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慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科の山内慶太教授に、医療経済学の視点から、ストレス関連疾患等を中心に「仕事の能
率の低下（プレゼンティーイズム）」とその損失の大きさについて解説いただくとともに、これからの企業経営における「健康リスク」
と「経営リスク」の関係および働き方のマネジメント等について解説いただく。

長時間労働抑制の流れは日々厳しくなり、今まさに「働き方改革」が求められている。社会保険労務士として、長時間労働削減など
で多くの企業を支援されてきた中辻めぐみ氏に、企業としてそれら取り組みのあり方および「健康経営」までのアプローチについて、
経験に基づき解説いただく。

一般的にあまり認識されていない「ストレスによる直接的な（生理学的応答による）身体的影響」について、そのメカニズムの概要を
紹介するとともに、その影響を考慮した健康経営のあり方・推進の留意点等について解説する。

近年、人権問題において企業が貢献することに、大きな期待が寄せられるようになってきた。しかし、一企業の影響力には限界があ
る。企業のレバレッジとその行使方法について解説のうえ、コレクティブ・アクション（業界団体や企業集団などによる集団での働き
かけ）の利点、レバレッジのポイントについて解説する。

巻頭シリーズ「レジリエンス～強く、しなやかな社会づくり～」第4回は、関西大学 社会安全学部 特別任命教授（チェアプロフェッ
サー）河田惠昭氏に、これからの災害問題で重要となる「縮災」という概念および専門用語としての移動災害、全体最適・部分最
適、複合被災、避難準備情報等を中心に紹介いただく。

熱海市長 齊藤栄氏に、観光都市熱海の観光客数の現状および観光客増加に向けた各種取り組みを紹介いただくとともに、近年増
加している外国人を含めた観光客および住民の安全確保のために立ち上げた「安全な観光都市 熱海を考える研究会」の取り組みに
ついて紹介いただく。
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健康リスクと経営リスクに向き合う ～ストレスと働き方のマネジメント～

42
近年、国内で行われる国際会議が増加しており、2020年には東京オリンピックも開催される。その開催地の自治体が考えなくてはな
らないことや果たすべき役割について、2016年5月の伊勢志摩サミット開催自治体にヒアリング調査を行い、リスクマネジメントの観
点から整理・考察した。
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ホテルやレジャー施設等において地震や火災などの災害が発生した場合、多くの方が被害にあう可能性があり、避難経路確保等の
日頃の取り組みが極めて重要となる。今回の「我が社のリスクマネジメント」では、プリンスホテルにおける「お客さまと従業員の安
全・安心のための取り組み」についてお話しをうかがった。

※執筆者の所属等は執筆当時のものです
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本稿では、これからの災害問題で重要となる「縮災」という概
念、それから専門用語としての移動災害、全体最適・部分最適、
複合被災、避難準備情報を中心として紹介したい。

１．なぜ、「縮災」なのか
1961年施行の災害対策基本法は、東日本大震災後に、防災

から減災に考え方が変わったが、被害が発生しなかった地域
や都市への対策を考慮しきれていない。なぜこれが困るのか、
理由を述べよう。奥尻島では、1993年北海道南西沖地震に際し
て津波被害が発生した沿岸集落に高さ11mの津波堤防が建
設された。また、2014年広島市で土石流被害が発生したところ
に砂防ダムが順次築造中である。ところが、次の同じ災害は、前
回、津波が来なかったところ、土石流が発生しなかった地域を
襲う。なぜなら、長い間プレート境界地震が起こらず（地震の空
白域と呼ぶ）、ひずみエネルギーが溜まり続けている震源域が
つぎの地震の最有力発生候補地であり、そこで発生した大津波
は、皮肉なことに津波対策が実施されていない沿岸を襲うから
である。たとえば、南海トラフ巨大地震による大津波が来襲す
る西日本太平洋沿岸以外に、釧路を中心とした道東地方や秋
田市も、長年にわたって大津波が襲っていないから危ないので
ある。同様に、長年にわたって豪雨がなく、風化した土砂が大量
に堆積している渓谷や谷筋は全国に数十万箇所もある。そこで
たまたま豪雨が降れば、必ず土石流が起こるからである。災害
の中で、一度起こっても、毎年繰り返す恐れが大きいのは、台風
や大雨に起因する氾濫災害だけである。

しかも、災害対策基本法では、災害が起こると対策だけでな
く関連法規も整備されるが、思わぬ地域や都市で、"想定外"災
害への対応が不足している。

関西大学社会安全学部
特別任命教授（チェアプロフェッサー）

河
か わ た

田 惠
よ し あ き

昭 氏

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス年間シリーズ

このような災害環境では、減災では不十分で、災害が必ず起
こると想定した対策、すなわち「縮災」でなければならない。

２．「縮災」の特徴と新たな「移動災害」の発生
「縮災」は、Disaster Resilienceの和訳であり、図１のよう

に、被害Dを小さくする減災だけでなく、被害を被った時のすば
やい回復力を期待して、図中のグランドピアノの蓋の形状が示
す総被害額Rを少なくすることを目標とする災害対策である。
起こった時に回復を早くすることが総被害額を小さくすること
につながるのである。たとえば、想定外災害であった東日本大
震災は、私たちの試算では、このままでは復興までに約40兆円
の財源が必要と想定されている。震災後6年を経過し、とくに産
業の復興が困難なことがあらためてわかってきたが、東日本大
震災で全国的な問題となったサプライチェーンだけが課題では
ないのである。

　

　

災害列島の防災・減災
そして「縮災」

【図１】縮災（Disaster Resilience）の概念図　　　　　　　　（筆者作成）

社
会
機
能

発
災

100％

0％
時間

被
害
D

R

回復時間T

平常の
レベル



レジリエンス　〜強く、しなやかな社会づくり〜

災害列島の防災・減災そして「縮災」

RMFOCUS Vol.61 〈2017 Spring〉　2

３．国難災害と東海地震の見直し
起これば間違いなく国土衰退につながる国難災害の候補

は、表１のように三つ挙げられる１）。地震災害は、首都直下地震
と南海トラフ巨大地震である。東京水没がなぜスーパー汚染災
害になるのかといえば、東京湾の海底や都市河川の川底に沈
殿した重金属を含む汚泥が、氾濫とともに市街地に拡散するか
らである。2012年ニューヨーク・マンハッタンを襲ったハリケー
ン・サンディによる高潮氾濫災害では、浸水した住宅や地下鉄
の排水後に、広範囲にわたって有害な黒カビが発生し、その乾
燥・除去にニューヨーク市は大苦戦した。

次頁表２は、明治以降、戦争と災害でどれくらいの犠牲者が
発生したのか、また、これから起こる災害でどれくらいの想定犠
牲者となるのかについて示したものである１）。南海トラフ巨大
地震が起これば、明治以降に自然災害で亡くなった総犠牲者
数27万人を超えてしまうことがわかる。残念なことであるが、わ
が国の政府も経済界もこれらの国難災害の発生をまだまだ軽
視している。

2016年夏、中央防災会議防災対策実行会議の下に、「南海ト
ラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討WG」が設置
された。最近、わが国の地震学者の総意として、東海地震は予
知できないとされ、そうすると予知を前提として1978年に施行
された「大規模地震対策特別措置法」（以下「大震法」）を見直
す作業が必要だからである。ワーキングの会議は2016年末まで
に、2回が開催されたが、このワーキング内に設けられた「南海
トラフ沿いの大規模地震の予測可能性に関する調査部会」は 

2016年熊本地震では、企業によっては被災内容の詳細を公
表していないが、ロボットとその周辺の自動化装置を有する企
業の被害が長期化した。東日本大震災でも局所的に発生して
いた被害であるが、震源から遠く離れたところに立地した自動
車やコンピュータ組み立て工場で、やや長周期の地震動による
被害だったために、局所被害と看過されてしまったきらいがあ
る。

精密な組み立て・研磨・塗装・検査工程などでは要所要所で
ロボットが駆使されている。製造ラインが長いほど、地震動の揺
れによって、それぞれの装置に働く加速度と質量の積とに比例
した水平・鉛直力を受ける。それらは基礎のコンクリート床板や
鉄骨フレームで固定されている。ところが、震度7や6強の揺れを
うけると、それぞれがてんでバラバラな方向と大きさの異常外
力を受けることになって、局所的なゆがみやずれが生ずる。大は
液状化による基礎・床の不同沈下・傾斜であり、小はロボットと
その周辺装置の3次元移動である。筆者は、この被害を、「移動
災害」（Displacement Disaster）と名付けた。図２の写真は、
1999年トルコのマルマラ地震で被災した、米国自動車メーカー
の合弁会社の建設工事中の組み立て工場である。写真からわ
かるように、一辺約100mの工場のほぼ中央部付近が液状化の
ために、約1m沈下し、全壊した。これが原因で米国自動車メー
カーはトルコ進出をあきらめたといわれる。

ロボットは製造業だけでなく、医療や福祉などの現場でます
ます多用される方向にあり、これとAIやIoTが組み合わさって、
私たちの生活空間がますます豊かになる方向で動いている。地
震はその新たな脅威になってきたことを理解しなければならな
い。そのためには、地震が起こり、想定できる被害からの早期回
復を視野に入れた縮災対策が必要なのである。

【図２】液状化のために中央部が不同沈下し、全壊した建設中の車体組み立
て工場

（筆者撮影）

災害 概要

首都直下地震

M7.3, 30年以内の発生確率：70％、震度7、被
災地人口（震度6弱以上）：約3,000万人、想定死
者数：約2.3万人、震災がれき量：9,800万トン、
被害額：95兆円、首都機能の喪失を伴うスー
パー都市災害

南海トラフ巨大地震

M9.0, 30年以内の発生確率：70％、震度7、被
災地人口（震度6弱以上）：約4,073万人、影響人
口（津波浸水深：30cm以上）：6,088万人、震災
がれき量：3.1億トン、想定死者数：約13〜33万
人、被害額：220兆円、災害救助法が707市町村
に発令されるスーパー広域災害

東京水没

高潮、洪水、津波による3m以上の浸水深、被
災地人口：約378万人、全半壊棟数：約73万棟、
水害がれき量：5,410万トン、想定死者数：15.9
万人、被害額：91兆円、水域堆積汚染物資の拡
散によるスーパー環境汚染災害

【表１】発生が危惧される三つの国難災害候補

（筆者作成）
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3回開催され、原案として四つの地震発生のシナリオが提案さ
れている。

筆者は、このWGの委員として参画しているが、そもそも発生
シナリオを四つにまとめること自体に反対である。大震法施行
から39年経過して地震学が進歩したとはいえ、わかったことは
地震現象のごく一部であるという謙虚さが必要である。まかり
間違っても特定のシナリオに絞ってはいけない。

高い発生確率で必ず発生するこの震災に対して、本稿で紹介
する縮災対策を実施しなければ手遅れになってしまうだろう。
最近出版された「政治が危ない」（日本経済新聞出版社）で御
厨氏は、『国土崩壊があるということを前提にして、どうやって生
き残っていくかという計画にせざるを得ない。････防災という
のは、不利益分配ですから、それを基本にこの国の国家構想に
組み込んでいかないといけないんですよね』２）と述べている。

この文章は、起こることを前提とした対策、すなわち「縮災」が
必要なことを示している。現状では、東海地震はいつ起こっても
おかしくない。なぜなら、東海地震は約100年から150年の周期
で発生しており、前回1854年に安政東海地震が起こって、すで
に163年経過しているからである。

では、どうするのか。もっとも重要なことは人的被害を少なく
することである。まず、耐震不適格な住宅等の構造物に耐震化
を義務付けることである。次に、自動車や鉄道などの交通機関
は最高速度を20％減に抑えるのである。被害の大きさは運動エ
ネルギーの2乗にほぼ比例するので、これで被害が約40％少な
くなることが期待できる。たとえば、東海道新幹線ののぞみの
最高速度である時速270kmを220kmに減速するのである。ユレ
ダスや脱線防止ガードなどの対策だけでは東海地震に対して
充分とは言えないと考える3）。

これらの対策の"見える化"による直接の減災効果のほかに、
もう一つ大きな効果が期待できる。それはこれらの具体的な措
置が"いつかは必ず東海地震が起こる"と住民や国民に信じて
いただくことにつながるからである。現状の、情報を中心とした
ソフト対策ではそれがほとんど不可能である。

４．新たなステージに入った災害
ここでは、最近起こった三つの災害を取り上げて、それらがこ

れまでにない被害の特徴をもっており、縮災対策が必要なこと
を示そう。

⑴2015年茨城・鬼怒川の氾濫

9月9日、台風18号は日本海中部にあり、温帯低気圧に変化し
つつあった。この温帯低気圧と約2,000㎞東南東の太平洋上に
あった中心気圧975hPaの台風17号、そして蛇行する偏西風の
組み合わせが南北方向に線状降水帯を形成し、それが鬼怒川
水系に豪雨をもたらしたのである。10日早朝には栃木県と茨城
県には大雨が降っており、いずれも特別警報が発令される事
態となった。結果的には、流域面積約1,700㎢に約6.5億トンの
雨が降り、利根川との合流点から上流約20㎞付近の複数個所
の堤防が決壊や越水のために氾濫災害が発生した。常総市の
4,000人の住民が浸水家屋に取り残され、その内約1,300人がヘ
リコプターで救出された。

従来の豪雨は、川の上・中流部の中山間地に降り、これをダム
や遊水池などの治水施設で制御し、下流の氾濫を食い止める、
あるいは軽減するというのが治水対策の基本であった。しかし、
アメダスの記録を見る限り、今回は下流から豪雨が降りだして
おり、市街地の雨水のポンプ排水も重なって、下流水位が最初
に高くなるという現象が発生した。つまり上流からの洪水が流
れにくくなるという現象が発生した。一方、上流の四つのダム群
は、従来の出水を想定して放流を行い、下流の破堤・越水が生
じたころには、洪水調節能力がまだ約30％の余力があったこと
がわかっている（従来からのダム操作規定にのっとって運用し
た）。つまり、雨の地域的な降り方が従来になかったパターンで
あり、対処できなかった理由がそこにある。

人的被害は、氾濫の規模に比して少なく、死者2名、負傷者40
名であったが、これは救出のための好条件がそろっていたから
である。これからは地球温暖化の影響の下で、雨の降り方が変
わるという認識が必要なことを示唆する水害であった。かつて、
1986年に鬼怒川と平行して東側を流れる小貝川が破堤氾濫し
たことがあった。その経験をした住民は氾濫の被害規模を見
誤っていた面も否定できない。

鬼怒川が溢れれば、どこまで浸水が広がるかを示す洪水ハ
ザードマップは用意してあったことはわかっている。ところが 

順位 発生年 原因 死者・行方不明者数

1 1941-1945
太平洋戦争

（軍人以外の犠牲者は
約80万人）

310万人

2 30年以内70% 南海トラフ巨大地震 32万3千人（想定）

3 20XX 東京水没（高潮、洪水、
津波） 15万9千人（想定）

4 1904-1905 日露戦争 11万5,621人

5 1923 関東大震災 10万5,385人

6 30年以内70% 首都直下地震 2万3千人（想定）

7 1896 明治三陸津波 2万1,959人

8 2011 東日本大震災 2万1,862人

9 1894-1895 日清戦争 1万3,311人

10 1891 濃尾地震 7,273人

11 1995 阪神・淡路大震災 6,434人

(筆者作成)

【表２】150年前の明治維新以降、戦争と災害による犠牲者数
（将来発生が想定される災害を含む）
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肝心の担当部署が「堤防が決壊するとは思わなかった」と考え
てしまったため、このマップは正確だったにもかかわらず、役に
立たなかったのである。当然ながら、被災者をどこに避難させる
かとか、被災した場合の国や自治体からの受援計画もなく、庁
舎まで浸水する羽目に陥ったのである。しかも、長期にわたって
水道が断水し、復旧・復興の長期化という悪影響をもたらした。
まったく災害発生を他人事と考えていたということである。

⑵2016年熊本地震

熊本県益城町では、4月14日に震度7の揺れを経験し、その28
時間後の16日に再び震度7を経験した。また、7カ月後の11月14
日までに、震度1以上の揺れが4,141回発生するという異常な経
験をした。この震災において政府は、被災地の要請を待たずに、
佐賀県鳥栖市の救援拠点に約262万食を届けるというプッシュ
型の支援を積極的に行った。しかし、仮に将来、首都直下地震
や南海トラフ巨大地震が発生すれば、この10倍以上も被災地
に届けなければならず、現実的には難しいということがわかっ
た。

筆者は、政府が設置した「熊本地震を踏まえた応急対策・生
活支援策検討ワーキンググループ」の主査を務め、その報告書
を12月20日に松本 純内閣府特命担当大臣(防災)に手交した
が、そこで対象としなかった内容について触れてみよう。

まず、自衛隊である。2万6千人出動し、その活動に対する評価
はよい。しかし、防災専門家から見れば課題がある。なぜなら、
2004年新潟県中越地震や2011年東日本大震災の教訓から学
び、備えておかなければならないことがあったからである。それ
は車中泊解消の手段があったにもかかわらず、実行しなかった
ことである。たとえば、2,000台収容の益城町のグランメッセ駐
車場に大型テントを張り、改良済みの床材や間仕切りを設置す
れば、車中泊は大幅に解消したはずである。また、警察庁も2週
間後に開催を控えた伊勢志摩サミットの警備体制があったた
め、熊本県警察本部が主として対応することになったと考えら
れている。結果的に、警察官が不足し、主要道路の交差点は渋
滞していた。これなど、災害の発生への事前の考慮が不足して
いたと言えるであろう。

この震災でわかったことは、活断層が起こす地震の特性があ
まりよく理解されていないということで、これまで地震学が明ら
かにした事実は、そのごく一部に過ぎないということである。こ
の事実は、今後起こる地震災害において、私たちが未経験な地
震に遭遇することが起こり得るということである。益城町は人
口が約3万3千人であった。その町の下に活断層があり、熊本県
の被害想定結果も公表されていた。同じような条件は、奈良市

（人口：約36万人）と京都市（人口：約147万人）でも見られる。
前者は奈良盆地東縁断層地震が、後者は花折断層地震が、そ
れぞれ過去1,300年と1,200年活動していないのである。しかも
両市とも太平洋戦争中、空襲を経験していないので、木造密集

市街地が広がっている。市街地延焼火災の恐ろしさは、12月に
起きた糸魚川大火で改めて認識されているところである。私た
ちの地震に関する知識が不十分であるがゆえに、初めて経験す
る地震の起こり方があるという謙虚さと覚悟が必要だろう。

⑶ 2016年台風10号による岩手・小本川の氾濫： 
複合被災と避難準備情報の名称変更

この豪雨をもたらした台風10号は、気象庁が台風に関する統
計を取り始めた1951年以降、東北地方の太平洋側から上陸し
た初めての台風であった。小本川が氾濫した岩泉町では、1時
間雨量70.5㎜、3時間雨量138㎜という同地での既往最大を記
録した。この台風によって、北海道と東北地方で合わせて27名
の死者・行方不明者を数えたが、その原因の一つとして、屋内で
多くの犠牲者が出た高齢者施設の管理者が避難準備情報をよ
く理解しておらず避難しなかったことが挙げられているが、果た
してそれほど単純であるのだろうか。

①複合被災
このような大量の犠牲者の発生に対して、この施設の設置認

可をした、国、岩手県、岩泉町、そして高齢者を施設に預けてい
る家族、それぞれにもう一歩踏み込んだ対応が求められる複合
被災（Compound vulnerability）であったという考え方も重
要である。要は、医療・福祉施設の運営に直接関係する部局だ
けの問題ではなく、その上位に災害をはじめとする安全・安心
問題が存在するということに対する認識が求められているので
ある。

これまで、減災では部分最適、全体調和を目指すという目標
があった。しかし、できるだけ被害を少なくするという減災の考
え方に、これくらい被害が減ればよいだろうという甘えがあった
のではないだろうか。"調和"というあいまいな表現が担当部局、
担当者に異なる安全基準を許し、その間隙で被害が発生したこ
とを考えると、減災の全体調和ではなく、「縮災」の"全体最適"
を目指す必要があることが示されたといってもよいだろう。

②避難準備情報の名称変更
これは詳しく新聞報道されているので、避難準備・高齢者等

避難開始というように名称変更されたことを紹介し、問題はこ
れだけではないことを指摘したい。

そもそも避難準備情報は、2000年東海豪雨災害後に名古
屋市と春日井市が制定したものである。この制定のきっかけと
なったのは、高齢者の避難が遅れただけではない。たとえば、
愛知県全体で65万人に避難勧告が発令されたが、それでも約
10％の6万人は避難した（現在では、このような大規模氾濫災
害では避難率は約1％に下がっている）。何が問題であったの
か。それは避難勧告を発令する基礎自治体側にも、つぎのa）〜
g）のような見直すべき点が当時、見つかったからである。
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a）市町村役場の災害対策本部や災害用備蓄倉庫、電話交
換機、自家発電機、公用車の浸水・水没

b）地下鉄駅や地下駐輪場の浸水対策装置の不備
c）指定避難所の未開設
d）洪水期（一般に6月から10月）における河道内施設の工事
e）洪水処理と下水処理の同時発生
f）避難勧告の発令基準の見直しと徹底
g）洪水ハザードマップの作製

つまり、避難準備情報は、住民だけを対象とするのではなく、
自治体も避難勧告・指示を出す準備のためにやらなければいけ
ないことを実施するというのが趣旨である。鬼怒川が氾濫した
時の常総市も、避難勧告を出した時に、肝心のエリアメールの
スイッチの入れ忘れが起こっており、a）もc）も不備であった。

筆者は、東海豪雨災害の後、愛知県が設置した水害対策委
員会の委員長を務めた。災害直後を含め現場を視察している
が、現在の内閣府の有識者会議はこれらの事実認識が不足し
ており、高齢者だけに的を絞っているといわざるを得ない。

５．これからも進む地球温暖化による異常気象と
未経験な起こり方をする地震の発生

わが国にはおよそ1,500年以上前から、災害の歴史が古文書
で記載されている。犠牲者が千人程度以上の巨大災害の発生
を調べてみると、99回起こっており、約15年に一度の割合で起
こってきたことになる。それぞれ20数回発生した地震、津波、洪
水、高潮がわが国の巨大災害の四天王である。この天変地異が
明治以降どうなったかを調べてみた。その結果、一つの災害で
約千人以上死者が発生した災害は、天変（風水害）と地変（地
震、津波、火山噴火）について、いずれも13回である。つまり、約
6年に1回は巨大災害が起こってきたことになる。一方、1災害で
犠牲者が100人を超える中規模災害は減少し、1995年阪神・淡
路大震災と2011年東日本大震災を除いて、1994年以降、20年
以上起こっていないことがわかる。つまり、わが国は中規模災
害に対して防災・減災力が向上したといえる。したがって、地変
で被害が経年的に大きくなっているのは、地震や津波のエネル
ギーが歴史的に大きくなったのではなく、昔に比べて活断層の
近くやプレート境界地震の揺れと津波に襲われる地域の人口
が激増したことが最大の理由である。天変の場合の被害拡大
は、それだけではない。外力となっている大雨の頻度が増え、台
風の規模が確実に大きくなっているのである。その主因は、温
室効果ガスの増加による地球温暖化である。

このガスの排出規制が未だ世界各国で合意されていないた
め、風水害が増えるだけでなく、超大型台風が発生し、想像を
絶する大雨が降ることも起こりうる。省エネの社会づくりが急
がれているのも、何とか地球温暖化の速度を遅くしなければな

らないからである。放置すれば、これまで風水害が起こらず、こ
れに対して無防備な地域が危険になり、しかも常襲地帯が拡大
しかねない。

2011年台風12号は、総雨量1,808.5㎜という日本記録を立て
た。しかし、2009年に台湾を襲った台風8号（モラコット）では、2
日間累積雨量で2,800㎜を観測し、この豪雨で発生した地すべ
りは一つの村を丸ごと埋め尽くし、約500人いた村民が全員、
亡くなっている。この雨量の差は、台風上陸点付近の海面水温
が、日本に比べて台湾の方が2℃高いことによって影響されてい
ると指摘されている。したがって、これは地球温暖化がこのまま
継続すれば、いずれわが国でも、台風来襲時に雨が3,000㎜降
る時代が来ることを示唆している。

６．ますます発生が危惧される複合災害
複合災害の典型例は、2011年に起こった東日本大震災であ

る。この震災では、地震、津波、原子力災害が立て続けに発生
し、被害をますます拡大していった。そして、震災から約6年経過
し、被災地の復興は、原発災害を被った福島県を除いて、やっと
本格的になってきた。このように後から起こる災害の被害が、前
に起こった災害による被害より大きい場合、一連の災害を複合
災害と呼ぶ。後者の被害が小さければ、二次災害になる。

東日本大震災が起こるまでは、複合災害はあまり注目されて
いなかった。しかし、災害の歴史を詳しく調べてみると、複合災
害はこれまで幾度となく起こっていることが明らかになってき
た。中でも時代を変える衝撃となった複合災害が見つかった。
それは、江戸時代の安政元年、つまり1854年から56年にかけて
起こった3年連続の大災害である。最初の年に32時間差でいず
れも地震マグニチュード8.4の安政東海と安政南海地震が起き
た。その翌年、安政江戸地震が発生し、次の年に大型台風に伴
う安政江戸暴風雨が東京湾に来襲した。これらの複合災害は、
合計として、死者数万人、住宅被害数十万戸という大被害をも
たらした。幕府は財源が底をつき、復旧に失敗した。その結果、
国民の不満がつのり、そこに討幕運動という内圧と開国要求と
いう外圧が働いて、明治維新につながったのである。

ここで紹介した複合災害は3年連続で発生し、しかも現在の
東京に大きな被害を与え、それらが全国に広がったのである。
これ以外に、初めから国全体に大きな影響を与えた巨大な複
合災害の例もある。一つは、864年の富士山の貞観大噴火をきっ
かけとし、869年の東日本大震災級の貞観地震、そして887年に
南海トラフ沿いの地震が西日本を襲うというように、23年間に
わたる激動の時代である。また、ほかの一つは、1703年の元禄地
震を最初とするものである。これは、江戸を襲ったマグニチュー
ド8クラスの巨大なプレート境界地震で、それに続いて東海・
東南海・南海地震の三連動となった1707年宝永地震、そして 
その49日後に富士山の宝永噴火が続き、5年間にこれらが集中



レジリエンス　〜強く、しなやかな社会づくり〜

災害列島の防災・減災そして「縮災」

RMFOCUS Vol.61 〈2017 Spring〉　6

して発生した。
これら二つの複合災害の例は、外力としては巨大であった

が、現在と比べて全国人口も、それぞれ650万人および2,600万
人程度であって、かつ東京一極集中のような社会ではなかった
ので、単なる史実として記録されるに過ぎなかった。だから、前
述した安政年間の複合災害に比べて、天下を揺るがすような災
害とはならなかった。このように、地震や噴火あるいは台風がい
くら巨大であっても、そこに人が住んでいなければ、あるいは、
そこに大都市がなければ、人的被害は未曾有（みぞう）になるこ
とはないのである。

これからわかるように、かつて発生した巨大複合災害による
被害は、外力の大きさだけで決まってきた。しかし、1923年関東
大震災では、私たちの社会がどのように抵抗できるのか、つまり
社会の防災力との関係が重要であることがわかった初めての
災害であった。被害は、地震と火災という複合災害であった、後
者による被害は、地震の揺れで脆弱（ぜいじゃく）な建物とか火
気を使っていた昼食時に発生したというように、私たちの社会
の側の複数の原因が被害を大きくしている。つまり、複合被災
の様相を色濃く反映するようになっていることである。

将来、どのような地震が起こるのか、どのような津波が来襲す
るのか、どのような台風がやってくるのかについては、私たちが
決めることはできない。しかし、必ず起こると考えて、社会の防
災力を大きくすることによって被害を少なくすることは可能で
ある。被害の大きさを決めるのは災害の外力（ハザード）だけで
はなく、私たちの社会の防災・減災・縮災の努力のいかんにか
かっている。

７．新しく導入しなければならない
タイムラインとＡＡＲ

組織的に知っておかねばならない新しいツールがある。それ
は、タイムラインとAARである。

⑴タイムライン４）

アメリカ合衆国のニューオーリンズを中心として、2005年ハリ
ケーン・カトリーナ災害は広域災害となり、死者約1,800名、被
害額1,250億ドルとなり、同国の歴史上最悪となった。その教訓
から生まれたシステムである。図３は、わが国に台風が上陸す
る時刻をゼロアワーとして、その前後に災害対応として、国土
交通省が管理する一級河川の流域で、豪雨のために河川が氾
濫することを想定して、自治体や地域コミュニティが何をやらな
ければならないかを示したタイムラインである。洪水のように、
雨が降り出してから氾濫が起こるまでに、リードタイムがある災
害だけでなく、地震のように突然起こる災害についても有効で
あると考えられている。要は、情報がなくて自治体の長にとって
意思決定がむつかしい場合を想定し、あらかじめ何をやるかを
決めておき、関係者間で情報共有することである。これをやらず
に、実行すると効果が発揮されない。とくに、実際に住民が避難
行動する地域コミュニティがどのように受け止めるかは重要で
ある。この関係がうまく進めば、現在、円滑に進んでいない地区
防災計画の策定にまで進むことが予想される。

したがって、タイムラインを有効に活用するには、事前に関係
機関、関係者および住民でワークショップなどを実施し、十分

【図３】国土交通省が直轄管理する１級河川の台風接近を想定した洪水氾濫のタイムラインの例（筆者作成）
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な準備の下で実行し、利用者にとって長所がわかるようにする
ことが必須である。わが国では2015年3月末に、国土交通省が
一級河川109水系にこれを導入した。ハザードマップとタイムラ
インの活用によって、災害時に住民や利用者に適切なサービス
提供が可能となることが期待されている。

⑵AAR（After Action Review、徹底的な災害
検証、ふりかえりと名付けた）

なぜ、災害対応に失敗したのかを明らかにし、その教訓をつ
ぎに生かす体制作りに利用することは重要である。ハリケーン・
カトリーナ災害でアメリカ合衆国連邦政府は対応の不備につ
いて、どこに原因があったのかを2年かけて検証した。その結果
生まれたものの一つがこれである。わが国では、東日本大震災
に際して、大津波警報の津波高さの過小評価など、多くの反省
すべき点があるが、原因の検証などが不足していると言わざる
を得ない。

前述のように、2016年4月の熊本地震では、政府は種々のプッ
シュ型支援を行った。それを受けて、同年6月から7月中旬にか
けて、それが円滑に実行されたかどうかについて、霞が関の関
係省庁の現地派遣職員を対象とした、初めての検証を実施し
た。さらに中央防災会議専門調査会に「熊本地震を踏まえた応
急対策・生活支援策検討ワーキンググループ」が設置され、筆
者が主査となり12月までに7回の委員会を開催し、政府に提言
した。このような具体的なPDCAサイクルの繰り返しが防災力
の向上に寄与するのである。

　
以上
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はじめに
熱海市は、古くから栄えた温泉地として知られています。訪れ

る宿泊客数は、昭和44年度（1969年度）の530万人をピークに
減少傾向が続き、平成23年度（2011年度）には246万人まで落
ち込みましたが、その後の官民連携によるさまざまな取り組み
もあり、その数は、平成27年度（2015年度）に308万人まで増え
ています。

その一方、観光交流客の多くは土地不案内であることから、
地震・津波発生時の円滑な避難には困難が伴うことが考えら
れます。

本稿では、観光都市熱海の現状とともに、近年増加しつつあ
る外国人観光客を含めたすべての方を対象とし、観光地として
いかに安全確保を実現するかを検討するために立ち上げた「安
全な観光都市 熱海を考える研究会」における取り組み内容に
ついてご説明いたします。

１．観光都市熱海の現状

⑴熱海市の観光客数の状況

宿泊客数と観光レクリエーション客数（日帰り客数）を加え
た平成27年度（2015年度）観光交流客数は、6,572,512人を数
え、うち宿泊客数は3,084,025人で、宿泊客数の比率は46.9％と
なっています（表１）。

静岡県内の他都市の状況を見ますと、観光交流客数が多
い市町では、静岡市（観光交流客2,446万人、宿泊客数176万
人（比率7.2％））、浜松市（観光交流客数1,828万人、宿泊客数
258万人（比率14.1％））、御殿場市（観光交流客数1,443万人、 

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス年間シリーズ

宿泊客数97万人（比率6.7％））、伊東市（観光交流客数1,131万人、
宿泊客数265万人（比率23.4％））、三島市（観光交流客数664万人、
宿泊客数35万人（比率5.2％））となっており、熱海市と同じく温泉観
光地を抱える伊東市・浜松市を除くと、観光交流客数に占める宿
泊客数の割合は、1割未満となっており、熱海市の観光交流客数に
おける宿泊客数の比率が非常に高いことが特徴です。

　

年度別宿泊客数は、昭和44年度（1969年度）の530万人から、
昭和50年代後半から平成初頭のバブル経済期と呼ばれる一時
期を除き、一貫して減少傾向にあり、東日本大震災が発生した
翌年度（平成23年度（2011年度））の246万人まで、実に半分以
下の規模まで落ち込みました。

その後、上昇傾向に転じ、平成27年度（2015年度）には308万
人と14年ぶりに300万人台を回復しました（図１）。

安全な観光都市、
熱海を目指して

観光交流客数 宿泊客数 観光レクリエーション客数

熱海市 6,572,512人 3,084,025人 3,488,487人

【図1】年度別宿泊客数の推移

【表1】観光交流客数

（人） 年度別宿泊客数の推移
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平成24年度（2012年度）からの回復基調は、熱海市だけのも
のでなく日本全体の傾向ですが、平成24年（2012年）4月を基準
にトレンドを見ますと、平成27年（2015年）3月時点では全国の
118.2に比べ熱海市は123.2と5ポイント上回っており、回復のス
ピードが速いことがうかがえます（図２）。

⑵インバウンド観光客（訪日外国人観光客）の増加

インバウンド観光客による宿泊客数は、日本全体の傾向と
同じく、中国人観光客の増加により、平成25年（2013年）、26年

（2014年）、27年（2015年）と倍増する勢いとなっています（図３）。 
熱海市の特徴としては、外国人の宿泊客が増えたとはいえ、全
体に占める割合は非常に小さいことです。

平成27年（2015年）の外国人観光客（宿泊客）は58,481人、全
体の宿泊客数308万人の約1.9％ほどです。周辺観光地の富士
吉田・河口湖周辺15.6％、箱根町10.3％に比べ著しく少なく、ま
た隣の伊東市の3.7％も下回っています。

⑶財政危機宣言

現在の熱海市観光の状況を考える上で、平成18年（2006年）
12月の「財政危機宣言」が大きな影響を与えていると考えてい
ます。

当時は、日本全体で地方自治体の行財政運営に厳しい目が
向けられており、同年9月の熱海市長選挙で初当選させていた
だきました私は、当時の熱海市の財政状況を慎重に確認した
上で、現在の行財政運営を続けると極めて近い将来「財政再建
団体」に転落すると、進んでいた庁舎建設計画の見直しなど、市
政全般の見直し・行財政再建に着手しました。

財政危機宣言は、宿泊客減少に悩んでいた市内観光関連事
業者との間でハレーションを起こすこととなり、行政と民間事
業者との間がぎくしゃくした関係となり、また、メディアにより、
建設が中断されたマンションの姿や、夜間人通りの少ない飲食
店街等の映像が流されることで、熱海のマイナスイメージを増
幅する結果となりました。

この件は、現在のメディア露出を意識したプロモーション事
業を進める上で、非常に大きな教訓となっております。

⑷民主導のまちづくり

熱海市の基幹産業である宿泊業が低迷する中、地域活性化
に率先して取り組むべき行政（市役所）は行財政再建を最優先
に考えなければならない状況にあり、効果的な地域振興策をと
ることが出来ないでいました。

そのような中、まず熱海市の活性化に取り組んだのは民間
の方々でした。平成21年（2009年）より始まった「熱海温泉玉手
箱（オンたま）」は、熱海出身の若者たちを中心に「100年後も豊
かな暮らしができる熱海（まち）をつくる」というコンセプトを掲
げ立ち上げたNPOアタミスタの取り組みで、「まちを触媒とし
て、地域に根ざした人と事業とのつながりを育てる」ことを目的
とし、別府温泉から始った「オンパク」スタイルを踏襲し、様々な
体験型プログラムを提供することで「地域社会に貢献すること」、

「新しいビジネスの芽を育てる場の提供」、「ソーシャルキャピ
タル（社会の信頼関係）づくり」を熱海を愛するすべての人と行
政との協働のかたち「熱海スタイル」のまちづくりの確立を目指
したものです。

また、平成25年（2013年）からは、紅葉が見ごろとなる熱海梅
園を会場に、全国から個性あふれる工芸作家による「熱海梅園
アート・クラフトフェスティバル」、中心市街地活性化のために
開催されるクラフト・ファーマーズマーケット「海辺のあたみマル
シェ」が、平成26年（2014年）からは、熱海市中心部にある熱海
魚市場の魅力を発信しようと、魚市場と地元漁師、鮮魚店・飲
食店が連携した再生プロジェクト「熱海魚まつり」などの民主
導の地域活性化イベントが数多く誕生しました。

観光施設においても民主導により活性化した事例があります。【図3】インバウンド観光客数の推移
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【図2】宿泊客数のトレンド
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大正・昭和の浪漫（ろまん）を残す建築様式で熱海三大別荘の
一つで、旅館時代には山本有三や太宰治など多くの文豪に愛さ
れた「起雲閣」（図４）は、平成12年（2000年）に市民団体の要望
を受け、熱海市が取得し、市直営の文化施設として開放してき
ました。平成24年（2012年）に女性グループによるNPOオアシス
の指定管理に移行すると、女性特有のきめ細かなおもてなしも
あり、減少気味であった入館者数が増加に転じています。

⑸篤志家の協力

財政危機宣言を受け、自分が愛する熱海のために力になりた
いと考えた篤志家による寄付が、現在の熱海観光を支える観
光施設の整備につながりました。

熱海を代表するイベント「梅まつり」の会場となる熱海梅園
は、明治19年（1886年）、横浜の豪商 茂木惣兵衛により開設さ
れ、その後政府から熱海市へ下付された公園です。この寄付を
原資として平成19年（2007年）から平成21年（2009年）にかけ
て、開園以来約120年ぶりの全面改修工事が実施されました。
この改修を期に梅まつり期間中の有料化を実施し、平成28年

（2016年）の梅まつりでは入園料収入が2,600万円ほどとなり、
梅園の維持管理経費に充てるほか、観光振興基金に積み立て、
他の事業に利用できるようになっています。

熱海市内の中央部を流れる糸川の遊歩道を、日本で最も早
咲きの桜「あたみ桜」で統一する改修工事を平成21年（2009年）
から平成23年（2011年）に実施しました。この整備も熱海梅園
改修事業へ寄付していただいた篤志家による寄付を原資とし
ており、平成23年（2011年）から「糸川桜まつり」を1月下旬から2
月中旬に開催し、熱海梅園梅まつりと同時に楽しめるようにな
りました。

また、同じ篤志家の寄付を原資として、熱海サンビーチの後
背地にある「お宮緑地」に、南米原産で世界三大花木の一つで
ある「ジャカランダ」を植栽し、「ジャカランダの散歩道」を整備
しました（図５）。お宮緑地には、平成2年（1990年）のポルトガル
共和国カスカイス市との姉妹都市提携の際に贈られたジャカ

ランダがあり、また海岸沿いの街路樹としてもジャカランダが
採用されています。お宮緑地への整備により都市部で国内最大
級の集積したエリアとなり、平成28年（2016年）から「ジャカラン
ダフェスティバル」が熱海では閑散期となる6月に開催されるよ
うになりました。

文化施設として国指定の重要文化財となっている旧日向別邸
「ブルーノ・タウト熱海の家」も別の篤志家の寄付により取得し
ました。旧日向別邸は実業家の別荘として作られ、ドイツ人建
築家ブルーノ・タウトが日本に残した唯一現存する建築で、平
成18年にはタウトが設計した地下室部分が重要文化財の指定
を受けています。

⑹熱海市シティプロモーションの推進

平成19年度（2007年度）より行財政再建に取り組んできた熱
海市は、ようやく危機的状況を改善することにめどの立ったこ
ろに東日本大震災による影響を受けることとなりました。

東京電力管内である熱海市の宿泊施設も計画停電により休
業を余儀なくされ、平成23年度（2011年度）の宿泊客数は246
万人まで落ち込むこととなりました。

熱海市では、これらの状況を改善するため、平成25（2013年）
年2月に「熱海市シティプロモーション基本指針」を策定し、積極
的なプロモーション活動を推進する方向にかじを切りました。

⑺ロケ支援・メディアプロモーション

平成24年度（2012年度）から、専任の職員を配置し、ロケ支
援・メディアプロモーション事業に着手しました。「ADさん、い
らっしゃい！」と銘打った事業は、市職員がAD（アシスタント・
ディレクター）や制作部を全面的に支援することでロケ誘致を
推進しようとするもので、市民・事業者の協力を得てバラエティ
番組をはじめ、ドラマ、映画のロケ地としてメディア露出の増加
に成功しています。

【図４】起雲閣

【図５】ジャカランダ遊歩道
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ロケ支援の効果は、ロケ地めぐりやSNSでの話題、記憶に訴
え、旅行先を決定付けることや、リピーター客の来訪頻度のアッ
プにつながる広告効果、スタッフ・キャストの宿泊や飲食などの
経済的な効果があります。とくに広告効果は1番組あたりでも 
億を超える効果があるとされています。

　
平成24年度（2012年度）から取り組んでいる事業の実績は、

平成24年度（2012年度）62件、25年度（2013年度）67件、26年度
（2014年度）111件、27年度（2015年度）110件と順調に実績を
積み上げることができています（表2）。その内訳は、映画・ドラ
マに比べ情報・バラエティの割合が2倍となっています。現在、ロ
ケ支援を行う上で、情報・バラエティの誘致に重きを置いてい
ます。情報・バラエティは撮影から放映までの時間差が少なく、
ニュース同様、その情報は新鮮なものです。自分の好きなタレン
トが熱海で体験したことを週末に体験できるなど、首都圏から
の地の利を活かした誘客促進につながっています。

⑻観光ブランド・プロモーション

平成25年（2013年）4月、熱海市シティプロモーション基本指
針を受け、観光プロモーション事業を受託する事業者を公募型
プロポーザル方式により選定しました。

事業者から提案されたプロモーションのコンセプトは、「RE 
START RUN ATAMI」、「来ると元気になって、もう一度走り始
めたくなる熱海を」、「アクティブ熱海」、「あなたは知らない、熱
海の選択」など。その中で採用されたものは「意外と熱海」でした

（図6）。
「意外と熱海」のコンセプトは、「意外と知らなかったけど、こ

んな所あるんだ」、「意外と早く来られるんだよね」、「意外と遊べ
るんだよね」など熱海の魅力を再認識していただき「やっぱりい
いよね、熱海」につなげていくことを目的として、「意外と熱海」
の再発見を地元の人からスタートし、市民全員が来訪者に「意
外といい熱海」がお勧めできれば来訪者の満足度があがり、再
来訪（リピーター）につながるという、「身近な」地元の視点から
の取り組みと考えています。

⑼プロモーションの成果

平成25年度（2013年度）から平成27年度（2015年度）にかけ
て取り組んだ観光ブランド・プロモーションの成果は、一定の
効果があったものと評価しています。

熱海市観光の指標となる宿泊客数は、東日本大震災直後の
平成24年度（2012年度）246万人から、プロモーション最終年と
なる平成27年度（2015年度）に308万人まで62万人増加しまし
た。東日本大震災後の復興ムードは日本全体に現れています
が、その中でも全国を上回る増加トレンドが確認できます。

⑽ 移住促進プロモーション

熱海市シティプロモーションの重点プロモーションとして、観
光プロモーションに加え、移住促進および投資促進のプロモー
ションを位置づけています。

現在、人口3万7千人ほどの熱海市には、人口にカウントされ
ない消費者層が存在します。全国で唯一課税されている「別荘
等所有税」対象の物件（戸建別荘、マンション）が約1万世帯あ
ります。熱海市に別荘を所有される方の8割は、東京、神奈川を
はじめとする首都圏在住者で、別荘所有者へのアンケートから
は月1回以上熱海を訪れる方が約7割、1回の滞在中の市内消
費金額は約2万円となります。

また、アンケートによると「熱海の必要な情報が得られていな
い」との声があり、これに対応すべく情報発信に努めることで別
荘等所有者の来訪頻度を高め、市内経済への波及を求めてい
くよう取り組んでいます。

【表2】ロケ支援実績

※平成28年度分は、11月30日現在

【図６】意外と熱海ポスター

種別 平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

映画 5 2 22 19 6
ドラマ 10 9 10 20 5
情報・

バラエティ等 47 56 79 71 62

合計 62 67 111 110 73
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⑾ 投資促進プロジェクト

民間投資を呼び込むことや、地域で活躍する民間事業者を
支えるため「営業する市役所」をコンセプトとした投資促進プロ
モーションに取り組んでいます。

民間投資を呼び込むための「民間投資プロジェクト」。平成23
年（2011年）11月に庁内プロジェクトチームを組織し、民間投資
促進のための営業活動、誘致活動をスタートさせました。

お金を借りる前に知恵を借りる「企業とのパートナーシップ協
定」。熱海市役所にないノウハウ、ネットワークを外部と連携する
ことで補完しようと、静岡銀行、三島信用金庫、ぐるなびと熱海
市活性化に関するパートナーシップ協定を締結しています。

⑿ 観光まちづくりの視点

熱海市の観光プロモーション、施策を展開する上で、意識す
る視点として、「多様性」を意識しています。これは、熱海市の誕
生のエピソードに由来するものと考えています。

昭和12年（1937年）4月10日、熱海市は静岡県下5番目の都市
として市制を施行しました。当時の市制の規定は3万人の人口
とありましたが、定住の規定がありませんでした。

現在は、直近の国勢調査の結果が使われますが、当時はその
ような規定はなく、熱海市では1月3日午前0時に人口調査を実
施し、熱海町と多賀村あわせ3万人と基準をクリアしたのです
が、熱海町の内訳は、旅館滞在者7,252人、別荘滞在者1,268人
と市制施行に必要な3分の1は市外の方によるものでした。

現在も、熱海市民約3万7千人に対して、二地域居住者（別荘
等所有者）約10,000世帯、1日あたりの観光交流客数1万8千人
と大きな比率となっています。

熱海市の観光施策を推進するうえで熱海市民に加え二地域
居住者を含めた観光交流客が存在することが熱海観光に大き
な影響を与えています。

熱海市は過去の歴史からも、現在住民登録がある市民だけで
なく、熱海を愛する多くの人のためのものであると考えています。

２．災害との戦い

⑴関東大震災における熱海

大正12年（1923年）9月1日午前11時58分、その後関東大震災
と呼ばれる激しい地震が関東・東海地方を襲いました。震源地
は相模湾北東部で、被害は東京府を中心に1府6県に及び、静
岡県では東部に被害が集中しました。

相模湾に面する熱海には、地震後約5〜6分後に2度の津波を
受けました。6.5メートルに及ぶ津波は市内各所を飲み込み、道
路や橋・堤防などが壊れ、大規模な山崩れも発生し、熱海市内

では死者・行方不明者あわせて104人という大きな犠牲を出し
ました。

なかでも、当時、東京方面からの観光客（入湯客）の重要なア
クセスとなっていた軽便鉄道は全線にわたり崩壊・埋没被害を
受け、営業廃止に追い込まれるなど、観光地熱海には大きな打
撃となりました。

⑵熱海大火

太平洋戦争によりがれきと化した日本が、徐々に復興し、熱
海でも戦後数年もたつと次第に生活も改善され、年々観光行
事もさかんとなってきました。外国人や観光客も増えて熱海は

「東京の奥座敷」と呼ばれた戦前のにぎわいを取りもどしてい
く経過においても、数々の災害に見舞われました。

昭和24年（1949年）にはキティ台風による高波により沿岸部
140戸あまりの家屋が流出し、網代地区では住民の31％が被害
を受けました。また、昭和25年（1950年）には熱海駅前で火災が
あり、94戸が焼失しました。

そして、熱海駅前の火災からわずか10日後には、市街地の4分
の1が壊滅した「熱海大火」が発生しました（図７）。熱海大火の
被害は、焼失979棟、被災1,465世帯、5,745人、損害55億円とい
われ、焼失建物には、市役所・郵便局・公会堂・警察署・消防署
などの官公署のほか、病院や40余軒の温泉旅館もあり、市の中
枢機能はほとんど失われました。

当時の記録では、市役所が焼失したため、市当局および市議
会議員全員が国会へ出向き大臣室を借りて市議会を開くなど
苦心して復興計画をつくったとあります。

この熱海大火は戦後復興を歩みだした熱海に大きな痛手と
なりましたが、熱海の先達はこの災害を逆手にとって新しい都
市づくりに進み、ちょうど同年施行されることとなっていた「熱
海国際観光温泉文化都市建設法」はそのガイドラインとなり、

「東京の奥座敷」から「日本有数の温泉リゾート」への脱皮を
図ることとなりました。

【図７】熱海大火
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⑶東日本大震災と計画停電

平成23年（2011年）3月に発生し、今なお全国レベルで大きな
影響が続いている東日本大震災では、熱海市でも大きな揺れを
感じました。この地震では津波の被害が際立っていますが、震源
域から離れた熱海市では津波の被害は受けなかったものの、計
画停電による影響が色濃く漂うこととなりました。

東京電力管内にある熱海市でも、3月14日から計画停電が実
施され、ホテル・旅館や飲食店が実施に合わせて休業するなど
の影響を受けました。計画停電は3月いっぱいで終了しました
が、平成23年度（2011年度）の宿泊客数は、246万人にとどまり、
昭和40年代以降、最低の数字となりました。

また、大きな津波被害が発生したことから、海岸部で実施さ
れるイベントなどの安全対策の強化や見直しを行い、1985年
から行なわれ3,000人以上の参加者のあったマラソン大会は、
沿岸部を走るコースでの安全対策ができないという判断によ
り、事業を廃止することになるなど、観光面での影響がありま
した。

３．観光客を対象とした地震・津波への備え

⑴観光客含めた対策の必要性

熱海市は、伊豆半島の東側の付け根に位置し、東に相模湾を
臨み、箱根外輪山から伊豆半島に伸びる山々に囲まれた風光
明媚（めいび）な土地にあります。海・山に隣接し、中高層の建物
が林立する市街地は、そのほとんどが丘陵にあり、すばらしい
景観を有する反面、勾配が厳しく、狭い道路が多く、地震・津波
対策は非常に難しい街であると思います（図８）。

このような街に、一年を通じて多くの観光交流客に訪れてい
ただいている上、別荘やマンションに定期的に滞在される二地
域居住者の方々が多く存在します。熱海市での地震・津波対策

は、市民はもちろん、土地不案内の観光客・二地域居住者に、
近年増加しつつある外国人観光客を加えた全ての方を対象と
した、ハード・ソフト両面での安全対策が喫緊の課題であり、安
全対策の推進は、観光地のブランド力アップにつながるものと
考えています。

⑵現在進めている津波対策の考え方

現在、静岡県の主導の下、市内各地区で津波対策協議会を
開催し、津波対策に対する議論が進められています。熱海市と
しては、津波が予測される地震発生時には、一刻も早く高台へ
避難することが何よりも重要と考えています。

幸いにして、熱海市は、地形上、海と山が隣接し、他都市と比
べても高台への避難がしやすいという特徴があります。そのた
めの迅速に避難する際に重要となる避難路の整備等のソフト
対策に取り組んでいきます。

ハード面では、防潮堤の整備について、各地区での議論が前
提となりますが、ソフト対策により直ちに避難する形を確保し、
市民や観光客の皆さんの命を守ることに注力すると同時に、熱
海市の魅力である海岸線の景観や眺望にも配慮することも必
要ではないかと考えています。

そのため、防潮堤を整備する場合においては、景観や眺望に
も配慮しつつ、歩道面を確保するなど、日常生活や観光におい
ても活用できる整備を進めてまいります。

⑶安全な観光都市 熱海を考える研究会の取り組み

2016年、熱海市では、観光・危機管理担当部署と（株）イン
ターリスク総研との協働により「安全な観光都市 熱海を考え
る研究会」を発足しました（メンバーは次頁図9のとおり）。

研究会発足の背景として、国の施策として訪日外国人旅行者
を増やそうとする流れの中、2019年のラグビーワールドカップ
の開催（静岡県内エコパスタジアム（袋井市）が会場の一つ）、
2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催（伊豆市にて
自転車競技を開催）などにより、熱海市を含む富士箱根伊豆エ
リアへの外国人観光客が増加することが確実であること。そし
て、外国人観光客を取り込むためのプロモーションや多言語パ
ンフレット・ホームページ、Wi-Fi設備充実などの受入環境の整
備を進めることと同時に災害等の「もしものとき」に備えておく
必要があることを共通認識として得られたことにあります。

その上で、観光客は「土地勘」がなく、地震や津波に見舞われ
たときに、的確に避難することが難しいと考えられ、その中でも
外国人観光客の場合は、地震・津波の経験自体が無い方が多
いことから、避難行動に移すことができない事態も予測される
が、既存の防災ガイドマップや避難マップは、住民の視点から
作成されていることが多く、またその存在を観光客に知られて
いない現状があることを課題ととらえました。

【図８】熱海市街地の風景
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研究会では、これら課題を解決し、「防災の備え」ができてい
ることを「見える化」し、観光地熱海の大きな武器となるよう第
一歩に踏み出しました。

⑷EVACUATION GUIDE（英文避難地図）の作成
〜観光地図と避難地図の融合〜

本研究会では、大きな目標・到達点として、新たな観光資源
の発掘と熱海ブランドの再構築、ユニバーサルデザインの観点
からの防災まちづくりを位置づけています。

その上で、最初のターゲットを外国人観光客として検討を進
めたところ、外国人観光客を的確に避難誘導できる避難マッ
プの作成、観光地になじむデザインの津波避難標識の設置、
高低差のある坂の街の安全性をアピールすることによる「坂の
街」自体を観光資源化するなどのアイデアが出されました。その
中から、すでにある英文観光地図と、英文避難地図を融合させ
た、外国人観光客向け地震・津波避難マップ「EVACAUTION 
GUIDE for tourists atami」の作成に取り組みました。

EVACUATION GUIDEの作成にあたっては、これまで5回の
研究会を開催し、外国人観光客の視点に立った分かりやすい
ガイドの作成に向けて、活発な意見交換を行い、実際に数多く
の外国人観光客を迎え入れているゲストハウススタッフの声を
反映するなど試作を重ねて完成させました（図10）。

完成したEVACUATION GUIDEは、市内の宿泊施設等へ配
布し、実際に外国人観光客の手に渡ることで、「もしものとき」へ
の不安を軽減し、安心して観光地熱海を楽しんでいただくとと
もに、安心・安全に配慮した観光地であるという印象を持って
いただきたいと考えています。また、今後、外国人観光客の意見
もうかがいながら、内容の見直し・充実を図ってまいりたいと思
います。

⑸今後の取り組みについて

今後、さらに進展するグローバル社会の中、熱海市において
も、これまで以上に多くの外国人観光客を含めた観光交流客に
よりにぎわいある街になるよう努めてまいりたいと考えていま
す。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、さらに拡
大する訪日外国人観光客を迎え入れる上で、地震や津波など
の自然災害に対する備えはもちろんでありますが、併せて混沌

（こんとん）とする世界情勢の中、懸念されるテロ行為などのリ
スクに対してどのような備えができるのか、国レベルの大きな
課題ではありますが、一地方自治体、一観光地を預かる身とし
ても真剣に考え、熱海市が真に国際的なリゾート地として進化
できるよう取り組んでまいりたいと思います。

以上

※本稿の図・表・写真については全て熱海市より提供

【図10】EVACUATION GUIDE

表面〈避難マップ〉▲
裏面〈観光マップ〉▼

【図9】構成メンバー
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お客さまと従業員の
安全・安心のために

１.はじめに
ホテル業界は2008年を境とした世界経済の減速や円高の進

行、2011年の東日本大震災の影響等により訪日外国人観光客
が減少し、さらに個人レジャー消費の冷え込みが重なったこと
により、大変厳しい状況となっていた。しかし、2012年から13年
にかけてビザの緩和や円安基調による割安感、2020年に開催
予定の東京オリンピック・パラリンピックによる世界的な注目が
追い風となり、2016年には訪日外国人観光客が2,403万人と、
2011年の621万人から急激に増加し、ホテルの高稼働状況が継
続している。

多数のお客さまが利用する宿泊施設、ショッピングモール、
レジャー施設などにおいては、火災や地震などの災害が発生す
ると、一度に多数のお客さま、従業員が被害にあう可能性があ
る。このような事故を発生させないためには、「お客さまと従業
員の安全・安心の確保」が極めて重要である。

今回は株式会社プリンスホテルの皆さまにお話を伺った。
西武グループの中核会社である同社は、「安全・安心」な

サービスの提供や高い社会的使命を念頭に、2010年度から
本社部門による「避難通路等査察」を実施している。本取り組
みは事業所の防災・避難に関する法令による規制や公的な査
察とは別に定めた社内独自のガイドラインに基づく自主的な
もので、自主管理の強化による施設の安全性の向上と改善を
図っている。

類似の集客施設における「安全・安心」の確保のための取り
組みの好事例として参考にしていただければ幸いである。

２.お客さま・従業員の安全・安心の確保

Q．貴社が「避難通路等査察」を始めた経緯について教えて
ください。

 

～我が社のリスクマネジメント～イノベーション年間シリーズ

【図１】お話しをうかがった資産管理部の方
執行役員 資産管理部担当(兼)資産管理部長 池上　龍治　氏（中央）
次長（施設監理担当） 浅沼　嘉明　氏（左）
担当次長（業務管理担当） 橋本　雅夫　氏（右）

（2017.1.24現在）

資産管理部は施設計画から建設、メンテナンスといったハー
ド面を管理する部署です。「お客さま・従業員の安全・安心の確
保」のために法令に定める基準以上の設備基準で基本計画を
立てています。例えば、法令では設置を義務付けられていない
スプリンクラーを必要に応じて自主的に設置するなどの対応を
行っています。

しかし、適切に計画して建物を作った場合でも、営業を始め
ると新たな気付きが出てきます。また、建物の安全性・健全性は
完成した時がピークです。そのため、お客さま・従業員の安全・
安心にかかわる事象に適切に対応し、西武グループのスローガン

【お話をうかがった方】
株式会社プリンスホテル
執行役員
資産管理部担当（兼）資産管理部長
池
い け が み

上 龍
り ゅ う じ

治 氏

【聞き手】
株式会社インターリスク総研
災害リスクマネジメント部
リスクエンジニアリンググループ
上席コンサルタント　　林

は や し だ

田 祐
ゆ う じ

二
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である「でかける人を、ほほえむ人に。」を実現するためには、全
員で考え、ハード・ソフト両面から取り組む必要があると考えて
います。そこで経営層の後押しも受け、資産管理部がソフト面も
含めた施設の安全性向上の取り組みを行うことにしました。ま
た、プリンスホテルには本社部門として防災管理の運用面を担
う管理部があり、資産管理部と連携して対応を行っています。

　

Q.取り組みはどのように着手されたのですか？
　
最初に事業所の実態を調査し、避難経路の確保などの改善

の検討を行いました。さらに安全・安心レベルの維持・向上のた
め、関係各所で検討を重ね、「避難通路等査察ガイドライン」を
作成し、資産管理部・管理部による年2回（上期・下期）の事業
所査察を実施することにしました。

３.「避難通路等査察」の実施

Q.実際の査察方法・内容について教えてください。
　
お客さま・従業員の安全・安心を第一とした事業を継続する

ため、本社・事業所共同で実施する改善の取り組みです。査察
は国内の2階建て以上のホテル、レジャー施設、寮などの自己所
有物件だけでなく、グループ会社にリーシングしている物販専
門施設、賃借施設でも実施しています。

査察の流れを図2に示します。
前回指摘事項の改善状況は次回査察時にも現地確認を行

います（図３）。
災害時におけるお客さまの安全・安心はもちろんのこと、従

業員の被災回避についても重要な事と考えて取り組んでいま
す。例えば、地震時に事務所で「棚が転倒して下敷きになる」、

「落下物が頭部に当たる」といった事象が発生した場合、救出
のためにはさらに1〜2名の従業員が必要となります。負傷者を
安全な場所に移動するための時間が必要となり、お客さまの避
難誘導や災害の初動対応にあたるべき従業員が確保できなく
なることが考えられます。

査察実施の際には、必ず支配人に「従業員が迅速に災害時
の初期対応とお客さまの避難誘導を実施するためには、従業
員が負傷するようなことがあってはならない」ということが重要
であると伝えるようにしています。

　
査察ではただ指摘するだけでは十分ではなく、「どうして？」と

いう疑問を解消することも大事です。すべての従業員が「どうし
てこのようにしないといけないのか？」ということを理解するこ
と、「どうしてこのような状態になったのか？」という原因を話し

合い、自律して改善方法を検討、実施、継続していくことが重要
であると考えています。

Q.査察ではどのような事項が不備・不適として指摘されてい
ますか？

査察を開始した当初に見られた不備・不適事項の例として、
「通路や事務所内に固定されていない什器（保管棚など）があ
る」、「防火扉や屋内消火栓のそばにワゴンや台車が放置され
ている」、「機械室内に他部署の備品が保管されている」、「棚の

【図２】査察の流れ （インタビューを基にインターリスク総研作成）

【図３】機械室の目的外利用（左：改善前、右：改善後）

＜書類点検・ヒアリング＞
■消防関係書類や自主点検記録などを確認する
■書類をはじめとする不明点等について確認する

＜査察（現地調査）＞
■パブリックスペース・バックスペースを対象に以下の観

点などに基づき、確認する
・避難通路の幅員確保　　　
・機械室、電気室の目的外利用禁止
・什器備品の転倒防止措置　　
・防火扉、シャッターの閉鎖障害
・消火設備の使用障害
※査察時に確認した内容で、即時改善可能な指摘事項に

ついては、現地で対応する
※査察には防災担当者だけでなく、総支配人が立会う

ケースもある

＜クロージング＞
■査察内容（指摘事項）の確認および今後の対応につい

て講評する

＜査察後＞
■査察から1週間以内に査察結果報告書を発行する
■事業所より指摘事項の改善状況に関する資料（改善場

所のビフォア・アフターの写真を貼付）を受領する。改
善が完了するまで資料の受領を継続する

※改善に時間を要する項目については代替的な対策を講
じるよう指導する
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最上段に荷物が置かれていてスプリンクラーの散水に支障が
ある」といったものがありました。

　
Q.取り組みへの反応・変化はどうでしたか。　

従業員の安全・安心の意識が高まり、防災担当者が自主点検
で指摘したことがすぐ改善されることにより、業務がやりやすく
なったという声や会社全体の防災レベルの底上げを実感して
いるという話が聞こえるようになりました。

以前は「作業効率のために作業エリア近くの通路に収納用の
キャビネット等を置いていた事例」や「置場が定まっていないた
めに置き場所を探したり、仮置き品が邪魔になったりと効率化
が進まないといった事例」もありました。しかし、什器の保管場
所を定めたことにより、作業エリアから多少歩くことにはなりま
したが、通路に物が置かれることがなくなり、作業効率は改善
しています（図4）。

また、これまでは上司に改善提案しても予算が取れずに改善
が進まなかった事業所もありましたが、全社取り組みとしての
査察が始まったことで、予算が通りやすくなるという嬉しい効
果もありました。

査察時には、抜き打ちで従業員に「災害発生時の自分の役割
や勤務場所の消火設備」について質問をしますが、突然の質問
にもかかわらず、大多数の従業員が適切な回答をするように
なってきました。これは管理責任者・防災担当者だけでなく、フロ
ント、バック問わずすべての従業員に対して取り組み内容を伝え
るための工夫を各事業所が行っているたまものだと思います。

　
ガイドライン項目については5段階（S・A・B・C・D）のスコアリ

ングを実施しています。
プリンスホテルのガイドラインは法令遵守を最低レベルと

した高いレベルを求めており、事業所にとっては厳しいものに
なっていますので、法令基準を充足していてもC・D考課となる

こともあります。査察開始時にはD考課（問題あり）となる事業
所こそありませんでしたが、C考課（やや劣る）となる事業所が
ありました。2016年度上期の査察ではすべての事業所がB考課

（適正）以上になっています。このうち、半数以上の事業所がA
考課（優秀）となっており、S考課（極めて優秀）となる事業所も
出てきました。

また今回初めて事業所に対してアンケートを実施しました。
回答では、安全・安心にかかわるコスト・労力をいとわず、すべて
の事業所が第三者の眼を加えた査察の実施もしくは事業所間
でのクロス監査の導入を希望していることがわかりました。な
お、2016年度から、上期評価が優秀である事業所については下
期監査を免除するインセンティブを与えることにしましたが、イ
ンセンティブを持つ事業所から下期査察の実施要望が出てい
ます。これも安全・安心に対する意識の高まりの効果と理解して
います。

Q.実施にあたり苦労された点を教えてください。
　
バックスペースの通路に置かれた什器類の移動や機械室な

どのユーティリティスペースの目的外利用を禁止したため、ス
ペースの確保に苦労しました。

保管スペースが少なく、什器備品などの物量が多いことによ
り、倉庫や客室ステーション内が満杯の状態の事業所もありま
した。特に30年以上前に建築された建物は保管スペースが少
ない状況でした。事業所によっては法令・条例の定めで、建物の
増設が難しく、対策が困難な事業所も存在しました。

そこで、保管品をリスト化し必要性を検討しました。不要と判
断された什器・備品などについては社内遊休備品として事業所
間での移動を行い、残ったものはリユース資源物として売却し、
廃棄やむなしとなったものについては廃棄物として処理しまし
た。廃棄物の処理には全事業所合計でかなりの費用がかかりま
したが、一定の保管スペースの確保に成功しました。これでもま
だ保管スペースが不足している事業所については、客室や宴会
場の一部を倉庫や客室ステーションに改造して対応しました。

また、消防立入検査などの公的な査察や検査で問題なしと
されている内容であっても、お客さま・従業員の安全・安心を阻
害する可能性がある場合には指摘を行いました。そのため、公
的資格保持者やベテランの防災担当者にとっては抵抗があっ
たと思いますが、プリンスホテルが考える安全・安心に対する理
解が深まり、現在では協力して改善を要する事項の解消に努め
ています。

査察実施は事業所の実態の把握も目的ですので繁忙期に
実施する必要があり、事業所の負担が大きいことも苦労の一つ
ですが、2016年度上期査察後に実施した事業所に対するアン
ケートの回答を見ても「安全・安心のために必要なこと」として
理解されていることが分かります。

【図4】避難通路の幅員確保（改善後）
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Q.独自取り組みや好事例について教えてください。　
新横浜プリンスホテルでは「スペースこそ財産」という考えの

もと、必要なものと不要なものを適切に分類し、4トントラック
10台分の不要なものを処分しました。こうして作ったスペースに
より、避難通路の幅員を確保することができ、ユーティリティス
ペースの適切な使用を徹底しました。

また、定期的に防災担当者による巡視と「什器使用状況調
査」を行い、保管物の適正配置を行っています。それによってお
客さまと従業員のためのラウンジスペースをそれぞれ作ること
ができました（図8）。安全・安心の向上はCS（お客さま満足）、
ES（従業員満足）の向上にも貢献しています。

東日本大震災の際には約500人の方が一時避難場所として
利用されましたが、総支配人以下、すべての従業員の高い防災
意識によって皆さまのお役にたてたものと考えています。

　
その他の事業所でも以下のような取り組みが実施されてい

ます。
これらの取り組みを資産管理部で取りまとめ、事業所間での

横展開を図っています。

・日常の維持管理のため、各セクション向けに「あるべき姿」
を示す写真・イラスト・そうしなければならない理由などを
記載したマニュアルを作成している

・自主点検方法の工夫として総支配人・管理支配人による
抜き打ち点検や防災担当者による日時点検などを実施し
ている

・日勤や夜勤などのシフト勤務などに対応するため、消防訓
練の回数を増やして全員参加を実現している

・ホテルの宴会場で消防音楽隊の演奏会に近隣の幼稚園
児を招待するイベントを実施し、そのイベントのなかで消
防署との合同消防・避難訓練を実施している

Q.査察業務はどのように進化しているのですか。

2016年度からは査察業務とその後の是正管理を外部委託す
る形で株式会社インターリスク総研にお願いしています。なお、

【図7】お話しをうかがった新横浜プリンスホテルの方　
管理支配人 川島　亜希子　氏（中央）
管理マネージャー 飯塚　昇　氏（左）
管理担当マネージャー（防災担当） 高柳　一六　氏（右）

（2017.1.30現在）

【図5】お話しをうかがった新宿プリンスホテルの方　　
管理支配人 石川　演洋　氏（右）
管理担当マネージャー（防災担当） 橋本　武彦　氏（左）
管理リーダー（管理担当） 井上　雅広　氏（中央）

（2017.1.24現在）

【図6】建物外の避難経路（什器の転倒防止対策）

新宿プリンスホテルでは防災に関する独自規定を策定し、
従業員全員が安全教育・消防訓練を受けています。入社時の
安全教育受講を必須とし、さらに実際に施設内外の避難経路
を全従業員が歩いて確認しています。また、A4サイズ1ページの

「災害時にこれだけは必ずやること」を部署、担当者ごとに作
成し、全従業員がそれを理解しています。

2016年度上期査察での従業員ヒアリングにおいて、入社半年
の新人ベルスタッフが火災発生時の安全確認、お客さまを建物
外の安全な場所まで避難誘導する手順、避難経路を的確に説
明することができました。これはこのような独自取り組みの効果
であると思います。

また、災害発生時の安全な避難のため、建物外の避難経路に
ある什器を壁面にボルト・ワイヤーで固定し、避難時に転倒す
ることがないよう対策しています（図6）。

【図8】従業員ラウンジスペースの確保
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消防設備等の諸法令や施設の技術的な部分は資産管理部、防災
管理の運用面を管理部が担当する形で査察に同行しています。

従来使用してきた避難通路等査察のガイドラインは「総合 
防災査察ガイドライン」として株式会社インターリスク総研の
協力により内容、安全レベルを見直しました（表1）。

現地調査で判明したガイドライン項目の不備・不適状況は
「査察指摘」として、ガイドライン項目に記載がなくてもお客さ
ま・従業員の安全・安心の阻害となる点については「安全・安心
コメント」として記録に残すこととしました。また、改善されるま
でのトレースについても継続的に実施しています。

すべてのプリンスホテルブランドの施設で「お客さま・従業員
の安全・安心を高いレベルで実現すること」がプリンスクオリ
ティと考えています。

2017年度は総合防災査察ガイドラインのバージョンアップ、
特殊建築物定期報告等の公的報告内容の実効性確認など「安
全・安心にゴールはない」という考えのもと、予期せぬ事態にも
的確に対応し、「でかける人を、ほほえむ人に。」を実現するため
の取り組みを継続していきます。

４.更なる取り組み

Q.お客さま・従業員の安全・安心のために実施しているその
他の取り組みを教えてください。

　

2016年度から厨房環境を改善するプロジェクトチームが活
動を開始しました。これは食の安全を担当する品質管理部に加
え、購買部・資産管理部の共同プロジェクトですが、既に厨房環
境を改善するための全国調査は完了し改修をすすめています。
引き続き2017年度も客室改修やレストラン改修などクローズを
伴う大規模改修の実施に併せて厨房改修をすすめていきます。

また、施設の改装・リニューアル、設備や電気機器の更新時
に、資産管理部が工事現場の安全パトロールを実施していま
す。騒音・振動の出る作業の制限、第三者に起因する災害発生
防止の状況確認、営業中のエリアと近接する仮設設備・電気
設備からの火災事故発生防止の状況確認などを行うことによ
り、発注者として請負会社の安全管理にも関与しています。資
産管理部にはゼネコン、サブコンから転職してきた社員がおり、
工事の安全衛生に関する経験と知識を有しているので、安全パ
トロールを実施するには最適と考えています。また事業の特性
上、衛生管理は厳重に行っていますので、取引き先関係者もホ
テル従業員と同等のレベルで協力して頂いています。例えば館
内への入場時とトイレ使用後はその都度手洗い・消毒・うがい
等の徹底、インフルエンザや感染性胃腸炎にり患した場合など
はプリンスホテルの従業員と同じレベルの対応をお願いしてい
ます。

５.おわりに
この取り組みは事業所総支配人の理解、各担当者の協力、本

社管理部と資産管理部による人的資源の惜しみない投入、開
始当時の経営陣の理解とバックアップなど、すべての従業員の
お客さまを迎える施設としての思いが全社の取り組みとしての
成功につながったものと考えています。

　
プリンスホテルでは2016年7月にザ・プリンスギャラリー東京

紀尾井町が新規オープンし、2017年秋には名古屋の「ささしま
ライブ24」地区に名古屋プリンスホテル　スカイタワーが新規
オープンします。また2016年11月にはグランドプリンスホテル高
輪、2017年4月には東京プリンスホテルがリニューアルオープン
し、その後も軽井沢プリンスホテル、大磯プリンスホテル、びわ
湖大津プリンスホテル、グランドプリンスホテル京都などのバ
リューアップ投資が続きます。

これからも総合防災査察の質的向上に取り組み、好事例の
横展開などの全社的な情報共有を行うことで、「安全・安心」な
サービスの提供に努めていきます。また、リスク管理について多
角的な取り組みを行うことで、さらに安心してお客さまをお迎え
できる施設にしていかなければならないと考えています。

　
以上

対象項目 摘要/査察方法
消防関連書類の
点検と実施状況

保管状況・適正度、責任者の点検、訓練実施
状況　など / 書類確認、ヒアリング、実地確認

自主点検 基本実施内容、独自実施内容
/ 書類確認、ヒアリング、実地確認

前回指摘事項の
改善状況

改善記録、改善状況
/ 書類確認、ヒアリング、実地確認

避難通路の状況 不用品の撤去、幅員確保状況　など
/実地確認

転倒防止対策 棚、什器類の固定状況　など/実地確認
消防設備等の
状況

防火扉、シャッターの閉鎖障害、消防設備等
使用阻害、維持管理状況 など/実地確認

備品、書類等の
保管方法

棚最上段使用、落下・転倒危険、消防設備等
使用阻害の有無　など/実地確認

ユーティリティ
施設の適正使用

整理・整頓・清掃、目的外使用禁止、防炎対
策、転倒防止対策　など/実地確認

建物・設備 劣化状況、維持・管理状況　など/実地確認
安全・安心状況 安全・安心阻害状況/実地確認

【表１】2016年度版総合防災査察ガイドライン（抜粋）

（インターリスク総研作成）
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健康経営特集①

健康リスクと経営リスクに
向き合う
～ストレスと働き方のマネジメント～ 慶應義塾大学

看護医療学部・大学院健康マネジメント研究科
教授　  　 　 　 　 　 　 山

や ま う ち

内 慶
け い た

太氏

１	 法的責任としてのマネジメントと新たな視点
近年、従業員の健康管理、ストレス対策は、経営上の課題とし

て、より積極的にとらえられるようになって来ている。
もともとは、企業の健康管理、ストレス管理は、安全配慮義務

という法的な責任の枠組みの中で行われて来た。雇用契約に基
づいて、従業員は使用者の指揮命令に従う義務があるが、その
代わりに、使用者には従業員に対する安全を確保するよう配慮
する義務があり、これが安全配慮義務である。労働契約法では
第5条において、労働者の安全への配慮が定められており、さらに

「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適
な職場環境の形成を促進することを目的とする」として労働安
全衛生法が定められている。

この下で、例えば、長時間労働による自殺があると労働災害
としての認定だけでなく、民事上の責任も問われることになる。
その有名な事例が、1991年に大手広告会社D社において入社
2年目の男性社員が、慢性的な長時間労働の末に自殺をした事
件である。最高裁は、D社の上司らが、恒常的に著しい長時間労
働に従事していることおよび健康状態が悪化していることを認
識しながら、その負担を軽減させるような措置を取らなかったと
して、会社の注意義務違反を認めたものであった。最終的には、
D社が約1億6,800万円を支払うとの内容で和解が成立してい
る。従来は、自殺があっても、仕事以外にもプライベートでの要
因などもあったのではないかということが問題にされるなど、仕
事との直接的な因果関係が完全に証明できないと、労災でも民
事裁判でも事業主の責任が認められにくい傾向にあったが、D
社の事件の頃から積極的に企業側の責任が認められるように
なった。以来、企業はこのような法的なリスクに対応するために
も、健康管理、ストレス対策に取り組むことの切実さが増すこと
になった。

加えて、今世紀に入ってからは、企業が全社員に対して取り組

まなければならないものとして、従来からの定期健康診断に加
え、長時間残業の管理とストレスチェックがはじまった。長時間
残業については、2002年に厚生労働省から「過重労働による健
康障害防止のための総合対策について」が出て以来、長時間労
働者に対する医師の面接指導の実施が義務化され、健康面か
らの労働時間の管理を行うようになっている。また、2015年12月
には「ストレスチェック制度」が施行され、心理的な負担の程度
を把握するための検査（ストレスチェック）およびその結果に基
づく面接指導の実施等が行われるようになった。ストレスチェッ
クは、労働者自身のストレスへの気づきを促すこと、ストレスの
原因となる職場環境の改善につなげること、そしてこれらの結
果として労働者のメンタル不調を未然に防ぐことを目的とした
ものである。

これらは、いずれも安全配慮としての法的責任の下での健康
管理、労務管理といえるが、近年、さらに別の視点からの健康と
働き方のマネジメントにも関心が広がりつつある。それを端的に
示すのが、「健康経営」注１）「データヘルス」などの言葉である。

２	「健康経営」と「プレゼンティーイズム」
近年、「健康経営」という言葉を、ビジネス雑誌などでもしばし

ば目にするようになった。
たとえば、日本政策投資銀行は、従業員の健康配慮への取り

組みの評価に応じて融資時の優遇金利を設定するという「健康
経営格付」を2012年から行っている。また、経済産業省と東京証
券取引所は、2015年から「健康経営銘柄」を発表している。従業
員の健康管理を経営的な視点から考えて戦略的に取り組んで
いる企業を選定公表することで、その企業の取り組みが株式市
場等で適切に評価されることを目指した取り組みである。

この「健康経営」の経営上の意義について、しばしば説明され

健
康

経
営

特
集

①
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るのは、従業員の健康管理が、医療費の抑制だけでなく、労働
生産性に関わる損失の削減につながるということである。そし
て、その際に「プレゼンティーイズム」という、最近までは一般に
はほとんど見ることのなかった言葉がしばしば使われている。

この「プレゼンティーイズム」という言葉が、我が国の経営管
理の領域で散見されるようになったのは、およそ、この10年の
ことであるといえよう。例えば、Harvard Business Review
から論文を選んで特集を組んでいる『ハーバード・ビジネス・レ
ビュー』（日本版）が2006年の12月号で「組織の『現代病』見えざ
る経営課題」という特集を組み、「体調不良がもたらす生産性の
低下と損失 -プレゼンティーイズムの罠」というように、メンタル
ヘルスやストレスに関連する論文を邦訳掲載した。ようやくこの
頃から、職場におけるメンタルヘルスやうつ病への対応は企業
のマネジメントにおいても重要な課題として経営管理の立場か
らも認識されはじめ、「プレゼンティーイズム」という言葉も、使
われるようになって来た。

では、「プレゼンティーイズム」とは何か。前述のように、この
言葉は近年良く使われるようになって来た言葉ではあるが、そ
の概念自体はそれほど新しいものではない。医療経済学の分野
では以前から、疾病の費用研究（cost-of-illness studies）で
定義されていたものである。筆者は、それ以前から、この概念を
紹介する論文もしばしば書いていたので1）、書店で前記の『ハー
バード・ビジネス・レビュー』の表紙を見た時には、そのような時
代がようやく来たのかと感慨深く思ったものである。

疾病の費用研究は、疾患によって生じる社会への影響を金銭
的価値でとらえようとするものである。それまでは、社会への影
響の大きい疾患は何かを考える時には、死亡率や有病率の高い
疾患や、医療費の大きな疾患のリストを作って比較することが
多かった。しかし、経済的な損失を基に考えると、死亡率や有病
率、医療費等の従来の統計データでは見えなかった社会への
影響の大きな疾患とその特色を示すことができる。

そこで、疾病の費用がどのような項目で構成されるか概説し、
プレゼンティーイズムについても説明したい。

疾病に伴って発生する費用は、主として直接費用（direct 
cost）と間接費用（indirect cost）に大別される。

直接費用とは、その疾患に対して提供されたサービスによっ
て直接的に発生した費用が中心となる。すなわち、入院や外来
の診療における医師・看護師・臨床心理士等の人件費や薬剤、
検査等の費用である。さらに、家族等身近な人が金銭的なやり
とりを経ないで行うインフォーマルなケア等も含まれる。

一方、間接費用とは、疾患とその結果生じた障害や死亡に
起因する生産性の低下や損失である。「生産性の低下や損失」
という趣旨をより明確に示すために、間接費用を生産性費用

（productivity cost）と称することもある。
この間接費用は、さらに死亡の費用（mortality cost）、と罹

病(りびょう)の費用（morbidity cost）に大別される。
死亡の費用とは、自殺も含め早期の死亡による生産性の損失

である。生産性の金銭的価値は所得と同等と見なすので、具体
的には、死亡時点から死亡しないで働き続けた場合の標準的
な退職年齢までの総賃金分、つまり逸失所得で算出する。（ただ
し、これに対しては、実際の労働市場には、失業者のプールがあ
り、実際にはこの人達が代わりに雇用されることになるため、退
職年齢までの期間で算出すると過大になると、死亡によって就
労不能になってから他の人に仕事が置き換わるまでの期間のみ
を計上すべきという考えもある。）

罹病の費用には、欠勤、休職、離職・失業など就業できない
ことによる生産性の損失と、出勤はしているが仕事の能率・
集中力・注意力など仕事の遂行能力、work-performance
の低下による損失がある。このうち前者をアブセンティーイ
ズム（absenteeism）と称し、後者をプレゼンティーイズム

（presenteeism）と称するのである（表１）。
　

　
これらの生産性の費用は、そのまま企業にとっての損失でも

ある。近年企業で課題となっているうつ病、ストレス関連疾患等
は、他の疾患に比べて、このプレゼンティーイズムが大きいとさ
れている。そこで、特に企業の健康経営の議論においても、この
プレゼンティーイズムが注目されることになった。

３	メンタルヘルスと生産性
企業の健康管理においては、メンタルヘルス、中でもうつ病に

関連する問題の比重が増加している。そこで、うつ病の費用につ
いて推計を見ることで、プレゼンティーイズムを含む生産性の
損失の経済的影響の大きさを示したい。

まず、米国Greenbergらが行った推計を見ることにする2）。
これは、2000年の1年間に米国で発生した総費用とその内訳
を推計したもので、総額が約831億ドルであった。そのうち、261

【表１】疾病など健康状態の不良に伴う生産性の低下

（筆者作成）

疾病など健康状態の不良に伴う生産性の低下
□死亡の費用  

●定年前の死亡 : 病死・自殺など
□罹病の費用

●アブセンティーイズム : 欠勤、休職、離職
●プレゼンティーイズム : 仕事の能率の低下など



RMFOCUS Vol.61 〈2017 Spring〉　22

億ドル（31.4%）が直接費用、570億ドル（68.6%）が間接費用
であった。そして、間接費用のうち、自殺による損失が55億ドル

（6.6%）、罹病による損失が515億ドル（62.0%）で、その内訳は
就業できないことによる損失、すなわちアブセンティーイズムが
362億ドル（43.6%）、仕事の能力の低下による損失、すなわちプ
レゼンティーイズムが153億ドル（18.4%）であったという。

日本では、佐渡氏らが行った推計がある3）。これは、2005年の1
年間に発生した総費用とその内訳を推計したもので、総額が約
2兆円であった。そのうち、直接費用が1,800億円（9%）、間接費
用が1兆8,000億円（91%）であった。間接費用のうち、自殺による
早期の死亡による費用が8,800億円（44%）、罹病による費用が
9,200億円（47%）であった。また、罹病による費用のうち、就業で
きないことによる損失（absenteeism）が、2,700億円（14%）、
仕事の能力の低下による損失（presenteeism）が6,500億円

（33%）と推計された。
国によって医療制度等が異なるため、単純に比較することはで

きない。また、基礎とする統計資料の精度も国によって違うため、
その影響も見る必要がある。例えば、前記の佐渡氏らの推計は、
日本でプレゼンティーイズムの基礎になる資料がないため、他
国のデータを適用しているという限界もある。また、日本では自
殺者数が多いため、死亡による費用の構成比が多くなっている。

これらの推計からは、いずれの国においても、うつ病は直接費
用に比して、間接費用、すなわち生産性の損失が極めて大きく、
加えて出社しているものの能率が低下していることの損失、プ
レゼンティーイズムの大きい疾患であることが指摘されている 

（図１）。

４	「隠れた費用」
これらの推計が示すように、うつ病は、社会への経済的な負担

の大きな疾患であるが、間接費用、とりわけ罹病による損失の額
と構成比が大きいところに、他の主要な疾患と異なる特色があ
る。うつ病は、気持ちが沈みこむ抑うつ気分だけでなく、意欲の低
下、思考力や集中力・注意力の減退、決断力の低下等が合わさっ
て生ずる疾患である。したがって、職場においては、普段であれば
1時間で終わる仕事に4時間も5時間もかかる、普段であればしな
いような簡単な見落としやうっかりミスなどを繰り返す、というよ
うな普段のその人とは違う能率の低下で気づかれることも多い。
しかも、発症した際に、対応が遅れて重症化すると治療への反応
性にも個人差が大きく、罹病期間が長期に及んだり、再発を繰り
返したりする患者も多い。したがって、プレゼンティーイズムは他
の疾患と比べて相対的にも絶対的にも大きい傾向にある。

このように、うつ病は、間接費用が大きい点、中でもプレゼン
ティーイズムが大きい事などからも、医療費だけを見ていたので
はわからない、「隠れた費用」（hidden cost）の大きい疾患であ
るといえる4）。そしてそれは生産性の損失を反映しているので、そ
のまま企業にとっての経済的な損失であると見ることもできる。

さらに指摘すべきは、「隠れた費用」はこれにとどまらないとい
うことである。前記のうつ病による費用の推計にしても、診断の
基準を満たした典型的なうつ病に限られているということであ
る。しかし実際には、うつ病でありながら治療を受けていないた
めに患者数に含まれていない人、診断の基準を満たさないよう
な軽度のうつ病、うつ状態も含めるとさらに大きな額になると
思われる。

健康経営特集①

【図１】　日本で1年間に生じるうつ病の経済的な負担の内訳　　　　　　（参考文献３）を基に筆者作成）
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さらに見落としてはならない「隠れた費用」は、長期化した場
合の、本人・家族にとって、会社にとっての負担である。

ある程度の経験を積んだ中堅以降の社員の発症は、個人に
とっては、それまでの蓄積の上に行っていた責任ある役割を果
たす機会を失うことにもなる。また、離職に至った場合には、家
族も含めて経済的に困難な状態に陥る。一方、企業にとっても
その損失は大きい。日本でも雇用の形態は変化して来ていると
はいえ、実質的には終身雇用が中心であり、米国等の企業に比
してオン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT）の比重が大きいといわ
れている。企業内の業務経験を通じて、その企業固有の技能と
外部との人間関係も含めた多くのノウハウが蓄積されている。し
たがって、企業にとっても、そのような能力を蓄積した人の罹病
や退職は、それまでの膨大なOJTのコストを考えても大きな損
失となる。

一方で、就職後早い時期に十分な活動ができなくなった若
手社員の場合も、キャリアを伸ばすための基礎的な技能を十分
に身に付ける機会を逸することにもなりかねない。二十代のう
ちに、OJTによって、その企業で求められる固有の能力と、職業
人としての普遍的な能力が身に付く。したがって、この機会を逃
した社員にとっては、その後、会社でその遅れを取り返すことは
なかなか難しいし、良い条件での転職も難しくなるのである。ま
た、会社にとっても、その後の支援が不十分であると、折角多大
な費用を投じて採用した社員を、能力を伸ばしきれないままに
してしまうことになる。

このように、プレゼンティーイズムなど生産性の損失に加え、
そのような費用の推計にも表れない「隠れた費用」にまで目を向
ければなおさらに、企業にとっては、従業員をかけがえのない会
社の大切な資産として劣化させないために、あるいはその価値
を高めるために、健康リスクにも留意した働き方のマネジメント
をどのようにするかが、経営面から見ても重要であることは理解
できよう。

なお、誤解を招かぬようこの節の終わりに2点補足しておく必
要がある。

第一に、うつ病等は、その発症や重症化には、過剰な業務負
荷や不十分な労務管理に起因するところが多く、また、早期に
軽度のうちに適切な治療と業務負荷の軽減等の対応をすれば、
重度になることもその状態が長期に及ぶリスクも減らすことが
できる疾患であるということである。つまり、うつ病になった本
人固有の問題に帰することはできない場合が大半であるという
ことである。

第二に、うつ病を例として取り上げたのは、企業の健康管理に
おいてうつ病の比重が大きくなっていること、緻密な費用の推計
研究が多いことによるが、ここで提示した視点は、うつ病にとどま
るものでもないことも指摘しておきたい。例えば、職場のストレス
が関連する疾患として、うつ病に加え、心血管系の疾患、筋骨格

系の疾患（腰痛など）、糖尿病などでもその費用の推計が試みら
れ、その生産性の低下についても言及されるようになって来てい
る５）。また、「病気」とはいえない段階、例えば睡眠不足や慢性的
な疲労等でも、集中力や注意力の低下等は呈するため、プレゼン
ティーイズムは大きく、この点も注意する必要がある。

５	蓄積されたデータの活用
うつ病をはじめとするストレスに関連する疾患の予防と早期

対応のために、働き方のマネジメントと健康管理を並行して適
切に行うことは、健康リスクと経営リスクを共に軽減することに
つながる。そのような理解の下で、健康経営への関心も高まって
来たといえる。

そのような中で、働き方のマネジメントと健康管理をより有効
に行うために必要なのは、企業と健康保険組合が蓄積している
データの活用である。2013年6月に閣議決定された「日本再興
戦略」において、「すべての健康保険組合に対し、レセプト等の
データ分析に基づくデータヘルス計画の作成・公表、事業実施、
評価等の取組」が求められることになった。この方針に基づい
て、全ての健康保険組合は、厚生労働省から、特定健康診査や
診療報酬明細書などから得られるデータを分析し、効率のよい
保険事業を行うよう、「データヘルス計画」の作成と実施が求め
られることになったのである。

この動きは、うつ病をはじめとするストレスに関連するマネジ
メントの視点から見れば、期待できる点と限界がある。

期待できる点としては、第一に、各企業が蓄積したまま有効に
活用しきれていなかった健診結果のデータと診療報酬のデータ
をつなぎ合わせて分析する機運が生まれたことである。また、単
に、検査データの標準値と比べて上限を超えている従業員が何
人いるかというような単純な集計にとどまることなく、特に介入
すべき対象は何かというように複数の変数を組み合わせてリス
クに応じた層別分析をしなければならないという認識が広がっ
て来たことである。近年の、ビッグデータ分析への期待の高まり
と相まって、先駆的な分析が行われ始めていることも注目すべ
きであろう。

一方で、限界としては、診療報酬データで特に注目されるのは、
医療費の高い身体疾患が中心であり、健診データで注目される
のは、血液検査などで把握できる生活習慣病にとどまることであ
る。その点では、診療報酬データと健診データのみでの分析で
は、プレゼンティーイズムの軽減に資するには限界があり、ストレ
スチェックのデータを同様に活用することが肝要となる。

ストレスチェックで使用することが望ましいとされている「職
業性ストレス簡易調査票」は全部で57項目あり、ストレスの要因
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に関する項目、心身のストレス反応に関する項目、周囲のサポー
トに関する項目に大別することができる。また、企業の中には、こ
の「職業性ストレス簡易調査票」の57項目に、例えば、働きがい、
達成感、自己効力感、職場の一体感をはじめ仕事への前向きな
感覚に関する項目を加えているところも少なくない。これらの項
目を活かした分析も重要になる。

うつ病等の対策だけでなく、職場の雰囲気がポジティブな方
向に向くような、いわゆるウェルビーイングに注目した働きかけ
について、このことが、生産性の向上や仕事の質の向上にもつな
がり、また結果としてはうつ病等ストレス関連疾患の予防やプレ
ゼンティーイズムなど生産性の費用の削減につながることも指
摘されている６）。

なお、データの分析においては、職場の特性とそこで働く個人
の特性、そして仕事の特性が複雑に絡み合っているため、その
関連を解きほぐすような方法が必要になる。個々の従業員につ
いても、個々の職場についても、どのようなタイプの人か、どのよ
うなタイプの職場かの類型化を行い、その組み合わせと仕事の
特性の中での有効な改善方法を提案実施することが肝要であ
る。これについても、近年、新たなデータ分析手法の可能性が模
索されており、柔軟な活用が期待されている。

６	おわりに
 近年、「プレゼンティーイズム」という言葉が、広く使われ始

めたことを受けて、医療経済学の視点から、うつ病を中心にスト
レス関連の疾患による生産性の損失について概説した。

メンタルヘルスをはじめ従業員の健康管理については、法的
責任の下での後ろ向きのマネジメントになりかねないところが
あったが、うつ病等による生産性の損失額の大きさと、本来大
切な資産であるはずの人的資源の健康不調による「隠れた費
用」を考えると、健康リスクと経営リスクとは相まって考えるべき
ものであるといえる。つまり、仕事の負荷、職場環境などに関連
するストレスと働き方の適切なマネジメントが求められている。
その際には、ポジティブな方向についても注目し、従業員のモチ
ベーションの向上による仕事の生産性と質の向上に寄与するこ
とも考える必要があろう。

近年では、企業や健康保険組合に蓄積されたデータを、新た
な分析方法により、より有効な方法の提案につなげようという
動きもあり、企業個々の積極的な取り組みが今期待されるとこ
ろである。

以上
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健康経営特集②

健康経営へのアプローチ
～長時間労働削減の観点から考える～

社会保険労務士法人 中村・中辻事務所
代表社員
特定社会保険労務士・産業カウンセラー 
健康経営アドバイザー

中
な か つ じ

辻 めぐみ氏

１	はじめに
「時代は大きく変わろうとしている。変革を恐れず新たな成長

の途（みち）を目指すのか、世界の先行企業の下請け化の途を
取るのか。日本は今、歴史的な分岐点にいる。」

日本再興戦略2016１）の総論に記載されている言葉である。筆
者は社会保険労務士として企業の労務管理の支援を日々行っ
ているが「働き方改革」の名のもと、企業に求められる労働環境
のあり方、社員自身の働き方を見直す時期に来ていることをひ
しひしと感じている。

変化の流れにいち早く気づくこと、企業の経営課題として取り
組むこと、管理職、一般社員を含む全ての層に対し腹落ちをさせ、
自発的な取り組みができるようになること、そこに健康経営注１）を
取り込むこと、この一連の流れを実現することが重要であると
考えている。

本稿では、まずは長時間労働抑制の流れをお伝えし、健康経
営までのアプローチを今まで関連してきた企業事例を交えてお
伝えする。今後の対策の一助となれば幸いである。

　

２ 加速度を増し、
長時間労働の抑制に動く国の施策

長時間労働による労働者の健康障害を防止するために、国は
様々な取り組みを行っている。最近の流れを見ると、日本再興
戦略改訂2014に「働きすぎ防止のための取り組み強化」が盛り
込まれ、2014年6月に「過労死等防止対策推進法」が成立、その
後、同年11月に施行された。

翌年の日本再興戦略改訂2015年でも、引き続き「働き過ぎ防
止のための取組強化」が盛り込まれたほか、2015年7月には関連
通達の「過労死等の防止のための対策に関する大綱の作成に

ついて」が発出されている。
さらに日本再興戦略2016でも、長時間労働の是正が盛り込ま

れ、現在では月80時間を超える事業場等に対する監督指導の
徹底が図られている。これらの背景には、脳心臓疾患や精神障
害等の労災認定件数が、依然高水準で推移していることが要因
の一つであることは既に多くの方がご承知のとおりである。

　

３ 2017年より労働時間の管理の徹底と
企業名公表の新しい基準の創設	

その後、2016年12月26日に、「『過労死等ゼロ』緊急対策」２）が
発出された。次頁図１にあるとおり、三つの軸を中心に2017年よ
り実施とあり、すでにこの視点で労働基準行政は、動き始めてい
ることに注目していただきたい。

特に「違法な長時間労働を許さない取組の強化」にあるよう
に、労働時間の適正管理の徹底が必須となっている。筆者は、
社会保険労務士として労働基準監督署の定期監督による調査
の企業側の立ち合いも行っているが、職場内の労働時間の管理
の甘さが際立って多いと感じている。

例えば、36協定で特別条項付きの締結を行っている会社で、
勤務表の時間だけを見れば、数字は限度時間内に収まっている
ものの、実態としては限度時間を超えて働いている場合である。
第1週、2週までは26時や30時までの残業があるにもかかわら
ず、第3週、4週となると定時で帰り、職場の全員が定められた限
度時間ぴったり、ないしは限度時間より1時間程度少ない残業
時間となっており、その翌月から全員が判で押したように同じ働
き方をしているケースなどがそうである。

もちろん、労働時間管理の徹底をして、記録が実態に合致して
いる場合もある。しかし、「見かけ上のコンプライアンス」であっ
て、実態は残業の過小申請や、日々の労働時間管理が徹底されて
おらず、月末近くに「36協定を超えてしまう！」「休日労働の回数
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を超えてしまう！」ということが判明し、記録上は月内に収め、
翌月に繰り越す、などというずさんな労働時間管理を行っている
ケースも少なからず存在すると考えている。

これらを確認するために、労働基準監督署では入退館ログの
確認や、パソコンのログオン、ログオフの時刻、データ保存の時
刻、メール送信の時刻と残業時間の記録との突き合わせ、労働
者への直接のヒアリング等によって、労働時間の乖離（かいり）
を明らかにしている。

調査の結果、労働基準法、労働安全衛生法の違反が認められ
れば労働基準監督署から当該事業場に対し「是正勧告書」が出
され、日々の労働時間管理がされていない、乖離が多くみられる
などの場合は「指導票」が出される。

図２のとおり、複数の事業場を有する大企業の場合は、これら
に関連して「違法な長時間労働」や「過労死等・過労自殺等で労
災支給決定」があった場合などは「企業名公表」、場合によっては

「書類送検」となる可能性がある。
　

【図１】「過労死等ゼロ」緊急対策について（概要）　　　　　　　  （出典：厚生労働省「過労死等ゼロ」緊急対策）

【図２】是正指導段階での企業名公表制度の強化について 　　（出典：厚生労働省「過労死等ゼロ」緊急対策）
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４ 恒常的な過重労働を抑制するために
企業が行うこと

ここで企業が今後行うことは、以下の6点ではないかと考えて
いる。

①労働時間の実態把握と時間管理を徹底すること
②36協定によって定めた時間内での残業時間、休日出勤の回

数、特別条項付きの時間、回数を厳守させること
③②の時間内であっても、いわゆる過労死ラインといわれる
「月80時間超え」を意識させること

④一般定期健康診断の有所見者に対して事後措置を徹底さ
せること

⑤ストレスチェック制度における受検の勧めと高ストレス者に
対し、医師による面接指導がスムーズにできるよう働きかけ
を行うこと

⑥セルフケア、ラインケア、ハラスメント防止の周知徹底を図る
こと

本稿執筆時点（2017年2月22日）では、②に関しては、36協定
の上限設定が注目されているところである。現状はいわゆる「青
天井」となっているが、上限が定まればその時間内でしか認め
られなくなる。具体的な実施時期や上限とする時間等はまだ定
まってはいないが、企業においては過労死ラインを意識し、今後
の働き方を見直す時期はすでに来ていると感じている。今後の
動向に注目したい。

　

５ 企業の経営課題として取り組み、
管理職、一般社員層にも浸透させること

「恒常的な過重労働によってうつ病を発症し、社員が自ら命
を絶つ」、「ずさんな労働時間管理によって労働基準法違反に問
われ企業やその上司が書類送検される」、このようなことが、企
業にどれほど多くの影響を与えるかは、昨今の事例を考えれば
重々ご承知のことと考える。このようなことから、恒常的な過重
労働の削減に取り組む企業も増えてきている。

筆者もその支援を企業の中で行っているが、その中で感じる
ことは「意識を変えること、行動を変えること」の難しさである。

今より数年前に、恒常的な過重労働により脳心臓疾患で社員
を亡くし、その苦い経験から「働き方を変える」と社長が決めて、
過重労働の多い部署を皮切りに残業削減のための支援を行っ
たことがある。その際に、社長や人事から「○○の部署の残業が
多い。管理職のコンプライアンスの意識が低いことが原因だと
思われるから、法令順守の大切さや労災となった場合の企業の
リスク、さらに労働時間管理の徹底を企業の研修会の中で厳し
く伝えて欲しい」と依頼があった。

そこでそのとおり「厳しく」お伝えしたところ、最初はニコニコ
と聞いて下さった方の顔がだんだんと曇りはじめ、腕組みをし
ながらにらみつける方が続出するようになった。最後の質問で
は多くの方が手を挙げて「言っている意味は分かりますよ！だ
けどね、自分たちだって早く帰りたい。部下も帰してやりたい。で
も仕事が終わらない。早く帰れと言うならば、この仕事を誰がや
るのですか？」と語気を強めて問われたのである。その質問をさ
れたのは、一番残業の多い部署の方で、参加者のほとんどが、そ
の質問に大きくうなずいたのが印象的であった。

筆者はこの時に、大きな過ちをしたことに気づいた。それは
「相手を変えようとしたこと」である。恒常的な過重労働を行っ
ている部署の管理職だけが悪いのではない。その状態に加え背
景にも着目し、自己犠牲の中で必死に仕事をしている方の気持
ちを聞き、「どうしたら良い職場環境となれるのか」を一緒に考
えてもらうことに視点をおくべきであったのである。

また「相手を変える」というのは「私は正しい、あなたが間違っ
ている」というメッセージを送ることになる。誰にでも承認欲求
がある中、そのメッセージは反発を招く可能性が高い。

まずは相手の意見を聞く、現場にしか見えないことがある、そ
の大切なことを忘れてしまった筆者の苦い経験である。

何かを変えるには、相手に納得してもらった上で活動していく
ことが大切であり、そのためには、相手の視点に立って考えるこ
とが重要である。先ほど紹介した事例では、後日、管理職に対し

「先日は法的な話が先行してしまったけれど、本来ならば皆様
にお話をうかがうべきであった。今から協力者としての立場で進
んでいきたいと思うので、忌憚（きたん）のないご意見をうかがい
たい。」と伝えた。

感情的にさせてしまった管理職層とうまくいくか心配であっ
たが、胸襟を開いたことが功を奏したのか、「無理難題な納期を
言ってくる顧客に振り回される」、「社員に早く帰れと言っても帰
らない」、「社員が残業時間を申告してこない」などの具体的な
意見を口々に出してくれた。

経営層にはその旨を話し「管理職だけの努力ではない。経営
課題として位置付けて欲しい。」と伝えた。その結果、多少時間
はかかったが「会社としては社員を守る義務がある。コンプライ
アンスを徹底するためにも納期の延長をお願いしたい。」と経営
層から顧客に申し出を行い、了解してもらったのである。

一般社員にもアンケート等で意見を聞いたところ、「上司が
残っているので帰りづらい」、「残業をつける雰囲気ではない」な
どの意見が出された。そこで管理職層へそれらの意見をフィード
バックし、管理職が月に1度でも定時で帰ることや、残業の過小
申告は労働基準法違反になることから、かえって会社にとってリ
スクとなることを伝えてもらい、一般社員は帰れる時には早く帰
る、残業はありのままにつけることをしたのである。加えて管理
職には、現場の労働時間管理の徹底をお願いした。
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このように管理職、一般社員のそれぞれの意見を聞き、経営
者層を巻き込んだ形となって、数年かけて恒常的な過重労働の
削減を行うことができた。この最初の取り組みが、今の筆者の過
重労働削減の取り組みの原点となっている。

この経験から昨今の過重労働を削減するための動きとして
「残業時間を減らすように！」、「○時以降の残業禁止！」とだけ
宣言している企業を見て思うことがある。抑制だけが前面に出
てしまえば、結果的には残業時間の過少申告や持ち帰り残業に
つながってしまう。

残業を減らすことも大切であるが、まずはその状態に加え背景
にも目を向け、現場の声を聴くことが大切なのだと。また「何が
問題か？」に重きをおくと、どうしても犯人探しになってしまうため

「どうしたら、今よりも良い職場環境になれるのか？」という肯定
的な問いを立て、残業を減らした先に何があるのか、そのゴール
を見据えていくことが重要だと考える。

筆者が過重労働削減に向けて企業を支援した際に感じたこ
とを下記にまとめたので、参考としていただきたい。

　
①「働き方」を変えるのは「意識」と「行動」を変えること
②しかし、①が非常に難しい。受け入れてくれる人がいる一

方、反発する人もいる
③反発する人の主訴は「では仕事をしなくていいのか？」が

多い
④売り上げの向上・維持と労働時間削減には、管理職だけ

の努力では難しい部分もある
⑤会社全体の取り組みとして考えていく必要がある

　

６ 過重労働削減、その先にあるものとは？
「健康経営」のすすめ

⑴多様な働き方を認める職場環境づくりと社員の
健康管理の意識向上

過重労働の削減を中心に今まで述べてきたが、ここからは前
項で少し触れた「どうしたら、今よりも良い職場環境になれるの
か？」について考えていきたい。

少子高齢化が進み、労働人口が少なくなっていく中で、今いる
社員に対し、健康に働き続けてもらうことの重要性が問われて
きている。

例えば、疾病を抱える労働者への治療と職業生活の両立がそ
うである。図３にあるとおり、仕事を持ちながらがんで通院して
いる労働者の数は全国で32.5万人（男性14.4万人、女性18.1万
人）いる。男女別で見ると、男性が「60歳から69歳」についで「50
歳から59歳」の層の割合が高く、女性は「50歳から59歳」についで

「40歳から49歳」の層の割合が高い結果が出ている。
男性の場合は、継続雇用の影響もあるのだろうと思うが、いず

れの層も会社から見ると経験豊富な社員が集まっており、かつ
管理職層の年齢とも重なる。

仮に「余人を持って代えがたし」という人材が、がんになった
場合はどうするか？現在は医療技術の進歩により、不治の病で
はなく、長く付き合う病気へと変化してきているため、治療と職
業生活を両立できる職場環境を今から整えておくことが望まし
いといえる。なお、がんの未然防止の観点から、定期的ながん検
診や、日常生活での食生活や運動などの重要性を社員に伝えて
いくことが大切なことはいうまでもない。

【図３】仕事を持ちながらがんで通院している労働者数等
（出典：厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査」を基に同省健康局にて特別集計したもの）
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日本は今から高齢化社会を迎え、今後は「介護の時代」になる
といわれている。育児や介護を行う労働者とともに、がんなどの
何らかの疾病を抱えている人が、それぞれのライフステージや
疾病などの事情に合わせて働くことのできる職場は、柔軟性が
あり働きやすい職場環境となっていく。

特に短時間労働で育児をしているワーキングマザーの生産
性の高い働き方には、目を見張るものがある。限られた時間の中
でいかに質の高い仕事をしていくかを常に考えており、今後の
働き方の指標になると思う。

ワーキングマザーが同じ職場の中にいることで、時間に関す
る意識が高まったという声は企業現場ではよく耳にする。多様
な働き方を認めるというのは、このように社員にも良い影響を与
える一例ではないかと考える。

また図４のとおり、一般定期健康診断の有所見率が年々上昇
していることから、事後措置や社員への日々の健康管理の重要
性を伝えていく「健康に関する情報提供」も企業としては積極的
に行っていただきたい。

　　　

⑵「生産性の向上」から考える

単に健康の維持増進にとどまらず、社員の心身の健康や仕事
のモチベーションをあげる職場環境を形成すること、つまり社員
の健康に投資をして、社員が生産性を高め企業の業績や価値を
高めていこうとするのが「健康経営」である。
「生産性」という視点で考えてみる。過重労働の職場環境で

は、疲弊してしまって本来のパフォーマンスを出すことができな
い。これをプレゼンティーイズムといい、職場には出てきている
ものの頭が回らないなど、生産性の低い状態のことを指す。

今までは病気によって休むことによる損失に目がいきがちで

【図４】一般定期健康診断の有所見率の推移３）

（出典：厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」について）

あった。これをアブセンティーイズムというが、ある研究によれ
ば先のプレゼンティーイズムの状態の方がはるかに生産性の損
失が高く、企業にとっての従業員の関連コストのうち、6割近くが
プレゼンティーイズムであるという結果も出ている。

つまり社員の疲弊は、生産性の損失につながることから、健康
に働かせる職場環境を形成することによって、今までの損失と
なっていたものの流出を抑えることができると考えられるので
ある。

今後、健康経営に取り組む企業は、社員の健康に積極的に投
資することで、プレゼンティーイズムの問題を解決していくこと
になる。働きやすい職場には、人が定着し、サービスが安定し、
質が向上していく。結果的に顧客満足度が高くなり、業績も上
がってくる。その業績が社員の給料アップ、福利厚生の充実化へ
とつながっていけば、従業員満足度も上がり、またサービスの安
定、質の向上、業績が上がるという好循環となっていく。

　

⑶健康経営への意識の高まり

今まで「健康経営」ということを意識しないで行っていても、自
分たちの取り組みがまさに、その考えに基づいていたことに気づ
く企業も増えてきた。また今は健康経営に取り組んでいなくて
も、そのような取り組みが、良い循環を生むことを知った企業が
健康経営へ意識を向けるようになってきた。

次頁図５をご覧いただきたい。経済産業省で行われている健康
経営銘柄の認定制度について説明されている。

これまでの大規模法人部門での認定制度に加え、2016年秋よ
り、中小規模法人部門の認定制度も創設され、2017年2月21日
には、中小規模法人部門も含め認定企業が公表された。さらに、 
経済産業省は商工会議所等と連携して、中小企業等による健康
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クセス20１7年2月22日）

経営の優良事例を収集、健康経営アドバイザー制度の創設・各
企業へ派遣等により、健康経営の重要性を伝えている。なお、イ
ンセンティブとして、金融機関等による低金利融資や人材関連
企業からの人材確保支援などを今後充実させていく予定となっ
ている。

　７	まとめ
これまでお伝えしてきたように、今まさに「働き方改革」が求め

られている。その中でリスク回避や法令順守の観点から、社会
保険労務士として、企業の支援を行ってきた実例をお伝えして
きた。各企業が取り組んでいる活動のその先には「働く人すべて
が働きやすい職場を形成していくこと」があるのではないかと考
える。

誰にとっても、心身の健康は大切である。企業が社員の健康
を守る、そのことが結果として企業を守り、社会的な責任を果たす
ことにもつながっていく。

多くの企業が、今まさにかじを切ろうとしていく中で、どのよ
うなゴールを見据えて健康経営に取り組んでいくのか、その際
の一助になれば幸いである。

以上

【図５】健康経営に係る顕彰制度の全体像４）について　　　　　（出典：経済産業省「健康経営優良法人認定制度について」）

注）
　　　　　　
１）健康経営

「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
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株式会社インターリスク総研
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彦

１	はじめに
ストレスの身体的影響というと、従来はメンタルヘルス不調に

よる精神疾患（うつ病等）や、ストレスからくる生活習慣の乱れを
経由した不健康な行動学的応答による生活習慣病が想起されて
きた。本稿前半では、一般的にあまり認識されていない「ストレス
による直接的な（生理学的応答による）身体的影響」について、そ
の機序（メカニズム）の概要を紹介し、後半では、その影響を考慮
した健康経営注1）のあり方・推進の留意点等にふれていく。

２ ストレスによる
生理学的応答による身体的影響

⑴生活習慣の乱れを経由しない直接的な身体的
ダメージとその機序

井上信孝氏（神戸労災病院循環器科部長）等によれば、人の体
には、いろいろな変化が加わった時に、支障が生じないように調
節して元の状態に戻す「ホメオスタシス（homeostasis：恒常性）」
というしくみが備わっている。ストレスは何らかの刺激（ストレッ
サー）によって生じた歪みの状態であるため、ストレッサーによっ
て乱された恒常性を維持する反応がストレス応答となる。

ストレスの身体的影響として、本人が気づかない間に起きてい
るストレス応答の繰り返しや持続によるメンタルヘルス不調から
うつ病等精神疾患を発症したり、慢性的ストレス負荷による睡眠
不足や食べ過ぎ等の生活習慣の乱れといった、不健康な行動学
的応答による生活習慣病の発症という経路が従来から着目され
てきた機序であった。

次はそれら従来からある観点とは異なり、慢性的ストレス負荷
が不健康な行動学的応答を経由せず生理学的応答から、つまり

ストレスの直接的な身体的
影響を考慮した健康経営

食べ過ぎや運動不足等とは一切関係ない独立した危険因子とし
て直接的な身体的ダメージにつながる機序の紹介となる。以下
は諸説を理解促進のため簡易にしたもので、すべての要素を網羅
し、全てのケースについて確実な因果関係を示したものではない
点に留意願いたい。

戸田雅裕氏（和歌山県立医科大学医学部）、喜多村祐里氏（大
阪大学大学院医学系研究科）、上田陽一氏（産業医科大学医学
部第1生理学教授）、鈴木一博氏（大阪大学免疫学フロンティア
研究センター）等によれば、ストレッサーによるストレス負荷は脳
内の視床下部に伝えられ、主として二つの経路（内分泌系・自律
神経系）による生体反応として説明される（次頁図1）。

一つは内分泌系経路（視床下部−脳下垂体−副腎皮質）であ
り、ストレス応答により副腎皮質からのコルチゾールというホル
モンの分泌が促進される。コルチゾールによるインスリン血糖値
抑制作用低下・インスリン脂肪蓄積・免疫力抑制作用等により糖
尿病・脂質異常症・がん等の発症に関与していく。

もう一つは自律神経系経路（視床下部—交感神経—副腎髄
質）であり、それは交感神経からの神経伝達と、副腎髄質からの
ホルモン分泌による液性伝達の二つの機序を担っている。交感
神経からはノルアドレナリンが、副腎髄質からはアドレナリンとノ
ルアドレナリンが分泌される。それらのホルモンによる心拍数増
加・血管収縮・血小板凝集作用などとともに、交感神経の活発化
は免疫細胞の動態を制御することにつながり、心筋梗塞・脳梗
塞・脳出血・がん等の発症に関与していく。

主要疾患についての機序概要について参考までにまとめてみた
（次頁図２）。
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⑵ストレスは三大疾病を含む多くの疾病に関与

2010年までは、がん・心筋梗塞・脳卒中は死因のトップを占め
「三大疾病」と呼ばれていた。2014年統計でも、その三つを合わ
せれば53.4%と5割以上を占めている（図3）。

先の図２記載のとおり、慢性的ストレス負荷は、三大疾病ばか
りでなく、その他糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病の多く
に関与している。

【図3】主な死因別死亡数の割合 （厚生労働省  平成26年（2014年）人口動態統計）

【図1】内分泌学的ストレス反応経路 （『ストレス学ハンドブック』1）掲載図を基にインターリスク総研で補記）

【図2】「生活習慣の乱れ」を経由しない直接的な身体的ダメージとその機序（独立した危険因子）
（『循環器ストレス学』１）『ストレス学ハンドブック』２）を基にインターリスク総研作成）
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（COPD）

1.3％
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３ 健康経営の実効性を高めるために
考慮すべき観点

以降は、慢性的なストレス負荷の直接的な身体疾患への影響を
考慮した健康経営のあり方・推進の留意点等にふれていきたい。

⑴ストレスの効用を理解したうえで現実に対処

ストレスは一方的に悪いものという偏った印象を回避するため
にヤーキーズ・ドットソンの法則を紹介する。

ストレスは低すぎず高すぎず、ハイパフォーマンスの実現には
適正なストレスレベルが必要だというものである。

ただ現実的には過度な、慢性的なストレス環境におかれている
ケースが多いのではという観点で対処していくことが必要になる

（図4）。

【図4】ストレスレベルと生産性（イメージ） （インターリスク総研作成）

⑶医師・学者がストレスの身体的影響を重視

以下は参考文献から医師・学者の記述を抜粋したものである。
医師・学者がストレスの身体的影響を重視し、それらを治療や

研究に取り入れていくことの必要性について言及している。

⑵ストレスチェック実施後の職場環境改善

ストレスの功罪を踏まえたうえで、法令化されたストレスチェッ
ク制度の実施後対応、中でも職場環境改善について考える場合、
集団分析結果から、「なくしましょう」というやる気が失せる原因
を解消する方策とともに、「やっていきましょう」というモチベー
ションアップを中心とした対策に結び付けることが大切である。
健康経営が会社業績の向上まで視野に入れた概念であるからに
は、「忙しいけどいきいきとして業績がいい」状態が目指すべき職
場となる（図５）。

・・・精神的ストレスは、循環器疾患の病態形成に極めて
重要であることはいうまでもない・・・心的要因に対して循
環器医がどれだけのアプローチができているのであろう
か。・・・多くの循環器医にとって、抑うつを有する循環器疾
患症例をどのように扱ってよいか、苦慮する場合が多いので
はないであろうか。今後、循環器疾患に伴う心的要因に対
する治療戦略の確立は取り組んでいく重要な課題である。

（『循環器ストレス学』序文ほか　神戸労災病院循環器科　部長
　井上信孝）

・・・症状のみへの対応だけでなく、心身両面からの適切な
アプローチが望まれる。

（『循環器ストレス学』第Ⅱ章 1.ストレス応答による神経系の変動
と循環器疾患　産業医科大学医学部第1生理学　助教　横山
徹・教授　上田陽一）

ストレスによる動脈硬化の抑制を考える場合、個々人の生
理学的特性のみならず、心理行動特性・・・など、多面的視
点からの考察が求められる。

（『循環器ストレス学』第Ⅱ章 2.　動脈硬化とストレス応答　東北
労災病院勤労者予防医療センター　医療心理士　服部朝美・相
談指導部長　宗像正徳）

ストレスを制御するメカニズムを明らかにできれば、新た
な視点からの高血圧や心血管系疾患の診断や治療が可能
になることが期待される。

（『循環器ストレス学』第Ⅲ章 2.　高血圧とストレス応答　神戸大
学大学院内科学講座循環器内科学分野　客員教授　江本憲昭）

精神的・情動的ストレスの対処法と心理的・社会的支援の
重要性を認識し、そのスキルを用いて治療介入を行う必要
がある。

（『循環器ストレス学』総括　ストレスを抱えた21世紀の医療　兵
庫県立淡路病院長／神戸大学　名誉教授　横山光宏）

・・・神経系による免疫系の制御機構の包括的な理解を目
指すためには、神経科学を専門とする研究者と免疫学を専
門とする研究者とが協同し、神経科学と免疫学の両方の見
地からアプローチすることが重要であると考える。

（『交感神経系による免疫細胞の動態の制御』　大阪大学免疫学
フロンティア研究センター　鈴木一博）

【図5】目指すべき職場（イメージ） （インターリスク総研作成）
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＜有効策の優先順位＞
①食事制限
②運動習慣
③長時間労働対策

＜その他＞遺伝・体質、苦にならない⇔苦痛、得手⇔不得手、通勤時間短い⇔長い、好き⇔嫌い、
おおらか⇔繊細・・・⇒「一律・強制」運営は慎重に

疾病の発生要因イメージ
複合要因

↓こういう方も・・・例

食事量・質

運動不足

睡眠不足

ストレス

＜有効策の優先順位＞
①職場環境改善
②長時間労働対策

ストレス

睡眠不足

運動不足

食事量・質

健康経営特集③

⑶組織として対応すべきこと・できること

労働安全の分野で、こんなに取り組んでいるのになぜ事故が減
らないのだろうという場合には、事故の発生要因を個人に帰結さ
せるだけでなく、職場や組織にまで要因をたどっていくという対
処を行う。これを健康増進の分野で、ストレス負荷の観点から応
用すると下図の展開で深掘りしていくことになる（図６）。

慢性的ストレス負荷の直接的な身体への影響が、今まであまり着
目されていなかった点を考慮すると、その観点からの職場・組織の
要因を明らかにし、対策を打つことでより高い効果が期待される。

ここでは宗像正徳氏（東北労災病院勤労者予防医療センター
相談指導部長）等の記述を紹介する。職場環境改善というスト

レス対策の重要性を示唆したものとなっている。
「メタボリックシンドロームの克服を個人の努力のみに帰する

のは無理がある。個々人が不健康な応答をしないよう環境を整
備していくという発想が必要である。」

⑷人それぞれに違うことを受け入れる

慢性的ストレスの直接的な身体影響を考慮すると、食べ過ぎや
運動不足に全く関係なく「高リスク」グループに入ってしまう方も
いることになる。

遺伝・体質等の事情まで考慮すれば、健康増進策の「強制・一
律」運営は慎重に取り組むべきであるといえる（図７）。

【図6】発生要因の探求手順（個人→職場→組織） （インターリスク総研作成）

【図7】疾病の発生要因（イメージ） （インターリスク総研作成）
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⑸はじめられること、続けられることが大事

人格者としての理想形を連ねた「雨ニモ負ケズ」のように、健康
生活の理想形を一度に要求してもなかなか受け入れがたいもの
がある。

はじめられること、続けられることを意識した運営が望ましい
（図８）。

⑹理想の到達点まで一足飛びを狙わずに

知識は行動の変化につながり、行動の変化は健康状態の変化
につながり、健康状態の変化は会社業績の変化につながる。健康
経営の取組は、成果を急ぐあまり強制・一律取組を展開して従業
員の心が離れてしまうと修復が困難な領域である。浸透したうえ
で健康文化が醸成され定着するといった、中長期的視点が欠か
せない（図9）。

【図9】中長期視点に立った健康経営の実現過程 （インターリスク総研作成）

【図8】「雨ニモ負ケズ」のように健康指導を言葉にすると （インターリスク総研作成）

理想だけれど…例

雨ニモマケズ　風ニモマケズ　雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ
　丈夫ナカラダヲモチ　慾ハナク　決シテ瞋ラズ　イツモ
シヅカニワラッテヰル　一日ニ玄米四合ト　味噌ト少シノ
野菜ヲタベ　アラユルコトヲ　ジブンヲカンジョウニ入レ
ズニ　ヨクミキキシワカリ　ソシテワスレズ・・・サウイ
フモノニ　ワタシハナリタイ　（作：宮澤賢治）

早寝早起きの規則正しい生活を実施し、毎日8時間の睡眠を
確保し、バランスがとれ適正カロリーの食事を1日3回取り、
肥満にならないよう注意、タバコは吸わず、お酒は飲まず、
適度な運動をし、ストレスを上手に解消し、長時間労働をせ
ず、家族とともに過ごす時間を大切にし、ワークライフバラン
スを整え、いきいきと仕事をして、業績を上げていく・・・
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⑺先行実施社のメッセージに学ぶ

健康経営に先進的に取り組んでいる会社のメッセージを以下
に紹介する。

健康経営推進策の心得としてはまさにこのメッセージに集約
されるであろう。

自主参加のしくみが大切

「手あげ方式（やりたい人が参加する）という自主参加のしく
みが大切です。」
　同社（株式会社フジクラ）が重視しているのは、健康指導・健
康管理といった強制ではなく、社員が自主的に健康増進に向
き合える環境を整備すること。同社の場合はそれを常に意識
しながら取り組みを行うことで成功と継続につながっている。

「世の中で何か新しいもの受け入れられる時、最初はコアな人
達が始め、それを見て楽しそうだなと思った人が続き、さらに
フォロワーがついていく。まさにこのしくみが大切なのです。」

（2015年3月19日健康経営フォーラム主催「～健康経営 新たな企業
価値創造の時代～」フジクラ 人事・総務部 健康経営推進室 副室
長の浅野健一郎氏）

４	おわりに
誤解のないように敢えて付言するが、本稿はストレス対策さえ

打てばすべてうまくいくというメッセージではなく、一般的にあま
り知られていないが明らかになりつつある研究内容を紹介するこ
とで、ストレス対策の重要性の理解を深め、積極的に健康増進策
へ取り入れていけば、より高い効果が期待できるであろうという
提言と受け止めていただきたい。

本稿がストレスの理解と整理、そして健康経営推進策の一助と
して寄与できれば幸いである。

以上

参考文献・資料等

１）横山光宏監修・井上信孝編著『循環器ストレス学』南山堂、20１0年3月
２）丸山総一郎編著『ストレス学ハンドブック』創元社、20１5年3月
３）鈴木一博「交感神経系による免疫細胞の動態の制御」『ライフサイエ

ンス統合データベースセンター』＜http://leading.lifesciencedb.
jp/4-e011/＞(最終アクセス20１7年2月20日)

４）島袋充生・佐田政隆・山川研・益崎裕章「コルチゾールと脂質代謝」
『The Lipid』23号 、20１2年

５）宮崎滋・山岸良匡「メタボリックシンドロームのメカニズム」『厚生労働
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注）
　　　　　　
１）健康経営

「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
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〈ニューリスク〉企業の人権リスク

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部 環境・社会グループ 
上席コンサルタント　 　 　 　 　 　  寺

て ら だ

田 祐
ゆ う

１	はじめに
筆者は2016年11月に開催された第5回国連「ビジネスと人権

フォーラム」（於：ジュネーブ）に参加した。同フォーラムはビジ
ネスと人権に関して、国際機関、ＮＧＯ、ビジネスの代表者が毎
年一同に会して意見交換する一大イベントで、今年のテーマは

「リーダーシップと影響力（レバレッジ）」であった。この影響力
（レバレッジ）とは「害を起こす企業体の不当な慣行を変えさせ
る力」1）であり、この影響力を有する企業は関係する企業体の負
の影響を防止または軽減することが求められている。例えば、あ
るメーカーのバリューチェーンにおいて原材料を納入するサプ
ライヤーの労働者が強制労働・児童労働に関与している場合を
想定する。この時、発注元である企業は自身が負の影響を助長
しているか否かに関わらず、サプライヤーに影響力を持っている
のであれば人権侵害を抑制するよう働きかける責任を伴うので
ある。

しかしながら、グローバルに活動する企業でも新興国のサプ
ライヤーに対して影響力を発揮するのは容易ではない。法整備
状況や商慣習が異なるビジネス環境では、先進国で通用した 

企業の人権リスクと
影響力（レバレッジ）

インセンティブの仕組みが働かないことが多い。このような構
造的な問題に直面した場合、一企業の影響力には限界がある。 
これに対し、業界団体や企業集団など組織単位で対応する集団
での働きかけ（コレクティブ・アクション）の動きが注目されて
いる。

本稿では企業のレバレッジとその方法について触れた上で、コ
レクティブ・アクションの利点、コレクティブ・アクションを含め
たレバレッジのポイントについて解説する。

２ レバレッジへの期待	
〜第5回国連「ビジネスと人権フォーラム」から〜

⑴ジョン・ラギー基調講演

「国連ビジネスと人権に関する指導原則」（以下「指導原則」）
の採択を主導したハーバード大学のジョン・ラギー教授は基調
講演にて「指導原則を定めた大きな意義の一つは、企業がレバ
レッジを行使することによりサプライチェーン全体の人権への負
の影響の軽減に貢献すること」であると改めて強調した（図1）。

【図１】第5回国連「ビジネスと人権フォーラム」の様子（国連ジュネーブ事務局内観と講演するジョン・ラギー教授）　　　　　　　(筆者撮影)
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〈ニューリスク〉企業の人権リスク

また、2015年に国連で採択された「持続可能な開発のアジェン
ダ」（Sustainable Development Goals以下「ＳＤＧｓ」）の目
標の根底には人権の問題があり、ビジネスがレバレッジを行使
することが、ＳＤＧｓでビジネスが最も貢献できることであると
説いた（表１）。このように人権リスクの問題の第一人者の立場
からは、企業のレバレッジへの強い期待がうかがえる。

指導原則の最も変革をもたらす貢献の一つは、企業の
人権尊重の責任が自社の事業だけに限定されるのではな
く、サプライヤーや他のビジネス関係のネットワーク全体
にわたって自社の製品やサービスに結びついた人権に対
する影響にまで及ぶということを求めたことです。指導原
則は企業がこれらの関係のあらゆる次元をコントロール
しているのではないということを認識し、影響力（レバレッ
ジ）という概念を取り入れています。ある企業のバリュー
チェーンにおける活動によって人びとの人権に負の影響
があった場合、その企業にはその人びとの状況を改善しよ
うとその影響を行使する責任があります。その影響力が不
十分な場合、その企業は、おそらくは他の企業や異なるス
テークホルダーとの協力などにより、その影響力を向上さ
せるよう努めることが期待されます。このことが、持続可能
な開発のアジェンダの人に関する部分でビジネスが最も
貢献できることであると私はあえて予言します。

⑵レバレッジに関するセッションの開催

今回のフォーラムでは3日間で60を超えるセッション（意見発
表の場）が開催されたが、取引先との関係維持（例：米大手清涼
飲料会社の2社が共同でブラジルの製糖サプライヤーに関与）、
取引先との契約を一旦打ち切る（例：日用品を扱うグローバル
企業とパキスタンのサプライヤー）など、レバレッジの行使の方
法についてよりプラクティカルな視点から事例紹介や意見交換
が行われた。

また、金融機関・機関投資家などファイナンシャル・セクター
に関するセッションも増加した。投融資先への資金提供の可否
判断を通じてレバレッジを発揮することが期待されている。

このように様々なレバレッジの方法に対する関心が高まって
いることが感じられた。

３	レバレッジの施策とその制約
どのようなレバレッジの方法があるのかについて、次頁表２に

レバレッジのアプローチ、次頁表３にレバレッジの対象別の具体
的な方法を例示する。ポイントは、レバレッジを発揮できる対象
はバリューチェーンの上流であるサプライヤーのみではなく、下
流である消費者、また関係する政府も含まれるという点である。

具体的な方法は対象ごとに異なるが、サプライヤーに対して
は契約管理の枠組みと絡めた手段が大きなカギとなる。契約を
獲得できる可能性（ポジティブ・インセンティブ）と契約解除の
可能性（ネガティブ・インセンティブ）がレバレッジの源泉とな
る。しかし、一つの顧客企業に契約解除されても他にもビジネス
を維持するだけの複数の顧客企業を持つサプライヤーの場合、
一企業のレバレッジだけでは効果が薄れてしまう。

政府を通じてサプライヤーに人権侵害防止を求める策も功を
奏する場合があるが、新興国の場合、政府のこうした問題への
無関心や対処能力の不足により企業の求めに政府が対応でき
ないことも多分にある。また、例え安価であっても不正なプロセ
スで製造された商品を購入しないという消費者の声が企業の
サプライヤーに対する態度をより強固にすることもできるのだ
が、消費者の嗜好（しこう）を変えていくことは容易ではない。

このような状況でさらに注目されているのが、同業界の複数
事業者などが共同して人権リスクの問題に対処し、レバレッジを
発揮する方法（コレクティブ・アクション）である（次頁表２では3
～5に該当）。

（出典：一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター訳『第5回国連ビジネスと
人権フォーラム　基調講演　ジョン・G・ラギー　ハーバード大学教授』、下線は
執筆者）

【表１】ジョン・ラギー基調講演（抜粋）
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４	コレクティブ・アクション
コレクティブ・アクションには、業界他社などと連携する水平

型の連携のほか、バリューチェーンの関係者が連携する垂直型
もある。さらに、政府、ＮＧＯなどが関与する多面的な連携の方
法もある。ここではその利点について改めて確認するとともに、
具体例を紹介する。

⑴コレクティブ・アクションの利点

企業にとって最も大きな利点は、対象者に対して一企業で活
動するより大きなプレッシャーとなることである。サプライヤー
であれば販売先市場を失うリスク、政府にとっては大口納税者
であるグローバル企業の支持を失うリスクが生じる。

また、行動規範や監査のルールが統一されることで、対応の
一貫性が保たれ、企業が重複して同一のサプライヤーに異なる
視点で監査を行うことが減り、企業と被対象者双方にとって、監
視の手間が省力化される。

さらに、他社の企業などのノウハウの共有、好事例などを学ぶ
機会が得られ、より効果的に人権リスク軽減の取り組みを進め
ることが可能となる。次項では具体的な事例としてＥＩＣＣによ
る取り組みを紹介する。

⑵コレクティブ・アクションの事例（ＥＩＣＣ）
　
①ルールの統一化、監査結果の共有

ＥＩＣＣ（Electric Industry Citizenship Coalition）は
電子業界のサステナビリティ向上に取り組んでいる業界団体
で、2017年2月時点で110社以上（全社の売上総額4,750億米
ドル相当）の電子・小売・自動車・玩具メーカーが会員となって
いる。2）

ＥＩＣＣでは行動規範を定め、「労働」「倫理」「環境」「安
全衛生」の観点から、電子機器業界のサプライチェーンに
おける基準を規定している（最新版は2016年1月の「EICC 
version5.1」）。

また、ＥＩＣＣ行動規範への準拠状況を確認するためのセ
ルフアセスメントや監査を実施しており、評価基準・評価手続
き等を統一化している。自社のみでなく第三者によるサプライ
ヤーへの監査（ＶＡＰ: Validated Audit Process）も行われ
ている。

ＥＩＣＣによる監査の最も大きな特徴は監査結果を共有でき
ることである。多くの企業は共通のサプライヤーを抱えている。Ｅ
ＩＣＣによる監査結果を共有することで、メンバー企業間で重複
して同一のサプライヤーに監査を行う必要が無くなる。ＥＩＣＣ

（出典：Shift『Using Leverage in Business Relationships to Reduce 
Human Rights Risk』（2013年11月）を基にインターリスク総研作成）

レバレッジの対象 影響力の手段（例を抜粋）
＊括弧内の数値は表２における分類に対応

サプライヤー/
コントラクター

◦人権尊重に違反した場合の契約解除などを契
約で規定（1）

◦質問票で人権リスクの状況を把握（1）
◦人権リスクの実態を把握するため監査を実施（1）
◦入札の際の資格要件として人権尊重を要求（1）
◦人権対応度合に応じた契約金額、契約期間の

設定（1）
◦人権リスクの高い企業を排除する全社的な調

達ポリシーの設定（2）
◦サプライヤーなどへの教育・訓練の提供（2）
◦同業他社と共同で対応（3）
◦政府・ＮＧＯの関与（4、5）

ビジネスパートナー/
ジョイントベンチャー

◦人権尊重を契約で規定（1）
◦共同での内部監査（2）
◦人事交流（2）
◦対話による意識向上（2）

顧客、消費者 ◦人権尊重を契約で規定（1）
◦人権に配慮した製品の価値をアピール（2）
◦同業他社と共同で対応（3）
◦複数の利害関係者の関与（4、5）

政府 ◦企業方針の明示（例：政府からの不当な情報開
示要求を拒否する根拠とする）（1）

◦政府に技術的な支援を提供（例：プライバシーの
権利を保護するためのシステム・技術の提供）（2）

◦関連する政府関係者の情報共有を支援（3）
◦好事例の提供（3）

【表３】レバレッジの対象別の具体的な方法

（出典：Shift『Using Leverage in Business Relationships to Reduce 
Human Rights Risk』（2013年11月）を基にインターリスク総研作成）

アプローチ 内容

1 伝統的な
商業的レバレッジ

契約関係など通常の商習慣の行為を
活用

2 より広範な
企業間レバレッジ

通常の商習慣の行為を超えたレバレッジ
（サプライヤーの能力向上支援など）

3 ビジネスパートナー
とのレバレッジ 他社との共同によるレバレッジ

4 2者間のエンゲージメント
によるレバレッジ

個別企業が、政府、国際機関、ＮＧＯ
などと共同するレバレッジ

5 複数の利害関係者の
共同によるレバレッジ

複数の企業団体が、政府、国際機関、
ＮＧＯなどと共同するレバレッジ

【表２】レバレッジのアプローチ



RMFOCUS Vol.61 〈2017 Spring〉　40
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によれば、2013年に200万米ドル以上を節約することができ、効
率化されたことによりメンバーが遵守に向けた意欲向上につな
がったとのことである。3）また、監査結果が加盟メンバー間で共
有されることは、サプライヤーにとっても同監査への結果いかん
が今後の多くの取引相手との関係に影響するため、より大きな
レバレッジとなることが期待される。図2にＥＩＣＣによる監査の
概要を示す。

②企業、政府、ＮＧＯとの連携（紛争鉱物問題への対処）
またＥＩＣＣはＩＣＴ企業のイニシアティブであるＧｅＳＩ 

（Global e-Sustainability Initiative）とともにConflict-
Free Sourcing Initiative (ＣＦＳＩ)という組織を設け、紛争
鉱物に対するプログラムを進めている。このプログラムは、製錬
所・精製所や製品加工業者などを監査し、これらの取引にアフリカ
で武装勢力の資金源となっている紛争鉱物が含まれているか
どうかを調査する。4）

さらに両団体は責任ある原料調達に関する新たなイニシア
ティブ「責任ある原材料イニシアティブ（ＲＰＭＩ）」の共同発足
を2016年11月に発表し、従来のスズ、タングステン、タンタル、金

（3TG）以外の鉱物分野も対象に広げる。
ＲＰＭＩは今後、ＥＩＣＣと ＣＦＳＩが共同スポンサーとなる

ワーキンググループを設置し、政府、市民セクター、産業界など
全体を巻き込む活動プラットフォームとしていく考えである。ま
た、鉱業や金属業の幅広いサプライチェーンを対象領域とし、
紛争鉱物の環境社会影響の顕著なリスクを明確にするととも
に改善策を推進する。その過程で、政府、市民セクターなど利
害関係者へのエンゲージメント、教育活動などを展開する予定
である。現時点で対象はＥＩＣＣまたはＣＦＳＩ参加企業だが、

近い将来には参加していない企業にも参画を募っていく予定 
とのことである。

紛争鉱物の問題は、政府、市民を巻き込んだ構造的な問題
が根底にあり、このような利害関係者との対話をはかるプラット
フォームを通じて、企業が影響力を発揮し問題を改善していくこ
とが期待される。

５ レバレッジ及び
コレクティブ・アクションのポイント

⑴ポジティブ・アプローチの選択

レバレッジとは基本的に義務付けではなく説得に基づくもの
との考えが主流である。契約解除のおそれというネガティブな
インセンティブは欠かせないものだが、実際に人権侵害のある
または強く疑いのある企業に対して契約解除をしてしまうのが
良いか、それとも契約を継続して働きかけたほうが良いかジレン
マがある。これについて、指導原則では事業における重要性など
個別に判断するとしか触れていない。

確かに、契約解除の前例があることが抑止力として働くこと
はあるが、新興国の場合、契約解除による妨害行為などトラブ
ル発生の懸念もあり、ポジティブな期待を抱かせるようなアプ
ローチも必要である。例えば、研修など体制構築支援を続け、人
権対応度などが一定基準をクリアしたら契約を再開する可能
性を残すなどである。

【図２】ＥＩＣＣ監査の流れ
（出典：ビューロベリタス ウェブサイト<http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/EICC/>
（最終アクセス2017年2月2日）の情報を参考に、インターリスク総研作成）
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〈ニューリスク〉企業の人権リスク

⑵人権侵害が発生するおそれのある国での政府へ
のレバレッジ

新興国の場合、国営企業などが多く、また政府から事業を受
けている企業も多い。このような場合、中央政府や自治体のカ
ギとなる人物をいかに取り込むかがその効果に大きく影響す
る。特に、中央と地方との情報連携が機能していない場合も多
く、これらの政府関係者を一同に会して協議することで事実認
識を統一することが、問題解決の糸口となる可能性がある。政
府関係者の意識改革を促進するだけではなく、解決のためのソ
リューションの提供など能力向上の支援も行っていくことが大
切である。

　

⑶地域ごとの状況の違いの配慮

コレクティブ・アクションを通じた統一基準での監査の意義
は大きい。しかし、対象国によって商慣習・文化・宗教の違いに
よって倫理観が異なるのは事実でありこれをどう理解・評価
し、またどのように改善を求めていくか決まった手法はない。評
価においては、対象地域の実情を理解したＮＧＯや利害関係
者との連携が求められる。また社内の監査要員もこのような背
景を理解した人物を配置する、あるいは研修などを通じて教育
する必要がある。

　

⑷情報の一般公開

ＥＩＣＣなどのコレクティブ・アクションを通じた統一基準での
監査した情報の意義は大きい。しかし、守秘義務の関係上、これ
らの監査で得た情報を一般公開するのは難しく、異なる業界で
の情報共有には一定の制約がある。たとえ政府に情報を開示す
る場合でも、守秘義務契約が締結できない限りこのような対応
は難しくなる。特に、企業の競争力に関連する秘匿事項を開示
することは企業の利害に直結する問題事項となる。守秘すべき
範囲と公開可能な範囲との線引きについてルール整備が必要
であるが、まずは好事例から積極的に共有されていく機会を拡
大することが望ましい。

６	おわりに
企業のレバレッジによる人権問題への貢献に大きな期待が

かかっている。議論が進むにつれ好事例の紹介が増え、またコ
レクティブ・アクションを通じて企業にとってもよりレバレッジ
に取り組みやすい環境が整ってきている。政府、ＮＧＯを含め
た多面的な連携の意義、ポジティブ・アプローチの意義、そし
て情報提供の意義を踏まえ、より効果的なレバレッジが展開さ
れていくことを期待する。

以上
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～G7伊勢志摩サミット開催自治体へのヒアリング調査～

１	はじめに
2016年は、北海道洞爺湖サミット以来8年ぶりに日本でサミッ

トが開催された年であった。今回の会場は、三重県の伊勢志摩
地域である。開催地となった各自治体は、約1年間の準備期間の
間、慣れない業務に追われ、苦労もあったことだろう。こと、リス
クへの対応という点で、失敗が許されないプレッシャーもあった
に違いない。

グローバル化が進む現代では、世界中から参加者が集まる国
際会議の開催は、もはやそれほど珍しいものではなくなっている
が、一方で、会議開催にあたってのリスクは多様化している。情
報が一瞬で世界中を駆け巡るようになった今の時代、何かあっ
たときに自治体が受ける影響は非常に大きいものであると考え
られる。近年、国も国際会議やMICE１）の誘致を促進しており、
各自治体も力を入れているが、誘致するからには、そのようなリ
スクを取り巻く状況を踏まえた対策を自治体自ら考えなくては
ならないだろう。

そこで本稿では、伊勢志摩サミットの開催自治体へのヒアリ
ング調査を通じて、サミットをはじめとする国際会議等の開催に
あたって自治体が考えなくてはならないことや果たすべき役割
を、リスクマネジメントの観点から考察してみたい。

２	 G７伊勢志摩サミットの概要
⑴日程・会場・タイムスケジュール

Ｇ7伊勢志摩サミット（以下「伊勢志摩サミット」）は、2016年5
月26・27日の2日間、次頁表１のスケジュールで行われた。前回
日本で開催された北海道洞爺湖サミットの際は、首脳プログラ
ムはすべて会場ホテル内にて行われたが、今回は初めて伊勢神
宮で総理が各国首脳を出迎えるという会場外でのイベントが組
み込まれた。

会場となった賢島（図1）は、英虞湾に点在する島々の一つで
あり、志摩市の中心部の南に位置する、約0.68平方キロメート
ル、周囲約7.3km、人口約100人の島である。本州とは、県道17
号線の賢島大橋と、国道167号線の賢島橋でつながっており、賢
島橋と並行し近鉄志摩線が通っている。

自治体におけるRM

国際会議開催自治体の
リスクマネジメント

三井住友海上火災保険株式会社
営業推進部 法人マーケット推進チーム
2016年度自治体職員派遣研修生 
特別推進役　　 豊

と よ い ず み

泉 英
ひ で あ き

明 氏（埼玉県研修生）（左）

特別推進役　　 瀬
せ が わ

川 五
い つ み

美 氏（静岡県研修生）（右）

【図１】サミット会場となった賢島の全景　　　　 　（志摩市 松本高正氏 撮影）
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会議が行われた志摩観光ホテルは、島の北西部の広大な土
地に「ザ・クラシック」と「ザ・ベイスイート」の二つの宿泊棟と、レ
ストランや庭園のあるパブリックスペース「ザ・クラブ」を有して
おり、サミットでは、会議や食事、宿泊、記念撮影、サイドイベン
ト等で施設全体が使用された。

⑵会場選考理由

サミット開催地の選考は、宿泊施設・会場・警備・交通アクセ
スといった実務面と、各首脳に対するメッセージ性を総合的に
考慮し、総理が判断するものとされている。今回は、三重県志摩
市の他、宮城県仙台市、新潟県新潟市、長野県軽井沢町、静岡

県浜松市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市、広島県広島市の計
7箇所が、立候補を表明していた。

開催地に決まった志摩市の賢島は、本土からは2本の橋のみ
でしかアクセスできないため、主にテロを想定した警備面におい
て地理的に他の候補地より有利であったことが、開催地に選ば
れた理由の一つであると考えられている。また、皇室との縁が深
い伊勢神宮も近く、外国要人に日本の伝統文化に触れてもらう
ことができ、もてなしの環境としてふさわしいと判断された。

（「伊勢志摩サミット記録誌」参考文献1）およびＧ7伊勢志摩サミットHP参考文献8）に基づき筆者作成）
※1 Ｇ7（日・米・英・仏・独・伊・加）およびＥＵの首脳9人
※2 アウトリーチ（拡大）会合には、Ｇ7およびＥＵのほか、バングラデシュ、チャド、インドネシア、ラオス、パプアニューギニア、スリランカ、ベトナムの各

国首脳と、国際連合（ＵＮ）、国際通貨基金（ＩＭＦ）、世界銀行（ＷＢ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）、アジア開発銀行（ＡＤＢ）の代表者合計12
名が参加

※3 安倍首相と米国のオバマ大統領の広島訪問は、直前の4月下旬に急きょ決定した

【表１】2016年5月26日・27日の主なスケジュール

　 首脳プログラム 配偶者プログラム その他

26
日(

木)

午
前

◦総理によるＧ７首脳出迎え※1

◦伊勢神宮訪問
於：伊勢神宮（伊勢市）

◦伊勢神宮訪問
於：伊勢神宮（伊勢市）

昼
◦第1セッション
（ワーキングランチ）
於：志摩観光ホテル（志摩市）

◦総理夫人主催昼食会
於：杉風荘（伊勢市）

◦英国同行プレスによる皇學館大学生との
交流
於：皇學館大学（伊勢市）

午
後

◦サイドイベント
【自動走行車・燃料電池自動車の
プレゼンテーション】

◦Ｇ７首脳集合写真
◦第2セッション
◦第3セッション

於：志摩観光ホテル（志摩市）

◦ミキモト真珠島訪問
於：ミキモト真珠島（鳥羽市）

◦記念植樹
於：志摩観光ホテル（志摩市）

夜

◦総理夫妻主催カクテル
於：志摩観光ホテル（志摩市）

◦サイドイベント
【テロと文化財】

◦第4セッション
（ワーキングディナー）
於：志摩観光ホテル（志摩市）

◦総理夫人主催夕食会
於：志摩観光ホテル（志摩市）

27
日(

金)

午
前

◦第5セッション
◦総理によるアウトリーチ国首脳出迎え※2

◦アウトリーチ・セッション1
◦Ｇ７・アウトリーチ国首脳集合写真

於：志摩観光ホテル（志摩市）

◦国際メディアセンター視察
於：国際メディアセンター（伊勢市）

◦安倍総理とインドネシア大統領との懇談
◦ベトナム閣僚の松阪市訪問

昼
◦アウトリーチ・セッション2
（ワーキングランチ）
於：志摩観光ホテル（志摩市）

◦総理夫人主催昼食会
於：志摩観光ホテル（志摩市）

午
後

◦議長国記者会見
於：賢島宝生苑（志摩市）

◦ＯＥＣＤ事務総長の伊勢神宮訪問
◦ＩＭＦ専務理事のミキモト真珠島訪問
◦ベトナム首相の伊勢神宮訪問

（◦日米両首脳広島訪問※3）
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３	調査の概要
⑴調査方法

伊勢志摩サミット開催地自治体が実際にどのような業務を
行っていたのかを調査するため、三重県（図2）と志摩市（図3）に
ヒアリングを行った。それぞれのヒアリング先は表２のとおりで
ある。

ヒアリングでは、伊勢志摩サミットの開催前、当日、終了後の
三つの期間ごとに、各自治体があらかじめ行うことにしていた基
本的な業務と、予期せず対応が必要になった臨時業務に分けて
聞き取りを行った。具体的な質問項目は下記のとおりである。

⑴ 国、県、市の役割分担や連携など実施体制について
⑵ サミット当日までの業務（サミットに付随して県民（市

民）向けに対応したこと）
①国からの指示で実施した業務
②県（市）独自で実施した業務

⑶ ⑵の業務を実施する上で、事前に想定していなかった
ことや追加で対応が必要になったことと、それに対す
る対応

⑷ 事前に想定していたサミット当日の業務
⑸ サミット当日、突発的に対応が必要になったことと、それ

に対する対応
⑹ サミット終了後の業務
⑺ サミット終了後に、想定外に対応が必要になったことや

それに対する対応

なお、ヒアリングの結果判明した各自治体の主な業務と、各自
治体が業務を実施する上で配慮したポイントを次節以降にまと
めた。

⑵調査結果

①自治体の業務
伊勢志摩サミットにあたって、三重県と志摩市が行った主な

業務は次頁表３のとおりである。
事前に想定していなかったことや追加で対応が必要になった

こととしては、安倍総理と米国のオバマ大統領の広島訪問が直
前に決定し、両首脳の広島移動に伴い警備関係者が減少した
ことによる、宿泊施設のキャンセルへの対応が挙げられたが、そ
の他には特に大きな業務は発生しなかった。関係機関間の情報
連携のミス等による細かな対応事案はあったものの、業務は滞
りなく行われた。

②自治体が配慮したポイント
三重県・志摩市へのヒアリングの結果、業務を実施する中で

各自治体が配慮していたポイントは共通しており、主に「ａ）情
報の取り扱い」「ｂ）住民の日常生活」「ｃ）地元事業者の経済活
動」の3点であったことが分かった。

調査実施日 ヒアリング先

三重県 2016年8月22日（月） 三重県雇用経済部伊勢志摩サミット推進局
（伊勢志摩サミット三重県民会議事務局※）

志摩市 2016年8月23日（火） 志摩市政策推進部サミット推進室

【表２】ヒアリング先

※三重県では、関係機関・団体、企業、市町、県による官民一体の組織として、会
員140団体、顧問79名、特別顧問10名から成る「伊勢志摩サミット三重県民会
議（以下「県民会議」）」を2015年6月26日に設立した。県民会議の事務局は三
重県雇用経済部伊勢志摩サミット推進局内に置かれた

【図２】三重県伊勢志摩サミット推進局

【図３】志摩市役所

（いずれも筆者撮影）
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【表３】各自治体の主な業務

三重県 志摩市

サ
ミ
ッ
ト
開
催
前

●国の支援
◦配偶者プログラム、歓迎交流会、ジュニア・サミット等への対応
◦三重県関係者の識別証等の外務省への申請取次
◦警備・消防・医療関係者等の弁当供給体制の整備
◦報道・警備関係者等の宿泊先の確保
◦住民懇話会および住民座談会の実施
◦県産食材等の利用促進のための情報提供

●県および県民会議事業 
◦防災・危機対策
（高圧ガスや火薬類等の立ち入り調査、地震・津波を想定した避難訓練・研
修の実施、宿泊施設向けの地震・津波避難対策マニュアル・避難マップ作
成　等）

◦食品衛生対策
（県内の食品関係施設・宿泊施設への監視指導や食品等の検査、食品衛生
講習会の実施　等）

◦感染症・医薬品対策
（開催期間中の血液製剤、医薬品等の供給体制整備、解毒剤の備蓄状況
調査の実施、毒物劇物取扱施設の監視指導、講習会の実施、感染症情報
の収集体制整備　等）

◦救急医療対策
（厚生労働省と協働の医療対策本部設置、情報共有・県内外の医療機関等
との調整、医療関係者・消防等を対象とした災害・テロ対策研修の実施　
等）

◦水道対策
（水道施設への点検・監視強化）
◦インフラの整備（道路、通信）
◦交通総量抑制対策
（交通規制周知、公共交通機関の利用等呼びかけ　等）
◦ドローンの飛行を規制する条例の制定
（※条例の制定は誘致の段階で表明）
◦海外プレスツアー実施
◦海外メディア向け情報誌発行
◦海外メディアへの広告掲載
◦国際メディアセンターへの「三重情報館」設置
◦伊勢志摩サミットフォーラム開催
◦三重県のＰＲ動画制作・放映
◦公式ポスターの作成
◦独自のシンボルマークの作成
◦駅等へのカウントダウンボードの設置
◦国際理解・交流促進事業の実施
（県内の学校・企業等への外国人講師派遣　等）
◦「クリーンアップ作戦」、「花いっぱい作戦」等の美化運動実施

●国・県の支援
◦配偶者プログラムへの対応
◦住民・事業者の識別証等の外務省への申請取次
◦市内公共施設の利用調整
◦住民懇話会への対応
◦県の「クリーンアップ作戦」、「花いっぱい作戦」等

の美化運動への参加

●市内の協力体制構築
◦市民への協力依頼・訪問
◦市民への広報活動
（広報誌作成・配布、のぼり・幕の製作・掲出、ケー
ブルテレビやイベントでの広報　等）

●地域のＰＲ
◦土産物紹介パンフレットの作成・配布
◦駅インフォメーションセンターの設置

当
日

●国の支援
◦配偶者プログラムへの対応
◦首脳記念植樹対応
◦情報収集、プレス対応
◦苦情対応
◦各国首脳と県民との交流
◦現地対応および定例報告（消防・医療等）

●国・県の支援
◦配偶者プログラムへの対応
◦デモの現地確認
◦学校給食配送ルートの調整

開
催
後

●県および県民会議事業
◦大学生版サミットの開催
◦国際理解・交流促進事業の継続
◦伊勢志摩サミット三重県民宣言の発表・周知
◦国際メディアセンター仮設施設の公開
◦伊勢志摩サミット記念館（仮称）の整備
◦記録誌の刊行
◦ポストサミット事業（サミットの「レガシー」を三重の未来に生かす取り組み）

●地域のＰＲ
◦サミット記念誌の発行
◦サミット記念館（仮称）の整備に向けた調整、記念

モニュメント等の整備
◦市庁舎や各種イベント等でサミット写真展を開催
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ａ）情報の取り扱い
サミットに関する情報提供にあたっては、三重県・志摩市と

もに、メディアへの公表とそれに伴う反響の大きさを念頭に
置き、情報を必要かつ十分な相手に提供するという点に配慮 
していた。

三重県では、情報は主に各組織から派遣された職員が収集
し、県民会議で公表可否の判断をすることになっていたが、情
報の連絡ルートや、知事への報告要否、メディアへの情報提供
可否等の判断は慎重に行われた。特に、メディアへの対応にあ
たっては、判断を誤るとあらゆる混乱を招くため細心の注意を
払った。

また、志摩市では、地域住民に対して情報提供や説明を行う
過程で情報の取り扱いに慎重を期していた。特に、交通規制・入
域規制に関する情報等の市民生活への影響が大きいものは、
警備上の重要な情報でもあり、一部の住民向けに説明した情報
がメディアに伝わって大きく報道されてしまう可能性があった
ため、市として把握している情報の中から公表できる情報を慎
重に選定し、住民への説明を行った。メディアへの対応は主に
県が行っていたものの、市に対しても問い合わせがあり、県と同
様に情報の公表可否を判断しなくてはならない場面も少なくな
かった。
ｂ）住民の日常生活

三重県・志摩市ともに、サミットの開催がなるべく住民の日
常生活を妨げないよう配慮した対応を行っていた。やむを得ず
住民に依頼しなければならないことについては、住民懇話会や
座談会、訪問による個別説明などを通じ、信頼関係を構築して
いった。

また、市民の日常生活に配慮し、志摩市では市内の小中学校
をサミット当日も休校にしないこととした。市民が普段通りの行
動をしていたほうが警備には有利であるうえ、小中学校を休校
にした場合、仕事を休まざるを得ない保護者が出て、地元の事
業者からの苦情や休業補償問題につながる可能性もあると考
えたためである。給食についても平常通り提供するため、交通規
制に合わせて配送ルートの調整を行った。
ｃ）地元事業者の経済活動

三重県・志摩市ともに、地元事業者に対しては、通常の経済
活動を制限しないよう最大限配慮した。しかし、漁業・真珠業者
に対しては、海上警備上、サミットの1週間前から当日までは船
を出さないよう協力を依頼しなくてはならなかったため、県や市
をはじめ、警備関係機関が直接訪問して説明を行い、信頼関係
の構築に努めた。説明時には、サミット開催地としてのブランド
や認知度を今後生かしていけるという点を強調し、事業者らが
サミット開催によるメリットをイメージできるよう、伝え方を工
夫した。こうした対応により、事業者らの自主的かつ積極的な協
力を引き出すことができた。

また、サミット開催に際しての警備、消防、医療、現地スタッフ
の弁当供給にあたっては、できる限り県内事業者を活用した。大
規模需要かつ継続的な弁当の供給に係る委託事業者の選定の
際には、県産食材の使用や県内事業者の参画を仕様に盛り込
んでコンペを行い、それ以外の需要には地元の商工会が中心と
なって立ち上げた弁当協力会を活用する等、サミットの効果が
直接地元に還元されるよう配慮した。

４	国際会議開催自治体のリスクマネジメント
調査結果を踏まえ、サミットをはじめとする国際会議等を開

催する自治体が考えなくてはならないことや果たす役割につい
てリスクマネジメントの観点から考察したところ、次の3点の重
要性が明らかとなった。

⑴リスクの洗い出し

サミットのような国際会議は、1箇所で頻繁に開催されるよう
な性質を有さないため、開催自治体にとっては初めての経験も
しくは慣れない業務となる。一方で重要なイベントであり、慎重
な対応が求められるため、自治体として合理的な対応を行うべ
く、どのようなリスクがあるのか洗い出し、その対策を検討して
おくことが望まれる。

そのためにはまず、そもそも開催自治体にとっての「リスク」と
は何かを明確にしておく必要がある。国際会議等のイベントを
行う自治体が抱える「リスク」にはさまざまなことが考えられる
が、本稿では「国際会議等のイベントを円滑に開催し、国内外に
当該地域の魅力をＰＲすることを通じて、地域のブランド力を向
上させること」を「目的」とし、その「目的」を阻害するものを「リス
ク」であるとしたい。「地域のブランド力向上」という「目的」のた
めに「リスク＝阻害要因」に対応することは、開催自治体の本来
業務であり、「リスクの洗い出し」は、言ってみれば、「業務の洗い
出し」そのものである。

リスクマネジメントでは、リスク対応の最初の段階で「①リス
クの特定」「②リスクの分析」「③リスクの評価」のステップを踏
むが、このプロセスを国際会議等のイベント開催自治体に応用
するならば、まずは、開催地と近隣の自治体との間で、「イベント
を円滑に開催し、国内外に当該地域の魅力をＰＲすることを通
じて、地域のブランド力を向上させる」という共通認識の徹底を
図ることが第一であると考えられる。そして、それを阻害するも
の＝「リスク」について、担当者レベルでのブレインストーミング
をしておくのがよいのではないだろうか。「リスク」というと、テロ
や災害の発生等、外的なものや大規模なものがすぐに思い当
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たるが、自治体が本当に対応を考えておかなければならないの
は、むしろ、日々の業務の中での組織内部の情報共有や、関係機
関との連携上のリスクである。それらの小さな行き違いの結果 
引き起こされる可能性がある地域住民の無理解・非協力は、自
治体にとっては最も避けなければならない事態である。

リスクの大きさや起こりやすさは、本来過去データの積み重
ねから数的に算出すべきものだが、このようなイベント実施に
関するものの場合、リスクの分析は感覚的で恣意（しい）的な
ものにならざるを得ない。それでも、一定の分析や評価をし、
情報を共有しておくことは、それぞれの自治体の業務に漏れ
がないかを確認するのに有効であると考えられる。問題が発
生した時に判断を仰ぐべき相手は誰なのか、指示系統はどう
なっているのか等、自治体周辺の関係機関の情報も併せて共
有を図ることで、問題が発生した時には迅速な対応を図ること
ができる。

⑵地域住民および事業者の理解（リスクコミュニ
ケーション）

前節でも述べたとおり、このような大規模イベントを開催する
上で、地域住民および事業者の理解を得ることは必要不可欠で
ある。リスクに関する情報や意見を自治体と住民・事業者が相
互にやり取りするプロセス（リスクコミュニケーション）は、今回
の伊勢志摩サミットにおいては成功したと言えよう。三重県も
志摩市も、地域住民の協力の重要性を十分に意識しながら、住
民説明会や非公式の座談会、住宅への訪問等を行い、住民の意
見や疑問点の聞き取り、それに対する納得のいく説明に努めて
いた。

本来、リスクコミュニケーションでは、情報の送り手と受け
手が互いに議論し、その結果、あくまで受け手側が自らの意思
で物事を決定することができる状態になることが重視される
ものである。つまり、議論を尽くした結果、情報の受け手（住民
等）が情報の送り手（自治体）に協力しないという結論に至る
ことも考え得る。しかし、今回のような場合は、住民・事業者が
サミットの開催に自主的かつ積極的に協力するよう確実に導
かなくてはならない。そこに自治体側の立場の難しさがあり、 
かつ、手腕が問われる部分なのではないだろうか。

例えば、自治体側からの説明が説明者や時期の違いで異なっ
ては、信頼を得ることはできない。それを防ぐためには組織内部
のコミュニケーションを密にしたうえで、窓口を一元化すること
が肝要である。説明や意見交換の内容によっては検討が必要
な事項が出てくるが、組織内部で情報共有・連携を図り、ブラッ
シュアップさせた内容を、一元化した窓口担当者が説明するこ
とで理解を得られやすくなるだろう。

また、住民・事業者の理解を深め自主的な協力を引き出す

ことに関しては、メディアの果たす役割も大きい。報道内容に 
関しては自治体が関与すべきではないと思うが、自治体の取り
組みそのもののＰＲには、メディアを存分に活用し、地域住民等
への理解の促進に努めるべきである。

⑶地域のブランド力向上に向けた取り組み

「地域のブランド力」は、地域に観光客を呼び込むだけではな
く、地場産業を活性化し、人口の流入をもたらす、これからの地
方が生き残っていくために欠かせない力である。したがって、そ
の力を高めることは長期的視野に立った自治体のリスクマネジ
メントでもあると言えよう。

三重県では、サミット後初めての夏休みは観光客が2.4％増加
し、早速サミット開催による効果が表れ始めたと見られているよ
うだ。しかし一方で、サミット関連施設への観光客数は増えたも
のの、効果は局所的で県全体の周遊にまではつながっていない
のではないかという指摘もある。訪れた人に個々の施設や観光
名所の良さだけではなく、地域全体としての良さを認識してもら
うための取り組みがますます重要であり、その地域全体として
の良さこそが「地域のブランド力」なのではないだろうか。国際
会議を開催する場合、通常時よりもはるかに多くの人が国内外
から訪れるため、自治体にとっても、住民・事業者にとっても、外
部からの目線で自らの地域を見つめ直すにはうってつけの機会
である。

また、住民・事業者による自主的な情報発信も必要だ。住民等
が自ら情報発信し、そこから生まれた利益を享受する、その利益
を元手にさらに魅力に磨きをかける、そういった好循環を生み
出すことで、地域のブランド力はますます向上していく。

さらに、地域のブランド力向上に取り組む上では、ＤＭＯ２）な
どの地域連携や広域連携のプラットフォームとなる組織が果た
す役割も重要である。一時のブームに頼らない持続可能な地域
づくりには、そのような組織による的確なマーケティングに基づ
くブランド戦略は欠かせないものになりつつある。それを後押し
する自治体の取り組みとしては、マーケティング力や調整力、取
材対応力の高い人材の育成や、地域内交通の拡充等、国内外の
観光客を受け入れる体制の構築に向けた施策の推進が考えら
れる。
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参考文献・資料等

1）伊勢志摩サミット三重県県民会議「伊勢志摩サミット記録誌」20１6年
１１月

2）三重県資料「伊勢志摩サミットの総括」　
3）三重県資料「伊勢志摩サミットの成功に向けて」（第3回住民懇話会）
4）伊勢志摩サミット三重県民会議HP＜http://www.pref.mie.lg.jp/

miesummit/＞（最終アクセス20１7年2月１日）
5）伊勢志摩サミット市民会議HP＜https://www.city.shima.mie.jp/

summit/＞（最終アクセス20１7年2月１日）
6）志摩観光ホテルHP＜http://www.miyakohotels.ne.jp/shima/＞

（最終アクセス20１7年2月１日）
7）三重県HP＜http://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm＞（最終アク

セス20１7年2月１日）
8）Ｇ7伊勢志摩サミット20１6 HP＜http://www.g7ise-shimasummit.

go.jp/＞（最終アクセス20１7年2月１日）

注）
　　　　　　
1）MICE

企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）
(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、
展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）等の総称

2）DMO
Destination Management Organizationの略。観光物件、自然、食、芸術・
芸能、風習、風俗など当該地域にある観光資源に精通し、地域と協同して観光
地域作りを行う法人のこと

５	おわりに
本稿では、伊勢志摩サミットの開催自治体へのヒアリング調

査を通じて、サミットをはじめとする国際会議等を開催する自治
体が考えなくてはならないことや果たすべき役割を、リスクマネ
ジメントの観点から考察した。これらのことは、開催地に決定し
た後から考えるのではなく、会議を誘致する段階で十分思案し
ておくことが肝心であるが、本調査により、準備期間の多忙な業
務内容を知るにつけ、その思いは一層強まった。職員一人ひとり
の日ごろの考え・行動の重要性を実感した。

本稿の執筆にあたっては、三重県雇用経済部サミット推進局
と志摩市サミット推進室の皆様にご協力いただいた。この場を
借りて感謝申し上げる。

以上

自治体におけるRM

自
治

体
に

お
け

る
RM



対象期間 ： 2016年12月〜2017年2月 株式会社インターリスク総研
RMFOCUS 編集事務局

Disasters  & Accidents information

災害・事故情報
（本情報はマスメディアでの報道等をベースに編集しています）

49　RMFOCUS Vol.61 〈2017 Spring〉

火災・爆発

●米、カリフォルニア、倉庫でパーティ中に火災、若者36人が死亡
12月2日午後11時30分（現地時間）ごろ、米国カリフォルニア州オーク

ランドの倉庫で火災が発生、火は瞬く間に広がり36人が死亡した。火災
発生当時、倉庫の2階では若者を中心に50人以上が集まりレイブパー
ティ（ダンス音楽を一晩中流す音楽イベント）が開かれていた。死者の多
くはパーティの参加者で、外国人3人を含む17歳から35歳までの若者で
あった。

火災となった倉庫は2階建て。違法に改築され、画家や音楽家ら若手
芸術家にアトリエとして貸し出されていたが、作業や物品販売に使用す
るだけでなく居住している人もいた。また、2階はコンサートやパーティ
の会場にも使用されていた。建物内部は、カーテンや仕切り板で区切ら
れ、大量の雑貨や家具、ピアノなどが無造作に置かれ、その雑然とした
様子から「幽霊船（ゴーストシップ）」と呼ばれる倉庫の一つであった。ス
プリンクラー設備等は設置されておらず、こうした内部構造が原因で火
が一気に燃え広がり、2階からの唯一の出口であった木製の粗末な階段
も瞬く間に炎に包まれ、窓には防犯用の柵が取り付けられており、パー
ティ参加者は逃げ場を失ったとみられている。出火原因は、欠陥があっ
たとされる冷蔵庫だった可能性があると当局より発表されたが、特定は
されていない。

同倉庫には、近隣住民から目的外の使われ方をされていると、騒音や
ゴミ等への苦情がたびたび出され、オークランド市当局が11月に調査
を始めたばかりだった。またこの種のイベントの開催に必要な許可も得
ていなかったという。オークランドには、火災となった倉庫以外にも若者
らが暮らす違法な倉庫が沢山あるという。その原因はIT企業勤務の高
収入者の増加などによるアパート等の家賃の高騰で、これらの倉庫は
賃料が安いことより、お金の無い多くの若手アーティストらが居住してお
り、家賃の高騰が生んだ悲劇だったともいわれている。

●糸魚川大火　強風にあおられ約4万㎡、144棟焼損
12月22日午前10時20分ごろ、新潟県糸魚川市大町のラーメン店から

出火。同市消防本部の消防車6台で消火活動を10時35分ごろより開始し
たが、出火元の周辺は木造建物が密集しており四方から十分な放水が
出来ず火災が拡大。強い南風にあおられ、約1時間後には火元から北に
約100m離れた複数の建物に飛び火した。また、そこを起点にさらに風
下に飛び火と、延焼を食い止めることができなくなり、東西約250mの幅
で、日本海沿いの国道8号までの約300mが煙と炎に包まれていった。

同市消防本部は、正午に近隣消防に応援を求め、県内の他地域の消
防や隣接する富山県や長野県の消防も駆けつけ消防車126台、約1,000
人で消火活動を行った。しかし、火勢は夜まで衰えず、同日午後8時50分
の鎮圧まで約10時間半、翌日午後4時30分の鎮火まで約30時間を要し
た。同市消防本部の発表によると、この火災による焼損面積は約4万㎡、
全焼120棟、半焼4棟、部分焼20棟。焼損した建物に住んでいた住民は約
210名。負傷者は消防団員10人、住人2人の計12人であった。

当時、日本海にあった低気圧に向かって強い南風が吹いており、糸
魚川市では午前10時過ぎに最大風速13.9m、正午過ぎに最大瞬間風速
27.2mを記録した。また、「フェーン現象」により、糸魚川市では正午まで
に気温が20度近くまで上昇、空気も乾いていた。

火災現場は、JR北陸新幹線糸魚川駅の北側に位置する市の中心部
で、古くからある商業地域。情緒ある木造の雁木〔がんぎ：雪国の商店街
などで見られる雪よけの屋根。軒を延長して、庇（ひさし）を道路側に突
き出しており、その下を往来できるようになっている〕が連なる商店など
の景観が観光名所ともなっており、それらの木造の古い建物が密集す
る地域であったことも災いした。

出火原因は、火元のラーメン店の鍋の空だきとみられている。店の経
営者は1階の台所で中華鍋に食材を入れて火にかけた後、数十メート
ル離れた自宅に帰った。店に戻るとすでに火が上がっていたという。

●埼玉、巨大物流倉庫で火災、建物・商品などの損害は最大121億円
2月16日午前9時15分ごろ、埼玉県三芳町にある事務用品ネット通販

大手A社の物流倉庫（鉄骨3階建て、延べ床面積7万2千㎡）の1階北西部
より火災が発生。消防が到着した時点で既に火災は2階に広がってお
り、数時間で3階へと拡大した。倉庫に窓や扉などの開口部が少なかっ
たことより内部に向けた放水が難しく、消火活動は難航。火災発生3日後
に火災発生箇所の対角にあたる南東部の3階で商品のスプレー缶に火
がついたとみられる爆発音がするなど、倉庫全体に延焼していった。消
防は、重機で外壁に10カ所以上の穴を開け内部に向けて放水を行い、
発生6日後の22日に延焼の恐れがない鎮圧状態となり、鎮火が発表され
たのは、発生から12日後の28日午後5時であった。この火災により、同社
の従業員2名が負傷。建物は延べ床面積の約6割に当たる約4万5千㎡が
焼損した。

この巨大物流倉庫は、同社の七つある物流拠点の一つで、中核拠点と
して2013年に開設され、最新の梱包ロボットなどを導入。法人客向けに
出荷するコピー用紙や文房具、個人客向けの食品や日用品など計7万
種類の商品が保管されていた。この火災の影響で、同社は横浜などの
他拠点からの代替発送を行ったが、最大で2日の遅れが出た。

同月28日にA社は、この倉庫の建物等の固定資産の簿価が約96億円
（除くリース資産約20億円）、商品等の棚卸資産が約25億円で、火災に
よる損害は最大約121億円と発表。あわせて保険の手配状況について
も、建物の支払限度額が25億円、商品等の支払限度額が約21億円であ
ることを発表し、保険で回収可能なのは最高でも約46億円で、約75億
円程度決算に影響がある可能性を示した。また、同社の2月度の売上
高の前年同月度対比は107.2%（参考：上期（6月～11月）の前年同期比
108.2%）であったと発表した。

火災の原因は消防等が調査中だが、火元とみられる1階の廃棄段
ボール置場で作業していた従業員が「フォークリフトのタイヤが段ボー
ルの上で空転し、段ボールから煙が出ていた」と話しており、車輪空転に
よる摩擦熱が出火原因とみられている。

地震・噴火・津波

●インドネシア、スマトラ島北部で地震、M6.5、死者104人
インドネシア、スマトラ島北部で12月7日午前5時（現地時間）ごろ、

M6.5の地震が発生。震源は、アチェ州の州都バンダアチェの東南東
約100kmの沿岸部で、震源の深さは約8km。建物倒壊などの被害が、
震源に近い州都南東部のピディジャヤに集中した。同国災害対策庁
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によると、住宅、店舗、モスク、学校など1万8千棟以上が倒壊。死者は104
人、負傷者は重傷が143人、軽傷が789人。避難所等で約8万4千人以上が
避難生活を送っている。（12月17日時点）

ピディジャヤの中心部にある「マルドゥ市場」は、衣料品などの店が軒
を並べていたが、その2階建ての店舗兼住宅は地震によりがれきの山と
化し多くの人が生き埋めとなった。救助隊員、軍隊等により懸命の救助
活動が行われたが、この市場の周辺だけで20人以上が犠牲になったと
いう。

アチェ州では2004年12月のスマトラ島沖の大地震の際にも津波で大
きな被害が出たが、今回の地震は、内陸直下の断層が水平方向にずれる

「横ずれ型」。津波は起きなかったが、死者の大半が倒壊した家屋など
の下敷きになって発見された。「横ずれ型」は局地的に激しい揺れを起
こすとされ、建物の多くが鉄筋などを十分使わず、れんがやブロックを
積み上げただけの簡単な構造であったことが、多くの建物の損壊につ
ながったとみられている。　　

情報関連

●化粧品大手オンラインショップ子会社に不正アクセス、42万人分の個
人情報流出
化粧品大手のS社は12月2日、同社の子会社I社の公式オンライン

ショップが不正アクセスを受け、I社で商品を購入した約42万人分の個
人情報が流出した可能性があると発表した。クレジットカード情報を含
む個人情報も最大5万6千件流出した可能性があり、流出した情報を不
正に利用されたケースもあったと発表した。また、あわせて詳細な調査
結果および対応については1月末までに再度公表するとした。

I社は、11月4日にクレジットカード決済代行会社から連絡を受け、オン
ラインショップに対して外部から不正アクセスが行われている可能性を
認識。連絡を受けた約30分後にインターネット販売機能を停止し、連絡
を受けた約1時間後には社外調査機関にフォレンジック調査（サーバの
ログ等から不正アクセス、流出情報等の全容を把握する調査）を依頼し
た。調査の結果、不正アクセスにより外部からのコンピュータ操作を可
能にするいわゆる「バックドアプログラム」を仕掛けられたこと、および
情報漏洩の可能性があることも判明し、監督官庁に報告のうえ、前述の
対外発表をS社は行ったもの。

1月31日、S社とI社は連名で調査報告書を対外発表した。調査報告書
は、経緯、対象となったお客さまへの対応、I社サイトの対応、S社グルー
プサイトの対応、原因の分析、I社の再発防止策、S社グループの再発防
止策、本事案に関する有識者による検証（評価）等について詳細に報告
したもので、迅速かつ的確な事後対応により化粧品会社としてイメージ
ダウン防止に努めているのがうかがえるものであった。

テロ・暴力行為

●独、ベルリンでトラックテロ、クリスマスの観光客など12人死亡
12月19日午後8時（現地時間）ごろ、ドイツのベルリン中心部で開かれ

ていたクリスマス市に大型トラックが突入し、観光客など12人が死亡、
約50人が負傷した。トラックを運転していた男は現場から逃走。ドイツ
政府は「トラックは意図的に人混みに向かった」と発表し、テロと断定し
た。12月20日、イスラム過激派組織「IS（イスラム国）」は、IS系通信社のイ
ンターネット上に、「イスラム国の兵士が、有志連合の参加国の市民を
狙えとの呼び掛けに応じ、ベルリンでの作戦を実行した」との犯行声明
を出した。

テロの現場はベルリンの繁華街。観光地として有名なカイザー・

ウィルヘルム記念教会の近くで、クリスマス用の飾りを売る屋台が並び
観光客などでにぎわっていた。トラックは時速約65kmでクリスマス市の
会場に突入し、屋台を次々となぎたおし、人々を跳ねながら約80m走行。
現場は悲鳴を上げ逃げ惑う人々、横たわる人々であふれた。　

犯行に使われたトラックはポーランドの運送会社のもので、イタリア・
ミラノからベルリンに鉄骨を運んでいた。運送会社の運転手はポーラン
ド人の男性で、助手席で死亡しているのが見つかっており、テロ実行犯
にカージャックされ銃で殺害されたとみられている。

ドイツ捜査当局は12月21日、トラックに残されていた難民申請などの
書類および指紋等により、チェニジア人の男を容疑者として公開し、行
方を追った。その2日後の23日、イタリア政府はミラノ近郊で同容疑者を
射殺したと発表した。23日午前3時ごろ郊外の駅の広場を巡回中の警察
官が不振な男を発見。身分証の提示を求めたところ、男はリュックから
銃を取り出し警察官に発砲。警察官が応戦して射殺した。警察官はドイ
ツのテロの容疑者とは知らなかったが、男の指紋などよりドイツのテロ
の容疑者であるのが判明した。射殺された容疑者は、2011年にチェニジ
アからイタリアに渡り、放火などの罪でイタリアで服役。釈放後、2015年
7月にドイツに入国。ドイツで難民申請をしたが2016年7月に却下され、
強制送還の手続き中だったという。イタリアで服役中にイスラム過激思
想に傾斜したとみられている。

2016年7月のフランス、ニースにおけるトラックテロでは、花火会場沿
いの道路を約2kmにわたりトラックが暴走し、死者85人となったが、今
回のベルリンのトラックテロでは、突入後約80mでトラックは停止してい
る。事件直後の報道では、カージャックにあったポーランド人の運転手
がひん死の状態でブレーキをかけたと英雄視されたが、その後の調査
で、このトラックには2012年にEUで大型トラックに義務化された自動ブ
レーキシステムが設置されており、衝突の衝撃を感知しシステムが作動
し停止したことが判明。自動ブレーキシステムがトラックテロの被害軽
減にも効果を発揮したことが判明した。

●トルコ、ナイトクラブで銃乱射テロ、年越しを祝う客39人死亡
トルコの最大の都市イスタンブールで1月1日未明、ナイトクラブが襲

撃され、外国人27人を含む39人が死亡、約70人が負傷した。 
犯行現場はボスポラス海峡に面したイスタンブールのナイトクラブ。 

1日午前1時15分（現地時間）ごろ、銃を持った男が店の前にいた警察官
1人と市民1人を射殺した後、店に入り銃を乱射した。当時、店内は年越
しを祝う500人以上の客でにぎわっており、新年を迎え若者らの歓喜で
満ちていた店内は、無数の銃弾で流血と悲鳴の修羅場に変わった。銃
撃から逃れるためにボスポラス海峡に飛び込む客もいたという。実行
犯は1名で、犯行後逃走した。襲撃されたナイトクラブは俳優や歌手、ス
ポーツ選手ら著名人も訪れる有名店で、国内だけでなく海外からの客
も多く、サウジアラビア人など多くの外国人が犠牲になった。

1月2日、イスラム過激派組織「IS（イスラム国）」が「戦士が、（イスラム
教にとって）違法な休日を祝うナイトクラブを襲った。（トルコ軍の）空爆
や戦車によって流れたイスラム教徒の血が、お前たちの家を地獄に変
える」と犯行声明を出し、シリアでISの掃討作戦を続けるトルコ軍への報
復を示唆した。

店に設置された監視カメラおよび現場に残された銃の指紋等により、
トルコ警察は2日に実行犯とされる男の顔写真や動画を公開し、16日に
イスタンブール市内に潜伏していた男を逮捕した。逮捕された男はウズ
ベキスタン人で、ISに所属。アフガニスタンで訓練を受けて、トルコの東
部国境より家族とともに違法入国したとみられている。

イスタンブールでは12月10日、サッカー場近くで44人が死亡する爆弾
テロ（クルド人武装勢力が犯行声明を発表）が起きたばかり。トルコ当
局は年末年始のテロを警戒し、イスタンブールでは約1万7千人の警官
が警備に当たっていた。
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編集後記
春号の原稿締め切りである2月中旬は確定申告の時期でもあります。

筆者自身は、住宅ローン控除や医療費控除を除いてはこれまで確定申告
に関わりはありませんでしたが、今年は久しぶりに申告書を作成しました。
それは「ふるさと納税」による寄附金税額控除を受けるためです。
平成20年の制度導入以降、寄附金額は年々膨らんでおり、返礼品とし

て送られるブランド牛や米、地酒等々の特産品の魅力に加え、ふるさと納税
ワンストップ特例制度等で利便性が高まったことが背景として挙げられるか
と思います。
最近では、高額な返礼品や大都市圏の一部自治体の税収減などが問
題点として指摘されているようですが、多くの日本人が持つふるさと意識に
訴えかけ、地域の産業振興に一定の貢献をしている制度であることは間違
いないといえるでしょう。
地域振興の関連では、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループの三井住友
海上、あいおいニッセイ同和が政府成長戦略とも連動した官民連携取組
みを進めており、自治体との包括提携を締結するケースが増えています。
インターリスク総研においても両損保社と連携し自治体に対するＢＣＰ、防
災・減災、交通安全、インバウンド、自然資本活用、海外危機管理等多様な
分野でのリスクマネジメント支援を行っており、引き続き自治体や地域企業
のニーズに即した支援を全国で進めていきます。

（Ｓ．Ｔ．）

RMFOCUS（第61号）／2017年4月1日発行

発　行／　　　　　　　　　　　　　　　　 営業推進部
発行者／近江 正敏　
編集長／府川 均

【照会先】〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105
ワテラスアネックス
TEL ： 03-5296-8911（代表）／FAX ： 03-5296-8940 
http://www.irric.co.jp/

（無断転載はお断りいたします）
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〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉 〈本号でお話をうかがった方（敬称略）〉

河田 惠昭（かわた よしあき）
関西大学社会安全学部・社会安全研究センター長・特別任命教
授（チェアプロフェッサー）。工学博士。専門は防災・減災。現在、阪
神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長（兼務）のほか、京
大防災研究所長を歴任。京都大学名誉教授。2007年国連
SASAKAWA防災賞、09年防災功労者内閣総理大臣表彰、10
年兵庫県社会賞受賞、14年兵庫県功労者表彰、16年土木学会
功績賞、17年アカデミア賞受賞。現在、中央防災会議防災対策
実行会議委員。日本自然災害学会および日本災害情報学会会
長を歴任。

池上 龍治（いけがみ りゅうじ）
株式会社プリンスホテル 執行役員
資産管理部担当(兼)資産管理部長
一級建築士

1977年（昭和52年）に西武建設株式会社に入社
1987年（昭和62年）に西武鉄道株式会社
2006年（平成18年）に株式会社プリンスホテル建設企画部次長
2010年（平成22年）に資産管理部ゼネラルマネジャー
2014年（平成26年）より現職
設備投資など建設企画、施設監理、不動産管理を担当

齊藤 栄（さいとう さかえ）
熱海市長
1963年3月17日生

（最終学歴）
1988年 東京工業大学大学院修士課程修了
1995年 米国デューク大学経営学修士課程(MBA)修了

（職歴）
1988年 4月 国土庁（現国土交通省）入庁
2001年 1月 学校法人滋慶学園　勤務
2004年 2月 国会議員（衆議院）政策担当秘書
2004年12月 国会議員（参議院）政策担当秘書
2006年 9月 熱海市長　就任（1期）
2010年 9月 熱海市長　就任（2期）
2014年 9月 熱海市長　就任（3期）

「健康長寿のまちづくり －超高齢社会への挑戦－」を出版

少子高齢化が進行する中、日本は世界に前例のない「超高齢社会」になることが予測されていま
す。この超高齢社会という課題の解決に向けて、国、地方自治体、そして企業がどのように取り組んで
いるのか、その状況をさまざまな観点からまとめ、あわせて提言を行っています。
インターリスク総研特別研究員、本田茂樹が監修を行うとともに、「超高齢社会を支える地域包括
ケアシステム ～災害に強いシステムを目指して～」を執筆しています。

発　  行  　所 ：株式会社時評社
著 者（ 編 者 ） ：総監修／辻哲夫　監修／本田茂樹
価　　　　  格 ：本体1,500円+税
出 版 年 月 日 ：2017年4月14日
購入(入手)方法 ：最寄りの書店または時評社のホームページでご購入ください。
I S B N 番 号 ：978‒4‒88339‒240‒7

発　  行  　所 ：株式会社時評社
著 者（ 編 者 ） ：総監修／辻哲夫　監修／本田茂樹
価　　　　  格 ：本体1,500円+税
出 版 年 月 日 ：2017年4月14日
購入(入手)方法 ：最寄りの書店または時評社のホームページでご購入ください。
I S B N 番 号 ：978‒4‒88339‒240‒7

中辻 めぐみ（なかつじ めぐみ）
社会保険労務士法人 中村・中辻事務所 代表社員。
1988年（昭和63年）に、大分労働基準局に労働事務官として入
局後、労災保険業務に携わり、「脳・心臓疾患」「精神障害等」な
ど幅広い給付業務に従事。
現在は、特定社会保険労務士として、厚生労働省の各種委員会
の委員に就任するとともに、「メンタルヘルス」「過重労働対策」等
を中心に企業向けのコンサルティングを実施。
また、健康経営アドバイザーとして企業へ健康経営の導入支援を
行うとともに、同アドバイザー制度の認定講師として広く健康経営
の普及を図っている。

山内 慶太（やまうち けいた）
1991年慶應義塾大学医学部卒業。医学部精神・神経科学教室、
医療政策・管理学教室助手、看護医療学部助教授を経て、2005
年より慶應義塾大学看護医療学部・大学院健康マネジメント研究
科教授、医学部医療政策・管理学教室兼担教授。専門は、精神
医学、医療政策・管理学。

第1章　特別対談①
第2章　特別対談②
第3章　霞が関の取り組み　　　　　　　　　　　　　

第4章　自治体事例
第5章　先進企業の取り組み

内容（目次）

インターリスク総研  災害リスク情報「倉庫における火災リスクと対策」を発行

2017年2月に埼玉県で大規模な倉庫火災が発生しました。国土交通省と消防庁が倉庫の防火対策や消防活動のあり方に関する検討会を発足
する等、関心が非常に高まっておりますが、インターリスク総研でも、3月1日に災害リスク情報（第74号）「倉庫における火災リスクと対策」をリリース
しました。
海外の拠点向けに英語版も用意しております。

1．倉庫における火災リスク
2．倉庫における火災事故の概要　　　　　　　　　　　　

3．過去の事故事例と教訓
4．防火対策上の重要なポイント

〈日本語版〉 〈英語版〉

主な内容

（※）インターリスク総研HPからご覧になれます。
http://www.irric.co.jp/risk_info/disaster/index.html
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編集後記
春号の原稿締め切りである2月中旬は確定申告の時期でもあります。
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に関わりはありませんでしたが、今年は久しぶりに申告書を作成しました。
それは「ふるさと納税」による寄附金税額控除を受けるためです。
平成20年の制度導入以降、寄附金額は年々膨らんでおり、返礼品とし

て送られるブランド牛や米、地酒等々の特産品の魅力に加え、ふるさと納税
ワンストップ特例制度等で利便性が高まったことが背景として挙げられるか
と思います。
最近では、高額な返礼品や大都市圏の一部自治体の税収減などが問
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訴えかけ、地域の産業振興に一定の貢献をしている制度であることは間違
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海上、あいおいニッセイ同和が政府成長戦略とも連動した官民連携取組
みを進めており、自治体との包括提携を締結するケースが増えています。
インターリスク総研においても両損保社と連携し自治体に対するＢＣＰ、防
災・減災、交通安全、インバウンド、自然資本活用、海外危機管理等多様な
分野でのリスクマネジメント支援を行っており、引き続き自治体や地域企業
のニーズに即した支援を全国で進めていきます。
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第2章　特別対談②
第3章　霞が関の取り組み　　　　　　　　　　　　　

第4章　自治体事例
第5章　先進企業の取り組み

内容（目次）

インターリスク総研  災害リスク情報「倉庫における火災リスクと対策」を発行
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しました。
海外の拠点向けに英語版も用意しております。

1．倉庫における火災リスク
2．倉庫における火災事故の概要　　　　　　　　　　　　

3．過去の事故事例と教訓
4．防火対策上の重要なポイント

〈日本語版〉 〈英語版〉

主な内容

（※）インターリスク総研HPからご覧になれます。
http://www.irric.co.jp/risk_info/disaster/index.html
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災害列島の防災・減災そして「縮災」
～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス

安全な観光都市、熱海を目指して

健康経営へのアプローチ  ～長時間労働削減の観点から考える～
ストレスの直接的な身体的影響を考慮した健康経営

年間シリーズ

お客さまと従業員の安全・安心のために
～プリンスホテルの取り組み～

～我が社のリスクマネジメント～イノベーション年間シリーズ

健康リスクと経営リスクに向き合う  ～ストレスと働き方のマネジメント～
健康経営特集

■国際会議開催自治体のリスクマネジメント
　 ～G7伊勢志摩サミット開催自治体へのヒアリング調査～

01440 9,000 2017.03（新）318

ニューリスク 企業の人権リスクと影響力（レバレッジ）

R M F O C U S   R M F O C U S   

※バックナンバー
　はこちら
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