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なぜ、国土強靱化なのですか？

大災害の教訓
　日本は、度重なる大災害により、様々な被害がもたらされてきましたが、災

害から得られた教訓を踏まえて対策が強化されてきました。

　1959年の伊勢湾台風（台風15号）は、台風災害としては明治以降最多の

死者・行方不明者数5,098名に及ぶ被害が生じました。

　この災害を契機として、今日の我が国の防災対策の原点となっている「災害

対策基本法」が制定されました。

　1995年の阪神・淡路大震災は、観測史上最大の震度7の直下型地震が初

めて大都市を直撃し、死者数の約8割の方が家屋の圧壊等により亡くなり、密

集市街地を中心とした大規模な市街地延焼火災の発生、高速道路の高架橋

の倒壊等、多大な人的・物的被害が発生しました。

　こうした教訓から、住宅・建築物の耐震化、木造住宅密集市街地対策を強

化するとともに、インフラの耐震性強化に着手しました。

　また、家屋倒壊で家の下敷きになった人の多くが、近所の人々によって救出

されたことなどから、「自助」、「共助」の大切さが認識されました。

　2011年の東日本大震災は、観測史上最大のM9.0の巨大地震と最大の遡

上高が40mを越える大津波となり、防潮堤などは津波を遅らせる等の効果が

ありましたが、完全に防ぐことができず、多くの方が死亡・行方不明となる大

災害となりました。

　また、帰宅困難者の発生、ガソリン不足などが深刻な問題となりました。

一方、「釜石の奇跡」のように日ごろからの防災教育に基づいた避難行動が命

を救った例もありました。

　東日本大震災は、これまでの「防護」という発想によるインフラ整備中心

の防災対策だけでは、限界があることを教訓として残しました。

　このような想定外とも言える大規模自然災害の歴史をふり返ると、これまで様々な対策を

講じてきたものの甚大な被害により長期間にわたる復旧・復興を繰り返してきました。これを

避けるためには、とにかく人命を守り、また経済社会への被害が致命的なものにならず迅速

に回復する、「強さとしなやかさ」を備えた国土、経済社会システムを平時から構築すると

いう発想に基づき継続的に取り組むことが重要です。

伊勢湾台風の被害状況
（写真提供：愛知県）

阪神高速道路の高架橋の倒壊
（写真提供：神戸市）

消防局職員と消防団員による
行方不明者の捜索活動

（写真提供：仙台市）

こ く ど き ょ う じ ん か

平成25年以降に発生した主な災害

今後、発生が予想されている巨大地震
■南海トラフ巨大地震 被害想定（陸側ケース）

●全壊･焼失棟数：
　　　最大約238万6千棟

●死者：最大約32万3千人

●経済的被害：約214兆円
資産等の直接被害約169兆円
生産・サービス低下による被害
約45兆円

●全壊･焼失棟数：
　　　最大約61万棟

●死者：最大約2万3千人

●経済的被害：約95兆円
資産等の直接被害約47兆円
生産･サービス低下による被害
約48兆円

■首都直下地震 被害想定（都心南部直下地震〔M7.3〕）

（出典：平成26年度版防災白書）

（出典：南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ第二次報告（内閣府）） （出典：首都直下地震対策検討ワーキンググループ最終報告（内閣府））

平成25年台風第26号及び第27号
人的被害： 死者39人
住家被害： 全壊86棟、半壊65棟
主な被災地：東日本から西日本にかけての

太平洋側（特に関東地方）
発生期間： 平成25年10月15日～10月16日

及び10月24日～10月26日

平成26年御嶽山噴火（長野県・岐阜県）
人的被害： 死者・行方不明者63人

負傷者69人
住家被害： 確認中
主な被災地：長野県・岐阜県
発生期間： 平成26年9月27日～

※平成26年10月17日時点

平成25年梅雨期における大雨等
人的被害： 死者14人
住家被害： 全壊73棟、半壊182棟
主な被災地：東北及び中国地方
発生期間： 平成25年6月8日～8月9日

平成26年大雨（広島県）
人的被害： 死者74人
住家被害： 全壊133棟、半壊122棟
主な被災地：広島県広島市
発生期間： 平成26年8月19日～

平成25年11月末からの大雪等
人的被害： 死者95人
住家被害： 全壊27棟、半壊40棟
主な被災地：東北及び関東甲信越地方
発生期間： 平成25年11月～26年３月

平成25年台風第18号
人的被害： 死者6人
住家被害： 全壊48棟、半壊208棟
主な被災地：北日本から西日本

（特に近畿地方）
発生期間： 平成25年9月15日～9月16日

8月23日からの大雨等
人的被害： 死者2人
住家被害： 全壊9棟、半壊12棟
主な被災地：北日本から西日本

（特に中国地方）
発生期間： 平成25年8月23日～8月28日

9月2日及び4日の竜巻等
人的被害： 重傷者7人
住家被害： 全壊13棟、半壊37棟
主な被災地：関東地方
発生期間： 平成25年9月2日及び9月4日
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