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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（課題 a⑤） 

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(課題 a⑤b) 

 

(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、2016 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、参加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) ２０１９年度業務目的 

事業継続能力の向上のための業務手順確立のために、2018 年に発生した大阪府北

部地震、西日本豪雨、台風 21 号および北海道胆振東部地震時に被災した自治体の災

害対応について、どこに問題があったのかを検討し、なぜその問題が発生したのかを

明らかにして、首都直下地震時に被災自治体が具備すべき災害対応の諸条件の改善策

を提案する。 

 

 (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) ２０１９年度の成果 

(a) 業務の要約 

１）南海トラフ巨大地震「事前避難」防災計画策定について、「津波避難対策特別強化地

域」に指定された 139 自治体のうち、2020 年 3 月までに完了した自治体は約半数に過ぎ

ず、残りが未策定となっている。このような状況に対して、新たな文化的防災を提案し、

業務手順としての災害対応のあり方を検討し、方向性を示した。また、首都直下地震につ

いても、縮災対策の内容としてネットワーク社会のノードに対する複合災害とエッジに対

する連続滝状災害を阻止することが重要であることを明らかにした。 
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２）2019 年 8 月の前線に伴う大雨による九州地方の水害と房総半島台風および東日本台

風災害について、いずれも被災地の調査を実施するとともに、府県レベルの災害対応業務

の確立手続きに貢献する地域防災計画の改定内容を提示して、実効性の向上を実現すると

ともに、東日本台風のコースが東寄りで、東京に集中豪雨が発生すれば荒川などの首都圏

の河川が氾濫したことを実証し、対策の必要性を明らかにした。 

 
(b) 業務の成果 

１）南海地震対応のあり方 

 わが国は、歴史上、国が潰れる、あるいは潰れそうになった経験がない。だから、何が

起こっても潰れないと思っている。しかも、わが国の歴史家は、災害や内乱、あるいは革

命で何人犠牲になったのか、まったくと言ってよいほど記述していない。たとえば、江戸

時代末期から明治維新に至る政変で何人が犠牲になったのか。“たった 3 万人”だそうで

ある。ほぼ同じ時期に起こった米国の南北戦争では、82 万人が戦死した。27 倍も多い。

当時のわが国の人口は約 3 千万人弱で米国は約 3 千１百万人であるからほとんど同じで

ある。このようなエビデンスを示して、人災が社会に与えた衝撃の大きさを議論しないわ

が国の歴史家は、当然、世界的に無名のままである。この例にもあるように、多くの国民

は、歴史上起こった内乱や災害でどれくらいの犠牲者が出たのかということを全くといっ

てよいほど知らない。したがって、後述する南海トラフ巨大地震によって、最悪に場合犠

牲者が百万人を超えるというエビデンスを示しても、“そのような被害は起こらない”と

いう正常化の偏見（バイアス）が働く。 
a)起これば何人犠牲になるのか 

 2019 年の研究成果を紹介すると、犠牲者は 115 万４千人以上である。津波と地震によ

る直接死が 54 万４千人以上、震災関連死と呼ばれる間接死は、61 万４千人以上である。

ここで“以上”とあるのは、被災するすべての自治体を網羅した値ではなく、代表都市で

の値から推定したものである。百万人を超える住民の犠牲者というのは、先の太平洋戦争

のわが国の民間人の犠牲者数 82 万人を優に上回り、わが国の歴史上、最悪となる可能性

がある。このことを主張できる証拠を示した。戦後、1945 年枕崎台風から 1959 年伊勢

湾台風の 15 年間は“災害の特異時代”と呼ばれ、この間、毎年 2,365 人が犠牲になっ

た。その後、1995 年阪神・淡路大震災までの 35 年間の“高度経済成長時代”には、毎

年の犠牲者の平均は 287 人だった。これは、大型台風が直撃しなかったことや、大地震

が起こらなかったことが大きい。その後、先日までの“平成時代”の 23 年間は 160 人だ

った。ただし、これには阪神・淡路大震災と東日本大震災の犠牲者を含んでいない。含め

ば、1,400 人である。この事実は、わが国には巨大災害に対する防災力は相変わらず期待

できないということである。では、米国にはあるのか？残念ながら米国にもない。なぜな

ら、同国でも社会経済被害は増える一方だからだ。問題は、わが国には未曽有の人的およ

び社会経済被害が起こる危険が継続しているということである。 
b)なぜ未曽有の犠牲者になるのか 

 2011 年東日本大震災が発生した。このとき、津波によって浸水した地域の住民は 50
万人強である。一方、南海トラフ地震では津波浸水高 30 ㎝以上で約 6100 万人である。
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約 120 倍も多いのである。このスケールの効果がわが国の防災対策では無視されてき

た。それは、将来も、経験したことしか起こらないという思い込みである。犠牲者が未曽

有になる理由は、「危なくて狭い地域に多くの人が生活している」からである。東京一極

集中が続く危険性の増大はその典型である。南海トラフ巨大地震が起こると、東から静

岡、浜松、名古屋、堺、大阪、神戸の政令市で大きな被害が発生する恐れがある。県都で

ある高知、和歌山、徳島各市でも同じである。しかも、津波だけでなく、地震の揺れの強

さもいずれも震度 6 弱以上となって脅威である。ここが東日本大震災と異なる点であ

る。 
これらの都市だけでも人口は約千万人である。地震と津波による死亡率は、過去の実

績から 0.17%と 0.55%の和となり、0.72%である。これだけで 7 万 2 千人である。そうす

ると、南海トラフ巨大地震の全域で、震度 6 弱以上の地震に揺れと 30cm 以上の津波によ

る暴露人口がわかっており、いずれかを経験する住民の犠牲者数は 21 万 6 千人となる。

したがって、合計 28 万８千人となり、従来の想定直接死者数とあまり変わらない。 
同じことが社会経済被害にも当てはまる。工業製品出荷額が多い市町村トップ 100 の

内、震度 6 弱以上あるいは津波で大きな被害が予想される市町村数は 46 である。一方、

東日本大震災では、岩手、宮城、福島３県のうちいわき市が 68 位、仙台市が 71 位で両

市の額は、46 都市の合計のわずか 1%である。同震災の被害額が 17 兆６千億円と推定さ

れ、すでに復興資金が約 30 兆円弱支出された実態を反映すると、南海トラフ巨大地震で

は、1760 兆円の被害で、発災後 8 年の復興資金が 3000 兆円必要なことが推計される。

この被害額は、2018 年、土木学会が示した金額と調和的である。なお、それぞれの自治

体のおよその犠牲者数や被害額は人口や工業製品出荷額から簡単に求めることができる。 
c)災害文化へのパラダイムシフトが必要 

 内閣府防災は 2019 年度中に、被災自治体がどのように具体的にこのガイドラインを使

うのか、そのレシピを用意するように求めている。問題は、実際に起こった半割れという

事態でも、最初に地震と津波被害を受ける片方は、不意打ちということである。すでに、

西日本の多くの自治体では、歴史的には、安直にも東側で地震と津波が先行すると思い込

んでいる。過去 2 回がそうだったからである。このことからして、不確かである。筆者

はガイドラインの適用性はないと考えているが、仮にこの前提の現実性に関する有効数字

が１桁の精度であるとすれば、現在実施している科学的な取扱いによって、精度が 3 桁

や 4 桁になるかといえば、相変わらず 1 桁のままである。システムの精度は、それを構

成する複数のパーツのもっとも悪いパーツの有効数字で決まるからである。 
 それでは、一体どうすればよいのだろう。かつて筆者はハード防災とソフト防災を組み

合わせた総合防災を提案し、現実にそれが実行されている。現代的にはこれを文明的防災

と文化的防災と言い換えて、とくに後者を重視した縮災対策にやるべきである。たとえ

ば、今後ますます AI や IoT を駆使した DX（Digital Transformation、ディジタル変

革）社会になっていくに違いない。これらは文明的所作である。なぜなら、新たな富が生

まれ、より便利に、より効率よい社会が目標だからである。でも、豊かさとは何だろうと

か、安全・安心社会を考えるとき、それを決めるのは文明的要素だけではなく文化的要素

の役割をもっと高めなければならない。とくに、避難行動要支援者をどうすればよいのか
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は、文化的防災の視点からしか解決できず、決して情報だけの問題ではないという確信が

必要だろう。 
南海トラフ地震対策の進捗は長丁場である。これからの豊かな社会の姿を念頭に置いた、

災害文化というパラダイムシフトが実現できるかどうかということが、国難災害になるか

ならないのかの岐路になると考えられる。 

図１ 国難災害を迎撃するには、災害文明から災害文化への 
パラダイムシフトが必要２） 

 
２）首都直下地震対策のあり方 

 これまで、首都直下地震対策は特殊なものではなく、都市で起こる地震災害の拡大版

として取り扱われてきた。しかし、東京を中心に首都圏に 3800 万人が居住する世界最大

の人口稠密な地域であり、地震が起こればスーパー都市災害位なることを主張してきた。

では、どのようにすれば図２に示すような縮災対策が可能なのか。その点に関して検討し

た。 

        図 2 減災の具体モデルである縮災対策が事前の予防力と 
事後の回復力から構成されることを示す模式図 
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a)首都直下地震のリスク 

 想定通りに起これば未曽有の被害になることは、たやすく理解できる。では、なぜ遅々

として対策が実行されないのか。それは、リスクは発生確率と被害額の積で与えられる

が、発生確率が無視できるほど小さいとすれば、リスクそのものが小さくなってしまうか

らだ。そうなると交通事故で命を失うよりもリスクが小さくなる。しかし、このリスクの

定義は巨大災害には当てはまらない。なぜなら、国が潰れてしまってからでは、復旧は不

可能だからである。この被災過程は不可逆なのである。東京を中心として、首都圏の人口

が約 3800 万人、そして政治、経済、文化などのあらゆる社会活動が一極集中している現

状が、いかに危険極まるのか、まったく想像できないのだ。政府や東京都の被害想定は、

定量化できるものに限定している。定量化できない被害項目はその 2 倍以上、しかも仮

に復旧できると考えても数十年を要するから、その間、わが国は衰退を免れないのだ。 
b)多種多様な被害が発生する 

 抜本的な対策をやるには、時間も財源も足らないから不可能である。それではお手上

げかといえば、そうではない。災害が起こることを前提としたとき、被害が大きくなるも

のから効果的な対策を実施するのである。そして、たとえそれが間に合わなくても、減災

効果はある。被害が発生してもそれが拡大しないようにすることはそれほど難しくはな

い。なぜなら、被害のイメージを具体化すればよいからである。それには、図 2 の縮災

対策を応用するのだ。減災を具体的に実現するには、時間ファクターを考慮して、予防力

と回復力を大きくするのである。 
 災害が起こった時、被害が発生する。この被害が時空間的に大きくならなければ、被害

は拡大しない。しかし、この被害が今度は災害となって、新たな被害を産み出すと、時空

間に拡大する。その場合、複合災害と連滝災害（連続滝状災害）の 2 種類に分類でき

る。それらの例を図３に示した。 

 
図 3 首都直下地震が起こった場合の連続滝状（連滝）災害と複合災害例１） 
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具体例を挙げよう。まず、台風や地震で大規模に長期停電するとしよう。複合災害と

しての停電災害は、病院災害、運輸災害、食料災害、燃料災害などを引き起こすに違いな

い。首都圏に位置する病院の入院患者は数十万人である。入院患者を首都圏以外に移送す

る必要があるが、短期的には不可能である。運輸災害が同時に起こっているから、動かせ

ないのだ。薬品も入手できないし食料も搬入できない。1 万か所を優に超える指定避難所

に誰がどうやって救援物資を届けるのか。首都圏では食料災害が起こり、生活ができない

どころか、生きていけないということが現実に起こる。脱出しなければならない。首都圏

では現在、1 日およそ 2 万トンの食品が消費されているが、運輸災害によって、所定の場

所に必要品を運ぶことが不可能になってしまうだろう。ガソリンや軽油などの品不足とい

う燃料災害も起こる。 
 つぎに、連滝災害である。停電すれば、二次災害、三次災害、そして n 次災害まで連

続する。停電すると断水する。連滝災害は広範囲な社会活動をほとんど停止させる。次の

ような二次災害が発生する。①家庭で食事ができない、②水洗トイレが使えない、③レス

トランは営業できない、④ホテルは営業できない、⑤火災を消火できない、⑥インターネ

ットが使えない、⑦病院の治療行為が阻害される、⑧ゴミ焼却場が稼働できない、などで

ある。そうすると、今度は三次災害として、⑨毎回、外食せざるを得ないので時間も経費

も交通手段も必要になる、⑫携帯トイレが増え、後始末に困る、⑩売り上げがなくなり倒

産する、⑪出張客や観光客が激減し、倒産する、⑫延焼火災の危険が増大する、⑬情報共

有ができず、あらゆる意思決定に支障が出る、⑭入院患者を転院させる必要がある、⑮被

害のなかった自治体に委託せざるを得ず、運搬の問題が発生する。断水災害の被害全体

は、停電災害の被害を上回らないと一般に考えられるので、断水災害は複合災害ではなく

て、連滝災害である。 
これだけ多種多様な被害像が明らかになれば、家庭も含めて、関係者は何とかしなく

てはならず、決して他人事と済ませられない。一人ひとりの解決すべき問題となるからで

ある。つまり、公助の限界がはっきりわかる。案外、関係者はそれを期待しているのかも

しれないが、それは無責任以外の何物でもない。 
 
３）自治体の事業継続ガバナンスの向上 

 2019 年には房総半島台風（台風 15 号）と東日本台風（台風 19 号）が猛威を振るっ

た。いずれの台風が東京を直撃しておれば甚大な被害が発生したはずであり、その状況は

首都直下地震が発生した時とかなり同じような状況と考えられるので、検討した。 
a)被害をもたらす台風に共通の性質 

中心気圧や暴風圏の大きさに影響されるが、つぎのことは指摘してよい。まず、①台

風は、風台風と雨台風のどちらか。ただし、局所的に風雨とも強くなる場合がある。②風

台風は、暴風と高潮、雨台風は、洪水と土砂災害に要注意。③東シナ海を北上する台風

は、雨が降って減衰する。④上陸時の進行速度が遅いほど、総雨量は多くなる。⑤上陸後

の台風特性は周辺の地形に影響される。⑥湾の西側を通過すると高潮が大きくなる。⑦最

大風速とは、地上 10m の位置での 10 分間の平均値である。⑧瞬間最大風速は、最大風

速のおよそ 1.5 倍になる。⑨超高層ビルでは、上階になればなるほど風速は早くなる。⑩
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超高層ビルは暴風で長時間揺れ続けることがある。⑪雨台風の場合、地下空間は水没の恐

れがある。⑫電線地中化は浸水すれば停電することがある。⑬前線が日本列島上にある

時、遠くの台風でも集中豪雨が降る。⑭台風が天気図に現れた時点で山岳地帯は悪天候と

なる。⑮川の上流域ほど氾濫が起きやすい。⑯増水した川の堤防上を車で走るのは危険で

ある。⑰カーナビは浸水危険性のある道路を教えてくれない。⑱高波浪が来襲する海岸道

路は通行しないこと。⑲沿岸で海面が上がるのは、高潮だけが原因ではなく、原因は数種

類ある。⑳海抜ゼロメートル地帯では、排水ポンプが止まれば、市街地浸水が始まる。㉑

洪水氾濫で最初に起こるのは断水である。㉒台風被害として停電するだけで、新たな停電

災害を発生させる。 
b)房総半島台風の教訓３） 

 この台風は典型的な風台風であった。その証拠に、可航半円と呼ばれる台風の西側で

は、顕著な被害は発生していない。すべて、東側の危険半円で被害が発生している。この

台風は三浦半島をかすめ、東京湾の中央部を経て、千葉市付近に上陸したわけであるが、

西方向に約 50 ㎞ずれておれば、西湘海岸や湘南海岸では高潮と高波で海岸侵食はもとよ

り、西湘バイパスなどは致命的な被害を被っていたはずである（西湘バイパスは、東日本

台風で大きな被害が発生した）。もちろん、東京湾ではまともに高潮が発生し、湾岸部は

浸水を免れなかった。 
2019 年 10 月に来襲した東日本台風と比べると、上陸時の中心気圧、中心付近の最大

風速、平均 15m/秒以上の強風域の半径は、いずれも下回っていたにもかかわらず、千葉

県全県で暴風による被害が卓越した。この主たる原因は、気象庁の気象衛星の画像解析と

コンピュータシミュレーションの限界を示すものと言ってよいだろう。2018 年の台風 21
号でも大阪湾では強烈な南風が卓越したが、これも予測できていなかった。台風時の気象

観測データに基づく解析モデルをもっと発展させなければならないことを示している。 
 長期停電に関する情報に関しては、東京電力に最大の責任がある。そして、被災自治体

は、長期停電という事態を事前に想定しておらず、被災住民への対応を全く考えていなか

ったことが挙げられる。前者に関しては、台風 21 号による関西電力管内の停電が 200 万

世帯に上り、約 2 週間で復旧した事例から、まったく学習しておらず、不慣れなままに

被害に直面してしまったということであろう。首都直下地震による被害想定に絞りすぎて

いたのである。被災自治体は、そもそも地域防災計画における電力供給の被害と復旧に関

しては、東京電力が実施した想定結果を転載しているだけであって、自治体には主体的に

解析して得た電力に関する情報は何一つないと言ってよい。電力のネットワークは国家機

密になっており、民間企業はその情報がなくては計算できないのである。 
c)東日本台風の教訓３） 

 事前に河川堤防など治水施設が想定していた以上に雨が降ったので、被害が発生した。

50 年前であれば、千人単位の犠牲者が出ていてもおかしくない。当時に比べて、治水施

設が充実し、個人住宅が強くなったことが一番の原因である。都市域における浸水被害

は、無堤防区間、下水処理の未整備、タワーマンションなどの地下浸水対策の不備が挙げ

られる。また、台風がおよそ 20 ㎞東寄りを通過しておれば、東京都心部は完全に水没し

ていたと言ってよい。首都圏外郭放水路や神田川遊水地などが効果を発揮できたのは、都
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心部の降雨量が少なかったからである。荒川と利根川も間一髪で助かっている。もし、台

風接近時に関東地方に前線が停滞し、先行降雨が存在しておれば、間違いなく両河川は氾

濫している。荒川については都内 5 区で 250 万人が広域避難する事態にならなかった

が、避難のために利用する鉄道が計画運休することを事前に想定しておらず、至急、対策

を練り直さなければならない。図４は荒川の下流で氾濫した場合のハザードマップの 1
例である。 

 
図４ 荒川下流の江東 5 区で氾濫した場合の浸水域と湛水時間を表す 

ハザードマップで右側には避難のタイムラインが示してある。４） 
 
 この災害の最大の教訓は、地球温暖化によって、雨の降り方が変わってきており、従来

の科学的知見は、そのままでは使えないということである。だから、堤防が決壊したとこ

ろは原形復旧では不十分で、改良復旧が必須である。つまり、災害対策基本法を改定する

必要がある。東京都心で今回の豪雨が降っておれば、目黒川、呑川や神田川などの河川は

すべて溢れていた。既存の治水施設があったから水害が防げたのではない。降雨量が少な

かったから水害が発生しなかっただけなのである。一層充実する必要がある。 
 同じことは、集合住宅に関しても適用できる。タワーマンションの地下が浸水して、停

電、断水して大きな問題になったが、そもそも 1 棟に 400 世帯以上、千人以上の住民が

住むことこそ、どこか可笑しいのである。なぜなら、超高層商業ビルの場合は、建物内を

高速エレベータで早く移動できる長所がある。これは文明的価値である。ところが、住ま

いは文化的価値も高くなければいけない。しかし、何を文化的価値と見なすかについては

多様な考えがあって、基準はない。しかし、日常生活ができない災害や事故が起こった時

に問題になる。いくら周到な対策を講じていても、私たちが考えることには限界があると

思う謙虚さが、今、必要なのである。ある規模以上の超高層マンションの建設を規制する

という英断が必要だ。 
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d)荒川氾濫と新型コロナウイルスのパンデミックとの相似 

 本研究は、首都直下地震が発生した時の事業継続力を向上させる方途を示すことであ

る。荒川氾濫やコロナウイルスの感染症の拡大が東京で起これば首都圏のレジリエンス能

力向上で克服しなければならない。荒川が氾濫した時の東京の被害は、中央公論 2020 年

2 月号に「荒川氾濫で水没する東京」と題しておよそ 7000 字の論考を行った。要は、首

都直下地震に相当する被害が発生することを明らかにした。一方、コロナウイルスによる

感染症の拡大がもっとも恐ろしい結果を招くのは首都圏であると指摘し、東京一極集中の

結果、人口が約 3800 万人を数える世界最大の都市が、もっとも危険であるとの考察結果

を 2 編の論考にまとめ、3 月中に「中央公論」5 月号と「時流」春号に投稿した。表１は

コロナウイルスによる 3 月下旬の各国の感染率や死亡率をまとめたものであって、今回

の感染症拡大の深刻さがわかる。 
 

表１ コロナウイルスによるパンデミックの先進国の状況（表中の米国の１ 
というのは、米国を基準とした各国の値を示している） 

 
(c) 結論ならびに今後の課題 

本研究の目的は、首都直下地震を中心に南海トラフ巨大地震などの国難災害が発生し

た時の首都圏を中心とした自治体・企業の事業継続能力向上のための事業継続ガバナンス

の向上である。2019 年に実施した研究によって、南海トラフ巨大地震については新たな

被害想定が行われ、首都直下地震については具体的な縮災対策が提示できた。今後の課題

は、その適用性にあるので、2020 年 3 月からわが国で進行中のコロナウイルスによる感

染症の拡大、とくに世界でもっとも危険性が高い東京首都圏で今後、どのように推移する

のかを見ながら、政府、東京都周辺と全国の道府県や大企業の対応などに注視して、各機

関・組織の事業継続ガバナンス向上に関する検討を行う。これらの作業によって首都圏の

レジリエンス向上に寄与できると考えている。 
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1)学会等における口頭・ポスター発表

発表した成果（発表題

目、口頭・ポスター発

表の別）

発表者氏名 発表した場所

（学会等名）
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・査読なし 

 

掲載論文（発表題目） 発表者氏名 発表した場所 
（学会誌・雑誌等

名） 

発表時期 国際・

国内の

別 
環境と防災・減災①地

球温暖化などの自然環

境の変化と災害 

河田惠昭 季刊エルコレー

ダ,Vol.78,pp10-
12 

2019 年 4
月 
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自治体防災の要諦(14) 
平成 30 年 7 月豪雨の

教訓 災害対策本部充

実と市町村との連携 

河田惠昭 日経グローカ

ル,No.364,pp46-
47 

2019 年 5
月 

国内 

自治体防災の要諦

（15） 2018 年台風

21 号の教訓 高潮対

策を見直し、再計算を 

河田惠昭 日経グローカ

ル,No.366.pp38-
39 

2019 年 6
月 

国内 

環境と防災・減災②災

害・環境問題の国際化

と防災の主流化 

河田惠昭 季刊エルコレー
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月 

国内 
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敗 
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43 

2019 年 7
月 

国内 

「天変地異とどう向き

合うのか」新たな災害

文化の育成急務 

河田惠昭 メディア展

望,No.692,pp1-9 
2019 年 8
月 

国内 

自治体防災の要諦

（17）首都直下地震に

備える 連滝・複合災

害がもたらす悲惨 

河田惠昭 日経グローカ

ル,No.370,pp42-
43 

2019 年 8
月 

国内 

自治体防災の要諦

（18）南海トラフをど

う迎撃するか 求めら

れる文化的防災の視点 

河田惠昭 日経グローカ

ル,No.372,pp40-
41 

2019 年 9
月 

国内 

環境と防災・減災③地

球温暖化の進行によっ

て変化する災害 
 

河田惠昭 季刊エルコレー

ダ,vol.80,pp8-10 
2019 年 10
月 

国内 
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自治体防災の要諦

（19）地球温暖化で増

える風水害 北海道で

影響大きく 

河田惠昭 日経グローカ

ル,No.374,pp44-
45 

2019 年 10
月 
 

国内 

自治体防災の要諦

（20）台風 15 号と 19
号の特徴と教訓 コー

スがずれておれば都市

水没 

河田惠昭 日経グローカ

ル,No.376,pp20-
25 

2019 年 11
月 

国内 

自治体防災の要諦

（21）東京オリンピッ

クの前にすべきこと 

予防力と回復力を高め

る 

河田惠昭 日経グローカ

ル,No.378,pp20-
25 

2019 年 12
月 

国内 

東京の大水害と縮災 河田惠昭 都市問題，

Vol.111,pp37-42 
2020 年 2
月 

国内 
 

荒川氾濫で水没する東

京 
河田惠昭 中央公論,第 134

巻第 3 号,pp38-47 
2020 年 2
月 

国内 
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3)マスコミ等における報道・掲載 

・テレビ・ラジオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道・掲載された成果

(記事タイトル) 
発表者氏名 発表した場所 

（新聞名・TV 名） 
発表時期 国際・

国内の

別 
大阪北部地震から 1 年 河田惠昭 関西テレビ・報道ラ

ンナー 
2019 年 5
月 31 日 

国内 

西日本豪雨 1 年・教訓

は 
河田惠昭 MBC テレビ・MBC

ニュースナウ 
2019 年 8
月 5 日 

国内 

大水害が都市を襲う～

台風の猛威にどう備え

るか 

河田惠昭 NHK・かんさい熱

視線 
2019 年 9
月 6 日 

国内 

”最強”台風 19 号い

まどこに最新情報～ 
河田惠昭 読売テレビ・ウェー

クアップぷらす 
2019 年 10
月 12 日 

国内 

情報アップデート・関

西での川の防災につい

て 

河田惠昭 朝日放送・おはよう

朝日 土曜日です 
2019 年 10
月 19 日 

国内 

～大雨の恐れ台風被災

地は今…二次災害に厳

重警戒～ 

河田惠昭 読売テレビ・ウェー

クアップぷらす 
2019 年 10
月 19 日 

国内 

台風 19 号 甚大な被害

はなぜ 
河田惠昭 NHK・日曜討論 2019 年 10

月 20 日 
国内 

2019 年の自然災害な

どを振り返って 
河田惠昭 KissFM KOBE・ヒ

マワリらじお 
2019 年 12
月 13 日 

国内 

震災から９年…教訓は

生かされるか？巨大津

波&感染症対策 

河田惠昭 日本テレビ・深層

NEWS 
2020 年 3
月 11 日 

国内 
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・新聞等 

 
・新聞報道は上記の他に 22 件 

 

 

(f) 特許出願，ソフトウエア開発，仕様・標準等の策定 

1)特許出願 

なし 

報道・掲載された成果(記
事タイトル) 

発表者氏名 発表した場所 
（新聞名・TV
名） 

発表時期 国際・

国内の

別 

人と防災未来センター長 

河田惠昭さんが講演 
河田惠昭 神戸新聞 2019 年 4 月

17 日 
国内 

災害、備え常に意識を 

河田恵昭さん講演 
河田惠昭 神戸新聞 2019 年 4 月

25 日 
国内 

「阪神・淡路」25 年フォ

ーラム開催へ 
河田惠昭 神戸新聞 2019 年 6 月

14 日 
国内 

防災、減災を考える 神

戸でフォーラム 
河田惠昭 神戸新聞 2019 年 6 月

14 日 
国内 

阪神大震災 相武さんら

と経験語る 
河田惠昭 毎日新聞 2019 年 7 月

1 日 
国内 

参院選 2019 私の一票 河田惠昭 産経新聞 2019 年 7 月

6 日 
国内 

尼崎、市域 4 分の 3 浸水 河田惠昭 神戸新聞 2019 年 8 月

2 日 
国内 

自治体災害対策全国会議 河田惠昭 読売新聞 2019 年 10
月 25 日 

国内 

河田氏資料 3000 点 文

庫創設 
河田惠昭 産経新聞 2019 年 12

月 14 日 
国内 

災害資料集め 3000 点 

「河田文庫」創設 
河田惠昭 朝日新聞 2019 年 12

月 14 日 
国内 

117 点 物が語る震災 

人と防災未来センター展

示 

河田惠昭 神戸新聞 2019 年 12
月 24 日 

国内 

ぼうさい甲子園創設 15
年 

河田惠昭 毎日新聞 2020 年 1 月

13 日 
国内 

国際防災・人道支援フォ

ーラム 2020 
河田惠昭 朝日新聞 2020 年 1 月

30 日 
国内 
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2)ソフトウエア開発 

なし  

 

3) 仕様・標準等の策定 

なし 

 

(3) ２０２０年度業務計画案 

a)業務計画 

 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、南海トラフ巨大地震の津波避難計画の具体化を推進する必要がある。これについ

ては、2020 年度から内閣府に「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキング

グループ」が置かれ、座長に就任する予定であり、同じ問題が発生するのでそれを見越し

た検討を始めることにしたい。要は、被災自治体や企業の事業継続ガバナンスの向上につ

なげる施策を提案しなければならない。一方、コロナウイルスの感染症拡大によって、東

京を中心として緊急事態宣言が発令されており、この措置によって社会経済被害がどのよ

うに推移するかを注視しながら、首都直下地震対策が具備しなければならない条件や限界

を明らかにして、縮災対策の一層の充実を図る。 
b)実施方法 

 南海地震津波の避難に関しては、制度設計の充実を図るだけでは改善されないので、避

難をするという災害文化を構築するための方法論を攻究する。ここでの視点は歴史的な日

本文化の形成過程を踏まえるということであり、比較文化論を展開する。一方、感染症拡

大が及ぼす首都圏のとくに社会経済被害については、新聞等のメディアに報道される記事

などを参照して、その影響の大きさを同定する。その際、ネットワーク災害の特徴から、

複合災害と連滝災害の具体例を抽出し、その体系化を行う。 
c)目標とする成果 

 南海トラフ地震や風水害における避難の問題は、畢竟、災害文化の問題である、という

考えに立ち、災害文化を構築する試みを始める。そこで、災害の教訓の語り継ぎが重要な

ことから、2020 年度中にその仕組みの基本計画を策定し、具体化に向けて一歩踏み出

す。すなわち、毎年シンポジウムを開催して、そこでの発表作品を絵本化して、幼稚園や

保育所で幼児に語りかける幼児教育を推進するという基本コンセプトの普及を図る。本研

究の目指す業務手順の確立は、単なる知識に留まっている限り、時間が経過すれば必ず忘

れ去られるので、これを文化にしなければならない。一方、感染症拡大の問題は、首都圏

では首都直下地震が起こるのと同じスーパー都市災害であることを明らかにして、どのよ

うな新たな問題が発生したのかについて解析して、首都圏のレジリエンス能力を高める方

策を提案する。 




