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最近の気象災害から学ぶ

「自然」が変わってしまった今、
「個人・組織・社会」も変わらなければならない。

• 自分たちに身近なこととして、自分たちに引き付
けて考えること
• ある事柄について、それが自分たちに直接関係す
ることでなくても、それが自分たちそのもののこ
とのように意識すること

• ２１世紀前半は地震・異常気象などの「⼤災害時代」になる
• これからを生きる人々にとって、災害は「めったに起きない

もの」ではなく「頻繁に発生し、その度に命を脅かすもの」
という認識を持つべき

わがこと意識（⇔他人事）
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全国の1時間降水量50mm以上の年間発生回数の経年変化（1976〜2019年）

気象庁ホームページより

最近10年間（2010〜2019年）の平均年間発生回数（約327回）は、統計期間の最初の10年間
（1976〜1985 年）の平均年間発生回数（約226回）と比べて約1.4倍に増加しています。

⾏⽅不明者の捜索本格化 約２０人の安否確認急ぐ―２人死亡、熱海⼟⽯流・静岡
時事ドットコムニュース 2021年7月4日8:11

静岡県熱海市伊⾖⼭の⼟⽯流で、県警などは４日、⾏⽅不明者の捜索を本格化させた。県など
によると、これまでに⼟砂に流された⼥性２人の死亡が確認された。約２０人が安否不明とみら
れ、確認を急いでいる。

⼤規模な⼟⽯流が発生した伊⾖⼭地区で⼟砂
に埋もれたバス＝４日午前、静岡県熱海市

県災害対策本部などによると、⼟⽯流は３日午前１０
時半ごろ発生。ＪＲ熱海駅北側の逢初川沿いで⼤量の⼟
砂が海に向かって約２キロにわたり流れた。多数の家屋
が押し流され、約８０世帯の住宅が被害に遭ったとの情
報もある。

県警や消防、自衛隊が救助活動を進め、３日夜までに
建物内などから男⼥１０人を救出した。４日以降も⾬が
予想され、⼆次災害を警戒しながら⾏⽅不明者の捜索が
続けられる。

熱海市によると、現場周辺では断水が発生。３日午後
９時時点で約２６０人が避難所に身を寄せた。

ＪＲ東日本は東海道線の小田原―熱海駅間について、
４日午前の運転⾒合わせを決めている。 ⼤規模な⼟⽯流が発生した伊⾖⼭地区＝４日

午前、静岡県熱海市
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５段階の警戒レベルと防災気象情報

「避難情報に関するガイドライン」（内閣府）に基づき
気象庁において作成

※1 夜間〜翌⽇早朝に⼤⾬警報(土砂災害)に切り替える可能性が⾼い注意報は、警戒レベル３（⾼齢者等避難）に相当します。
※2 「極めて危険」（濃い紫）が出現するまでに避難を完了しておくことが重要であり、「濃い紫」は⼤⾬特別警報が発表された際の警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域の絞り込みに活⽤することが考えられます。
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○○地方、○○地方では、線状降⽔帯による非常に激しい⾬が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ
土砂災害や洪⽔による災害発⽣の危険度が急激に⾼まっています。

次のような内容で情報が発表されます

質問１）この情報が発表されていなければ災害は発⽣しないの︖
⇒そうではありません。この情報が発表されていなくても甚⼤な災害が発⽣するケースもあります。⼤⾬による災害リスクが認められている場所にいらっしゃ
る方は、市町村から発令されている避難情報を確認し、適切な避難⾏動をとってください。キキクル（危険度分布）、河川の⽔位情報等も確認し、
自ら避難の判断をしていただくことが重要です。

質問２）この情報が発表されるまで待てばいいの︖
⇒この情報を待ってはいけません。⼤⾬による災害リスクが認められている場所にいらっしゃる方は、市町村から発令されている避難情報を確認し、適切
な避難⾏動をとってください。キキクル（危険度分布）、河川の⽔位情報等も確認し、自ら避難の判断をしていただくことが重要です。

Q＆A

「線状降⽔帯」による⼤⾬の危機感をお伝えします
令和３年６月１７日より

10

顕著な⼤⾬に関する情報

。

● 背景 〜なぜ始めるのか〜
毎年のように線状降⽔帯による顕著な⼤⾬が発⽣し、数多くの甚⼤な災害が⽣じています。この線状

降⽔帯による⼤⾬が、災害発⽣の危険度の⾼まりにつながるものとして社会に浸透しつつあり、線状降⽔
帯による⼤⾬が発⽣している場合は、危機感を⾼めるためにそれを知らせてほしいという要望があります。

● 位置づけ 〜情報のコンセプト〜
⼤⾬による災害発⽣の危険度が急激に⾼まっている中で、線状の降⽔帯により非常に激しい⾬が同じ

場所で降り続いている状況を「線状降⽔帯」というキーワードを使って解説する情報です。
※ この情報は警戒レベル相当情報を補足する情報です。警戒レベル４相当以上の状況で発表します。

線状降⽔帯に関する情報のコンセプト

○○地方、○○地方では、線状降⽔帯による非常に
激しい⾬が同じ場所で降り続いています。命に危険が
及ぶ土砂災害や洪⽔による災害発⽣の危険度が急激
に⾼まっています。

⼤⾬災害発⽣の危険度
が急激に⾼まっている線
状降⽔帯の⾬域

線状降⽔帯に関する情報のイメージ 線状降⽔帯に関する情報を補足する
図情報のイメージ顕著な⼤⾬に関する〇〇県気象情報

令和３年
出⽔期

※ 線状降⽔帯がかかる⼤河川の下流部では今後危険度が⾼まる可能性があることにも留意する必要がある旨、ホームページ等に解説を記述する。

※ 「⾬雲の動き」（⾼解像度
降⽔ナウキャスト）の例。

※ この情報により、報道機関や気象キャスター等が「線状降⽔帯」というキーワードを⽤いた解説がしやすくなることが考えられます。
既存の気象情報も含めて状況を的確にお伝えすることにより、多くの方々に⼤⾬災害に対する危機感をしっかり持っていただくことを期待します。
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【独自】住宅が倒壊する「風速５０ｍ以上」、気象庁が新指標…強まる台風へ注意喚起
読売新聞オンライン 2021年5月29日15:00

天気予報などに用いる風の強さの指標について、気象庁は平均風速の最⼤クラスとして「５０
メートル以上」を新設し、住宅の著しい変形・倒壊といった具体的影響を⽰す⽅針を固めた。これ
までは「４０メートル以上」が最⼤だったが、地球温暖化で激甚化する台風被害への注意喚起が必
要と判断した。台風シーズンが本格化する今年夏〜秋の導⼊を目指す。(中略）

温暖化の影響で、今後は日本付近に到達する台風の勢⼒が強くな
ると予測されており、５０メートル以上の猛烈な風に⾒舞われる地
域が広がる恐れがある。

昨年９月には、九州に接近中の台風１０号が平均風速５０メート
ル以上に達する恐れがあるとして、気象庁が一時、「特別警報級」
の警戒を呼びかけたが、従来の指標では甚⼤な影響を十分に伝える
ことが困難だった。（中略）

気象庁の担当者は「台風などの暴風災害に備えてもらうためには、
風速が強まることでどの程度危険が増すのか、正しく伝える必要が
ある。風への備えを⾒直す機会にしてほしい」と話している。

◆平均風速＝10分間に吹く風の平均的な速さ。気象庁は、これを秒
速で表記するよう定めている。3秒間の風速を平均したものは「瞬
間風速」と呼ばれ、平均風速の1.5〜3倍程度に達することがある。

台風21号、関⻄を直撃 関空閉鎖で3千人孤⽴ 復旧のメド⽴たず
日本経済新聞 2018年9月4日21:26更新

台風21号の強風で関空連絡橋に衝突した
タンカー（4日午後）=近畿地⽅整備局提供

強い台風21号は4日午後、近畿や北陸地⽅を縦断した。記録的な暴風や⾼潮となり、関⻄国際空港では最⼤風
速46.5メートルを観測。自動⾞メーカーなどが⼯場の操業を休⽌するなど関⻄地⽅を中⼼に企業活動に影響が出
た。⼤阪湾ではタンカーが関⻄国際空港連絡橋に衝突し、関空は閉鎖。5日中の空港再開はないという。⼤手航
空会社では5日の関空発着便の国内、国際線とも全便の⽋航を決めるなど都市機能がマヒしている。（中略）

第5管区海上保安本部（神⼾市）によると、午後1時半ごろには関空と対岸を結ぶ連絡橋に、停泊中のタンカー
宝運丸が衝突。台風による強風の影響で流されたとみられる。衝突場所は関空から約20メートル付近で広範囲に
わたって橋脚などが損傷した。連絡橋は人⼯島にある関空と対岸を唯一結び、上部を⾞、下部を鉄道が⾛る2層
構造。関⻄エアポートは連絡橋の鉄道、道路とも5日の再開はないと発表した。

関空では⾼潮とみられる海水で滑⾛路が冠水し、午後3時には閉鎖し
た。関空島では利用客ら約3千人が孤⽴状態になっている。旅客機の発
着便が1日平均で460〜470便。貨物機も同40便程度ある。航空各社で
は日本航空、全日本空輸とも5日の関空発着の国内、国際線全便で⽋航
を決めた。物流や観光、出張などの影響がさらに拡⼤する。

ライフラインにも被害が出た。関⻄電⼒管内では午後5時現在、⼤阪
など2府4県で約160万⼾が停電した。関⻄電⼒は「すべての送電再開
には、なお時間がかかる⾒込み」としている。

自動⾞メーカーではトヨタ自動⾞やダイハツ⼯業が⼯場の稼働を取
りやめた。従業員による通勤での安全確保などを重視したことがある。
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マンション８階の室内に⾶来物、⼥性死亡 ⽛むいた暴風
朝日新聞デジタル 2018年9月5日21:27

強風でなぎ倒された電柱＝2018年9月4日
午後6時36分、⼤阪府忠岡町、内田光撮影

台風21号が列島を襲い、⼤阪、滋賀、三重、愛知の４府県で40〜90代の男⼥計11人が死亡した。各警察や自
治体によると、いずれも強い風にあおられて転落・転倒したり、⾶来物があたったりするなどして亡くなったと
みられている。

4日午後2時10分ごろ、⼤阪府門真市野⼝の路上。薬局で勤務していた同市の⼥性（47）が、⼥性店主と路上
のトタン屋根を撤去しようとしていた。すでに台風は神⼾に再上陸。門真署によると、強い風が吹いていたため、
別の従業員が「戻った⽅がいい」と声をかけ、⼥性がトタン屋根から手を離した瞬間、強風にあおられて転倒。
頭を強く打つなどして亡くなった。近くにいた男性は、「とにかく風が強く、危ないと思っていた」と話した。
気象庁によると、門真市に近い⼤阪府枚⽅市ではこの時間帯、最⼤瞬間風速31.4メートルを記録していた。

午後2時半ごろには、⼤阪市港区のマンション8階で70代⼥性が死亡。港署によると、⾶来したスレート材が
窓ガラスを突き破り、破⽚などがあたったためとみられる。同じマンションの住⺠らによると、このころ吹き⾶
ばされた屋根やシャッターが屋外で舞っていたという。

⼤阪では河内⻑野市や吹田市などでもテレビのアンテナ修理などで屋
根やベランダから転落し、死亡する事故が続発。路上で門扉やクーラー
ボックスなど⾶来物があたって亡くなったとみられる事故もあった。

滋賀県東近江市では倉庫が倒壊して男性（71）が死亡。県警は強風の
ため倒壊したとみている。三重県四日市市では男性（70）が住宅の屋根
から転落して死亡し、愛知県北名古屋市では70代⼥性が風にあおられて
転倒し、亡くなっている。

台風の脅威が分かる被害
画像です。スレート屋根
材が風にあおられたのか
⾶来物に当たったのか、
バリバリとめくられ中の
下地材が⾒えるまでに被
災しています。

（街の屋根やさん⼤阪吹
田店ホームページより）

スレート (建材)
スレートとは、セメントに繊維素材を混ぜて（または表面に吹きつけて）、薄い板状に加⼯したものである。
ただのセメントには、ひび割れやすいという⽋点があるので、この⽋点を補うために、繊維素材を混ぜて、
ひび割れへの耐性を付けている。繊維素材としては、かつては⽯綿が用いられたが、アスベスト問題が生じ
たことから、今日では⽯綿は用いられなくなった。かわりに用いる繊維素材は、短繊維と呼ばれる短い繊維
だ。ガラス繊維や合成繊維など。（Wikipedia 2019.8.26より）
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「災害診断」で
具体的に身を守る
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健康診断のように日頃から「災害診断」を︕

自分の状況を知ると「わがこと意識」が生まれる

「ハザードマップ」の施設をマークして、道路をなぞろう︕

１）自分の家

２）親せき、ご近所（特に⾼齢者宅）

３）指定された避難所・避難場所

４）よく⾏くスーパー・病院・施設

５）学校・会社

６）よく使う道路（上記場所への道）

７）危険な場所・設備←訓練で発⾒︕

災害診断は10分程度！

【台風１９号】ハザードマップ予測 ８河川の浸水範囲と一致
産経新聞 2019年10月18日(⾦)20:35

台風19号に伴う記録的な⼤⾬で氾濫した⻑野市の千曲川など８河川の流域にある約40市町村の
浸水状況が国⼟地理院の調査で判明し、自治体が洪水被害を想定したハザードマップとほぼ一致す
ることが18日、分かった。マップの有効性が裏付けられたが、宮城県丸森町では降りたまった⾬
水が排水されずに起こる「内水氾濫」とみられる想定外の浸水も確認された。浸水域には小中学校
や病院がある地域もあり、防災の課題が浮かび上がった。国⼟地理院は航空写真や地形図を基に地
図上で浸水の範囲を推計し、深さに応じて色分けした。

⻑野市では堤防が決壊した穂保(ほやす)地区を中⼼に川の両
岸が広範囲で浸水したが、その範囲はマップの想定内に収まっ
ていた。国⼟地理院によると、北陸新幹線の⾞両120両が水に
漬かったJR東日本の⻑野新幹線⾞両センター(同市赤沼)付近の
浸水は深さ約4.5メートルでとりわけ浸水がひどかったが、市
が予測した水位も10〜20メートルと周辺よりも深く表⽰され
ていた。マップで⽰された浸水域内には学校や病院があったが、
今回の氾濫でも市⽴⻑沼小の校舎が床上浸水して使用不能と
なった。⻑野市は「危険があることを周知し、防災の意識づけ
を図るしか手⽴てはない」(危機管理防災課)とする。

千曲川周辺のハザードマップ
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千曲川のほか、那珂（なか）川や越辺（おっぺ）川など７河川の流域の自治体でもマップはほぼ的確に被害を
予測した。ただ、阿武隈（あぶくま）川の支流が決壊した丸森町ではほぼ一致しているものの、水田地帯の一部
でマップに⽰されていない浸水域が確認された。町は、阿武隈川の本流と支流をそれぞれ管理する国と県から洪
水時の浸水想定区域のデータ提供を受けマップを作成。

那珂川周辺のハザードマップ 越辺川周辺のハザードマップ

阿武隈川
周辺の
ハザード
マップ

浸水想定区域に含まれていない場所についても、町が独自に過去
の水害を踏まえて追加で浸水域を定めていたが、“空白地点”が生じ
た格好だ。想定外の浸水について、国⼟交通省東北地⽅整備局は、
浸水想定区域は河川の氾濫に着目したもので降⾬が考慮されないた
め、町内に降った記録的な⾬で内水氾濫が起きた可能性を挙げる。
町の防災担当者は「より有効性を⾼めるため、マップの再検証が必
要になるだろう」と話した。

⼤原美術館は河川の氾濫に備えていた。⻄日本豪⾬でリスク管理に注目集まる
HUFFPOST 2018年07月08日13:15

⻄日本を中⼼とした豪⾬の影響で、⼤規模な被害が出ていた岡⼭県倉敷市。その倉敷市で、国内でも有数の観
光地として知られる美観地区には、モネやセザンヌ、アマン＝ジャンなどが描いた⻄洋美術の有名作品を収容し
ている⼤原美術館がある。以前来館したという人が、この美術館は「⾼梁川の氾濫に備えて美術品を保管してい
た」と7月7日にツイート。美術館が「本当の話」と認め、「危機管理はかくあるべき」などと注目を集めている。

⼤原美術館によると、美術品を保管する分館の収蔵庫は
2007年に建てられた。収蔵庫は周辺の下水道の⾬水排除能
⼒や、敷地内の⾼低差をもとに設計。また、倉敷市のハザー
ドマップを参考に、岡⼭県内⻄部を横断するように流れる一
級河川の⾼梁川が氾濫して、2mの冠水があった場合を想定
している。周辺道路が冠水するなどの被害にあった際は、防
水壁が上がるようになっており、美術品を保管している⼼臓
部には水が⼊らないようになっている。

担当者は「この地区は鉄砲水が来る地域ではないので、浸
水被害がありそうな場合は、地下展⽰室などの美術品を収蔵
庫に⼊れるなどして対応します。台風などの被害に備えて
『2m以上の場所に絵画を飾っている』というわけではあり
ません」と話す。また「昭和5年の建設当時は、こうした洪
水被害についてはあまり考えられていなかったと思われます
が、防災対策は日進月歩で進んでいます。日本国内では、台
風などの水害は絶対に考えなくてはいけないことで、2007
年の収蔵庫は水害対策を施していました」という。
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浸水想定も対策せず 所蔵品水没の川崎市市⺠ミュージアム
神奈川新聞 2019年10月31日 21:56

台風19号の影響で地下収蔵庫が浸水し、多数の所蔵品が水没した川崎市市⺠ミュージアム（中原区）について、
市は31日、2004年に策定されたハザードマップで3〜5メートルの浸水深と想定されていながら、これまで明確
な浸水対策を取っていなかったことを明らかにした。市は「浸水の可能性は認識していた。対策を⽴てるべき
だった」としている。同日の市議会文教委員会で報告した。

市によると、04年のハザードマップは多摩川流域に200年に一度の⼤⾬が降り、氾濫した場合を想定。18年3月には千年に一度
の降⾬量として改定され、ミュージアム周辺の浸水深は5〜10メートルとされた。

ミュージアムのある等々⼒緑地は、かつて池が多数存在していた⼟地だった。水が出やすく、1988年の開館時から地下搬⼊⼝に
通じる駐⾞場エリアに排水ポンプが設けられている。収蔵庫は温度や湿度が管理しやすいことから地下に設けられた。過去にも⼤
⾬で駐⾞場エリアに水がたまることがあり、そのたびに排水ポンプで地上部分に水をくみ上げていた。

一⽅で、ハザードマップで危険性が⽰されながら、その後に明確な浸水対策が図られた記録は確認できなかった。ミュージアム
は３年前から指定管理者の運営になっていたが、学芸員から地下収蔵庫を上階に移す提案もなかったという。

考古学系の収蔵品が収められた収蔵庫。水が引いた後の
室内には収蔵品や机が散乱していた＝川崎市中原区の市
⺠ミュージアム（市提供）［写真番号:872720］

地下収蔵庫には絵画や浮世絵、古文書、⺠具、写真、漫画雑誌、映画のフィ
ルムなど約２６万点が収められているが、被害の全容はまだつかめていない。

これまでに、台風上陸時に開催中だった「のらくろ展」と画家の「⽝塚勉
展」の借用品の一部が地下収蔵庫にあり、水没が確認された。また漫画雑誌な
ども水を吸って膨張してしまっているという。

市から要請を受けた文化庁は技術的支援を決めており、国⽴博物館を運営す
る国⽴文化財機構のネットワークを生かし、専門家が所蔵品の応急措置や一時
保管などに当たることになっている。今後、ミュージアム敷地内にプレハブを
設け、洗浄や一時保管を図っていく。
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兵庫県ＣＧハザードマップ
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• ⼤⾬の予想や警報等がでたら、もしくは強い⾬
が降りだしてきたら、即、災害の危険性を思い
出して、適切な⾏動をとる
– ⼤⾬の更なる詳しい情報・被害の情報を待たない
– 「あいまいな状況」でも判断・⾏動をする
– 災害が起きなかった時は「やって損をした／避難し

て損をした」ではなく「上手な危機管理」をほめる
• 「水平避難」と「垂直避難」
– 河川の近傍、⼟砂災害の危険性が⾼いところは、早

い段階で水平避難（⽴退き避難）を⾏う
– 河川の氾濫・⼟砂災害の危険性が小さい、水平避難

によってかえって生命身体に危険が生じる場合は、
垂直避難（屋内退避・屋内安全確保）を考える

⼤⾬＝災害連想（おおあめ さいがい れんそう）
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• 緊急的な安全確保⾏動には３つある
– 水平避難（⽴ち退き避難）︓その場を⽴ち退いて、近隣の

安全を確保できる場所に一時的に移動する
– 垂直避難（屋内避難）︓屋内の２階以上の安全を確保でき

る⾼さに移動する
– 待避︓自宅などの居場所や安全を確保できる場所に留まる

• 道路冠水、破堤危険、夜間などの水平避難に危険な状
況のときには垂直避難を考える
– 河川の近傍
– マンホール、側溝、水路
– 水深50cm
– 流れのある水深20cm

風水害は「水平避難」と「垂直避難」

絵は千葉県ホームページ

注意報

対応の基本は 警報

⼤⾬や強風などによって災害が起こるおそれのあ
るとき
⼤⾬、洪水、強風、風雪、⼤雪、波浪、⾼潮、雷、融雪、
濃霧、乾燥、なだれ、低温、霜、着氷、着雪

警報 重⼤な災害が起こるおそれのあるとき

⼤⾬、洪水、暴風、暴風雪、⼤雪、波浪、⾼潮

特別
警報

重⼤な災害が起こるおそれが著しく⼤きいとき
ただちに命を守る⾏動をとってほしいとき
⾬、暴風、暴風雪、⼤雪、波浪、⾼潮
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記録的
短時間

⼤⾬情報

⼟砂災害
警戒情報 警報

注意報

⼤⾬警報中に
地域名指し

重⼤な災害が起こるおそれ

災害が起こるおそれ

警報

ただちに命を守る

特別
≠違う基準

従来どおり警報
で、避難等の判
断・対応が必要

間違い・誤解を解くために

「警報」は⼼のスイッチを「非日常」に︕

「警報」が出たら⼼のスイッチを

・テレビをつける・データ(d)ボタンを押すなど、
自分から積極的に⼤⾬の情報収集をする

・手回し式懐中電灯を動作確認して、机の上に置く
・非常持出袋を玄関に出す
・ハザードマップで

→安全な場所の場合は、不要不急の外出を控える
→危険な場所の場合は、避難⾏動等を開始する

にする。
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⼼構えがないと、いきなり⾏動できない

よーい︕ ドン︕警報
警報(危険な地域)
⾼齢者等避難
避難指⽰
⼟砂災害警戒情報
記録的短時間⼤⾬情報

など
※特別警報は

命の瀬⼾際。
既に災害発生
かも

事前のルールで習慣付ける

例えば、⼤⾬警報がでたら・・・

災害時には「今回も⼤丈夫だろう」という気持ちを
切り替える必要があります。
そのため事前にルール（⾏動計画）を決めておいて
⾏動を習慣付けておく必要があります。

懐中電灯を取り出して、
点くかどうか点検する。

非常持出袋を、
玄関に出す。

家族などに警報が出たこと、
避難所情報などを知らせる。
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必要がない従業員は避難所へ避難させない

必要がないのに避難所へ

感染する／濃厚接触者になる
（感染リスクはどうしても⾼くなる）

出勤できなくなる
or

出勤するが、後日判明して
職場全員が濃厚接触者になる

「拡⼤の⽅程式」
に従業員を

巻き込ませない

貴重な
人的資源を
確保する

内閣府(防災担当)・消防庁（2020）新型コロナウイルス感染
症が収束しない中における災害時の避難について
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教訓から「計画・訓練」
のヒントを探る

新建新聞社 リスク対策.com
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毎週火曜日朝9時〜9時30分
PRO会員限定
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組織としての豪⾬対策 事前対策５つのポイント
5つのポイント 内容

1 ハザードマップ
や自社の被害想
定を確認する

ハザードマップや自社の被害想定を確認しましょう。、自社や関連施設、従業員
らが洪水や浸水、⼟砂災害で被害を受けないか、確認しましょう。またハザード
マップには色がついておらず「被害なし」となっていても、近くに川や⼭、崖、
ため池などがないか、被害を受ける可能性がある地域はどこかも確認しましょう。

2 気象情報を
⼊手する

台風や前線の活動により災害の危険性が⾼まりそうなら、ニュースや天気予報か
ら気象情報を継続的に⼊手しましょう。地元気象台や自治体のホームページ、天
気予報・防災関連のアプリなどで、こまめに気象情報を⼊手しましょう。2021年
3月に⼤幅改訂された気象庁の「キキクル」なども活用しましょう。

3 従業員へ注意を
呼びかける

会社や従業員の住んでいる地域で災害が発生しそうな状況なら、早めの対応⾏
動・避難⾏動など注意を呼び掛けましょう。できるだけ計画・マニュアル等に
従った具体的な⾏動について、事態の進展にともなって１度だけでなく継続的に
注意を呼びかけましょう。

4 災害対応計画を
⾒直す

万が一、自社施設や社員が被災した時の対応計画について⾒直しておきましょう。
特に初動対応として、災害対策本部設置などの体制確⽴、安否確認、被害状況な
どの情報収集、また、損害保険に加⼊していれば、保険の連絡先なども⾒直して
おくと被災した場合の速やかな対応につながります。

5 被害を抑⽌する 洪水・浸水や⼟砂災害の危険地域に施設などがあれば、⼤⾬の前に⾞両を移動さ
せる、重要な書類やパソコンなどを⾼い場所に移す、必要に応じて社員を避難・
退社させる、社員に今後の安否確認・情報連絡体制を周知しておくなど、事前に
被害・影響を抑えるための対策をしておきましょう。
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組織としての豪⾬対策 事後対応５つのポイント（１）
5つのポイント 内容

1 まず、落ち着く 特に災害直後は、対応にあたる経営者や防災担当者は、不安な状況の中で、気分
が⾼揚し、急いで対応に当たろうとします。しかし不安な気持ちは、慌てるとい
う態度を促進させ、そして判断⼒を低下させます。まずは落ち着き、事前の計
画・マニュアル・訓練のもとに、冷静に対応に当たれるよう深呼吸して⼼の準備
をすることが⼤切です。

2 ⼆次災害に
巻き込まれない

気象災害の場合、災害発生後も、再び天気が悪化したり、⾬が⽌んでからも河川
が増水・氾濫したり、少し時間が経ってから⼟砂災害が発生することがあります。
また水が引いた場所では、道路の破損や泥・倒⽊などの堆積物で転びやすくなる
ほか、通電火災の危険も⾼まります。こうした⼆次災害に巻き込まれないよう、
生命の安全について十分な注意を呼び掛けましょう。また、交通機関も動き出し
た直後は⼤変な混雑が予想されるため、出社時間を遅らせたり、特別休暇にする
などの対応も考えてください。

3 被害状況を
確認する

社員の安否や、会社施設、周辺地域の被害状況を確認します。避難をしている社
員がいる可能性もありますので、被災地域と照らし合わせながら確認を進めま
しょう。また、被害状況はできる限り写真で撮影しておくことが望まれます。顧
客についても被災している可能性がありますので、いつまでにどのように被災状
況を確認するか、どう対応するかなども合わせて考えておきましょう。被害状況
や対応状況については、地図やホワイトボードなどにまとめ、時系列で確認・共
有できるようにしておくと便利です。

組織としての豪⾬対策 事後対応５つのポイント（２）
5つのポイント 内容

4 当面の
対応⽅針・計画
を⽴てる

災害対策本部などを設置し、経営者を中⼼に、どのような⽅針で、いつまでに、
何を実施するかなど、事前の計画・マニュアルを参考にしながら当面の対応⽅
針・計画を⽴てます。「顧客への継続的なサービス提供」「社員の生活再建」
「地域への貢献」など、いくつか明確な⽅針を定めることで、対応の優先順位が
つけやすくなります。また社員が無理をしすぎないように、労働時間などにも配
慮して、やるべきこと、やってはいけないことなどを明確にしておくことが⼤切
です。

5 進捗状況で
対応⽅針・計画
を⾒直す

当面の対応⽅針・計画に基づき、社員一丸となって対応にあたります。定期的に
災害対策本部会議を開いて進捗状況を確認していき、当面の⽅針・計画を⾒直す
とともに、必要に応じて社内外に正しく状況を報告できるようにしておきます。
時間経過とともにストレスや疲労が蓄積していきますので、被災した社員や顧客、
取引先などへの労いについても考えましょう。

自然現象
の発生

人・物
の被害

生活
支障

直後の
適切⾏動

現象の
⼤きさ

生活
再建

復旧
復興

日頃の
そなえ

救助
救出 ……

想定内
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災害時の事業継続計画

内閣府（2013）事業継続ガイドライン－あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応－(第三版)

事業継続計画(BCP)︓⼤地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、⼤事故、サプライ

チェーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させ
ない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための⽅針、体制、手順等を⽰した計画のこと。

Do
実施

Plan
計画

Act
改善P

D

A
P

D

A
P

D

C
A

P

Check
点検

目標

Start

C

C

①
②

③
④

PDCAサイクル

Do
実施

Plan
計画

Act
改善

Check
点検

Do
実施

Plan
計画

Act
改善

Check
点検

危機管理のＰＤＣＡ 誤解されたＰＤＣＡ

①計画をたてる

②計画を確かめる
訓練をする

③訓練結果から
計画を評価する

④評価を基に
計画を更新する

①計画をたてることを
計画する

②計画（案）をたてる

③関係部局に内容や
表記を確認する

④（案）を取って
計画を確定する

計画は「手段」であって「目的」ではない
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くじ引き演習
【概要】
決められたシナリオではなく、さまざまな事案が発生したことを仮定して、誰が何を
しなくてはいけないのかを当事者意識を持ちながら考えることができる。

株式会社ディスコ

【ポイント】
1. 訓練の準備にほとんど労⼒をかけない
2. 短い時間なので何度も繰り返し⾏いやすい
3. 地震だけでなくさまざまな事案について対応を考えることができる
4. 複数人で取り組むことでそれぞれの考え⽅を学び合え、検証することができる

【やり⽅】
1. 4〜5人のグループを作る
2. 全員でくじを作り（起きてほしくないことを1人5枚以上考えて紙切れに書く）、

くじ引き箱に⼊れる（5分程度）
3. 誰かが1枚くじを引き、くじに書かれている事象が発生したことを想定して、その

後の対応をホワイトボードに時系列で書き出していく（5分程度）※誰が何をする
か具体的に

4. 時間内に書き出したことを⾒直し、その順番や、本当に実⾏可能かを検証。分か
らなかったことは課題として書き出し、その後の⾒直しでつぶしていく

5. 複数枚引いて複数の事象に対して対応を考えたり、地震などを想定して、2日目、
3日など一定の期間後の対応についてくじを作って対応を検証することもできる

写真（上２点）︓株式会社ディスコ提供
（下２点）︓リスク対策.com
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発災直後から６時間に起きることを書く
起きそうなこと 誰が 何を、どうするべきか 必要なスキル、

課題は︖

天井崩落 全員 机の下で安全確保 安全確保の声かけが重要

負傷者発生 救護班 救出・救命 救護班だけでは無理。訓練不
十分。

火災発生
停電（関連する
もの）
ガス漏れ
固定電話輻湊
携帯電話遮断
閉じ込め
トイレ断水
社内帰宅困難者
電⾞停⽌
帰宅困難者発生
社員⾏⽅不明

All rights Reserved @ risktaisaku.com  

新建新聞社 防災訓練 REIWA

こんな視点で考えてみてください
 自分の席の周辺で落ちてきそうなもの、⼤きく移動しそうなもの、
壊れそうなものはないか

 自分の部屋の中では、建物の中では︖

 会社の周辺は︖

 施設・設備は︖

 人は︖

 電気、ガス、上下水道は︖

 IT・通信は︖

 じぶんだけが使っている施設やシステムは︖

 道路は︖

 交通機関は︖

 ⼣⽅になると︖ 夜になると︖
All rights Reserved @ risktaisaku.com  
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やるべきこと 誰が、何を、どうするか 実⾏
点数

課題

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10
11
12
13
14
15

実効性を
５段階で評価

優先順位が
⾼い順に

具体的に
どのように
実施するか

課題が
明確なら

記載

２日目にやるべきことをすべて書き出す

All rights Reserved @ risktaisaku.com  
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机上型 事業継続訓練マニュアル, ⾼知県, 2014.

「安全・安⼼は自分たちで作るもの︕」

危機は「その場しのぎ」では対応できない

→これまでの知恵・教訓を学び、自分たち（自分の
組織・地域・家など）の弱いところ、組織・地
域・家で起こりうる問題を知り、作成した計画を、
訓練などを通して実現させていくことで、危機へ
の対応⼒・応用⼒を上げていく。

「あわてない」という態度をつくる

「普段やっていることさえ、なかなかうまくできない。ましてや、
普段やっていない・考えていないことなど、できるわけがない」

→勉強をしていたから、本番のテストでなかなかの点数が取れた
→練習をしていたから、本番の試合でそこそこ活躍できた
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最後に宣伝
（地震時の自助や共助などは１〜５章に詳しく書かれています）

2015年1月, 北樹出版, 244p., 2,400円+税

災害時の⼼理・⾏動はイメージしにくいた
め、講義形式（話しことば）で写真や図を
使ってわかりやすい本を目指しました。阪
神・淡路⼤震災、新潟県中越地震、東日本⼤
震災などの事例を豊富に紹介しています。

災害・防災をテーマにしたテキスト・副読
本として活用可能です。消防・自主防災組織
関係者には、住⺠向け勉強会のテキスト・ネ
タ本としても活用していただけます。

『災害・防災の⼼理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』

最後に宣伝２

2020年10月, 北樹出版,144p.,
2,300円+税

料理を作る時のレシピ本のように、
あるいは楽器で演奏する人のための
楽譜のように、グループワークを運
営するための指導案が時間配分とと
もに台本のように書かれています。

台本やワークシートはウェブサイ
トよりダウンロードができ、自分好
みに編集可能なためオリジナルの
ワークショプ企画・運営も素早く実
施できます。

『授業でも研修でもすぐに使える
グループワークのトリセツ』
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