
危機管理研修 

危機管理概論 

「国土交通行政における危機管理」 

 

日時：平成２２年６月２日（水）９：００～１２：０５ 

場所：高松サンポート合同庁舎 アイホール 

講師：国土交通大学校 教授 山本光一 

内容： 

9:02-9:06 入校式挨拶 山本光一教授                            

・四国では２回目の開催。前回は３年前。 

・国土交通大学校は、旧建設の建設大学校と旧運輸の運輸研修所が１本化したもの。 

・柏研修センターは、旧運輸研修所の流れで、今回の研修参加者は基本的には旧運輸のポストの

方々が集まっている。 

・なぜ二つの研修所があるのかと、昨年の事業仕分けでもたたかれ、宿題を出されている。 

 

9:09-12:05 講義 国土交通大学校 教授 山本光一                     

○クールビズ 

・「そうは言っても」と、亀井さんとかは従わなかったりと・・・ 

・しかし、「クールビズ」とネーミングを変え、環境への配慮とともに、政府公報のやり方として

の成功例。見習わなければ。 

 

Ⅰ．総論 

＜１．危機とは＞ 

○そもそも危機とは ２ｐ 

・ブームのように突如として出てきて、「９．１１」とか危機管理が再認識され。落ち着いてきた

ところに「口蹄疫」、昨年はパンデミックには至らなかったが「新型インフルエンザ」。 

 

○様々な「危機（リスク）」 ３ｐ 

・北朝鮮と韓国の間の関係も一つの危機 休戦状態なので、いつ戦闘状態に戻ってもおかしくな

い。まだまだ身近にそんな問題もある。 武力攻撃、海賊 などなど 

・土石流、高潮、津波、火山の噴火 自然災害も大きな危機。 

・飛行機の墜落、船の沈没、列車脱線転覆 など 

・道路崩壊で１週間の通行止め 「復旧は１週間後です」と公表しながら、ズルズルと訂正し、

非難された。これも危機管理。 

・金融危機、経済危機、食糧危機 これも危機。 

・地球環境問題も大きな意味で危機。 

・職員の不正、コンプライアンス違反 これも危機。 
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・民間にとっての危機は、会社存続に関わるもの。火事で商品のダメージ、どんな保険に入って

おこうか。エンロンの事件、老舗料亭が突然死していく。 

・一言で「危機」と言っても様々なものがあり、その人の立場、環境により大きく「危機管理」

は異なる。 

 

○危機とは ４ｐ 

・危機 ＝ 安定的状態に否定的影響を与える不測の緊急事態 

・発生する領域：個人、家族、企業、自治体、国、国家間関係、世界的規模など 

・発生する内容：多岐にわたる 

 

○危機管理とは ５ｐ 

・思わぬ形で発生する危機に対し、予知、予防、対策を講ずるとともに、万一、危機が認識され

たときには、直ちに危機を効率的に管理し、影響を最小限にとどめ、平常（または平常に近い

状態）に戻すための対策と手段の全般。 

 

＜２．戦後の国際情勢と対応＞ 

○戦後の国際的な危機管理 ＝ 戦争・紛争への対応 ７ｐ 

・米ソ冷戦 → 国際的な危機管理は、一応、作用 

・冷戦の終結 複雑・多様な地域紛争、国際テロ組織等の非国家主体の活動 → 脅威の多様化、

複雑化 いつ、どこで脅威が健在化するか、予測が困難 

 

○戦後のわが国の意識 ８ｐ 

・社会的な安定の下で経済成長に専念 

・冷戦下、国際テロの標的にならなかった → 平和ボケ？ 

 

○国の危機管理体制 ９ｐ 

・米国：１９７９年にＦＥＭＡ（連邦危機管理庁）を設立。 

・我が国は、１９８６年「内閣安全保障室」を設立したが、何をやっているかわからない。１９

９８年「内閣危機管理監」を設置しようやく体制ができた。対応が遅い。 

・しかし、米国ＦＥＭＡも弱体化（財源の問題？）し、ハリケーン「カトリーナ」への対応も後

手後手で、ダメだった。 

・鳩山総理が、「沖縄の米国海兵隊の果たすべき役割を、わかっていなかった」と表明するような

状態。 

・今回問題になっているのは海兵隊の基地。どのような部隊が沖縄に駐屯しているのか、そんな

ことを本土の人が理解するきっかけになってほしい。 

・沖縄の状況、沖縄の人の思いを、本土の私たちは理解できているだろうか。唯一本土決戦の地

となった沖縄のことがわかっているだろうか。 
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○近年の国際情勢 １０ｐ 

・米国９．１１ 

・イラク自衛隊派遣                → 国際情勢の流動化 

・北朝鮮の核実験、ミサイル発射、工作船問題 

 

○テロは防ぐことができる １１ｐ 

・地震や大雨等の自然現象の発生を人間は止めることはできない。 

・しかし、テロの被害は防ぐことができる。 

・海外に渡航・滞在する日本人の安全対策の強化、水際対策の強化、重要施設の警戒警備の強化、

情報活動 

 

○日本の弱さ １２ｐ 

・動物は生存競争を生き抜くために様々な工夫をする。 

 ライオンは牙と爪 （武力） 

 ウサギは長い耳 （情報） 

 狐は知恵 

・日本は、日米安保体制の下、米国の武力・情報に依存し、情報活動を事実上放棄。 

 

○英国の暗号解読 １３ｐ 

・英国は、第二次世界大戦中、ドイツの暗号を解読する機械「コロッサス」(真空管を用いた世界

初の電子式コンピュータ）を完成。 

・ヒトラーの電撃作戦指令を解読 

・英国の情報機関 ＳＩＳ（秘密情報部） ００７はこの機関の一員 

 

○民間の協力 １４ｐ 

・マルタ会議 パリのタクシー６００台が、５０ｋｍ先の前線まで２往復して６、０００人の兵

士を輸送し、戦局が好転。 

・ダンケルクの戦い ドイツ軍に追いつめられた英仏軍３０万人救援のために、英国より軍用船

のほか、プレジャーボート、漁船の民間船が救出に向かう。 

 

○民間の理解と協力が不可欠 １５ｐ 

・伊豆大島三原山噴火（１９８６年１１月） 

・東海汽船は、政府、自治体からの要請がないにもかかわらず、自主的に会社の船すべて住民救

助に向かわせた。 

・ニュースを知った漁船まで、近隣の島や千葉県からも駆けつけていた。 

 

Ⅱ．コンプライアンス 

＜１．最近の傾向にみる＞ 
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○頻発する不祥事報道（官・民問わず） １７ｐ 

・偽装請負 派遣のあり方、直接指示、隔壁・・ 

・手抜き工事 コンクリート構造物の施工不良など 

・サービス残業 財源の問題があり未払い、見せかけだけの管理職の長時間労働 

・脱税、裏金、談合、食品偽造 

・リコール隠し 社長まで情報があがっていない など 

・保険料不払い、年金問題、カード番号流出、個人情報流出 などなど 

 

○コンプライアンスとは １８ｐ 

・法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うこと。 

・コーポレート・ガバナンスの基本原理の１つであり、ＣＳＲ（企業の社会的責任）とともに非

常に重視されている概念。 

 

○コンプライアンス違反・無視の要因 １９ｐ 

・無知・認識不足と過失 

・手続きの省略 

・自己保身のための隠蔽 

・誤った「ブランド意識」 

・誤った「目標意識」、「成果至上主義」 

 

＜２．国土交通省に係る官製談合事件＞ 

○水門設備入札談合事件の概要 ２１ｐ 

・落札予定者の選定 → 世話役 → 落札予定者に連絡 

 

○水門設備入札談合事件に対する公取委の措置 ２２ｐ 

 

○国土交通省の入札談合防止対策（平成１９年６月報告） ２３ｐ 

・コンプライアンスの徹底 

・競争性・透明性の向上のための入札方式の改善 

・業者のペナルティの強化 

・再就職の見直し 

・公共工事の品質の確保 総合評価など 

 

○競売入札妨害事件 ２４ｐ 

 

○公用車運転・管理業務談合事件 ２５ｐ 

 

＜３．談合関係の結果＞ 
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○厳しいペナルティ ２７ｐ 

・懲戒処分 最高「免職」 

 年収９００万円 退職手当２，９００万円を失う。 

 年金カット 

 損害賠償 談合に関与した工事の請負金額を基準に厳格に請求 

 刑事罰 

  競売入札妨害罪：２年以下の懲役、２５０万円以下の罰金 

  独占禁止法違反：３年以下の懲役、５００万円以下の罰金 

  職員入札等妨害罪：５年以下の懲役、２５０万円以下の罰金 

  収賄罪：１年以上７年以下の懲役、授受した金銭の追徴 

・談合関与は割に合わない行為 

 

○厳しいマスコミ ２８、２９ｐ 

・「あきれ果てた国交省体質」 

・「官製談合続く出先機関は解体すべきだ！」 

・地域にとって、必要な、大事な仕事をしている出先機関なのに、官製談合の事件をきっかけに、

「出先機関不要論」につながれてしまう。 

 

・公取委には、同業他社からの密告がある。違法な行為をやめたいと、自首してくる。また、内

部告発もある。 

 

＜４．コンプライアンスの役割＞ 

○設例１、２ ３１、３２ｐ 

 

○検討されるべき論点 ３３ｐ 

（設例１） 

・公務員倫理 

・利害関係者 

・先輩後輩関係 

・相手の意図 

・飲み会の目的 

・公務員に対する国民の厳しい視線 などなど 

・１対１なら止めたほうが 大勢の集まりなら・・ 

 

（設例２） 

・内部通報 

・あいまいな情報 

・組織と人間関係 
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・業者との関係 

・法令規則と実際 などなど 

・弁護士、有識者の助言を得ることも 

 

○米軍と四国の関わり 

・吉野川の上流で「米軍らしき飛行機がよく飛ぶ」と、住民の方から航空局にクレームがくる。 

 

Ⅲ．重大事故の教訓と対応 

＜１．「あたご」の教訓＞ 

○机上自衛隊「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故 ３５ｐ 

・平成２０年２月１９日４時７分 「清徳丸」の船体は真っ二つに折れ、船橋部は沈没。 

・防衛省内局に報告が入ったのは午前５時頃、防衛大臣への報告は５時４０分頃、首相へは事故

発生２時間後（６時頃）。 → 重大事故発生時の連絡体制の不備 

 

 「海上保安庁の船がどっかの船にぶつかったらしい」との曖昧な情報。２時間後の連絡の割に、

内容が不十分、ずさんな連絡体制。 

 

・漁船を認識したのは事故発生２分前と発表したが、後に事故発生１２分前と修正 → 十分な

確認をせずに発表したのか。当初発表は責任の軽減を図ったものではないのかとの憶測を呼ぶ。 

 

・ＪＲ福知山線 「擦過痕があった」と、十分な調査もせず、置き石を脱線の原因としようとし

た。 

 

・海上保安庁（捜査機関）の了解を得ずに「あたご」の乗組員を防衛省に呼び、大臣以下幹部が

事情聴取 →捜査前に事情聴取することにより口裏合わせ等の隠蔽工作を図ったのではないか

との憶測を呼ぶ。 

・４時に当直全員（２６人）が漁船を近くに認識しながらそっくり交代 → 平常時の危機管理

（リスクの認識）が出来ていないのではないか。 

 

＜２．ハインリッヒの法則＞ 

○ハインリッヒの法則とは ３８Ｐ 

・１：２９：３００ 「死亡・重傷災害」「軽傷災害」「無傷害事故（ヒヤリ・ハット事故）」 

・不安全行動と不安全状態をなくせば、災害、傷害はなくなる。 

・ヒヤリ・ハットをなくせば、事故は防止できる。 

・いかに早く的確にヒヤリ・ハットを把握して対策を講じるかが重要。 

・ヒヤリ・ハットは現場で発生する。 → 現場からのヒヤリ・ハットの報告があがってきやす

い環境の整備が重要 ＝ 非懲罰 
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○鉄道における参考例 ４０Ｐ 

・ＪＲ西日本福知山線事故 

 

○航空における導入例 ４１Ｐ 

・航空の運行に関して発生した安全にかかる事案の国への報告対象を拡大。 

・ＪＡＬ、ＡＮＡ：社内規定で明文化 ヒヤリ・ハットの社内報告 → 非懲罰 刑事罰の適用

になる事案であっても、社内では非懲罰であることを明文化。 

・年間８００件程度の報告があがってくる。 

・航空会社の違いに関係なく、情報を共有化できている。 

・同じ機種のトラブルを、航空会社の違いを越えて、事前対策が出来る。 

 

＜３．運輸安全マネージメント＞ 

○運輸安全一括法の制定 ４３ｐ 

・平成１７年に入ってヒューマンエラーが原因とみられる事故が多発 鉄道、自動車、海運、航

空 

・原因：経営・現場間及び部門間の意志疎通・情報共有が不十分、経営陣の安全確保に対する関

与が不十分。 

・平成１７年８月４日 「公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会」中間とり

まとめ 

・運輸安全一括法の制定（平成１８年３月３１日交付）、官房新組織（運輸安全管理官）設定。 

・平成１８年１０月１日～ 運輸安全マネージメント制度の開始 

 

・夜間の離着陸時に機内の照明を落とすのはなぜ？ 事故時に乗客が機外に出た時にも、暗闇に

目が馴染んでいるよう、事前に機内を暗くしている。 

 

○運輸安全マネージメント評価 ４４ｐ 

・管理部門がどこまで安全に対して意識、体制づくりが出来ているかを評価する。 

・２，４８０社に対して実施（平成２２年３月末現在）。 

・経営トップ、安全統括管理者等に直接インタビューし、ＰＤＣを行うことの効果。 

 

○運輸安全マネージメント評価のイメージ ４５ｐ 

 

Ⅳ．自然災害 

＜１．活動期には入る地震災害＞ 

○阪神・淡路大震災以降の大地震（震度６以上） ４８ｐ 

・芸予地震は百年のタームで起きている。 

・限られた時間において大地震に備えることが重要。 
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＜２．被害軽減のための減殺対策＞ 

○災害による被害を軽減するために ５２ｐ 

・地震や大雨等の「自然現象（ｈａｚａｒｄ）」は止めることはできない。 

・しかし、「社会の災害に対する脆弱清」を小さくすることによって、「被害」を軽減することが

出来る。 

 

○減殺対策（耐震加藤）の重要性 ５３ｐ 

・阪神・淡路大震災による死亡要因 ８３．８％ 建物倒壊 

                 １２．８％ 焼死等 

 

＜３．応急オペレーション＞ 

○応急オペレーションの重要性 ５５ｐ 

・災害発生前 → 減災対策 

・災害発生事 → 応急オペレーション 

 

○緊急参集 ５６ｐ 

・災害の８割は職場にいないときに発生する。 

 １年のうち出勤日は２／３ 

 コアタイム（１０～１８時）は１日の１／３ 

 出勤日のコアタイムに災害が発生する確率は ２／３ × １／３ ＝ ２／９（２２％） 

 

○広報の重要性 ５７ｐ 

・強い決意をトップが示す記者会見を、出来るだけ早い機会に行う。 

・定時の記者会見を開くことが大切（例えば、○時間毎、１日に２回など）。 

 

○兵庫県の防災業務計画の目次 ５８、５９ｐ 

・いかに限られた時間内に、行わなければならないことがたくさんあるか。 

 

＜４．応急対策の課題と実態＞ 

○組織ごとに異なる防災意識 ６１ｐ 

 

○一般行政部門の立ち上がり ６２ｐ 

・自衛隊、警察、消防、海上保安庁の立ち上がりは早い。危機管理が本業。 

・一般行政部局の立ち上がりは遅い。いつ起こるかもしれない災害のために、日常業務において、

予算と人という資源を投下しない。 

・しかし、緊急輸送、食・住の確保等の応急オペレーションを円滑に行うためには、一般行政部

門の立ち上がりが不可欠。 

 

 ８



 ９

○被災地の悲劇 ６３ｐ 

 

○役人が活躍するための３要素 ６４ｐ 

 

○適切な復旧＝迅速な財政支出 ６８ｐ 

・激甚災害指定 １週間で激甚災害指定を！ 

・公費によるガレキ処理の決定 

・中小企業に対する低利融資 ７１ｐ 

・応急仮説住宅の建設 ７２ｐ 

・税の特例 ７３ｐ 

・激甚災害法の枠組みを越えた財政援助（補助率の上乗せ） ７４ｐ 

・補正予算 

 

○総括 ７７ｐ 

・ぶっつけ本番は無理。日頃から準備。 

・多くの関係者と連携して行動できるよう、事前準備が重要。 

・どのような行動をとるべきか、事前に整理しておくことが重要。 

 

Ⅴ．最後に 

○平時においていかに危機を意識しておくかが大事。 

 

人は、憂いがないと備えないんだよね。 

しかし、危機管理を担当する人は、憂いが無くとも備えを。 

 

○危機管理は、「知識」の習得ではなく、「意識」の持ち方 

 

― 以上 ― 


