
活動目的：「頑強で高い回復力を持った社会基盤」に不可欠な、住民コミュニティ（社会関係資本）を起動し自走化する街作りメソッドを開発・検証する。
活動概要：「たのしわけ（身近な楽しさを、家族や仲間と分かち合う暮らし）」が実現できる住宅や共有スペース等のハード設計案の検証と、
活発な集会活動が継続されるようなワークショップ等のソフトの提供手法の検証を行うことで、人口減少・少子高齢化における住宅街のモデルを開発する取組。
取組の先導性：「楽しさ」といった前向きな感情を中心にして、住宅の設計にとどまらず、集会やＩＣＴによる遠隔サポート、電気自動車の活用など、
複数の分野について検証されている点、また住民主導によりコミュニティを活性化する手法として最新のワークショップを導入している点に先導性がみられる。

主な実施内容

‐ミライニホンたのしわけ住宅プロジェクト（代表・TBWA博報堂）（岩手県陸前高田市）
27_地域コミュニティ起動型住宅街モデル「たのしわけ住宅」

【実施概要】

住民調査／アンケート（12票）＆個別インタビュー（8人）（12/20、1/19）
自治体調査／陸前高田市取材（1/17）
自治会調査／仮設事務局長取材（12/3,12/20）、自治会長取材（1/19）
ＮＰＯ調査／現地NPO法人ＳＥＴ代表取材（1/17）、NPO法人復興まちづ

くり研究所代表取材

【調査結果】

■現在の仮設住宅生活：

リーダーの牽引力によるコミュニティが形成されている。

■今後の本設住宅生活 （14年度に高台移転予定）：

「たのしわけ」のビジョンへの興味は大きい。

しかし、自立を前提とした新生活への不安もあり、

各住民の自発的なコミュニティ活動が進みにくくなっている。

【見解】

●本設コミュニティでは個々の住民の意見が出やすい自発的かつフラッ

トな運営が必要。

●「たのしわけ」の具体化と同時に、新生活での「収入」「健康」「防災」へ

の不安を取り除く共有インフラも必要。

陸前高田市・長洞地区仮設住宅をモデル対象として実施。

たのしわけ
身近な楽しさを、

家族や仲間と分け合う暮らし

たのしわけ集会
（ワークショップ形式）

目指すべき姿

コトつくり
【ソフト】

モノつくり
【ハード】
（例）

プロジェクトの思い 定住 自立 発信

被
災
地
で
の
持
続
可
能
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

頑
強
で
高
い
回
復
力
を
持
っ
た
社
会
基
盤

取組②基礎調査

①交流しやすい住宅街のデザイン
②大開口の集会所
③シェアライブラリー
④電気自動車のカーシェア
⑤超小型車のカーシェア
⑥ICTの遠隔サービス
⑦着地型ツアーの支援

取組①仮説作り

【住宅街のデザイン案】 【陸前高田市への取材】

頑健で高い回復力を持った社会基盤
（システム）の導入で先進する社会
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取組③１回目ワークショップ 2/2
＠長洞仮設集会室

取組④２回目ワークショップ 2/24～25
＠長洞仮設集会室

取組⑤３回目ワークショップ 3/15～16
＠長洞仮設村集会室

【たのしわけビジョンへの意識共有】
長洞地区の本質的魅力をワークショップを
通じて引き出し、長洞地区の理想像について
意見交換を行った。

【たのしわけビジョンの具体化】
参加住民の自発的発言を促しながら実施。

１回目ワークショップでの意見を基に地域の
未来マップと住宅地模型などのプロトタイプを
呈示し「たのしわけ」の深堀を行った。
ｴﾈﾙｷﾞｰ、ICT、ｶｰｼｪｱ等の受容性も確認した。

【たのしわけビジョンの完成】
地域の未来マップ完成版を提供し街づくりの
シンボルに。

１回目、２回目のワークショップで浮き彫りと
なった課題を解決するための高台住宅集会
所の模型を呈示し意見交換を行った。

プロトタイプ化

陸前高田市・長洞地区仮設住宅をモデル対象として実施。

プロトタイプ化

たのしわけビジュアルボードを作成

大型白地図でアイデア出し

たのしわけインフラを評価中

未来マップを作成し検証中

プロトタイプ化

住宅地について取材

未来マップが街づくりのシンボルに

集会所模型を作成し検証中
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得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

成果① ＝他地区に横展開可能な汎用メソッドの開発

「たのしわけコミュニティ起動プログラム」の
有効性が検証された。

成果② ＝長洞地区での具体的な成果

住民が一丸となれる
可視化された未来ビジョンが完成した。

■未来の長洞たのしわけマップ＜たのしわけコミュニティ起動プログラム＞

①「たのしわけ」コンセプト （→意識共有）

・「ひ孫の代まで暮らしが続く街づくり」を目指すコンセプトとして多く

の仮設住民や自治体など関係者に支持された実績。

②対話型リサーチ （→個別事情把握）

・アンケートやグループインタビューでは把握できない情報把握とラ

ポール（信頼関係）の形成を行う。

③プロトタイピングワークショップ （→一体感）

・アイデアの「プロトタイプ化」（マップや模型）による共同作業化。

・住民とのコミュニケータとして現地ＮＰＯとの協働運営。

・ビジョンの「可視化」によるコミュニティの一体感の醸成。

■長洞地区でのPLAN-DO-SEEによる復興モデルの完成。
今期PLANが終了し、今後DO（たのしわけ集会所や太陽光パネルやEVカーシェア等の導入）とSEE（コミュニティ活性度合いのチェック）を行う。

■他エリアへの横展開
各自治会などの地域リーダーが「たのしわけコミュニティ起動プログラム」を利用した街作りやコミュニティ作りに取り組めるよう、ツールやマニュアルの開発、
ＰＲ活動、研修活動など。

■高台集会所イメージ図

■高台集会所模型
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取組全体の目的・概要： 『生きる力』市民運動化プロジェクトの取組を基盤として、子ども向け防災教育ツール「ぼくのわたしの防災手帳」の
開発、及びＩＣＴ技術を活用したプログラムの基本コンセプトを開発することで、市民の実践的防災力の養成を目指す。

取組の先導性：産官学、教育委員会、住民といった多様な主体が連携することによって、子どもたち向け防災手帳、防災減災害ＩＣＴプログラ
ム開発等を切り口とした、地域コミュニティの防災減災意識の向上を図る点に先導性がみられる。

取組①子どもたち向け防災教育ツール「ぼくのわたしの防災手帳」の開発および使い方マニュアルの制作

主な実施内容

～「生きる力」市民運動化プロジェクト～（宮城県多賀城市）

28_「生きる力」市民運動化プロジェクト 実践的防災力養成事業

検討会の実施

＜第1回検討会 （2013年11月29日、東北大学）＞
・参加者：東北大学（今村教授、佐藤助教、保田助手）、復興庁、博報堂
・結果概要：手帳開発にあたり手帳の位置け・アウトプットイメージの合意

＜第2回検討会 （2013年12月18日、東北大学）＞
・参加者：東北大学（今村教授、佐藤助教、保田助手）、博報堂
・結果概要：多賀城高校の生徒とのグループワークを実施し、
子どもたちの「生きる力」を明らかにする

＜第3回検討会 （2014年1月20日、東北大学）＞
・参加者：東北大学（今村教授、佐藤助教）他、博報堂
・結果概要：多賀城高校生徒とのワークショップの進め方の検討、
多賀城市教育委員会へのインタビューを決定。

＜多賀城高校生徒とのワークショップ（2014年1月27日＞
・参加者：東北大学、多賀城高校生徒、博報堂
・結果概要：被災当時中学生であった生徒から震災時の状況、体験
の詳細をヒアリングし、子供たちの生きる力を明らかにした。

＜多賀城市教育員会へのインタビュー（2014年2月3日＞
・参加者：東北大学、多賀城市教育委員会、博報堂
・結果概要：多賀城市教育委員会にインタビューを実施し、被災当時
の子供たちの様子、心理状況の変化を明らかにした。

＜第4回検討会 （2014年2月12日、東北博報堂）＞
・参加者：東北大学（佐藤助教、保田助手）、博報堂
・結果概要：グループワークの結果より、子供達の「生きる力」を
手帳構成要素に付加する事を決定。

＜最終検討会 （2014年3月12日、東北大学）＞
・参加者：東北大学（今村教授、佐藤助教、保田助手）、博報堂
・結果概要：「ぼくのわたしの防災手帳」および使い方マニュアル内容の
最終打合せを実施。

手帳開発方法の
設計

＜手帳開発のフロー＞

多賀城高校生徒
とのワークショッ

プ実施

調査結果分析

子ども向け防
災手帳プロトタ
イプ版開発

頑健で高い回復力を持った社会基盤
（システム）の導入で先進する社会
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今後、「ぼくのわたしの防災手帳」の具体的導入、「ＩＣＴソフト」のプロトタイプづくりを自走させる。さらに、より実践的な形で模擬体験できる『被災訓練』
プログラムを開発し、個人のもつ「生きる力」をより高めることを目指す。具体的には、『被災訓練』のトライアルを行い、その結果を反映したプログラム
のパッケージ化を図り、平成２７年３月に開催される国連世界防災会議で成果を発表。災害大国日本の教訓を世界に役立てることを目指す。

取組②ＩＣＴ技術を活用したプログラムの基本コンセプト開発

＜第１回 検討会（2013年11月29日、東北大学）＞
・参加者：東北大学（今村教授、佐藤助教、保田助手）、博報堂、
東北博報堂、復興庁

・結果概要：既存サービスの使われ方および、現状把握、
今後の開発スケジュールの確認。

＜第2回検討会（2014年1月20日、東北大学、ワークショップ開催）＞

・参加者：東北大学（今村教授、佐藤助教、保田助手）、博報堂、
・結果概要：ワークショップの結果より、今後の開発コンセプト検討会

＜社内検討会（2014年2月4日、博報堂＞

・参加者：博報堂
・結果概要：開発コンセプトのアイデア出し

＜多賀城市役所交通防災課意見交換会（2014年2月26日）＞

・参加者：多賀城市（佐藤副主幹、豊嶋主査）東北大学（佐藤助教、保田助手）他
・結果概要：コンセプト（案）に関して、行政の立場としての意見交換を実施。

＜最終検討会（2014年3月12日＞
・参加者：東北大学（今村教授、佐藤助教、保田助手）、博報堂
・結果概要：「ＩＣＴ技術を活用したプログラムの基本コンセプト」の
最終打合せを実施。

今後に向けた課題・活動の見通し

取組①子ども向け防災手帳の開発および使い方マニュアルの制作

・調査分析から子供達は大人に比べて６つの力が優れていることが明らかに
なった。この、子どもたちのもつ６つの「生きる力」を意識し子供向け防災手帳
に盛り込む事で、より実践的な防災減災ツールとなった。また手帳の使い方
マニュアルも同時に制作。

取組②ＩＣＴ技術を活用したプログラムの基本コンセプト開発

・既存ＩＣＴサービスの課題分析、ＩＣＴコンセプト開発ワークショップ、行政担当
者との意見交換を通じ、既存の共助の概念を超える「新たな共助」の醸成を
目指したプログラムの基本コンセプトを開発。

＜防災兄妹 自助・近助＞
子どもたちが親しみやすい
ようにキャラクターを開発

＜ぼくのわたしの防災手帳＞ ＜使い方マニュアル＞

得られた成果

＜ＩＣＴコンセプトの開発フロー＞

ワークショップよ
り知見の共有

ＩＣＴコンセプトの
方向性決定

多賀城市との
意見交換会

ＩＣＴソフトの

基本コンセプト
完成

＜イベつく＞＜Ｓｏｃｉａｌ Ｍａｒｋｅｔ＞
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取組全体の目的・概要： 地域コミュニティの防災意識の薄れが懸念され、一方で来街者が増加する石巻市中心部において、「歩いて逃げら
れる街なか避難の仕組み」作りを通して、ハードだけなくコミュニティの力による安全・安心なまちづくりを目指し、市が既に開発したICT システ
ムの防災訓練等での試用、事業主を対象とした災害対応ガイドラインの検討、津波避難マップの作成等を実施する。
取組の先導性： 住民が主体となり、行政・専門家・NPO等との連携のもとで、ICTシステム等を活用して地域防災力の向上に取り組み、また
東日本大震災の経験を活かし、事業主の災害対応ガイドラインの作成を試みる点に先導性がみられる。

取組①ICTシステムの地域コミュニティへの展開
市の総合防災訓練（H25.10.6）等での情報システム活用

主な実施内容

 防災無線の聞こえ方把握調査
石巻市総合避難訓練当日や大震災当日の防災無線の聞こえ方に関するアンケート調査を実施
（97世帯中68世帯から回答、回収率70%）。市民の防災行政無線に対する意識は高く、3.11以降、
複数のメディアからの情報把握に努めていることや、無線には一定の限界があることが判明。

 防災訓練への積極的な参画呼びかけと訓練時の人の移動調査
総合防災訓練への参加を呼びかけ約100名が参加。携帯電話の位置情報により人の移動調査を
行ったが、明確な傾向はみられず避難訓練行動の全容を把握するのは困難であることが判明。

 市が開発した「災害に強い情報連携システム」試用ブース設置とアンケート調査

防災訓練当日、市と調整の上、「災害に強い情報連携システム」（以下、オレンジ）の試用ブースを
一時避難所に設け、システムの説明と実演により住民の理解を促進。オレンジを試用した住民等
を対象としたアンケート及びヒアリング調査（回答数49件）をもとに、平成26年1月16日、市にシステ
ム改善に関する要望書を提出。

 ARによる被災状況確認の試験システムの構築
地域住民からの利用許諾を得た写真を利用し、中心市街地約40カ所における震災前後の状況

を比較できるiOS用「石巻津波伝承AR」アプリを作成し、無償公開。将来のまちづくりイメージ画像

や、東日本大震災の津波浸水実績等も見ることができ、防災教育および震災伝承のツールとして
注目を集め、メディアでも掲載。

「石巻津波伝承AR」アプリ

～コンパクトシティいしのまき・街なか創生協議会～（宮城県石巻市）

29_一人一人が作る安全・安心のまちづくり 頑健で高い回復力を持った社会基盤
（システム）の導入で先進する社会
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取組②事業主・地域住民の災害対応能力強化

事業主、住民を対象としたワークショップ等の実施

 住民を対象とした防災意識調査、勉強会等の実施

○アンケート調査（H25.10、H26.2）
3.11の被災・避難状況、3.11以前の防災対策、12.7余震時の対応状況、現在の防災対策に
関するアンケートを実施（2地区、計185世帯対象、回収率79.5%）。防災対策・防災に対する

高い意識を確認。一方、「コミュニティの弱さ」を指摘する声も多く、コミュニティの強化や災害
時要援護者の避難対策等の必要性を改めて確認。
○アンケート報告会（H25.12.9）、防災お茶っこ（H26.1.16）
住民を対象に、本事業で実施したアンケート等の結果共有と専門家から防災の知識を学ぶ会
を設けた他、住民が防災や避難を身近な問題と再認識することを促すため、事業対象地域の
建物や通りが見渡せる1/500縮尺の模型を囲み、現在進められている街づくり計画（ハード整
備）を視野に入れた避難路等について緩やかに話す会を実施。参加者数はのべ64人。

 事業主ガイドライン案作成
○ヒアリング（H25.10.29‐30）
石巻料理店組合・石巻芽生会と協働で料理店の災害対応について検討するため、専門家に
よるヒアリングを行い、東日本大震災及びその後の余震発生時の対応状況を調査。
○第1～5回検討会（H25.11.5、12.19、H26.2.6、2.25、3.24）
参加者が経営する飲食店の実際の図面を用いて図上での災害シミュレーションを行い、災害
発生時に考えられる問題点や課題を整理。

 安全安心の川湊空間作り
中心市街地の3地点を起点とした津波避難マップを作成。

○夜の避難訓練（H26.2.24）
「夜の避難訓練」を実際の店舗で実施し、スタッフ・
客など総勢46名が被災し、停電の中で避難行動を
取る想定で、現状の備え・ルールの有効性を検証。

以上の結果をもとに、津波・地震発生時の対応に関
する理念と基本行動を「心得」として取りまとめ。

津波避難マップ

地震・津波対応の心得（案）

模型を用いた避難経路の確認

夜の避難訓練（けが人の避難援護）
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課題①前年度に開発した「石巻津波伝承AR」アプリの本格活用と汎用化

• 視察訪問者等への街あるきへの展開による防災教育ツールとしての活用

• アプリのAndroid版および英語版の要望対応、コンテンツ・情報の更新と対象エリアの拡大

• 国連防災世界会議等の機会における先導モデルとしての取り組み紹介

課題②居住人口および交流人口の増加を見据えた地域コミュニティの災害対応力の強化

• 事業主（料理店）の「地震・津波対応の心得」小冊子の検討・発行による地域内外への浸透

• 安全・安心のまちづくりに向けた住民アンケートの継続実施よる防災意識啓発

• 地域住民や市を交えた勉強会・ワークショップ等を通した避難ルートの検証、防災標識

設置場所の検討（登下校時の児童や来街者に対する地域としての対策検討含む）

• 次年度より設けられる石巻市防災週間（3.11の週）への積極的な参画

• 街なか防災拠点づくり（避難ルート検討用模型の常設や活動に関する情報発信拠点）

取組①ICTシステムの地域コミュニティへの展開
 市の「災害情報連携システム」理解促進と、住民意見を踏まえた

「情報連携システム」改善に関する要望書を市へ提出。
 防災無線には一定の限界があり、ラジオやテレビ、携帯電等

複数の情報源を確保する重要性を改めて認識。報告会にて
住民にも周知。防災ラジオの導入について市への要望書に反映。

 地域参加型による「石巻津波伝承AR」アプリの構築。
地域における防災教育に役立てることはもとより、東日本大震災
の経験と教訓を広く伝えるツールとして活用する予定。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

取組②事業主・地域住民の災害対応能力強化
 アンケートへの回答を通して各住民が東日本大震災およびその後を振り返り、報告会に

より結果を地域で共有したことにより、防災意識の低下を防止。
 住民を対象とした勉強会および防災お茶会で専門家による講話を取り入れ、警報の違い

や避難指示の発令基準などの正しい知識の習得を促進。模型を利用した地域の避難
経路等の確認を実施。

 事業主ガイドラインとして、石巻料理店組合・石巻芽生会の「地震・津波対応の心得」を
とりまとめ。

 「夜の避難訓練」の実施により、多数の来客を夜間に避難誘導する際の具体的な行動の
確認（シミュレーション）、課題の洗い出し、飲食店の防災・減災の備えに有効だと考えら
れる具体策を確認。

「石巻津波伝承AR」アプリの試用

夜の避難訓練

調査報告書、要望書
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（1）津波避難訓練等におけるテーマ別訓練プログラムの開発・検証（Ｈ25年度検証しきれなかった計14テーマを予定）／（2）実施エリア拡大（Ｈ25年度
宮城県内のみ→岩手県・福島県での展開）／（3）訓練参加率向上のためのプログラムツール作成（アウトプットは津波避難訓練のレシピ） 等

（a）地域課題に対応した訓練プログラムテーマ洗い出し（テーマ別の訓練課題の抽出）／（b）訓練等の実施によるテーマ別訓練プログラムの作成（計
12テーマ作成）／（c）情報発信のためのポータルサイト構築（訓練プログラム、実施事例等をＷＥＢで共有）／（d）防災・減災シンポジウムの開催

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

取組全体の目的・概要：津波避難訓練プログラムの体系化による「津波避難における地域課題の解決」「避難行動の習慣化」「訓練プログラムの普及・拡
大」を目的とし、地域の課題に応じた避難訓練手法、多世代にわたる住民参加促進の手法、情報発信手法を複合的に検討する。
取組の先導性：産官学が連携し、津波防災を切り口として、地域コミュニティの危機管理能力の強化および津波避難行動の習慣化を実現し、そのモデル
を他地域に普及・展開しようとする点に先導性が見られる。

取組①「地域課題に応じた津波避難訓練手
法・実践的訓練方法のモデル化」

主な実施内容

取組②「多世代にわたる住民参加を促し地域
における自走が可能な仕組みのモデル化」

取組③「普及・拡大に向けた情報発信手法、
ノウハウを共有する仕組みのモデル化」

●訓練プログラムの作成
洗い出した訓練カテゴリー「避難者別・手段別・場所別・時
間帯別」「情報伝達・収集」等について、訓練プログラム案
【概要版】を作成。「災害時要支援者」「ペット同行避難」「高
速道路避難」「車避難」については【詳細版】も作成。

●「津波避難のための防災・減災シンポジウム」
の開催（2/16）
「カケアガレ！日本」の活動報告と
地域事例の共有を目的とした
シンポジウムを開催。行政の防災
担当者を招待し、釜石市や南三陸
町等の先進事例を共有。

●ポータルサイト制作
「カケアガレ！日本」の事業紹介、
訓練プログラムの提供、実施
事例（動画、ＷＥＢレポート）等の
共有を目的としたＷＥＢサイトを
作成。http://www.kakeagare.jp

●河北新報紙面にて
情報発信（12/11、3/6）

※自主財源

●検討会・自治体ヒアリングによ
るプログラムテーマの洗い出し
宮城県庁＋宮城県内沿岸15自治体

の協力を得て、地域課題やプログラ
ム内容等を議論する検討会を開催。
（第1回：12/10、第2回：2/12、第3回：
3/25）。それに
関連し、宮城
県内全沿岸
自治体を訪問
し、地域課題
をヒアリング。

●ワークショップ開催
訓練プログラム作成・検証を目的とし
たワークショップを開催。
・第1回（3/5仙台市）・・・「ペット同行
避難」をテーマとしたワークショップ。
・第2～3回（11/17、3/16気仙沼市）

・・・「避難行動要支援者」をテーマと
した座談会と
勉強会（実演
含む）を計2回
開催。

●事例収集・視察
Ｈ25年度に訓練・ワークショップ等で

検証できないテーマに関して、事例
収集・視察を実施。
・事例視察・・・3/2大阪府堺市避難訓
練（ＡＲハザードマップ活用）、3/11静
岡県湖西市
避難訓練（夜間
津波避難訓練）
を視察。

●訓練プログラムの作成
「参加促進／アレンジ手法」「啓蒙・人材育成」等のカテゴ
リーについて、訓練プログラム案【概要版】を作成。「防災
イベント開催」については【詳細版】も作成。

～河北新報社、東北大学災害科学国際研究所、電通、電通東日本～（宮城県被災沿岸自治体および地域）

30_いのちと地域を守る津波防災アクション「カケアガレ！日本」 頑健で高い回復力を持った社会基盤
（システム）の導入で先進する社会
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取組全体の目的・概要：震災をはじめ地区が抱えるリスクの抽出とその対応策について、専門家の知見と地元の体験を共有し、地域住民が主体となって
自らのリスクを徹底的に見いだし防災計画を作成する。その過程から、今後のコンパクトなまちづくりを目指した地区防災計画の立案技術の開発、標準化
を目指す。

取組の先導性：既存防災計画のようにリスクごとの縦割りではなく、自然災害、高齢化など地区の多様なリスク対応策を包括的に考え、持続する地区を
創り出す事。それを地区住民と多様な分野の専門家が共に検討する事。検討は公開の場で実施、共有し、地区主体で更新を続ける。他地区でも応用で
きるよう標準化すること。

主な実施内容

ワークショップ（公開の討論）を通じて、地区災害におけるリスク認知ができた。（＝リスクの自分事化）

ワークショップ（公開の討論）

①：環境リスクの確認（周辺踏査）

⑦：個々住民の課題把握（要避難介助世帯）

③3.11を思い出す（被災直後の写真確認）

④：TPレベル、高台距離などの確認（地形図他）

⑤実態・要望・感想の集約（アンケート実施）

⑥災害展開の再認識（津波のシュミレーション）

②：開発の歴史の確認（大正〜現在地図比較）※①～⑦を踏まえ、ワークショップを実施

（岩手県上閉伊郡大槌町花輪田地区）
31_コンパクトな地域づくりを目指した地区防災計画立案技術の開発 頑健で高い回復力を持った社会基盤

（システム）の導入で先進する社会
－京都大学防災研究所、岩崎敬環境計画事務所、新潟大学災害・復興科学研究所、博報堂－
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①リスク対応対策の洗い出し及び、優先順位付けの実施。
②地区防災計画（花輪田地区防災計画）をつくる。
③地区防災計画の立案技術の標準化検討を行う。

得られた成果

今後に向けた課題・活動の見通し

前項の専門家を交えたワークショップを通して、「A.具体的なリスクの洗い出し」
並びに、「B．リスク関係性の整理」、A・Bの結果から、「C．３．１１以前に作成された地区津波・防災マップの更新」を図り、リスクの認知が共有できた。

上表のリスク分析により
大きく３つのリスクが見えてきた。
・大災害にまつわるリスク
・水（小槌川氾濫等）にまつわるリスク
・人・コミュニケーションのリスク

浸水想定マップ
避難ルートマップ

地区内安全
ゾーン配置マップ

内水環境マップ
他で構成

高齢者住居者マップ

A：具体的なリスクの洗い出し B．リスク関係性の整理 C：3.11以前に作成された花輪田津波・防災
マップの更新（2014年3月時点）

下表、例として、
「大災害時にまつわる」さらに、
具体的なリスクを洗い出した。
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