においても多様な輸送手段の選択が可能となるよう、ヘリコプターの場外着陸場の整
備、道路ネットワークの代替性の確保、道路や港湾の耐震化を進めるとともに、発災後の道路
啓開、航路啓開等が早急に可能となるようあらかじめ活動内容を定めた計画を策定すべき。
（P26）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・支援物資の円滑で確実な
確保・輸送
・被災地からの要請がなくても
国や他の地方公共団体が物
資を確保し送り込む、「プッ
シュ型」の物資確保・輸送

⑤ 支援物資の円滑で確実な確保・輸送
○ 支援物資の円滑な確保・輸送を行うため、発災直後、地方公共団体の行政機能が被災によ
り低下した場合には、被災地からの要請がなくても国や他の地方公共団体が物資を確保し送り
込む、いわゆる「プッシュ型」の物資確保・輸送を民間とも連携しつつより円滑かつ確実に行う体
制を構築すべき。
○ なお、災害発生直後から数日間はスピードを重視し、細かいニーズを聞くまでもなく食品、飲
料水等の必要不可欠な物資をパッケージ化して迅速に供給することが大切であることに留意す
べき。
○ 被災者への円滑な支援物資の供給を実現するための備蓄、調達、輸送、仕分け等に係る応
援協定による民間企業、NPO、ボランティアとの連携等、円滑な仕組みの構築について検討す
べき。
○ 支援物資の円滑な供給を確保するため必要となる生産体制を維持する観点から、資材、エ
ネルギー等の優先的配分等のあり方について検討すべき。
○ 大規模災害が懸念されている地域について、ブロックごとに国、地方公共団体及び物流事
業者等の関係者による協議会を設置し、今後の支援物資物流のあり方等について具体的に取
りまとめるべき。
○ その際、被災地外の集積拠点を活用した仕分けについても考慮すべき。
○ 燃料不足対策については、石油･石油ガス供給に係る施設の災害対応能力を強化するとと
もに、事業者間において災害時の共同計画をあらかじめ策定する等、災害時における石油･石
油ガス等の供給体制を整備すべき。また、国、地方公共団体及び事業者等との間で、あらかじ
め情報を共有しておくべき。

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・電気、ガス、水道、情報通
信などライフラインに係る対応
・災害発生後の迅速な復旧
を実現するためにも、災害に
対する強度を高めていく
・緊急時においては、官民の
間での連携強化が不可欠

２．電気、ガス、水道、情報通信などライフラインに係る対応
電気、ガス、水道、情報通信などのライフラインについては、災害発生後の迅速な復旧を実現
するためにも、平時より官民が協力して、耐震化や水防対策などを施し、災害に対する強度を
高めていくことが重要である。こうした取組みを進めていくことは、わが国のインフラの安全水準
を高め、成長戦略の柱の一つである海外へのインフラ輸出の促進にもつながることが期待され
る。
また、災害発生後のライフラインの復旧については、第一義的にはこれらを提供する事業者が
主体となって取り組むべきことであるが、大規模災害発生時等の緊急時においては、官民の間
での連携強化が不可欠である。例えば、東日本大震災では、ガソリン等の燃料の需給が逼迫す
るという困難に直面した。こうした教訓を踏まえて、ライフラインの復旧に向けては、官と民の間で
予め緊急時連絡体制や復旧における優先順位などを取り決めておき、災害発生時は強力な連
携関係の下に一刻も早い復旧を果たさなければならない。（Ｐ16）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ○ ○
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4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・復旧が大幅に遅れた大きな
原因は、一部の市町村が行
政機能を全く失ったことによる
・全国の自治体から応援職
員が派遣されたが、今後も、
長期間にわたって応援が必
要

第３に、復旧が大幅に遅れた大きな原因は、一部の市町村が行政機能を全く失ったことによる。
これまでの大災害では、いかに災害の規模が大きくても、かろうじてながら市町村の行政機能は
維持されていた。したがって、市町村主義、要請主義という災害対策の基本に従った手だてを
講ずることが可能であった。ところが今回は、町長が死亡したり、行政職員の多くの者が死亡ま
たは行方不明となったりして、第一線での司令塔の役割を全く果たせない市町がいくつかあっ
た。このことが被災地からの情報の中央への伝達を遅らせ、避難所が物資不足に陥る一因でも
あった。こうした行政機能を全く失った市町では、職員数は著しく不足し、しかも生き延びた職員
の多くも被災者である。そこで、全国の自治体から応援職員が派遣されたが、今もって絶対数が
不足しているところが多い。したがって、今後も、長期間にわたって応援が必要である。ところで
今回、全国市長会が自治体間の応援派遣の調整を積極的に行い、存在感を見せたことは特筆
に価しよう。（東日本大震災に係る諸課題　株式会社野村総合研究所顧問　増田寛也）（Ｐ5）

「論究」（第８号　2011.12 衆議
院調査局）

2

○ ○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・突然やってくる大地震や、い
くつも市や県境をまたぐ広い
災害のときは、国がもっと前に
出るべき
・次の巨大災害に備え、理念
や原則を示す一般的な「災
害復興基本法」も、あらかじ
め整えておくべき

巨大地震がまた日本を襲うかもしれない。東海・東南海・南海地震や首都直下地震は、いつ起
きてもおかしくない。
だが水害と違い突然やってくる大地震や、いくつも市や県境をまたぐ広い災害のときは、国が
もっと前に出るべきではないか。そう言われてきた。
自治体からはこうした広域支援に対し、国がお金の面倒をみると初めに言うべきだった、調整の
指揮をとるべきだった、といった声が上がる。
次の巨大災害に備え、理念や原則を示す一般的な「災害復興基本法」も、あらかじめ整えてお
くべきではないか。ぜひ話し合ってほしい点だ。

「[社説]　災害対策法制　巨大
地震に身構えよ」（2011.10.24
朝日新聞）

2

○ ○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・国交省現場職員は上部組
織の指示を待つことなく自主
的に道路復旧の工事を始め
た
・彼らは”道路啓開”のための
特別な「チーム」でなくあくまで
も道路の管理者としての役割
を、普段の仕事の延長線上
でどこまでも全うしようとした存
在

ひとつは、宮古維持出張所の鈴木、刈屋建設の上野裕矢や五十嵐和朗、千葉や小野良組の
社員もこの津波災害の惨状を見て一様に絶句し、戦慄を覚えながら、一方でそれを「想定外」と
いう言葉で説明しなかったことだ。あらゆる災害は突然やってくる。そのなかで普段から道路の
応急復旧を担う彼らは、道の上の瓦礫撤去という未経験の事態に対してもある程度速やかに適
応していったように見える。
そしてもうひとつは、彼らが上部組織の国道事務所からの指示を待つことなく、ほとんど自主的
に道路復旧の仕事を始めていることである。
国交省は被災地へ向かう道の啓開作業を「くしの歯作戦」と名付けたが、現場で実際にそれを
行なった出張所の職員や維持業者の担当者は、みなこの作戦名を知ったのはだいぶ時間が
経ってからだったと話す。維持業者は瓦礫の積み重なっている道を開き、出張所の職員は業者
が働く上での調整や燃料・資材調達のために奔走する。彼らは普段の道路維持業務のネット
ワークや経験を総動員したが、通常の業務のルールや役割をほとんど逸脱することはなかっ
た。
彼らは”道路啓開”のための特別な「チーム」でも、瓦礫が山積みになった道路を開いた英雄で
もなく、あくまでも道路の管理者としての役割を、普段の仕事の延長線上でどこまでも全うしようと
した存在に見える。
彼らの仕事を規定する道路法第42条には〈道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つよう

「命をつないだ道　東北・国道
45号線をゆく」（新潮社　稲田連
2012年3月）

2

○ ○ ○

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・東北地整・徳山局長「ヤミ
屋のオヤジ」の手紙
・「何を頼んでも良い」というこ
とが被災自治体に伝わり、リ
エゾンを通じてさまざまな要請
が東北地方整備局の本局に
寄せられるようになった

自治体に到着したリエゾンヘの要請は、当初、道路や河川に関する依頼が多かった。地方整備
局の所管業務だ。「国土交通省の所管にとらわれず、考えられることは全部やってほしい」という
大畠章宏国土交通相(当時)の強いリーダーシップもあり、「何を要望してもらってもよい」というこ
とを自治体にどう伝えればよいのか。今回の震災は、千年に1回とも言われる非常時だ。考えた
末に徳山局長が自治体に送ったのが、「ヤミ屋のオヤジ」の手紙だ。
この手紙は3月22日に自治体のリエゾンにメールで送られ、市町村長に直接、手渡された。効果
はてきめんで、「何を頼んでも良い」ということが被災自治体に伝わり、リエゾンを通じてさまざま
な要請が東北地方整備局の本局に寄せられるようになった。（P136-137）

「証言　東日本大震災　命と地
域を守る」（日刊建設工業新聞
社　2012年3月）

2

○ ○ ○
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4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・今回の場合、リエゾンは単な
る連絡員では済まない気がし
て、市町村長の右腕となって
物事を判断できる職員を送り
出せと指示

今回のような大規模な災害では、国や地方自治体はそれぞれ役割が異なり、その連携が大切
になる。その連携で大きな役割を果たしたのが、リエゾン（災害対策現地情報連絡員）だ。リエゾ
ンはフランス語で橋渡しという意味で、国と地方自治体との連絡員という役回りだ。だが、今回の
ような地方自治体自体が被災している場合、単なる連絡員では済まない気がして、市町村長の
右腕となって物事を判断できる職員を送り出せと指示した。その結果、異例だったが各出先事
務所の課長クラスを派遣することになった。そうした国の制度などに精通した職員を送り込んだ
ことで、市町村長からは随分感謝された。（東北地方整備局の徳山日出男局長）（P242-243）

「証言　東日本大震災　命と地
域を守る」（日刊建設工業新聞
社　2012年3月）

2

○ ○ ◎

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・自衛隊と東北地方整備局
は何を頼んでも、ノーと言わな
かった（被害自治体の首長）

大畠章宏国土交通大臣(当時)から現場の判断で被災地に必要なものを届けて良いという許可
を頂いていた。ただ、こちらは何でも届けるつもりでも、相手側は棺桶や洗剤、衣服まで国が手
配してくれるとは思っていない。型破りなことをしょうとするためには、役所の硬い文章ではなく、
型破りの文章でないと伝わらないと考え、「ヤミ屋のオヤジ」という表現を最後の2行に付け足し
た。
震災後、ある自治体の市長さんから「自衛隊と東北地方整備局は何を頼んでも、ノーと言わな
かった」と、感謝の言葉をいただいた。各地方整備局はもともと地元に密着した組織。すべての
職員が被災者の人たちを助けたい、自分たちの業務範囲を超えてでも、何とかしたいという熱
意があった。それがノーという言葉がなかったゆえんだと思う。国の職員も、地方自治体の職員
と同様にその地域のためになりたいと思っている。（東北地方整備局の徳山日出男局長）

「証言　東日本大震災　命と地
域を守る」（日刊建設工業新聞
社　2012年3月）

2

○ ○ ○

4 救済、復旧のあり方
（国の役割、自治体
[職員]のあり方含）

・国土交通省は「くしの歯」作
戦による道路啓開、緊急災
害対策派遣隊(TEC -
FO RC E)による排水ポンプ車
を用いた湛水排除を実施
・地方整備局は市町村へのリ
エゾンの派遣、応急対応・復
旧・復興への助言、通信機
能の確保、必要な物資の調
達等の支援

東日本大震災を受けてとられた対策の概要
○ また、道路網の途絶や津波による広範囲にわたる湛水は、救出・救助活動や応急医療活動
の大きな障害であったため、国土交通省は、地元地方公共団体等と連携して「くしの歯」作戦に
よる道路啓開、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)による排水ポンプ車を用いた湛水排除を
実施した。さらに、発災直後から地方整備局は市町村へのリエゾンの派遣、応急対応・復旧・復
興への助言、通信機能の確保、必要な物資の調達等の支援を行った。
○ 発災翌日には、人命救助や緊急物資輸送に必要な車両等の通行を確保するため、災害対
策基本法に基づき、警察は、東北・常磐・磐越自動車道の一部区間等を緊急交通路に指定し
た。（P11）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

48 救済、復旧、復興と
建設・土木業界

・建設会社の従業員は復旧
作業を行う中で、「地元のた
めに」というこれまで薄れかけ
ていた感覚が戻ってきた

公共事業で俺たちは生活をしてきた-と上野は思う。
一関出身の上野は盛岡市の大学を卒業後、知人の紹介で刈屋建設に就職した。それから13
年が経ち、結婚して2人の子供を持つことで、宮古市への愛着も少しずつ増していった。
しかし一方で彼が20代のうちから体験してきたのは、人口減少と高齢化が進む地域での道路
維持や道路開発の仕事であり、「公共事業」に対する世の中の冷ややかな視線でもあった。自
分は地域のために仕事をしている。頭ではいくらそう考えようとしても、1人の働く若者としては
どこか充実感を抱けないという思いが残った。
この作業を行なう中で彼は、「地元のために」というこれまで薄れかけていた感覚が戻ってきた
ように感じていた。
三陸沿岸の基幹道路は国道45号線しかなく、代替道路になるはずの宮古道路もいまはまだ通
行不能のままだ。国からの事業を受注し道路維持を担ってきた自分たちが、ここで引くわけに
はいかない、と思った。
現場監督としての判断に不安や緊張を抱きながらも、その思いが自分を確かに支えていること
に彼は気付いていた。だがそれは、冷静な判断を妨げる熱狂と紙一重のものでもあったのだ。
「通したい」という気持ちが胸の中で先走っていた。宮古道路を南につなげられれば、どうにか
山田町や孤立した地区へのルートが確保できるはずだ、彼はそのことばかりを考えた。（P75-
76）

「命をつないだ道　東北・国道
45号線をゆく」（新潮社　稲田連
2012年3月）

2

○ ○ ◎
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48 救済、復旧、復興と
建設・土木業界

・発生直後から多くの建設会
社が現場に急行し、命と地
域を守るために使命感を持っ
て啓開作業や応急復旧作
業に当たった
・機動力や技術力を駆使し
てインフラの早期復旧に貢献

東日本大震災では、発生直後から多くの建設会社が現場に急行し、命と地域を守るために使
命感を持って啓開作業や応急復旧作業に当たった。余震や津波による危険も顧みず、その機
動力や技術力を駆使してインフラの早期復旧に貢献した。
出動企業213社、出動人員延べ１万９６８３人。震災から２週間の宮城県建設業協会の対応状
況だ。出動回数は長期も含め９０６回。出動させた重機の数はバックホウ1028台、ダンプ1941
台にもおよんだ。
同協会の佐藤博俊会長は、「震災から２週間がたったところで第1段階が終わり、踊り場に来た
ので初めて災害対策本部会議を開いた」と説明する。支部も含め会員の動きを集約したが、
「要請がなくても速やかに出動し、何かしらお手伝いをしていた」という。
地震発生直後、深刻な津波被害を受けた沿岸部の気仙沼、塩釜、名亘支部とは携帯電話も通
じなかった。支部対応は不可能だったが、災害協定に準じて各社がしっかり初動対応できてい

「証言　東日本大震災　命と地
域を守る」（日刊建設工業新聞
社　2012年3月）

2

○ ○ ◎

49 震災と地盤（液状
化）

・今回の地震で、液状化は
埋め立てのような人工地層に
被害が集中しているが、その
下位の地層の古関東深海
盆上の地域で特に被害が集
中
・地下浅部地質を詳細に調
べ、それを広く公表し、地下
地質を考慮した液状化対策
が求められる

今回の地震で、液状化は埋め立てのような人工地層に被害が集中しているが、その下位の地
層の古関東深海盆上の地域で特に被害が集中している（風岡、2011年、楡井・風岡ほか、
2011年）。1995年兵庫県南部地震でもかつての谷部に堆積した沖積層分布地域で液状化被
害が大きかった。
今後は、これまでの地盤工学的な側面だけでなく、実際の地下浅部地質を詳細に調べ、それ
を広く公表し、地下地質を考慮した液状化対策が求められる。（東北地方太平洋沖地震の特徴
とその教訓　西日本での巨大地震への備えとして／田結庄良昭　P27）

「東日本大震災復興への道　神
戸からの提言」（クリエイツかもが
わ　2011年10月）

2

○ ○ ○ ○ ○
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Ⅲ．災害に強い施設整備のあり方
5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

津波対策を構築するにあたっ
ては、基本的に二つのレベル
の津波を想定
1.発生頻度が高い津波に対
しては、できるだけ構造物で
人命・財産を守りきる「防災」
を目指す
2.最大クラスの津波は、その
地点において概ね数百年か
ら千年に一回程度の頻度で
発生する規模とする。最大ク
ラスの津波に対しては、①人
命を守る、②経済的損失を
軽減する、③大きな二次災
害を防止する、④施設の早
期復旧を図ることを目標とす
る

３．津波の規模や発生頻度に応じた防災・減災目標の明確化
これまでの津波対策では、過去に繰り返し発生し、今後とも発生の可能性が高い津波を想定し
てきた。しかしながら、今回の津波はこの想定を大きく上回り、甚大な被害を発生させた。２．（１）
で述べたとおり、今後の津波対策を構築するにあたっては、津波の規模や発生頻度に応じて防
護の目標を明確化して対策を進める必要がある。このため、基本的に二つのレベルの津波を想
定するものとする。
一つ目のレベルである、発生頻度が高い津波（以下、「発生頻度の高い津波」という。）に対して
は、できるだけ構造物で人命・財産を守りきる「防災」を目指すものとする。二つ目のレベルであ
る、発生頻度は極めて低いが影響が甚大な最大クラスの津波（以下、「最大クラスの津波」とい
う。）に対しては、最低限人命を守るという目標のもとに被害をできるだけ小さくする「減災」を目
指すものとする。最大クラスの津波については、上限値と受け取られるので設定すべきではない
との意見もあるが、対策の検討において何らかの具体的なシナリオが必要になることから、最新
の科学的知見や歴史的考察のうえに最大規模の津波を想定する。
発生頻度の高い津波は、施設の供用期間や社会経済的な観点を考慮し、その地点において
概ね数十年から百数十年に一回程度の頻度で発生する規模とする。発生頻度の高い津波に
対しては、①人命を守る、②財産を守る、③経済活動を継続させることを目標とする。このため、
津波防災施設の計画・設計に当たっては、堤内地への浸水（防潮堤からの越流）を防止するも
のとする。なお、堤外地では浸水が想定されるが、人命を守るとともに、港湾の産業・物流施設
が早期に復旧でき、臨海部立地企業の業務が継続できるように計画・設計する。

「港湾における総合的な津波対
策のあり方（中間とりまとめ）」
（2011.7.6　交通政策審議会港
湾分科会防災部会）

1

　 最大クラスの津波は、その地点において概ね数百年から千年に一回程度の頻度で発生する
規模とする。最大クラスの津波に対しては、①人命を守る、②経済的損失を軽減する、③大き
な二次災害を防止する、④施設の早期復旧を図ることを目標とする。この場合、堤内地への浸
水は許容するものの、土地利用や避難対策と一体となった総合的な対策を講じるものとする。
なお、上記のいずれのレベルの津波に対しても、想定以上の津波が起こりうることや津波防災
施設が十分に機能しない場合も想定して、最悪のシナリオのもとに避難計画を策定する。さら
に、施設のみで防護することができず背後地が浸水するおそれがあることを地域防災計画へ
明記するなど、施設の限界を明らかにしつつ防災教育に取り組む。防災教育においては、沿岸
部で地震が発生した場合には、どのような津波が来るのか直ちに判断することは困難であるこ
と、陸閘・水門を閉鎖するのに十分な時間がないなどの運用上の問題があることから、住民は
地震が発生した場合は即刻避難すべきことに留意する必要がある。（P8-9）

「港湾における総合的な津波対
策のあり方（中間とりまとめ）」
（2011.7.6　交通政策審議会港
湾分科会防災部会）

5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

大規模災害が生じた場合で
あっても国民の安全・安心を
確保するためには、社会資本
のネットワーク化を通じたバック
アップ体制の強化を図り、代
替性・多重性を確保すること
が必要

東日本大震災では、供給網（サプライチェーン）の分断や交通機関の混乱が国内外の産業、経
済に大きな影響を与えたことにより、インフラの破壊が日本経済、国際競争力の低下にもつなが
りかねないことが明らかとなった。また、大規模災害が生じた場合であっても国民の安全・安心を
確保するためには、社会資本のネットワーク化を通じたバックアップ体制の強化を図り、代替性・
多重性を確保することにより、国土・地域全体で支え合える体制を構築する等、災害に強いしな
やかなシステムを持つ国土への再構築を図ることの重要性が再認識された。（P5）

「社会資本整備重点計画（素
案）　（案）」（平成24年）

1

○ ○ ○

5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

・想定を超える大規模な災
害が発生しても、国民の暮ら
しや産業・経済活動の被害
をできるだけ軽減
・そのため、「防災」対策に加
え、低頻度で大規模な災害
に備えたハード・ソフト施策の
適切な組み合わせによる「減
災」対策を推進

重点目標１ 大規模又は広域的な災害リスクを低減させる
国民の命と暮らしを守り、産業・経済活動を維持するという社会資本整備に求められる使命を十
分に果たすためには、災害の多発化・多様化・巨大化・複合化に対応する必要がある。
「人の命が第一」、「災害には上限がない」という東日本大震災の教訓を踏まえて、これまでの想
定を超える大規模な災害が発生しても、国民の暮らしや産業・経済活動の被害をできるだけ軽
減することを目指す。そのため、警戒避難体制を確保するとともに、地域・企業やＮＰＯ等との連
携を強化し、これまでの「防災」対策に加え、低頻度で大規模な災害に備えたハード・ソフト施策
の適切な組み合わせによる「減災」対策を推進する。（P62）

「社会資本整備重点計画（素
案）　（案）」（平成24年）

1

○ ○ ◎

◎○ ○
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5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

都道府県境を越える大規模
災害に備え、複数軸の公共
インフラの整備を進め、代替・
補完体制の構築を推進

○ 都道府県境を越える大規模災害に備え、複数軸の公共インフラの整備を進め、代替・補完
体制の構築を推進すべき。（P35)

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

「減災」を重視する考え方
は、その手法とともに更に発
展し、ハード事業だけでなくソ
フト事業も組み合わせた総合
的な防災対策が制度的に取
り組まれるようになってきた

「減災」を重視する考え方は、その手法とともに更に発展し、ハード事業だけでなくソフト事業も
組み合わせた総合的な防災対策が制度的に取り組まれるようになってきた。
例えば、土砂災害については、宅地開発の一層の進展に伴い土砂災害の発生する恐れのあ
る危険な箇所が年々増加していく中で、これらの全てを対策工事により安全な状態にしていく
には膨大な時間と費用が必要となってきたこと、また、都市水害については、市街化の進展に
伴い、河道等の整備による浸水被害の防止が困難な都市部において、降水の地中浸透が弱
まることで短時間にピーク流量に達するなどの課題が顕在化してきたことなどから、平成１２年
には土砂災害防止法が、平成１５年には特定都市河川浸水被害対策法が制定され、土砂災
害警戒区域の指定やハザードマップの整備による警戒避難体制の整備など、ソフト施策をより
重視する取組が行われるようになった。
さらに、中央防災会議は、大規模地震について、事前対策を一層加速させ、被害の軽減を図る
ため、被害想定をもとに人的被害、経済被害の軽減について「減災目標」を定めるという方針
を決定した。この方針に基づき、平成17 年3 月には、東海地震、東南海・南海地震の「地震防
災戦略」を策定し、今後１０年で死者数、経済被害額を半減することを目標に掲げ、目標を達成
するために住宅の耐震化率を９０％に引き上げることとした。（P1-2）

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ◎

5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

・低頻度で大規模な災害に
対する「減災」の考え方につ
いて、他の災害対策にどのよ
うに反映されるか等について
検討
・持続可能で安全な国土や
生活、地域等を維持するた
めの社会資本整備のあり方
について検討すべきである

４ 持続可能で安全な国土や生活、地域等を維持するための社会資本整備のあり方に関する検
討の視点
今回の大震災により、我が国は地震・津波の大きなリスクにさらされていること、何よりも社会資
本整備の最も重要な使命が「国民の命と暮らしを守る」ことにあることを、国民の多くが改めて認
識した。
また、個々の社会資本は、本来その施設が求められる機能を十分に発揮するだけでなく、他の
施設やソフト施策との組み合わせにより、総合的かつ多様な効果を発揮することが期待される。
社会資本整備に求められる使命を十分に果たすためには、今後もこのような大災害が発生しう
ることを念頭に、津波対策の考え方の中で明らかにしてきた、低頻度で大規模な災害に対する
「減災」の考え方について、他の災害対策にどのように反映されるか等について検討し、以下の
視点から、限られた財源の中で最も合理的かつ効率的に、持続可能で安全な国土や生活、地
域等を維持するための社会資本整備のあり方について検討すべきである。
なお、これらの取り組みを一過性でなく着実なものとするため、施策に位置づけて、計画的に推

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ○ ○ ○

5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

・災害への対応力を高めるた
めの構造物の耐力向上
・構造物の災害への対応力
の向上などにより、強靱な国
土基盤の構築を図ることが重
要
・災害の発生により損なわれ
る機能をカバーするシステムの
構築
・災害に強いしなやかなシステ
ムを持つ国土への再構築を
図ることが重要

○ 災害への対応力を高めるための構造物の耐力向上
今後発生すると想定されている首都直下地震、東海・東南海・南海地震等の大規模地震や、台
風等による風水害、土砂災害などの災害においても、大規模な被害の発生を防止するため、ソ
フト施策との連携を図りつつ、構造物の災害への対応力の向上などにより、強靱な国土基盤の
構築を図ることが重要である。
そのため、個々の構造物について、その機能を十分に発揮し続けることができるよう適切に維持
管理・更新を行うことが重要である。また、必要に応じて個々の構造物の耐震性・耐浪性を確保
するほか、外力に対してできる限り粘り強く作用するよう検討すべきである。
○ 災害の発生により損なわれる機能をカバーするシステムの構築
今回の大震災のような未曾有の大災害が生じた場合であっても、国民の安全・安心を確保する
ためには、それぞれの機能に応じ、国土全体や、地域全体で支え合える体制を構築する等、災
害に強いしなやかなシステムを持つ国土への再構築を図ることが重要である。
そのため、相互ネットワーク化を通じたバックアップ体制の強化に向け、特に災害発生時の緊急
輸送路等の確保に向けた代替性・多重性の確保について検討すべきである。また、避難や救
援活動の拠点として、例えば道の駅やＳＡ／ＰＡ、駅前広場等を計画的、積極的に活用するた
めの方策についても検討すべきである。（P7)

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ○ ○
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5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

災害に強く、暮らしの安全・
安心を守り、環境と調和した
まちづくりの実現

○ 災害に強く、暮らしの安全・安心を守り、環境と調和したまちづくりの実現
人口減少や高齢化の進展に伴い、地縁型のコミュニティが弱体化し、地域社会の防災力の低
下が懸念される。そのため、高齢者等に配慮し、住民相互や地縁型コミュニティの中で助け合う
共助を進められるよう、住民間の交流の場づくりや相互扶助など地域コミュニティを維持・再生
し、住民相互のコミュニケーションを通じた防災意識の強化を図ることが重要である。
また、災害に強いまちづくりを進める際には、コンパクトなまちづくり、再生可能エネルギーの導
入など低炭素社会の実現や、災害廃棄物のリサイクルなど循環型社会の実現、自然との調和な
どの視点のほか、日常生活を支えるモビリティの確保等にも十分配慮すべきである。（P8)

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ◎

5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

・首都直下地震発生時の首
都中枢機能の確保をはじめ
災害に強いまちづくりを推進
・わが国の都市の競争力を向
上

また、首都直下地震発生時の首都中枢機能の確保をはじめ災害に強いまちづくりを推進する
ことで、わが国の都市の競争力を向上させていくことも重要な課題である。とりわけ、オフィスや
住宅、ライフラインをはじめとする職務・住環境について、安全・安心を構築することは、わが国
の都市が国際ビジネスの拠点としての競争力を取り戻していく上で極めて重要である。（Ｐ19）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ○ ○ ○

5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

「国民の安全・安心を守る」と
いう社会資本整備の使命を
踏まえ、大震災を踏まえた今
後の津波防災まちづくりの考
え方について、早期に方向性
を示すことが求められている

今回の東日本大震災は、我が国の観測史上最大のマグニチュード９．０という巨大な地震と津
波により、広域にわたって大規模な被害が発生するという、未曾有の災害となった。「災害には
上限がない」ことを、多くの国民が改めて認識することとなり、想定を超える大規模な災害が発生
しても、避難を誘導すること等を通じて、とにかく人命を救う、ということが重要であるにもかかわ
らず、それは容易なことではない、という問題意識が共有されつつある。当部会としても、今回の
震災を教訓とし、「国民の安全・安心を守る」という社会資本整備の使命を踏まえ、大震災を踏ま
えた今後の津波防災まちづくりの考え方について、早期に方向性を示すことが求められている。
（P1)

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ◎

5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

三連動地震の危機が迫りつ
つある今、冷静かつ合理的
に、なすべき強靱（きょうじん）
化対策を考えねばならぬ

首都直下地震、東海・東南海・南海の三連動地震の危機が迫りつつある今、われわれは「公共
事業はとにかく悪」という先入観を、それを「とにかく善」と見なす先入観とともにうち捨て、冷静
かつ合理的に、なすべき強靱（きょうじん）化対策を考えねばならぬときにきている。さもなけれ
ば、政府が再び「巨大な不作為の罪」を重ねてしまうことは火を見るよりも明らかだ。

「[正論]　「コンクリートから人へ」
の幻想（京都大学大学院教授・
藤井聡）」（2012.4.2　産経新聞）

2

○ ○ ◎

5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

・発生頻度は極めて低いもの
の、甚大な被害をもたらす最
大クラスの津波に対しては、
住民等の生命を守ることを最
優先
・発生頻度が比較的高い一
定程度の津波に対しては、
人命・財産や種々の産業・
経済活動を守り、国土を保
全

１－２ 大規模又は広域的な津波災害が想定される地域における津波対策及び人口・資産が集
中する海面下に位置する地域等における高潮・侵食対策の強化
近い将来に発生することが予想されている東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝
周辺型地震による津波被害が想定される重要沿岸域や、三大湾や有明海等の沿岸地域に広
がる海面下に位置し防護する必要がある地域、近年浸水被害が発生した地域等を中心に、早
急に対策を講じる必要がある。
津波については東日本大震災を踏まえた対応が必要である。発生頻度は極めて低いものの、
発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを最
優先として、住民等の避難を軸に、土地利用、避難施設、防災施設などを組み合わせて、とりう
る手段を尽くした総合的な津波対策の確立が必要である。また、発生頻度が比較的高い一定
程度の津波に対しては、人命・財産や種々の産業・経済活動を守り、国土を保全することを目標

「社会資本整備重点計画（素
案）　（案）」（平成24年）

1

○ ○ ○ ◎

5 施設整備、社会資
本整備、まちづくりの
あり方

耐津波性能を有すべき沿岸
域の社会基盤施設（河川堤
防、鉄道、道路など）に関し
ては、今次の被害を教訓に、
その施設の持つシステムの機
能が大きく損なわれることがな
く、復旧が容易な構造様式
を採用すべき

提言3.4 耐津波性能を有すべき沿岸域の社会基盤施設の復旧における地盤工学的課題と提
案（短期的・長期的、専門家）
耐津波性能を有すべき沿岸域の社会基盤施設としては、河口部の河川堤防、沿岸部の鉄道・
道路施設、下水道処理施設、通信施設など様々なものがある。復旧においては、今次の被害を
教訓に、その施設の持つシステムの機能が大きく損なわれることがなく、復旧が容易な構造様
式を採用すべきである。また、盛土を耐津波多重防護施設として位置付ける整備計画が検討さ
れているが、期待される効果が発揮されるように、盛土越流時の侵食・流失に対する防止策を適
切に講じた復旧とする必要がある。（P49）

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ○ ◎
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51 防波堤・防潮堤の
あり方、高潮、侵食
対策のあり方

海岸保全施設、港湾施設、
河川管理施設等について
は、施設に過度に依存した
防災対策には限界があること
を認識しつつ、低頻度ではあ
るが大規模な外力に対しても
粘り強さを発揮する構造とす
ることについても検討

（４）津波防災のための施設の整備等
① 海岸保全施設、港湾施設、河川管理施設等については、社会経済的な観点や、まちづくり
やソフト施策との組み合わせを踏まえながら整備等を行う。その際には、施設に過度に依存した
防災対策には限界があることを認識しつつ、低頻度ではあるが大規模な外力に対しても粘り強
さを発揮する構造とすることについても検討すべき。
② 上記の海岸保全施設や港湾施設等による防御効果に加え、例えば、二線堤（浸水の拡大を
防止する機能を持つ道路等の盛土等）、宅地、公共施設の盛土等、津波防護（津波被害の軽
減）に寄与する施設を「津波防護施設（仮称）」として位置づけ、活用すること等について検討す
べき。（P5)

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ○ ○ ○

51 防波堤・防潮堤の
あり方、高潮、侵食
対策のあり方

（防波堤，防潮堤，河川堤
防など）は地震による震動と
その後の津波による作用の両
者に対する施設の性能を明
らかにする必要

提言3.6 東海・南海・東南海地震等、今後の津波対策における地盤工学的課題（長期的、社会
全体・専門家）
地震と津波の複合災害において，沿岸域の浸水防御のための社会基盤施設（防波堤，防潮
堤，河川堤防など）は地震による震動とその後の津波による作用の両者に対する施設の性能を
明らかにする必要がある。また，震動や津波によって変形・変位した施設の耐浸水性能の評価
方法を確立し，効率的な応急復旧工法の技術開発が必要である。さらに，施設の性能が不足
する場合，恒久的な補強が必要となることから，この補強工法の技術開発が必要である。（P59）

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ○ ○

51 防波堤・防潮堤の
あり方、高潮、侵食
対策のあり方

・津波の規模や発生頻度に
応じて、防護の目標を明確
化して対策を進める必要があ
る
・港湾の現行の防護ライン
は、港湾によっては部分的に
切れているところや、構造的
に脆弱な箇所が存在。今回
のような津波に対しては、減
災の観点から、背後のまちづ
くりと連携し、ハード（防災施
設）とソフト（土地利用、避
難）の施策を総合して津波対
策を講じる必要がある

（１）対象津波の設定と背後地の防護のあり方
被災した港湾では、これまでの三陸地方の代表的な設計対象津波である明治三陸津波等の規

模をはるかに超える津波が来襲した。また、東海・東单海・单海地震等については、連動して発
生すること等により、現在想定されている津波より大きな津波が来襲することも指摘されている。
津波の規模について、これまで構造物の計画や設計で対象とする規模とハザードマップ等の避
難計画の対象として設定する規模が異なる事例が見られた。しかし、そのことが住民に十分に
周知されていたとは言い難い。また、避難計画での設定を超える、規模の大きい津波が来ること
は、防災行政の担当者であっても十分に想定できていなかったと思われる。今回の教訓を踏ま
え、たとえ最先端の科学的知見を駆使しても、現時点で、津波の規模や発生頻度を精度良く予
測することは不可能であることを再認識すべきであり、そのような認識に立って、津波の規模や
発生頻度に応じて、防護の目標を明確化して対策を進める必要がある。
また、港湾の現行の防護ラインは、港湾によっては部分的に切れているところや、構造的に脆
弱な箇所が存在する。今回の津波は、そのような脆弱な箇所からだけでなく、広範囲に防護ライ
ンを越えて堤内地に侵入し、甚大な被害をもたらした。このような津波に対しては、現行の防護
ラインのみでは侵入を防ぐことが出来ないため、減災の観点から、背後のまちづくりと連携し、
ハード（防災施設）とソフト（土地利用、避難）の施策を総合して津波対策を講じる必要がある。
さらに、港湾からの漂流物が防護ラインを越えて、背後地へ及ぼす被害を減少させる効果的・
効率的な手法がとり得るかどうかの検討も重要である。（P4-5）

「港湾における総合的な津波対
策のあり方（中間とりまとめ）」
（2011.7.6　交通政策審議会港
湾分科会防災部会）

1

○ ○ ◎

51 防波堤・防潮堤の
あり方、高潮、侵食
対策のあり方

防潮堤や防波堤の天端高を
はるかに超えるような津波が
来襲した場合に、経済性を
考慮しつつ、限定的にでも機
能を保持したり、復旧が容易
となる構造とできるかどうかを
検討する必要がある

（３）施設の計画・設計における防護目標の確立
こうした従来の想定を超える津波の規模をどのように設定し、施設の計画・設計に反映させてい
くべきか検討が必要である。
施設の計画・設計に当たっては、千年に1回とも言われる今回のような大きな津波に対して施設
背後を完全に防護する（越流も許さない）ことは経済的に困難であるため、実現可能な防護の
目標を確立する必要がある。
また、従来は、施設の設計において想定する外力を境界にして、言わば「もつ（倒壊しない）」か
「もたない（倒壊する）」かの検討しかしていなかった。しかし、仮に堤体が完全に倒壊すれば、
その後の津波のエネルギーを減殺することはできず、施設の減災効果は期待できなくなる。ま
た、倒壊の程度が大きければ早期復旧も困難となり、高潮・高波などの複合災害の危険性も増
すことになる。このため、今回の津波のように、防潮堤や防波堤の天端高をはるかに超えるよう
な津波が来襲した場合に、経済性を考慮しつつ、限定的にでも機能を保持したり、復旧が容易
となる構造とできるかどうかを検討する必要がある。（P6）

「港湾における総合的な津波対
策のあり方（中間とりまとめ）」
（2011.7.6　交通政策審議会港
湾分科会防災部会）

1

○ ○ ○ ○
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51 防波堤・防潮堤の
あり方、高潮、侵食
対策のあり方

・「千年に一度の大規模津
波」に対し、越流も許さず完
全防護することは経済的に困
難
・今後は経済性を考慮しなが
ら「完全に倒壊しない」構造
を検討すべき
・想定津波の規模として、構
造物で人命・財産を守りきる
「防災」と、発生頻度は低い
が影響が甚大な最大級の津
波からの人命確保と被害の
最小化を目指す「減災」の二
つのレベルを設定

港湾、河川、下水道、空港施設でも被災構造物の本復旧に向け、今後の施設計画・設計の方
向性が示されている。
国土交通相の諮問機関である交通政策審議会港湾分科会の防災部会が１１年７月にまとめた
中間報告では、「港湾の総合的な津波対策のあり方」を提示。現時点で津波の規模や発生頻
度を高精度に予測することは不可能とした上で、港湾背後の街づくりと連携し、ハード・ソフトの
施策を一体的に講じて減災機能を高めることを求めた。
今回の震災のような「千年に一度の大規模津波」に対し、越流も許さず完全防護することは経済
的に困難だと指摘。これまでは施設設計で想定する外力を境界に、「倒壊しない」「倒壊する」
の検討だけを行っていたことを反省点に挙げ、今後は経済性を考慮しながら「完全に倒壊しな
い」構造を検討するよう訴えている。想定津波の規模として、構造物で人命・財産を守りきる「防
災」と、発生頻度は低いが影響が甚大な最大級の津波からの人命確保と被害の最小化を目指
す「減災」の二つのレベルを設定した。
例えば、外洋に面した防波堤については、厳しい波浪条件下で断面諸元が決まり、相当規模
の大津波にも耐える構造であることを踏まえ、マウンドの洗掘防止対策など比較的軽微な対策
で粘り強い構造が実現可能だとしている。（P218-219）

「証言　東日本大震災　命と地
域を守る」（日刊建設工業新聞
社　2012年3月）

2

○ ○ ◎

51 防波堤・防潮堤の
あり方、高潮、侵食
対策のあり方

設計で想定した以上の津波
規模となった場合でも、簡単
に崩壊することなくねばり強く
耐津波性能を保持し続ける
構造を持つべき

提言3.1 津波防護施設の耐津波設計の高度化の必要性（短期的、専門家）
今回の巨大津波は従来の想定を大きく超える規模のものであり、多くの津波防護施設では津波
が越流しただけでなく、施設も被災して津波を防止する機能が低下し、背後地は大きな被害を
受けた。震災以降、津波の規模をレベル１、レベル２のクラス分けを想定する考え方が提案され
ている。津波防護施設においては、設計で想定した以上の津波規模となった場合でも、簡単に
崩壊することなくねばり強く耐津波性能を保持し続ける構造を持つべきである。（P42)

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ◎

51 防波堤・防潮堤の
あり方、高潮、侵食
対策のあり方

津波防護施設の復旧におい
ては、将来の地震での地盤
沈降も見越した施設復旧が
必要

提言3.2 津波防護施設の復旧における地盤工学的課題とその対策の提案（短期的、専門家）
津波防護施設の復旧においては、今次地震だけでなく将来の地震での地盤沈降も見越した施
設復旧が必要で、それによって堤体高が増すことによる荷重の増加に対応する必要がある。陸
閘や門扉においては、地震後の遠隔での門扉操作にも対応できる構造とすることが求められ
る。（P46）

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ○ ◎

53 ダム、堤防、スー
パー堤防のあり方、
治水対策のあり方

広域地盤沈降の予測に基づ
いたハザードマップに基づき，
治水施設などの対策が必要
となる

提言4.2 今後の地震時地盤沈降に対する対策の提案（長期的、社会＋専門家）
広域地盤沈降の予測に基づいたハザードマップに基づき，治水施設などの対策が必要とな
る。長期的には宅盤や道路のかさ上げ，ライフライン施設の対策など，広域地盤沈降を考慮し
た都市計画に基づく街造りが必要である。（P67）

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ○

53 ダム、堤防、スー
パー堤防のあり方、
治水対策のあり方

耐震対策等を実施した河川
施設の地震時挙動を検証
し，必要に応じて基準の改訂
を行う必要

提言6.7 耐震対策等を実施した河川施設の地震時挙動の検証と広域多所災害に備えた今後
の耐震対策への最新の地盤工学技術の活用（短期，専門家）
耐震対策等を実施した河川施設の地震時挙動を検証し，必要に応じて基準の改訂を行う必要
がある．広域多所災害の発生に備えた今後の耐震対策を効率的に実施するうえで，これらの知
見と最新の地盤工学技術を活用する必要がある．浸透対策を実施した堤防の耐震性や，旧基
準に基づく対策実施箇所の耐震性能について検討するとともに，基礎地盤や堤防内の地盤状
況を把握するための地盤調査技術の高度化も図っていく必要がある（P131）

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ◎
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53 ダム、堤防、スー
パー堤防のあり方、
治水対策のあり方

河川への遡上（そじょう）津波
の対策
・規模は小さいが発生頻度が
高い津波を想定して設計し、
最大クラスの津波に対しては
ソフト面を含めた総合的な対
策を検討

国土交通省の「河川津波対策検討会」が11年8月にまとめた「河川への遡上（そじょう）津波の対
策に関する緊急提言」では、水門や堤防などの防御施設を整備する際、今回の震災による最大
クラスの津波に比べて規模は小さいが発生頻度が高い津波を想定して設計し、最大クラスの津
波に対してはソフト面を含めた総合的な対策を検討するよう求めている。
堤防の高さは、隣接する海岸堤防の高さと整合性を図りながら、津波の遡上区間と水位をシミュ
レーションして決定。著しく高い河川堤防が必要になる場合には、周辺の街づくりや河川環境へ
の影響を十分勘案して検討する必要性も指摘している。（P219）

「証言　東日本大震災　命と地
域を守る」（日刊建設工業新聞
社　2012年3月）

2

○ ○ ◎

53 ダム、堤防、スー
パー堤防のあり方、
治水対策のあり方

耐震対策が未実施の既存の
河川施設に対する耐震診断
と耐震補強を推進

提言6.6 耐震対策が未実施の河川施設の耐震診断・耐震補強・強化復旧とそのための行政的
配慮（長期的，社会全体と専門家）
耐震対策が未実施の既存の河川施設に対する耐震診断と耐震補強を推進するとともに、その
ための施策を整備する必要がある．耐震対策が必要な箇所の抽出方法の高精度化と，そのた
めの調査・解析技術の高度化，および，堤防内に浸入する地下水の排水対策や堤防基礎地盤
と盛土自体の液状化対策を経済的・効果的に実施するための更なる技術開発も必要である。
（P128）

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ○

53 ダム、堤防、スー
パー堤防のあり方、
治水対策のあり方

新基準適合農業用ため池・
フィルダム施設の地震時挙動
の検証と広域多所災害に備
えた今後の耐震対策

提言6.9 新基準適合農業用ため池・フィルダム施設の地震時挙動の検証と広域多所災害に備
えた今後の耐震対策への最新の地盤工学技術の活用（短期的、専門家）
最近の基準で設計・施工された農業用ため池・フィルダム施設の地震時挙動を検証し、必要に
応じて基準の改訂を行う必要がある。広域多所災害の発生に備えた今後の耐震対策を効率的
に実施するうえで、これらの知見と最新の地盤工学技術を活用する必要がある。その際には、
二次災害の危険性や施設の重要度、復旧性も考慮したうえで、簡便で確度が高い施設の調
査・診断技術の開発のみならず迅速な復旧対応も含む総合的な対策を講じる必要がある。
（P145）

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ◎

53 ダム、堤防、スー
パー堤防のあり方、
治水対策のあり方

人口・資産が集中する地域
等においては、河川改修等の
ハード整備、流域の特性を
踏まえた水害対策、土地利
用と一体となった減災対策に
加え、ソフト施策を早急に講
じる

１－３ 人口・資産が集中する地域や近年甚大な被害が発生した地域等における治水対策の強
化及び大規模土砂災害対策の推進
我が国は、梅雨期や台風期を中心に毎年のように水害の脅威にさらされており、今後、地球温
暖化により豪雨や台風の強度の一層の増大が懸念されている。また、近年の相次ぐ大規模地
震や活発な火山活動等に加え、東海・東南海・南海地震等の大規模地震の発生の可能性が高
まっていること等から、それに伴って大規模又は広域的な被害をもたらす土砂災害の発生が懸
念されており、これらに対する備えを強化する必要がある。
このため、人口・資産が集中する地域、行政・経済活動の中枢・拠点機能を有する地域、近年
甚大な被害が発生した地域等において、河川改修等のハード整備、流域の特性を踏まえた水
害対策、土地利用と一体となった減災対策に加え、洪水ハザードマップの作成支援や河川基
盤情報の高度化・効率化、警戒避難体制の強化等のソフト施策を早急に講じる必要がある。
（P66）

「社会資本整備重点計画（素
案）　（案）」（平成24年）

1

○ ○ ◎

53 ダム、堤防、スー
パー堤防のあり方、
治水対策のあり方

流域の特性等を踏まえた
様々な水害対策の推進

（２）流域の特性等を踏まえた様々な水害対策の推進
・ 都市部及び都市周辺地域の開発の進行に伴う河川への流出量の増大等に対して、流出総
量の減少やピーク流量を減少させるための対策（浸透ますなどの流域貯留浸透施設や透水性
舗装、防災調整池の整備の推進）
・ 内水氾濫による浸水防除のための雨水管や雨水貯留管等の下水道施設の整備の推進
・ 土地利用状況等により、連続した堤防の整備に比べて効率的かつ効果的な場合には、輪中
堤の整備と氾濫する地域における災害危険区域の指定等による土地利用規制とを組み合わせ
て対応（P67）

「社会資本整備重点計画（素
案）　（案）」（平成24年）

1

○ ○ ◎
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53 ダム、堤防、スー
パー堤防のあり方、
治水対策のあり方

・遡上津波を、河川堤防がど
う扱うかを議論すべき
・今回河川堤防は、遡上津
波を吸収、浸水を防いだ面も

―北上川などでは津波が遡上して被害が生じた。治水の専門家は河川堤防に対して、津波を
考慮していなかったのでは。

03年の十勝沖地震でも、津波が河川を5kmくらい遡上しましたが、被害はなかった。河川堤防の
設計でこれから津波をどう扱うのか、議論は必要です。ただ、堤防のおかげで広域の浸水を防
いだという見方もできる。水量を河川が吸収したのです。岩手県の馬淵川を津波が遡上する映
像を見てそう感じました。（「津波対策見直し、間に合わず　防波堤には一定の効果が認められ
るも平野部に課題」今村文彦・東北大学大学院工学研究科付属災害制御センター教授）（Ｐ
151）

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎

54 交通（鉄道、道路
等）のあり方

「選択と集中」を図る中で、
我が国の基幹産業、地域産
業を支える都市・交通基盤を
災害に強いものにする

○ 地域の産業・経済を支える都市・交通基盤等の形成
地域の産業が甚大な被災を受けたことにより我が国産業全体ひいては世界へも影響が及ん
だ。従って、大災害による日本経済、国際競争力の低下を防止するため、インフラ整備全体の
「選択と集中」を図る中で、我が国の基幹産業、地域産業を支える都市・交通基盤を災害に強
いものにすることが重要である。（P8)

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ◎

55 道路のあり方（二堤
線批判含）

・道路や線路は見た目は堤
防と同じだが防災施設として
設計されていない
・防潮堤が必要なら二線堤
ではなく、防潮堤として設計さ
れた施設を設けるべき

東日本大震災発生から今日１１日で９カ月となる。被災した各自治体で復興計画が策定されつ
つあるが、この中で気になるのは、道路を盛り土構造にする、いわゆる「二線堤」の問題だ。道路
や線路などの交通施設を高盛り土にして、防潮堤を越えてきた津波に対し多重に防御しようと
いう計画だが、この計画にはハード面、ソフト面で重大な欠陥が含まれている、と考える。
第一に、道路や線路は見た目は堤防と同じだが技術的には交通施設として設計はされているも
のの、防災施設として設計されていない。
今回、仙台東部道路が津波の侵入を防いだことから二線堤論議が出てきたが、仙台東部道路
で津波が止まったのは幸運が作用した面が強い。海岸から数キロも離れ、津波の力が減衰した
ところにたまたまあったのがこの道路であった。もし津波が直撃する海浜近くにあったら、斜面の
保護も全くない仙台東部道路は跡形もなく破壊されていた可能性が大きい。事実、コンクリート
でできた防潮堤ですら多くが破壊されている。土でできた構造物は、いったん波が越えると簡単
に洗い流される性質がある。従って単に高盛り土をしたからといって、防潮堤としての役割を果
たすわけではない。
道路や鉄道には交差する道路や水路のために開口部や橋を設けるが、これらが多いと津波が
通り抜けてしまう。災害時に役立つか役立たないか、あやふやな構造物を防災計画に取り入
れ、防災施設として余分なコストをかけて建設することははなはだ疑問だ。防災施設として海岸
の防潮堤の内側にもう一つ防潮堤が必要なら、単に道路や線路を高盛り土にした二線堤では
なく、防潮堤として設計された施設を設けるべきである。道路や線路の設置スペースがなければ

「[持論時論]　「盛り土安心論」
に異議　防災・生活、両面に配
慮を（元田良孝・岩手県立大総
合政策学部教授）」（2011.12.11
河北新報）

2

○ ○ ◎

58 避難ビル、避難施
設

柱の直径が3ｍ、高さが10～
15ｍで、その上がテラス状に
なっているきのこ形のシェル
ターを200m間隔で並べる

きのこシェルタ
私は2007年4月に「危険学プロジェクト」を立ち上げ、人間のまわりに潜む様々な危険につい
て、事故の防止を最終目標として、社会・組織・人間の考え方や行動様式の解明にまで踏み込
んだ調査研究を行い、現在に至っている。さらに、プロジェクトでは、その成果を様々な媒体を
使って広く世の中に情報発信し、社会の共有財産とすることを目指している。そのテーマの一つ
として津波を取り上げ、津波で最近被害を受けた場所や被災の危険がある場所などを見て歩い
た。奥尻島、紀伊半島の東側、伊豆半島の西側などである。その結果、人間が逃げられる範囲
に高さのあるものを作る以外はないと考え、きのこ形のシェルタを考えた。シェルタは、柱の直径
が3ｍ、高さが10～15ｍで、その上がテラス状になっているきのこ形のもので、柱の周囲にらせん
状の階段を取り付ける。階段は上りと下りの二重のらせんにする。これを海岸縁の地帯に200ｍ
間隔で並べる。三陸沿岸すべてに並べても4,000基もあれば十分だろう。建設費をざっと見積も
ると、1基3,000万円程度と推定されるので、総額は1,200億円である。（東日本大震災に思う／
畑村洋太郎　P174）

「巨大地震　巨大津波　東日本
大震災の検証」（朝倉書店
2011年11月）

2

○ ○ ◎
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62 危険物施設、コンビ
ナート施設のあり方

危険物施設については、今
回の被災状況を踏まえ、必
要な措置を講じるよう、事業
者に対し求める必要がある

（１）危険物施設地震対策のあり方
危険物施設については、今回の被災状況を踏まえ、当該危険物施設の事業者において施設ご
とに配管や建築物等の耐震性能、液状化の可能性等について再確認し、当該確認結果に応じ
て必要な措置を講じるよう、事業者に対し求める必要がある。なお、事業者へ再確認を求める際
には、施設の維持管理や基準適合状況等を含め、再確認を実施することに留意させる必要が
ある。
また、屋外タンク貯蔵所の地盤の液状化を判定するPL 値は基準を満足しているが、過去に河
川流路付近でありＮ値にバラつきが見られた場所に設けられたタンク２基で不等沈下が発生し
たことから、地盤の状況が同様のタンクを保有する事業所に対して注意喚起を促す必要があ
る。
さらに、屋外タンク貯蔵所の浮き屋根のうち、耐震基準に適合していないものや基準適合の必
要のないものの一部において、浮き屋根の破損被害が発生していることから、浮き室の浮力、強
度及び溶接構造を再確認する必要がある。耐震基準に適合していない浮き屋根において所定
の性能を満足しないものについては、可能な限り速やかに改修を行うように改修計画を立てる
必要がある。また、耐震基準に適合する必要のない浮き屋根において現行の技術基準に適合

「東日本大震災を踏まえた危険
物施設等の地震・津波対策のあ
り方に係る検討報告書」（平成
23年12月　消防庁危険物保安
室・特殊災害室）

1

○ ○ ○ ◎ ○

62 危険物施設、コンビ
ナート施設のあり方

津波が発生するおそれのある
状況において、危険物施設
で迅速かつ的確な対応を講
ずるため事業者に対し求める
必要がある

（２）危険物施設津波対策のあり方
津波が発生するおそれのある状況において、危険物施設で迅速かつ的確な対応を講ずるため
には、人命を最優先とした上で、施設ごとに津波警報発令時や津波が発生するおそれのある状
況等における緊急時の対応について検証し、当該検証結果に応じて避難時の対応や緊急停
止措置等の対応を予防規程等に記載するよう、事業者に対し求める必要がある。事業者へ検
証を求める際には、危険物施設における危険物の貯蔵、取扱いの方法に応じた緊急時の対応
について検証するとともに、施設周辺の津波発生の危険性等を把握し、停電状態も念頭に置い
た上で避難や施設の緊急停止の方法等に係る検証を実施することが必要である。特に、津波
発生時においては、緊急停止措置等の対応が可能な時間が限られていることから、短時間で
効果的な対応が可能となるよう従業員の役割を明確にした上で従業員に周知し、訓練を行うこ
とが重要である。
なお、危険物施設では様々な方法で危険物が取り扱われており、施設を緊急停止することに
よって異常反応や圧力上昇等による火災流出等の事故が発生する可能性があるため、緊急停
止の方法については、きめ細かな検証が求められる。（Ｐ193-194）

「東日本大震災を踏まえた危険
物施設等の地震・津波対策のあ
り方に係る検討報告書」（平成
23年12月　消防庁危険物保安
室・特殊災害室）

1

○ ○ ◎
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62 危険物施設、コンビ
ナート施設のあり方

・石油コンビナート施設の地
震・津波対策のあり方
・地震・津波対策について
は、原則として、危険物施設
等において事故が発生するこ
とを前提とすべき
・発生頻度が高い地震に対
しては、機能が維持されること
が必要
・甚大な被害をもたらす発生
頻度が低い地震に対しては、
被害が発生する前と同程度
の機能を速やかに回復するこ
とができるように、計画を策定
しておく
・発生頻度は高く、津波高は
低いものの大きな被害をもた
らす津波に対しては、直ちに
復旧できるようにする
・甚大な被害をもたらす津波
に対しては、被害が発生する
前と同程度の機能

２ 石油コンビナート施設の地震・津波対策のあり方について
（１）特定防災施設等及び防災資機材等
石油コンビナート等災害防止法によって特定事業所に設置が義務づけられている特定防災施
設等及び防災資機材等は、当該特定事業所に設置されている危険物施設、高圧ガス施設等
において火災、漏洩等の事故が発生した場合に機能を発揮することが求められるものである。
危険物施設、高圧ガス施設等において、地震や津波が発生した際に事故が発生することを否
定できないものであることから、特定防災施設等及び防災資機材等の地震・津波対策について
は、原則として、危険物施設等において事故が発生することを前提とすべきである。
また、特定防災施設等の地震・津波対策については、起こりうるすべての地震及び津波におい
て被害を全く生じさせないこととするのは現実的ではないことから、地震及び津波の発生頻度に
応じて定めることが適切であると考えられる。
なお、地震及び津波に対する特定防災施設等及び防災資機材等の機能の維持については、
特定事業所において講じられている各種対策をもとに、特定事業所ごとに評価することが適当
であると考える。
ア 地震対策のあり方
発生頻度が高い地震に対しては、機能が維持されることが必要である。ただし、応急措置により
直ちに機能を回復できるのであれば、軽微な損傷の発生はさしつかえないと考える。
甚大な被害をもたらす発生頻度が低い地震に対しては、機能が維持されなくてもやむを得ない
こととすべきと考えるが、地震後も継続して危険物等の貯蔵等が行われることとなることから、応
急措置又は代替措置により、被害が発生する前と同程度の機能を速やかに回復することができ
るように、計画を策定しておくことが必要であると考える。

「東日本大震災を踏まえた危険
物施設等の地震・津波対策のあ
り方に係る検討報告書」（平成
23年12月　消防庁危険物保安
室・特殊災害室）

1

イ 津波対策のあり方
最大クラスの津波に比べ発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波に対
しては、直ちに復旧できるようにするために、特定防災施設等及び防災資機材等の浸水対策を
講ずるとともに、津波警報・津波注意報が解除され、汚泥等の除去が行われた時点で事業所構
内に入ることが可能となった後、直ちに機能を回復できるようにするための応急措置の準備をし
ておくことが必要である。
また、発生頻度は低いものの甚大な被害をもたらす津波に対しては、津波の襲来後も継続して
危険物等の貯蔵等が行われることとなることから、津波警報・津波注意報が解除され、汚泥等の
除去が行われた時点で事業所構内に入ることが可能となった後、応急措置又は代替措置によ
り、速やかに被害が発生する前と同程度の機能を回復することができるように、計画を策定して
おくことが必要であると考えられる。（Ｐ194-195）

「東日本大震災を踏まえた危険
物施設等の地震・津波対策のあ
り方に係る検討報告書」（平成
23年12月　消防庁危険物保安
室・特殊災害室）

○ ○ ◎
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Ⅳ．避難行動・計画、防災体制計画の見直し
3 防災計画の見直し 適切な計画策定の誘導

各地域が計画を策定する際
の考え方について、国としての
方針を確立すべき。

② 適切な計画策定の誘導
○ 大規模災害に関し、各地域が計画を策定する際の考え方について、国としての方針を確立
すべき。
○ 地震、津波災害を最小限にするため、各地域の歴史や特性を踏まえた計画とするよう国が
誘導すべき。(P34)

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

3 防災計画の見直し ・津波ハザードマップや被害
想定の見直しなど、東日本
大震災の教訓を踏まえた計
画の改訂が急務
・総合防災情報システムをは
じめとする防災情報プラット
フォームの高度化や関係機
関との共有化を推進

さらに、国ならびに地方自治体の防災計画（防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画）は
企業の防災対策やＢＣＰ（事業継続計画）の前提となるものであり、特に、津波ハザードマップや
被害想定の見直しなど、東日本大震災の教訓を踏まえた計画の改訂が急務である。
そして、この防災計画を踏まえ、道路、河川、水道、学校等の社会資本の災害に対する強度を
高めるとともに、訓練等を通じて地域住民の防災意識の向上や避難路の周知徹底を図るなど、
ハードとソフトの両面から防災・減災対策に取り組んでいくことが必要である。併せて、総合防災
情報システムをはじめとする防災情報プラットフォームの高度化や関係機関との共有化を推進
し、災害情報を社会全体で共有することで、効果的な緊急時対応を可能とする環境を整備して
おくことも重要である。なお、2012 年通常国会に共通番号「マイナンバー」導入のための法案が
提出されるが、この利活用により、発災後の行方不明者の特定や被災者への支援等に際して、
有効な情報基盤となることが期待される。（Ｐ14）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ○ ○

3 防災計画の見直し 企業と地元自治体や地域と
の間での協力

１．企業と地元自治体や地域との間での協力
まずは平時より企業と地元自治体や地域との間で大規模災害発生時の協力のあり方などを取り
決めておくとともに、共同防災訓練の実施や防災に係る協議会への参加などを通じて、連携関
係を深めておくことが重要である。
そして、実際に災害が発生した際は、企業による避難場所の提供や避難住民への支援、また、
行政による自衛隊や警察等を活用した避難民の救助など、事前に取り決めた役割を相互に果
たしていかなければならない。
なお、こうした協力関係をより効果的に推進していくためには、企業と行政との間で責任区分や
役割分野を予め明確にしておくことが必要である。（Ｐ16）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ◎

6 情報 地震や台風など自然災害の
多い日本では、人々を守るた
めにさまざまな防災情報シス
テムが稼働

日本のさまざまな防災情報システム
地震や台風など自然災害の多い日本では、人々を守るためにさまざまな防災情報システムが
稼働している。地震の場合、気象庁や海上保安庁、自治体などが全国に設置した震度観測施
設や潮位観測施設からデータが気象庁のシステムに集約される。これに基づいて、報道機関や
都道府県に対する震度情報や津波警報などが提供されるほか、防災関連省庁による地震活動
や津波の監視、緊急災害対策本部の設置などが行われる。
これらのほか、地震関連のシステムとして野村総合研究所（以下、NRI）が設計・開発したDIS
（Disaster　Information Systems：地震防災情報システム）がある、これは阪神・淡路大震災後に
内閣府が整備したもので、気象庁の地震情報データとGIS（Geographic　Information　System：
地理情報システム）を用い、地震発生後30分以内に震度分布、建築物被害、建築物倒壊による
人的被害などを自動推計する。地震直後の初動が人命救助の成否を大きく左右するため、避
難、救助・医療、輸送などの応急対策を本システムを活用して早期に策定することが期待され
る。（野村総合研究所　未来創発センター　ICT戦略研究室長　井上泰一(いのうえたいいち)
専門はユビキタスネットワーク、地域情報化、高度道路交通システム）（P6-7）

「ＩＴソリューションフロンティア」
（2011年8月号　Ｖｏｌ．28　Ｎｏ.8
株式会社野村総合研究所）

2

○ ○ ◎

6 情報 津波に関しては、警報途中
の情報は避難者をとどめてお
く説得の材料になる

警報発表中における情報提供
○ 津波に関しては、警報途中の情報がほとんどなかった。地元の気象台から、津波の観測
データや警報解除の見通しなどの途中の情報を提供していただければ、避難者をとどめておく
説得の材料になる。（P19）

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ◎
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6 情報 安否確認や避難先への情報
提供について、手段の多様
化、情報提供内容等の充実
を推進

安否確認等の手段の多様化と充実
○ 今回の災害では、安否確認の方法として、民間事業者による携帯電話、インターネットなど
の手段により、災害用伝言ダイヤル、伝言板、検索機能付き避難者名簿のほか、地方公共団体
においても避難者名簿のホームページ掲載などの取組が行われた。また、国による「全国避難
者情報システム」「武力攻撃事態等における安否情報収集・提供システム」の活用によっても、
安否確認や避難先への情報提供等が行われたところである。今後の災害に向けて、安否確認
や避難先への情報提供について、手段の多様化、情報提供内容等の充実を推進していく必要
がある。（P52）

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ○ ○ ○

6 情報 ・ネットの情報が判断の一助
に
・インターネットを介した情報
共有に一定の効果

ネットの情報が判断の一助に
「市町村が地域の情報を収集して都道府県や国に支援を求めるというルートも重要だが、被災
の影響でそれが十分に機能しない場合には、インターネットを介した情報共有に一定の効果が
あった。個人が発信する情報で支援の輪が広がった」。野村総合研究所公共経営戦略コンサ
ルティング部の持丸伸吾インフラ・アセットファイナンスグループ長はこのように話す。
ツイッターやフェイスブック、ネット上に設けられた情報交換用のウェブサイトなどは一定の機能
を果たした。ある人が携帯端末などを使って情報を発信し、それを見た人が返信や転送を繰り
返すことで情報がより具体的になり、多くの人々に伝わる。自治体や国が災害情報を集約して
住民に発信するという従来の方法とは異なる。比較的即時性の高い情報伝達・共有の手段と
言える。
野村総合研究所の系列会社であるユビークリンク(横浜市)は3月19日から、被災地周辺で車が
通行できた道路の情報を無料で閲覧できるスマートフォン向けのサービス「通れた道路」を始
めた。被災地域やその周辺の物流、移動の円滑化を支援する。「各車両の情報が補い合い、
詳細な情報を取得できた。被害は非常に広範囲に及んだが、分散型の情報収集の仕組みは
有効に機能した」(野村総合研究所の持丸インフラ・アセットファイナンスグループ長)。（Ｐ137-

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎

6 情報 ・地域情報データベース構築
の提案
・デジタル地図を利用して「見
える化」することにより、「形式
知」として共有できる「地域
知」のＧＩＳデータベースの構
築

地域情報データベース構築の提案
以上の必要性を鑑みて、被災地域では人口減少・高齢化が全国平均よりも急速に進行してい
る地域、大震災以降に人口流出が著しい地域もあるため、復興計画においては人口構造や人
口分布、産業構造についても十分に考慮する必要がある。そのため、被害状況や地域危険
度、地形、新旧の土地利用等の自然条件、産業や人口などの地域経済・社会に関する基礎的
な地域情報のＧＩＳのデータベースをまずは構築する必要がある。以上に加えて、多様な分野
の専門家、行政、一般の人々が持つ地域に関する「専門知」「経験知」を、「暗黙知」ではなく、
デジタル地図を利用して「見える化」することにより、「形式知」として共有できる「地域知」のＧＩ
Ｓデータベースも構築してはいかがだろうか。そして基礎的な地域情報のＧＩＳのデータベース
と合わせて、地域情報データベースとして情報インフラの中心に位置づけ、東日本大震災の被
災地域の復旧・復興、今後の発生が予想される震災での被害軽減を図ることが必要ではない
だろうか。（山本佳世子・電気通信大学）（P145）

「東日本大震災の復旧・復興へ
の提言」（技報堂出版　2012年3
月）

2

○ ○ ◎

6 情報 [東日本大震災を受けてとら
れた対策の概要]
・被災県等に対する衛星携
帯電話等の無線機器の無
償貸し出し、特設公衆電話
の設置、車載携帯電話基地
局の配備等を実施

東日本大震災を受けてとられた対策の概要
○ 通信サービスについては、被災地では停電、津波等により電話等が利用できない状況と
なったほか、被災地以外でも輻輳により電話がつながりにくい状況となった。
総務省及び電気通信事業者は、被災県等に対する衛星携帯電話等の無線機器の無償貸し出
し、特設公衆電話の設置、車載携帯電話基地局の配備等を実施した。（P11）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

6 情報 [災害応急対応はうまく機能
したのか]
・警報の発表・伝達
・観測情報が被災地の住民
等に十分には伝わらなかった

災害応急対応はうまく機能したのか
（警報の発表・伝達）
○ 津波警報の第１報で発表した地震の規模や津波の高さの予想は、実際の地震の規模や津
波の高さを大きく下回った。
○ その後、予想津波高は段階的に引き上げられたが、地震による停電等により、津波警報の
続報や津波の観測情報が被災地の住民等に十分には伝わらなかったことが被害を大きくした
との指摘がある。（P13）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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6 情報 [災害応急対応はうまく機能
したのか]
・情報発信・情報把握
・被災した市町村において被
害の把握や被害状況の報
告・発信などが行えない状況
が多く発生

災害応急対応はうまく機能したのか
（情報発信・情報把握）
○ 被災した市町村において、通信の途絶のみならず、首長や職員の被災、庁舎の被災によ
り、被害の把握や被害状況の報告・発信などが行えない状況が多く発生した。
○ 政府は現場の実情がきちんと把握できない状況下で、一部の市町村の機能が失われてい
ることすら当初は把握できなかった。市町村からの情報が来ない場合には積極的に出かけて
いくことも必要であったのではないか。
○ また、現地からどこに連絡をすれば対策をとってもらえるのか分からなかった。
○ 被災の大変な地域ほど情報の発信が困難である。また、被害状況の情報収集も難しかっ

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

6 情報 ・迅速な情報収集と確実な
情報伝達
・津波警報については第１報
では予想高さを数値化せず、
簡潔に住民に分かりやすい警
報を発表し、伝達の徹底・避
難の促進を図るべき
・災害時においても確実な情
報収集と伝達を行うため、災
害対応を行う各主体が、通
信ルートの二重化、通信手
段の多様化を進めるべき

② 迅速な情報収集と確実な情報伝達
○ 津波警報については、第１報の迅速性は確保し、地震発生後３分程度以内の発表を目指す
従来の方向性は堅持しつつ、その後の時間経過とともに得られる地震・津波データや解析結果
に基づき、より確度の高い警報に切り替えるべき。また、マグニチュード８超で従来の手法から求
めたマグニチュードが過小評価と判断される巨大地震の第１報では予想高さを数値化せず、簡
潔に住民に分かりやすい警報を発表し、伝達の徹底・避難の促進を図るべき。
○ 海域における地震・津波を正確かつ迅速に把握するための観測体制の充実・強化を図るべ
き。
○ 災害時においても確実な情報収集と伝達を行うため、災害対応を行う各主体が、通信ルート
の二重化、通信手段の多様化（例えば衛星携帯電話や防災行政無線等）、非常用電源の確保
等、通信ルートの確保・整備を進めるべき。通信事業者は、これに加え、応急復旧機材の配備、
通信輻輳対策及び安否確認手段の利用促進等を推進すべき。
○ 国、地方公共団体及び公共的団体等が、自ら効果的に災害応急対策を行うため必要な場
合に加えて、他の主体が行う災害応急対策を支援すること等を目的に情報収集を行うことを明
確化すべき。
○ 災害発生時、国及び地方公共団体は、ボランティアや民間組織からの情報の有効活用も含
め、情報資料収集、分析、集約、活用する体制（連携、組織）の整備を進めるべき。

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○ ○

6 情報 ・緊急時の輻輳状態への対
応の在り方
・音声通話の利用が著しく困
難な事態が生じた
・ネットワーク全体としての疎
通能力を向上させる取組が
求められる
・音声通話以外の通信手段
の利用を促進

第２章 緊急時の輻輳状態への対応の在り方
電話網（携帯電話網も含む。）による音声通話は、誰でも利用しやすく、かつ、同時・双方向で
通信ができる点で、災害時の安否確認や情報伝達等の重要な手段である。
しかしながら、今回の震災では、利用者からの発信が急増し輻輳状態が発生したため、固定電
話では、最大８０％～９０％15、携帯電話では、最大７０％～９５％16の規制が実施され、音声通
話の利用が著しく困難な事態が生じた。
音声通話は、緊急時の通信手段として重要な役割を有し、その利用を最大限確保することが必
要であるため、輻輳対策17として、交換機の設計容量の見直し、基地局の増強等、アクセス系
を含めたネットワーク全体としての疎通能力を向上させる取組が求められる。
また、音声通話の利用を確保するための直接的な取組だけでなく、音声通話に利用が集中しな
いように音声通話以外の通信手段を充実・改善するための取組、音声通話以外の通信手段の
利用を促進するための適時適切な情報提供、さらには輻輳に強いネットワークの実現に向けた
研究開発など、各種の施策を総合的に推進することが必要である。（P6）

「大規模災害等緊急事態にお
ける通信確保の在り方について
最終取りまとめ」（２０１１年１２月
２７日　大規模災害等緊急事態
における通信確保の在り方に関
する検討会）

1

○ ○ ○ ○ ○

6 情報 ・音声通話以外の通信手段
の充実・改善
・メール、インターネット、災害
時の蓄積型メディアなど、音
声通話以外の通信手段への
負荷分散を図ることが有効

２．音声通話以外の通信手段の充実・改善
電話網による音声通話は、交換機の処理能力等の関係上、緊急時に利用者からの発信が急増
した場合、輻輳が生じることは不可避である。
他方、今回の震災では、メールなどのパケット通信は、通信規制が行われなかったか、又は通
信規制をした事業者（ＮＴＴドコモ）であっても、その割合は最大３０％20かつ一時的であり、音
声通話に比べて繋がりやすい状況にあった。
音声通話の輻輳を軽減する観点からは、メール、インターネット、災害時の蓄積型メディアなど、
音声通話以外の通信手段への負荷分散を図ることが有効であるため、緊急時の通信手段の充
実・改善及びその利用促進を図ることが必要である。(P9)

「大規模災害等緊急事態にお
ける通信確保の在り方について
最終取りまとめ」（２０１１年１２月
２７日　大規模災害等緊急事態
における通信確保の在り方に関
する検討会）

1

○ ○ ○ ○
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6 情報 ・基地局や中継局が被災し
た場合等における通信手段
確保の在り方
・通信インフラの迅速な復旧
を図る
・ニーズに即した通信手段や
緊急情報・復旧状況等の迅
速な提供

第３章 基地局や中継局が被災した場合等における通信手段確保の在り方
今回の震災のように、基地局・収容局や伝送路に多大な被害が生じた場合においては、被災し
た通信インフラの迅速な復旧を図るとともに、発災後の時間的経過を踏まえ、被災地や避難場
所等のニーズに即した通信手段や緊急情報・復旧状況等の迅速な提供を行うことが、発災直後
の救急対応や被災者等の安否確認・情報収集等に不可欠となる。
したがって、今後同様の大規模災害等が発生した場合において、これらの措置を迅速に行うこ
とが可能となるよう取り組むことが必要である。（P15）

「大規模災害等緊急事態にお
ける通信確保の在り方について
最終取りまとめ」（２０１１年１２月
２７日　大規模災害等緊急事態
における通信確保の在り方に関
する検討会）

1

○ ○ ◎

6 情報 今回の震災を踏まえたネット
ワークの耐災害性の向上が
必要

１．ネットワークの耐災害性向上
今回の震災では、被災エリアが広範囲に及ぶとともに、津波による局舎の流出・損壊や長時間
の停電によるサービス停止など、従来の想定を超えた被害が発生した。
今後、同様の大規模災害の発生等を想定すると、今回の震災を踏まえたネットワークの耐災害
性の向上が必要である。（P27）

「大規模災害等緊急事態にお
ける通信確保の在り方について
最終取りまとめ」（２０１１年１２月
２７日　大規模災害等緊急事態
における通信確保の在り方に関
する検討会）

1

○ ○ ◎

6 情報 ・インターネット接続機能の確
保
・インターネットの利用により、
安否確認、必要な支援物資
の要請、道路や鉄道の運行
情報等のインフラ情報の共有
等が効率的に行えることか
ら、緊急時においてもインター
ネットの接続機能を確保する
ための取組が必要

１．インターネット接続機能の確保
東日本大震災においては、利用者からの発信が急増し輻輳状態が発生したため、音声通話は
固定電話で最大８０％～９０％、携帯電話で最大７０％～９５％の通信規制を実施した。一方、イ
ンターネットについては、一部行政機関や電力会社等インフラ機関のホームページにアクセス
が集中し、閲覧が困難になった事象があったものの、固定系・移動系ともに比較的安定的に利
用可能であった。
今回の震災においては、ソーシャルメディアサービスの利用によるリアルタイムでの情報共有に
より安否確認等が行われたほか、避難所検索や地図情報と組み合わせた道路通行情報の提供
などインターネット上の様々な情報を組み合わせることによる付加価値のある情報提供が行わ
れた。また、クラウドサービスを活用した避難所運営支援ツールなどが提供された。
インターネットの利用により、このような安否確認、必要な支援物資の要請、道路や鉄道の運行
情報等のインフラ情報の共有等が効率的に行えることから、緊急時においてもインターネットの
接続機能を確保するための取組が必要である。
特に、携帯電話は国民にとって最も身近な通信手段であることから、携帯電話のメールについ
ては、輻輳状態になりやすい音声通話の代替手段としての期待が高いことに留意すべきであ

「大規模災害等緊急事態にお
ける通信確保の在り方について
最終取りまとめ」（２０１１年１２月
２７日　大規模災害等緊急事態
における通信確保の在り方に関
する検討会）

1

○ ○ ◎

6 情報 ・インターネットの効果的な活
用
・東日本大震災では、イン
ターネットにより様々な災害
関連情報の共有が行われた

２．インターネットの効果的な活用
東日本大震災では、インターネットにより様々な災害関連情報の共有が行われた。これは、広
範に情報提供が行われたことに加え、ソーシャルメディアサービスにおいては、リアルタイムで
情報交換が行われ、音声通話の代替機能を果たしたとも言える。また、道路通行情報と地図の
組み合わせなど、ネットワーク上の様々な情報を組み合わせることにより様々な付加価値のある
情報提供が行われた。（P37）

「大規模災害等緊急事態にお
ける通信確保の在り方について
最終取りまとめ」（２０１１年１２月
２７日　大規模災害等緊急事態
における通信確保の在り方に関
する検討会）

1

○ ○ ◎

6 情報 ・クラウドサービスの活用
・自治体等における重要な情
報保全の在り方及び業務運
営の確保の観点から、クラウ
ドサービスの利用を推進して
いくことが望まれる

３．クラウドサービスの活用
東日本大震災においては、
－被災した自治体などに対してホームページの開設やメールサービスなどの提供
－被災した自治体や救援活動を行うＮＰＯ等を対象として、避難所での避難者管理、ボランティ
アの管理、救援物資等の管理を支援するためのサービス
などの業務運営を支援するクラウドサービスが提供されたほか、
－都道府県等とネットワークシステムが構築されていた住民関連データなどについては、バック
アップデータの活用により迅速な復元や円滑な事業継続が可能であった
－一方、津波により流出した被災者等に関する情報に関し、ハードディスクが損傷したものや、
紙ベースで保管されていたものについては、その復元に時間と費用がかかった
との事例があり、自治体等における重要な情報保全の在り方及び業務運営の確保の観点から、
クラウドサービスの利用を推進していくことが望まれる。（P43-44）

「大規模災害等緊急事態にお
ける通信確保の在り方について
最終取りまとめ」（２０１１年１２月
２７日　大規模災害等緊急事態
における通信確保の在り方に関
する検討会）

1

○ ○ ◎
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6 情報 災害発生時に備えた通信事
業者の協力体制を構築する
ことが必要

４．災害発生時に備えた通信事業者の協力体制の構築
東日本大震災においては、海外回線が切断されたため、一部海外回線に輻輳が生じた。現実
には、各ＩＳＰ同士の情報共有により輻輳の増大は回避されたものの、その際、各ＩＳＰが独自に
入手した情報に基づき、各々が輻輳回避行動を取った場合、輻輳を起こしていない回線にトラ
フィックが集中し、かえって輻輳を増大させる可能性があった。
このため、災害発生時に備えた通信事業者の協力体制を構築することが必要である。（P46）

「大規模災害等緊急事態にお
ける通信確保の在り方について
最終取りまとめ」（２０１１年１２月
２７日　大規模災害等緊急事態
における通信確保の在り方に関
する検討会）

1

○ ○ ◎

6 情報 従来のインフラを、災害等の
有事の際に強く、かつ、平時
も地域社会を高度に支えて
いくことができるような「次世代
インフラ」として再整備するた
めに、各インフラのICTによる
高度化とそれらの統合が必
要

東日本大震災では、地震そのものよりも、その後に到来した巨大津波によって未曾有の被害を
受けた。わずか30分程の時間であるが、ＩＣＴ（Information and Communication Technology）が
十分に普及していなかったために、人々に的確に避難の緊急度や避難方法を伝えることができ
なかった。また、被災後の安否確認や救援活動に関しても、ＩＣＴがほとんど活用されていなかっ
たために、必要な情報がほとんど伝わらず、迅速かつ確実に活動することができなかった。
これらの事実に向き合う時、ＩＣＴが実際の地域や環境、生活でその能力を最大限に発揮するた
めの実装方法について、いまだ検討の余地が大きい事が明らかである。
ＩＣＴが地域に的確に実装されれば、強力に経済活動を支えるインフラとしての能力を発揮し、
新たな産業の新興や既存産業の高度化に貢献することもできる。世界的なサプライチェーンの
中で質の高いものづくり産業を育んできた被災地域においても、ICTによるインフラ整備が迅速
な復興と新たな展開への基盤となる。
このような機能の実現を目指して、従来のインフラを、災害等の有事の際に強く、かつ、平時も
地域社会を高度に支えていくことができるような「次世代インフラ」として再整備するために、各イ
ンフラのICTによる高度化とそれらの統合が必要である。

「災害にも強い次世代インフラを
整備する～従来インフラのICT
による統合再整備～」（2011年9
月29日　三菱総合研究所）

2

○ ○ ◎

6 情報 従来インフラをＩＣＴで統合して
災害にも強い「次世代インフ
ラ」を整備

提言1：従来インフラをＩＣＴで統合して災害にも強い「次世代インフラ」を整備する
•有線に加えて、地上と衛星とによるワイヤレスシステムで多様性を有するネットワークを備え、道
路や電力、ガス、上下水道、廃棄物処理等の基盤施設とＩＣＴによる検知機能や情報処理機能
を統合・高度化して整備。
•デジタルとネットワークの技術を活用した運用により対災害性および可用性を強化。
•電力とICTとの統合においてはスマートグリッドの基盤となるように整備。

「災害にも強い次世代インフラを
整備する～従来インフラのICT
による統合再整備～」（2011年9
月29日　三菱総合研究所）

2

○ ○ ◎

6 情報 ・ＩＣＴインフラは、ワイヤレスシ
ステムを効果的に使うことに
よって災害時には有効
・目的を十分に果たせるよう
にＩＣＴインフラの普及と強化を
わが国全上で進める必要

本来、社会インフラは市民生活の向上と社会経済の発展に資するように整備され、有事には市
民の生命、生活、財産を守るという目的を果たさなければならない。しかしながら、大規模震災
等では、道路や供給処理等の社会インフラはどうしても物理的破損を免れない。こうした中に
あって、ＩＣＴインフラは、ワイヤレスシステムを効果的に使うことによって破損が無いか、あったと
しても、迅速に復旧して情報流通という根幹的能力を再構築することが可能である。特に、デジ
タルとネットワークの技術の革新的進化によって、高度情報を効率よく国土の何処でも利用で
き、しかも、その利用に際しての障壁を下げ、これまで情報弱者と目されてきた人々でも簡易に
利用できるようになっている。今回の東日本大震災では、ＩＣＴインフラの実社会への普及と他の
社会インフラとの有機的連携が不十分であったために、もっと小さな被害に食い留めることがで
きたであろうところを、その効力を十分に発揮することができなかった。この反省にたち、被災地
での社会インフラの早期復興や、近い将来に発災の可能性が高い東南海地域の大地震への
対応はもとより、毎年繰り返される台風等による災害に対しても、本来の目的を十分に果たせる
ようにＩＣＴインフラの普及と強化をわが国全上で進める必要がある。

「災害にも強い次世代インフラを
整備する～従来インフラのICT
による統合再整備～」（2011年9
月29日　三菱総合研究所）

2

○ ○ ◎
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6 情報 ・「活きた情報」の有効活用
・大規模災害が発生した際
は、情報センターや災害専門
のチャンネルやホームページ等
を開設し、国や関係機関、
企業等が一体となって、災害
情報を収集・整理・発信して
いくことが望まれる

３．「活きた情報」の有効活用
先述した通り、大規模災害発生時、各所で適切な対応を図るためには、インフラ等の被害・復旧
状況を含め、被災状況、火災などの二次災害、行政における災害対応などに係る情報を現場
のニーズに即してリアルタイムかつ一元的に発信していくことが極めて重要である。このため、発
災後は、直ちに情報収集・発信のための仕組みを構築しなければならない。東日本大震災に
際しても、一部の地域では企業と地方自治体との協力の下、住民の避難状況や避難所等に係
る情報の共有システムや被災者の要望と支援者の活動とをマッチングするシステム（Sahana10
等）が構築された事例、また、高度道路交通システム（Intelligent　Transport System）を活用し、
道路開通情報をリアルタイムに発信することで緊急物資輸送の効率化に貢献した事例が報告さ
れている。
今後、大規模災害が発生した際は、情報センターや災害専門のチャンネルやホームページ等
を開設し、国や関係機関、企業等が一体となって、災害情報を収集・整理・発信していくことが
望まれる。平時より、官民が連携して、この仕組み作りに取組んでいくことが必要である。有事の
時こそ、「収集」「整理・共有」「分析・判断」「伝達・発信」「記録・保存」の基本サイクルに基づき
ながら、「活きた情報」の有効活用を図ることが肝要である。（Ｐ16-17）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ◎

6 情報 ＩＣＴの利活用により、危険地
域の人々にリアルタイムに災
害情報を伝達し、危険回避
行動を促すことで、災害発生
時の被害を最小限に食い止
めることは可能

災害に強い経済社会の構築に向けては、企業や行政における平時の備えや災害発生時の対
応の強化だけではなく、中長期的な展望の下、継続的かつ着実に取組んでいくことが重要であ
る。
まず、クラウドシステムの活用をはじめわが国や世界の最先端ＩＣＴ技術を活用して、地震や津
波、ゲリラ豪雨等に係る監視や予測の精度向上を図るなど、防災・減災システムの高度化を推
進していくべきである。災害の発生自体を防ぐこと、災害の発生を完璧に予知することは不可能
である。しかし、ＩＣＴの利活用により、危険地域の人々にリアルタイムに災害情報を伝達し、危
険回避行動を促すことで、災害発生時の被害を最小限に食い止めることは可能である。（Ｐ19）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ◎

6 情報 ・伝達手段のバックアップの確
保
・防災行政無線活用の工夫
・緊急速報メール（エリアメー
ル等）の活用

伝達手段のバックアップの確保
○ 防災行政無線の改善の検討の必要性がある。停電によって蓄電池機能に切り替わった、２
～３日は放送できたものの、その後電力復旧に日数を要したため、住民への情報伝達ができ
なくなってしまった。
○ 衛星携帯電話が使えないケースもあり、基地局が何らかの形で機能しなくなっている場合
などのバックアップについても検討する必要がある。

防災行政無線活用の工夫
○ 防災行政無線で災害の危機感が住民に伝わるように、サイレンの鳴らし方を工夫する必要
がある。

緊急速報メール（エリアメール等）の活用
○ エリアメールをはじめとした緊急速報メールを防災対策の中に位置づけて、取り組むことが

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ○ ○ ○

7 避難行動 防災教育の充実とあわせて
避難施設のさらなる整備が
必要

（２）背後地への浸水を前提とした避難対策の充実
避難所でのアンケート調査によれば、地震直後にすぐに避難しなかった理由として、「防波堤や
防潮堤を越えるような津波は来ないと思った。」、「過去の経験から大きな津波が来ないと思い、
避難が遅れた。」という回答が高い割合を占めていた注２）。
津波防災施設の天端高を超えるような津波が来襲することは今後とも十分にありうる。そのような
認識を地域防災計画に反映し、それを前提とした防災教育を行うことの重要性は論をまたない
が、速やかな避難が可能な避難施設が十分に配置されていないところもあり、あったとしても所
要の高さ等が確保されていない施設も多い。このため、防災教育の充実とあわせて避難施設の
さらなる整備が必要である。また、今回のような大きな津波をはじめ、複数の津波予報に対応し
た津波ハザードマップ＊を予め用意しておき、きめ細やかな避難情報を提供できる仕組みとす
ることが必要である。（P5）

「港湾における総合的な津波対
策のあり方（中間とりまとめ）」
（2011.7.6　交通政策審議会港
湾分科会防災部会）

1

○ ○ ◎
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7 避難行動 今回の大震災を踏まえ、今
後、津波からの避難をどのよ
うに考えていけばいいのか大き
な課題

避難指示等の発令に対する住民の対応
○ 今回の大震災では、和歌山県内の沿岸18 市町村でも、約19 万7,000 人を対象に避難指
示、避難勧告が発令された。そのうち市町村が避難所で確認した避難者は約6,000 人弱、
3.2％という結果であった。これを踏まえ、今後、津波からの避難をどのように考えていけばいい
のか大きな課題である。（P19）

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ○

7 避難行動 ・避難所等の見直し：今まで
の想定が的確であったかどう
かを、津波の危険地域だけで
なく、全ての避難所を見直す
ことが大切
・避難路の整備

避難所等の見直し
○ 避難所の見直しについて、今までの想定が的確であったかどうかを、津波の危険地域だけ
でなく、全ての避難所を見直すことが大切である。
○ 今回の災害では、浸水地域内にある避難所に逃げて被害を受けたケースがあった。
○ 東日本大震災では、指定避難所と備蓄の場所が問題になった。物資を備蓄していた倉庫が
津波の被害にあった。指定避難所以外に避難所を設営したケースも多く、備蓄場所の点検も
必要である。
○ 小さい町も含めて、津波避難ビルまたは津波避難タワーを躊躇なく建設、改修等ができるよ
う、建築物の構造等の安全基準等の策定が必要ではないか。

避難路の整備
○ 国民保護との連携も視野に入れて、自衛隊車両の幅などを意識した避難路や避難ルート
の整備を進めることが必要ではないか。（P27）

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ◎

7 避難行動 [車による避難]
・車での避難の危険性の問
題
・避難は徒歩が基本だと考え
るが、避難の際の車での避難
のあり方についても検証、検
討が必要

車による避難
○ 車での避難の危険性の問題がある。今回、がれきにまじって、町の至るところに車が散在し
ていた。がれきの下にあった車から多くのご遺体が発見された。これは車で逃げる途中に大津
波に飲み込まれてしまったということが多かったことを示している。避難は徒歩が基本だと考える
が、避難の際の車での避難のあり方についても検証、検討が必要ではないか。
○ 車での避難のあり方と避難路を広くしたらどうかなどの話は、一概に一律的に決めることはで
きない大きな検討課題である。（P28）

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ○

7 避難行動 避難場所・避難所等の点
検、見直しの推進

避難場所・避難所等の点検、見直しの推進
○ 沿岸部等の市町村は、津波被害想定に係る国、都道府県の動きも踏まえつつ、ハザード
マップの作成・見直し、具体的な避難計画の作成が求められている。また、現状の避難場所・
避難所の標高等の確認を行うとともに、津波の場合には、より高い避難場所に逃げることが鉄
則との観点に立ち、大津波に備えた緊急避難場所の点検、検討が必要である。従来、避難場
所・避難所について、津波に特化して定めているケースは必ずしも多くないのでないのかと考
えられるが、避難場所・避難所については、津波、津波のない地震、風水害などの災害種別ご
とに危険度の評価を行うべきであり、その内容を住民に十分周知する必要がある。（P32）

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ◎

7 避難行動 ・ハザードマップは一つのシナリ
オにすぎない
・『状況に応じて自分たちで
判断し、行動するように』と教
えていたが、まさにそのとおりに
行動したことで多くの命が助
かった

岩手県釜石市で、巨大災害における避難の重要性が実証された。市内の小中学生総勢約
3000人は震災当日、教師とともに適切な避難行動を取った全員が生き残った。
「学校の管理下にいなかった数人が不運にも津波の犠牲になってしまったものの、防災教育に
一定の効果があったと思う」。2年前から釜石市の危機管理アドバイザーを担う群馬大学大学
院社会環境デザイン工学専攻の片田敏孝教授はこう話す。
釜石市鵜住居町の釜石東中学校と鵜住居小学校は、津波ハザードマップの浸水区域外に立
地していたが、小中学生は訓練どおりの避難行動に加えて機転を利かせた対応で、津波から
逃れることができた。
特に注目すべきは、初めの避難場所に着いてからの対応だ。避難場所の裏山の崖が崩れて
いたことから、生徒が「ここは危険だ」と教師に進言し、さらなる高台へ向かった。その後、津波
は初めの避難場所まで押し寄せたので、再避難しなければ被災していた。
「防災教育で、子どもたちには『ハザードマップは一つのシナリオにすぎない。避難場所に着い
ても状況に応じて自分たちで判断し、行動するように』と教えていたが、まさにそのとおりに行
動したことで多くの命が助かった」(片田教授)。（Ｐ132-133）

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎
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7 避難行動 ・ハザードマップが市民に誤解
を与え、防災上マイナスの効
果を出してしまうことがある
・高い防潮堤で海の様子がよ
く見えない」という状況におか
れた人々が存在したことを重
要視すべき

防潮堤や防波堤、水門や陸閘などのハード施設による津波防災には限界があることから、防災
教育をはじめとするソフト対策の重要性が指摘されている。既に釜石市の事例で紹介したよう
に、これがうまく機能した場合の死傷者の軽減効果は絶大である。過去の災害履歴情報と将来
の災害予測、そして対処法などを記載したハザードマップが作成され市民に配布されている理
由もそこにある。しかし、このハザードマップが市民に誤解を与え、防災上マイナスの効果を出し
てしまうことがある。群馬大学の片田敏孝教授と釜石市の調査によると、釜石市内で、死者・行
方不明者のうち65％がハザードマップで浸水想定区域外に住んでいたことがわかっている。調
査の対象は、釜石市が2011年6月中旬時点までに確認した市内居住の死者・行方不明者1,032
名の中で、番地まで住所が確認された868名である。浸水想定区域外での死者・行方不明者を
釜石市内の四つの湾別に分類したところ、大槌湾に面した鵜住居（うのすまい）町などは419名
（想定区域内66名）と最も多く、死者の8割以上が想定区域外だった。次いで、釜石湾が115名
（同205名）と多く、唐丹湾は12名（同9名）、両石湾は19名（同23名）であった。浸水想定区域外
の死者・行方不明者は合計で565名で65.1％を占めた。さらに、片田教授の調査では、被災者
への聞き取り調査では気象庁の津波警報で津波の到達予想波高が「3ｍ」と報じられたことによ
り、「避難を躊躇（ちゅうちょ）した」と答えた生存者が多数確認されている。
既に述べたように、高さ10mの防潮堤を有していた宮古市田老地区の人々を代表として、被災
地の人々の中には、「自分たちの有する防潮堤で十分に阻止できる高さの予想津波の情報を
地震直後に入手し、その後の大幅に高く更新された津波情報は停電で入手できない。しかも高
い防潮堤で海の様子がよく見えない」という状況におかれた人々が存在したことを重要視すべき
だ。（東日本大震災の人的被害の特徴と津波による犠牲者について／目黒公郎　P137-139）

「巨大地震　巨大津波　東日本
大震災の検証」（朝倉書店
2011年11月）

2

○ ○ ◎

7 避難行動 言い伝えには誤解を招くよう
なもの、不十分なものも多い

言い伝え
津波に関する言い伝えばいろいろある。また、大津波記念碑も各地に建立されている。しかし、
これだけでは不十分である。というのは、それぞれの教えが皆の深層心理にまで入り込んでい
ないからである。
田老で今から15年前に聞いたときは、年に1回“訓練大津波”をしているということであった。そし
てそのときに「人助けるな」、「物持つな」、「これを守らなかった人は死ぬ」と聞いた。こんな簡単
な言葉もないが、こんな重い言葉もない。1993(平成5)年に大津波で壊滅的な被害を受けた奥
尻島でも同じようなことを聞いた。「人助けるな」、「物持つな」である。しかし、本当にそんなこと
ができるのであろうか。
一方、今回の災害を受けて、「津波てんでんこ」という言葉が有名になり、三陸地方に古くから伝
わる言い伝えとして紹介されている。しかし、これは津波を伝えるための活動を一生かけて行っ
た三陸地方の津波史家の山下文雄氏の言葉で、津波が来ることが予想されるときは、親・子・兄
弟などにかまわずいち早く避難するよう促すものである。
しかし、言い伝えには誤解を招くようなもの、不十分なものも多い。「津波は引き波で始まる」など
というのもその１つである。引き波はなく、いきなり押し波がくるものもあるのである。伝聞情報のよ

「巨大地震　巨大津波　東日本
大震災の検証」（朝倉書店
2011年11月）

2

○ ○ ◎

7 避難行動 地震後すぐに避難しなかった
り、避難後に再度戻ったこと
等により犠牲になった方も多
かった

災害応急対応はうまく機能したのか
（発災直後の避難のあり方）
○ 地震後すぐに避難しなかったり、避難後に再度戻ったこと等により犠牲になった方も多かっ
た。
○ また、指定避難所に避難したものの、そこで津波に巻き込まれて亡くなった方がいることも忘
れてはならない。
○ 避難支援者である警察官・消防職員・消防団員等の犠牲者が多数に上った。
○ 自動車による避難で難を逃れた方がいる一方で、自動車内で被災した方も多かった。（P13）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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7 避難行動 迷わない避難行動及び安全
な避難支援者の行動

① 迷わない避難行動及び安全な避難支援者の行動
○ 大きな地震が発生し、津波の恐れがある場合には、迷うことなく迅速かつ自主的にできるだ
け高い場所に避難を開始するなど、避難行動をとることの重要性を啓発し、住民等の防災意識
の向上に努めるべき。
○ 住民の円滑かつ迅速な避難を支援するための住民に対する避難情報の円滑な伝達システ
ム、発災後の安否確認や広域避難者の所在確認の円滑化に向けた安否情報システムの高度
化について検討すべき。
○ 安全にも配慮しつつ、自主防災組織等を活用した災害時要援護者の避難の円滑化を図る
べき。
○ 緊急の安全確保のための避難場所の指定に当たっては、津波等に対して安全な場所を指
定するよう努めることを明確にすべき。
○ 警察・消防職員・消防団員等避難支援者の安全確保のため、災害の特徴を踏まえた避難支
援者の行動ルールの策定を進めるべき。（P24）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○ ○ ◎

70 帰宅困難者対策 ・首都圏で約515万人の帰
宅困難者が発生
・首都直下地震発生時に
は、約650万人の帰宅困難
者の発生が想定
・「むやみに移動を開始しな
い」という原則を周知
・行政には情報を適宜適切
に企業等に提供していくことが
求められる

４．帰宅困難者対策
東日本大震災では、行政の情報発信が遅れたこともあり、首都圏で約515 万人の帰宅困難者
が発生したと推計されている。また、首都直下地震発生時には、火災発生・建物倒壊等の直接
的な被害を受けるなか、約650 万人の帰宅困難者の発生が想定されている。危険な状況下で
の帰宅困難者への対応にあたっては、企業と地域・行政による相互に連携した取組みが重要で
ある。加えて、居住地、勤務地、通勤ルートが多数の自治体にまたがることから、国、都道府県、
区市町村の連携した対応も不可欠である。
また、企業等においては、先に述べたとおり、社員の安全確保、混乱増幅防止のため、発災直
後、社員等に対して「むやみに移動を開始しない」という原則を周知し、被災状況やＢＣＰを踏ま
えて、必要なスペースや備蓄物資の提供を行うことが必要である。その際、行政には地域別の
被害、治安、火災等に係る情報、また、ライフラインや道路・交通機関等の被災情報を適宜適切
に企業等に提供していくことが求められる。
次に、外出先で被災した帰宅困難者に対しては、行政の責任で一時滞在場所の確保に努める
べきである。しかしながら、多数の帰宅困難者に対し、公的施設のみでは対応が困難であること
が懸念されるため、民間施設の利活用についても検討を進めておかなければならない。
そこで、行政は、施設提供の意思がある企業と予め協定を締結し、災害発生時の円滑な帰宅困
難者対応を図ることが望ましい。その際、行政は、滞在者への物資や情報の提供、運営要員の
派遣等、円滑な受入を可能とする諸条件を整えるべきである。なお、自発的な意思に基づく企
業等の施設提供者に対しても、協定の有無にかかわらず、同様の支援を行うことが不可欠であ
る。
なお、発災後３日間は、行政による救助・消火活動等が優先されることから、帰宅困難者をその
間一律に留めおくことを前提に行政の対応が検討されている。
しかしながら、帰宅困難者も、救急・救命、情報収集、被災者・被災地支援等の様々な場面に
おいて、災害対応の一助となり得ることから、そうした民間の力の活用や相互扶助の推進といっ

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ○ ○ ○
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8 防備、避難体制の
構築、防災意識、
防災教育等

・自助、共助、公助－地域
の総合防災力向上における
消防団の役割
・東海地震や東南海・南海
地震、首都直下地震などの
大規模災害の発生が切迫す
る中、自助、共助、公助それ
ぞれの観点から対策の強化
が求められており、そのために
消防団が果たすべき役割は
極めて大きい

自助、共助、公助－地域の総合防災力向上における消防団の役割
自然の脅威を前にして、人間のカには限界がある。しかし、でき得る限り被害を少なくすること
は可能であり、そのためには、自助、共助、公助それぞれの役割が十分に発揮されることが必
要である。
共助を担う主体としては、自主防災組織やボランティア組織なども重要であるが、郷土愛護の
精神に基づく非常勤特別職の地方公務員からなる消防団は、公助としての側面とともに、共助
としての側面も有している。指揮統制に基づき活動する実働部隊であると同時に、常備消防、
警察、自衛隊及び行政機関(公助)と自主防災組織・ボランティア組織(共助)や地域住民(自助)
との間の「つなぎ役」住民に対する「情報発信者」としての役割も担っている。
また、普段から消防団は、消火・救助などの災害活動のほか、火災予防活動、応急手当の普
及啓発、防災訓練や防災教育、各種行事への参加など、地域コミュニティにおいて果たしてい
る役割も大きい。
東海地震や東南海・南海地震、首都直下地震などの大規模災害の発生が切迫する中、自助、
共助、公助それぞれの観点から対策の強化が求められており、地域の総合的な防災力を高め

「東日本大震災を踏まえた大規
模災害時における消防団活動
のあり方等に関する検討会　中
間報告書」（平成24年3月　消防
庁国民保護・防災部防災課）

1

○ ○ ◎

8 防備、避難体制の
構築、防災意識、
防災教育等

・防災事務従事者の安全確
保
・消防団員が犠牲になった事
例を収集、分析し犠牲の教
訓をきちんと生かす取り組み

防災事務従事者の安全確保
○ 行政職員のほか、消防団員など、現場の第一線で働いている職員、団員が大きな被害を受
けた。これは最後まで住民の命を守ろうとした取り組みの結果だが、これら職員や団員の命に
ついてどう考えるべきかということも、新たに投げかけられた問題である。
○ 消防団員が、避難を拒んでいる人を説得して亡くなったようなケースもあった。消防団員が
犠牲になった事例を収集、分析し、「避難しないと人に迷惑をかけてしまう」ということが分かる
ように、今回の震災で消防団員の犠牲の教訓をきちんと生かす取り組みをしていただきたい。
（P43）

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ○ ○ ○

8 防備、避難体制の
構築、防災意識、
防災教育等

[自治体職員や消防団員の
被災について]
・避難誘導や広報活動など
の業務に従事する中で津波
に巻き込まれ犠牲に
・住民の避難誘導や水門等
の閉鎖などの活動中犠牲に

自治体職員や消防団員の被災について
○ 「被災沿岸市町村への聞き取り調査」によると、東日本大震災において、主な被災３県の沿
岸37 市町村のうち、14 の市町村で職員が死亡又は行方不明となった。災害対策本部等での
業務中、あるいは、住民の避難誘導や広報活動などの業務に従事する中で、津波に巻き込ま
れ犠牲になった多くの職員がいた。また、非常勤特別職の地方公務員である消防団員も多くの
方が死亡または行方不明となったが、その多くは住民の避難誘導や水門等の閉鎖などの活動
中であったと考えられる。（P43）

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ◎

8 防備、避難体制の
構築、防災意識、
防災教育等

ハザードマップそのものが安心
マップになっていた感がある。
ハザードマップに示されていな
い場所等の危険性をどう住
民に理解していただくかが課
題

ハザードマップの扱い
○ 岩手県釜石市の小・中学校における児童・生徒の避難の成功事例があるように、防災教育
が重要である。特に繰り返し行うことが必要である。地域防災計画などの中で、毎年ハザード
マップを介在させ、住民と防災の取り組みについて点検し、話し合いをすることを盛り込んで頂く
必要があるのではないか。また、地域に残っている言い伝え、伝承のほか、石碑など、過去の災
害教訓なども踏まえて地域における防災教育を改めて考えて頂きたい。
○ 今後の防災マップの記載の仕方や住民への周知方法が課題である。防災マップは、これま
で住民に周知しており、その効果もあって、一時避難所であるビルや高台への避難によって多
くの命が救われたと捉えている。しかし、残念なのは、予め指定していた一時避難所に、想定外
の大津波が来襲し、そこに逃げた人たちが津波に流され、命を落とされたケースがある。今後、
防災マップの記載のあり方や住民への周知方法等が課題である。
○ ハザードマップは一つのモデルであって、全部ではないことを住民に丁寧に説明し、住民の
防災に対するリテラシーを高める必要がある。ハザードマップを使って住民とコミュニケーション
をとることを、防災対策の柱の１つに置くことが重要である。
○ ハザードマップそのものが安心マップになっていた感がある。ハザードマップに示されていな
い場所等の危険性をどう住民に理解していただくかが課題である。（P71）

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ○
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8 防備、避難体制の
構築、防災意識、
防災教育等

・地域防災力の向上
・地方公共団体は、各種団
体と協力、防災意識及び地
域防災力の向上を図っていく
必要がある

地域防災力の向上
○ 地方公共団体にとって、住民の生命、安全、財産を守ることは最大の責務である。首長の
リーダーシップの下、常備消防、消防団が中心となり、自主防災組織、婦人防火クラブ、少年消
防クラブ、学校関係者、各種ボランティア組織などとの連携・協力を図り、今回の大震災の教訓
を生かした防災意識及び地域防災力の向上を図っていく必要がある。

「地域防災計画における地震・
津波対策の充実・強化に関する
検討会　報告書」（2011年12月
消防庁国民保護・防災部防災
課）

1

○ ○ ◎

8 防備、避難体制の
構築、防災意識、
防災教育等

児童・生徒の適切な避難行
動の背景には、これまで積み
重ねてきた防災教育の成果
があった

一方で、今回の震災では、想定をはるかに超えた津波が押し寄せたにもかかわらず、適切な避
難行動を取ることで被害を防止、軽減できた事例もある。岩手県釜石市では、鵜住居小学校と
釜石東中学校の児童・生徒約６００人が、自らの判断で一人も欠けることなく津波から逃げること
ができた。開通したばかりの釜石山田道路を使って旧釜石第一中学校に避難した、あの児童・
生徒たちだ。
海岸保全施設などのインフラに加え、日常生活における避難路、避難場所の確保や防災教育
といったソフト面からの対応に至るまで、多重防御の必要性が浮かび上がってくる。
児童・生徒の適切な避難行動の背景には、これまで積み重ねてきた防災教育の成果があった。
両校に限らず、釜石市は積極的に防災教育に取り組み、10年3月には「津波防災教育のための
手引き」をまとめている。協力したのは、群馬大学災害社会工学研究室の片田敏孝教授だ。釜
石市を含む三陸沿岸は何度も津波に襲われてきた歴史があり、三陸沖地震による津波がいつ
発生するかわからない。手引きでは、「自分の命は自分で守ることのできる力」を付けることを目
的に、小中学生向けの津波防災教育カリキュラムを学年ごとに明らかにした。（P222-223）

「証言　東日本大震災　命と地
域を守る」（日刊建設工業新聞
社　2012年3月）

2

○ ○ ◎
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・住民の生命を守ることを最
優先として、迅速な避難を確
実に行うためにも、防災教
育・避難訓練等を組み合わ
せた対策を講じていくことが必
要
・地域防災力を高めるために
は、市民参加型のマニュアル
作成等を通じ、市民の力を
育てるとともに、日頃からのコ
ミュニケーションが重要

事前の備えは十分であったのか
（教訓の活用・伝承、教育、訓練）
○ 「此処より下に家を建てるな」などが刻まれた石碑の教訓を守り高台に住んでいた住民は助
かった事例や、日頃からの防災教育に基づき中学生が小学生の避難を助け、また、中学生等
の避難行動がきっかけとなって周囲の住民も避難し、被害を最小限に抑えた事例もあった。一
方、過去の災害の教訓が時間の経過とともに忘れ去られ、多くの方が犠牲になった地区もあっ
た。
○ 住民の生命を守ることを最優先として、迅速な避難を確実に行うためにも、防災教育・避難
訓練等を組み合わせた対策を講じていくことが必要である。
○ 災害対応に関係する首長を含む公務員に対する教育・訓練も重要である。
○ 国、被災地方公共団体及び他の地方公共団体の連携等を強化するため、広域なブロックご
との訓練、国民の防災意識高揚のための多数の国民が参加できる多角参加型訓練などの実践
的訓練を、国として企画・実施することが必要である。
○ 地域防災力を高めるためには、市民参加型のマニュアル作成等を通じ、市民の力を育てると
ともに、日頃からのコミュニケーションが重要である。
○ 従前の被害想定に基づくハザードマップより大きな津波であったことが、被害を大きくした要
因の一つである。（P21-22）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○ ○ ○
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・教訓の伝承・防災教育・訓
練
・防災教育を行い、また、防
災思想・知識普及の強化を
図るべき
・東日本大震災の教訓を整
理し、地方公共団体等の現
場にフィードバックすべき

⑤ 教訓の伝承・防災教育・訓練
○ 過去の教訓が伝承され、定着し、何世代後になっても引き継がれるよう、行政、民間など多
様な組織、様々な機会を通じた防災教育を行い、また、防災思想・知識普及の強化を図るべ
き。また、必要に応じ法制化を検討すべき。
○ 大規模災害を生き抜くためには、一人一人が自ら情報を得て、自ら判断・決断し、自ら行動
する力を備えるような教育を行うべき。なお、その際、想定を越える災害が発生する可能性があ
ることについても、一人一人が理解を深める必要があることに留意すべき。
○ 具体的な地域での成功・失敗事例や昔からの伝承も含め、被災体験の検証から得られた教
訓を、全国各地の学校など様々な組織で幅広く次世代に確実に受け継ぐべき。その際、地域の
施設の名前や銘文などに災害に関する記録が残されると、伝承に有効なことに留意する。ま
た、伝承や教訓等を他地域にも発信し、共有できるよう努めるべき。
○ 東日本大震災の教訓を整理し、地方公共団体等の現場にフィードバックすべき。
○ 地域防災力を高めるため、防災行事の活用や教材の充実及び具体的かつ実践的なハザー
ドマップの整備を図るべき。
○ 自主防災組織等を通じた防災知識の普及及び実践的な避難訓練の実施に努めるべき。
○ 地方公共団体職員の対応能力を高めるための訓練を定期的に実施すべき。その際、被災
地方公共団体の支援が自らの地方公共団体の災害対応のためにも役立つことに留意すべき。
○ 国と地方公共団体、行政と民間、分野別、テーマ別等に、多主体が参画・連携した訓練や、
官民一体となった業界横断的な訓練、地方公共団体の区域を越えての応援や避難を想定した
広域的かつ実践的な訓練を実施することにより、実効性を一層確保するとともに、脆弱点の洗
い出しを行うべき。
○ 地方公共団体の首長を含む組織のトップや幹部に対する研修の徹底を図るべき。
○ 地域の訓練に当たっては、学校、自主防災組織、応援協定を結んだ民間企業、防災に限ら
ずまちづくりを目的としたNPO、NGO 等防災の専門家だけでなく可能な限りその地域を広くカ
バーできるような多様な主体と連携した訓練とすべき。
○ 訓練に当たっては、より実践的な課題発見型、検証型の訓練への転換を図ることに留意する
とともに、目標の明確化、外部評価の導入等を行うべき。なお、訓練の結果得られた課題や検
証の結果を踏まえ、仕組みや対策の具体的見直しを行うべき。
○ 過去の災害対応事例を記録に残すとともに、蓄積・整理し、災害対応に活用すべき。（P35-
36）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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災害に対する情報共有、相
互意思疎通と、具体的な避
難計画の策定等

（２）災害に対する情報共有、相互意思疎通と、具体的な避難計画の策定等
① 自助・共助・公助の考えのもと、それぞれの主体が日常的に防災・減災のための行動と安全
のための投資を持続させることが重要。そこで、正しい防災知識を普及させ、例えば物資の備
蓄や耐震補強など安全への投資に対するインセンティブが働くよう、防災教育の普及・啓発を
推進すべき。
② 地域ごとに津波防災の方針、避難人数、避難時間、避難路・避難場所等を想定した具体的
な避難計画及び備蓄等の計画を検討すべき。
③ 上記を推進するため、科学的知見に基づいて想定される津波浸水区域・浸水深等の設定、
それに基づく津波ハザードマップの作成及び周知、避難をはじめとする防災訓練の実施、情報
収集・伝達体制の確保、事業者ごとの避難計画の策定、地域が一体となった防災教育等を徹
底・推進すべき。ハザードマップ等による津波危険性の住民への周知状況や訓練の実施状況
の確認も適宜実施すべき。
④ 上記を実行する際には、まちづくり、土地利用のあり方について、住民や行政などの関係者
間で話し合いを進め、十分な合意形成を図ることが重要である。
⑤ 津波検知システムや観測情報の伝達システムの高度化、避難誘導支援システム、施設の被
害に関するモニタリング手法等に係る技術の開発、整備を推進すべき。
⑥ 「災害には上限がない」ことを教訓に、本提言に示すような各種の対策を講じたとしても、油

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ◎
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自らの命を守る意識と実践の
重要性を改めて示したもの
が、釜石市を中心とした津波
防災教育。
避難３原則 a）想定にとらわ
れるな、b）最善をつくせ、c）
率先避難者たれ

自らの命を守る意識と実践の重要性を改めて示したものが、釜石市を中心とした津波防災教育
であった。これは群馬大学教授片田敏孝氏が近年釜石市において進めていたものであるが、
釜石市のみならず岩手県下の学校に居た学童全てが津波から逃れることができた。その教育の
中心をなすものが避難３原則と呼ばれるもので、a）想定にとらわれるな、b）最善をつくせ、c）率
先避難者たれ、の3つである。
想定にとらわれるな、の事例として従来のハザードマップがある。子供たちは片田教授からハ
ザードマップは一定の想定に基づくものであり、それを超える津波も来ると教えられていた。幾
つかの地域で、ハザードマップで浸水が想定されていた地域での死亡者は少なかったが、残念
ながらその周辺での犠牲者が多かったこともこの教えの的確さを裏付ける。（P10）

『東日本大震災特別委員会 社
会安全研究会　中間とりまとめ
「技術者への信頼を回復するた
めに」』（２０１２年７月　公益社団
法人 土木学会）

1

○ ○ ◎

64 災害時の企業のあ
り方

・今後大事なことは、被災地
の復興に向けて、各々の組
織・個人が自らできることを継
続して取り組むこと
・このような認識を基に、経
団連社会貢献推進委員会
ならびに１％（ワンパーセント）
クラブでは、企業の多岐にわ
たる被災者・被災地支援活
動の概要を、より多くの関係
者の間で幅広く共有されるこ
とを願って、報告書として記
録に残すことに

今後大事なことは、今回の震災の記憶を決して風化させることなく、被災地の復興に向けて、
各々の組織・個人が自らできることを継続して取り組むことである。人間は過去の自然災害か
ら様々な教訓を得て、改善を図り、その反省と教訓は様々なかたちで現在に活きている。今回
の震災においても、各々の関係者が各々の立場・観点から、今回の震災における対応を振り
返り、次にいつ起きるかもしれない大規模自然災害に備えることが必要である。
このような認識を基に、経団連社会貢献推進委員会ならびに１％（ワンパーセント）クラブで
は、数多くの企業・団体が行った多岐にわたる被災者・被災地支援活動の概要を、より多くの
関係者の間で幅広く共有されることを願って、報告書として記録に残すことにした。
なお、本報告書を作成するにあたり、2011 年10 月から11 月にかけて、経団連の全会員企業・
団体、１％クラブの全法人会員を対象に、「東日本大震災における被災者・被災地支援に係る
アンケート」を実施した。ご協力いただいた会員各位に改めて感謝申し上げる。
その結果を第２編のデータ集と第３編の事例集の形で示している。第２編のデータ集では、企
業・団体が行った寄付、物資・サービスの提供、社員の被災者・被災地支援活動への参加等の
支援活動に係る数値を集計し、分析を行った。ここでは、毎年行っている｢社会貢献活動実績
調査｣に準じて、支援先から対価を受け取らずに行う活動について集計した。他方で、企業の
支援活動は本業の事業活動の一環としても幅広く展開されている。対価の有無に関わらず、
支援効果という観点では、本業を通じた支援も見逃すことのできない重要な側面である。また、
最近の企業の社会貢献活動のひとつの特徴として、本業とのシナジーを生む活動が増えてい
る。そこで、第３編の事例集では、社会貢献活動のみならず、社会インフラの早期復旧や生産・
サービスの継続、被災地産品の販売を通じた協力等についても広く紹介している。

「東日本大震災における経済界
の被災者・被災地支援活動に
関する報告書－経済界による共
助の取り組み－」（２０１２年３月
日本経済団体連合会　社会貢
献推進委員会　１％（ワンパー
セント）クラブ）

1

○ ○ ◎

64 災害時の企業のあ
り方

企業・経済界は、大規模災
害発生に備え、地元自治体
や地域との積極的な連携強
化を図るべき

⑩ 地元自治体や地域との積極的な連携強化（企業・経済界）
大規模災害発生時、行政との連絡は困難であることが予想され、災害発生時に地元自治体や
地域との連携を図るためには、平時より緊急時における連携のあり方などについて協議しておく
ことが重要である。例えば、地域の実情に応じて、協定等を締結しておくことが有効である。
現状では、こうした協定を締結している企業は少ない。災害時の協力体制や具体的な方法につ
いて地元自治体と協議するとともに、地域との共同での防災訓練の実施や防災に係る協議会
への参加など、地元自治体や地域との積極的な連携強化を図ることが重要である。（Ｐ9）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ◎
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64 災害時の企業のあ
り方

企業の事業継続に向けて
は、優先的な業務の復旧対
策を推進していくことが必要で
ある。その際、鍵となるのが情
報

（２）事業継続
事業継続に向けては、社内外の被災情報、要員の確保や施設の利用可否、また、在庫等の残
存能力などを勘案し、迅速かつ柔軟に状況を判断しながら、優先的な業務の復旧対策を推進
していくことが必要である。その際、鍵となるのが情報であり、東日本大震災でも正確な被災情
報の把握や被災地と本社間での情報共有など情報に係る課題が浮き彫りになった。先に述べ
た通信手段の多重化やクラウドシステムをはじめとしたＩＣＴの利活用に加えて、停電やバッテ
リー切れに備えて、社内連絡網の紙媒体での整備や近隣拠点との連絡手段の確保などバック
アップ体制を構築しておかなければならない。
また、顧客等に対しては、被害・操業・復旧状況等に係る正確な情報発信など、適切に対応し
ていくことが重要である。
さらに、こうした自社の取組みと併せて、サプライチェーンの維持に向けて、取引先への人的・物
的な支援や、業界を挙げた被災地支援・復旧、また、企業の枠を超えた共用物流センターの構
築や早期復旧に向けた業界内での統一対応など業界横断的な取組みを推進していくことも必

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ○ ○

64 災害時の企業のあ
り方

・電力、ガス、通信、物流、
燃料、金融・決済、公共交
通機関等の基幹インフラや、
医療、公共サービス、食料・
医薬品等の製造・販売は、
企業の事業継続のみならず、
災害時の救助・救命、被災
地支援の前提となるもの
・これらを提供する社会機能
維持者は迅速な復旧を果た
すことが求められる

電力、ガス、通信、物流、燃料、金融・決済、公共交通機関等の基幹インフラや、医療、公共
サービス、食料・医薬品等の製造・販売は、企業の事業継続のみならず、災害時の救助・救命、
被災地支援の前提となるものであり、これらを提供する社会機能維持者は迅速な復旧を果たす
ことが求められる。その際、復旧状況や復旧見込み等に係る情報を適切に発信していくととも
に、一刻も早い復旧に向けて、被災地外の同業者による支援や行政との連携などを推進してい
くことが重要である。
電力、ガス等のエネルギーについては、二次災害を防止するとともに、エネルギー供給の一刻
も早い復旧を果たさなければならない。このためには、被災した設備の安全停止、復旧要員の
迅速な確保、業界を挙げての復旧体制の構築が求められる。また、災害発生時においてもエネ
ルギー供給を継続するべく、平時より発電所やガス製造工場等の災害への強度を高めるととも
に、多様なエネルギー供給源の確保を図ることが重要である。
通信については、発災直後は通信量が急増することが予想されており、まずは通信の確保に向
けて、通話、メール、災害用伝言板、災害用音声お届けサービスなど多様な通信手段とその電
源を確保しておくと同時に、平時より利用者に周知徹底しておくことが重要である。
物流については、緊急救援物資の輸送や被災した交通機関の代行輸送などの役割が期待さ
れており、発災後は国や被災した地方自治体との連携を深めながら、被災地需要予測に基づく
ロジスティクス体制を構築することが必要である。
金融・決済については、民間の金融機関および決済システム運営主体、日本銀行、金融庁等
が連携し、災害が発生しても、重要な金融・決済機能を当日中に復旧させる体制をとれるように
しなければならない。その上で国内外へわが国の金融・決済機能が維持されていることを早急
に発信していくことが必要である。
旅客輸送をはじめとする公共交通機関については、人を動かすことが経済活動の第一歩である
ことから、関係業界を挙げて迅速な復旧体制を構築し、可能な区間から順次運転を再開してい
くことが求められる。また、災害発生時においても、被害を最小限に食い止めるよう、ハード・ソフ
ト両面にわたる平時からの備えが重要である。
また、こうした社会機能の維持・復旧を支えるデータセンターや情報処理インフラ等の維持・確
保に全力を挙げる必要がある。（Ｐ10-11）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ◎
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64 災害時の企業のあ
り方

企業は、社会の一員として、
事業継続や社会機能維持
に向けた取組みと併せて、寄
付や救援物資の提供、人的
支援といった被災者・被災地
支援についても、一定の役割
を果たすことが期待されている

（（４）被災者・被災地支援
企業は、社会の一員として、事業継続や社会機能維持に向けた取組みと併せて、寄付や救援
物資の提供、人的支援といった被災者・被災地支援についても、一定の役割を果たすことが期
待されている。
寄付については、所在地等を問わず実施可能な支援手段であり、東日本大震災においても多
くの個人・企業が義援金等の寄付を行った。大規模災害が発生した場合、自治体、日本赤十字
社、中央共同募金会等で義援金（被災者に直接支給される見舞金）の募集を行うほか、ＮＰＯ・
ＮＧＯ等でも支援金（ＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動資金等）への寄付を受け付けている。
救援物資については、とりわけ大規模災害の場合、国や地方自治体からの支給だけでは被災
者に十分な救援物資が行き渡らない可能性があり、また、被災地のボランティアセンターの立ち
上げや運営に際して様々な資機材が必要となる。適宜、地方自治体や現場で活動するＮＰＯ・
ＮＧＯ等と連絡をとり、被災地のニーズを踏まえ、自社製品をはじめ備蓄品の提供等を検討する
ことが望まれる。また、物資の輸送や仕分け、配送面でも関係企業が貢献することができる。
人的支援は、発災直後の応急措置や復旧、復興において、被災者に寄り添った顔の見える活
動として重要である。東日本大震災に際しても、泥かきやがれきの除去といった一般的なボラン
ティア活動をはじめ、企業人の有する専門知識やノウハウを活かした活動が、被災者・被災地支
援に貢献した事例も報告されている。社員等の被災者・被災地支援への意識も高まっており、
制度面、資金面などから社員が支援活動に参加しやすい環境を整備しておくことが望まれる。
こうした「カネ」「モノ」「ヒト」を通じた多面的な支援活動を効果的に行っていくためには、企業、
行政、ＮＰＯ・ＮＧＯ等の関係主体間の役割分担、協力体制について、平時より情報・意見交換
を密に行い、連携の強化を図っていくことが重要である。（Ｐ11-12）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ◎
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Ⅴ．将来の巨大地震への備え
14 災害に関する研究・

調査・記録の作成、
諸外国への情報発
信（アーカイブ含）

アーカイブセンター(資料館)に
記録などを保存

東日本大震災と東京電力福島第1原発事故を受け、県は新年度から、資料の収集や保存、震
災体験の聞き取り調査を始める。時間が経過するごとに作業が困難になることが予想されるた
め、専門の資料調査員を配置。県内に設置する方向で国と調整しているアーカイブセンター(資
料館)に記録などを保存することにしている。
県は現在、アーカイブセンターの設置を前提に、震災関連資料の収集や保存に向けた検討会
を立ち上げ、具体的な取り組みを協議している。未曽有の震災が風化されるようなことがあって
はならない。長い将来にわたって、教訓として県民の心に刻まれる記録の収集保存、伝承活動
を期待したい。

「[社説]　震災記録の保存　教
訓を長く後世に伝えたい」
（2012.1.13　福島民友新聞）

2

○ ○ ◎

16 将来の巨大地震等
への備え

・過去の傾向から、今や活動
期に入っており、地震学者の
間ではいつ直下地震が起き
てもおかしくない
・東日本大震災の復興途中
で首都直下地震が起こる可
能性は少なくない

周知のごとく、東京に大きな被害をもたらすと考えられる地震は、関東地震などの海溝型地震と
内陸の活断層による直下地震とがあるが、海溝型地震は大略２００年～３００年周期で発生し、
前回の大正関東地震が１９２３年であったことから、まだ９０年しか経っていないため、次の発生
はまだ１００年程度先になると考えられている。しかし、活断層によるＭ７クラスの直下地震のほう
は、過去の地震記録によると、この間に２～３回起こっており、今はそちらのほうの発生が懸念さ
れている。図１．２は、海溝型地震である元禄関東地震（１７０３年）から大正関東地震（１９２３年）
までの２２０年間に、南関東で発生した直下地震を示しているが、元禄関東地震が発生した後１
００年ほどは、天明小田原地震（１７８２年）があった以外大きな地震はなく静穏期が続いている。
しかし、その後活動期に入り，安政江戸地震（１８５５年）、東京地震（１９８４年）と、Ｍ７クラスの地
震が４０年の間隔で続いて起きている。東京の場合、沖積層の堆積が厚く地下の活断層構造が
はっきりしないため、歪みを直接計測できないが、こうした過去の傾向から、今や活動期に入っ
ており、地震学者の間ではいつ直下地震が起きてもおかしくないと考えられている。
したがって、今後少なくとも１０年はかかると思われる東日本大震災の復興途中で首都直下地震
が起こる可能性は少なくない。その場合、最大で１１２兆円と推計される経済被害（直接被害は６
６．６兆円）と、そのための復興費用の負担が、東日本大震災の復興にどのような影響をもたらす
かを考えておかなければならない。（梶秀樹・東京工業大学）（P11-12）

「東日本大震災の復旧・復興へ
の提言」（技報堂出版　2012年3
月）

2

○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

世界中で自然災害の発生
件数、被災者数は増加傾向
にある

（１）気候変動をはじめとする災害リスクの高まり
防災白書（平成22 年版）によれば、世界中で自然災害の発生件数、被災者数は増加傾向にあ
り、1970 年代に比べると、最近の10 年間は、発生件数、被災者数で約3 倍に増加している。ま
た、今世紀に入ってからは、スマトラ島沖地震、米国のハリケーン・カトリーナ、タイの洪水等で
甚大な被害が発生している。
さらに、地球温暖化とそれに伴う影響については、ＩＰＣＣ第４次評価報告書に記載されているよ
うに、地球温暖化による気候変動やそれに伴う海面上昇、豪雨や台風の強度の一層の増大
等、過去の統計や経験が通用しなくなる事態が生じることも想定されており、大規模災害がひと
たび発生すれば、多くの国民の生命・財産を失うおそれがあるほか、国家機能の麻痺や国際競
争力の低下等をもたらす可能性があることから、ハード・ソフト施策一体となった地球温暖化へ

「社会資本整備重点計画（素
案）　（案）」（平成24年）

1

○ ○ ○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

過去、東海、東南海、南海
地震の三つの震源域が同時
あるいは一定の時間差をもっ
て動くことによる地震が生じて
いる。この地域での地震は今
世紀前半にも発生が懸念さ
れている。南海トラフの巨大
地震モデル検討会の推計結
果を踏まえて、被害想定や
様々な対策の検討が必要

① 南海トラフの巨大地震
駿河湾から九州にかけての太平洋沖のフィリピン海プレートと日本列島側のユーラシアプレート
などの大陸側のプレートが接する境界に形成されている南海トラフでは、100 年から150 年程度
の周期でマグニチュード８クラスの海溝型地震が発生している。
過去、東海、東南海、南海地震の三つの震源域が同時あるいは一定の時間差をもって動くこと
による地震が生じている。なお、東海地震に関しては、158 年間の空白があり、また、東南海・南
海地震については、前回地震から60 年余りが経過しているため、この地域での地震は今世紀
前半にも発生が懸念されている。南海トラフの巨大地震に備えるためには、以下のような点に特
に留意することが必要である。
なお、東北地方太平洋沖地震の教訓等を踏まえ、「南海トラフの巨大地震モデル検討会」にお
いて、想定すべき最大クラスの地震・津波について検討が進められており、今後、平成24 年３
月中に震度分布・津波高等の推計結果を公表する予定である。これらを踏まえて、被害想定や
様々な対策の検討が必要である。（P3-4)

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○
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16 将来の巨大地震等
への備え

[南海トラフの巨大地震モデ
ル検討会中間まとめ]
・今回とりまとめられた想定震
源域の面積は従前の約２
倍、想定震源域に対応する
地震規模（暫定値）はモーメ
ントマグニチュード9.0 の巨大
な地震が想定

＜南海トラフの巨大地震モデル検討会中間まとめ＞
「南海トラフの巨大地震モデル検討会」では、平成23 年12 月に、想定震源域・想定津波波源
域の考え方や想定震源域に対応する地震の規模(暫定値)の推定などがとりまとめられた。今回
の検討は、東北地方太平洋沖地震が、我が国の過去数百年間の資料では確認できなかった巨
大な地震であり、想定していた地震・津波が実際に起きた地震・津波と大きくかけ離れていたこ
とを真摯に受け止め、過去数百年間に発生した地震・津波を再現することを前提に検討する従
前の手法を抜本的に見直し、出来るだけ過去にさかのぼった古文書、地殻変動痕跡及び津波
堆積物等の調査により南海トラフで発生した過去地震の特徴を明らかにした上で、さらに最新の
研究成果によるフィリピン海プレートの構造等に関する特徴など、現時点の科学的知見に基づ
きあらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検討することとしている。その結
果、今回とりまとめられた想定震源域の面積は従前の約２倍、想定震源域に対応する地震規模
（暫定値）はモーメントマグニチュード9.0 の巨大な地震が想定されている。（P4-5）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

16 将来の巨大地震等
への備え

[首都直下地震]
・東北地方太平洋沖地震を
受け、いわゆる関東大震災ク
ラスの地震についても想定地
震として検討を行うことが求め
られている

② 首都直下地震
政府における首都直下地震対策は、特に首都圏の広範囲にわたって強い揺れが分布し、とり
わけ都心部の揺れが強くなる東京湾北部地震（マグニチュード7.3）を対策の中心に置いてい
る。しかしながら、平成23 年に発生した東北地方太平洋沖地震を受け、相模トラフ沿いの規模
の大きな地震、いわゆる関東大震災クラスの地震についても想定地震として検討を行うことが求
められているところである。この首都直下地震に備えるためには、以下のような点に特に留意す
ることが必要である。
なお、現在、文部科学省や東京都で進められている首都直下地震に係る先行的調査・検討や
南海トラフの巨大地震モデルの検討の知見などを踏まえ、平成24年度から地震像の検討を本
格化させ、その後、人的・物的被害などの直接的被害及び経済被害等の推計をまとめ、具体的
な対策の検討を進めていく必要がある。（P5）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

16 将来の巨大地震等
への備え

[火山災害]
・活火山の大規模な噴火の
発生間隔は数百年との見解
もあり、近い将来に発生する
可能性は否定できない

③ 火山災害
我が国は、有史以来、富士山、磐梯山、雲仙普賢岳、有珠山、三宅島等、数多くの火山噴火災
害に見舞われている。また、活火山の大規模な噴火の発生間隔は数百年との見解もあり、近い
将来に発生する可能性は否定できない。政府は、全国の火山の防災対策を充実・強化するた
め、平成22 年12 月、「火山防災対策の推進に関する検討会」を設置し、より効果的な火山防災
体制の構築を図るとともに、今後の火山防災対策の課題を明らかにすることとしている。火山災
害に備えるためには、以下のような点に特に留意することが必要である。（P6）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

[大規模水害]
・昭和22年のカスリーン台風
級の洪水が発生した場合に
は、東京都区部まで広範囲
にわたって浸水するおそれがあ
る

④ 大規模水害
利根川や荒川において、戦後最大の洪水である昭和22 年のカスリーン台風級の洪水が発生し
た場合には、東京都区部まで広範囲にわたって浸水するおそれがある。
特に首都圏は、戦後の経済成長に伴い、政治、経済等の諸機能が極めて高度に集積するとと
もに、人口や建物が密集し、地下空間も大規模かつ複雑に利用されている。
政府は、平成18 年６月に、中央防災会議に大規模な水害を対象とした初めての専門調査会で
ある「大規模水害対策に関する専門調査会」を設置し、利根川や荒川の堤防が決壊した場合等
における氾濫状況のシミュレーションを行い、死者・行方不明者数等の被害想定を行った。首都
圏での大規模水害に備えるためには、以下のような点に特に留意することが必要である。（P7）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

16 将来の巨大地震等
への備え

[最大クラスの地震・津波の
想定]
・過去に発生事例の知られて
いない地震についても長期評
価見直しを行うべき
・南海トラフの巨大地震
・首都直下地震

① 最大クラスの地震・津波の想定
○ 東北地方太平洋沖地震のように、過去に発生事例の知られていない地震についても長期評
価（今後数十年以内の地震発生確率や規模等の評価）の対象とできるよう、評価方法の見直し
を行うべき。
○ 南海トラフの巨大地震を対象として、科学的知見に基づき最大クラスの地震・津波の想定を
示し、対策を確立すべき。ただし、想定以上の規模の地震・津波が生じる可能性があることに留
意すべき。
○ 首都直下地震について、現在想定対象となっていない相模トラフ沿いの規模の大きな地震
についても想定地震として検討すべき。（P34）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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16 将来の巨大地震等
への備え

[南海トラフの巨大地震に向
けた対応]
・科学的知見に基づき最大ク
ラスの地震・津波を想定して
防災対策を立案すべき
・巨大津波、複合災害、時
間差発生を考慮した巨大地
震の被害シナリオを作成すべ
き

① 南海トラフの巨大地震に向けた対応
○ 科学的知見に基づき最大クラスの地震・津波を想定して防災対策を立案すべき。この際、想
定以上の規模の地震・津波が生じる可能性について留意すべき。
○ 巨大津波、複合災害、時間差発生を考慮した巨大地震の被害シナリオを作成すべき。
○ 東日本大震災の教訓や、人的・物的被害想定や定性的な被害シナリオを踏まえ、予防対策
から応急対策、復旧・復興対策の方向性について検討し、具体的な対策をとりまとめ、地震対
策大綱、応急対策活動要領等を作成すべき。その際、以下のような事項に留意すべき。
・ 被害想定に基づき、広域にわたる膨大な被害に対して、地震が時間差をもって発生する可能
性も考慮した広域応援の対応方針を明確にすること
・ 災害の規模が大きくなるほど国、他の地方公共団体からの救助・援助には限りがあるため、住
民、企業、自主防災組織、NPO 等の地域防災体制強化への主体的な参加・連携による地域の
総合的な防災力の向上を図ること
・ 巨大津波や、膨大かつ広域にわたる被害者の発生への対応は、被害の最小化を主眼とする
「減災」の考え方に基づき、海岸保全施設等のハード対策、迅速で確実な避難を中心とするソ
フト対策を組み合わせること。またソフト対策としては、例えば、地域分散型の物資の備蓄、調達
体制の整備、安全な避難場所の確保などについて考慮すること
○ 南海トラフの巨大地震による津波、土砂災害等で発生が予想される孤立集落対策として、衛
星携帯電話等や防災行政無線の充実など、通信手段の確保を図るとともに、地方公共団体の
健全性の向上に留意する。また、孤立が想定される地域においては、物資の備蓄やエネル
ギーの確保を行うべき。（P38)

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

[首都直下地震に向けた対
応]
・相模トラフ沿いの規模の大
きな地震、首都直下地震の
双方について検討すべき
・首都中枢機能に着目した
被害シナリオを作成すべき
・官民連携による帰宅困難
者対策の具体化を進め、そ
の結果に基づき、関係機関
で具体的な対策を強化・推
進すべき

② 首都直下地震に向けた対応
○ 震度分布・津波高の検討においては、現行の首都直下地震の想定対象とされていない相模
トラフ沿いの規模の大きな地震、いわゆる関東大震災クラスの地震と現行の東京湾北部地震を
始めとする首都直下地震の双方について検討すべき。
○ 人的・物的被害想定に当たっては、南海トラフの巨大地震の想定手法を踏まえつつ、大都
市直下の地震による被害が適切に反映される手法を構築し、その手法に基づき具体的な被害
想定を行うべき。この際、相模トラフ沿いの規模の大きな地震については、海溝型地震の特性も
踏まえ、津波に係る被害等が発生することから、東日本大震災の教訓を踏まえ、被害想定の検
討が必要であることに留意すべき。
○ 首都直下地震については、他の災害と異なり首都中枢機能をいかに維持するかが重要であ
り、首都中枢機能に着目した被害シナリオを作成すべき。その際、以下のような事項に留意す
べき。
・ 海外への被害の波及、治安情勢の不安、金融市場への影響等社会的・経済的シナリオや、
災害応急対応要員の確保、避難所、物資の不足、複合災害等の困難なシナリオを考慮すること
・ 政府全体として、首都中枢機能維持に向けた目標設定、災害対応目標と中枢機能維持目
標、時間軸に沿った目標整理と目標間の優先順位付けなどについて検討を行うこと
・ 首都機能維持のための政府全体としての業務継続計画の脆弱性を発見するための評価・検
証を行い、官民一体となった様々な主体間の連携体制について検討すること。この際、国、都
道府県、市町村の行政レベルや、中枢機関、ライフライン・インフラ事業者等の産業界レベルな
ど、求められる連携の態様の多様性に鑑み、外部評価を含めた継続的仕組みを確立することに
留意すること

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

　 ○ 具体的な対策の検討に当たっては、危機管理機能の低下、首都機能のバックアップを視野
に入れた検討が必要であることに留意すべき。
○ 東北地方太平洋沖地震の首都圏における大きな教訓である帰宅困難者対策については、
首都直下地震帰宅困難者等対策協議会において、「むやみに移動を開始しない」ことの周知な
どによる一斉帰宅抑制や、一時滞在施設の確保、帰宅困難者等への情報提供体制、災害時帰
宅支援ステーションを始めとする徒歩帰宅支援体制、鉄道不通の長期化に伴う帰宅困難者等
の搬送体制など、官民連携による帰宅困難者対策の具体化を進め、その結果に基づき、関係
機関で具体的な対策を強化・推進すべき。
○ 大規模災害発生時には、主要駅周辺等の地域における滞在者等の安全の確保が必要であ
り、安全確保計画の作成、安全確保のための施設の整備・適切な管理等を進めるべき。
○ 首都圏はコミュニティが希薄であるため、日頃のコミュニケーションを重視するとともに、避難
や避難先の周知に当たってはこの点に留意した取組を進めるべき。（P38-39）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

◎○○ ○
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16 将来の巨大地震等
への備え

[大規模水害に向けた対応]
・河川管理施設等のハード
対策と適時・的確な避難を
中心とするソフト対策を組み
合わせて実施
・円滑な避難誘導が可能と
なるよう、広域避難の実施体
制の確立を図る
・被災イメージに関する情報
の提供や、避難計画の周
知・広報を図る
・地域防災体制の強化への
主体的な参加・連携による
地域の総合的な防災力の向
上を図る

④ 大規模水害に向けた対応
○ 「大規模水害対策に関する専門調査会」の取りまとめ等の被害想定を踏まえ、大規模水害対
策大綱、応急対策活動要領等の作成を進めるべき。その際、以下の事項に留意すべき。
・ 大規模水害や膨大かつ広域にわたる被害者の発生への対応は、河川管理施設等のハード
対策と適時・的確な避難を中心とするソフト対策を組み合わせて実施すること
・ 広域的な水没の危険に備えて、円滑な避難誘導が可能となるよう、地方公共団体が国等と連
携のもと、避難シナリオや避難計画の策定を進めるとともに、広域避難の実施体制の確立を図
ること
・ 大規模水害による具体的な被災イメージに関する情報の提供や、避難計画の周知・広報を図
るとともに、避難訓練や避難所運営に関する訓練等を定期的に実施するなど、住民による事前
の備えや適切な避難行動を促すこと
・ 住民、企業、自主防災組織、水防団、NPO 等の地域防災体制の強化への主体的な参加・連
携による地域の総合的な防災力の向上を図ること
・ 孤立者の救助を円滑に行うため、救助活動に必要な資機材の確保を図るとともに、救助活動
の拠点として利用可能な施設等の確保や具体的な救助方法の検討、体制の整備を進めること
・ 地下空間等における来街者等の被害軽減対策の強化に向け、地下空間管理主体間の連携
のもと、避難シナリオ及び避難計画の策定を進めるとともに、地下空間滞留者の避難誘導体制

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

[複合災害への対応]
・複合災害に備えるための体
制や対策等について早急に
検討を行い、防災基本計画
及び都道府県防災計画等
への盛込みを図る

⑤ 複合災害への対応
○ 複合災害に備えるための体制や対策等について早急に検討を行い、防災基本計画及び都
道府県防災計画等への盛込みを図るべき。
○ 複合災害への対応では、知事等の幹部がどこに所在するか、保有する資源をそれぞれの災
害にどう充当するかなどの重複の課題が生じることに留意すべき。
○ 原子力発電所の災害は、多くの場合、他の災害等が原因であり、複合災害の可能性が高い
との意見や、地震による堤防及び防潮堤等の被災や地盤沈下により、豪雨や高潮の災害も受
けやすいとの意見などに留意すべき。（P40-41）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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16 将来の巨大地震等
への備え

[首都直下地震]
・最悪の場合、死者約１万
1000人、負傷者約21万人、
都心部を中心に帰宅困難者
約650万人、建物の全壊・火
災焼失被害は約85万棟、経
済被害は112兆円
・首都直下地震への備えを
強化することは喫緊の課題
・津波による被害も予想

（１）首都直下地震
首都直下地震には複数の類型が想定されているが、中央防災会議と東京都が詳細な被災シナ
リオを公表しているマグニチュード7.3 規模の東京湾北部地震では、最悪の場合、死者約１万
1000人、負傷者約21万人、都心部を中心に帰宅困難者約650万人が発生し、建物の全壊・火
災焼失被害は約85万棟、経済被害は112兆円に達するとされている。とりわけ、火災について
は、環状６号線、７号線沿いをはじめとする木造密集市街地で広域的かつ同時多発的に発生
し、延焼被害が甚大となることが想定されている。
今後、東日本大震災を踏まえた被害想定の見直しが行われ、想定されるマグニチュードや被害
の規模が大幅に引き上げられる可能性がある。首都直下地震への備えを強化することは喫緊の
課題となっている。
なお、首都圏において関東大震災クラスの地震が発生した際は、これまで直下型地震で想定さ

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

[東海・東南海・南海地震]
・東海地震、東南海地震、
南海地震の３つの地震が同
時に発生する連動型巨大地
震
・想定される最大規模のマグ
ニチュードの暫定値は9.0
・死者数は約１万5700人、
津波による死者数は約9100
人となり、死者数は最大２万
5000人、また、経済被害は
53～81兆円

（２）東海・東南海・南海地震
東海地震、東南海地震、南海地震の３つの地震が同時に発生する連動型巨大地震であり、現
在、中央防災会議の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」において、地震や津波の規模、被
害想定等に係る検討が行われている。2011年12月27日の中間とりまとめでは、想定される最大
規模のマグニチュードの暫定値は9.0と発表された（従来の想定はＭ8.7）。
なお、被害想定については、現在、同検討会にて検討中であるが、2003年に中央防災会議の
東南海・南海地震等に関する専門調査会が公表した三連動型地震の被害想定では、最悪の
場合、建物の全壊、火災、崖崩れによる死者数は約１万5700 人、津波による死者数は約9100
人となり、死者数は最大２万5000人、また、経済被害は53～81兆円とされている。今後、想定マ
グニチュードの引上げに伴い、震度や津波の高さ・到達範囲、火災等の二次災害などについて
も、具体的な被害想定が引上げられることが予想される。（Ｐ2-3）

「災害に強い経済社会の構築に
向けて～企業・経済界の取組み
と行政に求められる対応～」
（2012年３月５日　(社)日本経済
団体連合会）

1

○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

・我々がもっとも心配している
のは、西日本の太平洋沿岸
で必ず起きると予想される別
の巨大地震
・これらは東海地震・東南海
地震・南海地震にそれぞれ
対応

Ⅴ 西日本で予想される巨大地震の連動
今回の地震は東日本に甚大な被害を与えたが、我々がもっとも心配しているのは、西日本の太
平洋沿岸で必ず起きると予想される別の巨大地震である。西日本の沿岸に沿った海底には、南
海トラフと呼ばれる総延長1,000㎞も続く細長い窪地がある。
ここにはフィリピン海プレートと呼ばれるプレートが沈み込んでおり、３つの区間に分かれた巨大
地震の震源域がある。
これらは東海地震・東南海地震・南海地震にそれぞれ対応しており、首都圏から九州までの広
範囲に地震と津波の大災害をもたらすと予想されている（東日本大震災後の我が国における防
災の課題　京都大学大学院人間･環境学研究科教授　鎌田浩毅）（Ｐ24）

「論究」（第８号　2011.12 衆議
院調査局）

2

○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

・2040年までには次の三連動
地震が南海トラフ沿いで確実
に起きる
・南海トラフで起きる巨大地
震の連動は、今回の地震に
よって誘発されるものではな
く、独立に起きる

こうした事実から、私も2040年までには次の三連動地震が南海トラフ沿いで確実に起きると考え
ている。タイムリミットの期限が、今から約20年後に始まるのである。
特に、東南海地震のあと短時間で東海地震が首都圏を直撃した場合には、国家機能が麻痺す
る恐れもある。今回の地震と同様、非常に広範囲で災害が起きると、周辺地域からの救援や支
援は甚だしく遅れざるを得ない。
なお、南海トラフで起きる巨大地震の連動は、今回の地震によって誘発されるものではなく、独
立に起きるということである。というのは、今回の地震を起こした太平洋プレートと、三連動地震を
起こすフィリピン海プレートは別物だからである。言わば、和室の中で異なる畳の上に座ってい
るようなものだ。
したがって、今回の地震とは関係なしに、南海トラフ固有のスケジュールに従って2030 年代に
起きる、と予想されているのである。（東日本大震災後の我が国における防災の課題　京都大学
大学院人間･環境学研究科教授　鎌田浩毅）（Ｐ25）

「論究」（第８号　2011.12 衆議
院調査局）

2

○ ○ ○
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16 将来の巨大地震等
への備え

・三連動地震による津波で
は、首都圏は基本的には心
配ない
・ウォーターフロント地域で起
きる地盤の液状化が大きな
被害をもたらす恐れがある

なお、三連動地震は、東海から九州にかけて巨大津波をもたらす可能性があるので、首都圏に
どのような影響があるのか見ておこう。東京湾は入口が狭く奥で広まる地形なので、高さ２ｍ以
下の津波が来ると予想されている。湾内には高さ３ｍまで防ぐ防潮堤などがあるため、首都圏は
基本的には心配ないとされている。
むしろ、ウォーターフロント地域で起きる地盤の液状化が大きな被害をもたらす恐れがある。今
回の地震でも、海浜に近い千葉県浦安市では４分の３に相当する埋め立て地で激しい液状化
が起きた。また、利根川など河川沿いの造成地でも液状化の被害が続出した。地盤が比較的悪
い地域の液状化対策も、今後の大きな課題である。（東日本大震災後の我が国における防災の
課題　京都大学大学院人間･環境学研究科教授　鎌田浩毅）（Ｐ25-26）

「論究」（第８号　2011.12 衆議
院調査局）

2

○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

・2030年代に起きる地震は、
三連動地震に震源域日向
灘（宮崎県沖）が一つ加わっ
た「四連動地震」となる恐れ
がある
・被災する地域が日本の産
業経済の中心であることを考
えると、西日本大震災は東
日本大震災よりも一桁大き
な災害になる可能性を否定
できない

Ⅵ 四連動地震と「西日本大震災」
西日本で起きる三連動地震の震源域は、南海トラフ沿いに600 ㎞ほどの長さがあり、東北地方
太平洋沖地震と同規模の巨大なものである。このように長大な震源域で次々と岩盤が滑ると、強
い揺れと大きな津波をもたらすことになる。
これだけでも大震災なのだが、もう一つ西の震源域が連動する可能性があるという新しい研究
結果が出てきた。1707 年には南海トラフと琉球海溝との接続部で規模の大きな地震があったと
考えられ、南海地震の震源域の西に位置する日向灘（宮崎県沖）が連動したと推定されてい
る。すなわち、2030年代に起きる地震は、三連動地震に震源域が一つ加わった「四連動地震」
となる恐れがあるのだ。
被災する地域が日本の産業経済の中心であることを考えると、西日本大震災は東日本大震災
よりも一桁大きな災害になる可能性を否定できない。すなわち東日本大震災以上のダメージを
与え、日本経済が破綻するだけでなく世界金融危機を招くと予測する専門家も少なからずい
る。

「論究」（第８号　2011.12 衆議
院調査局）

2

○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

・東日本大震災は、北は岩
手県沖から南は茨城県沖ま
での断層が連動したと考えら
れている
・同様の現象で巨大化する
地震が、日本列島では今後
も起こり得る
・江戸以降、100～150年の
間隔で三つもしくは二つの地
震が連動しており、次も同じ
ような連動が想定されている

東日本大震災は、太平洋プレートと北米プレートの境界で発生したプレート境界型の地震だっ
た。本震の規模はＭ（マグニチュード）9.0と国内観測史上で最大。これほど規模が大きくなった
理由の一つに、震源域が広範囲に及んだことがある。北は岩手県沖から南は茨城県沖までの
断層が連動したと考えられている。
同様の現象で巨大化する地震が、日本列島では今後も起こり得る。
文部科学省の地震調査研究推進本部は、今後起こり得る可能性の高い地震の発生確率など
をまとめている。今後の地震で一番の注目は、東海・東南海・南海地震だ。内閣府の中央防災
会議の資料によると、東海・東南海・南海地震が同時発生すれば、死者数は最大で２万人を超
す。
同地域での地震の履歴を追うと、1605年の慶長地震（Ｍ7.9）や1707年の宝永地震（Ｍ8.6）では
三つの地震が連動。1854年には安政東海地震（Ｍ8.4）の32時間後に安政南海地震（Ｍ8.4）
が、そして1944年には東南海地震（Ｍ7.9）の2年後に南海地震（Ｍ8.0）が発生した。江戸以降、
100～150年の間隔で三つもしくは二つの地震が連動しており、次も同じような連動が想定され

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ○
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16 将来の巨大地震等
への備え

・東海・東南海・南海地震が
連動した場合、西側の日向
灘まで震源域が延びるパター
ンがあることが分かってきた
・日向灘まで含めると震源域
の長さは約700kmに及ぶ。約
500kmと言われている東日本
大震災よりも、はるかに巨大
・各地の津波高は最大で8～
10ｍに達する可能性がある

日向灘の破壊で最大10ｍの津波
最近の研究で、以下のような従来の想定を上回る規模の地震や津波が発生する可能性が指摘
され始めた。
「東海・東南海・南海地震が連動した場合、西側の日向灘まで震源域が延びるパターンがあるこ
とが分かってきた」と、東京大学地震研究所の古村孝志教授は話す。古村教授は三つの地震
が連動する場合の被害予測の研究に携わっている。
高知大学理学部の岡村真教授らの研究では、大分県佐伯市の沿岸部にある龍神池の地質調
査で、400～600年の間隔で押し寄せた巨大な津波による海の砂の堆積を確認している。この津
波が龍神池まで押し寄せるメカニズムは、従来の東海・東南海・南海地震の想定震源域では説
明できなかった。しかし、「日向灘まで震源域を延ばして発生する津波をシミュレーションすれ
ば、龍神池の堆積を説明できる」（古村教授）。プレート間の固着域のひずみの解析や低周波
微動の調査など、この仮定を裏付ける研究成果も出ている。
これは、東海・東南海・南海地震が連動して起こる何回かに１回の割合で、日向灘まで震源域
が延びていたことを指す。近年では、1707年の宝永地震がそれに当たる。
日向灘まで含めると震源域の長さは約700kmに及ぶ。約500kmと言われている東日本大震災よ
りも、はるかに巨大だ。従来の想定と比較して、特に被害が大きくなるのは、四国西部や九州太
平洋沿岸だ。各地の津波高は最大で8～10ｍに達する可能性がある。（Ｐ144-145）

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

・西日本でも東日本大震災
級の恐れ
・津波高が大きかった慶長地
震と、日向灘まで連動したと
される宝永地震と同様の地
震が同時に起これば、東日
本大震災と同じような規模の
地震が起こり得る

西日本でも東日本大震災級の恐れ
東海・東南海・南海地震では、もう一つ注意すべき点がある。それは、従来の予測よりも巨大な
東日本大震災クラスの地震動と津波が発生する可能性だ。海溝寄りの浅いプレートが滑って
巨大な津波が発生したと考えられている。いわゆる津波地震だ。
東海・東南海・南海地震でも、1605年の慶長地震で海溝寄りが滑ったとされている。「津波高が
大きかった慶長地震と、日向灘まで連動したとされる宝永地震と同様の地震が同時に起これ
ば、東日本大震災と同じような規模の地震が起こり得る」(古村教授)。
従来の地震の長期評価は、二つまたは三つ前の地震の履歴から次の地震を想定するもの
だった。それよりも過去の地震を踏まえて数百年や千年の間隔で起こり得る地震をどう評価す
べきかが議論の的になっている。実際に、東日本大震災は、1000年以上前の貞観地震による
地震の震源域や津波の規模と似たタイプの地震だったと専門家が指摘している。地震の長期
評価は転換期にあるわけだ。（Ｐ145-146）

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ○

16 将来の巨大地震等
への備え

・今後、起こり得る大地震の
一つに東海地震があります
・最大値を用いた断層モデル
を採用すれば、今の想定より
も大きな津波が起こり得るの
です

―今後、起こり得る大地震の一つに東海地震があります。

東海地震の想定規模は見直した方がいい。今のマグニチュードの推定は過去の津波のデータ
から逆算して震源域を決めており、そのデータに大きな変動幅がある。そのため平均値で断層
モデルをつくっています。
つまり最大値を用いた断層モデルを採用すれば、今の想定よりも大きな津波が起こり得るので
す。どの規模の範囲で津波が起こり得るか、今回の震災での教訓は、その幅を示すことだと私
は考えています。（「最悪の被災シナリオを描けるか　複合災害の可能性や想定地震規模の見
直しを指摘」河田恵昭・関西大学社会安全学部長・教授）（Ｐ155）

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ○

63 防災国際協力 東日本大震災により得られた
知見や教訓を諸外国に対し
て広く情報発信し、共有すべ
き

９．国境を越えた教訓の共有
○ 東日本大震災により得られた知見や教訓は、我が国のみならず諸外国の防災力の向上に
も資するものであり、大震災に際して寄せられた多大な支援に報いるためにも、諸外国に対して
広く情報発信し、共有すべき。
○ とりわけ、平成27 年に予定される国連防災世界会議の日本招致を成功させるとともに、国際
会議の開催、調査研究、人材育成等を通じて知見・教訓の共有を推進すべき。（P41）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ○
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63 防災国際協力 ・ＡＳＥＡＮ＋３の中で防災分
野のイニシアティブを採ること
は日本の最優先の外交課題
の１つとして認識
・その認識の下、「緊急対話
東日本大震災と防災協力の
あり方」（グローバルフォーラ
ム）を開催

東アジア諸国はこれまでに長きにわたって、自然災害によってもたらされる大規模な被害に悩ま
され続けてきた。こうした自然災害に対して、とりわけ本年３月の東日本大震災を教訓として、私
たちはいかに立ち向かうべきか。１つのヒントは、防災協力のための地域協力という可能性であ
る。事実、ＡＳＥＡＮ＋３の枠組みにおいては、防災協力を地域協力の最優先課題の１つとする
ことで意見は一致しており、２００７年に採択された「東アジア協力に関する第二共同声明」およ
び「作業計画」の中でも防災協力についての言及が行われている。そうした中で、日本は、ＡＳＥ
ＡＮ＋３の中で防災分野のイニシアティブを採ることを最優先の外交課題の１つとして認識して
いる。
以上を踏まえ、防災のための地域協力をいかにして進展させるか、そして、日本は東日本大震
災の教訓を受けて、今後日本がいかにして、防災協力の分野で外交的イニシアティブをとって
いくべきか、その具体的な方策をめぐる議論を深めることを目的として、グローバル・フォーラム
は７月８日（金）に、政策研究大学院大学（ＧＲＩＰＳ）、日本国際フォーラム、東アジア共同体評
議会の共催で東京において緊急対話「東日本大震災と防災協力のあり方」を開催した（於：ＧＲＩ
ＰＳ「想海樓ホール」）。当日は日本、中国、韓国、米国、ＡＳＥＡＮ７カ国、ＡＳＥＡＮ事務局から
招かれた１９名のパネリストを含む総勢２１７名の参加を得て、３時間半にわたって熱心な議論が

「緊急対話　東日本大震災と防
災協力のあり方　＜ 報 告 書
＞」（２０１１年７月８日　主催：グ
ローバル・フォーラム　共催：政
策研究大学院大学・日本国際
フォーラム・東アジア共同体評
議会）

1

○ ○ ○

63 防災国際協力 東ｱｼ ｱ゙地域は、協力をして
防災に努めるべき、防災協
力によってリスクを削減し、防
災効果を上げていくべき、地
域の防災協力をとおして、シ
ミュレーションや情報交流を進
めるべき

パナダ・プチャロエンシルプ（タイ内務省研究国際協力部上席研究員）：
タイは、２００４年のスマトラ沖地震とインド洋津波で影響を受けました。そして多くの人的被害が
あり、家屋と人命が失われました。私どもが誇っていいことは、こういった災害が沿岸県に大きな
影響を与えたものの、世界の人々が緊急救援をしてくださったということです。それによって被害
者を支援し、基金をつくっていただきました。その教訓を世界と分かち合いたいと考えていま
す。
２００４年１２月２６日、インド洋、スマトラ西岸沖で起きた津波のタイ南部への影響について、お
話しいたします。アンダマン海に面するタイ南部６県が影響を受けました。プーケット、トラン、パ
ンガー、クラビー、ラノーン、サトゥーンです。全体の被害としては、５,０００人以上が負傷し、２,０
００人が行方不明になりました。このアンダマン海６県で、４００の村が影響を受けました。多くの
住宅全壊と半壊があり、５万８,０００人が影響を受けました。
タイは、以前にも津波の経験はありました。しかし、これだけの規模の津波は起きたことがありま
せんでした。この災害から我々が学んだのは、タイで自然災害の頻度と重篤度が高まっていると
いうこと、そして人命、家屋、経済に対する被害が大きく、社会全体に対する影響が極めて大き
いということです。
この地域は、当然、協力をして防災に努めるべきです。防災協力によってリスクを削減し、防災
効果を上げていくべきだと考えています。復旧作業もしかりです。早期警戒体制をつくることも重
要です。早期警戒体制が防災の重要なメカニズムになります。地震だけ、あるいは津波を伴う場
合でも、早期警戒体制があったとすれば、人命の損失、家屋の損失を極小化することができた
はずです。
現在、津波の防災のため、各国が早期警戒制度を沿岸地域につくっています。この早期警戒

「緊急対話　東日本大震災と防
災協力のあり方　＜ 報 告 書
＞」（２０１１年７月８日　主催：グ
ローバル・フォーラム　共催：政
策研究大学院大学・日本国際
フォーラム・東アジア共同体評
議会）

1

○ ○ ◎
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63 防災国際協力 ・巨大災害はほとんどアジアで
発生
・この地域では、地震とか洪
水、台風、火山噴火など、同
じような種類の災害が発生
・そのため災害を軽減するた
めの智恵、教訓、技術を地
域内で共有できる
・防災・減災の地域協力は
大きな意味を持つ

岡﨑健二（政策研究大学院大学教授）：
議長、ありがとうございます。皆様、こんにちは。スライド（本報告書、５４ページ）を見ながらお話
ししたいと思います。２枚目のスライドは、過去３０年間で最も死者数の多かった災害を列挙して
おります。１９８０年代に１件、９０年代に３件、そして、２０００年以降に６件ということです。巨大災
害の数が増えていることがわかります。
特に、これまで例を見ない災害が起こっています。規模も大きくなっています。このような巨大災
害は、多くの場合、地震が原因です。洪水やサイクロンは予測ができるし、警戒警報を事前に出
すこともできますので、避難もできます。しかし、地震の場合は前触れもなく突然襲われるわけで
すから、多くの人たちが被災者になってしまう。犠牲者の多かった１０の災害のうち、７つが地震
です。また、巨大災害はほとんどアジアで発生しています。１０のうち７つがアジアで発生してお
り、アジアが大規模災害多発地域であることがわかります。
本会議は、東アジアに焦点を当てています。東アジアも自然災害が多発する地域です。多くの
人々が亡くなったり、負傷したりするわけですが、経済的な損失が大きいわけです。大規模災害
は数カ国を同時に襲います。東日本大震災のように、経済的に大きな影響を周辺国にも与えま
す。この地域では、地震とか洪水、台風、火山噴火など、同じような種類の災害が発生していま
す。そこで、災害を軽減するための智恵、教訓、技術を地域内で共有できます。つまり、防災・
減災の地域協力は大きな意味を持ちます。（P25）

「緊急対話　東日本大震災と防
災協力のあり方　＜ 報 告 書
＞」（２０１１年７月８日　主催：グ
ローバル・フォーラム　共催：政
策研究大学院大学・日本国際
フォーラム・東アジア共同体評
議会）

1

○ ○ ◎

63 防災国際協力 コミュニティーベースの防災活
動を通してパイロットプロジェク
トを

岡﨑健二（政策研究大学院大学教授）：
本セッションの目的は、防災のための地域協力の提案をするということです。最後に、私なりに
パイロット・プロジェクトを提案してみたいと思います。政府間でたくさんの国際協力プロジェクト
が既に存在します。申しましたとおり、最も重要なのはモチベーションであり、地方自治体とコ
ミュニティーの能力向上です。ということで、地方自治体とコミュニティーとそこに住む人々を対
象にした、パイロット・プロジェクトを提案します。コミュニティーベースの防災活動を通して、人々
がみずからのリスクを理解して、適切な行動をとることにより、災害リスクを低減しようとするもので
す。
具体的には、この地域でいくつかのコミュニティー（都市）を選択して、洪水、台風、津波などの
タイプによって分け、コミュニティーみずからが災害シナリオを策定して、行動計画を立てます。
シナリオというのは、災害後、例えば１時間後、１週間後、１カ月後に何が起こるかということで
す。外部の専門家がアドバイスを与えることはできますが、自分で行動計画を立てる方が実際の
行動につながりやすいわけです。
このような活動を行うコミュニティーに、技術的支援、小規模な資金的支援を行い、能力向上に
貢献することも可能です。日本、中国、韓国、タイなどから、近隣諸国で同じような災害が発生す

「緊急対話　東日本大震災と防
災協力のあり方　＜ 報 告 書
＞」（２０１１年７月８日　主催：グ
ローバル・フォーラム　共催：政
策研究大学院大学・日本国際
フォーラム・東アジア共同体評
議会）

1

○ ○ ◎
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Ⅵ．復興の基本的考え方

Ⅶ．災害に強い国土、地域、都市の形成
10 国土計画や都市計

画、地域計画のあり
方に関するもの

・復興計画は遅れている感は
否めない
・都市計画のあり方を再度検
討していく必要がある
・そこで重要なのは住民の意
見をいかに取り込んでいくか
・欧米の都市計画は自治体
経営の中核的な手法になっ
ている
・日本の都市計画も、欧米の
事例に向かって進化する必
要がある

東日本大震災の復興は、発災後の救急・救援・避難から応急復旧、復旧、復興へと進展してお
り、現在では復興の計画づくりから復興事業の実施へと歩を進めている。しかしながら、復興計
画は遅れている感は否めず、それは、防波堤の高さが決まらない（可住地の指定ができない）、
国の予算が決まらない（各種事業に着手できない）など国の指示待ちの面と、復興計画を策定
する自治体の「空間計画」の前提が決まらない面によるものと考えられる．
復興の計画づくりは、上記のような問題があるにしても進めていくことが必要であり、特に都市計
画に関しては、前述のように都市計画のあり方を再度検討していく必要がある。その中で重要な
ことは、そこに居住する住民の意見をいかに取り込んでいくかであり、住民主体の都市計画に
持っていかなければならない。すなわち、住民が自分たちのコミュニティの将来像を、住民主体
の学習でのビジョンづくりによって決めることであり、これまでの全国画一の都市計画技術・事務
という「都市計画」を乗り越え、「基礎自治体の空間サービス」という公共サービスを確立すること
で、復興の都市計画は策定されなければならない。その際の大きなポイントは土地利用の概念
であり、日本の都市計画は，建築・開発規制を行うのみであるため、旧法・新法・改正法と旧法
成立１００周年（２０１９年）を迎えようとしているものの、それほど進化していないようである。一
方、欧米の都市計画は自治体経営の中核的な手法になっており、都市的・非都市的な土地利
用の一元的計画・管理を行っている。したがって、日本の都市計画も、欧米の事例に向かって
進化する必要がある。（和泉潤・名古屋産業大学／山本佳世子・電気通信大学）（P36-37）

「東日本大震災の復旧・復興へ
の提言」（技報堂出版　2012年3
月）

2

○ ○ ◎

10 国土計画や都市計
画、地域計画のあり
方に関するもの

国土保全等の対策と都市計
画、土地利用施策、ハザード
マップ等ハード・ソフトの施策
を組み合わせた減災の考え
方に基づき、災害に強い国
土とまちの形成を図るべき

④ 地震・津波に強い国づくり、まちづくり
○ 国土保全等の対策と都市計画、土地利用施策、ハザードマップ等ハード・ソフトの施策を組
み合わせた減災の考え方に基づき、災害に強い国土とまちの形成を図るべき。
○ 住民等の安全を確保するとともに生活や産業への被害を軽減するため、「津波防災地域づく
りに関する法律」等に基づく地域づくり、まちづくりを推進すべき。
○ 住民の視点が反映され、地域防災計画と都市計画の連携が図られたまちづくりを進めるべ
き。
○ 本格的な高齢社会の到来、人口減少が進む中で、学校や社会福祉施設をコミュニティの交
流拠点と位置付け、災害時の避難が容易で地域のコミュニティが維持されるコンパクトで安全な
まちづくりを進めるべき。その際、学校を緊急避難場所と位置付け、その整備を進めるべき。

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

10 国土計画や都市計
画、地域計画のあり
方に関するもの

低頻度ではあるが大規模な
津波災害に対する減災の考
え方を明確にし以下のような
点に留意し、具体的な取り
組みを進める必要がある
・自助・共助・公助を踏まえ
た国の役割
・ハード・ソフトの連携（組み
合わせ）
・限られた財源等の中での効
果的な施策展開

これまで、我が国では被災した三陸地方をはじめ、巨大津波による災害が繰り返されてきた歴
史があるが、津波災害の経験と教訓を次世代にも継承し、将来の被害をできる限り軽減するた
めには、防災・減災のための具体的な取り組みを、世代を超えて持続させることが必要であり、
そのための仕組みが求められている。
以上を踏まえると、これまで津波対策については、一定頻度の津波レベルを想定し、主に海岸
堤防などのハードを中心とした対策を行って来たが、今回のような低頻度ではあるが大規模な
津波災害に対する減災の考え方を明確にするとともに、以下のような点に留意し、具体的な取り
組みを進める必要がある。
・自助・共助・公助を踏まえた国の役割
・ハード・ソフトの連携（組み合わせ）
・限られた財源等の中での効果的な施策展開（P2）

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ◎
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10 国土計画や都市計
画、地域計画のあり
方に関するもの

陸域に遡上した最大クラスの
津波を対象に次のようなこと
を検討
・避難先となる建築物等の前
面において、津波がどの程度
せき上げるか
・浸水、盛土や切土により生
ずるがけを津波の作用に対し
て安全なものとするためにはど
のような構造とすればよいか
・津波防護施設について、ど
のような構造とすればよいか

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波を受け、国土交通省では津
波防災地域づくり制度の法制化に向けた検討を行ってきた。
同年１２月７日には津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号、以下「法」とい
う。）が成立し、同年１２月２７日には「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」（以下
「基本指針」という。）が定められた。
こうした検討において津波防災地域づくりの全体像が明確になっていく中で、陸域に遡上した
最大クラスの津波を対象に、
・避難先となる建築物等の前面において、津波がどの程度せき上げるか、
・浸水のおそれがある区域での一定の開発行為について、盛土や切土により生ずるがけを津波
の作用に対して安全なものとするためにはどのような構造とすればよいか、
・新たに位置づけることとした津波防護施設について、どのような構造とすればよいか
に関して、技術的な検討が必要とされた。
このため、水工学や津波工学、海岸工学、地盤工学を専門とする有識者や行政関係者からなる
「津波防災地域づくりに係る技術検討会」を計４回開催し、技術的な検討を進めてきた。
これまでの検討の成果として、本報告書の第２章については、基本指針の「五 警戒区域及び特
別警戒区域の指定について指針となるべき事項」に、その主要な部分が記載されたところであ
る。（P1)

「津波防災地域づくりに係る技
術検討報告書」（平成２４年１月
２７日　津波防災地域づくりに係
る技術検討会）

1

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・津波が来ない場所に住むと
いう単純な理由だけで、高台
移転の場所を選ぶという発想
には限界
・何か一つに頼るのではなく、
堤防や建造物の改良、高台
移転などさまざまな方法を総
合的かつ効果的に活用

このように、暮らしと住まいという点からみれば、津波が来ない場所に住むという単純な理由だけ
で、高台移転の場所を選ぶという発想には限界がある。旧集落の跡地を国有化し立ち入り禁止
にしても、場所によっては、その周辺に下りてくる家が出てくる可能性もあるのである。では、どう
すればいいのか。
高台移転に関して言えば、生業との関係上、津波の危険が残る場所を選ばざるを得ない例も出
てこよう。その際は、堤防や道路などの高架化により津波の勢いを弱め、さらに高齢者らの存在
も考慮した、使いやすく頑丈で高い避難所を建ててもよい。今回の大震災では、堤防だけでは
津波の被害を防ぐことができないばかりか、逆にその存在が「安心」を生み出し、被害を大きくし
た。その点からすれば、防災意識と避難行動も重視されよう。　何か一つに頼るのではなく、堤
防や建造物の改良、高台移転などさまざまな方法を総合的かつ効果的に活用する、地域の実
情に合わせた方法こそ考えるべきではないか。と同時に、今回の被害状況も参考にした、より良

「[座標]　高台移転論議／暮ら
し踏まえ総合的に（政岡伸洋・
東北学院大文学部歴史学科教
授）」（2011.10.1　河北新報）

2
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11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・低地に戻ってしまうという帰
巣本能を前提とした防災・減
災対策を
・堤防は6ｍ、高所に逃げる
道と避難場所を確保
・避難場所として、高さ20ｍ
以上の鉄筋コンクリートのゴツ
くて重い四角い津波避難ビル
を海岸に約400ｍごとに並べ
るという方法が有効

帰巣本能
津波で甚大な被害を受けると、必ず住居の高所移転の話がもち上がる。明治の津波のときも、
昭和の津波のときもそうだったが、今回もあちこちの被災地で高所移転が検討されているよう
だ。三陸は水産業で生きている。海から離れて仕事をすることはできない。高い所に住んで水
産業を糧とする人だけが車で海に下りるという考えもあるが、そういう不便な生活が続けられるの
だろうか。結局、明治のときも昭和のときも、一度は高所移転したものの、結局元の低い便利な
土地に戻ってきてしまった。
災害が発生した直後はその記憶は鮮烈であるが、しだいにその記憶が薄れ、何をしても結局
は、この三陸の町々も次に津波が襲われるときまでにまた同じように低地に舞い戻ってしまうの
ではないだろうか。
これを前提に今後の防災・減災の対策を立てなければならない。以下筆者の考えを提起してみ
たい。ハードウェアとしては、堤防は高くても6ｍ程度とし、津波から町を完全に守るのではなく、
高潮・高波・台風からは町を守れるようにする。また、高所に逃げる道をきちんと整備し、それが
常に生きている状態に保つことが必要である。さらに、高所避難が難しい地域では、それに代わ
る避難場所が必要である。しかもこれらのことを住民全員が共通の知識として理解しておかなけ
ればならない。もちろんそのための教育、教化、訓練が要る。それを刺激するような様々な行事
も必要である。信玄堤を踏み固めるために信玄は堤防でお祭りを催したという。これなど素晴ら
しいアイディアである。
避難場所として、高さ20ｍ以上の鉄筋コンクリートのゴツくて重い四角い津波避難ビルを海岸に
約400ｍごとに並べるという方法が有効である。また、津波シェルタ（次項で詳述する）を作ること
も有効だと考えられる。400ｍというのは東京などの都市部でバス停などを設置するときの暗黙
知のピッチである。この程度の距離ならば歩いて行くのが負担にならないそうだ。建物には外階
段を付け、屋上に500～1,000人が避難できるようにする。日照や降雨・降雪を遮ることができる
ように、簡単な屋根も必要である。小学校の運動会や地方自治体の様々な活動をそこで行い、

「巨大地震　巨大津波　東日本
大震災の検証」（朝倉書店
2011年11月）

2

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

津波被害が想定される沿岸
地域は、一律的な規制でな
く、立地場所の津波に対する
安全度等を踏まえて多様な
地域の実態・ニーズに適合
し、また、津波防災のための
施設整備等の進捗状況に
応じた見直し（解除や制限緩
和等）も可能となるような制
度に

（３）土地利用・建築構造規制
① 津波災害によるリスクを回避するために、津波災害により大きな被害を受けるおそれがある区
域において建築に関する制限をするには、基本的な制度である建築基準法に基づく災害危険
区域制度の活用を図ることが考えられる。
② 一方、土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律）は、土砂災害の発生のおそれのある区域では警戒避難体制の整備、そのうち著しい危害
を生じるおそれのある地域では、一定の開発行為に対する制限、建築物の構造規制等を行うな
ど、想定される災害の被害の度合いに応じた区域指定・解除や区域内での規制内容を法令に
定めており、全国で２０万箇所以上の指定実績がある。津波防災に関しても、これを参考にした
制度導入を検討すべき。
③ 津波被害が想定される沿岸地域は、一般的に市街化が進んだ都市的機能が集中するエリ
アであることから、今後検討する土地利用規制については、一律的な規制でなく、立地場所の
津波に対する安全度等を踏まえて、市街化や土地利用の現状、地域の再生・活性化の方向性
を含めたまちづくりの方針など多様な地域の実態・ニーズに適合し、また、津波防災のための施
設整備等の進捗状況に応じた見直し（解除や制限緩和等）も可能となるような制度とすることが

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ◎
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11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・高台移転、移転先の高台
には限りがある
・津波防災まちづくりにおいて
は、防災・減災対策を充実さ
せることはもちろん、地域コミュ
ニティ・商店街や歴史・伝統・
文化などを大切にしつつ、生
活基盤となる住居や地域の
産業、都市機能等が確保さ
れ、地域の再生と活性化が
展望できるまちづくりとすること
が重要

（４）津波防災のための施設の整備等
③ 過去の津波災害でも高台への移転が行われ、一定の効果を上げた例があるが、被害が広
範囲に渡る場合の移転先の高台には限りがあり、また、暮らしを元に戻すために平地を利用し
たまちづくりを求める意見も多い。そこで、津波防災まちづくりにおいては、防災・減災対策を充
実させることはもちろん、地域コミュニティ・商店街や歴史・伝統・文化などを大切にしつつ、生活
基盤となる住居や地域の産業、都市機能等が確保され、地域の再生と活性化が展望できるまち
づくりとすることが重要である。このため、例えば、公共公益施設・生活利便施設・交通インフラ
を含む市街地の整備・集団的移転や、住宅の中高層化、土地区画整理事業等における街区の
嵩上げ、津波防災に資する緑地の整備などの手法についても、検討すべき。（P5-6)

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ○ ○ ○

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・高台移転に関して言えば、
生業との関係上、津波の危
険が残る場所を選ばざるを得
ない例も出てこよう
・何か一つに頼るのではなく、
堤防や建造物の改良、高台
移転などさまざまな方法を総
合的かつ効果的に活用す
る、地域の実情に合わせた方
法こそ考えるべきではないか

このように、暮らしと住まいという点からみれば、津波が来ない場所に住むという単純な理由だけ
で、高台移転の場所を選ぶという発想には限界がある。旧集落の跡地を国有化し立ち入り禁止
にしても、場所によっては、その周辺に下りてくる家が出てくる可能性もあるのである。では、どう
すればいいのか。
高台移転に関して言えば、生業との関係上、津波の危険が残る場所を選ばざるを得ない例も出
てこよう。その際は、堤防や道路などの高架化により津波の勢いを弱め、さらに高齢者らの存在
も考慮した、使いやすく頑丈で高い避難所を建ててもよい。今回の大震災では、堤防だけでは
津波の被害を防ぐことができないばかりか、逆にその存在が「安心」を生み出し、被害を大きくし
た。その点からすれば、防災意識と避難行動も重視されよう。　何か一つに頼るのではなく、堤
防や建造物の改良、高台移転などさまざまな方法を総合的かつ効果的に活用する、地域の実
情に合わせた方法こそ考えるべきではないか。と同時に、今回の被害状況も参考にした、より良

「[社説]　大震災1年　新しい日
本へ　初心を貫き町と産業を復
興しよう」（2012.3.4　日本経済
新聞）

2

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・東日本大震災で被災した
本県など9県で復興基金を
創設
・被災者自らが考えた提案が
実現できれば、小さな事業で
も地域にとっては大きな自信
となる

政府は、東日本大震災で被災した本県など9県で復興基金を創設するための財政支援を行うこ
とを決めた。
被災者自らが考えた提案が実現できれば、小さな事業でも地域にとっては大きな自信となるに
違いない。上からの押しつけではなく、被災者が主人公という意識も醸成できるのではないだろ
うか。

「[論説]　復興基金　被災者の
提案を大事に」（2011.10.19　岩
手日報）

2

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・陸前高田千年みらい創造
会議（田村満代表）は７月、
独自のまちづくりビジョンを提
案
・提案者は被災地や被災者
の意見を重視しない国主導
のまちづくりで本当にいいのだ
ろうか」と疑問を投げ掛ける

一方、県中小企業家同友会気仙支部や陸前高田青年会議所が中心となって結成した陸前高
田千年みらい創造会議（田村満代表）は７月、独自のまちづくりビジョンを提案した。
防潮堤は道路のかさ上げなどで数メートルに抑える一方、高台への集落形成や避難路の整備
に重点を置き、防潮堤整備の予算をそちらへ回すべきだと考えた。
しかし、市に実現を求めたところ「こんな事業は国のメニューにない。市が単独で行えば、とんで
もない借金を抱えてしまう」と受け入れられなかった。
同青年会議所の高橋勇樹理事長は「東日本大震災では、防潮堤などハード整備だけでは人命
を守り切れないことを思い知らされた。今回の経験を後世に伝え、住民が避難することを忘れな
い『多重防災』の取り組みが重要なのに、被災地や被災者の意見を重視しない国主導のまちづ
くりで本当にいいのだろうか」と疑問を投げ掛ける。

「[再興への道]　第5部　復興計
画（1）　防潮堤や土地利用　国
主導、住民の声遠く」
（2011.10.22　岩手日報）

2

○ ○ ○
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11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・復興庁、権限と予算が限
定された中で、どのような存
在感を示すのか。ワンストップ
ですべて解決できるのか。今
のところは不透明

東日本大震災からの復興の司令塔となる「復興庁」の役割が、臨時国会に設置法案が提出さ
れる段階になっても今ひとつはっきりしない。
気になるのは「腕力」のなさだ。他省庁から権限を移す案は、非効率として実現しなかった。特
区の認定や交付金の配分も所管することが決まったが、業務は自治体の支援・助言や各省庁
間の調整が中心となる。
権限と予算が限定された中で、どのような存在感を示すのか。ワンストップですべて解決できる
のか。今のところは不透明だ。

「[論説]　復興庁　「力業」を発
揮できるか」（2011.10.23　岩手
日報）

2

○ ○ ○

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・東日本大震災からの復興と
東北の未来を語る上で、地
方分権は大きなテーマ
・東北が広域連携の有用性
を見せつけられたのは、震災
復旧においてだった。中でも
関西広域連合の水際だった
支援活動は目を引いた

東日本大震災からの復興と東北の未来を語る上で、念頭に置いておかなければならない長期
的なテーマがある。地方分権だ。
どんなに立派な防波堤や港湾、市街地が造成されても、そこに住まう者の意思が反映されてい
なければ、愛着など湧かない。大事な視点は「地方のことは地方で」。言い換えれば復興のプ
ロセスに、自己決定権をしっかりと埋め込むことだ。
皮肉なことに、東北が広域連携の有用性を見せつけられたのは、震災復旧においてだった。中
でも関西広域連合の水際だった支援活動は目を引いた。
岩手、宮城、福島３県に半年間で土木技術者や保健師など延べ４万５千人の職員を派遣した
ほか、約２６万食分のコメや約２万台の簡易トイレなどを送った。
採用した支援方法は「カウンターパート方式」。岩手県の担当は大阪、和歌山、宮城県は兵
庫、徳島、鳥取、福島県は京都、滋賀―と振り分けた。顔の見える継続的な支援が、復旧・復
興に大きく貢献したことを被災地の首長や住民は忘れていない。

「[社説]　東日本大震災　広域
連携／復興を支える東北の結
束」（2011.11.17　河北新報）

2

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・３・１１からの復旧作業に献
身的に従事してきた自治体
職員に疲労の色
・中長期的な復興スケジュー
ルを考えた場合、外部からの
人材登用を積極的に進める
必要

東日本大震災からの復興を最前線で担うのは市町村職員だ。住宅の高台移転にせよ、商店
街の再興にせよ、住民との合意形成を含めた膨大な仕事量が待ち受けている。
３・１１からの復旧作業に献身的に従事してきた自治体職員に疲労の色が見える。他県からの
応援も徐々に引き始めた。とりわけ、多くの職員が犠牲になった自治体では今後、マンパワー
不足が深刻化する恐れがある。
１０年、２０年という中長期的な復興スケジュールを考えた場合、外部からの人材登用を積極的
に進める必要がある。「開かれた役所」づくりが、復興の鍵を握っている。

「[社説]　東日本大震災　自治
体の人手不足／大胆な外部登
用で乗り切れ」（2011.12.8　河
北新報）

2

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

県も市町村も専門職員が不
足。今一番必要なのは人材

本格的な復興に向け、インフラ整備を中心に膨大な事務量をこなす必要がある。県も市町村も
専門職員が不足している。今一番必要なのは人材と、昨年１０月に策定した「宮城県震災復興
計画」を“絵に描いた餅”にしない必要な財源を確保すること。残り９年、しっかり取り組んでい
く。

「有効に機能した「広域連合」の
支援（村井嘉浩・宮城県知事）」
（2012.3.7　産経新聞）

2

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・自治体の人材や技術力が
不足
・将来に亘って防災・減災、
調査・設計・建設・維持管理
の指導に適切に対応ができる
技術系職員の育成が急務

東日本大震災が提起したこと
統一的・総合的な復旧・復興政策の実行と地方自治体の技術力強化：震災復興・放射線被害
対策等においては国土交通省、農林水産省、経済産業省、環境省、文部科学省、厚生労働省
等多くの省庁が関係しており、また国・県・市町村レベルの違いによる縦割り行政の弊害も多く
見られた。そのような困難の中、6 月20 日、復興基本法が成立し、今後は統一的・総合的な政
策の力強い実施が求められる。一方、自治体の人材や技術力が不足してきており、技術者不足
による復興の遅れがたいへん危惧される。将来に亘って防災・減災、調査・設計・建設・維持管
理の指導に適切に対応ができる技術系職員の育成が急務である。

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ◎
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11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・持続的に安全な社会環境
整備を保証する法的整備が
望まれる

法体系の整備：過去の災害経験は、迅速なる防災関連法令の整備を促してきた。建築関係法
令や土地利用制限法令の整備とともに、持続的に安全な社会環境整備を保証する法的整備が
望まれる。

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・各自治体は、行政のＢＣＰ
（Business　Continuity
Preparedness：業務継続計
画）すなわち、ヒト・モノ・カネ・
情報の継続性を図っていくこ
とが急務
・被災自治体の発災後の業
務の継続性について検証して
いき、その成果をＢＣＰに生か
していかなければならない

被災自治体の復旧・復興、そしてこれから来るであろう首都直下型や東海・東南海・南海３連動
地震への備えとして、各自治体は、行政のＢＣＰ（Business　Continuity　Preparedness：業務継
続計画）すなわち、ヒト・モノ・カネ・情報の継続性を図っていくことが急務といえよう。そのために
は、被災自治体の発災後の業務の継続性について検証していき、その成果をＢＣＰに生かして
いかなければならない。
また、平成の大合併が被災自治体に与えた影響もＢＣＰを考えるうえでは重要である。１９９９年
に３２３２市町村であった自治体が、１０年後の２００９年には１７７７市町村と約半減している。合
併前であれば一つの自治体として意思決定できた地域が、合併によって拡大した自治体の意
思決定の一部になってしまい、行政サービスの面で後れを取る可能性がある。例えば、発災時
での意思決定のタイムラグや地域に適した意思決定、情報提供が困難になるなどである。逆
に、大きな自治体の一部になってしまったことで、これまでは財政的な面から困難であった行政
サービスが可能となった面もある。例えば、防災対策が進展するなどである。このように合併に
ついては是非があるが、それを検証することで今後の合併を考える際の対応すべきポイントの

「東日本大震災の復旧・復興へ
の提言」（技報堂出版　2012年3
月）

2

○ ○ ○ ○

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

[復旧・復興をスムーズに成し
遂げるための仕組み]
・迅速な復興を進めるため、
あらかじめ、復興の基本的な
枠組み（復興本部、復興基
本方針､復興財源(交付金、
復興基金等)等）及び復興
施策を制度化することを検討
すべき

復旧・復興をスムーズに成し遂げるための仕組み
① 復興の枠組み及び施策の制度化
○ 迅速な復興を進めるため、あらかじめ、復興の基本的な枠組み（復興本部、復興基本方針､
復興財源(交付金、復興基金等)等）及び復興施策を制度化することを検討すべき。（P33）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

[復旧・復興をスムーズに成し
遂げるための仕組み]
・震災特別対策の検証と必
要な措置の制度化

復旧・復興をスムーズに成し遂げるための仕組み
② 震災特別対策の検証と必要な措置の制度化
○ 被災者や企業、地方公共団体の立場から見れば、あらかじめ、特別対策等の全体像が分
かっていれば、安心して、より効率的な対応をとることもできるので、次の大災害に備え、東日本
大震災においてとった制度上及び運用上の特別対策の効果・是非を検証し、有効な対策につ
いては直ちに発動できる方策を確立すべき。（P33）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

[復旧・復興をスムーズに成し
遂げるための仕組み]
・災害想定に基づいて、事前
に復興まちづくり計画を策定
・地方公共団体が使いやす
い支援策の構築
・行政と民間の協働の仕組
みを検討

復旧・復興をスムーズに成し遂げるための仕組み
③ その他スムーズな復旧・復興のための仕組み
○ 幾つかの災害対応において、法的に所管する部局と、その業務と類似の業務を平常時に
行い知見を持っている部局が異なる場合があり、このことが有効な対応の支障とならないよう
な体制の確立を図るべき。
○ 災害想定に基づいて、事前に復興まちづくり計画を策定することを検討すべき。
○ 仕事の確保や産業振興に関し、スピード感があり、地方公共団体が使いやすい支援策の
構築を検討すべき。
○ 復旧・復興の様々な対策の実効性を高めるためには安定的な財源の確保が必要であり、
財政措置のあり方について検討が必要ではないか。
○ 特定の活動に対して、賛同する個人が寄附をする支援金が今回の災害で注目された。この
仕組みについて検討し、活用の方向性を考えるべき。
○ 変化していく局面に応じた被災者のニーズを迅速に把握し、対応していくための行政と民間
の協働の仕組みを検討すべき。
○ 広域避難者等も含めた総合的な情報提供、相談窓口の立ち上げを標準化しておくことを検
討すべき。（P33）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

[早期の復旧・復興を図るた
めの制度]
・被災地の早期復興に資す
る特例的施策を検討し、今
災害から速やかに適用すべき

（５）早期の復旧・復興を図るための制度
① 被災地の早期復興に資する特例的施策（農地と住宅地の一体的整備に係る手続のワンス
トップ化、所有者の所在不明土地の取扱、復興を先導する拠点的な市街地の整備手法等）を
検討し、今災害から速やかに適用すべき。（P6）

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

[早期の復旧・復興を図るた
めの制度]
・被災時のがれき処理の方
法、仮設住宅の設置場所、
物資の流通の確保のための
方策等を事前に定める

（５）早期の復旧・復興を図るための制度
② 被災時のがれき処理の方法、仮設住宅の設置場所、物資の流通の確保のための方策等を
事前に定める等、被災しても国民生活と産業活動の早期の復旧・復興を可能とする事前の取り
組みを有効活用すべき。（P6）

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ◎

11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

[早期の復旧・復興を図るた
めの制度]
・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣等
の活動を円滑かつ確実に実
施できるよう制度上も明確に
位置づける

（５）早期の復旧・復興を図るための制度
③ 国土交通大臣がＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣等を通じて行っている被災状況調査、湛水排除等
の被災地方公共団体への支援活動を引き続き円滑かつ確実に実施できるよう制度上も明確に
位置づけることについて検討すべき。（P6）

「社会資本整備審議会・交通政
策審議会交通体系分科会　計
画部会緊急提言　『津波防災ま
ちづくりの考え方』」（平成２３年
７月６日　社会資本整備審議
会・交通政策審議会交通体系
分科会計画部会）

1

○ ○ ◎
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11 土地利用、住まい
方に関するもの（高
台移転批判含）

・復興に向けては、専門家の
人材バンクのようなものを土
木学会がつくって、自治体の
要望に応じて派遣したい
・被災地に復興計画をせめて
イージーオーダーとするため、
被災した各自治体に専門家
を派遣

―被災地の復興に向けて、土木はどんな役割を果たすべきでしょうか。

土木が貢献すべきことはたくさんあります。津波の問題にしても、復興まちづくりの問題にして
も。
土木学会の東日本大震災特別委員会は、初動時はタスクフォースを組織してコントロールし、
調査団を派遣したり記者発表をしたりしてきましたが、その役割は終わって、次の段階に入りま
す。
特別委員会のなかで津波の問題であるとか、がれき処理のこととか、地盤改良といった特定の
テーマを検討していきます。

■被災自治体に専門家を派遣したい
復興に向けては、専門家の人材バンクのようなものを土木学会がつくって、自治体の要望に応
じて派遣することを考えています。現役は無理かもしれませんが、我々のように一線を退いてい
て経験のある人たちを派遣するのです。

―興味深い取り組みです。これまでにやったことは?

ありません。ぜひ実現したい。
復興に当たって、相談できる人がいてアドバイスができればいい。土木学会だけでなく、国交省
と一緒に取り組んだ方が効果的でしょう。国や自治体と協働して、復興をできるだけ早めていい
ものにしたいと思います。自治体が持っていない知識を、学会として出せる可能性がありますか
ら。
被災地に復興計画を一律に押しつけるのは意味がありません。そうすればかえって復興が遅れ
ます。
復興計画や防災計画はその地に合ったものにしなければなりません。自治体によって、事情は

「東日本大震災の教訓　土木編
インフラ被害の全貌」（日経ＢＰ
社／2011年6月／日経コンスト
ラクション編）

2

○ ○ ◎

15 建築物等の強化、
液状化対策、地盤
対策

住宅、学校や病院、石油供
給に係る施設等の建築物・
構造物について、耐震化等
の安全性の確保に取り組む
べき

○ 住宅、学校や病院、石油供給に係る施設等の建築物・構造物について、耐震化等の安全
性の確保に取り組むべき（天井材等の落下防止対策といった非構造部材の耐震化を含む）。ま
た、ライフライン機能の安全性の確保に努めるべき。（P35)

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

15 建築物等の強化、
液状化対策、地盤
対策

・東京湾沿岸で液状化現象
が確認された面積は少なくと
も約42平方キロと世界最大
規模
・手間暇かけて対策した土地
は液状化被害を受けない教
訓が導き出される

三陸沖を震源地として2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大
震災)は広範な液状化被害をもたらした。地盤工学会の現地調査によると、東京湾沿岸で液状
化現象が確認された面積は少なくとも約42平方キロと世界最大規模になる。
長周期地震動やエレベータ停止による高層難民化などの問題と共に震災前から指摘されてい
た湾岸埋め立て地域の超高層マンションの危険性が再確認された格好である。しかし、湾岸埋
め立て地が液状化しやすいとの結論は早計である。
場所によって液状化被害に明暗が生じた理由は、埋め立て土の材料や地盤改良の有無など工
法の違いである。たとえば東京ディズニーリゾートはサンドコンパクション・パイル工法を採用し
た。締め固めた砂の柱を地中に多数埋め込むことで地中の密度を高めている。手間暇かけて対
策した土地は液状化被害を受けないという童話「三匹の子豚」と同じ教訓が導き出される。

「東日本大震災の液状化被害
は土地造成の問題 」（PJニュー
ス　2011年05月24日　林田 力）

2

○ ○ ◎
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Ⅷ． 土地利用や住まい方、復興の体制・仕組み
21 今回の災害、その

他
・公共構造物と私有財産の
安全性レベルの落差
・最新の技術基準に準拠し
て設計された多くの公共構造
物の被害は皆無かあっても軽
微
・液状化、造成宅地被害な
ど戸建て住宅等の私有財産
の安全性レベルの低さと社会
システムの不備が顕在化

東日本大震災が提起したこと
公共構造物と私有財産の安全性レベルの落差：
最新の技術基準に準拠して設計された多くの公共構造物の被害は皆無かあっても軽微で、我
が国の耐震技術の有効性が確認される一方、液状化、造成宅地被害など戸建て住宅等の私
有財産の安全性レベルの低さと社会システムの不備が顕在化した。

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ◎

21 今回の災害、その
他

・鉄道、産業施設等では、主
要構造に機能上の被害がな
い場合でも付帯設備の被害
によってシステム全体の機能
障害が浮き彫り
・システム安全性・事業継続
性(BCP)の視点の重要性が
確認

東日本大震災が提起したこと
システムの機能障害とBCP(事業継続計画)の重要性：
鉄道、産業施設等では、主要構造に機能上の被害がない場合でも付帯設備の被害によってシ
ステム全体の機能障害が浮き彫りになり、システム安全性・事業継続性(BCP)の視点の重要
性が確認された。

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ◎

61 廃棄物処理 ・東日本大震災では膨大な
量の災害廃棄物の処理に時
間を要している
・今後起こりうる大震災では、
現行制度下での処理は、被
害状況等によってはかなり困
難も予想される

生活再建や復旧復興はスムーズに進んでいるのか
（災害廃棄物処理）
○ 東日本大震災によって生じた災害廃棄物は、本来市町村が処理することとなっているが、市
町村によっては膨大な量の災害廃棄物の処理に時間を要している。今後起こりうる大震災で
は、現行制度下での処理は、被害状況等によってはかなり困難も予想される。
○ 被災地における災害廃棄物の集積場所において、有機性の廃棄物の発酵や腐敗性のある
廃棄物により、火災、悪臭、害虫等が発生し、周辺住民の生活環境に悪影響を与えた。（P19）

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎

61 廃棄物処理 災害廃棄物・津波堆積物の
有効利用のための技術開発
と合意形成が必要

提言5.1 災害廃棄物・津波堆積物の有効利用のための技術開発と合意形成の必要性（短期的
と長期的、専門家）
地震、津波等で発生した膨大な量の災害廃棄物や津波堆積物は、迅速な復旧・復興に資する
よう、様々な分野で有効利用されることが求められる。そのために、初期分別を適切に実施する
とともに、災害廃棄物等の性状に応じた地盤材料（復興資材）として効率的、効果的な有効利
用を図る必要がある。また、災害廃棄物の資材利用について、道路盛土等の公共管理地での
利用を促進し、合理的なリスク評価と社会的な合意を形成することが必要である。（P70）

「地震時における地盤災害の課
題と対策　2011年東日本大震
災の教訓と提言　（第二次）　パ
ブリックコメントのための素案
（2012年4月10日版）」（2012年4
月　公益社団法人 地盤工学会
平成23 年度 学会提言の検証と
評価に関する委員会）

1

○ ○ ◎

61 廃棄物処理 災害廃棄物を適正かつ迅速
に処理するため、広域処理
等に関する計画の円滑な策
定を支援すべき

④ 災害廃棄物対策
○ 災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するため、地方公共団体による広域処理等に関する計
画の円滑な策定を支援すべき。
○ 災害廃棄物の分別等による再生利用の推進、災害廃棄物に起因する感染症・悪臭の発生
予防・防止等に必要な措置を講ずべき。(P33)

「防災対策推進検討会議　中間
報告　～東日本大震災の教訓
を活かし、ゆるぎない日本の再
構築を～」（平成２４年３月７日
中央防災会議　防災対策推進
検討会議）

1

○ ○ ◎
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61 廃棄物処理 ・東日本大震災では約２，３
０５万ｔにも上る極めて膨大
な量の災害廃棄物が発生
・被災地の早急な復興・復
旧のためには、災害廃棄物
の早急な処理が極めて重要

また、 今回の東日本大震災では約２，３０５万ｔにも上る極めて膨大な量の災害廃棄物が発生
した（環境省推計、９月５日時点）。被災地の早急な復興・復旧のためには、災害廃棄物の早
急な処理が極めて重要であり、政府においては平成２６年３月末までを目途として災害廃棄物
の最終処分を進めることとしている。一方で、廃棄物の適正・有効利用及び最終処分量の削
減を図る観点からは、再生利用が可能な災害廃棄物は極力再生利用することが求められる。
このため、再生利用が可能な廃棄物の種類（コンクリートくず、木くず、津波堆積物）や発生量
等を把握した上で、廃棄物の種類ごとに、その活用方法を検討する。特に、コンクリートくずに
ついては、復興の資材等として被災地での活用、具体的には、津波や高潮等からの安全性を
確保しつつ環境負荷の小さい市街地の形成を図るため、その安全性及び周辺地域への影響
等に留意した上で、公園緑地、宅地盛土等への活用を促進するべきである。また、木材等の
地域バイオマスについては、エネルギー源としての活用を促進するべきである。
資材として受け入れる側と資材として提供する側との間でのマッチングのため、政府関係機
関、自治体関係機関、民間企業における工事等発注部局と環境部局の間での情報共有を積
極的に図っていくことも求められる。また、自治体が行う復旧・復興事業等での活用に向け、技
術情報の提供等を行うことも重要である。
そして、復興に際しては、住宅建設、公共施設整備において、地域資源の有効活用の観点か
ら、木材の利用を推進していくべきである。
なお、放射性物質を含んだ廃棄物については、先般成立した特別措置法に基づき、特に安全
面に配慮しつつ、適正に処理することが求められる。（Ｐ5-6）

「社会資本整備審議会環境部
会・交通政策審議会交通体系
分科会環境部会提言『東日本
大震災からの復興に当たっての
環境の視点～持続可能な社会
の実現に向けて～』」（平成２３年
９月２８日　社会資本整備審議会
環境部会・交通政策審議会交
通体系分科会環境部会）

1

○ ○ ○ ○ ○
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新たな防災の枠組みの検討 

「新たな防災の枠組み」を理解促進するために、3 プリンシプル・アプローチの観点で整理し

た東日本大震災の教訓や課題から代表的な事例を以下に示す。 
 
■３つのギャップの指摘 
 

災害GAP 災害GAPの指摘

「市町村の職員は限られた人数のなかでよくやっていた。しかし、圧倒的に層が薄いうえに対応すべ
きことが膨大で問題も生じた。職員が足りないために支援の受け入れを断る事態も生じた」。こう話
すのは、神奈川大学法学部自治行政学科の務台俊介教授だ。広域に及ぶ災害で、壊滅的な被害を受け
たまちを周辺自治体が簡単に支援できるような状態でなかったことも事態を深刻にした。
災害対策基本法(災対法)は、市町村を災害対応の中核的実施主体と位置付け、場合によって都道府県
が支援し、国が関係機関の調整に入るとしている。京都大学防災研究所の武田文男客員教授（第一生
命保険顧問)は、「災対法の枠組みのなかで各機関は機能したと思う。しかし、国が一定の関与をする
ことで、都道府県域を超える広域調整などができる法的整備も必要だ。震災発生後の状況などを踏ま
えると、それを一層強く感じる」と話す。
複数の都道府県が深刻な事態となる災害では、各自治体の努力や自治体間の相互連携だけでは十分に
対応できない。国の関与の在り方について、災対法の見直しが必要だと指摘する防災関係者は多い。
務台教授は、「米国のように、国が仲介し直ちにバックアップできる体制や災害予備役制度があれば
良かった。組織論などは平時に議論して、いざというときに機能するように入念な準備が必要だっ
た」と話す。（Ｐ136）

事前の備えは十分であったのか
（対策の基本的考え方）
○ 東日本大震災では、自然災害を構造物だけで防ぎきることはできないことが明らかになった。
○ 人命が失われないことを最重視し、ハード・ソフトの様々な対策を組み合わせて実施することによ
り災害時の被害を最小化する「減災」の考え方が浸透していなかった。
○ このこともあり、被害想定に基づく各種防災対策が実施されてきたところであるが、それで災害を
防ぎきることができるとの過信につながり、一部地域において被害を大きくさせた可能性がある。
（P21）

（２）非常時想定を忌避する国民性癖
有史以来の歴史を見て日本人を世界的な比較で規定すれば、｢非常時想定を忌避する」思考を特徴化で
きる。日本人は人間同士の紛争ではほとんど虐殺を経験してこなかったため、愛する者の死に直面し
ないための、紛争への備えのための思考の深さを欠いている。このため平常時から紛争発生に備えた｢
合理的・長期的・俯瞰的｣思考による準備が不可欠だという認識も十分ではない。
非常時想定による準備ができない自然災害への対処に終始してきたため、｢起こってほしくないことを
想定したり、口にしたりするとそのとおりになる」という言霊思想までこの国にはあり、これは現在
なお我々を呪縛している。
また、災害時は指揮官への権限集中が必然だが、肝心の町長が行方不明となった町があった。すると
当然、知事や副知事にも同様の事態が起こることを考えなければならない。政府でもトップとその周
辺との連絡がつかない事態も想定する必要性が提起されたのだが、これも政府でも企業でもまったく
検討されている様子がないのである。（P26）

災害応急対応はうまく機能したのか
（海外からの支援受入れ）
○ 海外からの救助隊等の人的支援については、被災地ニーズに基づいたマッチングが難しかった。派
遣国に対しては、「自己完結」体制を要請したが、国によって準備状況に大きく違いがあった。
○ 海外からの支援物品は、多種多様で輸送にも時間を要することなどから、被災地のニーズが日々変
化する中で、マッチングを行うのが困難なケースがあった。
○ 当初、救助隊等の海外支援隊等は、被災地における地方公共団体・住民とのコミュニケーション、
医療に係る国内法の問題等、国内における行動について制約事項があった。（P14-15）

防災計画に対す
る災害GAP
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災害GAP 災害GAPの指摘

災害応急対応はうまく機能したのか
（警報の発表・伝達）
○ 津波警報の第１報で発表した地震の規模や津波の高さの予想は、実際の地震の規模や津波の高さを
大きく下回った。
○ その後、予想津波高は段階的に引き上げられたが、地震による停電等により、津波警報の続報や津
波の観測情報が被災地の住民等に十分には伝わらなかったことが被害を大きくしたとの指摘がある。
（P13）

避難指示等の発令に対する住民の対応
○ 今回の大震災では、和歌山県内の沿岸18 市町村でも、約19 万7,000 人を対象に避難指示、避難勧
告が発令された。そのうち市町村が避難所で確認した避難者は約6,000 人弱、3.2％という結果であっ
た。これを踏まえ、今後、津波からの避難をどのように考えていけばいいのか大きな課題である。
（P19）

防潮堤や防波堤、水門や陸閘などのハード施設による津波防災には限界があることから、防災教育を
はじめとするソフト対策の重要性が指摘されている。既に釜石市の事例で紹介したように、これがう
まく機能した場合の死傷者の軽減効果は絶大である。過去の災害履歴情報と将来の災害予測、そして
対処法などを記載したハザードマップが作成され市民に配布されている理由もそこにある。しかし、
このハザードマップが市民に誤解を与え、防災上マイナスの効果を出してしまうことがある。群馬大
学の片田敏孝教授と釜石市の調査によると、釜石市内で、死者・行方不明者のうち65％がハザード
マップで浸水想定区域外に住んでいたことがわかっている。調査の対象は、釜石市が2011年6月中旬時
点までに確認した市内居住の死者・行方不明者1,032名の中で、番地まで住所が確認された868名であ
る。浸水想定区域外での死者・行方不明者を釜石市内の四つの湾別に分類したところ、大槌湾に面し
た鵜住居（うのすまい）町などは419名（想定区域内66名）と最も多く、死者の8割以上が想定区域外
だった。次いで、釜石湾が115名（同205名）と多く、唐丹湾は12名（同9名）、両石湾は19名（同23
名）であった。浸水想定区域外の死者・行方不明者は合計で565名で65.1％を占めた。さらに、片田教
授の調査では、被災者への聞き取り調査では気象庁の津波警報で津波の到達予想波高が「3ｍ」と報じ
られたことにより、「避難を躊躇（ちゅうちょ）した」と答えた生存者が多数確認されている。
既に述べたように、高さ10mの防潮堤を有していた宮古市田老地区の人々を代表として、被災地の人々
の中には、「自分たちの有する防潮堤で十分に阻止できる高さの予想津波の情報を地震直後に入手
し、その後の大幅に高く更新された津波情報は停電で入手できない。しかも高い防潮堤で海の様子が
よく見えない」という状況におかれた人々が存在したことを重要視すべきだ。（東日本大震災の人的
被害の特徴と津波による犠牲者について／目黒公郎　P137-139）

防災計画を超え
た災害GAP

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（気象庁、2011年ａによる正式名、以下本稿では東北地方
太平洋沖地震と略称する）の特徴は、①すべり領域が長さ500キロ、幅が200キロと広域で、マグニ
チュードが9.0ときわめて大規模であること、②津波の実波高が10数メートルを超え、遡上高が40メー
トルを超える超巨大津波であったこと、③さらに福島第一原子力発電所からの高濃度の放射性物質の
大量放出という原発震災をおこし、現在も収束のめどが立っていないことなどがあげられる。そのた
め、被害は東北各県から関東までのきわめて広域に及ぶこと、被害が地震による津波被害、液状化な
どの地盤被害、原発による被害など複合的で、復旧や復興にあたっては地域や被害の種類ごとに異な
り複雑で、困難で長期間の作業を要する。
被災地は漁村や農村が多く、また高齢世帯も比較的多くを占め、日本の現在の典型的な縮図を示して
おり、復旧や復興にあたってはきわめて緻密な計画が必要である。さらに、深刻なのは復旧の遅れ、
すなわち、なによりも被災者が人間らしい生活をおくっていないことである。（東北地方太平洋沖地
震の特徴とその教訓　西日本での巨大地震への備えとして／田結庄良昭　P8）

防災計画に対す
る災害GAP
(続き）
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災害GAP 災害GAPの指摘

３．クラウドサービスの活用
東日本大震災においては、
－被災した自治体などに対してホームページの開設やメールサービスなどの提供
－被災した自治体や救援活動を行うＮＰＯ等を対象として、避難所での避難者管理、ボランティアの
管理、救援物資等の管理を支援するためのサービスなどの業務運営を支援するクラウドサービスが提
供されたほか、
－都道府県等とネットワークシステムが構築されていた住民関連データなどについては、バックアッ
プデータの活用により迅速な復元や円滑な事業継続が可能であった
－一方、津波により流出した被災者等に関する情報に関し、ハードディスクが損傷したものや、紙
ベースで保管されていたものについては、その復元に時間と費用がかかった
との事例があり、自治体等における重要な情報保全の在り方及び業務運営の確保の観点から、クラウ
ドサービスの利用を推進していくことが望まれる。（P43-44）

４．帰宅困難者対策
東日本大震災では、行政の情報発信が遅れたこともあり、首都圏で約515 万人の帰宅困難者が発生し
たと推計されている。また、首都直下地震発生時には、火災発生・建物倒壊等の直接的な被害を受け
るなか、約650 万人の帰宅困難者の発生が想定されている。危険な状況下での帰宅困難者への対応に
あたっては、企業と地域・行政による相互に連携した取組みが重要である。加えて、居住地、勤務
地、通勤ルートが多数の自治体にまたがることから、国、都道府県、区市町村の連携した対応も不可
欠である。
また、企業等においては、先に述べたとおり、社員の安全確保、混乱増幅防止のため、発災直後、社
員等に対して「むやみに移動を開始しない」という原則を周知し、被災状況やＢＣＰを踏まえて、必
要なスペースや備蓄物資の提供を行うことが必要である。その際、行政には地域別の被害、治安、火
災等に係る情報、また、ライフラインや道路・交通機関等の被災情報を適宜適切に企業等に提供して
いくことが求められる。
次に、外出先で被災した帰宅困難者に対しては、行政の責任で一時滞在場所の確保に努めるべきであ
る。しかしながら、多数の帰宅困難者に対し、公的施設のみでは対応が困難であることが懸念される
ため、民間施設の利活用についても検討を進めておかなければならない。
そこで、行政は、施設提供の意思がある企業と予め協定を締結し、災害発生時の円滑な帰宅困難者対
応を図ることが望ましい。その際、行政は、滞在者への物資や情報の提供、運営要員の派遣等、円滑
な受入を可能とする諸条件を整えるべきである。なお、自発的な意思に基づく企業等の施設提供者に
対しても、協定の有無にかかわらず、同様の支援を行うことが不可欠である。
なお、発災後３日間は、行政による救助・消火活動等が優先されることから、帰宅困難者をその間一
律に留めおくことを前提に行政の対応が検討されている。
しかしながら、帰宅困難者も、救急・救命、情報収集、被災者・被災地支援等の様々な場面におい
て、災害対応の一助となり得ることから、そうした民間の力の活用や相互扶助の推進といった視点に
ついても併せて検討していくことが必要である。（Ｐ17-18）

東日本大震災が提起したこと
統一的・総合的な復旧・復興政策の実行と地方自治体の技術力強化：震災復興・放射線被害対策等に
おいては国土交通省、農林水産省、経済産業省、環境省、文部科学省、厚生労働省等多くの省庁が関
係しており、また国・県・市町村レベルの違いによる縦割り行政の弊害も多く見られた。そのような
困難の中、6 月20 日、復興基本法が成立し、今後は統一的・総合的な政策の力強い実施が求められ
る。一方、自治体の人材や技術力が不足してきており、技術者不足による復興の遅れがたいへん危惧
される。将来に亘って防災・減災、調査・設計・建設・維持管理の指導に適切に対応ができる技術系
職員の育成が急務である。

時間変化で生じ
る災害GAP
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■3 つの原則に基づく具体的な方策 

原則（アプローチ） 原則（アプローチ）に沿った方策

一方、市民は絶対安全（ゼロリスク）は無いことを認識する必要がある、というのも大きな教訓であった。近代文明
は程度の差こそあれ、リスク（危険性）と利便性のバランスの上に成り立っていることを理解する必要がある。原発
しかり、飛行機しかり、また自動車しかりといえる。したがって市民が真に安全を願うならば、安全の確保について
専門家のみに任せず、自らを守る意識を涵養し、安全に関して学習し、必要な時に自ら判断を下すことが求められて
いる。（P10）

「市町村の職員は限られた人数のなかでよくやっていた。しかし、圧倒的に層が薄いうえに対応すべきことが膨大で
問題も生じた。職員が足りないために支援の受け入れを断る事態も生じた」。こう話すのは、神奈川大学法学部自治
行政学科の務台俊介教授だ。広域に及ぶ災害で、壊滅的な被害を受けたまちを周辺自治体が簡単に支援できるような
状態でなかったことも事態を深刻にした。
災害対策基本法(災対法)は、市町村を災害対応の中核的実施主体と位置付け、場合によって都道府県が支援し、国が
関係機関の調整に入るとしている。京都大学防災研究所の武田文男客員教授（第一生命保険顧問)は、「災対法の枠
組みのなかで各機関は機能したと思う。しかし、国が一定の関与をすることで、都道府県域を超える広域調整などが
できる法的整備も必要だ。震災発生後の状況などを踏まえると、それを一層強く感じる」と話す。
複数の都道府県が深刻な事態となる災害では、各自治体の努力や自治体間の相互連携だけでは十分に対応できない。
国の関与の在り方について、災対法の見直しが必要だと指摘する防災関係者は多い。
務台教授は、「米国のように、国が仲介し直ちにバックアップできる体制や災害予備役制度があれば良かった。組織
論などは平時に議論して、いざというときに機能するように入念な準備が必要だった」と話す。（Ｐ136）

岩手県釜石市で、巨大災害における避難の重要性が実証された。市内の小中学生総勢約3000人は震災当日、教師とと
もに適切な避難行動を取った全員が生き残った。
「学校の管理下にいなかった数人が不運にも津波の犠牲になってしまったものの、防災教育に一定の効果があったと
思う」。2年前から釜石市の危機管理アドバイザーを担う群馬大学大学院社会環境デザイン工学専攻の片田敏孝教授
はこう話す。
釜石市鵜住居町の釜石東中学校と鵜住居小学校は、津波ハザードマップの浸水区域外に立地していたが、小中学生は
訓練どおりの避難行動に加えて機転を利かせた対応で、津波から逃れることができた。
特に注目すべきは、初めの避難場所に着いてからの対応だ。避難場所の裏山の崖が崩れていたことから、生徒が「こ
こは危険だ」と教師に進言し、さらなる高台へ向かった。その後、津波は初めの避難場所まで押し寄せたので、再避
難しなければ被災していた。
「防災教育で、子どもたちには『ハザードマップは一つのシナリオにすぎない。避難場所に着いても状況に応じて自
分たちで判断し、行動するように』と教えていたが、まさにそのとおりに行動したことで多くの命が助かった」(片
田教授)。（Ｐ132-133）

津波に関する言い伝えばいろいろある。また、大津波記念碑も各地に建立されている。しかし、これだけでは不十分
である。というのは、それぞれの教えが皆の深層心理にまで入り込んでいないからである。
田老で今から15年前に聞いたときは、年に1回“訓練大津波”をしているということであった。そしてそのときに
「人助けるな」、「物持つな」、「これを守らなかった人は死ぬ」と聞いた。こんな簡単な言葉もないが、こんな重
い言葉もない。1993(平成5)年に大津波で壊滅的な被害を受けた奥尻島でも同じようなことを聞いた。「人助ける
な」、「物持つな」である。しかし、本当にそんなことができるのであろうか。
一方、今回の災害を受けて、「津波てんでんこ」という言葉が有名になり、三陸地方に古くから伝わる言い伝えとし
て紹介されている。しかし、これは津波を伝えるための活動を一生かけて行った三陸地方の津波史家の山下文雄氏の
言葉で、津波が来ることが予想されるときは、親・子・兄弟などにかまわずいち早く避難するよう促すものである。
しかし、言い伝えには誤解を招くようなもの、不十分なものも多い。「津波は引き波で始まる」などというのもその
１つである。引き波はなく、いきなり押し波がくるものもあるのである。伝聞情報のようなものはあてにならないこ
ともあることを心しておかねばならない。（東日本大震災に思う／畑村洋太郎　P172-173）

ハザードマップの扱い
○ 岩手県釜石市の小・中学校における児童・生徒の避難の成功事例があるように、防災教育が重要である。特に繰
り返し行うことが必要である。地域防災計画などの中で、毎年ハザードマップを介在させ、住民と防災の取り組みに
ついて点検し、話し合いをすることを盛り込んで頂く必要があるのではないか。また、地域に残っている言い伝え、
伝承のほか、石碑など、過去の災害教訓なども踏まえて地域における防災教育を改めて考えて頂きたい。
○ 今後の防災マップの記載の仕方や住民への周知方法が課題である。防災マップは、これまで住民に周知してお
り、その効果もあって、一時避難所であるビルや高台への避難によって多くの命が救われたと捉えている。しかし、
残念なのは、予め指定していた一時避難所に、想定外の大津波が来襲し、そこに逃げた人たちが津波に流され、命を
落とされたケースがある。今後、防災マップの記載のあり方や住民への周知方法等が課題である。
○ ハザードマップは一つのモデルであって、全部ではないことを住民に丁寧に説明し、住民の防災に対するリテラ
シーを高める必要がある。ハザードマップを使って住民とコミュニケーションをとることを、防災対策の柱の１つに
置くことが重要である。
○ ハザードマップそのものが安心マップになっていた感がある。ハザードマップに示されていない場所等の危険性
をどう住民に理解していただくかが課題である。（P71）

東日本大震災が提起したこと
システムの機能障害とBCP(事業継続計画)の重要性：
鉄道、産業施設等では、主要構造に機能上の被害がない場合でも付帯設備の被害によってシステム全体の機能障害が
浮き彫りになり、システム安全性・事業継続性(BCP)の視点の重要性が確認された。

リスクリテラシー
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原則（アプローチ） 原則（アプローチ）に沿った方策

東日本震災の復興には10年程度の期間を要する。しかし、その間に東海・東南海・南海地震などへの対策を怠れば、
連続してあるいは同時に、再び思わぬ事態を招く恐れがある。想定される被害を踏まえて必要な防災対策を講じてお
くこと、すなわち「事前復興」の取り組みを併行する視点が重要だ。
要点は、被災地復興と事前復興を連携させることだ。優先すべき東日本の復興の実現と併せて、東海や関西の各地或
をより災害に強いまちにする国土復興のグランドデザインが必要だ。
企業活動のリダンダンシーを高めることも重要だ。今回の震災では工業製品に使う材料や部品で高いシェアを占める
生産施設が被災して産業界に多大な影響が出た。東海・東南海・南海地震が発生すれば、それ以上に重要な経済活動
の拠点が問題となる恐れがある。（明治大学大学院特任教授・中林一樹）（Ｐ139）

「市町村の職員は限られた人数のなかでよくやっていた。しかし、圧倒的に層が薄いうえに対応すべきことが膨大で
問題も生じた。職員が足りないために支援の受け入れを断る事態も生じた」。こう話すのは、神奈川大学法学部自治
行政学科の務台俊介教授だ。広域に及ぶ災害で、壊滅的な被害を受けたまちを周辺自治体が簡単に支援できるような
状態でなかったことも事態を深刻にした。
災害対策基本法(災対法)は、市町村を災害対応の中核的実施主体と位置付け、場合によって都道府県が支援し、国が
関係機関の調整に入るとしている。京都大学防災研究所の武田文男客員教授（第一生命保険顧問)は、「災対法の枠
組みのなかで各機関は機能したと思う。しかし、国が一定の関与をすることで、都道府県域を超える広域調整などが
できる法的整備も必要だ。震災発生後の状況などを踏まえると、それを一層強く感じる」と話す。
複数の都道府県が深刻な事態となる災害では、各自治体の努力や自治体間の相互連携だけでは十分に対応できない。
国の関与の在り方について、災対法の見直しが必要だと指摘する防災関係者は多い。
務台教授は、「米国のように、国が仲介し直ちにバックアップできる体制や災害予備役制度があれば良かった。組織
論などは平時に議論して、いざというときに機能するように入念な準備が必要だった」と話す。（Ｐ136）

提言4.2 今後の地震時地盤沈降に対する対策の提案（長期的、社会＋専門家）
広域地盤沈降の予測に基づいたハザードマップに基づき，治水施設などの対策が必要となる。長期的には宅盤や道路
のかさ上げ，ライフライン施設の対策など，広域地盤沈降を考慮した都市計画に基づく街造りが必要である。
（P67）

提言6.7 耐震対策等を実施した河川施設の地震時挙動の検証と広域多所災害に備えた今後の耐震対策への最新の地盤
工学技術の活用（短期，専門家）
耐震対策等を実施した河川施設の地震時挙動を検証し，必要に応じて基準の改訂を行う必要がある．広域多所災害の
発生に備えた今後の耐震対策を効率的に実施するうえで，これらの知見と最新の地盤工学技術を活用する必要があ
る．浸透対策を実施した堤防の耐震性や，旧基準に基づく対策実施箇所の耐震性能について検討するとともに，基礎
地盤や堤防内の地盤状況を把握するための地盤調査技術の高度化も図っていく必要がある（P131）

３．クラウドサービスの活用
東日本大震災においては、
－被災した自治体などに対してホームページの開設やメールサービスなどの提供
－被災した自治体や救援活動を行うＮＰＯ等を対象として、避難所での避難者管理、ボランティアの管理、救援物資
等の管理を支援するためのサービス
などの業務運営を支援するクラウドサービスが提供されたほか、
－都道府県等とネットワークシステムが構築されていた住民関連データなどについては、バックアップデータの活用
により迅速な復元や円滑な事業継続が可能であった
－一方、津波により流出した被災者等に関する情報に関し、ハードディスクが損傷したものや、紙ベースで保管され
ていたものについては、その復元に時間と費用がかかった
との事例があり、自治体等における重要な情報保全の在り方及び業務運営の確保の観点から、クラウドサービスの利
用を推進していくことが望まれる。（P43-44）

⑤ 複合災害への対応
○ 複合災害に備えるための体制や対策等について早急に検討を行い、防災基本計画及び都道府県防災計画等への盛
込みを図るべき。
○ 複合災害への対応では、知事等の幹部がどこに所在するか、保有する資源をそれぞれの災害にどう充当するかな
どの重複の課題が生じることに留意すべき。
○ 原子力発電所の災害は、多くの場合、他の災害等が原因であり、複合災害の可能性が高いとの意見や、地震によ
る堤防及び防潮堤等の被災や地盤沈下により、豪雨や高潮の災害も受けやすいとの意見などに留意すべき。（P40-
41）

改善
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原則（アプローチ） 原則（アプローチ）に沿った方策

④ 地震・津波に強い国づくり、まちづくり
○ 国土保全等の対策と都市計画、土地利用施策、ハザードマップ等ハード・ソフトの施策を組み合わせた減災の考
え方に基づき、災害に強い国土とまちの形成を図るべき。
○ 住民等の安全を確保するとともに生活や産業への被害を軽減するため、「津波防災地域づくりに関する法律」等
に基づく地域づくり、まちづくりを推進すべき。
○ 住民の視点が反映され、地域防災計画と都市計画の連携が図られたまちづくりを進めるべき。
○ 本格的な高齢社会の到来、人口減少が進む中で、学校や社会福祉施設をコミュニティの交流拠点と位置付け、災
害時の避難が容易で地域のコミュニティが維持されるコンパクトで安全なまちづくりを進めるべき。その際、学校を
緊急避難場所と位置付け、その整備を進めるべき。（P35）

（３）土地利用・建築構造規制
① 津波災害によるリスクを回避するために、津波災害により大きな被害を受けるおそれがある区域において建築に
関する制限をするには、基本的な制度である建築基準法に基づく災害危険区域制度の活用を図ることが考えられる。
② 一方、土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）は、土砂災害の発
生のおそれのある区域では警戒避難体制の整備、そのうち著しい危害を生じるおそれのある地域では、一定の開発行
為に対する制限、建築物の構造規制等を行うなど、想定される災害の被害の度合いに応じた区域指定・解除や区域内
での規制内容を法令に定めており、全国で２０万箇所以上の指定実績がある。津波防災に関しても、これを参考にし
た制度導入を検討すべき。
③ 津波被害が想定される沿岸地域は、一般的に市街化が進んだ都市的機能が集中するエリアであることから、今後
検討する土地利用規制については、一律的な規制でなく、立地場所の津波に対する安全度等を踏まえて、市街化や土
地利用の現状、地域の再生・活性化の方向性を含めたまちづくりの方針など多様な地域の実態・ニーズに適合し、ま
た、津波防災のための施設整備等の進捗状況に応じた見直し（解除や制限緩和等）も可能となるような制度とするこ
とが求められる。（P5）

法体系の整備：過去の災害経験は、迅速なる防災関連法令の整備を促してきた。建築関係法令や土地利用制限法令の
整備とともに、持続的に安全な社会環境整備を保証する法的整備が望まれる。

復旧・復興をスムーズに成し遂げるための仕組み
① 復興の枠組み及び施策の制度化
○ 迅速な復興を進めるため、あらかじめ、復興の基本的な枠組み（復興本部、復興基本方針､復興財源(交付金、復
興基金等)等）及び復興施策を制度化することを検討すべき。（P33）

○ 住宅、学校や病院、石油供給に係る施設等の建築物・構造物について、耐震化等の安全性の確保に取り組むべき
（天井材等の落下防止対策といった非構造部材の耐震化を含む）。また、ライフライン機能の安全性の確保に努める
べき。（P35)

改善
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また、政府、地方、コミュニティの各レベルの従事者が、新たな防災の枠組み（3 つのアプ

ローチ）を理解しやすいよう、それぞれのレベルにおける具体的な事例を示す。 
なお、指定公共機関等の取り組みは政府レベルに、企業による自発的な取り組みはコミュニ

ティレベルに位置づけた。 
 
(1) 政府レベルにおける３つのアプローチ National Governments LEVEL 

Ⅰリスク 
リテラシー 

【廃棄物処理】広域の災害廃棄物処理 
東日本大震災によって生じた災害廃棄物は、本来市町村が処理することとなってい

るが、市町村によっては膨大な量の災害廃棄物の処理に時間を要している。今後起こ

りうる大震災では、現行制度下での処理は、被害状況等によってはかなり困難も予想

される。被災地における災害廃棄物の集積場所において、有機性の廃棄物の発酵や腐

敗性のある廃棄物により、火災、悪臭、害虫等が発生し、周辺住民の生活環境に悪影

響を与えた。（防災対策推進検討会議） 

Ⅱリダンダンシー 

【運輸・交通】多くの命を救った盛土構造の

仙台東部道路 
東日本大震災では、各地で道路が被災した

一方、大津波の襲来時、地域住民の命を救う

命綱の役割を果たした道路があった。大津波

で壊滅的な被害を受けた宮城県仙台市若林

区付近を通り、市内沿岸部を南北に貫く仙台

東部道路は、周辺より高い盛土構造（7～
10m）で造られている。平地に広がる若林区

六郷地区（名取川河口付近）では、仙台東部

道路以外に高台がなく、迫り来る津波から避

難するため、多くの住民が道路の法面を駆け

上がった。仙台若林 JCT と名取 IC の間に避難した約 230 人の住民が命をとりとめた

ほか、道路をはさんだ左右で浸水被害に大きな差が出たことから、仙台東部道路は、

今般の大震災で「高台」と「防潮堤」という 2 つの機能を発揮した。（H22 国土交通

白書） 
【資源・エネルギー】津波高さを考慮した施設設計 

女川原子力発電所では、安全審査で想定された津波高さは最大 9.1ｍであったが、

同原子力発電所の主要施設は標高 14.8ｍの位置に設置し余裕をもった造りとなって

いた。このため、福島第一原子力発電所と同程度の津波高さを受けながら、大きな被

害は無く危機的な状況に陥ることは無かった。（朝日新聞） 
【津波防災】釜石港湾口防波堤の損壊と減災効果 

岩手県の釜石港では、ギネスブックにも登録された世界最大水深（63m）の湾口防

波堤が 31 年の歳月をかけて 2009 年 3 月に完成していた。中央の開口部 300m を大

型船の航路として確保し、その両面に北堤 990m と南堤 670m の 2 本の防波堤をハの

字型に配置したもので、明治三陸地震津波規模の大津波に対して湾内の防潮堤の天端

高（おおむね 4m）より低い水位に減水させることで市街地への浸水被害の拡大を防
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ぐ機能が期待された。 
しかしながら、東日本大震災では、設計外力を超える大津波の威力により、防波堤

は大きく損壊し、津波は湾内の防潮堤を越え、ハザードマップで想定していた浸水域

を大きく越えて被害が広がった。今後、防波堤の被災要因を詳しく検証し、今後の災

害対策に活かしていく必要があるが、その検討過程において、今般の大津波において

も、津波防波堤が無かった場合に比べ、一定の減災効果を発揮したことが認められた。

（H22 国土交通白書） 
【運輸・交通】乗客の安全を守った新幹線システム 

東北新幹線の「早期地震検知システム」が作動し、地震発生当時 27 本の列車が運

転（うち 8 本は駅に停車中）されていたが、このシステムが作動したことにより、す

べての営業中の列車が安全に停止し、乗客乗員に負傷者を出すこともなかった。（H22
国土交通白書） 

Ⅲ改善 

【保健・医療】 
発災直後の医療支援について、重複して医師や看護師が配置されるなど、医療チー

ムの配置等のコーディネート機能などに改善すべき余地があった。現地では、阪神・

淡路大震災の教訓を踏まえ、災害急性期に対する体制整備（DMAT 等）が図られてき

たところであるが、慢性疾患への対応や、想定より長期間の活動も必要であった。ま

た、引継ぎが十分でない事例があった。（防災対策推進検討会議） 
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(2) 地方レベルにおける３つのアプローチ Local Governments LEVEL 

Ⅰリスク 
リテラシー 

【教育】大津波記念碑の建立 
岩手県宮古市姉吉地区では、明治三陸大津波の被災の後、再び元屋敷に家を建てたた

め、昭和三陸大津波で再び被害を受けた。このため、集落ごと高所に移転し、今村明

恒博士のアドバイスにより低地への建築を戒める「大津波記念碑」を建立した。それ

以来、住民たちはこの碑より低い位置に家屋をたてず、東日本大震災では津波被害を

免れた。（H23 国土交通白書） 
【教育】津波避難通路の整備 
東日本大震災における大津波により甚大な被害を受けた岩手県岩泉町では、2 年前に

設置された小本小学校の津波避難階段が児童 88 人の命を救った。同校の背後には国

道 45 号が横切っているが、切り立った崖に阻まれ逃げ場がなかった。小学校での津

波避難訓練の際に、小学生から避難路について改善の声が上がった。これを受け、国

土交通省東北地方整備局三陸国道事務所が、小学校や住民の意見を反映し、130 段、

長さ約 30m の避難階段を完成させていた。（H22 国土交通白書） 

 
【教育】ハザードマップは 1 つのシナリオ－状況に応じた対応が必要 

岩手県釜石市で、巨大災害における避難の重要性が実証された。市内の小中学生総

勢約 3000 人は震災当日、教師とともに適切な避難行動を取った全員が生き残った。

釜石市鵜住居町の釜石東中学校と鵜住居小学校は、津波ハザードマップの浸水区域外

に立地していたが、小中学生は訓練どおりの避難行動に加えて機転を利かせた対応

で、津波から逃れることができた。特に注目すべきは、初めの避難場所に着いてから

の対応だ。避難場所の裏山の崖が崩れていたことから、生徒が「ここは危険だ」と教

師に進言し、さらなる高台へ向かった。その後、津波は初めの避難場所まで押し寄せ

たので、再避難しなければ被災していた。 
「防災教育で、子どもたちには『ハザードマップは一つのシナリオにすぎない。避難

場所に着いても状況に応じて自分たちで判断し、行動するように』と教えていたが、

まさにそのとおりに行動したことで多くの命が助かった」(片田教授)。（日経コンスト

ラクションより） 

Ⅱリダンダンシー 
【都市開発】高所移転による津波被害の回避 

岩手県大船渡市吉浜では、明治三陸大津波の教訓から、当時の村長である新沼武左

衛門が私財を投じて被災宅地を買い上げて水田を開拓し、山地を切り崩して集落を高
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所に移転させた。道路も付け替えたため、浜に漁業作業所はあるものの、住宅は低地

へは降りてこなかった。（岩手日報） 

Ⅲ改善 

【防災】業務継続計画の見直し 
被災自治体の復旧・復興、そしてこれから来るであろう首都直下型や東海・東南海・

南海３連動地震への備えとして、各自治体は、行政のＢＣＰ（Business Continuity 
Preparedness：業務継続計画）すなわち、ヒト・モノ・カネ・情報の継続性を図って

いくことが急務である。そのためには、被災自治体の発災後の業務の継続性について

検証していき、その成果をＢＣＰに生かしていかなければならない。（東日本大震災

の復旧・復興への提言より） 
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(3) コミュニティレベルにおける３つのアプローチ Community LEVEL 

Ⅰリスク 
リテラシー 

【保健・医療】津波による被災者特性に応じた対応 
宮城県釜石市の坂総合病院では、床暖房のある一階リハビリ室でトリアージ体制を

実施したため、津波による多くの低体温症の患者の命が助かった。（坂総合病院での

活動記録より） 
【まちづくり】企業との日頃からの交流 
 宮城県仙台市加茂連合町内会では、年 1 回市民センターで開かれる団体交流会に地

域の企業も参加して交流を深めていたため、東日本大震災において地元企業から発電

機や投光機、ガソリンの提供を受けることが出来た。（東日本大震災から学ぶ復興ま

ちづくり事例集、仙台市） 

Ⅱリダンダンシー 

【経済政策】米ゴールドマン・サックスの防災投資 
米ゴールドマン・サックスでは、2012 年 10 月のハリケーン「サンディ」において、

事前に土嚢とバックアップ電源を購入していたことにより、マンハッタンのダウンタ

ウンにある企業ビルで、浸水と停電を免れた数少ない建物となった。（日経ビジネス

より） 

Ⅲ改善 

【まちづくり】震災を踏まえて炊き出しの考え方を変更 
宮城県仙台市中田西部町内会連合会では、東日本大震災において避難初日から食料

を提供してもらったり、すぐ炊き出しを行ったりすることは難しいと実感し、3 日程

度は生活できるように食料を各自が備蓄し、避難の際にはそれを持参することとし

た。これにより、避難所運営体制が整い始める 3 日後くらいから炊き出しをすればい

いので混乱も少なくなると考えられている。（東日本大震災から学ぶ復興まちづくり

事例集、仙台市） 
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2. 日本国内における防災事業の効果をめぐる議論の整理 

長期計画や災害関連法制度の有効性検討 

2.1.1 日本における防災の取り組みの経緯 

日本における防災の取り組みは、地先や拠点防御などの点（個人レベル）から始まり、地域

を守るための平面（社会レベル）に拡大していくとともに、その手法も、簡便な施設による災

害抑制から、計画レベルに対して防御する近代のインフラ整備、予測・予報技術の導入・革新

に基づく減災対策など、高次元化・高度化していった。 
また、個人レベルの対策や近世以降整備された土木遺産等は、現在でも継続的に実施・活用

され、新しい技術による対策とあわせて多層的な取り組みとすることにより、安全度のさらな

る向上と、包括的・総合的な対策体制の構築に寄与している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.1 現存する土木遺産の事例（手取川霞堤防と村囲堤）1 

霞堤 ：洪水流を開口部で逆流させ貯留する・上流からの氾濫水を開口部から川に戻す機能を有する 

村囲堤：水田内の微地形（高台）に島状に集落を築き、集落周辺に盛土をして氾濫水を防いだ 
 

これらの防災の取り組みの発展は、即時的なものではなく、各時代の災害により新たに発生

した課題を受けて不断の改善を行うことにより達成された。 
また、大規模な自然災害の経験を契機として、災害未経験の地域における潜在的な危険性が

認識され、全国的な予防的対策が、その重要度に応じてとられるようになったことにより、国

全体に浸透していった。その優先順位は、守るべき資産の集積状況などで決定される実施地域

に関するものと、実施すべき順序に関するものを勘案して決定されている。 
このように対策・対応を計画的・継続的に実施し、蓄積と改善を繰り返すことにより、日本

は防災先進国として全国的にレジリエントな社会形成に努めてきた。 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 国土交通省北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 手取川「霞堤」が土木遺産に認定 

http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb2_jigyo/river/dobokuisan/dobokuisan.html 

霞堤 

島集落 

村囲堤 
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表-2.1 日本における防災の取り組みの経過一覧 

年代 主な防災の取り組み 

明治～終戦 
1860～1940 年代 

■治水三法（河川法、砂防法、森林法）による管理者・工事実施体勢の制定 

■近代治水事業の開始（既往最大洪水を計画対象流量）と長期計画の導入 

■自然発生的な近隣との相互扶助の組織化の始まり（隣組：政府による町内会・部落

会の組織化） 

戦後復興期 
1940～1950 年代 

■戦後まもなく相次いだ大災害を契機とした、地方財政を圧迫しない、迅速な資金調達

の仕組みの整備（災害復旧事業費国庫負担法等） 

■コミュニティにおける防災の主流化の取り組み推進（水防法、消防法等） 

■戦前から課題となっている、都市の防火促進を目指した法整備（建築基準法、都市

計画法による耐火性の向上） 

高度成長期 
1960～1970 年代 

■伊勢湾台風を契機とした、国における防災の枠組み整備（災害対策基本法に基づく中

央防災会議設置・防災基本計画策定、激甚災害法等）、長期治水計画策定の制度整備（治

山治水緊急措置法、治山・治水 10 ヵ年計画等） 

■災害対策基本法による、市町村の自主防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自

発的な防災組織）充実の義務化 

■災害予知の進展（地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会の設置）と大規模地震発生

に備えた法整備（大規模地震対策特別措置法） 

■防災と他の目的との調和を図るための制度の整備（河川法改正による治水・利水の水

系一貫管理等） 

安定成長期 
1980 年代 

■都市化に伴う諸問題（氾濫原の遊水機能低下・地盤沈下・低平地への人口・資産集中）

に対応した流域・氾濫原における総合治水対策の展開（総合治水対策、高規格堤防事

業、等） 

高質生活期 
1990 年代以降 

■阪神・淡路大震災を契機とした、地震防災の枠組み強化（災害対策基本法改正、地震

防災対策特別措置法等）及び地震対策の推進（建築物耐震改修促進法、密集市街地防

災街区整備促進法等） 

■土砂災害等を契機とした、地域の災害リスクの公表（土砂災害対策法、洪水ハザー

ドマップの整備） 

■都市部における浸水被害頻発に対応した法整備（特定都市河川浸水被害対策法） 

 
これらの防災の取り組みにおいては、地域社会が果たした役割が大きい。被害拡大や防御の

ために近世から組織的に実施されてきた火消しや水防活動のほか、自然発生的な相互扶助・隣

保協同の精神に基づく避難者への炊き出しや避難場所の提供等、「自分達ができること」を個

人・コミュニティ・ボランティア団体・NPO 等がそれぞれのレベルで実施することにより、災

害直後の困窮状態を緩和し、社会秩序の維持に貢献してきたと言える。特に、東日本大震災で

は、甚大な被害にも関わらず、市民が社会秩序を保ち、相互扶助しあう姿を称賛する海外メデ

ィアの報道が相次ぎ、世界的に注目された。 
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2.1.2 長期計画や災害関連法制度導入の流れ 

■治水長期計画 
【長期計画の制度策定の流れ】 

・ 明治から戦前までの日本の河川改修事業は、河川毎の改修計画を「継続事業」として実

施されていたが、戦後は予算が単年度毎の国会の可決によって決定されることとなった。し

かし、治水事業は長期的な性格を有するため、治水事業担当者は、毎年の財政に束縛されな

い長期的な計画の必要性を戦後一貫して強く要望してきた。 
・ S34 伊勢湾台風による大水害をきっかけに、治水長期計画の法律的根拠となる「治山治

水緊急措置法」が制定、その一環として昭和 35 年に「治山・治水 10 ヵ年計画」が閣議決

定される。この前期５ヵ年を第１次治水事業五箇年計画とし、これ以降、継続的に実施され

ている。 
 
【長期計画における目標設定導入の流れ】 

・ S35 の第１次治水事業五箇年の策定以降、我が国は本格的な高度経済成長期に移行し、

都市部に人口・資産が集中したため、重要河川の治水対策の重要度は高まっていった。 
・ S47 策定の第４次治水事業五箇年計画では、流域の災害に対する安全度をさらに高める

ために、計画対象流量を既往最大以上とした、基本高水の年超過確率（直轄河川の年超過確

率 1/100～1/200、中小河川 1/50、都市河川 1/50～1/100、内水対策については 1/50、洪

水防御ダムについては直轄河川 1/100～1/200、補助河川 1/50～1/100）を設定し、重要河

川の安全度向上、都市河川対策の強化や、中小河川の整備といった治水事業を推進した。 
・ これにより、かつて水害常襲地帯であった平野部の水害発生頻度が低減し、治水事業は

経済発展の一助となった。 
 
■災害復旧事業（補助）  
【災害復旧事業整備の流れ】 

・ 戦後まもなく、国土が荒廃した状況に追い討ちをかけるように、災害が相次ぎ（S20 枕

崎台風・阿久根台風、S22 カスリン台風、S23 アイオン台風）、復旧事業費の総額が膨大なも

のとなっていた。 
・ 上記の状況下において、税制改正のために S24 シャウプ使節団が来日し、地方税制の大

改革・災害復旧費の補助制度見直しの勧告。これをうけて、S25 年度予算は「災害について

は、地方負担を認めない」という趣旨で編成され、全額国庫の根拠となる「昭和 25 年度に

おける災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律」が制定。しかし、「①行政の責任と経費

の責任が分離する、②現在の災害の相当部分は施設の維持が不充分なために起こったものと

考えられる、③災害の復旧箇所は毎年全国で数万箇所に及ぶのでその国庫負担金の使途を有

効に監査することが非常に困難であり、そのためとかく災害復旧事業のなかには改良事業の

要素が入るおそれがあるばかりでなく、復旧事業費予算の要求も過大なる報告に左右されや

すく、いわゆる便乗を増大する傾向となる」ことから、復旧事業費の全額を国庫負担するの

は適切ではないという結論に至る。 
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・ 上記の流れをうけて、S26 負担法制定。補助率は「３分の２を国庫が負担し、３分の１

を地方公共団体が負担する」、「当該年（歴年をとる）に発生した災害復旧事業費の総額が各

地方公共団体の当該年度標準税収の２分の１を超える場合には、その超過額に対して国庫が

その４分の３を負担する」とされた。 
 
■災害対策基本法  
【災害対策基本法制定の流れ】 

・ 負担法が制定され、高頻度な災害における復旧資金調達は可能となったが、被害規模が

甚大で、一部の国庫負担だけでは地方の負担が過大となる激甚な災害が発生した際には、そ

の都度陳情等により国庫負担の嵩上げのための特別法を制定せざるをえず、法律制定に時間

を要するとともに、措置内容に不公平が生じるおそれがある等の課題があった。 
・ また、従来の防災体制は、災害の都度関連法律が制定され、他法律との整合性について

充分考慮されないままに作用していたため、防災行政が充分な効果をあげることができなか

った。 
・ S34 伊勢湾台風による甚大な被害を契機に、S36 災害対策基本法を制定。各行政機関お

よび住民の防災に対する責務規定、災害予防・災害応急対策・災害復旧の各段階毎の各実施

責任主体の果たすべき役割や権限が規定された。 
・ 災害対策基本法を根拠に、S37 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（以下、激甚災害法）制定。同年、激甚災害指定基準策定。 
 
 【日本の防災対策における国と地方の関係の変遷】 

災害対応に関わる業務における国と地方の関係については、基本的に、過去から一貫して災

害が発生した地方（基礎的自治体）が一義的にその対応にあたり、国が地方を支援するとい

う関係が成立している。しかしながら、災害対策基本法が成立する以前では、災害が起きた

場合に、防災組織についていえば、国、都道府県及び市町村等の防災に関する責任が明確で

はなく、総合的防災行政を推進する体制にはなっておらず、防災に関する計画が作成された

としても、全体としての統一性を欠いていることが多く、結果として、防災行政は十分な効

果を上げることができなかった。 
このような中、1959 年（昭和 34 年）の伊勢湾台風を契機に、災害対策基本法が 1961 年（昭

和 36 年）に制定され、国は中央防災会議を総理府に置き防災基本計画を作成して、我が国

防災行政の最高方針である防災の基本方針を示し、地方は、防災基本計画に基づき地域に関

る防災計画を地方防災会議の場で作成することが定められた。これにより、これまで日本が

経験上で得てきた、地方の災害対応で得られた教訓を国が全国に向けて発信するという防災

の基本的な考え方が正式に体系付けられた。その結果、我が国の防災は、国の防災基本計画

を中心として、指定行政機関及び指定公共機関が作成する防災業務計画を経とし、都道府県

又は市町村の防災会議が作成する地域防災計画を緯とし、これらが相互に有機的な連携をも

って総合的な計画化が図られることとなった。 
さらに、2011 年（平成 23 年）の東日本大震災から得られた教訓より、大規模広域な災害に

対する即応力の強化等を図るために、2012 年（平成 24 年）6 月に災害対策基本法の一部を
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改正し、大規模広域な災害時において、市町村が一義的に災害対応にあたる際の、都道府県、

国の関りを従来以上に強化・拡充するとともに、それらの行動が円滑に行われるよう平素の

備えについての強化についても規定された。 
また、同法の財政金融措置では、災害予防及び災害応急対策に要する費用は実施責任者負担

であることを原則と定めているが、災害応急対策や災害復旧事業に要する費用に関しては、

災害救助法等の法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において国がその全部又は一

部を負担し、又は補助することができることが定められ、大規模災害時における地方の災害

対応に要する財政負担の軽減を図っている。 
一方、地方では、災害救助法等の定めるところにより、災害に備えるための財政措置として

基金の積立てを行い、国の財政的援助措置に加え災害対策に要する臨時的経費に充てる財源

としている。 
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図-2.2 日本の防災組織体系 
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図-2.3 日本の防災計画の体系 

 
図-2.4 防災基本計画の構成 
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■建築基準法 
【建築基準法の変遷】 

・ 福井地震（S23）を契機として、戦後の建築物の質の低下の改善と災害防止を図り、国

民の健康、財産を保護する目的で、建築基準法制定。これにより、建築物の構造安全規定の

強化が図られた。さらに、戦前から頻発していた都市大火と、戦時中の空爆による市街地大

火の脅威の経験から、それまで無防備状態であった都市大火の防止が要請されており、耐火

建築物の促進と屋根・外壁の不燃化政策も織り込まれ、その結果、屋根を不燃材で葺き、外

壁モルタル等の燃えにくい材料で造る防火木造が全国的に普及した。 
・ 新潟地震（S39）、十勝沖地震（S43）、宮城県沖地震（S53）などの被害調査研究から、

それまでの建築物の耐震性の不足が見直され、建築物の粘り強さを重視した新耐震設計法が

導入（S55 改正、S56 施行）。 
・ 建築基準法は、建築物に使用される材料や構造が詳細に規定される「仕様規定」であっ

たが、建材や構造などの技術進歩に対応するため、建築物に必要な性能を明示する「性能規

定」が導入された（H10）。 
 
■保険制度・被災者生活再建支援法 
【被災者生活再建支援法の変遷】 

・ H7 阪神大震災では、兵庫県南部地震では、多くの住宅が被害を受けたため、全国から

寄せられた義援金の１人あたりの配分額が住宅再建には不十分であり、応急仮設住宅での生

活が長期間、地震から数年経過した時点でも高齢者が孤独死するなどの問題が発生した。そ

れうけて、「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」制

定され、住宅再建に関する共済制度が提案される。 
・ H10 被災者生活再建支援法制定。住宅に全壊等の被害をうけた被災者に家財の購入経

費として最大 100 万円の支援金支給を規定。 
・ 被災者生活再建支援法の支給要件が厳しい・使途が家財に限定されているが、そもそも

住宅が不可欠等の批判・課題があった。そこで、施行後 5 年を目途として、必要な措置を講

ずることと定められ、それを受けて、様々な検討会が実施された。中央防災会議において、

防災基本計画専門調査会の「防災体制の強化に対する提言」が承認され、『行政としては、

被災者の生活再建を支援するという観点から、住宅の所有・非所有に関わらず、真に支援が

必要な者に対し、住宅の再建・補修、賃貸住宅への入居等に係る負担軽減などを含めた総合

的な居住確保を支援していくことが必要である』とされた。 
・ 上記をうけ、H16 に法改正され、居住の安定を目的とした居住安定支援制度が導入さ

れ、旧法からある必要家財等の購入に充てる生活関連経費とは別に支援金を最大 200 万円

支給することとした。 
・ さらに、H16 法改正時に施行後 4 年を目途に検討を加えることとされたこと、また、

H16 新潟中越地震、H17 福岡県西方沖を震源とする地震などの発生をうけて、検討会が設

置され、H19 に再度法改正された。それにより、年収・世帯主の年齢などの支給要件が撤

廃され、支援金の使途を限定しない、住宅の被害程度・再建方法による定額方式の支給が定

められた。 
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■災害予警報情報の提供  
【防災情報提供の変遷】 

・ （戦前）S9 室戸台風（死者 3,036 人）では、近畿地方に大暴風の襲来があることは

報じられていたが、警戒を促す用語がなく、 生徒・児童が台風の直前にも関わらず登校し、

暴風で倒壊した校舎の下敷きになる等の被害が発生。それをうけて、警報の用語として、警

戒を促す用語を選んで発表するべきとの考え方が示された。しかし、直後の戦争開始ととも

に、陸海軍大臣の命令により天気予報などの公表はすべて禁止され、民生に密着した気象業

務は一時中断された。 
・ S34 伊勢湾台風（死者 5,098 人）では、自然災害に対する総合的な戦略がないことが明

らかになった。例えば、高潮警報の通知電報を机上に放置した市町村と、きちんと対応した

市町村で死者数に格段の違いがあった。それらをうけて、災害対策基本法が公布される。 
・ S36 第２室戸台風では、伊勢湾台風に匹敵する規模であったにも関わらず、官民による

防災活動が講じられたことにより、死者・行方不明者 202 人、大阪府では高潮による死者

はゼロとなった。 
・ 1970 年代には、高度情報化社会の幕開けの動き（例えば、1971 年（S46）公衆電話回

線のデータ通信への開放）を通じ、S47 地域気象観測網（アメダス）の逐次展開、気象衛星

観測の充実、各段階での気象業務の細則・規則・法律の改正などの諸情勢の下に、気象庁に

おける集中豪雨対策（予・警報）の戦略が段階的に達成されていった。 
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参考 
【伊勢湾台風】（中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 平成 20 年 3 月） 

【概要】 
1959 年（昭和 34 年）９月 26 日夕刻に紀伊半島先端に上陸した台風 15 号（伊勢湾台風）

によって、台風災害としては明治以降最多の死者・行方不明者数 5,098 名に及ぶ被害が生じ

た。 
 この台風による犠牲者は全国 32 道府県に及んだが、その 83％は高潮の発生によって愛知 
・三重の２県に集中した。伊勢湾台風によって伊勢湾奥部に既往最高潮位を１m 近く上回る

観測史上最大の 3.55m の高潮が発生し、それが不十分な防災対策のまま市街化して来た日

本最大のゼローメートル地帯に来襲した。加えて、大量の木材が貯木場に集積していたこと

やそこが高潮災害の危険地帯であることの自覚や警戒心の不足、さらに来襲が夜間であった

ことなどが加わり、災害が激甚化した。 
【被害拡大要因】 
臨海部低平地の生命線である堤防が切れたことによって低平地の被害が激甚化し、拡大し

た。被害は、まず堤防が高波を伴う高潮の直撃によって破壊されることに始まり、次いで高

潮の氾濫によって被害が住宅や工場、病院、公共施設に及び、さらに鉄道や道路、水道など

の社会インフラに拡大し、被災地の活動が長期にわたって完全にマヒする事態となった。そ

の結果、愛知・三重両県だけで当時の日本のＧＮＰの４割近い推定被害総額 5,050 億円に達

する大災害となった（建設省河川局､1962）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1959年（S34）9月26日9時の地上天気図 

水没した国道1号線（海部郡蟹江町） 

（中日新聞社、1959） 
延々と続く被災3日後（9月29日）の湛水地域 

（中日新聞社、1959） 

名古屋市を中心とする低平地における湛水状況 

（伊勢湾台風災害被害調査特別委員会、1961） 
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表-2.2 日本国内における社会・経済情勢・災害発生状況および防災関連事業・法整備（1/3） 

 
 
 
 
 
 
 

あらゆる自然災害に係る法体制・事業の変遷

1899 M32.● 「災害準備基金特別会計法」　制定
戦後

1945 S20.09 　枕崎台風、西日本に水害
S20.10 　阿久根台風、九州・兵庫に被害

1946 S21.12 南海地震（津波あり）
1947 S22.09 　カスリン台風、利根川・北上川流域に大水害
1948 S23.06 福井地震

S23.09 　アイオン台風、関東・東北に大水害

1949 S24.●
S24.● 「治水事業10ヵ年計画」　策定

1950 S25.● 「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」　制定 「建築基準法」制定
S25.09 　ジェーン台風、大阪湾、瀬戸内海東部に高潮

1951 S26.3 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」　公布

S26.10 ルース台風、西日本一体に被害
1952
1953 S28.● 「公立学校施設災害復旧費国庫負担法」　制定

S28.● 「治山治水基本対策要綱」　策定
S28.06 北九州に梅雨前線豪雨、筑後川・矢部川・白川破堤、国鉄関門トンネル水没、門司市山崩れ
S28.07 和歌山県に梅雨前線豪雨
S28.09 台風13号、東海地方に高潮災害

1954 S29.09

1955 S30.● 「水防法」　改正
S30.● 「治水事業5ヵ年計画」　策定

1956 S31.● 「海岸法」　制定
1957 S32.● 「多目的ダム法」　制定

S32.07 長崎県中心に梅雨末期の記録的豪雨、特に諫早市の被害大、各県で地すべり被害続発
1958 S33.● 「地すべり防止法」　制定

S33.09 狩野川台風、伊豆半島、南関東に大被害、東京、横浜に都市水害発生

1959 S34.09 　伊勢湾台風、東海地方中心に全国的に大災害

1960 S35.03 「治山治水緊急措置法」　制定

S35.● 「治水特別会計法」　制定　

S35.● 「治山・治水10ヵ年計画」　閣議決定
S35.05 チリ地震津波（震度1以上の観測地域なし）

1961 S36.06 天竜川伊那谷に梅雨前線豪雨による土砂流災害
S36.09 第ニ室戸台風、近畿・穂区立に被害

S36.11 「災害対策基本法」　公布

1962 S37.● 「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」　（激甚災害法）制定
S37.● 「激甚災害指定基準」　策定

防災関連事業・法整備
(治水・治山関連）

防災関連事業・法整備
（減災対策関連）

防災関連事業・法整備
（個人の復興支援関連）

契機となった主な地震・津波災害西暦 和暦．月
社会・経
済情勢

契機となった主な風水害

風水害対策に係るの法体制・事業の変遷 地震・津波対策に係る法体制・事業の変遷

防災関連事業・法整備
（復旧資金調達関連）

戦
後
復
興
期

高
度
成
長
期

S24　シャウプ使節団
地方税制の大改革・災害復旧費の補助制度見直しの
勧告
『天災は予知できず、緊急に莫大な費用を用紙、罹災
地方団体の財政を破錠させる恐れがある。
…災害復旧事業はすべて政府に移管するか、また
は、・・・全額国の負担として行われるべき。』

戦後まもなくの時期に災害が相次ぐ

地方財政の乏しい弾力性を考慮し、一部を地方負
担、超過部分を国が負担する。

災害復旧のため、地方財政を圧迫しない、
迅速な資金調達の仕組みを整備

戦後の治水投資は、単年度ごとに
国会の可決によって決定
　 ↓
治水事業は長期にわたるため、
治水事業担当者は、毎年の財政に
束縛されない計画の必要性を要望

本格的な治水事業の必要性の痛
感・食料増産の要請から、
河川の洪水対策に注力

治水行政当局による長期投資計
画。
しかし、経済の高度成長前であった
ことから、予算制約のため正式な計
画策定に至らず。

正式な長期治水計画策定の仕組みを整備

治山治水緊急措置法の一環としての
戦後初めての長期計画の策定。

治水長期計画の法律的根拠。

治水長期計画の財政的裏づけ。

大災害の発生
未曾有の災害を契機に、
治水長期計画に対し、財政面で
後押しすべきとの考えに転換

被害規模が甚大で、一部の国庫負担だけでは
地方の負担が過大となる激甚な災害が発生した際、
その都度陳情等により国庫負担の嵩上げのための
特別法を制定。
　↓
しかし、法律制定に時間を要する、措置内容に不公平
が生じるおそれがある等の課題があった。

政府は、著しく激甚である災害が発生した場合は、
必要な施策を講ずることを定めた。⇒激甚災害法の
根拠

激甚な災害における国庫負担等の嵩上げを
迅速に実施する仕組みの整備

建築物の構造安全規定の強化

戦後の建築物低下、以前からの都市大火・
空爆による市街地大火から、
都市大火の防止要請が高まる

耐火建築物の促進
屋根・外壁の不燃化政策
　↓
不燃材葺き屋根、モルタル外壁の
防火木造が全国に普及
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表-2.3 日本国内における社会・経済情勢・災害発生状況および防災関連事業・法整備（2/3） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あらゆる自然災害に係る法体制・事業の変遷

1963

1964 S39.● 「河川法」　全面改正 　新潟地震

1965 S40.● 「第２次治水事業五箇年計画」　策定
1966
1967 S42.08 羽越豪雨災害
1968 S43.● 　十勝沖地震

S43.● 「第３次治水事業五箇年計画」　策定
1969
1970
1971
1972 S47.● 「第４次治水事業五箇年計画」　策定

S47.07 梅雨前線豪雨、全国的に猛威
1973
1974 S49.● 伊豆半島沖地震

S49.07 台風8号東海地方に災害（七夕豪雨）
S49.09 台風16号、多摩川破堤

1975 S50.● 「河川等災害特定関連事業」　創設

S50.08 台風5号西日本に豪雨、台風6号により石狩川破堤

1976 S51.09 台風17号、中部・西日本一帯に災害。長良川破堤、小豆島の土砂流
S51.●
S51.● 「河川激甚災害対策特別緊急事業」　開始
S51.● 「砂防及び地すべり激甚災害対策特別緊急事業」　開始

1977 S52.● 「第５次治水事業五箇年計画」　策定

S52.● 河川審議会「総合的な治水対策の推進方策についての中間答申」（総合治水対策）
1978 　宮城県沖地震
1979
1980 「建築基準法」改定
1981 S56.●

S56.06 「建築基準法」施行
S56.08 台風10号、中国～東北、北海道で被害、石狩川水害、宇原川土石流災害

1982 S57.● 「総合土石流対策」　開始
S57.● 「第６次治水事業五箇年計画」　策定
S57.07 長崎梅雨末期豪雨災害
S57.08 台風10号、東日本にて猛威、富士川鉄道橋梁流失
S57.09 台風18号、東京の都市河川が氾濫（都市型水害）

1983 S58.5 日本海中部地震（S58.05.26）（津波あり）
S58.● 「流域貯留浸透事業費補助」　新設　
S58.● 「急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画」（S58～62年度）の策定

1984 S59.● 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」　改正
S59.● 「河川等災害関連特別対策事業」　創設

1985 S60.● 「直轄緊急砂防事業」　実施
1986 S61.● 「災害関連河川特別水害対策促進事業」　創設

S61.08 台風10号、関東・東北にて災害、小貝川、阿武隈川破堤
1987 S62.● 「災害関連緊急事業」　創設（一般会計）

S62.● 「第７次治水事業五箇年計画」　策定　（S62～66年度）
S62.● 河川審議会「超過洪水対策に関する答申」（超過洪水対策）
S62.● 「直轄特定高規格堤防整備事業」　実施

1988 S63.● 「第２次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画」（S63～67年度）の策定
S63.● 「救急内水対策事業」　創設
S63.● 「水害に強いまちづくりモデル事業」　実施
S63.● 「桜づつみモデル事業」　実施

1989
1990 H02.● 「特定小川災害関連環境再生事業」　創設
1991 H03.09 台風18号、東海・関東地方で土砂崩れ多発

H03.09 台風19号
1992
1993 H05.09 台風13号、全国的に被害

H05.07 北海道南西沖地震（津波あり）
1994

1995 H07.01 兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）（H07.1.17）

H07.● 「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」　制定
H07.10

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」創設

1996 H08.12 蒲原沢土石流災害（姫川水系）
1997 H09.● 「河川法」　改正

1998 H10.05 　　「被災者生活再建支援法」成立
H10.● 「美しい山河を守る災害復旧基本方針」　策定 「改正建築基準法」公布

西暦 和暦．月
社会・経
済情勢 契機となった主な風水害

防災関連事業・法整備
（復旧資金調達関連）

防災関連事業・法整備
(治水・治山関連）

契機となった主な地震・津波災害
防災関連事業・法整備

（減災対策関連）
防災関連事業・法整備
（個人の復興支援関連）

風水害対策に係るの法体制・事業の変遷 地震・津波対策に係る法体制・事業の変遷

安
定
成
長
期

高
質
生
活
期

経済の復興に伴い、産業基盤の
整備拡充が強く要請される
　 ↓
都市用水の需要も著しく伸長
　↓
河川事業による経済成長への貢献が
望まれる

治水　+　利水

災害復旧に関する補助事業の策定による
迅速な資金調達の仕組みを整備

高まる環境・親水に関するニーズへの対応

治水　+　利水

都市化現象による河川に関する諸問題
（遊水機能等・地盤沈下・
低平地への人口・資産集中）、
環境への意識の高まり
　↓
流域・氾濫原一帯となった連携施策の展開

被害調査研究により、建築物の耐震性不足見
直される

建築の粘り強さを重視した新耐震設計法導入

老朽建築物の損壊が問題となり、毀損建築物
の耐震性が注目される。

材料や構造方法を規定化し列挙する方式で
は、技術の進歩に対応しきれない
　 ↓
建築物に必要な性能を明示する「性能規定」
の考え方導入

不特定多数の人が利用する公共性
の高い既存建築物耐震性向上

基準自体の強化はなし

「住宅再建に関する共済制度」提案

住宅に全壊等の被害を受けた被災者に家財の購
入経費として最大100万円の支援金支給を規定。
融資ではない「支援金支給」は画期的。

高
度
成
長
期
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表-2.4 日本国内における社会・経済情勢・災害発生状況および防災関連事業・法整備（3/3） 

 
 
 
 

あらゆる自然災害に係る法体制・事業の変遷

H10.08 8月上旬豪雨、新潟県内で被害大
H10.08 8月末豪雨、福島県・栃木県等の多数の中小河川が越水、決壊
H10.09 台風5号、北海道・東北・関東中部で被害
H10.09 秋雨前線豪雨、高知県内で浸水家屋2万戸以上の被害
H10.09 台風7号、近畿中心

1999 H11.● 「海岸法」　改正
H11.06 6月末梅雨前線豪雨、広島県内で多数の土砂災害、福岡市内で地下空間浸水
H11.08
H11.09 台風16号、長良川決壊
H11.09 台風18号、熊本県・山口県で高潮災害

2000 H12.07 首都圏に局所的な集中豪雨
H12.07 台風3号、東北地方で浸水被害
H12.09 東海豪雨、東海地方で被害大（新川決壊）
H12.10 鳥取県西部地震

2001 H13.01 芸予地震
H13.● 「美しい海辺を守る災害復旧ガイドライン」　策定
H13.08 台風11号、三重県・和歌山県で被害
H13.09 9月上旬秋雨前線、高知県で被害

2002 H14.07 台風6号、岐阜県西部と東北地方の太平洋側で浸水被害 中央防災会議　防災基本計画専門調査会
2003 H15.05 「防災体制の強化に対する低減」承認

H15.09 十勝沖地震（津波255cm） 「東海地震対策大綱」
H15.12 「東南海・南海地震対策大綱」

2004 H16.03
H16.08 台風16号 「被災者生活再建支援法」改正
H16.09 台風18号
H16.10 台風23号、円山川破堤、西日本大水害
H16.10 　新潟県中越地震

2005 H17.03 　福岡県西方沖を震源とする地震
H17.04 　福岡県西方沖を震源とする地震
H17.09 「首都直下地震対策大綱」

中央防災会議「建築物の耐震化緊急対策方針」

H17.11 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」改正
2006 H18.09 台風13号（福岡、佐賀、長崎、宮崎等）
2007 H19.03 「被災者生活再建支援制度に関する検討会」設置

能登半島地震
H19.07 新潟県中越地震
H19.11 「被災者生活再建支援法」改正

H20.04 「緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）」　創設
H20.06 岩手・宮城内陸地震
H20.7 岩手県沿岸北部を震源とする地震

2009 H21.08 駿河湾を震源とする地震
2010
2011 H23.01 「局地激甚災害指定基準」　策定

H23.03 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）（津波930cm以上）
H23.09 台風15号（静岡、神奈川）

風水害対策に係るの法体制・事業の変遷 地震・津波対策に係る法体制・事業の変遷

契機となった主な風水害
防災関連事業・法整備
（復旧資金調達関連）

防災関連事業・法整備
（個人の復興支援関連）

防災関連事業・法整備
(治水・治山関連）

契機となった主な地震・津波災害
防災関連事業・法整備

（減災対策関連）
西暦 和暦．月

社会・経
済情勢

近年の局地的豪雨増加傾向をうけ、
過疎地域等財政規模の小さい市町村を中心に
局地的であるが大規模な災害が発生した場合の措置

支給要件が厳しい、そもそも住居が不可欠。と
いう批判・課題から、「被災者住宅再建支援検
討委員会」等による検討実施

・計画的な耐震化の促進
・建築物に対する指導等の強化
・支援措置の拡充

巨大地震・津波への備えの意識高まる

・建替えに係る解体費用・住宅賃貸家賃などの居住
安定支援制度導入
・必要家財等の生活関連経費と別に最大200万円
の支給

・支給要件緩和
・支援金使途を限定しない定額方式支給（私有財
産の損失補てんを工費で行うことについての問題
に決着）

高
質
生
活
期
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2.1.3 長期計画や災害関連法制度の有効事例 

長期計画や災害関連法制度等、特徴的な防災の取り組みとしての法律・事業の整備・実施事

例を以下に示す。 
 

(1) 計画的・継続的な防災投資 

1) 治水長期計画 

…計画的・継続的な事前投資の仕組み 
防災事業の代表的なものである治水事業では、「国の継続的な発展、国民生活の安定と向上

のためには、安全基盤である治水施設の緊急かつ計画的な実施の促進が必要である」との考

えから、計画の下に着実な治水施設の整備が行われ、日本の経済的な基盤を支えている。2 
 
…先見性、PDCA サイクルによる持続可能性の確保 
中長期的な事業の実施目標を立てることで、時と共に変化する社会のニーズと財政状況を

先見的にとらえた計画的かつ継続的な治水投資、および PDCA サイクルによる持続可能な国

土保全を行ってきたと言える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 治水事業 10ヵ年計画 日本の河川像を求めて 河川計画課 30年の歩み 建設省河川局河川計画課編 山海堂 

1983 pp.146-148 
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表-2.5 治水事業五箇年計画の推移について 2） 

 期間 
計画額 
（億円） 

投資額 
（億円） 

計画の概要及び重点事項 

第 1 次 S35~39 3,650 4,305 
治水事業の緊急かつ計画的な実施を促進し、国土の

保全と開発を図り、もって国民生活の安定と向上に

資する 
第 2 次 S40~42 8,500 4,741 同上 
第 3 次 S43~46 15,000 10,603 同上 

第 4 次 S47~51 30,000 28,355 

重要河川の安全度向上 
中小河川の整備 
都市河川対策の強化 
水資源の開発と高度利用 
土石流対策等土砂災害対策の強化 
河川環境の改善 

第 5 次 S52~56 58,100 58,178 

中小河川、都市河川対策の強化 
土石流対策等土砂災害対策の強化 
重要河川の整備 
水資源の開発と高度利用 

第 6 次 S57~61 82,500 65,498 

中小河川、都市河川対策の強化 
土石流対策等土砂災害対策の強化 
重要河川の整備 
水資源の開発と高度利用 

第 7 次 S62~H3 80,000 88,016 
安全で活力ある国土基盤の形成 
社会・経済の発展に向けての水資源開発 
うるおいとふれあいのある水辺環境の形成 

第 8 次 H4~8 109,000 115,326 
安全な社会基盤の形成 
水と緑豊かな生活環境の創造 
超過洪水、異常渇水等に備える危機管理施策の展開 

第 9 次 H9~15 116,000  

阪神淡路大震災等の教訓を生かした安全な社会基

盤の形成 
頻発する渇水の解消による安心できる生活の確保 
地域から要望の強いきれいな水と緑の水辺の創出 
個性豊かな活力ある地域づくりの支援 

出典：治水事業五ヵ年計画の推移について 国土交通省 
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(2) 災害を契機とした対策や措置の実施・強化、あらゆる分野の施策への拡充 

1) 災害復旧事業（補助） 

…地方財政を圧迫しない、迅速な資金調達の仕組みの整備 
自然災害は、地域的・時間的・規模的予測が困難かつ復旧に莫大かつ変動的な費用が必要

であり、個別の地方公共団体のみで負担することが困難・非効率である。一方で、被災箇所

の早急な復旧は施設管理者の責務であり、仮道・仮締切・欠壊防止などの応急的な施工は災

害直後から迅速に実施する必要がある。そこで、国の災害査定を待たずに被災直後から復旧・

仮工事を実施でき（事業着手の制約がない）、かつ査定前の工事費も災害復旧事業に合致する

ものは国庫負担の対象となる制度として、災害復旧事業（補助）が整備された。 
1951 年（S26）公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（以下、負担法）に基づき、地方

財政の乏しい弾力性を考慮し、一部を地方負担、高率の超過部分を国が負担することで、各

地で度々発生する災害に対し、迅速・確実に予算を確保・復旧着手することが可能となった。

（対象施設：河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊

防止施設、道路、港湾、漁港、下水道、公園）。3 4 

ただし、当該事業は異常な天然現象により被災した施設の原形復旧を原則としていること

から、被害が激甚な場合等、復旧効果が限定されることが多い。そのため、未被災箇所を含

む一連区間について再度災害防止とさらなる安全度の向上を図るために、河積の拡大、道路

の拡幅、屈曲部の是正等が可能な改良復旧事業制度が整備された。当該事業は、未被災箇所

を含む一連区間の一定計画等に基づく復旧が可能となることから、公共の福祉を確保する上

でも有効な事業である。5 

 

2) 災害対策基本法 

…激甚災害に対する迅速な復旧資金調達の仕組みの整備・災害対策全体の体系化 
1961 年（S36）災害対策基本法が公布され、著しく激甚である災害が発生した場合は、政

府が必要な施策を講ずることを定めた。これにより、激甚な災害においても、迅速・確実に

予算を確保・復旧着手することが可能となった。 
また、災害対策基本法では、それまでの防災体制の不備を改め、災害対策全体を体系化し、

総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として、各行政機関および住

民の防災に対する責務が規定され、ハード整備を補うためのリスク低減措置が官民連携して

講じられる体制がとられるようになった。6 
特に災害対策の促進のために、災害予防・災害応急対策・災害復旧の各段階毎に各実施責

任主体の果たすべき役割や権限が規定され、防災訓練義務、市町村の警戒区域設定権等、防

災リテラシーの向上に資する対策がとられるようになった。 

                                                   
3 災害復旧制度の変遷 篠田謙 雑誌河川 2011 年 12 月号 
4 財務省から見た災害復旧制度 半田充 雑誌河川 2011 年 12 月号 
5 河川等災害復旧事業と改良復旧事業について 木村秀治 社）全日本建設技術協会第 580 回建設技術講習会資

料 2011 年 2 月 
6 日本の災害対策 内閣府 
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…住民の防災力の活用と効率化・強化のための組織化 
災害対策基本法の制定により、市長村による「住民の隣保共同の精神に基づく自発的な防

災組織」の充実の義務化が図られ、住民の力を活用し、被災者救援を効率化するための行政

への協力組織として自主防災組織が位置づけられた。 
その後、消防庁防災業務計画の改定や大規模地震を契機に、大都市震災対策の１つとして

も位置づけられ、自主防災組織の結成が進み、資機材整備費用等の助成や訓練時事故に対す

る補償制度創設等の環境整備や行政による育成強化等が行われるようになった。 
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表-2.6 災害対策基本法制定以降の自主防災組織における変遷の経緯 

時期 背  景 自主防災組織への動き・特徴 

第
Ⅰ
期

 

昭
和

30
年
代

 

伊勢湾台風の被害を受けて、

災害対策基本法が昭和 36 年

11 月に成立。 

地域防災意識の芽生え 
○防災基本計画において、公的な文書の中で「自主防災組織」と

いう言葉が初めて使われた。 
○この時期はまだ被災者救援を効率化する行政への協力組織の

一つとして位置づけられていた。 第
Ⅱ
期

 

昭
和

40
年
代
後
半

 

大都市震災対策推進要綱が

中央防災会議で策定される。 

自主防災組織による地域防災力の醸成 
○消防庁防災業務計画を改定し、大都市震災対策の一つとして自

主防災組織の整備について初めて規定。 
（この時期の自主防災組織の特徴） 
① 地震災害対応中心 
② 都市部での災害対応を想定 
③ 発災初期の減災への組織的な対応 
④ 組織化の主たる基盤は町内会 等 第

Ⅲ
期

 

昭
和

50
年
代

 

「東海地震説」の発表 
（昭和 51 年）。 
 
宮城県沖地震（昭和 53 年）、

長崎水害（昭和 57 年）等の

大規模災害が発生。 

自主防災組織の結成、環境整備の促進 
○自主防災組織の結成が進み、資機材整備費用の助成、訓練時の

事故に対する補償制度創設等の環境整備がなされた。 
（この時期の自主防災組織の特徴） 
①地震のみならず風水害等災害全般を視野 
②地方においても自主防災組織が必要 
③活動カバ－率の地域間格差の存在 等 第

Ⅳ
期

 

平
成

7
年
以
降

 

阪神・淡路大震災が発生。（平

成 7 年 1 月） 
 
 
 
 
 
 
地域の安心・安全な暮らしを

脅かす不安の多様化。 
（自然災害、犯罪等） 
平成 16 年 5 月の経済財政

諮問会議において「地域安心

安全アクションプラン」が示

される。 

地域防災力の重要性の再確認 
○災害対策基本法の改正では、初めて「自主防災組織」の育成が

行政の責務の一つとして明記された。 
○自主防災組織の育成強化に向けて、リーダー養成や指針等の策

定等を今後行うべきこととして具体的に示される。 
○資機材整備を促進するための国庫補助制度※が創設され、全国

的に自主防災組織結成が促進される。 
地域の安心・安全な暮らしへの新たな取組みへ 
○地域において安心・安全な生活を確保していくため、コミュニ

ティ活動をベースとした地域の防災・防犯体制の強化を図ること

が重要となる。 
○自主防災組織や各種団体等と連携し、安心安全パトロールや初

期消火、応急手当等を総合的に実施する「地域安心安全ステーシ

ョン」の展開。 

参考文献：「自主防災組織」その経緯と展望（黒田洋司 平成 11 年地域安全学会論文報告集） 

出典：「自主防災組織の手引き」平成 23 年 3 月，消防庁 

 
特に阪神・淡路大震災において「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識の定着・

実践がすすみ、自主防災組織7 の活動カバー率は年々増加傾向にある。一方で、地域によ

り温度差があったり、運営・活動における高齢化・昼間の活動要員の不足・活動に対する住

民意識の不足・リーダーの不足・活動拠点の不足・活動のマンネリ化などの課題も指摘され

ている。これらに対し、行政では啓発活動やリーダー養成などが図られている。8 
 

                                                   
7 自主防災組織とは、災害対策基本法第２条項において、住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織（第

八条第二項及び第十五条第五項第八号において「自主防災組織」という。）と規定されている。 
8 自主防災組織の手引き－コミュニティと安心・安全なまちづくり－ 消防庁 
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図-2.5 自主防災組織等の推移（各年 4月 1日現在） 

出典：「自主防災組織の手引き」平成 23 年 3 月，消防庁 

※自主防災組織活動カバ－率とは、全国世帯数に対する自主防災組織が活動範囲としている地域の世帯数の割合

を示す。 
 

3) 建築基準法 

…民間による、防災力向上促進 
建築基準法は、戦後の建築物の質の低下の改善と災害防止を図り、国民の健康、財産を保

護する目的で制定された。これにより、構造安全規定の強化図られ、防火木造が全国的に普

及し、戦前から頻発していた地震と都市大火への耐性が向上した。 
また、地震の都度、被害調査研究を実施、建築物の耐震性を強化した。さらに、技術の進

歩の状況にあわせて「仕様規定」から「性能規定」を導入したことで、新しい技術の導入に

対する規制を緩和し、民間における更なる技術進歩を推進させ、防災力向上促進に寄与した

と考えられる。9 
さらに、法律の実効性を高めるために、建築物を建てる場合の申請を義務付け、それらを

違反している場合の罰金等の措置を定めるとともに、住宅金融支援機構では、独自の技術基

準を設けて物件の質（併せて建築基準法に基づく検査済証の交付が必要）を融資基準とする

などの施策がとられている。 
 
 
 
 

                                                   
9 建築物に対する法規制と被災者支援 
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4) 建築基準法・都市計画法 

…都市整備における、延焼防止対策（道路幅員確保等） 
日本では建築物を木造によりつくってきたことから、建築物における災害は火災が第一に

考えられてきた。 
戦前より、日本の都市火災は度々発生し、また、木造住宅中心であることから、１件で火

災が発生すると数件は燃えてしまうのが普通の状態であった。よって、建築物における災害

は火災が第一に考えられてきた。 
 

図２　建物火災１件当たり焼損面積の推移
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図-2.6 建物火災 1件当たり焼損面積の推移10 

 
1950 年に制定された建築基準法は、建築物単体の防火対策とともに、都市計画法と一体的

に運用されることにより、市街地大火対策としての意味合いを有するものである。1950 年代

以降は、市街地大火対策を重点に置いた都市計画法と建築基準法に基づいて町が建設される

ようになり、耐火建築物の比率も次第に高まってきた。その効果が統計上いつ頃から現れて

きたかは明確でないが、消防力の整備ともあいまって「市街地大火」が滅多に起こらなくな

ると、建物火災１件当たりの焼損面積は住宅１戸分にも満たなくなり、さらに減少を続けて、

最近では 50m2 を切るようになっている。11 
市街地大火の数・焼損面積は、戦後直後から 1970 年代までに飛躍的に減少したが、1976

（S51）年 10 月 29 日の夕刻、山形県酒田市の中町から出火した火災は、折からの強風に煽

られて拡大し、翌日の早朝まで燃え続けた（酒田大火）。焼損面積は 22.5ha にも及び、近年

稀な大火となった。この大火で延焼防止に役立った区域には、樹木の他、オープンスペース

や水利が豊富にあったことが確認されている。12 
これを機に、建築制限区域の指定（建築基準法第 84 条）が定められ、酒田市の復興計画

では、防災地域の新設、公園･緑地等の都市空間の創設、幅員の広い道路網の整備（復員 6～
12m）等の防災対策に配慮した街づくりが行われた。 

                                                   
10 日本の住宅防火対策（現状とその背景及び今後の方向），小林恭一 12） 
11 日本の住宅防火対策（現状とその背景及び今後の方向），小林恭一 
12 日本の住宅防火対策（現状とその背景及び今後の方向），小林恭一 
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戦後の建物焼損面積が 33 千 m2 以上の市街地大火は、1970 年代までは、年数回発生して

いたが、酒田大火以降は阪神淡路大震災を除いて現在まで発生していない。 
また、1995（H7）年の阪神淡路大震災では、市街地で約 7,000 棟が全半焼したが、幅員

12m 以上の道路では延焼防止に役立った事例がある。13 
 

 
図-2.7 道路の幅員と延焼防止の関係（阪神淡路大震災における神戸市長田区の事例）14 

 
また、東京都では、都市防災不燃化促進事業として、市街地火災の延焼を防止するととも

に、避難地、避難路、延焼遮断帯周辺において、耐火建築物への建替え促進を図っている。

このように、建物は個人の資産であるが、避難路等であるという公共性が高いと判断し、間

接的に補助を行う仕組みにより、延焼防止・避難路確保を図っている事例がある。 
 

5) 土砂災害防止法 

…都市整備における、リスクに応じた土地利用規制の実施 
1999（H11）年 6 月 29 日、広島県で発生した集中豪雨により、325 件の土砂災害が発生

し、全壊家屋 65 棟、死者 24 名の被害が生じた15。これを機に、2000（H12）年に土砂災害

防止法が制定され、災害危険区域における新規立地の抑制や既存住宅の移転促進が図られた。 
既存の土砂災害防止に関する主な法制度は、以下のようなものがあった。 

■砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（急傾斜地法）

などの砂防三法 ： 主に土砂災害の原因となる土砂移動現象の防止対策を講じる 
■都市計画法（開発許可制度）、建築基準法（災害危険区域制度）、宅地造成等規制法 ：  
土砂災害の危険のある箇所についての開発行為や建築行為に対する規制を行うもの 

■災害対策基本法 ： 災害発生時の対応について定めるもの 
 

                                                   
13 中央防災会議首都直下地震対策専門調査会 第 11 回 資料２ 首都圏における道路の地震災害対策 国土交

通省道路局 http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/shutochokka/11/shiryo2.pdf 
14 地震災害対策 国土交通省 
15 6.29 豪雨災害。1999 年 6 月 29 日、広島県を中心にした中国地方で発生した集中豪雨による土砂災害。 

http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/www/contents/1318849733997/index.html 
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しかし、「居住者にとって、その土地の土砂災害の危険性が明確でない」「危険区域の直接

的な立地抑制制度がない・建築行為制限内容が地方公共団体によりまちまち」「警戒避難措置

の整備が地方公共団体の取り組みに左右される」等の課題があった。 
そこで、土砂災害防止法により、既存の事業関連諸制度と相まって総合的な土砂災害対策

を講じるため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、その中で危険の周知、警戒避難

体制の整備、住宅建設のための宅地開発の規制や建築物の安全を確保するための基準の設定、

既存住宅の移転促進等の措置を講じることとされた。16 
 

6) 東京都帰宅困難者対策条例 

…都市部における災害発生時の二次被害防止対策 
2011（H23）年 3 月 11 日の東日本大震災において、首都圏では大規模な火災や建物の倒

壊は少なかったものの、一部施設の被災や安全確保のための運行停止・規制により主要交通

機関が不通となり、多数の帰宅困難者が発生した。その数は、内閣府および東京都の調査に

よれば約 515 万人となっている。帰宅困難者については、2008（H20）年に、中央防災会議

において、以下のようなリスクが指摘されていた。 
 
・ 都心部における大混雑の発生、および混雑による群集なだれ発生の可能性 
・ 膨大な数の移動者が発生する沿道における、飲料水・トイレ・休憩場所等の膨大な需

要の発生 
・ 都心部等での大量の滞留者（行き場を失った人）の発生 
・ 駅周辺での混乱の発生 
 
これらのリスクに対する施策や個人の協力が功を奏し、一部の公的機関や民間企業・施設・

個人が一時待機場所やトイレなどの利用を開放したため、結果的に大きな混乱は発生せず、

メディア等により、赤の他人同士が支援しあう美談が大きく取り上げられた。しかし、すべ

ての帰宅困難者がこれらの支援を受けられたわけではなく、一部の混乱に乗じた犯罪等の防

止も兼ねて、東京都では、以下の施策を促進するための条例を策定している。 
 

・ 一斉帰宅の抑制の推進（個人：むやみに移動を開始しない、事業者：従業員を事

業所に留まらせる） 
・ 安否確認と情報提供のための体制整備（通信事業者等と関係機関の連携による情

報提供体制の充実、安否確認手段の周知、利用啓発） 
・ 一時滞在施設の確保（公的施設の一時滞在施設指定） 
・ 帰宅支援（災害時帰宅支援ステーション、代替輸送手段の確保） 

 
 

                                                   
16 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）の解説 建設省河川局

水政課 雑誌河川 2000 年 7 月号 
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7) 被災者支援に関するソフト政策 

…被災者支援に関する制度 
阪神・淡路大震災を契機に 1998 年（平成 10 年）に制定された被災者生活再建支援法の下、

自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた被災世帯に対し、都道府県が相互扶助の観点

から拠出した基金を活用して、支援金を支給する等といった被災者生活再建支援金支給制度

が導入され、被災者の生活の安定と被災地の速やかな復興に寄与している。 
また、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づいた被災者への経済面での支援や中小企

業・自営業への融資、職場適応訓練費の支給等、被災者の生活再建への取組みを支援する様々

な制度が整備されている。 
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(3) 複数セクターが協力する防災スキーム 

1) 総合治水対策 

…流域の保水・遊水機能の維持、洪水氾濫予想区域等の設定・公示、関係部局・地方公 
共団体との協議体制の整備 
1970 年代の日本では、高度経済成長期における宅地化の進行により、水害のダメージポテ

ンシャルが増大するとともに、雨水の浸透域の減少・洪水到達時間の短縮・洪水流出量の増

大により、都市やその周辺の水害が頻発し、抜本的な対策が求められていた。 
そこで、1977 年（S52）河川審議会における「総合的な治水対策の推進方策についての中

間答申」が示され、流域・氾濫原が一体となった連携施策の展開が計られた。 
総合治水対策では、特定河川の流域毎に、地方整備局・都道府県・市町村の河川担当部局、

都市・住宅・土地担当部局等の関係部局からなる流域総合治水対策協議会を設置し、当該流

域に係る総合治水対策について協議することとしており17、河川部局あるいは管理者以外の

部局が連携して取り組む施策の代表と言える。 
 

2) 特定都市河川浸水被害対策法 

…浸水被害対策実施のための新たなスキーム 
総合治水対策の推進により、上記の流域総合治水対策協議会の設置や流域整備計画が策定

されたが、調整池やため池が埋め立てられるといった状況が発生して、都市部の浸水被害が

頻発するようになった。 
また、1990 年代になると、人口増加が鎮静化を迎え、開発圧力が減少するなど、社会情勢

が変化した。 
一方で、被害ポテンシャルの増大や土地利用の高度化は依然として進み、都市部の浸水被

害が頻発するようになったことなどを受け、2004 年（H16）特定都市河川浸水被害対策法が

施行された。 
これにより、河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体が一体となった新たなスキーム

により浸水被害対策が実施されることとなった。18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
17 総合的な水害対策-特定都市河川浸水被害対策法の施行状況の検証 
18 特定都市河川浸水被害対策法の概要・スキーム 

http://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/bousai/gaiyou/houritu/index_toshikasen.html 
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表-2.7 特定都市河川浸水被害対策法と総合治水対策の比較 

 
出典：国土交通省 

 

3) 災害予警報情報の提供 

…関係機関の連携による、予測技術・予警報の精度向上、予警報の確実な伝達 
災害予警報情報の提供に関しては、気象業務法や水防法に準じ、気象観測者や河川管理者

等により観測・予測データを整理・分析した予警報情報が防災管理者である市町村長等に提

供され、市町村長等は関連情報を勘案の上、住民に避難勧告・指示情報として発令すること

が災害対策基本法により位置付けられている。 
特に、気象業務法と水防法に関しては、災害を契機とした改正や観測・通信機器の高性能

化等のその時代の諸事情に応じた改正がなされてきた。 
戦前の室戸台風（1934 年（S.9））や伊勢湾台風（1959 年（S.34））によって記録的な死亡

者を出して以降、水害により、これに並ぶ死亡者を出していないことは、災害規模と程度の

差はあるものの、ハード的な対策に加え、上述したとおり、予警報システムの整備・改善に

大きなの効果があったものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 



2.日本国内における防災事業の効果をめぐる議論の整理 

2-26 
 

(4) 農業セクターにおける防災対策の取り組みと効果 

1) 治水と農地整備による人口増加19 

日本の平野の多くは、河川の氾濫により形成された沖積平野であり、肥沃で生産性が高い

一方、洪水の危険性も高い土地である。 
日本は、2000 年の間に、江戸時代の中ごろを除くと、ほぼ一貫して人口が増加してきた。

この間に、３回にわたって川の氾濫原の改造が行われた。最初は小河川の氾濫原から始まり、

江戸時代には大河川の氾濫原がほぼ開発されつくした。そして、明治期に入ると、近代的な

河川整備と耕地整備が行われ、稲の生産性が飛躍的に向上した。このような農地整備に伴う

稲の収穫の増加にほぼ比例して日本の人口は増加してきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.8 日本における稲作のための３回の列島改造20 

2) 農地防災の取り組みと効果 

記録に残されている最も古い我が国の治水事業は、淀川のまんだづつみ茨田堤が築造され

た３世紀頃までさかのぼるといわれているが、これ以前においても灌漑のための溜池や河川

から用水を引く工事や、湿地開発のための排水工事等は行われていた。社会・経済の発展に

伴う財政規模の拡大と施工技術の進展により、順次事業の規模が拡大し、新田開発と舟運を

目的とした河川改修工事が行われるようになった。この代表的な事例として、江戸時代に行

                                                   
19 河川流域環境工学－21 世紀の河川工学－, 吉川勝秀, 技報堂出版, p35 
20 河川流域環境工学－21 世紀の河川工学－, 吉川勝秀, 技報堂出版, p36 
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われた利根川の東遷や大和川の付け替えがあげられる。 
また、この時代の治水方式は、地先の局所的防災を主体とするものであった。地先の田畑

及び集落を水害から守るため、左右岸や上下流で敢えて堤防の高さを変える等、地先の重要

度や地形等の自然特性に対応した治水方式がとられていた。氾濫水が集落に流入しないよう

に堤防を川沿いではなく集落の近くに設けていたり、予め洪水を越水させる場所に水防林を

つくり、氾濫水の流勢を削ぐ工夫をしていた。水害常襲地帯では、水塚や水屋などを設け、

舟を準備しておくなど地域住民自らが洪水への対策を実施していたのである。 
戦前の日本では、農業の生産基盤が弱く、度重なる自然災害によって農家は大きな打撃を

受け、この打撃が地域社会にも深刻な影響を与えることもあった。特に、洪水による被害は

農業基盤及び農業経営の安定化を阻む主要な要因であった。 
そのような中、治水と利水を総合的かつ効率的に行うためには、水系一貫の開発が望まし

いとした河水統制計画案が 1926 年に提唱され、多目的ダムによる河川開発等、農業基盤整

備や食料増産の基礎となる事業が推進された。さらに、大河津分水路に代表されるような治

水を主目的とした河川事業の実現により、農業地域の洪水被害を減少させるだけではなく、

地域の洪水位の低下による農地の乾田化を可能とした。 
このような治水事業の実施を基盤として、土地改良法(昭和 24 年)等に基づく各種の農地防

災事業＊を展開することにより、農耕地の圃場整備が進み、効率的な生産が可能となったこ

とで水稲収穫量も増加した。さらに、当該事業は、地域における洪水の発生頻度を減少させ

るなど、洪水被害を低減させたことにより、鉄道、道路等の交通網の整備、工業地区の拡大

を誘発し、地域経済の発展に大きく寄与することとなった。 
このように、農業セクターにおいては、治水事業や河川開発事業と連携しながら地域の特

性・状況に応じた防災対策に取り組むことが重要である。 
 
＊：農地防災事業 
農業生産の維持及び農業経営の安定を図り、併せて国土及び環境の保全に資することを目的とし

た事業で、以下のような事業を対象としている。 
防災ダム事業、ため池等整備事業、湛水防除事業、農地保全整備事業、農村地域環境保全整備事

業、地盤沈下対策事業、地域ため池総合整備事業、農業用河川工作物応急対策事業、土地改良施

設耐震対策事業、農村災害対策整備事業 
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図-2.9 日本の 2000 年の推移（人口、河川史、制度、農業開発）21 

 

                                                   
21 河川流域環境工学－21 世紀の河川工学－, 吉川勝秀, 技報堂出版, p4-5 
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(5) 都市・まちづくりにおける防災対策の取り組みと効果 

日本では、戦後、空襲による焼け野原の復興から都市対策がはじまっているが、道路や鉄道

等の復旧・復興とともに、引揚者等の都市部へ移住や復興にあわせた人口の都市流入に伴う劣

悪な市街地環境の改善も重要な課題であった。 
このため、不良住宅等が集中するエリアにおいては、「住宅地区改良法」（改良法）にもとづ

き、不良住宅を除却し改良住宅に建て替えるスラムクリアランスが実施された。また、都市へ

の人口集中により、居住地としては必ずしも適さない斜面地に市街地が広がり、豪雨等による

斜面地災害が多発したことから、「宅地造成等規制法」（宅造法）による斜面地開発の許可制が

敷かれるようになった。なお、宅地開発の許可制は、昭和 43 年からは、都市計画法に開発許

可制度が導入され斜面地以外にも広がっている。 
さらに、平成７年におきた阪神・淡路大震災では、老朽化した住宅が密集する市街地におい

て、建築物の倒壊、火災延焼が生じ多くの人命と財産が毀損された。そのため、建築物の耐震

化により倒壊を防止するための「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（耐震改修促進法）

が整備され耐震診断や耐震改修が促進されるとともに、密集市街地の改善を進めるための「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」（密集市街地整備法）が整備され危険

建築物の除却・建替、建築制限強化、共同建て替えが促進されている。 
このように、我が国では、戦後の復旧・復興からはじまり、高度成長に伴う都市への集中対

策、災害による被害を事前に防ぐための市街地対策が、社会経済の変化や災害発生に対処する

形で実施されてきた。我が国の都市は、大都市、工業都市、港町、地方の小都市等様々であり、

また、市街地の形態も業務市街地、商業市街地、住宅市街地、密集市街地、斜面市街地等多様

である。これらの都市特性や市街地特性に応じて、防災上危険な市街地については、各種対策

から選択して、または、組み合わせて、少しずつ改善を行なってきている。 
 

1) 住宅地区改良法（昭和 35 年法律第 84号） 

不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設

その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で

文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もつて公共の福祉に寄与すること

を目的とする法律である。 
本法にもとづき実施される「住環境整備事業」は、不良住宅戸数 50 戸以上、不良住宅率

80%以上、住宅戸数密度 80 戸/ha 以上等の地区において、(1)不良住宅の買収・除却、(2)改
良住宅の建設、(3)良好な住宅地の形成のため必要な公共施設、地区施設の整備等の環境改善

を行うものである。 
住環境整備事業は、地区数 1,067 地区、改良住宅等建設戸数 143,141 戸等の実績がある。

また、より、小規模な地区で行う「小規模住宅地区等改良事業」では、地区数 36 地区、改

良住宅等建設戸数 1,011 戸の実績がある。 
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図-2.10 住環境整備事業の事例（出典：国土交通省資料） 

（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/seido/01chikukairyo.html） 

 

2) 宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号） 

昭和 36 年梅雨前線豪雨（通称「三六災害」）では、長野県南部の伊那谷など天竜川流域の

氾濫や土砂災害による被害とともに、横浜市及び神戸市といった都市部において、宅地造成

地の斜面崩壊による災害がおきた。この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出によ

る災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつ

て公共の福祉に寄与することを目的とするものとして整備された。 
 

 

①軟弱地盤などの改良 
②側溝や竪溝、雨水桝や排水管

など排水設備の設置 
③鉄筋コンクリート造、石積造

など擁壁の設置 
④水抜き穴の設置 
⑤石張り、芝張り、モルタル吹

きつけなどによる斜面の保護 

図-2.11 許可基準の概要（出典：小田原市資料） 

（http://www.city.odawara.kanagawa.jp/business/c-planning/d-exam/d-permission/t-kisei.html） 
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斜面地など宅地造成工事規制区域内を指定し、(1)切土で高さが２ｍを超える崖、(2) 盛土

で高さが１ｍを超える崖を生ずる工事、(3)切土と盛土を同時に行う時盛土は１ｍ以下でも切

土と合わせて高さが２ｍを超える崖を生ずる工事、をおこなう宅地造成を都道府県知事等の

許可制とした。 
宅地造成工事規制区域は、全国の都市部を中心に 10,251.62 平方キロメートルが指定され

て、斜面地であっても許可基準により擁壁等を設置することにより安全性を確保した宅地づ

くりに寄与している。また、近年は、宅地の耐震化や大規模盛土造成地の地すべり対策も行

われてきている。 
 

 
図-2.12 大規模盛土造成地滑動崩落防止工事イメージ（出典：国土交通省資料） 

（http://www.mlit.go.jp/crd/web/jigyo/jigyo.htm） 

 

3) 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律第 123 号） 

平成７年におきた阪神・淡路大震災では、老朽化した建築物等（現在の耐震基準を満たさ

ない昭和 56 年以前の建物に被害が集中）の倒壊による圧死が多数発生した。建築物の耐震

改修の促進に関する法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財

産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震

に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とするものとし

て整備された。 
本法に基づく、住宅・建築物安全ストック形成事業は、耐震診断や耐震改修を支援してい

る。耐震診断は、戸建住宅 444,320 戸、共同住宅 269,768 戸、耐震改修は、戸建住宅 36,256
戸、共同住宅 27,627 戸である。 
本法に基づく国の基本方針においては、住宅や多数の者が利用する建築物の耐震化率を平

成 15 年の 75％から 27 年までに少なくとも９割とする目標を定めるとともに、政府の「新

成長戦略」及び「住生活基本計画」においては、住宅の耐震化率を 32 年までに 95％とする

新たな目標を定め、建築物に対する指導等の強化や計画的な耐震化の促進を図っている。平

成 20 年時点の耐震化率は、住宅が約 79％、多数の者が利用する建築物が約 80％となってい

る。 
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図-2.13 耐震改修のイメージ（出典：国土交通省東北地方整備局資料） 

（http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/seibi/jyutaku05/index.html） 

 

4) 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（平成９年法律第 49 号） 

平成７年におきた阪神・淡路大震災では、密集市街地において火災が市街地大火へと発展

し、多くの市街地が消失した。この法律は、密集市街地について計画的な再開発又は開発整

備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防

災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与する

ことを目的とするものとして整備された。 
本法では、従来から任意事業として行なってきた密集市街地対策について、(1)耐火建築へ

の建替え、(2)延焼防止上危険な建築物の除却、密集市街地の防災機能を向上させるための特

定防災街区整備地区制度、(3)地区の防災性の向上を目的とする地区計画制度等について、法

定に基づき促進することとしている。 
本法に基づき、防災街区整備地区計画は、5 地区、462.4 ヘクタールが都市計画決定され、

防災力向上のための建築制限がしかれるとともに、全国 5 地区、4.4 ヘクタールにおいて、

建築物と都市基盤施設を一体的に整備することで防災能力を向上させた防災街区整備事業が

完成している。 
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図-2.14 防災街区整備事業の例（出典：公益社団法人 全国市街地再開発協会資料） 

（http://www.uraja.or.jp/town/knowhow/bosai.html） 

 
(6) リスクファイナンスによる防災対策の取り組みと効果 

1) 災害保険制度 

…民間・行政による、個人に対する経済的救済措置 
民間による個人資産の損害に対する経済的救済措置として保険制度がある。わが国では、

明治から火災保険が採用されていた。その後、1959 年（S34）伊勢湾台風を契機に、「台風・

せん風・暴風雨・洪水・高潮の風水害」等をセットにした水害保険が追加されるようになっ

た。 
また、1964 年（S39）新潟地震を契機に、1966 年（S41）地震保険に関する法律が制定さ

れ、被災者の生活の安定に資することを目的として、国（政府）と損害保険会社が一体とな

って運営することで、大地震等の発生による巨額の保険金の支払いが発生した場合でも、保

険金の支払いに支障をきたさぬよう、国と損害保険会社が支払責任を分担して負担する仕組

みがとられている。22 
 

2) 農業災害補償法に基づく農業災害補償制度 

我が国では、農業者が不慮の事故によって受ける損失を補填して農業経営の安定を図り、

農業生産力の発展に資することを目的とする公的な保険制度として、農業災害補償法に基づ

く農業災害補償制度を実施している。 
対象となる自然災害は、風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因による災害、火

災、病虫害、鳥獣害などである。 
本制度は、被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補填しており、農業者があらかじ

め掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産から

共済金を支払うという農業者の自主的な相互救済を基本としている。国は、共済掛金・運営

費の補助、再保険を行っている。 

                                                   
22 被災者生活再建支援法成立の意義と課題 伊賀興一 
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農業者が支払う掛金の一部を国が負担しており、掛金の国庫負担率は、原則として 50％と

なっている。 
再保険の仕組みは、下図に示すように、農業共済組合は、農業共済組合連合会の再保険に

付し、更に、連合会は国の再保険に付すことになっており、全国的な危険分散を図っている。 
 

 
図-2.15 共済金による補填の仕組み（農林水産省） 

出典：http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/index.html 

 

図-2.16 農業災害補償制度の仕組み（農林水産省） 

出典：http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/index.html 

 

3) 被災者の生活再建支援策 

被災者の生活再建を支援するため、図 2-64 に示すように、日本では、被災者自身の自助

努力の能力に応じて、様々な制度が整備されている。 
たとえば、自らの資力で生活再建が可能な場合には、災害復興住宅融資等の融資を中心と

した支援や、政府による再保険を基盤とする地震保険も整備されている。一方、自らの資力

で生活再建を果たすことができない場合には、公営住宅等の公的住宅の提供、災害援護資金

の貸付や各種公共料金の減免等も行われている。また、税の減免なども多くの被災者を対象

に行われている。 
表-2.8 には、日本における被災者支援に関する各種制度の概要を示す。 
表-2.8 に示した経済的支援の代表的な手法の違いは、無償供与(被災者がただでもらえる)

か否かということである。この視点で、各種制度を分類すると、無償供与となるのは、「直接

助成」と「基金」に該当する制度であり、無償供与にならないのは、「基金」、「保険・共済」、



2.日本国内における防災事業の効果をめぐる議論の整理 

2-35 
 

「税の減免措置」、「融資・貸付」に該当する制度である。「基金」については、無償供与にな

るものとならないものの両方がある。 
図-2.18 は、重複や類似している制度の抽出、類似した内容の制度の分類を行い、一覧表

としてとりまとめたものである。その結果、自然災害発生時の被災者支援制度等の総数は 81
となった。 

 
 
 

 

 
図-2.17 自然災害による被災者への支援の全体像(出典：内閣府資料) 
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表-2.8 経済的支援の代表的手法 

区
分

 種  類 内  容 

保険・共済 

・普段、金を積み立て、事故・災害などが生じたとき一定の給付を受

ける制度。 
・同一の危険にさらされている多数の人々が、一定の偶然の事故から

生じる損害を補償するために、統計的基礎(大数の法則)によって算出

された少額の保険料を支払うことで被災時の補償を受ける仕組み。 

税の減免措置 

・災害によって直接損害を受けた際に、地方税法および当該自治体条

例に従い、当該自治体に納めるべき税金について受けられる｢減免｣、

｢期間延長｣、｢納税の猶予｣等の救済措置。 
・平成 12 年の東海水害では、被災地域全体(25 市 21 町)での税徴収

額約 1.12 兆円に対して、一般資産被害額約 6,700 億円の 0.2％に相当

する約 14 億円(税徴収総額の 0.125％に相当)が減免された実績があ

る。 
融資・貸付 
(災害復旧資金) 

・地方公共団体等による被災事業者の災害復旧に必要な資金融資。 

有
 
 

償
 

基 金 

・ある事業・目的などのために前もって積み立てて準備しておく資金。 
・国、地方公共団体等が資金を拠出し、その運用益又は元本の取り崩

しにより災害被災者に対する助成を行う。 
・運用益による助成に限定する場合には自助努力原則に従うが、低金

利局面では元本の取り崩しを行わない限り実効的な支援は困難とな

る。 

無
 
 

償
 

直接助成 
(公費支出) 

・国、地方公共団体による災害被災者の援助を目的とした直接の金銭

給付。 
・自助努力原則とは反するため、導入には強い理由付けが必要である。 
・現状では、見舞金制度として、災害弔慰金・災害見舞金等が存在す

る。 
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図-2.18 日本における自然災害発生時の被災者支援制度等一覧 

区 分 種 類 類似制度数 
公的主体による支援金給付 給付 1 

給付 5 
弔慰金、見舞金 

現物支給 1 
公的主体による現物給付 現物支給 1 

融資 9 公的主体による援護資金・住

宅資金融資 融資・利子補給(住宅対策) 1 
融資・利子補給(住宅対策) 2 
融資(住宅対策) 2 
融資(生活再建) 1 

民間金融機関を経由した融

資 
災害関連融資 1 

民間保険 災害保険(民間) 3 
給付金(補助金) 1 

移転事業 
公共事業による整備、給付等 1 

住宅を含

めた個人

向け支援

制度 
 

入居 現物支給 2 
給付 4 

住宅関連以外個人給付減免 軽減、減免、徴収の猶予、延

長等 6 
住宅関連以外個人融資 融資 4 

現物支給 2 
災害保険(民間) 1 
返済の猶予・延伸等 1 

住宅関連

以外の個

人向け支

援制度 住宅関連以外個人現物支給、

その他 
手続き等の軽減、支払の猶

予・延伸等 1 
企業向け給付 給付 1 

融資 6 
災害関連融資 3 
復旧支援(融資・利子補給) 5 
給付 1 

企業向け

支援制度 企業向け融資 

立替払 1 

農林・漁家給付 給付 1 農林・漁

家向け支

援制度 農林・漁家融資 融資 2 
公共事業 2 安全な地

域づくり 
安全な地域づくり支援 

給付(補助金) 9 

類似制度数 計 81 
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2.1.4 長期計画や災害関連法制度の有効性（防災投資効果） 

2.1.3 に示したように、計画的・継続的対策や措置を行い、さらに各災害を契機として各種対

策を実施・強化・全国へ展開してきた結果、例えば、国民所得に対する水害被害額や水害によ

る死者・行方不明者数は減少傾向にある。 
 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1
9
4
5

1
9
4
8

1
9
5
1

1
9
5
4

1
9
5
7

1
9
6
0

1
9
6
3

1
9
6
6

1
9
6
9

1
9
7
2

1
9
7
5

1
9
7
8

1
9
8
1

1
9
8
4

1
9
8
7

1
9
9
0

1
9
9
3

1
9
9
6

1
9
9
9

2
0
0
2

2
0
0
5

2
0
0
8

人
口

（
万

人
）
、

死
亡

・
行

方
不

明
者

数
（
人

）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

水
害

被
害

額
／

国
民

所
得

（
％

）

1947（S22）主な水害：　カスリーン台風

1950（S25）主な水害：　ジェーン台風

1953（S28）主な水害：　北九州・和歌山県梅雨前線豪雨、台風13号（東海地方高潮）

1958（S34）主な水害：　伊勢湾台風

1995（H7）　阪神淡路大震災

2000（H12）主な水害：　東海豪雨

自然災害　死者・
行方不明者数

水害　死者・
行方不明者数

国民所得に対する
水害被害率（H12基準）

日本全国人口

 

図-2.19 水害による死者数の推移、国民所得に対する水害被害額 

出典リスト23 24 25の各種データ等より作成 

                                                   
23 日本全国人口  出典：統計局 人口推計 長期時系列データ 
24 自然災害 死者・行方不明者数 出典 ：平成 24 年防災白書 附属資料 15 自然災害による死者・行方不明

者数 
25 水害 死者・行方不明者数 出典 ：平成 22 年水害統計 参考 明治以降の水害被害額等の推移（表-44） 
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図-2.20 風水害死者数の推移（国土交通省） 

 
その一方で、かつての氾濫原に資産・人口が集中し都市が形成された現在、被害額や被害ポ

テンシャルは高まっており、レジリエントな社会形成への取組みが益々重要となってきている。 



2.日本国内における防災事業の効果をめぐる議論の整理 

2-40 
 

 

図-2.21 一般資産被害密度の推移26 

 

                                                   
26 平成 22 年（2010 年）水害統計調査 経年諸表 一般資産水害密度の推移（図-9） 
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事業評価制度の変遷 

2.1.5 治水事業への経済性評価の導入 

戦後まもなく多発した、枕崎台風、カスリン台風等による大水害に関連する治水事業費は、

戦争により疲弊した国家財政や地方財政に重圧を加えることとなった。 
S25 に洪水の確率による評価の導入が提案されたが、その目的は、経済的に最も妥当な治水

計画の樹立であり、「従来治安の面を重視して余り考慮されなかった経済的諸関係の調査」によ

り、政治的観点だけでなく治水事業がもたらす経済的な効果を明らかにした上で、治水計画、

治水事業の確率を行う必要があるとされている。 
また、その対象は計画対象流量に留まらず、超過洪水も念頭にいれており、氾濫させる地域

の選定は各地域の経済的評価によって明らかになるとされている。 
これらの方法により流域全体を経済的に評価し、「重要度に応じた確率をもった洪水量を計画

の対象として河川の上流より下流まで一環とした治水計画を樹立することができる」とされて

いる。27 
 

(1) 治水事業評価のはじまり 

上記により、治水事業において経済性評価が導入されたのち、建設省では、具体の水害被害

推計のための調査方法を確立するため、S32 諫早市集中豪雨、S33 狩野川台風、S34 伊勢湾台

風、S35 チリ地震津波による水害被害の被害調査をモデル的に行い、S36 に現在の水害統計調

査の母体となる調査要綱を策定した。 
その後、水害実態調査、水害資料調査により水害被害額の把握を行い、S45 に治水経済調査

要綱が策定された。その後、氾濫計算手法の進歩等を背景として、氾濫計算の技術的な事項に

ついての改定が行われている（S60）。 
 

(2) 公共事業評価手法の統一化・改善に向けた動き 

公共事業の効率性およびその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、公共事業の再評価

の必要性が高まり、北海道で開始された「時のアセスメント」（H9）をうけ、「再評価システ

ム」が導入された（H10）。 
ここで、旧運輸省では「港湾・海岸関係事業再評価の実施要領」、旧建設省では「建設省所

管公共事業の再評価実施要領」等が策定された。 
その後、費用便益分析の信頼性、透明性を確保するため、旧運輸省では「運輸関係社会資本

の整備に係る費用対効果分析に関する基本方針」、旧建設省では「社会資産整備に係る費用対

効果分析に関する統一的運用指針（案）」（H11)が策定された。 
これらをうけて、個別の事業分野別の費用便益分析マニュアル等が事業担当部局毎に策定さ

れ、評価が開始された。河川局では治水経済調査マニュアル（案）を改定し、現在に至ってい

る。 
その後、H13 の省庁統合により、これらの実施要領は一本化された。その際、総合的な見

地から、公共事業の評価手法のあるべき姿が議論され、事業の効果、影響を総合的に評価する

                                                   
27中安米蔵 治水計画における洪水流量について－千代川を中心としてー （1950） 
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視点から、貨幣価値換算が困難な項目についての評価が可能となる総合評価方式の試案が示さ

れた。また、公共事業の客観性・透明性を高めるべき不断の努力がなされるべきであること、

実際の事業を評価する際に技術的な限界があることも充分に留意すべきであること等の方向

性を示した「公共事業評価の基本的考え方」が策定された（H14）。 
さらに、事業分野間の整合性の確保および技術的な課題と位置づけられた事項について、検

討部会で議論され、「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針」が策定された（H15）。 
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防災事業効果に関する議論の整理 

2.1.6 防災事業に係る現行の評価手法 

各事業の費用対効果分析マニュアルに挙げられている防災性向上に係る効果項目、効果算定

の基本的な考え方と手法は、各事業の特性により様々である。その効果項目は、主に「人的損

失額」、「物的損害額」の軽減であり、「被災可能性に対する不安」の軽減については考慮されて

いない。「人的損失額」、「物的損害額」の計測は、主に以下の手法が適用されている。 
 

(1) 期待被害額による評価 

1) 手法と事業例 

事業の実施によって、災害の発生に伴う一般資産等の被害額に生起確率を乗じて得られる

期待被害額の軽減分を便益として計測（河川事業・ダム事業・地すべり対策事業・急傾斜地

崩壊対策事業等、土石流対策事業等） 
施設が被害を受けた場合に発生する追加的な修繕費用に震災の発生確率を乗じて計測（港

湾整備事業の一部） 

2) 課題 

この手法は、災害による被害を受けた場合においても保険により一般資産が瞬時に修復さ

れることが前提である。しかし、実際は家計においてすべての被害を瞬時に回復できるよう

な災害保険の利用は不可能であり、また、瞬時に被災前の状態に回復することは困難である。

この点において、防災事業による家計へのメリットとして、被災後に低資産水準が持続する

かもしれないという心理的不安が軽減される点も考慮されるべきであるが、現在取り扱われ

ていない。 
 

(2) 保険料の支払額による評価 

1) 手法と事業例 

事業の実施によって、建築物の（火災・地震）保険料の支払額が低減するとした上で、そ

の保険料支払い低減額に基づいて計測（密集住宅市街地整備促進事業） 

2) 課題 

保険料は、「被災可能性に対する不安」の軽減に対する支払意思額を加算したものであると

解釈できる。しかし、災害保険は、総合保険として様々な災害が発生した場合の不安の軽減

を回避するための評価値であることに留意する必要がある。 
 

(3) 人的損失額の軽減効果の評価 

1) 手法と事業例 

仮想的市場評価法（Contingent Valuation Method、以下 CVM）によって計測。事業の実

施によって、災害等による死傷者減少などの人的損失額を回避するために支払意思額をアン



2.日本国内における防災事業の効果をめぐる議論の整理 

2-44 
 

ケート調査（CVM）によって計測。（地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、土石流対

策事業） 

2) 課題 

CVM は、仮想的な災害状況を被験者に対して適切に伝えることが困難であるなど、計測

技術に関わる課題も多い。また、様々なバイアスが生じる技術的な問題も含んでおり、調査

票の設計に充分な注意が必要であるとともに、結果の蓄積による精度の向上が必要である。 
 

(4) その他（代替法による評価） 

1) 手法と事業例 

当該事業が発揮する防災性向上効果と同程度の機能を有するプロジェクトを想定し計測

（大規模公園事業等） 

2) 課題 

当該事業において想定する「防災性向上効果」と、代替事業の効果が適切に対応している

か否かを精査した上で、評価を行う必要がある。 
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表-2.9 各事業分野における防災性向上効果の考え方 

 
 

出典：国土交通省 防災事業のリスク評価（案） 
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2.1.7 防災を主目的としない事業における防災効果の評価手法 

東日本大震災においては、道路の「くしの歯」作戦に象徴される道路ネットワークの災害復

旧支援機能（リダンダンシーの確保）や、「道の駅」の防災拠点や避難施設としての活用など、

本来の目的の他に付加的に備えられた機能の効用が注目された。 
 

(1) 道路の「くしの歯」作戦 

津波被害で大きな被害が想定される沿岸部への進出のため、「くしの歯型」救援ルートを設

定することとされ、それにより道路啓開すべき 16 ルートを明確化・集中的に点検・調査した

ことで、被災後２日で緊急輸送道路を通行可能にすることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.22 くしの歯作戦概念図（国土交通省） 
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図-2.23 くしの歯作戦 啓開状況の確認結果（国土交通省） 
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(2) 道の駅の防災拠点機能 

道の駅は「休憩機能」、「情報発信機能」、「地域連携機能」の３つの機能を基本機能とし、そ

の他新たな機能として「防災機能」が新潟県中越地震において注目された。その後防災機能を

持った道の駅が全国に整備され、東日本大震災においては、非常用発電装置を用いて、周辺が

停電する中での唯一の情報発信拠点として機能したり、沢水を用いた非常用トイレを解放する

など、一時避難所として活用されたところもある。また、広い駐車スペースが、自衛隊の活動

車両の駐車場、レスキュー隊の前進基地として利用されたり、店舗や食堂、温泉施設等を再開

して被災者を支援する場として機能、あるいは、コミュニケーション機能を発揮し近隣住民に

活力を与えたところもある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.24 道の駅防災拠点化のイメージ（国土交通省） 
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3. 防災の主流化をめぐる動向と意義 

「防災」をめぐる国際社会の潮流、動向、議論の把握・整理 

3.1.1 防災の主流化に係る経緯 

1987 年の国連総会において、1990 年代を国際防災の 10 年とすることが決定され、1994 年

の国連防災世界会議（横浜市）において「横浜戦略」が採択された。 
「横浜戦略」における基本認識は以下の通り。 

・持続可能な経済成長は、災害に強い社会の構築と事前の準備による被害軽減なくして

は達成できない。  
・人命、財産を守り自然災害による被害を軽減するために地球規模の防災体制確立に向

けた事業に着手する。 
その後、1999 年の国連防災の 10 年の終了にあたり、その活動成果を認識しつつも、災害に

よる経済損失や発生件数、被災者は増加傾向にあったことから、同年の国連総会において、国

際防災の 10 年を継承する新しい「国際防災戦略」（ISDR）活動を開始することが採択された。 
ISDR 活動の目的は、以下の通り。 

① 災害後の対応中心から災害の予防 
② マネジメントへの進化 
③ 現代社会における災害対応力の強いコミュニティの形成 

1987年 国連総会

1994年 第1回国連防災世界会議
横浜戦略では、災害に強い社会の構
築と事前の準備による被害軽減が持
続可能な経済成長に不可欠であること
が謳われた。

■「国際防災戦略」（ISDR）活動を開始することが国連総会で採択

2003年12月 国連総会

全世界の災害による被害の軽減を目指す21
世紀の新しい防災指針を策定が目的

1990年代を「国際防災の10年」と定める

■1980年代後半
防災に関する国際的な取り組みを継続的に強化

① 宣言：2005－2015年に自然災害への脆弱性を減少させる取組を加速させるモーメンタム
を高めるための宣言

② 横浜戦略のレビュー
③ 行動計画：上記レビューを踏まえ2005－2015年に各国・期間が取り組むべき防災施策

のガイドライン

③については、
「災害に強い国・コミュニティの構築：兵庫行動枠組2005－2015」
（Hyogo Framework for Action: HFA）が採択

国際防災の10年

国際防災戦略の
確実な実施

■「国際防災の10年 (1990－1999年)」の事務局を継承し、国際防災戦略を
確実に実施することを目的とし、UNISDRが2000年に設立

1990

2000

「国連防災世界会議」に関する決議が全会
一致で採択

横浜市で開催

2005年1月 第2回国連防災世界会議

 
図-3.1 防災に対する取り組みの経緯（1980 年代後半以降） 

 



3.防災の主流化をめぐる動向と意義 

3-1 

「兵庫行動枠組 2005-2015 の概要」 
〇期待される成果と戦略目標 

兵庫行動枠組の実施により 2015 年までの 10 年間で期待される成果は、災害による人的被

害、社会・経済・環境資源の損失が実質的に削減されることとされ、その実現のために次の

3 つの戦略目標が設定された。 
① 持続可能な開発の取組みに防災の観点をより効果的に取り入れる。 
② 全てのレベル、特に、コミュニティレベルで防災体制を整備し、能力を向上する。 
③ 緊急対応や復旧・復興段階において、リスク軽減の手法を体系的に取り入れる。 

〇2005 年－2015 年の優先行動 
すべての国がそれぞれの持続可能な開発と自国内の人々の生命と財産を守るための一義的

な責任を有する、コミュニティの防災対応能力を高める、といった配慮事項を定めたうえで、

次の 5 つの分野ごとに具体的優先行動が設定された。 
① 防災を国、地方の優先課題に位置づけ、実行のための強力な制度基盤を確保する。 
② 災害リスクを特定、評価、観測し、早期警報を向上する。 
③ 全てのレベルで防災文化を構築するため、知識、技術、教育を活用する。 
④ 潜在的なリスク要因を軽減する。 
⑤ 効果的な応急対応のための事前準備を強化する。 

〇実施とフォローアップ 
防災に関わる多様な分野の関係者による多部門間調整の促進、コミュニティに根ざした組

織やボランティア等の民間主体、研究機関の関与、国境を越えた災害への対応体制の支援と

いった、といった配慮事項を定めた上で、関係主体ごとの取組方針が設定された。28 
 

3.1.2 国際的な開発目標の設定と防災 

上記と並行する形で、国際社会においては、人間を開発の中心に据えた開発目標として

「MDGs」、さらに環境と開発の調和を図る新たな概念として「持続可能な開発」について、国

連の場を中心に合意が図られた。MDGs に関しては、2000 年 9 月に国連ミレニアム・サミッ

トが開催され、21 世紀の国際社会全体の目標として国連ミレニアム宣言が採択された。その後、

同宣言を中心にミレニアム開発目標（MDGs）がとりまとめられた。 
一方、1980 年代後半から「持続可能な開発(Sustainable Development)」という概念が提唱

され、1992 年の地球サミット（リオ・サミット）、2002 年の持続可能な開発に関する世界首脳

会議（ヨハネスブルグ・サミット）などを通じ、その具体的内容について国際合意が図られた。

ヨハネスブルグ・サミットにおいて、MDGs を包含する形でヨハネスブルグ実施計画が定めら

れた。 
MDGs は、それまでの市場経済に依存した枠組みでは貧困を悪化させうるという反省を踏ま

え、人間を開発に中心に据えている点が特徴的で、8 つの目標の下に、より具体的な 21 のター

                                                   
28 参考資料：内閣府 HP 国連防災世界会議、外務省 HP  

国連防災世界会議の開催について及び兵庫行動枠組み骨子 
http://www.bousai.go.jp/wcdr/index.html 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kikan/wcdr.html 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kikan/kosshi.html 
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ゲットと 60 の指標を設けている。MDGs の達成状況は、途上国を中心としたモニタリングを

行い国連総会に対して報告書を提出することになっている。このような定量的な目標設定、そ

の後の継続的な進捗モニタリングという手法を用いることにより、目標が設定された分野に対

する国際社会の取り組み、なかでも資源投入（資金、人材など）が格段に強化されている。 
MDGs には、防災に関する目標は含まれていない。このため、ヨハネスブルグ実施計画にお

いても数値目標を含まない行動が列記され、2005 年の国連防災世界会議において、その具体的

な活動が議論されることとなった。 

1990

1995年世界社会開発サミット 人間中心の社会開発を目指
し、世界の絶対的貧困を半減
させるという目標が提示

■1996年 OECD-DAC新開発戦略において国際開発目標
（IDGs：International Development Goals）が採択

2000年9月
国連ミレニアム・サミット

21世紀の国際社会の目標として
「国連ミレニアム宣言*」が採択

・8つの目標を掲げており、その下には
より具体的な21のターゲットと60の指

標が設定
・1990年を基準年とし、2015年を達成

期限としている。
※防災に関する目標は盛り込まれてい

ない

■ 1980年代

多くの開発途上国で市場経済に依拠する開発手法が採
用されたが、しばしば順調に進まず、また貧困の悪化を
も引き起こすことがあった。

■ 1990年代
貧困に対する関心の高まり

2002年9月「持続可能な開発に関する世界首脳
会議」（WSSD、「ヨハネスブルグ・サミット」）

首脳の政治的意思を示す「持続可能な開発に関するヨハネスブ
ルグ宣言」と、持続可能な開発を進めるための各国の指針とな
る「ヨハネスブルグ実施計画」が採択
※防災に関する事項が多く盛り込まれている

2000

国連ミレニアム宣言と
1990年代に開催され

た主要な国際会議や
サミットで採択された

国際開発目標を統合
した共通の枠組み

□1980年代後半

環境と開発の調和を図る概念として「持続可能な開発」
という考えが提唱される

1992年「国連環境開発会議」
（地球サミット）

環境分野での国際的取組みに関
する行動計画である「アジェンダ
21」が採択

ミレニアム開発目標
（MDGs）

*平和と安全、開発と貧困、環境、人権とグッドガバナンス（良
い統治）、アフリカの特別なニーズなどを課題として掲げ、21世
紀の国連の役割に関する明確な方向性を提示するもの

【ミレニアム開発目標】 【持続可能な開発】

※防災に関する記述は
多少盛り込まれている

 
図-3.2 開発目標設定の経緯と防災29 

 
 

                                                   
29 参考資料：外務省 HP 持続可能な開発 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/sogo/kaihatsu.html 
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3.1.3 国連防災世界会議と兵庫行動枠組み 

国連防災世界会議は、2005 年 1 月に神戸で開催された。開催直前の 2004 年 12 月に発生し

たインド洋津波で甚大な被害が発生したことで防災への国際的関心が高まる中、以下の 5 つの

目的で開催された。 
①横浜戦略見直しの完結と 21 世紀の防災指針の策定  
②ヨハネスブルグ「実施計画」（持続可能な開発にかかる計画）の関連事項を実施に移す

ための各種行動の特定  
③持続可能な開発を達成するための防災に係る成功事例、教訓、課題の共有  
④ 防災施策の重要性に対する意識高揚とそれによる施策の推進  
⑤ 一般市民や防災関係機関に向けた防災情報の信頼性・有効性の向上 

 
同会議の成果として、兵庫行動枠組み（Hyogo Framework for Actions 2005-2015；以下 HFA

と記す。）が採択された。HFA の副題は「国とコミュニティの災害に対するレジリエンスの構

築」とあるように、コミュニティに重点を置いた内容となっている。 
 
 



3.防災の主流化をめぐる動向と意義 

 

3-4 

DRR=災害リスク軽減（disaster risk reduction）

兵庫行動枠組2005-2015の概要：

国家とコミュニティの災害に対するレジリエンスの構築

期待される成果、戦略目標及び優先行動 2005-2015

災害対応力の向上のための、制度、仕組み、及び

能力の開発・強化

戦略目標

リスク軽減アプローチを緊急時に対する備え、応急対

応、復興に関する計画の組織的取り組み

2. 災害リスクの特定、評価、

監視と早期警戒の強化。

1. 実施のための強力な組織的基

盤を伴い、災害リスクの軽減（DRR）

を国家・地方における優先課題に位
置づけること

優先行動

期待される成果

コミュニティ・国の人命及び社会的・経済的・環境的資産について災害による損失を大幅に軽減

•災害管理能力：政策、技術的・組

織的能力;
•災害管理担当者と開発部門の対

話、調整と情報交換;
•リスク軽減に焦点を当てた災害対

応への地域アプローチ;
•準備と緊急事態対応計画の見直

しと実行;
•緊急時のための資金;
•自発的な参画

4. 潜在的なリスク要素の軽減3. あらゆるレベルにおいて安全の

文化と災害に対するレジリエンス

を培うための、知識、技術革新、
教育の活用

•持続可能な生態系と環境管理;
•気候変動適応策と統合化したDRR戦略;
•リジリエンスのための食糧の安全保証;
•DRRの衛生セクターと安全な病院への統合 ;
•重要公共施設の防御;
•復興の枠組みと社会的セーフティーネット ;
•収入源の多様化による脆弱性の軽減

•財政的リスク共有メカニズム;
•官民パートナーシップ;
•土地利用計画と建築基準;
•農村開発計画とDRR。

5. あらゆるレベルにおける効

果的な対応のために災害へ

の備えを強化

分野横断的な課題

ジェンダーの視点と文化的多様性

•情報共有と連携;
•専門分野と地域を越えたネットワーク; 
対話;
•標準化されたDRR用語の使用;
•DRRを学校カリキュラム、学校及びそ

れ以外の教育に包含;
•DRRに関するトレーニングと学習：コ

ミュニティレベル、地方自治体、対象と

なるセクター;平等な機会;
•研究能力：多様なリスク; 社会経済;活
用;
•意識の啓発とメディア。

災害横断的アプローチ

•DRRの組織的なメカニズム（ナショ ナルプ

ラットフォーム）;明確な責任分担;
•開発政策と計画のDRR部分、関連セク

ターとマルチセクター;
•災害リスク軽減を支援する法制度;
•責務と資源の地方分権化;
•人的資源および能力の評価;
•政治的関与の促進;
•コミュニティの参画；

•リスク評価とマップ、多様なリス

ク：緻密化と普及;
•DRRと脆弱性に関する指標;
•統計被害情報とデータ;
•早期警戒：人間中心;情報システ

ム;公共政策;
•科学技術開発;データ共有、衛星

地球観測、気候モデリングと予測 ;
早期警戒;
•地域性のあるリスクと新たなリス

ク

能力開発と技術移転コミュニティとボランティアの参画

国
際

合
意

に
よ

る
開

発
目

標
の

達
成

へ
の

貢
献

（M
DG

sを
含

む
）

主
要

な
活

動

災害リスク軽減の視点を持続可能な開発の

ための政策、計画策定に統合

1/2

仮訳

 
図-3.3 兵庫行動枠組み 2005-2015の概要 
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出典：2005年1月18～22日、日本、兵庫県開催、国連防災世界会議の成果 IATF/DRは、2007年に災害リスク軽減のための世界的プ ラ ットフォ ームに代わった。

概論

第一義的責任は国家; 地域

の能力強化を含む国際的環

境の整備が不可欠。

多様なステークホ

ルダー間のパート

ナーシップ確立。

国家、地域・国際機関は、相互の協

調と強化された国際防災戦略との

協調を促進

防災に関連する主要な会議へ

のフォローアップの統合; 適切

なレビュー

特段の配慮：

－小島嶼開発途上国：モーリシャス戦略;
－後発開発途上国;
－アフリカ

関係者

国家 地域レベルの組織・機関 国際機関（国連とIFIsを含む）

•行動計画実施とフォローアップの実施機関を 指定し、 ISDR事務

局との連絡を取ること。

•災害リスク軽減状況の国家基礎評価 ;
•国際協力を含む国の災害リスク軽減計画の概要の公開と更

新。

•費用便益分析とリスクの継続的モニタリングのシステムを含

む、国内の進捗状況をレビューする 手順の構築

•関連する国際条約への加入、承認、批准を考慮し、行動計画

の実施を確認

•DRR戦略と気候変動適応において、DRRを（人為的及び非人為

的な）気候変動との統合の促進; （地震、火山、土石流等の）地

質ハザードに関するリスク管理の確立。

•人道及び持続可能な開発分野への災害リスク軽減の統合を奨励

•災害の発生しやすい開発途上国に対するDRR支援、進捗状況評価の施策実施のための国連組織の対応能力を

強化。

•災害の発生しやすい開発途上国での兵庫行 動枠組の実施を 支援 するために活動を 特定、統合化と適切な予算

の配分；DRRのための国家戦略や行動計画の策定における支援；

•本行動を関連調整メカニズム（UNDG、IASC、RC、国連カントリーチーム） に統合 ;
•DRRを開発支援枠組（例えばCCA/UNDAF、PRSP）に統合;
•ネットワークやプラットフォームとの協力：自然災害、リスクのデータ収集と予測；早期警報 システムの支援；完全

かつオープンなデータ交換；

•脆弱性の軽減、能力の向上のため、協調した国際的救援活動においてを支援する ;
•リスク軽減活動により、被災後の復旧・復興段階にある被災後の国家を支援するために国際機構を 強化。

•DRRと能力開発のための複数の機関に係る災害管理トレ ーニングの強化、採用

•技術的な協力、能力の開発、ハザード・脆弱性の監

視と評価についての手法と基準の開発、情報の共

有、資源の有効活用を含む地域プログラムを促進

•地域、サブ地域レベルで基礎評価の実施と公開

•進捗状況及び支援ニーズのレビ ューを調整・公開、

国別概要策定の支援。

•専門的分野における地域協力センターの設置 ;
•津波を含む災害に対する早期警戒のための地域的

なメカニズムと能力の開発を支援。

ISDR（防災関係機関タスクフォース及び事務局）

DR
Rの

重
要

な
タ

ス
ク

資源の投入：国家、地域・国際機関

様々なステークホルダー、マルチセクター的アプ

ローチによる実施; 市民団体（NGO、CBO、ボラ

ンティア）、研究者コニュニティ、民間セクタ ーの

参加が不可欠。

・関連する国家、地域、国連などの国際機関が有する資源と実施能力の投入

・経済・技術援助、債務の持続可能性、技術移転、官民パートナーシップ、南北協力、南南協力を含む、災害の発生しやす

い開発途上国における兵庫行動枠組の実施支援。

・DRR手法を多国間・二国間の開発プログラムにおいて主流化；

・兵庫行動枠組みフォローアップを支援する ため、災害軽減のための国連信託基金に対する適切で自発的 な財政支援の提供。

この基金の拡大のため使用状況と実現可能性につい てレビュー。

・リスク分散、保険料率引き下げ、保険範囲の拡大、被災後の復旧への融資（公的・民間の協力を含む）を拡大するスキームを

実施するためのパートナーシップを開発。開発途上国における保険の習慣を促すよ うな環境を整備。

・兵庫行動枠組へのフォローアップに対する支援として、役割とイ ニシアチブのマトリクスを作成；

・兵庫行動枠組実施に対する支援として、国連組織とその他の国際・地域機 関による効果的活動 の調整、課題の特

定、個々の重点項目に対する ガイドラインと政策の構築のプロセスを促進。

・広範な意見聴取による、一般的、現実的、計測可能な指標の作成。これらの指標は国が兵庫行 動枠組の進展状況

の把握する手助けになる；

・ナショ ナルププラットフォームと地域調整への支援;

・持続可能な開発委員会と関係するパートナーシッ プに登録;

・成功事例、教訓についての情報交換、編集、分析、普及の促進

・兵庫行動枠組の目的達成に向け、進捗状況の定期レビューを 行い、国連総会とその他国連機関に提出

戦略目標を達成し、優先活動に従い行動するため、国家・地域・国際機関が市民社会と他のステークホルダーと協力して行動計画実施とフォローアップを行うためのタスクとして、本枠組みは以下を確認する。

IDSRのパートナー、特に防災関係機関タスクフォース(IATF/DR)*と事務局は、兵庫行動枠組実施への支援が求められる。

兵庫行動枠組2005-2015の概要：

国家とコミュニティの災害に対するレジリエンスの構築

2/2

行動計画の実施とフォローアップ

仮訳

 
図-3.4 兵庫行動計画の実施とフォローアップ
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3.1.4 「防災の主流化」に関する動向 

「防災の主流化(Mainstreaming Disaster Risk Reduction )」という用語は、国際防災戦略

（ISDR）の国連事務局（UNISDR）が発足した 2000 年頃から使用されているが、国連国際防

災戦略事務局(UNISDR)において明確に定義されているわけではない。 
国連では、この用語は、2001 年以降の国連事務総長による ISDR 実施報告において用いられ、

第 2 回防災世界会議が開催された 2005 年以降はより頻繁に使用され、2012 年からは国連総会

の ISDR に関する決議にも盛り込まれている。 
これらにおいて、主流化とは「（以下に示す開発戦略などの）対象において、防災を重要なも

のとして取り込み推進する」という趣旨で用いられており、その対象とは主に次のとおりであ

る。 
1）開発に係る戦略、政策、計画、プロセスなど 
2）貧困削減や気候変動適応などの課題への取り組み 
3）国連機関等の通常の活動 
特に近年では、国連全体の活動において防災の主流化に取り組むべきことが強調されている。 
これは、兵庫行動枠組の戦略目標１「持続可能な開発の政策や計画に防災を統合する」を含

んだ概念と解釈できる。 
また、2006 年に設立された世銀のグローバルファシリティ（GFDRR）では、3 つの柱のう

ちの一つに「途上国における開発行政への防災の主流化支援」を掲げ、貧困削減戦略及び国の

開発課題に防災を統合するとしている。  
一例として国連開発計画（UNDP）は、防災をあらゆる関連開発セクターの基礎をなす

(underlying)原則とするために、人々の意識、政治的意思、十分な能力が重要であるとしてい

る。さらに、防災ガバナンスが重要との認識に基づき、以下を含む活動を通じ防災の主流化に

貢献している。 

・政策立案（例：農業・教育セクターを含む開発政策への災害リスク軽減策の主流化） 

・組織・機構整備（例：省庁における防災担当ポストを設置し、セクター間の調整機能を高める） 

・災害リスク軽減のためのアドボカシー（例：技術的指針整備、訓練や教育プログラムの実施支

援） 

・災害リスク軽減策の実施支援 

・災害リスク軽減策への参加促進 

さらに、MDGs の目標年である 2015 年が近づいていることを踏まえ、防災は開発の計画及

び行動の主流化の中心となり、2015 年以降の開発アジェンダの議論に反映される必要がある

と指摘している。これに対し、国連国際防災戦略事務局（UNISDR）は、防災を日常の活動

に主流化していくうえで国連開発計画（UNDP）などの国連機関が重要な役割を担っている

との認識を示している。30 

                                                   
30 参考資料 UNDP Note Disaster Risk Reduction, Governance & Mainstreaming 冒頭、防災ガバナンス分野

における UNDP の取り組み、UN News Centre “UN development chief announces increased support for 
disaster reduction” 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/4Disaster%20Risk%20Reduc
tion%20-%20Governance.pdf 
http://www.undp.or.jp/newsletter/index.php?id=161 
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また、国連国際防災戦略事務局（UNISDR）と世界銀行が 2010 年に出版した「天災と人災

～予防策の経済学～（Natural Hazards, Unnatural Disasters : The Economics of Effective 
Prevention)により、「防災対策は割に合う（Disaster risk reduction pays）」ということが明

記された。 
2012 年 7 月に開催された「世界防災閣僚会議 in 東北」及び、2012 年 10 月に世銀・IMF

総会が日本で開催された際の仙台会合において、防災の主流化が議論されている。（表-3.1、
表-3.2 参照） 

表-3.1 「世界防災閣僚会議 in 東北」議長サマリーにおける防災の主流化に関する内容3132 

・防災の優先順位を上げること 
・十分な財政資源を割り当てること 
・政府は中心的な責務を確保すべきこと 
・国・地域のニーズに応じて適切にハード・ソフト双方の機能を組み合せること 
・災害リスク評価に基づく都市計画が重要であること 
・予防措置が重要であること 

表-3.2 防災と開発に関する仙台会合における財務大臣・世界銀行総裁共同ステートメント 

「持続的な開発のための防災の主流化」の概要33 

・災害に強い社会を構築するための社会的、物理的、経済的インフラへの投資は、人命を救い、

緊急人道支援に対する需要を抑制し、復興費用を最小化 
・災害がもたらすリスクを認識したうえで、総合的な対策を実施することが必要 
・開発のあらゆる側面において、防災の観点を取り込むための努力を加速 
・国際開発援助において、災害対策を推進する国々への支援を重視 
・日本のノウハウや専門性を活用した技術的・財政的な支援を強化 
・知識や経験の共有を通じて、防災の取組を支援するための知見とパートナーシップを広める

ことが重要 
 
その他にも、欧州連合（EU）や、アメリカ合衆国国際開発庁（USAID）、英国国際開発省（DFID）

などが防災の主流化に関する取り組みを行なっている。国際機関における取り組みと合わせて

次項の表 3‐3 に整理した。

                                                                                                                                                               
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42688 

31 参考資料：外務省 HP 世界防災閣僚会議 in 東北 議長総括及び概要） 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/bousai_hilv_2012/soukatu.html 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol90/index.html 

32 参考資料：外務省 HP リオ＋20 成果文書概要他 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/rio_p20/pdfs/gaiyo2.pdf 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol91/index.html 

33 防災と開発に関する仙台会合における財務大臣・世界銀行総裁共同ステートメント 
http://www.mof.go.jp/international_policy/mdbs/world_bank/pressrelease/20121010sendai_statement.htm 
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表-3.3 防災の主流化に関する援助機関・国の取り組み一覧(1/2) 

発行主体 文献名 発行年 目的・概要

PROVENTION CONSORTIUM
世界銀行、カナダ国際開発庁（CIDA)、アメリカ合衆
国国際開発庁（DFID)、国連開発計画（UNDP)、米
州開発銀行（IDB)、ドイツ国際協力公社（GTZ)、カリ
ブ開発銀行（CDB)、アクションエイド（国際開発
NGO)、イギリス赤十字社、チェース銀行、ノル
ウェー外務省、スウェーデン国際開発庁（Sida）等

Tools for Mainstreaming
Disaster Risk Reduction:
Guidance Notes for
Development Organizations

http://www.preventionweb.net/files/1066_
toolsformainstreamingDRR.pdf

2007年1月

発展途上国での災害による影響の軽減を目的とし、政府機関、国際機関、学術機関、民間部門、NGO等
のグローバルなコンソーシアムである（2000年9月から2010年1月。）
Proventionガイダンスノートは開発途上国が持続的かつ成功的な経済圏を構築するために必要となる防
災の主流化のツールを提供。
ガイダンスノートは以下のとおり
１．　導入　２．　自然災害情報の収集と活用　３．　貧困削除の戦略　４．国家でのプログラム構築
５．　プロジェクトサイクル管理　６．　論理的かつ成果主義に基づく枠組み　７．　環境アセスメント
８．　経済評価　９．ヴァルネラビリティと、能力評価　１０．　持続可能な生活様式アプローチ
１１．　社会的影響評価　１２．　構造設計、建築基準及び用地選定　１３．　リスク削減構想の評価
１４．　財政支援

世界銀行

Global Facility for Disaster
Reduction and Recovery
(GFDRR)
TrackⅡ- mainstreaming
disaster risk reduction

http://www.gfdrr.org/node/3

2013年3月
時点の

ウェブサイト

DRR（Disaster Risk Reduction: 災害リスク軽減）の主流化
災害リスク削減と気候変動適応の活動を主流化し拡大するため、途上国に事前援助を提供。GFDRRは
国の開発や貧困削減戦略においてDRRを重要事項として取り上げることにより貢献している。TrackⅡで
は、災害リスク管理機関を強化し、リスクアセスメント、リスク緩和、資金調達の能力強化を目的に技術
支援プログラムを実施。

国連開発計画（UNDP)

Disaster Risk Reduction.
Governance　＆
Mainstreaming

http://www.undp.org/content/dam/undp/li
brary/crisis%20prevention/disaster/4Disas
ter%20Risk%20Reduction%20-
%20Governance.pdf

2010年10月

防災をあらゆる関連開発セクターの基礎をなす原則とするために、人々の意識、政治的意思、十分な能
力が重要であるとしている。さらに、防災ガバナンスが重要との認識に基づき、以下を含む活動を通じ防
災の主流化に貢献している。

・政策立案
・組織・機構整備
・災害リスク軽減のためのアドボカシー
・災害リスク軽減策の実施支援
・災害リスク軽減策への参加促進

欧州連合（EU)

EU　Strategy for Supporting
Disaster Risk Reduction in
Developing Countrirs

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=COM:2009:0084:FIN:EN:PDF

2009年2月

改善されたDRRにより、貧困層への災害や最も脆弱な国や地域の負担を軽減することにより、持続可能
な開発と貧困撲滅に貢献。
・途上国の開発政策にDRRを統合し、効果的に開発途上国を支援
・防災、減災、（災害への）準備に絞った対策を通じて災害リスクを効果的に低減することにより途上国及
び社会を支援
・EUの開発、人道支援政策及び計画、危機対応により効果的にDRRを統合
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表-3.4 防災の主流化に関する援助機関・国の取り組み一覧(2/2) 

発行主体 文献名 発行年 目的・概要

アメリカ合衆国国際開発庁（USAID)

Building Resilience to Recurrent
Crisis
USAID policy and program guidance

http://transition.usaid.gov/resilience/USAIDResilie
ncePolicyGuidanceDocument.pdf

2012年12月

USAIDの目標として、レジリエンス構築の取り組みによる脆弱性の持続的な削減、より包括的な成長の
貢献。
その中でも、
・適応能力の強化
・リスクの所在、軽減能力の強化
・弱い立場にいる人々の社会的、経済的情勢の改善
である。

また、USAIDのDRRの重点的に取り組む点は以下の３点である。
・早期警戒、事前準備、緩和及び予防の強化
・災害緩和、災害準備、災害対応の統合
・多様な住居計画のサポート

英国国際開発省（DFID)

Saving Lives, preventing
suffering and building resilience:
The UK Government's
Humanitarian Policy

Defining Disaster Resilience:
A DFID Approach Papar

http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/
The%20UK%20Government's%20Humanitarian%20Po
licy%20-%20September%202011%20-%20Final.pdf

http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/
Defining-Disaster-Resilience-DFID-Approach-
Paper.pdf

2011年9月

英国の人道支援の有効性の向上に７つのゴールを設定
・災害や紛争に対して予測、支援の早期実施の強化
・国際的なリーダーシップと協力関係の強化
・個人、コミュニティのショックに耐え、また回復できるレジリエンスの構築
・市民や、生活空間の保護
・研究開発への投資、技術革新の発見
・人道的危機に対応し得る英国政府自身の能力強化

DRRについてはDFIDの気候変動適応策や、保護政策との統合を行う。

オーストラリア国際開発庁（AusAid）

Investing in a Safer Future
A Disaster Risk Reduction policy
for the Australian aid program
June 2009

http://ausaid.gov.au/aidissues/drr/Documents/inv
esting-safer-future-disaster-risk-reduction-
policy.pdf

2009年6月

国家及びコミュニティにおけるバルネラビリティの削減とレジリエンスの強化。
・DRRはオーストラリア国際開発庁プログラムに統合
・パートナー国のリスク削減能力は兵庫行動枠組みに沿った形で強化
・DRRにおけるリーダーシップ、アドボカシーを支援、強化
・DRR政策及びプログラム構築と気候変動適応策は密接に関連

スウェーデン国際開発協力庁（Sida）

Policy for environmental and
climatete issues in Swedish
Development Cooperation.
2010-2014

http://www.government.se/content/1/c6/15/64/
98/24249736.pdf

2010年9月
スウェーデンは援助国の当事者意識を高め、開発、計画、モニタリングの枠組みや、貧困削減戦略、国
家予算に環境、気候変動の観点や、DRRを統合するように働きかけるべきである。
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3.1.5 今後の動きと JICA 

開発目標等に関して、国際社会では 2015 年が重要な意味をもっている。MDGs のほとんど

は 2015 年を目標年としており、HFA は 2015 年までを対象期間としている。双方ともに既に

公式な見直しが始まっている。（pp.2-10 図 2-7「2015 年以降の防災の枠組みに向けて」参照） 
ポスト MDGs に関しては、2012 年 6 月に開催されたリオ・サミット（リオ＋20）において、

SDGs（持続可能な開発目標）について政府間交渉のプロセスを立ち上げること、並びに SDGs
は MDGs に統合されることに合意した。防災に関しては、兵庫行動枠組みの重要性、防災政策

の主流化、全ての関係者が連携することの重要性等に合意した。 
潘基文（パン・ギムン）国連事務総長はポスト 2015 開発アジェンダ（MDGs の達成期限で

ある 2015 年以降の開発目標）に関する国連システムタスクチームを設置した。国連・経済社

会局（UN DESA）と国連開発計画（UNDP）が共同議長を務めるこのタスクチームは、全て

の国際機関の支援を得て様々なステークホルダーとの協議を通じ、ポスト 2015 開発アジェン

ダ策定に向けた準備を進めている。また、同タスクチームは、MDGs に関する国連の活動、国

際金融機関を含む各ステークホルダーの取り組みを評価し、ポスト 2015 に向けて国連全体で

のビジョンと道筋を策定し、事務総長が 2012 年 7 月に任命したハイレベル・パネルに対し報

告書を提出している。 
ハイレベル・パネルは、リオ＋20 での合意に基づく持続可能な開発目標（SDGs）策定を担

う政府間作業部会と連携を取りながら、MDGs とその教訓、国連システムタスクチーム報告書

の調査結果なども反映させ、2013 年 5 月に報告書を事務総長に提出する予定である。その後、

2013 年 9 月には国連総会で MDGs に関するハイレベル本会議が予定されており、ハイレベル･

パネルからの報告と、国連事務総長自らによる評価を基に、国連加盟国がポスト 2015 開発ア

ジェンダについて協議することとなっている。  
ポスト HFA に関しては、その準備プロセスとして、国連国際防災戦略事務局（UNISDR）

が閣僚級会合を含む地域別プラットフォームをはじめとする既存のメカニズムを中心に、コン

サルテーションを 2012 年 3 月に開始した。インターネットを通じたオンライン・ディスカッ

ションを通した意見聴取も実施されている。2013 年 5 月開催の第 4 回グローバルプラットフォ

ームにおいても、各地域や分野でのコンサルテーションからのインプットを軸に、ポスト HFA 
に向けた議論が行われる。 また各国から 2 年毎のサイクルで提出される HFA 国内進捗報告書

の分析なども含めた報告書として、UNISDR が 2 年毎に発行する国連防災白書(Global 
Assessment Report on Disaster Risk Reduction)もポスト HFA に向けた重要なインプットと

なる。 
既に述べたように MDGs や HFA において防災に関する数値目標は定められていない が、

今後、各国が防災への資源投入を一層促進し、防災の主流化を一段階止揚させるためには、ア

ウトカム指標、インプット指標を問わず、防災に関する国際目標を設定することも有効と考え

られ、MDGs や HFA において数値目標や防災の主流化の進展度合いを計測するためのインデ

ィケータに関する議論が行われている。 
なお、採択された HFA に規定されているものではないが、HFA 国内進捗報告書は UNISDR 

が提供するテンプレートに沿って各国が作成するもので、そこには 22 のインディケータ が使

用されている。 



3.防災の主流化をめぐる動向と意義 

3-11 

JICA は、日本政府の方針に基づいて、防災の主流化を推進するためにこのような議論に参

画することが求められており、ポスト HFA に加えて、国連を中心に検討が進められる 2015 年

以降の開発アジェンダの議論に関与することが重要である。具体的には、MDGs において着目

された貧困層を含む弱者が有する課題の解決という視点に加え、防災主流化という手段を軸と

した持続的な開発や経済発展という視点から幅広い検討を行い、それらの検討結果を活用しつ

つ防災に関する数値目標の設定等を国際社会に提案する必要がある。 
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図-3.5 2015 年以降の防災の枠組みに向けて(出典；ISDR事務局HP) 
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「防災の主流化」の定義 

3.1.6 防災の主流化の必要性 

第 1 章、第 2 章の検討結果を踏まえ、「防災の主流化の必要性」を以下に整理する。 

＜防災の主流化の定義＞ 

防災主流化とは、開発のあらゆる分野（セクター）のあらゆる段階（フェーズ）におい

て、様々な規模の災害を想定したリスク削減策を包括的・総合的・継続的に実施・展開し、

災害に強いしなやかな（resilient）社会を構築することにより、災害から命を守り、持続

可能な開発、貧困の削減を目指すものである。 

＜定義の解説＞ 

近年、自然災害の頻発化、激化により被害額が増大している。都市化の進展は、災害に

対する脆弱性を高め、様々な様相の直接的被害を発生させるとともに、被害の波及的な影

響範囲も拡大させている。また、途上国では災害が持続可能な開発を阻害し貧困を助長し

ている。 
災害による被害を軽減していくためには、対処療法的な事後対応だけでなく積極的に事

前対応を包括的・総合的に推進することが、社会・経済の持続的発展のために重要である

という基本認識を、国際社会をはじめとする皆が共有することが必要となる。 
この基本認識のもとに、中央政府や地方政府等をはじめ、あらゆるステークホルダーが、

社会変化と災害形態の変化に関する“知識”を持って、災害のリスクを積極的に軽減・管

理する“社会規範”を作成・共有し、“レジリエンス（災害によって不可逆的被害を受けず、

被害を最小化すると共に、速やかに回復する）”を向上させることが重要である。 
防災主流化とは、上述の行動・努力を、開発のあらゆる分野（セクター）のあらゆる段

階（構想・計画・実施等）において、様々な規模の災害を想定し、包括的・総合的・継続

的に実施・展開することである。これにより、持続可能な開発を促進し、災害によって生

命の存在が脅かされることを可能な限り取り除き、貧困の削減に貢献する地域社会の構築

を目指すものである。 

JICA は、開発途上国の持続可能な開発を積極的に支援するため、日本における防災に関す

る知識と経験を、JICA の所掌事業を通じて開発途上国に育み・定着・持続させることが、防

災先進国に存在する国際援助機関としての使命と認識し、JICA 事業全般にわたって、「防災の

主流化」を展開させる必要がある。 

また、JICA は、これまで実施してきた多くの持続可能な開発に関する援助において、例え

ば、モルディブの高潮防災プロジェクト等の防災に関わる豊富な成功経験を有しており、今後

の防災の主流化のあり方について、先導的役割を果たすにふさわしい国際援助機関である。 
このような JICA の役割と経験、並びに上記の防災主流化の定義を踏まえ、JICA における防

災の主流化の実施方針を次に示す。 
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＜JICA における防災の主流化の実施方針＞ 

JICA は、「すべての人々が恩恵を受ける、ダイナミックな開発を進める」というビジョ

ンの実現に向けて、以下の４つの使命（Mission）を果たすこととしている。 
使命１：グローバル化に伴う課題への対応 
使命２：公正な成長と貧困削減 
使命３：ガバナンスの改善 
使命４：人間の安全保障の実現 

JICA は、この４つの使命（Mission）を果たすための横断的な取り組みとして「防災の

主流化」を国別の援助戦略の中に位置づける。 

 
図-3.6 JICA における国別援助戦略の体系図 

また、国別の援助戦略に従い個別プロジェクトを実施するに際しては、防災の主流化の

展開にあたり、以下の３つの事項に留意して実施する。 
① リスクリテラシーの向上に関する取り組みの推進 
② 重層的で総合的な取り組みの推進 
③ 継続的な災害アセスメントに基づく取り組みの改善 

＜実施方針の解説＞ 

JICA は、JICA のビジョンの実現に向けた４つの使命（Mission）を果たすための横断

的な取り組みとして「防災の主流化」を国別の援助戦略の中に位置づける。 

防災の主流化の推進は、以下の観点から JICA の４つの使命（Mission）に貢献するもの

である。 
a) 国境を越えた気候変動への対応（使命１） 

b) 持続可能な開発と貧困削減の実現（使命２） 

c) 持続可能な開発を可能とするための適切な資源配分（使命３） 

d) 災害（生命・財産保護）への対応（使命４） 
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国別の援助戦略に基づく個別プロジェクトの実施に際しては、以下の３つの事項に留意

して推進する。 

＜① リスクリテラシーの向上に関する取り組みの推進＞ 

JICA は、プロジェクトの実施において、援助対象国の政府機関やプロジェクト・カウ

ンターパートとの間で、実施するプロジェクトに関わる災害リスクアセスメントに基づき、

災害リスクに関する認識の共有化を推進するとともに、防災の主流化の取り組みの必要性

や効果についても、啓発の推進、情報や認識の共有化を図る。 

＜② 重層的で総合的な取り組みの推進＞ 

JICA は、援助対象国の開発事業のあらゆる段階（構想・計画・実施等のフェーズ）・場

面において、災害リスクを軽減する取り組み（啓発・認識・施策・法制度・基準・対策）

を、重層的・継続的に働きかけ、地域社会及び社会資本の機能確保・向上を図る。 

＜③ 継続的な災害アセスメントに基づく取り組みの改善＞ 

JICA は、援助対象国に対する防災の主流化の取り組み支援を確実なものとするため、

プロジェクトにおける防災の主流化の取り組みの基本的な考え方や実施方針を定め、プロ

ジェクトの企画立案、実施、完了等の各段階にて、チェックシートによる確認・照査を行

う PDCA サイクルによりプロジェクトを実施するとともに、継続的な取り組みの見直しや

改善を支援する。 
 

上記の PDCA サイクルによる取り組みと改善を実施していくにあたっては、プロジェクトを

通じて明らかとなった課題を踏まえ、実施手続きやチェックシート自体の改善も含めて、展開

していくことが必要である。 
 

3.1.7 防災の主流化推進上の課題 

(1) 国や地域の施策として防災の主流化を推進する上での課題 

あらゆるステークホルダーによる包括的・総合的な防災対策（防災の主流化）を推進するに

は、下記に示したような課題がある。 

1) 財源の確保 

防災対策は、ライフラインや交通施設などの生活・社会経済活動に密着した社会基盤と異

なり、日常の生活においてその整備の効果・利便性を感じることができるものではない。防

災に関わる社会資本の整備や制度の構築については、総論においては賛成であっても、交通

施設やその他の社会資本整備が遅れており、財政的にも投資できる予算に限界がある状況で

は、防災に関する投資の優先順位が低くなっているのが現状である。 
また、大規模災害に対する備えとなれば、その発生頻度は低く、対策の恩恵を感じる場面

には数十年以上かかる場合もある。毎年発生するような小規模災害であれば、対策の効果を

毎年発現することになるが、常態化すると、毎年、負のインパクトを抑止していることすら

忘れ去られてしまう。このように、防災対策は、対策後、数年経過すると見かけ上、効果に

関する認識がなくなってしまうという特徴を有する。 
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その結果、災害に対するリスク認識が疎かになり、防災対策に対する取り組みは遅延・縮

小され、発生頻度の低い大規模災害が生じた時には、再度、被災を繰り返すこととなる。 
このような問題は、既述のとおり国連国際防災戦略事務局（UNISDR）と世界銀行が 2010

年に出版した「天災と人災～予防策の経済学～（Natural Hazards, Unnatural Disasters：
The Economics of Effective Prevention」においても取り上げられ、事後の災害復旧・復興

よりも事前の防災投資の方が、経済的であるということが述べられ、「防災対策は割に合う

（Disaster risk reduction pays）」ということが明言された。 
道路等の他の社会資本整備にも勝るとも劣らない防災に関する対策を推進するためには、

防災対策を推進するための予算や財源を確保することが急務であり、都市部への人口の集中

や気候変動による自然災害の増加が叫ばれている今日では非常に重要である。 
防災の主流化の財源確保のためには、防災主流化の意義と効果について関係者が認識を共

有する事が重要であるとともに、防災投資の効果を、短期的な視点から、被害発生の有無に

よる被害軽減効果として示すだけでなく、長期的な視点から、持続的な開発・経済成長の維

持につながる経済効果として認識することが重要である。 
さらには、防災の主流化の継続的な取り組みが、例えば、貧困の解消等の国際的な開発目

標に対する効果として示せることや、MDGs の中に防災の関する目標として入れられること、

それが経年的な効果として把握可能な指標として設定されることが重要である。 
このことにより、防災にかかる財源の継続的な確保にもつなげていくことが可能となる。 

2) 防災に対する認識の形成・共有 

防災は、直接的な被害を軽減させるだけの対策ではない。長期的な防災の取り組みは、持

続可能な開発の基盤となるものであり、途上国における社会的な問題（例えば、貧困の解消

等）の解決や、地域社会や地域独自の文化を維持することにもつながる横串（分野横断的）

の取り組みである。 
防災単独事業だけではなく、あらゆるセクターの開発事業において、地域の特性に応じて、

ステークホルダーが防災に関する継続的な取り組みを図る必要がある。 
複数の対策を組み合わせる包括的な防災対策の取り組みを図ることも必要である。 
従って、防災の主流化の取り組みは、地域特性や参加するステークホルダーと取り組みの

内容によって、様々な方法、スタイルがある。 
以上の認識について、政治家・行政関係者をはじめあらゆるステークホルダーが認識を醸

成し、共有することが課題である。 

3) 持続的な取り組みの推進（育み、定着、持続） 

防災の主流化を推進していくためには、防災の必要性や災害リスクに対する理解や認識、

防災に関する知識、防災による社会問題解決への寄与について、あらゆるステークホルダー

（社会問題を抱えるステークホルダーを含む）と共通の認識共有を図ることが必要である。 
一方で、1）でも記述したように、防災対策を推進し発生頻度の多い小規模災害が削減さ

れることにより、発生頻度の低い大規模災害は発生しないと錯覚し忘れ去られてしまい、継

続的な取り組みが疎かとなってしまうことにも留意する必要がある。 
従って、防災に関する認識共有を図り、防災の主流化を定着させることは容易なことでは

ないので、防災の主流化の実現に向けての社会規範（制度、仕組み、行動様式）の形成とと
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もに、規範を定着化させるために、継続的な取り組みが重要となる。 
長期的な取り組みが求められることから、各セクターが実施可能な取り組みから開始する

ことを基本に、各セクター間の取り組みの優先順位や取り組みの選択と集中も考慮した短

期・中・長期的な取り組みの方針、目標とする効果を設定することも重要となる。（日本の事

例を紹介する。） 

4) 総合的な取り組みの推進 

防災の主流化の取り組みは、個人レベルから企業や地域、国レベルまで含めた自助・共助・

公助による総合的な取り組みが求められる。3）で述べた防災の必要性や災害リスクに対す

る理解や認識等にステークホルダーとの共通認識の形成を生かして、各者の取り組みや連携

につなげて、防災に対する小さな取り組みが相乗効果を生み出す仕組みや体制の構築が重要

となる。 

5) 取り組みの改善 

防災の主流化を推進していくためには、PDCA サイクルによるスパイラルアップを図るこ

とが重要であり、定期的に災害リスクの見直しや、防災の主流化の取り組み方法の改善を実

施していく必要がある。 
具体的には、災害に強いしなやかな（resilient）社会を構築し、人々が貧困と生命の危機

から解放された地域社会の実現に向け、様々なセクターにおける取り組みの改善事項を教訓

として、各セクターや全国へ反映することにより、災害の未然防止につなげることや、各種

施設や施策の機能に防災の機能・役割を付加して多目的化することも有効である。 

(2) 個別プロジェクト実施において防災の主流化を推進する上での課題 

個別プロジェクトにおける防災の主流化に関する取り組みは、社会基盤整備に関する判断や

意思決定と同じように適切な合意形成の下に展開される必要がある。この合意形成を円滑に進

めるためには、プロジェクトの実施による費用便益分析において純便益が正であるかなどとい

う (1)実用的正統性、プロジェクトが公正な判断・手続きから実施されるかという (2)道徳的

正統性、プロジェクトの必要性が社会的に認識されているかという (3)認識的正統性、の３つ

の正統性要件を満たす必要がある。34 

1) 実用的正統性：pragmatic legitimacy（社会利益の増進、効率性の確保） 

当該プロジェクトにおいて防災の主流化を推進することが、関係するステークホルダーの

利益の増進につながることを証明する必要がある。 
具体的には、費用便益分析を適切に実施し、想定される全てのコストと生み出される全て

の便益を算定するとともに、純便益が正（B-C＞0）であることを示す必要がある。 

2) 道徳的正統性：moral legitimacy（プロセスの透明性、公平性・公正性の確保） 

当該プロジェクトが、公共の福祉を増進させることを目的とすると認識されている公正な

者と透明性の高い公正な手続きによって実施されているかを説明する必要がある。 

                                                   
34 羽鳥剛史,小林潔司,鄭蝦榮,「討議理論と公的討論の規範的評価」,土木学会論文集（査読中） 

Suchman,M.C.: Managing legitimacy : strategic and institutional approaches, Academy of Managements 
Review, Vol.20. No.3, pp571-610,1995. 
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具体的には、防災の主流化を推進することが、外部不経済の最小化・不利益を被る人の最

小化につながることであることを説明するとともに、その実施プロセスの透明性が確保され

ていることが重要である。 

3) 認識的正統性：cognitive legitimacy（効果の理解・わかりやすさ、行動や結果の当然性） 

当該プロジェクトの実施による結果が一般の人々にも分かりやすく説明され、プロジェク

トの内容と結果について十分な議論がなされて、社会的に当然のこととして受け入れられる

事が必要である。 
具体的には、プロジェクトの実施の有無による災害リスクの変化について分かりやすい分

析（災害アセスメント）を行うとともに、その結果を基とした十分なリスクコミュニケーシ

ョンを行い、災害に対するリテラシーの向上を図ることによって、プロジェクトの必要性が

認知されるようにする必要がある。 
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防災の主流化の意義と効果 

3.1.8 防災の主流化の意義（防災の主流化による「Resilient Society」の実現） 

防災の主流化の推進は、災害規模や社会構造等の変化に伴う災害の質の変化に対し、災害に

よって不可逆的被害を受けず、被害を最小化すると共に、速やかに回復する社会である

「Resilient Society」の形成を促進させ、持続可能な経済発展にもつながる。 
また、持続的な経済発展によって、社会の安定化が図られ、継続的な生産資本等への投資の

促進や住環境の改善や教育機会の向上が期待でき、貧困層の「貧困の罠」からの脱却等の効果

も予想され、本来救われるべき命が救われる社会の実現へと向かうものである。 
さらに、自然特性と地域社会の特性に応じたリスク分析を行うことによって、自然災害に対

する脆弱性を、客観的に認識させると共に、地域社会の特性に根ざした包括的・総合的な対策

を講ずることによって、地域社会の多様な文化を維持していくことが可能となる。 
（インドネシア・スマトラ島の事例紹介 ソフト的対応で被害軽減ができた紹介 2010、2011

年の年報など参照） 
防災の主流化の推進は、災害に対する脆弱性の高い地域に住まわざるを得ず、災害時には大

きな影響を受け、経済成長の恩恵を受けにくい貧困層に対して、災害に対するレジリエンスを

高め、貧困層への所得再配分、財の形成を促進するものとなる。 

(1) Resilient な経済成長 

防災主流化推進の取り組みは、Resilient Society を形成し、持続的な経済成長につながる

効果を有している。 
「The Asia-Pacific Disaster Report 2012」では、防災の主流化の必要性と災害に有無によ

る経済成長の違いをパキスタンの分析事例を通じて示している。 
パキスタンでは、2005 年に地震、2007 年にはサイクロンと洪水、2010 年には大規模な洪

水、2011 年には再び大規模な洪水に見舞われたが、これら災害の累積的な影響を、災害が起

きた場合の実績と起きなかった場合の違いについて、GDP を指標とした ARIMA モデル35に

より推計している（図-3.7）。図-3.7 は、自然災害が繰り返し発生することで災害以前の経済

活動水準まで回復するのに必要な時間が増大してしまうことを示している。 

(2) 「貧困の罠」の解消 

防災主流化推進の取り組みにより、持続的な経済成長が見込まれるとともに災害時の被害が

軽減されることで、家計の資産増加、企業における設備投資と生産性向上により国民所得が増

加し、所得最下層の貧困からの脱出の機会がもたらされ得るという効果も有している。 
防災主流化の取り組みが無ければ、特に所得最下層においては、災害時の被害により、生き

ていくために必要な所得も得ることができず、また、教育・人的投資に所得を回すことができ

ないために、所得の向上が見込めないまま貧しい状態が続いてしまうという負のスパイラル、

いわゆる、「貧困の罠」へ陥ってしまうのに対し、防災に主流化による取り組みにより、被害

が軽減され、所得の向上と可処分所得の増加による教育機会の増大、財の形成が図られること

で、貧困層からの脱出が図られ、正のスパイラルへの転換が図られることが期待される。 

                                                   
35 AutoRegressive Integrated Moving Average Model（自己回帰和分移動平均モデル）。経済の時系列分析に用

いられるモデルの一つ（三省堂 大辞林）  



3.防災の主流化をめぐる動向と意義 

3-20 

 
図-3.7 パキスタンにおける国内総生産(GDP)実績値と災害がないとした場合の 

国内総生産(GDP)推定値の比較図(2004-2011 年)36 

 
図-3.8 パキスタンにおける教育の就学に関する進捗（災害有りと無しでの比較）37 

                                                   
36 The Asia-Pacific Disaster Report 2012 / Reducing Vulnerability and Exposure to Disasters 
37 The Asia-Pacific Disaster Report 2012 / Reducing Vulnerability and Exposure to Disasters 
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また、正のスパイラルの過程においては、就学率の向上等、教育面への効果も見込まれる。

就学率の向上は、人的資本形成の向上や労働効率性を向上させ、国全体の経済発展にも貢献す

ることとなる。 

先に紹介したパキスタンの事例では、災害の有無別の教育への就学率の影響等も分析してお

り（図-3.8）、災害の発生によって就学率が低下することを示している。 

(3) ライフサイクルコストの最小化 

防災主流化の取り組みの推進は、ライフサイクルコスト削減の観点からも効果的である。 
防災対策を行わなかった場合に災害発生すると、直接被害はもちろんであるが、施設の復旧

費用や営業停止損失が発生し、結果として多大な損失が生まれる。これに対し、防災投資を事

前に行うことで、初期のイニシャルコストは増加するものの災害による復旧費用等の追加的費

用を抑ええられるとともに、営業停止期間を最短とすることが可能となり、施設の整備・供用

期間を含めた全期間のライフサイクルコストを最小化することができる可能性がある。 
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＜モルディブ・マレ島における事例＞ 
（1） 防災対策の概要 

モルディブの首都マレ島は、地形が平坦で地盤の平均海抜が約 1.5m と低いため高潮被害が

頻発しており、1987 年に発生した異常高潮による浸水災害のため、海岸護岸施設及び家屋等に

甚大な被害（約 600 万ドル、マレ島の 1/3 が浸水）をもたらし、首都機能が麻痺した。 
このため無償資金協力「マレ島南岸護岸建設計画」1987-2002 年により、マレ島全体を取り

囲む護岸を整備し、海岸防災機能の強化が図られた。（総額約 4,480 万米ドル（56 億円）） 

  
図-3.9 マレ島全景（Atoll Editions:” Atlas of the Maldives”より引用）と整備された護岸（JICA） 

 
図-3.10 位置図（出典：http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h16/hakusho/h17/html/gdc30000.html） 

（2） 防災対策の効果 
防災対策実施後、2003 年 7 月には、サイクロンの余波によるうねりがモルディブに到達し、

マレ島に隣接するフルフレイ島（マレ国際空港島）を含む多くの島で浸水被害が生じたものの、

マレ島での被害は皆無であった。 
また、2004 年 12 月に発生したスマトラ島沖地震津波災害により、モルディブでは、39 の島

が被災し、死者 82 名、行方不明者 26 名、被災漁船 120 隻以上に及んだ。推定被害額は、国内

総生産（GDP）の 62%に相当する 4.7 億米ドル（うち直接被害額 2.98 億米ドル）になる。 
マレ島における被害については、高さ約 3ｍの津波がマレ島を襲い、同島の約 2/3 が水に浸

かったものの、津波自体は離岸提により減衰し、護岸提をやや超える程度であったことから、

死者が皆無であった。同島内の施設の被害としては、工場及びグランド周囲の壁の損傷がみら

れた程度であった。 
さらに、護岸提及び離岸提そのものの被害も、北岸壁において、他国が建設した岸壁が一部
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海側に傾いたものの、一連の日本の無償資金により建設された堅固な護岸（西岸、南岸、東岸）

及び離岸提（北岸、南岸）はほとんど被害を受けた痕跡は認められず、健全な状態を保ってい

た。 
2005 年のＧＤＰは約 9.9 億ドルで、2004 年より約 0.66 億ドル減少したものの、2006 年に

は約 13 億ドルに回復している。この急激な回復に関する調査研究は見当たらないが、国際社会

からの緊急支援があったとしても護岸によりマレ島の被害が抑えられたことも大きいと推測さ

れる。 

（3） 防災対策のライフサイクルコスト 
マレ島護岸に係る維持管理費は建設公共インフラ省（当時：建設・公共事業省）の予算で行

われている。日本の無償資金協力による本格的な護岸建設計画が実施された 1994 年以前では、

護岸の維持管理費が同省予算の約 30％を占めていたが、1994 年に無償資金協力「マレ島護岸

建設計画（西岸）」により長期間の使用に耐え得る構造を有する堅固な護岸の建設が開始された

のを皮切りに、無償資金協力による一連の護岸建設計画が実施され、堅固な護岸が整備された

結果、同維持管理費は同省予算の 1～2％程度で推移している。 

 

図-3.11 マレ島護岸の維持管理費の建設公共省予算に占める割合（%） 

 
 
 

割合(%) 
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＜インドネシア・スマトラ島における事例＞ 

（1）インドネシア、スマトラ沖地震概要 
2009 年 9 月 30 日インドネシア、スマトラ島沖でマグニチュード(Mw)7.5 の地震が発生した。

これによる死傷者は、死者 1,117 名、負傷者 2,902 名、行方不明者 2 名であり、構造物被害に

関しては合計 250,578 棟が影響を受け、ライフラインの被害額は 9,630 億ルピア（約 92 億円）、

被害総額は 2,298 億円に上った。 

（2）JICA の実施事業 
JICA では 2007 年４月から 2009 年 3月まで全国的に統一した防災計画と組織体制を確立し、

自然災害に対する管理能力を向上させることを目的としたインドネシア自然災害管理計画調査

を実施していた。 
この地震を受け、日本政府とはインドネシアの政府の要請に基づき国際緊急援助隊を派遣し

た。JICA も支援の一環としてニーズアセスメントのための調査団を派遣し、復旧・復興の支援

ニーズの把握に務めた。 
ニーズアセスメント調査で、震源地に近い西スマトラ州の学校の３分の１に当たる 2,000 棟

以上が全半壊したことが判明した。このため、JICA は学校の耐震性を高め、災害時に地域住民

が安全に避難できる拠点として再建するための技術協力と無償資金協力を 2009 年 12 月から開

始した。 

（3）事業内容と効果 

1）災害時の避難拠点となる学校の再建、日本のシステムをインドネシアへ 
a) 事業内容 

2006 年 5 月のジャワ島中部地震では、JICA は、被災直後から災害復興支援のニーズアセス

メントを実施し、復興支援事業全般を統括するための復興支援プロジェクトや、コミュニティ

復興支援や保健分野等での協力隊員短期派遣を行った。 
また、地震に強い学校や保健所の復旧も、無償資金協力により実施された。一方で、住宅再

建については、インドネシア政府自身によって速やかに資金面での直接的な住民支援が実施さ

れることが決まった。 
その際のコンセプトとして実施されたのが“キー・リクワイヤメント”である。これは、ジ

ョグジャカルタの住宅再建の現場の実情から、現行の建築基準を全て満たすような事業の執行

は現実的でないとの判断から、 

① 材料の品質 

② 主要部材の構造断面 

③ 造部材の接合と繋ぎ 

の３要素についての必要最小限の項目に絞り、住民が自ら住宅再建を進めた。 

この “キー・リクワイヤメント” はインドネシア政府関係者からも高い評価を得ており、

2009 年のパダン沖地震の住宅再建にも応用された。 
JICA は技術協力プロジェクトを通じて、国民教育省発行の学校建設ガイドラインの見直しを
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支援し、その耐震基準を満足する学校建設標準図を “キー・リクワイヤメント” のコンセプ

トのもとで作成した。 
プロジェクトで耐震性の高い安全な学校を試験施工として建設するモデル校では、地方政

府・学校関係者、住民代表に施工監理の要点を指導し、その成果を「品質管理マニュアル（キ

ー・リクワイヤメント）」にまとめた。 
b) 事業効果 

上記のように無償資金協力によるモデル校の建設を進め、その際には多目的に利用できるコ

ミュニティ交流室を設け、コミュニティ防災活動の拠点や文化活動に利用できる構造とした。 
さらに沿岸部に位置する学校は、津波襲来時に２階以上に避難できるように施設の多機能

化・多目的化を図った。またモデル校区では、防災教育、避難訓練、防災運動会などコミュニ

ティ防災活動も実施し地域の教員や住民に対して災害に負けないコミュニティの大切さを訴え

た。 
この成果を踏まえ、西スマトラ州は、学校と同様に被害の大きかった病院等の公共建築物に

ついても、本プロジェクトで作成した施工時の品質管理マニュアルを活用することを決定した。

人々の安全と安心を守るため、新規に建設される公共建物の耐震性向上を図る取り組みは拡大

している。 

 
図-3.12 建設現場を活用して現地関係者と耐震設計について指導する日本人専門家 
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図-3.13 地元のタウンウォッチングを通じて作成された防災マップ例 

2）地域防災計画 

a) 事業内容 
JICA は、2007 年 3 月から 2009 年 3 月に「自然災害管理計画調査」を実施して、日本の災

害対策基本法などを参考にして、インドネシアに合った防災体制の強化を提案している。 
この調査を通じて、自然災害リスク評価、防災体制の実情を調査して、国や地方の防災計画

の基本となるものを提案しているが、パイロットプロジェクトを実施した西スマトラ州パダン

パリアマン市が約半年後に被災した。 
b) 効果 
実際に、地震で半壊した庁舎は使えないため、パイロットプロジェクトで策定された通り、

敷地内にテントで緊急対策本部を設置して対応を行っていた。 
国連の人道・災害復興担当のジョン・ホームズ国連事務次長は、現地の視察を行った後のド

ナー会合（2009 年 10 月 15 日）において、国家防災庁や西スマトラ州政府などの災害対応を評

価する旨の発言をしている。 
さらにこうした経験や教訓は、「国家防災庁及び地方防災局の災害管理能力強化」プロジェク

ト（2011.11-2015.11）にも活かされている。 
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＜バングラデシュ人民共和国における事例＞ 

■第５次多目的サイクロンシェルター建設プロジェクトの概要 
（1）事業の背景 
バングラデシュ国は、国土の 90%がデルタ地帯に位置し、サイクロン等の自然災害の被害を

受けやすい上、被害が多発する 19 の沿岸地区に全人口の 25%が居住している。今後の気候変

動に伴う洪水被害も予想され、災害被害軽減対策のニーズは高い。また、初等教育の充実を目

指している同国にとって、設備が整っている小学校の増設は教育環境の促進となり、同国のニ

ーズに応えたものである。 
同国は、1991 年に大被害をもたらしたサイクロンを機に、世界銀行/UNDP の協力の下、2000

年までに 2,500 棟の多目的シェルターを建設するマスタープランを作成し、様々なドナーと協

力して建設を始めた。 

（2）事業の目的 
サイクロンによる危険性が高い地域であるチッタゴン、コックスバザール、ノアカリ県にお

いて、20 棟のサイクロンシェルター兼小学校を建設することにより、避難可能人口の増加およ

び対象地域における初等教育の学習環境の改善を図る。 
① サイクロンシェルター兼小学校の建設 
② 必要設備(給水、トイレ、学校設備)の調達・整備 

（3）事業の内容 
・20 棟のサイクロンシェルター兼小学校の建設および付帯設備の整備 
・同国において深刻な問題であるヒ素対策については、9 セットのろ過装置を整備 

・事業費は 634.7 百万円（実績）       （2003 年 11 月(詳細設計)～2006 年 12 月） 

表-3.5 対象地域におけるサイクロンシェルターへの避難人口（目標） 

 2003 年（本計画実施前） 2005 年（本計画実施後） 
Cox's Bazar 県(１ｻｲﾄ) 0 人 2,081 人 
Chittagong 県(17 ｻｲﾄ) 0 人 31,579 人 
Noakhali 県(２ｻｲﾄ) 0 人 3,496 人 

表-3.6 対象地域における初等学校の１教室当たりの児童数（目標） 

 2003 年（本計画実施前） 2005 年（本計画実施後） 
Cox's Bazar 県(１ｻｲﾄ) 58 人 44 人 
Chittagong 県(17 ｻｲﾄ) 57 人 36 人 

Noakhali 県(２ｻｲﾄ) 77 人 44 人 

（4）事業の効果 
1）定量的効果 

本事業により、20 棟のサイクロンシェルターが建設され、対象地域全体で計画した避難人口

37,156 人に対し、2007 年のサイクロン・シドル襲来時には 38,655 人をカバーし、被害を最小

限に抑えた実績が報告されており、計画した効果の発現が認められる。 
また、1 教室あたりの児童数も事業完了時点では、計画時の目標値である平均 41 人/1 教室を

実現した。教室の座席にゆとりができ、トイレ・飲料水施設、黒板などの学校整備の改善し、
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児童・教師が安全に教育を受けられる環境になった等の報告もあり、学習環境の改善としての

有効性も高かったと判断出来る。 

 
図-3.14 完成後のサイクロンシェルター 

一方、事後評価時点では、人口増加、政府による就学率奨励政策、他学校と比較して設備が

充実していることから、1 教室あたりの児童数が計画値よりも 1.5 から 2 倍を上回っている学

校もあり、教室の過密化が進んでいる。現在は既存の古い教室の利用、ダブルシフト制の導入

等で対策を講じており、事業目的の達成に深刻な影響は及ぼしていないが、小学校の水使用量

の上昇、児童数に対する教師不足などの影響が報告されており、学習環境の改善という効果の

持続性を阻害する要因になる可能性が懸念される。 
2）間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 

建設されたシェルターは、集会、結婚式、葬式などにも使用され、地域社会活動の促進に役

立っている。 
サイクロンシェルターとしての機能はその実績が示しているとおり、人命を守るための役割

を十分に果たしているといえる。 
また、本事業は小学校の増設に繋がり、同国の全体的な教育環境の改善に貢献している。社

会活動の促進という間接効果も生み出している。 
3）運営維持管理 

建物の本体、トイレ、井戸等の付帯施設、机、黒板等の備品の日常的な維持管理は、学校管

理委員会(以下、SMC)が行い、郡レベルの DPE が監督している。維持管理体制は計画時と同じ

体制となっており、関係者間で現在も責任の所在が明確である。事後評価時点で建物本体およ

び付帯設備は良好であり、問題なく維持管理されている。 
災害時の運営についても計画時通りであり、郡レベルの災害対策委員会が食糧・医薬品を準

備するなど、災害時の運営体制も整っている。市民に避難情報を伝える方法も確立しており、

警報ボランティアも確保されている。 
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「防災の主流化」の意義・効果（有効性）の検討方針の検討 

3.1.9 現行の防災評価の課題 

開発途上国における防災投資の効果を計測するにあたっては、防災投資が開発途上国の経済

基盤を堅牢にし、国民経済を発展させることを期待されていることから、例えば、アメリカに

おいて行われている NED（National Economic Development）のような経済発展を考慮した

持続可能な開発という文脈における防災投資の効果を評価する新たなモデルを構築する必要が

ある。 

時間

G
D

P 災害発生

災害なし

Without：防災投資しない場合
（災害有り）

With：防災投資した場合
（災害有り）

持続可能な経済成長

防
災
投
資
の
効
果

拡大

直接被害による
経済活動の停止
→貧困の拡大

復旧資金不足による
復旧遅延・経済活動
の停滞
→貧困の罠の継続  

図-3.15 防災投資の有無による経済成長プロセスの相違イメージ図（再掲） 

開発途上国においては、財政難などの理由から防災投資の優先度は必ずしも高くない。しか

しながら、防災対策の実施の有無による経済発展の過程は、図-3.15 に示したように大きく異な

り、最終的な GDP 等は防災対策を実施した方が、実施しない場合に比べはるかに大きくおな

る。防災に対する投資は非常に効率的な投資であると言われる所以はここにある。一方、防災

投資を行わない場合は、「貧困の罠」に陥ることも想定されるので、防災投資の効果については、

持続可能な経済発展、国力の維持・増進という観点に加え、途上国における大きな社会問題で

もある貧困層への効果についても説明が必要であると考えられる。すなわち、持続可能な経済

発展と貧困の軽減といった観点から、防災対策への事前投資の有効性を示すことが必要である。 
具体的には、途上国における防災投資の効果を評価するには、以下の要素を考慮することが

必要である。 

① 防災対策の有無による経済発展プロセスの違いを表現することが重要 
防災対策に対する投資は、主としては、被害の防止または軽減を目的としているが、被

害が防止または軽減されることにより可処分所得の増加等が見込まれ、経済基盤が堅牢に

なると共に経済的な発展が見込まれる。 
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一方、国民所得が少ない開発途上国では、貯蓄等も少なく、家計は災害による被害を経

済的に補填することが難しいため、流動性制約38に伴う復旧遅延被害が生じる可能性があ

る。 
このため、防災投資の有無による開発途上国の経済発展過程の違いを表現できるように

留意する必要がある。 

② 開発途上国における開発目標に対する貢献度を評価できることが重要 
国際的な開発目標である MDGs や SDGs は、貧困からの脱却等を目標として掲げてい

る。防災対策への投資が、この国際的な開発目標である貧困からの脱却に如何に寄与する

かが表現できるように考慮する必要がある。 

③ 経済面だけでなく多様な効果を捉えることが重要 
貧困からの脱却によって、就学率の向上⇒教育水準の向上（災害に対するリテラシーの

向上）、人的資本の質の向上⇒生産性の向上などといった波及的に期待できる事項を表現で

きるように配慮することが重要である。 
なお、プロジェクト単位での防災投資の有効性を示すことも重要である。防災対策を主

目的とする事業であれば、現在でも治水事業、海岸事業等では防災対策の有無により効果

を考慮した費用便益分析が実施されているが、防災対策を主目的としない事業においても

追加的に防災対策を実施することの必要性を示すため、以下のライフサイクルコストの要

素を考慮することが必要である。 

④ ライフサイクルコストを考慮した評価が必要 
個別プロジェクトの評価などにおいては、防災対策の実施により、災害そのものによる

直接的な被害額、復旧に必要となる費用や、復旧期間内の利用者等の損失の軽減などが見

込まれ、結果としてライフサイクルコストが最小となる効果も期待できる。 
防災投資の有用性を対外的に示すためにも、ライフサイクルコストを考慮した防災投資

の評価を行うことが重要である。 
 

3.1.10 防災投資効果の経済評価モデルの構築の必要性 

開発途上国における防災投資の効果を計測するにあたっては、防災投資が開発途上国の経済

基盤を堅牢にし、国民経済を発展させることを期待されていることから、日本国内で導入され

ている便益評価（期待被害額の軽減）とは異なる、例えば、アメリカにおいて行われている NED
（National Economic Development）のような経済発展を考慮した枠組みで、新たな評価の仕

組みを構築する必要がある。その理由は以下の通りである。 

① 防災対策の有無による経済発展プロセスの違いを表現することが重要 

 防災対策に対する投資は、主としては、被害の防止または軽減を目的としているが、被

害が防止または軽減されることにより可処分所得の増加等が見込まれ、経済基盤が堅牢

                                                   
38 自然災害により物的資産の喪失・損壊の被害を受けた者は、復旧のための資金を調達し資産の回復に努める。

しかし、被災者が十分な復旧資金を調達できない場合、物的資産の被害を完全には回復できず、資産損失によ

る不可逆的な生活水準の低下を長期間にわたって受け入れざるを得なくなる。被災者が被災時に調達可能であ

る復旧資金に限界が存在することを“流動性制約”と呼ぶ。 
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になると共に経済的な発展が見込まれる。 

 一方、国民所得が少ない開発途上国では、貯蓄等も少なく、家計は災害による被害を経

済的に補填・復旧することが難しいため、流動性制約に伴う復旧遅延被害が生じる可能

性がある。 

 上述したような防災投資の有無による開発途上国の経済発展過程の違いを表現できる

ように留意する必要がある。 

時間

経
済

活
動

レ
ベ

ル

災害発生

災害がない場合

Without：防災投資しない場合
（災害有り）

With：防災投資した場合
（災害有り）

防災投資の
効果

※大規模災害発生時には、ガレキ撤去や物資調達の競合、資金
調達の遅延により、復旧遅延が大きく生じる

拡大

直接被害による
経済活動の停止 復旧遅延による

経済活動の停滞

 

図-3.16 自然災害と社会・経済への影響に関する検討概念 

② 開発途上国における開発目標に対する貢献度を評価できることが重要 

 国際的な開発目標である MDGs や SDGs では、貧困からの脱却等を目標として掲げて

いる。防災対策への投資が、この国際的な開発目標である貧困からの脱却に如何に寄与

するかが表現できるように考慮する必要がある。 

 また、貧困からの脱却によって、就学率の向上⇒教育水準の向上（災害に対するリテラ

シーの向上）、人的資本の質の向上⇒生産性の向上などといった波及的に期待できる事

項を表現できるように配慮することが重要である。 

③ 防災投資による便益を計測するだけでなく、多様な指標による評価が需要 

 防災投資による効果として、金銭的な経済効果のみならず、人的被害の抑止効果等の多

様な効果ついて計測することが重要である。例えば、防災投資による貧困の解消や、人

的被害の軽減等の観点から指標を設定し効果を計測すべきと考えられる。また、その結

果が経済にどのような影響を与えるかなどについても表現できるように配慮すること

が重要である。 

 

 

開発途上国では特
に防災対策の有無
の差が経済成長に
大きく影響 
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4. 防災の主流化ハンドブック（案）の構成案の検討 

ハンドブックの対象ユーザーと活用目的 

(1) ハンドブックの利用者（対象者） 

第一利用者は、JICA 職員ならびに JICA プロジェクトを実施する技術者。 
第二利用者は、援助対象国のカウンターパート。 
第三利用者は、世界銀行やアジア開発銀行等の他のドナーの参考資料。 
 

(2) ハンドブックの活用場面イメージ 

JICA プロジェクトの企画段階からプロジェクト終了段階まで。 
 

(3) ハンドブックに求められる必要条件 

JICA 職員に対する防災への取り組みの意識啓発（わかりやすい資料） 
各セクターにおいて防災への配慮・取り組みが可能であることへの気づき 
JICA の所掌業務における防災の配慮・取り組みの規範（手続き・様式・制度・原則）・文

化（意識・認識）の育成・定着・持続 
 

防災の主流化ハンドブック（案）の構成案 

「防災の主流化ハンドブック」の構成は、ハンドブックの活用目的を達成するため、「Ⅰ．総

論編」、「Ⅱ．実践編」の２編構成とする。 
「総論編」は、防災の主流化の基本的な考え方や取り組みの推進に関する基本事項をとりまと

めるものである。 
「実践編」は、JICA の“防災セクター”並びに“防災以外の他のセクター” が、JICA の所

掌業務において、防災の主流化を実施していくための参考となる国外、国内事例を具体的にとり

まとめるものである。 
「防災の主流化ハンドブック」の総論編並びに実践編の目次構成並びに記述骨子（案）を次頁

以降に示す。 
また、総論編の目次構成および記述骨子詳細を 4-3 頁以降に示す。 
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編 章 節 項 題　　目 記述論旨・骨子 備考・コメント

Ⅰ 総論編
1 総　　論

1 ハンドブックの策定背景と目的

1 ハンドブック策定の背景 ・「防災の主流化」という世界的な潮流の中で、積極的な発展途上国への援助を行うJICAの規範としてハンドブックを策定する。

2 ハンドブックの目的 ・上記の認識を実践・展開するためのハンドブックの利用者、活用意図を説明。

2 ハンドブックの構成 ・「防災主流化ハンドブック」は、「Ⅰ．総論編」、「Ⅱ．実践編」、「Ⅲ．参考文献・参考資料リスト」の３編で構成される。

2 「防災の主流化」
1 背　　景

1 近年の自然災害の発生動向 ・近年、自然災害が多発している傾向について図表を用いて説明を行う。

2 「防災」をめぐる国際社会の潮流・動向

１）防災の主流化に係る経緯、２）国際的な開発目標の設定と防災、３）国連防災世界会議と兵庫行動枠組み、４）「防災の主流化」について、５）今後の動き、６）まと
め、について記述
　⇒防災の主流化を推進するためには、MDGsやSDGsに防災に関する目標を入れ込む戦略と計測可能な目標を設定することなどが重要

　⇒MDGsについては貧困層を含む弱者の課題という視点、SDGsについてはより幅広い課題（国の経済発展や経済活動への影響）を視野に入れ

　　 た検討を行う必要があり、かつ国連を中心とした議論の潮流を継続的に把握してく必要がある。

3 都市化の進展、都市部への人口集中に伴う災害リスクの増大
2050年までに全人口の75%が都市に集中する。都市部への人口の集中に伴う自然災害リスクの増大。災害形態の変化。
自然災害に対するリスクを軽減するためには、都市計画や経済・社会政策等との有機的な連携が必要。

4 防災の主流化の必要性
防災は、持続可能な開発の基盤となるものであり、「防災の主流化」とは、総合的な自然災害リスクマネジメント（IDRM:Integrated Disaster Risk
Management )を通じて持続的な開発の基盤を作ることにある。

2 防災の主流化

1 防災の主流化の定義（JICAにおける防災の主流化を含む）

＜防災の主流化の定義＞
　防災主流化とは、防災の必要性と効果に関する認識を関係者が共有し、あらゆるステークホルダーが、社会変化と災害形態の変化に関する“知識”を持って、災害の
リスクを積極的に管理する“社会規範”を作成・共有し、災害に対するレジリエンスを向上させる行動・努力を、開発のあらゆる分野（セクター）のあらゆる段階（構想・計
画・実施等）において、あらゆる規模の災害を想定し、包括的・継続的に実施・展開することである。
＜JICAにおける防災の主流化の定義＞
　JICAにおける防災主流化とは、上記定義の下に、途上国の持続的な開発を支援するために、防災先進国・日本における知識と経験を、JICAの所掌事業を通じて育
み・定着・持続させることとする。

2 防災の主流化推進上の課題
(1)国や地域の施策として防災の主流化を推進する上での課題　①財源の確保、②防災に対する認識の形成・共有、③取り組みの推進、④改善
(2)個別プロジェクト実施において防災主流化を推進する上での課題　①実用的正統性、②道徳的正統性、③認識的正統性　⇒アカウンタビリティの確保

3 防災の主流化の意義と効果 ⇒防災の主流化によるレジリエントな社会の実現

1 防災の主流化の意義 ①レジリエントな経済成長、②貧困の罠の解消

2 防災投資の効果の考え方
防災投資の効果は、便益（貨幣価値化）として評価されるものとそれ以外のものがある。マルチ指標による防災投資効果の評価が重要。
本ハンドブックでは、国際目標との整合性が図れ、政策的な意思決定が行いやすようにように留意し、防災投資の有無によるGDPや経済成長の違い、貧困の解消の程
度についての効果を表現する。

3 防災対策と経済成長 防災投資の効果をマクロ的な観点から検討し、災害被害による経済発展速度の違いを表現。負のスパイラルと正のスパイラルが存在。

4 防災と貧困の解消 最低限の生活レベルを行うための所得等も考慮し、貧困の罠を考慮。ジニ係数の変化

5 防災と社会問題の解決（横串） 「貧困」「ジェンダー」と並び「防災主流化」が弱者を救済する第3の分野横断的な視点（横串）として重要。

6 日本における防災の取り組みと効果
（1）計画的・継続的な防災投資、（2）災害を契機とした対策や措置の実施・強化（災害復旧制度等の有用性）、（3）複数セクターが協力する防災スキーム、（4）防災投
資の効果、（5）東日本大震災で得られた教訓（3つのギャップと3つのアプローチ：トリンシプルアプローチ）

7 国外における防災の取り組みと効果
日本における防災の取り組みに関する知見や経験を生かした、下記事項に該当するJICAにおける取り組み事例を紹介
（1）計画的・継続的な防災投資、（2）災害を契機とした対策や措置の実施・強化、（3）複数セクターが協力する防災スキーム

3 防災の主流化の取り組み ⇒防災セクターの事業と防災セクター以外のものについて書き分ける。

1 防災の主流化推進の基本的な考え方

総合的な防災マネージメント対策（IDRM）への転換、能動的なリスク管理への転換。

コンセプトの形成、システムの維持・管理、ツールの開発が重要
＜リスク評価→リスクコミュニケーション→総合的・重層的な対策計画の策定→対策の実施→モニタリング（リスク評価）→改善：PDCAサイクル>

2 災害種別ごとの特徴とその対応

1 災害毎の特徴
表形式で地震、洪水、高潮、津波、土砂災害（火山の火砕流、泥流、降灰を含む）、干ばつについて、被害形態の違い、外力の制御可能性、災害の予見性、時間的な
災害の進行特性、発生頻度、カタストロフ性、産業への影響などについて比較評価して、対策検討の際の参考となるように整理。

2 地　震 地震災害の特徴と対策の基本的な考え方について記述

3 洪　水 洪水災害の特徴と対策の基本的な考え方について記述

4 高　潮 高潮災害の特徴と対策の基本的な考え方について記述

5 津　波 津波災害の特徴と対策の基本的な考え方について記述

6 土砂災害 土砂災害（火山の火砕流、泥流、降灰を含む）災害の特徴と対策の基本的な考え方について記述

7 干ばつ 干ばつの特徴と対策の基本的な考え方について記述

3 防災セクターとその他のセクターにおける取り組み

防災セクター　　　　　：防災セクターは、自らの防災対策の実施(Implementation)に加え、他セクターの取り組みを促し(Facilitator)、かつセクタ

　　　　　　　　　　　　　 ー間の調整を行う主体(Coordinator)としての役割が求められている。

防災以外のセクター：防災以外のセクターは、災害に対する安全性確保が自らのセクターの目的を達成するうえでも重要な基盤であるという認識を
　　　　　　　　　　　　　 持ち、防災セクターとの連携を意識的に行う必要がある。

防災の主流化ハンドブックの総論編目次構成及び記述骨子概要

 
編 章 節 項 題目 記述論旨・骨子 備考・コメント

Ⅱ 実践編
1 実践編の構成
2 国外事例
3 海外事例  
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5. 「防災の主流化検討会」の意見の反映 

平成 24 年 11 月 21 日（水）に開催した第１回検討会における意見の要旨を下記に示す。 

 

JICA プロジェクト研究「防災の主流化」 

第１回検討会 議事要旨 

 
日時：平成 24年 11 月 21 日（水）13：00～15：30 

場所：JICA 本部６階 役員会議室 

委員出席：西川委員長、井上委員、ラジブ委員、 

松岡委員 

 

１．地球環境部長挨拶 

○昨年の JICA プロジェクト研究において検討した３つのギャップと３つの方針の検証を今年度

実施したい。 
○ポスト HFA，ポスト MDGs の流れの中で、防災の主流化が世界の開発に貢献するための、防

災主流化に関する考え方と取り組みの方向性について整理を行いたい。 
○検討の成果は、ポスト HFA，ポスト MDGs に向けて情報発信していきたい。 

 
２．委員長挨拶 

○これまでの経緯 
・1990 年代の「国際防災の 10 年」準備段階から国連が防災にかかわり始めた。（IDNDR） 
・1994 年の国連世界防災会議（横浜）で「横浜 Strategy」が採択された。 
・1999 年に IDNDR が役割終了し ISDR にバトンタッチ。 
・2005 年 1 月の第 2 回国連世界防災会議（兵庫）で「横浜 Strategy」を引き継いだ「HFA」

が採択（インド洋大津波の発生（2004.12.26）以前は、EU 諸国の反対により、閣僚が

出席する国連会議としての開催すら危ぶまれていた） 
 

○持続可能な開発（Sustainable development）には防災は重要な視点である。 
・貧困解消、都市化対策 
・負のスパイラルからの脱却 等 

○「mainstreaming（防災の主流化）」に対する国際的な意識は高まってきたが、まだ 100%
ではない。また、具体的に何なのか、どうすれば良いのかが理解されていない。 

○世銀の GFDRR など、開発金融の場で話題になったことは良い方向である。 
 
３．討議要旨（委員からの主な意見） 

■D 委員 

○ISDR は、防災主流化の取り組みのモニタリングによる課題をポスト HFA に生かしていくこと
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を考えている。 
○Integrated disaster Risk Reduction も同様の趣旨で使われている。 
○「防災の主流化」の定義について、災害リスクを積極的に“管理”という表現は、軽減という

ワードも大事なので、“軽減（低減）・管理”という表現の方が良い。 

○D 委員から提出された４つの資料の概要説明 
○ポスト HFA の取り組みの概要 
○2013 年 5 月に発行される GAR（国連防災白書：2 年おきに発行）の概要、５章に防災の経済

評価が記載される予定。 
 
■C 委員 

○ポスト HFA、ポスト MDGs、SDGs 等が議論されている時期であり、検討するタイミング

はベストである。 
○「mainstreaming（防災の主流化）」の定義は、同様のことは国際機関等で既に言い尽くさ

れているため、もっと具体化したものにすべき。 
○教育や医療など、各セクターでの具体的な取り組みレベルに落とし込んで議論し、定義で

きないだろうか。 
○「mainstreaming（防災の主流化）」のインディケータを作成することが望ましい。HFA

が促進されたのは、インディケータが作成されていたからだと思われる。数値化しないと

いけない。チェックリストに加えることでも良い。 
○指標や数値化は、防災の主流化の取り組みの意思決定に必要な要素である。 
○沢山同じようなものがあるので、ハンドブックを誰が購入するのか。JICA 自身が JICA の

事業の中でどこまで変えられるかであり、JICA における防災の主流化の取り組みの結果を

世界に実績として示すことが重要。 
○総論編はジェネリックなものであり、具体的なレシピは実践編になる。ハンドブックのユ

ーザーを（総論・実践編それぞれで）もう少し絞り込んだ方がよい。 
○ハンドブックは、JICA が自らの事業の中で使用すべきである。 

 
■JICA 

○JICA は、援助国で災害があった場合、緊急対応部隊⇒復旧部隊⇒復興計画部隊という展開にな

るので、そこでのプロジェクト部隊も対象に、ユーザーとなると考えている。 
○総論編をまとめて行く過程で JICA の各部隊の意見もヒアリングしながら進めていけたらと考

えている。 
 
■B 委員 

○日本での災害対応経験を海外で活用してもらうとともに、海外の潮流を日本にも取り込んで

いきたい。国交省は現場に近いので、現場目線で問題に取り組んでいきたい。 
○「mainstreaming（防災の主流化）」についての２つの指摘 

①現場での具体的な取組みを示していくべき 
②防災に関心のない人の意識啓発をしていくべき：日本で開催された国際会議のように、防
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災担当部門以外の外務大臣、財務大臣等が防災について言及することは大変アピール性が

ある 
○HFA についての３つの指摘 

①幅広い予防策の検討が必要：HFA はインド洋津波の直後に策定されたこともあり早期警戒

に頼り過ぎの傾向にあり、もっと幅広な予防策について検討すべき 
②災害の特徴を踏まえた対応が必要：日本の気象庁のように地震・火山・津波・高潮・大雨

に関する警報を 24 時間・365 日発表できる体制を用意するという意味では有効であるが、地震

と水害では災害への対応に仕方も異なるので、災害の特徴を踏まえた対応が必要であり、今後

更に整理してもらいたい。 

③データ、情報のストック・管理を促進すべき（途上国がデータを取っていく上での示唆） 
○新たな視点について 

・国と地方の関係、コミュニティ、個人、等との問題について検討すべき。 
・タイの洪水のように、１国の問題では済まされないインクルージブな状況に配慮すべき：

SDGs は発展途上国だけの問題ではなく、日本にとっても大きな課題である。新しい国際

協力の枠組みにつながる部分もあることの認識が重要。 
・気候変動と DRR の関係をどのようにリンクさせていくか。防災は途上国・先進国共通の

課題として機運が高まっている一方、気候変動については途上国と先進国の対立構造もあ

り、そうした国際情勢も踏まえ、防災と気候変動との関係をどう整理すべきか、今後議論

したい。防災主流化ハンドブックと各種の気候変動適用策のハンドブックとの関係性を整

理しておく必要がある。 
 
■E 委員の意見紹介に対する回答 

○経済評価に関するご意見は、個別事業毎の細かい分析になるので、データの問題もあり、今回

の経済モデルに反映はできない。（コンサルタント） 
 
■A 委員 

○「mainstreaming（防災の主流化）」については、概念は認知され国際社会で広まってきて

いるが、具体的な方法論が提示出来ていないので説得力に乏しい。 
○「mainstreaming（防災の主流化）」の有効性（事前投資の有効性）は一般論として言える

が、証明するデータ等が不足している。説得力のある事例がない。 
○如何にわかりやすい事例が示せるかがポイントとなる。本検討のレポート等の中に、他で

引用される図表が 3 つあれば、本検討のレポートは後々使用されるレポートとなる。（例え

ば、資料-２インセプション・レポートのＰ12 の図-５にバックデータで作成されると、世

界的に引用されて、説得力を持つことになる。） 
○これまでの JICA の事業の中で mainstreaming に該当する事例が多数あるはず。 

・トルコ  ：州副知事や郡長など地方の幹部職員が中央から派遣される場合に、派遣職

員に対して実施した防災研修 
・モルディブ：インド洋津波の際に、高潮対策として建設されていた離岸堤により、首都

マレが被害を受けずに済んだ。 
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■D 委員 

○国際機関のヒアリングに関連して、ISDR も今回検討される経済モデルについては興味を

持っている。１月末に、ジュネーブから Global assessment report の担当者が訪日するの

で、その際に経済モデルについての打合せを実施してはどうか？タイミングを合わせられ

ると良い。 
○2013 年 5 月に発行される GAR（国連防災白書：2 年おきに発行）に、本検討成果が活用

されるように、１月末の打合せに間に合うように検討の進捗を進めて欲しい。 
○国連防災白書に、投資便益の図表等のうまくまとまったもの（グラフ）を Box で掲載する

ことが有効。 
○2013 年の白書に間に合わなければ、２年後の改定への掲載になってしまうので、このタイ

ミングをうまく生かしてほしい。 
 
■B 委員 

○3 つの GAP のうち、計画を超えた GAP とあるが、今は、あらゆることも想定した計画を

作るという話になってきており、施設の規模を超えていても、減災の措置をとるという話

がある。 
 
■事務局（回答） 

○同じ趣旨である。しかし、実態としては、計画レベルを決めて対応していかざるを得ない部分

もあるので、３つの GAP という切り口の整理をしている。 
○アジア開発銀行は、ノーリグレットの取り組みをしている。 

 
■C 委員 

○都市防災としての「mainstreaming（防災の主流化）」は経済だけで評価するのではなく、

多面的な視点で考えるべきである。京大では以下のカテゴリーに分類して研究（PCDRI?）
をしている。 
・フィジカル：インフラ関係 
・ソーシャル：教育、医療など 
・経済：バジェット等 
・ナチュラル：環境等 
・インスティテューショナル：トレーニング、キャパシティビルディング等 

○京大防災研の岡田先生も経済だけでなく総合的に考える必要性を言っている。 
○世銀の委員もいるので、海外事例を参考にすべき。アメリカ、オーストリア、DFID?では、

既に「mainstreaming（防災の主流化）」についてのドキュメントを出しているので参考に

すべき。 
 
■A 委員 

○今後の各事業には、DRR も貧困やジェンダーと同様にワンファクターとして必ず検討項目
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として取り入れるべきであるという“横串”の視点は良い。 
 
■B 委員 

○経済モデルに関しての質問 
①投資する減災手法の違いによる効果は表現可能か？ 
②タイ洪水のように他国への経済影響を評価可能か？ 
③貧困層のレジリエント性などは表現されているのか？ 

 
■コンサルタント回答 

○回答 
①被害率の設定で対応するは可能であるが、バックデータの制約がある。今後のデータス

トック等を意識した発展性のあるモデルとすることについても検討予定。 
②今回のモデルでは一国単位であるため、評価はできない。 

③「 cc j − 」の部分で不可逆性を表現している。特に、所得人口を５階層に分けて、貧困

層が影響を受けやすくなることを表現している。 
 
■C 委員 

○災害時には、ショックとストレスがある。ストレスは見えない、時間をかけて発生する。 
○干ばつ被害はストレスが大きい。例えば、ストレス被害として、干ばつの時は学校の登校率が

落ちる。災害のよるストレスをどのように取り扱のかは課題である。 
 
■事務局質問 

○干ばつのリカバリーは、一年で戻る干ばつでも、数年にわたり影響が出るのか。 
⇒一年であれば都市部に出稼ぎで行ってリカバリーできる、貯蓄もあるので、２年まではリカ

バー可能であるが、３年を超えるとリカバーが困難になり、影響が数年にわたると想定され

る。（C 委員） 

 
■A 委員 

○東日本大震災について、日本国内では失敗事例に焦点が当たるが、日本の防災の成功事例を整

理して頂けると良い。例えば、鉄道でも誰も死傷者が出なかったことや、ガスのマイコンメー

タによる市街地火災の防止、ビルやマンションの耐震化の効果など、JICA 事業の優良事例も取

り入れられると良い。 

 
４．次回以降の予定 

○下記の予定で日程調整中である。 
第２回  12 月下旬又は１月初旬 
第３回  2 月中下旬 
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6. 防災事業の便益の考え方の予備的検討 

3．防災の主流化をめぐる動向と意義、を踏まえて、防災の事前投資の効果の評価、方法の基本

的な考え方の枠組みを整理した。 

 

経済評価モデル構築の方向性 

3.4. 「防災の主流化」の意義・効果（有効性）の検討方針の検討 で挙げた課題に対し、様々

な事象を取り込んだ変数設定が可能となるきめ細かいモデル構築を実施する。 
3.4.1 の①～③の課題に対して、教育投資による人的形成過程を考慮した家計行動に着目した

モデルフレームを構築する。開発途上国の経済発展には人的資本の形成が影響39するとされてい

るため、所得階層別に家計行動をモデル化することで、経済成長と貧困問題とを関連づけて予測

できるためである。 
具体的には、防災投資がなければ災害による被害により家計の流動性資産40を逸失し、追加的

な投資ができず「貧困の罠」に陥るのに対し、防災投資があれば、災害の被害軽減により家計の

流動性資産が増加し、教育に対する投資が可能となる。 
そのことにより、特に就学率の低い貧困層の人的資本が形成され、引いては労働生産性が向上

し、貧困の罠からの脱却が図られる（図-6.2）。本モデルでは、それらの人的資本過程を所得階

層別に考慮するものとする。 
また、（1）④の課題に対しては、マクロ経済モデルではなく、現状実施されている個別プロジ

ェクトの費用便益分析の評価に、防災有無の影響を反映させることが考えられる。 
しかしながら、費用便益分析への反映にあたっては、防災対策の有無別の便益や費用への影響

をインプットする必要があるが、災害の規模やプロジェクトによっても様々であり、現時点では

十分なデータが存在しない。 
そのため、以降で整理する経済モデル検討では、国・地域単位の評価が可能なマクロ経済評価

モデルに焦点を当て整理を行う。 
 
 

                                                   
39 実際に、多くの文献において、経済成長を支える「人的資本」の役割が強調されており、人的資本を適切に蓄

積させた国は経済成長に成功するのに対し、そうでない国は持続的な経済成長を達成することができないこと

が指摘されている。 
40 流動性資産とは、銀行貯金等のいつでも現金を引き出すことができる資産のこと。 
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表-6.1 経済評価モデルの課題と今回の取り扱い 

課 題 モデル構築のコンセプト 
今回構築する 

経済評価モデルでの取り扱い 

① 経済発展に
関する寄与
並びに経済
発展の阻害
を評価 

（復旧過程も含めた経済成長の違いを
考慮） 

○防災投資有無により、災害時の影響の
違いを復旧過程も含めた経済成長の
違いを再現し、防災投資の評価が可能
なモデルとする 

→災害による影響を、「家計」と「企
業」の主体の行動を取り込んだ経
済モデル（Ramsey 型経済成長モ
デル）により表現 

（貧困の罠からの脱却を考慮） 
○防災投資により災害被害を軽減する

ことで、特に貧困層において問題とな
っている貧困の罠から脱却し、持続的
な経済成長につながる効果を表現す
る。（負のスパイラルから、正のスパ
イラルに転換を表現） 

→所得階層毎ごとの行動モデルを
構築し、各層毎が資本形成・蓄積
し経済成長につながることを表
現。特に貧困層で問題となる貧困
の罠からの脱却を Stone-Geary
型効用関数を導入し考慮 

（資本形成による防災性の向上を考慮） 
■物的資本 
○防災投資をきっかけに貧困層が財を

形成が可能となることで、家屋や家財
の投資や、安全な場所への住み替え行
動を通じて被害率が変化することを
考慮 

■人的資本 
○人的資本についても教育水準の向上

や防災対策の実施によって、人的資本
の被害率（死亡率）が変化することを
考慮 

 
→モデル上は考慮できるように係

数の設定等に工夫を凝らしてい
るが、現段階ではその係数を所得
階層別に設定することが困難な
ため、現段階では層別に時間軸で
変化しない一定値として扱う。今
後は、継続的なモニタリングや災
害統計データの充実等によって
モデルの精度を向上させていく 

② 開発途上国
における開
発目標に対
する貢献度
を評価する
必要 

（教育水準の向上効果を考慮） 
○防災投資による被害軽減により教育

に対する投資が可能となる。そのこと
により、貧困層の知識が向上し、生産
性向上が表現できるモデルとする 

→家計の行動モデルにおいて、人的
資本を想定し、人的資本への投資
により、労働生産性が向上する関
係を表現 

③ 経済面だけ
でなく多様
な効果を捉
えることが
重要 

（マルチ指標での効果の計測） 
○経済効果の計測だけでなく、貧困の解

消等が分析できるマルチ指標での評
価が可能なモデルとする 

→経済評価は GDP 等を用い、人的
な効果については、ジニ係数、貧
困率といった指標等を用い、マル
チ指標により効果を計測 
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図-6.1 経済評価モデルの概念 

 
 
 

防災と関連する
プロジェクトの
投資効率性を把
握する（事業単
位） 

開発途上国にお
いて防災投資を
行う意義をマク
ロに捉える 
（国・地域レベ
ル） 

防災投資を主目的としないプロジェクトで

も、防災投資の有効性を示すため費用便益分

析フレームに防災投資の有無の影響を取り

込む 

マクロ経済評価モデルの構築により、開発

途上国における防災に係る開発投資の意義

を、GDP等の経済面、ジニ係数等の人的面か

らマクロ的に捉えるモデルを構築 

④ライフサイクルコス

トを考慮した評価が必

要 

③経済面だけでなく多

様な効果を捉えること

が重要 

②開発途上国における

開発目標に対する貢献

度を評価する必要 

①経済発展に関する寄

与並びに経済発展の阻

害を評価 

課 題 経済評価モデルの考え方 
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＜防災投資なし＞                            ＜防災投資あり（防災主流化の推進）＞                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-6.2 防災投資の有無による貧困層の経済成長の違いのイメージ 

家計行動 

企業行動 マクロ経済への影響 

 
防災投資なし 

大きな被害 

教育等への投資減 

人的資産減 

流動性資産減 

貯蓄減 

金融資産減 

消費減少 

物的資産減 

労働効率低下 

効用の低下 総資産の減少 

所得減少 

家財等への投資減 

生存必要消費額 

災害発生 

経済の停滞 
（ＧＤＰ伸び悩み）

貧困は解消せず 
（ジニ係数の増大） 

人的資本ストック
の減少 

物的資本ストック
の減少 

利益減少 

災害被害による人口減少 

特に、貧困層は災害への支出
や資産損失のため、流動性資
産が減少、生存必要消費額も
下回り死に至ることも 

災害発生による貧困
層への被害影響大 

人材レベル、運転
資金が不十分なた
め、企業生産性が
低下 

家計の資産形成が進まない
こと、災害による労働力減に
より、企業の生産活動につな
がらず、経済成長が遅れる 

投資 

生産性低下 

各種資産形成
が困難 

総資産が減少し、今後の災害
に対する備えができない 

家計の資産形成が進ま
ず、貧困から脱却できな
い 

貧
困

の
罠

（
負

の
ス

パ
イ

ラ
ル

）
 

家計行動 

企業行動 マクロ経済への影響 

 防災投資あり 

被害の軽減 

教育等への投資 

人的資産形成 

流動性資産減増 

貯蓄 

金融資産形成 

消費増加 

物的資産形成 

労働効率向上 

経済成長 

（ＧＤＰの増加） 

貧困の解消 

（ジニ係数） 

効用の増加 総資産の増加 

所得増加 

人的資本ストック
の形成 

物的資本ストック
の形成 

家財等への投資 

利益増加 

生存必要消費額 

持続的な人口増加 

災害発生 

持
続

的
な

経
済

成
長

（
正

の
ス

パ
イ

ラ
ル

）
 

投資 

生産性向上 

防災主流化を推進し、負

のスパイラルから正のス

パイルへの転換が重要 
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防災投資効果の経済評価モデルの基本的な考え方（枠組み） 

本項では、前項で述べた防災投資の経済評価モデルの考え方を述べる。 
防災投資の効果は、国単位や地域単位を空間対象として、個別１プロジェクトではなく、長期

にわたる防災投資における、50 年後や 100 年後の時間スケールで、図 6-3 に示すような災害リ

スク下のおける経済成長過程を評価し、防災投資の有無（with、without）による経済成長の差

異を評価する「確率的動学的マクロ経済モデル」を構築して行う。 

時間

G
D

P 災害発生

災害なし

Without：防災投資しない場合
（災害有り）

With：防災投資した場合
（災害有り）

持続可能な経済成長

防
災
投
資
の
効
果

※災害発生により、貧困層の増大、
格差の拡大、貧困の罠から抜け出
せなくなる貧困層の拡大・継続

⇒防災投資の有無によりジニ係数に差

拡大

直接被害による
経済活動の停止
→貧困の拡大

復旧資金不足による
復旧遅延・経済活動
の停滞

→貧困の罠の継続

所
得

の
累

積
相

対
度

数

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

1

0

45度線

世帯数の累積相対度数

最貧困層

最富裕層

貧困層

中間層

富裕層

With：防災投資した場合

Without：
防災投資しない場合

ローレンツ曲線

 
図-6.3 自然災害と社会・経済への影響に関する検討概念 

 
6.1.1 経済評価モデル構築に際しての基本スタンス（前提条件） 

(1) 基本スタンス 

災害リスク下における経済成長過程を表現する経済モデルを構築するに際しての基本スタ

ンスは下記の通りである。 
① 開発途上国における「災害と貧困」の問題の本質的要素を逃がさず、災害による経済

成長に起因する要素は、可能な限りモデル化を検討する。 
→試みるとともに、今後のモデルの拡張性を担保する。 
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② その一方で、細部の現象を捨象して、シンプルで操作性の高いモデルを定式化すると

ともに、データ等の要因により、モデル化が困難な要素は簡略化や代替評価等の手法

を検討する。 
③ 上記の対応も困難な場合は、検討要素（モデル化のモジュール）から除外し、将来の

データ蓄積を踏まえた今後の課題とする。 
④ 基準年の現状再現性が担保されていること。 

 
(2) 前提条件 

① 本経済モデルは、合理的個人の仮定、すなわち「人は、年齢・富裕・貧困を問わず、

災害リスクを認識しており、合理的な行動を取る」ことを前提とする。すなわち、災

害リスクに対するリテラシーがあるとの前提である。 
② 人の年齢層は未考慮とする。人は永久に生きるとの前提とするが、所得水準による出

生率の違いや災害による死者の発生を考慮する。 
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図-6.4 確率的動学的マクロ経済モデルにおける算定フロー 

防災投資の評価指標の算定 
■全体評価指標（便益）→ＧＤＰ・ＧＲＰ  ■内訳を評価する指標→ジニ係数・貧困比率  等 

所得層 j の個人の行動 
※リスクを認識し、貯蓄、人的形成を合理的に実施する行動 

 

所得層 j の個人の行動 
※リスクを認識し、貯蓄、人的形成を合理的に実施する行動 

 

Ⅱ：所得層 j の個人行動の設定 
・家計はリスクを認識し、資産・人的資本形成を合理的に実施 

 家計の効用関数 

Ⅲ：企業行動の設定 
 
・企業は利潤を最大化する行動を実施 

 

 
代表的企業の利潤関数 

 

ｔ年の所得層 i の資本 
「ｔ－1 年の結果」、「災害の有無」を考慮） 

Stone-Geary 型効用関数 
※生存必要消費額を設定し、貧困

の罠の状況を考慮 

期待効用最大化 
利潤最大化 

Ⅳ：災害発生有無の設定 

ｔ
年

の
災

害
の

発
生

の
有

無
 

 

災
害

種
類

別
の

発
生

確
率

 

モ
ン

テ
カ

ル
ロ

 
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ
ン

 

人口の変化過程の設定 人口の変化過程の設定 
Ⅰ：人口設定 

人口増加率σ 

ｔ-1 年の所得層 j の人口 

ｔ年の所得層 j の人口 

災害発生時の 
所得層 j 死亡割合 

 

算定結果を

ｔ＋１年の

予測に反映 

利潤最大化行動より以下を算定 
均衡賃金 w*・均衡レント r* 

算定結果を

ｔ＋１年の

予測に反映 

最適化条件から以下を算定 

 最適総資産 aj*

金融資産 bj* 
物的資産 zj* 

人的資産 hj* 

最適消費 cj* 
人的投資ｍj* 

災害発生時
の所得層 j 被
害割合（物
的、金融） 

所得層 j 

（5 階層を想定） 
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6.1.2 経済評価モデルの基本要件 

(1) 経済モデル 

災害リスク下における経済成長過程を評価し、災害対策の有無による経済成長の差異を経済

評価する「確率的動学的マクロ経済モデル」を構築する。 
経済成長モデルは、所得階層別に Stone-Geary 型効用関数を考慮した Ramsey 型経済成長

モデルを想定している。 

Stone-Geary 型効用関数 
θ

θγγ

−

−−
=

−−

1
1}){(

),(
11

jjj
jj

zcc
zcu  

jc ：消費財（非耐久）， jz ：家屋・家財（物的資産）， θ ：相対的危険回避度， 
c ：生存必要消費額（生きていくために必要な最低レベルの消費） 
：消費のシェアパラメータ， 

 
(2) 経済モデルに組み込む要素（INPUT 要件） 

「確率的動学的マクロ経済モデル」において、組み込み評価すべき要素は下記の通りとする。 

1) 所得分布を考慮した評価 

GDP 等による経済成長の全体的な評価だけでなく、経済成長の内訳として、貧困層等への

経済成長への影響を評価するため、所得分布を考慮し、所得層毎の消費・資産形成過程を表

現する。 
但し、途上国のデータの存在状況にもよるので、対象国やデータの存在状況に応じて、

INPUT データをどのように作成（国単位のデータを按分）するかが課題となる。また、モ

デルの検証を行うためには、災害前後のデータが存在することが良い。 

2) 生存必要消費水準を考慮 

貧困や被災にかかわらず、生きていくために最低水準の消費を行わなければならない状況

を考慮してモデル化する。それによって貯蓄や人的投資ができずに経済成長が遅れる現象を

表現する。 

 
図-6.5 資本 k と消費 Cの関係図 

上図は、家計の資本と消費の動学的経路を示すものであり、効率的な経済成長過程の視覚

的な把握を可能とする。最も効率的な経路では、最適な資本貯蓄がなされ、消費水準も長期

的に高い水準で維持され、最終的に *CC = 、 *KK = の点で定常状態に収束する。 

貧困の罠 

（この近傍は経済成

長が著しく遅い） 

定常状態 

（資本も消費水準

も高い水準） 

ΔC=0 
↓ 

←Δk=0 
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資本の過剰貯蓄に陥る経路においては、資本が過剰に貯蓄されるために消費が増加せず、

資源が効率的に使われない結果となる。逆に、資本の過小貯蓄に陥る経路においては、過大

な消費を維持するために資本が食い潰され、いずれ資本が完全に無くなってしまうことを示

している。 

貧困の罠（ 、CC = KlK = ）に陥ると、消費以外に回す所得がなく資本形成ができないた

め、最低生活水準から抜け出すことが困難となり、経済成長速度が極めて遅くなる。 
貧困の罠から抜け出し、経済成長を遂げるためには、防災投資により災害が起きた際の貯

蓄の損失等の資本の減少を抑え、再び貧困の罠に陥らないよう対策することが重要であり、

本モデルではそれらを考慮したモデルとする。 

3) 物的被害と人的被害を考慮 

① 資産・資本の被災を考慮 

家計は「金融資産」と「物的資産」を蓄積する。金融資産は金融機関を介して最終的に

企業の物的資本（生産施設）となる。災害が発生すると、家計は物的資産の一部を失うと

ともに、企業の物的資本の被災を通じて金融資産の一部を失うものとする。 

② 人口の変化と人的資本形成への影響を考慮 

災害による死亡による人口減少を考慮する。死亡比率は、貧困層ほど危険な場所に居住・

立地しているため災害時の死亡率が高いものと考える。 
また、上述の生存必要消費水準の存在によって、貧しくなると人的資本投資（教育）が

減少するため、被災後は人的資本の形成が遅くなる。 
 

(3) 経済モデルのインプットとアウトプット 

「確率的動学的マクロ経済モデル」において、以下のデータをモデルに INPUTし、OUTPUT
を得る。 

 ■INPUT 
【設定値】 

○災害発生確率 
○人口増加率 
○消費のシェアパラメータ 
○被害率（物的、人的、金融）（層別） 
○割引率（層別） 
○生存必要消費額 
○相対的危険回避度 
○企業の付加価値に占める資本投資割合 
○資産の減耗率（家計物的・人的・企業資産） 
○技術成長率 

【基準年の初期値】 
○人口（層別） 
○家計の物的投資、人的投資、金融資産額（層別） 
○賃金率、利子率 
○GDP 
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■OUTPUT 

防災投資便益は、
伝統的な便益評
価の考え方に
則って、当該社
会の集計的な量
（GDPやGRP）で
評価する

個別階層への防
災投資による効
果を、貧困比率
やジニ係数等の
指標を設定し評
価する

防災投資の効果
（マルチ指標）

全体を評価する
指標（便益） Ａ

内訳を評価する
指標 Ｂ

貧困層の人口

資
産

（収
入

）
資

産
（収

入
）

所得別人口構成
（Base of the Pyramid）

防災投資の有無
による、ＧＤＰの
の差分を効果と
して評価

防災投資の有無
による、貧困比
率やジニ係数の
差分を効果とし
て評価

Without：防災投資しない場合
（災害有り）

With：防災投資した場合
（災害有り）

防災投資
による変化

所得別人口構成（Base of the Pyramid）

差
分

 
図-6.6 防災投資の効果検証モデルと評価結果（アウトプット）のイメージ 

防災事業の効果を表す評価指標（Ramsey 型経済成長モデルによる防災投資効果の評価指標

（OUTPUT））は、１つの指標で表すのではなく、全体指標と個別指標の双方に焦点をあてた

複数の指標でアウトプットする。 
即ち、上図に示すように、防災投資便益（A：各国横並び比較が可能となるよう国又は地域

全体に対する防災投資による社会経済の開発に与える効果）は、GDP や GRP（Gross 
Regional Product）等の指標を用いて表す。また、防災投資の経済効果の内訳を説明するもの

（B：防災投資が人々の生活に与える効果）として、貧困比率やジニ係数等の指標を用いて表

す。 
なお、複数の指標の間の整合性確保にも留意する必要がある。 

1) 防災投資による経済成長の遅れの解消 

災害による経済成長の遅れを、GDP（GRP）、物的資本ストック、人的資本ストックにて

表現し、「Without 防災投資」径路と「With 防災投資」径路の比較により、防災投資が災害

による経済成長の遅れを軽減できることを表現する。 

2) 防災投資による不平等度（貧困層）の解消 

防災投資の経済効果の内訳を把握するため、貧困層の所得上昇により貧困層が解消される

効果等を以下の指標により表現する。 
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① ジニ係数や貧困者比率の時間的な変化 
② 各所得階層の経済成長過程のグラフにおける変化 

防災投資便益は、
伝統的な便益評
価の考え方に
則って、当該社
会の集計的な量
（GDPやGRP）で
評価する

時間

G
D

P

Without：防災投資しない場合
（災害有り）

※災害発生により、貧困層の増大、格差の拡大、貧困の罠から抜け出せなくなる貧困層の

拡大・継続

拡大

直接被害による

経済活動の停止
→貧困の拡大

復旧資金不足による
復旧遅延・経済活動
の停滞

→貧困の罠の継続

防災投資の効果

全体を評価する
指標（便益） Ａ

災害発生

災害なし

With：防災投資した場合
（災害有り）

持続可能な経済成長

 
図-6.7 防災投資の効果検証モデルと評価結果Ａ（アウトプット）のイメージ（再掲） 

所
得

の
累

積
相

対
度

数

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

1

0

45度線

世帯数の累積相対度数

最貧困層
貧困層 中間層

富裕層

Without：
防災投資しない場合

ローレンツ曲線

最富裕層

防災投資

所
得

の
累

積
相

対
度

数

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

1

0

45度線

世帯数の累積相対度数

最貧困層

最富裕層

貧困層

中間層

富裕層

With：防災投資した場合

ローレンツ曲線

貧困の罠等により、貧困層の所得の累積
相対度数が低く、ジニ係数が大
（ローレンツ曲線で囲まれた面積が大）

貧困層の相対的な所得が増加し、ジニ係
数が減少
（ローレンツ曲線で囲まれた面積が小）  

図-6.8 防災投資の効果検証モデルと評価結果Ｂ（アウトプット）のイメージ 

3) 防災投資の便益 

社会全体の期待効用水準の総和を評価関数（社会厚生関数）として用いる。防災投資水準

の有無（ないし増加）による社会厚生関数の値（社会厚生水準）の増加分によって、防災投

資の便益を評価する。 
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また、所得層毎の防災投資便益を、当該所得層の家計の期待効用水準の増加分によって評

価する。防災投資は、貧しい家計に対して、より大きな便益をもたらすことを示す。 
 

【参考資料】 
全世界で発生している自然災害の数と損失額をミュンヘン再保険会社の資料から整理を行うと、以下

のようになっており、1980 年からの 30 年間の損失額で見ると台風や暴風雨、河川洪水等の水災害に

よる被害が全体の 62％にものぼっており、半数以上を占めるかたちとなっている。 
 

 

 
図-6.9 全世界で発生している自然災害の数と損失額（出典：ミュンヘン再保険会社資料） 
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6.1.3 防災投資と経済成長 

国連国際防災戦略（UNISDR）の「The Asia-Pacific Disaster Report 2012」では、防災の

主流化の必要性をパキスタンの分析事例を通じて示している。パキスタンでは、2005 年に地震、

2007 年にはサイクロンと洪水、2010 年には大規模な洪水、2011 年には再び大規模な洪水に見

舞われた。 
これら災害の累積的な影響を、災害が起きた場合の実績と起きなかった場合の違いを GDP

を指標とした ARIMA モデル（1995 年～2010 年の年間 GDP データを月別に分解し将来を回

帰分析により予測）により推計しており、自然災害が繰り返し発生することで災害以前の経済

活動水準まで回復するのに必要な時間が増大してしまうことを示している。 
 

 
出典：The Asia-Pacific Disaster Report 2012 / Reducing Vulnerability and Exposure to Disasters 

図-6.10 パキスタンにおける国内総生産(GDP)実績値と災害がないとした場合の 

国内総生産(GDP)推定値の比較図(2004-2011 年) 
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7. 都市部の防災の便益の考え方と予備的検討 

開発途上国における都市の類型化 

 
防災の便益の検討は、開発途上国すべてに共通ではなく、開発途上国の災害脆弱性に応じて検

討を行うことが必要である。 
検討の視点として、脆弱性に応じて都市を類型することが考えられ、ここでは、以下の２つの

方法により都市の類型化を検討した。 
 
・複数の散布図による都市類型化 

・主成分分析による都市類型化 

 
また、以降の経済評価モデル構築にあたっての予備的検討として、脆弱性に係るどの要素の変

化が経済成長にインパクトを与えるかを見極めるため、各国データにより重回帰モデル構築を行

い、経済評価モデル構築の際に特に考慮すべき視点を明らかにした。 
 
・重回帰モデル構築による経済成長に与える影響要因の把握 
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7.1.1 複数の散布図による都市類型化 

(1) 分析の考え方 

災害に対する対応を検討する際は、同じ災害が発生したとしても、都市によって災害脆弱性

が高い低いかによって被害の程度も異なるため、災害脆弱性に対する都市の類型化を行うこと

が考えられる。 
しかしながら、災害脆弱性は貧困率等の単一の指標で決まるものではないと考えられるため、

ここでは、「災害脆弱性」に関係する複数の指標「人的被害率」、「1 人あたり GDP」、「経済成

長率」、災害と相関の高い「貧困率」を用い、複数の散布図を描画することで都市の類型化を

行う方法を提案する。これら複数の指標をクロスさせ、それぞれの中で脆弱と思われるグルー

プを選定することにより、複数の観点から災害脆弱性の高い都市を抽出することができると考

えられる。 
 

（例）複数の指標を用いた災害脆弱性の高い都市の抽出イメージ 

 

災害リスクの高い国＝ 災害による被害が大きい（例：人的被害率が 1.7％以上） 

×経済力が低い（例：一人あたり GDPが 3000$以下） 

×経済成長率が低い（例：経済成長率が 4.5％以下） 

×貧困率が高い（例：貧困率 33％以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7.1 複数の指標を用いた都市の類型化イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害率：高 

貧困率：低 

被害率：高 

貧困率：高

被害率：低 

貧困率：高

被害率：低 

貧困率：低

人的被害率 

貧困率 

複数のマトリックスから

総合的に判断して、災害脆

弱性が高い国を選定する

など、対策を講じる都市の

タイプを類型化 
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(2) 分析対象国 

分析対象国は JICA が援助を行っている 107 ヶ国（過去の実績があり、現在行っていない

国も含む）を対象として実施した。 
 

表-7.1 分析対象国 

地域 国 地域 国

韓国 セーシェル

マレーシア ガボン

モルディブ モーリシャス共和国

タイ ボツワナ

中国 南アフリカ

インドネシア ナミビア

スリランカ チュニジア

フィリピン アンゴラ

モンゴル モロッコ

ブータン エジプト

インド 南スーダン

ベトナム ナイジェリア

パキスタン スーダン

ラオス カメルーン

カンボジア ガーナ

東ティモール コートジボワール

バングラデシュ ジブチ

ネパール ザンビア

ミャンマー セネガル

パラオ ケニア

フィジー ベナン

トンガ コモロ

サモア諸島 ブルキナファソ

マーシャル タンザニア

ツバル ジンバブエ

バヌアツ ルワンダ

ミクロネシア ウガンダ

キリバス マダガスカル

ソロモン諸島 モザンビーク

パプアニューギニア ニジェール

サモア エリトリア

チリ シエラレオネ

ベネズエラ マラウイ

メキシコ エチオピア

ウルグアイ リベリア

ブラジル ブルンジ

アルゼンチン コンゴ共和国

セントルシア ソマリア

パナマ モンテネグロ

コスタリカ セルビア

コロンビア ボスニアヘ・ルツェゴビナ

ジャマイカ マケドニア

ドミニカ共和国 アルバニア

ペルー コソボ

ベリーズ ウズベキスタン

エクアドル キルギス

エルサルバドル タジキスタン

グアテマラ トルコ

パラグアイ イラン

ホンジュラス ヨルダン

ボリビア シリア

ニカラグア イラク

ハイチ イエメン

アフガニスタン

アジア

アフリカ

オセアニア

ヨーロッパ

中東

中南米
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(3) 都市類型化 

1) 人的被害率×１人あたり GDP 

人的被害率が高い国は、１人あたり GDP も低い傾向にあることが確認できる。 
これを分析対象国の１人あたり GDP 平均値 2985＄/人、人的被害率平均値 1.7％で象限を

分類し、各国がどこにボジショニングされるかで、相対的な位置づけの確認が可能と考えら

れる。 

パキスタン

モルディブブータン

バングラデシュ

ネパール

スリランカ

インド

マレーシアインドネシア

カンボジア

ラオス

タイ

フィリピン

ベトナム

モンゴル

東ティモール

中国

南アフリカ

ルワンダ

リベリア

モロッコ

モザンビーク

マラウイ

マダガスカル ボツワナベナン

ブルンジ

ブルキナファソ

ニジェール

ナミビア

ナイジェリア チュニジア

タンザニア

セーシェル

セネガル

スーダン

ジブチ

シエラレオネ

ザンビア

コートジボワールコンゴ共和国コモロ

ケニア

ガーナ

カメルーン

エリトリア

エチオピア

エジプト

ウガンダ アンゴラ
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図-7.2 人的被害率（1990-2009平均）×１人あたり GDP（2010）の散布図 

人的被害率が高く、

経済力が低い 

人的被害率が低く、経済力が高い 
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2) 人的被害率×貧困率 

人的被害率が高い国は、貧困率が高い傾向にあることが確認できる。 
これを分析対象国の貧困率平均値 33％、人的被害率平均値 1.7％で象限を分類し、各国が

どこにボジショニングされるかで、相対的な位置づけの確認が可能と考えられる。 
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図-7.3 人的被害率（1990-2009平均）×貧困率（2010）の散布図 

人的被害率が低く、貧困率も高い 

人的被害率が低く 

貧困率も低い 
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3) 貧困率×1 人あたり GDP 

１人あたり GDP の小さい国でも、貧困率の高低があることが確認できる。 
これを分析対象国の貧困率平均値 33％、１人あたり GDP 平均値 2985＄で象限を分類し、

各国がどこにボジショニングされるかで、相対的な位置づけの確認が可能と考えられる。 
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図-7.4 貧困率（2010）×１人あたり GDP（2010）の散布図 
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4) GDP 成長率×1 人あたり GDP 

１人あたり GDP の小さい国でも、GDP の伸びに高低があることが確認できる。 
これを分析対象国の GDP 伸び率平均値 4.5％、１人あたり GDP 平均値 2985＄で象限を

分類し、各国がどこにボジショニングされるかで、相対的な位置づけの確認が可能と考えら

れる。 
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図-7.5 GDP成長率（2010/2000）×1人あたり GDP（2010） 
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経済力が低いが、 

経済の伸びが大きい 



7.都市部の防災の便益の考え方と予備的検討 

7-8 
 

7.1.2 主成分分析による都市類型化 

(1) 分析の考え方 

災害に対する脆弱性は先に示した通り、単一の指標で表現できるものではなく、複数の指標

が関連しあって、ある国の災害被害の影響を決定することになると考えられる。ここでは、そ

の複数の指標を組み合わせ、主成分分析により合成変数を新たに設定することで、都市の類型

化を実施する。 
なお、分析は、先の分析と同様、JICA の援助対象の 107 ヶ国とする。 

(2) データの設定 

世銀データベースである World Development Indicators から、脆弱性に係る指標を抽出し、

主成分を表現する上で、様々な指標の組み合わせの中から合理的に説明できる組み合わせを検

討した。 
結果、ジニ係数や、災害リスク軽減スコア、GDP 成長率、労働力人口等は論理的な説明が

困難となったため（例えば、GDP 成長率が高いほど、災害脆弱性が高いなど）、指標からは除

外した。 
災害データについては、EM-DAT のデータを入手したが、本データでは水害、地震のみで

あり、特にアフリカ等で問題となっている”干ばつ”が対象となっていないため、各国横並びで

脆弱性を正確に表現できない。そこで、人的被害率については世界銀行のデータを活用し、

EM-DAT の死亡率、経済被害率と組み合わせた、3 つの被害から分析した。 
なお、主成分分析を行う際は、データ項目の値の大きさが分析に影響するため、平均値 0、

標準偏差 1 となるように正規化を行った。（一部、1 人あたり GDP 等、国によってオーダー

が大きく異なるものは、対数化した上で正規化するなどの工夫を実施した） 
 

表-7.2 主成分分析の変数設定 

指標項目 （年次） 出典 分析上の加工方法 
Disaster Affected/Population 
（1990-2009 災害） 
※干ばつ、洪水、異常気象が対象  

World Development Indicators（World 
Bank） 
 

正規化 

Disaster Death/Population 
（2000-2012 災害） 
※洪水、地震、Storm が対象 

CRED:EM-DAT(JICA 資料) 
 

正規化 

Disaster Damage Cost/GDP 
（2000-2012 災害） 
※洪水、地震、Storm が対象 

CRED:EM-DAT(JICA 資料) 
 

正規化 

GDP per capita (current US$)2010 World Development Indicators（World 
Bank） 

対数正規化 
 

Poverty headcount ratio at national 
poverty line (% of population) （2010） 

World Development Indicators（World 
Bank） 

正規化 

Literacy rate, youth total (% of people 
ages 15-24) （2010） 

World Development Indicators（World 
Bank） 

対数正規化 

School enrollment, preprimary (% 
gross) （2010） 

World Development Indicators（World 
Bank） 

対数正規化 

GINI index （2008） World Development Indicators（World 
Bank） 

正規化 
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Disaster risk reduction progress score 
(1-5 scale; 5=best) （2011） 

World Development Indicators（World 
Bank） 

正規化 

GDP growth (2010/2000) World Development Indicators（World 
Bank） 

正規化 

Labor force participation rate, total (% 
of total population ages 15-64) 

World Development Indicators（World 
Bank） 

正規化 

※網掛部は除外指標 

(3) 主成分分析結果 

主成分分析結果における、固有値スクリープロットを下図に示す。主成分 3 以降は固有値が

1 より小さく、元の変数よりも情報量が少ないため、主成分 1 及び 2 を主成分分析の対象とし

た。 
主成分 1 は、貧困率や被害率がマイナスの要素、一人あたり GDP や、識字率がプラスの要

素として影響しているため、経済力（－経済力小、＋経済力大）として解釈した。 
主成分 2 は、各種被害率がマイナスの要素となっているため、災害影響度（－影響大、＋影

響小）と解釈した。 

0
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Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population)
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Disaster Damage Cost/GDP

Disaster Death/Population

LN School enrollment, preprimary (% gross)

LN Literacy rate, youth total (% of people ages 15-24)

LN GDP per capita (current US$)2010

主成分負荷量 主成分1→経済力（－経済力小、＋経済力大）

 
主成分２ 
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Disaster Death/Population
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LN School enrollment, preprimary (% gross)
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主成分負荷量 主成分2→災害影響度（－影響大、＋影響小）

 
図-7.6 主成分負荷量の算定 

採用 
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(4) 主成分分析結果による都市類型化 

主成分分析結果をもとに都市類型化を行った。災害影響度を縦軸、経済力を横軸として散布

図を作成した。データを基準化しているため、縦軸、横軸自体は平均値を示している。 
災害影響度大の国としては、アジアでは、タイやカンボジア、アフリカでは、モザンビーク、

マラウイ等が挙がっている。経済力でみると、アフリカのほとんどの国が経済力小の象限に位

置している。 
今回の分析結果で留意すべき事項としては、本分析は、分析に必要なデータが全て揃った国

でモデリングしており、データ欠損がある国は平均値を投入しているため、傾向が十分に顕れ

ていない可能性がある。また、災害影響度については、過去の災害被害率をもとにしているた

め、これまで被害がない国については、影響度が顕在化しないことになっており、留意が必要

である。 
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図-7.7 主成分分析結果（経済力×災害影響度）（対象
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図-7.8 主成分分析結果（経済力×災害影響度）（データが揃っている国のみ） 
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7.1.3 重回帰モデル構築による経済成長に与える影響要因の把握 

(1) 分析の考え方 

災害に関連する各種指標がどの程度経済成長に影響をするのかを見極めた上で経済評価モ

デルを構築することが有用である。ここではモデル構築の予備的検討として各種指標を取り込

んだ重回帰モデルを構築し、経済成長に与える影響の感度分析を実施し、モデル構築における

ポイントを確認する。 
世界銀行データベース World Development Indicators を活用し、経済成長の度合いを示す

指標として GDP（1 人あたり GDP に基準化して活用）を目的変数に、脆弱性に係ると考えら

れる各種指標を説明変数とし、重回帰モデルを構築した。 
JICA の支援国約 107 ヶ国を対象に分析を実施した。（目的変数と説明変数のデータが揃っ

ている 78 カ国が対象） 
モデル推計分析に用いる各種データは、World Development Indicators の 2012 年までの

データベースから、国毎に最新時点の各種指標データを用いた。（年次を統一してデータ抽出

を行うことも考えられるが、データ欠損を少なくしてより多くのサンプルによりモデル推計を

可能とするため、このような方法を採用した。） 
 

(2) モデルの推計結果 

様々な指標をもとにモデル構築を行った結果、1 人あたり GDP を説明するモデルとして、

説明変数を災害（干ばつ、洪水、異常気象）による年平均人的被害率、貧困率、若年層の識字

率、初等教育の就学率の 4 指標とすることが最も有意なモデルとして推計された。 
 
 
 
 
 
 
 
モデルのパラメータ推計結果は以下の通りであり、説明変数は符号条件を全て満たし、95％

以上有意であり、モデル全体の精度を示す決定係数は R2=0.5 と概ね良好なモデルが構築され

た。 
表-7.3 モデルのパラメータ推計結果 

 変　数 偏回帰係数 ｔ　値 Ｐ　値 判　定
Droughts, floods, extreme temperatures (% of population, average 1990-2009) -346.1116 -2.3531 0.0213 *
Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) -43.9406 -2.3888 0.0195 *
Literacy rate, youth total (% of people ages 15-24) 71.2345 3.2227 0.0019 **
School enrollment, preprimary (% gross) 26.8202 2.7197 0.0082 **
定数項 -1639.8460 -0.7628 0.4480  

（推計モデルの変数） 
目的変数：1 人あたり GDP  
説明変数：災害（干ばつ、洪水、異常気象）による年平均人的被害率 

貧困率 
若年層の識字率 
初等教育の就学率 
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(3) モデルの感度分析結果 

今回の結果から、経済成長を表現する上では、災害率の考慮や、貧困率や教育等の人的形成

過程をモデルに取り込むことが重要と考えられる。 
なお、1 単位の重みが異なるため、一概には言及できないが、モデルの変数の変化に対する

GDP へのインパクト（感度）は、被害率＞識字率＞貧困率＞教育率の順でインパクトが大き

いものとなっている。 
 

・災害に対する人的被害率が 1 ポイント下がると一人あたり GDP が 346 ドル増加。 
・貧困割合が 1 ポイント下がると、一人あたり GDP が 44 ドル増加。 
・若年層（15～24 歳）の識字率が 1 ポイント増加すると、一人あたり GDP が 71 ドル増加。 
・初等教育率が 1 ポイント増加すると、一人あたり GDP が 27 ドル増加。 
 
 

一人あたりＧＤＰ（＄）＝‐346×（災害による年平均人的被害率）‐43.9×（貧困率）+71.2×（識字率） 
+26.8×（初等教育率）‐1640（定数項） 

 



7.都市部の防災の便益の考え方と予備的検討 

7-14 

■まとめ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜防災の主流化の定義＞ 

防災主流化とは、開発のあらゆる分野（セクター）のあらゆる段階（フェーズ）において、

様々な規模の災害を想定したリスク削減策を包括的・総合的・継続的に実施・展開し、災害

に強いしなやかな（resilient）社会を構築することにより、災害から命を守り、持続可能な

開発、貧困の削減を目指すものである。 

＜JICA における防災の主流化の実施方針＞ 
JICA は、JICA のビジョンの実現に向けた４つの使命（Mission）を果たすための横断的

な取り組みとして「防災の主流化」を国別の援助戦略の中に位置づけ、援助戦略に基づく

個別プロジェクトの実施に際しては、以下の３つの留意点を踏まえ推進する。 

① リスクリテラシーの向上に関する取り組みの推進 

② 重層的で総合的な取り組みの推進（リダンダンシーの確保） 

③ 継続的な災害アセスメントに基づく取り組みの改善 

＜① リスクリテラシーの向上に関する取り組みの推進＞ 

JICA は、プロジェクトの実施において、援助対象国の政府機関やプロジェクト・カウン

ターパートとの間で、実施するプロジェクトに関わる災害リスクアセスメントに基づき、災

害リスクに関する認識の共有化を推進するとともに、防災の主流化の取り組みの必要性や効

果についても、啓発の推進、情報や認識の共有化を図る。 

＜②重層的で総合的な取り組みの推進＞ 

JICA は、援助対象国の開発事業のあらゆる段階（構想・計画・実施等のフェーズ）・場

面において、災害リスクを軽減する取り組み（啓発・認識・施策・法制度・基準・対策）を、

多層的・継続的に働きかけ、地域社会及び社会資本の機能確保・向上を図る。 

＜③ 継続的な災害アセスメントに基づく取り組みの改善＞ 

JICA は、援助対象国に対する防災の主流化の取り組み支援を確実なものとするため、プ

ロジェクトにおける防災の主流化の取り組みの基本的な考え方や実施方針を定め、プロジェ

クトの企画立案、実施、完了等の各段階にて、チェックシートによる確認・照査を行い、プ

ロジェクトを実施するとともに、継続的な取り組みの見直しや改善を支援する。 
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防災投資効果の経済評価モデルの都市部への適用に関する検討 

7.1.4 防災投資効果の経済評価モデルの目的 

GAR2009 では、弱小経済である後発開発途上国が災害に対して脆弱であることが示されてい

る。また、Natural Hazards, UnNatural Disasters (The World Bank)では、災害の予防策が可

能でかつ費用効率が高いことが説明されている。しかし、防災対策への事前投資は災害対策全体

の 3.6％（1980-2009）にとどまっており、進んでいないのが現状である。 
本モデルの目的は、防災対策への事前投資が、将来の経済成長、貧困削減、そして持続可能な

開発を目指す上で必要不可欠なものであることを定量的に示すことである。 

＜防災投資なし＞ ＜防災投資あり（防災主流化の推進）＞ 
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図-7.9 防災投資の有無による貧困層の経済成長の違いのイメージ（再掲） 

経済モデル構築にあたって、一つ目の重要な観点は、防災対策の有無による経済発展プロセス

の違いを表現することである。国民所得の少ない開発途上国では、貯蓄等もなく、家計は災害に

よる被害を経済的に補填・復旧することが難しいため、流動性制約に伴う復旧遅延被害が生じる

可能性がある。防災対策に対する投資は、主としては、被害の防止または軽減を目的としている

が、それにより可処分所得の増加等が見込まれ、経済基盤が堅牢になると共に経済的な発展へと

繋がるものと見込まれる。このような防災投資の正の効果を表現できるよう、防災対策の有無に

よる経済発展プロセスの違いを表現できるようにすることが重要である。 
二つ目の重要な観点は、開発途上国における開発目標に対する貢献度を評価することである。

国際的な開発目標である MDGs や SDGs では、貧困からの脱却等を目標として掲げている。防

災対策への投資が、この国際的な開発目標である貧困からの脱却に如何に寄与するかが表現でき

るように考慮する必要がある。また、貧困からの脱却によって、就学率の向上が教育水準の向上

（災害に対するリテラシーの向上）へと繋がり、それが人的資本の質の向上へと寄与し、結果と

して生産性の向上へと繋がるといった波及的に期待できる事項を表現できるように配慮するこ

とが重要である。 
三つ目の重要な観点は、防災投資による便益を計測するだけでなく、多様な指標による評価を
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することである。防災投資による効果として、金銭的な経済効果のみならず、人的被害の抑止効

果等の多様な効果ついて計測することが重要である。例えば、防災投資による貧困の解消や、人

的被害の軽減等の観点から指標を設定し効果を計測すべきと考えられる。また、その結果が経済

にどのような影響を与えるかなどについても表現できるように配慮することが重要である。 
 

7.1.5 検討の考え方 

(1) 経済評価モデルの基本構造 

防災投資の効果は、「動学的確率的マクロ経済モデル」を構築し、長期にわたる災害リスク

下の経済成長過程を防災投資の有無別に評価することにより計測する。 
本モデルの主な特徴として、災害リスク下における「動学的確率的マクロ経済モデル」であ

る Stone-Geary 型効用関数を考慮した Ramsey 型経済成長モデルを採用する。 

θ

θγγ

−

−−
=

−−

1
1}){(

),(
11

jjj
jj

zcc
zcu  

jc
：消費財（非耐久）、 jz ：家屋・家財（物的資産）、θ ：相対的危険回避度 

c ：生存必要消費額（生きていくために必要な最低レベルの消費） 
γ ：消費のシェアパラメータ 

当初は、 

 

の関数を用いることとしていたが、効用は消費だけによって得られるものではないことから、 

 

という形に Cobb-Douglas 型の変形を行って効用関数の定義を行った。開発途上国においては、

物的資産の蓄積のない中で生活している世帯も多く、 とする方が現状と合っているので、

今回の効用関数は以下の形としている。 

θ
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−

−−
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−−

1
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zcc
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この様な効用関数の取り扱いは、社会資本整備を伴う土木計画学では一般的に用いられてい

ることを確認している41。効用関数に住宅の（サービス）水準や土地のロットサイズが入るこ

とは、都市経済学等では標準的な設定である。本モデルでも，災害による住環境の喪失は効用

                                                   
41 参考文献 ：多々納雄一・髙木朗義（2005）、「防災の経済分析」勁草書房 

：森杉壽芳（1997）、「社会資本整備の便益評価」勁草書房 
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の減少として評価されるべきものと考える。 
次に、災害による物的・人的被害率を家計モデルに導入し、5 階層程度の所得階層別に消費

行動を分けて各々で生存必要消費水準を考慮し、教育投資を行うことで人的資本が形成されて

所得が上昇していく過程を考慮することにより、防災投資による「貧困の罠」からの脱却を表

現可能とする。 
また、GDP やジニ係数等のマルチ経済指標による評価が可能であるため、経済成長や貧困

改善をマクロな視点及びミクロな視点の両面で捉えることができる。経済評価をするにあたっ

ては、モンテカルロシミュレーション（乱数を用いて評価を何度も繰り返し、不確定要素が予

測対象に与える影響を図るもの）を導入し、各指標の期待値等を算出できるようにする。 
 
 

(2) 経済評価モデルの諸条件の設定 

本経済モデル構築（理論と First Editon）における諸条件の設定方法を以下に示す。 

■教育投資による人的資本形成・所得増加の関係式の設定 

教育投資による人的資本形成の蓄積を表現するための関数系を定義する必要があるが、顕在

化されたデータで厳密にモデリングを行うことは困難である。 
First Edition では、人的資本形成をパキスタンの統計データから得られる初等教育就学率

で代表させ、層別の教育投資額と初等教育就学率の関係から人的資本形成の蓄積の状況を設定

する。対数型を採用することで、一定以上の投資を行うと、形成量が逓減していくことを表現

する。 
y = 14.16 ln(x) + 1.541、 y : 初等教育就学率(%)、x : 教育投資($) 

さらに、人的資本形成に伴い、所得が向上する効果を所得階層別の初等教育就学率と、世帯

年収の関係から以下の式を推計し、就学率の向上による所得増加を表現するとともに、傾きを

賃金率として設定する（FirstEdition では賃金率を一定としてモデリングしている）。 
y = 73.7 x－2211、  y : 所得($)、x : 初等教育就学率(%) 

Y=73.7x-2211

R² = 0.914
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図-7.10  初等教育就学率と所得の関係 
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■災害被害関数の設定 

災害が発生した際の各種被害関数構築する際の考え方とパキスタンにおけるケーススタディ

(First Edition)での設定方法を整理する。 

○災害種の設定の考え方 

災害種については、EM-DAT で対象としている以下のうち、分析対象国においてこれまで

起きているもしくは、今後想定される主要な災害を対象とすることが考えられる。 
 

・干ばつ（drought） 
・地震(Earthquake) 
・疫病(Epidemic) 
・異常気象(Extreme  temperture) 
・洪水(Flood) 
・虫害（Insect infestation） 
・土砂災害(Mass movement) 
・暴風雨(Storm) 
・火山(Volcano) 
・野火(Wildfire ) 

○被災頻度の設定の考え方 

被災頻度は、これまでの分析対象国の災害発生頻度や、同様の被害傾向にある国等のクロス

セクションデータをあつめ、一般的な頻度等を原単位化することで設定することが考えられる。。 

○被害規模（被害率）の設定の考え方 

災害規模（被害率）についても、分析対象国のこれまでの実績や、他の国の事例等から設定

することが考えられる。 

○パキスタンにおける災害被害率の設定の考え方 

パキスタンにおける将来予測を行うため、1976 年～2011 年（36 年間）に起きた災害をベー

スに、災害種別（地震、洪水、ストーム）の金融被害率、死亡率、人的被害率を予測する関数

を以下の対数型にて設定する。 
Y = a ln（X）+b  a, b：パラメータ、Y：累積相対度数、X：災害被害率 
X∈{ψ,φ,ω,ζ} 

 
防災対策ありの際の災害被害率は、現時点ではデータの蓄積がないため、以下の関数により、

防災対策なしの災害被害率が低減するものと設定する。 
Y = a ln（X＋β）+b  β：防災投資有りの際の被害率軽減係数 

 
First Edition では、1976 年～2011 年（36 年間）にパキスタンで発生した災害の被害額、被

災人口、死亡者数を抽出（EM-DAT）し、また、同期間におけるパキスタンの国民貯蓄、総人

口を抽出（The World Bank）して、以下の計算により、各災害被害率を設定している。 
・金融被害率（Ψ）＝災害による直接被害額／国民貯蓄額 

（※今回はデータの制約から、物的被害率（φ）も同率で設定している。） 
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・人的被害率（ω）＝被災人口／人口 
・災害死亡率（ζ）＝死者数／人口 

災害被害率は、レジリエンスの高まりなどで、常に変化するものであるということに注意す

る必要がある。 

（被害率関数の設定の手順） 

金融被害率算定のための国民貯蓄のデータが 1976年以降からしか存在しないため今回は各

被害率ともに 36 年間のデータにより設定。 
1976 年～2011 年（36 年間）に起きた災害被害率の設定は、EM-DAT の災害データを基に、

年間の累積被害率を使用する（ある 1 年間に複数回の災害が発生した場合は、その合計被害額

を用いて被害率を算出）。災害が発生しなかった年の被害率は 0％とすると、値の重複を含め

て 36 個の被害率のデータが作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7.11  災害被害率の設定例 

被害率関数の推計は、作成した 36 年間のデータ（36 個のデータ）を用いる。推計イメージ

を下図に示す。Y は年度別の災害被害率を値の小さい順に積み上げた累積相対度数であり（※

災害が発生していない年度、つまり災害被害率 0%の年度も含む。）、a, b は回帰分析の結果か

ら設定するパラメータである（今回は対数型で関数を設定している。）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図-7.12  被害率関数の設定イメージ 

過去 36 年という短いスパンでの被害関数の設定のため、その間に発生していない災害は考

慮できていない可能性があるため（100 年周期や、1,000 年確率で発生する被害など）、より

長い期間でのデータによる被害関数の設定方法の検討や、過去の実績によらない被害率の設定

等の検討が必要と考えている(IIASA の CATSIM では、1/500、1/1000 確率の被害率を入力可
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Finance

damage  ψ

2011 10.9%

2010 40.8%

2009 0.0%

2008 0.5%
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… …
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… 
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災害被害率（x） 

Y=a ln（x）+b 

a,b：パラメータ 
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能であり、その仕組みを取り込むなど)。 
また、物的被害率を金融被害率と同様で設定するなど仮定を置いているが、将来的には、災

害統計の整備とあわせ内訳に応じた被害率関数の設定が必要と考えている。 
今回は first Edition におけるモデル検証を行う上で、データの制約上、上述の過程により

将来予測における被害率を設定しているが、今後の災害統計の充実を踏まえ、改善していく必

要があるものと認識している。 
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図-7.13 災害被害率の累積分布関数の推計（地震） 
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図-7.14 災害被害率の累積分布関数の推計（洪水） 
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図-7.15 災害被害率の累積分布関数の推計（暴風雨） 

（防災投資による被害軽減係数βの設定方法） 

今回は防災投資効果に関するデータ制約から、仮の設定値として防災投資を行うことで、過

去（ここでは 36 年間）の災害で一番大きかった災害被害率を半減できるとしたときの値をβ

として設定する。 
今後、防災投資効果を説明していくため、国レベルでの防災対策実施と被害率の関係や、個

別事業評価における対策実施時の被害軽減度合い等を用いるなどしてβの合理的な設定に向

けた検討が必要である。加えて、防災投資のストックを考慮し、毎期の投資額や減耗も考慮し

ていく必要がある。 
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図-7.16  防災投資による被害軽減係数βの設定イメージ 

 
(3) 経済評価モデル構築に必要なデータ 

本モデルに組み込む代表的なデータと、パキスタンにおけるモデル構築の設定値を以下に示

す。 
表-7.4 モデル構築に必要なデータ一覧表 

変数 設定方法 
パキスタンを対象としたモデルの検証、

ケーススタディにおける初期値 
■社会経済データ 

nj 世帯数 所得階層ごとの世帯数のデータで

あり、統計データから設定。 

 
■総人口（2004 年） 
155,860,066 人 
※出典：世界銀行 
 
■階層別人口（2004 年） 
⇒総人口を所得の大きさに応じて 5 階層に分配 
（※『国際協力銀行（2007）、「貧困プロファイ

ル」パキスタン・イスラム共和国』のデータを

利用するため） 
各階層：31,172,013 人 
 
■一世帯当たり人数（2004 年－2005 年の平均） 
1st(poorest)：8.78 人 
2nd(poor)：7.97 人 
3rd(middle)：7.32 人 
4th(rich)：6.45 人 
5th(richest)：5.36 人 
※出典：Federal Bureau of Statistics 
Government of Pakistan Islamabad、
「HOUSEHOLD INTEGRATED 
ECONOMIC SURVEY」 
 
■階層別世帯数 
⇒階層別人口÷一世帯当たりの人数で算出 
1st(poorest)：3,599,540 世帯 
2nd(poor)：4,090,815 世帯 
3rd(middle)：4,465,904 世帯 
4th(rich)：4,940,097 世帯 
5th(richest)：5,994,618 世帯 
 

 
 

累積度数 

災害被害率 

累積度数 
1 

0 

被害率軽減係数β 

災害発生あり 

災害発生なし 

災害発生 頻度
が減少するとと
もに、災害発生
時 の 被 害 率 が
β分軽減 
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変数 設定方法 
パキスタンを対象としたモデルの検証、

ケーススタディにおける初期値 

σ 平常時の人口
増加率 

人口の変化率データから増加率を

設定。 

 
2.9%（1975 年～2003 年の年平均） 
※出典：国際協力銀行（2007）、「貧困プロファ

イル」パキスタン・イスラム共和国 
 

ρ 
ロー 

社会的割引率 
各国の実態に基づき設定する。 
日本では長期金利の変動等から設

定。 

 
0.12（パキスタンの各種 F/S では 12％もしくは

15％が用いられているとある） 
出典：円滑な円借款事業実施による経済的便益

に係る調査,平成 24 年 3 月,JICA 
 

δz 
デルタ 

減価償却率 各国の実態をもとに設定する。 

 
0.2（パキスタンの資産別償却率 10～30％より

設定） 
出典：バングラデシュ・パキスタン・スリラン

カの投資・会社法・会計税務・労務, 久野康成 
 

r 利子率 各国の長期金利等により設定。 0.15（社会的割引率を参考に設定） 

B 外生的技術進
歩成長率 

生産関数をもとに、ＧＤＰを予測

する際に補正値として設定。本モ

デル内では、技術の進歩は考慮で

きないため、必要に応じて、外生

的に考慮。 

0% 
⇒簡単化のため、0 としたが、今後モデルに組

み込むことも視野に入れる。 

α 人的資本比率 

生産関数をコブ＝ダグラス型で設

定した際の生産量の人的資本、物

的資本の分配比率。 
産業連関表を活用し、付加価値額

に占める給与所得の割合から設

定。 

 
■シェアパラメータ 
0.37 
⇒パキスタンの産業連関表（1955 年）の粗付加

価値部門の内訳データより、賃金（人的資産）

と賃金以外収入（物的資産）の比から人的資本

比率を求める。 
 
■付加価値部門の賃金（1955 年合計） 
300,592 ルピー 
 
■付加価値部門の賃金以外収入（1955 年合計） 
512,106 ルピー 
 

■家計のデータ   

cj 消費財（非耐
久） 

最適化計算の中で、各期の投資額

とストックが算定される。 内生的に定まる。 

zj 家屋・家財（物
的資産） 

最適化計算の中で、各期の投資額

とストックが算定される。 

 
1st(poorest)：84$ 
2nd(poor)：151$ 
3rd(middle)：181$ 
4th(rich)：197$ 
5th(richest)：313$ 
⇒パキスタンの家計調査の Housing (rent & 

other costs)・RURAL における過去の投資割
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変数 設定方法 
パキスタンを対象としたモデルの検証、

ケーススタディにおける初期値 
合 8.67～9.99％から 10%と設定する。 

※出典：HOUSEHOLD INTEGRATED 
ECONOMIC SURVEY, Pakistan  
 

θ 相対的危険回
避度 

危険を回避したいと考える層ほど

数値が高くなる。既存研究では、

θ＝1～3 等と言われており、GDP
を予測する際に設定。 

 
2 
※参考：Kraay and Raddatz (2007), Poverty 
traps, aid, and growth, Journal of 
Development Economics, 82, 315-347. 
 

 
生存必要消費
額 
 

生きていくために必要な最低レベ

ルの消費でそれ以下では生活でき

ない状況をさす。既存文献から設

定。 

 
$400 
⇒「The least cost requirement for sustaining 
an individual’s minimum dietary needs (e.g. 
flour, evaporated milk, beans, etc.) is 
approximately $300 a year (in 1980 dollars).」 
※参考：Dan Ben-David (1998), Convergence 
clubs and subsistence economics, Journal of 
Development Economics, 55, 153-169. 
 

 金融資産 国民総貯蓄のデータから、層別に

所得比率等により按分して設定。 

 
1st(poorest)：302$ 
2nd(poor)：392$ 
3rd(middle)：451$ 
4th(rich)：568$ 
5th(richest)：1,126$ 
※出典：Finance Division, Government of 
Pakistan, Pakistan Economic Survey.（国民貯

蓄率） 
 

ξj 
グザイ 

物的資産形成 物的投資が求められれば内生的に

算定される。 が決まると内生的に定まる。 

hj 人的資本 
就学率等により人的資本の蓄積を

設定。 
各国の統計データから層別の就学

率のデータを設定。 

 
1st(poorest)：41％ 
2nd(poor)：50％ 
3rd(middle)：54％ 
4th(rich)：56％ 
5th(richest)：71％ 
⇒人的資本を初等教育の純就学率で設定。初期

値は 2004 年値。 
 

mj 人的資本への
投資額 

家計調査による教育への投資額を

活用し、初期値を設定。 

 
1st(poorest)：16$/世帯 
2nd(poor)：52$/世帯※ 
3rd(middle)：68$/世帯※ 
4th(rich)：76$/世帯※ 
5th(richest)：135$/世帯 
⇒2nd～4thは 1stと 5thにより中間補完して想

定。 
※出典：Pakistan Millennium Development 
Goals Report (2010) 
 

δh 
デルタ 

人的資本の減
耗率 人的資本の減耗を考慮する変数。 

 
0% 
⇒簡単化のため 0%にした。今後モデルに組み込

むことも検討。 
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変数 設定方法 
パキスタンを対象としたモデルの検証、

ケーススタディにおける初期値 

w 賃金率(１人的
資本当たり) 

人的資本に乗じると所得に合致す

るような値を予測して設定。 

 
73.7 
5 階層の就学率（人的資本）と所得の関係より

回帰式を推計。その傾きを賃金率として設定

y=73.7x-2211 y:所得(＄) x:初等教育就学率

(％) 
 

ηj 
イータ 人的資本形成 人的投資により、労働生産性が高

まり、人的資産の蓄積を表現する

関数。投資により資産形成が逓減

していく関数を設定。 

層別の教育投資額と就学率の関係から推計 
y = 14.16ln(x) + 1.541 y:就学率 x:教育投資 

γ 
ガンマ 

消費のシェア
パラメータ 

家計調査等で消費支出／実収入で

設定。層別に設定。 

 
0.6（家計調査より設定） 
※出典：HOUSEHOLD INTEGRATED 
ECONOMIC SURVEY, Pakistan 
 

■災害データ   

q(t) 時点 t までに
到着した被災
の数 

過去の災害履歴から設定。 シミュレーション結果に依存する。 

ζ(αj(t)) 
ゼータ 

災害による死
亡割合（資産
の大きさに応
じた関数） 

過去の災害のデータから設定。 
層によって被害の影響が異なる場

合には、層別に設定する。 

 
地震：0%～0.04623% 
洪水：0%～0.00123% 
ストーム：0%～0.00050% 
⇒データの制約のため、今回は各階層で災害被

害率を一定としている。 
⇒パキスタンの 1976 年～2011 年（36 年間）の

データのみを扱っている。 
※出典：EM-DAT（死亡者数） 
 

ωj 
災害による人
的資本の被害
率 

過去の災害のデータから設定。 
層によって被害の影響が異なる場

合には、層別に設定する。 

 
地震：0%～3.23256% 
洪水：0%～11.73057% 
ストーム：0%～1.00337% 
⇒データの制約のため、今回は各階層で災害被

害率を一定としている。 
⇒パキスタンの 1976 年～2011 年（36 年間）の

データのみを扱っている。 
※出典：EM-DAT（被災人口） 
 

φ(aj) 
災害による物
的資産の被害
率 

過去の災害のデータから設定。 
層によって被害の影響が異なる場

合には、層別に設定する。 
金融資産の被害率と同値であると仮定 

Ψ 
災害による金
融資産の被害
率 

過去の災害のデータから設定。 
層によって被害の影響が異なる場

合には、層別に設定する。 

 
地震：0%～22.91602% 
洪水：0%～40.80869% 
ストーム：0%～6.46607% 
⇒データの制約のため、今回は各階層で災害被

害率を一定としている。 
⇒パキスタンの 1976 年～2011 年（36 年間）の

データのみを扱っている。 
※出典：EM-DAT（被害額）、世界銀行（実質

GDP、国民貯蓄） 
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(4) 経済評価モデルの妥当性の確認 

構築した経済評価モデルの妥当性を確認するため、国連国際防災戦略（UNISDR）の「The 
Asia-Pacific Disaster Report 2012」におけるパキスタンの分析事例を活用し、検証を実施す

る。 
UNISDR では、災害有無別の経済成長の予測しており、今回のモデルによる災害有無別の

予測結果と比較を行うことで、モデルの妥当性を検証する。 
まずは、主要な 2005 年、2007 年、2010 年の 3 つの主要な災害が発生した災害あり（実績）

のケースについての予測を行い、現況が再現できるようにモデルを構築する。 
その上で、UNISDR におけるパキスタンの事例では、災害がなかった場合の影響（下図の

青線）を予測していることから、構築したモデルにおいて災害がなかった場合の状況を予測し、

それぞれの GDP の予測値の比較を行う。 

 

図-7.17  パキスタンにおける国内総生産(GDP)実績値と災害がないとした場合の 

国内総生産(GDP)推定値の比較図(2004-2011 年)（再掲） 
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(5) 災害による所得階層別の被害データの蓄積 

今回構築したモデルの特徴として、防災投資が GDP に与える影響だけでなく、被害による

影響を労働（L）と資本（K）それぞれにインプットし、貧困と密接に関係する就学率の状況

等、人的形成の影響等も表現することを想定している。 
その際には、災害によって就学率がどの程度低下したかといった人的資本等への影響データ

や、企業の資本への影響などのデータが必要になるため、それらデータを蓄積していくことが

今後のモデルの精度向上のために必要である。 
 

＜通常のモデル（UNISDR）＞ 

Y＝B(t)・H(t)α・K(t)1-α・EL 

 
 
 
 
 
 
＜今回のモデルにおける被害率の考慮＞ 

Y＝B(t)・H(t)α    ・  K(t)1-α 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

災害の影響を独立した指標で考慮 
→複合的な影響は考慮できるが、家
計・企業の被害の状況をシミュレート
できない 

人的被害率を設定 
→貧困の罠からの脱

却を考慮 

生産資本の被害率を設
定 
→企業の影響を考慮 

企業や家計への被害データの蓄積が必要 
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防災投資効果の経済評価モデルに関する検討 

7.1.6 防災投資効果の経済評価モデルの基本設計 

防災投資の効果は、「動学的確率的マクロ経済モデル」を構築し、長期にわたる災害リスク下

の経済成長過程を防災投資の有無別に評価することにより測る。今回は、ケーススタディとして、

パキスタンのデータを用いて検討する。 

 
図-7.18  MR2AD Model の算定フロー 

 
(1) 仮定 

経済評価モデルの仮定として、消費者は、災害リスクを認識し、貯蓄、人的形成（教育）を

合理的に実施するものとする。 
また、所得階層は 5 階層（最貧困、貧困、中間、富裕、最富裕）とする。ケーススタディを

実施するパキスタンにおいては、家計調査（HOUSEHOLD INTEGRATED ECONOMIC 
SURVEY）において、人口を 20％毎の 5 階層の分類で、一世帯当たりの人数、一世帯当たり

の年収、人的資産（識字率、就学率等）等のデータが入手可能であり、それらデータにより今

回の人的形成過程の関数等、各種設定を行っている。しかしながら、本来的な貧困層等が明確

となる所得ランク別の分布は不明であるため、厳密な貧困層への影響分析が困難である（20％
毎の 5 階層の分類で算出したジニ係数は、厳密ではなく、疑似的なジニ係数となる）ことに留

意が必要である。 
パキスタンの統計では所得ランクに対応したデータが存在しないため上記問題があるが、今

回構築した First Editon 自体は、所得ランクに応じた所得階層にも対応できるよう構築され

ているため、今後の所得ランクに応じた層別データの蓄積を行うことで、明確な貧困層への影

響を分析すること可能である。 
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(2) 家計データ 

■人口（世帯数） 

所得層 の人口規模 は、出生率と災害死亡率を考慮できるものとしており、

以下のように設定している。 

 （式 1） 
ただし、 

：出生率（平常時の人口増加率） 

：災害死亡率 

：ある時点までに到着した災害の数（ポアソン・ジャンプ過程に従う） 

 ：平常時 

     ：災害時 
貧困層ほど危険な場所に立地し、富裕層ほど安全な場所に立地すると考え、災害死亡率を階

層別に設定する。ただし今回は、所得階層別の出生率と災害死亡率を設定するためのデータの

制約から、全所得階層で出生率と災害死亡率を一定としている。 
今後のデータの設定の可能性を見据え、所得階層別にインプットできるようなモデル構造と

している。 
また、総人口 N(t)は、各階層の人口の合計であるから、以下のように表される。 

 （式 2） 
■人的資本 

所得階層 の人的資本を以下のように設定する。人的資本は自然減耗するものとし、被災に

より教育を受けられい期間の影響も人的被害として自然減耗の対象とする。 

 （式 3） 
ただし、 

：減耗率（ ：デルタ）、  
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：人的被害率 

：人的資本 
：人的資本への投資（教育費等） 

教育投資により人的資本は蓄積されるが、その人的資本形成過程は教育投資が増加するにつ

れて投資効果が逓減するものとする。 

減耗率 は、所得階層  によらず一定であるとし、所得階層に依らず知識は放っておくと

一様に劣化することを考慮できるよう導入している。First Edition では簡単化のために減耗

率を省略しているが、今後は省略せずに進めることを視野に入れている。 
災害により人的投資をできなくなることが、後の経済成長や貧困問題に影響を及ぼす。 

■物的資産 

所得階層 の物的資産は、以下のようになる。 

 （式 4） 
ただし、 

：物的資産 

：物的資産形成 

：物的資産の減耗率 

：物的資産の被害率（防災投資により減少、 ）、  

 
富裕層ほど安全な所に住むと考えた場合、その物的被害率が小さくなると考えられる。その

ため、総資産 で物的被害率 を所得階層ごとに分けて考慮できるモデルとしているが、

今回は簡単化のため、物的被害率を全階層で一定の値としている。 

■金融資産 

所得階層 の金融資産は、以下のようになる。 

 （式 5） 
ただし、 
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：金融資産 

：利子率 

：賃金率(１人的資本当たり) 

：物的資産形成 

：金融被害率（防災投資により減少、 ） 

同じ災害外力でも、保有する資産の大小で災害による資産形成への影響が異なることを表現、

つまり貧困層に対しては災害の影響が厳しく、資産形成が困難になることを表現できるよう金

融被害率を設定できる形としているが、今回は簡単化のために、金融被害率を全階層で一定の

値としている。 

■総資産 

総資産は、物的資産と金融資産との合計としている。 

 

 （式 6） 
総資産は、物的資産形成 がキャンセルアウトされて状態変数が減らされているため、数

学的な取扱いが簡単になっている。 
 

(3) 消費者と生産者 

■消費者行動 

所得階層 の代表的世帯は、以下の生涯期待効用を最大化するように行動する。 

 （式 7） 

ただし、 

：期待値操作 

：所得層 の一般化割引率 

：災害による死亡時刻 

データは離散変数だが、モデルを連続系で記述しているのは、数式展開の簡単化のためであ

る。離散で記述しても問題はない。 
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一般化割引率 は、災害による死亡リスクがない環境における割引率 に災害に死亡確率

を加えたもので与えられ、所得層が低いほど大きくなる。ただし、今回は簡単化のために

としている。 

災害による死亡リスクの存在により、生涯期待効用関数 EU は、積分の上端に不確実性をも

つ形で与えられる。しかし、若干の式展開により、EU は以下の表現と等価となる。 

 （式 8） 

また、防災投資による「貧困の罠」からの脱却を表現するため、各階層で生存必要消費水準

を考慮できる Stone-Geary 型の効用関数を採用する。 

 （式 9） 

ただし、 

：消費財（非耐久） 

：家屋・家財（物的資産） 

：相対的危険回避度 

：生存必要消費額 

：消費のシェアパラメータ 

生存必要消費額  は生きていくために必要な最低レベルの消費を表し、c = で限界効用が

最大になる。 
当初は、家計の効用関数として 

 

の関数を用いることとしていたが、効用は消費だけによって得られるものではないことから、 

 

という形に Cobb-Douglas 型の変形を行って効用関数の定義を行った。開発途上国においては、

物的資産の蓄積のない中で生活している世帯も多く、 とする方が現状と合っているので、
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今回の効用関数は以下の形としている。 

 

この様な効用関数の取り扱いは、社会資本整備を伴う土木計画学では一般的に用いられてい

ることを確認している42。効用関数に住宅の（サービス）水準や土地のロットサイズが入るこ

とは、都市経済学等では標準的な設定である。本モデルでも，災害による住環境の喪失は効用

の減少として評価されるべきものと考える。 

今回はデータ制約上の関係から全階層で効用関数を一定としているが、消費性向を示すシェ

アパラメータγを導入することで、階層別に所得に占める消費支出の割合の違いを効用関数に

取り込むこが可能と考える。 
 

■生産者行動 

代表的企業の生産関数（GDP 関数）は、以下のような Cobb-Douglas 型に従うとする。 

 （式 10） 

ただし、 
H(t)：人的資本ストック 
K(t)：金融資本ストック 
B(t)：外生的技術進歩 

人的資本ストックは各所得階層の人的資産の集計としている。 
 （式 11） 

物的資本ストックは各所得階層の金融資産の集計としている。 
 （式 12） 

また、外生的技術進歩を以下の通り設定する。 

 （式 13） 

：技術成長率 

今回は簡単化のために、技術成長率を一定としている。 
 

(4) 効用最大化と利潤最大化 

■家計の効用最大化 

所得階層 の代表的家計の生涯期待効用最大化問題は、以下の最適値関数を解くことと同値

である。 

                                                   
42 参考文献：多々納雄一・髙木朗義（2005）、「防災の経済分析」勁草書房 

：森杉壽芳（1997）、「社会資本整備の便益評価」勁草書房 
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 （式 14） 
一般化割引率 が所得階層 によって異なるため、最適値関数 も所得階層により異なって

くる。しかし、表記の煩雑さを避けるため、これ以降は を のみで表現することとする。 

Bellman equation より、 

 （式 15） 

Ito’s formula より、 

 （式 16） 

ただし、 

 

 

 

 

 

これより、以下のように最適値関数を書き換えることができる。 

 （式 17） 

s.t. 

 （式 18） 

（物的資本への投資＋消費＋人的資本への投資）≦（その期の収入） 

流動性制約を導入することで、収入の範囲内で消費や投資するという借り入れ条件を与えて

おり、災害の被害により、人的投資 m を切り詰めるという動作を可能としている。ただし、

災害の瞬間だけ、 （総資産）が負になることがあり得る。 

本モデルは、最適値関数を解析的にではなく、数値的に扱うことを想定しており、式の展開
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を煩雑にすることを避けるために流動性制約は Bellman equation に入れていないが、数値計

算後に事後チェックを行うことで考慮している。 
最適値関数の１階の最適化条件より、以下の連立方程式が得られる。 

 （式 19） 
 （式 20） 

 （式 21） 

上式より、 は rに左右されることが分かる。 
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■企業の利潤最大化 

代表的企業の利潤関数は、以下の通りである。 

 （式 22） 
利潤最大化より、 

 （式 23） 
 （式 24） 

：需要（demand） 

 
生産要素の集計的需要と集計的供給が等しくなる均衡条件より、 

が決まる （式 25） 

が決まる （式 26） 
均衡では、集計的需要と集計的供給が一致するように毎期全ての価格が決まっている。労働

市場においては、家計の労働供給（各期の人的資本ストックの和）と、企業の労働需要とが一

致するように w(t)が決まる。資本市場においても、家計の資本供給（各期の金融資産ストッ

クの和）と、企業の資本需要が一致するように r(t)が決まる。このとき、同時に財市場の均衡

条件も満たすことになる。 
労働市場で決まる賃金率は、単位当たりの人的資本に対して定義されており、何単位の人的

資本を持つかによって「一家計あたりの」労働所得（給料）が決まる。そのような労働所得（給

料）の差と、貯蓄からの利子所得の差によって所得格差ができる構造となっている。 
なお、本モデルは市場均衡問題を（計画者による問題に変換せずに）直接扱っている。すな

わち、個々の経済主体の人的資本・金融資産の蓄積行動を価格によってコーディネートさせて

いるため、その際のシミュレーションは容易ではない。 
First Edition では、簡易的に家計の人的資本形成過程に着目し賃金率、レントを所与のも

のとして与えて所得増加、GDP の計算を行っているため、今後アルゴリズムに工夫が必要と

なる。 
 

 

 

 

 

 

図-7.19  本モデルにおける均衡イメージ 

家 計 家 計 家 計 家 計 

企 業 

家 計 財市場 生産要素市場

生産要素供給 

生産要素需要 

財購入（需要） 

財販売（供給） 
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(5) シミュレーション分析 

モンテカルロシミュレーションを用いて、パキスタンを対象に災害及び防災投資の有無別に

よる経済成長の変化（GDP）や社会的格差の変化（ジニ係数）を分析する。 

■シミュレーションの考え方 

モンテカルロシミュレーションは、災害種毎に異なっている将来における災害被害率を予測

し、予測結果のばらつきから標準偏差等による傾向分析を行うために活用する。 
パキスタンのケーススタディでは過去の災害履歴から構築した災害被害関数（地震・洪水・

ストームの災害別に人的被害率、死亡率、金融被害率の関数を推計）に、年毎に乱数を 0～1
の間の値で発生させ、それを代入して災害被害率を予測している（0.7→被害率 8.0％、0.2→
災害なし 等）。 

乱数の値が大きい（1 に近い）ほど、災害被害率の大きなものとなり、乱数の値が小さい場

合は災害被害率が 0％となる43。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7.20  災害被害率の設定イメージ 

得られた災害被害率を用いて、当該年における災害による被害を考慮した人的資産、物的資

産、金融資産等を導出し GDP の予測に反映させている。この作業を将来の評価期間の間、毎

期で繰り返すことにより、シミュレーションを行っている。 
なお、本モデルにおけるモンテカルロシミュレーションは、最適値関数を用いた動学的確率

的最適化問題を解く作業の繰り返しも含むが、シミュレーションは容易ではないので、今回は

企業の利潤最大化の部分のシミュレーションを簡略化している。今後、企業の利潤最大化の部

分も簡略せずにシミュレーションできるよう、モデルを精緻化していくことを考えている。 
 
 

                                                   
43 災害被害率が 0％の場合は、災害が発生していない年度としている。 

40.8% 
10.9% 

… 

災害被害率 

1 年毎に 0～1
の乱数を発
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害率を推計 災害発生あり 

災害発生なし 

例：乱数

が 0.7
の場合 

8.0%の被害率 

0.3 

災害なし 
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（参考 1） 

■横断性条件 

横断性条件とは、無限の将来における資産や資本の極限値に関する条件である。具体的には、

最後は資産を使い切って死ぬのが個人行動として合理的であるという最適化の条件であり、以

下のようになる。 

 （式 27） 

＜参考＞ 

① Non Ponzi-Game 条件    

② 横断性条件         

■災害の影響を考慮した消費の変動 

総資産 で最適値関数を偏微分すると、 

 

→  （式 28） 

人的資本 で最適値関数を偏微分すると、 

 
→  （式 29） 

ただし、 

 

 

 

 と  に Ito’s lemma を適用して、 
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1 階の最適化条件より、 の全微分は以下のようになる。 

 （式 30） 

これより、 

 （式 31） 

また、1 回の最適化条件より、以下が得られる。 

 （式 32） 

ゆえに、消費の限界効用は次のような確率過程を辿ることがわかる。 

 

 

 （式 33） 
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8. 国内外の事例分析（防災の主流化に対する成功・失敗要因） 

国内外の防災対策の取り組み事例の収集 

8.1.1 国内の防災対策の取り組み事例 

国内における防災の取り組み事例を収集した。収集した事例は、その内容から、仮に海外で

類似のプロジェクトを実施した場合、JICA 内のいずれの事業セクターで実施するかを想定し、

セクター別にとりまとめた。 
 

表-8.1 国内の防災対策事例（1/3）

事業セクター Ｇｏｏｄ　Ｐｒａｃｔｉｅ 災害 概要 出典

小学校校舎への津波避難階
段の設置
（岩手県岩泉町）

2011年3月11日
東日本大震災

・２年前に設置された小本小学校の津波避難階段が
児童88人の命を救った。

・平成22年度国土交通白書第Ⅰ部第1章第1節コラム
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h22/hakusho/h23/html/k1112c
b0.html

継続的な防災教育（過去の
教訓の伝承等）の実施

2011年3月11日
東日本大震災

・岩手県釜石市では、明治、昭和の三陸沖地震やチリ
沖地震の津波の被災経験を語り継ぐために、平成２０
年から、市内の全小中学校を対象に防災教育を実施
してきた。今回の地震時には「津波てんでんこ」の教え
の通りいち早く避難を行った。

・防災偉人伝（ＮＰＯ法人e-FLAGS)
http://www.e-flags.tv/greatman/inamura/3-1-2.html

小学校と公園の避難場所
（火災時）としての一体的な
整備

首都直下地震等
による市街地大火
からの避難場所

・杉並第十小学校と蚕糸の森公園を市街地大火から
の避難場所として一体的に整備した。公園と学校の境
には塀などの障害物を設けず、避難者や緊急車両等
の自由な移動を可能にした。また、放水銃、樹木スプ
リンクラー、ゲートシャワー等の設備とともに、周辺住
宅地では地区計画により建築物の不燃化を推進して
いる。

・「すぎなみ　施設案内－蚕糸の森公園」
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/map/detail.asp?home=K02890
・「学校案内」
http://www.suginami-
school.ed.jp/sugi10shou/gakkouannai/gakkouannai.htm
・「蚕糸の森周辺地区のまちづくり」
http://inpaku.dpri.kyoto-
u.ac.jp/jp/think/town/example/e_japan/sanshinomori/sanshinomori.
htm

火災延焼対策のための小学
校校舎の不燃化と公園の併
設

1923年9月1日
関東大震災

・関東大震災からの復興に当たり、小学校を不燃化
し、小公園と併設させることにより、防火帯と避難施設
の役割持たせようとした。

・ウィキペディア「震災復興公園」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%87%E7%81%BD%E5%BE%A9%E8%
88%88%E5%85%AC%E5%9C%92

きめの細かい避難所運営 －

・東京都国立市等の市区町村では、小中学校等を災
害時の避難場所に指定している。また、災害発生時に
は、市民が中心となり高齢者や障がい者世帯の優先
居室の確保やプライバシーに配慮した避難所の運営
を行うこととしている。

・「国立第二中学校避難所運営マニュアル」平成23年12月国立第二
中学校避難所運営マニュアル検討委員会
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/2
00000/204100/pdf/nityuu.pdf

過去の教訓等の継承
2011年3月11日
東日本大震災

・岩手県宮古市姉吉地区では、明治三陸大津波の被
災の後、再び元屋敷に家を建てたため、昭和三陸大
津波で再び被害を受けた。このため、集落ごと高所に
移転し、今村明恒博士のアドバイスにより低地への建
築を戒める「大津波記念碑」を建立した。それ以来、住
民たちはこの碑より低い位置に家屋をたてず、今回の
津波被害を免れた。

・防災偉人伝（ＮＰＯ法人e-FLAGS)
http://www.e-flags.tv/greatman/inamura/3-1-5.html
・平成23年度国土交通白書第Ⅰ部第1章第1節コラム
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h23/hakusho/h24/index.html

防災教員を全公立校に配置
（宮城県教委方針）

2011年3月11日
東日本大震災

　宮城県教委は８日、東日本大震災を受け、防災教育
を推進する教職員を県内の全公立学校に配置する方
針を固めた。１０月以降、小中学校と高校、特別支援
学校の主任クラスの教職員を対象に研修を始め、２０
１２年度の配置を目指す。
　研修会は地域別に県内３カ所で実施し、計７５０人の
参加を見込む。地震や津波など災害時の危機管理を
めぐり、防災計画の役割や被災者のケア、避難所運
営のポイントを指導する。

・防災教員を全公立校に配置　宮城県教委方針
（河北新報：2011年09月09日金曜日）

日常からの備え（防災訓練
の実施、非常用ライフライン
の確保等）

2011年3月11日
東日本大震災

・大規模災害を想定した訓練、井戸水や自家発電設
備によりライフラインを確保。
・床暖房のある一階リハビリ室でトリアージ体制を実
施。津波による多くの低体温症の患者の命が助かっ
た。

坂総合病院での活動記録
http://www.m-kousei.com/saka/shinsai/index.html
坂総合病院の被災状況とその影響
http://www.m-kousei.com/saka/shinsai/condition/
Livedoor Blog「2月21日　往診と石巻見学」
http://blog.livedoor.jp/neo_revo_15/archives/51758903.html

病院棟屋上へのヘリポート
の設置

－
・東京都で災害拠点病院に指定されている病院では、
屋上に救急搬送に対応できるヘリポートを設置してい
る。

・帝京大学医学部付属病院　等
http://www.teikyo-u.ac.jp/hospital/facilities/heliport/index.html

災害派遣医療チーム（ＤＭＡ
T)の構成

－

・医師、看護師、業務調整員で構成され、大規模災害
や多傷病者が発生した事故などの現場に、急性期に
活動できる機動性を持った専門的な訓練を受けた医
療チーム。阪神・淡路大震災を教訓に、平成17年4月
に発足した。

・ＤＭＡＴ広報グループ　学会・研究会概要
http://dmat.kenkyuukai.jp/about/

災害に強靭な医療IT体制構
築

2011年3月11日
東日本大震災

対象領域を4つの階層に分けてそれぞれに最適なITを
導入することで「圏域階層的地域包括ケアシステム」を
実現するというものだ。
圏域階層的地域包括ケアを実現する4原則
　　・全県域（クラウド型医療情報センター）
　　・2次医療圏（地域医療情報連携システム）
　　・沿岸部の診療所（ASP型電子カルテ）
　　・日常生活圏（医療・介護・福祉・健康の包括ケア）

・災害に強い地域医療連携を実現するための4原則
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1202/23/news02.html

保健・医療

教育
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表-8.2 国内の防災対策事例（2/3） 

役所庁舎の耐震化 －

・江東区役所では通常業務を行いながら耐震改修が
できる「中間階免震改修工法」を行うとともに、建物直
下の地盤を改良する液状化対策も併せて実施してい
る。

・「区役所本庁舎耐震改修工事」
http://www.city.koto.lg.jp/kusei/keikaku/taishin.html
・「江東区庁舎耐震補強工事」で居ながらできる免震改修と液状化
対策を同時に実施
http://www.takenaka.co.jp/news/2012/03/03/index.html

役所庁舎の耐震強化
東海・東南海・南
海連動地震等

・東京都庁第一・二本庁舎では、2014年から始まる庁
舎の改修工事において、長周期地震動を考慮して制
震ダンパーの取り付けを予定している。

・都庁、長周期地震動対策に40億円　揺れ減らす柱設置へ
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201105210130.html
・「都庁第一本庁舎・第二本庁舎における長周期地震動対策への取
り組み」平成23年5月　東京都財務局
http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/kentikuhozen/20l5k201.pdf#searc
h='%E9%83%BD%E5%BA%81%E8%88%8E+%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%8
3%BB%E6%9D%B1%E5%8D%97%E6%B5%B7%E3%83%BB%E5%8D%97%E6%
B5%B7%E9%80%A3%E5%8B%95%E5%9C%B0%E9%9C%87'

消防庁舎の津波浸水区域外
への移転

東海・東南海・南
海連動地震等

・和歌山県白浜町では、南海トラフの巨大地震による
被害想定を踏まえて、日置川消防署庁舎を標高25ｍ
の高台に移転する予定。

・日置川消防署庁舎を高台移転　白浜町（紀伊民報）
http://www.agara.co.jp/modules/dailynews/article.php?storyid=239
141

役所庁舎の津波浸水区域外
への移転

東海・東南海・南
海連動地震等

・静岡県下田市では、南海トラフの巨大地震による津
波被害想定を踏まえて、市役所を標高50ｍの高台に
移転する予定。新庁舎は2017年春の完成を目指す。

・静岡・下田市役所を高台移転へ　25メートルの津波対策（朝日新聞
社）
http://www.asahi.com/national/update/0411/TKY201204110605.ht
ml

各種被災者救済制度の構築 －
・国では、災害に備えて被災者の経済・生活支援、住
まいの確保・再建、安全な地域づくり等の各種支援制
度を用意している。

・「被災者支援に関する各種制度の概要」（内閣府）
http://www.bousai.go.jp/fukkou/kakusyuseido_tsuujou.pdf

社会保障
災害時要援護者に対する避
難支援策の整備

－

・東京都荒川区等の市区町村では、水害や大地震等
の災害時に高齢者や障がい者等の避難を支援する目
的で対象者の登録と緊急時の支援体制を整備してい
る。

・荒川区（災害時要援護者避難援助体制（おんぶ作戦）地域別一覧
表）
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/bosaibohan/josei/enjotais
ei.html

災害時列車運行システム等
の整備

2011年3月11日
東日本大震災

・新幹線の「早期地震検知システム」が作動し、地震発
生当時27本の列車が運転（うち8本は駅に停車中）さ
れていたが、このシステムが作動したことにより、すべ
ての営業中の列車が安全に停止し、乗客乗員に負傷
者を出すこともなかった。

・平成22年度国土交通白書第Ⅰ部第1章第1節コラム
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h22/hakusho/h23/html/k1112c
b0.html

連続盛土道路による津波浸
水範囲の限定化

2011年3月11日
東日本大震災

・（結果論的ではあるものの、）連続盛土道路が横堤
的な機能を果たし津波の遡上範囲を減少させた。

・【特別企画】東日本大震災から1年　世界が驚愕した日本の高速道
路（前編）
http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20120329_521658.html
・平成22年度国土交通白書第Ⅰ部第1章第1節コラム
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h22/hakusho/h23/html/k1112c
b0.html

JR駅舎の耐震強化 －
・東京丸の内駅舎に免震装置を入れることにより、関
東地震より巨大地震に耐えられるようにした。

・「東京駅丸の内駅舎保存復元工事」
http://www.kajima.co.jp/tech/tokyo_station/index-j.html

自動車・通行実績情報マップ
2011年3月11日
東日本大震災

ITS（高度道路交通システム）の1つとして知られるプ
ローブ情報を用いた「自動車・通行実績情報マップ」に
より被災地への支援物資輸送の円滑化を推進した。

・ITSの防災活用に向けて：「平常時の取り組みが災害時に役立
つ」、通行実績情報マップの成果と課題が示唆
http://ednjapan.com/edn/articles/1203/14/news020.html

地震・津波、火山の監視と観
測結果の発表

－

・気象庁では、地震が発生した場合気象庁、（独）防災
科学技術研究所、地方公共団体が設置した震度計の
データを集約し、緊急地震速報、震度情報、津波警報
等が報道機関や地方公共団体に提供されている。

・「２　地震・津波と火山に関する情報」（気象白書　2012）
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/hakusho/2012/HN2012c1s
12.pdf

通信手段の多目的活用 －

・災害伝言ダイヤルとは、地震、噴火などの災害発生
時に、被災地の通信が増加し、繋がりにくい状態に
なった時、ＮＴＴが提供する声の伝言板。
・災害伝言版とは、災害時にユーザーの安否情報等を
登録・確認する携帯電話各社のメールサービス。

・災害伝言ダイヤル「171」
http://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/index.html
・ＮＴＴＤｏＣｏＭｏ　災害用安否確認
http://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/

「災害用音声お届けサービ
ス」共通運用のガイドライン
策定

2011年3月11日
東日本大震災

　「災害用音声お届けサービス」は、大規模災害が発
生した際、パケット通信経由で音声ファイルを送信でき
るサービス。東日本大震災では、広い範囲で音声通話
が規制され、繋がりにくくなる一方、パケット通信は早
い段階から規制が緩められたり、最初から規制が行
われなかったりするなど、音声通話よりも繋がりやす
い状況だった。

・「災害用音声お届けサービス」共通運用のガイドライン策定
http://k-
tai.impress.co.jp/docs/news/20111128_494053.html?ref=rss

消息情報の一元化
2011年3月11日
東日本大震災

・Googleパーソンファインダーは、携帯電話各社の災
害用伝言板サービスの消息情報を一括で検索出来る
サービス

・Google パーソンファインダー
http://googlejapan.blogspot.jp/2012/03/google_2386.html

ソーシャルメディアの活用に
よる災害情報等の集約・伝
達

2011年3月11日
東日本大震災

・東日本大震災では、携帯端末からツイッターやフェイ
スブック等を使った情報共有が一定の役割御果たし
た。

・ロイターブログ　討論×闘論
http://blogs.jp.reuters.com/blog/category/%E3%83%A1%E3%83%87%E
3%82%A3%E3%82%A2/

ガバナンス

運輸交通

情報通信技術
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表-8.3 国内の防災対策事例（3/3） 

緊急情報ネットワークシステ
ムによる危機管理

1995年1月17日阪
神・淡路大震災

（導入は2006年か
ら）

緊急情報ネットワークシステム（通称Em-Net（エムネッ
ト））は、内閣官房が整備を進めている、国（総理大臣
官邸）と地方公共団体間で緊急情報を双方向通信す
るためのシステムで、大規模災害などにおける危機管
理を想定したものです。行政専用回線である総合行政
ネットワーク「LGWAN」を利用したシステムで、提供さ
れているのは、日本全国の地方公共団体（一部では
未導入）と、指定行政機関及び指定公共機関（公共交
通機関、報道機関等）のみで、一般向けへの提供は
行われていません。

・危機管理.net
http://危機管理.net/entry6.php

緊急速報メールにより気象
庁が配信する緊急地震速報
や津波警報、国や地方公共
団体が配信する災害・避難
情報を、特定エリアの携帯電
話に一斉通知

2011年3月11日
東日本大震災

　「エリアメール」は、携帯電話の通信方式で標準化さ
れた一斉同報の仕組みを使い、対象エリアのユー
ザーに緊急速報を配信するサービス。パケット通信を
利用しないため、大規模な災害などが発生し、通信規
制が行われていても、対象エリアのユーザーには遅延
することなく届けられる。「エリアメール」で配信される
情報は、気象庁が発表する「緊急地震速報」「津波警
報（大津波警報含む）」と、国や自治体が発表する「災
害・避難情報」となる。

・ドコモのエリアメール、1000の自治体が「災害・避難情報」導入
http://k-
tai.impress.co.jp/docs/news/20120404_523726.html?ref=rss
・auの緊急速報メール
http://www.au.kddi.com/notice/kinkyu_sokuho/
・ソフトバンクの緊急速報メール
http://mb.softbank.jp/mb/service/urgent_news/

被害想定に対して余裕を
持った発電所建設場所の設
定

2011年3月11日
東日本大震災

・女川原子力発電所では、安全審査で想定された津波
高さは最大9.1ｍであったが、同原子力発電所の主要
施設は標高14.8ｍの位置に設置し余裕をもった造りと
なっていた。このため、福島第一原子力発電所と同程
度の津波高さを受けながら、大きな被害は無く危機的
な状況に陥ることは無かった。

・なぜ女川原発は無事だった　津波の高さは福島と同程度【朝日新
聞】（インフォシーク）
http://www.mobara.jp/nisimori/newpage87.index.html

施設の重要性を意識した防
災対策の実施

東海・東南海・南
海連動地震等

・中部電力は、南海トラフの巨大地震を踏まえ碧南、
川越、新名古屋、知多第2などの4施設を「重要電源」
として位置付け、国の議論を踏まえて対策工事の詳細
を詰めることとしている。

・日本経済新聞11月17日（土曜日）
中部電力、火力発電所の地震・津波対策　４火力「重要電源」に
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFD13022_T10C12A3L91000
/

企業単位での防災設備、緊
急用ライフラインの事前準備

2012年10月
ハリケーン
「サンディ」

・米ゴールドマン・サックスでは、土嚢とバックアップ電
源を購入していたことにより、マンハッタンのダウンタ
ウンにある企業ビルで、浸水と停電を免れた数少ない
建物となった。

・日経ビジネス「ハリケーン「サンディ」が浮き彫りにした災害対策の
企業格差」
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20121115/239473/?rt
=nocnt

津波浸水区域外への工業用
地の造成

東海・東南海・南
海連動地震等

・国が取りまとめた南海トラフ地震の被害想定では、室
戸市で高さ24.9ｍの津波に襲われることから、高台へ
の移転を希望する企業向けに、海抜35ｍの山間地に
工業用地を造成することを決めた。

・東日本大震災復興計画情報ポータルサイト（財団法人国土技術研
究センター）
http://www.jice.or.jp/sinsai/sinsai_detail.php?id=3937

農業開発・
農村開発

農業経営の安定化を目指し
た農業施設の維持管理強化

－

・大分県東部振興局日出水利耕地事務所では、築堤
から長年経過し、堤体や取水施設が老朽化した危険
度の高いため池について集落の安全を確保し、安定し
た農業経営を営むためにため池の改修、補強を行っ
ている。（今宮下池、黒岩上池、広瀬大池地区）

・防災ダム事業（地震対策ため池防災工事）－大分県ホームページ
http://www.pref.oita.jp/soshiki/11603/boudam.html

自然環境保全 砂防堰堤の改良 －
・長野県では、大井沢第二砂防堰堤の既存の堰堤を
スリット化し、全面魚道を設置するなど渓流環境を向
上する砂防事業を実施している。

・「環境に配慮した砂防事業について」（website信州　長野県公式
ホームページ）
http://www.pref.nagano.lg.jp/doboku/sabo/kaigi/tsubota/kankyouka
igi.jirei.tsubota.htm

水産
津波浸水区域外への人口地
盤避難場所の整備

1993年7月12日
北海道南西沖地

震

・奥尻町では、津波により被災した漁港区域内におい
て、漁業者等が津波発生時に迅速に避難できるように
D.L.＋7.7ｍの人工地盤を整備した。

・「奥尻町の津波対策」（奥尻町ＨＰより）
http://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/detail/00001065.html

集落の高所移転
2011年3月11日
東日本大震災

・明治三陸大津波の教訓から、当時の村長である新
沼武左衛門が私財を投じて被災宅地を買い上げ水田
を開拓し、山地を切り崩して集落を高所に移転させ
た。道路も付け替えたため、浜に漁業作業所はあるも
のの、住宅は低地へは降りてこなかった。（岩手県大
船渡市吉浜）

・「岩手日報　復興への道」
http://www.iwate-np.co.jp/311shinsai/saiko/saiko111201.html

過去の教訓等の継承
2011年3月11日
東日本大震災

・岩手県宮古市姉吉地区では、明治三陸大津波の被
災の後、再び元屋敷に家を建てたため、昭和三陸大
津波で再び被害を受けた。このため、集落ごと高所に
移転し、今村明恒博士のアドバイスにより低地への建
築を戒める「大津波記念碑」を建立し、住民たちはこの
碑より低い位置に家屋をたてず、津波被害を免れた。

・防災偉人伝（ＮＰＯ法人e-FLAGS)
http://www.e-flags.tv/greatman/inamura/3-1-5.html
・平成23年度国土交通白書第Ⅰ部第1章第1節コラム
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h23/hakusho/h24/index.html

津波被災集落の高台移転等
1993年7月12日
北海道南西沖地

震

・奥尻町青苗地区などでは、津波により被災した集落
を高台へ移転したり、盛土により土地を嵩上げして住
宅地を形成した。

・「復興の概要」（奥尻町ＨＰより）
http://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/detail/00001024.html

災害ごとのハザードマップの
作成・公表

－
・地方公共団体では、洪水、津波、土砂災害、火山等
のハザードマップを公開し、土地利用等の検討に役立
てている。

・国土交通省　ハザードマップポータルサイト
http://disapotal.gsi.go.jp/

情報通信技術

都市開発・
　　　地域開発

経済政策

資源・エネルギー
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8.1.2 国外の防災対策の取り組み事例 

上記に示したような、日本における防災の取り組みに関する知見や経験を活かした、JICA
における国外での取り組み事例を以下に示す。 

収集した事例は、JICA の事業セクターおよび施策別に整理した。 
(1) 計画的・継続的な防災投資 

  ■プロジェクト名：公共インフラ強化のための気候変動・リスク管理戦略局支援プロジェクト 
  ■対象国：エルサルバドル 

エルサルバドルでは、自然災害による被害や気候変動の影響などによる、人的被害やインフ

ラ被害が人々の生活や経済活動へも大きな影響を与えている。一方で、エルサルバドル政府の

予算的、技術的な制約から、被害を受けたインフラ施設の復旧や既存インフラの災害軽減に関

する十分な対策が取られておらず、このことが更なる被害の拡大に繋がっている。政府は、特

に、災害後の復旧への対応に比べて事前の予防が十分でない点を課題と認識しており、予防対

策強化として、「兵庫行動枠組」に沿って災害リスクの予防緩和策の強化や脆弱性に対する対

策を進めている。 
この政策の一環として、公共事業･運輸･住宅･都市開発省は、新たに「気候変動･リスク管理

戦略局」を創設し、予防緩和策や非常時の緊急対応、インフラの復旧に対する組織的な取組み

を強化を図っており、また、将来的には同局を核として同様の課題を抱える域内各国との協力

ネットワークの創設も検討している。 
このような状況の下、JICA では、気候変動･リスク管理戦略局の技術者の育成及び災害発

生時の迅速な緊急復旧作業を実施する体制作りに係る技術協力を行うことで、公共インフラの

災害適応力の強化を支援し、エルサルバドル国内の公共インフラの防災強化に関する中・長期

計画の適時の更新、災害発生時の被害調査や緊急復旧の迅速化等により、エルサルバドルの防

災能力の向上を図った。 
(2) 災害を契機とした対策や措置の実施・強化 

 ■プロジェクト名：対地震・津波対応能力向上プロジェクト 
 ■対象国：チリ 

2010 年 2 月 27 日、チリ中部沿岸でマグニチュード 8.8 の大地震と、それに伴う最大 30m
を越す津波が発生した。地震発生の 19 分後に 2m を超える津波がチリに到達。この地震によ

る死者の大半である約 500 人が津波の犠牲となった。チリでは、津波警報を発令するために、

チリ大学、海軍水路海洋部（SHOA）、内務省国家緊急対策室（ONEMI）の３機関が関わっ

ているが、誤った内容の津波警報の発令により住民を混乱させないために政府が十分な情報提

供を行わなかったことが、津波による被害者が多く出た原因とされた。 
この失敗を二度と繰り返さないために、津波被害の経験を多くもつ日本の技術・ノウハウを

得ることを目的としてプロジェクトが要請された。プロジェクトでは、津波警報発令に関わる

３機関に対し、専門家派遣および研修員受け入れを実施、日本が有する津波解析のための技術

や実施体制についての情報提供を行った。 
さらに、当該地震では、建築物の耐震性といったハード面の対策のみでなく、心的外傷後ス

トレス障害（PTSD）の症状を訴える患者のケアや、津波警報を効果的に活用するためのコミ

ュニティ防災力の強化など、ソフト面の課題も明らかになった。そこで、プロジェクトでは、
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上記の津波予警報システムの構築のほか、橋梁の耐震設計基準の見直し、「災害時におけるヘ

ルスケアプラン」の改定、コミュニティの防災体制づくりなどの支援も実施された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-7.21 橋の耐震構造についてレクチャーを受ける（阪神高速）44 

 
これらの活動が終了した２週間後に、東北地方太平洋沖地震が発生。チリでは ONEMI と

SHOA が緊密に連携しながら、日本からの津波到達時刻と高さを計算・予測し、津波警報を

発令した。実施の観測津波高は 2.8m、予測津波高は 3.0m であった。教訓が活かされ、正し

い津波警報が迅速に発信されたことにより、チリでは人的被害は発生しなかった。 
(3) 複数セクターが協力する防災スキーム 

 ■プロジェクト名：サイクロン『シドル』被災地域多目的サイクロンシェルター建設計画 等 
 ■対象国：バングラデシュ 
2007 年 11 月にバングラデシュに上陸した過去最大級のサイクロン「シドル」は、国内 64

県のうち 30 県に及ぶ被害をもたらした。被害は同年 12 月までに、死者 3，363 名、行方不明

者 871 名、被災者約 892 万人、全壊家屋約 56 万軒に上った。 
一方で、1970 年のサイクロンによる大規模な被害発生以降、日本の無償資金協力により 119

箇所の多目的サイクロンシェルターが建設され、避難場所を提供するとともに、気象レーダー

整備による早期避難警報が実施されるようになっている。これにより、「シドル」の発生時に

おいても、多くの人々がサイクロンシェルターに避難し、生命が救われた。1970 年のサイク

ロンにおいては 30 万人、1991 年には 14 万人の死者が発生した状況と比較すると、その効果

は大きい。 
日本では、シドル発生の同年 12 月にバングラデシュサイクロン災害復興支援ニーズアセス

メント調査を実施し、被災状況の把握、普及・復興に関する中長期ニーズの確認と必要な支援

について検討したところ、今次のサイクロンで甚大な被害を受けた 4 県（ポトゥアカリ、ボル

グナ、ピロジプール、バゲルハット）は、サイクロンシェルター数が絶対的に不足しており、

サイクロン「シドル」来襲時に避難できなかった住民が多数存在したことが明らかになった。

これをうけて、多目的サイクロンシェルター（38 箇所）及び付帯の深井戸等の建設を行うた

めに必要な資金の供与が決定した。 

                                                   
44 JICA 日本から得た地震・津波対策を国内に広く普及（チリ） 

http://www.jica.go.jp/topics/2011/20110624_02.html 
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ここで、サイクロンシェルターを多目的施設（通常時は主に小学校）としていることは、日

本の防災拠点の考え方に基づいており、施設利用率が高く、また維持管理の責任所在が明確で

あるなどの利点がある。また、安全で快適な教室が確保されることにより、１教室あたりの生

徒数が減少することにより、教育環境の改善、就学率の向上など教育面における効果も期待さ

れる。 
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表-8.4 国外の防災対策事例（1/3） 

基盤 セクター 組織・体制の確立強化支援 法制度・計画等の作成支援 人材育成支援 技術交流・移転支援 気象観測設備の整備支援 早期警戒体制の確立・強化支援 災害アセスメント実施支援 施設整備

・水資源・防
災

■Box 2
・トルコ／当局指揮者の能力開発
・対象：国・地方行政
・災害対策制度の強化、当局の災害（地
震が主）対応能力向上
・国・地方政府の官庁職員の能力開発
（神戸における研修実施、自国に戻って
からの研修カリキュラムの発展支援）

■Box23
・イラン／テヘランの災害リスク軽減能力
強化
・対象：国
・地震発生直後の行動計画の作成と緊
急対応能力の強化
・プロジェクトでは、迅速な損害及び損失
評価システムの構築、緊急避難計画の
作成、避難を管理するテヘラン市職員の
能力強化等を実行

■Box 1
・スリランカ／国レベルの災害対策プラットフォーム
の強化
・対象：国
・新設された、国レベルの防災計画・調整機関
（DMC)の職員の能力不足・関係機関との調整不足
等の改善
・DMCの設立支援・DMC職員の能力向上支援・関係
機関の能力開発指揮

■Box 4
・トルコ／イスタンブールにおける防災・災害対策基
本計画（地震危険分布図の検討）
・対象：国
・歴史的に地震が頻発している断層線において大地
震が予期されていることへの対応
・震度分布の作成、人的要因・建物・住宅・インフラ・
ライフライン被害想定、それらのGISマップによる展
開。

■Box 9
・オセアニア（11カ国）／気象予報とネットワーク
形成の能力開発
・対象：国
・オセアニア地域の気象予報レベルの向上
・世界気象機関の教育基準に則った気象予報教
育

■Box18
・インドネシア／総合的な河川流域及び水資源
管理の能力開発
・対象：国
・新たに立ち上げた流域・水資源管理を総合的
に推進する組織の能力強化
・ガイドラインの準備や組織スタッフの訓練等と
いった組織の能力強化の仕組みの開発

■Box 14
・ 中東・アジア／コミュニティベースの減災行動
訓練
・対象：コミュニティ
・途上国におけるコミュニティ防災力向上のため
の研修参加
・神戸市における学区毎の防災・福祉コミュニ
ティの紹介、講義、神戸市の訪問、各国参加者
による自国のアクションプランの作成

■Box24
・都市域での地震災害リスク軽減のための
包括的な戦略
・対象：8カ国（地震災害リスク軽減を促進す
るための訓練を受けてもらうために招待した
途上国）
・地震災害リスク軽減を促進する必要のある
途上国の管理者や研究者を招待しての研修
・研修では、リスクアセスメントやリスクマネジ
メント、リスクコミュニケーション等で構成さ
れ、災害発生の前後、発生中におけるリスク
軽減等幅広い知識を提供

■Box21
・トルコ／専門家の派遣と大規模橋梁の改造
・対象：国
・大規模橋梁（第一・二ボスポラス橋等）の耐
震改良強化
・７年に渡り長期専門家を派遣し、耐震補強
技術の移転と省庁レベルの技術者の能力強
化を実行

■事例
・スリランカ／気候変動に対応し
た防災能力強化
・対象：国
・気象予報及び予報に基づいた
災害警報発出、災害脆弱地域へ
の情報伝達、災害対応、コミュニ
ティ防災等
・DIA（災害インパクト・アセスメン
ト）を導入し、試行的に道路セク
ターの事業に展開

■事例
・チリ／津波に強い地域づくり、港湾事業
者とのBCP作成
・対象：国、事業者
・津波被害推定モデルの開発、被害軽減
対策、津波警報手法の開発、津波に強
い市民および地域づくりのためのプログ
ラム提案

■事例
・エチオピア／ジェラル渓谷及びシェベレ川流域水
資源開発計画・策定・緊急給水プロジェクト
・対象：地域行政
・水資源評価マップの作成、給水計画の策定。緊急
給水

■事例
・エルサルバトル／公共インフラ強化のための気候
変動・リスク管理戦略局支援プロジェクト
・対象：国
・公共インフラのイベントツリー作成
・公共インフラの設計・整備において防災の視点を
加味

■事例
・ニカラグア／津波防災フェア
・対象：コミュニティ
・片田教授講演、津波に関する劇、津波防災マッ
プ公開、応急救護デモンストレーション

■事例
・インドネシア／
・対象：国
・砂防技術センターの建設と技術者の育成

■事例
・インドネシア／
・対象：国、地方行政
・メラピ山、バワカラエン山でハザードマップ・
防災マップを作成支援

■事例
・ネパール／災害軽減支援プログラム
・対象：コミュニティ
・参加型災害準備地図の作成

■事例
・中国／雲南省のxioajing河川流域における
土砂災害防止のための研究
・対象：コミュニティ
・市民による土砂災害ハザードマップの作成

■Box 8
・タイ／気候変動による自然災
害調査能力向上
・対象：国
・長期間の気候モニタリング等の
不足への対応
・将来的な気候変動による水関
連災害の外力の評価方法論をも
ちいた研究の実施

・ガバナン
ス

■事例
・インドネシア／地方首長選挙におけるガバナン
ス支援
・対象：地方行政
・アチェ特有に設立された州・県レベルの選挙独
立委員会の人材育成、有権者教育支援

■事例
・インドネシア／郡長研修
・対象：地方行政
・アチェ州全土の郡長（計241人）をターゲット
とした地域行政、住民参加等に係る研修

活力基盤 ・教育

■事例
・インドネシア／西スマトラ州パダン沖地
震被災地復興支援（学校再建）プロジェ
クト
・地方行政、コミュニティ
・地震後の速やかな学校の再建の必要
性は極めて高く、被災した学校施設を耐
震性があり安全でコミュニティ防災の拠
点となるモデル校として建設

■Box 13
・ アルジェリア／融資事業を通じた減災教育と日
本‐アルジェリアの交流増進
・対象：国
・ブーメルデス地震復興における学校再建と教育
素材の用意
・神戸市の減災教育素材の翻訳、モデルクラス
での授業

■Box 15
・ トルコ／地震災害調査センター
・対象：国（研究機関）
・イスタンブール大学の構造研究室および土質
調査研究室の能力向上
・調査設備の提供、日本における研究・研修

■Box 3
・ネパール／コミュニティによる災害リスク低減活
動
・対象：コミュニティ
・土砂災害・洪水災害常襲地域における災害リス
ク低減能力開発
・技術開発・普及、人材開発、啓発活動の指揮、
小学生用教科書作成とモデルエリアの学校にお
ける活用（子供を通じた家族・近隣住民への啓
発）、大学の水関連災害のコース設立・教科書準
備・教師派遣支援

■Box 11
・ ／地震学・地震工学の研究者・技術者の
ネットワーク
・対象：専門家・技術者
・途上国の技術者等への訓練、技術者間の
情報共有・技術向上・協力推進
・国際地震工学センターの支援、途上国の技
術者向け地震学・地震工学研修の実施、
WEBサイトを通じた情報交流支援

■事例
・バングラデシュ／サイクロンシェルター
・対象：国・コミュニティ
・サイクロンによる被害の軽減
・多目的避難場所（通常は小学校として活
用、災害時にサイクロンシェルターにする）
の提供

施策別社会基盤

安全基盤
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表-8.5 国外の防災対策事例（2/3） 

基盤 セクター 組織・体制の確立強化支援 法制度・計画等の作成支援 人材育成支援 技術交流・移転支援 気象観測設備の整備支援 早期警戒体制の確立・強化支援 災害アセスメント実施支援 施設整備

■Box 12
・ タイ／学校における減災教育推進
・対象：コミュニティ（学校）
・地方政府・コミュニティレベルの減災活動活性
化のための教師等の能力向上による防災教育
の促進
・水関連災害の教師の用意、DIG・避難訓練の実
施

■Box 16
・ ネパール／skitによる啓発
・対象：コミュニティ
・コミュニティにおける防災意識啓発・村間の相
互協力の意識醸成
・skit（ネパールにおける典型的な風刺劇）による
防災意識啓発

■事例
・インドネシア／西スマトラ州パダン沖地震被災
地復興支援（学校再建）プロジェクト
・地方行政、コミュニティ
・教師のための防災教育ハンドブック作成及びト
レーニング等

・運輸交通

■事例
・トルコ／イスタンブール市における免震
補強
・対象：国、地方行政
・地震時の緊急交通確保のため、代替
ルートのない橋梁に免震を適用

・経済政策

・民間セク
ター開発

■事例
・インドネシア／中小企業振興（地場産業・伝
統的産業等）
・対象／中小企業
・レンガ製造中小企業支援研修
・溶接・金属加工技術研修
・衣類制作刺繍技術研修

・農業開発・
農村開発

■事例
・ケニア／干ばつレジリエンス向上のた
めの総合開発及び緊急支援計画策定プ
ロジェクト
・対象：行政機関
・水資源ポテンシャル調査
・コミュニティ防災アプローチに係る研修
やセミナーの実施及びガイドラインの策
定

■事例
・エチオピア／農村地域における対応能力強化
緊急開発計画策定プロジェクト
・対象：コミュニティ
・牧畜地域における対象牧畜民・農牧民の対応
能力強化
・少雨地域における対象農家の対応能力向上

・水産

・都市開発・
地域開発

■Box22
・パキスタン／ムザファラバドの復旧・復興計画
・対象：国
・カシミール地震（2005年）で壊滅的な被害を受けた
地域の復旧・復興計画の作成
・耐災害性を有する都市として再建するための方針
を示した復旧・復興マスタープランを作成

■事例
・インドネシア／バンダ・アチェ緊急復旧・復興マス
タープラン
・対象：国、地方行政
・都市計画・土地利用計画、上下水道、都市衛生、
道路・交通、保険・医療、教育、防災、コミュニティ復
興にかかるバンダ・アチェ市の復興基本計画の策定

活力基盤

施策別社会基盤
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表-8.6 国外の防災対策事例（3/3） 

基盤 セクター 組織・体制の確立強化支援 法制度・計画等の作成支援 人材育成支援 技術交流・移転支援 気象観測設備の整備支援 早期警戒体制の確立・強化支援 災害アセスメント実施支援 施設整備

・保険医療

■事例
・インドネシア／PTSD。トラウマ対策支援
・対象：コミュニティ（子供、若年層中心）
・心理学・宗教を組み合わせたPTSDヒーリング
及びそのための人材育成、文化的活動（演劇
等）やラジオを利用したPTSD対策等複合的なト
ラウマ対策支援

・社会保障

・情報通信
技術

■Box 6
・複数国／コミュニティにおける洪水・土
砂災害早期警報のための設備の開発
・対象：コミュニティ
・国の災害観測システム不足にともなう、
コミュニティにおける観測・警戒対策
・安価、かつ使用・管理方法が簡易な設
備の開発、各プロジェクト・プロジェクト間
の情報共有による設備開発とコミュニ
ティによる早期警報体制の普及

■Box 7
・モロッコ／コミュニティによる早期警報
体制の開発と導入
・対象：コミュニティ・地方行政
・下流域の氾濫原内における洪水予報
および警報システムの整備
・予警報システムの導入、避難訓練の実
施、住民と村役場職員による予報と警報
システムの改善にむけたワークショップ
の指揮
■事例
・インドネシア／メラピ山、バワカラエン山
で早期警報システム整備支援
・対象：国

■事例
・フィリピン／早期警報システム導入
・対象：国
・パンパンガ川、アグノ川、パッシグ川、
ダム操作等に係る洪水予警報システム

・資源・エネ
ルギー

・自然環境
保全

■事例
・ネパール／災害軽減支援プログラム
・対象：コミュニティ
・洪水被害軽減のための植林

・環境管理

■Box19
・中国／土砂災害管理及び自然環境回
復のための植林
・対象：国
・自然環境の悪化と土砂災害の発生とい
う悪循環からの脱却
・土砂災害や自然環境の回復のための
総合的な対策の実行：河川堤防の構築と
いった構造物対策、植林のようなソフト対
策、予警報システムの強化、これらの対
策を実行し管理する新たな組織の確立
等

施策別社会基盤

快適基盤

■事例
・バルバドス／カリブ海災害管理プロジェクト
・対象：コミュニティ
・簡易雨量計とアラートシステムの活用能力向上

■事例
・インドネシア／火山地帯のための総合的な土
砂災害管理プロジェクト
・対象：コミュニティ
・簡易雨量計、簡易水位計の作り方と使い方

■事例
・インドネシア／メラピ山噴火の観
測支援
・対象：国

■Box 5
・バングラデシュ／洪水・サイクロン
の早期警報システムのための気象
レーダー導入
・対象：国
・洪水予報の精度向上、豪雨・鉄砲
水の早期警報体制の樹立、気象部
局におけるサイクロン観測能力の
向上
・気象レーダーの導入

■Box 10
・ ／コミュニティ放送のための災害管理音
声素材集
・対象：コミュニティ
・外国人等への適切な災害情報提供
・複数の災害に関する多言語（９か国語）
による193種類の音声・文字伝言分素材集
の作成
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成功要因・失敗要因の分析 

8.1.3 成功事例と要因分析 

我が国は、2011年3月11日に東日本大震災に伴う大津波により壮絶な規模の被害を受けた。

ここでは、この未曾有の大災害においても、これまで継続して講じてきた事前の対策や措置が

一定の効果を示した事例をとりあげる。 
 

1) 予警報の発令効果 

日本においては、高度な予測技術の開発に基づく緊急地震速報や津波警報の実施と、それ

らを活用したライフラインや行政・企業等の重要施設等における緊急停止措置・対応により、

災害の直前であっても、可能なかぎり災害を回避する策がとられている。これらの対応は、

気象庁・NHK やその他マスコミ・消防庁・ライフライン事業者・医療機関などの連携によ

り実現するものであり、日本独自の実用化システムである。 
気象庁の調査によると、東日本大震災時における緊急地震速報を見聞きした約 60%の人が

｢危険回避の行動を取った｣と回答しており、その行動内容は「机の下にもぐる」や「家の中

の安全な場所に移動する」等の屋内での危険回避、「火を消す」等の二次災害の抑止行動が多

かった。 
また、JR 東日本では、地震の P 波をキャッチし列車を停止させる｢早期地震検知システム｣

を、東日本大震災が起こる以前に導入しており、東日本大震災時には、東京－青森間で運行

中の 27 本の列車に対し、そのシステムを活用して列車停止指令を出し、すべての列車を安

全に停車させることに成功した。 
 

2) 建築基準法の成果 

東日本大震災は「マグニチュード 9、震度 7」の巨大地震であったが、阪神淡路大震災と

比較して全壊した建物ははるかに少なかった。 
テレビ、ラジオ、新聞などで報道される被害状況をみてもそのほとんどが津波によるもの

であり、もし大津波が無ければ今回の被害はもっと軽減されていたと考えられる。 
 
＜カイゼンの取り組み＞ 
地震動による建物被害が少なかった要因としては、これまでの幾度かの建築基準法改正（新

耐震設計法）に基づく耐震化も一定の効果を発現していたものと考えられる。 
近年ではビルや大きな施設だけではなく一般住宅にも耐震化が進められており、特に大き

な建造物では耐震よりも免震に力が入れられている。これらの動きはまだ進行中であり、継

続した取り組みが実施されている。 
 

3) 東北新幹線の停止と無被害の達成 

＜レジリエントな対策＞ 
東日本大震災では、時速 250km/h で走行している新幹線が脱線もせずに安全に停止した。

これは、気象庁の緊急地震速報と同じ仕組みの「ユレダス（UrEDAS）」という発生した地



8.国内外の事例分析（防災の主流化に対する成功・失敗要因） 

8-11 

震の P 波から大きさを推定して、該当する地域の新幹線に信号を送り、緊急ブレーキを作動

させ、被害を最小限に抑えるための安全管理システムによるものである。 
このため新幹線は、実際の揺れが始まる時には 30km/h～170km/h 通常スピードより落と

しており、有効に機能した。 
ユレダス（UrEDAS）の正式名称は、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）で、頭文字をとったものであ

る。 
 

4) 東北新幹線の早期復旧 

東日本大震災では、新幹線の被害も広範囲にわたった。東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）に

よると、東北新幹線の大宮（埼玉県さいたま市）―いわて沼宮内（岩手県岩手町）の約 500km
で電化柱、高架橋など 1,200 カ所が損傷した。阪神大震災の京都―姫路（約 130km）、中越

地震の越後湯沢―燕三条（約 90km）と比べても被災区間は格段に長い。 
このように過去の震災よりはるかに長い区間で被害を出しながら、阪神大震災（1995 年）

は 81 日、新潟県中越地震（2004 年）は 66 日、そして今回の東日本大震災は 49 日と、より

短期間で復旧を遂げている。 
 
＜カイゼンの取り組み＞ 
復旧までの日数を約半分に短縮できた理由は、阪神大震災後に全国の新幹線などで順次進

めてきた耐震対策を通じて、土木構造物の被害を一定レベルに抑えることができたこと、そ

して、阪神大震災以降蓄積されてきた修復工事の技術やノウハウである。 
 

5) 高架橋の耐震対策の効果 

阪神大震災では、左右逆向きの力がかかり柱に斜めの大きなひびが入る「せん断破壊」に

よって高架橋が桁ごと落ちるなど、山陽新幹線に深刻な被害が出た。だが今回は「落橋等の

致命的な被害を防ぐことができた等、高架や橋などに大規模な修繕が必要な崩落は無かった」

（ＪＲ東日本）。45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
45 土木学会の調査団に参加した日本大学工学部（福島県郡山市）の岩城一郎 教授は「鉄筋コンクリートや鋼板

を柱や橋脚に巻く補強は明確な効果があった」と指摘している。 
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＜カイゼンの取り組み＞ 

 
図-7.22 東日本大震災における耐震補強の有無による被災の違い（土木研究所） 

耐震補強された橋では損傷が小さく、速やかな橋の機能回復を実現し、緊急交通路の確保に大きく貢献した。（左

図と右図の距離は約 400 メートル、茨城県水戸市付近） 

出典：http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201201/detail/1322892.htm 

 
阪神大震災直後の 1995 年度からＪＲ東日本は「緊急耐震補強対策」に着手し、1998 年度

までに、南関東や仙台周辺、活断層に近い場所で「せん断破壊」が想定される約 3,100 本の

高架橋などの柱に対し、鋼板巻き付けをはじめとする補強工事を施した。2003 年の三陸南地

震を機にそれ以外の地域にも対策を拡大し、中越地震の被害を受け事業を急ぎ、2007 年度ま

でに対策を終えた。ＪＲ東日本はこの間、耐震補強や踏切事故対策などを柱とする安全対策

に毎年 1,000 億円規模を投じている。 
 

6) 復旧工事の技術・ノウハウの効果 

ＪＲ東日本の発表資料では、本震で損傷を受けた全 1,200 カ所のうち、1 カ月もたたない

2011 年 4 月 7 日までに約 90 カ所を残して復旧工事が完了し、同日に起きた最大震度６強の

強い余震にて計 640 カ所で復旧が必要な状態に陥ったものの、その後 10 日でうち 85％まで

修復工事を終えている。土木学会の調査団が仙台市の高架橋を訪れた時には、現場は既にコ

ンクリートを流し込み、型枠を取り外した段階だったという。 
 
＜カイゼンの取り組み＞ 
阪神大震災当時は、新幹線の復旧経験が少なかった。作業に取りかかろうにも、被災箇所

それぞれをどの程度、どうやって直すのかという問題から手探りであったが、それから 16
年経過した今回では、これまでの震災で蓄積された知識や土木技術の進歩が生かされた。ジ

ャッキで桁を損傷前の高さに持ち上げ、早く硬くなるコンクリートなどで柱を補修する工法

の導入などに加え、日本大学工学部の岩城教授（コンクリート構造物が専門）は「使用する

材料や人の調達も柔軟かつ適切に判断されていたようだ」と評価している。現場で手に入る

適切な材料はセメント系かポリマー系かなどを見極めたり、3 月 31 日時点で１日あたり約
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3,000 人が従事したという作業者を投入するなど、限られた条件の中、短期間で様々な判断

を下し、実行していった。 
 
＜リダンダンシーの取り組み＞ 
また、ほかの鉄道事業者が側面支援を実施した効果も大きい。阪神大震災を経験している

ＪＲ西日本やＪＲ東海は震災後２週間で軽油４万 6,800 リットルを提供し、3 月 28 日からは

この２社の子会社・関連会社が作業員を合計約 150 人派遣、京浜急行電鉄や西日本鉄道など

私鉄も作業車両を送り込んでいる。 
 

図-7.23 主要地震による新幹線の被害の比較46 

 
 

7) マイコンメーターの普及と二次災害抑止効果 

東日本大震災では、各家庭のガス・メーターに取り付けられたマイコン

メーター（マイコン搭載のガスメーター）による感震遮断機能の有効性が

指摘されている。 
1984 年に実用化されたマイコンメーターの基本的な機能は、各家庭で

使用したガスの流量を正確に計ることだが、さらに大きく五つの安全機能

を備えている。すなわち、（1）ガス漏れ警報，（2）継続時間オーバー遮

断，（3）流量オーバー遮断，（4）感震遮断，（5）圧力低下遮断，である。

（1）ガス漏れ警報は、微量のガスが 30 日間以上流れ続けるとガス・メーターに取り付けら

れた赤い表示灯が点滅し警告する機能である。微量のガス漏れによる事故を防止する。（2）
継続時間オーバー遮断は、ゴム管がはずれたりガス機器を消し忘れたりしたことによって、

                                                   
46 国土交通省 第 8 回交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会資料 2 
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ある一定以上の時間にわたってガスが流れ続けるとガスを自動で遮断する機能である。（3）
異常に大きな流量のガスが流れたときに自動的に遮断する機能が、流量オーバー遮断。ガス

栓の開けっ放しや，ガス管の破損による事故を防ぐための機能である。（4）震度 5 相当以上

の地震を感知した時には、感震遮断機能が働いてガスを自動的に遮断する。（5）ガスの圧力

が異常に低下したときにガスを自動的に遮断する機能が圧力低下遮断である。圧力低下によ

って炎が消えた後に、圧力が復帰すると器具から火のついていないガスが放出されてしまう

という事故を防ぐための機能である。 
マイコンメーターは、平成 7 年 1 月（1995 年）に発生した阪神・淡路大震災を踏まえ義

務付けされ、ほぼ 100％の普及率である。 
東日本大震災では、（4）感震遮断機能により、地震における出火の二次災害を防ぐことが

できた。マイコンメーターだけでなく、石油ストーブ等においても対震自動消火装置が普及

しており、地震時に「火を消す」行動を考えることなく、命を守る退避行動に専念できるよ

うになった。 
 

8) 供給系ライフラインの復旧 

阪神淡路大震災では、地震直後に 260万戸が停電したものの、数時間後には 100万戸へと、

半数以上が復旧し、6 日目までにほぼ 100％まで復旧した。 
水道、ガスの復旧が遅れる要因は、供給経路が道路の埋設管（地下）にあることにより、

地盤の変形によって管路が損傷を受けた場合に、その場所を特定すること、道路を掘り返し

て修復することが困難であるからである。  
東日本大震災では、電気の復旧率 90％になるまでに 5 日間を要し、それ以降 95％程度の

復旧率で推移し中々100％に達していない。この理由としては、(1)津波等電気設備、幹線が

損害をうけた。(2)地域全体で家屋建物が流失してしまった。(3)移転等によりインフラは健全

だが送電できないもの。(5)原子力発電所事故による立入制限区域等、復旧に長期化が予想さ

れることが挙げられる。 
「震災の被害の地域差によってライフラインの復旧時期が大きく変わる」というのが今回

の震災の特徴といえる。 
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図-7.24 供給系ライフラインの復旧曲線の比較47 

 

9) 継続的なリスクリテラシーの成果 

■死亡率の低さ 
＜リスクリテラシーの取り組み＞ 
日本では災害が起きるたびに教訓を学び、政策、法律、組織制度、投資および意志決定プ

ロセス、さらには地域社会や個人の行動までも改善してきた。今回の震災により大きな被害

が出てしまったことは事実であるが、それでも防災への投資と防災意識の育成に努めてきた

文化は、今回も東北で有効に機能したと言える。死亡率は 1896 年の明治・三陸津波では 40％
であったが、東日本大震災では 4％に低下している。 
日本中の学校で実施している避難訓練と防災教育によって、釜石市では子どもたちの生命

を守り抜くことに成功した。有名な「釜石の奇跡」は実際には奇跡などではなく、継続的な

学習により災害に強い社会をつくり防災意識を育もうとする文化の中で続けられてきた、た

ゆまぬ努力の賜物なのである。 
 
■釜石の奇跡～防災教育の効果～ 
＜リスクリテラシーの取り組み＞ 
釜石市立釜石東中学校と鵜住居小学校の児童・生徒、約 570 名は、海からわずか 500m の

近距離に位置しているにもかかわらず、中学生が「率先避難者」となって小学生の手を引き、

保育士と一緒に園児を抱えて避難を支援して全員が迅速に避難することができたことで、押

し寄せる津波から生き延びることができた。積み重ねられてきた防災教育が実を結び、震災

発生時に学校にいた児童・生徒全員の命を大津波から守ることとなった。 

                                                   
47 東日本大震災におけるライフライン被害と今後の課題 首都圏直下地震防災減災特別プロジェクト平成 23 年

度第 4 回成果発表会資料 
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■企業における防災の取り組みの効果 
大企業やコンビニ等の BCP、トップダウンでの指揮命令 
 
＜リスクリテラシーの取り組み＞ 
＜リダンダンシーの取り組み＞ 
通信などの社会インフラを担当する業種では、国の強力な指導もあり、今般の東日本大震

災においても比較的、事業継続マネジメントが機能していたと言える。 
近年は、阪神・淡路大震災や新潟県中越沖地震の大震災など自然災害も多く、同被災の経

験が防災といった面でも生かされていた。また、コンビニエンスストアなどの小売業では、

もともと、災害時の緊急時対応といった意識が強く、明確な事業継続といった観点より、社

会貢献といった点から、被害のなかった本社からトップダウンでの緊急時対応が機能した。 
被災後、結果的に事業継続に成功した多くの組織は、非被災地からのトップマネジメント

の指導力が功を奏した。大地震など、事業を中断するような事態が発生した場合、多くの指

揮系統は混乱しており、正常時の組織は機能しない場合が多い。こういった場合に組織の基

幹事業を回復させるのは、トップの強い意思であり、指導力であった。今後も、事業継続マ

ネジメントの有効性の向上を図っていく必要がある。 
 
■仙台トラストシティにおける取り組み 
＜レジリエントな都市開発＞ 
仙台市青葉区にある「仙台トラストタワー」「ザ・レジデンス一番町」を含む「仙台トラス

トシティ」では、震度 6 弱の地震に見舞われた。「仙台トラストタワー」は制震構造、「ザ・

レジデンス一番町」は免震構造を採用していたため、人命に関わる被害および大きな物的被

害は認められないことが確認され、仙台市内のインフラ（電気・ガス）の供給停止において

は、非常用発電機の作動により各ビルに一定の電力供給が行われた。 
市内のインフラが回復しない中で、多くの帰宅困難者が来館したため、一時的な待機場所

を提供、４日間で約 3,300 名の受入れを行った。また、「仙台トラストタワー」では、会議室

をインフォメーションセンターとして開放し、震災備品（水・かんぱん等）やテナントから

提供された食糧（パン・弁当等）を提供した。また、市内の通信が混乱していたために、情

報をホワイトボードに記載したり、「仙台トラストシティ」の外構に携帯電話の充電場所を提

供したりした。48 

                                                   
48 「東北地方太平洋沖地震」被害に対する仙台での震災対応について  森トラスト株式会社 

https://www.mori-trust.co.jp/pressrelease/2011/20110318_3.pdf 
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図-7.25 仙台トラストシティー（仙台市）における対策効果 

出典：http://www.mori-trust.co.jp/bousai/taiou.html 

 
東日本大震災発生前の「ザ・レジデンス一番町」の成約率は約 7 割に留まっていた。しか

し、当マンションは免震構造で地震の影響が少なく、また、中心部は震災翌日に停電が復旧

してオール電化の強みが出せたことなどから、被災住宅からの住み替えによって入居が進み、

6 月末までに約 9 割まで埋まった。 
 
■企業の防災教育（東京ディズニーリゾート） 
 
＜リスクリテラシーの取り組み＞ 
東京ディズニーリゾートでは、建物毎の防火・防災訓練が年間 180 回、エリア全体を利用

した総合訓練が年 2 回実施されている。特に、建物毎の防火・防災訓練では、有事の際にキ

ャストが迅速に初動対応を行えるよう、初動体得に重点をおいた訓練が行われている。また、

帰宅困難者となったゲストに提供するための水や非常食等が備蓄されている他、非常時には

販売しているお菓子なども非常食とすることや、パーク内の資材を使用してゲストの安全を

確保することが定められている。 
 
＜リダンダンシーの取り組み＞ 
東日本大震災では、初動においてキャストの冷静な声掛けや誘導に加えて、余震への対応

に商品のぬいぐるみが防災頭巾として配布された。地震発生後 1 時間内に地震対策統括本部
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が設置された後には、すぐに屋内避難施設の安全点検が開始され、帰宅困難者へは備蓄され

たひじきご飯が配布された。その結果、7 万人の入場者、2 万人の滞留者、1 万人の従業員に

人的被害はなかった。 
 
＜カイゼンの取り組み＞ 
さらに、東京ディズニーリゾートでは、東日本大震災の経験を踏まえ、想定被災シナリオ

や非常食の提供方法の見直しを進めている。 
 
 

8.1.4 失敗事例と要因分析 

8.2.1 と反対に、東日本大震災までは一定の効果をあげてきたが、東日本大震災の大規模な外

力に対して、課題となった事例を挙げる。 

1) 緊急地震速報、津波警報の発令効果 

気象庁の調査によると、東日本大震災時における緊急地震速報を見聞きした約 60%の人が

｢危険回避の行動を取った｣と回答しており、その行動内容は「机の下にもぐる」や「家の中

の安全な場所に移動する」等の屋内での危険回避、「火を消す」等の二次災害の抑止行動が多

かった。一方で、約 20%の人が「何の行動も取っていない」と回答している。 
津波警報の発令の効果に関しては、逆に疑問視する意見が多い。北海道南西沖地震の際に

は、地震発生 5 分後に警報を発令していたが、津波が早いところで 3 分後に到達し、死者 230
人を出して以来、気象庁では、3 分後に警報を出すことが至上命令となった。ところが、東

日本大震災では、3 分後の予測値は沖合で 30 分後に観測された値の 1/2～1/3 であった。 
このように、十分な精度が確保されないながらも短時間での情報提供を行う体制にあった

ことが、人々に災害の規模を過少に評価させ、避難の遅れ・中断につながった可能性がある。 
 
＜カイゼンの取り組み＞ 
東日本大震災による津波発生の警報について、３分後の第一報で評価が過小になったこと、

また、その高さを津波情報として発表したことによる避難の遅れや中断に繋がった可能性が

あることをうけて、気象庁では、津波警報の改善にむけた勉強会や検討会等を実施し、「マグ

ニチュード８を超える巨大地震の場合には正しい地震規模の把握が困難なため、はじめの津

波警報では高さ情報ではなく、「巨大」「高い」と言葉で発表し、非常事態であることを伝え

る」こととした。 
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防災の主流化に寄与した要因に関する検討 

各防災の取り組みが、防災の主流化に寄与した要因としては、各事例単体の取り組みのみなら

ず、各々の防災の取り組みが、様々な種類の災害を想定し、あらゆる分野（セクター）のあらゆ

る段階（構想・計画・実施等）において、包括的・総合的・継続的に実施・展開してきたことに

より、レジリエントな社会を構築してきたことと言える。 
上記で収集した事例について、主流化に寄与した防災の視点を大別すると以下のように整理で

きる。 
 

■ 組織・体制の確立強化支援 
事例）中国／土砂災害管理及び自然環境回復のための植林 
・対象：国 
・目標：自然環境の悪化と土砂災害の発生という悪循環からの脱却 
・主な実施内容：土砂災害や自然環境の回復のための総合的な対策の実行：

河川堤防の構築といった構造物対策、植林のようなソフト対策、予警報シ

ステムの強化、これらの対策を実行し管理する新たな組織の確立等 
 
事例）イラン／テヘランの災害リスク軽減能力強化 
・対象：国 
・目標：標地震発生直後の行動計画の作成と緊急対応能力の強化 
・主な実施内容：迅速な損害及び損失評価システムの構築、緊急避難計画の

作成、避難を管理するテヘラン市職員の能力強化等を実行 
 

■ 法制度・計画等の作成 
事例）スリランカ／国レベルの災害対策プラットフォームの強化 
・対象：国 
・目標：新設された、国レベルの防災計画・調整機関（DMC)の職員の能力

不足・関係機関との調整不足等の改善 
・主な実施内容：DMC の設立支援・DMC 職員の能力向上支援・関係機関の

能力開発指揮 
 
事例）インドネシア／バンダ・アチェ緊急復旧・復興マスタープラン 
・対象：国、地方行政 
・主な実施内容：都市計画・土地利用計画、上下水道、都市衛生、道路・交

通、保険・医療、教育、防災、コミュニティ復興にかかるバンダ・アチェ

市の復興基本計画の策定 
 

■ 人材育成 
事例）トルコ／当局指揮者の能力開発 
・対象：国・地方行政 
・目標：災害対策制度の強化、当局の災害（地震が主）対応能力向上 
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・主な実施内容：国・地方政府の官庁職員の能力開発（神戸における研修実

施、自国に戻ってからの研修カリキュラムの発展支援） 
 
事例）インドネシア／総合的な河川流域及び水資源管理の能力開発 
・対象：国 
・目標：新たに立ち上げた流域・水資源管理を総合的に推進する組織の能力

強化 
・主な実施内容：ガイドラインの準備や組織スタッフの訓練等といった組織

の能力強化の仕組みの開発 
 
事例）トルコ／地震災害調査センター 
・対象：国（研究機関） 
・目標：イスタンブール大学の構造研究室および土質調査研究室の能力向上 
・主な実施内容：調査設備の提供、日本における研究・研修 
 
事例）ネパール／コミュニティによる災害リスク低減活動 
・対象：コミュニティ 
・目標：土砂災害・洪水災害常襲地域における災害リスク低減能力開発 
・主な実施内容：技術開発・普及、人材開発、啓発活動の指揮、小学生用教

科書作成とモデルエリアの学校における活用（子供を通じた家族・近隣住

民への啓発）、大学の水関連災害のコース設立・教科書準備・教師派遣支援 
 

■ 技術交流・移転、コミュニティ防災 
事例）トルコ／専門家の派遣と大規模橋梁の改造 
・対象：国 
・目標：大規模橋梁（第一・二ボスポラス橋等）の耐震改良強化 
・主な実施内容：７年に渡り長期専門家を派遣し、耐震補強技術の移転と省

庁レベルの技術者の能力強化を実行 
 
事例）インドネシア／郡長研修 
・対象：地方行政 
・主な実施内容：アチェ州全土の郡長（計 241 人）をターゲットとした地域

行政、住民参加等に係る研修 
 

■ 予測技術・設備の整備（気象観測設備等） 
事例）バングラデシュ／洪水・サイクロンの早期警報システムのための気象

レーダー導入 
・対象：国 
・目標：洪水予報の精度向上、豪雨・鉄砲水の早期警報体制の樹立、気象部

局におけるサイクロン観測能力の向上 
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・主な実施内容：気象レーダーの導入 
 

■ 早期警戒体制の確立・強化 
事例）複数国／コミュニティにおける洪水・土砂災害早期警報のための設備

の開発 
・対象：コミュニティ 
・目標：国の災害観測システム不足にともなう、コミュニティにおける観測・

警戒対策 
・主な実施内容：安価、かつ使用・管理方法が簡易な設備の開発、各プロジ

ェクト・プロジェクト間の情報共有による設備開発とコミュニティによる

早期警報体制の普及 
 
事例）モロッコ／コミュニティによる早期警報体制の開発と導入 
・対象：コミュニティ・地方行政 
・目標：下流域の氾濫原内における洪水予報および警報システムの整備 
・主な実施内容：予警報システムの導入、避難訓練の実施、住民と村役場職

員による予報と警報システムの改善にむけたワークショップの指揮 
 

■ 災害アセスメント実施 
事例）スリランカ／気候変動に対応した防災能力強化 
・対象：国 
・目標：気象予報及び予報に基づいた災害警報発出、災害脆弱地域への情報

伝達、災害対応、コミュニティ防災等 
・主な実施内容：DIA（災害インパクト・アセスメント）を導入し、試行的

に道路セクターの事業に展開 
 
事例）タイ／気候変動による自然災害調査能力向上 
・対象：国 
・目標：長期間の気候モニタリング等の不足への対応 
・主な実施内容：将来的な気候変動による水関連災害の外力の評価方法論を

もちいた研究の実施 
 

■ 避難支援施設整備 
事例）バングラデシュ／サイクロンシェルター 
・対象：国・コミュニティ 
・目標：サイクロンによる被害の軽減 
・主な実施内容：多目的避難場所（通常は小学校として活用、災害時にサイ

クロンシェルターにする）の提供 
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防災の主流化の Good Practice 集の作成 

8.1.1、8.1.2 で収集した事例をもとに、防災主流化に寄与するような下記が実施されている、

あるいは、実際に効果・成果があった取り組み等について、取り組み概要・防災の視点（海外事

例についてのみ）・対策内容等をとりまとめ、「実践編」として整理した（17 章参照）。 
 

・ 様々な種類の災害を想定している 
・ 開発のあらゆる分野（セクター）のあらゆる段階（構想・計画・実施等）におい

て実施される 
・ 包括的・総合的・継続的に実施されている 
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9. 防災の主流化の方向性検討 

防災の主流化における取り組みの類型化 

9.1.1 災害種別ごとの特徴と対応 

3.2「防災の主流化」の定義 において示したように、レジリエントな社会を構築するために

は、様々な種類の災害を想定し、開発のあらゆる分野（セクター）のあらゆる段階（構想・計

画・実施等）において、包括的・総合的・継続的に防災対策を実施・展開することが肝要であ

る。 
これらの防災の主流化の基本的な考え方は、災害の種別に関らず、事業を進める中で念頭に

置くべきことである。ただし、災害外力の低減や災害に対する脆弱性の縮小、人口や資産等の

集積の抑制を目的とした適切な備えや具体的な対策、さらには関連する行政組織間の連携のあ

り方等については、災害の特徴により変化することが想定され、対策の有効性や効果的な組合

せ等について検討することが望まれる。 
災害種別毎に特徴を整理結果を、次頁の表-9.1 に示す。 
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表-9.1 災害種別毎の特徴とその対応 

地震 津波 洪水 高潮 土砂災害
火山災害

（火砕流・泥流・降灰）
干ばつ

可能
・過去の被災実績

・数値解析による予測

可能
・過去の被災実績

・数値解析による予測

可能
・過去の被災実績

・数値解析による予測

概ね可能
・過去の被災実績

概ね可能
・複数の要因（地形・地質・雨

量）が複雑に影響
・過去の被災範囲外でも発生

概ね可能
・過去の被災実績

概ね可能
・過去の被災実績

可
・シナリオ（震源・規模）を設定し

ハザードを想定。
・地域別震度、家屋倒壊判定、
液状化判定などをリスクとして公

表

可
・シナリオ（震源・規模）を設定し

ハザードを想定。
・地域別浸水深、範囲などをリス

クとして公表

可
・シナリオ（波形・規模）を設定し

ハザードを想定。
・地域別浸水深、範囲などをリス

クとして公表
・外水は、破堤想定地点の包絡

可
・シナリオ（台風経路・規模）を設

定しハザードを想定。
（過去の被災実績によるものが

多い）
・地域別浸水深、範囲などをリス

クとして公表

可
・地形からハザードを想定。

・土砂災害警戒区域、特別警戒
区域として範囲をリスクとして公

表。
・急傾斜地、土石流、地すべり

でそれぞれ定義

可
・シナリオ（規模・風向）を設定し

ハザードを想定。
・火砕流、泥流・土石流、降灰範

囲、深さをリスクとして公表

可
・過去の被災実績より影響範
囲・期間をリスクとして公表

事前予測
の可能性

（日本における予
測情報について）

困難
・事前予測は困難

・緊急地震速報（震度５弱以上
で発令）は定着。

概ね可能
・津波警報、津波注意報、津波

情報、津波予報を発令。
※津波の有無、避難の必要性、
津波到達の目安を目標時間３

分以内に公表

概ね可能
・降雨予測、台風経路

予測など気象情報
・河川水位の予測

・決壊後の氾濫範囲、到達時刻
の予測（外水）

※大河川の水位は概ね予測
可。中小河川や内水氾濫範
囲は、降雨予測や到達時間

から困難

概ね可能
・降雨予測、台風経路の気象情

報
・規模によるカテゴリー分類
・湾（地形）毎に予測可能

困難
・土壌雨量指数、予測雨量

（2hr）より、土砂災害の発生の
恐れのある区域を予測。土砂災

害警戒情報として公表
※土砂災害は、それぞれの斜
面における植生・地質・風化
の程度、地下水の状況等に

大きく影響されるため、個別の
災害発生箇所・時間・規模等の
特定は不可。また、技術的に
予測が困難である深層崩壊

等は対象外

可能
・傾斜計設置、モニタリングによ

る予兆把握

可能
・気象情報、長期予測情報など

災害の
到達時間

瞬時 最短：数10分～
・地形や震源・規模による。

・東日本大震災は最短で30分
で到達

平野部：
最短：数時間～数日

・降雨ピークから水位上昇まで
の時間。河川延長や洪水到達

時間による。
山間部近隣地域：

最短：瞬時

最短：数日～ 瞬時 最短：数日～ 最短：１ヶ月～

中頻度
数十年～数百年

低頻度
数百年～数千年

中頻度
数十年～数百年

中頻度
数十年～数百年

高頻度
数年～数十年

中頻度
数十年～数百年

地域・気候により、高頻度
数年～数十年

不可能 可能
防潮堤、湾口防波堤

可能
河川整備（築堤・掘削）、施設整

備（遊水池）、二線堤

可能
高潮堤

可能
・砂防堰堤、渓流保全工

・砂防ダム
・法面工、擁壁工

一部可能
・泥流対策：導流堤

・火砕流・降灰対策：無

一部可能
・利水ダム、ため池

人的被害、経済被害、
ライフライン途絶

人的被害、経済被害、
ライフライン途絶

人的被害、経済被害、
ライフライン途絶

人的被害、経済被害、
ライフライン途絶

人的被害、経済被害
人的被害、経済被害、

ライフライン途絶
人的被害

経済被害（特に一次産業）

・一定規模以下：被災直後、余
震が収まる３日後程度～
・一定規模以上：数ヶ月程度～

・一定規模以下：被災直後、余
震が収まる３日後程度～
・一定規模以上：数ヶ月程度～

地域の排水完了後
・平野部：数十日後～
・山間部近隣地域：当日～

地域の排水完了後
・一定規模以下：数日後～
・一定規模以上：数ヶ月後～

・一定規模以下：被災直後～
・一定規模以上：数ヶ月後～
　※閉塞等により孤立化した場
合

・数ヶ月～ ・数ヶ月～

二次・三次産業
二次・三次産業

一次産業
二次・三次産業

一次産業
二次・三次産業

一次産業
二次・三次産業

一次産業
二次・三次産業

一次産業
一次産業

有 有 有 有 有 有 有

軟弱地盤層
砂層（液状化）

沖積平野部
沿岸部・沿川部

低地部
都市部

沖積平野部
沿川部

後背湿地、低地部
都市部

沖積平野部
沿岸部・沿川部

後背湿地、低地部
都市部

山沿
地方都市
農村部
集落

危険火山付近
（仰角0.1～0.3）

都市部、地方都市部
農村部

半乾燥地帯
湿潤地帯では傾斜地・保水力

小・火山性土壌
都市部・農村部

エリアは限定的 エリアは限定的 エリアは限定的 エリアは限定的

従前は経験的に居住していな
かった脆弱な区域の都市化が
進行。高リスクエリアの増大

従前は経験的に居住していな
かった脆弱な区域の都市化が
進行。高リスクエリアの増大

従前は経験的に居住していな
かった脆弱な区域の都市化が
進行。高リスクエリアの増大

従前は経験的に居住していな
かった脆弱な区域の都市化が
進行。高リスクエリアの増大

従前は経験的に居住していな
かった脆弱な区域の都市化が
進行。高リスクエリアの増大

従前は経験的に居住していな
かった脆弱な区域の都市化が
進行。高リスクエリアの増大

需要供給バランスの変化による
被害拡大

・木造密集市街地における火
災発生リスク

・輸送機関や移動経路、渋滞、
エネルギー供給停止時の避難

誘導、帰宅困難者対策
・国家中枢機能の麻痺

・大規模地下空間の浸水リス
ク

・大規模地下空間の浸水リス
ク

・国家中枢機能の麻痺

・大規模地下空間の浸水リス
ク

・集落の孤立化 ・降灰による都市機能の麻痺 ・町の移転の必要性

× ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇

◎
建築物の耐震化

◎
津波シェルターの設置

◎
ピロティ、止水版設置

◎
ピロティ、止水版設置

〇
擁壁の設置

×
〇

井戸・各戸貯留

◎
延焼防止帯の規制、都市計画

◎
２線堤となる道路・鉄道

津波災害警戒区域外の居住

◎
２線堤となる道路・鉄道

氾濫許容、氾濫域外の居住

◎
２線堤となる道路・鉄道

氾濫許容、氾濫域外の居住

◎
土砂災害特別警戒区域外の居

住

◎
火山噴火緊急減災対策区域外

の居住、移転

〇
区域外への移転

× 〇
◎

精度向上
◎

精度向上
◎

精度向上
◎

精度向上
×

◎
防災教育

◎
防災教育

◎
防災教育

◎
防災教育

◎
防災教育

◎
防災教育

◎
防災教育

〇 〇
◎

多重化
◎

多重化
〇 〇 〇

◎
避難所確保

帰宅困難者対策

◎
避難所確保

鉛直避難、避難経路

◎
避難所確保

◎
避難所確保

〇
〇

広域避難、域外連携
×

◎
地震・火災保険

〇
◎

洪水保険
◎

洪水保険
× × ×

被害発生頻度の違い

ハザードそのものの制御可能性

リスク簡易評価の可否

【参考】ハザードマップの事前公表可否

ハザードの
予測可能性

（リードタイムの確保）

災
害
種
別
毎
の
特
徴

被災形態の違い（人命・資産への影響）

影響期間
（被災直後から復旧開始までの時間）

産業構造の違いによる影響
（主に大きな影響を受ける産業分類）

不可逆的被害が発生する可能性

ハザード発生リスクが高い地域

都市化によるリスクの変化

構造物対策（公助）

土地利用規制・管理

予報・警報

対
策

（

案

）

構造物対策（自助）

情報リテラシー向上

情報伝達

避難・収容

保険・共済  
【災害の対策（案）についての凡例】 

◎：対策の効果が極めて高い 

○：対策の効果が高い 

×：対策の効果が低い 
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9.1.2 防災の主流化に向けた災害種別の関係機関の取り組みの方向性 

表-9.1「災害種別の特徴とその対応」を踏まえ、さらに防災対策をイメージして総括すると

下表のように整理される。 

表-9.2 災害種別の防災対策を検討する上での特徴 

地震 津波 洪水 高潮 土砂災害 干ばつ

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

× ○ ○ ○ ○ △

× △ ◎ ◎ △ ○

◎（低） ◎（低） △（中） △（中） ◎（中） ◎（中）

長 長 中 中 中 長

広 広 中 狭 狭 広

不可逆的な被害の発生の可能性（発生頻度）

被害影響期間（復興期間）

被害影響範囲

事前の被害想定

災害規模に応じた制御の可能性（被災地域限定）

予測の可能性（避難のための時間の確保）

 

【対策を検討する上での災害の特徴についての凡例】 

◎：実現（発生）の可能性が極めて高い 

○：実現（発生）の可能性が高い 

△：部分的に実現（発生）の可能性が高い 

×：実現（発生）の可能性が低い 

 
次項では、これらの災害の特徴から、災害毎に有効と考えられる防災対策の考え方について

下表のようなフォーマットにより、とりまとめを行った。 
さらに、発展途上国が抱える貧困等の共通の課題を解決する上で重要とされている「教育」、

「医療」、「農業」セクターについて、それぞれのプロジェクトの中で、どのように防災と関っ

ていけるかについても具体的に提示する。P9-4 以降に整理結果を示す。 

表-9.3 防災対策の考え方と主要セクターにおける対策事例表 

 Hazardの縮小 Exposureの移転 Vulnerabilityの縮小

個人レベル

国・地域レベル

教育

医療

農業

防災対策

発展途上国に
おける開発プ
ロジェクトの主
要セクターで
の対策事例

対策の考え方
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(1) 地震 

ハザードそのもの
の制御可能性

被災地域の限定可
否

被害発生場所の予
測

被害発生時期の予
測

リスク増大の
可能性

× × × × ○

■揺れの制御は
不可能。

■発生する地域は、
国や地域レベルで
は限定されるが、施
設整備対策を講じる
面積レベルでは限
定不可。

■揺れそのものによる人的被害は
ないが、揺れに伴って、以下の二
次・三次災害が発生する。
・建物崩壊による人的被害、産業
被害
・がけ崩れや地すべり等の土砂災
害・河道閉塞・天然ダムの形成や
山体崩壊による地域の孤立
・沖積平野の砂質地盤地域におけ
る液状化現象や側方流動による建
物沈下・地下埋設物の浮き上がり
等によるライフライン等都市機能の
被害
■低確率でカタストロフィックな被害
をもたらす場合がある。

教育

医療

農業

重層的（多層的）な手法　：　■リスクコントロール　、　■リスクファイナンス

総合的な手法　：　■ハード対策　、　■ソフト対策

■■土砂災害等の深刻な二次被害の発生危険地域にお
ける農地・施設整備回避・移転

■■家屋、重要施設の耐震化

■■交通手段、ライフライン施設の耐震化
■■避難所・施設、仮設住宅の改善・整備
■■災害発生時における情報通信環境の強化
■■防災まちづくり計画の作成
■■行政組織や企業のBCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措置、
低利子融資、災害見舞金等の給付金

■■教育施設の耐震化
■■教育施設の避難所としての活用のための設備
整備
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措置、
低利子融資、災害見舞金等の給付金

■■医療施設の耐震化
■■医療機関BCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措置、
低利子融資、災害見舞金等の給付金

■■農業関係施設（加工等の作業場、ため池、灌漑
設備等）の耐震化
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措置、
低利子融資、災害見舞金等の給付金

■■リテラシーの向上（地震災害対応意識の啓発プログ
ラム、防災訓練等）

■■被害想定（揺れやすさマップ・地震の危険度マップの
作成）
■■リテラシーの向上（地震災害対応意識の啓発プログ
ラム、防災訓練等）
■■孤立地域の解消

■■リテラシーの向上（地震災害対応意識の啓発プログ
ラム、防災訓練等）

■■土砂災害等の深刻な二次被害の発生危険地域にお
ける施設建設回避・移転

－

災害の特徴

対策の考え方

対策手法

個人レベル
による対策

国・地域レベル
による対策

発
展
途
上
国
に
お
け
る
主
要
セ
ク
ター

で
の
対
策
事
例

－

Ｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙの縮小Ｅｘｐｏｓｕｒｅの移転

■揺れの発生しうる地域、二次・三
次災害の発生しうる地域、外力の
大きさの想定は技術的には可能。

○

－

－

－

■発生する時期や震源、特定の地域、
規模について予知することは困難。

事前のリスク
の想定

■直前の被害発生予測による人の避難は不可能。
ただし、深刻な二次被害が発生しうる地域（土砂災害によ
る孤立化する地域等）における、人・資産の移転は有効。
■事前のリスク予測のための調査、移転のための情報
提供が必要。

■揺れが発生しうる地域における、構造物の耐震化
による、人的被害・産業被害・都市機能被害に対する
脆弱性の縮小は可能。
■孤立者・要救助者が発生した場合、早期解決のた
めには情報入手・通信が有効。
■早期復旧のため、仮の住居の確保、復旧費用に
関する支援、事業者・行政の事業・業務継続計画策
定や、復旧・復興計画策定が有効。

Ｈａｚａｒｄの縮小

■揺れの制御は不可能なこと、被災地
域があまりに広域であることから、地
域・国レベルでの防災施設整備による
外力低減は不可能。
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(2) 洪水 

ハザードそのも
の

の制御可能性

被災地域の限定
可否

被害発生場所の
予測

被害発生時期の
予測

リスク増大の
可能性

○ ○ △ ○ ○

■流域からの流
出や洪水流の制
御はある程度可
能。

■発生する地域
は、想定外力によ
る氾濫域内にほぼ
限定できる。

■浸水により物的・人的被害が
発生。
■地域によって、被害形態や被
害の規模が異なる。
・低地・くぼ地は浸水深が深く、
長期間浸水し、孤立者等発生す
る可能性あり
・途上国：貧困層の低地部侵入
による人的被害発生リスク増大
・低地の開発・都市化が進んだ
先進国：都市化に伴う流出増や
地下空間の浸水・都市機能の麻
痺、サプライチェーンへの影響な
ど脆弱性が増大
・温暖化に伴い台風の強大化・
降雨外力の触れ幅の増大

教育

医療

農業

重層的（多層的）な手法　：　■リスクコントロール　、　■リスクファイナンス

総合的な手法　：　■ハード対策　、　■ソフト対策

災害の特徴

事前のリスク
の想定

○

■降雨の状況、河川水位の計測に
より、被害発生の予測は可能。
■ただし、堤防のどこが決壊するか
の事前特定は構成材料である土の
不均質性、防護延長の長さの問題
から非常に困難。

■河川毎の安全度や流域の地
形・社会特性によって被害が生
じる恐れのある降雨量や浸水の
恐れのある範囲は事前に予想
が可能。

対策手法
Ｈａｚａｒｄの縮小 Ｅｘｐｏｓｕｒｅの移転 Ｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙの縮小

個人レベル
による対策

■■■総合的な治水対策（河川へ
の流出を抑制）

■■宅地・設備等の嵩上げ
■■リテラシーの向上（浸水想定区域図、洪水ＨＭによる常日頃からのハザードの認識、避難所確認）
■■防災学習による危険性認識

対策の考え方
■流域からの流出量や洪水流の制
御による、浸水域の縮小がある程度
可能。

■宅地・床下の嵩上げ等による資産の垂直移転が
有効。
■直前の被害発生予測による人の避難が有効。
■水害常襲地帯等における、人・資産の移転は可
能。
■事前のリスク予測のための調査、移転のための情
報提供が必要。

■人的被害回避のための確実な避難の実施が
有効。
■避難のための情報整備、リテラシーの向上が
必要。
■孤立者・要救助者が発生した場合の情報入
手・通信による早期解決は可能。
■早期復旧のため、仮の住居の確保、復旧費用
に関する支援、事業者・行政の事業・業務継続計
画策定や、復旧・復興計画策定が有効。

国・地域レベ
ル

による対策

■■災害防御施設（河川堤防、ダ
ム、遊水地）整備による被害発生頻
度の減少
■■氾濫流抑制・制御施設（輪中
堤・二線堤等）整備
■■■総合的な治水対策（河川へ
の流出を抑制、開発に伴う流域貯
留・浸透施設の義務化）

■■被害想定（浸水想定区域図、洪水ＨＭの事前公
表）
■■リテラシーの向上（浸水想定区域図、洪水ＨＭ
等の活用啓発）
■■気象、洪水予警報の高度化、精度向上：リード
タイムの確保
■■情報伝達系統の整備：避難勧告発令基準の明
確化（自治体）、情報伝達方法の多重化
■■水害常襲地帯、浸水リスクの高い地域の土地
利用規制

■■公共施設、ライフライン施設の耐水化・止水
板等浸水防御対策
■■避難所・施設、仮設住宅の改善・整備
■■災害発生時における情報通信環境の強化
■■防災まちづくり計画の作成
■■行政組織や企業のBCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

発
展
途
上
国
に
お
け
る
主
要
セ
ク
ター

で
の
対
策
事
例

－
■■リテラシーの向上（浸水想定区域図、洪水ＨＭ
等の活用啓発）
■■防災学習による危険性認識

■■教育施設の避難所としての活用のための設
備整備・電気設備等の耐水化
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－
■■情報伝達系統の整備：避難勧告発令基準の明
確化（自治体）、情報伝達方法の多重化

■■医療施設における電気医療機器等の耐水
化・止水板等の浸水防御対策
■■医療機関BCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－
■■水害常襲地帯等における農地・施設整備回避・
移転

■■農地における早期排水設備等の整備
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金
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(3) 高潮 

 ハザードそのも
の

の制御可能性

被災地域の限定
可否

被害発生場所の
予測

被害発生時期の
予測

リスク増大の
可能性

○ ○ △ ○ ○

■上昇した潮位
の陸域への侵入
防御はある程度
可能。

■発生する地域
は、沿岸部の、想
定外力による浸水
域内にほぼ限定で
きる。

■浸水により物的・人的被害が
発生。
■地域によって、被害形態や被
害の規模が異なる。
・低地・くぼ地は浸水深が深く、
長期間浸水し、孤立者等発生す
る可能性あり
・途上国：貧困層の低地部侵入
による人的被害発生リスク増大
・低地の開発・都市化が進んだ
先進国：都市化に伴う流出増や
地下空間の浸水・都市機能の麻
痺、サプライチェーンへの影響
など脆弱性が増大
・温暖化に伴い台風の強大化・
降雨外力の触れ幅の増大
■塩害による影響の可能性

教育

医療

農業

重層的（多層的）な手法　：　■リスクコントロール　、　■リスクファイナンス

総合的な手法　：　■ハード対策　、　■ソフト対策

災害の特徴

対策手法

個人レベル
による対策

事前のリスク
の想定

○

■気象情報、潮位の観測により、被
害発生の予測は可能。
■堤防のどこが破壊するかの事前
特定は非常に困難。

■浸水の恐れのある範囲は事
前に予想が可能。

Ｈａｚａｒｄの縮小 Ｅｘｐｏｓｕｒｅの移転 Ｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙの縮小

対策の考え方 ■浸水域の縮小がある程度可能。

■宅地・床下の嵩上げ等による資産の垂直移転が
有効。
■直前の被害発生予測による人の避難が有効。
■水害常襲地帯等における、人・資産の移転は可
能。
■事前のリスク予測のための調査、移転のための情
報提供が必要。

■人的被害回避のための確実な避難の実施が
有効。
■避難のための情報整備、リテラシーの向上が
必要。
■孤立者・要救助者が発生した場合の情報入
手・通信による早期解決は可能。
■早期復旧のため、仮の住居の確保、復旧費用
に関する支援、事業者・行政の事業・業務継続計
画策定や、復旧・復興計画策定が有効。

－
■■宅地・設備等の嵩上げ
■■リテラシーの向上（高潮ＨＭによる常日頃からのハザードの認識、避難所確認）
■■防災学習による危険性認識

国・地域レベ
ル

による対策

■■ワーストケースを意識した防災
施設の性能設計（防潮堤）
■■高潮防護施設（二線堤等）の整
備

■■被害想定（高潮ＨＭの事前公表）
■■リテラシーの向上（高潮ＨＭ等の活用啓発）
■■気象、洪水予警報の高度化、精度向上：リード
タイムの確保
■■情報伝達系統の整備：避難勧告発令基準の明
確化（自治体）、情報伝達方法の多重化
■■水害常習地帯、浸水リスクの高い地域の土地
利用規制

■■公共施設、ライフライン施設の耐水化・止水
板等浸水防御対策
■■避難所・施設、仮設住宅の改善・整備
■■災害発生時における情報通信環境の強化
■■防災まちづくり計画の作成
■■行政組織や企業のBCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

発
展
途
上
国
に
お
け
る
主
要
セ
ク
ター

で
の
対
策
事
例

－
■■リテラシーの向上（高潮ＨＭ等の活用啓発）
■■防災学習による危険性認識

■■教育施設の避難所としての活用のための設
備整備・電気設備等の耐水化
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－
■■情報伝達系統の整備：避難勧告発令基準の明
確化（自治体）、情報伝達方法の多重化

■■医療施設における電気医療機器等の耐水
化・止水板等の浸水防御対策
■■医療機関BCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－
■■水害常襲地帯等における農地・施設整備回避・
移転

■■農地における早期排水設備等の整備
■■塩害発生後の土壌改良
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金
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(4) 津波 

 ハザードそのも
の

の制御可能性

被災地域の限定
可否

被害発生場所の
予測

被害発生時期の
予測

リスク増大の
可能性

○ ○ △ △ ○

■津波の陸域へ
の侵入防御はあ
る程度可能。

■発生する地域
は、沿岸部の想定
外力による氾濫域
内にほぼ限定でき
る。

■浸水により物的・人的被害が
発生。
■低確率でカタストロフィックな
被害をもたらす場合がある。
■地域によって、被害形態や被
害の規模が異なる。
・低地・くぼ地は浸水深が深く、
長期間浸水し、孤立者等発生す
る可能性あり
・施設を破壊する流体力を有し、
石油類、火薬類、高圧ガス、核
燃料物質等の危険物を多量に
扱う施設が破壊されることによ
り、大規模火災や汚染物質の流
出等の二次災害を発生させる可
能性がある
■塩害による影響の可能性

教育

医療

農業

重層的（多層的）な手法　：　■リスクコントロール　、　■リスクファイナンス

総合的な手法　：　■ハード対策　、　■ソフト対策

災害の特徴

事前のリスク
の想定

○

■地震、津波の観測により、被害発
生の予測は可能。
■津波到達時期は予測可能である
が、時間的猶予は少ない場合があ
る。

■浸水の恐れのある範囲は事
前に予想が可能。

対策手法
Ｈａｚａｒｄの縮小 Ｅｘｐｏｓｕｒｅの移転 Ｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙの縮小

対策の考え方
■津波の侵入防御、浸水域の縮小
がある程度可能。

■宅地嵩上げ等による資産の垂直移転が有効。
■直前の被害発生予測による人の避難が有効。
■被害の危険性の高い地域における、人・資産の移
転は可能。
■事前のリスク予測のための調査、移転のための情
報提供が必要。

■人的被害回避のための確実な避難の実施が
有効。
■避難のための情報整備、リテラシーの向上が
必要。
■孤立者・要救助者が発生した場合の情報入
手・通信による早期解決は可能。
■早期復旧のため、仮の住居の確保、復旧費用
に関する支援、事業者・行政の事業・業務継続計
画策定や、復旧・復興計画策定が有効。

個人レベル
による対策

－
■■宅地・設備等の嵩上げ
■■リテラシーの向上（津波ＨＭによる常日頃からのハザードの認識、避難所確認）
■■防災学習による危険性認識

国・地域レベ
ル

による対策

■■すべての人命を守ることを前提
とし、津波の規模（レベル）に応じた
施設対策（津波防護レベル（L1）：防
潮堤や津波避難施設整備）
■■沿岸部に堅固な建築物を配置
し、内陸部への津波および漂流物の
侵入を軽減

■■被害想定（津波ＨＭの事前公表）
■■リテラシーの向上（浸水想定区域図、津波ＨＭ
等の活用啓発）
■■津波予警報の高度化、精度向上：リードタイム
の確保
■■情報伝達系統の整備：避難勧告発令基準の明
確化（自治体）、情報伝達方法の多重化
■■災害危険区域の指定と住宅等の立地の抑制

■■公共施設、ライフライン施設の耐水化・止水
板等浸水防御対策
■■避難所・施設、仮設住宅の改善・整備
■■石油類、火薬類、高圧ガス、核燃料物質等
の危険物を多量に扱う施設の津波からの安全の
確保を講じる
■■災害発生時における情報通信環境の強化
■■防災まちづくり計画の作成
■■行政組織や企業のBCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

発
展
途
上
国
に
お
け
る
主
要
セ
ク
ター

で
の
対
策
事
例

－
■■リテラシーの向上（津波ＨＭ等の活用啓発）
■■防災学習による危険性認識

■■教育施設の避難所としての活用のための設
備整備・電気設備等の耐水化
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－
■■情報伝達系統の整備：避難勧告発令基準の明
確化（自治体）、情報伝達方法の多重化

■■医療施設における電気医療機器等の耐水
化・止水板等の浸水防御対策
■■医療機関BCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－
■■被害の危険性の高い地域における農地・施設
整備回避・移転

■■農地における早期排水設備等の整備
■■塩害発生後の土壌改良
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金
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(5) 土砂災害 

ハザードそのも
の

の制御可能性

被災地域の限定
可否

被害発生場所の
予測

被害発生時期の
予測

○ ○ ○ △

■土砂災害にお
ける土砂移動か
らの資産防御は
ある程度可能。

■発生する地域
は、山間部、斜面
の裾野、地すべり
地域にほぼ限定で
きる。

教育

医療

農業

重層的（多層的）な手法　：　■リスクコントロール　、　■リスクファイナンス

総合的な手法　：　■ハード対策　、　■ソフト対策

災害の特徴

事前のリスク
の想定

○

■降雨両や地盤の移動量計測によ
り、地すべりの発生の予測は技術
的にはある程度可能。
■すべての地域において機器を用
いた監視することは難しく、それぞ
れの斜面における植生・地質・風化
の程度、地下水の状況等に大きく影
響するため、実践的な予測が困難。

■土砂災害のある範囲は事前
に予想が可能。

対策手法
Ｈａｚａｒｄの縮小 Ｅｘｐｏｓｕｒｅの移転 Ｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙの縮小

対策の考え方
■砂防設備等により土砂災害発生
抑止はある程度可能。

■公的機関による直前の被害発生予測による人の
避難は困難。一方で、地下水や沢の水の濁りなど、
住民の観察により被害の発生の予兆を捕らえること
は場合によって可能。
■被害の危険性の高い地域における、人・資産の移
転は可能。
■事前のリスク予測のための調査、移転のための情
報提供が必要。

■人的被害回避のための早めの避難の実施が
有効。
■避難のための情報整備、リテラシーの向上が
必要。
■孤立者・要救助者が発生した場合の情報入
手・通信による早期解決は可能。
■早期復旧のため、仮の住居の確保、復旧費用
に関する支援、事業者・行政の事業・業務継続計
画策定や、復旧・復興計画策定が有効。

個人レベル
による対策

－
■■リテラシーの向上（土砂災害ＨＭによる常日頃からのハザードの認識、避難所確認）
■■防災学習による危険性認識

国・地域レベ
ル

による対策

■■砂防堰堤、渓流保全工、砂防ダ
ム、法面工、要壁工等の整備による
土砂災害発生抑止

■■被害想定（土砂災害危険箇所の指定、土砂災
害ＨＭの事前公表）
■■リテラシーの向上（土砂災害ＨＭ等の活用啓
発）
■■モニタリング、土砂災害警戒情報の提供、精度
向上：リードタイムの確保
■■情報伝達系統の整備：避難勧告発令基準の明
確化（自治体）、情報伝達方法の多重化
■■災害危険区域の指定と住宅等の立地の抑制
■■公共施設、ライフライン施設の危険箇所からの
移転

■■避難所・施設、仮設住宅の改善・整備
■■災害発生時における情報通信環境の強化
■■防災まちづくり計画の作成
■■行政組織や企業のBCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

発
展
途
上
国
に
お
け
る
主
要
セ
ク
ター

で
の
対
策
事
例

－
■■リテラシーの向上（土砂災害ＨＭ等の活用啓
発）
■■防災学習による危険性認識

■■教育施設の避難所としての活用のための設
備整備
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－

■■情報伝達系統の整備：避難勧告発令基準の明
確化（自治体）、情報伝達方法の多重化
■■被害の危険性の高い地域における医療施設の
整備回避・移転

■■医療施設における
■■医療機関BCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－
■■被害の危険性の高い地域における農地・施設
整備回避・移転

■■農地における早期排水設備等の整備
■■塩害発生後の土壌改良
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

リスク増大の
可能性

○

■斜面崩落や土砂堆積により
物的・人的被害が発生。
■崩壊規模によってカタストロ
フィックな被害をもたらす場合が
ある。
■山間部の崩落等による孤立
地域の発生
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(6) 火山災害 

ハザードそのも
の

の制御可能性

被災地域の限定
可否

被害発生場所の
予測

被害発生時期の
予測

× △ △ △

■噴火そのもの
の制御は不可能

■火山噴火による
災害形態によっ
て、降灰や山体崩
壊、溶岩流等、被
災地域を限定化す
ることが不可能な
災害と二次的に発
生する泥流や土石
流等被災地域を限
定化可能な災害と
に分かれる。

教育

医療

農業

重層的（多層的）な手法　：　■リスクコントロール　、　■リスクファイナンス

総合的な手法　：　■ハード対策　、　■ソフト対策

災害の特徴

事前のリスク
の想定

○

■活火山等、災害の発生源、位置
は明確であることから、各種のセン
サーによるモニタリングにより、噴火
の予兆現象を察知することである程
度の予測は可能。

■シナリオ（規模、風向等）を設
定することで被害エリア・規模を
想定。具体的には、降灰や火砕
流、泥流、土石流等によるリスク
の想定が可能。

■火山噴火による直接的な災
害としては、降灰・弾道岩塊、火
砕流、溶岩流等が想定され、物
的・人的被害が広範囲に渡って
発生。
■火山噴火後の降雨等により、
泥流や土石流等の二次災害の
発生が想定され、物的・人的被
害が発生。

対策手法
Ｈａｚａｒｄの縮小 Ｅｘｐｏｓｕｒｅの移転 Ｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙの縮小

対策の考え方
■砂防設備等の設置により、溶岩流
や土石流等に対する被災地域の限
定化がある程度可能。

■公的機関による直前の被害発生予測等、警戒避
難体制を整備することで人的被害を軽減することは
可能。
■災害危険区域の設定等、土地利用規制等の実施
により、リスクの高い地域における、人・資産の移転
はある程度可能。

■リスクマップの作成・公表等、避難のための情
報整備、リテラシーの向上が必要。
■孤立者・要救助者が発生した場合の情報入
手・通信による早期解決は可能。
■早期復旧のため、仮の住居の確保、復旧費用
に関する支援、事業者・行政の事業・業務継続計
画策定や、復旧・復興計画策定が有効。

■■被害の危険性の高い地域における農地・施設
整備回避・移転

■■農地周辺におけるコンクリートシェルターの
設置
■■降灰等の堆積後の土壌改良手法の検討・
開発
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

個人レベル
による対策

－
■■リテラシーの向上（火山防災マップ等による日常からのハザードの認識、避難所確認）
■■防災学習による危険性認識

国・地域レベ
ル

による対策

■■砂防堰堤（透過型）、減勢工、導
流堤、遊砂地等の整備による火山噴
火物や溶岩流、土石流等の流下抑
止と流下方向の制御

■■被害想定（火山防災マップの作成・公表）
■■リテラシーの向上（火山防災マップ等の活用啓
発）
■■災害危険区域の指定と住宅等の立地の抑制
■■公共施設、ライフライン施設の危険箇所からの
移転

■■監視カメラや各種センサーの設置によるモ
ニタリング体制の整備
■■コンクリートシェルターの設置や避難所・施
設の改善・整備
■■警戒避難体制の整備と情報通信環境の強
化
■■行政組織や企業のBCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

リスク増大の
可能性

○

発
展
途
上
国
に
お
け
る
主
要
セ
ク
ター

で
の
対
策
事
例

－
■■リテラシーの向上（火山防災マップ等の活用啓
発）
■■防災学習による危険性認識

■■教育施設の避難所としての活用のための設
備整備
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－ ■■被害の危険性の高い地域における医療施設の
整備回避・移転

■■避難に関する情報収集伝達系統・手法の多
重化等
■■医療施設の改善・整備
■■医療機関BCP作成・充実
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－
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(7) 干ばつ 

ハザードそのも
の

の制御可能性

被災地域の限定
可否

被害発生場所の
予測

被害発生時期の
予測

× △ △ △

■干ばつの発生
そのものの制御
は不可能。
ただし、貯水設
備等により被害
緩和は可能。

■発生する地域
は、気候的に降雨
量の少ない地域、
保水力の少ない地
域などある程度限
定される。
ただし、発生する
地域は、国や地域
レベルでは限定さ
れるが、施設整備
対策を講じる面積
レベルでは限定不
可。

教育

医療

農業

重層的（多層的）な手法　：　■リスクコントロール　、　■リスクファイナンス

総合的な手法　：　■ハード対策　、　■ソフト対策

■インフラ等の構造物や避難場
所、備蓄等が直接打撃を受ける
ことはないが、影響する期間が
長いことから、被害は累積的な
ものとなる。
■従来、①気象学的、②水文学
的、③農業的・生態系的の３種
類が考えられていたが、近年、
降水量の不足が水･食料・水力
発電等の価格に直接、敏感に
反応し、広範囲の市場経済に影
響するようになってきている
■干ばつの深刻度には、食料
価格や戦争、人的活動、植生、
水の需要と供給等、社会的・経
済的な要因も含め、さまざまで
複雑な要因が影響を与えている

■降雨量や利水状況等から被害発
生の可能性はある程度予測が可
能。
■深刻な影響が表面化しない限り、
干ばつが起こっていることに気付か
ない場合が多い（気づいたときには
深刻化している場合がある）。

■気候的に降雨量の少ない地
域、保水力の少ない地域など被
害が発生する地域や、利水状況
による被害の深刻さは、ある程
度、事前の予想が可能。
■一方で、他の自然災害に比
べ、影響範囲が広いことから、
被害の定量化等全体像の把握
が困難

対策手法
Ｈａｚａｒｄの縮小 Ｅｘｐｏｓｕｒｅの移転 Ｖｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙの縮小

対策の考え方 ■保水対策による被害緩和は可能。
■無降雨状態が長期間にわたる場合は、居住地域
や利水施設の移転が必要。

■日常生活に支障をきたすような深刻な干ばつ
被害回避のための早めの避難の実施が有効。
■避難のための情報整備、リテラシーの向上が
必要。

■■被害想定（土砂災害危険箇所の指定、土砂災
害ＨＭの事前公表）
■■干ばつ発生危険地域における土地利用規制・
大量利水の抑制

■■地下水を使用した給水システムの修繕・増
強
■■包括的な早期警戒システム（モニタリング、
予測、被害地域分析、情報提供等）の構築、農
耕技術、土壌管理の技術革新
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金
■■作物・水等の急激な価格変動の抑制

■■干ばつ発生危険地域からの移転
■■リテラシーの向上（住民の節水等生活スタイ
ルの見直し等）

個人レベル
による対策

－

国・地域レベ
ル

による対策

■■ダム建設、水リサイクル施設の
整備、海水淡水化施設の整備、灌漑
水路網の改善・整備

発
展
途
上
国
に
お
け
る
主
要
セ
ク
ター

で
の
対
策
事
例

－ ■■干ばつ発生危険地域からの移転

■■教育施設の保水施設としての活用のための
設備整備
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－ ■■干ばつ発生危険地域からの移転
■■医療施設における保水施設の整備
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金

－
■■被害の危険性の高い地域における農地・施設
整備回避・移転

■■点滴灌漑等、少ない水量で可能な農耕技
術・農作物品種の開発
■■土壌改良・緑地保全等による保水力向上
■■経済的補填対策：保険・共済、税の免税措
置、低利子融資、災害見舞金等の給付金
■■作物・水等の急激な価格変動の抑制

リスク増大の
可能性

○

災害の特徴

事前のリスク
の想定

△



9.防災の主流化の方向性検討 

9-11 

防災の主流化の基本的な考え方と展開の方向性 

9.1.3 防災の主流化の基本的な考え方 

防災主流化とは、開発のあらゆる分野（セクター）のあらゆる段階（フェーズ）において、

様々な規模の災害を想定したリスク削減策を包括的・総合的・継続的に実施・展開し、災害に

強いしなやかな（resilient）社会を構築することにより、人間の安全保障の実現や持続可能な

開発、貧困の削減を目指すものである。（3.2 防災の主流化の定義 を再掲） 
防災主流化を現実のものとするためには、中央政府や地方政府等を中心に、あらゆるステー

クホルダーが、社会変化と災害形態の変化に関する“知識”を持って、災害のリスクを積極的

に軽減・管理する“社会規範”を作成・共有し、“レジリエンス（災害によって不可逆的被害を

受けず、被害を最小化すると共に、速やかに回復する）”を向上させることが必要である。 
このため、レジリエントな社会を構築する行動・努力を、開発のあらゆる分野（セクター）

のあらゆる段階（構想・計画・実施等）において、様々な規模の災害を想定し、包括的・総合

的・継続的に実施・展開することが肝要である。この不断の努力により、持続可能な開発を促

進し、災害によって生命の存在が脅かされることを可能な限り取り除き、貧困の削減に貢献す

る地域社会の構築を目指す必要がある。 

9.1.4 防災の主流化の取り組みの展開・方向性 

この防災の主流化の定義を実現していくため、以下の考え方により取り組んでいくことが肝

要となる。 

(1) 災害に対する知識・社会規範の形成・共有 

災害に関する知識は、個人の経験や地域社会に残る伝承等によるところが大きい。しかしな

がら、都市部への人口の集中、経済のグローバル化・相互依存化等の社会・経済活動が大きく

変化していることに加え、気候変化の進行による降雨量の増大や海面の上昇、台風の強大化等

の災害の原因となる外力の増大が懸念されており、今までの自国における災害の経験だけでは

直接的な被害を最小化し、復旧を短くするなどの間接的な被害を最小化することが困難となっ

てきている。 
このため、自国における災害の経験のみならず、他国や他地域における災害の経験等を参考

としながら、自国の社会・経済状況並びに自然条件の特性を踏まえた防災対策のあり方につい

て再検討を行うなどの考え方が重要となる。 
このような取組みを促進するという観点から、JICA は防災の経験が豊富な国である日本の

防災に対する取組みとその効果と教訓、並びに他国への支援を通じて得た教訓等を世界に向け

て積極的な発信を行ない、防災に対する知識基盤を世界的な規模で共有化できるように努力す

る。また、災害の被害原因と被害状況について把握・分析でき、今後の防災対策の効果等を評

価可能なデータを蓄積できるデータベースの構築が図れるようにも努力する。 
災害に対してレジリエントな社会は、防災対策施設の整備だけによって構築されるものでは

無く、個人・家計レベル、地域社会レベル、地域レベル、国レベルといった各レベルでの災害

に対する適切な備えが必要であるとともに、その各レベルでの役割分担がシームレスに働くよ

うな社会規範（法制度、文化等）の形成・整備・共有が重要である。 
このため、JICA は災害に対してレジリエントな社会が構築できるような制度設計を含めた
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広範な援助・支援を行えるように活動を展開する。 

(2) 包括的・総合的な対策の実施 

自然災害のリスクは、一般的に図-9.2（次頁）の上段の図のように災害の原因となる外力

（Hazard）と外力にさらされる人口・資産（Exposure）及び都市的な土地利用や災害弱者の

存在等の脆弱性（Vulnerability）から説明される場合が多い。 
災害によるリスクまた被害を低減するためには、（外力の影響規模を低減できる水害等の災

害については）防災対策施設の整備による外力の低減・縮小、自然災害外力に晒される地域の

土地利用の規制・誘導による外力の影響の受ける人口・資産の縮小・移転、災害弱者の救済や

迅速な復旧対策による脆弱性の低減等を当該地域の自然・社会特性を踏まえて適切に組み合わ

せた包括的・総合的な対策を実施・展開する必要がある。 
当該地域の自然・社会特性を反映した適切な包括的な対策を展開するためには、当該地域の

災害リスクを俯瞰的に捉えた災害リスクアセスメント及び対策の代替案比較や有効性に関す

る検証等が不可欠であり、JICA は適切な災害リスクアセスメント及び対策の大胆案比較、有

効性検証が実施できるように援助・支援を行う。 
包括的・総合的な対策とは、上述したような考え方に基づき、関連する行政との連携や行政

と住民等の適切な役割分担の下に実施・展開される災害の原因の削減を目的としたものをいい、

例えば、図 31 に示した日本の都市部の河川において展開されている総合治水対策や東日本大

震災を契機として展開される津波防災地域づくりが参考となる。 

①防災施設整備による対策

②Exposureの移転対策③ソフト対策・迅速な復旧による対策  
図-9.1 総合的な防災対策の概念図（洪水対策の事例） 

※日本の総合治水対策では、防災セクターによる洪水防御の対策（ハード対策）の実施だけでなく、被害

極小化のための対策や迅速な復旧のための対策など、国・地方自治体・民間主体・地域住民が協力し、

水災害に対するリスクを軽減する取り組み（防災の主流化）を実践している。 
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洪水被害を例とした 

自然条件・社会条件の変化に伴う災害特性と対応 
解  説 

現
 

況
 

洪水対策の
対象外力規模

都市的土地利用に起因する
脆弱性（Vulnerability）

想定氾濫域内の
人口・資産

深刻な災害

（Hazard）
（Exposure）

 

洪水被害は、災害の原因となる外力

（例：対策対象規模 1/10 の氾濫量や

浸水深（Hazard））と、外力に曝される

（人口・資産（Exposure）、及び都市

的な土地利用や災害弱者の存在等の

脆弱性（Vulnerability）の交差部分と

して、表さられる。 
すなわち、検討対象とする洪水氾濫

規模に対する氾濫域内の人口や資

産、水害に弱い土地利用により、洪水

被害が発生する。 

気
候

・
社

会
の

変
化

 

外力
増加

脆弱性
増加

深刻な災害の増大

人・資産
増加

 

気候変化による外力（氾濫量・浸水

深）の増加や、都市化等に伴う人

口・資産の集積、並びに社会構造の

変化に伴い、被害の規模や洪水（浸

水）に対する脆弱性（例：地下空間、

電力設備）の増加により、深刻な災

害が増大する。 

防
災

対
策

の
実

施
 

深刻な災害の縮小

③耐水化対策、浸水許容型土地利用、
予警報等の早期対策による脆弱性の縮小

②土地利用規制等による
氾濫域への人口・資産の
流入規制、域外移転促進

①堤防整備や流域貯留
施設整備による

外力（氾濫量・浸水深）
の縮小

人・資産
移転、避難外力

低減

耐水化
浸水許容

（恒久）
（浸水時）

 

深刻な洪水被害を減少させるため

には、①外力（氾濫量・浸水深）を

縮小させるための洪水防御施設整

備等のハード対策や、②土地利用規

制による人口・資産の集積の抑制や

移転等のソフト対策、並びに③浸水

域内の施設の耐水化（地下空間入口

への防水板設置）等のハード対策

や、浸水許容型の土地利用への転

換、予警報システムの整備等のソフ

ト対策の実施が考えられる。 
レジリエントな社会を構築するた

めには、これらの対策を包括的・総

合的に取り組むことが必要となる。 

図-9.2 自然条件・社会環境の変化による洪水被害特性の変化と対策の概念図 
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防災の各種取り組みを実施・展開していくに際しては、従来の、経済性に主軸をおいた防災対

策施設の整備を中心とした取り組みから、或いはハードとソフトとを対立的に捉える概念から、

包括的・総合的な災害リスク管理（comprehensive/integrated disaster risk management）
への転換（Paradigm Shift）を図ることが重要である。 

例えば、水災害に関しては、日本では総合治水対策を数十年に渡って実施している。総合治

水対策とは、国・地方自治体・民間主体・地域住民が協力し、水災害に対するリスクを軽減す

る取り組みである。具体的には、国による治水施設整備、地方自治体によるリスクマップの作

成・周知、民間による開発時の雨水貯留施設整備、地域住民自らの啓発活動などを行っている。 
 

 
図-9.3 総合的な防災対策の概念図（洪水対策の事例） 

津波地域づくりにおいて重要な示唆を与えているのは、主に経済性から決定される海岸堤防

の高さ・大きさ（施設計画の外力）以上の津波がくることを想定し、レジリエントな地域を形

成することを目的として、受動的な対応（Passive Response）から能動的なリスク管理(active 
risk management)へ転換し、自助、共助、公助を重層的な対策として展開されていることで

ある。 
不確実性をともなう災害リスクに対しては、計画で想定する外力規模に対する施設計画だけ

では、十分な減災効果を得ることができない場合も想定される。 
計画の想定を上回る規模に対する災害リスクを予め明確にしておき、ソフト対策や危機管理

計画にて対応を準備しておく必要がある。 
ハード・ソフトによる減災対策・危機管理が一体となった防災に関する取り組みは、整備や

改善に時間を要するため、計画的・段階的に継続して実施していく必要がある。 
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また、災害の特性を踏まえ、ステークホルダーにかかる災害リスクに応じて、そのステーク

ホルダーに対する自助、共助、公助の組み合せを設定する。 

自然地の保全（保水機能保全） 経済的救済

調整池の整備 遊水地域の保全

土地利用規制・誘導

避難地・避難路の整備

危機管理計画

治水施設計画

都市計画
樹木・粗度の管理

スーパー堤防整備

遊水地等整備

ダム整備放水路整備

堤防整備 堤防強化

降
雨

の
分

担

可能最大降雨
（PMP）

降雨の
規模

（外力）

河道で流せる
降雨量

計画で対応できる
降雨量

 
図-9.4 水害におけるあらゆるステークホルダーによる自助・共助・公助による対策のイメージ 

※イメージ図は、能動的リスク管理による対策の分担例を示したもの。経済的に対応可能な発生頻度の

高い外力に対しては、治水施設計画によるハード対策により対応し（水色部分）、発生頻度が低い計

画規模を上回る外力に対しては、人口・資産の流入を規制する土地利用規制等のソフト対策や発生後

の危機管理対策も組み合せて、被害極小化、迅速な復旧を可能とする対策により対応することを示し

ている。（緑色部分）。 

(3) 重層的な対策の推進（多層的） 

災害に対してレジリエントな社会を形成していくためには、災害リスクアセスメントの結果

を関係する者が正確に理解して、個人・家計レベル、地域社会レベル、地域レベル、国レベル

といった各レベルでの災害に対する適切な備えを重層的に展開することが重要となる。 
個人・家計レベルでは、自助対策として災害リスクの認知に基づく避難行動とともに、経済

的な損失を軽減するための被害軽減対策（リスク・コントロール手法）、経済的な損失を補填

し、迅速な復旧を可能とする保険等への加入等（リスクファイナンス手法）がとられるものと

想像される。 
地域社会・地域レベルでは、災害時の避難場所の確保や避難所の運営、防災用の備蓄資材の

確保、被害を迅速に復旧することができる相互扶助システムの維持・構築が対策としてとられ

ると想像される。 
地域・国レベルでは、外力を小さくする防災施設の整備や対策を推進するための法的な体系

整備、災害弱者・経済弱者を救済する対策（リスクファイナンス手法）が対策として実施され

ることが想像される。 
それぞれのレベルで実施・展開される手法は、おおまかに言うとリスクコントロール手法と

リスクファイナンス手法に区分することができる。施設整備を中心としたリスクコントロール

手法は、災害による被害を削減することが出来るが、初期投資費用と維持管理費用の負担が少

なくないという特徴を有している。リスクファイナンス手法は、被害の軽減は図れず、被害の

配分を変更するという特徴を有している。それぞれの手法を採用・実施する場合には、以上の

特徴を理解した上でその選択及び組合せを適切に行う必要がある。（一般的には、費用便益分

析に基づいてリスクコントロール手法によって対処する規模とその方法が選択され、リスクコ

ントロール手法で対処する規模以上もしくはリスクコントロール手法による方法では経済性
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が担保できない場合には、公平性の観点などからリスクファイナンス手法がとられる場合が多

い。） 

現況の災害リスク

被害削減→小
被害者のみで被害を分担

リスク
コントロール手法

リスク
ファイナンス手法

災害リスク（Risk）
↓

被害大・配分は不均衡

被害の大きさは変わらない・大

被害者以外も含めて被害を分担（分散・均衡）

被害削減→小

被害分担を拡大
（分散・均衡）

 
図-9.5 リスクコントロール手法とリスクファイナンス手法の相違 

※図の円の大きさは、災害による社会全体の富の損失を表す。リスクコントロール手法は、災害の生起確率や被

害額の減少をもたらすものであり、耐震対策や治水施設整備等のハード対策、緊急時における避難・誘導対策

や交通・情報・通信システムの管理・運営技術、復旧マネジメント手法などがある。一方、リスクファイナン

ス手法は、災害により生じた被害を社会全体に分散させる技術であり、保険金の支払いにより被災者とそうで

ない家計の間で富の再配分を行うものである。従って、社会全体で生じた富の総損失が変化するわけではなく、

被害額が他人に移転しただけとなる。両手法を適切に組み合せることにより、被害額を小さくするとともに、

被災者の被害額の負担も分散させることが可能となる。 

 

 

溢水・破堤
氾濫

洪水避難ビル避難

道路・鉄道
盛土

リスクコントロール

外力（Hazard）回避 外力（Hazard）低減

河川堤防

＜個人・企業＞ ＜公共＞

連続盛土構造物
（道路・鉄道

洪水避難ビル
（垂直避難）

内陸へ避難
（水平避難）

B/C＞1

リスク低減・回避

個人・家計レベル 地域社会・地域レベル 国レベル

スーパー堤防 ← 河川堤防

河道

スーパー
堤防

 
図-9.6 リスクコントロール手法における重層的な取り組みのイメージ例 

※図は、リスクコントロール手法における重層的な取り組みイメージを、洪水対策を例に示している。洪水に対

しては、河川堤防やダム等によるハード対策により対応する。しかし、溢水・破堤氾濫した場合への備えとし

て、道路連続盛土構造物により局所的に外力を低減させることや、洪水避難ビルによる垂直避難、高台への水

平避難など、国や地域、個人レベルで実施可能な重層的な取り組みで対応する。 
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(4) 多目的・多機能な防災の展開 

防災対策を実施・展開する際には、災害が非日常的な事態であり、災害が無い場合にはその

存在そのものが忘れ去られる危険性があるということを認識し、その存在が日常的に確認でき

るように多目的・多機能な工夫すると共に、防災に特化するだけでなく、日常の使い勝手に工

夫・配慮を行う必要がある。 
学校や病院等の日常的に使用される公共・公益的な場所は、地域のランドマーク的な存在で

もあるとともに、地域社会の誰でもが学校へアクセスする道や経路を知っているなど防災時の

拠点として有効に活用できる可能性が高いことから、教育・医療施設としての位置付けだけで

なく、防災上の位置付けを明確にして行く必要があると考えられる。 

 
図-9.7 施設の多目的化（学校におけるサイクロンシェルター・イメージ） 

(5) ロードマップの作成と継続的対策の推進 

レジリエントな社会を構築する防災主流化の取り組みは、前述したように個人・家計レベル、

コミュニティ・レベル、地域レベル、国レベルといった各レベルでの災害に対する適切な備え

を重層的に、また、関連する行政が連携して包括的・総合的に実施されるものであることから、

その効果的な推進や早期効果の発現を図るためには、防災主流化を展開する地域や国の特徴を

反映したロードマップや役割分担の作成を行うことが重要である。 
また、対策の進展と効果を確認すると共に、進展・効果に問題がある場合には、その原因を

突き止め、効果的な推進が図れるように計画や制度の見直しを行うなどのアセスメントが必要

である。 
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10. 防災の主流化におけるコミュニティ・レベルでの取り組みの有効性の検討 

コミュニティの位置付け 

コミュニティの定義を以下に示す。 
 
＜コミュニティの定義＞ 

メンバーが帰属意識や連帯意識を持ち、お互いのニーズの達成のために、責務を果たすこと

のできる忠誠心の存在する組織。行政の最小単位よりも、もっと住民に近いレベルの近隣住民

の地域ユニットで、共助としての機能が発揮できる単位。 

 
コミュニティの定義は、その取り上げるトピックにより、その空間的範囲や利害関係者も異な

ることが多く、多種多様な様相を呈しているが、少なくとも風土や気風、文化を背景とした「地

域性」や「共同性」は、その基本的な構成要件である。 
「地域性」については、従来は属性的な地域を単位とする組織を意味しているが、都市域等を

意識する場合には、地域の中の協働関係と捉えていく必要もある。 
「共同性」については、従来は「帰属することによる結合関係」を意味しており、ルール遵守

を強調することにつながっていたが、価値観が多様化しているような地域の場合には、地域の

人々が共に活動することなどを通じて参加意識を持つことと捉える必要もある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□マッキーバー

地理的空間的広がりを持ち、集団を構成するメンバーによって、自然発生的に生まれる生活
共同体。メンバーは連帯意識・共属意識を持ち、共通の関心や目的が自足的に満たされるこ
ととなる。（地域性、自然発生的、連帯意識・共属意識）

□倉沢教授（放送大学）

コミュニティの定義に共通する要件は、①共同性、②地域性、③つながり性
①「共同性」は｢人間が一緒に住む時、･･･明白に区別される共通の特性を持つ･･･。共同生
活の証であり、共同生活の結果生ずるのである。」とマッキーバーの著書を引用して述べて
いる。
②「地域性」とは、居住する一定の心理的あるいは物理的空間のこと。心理的というのは、
コミュニティとは土地の上の実在的存在ではなく、仮想空間に存在するものであるからであ
る。
③「つながり性」は、お互いが関心を持ち合うことで、つきあい、そして連帯感を持つこと
である。

□封建的社会（伝統的共同体）
　・地域内で全てを充足
　・コミュニティに対する考え方は一様
　・「しきたり」というルールに従って生活せざるを得ない（ルールに従っていれば安定し
た生活が保障される）

□近代社会（多様化社会）
　・多様性（多様な価値観、生き方）の尊重
　・コミュニティに対する考え方も一様でない
　・生活水準の向上、通信手段、交通手段の発達　→　外部との交流が盛ん　→　コミュニ
ティ外への依存度や外部情報への依存度の高まり、インターネットの普及

□社会の変化に伴うコミュニティ意識の変化
　①共同性：「個人の生活を大切にしたいから、他人と付き合う必要はない」といった共同
性の排除
　②地域性：地域を越えた交流が日常的になることで、地域への所属意識が希薄化
　③つながり性：関心のない人とは交流がなくなり、趣味、子育てなど自分の好みや都合に
合わせた形でのつながりというケースの増加

■コミュニティ意識の変化

■コミュニティの概念
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■コミュニティを形成する２つの側面 
コミュニティは、コミュニティが果たすべき「機能」とコミュニティを支える「基盤」の２

つの側面から考察することが必要である。コミュニティの捉え方も自治体と住民によって違

う。自治体はコミュニティの「機能」を重視したアプローチをとるのに対し、住民はコミュ

ニティを「基盤」として認識していることが多く、自治体から見たコミュニティと住民の意

識するコミュニティには、ギャップが存在している。このように、「基盤」と「機能」は、一

方だけを考えるのではなく、全体を捉えることが重要である。 
伝統的な農山漁村は、村落共同体と言われるように｢基盤｣が比較的しっかりしている。特に、

伝統社会が維持してきた基盤というのは、地域の強い共有意識とか帰属意識、地域を守ると

いった無条件の意識に根付いたものである。また、農山漁村のコミュニティは、人間がコン

トロールできない自然と対峙する機会が多くあり、絶えずリスクに遭遇していたので、それ

が人々の結束を固め、意識の共有化が可能であり、強い基盤が生まれる素地となっている。

都市部の人々がコミュニティと呼んでいるものは、農山漁村よりも緩やかなものであり、こ

れがコミュニティを考える上での課題となっている。 
□コミュニティの機能 

コミュニティの機能とは、『地域住民の間で、その地域の課題・問題点が共有され、課題

解決のために行動すること』と定義されている。この機能は、地域住民が生活を営んでいく

上での必要性、ニーズから生み出されるものである。 
これらの機能は例えば日本では、 
①冠婚葬祭、福祉等個人や家族のみでは対応できない事案に対処する相互扶助機能 
②経済活動でカバーしきれない文化や伝統といったソフト面の管理、継承を行う地域文化

維持機能 
③まちづくりや防災等地域全体に関わる事案で地域住民の協力が不可欠な課題の調整を

行う利害調整機能 
等があるとされている。 
上述のような個々の世帯を超えた一人では処理できないものや市場に任せられないよう

な領域の課題を共有し、課題解決のために活動する（いわゆる地域におけるガバナンスを行

う）ことで、地域に対する住民の関心や問題解決能力が高まるとともに、地域のネットワー

クの重層化、地域の経済活性化、地域の魅力や個性の創出といった効果が見込まれる。 
□コミュニティの基盤 

コミュニティの基盤とは、『コミュニティがその機能を維持・促進するための組織・枠組

み・制度・場などの環境』と定義する。 
コミュニティ活動の活性化には、 
①地域の活動に参加する人を増やすこと 
②制度的枠組みを構築すること 
③コミュニティ活動を行う団体や組織がしっかりした財産的基盤を持つこと 
④地域住民や様々な団体の交流・憩いの場を確保すること 

等が必要であると言われている。 
さらに、コミュニティ活動の活性化には、信頼に裏打ちされた社会的つながりや豊かな人

間関係（いわゆるソーシャル・キャピタル）が必要であり、その意義、効果として、｢信頼
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があると自発的な協力が生み出され、自発的な協力がまた信頼を育てる。｣とされている。

このソーシャル・キャピタルの主たる構成要素は、「信頼」、「規範」、「ネットワーク」であ

り、対象範囲における人と人との結び付きのあり方により、「ボンド（結束）型」と「ブリ

ッジ（橋渡し）型」に分類される。ボンド型とは、組織の内部における人と人との同質的な

結び付きで、内部で信頼や協力、結束を生むものである。一方、ブリッジ型は、異なる組織

間における異質な人や組織を結び付けるネットワークであるとされている。 
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防災とコミュニティの関係 

コミュニティ防災の定義を以下に示す。 
＜コミュニティ防災の定義＞ 

緊急対応、事後対応を中心とした、政府のトップダウンによる従来の防災にとどまらず、災

害予防を重点とする流れの中で、地域社会及び政府にとって限られた資源を有効に配分し、よ

り人道的見地や内発的な開発努力の観点から減災及び地域開発の効果を発揮させることを主眼

とする近隣地域社会の共助を中心にコミュニティの災害対応能力の向上を目指した防災アプロ

ーチ 

 
コミュニティは、地域の災害対応能力に密接な関係を持つものである。阪神・淡路大震災では、

被災後、瓦礫の下から市民によって救助された人は約２万７千人、警察・消防・自衛隊によって

救助された人（約 8 千人）の３倍以上であったことなどを見ても、大規模災害において互助・共

助、すなわちコミュニティの担うべき役割が重要であることは明らかである。また、新潟中越地

震や石川県能登半島地震、東日本大震災等、近年の災害においても、被害軽減や応急復旧、復興

まちづくりにコミュニティが大きな役割を果たしている。 
そのようなコミュニティにおいて、「地域性」は根幹であり、防災活動は地域に密着したもの

である。また、平素から空間と時間を共有している地域住民は災害時においても強い共同体とし

て機能することが期待されている。特に、災害発生時には、地域への帰属意識が低い住民におい

ても、近隣住民と空間や時間を共有していることから、リスクに対する運命共同体の一員となる。

運命共同体である以上は、災害時においては、共同で活動することが求められることとなり、コ

ミュニティが頑張らなければならない一つの根拠となる。さらに、近隣の高リスク地域や要援護

者などに対しては、それらの情報等が重要となり、即応性を持った一人一人への細やかな対応は

コミュニティにしかできないことから、防災面におけるコミュニティの役割はますます重要にな

っている。 
このように、リスクに対処していくためには、政府（行政）の役割とともに、地域に根ざした

ところで、その地域の防災上の問題を明らかにし、自ら解決策を考え実行していくことがコミュ

ニティに求められている。すなわち、どの程度の確率でどの程度の危機が起こるのかを常に考え、

コミュニティ自身の防災上のあるべき姿を探求し、小単位で話し合っていくことが処方箋となる

ものと考えられる。 
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防災の主流化におけるコミュニティ防災の適用範囲と有効性 

 

＜目標実現手段＞
あらゆる分野・段階でのリスク削減策の包括的・
総合的・継続的な実施・展開

＜目標実現手段＞
地域の防災上の課題・問題点を明らかにし、防災
上の観点からコミュニティを考えることで解決策
を模索し実行

　物理的には、行政の最小単位よりもさらに住民に近く、お互いが帰属意識
や連帯意識を持ち、お互いのニーズの達成のために責務を果たすことのでき
る忠誠心の存在する範囲といえる。
　ただし、専門性と地域的に広い連携を有するソーシャル・キャピタルにお
けるブリッジ型資本であるNPO等と、現状の地縁等によるコミュニティ形態で
あるボンド型のソーシャル・キャピタルとが問題意識を共有できる分野で連
携・協働を進めることで、コミュニティ活動の範囲は広がるとともに、活動
主体の重層化も可能となる。

□災害対策において、行政機関や警察・消防・自衛隊等の果たす役割は大き
いが、すべての個人に手を差し伸べることは困難である。そのような中、コ
ミュニティ防災は、被災直後における人命救助や避難所の運営、復興といっ
た局面において、人道的見地や内発的な行動の観点から減災及び地域開発の
効果発現に寄与することが可能である。
□地域ベースでの医療や福祉対策として、日頃からコミュニティ内での有機
的なつながりを確保するための様々なサービスに取り組む仕組みを構築し、
地域住民自身によって地域医療・福祉の資源を育むことにより、大震災の折
にコミュニティにおける災害時要援護者の避難や救助に大きな成果を上げる
ことに繋がるものと考えられる。こうした防災対策の枠組みを越えた取組が
コミュニティ防災の一貫として行われることによって、いわゆる耐震・耐
火、防災訓練、備蓄等といった地域のあらゆる防災資源が災害に対する予
防・軽減になるという視点も地域に芽生えさせることとなる。

■防災の主流化におけるコミュニティ防災の適用範囲

■防災の主流化におけるコミュニティ防災の有効性

＜創出するもの＞
災害に強いしなやかな社会

■防災の主流化 ■コミュニティ防災

＜創出するもの＞
自助・共助を中心とした災害対応能力に優れたコ
ミュニティ

＜定義＞
　防災の主流化とは、開発のあらゆる分野（セク
ター）のあらゆる段階（フェーズ）において、
様々な規模の災害を想定したリスク削減策を包括
期・総合的・継続的に実施・展開し、災害に強い
しなやかな（resilient）社会を構築することに
より、災害から命を守り、持続可能な開発、貧困
の削減を目指すものである。

（コミュニティの定義）
　メンバーが帰属意識や連帯意識を持ち、お互い
のニーズの達成のために、責務を果たすことので
きる忠誠心の存在する組織。行政の最小単位より
も、もっと住民に近いレベルの近隣住民の地域ユ
ニットで、共助としての機能が発揮できる単位。
＜定義＞
　緊急対応、事後対応を中心とした、政府のトッ
プダウンによる従来の防災にとどまらず、災害予
防を重点とする流れの中で、地域社会及び政府に
とって限られた資源を有効に配分し、より人道的
見地や内発的な開発努力の観点から減災及び地域
開発の効果を発揮させることを主眼とする近隣地
域社会の共助を中心にコミュニティの災害対応能
力の向上を目指した防災アプローチ

＜目指すところ＞
災害から人命を守り、持続可能な開発、貧困の削
減を実現

＜目指すところ＞
より人道的見地や内発的な開発努力の観点から、
減災及び地域開発の効果を発現
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総合的な防災対策におけるコミュニティ防災の位置付け 

前項でも整理したとおり、防災の主流化にあたっては、様々な規模の災害を想定したリスク削

減策を包括的・総合的・継続的に実施・展開することが求められる。 
しかしながら、開発途上国においては、十分な経済発展の段階に達していないことから、防災

事業は国や地域の優先的な政策課題と位置付けられておらず、後回しになっているか、その重要

性は認識しつつも、十分な防災投資を図ることができていない状況にある。そのため、コミュニ

ティ防災についても中央・地方政府の系統的な政策課題の埒外に置かれるか、災害が発生してか

らの事後対応に終始しがちである。このように開発途上国での中央・地方政府レベルでの防災対

策は、総合的なものはおろか、個別の災害ハザードに限定しても全く不十分であり、質・量とも

に総じて低い整備水準にある。 
このような中、開発途上国、特に多様で重大な災害リスクに直面しているアジア諸国において

は、政府主導のトップダウンアプローチとしてのハード整備や防災管理に関わる組織構築、政策

転換、災害管理経過の立案及び建築基準の施行などに焦点を当てた非構造物対策（ソフト対策）

に加え、ボトムアップアプローチとして住民の主体的な参加を求めるコミュニティ防災による減

災マネジメントの実施が有効であり不可欠であると考える。すなわち、住まい方の工夫や早期警

戒などの事前対策や災害の発生後の適切な対応等の実行により、住民自身や地域で協力して命や

資産を守り、被害を最小限に止めるためのコミュニティマネジメントの実現を可能とする。さら

に、事前対策の準備段階や復興段階におけるコミュニティの直接的かつ積極的な関与を高めるこ

とにより、計画を改善し事業のオーナーシップを強化する効果も期待できる。 
これらのコミュニティ防災を効果的に実施するためには、被災後の救援支援活動だけではなく、

事前の予防や減災にもつながる地域コミュニティレベルの取り組み能力の向上や啓発のための

新しい社会的役割を担いつつある地域の NGO/NPO や大学その他のボランティア組織等の中間

介在者の存在が大きく影響する。さらに、中間介在者がドナー機関、現地地方政府及び住民の間

の橋渡し的役割を担うことにより、見えないギャップを埋め、防災・減災の技術が確実に利用可

能な形で地域住民に届き、コミュニティのものとして活用されることにより、事業の波及効果及

び持続性が担保されることに繋がる。同時に、被災者となりうる地元の住民が当事者・関係者と

して主体的に防災の計画作りや実施に関わっていくことも事業の波及効果及び持続性に深く関

わる要素であると考える。 
最終的には、これらのコミュニティ防災による取り組みと政府主導のハード対策等とが総合的

かつ包括的に実施されることで、大規模災害等に対する防災効果のさらなる発現が期待される。 
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11. コミュティレベルでの具体的な防災事業（アプローチ）の検討 

コミュニティレベルでの効果的な防災事業 

コミュニティレベルで実施することで、地域における減災及び地域開発の効果を発揮させる

ことが実現可能な防災事業について、過去の事例を参考にしながら整理する。 
①コミュニティ参加が未だに一般的でない地域における意識改革事業 
②外助への依存体質から脱却し、現地のリソースの活用を引き出す事業 
③具体的な地域の防災計画を策定するための被害想定のイメージ形成を図る事業 
④復興プロセスにおけるコミュニティの役割を的確に理解させる事業 
⑤一過性ではなく地元に根ざした継続性の重要性を示す事業 
 

 

地すべり災害対策管理計画

アルメニア

マルツ（県相当）、コミュニティ（村相当）

対象災害 地すべり

防災の視点 ・地域の発展には、コミュニティレベルでの防災活動が役立つことの啓発

実施項目

・地すべり対策事業を多目的化し、コミュニティ小規模インフラ整備を通じた対
策を実施
・コミュニティの所得向上にも配慮した計画の策定
・都市開発省、県、村の連合協議会、ドナー、NGOなどからなるアドバイザリー
コミッティを組織し、パイロット活動のステップを共有
・住民を対象とした地すべりに関する講習会の開催
・住民によるワーキングコミッティを組織し、彼らを中心として協議を進め、他の
住民への情報伝達等、住民間の情報共有を実施

プロジェクト
の効果

・当初、コミュニティ防災に懐疑的であった関係者が、地域の発展には自らが
主体的に関わらなければいけないという意識が芽生えた。
・ワーキングコミッティで当番制での道路清掃活動（土砂排除）について組織を
つくり、実行されている。
・地すべり対策工工事に地域の労働力が提供され、今後のメンテナンスにつ
いても同様の動きが見られる。
・住民が地すべりに対する基礎的な知識を得たことで、住民側の役割を理解し
対処行動を行うようになった。
・マルツ（県相当）の議員がコミュニティ（村相当）と対話する姿勢を持つように
なった。

①コミュニティ参加が未だに一般的でない地域における意識改革事業

プロジェクト名称

実施国・機関

実施地域

内容

 
 
 
 
 
 
 
 



11.コミュティレベルでの具体的な防災事業（アプローチ）の検討 

11-2 

 

カトマンズ盆地地震防災対策計画調査パイロットプロジェクト

ネパール

市役所

対象災害 地震

防災の視点
・地域を災害から守るためには、地域の自主的な活動が必要であることの啓
発

実施項目

・担当課長だけではなく、担当課の職員も巻き込んだ会議を実施
・地震のメカニズムや被害想定について理解させるために、市の防災関係者
に図上訓練（DIG）やまち歩きを経験させる場を提供
・市職員が住民を対象としたDIG形式による防災ワークショップを開催し、コミュ
ニティ防災計画を作成
・コミュニティワークショップに必要な経費は市に負担させることで対応

プロジェクト
の効果

・ワークショップ等の必要経費を市の予算に計上するようになった。
・市役所の担当職員が他のパートの職員をファシリテーターとして訓練し、パイ
ロット地域以外にも独自の予算で同様の活動を行った。

マニラ首都圏地震防災対策計画調査パイロットプロジェクト

フィリピン

市役所、防災NGO、コミュニティ

対象災害 地震

防災の視点
・具体的な地域の防災計画を作成するためには地域が自らの災害に対するリ
スクを把握することが必要であることの啓発

実施項目

・災害対応関係者の連携、地震に関する認識の共有のため、それらの関係者
を集めたDIG形式によるワークショップを開催
・コミュニティにおけるリソースパーソン（普及要員）を発掘し、コミュニティワー
クショップの場で、地震防災に関する知識、普及要員としての技術を教育

プロジェクト
の効果

・事業実施後も、継続的にDIGによるワークショップや防災訓練が実施・展開さ
れている。
・災害そのものや被害想定が行えたことで、災害対応に必要な組織改変や資
機材整備、訓練計画等が作成され始めている。
・同様の活動を、リソースパーソンとして登録された人が中心となって他の地域
で実施している。

③具体的な地域の防災計画を策定するための被害想定のイメージ形成を図る事業

プロジェクト名称

実施国・機関

実施地域

内容

実施地域

内容

②外助への依存体質から脱却し、現地のリソースの活用を引き出す事業

プロジェクト名称

実施国・機関
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地方島津波災害緊急復旧・復興支援プロジェクト

モルディブ

コミュニティ

対象災害 津波

防災の視点
・復旧、復興の場面において、コミュニティが果たすべき役割を日常から理解し
ておくことが必要であることの啓発

実施項目
・コミュニティの組織化等による事業実施体制の確立
・コミュニティ参加による瓦礫除去、再生ブロックの製作等
・簡易防災マニュアルの作成や日本の経験の紹介等といった防災教育の実施

プロジェクト
の効果

・将来起こりうる災害に対しての備えの必要性が防災教育を通して理解され、
コミュニティの防災能力が向上した。
・コミュニティ内部での復旧・復興に対する関わりの必要性が理解され、コミュ
ニティ自体にまとまりが見られるようになった。
・瓦礫を再利用した建設用ブロックの作成により、コミュニティの生活環境が復
旧されるとともに、住宅再建・復旧活動に必要な収入が確保された。

スリランカ防災教育

スリランカ

コミュニティ、NGO（YMCA）

対象災害 津波

防災の視点
・地域の文化や慣習を理解した上で、継続的に実施されるような事業であるこ
との重要性の認識

実施項目

・防災知識のインプットを盛り込みながらの住民と一緒になった防災マップ作り
・成果品を与えるのではなく、住民に考えるきっかけや場を提供し、最終的に
は相手の知的財産として残るようなスキームの構築
・教育ではなく「共育（共に育つ）」という概念での事業の実施

プロジェクト
の効果

・早期警報システムが与条件であることを認識させ、避難するタイミングを理解
させ、コミュニティ単位での避難訓練を実施することで的確な避難行動が取れ
るようになった。
・行政レベルでの情報伝達訓練の際に、コミュニティレベルでの避難訓練を同
時に実施するといった取組が各地域で展開されている。

プロジェクト名称

実施国・機関

実施地域

内容

実施国・機関

実施地域

内容

⑤一過性ではなく地元に根ざした継続性の重要性を示す事業

④復興プロセスにおけるコミュニティの役割を的確に理解させる事業

プロジェクト名称

 

 
 
 
 



11.コミュティレベルでの具体的な防災事業（アプローチ）の検討 

11-4 

コミュニティレベルでの防災事業実施上の留意事項の検討 

防災の主流化におけるコミュニティ防災を実施するに当たって、留意する事項について検討す

る。 
 

11.1.1 防災事業の実施体制、枠組みについて 

防災には多様な関係者が関わっており、単一の機関のみを対象とすることは好ましくない。

ただし、対象とするコミュニティを中心として、関係する多様な機関のキャパシティを見極め、

それぞれの組織の能力に応じた体制とすることが肝要である。 
また、学校や女性等、コミュニティ内で日常から息の長い関わり、活動を行っており、今後

も継続されるであろう組織や人を活動の核とすることで、持続性を確保することが可能となる。

さらに、広い地域に活動を拡大普及させるためには、既存の連合組織（赤十字等）を活用する

ことも有効である。 
さらに、コミュニティ防災を実施していくに当たって、コミュニティ内部での意見のとりま

とめやビジョンの提示、関係機関との調整等、様々な役割を担うべきリーダーの存在は大きく

多様であり、ローカルリソースからリーダーとしての適任者を選出し育成を行うことが重要と

なる。 
一方、あるコミュニティといった局所的な成功を他の地域や国全体に普及・展開するための

活動や枠組みは現状においては必ずしも十分ではないと考えられる。 
パイロットプロジェクトの成功を広く普及させるためには、持続・普及枠組みを組織や制度

や政策として、恒常的な枠組みとして位置付けなければならない。防災教育であれば教育カリ

キュラムの中に組み込む、コミュニティレベルでの活動を地方政府の防災計画に位置付けるこ

となどが求められる。コミュニティを支援する部局や人員を関係組織内で明確にし、キャパシ

ティに見合った人材育成を行うことも肝要である。さらに、コミュニティでの成功事例を行政

が吸い上げるためにも、コミュニティと行政機関とのパイプを強化することが必要である。そ

のために、赤十字等の棒足関係の NGO がファシリテーターとなって行政とコミュニティとの

橋渡しを支援することについても検討すべきである。 
 

11.1.2 活動資金の確保 

活動資金については、政府予算や所得向上によるコミュニティ内の余裕資金の確保が必要と

なることも考えられる。コミュニティ防災活動を恒常的に促進させる制度的枠組みを構築でき

る行政機関を積極的に絡ませて、コミュニティ自身とのつながりを強くすることで、当該コミ

ュニティ防災活動からの教訓を制度改善にフィードバックし、予算的基盤を強化することにつ

なげていくことが重要である。 
 

11.1.3 今後の課題 

①所得向上プログラムの防災プロジェクトへの取り込み 
貧困と災害の悪循環については、これまでも指摘されているところであるが、貧困層にとっ

ては防災よりもまず生計の確保が必要であり、守るべき資産ができて初めて防災意識が芽生え

るとも言える。しかしながら、貧困層は災害の多発地域に居住しており、特に災害に対して脆

弱性が高い。これまでは、後追い的な対応となりがちであったこのような地域に対する対応を
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生計向上プログラムとして、如何に防災プロジェクトに取り込むかはコミュニティ防災におけ

る今後の課題である。 
②ソーシャル・キャピタルの観点からの防災活動の検証 
ソーシャル・キャピタルが強ければコミュニティの防災活動が活発化する、もしくはプロジ

ェクトが成功するという仮説があるものの、それらの仮説を検証した事例は少ない。この仮説

が成立するならば、防災能力を高める上でソーシャル・キャピタルが重要な役割を果たすこと

となるため、プロジェクトのデザインの段階において、ソーシャル・キャピタルの把握やソー

シャル・キャピタルを強化する活動を含める必要が生じることとなる。そのためにも、ソーシ

ャル・キャピタルからの防災活動の検証方法について検討することが今後の課題である。 
③コミュニティ防災の知見の蓄積 
これまでのコミュニティ防災の実績を整理するとともに、防災の主流化におけるコミュニテ

ィ防災の事例については、今後とも、状況をモニタリングし、プロジェクトの検証を継続し、

JICA の知見として蓄積していくべきである。 
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12. 「防災の主流化検討会」の意見の反映 

平成 25 年 1月 10 日（木）に開催した第２回検討会における意見の要旨を下記に示す。 

JICA プロジェクト研究「防災の主流化」 
第２回検討委員会 議事要旨 

 
日時：平成 25 年 1 月 9 日（水）14：00～16：00 
場所：JICA 本部６階 役員会議室 
委員出席：西川委員長、井上委員、今村委員、 
澤田委員、ラジブ委員、名執委員、 
松岡委員 

 
１．地球環境部長挨拶 

○今年２月にもう一度委員会を開催しハンドブックを完成させ、５月にジュネーブで開催さ

れるグローバル・プラットフォームの際に提示することを目標としている。 
○防災の主流化ハンドブックを用い、日本の知見を現場に反映させることを意識している。 
○防災主流化に関する議論を詰めていただきたい。 

 
２．討議要旨（委員からの主な意見） 

(1)防災の主流化ハンドブック検討のポイント 
①「１．防災の主流化に取り組む意義」に関する委員からの意見 
■C委員 

○パワーポイント（以下 PP）3 ページの経緯について、防災対策についての歴史的な記述を

行うのであれば、近代的な施設の整備を行い始めた明治時期からの記述を行うことが望ま

しい。また、江戸時代などの近世に構築されたインフラ（遊水地、堤防、防潮堤、霞堤）

を有効に活用していることも追記すべき。 
○PP4 ページの自然条件と社会条件の変化について、自然現象（発生確率も考慮したもの）

と人間社会とについては、リスクとの関係性があるが、脆弱性についてはわかりづらいの

で、この２点で整理した方がシンプルでわかりやすいと考える。 
○社会インフラと同様に、まちづくりの観点からも防災文化について記述した方がよい。 

■D委員 

○資料全体として、国全体にスポットがあたっているように思えるが、個人・世帯レベルで

のレジリエンスについても考慮した記述にすることが望まれる。特に、近年日本で災害に

よる死者が減っているのは、個人レベルも含めたリスクコントロールがなされている結果

であるという内容を拡充した方がよい。 
○資料全体として、リスクコントロールに偏っている。リスクファイナンスなどソフトにつ

いてももう少し拡充した方がよい（例えば、日本型の保険の被害認定型、パラメータ連動

型。建物更生共済。プレミアのコントロールを行っている等）。再保険制度等、日本には先

進的な事例がたくさんある。 
○保険以外にも公助の仕組みがあるので、中越地震時におけるＪＡ共済や阪神大震災以降の
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被災者支援に関する各種の制度等も掲載した方がよい。 
○ハザードの形態も多様であるため、ハザード毎に異なる制度や対策が存在するという記載

をした方がよい。 
■B委員 

○PP2 ページについて、内容が「日本が防災の主流化に取り組む意義」となっていないので、

「意義」として国際社会に訴えるメッセージとして整理した方がよい。その観点から以下

を提案したい。 
○国際社会への貢献、日本が果たすべき責務について記載してはどうか。 
○タイの洪水や東日本大震災で明らかなように、現在は、経済のグローバル化・相互依存化

（Inclusive（包括的な）な経済状況）が進んでおり、一国の被害（インパクト）が一国に

留まらないものとなっている。日本はもちろん、各国が「防災」を行い、被災しても諸外

国に与えるインパクトを少なくすることでよりよい国際社会を作っていくという考え方が

あってもよい。 
○確かに日本は「事前対応」をしており、メッセージ的には非常に良いと思うが、本当は、

今までに経験のない災害が起こる度に、その災害によって得られた教訓をもって、全国的

な点検と対策の改善を行った結果が役に立っているという背景がある。言い換えると、災

害からの教訓を国全体の防災対策へと展開していったということである。アメリカを代表

とする事後対応型では、特に、途上国においては災害のインパクトが大きくなるため、事

前対応が重要というメッセージは必要である。 
■E委員 

○長い防災対策の歴史を記述すると、「レジリエンスな社会にするために 100 年もかかるの

か」といった誤ったメッセージを伝えることにならないか。そのような観点から言うと、

短期的に対応実施すべき事項、中長期的に対応するべき事項などを具体的内容として整理

した方がよい。 
○理解を深めるという観点からは、コスト、活動、結果が整理された実際の具体事例につい

て、記載したほうが良い。 
○防災の主流化は、国レベルで展開される事が多いが、地方レベルにまで浸透はしていない。

日本では地方自治体まで浸透している。国と地方の事例について掲載した方がよい。 
■F委員 

○資料は非常によくまとまっているので、今までの日本の防災に対する取り組みが無謬と読

めてしまうが、災害が起こる度に対応して様々な制度ができたのであって、必ずしも先見

性があったわけではない。 
○北上川などの特定総合開発などのように多目的にして円滑に実施できたものもある。他方、

市街地の耐震耐火促進をやろうとしていたが、定着に非常に時間がかかった。 
○日本では、総合的な取り組みにより人々の富が蓄えられてきたという背景がある。個人の

レベルから防災に対し強化をし、取り組みを加えることにより、防災の主流化の先進国と

いえるようになる。 
■G委員 

○「レジリエンスな世界に向けた国際社会への貢献」が意義に入った方が、より国際的とな

り、メッセージとして良いと思う。 
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○防災対策の歴史的な経緯は、ハードやインフラ、法制度が中心の一覧になっている。日本

の防災におけるコミュニティ組織は、国際的によい事例だと思われているのでコミュニテ

ィ組織の発展過程についても掲載した方がよい。 
○防災に関する地方と国の関係は、UNISDR でも議論しているが、これに関する分析及び経

過は国際的に興味が持たれている。日本の国と地方の関係がどのように構築されてきたか

は国際社会が知りたいところであり、分析を追加するとよい。 
■A委員 

○pp2 ページの防災の主流化に取り組む意義については、「人間の安全保障」や「持続可能な

開発」の観点を追加すべき。 
○途上国は農業が基幹産業であるため、「農業と防災」の関係について記載いただきたい。日

本において、農地の防災を一生懸命やっていたからこそ、地方においての貧困が解消され

たことは紛れもない事実である。現在も農業分野における日本の防災は非常に手厚く、保

険制度も巧みに整備されている。 
■C委員 

○PP16 ページの「防災投資の効果」のグラフは、防災の投資効果が適切に示されておらず、

誤解を招く可能性がある。 
■B委員 

○同じグラフについて、日本はもう防災投資は必要ないという誤解を招く可能性がある。 
■JICA 

○PP17 ページのグラフとセットで説明していく必要がある。 
■A委員 

○防災対策を行うほど被害が減るため、防災予算が削減される。事前の予防投資を継続的に

行わなければならないことを伝えなければいけない。 
 
②「JICA が防災の主流化に取り組む意義」及び「JICA の防災主流化の定義」に関する委員か

らの意見 
■A委員 

○これまで JICA が実施してきた実績を基に展開していくと主張するのか、JICA は、これか

らこのような方針で事業を進めていくといった主張をするのか、JICA のスタンスを JICA
内部で議論しておく必要がある。 

○ポスト HFA やポスト MDGs において、この JICA が作成した防災の主流化ハンドブック

をどのように売り込むか、作戦を立てる必要があると考える。JICA 内部で十分議論を行な

ってもらいたい。 
○他の援助機関も最近防災協力を行っているが、元祖は日本である。 

■D委員 

○バングラディッシュは、自然災害の被害による死者数が急激に減少している傾向にある、

良い事例である。サイクロンシェルターの支援やアールオーシステム（？）などの事例を

使うのもよい。特に、サイクロンシェルターは防災単独で実施したのではなく、教育分野

における防災として学校を活用した結果、成功に結び付いていることが重要である。 
■E委員 
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○防災分野を育てることも重要であり、一方で他のセクターにおける防災の取り込むことを

どのようにバランスさせるかが問題である。 
■A委員 

○防災と銘打っていないものでも、当然のこととして防災を取り入れている事例もあり、他

のセクターの中でも防災を考えてきたともいえる。 
■G委員 

○2010～2011 に実施された、HFA の中間レビューにおいて、JICA で行われたプロジェク

トに関し、５つの優先行動でカテゴリー分けを行い、HFA の実施に対する貢献度合いにつ

いて整理されたレポートを引用されると良いと思う。 
■C委員 

○レジリエンスな社会は、ダメージを減少させ、復旧力を高めるのかというバランスが必要。

経済だけでなく社会活動・文化も重要である。 
■B委員 

○2 つの側面がある。一つは、今まで防災に取り組まなかった国や個人に対し、なぜ取り組

まなくてはいけないかを理解させ、各々のセクターで防災をやるということが重要である

ことを認識させる。もう一つは、短期間で効果を出すために集中的に取り組むことである。

両方を使い分けることが必要である。 
○過去の事例から抽出したものを、ツールボックスとして整理した方が使いやすいと考える。

防災担当者が必ず目を通すなどのチェック体制などは、JICA と相手国が仕事をする上でも

良い仕組みとなる。 
■JICA 

○インド洋津波では、例えばマレ島の復旧に関しては、他島からの住民を移住させるために、

より安全な対策の要請あったようたが、当時の考えでは原形復旧しかできなかった。 
○阪神大震災を契機に、原形復旧から、強靭化を取り入れた復旧へシフトしている。 

■JICA 

○タイの洪水は JICA が主導したのであまり議論にならなかったが、インダス川では、JICA
以外のドナー（世銀や ADB）は、災害防止の認識がなかったため、さらなる安全度の向上

を含んだ復旧に対しては、非常に抵抗があった。元に戻すのが最優先との考えが根強いた

め、ビルドバックベターの考えをさらに広める必要がある。 
■D委員 

○今後の議論として、新しいタイプの保険もあるので、日本としてもやっていることを記載

してはどうか。 
○カリブ海の保険基金や大洋州の保険制度など、日本主導でされている。 
○また、レインフォールをインデックスにした、干ばつ向けの保険などのパイロット的な取

り組みが進んでいる。インデックスをベースとした損害保険が様々に出ている。例えば、

旱魃・寒冷に対し東京マリンがインドで実施している保険、家畜を対象にエリアを限定し

たモンゴルのゾド保険等は先進的なインデックス・インシュランスの事例である。 
■コンサルタント 

○保険とは、損害の分配を変更する手段であり、損害を減らすものではない。この意味で言

えば、レジリエントな社会や家計を構築するためにリスクコントロールによって損害を小
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さくしリスクファイナンスで被害の分配を変更するといったバランスを取ることが重要で

あるとの理解で良いのか？  
■JICA 

○タイの洪水では、洪水保険の掛け金を 5 倍程度にしていれば、企業に対しても洪水に関す

る危険度が認知されたと思われる。 
○リスク・トランスファーという表現は、防災への取り組みを説明する上では使いにくい気

もする。 
■A委員 

○金融を防災にどううまく使うかも重要で、地銀では都市銀行と異なり、地場産業への防災

に対する取組に融資して地元企業をサポートし、結果的に地銀の経営も安定する（例とし

て、滋賀銀行）。 
○また、途上国でも建築基準などはあるが、守られないのが実情である。日本では、住宅金

融公庫で有利な融資を受けるためには建築確認等の審査があったから守られた。 
■JICA 

○ジョグジャカルタでの地震では、設計の審査をすることが住宅再建のための援助をえる条

件としたために、短期間での耐震化が実現されており、主流化の良い事例となるのではな

いか。 
 
(2)「防災投資効果の経済評価モデルの中間報告の説明」に関する委員からの意見 
■D委員 

○面白いモデルだと思う。 
○細部の理解をさせてほしい。モデルの検証状況は、最適化を解いているわけではなく、パ

ラメータを入れて、GDP がどうなるかのパスを見ているというだけか。災害がありなしで

パスがどう変化するか、その際に GDP、ジニ係数をみるということでよいか。 
代表的個人のタイプが国で 1 つを仮定するということで扱っているか。 

■コンサルタント 

○最富裕層から最貧困層までの５階層で最適化モデルを解いている。 
■D委員 

○その場合、どうやって市場均衡を閉じるかという問題がでてくると思う。 
○所得のソースは WH というヒューマンキャピタルから得られる所得とストック変数は、金

融資産と物的資産があり、物的資産のストックに災害ショックを与えているということか。 
■コンサルタント 

○物的被害だけでは大きなショックにならないため、金融資産にも被害を与えている。両方

に被害を与えている。率は変える。最終的には、金融資産は企業の生産資本になるのでそ

ちらが減少する形となる。 
■D委員 

○生産は考えずに、人的資本から得られる所得で基本的に GDP が決まるということか。 
○特に貧困層を対象とする場合には、流動性制約をバインドすることがかなり重要となる。 
○単純に考えて、このタイプのモデルは、CRRA(constant relative risk aversion)の

Stone-Geary 型の効用関数を採用しており単純微分が正となることから、物的貯蓄は正の
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値をとるので、将来所得のバリアンスが大きければ、今日消費を切り詰め、貯蓄を増やす

行動をとる。バリアンスが防災投資で変われば、おのずと消費のレベルが変わる。消費を

切り詰めるために人的資本投資を増やす行動が生まれる。 
■コンサルタント 

○相対的危険回避度で考慮しようと考えている。 
■D委員 

○それは所与のものとして、防災投資により、バリアンスがかわり、今日の消費を切り詰め

る必要がなく、余裕をもって人的資本投資を行えるメカニズムがでてくる。ただし限界条

件でみると、金利でやり取りできると、自由に人的資本の投資を決めるので、防災投資の

如何にかかわらず人的投資は変わらないことになってしまう。流動性制約を通じたチャン

ネルと、物的貯蓄が増えるか、増やさなくてよいかというチャンネルからの決定と、お金

を借りられないので、被害があると、子供を学校にいかすことができず、コストが増える

という流動性制約の２つのチャンネルがある。途上国では貧困層を考えたときに、流動性

制約をバインドして、被害があると、学校に通えなくなる状況を想定するべき。 
■コンサルタント 

○流動性制約を入れて検討する。 
○防災に対する知識がある場合の貯蓄最適化行動とない場合で将来のリスクのヘッジの仕方

で行動が変わることに取り組んでいる。 
■D委員 

○こういうモデルであれば、必ず事前に投資して被害率φが下がれば、よりよいパスとなる。 
○リスク回避度を変えるのは危険かもしれない。 

■コンサルタント 

○国の規模の大きさで GDP に対する影響が違う。 
■JICA 

○スリランカでは弱い層がダメージをうけている。 
○人的な影響が大きい。それをどうモデル化するかは先進国と異なる。 
○所得層別に影響をモデルで考慮するのは難しいのではないか。 

■D委員 

○流動性制約を入れるかどうかが、先進国と途上国の違いになる。 
○最低消費が入っているので、食べるためには何でもするというモデルになっているため、

貧困層の影響を考慮できる。 
■JICA 

○途上国の貧困層を表せるモデルになっていると捉えてよいのか。 
■D委員 

○モデル自体は表せるので、実際のデータで検証できればと思われる。 
■JICA 

○パキスタンでは所得層が低いため、ある意味でレジアンスが高い。そういう状況でどうや

ったら反映できるか。底辺のところは労働力が大きくなる。識字率関係なく、学校に行か

せない方が労働力は増える。ある部分からでないと連関しない。 
■コンサルタント 
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○平均値でしかとらえられないためモデルが合わない。人口の２０％ずつの層別の平均でみ

ている。 
■D委員 

○マイクロデータで、個別の世帯を使ったスタディーにより分析は可能であるが、国全体と

して防災投資により GDP が増えるかは個人の積み上げでは表現できない。 
○両方のいろいろなスタディーの知見を組み合わせるとよい。 

■C委員 

○今回提示されたようなマクロ評価モデルに多いに期待する。モデルには、地域によって、

発生確率と災害規模が異なる。をそれらをインプットして影響を見ることが有用である。 
■E委員 

○ショックとストレスといったコンプレックス・エマージェンシーという言葉がある。 
○近年、複合災害の発生が見受けられるが、それらに対応することは可能か。 

■コンサルタント 

○不可能ではないが、本モデルでは、年単位の計算であり、１年に１回のイベントしか扱え

ない。２年連続は可能だが、被害率を変えるという方法となる。 
○但し、物的・人的の被害率を設定しづらく、災害統計を取っていくことも提案しないと、

推定できないという懸念がある。 
■C委員 

○物理的な被害であれば、フラジリティ曲線によって、災害と被害の関係を想定できるが、

それ以外の被害率の設定が課題である。 
■D委員 

○再保険会社もかなり詳細な情報を持っている可能性がある。 
○複合災害についても注目すべき内容であるアフリカで干ばつが起こると、民族紛争が起き

るという関係を研究した事例がある 
■A委員 

○「干ばつと民族紛争」、「洪水と民族紛争」という構図が多い。コンプレックスイマージェ

ンシーにも今後注目していかないといけない。 
■E委員 

○HFA のコンプレックスイマージェンシーは、２つ３つの別々のイベントを一緒に考えると

いうものがある。 
■D 委員 

○アウトプットイメージの縦軸は GDPや消費水準をさしているのか。 

■コンサルタント 

○縦軸は GDP 等様々である。データをインプットし、例えば、50 年後防災投資の有無で期

待値がどうなっているかについて、モンテカルロ手法を取り入れて推定する。 
○IIASA で世銀のモデルがあるが、線形であり人的投資の影響等は含まれていない。 

■A委員 

○このような防災の経済モデルは今まであったのか。 
■D委員 

○あまりない。 
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○ロバート・バロー（ハーバード大）の論文があり、災害により大きな影響があると示して

いる。災害のリスクプレミアムは、100 年に一回のイベントでも影響あることを示す研究

をしている。 
災害が起こると、20 年後の GDP が高くなるなどの研究はある。 
○メトロジカルな災害だと、ジャグジー効果といって風呂がジャグジーになる話で、単に元

のパスに戻るのか、よりよくなるのかは論争となっている。 
○マキューカーンは低所得な程、死亡者数が多いことを実証している。 

■JICA 

○緒方理事時代にダウンサイドリスクといって、ある一定の層のみが立て続けにリスクを受

け、復帰する余地がないという話があった。紛争と災害は相関があり、被害の影響が大き

い。そのような定性的な分析ができれば。 
■A委員 

○今回の経済評価モデルは世界初になりうるものであり、期待している。 
 
３．今後について 

■A委員 

○ハンドブック本編に関し、アイディア等について委員よりコメントをいただきたい。 
○ＪＩＣＡ内部で、ハンドブックのプレゼン方法を議論してもらいたい。 
○ポスト HFA のアドバイザリーグループのメンバーとして、昨年 12 月に議論したので概要

を紹介する。HFA は良くできているという評価であり、ポスト HFA ではガバナンス、フ

ァイナンシング、DRR(Disaster Risk Reduction)のパフォーマンス・メジャーメント、数

値目標設定は難しいがターゲットをどうするのか、金融セクターの役割、科学の適用など

が議論された。 
○防災に対するドナーの関心が高まっており、ドナー間の競争が起きている。日本の独自性

を出していく必要がある。 
 
■JICA 

○第３回検討委員会は 2 月 27 日。 
○コメント提出のスケジュールは後ほどお伝えする。 
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13. 防災の便益の考え方の検討 

防災投資の効果検証の考え方 

以下の手順で経済評価モデルの検証を行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

図-13.1 パキスタンにおけるモデル検証の手順 

2011 

将来予測（災害をﾓﾝﾃｶﾙﾛｼﾐ
ｭﾚｰｼｮﾝにより想定） GDP 

年 

① 

② 

③ 
 ④ 災害なし 

（UNISDR 予測） 

災害あり 
 

 

防災投資あり 

防災投資なし 

現況再現性の確認 

災害発生（2005 年、2007 年、2010 年） 

2004 将来 
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13.1.1 パキスタン国のデータ設定（社会経済データ） 

1) 人口・ＧＤＰ 

世界銀行のオンラインデータベースの世界開発指標（WDI）から、人口データ及び GDP
データ（実質 GDP）を把握する。 

→ jn 、 0B の設定 

2) 人口増加率 

過去からの人口増加率データをもとに設定する。 
パキスタンの人口増加率は、1975～2003 年平均で 2.9%の増加であり、他の低所得国と比

較して高い水準にある。 
表-8.7 南アジア諸国の主要社会経済指標 

 

出典）国際協力銀行（2007 年 10 月）、「貧困プロファイル」パキスタン・イスラム共和国 

 
→σ：人口増加率を設定 

3) 社会的割引率 

パキスタンの各種 F/S では 12％もしくは 15％が用いられているとのことであり、12％に

て設定する。 
出典：円滑な円借款事業実施による経済的便益に係る調査,平成 24 年 3 月,JICA 

4) 利子率 

利子率は、金利を目安に社会的割引率が設定されていることから、社会的割引率と同様に

12％で設定する。 

5) 減価償却率 

パキスタンの税制では、資産の償却率は以下で設定されていることから、機械装置、器具

備品の償却率を参考に 20％で設定する。 
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出典：バングラデシュ・パキスタン・スリランカの投資・会社法・会計税務・労務, 久野康成 

6) 付加価値に占める人的資本比率 

パキスタンの産業連関表（1955）の粗付加価値部門の内訳データより、人的ストックへの

投資のシェアパラメータαを設定する。賃金（人的資産）が 300,592 ルピー、賃金以外収入

（物的資産）が 512,106 ルピーとなっており、人的資本比率は 37％となる。 
トルコ（2000）30％、タイ（2000）36％と近い値となっている。 
 
→αの設定値として活用。 
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開発途上国の都市化における災害リスクに関する検討 

検証結果は以下の通りであり、UNISDR による推計値とおおむね同様の傾向が見られたこと

から、本モデルを適用することの妥当性が確認された。 
 

○災害ありの状況の比較結果（赤の点線（GDP 実績値）と緑の実線（本モデル予測値）） 
・下図の赤の点線とモデル予測値（緑の実線）は概ね同様の値、傾向であり、災害ありの状

況は概ね再現できている。 
 
○災害なしの状況の比較結果（紫の点線（UNISDR）と赤の実線（本モデル予測値）） 

・オーダーは概ねあっているが、2006 年や、2011 年の値に乖離が見られる。 
 
→災害の影響等のインプットデータに課題あり。但し、概ねの傾向は捉えていることから、

モデルの論理的枠組みは概ね妥当と考えられ、今後もモデルの精度を高めつつ、将来予測

等を実施していく。 
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図-13.2 本モデル予測値と UNISDR予測値の比較結果 
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開発途上国の都市化における防災の主流化投資の必要性・効果に関する検討 

モンテカルロシミュレーションを用いて、パキスタンを対象に災害及び防災投資の有無別によ

る経済成長の変化（GDP）や社会的格差の変化（ジニ係数）を分析する。 
ただし、本シミュレーションにおいては、防災投資により災害被害率が 50%軽減されるもの

と仮定している。 

13.1.2 防災対策と経済成長 

2005 年～2042 年（38 年間）で災害が発生する場合における防災投資の有無による実質 GDP
期待値を比較すると、以下のようになる。 

 「防災投資あり」の GDP の期待値の方が「防災投資なし」の場合よりも 2042 年時点で約

25%高い。（より経済成長している） 

災害の発生により経済成長に大きな損失が生じる。防災投資により災害被害を軽減すること

は、結果として、国力の増大へと寄与すると考えられる。 
また、以下のことが確認できる。 

 「防災投資なし」の方が、モンテカルロシミュレーションによる GDP の将来予測の振れ

幅が大きくなる傾向にある。 
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※IDRR：Investment for Disaster Risk Reduction 

図-13.3 モンテカルロシミュレーションにおける GDPの期待値及び標準偏差 
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※IDRR：Investment for Disaster Risk Reduction 

図-13.4 防災投資ありの場合の経済成長 
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※IDRR：Investment for Disaster Risk Reduction 
図-13.5 防災投資なしの場合の経済成長 
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13.1.3 防災対策と社会格差 

2005 年～2042 年（38 年間）で災害が発生する場合における防災投資の有無によるジニ係数

を比較すると、以下のようになる。 

 「防災投資あり」のジニ係数の期待値の方が「防災投資なし」の場合よりも 2042 年時点

で約 0.5%小さい。（より社会的格差が小さい） 

災害の発生により社会的格差が拡大するが、防災投資により災害被害を緩和し、社会的格差

の拡大を小さくできることを確認できる。結果として、防災投資は貧困の罠の解消へと寄与す

るものと見込まれる。 
また、以下のことが確認できる。 

 「防災投資なし」の方が、モンテカルロシミュレーションにおけるジニ係数の将来予測の

振れ幅が大きくなる傾向にある。 
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※IDRR：Investment for Disaster Risk Reduction 
図-13.6 モンテカルロシミュレーションにおけるジニ係数の期待値及び標準偏差 
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※IDRR：Investment for Disaster Risk Reduction 
図-13.7 防災投資ありの場合の社会的格差の変化 
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※IDRR：Investment for Disaster Risk Reduction 
図-13.8 防災投資なしの場合の社会的格差の変化 
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防災の経済評価モデルの改善に向けて～First Edition の成果と今後の改善の方向性～ 

(1) 構築モデル（First Edition）の成果 

今回構築した経済評価モデル（First Edition）では、パキスタンを対象に適用可能性を検証・

確認した上で、将来予測により、モデルの開発目標である、防災投資によって、災害被害の軽

減により可能となった教育投資が将来的な所得の向上へと繋がり「貧困の罠」からの脱却に貢

献することや、更なる経済成長を見込めることを捉えることができた。 
本モデルの特徴は以下の通りである。 
 

（アウトプット） 

○防災投資による効果をミクロとマクロの視点での効果計測 

○防災投資による国力の維持・推進、持続可能な経済発展を表現（GDP）【マクロ】 

○防災投資による貧困層への影効果を表現（ジニ係数）【ミクロ】 

 

（モデル構造） 

○所得階層毎の教育投資⇒就学率向上⇒所得向上の人的資本形成モデル 

○開発途上国の実態にあった流動性制約を考慮した家計の行動モデル 

○今後の改善、詳細設定が可能な拡張性を有するモデル 

 

（災害被害率） 

○災害特性、所得階層別の影響を考慮するため、所得階層別に人的被害、物的被害、金融被

害、死亡率の４つの要素を考慮できるモデル 

○過去の災害履歴（EM-DAT（CRED）の活用）から防災対策の有無別の被害関数設定 

 

図-13.9 今回構築したモデル（DR2AD Model (First Edition)）の特徴 
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(2) モデルの改善の方向性 

今回構築したモデルについて、今後、国や地域の特性をより的確に表現できるように更にモ

デルを発展させていくことが考えられる。 

1) モデル改善のポイント 

モデルの改善にあたっては、国や地域の特性、災害の特性をより適切に反映できるように、

データの蓄積や、モデル構造を改善していくことが必要と考えられる。 
モデル構造においては、経済成長と関連がある要素を見極めた上で改善を図っていくことが

効果的である。そこで、経済成長と各種要素の関係性を確認するため、JICA 支援国約 100 カ

国を対象に、世界銀行のオンラインデータベースの世界開発指標 (WDI: World Development 
Indicators)を用い、複数の指標の組み合わせ GDP を説明する重回帰モデルの推計を行った。 

推計された有意なモデルは、GDP（1 人あたり GDP）を、災害（干ばつ、洪水、異常気象）

による年平均人口被害率、貧困率、若年層の識字率、初等教育の就学率の指標で説明されるモ

デルであり、経済成長を表現する上で、災害率の考慮や、貧困率や、教育等の人的形成過程が、

重要な要因であることが再確認された。 
そのため、モデルの改善は、特に以下の観点に留意して行うこととする。 
  ○災害率の設定 
  ○貧困や教育による人的形成過程の設定 
  ○国や地域の特性の反映（産業構造、地域間の違い等） 
 

＜重回帰モデルの概要＞ 

○以下の指標の関係を JICA の支援国約 100 カ国を対象に分析。（目的変数と説明変数のデータ
が揃っている 78 カ国が対象） 

※分析に用いるデータは国毎、指標別に 2012 年までのデータベースから最新データ抽出。 
○説明変数は符号条件を全て満たし、95％以上有意であり、モデル全体の精度を示す決定係数

は R2=0.5 と概ね良好なモデルが構築された。 

（推計モデル） 
目的変数：GDP（1 人あたり GDP）  
説明変数：災害（干ばつ、洪水、異常気象）による年平均人口被害率/貧困率/若年層の識字率 

初等教育の就学率 
一人あたりＧＤＰ（＄）＝-346×（災害による年平均被害率）-43.9×（貧困率）+71.2×（識字率） 

+26.8×（初等教育率）-1640（定数項） 

○モデルの感度は以下の通り。 
・災害に対する人口被害率が 1 ポイント下がると一人あたり GDP が 346 ドル増加。 
・貧困割合が 1 ポイント下がると、一人あたり GDP が 44 ドル増加。 
・若年層（15～24 歳）の識字率が 1 ポイント増加すると、一人あたり GDP が 71 ドル増加。 
・初等教育率が 1 ポイント増加すると、一人あたり GDP が 27 ドル増加。 

表 モデルのパラメータ推計結果 

変　数 偏回帰係数 ｔ　値 Ｐ　値 判　定
Droughts, floods, extreme temperatures (% of population, average 1990-2009) -346.1116 -2.3531 0.0213 *
Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population) -43.9406 -2.3888 0.0195 *
Literacy rate, youth total (% of people ages 15-24) 71.2345 3.2227 0.0019 **
School enrollment, preprimary (% gross) 26.8202 2.7197 0.0082 **
定数項 -1639.8460 -0.7628 0.4480  
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2) 災害率の設定 

先の重回帰モデルの分析結果から災害率の変化が GDP を大きく変化させるインパクトを

もっていることが示されたことからも、各種災害率の設定は重要である。 
以下、災害被害率の設定においての改善内容とデータの取得方法について示す。 

災害特性を踏まえた災害被害率の設定（災害統計の整備） 

災害被害率の設定においては、災害種別毎に発生頻度や規模を把握し、経済評価モデル

に反映可能なデータを蓄積することが重要である。 
災害種別に関する既存のデータベースとして EM-DAT（CRED）があるが、公表データ

では災害種別の被害額、被災人口、死亡者数のみに限られることから、産業別や、家屋等

の資産別の被害額など、災害の特性を踏まえたデータの把握は困難な状況にある。 
そこで、災害データを蓄積し、以下の各種設定を行うことが考えられる。 

○災害特性を踏まえた災害率の設定（災害タイプに応じた影響、復旧期間等） 
○防災対策有りの災害率の設定（対策なしと比べてどの程度被害率が軽減されるか） 
○産業別の被害率の設定（１次、2 次、3 次で被害の影響は異なるか） 

なお、データの取得方法としては、国際機関等への働きかけ等を行い、国際的な災害統

計として世界共通のデータとして整備していくことが考えられる。 

所得階層別の災害被害率の設定（個別調査による対応） 

今回のパキスタンを対象としたケーススタディでは、所得階層別の災害被害率に関する

データが得られない等のデータ取得上の制約から、各所得階層において災害被害率を一定

として設定を行った。 
しかしながら、一般的に貧困層ほど災害に対して脆弱であるなど、所得層により被害影

響が異なることが示されていることから、災害の影響を適切に捉えるためには、所得階層

別に異なる災害被害率を設定することが必要である。 
なお、本データは先に挙げた災害統計のように、全ての災害において所得層別の影響を

確認することは作業が膨大であることから、JICA 研究機関等が主体となり個別調査にて所

得階層別の被害状況を確認することが考えられる。 

3) モデル構造の改善 

First Edition ではデータの制約面などから、モデル構造を簡潔に設定した部分もあるが、

モデルの改善を図るため、今後以下の対応を行う。 

産業構造の細分化 

国や地域の特性を的確に反映するためには、経済活動を適切に表すことや、災害による

経済活動への影響を適切に表すことが重要となる。その経済活動の主体となる産業は、国

や地域ごとに特性が異なるため、産業構造を細分化し、産業毎の防災投資効果の経済評価

を行っていくことが更なるモデルの予測精度向上のために必要となる。 
開発途上国の災害は家計行動に大きな影響を与えることから、First Edition では、家計

行動に着目したモデルにより経済成長を表現することに主眼を置いたため、企業は 1 種類

の企業のみでモデル化を行ったが、今後は、開発途上国の国や地域ごとの産業構造の特性

をより的確に反映できるよう、産業構造の細分化（例えば、1 次産業、2 次産業、3 次産業）
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を図ることが考えられる。 

人的資本形成モデルのユニバ－サル化 

先に挙げたとおり、人的資本の形成による貧困からの脱却や、就学率、識字率向上の人

的資本形成に伴う設定は、経済成長のインパクトに大きな影響を与える。 
今回のパキスタンでの検証では、所得階層毎の教育への投資額と就学率の関係性から人

的資本形成過程を表現するモデルを構築した。 
しかしながら、その他の多くの国では、特に所得階層別の人的資本投資額といった部分

でのデータが整備されておらず、現時点では同様のモデル構築は難しい。 
このため、国によらず共通的な指標については、国毎の特性が類似したグループ単位で

の原単位化を図ることや、人的資本形成過程を一般化するなど、人的資本形成モデルのユ

ニバーサル化を行うことが効果的であると考えられる。 

4) アプリケーション化 

開発途上国における防災投資を積極的に推進し、経済発展、貧困の解消につなげる一助とす

る上で本モデルを活用して、様々な主体が容易に防災投資による効果をシミュレートできるこ

とが望ましい。そこで、本モデルのアプリケーションを作成し、インターネット等を通じて配

信など、関係者がモデルを活用できる仕組みを構築することが考えられる。 

 
図-13.10 評価モデル（First Edition）のメニュー画面 
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(3) 評価モデルの進化 

今回構築した評価モデル（First Edition）により、防災投資の効果を経済成長と、貧困層へ

の効果の両面からの評価が可能であり、事前の防災投資の説明を行う上での役割を果たすツー

ルを構築することができた。 
今後は、より災害特性を踏まえつつ地域にあった評価を可能とするためにも、データ設定、

モデル構造、アウトプットに係る要素毎に、先に挙げた改善点への対応を行いながら、随時評

価モデルをステップアップさせていくことが重要である。 
 

時間軸

■データ
設定

■モデル
構造

■アウト
プット

２０１５年
国連防災世界会議

First Edition Second Edition Third Edition ・・・

・EM-DATデータによる被害関数
の設定

・防災投資後の影響は設定値

・動学的確率的マクロ経済モデル
・教育投資による人的資本形成過

程モデルの構築
・１次産業を仮定したモデル
・流動性制約の考慮

◎防災投資による持続可能な経済
発展（GDP）と貧困層への効果
（ジニ係数）を予測

◎防災投資によるMDGs指標等の
評価等も活用可能

・防災投資による効果設定、
災害特性の考慮（災害統計）

・階層別の災害影響の設定
（個別調査）

・人的資本形成過程モデルの
ユニバーサル化

・産業分類（１次、２次、３次）を
考慮したモデル

◎所得 階層別の影響、産業特
性を踏まえた結果予測

2013

防災投資評価
モデルの進化

・地域別の防災投資による効果
設定

・地域別の災害特性の考慮
・地域別に階層別の災害影響

の設定
・地域の災害影響の考慮

・空間的に災害影響が考慮でき
るモデル（国単位の評価から
地域単位への評価へ展開）

◎地域の防災投資による所得
への影響や居住地変化等を
考慮した地域別の経済発展
の違いを予測

 

図-13.11 今後の経済モデルの改善のフロー 
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防災の主流化の検討ツールとしての活用 

本モデルを活用することで、防災投資の有無による GDP 等の経済効果の側面だけでなく、ジニ

係数等の貧困削減への貢献度合把握など、マルチ指標による経済評価が可能になる。そのため、防

災の主流化において防災投資が与える正の影響を幅広い指標で捉えることができる。 
以下、防災の主流化のツールとしての活用例を挙げる。 

 先行的な防災投資の必要性の説明 

 防災投資の意思決定の際の利用 

 災害発生の有無別の国際目標の達成度の評価 

 災害種別に応じた（国の特性に応じた）防災投資効果の説明 

 貧困問題の改善目標の策定 

 安全基盤、活力基盤、快適基盤への防災投資目標の策定 

 持続可能な経済成長の推進目標の策定         etc. 

国際目標の評価の例として、本モデルによる MDGs の達成目標の評価を表-8.8 に示す。本モデル

により、MDGs の８つのゴールの中、ゴール 1・2 の指標をほぼ評価することが可能である。 
 
また、災害による影響を分析する他のモデルとして「IIASA Catsim Model」が挙げられる。こ

こで、本モデルとの比較結果を表-8.9 に示す。「IIASA Catsim Model」との大きな違いとして、 

 「マクロな視点（経済成長）」加えて「ミクロな視点（社会的格差）」の評価が可能 

 統計的に将来を予測するのではなく、家計行動等を考慮した将来予測 

 金融指標に加えて、人的指標も評価可能 

 MDGs 等の国際目標の達成度を評価可能であるとともに拡張性のあるモデル構造 

等が挙げられる。この比較から、今回のモデルは First Edition ではあるが、防災の主流化のツール

として有効性の高いモデルであり、今後の改善により更に発展して行くものと見込まれる。 
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表-8.8 「DR2AD Model」の MDGs の達成目標の評価 

1日1ドル（購買力平価）未満で生活する人口
の割合

所得階層別に世帯人数で除して一人当たりの消費額が算定
できるため、「指標」の将来予測値の算出は、「First
Edition」で可能である。

貧困ギャップ比率
ジニ係数や貧困率を用いることで、「指標」の将来予測値の算
出は、「First Edition」で可能である。

国内消費全体のうち、最も貧しい5分の1の
人口が占める割合

所得階層別の消費額を算出可能であるため、「指標」の将来
予測値の算出は、「First Edition」で可能である。

就業者1人あたりのGDP成長率
GDP成長率を算出可能であるため、「指標」の将来予測値の
算出は、「First Edition」で可能である。

労働年齢人口に占める就業者の割合

人口に関する将来予測が可能であるため、「指標」の将来予
測値の算出は、所得階層別の労働年齢人口における就業
者分布型を設定できれば、「First Edition」で可能であ

る。

1日1ドル（購買力平価）未満で生活する就業
者の割合

個々の消費額を算出可能であるため、「指標」の将来予測値
の算出は、所得最下層における1日1ドル（購買力平価）未
満で生活する就業者の分布型を設定できれば、「First
Edition」で可能である。

総就業者に占める自営業者と家族労働者の
割合

モデルの産業構造を細分化すれば、「指標」の将来予測値
を、今後のモデルの改良で算出できると見込まれる。

カロリー消費が必要最低限のレベル未満の
人口の割合

カロリー消費を金額ベースの消費に変換すれば、「指標」
の将来予測値の算出は、「First Edition」で可能である。

初等教育における純就学率
人的資本（就学率）を考慮できるモデルのため、「指標」の将
来予測値の算出は、「First Edition」で可能である。

15～24歳の男女の識字率

年齢層を考慮することは困難であるが、人的資本（識字率）に
関しては考慮可能であるため、「指標」の将来予測値の算出
は、所得階層別の識字率の分布型を設定できれば、
「First Edition」で可能である。

ゴール 目標とターゲット 指　　標 DR2AD Modelの「指標」との対応性

ゴール2

ゴール1

初等教育の
完全普及の達成

極度の貧困と
飢餓の撲滅

ターゲット2.A

ターゲット1.C

ターゲット1.B

ターゲット1.A

2015年までに、全ての子どもが男女の
区別なく初等教育の全課程を修了でき
るようにする。

2015年までに飢餓に苦しむ人口の割合
を1990年の水準の半数に減少させる。

女性、若者を含む全ての人々に、完全
かつ生産的な雇用、そしてディーセント・
ワークの提供を実現する。

2015年までに1日1ドル未満で生活する
人口の割合を1990年の水準の半数に
減少させる。
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表-8.9 「DR2AD Model」と「IIASA Catsim Model」との比較 

DR2AD Model IIASA Catsim Model

経済モデルの
目的

○マクロな視点
・防災投資による国力の維持・増進、持続可能な経済発展の検討
○ミクロな視点
・防災投資による貧困層への効果の検討

○マクロ的な視点
・リスクファイナンスによる国家財政の経済発展の検討

経済モデルの
構造

・動学的確率的マクロ経済モデル ・統計的手法

主なINPUT

・人的指標（就学率、識字率等）
・物的指標（家財、家屋等）
・金融指標（貯蓄、投資等）
・災害被害率（人的被害、物的被害、金融被害、死亡者数）

・金融指標（貯蓄、投資等）
・災害被害率（金融被害）

主なOUTPUT
・防災投資による経済成長の差異（GDP）
・防災投資による社会的格差の是正（ジニ係数）

・リスクファイナンスによる経済成長の差異（GDP）

経済モデルの
長所

・MDGs等の国際目標の達成度を評価可能（代替案の比較も可能）
・経済成長を教育投資による人的な側面で説明可能
・教育投資による「貧困の罠」からの脱却等の人的側面も評価可能
・目的に合わせてモデル構造を進化させることが可能
　（国や地域数を増やして空間的に扱う等）

・財政ギャップを防止するためのリスクファイナンスの把握が可能
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14. JICA 事業における防災の主流化の検討案 

本プロジェクト研究を通じて、「防災」と「持続的な開発」の関わりについて、「防災投資効果」、

「日本の防災の歩みから得られた教訓」及び「国内外の災害経験や防災の取組から得られた防災

プロジェクトを実施する上での留意点」の観点から検討を行ってきた。その結果、主に以下の 3
点が判明している。 

 
・防災投資の効果： 

経済評価モデル（DR2AD モデル：Disaster Risk Reduction Investments accounts for 
Development）を用いて、パキスタンの経済や災害等の諸データで検証した結果、 防災へ投資

を行った場合の実質 GDP は、防災投資を行わなかった場合に比して高くなる（2042 年時点で

実質 GDP 値が約 25％高い）こと。つまり、防災へ投資を行うことが持続的な開発のみならず貧

困削減にも寄与しうること（図 14-1 および図 14-2）。【第 6.7 および 13 章参照】。 
 

 

図-14.1 防災投資の考え方 

 

図-14.2 防災投資と経済成長（パキスタンを事例に） 
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・日本の経験（開発の諸側面からの断続的な取組みの有効性）： 

日本国内では、かつて（1950 年代）、多くの自然災害に見舞われ、人的被害の他、国家財政や

地方財政にも大きな打撃を受けていた。しかしながら、防災に関わる諸制度や法律の断続的な見

直し、災害対策基本法（1961 年）以降の省庁横断的な防災体制構築、リスクを想定した諸事業（例：

新幹線に導入されている早期地震検知警報システム（ユレダス））の推進等、様々な開発の側面か

ら断続的に防災を進めてきた（図 14-3）。その結果、被害の軽減につながったことにより、こう

した一連の防災への取組みと経済成長カーブが符合、つまり、防災への投資が経済発展を下支え

していたこと【第 2 章参照】。 

 
図-14.3  風水害死者の推移（出典：国土交通省） 

 
・防災を進める上での留意点（３つのアプローチ）： 

東日本大震災を始めとする国内外における様々な災害の経験を踏まえ、防災への取り組みを進

めるにあたっては、防災の戦略に基づき「リスクリテラシーの向上」、「リダンダンシーの確保」

および「カイゼン」の３つのアプローチに留意する必要性があること【第１および８章参照】。 
   
 これらの結果を踏まえ、今後、持続的な開発を実現するためには、開発に防災の視点を組み込

むこと、つまり開発における防災の主流化を進めてゆく必要があると考える。 
 
 
 
 
 
 
 



14.JICA 事業における防災の主流化の検討案 

14-3 
 

JICA における「防災主流化」の定義 

「『開発のあらゆる分野(セクター)』のあらゆる段階（フェーズ）において、様々な規模の災

害を想定したリスク削減を包括的・総合的・継続的に実施・展開し、災害に強いしなやかな

（resilient）社会を構築することにより、災害から命を守り、持続可能な開発、貧困の削減を目

指すもの」とする【第 3 章参照】。 
 
JICA 事業に「防災主流化」を進める上での方策 

具体的な方策については、今後 JICA 内部での積極的な議論が不可欠であるが、検討のための

敲き台として、以下を案として示す。 
 
(1) 上位計画への防災の視点の付与 

先方政府（防災担当官庁だけでなく、財務省や他セクターの省庁）に対して、持続的な開発

を進める上での防災投資の有用性について説明を行い、投資の重要性についての理解を求めて

ゆく。 
その一方で、JICA 事業を進める上での上位計画 CAP(Country Analytical Paper)に防災の

視点を加味する。従来、災害多発国の CAP においては「防災」を重点分野の一つに掲げ、防

災事業の必要性や具体的な対策について言及していたが、他セクターの項目において、「防災」

についての言及は行われていたとは言い難い。このため今後は、他セクターにおいても「防災」

の視点を組み込んでゆくことにより、災害リスクの包括的な削減とともに、持続可能な開発を

目指す。 
 

(2) 災害リスクを考慮したプロジェクト形成 

これまで主にインフラ分野のプロジェクトを実施する際に、耐震基準や設計施工基準を導入

することによって、構造物の resilience の確保を目指してきた。 
その一方で、災害常襲地域におけるインフラ事業（例：カンボジアの国道一号線の堤防道路）

に防災の視点を組み込むことにより、インフラに防災機能を付加したり、被災地における農村

開発（例：ミャンマーの農地保全プロジェクト 2009-2011）等、開発に防災の視点を付加した

りするなど、対象地域の既往災害や事業の内容に応じて、都度対応を実施してきた。 
今後、このように開発事業における防災の視点の付加を戦略的に進めるために、プロジェク

トの事業フローに災害リスクのアセスメント（DRA: Disaster Risk Assessment）のプロセス

を組み込む（図 14-4）。DRA の結果、事業に伴う災害リスクが確認された場合には、対応策

を検討するなど、事業の resilience 確保や事業に関わるリスクの低減、ひいては持続可能な開

発を目指すべきと考える。 
但し、DRA の導入にあたっては、「どのようにリスク情報を収集するか」、「限られたリスク

情報の中で、どのような手法でリスクの有無や程度を判断するか」、「インフラ別にどのような

対応策がありうるのか」、「DRA のためにどの程度のコストと時間を投入可能か」さらには「対

象事業によって優先順位付けをするのか」等、引き続き検討が必要である。 
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図-14.4 DRAフロー案 

 
(3) プロジェクトレベルでの３つのアプローチの導入 

防災プロジェクトの質を向上させるために、実務者及び相手国 C/P が「リスクリテラシー

の向上」、「リダンダンシーの確保」および「カイゼン」に留意することが有用と考えられる。

但し、具体的に防災プロジェクトのどの段階で、どのように組み込むのか引き続き検討が必要

である。 
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15. 「防災の主流化検討会」の意見の反映 

平成 25 年 2月 27 日（水）に開催した第２回検討会における意見の要旨を下記に示す。 

JICA プロジェクト研究「防災の主流化」 
第３回検討委員会 議事要旨 

 
日時：平成 25 年 2 月 27 日（水）14：00～16：00 
場所：JICA 本部６階 役員会議室 
委員出席：西川委員長、今村委員、ラジブ委員、 

松岡委員、三宅委員 
 
１．JICA 次長挨拶 

防災の主流化の必要性を説明するため、経済評価モデルを構築し、ハンドブックにとりまとめ、5

月の GPDRR にも発信していく予定なので、今回が最終回になるが、委員の皆様のご意見をいた

だきたい。 

 

２．討議要旨（委員からの主な意見） 

（1）防災の主流化ハンドブック 

■E 委員 

・GPDRR2013 など世界へのアピールに関する今後のプロセスにおいて、その前に、世銀の中で説明

できるようにハンドブックの英語版の作成と経済モデルの説明者の派遣をお願いしたい。 

・指標やデータの蓄積に向けて、各国、関係機関の協力・分業体制が必要であるが、どのようにす

るのか。 

・経済評価モデルの結果について、パキスタンの事例の 2042 年のインプットとアウトプットの定量

的な効果について、1 ドルの投資が 7 ドル効果のように、1 ドルでどれくらいになるのか。 

・5 階層の所得階層別の分析により、防災投資の利益を受ける層と再貧層の改善がモデルから良くわ

かるようになっているのか。 

■コンサルタント 

・アプリケーション化を提案している。IIASA のモデルように、利用者がデータを入れて活用でき

るようにしたいと考えており、これにより、必要な統計データの整理なども提案したい。 

・所得階層毎に評価できるようにしたいが、データがないので、現時点（First Edition）では実施で

きていない。今後のデータとモデルの改善をしていく必要があると考えている。 

■JICA 

・英文翻訳は、経済評価モデルを中心に先行して翻訳する、10～20 頁の資料を作成する予定。 

■A 委員 

・このモデルは、防災投資効果を GDP とジニ係数で示せることがセールスポイントである。セール

スポイントを英語要約版（Executive summary）にすべきである。 
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■C 委員 

・図 3ー5、図 3ー7 は良い。JICA のポリシーを強く打ち出すことも良い。図 3ー8 も良い。世界に打

ち出す時に、他機関の防災の主流化の動きを背景としてまとめておくと良い。 

・2007 年に出された資料、防災の主流化に関する 14 のガイダンスノートがあるので、引用した方が

良い。 

・ADB,WB,Dfid など防災の主流化を唱えている機関はあるが、実際に防災の主流化を実施している

のは、Ausaid だけである。 

・ADBI(アジア開発銀行研究所)が、先日ワークショップを開催したが、防災で高名な英国のイアン・

デービス(Ian Davis)先生も参加しており、こうした動きについても背景にいれておくと良い。 

・第 3 章については、もう少しメッセージが残るようなまとめをした方が良い。 

・分厚い内容なので、理解してもらうための読みやすさや図の見せ方が重要なのでレイアウトの工

夫が必要である。 

■B 委員 

・２つある。災害の度に法改正などの見直しを実施してきた日本の良い点が強調されるとよい。 

・道路などの復旧の対応について事例なども含めもう少し充実させた方がよい。 

■D 委員 

・日本の災害制度の改正の歴史について、内閣府で作成された日英表記による日本の防災の法律の

変遷の資料を活用すると良い。 

・次回の世界防災白書に、この経済評価モデルを掲載すべく推しているところである。 

・引き続き 2015 年の世界防災白書への掲載に向けて、モデルの改良を継続願いたい。 

・英語要約版（Executive summary）について、ドラフト段階で、見させて頂ければ、英語での理解

に向けて協力したい。 

■JICA 

・経済評価モデルは、改善に向けて考えて行くこととしている。 

■A 委員 

・３章の３つの円（図 3-3）について、国際的には、Hazard は制御できないという整理をしてきた経

緯49がある。洪水については、降水は制御できなくとも氾濫流はある程度制御できるということで

はあるが、Hazard の使い方については、留意した方が良い。 

・レジリエントが多用されるが、人によって定義が異なる。一つは、被災しても良い、回復力さえ

早ければ良いという考えで、もう一つは防災・減災の考えで被害を少なくして、かつ回復が早い

という考えである。 

■C 委員 

・本来は、後者の通り、守るべきことを行った上で、回復力があるということである。 

■D 委員 

・UNISDR で使う場合も、レジリエントは災害前にリスク軽減などの取り組みを実施し防災能力を

向上した上で、災害への対応、災害からの迅速な復旧・復興を成し遂げる能力を含む、広い文脈

                                                   
49 IDNDR（International Decade for Natural Disaster Reduction ）の時の議論では、Hazard Reduction とい

う名称が当初提案されたが、Hazard は、制御できないとの認識で一致し、Disaster Reduction になった。 
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で使用している50。 

■E 委員 

・GFDRR でも、レジリエントは、はやり言葉になっているが、GFDRR では、リスク・リダクショ

ンと回復の両方を含んでいる。 

■JICA 

・ADB にいた経験から、レジリエントは言葉としては良いが、実態は定義と異なり、避難や早期警

戒などのソフトにシフトしてしまっている。 

・タイの都市部は高い安全度確保すべき区域でハード対策を実施し、農村部はレジリエントな対応

という整理をしている。 

■A 委員 

・英語要約版を作成するときには、「レジリエント」の定義を明確示した上で、使用した方が良い。 

 

３．経済評価モデル 

■E 委員 

・冒頭に質問して回答をもらったので、特段ない。 

■C 委員 

・アウトプットのイメージについて、ポリシー・メーカーに対してどのように説明するか、五ヶ年

計画や国の政策との連携に関係性を持たせられると良い。 

・経済評価モデルのアウトプットと MDGs の指標との関係が整理されていることは良い。 

■D 委員 

・経済評価モデルの今後のパイロット・スタディーの予定はあるのか。 

■JICA 

・現時点で具体的な国はないが、必要なデータが得られる国で検討したい。 

■A 委員 

・経済評価モデルは、試算を実演できるとプレゼンツールとしても有効である。JICA のプロジェク

ト提案における説得材料のツールとして使えるのではないか。JICA の在外事務所の意見を聞いて

次のステップに進められると良い。 

・F 先生に後日、アドバイスを頂いた方がよい。 

・IIASA のモデルや多変量解析結果との比較や経済の専門家の証左を得られると、さらにモデルに

説得力が出てくる。 

・防災の効果を定量的に示せることができると説得力が大幅に増すことになる。 

■JICA 

・防災投資の額は、どのように設定しているのか。 

■コンサルタント 

・現時点は設定していない。今は、被害率で経済成長が遅れるという評価になっている。防災投資

                                                                                                                                                               
50 （参考）Resilience : The ability of system, community or society exposed to hazards to resist, 
absorb, accommodate to and recover from the effects of a hazard in timely and efficient 
manner, including through the prevention and restoration of its essential basic structures and 
functions.(2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction) 
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による効果データが今後あれば、防災投資額の適性を検討するツールに改良していくこともでき

るようになる。被害額がわかれば、B/C 的な評価も可能となる。 

■JICA 

・各国の分類は、既往災害のデータで整理しているので、再現性のある地震については、データセ

ットに入っていれば、反映されているが、入っていなければ、反映されていないと考えてよいか。 

■コンサルタント 

・そうである。 

■C 委員 

・例えばインドでは州政府が防災を行うが、地域の評価はできるのか？  

■コンサルタント 

・現時点ではできないが、今後モデルを改良すれば対応することは可能となる。基本的には、州経

済がクローズドであれば使える。 

■A 委員 

・干ばつのデータは入れたのか。 

■コンサルタント 

・入れている。ただし、干ばつの場合は、被害率の設定が難しい。一年毎に被害率を設定するよう

になっているが、干ばつは複数年にわたるので、他の災害と取り扱いが異なる。 

■A 委員 

・図 3-8 の特性分布図について、ネパール、アフガニスタンなどの分類位置が、ちょっと違うので

はという気がする。 

■コンサルタント 

・データが欠落している国は、その地域の平均値を入れているので、違和感のある分類結果に影響

していると思われる。 

■D 委員 

・災害影響度のグラフは、２つくらいあったと思うので、参考までに共有したい。（会議後、右に関

する参照グラフの提供とともに、C 委員から指摘のあった開発援助機関の援助ポリシーに防災の

主流化がどのように取り上げられているかについて、D 委員より AusAid, USAID, DFID, EU, SIDA

のポリシー・ドキュメントに防災の主流化及び HFA がどのような形で取り上げられているかにつ

いてまとめたメモの提供があった）。 

 

４．JICA における防災投資の主流化への取り組み提案 

■E 委員 

・DRI（Disaster Impact Assessment）について、日本の取組みとして実現化に向けて世界をリードし

てほしい。 

・DRI の検討フローで NO となる国についても、その国なりの対応があると思ので、事業ごとに判

断すべと思われる。修正をした方がよい。 

・是非、日本が防災の主流化をリードしてほしいので、早い段階で決意表明してほしい。 

■A 委員 

・スライド p13 にあるように、教育や保健医療ではまだ事例がない。Safe school, Safe hospital という
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取組をやっているところもある。 

・日本は、無償資金協力の病院等に対しては耐震設計が当たり前にやっているということをアピー

ルする必要がある。 

■JICA 

・先週のインドネシアの会議では、コンフリクト、バイオレンス、disaster がテーマ、3 月 25 日のポ

スト MDGs に繋げて行くもの。 

・経済モデルを 5 月にプレゼンする旨、経済評価の必要性が提言に盛りこまれた。 

・死者や経済損失だけで論じるのではなく、すべての開発プロジェクトで EIA を実施するように防

災の視点から DIA を実施することに対して、新たな視点として賛同を得られた。 

■E 委員 

・先週のインドネシアの会議で JICA が経済モデル作成について表明されたことを好意的に受け止め

る。同様に JICA が世界の防災問題にコミットしてゆく姿勢を続けていただきたい。 

■A 委員 

・防災については、ロビングが強くなかったが、2002 年の「持続可能な開発に関するヨハネスブル

グ宣言」にはロビングして防災を入れることができた。 

・MDGs に防災が入るためにはできるだけ、図や数値を盛り込んだ早く英語のサマリーを作って、

パワーポイントのプレゼン資料でも良いのでロビングに使うとよい。 

・5 月の GPDRR を待つことなく、様々な会議において可能な限り早くロビングできる作戦を考えて

欲しい。 

■外務省 

・MDGs に防災を盛り込む状況は厳しい。 

・例えば、現行の MDGs では、education for all のように分かりやすいキャッチフレーズと分かりや

すい指標があり、採用しやすいということがあった。防災の目標設定を明示しておくことが重要。 

・防災の面でも、メッシュを細かくして見て行く必要がある。死者だけが防災ではないという側面

からのアプローチもある。 

・このハンドブックには、火山が取り上げられていないが、火山被害では死者が出ないものの、日

常生活への影響度、努力は大きい。 

■JICA 

・早く打ち出すことについて、ニューヨークの会議で、山下職員の内容をさらに打ち込む予定。 

■JICA 

・サイクロンシェルターの研究成果のセミナーを予定している。視察もあるので、ご案内する。 

・WDR2014 のテーマもリスクである。Vulnerability の指標化を検討中なので、情報を入手したらシ

ェアする。 

■JICA 

・ADB で災害リスクのランキングをつけている。入手できるデータが限られているので、限界はあ

るが、リバイスをかけている。 
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■JICA 

・今後の進め方について、ハンドブックをブラッシュアップして更新し、もう一度、委員にシェア

させて頂く予定である。 

■A 委員 

・更新版を委員とシェアして、外国向けのハンドブックは、要約版（Executive summary）の作成を

早急に着手する。日本人向けのハンドブックは、これくらい知っておくようにということで、フ

ルバージョンでよいと思う。モデルがお蔵入りしないように活用してほしい。 

■E 委員 

・英語要約版（Executive summary）、経済評価モデルのプレゼン資料の提供を早急にお願いしたい。 

■A 委員 

・3 月以降、国際会議の場面があるので、そこで活用できるようにしてほしい。 

 

以上 
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