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―もう「情報不足」を「教訓」にさせないー 

 

  静岡大学防災総合センター教授 牛山素行 

 

   

 災害時の教訓としてしばしば聞くのが「情報不足」を指摘する声である。たとえば、「山

の方でどんな雨が降っているか把握できなかった」とか、「もっと詳しく細かい情報が欲し

かった」など。こういった「教訓の指摘」がいったいいつまで繰り返されるのかと、暗澹た

る気持ちになっている。「情報不足」を改善するためには、新しい情報を作る、情報を詳細

にするなどが考えられがちだが、このや

り方が必ずしも「わかりやすい情報」に

はつながらない。 

たとえば、現在気象警報は市町村単位

で発表されるが、2010 年以前は複数市

町村をまとめた地域単位で発表されて

いた。市町村単位の方が空間的に細かく

警報を出せる利点があることは間違い

ない。しかし、テレビのテロップのよう

に簡潔な文字で伝えることを考えると

どうだろうか。以前は「中部南に大雨警報」と伝えればよかったが、市町村単位だと個々の

市町村名を長く羅列しなければならない。情報を詳細にすることは、情報の量を増やすこと

であり、情報の量が増えれば、情報処理能力を高める必要がある。情報伝達システムの高度

化はそれほど困難ではない。しかし、情報伝達システムの最末端で情報を処理するのは我々

人間であり、人間の能力は急に高められるものではない。情報を詳細にするのであれば、情

報利用者である我々自身にも相応の覚悟が必要になる。もっと根本的な問題として、「不足

している」と指摘された情報が、単に情報利用者に認知されていなかっただけで、実際には

存在している、といったケースも珍しくない。先に挙げた「山の方でどんな雨が降っている

か把握できなかった」という声は、豪雨災害の後にしばしば聞くが、もはや事実誤認と言っ

ていい。雨量観測所としてはまず気象庁アメダス観測所が全国に約 1300か所展開されてお

り、このほか国土交通省、都道府県などにより数千か所の観測所が展開されている。山岳部

にまで観測所が置かれ、その観測値の多くが国土交通省「川の防災情報」などのホームペー

ジで参照可能である。 

雨量は気象レーダーでも観測されており、観測所の観測値と補い合い、1km格子ごとの雨

量が公表されている。「山の中の雨量がわからない」という時代は、我が国においては完全

に終わっている。無論、様々な用途を考えれば本当に「不足している情報」も少なくないが、

すでにある情報も多い。 

巻 頭 言 

• これまで

– 「静岡県遠州南，中部南に大雨警報」

• これから

– 「静岡県の，浜松市南部，磐田市，袋井市，御前
崎市，菊川市，掛川市，牧之原市，島田市，藤枝
市，焼津市，吉田町に大雨警報」

情報の細
分化

情報利用
者の能力
向上(?)

情報処理
機能の性
能向上

情報量の
増加

 

図-1 情報を細かくすることはよいことか? 

 



このような説明は、気象・水

文情報を扱う人にとってはあま

りにも当たり前で、多くの人に

向けて今更説明する必要もない

情報だと思うかもしれない。し

かし、現実にはこのような情報

は「マニアックな情報」であり、

国民の多くには認知されていな

いのである。一例を挙げよう。 

筆者はこれまでに、各種防災

気象情報に対する一般の認知に

ついて、インターネットを利用

したリサーチ会社のモニターを

利用して数年ごとにおおむね同様な調査を行っている(牛山・横幕、2013)。このなかで、「(国

土交通省により運用されている)「川の防災情報」では全国各地の河川の水位の情報が公開

されています。このことをご存じでしたか」という質問をよく入れている。Webアンケート

なので、実際に「川の防災情報」を回答者に参照してもらった上で回答を求めることが可能

となっており、他の情報源との混同や誤認が生じにくい結果だと考えている。類似の調査を

これまでに４回行っており、それらの結果を並べたのが図-2である。年が下るに従って、若

干認知率が上がっているとも読み取れるが、以前として７割以上の回答者は、「河川の水位

というものが計測されていてそれが公開されている」という、河川関係者にとってはあまり

に自明な事実すら認知していないと読み取れる。 

 災害に関する「情報不足」の解決策は、単に今ある情報をさらに増やせばよいというもの

ではない。そもそもどのような情報があるのか、ということを多くの人が理解しておらず、

かつその状況が劇的に改善されつつあるわけではないという前提にまず立つことが必要で

ある。その上で、本当に「防災」を目指すのであれば、新しい情報の考案や、新しい情報伝

達システムの開発より前にまずやるべきことは、すでにある情報が十分に機能を発揮するた

めにはどうすればよいかを考える事ではなかろうか。 

 

[引用文献]牛山素行・横幕早季：豪雨防災情報に対するインターネット利用者の認識 －

2004～2013 年の 4 調査の比較から－、第 32 回日本自然災害学会学術講演会講演概要集、

pp147-148、2013.       
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中山間地における災害シナリオ 

－2012年 7月福岡県星野川流域にお

いて発生した豪雨災害－  

 

九州大学大学院工学研究院   

附属アジア防災研究センター 

橋本 晴行 

九州大学大学院工学府     

都市環境システム工学専攻   

   大仲 修 

 

１．はじめに 

 2013 年 10 月 16 日東京都大島町において

大規模な土石流災害が発生した。大島町は、

未明に土石流が発生したこともあり、避難

勧告・指示の発令のタイミングを失った。

後日、町長は釈明し「深夜の勧告は被害者

を増やす恐れがある」と判断したとのこと

であった 1）。その総雨量は 1982 年の長崎豪

雨災害以上にあり、崩壊・土石流を始め氾

濫も発生した複合型災害であった可能性が

ある。すなわち崩壊・土石流の発生前に既

に氾濫などの水害が発生していたことが予

想される。崩壊・土石流が発生してから避

難しても間に合わないが、もし水害が先行

していたのであれば、水害時もしくはそれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前のタイミングで避難などの対策をして

おくことも可能であったと言える。 

 本稿では、2012 年 7 月福岡県八女市星野

川流域において発生した豪雨災害について、

水害が土砂災害に先行する事例を紹介し、

豪雨災害対策の一助としてこれを利用する

ことを提案するものである。 

                  

２．2012年 7月 13日～14日矢部川・星

野川流域における降雨・災害状況 

2.1 降雨の状況 

図-1 は、矢部川流域における、2012 年 7

月 13 日から 14 日に至る 2 日間の総雨量を

示したものである 2，3，4）。 

総雨量は、上流域の八女市星野村、黒木

町では 500mm を越えるが、下流域のみやま

市、柳川市では 300mm 程度の雨量であった。 

同図には、総雨量 500mm の等雨量線の推

定曲線も示している。甚大な土砂災害（図

中△印）が発生した星野川、笠原川流域が

この等雨量線の範囲内に入ることから、

500mm 以上の豪雨が甚大な土砂災害を引

き起こしたことが推測される。 

図-2 は、矢部川上流支川の星野川におけ

る雨量・水位の時間変化を示したものであ

る 3，4）。13 日は時間雨量 20mm 前後の雨が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 2012年 7月 13日～14 日における矢部川流域の総雨量 



断続的に降ったが、その後、3 時間の無降 

雨を経て、翌 14 日 0 時から 12 時まで強い

雨が連続した。その間、時間雨量は 1 時～2

時に第一ピーク 51mm、 6 時～7 時に第二

ピーク 74mm、9 時～10 時に第三ピーク

96mm を記録した。先行降雨として 13 日に

141mm の連続雨量があり、3 時間の無降雨

を経て、14 日に 472mm の連続雨量があっ

た。14 日の連続雨量が、特に星野川上流の

星野村において甚大であったことが分かる。

これが災害発生への直接的な引き金となっ

た。 

2.2 河川水位の状況 

このような降雨に対応して、星野川上流

の星野村光延橋の水位は14日1時頃から急

上昇し、5 時過ぎから浸水被害が各地で発

生し始めた。  

河川水位は、13 日に光延橋において、14

時～16 時にピークを経た後、一旦減水する

が、14 日 1 時頃再度急上昇に転じた。2 時

ごろ危険水位を突破するが、その後の小雨

に対応して、河川水位は 5 時ごろまで小康

状態となった。しかしながら、4 時過ぎか

ら降雨が増加に転じており、これにより水

位も 5 時ごろから急上昇した。時間雨量の

第二ピークに対応して、河川水位は 7 時頃

ピークを経た後、一旦は減少したが（時間

雨量の第三ピークに対応して）9 時から再

び増加し 10 時に再度ピーク水位を迎えた。 

2.3 斜面崩壊の発生状況 

以上の降雨・流出に対応して、流域の上

流・下流域それぞれに特徴的な災害が発生

した。特に、上流の中山間地（星野村から

黒木町にかけて）には二日間で 500mm を越

える豪雨が発生し、土砂崩れ、地滑り、土

石流（図-1 中の△印）が多数引き起こされ

た。それらは大別して 2 種類に分けること 

ができる。ひとつは河道に沿って発生した 

崩壊（写真-1）、他は河道以外の道路、田畑 
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図-2 星野川流域における降雨・流出の時系列お

よび浸水被害・斜面崩壊の発生状況 

 

 

写真-1 上陽町久木原半沢地区における星野川

左岸側の斜面の崩壊発生状況 

 

 

写真-2 星野村柳原地区の道路に沿った斜面崩

壊の状況 



 

図-3 星野川流域とアンケート調査地区 

 

や宅地に沿った斜面において発生した崩壊

である（写真-2）。図-2 中の水位の図には、

各崩壊の発生時間について、河道に沿った

崩壊を「青の矢印」にて、河道以外のとこ

ろで発生した崩壊を「赤の矢印」により示

した。前者は高水時に発生し、その結果、

大量の土砂・流木が河川に流れ込み洪水流

に伴って流下した。一方、後者は水位の変

化には無関係に発生したことが分かる。 

 

３．地域の災害状況 

3.1 地域における災害状況 

地域における災害の経緯などに関して、

2012 年 12 月から 2013 年 1 月にかけてアン

ケート調査を実施した 5）。対象地区は、星

野川流域の中山間地である八女市長野地区、

同市上陽町、同市星野村である（図-3）。回

収率は 3 地区とも 60％～70％であった。設

問内容は、被害状況、危険性の認識、避難

の呼びかけ、避難行動、災害に対する意識

等である。 

表-1 は、地域の被害状況を示したもので

ある。まず、浸水被害は八女市長野地区に

おいて顕著であった。回答者の自宅や付近

の道路が大きく浸水した。さらにいずれの

地区においても道路が冠水するとともに、

星野村では家屋の浸水被害もあった。 

次に、土砂災害は星野村において顕著で

あった。幸い、家屋や通行中の自動車を直

撃した崩壊はほとんどなかった。 

表-1 各地区の被害状況 

八女市長野 上陽町北川内 星野村
          配布数 147 196 524

回答者数 101 129 332
自宅が浸水被害 59% 14% 27%
自宅近くの道路が冠水 62% 47% 48%
自宅が土砂災害 4% 1% 4%
自宅近くの道路で土砂災害 23% 22% 44%  

表-2 各地区の浸水の原因 

八女市長野 上陽町北川内 星野村
回答者数 89 67 187

近くの川が氾濫 76% 45% 39%
道路や田畑から水が流れ込んできた 31% 30% 32%
裏山から水が入ってきた 19% 13% 32%  

表-2 は、地域の浸水の原因について尋ね

た結果である。浸水は川からの氾濫ととも

に、道路や田畑から雨水が流れ込んだ結果

であった。特に、長野地区では星野川から

の氾濫が顕著であり、星野村では、川、道

路や田畑からの氾濫とともに裏山からの出

水も浸水の原因となった。 

3.2 八女市上陽町真名子地区の災害状況 

八女市中心部と上陽町、星野村をつなぐ

県道 52 号線が星野川に沿って走っている。

特に、上陽町真名子地区は両側から山が迫

っている中を県道と星野川が併行している。 

このような状況において、2012 年 7 月 14

日すぐ上流の大曲地区で、5 時～6 時頃に星

野川が氾濫し、住家が浸水し始めた。6 時 

頃乗用車で下流方向に向かっていた住民は

水車公園付近で県道の冠水に遭遇し引き返 

した。また、7 時頃上流の星野村方面に向

かっていた軽自動車が流され消防署員に救 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 八女市上陽町真名子地区の地形図 
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出されたりした。さらに 10 時頃水車公園の

水車が流された。この頃河川水位はピーク

を迎えた。11 時頃（右岸側）道路に沿った

斜面が崩壊したが、既に冠水のため県道 52

号線は通行不能になっていた。 

 

４．中山間地の災害シナリオ 

前節の事例から図-5 のようなシナリオを

考えることができる。すなわち 

（1）先行現象として表面流（洪水）の発生、

氾濫、河岸侵食、流木、小規模な斜面崩壊

が発生する。結果として、河川に沿った道

路（避難路）などが通行不能となる。  

（2）その後、大規模な斜面崩壊、天然ダム、

土石流が発生する。 

これは、雨水の流出形態の視点からも理

解できるものである。流出には表面流、地

下水流、中間流の 3 成分がある。洪水は表

面流、斜面崩壊は地下水流が重要な支配因

子である。当然、到達時間は表面流の方が

地下水流より早い。 従って、洪水氾濫など

の水害が土砂災害に先行する傾向があるこ

とが分かる。 

このようなプロセスをたどる災害事例は

他にも存在する。2003 年水俣市の土石流災

害 6）、2009 年中国九州北部豪雨災害におけ

る防府市の土石流災害、同じく福岡県篠栗

町の斜面崩壊などがある。 

 土砂災害警戒情報などの予測は、上記（2）

をターゲットとして実施されるが、避難対

策の視点から見ると、上記（1）も合わせて

予測、対策のターゲットとする必要がある。

先行現象である表面流や河川水位は重要な

判断材料の一つと言え、監視対象とするこ

とが望まれる。 

 

５．おわりに 

以上、2012 年 7 月 14 日に八女市星野川

豪雨

山地河川流域で出水(洪水）

氾濫，渓岸侵食
小規模な斜面崩壊，流木

大規模な斜面崩壊，土石流，天然ダムの形成

避難路の不通

 

図-5 中山間地の災害シナリオ 

 

流域において発生した災害について調査結

果を述べた。本稿において紹介した内容は

ひとつの事例であり、一般化されたもので

はない。今後、事例を積み重ねていくこと

で中山間地における豪雨災害対策、あるい

は土砂災害対策の一助になることが期待さ

れる。本研究に際して八女市役所、八女消

防本部、住民の方々から災害時の資料等を

提供していただいた。また、本研究は一部、

科学研究費(25350508)の補助のもとに実施

した。ここに記して謝意を表します。 
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熊本市における災害情報トリアージ 
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１．はじめに 

災害時には行政機関だけなく地域や住民

においても、率先して的確な行動をとるこ

とは非常に難しい。これは、普段の日常と

は異なり不確実性が高い状況下において迅

速な判断と対応が求められるからである。

本報では、平成 24 年 7 月に発生した九州

北部豪雨災害を受けての熊本市の対応や対

策の中で、特に災害情報の取り扱いに関す

る取り組み状況について紹介する。 

平成 24 年 7 月 11 ～14 日にかけて、猛

烈な豪雨が九州北部地域を襲い、各地で甚

大な被害が発生した。特に、12 日の深夜か

ら未明にかけて、阿蘇地方では 1 時間に 100 

mm を超えるような大雨が約 4 時間続くな

ど、「これまでに経験したことがないような

大雨」に見舞われた 1)-2)。この豪雨の影響に

より、熊本市内では北部の合志川に加え、

白川が短時間の間に急激に増水し、一部の

地域で河川が氾濫する事態に至った。この

災害において、熊本市内の白川流域すべて

に避難指示が発令されたのは平成 24 年 7 

月 12 日の午前 9 時 20 分である。一方、

この時点で、龍田地区を中心に甚大な浸水

被害が既に発生しており、一部ではヘリコ

プターによる救出が必要な事態にまで至っ

ていた。幸いにしていずれの地区において

も適切な避難誘導や救助活動等により、一

人の犠牲者も出なかったものの、熊本市の

避難発令の遅れが指摘された。 

このような事態を受けて熊本市では、平

成 24 年 7 月 26 日に検証部会を設置し、

災害当日、市の避難発令の判断がどのよう

な状況下でどういう情報に基づき行われて

いたのか、また、関係機関や現場からの情

報がどう処理されていたのか、さらに、現

場での避難誘導や救助活動がどう行われて

いたかなどを中心に事実関係を整理し、問

題点の有無に関する検証を行い、報告書を

とりまとめ公表した 3)。 

この検証結果の中で、特に、災害情報の

取り扱いに関するものとして、以下の事項

が指摘されている。 

（問題点） 

災害時に収集される情報は正確なもの、

そうでないもの、重要なものなど様々であ

る。災害の規模が大きくなればなるほど、

情報量は相対的に増えるが、情報を処理し、

判断できる量は限界がある。 

（災害当日の熊本市水防本部の対応） 

災害当日の熊本市水防本部の対応状況を

一部紹介すると、以下の通りである。 

平成 24 年 7 月 12 日 朝 7 時 05 分 

熊本市内中心部における白川氾濫の危険

性が高まる中、対象エリアを中心部の校区

全体に拡大した上で、最高ランクの「避難

指示」を発令。 

同 7 時 15 分 

市役所内の水防本部体制としても最高ラ

ンクの「1 号配備体制（総員 241 名）」が

敷かれ、災害対策本部を設置。 

同 7 時 45 分 

下流域の校区にも「避難指示」を発令。 

一方で、朝 7 時以降の水防本部内は、正確

な件数等まで把握できないが、電話が「鳴

りっぱなし」に近い状況となり、水防本部

内も騒然とし、混乱した状況に陥っていた。 

 このような中、7 時 40 分には龍田陳内

の住民から水防本部に直接、「浸水して避難

できない」との情報が寄せられている。こ

の情報は水防本部から消防局へ繋がれ、情

報システムに登録されるが、避難発令など

に結びつく重要な情報としての扱いを受け



ることなく、膨大な電話や情報の中に埋も

れている。そのため、この重要な情報は避

難発令を判断する職員に認識されなかった。 

 

２．災害情報トリアージ 

前述した災害情報の取り扱いに関する問

題点や課題は、今回の熊本市に限ったこと

ではない。例えば、吉井(2008)は過去の災

害事例の分析結果から，重要度の低い情報

が大量に流通し、その処理や対応に追われ

て重要情報の伝達（入手）が遅れたり、数

的には少ない重要情報が大量の重要でない

情報に紛れて途中で変容もしくは消滅した

りする結果、迅速かつ的確な応急対応が取

れないことがよく生じていることを明らか

にした 4)。また、このような現象は、緊急

性が高い重要な情報と、そうでない情報と

の仕分けや優先順位付けがなされなかった

結果に起因すると指摘している。次に吉井

(2008)は、経済学における「悪貨は良貨を

駆逐する」というグレシャムの法則を応用

し、「災害情報に関するグレシャムの法則」

を提唱するとともに、その要因として以下

の 3 つを挙げた 4)。 

１）大被害を受けた地域では救出・消火・

応急手当・病院搬送・避難誘導等の応急対

応に精一杯で、救護を要請する暇すらない

状況に置かれる上、通信回線が途絶えたり、

輻輳したりする場合が多い。そのため、相

対的に被害が軽い地域からの情報が先に入

りやすい傾向が生じる。 

２）応急時の対応計画は平常時に検討され、

必要と考えられる全ての情報を漏れなく送

る、または受けるように作成される。その

ため、大災害時には、担当窓口となる市町

村に膨大な情報が送られることになり、多

くのあまり重要ではない情報の中に、少数

の重要な情報が紛れ込みやすい傾向が生じ

る。 

３）情報伝達過程に介在する人が状況を的

確に理解し、表現して伝達しないと伝言ゲ

ームのように情報が途中で変容あるいは脱

落しやすい傾向が生じる。 

さらに、このような「災害情報に関わる

グレシャムの法則」に陥らないため重要な

対応として、以下の 5 つの対策を提示した 

(1) 重要（緊急）度に応じた情報のトリア

ージとメディアの使い分け 

(2) 重要情報の掘り起こし 

（積極的情報収集） 

(3) 全体の被害像（推定）に基づく積極

的情報収集の実施 

(4) 大量情報のコンピュータシステム

（GIS など)による処理 

(5) 緊急時の危機意識の共有 

前述した熊本市検証部会の勧告において

も、災害情報の取り扱いに関して、吉井

(2008)と同様に“災害情報トリアージ”の

導入とその運用体制の整備を指摘している。 

ここで“トリアージ”とは、「ふるい分ける」

または「選別する」の意味を持ち、大事故

災害時に行われる医療支援の第一段階であ

る。災害医療でのトリアージの目的は、適

切な傷病者を適切な場所へ適切な時に搬送

するとともに、最大多数に最善を尽くすこ

とと定義されている 5)。この考え方を災害

情報の取り扱いに応用させたものが、災害

情報トリアージであり、災害時における膨

大な情報の中から、意思決定や応急対策等

に必要な情報を重要度や優先度により選別

し、伝達する作業（プロセス）を意味する。 

さらに、医療現場においてはトリアージ

を静的プロセスでなく、動的プロセスとし

て取り扱う。これは、患者の状態は外傷の

経過や実施された処置の結果により好転す

ることもあれば、悪化することもあるため

である。そのため、医療現場では最初のト

リアージ判定（一次トリアージ：ふるい分

け）を傷病者が発見された場所で行った後、

二次トリアージ（選別）を救護所内、搬送

 

4)。 

 



前、病院受入時、蘇生・治療中、手術前な

ど何度でも繰り返し行うこととしている 5)。 

熊本市検証部会の勧告においても、トリ

アージの動的な性質やトリアージ判定ミス

を補う観点から、極めて重要な情報につい

ては、担当幹部同士の直接連絡など情報共

有ルートの複線化を行うべきであると指摘

している。この検証部会の勧告を受け、熊

本市では平成 24 年 8 月末に 17 項目の改善

策を発表し、できるものから迅速に対応を

行っている 2)。熊本市における災害情報ト

リアージの対応については次節で紹介する。 

 

３．熊本市での取り組み事例紹介 

 熊本市においては、平成 25 年度改訂の熊

本市地域防災計画書（風水害編）6)および熊

本市水防計画書 7)の中に、災害情報トリア

ージが明記された。その目的は、災害時に

は、水防本部に様々なルートから数多くの

情報が入り、情報の輻輳とはん濫が発生す

ることから、収集した情報から意思決定お

よび応急対応等に必要な情報を選別・整

理・評価・伝達・共有する一元的なトリア

ージ体制を確立し、迅速な意思決定に資す

ることである。 

災害情報の記録・選別・報告などは図-1

に示す災害情報トリアージ用紙を用いて行

う7)。また、それぞれの水防本部の班の役割

なども熊本市水防計画書の水防本部の業務

表に明記されている。災害情報トリアージ

により、水防本部に集まった災害情報は、

優先度に応じて3つに区分される。例えば、 

区分A：人命の危険や河川の氾濫等 

区分B：道路の損壊や冠水等 

区分C：比較的軽い被害等 

人命に係る事項が含まれる区分 A が優先

度の一番高い情報となる。試みとして、平

成 24 年九州北部豪雨災害時の災害情報を

本災害情報トリアージで選別し、その結果

を手作業で地図上にプロットしたのが図-2

である 9)。本図に使用した災害情報は、検

証委員会報告書の資料編 8)に掲載された情

報を用いた。図中では、赤丸が区分 A、黄

丸が区分 B、白丸が区分 C をそれぞれ表す。

図より、災害情報の優先度が 3 つに選別で

きることがわかる。つまり、吉井(2008)が

指摘したように今回の災害時もおいても、

必ずしも優先度の高い情報だけが水防本部

に集まっているわけではないため、災害情

報トリアージの必要性が確認できる。さら

に、トリアージ結果を地図上に重ねて表現

することで、災害情報の選別・整理・評価・

伝達・共有がより明確となり、水防本部で

の迅速な意思決定支援に資することが期待

できる。 

なお、図-2 は平成 24 年 7 月 12 日の 4 時

30 分～14 時までの全ての時間の災害情報

を 1 枚の図面上に重ねて示しているが、今

後は、災害情報の優先度の空間分布が時間

とともにどのように変化したのかについて

も検討する予定である。ただし、図中の情

報の発信位置は暫定部分も残されており、

今後詳細に検討する必要が残されているの

で注意いただきたい。 

 

４．おわりに 

本報では、平成 24 年 7 月に発生した九

州北部豪雨災害を受けての熊本市の対応や

対策の中で、特に災害情報の取り扱いに関

する災害情報トリアージについて状況を紹

介した。実際に生じた災害事例を検証する

ことで災害情報トリアージの有効性が確認

された。しかし、実際の災害対応時に情報

トリアージを迅速かつ正確に実践すること

は容易ではない。そのため、平常時から災

害時を想定した図上訓練等を継続して実施

し、災害情報トリアージの仕組みと対応方

法を身に付けることが重要である。 

 また、図-2 に示したように災害情報トリ 

アージによる優先度を地図上に重ねて表現 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 災害情報トリアージ用紙（平成 25 年度 熊本市水防計画書より引用） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、その時間・空間的変化を把握すること 

は、水防本部での迅速な意思決定支援に非

常に有効である。現状では、地図情報との

データ結合は手作業による部分も多いが、

今後、GIS（地理空間情報システム）等との

自動処理化が進展することを期待する。 
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災害リスク情報を活用した地域 

 

（独）防災科学技術研究所 

臼田 裕一郎 

 

1. はじめに 

(独)防災科学技術研究所（防災科研）では、

災害に強い社会の実現を目標に、災害リスク

情報を活用した地域防災力の向上のための

研究開発を行っている。今回の「災害と防災

情報」というテーマに際して、これまで行っ

てきた研究開発の概要と最近の社会の動き

を紹介した上で、地域防災力向上に向けた大

学への期待について、私見を述べたい。 

 

２. これまでの研究開発の紹介 

防災科研では、2006 年より「地域防災力

向上に資する災害リスク情報の活用に関す

る研究」を開始した。2008 年には、イノベ

ーションの創出・促進を図る国の長期戦略指

針「イノベーション 25」の「社会還元加速

プロジェクト」のひとつ、「きめ細かい災害

情報を国民一人ひとりに届けるとともに災

害対応に役立つ情報通信システムの構築」に

位置付けられ、「災害リスク情報プラットフ

ォームの開発に関する研究」として加速化さ

れた。そして、その研究成果の一つとして、

2009 年に、地域住民による共助を支援する

地域情報基盤「e コミュニティ・プラットフ

ォーム」をオープンソースで公開した。 

「eコミュニティ・プラットフォーム」は、

地域住民が参加型で行う防災マップづくり

に着目し、ハザードマップや被害想定図など、

国や自治体、研究機関等から発信されている

様々な地理空間情報を下敷きに、地域住民が

保有する災害経験や危険個所をプロットし、

地域防災対策を検討することができる「e コ 

 

図-1 eコミマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 地域での活動風景 

 

ミマップ」というツールを有している（図-1）。 

これにより、従来、地域住民の知識や経験

のみで行われがちだった共助としての地域

防災の中に、様々な専門知を情報として取り

込み、より高度化していくことを期待してい

る。 

「e コミマップ」は Web 上で稼働するシス

テムで、インターネットを介して情報を表示

したり登録することができるが、必ずしも地 

域住民全員が使わなければならないという

システムではない。地図を紙に出力し、その

上でワークショップを行い、その結果を情報

ツールに得意な住民が代表して e コミマッ

プに入力する、という形で、デジタルとアナ

ログをうまく活用することができる（図-2）。 

防災力向上のための研究開発 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子供向けには、大きな地図を A4 サイズで

細切れに印刷し、一部を外しておいて子供に

渡して、ジグソーパズルのように当てはまる

場所を探してもらうことで、地域の環境を理

解したり、ワークショップへの参加を促す方

法もある（図-3）。 

2010 年からは、これまでモデル地域で実

証実験を行ってきた「e コミュニティ・プラ

ットフォーム」を活用した地域防災活動手法

を全国に適用するために、「e 防災マップコ

ンテスト」と「防災ラジオドラマコンテスト」

を開催、内閣府と文部科学省の後援を得て、

これまで 4 回実施してきた（図-4）。 

 全国各地より多くの参加があり、ハザード

マップや標高データを下敷きに、避難路や一

時避難場所等を検討し、入力し、地域で共有

するといった取り組みが数多く生まれてき

ている（図-5）。 

そして、2011 年に発生した東日本大震災 

 

 

 

図-6 ALL311 の地図画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

においては、これまで平時の防災向けに開発

してきた「e コミュニティ・プラットフォー

ム」を災害対応に適用し、様々な機関が災害

後に観測・調査し発信した情報を統合的に活

用できる「東日本大震災協働情報プラットフ

ォーム（ALL311）」を構築した。これらは、

被災地における自治体や救助に入った自衛

隊、災害ボランティアセンター等での災害対

応や復旧・復興に活用された（図-6、図-7）。

 

 

図-4 e防災マップコンテスト 

 

 
図-7 ボランティアや自衛隊による活用 

 

図-5 e防災マップコンテスト優秀作品 

 

図-3 防災ジグソーマップ 

 



図-8 官民協働危機管理クラウドシステム画面 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その成果に基づき、現在、自治体における

災害対応を効果的に行う「官民協働危機管理

クラウドシステム」の開発を、2011 年度よ

り 3 年計画で行っている（図-8、図-9）。 

 

３. 社会における新しい動き 

その間、社会においても新しい動きがみら

れた。大津波警報や特別警報など、気象庁か

ら発信される新しい情報もあるが、ここでは

平時の地域防災に影響しうる 2 つを取り上

げる。 

ひとつは、「オープンデータ」という、広

く開かれた利用を許可する形で情報を公開

するという流れである。2012 年 7 月に「電

子行政オープンデータ戦略」が出され、2013

年 6 月「世界最先端 IT 国家創造宣言につい

て」が閣議決定した。これにより、たとえば

従来 PDF 等で閲覧・印刷しかできなかった

ハザードマップを、データとして地域住民が

防災マップづくり等に活用できるようにな

り、さらに避難所や公共施設の情報、統計情

報などを組み合わせた統合的な活用により、

高度な地域防災に資することが可能となる

ことが期待されている。 

もうひとつは、2013 年 6 月に行われた、

災害対策基本法の改正である。その中で着目

すべきは、「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。」という一条が加えられたことで

ある。住民が自分の地区の防災計画の素案を

作成し、自治体に提案できることになると、

これまで住民独自の取り組みに留まりがち

だった防災マップづくりを、自治体とつなが

る形で公的に位置づけることができるよう

になる。自治体が発行したハザードマップを

下敷きに住民が防災マップを作成し、その防

災マップを自治体が防災計画の中に位置付

ける、こうすることで、住民だけの共助から、

官民協働の共助という形になり、本質的に意

味のある取り組みになりうる。今後は、こう

いった動きが多く生まれることを期待した

い。 

 

４． 地域に根ざした大学の大切さ（私見） 

地域防災力向上のための情報基盤や手法

は、これまで数多く生まれてきた。しかし、

これらを本当の意味で地域に定着させ、継続

的な取り組みとしていくには、地域に根ざし

た大学の役割が非常に重要となってくると

感じている。 

防災科研はその位置づけ的に、国全体を俯

瞰した取り組みを行っていく責任がある。し

たがって、地域防災力向上の研究開発におい

ても、モデル地域での実証実験は行うものの、

 

図-9 自治体実証実験風景 

 



最終的には全国に適用可能な標準化が要求

される。しかし、これまでの実証実験の経験

からすれば、地域の自然環境、社会環境、災

害特性のどれをとっても、全国一律に語るこ

とができるものではない。標準的な手法があ

る程度適用できるとしても、やはり地域の特

性に即したカスタマイズが必要となる。その

際、地域に根ざし、地域を熟知し、地域から

の信頼のある大学には、ぜひその役割を担っ

ていただきたい。一方で、数多くの地域で有

効な地域防災力向上手法が生まれても、それ

がその地域のみで閉ざしてしまい、他の地域

への適用を図られていないという現状もあ

る。それに対し、地域で生まれてうまくいっ

た方法は他の地域に適用できるよう標準化

し、地域でうまくいかないことには他の地域

でうまくいった方法を提供する、そういった

流れを作る役割を、全国を俯瞰する研究所と

して担いたい。そうすることで、日本全体の

地域防災力向上につながっていくのではな

いかと考えている。 

 

５．今後の展開 

「e コミュニティ・プラットフォーム」は

すでにオープンソースソフトウェアとして

公開しており、地域防災での活用や新しいア

プリケーション開発が可能な状態になって

いる。年に数回程度バージョンアップを行っ

ており、今後もブラッシュアップしていく予

定である。「官民協働危機管理クラウドシス 

 

 

 

 

 

 

 

 

テム」は、今年度末に同じくオープンソース

ソフトウェアとしての公開を予定している。 

「e 防災マップコンテスト」や「防災ラジ

オドラマコンテスト」は、これまでの 4 回の

取り組みで見えてきた改善策を盛り込み、次

年度も第 5 回の実施を計画している。こちら

にはぜひ全国各地からの積極的な参加を期

待したい。 

 

参考情報 

・「e コミュニティ・プラットフォーム」 

http://ecom-plat.jp/. 

・「東日本大震災協働情報プラットフォーム

（ALL311）」 

http://all311.ecom-plat.jp/. 

・「官民協働危機管理クラウドシステム」 

http://ecom-plat.jp/k-cloud/. 

・「e 防災マップコンテスト」「防災ラジオド

ラマコンテスト」 

http://bosai-contest.jp. 

・電子行政オープンデータ戦略 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyous

ei.html. 

・世界最先端 IT 国家創造宣言について  

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20

130614/siryou1.pdf. 

・災害対策基本法等の一部を改正する法律

（平成２５年法律第５４号） 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/minaoshi/kihon

hou_01.html. 
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地方自治体の防災情報 

宇部市役所  

弘中 秀治 

 

1. はじめに 

 私は、平成 8年から平成 25年まで 17年

間、山口県宇部市役所の防災担当として防

災業務に携わってきました。阪神淡路大震

災以降、大きく変わった我が国の防災対策

とともに、住民と接する地方自治体の最前

線で防災に取り組みました。昨秋の伊豆大

島での防災対応などについては残念に思う

こともありましたが、異動当時素人であっ

た自分自身のことも思い出しながら、地方

自治体の防災情報の現状等を気象情報を中

心に紹介したいと思います。 

 

２．防災職員となって 

 平成 8 年当時のことを振り返ってみます

と、宇部市教育委員会体育課から防災室（現、

防災危機管理課）に配属になったときは、

それまで災害対応や防災部門の勤務経験も

なく、災害が発生したら漠然とたいへんそ

うだな（でも、平常時は暇なんじゃないか

な）というイメージをもっていました。ま

た避難勧告等は手順通りに慎重にやるのだ

ろうな、でも本当に大変な事態のときは国

や県から何かしらの連絡があるんだろうな

と思っていました。ところが、配属後しば

らくしてこれらの考えはすべてほぼ間違っ

ていることに気が付きました。 

 本市は、平成 7年の集中豪雨災害により、

県内で初めて防災室が設置され、私が配属

された平成 8 年に気象観測装置と民間気象

情報を導入しました。自前の観測機器を持

ち、実際にどの地域でどのくらいの雨が降

ったのかなどの気象情報を迅速に把握する

ことは、基本的な事実把握として重要にな

ります。またその他に風向風速などの気象

データも観測することで、県域ではない本

市地域の局地的な気象予報、つまり民間気

象会社から本市の予測情報を受けることが

可能になりました。 

 当時県内の市町村役場の現場では、地方

気象台が発表する注意報、警報等の情報は、

県庁から無線とＦＡＸで伝えられていまし

た。県庁と市町村役場など防災関係機関を

結んでいる防災行政無線により、まず音声

で情報伝達が伝えられ、聞いたかどうかの

受令確認を取り、そのあと無線ＦＡＸで情

報が伝えられるという確実に伝える仕組み

になっていました。（現在は、インターネッ

ト回線による気象庁防災情報提供システム

［略称：防提］も併用してあります。） 

 またこのほかに、警報や注意報に先立つ

注意を喚起するものとして、「○○に関する

気象情報」があり、24 時間から 2～3 日前

に、災害に結びつくような激しい現象が発

生する可能性のあるときに気象台から発表

されます。一般には、あまり目にすること

なかったこのような情報は、新鮮でもあり、

また市の防災体制や避難勧告等の判断に生

かすべき重要な情報だと思いました。 

 これらの情報には、災害の可能性が、高

潮、洪水、土砂災害とたくさん書かれてあ

り、どれに気を付けたらよいのかわからな

いなと配属当時は思いました。例えば、「今

夜遅く 50ミリの大雨のおそれがある」と書

いてあった場合に、「本当に 50 ミリの大雨

がこの情報に書いてある通りに降ったらど

うなるのか」と率直に疑問が生まれ、周囲

の先輩に尋ねると「わからない」という答

えしか返ってきませんでした。現在では、

各種ハザードマップや各種マニュアル等も

整備されつつありますのでこのような自治

体は少ないかもしれませんが、ひょっとす

ると人事異動のローテーションが短く災害

対応経験が少ない職員が担当していると今

でもこういう自治体があるかもしれません。 



 また本市付近では雨が上がっているのに

大雨警報が続いてるときに、下水一筋３０

年の大先輩が「俺の見立てによるともう大

丈夫だから、はやく防災体制を解除しろ」

と言って来たりしたことがあります。おそ

らく大先輩のいうことの方が正しいとは思

いながらも、なぜ大雨警報が継続している

かは説明できず、地域防災計画に決められ

ているので体制は解除できないという説明

にならない説明しかできませんでした。 

 当時、職場で毎日気象情報に接するとい

う環境になった中で、市町村役場のスタッ

フがどういう災害になるか想像できなけれ

ば、事前に避難勧告を首長に進言すること

は絶対にできないと思いました。また事前

に避難勧告をするためには専門家が必要だ

と強く感じました。そこでニュースで聞い

たことのある気象予報士という資格を取れ

ばわかるようになるだろうと思い、独学で

勉強を始め、平成 9 年に気象予報士になる

ことができました。 

 なお、防災室でまず初めに取り組んだ業

務は、『宇部市地域防災計画』に「震災対策

編」を新設するため、原案を作成すること

でした。従来の地域防災計画を読み込み

200 以上の疑問点を抽出し、それらを一つ

一つ解消しながら、緊援隊（緊急消防援助

隊）、災害ボランティア、災害弱者（後に災

害時要援護者、避難行動要支援者と名称が

変わります）など新規項目等について検討

し、案を作成しました。翌年、風水害対策

編や火災事故災害対策編もあわせて改定し

ていくことになりますが、その際には『山

口県災異誌』などの災害の歴史をまとめた

文献はもちろんのこと、戦前の新聞なども

図書館で調べて、本市の災害史も資料編に

まとめました。本市で過去に数多くのいろ

いろな災害があったことは、初めて知るこ 

とばかりでとても興味深い作業でした。 

３．後出しジャンケン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後も、災害時要援護者の避難支援や

各種ハザードマップの作成にも携わります

が、ここでは、防災気象情報について、具

体的な事例を紹介します。 

例えば、写真-1平成 17 年台風第 14 号に

関する山口県気象情報第 18 号では、現在、

1時間 30～40ミリの激しい雨が降っており、

今後更に強まり1時間に50ミリ以上の非常

に激しい雨となるおそれがあることが記さ

れています。白黒のＦＡＸではレーダ画像

はつぶれてしまい位置がわかりません。小

さな文字で「洪水、土砂災害に警戒」とあ

り、また大きな文字で「高潮に最大級の警

戒」とあり、洪水、土砂災害よりも高潮に

警戒すべきとも読めます。 

写真-1  平成 17 年台風第 14 号に関する山

口県気象情報 第 18号 

 

写真-2  平成 17 年台風第 14 号に関する山

口県気象情報 第 27号 

 



 その後、写真-2平成 17 年台風第 14 号に

関する山口県気象情報第 27 号が下関地方

気象台から発表され、7 ヶ所で日雨量が観

測史上 1 位となったことが伝えられ、大雨

が降ったことがわかります。 

 この平成 17年（2005年）台風第 14号に

よる被害は、九州では、宮崎県で死者 13

人、全壊 1,104棟、半壊 3,284棟、床上浸水

1,462棟等の大きな被害となりました。山口

県では、主に洪水と土砂災害により、死者

3人、全壊 5棟、半壊 146棟、床上浸水 1,380

棟等の被害となり、山陽自動車道の岩国－

玖珂間の山口県岩国市廿木では、道路の法

面崩壊により家屋が全壊し死者 3人の被害

となりました。また美川町（現、岩国市）

では、急激な増水により身の危険を感じた

人が電柱に登って救助を求める事案も出る

ほどの洪水でした。 

 配属当時の私だったら、「高潮に最大級の

警戒」とありながら、高潮災害は起きず、

洪水と土砂災害で大きな被害となったこと

に疑問を感じていたと思います。しかし、

平成 17年当時の私は、高潮のおそれがあっ

たのは事実だし、高潮被害が起きなくてよ

かったと感じました。 

また大雨については、1時間に 50ミリ前

後の雨が降ったのは予想通りです。しかし、

その雨が 6～7時間も継続したことが被害

をもたらした最も大きな原因であり、その

予想が事前にできなかったことは、科学的

に困難なことも理解した上で、個人的に残

念です。もし予想ができていたとしたら、

その情報が伝えられなかった点で、予想で

きなかったことと同じことであり、防災に

つなげられなかった点で同様に思います。 

 近年では、災害が発生すると、マスコミ

をはじめとして結果を知った上で、後出し

ジャンケンによる行政批判が多く見られる

ことは残念です。物事が起きた後に批判す

ること簡単です。起きる前に、なぜ防ぐこ

とができなかったか、そのことに批判の目

を向けていただきたいと思います。実際に

は多くの自治体では、一生懸命取り組んで

います。事前にどれだけの情報を得ること

ができたのか、その限られた情報の中で、

これから起きる災害が本当にどこまで予想

することができたのか、慎重に見極めなけ

れば次に生かすことはできないのではない

でしょうか。 

 

４. 期待すること 

 昨年 10月の伊豆大島の災害では、狩野川

台風の被災経験もあり、前日の段階で伊勢

湾台風と同程度の強さの台風が接近する予

想がありながら、事前の防災対策がうまく

いかなかったことは、昔の私自身を見てい

るようでもあり、自戒も込めて残念でなり

ません。 

 首長不在の批判も一部ありましたが、地

震や大事故など突発的な災害はいつ起きる

かわかりませんから、首長不在であっても

防災対応できるように準備しておくべきで

あると考えます。ただ残されたスタッフが

しっかり取り組んだかどうかは検証した方

がよいかもしれません。 

 地方自治体の防災担当職員のみなさんに

期待することとしては、まずは自分の地域

の地勢や災害史をよく知ることが大切です。

特に、先人や先輩の経験知をスタッフでし

っかり共有しておくことが大切です。その

上で、避難勧告等をかけることを具体的に

よく検討しておくことが極めて重要である

ことをあらためてお伝えしたい。どんな情

報をどのように使い、どんなときにどのよ

うに判断し、どのように誰に伝えるか、徹

底して、具体的に、防災担当職員自身がプ

ロ意識を持って、まずは考えること、そし

て準備しておくこと、そのことを切に願っ

てやみません。 



 

 

 

特定非営利活動法人レスキューサポート 

木ノ下 勝矢 

 

１．はじめに 

３・１１東本大震災以後、自然災害に対す

る考え方や取り組みが大きく変化してきた。

その要因の一つとして気候の変動や地震の活

動期ということもあり、災害規模も広域的に

なり行政区域を越えた対応が求められる。 

その反面、ゲリラ豪雨や竜巻、雷雨など局

地的な災害も多く発生している。 

2012年７月 11日から 14日にかけて九州北

部を中心に降った大雨は、福岡、熊本、大分

の三県で土砂崩れや河川氾濫が起きて死者行

方不明者は 32名に上った。 

大分の土砂災害の恐れがある危険箇所で土

砂災害警戒区域に指定されているのは福岡県

の 8割に対して、大分は 19,640箇所のうち警

戒区域に指定されているのは、3,042箇所の 4

割余にしか危険区域に指定されていない。そ

れは資産価値が低くなることもあり地権者の

同意を必要とする現況の指定方法では、危険

と分かっていても指定することが難しく防災

計画策定の本質には程遠いものになっている。 

このことから、従来の災害対策の考え方で

は、住民を安全に守ることが出来にくくなっ

ているのが現状である。 

公的機関だけに頼った防災対策では、広域

的同時多発型災害ではその機能を効果的に発

揮し住民を守ることが出来にくくなっている

のは、今までの災害事例から見て顕著である。

そこで、地域コミュニティを再構築し自助・

共助の底力を向上させることが急務であると

考える。 

特に、災害時要援護者といわれる障がい者

や高齢者の人たちを災害から、誰がどのよう

に守るかということを社会全体で考えること

は、健常者の方々を守ると言う共通の目的を

共有することにもなる。 

そこで、大分県の災害被害想定を基にした

地域社会自らが考える「地域継続計画（CCP）」

を提言し事業継続計画（BCP）と関係づけて

どのように進めていくか考えてみた。 

 

２．大分県の災害時要援護者（障がい者・

高齢者）の支援 

 「災害要援護者」とは、必要な情報を迅速

かつ的確に把握し、災害から自らを守るため

に安全な場所に避難するなど、災害時の一連

の行動に対して支援を必要とする人である。 

25.2）） 

・乳幼児：就学前の子供（0～6才） 

・妊産婦：出生数をもとに推計 

・障がい者：身体 1、知的、精神障がい者（手

帳所持者） 

・要介護者：25.2）） 

・乳幼児：就学前の子供（0～6才） 

・妊産婦：出生数をもとに推計 

・障がい者：身体 1、知的、精神障がい者（手

帳所持者） 

・要介護者：要介護認定者のうち、要介護 1

の者を除く（施設入所者を含む）災害発生時

の避難や災害発生後の生活において、下記の

ようなことが想定されるが、乳幼児や妊婦に

ついては数値が変化するし高齢者の要支援者

は高齢化が進むにつれて増加が考えられる

（表-1）。 

ア 避難行動 

① 避難行動がとれないことによる人的被害

の可能性 

・避難行動が遅れ、津波に巻き込まれる。 

・避難指示などの避難等情報が理解できない

ために、地震や津波による危険回避ができな

い。 

・移動に必要な担架等の資機材が不足してい

る。 

・外国人など言葉が通じないことで、災害や

（Continuity Plan)のすすめ 

 

地域継続計画（(Community 

 



避難等の情報を得ることができない。 

② 事前把握が行われていないことによる避

難支援の困難 

・避難支援が必要な対象者が事前に把握され

ていないため、要援護者が避難できず、津波

に巻き込まれる。 

③ 社会福祉施設等の倒壊、浸水 

イ 生活支障 

① 慢性疾患に対する治療の困難 

・停電により、人工呼吸器や自動吸引器、人

工透析の機器が稼働せず、生命維持が困難に

なる。 

② 飲料水や食料、医薬品等が数日間供給不足

となり、手当てが必要な要援護者等が死亡す

る。 

③ 視覚障がい者等、障がい者が避難所等に避

難後、住み慣れない環境下で日常生活が困難

になる。 

 尚、65 歳以上の身体障がい者（手帳所持者）

について、要介護者との重複を調整している。 

④ 避難所生活の困難 

・プライバシーや衛生上の問題等、避難所生

活にストレスが生じ、要援護者の健康面や精

神面で支障がでる。 

・介護職員や手話通訳者等の専門要員が不足

している。 

・外国人など、一般の避難者と食事や生活様

式の違いからトラブルが生じる。 

⑤ 食事面での困難 

・薬やアレルギー対応食、高齢者向けのおか

ゆなど特別食が手配できない。 

・アレルギーのため、避難所で配布される食

事をとることができない。 

⑥ 福祉避難所等の開設が遅れ、多くの要援護

者が困難な避難所生活を強いられる。 

・県外避難先の確保や専門職の確保ができず、 

生命維持が困難になる、 

などを想定している。この想定に対し地域の

皆さんが、的確な避難行動を行うためには、

自主防災組織や自治会ごとに地域の特性を反 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映させた避難行動計画を作成し、これに沿っ

た避難訓練を実践する、あるいは意見や知恵

を出し合い意識を共有するとことが必要であ

るが、脆弱性や課題の議論は既に出尽くして

いる。それに対して地域は意見と知恵を出せ

と解決方法や対策を示しているが具体性を感

じない。 

そうした脆弱性を小さくするには誰がどの

ようにすればいいか、また、地域リジリエン

スの向上を目指す防災という考え方から、受

援力や復元力を高める減災を行うために意見

や知恵を出す取り組みを始める必要があると

考える。 

 

３．要援護者の受援力と復元力 

行政や企業が、事業を継続させるために必

要な事業継続計（Business Continuity Plan）の

作成が求められているが、業務の継続が主眼

ですから、被災した場合には別の場所に機能

を移すことが、継続する最低限の取り組みと

して考えられる。 

しかし、地域住民や福祉施設、医療機関な

どにとっては地域の継続性が重要でありBCP

と連携して地域継続計画（CCP）を連携して

表-1大分県市町村別の災害時要援護者数 

（大分県津波被害想定資料） 

 

 



社会が備える復元力の底力を高める必要があ

る。また、大災害時の経済的被害、人的な被

害の中で重要なのが、自助・共助と言われて

いるが、地域の受援力を高めることで、被災

状況で多様な問題を解決する地域コミュニテ

ィ能力が発揮でき、減災することが可能であ

ろう。 

最近の事例として、地域の民生委員さんが、

社会福祉協議会から要請されて各家庭を訪問

し、65歳以上の方に登録用紙に記入して貰い、

その用紙を消防署に提出し、災害時要援護者

名簿としている。 

この作業でできた名簿で、災害時にどのよ

うに対応できるかの説明は、社会福祉協議会

からはされていない。既に消防機関では、市

役所と連携して住基ネットでリアルタイムで

住民の情報は把握しているのであるから、本

来、社会福祉協議会や民生委員の方が、災害

時にどのような活動ができるのかを具体的に

示すことの方が重要でないだろうか。 

過去の災害で要援護者の把握ができていな

いということだけが問題となり、個人情報保

護の観点からか、手上げ方式や同意方式が採

用され、名簿づくりは同意方式で個人情報の

問題をクリアーした要援護者であるというこ

とになっているのではないか。 

あるいは自助・共助の関係を飛び越しいき

なり公助に頼ってしまうことになるのではな

いか等の疑問が残る。 

どの様に誰が守れるのか仕組みのようなも 

のを示さないと、民生委員や社会福祉協議会、

消防署がいきなり守ってくれると思う人は少

なくない。 

現実には、同時多発型災害時に市内全域の

要援護者に該当する人の名簿が集まり、かか

りつけの病院や関係者の連絡先情報が全て消

防署に集まったとしても、いきなり公助の支

援が果たして可能であろうか疑問である。 

最近の自然災害は広域的な被害や、逆にゲ

リラ豪雨や竜巻被害のように極端に狭い範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

での被害が多発している現象は、単に名簿を

作成することで解決するとは思われない。 

 

４．防災カルテと防災事前問診票 

そこで、我々は、防災カルテのような自助

や共助の関係をつくるもとになる情報を集約

する方法を今一度考えてみる必要を感じた。 

調べてみると、防災カルテを作成している

自治体や社会福祉協議会、又は自治区独自で

取り組んでいるところもある。 

例えば同意方式並びに手上げ方式の考え 

方を取り入れ、個人情報を記入し、災害時や

急病時にその情報を関係機関などに公開しま

すということを承諾書に押印してもらう。こ

の情報を書いた紙を 15センチの円筒形の容

器に入れて冷蔵庫に入れておくという民間で

の取り組みがある。これに対し行政視察も多

くあるということは、どこも、災害時の個人

情報の取り扱いに苦慮していることがうかが

われる。 

そうした、防災カルテと言われるものの内

 

写真-1 2011.5.2 公助の破壊、南三陸町 

防災対策庁舎 撮影 木ノ下勝矢 



容は、本人氏名、生年月日、住所、かかりつ

けの病院、関係者の連絡先などで、ほぼ、他

の防災カルテと同種なものであった。 

我々は、防災カルテの中を「マイ・ハザー

ドマップ」としての情報を中心に、自助の取

り組み、共助の関係づくりなど従来の内容と

は異なり、個人の環境や地域で災害に対する

取り組みは違うことから、マイハザードマッ

プを作成するサポートを NPOレスキューサ

ポート九州で行うことにしている。 

また、特徴として、マイハザードマップ作

成前に「RSK 方式防災カルテ問診表」に記入

していただくところから始める。なお、RSK

方式問診表については別の機会に紹介したい。 

この防災カルテは、自助・共助の底力を向

上させるために、個人のワークショップで実

施した記入情報をハザードマップに取り込み、

このハザードマップの情報を公開するかは、

個人の判断とする、ということが特徴である。 

また、災害種別や季節、時間や場所などを

変えて作成する取り組みも可能である。 

特に、災害時要援護者と言われる、障がい

者や高齢者の方々を取り入れる実証実験は繰

り返し民間でしかできない取り組みであり、

これが効果的で具体的で復元力を高める一つ

の方法として地域継続計画作成時の一考とす

ることを提案したい。 

 

５．まとめ 

この原稿を作成しながら並行し「防災カル

テ」作成のための資料として「防災カルテ問

診表」の記入する研修会を開催した。 

従来からある、行政が作成するハザードマ

ップは、印刷物として地図に避難所や公共施

設などの表示が示されているが、最近の携帯

電話では、位置情報や地図情報アプリのある

携帯電話などではコンビニ、病院、ガソリン

スタンド、などハザードマップ以上のラウン

ドマークが記入されているものが多く、災害

対応として印刷物のハザードマップを参考に

している人は多くはない。 

そこで、今回、個々人の災害対応の力量を

明確にするために、問診票を考えた。 

この特徴は、時間軸を取り入れ、時間経過

とともに自分は何をするべきか、何が必要な

のかを自分が考え記入していく方法で、まさ

に病院に初めて診察に行ったとき、自分の様

子を自分で答えて今の症状を判断する資料と

するもので、この方式を災害対応の自助・共

助の底力の判断と受援力、復元力にどのよう

につなげていくかということを、次にワーク

ショップを実施し、「マイハザードマップ」と

して作成し、減災のための一考とするもので

ある。 

 

６．おわりに 

今回、福岡工業大学社会環境学科 森山聡

之先生の防災関係の研究会などに参加したご

縁で、今回、我々NPOレスキューサポート九

州が防災減災研究会として取り組んでいる、

RSK 式防災問診表、マイハザードマップ作成

の考え方を本ニュースに取り上げて頂く事が

出来た。我々は、40年近く大分県の一村一品

地域づくり運動を活動の原点としており、防

災とは究極的な地域づくりだと気づく事が出

来た。 

これを機会に、皆様からの、ご支援ご協力

頂くことができたら我々の小さな活動の糧に

なると信じている。 

 

参考資料 

・大分県津波避難計画策定指針 平成 25年 9月. 
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道路段差に注目した地震被害発生 

 

 

バンプレコーダー株式会社 

八木 浩一 

1. はじめに 

東日本大震災において、本田技研工業やトヨ

タ自動車などが自動車のナビゲーションから

得られた位置情報を用いて、地震災害後におい

ても通行できている道路がどこかを示した通

行実績情報を作成し配信した。さらには ITS

（Intelligent Transport Systems）の業界団体であ

る ITS Japan が日産、パイオニアの情報も含め

た 4 社統合の通行実績情報を作成し、被災地支

援に活用された。このように地震発生時に被災

地周辺の道路状況を把握し共有することは復

旧復興活動の迅速化に大きく貢献する。 

道路が通れた、通れなかっただけでなく、道

路が損傷を受けているか、受けていないかまで

把握、共有できればさらに的確で効果的な支援

につながると期待される。 

筆者らは 2007 年 7 月の新潟県中越沖地震か

ら、走行中の自動車がどこでどれだけ揺れたか

を記録することで、道路に発生した段差を把握

する手法を研究、開発してきた。さらにこれを

社会に根付かせ実際に利用できるようにする

ため 2013 年 10 月に事業会社を設立した。 

本稿では、はじめに 2007 年の新潟県中越沖

地震直後に実施した歩数計を用いた段差記録

手法を述べ、この手法による計測結果と震度分

布の関係を説明する。次に、より利便性を高め

るために開発したスマートフォンを用いた計

測技術について説明する。最後に社会実装に不

可欠な平常時活用についての取り組みを紹介

する。 

 

２. 段差調査の初期のアイデア 

2007年7月の新潟県中越沖地震の直後に現地

調査に入った。その際、道路に多数の段差がで

きているのを目の当たりにし、この状況を記録

しようと取り組みをはじめた 1)。具体的には現

地調査で移動に使った車両にセンサを取り付

け、どこでどれだけ車両が揺れたかを記録した。

揺れを記録する 

 
 

 

 

ときに着目したのが日常生活の中で揺れを計

測している身近な機器、歩数計だった。車両の

助手席側のダッシュボード垂直面に歩数計を

貼り付け走行したところ“歩数”が記録される

ことが確認できたため開発をスタートさせた。

振り子式デジタル歩数計には、上下動により

ON-OFF する振り子スイッチが内蔵されている。

ここにリード線を取り付ければ簡単に ON-OFF

信号が取り出せる。“すぐに使える”を目指し、

100 円ショップで買ったデジタル歩数計を改造

し、名刺サイズのマイコンボードに接続して、

ON した時刻をミリ秒単位で記録した。この情

報と GPS の情報から、どこで“何歩歩いたか”

を記録した。筆者らはこの装置をバンプ計と呼

んでいる。 

 

３. 2007年新潟県中越沖地震での調査結果 

取得した“歩数”情報と GPS 情報をもとに、

マイクロソフト製の表計算ソフト、エクセルを

使って 1km ごとの段差の数を求め、地図上にプ

ロットした。図-1 に 2007/8/12～16 の柏崎周辺

地域で実施した調査結果を示す。図中の円の大

きさで 1km あたりの段差数を表している。これ

を見ると柏崎中心街を東西に走る国道 8 号線と

それに並行する道路、および刈羽〜出雲崎間を

南北に走る国道 116 号線と県道 574 号線で、段

差が特に多いことが分かる。これは運転時の印

象と一致している。 

長岡市の深沢町～七日町間の国道 404 号線で

も段差が記録されているが、ここには融雪パイ

プが敷設されており、これはその段差である。 

 走行速度が上がると検出回数が増え場所ご

との比較に支障をきたすのではないかと懸念

したが、国道 8 号線の長岡～三条間を 60km/h

で走行した区間では、段差の記録がほとんどな 

エリアの定量的把握方法と社会実装 

 に向けた取り組み 

 

図-1 中越沖地震後の段差分布調査結果 
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図-2 段差分布と震度分布の比較 

 

いこと、柏崎中心街の渋滞区間でも段差の記録

が多いことを見ると、速度の影響は大きくない

と考えられる。また信号停止があった場所でも

段差の記録がない区間が多いことから、発進、

停止の加減速の影響も大きくないと考えられ

る。 

図-1 の段差分布に震度分布を重ねたものを

図−2 に示す。×印は震央を示し、赤色は震度 6

強、濃い橙色は震度 6 弱、橙色は震度 5 強を示

している。この図を見ると、震度が大きかった

場所で段差が多いことがわかる。震度分布とま

ったく同じ傾向を示すのであれば段差分布調

査の意味はないが、図-2の濃い橙色の震度 6 弱

のエリアを見ると、刈羽～出雲崎間を南北に走

る国道 116 号線と県道 574 号線では段差が多い

が、柏崎〜長岡間を東西に走る国道 8 号線では

段差はそれほど多くなく、段差分布調査の必要

性も確認された。 

以上のように、少ない手間と時間で被災エリ

アを把握するには、走行中の車両の揺れを計測

することが有効だと確認された。 

 

４. スマートフォンを用いた観測手法の 

 

バンプ計は容易に入手できる汎用製品、汎用

部品を用いたが、その改造と取得データの解析

には技術や知識が必要で、誰もが“すぐに使え

る”ものではなかった。2008 年 7 月には Apple

社からスマートフォン iPhone 3G が、2009 年 7

月にはHTC社からGoogle社のAndroid OSを搭

載したスマートフォンが日本で発売され、その

後一気に普及が進んだ。スマートフォンには

GPS と加速度センサが内蔵され、アプリケーシ

ョンの製作と配布も容易である。そこでバンプ

計のスマートフォンアプリケーション版とな

る BumpRecorder を開発した 2)。 

使い方は BumpRecorder をインストールした

スマートフォンを車両のダッシュボード等に

固定し、走行中の加速度と緯度経度をもとに、

どこでどのくらい揺れたかを記録する。上下加

速度のままでは段差の大きさがわからないの

で、二階積分して上下変位量（揺れ幅）を求め、

変位量の山と谷の差を段差高として求める。一

見簡単そうだが、単純な二階積分では重力や登

坂上昇速度、計算上の丸め誤差などの影響で値

が発散してしまう。そこでステップごとに補正

をかけながら積分する。 

ステップ１：観測加速度から上下動に起因し

ない加速度（以下、静加速度）を除去する。静

加速度の主なものは重力加速度だが道路の登

坂勾配の変化により重力方向に対する加速度

センサの軸方向が変化するため観測加速度に

含まれる静加速度の大きさは変化する。また加

速度センサの温度ドリフトによる観測値変化

もある。そこでそれぞれの時刻における静加速

度を推定し減算する。観測周期を N[Hz]、i 番目

の上下加速度を Z(i)[m/s
2
]とする。前後 5 秒ずつ

（計 10 秒）の上下加速度の平均を静加速度成

分とみなして減じ、動加速度成分 dZ(i)[m/s
2
]を

式(1)で求め、dZ(i)を和分し上下速度 Vz(i)[m/s]

を式(2)で求める。 

N

jZ

iZidZ

Ni

Nij

10

)(

)()(

5

15







        

N

idZ
iVziVz

)(
)1()( 

        

ステップ２：登坂上昇速度など段差に起因し

ない速度成分を除去する。前後 5 秒ずつ（計 10

秒）の平均を静的速度成分とみなして減じ、動

的上下速度 dVz(i)[m/s]を式(3)で求め、dVz(i)を和

分しダッシュボード面の上下変位量 Lz(i)[m]を

式(4)で求める。 
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この方法での計測例を図-3に示す。青色の線は

上下加速度Ｚ、マゼンタ色の線は上下速度 Vz、

緑色の線は上下変位量 Lz を示している。上下変

位量 Lz において隣接する山と谷の差を段差高、

そのときの移動距離を段差長と定義している。

段差高が高いほど大きな段差で、段差長が短い

ほど急な段差となる。 

開発 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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図-3 スマートフォンを使った計測例 

 

 

図-4 5回走行時の計測再現性 

 

計測の信頼性を確認するために、図-3と同じ場

所を 5 回走行し、走行ごとの計測結果を比較し

た。その結果を図-4に示す。これを見ると緑色

の線の上下変位量 Lz は、横軸の走行位置に 3m

程度のズレが見られるが、縦軸の段差の大きさ

は概ね同じ傾向を示していることがわかる。位

置計測にはスマートフォンに内蔵された GPS

を用いているが精度の良い時でも 5m 程度の誤

差があるため、これが位置ずれの原因になって

いると思われる。この程度のズレであれば、全

体的な傾向を見る場合に問題がないのはもち

ろん、現場確認を行う際も支障を来さない範囲

だと言える。 

このように、2007 年新潟県中越沖地震では汎

用部品を用いつつも計測専用に組み立てた装

置で計測していたものを、スマートフォンのみ

でより容易に計測できるようになった。 

 

５. 2011年東日本大震災での調査結果 

Android スマートフォン向けアプリケーショ

ン BumpRecorder は 2011年 2 月のニュージーラ

ンド・クライストチャーチの地震後の 3 月 2 日

に配布を開始した。その直後、東日本大震災が

発生した。筆者らは東北地方でのガソリンの入

手状況などを見つつ、4 月から 5 月の間の 9 日

間で 4500km の走行調査を実施した。その結果

を図-5に示す。 

赤丸は 3 月 11 日の本震時の震央を示し、青色

の丸の直径は走行 1km ごとの 2cm 以上の段差

高の平方和を示す。青色の丸は区間ごとの段差

の頻度と大きさを示しており、周辺に大きな段

差が多く存在したとき大きな丸となる。内陸部

に比べ沿岸に近い地域でより大きな段差が観

測されている。そして震央より南側に多くの段

差が観測されている。特にいわき市を中心に郡

山、白河、水戸にかけて多くの段差が発生して

いたことがわかる。当時の報道は岩手、宮城の

津波被害の大きかった地域、あるいは福島の原

発関係に集中し、福島、茨城での地震の揺れに

よる被害についてはあまり触れられていない。

今回のような調査をより迅速に実施し、その情

報を配信することで、より適切な対応につなが

ることを期待したい。 

 

 図-5 東日本大震災後の段差分布調査結果 
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６. 平常時からの活用に向けた取り組み 

東日本大震災での段差分布調査は発災 1 ヶ月

後から 2 ヶ月後にかけてようやく実施できた。 

もっと迅速にたとえば発災後 24 時間以内に被

災地とその周辺の状況を把握できないか？い

ま、筆者らはこの課題解決に向けて取り組んで

いる。冒頭で述べたように東日本大震災ではホ

ンダやトヨタなどが通行実績情報を作成し配

信した。通行実績情報は自動車のナビゲーショ

ンの位置情報を元にしているが、災害用途で集

められたものではない。各社の会員が渋滞状況

を知るために自分の通った道路の通過時間を

シェアしあう平常時のサービス用として集め

られた情報である。いつも使っているものを災

害用途に転用したことが、すばやく、そして信

頼性の高い提供につながったと考えられる。ま

た平常時から利用していればサービスの継続

性も確保される。 

このような事例にならい、段差情報について

も平常時サービスを中心に展開し、いざ災害が

起きた時には、すばやく転用できるようにすべ

きだと考え、道路維持管理への適用検討を開始

した。そのような折り、2012 年 12 月に笹子ト

ンネルの天井板崩落事故が発生し、トンネル、

橋梁、道路などの社会インフラの維持管理に対

して国民的な関心が向けられた。従来、道路の

状態を調査するには路面性状測定車のような

専用車両を用いるか、目視で行われてきた。 

しかし日本には総延長 120 万 km もの道路が

あり、従来の方法でこれらすべてを日常的に点

検するのは困難である。自動車にスマートフォ

ンを積んで走るだけで段差情報を計測できる

BumpRecorder はこの解決策のひとつになるの

ではないかと考えている。BumpRecorder はダッ

シュボード面などショックアブソーバより上

の位置で加速度を計測している。東日本大震災

の際には二階積分により上下変位量を求めて

いたが、この方法では道路とスマートフォンの

間にショックアブソーバ（バネとダンパ）があ

る影響で、車種や走行速度によって計測結果が

異なってしまう。おおまかにどのあたりの被災

が大きいかを把握する場合はこれでも利用可

能だが、道路維持管理に適用する場合にはこれ

ではばらつきが大きい。 

そこで、計測した加速度からショックアブソ

ーバの下の車軸（タイヤ）の上下動を推測する

ことで、車種と走行速度の影響を低減した 3)。 

また、道路の維持管理には日本では「平たん

性」、海外では「IRI（International Roughness 

Index）」と言う評価指標が使われているため、

車軸の上下動から平たん性と IRI を求めること

にした。この結果を既存手法の結果と比較し、

利用可能であることを確認している。 

業務利用を促進するには、技術面だけでなく、

要望を取り入れ改善する、問い合わせサポート

を行うなどの体制整備も必要となる。そこで事

業会社を設立しサービス体制も整えた。 

今後はまず平常時サービスの普及に力を入

れ、いざと言うときには被災エリアの確認がで

きるように、情報を迅速に発信できるよう取り

組んでいきたい。 

 

７. まとめ 

走行中の車両の振動から地震後の被災状況

が把握できることを 2007 年の新潟県中越沖地

震の事例をもとに説明した。続いて、より手軽

に計測するために開発したスマートフォンア

プリケーションについて説明した。そして 2011

年の東日本大震災後の計測結果から地震の揺

れによる被害は震央より南側で大きかったこ

とを示した。最後に、災害後の迅速な情報収集、

配信を実現するためには平常時サービスを積

極的に推進する必要性を述べ、そのための具体

的な活動を紹介した。今後も実際の効果を確実

に挙げられるよう取り組んでいく。 

この取り組みは多くの方々のご協力のもと、

推進、発展してきた。紙面の制約もありお名前

を挙げることは難しいが、ここに感謝の意を表

したい。ありがとうございます。また、平常時

からより多くの人に活用してもらうための方

法やアイデアについて、忌憚のない意見、要望

などを聞かせてもらえればと考えている。 
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子育て世代が自ら求める防災情報 

 

防災ファシリテーター  

あんどう りす 

１．はじめに 

 筆者は、2003 年から出産を契機に防災の講演

を行なっている。当時まだ関東では、「地震だ。

火を消せ」と言われていた。阪神淡路大震災を

体験した身からすれば、揺れ出したら全く動く

事もできず、目の前のコンロであっても触る事

ができないという実感があった。揺れた時の心

得よりも、事前の対策こそが重要だと思ってい

た。加えて、わが子を守るためには自宅耐震や

備蓄対策を個人で行なうだけでなく、地域の安

全も重要という想いがあった。 

また、防災グッズさえ持っていれば命が助か

るかのような商品説明が安直に思えていた。私

には、被災後に意識的に得たアウトドアスキル

があった。アウトドアスキルというのは本来、

自然の中で生きる知恵そのもの。そもそも人が

古代からこどもに伝えてきた事は、ここでは水

が確保できる、 ここは野生動物がいるから危

険などの、アウトドアスキル、防災・減災情報

そのものだったのではないだろうか？それゆ

え子育てと防災情報というものは、本来、親和

性のある受け入れられやすいものだとさえ思

う。 

しかしながら、講演先で、子育て世代は防

災・減災に関心がない、学習会を開催しても参

加しないという声をよく聞く。私の場合、地域

を安全にしたいという想いを共有してくださ

った親達が自発的に講演を開催してくださる

ので、参加者は子育て中の親が中心だ。関心が

ないのではなく、ニーズの不一致なのではない

かと感じている。 

災害時要援護者である乳幼児や妊婦さんな

どに、何を伝えればニーズと合致した防災情報

となるのか、さらには親達が自発的に行動でき

るために周りにお願いしたい事を考察してみ

た。自分自身の必要から生まれた防災・減災講

座なのだが、何故、子育て世代が自ら主催し、

2013 年には 123 件開催され、時には、講座を開

催するために PTA の役員になりましたと言っ

ていただけるほど、まわりが広げてくださるの

か、統計等をまだとっていないので、感覚に負

うところが多い考察だが、皆様の防災・減災普

及活動のご参考になれば幸いである。 

２．子育て世代のニーズに合致した 

 

(1)諦めずにすむ情報 

東日本大震災直後、静岡県の子育て情報誌

mi・kan
1）が、アンケートを行なった。巨大地震

が起こった時どうするかとの問いにわずかで

はあるが「諦める」との解答がある。静岡では

東日本大震災以前から、防災・減災意識が高く、

プレートについて語れる子育て中の親が多く

いた。子育て世代の防災への関心の低さの理由

として、地震について理解していないからとい

う声もある。 

確かに、その側面は否定しないが、巨大地震

をイメージできたからといって、対策をとらず

に諦めてしまう人がいる。毎日、おむつ替えや

夜泣きに追われている最中に地震の事まで考

えたくない。悪い情報は拒否したいという気持

ちはよくわかる。被害は過小に想定してほしく

ないが、想定情報だけでは、希望がもてず、拒

否してしまう。 

もっとも、希望がもてるようにと、災害対策

情報はすでに多く発信されている。インフラや

建物の耐震化、そして、家具などの簡単な固定、

自助のための備蓄、共助、公序など、基本とな

る考え方は整理されてきており、１月３月９月

になるとマスコミもこぞって報道する。それに

も関わらず個人でできる対策すらとられにく

いのは、ひとつに子育て世代の平均所得は 660

万であり、母子家庭 3）に至っては 207 万円であ

って、いつ起こるかわからない事にお金をまわ

すことができない実態があると推測する。 

 根本的な自宅対策が家の耐震化だが、経済的

にそれができない以上、家具の固定すら諦めて

思考停止に陥ってしまう。それでも、何もしな

いより対策をしたほうがより効果があるとい

う情報発信は重要だ。そのため経済的に余裕が

なくても対策ができる例として、100 円ショッ

プで購入したものでも対策できるという情報

も出されている。 

 ただ、惜しむらくは、すでに対策をとろうと

意識し始めた親達には有効なのだが、諦めてい

る親達には、100 円であろうと実施されていな

いように思われる。ひとつに 100 円だけで済ま

ずに結局、まとまった資金は必要という問題が

ある。加えて、本当は災害に強い安心できる家

に今すぐ住みたいにも関わらず、それがかなえ

られない現実を前に、できない事が責められる

ような防災の話題を避けたくなる心情もある

のではないか。それらが 100 円であってもハー

とは何か 情報とは 
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ドルを高くしているように思われる。 

むしろ、私の実感としては、値段というより、

必要性が腑に落ちたもの、つまり、遠い未来の

災害対策ではなく、普段からも役立つ、それゆ

え災害時にも役立つ子育てグッズについては、

多少値段がはっても購入されていると感じて

いる。たとえ 100 円であっても防災専門用品は

購入する気になれなくとも、こどもが成長する

にあわせて必ず必要なものは購入する。それを、

災害にも役立つものを選んでみたらいいのだ。

災害時使いたいものは普段から使いたいもの

に他ならないので、防災グッズと普段の子育て

道具を＝にしてしまえば、楽しみながら購入さ

れているという実感だ。 

(2)生活に役立つ仕組みを伝え防災に生かす 

 自然とともに生きる技術としてのアウトド

アグッズは後述のようにこの条件を満たすの

だが、とはいえ、よくある「これが便利だから

おすすめ」という紹介はしていない。なぜなら

便利さは思考停止を生み出すからだ。 

 グッズそのものではなく、グッズの仕組みを

伝える事、それが、自然とともに生きる知恵を

伝えることになる。知恵はまた、親から子へ生

きる知恵として受け継がれる。 

具体的にはこのような事を説明している。 

 寒さを防ぐ防災グッズとしてエマージェン

シーシートと呼ばれるアルミ蒸着フィルムが

販売されている。昨年、花火大会の時期に各地

にゲリラ豪雨が襲った。浴衣姿で急な雨に濡れ

た人たちが、配布されたエマージェンシートに

身を包み、体育館で寒さに震えるシーンが放映

されていた。しかし、この使用法は間違いであ

る。冬であれば命を落とした可能性もある。な

ぜなら、水に濡れると気化熱で体温が奪われる。

シートは体温を熱源として、放射によって熱を

たくわえる仕組みである。だから、気化熱で体

温が低下しつづける濡れた状態を維持したま

まシートに身をくるんでも、低下した体温が維

持されるだけだ。濡れた服は脱がなければなら

ない。防災情報として伝えるべきことは、エマ

ージェンシートは「開発が NASA だから優れて

いる！」とか、「アウトドアでも使われている

便利グッズ」なのではなく、どうやって熱を保

つ仕組みなのかという事だ。仕組みがわかれば、

その場にあるものから、同じ状況をつくりだせ

ばよい。 

(3)水と風と空気の役割 

 より多くの人に分かりやすいように、水と風

と空気をコントロールすることが寒さ・暑さ対

策の知恵だと伝えている。水に濡れると気化熱

という現象がおこり、容易に低体温症になる。

都市伝説ならぬ山伝説ではないかと思うほど、

雪山で寝たら死ぬと信じている人が多いと感

じている。しかし、寝るだけで亡くなっていた

のでは雪中キャンプは不可能だ。死亡ケースは

低体温症の結果の昏睡状態の場合が多い。寝る

のを必死で妨げようとした所で、衣類の水分を

排除できなければ死が近くなる。それゆえ、冬、

衣類に水がつかない知恵を伝える事が命を守

るためには必須だし、普段から知っておけば暖

房代も節約できる。コットンは保水するので、

汗をかけば体を冷やす。シルクは肌の水分量以

上は保水しないので、体を冷やさない。ウール

は天然の発熱素材なので、水分で発熱する。し

かも、チクチクしないように、現在では表面を

カットする技術がある。ウールの繊維構造を化

繊で真似たものが最近の発熱素材である。目的

に応じて、使い分けるべきであり、●社の▲は

温かいという理解だけだと、災害状況に対応で

きない。 

次に空気。台風や大雪の日に撥水の弱いダウ

ンコートを着て、滲みたままの状態でいる人も

多い。これも「ダウンは温かい」という思考停

止だ。ダウンは羽が空気をつかむので、そこに

デッドエアといわれる空気の層が生みだされ、

空気が熱を保つので温かくなる素材である。濡

れると羽が縮み空気の層がなくなるので、寒く

なる。体温を熱源として羽をふくらませれば温

かさが増すので、肌の近くで着る方が、たくさ

ん着込んだ上からダウンを着るより温かい。 

最後に風。風速１m の風が吹けば体感温度は

１度下がる。風の強い日には、空気をためる服

であっても風を通す服は温かくならない。フリ

ースやダウンを強風の日の上着にしても寒い

のはそのためだ。重ね着は空気をためる方法で

あるので、風通しのよい服を重ねても、強風の

日は寒いだろう。しかし、天気予報で風速が予

報されていても、暴風警報がでようとも、通勤

時の人々の衣類を見てみると防風の考えは定

着していないように思う。 

 水と空気と風のコントロールを理解できれ

ば、暑さ対策は逆にすればよいとわかる。水を

つける。空気をためない。風を通す工夫をする

ことだ。普段から季節の着替えの工夫ができれ

ば災害時も実践できる。 

(4)本当のニーズとは 

 このように仕組みを中心に説明しているの

だが、講演後のアンケート 4）の回答に多くみら

れるのは、これなら実践できる、人に伝えたい

と思ったという内容だ。 
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 新聞紙を巻けば温かい、ビニールに足をいれ

るとよいという情報はたくさん発信されてい

る。しかし、便利なアイデアを 100 個覚えても、

新聞紙やビニールがないなど、指定された材料

がなければ応用が利かない。これらは順に、空

気をためる例、風を通さず空気をためている例

と分かれば、身近なもので作り出せる。仕組み

であればたった 1 個を覚えるだけでいい。覚え

る事が少なくていいから実践できる。「魚を与

えるより釣り方を教える方が生きる力をつけ

る」とアウトドアではよく言われる。釣り方と

いう仕組みの伝授が、自発的に行動する人を作

るのではないだろうか。 

そして、先ほどから仕組みと述べているもの

は、小学校や中学校で習う程度の仕組みである。

それらが生活の中に腑に落ちる形で理解され

ていないから、日常生活で使いこなせない。い

わんや災害時に使えるわけがないということ

になってしまう。親はこどもと一緒に学び直す

機会を得る。こどものためにも自分がしっかり

学び直したいと願う親も多いと感じている。 

 結局、子育て中の親たちの本当のニーズは、

思考停止になる便利なアイデア総覧ではなく、

わが子がこれから学ぶ学習事項の実践的な使

い方、災害も含め、基本的な生活に役立つ生き

る知恵そのものだと感じる。 

(5)その他の紹介している知恵 

 LED の仕組みを理解すれば、昔ながらの熱く

なる懐中電灯は、熱エネルギーに変換するため

電池を多く消耗するし、単１の電池が必要にな

ってしまう不合理がわかる。また、光の進み方

の性質の屈折と反射を利用すれば、LED であっ

てもランタンのように拡がる光が作り出せる

ことを説明している。 

 さらに、登山や、トレイルランで走ることを

想定したリュックは、どれも背負った時に体に

密着し、揺れないことが重要視される。ニュー

トンの法則で説明できる。揺れないカバンを普

段から持つことが軽く感じるコツになる。毎日

持っている子育てグッズが入っているカバン

は、こどもの生存に必要なものが入っているの

で、ホイッスル等をプラスして防災仕様にすれ

ばよい。  

 同様に、こどもを軽く抱っこやおんぶするた

めには、こどもの重心を自分よりも高くして、

体に密着したほうがいい。昔ながらの兵児帯の

おんぶが軽く感じるのはそのためだ。 

 ベビーカーはタイヤの半径が小さく段差を

乗り越えられないので、上記のスキルが重要に

なる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

オムツの仕組みも簡易トイレの仕組みも防水

と吸水素材の組み合わせである。それらを探せ

ば現場にあるもので作り出せる。 

 以上は一部だが、知恵を得る事は楽しく、毎

日役にたち、そして災害時にも活躍してくれる。

知恵を得られるから親が自ら求めてくれるの

ではないかと思っている。 

 

３．子育て中の親が自発的に行動するために 

 自ら考え、判断し、作りだせる、臨機応変力

のある人が増えれば自助も共助も心強い。講演

受講後、自主的にマップつくりを始める等、各

地で防災・減災を真剣に考える親達が増えてい

る。各種関係者はどうか自発的に動きだした親

達に、意見を聞いてみて欲しい。幼児は波形の

手すりのほうが、津波避難の急な階段を登りや

すい。下が見える階段は怖がるなど、実に具体

的な声があがるはずだ。施策に生かさないのは

もったいない。ただ、前述のように、思考停止

したままだと意見を出すのが難しい。当事者で

ある親たちの意見と力を引き出して、皆で、こ

ども達の命を守りたい。 
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九州産業大学工学部  

山下 三平 

１．はじめに 

近年、風水害が増加しつつあるように思

われる。2013 年は台風の数が多く、台風 30

号はフィリピンにきわめて深刻な被害を与

えた。地球温暖化の進行に伴って、風水害

の規模と頻度が、今後さらに増加すると予

想される。 

また、都市域には固有の水災害の課題が

ある。いわゆる「都市型水害」の頻発であ

る。地球温暖化と相まって、都市域の気温

は高くなりがちで、局所的に短時間で強い

雨が降り、氾濫が頻発することになる。こ

れにはいったいどんな対策が必要だろう

か？ 

 

２．樋井川流域治水市民会議の取り組

み 

福岡でも都市型水害が頻繁に発生してい

る。1999 年と 2003 年に相次いで御笠川が

氾濫し、博多駅とその周辺が水没した。2009

年には那珂川と樋井川が氾濫した。 

このような相次ぐ都市型水害に対して、

福岡市は「レインボープラン」なる雨水管

理計画を策定・実施・更新している。公園

等の地下に大型貯水槽を設けたり、大型の

地下排水管を配置したりして雨水を大量に

貯留するとともに、大型のポンプシステム

によりその雨水を博多湾に強制排除するも

のである。しかし、これらは巨大な費用が

かかること、重要施設が集中する都心部に

限られること、雨水利用が必ずしもできな

いこと、1 時間あたり 59 ㎜ないし 79 ㎜の

雨に対応するものであり、それ以上の雨に

対応できないこと、公共施設を中心とした

対策であることなど、都市型水害対策とし

ては課題が多くみられる。 

2009 年 7 月 24 日に、樋井川流域の鳥飼、

田島および長尾地区で 400 戸を超える浸水

被害が発生した。この時の時間雨量は、流

域内で 90mmを超え、整備されていた52mm

対応の下水道雨水管では処理しきれなかっ

た。 

そこで著者らが発起人となって市民連

携・市民共働の流域治水を実践すべく、「樋

井川流域治水市民会議」が 2009 年 10 月 4

日に発足した 1）。この会議には被災住民、

一般市民、行政、企業、NPO、研究者、学

生等が参加し 2014 年 1 月までに 35 回開催

された。そこでは流域治水の意義、行政か

らの情報、被災住民の窮状、技術的情報な

どについて意見が交わされ、できるところ

からできる対策を主体的に行うことが共通

認識になっている。 

当初はまず、流域治水の意義について、

我々河川の研究者が説明を行った。また浸

水被害を受けた人々が、行政の人たちを責

めたてる場面もあった。フィールドワーク

ショップを行って現場を一緒に見て歩き、

地先だけでなく、上下流のつながりで水害

が起こることを理解した。しかし当初は浚

渫やポンプ排水やパラペットの強化を求め

る意見が地元から出され、雨水貯留浸透に

よる流出抑制という考え方は、必ずしも十

分に共有されなかった。 

その後、福岡市長と福岡県知事に対する

流域治水のための提言書を作成し、2010 年

1 月 28 日に提出した。その中で少しずつ流

域治水の考え方が広がりを見せてもきた。 

NPO と地元福大の学生を中心に、県のモ

ニタリング制度を利用して、雨水タンクを

希望家庭に無料で設置する取り組みをした。 

そしてこの取り組みが被災地域の人たちに

とって、流出抑制による流域治水の考え方

を共有する原動力になったようである。こ 

流域治水の減災対策としての 

市民主導の浸水深サインの 

デザインと設置 



 

うして 2010 年 4 月以降、流域治水を進める

基盤が整った 2）。 

流域には福大の渡辺亮一准教授が自宅を

「雨水ハウス」として建設し、43 トンの雨

水を貯留し、浸透し、そして利用する試み

を始めた 3)。2012 年 4 月に竣工した雨水ハ

ウスには全国各地から見学者が絶えない。 

このような象徴的な施設は、住宅地にお

ける雨水浸透貯留を推進する上で、貴重な

模範になることが期待される。 

一方、行政の対応についても市民会議で

の共働のよさが表れている。2009 年の水害

の後、福岡県は翌年から 5 ヶ年計画で「樋

井川床上浸水対策特別緊急事業」を実施し

ている。河口から順に、河川の浚渫をして

洪水の疎通をよくする工事が中心である。 

その進捗状況を毎回の市民会議で報告

し、住民の意見を取り入れて計画を進める

ようにしている。また 2013 年 4 月には、河

川法に基づく「樋井川水系河川整備基本方

針」が公開された 4）。ここには市民会議の

意見を反映して「流域対策」が盛り込まれ、

流域での貯留浸透の効果を評価する計画方

針が示された。国土交通省が 2013 年 4 月か 

 

ら募集を始めた市民協働の治水の取り組み

である「100mm/h 安心プラン」は、樋井川

流域治水をもとにして事業化し、これをモ

デル的事業として全国に紹介した。 

 

３．市民主導の減災対策 

防災に関する対策に加え、減災対策とし

て浸水ハザードマップの整備が挙げられる。

またこれを補うものとして、福大渡辺研を

中心として，「田島校区水害避難ガイドブッ

ク」が作成され，2013 年 5 月に田島地区に

配布された（図-1）。 

また筆者らの研究室は本学学生の活動で

ある「流域クラブ」と共働し、鳥飼校区に

2009 年の水害の実績浸水深を示す浸水深

サインを作成して、2013 年 3 月に城南区役

所付近に 4 か所のサインを設置するに至っ

た。 

 これらにより多面的に減災のための避難

情報を発信し、より一層総合的な流域治水

を進めつつある。このうち筆者らが取り組

んだ浸水深サイン設置について、つぎに詳

しく紹介したい。 

 

４．浸水深サインのデザインと設置 

(1) まるごとまちごとハザードマップ 

浸水深サインはすでに全国で設置の取り

組みがなされている。とくにデザインガイ 

図-1 田島校区水害避難ガイドブック（p.7） 

 

図-2  福岡市中央区天神国体道路の浸水深サイン 

 

図-2 福岡市中央区天神国体道路の浸水深サイン 



 

ドラインを設けて取り組みが始まったのは、 

2006 年からである。国交省が示した「まる

ごとハザードマップ 実施の手引き」5）が

それである。 

 これまでに、全国で 30 か所の設置がなさ

れている。おもに一級河川流域が対象であ

る。福岡市の場合、中央区天神の警固神社

付近の国体道路沿いに設置されている（図

-2）。交通信号のポールに設置されているた

め、目立ちにくくなっている。 

(2) 井川流域の浸水深サイン 

樋井川流域市民会議では、2012 年 7 月か

ら、流域の重点箇所に浸水深サインを設置

する計画に取り組み始めた。このようなサ

インは、災害情報をより多くの人びとに提

供し、現地で情報を確認できるようにする

ものである。そのため目立ちやすさが大事

だが、都市の景観へのインパクトを考慮す

る必要もある。 

この 2 点の調和を考えて、情報発信と景

観構成に配慮したデザイン案の検討が始ま

った。上述の「まるごとまちごとハザード

マップ」のガイドラインはすでにあるが、

それを一層地域に適したものとするための

取り組みが始められたのである。 

(3) デザインプロセス 

 市民会議の取り組みとして、地域住民と

ともにデザインをすることにした。そのた

めの準備を終えて 2012 年 12 月に 2 度、地 

 

域住民とともにデザインワークショップを 

開催した。 

 対象地域は、2009 年 7 月水害で浸水被害

のあった鳥飼校区とした。その住民は市民

会議の当初から熱心に参加し、積極的に発

言し、地域を自らよりよくする意欲のある

人々である。 

 第一回目のワークショップでは、1）実績

水深か想定水深か、2）どこに設置するか、

3）どんなデザインにするか、の 3 点を決め

るためのグループディスカッションと発表

を行った（図-3）。その結果、1）実績水深

を使うこと、2）浸水ハザードマップの実績

浸水深標記の色彩と同じにすること、3）浸

水箇所としてとくに目立ちやすい、城南区

役所付近に設置すること、4）子供にも直観

的にわかりやすいピクトグラムに工夫する

こと、が決まった（図-4）。 

 第 2 回目では第 1 回目の意見をもとにデ

ザインと設置の案をさらに洗練し、最終的

な方向性を決め合意を取り付けた。 

 また鳥飼校区自治協議会との調整、設置

する施設である九電電柱の設置許可の申請、

地元城南区役所との共働交渉、広告代理店

への設置業務委託も必要であった。 

協議会ではこのようなサインの設置によ

り、地価が下がるのではないかという懸念

が示された。これにはすでに配布済みの浸

水ハザードマップから逸脱するわけではな 

平成21年洪水浸水区域

図-4 福岡市城南区浸水ハザードマップの一部 図-3 第 1回ワークショップの様子 



 

い旨を説明し、納得が得られた。九電への

申請は、著者らの事前打ち合わせの後に自

治協が申請した。城南区役所は年度途中の

事業になるため、今回の設置への参加は見

送った。具体的デザインと広告代理店との

交渉は筆者が行った。予算は福岡県建築士

会の助成事業を活用した。 

こうして、2013 年 3 月 29 日に構想から

設置まで、わずか 8 か月で 4 か所に浸水深

サインの設置をすることができた（図-5～

6）。 

 

５．おわりに 

  言うまでもないことだが、この取り組み

は一度だけにとどまるべきものではない。4

か所では情報発信のツールとして必ずしも

効果的でない。このような取り組みを参照

して、さらに他地域でも設置の機運が高ま

ることを望んでいる。そのためのきっかけ

作りができたものと考えている。 

2014 年に入ってからもこのような浸水 

深サインの設置の取り組みを進めている。

2009年の水害から 5年になろうとしている。

当初の熱気を維持することは容易ではない。 

それを前提として、継続的な取り組みを続

けることが減災対策として不可欠と考える。

今後もデザインという視点を取り入れた、

減災情報の発信方策の開発と実践的取り組

みを続ける予定である。 
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水害ソフト対策支援を意識した田島

校区における避難ガイドブック作成 

 

福岡大学工学部 

渡辺 亮一 

 

１．はじめに 

近年、全国各地で局所的短時間の集中豪

雨(ゲリラ豪雨)に伴う水害が多発している。 

2012 年 7 月九州北部豪雨の際には、熊本県

阿蘇市、大分県日田市、福岡県八女市で 1

時間降雨量 100 ミリを超える記録的豪雨に

よる水害が発生した。 

福岡市では、1999 年から 2012 年までに 3

度の大きな水害が発生している。1999 年に

発生した福岡豪雨は、都市型水害の象徴的

な事例であり、市内を流れる御笠川の氾濫

等で、博多駅地下街や周辺ビルの地下施設

へと雨水が流れ込み 1 名の溺死者を出した。 

 交通機関の停止、商業施設を営業不能に

する等市民生活を麻痺させ、多大な影響を

与えた。2003 年の九州北部豪雨でも御笠川

の氾濫等で博多駅周辺が浸水被害を受け、

市内で 691 件の床上浸水が報告されている。 

 2009 年中国・九州北部豪雨では、那珂川

や樋井川等が氾濫し、市内で 304 件の床上

浸水、565 件の床下浸水が報告されている
1)。 

このように多発する水害には、レインボ

ープラン博多等のハード面からの対策の推

進が必要となるが、莫大な費用を要する事

業は、今後とも博多駅地区や天神地区を中

心として重点的に行われると考えられる。 

郊外に位置する城南区等の住宅地ではあ

まりハード面からの対策が検討されていな

い。そのような場合、ソフト面からの対策

が重要となり、ハザードマップ、災害ガイ

ドブック等が挙げられる 2)。災害ガイドブ

ックを作成した事例として、新潟県三条市

が 2011 年に豪雨災害対応ガイドブックを 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公表した。公表から 3 ヶ月後の新潟・福島

豪雨時には、避難場所等の情報が掲載され

た災害ガイドブックの公表により、被害が

軽減された 3)。 

 

２．研究背景および目的 

都市部を突然襲う局所的短時間の集中豪

雨に対してソフト面からの対策を立て、住

民の自助の部分を喚起する必要性が高まっ

ていると考えられる。住民自らが災害発生

時に的確に行動できるように住民に対する

災害時の行動指針や危険箇所等の情報提供

は、ハザードマップなどの形で多くの自治

体で整備が進み、人的被害を最小限に抑え

るために有効な被害軽減策のひとつとして

認知され始めている。  

福岡市は、城南区浸水ハザードマップ（図

-1）や安全・安心マップを作成しているが、

浸水想定範囲が実際の浸水状況と異なる等

の問題がある。また、現状のハザードマッ

プでは具体的な避難経路の表示がないなど

行動指針をマップから得にくいものも多い。 

 

図-1 城南区浸水ハザードマップ 



実際に城南区では、避難所に橋を渡らな

いと行けないといった事例や、鳥飼地区で

は避難勧告が出た際に、小学生が学校に登

校してしまった事例等が散見されている。 

住民に自助の意識を持ってもらい、判断

材料を家庭に持ってもらうために、避難ガ

イドブックの取り組みが始まり、発生確率

が高い災害として水害をターゲットとし、

避難ガイドブックを作成することになった。 

本研究では、2009 年 7 月中国・九州北部

豪雨により浸水被害を受けた田島校区にお

いて避難ガイドブックを作成し，住民に自

助の意識を持ってもらい、地域防災力の向

上を目的とする。 

 

３. 研究概要 

（1）避難ガイドブック作成の流れ 

避難ガイドブック作成にあたり、田島校区

において聞き取り調査で作成した浸水実績

図の検証、避難経路の設定、マップ掲載情

報の提示、選定等を行う。また、2013 年 1

月中の完成を予定し、3 月中に校区内の全

世帯へ配布される。 

（2）浸水範囲、浸水深の選定 

浸水範囲、浸水深の選定にあたり、田島校

区において、聞き取り調査を行った。白地

図上に 2009 年 7 月に発生した中国・九州北

部豪雨の際に浸水被害を受けた地区の描き

込みや水害時の被害状況について調査した。  

（3）避難所、避難経路の選択 

避難所の選定にあたり、避難所までの最

適距離を判断するためボロノイ図 4)を作成

し判断した。 

可能な限り距離を優先し、最寄りであれ

ば校区の枠を超えて避難所の選定を実施し

た。 

避難経路の選定にあたり、聞き取り調査

より作成した浸水実績図（図-2）、福岡大学

流域システム研究室で行った樋井川流域で

の氾濫解析 5)より冠水が想定される道路は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避け、周辺全域に道路冠水が想定されてい

る場合、水深が浅い方へ進むように設定し、

周囲の道路より水深が浅く想定されている

経路を選択した。 

（4）判定フローの作成 

水害時にどのような行動をとるべきか明

確にするため、判定フローを作成した。 

 

図-2 浸水実績図 

 

図-2 浸水実積図 

 

 

図-3 田島地区における避難経路図 



避難経路図（図-3）に対応しており、行動

指針を浸水前、浸水後と区別した。 

避難時、二次災害にあう恐れもあるため、

浸水後であるならば、垂直避難が困難と考

えられる一戸建て平屋については、外に避

難するのではなく、救助を待つことも必要

であると考えられる。 

 

４. 研究結果・考察 

聞き取り調査により田島校区における浸

水実績図を作成した。田島校区の主な浸水

箇所は、田島 1 丁目、4 丁目、友丘 1 丁目 1

区であり、洪水時にはひざ上程度の浸水が

確認されている。洪水流が川のように流れ

ていたことや農業用水路が何の役割も果た

せていなかったこと等の意見があった。ま

た、浸水の表記については、利用者が水害

時の状況を容易にイメージできるようにひ

ざ上浸水、ひざ下浸水と区別した。 

避難所については、田島公民館、田島小

学校ともに田島校区内でも比較的標高の高

い位置にあるため、近づくにつれて安全性

が増してくる。 

また、田島校区は住宅街であるため、民

間企業の建物を緊急の避難所としてお願い

することは難しいと考えられる。集合住宅

に垂直避難する場合においても、オートロ

ック等で入れないことがあるため、迅速な

避難行動が要求される。 

避難経路については、広範囲にわたって

浸水が想定されている田島 1、4 丁目を示し

ている。この地区においては、避難経路図

のように水害が発生すると、避難所に向か

う道路すべてが浸水する恐れがあるため、

より早く避難が必要な地域であるといえる。 

 

５. まとめ 

本研究においては、田島校区において聞

き取り調査等で避難ガイドブックを作成し

た。この地区では、水害への意識の高さが

見られ、水害時の状況を住民間で共有して

おり、住民各自が当時の状況を把握するこ

とが出来ていた。 

避難所や避難経路の再検討を実施するこ

とで、住民にとってより安全な避難が見込

まれるが、避難時に被災する可能性がある

ため、避難すべきかどうかの判断基準とな

る判定フローを作成し、避難ガイドブック

に示しておくことで人的被害の軽減が見込

まれる。 

水害等の情報は利用者が情報を理解し、

利用されて初めて効果を発揮するものであ

る。住民が水害等の情報を見て自主判断で

行動できるように、情報の判断の仕方を理

解してもらう必要がある。この避難ガイド

ブックを作成することで、防災教育として

の意味合いを持たせ、住民個人の防災意識

を高めると共に、地域防災力の向上を狙え

ると考えられる。 
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１. はじめに 

近年、全国各地で局所的短時間の集中豪雨

による水害が多発している。2012 年 7 月九州

北部豪雨の際には、熊本県阿蘇市、大分県日

田市、福岡県八女市で 1 時間降雨量 100 ミリ

を超える記録的豪雨による水害が発生した。 

福岡市では、1999 年から 2012 年までに 3

度の大きな水害が発生している。2009 年中

国・九州北部豪雨では、福岡市を流れる二級

河川樋井川や多々良川等で越水が発生し、床

上・床下浸水などの被害や避難勧告の発令が

報告された。1)
 

また、近年の降雨は短時間に集中する傾向

がみられる（図-1）。福岡市で 2013 年 8 月 30

日に観測された降雨は 1 時間降雨量 70 ミリ

であった。しかし、降雨には時間的な分布が

あり、10 分間雨量に換算すると最大 33 ミリ

降っていた。10 分間雨量 33 ミリを 1 時間降

雨量に換算すると 1 時間降雨量 198 ミリとな

る。福岡市の下水管の排水能力は 1 時間降雨

量 79.5 ミリを想定しているため排水できず、

福岡市今泉地区が冠水した。 

このように多発する水害には、ハード面か

らの対策の推進が必要となるが、莫大な費用

を要する事業は、今後とも人口が集中する都

心において重点的に行われると考えられる。

一方で郊外に位置する城南区等の住宅地で

は大規模なハード対策の早期実現は期待で

きない。そのため、ハザードマップや災害危

険箇所の周知といったソフト対策の充実が

重要となる。2) 

先行事例として平成 25 年に城南区田島校

区にて校区単位の水害避難ガイドブックの 

作成・研究が行われた。 

 

２．研究目的 

本研究では、2009 年 7 月中国・九州北部豪

雨、昭和 38 年水害により浸水被害を受けた 

 

 

鳥飼校区において水害避難ガイドブックの 

作成を目的とする。住民が水害などの情報 

を見て自主判断で行動できるように、情報の

判断の仕方を理解してもらう必要がある。 

この水害避難ガイドブックを作成するこ

とで、防災教育としての意味合いを持たせ、

住民個人の防災意識を高めると共に、地域の

絆を深めるきっかけとなり地域防災力の向

上を目指す。福岡市は、城南区浸水ハザード

マップや安全・安心マップを作成しているが、

浸水想定範囲が実際の浸水状況と異なる等

の問題がある。住民に自助の意識を持ち、判

断材料を家庭で共有してもらうために、避難

ガイドブックの取り組みが始まった。避難ガ

イドブックは発生確率が高い災害として水

害をターゲットとして、水害避難ガイドブッ

クを作成することによって、鳥飼校区の住民

が水害時に適切な行動を起こせるようにす

る。（地域防災力の向上） 

 

３．研究概要 
調査対象 

今回作成する避難ガイドブックの当該地

である鳥飼校区は福岡市城南区にある人口

10,284 人、面積 0.58km
2 の校区である(2011

年 9 月末日現在).
3)また本校区は、樋井川とそ

の支川の七隈川の合流点に位置し、住宅密集

地を形成している。さらに該校区の地盤高は

低く、昭和 38 年水害 2009 年の中国・九州北

部豪雨を始め、度々浸水被害を受けている。 

避難ガイドブック作成の流れ 

避難ガイドブック作成にあたり(1)鳥飼校

区において 2009 年中国・九州北部豪雨、昭

和 38 年の水害の聞き取り調査で作成した浸

水実績図の検証(2)避難ビルの提示、選定(3)

鳥飼校区における水害避難 
 

 

図-1 福岡市における 10分間降雨量の強度別頻度 

 

ガイドブック作成に向けた 

問題点の整理 



避難行動判断フローの作成を行う。4) 

 

４. 研究結果 
(1)浸水実績図の検証 

浸水範囲、浸水深の決定にあたり、鳥飼校

区において、聞き取り調査を行った。白地図

上に 2009 年 7 月に発生した中国・九州北部

豪雨、昭和 38 年水害の際に浸水被害を受け

た地区の浸水範囲の描き込みや水害時の被

害状況について調査した。その結果を図-2に

示す。 

鳥飼校区は 2009 年中国・九州北部豪雨で

は鳥飼 7 丁目以外はほとんど浸水している。

特に鳥飼 1丁目ではひざ上程度の浸水が確認

されている。 

(2)避難ビルの提示及び選定 

鳥飼校区、別府校区の避難ビルの選定にあ

たっては、マンションが多いためオートロッ

クが無いマンションを中心に、校区の枠を超

えて選定を実施する。結果を図-3に示す。 

(3)避難行動判定フローの作成 

2 階建て以上の家屋に居住する場合、浸水

時には極力避難所への移動を避け、2 階以上

へ垂直避難を行う。平屋に居住する場合は、

早期に避難所へ避難するか、付近の避難ビル

へ垂直避難を行う。 

浸水時にどのような行動をとるべきか明

確にするため、判定フローを作成し、行動指

針を浸水前、浸水後と区別する。避難時、二

次災害にあう恐れもあるため、浸水後であり、

垂直避難が困難と考えられる平屋について

は、避難ビルへ垂直避難することを勧め、ま

た外に避難するのではなく、救助を待つこと

も必要であると考えられる。 

また、昭和 38 年水害での浸水位を聞き取

り調査した結果、浸水深図（図-4）が再現で

きた。この結果より 2009 年中国・九州北部

豪雨では浸水しなかった鳥飼 5 丁目で水位

1m 以上の浸水被害を受け、さらに別府校区

まで浸水していることが分かった。今回作成

する水害避難ガイドブックでは、昭和 38 年

水害に対応できるよう校区の枠を超えた避

難経路、避難ビルの選定を行う。 

 

５．考察 
避難所については、鳥飼公民館、鳥飼小学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-3 オートロック無しのマンション及び平屋 

 

 

図-2 平成 21年中国・九州北部豪雨浸水実績績 

鳥飼 4 丁目 

鳥飼 5 丁目 

鳥飼 6 丁目 
鳥飼 7 丁目 

鳥飼 1 丁目 

鳥飼 3 丁目 
鳥飼 2 丁目 

別府 1 丁目 
別府 3 丁目 

別府 5 丁目 

図-4 昭和 38年水害 浸水深 

 

鳥飼小学校 

鳥飼公民館 

城西中学校 



校、城西中学校ともに、2009 年中国・九州北

部豪雨では浸水被害を受けなかったものの、

昭和 38 年水害では浸水区域内に入っている

ため避難所には適さないと考えられる。 

鳥飼 1、2、3 丁目は水害が起こった際、避

難場所である鳥飼小学校や鳥飼公民館へ避

難するには樋井川を渡らなくてはならない

ため、大きな危険を伴う。よって自宅が 2 階

以上であれば極力避難しないことを勧め、自

宅が平屋で、避難するのであれば最寄りの避

難ビルへ垂直避難及び、右岸側へ避難するこ

とが望ましいと考える。また、浸水時に避難

する場合、側溝やマンホールに転落し二次災

害が起こる恐れがあるため極力避難を避け

るべきであると考えている。 

 

６．今後の課題 
この地区はマンションが多い住宅地であ

るため、水害に対する意識が高くないと言わ

れている。古くから住んでいる住民は過去の

経験、日頃の町内清掃や防災訓練で災害に対

する意識は高く保ち、絆も深い。だが新規の

住人、特に若い世代ではマンションの隣の部

屋が誰かさえも把握できていない状況であ

る。水害から自分の命を守るためにはマンシ

ョンやアパート等を緊急避難場所として垂

直避難することは必要不可欠である。よって、

住民同士の絆が浅いと水害が起こった際に

協助が発揮されない可能性があるため、これ

からどのようにして住民同士の絆を深めて

いくかが課題である。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

参考文献・ウェブサイト 

1）気象庁：災害をもたらした気象事例、

http://www.data.jma. 

go.jp/obd/stats/data/bosai/report/index.html. 

2） 牛山素行：豪雨の災害情報学、古今書院、

pp.8-11、2008.10. 

3) 城南区の人口・世帯数情報-福岡市、

http://www.city.fukuoka. 

Lg.jp/date/open/cnt/3/6624/1/24-jinnko-setaisuu.

pdf. 

4) 池田航基：水害ソフト対策支援を意識し

た田島校区における避難ガイドブック作成、

平成 24 年度土木学会西部支部研究発表会講

演概要集 CD-ROM、Ⅱ-44、2013.3. 

 

 



 

1/5 

 

 

福岡工業大学  

森山聡之 

九州大学 

西山浩司 

崇城大学 

和泉 信生 

熊本大学 

森下 功啓 

福岡大学 

渡辺 亮一 

熊本大学 

武藏 泰雄 

日本アマチュア無線連盟 

河喜多 勝 

 

１．はじめに 

福岡市内を流れる二級河川樋井川において

2009 年 7 月に 1 時間に 96mm の豪雨が生起し、

外水氾濫と内水氾濫が発生した。 

洪水後結成された市民主導の樋井川流域治

水市民会議（以下市民会議）１）では、大学や行

政も協力し、福岡市長、福岡県知事への提言等

を行って来た。原稿執筆時点で福岡県の河川整

備計画２）とそれに基づいた樋井川水系河川整備

計画（原案）３）が示されている。前者によれば

流域貯留をピーク流量の 10% 程度見込んでお

り、ここに各戸貯留の雨水タンクも該当すると

考えられるが、数値的な担保が必要であると考

えられる。 

市民会議に参画する NPO 南畑ダム貯水する

会と福岡大学渡辺研究室により樋井川流域の

住民の自宅等に 200 リットルのタンク約 100

基が設置されている（図-1）。しかし、洪水防止

目的で配布されているにもかかわらず、豪雨前

にタンクからの事前放流をお願いしても、29%

の住民しか実行していない事が分かった。本研

究では、実行されない事前放流を自動化するた

め、雨水タンクをスマート化し、タンクを相互

に無線接続して貯留量等のデータを収集する

とともに、事前放流を、インターネットを介し 

てコントロールする雨水グリッド（図-2）を構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築するため、スマート雨水タンクを開発中であ

る。また雨水グリッドは、雨量を正確に測定す

る事も可能であり、国土交通省の X バンド MP

レーダ（以下 XRAIN）が降雨減衰により使えな

い極端に強い豪雨でも、使用可能であると考え

られるので、XRAIN を補完すると思われる。な

お、雨水グリッドは市民会議では「分散型多目

的市民ダム」とも称されている。 

 

 図-1 樋井川流域近辺における雨水タンクの

配置 

図-2 雨水グリッドの全体概要図 

ついて 

分散型多目的市民ダムの開発に 
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２．経緯 

a) 豪雨による降雨減衰の状況 

一般的に X バンドレーダは強雨による減衰

が問題となるが、MP レーダとする事により

KDP（偏波間位相差変化率）による補正が期待

されていた。既に本研究組織で 2009 年 7 月 24

日の中国・九州北部豪雨において樋井川が氾濫

した状況および 2012 年 7 月の九州北部豪雨の

概要を示した４）。その際、XRAIN が強い降雨減

衰を起こし観測出来なくなったことを報告し

たが、その後 2013 年には、7 月上旬に福岡県で

極めて強い豪雨が生起し、XRAIN が降雨減衰に

より測定後佐賀大となった。その状況を図-3と

図-4に示す。強雨域の向こう側やレーダサイト

直上に強雨がある場合は降雨観測が不可能に

なっている事が解る。福岡県ではほぼ一直線に

4 基のレーダが並んで配置されており、一般的

な前線の形状と一致するため複数のレーダが

同時に使用不可能になるという根本的な問題

が露呈した。これらの対策としては、レーダを

一直線に並べるのではなく、お互いの観測出来

ない領域をカバーするようにレーダを設置し

データ合成をするのが一般的であるが、福岡で

は追加のレーダサイトを海上に設置すること

になり地形上困難である。そこで、雨水グリッ

ドで屋根という大きな捕捉面積を活用し、さら

に多数のタンクを用いてある程度広い領域で

測定するか、国土交通省河川局が釈迦岳に設置

しているCバンドMPレーダを併用する事が考

えられる。 

b）平成 25 年 8 月の都市型豪雨災害 

平成 25 年 8 月 30 日 15 時に 1 時間 70.5 ㎜の

豪雨が生起した。福岡市中央区の国体通りを中

心に、中洲、天神、博多駅など福岡市の繁華街

が軒並み冠水した。破堤は無かったので内水氾

濫と思われる。 

この時のアメダス福岡の 10 分間雨量の降雨波

形（図-5）をみると、14 時 10 分から 40 分まで

の 40 分間に 60.5mm が集中しており、その最大 

値は 14 時 30 分の 20mm である。これは 1 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 福岡 XRAIN2013年７月 3日 12:06 

図-4 福岡 XRAIN 2013年 07月 3日 12:27 

 

図-5  2013年 8月 30日アメダス福岡 

15時台の 10分間雨量 
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あたり 120mm になり、福岡市の下水道の排出

能力である1時間79.5mmを大幅に越えている。

このために排水が間に合わなかったものと推

察され、大規模な地下貯留施設を建設しても、

都市型災害は無くならず、各戸貯留の必要性が

ここでも示唆されている。 

 

３．雨水グリッド 

各戸貯留においては、数 10 トンの雨水タン

クを設置するのは現実的ではなく、6 トン程度

の雨水タンクを用意して、豪雨が予測される場

合は雨水タンクに貯留している雨水を事前に

排出する必要があると考えられる。これは降雨

量 60mm に当り、国土交通省が推進する 100 ミ

リ安心プランの 1 時間 100mm の降雨に対応し

た河川・流域整備目標の 60%をカバーすること

に相当する。あわせて、タンクへの流入量と流

出量を測定する事により、屋根に降る降雨量を

正確に測定する事が可能であると考えられる。

この様なスマート雨水タンクを多数設置し、こ

れらを無線回線で相互接続する事により、イン

ターネットに接続するコストを下げるととも

に、データの収集や予備放流を、インターネッ

トを経由してクラウドと接続することにより

可能になる。また大規模災害時には低速ではあ

るが独立系のネットワークとしても利用可能

である。 

具体的には、図-2に示すように水位計、流量計

の各センサーからのデータ取り込みと放流用

のポンプのコントロールにArudino Mega基板

を用い、XBee を用いて 2.4GHz の無線で相互接

続する。さらに近隣のタンクとも XBee を用い

て接続している。インターネットとの接続のた

めのゲートウエイは Android OS が動作する

HDMI スティック等を利用し WiFi 等を経由し

て行う。Arudino から XBee 経由でゲートウエイ

に接続したノードのモニタリング画面を図-5に

示す。さらに Arudino と XBee を搭載した基本

ノード基板と電池を図-7 に、タンクが豪雨で満

杯になるのを避けるため事前放流用のポンプ

を動作させるモーターシールドを追加したア

クチュエータノードを図-8に、雨水タンクの水

位を正確に測定するため 16bit の AD 変換器を

搭載した水位測定ノードを図-9に、流量センサ

ーと流量センサーノードを図-10に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 モニタリング画面 

 

図-7 モジュールと電池 

 

図-8 アクチュエータ 
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４．豪雨の発生診断 

a) 方法 事前放流の可否を判断するため、豪

雨が生起するかどうかの診断は、クラウド上で 

行う予定である。まず気象パタン認識に自己組

織化マップ(SOM)を用いる５）。SOM は最近注目 

されている機械学習の嚆矢であり、教師無し分

類に属するものである。豪雨発生診断システム

の入力としては、気象データの NCAR/NCEP 再

解析データのうち、対流活動の指標である可降

水量と下層ジェットや台風の風を表す 850 hPa

の風向風速を用いる。期間は 1979 年〜2008 年 

の 6 月から 9 月の九州を含む東シナ海領域（2.5 

度メッシュ）で、14,640 サンプルである。確認

用の雨のデータは AMeDAS の雨量データを用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる。14,640 サンプルをパタン解析し豪雨の発

生頻度と比較し SOM を得、この SOM を用いて

2009 年 7 月 23 日の豪雨診断予測を試みる。そ

の結果、SOM は 900 パタンが得られ、これを

25 グループにまとめた。SOM に 2009 年 7 月 23

日のデータを与えて豪雨発生診断をさせると、

25 グループのうち、G21 および G24 の 2 つのグ

ループが類似であるとの結果が得られた(図-11)。 

これら 2 つのグループは過去において

30mm/h 以上の大雨が生起した確率は 64%ある

いは 74%であった事から、大雨が降るパタンで

ある事を事前に診断出来たと考えられる。 

 

５．終わりに 

現在開発中の雨水グリッドは市民のサポー

トがあって初めて成立するため、大型雨水タン

クの市民への浸透が課題である。 
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IRIDeS Vol.2                 災害科学国際研究所 

東日本大震災の教訓を踏まえた事業継続マネジメント 

（BCM)有効性向上への提言 Ver.2   BCMSUG BCMSユーザーグループ 

自然災害科学 VolL.32 No.2 2013  日本自然災害学会 

消防研究所報告 通巻 114号・115号 2013年 9月  総務省 消防大学校消防研究センター 

京都大学防災研究所年報 第 56号  京都大学防災研究所 

東日本大震災に関する東北支部 

学術合同調査委員会報告書（DVD）2013年 9月  東北支部学術合同調査委員会 

京都大学防災研究所年報 第 56号（増補版）DVD  京都大学防災研究所 

東北大学災害科学国際研究所  

News Letter IRIDeS Vol.5  災害科学国際研究所 

証言記録 東日本大震災 DVDーBOX Ⅰ  NHK 

平成 24年 5月 6日に北関東で発生した竜巻の発生  九州大学 前田 潤滋 

メカニズムと被害実態の総合調査 課題番号(24900001)   

防災システム 2013 vol.36 No1        日本防災システム協会 

   

＜地盤＞ 

日本重力データベース DVD版  地質調査総合センター 

海洋シームレス地質情報集「福岡沿岸域」CD-ROM  地質調査総合センター 

SEAMLESS  GEOINFORMATION  OF COASTAL 

ZONE “COASTAL ZONE  AROUND FUKUOKA” 

日高舟状海盆表層堆積図  地質調査総合センター 

SSEDIMENTOLOGICAL MAP OF HIDAKA TROUGH 

今庄及び竹波地域の地質  地質調査総合センター 

奥尻海盆表層堆積図  地質調査総合センター 

早池峰山地域の地質  地質調査総合センター 

 

＜地震動＞ 

ＴＨＥ ＤＡＹＳ ＡＦＴＥＲ  飛鳥新潮 石川 

指揮官たちの決断 東日本大震災と自衛隊  廣済堂 

 



東日本大震災 復興まちづくり最前線  大西 隆・城所哲夫・瀬田史彦 

ドキュメント東日本大震災  日経 BP社 

その時薬剤師は医療チームの要になった   

東日本大震災と地域産業復興  関 満博 

東日本大震災と社会学  田中重好・船橋晴俊・正村俊之 

ナース発 東日本大震災レポート  日本看護協会 

歴史としての東日本大震災  岩本由輝編 

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 

東日本大震災の教訓 都市・建築編 覆る建築の常識  日経 BP社 

気象庁精密地震観測室技術報告 第 30号  気象庁精密地震観測室 

活断層・地震研究センター年報平成 23年度 2011  活断層・地震研究センター 

東京大学地震研究所 彙報  東京大学地震研究所 

第 87号 第 1/2冊 平成 24 年（2012） 

東京大学災害科学国際研究所  東京大学地震研究所 

I RIDeSVol.3 

歴史地震第 28号  歴史地震研究会 

 

＜農林＞ 

平成 25年版 研究成果選集 2013   森林総合研究所 

林業新技術 2013－現場への普及にむけて－       森林総合研究所 

森林総合研究所 研究報告 (No.428) Vol.12-No.3 森林総合研究所 

森林総合研究所 研究報告 (No.429) Vol.12-No.4 森林総合研究所  

環境報告書2013     森林総合研究所 

季刊 森林総研 第 22号・第 23号  森林総合研究所 

 

＜沿岸・津波＞ 

Ｏcean Breeze 2013 夏 13 号   東京大学大気海洋研究所 

気候システムニュース 2013.9 No.3   東京大学大気海洋研究所 

 

＜火山＞ 

防災科学技術研究所研究資料 第 380号   

日本の火山ハザードマップ集 第 2版      独立行政法人 防災科学技術研究所 
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