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1. はじめに                      
1.1. 研究背景と目的 
 墨田区北部地区は、地震・火災の危険性が高い密集市
街地が拡がり、ほぼ全域が海抜ゼロメートル以下の洪水
危険性の高い地域である。また、墨田区内の災害時要配
慮者 1)(以下、「要配慮者」)は総人口の約 1 割程度(約 2.3
万人)と推定されるが、行政内において防災と福祉の担
当部局が異なり、災害時における要配慮者の避難・救助
対策の実態・課題が十分に把握できていない。 

本研究の目的は、墨田区北部地区を対象として、要配
慮者に着目して平常時及び地震・火災・洪水時の避難場
所・避難計画の実態・課題を把握することである。 
1.2. 研究方法・流れ 

墨田区北部地区に関わる地域住民、福祉関係者等の有
志メンバーによる会合・ヒアリング、アンケート調査に
よる救助・避難対策の実態・課題の把握、洪水時におけ
る避難想定分析、避難訓練イベント、地域住民、墨田区
関係部局等へのヒアリング調査等を行い、要配慮者に着
目した避難場所・避難計画の実態と課題を把握する。 

なお、会合・ヒアリング調査は 2016 年 8 月から 2017
年 12 月まで月に 1 回程度実施した。 
2. 対象地域概要(図 1)                   

地震・火災避難は倒壊・火災リスクの高い白鬚東地区
を避難場所とする地域、洪水避難は、洪水リスクの高い
東向島地区する。さらにアンケート調査は区内でも高齢
化率の高い京島、東向島、墨田、提通地区を対象とする。 

 

3. 地域防災計画(1)と要配慮者避難支援プラン(2)  
 「墨田区地域防災計画(1)」は「自力での安全確保が困
難な要配慮者に対し、区、民生委員・児童委員、地域住
民、防災関係機関等は一丸となって安否確認や避難支援
をする」とし、「墨田区要配慮者避難支援プラン(2)(以下、
「支援プラン」)」が「災害に関する自助の促進」、「共助・
公助による支援体制の構築」を促進することにより、発
災前の備え(平常時)、発災時の避難行動(災害時)、避難後
の生活(避難生活)の各段階において要配慮者支援を円
滑に進めることを目的として策定されている。ただし、
支援プランは地震・火災避難のみを想定しており、洪水
避難時は地震・火災避難計画を活用している。 
4. アンケート調査概要                
 2017年 7月から9月にかけて、地域住民の防災意識、
避難行動の実態把握を目的にアンケート調査を実施し
た。なお、本研究では回収数 390 部のうちの 65 歳以上
の回答者 269 部を対象に分析する。特徴的な結果の考
察は各章で示す(図 2)。 

5. 平常時支援の実態・課題               
 会合・ヒアリング、アンケート調査等により、平常時
支援の実態と課題を把握した。支援プランでは「情報把
握および支援体制構築」、「災害時に関する自助促進支援」
と定めており、表 1 に実態を示す。 

表 1 平常時支援の実態 

5.1. 要配慮者情報把握および支援体制構築 
防災担当部局は「避難行動要支援者名簿」の作成等で

要配慮者情報の把握をしているが、要配慮者は約 2.3 万
人とされ、詳細な把握ができていない。このことから情
報の詳細把握は地域住民や福祉関係者とともに情報共
有、アウトリーチしながら行う必要がある。なお、区で
は要配慮者サポート隊を現在 169 町会(全 180 町会)に
配置しており、今後全町会に配置するとともに、活動が
停滞している町会には支援を行うとしている。 
5.2. 災害時に関する自助促進支援 
 自助促進支援として、防災啓発活動等が平常時から行
われている。しかし、支援の一環として行われている防
災訓練に体調・体力的に参加できない要配慮者も存在す

○ 要配慮者名簿への記載者が多く、十分な絞込みができていない
○ 地域の高齢化や担い手不足が深刻化し、負担が大きい
○ 169町会(全180町会中)で要配慮者サポート隊を結成し、要配慮者支援を行う

体制を構築しているが、町会によっては活動が停滞している隊も存在する
○ 福祉担当部局では災害時活用も目的の一つとするリストを作成し、高齢者等

の情報を収集しているが、それらのリストは防災担当部局には情報共有等が
されていない

○ 一時集合場所、避難場所、避難所ともに半数以上が知らないもしくは誤認で
あった(図2-①,②,③)

○ 防災訓練に「参加したことがない」と回答した人の方が認知度は低い傾向が
ある(図2-①,②,③)。※一時集合場所、避難場所も同様

○ 後期高齢者等の要配慮者は防災訓練に参加しない理由として「体調・体力的
に参加できなかった」と回答する人が多く、要配慮者は防災知識を得る場が
乏しいことがわかる(図2-⑥)。
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る。防災訓練参加者の方が防災知識を得ている傾向にあ
ることから、参加できない要配慮者等の認知度を上げる
ことが重要といえる。また福祉関係者は「『自助』は気
力・体力が直結していることから、『防災への関心』を
高めることが重要である」と述べ、啓発活動の必要性を
主張しており、自助促進支援には地域住民や福祉関係者
等の協力をもとにアウトリーチしていく必要がある。 
6. 地震・火災時避難場所・避難計画の実態・課題    
 会合・ヒアリング、アンケート調査、避難訓練イベン
トとその運営会議により地震・火災時避難場所・避難計
画の実態・課題を把握した。地震・火災時における避難
行動(1)を時系列ごとに整理し、避難場所・避難計画の実
態を図 3 に示す。 
6.1. 発災から一時集合場所(図 3-A) 

支援プランでは、発災から一時集合場所までは避難誘
導、一時集合場所等で安否確認するとしている。しかし、
一時集合場所まで避難することが困難な要配慮者も生
じるため、発災前から安否確認・避難誘導を開始する場
所を個別に設定する必要がある。また、個別支援プラン
は自主防災組織が中心に行うとされているが、ケアプラ
ン等を作成する福祉関係者が協力し作成することで、普
及が促進されると考えられる。 
6.2. 一時集合場所から避難場所(図 3-B) 

延焼火災発生時は避難場所への避難が必要になる。し
かし、75 歳以上高齢者の約 6 割は歩行可能距離を上回
り、避難困難の状況に陥る可能性がある。このことから
要配慮者に対応した延焼火災から逃れることができる
避難場所を設定する必要がある。 
6.3. 避難生活(図 3-C) 
 区では福祉避難所を設け、対策を検討しているが、福
祉避難所は通常は福祉施設等で活用されていることか
ら事前の入居可能人数把握や支援体制が十分に整って
いない。このことから災害時に備え、福祉避難場所への
輸送マニュアル等を作成する必要がある。 

7. 洪水時の避難場所・避難計画の実態・課題     
 ヒアリング、アンケート調査、建物分析、避難人口、
避難可能人数分析等を行い、洪水時の避難場所・避難計
画の実態・課題を把握した。なお、洪水時における避難
行動(4)を時系列ごとに整理し、避難場所・避難計画の実
態を図 4 示す。垂直避難の実態・課題は、再現期間 200、
最大想定規模(以下、「W=200、1000」)に相当する降雨
で荒川が氾濫した場合の昼夜間避難人口・避難可能人数
を補注 2)、3)の条件のもとで算出した(表 2)。全浸水・避
難可能建物分布図は図 5 の通りである。 
7.1 広域避難(図 4-A) 

2017 年現在、区外の広域避難場所の指定には至って
いない。またアンケート調査ではほぼすべての人が垂直
避難を検討しており、24 時間前の広域避難は見込めな
い。 
7.2 垂直避難(図 4-B、表 2) 
 避難人数と避難可能人数を推定すると、集合住宅等に
避難すれば、地区全体として避難可能である。しかし、
東向島地区には協定が少数しかなく、発災時の状況によ

る。避難場所になり得る集合住宅・事務所等との協定締
結促進が必要である。また、洪水時避難場所を一部の地
域住民しか事前に把握することができていないが、荒川
堤防決壊後、避難可能時間が短いことから要配慮者等は
直前避難ではなく早めの避難が必要であり、優先的に協
定を結んでいる集合住宅等に避難させる必要がある。 
7.2 避難生活(図 4-C、図 5) 

垂直避難を行なった場合、2 週間以上浸水が継続する
ため、湛水域以外への 2 次避難や湛水域で避難継続をす
る必要が生じる。このことから発災後迅速な救助・避難
や支援物資配布を実現するため、できる限り、幹線道路
沿いの集合住宅等に集中的に避難することが望まれる。 

8. 結論                       
 平常時の要配慮者情報把握、自助促進支援等は防災担
当部局のみでなく、福祉関係者や地域住民などと連携
し、情報共有・アウトリーチすることが必要である。 

 地震・火災と洪水避難では避難行動が異なるため、そ
れぞれに対応した安否確認・避難誘導方法を検討する
必要がある。 

 地震・火災時避難場所は、要配慮者の歩行可能距離等
を考慮したものとする必要がある。 

 洪水時避難場所は、垂直避難に備え、特に幹線道路沿
いの集合住宅等と協定を結び確実に避難できる場所
を定めることが必要である。 

【補注】                      
1) 要配慮者の定義は一律に定められていないが、本研究では「墨田区要配慮者避難支援プラン(2)」

で定義されている「【要配慮者 1】75 歳以上の一人暮らし及び 75 歳以上のみ世帯の者、第一種身

体障がい者、第 1 種知的障がい者、要介護者 3・4・5 の者(施設入居者を除く)」、「【要配慮者 2】

乳幼児、精神障がい者、一時的に行動支障を負っている妊産婦や疾病者、その他本人又はその保

護責任者が、外部支援を必要と判断する者」と定義し、主に要配慮者 1の実態・課題を把握する。 

2) 参考文献(6)によると、避難所では 1人あたりの収容面積は 2.15～3.98 ㎡／人以上必要であると

定義されていることから、本研究では避難に要する 2㎡／人、4㎡／人として、算出。 

3) 床面積に対する避難場所利用可能人数・率をそれぞれ以下のように定義して、算出。 

独立住宅・住商併用建物 2人、集合住宅・事務所・倉庫・専用工場・運輸施設 5%、供給処理施設・

医療施設 0%、商業施設・宗教施設・官公庁施設 20%、教育施設・文化施設 40%、公園・緑地 70% 
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