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す〈図１〉
。つまり、水害対策を考え

密閉の三つの密を避けることが有効で

す。自分のいる場所が水没せず、上階

分 散避難を行 う 事が推奨されていま

一箇所に集まる避難者数を減らすため、

岐阜大学 流域圏科学研究センター 准教授

る際にも、これらをどう実現するかが

への移動（垂直避難）などによって命
を危険にさらすことなくそこに留まれ

ポイントになります。

新型コロナと水害対応

一番大事なことは
「水害で命を失わない」こと
新型コロナウイルス感染症流行下で
の水害対策を考えるとき、最も大事な

めの対策を併せて行うことで、新型コ

を行う際に、感染拡大リスク低減のた

命を守ることであり、そのための対策

ことです。まず大事な事は、水害から

うなことがあってはならない」という

の適切な対策をしないまま命を失うよ

恐れるあまり、水害から命を守るため

域の全ての人が入りきれるほどの面積

指定避難所や指定緊急避難場所は、地

われることが多かったと思いますが、

前提とするような呼びかけや訓練が行

所や指定緊急避難場所への避難行動を

る」ことです。コロナ前は、指定避難

対策は、
「安全な場所に早めに避難す

水害の場合、命を守るための有効な

ていない事が多いため、過去の水害の

洪水）の場合はハザードマップに載っ

な雨で排水が間に合わないことによる

中小河川による洪水や内水氾濫（急激

ホームページなどで公開されています。

ードマップは国や都道府県、市町村の

ドマップによって確認できます。ハザ

分のいる場所の水害危険度は、ハザー

く、垂直避難を行う事も有効です。自

る環境であれば、立ち退き避難ではな

ロナウイルス感染リスクも抑える、と

はありません。また、密集を避けよう

記録が参考になります。

どこに避難する？

いう考え方が基本になります。

とすると、指定避難場所や指定緊急避

事は、
「新型コロナウイルス感染症を

新型コロナウイルス感染症の感染拡

難場所に避難できる避難者数はかなり

できる場所が確保できる人については、

避難所や指定緊急避難場所以外に避難

立ち退き避難が必要だけれど、指定

例えば

大予防策は、マスク、手洗い、咳エチ

限定されてしまいます。
そこで、コロナ禍の避難行動では、

ケットです。また、クラスター発生リ
スクを低減するためには、密集、密接、

1

図１．３つの密を避けましょう（厚生労働省パンフレットより）
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積極的に別の避難先を確保し、分散し
て避難することが有効です。避難先と

かじめ把握しておくとよいでしょう。

在、このような混乱を避けるた
め、
避難勧告と避難指示（緊急）

わっている施設などもあり得るかも知

を受けているような方の場合、普段係

泊などが考えられますが、要介護認定

どの避難行動要支援者は避難を開始す

２〉
。現状、警戒レベル３で高齢者な

情報に「警戒レベル」があります〈図

避難タイミングを考える際に有効な

る直前の避難では遠方への移

ングは変わってきます。被災す

に避難できる避難開始タイミ

避難先によって、安全なうち

を一本化することについて検

れません。これらの場所に避難すると
る、警戒レベル４で、自力避難できる

動は難しくなりますので、上階

いつ避難する？

き、危険が迫ってから急に避難しよう
人は避難を開始することが呼びかけら

への移動、最寄りの指定緊急避

しては、親戚・知人宅、ホテル、車中

としても、親戚・知人が留守だったり
れています。

先方と事前に調整しておいたり、自治

い、というようなことになりますので、

ない、介護施設も受け入れる余裕がな

しようとして移動した駐車場に空きが

てもらえない、ホテルが満室、車中泊

難する」と誤って認識している

タイミングであり速やかに避

（緊急）を「避難を開始すべき

府のアンケートでは、避難指示

なります。しかしながら、内閣

点からは遅すぎるという事に

全なうちに避難するという観

から避難を開始することは、安

り、
「避難指示（緊急）
」が出て

かも知れない状況を意味します。つま

難指示（緊急）
」は既に発災している

難指示（緊急）
」に対応しますが、
「避

市町村による「避難勧告」および「避

高齢者等避難開始」
、警戒レベル４は

ここで、
警戒レベル３は「避難準備・

ます。この当時は警戒レベルという呼

きかず、恐怖を感じるような雨となり

時は九〇㎜ですので猛烈な雨、視界が

降りの状態となります。その後、十三

時間二〇㎜は、やや強い雨、ザーザー

図ですが、朝倉市の十二時の段階の一

どんな雨の状況かということを示した

す。図４は一時間雨量がどの程度なら

二一時まで続いていることがわかりま

から雨がひどくなり、それが断続的に

間降雨量を示しています。十二時ごろ

北部豪雨の際の朝倉市の一時

七年七月五日に発生した九州

ってしまいます。図３は二〇一

しかできない、ということにな

難場所や指定避難所への移動

れます。もちろん、災害に繋がる全て

場所への避難を行う事は難しいと思わ

の避難開始では、自分の決めた安全な

考えると、避難情報が発令されてから

難を考えた場合、図４の雨の降り方を

この状況を現在に当てはめて分散避

ます。

た地域で十五時三〇分に発令されてい

避難指示（緊急）は最も早く発令され

に相当する避難勧告が十四時二六分、

開始が十四時十五分に、警戒レベル４

３に相当する避難準備・高齢者等避難

討が進んでいます。

既に他の人が来ていたりして受け入れ

会など、地域内で各自の避難先をあら

人が最も多かったという問題

称はありませんでしたが、警戒レベル

水 災 害への 対 応
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気候変動により激甚化する
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図３．２０１７年九州北部豪雨の際の朝倉市の降水量

が 明 ら か に な っ て い ま す。 現

特 集

図２．警戒レベル（政府広報オンラインより）

の降雨がこのようなパターンになると

しも入院が必要な状態ではないと判断

います。また、水害リスクの高

を防災部局と共有しておくこ

い場所にある宿泊療養施設や

あるいは「入院病床の状況及び宿泊施

とも必要でしょう。

した者」については、
「都道府県が用

ような大雨が予想される前日の夕方ま
設の受入可能人数の状況を踏まえ、必

濃厚接触者など自宅隔離を

いうことはありませんが、安全なうち

でに避難を完了しておくことが望まし
要な場合には、軽症者等が外出しない

行う人についても同様に、その

お宅で療養している人の情報

いでしょう。昨今では、大きな被害に
ことを前提に、自宅での安静・療養を

人の滞在場所が水害リスクの

意する宿泊施設での安静・療養を行う」

繋がるような雨が予想される場合に
行う」とされていることが根拠となっ

高い場所である場合、どのタイ

に避難しようと思うと、被害に繋がる

は、数日前から気象庁が会見を行った
ています。

ります。地域によっては、自宅療養や

認された場合には入院療養が基本とな

感染症」になっているため、陽性が確

新型コロナウイルス感染症は「指定

高まったときにどの施設あるいは病院

れを実現するためには、水害危険度が

入院療養をしなければなりません。こ

安全な別の宿泊施設での療養あるいは

記の条件からはずれますので、
本来は、

して対策をとるような体制が

報共有、問題共有を行い、連携

多数ありますので、部局間で情

囲ではカバーできないことが

害対応は、単一の部局の担当範

このように、コロナ禍での災

ミングでどこに行けばよいか、

宿泊施設での療養が行われています

で受け入れるのかを決めておき、陽性

必要です。

このような自宅療養者、宿泊療養者

が、これは、二〇二〇年四月二日に厚

となった方が自宅療養あるいは宿泊療

移動はどういう形で行うかな

生労働省新型コロナウイルス感染症対

養決定時に、その人の療養場所が水害

役立ちサポートブックとして、避難生

の方が、水害の恐れが高まることによ

り、備えを呼びかけるようになってき
ていますので、こういった情報を活用
するとよいでしょう。

策推進本部から発表された事務連絡に

リスクの高い場所である場合、どのタ

避難所での対応については、内閣府

活がはじまった時に、新型コロナウイ

どについて当人に伝えておく

よって、
「無症状病原体保有者及び軽

イミングでどこに行けばよいか、移動

によって避難者の健康状態の確認や感

ルスを始めとする感染症の予防や蔓延

って、自宅外、宿泊施設外に避難しな

症患者（軽症者等）で、感染防止にか

はどういう形で行うかなどについて当

染拡大防止策、避難所レイアウト例に

防止のために、
﹃知っていれば、誰で

6）

善に関する専門委員会でも避難生活お

トワーク（ＪＶＯＡＤ）の避難生活改

人全国災害ボランティア支援団体ネッ

かる留意点が遵守できる者であって、

人に伝えておくことが必要です。お住

ついて資料や動画など〈図５〉が公開

5）

避難所での対応

重症化ハイリスク者以外の場合（※原

まいの都道府県ではこのような体制は

図４．雨の強さ、降り方と災害の危険性（塩竈市ホームページより）

本では具体的に記載）で、帰国者・接

ことが望ましいでしょう。

が必要。

もできるちょっとした配慮﹄を分かり

のおそれがある。

されていますので、こちらが参考にな

険地帯では避難の

とられているでしょうか。もしまだで

水のおそれがある。

触者外来又は現在入院中の医療機関の

ければならない状況に陥った場合、上

害の発生するおそれ

必要。

やすくまとめた資料を提供していま

を速く
しても見づらい。

るでしょう。また、特定非営利活動法

●恐怖を感じる。

あれば、早急に検討いただきたいと思

陽性者︑濃厚接触者の避難

が強く、厳重な警戒

起きやすくなり、危

い。

川があふれ、道路冠

●多くの災害が発生す

長く続くときは注意が

●土石流が起こりやす ●雨による大規模な災

●この程度の雨でも、 ●側溝や水路、小さな ●山崩れ、がけ崩れが

る。

準備が必要。

●小規模のがけ崩れ

界が悪くなる。

●車の場合、ワイパー

●水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視

る。

れる。

で足元がぬれる。

●道路が川のようにな ●傘はまったく役に立たなくなる。

●地面からのはね返り ●傘をさしていてもぬ

（ゴーゴーと降り続く）

圧迫感がある。

●滝のように降る。

したように降る。

●息苦しくなるような

●バケツをひっくり返

●どしゃ降り。

●ザーザーと降る

医師が、症状や病床の状況等から必ず

4）

3）
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しているところがありますので確認さ

避難所解説／運営ガイドラインを作成

す。また、各自治体でもコロナ禍での
きなかったり、うまく対応できなかっ

ような一人あたりのスペースが確保で

合、上記ガイドラインで示されている

だと思います。

者参加で一緒に考え、実践し続ける事

うなプランを、多面的な視点で、当事

な負担や身体的な負担を軽減できるよ

とが大事になるでしょう。いずれにし

後両面から出来る事を検討しておくこ

一緒に対策を検討するなど、事前、事

組みを事前に周知することで、住民と

○発熱、
咳等、
体調の確認

専用トイレ

限りの感染拡大防止策

し、その上で、可能な

生じさせないように

ずは災害による死者を

も、その状況下で、ま

外への避難者は多数発生していまし

も在宅避難をはじめとした、避難所以

うことになります。これまでの災害で

定避難所以外への避難者が増えるとい

は、当たり前ですが指定避難場所、指

分散避難が推奨されるということ

なると思います。

ながら見直しながら進める事が必要に

が異なる問題でもありますので、やり

問題、一人一人の正解（ありたい形）

と思いますが、唯一絶対の正解がない

ること。やり始めたら課題も出てくる

を行う事が望まれま

た。しかしながら、被災者の把握、情
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ができなかった場合
Ｂ）についても、被災
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奨されていますので、今後は分散避難

いう問題が生じていました。
ら、災害前に検討して

を前提とした対策にシフトしていくこ

してからでは出来る事

おくとよいでしょう。

とが必要だと思います。事前に地域内
で想定される避難先の情報を共有した

状況も変化しますの
で、大事な事は、そこ

などの対策もありうると思います。ま

り、避難先登録の仕組みを作っておく
あった、できるだけ無

た、災害発生後の分散避難時の被災者

に避難する人の実情に
理のないプラン、感染

把握方法や物資等の分配方法などの仕
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2）

3）

内閣府

bousai.go.jp/coronam.html 2020/6/15
特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援

し た 避 難 所 運 営 のポイントについて http://www.

2020/6/16
新型コロナウイルス感染症対策に配慮

災害対応のポイント︻第一版︼︑

4）

○要配慮等の確認 など
受付

1F

5）

︵第二版︶
︑

避難生活お役立ちサポートブック

2020/6/1

する専門委員会

団体ネットワーク︵ＪＶＯＡＤ︶避難生活改善に関

6）

（マスク・体温計・上履き・ごみ袋持参）

避難者
総合受付にて、
滞在ス
ペース・区画の振り分け
（ナンバリング）
を行う。

○避難者カードの記入

おむつ・授乳

ても大事なのは、ともあれ対策を始め

たりすることもあると思います。起き

受付時でのチェック
妊産婦

避難所以外への避難者への対応

れるとよいと思います。

※ 上記は全て実施することが望ましいが、
災害時において、
種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

てしまった以上、ガイドラインに書い

要配慮者

用意するもの

ただし、実際に避難が行われた場合

受付等のテントについては、
建物の窓の付近に設置しないよう留意する。

てあること全てを守れなかったとして

発熱者等専用階段

・体温計
（非接触型） ・マスク
・アルコール消毒液
（手指用）
・ハンドソープ、
ウェットティッシュ
・次亜塩素酸溶液
・フェイスシールド
・ビニールシート
・使い捨て手袋 など
濃厚接触者専用階段

図５．内閣府による動画の一画面

症だけでなく、精神的

水 災 害への 対 応
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特設公衆電話
・高齢者 ・障がい者
・基礎疾患を有する者

高齢者
スペース
男性トイレ
専用トイレ

気候変動により激甚化する

専用トイレ

看護師や保健師
による巡回

特 集

避難者スペース

避難者スペース
障がい者
車いす
スペース

2F
濃厚接触者専用階段

女性トイレ
テープ

避難者スペース
男性更衣室

通路の幅は 2m 以上を確保
上履き
（スリッパ、靴下など）
一人分ずつ
小分けにして配食
境界線

濃厚接触者ｿﾞｰﾝ

避難者スペース

や被害が生じるような状況が起きた場

発熱者等専用階段

物資
配布場所

女性更衣室
発熱者等ｿﾞｰﾝ

物資
保管場所
炊き出し
専用トイレ

＜集合スペース＞
看護師や
保健師による巡回

＜専用スペース＞

