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津波浸水による浸水区域外における災害時避難所等の確保に向けた取り組み
東日本大震災では、巨大津波の恐怖をまざまざと見せつけられました。世界でも最先端の災害知を持って
しても十分に対応することができなかった反省にたち、現代の科学的知見に立脚した最大級の地震である南
海トラフ巨大地震が想定され、これに伴って発生する巨大津波による被害想定が公表されました。低平地が
拡がる大阪平野沿岸域は、
4m以上の最大浸水深が想定されており、
大阪平野に住む人々にとっては大いなる脅
威です。ひとたび浸水すれば排水に時間を要するであろうことや、浸水エリア内の災害時避難所の機能を確
保することが一定期間困難になることが想定されるため、浸水エリア内の住民が安全・安心に避難生活を営
むには、非浸水エリアへの避難行動計画（二次避難計画）を策定しておくことは非常に重要な課題です。
このような背景から、大阪市とCERDは連携協定を締結し、2017年度より津波浸水エリア外への避難行動
計画の策定に取り組んできました。大阪府が提示している浸水深情報に基づいて、下水処理ポンプ施設を用
いた排水時間を推定して、二次避難を始める時機についてシミュレーションを実施し、地震による被害も想定
した上で避難人口を推定してきました。これらの知見に基づいて避難経路を模索し、避難者による避難経路
の混雑度を検証するための図上訓練を実施するとともに、実地検証も行って計画策定のためのフィードバッ
ク材料としました。2020年度は、避難者側の視点だけでなく、避難者を受け入れる側の視点も取り入れた検
討を行っています。さらに、COVID-19の感染拡大を受けて、避難計画策定において感染症拡大期における
避難所生活環境を考慮することとしました。
このように、
二次避難計画の策定は進化しています。
今後は、
市民も含めた避難行動訓練や、
避難行動要支援
者および外国人などの多様な人の視点をも取り入れた計画へと練り上げていかれることと思います。
策定に関
わる皆様にはさらなるご尽力をお願いしますとともに、
関係者や市民の方々にはご支援とご参画を切望します。

図上訓練の様子

自主防災にむけた新潟県立大学の取り組み
新潟県立大学国際地域学部 准教授

関谷浩史

信濃川流域に広がった新潟の市街地は、海抜ゼロメートル地帯が市域の３割ほどを占めていて、排水は
自然排水ではなくポンプ排水に頼っています。新潟県立大学関谷研究室が研究を進めている「天明町」
は、信濃川の中州であった流作場を起点に発展した町で、整備された掘割には船が往来し、交易の拠点と
して賑わっていましたが、1964年の新潟国体にむけて掘割は道路に更新され、転換を余儀なくされた産
業が、町の活気を消失させました。
さらに同年、新潟地震が発生し、4ｍほどの高さの津波が市街地を襲い、天明町

センサー付き電動車椅子による路面調査

は都市機能を喪失しましたが、1907年に発生した沼垂大火では、罹災した被害者の
受け入れ先になりました。しかし、同世代が移り住んだことによって、今や世帯の半
数近くが60歳以上となり、多くの単身高齢者が在住する町になっています。
商業地から住宅地に転換した天明町は、土地の細分化が進んだ結果、消防車が
進入できない細街路が大量発生し、地域の災害リスクを高めています。細街路には
植木鉢や自転車などの日用品が路上にあふれ、地盤沈下や老朽化で生じた路面の
凹凸と相俟って、高齢者の転倒事故は後を絶ちません。
こうした地域課題を受け、関谷研究室は企業の協力のもと、
「センサー付車椅子
を活用した歩行環境計測」を実施しました。道路の陥没を測定する機材を搭載した
車椅子を活用し、路面状況を計測したデータとGPSの位置情報を紐づけて記録さ
せ、取得された各種データをメッシュデータに変換して避難経路のヒートマップを作
成しました。このマップによって、20分という河川氾濫の避難猶予に対し、歩行時に
生じる身体負荷を勘案した、安全で効率的な移動の検討が可能になりました。

避難経路のヒートマップ
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都市防災のシチズンサイエンス vol.16

CERDオンライン防災講座「with コロナ時代を生き抜くには」
毎年、9月の防災月間に大阪市立大学文化交流センターにおいて4回シリーズのCERD防災講座を提供しています。2020年は新型コロナウイルス感染症の影響
で対面開催は断念し、世界で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症に関して多様な分野の研究者が担当する withコロナ時代を考える オンライン講座を企
画しました。連日の報道で、新型コロナウイルス感染症に関して膨大な情報が発信されています。本講座を参考に新型コロナウイルス感染症を正しく恐れ、対策
を進めてください。感染症も 災害 の一種です。地域コミュニティの安全・安心を目指すCERDが、自然災害にくわえて感染症においても教育・研究機関として
貢献できればと考えます。

第1回

地域におけるIT活用を考えよう

YuMake合同会社・代表社員 佐藤 拓也
（CERD特別研究員・Code for Japan アドバイザー）
「地域におけるIT活用を考えよう」と題し、ITを地域
の自助・共助にどのように役立てられるかイメージでき
るようになることを目標として講座を行いました。
コロナ禍では、IT活用がいっそう推進されています。
例えば、コロナウイルスの感染状況についてWEBサイト
を通じて可視化する動きも全国各地で進められました。
また、SNSの使い方など広く使われているコミュニケー
ションツールの使い方や、SNSを使った近所でのコミュ
ニケーションのあり方を、地域で考えることも大切です。
ゲームの世界でも、災害に備えた家具の設置方法など
が啓発されるようになりました。
普段使いのツールに、いかに防災のことを忍ばせてお
くか。日頃から知らないうちに触れておくことが、大きな
備えになります。皆さんの地域でも、ぜひできる所から
始めてみてください。

第2回

専門家・行政官・政治家

法学研究科・教授

−その領分と責任−

手塚 洋輔

この回では、新型コロナウイルス感染症への対応を念
頭に置きつつ、これまで広く行われてきた予防接種を素
材にして、
「政治」と「科学」との緊張関係に留意し、政治
家と専門家、それらをつなぐ行政官の相互関係として
政府の対応メカニズムを考えました。実際、予防接種の
ような専門性の高い領域でも、事後的な非難の可能性
が絶えず問題になってきました。特に専門家の見解が分
かれる問題は、従来から行政官の責任で決定できず、
政治家（大臣）の責任が重要だったことを指摘しました。
今般の新型コロナ対策では、専門家の登用が行われま
したが、専門家会議は途中で性質を大きく変化するこ
とになりました。想定と異なり政治家・行政官・専門家の
関係の不具合が生じていたと考えられます。このことを
含めて、政府の失敗を検証することが必要でしょう。

第3回

災害時の健康管理

CERD兼任研究員 村川由加理（看護学研究科・講師）
本講座では、
「災害時の健康管理」として、感染症とス
トレス反応について取り上げました。災害発生時は、災
害の規模や種類、生活環境の悪化により、感染症の発
症につながる要因が多発します。感染経路には、飛沫
感染、空気感染、接触感染、経口感染があります。予防
としては、手洗いの徹底（特に排泄後、食事前、共有の
物に等触れた後等）、マスク着用（空気感染ではN95医
療用マスク）、咳エチケットに加え、物品共有を避ける、
汚染された飲食物を摂取しない等、感染経路に応じた
対策が必要になります。避難所では、居住スペースの清
掃・室温調整、飲料水と生活用水、食事と食器の管理、
身体の清潔、トイレとゴミの管理によって生活環境を整
えることも大切です。災害時はまた、様々なストレス反応
が生じ、心的外傷後ストレス障害（PTSD）、うつ病、自
殺等が起きることがあります。専門家への相談とともに
被災者が生きる活力を得て、復旧・復興に向けて歩き出
せるような支援が求められています。

第4回

まちと交通

地域連携センター・コーディネーター 鶴指 眞志
新型コロナウイルスの感染拡大は、まちや交通に大き
な影 響を与えました。では、実際にどのような影 響が
あったのでしょうか。これを検証するために、まずは交
通経済論における、交通サービスの性質によって、まち
と交通の関係についてひもときました。そのうえで、直近
の入手可能な国土交通省や鉄道事業者の公表データを
用いて、実際の影響について検証しました。特に、前年
比で鉄道事業者の輸送収入と輸送人員が大幅に減少
していることが明らかになりました。さらに、今年は、イ
ンバウンドによる経済効果が見込めないことにもふれま
した。以上のことから、短期的には、まちの経済状況悪
化や交通事業者の経営悪化による悪循環が危惧され
るという結論に至り、それをうけて、with/afterコロナ
下での、いわばこれまでとのパラダイムシフトを含めた、
戦略（政策）が求められることについて、言及しました。

ディスカッション・まとめ
ファシリテーター

生田 英輔（CERD副所長（地域貢献担当）
・生活科学研究科 准教授）

「中高年のIT活用は進んでいるのか」という質問に対して、実際には若年者以上にFacebookが活用されていること、高齢者でもITを使って孫と交流している事例
が紹介されました。
「コロナで目立つ自治体首長が個性を出して独自に政策を進める方法は適切か」という質問に対して、政策の内容や自治体規模によって、単独か
他の自治体や政府との連携を適切に選択すべきとのことでした。
「コロナで子どもが土などと触れないため、抵抗力が低下していないか」という質問に対して、傷が
ある時に土を触ると破傷風などのリスクもあり、必ずしも現在の除菌や消毒の徹底が問題ではない、という見解でした。
「コロナで利用者が激減した交通機関の将
来は」という質問に対して、交通・観光事業は地域経済への波及効果が高いので、withコロナ時代を見据えた、新たなビジネスモデルが必要ということでした。
今回は4つのトピックでしたが、
新型コロナウイルス感染症に関しては問題が山積しています。
今後もCERDではwithコロナ時代に役立つ情報を発信していきます。
▶ 各回のグラフィックレコーディングは吉田 友子さんに担当いただきました
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防災ミュージアム

地域貢献

高潮対策での地盤かさ上げ事業

千島公園昭和山から望む大正内港

高潮対策事業に伴う地盤かさ上げと開削

大阪平野では、戦前・戦
後を通じ、
大量の地下水揚
水が原因で顕著な地盤沈
下が生じ、大阪市西部は、
19 6 5 年までの3 0 年間で
2m以上沈下しました。地
盤沈下によって台風時の
高潮で大規模な浸水被害
が何度も発生し、大阪府・
市は、地盤沈下防止と高潮への対
策事業として地下水揚水規制や防
潮堤構築を進めました。港湾地域
は、船の着岸や荷役に支障をきた
すため、
防潮堤でなく盛土による地
盤かさ上げが行われました。港区・
大正区では2m前後のかさ上げが
行われています。
かさ上げに必要な
土砂として、
同時に行われた安治川
河口部や大正内港の開削を行い、
得られた土砂が利用されました。
大
正区千島公園付近はもともと大正
貯木場でしたが、地盤かさ上げで
陸地となったあとも、
地下鉄掘削残
土によって 標 高 3 3 mの昭 和山と
なっています。この貯木 場に替っ
て、沿岸部南方の住之江区平林に
貯木場が移されました。
地盤かさ上
げは、単に盛土をするというだけで
なく、住民転居やライフライン敷設
など街を改めて造りなおすという大
事業だったのです。

コミュニティ防災教育

チーム纏プロジェクト学習会を実施しました
10月にスタートしたチー
ム纏プロジェクト（住之江
区地域防災力強化事業）
の学習会を別表の通り開
催しました。
第2回以降の学習形式
は、
新型コロナ感染拡大状
況を鑑みて、eラーニングと
し、
自宅での受講を原則と
しました。
ただし、
自宅での
通信機器や通信環境等に
より、
受講生が希望すれば
住之江区役所及び南港地
域の社会福祉会館で開設
する会場においても受講で
きるよう配慮しました。
受講生は区内中学校の
第4回学習会のスクリーンショット
参加希望者で、受講希望
者33名のうち参加者はオンラインで平均９名ほどですが、オンデマンドでいつでも
学習できるようにバックアップしています。
本プロジェクトは 土地の生い立ちを知る ことから始まり、
第2回は 避難行動を
考える ために重要な情報収集や発信力についてでした。第3回の 避難計画を立
てる ためには、事前にできることを決して疎かにしないよう計画することの大切さ
を伝えました。
そして第4回の コミュニティ防災 では災害から自分のいのちを守る
ことが、
災害時、
周りの人のいのちを助けることにつながるという内容でした。
第5回
の講義は コロナ禍における避難所開設 というまさにタイムリーなテーマで、生活
科学研究科の大学院生 宮﨑千紗さんによるワークショップも実施しました。
学習で考え、計画を立てても実行させるためには体力が必要です。そのための
ストレッチ、持久力、筋力の強化についてのプログラムも実施しています。
さらに学習を深めるために実習として避難経路マップと非常用持出袋を作り、
避難カードを作成し、成果はファイナルイベントで発表してもらう予定です。
開催日

内容
学習
防災体力
第2回 2020.11.9 学習
補 講 2020.11.29 防災体力
学習
第3回 2020.12.13
防災体力
学習
第4回 2021.1.24
防災体力
学習
第5回 2021.2.14
防災WS
第1回 2020.10.11

テーマ
土地の生い立ちを知ろう
マイ防災体力
避難行動を考えよう
柔軟性を高めるストレッチング
避難計画を立てよう
持久力を高めるトレーニング
コミュニティ防災
筋力とトレーニング
コロナ禍における避難所開設
ライフハックを探せ！

都市防災研究

御坊まち活ゼミナール＋

活動報告 −災害知の共有を目指して−

令和2年11月15日（日）和
歌山県御坊市にて、紀の国
大学3校（大阪市立大学、和
歌山大学、和歌山工業高等
専門学校）と御坊市役所が
協 働で、
「 御 坊まち活ゼミ
ナール＋（プラス）」を実施
しました。午前の防災まち
歩きでは、津波避難タワー
や御坊寺内町会館を見学し
ました。午後は御坊市役所
にて防災ワークショップと
津波避難タワーの説明を聞く参加学生
して、まち歩きを振り返り、
防災に関する新たな発見をマップ上に記載した後、御坊市内の津波避難タワーの
愛称や活用法を考案してもらいました。参加学生からは「御坊市の防災への取り組
みを知れて良かった」、
「歴史を大事にしている地域だと感じた」との感想がありま
した。オークワロマンシティ御坊店でもワークショップのライブ配信や防災用品体
験を実施しました。CERDからは佐伯副所長・生田副所長が企画運営にあたりまし
たが、事前学習から当日の案内まで御坊市役所には多大なる貢献をいただき、官
学連携のコミュニティ防災の活動の輪が広がることが期待されます。

第25回サイエンスカフェ
2021年1月19日
（火）
「新型コロナと街のにぎわい」
高松 正人 氏
（観光レジリエンス研究所 代表）
人類が初めて経験する
「現代
的パンデミック」はワクチンの接種
開始、経済などとの両立の動きな
ど出口に向けて様々な模索が続い
ています。
そうした中で、今後どの
ように街のにぎわいを取り戻してい
第25回サイエンスカフェ
けばいいのかについて考えました。
第26回サイエンスカフェ 2021年3月16日
（火）
「熊本地震 航空会社の対応」
奥田 和昭 氏（日本航空 健康管理部 統括マネージャー）
2016年の熊本地震において、公共交通機関として運航を再開するミッションを果
たすために山積する課題に対し、社内外の関係者との連携と調整を繰り返しなが
ら、運航再開に至った経緯と対応のポイントについて、
当時の状況を振り返ってお話
しいただきました。

CERDの活動・お問合せは下記よりアクセスください

https://www.cerd.osaka-cu.ac.jp
office@cerd.osaka-cu.ac.jp

市大 CERD

大阪市立大学
都市防災教育研究センター

