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差し迫る災害リスクにどう対処する

1 災書に対する脆弱性

わが国の国土は南北2,000k血 に及び、細長い

形状であり、中央部を急峻な山脈が縦断してい

る。大部分を山地が占め、可住地面積割合は

270/0と ヨーロッパの60～ 80%に 比べるとはるか

に少ない。巌 しい自然的・社会的条件にあつて、

大規模地震の発生が切追 し、水害・土砂災害の

激化が懸念される状況にある。都市部において

は、人口や資産が特に集中していることから、

都市特有の被害の様相を呈 したり、被害規模が

拡大するなどが懸念される。

、1.1 高まる災害発生のリスク

わが国周辺は、地球の表面を覆うプレー トが

4つ重なり合う境界に位置しており、世界のマ

グニチュード6以上の地震の約2割が発生してい

る地震多発地域である。さらに、四方を海に囲

まれ海岸線は長く複雑であるため、津波による

被害も発生 しやすい。特に、南海 トラフでは

100年から150年程度の周期で海溝型の巨大地震

が発生しており、過去の発生周期からみて地震

発生の切迫性が高まっている。また、首都圏に

おいては、1923年 関東大震災のようなマグニ

チユー ド8ク ラスの海溝型地震が200～400年周

期で発生するものと考えられており、それより

短い周期でマグニチュー ド7ク ラスの「首都直

下地震」が発生することが予想されている。

気候面では、年間平均降水量は世界の約2倍

であり、梅雨や台風の時期に降雨が集中する。

河川は急勾配で延長が短く、大雨が降れば山か

ら海へと短時間で流下するため、洪水や土砂災

害が起こりやすい。加えて、多くの都市が洪水

時の河川水位より低い河日の平野部に位置して

日本大学 危機管理学部

教授 木下 誠也

お り、洪水が発生すれば大 きな被害が起 きや

すい。

2013年 9月 に公表されたIPCC(国連「気候変

動に関する政府間パネル」)の第5次評価報告書

第1作業部会報告書 (自然科学根拠)に よると、

「世界平均地上気温が上昇するにつれて、中緯

度の陸域のほとんどと湿潤な熱帯域において、

今世紀末までに極端な降水がより強く、より頻

繁となる可能性が非常に高い」という見解が示

されており、既に我が国でも年平均気温は上昇

を続けている。日本における大雨の発生数が長

期的に増加傾向にあるのは、地球温暖化が影響

している可能性がある。大雨の発生回数は更に

増加するとの予測があり、水害や土砂災害の発

生の危険性が高まっている。

また、国土面積の約51%が豪雪地帝であり、

総人口の約15%が居住している2014年 2月 には、

豪雪地帯とされていない関東甲信地方を中心に

大雪に見舞われ、死傷者が出たほか、交通機関

が麻壕し甲府市等で多くの集落が孤立した。

1.2 社会環境による脆弱性の高まり

わが国では、社会環境の変化も災害リスクを

高める要因となっている。高齢化の進展に伴っ

て近年の災害による犠牲者の多 くが高齢者と

なっている。高齢者は、災害時の避難等に支援

を要することも多く、増加する高齢者の災害対

策は喫緊の課題となっている。また、老人福祉

施設等の災害時要援護者関連施設が水害や土砂

災害などのおそれのある土地に立地することが

あることから、堤防整備などハード面の対策と

ともに、迅速・的確な災害情報の伝達などの警

戒避難体制の整備や災害が発生しやすい土地ヘ
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の立地抑制などを強化する必要がある。

地域の防災力を支えてきた消防回や水防団

についても、回員数の減少や高齢化が進んでお

り、弱外化が懸念されている。その一方で、阪

神・淡路大震災を契機として災害時における被

災者支援活動や平常時の防災活動にボラン

テイアの人々が積極的に参加する状況もみら

れ、地域防災力を支える担い手としての役割が

期待される。

また、建設産業は、地域防災の担い手として、

災害時における重機資材や労務の提供、住宅な

どの補修、仮設住宅の建設などに重要な役割を

果たしているが、バブル崩壊以降の建設市場の

縮小 と入札における過当競争により巌 しい経

営・雇用環境が続き、就業者の減少、高齢化が

進んだ。建設市場の縮小は、1995年度以降十数

年にわたって続いた公共事業予算の削減が影響

し、さらに入札方式における一般競争入札の適

用拡大が過当競争の原因となった。最近はこの

ょうな疲弊要因に歯止めがかかってきたもの

の、建設産業の担い手の確保と技能 ,技術の継

承が大きな課題となっている。地域建設業の疲

弊が地域社会の安全を脅かすことにつながらな

いよう、技術と経営に優れた地域建設企業の自

立的な継続経営を可能とするための環境整備を

進める必要がある。

2 都市の防災

首都圏にも大きな影響を及ぼした東日本大

震災でも露呈したように、電力や公共交通等に

依存する大都市においては、地震等によりその

機能が停止すると、大量の帰宅困難者の発生を

始めとして、パニックをも引き起こしうる。上

下水道などが使用不能になった場合にも、かつ

てとは比較にならない影響を及ぼしうる。こう

した起こりうる最悪の事態を想定したきめ細か

な対応策に地域ぐるみで取り組んでいく必要が

ある。

2.1 都市計画制度の課題

現行の都市計画制度は、必ずしも適切な災害

リスク評価に基づいたものとなっていない。都

市計画法による市街化区域と市街化調整区域の

区域区分にあたって、溢水、湛水、津波、高潮

などのおそれのある土地などは、原則として市

街化調整区域とされているが、実際には、既成

市街地については、災害の発生のおそれのある

土地であっても市街化区域とせざるを得ない状

況である。

建築基準法では、地方公共団体は、条例で津

波、高潮、出水などによる危険の著しい区域を

災害危険区域として指定し、建築制限を行うこ

とができるとされており、1959年伊勢湾台風や

2004年新潟県中越地震、2011年東日本大震災な

どの災害を受けた後に災害危険区域の指定が多

く行われてきた。しかし、このような大きな災

害が起きた後でなければ、財産権との調整の難

しさから地方公共団体は指定を躊躇する傾向が

強く、災害に対して危険な区域であってもなか

なか指定がなされない状況がある。

さまざまな災害リスク情報を把握して、それ

に基づき対策を検討・実施することが重要であ

ることから、1997年 に国土交通省都市局長通達

により、地方公共団体は、防災担当部局をはじ

めとする多様な主体と協働することによって防

災都市づくり計画を策定することとされた。防

災都市づくり計画においては、①様々な災害リ

スク情報の重ね合わせなどにより整理された防

災上の課題、②課題に基づき実施すべき施策な

どを記載することとしている (図 -1)。 防災都

市づくり計画は、地域防災計画に位置づけると

ともにその基本方針などを都市計画マスタープ

ランにも反映するものである。都市計画制度に

防災の観″点を取 り込むこのような施策を一層展

開していくことが求められる。

2.2 液状化対策

わが国で液状化による被害が認知されるよ

うになったのは、1964年新潟地震以降であるc

1995年阪神・淡路大震災や2004年新潟県中越地

震でも液状化被害が起きた。これらの被害は垣

立造成地などで局所的に発生したものだが、こ
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図-1 災害リスク情報の重ね合

国土交通省HP:政策・仕事>都市>都市防災>防災都市づくり

計画策定指針等について,防災都市づくり計

画のモデル計画及び同解説,P18
hitp://www ml忙 gO jp/toshi/toshi」 ObOu」に000007 htmi

れを契機に道路橋示方書や建築基礎構造設計指

針等の技術基準が強化され、それ以降、緊急輸

送道路や大規模建築物などの重要な構造物の設

計において液状化対策が考慮 されるように

なった。2011年東日本大震災では、東京湾岸や

利根川下流域など関東地方を中心に広い範囲で

液状化が発生 し、各地に甚大な被害をもたら

した。

液状化は、埋立地、三角州・海岸低地、後背

湿地、干拓地、砂州・砂礫州、旧河道、旧池沼

などで起きやすく、東日本大震災では埋立てや

盛上で造成した住宅地で被害が多かった。地盤

が人工的に改変された土地、川筋の変動や氾濫

によって改変された土地、風で運ばれた砂が堆

積 している土地のうち、地下水位が浅い場所に

ある土地が液状化しやすい地盤といえる。今後、

首都直下地震や南海 トラフ巨大地震等の大規模

地震の発生が懸念される中、液状化による宅地

の被害を抑制するための対策を講じていく必要

がある。

2.4 住宅・建築物の耐震化

1995年阪神淡路大震災では多大な人命が奪わ

れ、死亡要因の内訳は、地震による揺れ等によ

る直接死が85.6%で あった。検死統計によると

直接死のうち83.30/oが建物倒壊等による死亡で

あった。倒壊した建物の多くは、耐震基準が見

直された1981年 6月 よりも前に建てられたもの

であった。

2016年熊本地震において震度7の揺れが2度観

測された熊本県益城町では、日本建築学会によ

る調査で木造の建物1955棟のうち297棟が倒壊

や崩壊にいたったことが確認されている。1981

年以前の旧耐震基準の木造の建物では、倒壊や

崩壊の割合が30%近 くと特に被害が大きかった

(図 -2)。
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図-2 熊本地震 における建築学会悉皆調査結果によ

る木造の建築時期別被書状況

国土交通省HPキ『道・広報>報道発表資料>熊本地震における

建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書に

ついて :熊本地震における建築物被害の原因

分析を行う委員会 報告書<概要版>
hitpノ /www mi忙 gO.ip/repOrt/p「 ess/housu15_hh 000633 himi

耐震性が不足する建物は自分や家族の生命、

財産に対 して大 きなリスクであるばか りでな

く、地震により建物が倒壊 して道路を基ぎ、救

急・消火活動の大きな障害になり、復旧・復興

の支障にもなる。地震に強い安全なまちづ くり

のためにも、耐震化を一唇推進することが重要

である。

2.5 防災・減災対策としての津波対策

国土交通省は、都市公園事業、街路事業、都

市防災総合推進事業などとして、連華地・避難

路等の公共施設整備や防災まちづ くi)拠点施設

の整備、避難地・避難路周辺のと案者の不燃化、

木造老朽建築物の除却及び住民の再災に対する

意識の向上等を推進 し、■真上を受な市街地に
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おける地区レベルの防災性の向上を図る取組を

支援することとしている。南海 トラフ地震の想

定では津波により死者が約23万人発生する可能

性があると推計されており、避難困難地域の解

消に向けて津波避難困難者対策 (津波避難タ

ワー等の整備)が進められる。また、ハザード

マップ等により地域住民へ危険性を周知するほ

か、地方公共団体により津波避難ビルなどの指

定を進めている (2013年 12月 時点37都道府県で

10,358棟 を指定)。

また、防災・安全交付金により、南海 トラフ

巨大地震の津波により甚大な被害が想定される

地域において、都市計画法に基づく一回地の津

波防災拠点市街地形成施設の枠組みを活用し、

災害時の都市の公共公益機能の維持に向けた拠

点市街地の整備を支援している。

南海 トラフ地震対策特別措置法の特例とし

て、住民の生命等を災害から保護するため、住

民の居住に適当でないと認められる区域内にあ

る住居の集団的移転を促進することを目的とし

て、国土交通省が地方公共団体に対し事業費の

一部補助を行い、防災のための集回移転の促進

を図っている (防災集団移転促進事業)。

差し追る大地震に伴う津波が発生する前に、

対策をいかに進捗 させるかが重要な課題で

ある。

2.6 都市の水害対策

水害の発生は、毎年6月 ～7月 の梅雨のシーズ

ンや8月 ～9月 の台風シーズンに集中しており、

特に近年はゲリラ豪雨 と呼ばれる時間雨量

50mmを 超える豪雨の発生件数が増加傾向にあ

る。都市部においては、ヒートアイランド現象

や異常気象による集中豪雨の激化だけでなく、

都市化の進展により地表がアスファルトなどに

覆われてV｀ ることによる保水・遊水機能の低下、

地下利用を含む土地利用の高度化による被害ポ

テンシャルの増大などにより、水害が頻発して

Vヽ る。

このため、都市の水害対策あるいは浸水対策

として河川や下水道の整備、津波や高潮に対し

て防波堤や防潮堤の整備などを行い、あわせて

ハザー ドマップの作成などによる警戒避難体制

の整備などが求められている。

〔1〕 特定都市河川における流域水害対策

市街化が進み、浸水被害が発生するおそれが

あり、河道等の整備による浸水被害の防止を図

ることが困難な河川を、特定都市河川浸水被害

対策法 (2003年)に より「特定都市河川」とし

て指定し、河川管理者、下水道管理者及び地方

公共団体が共同して「流域水害対策計画」の策

定を推進している。また、同法に基づき、河川

管理者による雨水貯留浸透施設の整備のほか、

河川が氾濫した場合や雨水が下水道や河川等に

排水できずにあふれた場合に浸水が想定される

区域の公表、流域内で開発をする際の雨水を貯

める施設の設置の義務付け等により、都市にお

ける浸水被害の軽減を図っている。

〔2〕 下水道整備による都市の浸水対策

市街地などに降った雨水の排除は下水道の

基本的な役割であり、頻発する都市型水害から

国民の生命・財産を守るため、ハード、ソフト

の両面から対策を進める必要がある。

ハード対策としては、雨水を安全に排除する

ための雨水排水管渠や雨水排水ポンプ場、下流

の雨水管渠の排水能力の不足を補うための雨水

貯留施設、地域からの雨水流出を減少させる雨

水浸透施設などの浸水対策施設の整備を進めて

いる。

ソフト対策としては、住民や企業の災害対応

を支援する対策として、降雨情報の提供、浸水

予想区域図の作成・公表、幹線水位情報の提供、

浸水予想区城図の作成・公表などを行っている。

〔3〕 高規格堤防の整備

人口・資産等が高密度に集積する首都圏及び

近畿圏のゼロメートル地帯等の低平地において

は、ひとたび堤防が決壊すると、密集市街を、こ

おいて広範囲に浸水が発生し、浸水継続幸茸ti

長期間にわたるなど壊減的な被害につきt:こ と

それがある。このため、堤防の決壕を三モ百こ

ために、通常の堤防と比較して堤
=「 ==を ==

ヨ 裏 比 雲 =ユ
ニ'こ

~=5



の30倍程度 とする幅の広い高規格堤防の整備

を進めてきた (図 -3)。
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図-3 高規格堤防整備のイメージ

国土交通省 :資料1高規格堤防の事業スキームについて

http://wwvv mlit go jp/river/shinngikal_blog/koukikakuteibou/

dai5ka1/dai5kai_siryoul pdf

2011年 には、「高規格堤防の見直しに関する

検討会Jにおいて高規格堤防の整備区間の見直

しや今後の整備のあり方等にっいて検討を行

い、「人命を守る」ということを最重視 して、

整備区間を約 87欲mであったものを荒川、江戸

川、多摩川、淀川、大和川の5水系5河川におけ

るゼロメー トル地帝等の約120kmに 絞 り込み、

高規格堤防の整備を着実に進めることとした。

河サ|1管理者と沿川の地方公共団体などが将来像

の認識を共有して、両者が連携しながら都市の

安全を確保する手段としての高規格堤防の整備

を共同で着実に進めていくことが求められる。

〔4〕 地下街・地下鉄等の浸水対策

2015年 5月 に水防法が改正され、洪水に係る

浸水想定区域の前提を想定し得る最大規模の降

雨に拡充するとともに、新たに想定し得る最大

規模の内水・高潮に係る浸水想定区域制度が設

けられた。すでに洪水に対する避難確保・浸水

防止計画を作成 している地下衛等についても、

新たに内水・高潮に係る浸水想定区域が指定さ

れ、市町村の地域防災計画に位置付けられた場

合は、洪水に加え、内水・高潮それぞれに対応

した避難確保・浸水防止計画を作成する必要が

ある。

水防法第15条の2に おいて、市町村の地域防

災計画に位置付けられた地下街等の所有者また

は管理者は、地下衛等の利用者の洪水時等の円

滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の

防止を図るために必要な訓練その他の措置に関

する計画を作成することとされている。2013年

6月 の水防法改正で、避難確保に加えて浸水防

止に係る計画も作成することされている。

2015年 7月 には「地下街等に係る避難確保・

浸水防止計画作成の手引き (案)(洪水 。内水・

高潮編)」 が国土交通省により示された。なお、

津波については、津波防災地域づくりに関する

法律 (2011年)に基づいて避難確保計画の作成

が義務付けられており、洪水等よりも先行して

2014年 1月 に「地下街等に係る避難確保計画 (津

波編)作成の手引 (案 )」 が示されていた。

2015年 8月 には国土交通省の地下街・地下鉄

等ワーキンググループが台風等による大規模な

洪水氾濫、高潮浸水、集中豪雨による内水被害

に対する地下空間の課題と対応方針を検討した

結果がとりまとめられた (図 -4)。 今後の実効

性のある取り組みが期待される。

りまとめ 概要

一
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図-4

国土交通省HP:政策・仕事>水管理・国主保全>防災>自 衛水防(企

業防災)>地下空間の浸水対策,地下街・地下

鉄等ワーキンググループ最終とりまとめ (概要)

wwlrv mlit.go jp/river/bousai/rruin/saigai/jouhou/jieisuibou/

bousa卜 gensai‐ suibou01 html

3 災書への億え

近年災害の坂発により防災意識が向上し、災

害に対する事前対策、発災時の対応、事後の復

旧・復果といった各段階におけるさまざまな災

害対策が進めている。行政や企業、住民など、

それぞれの立場で、助成を含むさまざまな待J度

申車車
抑 嬢 擁 嬢
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を活用して事前の対策を十分講じておくととも

。こ、災害発生時にはあらゆる情報収集・発信の

プールを活用し、各団体や個人が適切に行動で

きるようにする必要がある。また、発生後の復

iヨ ・復興についても平時から対策を考えておく

ことが重要である。

〔1〕 事前の防災対策

事前の対策としては、防災インフラの整備が

肝要である。大規模自然災害などに備えて、最

悪の事態を念頭に総合的な対応を講じる必要が

ある。すなわち、いかなる災害が発生しても、

①人命の保護を図ること、②国家及び社会の重

要な機能の維持を図ること、③ 国民の財産や

公共施設に係る被害を最小化すること、④迅速

な復旧・復興を可能にすること を基本としな

ければならない。

このような目標を達成するには、ハード対策

を講じることが基本であるが、情報システムや

避難・警戒の非常時対策などのソフト対策が不

可欠である。限られた予算ですべてのハード対

策を行うことは困難であること、千年に一度と

いう被災頻度に対応することが現実的でないこ

となどのために、ハード面とソフト面の対策を

適切に組み合わせることが重要である。

〔2〕 発災時の対策

災害に対する一次的責任を負うのは市町村

長である。適切な避難勧告などを行い、住民の

迅速・円滑な避難を実現することは、市町村長

の責務であり、対応を誤れば、住民の被害が一

気に拡大しかねない。しかし、市町村長自信が

そのような局面を経験することはあまりなく、

各種災害対応に精通しているわけでもない。市

町村が、災害緊急時、どのような場合に、どの

ような範囲の住民に対して避難勧告などを発令

するべきかなどの具体的な考え方を持っておく

ことが重要である。

内閣府は、市町村向けに「市町村における災

害対応『虎の巻』」(2015年 8月 )や「市町村の

ための水害対応の手引きJ(2018年 6月 改訂)、「避

難勧告等に関するガイ ドライン (2016年 度)」

などさまざまな災害対応マニュアルを用意して

いる。市町村の防災力向上が求められる。

なお、的確な災害応急活動を展開するために

は、情報の収集・伝達を速やかに行うことが必

要である。なかでも、上空からの映像情報は被

害規模および概要を迅速に把握できることか

ら、衛星地球局、高所監視カメラ、ヘリコプター

テレビ電送システム等の画像伝送システムを防

災関係機関が有効に活用できるようにすること

が重要である。市町村をはじめとする行政機関

は広く住民への情報伝達を行うとともに、各住

民がさまざまな情報を活用できるようにするこ

とが重要である。

行政機関だけでなく住民一人一人が災害時

に発生する状況を予め想定し、「いつ」、「誰がJ、

「何をするか」に着目して、防災行動の計画を

立てておくことが重要である。行政による「公

助」だけでなく、地域や身近にいる人どうしが

助け合う「共助」や自分の身は自分で守る「自

助」が、災害による被害を軽減するために大き

な力となる。特に、大きな災害であればあるほ

ど、庁舎が倒壊するなどにより公助の機能が停

止することがあり得るc災害の発生を前提に、

国、地方公共団体、企業、住民等が連携してタ

イムラインを策定することにより、災害時に連

携した対応を行うことが求められる。

〔3〕 復旧・復興等の対策

地方公共団体における復興に関する事前対

策については、その重要性、必要性は広く認識

されているものの、これに着手するには課題も

多く、先進的なところもある一方、多 くは必ず

しも進捗 していない状況である。

地方公共団体において災害時の復旧・復興対

策を円滑・効果的に進めるためには、あらかじ

め、復旧・復興のための「準備計画」を事前に

作成しておくこと、「準備計画」の実践に必要

な体制を構築・維持しておくこと、災害発生後

は計画的復興を適切に実施することが必要と考

えられる。

これらのうち、まず取り組むべき「準信計百_



の策定の普及・啓発が進捗 しない要因としては、

必要性・重要性に対する認識の不足、現行制度

における位置づけが不明権、「準備計画」策走

に関わる知識・体制が不十分などの課題が挙げ

られる。

復興に備えた事前準備は、予防対策・応急対

策と比較 して、その必要性・重要性が認識され

にくい。重要性 。必要性の認識が広まらない背

景には、事前準備を促進するような予算措置の

仕組みが存在 しない、準備を行うことのメリッ

トが評価できないといった要因もあるものと考

えられる。特に、 トップダウンでリーダーシッ

プを発揮すべき首長が、準備の必要性・重要性

を十分に認識することが求められる。
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