
台東区 まちづくりカレッジ 2019 
 

 

災害に備える「防災まちづくり」 
 
 

2019年11月30日 
 

中林一樹（なかばやしいつき） 
 

台東区 まちづくりカレッジ 学長 

東京都立大学／首都大学東京 名誉教授（工学博士） 

明治大学 都市政策･危機管理研究所 客員研究員 



１．荒ぶる21世紀と地域社会の脆弱化 

●自然災害が続発する“荒ぶる21世紀！” 

•大地動乱・・・・多発する大震災・火山噴火 

•大気乱流・・・・多様化する気象・超巨大台風 

•大水氾濫・・・・多発する豪雨・土砂災害・洪水 

●要支援者が増大する“脆弱化する21世紀！” 

•高齢社会・・・・高齢者比率が急増する社会 

•国際化・・・・外国人が激増する国際社会化 

•コミュニティの崩壊・・・地域の人間関係の喪失 

●高齢者が犠牲者の8割以上を占める時代 

• 水害も震災も、直接死も関連死も“高齢者”！ 
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 (1)多発する最近の地震災害・風水害とその複合災害化 
発生日 災 害 Ｍ 最大震度 死者･不明者(関連死) 負傷者 全壊･全焼・床上 半壊 

1995.1.17  阪神･淡路大震災  7.3  7  5,516人（921人） 43,792人 111,941棟 144,274棟 

2004.9.4～8  平成16年台風18号  －  －  45人 1,301 人 1,707棟 848棟 

2004.9.20 ～21 平成16年台風23号  －  －  98人 555人  15,232棟 7,776棟 

2004.10.23  新潟県中越地震  6.8  7  16人（52人） 4,805人  3,184棟 13,810棟 

2004.12〜05.3 豪雪*１    － － 86人 758人 55棟 5棟 

2007.7.16  新潟県中越沖地震  6.8  6強  11人（4人） 2,346人  1,331棟 5,709棟 

2011.3.11 東日本大震災*２ 9.0 7 18,551人(3,723人)  6,233人 121,995棟 282,939棟 

2011.8.30〜9.5 平成23年台風12号*３ －  －  98人(6人)  6,231人 121,783棟 280,965棟 

2014.8.19〜20 広島土砂災害*４ －  －  77人（3人） 68人 1,265棟 217棟 

2016.4.16 平成28年熊本地震*５ 7.3 7(2) 50人（223人） 2,809人 8,667棟 34,719棟 

2016.8.30 平成28年台風10号*６ － － 29人（4人） 14人 518棟 2,560棟 

17.6.30〜7.4 九州北部豪雨*７ － － 44人（1人） 39人 338棟 1,323棟 

2018.6.18 大阪府北部の地震*８ 6.1 6弱 5人（1人） 462人 21棟 454棟 

2018.6.28~9 西日本豪雨災害*９ － － 232人(15人） 456人 6,758棟 19,445棟 

2018.9.4-5 平成30年台風21号*10 － － 14人 943人 26棟 254棟 

2018.9.6 北海道胆振東部地震*11 6.7 7 41人（1人） 762人 462棟 1,570棟 

2019.10.12-13 令和元年台風19号*12 － － 96人（不明） 472人 34,975棟 7,062棟 

*1今冬の雪の被害状況等2005.3.23  *2東日本大震災2018.9.7第158報    *3平成23年台風12号2017.8.29最終報  *4広島土砂災害2016.6.24第47報 
*5熊本地震2018.10.15第120報    *6平成28年台風10号2017.11.8第43報  *7平成29年九州北部豪雨2018.6.1第76報  *8大阪府北部の地震18.11.6第30報   
*9平成30年7月豪雨2018.11.6第58報  *10平成30年台風21号18.11.2第8報  *11北海道胆振東部地震2019.1.28第34報   
*12令和元年台風19号2019.11.7第４8報  ★関連死は朝日新聞19.1.28 参照 
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東日本大震災の後、なぜ、改めて 
被害想定をしたのか 

• 東日本大震災を踏まえて、想定できる最大級の地震を
検討した。（想定外の地震の想定） 

• 地震学の新たな知見 

  （首都直下地震の地震モデルに関する新知見） 

  １）元禄関東地震タイプ（2000～3000年に一度） 

  ２）大正関東地震タイプ（200～400年に一度） 

  ３）内陸直下地震タイプ（30年以内確率７０％） 

• 課題は、首都直下地震の発生場所が不明である。 

• 「首都直下地震対策特別措置法（2013）」の制定に対応
した、首都直下地震対策を検討するため 
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 大正関東地震および元禄関東地震の震源断層域 

  ＊元禄関東地震は2,000～3,000年に１度の発生 

    ＊大正関東地震は200～400年に１度の発生 
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原図：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告） 内閣府中央防災会議 

 



1600年以降の南関東で発生した地震（M６以上） 
元禄と大正の関東地震のマグニチュードは 

作業委員会での再計算値である。 
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原図：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）中央防災会議 

 



19種の首都直下地震の想定震度分布図 

原図：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告2013） 内閣府中央防災会議 

 

8 



9 



10 

首都圏の全ての地域で 
Mw6.8～Mw7.3 が発生した時 
および１９種の直下地震の 
最高震度を集成 
＊首都圏のどこでも、震度6強 

 程度の揺れとなる可能性が高い。 

原図：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告） 内閣府中央防災会議 
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 ３．都心南部直下地震  震度分布（2013） 
   （政府が災害対策検討の対象とする地震） 

 

 

 

 

原図：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告） 内閣府中央防災会議 

 



帝都復興事業の間に庶民の居住地として形成され始め
た木造密集市街地     

原図：木造住宅密集市街地整備プログラム（1995：東京都住宅局） 

防災まちづくりを推進する脆弱な木造住宅密集市街地 

関東地震による焼失市街地 
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都心南部直下地震被害想定 
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（冬夕方・風速８ｍ） 

全壊＋全焼棟数 

出展：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）  

    内閣府中央防災会議 

 



都心南部直下地震における建物等の被害 
被害想定項目 冬・深夜 夏・昼 冬・夕方 

全
壊 

地震動 １７５,０００棟 

液状化 ２２,０００棟 

急傾斜地崩壊 １,１００棟 

地震火災
での焼失 

風速３m/s ４９,０００棟 ３８,０００棟 ２６８,０００棟 

風速８m/s ９０,０００棟 ７５,０００棟 ４１２,０００棟 

全損建物 
（全壊･焼失） 

風速３m/s ２４７,０００棟 ２３６,０００棟 ４６５,０００棟 

風速８m/s ２８７,０００棟 ２７２,０００棟 ６１０,０００棟 

ブロック塀等の転倒数 ８０,０００件 

自動販売機の転倒数 １５,０００件 

屋外落下物発生建物 ２２,０００棟 

（註） ガレキ：重量換算 ９，８００万トン  体積換算 ８，５００万立方メートル 



都心南部直下地震における人的被害 

被害想定項目 冬・深夜 夏・昼 冬・夕方 

揺
れ
に
よ
る

死
者
数 

建物倒壊 １１,０００人 ４,４００人 ６,４００人 

急傾斜地崩壊 １００人 ３０人 ６０人 

屋外物転倒落下 １０人 ２００人 ５００人 

火災によ
る死者数 

風速３m/s 
 ２,１００人～ 

３,８００人 

 ５００人～ 

    ９００人 

  ５,７００人～ 

１０,０００人 

風速８m/s 
 ３,８００人～ 

   ７,０００人 

 ９００人～ 

  １,７００人 
 ８,９００人～ 

１６,０００人 

死者数 

合計 

風速３m/s 
１３,０００人～ 

  １５,０００人 

 ５,０００人～ 

５,４００人 

１３,０００人～ 

１７,０００人 

風速８m/s 
１５,０００人～ 

  １８,０００人 

 ５,５００人～ 

６,２００人 
１６,０００人～ 

２３,０００人 

負傷者数 
１０９,０００人～ 

 １１３,０００人 

 ８７,０００人～ 

９０,０００人 

１１２,０００人～ 

１２３,０００人 

自力脱出困難者 ７２,０００人 ５４,０００人 ５８,０００人 
15 



       

南海トラフ巨大  地
震（2012想定） 

首都直下地震
（2013想定） 

東日本大震災 
 （2011） 

 阪神・淡路 

大震災 （1995） 

震  源 南海トラフ  都心南部直下 日本海溝 淡路島～宝塚 

地震の規模 M9.0（陸側）      M7.3 M9.0         M7.3 

風  速 8m/秒     8m/秒 －        3m/秒 

時期・時刻 冬   冬18時 冬14時46分   冬5時46分 

人的      

被害     

死者 323,000人（深夜）     23,000人 19,200人        5,502人 

負傷 623,000人  123,000人 6,230人      43,800人  

建物  

被害  

全壊 1,632,000棟 

（津波146千棟） 

  198,000棟   129,200棟     105,000棟 

半壊 － 254,200棟     144,000棟 

焼失 750,000棟(夕刻)   412,000棟 －         7,432棟 

避難所避難 4,900,000人 2,900,000人 470,000人      320,000人 

帰宅困難者 3,800,000人 8,000,000人 6,000,000人 (出勤困難) 

損失＋再建 238兆円 107兆円 26兆円 16兆円 

阪神淡路大震災･東日本大震災に続く広域巨大災害 
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４．東京都の被害想定(2012)の震度分布 

東京湾北部地震（M7.3） 

元禄型関東地震（M8.2） 
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多摩直下地震（M7.3） 

立川断層帯地震（M7.4） 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012) 

 



被害想定した４地震の想定結果の概要 
                             （冬・１８時・風速８ｍ） 

被  害  項  目 東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄･関東地震 立川断層地震 

人
的
被
害 

死 者 人 ９，７００ ４，７００ ５，９００ ２，６００ 

原
因
別 

揺れ 人 ５，６００ ３，４００ ３，５００ １，５００ 

火災 人 ４，１００ １，３００ ２，４００ １，１００ 

負 傷 者 
（うち重傷者） 

 

人 
１４７，０００ 

（２１，９００） 

１０１，１００ 

（１０，９００） 

１０８，３００ 

（１２，９００） 

３１，７００ 

（４，７００） 

原
因
別 

揺れ 人 １２９，９００ ９６，５００ ９８，５００ ２７，８００ 

火災 人 １７，７００ ４，６００ ９，８００ ３，９００ 

物
的
被
害 

建物被害 棟 ３０４，３００ １３９，５００ １８４，６００ ８５，７００ 

原
因
別 

全壊 棟 １１６，２００ ７５，７００ ７６，５００ ３５，４００ 

焼失 棟 １８８，１００ ６３，８００ １０８，１００ ５０，３００ 

避難者（一日後） 人 ３３９万 ２７６万 ３２０万 １０１万 

帰宅困難者 人 ５１７万 ５１７万 ５１７万 ５１７万 

18 出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012) 
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東京湾北部地震の想定震度の分布 

区部の拡大図 

木造住宅密集市街地の分布 

区部の拡大図 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012)及び木造密集市街地（東京都住宅局1995） 



全壊建物棟数の分布（揺れ） 
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焼失建物棟数の分布 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012) 

 

全 壊 棟 数 
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東京都の建物状況の変容（2005-2010） 

2005年 割合 2010年 割合

旧築年 397,274 20.5% 234,211 11.7%

中築年 921,674 47.5% 731,373 36.5%

新築年 619,464 32.0% 1,039,998 51.9%

合　計 1,938,412 2,005,582

木
造
建
物

2005年 割合 2010年 割合

旧築年 116,397 16.5% 59,566 7.3%

中築年 172,891 24.5% 139,278 17.1%

新築年 416,807 59.0% 614,937 75.6%

合　計 706,095 813,781

非
木
造
建
物

旧築年 

20.5％ 

旧築年 

11.7％ 

中築年 

47.5％ 

中築年 

36.5％ 

新築年 

32.0％ 新築年 

51.9％ 

2005年 2010年 

2005年 2010年 

旧築年（1962年以前築造） 

中築年（1963～1980年築造） 

新築年（1981年以降築造） 

旧築年（1970年以前築造） 

中築年（1971～1980年築造） 

新築年（1981年以降築造） 

旧築年 

16.5％ 

中築年 

24.5％ 

新築年 

59.0％ 

旧築年 

7.3％ 
中築年 

17.1％ 

新築年 

75.6％ 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012) 

 



炎上火災件数の被害想定の比較(東京都） 

東京湾北
部地震 

多摩直下
地震 

元禄型関東
地震 

立川断層
帯地震 

都
内 811 544 522 308 
区
部 754  270  400  43  
多
摩 56  274  152  265  

22 

＊東京湾北部地震では、地震直後の15分間に、全域で243件、区部で226件。 

＊台東区の炎上火災は合計27件で、15分後に8件、2時間後に14件と想定される。 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012) 
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出典：総務省消防庁HP 
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建物全壊率と直後出火率の関係性（阪神・淡路大震災） 

家が壊れると火事が多発する！ ⇒耐震補強は火災を出さない 



阪神・淡路大震災にみる地震火災の特性 

～6 6～8 8～12 12～24

　時 　時 　時 　時

件数 87 54 42 22 21 20 39 285

割合 30.5% 18.9% 14.7% 7.7% 7.4% 7.0% 13.7%

1月17日5時46分

18日 19日 合　計
20～
26日

出火の
日時

件数 85 13 12 6 5 18 146 285

割合 29.8% 4.6% 4.2% 2.1% 1.8% 6.3% 51.2%

不明 合計
出火
原因

電気
関係

ガス
関係

火種
関係

石油
関係

灯火 その他

＊同時多発火災で、地震発生直後に多発するが、数日後の出火もある 

＊日常生活に欠かせない電気が、地震時の大きな出火要因となる 

⇒感震ブレーカー、感震コンセント等の採用が出火防止に有効 
24 

⇒初期消火の取り組みが重要だが、早めの広域避難も不可避 

出典：火災便覧（日本火災学会） 

 

東京都 ２４７ ２００ １１９ ６２ ６０ ５７ １１１ ８１１ 

東京都 ２４２ ３７ ３４ １７ １５ ５１ ４１５ ８１１ 



感電ブレーカーの種類の設置費用 

台東区の設置費用の助成 

出展：（経産省）感電ブレーカー普及チラシ 
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対象地域：谷中２・３・５丁目、根岸３・４・５丁目、東浅草２丁目、日本堤１・２丁目、橋場２丁目 



首都直下地震の人的被害想定 

  建物倒壊 火 災 ﾌﾞﾛｯｸ塀等 その他 計 

死者 5,400人 4,100人 100人 100人 9,700人 

負傷者 126,000人 17,700人 3,500人 400人 147,600人 
○震災関連死・・・・・・ 阪神・淡路大震災 930名 東日本大震災 3,472人（2016.3末) 

○その他の被害 ・・・ 帰宅困難者の発生 約517万人（首都圏外からの訪問者含む） 

地域 東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震 

区部 9,337 2,953 4,683 122 
多摩 304 2,161 1,192 2,582 
合計 9,641 5,115 5,875 2,582 

東京湾北部地震の人的被害（冬18時風速8m） 

多摩直下地震は人的被害最大の冬5時風速8mケース。その他は冬18時風速8mケース。 

26 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012) 

 



地域 東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震 

区部 4,741 1,348 2,311 84 
多摩 179 1,201 660 1,328 
合計 4,921 2,549 2,971 1,412 

（災害時要援護者の死者数）＝（災害時要援護者数）×（災害時要援護者の死者率） 
 

＜ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊・津波による災害時要援護者の死者率＞ 

  ●ゆれ等による災害時要援護者の死者率 ＝ ゆれ等による死者率 × 3.0 

     ＊（ゆれ等による死者率＝ゆれ等の死者数÷ 屋内滞留人口） 
  

＜火災による災害時要援護者の死者率＞ 

  ●火災による災害時要援護者の死者率＝ 火災の死者率 × 3.0 ×焼失棟数比率 
 

     ＊（火災による死者率＝火災による死者数÷ 屋内滞留人口） 

     ＊（各時間帯・各風速における焼失棟数比率 

                       ＝各時間帯・各風速における焼失棟数÷建物棟数） 

死者に占める災害時要援護者（冬18時風速8m/s） 

27 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012) 

 



閉じ込めになり得るエレベーター停止台数（冬18時風速8m/s） 

地域 東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震 

区部 6,980 4,321 5,298 1,533 
多摩 494 809 693 775 

合計 7,473 5,130 5,991 2,308 

自力脱出困難者（冬5時） 

地域 東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震 

区部 58,821 22,788 29,753 204 
多摩 1,629 11,010 5,655 16,000 
合計 60,450 33,798 35,407 16,204 
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東京都の帰宅困難者等の推計（千人） 
１０～２０ 

km 
２０km～ 

 帰宅 

  困難者 

その他 

外出者 

滞留者 

総数 

東京都 １，１５４ ３，５６０ ４，７１４ ９，１６１ １３，８７５ 

区 部 ９２８ ２，８６３ ３，７９１ ６，８４４ １０，６３５ 

多摩部 ２２６ ６９７ ９２３ ２，３１７ ３，２４０ 

屋内被災者 屋外被災者 待機人口 滞留場所不明者 総  計 

東京都 ８，１８８ １，１８０ ３，８７４ ６３２ １３，８７６ 

区 部 １，４８８ ８６７ ２，５９３ ４７５ １０，６３５ 

多摩部 ６，７００ ３１４ １，２８１ １５７ ３，２４０ 

＊首都圏以外から東京を訪問している人口は、４６万人。  
＊首都圏の帰宅困難者４７１万人＋首都圏外からの46万人で、帰宅困難者は５１７万人  

＊屋内被災者：滞留目的が、業務･学校で、発災時に屋内にいる。 
＊屋外被災者：滞留目的が、私用・その他不明で、発災時に屋外にいる。 
＊待機人口：滞留目的が、自宅かあるいはその周辺に滞留している。 29 

出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012) 

 



相互に連携するライフラインの被災 

上水道 

ガ  ス 

電 
 

気 

通 
 

信 

下水道 
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過去の震災でのライフラインの復旧日数 

項目 阪神・淡路大震災 東日本大震災 

電 気 
停電約260万戸 

発災6日後復旧完了 
（倒壊家屋等を除く） 

停電約466万戸(3/11) 
発災後3日で約80％の停電を解消 

発災後8日で約94％の停電を解消 

固 定 
電 話 

交換機系：約28万5千回線不通 
1日後復旧完了 
加入者系：約19万3千回線不通 

14日後に復旧完了 

不通約100万回線（3/13） 
発災後約１週間で約80％の不通を解消 

発災後約2週間で約90％の不通を解消 

都 市 
ガ ス 

供給停止戸数約84万5千戸 

発災85日（２カ月)後に復旧完了 
（倒壊家屋等を除く） 

供給停止約46万戸 
発災後約１カ月で約80％の供給停止を解消 

発災後約２カ月で約90％の供給停止を解消 

上水道 
断水約127万戸 

発災42日（６週間）後に仮復旧完了 
発災91日後に全戸通水完了 

断水約160万戸（1週間後） 
断水約30万戸（3週間後、81％復旧） 

断水約10万戸（6週間後、94％復旧） 

下水道 
被災管きょ総延長約180km（兵庫県） 

発災42日(６週間）後に仮復旧完了 
発災94日後に全戸通水完了 

被害管路延長約960km 
震災当初稼働停止処理施設48箇所のうち、津波等で 

約3カ月後も18箇所が停止（63％復旧） 

31 出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012) 

 



携帯電話の不通率 

出典：首都直下地震等による 

東京の被害想定（東京都2012) 
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東日本大震災時の通信回線の輻輳発生状況 
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出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012) 

 



台東区の想定被害 
（東京湾北部地震、冬18時、8m/s） 

夜間人口 176,000人 出火件数 ２７ヶ所 避 難 者 78,100人 

昼間人口 303,500人 焼失棟数 ２,３３０棟 滞 留 者 293千人 

木造建物 22,800棟  死  者 ４８２人 帰宅困難者 113千人 

非木造建物 22,100棟  

死 

 
因 

建物被害 ４１２人 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ閉込め 481台 

震度６強 97.9% 急傾斜地 １人 自力脱出困難 3,023人 

全壊建物 6,690棟 火  災 ６８人 震災ガレキ 184万ﾄﾝ 

木造 5.860棟 

(29.3%) 

(屋内家具) (７人) 要援護者の死亡 １８３人 

 負 傷 者 5,548人  重 傷 者 924人 

非木造 790棟 

(3.6%) 

 

原  

 

因 

建物被害 5,163人  

原 

 

因 

建物被害 811人 

火  災 275人 火  災 77人 

液状化 31棟 屋外・他 110人 屋外・他 36人 

家具(参考) (38人) 急傾斜地 7棟 家具(参考) (176人) 

34 
出典：首都直下地震等による東京の被害想定（東京都2012)から筆者集計 

 



５．台東区の地盤高と水害のリスク 
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地球温暖化と水害への備えの強化 
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水害への備えと下水道の整備状況 
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巨大水害：荒川破堤 
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東海水害2000.9 総雨量
589mm（時間最大114mm 



水害によるライフラインの被災・停止 
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水害による居住生活への影響 
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６．災害に強い都市・まちの基本方向 
 災害に強い都市や街とは、 

①被害を出さず、②被害を拡大させず、③素早く復興できること。  

①被害を出さない 
Prevention：防災 

②被害を拡大させない
Mitigation：減災 

③被害から回復する 
Recovery：復興 

防災都市・まちづくり 
Disaster-proofing 

City & Town 
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 ・ポスト1964オリンピックとして始まった首都東京の地震対策への取り組 

 みを、2020オリンピックのための防災都市づくりではなく、それを契機 

 に、確実に来る首都直下地震のために「首都東京の防災都市づくり」を 

 継続しなければならない。 

・それは、ポスト2020オリンピックの「首都東京の防災都市づくり」である 

＊むしろ、2023年（関東大震災100周年）を視野に安全都市づくりを加速 

東京の「地震に強い防災都市づくり」の展開 

43 

東京都／台東区における震災対策・計画の役割 
防災都市づくり推進
計画・不燃化特区 

地域防災計画 

ＢＣＰ業務継続計画 

事前復興対策 

マニュアル等 

①直接被害の軽減
（一次被害：揺れ） 〇 △ 
②直接被害の軽減
（二次被害：火災） △ 〇 △ 
③間接被害の軽減
（機能被害：経済） △ 〇 



１９７１震災予防条例 

１９８１防災生活圏構想 

１９７５地域危険度(１回) 

１９６１災害対策基本法 

１９９２地域防災計画(７次) 

１９９１被害想定(関東地震) 

１９６４新潟地震 江東防災拠点構想 １９５９伊勢湾台風 

１９７８被害想定(区部：関東地震) 

１９９５阪神・淡路大震災 

１９９７被害想定(区部直下地震) 

１９９８地域防災計画(８次) 

１９９７防災都市づくり推進計画(１次) 

１９９７都市復興マニュアル 

１９９８生活復興マニュアル 

２００１震災復興グランドデザイン 

２００３震災対策条例 ２００３震災復興マニュアル（復興施策編）（復興プロセス編） 

２０１６防災都市づくり推進計画(４次) 

２０１６震災復興マニュアル(改定) 

２０１１東日本大震災 

１９９７耐震改修 

 促進計画(１次) 

２０１３国土強靱化法 

２０１３首都直下 

地震対策特措法 

１９９５耐震改修促進法 

２０１X？ 首都直下 

地震対策実施計画 
２０１６ 東京都 

国土強靱化地域計画 ２０１２不燃化特・特定整備路線整備 

２００７耐震改修促進計画 

業務継続計画 

■事前防災  ■事前復興  ■災害対応 
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（１）地域危険度から防災都市づくりへ 

45 

第８回(2018) 建物倒壊危険度 第８回(2018) 火災危険度 

出典：地震に関する地域危険度測定調査（第８回）(平成３０年３月公表) 東京都 



出典：地震に関する地域危険度測定調査（第８回）(平成30年3月公表) 東京都 

第８回(2018) 災害時活動困難度  

台東区は、関東大震災後の帝
都復興事業で、碁盤の目状に
市街地を土地区画整理されたた
め、谷中・根岸以外は基盤整備
状況が高く、活動困難度は低い。 

＊台東区は、震災時にも災害 

  対応活動できる道路が確保 

  されている地区が多い 

46 



47 

災害時の避難や消火・救助等 

活動のしにくさ（困難度）を考慮した 

建物倒壊や延焼の危険性 

出典：地震に関する地域危険度測定調査 

    （第８回）(平成30年3月公表) 東京都 

第８回(2018) 総合危険度 



（２）被害を軽減する「防災都市づくり」の基本方向 
 

 ①広域避難できる：避難路と避難場所 

 ②大都市火災に強い：延焼遮断帯・防火区画 

 ③災害対応の拠点施設がある： 

     基幹的広域防災拠点・広域拠点・安全街区 

 ④空間にリダンダンシー＊がある： 

     防災環境軸・防災緑地・防災緩衝帯 

 ⑤危険な「地区／施設」がない 

48 

＊リダンダンシーとは、「余裕・余剰・ゆとり・冗長性」を意味する英語。 

 災害による障害発生時に、一部施設の破壊が全体の機能不全につながらないよ
う施設を多重化したり、代替手段が用意されているとともに、基盤未整備の過密な
市街地ではなく、空間的にゆとりのある市街地であることの重要性を示す。 



東京都防災都市づくり推進計画 
（第４次計画：2016年3月公表） 

基本的な考え方 

より安全な都市へ 

大地震 ⇒ 大規模火災による甚大な被害 
 

関東大震災、阪神･淡路大震災の経験など 

市街地大火から生
命を守る 

避難場所の確保  

市街地大火の拡大
を防ぐ 

延焼遮断帯の形成 

市街地大火が発生し
ないようにする 

安全な市街地の形成 
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大地震に伴う市街地大火から 

身を守るために避難する場所 

●公園、大規模団地など 

避難場所  ：２１３か所 

避難場所面積：５,７２６ha 

避難計画人口：９７３万人 

安全避難面積：３.３５㎡/人  

地区内残留地区 ： ３７地区 
１１１.６ｋ㎡ 

木造住宅が５０棟以上連坦し
ていなくて市街地大火の恐れ
が少ない地区       

量的には充足 

偏りの解消にむけて 

定期的に見直しを実施 

東京都防災都市づくり推進計画 

① 避難場所等指定図  
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避難場所の安全性の考え方 
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輻射熱によって、 

後退の幅が決まる 

避難有効面積 

 

避難者一人あたり 
１㎡以上を割り当て 

火災の奥行き等によって 
輻射熱の量が決まる 
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台東区の避難場所（第8回：谷中墓地・上野公園・隅田公園） 

52 

避難道路は、３ｋｍ以上の
避難が必要な区域の安全な
避難を確保するための道路 

No. 名称

27 谷中墓地

28 上野公園一帯

166 隅田公園一帯

No. 名称

301 千代田区、秋葉原、上野地区

避難場所　台東区

地区内残留地区　台東区



複雑な避難システム、皆さん知ってください 

• 複雑な避難システム ： 東京では、 

①一時避難場所 →大火災発生→ 

②(広域)避難場所 →鎮火後→自宅被災→ 

③避難所（区市町村の施設） 

• 誰が指定するのか 

①区市町村・自治会や町内会 

②区部は東京都指定・市部は各市（運営は区市） 

③区市町村が指定（運営は区市町村と地域で） 

★区部は区の範囲を超えて広域避難するために、東
京都が「避難場所」を指定している。  53 



② 防災都市づくり計画 
 

  延焼遮断帯と 
  整備地域   

（延長距離と延焼遮断率） 

骨 格 防 災 軸 537km 95% 
主要延焼遮断帯 312km 64% 
一般延焼遮断帯 832km 48% 

54 

出典： 

  防災都市づくり推進計画 

    （東京都2016） 



「防災都市づくり」の骨格（都市構造）としての 

      延焼遮断帯の整備イメージ 

55 
原画：国土交通省と都市防災構造化のパンフレットから 



（３）被害を軽減する 
     「防災まちづくり」の基本方向と進め方 

◎基本方向:「地域住民と行政の協働による取り組み」を、施設
や防災空間の整備と地域力で補完する。 

◎防災まちづくりの進め方 

   ①まちの防災点検：防災地図づくり 

  ②防災資源の活用（計画づくり） ； 河川、みどり、空地・農地、公園、学校、・・ 

  ③地区施設の整備（公共事業/公助） ； 

     防災道路（主要生活道路） 、小公園や広場（行き止まり路地の解消）、    

             防災活動拠点（防災倉庫）施設、火設備（水利）・・・・・・ 

  ④街並み形成・建物更新・耐震補強・不燃化（自助・共助・公助） ； 

          受け皿住宅 ・共同の建て替え・協調建て替えのルール化・･･･ 

  ⑤まちづくり組織・自主防災組織（自助・共助）の結成と活動： 

      みんなが楽しんで取り組める活動の進め方を工夫し、活動の継続性を    
56 



重点整備地域と 
整備地域 

整  備  地  域 28地域 6,900ha 
重点整備地域 11地域 3,100ha （53地区） 

57 

出典：防災都市づくり推進計画 

        （東京都2016） 



防災都市づくり推進計画 

重点整備地域 
53地区 3,1００ha 

3 ： 谷中二，三，五丁目地区 
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不燃化１０年プロジェクトの方針 

59 出典：防災都市づくり推進計画 

        （東京都2016） 



特定整備路線と
不燃化特区 
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出典： 

防災都市づくり推進計画 

        （東京都2016） 



防災都市構造 

＊ 

防災生活圏 

★街づくり事業の 

     重層的な推進 

＜基盤整備事業＞ 

・土地区画整理事業 

・市街地再開発事業 

・街路事業 

・公園整備事業 

＜修復型整備事業＞ 

・防災街区整備事業 

・木造住宅密集市街地 

    整備促進事業 

・都市防災不燃化 

      促進事業 

・細街路整備事業 

・耐震改修促進事業 
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出典：防災都市づくり推進計画 

        （東京都2016） 

出典：防災都市づくり推進計画 （東京都2010） 



 安全な市街地の形成 

 延焼遮断帯の形成 

 沿道建物の耐震改修による緊
急輸送道路の機能確保 

 避難場所の確保 

 延焼遅延帯の形成 

 避難所の確保・整備 

 防災公園 

    の整備 

62 

防災都市づくりの基本的な考え方 

出典：防災都市づくり推進計画（東京都2010） 



木造密集市街地の整備イメージ（整備前） 
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出典：木造住宅密集市街地整備プログラム 

（東京都住宅局1998) 



木造密集市街地の整備（修復型）のイメージ（整備後） 
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出典：木造住宅密集市街地整備プログラム（東京都住宅局1998) 



防災都市づくり推進計画の整備目標（イメージ） 
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出典：防災都市づくり推進計画 （東京都2016） 



台東区における 

密集住宅市街地整備事業＆都市防災不燃化促進事業 

66 
台東区パンフレットより Ｈ２８年度終了 

Ｈ２６年度終了 



67 台東区パンフレットより 



防災広場「根岸の里」 
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根岸の 

防災市街地整備 

69 
台東区パンフレットより 



三つの「ひと・こと・ものつくり」と「まちづくり」 

ものづくり 
耐震化・不燃化 

まちづくり 
ハード&ソフト 

ひとづくり 
防災学習・訓練 

ことづくり 
自主防災活動 
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防災まちづくりの主体（スケール）と取り組み（メニュー） 

「防災まちづくりの主体（スケール）」 
 
 ・家、事業所 ・・・ 個人、家族、企業 
 ・街区     ・・・ 隣近所（近隣） 
 ・まち      ・・・ 町内会、自治会 
 ・地域     ・・・ 日常生活圏・学校区 
 ・都市     ・・・ 自治体 

「防災まちづくりの主体（スケール）」 
 

「物的防災力」   「人的防災力」 

 ・建物づくり     ・人づくり 

 ・道路づくり     ・組織づくり 

 ・施設づくり     ・活動･計画づくり 

 ・広場づくり     ・ルールづくり 

 ・水･みどりづくり 

 ・防災設備づくり 

表 防災まちづくりのスケールとメニュー 

「安全・安心まちづくりとは何か」中林一樹著（2005）に加筆修正 

上記表は、Ａ３版の拡大図を配布して 

いますので、そちらをご参照ください。 
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（４） 首都だからこそ震災復興に
事前の取り組みが重要 

• 阪神・淡路大震災を５～７倍も上回る東京区部直下地震の
被害想定(1997)から、首都東京を阪神と同じタイムテーブ
ルで復興していくには、事前に復興対策も考えておくべき。 

• 発災直後から始まる都市復興の取り組みには、事前の準備
が不可欠、というのが阪神大震災からの教訓 

• しかも「震災復興」は、都市復興・住宅復興から議論が始ま
るが、総合的な復興が必要。 

• それは「被災者にとって、必要な震災復興」を目指さなけれ
ばならないから、都民と行政の「地域協働復興」が重要。 

• しかも、「首都の復興の遅れ」は、国内のみならず、外国ま
でさまざまに波及し、経済的な間接被害を拡大させるだろう。 
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 想定外にも備える事前復興対策 
～５段階の事前復興計画の取り組み～ 

（１）どのような復興を目指すのか 
 復興デザイン・ビジョン論：復興目標像づくり 
 
（２）どのように復興計画を策定するのか 
 計画・事業ガイドライン論：復興計画・政策づくり 
 
（３）どのように復興を進めるか 
 復興プロセス・運営論：復興プロセス管理 
 
（４）どのように継続するか 
 復興まちづくり訓練論：復興訓練からの新しい防災の発想 
 
（５）どのように事前に実践するか 
 事前復興まちづくり実践論：復興まちづくりの事前実践 
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（１）どのような復興を目指すのか 
  復興デザイン・ビジョン論：復興目標像づくり 

⇒「震災復興グランドデザイン（復興計画論）」 

74 

（一般公開） 

 東京都ＨＰ 



（２）どのように復興計画を策定するのか 
  
 計画・事業ガイドライン論：復興計画・政策づくり 
   ⇒「震災復興マニュアル（復興施策編）」（行政職員向け） 

＜ガイドライン＞：計画基準と計画事業の枠組み 

◎被害状況、基盤整備状況、地域特性などよる、 

 復興計画の区域区分や事業区分。 

マニュアルの構成 

１．復興体制の構築  

２．都市の復興 

３．住宅の復興 

４．くらしの復興 

５．産業の復興 

＜ポイント＞ 

・阪神・淡路大震災と同じスケジュール（スピー 

 ド）で、阪神・淡路大震災の５倍の被害から、 

 どのように復興するのか。 

・地域住民とともに進める「地域協働復興」を 

・災害直後から始める｢復興｣の取り組み 
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（３）どのように復興を進めるか 
 復興プロセス・運営論：復興プロセス管理 
  ⇒「震災復興マニュアル（復興プロセス編）」 

＜プロセス＞：計画立案・事業実施のプロセス 

76 

（一般公開） 

 東京都ＨＰ 



（４）どのように継続するか 
   復興まちづくり訓練論：復興訓練からの新しい防災の発想 
   「都市復興図上訓練・復興まちづくり訓練・事前実施論」 
      ⇒災害復興まちづくり訓練と復興まちづくりの事前実施 

世界最先端の試み『復興模擬訓練』とその効果 
①東京都主導の「都市復興模擬訓練」 
＊行政職員による都マニュアル「復興施策」の実践的訓練 
＊都市整備局主導で1998年度から毎年開催（2015が18回目） 
＊第17回（2014）は、台東区・文京区「谷中・根津・千駄木地区」を事例に 
＊第21回（2018）は、荒川区「（西3･6/東8)尾久地区」を事例に 
＊第22回（2019）は、2度目の多摩地域で（府中市・栄町他）を事例に 
＊「地域協働復興」による都市復興の進め方の疑似体験。 
 
②「復興まちづくり模擬訓練」 （2016.3現在） 
＊復興まちづくりプロセスの地域社会との共有化 
＊（15区1市）50地区以上で「復興まちづくり訓練」を実践し、 
  区市のマニュアルづくりや新しい防災まちづくりの展開に。 
 
③区市の「復興マニュアル・復興条例」づくり（2016.3現在） 
＊２１区４市で都市復興マニュアル策定の取り組み（策定２１区２市） 
＊１８区５市で復興整備条例制定の取り組み（制定１４区１市） 
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○○地区・震災復興まちづくり訓練 
〜震災後の時間の経過に即して訓練する～ 

第２回 

街に留まって、
復興に取り組
むための「時
限的市街地」
を考える 

第３回 

○○の街の
被災後の復
興まちづく
りの目標を
考える。 

第４回 

○○の街の
復興まちづ
くりの進め
方を考える 

第１回 

○○の街の
地震被害を
イメージし、
課題を話し
合う 

○
○
地
区
の 

復
興
ま
ち
づ
く
り
訓
練 

の
予
定 
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上池袋地区・震災復興まちづくり訓練 

上池袋の街並み 災害が起こったことを想定して
のまちあるき（まち点検） 

まちの課題を整理し、復興計画
を話し合う 

班ごとに発表し、全員で共有 
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震災に負けない「まちづくり」とは 

防災いえづくり 
災害対応活動準備 

防災訓練 

防災まちづくり 
復旧復興対策準備 

復興まちづくり訓練 

地 

震 

発 

生 

災害対応 
消火 

救出 

救助 

１次被害の 

拡大防止 

復興対策 
住宅再建 

まち復興 

都市復興 

間接被害の 

軽減 

復旧対策 
避難所 

仮設住宅 

間接被害の 

軽減 

平時の防災の取り組み 

一
次
被
害
は 

減
っ
た
か 80 



７．おわりに ： 巨大広域災害では自助の力を 
高め、共助の体制を構築することが不可欠 

☆日本の人口・・・・・・・・・・・・・・・ １億２６００万人 

＊中越地震の被災地人口 ・・・・・・・・ ３５万人 

    被災地人口：支援人口  ＝ １：４００ 

＊阪神淡路大震災被災地 ・・・・・・・ ３５０万人 

    被災地人口：支援人口  ＝ １：４０ 

＊東日本大震災の被災地人口・・・・ ７５０万人    

    被災地人口：支援人口  ＝ １：１６ 

☆首都直下地震の被災地人口は・・・３０００万人 

    被災地人口：支援人口  ＝ １：３ 

☆南海トラフ地震の被災地人口は・・・３５００万人 

    被災地人口：支援人口  ＝ １：３ 
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荒ぶる21世紀に｢命｣を守る｢自助｣ 

•大地動乱・・・・多発する大震災・火山噴火 

•大気乱流・・・・多様化する気象・超巨大台風 

•大水氾濫・・・・多発する豪雨・土砂災害・洪水 

• 多発する災害は、何を学ばせたか？ 

• 脆弱化している地域社会では、一層の備えを 

•高齢社会・・・・災害弱者が増大している社会 

•コミュニティの崩壊・・・地域で人間関係の喪失 

•高齢社会の世紀、災害は高齢者に 

 二つの「死」がもたらす 82 



災害で、自宅でのいつもの生活を失う
と、二つの「死」が待っている 

①直接死 ： 圧死・窒息死・焼死 

  阪神大震災は地震の15分以内に直接死の９０％が、  

  東日本では津波で18,500人もの直接死が発生した。 

②震災関連死 ： 90％が高齢者。「自宅での 

    いつもの生活を失う」ことで、命を縮めた。 

 阪神淡路大震災： 直接死  5,500人 関連死  932人 

 東日本大震災：   直接死 18,550人 関連死 3,723人 

 熊 本 地 震 ：        直接死   50人 関連死  223人 
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 復興が課題となる最大震度7の大震災 
阪神・淡路 新潟県中越 東日本 熊本 北海道 

本震発生 1995.1.17 2004.10.23 2011.3.11 2016.4.16 2018.9.6 

本震のＭ M７．３ M６．８ M９．０ M７．３ M６．７ 

最大震度 震度７ 震度７ 震度７ 震度７×２ 震度７ 

全壊全焼 １１１,９４１ ３,１８４ １２１,９９５ ８,６６７ ４６２ 

火災 285件/7100 6件/10？ 330件/？ 15件/1 －  

半  壊 １４４,２７４ １３,８１０ ２８２,９３９ ３４,７１９ １,５７０ 

直接死者 ５,５０２ １６ １８,５５１ ５０ ４１ 

関連死者 ９３２ ５２ ３,７２３ ２２３ （１） 

負 傷 者 ４３,７９２ ４,８０５ ６,２３３ ２,８０９ ７６２ 

☆「東北地方太平洋沖地震（総務省消防庁第159報：2019.3.8）」、「東日本大震災における
震災関連死の死者数（復興庁：2019年3月31日）」、「熊本地方を震源とする地震（総務
省消防庁第120報：2018.10.15）」、「北海道胆振東部地震（同第34報：2019.1.28）」 
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命と体を守る「住」の備え 
  自宅の耐震化・家具固定の効果 

• 阪神大震災も熊本地震も直下地震対策の基本
は自宅の耐震化。 

• 首都直下地震の被害軽減は、政府でも自治体
でもない。１人１人が、自宅の「耐震化・家具固
定」を“自分でやる”しかない。 

•震災時の「食」の確保も、自宅の耐震化、冷
蔵庫・食器棚の固定ができていたか、 それが、
天と地の格差となる。 85 



震度7に２度襲われた 

熊本県益城町 

木山地区 
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阪神・淡路大震災における 

木造建物の被害（全壊）率曲線と「耐震化」の意義 

震度７ 震度６強 震度６弱 震度５強 

88 
原図：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告2013） 内閣府中央防災会議 

１９８１年問題 

２０００年問題 



都心南部直下地震の耐震化対策効果の推計 

175,000棟 
11,000人 

27,000棟 
1,500人 
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原図：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告2013） 

                           内閣府中央防災会議 

 



東日本大震災時のマンションでは 

高層階ほど揺れるから家具固定を 

東京消防庁(2011)「長周期地震動等に対する高層階の室内安全対策専門委員会報告書」 90 



家具固定による人的被害の軽減効果 

出火防止による出火対策の効果 

家具等の転倒防止・落下防止の強化 

現 状 実施率75% 実施率100% 

屋内収容物の移動・店頭、屋内落下
物による死者数（冬・深夜） 

約１１００人 約７００人 約４００人 

屋内収容物の移動・店頭、屋内落下
物による重傷者数（冬・深夜） 

約６４００人 約５２００人 約３５００人 

出火防止対策の強化 

現 状 
電気関係の 

出火防止強化 

電気関係の出火防止
及び初期消火成功率

の向上 

冬
夕
刻 

焼失棟数※1 約４３０,０００棟 約２３９,０００棟 約２１,０００棟 

焼死者数※2 
約８９００人 
 ～１６０００人 

約５４８０人 
  ～９,０００人 

約４００人 
    ～８００人 

91 出典：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告2013） 中央防災会議 

 



出火防止による火災への対策効果 

43万棟・16000人 

21千棟 
800人 

感震ブレーカー 
の設置で半減 

耐震化で 
活動空間 
確保なら 
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原図：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告2013） 中央防災会議 

 



＜自助＞ ①「命を守る１０項目」 
①寝室には家具を置かない。 

②寝室に家具を置く場合は、家具の向きを変えて、ベッドの
上に倒れないように、固定する。 

③出入り口を塞がないように家具の配置を工夫し固定。 

④空き部屋に納戸を造り、家具を集め、固定・結束する。 

⑤各部屋に「内履き」（スニーカー）を準備しておく 

⑥消火器は「邪魔になるところ」で、「飛ばないように」壁に
フックで止めておく。 

⑦飲み水、食料は、７日（1週間）分を確保しておく。 

⑧隣近所とのつきあいを大事にしておく 

⑨1981年以前の住宅では、耐震診断をしてみる 

⑩自動車１台程度の費用で、「確実に命を守るための耐震改
修」が出来る 93 



震災関連死を防ぐ耐震化と家具固定 

①自宅の被災を軽減し、自宅での生活を継続する 

  ために、自宅を耐震強化し、家具を固定する 

②生活習慣病など慢性疾患の投薬は２週間分の 

  ストックを、壊れない家で確保しておく 

③お薬手帳も確保。別居の子にもコピーを渡しておく 

④食のアレルギーは日常食を冷凍し、我が家に確保 

⑤非常食は栄養不足。日常食の確保で体力維持 

⑥しっかり食べれば、排泄する携帯トイレを確保 

⑦避難所でも、我が家でも、体を動かし血栓症対策 94 



＜自助＞②我家の「防災拠点」づくり 
• 「マイカー」は、我が家の防災拠点 

• ハイブリッドなら、なお力強い防災拠点 

• 電源車：直流・交流交換機が必要だが、設置済み
で ”コンセントの付いているワゴン車”も。 

• 情報拠点：ラジオ・テレビ、照明、冷・暖房 

• プライベートの確保：着替え・授乳・就寝・・・・・血栓
症には要注意 

• トランクルームは我が家の防災倉庫：水・食料・テ
ント・バーベキューセット・ブルーシート・ロープ・
キャスター・毛布・着替え・シューズ・ ヘルメッ
ト・・・・ 95 



＜自助＞③「命をつなぐ食の確保」 

＊災害時ほど「食事」が大切 

• 避難所で災害を乗り越え、 

   復興に向かう原動力は 「食」 にある。 

• 「兵糧なくして、戦には勝てない」 

• 震災関連死も「食」に根本問題がある？ 

• 備蓄の第一は、「水」と「食事｣だが 

• どのように｢食を備蓄」するのか？ 

• どのように被災地で「食事を調理」するか？ 

• 食べれば出るのは、力と・・・・・トイレ！ 96 



災害時の「食」を確保する毎日の暮らし方 

• 「食」は水・食材・熱・調味料・調理具・食器・環境 

• 自宅にあるもので、何日、食べられますか。 

チェック① 水を、何日分確保できているか 

チェック② 食材は、何日分確保できているか 

チェック③ 代替エネルギーは、あるか 

チェック④ 鍋・釜は、あるか 

チェック⑤ 調味料は、確保できているか 

チェック⑥ 食器を、確保しているか 

チェック⑦ 気持ちよく食事ができるか 
97 



＜共助＞ 地域で取り組む「近助」 
①初期消火 

• 地域で取り組む減災は「出火防止」と「救出救助」 

• 都心地域は「延焼火災」の危険は低いが、出火しない
わけではない。 

• 出火は地上階だけではなく、高層ビルの上階から出
ることもある。 

• 「火事だ！」と大声を上げ、近隣からの支援を求める。
声を聞いた人は消火器をもって駆けつける 

• 通電火災が多く、どこからも出火の可能性がある 

• 避難するときは「ブレーカー」を落とす。 
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＜共助＞ 地域で取り組む「近助」 
②救出救助 

• 阪神大震災では、最も多くの生き埋め者等を地域の
人たちが救出救助した。 

• 地域の安否確認のために、「一時避難場所」を指定
する 

• 外部から救出救助するためには、家具を固定して、
屋内に通路を確保することが重要。 

• マンションでは、階段を下ろすためのキャンバス地の
担架が有効。 

• 医療救護所への搬送には、若者の力が重要。 

• 事業所（従業員）との連携と帰宅困難者の活用 
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●地域ぐるみの「災害時広域避難システム」の確立 

• 地域の安否確認 

• 津波からの早期避難 ／ 初期消火活動の推進 

• 消火活動・要援護者支援の見切りと避難情報 

• 誰がどのように避難情報を出し、伝えるのか 

• 避難体制の確保：就業者も通りかかった人も来街者
全員の避難と全員が要支援者の支援体制 

• １～２昼夜を過ごせる「緊急避難場所」の確保 

 

＜共助＞地域で取り組む「近助」 
③火災・津波から命を守る広域避難 
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＜住＞と＜食＞が＜命＞を守る 
「自助なくして共助なし」 

「自助と共助なくして公助なし」 

• 地域の全員が自助を怠ると全員が被災者になる 

• 助けるつもりが、全員、助けてもらう被災者になってし
まえば、共助は成り立たない。 

• 災害に強い街とは、共助の街ではない。 

• 街の全員が自助に取り組んでいる街が、災害に強い
街である。 

★「住」の守りが「食」を確保し、「死」への備えとなる。  101 



防災達人テスト・防災コミュニティテスト（木造住宅編） 

102 Ａ４の配布資料（両面印刷）をご参照ください。 



防災達人テスト・防災コミュニティテスト（マンション編） 
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二つの「そうぞう力」を 
みがいて防災達人を目指せ 

         ①「想像力」 

        ②「創造力」   
“災害を想像し、対策を創造する” 

“悲観的に想定し楽観的に防災する” 
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「まちづくり力」は磨かれましたか 
 

二つの「そうぞう力」を 

①街・未来の「想像力」 

②街・未来の「創造力」 
 

お疲れさまでした。 

中 林  一 樹 

なかばやし  いつき 
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