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名古屋大学減災連携研究センター

阪本真由美

地区防災計画について

地区防災計画

平成２５年６月 災害対策基本法改正

災害対策基本法（第四十二条の二 ）

地区居住者等は、共同して、市町村防災会
議に対し、市町村地域防災計画に地区防災
計画を定めることを提案することができる。こ
の場合においては、当該提案に係る地区防
災計画の素案を添えなければならない。
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地域の「提案」を地域防災計画に位置付ける

防災計画の体系
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防災基本計画

災害対策基本法

県地域防災計画

市町村地域防災計画

地区防災計画
4

地域防災計画：機能するのか？

大規模災害・行政も被害を受ける
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地震による人的被害

建物倒壊・家具転倒による直後の窒息・圧死

誰が「いのちを守る」のか？

自助

(70%)

共助 (20%)

公助 (10%)

自らの努力：自助
地域の相互支援：共助
行政からの支援：公助

避難所となった学校

神戸市東灘区福池小学校

約2000名が避難

児童３名、保護者１名、教師１名死亡。負傷
者・遺体が次々に運びこまれた。ご遺体１９
体を理科室・普通教室に安置した。 7

兵庫県教育委員会『震災を生きて』より

１月１７日（火）6：55
学校到着、校門はすでに開けられていた。（中
略）校長室の金庫や書棚はすべひっくり返り足
の踏み場もなかった。鍵のかかっていない本
館１階の教室はすでに大勢の人が入り、机・椅
子・学習道具を廊下へ出し、持ってきた布団や
毛布で場所を確保していた。続々と詰めかけ
る人で一杯になり、たちまち１階から４階まで
満室となる。鍵がかかっている特別教室には
ガラスを割って入っていた。
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『震災後の３日間』神戸市立福池小学校 上田美佐子教頭
神戸市『阪神・淡路大震災－神戸市の記録１９９５年－』平成８年より



7：30
けが人が次々と運びこまれる。しかし、保健室
は薬のケースがすべて倒れ、消毒液などの瓶
が割れ、水浸しで使えない状態だった。けが人
の家族や避難者が一緒になって保健室を片付
け病人をベッドに寝かせたり、けがを手当てし
たりしたがたちまちベッドは足りなくなった。

そのうち遺体が運ばれてきた。本校の卒業生
であった。理科室の机上に安置したが、次々に
運ばれる遺体で一杯となったため、生活科の
教室にも配置した。
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1月18日 12：00
水が出ないため学校中のトイレが大便の山と
なり、子どもたちは泣き出した。昨夜のうちに、
学校の庭や校舎の裏に沢山の大便がされて
いた。ここに避難している保護者が中心となっ
て大便を袋に入れ始末することにした。協力
者を募り、２時間かけて取り除き、残っている
プールの水をバケツで組みだし掃除した。
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感染症
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阪神・淡路大震災
災害関連死認定者数587人（1995年11月13日時点） のうち9割
が60歳以上、1か月以内の死亡が67％、4割が呼吸器系疾患で
ある。

上田耕蔵：震災関連死とその対策、小原真理子･酒井明子編著『災害看護』南山堂より

避難所生活による生活機能低下
神戸市 西宮市 宝塚市 芦屋市 伊丹市 計（人）

被災前から何らかの障害
を有するか、リハ医療を
受けるかしており、現在も
リハ治療が必要な人

316 145 122 70 3 656

被災前は健康であった
が、今回傷害を受けたた
めにリハ医療が必要と
なった人

56 40 32 18 0 146

被災前は健康であり、今
回も傷害を受けていない
が、被災に起因する心理
的要因または内科的要
因（感冒等）により、リハ
医療が必要になった人

93 34 53 18 3 201

対象人数 465 219 207 106 6 1003

2004年中越地震・被災者の生活機能評価
被災者(非要介護認定者)1,626名のうち
24.4％の人が「屋外を歩くのが難しくなった」
6.2％の人が「屋内歩行も難しくなった」



避難所は誰が運営するの？
自分たちで避難所運営委員会を作り運営します。

• 情報管理係

• 物資調達係

• 応援救護係

• 安全衛生係

• ボランティア係

• 炊き出し係など

炊き出し、トイレ掃除など
は女性の負担が大きい

地域ぐるみで助かった命を守る
復旧・復興

直接死 災害関連死

東日本大
震災
2011

中越地震
2004

5,502
(85％）

16
(24％）

52
(72％）

940
(15%）

事前対策（ハード/ソフト）

阪神・淡
路大震災
1995

19,748
(85％）

3,089
(15%）

自分自身
（自助）

地域の力
（共助）

誰が「いのちを守る」のか？

自助

(70%)

共助 (20%)

公助 (10%)

自らの努力：自助
地域の相互支援：共助
行政からの支援：公助

共助が機能するように支える
いざというときに行政と地域
が連携できるようにする

東日本大震災：沿岸部行政機関の被害が大きかった
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女川町役場
津波により全壊

南三陸町役場
津波により全壊

宮城県東部合同庁舎
津波により浸水・孤立

亘理町役場
地震により全壊

山元町役場
地震により全壊

気仙沼市役所
庁舎一部浸水



住民の10％以上が避難生活
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6,751

75

6,625

41

786

287

3,561

54

628

2,069

16

13,398

118

3,561

54

被災地にいる膨大な数の被災者を
支援しなければならない

事例 釜石市松倉コミュニティセンター
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・市の指定避難所ではない。

・地震発生直後から多くの人が自主的
にセンターに集まった。食糧を持ち寄り
ガスも知り合いの業者に依頼し早期に
復旧させた。近隣の避難所にも炊き出
しを届けた。
・沿岸部から多数の人が避難。約80名
が避難生活。

・市より、「指定避難所」ではないとい
われ、被災者は、体育館に移動。生活
環境が悪くなった。

地域防災計画は地域目線で作
られているか？

• 避難所
–空間・収容数だけで考えていないか？

–行政職員は果して、被災者より先に避難所を開設でき
るのか？

–被災者は避難所を自由に移動する。そのときの対応
を考えているのか？

–被災地外・市外に避難所が作られたときの避難所開
設は？

19地域が主体的に機能する計画を策定

地区防災計画
地域の豊かさを防災計画に活かす

地域（コミュニティ）とは？

地縁的コミュニティ

• 町内

• マンション

• 学校区

• 連合区
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町

マンション

学区

企業
コミュニティ（広辞苑）

「一定地域に居住し、帰属
感情を持つ人々の集団」

地区防災計画は
どのコミュニティ単位でもＯＫ



強いつながりによる災害対応
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長野県神城断層地震
２０１４年１１月２２日２２：３７
マグニチュード6.7 最大震度6弱
長野県白馬村人口9200人 全壊42棟

白馬村堀之内地区の災害対応

• 堀之内地区（８６世帯２３０人、全壊３３棟）

• 行政区を単位とした活動（区費、共同作業、ゴミ、お
祭りなど）が活発な地域

• 組長（行政区長）－伍長（10世帯）ー補佐（２名）

• 災害が発生すると、伍長が地域の安否を確認して組
長に伝える

• 伍長からの連絡を受けた地元建設業組合が、重機
を使い瓦礫をどけ、消防団・住民が連携して被災者
を救出。
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何が有効に機能したのか？

• 災害時の情報収集・
地域資源を活かした
対応。

• 相互に互いの生活
環境に関する情報を
持っていた。
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• 平時から災害に備えた体制を作っていた。
• 災害時の情報収集系統
• 自主防災組織「災害時住民支えあいマップ」→有事

の安否確認方法を確認

• 消防団 東日本大震災後に「震災時の活動マニュア
ル」

多様なつながりを活かした取り組み

兵庫県加古川市マンション
「加古川グリーンシティ」（自主防災組織）

• マンション7棟584世帯の全住民が参加。
・1998年に自衛消防隊→自主防災組織
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地域の資源を活かした取り組み
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災害時協力井戸マップ（京都市）

http://www.bousai-kyoto-city.jp/bousai/map/wellmap.htm

広田地区自主防災組織の活動

３月１１日 広田地区災害対策本部設置
広田地区コミュニティセンター→広田小学校
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わかめ用アルミローラーを物資運搬に活用

市と連携した災害対応
○全体会合（毎日7：30～）
（参加者）

市役所、自主防災組織、中学校代表、
広田診療所、消防団後援会、市会議員
、漁協、交通安全回など

○自主防災会議（毎日13：00～）
（参加者）

市役所、町内自主防災会（７地区）、交
通安全協力会、民生委員、警察、女性
会

東日本大震災における
自主防災組織の活動（広田町）
①地区住民の避難誘導

②地区住民の安全確保（安否確認／夜警による
治安維持）

③地区の被害状況の把握（死者・行方不明者、住
宅被害、住民避難状況）

④避難所の運営

⑤食料・物資長田制

⑥地区災害対策本部との連絡調整

ボランティア・自衛隊など外部支援との調整
27地区防災計画のテーマはさまざま

地域間の相互支援が重要だった

• 地域の人が食料を持ちより対応。

• 被災していない地区が輪番で物資対応支援

28
災害から３日間地域間で行った相互支援の内容（回答者８０１名）



地区の構造をよく知る

• 地区の構造は千差万別

• 地域の防災の統括者

町内会長＝公民館組織長＝自主防災会長

自主防災＝消防団

高齢/男性ばかり

災害時に最前線で活躍できるのか？
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機能させるために
地区の防災体制を見直した

• 過疎化のため、地区の再編成を行い、防
災は小学校区単位の取り組みとした（兵庫
県豊岡市）

• 実際に動く体制にするために、町内会長・
自主防災組織とは別に、実働部隊として防
災委員を設置した。男女比・任期を考えて
いる（愛知県一宮市）

• 実質的な避難訓練の内容を、地域が検討
している。。
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地区防災計画をどうやって
地域防災計画に反映させれ
ばいいの？

大槌町地域防災計画
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第四十二条の二 地区居住者等は、共同して、市町

村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災

計画を定めることを提案することができる。この場合に

おいては、当該提案に係る地区防災計画の素案を添

えなければならない



「使える計画」にするために

• 地域は災害対応の最前線。

• 現在の人員・組織体制で、本当に災害対
応が可能か考える。

• 地域のリソース（人・モノ）を活かした計画。

• 具体的に考える（災害時に誰が、どのよう
に動くのか）。地域で情報を共有する。

• 年間スケジュールに活動を位置付ける。
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