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本研究は災害時に安全安心な分譲マンションの運営方法を明らかにすることを目的として、東日本大震災を経験

したマンションで発生した被害やリスクとそれに対する居住者の活動を収集・整理し、災害発生後のマンションに

おける生活継続計画に向けて、活動（機能）・プロセス、活動主体、活動のための施設・設備について考察した。 

被災した仙台市と首都圏のマンションの居住者組織を対象にヒアリング調査を行った結果、地震後のマンション

では、直後の初動対応として、①災害対策本部設置、②安否確認、③救助・救護、④避難誘導、⑤施設被害点検、

が行われ、生活継続に向けて、⑥ライフライン維持、⑦準避難所開設・炊き出し、⑧情報収集・伝達・共有、⑨施

設復旧、といった活動が行われていた。また、初動対応や生活継続に向けて、集会室や屋外広場、非常放送設備・

掲示板など分譲マンションに付帯する共用施設・設備が有効に活用されたことが明らかになった。 
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１．目的・背景 

本研究は、地震被災後も安心して生活を継続する

ための分譲マンションの計画・維持・運営方法を、

居住者組織と共用施設・設備の観点から明らかにす

ることを目的としている。 

本稿では、2011年3月11日に発生した東日本大震

災で被災した分譲マンションの管理組合・自治会等

にヒアリング調査を行い、地震発災直後からの避難

や生活の継続、復旧に向けた居住者の組織的活動を

整理し、災害発生後の生活継続計画に向けて、活動

（機能）・プロセス、活動主体、活動のための施設・

設備について考察した。 

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、重

大な構造的被害が発生したマンションは、阪神・淡

路大震災1)に比べて尐なかったものの、多くの施設

で外壁の亀裂やエキスパンション・ジョイント部の

破損等の被害2)3)、液状化に伴う水道・ガス等のライ

フライン停止など、自宅での生活を継続する際のさ

まざまな問題が発生した。自宅での生活継続が必要

となった背景として、仙台市内では、公的避難所に

収容人数を超える多数の避難者が訪れたため、自宅

に戻ったマンション居住者が尐なくなかった。 

多くのマンションでは震度5以上になると自動的

にエレベーターが停止し、専門業者の点検がなけれ

ば動かすことができない。地震時には多くのエレベ

ーターが停止するため、専門業者が駆けつけるのに

日数を要し、エレベーターが数日間以上停止するこ

ともある。また、停電により給水ポンプが動かず、

断水になるケースも多い。エレベーター停止と停

電・断水により、マンションでの生活は大変困難に

なり、自家発電設備があったとしても燃料の供給に

は限界がある。停電後長期間経過すると、自家発電

設備の燃料が途絶え、防災設備が機能しなくなり、

出火時の延焼危険性も高まる。高層階では地震によ

る揺れが増幅し、家具の転倒やガラスの飛散に対す

る対策がなければ、室内はガラス等の散乱で足の踏

み場もなくなり(1)、照明のない夜間、余震が続く中

で、安心して過ごす居場所さえない状況となる。こ

うした中で、マンション居住者が安心できる居場所

を求め、公的避難所に向かうのは当然のことと思わ

れる。 

一方、公的避難所の収容可能人数には限界があり、

仙台市や東京都などの大都市では、全居住者に占め

るマンション居住者の割合が高く、マンション高層

階に住む被災者全員を公的避難所に収容すること

は困難である。 
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マンション居住世帯が８割を占める東京都中央

区では、マンション居住世帯は災害時に公的避難所

に避難せず自宅で生活を継続するという方針での

施策を進めており4）、今後、都市部のマンションで

は地震被災後も自立し、生活継続に備えることが求

められていくと考えられる。そこで、地震後もマン

ションに留まって生活を継続するため、事前の備え

と発災後の対応計画を各マンションの実情に合わ

せて具体化することがますます重要になっている。 

分譲マンションを含む集合住宅における災害発

生直後の対処や活動、避難生活や復旧に向けた活動

に関する既往研究として、瀬渡・杉山1)は阪神・淡

路大震災で被災した分譲マンション等の集合住宅

を対象に、建物・ライフライン被害、避難行動、生

活困難、支援ネットワークと相互支援・交流の状況

について調べている。そこでは、分譲マンションで

は管理組合や自治会等による組織的な相互支援活

動が行われたことが示されているが、組織や活動プ

ロセスの詳細については明らかにされていない。ま

た、日本マンション学会の東日本大震災調査報告5）

では、管理組合とマンション内自治会との役割分担

と迅速な連携により、秩序ある準避難所(2)の運営が

できた事例が挙げられている。しかし、地震後どの

ような状況が発生し、それに対し誰がどのように対

応し、生活の復旧を進めていったのか、具体的な調

査は報告されていない。地震後の生活継続計画を考

える上で、実際に発生した状況とその対応活動の主

体・プロセスを明らかにし、整理し、活用可能な情

報としておくことが重要と考えられる。 

 

２．調査・分析の概要 

2.1 調査の概要 

調査の方法は、分譲マンションの管理組合や自治

会へのヒアリング調査とした。 

調査対象は、地震の震度が大きかった仙台市とラ

イフライン被害が大きかった浦安市、および、地震

でエレベーター（以下、EVと記す）停止等が発生

した東京23区・横須賀市の分譲マンションとした。

NPO法人東北マンション管理組合連合会（以下、東

北管連と称す）、東京湾岸集合住宅ぼうさいネット

ワーク等の協力を得て、地震後に組織的な取組みが

行われていた施設や、日常的に居住者の活発な取組

みが行われていた施設を中心として選定した。 

対象施設は、仙台市内7件、浦安市内2件、東京23

区内3件、横須賀市内1件の13施設である。仙台市の

調査は2011年5月（表１のA～D、以下同様に示す）

と2012年1月（G～I）に実施し、浦安市の調査は2011

年8月（E・F）、東京23区と横須賀市の調査は、2011

年12月～2012年4月（J～M）に実施した。 

主な調査内容は、建物とライフラインの被害状況、

地震直後の対処・活動、避難行動、避難生活、生活

復旧に向けた活動、居住者の相互支援活動等である。 

補足調査として、東北管連へのヒアリング調査を

行った。 

2.2 ヒアリング調査データの分析方法 

まず、調査対象施設の概要（戸数、築年、建物規

模）、管理・運営体制と地震による主な被害を整理

した。次に、居住者による組織的活動を整理した。

防災マニュアル関連書籍6)7)や既往研究をふまえて、

時系列的な観点から「地震発生直後の初動対応」と

その後の「生活継続に向けた活動」に分け、分類・

整理した。 

地震発生直後の初動対応とは、①災害対策本部設

置、②安否確認、③救助・救護、④避難誘導、⑤施

設被害点検(3)であり、生活継続に向けた活動とは、

⑥ライフライン維持、⑦準避難所開設・炊き出し、

⑧生活情報収集や居住者間の情報伝達・共有、⑨施

設復旧に向けた取り組みとした。さらに、居住者の

相互支援活動やコミュニティ意識の変化、活用され

た共用施設・設備・情報ツールについて整理した。 

 

３．調査対象施設と被害状況 

表１に示す通り、調査対象の規模は、B・C・Iが

50戸前後の小規模施設、D・Gは100戸程度の中規模

施設、A・E・F・H・K・L・Mは200戸～300戸強の

大規模施設、Jは1500戸以上の超大規模施設である。

A・E・F・G・I・Kには、管理組合とは別に、マン

ション単独の自治会があり、さらに、A・E・G・H・

Kでは自主防災組織が設立されている。 

仙台市のA・B・D・G・Hは保険会社の地震被害

認定が「半損」で、外壁のひび割れやEV、受水槽、

エキスパンション・ジョイント（Exp.J）部材等の

損傷が発生している。浦安市のEとFでは、保険会社

の認定は「一部損壊」で、液状化に伴う地盤沈下、

下水道配管損傷等の被害が発生している。 

 

４．地震発生直後の初動対応 

4.1 災害対策本部設置 

各施設における災害対策本部設置の具体例を表

２に示す。 



日本災害復興学会論文集 No.3, 2013.1 

 

3 

 

表２をみると、災害対策本部は、集まった居住者

によって設置された。対策本部を設置した居住者は、

発災時に在宅していた管理組合理事・自治会役員

（A）、管理組合や自治会の役員・元役員・シニア 

組織メンバー（E）、自主防災組織メンバー（H・K）

であった。災害対策本部と言わないまでも、集まっ

たメンバーで話し合いが行われた例（F）もあった。

管理組合理事や理事経験者は、マンションの施設管

理・運営に関する知識と経験があり、特に理事の間

では、日頃から管理組合運営上、指揮系統が定めら

れ、情報伝達がスムーズであることから、災害対策

本部の運営に功を奏したと考えられる。自治会役員

や役員経験者は、日頃の活動を通じて災害弱者の存

在を含め、居住者の情報を把握しており、管理組合

理事同様、災害対策本部運営を円滑にしたと考えら

れる。 

このことから、災害対策本部は管理組合理事・役

員経験者を中心に設置することが重要と考えられ

る。 

災害対策本部の活動に関して、初めに、管理組合

は施設・環境整備、自治会は人的対応のように役割

分担を定めた施設（A）が見られた。災害対策本部

でボランティアチームを結成し、物資受付、安否確

認、情報提供・共有、介助、家具起こし、水汲み、

買出し、写真、充電、大工、炊き出し・配食、公的

避難所へのボランティア派遣等が行われた施設

（A・H）が見られた。 

地震発生後は多岐に渡る活動が必要になるため、

マンションの施設管理・運営に詳しい管理組合理事

と、居住者の情報に詳しい自治会役員が協力して活

動することが求められる。管理組合と単独自治会が

並存する大規模マンションでは、管理組合と自治会

がそれぞれの特徴を生かして役割分担を行うとと

もに、互いに情報共有することが重要と考えられる。 

表 1 調査対象施設の概要、管理・運営体制と地震被害 

 住所 対象者 戸数 
竣工
年 

棟
数 

最高
階数 

構造 
分譲 

賃貸 
管理 自治会 

防災 
組織 

建物 
被害 

地震による主な被害 

Ａ 
宮城県 

仙台市 

管理組合
理事 

229 1989 3 15 RC造 分譲 委託 単独自治会 有 半損 
外壁損傷， Exp.J 部多数損傷，受水
槽崩壊，停電，ガス停止，断水 

Ｂ 
宮城県 

仙台市 

管理組合

理事 

・管理員 

55 1981 1 12 RC造 分譲 委託 無 無 半損 
EV 機械室壁損傷・落下，地盤沈下，
ガス停止 

Ｃ 
宮城県 

仙台市 

管理組合

理事長 

・管理員 

49 2005 1 15 RC造 分譲 委託 無 無 不明 外壁損傷，EVシャフト壁損傷・落下  

Ｄ 
宮城県 

仙台市 
管理組合
理事長 

103 1996 1 13 RC造 分譲 委託 無 無 半損 外壁損傷，Exp.J部多数損傷 

Ｅ 
千葉県 

浦安市 

管理組合
理事 

256 1983 4 8 RC造 分譲 
自主 

管理 
単独自治会 有 

一部
損壊 

液状化に伴う建物周囲敷地の地盤

沈下，下水道配管損傷，泥噴出，ガ
ス停止，断水 

Ｆ 
千葉県 

浦安市 

管理組合

理事・自治
会・管理員 

298 2000 3 14 SRC造 分譲 委託 単独自治会 無 
一部
損壊 

液状化に伴う建物周囲敷地の地盤

沈下，下水道配管一部損傷，泥噴
出，断水 

Ｇ 
宮城県 

仙台市 

管理組合

理事長 

・自治会長 

100 1999 1 10 SRC造 分譲 委託 単独自治会 有 半損 
外壁・屋外階段クラック，タイル剥離・
落下 

Ｈ 
宮城県 

仙台市 

管理組合
理事長 

・自治会長 

228 1986 2 15 SRC造 分譲 委託 2施設構成 有 半損 

外壁クラック，Exp.J 破損，タイル崩
落，ダクト変形，地下受水槽浸水，下
水道管一部破断 

Ｉ 
宮城県 

仙台市 
管理組合
理事長 

44 1991 1 7 RC造 分譲 委託 単独自治会 無 
一部 

損壊 

外壁クラック，タイル剥離，受水槽空
気孔ﾌﾀ破損，エントランス地盤沈下 

Ｊ 
東京都 

板橋区 

管理組合

理事長 

・理事 

1872 1977 14 25 RC造 分譲 委託 
管理組合を 

自治会と認定 
無 ― 

Exp.J 金物落下，EV2 機は吊りおもり

が籠に載り数日間停止，EV閉じ込め
１件，電気温水器漏水，けが人 1名 

Ｋ 
神奈川県 

横須賀市 

管理組合

理事長 

・防災会 

・管理員 

309 2003 4 14 RC造 分譲 委託 単独自治会 有 ― 駐車場一部地盤沈下，停電，断水 

Ｌ 
東京都 

中央区 

管理組合
理事長 

・理事 

335 2007 2 39 
RC造
制震 

分譲 

賃貸 
委託 無 

△マニュ
アル有 

― EV自動停止 2時間半後復旧 

Ｍ 
東京都 

練馬区 

管理組合
理事長 

・理事 

286 2001 1 35 RC造 
分譲 

賃貸 
委託 無 

△マニュ

アル有 
― 

タイル一部落下，34 階住戸でガラス
製照明器具損傷・散乱 EV1～2 時間

後復旧，ガス設備メイン配管供給遮
断（当日夜 12時復旧） 

注） 施設の記号の順番は、原則として、調査実施の時期に従っている。 
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4.2 安否確認 

各施設における安否確認の具体例を表３に示す。 

多くの施設で当日もしくは数日間の間に、全世帯

の安否確認が実施されていた（A・B・E・F・G・H・

I・K）。首都圏でも、要援護者世帯を対象とした安

否確認が行われていた（L・Jの一部）。 

安否確認は、管理組合理事・元理事等（E・F）、

理事長（L）、元自治会役員（G）、自主防災組織

メンバー（H）等が行い、管理員（B・I）が安否確

認を行った例もあった。 

また、安否確認の訪問によって落ち着かれた方や

喜ばれる方がおられた（H・K）など、理事や役員

の訪問は高齢居住者の安心感につながった面が見

られた。このように、安否確認には文字通り、人命

の安否を確認する意味だけではなく、直接訪問し、

声をかけることで、居住者同士の連帯感が高まり、

高齢者等の災害弱者にとっては精神的な支えの役

割を果たすと思われる。たとえマンション建物が構

造的に安全であっても大地震を経験した居住者の

多くは不安を抱えており、調査を通じて、災害後の

安否確認の新たな意義が確認できたと考えられる。 

4.3 救助・救護 

各施設における救助・救護の具体例を表４に示

す。 

自主防災組織の訪問時には、中からの応答がなく、

留守と思われていた住戸で、火傷を負った住人を救

出した例（H）や、エレベーター停止のため居住階

への移動が困難になった高齢者を防災会メンバー

が担架で搬送した例（K）があった。 

安否確認の次の行動として、負傷者や移動困難者

の救出・救護が問題となることが確認されたと言え

る。エレベーターによる垂直移動を前提としたマン

表 3 各施設における安否確認の具体例 

施設 安否確認 

Ａ ・ボランティアチームで、全住戸の安否確認を実施した。 

Ｂ ・管理員は入居者全員と顔見知りで各戸を訪問し、安否を確認した。 

Ｅ ・理事・元理事が、人海戦術で全居住者の安否確認を実施した。 

Ｆ ・管理組合等の新旧役員 5,6人が、全住戸を訪問、安否確認を実施。3日を要した。 

Ｇ ・翌日の朝、元自治会役員 2人が全戸回って、安否確認を行った。 

Ｈ 
・自主防災組織メンバーが、全住戸の安否確認を行った。不在で電話が通じなかったこともあって安否確認に１週間かかった。 

・各戸を訪問したことで、居住者の方が落ち着かれた様子だった。 

Ｉ ・理事長、自治会長の妻、管理員が、全住戸の安否確認を行った。 

Ｊ ・ある棟では、居住者台帳が整備されており、当日中に安否確認ができた。訪問した高齢居住者からは大変感謝された。 

Ｋ 

・エレベーター内で閉じ込めが起こっていないかを防災会メンバーが確認した。当日、要援護者宅を訪問し、無事を確認した。 

・翌朝、防災会で手分けして、負傷者の確認と買い物困窮者・支援者登録のために全戸を訪問した。訪問したお宅では、気遣って

もらったことについて、皆さんが喜ばれていた。 

Ｌ ・理事長は、車椅子利用者５世帯の無事をインターホンで確認した 

Ｍ ・一部の人は、隣近所の安否確認をした。 

 

表 2 各施設における災害対策本部設置の具体例 

施設 災害対策本部設置 

Ａ 

・〔在宅していた理事・役員が〕震災対策本部を立ち上げた。対策本部ではまず初めに、管理組合は施設・環境整備、自治会は人的

対応のように役割分担した。支援チームのリーダーを決め支援チームを結成。支援内容は、①物資受付・安否確認、②情報提供・共

有、③ボランティア(介助、家具起こし、水汲み、買出し、写真、充電、工作)、④炊き出し・配食、⑤公的避難所へのボランティア派遣 

Ｅ 
・地震直後、在宅者が避難場所である広場に集合した。理事・元理事が人海戦術で安否確認を実施。 

・管理組合・自治会等の役員・元役員、シニア組織メンバーが自主的に、中庭にテントを張って対策本部を立ち上げた。 

Ｆ ・（災害対策本部設置はなし）  新旧役員等 5,6人が自発的に 11日夜集合し、話し合いを行った。 

Ｈ 
・地震発生直後、自主防災組織メンバーが、管理員室・エントランスに災害対策本部を立ち上げた。徐々に役員が集まってきた。 

・マンションにいる自主防災組織メンバーで役割分担を行った。ボランティアを呼びかけ、記録、広報、補修などの活動を行った。 

Ｋ 
・在宅していた防災会メンバーが管理事務室に集まり、災害対策本部を設置した。 

・情報班が屋上に津波監視の望遠鏡を設置し、潮位の変化を確認した 

 

表 4 各施設における救助・救護等の具体例 

施設 救助・救護 

Ｈ 
・自主防災組織の訪問時には、中からの応答がなく、留守と思われていた住戸で、夜、懐中電灯の光が動いているのに気づき、火

傷を負った住人を救出した。 

Ｊ ・負傷者が発生し、〔管理員が〕クリニックへ連れていった。 

Ｋ ・防災会メンバーは、デイサービスから帰ってきた高齢者を 4階の自宅まで担架で搬送した。（エレベーター停止のため） 
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ション生活では、負傷者の搬送や階段移動が困難な

居住者の移動の支援など、要援護者のサポート体制

が必要と考えられる。 

4.4 避難誘導 

各施設における避難誘導、および、地震直後の

一時避難と当日夕方以降の避難の具体例を表５に

示す。ここでは、地震直後に避難誘導が行われたか、

その手段と集合場所について述べる。 

非常放送設備を備えた施設（A・H）では、地震

直後、全館放送で地上への避難を呼びかけた。ハン

ドマイクで避難を呼びかけたところ（K）もある。

管理組合理事らが全住戸に一時避難を呼びかけ、当

日夕方には全体で避難した例（H・I）がある。一方、

避難するか否かを判断する予定だった自治会長が

不在のため避難の呼びかけがなされなかった施設

（G）もある。今回の調査では、組織的な避難の呼

びかけが明確には出されなかったところがほとん

どであった。避難呼びかけの有無にかかわらず、地

震の直後、ほとんどの施設で、在宅していた居住者

が自主的に１階エントランス等に集合した。災害時

の集合場所が予め決められており、屋外の広場に集

合したところ（E）もあった。 

避難誘導の手段に関して、災害時には停電になる

場合が多く、常用電源による一般放送設備は利用で

きないが、非常放送設備を備えたマンションでは、

停電時であっても自家発電設備からの電力供給に

よって非常放送設備の活用が可能で、施設A・Hで

も、停電とともに自家発電設備が作動し、非常放送

設備が利用できていた。 

これらのことから、非常放送設備が災害時の避難

表 5 各施設における避難誘導・避難の具体例 

施設 避難誘導・呼びかけ 地震直後の避難（一時避難） 当日夕方以降の避難 

Ａ 

・防災センター係員がマニュアルに従い非
常放送設備で「階段を使って防災センター
前に集合して下さい」と呼びかけた。 

・在宅者が防災センター前に集合した。 

・公的避難所は満員で、ロビー・集
会室を使って「準避難所」を開設、
3月 15日まで運営した。 

Ｂ （避難呼びかけはなし） 
・管理員や在宅居住者は、広域避難場所に
なっている近くの公園に一時避難した。 

・管理員は入居者全員と顔見知り
で各戸を訪問し、高齢者に近隣中
学校への避難を勧めた。 

Ｃ （避難呼びかけはなし） 

・直後、在宅者は 1 階ロビーに降りてきた。
建物前の商店街の歩行者が、マンション内
１階ロビーに一時避難してきた。 

・高層階に住む高齢者は、エレベ
ーターが停止し復旧しなかったた
め、自主的に避難した。 

Ｄ （避難呼びかけはなし） 
・直後、在宅者全員が 1 階エントランスに
一時避難し、夕方まで滞在した。 

・公的避難所に入れず、居住者約
30 名が、集会室・ロビーに避難。
12日夜、1家族が集会室に滞在。 

Ｅ （避難呼びかけはなし） 

・地震直後、在宅していた居住者が、〔マ
ンション内一時避難場所として決められて
いた敷地内の〕広場に集合した。 

・〔広場に待機していたが〕当日 20

時頃電気が復旧したため、自宅に
戻った。 

Ｆ （避難呼びかけはなし） 

・居住者が自主的に階段を使って一時避
難した。エントランスなどに集まり、マンショ
ン内で待機している人が多かった。 

・近くの小学校に避難した。20 時
前には避難していたほとんどの人
が帰宅した。 

Ｇ 

（避難呼びかけはなし） 

・大地震発生時、自治会長が判断し、避難
を呼びかけることになっていたが、自治会長
が不在だったため行われなかった。 

（不明） 
・居住者は、各自ばらばらに、小
学校や中学校に避難した。 

Ｈ 

・管理組合理事は、「避難して下さい。マン
ションに残る場合は自己責任です」と非常放
送設備で呼びかけた。 

・町内会役員は、指定の公的避難所の開設を
確認した。 

・日頃から、何かあったら管理員室へ集ま
るように声をかけていた。居住者は 1 階管
理員前に集合した後、しばらくは、５階大
広間に滞在した。 

・当日、大多数の人が公的避難
所や親戚の家に避難した。当
日、在宅した人はなし（全戸回っ
て確認）。 

Ｉ 
・管理員と理事長、自治会長の妻が全戸を
回り「市民センターへ行って下さい。残る場
合は自己責任です。」と伝えた。 

（理事長の指示に従い、市民センター等
へ避難した。） 

・理事長の指示に従い、市民セン
ター等へ避難した。 

・避難しなかった人は、実家や車
中にいた。マンション内に残った
人は数名。 

Ｊ 
・地震直後、管理事務所所長が、「建物の外
に出ないで下さい」と呼びかけた。 

・放送設備は使用せず（居住者から苦情有） 

・居住者の一部が各棟 1 階に下りてきた。 
・漏水があった住戸や幼児連れ
家族などは自宅外へ避難した。 

Ｋ 

・外出中の防災会リーダーから連絡を受け、
集まった役員らでハンドマイクを使って、全
居住者へ避難するよう呼びかけた（津波）。 

・居住者の一部が 1 階に下りてきた。 

・津波警報後、母子ら 20数名が 3時半～4

時頃まで最上階ラウンジに来て待機した。 

（避難はせず） 

Ｌ （避難呼びかけはなし） 

・小さい子を連れたお母さん方など 50 人
程が階段で降りてきて、1 階エントランスに
集合した。 

（避難はせず） 

Ｍ 

・（地震後の避難呼びかけはなし） 

・地震発生後少し経過してから、居住者が火
災報知器のボタンを押し、「火事です」と放
送が鳴り響いた。 

・一部の人は、各階ＥＶホールへ出て、隣
近所の安否確認をした。防災会がある階
は、大丈夫かと声をかけあった。 

・火災放送をきっかけに、50 人が廊下に
出てきた。10～20 人は下まで降りた。 

（避難はせず） 
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の呼びかけに有効であること、また、避難場所をあ

らかじめ定めておくだけでなく、避難の意思決定の

方法（順序）を決めておくことが重要と考えられる。 

4.5 施設被害点検 

各施設における施設被害点検活動の具体例を表

６に示す。 

地震後の施設の点検や被害把握は、管理組合理事

や管理員によって行われた。特に、EV停止に対し、

迅速に復旧・修復の依頼が行われ（F・K・M）、漏

水や浸水に対する応急処置の依頼が行われた（H・J）。 

施設被害調査を外部へ依頼するまでに数日を要

し、管理会社の点検に4～5日を要した。 

東北管連によれば、多くの施設でEV停止が発生

し、EV点検・復旧作業に、専門会社スタッフがな

かなか来ないという苦情が多く寄せられたという。 

前節で述べた避難誘導の観点からみると、管理組

合理事や管理員が施設被害状況を把握することに

より、迅速に避難の意思決定を行うことができると

考えられる。また、日頃から、ライフライン設備の

事業所の所在地把握や、複数の緊急連絡先を掲示し

ておくことが重要と考えられる。 

 

５．生活継続に向けた活動 

5.1 ライフライン維持  

各施設における生活継続に向けたライフライ

ン維持のための活動の具体例を表７に示す。 

上水に関して、受水槽に貯まっている水が居住者

の間で有効に活用された（A・E・G・I・K）。受水

槽に緊急遮断弁と採水口があらかじめ設置されて

いる場合は有用であった（E）。散水栓を給水に活

用した例（H）も見られた。災害時の計画給水を事

前に定めていた施設（E・K）は一部で、多くの施

設では地震後に役員らで相談の上、対応していた。 

下水に関して、排水設備の一部が被害を受け、溢

れ出す危険性が生じたため、フロアごとに排水可能

な時間帯を設定する「輪番排水」が実施された例（F）

があった。 

停電に関して、夜遅く帰宅する居住者のため、発

電機を使って照明設備を設置した例（K）があった。 

EV停止に関して、管理員が高層階に住む高齢者

のため灯油を運搬した例（B）があった。東北管連

によれば、全ての管理員が同様に活動したわけでは

なく、管理員の個人差が大きかったという。 

以上より、高層マンションでは停電により断水や

EV停止など、マンション共用設備に大きな影響を

及ぼすため、負傷者発生や排水溢れ出し等の二次被

害を防ぎ、残った水を活用して生活継続に役立てる

等、現況把握と意思決定、情報伝達に組織的取組み

表 6 各施設における施設被害点検活動の具体例 

施設 施設被害点検活動 

Ａ ・建物被害の状況については、建物管理センターが〔確認を〕行った。4～5日要した。 

Ｅ 
・震災時は理事長が在宅しており、理事で建物の安全確認をした。3～4日後、建物の傾きを〔業者に〕チェックしてもらった。 

・下水道管の清掃と仮配管工事を施工会社に依頼するも対応が進まず、理事の伝手で別の会社に依頼し、清掃、仮配管を完了。 

Ｆ ・管理員が地震後に建物をパトロールした。翌朝ＥＶ会社の人が来て、８基中６基復旧。 

Ｈ 
・地下受水槽破損、地下配電盤が浸水したため、12 日消防に依頼し水を吸水。13 日、施工会社が補修調査、発電機等貸与。壁

の応急処置を業者に依頼。 

Ｊ 
・各棟の棟委員が、翌朝、各住戸を回り、実被害を報告。 

・電気温水器転倒で漏水があり、見回った棟委員が元栓を閉めた。 

Ｋ ・当日、EV１台修復を依頼し、3時頃に回復。 

Ｌ ・理事と管理事務所で、建物の点検を行った。被害があった人は、自己申告してもらった。 

Ｍ 
・定期点検直後だったため EV会社の人が戻って昇降路内を確認、1～2時間後に復旧した。ガス供給遮断に関してガス会社に電

話をかけたがつながらず、最寄りの事業所に向かったが、事業所が移転しており、結局、電話が繋がるのを待たざるを得なかった。 

 表 7 各施設におけるライフライン維持のための活動の具体例 

施設 ライフライン維持のための活動 

Ａ 
・震災対策本部は、受水槽の配管破断部から流れる水を汲み置きした。水道局には、水を止めないよう頼んだ。その後、仮設配管を
設けて給水口を 2つ設けた。 

Ｂ ・ＥＶが止まって困っていた居住者（一人暮らしの高齢女性）をみて、管理員が階段を使って灯油を 10階まで運搬した。 

Ｅ ・受水槽に緊急遮断弁、採水口を事前に設置済み、居住者で水を活用。 

Ｆ 
・〔排水設備が被害を受け、排水のあふれを防ぐため〕輪番でフロアごとに１日 2時間排水可能な時間を設定し、居住者にチラシ配布
や掲示等によって周知徹底した。 

Ｇ 
・14 日、屋外の貯水槽の蛇口から水が出たので、ポリタンクで水を運んだ。案内は出さなかったが、口コミで居住者に伝わり、利
用された。 

Ｈ ・散水栓にゴムホースをつないで、炊き出し用の炊事場まで水を運搬し、利用した。 

Ｉ ・地上にある受水槽の水栓から水を活用できた。 

Ｊ ・管理センター・棟委員らが、依頼を受けた住戸のガスのマイコンメーター復旧を行った。 

Ｋ 
・防災マニュアルに従い、受水槽（155t）の水栓を管理員が閉じた。防災会メンバーが集合し、計画給水を行った。 

・夜遅く帰宅する居住者のため、ポータブル発電機を動かし、敷地の南北に照明を設けた。（夜中 1 時半の通電まで） 
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が重要であると言える。ライフライン停止に備え、

ポータブル発電機や照明設備を準備しておくこと

も重要であり、自家発電設備の設置が望ましい。 

5.2 準避難所開設・炊き出し 

各施設における準避難所開設・炊き出し等の具

体例を表８に示す。 

マンション内に準避難所を開設した例が見られ

た（Aは5日、Dは2日）。近隣住民を含め、最大で

100人程度が準避難所に滞在したAでは、準避難所設

置に際し、連合町内会へ申請を行った上、公的避難

所へ居住者ボランティアを毎日派遣した。 

準避難所を開設しないまでも、炊き出しが行われ

た例（H）や、備蓄していた水、乾パン、携帯トイ

レを居住者に配布した例（E・F・G）や、帰宅困難

になった併設店舗スタッフのため集会室を開放し

た例（L）、最上階ラウンジを津波避難のため要援

護者に開放した例（K）が見られた。 

幾つかの施設（A・D）では、公的避難所に入れ

ず戻ってきた居住者が多く、余震や室内散乱、EV

停止等のため自宅に戻れず、集会室等での準避難所

開設のニーズが高まったと考えられる。ライフライ

ン停止によって、各戸での調理が困難となり、火災

の危険性も高まるため、集団での炊き出しが必要に

なり、組織的な活動が行われたと考えられる。 

5.3 情報収集・伝達・共有 

各施設における情報収集・伝達・共有の具体例

を表９に示す。 

情報伝達の方法として、各施設とも掲示板への掲

示や各住戸へのチラシ配布が行われ、館内放送設備

によって（A・H）、放送設備のない施設ではハン

ドマイクを使用した呼びかけ（E・K）が行われた。

一方、放送設備による情報伝達が行われず、居住者

が不安や不満を感じたケース（J・L）が見られた。

この事例から、設備を備えるだけでなく、いかに運

表 8 各施設における準避難所開設・炊き出し等の具体例 

施設 避難所開設・炊き出し等の活動 

Ａ 

・当日 17時ごろから炊き出し開始を呼びかけ、居住者全体からボランティアを募集。公平かつ平等な運営に配慮していたという。 

・公的避難所は満員になり、マンション 1階ロビー・2階集会室を使って「準避難所」を連合町内会に申請・開設、3月 15日まで
（通電まで）運営した。最大 100 人程度滞在。近隣住民 5～10 世帯も滞在。 

Ｄ 

・当日、公的避難所に行ったが、人数オーバーで入れず追い返された。 

・当日夜、居住者約 30 名が、部屋の散乱や余震等の理由で集会室・ロビーに避難。12 日夜、１家族が集会室に滞在。特例的
に「準避難所」指定。 

Ｅ ・簡易トイレを全世帯数分用意してあり、配布した。 

Ｆ 
・自治会から居住者に水・簡易トイレを配布した。トイレの利用方法がわからない人が多く、「簡易トイレのつくり方」というチラシを作
成・配布。 

Ｇ 
・翌日の朝、元自治会役員 2 人が全戸回って、水・乾パン配布について集会室にとりにくるように声をかけた。並行して、集会室で、
準備していた水と乾パンを来られた人に配布した。 

Ｈ 
・町内会役員が、エントランスで 5 日間、1 日 1 回炊き出しを実施した。鍋やヤカンは備蓄してあった。食材は各住戸から呼びかけて
集めた。 

Ｉ 
・11 日当日は何も食べず、市民センターに滞在した。翌日朝、町内会長と役員で相談の上、カセットコンロや食材提供を呼びか
け、ご飯とみそ汁を作り、近隣 100～150 人に提供した。市民センターでの炊き出しは、12～15 日の間行った。15 日午前、電気
が復旧し、解散した。 

Ｋ 
・津波対策として、最上階ラウンジに臨時の避難場所を設けた。スピーカーでＰＲし、子どもと母親、要援護者など 20数名が 3時
半～4 時ごろまでスカイラウンジで待機した。担架で要援護者 1 名を担ぎ上げた。 

Ｌ ・理事長の判断で、店舗スタッフや知人などの帰宅困難者のため、集会室を開放した。 

 
表 9 各施設における情報収集・伝達・共有の具体例 

施設 情報収集・伝達・共有 

Ａ 
・非常放送設備を使って〔管理組合・自治会関係者が〕当初は 10分おきに住民に情報（食事の準備、病院開設、入浴情報等）を一

斉放送していた。 

Ｅ 
・断水等の情報は〔管理組合・自治会が〕各棟の掲示板に掲示し、各戸玄関ポストに紙を配布。理事長が拡声器を使用して屋外か

ら呼びかけを行った。 

Ｆ 

・新旧役員等 5,6人が、アンケート(安否確認、連絡先)を作り、全住戸を調査、3日を要した。メールアドレスを集め、メーリングリスト

を作成した。 

・〔管理組合・自治会役員等が〕15日にエントランスホールに掲示板を作り、コインランドリーや入浴などの生活情報を発信した。 

Ｇ ・屋外の貯水槽の蛇口からポリタンクで水を運んだ。案内は出さなかったが、口コミで居住者に伝わり、利用された。 

Ｈ 

・非常放送設備で 1日 2～3回、注意事項やボランティア募集などを伝えた。 

・町内会役員が、3つの掲示板（情報を下さい・情報提供します・避難情報）を設けた。スーパー、病院、充電できる場所、市外電話

が無料になる場所、お風呂、ガス、水の供給、ゴミの出し方など。避難情報についてノート作成。 

Ｉ ・地上にある受水槽の水栓から水を活用できた。水の配布について、掲示などは出せなかったが、口コミで居住者に伝わった。 

Ｊ ・当日、放送設備を使わなかった。後で、居住者から、苦情を受けた。 

Ｋ 
・集まった役員らで、ハンドマイクを使って避難するよう放送した。ラジオで津波警報が出た後は 30 分おきにハンドマイクで避難を

呼びかけた。 

Ｌ ・非常放送設備は使わなかった。後で、居住者から、状況を知らせてほしかった、と言われた。 
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用するかを定めておくことの重要性が伺える。 

役員が全住戸を訪問し、各世帯代表者のメールア

ドレスを集めてメーリングリストを作成し、情報伝

達に活用した例（F）があった。掲示板のない施設

で、新たにホワイトボードを設置した例（F）もあ

った。掲示板の周りはコミュニケーションの場とな

り、居住者の不安解消に役立ったという。 

情報の内容としては、近隣のコインランドリーや

入浴、病院等の生活情報が提供され（A・F・H）、

断水のお知らせ（E）が居住者に提供された。 

施設Aでは、自家発電設備の燃料の残量に注意し

て放送設備を使用し、3月15日の電力復旧まで利用

できた。施設Hでは発災後の停電と同時に、自家発

電設備が自動的に作動し、昼間にもかかわらず非常

用照明設備が点灯し、貴重な燃料が無駄になったと

いう。地震後は燃料入手が困難になるため、電力復

旧までの間、残された燃料を効率的に活用する必要

がある。 

以上のように、地震後は、避難指示や施設被害伝

達、ライフライン停止など様々な緊急情報を伝達す

る必要が生じるため、日頃から情報伝達手段を複数

保有し、情報共有の方法・しくみを備えることが必

要である。 

5.4 施設復旧 

各施設における復旧に向けた活動の具体例を

表10に示す。 

施設復旧に向けて、新旧の理事らが話し合い、管

理会社や施工業者へ点検、緊急補修を依頼した（F・

I）。各住戸への被害アンケート調査を行い、専有

部内を点検・撮影し、被害報告をまとめた（G・J）。

管理会社からの被害調査報告は3月末頃に出された

（F・G・H）。その後、技術調査（J）や復旧・補

修工事（A）を依頼した。 

施設復旧については、管理組合理事らが初期段階

で被害状況把握に努め、応急補修を図り、その後、

専有部を含めた被害の全容把握が行われていたこ

とが確認できた。 

 

６. 共用施設・設備・情報ツールの活用 

表11に、発災後の活動に活用された共用施設・設

備・情報ツールを示す。 

屋内にある集会室などの部屋が、震災直後から居

住者の話し合いや災害対策本部、待機場所として活

用された（A・F・H）。また、エントランスロビー

や集会室が、「準避難所」や臨時宿泊所として有効

に活用された（A・D・L）。マンションの屋外広場

表 10 各施設における施設復旧に向けた活動の具体例 

施設 復旧に向けた活動 

Ａ ・ボランティアで、室内の家具起し、被害の写真撮影、工作（応急補修)を実施した。その後、復旧・補修工事を依頼した。 

Ｅ ・下水道の傾きがフラットになり、流れなくなったため、仮設配管工事を依頼した。下水配管の本復旧工事については未定。 

Ｆ 
・新旧役員等 5,6人が話し合って、管理会社に施設点検と緊急補修を依頼した。 

・管理会社は、被災状況調査報告を作成した。 管理組合は、復旧工事を優先し、工事実施を依頼した。 

Ｇ 
・建物被害調査は 3月末に実施した。 

・大規模修繕委員会が、住戸被害アンケート調査（5月）、住戸内調査（7月）を実施。 

Ｈ ・3月末に、管理会社から被害調査報告が出された。 

Ｉ ・管理組合理事会は、建物のクラックやタイル剥離に関する応急処置を業者に依頼した。 

Ｊ 
・各住戸へのアンケート調査を行い、被害が報告された住戸内部をチェックし、結果をまとめて報告した。（3 ヶ月要した） 

・2ケ月後、建物全体の技術的調査実施。 

Ｋ ・防災計画見直しに向けて、地震時の行動アンケート調査を連合自治会で 11月に実施。 

 

表 11 共用施設・設備・情報ツールの活用例 

施設 共用施設・空間 設備・情報ツール 

Ａ 
・1 階エントランスホールや２階の集会室が、災害対策本部や準避難

所として活用された。 

・館内の情報伝達には、非常放送設備が役立った。 

・外部との情報伝達にアナログの黒電話が役立った。 

・掲示板が有効に活用された。 

Ｄ ・エントランスロビーや集会室を利用して、準避難所とした。 (特になし) 

Ｅ ・屋外の広場が集合場所や災害対策本部設置に活用された。 ・館内放送設備がないためハンド・メガホンが役立った。 

Ｆ ・翌日の夜、集まれる居住者が集会室に集まって話し合った。 
・掲示板やメーリングリストが有効活用された。掲示板は

居住者の不安を取り除き､コミュニケーションに役立った。 

Ｈ 
・居住者は 1 階管理員前に集合した後、しばらくは、５階大広間に

滞在した。 

・1日 2～3回、非常放送設備で、生活情報等を伝えた。 

・３つの掲示板（情報募集・情報提供・避難情報）を設置 

Ｋ 
・津波に備え最上階ラウンジに臨時の避難場所を設け、要援護者

20 数名が 3 時半～4 時ごろまでスカイラウンジで待機した。 
・ハンドマイクを使って避難を呼びかけた。 

Ｌ ・店舗スタッフ等の帰宅困難者のため、集会室を開放した。 （非常放送設備はあったが、使用せず） 

 



日本災害復興学会論文集 No.3, 2013.1 

 

9 

 

が居住者の集合場所や災害対策本部に活用された

（E）。最上階にあるラウンジが津波避難のために役

立った（K）。阪神・淡路大震災の時1)と同様に、発

災後の活動に際して、分譲マンションの共用空間・

施設、屋外の広場が被災後の活動で有効に活用され

たことが明らかになった。 

設備や情報ツールについては、既設の全館放送設

備が館内の情報伝達のため非常に役立った（A・H）。

放送設備がない施設ではハンド・メガホン（E・K）、

メーリングリスト（F）が有効に活用された。合わ

せて掲示板（A・F・H）も活用された。外部との情

報伝達に関しては、停電時でも通信可能なアナログ

の黒電話を残してあり、被災後の停電時に大変役立

った例（A）があった。 

以上のように、災害発生後の初動対応や生活継続

に向けて、集会室や屋外広場、非常放送設備・掲示

板など分譲マンションに付帯する共用施設・設備が

有効に活用されたことが明らかになった。共用施設

は低層階に設けられることが多いが、最上階にラウ

ンジがあるマンションでは、津波来襲に備えた要援

護者の上階避難が行われるなど高層階の特徴を生

かした活用が行われていた。 

 

７．災害発生後の生活継続計画に関して 

本稿では、東日本大震災を受けたマンション13件

の調査に基づいて、マンションにおける直後の初動

対応である①災害対策本部設置、②安否確認、③救

助・救護、④避難誘導、⑤施設被害点検、の事例を

整理した。次に、マンションにおける生活継続に向

けた活動である⑥ライフライン維持、⑦準避難所開

設・炊き出し、⑧情報収集・伝達・共有、⑨施設復

旧、の事例を整理した。 

被災時にも安心して生活が継続できるマンショ

ンのLCP(Life Continuity Planning：生活継続計画)に

向けて、被災後の生活継続を支える活動(機能)・プ

ロセス、活動主体となる居住者の組織化、活動のた

めの施設や設備が重要な要素であると考えられる。 

第一に、被災後の生活継続を支える活動（機能）・

プロセスについて、初動対応（①災害対策本部設置、

②安否確認、③救助・救護、④避難誘導、⑤施設被

害点検）と生活継続に向けた活動（⑥ライフライン

維持、⑦準避難所開設・炊き出し、⑧情報収集・伝

達・共有、⑨施設復旧）の各活動をふまえて述べる。 

まず、発災後速やかに、全戸の②安否確認が必要

であり、日頃から安否確認を想定した居住者名簿の

作成と更新を行うことが求められる。各戸の訪問に

より高齢居住者等に安心感をもたらす効果もある。 

次に、③負傷者や移動困難者の救出・救護が必要

となるため、要援護者に対する組織的なサポート体

制が必要である。④避難誘導に際して、集合場所や、

避難の意思決定の方法を決めておくことが重要で

ある。管理組合理事による⑤施設被害点検により、

被害状況をふまえて迅速に避難の意思決定を行う

ことができる。復旧に向けて、設備関連会社等の緊

急連絡先の掲示と情報の更新も必要である。 

被災後のマンションで生活を継続するには、特に、

⑥ライフライン維持が重要となり、⑤施設被害点検

を含め、施設の現況を把握し、受水槽の水活用等の

意思決定を行うことが必要となり、決定情報の伝達

のため⑧情報伝達手段の整備が重要である。また、

超高層や大規模マンションでは、EV停止やライフ

ライン停止による調理困難や火災発生防止の面か

らも⑦準避難所開設・炊き出しが必要であり、準避

難所運営に際しては、居住者による公平で平等な取

組み(4)が求められるとともに、組織的な訓練の実施

が必要である。 

第二に、被災後の生活継続を支える活動の主体と

して、①災害対策本部設置の機能を担う組織が必要

である。①災害対策本部は、自主防災組織メンバー

や被災時に集まることができる居住者で構成する

ものとし、施設管理・運営の知識と経験や指揮系統、

および、居住者の情報把握等の観点から、新旧の管

理組合理事・自治会役員が加わり、それぞれの特徴

を生かして役割分担することが望ましい。 

災害時だけでなく日頃から活動している居住者

組織として、自主防災組織や自治会の構築が望まれ

る。災害発生時には、管理組合員であるか否か、自

治会員であるか否かを問わず、全ての居住者が助け

合い、支え合うことが必要であり、全居住者を対象

とした防災活動を行うため、自主防災組織の構築が

必要である。また、被災後の活動を円滑に行うため

には日頃の居住者関係づくりが重要であり、自治会

を設立し、居住者の交流機会を設けることが必要で

ある。⑦準避難所の開設に際し、特に大規模施設で

は、マンション単独の自治会があること(5)、さらに

は地域の連合自治会に加盟し、地方自治体との良好

な関係を保っておくことが望ましい(6)。 

第三に、被災後の生活継続を支える共用施設・設

備として、①災害対策本部設置のため、居住者が集

まる屋外の広場や、話し合いができる集会室が施設

の規模にかかわらず必要である。特に、超高層や大

規模マンションでは、EV停止や揺れに対する不安
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により避難者が多く発生するため(7)、共用施設の計

画に当り、⑦準避難所として転用可能な空間を低層

階に設けておく必要がある。また、⑧居住者への緊

急情報や生活情報の伝達・共有のため、非常放送設

備が有効であるとともに、掲示板、メーリングリス

トなど多様な手段を備えることが必要である。特に、

避難指示や緊急情報を伝えるため、施設規模にかか

わらず非常放送設備の設置が望まれる。⑥ライフラ

イン維持のため、自家発電設備設置が望ましく、ポ

ータブル発電機や照明設備の準備が求められる。 

今後、上記の調査結果や考察をふまえて、マンシ

ョンの被災後の生活継続を円滑にする施設・設備の

計画、運営主体となる居住者の組織化と居住者組織

構築に向けた計画、日常交流と災害時の対応の両方

に役立つ運営方法を取り入れた運営ガイドライン

をまとめる予定である。  

 

本稿は、文献8）文献9）をベースとして、追加の

調査を実施した上で、被災後の生活継続の観点から

加筆したものである。 
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補注 

(1) 例えば、施設Iの居住者は住戸で食器棚が転倒、

ガラスが散乱し、停電で掃除機も使えず、室内

が危険な状態のため、自宅での生活をあきらめ、

コミュニティセンターに避難したという。 

(2) 市区町村が地域防災計画に基づいて地域の小学

校や中学校等に設置する公的避難所ではなく、

分譲マンションの居住者組織が集会室等に自主

的に設置する私的避難所を指している。 

(3) ここでは、理事等の居住者が目視で施設被害状

況を確認することを指しており、被災建物応急

危険度判定については含まれていない。 

(4) 施設Aの役員は準避難所運営に際し、サービスを

受ける側・提供する側という固定的関係になら

ないように配慮していた。その理由は、サービ

スを受ける側の甘えや要求の増大が生じ、提供

者側に負担が生じることを防ぐためであった。

そこで、居住者が公平かつ平等に活動を分担す

ることが望ましいと考えられる。 

(5) 一定規模以上のマンションの場合、居住者数が

多く公的避難所に収容しきれず、準避難所開設

が必要となるが、その準避難所の運営も居住者

自身で担う必要があり、発災前からの準備組織

として単独の自治会が必要になると考えた。 

(6) 地方自治体の多くは、自治会を行政情報の伝達

や運営の機関として位置付けている一方、管理

組合については私有財産管理団体とみなし、管

理組合がそのまま自治会になることを認めてい

ない場合が多い。そのため、管理組合が準避難

所を運営しようとしても、配布物資どころか情

報も得られず、運営が成り立たない可能性があ

る。施設Aで準避難所の開設・運営が可能だった

理由として、マンション単独の自治会があり、

自治会が連合自治会に加盟し、近隣自治会や地

方自治体と良好な関係を保っていたため、Aの準

避難所は、公的避難所でないにもかかわらず、

支援物資や情報の提供が受けられたと考えられ

るためである。 

(7) 表5の施設L（39階建）では、揺れに対する恐怖

と不安で、高層階（賃貸住戸）の居住者の若い

母親と乳幼児ら50名程が１階に降りていること

や、施設Cでは、EV停止により高層階の高齢者

が避難したこと等に基づいている。 
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