
神奈川大学・防災講演会

首都直下地震の被害想定に見る震災像

－内閣府・東京都の被害想定から－

中 林 一 樹
（なかばやしいつき）

（首都大学東京 大学院 都市科学研究科）
（京都大学 防災研究所 巨大災害研究センター 客員教授）

２００６年３月２２日



１．過去１５０年間に東京を襲った災害の概況

①地震
　・安政江戸地震(1855)　：　荒川放水路河口付近直下、下町230ha焼失、死者4,000人とも
　・明治東京地震(1894)　：　東京湾北部直下、死者24人
　・関東大震災(1923)　：　東京で38万棟(3400ha)焼失、死者6.8万人死亡

②風水害
　・明治大水害(1910)　：　下町が13日間水没、死者1,000人余、荒川放水路建設へ
　・キャスリン台風(1947)　：　利根川決壊、死者不明2,000人、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　家屋全壊流出9,300棟、床上浸水38.5万棟
　・狩野川台風(1958)　：　都市型水害、武蔵野台地で内水氾濫
　・地下室水害(1999)　：　時間100ミリの豪雨で地下室浸水、死者１名

③火山噴火
　・三宅島(1983,200)・伊豆大島(1986)

④社会的災害
　・ホテルニュージャパン(1982)　：　死者33人
　・世田谷ケーブル火災(1984)　：　銀行のオンラインシステムに支障
　・オウム真理教サリンテロ(1995)　：　死者12人（負傷者5,500人）



２．２１世紀に首都圏を襲う自然災害

★巨大都市「首都・東京」への脅威は

①水害

　　・水は下に貯まる。

　　・巨大な地下都市「東京」

　　・残存する「０メートル地帯」

　　・地下化する「ライフライン／情報ライン」

②地震

　　・次の地震とは？



次に日本を襲う地震とは

★文部科学省地震調査委員会の長期評価に
よると

• 宮城県沖地震　　　　３０年以内　９９％

• 東海地震（参考値）　３０年以内　８６％

• 首都直下地震　　　　３０年以内　７０％

• 東南海・南海地震　　３０年以内　５０～６０％

• 兵庫県南部地震(1995当時)　　０.０２～８％

★上記以外にも、地震大国「日本」

　多くの内陸の活断層もｴﾈﾙｷﾞｰを貯めている
　　　　



今後３０年以内に
震度６弱以上の揺れに
見舞われる確率の分布

■　２６％以上
■　６～２６％
■　３～６％
■　０.１～３％
■　０.１％未満

　(今後３０年以内に）
26%：交通事故で負傷

　 ６%：ガンで死亡
　 ３％：心疾患で死亡
　　　 空き巣にあう
0.1％：火災で死傷

　　　 　強盗にあう
0.01％：殺人にあう



３．阪神・淡路大震災
の教訓とは



阪神･淡路大震災における死者
多くは自宅で即死だった

死　因 死者数 率

倒壊建物･
家具によ
る圧死等

4,831人 75%

焼 死 等 　550人 9%

そ の 他 121人 2%

直 接 死 5,502人 86%

関 連 死 940人 14%

総死者数 6,432人 100%

死亡時刻 死者数 率

1月17日
5:46～6:00 3,266人 61%

6:00～

12:00 1,397人 26%

12:00～　
　　　

24:00
　411人 8%

1月18日～ 　290人 5%

　合　　計 5,364人 100%
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４．中越地震からの教訓
　　（堀之内／蓬平　　　高町団地／山古志・油夫）



阪神･淡路大震災と中越地震の比較

全壊全焼１０００棟あたりの被害

阪神･淡路大震災 中越地震

直接死 　　　４９．２人 　　　５．５人

関連死 　　　　８．４人 　　　１０．２人

建物出火件数 　　　　２．４９件 　　　２．９０件

電気関連 　　　　１．５７件 　　　０．６５件

電気以外の火源 　　　　０．９１件 　　　２．２６件

　３０，０００人　 ３，２００人　避難者比率

　 １０万人

　 (３５万人)
　 　　 ３２万人

　 (３５０万人)
ピーク避難者数

(被災地域人口)



阪神淡路大震災と中越地震からの教訓
　★　阪神･淡路大震災
• 冬の早朝の地震
• 建物倒壊で人が死んだ
• 最も救出したのは近隣の人
• 建物の耐震補強の重要性
• 避難所生活　6ヶ月
• 応急仮設住宅　5年
• コミュニティが２回壊れた
（仮設住宅・公営住宅の入居時）
• 孤独死など、震災関連死が発

生し、事後対策が重要
• 災害ボランティア「市民の絆」
• １０年でも終わらない復興

　★　中越地震
• 晩秋の夕方の地震
• 雪国の建物は強かった
• 建物倒壊などでの死者発生

は、阪神大震災の１／１０
• 火災は少なくなかった（阪神･

淡路大震災の２倍半）
• 避難所生活2ヶ月

• 避難者比率は阪神の１０倍
• 応急仮設住宅　？年
• ｢地域の絆」で共助
• 30万人を3000万人が支援した

• やはり復興計画は３＋３＋４
　　の１０年で考えられている

首都直下の地震とはどのような地震なのか



　５．首都直下地震の切迫性

　Ｍ８（海溝型）→100年静穏→Ｍ７（直下地震）数回→Ｍ８（海溝型）→83年静穏→･･･21世紀



首都直下で発生する地震のタイプ



５－１．首都直下地震の被害想定　
　　首都直下地震（１８タイプ）の被害想定（中央防災会議：2005．2月）

• 想定地震(1)東京湾北部地震(M.7.3)
　　　　　　(2)浅い直下地震(M.6.9：１０種）

　　　　　　(3)活断層地震(M.7.0～7.5：７種）

• 発生条件Ａ　①冬 ５時　　　②秋 ８時

　 　　　　　　　　③夏１２時　　 ④冬１８時

• 発生条件Ｂ　①風速３ｍ　　②風速１５ｍ



「浅い地盤構造」に
よる 大速度の増

幅率の分布

日本の大都市は
平野部(沖積地)に
立地し、地震の影

響を受けやすい地
盤上にある。



地震動推計を行う対象地震 （１）プレート境界の地震
　

（第１回岡田委員提供資料を
もとに作成）

：発生の可能性が
低い領域

：発生の可能性が
高い７領域

凡例

Ⅰ　関東地震
Ⅱ　地震活動低
Ⅲ　スロースリップ

Ⅳ　衝突域

Ⅳ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

茨城県南部

多摩

東京湾北部

１９断層面の領域の整理



Ｍ6.9の直下の地震

（２）地殻内の浅い地震地震動推計を行う対象地震

さいたま市直下

立川市直下

川崎市直下

横浜市直下

都心西部直下、都心東部直下

成田空港直下

羽田空港直下

千葉市直下

市原市直下



Ｍ7以上の活断層

（３）活断層地震地震動推計を行う対象地震

関東平野北西縁断層帯（Ｍ7.2）

立川断層帯（Ｍ7.3）

伊勢原断層帯（Ｍ7.0）

三浦半島断層群（Ｍ7.2）

神縄・国府津-松田断層帯（Ｍ7.5）



地震災害に脆弱な木造密集市街地



急傾斜地
危険箇所
の分布



東京湾北部直下地震
(M7.3)深さ約30km

建物全壊：１９５，０００棟
建物全焼：６５０，０００棟
直接死者：　１１，０００人



都心東部直下地震
（M6.9)深さ約10km

建物全壊：１６５，０００棟
建物全焼：５１０，０００棟
直接死者：　１１，０００人



都心西部直下地震
(M6.9)深さ約10km

建物全壊：１８５，０００棟
建物全焼：６１０，０００棟
直接死者：　１３，０００人



地震動と震源位置に左右される建物被害

東京湾　　
北部地震

都心東部
直下地震

都心西部
直下地震

マグニチュード ７．３ ６．９ ６．９

震 動 全 壊 １５０，０００ １４０，０００ １６０，０００

液 状 化 全 壊 ３３，０００ １８，０００ １７，０００

急 傾 斜 地 全 壊 １２，０００ ５，４００ ６，２００

地震動被害 小計 １９５，０００ １６３，４００ １８３，２００

火災焼失(15m/s) ６５０，０００ ５１０，０００ ６１０，０００



季節・風速に左右される火災被害

条件によっては４万棟～６５万棟

東　京　湾　北　部　地　震

設定条件 出火件数 風速３ｍ／ｓ 風速１５ｍ／ｓ

冬５時 ３５０件 ４０，０００棟 １６０，０００棟

冬１８時 ２，５００件 ２９０，０００棟 ６５０，０００棟



首都直下地震の被害想定（最大被害）

●東京湾北部地震

　　　　（冬18時：風速15ｍ）

☆　建物全壊全焼棟数

☆　総　　　計　　 ：850,000棟

• 揺れ・液状化 ：183,000棟
• 火　　　　　災 ：650,000棟
• 急傾斜地崩壊 ：12,000棟

• 東 京 都 ：530,000棟
• 神奈川県：120,000棟
• 千 葉 県 ：110,000棟
• 埼 玉 県 ：85,000棟
• そ の 他 ：1,500棟

●都心西部地震

　　　　　　（冬18時：風速15ｍ）

☆　死　者　数

☆　総　　　計　 　 ： 13,000人

• 健　常　者の死亡： 8,400人
• 災害時要援護者 ： 4,600人

• 揺れ（建物・他）　：　4,900人
• 火　　　　　　　災　：　8,000人

• 東 京 都　 :  12,000人
• 神奈川県 ： 200人
• 埼 玉 県 　： 1,100人



その他の地震の震度分布（２）
（１）地殻内の浅い地震（１）地殻内の浅い地震



その他の地震の震度分布（３）
（１）地殻内の浅い地震（１）地殻内の浅い地震　　／　　（２）活断層地震　　／　　（２）活断層地震



首都直下地震の想定被害の比較
想定地震 Ｍ 震動全壊 液状化･斜面 火災全焼 　死者

東京湾北部 7.3 150.000 45,000 650,000 11,000
都心東部 6.9 140,000 23,400 520,000 11,000
都心西部 6.9 160,000 23,200 610,000 13,000
さいたま直下 6.9 52,000 14,500 190,000 3,400
千葉直下 6.9 12,000 14,700 61,000 800
川崎直下 6.9 23,000 19,000 130,000 1,900
横浜直下 6.9 6,600 19,500 43,000 700
羽田直下 6.9 40,000 21,000 190,000 3,400
立川断層 7.3 39,000 25,700 340,000    6,400
神縄･国府津･松田 7.5 77,000 18,200 130,000 5,600
三浦断層群 7.2 110,000 30,000 180,000 7,900



首都直下
地震

最大震度
分布

予防対策用



内閣府が検討対象とした地震



東京の震災像
●首都直下地震(2005)
• 建物倒壊　　150,000棟
• 液状化倒壊　33,000棟
• 急傾斜地　　　12,000棟
• 火災焼失　　650,000棟
• 建物等圧死　　4,500人
• 火 災 焼 死　　 8,000人
• 要援護者死亡　4,100人
• 脱出困難者　　43,000人
• ブロック塀転倒　11万件
• 自販機転倒　　　63千機
• 落下物家屋　　　21千棟
• ガレキ　8,300～9,600万ｔ
☆帰宅困難者　 650万人
　　　　（うち東京で　390万人）

☆自宅を失う世帯　　１６０万世帯
☆避難所避難者　　　２７０万人
☆負傷者　　　　　　　　 ２４万人

☆応急仮設住宅　　　　４８万戸　

●東京都区部直下地震(1998)
• 鉄道被害：　落橋等は3件
　　　　その他被害63件で
　　　　全線回復に30日以上
• 高速道路：　落橋は3件程度

　　　　全線復旧２ヶ月程度
• 一般道路：　区部で被害多発し
　　　　交通に支障多発
• 都県間の広域幹線道路に支障
• 上水断水率：区部32%・復旧31日
• 下水支障率：区部3%・復旧16日
• 電気停電率：区部20%・復旧7日
• ガス停止率：区部33%・復旧57日
• 死者7,200人　
• 負傷者　158,000人（重傷17500人）
• 避難所避難者　 1日後　152万人
• 　　　　　　　　　　30日後　 91万人
• 医療支障（ベッド不足）　区部5,200床
• 教育支障：　被災小中学校　337校(17%)
• 就業制約：　短期119千人　長期87千人　



５－２．東京都の被害想定（2006年2月中間報告）

　　東京都 　　東京都 　　内閣府

想定する地震
のタイプ

東京湾北部
地震

多摩直下
地震

東京湾地震

他１７タイプ

発災する

季節と時刻

冬の夕方

１８時

冬の夕方

１８時

冬の夕方

１８時

風　　　　速 ６ｍ／秒 ６ｍ／秒 １５ｍ／秒

３ｍ／秒

想定の単位 区市町村 区市町村 都県



東京都の直下地震
被害想定(2006.2.17)

　　①東京湾北部地震　→
M.6.9／7.3

②多摩直下地震　
　　　　M.6.9／7.3　　→



東京湾北部地震（東京都　M.7.3)



多摩直下地震（東京都　M.7.3)



東京湾北部地震の被害想定結果の比較

東京都M6.9 東京都M7.3 内閣府M7.3

全壊焼失し
た建物棟数

　２４３，０００ 　４３７，０００ 　５３０，０００

建物全壊 　　６０，０００ 　１２７，０００ 　１２０，０００

建物全焼 　１８３，０００ 　３１０，０００ 　４１０，０００

直接死者 　　　２，３００ 　　　４，７００ 　　　７，８００

　震動による 　　　　　８６０ 　　　１，９００ 　　　３，１００

　火災による 　　　１，４００ 　　　２，７５０ 　　　４，７００



東京湾北部地震の被害想定の比較

東京都M6.9 東京都M7.3 内閣府M7.3
電力施設（停電） 　　　9.2　％ 　　16.9　％ 　110　万軒

通信施設（不通） 　　　6.0　％
　　　

　　10.1　％ 　 74 万回線

ガス施設（停止） 　　　6.4　％ 　　17.9　％ 　110　万軒

上水道（断水） 　　24.5　％ 　　34.8　％
　　

　390　万人

下水道（管被害） 　　19.9　％ 　　22.3　％ 　　13　万人

帰宅困難者 　３６２ 万人 ３９２ 万人 ３９０ 万人

避難者（直後） １６６万人 ２８７万人 ３１０万人

エレベーターの
閉じ込め

最大

　　7,520 台
最大

　　9,170 台
約

　　6,000 人



多摩直下地震の被害想定結果の比較

東京都M6.9 東京都M7.3 内閣府M7.3

全壊焼失し
た建物棟数

　１２８，０００ 　３４５，０００ 　４２０，０００

建物全壊 　　２１，０００ 　　５２，０００ 　　５０，０００

建物全焼 　１０７，０００ 　２９３，０００ 　３７０，０００

直接死者 　　　１，１００ 　　　２，７００ 　　　３，１００

　震動による 　　　　　３７０ 　　　　　８３０ 　　　１，７００

　火災による 　　　　　７００ 　　　１，８６０ 　　　１，４００



多摩直下地震の被害想定の比較

東京都M6.9 東京都M7.3 内閣府M7.3
電力施設（停電） 　　　4.8  ％ 　　11.7　％ 　 ---
通信施設（不通） 　　　3.3　％

　　　

　 8.5　％ 　 ---
ガス施設（停止） 　　　0.0　％ 　　 0.0　％ ---
上水道（断水） 　　17.7   ％ 　　29.1　％

　　

　 ---
下水道（管被害） 　　19.6　％ 　　21.3　％ 　　 ---
帰宅困難者 　３６２万人 ３９２万人 ---
避難者（直後） ９６万人 ２２８万人 ---
エレベーターの
閉じ込め

最大

　　6,770 台
最大

　　7,710 台 　　 ---



阪神・淡路大震災とは異なる災害様相

・冬の夕方に発生する地震とは

　　初動体制の１２時間は「暗闇」である。

　　☆１２時間救出救助活動が困難→死者増加

・最も都市が安定していた午前５時４６分に対し、

　　☆都心・盛り場での「人間の混乱」が予想外の事態

・はるかに大量な「ヒト・モノ・情報」への依存する都市で

　　　　人々の交通・外食・携帯電話の途絶

　　☆帰宅困難者と安否情報・食料不足などの混乱　

・「首都機能の維持」をどのように確保するか

　　☆政府が同時に被災者となる経験は少ない

・「スーパー都市災害」・・・・・「量」と「質」の被害発生

　　☆被害の大量発生（阪神･淡路大震災の数倍から１０倍）

　　☆政治・経済中枢機能の被災による間接被害の拡大



６．地震被害はどのように軽減できるのか

地震被害の３つの軽減方策

• 第１：地震動による直接被害発生（一次）の軽減
　　　　事前の耐震補強・不燃化によって軽減できる。
　　　　
• 第２：災害発生後の直接被害拡大（二次）の軽減
　　　　事前の防災まちづくりで街路・広場・水槽等の整備
　

　　　　事前の防災訓練を活かした
　　　　事後の消火活動・救出救助で軽減できる

• 第３：間接被害（関連死・損失）の軽減
　　　　事前に復旧復興対策（ＢＣＰ）・復興訓練を準備して

事後の被災者対応・復旧復興（ＢＣＰ）で軽減できる



直接被害の軽減と間接被害の軽減



首都直下地震対策の柱
「首都直下地震対策大綱」（平成17年9月）の構成

首都中枢機能の継続性確保首都中枢機能の継続性確保

膨大な被害膨大な被害へのへの対応対応　　～地震に強いまちの形成～～地震に強いまちの形成～

国民運動の展開国民運動の展開国民運動の展開

発災後３日程度を念頭に置いた目標と対策

（公助、自助、共助）

社会全体で取り組む

計画的かつ早急な予防対策

膨大な避難者・帰宅困難者への対応

地域防災力　　企業防災力

広域防災体制の確立 復旧・復興対策

●建築物の耐震化
●火災対策

居住空間内外の安全確保対策
ライフライン・インフラの確保対策
長周期地震動の推進
文化財保護対策の推進

首都圏広域連携体制
救助・救命対策

●消火活動
災害時要援護者
保健衛生・防疫対策
ボランティア活動環境整備

震災廃棄物処理対策
ライフライン・イン
フラの復旧対策
首都復興のための総
合的検討



６ー１．東京の防災まちづくりの展開
１９７１　震災予防条例

１９７５　地域危険度（第１回：区部）

１９８０　防災生活圏整備構想（区部）

１９８１　防災施設基本計画（区部延焼遮断帯構想）

１９８５　防災生活圏モデル事業

１９９１　防災生活圏整備促進事業

１９９３　地域危険度（第３回）公表

１９９５　阪神・淡路大震災

１９９７　防災都市づくり推進計画（区部＋８市）

２０００　震災対策条例

２００３　地域危険度（第５回）公表

２００３　防災都市づくり推進計画の改訂



防災生活圏(防災都市づくり推進計画)



延焼遮断帯（防災都市づくり推進計画）



整備地域(防災都市づくり推進計画)



重点整備地域(防災都市づくり推進計画)



木造密集市街地の整備（前）



修復型防災街づくりのイメージ



危険な密集市街地の街づくりの課題

①狭隘敷地のため、細街路整備が困難
②細街路の故に、建物更新が遅れ、老朽（木造）家屋が多い
③既存不適格建築物／違法建築物が多い
④空地が少なく、街づくり種地もない
⑤不燃領域率が低いが、建物不燃化／基盤施設整備が進まない
⑥地区の防災資源が少ない

⑦建物所有者の高齢化・低所得化と建物の維持管理の劣化
⑧劣悪居住環境だが低家賃で居住者も低所得化
⑨所有者／居住者ともに高齢化が進展
⑩土地建物の権利関係が複雑
⑪相続の発生が権利をさらに複雑化

⑫災害危険情報が地域で受けとめられず、街づくりに展開しない
⑬高齢化や少子化が人間関係を希薄にし、街づくりの自発性と継

続性が困難



遅れている防災都市づくり

①延焼遮断帯の整備（1996-2001）
　　全域　1,667km　　形成率54%（+17%)
　　区部　1,408km　　形成率57%（+15%）

　　多摩　　260km　　形成率34%（+26%）

②密集市街地の整備（6,400haの整備地域）

　　●区部に集中する「重点整備地域(2,400ha)」
　　●多摩：木造密集市街地予備軍が広がる

　　　　　　　→　密集市街地になる前にまちづくりを



６ー２．防災まちづくりをどう展開できるか

－これからの震災対策展開の基本方向－

これからの時代とは

高齢社会

人口減少時代

福祉型社会

市民参画社会

地方分権時代



これからの防災・減災まちづくり

　　＜地域社会の多様な活動や取り組みを基礎に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「防災風味のまちづくり」を＞
　★「隠し味」としての
　　　　　　　　　　　「防災まちづくり・減災まちづくり」のしみこませ方
　　　・「福祉のまちづくり」の防災風味化
　　　・「商業活性化のまちづくり」の防災風味化
　　　・「防犯のまちづくり」の防災風味化
　　　・「みどりのまちづくり」の防災風味化
　　　・「道路づくり」の防災風味化
　　　・「公園づくり」の防災風味化
　　　・「公共施設づくり」の防災風味化
　　　・「震災復興まちづくり模擬訓練」からの防災まちづくり
　　　・・・・



第９回　消防庁官賞（ことづくり）

銀座震災対策委員会（東京都）
安全・安心を贈る街、災害に強い街づくり

事業所避難訓練／応急手当／担架搬送



第９回　総務大臣賞（ものづくり・ことづくり）

ひらつか防災まちづくりの会（神奈川県）
防災まちづくり／迫り来る大地震を地域とともに迎え撃つ
耐震補強／耐震実験／
防災ミニ集会／防災絵本



第６回　消防科学総合研究センター理事長賞（ことづくり・ひとづくり）

明親校区防災福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ(神戸)
中学生への防災教育、地元企業との災害時応援協定、地域防災活動



第９回　相貌科学総合センター理事長賞

松島町（宮城県）
世代継承する地震に強い街づくり

中学校での
耐震診断
授業／
耐震診断
講習会



６ー３．震災復興計画の事前対策

●阪神･淡路大震災の教訓のひとつとして、

　「復興対策･復興計画も事前に準備しておく重要性」

　　が指摘された。

●阪神･淡路大震災をきっかけに、復興についての法制度も展開し
つつある。

　従来：災害救助法・激甚災害法・建築基準法・都市計画法、

　①被災市街地復興特別措置法

　②被災者の権利擁護法

　③被災者生活再建支援法

しかし、

「復興基本法」が必要ではないか、との議論がある。　



東京都・「復興計画・事前準備対策」の系譜

１９９１　海溝型地震被害想定

１９９２　地域防災計画（第７次）

１９９５　阪神・淡路大震災

１９９６　地域防災計画（第８次）

１９９７　防災都市づくり推進計画（防災生活圏構想拡張）

　　　　　都市復興マニュアル／直下地震被害想定

１９９８　生活復興マニュアル／地域防災計画（第９次）

２００３　震災復興マニュアル（復興プロセス/復興施策）

　　　　（新）防災都市づくり推進計画

復興まちづくり模擬訓練（練馬区・墨田区）

２００４　「復興市民組織育成事業」

　　　　　復興まちづくり模擬訓練：足立・葛飾・新宿・墨田・世田谷・北



東京都の事前復興対策
震災復興マニュアル（施策編）／（プロセス編）／震災復興グランドデザイン



震災復興計画とは

●被災者にとっての復興とは、

①被災直後からの連続性が必要な「連続復興」

②多様な被災者のニーズに合致した「複線復興」

③コミュニティ・地域での共助により再生を推進する　

　　　　　　　　　　　　　「地域こだわり復興」

④「生活→暮らし→住まい→街」を「総合復興」

●行政にとって、５年～１０年の「総合計画」である。

　＊実施計画から始まる平常とは逆の計画プロセス

◎都市計画･生活再建支援･企業再建支援等の個別計画

　　　　　そして、　→総合的な復興計画の策定



総合復興プロセスと都市復興
①発災～１週間 ：復興対策本部の設置

　　　　　　　　　　 　被害調査（建築制限区域の設定へ）

②１週間～１ｹ月：復興基本方針の策定

　　　　　　　　　　　 復興整備条例の公布

　　　　　　　　　　　 生活支援策の提供（連続復興）

③２ｹ月～３ｹ月 ：復興都市計画(特措法区域)の法決定

　　　　　　　　　　　復興基本計画の策定

④３ｹ月～６ｹ月 ：復興基本計画（住宅/都市/総合）決定

⑤６ｹ月～１年間：復興事業計画の法決定・推進

⑥１年～３年間：住宅の復興事業の実施を優先

⑦３年～１０年間：「街」の復興・総合的な都市復興を実施



東京都「震災復興マニュアル」
（復興プロセス編①）

＜ 原　則 ＞自助･共助･公助／協働と連携

＜基本視点＞

　①住民主体（自助・共助）と支援（公助）

　②多様なプロセスへの対応（多様な公助）

　③本格復興までの暫定的な生活の場の確保

　④平時からの地域づくり活動の推進と支援

　⑤「震災復興グランドデザイン」に基づく都市復興
　と総合的な地域づくり



東京都「震災復興マニュアル」
（復興プロセス編②）

＜基本方針＞

　①「被災者の思い」に答える生活再建・地域復興

　②迅速な地域力回復・コミュニティ再生・就業再開

＜方針＞

　①復興についての住民等の地域協議を支援する

　②専門家やＮＰＯによる復興街づくり活動の支援

　③被災者がまちで協議のために時限的市街地づくり

　④避難対策から本格復興までの連続的復興

　⑤多様な事業主体･手法の居住確保で複線的復興



東京都「震災復興マニュアル」
（復興プロセス編⑥）

＜住宅復興　：大量の住宅被害からの復興へ＞

①住宅被害調査と使用可能住宅の応急修理支援　

②応急仮設住宅／一時提供公的住宅／残存民間賃貸
住宅の応急修理・借上、による「暫定居住」の確保

　　　　→「時限的市街地」からの復興・再建へ

③住宅の再建と復興街づくりの連携

　　　・事業用仮設住宅制度の活用（転用など）

　　　・仮設建築物用地一時賃借・整備支援制度

④被災マンション再建支援と相談窓口の拡充

⑤自力仮設支援/資産活用再建制度/恒久住宅移行支援



東京都「震災復興マニュアル」
（復興プロセス編⑦）

＜産業復興　：早期の事業再開と中長期の産業振興＞

①産業復興方針の策定　

②中小企業の事業再開支援・産業活性化支援

　　・応急的な店舗（テント）等の活用（時限的市街地）

　　・仮設作業所・仮設店舗の活用（時限的市街地）

　　・仮設建築物用地一時賃借・整備支援制度

　　・空き店舗・空き工場の確保／斡旋支援

③雇用促進・就業の確保

④地域復興協議会との連携

⑤コミュニティビジネス支援/建物更新（本設）支援



東京都「震災復興マニュアル」
（復興プロセス編⑧）

＜くらしの復興：

　　　　　　　　　保健･福祉･医療/文化･社会教育/消費＞

①暮らしの復興施策を総合的かつ複線的に提供　

②健康維持管理／メンタルケア／仮設診療所の支援

③地域力による時限的市街地での福祉支援（共助･公助）

④文化の復興イベント支援

⑤ボランティア／ＮＰＯ活動の支援

⑥生活再建支援金

⑦衛生施設（浴場/理容院/美容院など）の再開支援



地域協働による連続復興の秘策

• 避難所は、被災者が落ち着きを取り戻す
（安置）ところ

• 応急仮設住宅は、被災者が復旧・復興
（重建）に向かうところ

• 東京のような大規模被災地では、大量に
被災者が発生するが、遠隔地に仮住まい
させては復興が始まらないし、そんな土地
が都外にあるとも思えない。

• その秘策が「時限的市街地」である。



東京都の震災復興プロセス



６－４．復興まちづくり模擬訓練
●「震災復興マニュアル」で考えているように、

　「地域力」を基礎に、

　「地域協働復興」の

　「復興まちづくり」はできるのであろうか？

　　　　　　↓

★「復興」についても、対策の事前準備なのであるから、
行政的にも地域的にも「訓練」をしよう。

★訓練は、「地域力」の基となる

　　　　　　　「復興市民組織育成事業」として

●行政の「都市復興方針検討訓練」と並行して



新小岩復興訓練の全体プログラム新小岩復興訓練の全体プログラム

第１回　第１回　1212月月2727日（月）：日（月）：地元参加者５８名地元参加者５８名

　　まち歩き・まち点検まち歩き・まち点検

（課題別テーマを決めて９斑でまち歩き）（課題別テーマを決めて９斑でまち歩き）

第２回　第２回　11月月3030日（日）：日（日）：地元地元参加者５７名参加者５７名

　　復旧復興の問題を考える復旧復興の問題を考える（ロールプレイング）　（ロールプレイング）　

第３回　第３回　22月月1919日（土）日（土）::地元地元参加者５３名参加者５３名

　復興拠点となる仮設のいえ・みせ・まちを考える　復興拠点となる仮設のいえ・みせ・まちを考える

　（時限的市街地検討：模型まちづくりゲーム）　（時限的市街地検討：模型まちづくりゲーム）

第４回　第４回　33月月1919日（土）日（土）::地元地元参加者５１名参加者５１名

　　復興まちづくりを考える復興まちづくりを考える（復興の計画づくり）（復興の計画づくり）

第５回　第５回　44月月1010日（日）：日（日）：成果報告会成果報告会



第１回　まちあるき・まち点検第１回　まちあるき・まち点検



第２回　避難生活から復興を考える第２回　避難生活から復興を考える



第３回　仮設のいえ・みせ・まちを考える第３回　仮設のいえ・みせ・まちを考える



第４回　復興まちづくりを考える第４回　復興まちづくりを考える



訓練をはじめて何を得たか
（新小岩まちづくり協議会）

• ５年前から、「まちづくり協議会」で２回の、まち
づくり報告書を作った。

• 「どのようにまちづくりを進めるか」を考えてい
たことが、復興まちづくり訓練の下敷き。

• 「防災まちづくり」と「復興まちづくり」を関連づ
けて考えていきたい。

• 直後の「災害対応（減災）」のみならず、「防災
（事前の被害軽減）」から「復興」までを、つない
で考えていきたい。



防災まちづくりの実践　と
復興まちづくりの準備

●「どこまで被害を減らせるか」

　　　「直接被害」の軽減

　　　「災害対応・復旧・復興も簡単になる」

★事前に「復興」するつもりで、防災まちづくりを

●「準備と訓練を生かしてどれだけ速やかに復旧復興して
いくことができるか」

　　　「間接被害」の軽減

　　　「繰り返す地震にも、備えて」

★事前の準備が「復興まちづくり」を決める



７．まとめ－①市民の自助･共助の推進－

・来る地震を迎え撃つのは、市民ひとりひとり（自助）で
り、街での取り組み（共助）である。

・来るべき地震を、悲観的に想定し、楽観的に対策して
いこう。・・・・市民が被害軽減の主役。

・一人ひとりが被害を減らさないと、被害は減らない。
・一人ではできないことも、街で取り組め（まちづくり）ば、
できる。しかし、自助があって、共助が可能となる。

・企業も従業員も、一社一者の取り組みが重要。
・企業と地域の連携も、高齢社会の基本。
・しかしやはり、最初の１歩は
　　一人ひとりが、被害を減らしていくこと。
　　自宅の耐震診断から、防災いえづくりを始めよう！



７．まとめ－②行政の公助の推進－

①被害軽減への取り組み・・・・「国民運動の展開」

　　1)公共施設の耐震補強・防災時使用対策

　　2)区民の耐震補強・不燃化の支援

　　3)区民と協働する「防災まちづくり」の推進

②被災対応の準備・・・・・・「公助のためのBCP」
　　1)業務継続のためのBCPの策定

　　2)夜間時発災の地震対応マニュアルの策定

　　3)被災地支援活動の充実

　　　　－被災現場での災害対応訓練である－



７．まとめ－③急げ耐震補強・まちづくり－

• 切迫性が高まっている。

• 「福祉・保健」は、弱者の家には入れるきっかけ。

• 緊急措置としての「耐震補強」を促進する。

• しかし、「耐震補強」も寿命がある。

• 「補強」すべきか「建て替え」るべきか。

• いずれは、「建物更新」が必要になる。

• 地震の長期評価から、緊急性の高い地域では、建物同
様「市街地における二方向避難の確保」を条件に、「防
災まちづくり緊急措置」として、接道義務違反である既
存不適格建築物の建物補強・更新にも特別措置を。



ご静聴ありがとうございました

自助による被害軽減がスーパー都市災
害を乗りこえる底力である

　　　　　　　　　　　中林一樹
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