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気象変動に対応するには 

これまで経験したことのない豪雨による土砂崩壊、洪水が発生しました。気

候変動によるもので、これからは、豪雨災害の頻度は高まるものと指摘されて

います。 

兵庫県のうち神戸、明石の企業においては、電車の不通もありましたが、土

日も挟みましたので、大きな混乱なく対応ができたものと思料致しますが、次

の事例を把握しています。 

新聞報道では、アルミ製品製造工場で水蒸気爆発が発生 

樋にゴミが詰まり、雨漏りが発生。セコム機器が濡れて異常警報を出したた

め、警備員が駆け付けた。 

アースを水道管に接地していたところ、導管は、蛇口付近は金属ですが、途

中からは強化プラスチックの絶縁体に変更されていて、このとき雨漏りにより

水浸しになった床面と電気器具との間に回路が発生して、小さな感電ヒヤリハ

ットが発生した。 

家庭を心配する職員に対して帰宅許可を出したが、電車が不通になっていた

ため、社用車に乗り合わせて、運行している区間の駅周辺の駐車場に停車させ、

そこで解散させるという措置をとった。 

物流の遅れのために宅急便がすぐに届かなかった。 

１ 事業場における検討事項 

 工場、事務所内への大量の雨漏り対応 

 書類、パソコン関係の雨濡れ防止 

 高温溶融物の水蒸気爆発対策など 

 感電防止対策 

 床に大量の水が溜まり、このとき器具からの漏電があれば回路が形成 

 漏電遮断器及び接地の確認（急な遮断を防ぐために漏電遮断器非設置のケ

ースがあります。） 

 土砂流入、洪水の対策 

取引先、従業員の住宅、周辺道路について土砂災害警戒区域か否かの確認。 

工場、事務所周辺の排水状況の確認 

 従業員の避難訓練の実施 

（作業停止、出勤不要の指示などのマニュアル作成、体制整備） 

 物流の遅れ対策、連絡網の検討 

（備品、材料、燃料などのストックなど） 



 

2 

 

他事業場の災害事例 

 

 

 

平成 30年 7月 22日提言 

（防災学術連携体の提言） 

温暖化の影響で豪雨の発生頻度が高まり、規模も大きくなる傾向があって、

全国で土石流、洪水などの発生の危険性が高まっている。 

一人ひとりに、災害の危険性を知る義務と、自分と家族を守る責任がある。 

（自助の重要性を強調） 

 

 災害の危険性について新聞報道で特集されていますので、災害の危険性を

知る義務というので、以下まとめてみました。（以下ご参考） 

 

 

県警による現場検証 7 月 19 日 
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２ 土砂災害に対する土木設備的な対策は。 

4 年前に発生した土石流対策として住民から強い要望のあった砂防ダムが完

成し、しかし、今回の豪雨ではその新設の砂防ダムを乗り越えて土石流が押し

寄せ、「砂防ダムによる対策では無理だ」と住民を嘆かせている旨平成 30 年 7

月 24日に報道されています。 

何十年に一度の災害の規模を想定して、付近住民を説得してようやく完成さ

せた災害防止のための設備も、さらに、想定を大きく超える災害の前には無力

です。 

 

土砂災害警戒区域 

 土砂災害防止法に基づき都道府県が指定するとあるが、2018 年 7 月に甚大な

被害が出た西日本豪雨において、土砂災害による犠牲者が出た住宅などの約

50％は、土砂災害警戒区域内にあった、と新聞報道が指摘している。また、残

りの約 40％も指定作業中だったという。 

 全国の土砂災害警戒区域は約 53万箇所（国土交通省） 

 災害リスクに関する情報は正しいが、住民の危機意識を高める工夫が欠かせ

ないと指摘しています。 

 

土砂災害警戒区域は、過去の総雨量及びそれによって影響を受ける付近の土

砂の量や、性状によって区域に及ぼす危険性を判断していると思料されますが、

50 年に一度の総雨量による被害は相当なもので、当然、警戒すべき区域は広が

るわけです。 

その内容は、巨大な岩石や多量の土砂が極めて短い時間のうちに家屋に押し

寄せるというものですから、 

土砂災害警戒区域には住めないという判断 

土砂災害警戒区域に住んでいるが、避難指示には必ず従う 

ことが求められ、関係者に多大な心配をかけ、また、被災された場合は救出の

ための大きな負担をかけることになります。 

 なお、家屋など財産の被害については、所有者の負担に帰属するもので、も

し、被害に対して家屋の補修などの補助金の支給をするのであれば、引き続き

その区域に居住をすることを勧めているようにも受け取れるところです。 

 

 



 

4 

 

河川氾濫のひとつの原因 

 

 

バックウオーター現象 

 

 

 

 平成 30 年 7 月 23 日の読売新聞では、土木学会の現地調査結果を報告してい

ます。中州には高さ 10 メートルもの樹木が茂り、流木が引っかかって流れを妨

げ、水位が上昇して、堤防を乗り越えたという。また、支流から本流に流れ込

むに当たって、水位が上昇しているので、流れ込むことができなくなり、バッ

クウオーター現象で、堤防を越えて、このため決壊に至ったと指摘。 

 国土交通省河川環境課は、鳥、魚などの生体系に及ぼす影響を考えて、伐採

を検討するとコメントしているという。 
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防災学術連携体の提言 

 

平成 30 年 7 月 22 日提言 

 

温暖化の影響で豪雨の発生頻度

が高まり、規模も大きくなる傾向が

あって、全国で土石流、洪水などの

発生の危険性が高まっている。 

 

一人ひとりに、災害の危険性を知

る義務と、自分と家族を守る責任が

ある。 

（自助の重要性を強調） 

 

危険性、有害性の調査及び調査結果に基づく評価は、 

50 年に一度の大雨のために周りの山々から流れ込んだ大量の泥水が、流木や

岩を濁流となって押し流すが、河川の中州に樹木が茂っているので、流れがせ

き止められて、水位が上昇し、このため、支流からの水が本流に流れ込むこと
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ができず、支流の水位がかなり上昇して堤防を乗り越えて、または、堤防を決

壊して、洪水となるので、逃げ遅れた住民が被災する。 

 

頻度 可能性 重篤 リスク 優先順位 

50 年に一

度 

めったに

ない 

濁流で、多量の流

木、中州に樹木 

（水位上昇の可

能性大） 

洪水、逃げ遅

れ（命が危険） 

 

（重大） 

 小 下（コンクリ

ートから人へ） 

温暖化の

進行 

たまにあ

る 

 

 大 

高い（人命に

かかわる社会

基盤の整備） 

 

三日間も豪雨が続くということは、これまでに経験したことがないですが、

地球温暖化による影響であることは誰も否定できません。これからどうなるの

かというと、気象変動ですから、例えば、秋雨前線が停滞し、そこに大型の台

風がきて、また、三日間も豪雨が続くということがあるかもしれない。すなわ

ち、「めったにないこと」が「たまにあること」に変化したといえます。 

7月に被害が発生し、10月にまた同じ被害が出ないとは言いえないわけです。 

頻度が高くなり、このためリスクが大、優先順位が高いという評価に至り、

よって、すぐに中州の樹木の伐採を実施、とすべきです。 

 

規範意識が欠如の例 

未成年者に酒を売らないために、販売に当たっては、年齢を確認することが販

売店に義務付けられ、成人の方にも確認が必要です。確認を怠ったために販売を

禁止されたら、その成人も当該お店で買うことができなくなります。 

未成年者に酒を売らないためには、面倒ですが、健全な社会維持のためには、

全体で受容しなければならない対応の一つであり、協力すべきです。 

ところが、平成 30 年 7 月 2 日コンビニで酒類を販売する際の年齢確認に激高

し、レジの液晶パネルを壊したとして、兵庫県警宝塚署は１日、器物損壊の疑

いで宝塚市に住む建設作業員の男（46）を現行犯逮捕されています。同署によ

ると、男は「手の甲で強めにたたいたら割れた」と供述。「俺は何回もここで酒

を買っているのに、なんで毎回せなあかんねん」と話したという。 

 逮捕容疑は同日午後７時 45 分ごろ、宝塚市のコンビニのレジで缶チューハイ

を購入する際、店員からレジで 20 歳以上であることを確認するパネルをタッチ

するよう求められたことに立腹し、「はい」と承諾の表示があるパネルを殴り、
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壊した疑い。 

 同署によると、液晶パネルは 50 万円相当といい、画面にクモの巣状にひびが

入り、割れたという。 

 

命にかかわるという警告ですが、分かっていたけれど対応できなかった 

 

 

隣家が土砂で押しつぶされ

一人が救急車で運ばれ、一人

が遺体で見つかったが、そこ

から約 10メートルの自宅は無

傷。 

 

平成 30 年 7 月 20 日読売新聞の記事では、6 日午後 2 時過ぎに避難勧告が出

たが自宅にとどまっていた方について 1 面記事でその模様を掲載している。 

4 年前、自宅から 5 キロ離れた個所で大規模な土砂崩壊が発生して 77 人がな

くなっているが、その住民にインタヴュー。 

午後 6時過ぎからは携帯電話に緊急避難を指示の発令が継続して着信したが、

動かなかった。指定された小学校までは歩いて 15 分かかる。7 月 7 日の未明、

轟音をきいて外に飛び出すと、隣が土砂で押しつぶされていた。1 人が救急車で

運ばれ、もう一人は遺体で見つかった。自宅は損壊を免れたが、隣家との距離

は 10 メートルもない。 

自宅は塀が高いので、より安全と思って隣家には、「こちらに避難しないか」

と誘ったが、大丈夫と断られたという。 

 

総務省消防庁では、豪雨により出された避難指示・勧告の対象は約 860 万人、

指定する避難所に来たのは約３万人。 

 

人間が危機を楽観的にとらえてしまうリスクが指摘されています。 

例え１０メートルまで土砂が迫った

としても、実際に被害に遭わず、過去に

災害を回避できた場合は、 

（正常性の偏見 毎回驚いてはいられ

ない） 

 

 

今回も大丈夫だろう 

 

 

逃げ遅れ発生

の 心理 
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過去に災害に出会ったが、大体あの時

ぐらいの浸水だろう 

（経験の逆機能） 

楽観的にとらえてし

まう 

 

ある女性の場合 

 その女性は、４年前の土砂災害で、当時自宅から逃げようとした直後土石に

巻き込まれ右足切断し、夫は死亡したという。「あの日を一生忘れることはない」

と、今回も避難指示が出る前にかかりつけの病院に避難したという。 

 

避難行動がとれない 

 どうして避難行動がとれないのか。経験の逆機能などにより「非難するぞ」

という気分になれない場合が多いと指摘されていますが、そこで、行動変容に

つながる動機を検討しますと、  

 リーダーとして見本を見せる 

（自治会の役員なら手本となるべきだし、ご主人とい

うお立場なら家族を守らなくてはいけない。） 

 

 認知して

いるが行動

しない、でき

ない。 

 

（自助の行

動をしない

ことが周り

に悪影響） 

 避難訓練、避難体験ととらえる。 

自分自身も、また、ご家族も学ぶことは多いでしょう。 

悪天候の中、避難場所まで相当の時間がかかるし、

水路からあふれた濁流に、或いは、マンホールに落ち

て巻き込まれるかもしれない。 

 （被害を受けるとは限らないが、ダメもとで参加） 

２,３日を避難所で過ごすことにも学びは多いはず。 

 避難行動をとれる自分を確認する 

（家族などに決意表明して、紙に書いておく。） 

  

 実際に避難所に行くという体験をしていなければ、大雨、強風などの中、避

難は難しい。 

 

 

何度呼びかけられても実感がわかないとの訴え 

 テレビでテロップが流れたが、特に何もしないでいたところ、土砂崩れが起

きて停電。 
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慌てて家族で車に乗り込んでみたが、渋滞で全く進めず、避難所には数時間

後にたどり着いた、と悔やむ女性のインタヴュー記事が掲載されている。 

何度呼びかけられても実感がわかない、という。 

現行 改善を検討 

ですます調から 命令口調に（直ちに避難せよ） 

「伝える」 「伝わる」へ。（管理者は違いを認識する） 

誰が伝えるかが大切 

（切迫感が違う） 

アメリカ大統領が「非常事態」宣言する。 

安倍総理大臣が呼びかける。 

 

情報をいただいても「意味」が分からない 

避難勧告や避難指示は災害対策基本法に基づくが強制力はない。 

気象庁  都道府県 

大雨注意報 

災害発生のおそれがある 

 
避難準備 高齢者等避難開始 

 （人的被害の可能性がある） 

避難を準備 

高齢者や障碍者は避難 

大雨警報 

重大な災害発生のおそれがある 

 
避難勧告 

（人的被害の可能性が高まる） 

指定されて避難所に避難 

大雨特別警報 

数十年に一度の大雨が予測される 

 
避難指示（緊急） 

（人的被害の可能性が非常に高まる） 

指定されて避難所に緊急に避難 

 

安否確認を実名で 

 DV 被害者などで名前を知られたくない人もいる。氾濫した川を見に行って被

災したなどと家族にとって不名誉と思われる事項もある。プライバシー保護を

理由に慎重姿勢を示す都道府県がある一方、個人情報保護法では「生命、身体

又は財産の保護のために必要ある場合」を例外としているし、過去、実際は避

難所にいた人を行方不明者として捜索したこともあったから公表したとする都

道府県も出た。 
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 自分が行方不明となっていることを知ったときに、すぐに避難所の職員に伝

え、都道府県に無事を知らせたが、捜索で警察や自衛隊の手を煩わせずによか

ったというインタヴューも掲載されている。 

 不明者情報の取り扱いは課題となっている。 

  

 土砂災害警戒区域であることが分かっても移転しない。 

 砂防ダムがあれば安心だと思う 

 河川の中州に樹木があっても、生態系を優先する。 

 命にかかわることがあるというので、避難指示があっても、行動しない。 

 避難指示の意味を理解していない 

 自助の重要性を指摘されている。 

 自衛隊、行政等の捜索に対して、個人情報保護を優先し、氏名公表非同意 

 


