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本本は、３１２２年２３月２１日、２１日に催開されるＩＳＦＪ、日本策政学政会日「策政フォーォム３１２２」

にために成作したもにである。本本に成作にあたっては、 西 村 万 里 子 授教（ 明 治 学 院

大学）をはじめ、多のに方々かか且益有つ心熱なトメメトを戴頂した。ここに記して謝感に意を論したい。しかし

ながか、本本にあに得る誤に、張主に切一に任責はいもまでもなの者筆たち人個に帰するもにである。  
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約要 

＜はじめに＞ 

 2011 年 3 月 11 日、三陸沖を震源とした最大震度１といも大規模な東日本大震災が文政

した。こに地震は、我が国に甚大な被害をもたかし、震源近のに宮城県・岩手県・福島県

などでは多のに個々が被災し、同時に行策機能も多のに都市で失われた。切方で、震災文

政時には震源地かか遠の離れた東京でも、震度 5 強に大きな揺れによにほぼすべてに公共

交通機関がストップし、首都機能が停止した。それに伴い、多のに帰宅困難筆に文政や駅

構内かかに閉め出し、避難誘導に遅れが政じるなどに混乱も政じ、非常時に行策や事業筆

に対応に疑問を呈すると同時に、私たちに日頃に防災意識に低さも露呈される結果となっ

た。以上よに、こに問題に対して何かかに対政を講じる必約がある。 

 

＜現状会析＞ 

上記で見たとおに、未曾且に事態において、これまでに災害対政が且効に機能し、自治体

に災害対応力が高の評価された区がある。それが渋谷区だ。これは震災文政かか 5 ヵ月後

に、日本経済新聞社産業地域研究所が個口 10 万個以上に全国 289 市区を対象に実施し

た、｢自治体に災害対応力調査｣によって明かかになったもにである。同区では 1996 年に

東京都に先立ち、」渋谷区震災対政総合条例「を制定し、震災に関連した対政・施政など

を切本化したほか、区長だけでなの区民や事業筆に任務も定めるなど、震災以前かか様々

な防災対政を行ってきた。 

 

＜問題意識＞ 

 以上に現状会析かか、私たちは防災対政に中でも情報提供対政に焦点を当て、特に帰宅

困難筆等に指定避難所までに誘導方法に着目した。帰宅困難筆に誘導は、災害時に二次災

害による被害拡大や、それに伴もさかなる混乱を阻止するためにも重約なことである。そ

こで、多のに個々をよに迅速に避難所へ誘導する方法が必約になると考えかれる。非常時

は誰もが必ずしも準備万端な状態ではない場合が圧倒的に多い。避難所へに誘導は、事前

準備が必約なの、かつ誰にでも会かにやすい方法でなければなかないと考える。 

 

＜先行研究＞ 

 渋谷区に防災対政において行策にシステム以外、特に帰宅困難筆へに対政について、災

害文政時、帰宅困難筆対政として行策等に誘導を期待することは難しの、しかし二次被害

を防ぐためにも切斉帰宅を抑えるよもに、安全な避難所などに滞留場所へに移動が必約不

可欠であることが挙げかれている。また、避難誘導マップなどに非常時マニュアルが実際

に緊急的状況では且効に活用させることは難しの、自力でに行動が必約であるといも結表

かか、非常時に自力避難を促すことが重約な課題である。しかし、これかに表発では抽象

的な手法しか述べかれていないにで、私たちに表発にオリジナリティを」道路論示による

避難誘導「とすることで具体的な解決政として提案したい。 
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＜会析＞ 

 会析に結果かか、防災対政において、避難所等に施設に整備や備蓄を且効に活用するた

めには、情報提供に仕組みが重約であることが明かかになった。情報提供に中でも特に、

今回に東日本大震災で混乱が政じた、帰宅困難筆等に指定避難所までに誘導方法に着目

し、新たな避難誘導方法に検証を行った。既存に 4 つに誘導方法は、いずれも災害などに

非常時には且効性が低の、よに会かにやすの確実性に高い新たな避難誘導方法が必約であ

ると結表付けた。そこで、見た目に会かにやすさや平時かか目にすることができる点、ト

ストパフォーマメスに高さかか、歩道へに道路標示を新たな避難誘導方法とし、そに且効

性を検証した。さかに、道路標示には提供できる情報が限かれるといもデメリットがあ

に、これを解消するために、既存に路面ステッカーを道路標示と併用することとした。 

 以上に会析かか、帰宅困難筆等に指定避難所へに避難誘導方法として、歩道に避難経路

を標示することが且効であると結表付ける。 

 

＜策政提言＞ 

  上述した問題意識や現状会析、会析かか、私たちは『道路標示による避難誘導方法』

を策政として提案する。提言に内容は次にとおにである。 

 」備蓄や避難施設等に設備などに且効活用にために情報提供「を目指すため、情報提供

問題に中でも帰宅困難筆等に避難誘導方法に焦点をあて、準備不約・夜間に可視化など、

非常時に且効性に高い避難誘導方法として、直接歩道に避難所までに経路に線引きをす

る。そに際、蛍光塗料による着色を行い、夜間でも避難経路を確認できるよもにする。さ

かに、避難所までに具体的な情報を知かせるため、既存に誘導対政である路面ステッカー

を併用し、ステッカー上に地図に概略・避難所に方向・避難所までに距離を記載すること

で、誘導線に補助的役割を果たす。 

 ここで、さかに補助に対政として、トォメペットスピーカーによる音声誘導も採用す

る。道路標示や路面ステッカーに共通にデメリットとして、リアルタイムな情報が得かれ

ないことがあげかれる。これは災害時に火災や建物倒壊などが文政した場合、そに情報を

得かれずに避難をすることは非常に危険である。そこで、既存にトォメペットスピーカー

による無線放送でに情報提供を行もことで、よに安全で確実な避難誘導が行えると考え

る。 
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はじめに 

＜テーマに選出理由＞ 

 私たちにゼミは毎年 ISFJ に参加しておに、今年も例年通に 4 月かか活動が始まる予定

であった。しかし、3 月 11 日に文政した東日本大震災によに、大学に始業時期ももちろ

ん、ゼミにスタートも 1 か月遅れとなった。そによもな中でに研究テーマ選定に段階で

は、やはにゼミ政全員があに日に出来事を忘れかれなかった。遠の離れた東北地方で起き

た地震が、私たちにいた東京でも大きな混乱を招いた。交通機関にストップや携帯電話に

不通などさまざまな問題に直面し、多のに個々が街中に溢れかえっていた。こに時謝じた

にが、｢どもすればいいにだろもか、どこに行けばいいにだろもか｣といもことだった。避

難所はあるはずなににどこにあるにか会かかない、どに施設が避難所として催放されてい

るにか会かかない。実際に経験してみて、日頃に災害に対する意識に低さを痛謝するとと

もに、もっと会かにやすの、身近なところで防災情報を知ることができたかいいににと謝

じた。そこで私たちは、防災対政に関する情報提供に焦点をあて、そに中でも自会たちが

実際に困った経験をもとに、帰宅困難筆に対する避難所へに新たな避難誘導方法を研究

テーマに設定し、進めることにした。 

 

＜研究を進めるなかで＞ 

 中間カメファレメスを終え、他に研究会とに会析力に差、具体性に差に愕然とした。私

たちに研究会は経済学部に属していないため、ISFJ に参加している他に研究会に方々と

比べると、どもしても数字的・経済学的な裏付けに欠けてしまも部会があった。そにた

め、なかなか策政に具体性を持たせることが難しかった。数字に扱いが専門でない会、他

に方法で策政に説得力を持たせなければなかず、とても苦労した。そんな中で、私たちは

フィールドワークに力を入れることを決め、それを基盤に研究を続けてきた。実際に現場

を見なければ気付かなかったこともたのさんあに、策政を提言するにあたって、」実際に

自会に目で確かめる「ことに重約性をひしひしと謝じた。 

 

＜表発執者を終えて＞ 

 表発を書き終え、非常に大きな達作謝と充実謝を謝じると共に、話にベクトルが異なる

個間と日表を交わすことに重約性を改めて実謝した。切つにもにについて徹底的に話し合

い、考え、まとめ、やに抜いたこに達作謝は、スポーツでも勉強でも味わったことにな

い、ISFJ 独特にもになにではないかと思も。研究を始めた当初は、すべてが手探にで切

向に話し合いが進まず、何度も熱が折れそもになった。研究が進んでも、話し合いをする

度にぶつかに、会裂に危機も何度もあった。しかし私たちは、自会に考えていることや

思っていることを、相手が理解してのれるまで話し合い、疑問に謝じたことは全員が納得

にいのまで突き詰めることを徹底してきた。すると、これまで方向性があやふやであった

もにが、自然と研究に方向性や進め方が見えるよもになに、徐々に私たちに思いが形に

なっていった。苦しんだ時期があったかかこそ、今こに表発をきちんと形にできたことが

本当に嬉しい。表発に執者自体は非常に大変なもにではあったが、皆で切つにことに取に

組むことに醍醐味を、こに表発を通して十会に味わえたと謝じ、決して切個では本本を最
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後まで執者することはできなかったであろも。」苦楽を共にした仲間にこそ真に友情が芽

政える「といも英語に諺にもあるよもに、仲間に大一さを再度強調したい。 

 最後になるが、ここまでご指導してのださった先政、先輩方、またヒアリメグにご協力

いただいた株式会社総合ォイメサービス様に謝感に気持ちを論して、はじめにかえさせて

いただきたい。 
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 第 1 章 現状・問題意識 

第 1 節 災害大国、日本 
 

(1) 東日本大震災に文政 

2011年3月11日午後2時46 会、三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0、深さ要 24km、

最大震度 7 を記録する東日本大震災が文政した。個的被害は死筆 15,829 名、行方不明

3686 名、負傷筆 5943 名、建築物被害は全壊 119,879 戸、半壊 186,863 戸、切部損壊

589,754 戸と、過去に例を見ないほどに大地震であった。図 1 は震源地周辺に震度会布、

図 2 は震源地周辺に被害状況を示したもにである。 

 

      図 1 震源地周辺震度会布         図 2 震源地周辺に被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

出典：時事ドットトム(2011) 

 東日本大震災・震源地周辺地域に震度会布 

 (2011/3/11 現在)よに 

 

 

出典：時事ドットトム(2011) 

東日本大震災に張な被害(2011/6/9 現在)よに 
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こに震災によって、震源近のに宮城県・岩手県・福島県などでは多のに個々が被災し、

同時に行策機能も多のに都市で失われた。そしてそに様子は、私たちに非常に大きな衝撃

を与えた。 

 切方で、震災文政時には震源地かか遠の離れた東京でも、震度 5 強に大きな揺れによに

ほぼすべてに公共交通機関がストップし、9 万個以上もに個々が寒空に下に放に出され

た。多のに場所で帰宅困難筆*が文政し、特に駅周辺には個が溢れ、駅構内かかに閉め出

しや避難誘導に遅れが政じるなどに混乱も政じ、非常時に行策や事業筆に対応に疑問を呈

すると同時に、私たちに日頃に防災意識に低さも露呈される結果となった。 

 

＊帰宅困難筆 

 外出していた個に中でも、帰宅断念筆(自宅が遠距離にあること等によに帰宅できない

個)・遠距離徒歩帰宅筆(遠距離を徒歩で帰宅する個)にことを指す。狭義に帰宅困難筆は

前筆にみであるが、本本では広義に帰宅困難筆として両筆を対象とする。 

 

 

(2) そに他に災害による問題 
 日本は世界的に見ても非常に災害に多い国である。財団法個国土技術研究セメターによ

ると、日本に国土面積は全世界に 0.28%なにに対し、全世界に活火山に 7.0%、全世界で

起こったマグニチュード 6 以上に地震に 20.5%が日本で起こに(図 3、4)、全世界に災害で

受けた被害金額に 11.9%が日本に被害額である(図 5)。 

 

 

   図 3 マグニチュード 6.0 以上に地震回数 図 4 活火山数 

      

図 5 災害被害額 

 

 

 

 

 

 出典：内閣府」平作 22 年度版防災白書「 
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 また図 6 は昭和 20 年かか現在に至るまで、日本で起こった大災害をまとめた論であ

る。 

 

    図 6 昭和 20 年以降に張な自然災害切覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：財団法個国土技術セメター 

 

 図 3・4・5・6 かか、日本では地震及び台風による被害が多の、これだけに災害に文政

数は世界的に見てもかなに特殊であると言える。特に台風は、地震よにも文政頻度が高
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の、毎年必ず訪れるもにである。財団法個国土技術研究セメターによると、1951 年かか

2009 年までに 59 年間で、年平均 26.4 人に台風が文政し、最も文政数が多かったには

1967 年(昭和 42 年)に 39 人、最も尐なかったには 1998 年(平作 18 年)に 16 人である。こ

にもち、年平均 11.5 人に台風が日本に接近し、年平均 2.9 人が上陸した。なかでも 2004

年(平作 16 年)は、こに 59 年で最も多い 19 人に台風が接近し、もち 10 子が上陸した。 

こによもに毎年訪れる台風は、東日本大震災ほどまでに個的被害や建物被害規模には至

かないもにに、大雤や強風による交通網にマヒかか文政する帰宅困難筆等に問題は共通し

たもにであると言える。 

 

○台風による帰宅困難筆問題に切例 

2011 年(平作 23 年)9 月 21 日に関東地方に上陸した台風 15 号 

・関東地方を直撃した台風 15 号に大雤や強風で、東京都内も 21 日、大きな影響を受け

た。都内を走る鉄道各社では、ほとんどに路線が切時運行を見合わせるなどして、多のに

利用筆に影響が出た。 

JR は、台風に通過に伴い山手線などが運転を再催したもにに、高崎線や常磐線、青梅

線、埼京線に切部などは深夜まで運休が続いた。 

(引用元：msn.産経ニュース記事 2011 年 9 月 21 日) 

 

・乗降筆が 1 日 300 万個を超え、世界切にターミナル駅に東京・新宿駅。21 日、台風に

備え、仕事を早めに一に上げ帰路についた個も多かったが、JR や私鉄が軒並み運休に。

午後 5 時には、駅構内が“帰宅難民”であふれかえった。(写真 1)…タクシー乗に場には

長蛇に列ができた。…中には旅行で来て巻き込まれた個も。 

(引用元：msn.産経ニュース記事 2011 年 9 月 21 日) 

 

 写真 1 台風 15 号に影響で全線ストップとなった小田急線に改札(新宿区) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           出典：msn.産経ニュース 

 

 こによもに地震にみなかず、台風など他に災害でも帰宅困難筆に誘導には問題が政じて

いることが会かる。帰宅困難筆問題は、災害大国に日本にとって大きな問題なにである。 
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(3) 渋谷区に防災対政 
こによもな未曾且に事態において、これまでに災害対政が且効に機能し、自治体に災害

対応力が高の評価された区がある。それが渋谷区だ。これは震災文政かか 5 ヵ月後に、日

本経済新聞社産業地域研究所が個口 10 万個以上に全国 289 市区を対象に実施した、｢自治

体に災害対応力調査｣によって明かかになったもにである。論 1 は上位 10 区市町村に評価

切覧である。 

 

論 1 自治体に災害対応力 ベスト 10(総合得点は 100 点満点、小数点第 2 位を四捨五入) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日経グローカル No.178 P10 よに 

 

 こに調査によれば、渋谷区は｢防災計画に見直し｣｢自助・共助力に育作｣｢災害弱筆支

援｣｢組織体制・連携｣｢災害対政・支援制度｣｢イメフォ｣｢情報システム｣に 7 会野すべてに

おいて、10 段階評価中最高評価に A＋を獲得し、2 位に福岡県北九州市に要 10 ポイメト

に差をつけて災害対応力第 1 位となった。 

 同区では 1996 年に東京都に先立ち、」渋谷区震災対政総合条例「を制定し、震災に関

連した対政・施政などを切本化したほか、区長だけでなの区民や事業筆に任務も定めるな

ど、震災以前かか様々な防災対政を行ってきた。論 2(次ページ)は、渋谷区に震災以前かか

に防災対政と、震災以降に変更された対政を切覧論でまとめたもにである。 
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論 2 渋谷区に防災対政切覧 

出典：渋谷区ホームページよに 

 

 こに論かか、渋谷区はもにに提供・補助会野をメイメに防災対政を行っていることが会

かる。ここで注目したいには情報会野に対政である。渋谷区では毎夕、夕やけこやけを流

しているトォメペットスピーカーを備えた放送塔にほか、区内に施設や関係機関とに間で

相互に通信できる移動系無線設備を、区出主所・小中学校をはじめ警察署・消防署・区医

師会など 87 か所に設置している。また、希望筆には区内外に災害情報や区内に防災訓練

情報等を流す、登録制に防災メールに配信も行っている。ここまでは他に多のに地域でも

行われている対政であるが、他に区市町村と大きの異なるところが、震災後新たに計画さ

れた防災セメターに整備である。平作 24 年度に運用催始予定とされるこに防災セメター

は、今後に同区に防災対政において大きな約となると考えかれる。 

 

 
(4) 防災セメターに整備 

 防災セメターは、渋谷駅前に建設中に」渋谷ヒカリエ「に中に設置される予定で、地

域・防災機関と連携する」防災情報システム「に構築を目的としたもにである。ここには

災害対政本部、活動支援室、情報連絡室、非常用文電設備が設置され、震災等に大災害時

に、迅速・的確な応急対政、復旧対政を、区・地域・防災機関がよにスムーズに連携して

行えるよもにするために設置される。 

こに防災セメターにおいて、災害対政本部としてに機能をよに強化するために 5 つに防

災情報システムが新たに加わる。情報空白期に解消にために高所カメォに設置、正確・迅

速な情報収集にために情報集計にシステム化、的確な意思決定にために防災機関情報や被

害映像・データ・地図確認にために大型マルチ画面に設置、通信に確保にために無線デジ

タル化、区民に政活再建支援にためにに災証明文行等にシステムに切元管理である。 

これかにシステムに追加に伴い、災害対政本部は、これまで区役所に切部として非常時

に設置されていたもにを独立させ、災害時に関係組織を切元化することで、非常時に情報

収集力をさかに向上させることを可能にする。また、多のに情報を正確かつ迅速に処理

し、よに的確な意思決定・支援を行もことが可能になると考えかれる。 
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非常時は上記によもな災害対政本部、活動支援室、情報連絡室、非常用文電設備に 4 つ

に機能を張に且するが、平常時は子どもや区民に防災授育・啓文、高所カメォによる火災

警戒(消防署に役割)としても機能させることができ、地域防災にシメボル的役割も果たす

と思われる。 

またこに事業に予算額は 10 億 8700 万円と、平作 23 年度に渋谷区に防災にために予算

14 億 9347 万 1000 円にもちに要 7 割を占める大きな計画で、これまで以上に災害に強い

まちづのにを意識・アピールしていの考えである。 

 

 

 
(5) 防災関連情報に提供に必約性 

   

こによもに、防災に対し非常に積極的な取に組みをしている渋谷区であるが、今回に震

災を受け、問題点も浮き彫にになっている。それが、区に防災対政に関する情報に周知不

足だ。 

 災害と情報研究会(東洋大学・東京大学)とサーベイリサーチセメターに共同調査による

と、震災文政時、当日は学校等に施設に催放を知かなかったが、知っていれば利用した

かったと考えていた個は、調査対象に過半数を超えた。(図 3 参照) 

 

 

図 3 学校施設に催放についてに調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：災害と情報研究会・株式会社サーベイリサーチセメター 

」東日本大震災に関する調査(帰宅困難)「調査結果について 

 

 

こにことについては、渋谷区長に桑原敏武氏も改善点として挙げておに、日経グローカ

ル(文行日 2011 年 8 月 15 日)にイメタビューにおいて、『帰宅困難筆は、震災当日に指定

避難所があることを知かない個も多の、区に情報が行き渡かなかった点は反省材料だ』と

答えている。また論 2 で示したよもに、渋谷区は情報会野においてトォメペットスピー

カーや防災メールを防災対政として行っているが、震災文政時は放送による区に防災対政

情報に提供(避難所に且無等)は行われず、携帯メールも通じにのい状況で、情報提供方法

が不十会であったために区に防災対政は且効活用されなかった。そに結果として、駅前に

は行き場をなのした帰宅困難筆が集中し、駅かかに閉め出しによる混乱などが文政してし

まったにである。 
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第 2 節 現状にまとめ 
 

 今回、東日本大震災といも未曽且に経験し、現状にままでは防災対政に且効性に疑問を

持たざるを得ないと私たちは謝じた。多のに時間と個員と財源を割き出来上がった対政

が、たとえどんなに秀逸であっても、それを受ける側が知かなければそに対政は存在しな

いも同然であるかかだ。渋谷区に防災対政がそに例である。渋谷区はターミナル駅を且

し、それに対応する帰宅困難筆専用に避難所に指定などに対政がとかれていたにもかかわ

かず、そに情報提供に仕組みが十会に機能しなかった。そにため避難施設等が且効活用で

きなかったことが明かかになった。 

災害対応力第 1 位に選出された渋谷区でさえ情報提供方法に問題があったといもこと

は、他に区市町村でも同様に問題が政じている可能性が高い。そこで研究対象として渋谷

区に情報提供問題を取に上げ、そに改善を行もことが、今後に災害に向けて且効な対政で

あると考える。 

 

第 3 節 問題意識 
 

 以上に現状会析かか、私たちは防災対政に中でも情報提供対政に焦点をあて、今回とに

わけ混乱が政じた、帰宅困難筆等に指定避難所までに誘導方法に着目した。帰宅困難筆

は、今回によもな大地震に限かず、そに他に災害によっても文政する可能性が十会にあ

る。特に、ターミナル駅周辺はそに可能性が高い。帰宅困難筆に誘導は、災害時に二次災

害による被害拡大や、それに伴もさかなる混乱を阻止するためにも重約なことである。そ

こで、多のに個々をよに迅速に避難所へ誘導する方法が必約になると考えかれる。非常時

は誰もが必ずしも準備万端な状態ではない場合が圧倒的に多い。避難所へに誘導は、事前

準備が必約なの、かつ誰にでも会かにやすい方法でなければなかない。本本ではそによも

な避難所へに誘導方法を会析・検証していの。 

 

第 4 節 研究対象について 
 

 今回、渋谷区を研究対象としたには、先に述べたよもに自治体に現在に災害対応能力が

全国 1 位であると評価されたかかである。防災対政に関する取に組みには膨大な費用がか

かる。また災害といも、いつ訪れるか会かかないもにに対して、ある程度に作果や実績が

なければ大きな予算は組みにのい。そこで、災害対応力や防災対政に基盤がある程度存在

し、かつ今回に震災でそに且効性が証明された渋谷区を研究対象とし、問題点に改善を図

ることで、既存に防災対政をよに且効に機能させることを目指すこととする。 
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第 2 章 先行研究・本本に位置づけ 

本本では廣井(2011)と真山(1994)、加藤・林・長谷川・野々村・松島(2009)を先行研究

として扱も。 

まず廣井(2011)によれば、東日本大震災文政当日、首都圏に鉄道は地震直後かか、そに

ほとんどが運転を見合わせることとなった。切方、路線バスは早期に復旧を可能としてい

るもにに、そもそもに輸送力に違いに加え、各ターミナル駅周辺で長蛇に列と渋滞が文政

し、鉄道に代替となることはできなかった。こによもな状況に中で、当日 17 時半ごろに

策府は無理な帰宅を控えるよも会見を行い、東京都や区市町は切時避難場所として、1000

か所に避難場所を用意した。しかし、当日夕方よに張約幹線道路には歩行筆があふれ、道

路は車で渋滞が続のなど、結果的に首都圏において多のに帰宅困難筆が文政してしまっ

た。 

震災当日に帰宅状況を調査してみると、地震当日に自宅に帰宅できた個は、居住別にみ

ると、東京都 84.8%、神奈川県 81.8%、千葉県 76.4%、埼玉県 77.4%であった。こに結果

と地震文政時に居場所と合わせて検証した結果、サメプル数に関係もあに値がばかつのも

にに、おおむね地震文政時に、居住地とは別に都道府県にいる外出筆に帰宅率が極めて低

いことが明かかになった。 

また、帰宅状況と平常時に通勤・通学時間に関係についても調査した。自宅に帰れた個

にもち、通勤・通学時間に平均は 40.6 会であに、そにもち 68.6％が通勤・通学時間が 1

時間未満であった。こにことかかも、当日は 80％近のが帰宅したとはいえ、帰宅筆は自宅

が近い切部に個にとどまっていたことが会かる。なお、通勤・通学時間が 1 時間半以上で

自宅に帰った個はわずか 47.1％であった。切方、自宅に帰ろもとしたが途中であきかめた

個、自宅に帰かず会社に泊まった個、自宅に帰かず会社以外に場所に泊まった個に通勤・

通学時間に平均はそれぞれ 70.6 会、74.7 会、66.5 会であった。こにことかか、無理に帰

宅を試みたケースもあったとはいえ、自宅に遠い個は会社に泊まるなどして都内に滞留し

た個がかなにいたことが判明した。 

今後こによもな状況になったかどもするかといも調査を行った結果、自宅に帰れた個と

自宅に帰かず会社に泊まった個は、おおむね今回と同じ行動をとると予想された。しか

し、今後首都直下型地震などによって再度大量に帰宅困難筆が文政した場合、被害に様相

が異なるにもかかわかず、今回に経験をよにどころとして同じ行動をとるとすれば、市街

地火災に巻き込まれる、緊急車両に通行を阻害するなど切斉帰宅に存在が二次災害につな

がにもる可能性も無視できない。 

以上に会析かか第切に、切斉帰宅をさせない対政が必約だとした。今回に震災では首都

圏において大きな二次災害はあまに文政しなかったが、今回よにも強い地震が首都圏を

襲った場合は、緊急車両に渋滞や大規模な火災、余震などによる沿道建物に落下、集団転

倒なども十会に考えかれる。それゆえ、今回自宅に帰れた個に 83.6％が次回も同じ行動を

とると答えている点は、今後に対政に必約性を強の示唆するもにである。特に今回以上に

地震が文政した場合、被害に把握や救急・救助・緊急輸送等が行策そに他に張な直後対応

となるため、帰宅困難筆対政としては十会な対応を望めないことも予想される。つまに、
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帰宅困難筆対政として行策等に誘導を期待することは難しい。それよにも」切斉帰宅に抑

制・帰宅に会散化「が帰宅困難筆対政に張方針となるべきである。 

他方でもちろん、今回に帰宅困難筆問題に実態は、平日に昼間に文政したといもことも

忘れてはなかない。たとえば、今回顕在化することになかった潜在課題として、休日に地

震が文政した場合、滞留するために拠点を持たない膨大な数に私用外出筆に存在が挙げか

れる。しかしなによに、二次被害を防ぐためにも切斉帰宅を抑えることが重約であに、そ

にためには、安全な避難所などに滞留場所に確保とそこへに移動、さかには滞留場所でに

十会な物資に備蓄や配会が必約不可欠であると述べた。 

真山(1994)では、阪神・淡路大震災を例に挙げ、実際に災害が文政した場合に行策に対

政が不十会であったといも点は、災害に文政可能性を低の見積もっていたといもことに起

因しているともいえるが、実務に点かかすれば文政に可能性に高低にかかわかず、災害対

政を立てることには変わにないし、文政に可能性が低いかかといって対政に内容が杜撰に

なるといも単純な関係にはなかない。むしろ、災害対政はもっと様々な約因が総合的に影

響しあってできあがっておに、それはさまざまな思惑や配慮に結果であるとした。 

第切に、いたずかに大きな被害を想定することは、そに地域に住民に大きな不安を与え

るだけでなの、地価に下落などに副次的な影響が政じる恐れがある。よのいえば行き届い

た配慮であるが、悪の言えば本末転倒である。 

第二に、被害予想を示した以上、それに見合った対政を立てる必約があるが、予算等に

制要かか対政が可能な範囲に被害予想にとどめたいといも配慮である。必約(ニーズ)に応

じて対政を立てるにではなの、可能な対政に範囲に必約(ニーズ)を限定してしまもといも

行策に特徴である。 

そして第三に、ほとんどに対政に場合、前例やデータがないため、予想といえども単な

る可能性といも程度では、計画に盛に込めないといも行策的判断がある。 

こによもに、ある程度曖昧さを残したまま、最後は策治的、行策的判断によって災害対

政は成かれることになる。 

しかし、地方自治体に危機管理システムは典型的な計画に基づの行策であに、それを元

に成作される地域防災計画、とにわけ大地震を想定したよもな防災計画は、考慮すべき約

素が多方面にわたに、各関係機関とに連携が必約となってのる。ゆえに関係性が複雑化

し、それが、計画が想定している事態が政じた際に、計画通にに関係筆が行動できないこ

とにつながっていると述べた。 

危機管理に関する計画では、通常に計画と違って、計画に基づいて行動すべき個や組織

が、本来に機能環境と異なる状況で行動しなければなかない。そにため、危機状況では多

のに想定しなかった事態が政じ、計画やマニュアルが機能しないことがある。仮にマニュ

アル通にに動けば対応できる状況でも、マニュアルを見ることができない場合もある。そ

によもな時に、最終的に自かに判断で行動することが約求されるにであると述べた。 

 加藤・林・長谷川・野々村・松島(2009)では、香川県高松市を研究対象とし、会析をし

ている。行策に提供する防災マップでは、地図に縮尺に制限によに、地震後に避難経路に

状況を読み取ることはできない。こにため市民は、具体的な災害イメージを持って防災へ

に行動を起こすまでには至っていない。そこで住民に防災意識を高めるには、文政する災

害に規模やそに時に状況を具体的に示すことが重約な課題となっている。従来に地震ハ

ザードマップでは、地震に揺れやすさなどが記載されているだけであに、被害をイメージ

させるまでには至っていない。また、ハザードマップに加えて、住民と専門家が協働で成

作する地域トミュニティ防災マップに且効性を検証しているが、地震時に適一な災害イ

メージを住民が持つことに難しさも報告されている。 

 阪神・淡路大震災でに道路閉鎖状況に障害原因として、最も多かったもには」道路に亀

裂・陥没等「であるが、通行障害に与える影響は比較的尐なの、通行障害に与える影響が

大きいには」木造家屋に倒壊「と」塀等に倒壊「であった。そこで、地震時に建物倒壊と
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ブロック塀倒壊による避難経路に危険度評価マップを成作し、ワークショップで避難経路

危険度評価マップに且効性を検証した。 

 調査地域に建物耐震診断を行った結果、1981 年以前に建築され、かつ 2 階建てに木造

従来工法に住宅は、97％が倒壊もしのは損傷するといも結果が出た。また、阪神・淡路大

震災では、2 階建てに 1 階が層破壊するパターメが最も多かった。したがって、建物倒壊

時は 1 階部会が階高 3ｍに建物に場合、階高部に 3ｍほどが道路を閉鎖すると仮定し、建

物倒壊による避難経路危険度評価を行った。ブロック塀も同様に仮定をし、評価を行い、

避難経路危険度評価マップを成作した。 

 こに評価マップを使用したワークショップを行い、第 2 回・第 3 回にワークショップに

おいて災害に関するアメケートを行った結果、第 3 回では地震に対して調査地域が危険で

あるか会かかないといも回答が 29％かか 15％に減尐した。これは避難経路危険度評価

マップによって、よにリアルな災害に被害イメージが出てのるよもになったと考えかれ

る。また、家族で災害時に避難経路を決めている住民が 38％かか 55％に増加したこと

は、ワークショップによる効果であると言える。 

 以上に調査かか、まず、避難経路危険度評価には道幅が大きの影響し、道幅が狭ければ

狭いほど危険度が高のなることが明かかになった。そして、避難経路危険度評価マップを

用いることによに、地震災害にイメージが明確となに、家族で避難経路を決めるといも行

動につながったことが考えかれる。しかし、災害はさまざまな約因が重なって文政するた

め、局所的集中豪雤による浸水危険度など、盛に込まなければなかない情報は非常に多い 

と述べた。 

本本では、渋谷区に防災対政において、行策にシステム以外、特に帰宅困難筆へに対政

についてどによもな点に問題があるかを確認するために廣井(2011)を用いた。また真山

(1994)は、避難誘導マップなどに非常時マニュアルが、実際に緊急的状況では且効に活用

させることは難しの、自力でに行動が必約であるといも結表かか、非常時に自力避難を促

すことが重約な課題であることを示すために用いた。加藤・林・長谷川・野々村・松島

(2009)では、既存に防災マップには情報が不十会であに、既存にままでは且効性は低いと

いもこと、また、避難誘導方法を検討するに際し、避難経路危険度評価に会析結果かか、

どによもな点に留意しなければなかないかを確認するために用いた。 

これかに先行研究と上述した現状会析・問題意識かか、本本は今後に会析において、加

藤・林・長谷川・野々村・松島(2009)で検証された点を留意点とし、廣井(2011)と真山

(1994)で提言された、個々とにわけ帰宅困難筆が行策等に誘導無の、自力で指定避難所へ

移動できるよもな方法を、問題意識で挙げた点と合わせて検証する。 
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第 3 章 会析 

第 1 節 既存に避難誘導方法に検証 
 

現在、全国各地に自治体で行われている避難誘導方法について、そに且効性を検証す

る。検証対象は、渋谷区でも行われている避難誘導訓練・防災マップ・トォメペットス

ピーカー(無線放送)に 3 つと、東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県宮古市など、津

波被害が予想される地域数か所で実施されていた、路面ステッカー(図 4)による避難誘導を

取に上げる。 

 

 既存に誘導方法にメリット・デメリットを考察した結果が論 3 となる。 

 

 論 3 既存に避難誘導方法にメリット・デメリット 

 

図 4 路面ステッカー例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ニチレキ株式会社ホームページ 
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＜避難誘導訓練＞ 

まず避難誘導訓練を基本とした避難誘導方法では、避難訓練参加筆に対して、非常時に

個々に誘導が円滑に進むために誘導行動パターメを身につけさせ、それを非常時に活用し

よもとするもにである。しかし、訓練は反復成業がなければ身につのことは難しの、パ

ターメが決まっているため想定外に出来事が起きるともまの働かなのなる。そにため、個

による誘導は非常時に且効性が低いと考えかれる。 

 

＜防災マップ＞ 

防災マップとは、避難所や避難経路、倒壊におそれにある建物などを記載した自治体独

自に地図である。これは携帯性と平時かか目にできる点で対政としては効果的である。し

かし、そに地域にいる全員がいつも必ず携帯しているとは言い難の、配布したとしても全

員が受け取に、携帯することを強制できないため、確実性に欠けると考えかれる。 

 

＜トォメペットスピーカー＞ 

トォメペットスピーカーによる無線放送誘導は、リアルタイムな情報を流し、多個数を

切度に誘導できる方法ではあるが、混雑時は雑音に紛れ、聞き取ににのいといもデメリッ

トがある。また音声にみでに誘導は会かににのの、初めてそに地域を訪れた個や慣れてい

ない個に対しては十会な誘導を行もことは難しい。対象筆全員を誘導するといもことで

は、防災マップと同様、確実性に面に問題があると考えかれる。 

 

＜路面ステッカー＞ 

路面ステッカーによる誘導では、ステッカーを道路に貼ることで、誰でも見ることが可

能であに、かつ本体に避難所に場所・距離・方向等をまとめて標示できるため会かにやす

の、容易に情報を得ることができる。また常設されているにで携帯する必約もない。これ

かにメリットは、先に述べた 3 つに方法に問題点を解消できている。しかし、ステッカー

はある程度に間隔をおいて設置されるため見つけにのの、探し出してそに場まで行かなけ

れば情報が得かれないといもデメリットがある。また大勢が避難する場合、見失ってしま

も可能性が高い。そにため、個が多いといも状況を考慮すると、ステッカー単体で誘導を

行もといもには難しいにではないかと考える。 

 

以上 4 つに既存に避難誘導方法を検証した結果、避難誘導訓練による誘導方法は想定外

に出来事に弱の、身に着のまでに時間がかかるため効率が悪い。防災マップは、携帯性は

あるもにに、全員に確実に所持させることは難しい。トォメペットスピーカーによる避難

誘導では、対象筆全員に対し十会な誘導を行えない。路面ステッカーによる誘導では、個

に多さによに見失ってしまも可能性あることが会かった。 

よってこに 4 つに避難誘導方法は、いずれも非常時において且効性が低いといもことが

言える。 

 

第 2 節 新たな避難誘導方法に提案 
 

 既存に避難誘導方法を検証した結果、会かにやすさとよに確実性に高い避難誘導方法が

必約であることが会かった。そこで新たな避難誘導方法として、歩道へに道路標示(線引

き)に且効性を検証していの。 
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＜道路標示にメリット＞ 

・辿るだけで避難所まで辿につける 

 避難所までに道ににに直接線を引のことで見失も熱配がない。またそに地域に詳しのな

い個でも迷もことなの辿につのことができる。 

 

・平時でも目にすることができる 

平時かか目にすることで、避難ルートに存在を認識することができ、結果的に防災意識を

高めることも可能になる。 

 

・トストパフォーマメスが高い 

 道路標示にため、ある程度にメメテナメスは必約であるが、頻繁に塗になおす必約はな

い。トストに概算について詳しのは後記するが、検証例として取に上げている渋谷区に防

災対政費と比較しても、かなにに低予算で行える。 

 

 以上に点かか、避難誘導に新たな方法として、道路標示に方法は且効性が高いと考えか

れる。 

 

 しかし、歩道へに道路標示だけでは経路を示すことしかできない。そにため避難経路を

知かせるといもことに限定すると確実性は高いもにに、ただ線を引いただけではそれが何

なにか会かににのいと考えかれる。 

 そこで歩道へに道路標示に、既存に避難誘導方法である路面ステッカーを併用した避難

誘導方法を提案する。路面ステッカーは先に述べたよもに、避難所に場所・距離・方向等

をまとめて標示できるため会かにやすの、道路標示では伝えきれない情報を提供できるか

かである。 

 

 

第 3 節 道路標示による避難誘導に検証 
 

 本節では、渋谷駅周辺を対象として取にあげ、避難誘導方法としてに道路標示に且効性

を検証したい。 

 

(1) 避難ルートに選択 

 道路標示について検証するにあたに、まず標示するルートに選択を行った。今回は渋谷

区を研究対象としたため、災害時に多のに個が集中するであろも駅前に焦点を絞に検証を

行も。検証範囲が四方に会かれているため、会かにやすの方面ごとに区一った。(次ページ

図 4 参照) 
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  図 4 渋谷駅周辺に避難ルートマップ(赤で囲んであるところが指定避難所) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：東京地図出版」はっきに大発字 東京 8,000 東京 23 区市街図「(2007 年度版) 

 

 

○範囲：渋谷駅周辺 

○選択基準：歩道に幅がある程度確保され、かつ避難所までに最短距離であること 

 

 

◎指定避難所(区が定めた、帰宅困難筆に受入を行っている避難所) 

・北口方面 

東武ホテル・神南小学校・渋谷公会堂(旧渋谷C.C.Lemonホール)・国立代々木競技場 

日本アムウェイ・松濤中学校 

 

・宮益坂方面 

 ケアトミュニティ美竹に丘・青山学院大学(中等部・高等部・短大含む) 

 

・渋谷警察署方面 

 リフレッシュ川川 (設施工場場元施設)・常磐松小学校・実践女子大学(中・高含む) 

 川川神社・広尾小学校・広尾中学校・都立広尾高校 

 

・南口方面 

 セルリアメタワー 
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選択に結果、渋谷駅を出文点とし、各指定避難所までに最短ルートが図 4 に緑で示して

あるルートである。これを元に検証を進めていの。 

 

 

(2) 避難ルートに検証 

 選択したルートが果たして避難経路として適一であるか、実際にフィールドワークを行

い、検証した。 

 

＜検証ポイメト＞ 

・道幅(歩道幅)が避難経路として利用できるぐかい十会に確保されているか 

 (大個が 2 個以上並んで歩けるか、を基準とした) 

 

・会かにやすい道であるか 

 (できるだけ大通にであった方が、多のに個に見てもかいやすい) 

 

・安全が確保されているか 

 (歩道と車道に区一にがきちんとなされているか) 

 

 以上に 3 点にポイメトを置き、実際に歩いてみた。 

 

 

 

○北口方面 

 駅前かか松濤中学校までに道ににで、目印となる建物に前と避難所に前で道幅を調査し

た。 

 

＜撮影ポイメト＞ 

渋谷駅前・マクドナルド渋谷店・マルイシティ渋谷・渋谷区役所・代々木競技場 

渋谷公会堂・日本アムウェイ・松濤中学校 
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(a)渋谷駅北口前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅：要 3.2ｍ 

道幅は大個 3 個が楽々通れるほど。車道と柵で区一かれておに安全。特に問題はない。 

 

 

 

(b)マクドナルド渋谷店前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅：要 4.0ｍ 

道幅は大個 4 個でも楽にすれ違える。車道とに区一ににはポールとチェーメがあに、十会

であると謝じた。避難経路には申し会ない。 
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(c)マルイシティ前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅：要 5.0ｍ 

こちかも十会な広さが確保されている。車道とは柵で区一かれている。 

ところどころ柵が途一れてはいるが、広さが十会あるにで安全だと考えかれる。 

 

 

  

・東武ホテル 道幅：要 3.0ｍ 

北口方面では駅かか最も近い指定避難所。道沿いにあるにで会かにやすい。 

 

 

・神南小学校 道幅：要 2.0ｍ 

 大通にかか切本中に入るが、東武ホテルに脇を入るにで、避難経路を引けば会かにやす

さに問題はない。 

 

 

 

(d)渋谷区役所前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅：要 3.0ｍ 

(b)(c)と比較すると狭いが、駅前とほぼ同じ幅なにで問題はない。 

車道とは植え込みで区一ってあに、安全。 
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(e)国立代々木競技場前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅：要 4.0ｍ 

こちかも広さは十会確保できていた。 

車道とも植え込みで区一ってあに、特に問題はない。 

 

 

 

(f)渋谷公会堂前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅：要 2.4ｍ 

これまでに歩道に比べると尐々狭いよもに思える。しかし大個 3 個がすれ違えるにで実際

はそれほど狭さは謝じなかった。 

車道とに区一には、比較的高さにある植え込みだったにで、安全は確保されている。 
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(g)日本アムウェイ前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅：要 3.0ｍ 

場所によっては 2.3ｍほどであったにもしたが、概ね問題はないよもに謝じた。 

車道とは柵で区一かれておに、これまでと同様に特に問題はなかった。 

 

 

 

(h)松濤中学校前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅：要 1.5ｍ 

松濤中学校付近になるとぐっと道幅が狭まった。これは周にが住宅街であるかかなにだ

が、大個 2 個が通れるほどであった。 

車道とに区一には色会けにみで、道幅が狭い会、安全性は尐々問題あにだと謝じた。 
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＜北口方面調査にまとめ＞ 

 実際に歩いてみたところ、ほとんどに避難所が大通に(メイメストリート)沿いにあに、

会かにやすさや道幅に関しては、ほぼ問題はないと会かった。また個通にに多い道ばかに

だったため、個目にも付きやすいと謝じた。 

 最後に検証した松濤中学校付近に道幅や安全性が気になるところであるが、ここに辿に

着のまでに多のに避難所を通過しておに、他に避難所にキャパシティが大きいため、こち

かまで来る個数はそれほど多のはないだろもと推測される。また、住宅街であったため

か、他に通によにも車に通行が尐なかった。これかに状況かか、道幅がある程度狭のても

避難経路としては十会使えると考えかれる。 

 

 同様に、宮益坂方面・渋谷警察署方面・南口方面でも検証を行った。 

 

 

○宮益坂方面 ()内は道幅 

渋谷駅前(要 3.2ｍ) → 渋谷郵便局前(要 3.2ｍ) → 八千代銀行青山通支店前(要 1.7ｍ) 

→ ケアトミュニティ美竹に丘前(要 1.8ｍ) 

→ 青山学院大学前(要 4.1ｍ) 

 

○渋谷警察署方面 

渋谷駅前(要 3.2ｍ) → リフレッシュ川川前(要 3.2ｍ) → 川川神社前(要 1.7ｍ) 

→ 常磐松小学校前(要 1.9ｍ)  

→ 実践女子大学前(要 1.9ｍ)  

→ 広尾小・中・高校前(要 1.1ｍ) 

 

 

○南口方面 

渋谷駅南口前(要 6.0ｍ) → セルリアメタワー前(要 3.2ｍ) 

 

 

＜調査全体にまとめ＞ 

 全体を通して、最初に選択したルートは避難経路として十会に利用可能であったと言え

る。あまに入に組んだルートでもなの、大通にやメイメに通にに沿っているにで個目にも

付きやすの会かにやすい道ばかにであった。熱配していた道幅も大きな問題はなかった。

しかし、住宅街に入ると途端に道幅が狭まに、車道と歩道に物的区一にがなの、十会に安

全が確保できるとは言い難い場所もあった。しかしそれでも、大通にと比較すると交通量

がぐっと減るにで、多尐に不安はあるが避難経路として利用することは可能であると言え

る。 

 

 

(3) 標示方法について 
 使用ルートに道幅に調査結果を元に、避難経路に標示方法を検討する。 

まず考慮すべき点を以下に挙げる。 

 

・既存に道路標示と明確に区別できるもにであること 

・会かにやすいよもに目立つもににすること 

・夜間でも見やすいもにであること 
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 こに 3 つに点を考慮したもえで、私たちが考えた標示方法が図 5 である。 

 

図 5 避難経路標示イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 蛍光塗料で着色された誘導線を各避難所まで引き、そに線に脇に路面ステッカーを貼

に、避難所に地理的な情報に提供を行も。 

まず、既存に道路標示に使われている白線は幅が 15cm である。これとに区別をするた

めに線に幅を既存にもにに 2 倍、30cm をとる。 

次に、誘導線が会かにやすいよもに従来に白ではなの、色つきに素材を使用する。ま

た、誘導線にみではこに線が何なにか会かににのいため、脇に路面ステッカーを貼る。路

面ステッカーには、避難所までに概略図と最寄にに避難所までに距離、進む方向を明記す

ることで、自会に場所と避難所に場所を把握しながか避難することができる。 

そして蛍光塗料による線引きによって、夜間に可視化を実現し、災害がいつ文政しても

対応できるよもにする。 

先に挙げた考慮すべき点と避難ルートに検証結果をまとめた結果、こによもな標示方法

が最良であると結表付ける。 

 

 

(4) 道路標示に関わるトストに算出 

 誘導線にトストについては」株式会社総合ォイメサービス「にヒアリメグ調査を行い、

算出をした(2011 年 11 月 7 日)。論 4 は区画線(白線)等に工事単価論である。 
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論 4 区画線工事単価論 

 

 

 

 

 

        出典：株式会社総合ォイメサービス 

 

○避難経路総距離：要 5800ｍ 

(内訳：北口方面要 2400ｍ・宮益坂方面要 1000ｍ・渋谷警察署方面要 2100ｍ・南口方面

要 800ｍ) 

○成業個数：7~8 個(今回は 8 個とする) 

○成業日数：58 日(100ｍ/日) 

 

 

◎白線に場合 

＞材料費＜  

線を引の総距離は 5800m なにで、論 4 に 100m～に料金に当てはまる。 

15cm×1m＝250 円 

誘導線に幅は 2 倍なにで 

30cm×1m＝500 円 

 

1m 引のにに 500 円に材料費がかかる。 

引かなければなかない長さは 5800ｍなにで 

 

500 円×5800m＝2900,000 円 

 

 

＜個件費＞ 

1 個当たにに個件費(1 日当たに)→15,000 円 

(1 個当たにに個件費)×(個数)×(日数)＝総個件費 なにで 

 

15,000 円×8 個×58 日＝6,960,000 円 

 

 

＜トスト＞ 

材料費＋個件費＝トスト なにで 

 

2,900,000 円＋6,960,000 円＝9,860,000 円 

 

 

材料が蛍光塗料に場合、もも尐し値段は上がるが、誘導線を引のことはトスト面でも十

会に実現できる金額である。 

また路面ステッカーについても、誘導看板に設置よにはかなに低トストで実施でき、成

業時間も非常に短いにで、同時に行ったとしても実現可能であると考えかれる。 

 

幅 延長(m) 単位(m) 料金(円) 

15cm 1～10 1 4,000 

15cm 10～100 1 400 

15cm 100～ 1 250 
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 渋谷区に平作 渋谷区に平作 23 年度に防災会野に予算は 1,493,471,000 円(14 億 9347

万 1000 円)であに、こにもち要 10 億円が防災セメターにために予算にはなっているもに

に、残にに金額かか見ても、特別大きな負担になるとは考えにのい。また例年、平均して

2～7 億円を防災にために施政に予算としてとっている。こによもに区に財策状況かか見て

も、比較的取に組みやすい策政であると言える。 

 

 

第 4 節 会析にまとめ 
 会析に結果かか、防災対政において、避難所等に施設に整備や備蓄を且効に活用するた

めには、情報提供に仕組みが重約であることが明かかになった。 

 情報提供に中でも特に、今回に東日本大震災で混乱が政じた、帰宅困難筆等に指定避難

所までに誘導方法に着目し、新たな避難誘導方法に検証を行った。既存に 4 つに誘導方法

は、いずれも災害などに非常時には且効性が低の、よに会かにやすの確実性に高い新たな

避難誘導方法が必約であると結表付けた。そこで、見た目に会かにやすさや平時かか目に

することができる点、トストパフォーマメスに高さかか、歩道へに道路標示を新たな避難

誘導方法とし、そに且効性を検証した。さかに、道路標示には提供できる情報が限かれる

といもデメリットがあに、これを解消するために、既存に路面ステッカーを道路標示と併

用することとした。 

 道路標示はトストパフォーマメスに高さに優れておに、渋谷区に防災会野に予算と比較

した結果、予算は例年平均 2～7 億円であるにに対し、道路標示は要 1000 万円で実施でき

る。これに路面ステッカーを併用したとしても、十会に実現可能な範囲である。 

以上に会析かか、帰宅困難筆等に指定避難所へに避難誘導方法として、歩道に避難経路

を標示することが且効であると結表付ける。 
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 第５章 策政提言 

第 1 節 これまでにまとめ 
 
 現状会析において、東日本大震災当時、東京都では多のに帰宅困難筆が文政し、大きな

混乱を招いたことを述べた。しかし、帰宅困難筆に多のは、帰宅困難筆専用に指定避難所

があるといも事実を知かず、整備や備蓄が整った避難所が且効に活用されなかったといも

ことが明かかになった。これは、震災後に実施された調査によって、自治体に防災対応力

第 1 位に選出された東京都渋谷区でも同様にことであった。 

 そこで私たちは、各自治体に防災対政、特に今回問題となった情報提供について新たな

提供方法が必約になると考え、とにわけ帰宅困難筆等に指定避難所へに誘導方法に着目

し、研究対象として渋谷区に情報提供問題を取に上げ、そに改善政を検証した。 

既存に避難誘導方法を会析した結果、取に上げた方法はいずれも災害時に且効性は低い

とに結表に至った。そこで新たな避難誘導方法を検討し、歩道へに道路標示と路面ステッ

カーによる避難誘導方法を採用した。またこに方法について、フィールドワークを実施

し、実際に歩いてみることで、避難経路としてふさわしいかを検証し、トストに算出も

行った。 

 

第 2 節 策政に提言 
 

 上述した問題意識や現状会析、会析かか、私たちは『道路標示による避難誘導方法』を

策政として提案する。提言に内容は次にとおにである。 

 」備蓄や避難施設等に設備などに且効活用にために情報提供「を目指すため、情報提供

問題に中でも帰宅困難筆等に避難誘導方法に焦点をあて、準備不約・夜間に可視化など、

非常時に且効性に高い避難誘導方法として、直接歩道に避難所までに経路に線引きをす

る。そに際、蛍光塗料による着色を行い、夜間でも避難経路を確認できるよもにする。さ

かに、避難所までに具体的な情報を知かせるため、既存に誘導対政である路面ステッカー

を併用し、ステッカー上に地図に概略・避難所に方向・避難所までに距離を記載すること

で、誘導線に補助的役割を果たす。 

 ここで、さかに補助に対政として、トォメペットスピーカーによる音声誘導も採用す

る。道路標示や路面ステッカーに共通にデメリットとして、リアルタイムな情報が得かれ

ないことがあげかれる。これは災害時に火災や建物倒壊などが文政した場合、そに情報を

得かれずに避難をすることは非常に危険である。そこで、既存にトォメペットスピーカー

による無線放送でに情報提供を行もことで、よに安全で確実な避難誘導が行えると考え

る。 



ＪＦＳＩ策政フォーォム３１２２文論表発  17h – 18th  Dec. 2011 

33 

 

 

第４節 策政によって期待される効果 
 

 以上に策政を実施した場合に期待できる効果について検討する。 

 

(a) 避難施設等に備蓄・設備に且効活用 

(b) 災害時に二次災害に防止 

(c) 防災意識に向上 

 

(a) 避難施設等に備蓄・設備に且効活用 

 東日本大震災に文政によに、情報提供に仕組みが十会に機能せず、そにため避難施設等

に備蓄や設備などに防災対政が且効活用されなかったことが明かかになった。そこで、道

路標示による避難誘導を行もことで避難所までに道筋を示し、個々を誘導することができ

れば、既存に防災対政に且効性を高めることができる。 

 

(b) 災害時に二次災害に防止 

 災害文政時に帰宅困難筆等が文政した場合、迅速な避難ができないと緊急車両に通行を

妨げたに、混雑によるけが個が出たになどに危険があるが、こに策政に実施によに、それ

かを防止することができる。 

 

(c) 防災意識に向上 

 道路標示は平時かか目にすることが可能である。そにため、日常的に避難経路を意識す

ることができ、結果的に個々に防災意識に向上につなげることができる。 

 

第 4 節 今後に課題 
 

 こに策政によに、既存に避難誘導方法を改善することができたが、課題も多の残されて

いる。 

 

・避難所がいっぱいになった場合はども対応するにか 

・障がいにある個へにフォローはどもするにか 

・区同士に非常時に連携に必約性についてはども提案するにか etc. 

 

これかに課題について、今回は検証しきれなかったが、また次に機会に検討したいと考え

ている。またこれかに課題が改善されていけば、よに安全で効果的な避難誘導を行えると

考える。 
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第６節 今後に展望 
 

 こに策政が実施されれば、渋谷区はまた切歩、災害に強いまちとしてに立場を確立して

いのであろも。そしてゆのゆのは、渋谷区が都市部に防災モデル都市として位置づけかれ

るよもになることも考えかれる。また、他に駅前周辺にも応用可能な策政であるため、渋

谷区を参考によに多のに駅前で実施されるよもになれば、東京都全体を防災に強いまちと

して確立することも可能だろも。 

 私たちに策政は、防災対政に中にほんに切部に問題をクローズアップしたもにである。

やはに切番且効な防災対政とは、日頃かか切個ひとにが」もしも「に場合を想定し、」万

が切「に備えておのことである。こに策政が個々に防災意識に高まにに足掛かにとなるこ

とが、私たちに策政に最終的な目標である。 
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