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はじめに 

 

 防災や減災のためには、自分や家族が居住する場所、さらには自分や家族が通勤・通学

する場所および買い物や診察・治療などで訪問する場所、そしてそれらの場所までの経路

に潜む自然災害に対する脆弱性、すなわち身近な場所での「素因」の存在の有無の確認を

しておくことが重要です。 

素因があれば、素因に働きかけて災害を引き起こす可能性のある誘因、例えば台風や大

雨や地震などについて、気象庁の防災気象情報などから、それらの誘因の接近や発生に普

段から注意を払い、誘因の接近や発生が予測される場合には、避難を含めた防災対策を講

じて災害をやり過ごすことができれば、かけがえのない命を救うことができることになり

ます。 

防災アプリ「ハザードチェッカー」の開発チームは、素因が存在する地点では自然災害

に遭う可能性が非常に高いので、『災害が発生しないかを常に懸念・心配して、地震対策の

実施や非常食の常備や非常持出袋の準備等は当然のこととして、常に防災気象情報に注意

をして、避難する必要があれば、自分の決めた逃げ時に、すぐに、安全な場所に安全な経

路で避難する』という意識を持つことが重要であると考え、このような減災のために必要

な対応を惹起する意識を「災害懸念バイアス」と名付けています。 

しかし、ハザードマップなどで確認して、身近な場所に素因があれば、その素因に働き

かけて災害を引き起こす誘因に常に注意を払い、誘因の発生が予測されれば避難などの行

動を実践するという「災害懸念バイアス」による防災・減災の実践は、「言うは易く行うは

難し」です。 

ハザードマップは自治体で作成され、各戸に配布されたり、転居時に転入手続きをした

際に市・区役所あるいは町・村役場で手渡されます。しかし、これまでの各種調査で明ら

かにされているように、ハザードマップの存在を認識している人、いつでもハザードマッ

プを見ることができる人、ハザードマップを見て自宅などの安全性を確認できる人などは、

少数であることが分かっています。 

「ハザードチェッカー」は、上述の紙によるハザードマップの持つ課題を解消すべく、

いつでも、どこでも、だれでもが、現在地や任意の地点の持つ素因の有無を確認でき、併

せて時々刻々と変化する誘因に関する情報を取得できるアプリを目指して開発してきたも

ので、「災害懸念バイアス」による防災・減災の実現に、大きく貢献できるものと考えてい

ます。 

そのため、このたび、我々は、「ハザードチェッカー」のスマホ詳細版の危険性確認結果

画面を見ながら、自宅や実家などの安全性を確認して対策を考えることができる「減災カ

ルテ・処方箋」の試用版を作成してみました。 

是非、「減災カルテ・処方箋」の試用版を印刷して、実際に素因の有無をチェックしてカ

ルテに書き込み、処方箋を考えることで、防災・減災の活動にお役立て下さい。 

 

「ハザードチェッカー」開発チーム 有馬昌宏 
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「減災カルテ・処方箋」の使い方は以下の通りです。 

スマホ詳細版を使用していることを前提にしての説明です。 

 

① 「減災カルテ・処方箋」の前の欄に、自宅や通勤通学先や実家などの対象となる地点（対

象地点）の名称（例えば「我が家の」や「おじいちゃんの家の」など）を記入して下さい。 

 

② 作成日を記入して下さい。 

 

③ 対象地点の住所を記入して下さい。 

 

④ 危険性確認結果画面のトップに表示される確認結果から、対象地点の「標高」と「海岸

まで」の距離を転記して下さい。 

 

⑤ 先頭の「気象庁防災情報（誘因）」（赤色表示の場合も）のボタンをタップし、移動先の

「河川の氾濫による洪水の危険度 →洪水警報の危険度分布(気象庁)」をタップして、表

示される対象地点の近くの河川名と、その河川の河岸からの距離を大まかでよいので記

入して下さい。 

  （表示される河川の横には河川名が表示されるはずですが、縮尺が小さくて日本全国が

表示される場合や、河川名が表示されない場合は、対象地点へ移動させ、＋ボタンで表示

を拡大させて下さい。） 

 

⑥ 津波浸水については、危険性結果確認画面の表示ならびに災害種別ハザードマップで、

「判定不能（No Data）」の場合は青色の「重ねるハザードマップ（津波浸水想定域）へ」

で、あるいは「市区町村の津波・高潮ハザードマップ閲覧へ」をタップして移動先の「市

区町村のハザードマップを見る →「わがまちハザードマップ（国土交通省）」を介して

各市区町村が公開している pdf 版の津波ハザードマップにアクセスして、津波の浸水被

害の危険性の有無をチェックして下さい。 

津波の浸水の危険があり、「有」にチェックされた場合は、想定浸水深を赤などの目立

つ色のマーカー等で、二階建て家屋と大人と子供が表示された浸水深記入図の横に、矢印

（→）で記入して下さい。 

津波による浸水の危険があれば、緑色の「津波に備える（首相官邸 HPへ）」をタップし

て、リンク先の内容を読み、津波に関する知識を深めて下さい。 

さらに、危険性結果確認画面の先頭の「指定緊急避難場所一覧」と「自治体ウェブサイ

ト」から対象地点が属する市区町村のウェブサイトの防災のページなどを参照して、津波

避難タワーや津波避難ビルなども候補に含めて、津波襲来時の緊急避難場所とそこまでの

移動時間を実測の上で避難場所の欄に記入して下さい。 

赤色の「津波警報等の発表状況（気象庁 HPへ）」をタップして、津波の危険がある場合

には、どのような警報・注意報等がどのようなタイミングで発表されるかを確認して下さ
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い。 

気象庁からの大津波警報・津波警報・津波注意報などを参考に、どのような状況あるいは

タイミングで避難場所へ逃げるのか、判断基準を逃げ時の欄に記入して下さい。 

逃げ時としては、例えば、 

1）「津波警報等の発表状況（気象庁 HP へ）」をタップして、『津波注意報が発表されたの

を確認』した（実際の記載は『津波注意報発表』）、 

などが考えられます。 

津波に対して緊急避難が必要な場合は、逃げるまでの時間的余裕がほとんどありません

から、普段から非常持出袋などの準備をしておくことを忘れないで下さい。 

 

⑦ 高潮による浸水被害についても、危険性結果確認画面の表示ならびに災害種別ハザード

マップ（以上、兵庫県と広島県のみ）で、あるいは兵庫県と広島県以外で「判定不能（No 

Data）」の場合は、青色の「市区町村の津波・高潮ハザードマップ閲覧へ」をタップして、

移動先の「市区町村のハザードマップを見る →「わがまちハザードマップ（国土交通

省）」を介して各市区町村が公開している pdf 版の高潮ハザードマップにアクセスして、

高潮の浸水被害の危険性の有無をチェックして下さい。 

高潮による浸水の危険があり、「有」にチェックされた場合は、緑色の「高潮から身を守

る（国土交通省 HPへ）」をタップして、高潮被害についての知識を深めて下さい。 

また、想定浸水深を赤などの目立つ色のマーカー等で、二階建て家屋と大人と子供が描

かれた浸水深記入図の横に、矢印（→）で記入して下さい。 

さらに、危険性結果確認画面の先頭の「指定緊急避難場所一覧」と「自治体ウェブサイト」

を経由して市区町村のウェブサイトの防災のページなどを参照して、高潮の際の避難場所

とそこまでの移動時間を実測の上で避難場所の欄に記入し、どのような状況あるいはタイ

ミングで避難場所へ逃げるのか、判断基準を逃げ時の欄に記入して下さい。 

逃げ時としては、例えば、 

 1）危険性確認結果画面の先頭の「気象庁防災情報（誘因）」をタップし、画面の移動先の

気象庁防災情報の欄の下の「警報等の発表状況 →気象警報・注意報(気象庁)」をタッ

プして『高潮注意報が発表されたのを確認』した（実際の記載は『高潮注意報発表』）、 

などが考えられます。 

高潮に対して緊急避難が必要な場合は、逃げるまでにある程度の時間的余裕はあります

が、慌てないですむように、普段から非常持出袋などの準備をしておくことを忘れないで

下さい。 

 

⑧ 河川の氾濫による洪水浸水については、危険性結果確認画面の表示ならびに災害種別ハ

ザードマップで、「判定不能（No Data）」の場合は青色の「重ねるハザードマップ（想定

最大規模降雨の場合）へ」で、あるいは「市区町村の洪水・内水ハザードマップ閲覧へ」

をタップして移動先の「市区町村のハザードマップを見る →「わがまちハザードマップ

（国土交通省）」を介して各市区町村が公開している pdf 版の洪水ハザードマップにアク
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セスして、河川の氾濫（外水氾濫）による洪水の浸水被害の危険性の有無をチェックして

下さい。 

  なお、洪水ハザードマップには、30 年から 200 年に一度程度発生で想定される計画規

模降雨に基づくものと、1,000 年に一度程度発生の想定最大規模降雨に基づくものがあり

ます。想定最大規模降雨に基づく洪水ハザードマップでは、家屋倒壊等氾濫想定区域（家

屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生するこ

とが想定される区域）の指定があります。 

ハザードチェッカーでは、現時点では、計画規模降雨に基づく浸水域の内外判定と浸水

深表示のみを行っています。浸水域の表示の対象となる河川は、計画規模降雨に基づく浸

水想定図と想定最大規模降雨に基づく浸水想定図とでは異なることがあります（現時点で

は、想定最大規模降雨に基づく浸水想定図は、計画規模降雨に基づく浸水想定図が策定さ

れている河川の一部で策定されていると考えて下さい。）。このため、計画規模降雨の場合

のハザードマップと想定最大規模降雨の場合のハザードマップの両方で、対象地点の浸水

被害の可能性の有無の確認を行って下さい。 

さらに、洪水による浸水想定域の策定は、従来の洪水予報河川（流域面積が大きい河川

で、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じる恐れがある河川で、全国で 421

河川を指定）ならびに水位周知河川（洪水予報指定河川以外の河川のうち、洪水により国

民経済上重大または相当な損害を生じる恐れがある河川で、特別警戒水位（氾濫危険水位）

を定めて、この水位に到達した旨の情報を出す河川で、全国で 1,597河川を指定）だけで

なく、その他の中小河川に対しても拡大されて行われていますが、これらの中小河川の洪

水ハザードマップはオープンデータとして公開されていない場合があります。 

また、特定都市河川浸水被害対策法に基づいて都市洪水想定区域が指定されていること

もあります。 

このため、ハザードチェッカーの洪水ハザードマップや国土交通省の重ねるハザードマ

ップなどのデジタル版のハザードマップだけでなく、各市区町村が作成して公開している

（pdf版の）洪水ハザードマップも参照して、対象地点が浸水想定域に入っていないかど

うか、入っている場合は、想定浸水深はどの程度かを確認しておいて下さい。 

  洪水（外水氾濫あるいは河川氾濫）に備えるためには、緑色の「水防について（政府広

報オンライン HP）へ」あるいは「浸水深と避難行動について（国土交通省 HP）へ」をタ

ップするなどして、知識を深め、対策を検討して下さい。 

洪水による浸水の危険があり、「有」にチェックされた場合は、想定浸水深を赤などの

目立つ色のマーカー等で浸水深記入図の横に矢印（→）で記入して下さい。計画規模降雨

のハザードマップを利用した場合は→の横に「（計画）」を、想定最大規模降雨のハザード

マップを利用した場合は→の横に「（最大）」を補記しておくとよいでしょう。また、対象

地点が家屋倒壊等氾濫想定区域内であれば、二階建て家屋の横に「家屋倒壊危険」と大き

く朱記されることをお勧めします。 

続いて、危険性結果確認画面の先頭の「指定緊急避難場所一覧」と「自治体ウェブサイ

ト」から対象地点が属する市区町村のウェブサイトの防災のページなどを参照して、洪水
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の発生が予測される場合の緊急避難場所とそこまでの安全が確保できる経路での移動時

間を、実測の上で、避難場所の欄に記入して下さい。 

その上で、どのような状況あるいはタイミングで避難場所へ逃げるのか、判断基準を逃

げ時の欄に記入して下さい。 

逃げ時としては、例えば、 

1）危険性確認結果画面の先頭の「気象庁防災情報（誘因）」をタップして気象庁防災情報

の欄の下の「警報等の発表状況 →気象警報・注意報(気象庁)」をタップして『大雨注

意報・洪水注意報が発表されたのを確認』した（実際の記載は『洪水注意報発表』）、 

2）危険性結果確認画面の洪水・内水の欄の赤色の「洪水警報の危険度分布（気象庁 HP）

へ）」をタップして、対象地点の近くの『〇〇川の表示色が水色から黄色の注意へ変わ

ったのを確認』した（実際の記載は『（洪水危険度分布で）〇〇川が黄色表示に』）、 

3）危険性結果確認画面の洪水・内水の欄の赤色の「大雨警報（浸水害）の危険度分布（気

象庁 HP）へ」をタップして、対象地点を含む『メッシュの色が黄色に変わったのを確認』

した（実際の記載は『（浸水害危険度分布で）メッシュが黄色表示に』）、 

4）危険性結果確認画面の洪水・内水の欄の赤色の「指定河川洪水予報（気象庁 HP）へ）」

をタップして、対象地点が含まれる地方に「氾濫注意情報・・・【警戒レベル２相当】」

が発表されている場合、さらに地方名をタップして、対象地点の近くの『〇〇川に氾濫

注意情報が発表されたのを確認』した（実際の記載は『（指定河川洪水予報で）〇〇川が

黄色表示に』）、 

などが考えられます。 

なお、指定河川洪水予報が発表される対象となる河川は、指定河川洪水予報 予報区域

一覧（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/flood-tableA.html）を参照して下

さい。 

洪水に対して緊急避難が必要な場合は、特に家屋倒壊等氾濫想定区域内に対象地点があ

る場合には、逃げるまでの時間的余裕はありませんので、すぐに避難ができるように、普

段から非常持出袋などの準備をしておくことを忘れないで下さい。 

 

⑨ 内水氾濫による浸水については、現在は広島市のみで表示される危険性結果確認画面の

表示ならびに災害種別ハザードマップで、広島市以外では「判定不能（No Data）」が表示

されるので、青色の「市区町村の洪水・内水ハザードマップ閲覧へ」をタップして、移動

先の「市区町村のハザードマップを見る →「わがまちハザードマップ（国土交通省）」

を介して各市区町村が公開している pdf 版の内水ハザードマップ（水防法第 14 条の 2 

に規定する雨水出水浸水想定区域のマップ）にアクセスして、内水氾濫の浸水被害の危険

性の有無をチェックして下さい。 

  内水氾濫については、緑色の「避難の心得 水害・内水氾濫編（日本気象協会）へ」を

タップするなどして、知識の獲得と対応策などを学習して下さい。 

内水氾濫による浸水の危険があり、「有」にチェックされた場合は、想定浸水深を赤な

どの目立つ色のマーカー等で、浸水深記入図の横に矢印（→）で記入して下さい。 
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続いて、危険性結果確認画面の先頭の「指定緊急避難場所一覧」と「自治体ウェブサイ

ト」から対象地点が属する市区町村のウェブサイトの防災のページなどを参照して、内水

氾濫の発生が予測される場合の緊急避難場所とそこまでの安全が確保できる経路での移

動時間を、実測の上で、避難場所の欄に記入して下さい。 

その上で、どのような状況あるいはタイミングで避難場所へ逃げるのか、判断基準を逃

げ時の欄に記入して下さい。 

逃げ時としては、例えば、 

1) 危険性確認結果画面の先頭の「気象庁防災情報（誘因）」をタップし、画面の移動先の

気象庁防災情報の欄の下の「警報等の発表状況 →気象警報・注意報(気象庁)」をタッ

プして『大雨注意報・洪水注意報が発表されたのを確認』した（実際の記載は「大雨注

意報発表」）、 

2) 危険性結果確認画面の洪水・内水の欄の赤色の「大雨警報（浸水害）の危険度分布（気

象庁 HP）へ」をタップして、対象地点を含む『メッシュの色が黄色に変わったのを確認』

した（実際の記載は『（浸水害危険度分布で）メッシュが黄色表示に』）、 

などが考えられます。 

 

⑩ 土砂災害の危険については、危険性結果確認画面の表示ならびに災害種別ハザードマッ

プ（土砂）で、「判定不能（No Data）」が表示される場合は、青色の「市区町村の土砂災

害ハザードマップ閲覧へ」をタップして、移動先の「市区町村のハザードマップを見る 

→「わがまちハザードマップ（国土交通省）」を介して各市区町村が公開している pdf版

の土砂災害ハザードマップにアクセスして、各種土砂災害の危険性の有無をチェックす

るとともに、有のばあいは、災害種別も記入して下さい。 

  土砂災害には、大別して、土石流、急傾斜地の崩壊（崖崩れ）、地すべりの３種別があ

ります。また、危険性については、特別警戒区域（レッドゾーン）、警戒区域（イエロー

ゾーン）、危険箇所の３種類の指定があり、緑色の「土砂災害から身を守る（政府広報オ

ンライン HP）へ」をタップするなどして、土砂災害の種類や各種別から身を守る対応策

などを学習して下さい。 

  なお、ハザードチェッカーのハザードマップ（土砂）では、現時点では、土砂災害（急

傾斜地の崩壊、土石流、地すべり）の特別警戒区域と警戒区域は表示されますが、危険箇

所は表示されません。（対象地点が危険箇所内にあるかどうかの判定はされて表示欄に結

果表示されます。） 

しかし、普段の通勤・通学や散歩などで通る経路沿いの土砂災害の危険箇所の存在には、

土砂災害に巻き込まれないようにするために、十分に注意する必要があります。 

このため、減災カルテでは、対象地点の周囲（およそ徒歩５分以内の半径３００ｍ以内）

にも土砂災害の危険がないかどうかを確認してチェックをするようにしています。 

土砂災害危険箇所は、現時点では、青色の「重ねるハザードマップ（土砂災害）へ」を

タップすることで、４種類の災害種別（土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべ

り危険箇所、雪崩危険箇所）で確認することができます。 



8 

土砂災害の危険があり、対象地点ならびに半径３００ｍ以内の両方あるいはいずれかの

「有」にチェックされた場合は、災害種別の欄に、該当する災害種別（崖崩れ、地すべり、

土石流）を記入して下さい。複数の土砂災害の危険がある場合もあります。 

続いて、危険性結果確認画面の先頭の「指定緊急避難場所一覧」と「自治体ウェブサイ

ト」から対象地点が属する市区町村のウェブサイトの防災のページなどを参照して、土砂

災害の発生が予測される場合の緊急避難場所とそこまでの安全が確保できる経路での移

動時間を、実測の上で、避難場所の欄に記入して下さい。 

その上で、どのような状況あるいはタイミングで避難場所へ逃げるのか、判断基準を逃

げ時の欄に記入して下さい。 

逃げ時としては、例えば、 

1) 危険性結果確認画面の土砂災害の欄の赤色の「土砂災害警戒情報（気象庁 HP）へ」を

タップして、対象地点が含まれる市区町村に『土砂災害警戒情報が発表されたのを確認』

した（実際の記載は『土砂災害警戒情報発表』）、 

2) 危険性結果確認画面の土砂災害の欄の赤色の「土砂災害警戒判定メッシュ情報（気象

庁 HP）へ」をタップして、対象地点を含む『メッシュの色が黄色に変わったのを確認』

した（実際の記載は『土砂災害警戒判定メッシュが黄色に』）、 

などが考えられます。 

 

⑪ 地震による災害の危険性を確認するには、国立研究開発法人防災科学技術研究所が提供

している「地震ハザードカルテ」が非常に有用です。しかし、このカルテは、一般人が見

てもなかなか理解することが難しいため、「ハザードチェッカー」では、理解がしやすい

情報である指定地点の表層地盤増幅率、微地形の種類、今後 30年以内に震度５弱以上お

よび震度６弱以上の地震が発生する確率を表示しています。 

減災カルテには、微地形の種類を微地形の欄に、表層地盤増幅率を揺れやすさの欄に転

記して、地盤の強弱の確認をして下さい。 

同じ規模の地震でも地形の種類によって地盤の弱さが異なるため、揺れやすさが異なり

ます。揺れやすさを数値化した指標が表層地盤増幅率で、数値が大きいほど地盤は弱く、

地震の振動が増幅されて揺れは大きくなります。一般に、表層地盤増幅率が「1.5」を超え

れば要注意、「2.0」以上の場合は揺れが強くなり、地震への備えが特に必要とされていま

す。 

微地形によって地盤の強度が異なり、液状化が起こりやすくなります。液状化が起こり

やすい地形は、「埋立地」、「干拓地」、「旧河道」、「三角州・海岸低地」などとされていま

す。（なお、山麓堆積地と高い盛土地は地盤崩壊、山麓堆積地と扇状地は土石流および斜

面崩壊、旧河道と後背低地と干拓地と海岸平野と三角州と砂州・砂堆は洪水氾濫および内

水氾濫、干拓地と海岸平野と三角州と埋立地と後背低地は高潮洪水の危険があるとされて

います。（参照：国土地理院「地形分類について」（https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_ 

configuration.html）） 

次に、指定地点の建物の建築年（正確には建築確認申請が受理された年月日）を記載し
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て下さい。建築確認申請が受理された年月日によって、建物の耐震基準が異なります。1981

年（昭和 56年）５月 31 日以前であれば、旧耐震基準で「震度５程度までの地震で即座に

建物が崩壊しない」程度の耐震性が、1981年（昭和 56年）６月１日以降であれば、新耐

震基準で「中規模の地震（震度５強程度）でほとんど損傷せず、大規模な地震（震度６強

～７程度）で倒壊・崩壊しない」程度に高められた耐震性が、さらに 2000年（平成 12年）

６月１日以降であれば、不同沈下を防ぐために地耐力に応じて最適な基礎を作るために地

耐力調査（地盤調査）が事実上義務付けられて建物の耐震性は大きく向上しています。 

記載した建物の建築年に応じて、耐震性のチェック欄に、1981年の旧耐震基準の建物で

あれば×印を、2000 年までの新耐震基準の建物であれば△印を、2000 年以降の新耐震基

準の建物であれば〇印を記入し、今後 30 年以内に震度６弱以上の地震が発生する確率を

震度６弱以上確率の欄に転記して下さい。 

また、建物建築年の縦方向の矢印に対して、建築年を赤色などの目立つ色のマーカー等

で、該当する年に横矢印（→）を記入して下さい。 

さらに、寝室でベッドあるいは布団の上に横たわり、周囲から倒れてくる家具や落ちて

くる物がないかを確認して、寝室確認のチェック欄に、安全であれば〇印を、安全ではな

い場合は×印を記入して下さい。 

旧耐震基準や 2000 年までの新耐震基準の建物で、天気した震度６弱以上確率の数値が

高ければ、地震に対しての被害の可能性は非常に高くなっていると考えられます。建物の

耐震診断や必要であれば耐震工事を実施し、少なくとも、寝室の安全性だけは確保するよ

うに努めて下さい。（耐震ベッドや耐震シェルターの設置も考えられます。） 

地震に関しては、緊急地震速報から実際の地震までの時間間隔が短く、指定緊急避難場

所へ事前避難することは事実上、不可能です。普段から非常食の常備と非常持出袋などの

準備、ならびに停電・断水・ガス供給停止などへの対応を考えておくことを忘れず、実践

するようにして下さい。 

避難場所の欄には、自治体の防災関連ページなどを参照して、最寄りの指定避難所を記

載して下さい。（避難所への避難に加えて、自宅の耐震化などによる在宅避難や遠方の地

震被害のない地域の実家などへの広域避難なども検討してみて下さい。） 

 

⑫ 以上で減災カルテの記載が完了しますので、続いて、カルテに基づいて処方箋を検討し

ます。 

  処方箋には、カルテで明らかになった災害に対する対象地点やその地点の建物の災害に

対する脆弱性をいかに克服していくかを、地盤（地盤強化、地盤嵩上げ、側溝整備など）、

建物（耐震診断、耐震補強、耐震ベッド設置、建替えなど）、室内（家具類の転倒・落下・

移動防止策、室内の整理など）、飲食料・生活用品備蓄、非常持出袋準備、保険（火災保

険、店舗総合保険、地震保険、自動車保険、損害保険など）加入、などの項目別に、今後

１年間を目途に実施する対策を箇条書きで記入して下さい。 

 

⑬ 以上で減災カルテ・処方箋の作成は完了です。半年あるいは１年に１回、この減災カル



10 

テ・処方箋を見直して、新たな減災カルテ・処方箋を作成し、我が家や実家などの防災・

減災に役立てて下さい。 
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おわりに 

 

「減災カルテ・処方箋」は、ご自由にご活用下さい。 

 「減災カルテ・処方箋」を作成することで、企業や団体では、従業員の自宅や実家の安全

確保につながり、災害後の出勤率が高まり、BCP に貢献することができます。 

 学校では、学生・生徒・児童への防災教育に利用可能で、学生・生徒・児童の安全確保は

もとより、子供から親や祖父母へと働きかけがされることで、防災・減災の活動を地域社会

へと広げていくことが期待できます。 

 地域社会では、自主防災組織などを中心に、まずは自宅や自店舗の防災・減災対策を講じ

て、その上で地区防災計画策定などで共助を考えて、さらに事前復興計画を検討するなどし

て住宅再建などを容易にするように工夫することで、地域社会・コミュニティのレジリエン

スを高めることに繋がります。 

 減災カルテ・処方箋のご利用について、防災学習や集合研修などの場での利用をお考えの

場合は、以下に記載の「ハザードチェッカー」開発チーム代表者の連絡先メールアドレスに

ご連絡下さい。 

 また、利用されてお気づきの点や改良した方が良い点などがありましたら、同じく以下に

記載の「ハザードチェッカー」開発チーム代表者の連絡先メールアドレスにご連絡いただけ

れば有難く存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハザードチェッカー、減災カルテ・処方箋、本マニュアルに関する問合せ先 

 

開発チーム代表者の有馬昌宏までメールでご連絡下さい。 

arima@ai.u-hyogo.ac.jp 

 

減災カルテ・処方箋 使用マニュアル 

2019年８月 28日 初版発行 
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（メモ欄として使用されるか、減災カルテ・処方箋を貼付されるか、対象地点を中心とする

「ハザードチェッカー」のハザードマップ部分を印刷したものなどを貼付して下さい。） 


