平成 27 年度
「災害に強い地域づくり」

地区防災計画づくり資料集（案）
（流山市・地震編）

平成２７年度
国立研究開発法人

防災科学技術研究所

目

次

1 地区防災計画概要

・・・・・・・・・・・・1

2 計画を自由につくる

・・・・・・・・・・・・2

3 自助・共助・公助、地域防災力

・・・・・・・・・・・・3

4 共助とは…命の 72 時間

・・・・・・・・・・・・4

5 地域防災は戦国時代の“戦(いくさ)”と同じ

・・・・・・・・・・・・5

6 地域防災は“酒づくり”と同じ

・・・・・・・・・・・・6

7 地域生活者の視点を取り入れよう（各地の事例から） ・・・・・・・・・・・・7
8 計画作成の流れ

・・・・・・・・・・・・8

9 災害時に支援ができる人の例

・・・・・・・・・・・・9

10 災害時に役立つ食料、資機材等の備蓄品の例

・・・・・・・・・・・・10

11 地域の災害特性を確認

・・・・・・・・・・・・11

12 社会特性から見た災害時の懸念事項

・・・・・・・・・・・・12

13 自然災害の種類と被害の特徴、自然特性

・・・・・・・・・・・・13

14 首都直下地震はどんな地震？

・・・・・・・・・・・・14

15 流山市に被害をもたらす地震はどんな地震？

・・・・・・・・・・・・15

16 震度と揺れの状況

・・・・・・・・・・・・16

17 流山市の液状化・土砂災害（崖地危険度）

・・・・・・・・・・・・17

18 流山市の被害想定の概要

・・・・・・・・・・・・18

00 作成中

・・・・・・・・・・・・00

00 作成中

・・・・・・・・・・・・00

H27「災害に強い地域づくり」
地区防災計画づくりの資料集

１

地区防災計画概要

＜法律としての位置づけ＞
平成 25 年の災害対策基本法改正において、地域コミュニティにおける共助による防災活動
の推進観点から、市町村内一定地区居住者及び事業者（地区居住者等）が行う自発的な防災
活動に関する地区防災計画制度が新たに創設されました。
＜法改正までの流れ＞
我が国の防災計画は、国レベルの総合的かつ長
期的な計画である防災基本計画と、地方レベルの
都道府県及び市町村の地域防災計画があり、それ
ぞれのレベルで防災活動が実施されています（左
図参照）。一方で、東日本大震災において、自助、
共助及び公助がうまくかみあわないと大規模広
域災害後の災害対策がうまく働かないことが強く認識されました。
市町村の行政機能が麻痺するような大規模広域災害が発生した場合には、まずは自分自身
で自分の命や身の安全を守ることが重要であり、その上で地域コミュニティでの相互の助け
合いが重要になってくるのです。その教訓を踏まえて、平成25年の災害対策基本法改正では、
自助及び共助に関する規定がいくつか追加されました。
その際、防災計画体系の中に、地域コミュニティにおける共助の推進のために「地区防災
計画制度」が新たに創設されました（平成26年４月１日施行）。
同制度は、市町村内の一定の地区の居住者及
び事業者（以下、「地区居住者等」といいます。）
が行う自発的な防災活動に関する計画ですが、
市町村地域防災計画の中に同計画が規定される
ことによって、市町村地域防災計画に基づく防
災活動と地区防災計画に基づく防災活動とが連
携して、共助の強化により地区の防災力を向上
させることを目的としています。また、地区居
住者等が市町村防災会議に対して計画に関する
提案（計画提案）を行うことができることにな
っており、市町村防災会議には、それに対する

地区の特性に応じた計画

応諾義務が課せられています（右図参照）。
単に計画の作成だけでなく、日頃から地区居住者等が力を合わせて計画に基づき、訓練や
物資及び資材の備蓄など具体的な防災活動を実践し、定期的に評価や見直しを行いながら計
画運用を継続していくことが求められています。
※両図：「地区防災計画ガイドライン」
（内閣府・平成２６年３月）より
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２

計画を自由につくる

【地区防災計画の主体の考え方～幅広く柔軟に考えられる】
地区防災計画制度ができたこと
により、地域の範囲によって、地
区・町会・商店街などがそれぞれ、
「地区防災計画」を作成し課題に
取り組むことができるようになり
ました（右図参照）
。
取り組み方も、地域の防災活動
の実情に合わせて計画を作成でき
ます。例えば「空き家が多い」
「高
齢者が多い」という課題を抱えて
いる A 地区の場合、はじめは高齢者の課題（要配慮者の避難など）
、その次に空き家の課題（防
火や消火対策など）という風に順番を決めて取り組むことができます。継続して取り組み、
計画を充実したものにしていくことが前提とされているため、柔軟に取り組むことができる
ようになっています。
地区だけでなく、高層マンションの人たちが主体となることや、商店街の人たちが中心に
なって計画を作ることもできます。他に、地区で対応できない課題については、上位の学校
区で対応することを自治体と話し合いながら決めたり、逆に学校区では行き届かない課題に
ついては、地区で対応するなど地域全体の実情に合わせて取り組むことができます（下図参
照）。
また、活動してい
く地区居住者等とし
ては、地域住民、自
主防災組織、企業、
地域の協議会、学校、
病院、社会福祉法人
等多様な人たちが想
定されています。平
常時から行政関係
者、学識経験者のほ
か、消防団、各種地
域団体、ボランティ
ア等との連携・協力が重要です。
つまり、防災に関心を持つ人たちが集まれば、
「地区防災計画」はスタートすることができ
ますし、変化していくことも可能です。

2

H27「災害に強い地域づくり」
地区防災計画づくりの資料集

３

自助・共助・公助、地域防災力
災害への対応は、自助・共助・公助に分けられます。
私たちがこれから作ろうとする「地区防災計画」は、右図の赤

い点線で囲われた共助を中心にした計画です。まず、それぞれの
例をもとに、どういう対応や役割が必要なのかを確認しましょう。

共助

自助
協力
協力

地区防災計画の対象範囲

協力

公助

自助：
「自分の安全は、自分で守る」
＜平

時＞

＜災害時（数分～）＞

・家具に転倒防止金具を取付ける（身の回りの安全点検）
・非常持出品を用意する
・防災マップやハザードマップを見て災害時の被害等を
確認する
・家族で災害時の避難経路、避難先を話し合う
・耐震工事を施す…
など

・テーブルの下などに入り身を守る
・ブレーカーを落とす
・火災があれば消火する
・家族を救出する…
など

共助：
「自分のまちは、自分たちで守る」
＜平

時＞

・避難の経路、避難先を確認する
・要配慮者のいる家を確認しておく
・防災訓練を行う
・防災資機材、備蓄品を準備する…

＜災害時（数分～数日）＞
・近隣の安否確認をする
・消火活動をする
・救命、救助活動をする
・避難所を開設する…

など

など

公助：「公共機関等による災害対策活動で守る」
＜平

時＞

・避難訓練や防災訓練の実施する
・防災マップやハザードマップの作成と周知をする
・危険区域への対策を講じる…

＜災害時（数日～）＞
・救命、救助活動をする
・消火活動をする
・避難所開設～仮設住宅を建設する
など ・補償措置を講じる…

地域防災力…ある一定の地域がもっている防災力のことです。
ある一定の地域には、一般的に、①町内会自治会区域、②小学校区域、③市町村行政区
域が考えられます。また、防災力とは、被害発生を前提としてその拡大防止や抑止を行
う社会的能力である対応力と、その地域が特有にもつ脆弱性を総合的に評価したもので
す。
団員の減少と平均年齢の上昇という課題を抱えつつも、消防団を中核とした地域防災力
の充実化を図るために、平成 25 年 12 月に「消防団を中核とした地域防災力の充実強化
に関する法律」が制定されました。
地域防災力の向上のために、地区居住民等と消防団、各種地域団体（NPO など）
、ボラン
ティアとの連携が求められます。
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４

共助とは…命の 72 時間

【72 時間が救助では重要だと言われる理由】
阪神・淡路大震災をきっかけに「72 時間」がキーワードとして注目されるようになりました。
これは災害発生後 72 時間を境に、建物の下敷きになるなどケガをした人の生存率が大幅に低下
することを指しています。このことから、72 時間以内に地域としてどのように対応するかとい
うことが非常に重要だといわれていま

東日本大震災で自衛隊が人命救助した人の数

（人）

す。

（人）

平成 24 年版の防衛白書には、東日本大

２４時間

震災（平成 23 年３月 11 日発生）で自衛

４８時間

隊が人命救助した 19,000 人余りのうち、

７２時間

地震発生からの救助者数が報告されてい
ます（右図参照）。東日本大震災は阪神大
震災とは異なり、津波による溺死が多い
のですが、このように 72 時間を過ぎると
救助者数が減っているのが分かります。

「平成２４年版

防衛白書」をもとに作成

【地区防災計画との関係】
東日本大震災以後、人びとの意識も変化してきており、平成 25 年 11～12 月に内閣府が実施
した「防災に関する世論調査」では、「公助に重点を置くべき」という回答が平成 14 年比マイ
ナス 16.6 ポイントの 8.3％であったのに対して、
「公助、共助、自助のバランスが取れた対応を
すべき」がプラス 18.9 ポイントの 56.3％と大幅に増えています（下図参照）。
「地区防災計画」は、共助の役割を重視し、地域に住むみなさんが主体となって地域を災害
から守る取組みを進めるために明確化し、作成するものです。

「地区防災計画ガイドライン」
（内閣府・平成２６年３月）より
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５

地域防災は戦国時代の“戦(いくさ)”と同じ
戦国時代は、地方ごとに力を持った大名が現れ、おのれの領地のさらなる拡大を目指し、各

地で戦いを繰り返していました。大名たちはいつなんどき襲来するかもしれぬ敵に備えるため、
城や領地の守りを固め、戦いに勝つために日頃から稽古に励みました。また万が一に備え、兵
士と領民が生き延びられるよう、武器や食糧の備蓄も怠りませんでした。
皆さんが、いま地域で取り組もうとされている地域防災は、まさに戦国時代の「戦」と同じ
です。私たちの暮らしや命、財産を脅かす恐れのある地震や大雨などは、領地、領民を襲う「敵」
と同じです。いつ襲来するかも知れぬ敵の攻撃に備えることが、地域防災であり、それを遂行
する能力が地域防災力です。
地域防災で必要になる活動を、
「地域防災の極意５か条」としてまとめてみました。皆さんの
地域での防災活動にお役立てください。

◆地域防災の極意５か条
その１．おのれの敵を知れ、侮りは禁物
いつ、どんな災害が襲来するかを、過去の被害状況や地域の地形などを手がかりに学
びましょう。
災害ごとの特徴、危険性も把握しておきましょう。

その２．地域の弱点をさがし、対処せよ
住宅に耐震化を施したり、避難路の危険箇所を事前に見つけ、修繕しておきましょう。
避難の際に支援が必要になる要配慮者の情報を入手し、それぞれに必要な対応策を考
えましょう。

その３．訓練なくして命は守れぬ
住民に参加を呼びかけ、消火活動、避難経路の確認、避難所設営の練習などをしまし
ょう。

その４．篭城に備えよ
各自宅や避難所で必要になる食糧・生活用品・工具等を備蓄しておきましょう。

その５．支援者を増やせ
地域を支える新たな人材、リーダーの発掘や育成につとめましょう。今まで参加が少
なかった女性、若者、子供、企業等に応援を依頼していきましょう。
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６

地域防災は“酒づくり”と同じ

「地域防災は“酒づくり”と同じ」とは、地域防災を研究する瀧本浩
一さんの言葉です（『改訂版 地域防災とまちづくり-みんなをその気にさ
せる災害図上訓練-』）。日本酒は米を発酵させてしぼって作りますが、地
域によって環境が異なり、それぞれの土地にしかない「味」が生まれま
す。
地域の防災についても、その地域に合った取り組みや防災計画が必要
です。そのためには、酒づくりのようにステップごとに分けて取り組ん
でいくと、検討しやすく問題もつかみやすいでしょう。以下の４つのステップを基本に考えて
ください。
① 被害を見積もる
国や都道府県、市町村が発行している「ハザードマップ（自然災害の被害予測地図）」などを
もとに、自分たちの地区に起こりうる災害の種類、規模、被害を考えます。災害には巨大地震
のように数百年おきに発生するといわれるものから、数十年に一度の割合で発生するものまで
いろいろあります。過去の災害経験についても調べながら被害を考えることが望ましいです。
＜参照する資料＞
法律（
「災害対策基本法」）にもとづき、都道府県や市町村が、市民の生命・財産を、災

地域防災計画

害から守るための対策を定めた計画です。過去の災害やこれから起こりうる災害の種
類・規模・被害予測値、さらには避難所や災害用備蓄に関する情報などがまとめられて
います。インターネット上でも閲覧できるようになっています。

被害想定

地域の災害による被害を、都道府県や市町村が具体的に数字で表したもので、地域防災
計画に含めて公表している自治体もあります。
災害の危険度を地図上に表したものです。ハザードマップには地震の揺れの大きさや、
水害の浸水、土砂災害の危険地域など災害別になっているものが多いですが、ひとつに

ハザードマップ

まとめられているものもあります。避難所やその他の防災資源や病院などをあわせて表
した「防災マップ」というものもあります。自治体のホームページに公開されている場
合が多いです。

② 問題を見出す
その地域の独自性を「地域特性」といいますが、地域特性は「自然環境」と「社会環境」の
二つに分けて調べます（資料⑩参照）
。調べた後は、実際に地域を歩いて問題点がないかを探し
ます。
・道幅、空き家、危険物、要配慮者、消火栓、公衆電話、公園、学校、病院、福祉施設…
③ 対策を練る
課題が見つかったら、対策を考えます。自治体担当者や防災関連の経験者などにアドバイス
をしてもらいながら、より多くの生活者の視点を取り入れて議論しましょう。
④ 実践で検証する
対策は実践で検証しましょう。良いと思っていた対策に課題が見つかるかもしれません。一
度で完全な計画を目指すのではなく、お酒のように時間をかけて良いものにしていくという方
向性で取り組むことが、長く続ける上での秘訣です。
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７

地域生活者の視点を取り入れよう（各地の事例から）

過去の震災から多くの課題が見えてきました。また一人暮らしや夫婦二人暮らしの世帯が増
えるなど地域社会も変化をしています。それらの変化に対応するために、国は「防災基本計画」
の一部を修正し、地方公共団体がつくる地域防災計画等に、多様な生活者の視点を反映するよ
う促しました。
「地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため，地方防災会
議の委員への任命など，防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者，障害者などの
参画を拡大し，男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある。」（
「防災基本計
画」平成17年一部修正）

国の要望を受けて、各自治体では多様な生活者の視点を反映した地域防災計画等の作成や見
直し、及び防災活動の実施を始めました。
多様な視点として、例えば以下のようなものが上げられます。

●学校・マンション・商店街などの社会的（空間的）に
多様な視点

計画

計画

●男女共同参画の視点、女性の視点
① 横浜市地域防災計画（平成20年修正）
避難所運営や防災教育、女性リーダー育成における男女のニーズの違いに配慮等を新たに追加。
② 埼玉県地域防災計画（平成23年修正）
乳幼児・高齢者等の災害時要配慮者や女性のために必要な物資の一覧、避難所運営組織への
複数の女性の参加を追加。
男女別更衣室・トイレ等の設置や、女性相談員の配置・巡回についての配慮等を追加。
③ 長岡市での子育てサークル・高齢者との協働での防災訓練
平成23年に、平日昼間の地域に乳幼児のいる母親や高齢者が多い時間帯に災害が起こる場合
を想定し、住民参加型でワークショップと防災訓練を実施。避難時の問題点や避難所設営の
課題を、母親、高齢者の視点から見直し、地域防災計画に反映。

●要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児、外国人等）の視点
（※平成25年6月「災害対策基本法」改正により、高齢者・障害者・乳幼児等の特に配慮を要する方（要配慮者）のう
ち、自ら避難することが困難な方は、「避難行動要支援者」と呼ぶようになりました）

浜松市災害時要援護者避難支援計画（平成26年作成）
「災害時要援護者対策ガイドライン」（日本赤十字社、平成18年）を参考に、地域住民の支え
あいで、要援護者に安全に避難をしてもらうため計画を作成。地区防災計画や避難所マニュア
ルづくりに有用な、障害別の要援護者の特徴、災害時に陥りやすい問題、災害時のニーズの記
載あり。

【『もしも』に備えるには、『いつも』の活動から】
地域の多様な生活者の視点を地区防災計画に反映させることは、社会変化に対応していく上
でも、より実践的な防災計画を作る上でも重要になってきています。
まずは、計画を作る前に、自分たちが住んでいる地域にどんな人たちが、どれくらい住んで
おり、その人たちが災害時にどんな問題に陥りやすく、どんな支援が必要になるかを、みなさ
んで一度考えてみることから始めてみませんか？いままで地域活動に積極的に参加してこなか
った女性や若者、高齢者、障害者や外国人の方々に、彼ら彼女らの興味関心が高いといわれる
「祭り」や「防犯活動」などに参加を呼びかけるなどして、多様な生活者の声を聞き、まちづ
くりや地区防災計画に反映させてみましょう。

7

H27「災害に強い地域づくり」
地区防災計画づくりの資料集

８

計画作成の流れ

計画づくりでは赤丸の段階を行います

大きく「発意期」「作成期」「運用期」の３つの段階に分けると、全体がつかみやすいのでは
ないでしょうか。
わたしたちが「計画づくり」の前に行った準備段階は、③④に該当します。これから行う５
回の会合は、赤い点線で囲んだ部分と⑥地区居住者等への説明、⑦の提案書の作成に該当しま
す。
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９

災害時に支援ができる人の例

●「災害対策基本法」などで、災害時に支援の役割が付与されている人材や組織です
区

分

消防署
(消防本部)
消防団

警察署

自衛隊

病院・
医療機関

災害ボラン
ティア

期待される支援内容
市町村単位に設置され、災害時には消火をはじめ、救急や救助、行方不明者の捜索等
を行います。都市の消防本部には、大 規 模 災 害 に 対 応 す る 専 門 の 救 助 隊 ( レ
ス キ ュ ー 隊 )が 設 置 さ れ て い ま す
地域に住んでいる人や働いている人たちによって構成されるボランタリーな消防組織
です。災害時には消火・応急手当・水防活動等にあたります
都道府県単位に設置され、災害時には、被災情報の収集・伝達、避難誘導、救出救助、
緊急交通路の確保（交通規制の実施）、犯罪の予防・取締り等を行います。各都道府
県には災害対策専門部隊（広域緊急援助隊）が設置されています
大規模災害時に被災地の自治体の保有する災害救助の能力では対応できないときに、
自治体からの要請によって派遣されます。人命救助、物資輸送や生活支援、応急復旧
工事などで力を発揮します。
災害時には、地域の病院での医療に加え、避難所等に災害派遣医療チーム（DMAT）等
による医療救護所が設置され、被災者の治療と健康管理を行う場合があります。重症
患者はあらかじめ指定された災害拠点病院に搬送されます。
災害ボランティアの中には、専門的な技術（医療や消防など）を持って被災地以外か
ら支援に来る団体もあり、近年は地域の実情を知る NPO や社会福祉協議会等と連携し
て立ち上げた災害ボランティアセンターを通して、団体の受け入れを行っている自治
体が増えています。

●日頃、地域で活動または働いていて、災害時に支援が期待できる人材や組織です。
区 分
元・医師、元・看護師、
元・薬剤師

コミュニティ FM
ケーブル TV

期待される支援内容
医療従事の経験がある（またはあった）人材は、被災者の救急救命や
健康管理を行う上で、貴重な人材です。
地域に住む要配慮者（高齢者、障害者、介護が必要な人）の実情や具
体的な支援の方法をよく知る(元)介護福祉関係者は、避難誘導から避
難所運営に至るまで、力を発揮することが期待できます。
被災地でのライフラインの復旧には欠かせない人材です。
重機を使っての人命救助、被災した家屋を解体、倒壊したブロック塀
の撤去などに活躍が期待できます。建物の安全性を判断したりする際
にも建築のプロの存在は欠かせません。
事前に災害時の協定を結ぶことで、災害時の食料、水、衣料品などの
支援物資を提供してくれる人材です。帰宅困難者が多く出ることが予
想される地区では欠かせない事業者です。
町内、地区の実情から、住民の生活、困りごとまでよく知る人材です
災害時には、地元密着型の生活情報や、住民の安否情報などの提供が
できる人材です。

アマチュア無線愛好家
通訳ボランティア
観光業者

電話等が絶した際に、情報を伝える手段を持った貴重な人材です
外国人や旅行者が多い地区では、外国語や外国の生活習慣を知る人材
や、帰国等の手続きができる人材は欠かせません

元・介護福祉士、元・介護
ヘルパー、元・ケアマネー
ジャー、民生委員
ガス、水道、電気事業者
建設・土木工事事業者

商店、小売業者
町内会、自治会
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１０

災害時に役立つ食料、資機材等の備蓄品の例
区

分

食料・飲料水

生活必需品

医療衛生関係
情報収集・
伝達用
初期消火用
水防用

救出用
資
機
材

救護用
避難用・
避難所用
給食・
給水用
訓練・
防災訓練用
防犯用
その他

品 名
アルファ化米、レトルトお粥（幼児用、高齢者、障害者用）、補助食料（ビ
スケット、クラッカー等）、乾パン（缶）、保存パン（缶）、粉ミルク（アレ
ルギー対応含む）
、ベビーフード、飲料水（ペットボトル）、配水袋 等
＊食料については、食物アレルギー対応のもの、電気を使わないでも食べ
られるものを備蓄するようしてください。
毛布、布団、アルミシート（簡易毛布）、タオル、肌着セット（性別、季節
別、サイズ別）、洋服上下（性別、季節別、サイズ別）、ラップ、アルミホ
イル、ペーパータオル、ローソク、マッチ、ライター、電池、懐中電灯、
食器セット、間仕切りパーテーション、床マット、簡易エアーマット（ポ
ンプ含む）
、寝袋、等
救急・応急セット、AED、マスク、歯ブラシ、歯みがき粉、生理用品、おし
りふき、トイレットペーパー、紙おむつ（幼児用、高齢者、障害者用）、石
鹸、消毒剤、医療用手袋、噴霧器 等
拡声器、ハンドマイク、携帯用無線機、受令機、携帯用ラジオ、携帯電話
機用充電器、腕章、住宅地図、模造紙、メモ帳、油性マジック、ハサミ、
テープ、付箋、その他筆記用具 等
消火器、街頭用消火器、水バケツ、ヘルメット、砂袋、可搬式動力ポンプ、
可搬式散水装置、簡易防火水槽、ホース、スタンドパイプ、格納器具一式、
防火衣、とび口 等
救命ボート、救命胴衣、防水（雨）シート、雨具、シャベル、スコップ、
ロープ、杭、ツルハシ、かけや、土のう袋、ゴム手袋 等
バール、はしご、脚立、のこぎり、スコップ、なた、（油圧式）ジャッキ、
ペンチ、ハンマー、ロープ、チェーンソー、エンジンカッター、チェーン
ブロック、油圧式救助器具、可搬式ウィンチ、防煙・防塵マスク、防煙・
防塵マスクメガネ、角材、一輪車、鉄パイプ 等
担架、救急セット、テント、毛布、シート、簡易ベッド 等
台車、リヤカー、松葉杖、車椅子、発電機（ガス、ガソリン用）、発電機燃
料、燃料タンク、コードリール、応急工具セット、警報器具、
（携帯用）投
光器、標識版、標旗、ロープ、避難所用看板、ハンドマイク、警笛、強力
ライト、（エアー）テント、簡易トイレ（凝固剤含む）、組立トイレ、マン
ホールトイレ、組立式シャワー、災害用手袋 等
炊飯装置、鍋、
（カセット）コンロ、ガスボンベ、給水タンク、緊急用ろ水
装置、調理器具 等
模擬消火訓練装置、放送機器、訓練用消火器、火災実験装置、煙霧機、組
立式水槽、心肺蘇生訓練用人形、住宅用訓練火災警報器、視聴覚機器 等
ブザー、ホイッスル、（携帯用）投光器、強力ライト 等
簡易資機材倉庫、ビニールシート、除雪機、暖房器具、扇風機 等
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１１

地域の災害特性を確認

分類・入手先

内

容

地区での活用方法

地域防災計画
（市区町村）

「災害対策基本法」に基づいて、地方
公共団体が、地域の実情に即した災害
発生時の応急対策や復旧など災害に
関わる事務・業務について総合的に定
めた防災計画。

地区の災害特性を理解し、地区の強みを活
かした防災計画を地域防災計画に提案（計
画提案）することで、公助と共助の連携に
よるよりよい災害対策を打ち出すことがで
きます。

被害想定
（市区町村）

ある地域で将来どのような災害が発
生する可能性があるのか、またその災
害によってどのような被害がもたら
されるのかを、事前に予測すること。
多くの自治体が様々な災害に関する
被害想定を行っています。

想定をもとに、どの地域でどのくらいの建
物が倒壊・浸水するのか、またどの地域で
停電が発生するのかなど、おおよその見通
しを立て、地区防災計画に反映させること
ができます。

想定される自然災害ごとに被害の拡
大範囲や被害程度、さらには避難経
路、避難場所などの災害関連情報が表
示された地図。

災害ごとのハザードマ
ップを入手し、地区の災
害時の被害の可能性を
確認しておきましょう。

ハザードマップ
（市区町村）

防災マップ
（市区町村）

災害の歴史資
（市区町村、図
書館）

石碑・伝承
（歴史博物館、
公民館、寺社仏
閣など）

次に、「想定外」を想定
して、避難場所までの経
路を２つ以上確保して
おきましょう。
様々な災害（自然災害以外も含む）を
想定して、避難経路や避難場所、防災

大規模災害への対応力を高めるために、地
区の住民と関係者(企業、学校、NPO、福祉

関係の機関等の情報を表した地図。

施設等）と協力して、地区の実情を反映さ
せた地区の防災マップをつくることができ
ます。

自治体や研究者たちが編纂した過去
の大規模自然災害に関する資料や記
録。

災害の記憶を風化させないために、過去の
災害を伝える写真展や専門家を招いて過去
の災害から学ぶ講演会の開催も有効です。
（例：防災科学技術研究所ライブラリー）

●災害の教訓を後世に伝えるために
建てられた石碑の例
昭和 8 年大津浪記念碑文
（岩手県宮古市重茂姉吉地区）

災害の伝承を何度も聞いた住民ほど、聞か
なかった住民に比べ、現実感をもって災害
を認識する傾向があると言われています。
（片田敏孝他、2000 年）

「此処より下に家を建てるな」
●三陸地方の言い伝え(伝承)の例
津波てんでんこ
津波が来たら親兄弟構わず、高台に逃
げろという教えで、これを守った釜石
市では児童・生徒の 99.8%が助かりま

地区に住む災害経験者の体験談を聞く会を
小中学校等で開催したり、災害に関する石
碑をめぐるまち歩きツアーを
地区の行事として開催するこ
とも有効です。

した。（釜石の奇跡）
あ
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１２

社会特性から見た災害時の懸念事項

自然事象が人間・社会に作用すると災害となり被害が発生します。つまり、災害は社会的・
経済的な地域性を反映した発生の仕方をしていきます。
社会特性を理解し、どのような災害が起こりうるのかを考えましょう。

考えられる問題

社会特性
人口・世帯

要支援者世帯

・人口の少ない地域では、災害時の支援者不足に陥ることがある。
・人口の多い地域では、災害時の避難所での生活が困難に陥ることがある
・子どもや高齢者の割合が高い地域では、災害時の要援護者の支援が重要となる。
・昼間の流入人口が多い地域では、大量の土地勘のない帰宅困難者が発生し、避
難所での生活が困難に陥ることがある。
・昼間の流出人口が多い地域では、地域内に高齢の住民しか残らない場合があり、
地域外で共働きの親が帰宅できない場合がある。
・木造の建物が多い、または、密集している地域では、火災による木造住宅の延

建物・施設

焼危険度が高くなる。
・住宅や公共施設（公設避難所など）が老朽化している地域では、建物の倒壊に
よる負傷者の増大や避難所として利用できなくなる恐れがある。
・高層ビルや高層マンションが多い地域では、停電による高層階の住民の避難対
応が難しくなり、とくに、高層階の要援護者の支援が重要となる。
・通信途絶で支援要請の連絡や安否確認等ができない
・ガス設備がプロパンガスの地域では、災害時にも一部利用できるが、都市ガス
を利用している地域では、復旧までの間、ガスが利用できず生活に不便を生じ
ることがある。
・簡易井戸などがある地域では、災害時にも生活用水として利用できるが、上下

ライフライ
ン・まち

水道のみ利用している地域では、復旧までの間、断水により、生活に不便が生
じることがある。
・駅やバスセンターなどの交通拠点がある地域では、大量の地域外の帰宅困難者
が発生し、避難所での生活が困難に陥ることがある。
・観光スポットがある地域では、観光客のような土地勘のない避難者が大量に発
生し、外国人の場合は誘導されずに混乱したり、避難所での生活も困難に陥る
ことがある。
・事業所や工業団地がある地域は、業種によっては有毒物質の漏れが危惧される。
・新興住宅団地が多い地域では、古くから住んでいる地域住民とのコミュニティ
が形成されておらず、地域コミュニティが協力した災害対応が難しい場合があ
る。
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１３

自然災害の種類と被害の特徴、自然特性

●気象災害

天候の動きによる自然災害
種類

起こりうる被害

【大雨】
災害が発生するおそれのある雨のこと。大気が
不安定なときに発生する局地的な大雨「ゲリラ
豪雨」や、同じ場所で積乱雲が次々発生し大雨
をもたらす「集中豪雨」などがあります。
【大雪】
大雪注意報基準以上の雪のことで、降雪量は地
域により異なりますが、数日以上にわたる降雪
により、社会的に大きな影響をもたらすおそれ
のある雪のことを言います。
【強風・竜巻】
風速が 15m 以上の風のことを「強い風」といい
ます。また台風や熱帯性低気圧に伴う強風や積
乱雲の下で上昇気流を伴い発生する猛烈な回
転性の突風のことを「竜巻」といいます。
【雷】
雲と雲、雲と地上との間の放電によって，光と
音を発生する自然現象のこと。夏の雷は、関東
や中部、近畿地方で午後から夕方に発生し、冬
の雷は日本海沿岸で昼夜を問わず発生します。

●地象災害

１時間の雨量が 20～30 ㍉未満で側溝に水で溢
れ、30～50 ㍉で山崩れがけ崩れが起きやすくな
り、50～80 ㍉で都市部では地下室（街）に雨水
が流れ込む場合があります。
国土の 1/3 が豪雪地帯に指定されている日本で
は、建物の崩壊、農林業への被害、道路の通行止
めによる交通障害や集落の孤立、除雪作業や雪崩
に巻き込まれての人身事故などがあります。
台風による強風で看板、標識、樹木の倒壊や建物
の損壊、交通機関の乱れや停電などの被害が発生
する他、強風に伴う高波、高潮により、沿岸部で
は海水の浸水による水害が発生する恐れがあり
ます。
落雷の被害は対象自体（人、電気機器、通信施設
等）に直撃する「直撃雷」と付近周辺に落雷した
際に発生した電圧が誘導電流を起こし、周囲の電
気機器に影響を及ぼす「誘導雷」に分けられます。

地下や地上の動きによる自然災害
種類

起こりうる被害

【地震】
地下の岩盤が周囲から押されることによって
ある面を境としてずれる突発性の現象のこと。
地球を覆うプレートの運動や活断層が活動し
て大きな揺れを引き起こします。
【津波】
海底下の地震で地殻変動が起こり、海水を持ち
上げられることで発生する波のこと。日本近海
だけでなく遠く海外で発生した地震により発
生した津波が日本までくることもあります。
【土砂崩れ等】
大雨や地震に伴う土石流、地滑り、がけ崩れや、
火山の噴火に伴う溶岩流、火砕流、火山泥流に
より引き起こされる災害のこと。ほとんどの都
道府県で毎年発生しています。
【火山現象】
火山噴火により、噴石、火砕流、火山泥流、溶
岩流、火山灰、火山ガス等が発生します。また、
岩石や火山灰が堆積しているところに大雨が
降ると土石流や泥流が発生しやすくなります。

自然特性
考えられる
問題

平 地
・火災延焼
・液状化現象

地震やそれに伴う津波、
火災、土砂崩れ等により、
建物や人への被害、ガス・水道・電気・通信施設・
交通機関等のライフラインへの被害等、人々の生
活に甚大な被害を引き起こす可能性があります。
浸水、家屋の破損・流出、船舶の損傷・衝突など
の被害の他、津波による火災で港湾施設や産業施
設に大きな被害を発生させます。また津波は、河
川を遡上し、上流部にも被害をもたらします。
山がちで傾斜地が多い日本ではどこでも注意が
必要ですが、中山間地や、市街地の急ながけや斜
面、道路や住宅地などの人為的に造られた法面
（のりめん）付近は特に注意が必要です。
噴石の飛散での人や建物の被害、火砕流・泥流に
よる建物、道路、農耕地の破壊や埋没、火山灰・
ガスの飛散による交通機関の麻痺等、火山噴火に
よる被害は広範囲に及びます。

低地・河川沿い
山 地
・洪水
・火山噴火
・液状化現象 ・大雪、土石流
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台 地
・がけ崩れ
・土砂崩れ

海岸沿い
・津波
・高潮
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１４

首都直下地震はどんな地震？

中央防災会議「首都直下型地震の被害想定と対策について（平成２５年１２月）」より

文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会（以下、「地震調査委員会」）は、南関東に
おける M7 程度の過去の地震発生記録や現在解明されている範囲での南関東地域の地殻構造か
ら、2007 年（平成 19 年）～2036 年（平成 48 年）の間に、M7 クラスの地震が首都直下（南関
東）で発生する確率を 70%と想定しています。この評価想定の中では、観測精度が信頼できる
1885 年以降から 2004 年までの 119 年間に発生した地震のうち、震源の深さが 30～80km で、か
つ一定規模以上の被害がみられる南関東で発生した５つの地震（1894 年明治東京地震、1895 年
茨城県南部霞ヶ浦地震、1921 年茨城県南部龍ヶ崎地震、1922 年浦賀水道地震、1987 年千葉県東
方沖地震）の平均発生間隔は 23.8 年としています。
また調査委員会は、相模トラフ沿いで近年発生した M8
クラスの３つ地震（1923 年大正関東地震、1703 年元禄関
東地震、1293 年永仁関東地震）に関しては、発生頻度が
200 年～400 年間隔で、最後に起こった大正関東地震から
既に 90 年が経過していることから、当面このようなタイ
プの地震が発生する可能性は低く、今後 30 年で発生する
確率を 0～2％としています。
このような調査結果を受け国では、切迫性の高い M7 ク
ラスの首都直下地震を防災・減災対策の対象とすることと
し、どこで起こるかわからない地震に備え、全ての地域で
の耐震化等の対策を講じる必要があるとしています。
首都直下の M7 クラスの地震による震度分布を重ねた震度分布図
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平成 26 年版「防災白書」より

H27「災害に強い地域づくり」
地区防災計画づくりの資料集

１５

流山市に被害をもたらす地震はどんな地震？

東京湾北部地震（M7.3）

茨城県南部地震（M7.3）
流山市「地域防災計画」より

「首都直下地震対策専門調査会」
で検討されてい
る首都直下で発生するM7 クラスの地震のうち、
流山市直下の活断層による地震（M7.3）
「首都直下地震モデル検討会」で検討されている
首都直下で発生するM7 クラスの１９の地震のうち、流山市に最も被害をもたらすことが予想さ
れるのは「東京湾北部地震」
「茨城県南部地震」です。東京湾北部地震では震度6 弱となる地域
が、茨城県南部地震では震度5 強となる地域が多いです。なお、震度7 となる地域はいずれの
地震についても存在していません。
市のかなりの範囲で震度6 以上と予測されたそれらの地震を参考に、震源の深さ及び地震規
模も同程度の想定地震をモデルとして採用し、平成18 年度に流山市防災対策調査を実施し、さ
らに、平成23 年度から平成24 年度にはこの２つの想定地震について、平成23 年度の建物、人
口等のデータを用いて流山市にどのような影響を与えるのか再計算を行いました。
流山市直下の活断層は確認されていませんが、しかし、その存在の可能性を否定することは
出来ないため、今後の市の地震防災対策の推進に際して前提とする想定地震として、正確な記
録が残る過去最大規模の活断層地震とされる平成7 年（1995 年）兵庫県南部地震及び中央防災
会議「首都直下地震対策専門調査会」(2004)で設定された立川断層帯による地震と同規模のも
のとして、「流山市直下の活断層によるM7.3 の地震」を仮定し、平成23 年度から平成24 年度
にかけて被害算定を行いました。地域を50m×50mメッシュに区分し、各メッシュごとにその直
下に震源があった場合を仮定して算定した各メッシュにおける最大震度を表しています。
その結果、市内全域が震度６以上、一部の地域は震度７の揺れが発生するとの結果が出てい
ます。ここで注意しておかなければならないのは、この結果をもとに各地域の危険度を判断す
ることは可能になりましたが、流山市の各地域（メッシュの区分）の直下を震源とする地震は
現実的には発生しないこと、そのような想定をしているのではないということです。
市の被害想定（資料18）を参考に、地域の弱い所を探す目安として活用してください。
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１６

震度と揺れの状況

地震による揺れがどのように感じられるか、また現れるかを確認しておきましょう。
自分や家族はもちろん、職場や近所でも以下の点を備えておくとよいでしょう。
・倒れやすい家具や電化製品を固定する
・地震の揺れで開かないよう、食器棚の扉に留め具をつける
・窓や棚などのガラスに、飛散防止のフィルムを貼る
・玄関や廊下に倒れやすいものを置かない
・スリッパや運動靴を寝室に用意する

気象庁「震度と揺れ等の状況（概要）」
（平成２１年３月３１日）より
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１７

流山市の液状化・土砂災害（崖地危険度）

流山市では、地域防災計画および地域危険度マップで、液状化しやすい地域や崖災害の発生
しやすい地域の情報を公表しています。地震災害の際、揺れやすさや家屋の倒壊・焼失ととも
に、液状化や崖災害も想定しながら地域の防災を考えるようにしましょう。

●液状化の状況
流山市直下の活断層による M7.3 の地震を仮定
して、地域を 50m×50m メッシュに区分し、各メ
ッシュごとにその直下に震源があった場合を仮定
して算定した液状化の危険度です。
流山市は、台地の部分が多いため、液状化の発
生する可能性が高い地域は少ないですが、市西部
の江戸川沿いや南西部の低地および小河川沿いな
どの地域で危険度が高くなると算定されていま
す。

●崖・斜面の被害
流山市直下の活断層による M7.3 の地震を仮定
して、地域を 50m×50m メッシュに区分し、各メ
ッシュごとにその直下に震源があった場合を仮定
して判定した崖地の危険度です。
市内の土砂災害危険ヶ所 14 ヶ所のうち、12 ヶ
所において危険性が高いと判定され、2 ヶ所におい
て危険性があると判定されました。
危険とされた地域での避難対策等が重要になり
ます。

「流山市地域防災計画（総則））
」（平成２４年８月）より
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１８

流山市の被害想定の概要

●東京湾北部地震、茨城県南部地震における被害の概要
流山市では編成２０年３月時点の減災目標として、以下のように定めています。
＜減災目標＞
今後 10 年間で、
「東京湾北部地震（M=7.3）」及び「茨城県南部地震（M=7.3）」における揺れ
による死者数を半減

「流山市地域防災計画（総則））
」（平成２４年８月）より
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