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2011 年タイ大洪水を
振り返って

2011年のタイ大洪水は、
タイ経済に深刻な影響をもたらし、
またタイ進出日系企業へも大きな打撃を与えた。本稿では大洪水から10年超
の歳月が経過したのを機に、2011年大洪水の概要を当時のお客さまの体験談や保険金支払対応等も含めてあらためて振り返る。そのうえ
で、
タイ自然災害の特徴や高まる気候変動リスクも踏まえて在タイ企業が今後実施すべき対策等について解説する。

経済産業省が推進する
「健康経営施策の新たな展開」
として
「業務パフォーマンスの評価・分析」
に重きが置かれ、業務パフォーマンスを評価
する指標の一つとして
「ワーク・エンゲイジメント」
が挙げられている。本稿では、筑波大学人間系心理学域准教授の大塚泰正氏に、健康経営
におけるワーク・エンゲイジメントの位置付け、
ワーク・エンゲイジメントを高める組織の体制、健康投資とワーク・エンゲイジメント等につい
て、
お話を伺った。

健康経営

少子高齢化や都市部への人口流入、
コロナ禍における外出自粛に伴い、特に地方部における公共交通は厳しい状況が続いている。
またコロ
ナ禍の環境変化に伴い持続可能なモビリティの確保に関心が高まっている。本稿では、
その一例として京都府舞鶴市における
「住民同士の
送迎」
取り組みを紹介し、新たなモビリティサービスにおけるリスク管理の手法について解説する。

スマートモビリティ

2020年6月に道路交通法が改正され、高齢運転者の交通事故対策として、75歳以上の運転者を対象とした新たな運転免許更新制度が2022
年5月から施行される。新制度では、75歳以上の高齢運転者で、過去3年間に
「一定の交通違反歴」
のある運転者は、運転技能検査を受ける
ことが義務付けられる。本稿では、現時点で発表されている新たな運転免許更新制度の概要と、対応のポイントについて解説する。

高齢運転者
事故対策

政府は地方創生ＳＤＧｓを推進するため、各種施策を展開している。2022年2月末現在、全国で51の自治体が
「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制
度」
を構築し、地域のＳＤＧｓ取組を推進しているが、
ＳＤＧｓウォッシュなどの課題も出てきている。本稿では、自治体による取組状況をもとに
「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」
の課題を踏まえ、今後の可能性について考察する。

SDGs 登録・
認証制度

近年大規模化、頻発化する水災により、自治体の災害対応が複雑化している。また、住家が被害を受けた場合、被災者は各種生活再建の
支援を受けるため、罹災証明書の取得のために自治体に、保険金請求のために保険会社にそれぞれ損害調査を申請し立ち会うという実態
もある。本稿では、官民連携による自治体の被災者支援業務の効率化、被災者の早期生活再建について考察する。

被災者生活
再建支援

テレワークは、
コロナウイルス感染症の世界的な流行以降急速に広まっているが、市区町村を中心に自治体における導入率は高いとはいえ
ず、
テレワークの導入・推進は昨今の自治体にとって大きな課題となっている。本稿では、各種ＤＸツールの導入・活用によるテレワーク可能領
域の拡大に際してのポイントや多くの地域課題の解決に資する可能性を持つテレワーク導入の効果について考察する。

自治体
テレワーク推進

高齢運転者の交通事故対策として、75歳以上の運転者を対象とした新たな運転免許更新制度が2022年5月から施行される。本稿では、高齢
運転者のうちから認知症を発症する者が増加すると予期される中、加齢により高まる高齢運転者の交通事故リスクを踏まえ、安全運転を
維持するために必要な中年期からの認知症発症予防について考察する。

基礎研究レポート
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要旨
▪2011年のタイ大洪水は、
タイ経済に深刻な影響をもたらし、
またタイ進出日系企業へも大きな打撃を与えた。
▪ 幸いなことに大洪水以降の10年間で同規模の洪水は発生していないが、
チャオプラヤー川水系ではこれまで幾度となく
洪水が発生してきたという歴史的事実があり、
今後も発生する可能性が高いと考えられる。
▪ 在タイ企業は、
タイにおける気候変動リスクも踏まえ、
自社の状況を評価し、
自社がどの程度のリスクを保有できるか認
識したうえでソフト面・ハード面の対策を講じていく必要がある。

1．
2011年タイ大洪水の概況

浸水・冠水した。冠水被害を受けた工場は838拠点、
うち日系企

2011年のタイ大洪水（以下、
「大洪水」）
は、
タイ経済に深刻な

業は450拠点におよんだ。
ジェトロ・バンコク事務所が2012年2

影響をもたらし、
またタイ進出日系企業へも大きな打撃を与え

月に実施したアンケート調査によると、回答企業133社（製造業

た。一方、
日本人駐在員には定期異動もあり、総じて現地に駐

81社、非製造業48社、
その他注1）4社）
のうち、71％は直接的また

在している日本人の間でさえ大洪水による甚大な苦難の記憶

は間接的に大洪水の被害を受けている1）。

が風化してきているように思われる。
そこで本稿では大洪水か

大洪水が経済活動にもたらした影響は甚大で、2011年国内

ら10年超の歳月が経過したのを機に、大洪水がいかに激しい

総生産（GDP）成長率は第3四半期までプラスであったにもか

災害であったかをあらためて振り返り、
タイ自然災害の特徴を

かわらず、第4四半期には洪水の影響でマイナス成長となり、年

概観する。

間成長率は1% と前年度7.8%から大幅に悪化した
（非農業分

⑴大洪水の概況

野はマイナス10％に達した2））。最終的には大洪水による経済損
失は1.43兆バーツに達したといわれる3）。
チャオプラヤー川水系では過去にも多くの洪水が発生してい

大洪水の被害はタイの広範囲にわたった。全77県のうち65

るが（次頁表１）、大洪水は同国の歴史上もっとも経済被害の

県が被災し、死者815名、約950万人が被害を受けたとされる。

大きい洪水となった。
自然現象としての降雨のほか、
ダムの貯水

2011年の5月と8月は歴史的に見ても極めて雨量が多い月で

量調整も洪水発生の大きな要素と考えられている。

あったほか、6月と7月には台風が襲来するなど（台風第4号：
HAIMA、台風第8号：NOCK-TEN）、年間を通じて非常に多雨
な年（例年の1.4倍）
であった。
タイでは7月には台風第8号の大雨により、北部地域では既
に洪水が発生していたが、8月以降の多雨によりこれが徐々に
拡大・南下し、10月上旬には中部アユタヤ県のサハラタナナコ
ン工業団地が冠水、
その後10月下旬までにロジャナ工業団地、

1

ハイテク工業団地、
バンパイン工業団地ほか主要７工業団地が
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【表１】
チャオプラヤー川水系における主な洪水4）

発生年

概要

1942年

大規模ダムがなく、上流での降雨は直接下流に到達した。
メモリアルブリッジ
（2.27m）
、
ラーマ5世記念碑
（1.50m）
な
どが冠水、バンコクの多くの地域で洪水が発生し、浸水は最長で3か月間続いた

1983年

9～10月にかけて北部・中央部に停滞した２つの熱帯低気圧による大雨が当時の治水能力を超え、バンコク市内など
の低地は浸水が約4 か月にわたった

1995年

春から秋にかけて暴風雨や台風の襲来が続き、
チャオプラヤー川水位が高まった結果
（最高水位は当時史上最高と
される）
、バンコク周辺では水が堤防を越えて氾濫が広がった。一部の地域では数週間にわたって浸水が続いた

2006年

北部地域で始まった浸水はその後拡大し、最終的には全国47県で洪水被害が発生した。ダムの貯水量が計画値を
超えたために大量放流し、
それにより下流域に洪水被害をもたらしたといわれている

多くが半日から数日程度で収まる日本の洪水とは異なり、

受けた。工場の電源遮断は通常５年に一度しか実施しないた
め、工場担当者には初めての経験であり、浸水が日々迫るなか、
焦り、緊迫した様子が伝わってきた。後日、工場は約２m浸水、

チャオプラヤー川水系の洪水は数カ月かけて南下する。大きな

ボートで工場の中に入り工場の天井付近をボートで進んでいく

水の塊がじわじわと侵食するイメージとなる。
チャオプラヤー川

のをビデオで見て、非常に不思議な気持ちになった。

流域は、世界的に見ても極めて稀な低勾配の地勢であり、
その
ため川の流れが極めて緩やかである。図１はチャオプラヤー川
と日本の利根川、信濃川の河床勾配を比較したものであるが、

②工場内部の罹災状況、
当時の心境

水が引いた約２週間後の１２月に現地工場へ入った。１階設備

チャオプラヤー川河口付近と、
そこから約100km上流に位置す

は泥水に浸り、
まずは従業員や協力会社による掃除作業が始

るアユタヤの標高は2～3m程度しかない。大洪水の際も流速は

まった。従業員は自分の家も被災して大変な状況であるにもか

わずか1日数キロ、下流に近い場所では1キロ未満の日もあった

かわらず、工場の早期復旧に尽力してくれ、使命感に涙が出る

といわれている。
このような地形は、バンコクからアユタヤに向

思いだった。一度浸水した設備が正常稼働するか、判断は容易

かう鉄道に乗ると簡単に見て取れる。

ではなく、設備図面自体も浸水し見ることができず、設備復旧
の重要な手掛かりが無く愕然とした。一方顧客への製品供給
が滞ることも許されないため、早期に設備復旧計画を立てるた
め、
タイで越年することとした。
③復旧作業で大変だった事

現場調査し図面を再作成したり、機器の納期を確認したり膨

大な作業があったが、最も緊迫した状況は輸入手続きだった。
非常に多くの書類を用意する必要があり、
ホテルで夜中にパソ
コンを打つ日々が続いた。疲れがピークに達していた時はキー
ボードを打ちながらそのまま寝ていた日もあった。
パソコンを打
【図1】
チャオプラヤー川、利根川、信濃川の河床勾配

ちながら寝てしまったのは後にも先にもあの時だけだった。
寄港地が急遽変更になる等、必ずしも通関は思うようにいか

２．
大洪水で罹災した工場の様子
前項で大洪水の記憶が風化しているのではないかと述べた。

ず、
スケジュールに合わせるためには臨機応変に対処する必要
があった。皆が一日も早く復旧させたいというベクトルが一致し
ていたので、
バックアップ策も考え、常に先回りして確認するな
ど、
良いチームワークで苦難を乗り越えた。

ここでは大洪水を当時実際に経験され、現在もタイに駐在され
ている方からの当時の振り返りについて紹介する。

④復旧体制（本社指示、他拠点からの応援など）

工場の復旧には多くの応援が必要で、現場調査、機器整備、

①工場全体が浸水した時の様子

工事、検収ごとに日本の本社へ具体的な人材の応援を依頼し

当時は日本の本社スタッフであり、工場浸水時の状況を生

たが、時には難色を示され、親しい先輩に泣きついて無理を

には体験していないが、アユタヤ工場が浸水する前に、高電

言ったこともあった。
「あの時の君は電話越しでもテンションが

圧電源を遮断する手順について工場担当者から電話照会を

違って、
アドレナリンが出まくっていて圧倒された」
と言われた。
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⑵タイの地形と洪水の特徴

当時はまだ多数の出張者を受け入れることができたが、
このコ

世界の自然災害による経済損失額の大きさでは、
当時としては

ロナ禍ではそれもできないため、現地だけの対応となることを

史上4番目の規模となる大災害であった。

考えると恐ろしい。
保険への加入は、逸失利益の補償のほか、多くの応援者を呼
ぶうえでも備えとなった。社内購買では価格妥当性検証が義務
付けされているが、保険金でバックアップできる安心感があり、
顧客への供給責任、復旧最優先の精神で対応できた。
多くの従業員等の尽力で、計画より若干前倒しで、一部工程
を３月に再開することが出来た。最初の製品が出てきたときは
仲間と手を取り合い涙が出た。

４．
タイで高まる気候変動リスク
2021年8月、気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）
による7
年ぶりの第6次報告書が発表された。
この中で特に注目すべき
ポイントの一つは、人間の活動が温暖化に与える影響について
「疑う余地がない」
と初めて断定したことである。温暖化につい
ては人間の活動以外にも要因があるとする説もあり、IPCCもこ

３．
大洪水の被害への保険金支払対応
前述の体験談で保険対応について言及したが、当時の損害
保険会社における保険金支払対応状況についても触れてみ
たい。

れまでの報告書では「人間活動が温暖化に影響を与えている
可能性が非常に高い」
という言い回しで断言は避けていた事を
考えると大きく踏み込む内容となった。世界規模でのさらなる
温暖化対策の進展が期待される。
IPCCの報告書中、CO2排出削減などの温暖化対策を今以
上に施さなかった場合の
（最も温暖化が進む）
「RCP8.5」
シナリ

2011年10月初旬に
「バンコク郊外北部のサハラタナナコン工

オでは、21世紀後半に2.6～4.8℃の気温上昇が予測されている

業団地が浸水」
との一報を受けた直後、三井住友海上では洪

（いわゆる4℃シナリオ）。仮にこの最悪シナリオが実現した場

水対策室を設置、
お客さまからの罹災の連絡に備えた。
その時

合、
きわめて破滅的な自然災害による被害が生じるとしている。

点では洪水の全容は明らかではなかったが、広範囲に影響が
拡大する極めて異常な洪水であるとの認識を強めていた。間も

4℃シナリオにおける21世紀後半の未来予想図5）

なく、工業団地内にあるお客さまの工場で2mを超える泥水に

①スーパー台風の頻度、最低気圧、雨量が大幅に増加する

浸る事態となったが、実際の調査にはなかなか着手できず、調

②海水面が0.84m上昇する

査要員の出張支援、損害復旧会社の手配など資源確保を優先

③世界の多くの地域で水需給がひっ迫する など

した。
洪水はさらに容赦なく南下しながら工業団地を飲み込んで
いく。
「次のエリアで止まるだろう、
いや止まらない。
でも次のエ

最悪のシナリオは21世紀末までの長期に及ぶ予測であるが、
実際に世界中で異常気象が報告されている。

リアで止まるだろう、
いや、止まってくれ」
と、異様な緊張感の中
でお客さまと日々認識共有していたが、本格的な調査は10月下
旬にようやく開始できた。

ていない。
しかしながら、前述の通りチャオプラヤー川水系では

罹災が判明していないお客さまも含めて、罹災時の初動対

これまで幾度なく洪水が発生してきたという歴史的事実があ

応等をまとめた説明文書を案内し、事故対応に関する説明会

り、今後も発生する可能性が高いと考え対策を講じておく必要

も開催した。11月に入り罹災されたお客さまからの具体的な保

がある。
また、洪水のみならず、異常気象など温暖化の影響によ

険金の請求を受けたが、浸水のため書類がどうしても限られ、

る自然災害を広く考慮することが重要となる。

個々の判断に時間を要するケースも発生した。

では実際に、タイにおいて洪水リスクは高まっているのか。

一般に、
日本における地震や台風等の災害では、多くの場合

また、今後さらに高まっていくのか。東京大学・芝浦工業大学

「災害の発生」から
「被害の確定」
まで短期間であり速やかに

とMS&ADインターリスク総研・MS&ADインシュアランス グ

調査できるが、大洪水では約1か月にわたって被害が徐々に拡

ループ ホールディングスとの共同研究「グローバルな洪水リ

大、その間調査を開始できない状況でお客さまからの照会や

スク情報の効果的な活用方法に関する研究」
では、2000年～

要望に対応する必要があった。書類がすべて整わずとも、
当面

2013年の時点で洪水の発生確率はこれまでの人為的な地球温

の2011年12月決算期に合わせて、損害調査開始から約2か月の

暖化の効果がない場合と比較して、2倍以上となっている可能

間、一部前払いを含め、可能な限り早期の保険金支払実現に

性を指摘している
（次頁図２参照）6）。

総力を挙げて対応した。

3

幸いなことに大洪水以降の10年間で同規模の洪水は発生し

また同研究チームが作成した、
「気候変動による洪水頻度変

後日発表された世界銀行の推計によると、
タイ全体の被害

化予測マップ」6）によると、今後、何らかの温暖化対策を講じな

総額は約3兆5,000億円。
うち工業団地の被害額は約1兆7,000

かった場合（4℃シナリオ）、
チャオプラヤー川下流域では20世

億円。日系損害保険会社が支払った保険金は約9,000億円。

紀後半（1971年～2000年）
には100年に1度の確率で生じていた
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洪水が、21世紀後半（2071年～2100年）
には約16年で1度の確
率で発生すると推定されている。温暖化の加速により発生頻度
が大幅に高まる結果になっている。

５．
気候変動リスクへの備え
タイに進出する日系企業数は2011年の大洪水以降も増え続

またタイでは洪水に加えて干ばつなども発生している。表２

けており、
バンコク日本人商工会議所における2020年の会員数

は気象庁が発表している異常気象について、
タイに関する情報

は2011年当時から約33%増の1,763社となっている。
また進出

を抜粋したものである。
タイでは2011年～2020年の10年で7つ

企業はタイ国内におけるサプライチェーン強化の観点から原材

の異常気象が報告されている。
なお、最近の例として、2019年か

料・部品などの現地調達率を引き上げる流れもある。資産はよ

ら2020年にかけてタイで発生した干ばつは過去40年間で最も

り集積し、
サプライチェーンの脆弱性は高まっていることから、

深刻であったといわれている7）。

2011年と同等以上の洪水が発生した場合には、
当時と比べてよ

タイでは主な気候変動リスクとして洪水にフォーカスされが
ちであるが、干ばつも経済活動に深刻な影響を与える。農作物

り大きな被害、特にサプライチェーン寸断による間接損害が拡
大する可能性は否めない。

の不作・高騰による製糖業などの食品メーカーの生産への影

また、バンコク周辺ではかつて洪水の際の遊水地や海への

響や、冷却用水など大量の水を使用する工場の稼働率低下、
ま

放水路として活用されていた土地においても急速な開発（工業

た水力発電の出力低下など経済への影響は大きい。
またバンコ

化・宅地化）
が進んだことで洪水対策機能が低下している可能

クにおける塩害被害や、大気汚染悪化も広い意味で気候変動

性があり、そうした場所には資産が集積するため、洪水リスク

リスクといえる。2021年は多雨な年となった。
これらが周期的に

はさらに高まる。大洪水から10年以上が経過し、多くの企業の

発生する事象かどうかの評価は難しいが、
タイにおける気候変

洪水に対する意識は次第に低くなっているように感じられる。

動リスクは、間違いなくより身に迫るものとなっている。

万全の洪水対策を講じ、定期的に教育訓練を行っている企業

【表２】
タイで近年発生した異常気象

年

概要

具体的な異常気象

2020

高温異常

タイ北部のチェンマイで、3〜5月の3か月平均気温30.4℃
（平年差+2.0℃）

2019

大雨・台風

中国東部からタイ北部で、6〜8月に発生した大雨や台風第9号、第12号等により合計で240人以上が死亡

2018

高温異常

タイ南東部のチャンタブリーで、12月の月平均気温28.5℃
（平年差＋2.3℃）

2016

高温異常

タイ北西部のチェンマイで、3〜5月の3か月平均気温31.0℃
（平年差＋2.6℃）

2015

高温異常

同じくチェンマイで、11月の月平均気温26.8℃
（平年差+2.5℃）

2013

大雨

大雨による洪水の影響で、
タイでは70人以上、ベトナムでは40人以上が死亡。カンボジアで14万人以上が避難し、180
人以上が死亡

2011

洪水

タイ北部のチェンマイで6カ月間降水量1,284mm
（平年比133％）
、バンコクで1,910mm
（同133％）
の大雨、
インドシナ半
島のほとんどの地点で平年の約1.1倍から1.7倍の雨となった。チャオプラヤー川やメコン川の流域で洪水が発生した
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【図2】2000年〜2013年の期間に、地球温暖化によって洪水の生じやすさが増加した流域
（凡例の0以上）
と減少した流域
（凡例の0未満）
の分布
Hirabayashi et al., 2021b

もあるが、多くの企業は大洪水直後に実施していた取り組みが
形骸化しているのではないか。
前述の通り大洪水に匹敵する規模の洪水は今後も発生する
可能性がある。
在タイ企業はこのようなタイの洪水リスクを取り

⑴将来に向けた気候変動のイメージ
気候変動リスクを踏まえた、
自社拠点の洪水リスク
（想定さ
れる浸水深などとそれに基づく操業への影響）を想定する。

巻く環境をあらためて認識したうえで、
備えることが重要である。

MS＆ADインターリスク総研では、気候変動リスク分析ベン

ここでは、気候変動リスク
（特に洪水）
に対処するリスクマネ

チャーの米国Jupitar Intelligence社と提携して、複数の温暖

ジメントの手順を以下の３つの観点で解説する。

化シナリオに基づく自然災害のリスク定量評価（洪水であれば
浸水深）
を提供しているが、
こうした情報を活用することで、
より

⑴将来に向けて
（特に中長期的に）気候変動リスクがどの
程度高まっていくのか具体的なイメージを持っておく。
⑵気候変動リスクは、
自動車事故や火災事故とは異なり、
突然発現するものではなく、
ある程度予見可能であるこ
とも念頭に置く。

具体的な取り組みに繋げることができる
（図３、図４）。

⑵気候変動リスクへの予見可能性を踏まえた対応
自動車事故や火災事故はいつ発生するかほぼ予見ができな

⑶やみくもに対策をとるのはコスト負担の観点でも非効率

いが、洪水による損害発生は、季節性や、原因となる事象が具

であり、各企業が不慮の損害に対してどの程度まで財務

体的な損害に発展するまでに、相応の時間がある。損害が発生

負担力があるかを認識しておく。

するまでに、損害発生を防止すること、防止できないにしても
損害の軽減が図れることが多い。
そのために準備できることを

自然災害のリスク定量評価のイメージ
対象拠点

A地点
（a川水系）

B地点
（b川水系）

年

200年に1回程度発生する河川洪水で
想定される浸水深
（4℃シナリオ）

2020

0.80m

2050

3.10m

2070

4.34m

2020

0.30m

2050

1.51m

2070

2.83m
再現期間注2） ■500年 ■200年 ■100年

【図３】
自然災害のリスク定量評価イメージ
（4℃シナリオにおける某拠点の浸水深の経年変化）

[拠点]
【図４】
自然災害のリスク定量評価イメージ
（複数拠点での、再現期間200年の河川洪水による想定被害額の変化）
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検討しておくことが望ましい。
それらの対応は、①ソフト面（あら
洪水ハード面の対策事例

かじめどのような手順を定めておくか）②ハード面（損害の発
生が予見された際にどのような対応をとるか）に分けることが
できる。

⃝重要な製造設備・検査工程・ユーティリティ設備を上階
など高い位置に移設
⃝資産を緊急避難させるための保管用ラック
（想定浸水深

①ソフト面の対策

よりも高いもの）
の導入

チャオプラヤー川水系における洪水は長い時間をかけて浸

水が進行し、
また水が引くのにも長い時間がかかる。そのため

⃝防水壁の設置（重要設備単位、
プロセス単位、建物単
位、敷地単位）
など

2011 年タイ大洪水を
振り返って

拠点に水が到達するまで時間的余裕があり、近隣河川・水路の

⃝1階の資産を2階に短時間で移すためのクレーンの設置

水位上昇等、複数の兆候が見られることから、普段よりアクショ
ンプラン等を策定しておくことで、有効な対応は十分に可能で
ある。
洪水ソフト面の対策事例

⃝2011年の大洪水の経験をもとに、河川の水位等から敷
地までの洪水到達時間を推定

⑶財務負担力の認識
自動車の事故、工場の爆発などの例では、発生する損害の大
部分を損害保険から回収することが一般的である。
自動車保
険での第三者への賠償、工場における事故は大規模な損失に

⃝洪水到達時間から逆算したアクションプランの策定

つながるため、各企業への財務への影響が非常に大きい。
した

⃝主要な重量設備を分解のうえ、敷地内の高所に保管（上

がって保険への加入は、言い換えれば、事業を継続するために

階、
ラックなど）
※分解、移設訓練実施
⃝原材料・仕掛品・完成品を安全な他の拠点に移動

財務状態を維持することが目的となる。
説明のために想定企業（A社）
のケースを考える。
なおA社の
固定費は売上高の増にかかわらず一定と仮定する
（表3）。

※リソース
（輸送など）
の事前確保
⃝定期訓練の実施

②ハード面の対策

洪水の被害軽減策は、a.敷地内への水の浸入を防ぐ、b.水

が浸入した場合の水濡れ被害を可能な限り減らす、の2点で
ある。

【表3】A社の損益

売上高

1,000

変動費

600

固定費

300

営業利益

100
（単位：百万バーツ）

a.敷地内への水の浸入を防ぐ

洪水被害の有効な軽減策は敷地内への水の浸入を防

ぐことである。従って防水壁は最も効果的なハード対策で
ある。2011年の大洪水後、
アユタヤの主要な工業団地は
防水壁で敷地全域を防護している。
b.浸水した場合の水濡れ被害を可能な限り減らす

上記のような工業団地に入居してない企業が自前で敷

地を囲う防水壁を設置するのは費用の面でハードルが高
いため、敷地内が浸水する前提で可能な限り被害を軽減
することを目指す企業もある。敷地内が浸水したとしても、
操業に必要な設備やユーティリティ設備が被害を受けな
ければ、資産の損害は限定的となり、
また事業復旧までの
期間を短縮できる。

端的に言って、
この想定企業（Ａ社）
における
「財務負担力」
は
どの程度と考えられるだろうか。損害が発生し、損害額をその
まま財務上の損失として認識するならば、１億バーツ以上の損
害が発生すると、
当該企業は赤字に転落することになる。逆に
言うと、想定する損害額が1億バーツを大きく下回り、利益計画
達成にむけて軽微な影響であれば、
「何もしない」
という選択肢
もある
（これをリスクマネジメントの考えでは
「リスクの保有（許
容）」
という）。
洪水では固定資産の損害に加えて、事業中断による売上・利
益への影響という2次的な損害も発生する。事業中断期間が長
くなれば、売上高・営業利益は減少する。損益分岐点を下回り
赤字になった際に、現預金の取崩しや短期借入等を行うと、経
営指標（自己資本比率、ROE、流動比率など）
が悪化し、連結親
会社の財務諸表へも影響する。十分な被害軽減策を実施でき
ない場合や、費用の問題等で必要な対策を導入できない場合
には、保険または代替手段での
「リスクの転嫁」
が必要になる。
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６．
持続的な成長の実現に向けて
「2011年タイ大洪水を振り返って」
として、2011年の大洪水
の概要、当時のお客さまの体験談や今後実施すべき対策等に
ついて、気候変動の観点も取り入れ解説した。タイでは2019
年から2020年にかけて深刻な干ばつが発生した一方で、2021
年には多雨により洪水が発生するなど、以前よりも気候変動
を身に迫るものとして感じている方も多いのではないか。将
来顕在化するリスクの大きさが、従来の常識では想定しづら
いという昨今の状況下で、いかに実効性のあるリスク管理態
勢を構築していくか、多くの経営者の皆様が頭を悩まされて
いることと思う。
しかしながら基本的な考え方はシンプルで、
本稿の「5．気候変動リスクへの備え」
で解説した３つの観点が
起点となる。合理的かつ客観的に自社の状況を評価し、自社
がどの程度のリスクを保有（許容）
できるか認識した上で対策
を講じることに尽きる。気候変動リスクが高まる中で、洪水頻
度・強度が高まる可能性も想定される。2011年の大洪水の教
訓を形骸化させずに今後に活かし、大洪水が再度発生した場
合にも被害を極小化して、持続的な事業継続・成長を実現し
ていくことが、
自社を含めた日系企業のタイにおける存在感を
向上させ、
タイ経済やひいては日本経済の発展にも貢献する
ものと考える。
以上
※本稿は三井住友海上タイ支店と共著でバンコク日本人商工
会議所・所報（No.715〜716、2021年11、12月号）
に掲載した
記事を基に再構成しています。
（本文中の図表はインターリスクアジアタイランド提供）

参考文献・資料等
1）「タイ大洪水」に関する被災企業アンケート調査結果の公表につ
いて（ジェトロ・バンコク事務所）
2）IMF：＜https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/
journals/002/2012/124/article-A001-en.xml＞THAI FLOOD
2011
3 ）＜h t t p s : / / d o c u m e n t s 1 . w o r l d b a n k . o r g / c u r a t e d /
en/677841468335414861/pdf/698220WP0v10P106011020120Bo
x370022B.pdf＞
4）＜https://www.voicetv.co.th/read/20481＞ほか
5）IPCC AR5 & IPCC：変化する気候下での海洋・雪氷圏に関する
IPCC特別報告書
6）Hirabayashi, Y., Tanoue, M., Sasaki, O. et al. Global
exposure to flooding from the new CMIP6 climate model
projections. Sci Rep 11, 3740（2021）
7）Thailand tackles worst drought in 40 years（国連機関
OCHA /relief web）

注）
1）
その他：アンケートの回答に企業名が不記載であったため製造業・非製造業
の区別が不明の企業
2）一定の強度をもった自然現象
（台風・豪雨・豪雪・地震など）
が再び発生するま
での期間
（年数）
のこと。例えば
「再現期間100年の洪水」
とは、100年に一度起
きる規模の洪水のことである
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健康経営

健康経営とワーク・エンゲイジメント
～健康経営を企業のパフォーマンス向上につなげるために～

【お話をうかがった方】

【聞き手】

MS&ADインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第四部
健康経営サービスグループ

筑波大学 人間系 心理学域
准教授
お お つ か

や す ま さ

大塚 泰正 氏

上席コンサルタント

や ま ぐ ち

た か ひ ろ

山口 高弘

健康経営

要旨
▪経済産業省が推進する
「健康経営施策の新たな展開」
として
「業務パフォーマンスの評価・分析」
に重きが置かれ、業
務パフォーマンスを評価する指標の一つとして
「ワーク・エンゲイジメント」
が挙げられている。
▪ワーク・エンゲイジメントは
「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態であり、活力、熱意、没頭によって特徴
づけられる」
と定義される。ワーク・エンゲイジメントには
「ネガティブ面を減らす効果」
と
「ポジティブ面を増やす効
果」
の両方があり、仕事のパフォーマンスに大きく影響する。
▪ワーク・エンゲイジメントを向上させる要素として
「仕事の資源」
と
「個人の資源」
があり、いずれも教育研修等を通し
て高めることが可能である。ワーク・エンゲイジメントを高めることは、自社の活性化だけでなく、取引先や社会全体
の活性化につながるという視点を持つことが肝要である。

１

健康経営における
ワーク・エンゲイジメントの位置付け

Ｑ．
健康経営においてワーク・エンゲイジメントが注目されてき
ている理由について、先生のお考えをお聞かせください。

Ｑ．
大塚先生の自己紹介も兼ねて、研究テーマやご関心事項
について教えてください。

経済産業省が推進する
「健康経営施策の新たな展開」
として
「業務パフォーマンスの評価・分析」に重きが置かれ、企業が業
務パフォーマンスを評価する指標の一つとして
「ワーク・エンゲイ

筑波大学人間系心理学域で臨床心理学を専門に学術研究や

ジメント」が挙げられています
（次頁図1）。人生において仕事は

学生指導をしています。職場で働く人のメンタルヘルスがメイン

大きなウエイトを占めます。
したがって、仕事にやりがいを感じる

テーマです。
当初は過労死や過労自殺の予防について研究してき

ことが出来ているか、
ということはとても重要です。ＷＨＯ
（世界

ましたが、最近では働く人がよりいきいき働ける環境について研

保健機関）によると、
「 健康とは、身体的、心理的、精神的および

究しています。
そこで注目されている概念がワーク・エンゲイジメ

社会的に
『よい』動的な状態であり、単に病気や病弱の存在しな

ントです。最近はコロナ禍でテレワークなど働き方の変化が進み

いことではない」
と定義されています。
こうした健康の定義に照ら

ましたが、
ワーク・エンゲイジメントにどのような影響があるのか

せば、個人が仕事に前向きに取り組み、
いきいきしていることは

に関心を持っています。

健康の一つの条件といえます。いきいき働けているかを定量的
に把握できる学術的な指標としてワーク・エンゲイジメントがあ
ります。健康経営を実践する中でもワーク・エンゲイジメントを
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健康経営施策の新たな展開(令和3年度健康経営度調査への反映)
●健康経営がより評価される環境を整備し、健康経営の裾野の拡大を図るため、1.情報開示の促
進、2.業務パフォーマンスの評価・分析、3.スコープの拡大について、健康経営度調査に反映する。

2.業務パフォーマンスの評価・分析
健康経営の実践によって従業員の業務パフォーマンスや企業経営にどのような効果がある
のか、企業自らの評価・分析を促進する。
企業自らによる公開が進んでおらず、これまで調査で問うていなかった、業務
パフォーマンス指標(アブセンティーイズム、プレゼンティーイズム、ワークエン
ゲイジメント)の測定の有無とその手法を問う。
健康経営の
実践

健康の
保持・増進

業務パフォーマンス
の向上

業績・企業価値
の向上

【図1】健康経営施策の新たな展開としての「業務パフォーマンスの評価・分析」
（出典：経済産業省HP「健康経営施策の新たな展開
（令和3年度健康経営度調査への反映）
」
を基にＭＳ＆ＡＤ
インターリスク総研作成）

指標として使っていただくことで、学術的に信頼性・妥当性が

1点目は、
「自分が携わる仕事に付随して発生する」
ということです。

検証された評価方法を用いて取り組みが進められると考えて

「仕事に付随する」
という点がポイントです。2点目は
「ポジティブ

います。

な感情と認知を含む」
ということです。仕事への考え方がポジティ
ブになると、仕事の良い面が見えてきて、仕事に対して前向きに

2

なり、成果も出るという、
良いスパイラルにつながります。3点目は
「持続性がある」
ということです。一過性のものではないので、継

ワーク・エンゲイジメントの定義と効用

続的な仕事の成果にもつながっていきます。
活力、熱意、没頭はそれぞれ異なる概念ですが、互いに関連し
合っています。
ちなみに、没頭については仕事にのめり込みすぎ

Ｑ．
改めて、
ワーク・エンゲイジメントについての学術的な定義

るとバーンアウト
（燃え尽き）
につながるという懸念が示されてお

を教えていただけますか。

り、他の2項目とは少し位置付けが異なります。
そうした理由もあ
り、
ワーク・エンゲイジメントも測定に含まれる新職業性ストレス
簡易調査票注1）
（短縮版）
には活力と熱意の2項目しか含まれてい

ワーク・エンゲイジメントは「仕事に関連するポジティブで充
実した心理状態であり、活力、熱意、没頭によって特徴づけられ

ません。

る」
と定義されます
（図2）。特徴としては次の3点が挙げられます。

定義
仕事に関連するポジティブで充実した
心理状態であり、活力、熱意、没頭に
よって特徴づけられる。

活力
仕事をしているときのいきいき
感、エネルギッシュ、前向きな
仕事への取組み

特徴

熱意
仕事へのコミットメント、誇り、
有意味感

自分が携わる仕事に付随して発生
ポジティブな感情と認知を含む
持続性あり
【図2】
ワーク・エンゲイジメントの定義と特徴
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没頭
仕事へののめり込み、熱中、
集中

（大塚氏提供資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

健康経営

リスペクトできている職場はワーク・エンゲイジメントが高いとい
Ｑ．
ワーク・エンゲイジメントを高めることで、
どのように企業
のパフォーマンス向上につながることが想定されているの
でしょうか。

えるのではないでしょうか。
私たちの研究では心理的安全性注2）とワーク・エンゲイジメント
に相関があることが確認されていますので、心理的安全性を高め
る取り組みも良い影響があると考えられます。企業文化や風土も

ワーク・エンゲイジメントの効果として、
「ネガティブ面を減ら
す効果」
と
「ポジティブ面を増やす効果」
の両方が知られています
（表1）。
ネガティブ面を減らす効果としては、
バーンアウトや離職
意思が減ることに加え、
メンタルヘルスの改善、
組織機能阻害行動

重要な要素だと思います。
自分の仕事のことだけを考えるのでは
なく、会社や仲間、取引先企業、社会全体をよくしていくという、
ＷＩＮ-ＷＩＮの関係を築くブースターになるものがワーク・エンゲ
イジメントなのかもしれません。

（組織に害を与えようとする行動）
や職務逸脱行動（頻繁に離席
して仕事をしないといった行動）
が減るなどが挙げられています。
Ｑ．
健康経営で中心的な役割を担ってきた産業保健スタッフ

ミットメントが高まる」
といった効果に加え、
「組織市民行動が増

の中にはワーク・エンゲイジメントになじみのない方も多

える」効果が挙げられています。
「組織市民行動」
というのは、
「誰

いと思います。組織の取組体制についてお考えをお聞かせ

に割り振られているわけでもないが、誰かがやらないと困る仕事」

ください。

を進んで行うことを指します。
したがって、
ワーク・エンゲイジメン
トが高い人は、職場の雰囲気にもポジティブな影響を与えると考

多くの組織で、健康に関係する部門（ヘルスセクター）
とその他

えられます。興味深いのは、
こうした効果が自己評価だけでなく、

の人事系部門（ノンヘルスセクター）
で役割分担が行われ、相互

他者評価（上司からの評価）
でも認められていることです。

の交流が出来ていない様子が見受けられます。
しかし、
ワーク・エ
ンゲイジメントを含めた健康経営では両者がタッグを組んで、
お

3

ワーク・エンゲイジメントを高める
組織の体制

互いの専門性を出し合いながら取り組んでいく必要があります。
ヘルスセクターにとって、
ワーク・エンゲイジメントはなじみが少
ない分野かもしれませんが、両セクターが連携して取り組むこと
が効果的です。例えば、
「メンタルヘルス」
と言う表現だとノンヘ
ルスセクターは担当外という意識が生まれてしまいがちですが、

Ｑ．
ワーク・エンゲイジメントが高い組織の特徴として、
これま

「ワーク・エンゲイジメント」
という表現であれば両セクターが協

でに知られていることがあれば教えていただけますか。

業しやすいのではと思います。そういった意味では、健康経営の
枠組みでワーク・エンゲイジメントを推進することで、組織のヘル

学術的に明確に言い切れる段階ではありませんが、
ワーク・エ
ンゲイジメントが高い人は思いやり・気遣いを示すことが多く、組

スセクターとノンヘルスセクターが連携する良いきっかけが生ま
れるのではと期待しています。

織市民行動を取りやすい傾向があります。礼節を持ってお互いを

【表1】
ワーク・エンゲイジメントを高めることによる効果

ネガティブ面を減らす効果
バーンアウトが減る（Keyko et al., 2016)
離職意思が減る（Bhatnagar, 2012）
ストレスが減る（Extremera et al., 2012)
抑うつ、身体症状の訴え、睡眠障害が改善する
（Hallberg et al., 2006)

メンタルヘルスが改善する（Simbula, 2010）
組織機能阻害行動が減る（den Hartog et al., 2012)
職務逸脱行動が減る（Shants et al., 2013)

ポジティブ面を増やす効果
規定された職務遂行が増える（Sierra et al., 2016）
イノベーティブな職務行動が増える（Agarwal et al., 2012）
創造性が高まる（Bakker er al., 2013)
目標志向性が高まる（Chugthai et al., 2011)
顧客サービスが向上する（Leung et al., 2011）
組織市民行動が増える（Babcock-Roberson et al., 2010)
組織コミットメントが高まる（Albrecht et al., 2011）
仕事やキャリアへの満足度が高まる（Laschinger, 2012)
人生満足度が高まる（Hakanen et al., 2012)
（大塚氏提供資料を基にＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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健康経営

ポジティブ面を増やす効果としては「創造性が高まる」
「 組織コ

健康経営

4

健康投資とワーク・エンゲイジメント

ワーク・エンゲイジメントの向上につながることが期待されます。
また、昨今導入が進んでいる1on1ミーティングは、管理職が部下
の
「個人の資源」
を知り、
それを伸ばす場としても有効に活用でき
ると考えられます。

Ｑ．
健康経営では従業員への健康投資を効果に結びつける
「投資対効果」の考えが重要視されています。
ワーク・エン
ゲイジメントを高めるために必要な健康投資として、
どのよ

Ｑ．
最後に、健康経営の実践を通して組織の活性化やパフォー

うなものが考えられるでしょうか。

マンス向上につなげたいという企業向けにメッセージをお
願いいたします。

ワーク・エンゲイジメントのモデルとして
「仕事の要求度－資源
モデル」
（図3）
がありますが、
その中では
「仕事の資源」
と
「個人の
資源」
がワーク・エンゲイジメントを高めるとされています。

まずは、
健康経営の実践を通じて組織の活性化やパフォーマン
ス向上につなげたいという想いを経営層に持っていただくことが

仕事の資源とは
「仕事
（職場）
に存在する、
個人の動機づけを高

何より大事だと考えます。
こうした取り組みはトップの理解・熱意

めるもとになるもの」
であり、
「仕事の裁量感」
「
、成長できる環境」
、

が最重要だと思います。
そして、健康経営の取り組みは、
自社の従

「上司からの公正な評価」、
「職場の人間関係がよい」などといっ

業員だけを活性化するのではなく、
サプライチェーンや社会全体

た要素があります。
この仕事の資源は新職業性ストレス簡易調査

を活性化する取り組みととらえてもらえればと思います。
自社が

票では、作業レベル、部署レベル、事業場レベルの三つのレベル

何のために存在するのか、組織の存在理由を見つめ直すことが

で測定できます。測定した結果を踏まえて、管理職研修等で仕事

大切です。組織の存在理由は社是や社訓にも記載があることで

の資源を増やすアプローチを行い、
その内容が日々のマネジメン

しょう。
それを実現する手段としてワーク・エンゲイジメントの向

トを通じて職場に浸透していくことで、職場のワーク・エンゲイジ

上にも取り組んでいただければと思います。最初のステップとして

メントを高めることができると考えられます。
その他、
コロナ禍で

は、新職業性ストレス簡易調査票やワーク・エンゲイジメントを含

広がったリモートワークに代表される柔軟な働き方の導入も仕

んだその他の調査票を使って、
ストレスチェックの際にワーク・エ

事の資源を高める効果が期待できると考えられます。

ンゲイジメントを測定することから始めるのが良いのではないで

個人の資源とは
「自分自身が持つ、個人の動機づけを高めるも

しょうか。

とになるもの」
です。
例えば、
「仕事についての経験や知識が豊富」
、
「コミュニケーション力が高い」、
「楽観的である」
などの要素があ

以上

ります。
コミュニケーション力はアサーション注3）などの教育で高める
ことが可能ですし、楽観的なものの見方を学ぶ研修も広く行わ
れています。
こうした研修を受講し、
日々の実践に活かすことで、

注）

健康障害プロセス
心理的
ストレス反応

仕事の要求度

健康・組織
アウトカム
個人の資源

2)心理的安全性
組織行動学を研究するエドモンドソンが1999年に提唱した心理学用語で、
「チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信で
きる状態」
と定義されている。Googleがプロジェクトアリストテレスと呼ばれ
る調査研究の中で
「生産性が高いチームは心理的安全性が高い」
という結果を
発表したことで注目が集まっている

ワーク・
エンゲイジメント
仕事の資源

動機づけプロセス
Schaufeli & Bakker (2004),Bakker & Demerouti (2008）
【図3】仕事の要求度－資源モデル
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1)新職業性ストレス簡易調査票
従来使用されていた職業性ストレス簡易調査票57問に、新しい尺度を追加し、
仕事の資源や労働者の仕事へのポジティブな関わりを測定できるようにした
調査票。80問の短縮版、120問の推奨尺度標準版などがある
（出典：
「新職業性
ストレス簡易調査票について」
（2012年4月1日）
平成21－23年度厚生労働科学
研究費補助金
（労働安全衛生総合研究事業）
「労働者のメンタルヘルス不調の
第一次予防の浸透手法に関する調査研究」
）

（大塚氏より資料提供）

3)アサーション
相手を尊重しつつ自分の意見を伝えるコミュニケーション方法の一つ。相手に
配慮せず自己主張する
「攻撃的」
なコミュニケーション、相手に配慮して自分の
主張をしない
「受動的」
なコミュニケーションと異なり、相手も自分も大切にす
る望ましいコミュニケーション手法とされている

スマートモビリティ

公共交通の現状と
新たなモビリティ導入における
リスクマネジメント
～
「住民同士の送迎」
のケース〜

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
新領域開発部 次世代モビリティ室
主任コンサルタント

う

さ

ゆ

う

き

宇佐 祐樹

要旨
▪少子高齢化や都市部への人口流入、コロナ禍における外出自粛に伴い、特に地方部における公共交通は厳しい状
況が続いている。またコロナ禍の環境変化に伴い持続可能なモビリティの確保に関心が高まっている。
▪京都府舞鶴市では
「住民同士の送迎」
という新たなモビリティ導入の取り組みが進んでおり、テレマティクス技術等
▪
「住民同士の送迎」
という新たなサービスにおいては、交通事業者が取り組む運輸安全マネジメント制度を参照した
安全管理体制の構築に加え、データ利活用などの新たなソリューションの活用が重要となる。

１

新たな移動手段確保の必要性

から都心部
（特に東京都心部）
への人口流入が顕著
（次頁図1）
で
あり、
これらは地方部の公共交通に大きな打撃を与えている。
国土交通省が発表している国土交通白書によると、2000年（平

現状の公共交通の課題
現在日本各地において、自動運転やMaaS（Mobility as a

成12年）
と比較した乗合バスの輸送人員は全国でみると10%ほど
減少しているが、三大都市圏においてはむしろ増加しており、三
大都市圏以外においては約25%の減少となっている
（次頁図2）。

Service）、
タクシー配車サービスを始めとした新たなモビリティ
サービスの導入に向けた実証実験や社会実装が進んでいる。
そ

②新型コロナウイルスが公共交通に与える影響

の要因のひとつに、特に地方部における公共交通における厳し

輸送人員の減少にさらなる拍車をかけたのが、2020年から続

い現実や、高齢者人口の増加に伴う事故件数の増加の課題があ

く新型コロナウイルス拡大による外出自粛である。国土交通白書

る。
さらに新型コロナウイルスによる外出への意識変化が拍車を

によると、新型コロナウイルスにおける外出自粛により公共交通

かける形となっており、様々な交通手段を検討することが喫緊の

の収入に大きな影響を与えており、2021年1～3月で路線バスで

課題となっている。

は約40%、
タクシーでは約80%の事業者が前年比で営業収入が
30%以上減少していると回答している
（次頁図3）。

①人口減少・都市部への人口集中による公共交通への影響

また、
コロナ禍において公共交通の変化を認識する住民も多

一般路線バス等の地域公共交通は、地域住民の日常における

い。国土交通白書によると回答者のうち約4割の方が、
コロナ禍を

移動手段や、観光地での移動等における極めて重要な公共イン

契機としてその持続可能性に対する懸念が高まったと回答して

フラのひとつである。
この地域公共交通は、現在日本が抱える少

いる
（14頁図4）。
自身の住むエリアにおいてどのように持続可能

子高齢化、都市部への人口集中による大きな影響を受けている。

な移動手段を確保するかについて、
コロナ禍を契機にますます関

日本は2004年をピークとして人口減少のフェーズに入り、2021

心が高まることが想定される。

年の出生数は約81万人となった。一方で65歳以上の高齢者が
人口の約29.1％を占める超高齢社会が到来している。
また、地方
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を活用したリスク管理を試行している。

【図1】各都市圏の転入超過数
（出典：国土交通省
（2021）
「企業等の東京一極集中に関する懇談会 とりまとめ
（参考資料）
」）
注:図中の用語について以下のとおり、定義されている。
・東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 ・名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県 ・大阪圏：京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県
・三大都市圏：東京圏、名古屋圏、大阪圏 ・地方圏：三大都市圏以外の地域
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【図2】
バスの輸送人員
（乗合バス
（H12を100とした輸送人員）
）

（出典：国土交通省
（2021）
「令和3年度 公共交通白書」）

【図3】路線バス・タクシーの収入状況

（出典：国土交通省
（2021）「令和3年度 公共交通白書」）
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①舞鶴市の概要
京都府舞鶴市は京都府北部で日本海に面する人口約8万人の
自治体である。舞鶴市の調査によると、
日常移動の多くを占める
通勤通学においては、
自家用車を用いる人が全体の68%を占めて
いる
（図5）。
また、公共交通の一つである路線バスは東西の市街
地を中心に形成されており、
バス路線のないエリアが存在するな
どの課題もあげられている。

【図4】
コロナ禍による公共交通への意識変化
（出典：国土交通省
（2021）
「令和3年度 公共交通白書」）

新たな移動手段導入の一例：
「住民同士の送迎」

⑴京都府舞鶴市の取り組み

②「住民同士の送迎」
の概要
舞鶴市では、オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社
および大阪市に拠点をもつ日本交通株式会社と提携し、
「 共生

このような背景を踏まえ、公共交通を補完する新たなモビリ

型MaaS」をコンセプトとした送迎サービス「meemo」の実証

ティサービスが様々なエリアで模索されている。
その一例として、

実験を2020年より実施している。
またあいおいニッセイ同和損

京都府舞鶴市における
「住民同士の送迎」取り組みと、
それらに

害保険とMS&ADインターリスク総研も実証実験を支援してい

おけるリスク管理の手法について紹介する。

る
（図6）。

【図6】共生型MaaSへの参画概要

（出典：あいおいニッセイ同和損害保険 プレスリリース）
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【図5】通勤通学時の移動手段
（出典：舞鶴市
（2021）
「舞鶴市地域公共交通計画」）

【図7】舞鶴市meemoでの移動範囲

（出典：舞鶴市
（2021）「meemo実証実験概要説明資料」）

当該事業においては、送迎エリアは公共交通網が比較的弱い
地域やバス路線のみの地域に限定し、鉄道の駅やバスの停留所、
主要施設（病院など）
までの移動を担った
（図7）。

⑵さらなる安全性向上に向けた取り組み
①テレマティクス技術の導入

ドライバーと利用者のマッチングには、オムロン ソーシアルソ

当該実証においては、上記のとおりサービス実装に向けた様々

リューションズが開発した
「meemo」
というアプリを用いる。
当該

な安全施策を講じているが、
ドライバーの安全性向上のため、
あ

サービスは招待制を採用しており、
ドライバーとなることを希望す

いおいニッセイ同和損害保険のテレマティクス技術を用いた。実

る住民は面接および一定の講習を受けたのちにドライバーとして

証期間中に同意が得られたドライバーに対しテレマティクスタグ

地域住民を送迎する。
これらの取り組みを通して不特定多数のド

を貸与し、送迎期間中の走行データを収集、
それらの走行データ

ライバーがサービスに参入することを回避し、安全性を高めるこ

から得られた急制動、速度超過等の情報をマップ上に表示し、
ド

とを試行している。

ライバーへ安全情報としてフィードバック、交通リスクの把握、
そ

実証期間においては無償でサービスを利用でき、感謝のしるし
“mee”を渡す仕組みとなっている。受け取ったmeeは自身が利用
者としてサービスを利用する際に使うことも可能となっている。

の対策検討等に活用している。
テレマティクス技術を用いることで、
ドライバー個々人に応じた
フィードバックが可能であると同時に、走行環境に伴うリスク
（個
人の運転特性にかかわらず速度超過が多発する箇所など）
を把

③アプリ利用者向上施策

握し、
それらを教育研修にフィードバックし、
安全性向上につなげ

利用者には高齢者が多く、
スマートフォンやアプリケーション

ることができる。

の利用に抵抗のある人が多いことが課題となっていた。
当該取組
では、希望する住人にスマートフォンを貸与し、地元高校生や有
志によりスマートフォン教室を実施、
アプリへの抵抗感を薄め利
用を促進する試みを行っている
（図8）。

②リスクアセスメント・安全管理体制構築の実施
当該実証においては、住民同士の送迎固有の事象を含めた
サービス全体を俯瞰（ふかん）
した包括的なリスクの把握を目的
としたリスクアセスメントを実施し、発生確率や危害の大きいリ
スク事象に対しての対策の立案と実装を行った。
運営主体においては、住民同士の送迎における安全管理体制
の構築を図った。本実証においては送迎開始時に遠隔での点呼
による健康管理、
アルコールチェック等の実施、緊急時の体制構
築といった対応を行っている。

【図8】
アプリ説明会の様子
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新たなモビリティサービスに応じた
リスクマネジメント

できないと考えられる。
ドライバーに理解を求めるにあたっては、丁寧な説明もさるこ
とながら、
当該サービスのドライバーとして参加することで自身の

⑴「住民同士の送迎」
におけるリスク管理のあり方の
検討
①想定されるリスク事象

運転能力の向上、安全運転意識が向上するといった副次的な効
果を訴求することも手段となりうる。
それらを実現するにあたって
は前述したテレマティクス技術や、後述するパーソナライズド教
育の考え方を採用し、
ドライバー個々人にあわせたフィードバッ

「住民同士の送迎」
を始めとし、新たなモビリティサービスを展
開するにあたっては、
サービスの交通特性やサービスフロー、体

ク・コンテンツ提供を行い、教育効果を高めること等も一考に値
する。

制を踏まえたリスク事象の特定と対策を実装することが必要とな
る。当該サービスにおいては様々なリスク事象が想定されるが、
本稿では大きく
「ドライバーと管理者の関係」
と
「安全管理体制」
の二つの側面に着目したい
（表１）。

③安全管理体制の導入・高度化
②にて言及したとおり、適切なドライバー管理を行うといった
運行管理の体制を整えることで、安全性の継続的な改善を実施
することが持続可能なサービス運営に欠かせない要素になると

②ボランタリーな
「住民ドライバー」
と旅客輸送としての側面

考える。
そのためには、運輸事業者が取り組んでいる
「運輸安全
マネジメント」
の考え方や、運輸事業者の実際の取り組み等を参

該取組は、地域住民の自発的な協力で成り立つという側面があ

考にし、
サービスの導入段階に応じた体制の構築を順次行ってい

る。一方で当該事業は旅客事業としての側面もある。本実証実験

くことが望ましい。

は無償の取り組みであるが、有償でサービス実装を目指す場合
は道路運送法上の各種義務を履行する必要がある。

サービス導入にあたり、運輸事業者と同等の取り組みを一度
に導入することは実務上のハードルが高いものと考えられる。
そ

当該取組においては、住民に当該サービスの旅客運送としての

のため、実証段階からこれらの体制構築を見据え、導入時・拡大

側面を丁寧に説明したうえで、運行管理における各種取組への

時・実装時とフェーズを分け、段階的に導入を進めていくことが

協力を求めることが必要となってくる。
これらを曖昧にした場合、

必要と考えられる
（次頁図9）。

事故等が発生した際に民事・刑事上の責任をドライバーおよび
運営主体が負う可能性があり、結果として輸送サービスが継続

【表1】住民同士の送迎で考慮するリスクの一例

概要

関連するリスク例

ドライバーと管理者
安全管理体制

法令面の教育

◦ドライバーがスピード違反で摘発された
◦ドライバーが駐停車禁止箇所で迎車対応を行い、摘発された

ドライバーの法令順守状況把握

◦ドライバーの免許の有効期限が切れていたが、運行管理者が把握していなかった
◦ドライバーが免許証を携帯しているかを確認しておらず、免許不携帯で摘発された

点呼確認と
“慣れ”

◦点呼が形骸化し、
チェックが行われなかった
◦アルコールチェックが、
ドライバーと運行管理者の間で口頭確認によることが暗黙の了解
となっていた

体制構築

◦運行管理者とドライバーのコミュニケーションラインが確立されていなかった
◦運営側の役割が不明確で、必要な情報が共有されなかった

事故対応

◦交通事故が発生したが、運行管理者が適切な対応を行えず、被害が拡大した
◦自損事故が発生したが、
ドライバーが報告しなかった

ヒヤリハットの収集

◦ヒヤリハット事象が発生したが、
ドライバーが報告しなかった
◦ヒヤリハット情報が活用されなかった

ドキュメント管理

◦必要な書類が適切に管理されていなかった
（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）
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住民同士の送迎というボランタリーな制度設計を試行する当

スマートモビリティ

【図9】導入のイメージ

⑵さらなる発展に向けた新たなRM手法の開発
これらの課題をさらに解決していく手法をＭＳ＆ＡＤインター
リスク総研にて開発している。テレマティクス技術のさらなる利

（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

合わせた内容の動画を作成・配信するプラットフォームの開発・
実装を目指す。
これらの開発を通して、
ボランタリーなサービス運
営においても、関係当事者がさらに高度な管理体制の構築や効
率的な教育訓練が行えるサービスの構築を進めていく。

活用と、
これらのテレマティクスデータを用いて、個々人の走行挙
動に応じた適切なコンテンツを自動的に配信し、効率的に安全

以上

運転教育を行う
「パーソナライズド教育」
である。
これは、
テレマティクス技術等によって個人の運転性向を把握
することができる中で、
これらの性向に応じた教育コンテンツを
提供し、
より効率的に安全運転につなげていくことを目指すもの
である
（図10）。MS&ADインターリスク総研では、現在パーソナ
ライズド教育に関する研究開発を進めており、運転性向だけでな
く事故情報などの様々なデータの統合、配信コンテンツの精緻化
を試行していく。
ドライバーにとって実感の伴った教育コンテンツが配信され
ることにより自発的な行動変容を促すことを目指し、また運行
管理者にとっては大きな負担となっているドライバーへの定期

参考文献・資料等
1）国土交通省（2021）
「令和3年版 国土交通白書」
＜https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r02/hakusho/r03/
pdfindex.html＞（最終アクセス2022年2月22日）
２）舞鶴市（2021）
「舞鶴市地域公共交通計画」
＜https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shisei/cmsfiles/
contents/0000008/8257/chiikikoukyoukoutu_plan.pdf＞（最終
アクセス2022年2月22日）
３）舞鶴市 HP「令和3年度 舞鶴市共生型MaaS「meemo（ミーモ）」実
証実験の実施について」
＜https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000009074.
html＞（最終アクセス2022年2月22日）

的な教育の教材作成や実施に代わって、
自動的に個々の特性に

【図10】
パーソナライズド教育の概念
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（ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研作成）

高齢運転者事故対策

高齢運転者の運転免許更新制度
改正について
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
リスクマネジメント第二部 運輸総合リスクマネジメントグループ
マネジャー上席コンサルタント

さ

わ

の

し げ あ き

澤野 滋明

要旨
▪2020年6月に道路交通法が改正され、高齢運転者の交通事故対策として、75歳以上の運転者を対象とした新たな運
転免許更新制度が2022年5月から施行される。
▪新制度では、75歳以上の高齢運転者で、過去3年間に
「一定の交通違反歴」
のある運転者は、運転技能検査を受けるこ
とが義務付けられる。
▪現行実施している認知機能検査は、高齢運転者や実施機関の負担を軽減するために、簡素化・効率化が図られる。
▪本稿では、現時点で発表されている新たな運転免許更新制度の概要と、対応のポイントについて解説する。
高齢運転者
事故対策

2021年3月に発表された
「高齢運転者対策・第二種免許等の受
験資格に関する有識者会議」
の調査研究報告書において、高齢

充実・強化を目的として、2020年6月に道路交通法が改正され、
2022年5月に施行されることとなった。

運転者の運転免許証の更新制度の概要が明らかにされた。新制
度では、過去3年間に
「一定の交通違反歴」
のある75歳以上の運
転者に対し、運転技能検査を義務付ける内容となっている。本稿
では現時点で発表されている新制度の概要と、対応のポイントに
ついて解説したい。

1

制度改正の背景

2016年10月に発生した神奈川県横浜市での集団登校中の小
学生の死傷事故、2019年4月に発生した東京都豊島区での母子
の死亡事故など、高齢運転者による交通死亡事故が社会の関心
を集めている。
また、2019年から過去10年間の、免許人口10万人

【図１】免許人口10万人当たり高齢運転者による死亡事故件数の推移
（出典：警察庁「2019年交通事故統計」
を基にMS&ADインターリスク総研作成）

当たり高齢運転者による死亡事故件数の推移をみると、各年齢
層別の件数は減少しているものの、2019年の75歳未満の運転者

加えて、
自動車運転者による年齢層別死亡事故の人的要因比

の件数（3.1件）に対し、75歳以上の運転者の件数（6.9件）は2倍

較を見ると、
「 運転操作不適」による事故の割合が、75歳未満の

以上となっている
（図１）。
さらに、今後も高齢運転者の増加が見

高齢運転者の比率（16%）
に比べ75歳以上の高齢運転者は28%

込まれることから、高齢運転者の交通事故削減に向けた対策の

と、2倍近くの比率になっている
（次頁図２）。
このうち、
ハンドルの
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11.3%

0.5%

※注１ 警察庁資料による
※注2 第1当事者が原付以上の死亡事故を計上している

【図2】
自動車運転者による年齢層別死亡事故の人的要因比較
（出典：内閣府「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策について」
を基にMS&ADインターリスク総研作成）

操作不適は13.7%、
ブレーキとアクセルの踏み間違いは7.0%と
なっている。一方、75歳未満の操作不適のうち、ハンドル操作不
適は11.3%、
ブレーキとアクセルの踏み違いは0.5%であり、
加齢に
よる運転能力の低下が影響しているものと考えられる。
一方、死亡事故を起こした75歳以上の高齢運転者の認知機能
検査結果（図3）
では、死亡事故を起こした高齢運転者のうち、約
6割は認知機能低下の恐れなしと判定された人であるため、人的
要因の中で操作不適による発生割合が多いことと相まって、高齢
運転者に対しては認知機能だけでなく、
身体機能の低下が関わ
る運転技能の検査が必要と考えられた。
最後に、75歳以上の普通自動車対応免許保有者数の中で、過

【図３】認知機能検査後に死亡事故を起こした75歳以上の高齢運転者
（出典：東京法令出版「月間交通」2020年10月号「高齢運転者に関する運転免
許制度の見直しについて」
を基にMS&ADインターリスク総研作成）

去３年間に何らかの違反歴がある者の数は約82.4万人、一定の
違反歴がある者の数は約34.9万人であり、
それぞれについて、１年

対し、過去３年間に何らかの違反歴がある者では10万人当たり約

間に死亡・重傷事故を起こした者の数をみると、75歳以上の普通

101.7（全体の約1.8倍）、一定の違反歴があるものでは10万人当

自動車対応免許保有者全体では10万人当たり約57.0であるのに

たり約119.1(全体の約2.1倍)であった
（図4）。

※１ 大型自動二輪、普通自動二輪、原付および小型特殊のみの保有者を除く。
※２ 2012～2014、2013～2015、2014～2016、2015～2017、2016～2018の該当者数の平均
※３ 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車に係る罰則のある違反行為に限る。

【図４】違反歴と死亡・重傷事故との関係
（出典：
「改正道路交通法(高齢運転者・第二種免許等の受験資格の見直し)の施行に向けた調査研究報告書」
を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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このため、2020年6月の道路交通法改正では、75歳以上の高齢

機能検査の方法や内容の変更」
と
「高齢者講習の一元化」
も行わ

運転者で
「一定の違反歴」
がある運転者に対しては、運転免許更

れる。新制度における手続きのフローチャートは次頁図６のとお

新時に
「運転技能検査」
が課せられることとなり、検査に合格でき

りとなる。

なければ、運転免許が更新できないこととなった。
なお、
「一定の違反歴」
とは図５のとおり、
死亡・重傷事故を起こ
した者の比率が高い順に①通行区分違反(逆走等)、②携帯電話
使用等、③交差点右左折方法違反等などの11違反行為が対象と

3

運転技能検査の概要

なる。
それでは、新設された運転技能検査について見ていきたい。

2

運転技能検査は自動車教習所等のコース内を走行し、以下の
課題を、運転行為の危険性に応じて100点満点からの減点方

制度改正の概要

式で実施される。第一種免許の場合は70点以上が合格となる。
運転技能検査の検査課題・採点基準・合否基準は次頁図７のと

今回の制度改正では運転技能検査の新設とともに、
「 認知

違反行為
①通行区分違反
②携帯電話使用等

死亡・重傷事故を
起こした者

内容

(10万人当たりの人数)

反対車線へのはみ出し、逆走等

189.9

携帯電話を保持して通話しながらの運転等
（交通の危険を生じさせた場合を含む。）

152.1

交差点右左折方法違反等
交差点右左折方法違反

左折時にあらかじめ道路の左側端に寄らないなど

環状交差点左折等方法違反

環状交差点での右左折時にあらかじめ道路の左側端に寄らないなど

148.6
0.0

④安全運転義務違反

前方不注意、安全不確認等

140.7

⑤信号無視

赤信号での交差点進入等

133.8

交差点優先車妨害
優先道路通行車妨害等
交差点安全進行義務違反

信号機のない交差点で左方から進行してくる車両の進行妨害等
優先道路を通行する車の進行妨害等
交差点進入時・通行時における安全不確認等

131.0

環状交差点通行車妨害等
環状交差点安全進行義務違反

環状交差点内を通行する車両の進行妨害等
環状交差点進入時・通行時における安全不確認等

⑥

交差点安全進行義務違反

0.0

⑦速度超過

最高速度をこえる速度で運転

116.8

⑧通行帯違反等

追越車線の通行、路線バス等が接近してきたときに優先通行帯から出ない行為等

115.9

⑨横断歩行者等妨害等

横断歩道を通行している歩行者の通行妨害等

112.2

⑩

横断等禁止違反
法定横断等禁止違反

他の車両等の交通を妨害するおそれのあるときに横断、転回、後退等をする行為

0.0

指定横断等禁止違反

道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている場所でのこれらの行為

114.7

踏切で直前で停止せずに通過等
遮断機が閉じようとしているとき等に踏切に入る行為

109.3

⑪踏切不停止等・遮断踏切立ち入り

※１ 数値はすべて2015年
（平成27年）
以降の5期平均
※２ 下線は、臨時認知機能検査の対象となる違反行為
※３ マーカー部分は、機械的に抽出した違反行為と同様の違反類型として追加するもの
※４ 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転に係る違反行為に限る。
【図５】
「一定の違反行為」
と死亡・重傷事故との関連
（出典：
「改正道路交通法(高齢運転者・第二種免許等の受験資格の見直し)の施行に向けた調査研究報告書」
を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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③

おり。

※ 運転技能検査については、教習所等が⾏う認定検査により代替可能
とする
※運転技能検査を受けた者は、実⾞指導を免除する
※新認知機能検査においては、認知症の有無のみ判定する
※ 70歳以上の実車指導においては、運転技能の評価を行い、結果を本
人に通知する
【図６】新手続きのフローチャート
（出典：
「改正道路交通法
（高齢運転者・第二種免許等の受験資格の見直し）
の施行に向けた調査研究報告書」
を基にMS&AD
インターリスク総研作成）

課題
指示速度による
走行

一時停止

右折・左折

回数

減点項目

1回

課題速度

-10

一時不停止(大)

道路標識による一時停止の指定場所で、車体の一部が停止線を越えるまでに停
止せず、
かつ、車体の一部が交差点に入るまでに停止しない場合

-20

一時不停止(小)

道路標識による一時停止の指定場所で、車体の一部が停止線を越えるまでに停
止しなかったものの、車体の一部が交差点に入るまでには停止した場合

-10

右側通行(大)

車体の全部が道路の中央線から右の部分にはみ出して通行した場合
（道路交通
法第17条第５項各号に該当する場合を除く。)

-40

右側通行(小)

車体の一部が道路の中央線から右の部分にはみ出して通行した場合
（車体の全
部がはみ出した場合を除く。道路交通法第17条第５項各号に該当する場合を除
く。）

-20

縁石に車輪を乗り上げ又はコースから車輪が逸脱した場合

-20

信号無視(大)

赤色信号が表示されているときに、車体の一部が停止線を越えるまでに停止せ
ず、
かつ、車体の一部が横断歩道に入るまでに停止しない場合

-40

信号無視(小)

赤色信号が表示されているときに、車体の一部が停止線を越えるまでに停止しな
かったものの、車体の一部が横断歩道に入るまでには停止した場合

-10

乗り上げ不適

タイヤの中心が段差の端からおおむね１ｍを超えるまでに停止しなかった場合

-20

走行中危険を回避するため、検査員がハンドル、
ブレーキその他の操作を補助し、
又は是正措置を指示した場合
（上記確認項目のいずれにも該当しない場合に限
る。）

-30

脱輪

信号通過

段差乗り上げ

2回

1回

【全課題共通】

点数

速度指定区間を、指示速度よりおおむね10km/h以上遅い又は速い速度で走行
した場合

2回

各2回

判断基準

補助ブレーキ等

【図７】運転技能検査の概要
（出典：
「改正道路交通法
（高齢運転者・第二種免許等の受験資格の見直し）
の施行に向けた調査研究報告書」
を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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なお、警察庁が実施した実験（実施期間：令和２年８月１日から
９月３日まで）
の結果では、図８のとおり、不合格者が約2割となっ

4

認知機能検査の変更点

ており、減点となった運転行動は図９のようになっている。
ただし、運転技能検査が不合格となった場合も、更新期間中で
あれば何度でも受験できる。合格すれば、前頁図６に示す次の手
続きに進むことができる。

認知機能検査は、高齢運転者や実施機関の負担を軽減するた
めに、簡素化・効率化が図られる。
具体的には、今までの検査である①時間の見当識、②手が
かり再生、③時間描画から、①手がかり再生と②時間の見当
識、に集約される。実施時間も現行制度では約30分かかるが、
新制度では約20分に短縮される。また、検査方法は今までの
紙に記入する方式から、タブレット端末にタッチペンで入力
する方法に変更される予定である。
（ ※導入当初は紙に記入
する方式との併用が予定されている。）さらに結果判定におい
て、今までは第１分類（認知症のおそれ）、第２分類（認知機能
低下のおそれ）、第３分類（認知機能低下のおそれなし）で判定
されていたのに対し、新制度では36点未満（認知症のおそれ
あり）、36点以上（認知症のおそれなし）、の2区分となる。もし
36点未満になれば医師の診断を受けることとなり、診断結果が
「認知症でない」の場合は高齢者講習を受講して免許証の更

【図8】運転技能検査の合否
（出典：
「改正道路交通法
（高齢運転者・第二種免許等の受験資格の見直し）
の
施行に向けた調査研究報告書」
を基にMS&ADインターリスク総研作成）

新となるが、
「 認知症である」
と診断された場合は免許の取消
等になる
（前頁図６）。
なお、高齢者講習については今までの2時間の講習と3時間の
容で実施時間は2時間となる。

※「一時不停止
（大・小）
」
は、
「一時不停止
（大）
」又は
「一時不停止
（小）
」のいずれかを１回以上行った者の割合。
「右側
通行
（大・小）
」、
「信号無視
（大・小）
」
についても同様。

【図9】減点となった運転行動
（出典：
「改正道路交通法
（高齢運転者・第二種免許等の受験資格の見直し）
の施行に向けた調査研究報告書」
を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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講習が一元化され、講義（座学）、運転適性検査、実車指導の内

高齢運転者事故対策

5

制度改正を踏まえた対応のポイント

【免許返納を検討する場合】
◦免許返納の特典を活用した公共交通機関の利用等が可能か

今回の制度改正は、主に75歳以上の高齢運転者を対象とした
内容となっているため、75歳以上の高齢運転者は、
まず自身が過
去3年間に一定の違反歴があるか、確認することが重要となる。
一定の違反歴がある運転者は運転技能検査を受検することとな

確認する
◦インターネットによる注文宅配サービスの利用が可能か検討
する
◦家族のサポートや介護サービスでの対応を検討する

るため、21頁図7に示した採点基準に照らし合わせ、
自身の運転
を見直すことをお勧めする。
特に注意が必要となる採点基準は一

特に免許返納を検討する際は、返納後の生活レベルをどのよ

時停止である。警察庁が実験した結果（前頁図９）
にもあるとお

うに維持していくかが重要となる。自身が本改正の対象となる

り、不合格者の85.1％が一時不停止を行っており、普段の運転行

場合はもちろん、
自身の親族が対象となる場合において、
自身の

動が教習所等のコースでも行われてしまう傾向が確認できる。道

親族が免許返納後の生活を維持するうえでどのようなサポート

路標識による一時停止の指定場所で、車体の一部が停止線を超

を受けられるか、または自身がサポートできるかを考える機会

えるまでに停止しなかった場合に減点対象となることから、一時

にしていただきたい。完全自動運転の車両が公道を走行する時

停止線の手前でタイヤを止める、確実な一時停止が求められる。

代はそれほど遠くないとはいえ、
まだしばらく時間がかかると思

また、車体の一部または全部が道路の中央線から右の部分には

われる。今回の改正では、安全運転サポート車（サポカー）のみ

み出して通行した場合の比率も、
不合格者の比率が48.9%と約半

を運転することができる限定免許制度(サポカー限定免許)も

数近くに上る。
いわゆる
「逆走」
に近い走行形態だが、
自身が
「逆走

実施される。生活に車が不可欠で免許返納に踏み切れない高

などするわけがない」
とは思わず、
「中央線の右の部分にはみ出し

齢運転者には、車に安全運転を支援してもらうことも必要とな

ているかもしれない」
という観点で、運転技能検査に臨む前に、
自

るだろう。車両を購入する、
となれば購入資金が必要となり、資

身の運転を振り返ることを推奨する。
また、
認知機能検査について

金的投資や生活維持のためのサポートについて検討する必要

は大幅に時間が短縮され、
2020年10月に試行実施されたタブレッ

があることから、今回の改正を「家族の問題」
ととらえ、家庭内

ト端末での回答については
「文字が見やすい」
「操作がしやすかっ

で免許更新の是非や今後の生活についての議論が深まること

た」等の意見が多数であったため、操作に不慣れな場合も変に緊

を期待したい。

張しすぎず、体調を整えて実施することが望まれる。
（※前述のと
おり導入当初は紙による記入方式との併用が予定されている。）

6

以上

免許更新に際して

今回の改正は対象となる高齢運転者にとって、
自身の運転を振
り返り、免許返納を検討する契機になるものと考える。
自主返納
せず免許を更新し運転を継続する場合と、免許返納を検討する
場合に検討していただきたい点は以下のとおりである。
【免許を更新し運転を継続する場合】
◦高齢運転者の交通事故の特徴や運転リスクを正しく理解する
◦自身の運転について振り返る機会を作る
＞自動車教習所の高齢者講習を受講する
＞ドライブレコーダー映像やテレマティクスの運転評価を確
認する
◦後付け安全装置装備の購入や安全運転サポート車（サポ
カー）
への乗り換えを検討する
◦ドライブレコーダーやテレマティクスの安全運転支援機能・運
転診断機能・運転映像送信サービスを利用する
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SDGs登録・認証制度

地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度
構築における課題と可能性
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
2021年度自治体職員派遣研修生
特別推進役

ひ

ら

が

り ょ う た

平賀 亮 太

（山梨県研修生）

要旨
▪政府はＳＤＧｓを軸とした地方創生、すなわち
「地方創生ＳＤＧｓ」
を推進するため、各種施策を展開している。
▪自律的好循環の形成を目指し、地域のＳＤＧｓ取組を
「見える化」
するための制度の構築を進めるため、地方自治体向け
の
「ガイドライン」
を策定した。
▪2022年2月末現在、全国で51の自治体が「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」
を構築し、地域のＳＤＧｓ取組を推進して
いるが、
ＳＤＧｓウォッシュなどの課題も出てきている。
▪本稿では、自治体による取組状況をもとに
「地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度」
の課題を踏まえ、今後の可能性につい
て考察する。

ＳＤＧｓの普及

SDGs 登録・
認証制度

1

⑵地方創生ＳＤＧｓ金融
地方創生ＳＤＧｓ金融とは、地域におけるＳＤＧｓの達成や地

⑴地方創生ＳＤＧｓ
政府は、
ＳＤＧｓ達成に向けた取組が地域の諸課題の解決や
地域活性化に貢献するとして、
ＳＤＧｓを原動力とした地方創生、

域課題の解決に取り組む地域事業者を金融面（投融資だけでな
くコンサルティング等の非金融サービスなども含む）
から支援す
ることによって、地域における資金の還流と再投資（「自律的好循
環」
の形成）
を促進する施策である。

すなわち
「地方創生ＳＤＧｓ」に関する様々な施策を展開してい

地方創生ＳＤＧｓの推進においては、
このような地域課題の解

る。具体的には「ＳＤＧｓ未来都市」の選出による成功事例の創

決に向けた取り組みによって得られた収益を地域に再投資する

出や、
「地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム」
を通じた官

「地方創生ＳＤＧｓ金融を通じた自律的好循環」の形成が重要

民連携の拡大、
「地方創生ＳＤＧｓ金融」
を通じた自律的好循環

であるとされており、そのために自治体がＳＤＧｓ達成に向けて

の形成の推進などを行っており、
これらは2021年12月24日にＳ

積極的に取り組む地域事業者等を
「見える化」
する仕組みを構築

ＤＧｓ推進本部で決定された
「ＳＤＧｓアクションプラン2022」
に

して取り組みを加速化することが期待されている。

も記載されている。
また、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（2020改訂版）においてはＳＤＧｓの達成に向けた取り組みを
行っている都道府県及び市区町村の割合を2024年度までに60％
に引き上げるという目標が掲げられており、引き続き地方創生
ＳＤＧｓ推進のための取り組みが展開されていくと考えられる。

⑶地方公共団体のための地方創生ＳＤＧｓ登録・認
証等制度ガイドライン
ＳＤＧｓに取り組む地域事業者等を
「見える化」する
「地方創
生ＳＤＧｓ登録・認証等制度（以下、
「 登録認証等制度」）」の構
築を支援するため、2020年10月、地方創生ＳＤＧｓ金融調査・
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検討会（事務局：内閣府地方創生推進事務局）において
「地方
公共団体のための地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度ガイドラ
イン
（以下、
「ガイドライン」）」が公表された。
ガイドラインでは、
登録認証等制度の概要や期待される事項とその具体的な対応
方法、
「宣言制度」
「登録制度」
「認証制度」
の３つのモデルと各制
度の構築に当たって考慮すべき事項などが示されている。そし

3

自治体によるＳＤＧｓへの取組状況

⑴地方創生ＳＤＧｓへの取組状況
内閣府が実施した
「ＳＤＧｓに関する全国アンケート調査」
（次

て、自治体が、
これらを参考に地域の特性に合った登録認証等

頁図１）
によると2021年10月時点で全自治体（1,788）
の52.1％に

制度を構築し、
自律的好循環の形成に向けた土台を築くことを

当たる932の自治体がＳＤＧｓ達成に向けた取り組みを推進して

促進している。

いると回答している。2018年10月に実施された同調査でのわずか
4.9％
（87自治体）
から3年間で大幅に増加しており、特に2019年か

2

ら2020年の1年間で3倍近くに急増している。

登録認証等制度について

⑵登録認証等制度構築の現状

⑴登録認証等制度の概要

内閣府によると2022年2月28日現在で全国51の自治体（次頁
表２）
が地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度を構築している。

登録認証等制度とは、企業の取り組みを
「見える化」
することで
さらなる取り組みの推進・自律的好循環の形成の加速化と、
ＳＤ
Ｇｓに取り組む事業者の裾野拡大による地域課題等の解決に向
けた取り組みの促進を目指すための制度である。

内閣府の
「ＳＤＧｓに関する全国アンケート調査」
では、
自治体
がＳＤＧｓを推進する際の課題や障壁についても調査をしてい

⑵登録認証等制度構築による効果

る。
それによると、
「先行事例や成功事例がないためどのように推
進すればいいのかわからない」、
「行政内部での理解、経験や専門

ガイドラインでは、
自治体が登録認証等制度を構築することで
表１のような効果が期待できるとされている。

⑶自治体によるＳＤＧｓ推進の課題

性が不足している」、
「行政内部での予算や資源に余裕がない」、
「行政内部署間の職務分掌の問題や優先度をめぐる認識に差
がある」、
「専門家の支援が不足している」
といった課題を多くの
自治体が感じていることが分かる。

【表１】登録認証等制度構築による効果

地方公共団体

◦地域事業者等の取組を評価及び
「見える化」
することで、地方創生ＳＤＧｓの推進における重要な役割を果
たすことが期待される
◦地域におけるＳＤＧｓの取組の活性化や、投融資機会の拡大による資金の還流を図ることで、多様なステー
クホルダーの連携による自律的好循環の形成が期待される
◦地域経済の活性化による税収の増加や、地域企業等の取組を評価及び
「見える化」
することによる新たな
雇用機会の創出等が考えられる

地域事業者

◦事業を通じたＳＤＧｓに関する取組が登録・認証団体によって評価及び
「見える化」
されることで、
ＳＤＧｓを通
じた地方創生への貢献度等が対外的に明示される
◦域内外における企業の認知度向上に繋がり、金融機関からの融資機会の拡大や地方公共団体及び民間
団体等との連携機会
（ビジネスマッチング等）
の拡大、人材の確保に向けた機会の拡大等が期待される
◦ＰＲ効果の向上による事業機会の拡大、入札時の加点
（官公庁入札案件等）
、他団体とのネットワーキング
の機会の提供、地方公共団体及び業界団体等からの事業拡大に必要なスキル構築の支援の提供等が考
えられる

地域金融機関

◦経済・社会・環境等、地方創生ＳＤＧｓの達成に資する持続性の高い事業を展開する企業の取組が、登録・認
証団体によって評価及び
「見える化」
されることで、企業支援の活性化や潜在的な投融資先の発掘につな
がることが考えられる
◦財務・非財務情報に加え、補完的な情報を得ることで、
より包括的な企業の情報収集が可能となり、
より優
良な投融資先への働きかけの契機となることが期待される
（出典：地方公共団体のための地方創生ＳＤＧｓ登録・認証等制度ガイドラインを基に筆者作成）

25 RMFOCUS Vol.81〈2022 Spring〉

SDGs登録・認証制度

【図１】地方創生ＳＤＧｓ達成に向けた取組状況（出典：内閣府「ＳＤＧｓに関する全国アンケート調査」
より抜粋）

【表２】登録認証等制度

都道府県

市区町村

構築自治体

2022年2月28日時点

モデルを参考に構築した場合、
いずれの制度でも申請書類の確

秋田県、栃木県、埼玉県、神奈川県、富山県、福井県、長
野県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、鳥取県、愛媛
県、高知県、熊本県、沖縄県

認等の事務作業が発生し、基本的には運営主体である自治体の

宮城県石巻市、山形県鶴岡市、茨城県つくば市、栃木県
宇都宮市、埼玉県さいたま市、埼玉県春日部市、東京都
東村山市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、神奈川県
相模原市、神奈川県小田原市、富山県高岡市、石川県金
沢市、石川県小松市、山梨県都留市、静岡県静岡市、静
岡県浜松市、静岡県御殿場市、愛知県名古屋市、愛知県
豊橋市、愛知県豊田市、愛知県安城市、三重県志摩市、
大阪府豊中市、大阪府富田林市、兵庫県尼崎市、兵庫県
明石市、岡山県倉敷市、岡山県真庭市、広島県東広島
市、香川県三豊市、愛媛県新居浜市、福岡県北九州市、
熊本県小国町、鹿児島県鹿児島市

ＳＤＧｓが世間に広く浸透した昨今は多くの企業が登録認証等

職員が実施するか、外部委託することになる。
自治体の負担は、
登録認証等制度の内容や申請件数などの要因に左右されるが、
制度への申請を行うことが想定される。実際に長野県ＳＤＧｓ推
進企業登録制度の登録企業数（図２）
を見ても、制度開始直後は

部での予算や人的資源に余裕がない場合、登録認証等制度の構
築後も制度が円滑に運用できるよう、想定以上の申請が行われ
た場合の対応なども含め、運営体制について制度設計段階から
あらかじめ十分に検討する必要がある。

（出典：内閣府地方創生ホームページを基に筆者作成）

4

登録認証等制度の課題

本項では内閣府の
「ＳＤＧｓに関する全国アンケート調査」結
果を参考に登録認証等制度を構築・運営する際の課題について
考察する。

⑴運営体制の整備
まず、制度運営主体となる自治体の体制整備についてである。
自治体が構築する登録認証等制度はガイドラインの三つの制度

【図２】長野県ＳＤＧｓ推進企業登録制度の登録数
（出典：長野県ＳＤＧｓ推進企業情報サイトを基に筆者作成）
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80程度であった登録数が、2021年以降は毎期100件を超えてお
り、直近の第11期登録数が184と最も多くなっている。
自治体内

⑵取り組みの質の向上

⑴自治体や地域の実情に沿った制度設計

自治体が制度を構築したことをきっかけに企業がＳＤＧｓに取

ＳＤＧｓの推進は地域課題の解決や地域活性化につながるも

り組み始める場合、
「まず何から始めれば良いか」、
「自社事業と

のであるから、地域特性や地域の実情を理解した上で、各自治体

ＳＤＧｓをどのように関連付けるか」
といった課題感を持つこと

において最適な制度を設計することが重要である。

が想定されるが、予算や人的資源が限られ、
ノウハウを持たない

まず、課題でも述べたとおり、運営主体となる自治体内部の体

自治体では企業に対する個別支援を行うことは難しい。企業に

制について、制度運営に確保できる人員や予算を明確にし、
その

取り組みを促すだけでは、企業がＳＤＧｓを理解し、達成に向け

範囲で対応可能な制度を検討する必要がある。予算や人員が限

て実践していくことは期待できず、登録認証等制度への登録自

られ、
その範囲内で事業を行うということは当然のことではある

体がゴール
（目的）
となってしまうことが考えられる。
そして、取り

が、構築した制度の実効性を高めるために要件を厳格にしたり、

組みが一過性のものとなり、登録企業として表面上はＳＤＧｓに

取り組みを形骸化させないために定期的に書類の提出を求めた

取り組んでいるように見える
「ＳＤＧｓウォッシュ」
も問題となる。

りするなどした結果、想定を超える業務量により運営が滞ってし

このように、登録認証等制度はＳＤＧｓに取り組むきっかけには

まうことも考えられる。制度の運営と質の担保との両立を念頭

なるものの、企業の具体的な取り組みが加速しなければ、
ＳＤＧ

に、
用務やキャパシティなどの現状を十分に分析した上で制度を

ｓの実践による企業価値の向上や地域活性化といった登録認証

設計する必要がある。

等制度を構築する本来の目的を達成することはできないだろう。

⑶登録企業に対するメリット
登録認証等制度の構築を検討する際、
ロゴマークの使用や入

また、制度を設計する上では、地域におけるＳＤＧｓに関する取
り組みの進捗状況を把握することが重要である。例えば、地域企
業や住民のＳＤＧｓへの理解が十分でない状況で、認証制度の
様な厳格な審査が必要となる制度にしてしまうと企業が取り組
むハードルが高くなり、結果として申請企業が限定されてしまう。

札への加点、
自治体によるＰＲといった登録企業に対するメリッ

地域の実情に合った施策から始め、進捗状況に応じて新たな施

トを用意することが多い。
これは企業が登録認証等制度に登録

策を追加するといったことも選択肢の一つになるであろう。

する動機として有効であり、
ガイドラインにおいても地域金融機

内閣府では、
ガイドラインの公表に続き、地方創生ＳＤＧｓ金

関等のステークホルダーとあらかじめ協議を行い具体的なメリッ

融表彰を創設した。
この表彰制度は、地方創生ＳＤＧｓ金融を通

トの設計を検討することが期待されている。

じた自律的好循環の形成に資する自治体と地域金融機関の好取

一方で、
メリットの内容によっては、運営主体の負担の増加に

組事例を表彰、
公表することで、
取り組みの質を向上することを目

なるほか、登録がゴールとなることを助長する可能性も考えられ

的としており、
ＳＤＧｓに関する取り組みが普及啓発の段階から、

るため、慎重に検討する必要がある。

質を高める段階へと変化してきたことを表していると言える。

⑷登録認証等制度の重複

⑵取り組みの質を高める伴走支援の実施

前述のとおり2022年2月末時点で既に51の都道府県・市町村

登録認証等制度を地域のＳＤＧｓを推進するための有効な

が登録認証等制度を構築しており、今後も引き続き制度を構築

手段として機能させるためには、登録後の企業支援を制度の一

する自治体は増加すると考えられる。一方で、
日ごろから中小企

環として組み込み、登録から実践まで一貫した支援を行うこと

業との関わりが強い商工団体が登録認証等制度を構築するな

が重要である。
ここでいう登録後の企業支援策は、ロゴマーク

ど、地域のステークホルダーが同一地域で複数の登録認証等制

の活用や入札への加点、自治体によるＰＲといった登録企業に

度を構築する事例も生じている。登録を目指す企業にとって、
そ

与えられるメリットのことではなく、企業に対する伴走支援であ

れぞれ趣旨や申請方法が異なる制度について理解し申請を行う

る。企業がＳＤＧｓに取り組むことで得られるメリットは運営主

ことは煩雑でわかりにくく、取り組みを阻害する要因にもなりか

体から与えられるものだけではない。他社との差別化や新たな

ねない。
また、制度が乱立することで各制度の価値が相対的に低

ビジネスチャンスの獲得、そして社会課題の解決に意欲的な優

下してしまうことも考えられる。

秀な人材の確保など、取り組みを通じて企業価値を向上させ
ることで得られるメリットも多く存在する。
しかし、
このようなメ

5

リットはＳＤＧｓに関する取り組みを開始してすぐに実感できる

登録認証等制度の今後（可能性）

ものではなく、本質的な取り組みが求められるため難易度も高
い。全ての企業が自社単独で取り組みを推進できるものではな
いため、登録企業がそのようなメリットを得られるまで伴走支援

ここまで登録認証等制度の現状や課題について述べてきたが、

27

を行うことが理想的である。
また、伴走支援が難しい場合は、登

自治体による登録認証等制度を持続可能で地域の発展に寄与

録企業間の交流と情報の共有を促すことで取り組みを活性化

する効果的な制度とするためのポイントについて考察する。

させるという方法も考えられる。
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SDGs登録・認証制度

⑶ステークホルダーとの連携

オープンイノベーションプラットフォームである。産学官民のあら
ゆる関係者が使用可能で、
ユーザーはＳＤＧｓを共通言語として

自治体が地域のステークホルダーと連携して登録認証等制度

「他会員の取組事例を検索してＳＤＧｓについて学ぶ」、
「自社の

を運営することは、制度の実効性を高める上でも非常に有効であ

取組状況を記録して対外的に発信する」、
「ニーズやシーズから

ると考えられる。
自治体だけでは人員や予算が不足し、
ノウハウ

パートナー企業を探す」
等、
取組段階に応じた使用が可能である。

が十分でない場合でも、
ステークホルダーと連携することで、円

プラットフォームクローバーはＤＸの一例であるが、多くの企業

滑な制度運営と実効性の高い取り組みの両立が可能となる。企

や個人が集まるオープンイノベーションで、地域の課題解決に資

業への伴走支援を例に考えてみると、
自治体が個別企業の支援

する新たな活動が生み出されることが期待できる。

を行うことは現実的には困難であるが、普段から地域企業と接点
を持ち、企業支援のノウハウを有する民間企業や専門家に任せる
ことができれば、
自治体は登録や認証といった制度の運営部分
を中心に行い、制度の普及啓発や企業の伴走支援は民間企業が
行うといった役割分担ができる。
また、
ＳＤＧｓという共通言語をきっかけに登録認証等制度で
官民連携等が促進された結果、
地域が抱える他の課題の解決に
向けてもステークホルダーが連携して取り組むことも期待できる。

⑷ＤＸの活用
最後に、取り組みを推進するための手段について考えてみる。

⑸ＳＤＧｓ × ＤＸ
政府が進める
「デジタル田園都市国家構想」
においても、
デジタ
ルを活用して地方創生を実現していくとの考えが示されており、
今後の自治体経営はＤＸを効果的に活用できるかがこれまで以
上に重要になってくるものと想定される。
ＳＤＧｓの目標は貧困、気候変動対策、生物多様性、安心・安全
なまちづくりなどあらゆる分野に及び、
これらの課題を解決する
ためには、個々の課題を個別にとらえるのではなく、関連付けて
検討するとともに、多くの関係者が連携して取り組むことが求め
られる。
そして、
このような複雑化した問題の解決のためには、
デ

これまで述べてきたとおり、自治体の資源には限りがある一方

ジタル技術を活用したこれまでにないアプローチが必要になると

で、課題解決のためには様々な施策を展開することが必要であ

考えられる。

る。
この課題を解決するためには、
ＤＸ
（デジタルトランスフォー

登録認証等制度が地域におけるＳＤＧｓ取り組みの普及推進

メーション）
を活用して企業の実践支援や取り組みの深化を行う

のきっかけづくりに留まらず、
ＳＤＧｓというキーワードを用いて

ことをお勧めしたい。
ＤＸツールの一 例として、一 般 社 団 法 人サステナブルトラ
ンジションが運 営する「Ｐｌａｔｆｏｒｍ Ｃｌｏｖｅｒ」
（図3）
を紹介し

関係者間の連携を促進し、新たな課題解決策を生み出す仕組み
となり、持続可能な社会に向けた取り組みを活性化させることが
強く期待される。

一般社団法人サステナブルトランジションが運営する
「Ｐｌａｔ

以上

ｆｏｒｍ Ｃｌｏｖｅｒ」は、持続可能な社会を共創してゆくための

【図3】
オンラインＳＤＧｓプラットフォーム
「Ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｆ
ｏ
ｒｍ Ｃｌ
ｏｖｅ
ｒ」の概要イメージ

（出典：一般社団法人サステナブルトランジション資料）
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たい。

被災者生活再建支援

水災被災者の生活再建の課題と
官民連携の考察
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
2021年度自治体職員派遣研修生
特別推進役

こ

さ

か

た

く

や

小坂 拓也

（岐阜県恵那市研修生）

要旨
▪近年大規模化、頻発化する水災により、自治体の災害対応が複雑化し、被災者の早期生活再建や社会復興に大きく
影響を及ぼす。
▪住家が被害を受けた場合、被災者は各種生活再建の支援を受けるため、罹災証明書の取得のために自治体に、保険
金請求のために保険会社にそれぞれ損害調査を申請し立ち会わなければならない。
▪水災の大規模化、頻発化を踏まえ、官民連携による自治体の被災者支援業務の効率化、被災者の早期生活再建につ
いて考察する。

1

大規模化、頻発化する水災

近年、
日本各地に大きな被害をもたらす水災・土砂災害が頻
発している。特に近年豪雨災害が多発し、規模も拡大している
（図１）。
また、日本全国の水災・土砂災害発生状況を見ると、国内全
域の約97％が水災・土砂災害に遭っていることがわかる
（次頁
図2）
。
頻発する大規模な水災の背景として、脆弱な国土条件と気候
変動の影響があげられる。
日本は、四方を海で囲まれ、国土の中央を脊梁山脈が縦貫して
おり、
日本の河川は川の長さが短く、上流から下流への勾配が急
であるという特徴があるため、
いったん雨が降ると急に増水し短
時間の内に洪水のピークになる特徴がある。
また、海抜ゼロメー
トル地帯に三大都市圏の約404万人が居住する広域にわたり存
在している等、世界的にもまれにみる脆弱な国土条件を有してい
るため、
自然災害リスクが極めて高いといえる
（次頁図3）。
次に、地球温暖化による世界の平均気温上昇の影響もあげら
れる。気象庁の地域気象観測システム(アメダス)の観測値によ
る1時間降水量50mm以上の平均年間発生回数を比較すると、
最近10年間（2012～2021年）は約327回で、統計期間の最初の

29
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▶︎2014年8月:『平成26年8月豪雨』

京都府での洪水被害や広島県･兵庫県で大規模な土砂災害が発生

▶2015年9月:『平成27年関東・東北豪雨』

鬼怒川堤防の決壊など、大規模な水害が多数発生

▶2016年8月:『平成28年台風第7号、第9号、第11号及び第10号』

台風第10号では、北海道や東北の各地で堤防決壊など大規模な
水害が発生

▶2017年7月:『平成29年7月九州北部豪雨』

九州北部の各地で大規模な水害や土砂災害が発生

▶2018年7月:『平成30年7月豪雨』

西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨により、大規
模な河川氾濫や浸水被害、土砂災害をもたらし、多数の死者・行
方不明者が発生

▶2019年9月:『令和元年房総半島台風 (台風15号)』

千葉県を中心に記録的な暴風､大雨。広範囲で大規模な停電が発生

▶2020年7月:『令和2年7月豪雨』

西日本から東日本、東北地方の広い範囲での長時間の記録的な
大雨により、大規模な河川氾艦や浸水被害､土砂災害をもたらし、
多数の死者・行方不明者が発生

▶2021年7月:『東海地方・関東地方南部を中心とした大雨』

東海地方・関東地方南部を中心に大雨で、静岡県熱海市で土石
流が発生

【図1】近年の水災・土砂災害
（出典：気象庁「災害をもたらした気象事例」
を基に筆者作成）

被災者生活再建支援

1976～1985年の10年間は約226回と約1.4倍に増加していること

の地点で12、24、36時間降水量の観測史上1位の値を更新して

がわかる
（図4）。

いる。

加えて、平成30年の西日本を中心に全国的に広い範囲で記

これらの統計により、近年雨の降り方が変化しており、一度の

録的な大雨となった7月豪雨では多くの地点で48、72時間降水

災害での降水量も今までに経験のない水準になっていることが

量の観測史上1位の値を更新、令和元年東日本台風でも、多く

わかる。

【図2】2008年から2017年

水災・土砂災害発生状況

【図3】
日本の急勾配河川について

（出典：国土交通省「河川事業概要2021」）

（出典：国交省「国土交通白書 2020資料編」）
被災者生活
再建支援

図

全国の1時間降水量50mm以上の年間発生回数の経年変化
（1976～2021年）

棒グラフ
（緑）
は各年の年間発生回数を示す
（全国のアメダスによる観測値を1,300地点あたりに換算した値）
。太線
（青）
は5年移動平均
値、直線
（赤）
は長期変化傾向
（この期間の平均的な変化傾向）
を示す。
【図4】
「全国
（アメダス）
の1時間降水量50mm以上の年間発生回数」
（出典：気象庁「全国
（アメダス）
の1時間降水量50mm以上の年間発生回数」）
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前述のとおり、
日本の河川は豪雨時に短時間で一気に洪水と

そのため、復旧、復興に多大な費用と時間を要することが予測

なり流下する特徴があることから、近年の短時間強雨による氾濫

され、自治体は地域の復旧、復興、被災者の生活再建に向けた

危険水位を超過した河川数は増加傾向となっており、今後も水

様々な災害対応を行わなければならない。

災が大規模化、頻発化することが予測される。

自然災害において、住家が被害を受けた場合に受けられる制

相次ぐ大規模な河川災害を受け、国では
「流域治水」
と呼ばれ

度の裏付けとして、主に災害発生中に適用される目的で制定され

る新たな治水対策の取り組みが進められているほか、令和2年度

た
「災害救助法」
や、災害発生後に適用される目的で制定された

版の防災白書においても大規模化・頻発化する豪雨災害を特集
テーマとして取り上げる等、水災対策は防災分野での喫緊の課
題になっている。
水災時の自治体災害対応は部署横断の態勢で多岐にわたる
業務があるため、人員確保や複雑化する様々な対応にかなり労
力と時間を要し逼迫状態となる。
このような業務が逼迫するこ
とで、社会復興に大きく影響を及ぼし、被災者の早期生活再建

「被災者生活再建支援法」
がある。
どちらも、
適用された都道府県や市町村にのみ効力が発生する
が、図5に示すとおり近年の自然災害が大規模化、頻発化してい
ることがわかる。

⑵被災者生活再建に必要な罹災証明書

に支障が出る恐れがある。そのため、
自然災害の中でも、特に近

自治体の被災者生活再建支援制度に関わる災害対応は、避難

年頻発化する水災についての被災者の早期生活再建に向けて

所設営や被災現場のごみ等の処理業務、罹災証明書発行、住家

考察したい。

被害認定調査等、部署横断の態勢で多岐にわたる業務があるた
め、人員確保や複雑化する様々な対応にかなりの労力と時間を

2

要することとなる。

被災者生活再建に求められる災害対応

⑴自然災害の与える被害規模と求められる災害対
応の期待
内閣府は、経済成長に伴う人口・建物の密集、都市部への諸機
能の集積や地下空間の大規模・複雑な利用等により、水災や土

このような業務が逼迫する中で、被災者の生活再建に最も直
結する業務となるのは住家が損害した際に実施する
「住家被害
認定調査」
であり、
この調査が実施されないと被災者へ罹災証明
書を発行することができない。
罹災証明書とは、被災者から申請を受けた市町村が家屋の損
害割合等を調査の上で交付し、各種被災者支援措置の適用の判
断材料として幅広く活用されており、被災者の生活再建のために
極めて重要なものである
（次頁図6）。

砂災害による人的・物的被害は大きなものとなる恐れがあること
を見込んでいる。

【図5】2015年以降水災で
「災害救助法」
が適用された都道府県
（2021年5月末現在）
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（出典：内閣府「災害救助法」の統計を基に筆者作成）

被災者生活再建支援

【図6】各種被災者支援措置の例と罹災証明書発行の流れ （出典：内閣府「罹災証明書概要」
を基に筆者作成）

⑶災害時の住家被害認定調査の現状・実態
被災者は公的支援を受けるために罹災証明書を取得する場
合、住家被害認定調査への立会が必要となる場合がある。
災害規模が拡大すれば、住家の被害に遭う被災者は増加する

⑷被災者生活再建の官民連携に向けた取り組み
前述のような状況を踏まえ、被災者の早期生活再建の後押し
に向けた、MS&ADインシュアランス グループの三井住友海上の
「被災者生活再建支援サポート」
について紹介する。

ため、
自治体の住家被害認定調査と罹災証明書発行の件数は増
加し、被災者の罹災証明書取得にかかる期間が長期化する恐れ
がある。

①被災者生活再建支援サポート

同社は、
自治体の災害対応の逼迫で罹災証明書発行に時間を

過去には、避難所運営や災害ごみ対応等で職員人員の確保が
困難となり、罹災証明書の発行に遅れが生じたケースもある。
一方、保険会社も被災した契約者への保険金支払いのため

要するケースが生じており、被災者が保険会社と自治体による類
似調査の重複による負担感を感じている点等に着目して、2021年
8月末「被災者生活再建支援サポート」
の提供を開始した。

に損害状況の調査を行うが、被災者にも現場での立会を求める

当該サービスは、水災時に罹災証明書の発行手続を支援する

ケースがあり、
その場合は、
自治体と保険会社それぞれへの対応

ものであり、
お客さまの同意のもと、同社の損害調査情報を自治

が必要となる。被災時に複数の調査に立会うことは、被災者に

体に提供し、迅速かつ効率的に罹災証明書を発行できるよう支

とって精神的にも身体的にも負担になるであろう。

援するものである。
自治体では、同社から提供する損害調査情報
を活用できるため、住家被害認定調査が不要となり、大規模災害

迅速な罹災証明書の発行に向け連携し取り組むことで、被災者

発生時でも迅速な罹災証明書の発行や、交付事務の効率化が期

の早期生活再建を後押しができるものと考えられる。

待できる
（図7）。
当該サービスは、同社と自治体との個別協定の締結により、
サービス提供を行っており、対象者は自治体に住家を所有してい
て同社の火災保険に加入しているお客さまである。

【図7】
「被災者生活再建支援サポート」
スキーム図
（出典：三井住友海上火災保険㈱「被災者生活再建支援サポート」
ニュースリリース）
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それぞれ目的が異なる調査ではあるが、
自治体と保険会社が

被災者生活再建支援

自治体のメリットは、住家被害認定調査の対応ロードの低減と
事務の効率化ができ、山積する他の災害対応業務に注力できる

4

今後の災害対応のあり方

こと、被災者は保険金請求と罹災証明書の発行手続きを一度の
損害調査で完結できるため、早期の生活再建が可能となるとい
うメリットがある。

内閣府は、2022年度の官民連携体制づくりの本格始動に向
け、特に保険会社は、被災した契約者への保険金支払いの過程
で損害状況を調査することから、住家被害認定調査の協力を得

②DXを活用した損害調査

られる可能性があるとしている。

また、同グループは、河川氾濫等の大規模水災時、現地での立

少子高齢化による人員不足という社会問題に直面している中

会調査を行うことが困難な件数の事故受け付けがあった場合で

で、今後も自治体だけで被災者への公的支援のために、調査実

も、迅速な保険金支払い体制を維持するために、立会による損害

施や調査データ統計、支援措置適用等の役割を全てこなすのは

調査に加えてDXを活用した水災デジタル調査を行っている。

困難ではないだろうか。
そのため、調査データ等は民間との連携で公的支援に準用す

水災デジタル調査とは、ＡＩドローンによる浸水高測定と、
チャットボットを活用したお客さまからの被害状況等の申告を

る等、
うまく官民連携で被災者支援に取り組むことで、持続的な
被災者生活再建支援の地盤づくりが可能になると考える。

基に、損害額を自動算出する仕組みである。
これにより、大規模

今後も地球温暖化による気候変動の影響で降雨量が変化して

水災時にも、損害規模にかかわらず、早期に損害状況を把握でき

いく恐れがある中で、我々日本国民は脆弱な国土条件で生きて

るほか、適切な保険金支払いが可能となる。

いかなければいけない。
このような状況の中でも国民が安心安全

また、
コロナ禍においても非対面での損害額算定が可能とな

に生活していくためには、大規模化、頻発化する水災時の迅速な

り、感染症拡大や調査の遅延等のリスクを最小限に抑えることが

被災者支援が必要である。
自治体、民間と区分けるのではなく、

期待される。

官民連携が可能な業務については連携し取り組むことで、被災
者の生活再建の後押しにつなげていくことを期待したい。

これらの取り組みにより、従来の自治体の災害対応の負担や被
災者の調査立会の負担の低減等につながり、結果的に被災者生

以上

活の早期再建につながるのではないだろうか。

3

国の大規模災害対応に向けた
官民連携取組の推進

2022年2月に、
内閣府は近年の大規模化、頻発化する自然災害
時のより迅速な被災者の生活再建に向け
「罹災証明書の作成に
必要な市町村の被害認定調査」
について、不動産鑑定士や保険
会社等民間が担う体制づくりを進めるとした。
災害対応で不足しがちな調査人員を確保し、証明書の迅速な
発行につなげ、被災者の早期の生活再建を後押しすることが主
な狙いである。
民間から専門的な助言を受ける等、速やかな被害認定に向け
て協力体制を整えている自治体もあり、内閣府は2022年度、
こう
した民間による協力や応援に関する実態を把握し、早期の生活
再建に向けた取り組みを開始する。
内閣府は2022年度中に分析結果を自治体に公表し、民間と自
治体が協力しやすい体制づくりを進めてもらうことで、被災者の
生活再建の迅速化につなげる方向性である。

参考文献・資料等
◦内閣府「罹災証明書の概要」
＜h t t p s : / / w w w . c a o . g o . j p / b u n k e n - s u i s h i n / k a i g i / d o c /
teianbukai58shiryou04_2.pdf＞
◦内閣府「平成29年版 防災白書｜特集 第2章 2－3 応急的な住まい
の確保に向けた取組」
＜h t t p : / / w w w . b o u s a i . g o . j p / k a i g i r e p / h a k u s h o / h 2 9 /
honbun/0b_2s_02_03.html＞
◦内閣府「防災情報」災害救助法の適用状況
＜http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html＞
◦内閣府「防災情報」水害被害（風水害・土砂災害）
＜http://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/suigai.html＞
◦国交省「国土交通白書 2020資料編」
＜https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r01/hakusho/r02/
data/html/ns030010.html＞
◦国土交通省「河川事業概要2021」
＜https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/gaiyou/
panf/pdf/2021/kasengaiyou2021_all.pdf＞
◦気象庁「全国（アメダス）の1時間降水量50mm以上の年間発生回数」
＜https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_
p.html＞
◦気象庁「災害をもたらした気象事例」
＜https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/bosai/report/
index.html＞
◦時事ドットコム
2022年2月3日「家屋の被害認定、民間が協力 担い手確保で生活再建
早期に―内閣府」
＜https://www.jiji.com/jc/article?k=2022020200703&g=soc＞
◦三井住友海上火災保険㈱
「被災者生活再建支援サポート」ニュースリリース
＜https://www.ms-ins.com/news/fy2021/pdf/0830_1.pdf＞
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ＤＸがもたらす
自治体におけるテレワーク推進
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
2021年度自治体職員派遣研修生
特別推進役

や

ぎ

か

ず

ま

八木 一磨

（横浜市研修生）

要旨
▪市区町村におけるテレワークの導入率は半数以下であり、未導入の理由として
「業務の内容がテレワークに馴染まな
い」
ことが最も多いという調査結果がある。
▪窓口業務や現場業務等、一般にテレワーク移行が難しいとされる業務であっても、個人レベルで業務の棚卸を行い、
各種ＤＸツールの導入を検討することで部分的なテレワーク移行が検討可能である。
▪ＤＸツールは、汎用的に使えるチャットアプリや、現場業務のデジタル化支援、電子サイン等、多岐にわたっており、課
題に沿うものを選ぶことでテレワーク可能領域を広げることができる。
▪組織に取り組みを浸透させるためには、職員間のデジタルディバイド対策や大規模な自治体におけるモデル地区から
の横展開等に目を向けることも重要である。
▪テレワークの効果は多方面に及び、多くの地域課題の解決に資する可能性を秘めているので、各自治体の実情に合わ
せて、積極的かつスモールステップで取り組む意識が不可欠である。

1

自治体のテレワーク導入状況

2

テレワーク未導入自治体が抱える課題

また、同じく総務省が実施したテレワーク未導入自治体がテレ
ワークを導入していない理由の調査によると、窓口業務 注１）や現

急速に広まっているが、
市区町村を中心に自治体における導入率

場業務注２）等のようなテレワークとの親和性が低いとされる業務

は高いとはいえない。総務省が実施した
「地方公共団体における

の存在により、
導入をあきらめてしまうことが大きな原因になって

テレワークの取組状況調査結果の概要」
によると、2021年（令和

いることがわかる
（表２）。

3年）10月1日時点の政令市を除く全国の市区町村におけるテレ
ワークの導入状況は49．
3％であり、
半数に達していない
（表1）
。
【表１】市区町村におけるテレワークの導入状況

市区町村
（1,721）

【表２】
テレワークを導入していない理由の調査結果
（上位3項目）

順位

テレワークを導入していない理由

割合
89.4％

導入割合

未導入割合

１位

窓口業務や相談業務などがテレワークになじま
ない

49.3％
（849）

50.7％
（872）

２位

情報セキュリティ確保に不安がある

77.3％

３位

現場業務がなじまない

74.4％

（出典：総務省「地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果の概要」
を基に筆者作成）

（出典：総務省「地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果の概要」
を基に筆者作成）
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テレワークの導入・推進は昨今の自治体にとって大きな課題で
ある。
テレワークは、
コロナウイルス感染症の世界的な流行以降

3

テレワーク導入に向けて

⑴ＤＸツールの可能性

であり、
アンテナを張って情報収集する必要がある。以下に活用
事例を紹介する。

⑴汎用的に活用可能なチャットツール

ではこれらの業務は、本当にテレワークが出来ないのだろうか。

ＤＸツールの中でハードルの低いものの例としては、チャット

業務のすべてをテレワークに移行することは不可能であるが、

ツールの活用が挙げられる。
テレワーク時であっても多くの職場

従来の業務のあり方を変えるような、
デジタル化に資するツール

では職員間のコミュニケーションは必須であるが、
それは必ずし

（以下、
「ＤＸツール」）
は多く存在している。具体的な例は後述す

も対面である必要性はない。
チャットはメールと比べて宛先や署

るが、
これらを最大限活用することで、部分的であってもテレワー

名、
あいさつ文などを書く必要がなく、要件のみでメッセージを送

クを導入することは可能である。

りやすいため、
テレワーク中に少し声を掛けたいという時や、気軽
な相談・確認などに適している。
またコミュニケーション面以外に

⑵業務の棚卸の重要性
ＤＸツールを活用したテレワーク可能な領域を知るためには、

も、仕事の現場写真等を訪問先から送信し共有することができる
等、現場業務の効率化にも活用できる。
また、相談業務において
も、
チャットやＷＥＢ会議ツールでオンタイムのやり取りをしなが

まずは個人レベルで業務の棚卸を行い、
さらにそれを組織に紐づ

ら、代わりの職員に対応してもらうことも方法として考えられる。

けることが重要である。
なぜなら行政の担う業務の領域は非常に

さらに、職員の在席状況の確認もチャットツールによって行うこと

多岐に渡り、特定の部署が全体を細部に至るまで俯瞰して把握

も可能である。
このように、
チャットツールの汎用性は高い。行政

することは困難であるためである。

においてチャットツールの導入余地は依然として大きく、積極的

テレワーク実施に向けた業務の棚卸の事例として、長野県松
本市では「担当業務見える化シート」
を作成し、
自身の業務を見

な導入を検討すべきであるが、現状では表３のとおり、約半数の
自治体が未導入であることがうかがえる。

直し、
さらにそれを組織にひもづける取り組みを実践している。
同
シートの記載項目の例としては、松本市の場合、①業務名②処理
内容③処理時間④テレワーク可否⑤説明、
としている。同シート
は在宅勤務申請時の業務内容のすり合わせや、実施後の報告に

【表３】
自治体におけるチャットツール導入状況

チャットツール導入数

も活用している。
このようなシートを作成、活用することは有効で

都道府県[47]

38
（80.9%）

ある。業務内容を分類する中で特定個人情報やマイナンバーを取

政令指定都市[20]

13
（65.0%）

り扱う業務（例：税務電算システムや生活保護システムの利用業
務 等）
や、職場に設置された特殊な機器等の利用が必要な業務
等はテレワークの実施が困難であるが、一方で現場調査業務か
ら戻った後の報告書や資料作成、各種打ち合わせ等はテレワー
クでも十分実施可能である。業務の棚卸をすることでテレワーク

市区町村[849]

397
（46.8%）

合計[916]

448
（48.9%）

（出典：総務省「地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果の概要」
を基に筆者作成）

可能な業務が整理され、
また推進するための課題が見えてくる。
実用的なチャットツールの一例として
「LoGoチャット」
と呼ば

4

れる自治体専用のビジネスチャットアプリがある。
これはＬＧＷＡ

ＤＸツールの活用と事例

Ｎ－ＡＳＰと呼ばれる、
自治体における庁内専用のネットワーク
環境で使用できるほか、庁外では自身の私用携帯からインター
ネット経由でアクセスができ、他の自治体とも情報交換などが可

35

棚卸を実践した上で、
テレワークで代替可能な領域とそうでな

能で自治体の特殊なネットワーク、
セキュリティ環境に対応した

い領域を明確に切り分け、
ＤＸツールを最大限に活用することが

アプリとなっていることが大きな特徴である。現在全国の自治体

必要である。
ＤＸ分野では日々多くのツールが開発されており、

のおよそ3分の１が同アプリを導入している。埼玉県深谷市では

下記に示すチャットツールのような簡易なものから、
ＡＩの技術

同チャットアプリを導入し、従来のコミュニケーション
（メール、電

を応用した複雑なものまでその種類や導入ハードルの高さ等多

話）
を使った比較検証注３）を行ったところ、
チャットアプリを使うこ

岐にわたる。単にテレワークへの移行に資するのみではなく、今

とにより日程調整時間が54%の削減、電話の発信で39%、着信で

後限られた予算と人員で
「業務の効率化」
が求められていく行政

42%、取り次ぎで30%の時間が削減 、
メールでは送受信ともに

にとってはこのようなツールの活用の検討は必須とも言えるもの

30%の時間が削減される等、大きな成果が挙がっている。
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⑵現場業務におけるＤＸツール

の電子サインサービスを提供している。同サービスでは、署名プ
ロセスを時系列に記録し、
パスワードや電話認証で本人がサイン

テレワークの実施が困難とされる現場業務においても、
ＤＸ

したことを確認可能である。
また、電子サインの暗号化、操作手順

ツール活用によりオンラインでの業務領域を作り出すことは可能

も記録される。
これらにより、電子契約を適切に行うための本人

である。
その例として、道路維持管理の効率化を図るサービス
「ド

性の確認、非改ざん性の証明を担保している。
このようなサービ

ラレコ・ロードマネージャー」
（図1）
を紹介したい。
このサービス

スを調達・入札などの企業との契約業務や、住民や団体等からの

は、三井住友海上火災保険株式会社の通信機能付きドライブレ

申請業務や各種許認可業務への応用を検討することも可能であ

コーダーのデータと、
アーバンエックステクノロジーズ社のAI技

る。既に世界で年間80億件の契約処理に使用されており、米国の

術を掛け合わせることで、道路の穴やひび割れ等の損傷個所を

公的機関でも導入されている等実績も豊富である。

自動で検知、専用ダッシュボード上に表示される地図上で損傷の
位置や状態を確認できるものである。
これまで自治体や事業者は
点検車両から直接目視で道路損傷箇所を発見していたが、
この
ようなＤＸツールを活用することで、現場に行かずに一部の道路

5

職員間のデジタルディバイド対策
～弱者のためにあるべきＩＣＴ活用～

の点検・管理業務が可能となり、業務効率化、
ひいてはテレワー
ク可能領域を拡大することが可能となる。

ＤＸツールの活用についてこれまで述べてきたが、新しいツー
ルや制度を導入しても、知識や技術のある一部の職員しか活用
できなければ意味はない。
つまりデジタルディバイト
（情報弱者）
への対策も欠かすことができない。学校法人先端教育機構「月刊
事業構想」
および株式会社NTTドコモが全国都道府県・市区町
村の首長を対象に行ったＤＸアンケート
（全回答数780件）
による
と、行政のデジタルディバイド対策が
「十分進んでいる」
または
「あ
る程度進んでいる」
と回答した自治体は全体の2割にも満たな
かった
（図2）。
新たなツールや制度の導入に対する抵抗度の度合いや前提知
識には大きく個人差があるため、導入のタイミングでわかりやす
いマニュアルの作成や研修の実施等でフォローすることは不可

【図1】
サービスイメージ図
（出典：三井住友海上火災保険株式会社オフィシャルサイト）

欠である。
併せて、
各職場において知識をわかりやすく浸透させら
れるようなリーダーシップを発揮できる人材を育成し、継続的に
フォローができるような体制を構築することが欠かせない。

このようにＡＩ等の最新技術の発達に伴い、現場における業務
の一部が将来的にデジタルに置き換わっていくことで、
テレワー
クで代替可能な領域が拡大していくことが予想される。
（件数）

372

400
300

日本に根強く残る押印文化もテレワーク推進の阻害要因に
なっている。特にコロナ禍になって以降、押印プロセスの電子化
への対応が必要となったことを受け、政府は2020年から2021年
はじめにかけて、
「地方自治法施行規則」、
「契約事務取扱規則」
を改正した。また関連する電子署名法や電子帳簿保存法の見
直しを図っている。
これらにより、現在電子サインは国や自治体
との契約でも利用できるようになっている。電子サインが普及す
れば、押印や署名のために出勤する必要性はなくなり、
テレワー

181

200

110
100

7
0

十分進んでいる

ある程度進んでいる

あまり進んでいない

着手できていない

【図2】
自治体DX全国首長アンケート
（出典：月間事業構想 自治体ＤＸ全国首長アンケートから一部引用）

ク推進の後押しとなる。
また紙に比べて時間や費用の削減にも
つながる。
同分野でアドビ株式会社は
「Adobe Sign」
というクラウド型
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⑶押印プロセス電子化を後押しするDXツール

自治体テレワーク推進

6

モデル地区からの横展開

課題や実情があり、
また引き続き職場で行うことが適切な業務
も当然ながら存在するため、最初から100％テレワークに移行す
るということは非現実的である。
テレワークの導入と推進に向け

このようなDX推進は、特に大規模な自治体では部署や職員の

て
「できること」からスモールステップではじめていくことが重要

数が多く、浸透させるためのハードルが高くなる。
このような自治

となる。変化を受け入れ、
まずは一歩を踏み出すことから、地方自

体では、特定のモデル地区を決め、重点的に取り組みを推進し、

治体にテレワークが普及し、多くの課題を解決する一助になるこ

その後横展開を図る手法も有効である。横浜市では、2022年度

とを強く期待したい。

から市内の西区と港南区の2区を
「デジタル区役所」
のモデル区と
し、
オンライン相談窓口や広報のデジタル化等様々なデジタル技

以上

術の実証実験を行うこととなっている。
このような重点的な取組
地域を設定することは、短期的にはノウハウの格差を広げるよう
に思えるが、その成功事例やノウハウを横展開することで、組織
全体のリテラシーを大きく底上げし、結果として効果的な施策の
浸透につながるのではないだろうか。
参考文献・資料等

7

テレワークがもたらす多方面での効果

テレワークがもたらす効果は多方面に及んでいる。感染対策に
おける効果はもちろんのこと、災害時の行政機能の維持にも有効
であり、育児や介護等の時間的制約を抱える職員でも、働き方の
選択肢を増やすことにつながる。
また通勤や移動にかかっていた
時間が新たに自由に使える時間として生み出されることで、QOL
の向上につながることが期待され、またテレワークから派生し
ワーケーションのような働き方が広まれば、関係人口の創出や地
域の活性化に貢献する可能性も秘めている。
このように多様な社
会課題の解決に寄与するテレワークは、地域との接点が多く、影
響力も大きい地方自治体こそが、積極的に導入・推進していかな
ければならない。

8

テレワーク推進にあたって

1）総務省「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画」
<https://www.soumu.go.jp/main_content/000726905.pdf>
2）総務省「地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果の概
要」
<https://www.soumu.go.jp/main_content/000784826.pdf>
3）総務省「地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引き」
＜https://www.soumu.go.jp/main_content/000746987.pdf＞
4）三井住友海上オフィシャルサイト～官民連携ＤＸで道路点検をサポー
ト～「ドラレコ・ロードマネージャー」の販売を開始
＜https://www.ms-ins.com/news/fy2021/pdf/1027_1.pdf＞
5）株式会社アーバンエックステクノロジーズオフィシャルサイト
＜https://www.urbanx-tech.com/＞
6）月刊事業構想12月号、1月号
学校法人 先端教育機構 事業構想大学院大学出版部
7）内閣府「地方公共団体における押印見直しマニュアル」
＜https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/
document/manual/201218manual_ver01.pdf＞
8）内閣府「会計手続におけるクラウド型電子署名サービスの活用に当
たっての考え方」
＜https://www.soumu.go.jp/main_content/000754536.pdf＞
9）DXで変える・変わる 「自治体の新しい仕事の仕方」
合同会社ＫＵコンサルティング 代表社員 高橋郁夫【著】
10）横浜市記者発表資料「横浜ＤＸ戦略（仮称）」戦略の方向性・骨子案に
ついて」
＜https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/
press/digital/2021/0128dx-strategy.files/0005_20220127.pdf＞
11）内閣官房・内閣府総合サイト「デジタル田園都市国家構想推進交付金」
＜https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/policy/
policy1.html＞

少子高齢化に伴う将来的な生産年齢人口の減少の中で、自
治体の職員も将来的に減少していくことが予想される。その中
で複雑・多様化する地域課題へ対応することが行政には求め
られている。そのための土壌として、様々な課題解決に貢献しえ
るテレワークという働き方を、現実的な選択肢として各自治体
が持っておくことは極めて重要であり、
その推進のためにはテレ
ワークに密接に関わっているDXツールの活用が有効である。
自治体内部に目を向け、各部署の性質や個々の業務を踏まえた
推進の課題を整理しながら、外部に目を向け、新たに開発され
る技術やツール、世の中の動きに向き合うことが、組織を新た
なステージに引き上げるのである。
自治体や各部署でそれぞれ
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注）
1）窓口業務
各種申請処理や証明書の発行等、従来から原則対面で行われている業務を指
している。また市民等からの相談や問い合わせ対応業務も兼ねていることが
多い
（例：戸籍や税、保険・年金等を扱う業務）
2）現場業務
庁舎ではなく、出先への訪問や現場調査が必要な業務を指している
（例：福祉
部署における市民訪問業務、道路施設の維持管理業務等）
3）比較検証
2019年9月から2020年3月にわたり、同市が企画や産業、福祉、子ども、道路、消
防等、32部署の職員49名を対象として実施

基礎研究レポート

安全運転を支える
中年期からの認知症予防の勧め
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
基礎研究部
す ぎ さ わ

のぼる

杉澤 登

シニア研究員

要旨
▪交通事故対策のため免許更新制度が2022年5月13日より変更になり、一定の違反歴がある75歳以上の運転者を対象に
「運転技能検査」
が義務づけられる。
▪ 75歳以上の運転免許保有者数は、2018年末の約564万人から2024年末には約760万人になり、
また認知症の人は2025
年には675万人にもなる見通しである。そのため高齢運転者のうちから認知症を発症する者が増加すると予期される。
▪ 加齢により交通事故リスクは高まる傾向にあり、年齢層別の免許人口10万人当たりの死亡事故件数において、75歳以
上の高齢運転者は75歳未満の運転者に比べ、2倍以上になっている。
▪ 近年、認知症の研究が進展し、中年期から認知症の多くの発症リスク因子が関わることが判明した。まだ不明な事は
多いが、中年期から判明したリスク因子の対策を行い、発症を防ぎ、認知機能を維持することが安全運転のために必
要である。

本号「高齢運転者の運転免許更新制度改正について」
で解

【表1】75歳以上の運転免許保有数
（各年末日現在）
：単位
（万人）

説のとおり、高齢運転者の交通事故対策として、75歳以上の運

西暦年

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

転者を対象とした新たな運転免許更新制度が2022年5月から

運転免許
保有者数

564

583

591

608

660

712

760

前年から
の増加数

24

19

8

17

52

52

48

103.4

101.4

102.9

108.6

107.9

106.7

施行される。本稿では、加齢により高まる高齢運転者の交通事
故リスクを踏まえ、安全運転を維持するために必要な認知症発
症予防について考察する。

1 高齢運転者と認知症の人の増加

警察庁資料によれば、今後も高齢運転者の増加が続く見通
しで、例えば、75歳以上の運転免許保有者数は、2018年末の約
564万人から2024年末には約760万人になると予測され、特に
2022年以降急増が見込まれている
（表1）。

（注）2020年以降の数値については、運転免許保有者数低減率による推計
（2020年2月実施）
（出典：警察庁、高齢運転者交通事故防止対策に関する調査研究 調査研
究報告書、2020年3月を基にMS&ADインターリスク総研作成）

⑵高齢運転者の中にいる認知症の人と交通事故リ
スクの関係
警察庁資料によれば、
2019年中に運転免許更新に際して認知
機能検査を受けた75歳以上の者は2,160,365人で、
その結果は、
認知症のおそれがある
（第１分類）
と判定された者は2.4％、認知
機能低下のおそれがある
（第2分類）
と判定された者22.8％、認
知機能低下のおそれがない
（第3分類）
74.8%である
（次頁図1）
。
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⑴高齢運転者の増加

前年比
（%） 104.4

この結果から75歳以上の約2割強の者が認知機能の低下し
ている状態で運転していると推察される。
70歳以上の免許証更新期間は3年であるが、認知症は、認知
機能正常から軽度認知障害、認知症へと徐々に進行するので、
次回更新までの3年間に認知機能が低下し、
また認知症を発症
する運転者は一定数存在すると思われる。
一方、図1で明らかなように2019年中
（令和元年）
の死亡事故
で、死亡事故を起こした運転者（75歳以上）
は認知症のおそれ
がある者と認知機能低下のおそれがある者の割合が高く、交
通事故リスクが高い。
さらに警察庁の研究によれば、図2で明らかなように１人当た
りの事故件数は、認知症と診断された者（認知症の者）
と認知
機能低下と診断された者（認知機能低下の者）
が高く、75歳以
上免許保有者全体と比較すると約2～3倍と交通事故リスクが
高くなっている。
これは、交通事故リスクの高い認知機能が低下している高齢
運転者が多く存在していることを示している。

⑶認知症の人の増加
厚生労働省等の資料によると認知症の人は2015年時点で
517万人、2030年には65歳以上の認知症有病者は、保守的に見
積もっても約744万人に達すると予測されている。
これは65歳以
上人口の20.8%にあたり、高齢者の5人に1人は認知症である時
代が到来することになる。
さらに糖尿病有病率の増加により認
知症有病率も上昇すると仮定すると、
これが830万人に増える
と予測される
（次頁図3）。
【図1】認知機能検査の結果の割合
（出典：警察庁、高齢運転者交通事故防止対策に関する調査研究
究報告書、2020年3月）

医師の診断結果

調査研

人数

1人当たりの
人身事故件数

75歳以上の
免許保有者全体との比較

認知症と診断された者

3,011

0.0203

3.17

認知機能低下と診断された者

9,601

0.0122

1.91

5,192,016

0.0064

1.00

75歳以上の免許保有者
（2016年データ）

【図2】医師の認知機能診断結果と事故件数
（出典：警察庁、認知機能と安全運転の関係に関する調査研究報告書、2019年3月のデータを基にMS&ADインターリス
ク総研作成）
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西暦年

各年齢の認知症有病率が一定の場合

各年齢の認知症有病率が上昇する場合

（万人）

割合
（%）

（万人）

割合
（%）

2012

462

15.0

462

15.0

2015

517

15.7

525

16.0

2020

602

17.2

631

18.0

2025

675

19.0

730

20.6

2030

744

20.8

830

23.2

2040

802

21.4

953

25.4

2050

797

21.8

1016

27.8

2060

850

25.3

1154

34.3

【図3】認知症の人の将来推計
（出典：九州大学 二宮教授、
「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」
（平成26年度厚生労働科学
研究費補助金特別研究事業）
より厚労省老健局認知症施策推進室作成資料を基にMS&ADインターリスク総研作成）

2

高齢運転者の交通事故リスクと
安全運転に必要な能力の低下状況

⑴加齢により高まる高齢運転者の交通事故リスク

また死亡事故を起こすリスクが高まる兆候は、70歳以上から
みられ、85歳以上になると65～69歳の約4.4倍になる。

⑵安全運転に必要な能力の低下状況

警 察 庁 資 料によれば 、図 4に明らかなように加 齢により

人間が安全運転をするためには、周囲の状況を的確に認知

交通事故リスクは高まる傾向にあり、年齢層別の免許人口

し、判断し、操作しなければならない。
しかし、加齢によりその必

10万人当たりの死亡事故件数において、75歳以上の高齢運転

要な認知力、判断力、操作力や視力・体力の身体機能が低下し

者は75歳未満の運転者に比べ、2倍以上になっている。

ていくため、交通事故を起こすリスクが高まっていく。
日本自動車工業会と交通事故総合分析センターの共同研究
調査によれば、高齢運転者の認知・判断・操作力については、次
の主な特徴があり、
安全運転を実行するための各能力は低下し
ていくことがわかる
（表2）。

◦高齢になるにつれて、一時停止標識や信号を見落とす
認知・
◦思い込み等による認知・判断ミス
判断
◦高齢運転者は視線方向変化数が少ない

【図4】年齢層別の免許人口当たり死亡事故件数
（出典：警察庁、高齢運転者交通事故防止対策に関する調査研究
告書、2019年12月に追記）

◦高齢運転者は、回避行動がとれないことが多い
操作力 ◦反応時間が遅れる
◦緊急時に十分にブレーキを踏めない高齢運転者が多い
中間報

（出典：一般社団法人日本自動車工業会、
「 高齢者」の安全への取り組み、
2017年2月を基にMS&ADインターリスク総研作成）
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【表2】高齢運転者の認知・判断・操作力の主な特徴

⑶認知症進行による安全運転に必要な能力の低
下状況
認知症の進行により認知機能は、健常な状態から軽度認知
障害、
そして認知症の状態へと推移する。

仮説である。
この仮説によると、認知症の発症の10年以上前
から脳の中にタウ蛋白が蓄積してきている。そのさらに10年
以上前、すなわち認知症の発症の20年以上前の中年期から
アミロイドβ蛋白質が脳の中に蓄積していたとのことである。
この仮説から推察すると、中年期から脳の中にアミロイドβ

警察庁の研究によれば、表3のように、認知症の進行により、
「反応速度が遅くなる」、
「誤反応回数が増える」など運転能力

の蓄積が始まり、認知症の発症リスクを高めることが始まって
いることになる。

も低下していくので、早期にこのような認知能力や身体能力の
低下に気づくことが大事である。

【表4】認知症の発症リスク因子

【表3】認知症の進行段階と反応速度や誤反応回数の関係

人生の段階

➡

認知症の
進行過程

➡

健常者

軽度
認知障害の人

認知症の人

反応速度

0.42秒

0.42秒

0.54秒

選択反応

6.41回

11.79回

23.21回

注意分配・
複数作業
検査

14.28回

22.45回

26.93回

誤反応
回数

（出典：警察庁、認知機能と安全運転の関係に関する調査研究報告書、2019
年3月を基にMS&ADインターリスク総研作成）

3

安全運転のための中年期からの
認知症予防活動の勧め

今まで、主に75歳以上の高齢運転者について、認知症の発症

不明な
リスク因子
（60％）

低教育
（7％）

中年期
（45～65歳）
（15％）

高年期
（66歳以上）
（18％）

喫煙
（5％）
難聴
（８％）
うつ
（4％）
頭部外傷
（３％）
社会的孤立
（4％）
高血圧
（２％）
運動不足
（2％）
過飲酒
（１％）
大気汚染
（2％）
肥満
（１％）
糖尿病
（1％）

今後の調査研究により解明される
上記以外のリスク因子

（注）
表中のカッコ内の数字は、割合
（出典:Gill Livingston, et al., Dementia prevention, intervention,
and care: 2020 report of the Lancet Commission, The Lancet
Commissions、2020年8月を基にMS&ADインターリスク総研作成）

⑵認知症は60歳代から発症してくる
朝田隆氏らの調査研究によれば、60歳代後半から認知症の

や認知・身体能力の低下により安全運転を維持することが困難

有病率が次第に高まっていくようである
（次頁図5）。
アルツハイ

になりつつあることに触れてきた。

マー型認知症のアミロイドβ仮説から推定すると、早い方は、

ここでは、特に安全運転を維持するために必要な認知症発
症予防について考察する。

⑴中年期から多くなる認知症の発症リスク要因
近年、認知症の研究が進展し、Gill Livingston氏らの研究
が、英の世界的な医学雑誌Lancetにおいて、認知症の12の後
天的リスク因子（低教育、難聴、頭部外傷、高血圧、過飲酒、肥
満、喫煙、
うつ、社会的孤立、運動不足、大気汚染、糖尿病）
が示
された。
これらすべてを改善すれば認知症を40％予防または遅
らせることができるかもしれない。
その因子を人生の段階別にみたものが、表4である。中年期

40歳代からアミロイドβの蓄積が始まり、認知症発症リスクの
高まりが脳の中でスタートしていることになる。
厚生労働省によれば、
アルツハイマー型認知症を完全に治す
治療法はまだないとのことである。
そのため、
中年期からアミロ
イドβが蓄積しないような生活習慣に留意することが大切で
ある。

⑶中年期からの認知症予防の勧め
このように近年の研究の進展により、高齢になってからでな
く、中年期から認知症予防に心がけることが大切であり、高齢
になっても安全運転を維持できることにつながる。

から認知症の多くの発症リスク因子が関わることが分かる。
ま

しかし、MS&ADインターリスク総研が2021年に実施した

だ不明な因子は多いが、
中年期から判明したリスク因子である

「認知症に関する意識調査」
（次頁図6）
によると、40代、50代で

難聴、高血圧、過飲酒や肥満、
また高年期のリスク要因である

予防活動をしている人は1割未満で、半分以上の人は、予防活

喫煙、運動不足、糖尿病等の生活習慣対策を行うことで、発症

動は何もしていないとの実態である。

を防ぎ、認知機能を維持することが高齢になっての安全運転に
つながると推察する。
また認知症の6～7割を占めるアルツハイマー型認知症の
発症について、有力であるとされるメカニズムはアミロイドβ
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解明されている
リスク因子
（40%）

若年期
（45歳未満）
（７％）
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安全運転を支える中年期からの認知症予防の勧め

年齢別
（歳）

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95～

男性

2.8

3.9

11.7

16.8

35.0

49.0

50.6

女性

3.8

4.9

14.4

24.2

43.9

65.1

83.7

全体

2.9

4.1

13.6

21.8

41.4

61.0

79.5

【図5】認知症年齢別有病率
（出典：研究代表者 朝田隆、厚生労働科学研究費補助金 認知症対策総合研究事業「都市部における認知症有
病率と認知症の生活機能障害への対応」
（平成21～24）
総合研究報告書を基にMS&ADインターリスク総研作成）

参考文献・資料等
＜書籍＞
◦浦上克哉、認知症予防で運転脳を鍛える、JAFメディアワークス、
2022年2月
◦監修 NPO法人 高齢者安全運転支援研究会、75歳以上の免許更
新が変わる、JAFメディアワークス、2022年2月
◦上村直人・池田学編、高齢者と認知症の自動車運転、中外医学社、
2018年11月
＜資料等＞

【図6】認知症予防についての行動・考え
（出典：MS&ADインターリスク総研、認知症に関する意識調査、2021年3月）

◦警察庁、高齢運転者交通事故防止対策に関する調査研究
報告書、2020年3月

調査研究

◦警察庁、高齢運転者交通事故防止対策に関する調査研究
書、2019年12月

中間報告

◦警察庁、第1回高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議
配布資料５、2017年1月
◦警察庁、認知機能と安全運転の関係に関する調査研究報告書、2019
年3月
◦厚生労働省、認知症に関する政府の取組について、2021年8月

⑷対応の重要性

◦日本自動車工業会、
「高齢者」の安全への取り組み、2017年2月

アルツハイマー型認知症を完全に治す薬はまだ存在しない。
またアルツハイマー型認知症の原因もまだ解明されていない。
そこで、上述したような近年の認知症の発症リスクに関する研
究成果報告などを参考に、
自ら日々の健康管理の中で認知症
例えば、厚生労働省では、認知症への早期段階からの対応と
して、
「 適度な運動、バランスの良い食事、夜間の良好な睡眠、
余暇活動を楽しむことを生活習慣にとりいれ、高血圧や糖尿
病、脂質異常症、肥満などの生活習慣病を治療することが重

◦Gill Livingston, et al., Dementia prevention, intervention,
and care: 2020 report of the Lancet Commission, The
Lancet Commissions、2020年8月
◦研究代表者 朝田隆、厚生労働科学研究費補助金 認知症対策総合
研究事業「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害へ
の対応」
（平成21～24）総合研究報告書
◦MS&ADインターリスク総研、認知症に関する意識調査、2021年3月
◦警察庁 各種有識者会議等＜https://www.npa.go.jp/bureau/
traffic/council/index.html＞（最終アクセス2022年2月18日）
◦厚生労働省HP＜https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/
disease_recog.html＞（最終アクセス2022年2月21日）

要」
と普及啓発を勧めている。
そのため中年期以降の方は、
これから考え方を変えて、生活
習慣に認知症予防活動を取り入れていくことをお勧めしたい。
以上
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の発症リスクに早期に対応することが重要である。

◦九州大学 二宮教授、
「日本における認知症の高齢者人口の将来推
計に関する研究」
（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究
事業）より厚労省老健局認知症施策推進室資料

Disasters & Accidents information

災害・事故 情報
対象期間：2021年12月〜2022年2月

（本情報は、公開情報およびマスメディアでの報道等をベースに編集し作成しています）

地震・噴火・津波

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
RMFOCUS 編集部

経済産業省所管の独立行政法人によると、走行中に路肩から
転落するなど、電動車いすの事故が2008年から2020年までに142件

●海底火山噴火、
トンガに津波
1月15日、南太平洋のトンガ諸島の首都ヌクアロファから北に60キ
ロメートル離れた海底火山で、大規模な火山噴火が起きた。

あり、52人が死亡。踏切での事故も目立ち、2021年8月には、香川県
観音寺市の踏切で、シニアカーに乗った高齢女性が特急にはねら
れて亡くなっている。

噴火後の衛星写真では、285ヘクタール（東京ドーム約61個分）の
陸地の大部分が海没していることが確認された。
大規模噴火の影響は、8,000キロメートル以上離れた日本にも潮
位変化をもたらした。気象庁は当初、
「若干の海面変動の可能性が
ある」とするにとどめたが、噴火から約半日後には奄美大島で1.2
メートルの潮位上昇を観測。その約20分後に太平洋沿岸を中心に
津波警報や注意報を発出した。
また、噴火後の潮位変化によって、日本でも、漁船が転覆、流失し、
漁具や養殖施設の損傷といった多数の被害も見られた。

施設・設備安全、業務遂行上の事故
●燃費不正、地裁がメーカーへの賠償認めず、一部販売店に支払い
命令
2016年に発覚した自動車メーカーの燃費不正問題で、購入者ら
88人がメーカーと販売店に、消費者契約法に基づく売買契約の取
り消しと購入代金の支払いなど計約1億3,000万円の賠償を求め
た訴訟で、1月29日に訴訟の判決があり、購入者8人に計約370万
円を支払うよう一部販売店に命じる一方、メーカーへの請求は棄却

火災・爆発
●繁華街の雑居ビルで放火

した。
また、88人の内、約60人は1月25日に被告側と和解済み（和解内容
27人死亡

12月17日午前10時半ごろ、大阪市北区曽根崎新地の雑居ビル4階

は非公表）。
地裁は、燃費偽装はメーカーの一部の部署で行われたと指摘し、

に入る心療内科クリニックの1室で火災が発生した。約20㎡を焼い

原告側が主張した同社の組織的な偽装や、損害との因果関係は認

て約30分後にほぼ消えたが、ビル内などにいた男女27人が心肺停

めなかった。

止状態で見つかり、一酸化炭素中毒で死亡した。

その上で、燃費に関する販売店の説明は「消費者契約法の不実告

院内の防犯カメラ映像などから、放火と断定された。容器者は、
ク

知に当たる」
と判断。大半の売買契約の取り消しを認めたが、車を

リニックの出入り口付近で、ガソリンにライターで放火後、患者らが

使用した利益分を損害から控除し、損害額が残った原告のみに支

避難できないよう院内の奥に追い込み、出入り口に比較的近いとこ

払いを認めた。

ろで倒れていた。その後、容疑者は、救急搬送された入院先にて集
中治療後に、死亡が確認された。
なお、市消防局によると、現場の雑居ビルでは2019年3月19日に立

なお、メーカーは2016年4月、軽乗用車4車種に対し燃費性能をよ
く見せるためにデータ偽装を行って販売していたと公表し、1台当た
り10万円の補償金を支払う対応を取っている。

ち入り検査が実施されたが、
このビルはスプリンクラーの設置義務
はないため、問題はないとされた。

●過労死訴訟、会社と役員1人の責任認める高裁判決が確定
機械部品製造会社の支社営業担当の男性（51歳）が2011年に
過労により脳出血で死亡し、その遺族が同社と当時の役員3人に

自動車・鉄道・船舶・航空機事故

合計約6,400万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は12月9日に

●電動車いすの男性 電車と衝突し死亡 踏切遮断機に接触転倒

の支払いを命じた二審の高裁判決が確定した。

遺族の上告を退ける決定をして、会社と元取締役1人に約1,500万円

12月9日午後4時ごろ、大阪府東大阪市の踏切で、シニアカー（電

2020年の一審判決は、発症前2カ月間の時間外労働の月平均が

動車いす）の男性（69歳）が普通電車と衝突し、搬送先の病院で死亡

98時間を超えていたと指摘。
「会社は時間外労働の制限など、負担

した。男性は、踏切を渡りきる直前、下りてきた遮断機と接触して転

軽減の義務を尽くさなかった」
と安全配慮義務違反を認定したが、

倒したとみられる。なお、電車の乗客約200人にケガはなかった。

役員個人の責任を認めなかった。

鉄道会社によると、車が横断できる多くの踏切には、遮断機が

高裁は、会社と役員1人の責任を「過労死の恐れがあると認識した

下りているときに車や人が踏切内に進入すると運転士らに通知が

後も、業務量を適切に調整する具体的な措置を講じなかった」
と認

来る「障害物検知装置」を設置しているが、今回の踏切内の道幅は

め、当時支社に常駐していた取締役の過失も認めて、一審判決を一

約2.2メートルで車は通れず、装置はなかった。

部変更した。
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男性は2011年8月に脳出血で死亡し、2012年7月に労災認定さ
れた。一審は会社側の安全配慮義務違反は認めたが、健康診断で
高血圧を指摘されても受診しなかったことなどから死亡要因の7割
は男性側の過失と認定。

情報漏えい
●大手自動車部品メーカーにサイバー攻撃

北米拠点標的か、事業

への影響なし

控訴審判決は「健康状態を十分顧みることなく職責を果たそうと

大手自動車部品メーカーが、2021年12月に、ランサムウェア（身

する労働者が存在することも考慮し、職場環境を構築すべき」
として

代金ウイルス）によるサイバー攻撃を受けてサイバー犯罪集団によ

男性側の過失を５割とし、元役員3人の賠償責任については「実効性

る社内ネットワークへの侵入を許した。
しかし、事業活動に欠かせ

ある措置を講じなかった」
と支社常駐の役員の過失を認定した。一

ないデータや重要情報は、新しいネットワークに移行済みだったた

方本社常駐役員2人の責任は認めなかった。

め、事業活動には影響がないとしている。

なお、控訴審判決後、会見した男性の長男は「役員1人の責任は認
められて良かったが、過失割合や他の役員に責任がないとした部分
には納得していない」
と上告する意向を示していた。

同社は取材に対し、犯罪集団との交渉や身代金支払いの有無な
どは明らかにしていない。
同社の情報セキュリティ部門が24時間態勢で攻撃に備えており、
犯行声明が出る前に、セキュリティシステムがサイバー攻撃で狙わ

●駐車場で転倒骨折

マンション管理組合に賠償判決

れたとする「異常」を察知して状況確認に乗り出し、ほどなくして犯

雪が積もったマンション駐車場で転んで骨折したのは管理に問

行声明も出た。国内ネットワークにはウイルス感染が見られず、海外

題があるとして、住民女性（52歳）がマンション管理組合に257万円

での事業活動にも影響が出ていないことが同じ頃にわかった。狙わ

の損害賠償を求めた訴訟において、2月25日に地裁は組合の安全配

れた北米の拠点の感染で、古いネットワークにつながっていたメキ

慮義務違反を認め、52万円の支払いを命じた。

シコの工場にあるパソコン約20台が感染していることが判明した。

判決によると、女性は2018年1月30日朝、雪かきをしようと仙台市

サイバー犯罪集団が取得した情報には、メキシコで働く従業員の個

のマンション駐車場に止めた自分の車に向かう際、足を滑らせて転

人情報が含まれている可能性があるが、事業活動を左右するほどの

倒。左大腿骨頸部骨折の重傷を負った。地面には約10センチの積雪

ものではなかったとみられており、メキシコ工場は予定どおり1月3

の下に厚さ約5センチの氷が張っていた。

日から操業を始めた。

車の出入に支障がある積雪ではなかったとして、
「組合が除雪・除
氷義務を負っていたとは言えない」
と指摘する一方、日常の除雪作
業を利用者に委ねていることから、融雪剤の置き場所を示して使用
を促すなど、転倒防止の安全配慮義務があると認定した。
また、女性は地面が凍っているのを確認しつつも滑りにくい靴を
履かず、適切な歩き方をしなかったとして女性側の過失も認め、認

なお、犯罪集団は公式サイトで一時、同社から盗み出したとみら
れる情報の一部を公開していた。
ランサムウェアは近年、被害が増加している。自動車メーカーで
は、2020年に社内システムがランサムウェアとみられるウイルスに
感染し、国外の9工場が停止する事態となった。また、ゲーム大手会
社などへの攻撃もこれまでに明らかになっている。

定額の75％を過失相殺した。
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Information
企業のサイバーセキュリティに関する実態調査2021年度版を公開しました
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研では、
サイバーセキュリティ対策への取り組み、
被害の状況や課題等、企業のサイバーセキュリティに関する現状および傾向を
とらえ、今後のサイバーセキュリティリスク低減に資することを目的に、
「企業の
サイバーセキュリティ対策に関する実態調査(以下、本調査)」
を実施しました。
本調査結果はＭＳ＆ＡＤインターリスク総研オフィシャルサイトにて公開して
おります。本調査が企業の皆さまにとって、
さらなる取り組みの一助となれば幸
いです。
【掲載先URL】

https://www.irric.co.jp/pdf/reason/research/2021̲cyber
̲security̲2.pdf

１ 実施概要

⑵組織体制の整備で持続可能なサプライチェーンを実現
組織体制を整備している企業では、組織体制が無い企業よ

調査方法

質問紙郵送法（Web回答併用）

調査対象企業

10,000社（業種別に無作為抽出）

有効回答数

有効回答数：596件（回収率：5.9%）

調査期間

2021年11月18日発送完了〜12月4日

りサプライチェーン間でサイバー対策要求が交わされている
割合が多くなっていることがわかった。組織体制を整備するこ
とでサプライチェーンの適切な管理と企業価値の向上、安定
につながるものと考える。
⑶「マネージドセキュリティサービス」による体制整備とセ
キュリティ強化を推奨

２ 調査結果概要
⑴サイバーセキュリティ体制の整備が、組織変革につながる
組織体制を整備していることが、
サイバーセキュリティ対策
だけでなく、
テレワークやクラウド利活用推進へも優位に働い
ていることがわかった。
サイバーセキュリティ対策の組織的な
改善活動に加え、新しい技術を取り込み、企業の変革を後押
しできるものと考えられる。

ネットワーク監視やエンドポイントセキュリティソフトを導入
したまま運用を行っていない企業が一定割合存在することが
わかった。
セキュリティ機器の運用サービスである
「マネージド
セキュリティサービス」は、社内のセキュリティ監視体制が無
い企業、セキュリティの専門知識が無い企業においては特に
有用なサービスであると考える。
⑷保険は付加サービスも含めて必要性を検討
サイバー保険そのものの認知度が徐々に高まっていること
や、
サイバー保険に加入していない企業では対応・初動時に機
能する付帯サービスを求めていることがわかった。
サイバー保
険では事故発生リスクや被害拡大リスクを低減するサービス
の付帯が始まっており、活用が望まれる。
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第2回「『空飛ぶクルマ』の社会受容性等に関する調査」を実施
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループのＭＳ＆ＡＤインターリ

ルマ」
に対する期待、不安について地域や属性等の特性を踏まえ

スク総研株式会社は、
「空飛ぶクルマ」
に対する消費者の意識や

た結果を示すことができました。
さらに、社会受容性の観点から

社会受容性を把握し、商品・サービスの高度化と新たな開発に

は、有事の際のスキームや不安要素についての対策に取り組む

活かすことを目的に、第２回「『空飛ぶクルマ』
の社会受容性等に

必要があることを明らかにすることができました。
「 空飛ぶクル

関する調査」
を実施しました。

マ」
の社会実装に向け、市場性、社会受容性双方を高めるための

2020年度、移動に関する様々な課題を解決する次世代モビ

課題とその克服のための条件を理解し、特に市場性の観点にお

リティとして期待される
「空飛ぶクルマ」
の社会受容性等に関す

いては、地域、属性等の特性を踏まえた対策を講じる必要がある

る調査を実施しましたが、2021年度も引き続き本調査を実施し

と考えられます。

ました。今回の調査では、東京大学スカイフロンティア社会連携
講座の中村裕子特任准教授のご協力のもと、利用者を含む社会

アンケートの詳細な結果は、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研の
オフィシャルサイトにて公開しています。

が、現在の移動手段に対して抱いている不満や課題、
「空飛ぶク

１ 調査の概要
⑴調査方法： Webによるアンケート

⑵調査対象： 15歳〜89歳の男女個人
⑶回答数 ： 2,000人

⑷調査期間： 2021年8月

※「地域①」東京都・大阪府在住者：800、
「 地域②」三重県・長崎県在住者：
800、
「地域③」左記以外の在住者：400。性別、年代がほぼ均等となるよう割
付を実施。
【地域①、②についての補足】
地域①：渋滞などの課題解決の手段として期待されていると考えられる大都
市圏（東京都・大阪府）
地域②：大都市からのアクセス、県内でのアクセスの課題解決の手段として期
待されていると考えられる地域（三重県・長崎県）

2 調査結果の概要
「空飛ぶクルマ」が実現すると思うと答えた
人の割合は53.1％でした。2020年度の調査
では、実 現すると思うと答えた人の割 合は
57.8％、
２年続けて50％台となり、
「空飛ぶク
ルマ」
の認知度が十分に上がっていない状況で
す。地域別では、東京都・大阪府在住者が、三
重県・長崎県、
その他地域と比較して、
「空飛ぶ
クルマ」
が実現すると思う割合が高い結果とな
りました。
イベント等の開催が多く、万博での飛
行も予想される等、大都市圏在住者の方が他
の地域在住者と比べて
「空飛ぶクルマ」
を身近
に
（現実的なものとして）感じる傾向が強いと

【図1】空飛ぶクルマの実現可能性

推察されます
（図１）。
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また、
「 空飛ぶクルマ」に対して期待すること
で最も多かったのは「移動時間の短縮」、
２番
目に多かったのは「渋滞のない移動」であり、
2020年度の調査でも同じ結果でした。地域別
でみても、
１番目、
２番目では差異は認められま
せんでしたが、
３番目に多かったのは、東京都・
大阪府では「都市部の渋滞緩和」、三重県・長
崎県では
「離島等、今まで簡単には行けなかっ
た場所への移動」、
その他地域では
「救命・救急
医療の迅速化」
という結果となりました。東京
都・大阪府では渋滞、三重県・長崎県では離島
への移動の不便さ、
その他地域では救命・救急
における移動・移送の不便さ等、各地域の移動
における課題や日常における移動の容易さ等、
差異が認められたことが要因と考えられます

【図２】
「空飛ぶクルマ」
に対して期待すること

（図２）。

「空飛ぶクルマ」
を利用したい場面で最も多
かったのは「急いでいる場面（鉄道やタクシー
より時間短縮できる場合）」
であり、2020年度
の調査でも同じ結果でした。性別では１番目で
は差異は認められませんでしたが、
２番目に多
かったのは、男性は「遊覧飛行など観光・娯楽
の場面」、女性は「空港から目的地へ移動する
際の負担を減らしたい場面」
となりました。
アン
ケートの結果から、
男性は女性と比べ出張の機
会が多かったことから、空港から目的地への移
動に負担を感じない傾向にある
（慣れている）
と推察され、
それが差異の生じた要因と考えら
れます
（図３）。

【図３】
「空飛ぶクルマ」
を利用したい場面

最後に、利用者以外の
（「空飛ぶクルマ」
の飛
行ルートや離着陸場周辺住民としての）立場に
おいて、
「空飛ぶクルマ」
に対する不安という面
では、
１番目に多かったのは「墜落した場合の
人命、財産に対する甚大な被害」
であり、
「落下
物」がこれに続きましたが、2020年度の調査
でも同じ結果でした。
また、属性による大きな
差異は認められませんでした。
「空飛ぶクルマ」
が墜落したり建物等に衝突しないことや、荷物
等を落とさないこと、騒音を出したり犯罪に悪
用されたりしないこと等、属性にかかわらず共
通の不安を有しているものと考えられます
（図
４）。
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【図４】
「空飛ぶクルマ」
が自宅の上空を飛ぶことに対する不安
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