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1. 「帰宅困難者」とは？



地震発生時、外出している人の
うち、近距離徒歩帰宅者（近距離を
徒歩で帰宅する人）を除いた
①帰宅断念者（自宅が遠距離にある
こと等により帰宅できない人）と

②遠距離徒歩帰宅者（遠距離を徒
歩で帰宅する人）をいう。

内閣府中央防災会議
首都直下地震避難対策等専門調査会

2005（平成17）.02.25



内閣府中央防災会議
（統計上のおおまかな定義）

帰宅距離

１．10㎞以内は全員「帰宅可能」
２．10㎞を超えると「帰宅困難者」が現れ
３．20㎞まで1㎞ごとに10%逓減

４．20㎞以上は全員「帰宅困難」
としている。



10㎞地点
尼崎、豊中、門真
長田 阿倍野区

住吉区

20㎞地点
芦屋、箕面
北千里

生駒 柏原
藤井寺、堺西区

大阪駅からの
およその目安

※直線距離



2. 事例



東北地方太平洋沖地震
2011（平成23）年

3月11日（金）
14時46分18.1秒



3.11 新宿西口 滞留者で溢れる歩道
（写真提供：都政新報社）

3.11当日の品川駅付近の道路
（東京都HP）



新宿西口 滞留者で溢れる歩道
（写真提供：都政新報社）

（2011年3月11日、新宿駅）
撮影：一般通行者

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/2011_Sendai_earthquake_Shinjuku_Station.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/2011_Sendai_earthquake_Shinjuku_Station.JPG


新宿西口 徒歩帰宅者で溢れる歩道
（写真提供：都政新報社）



ＪＲ横浜駅で座り込む帰宅断念者＝１１日午後７時ごろ（共同通信）



帰宅断念者に開放されたホールで体を休める帰宅断念者=横浜市西区で11年3月11日
（写真：講談社現代ビジネス）



2011年台風15号
2011年9月21日午後2時頃、静岡県浜松市付近に
上陸。関東地方への接近が帰宅ラッシュ時と重な
る時間帯となった。
首都圏では公共交通機関が都営地下鉄大江戸
線を除いて軒並み運休。
東日本大震災以来の多数の帰宅困難者が発生
台風の過ぎ去った21時ごろから順次、徐行運転で
の運転再開した。

駅や会社などで待機していた利用客らが一斉に
駅に押し寄せ、ホームへの入場制限なども行われ
たため、正常化には終電までかかった。



3. 「事例」から学ぶもの



2012（平成24）年2月 東京消防庁予防部

東北地方太平洋沖地震時の対応状況等の調査結果

（2014年06月20日 抜粋とフォーマットのアレンジ ：杉原 利典）

＜アンケート調査＞
調査項目の中の「帰宅困難者」の状況を問う内容から

対 象：都内の防災管理対象物
（消防法施行令第4条の2の4に定める防火対象物）
①11階以上で延べ面積⇒10,000㎡以上
② 5階以上10階以下で延べ面積⇒20,000㎡以上
③ 4階以下で延べ面積⇒50,000㎡
④1,000㎡以上の地下街

調査数：1,805件 回答数：1,602件（88.8％）



・地震による不安から
大勢の従業員が敷地外に溢れ、

館外への誘導に時間がかかった。

・外部の帰宅困難者がロビー等に一時集中し、
パニックに陥る寸前であった。

・帰宅困難者が
地震発生直後から多数押し寄せ、
予想外の対応をせざるを得なかった。

＜現場の状況＞①



・駅が閉鎖したため
「路上の帰宅困難者」が多数流入。

・外部からどれくらいの人数の帰宅困難者を
受け入れることになるのか予想がつかずに
「待機場所」の選定や「食糧準備」などの
判断に困った。

・建物の安全が確認出来なかったので、
お客様に外に出ていただこうとしたが
「お叱り」があった。

＜現場の状況＞②



・周辺の路上に人が溢れたため、来客を
館外へ誘導ができず、交通渋滞が解消
するまでの間、「館内待機」以外の対応が
とれなかった。

・館内放送を積極的に活用し、情報提供
するなどして「在館者の不安を減らす」よ
うに努めた。

＜現場の状況＞③



＜現場の状況＞④

九段会館：
天井が落下して壁が倒壊２５人負傷
２人が死亡

町田市：コストコ多摩境倉庫店
駐車場スロープ崩落、車に乗っていた
２人が下敷きになって死亡



3.11の事例から学ぶ「教訓」

＜ハード＞

施設（建物点検、備品固定など）

＜ソフト＞

従業員の学習、訓練など
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規模の大きい地震が発生した時に起きる
周期の長いゆっくりとした大きな揺れ。
地震波の周期と建物の固有周期が一致
すると共振して、建物が大きく揺れる。

高層ビルの固有周期は長周期の波と
「共振」しやすい。
共振すると高層ビルは長時間にわたり大
きく揺れる。高層階の方がより大きく揺れる
傾向がある。

南海トラフ地震と「長周期地震動」



大阪府咲洲庁舎地上55階・地下3階高さ256m 

2011（平成23）年3月11日
東日本大震災による高層ビルの被害

さきしまコスモタワー



・エレベータ4基に5人が最大5時間閉じ込め

・スプリンクラーが破損してロビーが水浸し

・天井ボードや壁面パネルなど10か所損傷

・レール付のロッカーが左右に大きく揺れて
中のファイルが散乱した。
ゆっくり大きく揺れ、「船酔いみたいになって
気持ち悪い」と言う職員もいた

震度 3



非常に厳しい

やや厳しい

PL値：地層全体の液状化
可能指数

出典：大阪府 南海トラフ巨大地震による震度分布・液状化可能性の詳細図
（更新日：平成29年2月15日）



4. 関連法律改正、策定など



防災関連

法律改正の経過



2012.06.27 

「災害対策基本法」 改正公布
同日から施行

（平成24年法律第41号）

地球の変化
を受け止め

行政の限界
厳粛に認識

1961（S36）年11.15 

施行から50年（伊勢湾台風） 27

「地域自主防災」の重要さを認識



第7条１項 地方公共団体の区域内の

公共的団体、防災上重要な施設の管理
者その他法令の規定による防災に関す
る責務を有する者は、基本理念にのつ
とり、法令又は地域防災計画の定める
ところにより、誠実にその責務を果たさ
なければならない。

住民の責務



住民の責務

第７条３項
基本理念に盛り込んだ「自助」
の観点から、住民の責務の例
示として、食品、飲料水その他
の生活必需品の備蓄や防災訓
練への参加を明記。
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大阪市防災計画・地区（地域）
防災計画の策定

地域防災計画の実効性を高めるための

大阪市防災・減災条例
2015（平成27）年2月1日

施 行

【構成】
第1章～第7章 第1条～第29条



第2章 本市の基本的責務

（本市の責務）
第4条 本市は、前条の基本理念に
のっとり、市民等の生命、身体及び
財産を災害から保護するために必
要な防災、減災対策を講ずるよう努
めなければならない。



公助の限界

●災害直後は、各種災害対応のニーズが

急増

>人命救助、消火活動

>情報収集（災害情報、被災情報）

>情報発信（避難勧告等） など
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行政に帰宅困難者対応を多くは望めない



●地域が共同体として連携するための支援

>事前に協議会を組織

>共通理解のもとで統一的なルールを作成
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・個人や一事業者では対応が困難

・事業者の負担をできるだけ分散

（スペース、人的資源等の相互補完等）

・統一的な方針で実効性を伴う対策が期待できる

（例：現場担当者の迅速な意思決定を支援）

大量の人々を適切にコントロールする

公 助



第3章 市民の責務

（市民の責務）

第8条 市民は、基本理念にのっとり、その
所有し、又は管理する施設及び設備の災害
に対する安全性の確保、防災・減災に関す
る知識の習得
その他の自ら災害に備えるための手段を講
ずるとともに、防災訓練への参加、災害時
における相互の協力体制の構築のための
自主防災組織の結成その他の防災・減災
の取組を行うよう努めなければならない。



2 自主防災組織は、基本理念にのっと
り、地域の特性に応じて当該地域に
係る防災・減災に関する計画を作成
するよう努めるとともに、防災訓練
その他の自主防災活動の推進に努
めなければならない。

3 市民及び自主防災組織は、本市の
実施する防災・減災対策に積極的
に協力するよう努めなければなら
ない。





「平時の備え」は
大丈夫か？

「自助」が成って「共助」が可能となる！

最善の備えは「自助・共助」



2 事業者は、基本理念にのっとり、
防災・減災及び災害が発生した場合に
おける事業の継続又は早期の再開に関
する計画を作成するよう努めなければな
らない。

3 事業社は、本市の実施する防災・減災対
策に積極的に協力するよう努めなけれ
ばならない。

事業継続計画（Business Continuity Plan）
策定は、事業者とって、焦眉の急である。



【事業所の自助対策】

①従業員の一斉帰宅抑制

②施設利用者の安全確保

【事業所の共助対策】

①一時滞在施設の確保（希望者の受入）

②情報収集・伝達の拠点機能
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事業所の自助・共助



「共助」の啓発と推進

同じ建物内の各テナント（従業員個々）
の「役割分担」は明確か？

同じフロア の各部署（従業員個々）の
「役割分担」は明確か？

「傍観者」が一人でもいてはならない！


