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3.1.5   事業継続能力の向上のための業務手順確立 

3.1.5.2 業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

 

(1) 業務の内容 

(a) 業務の目的 

「事業継続能力の向上のための業務手順確立（以下、ＳＯＰ）」については、災害時に

おいては、災害対応機関を含む各々の組織が、被害や損失を最小限にとどめるために、

平時に行っている中核業務の継続を行いながら、早期復旧を可能とするために災害時

特有に発生する業務を実施する必要があり、加えて、この事業継続を実現するための

方法・手段をあらかじめ取り決めておく必要がある。特に災害対応機関においては、

災害規模に応じて、災害時特有に取り組むべき業務量が膨大な量となり、応援を得て

業務を実施することが必須であるが、平成 28 年熊本地震の事例においても、多くの応

援が現地入りするが、その災害対応業務の手順が確立しておらず、また業務に対する

経験も認識にもバラつきがあり、災害対応業務の一貫性と質の担保が図られていない

現状が課題となっている。標準的な業務手順（Standard Operating Procedure）はベ

ストプラクティスを伝達するための有用なツールであり、協議会において、参画企業、

組織の共働プロセスにおいても意図した結果が確実に実現するための技術的課題であ

り、その抽出と検討を実施する。 

 

(b) 平成２９年度業務目的 

b.業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立 

災害時に特有の業務は有期的なプロジェクト業務であり、災害対応業務における「プ

ロジェクトとしてのガバナンスの構造とその確立手続き」に係る要素の検討を実施す

る。 

 

 (c) 担当者 

所属機関 役職 氏名 

学校法人関西大学 

社会安全研究センター長 
特別任命教授      河田 惠昭  

 

(2) 平成２９年度の成果 

(a) 業務の要約 

1）平成 28 年熊本地震発生後、熊本県では、「くまもと復旧・復興有識者会議」が直後に

設置され、本研究担当者も委員に就任した。また、政府が設置した「熊本地震を踏まえ

た応急対策・生活支援策検討ワーキンググループ」の主査として活動した。これらの活

動を通して、業務手順としての災害対応のあり方を検討した。とくに、知事レベルの災

害対応業務で重要となる内容に関して考察した。また、縮災（Disaster Resilience）の

内容の検討と適用性を明らかにした。 

 

  2）国難災害における被害スケールについて、とくに人的被害については、熊本地震の例   
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のように、災害関連死が直接死の 4 倍以上になることがあり、未曽有の被害になる危険性

のあることを実証的に検討するとともに、関西広域連合に設置された「我が国の防災・減

災体制のあり方に関する懇話会」の座長に就任し、防災省（庁）の設置につながる諸課題

について検討した。結果については、報告書の形で関西広域連合のホームページに掲載さ

れるとともに、東京と横浜で開催された震災対策技術展においてシンポジウムが開催され、

本研究担当者が基調講演するとともに、パネルディスカッションに加わり、研究成果の普

及に努めた。 

 

(b) 業務の成果 

1) 熊本地震の教訓 

a) 被害の事態 

災害が発生した時、最も重要な対応は、被災した社会基盤の復旧・復興である。社会

基盤には、図１に示すように、各種ライフライン、コミュニケーション、物流、公共サー

ビスや金融サービスが含まれる。特に物流に関しては、東日本大震災の反省があって、熊

本地震に際して日本政府はプッシュ型の支援を行い、熊本県に隣接する佐賀県の鳥栖市に

262 万食を届けた。ところがそこからは宅急便で 855 カ所の指定避難所に救援物資を届け

ようとしたが、交通渋滞が広範囲に起こり、円滑に進まなかった。部分最適ではあったが

全体調和とはならなかった。            

その最大の理由は、南北方向の高速道

路や東西方向の主要幹線道路が被災し、

通行できなかったことが原因である。と

くに、火山である阿蘇山の山腹で発生し

た写真１のような大規模な斜面崩壊によ

って、道路の寸断と落橋が起こり、災害

対応や復旧事業に大きな支障が発生し

た。しかも今回、一般道路が通行可能であ

っても、カーナビで渋滞情報がほぼリアル                  

タイムで提供されるので、かえっ

て渋滞が広域化してひどくなった

ことがわかっている。                            

その結果、救援物資を積んだトラ

ックが、目的地に長時間到着でき

ないことが起こった。                               

 

 

 

写真１ 国道 57、325 号線と鉄道    

（豊肥本線）の不通 

 

 

  図１ 社会基盤の種類（被災すれば社会

が機能を停止する） 
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ｂ）災害常襲地での社会基盤整備に必要な考え方                             

  熊本地震のように、火山地帯

や津波来襲域を走行する高速道

路の例では、図２のようなアク

ションが求められる。すなわち、

①起こり得る地盤災害などの被

害規模を推定する、②被害が大

規模であれば路線を変更する、

③被害が中小規模の場合は緩和

区間を設ける。例えばインター

チェンジの増設とか上下線の分

離とか、被災を前提とした仮設 

道路化である。さらに、        図２ 火山地帯や津波常襲地などの災害脆弱地域での 

④高速道路ではなくて複数路線の                       高速道路の例 

一般道路を新設して代替する、ま

た、必ず⑤バックアップ機能を有

する道路と一対にして維持管理す

る。こういう政策が必要になって

いる。 

 そこで、首都直下地震とか南海

トラフ巨大地震のような国難災害

を想定した社会基盤整備のあり方

を示したものが、図３である。 

まず、70 年前に施行した災害救

助法は、大災害では破綻することが

わかっている。災害救助法というの

は、たとえば、災害直後に避難所に避難してきた人たちに必要なものをすべて、国あるい

は被災都道府県と自治体が支給するという制度である。これは不可能である。 

 大きな災害が起これば、自助、共助がどうしても必要となる。公助で対応したくても財

源、人材、情報が全く不足する。そして残念ながら、国難災害は必ず起きるわけで、自

助、共助、あるいは、民間企業による産助の仕組みを日常的に社会基盤整備の過程に導入

しておかなければならない。公助だけで社会基盤整備する時代ではないということであ

る。 

 さらに、復興事業の展開につながる重要な要素として、①被災県の災害前の財政状況の

健全性、②被災県庁職員の従来の殻を破るという組織文化の存在、③早期の復興プランの

提示、d)復興の早期化であることがわかった。  

 

 

 

     図３ 社会基盤整備に必要な事前協議 
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2) レジリエンスと縮災（Disaster Resilience） 

 Resilience の類似語は、つぎの 8 つが指摘されている。すなわち、① Flexibility（柔

軟性）、② Adaptability（適用性）、③ Innovation（革新性）、④ Robustness（強靭

性）、⑤ Responsiveness（応答性）、⑥ Redundancy（冗長性）、⑦ Resourcefulness
（人材のゆとり）および⑧ Rapidity（即応性）である。つまり一語で言い表すことが不

可能な言葉なのである。もともと心理学用語として「精神的回復力」「抵抗力」「復元力」

「耐久力」などとも訳されてきたが、訳語を用いず、そのままレジリエンスと表記して用

いることが多い。本研究担当者は Disaster Resilience を縮災と訳した。これは図４に示

すように、被害の大きさを表す ABC の三角形を小さくすることであると考えるとわかりや

すい。被害 AB を少なくする減災と復旧時間 AC を短くすることによって、面積を小さくで

きることがわかる。 

そして、減災と縮災の関係であるが、縮災は減災に含まれ、減災の具体的な考え方の

一つが縮災なのである。アメリカ合衆国では、大統領府直轄の科学技術委員会

（National Science & Technology Council）が設置されているが、その中に、減災小委

員会（Sub-Committee on Disaster Reduction）があり、具体的な検討項目の一つに縮災

（Disaster Resilience）が挙げられている。 

減災には時間的に変化するという要素は直接、入っていないことに気づく。しかし、

縮災には、政府から家庭までの大小の共同体（コミュニティ）による抵抗力と復旧時間が

新たに入る。災害発生前の減

災対策による被害減少をもた

らすのは予防力と名付けた。

一方、復旧・復興時間が短く

なることは、回復が早いとい

うことであるから、回復力と

名付けた。ここで気を付けな

ければいけないことは、縮災

とは、災害が起こることを前

提にした、大変現実的な対応

であるということだ。この前

提があるから、対策が有効な

のである。従来の防災や減災

は、起こらないことを仮定し

ているから、やればやるほど被害

が単純に小さくなると錯覚するのである。 

 それでは、国土強靭化とはどこから出てきた言葉なのだろう。実は、国土強靭化は

National Resilience の訳である。日本政府はこれまで、この national という単語をいつ

も「国土」と訳してきた。たとえば、国土のグランドデザイン、国土形成計画がそうであ

る。国土とは英語で national land という。もともとの意味は国を構成する“みんなの土

地”ということである。国土強靭化とは、national land resilience の訳だから、みんな

の土地のレジリエンスであって、決して national resilience ではない。国土強靭化と聞

 図４ 縮災（Disaster Resilience）の減災効果を示す 

模式図   （林 春男との共同作業） 

 

 



59 
 

いた時、多くの国民は、建物がすでに建ち、施設がすでに建設されている土地そのものを

災害から強くすると誤解している。過去の「国土改造計画」はその最たるものである。 

 National Resilience とは、“みんなで協力して進める縮災”である。だから国民運動と

して進めることが大切である。もっとわかりやすくいえば、国土交通省が中心になってど

んどん進める政策ではなく、国民生活に直結した厚生労働省や総務省、経済産業省、環境

省など“省庁みんな”が進めなければならないのである。ただし、主役は国民であること

を忘れてはいけない。 

 

3) 防災省を創設して「国難」を迎撃する。 

江戸幕府が力を失い、明治維新政府が到来した直接の原因となったのが、1854 年から

3 年連続した複合災害である。わが国の歴史学者は、大災害の衝撃の大きさを無視してい

るのであり、これが典型例である。災害が国難となった歴史的な証拠がある。図５のよう

に、江戸の幕藩体制

から明治の王政復古

の太政官制への移

行、いわゆる明治維

新への改革過程で

は、3 年連続で江戸

あるいは全国規模で

被害が発生した複合

災害によって、江戸

幕府が弱体化したこ

とが大きく影響した

と考えられる。歴史

学者が指摘するよう

に、討幕運動という

内圧と、嘉永 6 年

（1853）6 月 3 日に浦賀沖

にペリー提督が来航し、

欧米列強が開国を迫った外圧だけによってわが国の政治体制が変わったわけではないので

ある。                   

明治維新政府は、欧米先進国の政治機構を真似て、キャッチアップし、近代国家に脱

皮することを急いだ。たとえば、1871 年 12 月から 1873 年 9 月の長きにわたる岩倉使節

団の本格的な派遣は、これを裏付けるものである。問題は、欧米先進国は、わが国のよう

に災害多発国ではないということであった。たとえば、米国は欧米先進国の中でも災害が

多発する国であって、ハリケーン、竜巻、洪水、高潮、地震というように枚挙にいとまが

ない。ただし、1900 年代の 100 年に限っても、わが国の自然災害による犠牲者数は米国

の約 8 倍であって、結局わが国が先進国で断然、人的被害が大きい国なのである。 

このような史実を紹介したのは、理由がある。いま発生が心配な首都直下地震や南海

トラフ巨大地震が短期間に連続する形で複合災害として起これば、確実にわが国は滅びる

 図５ 江戸幕府崩壊につながった国難災害例と現在、わ

が国で心配な国難災害 
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からだ。とくに、南海トラフ巨大地震が起これば、死者は 32 万 3 千人である。これは、

表１のように、明治以降、犠牲者数 1 位となった太平洋戦争による 310 万人に次いで 2 位

に位置する。この数字がいかに巨大かは、自然災害による近代に入ってからの総死者数約

27 万 4 千人（概数）をわずか１つの災害が追い抜いてしまうことでも明らかである。 

南海トラフ巨

大地震と相前後

して起こる可能

性のある首都直

下地震では、犠

牲者数は 2 万 3

千人と少ない。

これは、火災と

住宅の全壊・倒

壊による犠牲者

だけである。し

かし、20 年前

の阪神・淡路大

震災では、震度

6 弱以上の地域

に住んでいた住

民の 0.17%が死

亡したので、こ

れを首都圏に当

てはめると 5 万

1 千人に達す

る。これに驚い

てはいけない。

たとえば、地震

が朝のラッシュ

アワー時に起こ

れば、こんな数

字で収まるわけ

がない。でも正

確な評価方法が

わからないの

で、ラッシュア

ワー時の死者を

算入していない。犠牲者はゼロと仮定しているのである。しかも、2016 年熊本地震で

は、災害関連死者数は直接死者数の 4 倍を超えている。そうすると、南海トラフ巨大地震

では、両者の合計死者数が 100 万人を軽く超えることも想定しなければならない。政府中

 表１ 明治維新以来 150 年間で起こった巨大災害と戦争による

犠牲者 

 図６ 近年における災害被害の日米比較 
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央防災会議は被害全体を過小評価していると断言できる。それだけではない。これらの前

後に東京湾の高潮、利根川や荒川の洪水氾濫が起これば、さらに超巨大な複合災害になる

ことは明らかである。しかも、歴史はそれが絵空事でないことを教えてくれている。 

ところが、これらの「国難」災害を迎える準備がまったくできていない。図６に示す

ように、アメリカ合衆国には国土安全保障省の中に連邦危機管理庁があり、約４千名の職

員が日常業務として防災政策を実行しており、大規模災害時には同数の非常勤職員が加わ

るようになっている。一方、わが国では、自然災害に対して、内閣府防災の職員が約 90

名程度と、ほかの省庁に関連職員が数十名いるだけである。しかも、トップは内閣府の特

命大臣であって、職員は直接の部下ではない。これでは、前述した国難災害と呼ばれる巨

大災害や複合災害が起こった時、指揮命令系統があいまいで、職員数がまったく不足し、

かつ膨大な量の災害対応業務に必要な省庁連携・調整などは不可能である。つまり、防災

省がなく、国難災害が起これば対応に失敗し、わが国が衰退することが今からわかってい

る。やらなければいけないことがわかっていても、現状では実行不可能で、残念ながら必

ず失敗するだろう。 

 

(b) 引用文献 

1) 公益財団法人 ひょうご震災記念 21 世紀研究機構：東日本大震災から 7 年 事例に学ぶ

生活復興～東日本大震災被災者の生活復興プロジェクト報告書～、復興庁、2018 年 3 月 
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(e) 学会等発表実績 

1) 学会等における口頭・ポスター発表 

 

 

2)学会誌・雑誌等における論文掲載 

 

 

発表成果（発表題目、口

頭・ポスター発表の別） 
発表者氏

名 
発表場所 

（学会等名） 
発表時期 国際・

国内の

別 
国難災害を迎撃する『防災

省』創設の提言（口頭） 
河田惠昭 日本災害情報学会

2017 年第 19 回学

会大会（京都大学

宇治キャンパス、

京都府宇治市） 

2017 年 10 月 国内 

今後想定される首都直下地

震、南海トラフ巨大地震な

どから災害大国・日本が生

き残るために（口頭） 

河田惠昭 全国産業安全衛生

大会（神戸商工会

議所、神戸市） 

2017 年 11 月 国内 

掲載論文（論文題目） 発表者氏名 発表場所 
（雑誌等名） 

発表時期 国際・国

内の別 
災害列島の防災・減災そし

て「縮災」 
河田惠昭 RM FOCUS、 

第 61 号 
2017 年 国内 

熊本地震から 1 年 河田惠昭 Water&Life、No.6

15 
2017 年 国内 

熊本地震から 1 年～防災・

減災の教訓と被災地の復

旧・復興 

河田惠昭 政経特報、第 1467

号 
2017 年 国内 

南海トラフ地震を始めとし

た各種巨大地震災害の基本

対策 

河田惠昭 火力電子力発電、 

Vol.68,No.10 
2017 年 国内 
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3) マスコミ等における報道・掲載 

新聞報道は上記の他に28件（2017年度） 

 

(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

 なし 

How to improve social i
nfrastructure in disaster
-prone areas - Disasterr
esilience and lessons lea
rned from the 2016 Ku
mamoto earthquake- 

Kawata,Y Steel Constructio
n,51,16-18 

2017 年 国際 

日本の災害史と将来の巨大

災害 
河田惠昭 Heart View 
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(3) 平成３０年度業務計画案 

 

(a) 業務計画 

b.業務手順確立のための事業継続ガバナンスの確立について継続的に検討を進める。具

体的には引き続き、熊本地震の災害対応業務の検証と防災・減災体制のあり方に係る検

討を行う。 

 

(b) 実施方法 

まず、熊本地震の災害対応業務の検証については、以下の内容の検討を考えている。 

1) 今後のわが国の防災対策への反映：熊本地震で得られた最大の教訓は、首都直下地震

や南海トラフ巨大地震という国難災害が起これば、現行の災害救助法が破たんするとい

う事実である。そうならないためには、自助と共助を中心とし、企業の協力を得るとい

う新しい体制に変わらなければならない。内閣府防災もそのことを十分承知している

が、70年ぶりの改定となるので、それを実現できる戦略を提示する。 

2) 雑誌等を利用した啓発活動の利用：2018年4月から1年間にわたって、日経グローカル

誌に毎月、自治体防災の要諦を12回掲載されることになっている。そこでは、実務とし

ての災害対応について熊本地震などの教訓を検討した結果を報告する予定である。まさ

に、本研究担当者の過去の経験知に対するPDCAサイクルを活用した提案を期待してい

る。 

3) くまもと復旧・復興有識者会議の継続とふりかえり：本会議はあと2年継続すること

になっている。そこで、復旧・復興過程で新たに発生する問題の検討を行い、事業継続

を実現する。 

また、防災・減災体制のあり方に係る検討では、以下の内容の検討を考えている。 

4) ハリケーン・ハービー災害の検証：史上最大の社会経済被害を発生させた洪水氾濫災

害について、なぜ、そのような想定外被害になってしまったのかを明らかにする。現

在、日米両国とも、巨大災害については災害先行型の災害対応になってしまっており、

そうならないためには一体、どのような仕組みを備えなければならないのかを考究す

る。 

5) 南海トラフ地震に対するガイドラインの在り方に関する検討：2018年4月にこの問題

に関するワーキンググループによる検討が始まった。前述の1)に関係して、災害対応

は、公助中心から自助・共助中心に転換しなければならないことは、関係者間で同意し

ている。しかし、事前調査から、市町村長や住民の多くは、相変わらず国からの情報提

供に基づく対応を期待している。このような時代遅れの感覚をいかにして是正すればよ

いのか、その戦略を考究する。 

6) 防災省の創設に向けた努力：2018年6月に、大阪で開催される震災対策技術展では、

関西広域連合主催の“（仮題）防災省設置に向けて”の講演会とシンポジウムが予定され

ている。このような啓発事業を通じて、わが国の伝統的な災害文化である『天災論』を

排除できるような方向を指向して具体的な諸行動を実行する。 
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(c)目標とする成果 

災害対応業務の標準化による事業継続ガバナンスの確立をめざして、これらに関係する

対応業務の成功事例というエビデンスを集め、研究成果の説得性を高める。これと同時

に、防災省が創設された場合の関西広域連合や都道府県レベルの自治体の組織の在り方

について試案を提示する。 

  


